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「技術・家庭科は、
いちばん大切な教科です。
」
技術・家庭科には他の教科の内容が
総合的に応用されています。
また、
いかに社会と関係しているか、
人類の幸せとかかわっているか、
技術思想を学ぶ教科だと思います。
技術分野監修

佐竹

隆顕（さたけ

たかあき）

筑波大学大学院教授
1951 年 東京都生まれ
●著書『食品あれこれ（6）〜（34）、技術教室』1983〜1986 年（共著 民
衆社）／『農業施設ハンドブック』1990 年（共著 東洋書店）／『画像
処理 産業応用総覧、−ニューラルネットワークによる米の品質判定
−』1994 年（共著 フジ・テクノシステム）／『研究者・学生のための
テクニカルライティング』2009 年（共著 みみずく舎）ほか論文多数。

堺の海洋商人と
技術職人の間の
血をうけています（汐見）
自己紹介から
編集部：まず、自己紹介をお願いいたします。
汐見：ちょっと長くてもいいですか。
編集部：はい、どうぞ（
。笑）
汐見：ぼくは、大阪の堺市の出身です。名字の 汐見 は、
おふくろの方の名字です。この名字をくれたのは、室町
時代、千利休たちといっしょに活動した呂宋助左衛門
（るそんすけざえもん）という貿易商人だったそうです。
当時、堺を拠点に東南アジアに進出して貿易をしていま
した。日本は島国だっていいますけど、
実際はものすごい
海洋民族ですよね。
で、助左衛門さんと、海を毎日のように見てたから 汐
見 っていう名字をもらったと伝わっています。だから、
僕の血の中には、堺の自治の精神、自分たち商人だけで
治めようっていうふうな気概があります。そういう町が
日本にあったことが、誇りでもあります。

父親は堺の大きな割烹料理屋の息子で、三番目なのに
親父が継いだんです。ところが、当時流行り始めたラジ
オに興味を持って、部品を買ってきては自分でラジオを
作っているうちに、やりたかったのはそっちだって二十
歳くらいのときにとうとう家を飛び出しちゃった。それ
でレコード会社テイチクの録音技師になって、70 過ぎに
死ぬまでずっと現役でした。その親父が面白い。僕が小
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技術・家庭科は「活きる力」を養うために中心的な役割を担うべき教科です。
なぜ他の教科より大切なのか、どのように学べばよいのか、
教育図書が現在編集を進めている技術・家庭科教科書の両分野監修者に
じっくり語っていただきました。

学校に入った頃に、テレビができて、当時すごく高かっ
た。それを「そんなら、わし作ったるわぁ」って、部品を
買ってきて、設計図みたいな配線図を見て、テレビを作る
んですよ。周りの人に頼まれて60 台くらい作った。そうい
う器用で、職人かたぎの男でした。学歴は小学卒です。三畳
の部屋に閉じこもって何か作っている姿しか覚えてない。
母方は海洋商人で父親は技術職人。そういう血を僕はも
らっているんじゃないかと思っています。

