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本稿においては､ 20世紀初期アメリカのハイ ･スクールの教科課程における職業科 目 ･実用的

科 目の導入の過程､及びそれがアメリカ教育史上に有する意義を解明することを目的 とする｡

アメリカにおいて20世紀初期に職業教育が中等教育の中に位置づけ られるようになったことは､

よく知 られている｡この背景の一つとして､アメリカ資本主義の発展を挙げることができる｡ 南北

戦争後､アメリカ資本主義は急速に発展 し､世紀転換期には､大企業の資本集中が進行 した｡ この

ような資本主義の発展を支えるための労働者 (とりわけ熟練労働者 )の養成が求め られるようにな

った｡

また､中等学校の生徒数及びそれが当該年齢層の青年に占める比率の増大を､その背景の一つと

して挙げることができる｡ 1899- 1900年には僅か 9.0党;に過 ぎなかった中等学校の生徒の

(当該年齢層全体に対する )在籍率は､その後急速に上昇 し､ 1929-30年度には 52.0%と

なった2)O このような状況下で､既存のハイ ･スクールにおけるアカデ ミック科 目中)むの教科課程

は変容を求め られるようになったといわれでいる｡

職業教育を中等教育の中に位置づけるようになる過程には､ 1906年のマサチューセッツ州に

おける ｢ダグラス委員会｣報告書の提出､同年の ｢全米産業教育振興協会｣(N.S.P.1.E.)

の結成を喫機 として始め られたといわれでいる職業教育運動の展開や､ス ミス ･ヒューズ法の制定

が大 きな影響 を与 えた といわれて きた ことは､周知の通 りで あ る｡ これ らの動 きは､既存 の
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ハイ tスクールの教科課程の改革ではな く､むしろハイ ･スクールか らは独立 した職業学校(Tra-

deschool)の設立によって､職業教育振興の課題の達成 を実現 しようとした ものであった｡ しか

し実際には､総合制ハイ ･スクールが普及 したことも､周知の通 りであるf#)O

従来､わが国における職業教育運動やス ミス ･ヒュ一才法に対する評価は二つに分かれできた｡

一つは､これ らの動 きが､既存のアカデ ミックな教科課程に適応できなし.1多 くの生徒に対 して､職

業教育 を施す ことに よって､教育機会の拡大を押 し進めたとみるものである3)｡ もの一つの見解
●■It

は､職業教育運動やス ミス ･ヒューズ法の先向する職業教育が､ ｢す ぐれて資本主義的なモノラク

ニズムの教育 ｣(傍点原文 )であることや､職業学校の設立によって学校体系の複線化をめざし

たことを批判的にとらえる見解である5)0

しか し､これ らの研究は､いづれ も職業教育運動の過程で設立 された職業学校 (とりわけ全 日制

のそれ )や､ス ミス ･ヒュ-ズ法による連邦補助金を受けたコースが､アメリカ･の中等教育に占め

でいた比重を考慮せずに議論を進めていたとい う問題点を含んでいた｡ これは､とれ らの研究が利7)
用 した文献の うち､C.A.Bennettの著書6iL.S.Hawkins等の著書のように､職業教育運動の

展開やス ミス ･ヒューズ法の制定についで詳 しく述べでいる文献が､これ らの動.畠と普通の中等教

育制度 との関係についで述べでいないことに静智 されていると考えられる｡

しか し､ 1960年代以降のアメリカにおいでは､職業教育運動やス ミス ･ヒューズ法がアメ リ

カの中等教育に対 して与えた影響について疑問を投げかける研究が現われているo例えばLazerson

とGrubbは､ス ミス ･ヒューズ法の適用を受けた全日制の手工業及び工業 (trade叩dindustry)

のコースの在籍者が､ハイ ･スクールの生徒数に占める割合は､僅か6.7%でしかなかったことを指摘

している8)｡また､世紀転換期のアメリカの中等教育史像の再構成を試みた臥 A.Krugは､職業教育

運動がめざした職業学校の設立が進まず､総合制ハイ ･スクールが普及 したこと等 を挙げ､職業教

育運動における職業学校設立の構想が一般の教育者に受け入れ られなかったことを指摘 している｡彼

によれば､この運動が与えた影響で最 も大 きく持続 したのは､補習学校の設立 と職業指導の普及で
9)

あった ｡

このように職業教育運動やス ミス ･ヒュ-ズ法が､アメリカの教育 (とりわけ中等教育 )に対 し

て与えた影響に関する再評価の必要性が提起 されている｡ このことを進めるためには､ 1)職業苧
※･BH

校の設立の状況､ 2)ハイ ･スクールの教科課程への職業科 目 ･実用的科目の導入､等の動 きを当

時の史料に基づいて再検討することが､予備的な作業 と.して必要 とされるように思われる｡本稿は､

これ らの動 きの うち､ 2)を取 り上げ､その実闇の一端を明 らかにすることによって､職業教育運

動やス ミス ･ヒューズ法が職業教育を中等教育の中に位置づけるのに果たした役割を再検討するた

めの一つの素材を提供することを目的 とするO

ハイ ･スク-ルの教科課程-の職業科目 ･実用的科 目導入の状況の検討は､総合制ハイ .スクー
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ルの成立過程 を明 らかにするために も必要な作業である｡先に も触れた通 り､職業教育運動は､既

