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私が考える教養教育 

―リベラルアーツとは― 

2014年 11月 13日  文化講演（中央講堂） 

石川純治 

はじめに 

ご紹介いただきました経済学部の石川です。さっそくですが、題目は「私が考える教養教

育―リベラルアーツとは―」でして、私なりにこれまで考えてきたことをざっとお話してい

きたいと思います。二十分少々しか時間がありませんので途中若干駆け足になるかもしれま

せんが、ストップウォッチを持ってきましたので計ります（笑い）。放送大学の講義でタイ

ムコントロールは鍛えられていますので。 

 

「Ｔ字」と教養 

最初に教養というものをどのようにイメージするかということで、私は「Ｔ字」のイメー

ジが一番わかりやすいと思っています。教養だから専門と教養、特にその関係をどのように

見るかというのは一つのポイントですね。それにはこのＴの字、上のヨコの線とまん中のタ

テの線からできていますが、「タテ」が専門ですね、いろいろな専門がありますけども、狭

くて深いイメージです。これに対し、教養はむしろ「ヨコ」に拡がっている。こういうイメ

ージでまず捉えてみたい。 

それで「ヨコ」の学習、あるいは横断的な理解、これが非常に重要になるんですね。私は

ですね、それをもう一つ、天地を逆にした、Ｔ字の上のヨコ線をむしろタテの線の下側にも

っていきたい。だから、「教養」というものを、「ヨコ」に加えて、「土台」というイメージ

で捉えるともっとわかりやすいのではないかと思うんです。各専門の土台、その根っこを広

く太くはわせていくというか、鍛えていくというか、そういうイメージをまずつかんでもら

いたいですね。ちなみに、語学学習というのは一般に教養学習と言われますけど、私は、あ

とあとお話ししますけれども、道具であっても真の意味の教養ではない、そういうふうに思

っています。 

（スライド２） 

「学びて思わざる」の危険な学習－高校での学習との違い 

次に、やはり大学の教育ですから、高校での学習と決定的に違うところはどこか、これを

お話しないわけにはいかないだろうと思います。で、ここに「学びて思わざる」の危険な学

習と書きましたけれども、この「学んでいる」んだけれども「思わざる」というところです

ね。お手元の資料、その右ページの資料１をご覧になって下さい。こちらを先に少し解説し

てみます。 

これは加藤周一という人の『学ぶこと思うこと』（岩波ブックレット）からの抜粋ですが、

これは非常にわかりやすいんですね。私は卒業生のメッセージにも、あるいは講義のイント

ロダクションのときにも必ず話しするんですが、教師が教えてくれるから学ぶんじゃない。

逆に申しますと、それは中学や高等での学習態度なんです。個人が自分自身で問題を考えて

いて、自分自身で問題を考えてですね、その問題を解くために知識が必要だと。そういうふ
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うにとらえると、知識は瞬間的に道具になってしまう。目的ではないんですね、「転化」と