物がなく不便でも、かえってよい時代だった
佐竹：汐見先生のご両親のお話をお聞きしたので、まず両
親の話から。私の父は東京の下町に住んで、今の経済産業
省で働いて、農家の長女だった母親とは見合い結婚でし
た。もともとの郷里が一緒だったのです。
父は家の中のことをちょこまかと非常に細かくやって
いました。ふすまや障子の張り替えから、今でいうコンポ
ストのようなものを作ったり。私が子どもの頃、下町から
千葉県に引っ越しましたが、開墾なんかもしました。ぼう
ぼうのススキを刈り、根を鋤でおこして燃やして庭を作り
ました。木のお風呂の踏み台なんかは自分たちで作る。
売ってませんから。私もペンキを塗ったり手伝いました。
汐見先生のご家庭ほどではないですけど、生活に根ざした
ところで、
普通にそういうことを親から教わってきました。
ですから今の子ども達が高層マンションの中で育って、
学校の技術分野で木工や金工を習っても、それを実践する
場所や機会がない。今と比べると、私の子どもの頃は非常
に不便な生活をしましたけども、かえってためになったと
もいえます。
汐見：僕は小学校入る前には、カンナも含めて大工道具一
式全部、自分用のを持っていました。ガキ大将で遊びほう
けていましたが、子どもの頃から何でも自分で作るのが好
きでした。
例えば、風呂に水を入れるのが僕の仕事だったんですけ
ど、水がここまできたらブーってなるものを作ろうとか
ね。小学生１年か２年くらいの子どもでも、考えて工夫し
たら作れちゃう。
３年生のとき、エスカレーターができました。とても不
思議で、１日中ずーっと見てて、自分で作りたくてしょう
がなかった。手製の扇風機とか色々なものを作りました。
その延長で、1956年か57年か、スプートニク・ショックが
あって、よし宇宙に出よう、と思い込んで進んだ学校が進
学校でした。
それまでの遊び相手はみんな中卒で就職するような環

学問の体系をもとにするのではなく、
人間が生きていくことを中心に据えて、
生活を豊かに・深くするためには
どのような知識が必要か、
ということを教育の原点にするべきです。
その中心になる教科は技術・家庭科です。
家庭分野監修

汐見

稔幸（しおみ

としゆき）

東京大学名誉教授・白梅学園大学学長
1947 年 大阪府生まれ
●著書『元気が出る中学生の本』1991 年（大月書店）／『父子手帖 お
父さんになるあなたへ』1999 年（共著 大月書店）／『幼児教育産業
と子育て』1996 年（岩波書店）／『子育てにとても大切な27 のヒン
ト−クレヨンしんちゃん親子学』2006 年（双葉社）／『親だから伸ば
せる中高生の「学力」と「生きる力」』2007 年（主婦の友社）ほか多数。

3

いく。
それから、例えば耳とか目から情報が入ったときに、脳
が活性化する伝わり方が、ある意味で極めてファジーなん
ですよね。論理的な回路ではない。それをコンピュータで
映像化すると、伝わり方が一つの美的なアートになってい
る。脳科学が一番追究しなくちゃいけないのは、実は美学
かもしれない。
人間が歴史の中でずっと追求してきたのは「美」ですね。
歴史の中で、建物にしても絵にしても、美しいものが残っ
てきた。人間が美しいなって感じる中に、人間の本質があ
るはずです。その美をある論理で解明したいとなったと
き、数学はやっぱり役に立つんです。例えば黄金分割のと
きに美しいと感じるとか、色と色のバランスが関係すると
か。そう考えていくと、数学に対する動機付けは変わって
くると思うんです。

境で、お勉強して点数で考えるっていうのが、まったく合
わない。こんな世界あったんだ、何がおもしろいんだろ
うっていう感じで疎外感だけがあって、ほとんど不適応で
したね。高校やめようっていうくらい悩んだんですが、ま
あ、行くだけ行って勉強は一切しなかった。大学進学もや
めようかとも思ったんですけど、一念発起して浪人して勉
強して、東大理科Ⅰ類に行きました。ロケットあげようと。
でも、しばらくして、自分がやりたいのはこれじゃない
と気づいて、教育の世界に転向しました。人間は何を目指
して生きているんだろう、文化とは何なのかなど。根源に
戻って、その人間というものの意味などを考えること、い
わゆる人間学っていうのをやろうということになりまし
た。専門的にいいますと教育人間学です。教育というのは
どのように人間をよくするのか、根底に戻って、哲学的に
考える学問です。

