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1950 年代における学校づくり概念の生成過程の検討

－日本生活教育連盟の「学校論」との関連に焦点をあてて―

富樫  千紘
はじめに

1950 年代は、戦後の民間教育研究運動が勃興してきた時期であった 1）。大槻健は、戦後民間教

育研究団体が子どもの実態の探究を地域や父母の生活を通して行おうとしていたこと、また、子ど

もの把握という視点に立って「教育の全体構造を追求」し、「再構築しよう」としていたことを指

摘している 2）。すなわち、1950 年代の民間教育研究運動において、「教育内容・方法・学校」の全

体像が再構築されようとしていたのである。

この大槻の指摘は、1950 年代後半に民間教育運動の中から発生した学校づくり概念の課題と結

びつけて考えることができる。学校づくりが誕生の際に有していた課題は、以下の三点に整理され

ている �）。第一に、民間教育研究運動の中から 50 年代の教育政策に対抗する課題として誕生した

こと、第二に、その源流には 1950 年代に復興した生活綴方教育の影響が見られること、第三に、

発生当初から父母・地域との結びつきを意図する概念であったこと、である。すなわち、子どもの

生活をつかみ、そこから教育内容・方法や学校の運営を考えるという民間教育研究運動の課題が、

学校づくり概念の中に位置づいていたと考えることができるのである。

しかし、大槻の研究からは、民間教育研究団体において教育の全体構造がどのように再構築され

ようとしていたのか、その仕組みが明らかではない。同様に、学校づくり概念の先行研究において

もその登場の際の構造は明らかにはなっていない。その理由の一つとして、学校づくり概念が民間

教育研究運動の中から発生したとしながらも、民間教育研究運動あるいは団体そのものの詳細な検

討がなされていないことが挙げられる。そのため、1950 年代の民間教育研究運動や団体の中で教

育の内容・方法や学校運営がどのようにとらえられていたのかを検討し、その理論や課題・実践が、

どのように学校づくり概念に結実していったのかを明らかにする必要がある。

そこで本稿では、1950 年代の民間教育研究団体の中でも日本生活教育連盟（前身は「コア・カ

リキュラム連盟」、195� 年に「日本生活教育連盟」に改称）に焦点を当てる。そして、日本生活教

育連盟における教育の内容・方法・学校運営の枠組み―本稿ではそれを「学校論」と記述すること

とする―と実践の展開を、機関誌『カリキュラム』（誠文堂誠光社）を手がかりに明らかにし、日

本生活教育連盟の「学校論」が 1950 年代の学校づくり概念の生成過程に与えた影響を考察するこ

とを課題とする。

日本生活教育連盟の前身であるコア・カリキュラム連盟は、1948 年 10 月に、社会科を中心とし

たカリキュラム運動の高まりの中、コア・カリキュラムに関心を持つ研究者や実践者により結成さ
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れた。当時連盟は学校単位での加盟方式をとった「教育改革をめざす学校連盟」4）という性格を有