いうふうに書いていますけど。自分の見つけた問題をその道具を使って解こうとする、だか

ら「これが問題だ」ということが先になければならない。それが「思う」ということです。

「問題意識」と書いていますけども。 

で、それは確かに与えられたもの、人から与えられたものじゃなくて、この自分の中、こ

こが非常に重要なんですね。その自分の中から湧き出てくるような問題意識、これがまず先

にないと、「学んでいるんだけど、思わざればくらし」、つまり明るくない、理解できない、

そういうことなんですね。 

要約してみますと、やはり何のための知識か、それはあくまで道具なんだよと。大学では

「思う」こと、つまり問題意識があるかないか、これが先なんです。それがあってこそ、知

識を通して物事を本当に理解するというところに到達するわけです。ですから、よく経験す

るんですが、一番前の席で熱心に「学んでいる」ようなんだけど、この「思う」の方がどう

か、ということですね。ここが非常に重要なんで、これがないと危険な学習、つまり「学び

て思わざれば、すなわちくらし」ということになりがちだと。たんに卒業のための単位をと

るだけのものになってしまうわけです。 

（スライド３，４，配付レジュメの資料１） 

「見えるもの・見えないもの・見せているもの」という見方 

三つ目にいきます。「見えるもの・見えないもの・見せているもの」という見方ですが、

これは私がよく使う H2O のたとえが比較的わかりやすい。このたとえで学生はよく理解し

てくれるんですが、先にこのスライドをお見せします。放送大学の講義で使っているスライ

ドですが、H2O といっても、われわれがこの肉眼で目にするのは水（液体）や氷（固体）

あるいは水蒸気（気体）です。この面だけ見ますと、まさに三者三様でまったく違うんです

ね。液体であり固体であり気体でありますから、まったく違う。その働き（機能）も違う。 

ところがですね、この H2O の方は「変わらぬ」（○イ）もので、「変わる」（○ロ）ものが先の

三つの形態なんです。変わるもの、変わらぬもの、という見方からは、どういうふうに見え

てくるかというと、ここを空白にしていますけれど、重要なのはさらにこの「変えている」

（○ハ）もの、そしてそれが何かですね。これは高校生でも簡単に答えがでると思うんですが、

三つの形態に変えているものは温度ですよね。温度の変化によって、この水・氷・水蒸気に

形態が変化している。ですから、形態というのは、いわば「仮の姿」をしているだけの話し

なんですね。あるときは水、あるときは氷といった具合です。 

仮の姿なら「変わらぬ」ものがある、というところが重要な見方であり、そこから何らか

の「契機」、「条件」によって、ここでは温度ですが、それぞれ異なった形態、姿が現れてく

る。こういう見方が非常に重要なのだと。でそれを別の説明をすればこうなります。先に

H2O は「変わらぬ」ものと申しましたが、それは具体的に目にする「形態」に対して、そ

れを生み出しているものとしての「構造」です。構造は「見えない」（○イ）もの、つまり肉

眼では見えません。サイエンスの眼でないと見えません。形態はむろん肉眼で「見える」（○ロ）

ものですね。そうすると先の温度変化は３つの形態に「見せている」（○ハ、形態化）もの、

こういうふうになるわけです。この○イ、○ロ、○ハの三つのレベルとその関連（○イ→○ハ→○ロ）を
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しっかりつかむことが大事だと。これはあとあとの議論にも、あとの話しにも関わってまい