本職では、
脳波を測ったり、
腸音を聞いたりも
しています（佐竹）
佐竹：私の筑波大での専門は、食料プロセス工学といって、
食素材を食品に変換するプロセスを工学的に最適化する
研究をしています。特定の食品を摂取したときにどのよう
に人間の感性、食感と合うかという研究とか、変わったと
ころでは食品を食べたときの人間の生体信号の計測を
行っています。噛みくだいて、飲み込んで、それで胃の中で
粉々になって、そのときの胃の筋電位をとったり、腸音と
いって、吸収されるときに腸が音を出すんですが、その音
をマイクでとって計測をしたり。さまざまな生体信号を計
測・処理することで、高齢者・幼児、大人でも胃や腸が健常
な方・弱い方にとって、どういう食品・素材がよいかとい
う判断を行い、フードデザインに生かせないか。医学の世
界では最近では遺伝子治療、オーダーメイドの医療も出て
きていますが、食品分野で、ある程度集団化した食品のデ
ザインを可能にしていくことをやっています。
また、ちょっと変わったところでは、コンピュータサイ
エンス、いろんなコンピュータのアルゴリズム、人間の脳
神経の機能の模倣、あるいは、生命体の遺伝子の遺伝的作
用、それを模倣した遺伝的アルゴリズムを応用していくよ
うなこともしています。幅広く、雑学的になんでもやって
いるという感じです。

学問の体系より、
生活の知識を洗練しながら
体系づけた方がよい（汐見）
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学力低下の根本原因

数・数学って小学３年生くらいまで。４年生があるかどう
か。５年生以降の算数は日常的に使うことはないですね。
普通の人が生活の中で連立方程式、サイン、コサイン、タン
ジェントを使うことはないんです。
でも、学校ではそういうことを教えて、子どもは頭を悩
ます訳ですね。頭の訓練にはなるかもしれないけど、実
用っていう点から見たらかけ離れている世界です。学校に
行かなければ確かに勉強はできないんですけども、逆に学
校に行くと、一生使うこともないようなことを学ぶ。学校
とは何かと考えてしまいました。
学問の体系を易しくしたのが日本の学校の発想です。庶
民が生活をしていく知識や、生活の知恵を洗練しながら体
系づけていくという発想が入った形跡がないんです。そう
すると、私の仕事は、そういう学校のあり方を根底から
ひっくり返してみることじゃないか。庶民の生活の知恵か
ら学ぶべきことを作り直していくことは、どうしたら可能
なのか、考えはじめました。
佐竹：汐見先生のおっしゃることに非常に共感します。す
ばらしいと思います。私は、日本の教育っていうのはどう
も欧米の先進国に比べると遅れているんじゃないかと思
う ん で す「
。教 育 の た め の 教 育」を や っ て い て、そ れ が 結 局
社会に出てから役立たない。日本はもっと実学志向に戻る
べきではないか、ということです。私たちが今教科書をつ
くっている技術・家庭科は、個人としての生活に非常に密
接に役立つ教科ですよね。実学を通じて物事を考える、社
会人として生きていく だんどりの力 が大切だと思いま
す。それが他の科目の知識を背景として、具体化して、応用
して、実践して、身の回りの課題を解決していく力が大切
だと考えています。

うのは確かにありますが、面白いと思う人は少数です。そ
の少数に合わせてしまうと数学という教育が辛いものに
なってしまう。あらゆる学問はすべてそうだと思うんです
が、生活の中で、どうしてだろう、不思議だな、そういうこ
とが出発点であるべきだと思います。
例を一つあげましょう。ある先生は、高校生に折り紙を
渡して「これで枡（ます）を作りなさい。どんな形でもいい
けど、一番たくさん入る容積が大きい枡を作りなさい」と
指示しました。すると、生徒がワイワイしながら考えるん
ですけれど、実は計算で出す方法があるんだよと、そこか
ら微分・積分の世界に入っていくんです。進学校じゃない
高校でこれを順番にやっていって、思考の世界にもってい
く訳です。
別の例では、中学校の数学で、冷蔵庫１台普通に使うと
どのくらい電気を使うか、そのために、火力発電所でどの
くらいの燃料を使うか、これを色々な変換式で考えてい
く。さらに１年間に冷蔵庫１台でCO2 をどれくらい出すの
か計算し、それを酸素に戻すために、どれくらいの森林が
必要なのか…これは実際にやってみると驚くべき数字に
なります。そうすると酸素とか数学の知識は、生活上、知っ
てたほうが得なんだっていうことに中学生は気がついて

