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エクササイズ　　自由にイメージしてみてください

　人間と動物の子育てに共通するところはどのような点でしょうか。また、人間
の子育ての独自性はどのようなところにあると思いますか？

教育の意義
―ヒトは教育によって人間になる―

第１章 見本
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●第１節・第２節
　オオカミに育てられた少女の話を紹介します。オオカミ少女と教育の関係
を考えてみましょう。

●第３節・第４節
　「人間になること」と教育のつながりを学びます。「人間らしさ」とは何か
を探ってみましょう。

●第５節・第６節
　人間らしさを考えるにあたっては「問い」へと開かれた姿勢が大切です。
加えて、社会と個人の両方を視野に入れておくことが求められます。

●第７節・第８節
　再びオオカミ少女の例に戻って、別の角度から教育を考えてみましょう。

学びのロードマップ

■「人間らしさ」…「人間らしさ」とは何か？という問いは、簡単なようでとても難しい問題です。人
類が誕生してから現代に至るまで続く未完の課題です。

「自分らしさ」だって、いつも同じと
はかぎらないですものね。

この章のま
とめ !

　第　　　　　章 教育の意義―ヒトは教育によって人間になる―　１ 見本



第１節　オオカミに育てられた少女？

　森でオオカミに育てられた２人の少女が、キリスト教
の牧師に拾われて、人間の社会で生きていくために「教
育」を受ける―このようなエピソードを聞いたことが
ありますか？　
　この少女たちのようすは、『狼に育てられた子』とい
う本に、詳しく紹介されています。２人を育てた著者の
シング牧師（Singh, J. A. L.）によれば、拾われてきた
当時の少女たちは、四

よ
つ這

ば
いで走る、生肉を食べる、木

に登る、遠吠えをするなど、まるで獣のような行動を取
っていたといいます。カマラと呼ばれた年上の少女でさ
え、言葉を話すことはおろか、二本足で歩くことも、感
情を理解することもできず、ほとんど「人間らしさ」を
感じさせなかったというのです１）。
　２人の少女を憐れに思ったシング牧師は、彼女たちを

「人間にもどす」ための教育に取り組みます。一緒に生
活するなかで、たとえば、服を着せたり、からだを洗っ
たり、言葉を教えたり、食べものを見せたり、二足歩行
の訓練をしたり。残念ながら、アマラと呼ばれた年下の少女は、早くに病気
で亡くなってしまいます。けれどもカマラのほうは、シング牧師による教育
の甲斐あって、徐々に変化していったといいます。服を着たり、調理された
ものを食べたり、簡単な言葉を話したり、二本足で歩いたり、感情を表現し
たり、おもちゃで遊ぶなど、カマラはだんだんと「人間らしい」ふるまいを
学び、人間社会で暮らすことに慣れていったというのです２）。

16

　　　　　　　オオカミ少女はほんとにいたの？
　この奇妙なオオカミ少女のエピソードに関しては、これまで、さまざまな角度
から真偽が問いただされてきました。たとえば心理学者の鈴木光太郎氏は、シン
グ牧師による記述や写真を分析することで、このエピソードが牧師の作話である
と結論しています３）。フィクション作品に目を向けると、『ジャングル・ブック』
や『ターザン』や『もののけ姫』など、人間以外の動物に育てられた子どもの話は、
例に事欠きません。とはいえここでは、オオカミ少女のエピソードの真偽にはこ
だわらず、これまで教育学がこのエピソードから何を読み取ってきたのかを、引
き続き見ていくことにしましょう。

『狼に育てられた子』
福村出版　1977 年

シング牧師の夫人からビ
スケットをもらうカマラ

深めるワンポイント
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第２節　オオカミ少女と教育学

　実はこのエピソードは、これまで教育学の教科書のなかでたびたび紹介さ
れてきた、大変有名なものです。とはいえ、なぜオオカミに育てられた少女
たちのエピソードが、教育学の教科書に引用されているのでしょうか？　漫
画や映画の題材にでもなりそうなこの奇妙な話が、教育とどのように関係し
ているというのでしょうか？　別の言い方をするなら、教育学の教科書のな
かでこのエピソードを紹介するとき、著者は読者に何を伝えようとしている
のでしょうか？　続きを読み進める前に、オオカミ少女のエピソードと教育
の関係について、あなたの意見を書きとめておきましょう。

Ｑ . オオカミ少女のエピソードと教育の関係とは？

　筆者が教職課程の授業でこの質問を投げかけたさい、受講生から返ってく
る答えのうち、特に多いのはたとえば次のような答えです。

　これらの意見はいずれも非常に重要なポイントを突いています。①は人間
の発達における教育者の役割に目を向けています。②は人間が変わることが
できるということ、成長することができるという点を強調しています。③
は「人間らしさ」が教育によって学ばれるものであることに注目しています。
教育学の教科書の多くも、オオカミ少女のエピソードから、これらと同趣旨
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オオカミ少女のエピソードと教育の関係とは？（回答例）
①オオカミに育てられた子どもは、オオカミのように育ってしまう。育て
方によって子どもの成長が決まる。教育者の責任は重大である。

②獣のようなふるまいをしていた少女も、教育によって、人間らしい生活
ができるようになった。人間は教育によって変わることができる。

③「人間らしさ」は生まれつき備わっているものではなく、人間らしく生
きるためには、人間による教育を受けなければならない。

見本



演習課題

　本章の議論を踏まえて、「人間らしさ」の育成としての教育にとって重要なことは何か
を考えてみましょう。

　あなたが現代の子どもたちに育んでほしい資質・能力を箇条書きにして
みましょう。

　上にあげた資質・能力がなぜ重要なのか、これらを育んでほしい理由を
書きとめてみましょう。また、これについてグループでお互いの意見を聞
きあってみましょう。

　上にあげた資質・能力を育むための実践の工夫について、自分なりに調
べたうえで書きとめてみましょう。また、これについてグループでお互い
の調査結果を聞きあってみましょう。
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