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日時：9月21日（土）13時開場～15時 30分
場所：品川区中小企業センター　大講習室
主催：新しい歴史教科書をつくる会品川区部
後援：産経新聞社

（見出しは品川区部によるものです）

■国を思う心がない文部官僚

お配りしたレジュメに沿って説明したいと思います・・・ですが「ゆとり教育」と

いう気分ではありません。拉致問題で頭の中は一杯です。おそらく皆さんもそうだ

と思います。

今回の拉致の問題で北朝鮮が人でなし国家だというのがあきらかになりましたが、

外務官僚の人でなしぶりも明らかになったと思います。責任感のなさ、国を思う心

の決定的な欠如、国家主権という意識はまったくない、あるいは前のアジア・大洋

州局長、現シンガポール大使の槙田邦彦の「たった十人のことで日朝国交正常化交

渉が止まっていいのか」という血も涙もない発言、等々ですね、北朝鮮側に怒りの

矛先を向けるべきではありますが、それを助長させた我が国の人でなしの面々にも

怒りが向くと思うのです。こういう構造は実は外務省のみではない。今日のメイン

テーマである「ゆとり教育」も文部官僚が行っている極めて犯罪的な行為と私はみ

ています。いくつか証拠を挙げてみたいと思います。

■「ゆとり教育」の背景には左翼イデオロギーがある

レジュメの冒頭に「教育とは次世代の国民を育てる事業である」と書きました。つ

まり教育というのは縦軸を認識しなければならないものです。次の世代、次の日本

を担う人々を育てるのが教育です。しかし文部科学省にはそのような認識が欠如し

ているとしか思えません。

現在の文部事務次官に小野元之という人がいます。彼は昨年の8月20日の毎日新

聞紙上で驚くべき発言をしています。「大学では過激な学生運動をしていて権力を倒

すには暴力が必要であると本気で考えデモもした。しかし本当に世の中を変えるに

は内部に入ってやらねばと公務員になりました」これはどういう発言でしょうか。

つまり暴力革命を肯定し、内部に入って世の中を変えるためにあえて文部官僚に

なったんだ、とこう言っているのです。このあと「実は反省しました」というのは

一つもない。そのままシレッと述べているのです。

この発言は意味があるのです。「ゆとり教育」というのは日本の教育界に伝統的な

アメリカのプラグマティズム、デューイの教育思想、プラス1960年代のアメリカ発

の新左翼の運動から展開されている子供解放運動　～子供たちを教室の壁から学校

の枠から解放しようという運動～　からでてきたイデオロギーが背景です。ですか

ら「ゆとり教育」というのは単に授業時間を減らすとか教科書の内容が薄っぺらに

なるという話ではなく、その背景にイデオロギーがあることに注意しなければなら



－2－

20020921「教育再興 in 品川 2nd」つくる会品川区部

ないと私は思っています。

■「ゆとり教育」は愚民化政策

今週水曜日（９月18日）に産経新聞の「正論」欄に私が引用したものをここでも

紹介します。「ゆとり教育」を理論面から支えている国立教育政策研究所というのが

あります。そこの面々が書いている本がこの『学力低下論批判』（黎明書房）です。

これはこの研究所の現役やＯＢが書いています。編者はＯＢで現在、上智大学教授

を務めている加藤幸次という方です。この人の記述をそのまま引用しておきました。

『学力低下論批判』というのですから「ゆとり教育」の導入によって学力が低下する

のではないかという国民の懸念に対して反論をしているわけです。どういう反論か。

「確かに、学力を『読み、書き、計算する力』に限定して捉えることは、わかりやす

く、国民一般の関心を呼び起す。しかし、それはＩＴ時代にふさわしくない。…分

数にしても、小数にしても重要なことは分数や小数の意味を理解することであって、

計算は計算機の方が正確かつ迅速にしてくれるのである。子どもたちに分数や小数

の不思議さやおもしろさを教えるべきであって、計算は計算機に任せるべきである。

同じことは『漢字や英単語』についても言える。漢字や英単語など識別できれば充

分で、正確にスペルしなくてもよい時代にある。重要なことは、相手に伝えたい内

容をしっかり持つことである。正確に綴ることは電子事典に譲るべきである」こう

いう驚くべき発言です。計算は計算機に任せ、漢字や英単語は電子辞典に任せれば

いいんだ、そんなことは学校で教えなくていいんだ、とこう言っているのです。こ

れが「ゆとり教育」の根底にある考え方なんです。4月から学習指導要領が施行され

ましたけれど、一言で申しますと、かつてイギリス・アメリカで失敗した教育政策

をそのまま導入しているにすぎない。まさに「ゆとり教育」は愚民化政策。さっき

読み上げたとおり、計算機と電子辞書に頼ればいいというんですね。

しかしＧ8教育大臣会合の議長サマリーによれば「ＩＴ時代にはむしろ国民の基

礎的な学力が必要だ」というのが諸外国の認識なんですね。例えばインターネット

でネットサーフィンしようと思えば、そこで読み書きする力が必要になってくる。

少なくとも正確に識別する力が必要なんです。英単語が正しいものかどうか識別す

るには、基本的な読み書きができなければできるはずがない。英語の力が少ししか

なければ英語の文章は読みとることができない。ＩＴ時代にはむしろ国民の基礎学

力が必要だというのが諸外国の認識であり、いま諸外国は国を挙げて教育の再武装、

国民の教育を徹底させようとしているわけです。

しかし、我が国は逆を行っている。まさに「ゆとり教育」は愚民化政策としかい

いようがありません。数年前でしょうか、学習指導要領の導入が決まった時点で、日

能研という進学塾が駅貼りのポスターで、お父さん世代、お兄さん世代（「ゆとり教

育」以前）、この4月から子供たちが使う教科書を単純に並べている印象的なポス

ターがありましたが、それをみると今、子供たちが使っている教科書はお父さん世

代の教科書の半分なんですね。今回、学習内容の3割減というのが問題となってい

ますけれども、すでにその前に3割減らされているんですから、0.7×0.7＝0.49、今

回で半分になっている。これで親が子供たちの学力低下を心配しないわけにはいか
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ない。したがって数年前から「2002 年ショック」と言われていたのです。まさに