しており、その主たる目標は、「生活教育に立脚」した「全人形成のための統一ある総合的なカリキュ

ラムの構成」5）であった。そして、その後の新教育批判の中で、195� 年に日本生活教育連盟へと

改称し、「教育実践の主体である個々の教師を対象とする仲間づくりの活動へと転化し」ていくこ

ととなる 6）。

日本生活教育連盟（以下、「連盟」）に着目する理由は、以下の三点である。第一に、連盟の結成

当初からの研究枠組みとして学校・地域全体という視点が意識されており、学校・地域全体の「カ

リキュラム」をつくることが意図されていたためである。第二に、連盟の研究主題である「生活教

育」を学校・地域で「教育の全体計画」との関連の中で考えるという方針が一貫していたためであ

る。第三に、「学校づくり」という記述が機関誌『カリキュラム』に 1951 年に登場するためである。

学校づくりは、概念としては 1950 年代後半に民間教育研究運動の中から誕生したとされているが、

その言葉が民間教育研究団体の機関誌『カリキュラム』上に最も早く登場していることを指摘して

おきたい。詳細は本論で述べることとなるが、連盟で初期に用いられた「学校づくり」という言葉

と、連盟の「学校論」の枠組みが、学校づくり概念の中に位置づいていったと考えられるのである。

以上の理由により、本稿では、第一に、連盟の研究の主題の変遷を、連盟の研究総会・合宿研究

会を中心として整理・分析し、連盟の「学校論」の特徴を述べる。第二に、連盟の研究主題の中で

は明確に位置づけられなかった、子どもの実態の把握や教職員の学び合いの必要性を意識した「学

校論」を連盟に関わった実践者が構築していたことを示す。第三に、連盟の「学校論」と学校づく

り概念の関連を、学校づくり概念の先行研究に依拠しながら示す。これらの作業を通して、連盟の「学

校論」が、学校づくり概念の生成過程の中で、どのような理論・課題を学校づくり概念の中に位置

づけていったのかを明らかにする。

１．日本生活教育連盟の研究主題の変遷

（１）三層四領域論の構築
日本生活教育連盟の前身であるコア・カリキュラム連盟は、1948 年 10 月 �0 日、戦後各地に芽

生えていた地域カリキュラムの編成運動のもりあがりに支えられ、石山脩平を委員長として結成さ

れた。コア・カリキュラム連盟は、学校や教育研究所といった団体加盟を主体としており、「教育

改革をめざす学校連盟」ともいうべき性格の団体であった。初期のコア・カリキュラム連盟の研究

の軸は、「コア・カリキュラム論に基づく全体としてのカリキュラム（教育課程）の構造とその構

成手続きに関する議論」と、こうした理論にもとづいて「実際にくみたてられる『単元』の指導計

画や指導技術の探究」の二つであった 7）。その後、連盟の中でもコア・カリキュラムの構造の解釈、

とりわけ何を「コア」とするかについての意見の相違があったこと、そして、連盟に対する批判が

内外から噴出してきたことを受けて、三層四領域論というカリキュラムの理論の構築に至った 8）。

以下、三層四領域論に到達するまでのコア・カリキュラム連盟での議論を見ていく。
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1950 年前後に、コア・カリキュラム連盟に対する批判が内外から寄せられることとなった。そ

