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1994年、日本子ども社会学会の創設にあたって、中心メンバーのひとりだった故藤本浩

之輔は、学会創設のねらいについて以下のように考えていたとされる。「子どもの社会を教

育学・人類学・社会学といった枠を超えて、さらに児童学や児童文学などもふくんで包括的

総合的に研究することが、子ども文化の実態を明らかにし、この重要性を人々にアピール

するうえで不可欠だ｣(矢野1999：24)。当時助教授として藤本と同じ京都大学教育人間学講

座に所属していた矢野智司によるこの見解は示唆に富んでいる。それから15年を経た現在、

本学会が果たして藤本の構想していたような、子ども社会の包括的総合的な研究の団体組織

となり得ているか否かの検証はさておいて、藤本の中で(教育)人類学的アプローチという

ものが本学会の主要な方法論として意識されていたことを、矢野の見解から窺い知ることが

できる。藤本自身、教育社会学の研究者として出発したが、1980年、京都大学教育学部教育

人間学講座に赴任以降は、教育人類学者としてのアイデンティティを強く意識していたこ

とが、学部紀要に掲載された3本の論文(藤本1983,1985,1987)からも窺える。本学会にも、

教育人類学者として参画したいとの思いがあったことは疑いない。

本稿では、こうした藤本の思念を踏まえた上で、教育人類学の定義および学問的性格の検

討と、国内外における近年の教育人類学の動向の通覧を通して、教育人類学の視角と方法が

子ども社会研究に果たしうる役割について考究する。この小論が、本学会の新たな展開と一

層の発展にささやかながらも寄与することを願いつつ、筆を起こすことにしたい。

1．教育人類学とは何か

a.歴史

教育人類学という学問分野の知名度の低さを勘案すれば、初めにその歴史について概観

すべきところだが、紙幅の都合上省略せざるを得ない。詳しくは田浦(1979)、江渕(1982,

1991)、大久保(1999)、松澤・南出(2002)、坂元(2006)他の先行研究を参照されたい。ただ

一点のみ言及しておく。この学問分野は20世紀はじめにアメリカで誕生し発展をみた(1)。日

本人による研究や日本の子どもや教育を対象とする研究も、初期の頃から今日に至るまで

アメリカからの影響力を強く受けている。但し、イタリアのM.Montessoriが20世紀初頭に

アメリカで展開されたと同様の手法、すなわち「参与観察法を駆使した民族誌学的教育研究」

(うの.ゆうすけ梅花女子大学）
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(江渕1982:140)を用いてローマのスラム地区の子どもたちの生活と教育を研究し、『教育学