汐見：日本の学校教育に欠けているのは、学習指導要領も
そうですけど、こういう社会になるためには、人間にはこ
ういう能力が必要で、そうしないと人間は地球とうまく共
存していけない、だから、こういうことを勉強しましょう、
ということがあまり書かれていない。ちょっと「解説」が
あって、あとはとにかくこれをやりましょう、です。どうし
て２分の１と３分の１を足す勉強しなくちゃいけないか
は書いていないんです。分数の計算を、学校でやらない国
はたくさんあります。ブラジルなどはやらないです。理由
は「私は科学者だけれど２分の１と３分の１を足すことは
50歳になるまで１回も使ったことがない。それは計算機が
すればいい。計算機の使い方をしっかりと教えておけば生
活上困ることはないからブラジルでは教えない。」そうい
う国が多いですよね。
実 際の 生 活の 中 で、う ま く動機 付 け をし て い け ば、数
学ってすごく役に立つんだな、ということがわかる。そこ
をすっとばして何やっているかというと受験ですね。日本
の学力低下の根本原因は、なぜ勉強するかを語らないから
だ、と僕は個人的に思っています。

「教育のための教育」
より
学ぶモチベーションが
大切ですね（佐竹）
佐竹：そうですね。学ぶモチベーションですよね。私、10 年
ほど前に、コーネル大学で客員教授をやり、子どもは現地
の学校に入りました。夜は子ども達の宿題を一緒にやりま
した。アメリカの学校っていうのは宿題がたくさんあるん
ですね。小学校の子どもの教科書に、現実の生活の中の数
学の例題がある。それで数学や算数を学ぶのですね。

学校で何を学ぶべきか

生活やアートから数学を考える

キャリア教育の発想

汐見：私は最初「勉強って意味あるのか」と考えました。
例えば数学。実際に世の中で生きている人が使用する算

汐見：教育学の世界でもね、例えば数学をなぜ学ぶのか、い
ろいろな議論があります。数学の世界独自の面白さってい

佐竹：子ども達が将来大学を通過して社会へ出て、どうい
う職業に就いて何をしたいのか、という広い意味での職業
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教育、人生教育、今で言うキャリア教育ですか、そういうと
ころから入って、そのために、大学ではどういう専門を勉
強して、のように、答えの方から逆に入った方が子ども達
はわかるのではないですか。それから、さっき先生がおっ
しゃった脳の中の情報の伝わり方の美しさに似たものは、
生物にもありますよね。シンメトリーなデザインなど。例
えば植物の葉のつき方です。
汐見：不思議ですよね。
佐竹：枝のつき方、形などという自然界のすべてに法則が
あると思ったりします。先生のお話には非常に共感するこ
とが多いですね。

人間が
「生きる」
ために必要な知識
汐見：今の学校のカリキュラムっていうのは、大学でやっ
ている学問があって、その基礎を高校でやって、その高校
の勉強のために中学校では数学ができなくてはいけなく
て、という形で、上から決まっていく要素が強いです。下か
ら決まっていくんじゃなくて。それで何が欠けているかっ
ていうと、人間が「生きる」っていうこと、生活をするって
いうときに必要な知識だとか技能っていうものが何なん
だろうと。人間が生まれて生きていくということを起点に
置いて、生活を豊かに深くするために、どういうことを学
ばねばいけないのか、どういう知識を身につけなくてはい
けないのか、
というところから教育を発想していない訳です。
僕は、制度的な教育っていうのは、国家の思惑があって、
せっかく税金使ってるんだから知識を身につけさせなけ
ればいけないという発想があると思うんです。知識は必要
だろうけれどちょっと待ってほしいと。人間として豊かに
なりたいという庶民の、一番の原点からカリキュラムを考
えなければ、教育っていうのは変わっていかないと思うん
です。
人間が生きるっていうのはそんな高尚なことではなく
て、何を食べるのか、おいしく食べるというのはどういう
ことなのか、病気になったときに、体を健康に保つってい
うのはどういうことなのか、とか。それから、衣食住ですよ
ね、健康な家族とは何なのかとか。