ります。 

すなわち、ここで形態の右側に「相対化」と書いています。ここがまた重要です。そして

H2O と温度の左側に「重要」と書いていますが、つまり○イ構造から○ロ各形態に「見せてい

る」もの、「変えている」ものという見方をしますと、この○ハ形態化の契機（温度変化）を

見つけることで、三つの形態が相対的に見えてくるんですね。「構造」をとらえることで、

「形態」だけの現象世界にとらわれなくなるんです。 

（スライド５～８） 

「とらわれない」ということ－相対化の力 

そこで次は四つ目、「とらわれない」ということです。これは学生さんに是非ともつかん

でいただきたいんです。まず相対化ということですが、平たく申しますと、今住んでいる世

界、見ている世界を広げること。学生さんに言うのですが、手っ取り早くは東京スカイツリ

ーに上がると、何が見えてきますかと。自分が今住んでいる所が、より大きな広い展望のな

かで、その位置がよく見えてくるわけです。レジュメには「位置を知る」と書いています。

あとでもお話ししますが、こういう俯瞰、全体を見通す（パースペクティブ）、ということ

が非常に大事なんです。 

で、何に「とらわれない」か、逆に言えば何にとらわれているかといえば、「常識」とか

「通念」、あるいは時代時代の「風潮」とかですね。仏教学部の大先生がおられる前でこう

いう話をするのは恐れ多いことですが、「とらわれない」というのは「執着」あるいは「執

着心」から離れることだと。世間の流行語になっていますが、「断捨離」（断・捨・離）とい

う言葉がありますね。仏教からきています。言うは易く行うは難しなんですけれども、配布

資料（資料２）にもございますが、やはり常識とか通念にとらわれている、暗黙に、無意識

にとらわれているんですね。物事への執着だけでなく、心の断捨離です。 

では、とらわれていることから「解き放していく」ものは何か。それが学問であり、また

真の教養とつながってくる。「とらわれない」のですから、「リベラルアーツ」の意味合いが

ここに登場するわけです。本当の「自由」っていうのは、やはり「とらわれない」というこ

とじゃないのかなと。では、「とらわれない」ためにはどういう力が必要かというと、それ

には相対化する力（相対化の力）、というのが非常に重要になってくる。真の意味でのリベ

ラル＝自由、そしてそのアーツ＝術（すべ）、これが「リベラルアーツ」と言われることの

ゆえんだろうと。 

要約しますと、資料の右ページに太字で書いていますが、①相対化→ ②とらわれない→ 

③本当の「自由」（リベラル）→ ④その術（アーツ）＝リベラルアーツ（教養教育）、とい

うわけです。 

ですから、私は会計学を担当していますけれども、別に会計学だけじゃなくて、やはり「教

養としての××学」ということを重視して教育しているつもりなんです。ここで、十分ほど

経ちました。もう半分です。 

（スライド９、１０） 

「史的俯瞰」ということ－歴史のなかで 
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五つ目に行きます。「史的俯瞰」ということです。先ほど俯瞰と申しましたけれども、歴

史的にも俯瞰していく、これがまた非常に重要です。先にこちらの資料、右ページの一番下

の資料３になりますが、ご覧下さい。そこに書いていますように、ここで私がお話ししてい

る「教養」とは、カルチャーセンターなどに通って身につけるようなものでもなければ、む

ろん豊富な知識を披露するといったものじゃない。教養＝幅広い知識、といったイメージが

あるかと思うんですけども、真の「教養」というのはそういうものじゃないんですね。 

それから、何かすぐに役立つというものでもないんです。いわば漢方薬のような感じで、

じわじわと体質を改善していく。そのかわり、すぐには役立たない。けれども、やがてより

大きな力となって役に立つんですね。このいわば体質を改善していく漢方に似た効能です。

だから、真の「教養」というのは、生き方に深く関わってくるものでないといけない。だか

ら語学学習というのは、私がここでいう教養とは違うよ、ということを最初に言ったわけな

んです。 

今日、役立ち教育ばかりが重視されています。その背景にあるものを踏まえますと、それ

も大切な教育ではありますが、それが最優先になっている。言葉は悪いですが、大学がキャ

リア教育、職業訓練校になってきていている。それに対して、ここでいう教養教育、リベラ

ルアーツ教育が重視されなくなってくると、これは非常に危険じゃないか、私はそう思って

おります。 

繰り返しになりますが、歴史のなか、文脈でとらえていくということが、これまた教養教

育にとって非常に重要なわけで、私のテキスト（『社会のなかの会計』ＮＨＫ出版）のコラ

ムですが、歴史の眼はまさに「社会の中で自己の位置」を知るための見通しや洞察を与えて

くれるわけです。 

（スライド１１，１２） 

フクシマと水俣と沖縄－「つなぐ」ものの眼 

次は、六つ目です。フクシマ、原発問題、水俣これは悲惨な公害問題、そして沖縄は米軍

の基地問題です。これ、それぞれ別個の問題なんですか。そういう問いかけです。それが「教

養」というものの教育とつながってくるんです。先ほどの H2O のたとえで申しますと、そ

れらの問題は水や氷や水蒸気のようにそれぞれ違ったものなんですかと。そうじゃないんじ

ゃないか、それらに何か共通するもの（構造）があるんじゃないかと。答えは、時間の制約

でここでは申しませんが、少なくともそれを横につないでいる、何か構造的な問題がある。

ですから、まさに H2O という分子の結合関係は同じであるように、それらに共通して存在

する構造的な問題があるわけです。 

フクシマと水俣と沖縄の問題は社会経済の問題ですが、タテ別でなく、ヨコに共通してつ

ながっている構造的な問題があるわけです。現代の社会のあり方を考えていく上で、この三

つは別個（タテ）の問題ですかという問いかけは、一つの大変重要な教材になります。「私

が考える教養教育」の格好の問いかけ（教材）なんです。時間がまだだいぶありますね。 

（スライド１３） 

教養としての会計学－されど会計  

七つ目に行きますが、「教養としての会計学」ということで、私はこれをかなり意識して
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教育しているつもりなんです。ここで資料３に「たかが会計、されど会計」と書いた意味は