ショックですし、この4月は日本を大きく衰退の方向に向ける画期であると、かつ

て私は書いたこともあります。

■社会の階層化が進むおそれ

7割以上の親が学力低下を心配しています。公立の小学校、中学校に子供たちを預

けるわけにはいかないという声が大きくなっています。まだ東京では私立に逃げ込

むこともできます。しかし私立に行くには経済力が必要ですから、このリストラ時

代に経済力がなければ公立を選ばざるを得ません。経済力のない家庭の子供たちは

文部科学省の馬鹿な政策によってますます馬鹿にされる、そういう事態になります。

したがってますます階層化が進むのではないかという指摘も数年前からされている

わけです。また地方に行けば私立もないわけです。そうすると都会と地方の格差も

出てくるというとんでもない事態がおころうとしています。

■間違った文科省の認識　～アジアでいちばん勉強しない日本の子供

なぜ文部科学省が「ゆとり教育」なるものを推進しようとしているのかというと、

文部科学省の認識によりますと今の子供たちは勉強のしすぎだというのですね。勉

強しすぎなのでそのストレスがたまってやがては校内暴力、場合によっては人を刺

し殺すということになってしまう、そのストレスが内に向かえば引きこもりや不登

校になってしまう、そういう認識を持っているわけです。しかし、今の子供たち、た

くさん勉強していますか？　しているわけがないですね。平成11年の東京都の調査

によりますと、中学校2年生の家庭学習時間は42％が家で1分も勉強していません。

東京には私立中学がたくさんあります。私立中学・公立中学の平均が42％というわ

けで、私立にはたくさん勉強させるところもありますから、公立はおそらくほとん

どが勉強していないということなんでしょう。このようにまったく勉強していない

というのが実態なんです。勉強していないからストレスが溜まるはずがないんです。

もしストレスが溜まるにしても、大人がやるべきことは、少々勉強したぐらいでス

トレスが溜まるのであれば、それに打ち勝つぐらいの強い心をつくってやるのが大

人の責任だと思います。ストレスが溜まるんですね、じゃあ軽くしましょうよ、と

いうのが文部科学省の認識なんですね。実はもう我が国の子供たちはゆとりだらけ

です。アジアでいちばん勉強しないといわれています。具体的な数字も挙がってい

ます。

■ＩＴ大国インドでは子供に19×19の九九を叩き込む

ここに「ＩＴ大国インド」と書きましたが、インドの子供たちは猛烈に勉強して

いるんですね。インドはＩＴ大国と現在いわれていますが、アメリカのシリコンバ

レーにいけば、インド系研究者がゴロゴロいる。なぜかというとインドでは19×19
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の九九があるらしく、それを子供たちに徹底的にたたき込んでいると。それで小学

校時代にコンピューターなんかまったく触らせないそうです。大人になってから触

らせれば十分で子供の時はその前提となる基礎的な学力を身につけさせる。ある方

は日本のように小学校の頃からパソコンを触らせていると、パソコンをつくる技術

者が育たなくなると言っています。インドは真っ当に幼い頃には「読み書き計算」と

いう基礎的なところを叩き込もうとしています。

■「ゆとり教育」と少年非行には相関関係がある

今日、土曜日は子供たちが休みです。テレビ東京では朝の7時半から10時までマ

ンガの番組を5本放送しています。子供たちはそれに釘付けだといわれています。子

供たちは勉強しなくなったゆとりを何に使っているかというと、ゲームとテレビ、

少し大きくなったら携帯電話、そして街をプラプラするのです。「ゆとり教育」と少

年非行とは相関関係があるということがだんだん明らかになっています。

かつて四当五落といわれみんな受験勉強していた頃に、放課後や休みの日に女子

中高生、男子もそうですが、繁華街を大挙してうろつくということがあったでしょ

うか。なかったはずです。あるいはクラブ活動が盛んで夕陽の沈むまでグラウンド

を駆け回っていた頃に、援助交際やオヤジ狩りというのがあったでしょうか。相関

関係があるというのは、思春期の子供たちというのはエネルギーを持て余している

んですね、そのエネルギーを別のいいものに変えてやるというのがこれまでやって

きたことなんです。それが受験勉強やクラブ活動やスポーツだったわけです。その

負担を取り除いてしまえばエネルギーが剥き出しのままになるのです。そのエネル

ギーというのは、思春期では有り余る力とセックスですね。「小人閑居して不善を為

す」といいますが、エネルギーをそのまま解放しているのが今のあり方なのです。

学校が子供たちに負担を強いらなくなった。これが少年非行、少年犯罪を助長さ

せるということは十分検証できることですし、すでに検証もいくつかでていると聞

いています。こういう具合になんかおかしな世の中に導くというのが「ゆとり教育」

というわけです。この4月にさらに負担が減っているということはますます社会腐

敗が進行すると位置づけても間違いはないと思っています。

■子供の発達段階を無視した生涯学習

文部科学省が「ゆとり教育」を導入した理由として、もう一つ「生涯学習のなか

でのゆとり教育」ということを言っています。「生涯学習」一見すると非常にいい理

念のように聞こえるのです。学校が終わった後もずっと学び続ける、カルチャーセ

ンターに行ったり、大学に入り直したり大学院に入ったりだとか、一生勉強し続け

るというふうに多くの人は理解していますが文部科学省の認識はそうではない。も

ちろんそういう面もあるあるでしょうが、だいたいの部分はそうではない。これは

ある文部官僚の言い方をそのまま引いておきました「生涯学習とはいつでもどこで

も学びたいときに学ぶことだ」と。これは逆をいえば「学校に行っている間には学

ぶ必要がないんだ」ということを言っているのです。はっきりそう言っているので
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す。「必要になったときに学べばいいのだ」と。しかし、これは子供の発達段階をまっ