の批判は、第一に、「コア・カリキュラムを含めて当時の新教育全体を対象」としたものであり、「コ

ア・カリキュラムは学校教育法施行規則（第二四条と第五四条）における教科に関する『基準』に

違反するのではないか」また、「コア・カリキュラムが教科の系統的学習を軽視し、いわゆる学力

の低下をもたらすのではないか」という外からの批判であった 9）。第二の批判は、「コア・カリキュ

ラム運動の根底にある社会観・歴史観を『ブルジョア的性格』とするイデオロギー的非難」10）で

あり、同様に批判が第三の批判としてコア・カリキュラム連盟内部から出されていた。広岡亮蔵の

「牧歌的なカリキュラムの自己批判」（『カリキュラム』1950 年３月号）がそれである。広岡論文に

ついて、中野光は、「日本社会の現実のきびしさと苦斗していた青年教師たちには実践にとりくむ

ための基本的視座を用意したといってよかった」と述べている 11）。こうした批判やコア・カリキュ

ラム連盟内部での自己批判・反省を通して、コア・カリキュラム連盟は、195� 年６月の三重県で

の第五次総会において、「日本生活教育連盟」に改称することになる。

こうした内外からの批判を受けて、連盟が取り組んだのは、教育目標をどのように設定するか、

すなわち、子どもの実態をどのようにとらえるか、そしてそこからどのように子どもを育てていく

か、という問題であった。たとえば、1951 年６月の春日井研究集会第二分科会「実践しやすい教

育計画」の中では、カリキュラムの実践についての反省・検討として、これまで行ってきた諸調査

があまり役に立たなかったこと、子どもの実態をとらえることができなかったこと、子どもの欲求・

興味をみつけ出すことができなかったことが挙げられた 12）。そして、これまでのカリキュラムの

構造が画一的になりすぎていたことを反省し、カリキュラムはもっと「柔軟性・弾力性をもつべき」

であること、「内容も構造も子どもたちの成長段階に即してかえていかなければならない」ことが

確認された。第三分科会、第五分科会においても、同様の反省があった 1�）。

また、学校の教職員の体制の問題も取り上げられた。1951 年度の生活教育中央集会の小学校の

運営部会では、「職員の研究体制をどのように持つたらよいか」という問題が挙げられた。議論の

中では、第一に、「校長も教頭も一般職員もみんながその位置にとらわれることなく裸になつて、

お互いが気安く悪口も云え注意もしあえ、また、ある時は家庭のことについても、ある程度の考慮

を加えていくとよい」ということ、第二に、「職員全部が共通の希望ある理想的しごとの目標」を

把握することが確認され、全体の目標について個性が生かせるような実践が展開されることが望ま

しいという結論が出された 14）。

（２）社会科への研究主題の移行
「三層四領域論」が連盟のカリキュラム構造論として認定された後、連盟の研究主題の中心は「社

会科」へと移る。「コア・カリキュラム」を中心としたカリキュラム構造論や、その後到達した「三

層四領域論」の中では、教科という枠を設けるのではなく、教科同士の連関を考え、もっと子ども

の生活に合った教育内容を検討し展開していくこと、教科そのものを検討していくことが意図され

ていた。しかし実際には、これまで連盟が進めてきた単元活動やコア・カリキュラムの中心とされ
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ていたものが社会科であったため、195� 年に文部省が社会科の改訂に手を加えはじめたことに対

して危機感を募らせていた。195� 年８月に、各民間教育研究団体が結集して、「社会科問題協議会」

を結成するに至るが、その際連盟はその中心的役割を果すこととなった。その中で、連盟では「社

会科はどうあるべきか」という問題に取り組んでいくこととなる 15）。その結果、社会科の本質を、

三層四領域における中心課程―当時は「問題解決課程」と表現するようになっていた―における問

題解決学習として改造することが考えられることとなった。

こうした 5� 年からの社会科に関する議論を経て 16）まとめられたものが、『生活教育の前進Ⅵ―

社会科指導計画（総説編）』（1955 年５月）である。以下、本誌の内容を整理していく。

まず、「第一章　生活教育のねらい」では、連盟の目指す教育の目的を述べた上で、改めて生活

と教育の結合の必要性が述べられている。その中でも着目すべき点は、「教師同志の結びつき」と「地

域における人々との結びつきと協力」によって、教師自らが成長していく必要性に言及している点

である 17）。

「第七章　社会科の実践構造」では、社会科実践のために「学校・学級経営」について、「教職員

と学校 PTA と児童生徒」の協力によって「民主的に運営」されていかねばならないという問題意

識 18）より、その実践基盤としての学校・学級のあり方について言及している。

そこでは、①児童・生徒が自主的に児童会・生徒会活動を通して学校運営に関わること、②「封

鎖的な学級王国」をつくることなく、学年・専科の教師同士が「教師群」となり、「協力的な教育作用」

を持つようにすること、その上で教職員が実践の場において自分の個性を生かせること、③家庭・

地域との密接な関連を持って学校運営を進めること、が述べられている 19）。

このように、社会科に関する研究の中でも、学級・学校の運営についての記述が確認できる。し

かし、それらは中心的課題ではなく、あくまでも連盟の研究の中心は、社会科の指導計画に注がれ

ていた。1956 年にはこの『総説編』をうけて『生活教育の前進Ⅶ　社会科指導実践編』（1956 年５月）

が作成される。そこでは各学校の個人による実践記録が掲載され、その検討がなされている。その

中では、そうした実践の背景にある学級・学校経営のあり方についての言及や、学校の教育計画と

の関連は述べられていない。

（３）「生活教育」と教科指導の検討
社会科に関する研究は 1956 年ごろまで続けられたが、54 年ごろから既に、連盟では、社会科の

みならず他の全教科にも力点を置くべきだという議論があった」20）。そして、56 年には、これま

での社会科の研究成果をもとに、「全教科をあげての生活教育の再出発」を進めることが提案され

た 21）。そして、56 年から 59 年まで、連盟の研究の主題は生活教育の再検討、そして教科指導と

生活教育の関連に重点が置かれることになった。連盟の総会の主題は、1956 年度第八次総会「各

教科における人間形成」、1957 年度第九次総会「学級経営と教科経営―新たな生活教育の設計―」
22）、1958 年度第十次総会「生活教育の原理と構造の検討」2�）を経て、1959 年度第十一次総会「生