ですね、会計学の先生もおられますから申し上げにくいのですが、会計学というのは学問の

香りがあまりしないと言いますか、非常に俗っぽいですね。だから、所詮は「たかが会計」

じゃないかと言われかねない。そういう性格があります。しかし「されど会計」、そういう

教育をしたいし、研究もそうですけど。問題は、その「されど会計」と言ったときに、その

「されど」をどこに見出すか、これが非常に大事なポイントになるんですね。 

ですから、役立ちということで言えば、国家試験とか、あるいは受験会計学、検定簿記だ

とか、これはすぐに役立つわけですから、その点で重要な教育ではあります。しかし、そこ

に終始していると、専門学校とあまり変わらなくなってきますよね。「なぜ大学に来たの」、

こう言いたくなるわけです。これは教育する教師の側の問題でありますけどね。 

先に漢方薬と申しましたように、「教養」は対処療法とは違うんです。今すぐに役立たな

くても、やがてより大きな力になって自分にかえってきますよ。これが教養の力であり、そ

の力をつちかうことが真の教養教育だろう、こう思うんです。 

会計学の教育も、やはり役立ちばかりじゃなくて、いわば「教養としての会計学」ですね。

俗っぽい会計の世界でも、そうした教育ができるんだ、そういう思い入れというか、姿勢で

教育しているつもりなんです。会計をいわば素材として、会計を通して、その教養の力とい

う点につながる。まさに問題意識が先にあって、そのための会計教育、そういう意識です。 

（スライド１４） 

相対化の視点－現実にないものをぶつける  

で、その例として、時間の制約もありますから、二つだけあげてみます。まず、複式簿記、

もう五百年、六百年の歴史がある複式簿記を構造的に相対化してみたい。これが一つです。

現実にあるものを、そこに終始せず、現実にないものとぶつけてみて相対化していく。それ

が、ここで言う「されど会計」の一つなんです。 

やや専門的になるかもしれませんが、端的に、複式簿記を仮に「二式簿記」というふうに

みると何が見えてくるか。複式が「二式」なら、「三式」という発想が自然に出てきますね。

つまり、次元を一つ上げる、より高い所に登っていくというわけです。逆に、次元を一つ落

としてみる。単式、一式です。そういう発想でいくと、現に存在している複式簿記というも

のが、ディメンジョンの違うものを両側（単式→複式←三式）からぶつけてみたとき、わっ

と浮き上がって相対化されちゃうんですね。 

こういう教育をしたいっていうのが、私のいう「されど会計」の一つの重要な視点なんで

す。「相対化の視点」と書いています。現に存在するもの（形態）だけを見ていると、先の

水・氷・水蒸気のたとえのように、物事を相対的に見るという力は出てこないんです。あと

二分ほどあります。 

 （スライド１５，１６） 

総合科学性と教養－複式簿記への賞賛によせて 

次に、その複式簿記には様々な分野から賞賛の言葉が与えられていますが、ここでは四人

の言葉を紹介してみます。いずれも、「複式簿記とは何か」を考えるうえで、その洞察と示

唆が得られると思います。それを通して、これも冒頭のヨコという点に通じますが、総合性、
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総合科学性という点に触れてみたいと思います。 

