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1. 現代アメリカ高等教育の構造と日本との違い



1.1 現代アメリカ高等教育の構造
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1.2 現代アメリカ高等教育の日本との差異

5

アメリカ 日本

高等教育進学率 50%以上

4年制学士課程
への進学率

高等教育進学者のうち
半数程度

高等教育進学者のうち
9割以上

4年生学士課程
の組織

教員組織と学生組織の
枠組みが異なる：

学部という概念が無い

教員組織と学生組織の
枠組みが一致：
学部・学科制

大学院への
進学率

4年生学士課程
入学者の4割程度

4年生学士課程
入学者の1割程度

学士課程入学後
6年以内の卒業率

5割弱 9割以上
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2. 19世紀までのアメリカ高等教育の
変遷と古典の役割



2.1 「カレッジ」の移入と発展
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• ピューリタンの入植と共につくられた最古の学校
- ハーバード・カレッジ（1636）
- 植民地の指導者養成
- “graduate”がカレッジ卒業者を指す言葉に

• Oxbridgeの「劣化コピー」
- 植民地カレッジの指導者：Oxbridgeの卒業生
- 設立時の資金難のため，複数カレッジ制を取れず
- 当初は学長が唯一の教授，全授業を担当
- 古典語文献の暗唱＋演説・討論＋礼拝での講義
- 完全必修制

• 卒業生の動向
- 聖職者，法曹，地元の指導者等 ＝「弁論家」養成
- カレッジ卒業後に教会や法曹協会等で職業訓練



学年 各学年の科目（暗唱）
全学年共通科目
（講義・演習）

1年次
ラテン語，ギリシャ語，論理学，ヘブライ語，
修辞学

神学(問答)，
歴史，
植物学，
討論

2年次
ラテン語，ギリシャ語，論理学，ヘブライ語，
修辞学，自然哲学の導入

3年次 哲学 (自然哲学，精神哲学，道徳哲学) ，地学

4年次
ラテン語，ギリシャ語，論理学，
自然哲学の復習

表1 1650年代のハーバード・カレッジの課程

Rudolph, F., Curriculum (Jossey-Bass, 1877), 31.
8



2.2 リベラル・アーツ&サイエンシズへ
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• ニュートン力学の登場・普及とともに，アメリカの
カレッジにも近代諸科学が少しずつ導入

• これを先導したのが，イェール・カレッジの
Tomas Clap学長 (在位：1745–1766)

• その後，カレッジ課程の呼称が「アーツ」から
「アーツ＆サイエンシズ」へと変化



2.3 中世欧州の「大学」移入の試み
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• 中世欧州の「大学」
- 「研究」という概念はまだない
- 主要な機能は聖職者・法曹・医師の養成
- その前提としてのリベラル・アーツ教育

• Ezra Stilesの「大学計画」(1777)
- イェール・カレッジの卒業者向けに医学・法学を

教える部門の設置を提案
- 資金不足等の理由によりStilesの任期中は実現せず
- 代わりにカレッジのカリキュラムに法学を追加

→ 法学の知識を用いた弁論家の養成

• イェールにおける神・法・医の各部門の設置
- 1810年に医学， 1824年に法学，1826年に神学
- 主にカレッジ卒業生が対象（例外あり）



学年 暗唱科目 講義・演習科目

1年次
ティトゥス・リウィウス開始，ウェーバー『算術』改訂版，
マレー『英文法』，『グレカ・マヨラ』歴史編，
デイ『代数学』，ムーア『地理学』

ラテン語著作の翻訳，
ラテン語文法，
討論，弁論

2年次

ムーア『地理学』，プレイフェア『ユークリッド幾何学』，
ホラティウス，デイ『数学』，円錐曲線と球面幾何学，
キケロ『義務』『老年』『友情』，
ホメロス『イーリアス』，ジェイムソン『修辞学』

ラテン語文法，英文法，
討論，弁論

3年次

球面三角法，『グレカ・マヨラ』，
エンフィールド『哲学』，キケロ『弁論家について』，
タキトゥス（『年代記』以外），
エンフィールド『天文学』，タイトラー『歴史学』
加えて関数学・ギリシャ語・ヘブライ語から1科目

英文法，自然哲学講義，
法廷弁論，討論，弁論

4年次
ブレア『修辞学』，ヘッジ『論理学』，ロックの諸論考，
パレー『自然神学』，スチュワート『心の哲学』，
パレー『道徳哲学』，パレー『キリスト教の証明』

化学，鉱物学，地理学，
自然哲学の原則，
法廷弁論，討論，弁論

表2 1822年のイェール・カレッジの課程

Catalogue of the Officers and Students of Yale College, November, 1822 ([New Heaven,] 1822), 24.
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2.4 何故専門職に就くために古典語が必要？
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• 書籍の価格と作成の困難さ
- 学生が個人で購入できない → 暗唱が必要
- 翻訳書の作成も困難 → ラテン語で出版
- 印刷機の発明・普及とともに徐々に解消

• 専門用語としてのラテン語の存続

• 教会の言語としての古典語
- 聖職者は19世紀初頭まで最もステータスの高い

専門職だった
- 法曹及び医師は聖職者の代理という認識

→ 相互に職務を代行することも
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3. 1820年代の古典語課程廃止論争



3.1 1820年代のカレッジ批判
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• 新しいタイプの教育機関・課程の出現
- ランセラー・スクール（1824）
- ユニバーシティ・オブ・バージニア（1825）
- 既存の各カレッジでの選択科目や並行課程の導入

• ジャクソニアン・デモクラシー
- A. ジャクソン大統領（1829-1837）
- 全白人男性への選挙権付与

→ 「大衆の民主主義」の時代へ
- カレッジを「貴族的なもの」として敵視

• イェールにおける必修課程からの古典語排除の提案

「イェール報告」（1828）の執筆へ



3.2 イェール報告(1828)の主張(1)
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• 知的活動による2つの効果
- 精神の陶冶：人間の持つ諸力の拡張
- 精神の装備：知識の獲得

カレッジの教育課程の目的は，
後者を通して前者を達成させること

• 獲得する知識と諸力の関係
- 純粋数学：論理的な思考
- 物質科学：帰納の過程や証明法
- 古典文学：審美眼のモデルの獲得 etc.