存のハイ ･スクールの教科課程の改革をめざしたものではな く､ハイ ･スクールか らは独立 した職

業学校の設立をめざしたものであった. しかし実際には多 くの所で総合制ハイ .スクールが普及 し

た｡この過程に関して､宮地誠哉は､職業教育運動の展開やス ミス ･ヒューズ法の制定によっで職

10)
業学校の設立が進んだ後に､職業学校 とハイ ･スクールの一元化が進んだととらえている ｡ これに

対 して､E･A･Krugは､職業教育運動の進行の過程で､既存のハイ .スクール-の ｢職業｣ コー

11)
ス及び ｢半職業｣ コ-スの設置が進んでいったと指摘 している O

このように総合制ハイ ･スクールの成立過程に関する見解は分かれでいるが､これ らの見解の二

つの うち一方のみが正 しいとい うことではな く､ 1)職業学校の設立とその中等学校化､ 2)ハイ

･スクールの教科課程への職業科 目 ･実用的科 目の導入､の動 きが‥同時に平行 して進んでいった

と考 え られる｡ このような意味で､本稿は､見解の分かれでいる総合制ハイ ･スクールの成立過程

を明 らかにす るために一つの素材を与 えることになろう｡

本稿は､このような問題意識に立 って､ 1)ハイ ･スクールの教科課程への職業科 目 ･実用的科
※※※)

目の導入､ 2)それに伴な うコースの多様化､等の点を中正再こ､主 として北中部諸州の事例 を中心､

に､この当時のハイ ･スクールの教科課程の変化の実態 とその特質を明 らかにすることを課題 とす

る｡北中部諸州は､詳細な調査があることや､東部諸州 と比較 して教科課程の改革が早 くか ら進ん

でいたと考え られることか ら､主たる分析の対象に選んだ ものである｡

また本稿においては､ハイ ･スクールの教科課程の変化 と高等教育機関の入学要件の変化 - と

りわけ職業科 目 ･実用的科目の受け入れ - との関係について明 らかにすることも課題 とする｡ こ

れは､高等教育機関の入学要件のあ り方が､アメリカの学校体系の評価 と関わって問題になると考

えるか らである｡ 長い間アメリカの学校体系は､西欧諸国の ｢複線型｣学校体系 と対比 して､ ｢単

線型｣の ものであるといわれてきた｡ しかし最近､アメリカにおいで も､コース制がハイー.スグ-

ルに敷かれているこ と等を挙げ､実質的に ｢複線型｣ となっているとい う指摘 もなされるようにな

ってきている｡

学校体系が複線化 したか否かの指標は､単に総合制ハイ ･スクールであるか単独校 (即 ちアカデ

ミック ･ハイ ･スクール､職業学校等 )といった学校の形態だけでな く､それ らの学校やコースか

らの高等教育機関への進学の達が開かれているか酉か とい うことに も関わっているように思われる｡

総合制ハイ ･スクールの場合で も､あるコ-スか ら高等教育機関進学が可能であるのに､他のコー

スか らの進学が不可能な場合､それ らのコースは､制度上平等に扱われるとはい えない｡いかなる

コースか らも高等教育機関進学への速が可能になることによって､それ らのコ-スは制度上同等に

位置づけられたと見なすことができる｡運に各種の学校 が併存している場合で も､その うちのいづ

れに も高等教育機関進学の遠が開かれるな らば､それ らの学校が､学校制度上平等な位置づけを得
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る可能性 も生 じるとい うこともできる｡

本稿は､このような問題意識に立 ち､ 1)ハイ ･スク-ルの教科課程への職業科 目 ･実用的科 目

の導入､ 2〕ハイ ･スクールにおけるコースの多様化､ 呂)高等教育機関の入学要件 との関係､の

順で叙述を進めることとする｡

[補 註 ]