たく無視した考えと言わざるをえません。「鉄は熱いうちに打て」と言いますけれど

も、頭の柔らかい子供のときに基礎的なところを頭の中に叩き込んでおかなければ、

後になっていくら学びたくなって学んでも遅いのです。

今、大学は社会人入学の人をたくさん受け入れていますけれども、18歳19歳で入

学してくる学生と社会人で入学してくる学生は決定的に違います。教えていても決

定的に違います。社会人の人は頭が固いんです。柔軟な思考ができないんです、残

念ながら。頭の柔らかいときに基礎的なところを学んでおかないと、あとになって

必要なときに学んでも本人が苦労するのです。

ある読者からいただいた手紙の中に、自分の知り合いのお子さん、男の子ですが、

小学校5年生ぐらいから中学校卒業まで学校に全く行っていない、不登校だと。そ

の子が16歳になって原付免許を取ろうとしたんだけど何回やっても合格しないんだ

というのです。原付免許というのはほとんどの人が一夜漬けでパスする簡単な試験

です。これが学齢期にしっかり勉強していない子供たちにとっては恐ろしく難しい

というのが現実なのです。このように人間には発達段階というものがあるのですが、

「生涯学習時代のゆとり教育」という発想は、それをまったく無視しているという話

です。

■「ゆとり教育」のイデオロギー「子供中心主義」「子供解放運動」

次に「ゆとり教育」のイデオロギーについて述べます。何故日本に「ゆとり教育」

が導入されたか。実は昭和52年（1977年）の学習指導要領の改訂のときに「ゆとり」

という言葉が入れられるのです。だから、「ゆとり教育」は今始まったことではなく、

けっこう歴史があるのです。すでに3割減らされていたというのが、その辺のこと

です。実はこの1977年あたりに「アメリカに学べ、アメリカに見習え」という声が

あったんです。アメリカが1960年代から70年代にかけて行っていた教育のあり方に

学んだんです。そっちのほうに飛びついた。

アメリカの60年代70年代の教育は「オルタナティブ教育理論」に基づいていた。

オルタナティブというは左翼用語で「代替」とか「もう一つの」という意味で、従

来の教育に変わる新たな教育理論、理念ということです。その中で展開されたのが

「子供中心主義」、60年代あたりのベトナム反戦運動に端を発する反体制運動がアメ

リカで展開されるのですが、その一環として「子供解放運動」というのが展開され

るのです。子供を大人が決めた枠組から解放しようということです。教室から解放

しよう、学校の壁から解放しよう、そこで教室の壁を取っ払うという運動が展開さ

れます。今の日本の学校の中で教室の壁を取っ払うところがだんだんでてきました

が、背景はそれですよ。校則をなくしましょう、カリキュラムを選択科目にしましょ

う、自主性を尊重しましょう、というわけです。
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■学校の市民社会化＝ストリート化による規律喪失、学力低下

そこでどういう状態になったか。校則が撤廃されます、生徒手帳がなくなります、

服装が自由になります、そしてどうなったか。当時の報告によると、口髭を蓄えた

男子生徒や手足の爪に真っ赤なマニキュアを塗った女子生徒が現れるようになった

と報告されているのです。今の日本、そんな子供たちで溢れかえっていませんか。校

則を緩めたらこうなったんです。学校が校則を守らせることがだんだんできなく

なったんです。連邦最高裁までが、学校は市民社会と同じだと言わんばかりの判決

を出してくるのです。

同時に「学校の市民社会化」ということが言われました。学校は外の世界と同じ

だ、学校は学ぶ環境を整えた場ではなく、ストリートと同じだと。現にストリート

と同じようにアメリカの学校はなっていくのです。規律が乱れていきます。当然、学

ぶ環境ではありませんから学力も低下してきます。校内暴力、校内におけるセック

スが横行してきます。10代の妊娠が急激に増えていきます。そういう状況です。

「学校の市民社会化」といいましたけれども、その同じ言葉が、寺脇研という「ゆ

とり教育」の旗振り役をしていた（最近文化庁にでましたけど）人の対談集にキー

ワードとして使われています。やっぱりという感じです。何れにせよ、学校がスト

リート化していくなかで規律の喪失、学力の低下がおきるわけです。

■「基本に返れ」教育正常化運動が展開

しかしアメリカの親たちがこれで黙っているわけにはいかないというので、1970

年代の後半、南部を中心に「基本に返れ」を合い言葉に教育正常化運動が展開され

ます。行ったのは父母たちです。父母たちの草の根運動です。今の学校に自分たち

の可愛い子供たちを任せるわけにはいかないという運動です。「教育の基本に返れ」

というのです。「基本に返れ」の「基本」とは基礎学力の充実、すなわち読み書き計

算ということです。そして規律の回復ということです。この運動が当時90％近くの

国民の支持を得るのです。そしてだんだん大きなうねりとなって、1981年のレーガ

ン政権を誕生させるのです。教育正常化の国民運動がレーガン政権を誕生させたの

です。

レーガンは政権につくや大胆な教育改革に着手します。これまでの左翼的な教育

理念を払拭して教育改革に着手していくのです。有名な「危機に立つ国家」（1983年）

という報告書があります。当時アメリカは日本に自動車や鉄鋼の基幹産業で負けか

けていたときです（その後すぐ日本が抜いてしまいますが）、このままではアメリカ

がだめになるという危機にあるときに、レーガン大統領はその原因は教育にある、

教育を立て直さなくてはだめだ、という認識で教育改革を行うわけです。「基本に返

れ」運動が求めた基礎学力の充実と規律の回復を中心にします。
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■日本はアメリカが失敗した教育理論に飛びついた