活教育をつらぬく国民教育の創造をめざして―自主的な教育課程編成の原則を確立しよう―」と展
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開していく。

生活教育の再検討が行われたもう一つの理由として、1958 年の学習指導要領改訂問題が挙げら

れる。特集「教育課程の自主編成とは」（『カリキュラム』1959 年８月号）において、「日生連の立

場　改定学習指導要領と自主的教育課程の編成」として、連盟の立場を表明している。そこでは

改訂学習指導要領（1958 年）の持つ法的基準に対する危機感が示されている 24）。そして、連盟は、

自主的教育課程の編成として、「教科の中味に、科学性があるかということ」「地域を加味した」も

のであるかどうか、「子どもの要求」にあっているか、が重要であるとしている 25）。また、勤評闘

争を経た今、教師たちの「親たちの、地域の、社会の要求を、どれだけ自分たちが子どもの教育の

中に盛り込もうと努力したかについて」の反省の下、「国民の要求に応じた」教育内容でなければ

ならない、と述べている 26）。また、第十回連盟総会（1958 年 12 月）において、梅根悟・上田薫ら

が、改定学習指導要領のえがく人間像と系統観を批判している 27）。

このように、連盟は改訂学習指導要領に対して非常に否定的であり、それに対して生活教育をよ

り一層打ち出していこうとしていたこと、その際に教科指導と生活教育の統一を打ち出していくこ

ととなった。統一のための土台として、連盟においてはまず教科の固有の価値についての検討が行

われていた。

だが、教科指導の検討の中で、生活教育と教科指導の統一について、その関連をどこに求めてい

くのか、具体的・実践的にどう進めていくのかについては新たな展開が見られず、構造的に深める

ことはできなかった。常任委員会の佐藤英一郎は、第九回（1957年11月）、第十回の総会について、「教

科指導と生活指導との統一という観点から教科論を豊かにし、一部にすばらしい実践をうみだす契

機をもたらしはしている。しかし生活教育の立場からの教科論の透徹した把握、構造的アプローチ

には、いまだしの観が深い」とし、「全面的な『生活』と『教科』の統一が求められる」と今後の

課題を述べている 28）。また、第十一回総会（1959 年 12 月）報告においても、「学校教育を全体と

して統一的にとらえようとする、生活教育の基本的な構え方」を研究・実践において意識的にとら

えることの重要性、そして生活教育における教科のあり方をおさえる必要性が確認されたとしつつ

も 29）、その基本的な方向を具体的な教科などの学習のねらいや内容にどう生かしていくか、とい

うことは今後の課題であるとされている。

このように、56 年以降、生活教育の再検討と教科指導ということが連盟の中で問われてきた。

その背景には、社会科のみの検討では「教育の全体計画」という枠組みが見えにくくなってしまう

という連盟内部からの批判と、学習指導要領改訂という教育政策の影響があった。その中では、学

校教育全体の目標や計画の中で個別教科の価値をどう生かすかということが考えられようとしてい

た。しかし、連盟において、教科指導と生活教育の関連、その関連に基づく学校教育の計画はどの

ように構築されるのか、「教育課程の自主編成」とはどういうことか、その構造を明らかにするに

は至らなかった。その理由として、連盟が「教育課程」そのものや「教育課程の自主編成」につい

て検討していなかったことが挙げられる。それらの検討をした形跡は『カリキュラム』誌上におい

ては見当たらない。
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２．日本生活教育連盟に関わった実践者の「学校論」の枠組み 