※ ) 例えば､ 1929-80年に行なわれた全米中等教育調査の報告書の うら､ ｢中等教育の

横断的組織｣(HorizontalOrganizati.onofSecondaryEducation)は､その調査対象を､ス

ミス ･ヒューズ法による職業教育への国嘩補助金を受けた学校の リス トか らも対象校 を多 く選ん

だに も拘 らず､調査対象 994校の うち､総合制ハイ ･スクールは760校であったのに対 し､職業

学校は 87校に過 ぎなかった｡

※.X･) 職業教育運動関係者やス ミス ･ヒュ-ズ法の想定する ｢職業教育｣ (vocationaledu-

cation)は､意味が極めで限定 された ものであった｡ たとえば､ ｢建築｣とい うような大まかな

区分ではな く､ ｢設計 ･製図｣､ ｢大工｣､ ｢室内装飾｣のように細分化 された円容のものが｢職

業教育｣として想定 きれていたo

しかし､このような定義の仕方では､この時期にハイ ･スクールに加えられるようになったマ

ニュアル ･トレーニングなどは､ この範 ちゅうか らはずれることになる｡

本稿においては､マニュアル ･トレ-ニングなどのように ｢職業教育｣には含まれないか実用

的な意味をもつ科 目を含めで､ ｢職業科 目 ･実用的科 目｣とい う用語を用いることとした｡

本稿においては､この開語 を商業 ､インダス トリアル ･アーツ及び工業 ､家政 ､農業などの領

科 に屑する科 目に開いるo

※※※ ) 本稿 においては､ ウィスコンシ ン､ アイオワ､オハイオ､イリノイ､ ミシガン､カン

ザス､ ミズーリ､インディアナ､サウス ･ダコタ､ ネブラスカの諸州のハイ ･スクールの調査結

果を使用する｡ 具体的には､J.E.Stoutによる｡ 1906- 11年及び 1915- 18年のそ

れぞれの時期の各 40枚の調査､及びG.E.VanDykeによる 1929-30年の時期の35校

の調査結果 を使用する｡

Ⅰ.教科課程における職業科目 ･実用的科目の導入

19世紀 までのハイ ･スクールの教科課程は､ほとんどアカデ ミック科 目によっでのみ構成 され

ていたo ハイ ･スク-ルは､初等学校の ｢上への延長｣ とい う性格か ら､近代科 目 - すなわち英

語､近代外国語､歴史､理科など - を教授 していた他､カレッジ進学準備のために古典語等 も教
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授 していた｡ しかし当時､多 くのハイ ･スクールにおいでは､簿記 - この科目は､ 19世紀半ば

以降､半数以上の学校で教 えられるようになった 一 以外の職業科 目 ･実用的科 目は教授 していな

かった｡ 19世紀末にマニュアル ･トレーニング運動が展開 されたこ とは､よく知 られているが､こ

の科 目を教授する学校の比率は､ 1900年以前の北中部諸州のハイ ･スクールの中で､ 5- 6%

12)
にとどまっでいた ｡

ただし､商業科 目についでは､ 1880年代か ら1890年代にかけで､商法 ､商業算術 ､速記･

タイプ ･ライティング等の多様な科 目を教授する学校 も､一部には出現 し､また一部ではあるが､

マニュアル ･トレーニング関係のコースを設けでいる学校 もあった｡ これ らのことは､ 20世紀に

なってか ら､ハイ ･スクール宜 おいで様々な職業科目 ･実用的科 目を教授するようになる兆候を示

13)
していたとみることができ､極めで興味深い ｡1

20世紀に入 ると､北中部諸州のハイ ･スクールにおいては､教科課程-の職業科 目 ･実用的科

目の導入が急速に進行 した｡先に も触れたように､ 1906年以降全米各地に展開 された職業教育

運動は､ハイ .スクールの教科課程改革を目指 したものではな く､ハイ ･スクールか ら独立 した職

業学校の設立によっで､職業教育を振興 しようとしたものであった｡ しかし実際には､北中部諸州

の場合､ 1900年以降.ハイ ･スクールの教科課程への職業科 目 ･実用的科目の導入が進行 したo

表 ト Ⅰをみるとわかるように､マニュアル ･トレーニングは､ 1890年代には5-6%の学

校でしか教授 されていなかったが､1900年以降は過半数の学校で教 えられるようになった｡商業

関係の諸科 目を教授する学校の比率 も増大 していった01896-1900､ 1906-1911､

1915-18の 呂つの時期におけるその比率を比較すると､簿記 22.5%- 57.5%- 77･5%

商業算術 20.0%- 55.0%- 65.0%､商業地理 7.5%- 57.5兜;- 77.5軌 タイプ ･ライテ

ィング12,5%- 62.5%- 95.0軌 速記 12.5%- 67.5%- 92･5% となってお り､これ ら

の科 目を教授する学校の比率が急速に高まってい くのをみることができる｡ また農業や家政に関す
14)

る科 目を教授す る学校の比率 も増大 していった ｡

表 1 1860- 1900年の北中部諸Jllのハイ ･スクールにおいで､職業科 目 ･実用的科 目を教授す

る比率｡

年代1860 1866 187.1 1876 1881 1886 ･1891 ･1896-科目 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 1900
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年代1860■ 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896科目 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 ｢ 90 - 95 1900

(標 昔 表 記 法)(商 業 地 理)(商 業 実 践)(速 記)(タイプ .ライテ ィ.ング)(銀 行 業)(図 画 . 製 図)(..7土エアJt/■.トレーニング) 10 10 5 4 316.6 2与占与7喜2与7喜5 2喜･7喜2与12喜12与2与155

(JIE･Stout,TheDevelopmentofHighSchoolCurricula

intheNorthCentralStatesfrom 1860to1918.p･74よ り作成 〕

表 丑〔その 1) 1906-ll.1915-18の 2つの時期における

職業科 目 ･実用的科 目を教授す るハイ ･スクールの比率o

年代科目＼ 1906-∫ll 1915-18 年代珂 目 1906.-ll 1915-18

(∫.E.Stout,op.°it,pp.220-221よ り作成 )
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表 1(その 2)

年代科目 1906.-ll 1915.- 18 年代科 目 190~6.- ll 1915.- 18

職業科 目 ･乗用的科 目増大の傾向は､ 1920年代に も■続いた｡表Ⅲにみ られ るように､ 1906

- 1911年の時期か ら1929- 30年の時期の各領域毎の科 目数の累計の増加は､商業 93%､

インダス トリアル .アーツ 683%､家庭技芸 480党;となっているo この結果､各学校に設 け ら

れてい る ｢非アカデ ミック科目｣の単位 (ユニット)数は､ 8.0ユニッ トか ら38.日ユニッ トへ と大

幅に伸びた (表 Ⅳ参照 )｡ その反面､アカデ ミック科 目の単位 (ユニ ット)数の伸びは､･英語の 2

00%を除 き､社会科 49%､数学 30%､外国語 27掛 ことどま り､理科に至 っては､ 9%の減

少 となっている. この結果､ これ らの科 目がハイ ･スクールの教科課掛 こ占める比重は､相対的に

低下 していった聖(表Ⅲ､図 1番酎 D

図 1. 1906-11･1915-1臥 1929-30の各時期における各科 目群毎において教授 され る科 目数の平

均値｡
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表Ⅲ 各科 目群 における教授 される科 目の数､増加の割合 (単位% )