そして我々が忘れてならないのは「日本の教育に学べ」とレーガンが言ったこと

です。当時日本はいまだ国民の平均的学力の高さと規律の正しさ、道徳性の高さを

世界に誇っていた国です。それが日本の経済を支えるものでもあったわけです。そ

こにレーガンが眼をつけるわけです。日本の教育に学べとして日本にたくさんの教

育視察団を送り込みました。これが80年代前半のことなのです。

しかし、先ほど触れましたように日本では1977年に「ゆとり教育」が導入される

のです。学習指導要領の改訂です。つまり70年代の後半に日米の教育理念ははっき

り入れ替わったのです。アメリカは日本に学べとして日本の伝統的な教育の姿のほ

うに行くわけです、もちろん古きアメリカに帰れということでもあったわけですが。

日本の場合はアメリカに学べとしてアメリカが失敗したと気付いたオルタナティブ

教育理論に飛びついてしまった、というのが背景です。

■総合学習　～我が国の教育は日教組に乗っ取られた

今回のさらなるゆとりの導入というのは、私のみるところ・・・断定してもいい

と思いますが、村山政権、自社さ政権が決定的でした。冷戦構造の崩壊後、諸外国

は政権から社会主義者、共産主義者をどんどん排除していきますが、日本の場合は

逆に政権の中に社会主義者を抱え込んでしまった、というか社会主義者の内閣総理

大臣をつくってしまった。極めて奇妙な国です。そのとき文部省と日教組が歴史的

和解といって平成7年に握手しました。これによって日教組が彼らのイデオロギー

を捨てたわけではないんです。むしろ文部省が日教組のイデオロギーをそのまま受

け入れてしまった。文部省が日教組化したんです。そこで中教審のなかに日教組の

前の委員長が必ず入るシステムができます。

この4月から正式導入された「総合学習」というカリキュラム、これはもともと

日教組が年来志望していたものです。デューイの「実験学校」という、遊びながら

子供たちに学ばせようという発想で、これは日教組の考えが導入されたということ

です。今回4月からのものは文部省が日教組化したことが背景にあると考えていい

と思います。文部科学省のなかの国立教育政策研究所・・・ここのメンバーはデュー

イ思想にかぶれた人ばかりですけれども、先に触れた加藤幸次という先生は日本

デューイ学会の会長です・・・このデューイとか左翼教育理論にかぶれた人達が、こ

れまでは小さくなっていたかもしれないけれど、今は堂々と発言できるようになっ

たのです。その上智大学教授の加藤幸次氏が書いた「総合学習の思想と技術」とい

う本がありますが、これは完全にデューイと左翼教育理論に基づいています。我が

国の教育は日教組、あるいは日教組的なものに乗っ取られたと考えていいのです。
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■批判かわしのための「学びのすすめ」アピール

文部科学省は国民の学力低下批判が大きいものですから、ここにきて1月に大臣

が「学びのすすめ」アピールというものを出し、今回「学力向上アクションプラン」

を出し、指定校をつくって学力向上させるというのです。しかし、学習指導要領が

変わっていないわけですからこれにも限界があります。指定校ですから全国一律と

いうわけではない。たまたま指定された学校に行ける子供はいいのですが、多くの

子供たちはそこにいっていないわけです。これは批判をかわすためとしか思えませ

ん。

もし子供たちの学力、規律というものが重要だと考えているのであれば、あるい

は教育とは次世代の国民を育てるという認識があるのであれば、ただちに学習指導

要領を撤回してあるべき姿に戻るべきだと思いますがそうではない。「ゆとり教育」

といわれながら一貫性のないことをやっているものですから、学習指導要領で決め

られた時間と1月の「学びのすすめ」アピールですと朝の読書の時間、放課後の補

習の時間・・・・結局子供たちは朝早くから呼ばれて夕方まで学校の中に閉じこめ

られる・・・どこにゆとりがあるのか。まったく矛盾したことをやっている。それ

よりもカリキュラムを整理して短い時間の中で体系的に勉強できるようなシステム

を構築すべきなのです。文科省は役所のメンツに拘っているというか、国民の批判

をかわしているというか、そういうものにしか思えないわけです。

■アメリカでは「ゼロ・トレランス」による立て直し

アメリカの話をたくさんしましたが、アメリカの教育立て直し論として有名なの

が「ゼロ・トレランス」という考え方です。もともと工場の生産ラインあたりか

らでてきた理念で、絶対に不良品を許さない、許容しないということです。それが

教育界に導入されまして子供たちを不良品にしない「ゼロ・トレランス」寛容さゼ

ロの教育ということです。これによってアメリカの公立の学校は相当立て直ってい

るといわれています。細かく校則を決めてそれに違反すると直ちに処罰する、細か

いところまでいちいち注意しあうということです。そういうことをやっていて教育

ができる環境を整えるということです。

■イギリスの「教育黒書」運動

次にイギリスの教育改革についてお話します。イギリスもアメリカの1960年代、

70年代と同じようなことをやっていたことがあるのです。やっぱりおかしな風潮が

ありまして、学力低下、子供たちの授業中の徘徊、校内暴力が横行することになっ

たといわれています。イギリスの場合、地方の教育当局が教育権限をもっており教

職員組合と完全に馴れ合って、むしろ教職員組合に教育が乗っ取られていた。その

ため反日自虐史観ならぬ反英自虐史観が教科書の中で展開されていたといわれてい

ます。イギリスの場合もこの現状を憂えて立ち上がった運動があります。「教育黒書」
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運動というもので、教育の現状を告発し、学校は教育を行うところで社会改造の場