的人類学Peaagog/c"IA"r/i'Opology｣(1913)を著したことは特筆される(2)。後述するようにド

イツをはじめヨーロッパの教育人間学(人類学)研究の中には、直接的な影響関係はないも

のの、アメリカ教育人類学との交接点が見られるものもある。両者の異同性の検討は、本稿

の主題と密接に関連しており、最後にもう一度触れることにしたい。

b.定義

次に、日本における「教育人類学｣の定義および属性(学問的特性)について、先行研究を

基に検討を加えていく。古くは1955年刊『教育学事典』第2巻(下中弥三郎編)の原喜美執筆

による「教育的人類学[pedagogicalanthropologyl」の項目に、「教育事実や教育問題を動的に

とらえ、人類学の立場から、総合的人間科学として研究する学問｣(原1955:85）と規定され

ている。一方、1960年代以降アメリカ教育人類学の理論と方法を紹介し日本の教育人類学研

究を主導していった江渕一公は、次のように定義している。

「教育人類学｣(educationalanthropology)とは、もっとも簡単に定義すれば｢教育現象

を人類学的視角・概念・方法を用いて研究する文化人類学の一部門」ということになる。

文化人類学は｢文化とはなにか」という人類学諸部門共通の課題に迫ろうとする学問で

あるから、文化人類学の一部門としての教育人類学は、教育を文化の一部としてとらえ、

それが文化のほかの諸側面ないし諸要素とどのような構造的・機能的連関をもっている

かを究明し、その角度から「文化とはなにか」という文化人類学の究極の課題の解明に

貢献しようとする学問であるということができる（江渕1982:134-135)。

この定義について江渕は、1969年発足の「教育人類学会[CouncilonAnthropologyand

Education]｣がアメリカ人類学会の下位部門的な関連学会として位置づけられている事実を

根拠にしての言い方にすぎないと注記しているが､「文化人類学の一部門」もしくは｢人類学

の応用分野｣(坂元2005:13）としての認識は、アメリカで文化人類学を学び、その理論と方

法を「教育」に応用しようとした日本人研究者の多くに共有されているものと思われる。こ

の点に関する筆者の見解(異論)については後述したい(3)。

C.方法論

教育人類学の方法論的特性について江渕は、隣接領域である教育社会学および教育心理

学との最大の相違点として、「非実験主義と全体的接近法の伝統に基礎づけられた定性的な

民族誌的方法と、通文化的比較の視角・方法」を挙げ、「いわゆる教育民族誌(educational

ethnography)はそうした特色をもつ教育人類学の方法であり、かつその結果である」(江渕

1982:211）と指摘している。江渕の流れを汲む坂元一光は、「民族誌的手法｣を｢現地調査（フ

ィールドワーク）とそれにもとづく報告」と規定した上で、教育や子どもに焦点化させた民

族誌的手法は、(1)学校に関連するしないにかかわらずあらゆる教育的な過程(processes)を

対象とする研究としての｢教育民族誌」と、(2)学校における意図的教育や文化化の過程の研
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究(遊び場や遊び仲間、同年集団、学校内暴力などの学校生活に関する研究を含む）として

の｢学校民族誌｣に大別されるとしている（坂元2006:11)。一方、田浦(1979)は文化人類学

の方法論として、(A)文化横断的考察法によって、人間行動の多彩性と普遍性に焦点を当て

る方法としての「外向的ないし量的方法論｣、(B)特定の文化の本質の洞察を通じて文化と

人間の関係を究明する方法としての｢内向的ないし集中的方法論｣を挙げる（田浦1979:50)。

以上、三者の見解から、〈非実験主義><全体的接近法><民族誌的手法（フィールドワーク）

－教育民族誌と学校民族誌><通文化的比較もしくは文化横断的考察(外向的・量的方法)〉

<文化本質洞察(内向的・集中的方法)〉等を教育人類学の方法論上のキーワードとして抽出

することができる。

d.類似領域との異同性

ところで､「教育人類学」と類似・隣接する学問領域である「子どもの人類学｣｢教育人間学」

｢子どもの民俗学」について、その異同性を確認しておく必要があるだろう(4)。まず｢子ども

の人類学[anthropologyonchildhood(またはchildrenandanthropology)]」は、教育人類学

との対象領域はほぼ同じであるが(5)、後者がく教育者(大人)〉とく被教育者(子ども)〉を同等

に焦点化し、両者の関係性に注目するのに対して、前者は特に子どもに焦点化し、子ども

に寄り添い、子どもからの視点や発想に注目するという、焦点化の違いがあるように思う。

1920年代から70年代にかけてR.BenedictやM.Mead､B.Whiting&J.WhiUng等によって主

導された「文化とパーソナリティ」研究においては、「文化固有の育児様式やしつけが注目さ

れ、人間が文化を学習し、内在化させてゆく重要な時期としての乳幼児期の子どもが注目さ

れた」(松澤・南出2002:137)が、上述の分別基準に照らせば、彼らの研究は｢教育人類学」

というよりもむしろ「子どもの人類学」と見なすべきだろう。また、ナーサリーライム（伝承

童謡)や子どもの遊び・伝承習俗などの調査研究で知られるイギリスのI.0pieがアメリカの

学界で｢子ども人類学者[anthropologistonchildhood]」と称せられたのもその好例と言えよ

う(6)。ただし、こうした研究を広義の意味での｢教育人類学」と捉えることも十分可能である。

次に「教育人間学」という用語は、英語で言えば教育人類学と同じ"educational(または

pedagogical)anthropology"となるが､「哲学的人間学に基礎を置いた教育学｣(田浦1979:37)

と規定される。田浦(1979)によれば、アメリカにもA・Edelをはじめ｢教育人間学」に言及

している哲学者はいるが、ドイツのO.FBollnowやH.D6pp=VOrwald,、オランダのM.J.