（１）『カリキュラム』誌上における前原忠吉の「学校論」
「教育課程の全体的な構造論」を展開しようとしたことが、連盟の教育理論の固有の価値であっ

た。しかし、そうした「教育の全体計画」とは、どのような範囲―たとえば国レベル・都道府県レ

ベル・市町村レベル・学校レベル―のものを企図しているのかが明確ではなかった。そのため、そ

の「カリキュラム」「計画」の担い手は誰なのか、さらにはその担い手をどのように育てていくの

か、という視点が弱かった。しかし、学校全体での教育実践の展開が、50 年代前半に『カリキュ

ラム』誌上に報告されていることは、こうした連盟の方法論によるところが大きい。そうした視野

をもって実践を展開した 1 人として、前原忠吉があげられる。前原は、梅根らがかかわった川口プ

ラン �0）にもかかわった、連盟の会員である。

前原の論稿「生活教育の新たな歩みのために」�1）では、子どもの現実の姿をとらえること、教

師の共同の必要性、そして PTA 活動の促進が述べられている。

この実践報告の着目すべき点は、第一に、川口市立阪伸小学校に校長として赴任した前原が、戦

後当初の学校に対する子どもの「抗議」ともとれる問題行動を前に、まずは子どもが前向きになれ

るよう、みんなで歌うことからはじめ、そこから、子どもが「好きなことができる」児童会づくり

を進めるという風に、子どもの成長の中で実践の内容をつくりかえていったことである。第二に、「気

軽に語り合える雰囲気を学校全体に醸成すること」をねらい、教職員との個人面談を続けているこ

とである。この取り組みの中から、「教育活動に関する諸計画（校務活動、研究活動、集会活動など）」

づくり、「各教科の本質を追求しよう」という提案から実施された夏期休暇の「主任を中心とした

現職教育」、日課・教育内容の編成や「学年における学期別教育の配当」、「行事の計画」が、「教員

集団の協議」の中から「主任が中心で企画」されるようになっていったという。第三に、PTA 活

動の促進である。参観日などの行事にあわせて、「母親学級や各種講習会を催して共に学」ぶ活動

が行われ、こうした活動が「教育共同体としての教育全活動の中に正しく位置づけ目的達成の適正

を期するよう」に努められてきたという。これらの教育実践の土台となる教育目標を立てるにあた

り、阪伸小学校では、観念的なものや父兄にはわからないようなもの、子どもの能力を超えた飾り

立てたような目標ではなく、「子供にもわかる、父兄の誰にも了解される、そして教師自らの本務

を開拓する目安としてふさわしいもの」として、「人間をまず第一に大切にする」という目標が設

定されたのであった。最後に前原は、さまざまな行事や学習の種類を増やすことが重要なのではな

く、それらを「カリキュラムに正しく位置づけ、それをみんなで考えて、みんなでやること」が教

育目標を達成するために重要であることを指摘している。

このように、前原の報告からは、当時連盟のカリキュラム構造論の中には位置づけられていなかっ

た、カリキュラムの編成者である教職員同士の関係づくりや、PTA 活動の教育活動の中への位置

づけについても言及していることがわかる。さらには、こうした実践を進めるにあたっての教育目

標づくりにも言及している �2）。この報告から、連盟に関わった学校の中に子どもの実態から教職
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員集団のなかまづくり、父母との結びつきへとつなげていった実践が存在したことがうかがえる。