ではない、と唱えるのです。社会改造の場ではないということは組合のイデオロ

ギーを教え込む場ではないということです。この「教育黒書」運動がサッチャー政

権を誕生させたともいわれています。アメリカのレーガン政権を誕生させた基本に

返れ運動と同じようなものです。

■サッチャーが築こうとした「品質保証国家」

サッチャーは政権に着くや教育改革に着手しますが、大胆な教育改革を行ったの

は3期目、最終段階です。1987年、つまり最終段階になる直前の保守党大会でサッ

チャーの有名な演説があります。当時のイギリスの教育を端的に物語るものです。

「自分自身を明確な英語で表現できなければならない子供たちが政治スローガンを教

えられている。伝統的な道徳価値を尊重できなければならない子供たちが自分たち

は浮気をする権利があると教えられている」・・・この「浮気をする権利」というと

ころを今の日本に置き換えてみますと「援助交際をする権利」があると教えられて

いるといっていいのではないでしょうか。実際そのような教育が今、この日本で行

われています。

レジュメでは「品質保証国家」という言葉を取り上げています。サッチャーは教

育を正常化する、改革することによって国民の品質を保証する国家を展望したのだ、

と後にいわれています。サッチャーが言ったのではなくて後の学者が名付けたんで

すね、サッチャーが築こうとしたのは品質保証国家だ、国民の品質を維持発展させ

る国家だと。そういう意味です。こうやってレーガン、サッチャーの行ったことに

よってアメリカもイギリスも立ち直ったということです。

■子供を甘やかす我が国の教育

これに対して日本はどうかというと・・・児童の権利条約というものを我が国は

批准しています。この条約はもともと開発途上国の子供たち、ストリートチルドレ

ンとか身を売らなければならないとか、そういう気の毒な子供たちの権利を国連と

いう外圧を使って守っていきましょうという条約ですが、日本の教職員組合は～日

教組も全教もですが～この豊かでモノが溢れかえった、自由で自由で自由を持て余

しているような日本の子供たちにこれを適用しようとしたのです。何でもかんでも

子供たちが大人と同じようにできることを吹聴した。

これに乗せられて川崎市あたりでは昨年4月に「子どもの権利条例」をつくって

「ありのままでいる権利」なんていうのを条例でうたっているのです。「秘密を保持

する権利」「子供だからといって不当に扱われない権利」「体を休ませ余暇を持つ権

利」そういうことが条例の中でうたわれているのです。愚かなことだと思います。

この理念のとおりにいけば、子供たちは鍵付の個室を持ってそこに秘密のものを

しまいこんで、外と携帯電話で自由に交信し、出会い系サイトにアクセスし、疲れ

たら学校を休み、余暇を持つ権利があるんだからと「お父ちゃんどっかへ連れて

行ってよ」と・・・権利を主張できるという話です。これは明らかに教育や躾を大
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人が体よく放棄しているとしか思えません。子供たちはそれでズにのるのです。