最も中心になるべき教科
それが技術・家庭科です（汐見）
家族とは
汐見：家族とはそもそもなんなのか、一生絶対切れない人
間関係っていうのは家族ですよね。その家族が豊かである
ということが人間には一番大事なことで、そこから精神生
活をはじめていく。生活を便利に快適にするために、時に
はものを作ったり、工夫しなきゃいけない。今は買ってし
まいますけども、もともとは人間は自然と上手に対話し格
闘しながら、知恵を形にしてきたんですよね。その中で自
然というものの、すごさ、面白さを逆に教えられて、自然と
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深い意味で共生しなければ人間は生きていけないことを
学んできた。そういうことを子ども達に、しっかりと考え
させ、学ばせて身につけていくことが、教育の出発点じゃ
ないか。しゃべることができなきゃいけないから、ことば
から始まりますよね。で、ひとつのコミュニケーションか
らはじまって、そして身近な衣食住、そしてその生活を豊
かにするために、働く。そういう順番にしていくような教
科の作り方っていうのが今の教育のアンチテーゼとして
合っているのではないでしょうか。

決して 周辺 の教科ではありません
汐見：僕が技術・家庭科に興味を持っているのは、この教
科が周辺教科っていう位置づけではなくて、実は日本の教
育の体質を変えていくときに、最も中心になるべき教科で
はないかという思いがずっとあったからです。相当大きな
構想と夢を持って、この技術・家庭科を作っていかなきゃ
いけない。今、国が言っている、学習指導要領に書いてある
レベルではなくて、技術・家庭科がもっと中心的な役割を
果たしていかなければならない。
佐竹：そうですよね。中学校の教科を見ますと、国語、社会、
理科と数学、英語、それに対して技術・家庭科、美術、音楽、
体育。技術・家庭科は、例えば社会科であるとか、理科であ
るとか、さまざまな他の科目で学んだ内容が応用されて、
そういう科目の性格を満たす教科だと思うんですよ。です
から、先ほどおっしゃった生活を豊かにするという考え方
が大切ですね。例えば、色のコンビネーションであるとか、
配置だとかデザイン、私たちの生活の部屋の中とか、ある
いは衣服など、いろいろな生活を科学的に豊かにしていく
ことですね。

「食べる」
ことから広がるテーマ
汐見：
「食べる」というキーワードで考えてみましょうか。
「おいしい」と感じる本質は何なのか、赤ちゃんも同じよう
に感じるのか、舌の働きは何か、食わず嫌いはなぜかとか
いろいろなテーマが出てきますよね。それを、どんどん
突っ込んでいくと、いろいろな周辺の学問とリンクしま
す。将来おいしさを追求する仕事してみたい、っていう子
が出てくるかもしれない。
料理でも素材からも、道具からも突っ込める。例えば包
丁。包丁はいつごろからあるんだろう、世界中にどんな形
があるのだろう、とか。例えばインドでは包丁を動かすの
でなくて包丁は固定して野菜を動かすんですよね。鉄で包
丁が作られるようになったのはいつ頃からか、庶民が鉄の
包丁をもつようになったのはいつ頃か。なかった頃には何
で料理をしたんだろう、とかいろいろと想像力がはたらい
てきます。包丁と鉄の文化っていうアプローチからも、ど
んどん深まる。
あるいは、食べ過ぎで病気になる、病って何か、食から病
になるってどういうことなんだろう、同じ栄養ばかりとっ
ているとなんで病気になってしまうのか、人体や医学や生
物学に入っていきます。