まずこの写真、有名な文豪ですからご存じだと思います。ゲーテですね。何と言っている

かというと、ゲーテの有名な小説（『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』）の中ですから、

ゲーテ自身が言っているわけではありませんが、主人公の友人が語った言葉なんです。「商

人は複式簿記にどれほど多くの利益を得ているだろうか、あれこそ人類の最高の発明のひと

つだ」、こう賞賛しています。 

次に、この人はご存じないかと思いますが、数学者のケイリーです。自然科学ですね。「複

式簿記の原理はユークリッドの比の原理に匹敵する、絶対的な完全原理である」、こう言っ

ているわけです。三番目ですが、これもご存じないかと思いますけども、社会学者のゾンバ

ルト。社会科学ですね。これは経済学部にピタッとくるんですが、「複式簿記なくして資本

主義というものを考えることはできない」、ここまで言い切っているわけです。最後は経済

学者のシュンペーター、若いときの写真ですね。「複式簿記こそは高くそびえる記念塔であ

る」、こう賞賛しています。 

会計学は社会科学の分野に属しているわけですが、人文科学や自然科学も合わせた総合性

あるいは総合科学性というものが重要だと思うんですね。この総合科学性、ここでの文学、

数学、社会学、経済学、レジュメにも書いていますが、そうしたヨコ思考、全体思考が、教

養教育にとって非常に大切なんじゃないかと思うわけです。 

（スライド１７～２４） 

むすび 

 最後に、今日のお話しのキーワードを四つ挙げておきました。一つは「ヨコ」が教養で、

「タテ」は専門。それを「Ｔ字」のイメージで、特に上下を逆にしています。「逆Ｔ」と書

いています。二つ目は、ヨコですから、「つなぐ」という見方。三つ目は「解き放す」、「と

らわれない」ということ。相対化の重要性ですね。四つ目は「漢方薬」、対処療法じゃない、

すぐに役立つものじゃない、漢方薬のような力ということです。 

余談になりますが「ヨコ」には、実はあまり良い言葉がないんです。これずっと見ていた

だければ、横着、横柄など、すべて良い言葉じゃないんですね。まだたくさんあります。不

思議ですね。でも恰好の言葉があるんです。学生に必ずこれ使うんです。今ちょうど大相撲

が始まっていますが、「タテ綱」なんて言いませんよね（笑い）、「ヨコ綱」ですよね。だか

ら、これはいいなと思って。「ヨコ」、横断的に貫いて何か共通するものを見せていく、ある

いはそれを発見していく、そういう見方。これは学び方の「横綱」ですよ、そう心得て下さ

いと。学生にはこの「ヨコ」の見方ということを強調して、講義ではそれを一つの柱にして、

教育の一つの方針ですね、やっております。 

ちょうど時間がまいりました。制約された時間のなかでしたので、あまり大したお話しは

できませんでしたけれども、私の話はこれで終わります。ご静聴、ありがとうございました。 

（スライド２５） 

 

※レジュメとスライドは筆者のホームページに掲載しています。 

（経済学部商学科・教授） 
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配布レジュメ 

私が考える教養教育－リベラルアーツとは－ 

2014年 11月 13日  文化講演（中央講堂） 石川純治 

１ はじめに－「Ｔ字」と教養 

  専門と教養との関係：タテとヨコ、Ｔ字のイメージ 

教養とヨコ学習、横断的理解の大切さ→各専門の土台に 

 

２ 「学びて思わざる」の危険な学習－高校での学習との違い  (資料１) 

  単なる知識の獲得でない、何のための知識（知的な道具） 

「思う」こと（問題意識）の大切さ、本当に理解するとは 

   

３ 「見えるもの・見えないもの・見せているもの」という見方－形態化 

Ｈ２Ｏのたとえ：「構造」（Ｈ２Ｏ）－形態化（？）→「形態」（水・氷・水蒸気：姿態） 

  肉眼で見える形態（仮の姿）から、見えない構造へ 

  「かんじんなことは、目には見えないんだよ」（名作から） 

 

４ 「とらわれない」ということ－相対化の力  （資料２） 

  相対化とは、今住んでいる世界・見ている世界を広げること 

  常識や通念にとらわれない力､「執着（心）」から離れる、断捨離（仏教） 

東京スカイツリーから何が見えるか、パースペクティブ、俯瞰する→位置を知る 

 

５ 「史的俯瞰」ということ－歴史のなかで  (資料３) 

  物事を歴史の文脈でとらえる 

歴史知識から史的相対化へ、今を歴史の中で位置づける 

 

６ フクシマと水俣と沖縄－つなぐものの眼 

それぞれ別個の問題？ 共通するもの（ヨコ学習） 

社会構造への批判的視点をつちかう 

 

７ 教養としての会計学※－会計学教育への私の姿勢 

 その１：複式簿記の相対化－単式・複式・３式という見方 

 その２：複式簿記への賞賛の言葉－各分野からの賞賛の意味 

（ゲーテ、ケイリー、ゾンバルト、シュンペーター） 

     自然科学＋社会科学＋人文科学＝総合科学性 →「教養」 

 ※放送大学ＴＶ科目「社会のなかの会計」（15 回講義、その１は第２回、その２は第 1

回で放送中）

… 
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〈資料１〉「学びて思わざればくらし」－「思う」ことの大切さ 