･.年代.1906-11から 1915-18かF,1906-11から 1906-11から 1915-18から 1906-11から科目野 1915-18 1929-30 1929⊥80 1915-18 1929-30 1929-30

英 語 =社 会 科 18 322 288375 0.2 46 20049

理 科 - 10 122 100 - 6 - 4 -9
数 学 0 117 117 呂 3日. 呂0

外 国 語 20 50 80 8 18. 27

商 ■業 科 目 75 214 450 57 28 93

インダス トリアル .アーツ 550 246 2,I缶O 183 176.. 683

家 庭 技 芸 23日 240 1,q83 180 107 480

芸 術 0- 25 2,700 2,too 075 15.900 15,900
体 育 1,100 1,100 1,400 1,400

そ の =他 1,.867 1,000 200 425

※英語 についでは､1915-18の時期の データがない

(A.K.Loomis,etA ttProgram ofStudies,U.S･OfficeofEducationBulletin:'1932,

No.17.National SuⅣey Secondary Education,Monograph,No.19 p･163)

表Ⅳ 1860年か ら1930年までの平均的な学校における課業の単位 (ユニ ット)敬

時 期 学校数 設け られている単位 (ユニット)敬 単位 (ユニット)数の変化(年 平 均 〕アカデ ミックな 領 域 非アカ≠ ミック な 蘭 域 合 計

(A･KILoomiset･al, ≠Program ofStudies'! ,U･S･OfficeofEduFationBulletin,

1932,m017, Monograph,no.19 op.°it,p.161)
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また､ 1910年代後半以降には､単に職業科目 ･実用的科目を教授 している学校の数､比率が

増大 しているだけでなく､科目の桂鞍の多様化の傾向 も顕著 となったO 表 侶こよれば､1910

年代前半までは､インダス トリアル ･アーツや工業の関係では､マニュアル ･トレーニングと製図

のみが数えられていた｡しかし1910年代以降には､木型作 り.機械工作.鍛造.印刷･木工等

の諸科目を教授する学校が出現 した｡さらには､ 1920年代には､自動車などの諸科 目を教授す

る学校 も出できている｡ また商業科目についでは､会計･銀行業･販売･宣伝などの諸科 目が加わ

り､家政関係では､家庭科学.家庭経済などの一般的な科目の他､食物 ･被服 ･裁縫 ･料理などが加

わった｡ このような科目の種類の多様化は､職業科目 ･実用的科目の教授が､しだいに本格的な職

業教育の性格をもつようになったと考えることができる16)1.7)

ただし､科 目の専門分化によっで職業教育の色彩が強まったことを過大評価できない面があるの

も事案である｡G.S.Countsは､全米各地のハイtスクールの教科課程の調査報告の中で､インダ

ス トリアル ･アーツ関係の科目の中で､生徒が費やす時間数の面で大 きな比重を占めでいたのは､

職業教育の色彩の強 くないマニュアル ･トレーニングと製図であったことを指嘩 しているoまた彼
18)

は､この領域の教授においでス ミス ･ヒューズ法の影響力が大 きくなかったことも｡指摘 している｡

しかし､北中部諸州のハイ ･スクールの教科課程の変化に関するデータには､テクニカル ･スク

-ル (またはテクニカル ･ハイ ･スクール )等､特殊な学校のそれは含まれていない.このことを

考慮するならば､ハイ ･スクールの教科課程における職業科目 ･実用的科目の導入や多様化が急速

に進行 したことを､このデータは示しでいるとみることができるo職業科 目 ･実用的科目の導入､

多様化の進行状況は､表 †でみるように､個々の学校の実例によっでもみるこ とができる｡

蓑 V 各学校毎に教授する職業科 目 .実用的科目

(その 1) フォー'ト･ウェイン〔インディアナ 〕

( )円は､教授する年数
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(その 2) アプル トン (ウィスコンシン )

1896 簿記 (1)､ 商業算術 (i )､ 商 法 (i )､ 速記 (p2)､

～1900 タイプ .ライティング (2)

1906 商業算術 (1)､ タイプ .ライティング (2)､ 速記 (2)､ 簿記 (1)､

～■1911 家庭科学 (4)､ マニュアル .トレーニング (3)

1915 南軍英語 (i)､ 商法 (与)､ タイプ 弓 イテ ィング(2)､ 速記 (2)､

～ 簿記 (2)､ ビジネスの方法 (与 )､ 家庭科学 (1)､ 家庭経済 (1)､

1918 マ-≡=エアル .ト- 二ング(4)､ 機械工作(i)､ 金工(.与)､ 鍛造 (与 )

(その 3) ダンヴィル (イリノイ )

･-18-



(J.E.Stout.op.°it.pp.286-291より作成 )