Langeveldが斯学の代表的存在である。日本においても、彼らの言説を紹介するとともに、

これと西田幾多郎の哲学や仏教哲理とを止揚させた独特の哲学的な教育人間学研究が、森

昭、蜂屋慶、和田修二等によって生成・展開されてきた(7)｡「教育人間学」と「教育人類学」と

は、重視する方法論においてこそ思弁性と実証性の差異があるとはいえ、到達目標はいずれ

も教育という営為(事象)の洞察を通じての人間理解であり、後述するように、今後もっと

双方の研究者が交流し影響を与え合うことが期待される。

最後に「子どもの民俗学」は、64children'sfblklore''､Gfblkloreonchildhood''｡Lchildlore''などと表

記され、伝承童謡・遊び・言葉・説話・伝承習俗など、主に子どもたちが主体的に創造・伝

達する文化についてフィールドワークに基づいて子ども自身の視点から考察しようとするも

14



教育人類学と子ども社会研究：鵜野

のである。前述した｢子どもの人類学｣に近接する領域といえるが､「子どもとはなにか(人間

とはなにか)」という、子ども存在(人間存在)の本質に対する意識の度合いによって、両者

を分かっことができるだろう(8)。

2．教育人類学の今日的動向と課題

a.アメリカにおける近年の動向

次に、近年の教育人類学研究の動向について、まずはアメリカのものから見ておきたい。

大久保祐子(1999)は、教育人類学会発足後の1970年以降のアメリカ教育人類学の研究動向

について紹介しているが、そのうち主要なものを列挙しておく。①相互作用論や解釈的アプ

ローチを用いて教室内での教師と生徒間の相互作用の学力に及ぼす影響を扱った研究、②学

校教育と社会的ニーズとの関わりを主に経済的領域に着目しながら論じる構造機能主義や技

能機能主義の研究、③文化生態学的な視点からの人種やエスニシティに基づく社会階層の

教育に及ぼす影響の研究、④学校と学校を取り巻く世界との(学校文化と学校に生徒が持ち

込む文化との)不連続性に着目した研究、⑤社会変革への関心から学校教育を扱った研究と

しての多文化教育研究・バイリンガル教育研究、民族誌的データを用いて教育プログラム開

発を試みる研究、⑥霊長類や狩猟採集社会における社会化の吟味や人間の進化プロセスの考

察など、考古学や自然人類学の分野における教育現象や文化伝達のう°ロセスを扱った研究、

⑦分析枠組み(理論モデル）としての｢文化の伝達｣｢文化の習得｣｢文化の構築｣概念の提唱と、

これらの有効性をめく、る論争(91，⑧(1980年代以降の)｢関係性を問う」視点の弱まりと「テク

ノシスト」的立場からの研究の増加qCl、以上の通りである(大久保1999:224-229)。

一方、松澤員子と南出和余(2002)は、教育人類学会成立当初の関心が学校と地域社会の

連続性・非連続性や、教育の場における少数民族問題などにあったのに対して、1980年代に

入ると、「学校文化｣の人類学的研究や認知・言語学的研究、黒人やスペイン語系民族の教育

問題などが取り上げられ、応用人類学的研究が主流を占めるようになったこと、また日本の

学校に関する研究がいくつか見られることを指摘した上で、「非定型的な文化伝達の過程か

ら、定型的な枠組みの中における文化伝達を扱うようになった」と、1980年代以降の傾向を

概括する(松澤・南出2002:138-139)。

b.日本における近年の動向

日本の文化人類学における子ども研究の歴史については、前述の松澤・南出(2002)に詳

しい。そこに紹介された原・我妻(1974)や原(1979)、また青柳(1977)などの著書は、前述

の「文化とパーソナリティ」論の分析枠組を用いた｢子どもの人類学｣の大きな成果として今

日もなお高く評価される。また同じく松澤・南出(2002)に紹介された、1980年代前半の山

口昌男・本田和子等による構造人類学(記号論)の方法を用いての｢異文化としての子ども」

研究(本田1982、山口・本田他1984)、岩田慶治を中心とする共同研究｢子ども文化の文化

人類学的研究｣(1984年シンポジウム開催、報告書刊行：岩田985)、箕浦康子による「異文化

適応の問題を通しての子ども研究｣(箕浦1984,1990)も、80年代以降の重要な｢子どもの人類
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学｣および｢教育人類学｣研究として位置づけることができる。