■ジェンダーそのものの解消が男女共同参画

残りの時間で、とんでもない教育の顕著な例としてジェンダーフリー教育をとり

あげます。最近、産経新聞さんが気付いてくれてジェンダーフリー教育の危険性を

折に触れて指摘されていますので、認識が変わってきたと思いますが、今でも全国

各地で男女共同参画条例がつくられています。今、千葉県と千葉市が一生懸命つく

ろうとしてます。とんでもない内容のようです。

ここで男女共同参画というものを正確に定義をしてみます。平成11年の6月に男

女共同参画社会基本法ができあがります。その法律を書いたというか、ほぼ自分の

考えが取り入れられたんだと自認している大澤真理という東大の社会科学研究所の

教授の見解を紹介します。彼女ほか当時の男女共同参画審議会のメンバーで基本法

の解説書を出しています。「ぎょうせい」という出版社から出されている「21世紀の

女性政策と男女共同参画社会基本法」というものです。そこの中に男女共同参画に

ついて詳しい定義があります。おそらく多くの皆さんが男女共同参画という言葉を

聞いて理解しているものとまったく違うものがでてくると思います。

こういうものです「平たく表現すればジェンダーとは、男／女らしさについての

通念であり、社会を階層的に組織する上で一番もっともらしく使われる区別であ

る」・・・ジェンダーとは男／女らしさということである…問題はここからですが

「ジェンダーという分割線をそのままにして、ジェンダー肯定の固定的な意識を改革

しようとしたり、ジェンダー役割の相互乗り入れの促進や女性の地位の底上げ等に

努めても女性差別は解決できない」。少々解説します。「ジェンダー肯定の固定的な

意識を改革する」例えば、男とはこういうもんだ、女とはこういうもんだ、という

カチッとしたものがあって、しかしこれが行き過ぎだからこの固定的な意識を改革

するということ・・・これおそらく皆さんが男女共同参画だと思っていることでしょ

う。しかし「そうではないのだ」と言っているのです。あるいは「ジェンダー役割

の相互乗り入れの促進」例えば男の役割、女の役割というのがあります。女性の社

会進出もありますから、相互乗り入れ、これまで男が担っていたけれども女にも担

えるものは女性にもやってもらうという、その逆もあるという相互乗り入れ・・・・

この促進でもないのだと言っているのです。さらに「女性の地位の底上げ等に努め

るということでもないのだ」、こういうことをやっても女性差別は解決できないと。

核心部分は次のところですが「セックス（生物学的な性差）に根差すとされる男

女の特性は是認しつつ不合理な男女格差を解消するというスタンスの実践では女性

差別を解決できない」・・・・おそらく皆さんは男女共同参画を「男女の特性は是認

しつつ不合理な男女格差を解消する」ことだと理解されているのではないでしょう

か。そういうものではないのだと。結論は「ジェンダーそのものの解消を志向す

る」・・・つまり男らしさ／女らしさ、男／女の分割線、これを完全に解消すること

こそが男女共同参画なのだと。こう言っているのです。



－11－

20020921「教育再興 in 品川 2nd」つくる会品川区部

■カタツムリは男女共同参画のシンボル

これが男女共同参画社会基本法をつくった当事者の見解なのです。それゆえにど

ういうことが起きるのか。これは象徴的な例ですが、（チラシをだしながら）千葉市

の男女共同参画の広報紙なのですが、ここに4文字で「男女共同」とあってその下

にイラストがあります。インク瓶にカタツムリが登っているところです。実はカタ

ツムリというのが男女共同参画のシンボルなのです。あちこちで使われているので

す。なぜか。ここにこう書いてあります「カタツムリは雌雄同体。結婚すると両方

の個体が土の中に白くて小さな卵を産みます。同じ一匹で雄の気持ちも雌の気持ち

もよくわかるなんて、ちょっぴり羨ましいような・・・」カタツムリが羨ましいと

言うのです。何故か。これはいわば氷山の一角で、あちこちでカタツムリが出現す

るのです。場所によっては地方自治体の男女共同参画審議会のマスコットネームに

「まいまいくらぶ」と言っているところがあります。「まいまい＝カタツムリ」です

ね・・・・カタツムリが理想だと言っているのです。男女の性差や性別役割を完全

否定して雌雄同体がいいんですよ、という発想ですね。この路線にしたがっていろ

んなことが今、展開されていっているわけです。

■子育てサポーターを通じたジェンダーフリー教育

民主党の山谷えり子さんが国会で問題にされ、産経新聞でもとりあげられました

が、文部科学省が所管している財団に委嘱してつくらせた子育て支援のパンフレッ

ト「未来を育てる基本のき」というのがあります。今、多くの家庭が核家族で若い

親たちはどうやって育てていいか不安に思うこともあるし、ちょっと自分が病院に

行きたいだとかパーマをかけたいとかそういうときに子供を置いていけないだとか、

問題があるんですね。そこで各地方自治体が、核家族の子育てを支援するために「子

育てサポーター」というものをもうけました。これは子育てを終わった女性たち、リ

タイアしたおじいちゃんたちですね。この子育てサポーターの人たちに向けられて

つくられたのが子育て支援パンフレット「未来を育てる基本のき」です。

これには「人間関係とジェンダーの視点から」という副題がついていますが、こ

の中でどんなことが言われているかというと、ジェンダーフリー一色なんですね。

例えば後ろのほうをみると「子供の育ちをジェンダーの視点で捉え直す」「自分の育

てられ方、子育て体験を振り返ることで、子育ての日常の中にどのようなかたちで

ジェンダーバイアス（つまり、男だからどうだ、女だからどうだ）の偏りがないか

気付かせる」…これを4・5人のグループに分かれて告白させていく、相互チェック

させるというのです。思想チェック、相互監視です。
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■男の子がスカートをはいてもいい、と子供たちに吹き込めという文
部科学省

その中の「今なぜ子育て支援か」というところで「抱かれていない子、目をあわ

さない子が増えているが」と、親との接触が少ない子が増えているということにふ

れています。そして、この人の善意につけ込んでこのパンフレットが何を行おうと

しているかというと、もうジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー・・・。

具体的にいいますと、これは産経新聞でも取り上げられましたけど、女の子に優

しい愛らしい名前をつけることがよくない、男の子にスケールの大きい強そうな名

前をつけることがよくない、と言っているのです。具体的に名前が挙がっていま

す・・・みさき、ななみ、あおい、ゆうか、さくら・・・こんなこと言ったら皇太

子殿下のところの愛子さまは文字通り愛らしい名前なんですから、否定の対象にな

ります。

さらに「節句祝い、雛祭りのお雛様はやめましょう」と言っているのです。「男の

子の鯉のぼり、武者人形もだめ」「男の子は女の子にやさしくしなさい、という言い

方もだめ」「女の子に礼儀正しく言葉遣いは丁寧にしましょう、と言うのもだめ」と

いうことを文部科学省は言っているのです。少なくとも文部科学省が委嘱してつく

らせている。これは今でも通用していて回収されていないのです。

ふざけた話が満載です。「げんこつゲーム」というのが載っています。「体操しよ

う」と呼びかけて「首・肩を回しましょう、子供たちも一緒にやりましょう、背伸

びや腰の運動もいれるのもいいでしょう」とあります。まず「胸の前で手をげんこ

つにして」といってげんこつをつくらせます。「このげんこつを足の裏につけてみま

しょう」といってつけさせます。そうすると・・・「げんこつの付け方が男の子と女

の子で違っていませんでしたか。もし違っていたらなぜ違いがでるのか考えさてみ

せましょう（スカートだったら足を大きく開けません）。女の子がジーパンをはいて

も何でもないのに、男の子がスカートをはくと大騒ぎになるのはどうしてなのか、

考えてみましょう」・・・何を考えろというのか、男の子がスカートをはいてもいい

よ、という話なんでしょう。これを近所のおじいちゃん・おばあちゃん、子育てサ

ポーターたちは子供たちに吹き込めというのです。

■思春期の子供を狙い撃ちするジェンダーフリー教育

教育の世界では男女混合名簿からジェンダーフリー教育は始まっています。「男の

子に「くん」付け、女の子に「さん」付けをやめましょう、みんな「さん」付けで

いい」というのから始まって、もう馬鹿馬鹿しいことの連続です。小学校6年生の

修学旅行はいま、男女混合で同じ部屋に泊まるところがあります、公立の学校では

（会場からエッー？！の声）。思春期ですよ、第二性徴期ですよ、そういう時期をね

らってそういうことをやるのです。

国立市の小学校では運動会の騎馬戦は男女混合です。男チーム、女チームでやっ

ているんじゃなくて、まさに男女混合でやっているわけです。で、お互いに殴り合

う。実際、今、男女共同参画、ジェンダーフリーという名のもとに若いカップルで
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殴り合うカップルがいるんだそうです。男も女も殴り合う、ジェンダーフリーだか