『カリキュラム』誌上の実践報告の多くは個別教師・学級の単元の教育計画とその実施についての

ものであるが、それらの実践を行う土台として、前原のような視点を持った学校運営が行われてい

た可能性が指摘できる。

（２）実践者の「学校論」構築の背景
前原が上述のような教育観・教育の発想を持ち得たのは、戦後初期の川口プランの策定及び実践

に関わったことによるところが大きい。川口プランは、「地域の社会機能をスコープ（縦軸）に、

学年系列をシーケンス（横軸）として作成された「川口市社会科学習課題表」〔中略〕と、それに

基づく実践群の総称」��）を指す。伏木久始は、当時川口市立西中学校教頭であった前原が、川口

プランを実践にうつす過程において、川口プランの基底となる川口市案にはない単元を、西中の「学

校プラン」では西中の生徒の実態に基づいて独自に設けたことを明らかにしている。また、伏木は、

川口プラン作成のための地域教育調査を通して、「調査に出かけた教師たちのなかには、地域の人々

の生活現実に目を開き、出会う人々の生き方や願いに触れながら、地域の抱える課題を主体的に受

け止めるようになった教師」がいたこと、また、調査が教師たちにとって「子どもの生活現実の理

解にも役立っていた」と述べている �4）。これらの活動を通して前原が得たことを受け、彼が校長

となったとき、上述した「学校論」を構築するに至ったのではないかと考えられる。

川口プランだけでなく、戦後初期には各地で地域カリキュラムづくり・学校カリキュラムづくり

がブームとなった �5）。その中には、これまでの国定カリキュラムの代わりに参考にするものとし

て地域カリキュラム・学校カリキュラムを充てたもの、それゆえ形式主義に陥ったものも多く存在

したことが指摘されている �6）。しかし、それらの運動・実践の中で、①子どもの実態をつかむこと、

②父母・地域の実態をつかむこと、③それらの実態から地域カリキュラム・学校カリキュラムをつ

くることが確認されていたことが、先行研究で明らかになっている。

たとえば伏木久始は、川口プランの開発プロセスにおいて、「教師が子どもとともに地域の生活

現実に即した課題をテーマ化して、主体的にフィールドワークを重ねた経験」が、「地域の抱える

課題」や「子どもの生活現実理解」につながっていったと指摘している �7）。また、徳田枝理は、

春日井プランが作成・実施された、愛知学芸大学附属春日井小学校の教育活動の特徴として、「生

活学習を教育課程に位置づけた点」、「保護者とのかかわり」の必要性が確かめられていた点、「子

どもの実態を把握するという点」の三点を挙げている �8）。

このように、戦後初期から 1950 年前後における、連盟に関わった教育実践の展開の中で、①子

どもの実態をつかむこと、②父母・地域の実態をつかむこと、③それらの実践から地域カリキュラ

ム・学校カリキュラムをつくることが確認されたことがわかる。すなわち、「教育の全体計画」と

いう連盟固有の、かつ画期的な方法論が、各学校・地域で実践されるにあたって、子どもの実態や

地域の実態から「教育の全体計画」を作成し、学校全体という視野で教育を進めるという形で行わ

れていたと言えよう。しかし一方で、こうした枠組みを学んだ教員が異動になると、その学校での
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それまでの蓄積が解消されていってしまうという実践面での弱点も有していた �9）。