これ以外にも、九州大学教育学部附属比較教育文化研究施設による「世界の教育文化｣に

関する研究プロジェクトおよびその中心メンバーである江渕や綾部恒雄等の個々の研究(江

渕1982、綾部1985.2003、坂元2006)、田浦武雄を中心とする執筆者による『教育人類学

一文化的志向と教育』(1979)の刊行と名古屋大学における教育人類学講座の開設、藤本浩之

輔による子ども文化論の展開と京都大学教育学部教育人間学講座での人類学と哲学的人間

学のコラボレーションの試み(藤本1983.1985.1987.1996)、福井勝義や松澤員子等の企

画・運営による「環境｣の視点からの子ども文化および子ども社会の研究プロジェクト（松澤

2000)、佐藤慎司やドーア根理子等による日本のことば／文化の｢標準化｣の過程をめぐる研

究(パネル発表:2005年アメリカ人類学会、報告耆刊行：佐藤・ドーア2008)等が、管見の

及ぶ限りでの教育人類学研究に関する組織的な動向として挙げられる。

ところで、坂元(2006)は、21世紀初頭の今日、人類学や社会学における子どもの文化や

教育に対する視点や問題関心の立て方が大きな転換点を迎えているとして、次のような具体

例を挙げている。

例えば、本書で取り上げた産育のローカルな観念や実践への民族誌的関心は、今日、

女性の人権を強く意識したリプロダクテイブ・ヘルス／ライツの問題へと接続され、新

たな課題領域を構成しつつある。また、教育人類学の主要テーマであった学校中心の文

化伝達や文化化研究に対しては、より広い生活世界のなかで暗黙知や実践知の形成過程

を文脈に即して追及する新しい研究関心の流れが生み出されている。さらに、子どもの

捉え方それ自体に関しても、これを常に構造的に規定され、また、そこから一方的に析

出される対象(subject)として見てゆく視点から、社会や文化の生成過程に深く参与す

る主体的存在と見なす視点へと研究者のまなざしのあり方は大きく変わりつつある（坂

元2006:264)。

以上のような研究動向の変化・転換を踏まえながら、教育人類学の今後の課題について節

を改めて検討していきたい。

C.教育人類学の課題

アメリカの人類学者H.B.Schwartzmanは、21世紀の｢子どもの人類学｣が取り組むべき具

体的な課題として以下の7点を挙げている。1.第三世界の子どもたちの(特に都市部にお

ける)労働問題、2．エイズをはじめとする世界規模の伝染病に直面する子どもたちの問題

3．国家権力による子どもたちへの政治的暴力の問題、4．紛争や自然災害などによって生

まれた移民・難民の子どもたちの問題、5．社会的・文化的価値の再生産と伝達のための制

度的装置としての学校の問題、6．メディアおよびテクノロジー大量消費社会が子どもに及

ぼす影響の問題、7．国家や地域共同体による子どもの政治的利用の問題。その上で、人類

学者は子どもたちと協同してこれら直面する課題を打開・克服していくこと、すなわち｢子

どもを対象とする[ofChildren]人類学」のみならず｢子どもに寄り添う[withChildren]人類
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学｣を目指すべきだと説く(Schwartzman2001:9-10、鵜野2007:109)。