ハイ ･スクールの教科課程への職業科 目 ･実用的科 目の導入は､単にそれ自体だけでとらえるの

ではな く､この当時のハイ ･スク･-)tJの教科課程改革の動 きの一環 としてとらえる必要があろうo

例 えは 芸術.体育は､1910年代ま で北中部諸州のハ イ ･スクールの中には ､ . 教授 している学

校は､ほとんど存在 していなかった｡しか し1929- a0年には､かな りの数の学校が教授する

ようにな り､とりわけ ｢芸術｣については､美術､音楽の一般的な科目の他､オーケス トラ､バン

ド､コーラス.グリー .クラブ､フリー ･ハンド画､音楽鑑賞等の多様な科 目が設置 されるように

19)
なった ｡

また､ ｢アカデ ミック｣な領域においで も新 しいタイプの科 目が 1929-30年までに登場 し

ている｡ 例えば､英語についでは､ ｢パブリック ･スピーキング｣や ｢ジャーナリズム｣が多 くの

学校で教 えられるようにな り､その他に ｢演劇｣ ｢討論｣｢スピーチ｣等を教授する学校 も現われ

で くるようになった｡ また社会科関係では､歴史に関する科 目の多様化 一 例 えば近代史の増加､

世界史の導入の他､初期 ヨーロッパ史､ギリシア史､ロ-マ史等分化した内容を教授する学校の出

現 - の他､社会科､社会学､地域公民､社会問臥 上級公民､アメリカ政府､地域生活､現代の

問題､等 歴史以外の科 目の多様化がみ られた｡それ らの中では､地域 ･職業的公民.職業 (occu-

pation)､ 職業的市民性､ 職業知識､商工業､等職業に関する科目が多数出現 していることは

注目される. 理科については､既存の分化 した科 目の他､一般理科が 20世紀初期か ら多 くの学校

で数 えられるようになった｡

これ らの動 きは､ハイ ･スクールの生徒数の増加に伴な う､生徒の要求の多様化に応 じたものと

20)
みることができる ｡

同時に､ ｢アカデ ミック科 目｣ を必ずしも必修 としない傾向 も出できた｡ 1900年以降､北中部

諸州では､すべてのハイ ･スクールのすべでの生徒に必陸ときれる科目は､英語のみであった｡数

学は､1900年以前には､ほとんどすべて のハイ .スクールで必陸となっていたが､ 1900年以

降､必陸とされる比率は下が り､この比率は､代数 80%､平面蔑伺 60%であった｡理科の場合

も､必陸をする学校の比率は低 くな り､何 らかの形でこの科 目を必陸としている学校は 50%のみ

であった｡さらに物理を必陸としている学校は､ 25%のみであった｡ 外国語に至っては､約 10

21)
%の学校のみが必陸としていたに過 ぎなかった ｡
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このような動 きは､結果 として､アメリカのハイ ･スクールの生徒が､これ らの科 目を余 り苧ば

ない傾向を作 り出す こととなった｡今 日､アメリカで中等教育改革論が盛んに主張 され､その うち

の重要な項目の一つとして共通必陸の強化が主張 されているが､このようなことが問題 とされる状

況 も､ 20世紀初期か ら作 られできたものであった｡

価.コースの多様化

職業科 目 ･実用的科 目が余 り教授 されていなかった19世紀末のハイ ･スクールにおいて も､コ

ース編成が行なわれることが多かった｡その代表的な ものは､近代科 目の教授を重視する ｢英語｣

コースと､古典語などの教授を重視する ｢古典｣ コースであ り､いずれ も職業科 目 t実用的科 目の

教授を主たる目的 とするものではなかった｡ このようなコナス編成は､ この当時のハイ ･スクール

における ｢カレッジの準備｣と ｢生活の準備｣の矛盾への一つの対応であったとみることができる｡

1880年代か ら1890年代にかけで､コースの種類の多様化の傾向がみ られたが､新 しく登場

22)
したコースの多 くは､ ｢ラテン語 ･理科｣等のように､アカデ ミック科 目中Jhの ものであった 0

20世紀になると､職業科 目 ･実用的科 目の導入 と平行 して､ハイ ･スクールのコースの多様化

の憤向がみ られるようになった0 19世紀末以前より､コース編成を行なっている学校が多かった

が､ 1906- 1 '1年の時期においで も･.北中部諸州睡 ハイ ･スクールに関するStoutの調査の対

象 となった 60校の うら23校は､コ-ス編成を行なっていなかった.それに対 し､ 1915- 18

年の時期には､ 15校に減少 し､その憤向は､それ以降 も続いた.(衰 Ⅵ参照 ). コース編成を行な

っていない学校においで も､すべでの生徒に対 して全科 目を必陸とするのではなく､一定程度の必

陸科 目の他は､選択科 目となってお り､結果 として､コース制 と同じ結果 となることも指摘 されて

いるとはいえ､コース制を採用する学校の比率は増大 していった｡
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表Ⅵ 呂つの時期 (1906-ll ,1915-18,1929-30)における､コース数の分布

コース数年代 1906-ll 1915-18 1929-30

1--.-.--- 23 15 7

2------. 7 5 1

3--..-.-- 4 5 3

4----.-- 14 a 5

5------- 9 7 7

6------- a 4 呂

7-∴----. 0 6 3

a---1--- 0 呂 1

9-----■-. 0 2 1

10-.-..--- 0 1 2

ll------- 0 1 1

12.- ----- 0 1 0
18..-.i----- 0 1 0
19-.-.-.- 0 1 1

･全体の校数 60 60 35

G･E･VanDyke ≠TrendsintheDevelopm entofHigh-Sohool

Offerng IQ, TheSchoolReview, XXXX,p.660)

コ-ス制を取 る学校の比率の増大のみな らず､一校当た りのコース数の増加の傾向 もみ られた.