「学びて思わざればくらし」という有名な孔子の言葉が浮かんできます。加藤周一は『学ぶ

こと思うこと』（岩波ブックレット）という本のなかで、この「思う」ことを次のように非

常にかわりやすく説明しています。引用しましょう。  

「教師が教えてくれるから学ぶのではない。個人が自分自身で問題を考えていて、その問

題を解くために知識が必要だから学ぶのです。そのとき、知識は「知的な道具」に転化され

るわけで、自分の見つけた問題を、その道具を使って解こうとするのです。「これが問題だ」

と感じること、これを日本語では「問題意識」といいます。ある問題意識が自分のなかにあ

り、そのことについてよく考えること、これが「思う」ことです」。  

さらに続けて、「それは確かに（外から－引用者）与えられたものではなくて、自分のな

かから出てきた問題意識です。それがないと本当の意味でものごとを理解することにならな

い」（以上 6-7ページ）と。   

卒業生へのメッセージ（09 年３月 25 日、卒業式にあたって）  

 

〈資料２〉相対化とリベラルアーツ－真の教養とは 

特に強調したいのは、常識とか通念といったものにとらわれない力、とりわけその「とら

われない」ということの大切さです。逆にいえば、（暗黙に）「とらわれている」ことから解

き放すこと、これが「学問」することの意義といえます。本書全体を貫いている「相対化の

力」も、そのためにこそあります。 

『簿記学対話 複式簿記のサイエンス』あとがき 

 

①相対化→ ②とらわれない→ ③本当の「自由」（リベラル） 

→ ④その術（すべ、アーツ）＝リベラルアーツ（教養教育） 

→ ⑤教養としての（会計）学 

 

〈資料３〉「教養」としての会計学－たかが会計、されど会計 

ここでいう「教養」（culture、bildung）とは、カルチャーセンターなどに通って身につ

けるようなものでもなければ、むろん豊富な知識を披露するといったことでもありません。

また、何かにすぐに役立つというものでもありません。なぜなら、真の「教養」は、もっと

「生き方」に深くかかわるものでなければならないと考えているからです。 

（中略） 

こうした「教養」にとって、物事を歴史の文脈でとらえることはたいへん重要な学習姿勢

といえます（この点は、あとの章で触れます）。何といっても歴史には生き生きとしたひと

の営みがあります。そこにはダイナミックな社会がでてきます。歴史の眼は、まさに「社会

の中で自己の位置」を知るための見通しや洞察を与えてくれます。 

 

『社会のなかの会計』（ＮＨＫ出版）コラム１ 



私が考える教養教育 
－リベラルアーツとは－ 

 
石川純治 

 
2014年11月13日  

仏教行事・文化講演（中央講堂）  
 
 

1 2014/11/27 



１  はじめに－ 「Ｔ字」と教養－ 
 

• 専門と教養との関係：タテとヨコ、Ｔ字のイメージを 

  教養とヨコ学習、横断的理解の大切さ 

                    （教養：ヨコ） 

 
                           （専門：タテ） 

 

• 各専門の土台に、根を広く太く： ヨコ＋土台 

   語学学習（リテラーシー）＝道具 ≠真の教養   
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２  「学びて思わざる」の危険な学習 
－高校での学習との違い－  

• 単なる知識の獲得でない 

  →何のための知識（知的な道具） 
 

•  「思う」こと（問題意識）の大切さ 
 

      本当に理解するとは 
 

                       （資料１） 
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資料１：「学びて  思わざれば  くらし」 
－「思う」ことの大切さ－ 

 
• 教師が教えてくれるから学ぶのではない。個人が自分自
身で問題を考えていて、その問題を解くために知識が必
要だから学ぶのです。 

• そのとき、知識は「知的な道具」に転化されるわけで、自
分の見つけた問題を、その道具を使って解こうとするので
す。 

• 「これが問題だ」と感じること、これを日本語では「問題意
識」といいます。ある問題意識が自分のなかにあり、その
ことについてよく考えること、これが「思う」ことです。 

  

• それは確かに（外から－引用者）与えられたものではなく
て、自分のなかから出てきた問題意識です。それがないと
本当の意味でものごとを理解することにならない。 
 

（加藤周一『学ぶこと思うこと』） 
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３  「見えるもの・見えないもの・見せているもの」 
という見方－形態化 