一方、松澤と南出は、日本での教育人類学的研究の主流トピックになっているものとして、

l)異文化の中で育った日本人の子ども、2)日本に住む外国人の子ども、3)異文化コミュ

ニケーション、4）国際援助をめぐる「人間開発｣教育、の4つを挙げる。そして、「これらの

研究の多くは、現代的問題の解決を目指す応用学的側面に端を発するが、それはまた、子ど

もが文化を習得していく過程を明らかにするものでもある」とした上で、「既にある教育の場

でいかに文化現象を考慮することができるかという応用的研究」ばかりに目を向けるのでな

く、「『子ども』と正面から向き合って研究する」ことが今、人類学者に求められていると指摘

する。つまり、社会において子どもが囲い込まれていく段階過程や、社会が｢子ども像」を

作り上げる過程を、フィールドワークという手法を用いて子どもに寄り添いながら実証的に

究明することを通して、子どもの本質性と異質性について考究することを、教育人類学の今

後の課題として挙げている(松澤・南出2002:141)。

さらに、箕浦康子は、バングラデシュでの調査に基づく「社会・文化システムのなかでの

人間形成｣に関する理論モデルを提示した論文(箕浦1994)の中で、以下のような傾聴すべき

問題提起を行っている。

社会学も文化人類学もマクロレベルの諸要因の関連を解明することが中心で、ミク

ロ・マクロの相互関連についての研究は多くない。教育心理学は、個体内過程や個体間

過程のミクロレベルの問題を研究対象とし、人をあたかも文化的真空で生きているごと

く扱う。いずれもが伝統的な専門分野のパラダイムの枠に縛られており、教育事象の特

性を十分考慮しているとはいいがたい。しかし、いま、教育現象の解明に必要とされて

いるのは、ミクロ・マクロの相互関係性の解明であり、それを分析するための概念枠組

である。（中略）

子どもの生活や教育は、その社会の生活維持の体系や意味体系と深く関わりあってい

る。途上国への国際教育協力には、ミクロ・マクロの相互関連を中心に据えた新たな理

論モデルが必要である（箕浦1994:92-93)。

箕浦の説く「教育現象におけるミクロ・マクロの相互関係性の解明とこれを分析するため

の概念枠組(理論モデル)の構築｣を、教育人類学のもうひとつの課題として挙げることがで

きるだろう。

結び.子ども社会研究の課題と展望：教育人類学からの視角

以上、駆け足で教育人類学の歴史と特性・方法論および今日的動向と課題を通覧してきた。

筆者はアメリカ教育人類学の専門家ではないため、同学会における重要な論点や問題提起が

漏れ落ちていることが危愼される。また先行文献を十分に咀噛しないまま表面的な提示にと

どまっている箇所も散見されよう。力量不足をまずお詫びしておきたい。

結びにあたり、これからの子ども社会研究にとって教育人類学もしくは｢子どもの人類学」
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からのアプローチがどのような貢献を成しうるか、また成すべきかについて、本稿における