1906-11年の時期には､最 も多 くコースを設置 している学校で もその数は 6であったのに対

し､ 1915- 18年の時期には､ 19コ-スを置 く学校 も存在 していた｡ そしで､ 1校あた りの

コースの数の中央値 も､ 1906- 1911の時期には 2.5であったのに対 し､ 1915- 18に

は4.6､ 1929---30には 5.2と増加 している24).

Stoutは､コースの多様化の実例 を挙 げでいる｡それによるとCheboyan(ミシガ ン )のハイ･ス

クールは､ 1909-10年の時期には､コ-ス制を取 らず､一定程度の必陸科 目の他 は､普通科

目と商業科 目の中か ら､生徒に選択 させるようにしていたが､ 1916年には ｢ラテン語｣ ｢ラテ

ン語 ･ドイツ語｣ ｢英語｣ ｢商業｣の 4コースを置 くようにな り､選択科 目はな くなった｡･また､

Yankton(サウス ･ダコタ)のハイ ･スクールは､ 1911年の段階では､ ｢ラテン語｣ ｢理科｣の
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2コースを置いていたのに対 し､ 1917年の段階では､ ｢師範｣｢理科｣｢工業 ･工学｣｢家庭

25)
経済｣ ｢古典｣｢商業｣｢農業｣の 7コースを設置していた ｡

このような傾向に寄与 した要田の一つは､職業科目 ･実用的科 目の導入に伴な う､ これ らの科 目

の教授 を主たる目的 とするコースの増加であったo G.E.VanDykeの調査による､各種のコースを

｢カレッジ進学準備｣｢普通｣｢芸術 ･実用的技芸｣の 呂種類に分類 した統計 (表Ⅶ.図 2)でみ

ると､ ｢芸術 ･実用的技芸｣関係のコース数 - そのほとんどは､職業科 目 ･実用的科 目の教授を

主たる目的 とするコースである - の比率は､ 1906-11年には呂4.5%であったが､ 1915

-1918年及び 1929-1930年には半分以上 となっていた｡その反面､ ｢カレッジ進学準
26)

備｣に分類 される諸コースの比率は､56.3%- 41.8%- 日3.5%とい うように低下 してい った.

表Ⅶ 各種のコースの数及び比率の変遷

年代コ-ス種別 1906.-ll 1915′-18 19_29-呂0敬 形 敬 形 敬 %

カ レ ッジ進 学 準 備 80 56.a 100 41.8 60 33.5

普 通芸術及び実用的技芸( 商 業 ) 1332 9.222.5 18･44 7..518.4 2641 14.522.9

(イ二万㌢トリ7)レ.アユソ) 10 7.0 33 1乱呂 24 1乱 4

( 家 庭 技 芸 ) 1 0..7 19. ･乱0 14.■ 7.8

〔 芸 術 ) 1 ■0.:7 ■呂 1.3 7 a.9

( そ の 他 〕 5 3.5 22 9.2 7 3.9

( 小 計 ) 49 34■.5 121 50.6 93 52.0

(G.E.VanDyke, ≠TrendsintheDevelopmentofHighSchoolofferingIO ,

TheSchoolReview XXXIX,p.663)
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図2 各領域毎のコース数･の比率の変遷 (単位% )

カレッジ進学準備

普 通

芸術及び実用的技芸

o IO 20 .10 40 50 60

1. 商 業

2. インダス トリアル ･アーツ

乱 家庭技芸

4. 芸 術

臣≡∃1906-ll

[=コ1915-18

圃 1929-30

(G.E.VanDyke, 寸TrendsintheDevelopmentoftheHigh-SchoolOffering lq,

op.°it,p･663)

職業科 目 ･実用的科 目関係のコースでは､常に商業関係のコースの比重が一番高 く､次いで､イ
27〕

ンダス トリアル ･アーツ､家庭技芸のコ-スがそれに続いていた .

これ らの領域に関するコ-スの種類 も多様になっていった｡ 1906- 1911年の時期には､

｢商業｣ ｢マニュアル ･トレーニング｣など一般的な名称を もつ ものが多かったが､1915-1918年

の時期には､ ｢男子商業｣｢女子商業｣｢婦人帽｣｢電気｣｢印刷｣｢簿記｣｢会計｣｢速記｣な

28)
ど専門分化 したコース も設け られるようになったoこのようなコースの出現は､ハイ .スクール

が職業教育 と呼ぶことのできる性格を もつ教育を､ハイ ･スクールで行なうようになったことの現

われであるとみることができる｡

このようなコースの多様化の中で､ハイ ･スクールの生徒が どのコースに在籍するかが､その出

身階層によっで大 きく規定 きれる傾向にあったことも事実である｡ 全米中等教育調査の うち､総合

制ハイ ･スクールと単独制の中等諸学校の得失を比較 ･検討 した ｢中等教育の横断的組織｣は ｢ア

カデ ミック｣ コースにおいては､父親が専門職や経営者である者の比重が比較的高いのに対 し､職

業科 目 ･実用的科 目の教授を主目的 とするコースでは､父親の半熟練労働者や不熟練労働者である

者の比重が高 くなっているとい うデータを示 している29)o同様の傾向は､G･S･Countsの調査結
30)