 
• Ｈ２Ｏのたとえ：構造・形態・形態化 

  構造（Ｈ２Ｏ）→形態化（？） 

            →形態（仮態、姿態：水・氷・水蒸気） 
 

•  肉眼で見える形態（仮の姿）から、見えない構造へ 
 

 

•  「かんじんなことは、目には見えないんだよ」 

                           （名作から） 

 

５ 2014/11/27 
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→相対化 

重要 



４ 「とらわれない」ということ 
－相対化の力－ 

• 相対化とは 

  →今住んでいる世界、見ている世界を広げること 
 

•  常識や通念にとらわれない力 （資料２） 

     仏教：「執着（心）」（とらわれる）から離れる （断捨離） 
 

• 東京スカイツリーから何が見えるか 

  →俯瞰するということ 

    →位置を知る 
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資料２：相対化とリベラルアーツ 
－真の教養とは－ 

• 強調したいのは、常識とか通念といったものにとらわれな
い力、とりわけその「とらわれない」ということの大切さで
す。 

• 逆にいえば、（暗黙に）「とらわれている」ことから解き放す
こと、これが「学問」することの意義といえます。 

  本書全体を貫いている「相対化の力」も、そのためにこそ  

  あります。 
                  （『簿記学対話 複式簿記のサイエンス』あとがき） 
 

  ①相対化→ ②とらわれない→ ③本当の「自由」（リベラル） 

      → ④その術（すべ、アーツ）＝リベラルアーツ（教養教育） 

        → ⑤教養としての（会計）学 
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５ 「史的俯瞰」ということ 
－歴史のなかで－ 

• 物事を歴史の文脈でとらえる 
 

 

• 歴史知識から史的相対化へ （資料３） 
 

     今を、歴史の中で、位置づける 

  

       長い歴史の眼から展望（史的俯瞰） 
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資料３：「教養」としての会計学 
－たかが会計、されど会計－ 

•  ここでいう「教養」（culture、bildung）とは、カルチャーセンターなど
に通って身につけるようなものでもなければ、むろん豊富な知識を
披露するといったことでもありません。  ・教養≠幅広い知識 

• また、何かにすぐに役立つというものでもありません（漢方薬の力）。
なぜなら、真の「教養」は、もっと「生き方」に深くかかわるものでな
ければならないと考えているからです。   ・教養＝漢方薬                               

                   （中略）     

•  こうした「教養」にとって、物事を歴史の文脈でとらえることはたい
へん重要な学習姿勢といえます。何といっても歴史には生き生きと
したひとの営みがあります。そこにはダイナミックな社会がでてきま
す。 

• 歴史の眼は、まさに「社会の中で自己の位置」を知るための見通し
や洞察を与えてくれます。 

 

（『社会のなかの会計』（ＮＨＫ出版）コラム１より） 
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６ フクシマと水俣と沖縄 
－つなぐものの眼－ 

 

• それぞれ別個の問題か？： 水・氷・水蒸気か？ 

        単なる知識ではなく、社会の構造やあり方を考える 
 

 共通するものは何？： ヒント（ ？ ） 

  →ヨコ（横断）に貫くもの（ヨコの見方）：つなぐもの 

 
 

• 社会構造（政治経済）への批判的視点をつちかう 
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７ 教養としての会計学 
－会計学教育への私の姿勢（されど会計）－ 

 
• その１：複式簿記の相対化 

      単式・複式・３式という見方 
 

• その2：複式簿記への賞賛の言葉 

      各分野からの賞賛の意味 
 

   自然科学＋社会科学＋人文科学 

             ＝総合科学性 →「教養」 
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おわりに 
－覚えておいてほしいために－ 

• 今日のお話のキーワード４つ：教養の力とは 

   ヨコ（横断）：Ｔと逆Ｔ、つなぐ 

    解き放す（とらわれない）、漢方薬の力 
 

• 横には、不思議と良い言葉がない 

   横着、横柄、横暴、横やり、… 
 

• １つ格好の言葉がある：横綱 

   ヨコの見方＝「学び方の横綱」と心得よ 
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