ら。

福岡県の県立高校では、体育の時の着替えは男女同じ教室で着替えるのだそうで

す。男女共用のトイレがいま開発されているそうです。足立区ではすでに実践があ

りますけれど、いわゆるオカマの人を呼んできて子供たちに体験談を聞かせるのだ

そうです。その前にジェンダーチェックというのをさせて、子供たちのなかにある

男らしさ／女らしさの意識を払拭していくというのです。そのあとオカマが登場す

るのです。なぜオカマなのかというと・・・カタツムリだから。「カタツムリがちょっ

ぴり羨ましいような」というのですから、オカマの人も羨ましい存在と位置づける

のです。こんなふうにおかしな話が次々と展開されていっています。

■オカマを子供たちの役割モデルにしようとするジェンダーフリー教育

時間がありませんので、ポイントだけ述べます。こんなことをやっていると、ま

ず子供たちの役割モデルが混乱します。思春期、第二性徴期をねらってそういう

ジェンダーフリー教育が行われているのです。思春期、第二性徴期というのは自分

が男である、女であるということを精神的にも肉体的にも意識するときです。そう

いう時を狙って行っていくのです。育児の世界的な権威であるスティーヴ・ビダル

フという人が「男の子って、どうしてこうなの？　まっとうに育つ九つのポイント」

という本を書いています。最近売れている本で、その中でジェンダーフリーを批判

しているのです。男の子であれば小さいときは父親を男のモデルとして、こういう

男になりたい、とみるのです。女の子も母親を役割モデルとして想定するのです。そ

こでオカマの人が役割モデルとなったらどうなりますか・・・という話です。後天

的な性同一性障害をつくっているとしか思えません。節句さえ否定するのですから

日本文化を破壊しているとしかみえません。カタツムリが理想だと言うのですから

人間改造をしているとしかみえません。

■中学生にピルを勧める厚生労働省

そして厚生労働省がつくらせた性教育のパンフレット「教えてみたい、思春期の

ためのラブアンドボディブック」、全国の中学生全員に行き渡ることになっていまし

たが、山谷えり子先生の問題提起により問題となって回収された性教育の指南書で

す。しかしこれはHow to SEX の指南書になっているのです。避妊具のつけかた・・・

中身はピルの勧め。なぜピルなのかというと、フェミニズムの発想によれば、ピル

は女性がセックスの主導権を持てるということです。ジェンダーフリーの視線で書

かれているのです。裏表紙に「女の子へ」というメッセージがあります「控え目で

自己主張しないのが女らしいなんて言われるけど、自分の思いや意見はどうどうと

表現していこう。特に愛と性については女の子が主体性を持つことが大事。あなた

にはあなたの体と人生を守り決めていく権利がある。しなやかにりりしく生きてい

こう」といっている。重要なところは「愛と性については女の子が主体性を持つこ

とが大事」・・・「性の自己決定権」というのですね、これは。女の子が性の自己決
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定権を持つと。

製薬会社からお金がでてこのパンフレットがつくられているといわれています。

日本ではピルが大人には普及しないんです。だから子供たちに普及させようという

裏があると言われています。ピルの避妊失敗率は1％でコンドームが12％とか、コ

ンドームの着け方とかそんなことも書いてあります。これだけエイズの問題がある

のになぜピルなんでしょうか。またピルは人工的につわり状態をつくるもので、イ

ライラします。ちなみにピルを飲んでいる人の離婚率は非常に高いと言われていま

す。欧米では環境ホルモンだということで禁止の方向です。

■ヒッピー文化にかぶれたおかしな連中が国の中枢にいる

なぜピルなのかというと、背景はフリーセックスなのです。実教出版が出してい

る高校の家庭科の教科書「家庭一般21」、これなんかフリーセックス一歩手前です。

教師用の指導書は「性の解放」といって完全にフリーセックスを打ちだしています。

こういうのが日本の教育界の現況です。一部かと思えばどうもそうではない。

なぜフリーセックスなのかというと、かつて60年代70年代、日本でもヒッピー文

化というのが流行りました。彼らは反体制で家族もいらない、自分たちで勝手な

サークルをつくって、その中でフリーセックスを行なっていた・・・こういう連中

がいま社会の中枢に入り込んでしまっている。文部次官が暴力革命を肯定したよう

なことを言っているのは、彼もこのカルチャーの染まったことを暗に暴露している

わけです。フリーセックスを求めるようなヒッピー文化にかぶれた連中がいま、国

の審議会に入ったりとか、有力な官僚になったりとか、あるいは大学教授になって

それらを支援したりだとか、そういうことになっている。背景はそうだと思うので

す。

そんなことを考えているのは国民の極々少数です。しかし、このようなおかしな

考え方をしている人たちが中枢にいるということも現実なんです。今、彼らは少数

かもしれないけれども、こういう教育が行われれば30年後には彼らの考えは多数派

を占めているでしょう。これを彼らは狙っているとはっきり書いています。彼らに

よれば「学校は価値の再生装置」だと。良くも悪くも学校は価値の再生装置なんで

す。彼らの価値を子供たちに吹き込んでいけば、それがどんどん増殖していくわけ

です。

■必要なのは次の世代を育てるという子供を思う心

悲観的な話で、ではどうすればいいのか・・・アメリカ、イギリスの話をあえて

したのは、サッチャー政権、レーガン政権の誕生によって、それらの国は大きく変

わった、動かしたのは実は国民運動だった、というのがいいたかったことの一つで

す。彼らは「基本に立ち返れ」と言ったんです。「基本に立ち返れ」とは、学力や規

律ということもありますが、人間としての、日本人としての基本というものがある、

それに返れ、ということです。サッチャーのところで触れた「品質保証国家」とい

うのはとりわけ注目すべきことだと思います。国民の品質を保証する国家、国民が
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責任を持って次の世代の国民をいいものに育てあげる責任を持っているということ