栗にみ られる｡

このような状況か ら､アメリカの学校体系は､外見上 ｢単線型｣の ものであって も､ハイ .スク
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-ルは､ ｢すべでの資本主義国家の複線型学校制度を特徴づけるのと同じ階級区分を､たとえ形態

がちがい､アメリカ独特の形態のものであるにせよ､依然としてもっている｣のであ り､ ｢複線型

の学校にこびりついている限界と教育上の障壁｣が､ハイ･スクールの ｢構造における差別的なコ
31)

-ス別教育の指標をなす｣と批判される一つの原因となっているOしかし､アメリカのハイ ･スク
･/qi)

-ルの場合､コース制が敷かれていても､生徒に科目の選択を認める場合が多いことにみ られるよ

うに､一定程度の柔軟性があったことも認めなければならないOこのような柔軟性は､次に触れる

高等敵背機関の入学要件のあり方にもみられる｡

[補 註]

削 例えば､G･S･Countsによると､各コースにおいては指定 されている課業は､与～与で

ある場合が多かった｡

Ⅳ.高等教育機関の入学要件の変化との関係

今までみできた通 り､ 1900-20年代に､北中部諸州のハイ ･スクールの教科課程への職業

科 目 ･実用的科 目の導入が進んだが､同時にこのような変化に対応 して､高等教育機関の入学要件

の柔軟化 も進行 し､これ らの科 目を高等教育機関の入学要件 として認める動 きも出できた｡

この ような動 きの一例 として､北中部諸州の高等教育機関 と中等学校の認証団体である ｢北中部

カレッジ ･中等学校協会｣のそれを挙げることができる｡ 1902年に同協会では､ショップ ･ワ

ーク､図画 ､製図 ､商業 ､体育 ､の各科 目の単位 〔ユニット)の価値の定義についで検討すること

を決定 し､ 1907年には､ショップ ･ワークと図画 ･製図に関する予備報告書が提出された｡ そ

しで､その翌年には同協会に所属するカレッジ ･大学が､ これ らの科目を入学要件 として認めるよ

うになった｡その際には､ 2時限分のマニュアル ･トレーニングや実験が､他の科 目の 1時限分に

相当するような形で､単位 (ユニット)の定義がなされた32).全米教育協会 (N.E.A.)の ｢ハ

イ ･スクールとカレッジの接続 (アーティキュレーション )に関する九人委員会報告書｣が､これ

らの科 目をカレッジの入学要件 として認めることを勧告したのは､1911年 であることを考えると､

このような動 きが先駆的な ものであったとみるこ とができる｡

その後同協会においで､高等教育機関の入学要件 として認め られる職業科 目 ･実用的科 目の種類

は増加 し七いったoそしで 1913年の段階では､以下のような科 目が同協会所属のカレッジの入

33)
学要件 として認め られていた ｡ ()円は､単位 (ユニット)数である - 0

商業科 目 (7)

- 商業算術 (与 )､初級簿記 (日 ､上級蒋記及び鞘 的用法 (1)､商法 (与 )､速記及び
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タイプ ･ライティング(2)､事務用の削 芋及び通酎喜)､ 商業史 (与 )､

英国経済史 (i )､合衆国経済史 (i )､商品 〔喜 )､商業地理(i)､初等経済学 (喜)

〔マ′マ･).
マニュアル ･トレーニング(12)､

- ショップ ･ワーク(4)､細工 (1)､木工旋盤及び初級金工 (1)､

木型作 り･鋳造 ･鍛造 (1)､仕事台及び機械の金属部品 〔1)､製図 〔2)

家庭技芸 ･科学 (4)､

- 平易な裁縫 〔1)､裁縫及び婦人帽作 り(1)､料理 (2)

また実際に､これ らの科 目を入学要件として受け入れるカレッジも､この地域には多 くあった｡

全米教育協会宙学部の報告書 (1928)によれば､調査対象 となったこの地域の高等教育機関の

34)
うち約1/Bは､ 5ユニット以上の職業科目 ･実用的科目を入学要件 として受け入れでいた oこれ

に対 し､高等教育機関の統一的な入学試験 を行なう機関である ｢カレッジ入学試験蚕自余｣(C.E.