• 専門職養成の基礎となる点にも着目

Reports on the Course of Instruction in Yale College (New Haven, 1828)



3.2 イェール報告(1828)の主張(2)
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• 何故古典文学を翻訳ではなく原語で学ぶのか
1. 古代ギリシア人・ローマ人と同じ言語を使用する

ことで，同じ思考をなぞることができる
2. 普段用いない言語を用いて思考することで，

より論理的な思考が可能となる
3. 特にラテン語はヨーロッパ諸言語の起源であり，

外国語習得に有用

• イェール報告への反論
1. 言語と思考の関係についての学説の変化
2. 数学でも同様の効果があり，ひいては諸力の拡張

はどのような学問でも可能
→ より実用的な学問を必修とすべき

3. 直接ヨーロッパ諸言語を学ぶ方がはやい



3.3 当時の論争の特徴(1)
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• 3.1で述べた背景に加え，学問及び知識の拡大に伴う
共通必修課程のキャパシティの問題

• あくまで古典語を「必修にするか選択にするか」の
論争であり，両者とも古典語学習・研究そのものを
否定してはいない

• 両者の主張の違いは，カレッジをドイツの教育制度
と比較し，ギムナジウム相当と見るか大学相当と見
るかに起因していた
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Gymnasium

Universität

ドイツの教育制度
（1825-）

カレッジ科目
共通必修派

カレッジ科目
選択推進派

Academy/
Seminary

College

Postgraduate
Depts.

College

Academy/
Seminary

3.3 当時の論争の特徴(2)
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4. 研究大学の登場と古典語必修課程



4.1 アメリカにおけるドイツ近代大学の移入
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• ハーバード・モデル
- カレッジを自由選択制とし，教授職の専門性を

高めることで研究を促進
- 研究大学院を設置するも，当初はカレッジの

附属施設的な扱いであり，中心ではなかった

• ジョンズ・ホプキンス・モデル
- 大学院を研究の中心と考え，当初は大学院課程

のみ設置予定だった
→ 地元ボルチモアの要請によりカレッジを設置

- 古典語を含む共通必修課程を有するカレッジを
大学の予備教育機関として想定

- この発想は，イェール・カレッジと大学院レベル
の諸部門との関係に着想を得ていた



4.2 カレッジ教育課程のその後
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• 「共通知」としての必修古典語の妥当性
- 古典語の必要性が徐々に弱まる中，19世紀中葉

以降も常に再検討の対象に
- 特に20世紀に入り，西洋古典の共通必修が

「白人中心主義」として批判に晒され，
その後大幅に減少

- 但し，重要な研究分野のひとつとして学問的には
その後も常に重視

• 現在のカレッジ課程
- 分配履修による知識の「広さ」の確保
- 専攻による知識の「深さ」の追求
- ダブルメジャー・マイナーなどの複数専攻制や

課外活動などにより「多様性」を担保

松浦良充，「リベラル・アーツをめぐる理解と誤解」『教育文化』no. 13 (2004), 111-87.



結論
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• アメリカのカレッジの目的は「弁論家」（聖職者，
法曹，地元の指導者等）の養成であった

• 19世紀アメリカにおいて，古典語は弁論家にとって
実用的で不可欠な学問であった

• 古典語の必修・選択の別は問われても，学問として
の古典語の重要性は尊重され続けていた



補記
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• 本発表は，主に以下の既発表論文をベースとし，加えて科学研究費補助金
19K14102の助成を受けた研究成果を用いています。
- 原圭寛，「アンテベラム期のアメリカ高等教育史におけるイェール報告の位

置: トマス・クラップのカレッジ・カリキュラム論との比較を通して」, 『人間
と社会の探求: 慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要』no. 77 (2014): 39-53.

- 原圭寛， 「エズラ・スタイルズの「大学計画」とイェール・カレッジの教育
課程の変容，1777-1795: カレッジ教育課程における法学導入の意味」, 『大
学史研究』no. 26 (2017): 97-114.

- 原圭寛， 「カレッジの教授課程と専門職養成の関係: 1777–1828 年のイェー
ルの事例を中心として」, 『人間と社会の探求: 慶應義塾大学大学院社会学研
究科紀要』no. 78 (2014): 17-29.

- 原圭寛， 「イェール報告 (1828) の解釈とイェールの戦略: 知識の教授を含み
込むものとしての「精神の陶冶」」, 『近代教育フォーラム』no. 23 (2014): 
283-295. 

- 原圭寛， 「「イェール報告」と近代諸科学：イェール・カレッジにおける古
典語必修課程とサイエンティフィック・スクールの関係に着目して」, 『弘前
学院大学英米文学』no. 26 (2018): 1-17.

- 原圭寛， 「1860-70年代アメリカの研究大学における学士課程の編成：ジョ
ンズ・ホプキンス大学及びコーネル大学におけるグループ・システムの導入と
その背景」, 『日本の教育史学』no. 61 (2018): 32-44.

• 上記論文は全てhttps://researchmap.jp/yoshi0507より閲覧可能です。

https://researchmap.jp/yoshi0507