です。

冒頭に外務官僚の話をしましたが、彼らの責任感の無さ、国を思う心の無さ、冷

酷非道で血も涙もない・・・文部官僚もどうもそのようですが・・・そうではなく

て、必要なのは次の世代を育てるという子供を思う心、同時に国を思う心です。ま

た大人としての責任感。

「ゆとり教育」を推進している寺脇研という人は「自分の子供はいないんだ」とい

うのです。なぜ子供がいないのかというと「全国の子供たちを自分の子供と思うよ

うにあえて子供をつくらなかった」というのです。そうインタビューに答えていま

す。これは偽善もいいところではないでしょうか。裏返しにいえば自分に子供がい

ないから他人様の子供はどう育てても構わない、ということではないでしょうか。

我々はそのような無責任な輩に自分の大事な子供を任せているわけにはいきません。

方向性を示さないまま終わりますが、あとは如何にこの現状を変えていくかとい

う方法論になるかと思います。それは皆さんとともに考えていきたいと思います。

時間が来ましたので終わります。

質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答

（Ｑ）区別と差別の違いについて
「区別と差別」についてですが、国連がつくった「女子差別撤廃条約」というのが

ありましてそこではこの条約でいう「女性に対する差別」とは「性別による区別」を

いうんだと。男女を区別することが即、差別だという認識が国連の中にできあがっ

ている。日本はこの条約を批准してその結果が男女共同参画法になったわけですけ

れども、アメリカは批准していないんです。最近は国連発というのはおかしな動き

が大きいのです。そろそろ日本人の国連信仰というのはやめた方がいいと思うので

す。

（Ｑ）公民館学校におけるジェンダーフリー教育について
公民館は拠点です。公民館とか女性センター、男女共同参画センターとかで講座

と称してフェミニズムを吹き込むために講座を開いてそこにフェミニストを呼んで

きて拡大生産するわけです。私は絶対そういうところに呼ばれない。何年か前に保

谷市で公民館の夜の講座に呼ばれまして、私の名前が出たとたんに市役所の管轄の

部署にじゃんじゃん電話がかかってきて、結局、公民館の館長が弁明を公民館だよ

りに書いた。「多様な意見を聞きましょう」と。そのくらい声が掛からない。なんで

そうなのか、ハコモノだとか講師の養成・・・彼らは全部グルのようです。そして

主婦の小さな不満に火をつける。生きてりゃみんな不満があるはずなんですけど、

その不満がなぜでてきたか、それは社会の構造に問題があるのです、ジェンダーフ

リーじゃないからです、ということを言うわけですね。
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（Ｑ）ジェンダーフリーは憲法違反では
その通りですね。いま千葉県がつくっている条例ですと公共事業の発注はジェン

ダーフリーを推進する企業を優先するというのですね。つまり逆に言えばジェン

ダーフリーの考え方に異を唱えている企業に対しては経済制裁を行うという話です

し、男女共同参画会議の話ですと、ジェンダーフリーを推進しない市町村に対して

は特別税を課す、という話もでていますから・・・とんでもない話です。思想・信

条によって差別するということですから当然、憲法違反です。

（Ｑ）ジェンダーフリーの違憲性を司法の場で争う動きは
まだでていません。千葉県の条例で具体的な問題がでてくれば争えると思います。

（Ｑ）夫婦別姓を巡る動きについて
選択制という話ですが、単に選べるという話ではないのです。選択制の背景にあ

るのは、どんな形態にあろうがぜんぶ家族だという。別姓と同姓を価値として同じ

とするイデオロギーなのです。選択制というのは単に選べる、自由度が増えるとい

う話ではなく背景はイデオロギーだと・・・最近の朝日新聞は語り始めましたね、

ずっと隠していましたけど。すべての家族形態、両親揃っている家族形態と母子家

庭、父子家庭、やむを得ずではなくて好きこのんでシングルマザーになったところ、

同性愛で住んでいるところ、ペットと住んでいるところ、あるいは独身、これらを

家族の同じ概念の中に入れてしまうというのが選択制の発想です。例えば独身者ひ

とり家族というのです。独身者も家族の概念のなかに入っているのです。あれも家

族、これも家族ということは家族の基本形態を否定するということです。それが選

択制の背景にあるイデオロギーなのです。家族否定のイデオロギーなのです。そこ

のところを注意する必要があります。

（Ｑ）子供中心主義について
個性重視、個性の尊重だとか自主性の尊重だとかいうのが子供中心主義の発想。

これは子供の時に身につけなければいけない道徳性の前に個性があるという話です

ね、あれも個性これも個性。個性には当然、いい個性もわるい個性もあるわけです

が、それを峻別しないで、全部個性として尊重しましょうという・・・・これは躾、

教育の完全放棄ですね。

（Ｑ）学力向上アクションプランについて
小中学校、高校で学力指定校をつくって学習指導要領にとらわれずに教え込むと

いうのです。しかし文部科学省が言っているのですから、それほどいっぱい教える

ということではないでしょう。しかもそれは全国のなかのごく限られた学校ですか

ら、その他のたくさんの学校は学習指導要領に拘束されるということです。
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（Ｑ）習熟度別学習について
中学校はそちらの方向にむかっているようですね。私立ではとっくに導入してま

す。そのほうが落ちこぼれがなくていいと思います。

（Ｑ）親になる前の心構え～学生に語る気持ちで
私たちという存在は連続性のある存在です。私たちの世代は親や祖父母から前の

世代のものを受け継いで次の世代に受け渡すという、その通過点にあるわけですか

ら、多くの皆さんがやがて親になるという自覚を持って生きることが必要だと思い

ます。受け継いだものを引き渡すという役目を持っていると思えば、あるいは少女

達がやがてお母さんという尊い存在になると認識があれば、売春なんかしないと思

います。

（Ｑ）学習指導要領の合法的に改善するには
小渕内閣から引き継いだ森内閣の教育改革国民会議がありましたが、そこは随分

良いことも言ってくれましたけど「学習指導要領の見直し」「ゆとり教育」にはまっ

たく触れなかったですね。なぜかというと政治家の中で文教族と呼ばれる人、これ

は新文教族と旧文教族とに分けられているそうです。旧文教族というのは、例えば

森前首相は旧文教族の代表ですが、この人達は歴史認識とか国旗国歌とかそういう

問題については敏感に反応するのですが、学力についてはさっぱりなんです。むし

ろ「ゆとり教育」推進論なんです。今それとは違う通産官僚や大蔵官僚出身の新文

教族というのがでてきているのです。彼らはこんな「ゆとり教育」なんかやってい

ると日本の経済がダメになるという認識で「ゆとり教育」の反対を展開してしてい

るのですが、この新文教族は歴史認識とか国旗国歌とかそういう問題についてはか

らっきしだめなんです。二つのいいところを融合した新たな存在が必要だと思いま

す。

【八木秀次氏プロフィール】1962年生まれ広島県出身・高崎経済大学地域政策学部助教授。憲
法、人権、家族、教育などのテーマについて、保守主義の立場から旺盛な言論活動を展開す
る。第二回「正論新風賞」受賞。フジテレビ番組審議員。
主な著書・・・・精撰尋常小学修身書（小学館文庫）／反「人権」宣言（ちくま新書）／明
治憲法の思想（PHP新書）／誰が教育を滅ぼしたか（PHP研究所）など