これまでの議論を踏まえながら3点挙げてみたいと思う。

第一に、教育人類学的なものの見方(アブ。ローチの仕方)の特色は、何よりもまず｢相対思

考」にある。それは「文化とパーソナリティ」研究が｢文化相対主義」を旗頭に掲げて始まっ

た1930年代から今日に至るまで一貫していると言ってよい。地球上にかつて存在していた、

また今日存在するあらゆる社会や文化に対して、優劣や等級をつけないというのが人類学者

の基本的姿勢である。それは言い換えれば、社会や文化の多様な在りよう（可変態)を、「価

値判断｣を交えることなく受け容れるという姿勢であり、異なる社会や文化の在りようと比

較することで眼前の社会や文化を客体化しようとする姿勢である。このような｢相対思考」

に基づく烏醗的な視点が、今日の子ども社会の研究にも求められていよう。いわば｢可変態

としての子ども社会｣を明らかにできるのが、教育人類学の特長である。

しかし、比較による多様性の提示にとどまっていたのでは真の意味での｢人類学」にはな

らない。そこから次に、多様な在りようを総合し、これらの基底にある本質や普遍性を究明

すること、「子ども（社会）とは何か｣｢人間とは何か」と問うことが必要となる。つまり、子ど

も社会や教育について比較と総合、両方の作業を行う時、はじめて「教育人類学的研究」と

呼びうるものになると言えるだろう。その時､「子ども」という存在や｢子ども社会」という事

象の本質を解明する上での手がかりとなるのが、箕浦のいう「概念枠組｣、理論モデルである。

すなわち、社会における子ども観と子ども自身の抱く世界観および両者の相関性についての

｢意味の体系｣－｢子どものコスモロジー」を構築することが重要となる。「子どものコスモ

ロジー」とは決して、「子どもの心の宇宙」という詩学的な意味合いにとどまるものではない。

｢コスモス」の原義が｢調和・秩序｣であることに基づく「子どもを取り巻く体系性を持った意

味世界｣(子ども観)および｢子どもの内なる体系的な意味世界｣(子ども自身の世界観)の両者

からなる｢概念枠組」と見なすべきであろう(Ⅱ1。

こうした｢子どものコスモロジー」の考究にあたっては、哲学的な｢教育人間学」との連携

が不可欠となる。前述したMontessoriの場合も、民族誌的手法を用いた実証的な人類学研

究を、彼女独特の思弁的｢教育人間学｣へと展開していったことは周知の通りである。先に、

文化人類学の理論と方法を教育に応用しようとする「応用人類学」としての教育人類学の位

置づけについて触れておいたが、教育人類学を志す者はこの地平にとどまっていたのではい

けない。哲学的教育人間学をはじめ隣接領域との｢対話」を重ねながら、「子どものコスモロ

ジー」を構築していく努力が求められるのである。

そして最後に、本稿において通覧した研究者たちの、「子どもという存在を、一方的に析

出される対象として見るのではなく、社会や文化の生成過程に深く参与する主体的存在と見

なす｣(坂元)、「子どもに寄り添う人類学を目指す｣(Schwartzman)、「子どもと正面から向き

合って研究する」(松澤・南出)、といった表現から窺える、子どもという存在に対する共感

的理解と畏敬の念が、教育人類学者のみならず子ども社会研究に携わる者全てに求められる

ことを指摘し、本稿を締めくくることにしたい。
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教育人類学と子ども社会研究：鵜野

注
仙 江渕(1982)は､EdgerL.Hewe枕がAmericanAnthropologist誌に掲載した2本の論文"Anthropology

andeducaUon"(1904)､''Ethnicfactorsineducation"(1905)を以って、彼のことを「人類学者として、

教育問題に関する確かな言及をした最初の人｣であり、「『アメリカ教育人類学の父』と呼ばれるにふ

さわしい存在」と指摘している（同138)。またアメリカ教育人類学の歴史を、(1)戦前までの伝統的

人類学における、散発的に教育(文化伝達)研究が行われた段階一前史的段階、(2)戦後の、ある

程度組織的に教育(文化伝達)研究が行われるようになった段階一｢教育人類学｣への胎動期、お

よび(3)教育人類学専門の学会が結成され、組織的に教育(特に学校における文化伝達に関心)研究

が行われるようになった段階一｢教育人類学｣の成立期、の3期に区分している（同137-138)。

原喜美によれば、Montessoriが1900年から1907年までローマ大学で行った「教育的人類学

{pedagogicalanthropology]」の講義以来この呼称がはじまったとされる（原1955:64)が、一方、柴

田義松は、この語がロシアの教育学者K.D.Ushinskiiの主著『教育の対象としての人間一教育的

人間学試論』(第1巻1868,第2巻1869,第3巻草稿のみ残存）の表題に"neUarorli[IecKoji

aHTpoⅡoJII､M1f'としてすでに用いられていることを指摘している（柴田1993:248、ウシンスキー

18681869/1967)。

筆者自身の｢教育人類学｣の定義については、鵜野(2000:2627)を参照のこと。

ここに挙げた3つの領域以外に、「教育社会学｣｢教育心理学｣｢国際教育(学)｣｢比較教育学｣｢臨床教

育学｣なども類似する対象と視角を持つ領域であるが、紙幅の都合上割愛させていただく。

厳密にいえば、子どもを対象としない成人教育は｢子どもの人類学｣の研究対象とならないであろ

うし、逆に、教育もしくは文化伝達の視点を持たない「子どもの人類学｣研究も可能と考えられ、

両者の対象領域が完全に一致するわけではない。

助卿沈Cc"jgγNを"s.Vbl.13,no.3,AmericanFolklifeCenter,'I11eLibraryofCongress.1991.

日本の教育人間学について詳しくは、森(1962)、蜂屋(1985)、和田(1994)、皇・矢野(1999)を参

照のこと。

｢子どもの民俗学｣の近年の動向に関して、Sutton-Smith(1999)、Tucker(2008)を参照されたい。ま

た日本における「チャイルドロア｣研究の構想に関しては、加藤(2003)を参照のこと。

大久保(1999)によれば､「文化の伝達」という概念は、社会学における「社会化｣や心理学における

｢学習」から一線を画するために文化人類学者によって1950年中頃に提起され、社会構造からのア

プローチを取る研究に受け入れられてきた。一方、「文化の習得｣概念は行為者個人に焦点を当てた

モデルであり、1980年代に優勢となったが、1990年代には再び｢文化の伝達｣が主流となった。そし

て「文化の構築｣概念は、両者を止揚すべく1998年にSingletonによって提唱されたもので、個人と

社会の関係性が重視されている。

アメリカでは1980年代に社会が保守化したために、ビジネス界の学校教育への要請から教育効果

を上げて社会問題を解決する手段として教育を捉えることに関心を示す者が増加した。こうした研

究者を「テクノシスト」と称する（大久保1999:229)。

筆者の構想する「子どものコスモロジー」について詳しくは鵜野(2009:1-31）を参照のこと。
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