社会とのかかわり
佐竹：技術・家庭科で学ぶ内容が、
いかに社会と関係しているかと
いうことも大切だと思います。
技術分野の場合には、もう少
し産業という観点から見た
ときに、技術が社会で果たす
役割、人類の幸福を確保する
ためにどういう形で貢献して
いるのかということですね。そう
いう判断をするときに、技術的な思考、
技術的な素養をもった社会人を育てていきたい。そんな教
科書ができたらいいなあ、と思っています。今までの教科
書とはちょっとコンセプトを変えて、技能ではなくて、い
わば技術思想を学ぶ教科、そういうふうに発想を変えない
と駄目なんじゃないかなと思います。ですからモノを作っ
て、ハイおしまい、ではなくて、モノを作ることを通して、
考える力を養っていきたいですね。なぜこのような形にな
るのか、このような材料を使うのかなど、仕組みや原理を
考えて活用できるようにしたい。それをいろいろなものに
応用することが、教育図書が目指す「活きる力」
につながる
のではないでしょうか。

ら、見よう見まねにもかかわらず、大変精巧なものをつ
くったという話ですね。
日本人の職人技にペリーが驚いたと。
汐見：そういう話はいっぱいありましてね。新橋から横浜
までの鉄道を作るときに指導したのはイギリス人ですけ
ど、日本人の技術力に感嘆しているんですよ、イギリス人
が。何も教えることはないって。

「活きる力」につながる教科書を
めざしています（佐竹）
未来の幸せにつながる教科書に
佐竹：汐見先生のお父様もですが、日本人の職人の技はす
ごいですね。
汐見：堺は鉄砲を作る町になって、鉄砲町という名前の町
が今でもあります。そして今、堺にシマノという自転車の
メーカーがあります。高級車で世界中で１・２位を争うく
らいのフレームを作っているの
ですが、そこには、実はかつて
の鉄砲の技が生かされている
んです。考えてみると、日本の
近代化を本当に実現したのは、
職人的なすごい能力を持った、
ああいう親父達だった気がし
ます。明治・大正期に外国人がみ
た日本人の技術力の高さがあって、
日本は近代化を達成したんですよ。
それはとても大切にしなくてはいけないことです。

「食」という枠ひとつとってみても、全く周辺教科的なも
のではありません。日常生活で不可欠であり、大事なもの
でありながら、深めていくことによって、文化の世界、芸術
の世界にリンクしていく。それだけの重みと深みをもって
いるのが、この技術・家庭科なんだと思います。

「技術」
は人類最大の遺産
汐見：技術はね、人間が自然と葛藤してあみだしてきた最
大の遺産ですよ。しかも、それでなきゃいけないというの
でなく、多様な形でありうる面白さももっている。例えば、
歴史の上では、古代遺跡っていうのはほとんど鉄が出ると
ころにあるんです。銅では切れないです。銅を使うと病気
にもなりますからね。そういう視点で、古代の遺跡を見て
いくと、ものすごく面白いものが見えてくる。そうやって
古代文明っていうのはお互いに土地の取り合いがあった
んじゃなかったかとか、歴史に対する興味がまた全然ち
がってきますよね。技術・家庭科の中で、極端に言えば全部
説明できるというくらいに僕は思っているんです。
佐竹：ペリーが黒船で来たときに、日本人に鉄砲を渡した

佐竹：日本人がもっているそのような遺産を大切に守っ
て、発展させていきたいですね。これまでお話ししてきた
ことを教科書で上手に表現したいと考えています。
汐見：生活に根ざした教科書、
幸せにつながる教科書ですね。
佐竹：
「活きる力」につながる教科書です。

汐見先生、
佐竹先生、
どうもありがとうございました。
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