E･B.)は､非アカデミック科目の領域に属する科目の うち､図画 ･製図､音楽の 2科 目のみにつ

35)
いて試験を行なっていたのに とどまっでいた ｡このことは､この当時存在 していた高等教育機関

の入学許可方式のうち認証制の方が､試験制度 と比較 して､中等学校の教科課程の変化 と高等教育

機関の入学要件に反映しやすい制度であったこ とを示しでいるとみることができる｡

入学要件 として認め られる科目の種類 も多様であり､商業科 目における初級簿記､マニュアル 暮

トレーニングに来日するショップ .ワーク､製図のように､基礎的､一般的なものや､商業算術.商

法.商業史.合衆国経済史.商業地理のように､内容的にアカデ ミック科 目と関連するものの他､

速記及びタイプ･ライティング､事務用の綴 り字､木型作 り･鋳型法 ･鍛造､等の専門分化 した科目

が含まれていることは､注目に値する｡ このような措置は､ハイ ･スクールが､かなり専門分化し

た科 目を教授するようになったことと対応 したものと考えられる｡

このように､職業科目 ･実用的科目が､高等教育機関の入学要件 として認められるようになった

結果､カレッジ進学準備 コースの生徒たちにもこれ らの科目を選択 して学ぶ余地が与えられただけ

でな く､職業科 目等の教授を主たる目的 とするコースに在籍する生徒に も､科目の選択の仕方によ

っでは､高等教育機関の入学要件を満たしてそれ らの機関に進学する可能性が与えられた｡ このこ

とは､職業科 目 .実用的科目の教授を主たる目的 とするコースが､他のコースと制度上同等の位置

づけを与えられる可能性をもつことを意味したのであった｡

確かに､高等教育機関の入学要件においで職業科目 ･実用的科目が受け入れ られたことが､必ず

しもこれ らの科目の教授を主たる目的 とするコースか らの高等教育機関への進学者が多かったこと
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を､意味 しなか った｡ 1928年に発表 された全米教育協会督学部第 6年報においでは､ これ らの

科 目を 5ユニット以上受け入れる全米各地の高等教育機関 331校の うち､ 6校のみが､ これ らの

科 目を 5ユニット以上習得 した者が志願者の 15%以上を占めると回答 し､ 19校は､その ような

志願者 はいない と回答 し､その他の機関の うち45校におけるそのような志願者の比率の中央値 は

36)
約 3%にとどまっでいた ｡

この ように､高等教育機関の志願者の うち職業科 目 ･実用的科 目の教授を主たる目的 とす るコー

スの出身者の比率が少なかったことは､ハイ ･スクールにおいて､ ｢カレッジ進学準備｣ コースと

そ うでないコース､ とりわけ職業科 目 ･実用的科 目の教授 を主 たる目的 とす るコース､の区別が明確

であったことを示 しでいるように思われ るO このような状況は､船台制ハイ ･スク-JL/が普及 した

にせよ､その内部でコース編成がされてお り､実質的には､学校体系が ｢複線型｣ となっていると批

判 され る一因 となったと考え られるo

しか し､高等教育機関の入学要件における職業科 目 ･実用的科 目の受 け入れは､ コース制の範囲

内において生徒の科目選択の自由を認める措置 とともに､生徒の進路変更をある程度可能にしなが ら､ハ

イ ･スクールにおいて職業教育を施す達を閉いたとみることができる｡このことは､職業教育運動やス ミ

ス ･ヒューズ法がめざしたような職業学校の設立 という形によって学校体系を複線化することをせずに､

中等教育の中に職業教育を位置づける努力がなされていたことを示 していると言ってよいように思われる.

[補 註 ]

※ ) この ｢北中部 カレッジ ･中等学校協会｣では､アカデ ミック科 目についでは､ 1ユニット

の定義を､ 1時限 45-50分間遇 5時限で 1年間の課業 とすることを定めでいた｡

Ⅴ.ま と め

職業教育運動 は､既存のハイ ･スクールの教科課程の改革によらず､ハイ ･スクールか ら独立 し

た職掌学校の設立によっで､職業教育の振興 をはかろうとした ものであった｡

しか し､少な くとも北中部諸叶tの場合には､ハイ ･スクールの教科課程に職業科 目 .実用的科 目

が加え られ､これ らの科 目の教授 とするコース も多 く設け られるようになった｡ 単にこれ らの科 目

を教授 し､この ようなコースを設置する学校が増加 しただけでな く､専門分化 した科 目やコースを

設置す る学校が増加 してい く傾向 もみ られた｡ これ らの改革は､単にそれ自体だけでとらえるので

はな く､他の改革 との関連 をとらえる必要がある｡ 1920年代には､芸術や体育が教授 されるよ

うにな り､ また ｢アカデ ミック｣な領域 で も新 しいタイプの科 目が登場 す るよ うに な った｡

これ らの改革 は､中等学校 の在籍 者及 びそれが当該年齢層に占める比率が増大する過程で､行な

われた ものであった｡
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ハイ ･スクールの教科課程の改革に対応 して､高等教育機関の入学要件の柔軟化 も進み､職業科

目 ･乗用的科 目も入学要件 として受け入れ られるようになった｡この結果､カレッジ進学を希望す

る生徒に も職業科目等を選択 ･腐陸する余地が与えられただけでなく､これ らの科目の教授を主た

る目的 とするコースか らも､高等教育機関に進学する達が開かれ､これ らのコ-スが他のコ-スと

制度上同等に位置づけられる可能性 も現われた｡

アメリカにおいても､中等教育に職業教育を位置づける課題は難しい課題であって､職業教育関係の

コースは､制度上他のコースと同等に扱われず､半熟練労働者や不熟練労働者の子弟が他のコースと比

較して多いなどの状況 もみられた｡しかし､20世紀初期の北中部諸州における､ 1)ハイ ･スクール

の教科課程-の職業科目･実用的科目の導入､2)高等教育機関の入学要件におけるこれ らの科目の受

け入れ､等の動 きは中等教育の中に職業教育を位置づけるとい う課題を､西欧諸国のように学校体

系の複線化をせずに達成する試みであったとみることができる｡
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