３．日本生活教育連盟の「学校論」と学校づくり概念の生成過程の関連構造
以上、連盟の研究主題の変遷を通して、連盟の「学校論」及び連盟に関わった実践者の「学校論」

を見てきた。これらの作業を通して確認したことを総括すると、以下のようになろう。第一に、連

盟においてはその結成のときから、「教育の全体計画」という、学校・地域全体を射程にいれた「学

校論」の枠組みを有していたこと、第二に、その枠組みは連盟の研究主題の変遷の中でも一貫して

変わらなかったこと、そして、その枠組みの中で「生活教育」の検討が行われていたこと、第三に、

1950 年代後半にはその枠組みの中で、「生活教育」と教科指導の関連が問われていったこと、である。

こうした連盟の「学校論」と、1950 年代後半に生成したとされる学校づくり概念との関連を以下

に示してゆく。

（１）教育実践面における学校づくりとの接続の一つの系譜
①『カリキュラム』誌上における「学校づくり」の意味内容

ここまで述べてきた地域カリキュラムづくり、学校カリキュラムづくりの実践の中で、「学校づ

くり」という用語がはじめてもちいられた。『カリキュラム』誌上において、「学校づくり」という

用語は 51 年にはじめて登場する。

学校づくりという言葉が『カリキュラム』誌上ではじめて登場するのは、1951 年６月号（第 �0 号）

の「学級経営のさまざま」40）という特集の中の報告のひとつである、本田三之「（Ⅱ）児童一人当

り四坪余をどう使うか―春日井附小の学校づくり―」においてである。この報告は、春日井附属小

学校の前身である愛知県女子師範学校附属小学校の校舎が空襲によりなくなったため、新しく春日

井附属小学校として、児童を募集し、校舎をつくるところからはじめたという、ゼロからの「学校

づくり」の報告である。理科室などの教室の整備や、運動場の整備など、教師だけでなく児童も一

緒になってつくっていったことが報告されている。そして、そうした活動を通して、自主的な児童

会組織がつくりあげられていったことが報告されている。

春日井附属小学校については、後に春田正治が戦後初期の諸実践の中でも「大規模の学校づくり

の作業を中心に、子どもの意欲と活動をさそいだす、有意味な『生活』」41）をつくり出した実践で

あると述べており、50 年代初期には「学校づくり」が「校舎などの設備を教師・児童らが共につ

くりあげる」という意味で用いられていたことがわかる。

一方、一般に 50 年代後半に学校づくりという概念が生成されてくるとされているが、50 年代後

半には、『カリキュラム』誌上に「学校づくり」という記述はほとんど見られない。そして、そこ

で用いられる「学校づくり」の意味内容も、50 年代後半に生成してきた「学校づくり」の意味内

容とは必ずしも一致しない。たとえば、1956 年の『カリキュラム』において、「学級経営の問題」
42）としてほぼ毎月掲載されていた中の、「第五講・教室づくり」に「学校づくり」が登場するが、

51 年に登場した際の意味内容とほぼ同義のものとして使われている。ここでは、児童が自分たち
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の手で教室の設備を変えていくという教室づくりは、「学校全体の生活にまで目をひろげ、廊下に

掲示板や、陳列棚をつくろうとする、学校つくりの運動にまで発展する可能性をもつている」と述

べられている 4�）。

それ以外の部分では連盟の常任委員である春田正治が数回用いているが、その使用方法は上記の

「校舎などの設備をつくりあげる」という意味内容で用いられている。たとえば春田は、「学級づくり、

学校づくりには、教室内外の物的諸環境をととのえることも大事なことである」44）と述べている。

このように、『カリキュラム』誌上では、「学校づくり」は校舎等の施設・設備をつくることが主

にその意味内容として用いられていた 45）。しかし、そうした施設・設備をつくり、整備する過程に、

児童会が主体的に関わっていることは特記すべきことがらであろう。また、「教育の全体計画」と

個別実践との関連が意識されていた連盟の教育実践の中でこの言葉がまず用いられたということも

確認しておきたい。すなわち、こうして用いられた「学校づくり」という言葉は、1950 年代の教

育実践・運動を通してさまざまな課題・意味を与えられ、1950 年代後半に、学校づくり概念とし

て誕生するに至ったと考えられるのである。

②地域カリキュラム運動と生活綴方教育運動の接続

1950 年代後半に誕生した学校づくり概念が生活綴方教育運動の影響を受けていることは、これ

までの先行研究で明らかにされてきている。そうした生活綴方教育運動と、地域カリキュラム運動

との間にどのような接続があったのか、その接続関係も学校づくり概念の生成過程のひとつと位置

づけることができよう。その接続関係を示すものとして、岐阜県・武儀作文の会『村を解放する教

育―みんなの願いをこめた学校づくり―』（明治図書、1959 年）をあげることができる。

『村を解放する教育』は、戦後初期から 1950 年代にかけての岐阜県武儀郡の学校づくりの実践報

告である。岐阜県武儀郡では、1948 年に武儀教育研究所が結成され、翌年、研究所が中心となっ

て「武儀郡カリキュラム構成委員会」が発足し、「武儀郡基底プラン」という地域教育計画の作成

が進められた 46）。武儀郡の研究実験学校として社会科の研究やカリキュラムの研究に取り組んだ

中有知小学校の実践報告がある。その中では、郡の教育計画が立てられる前に「中有知プラン」と

いう社会科中心の学校プランを作成したことが報告されている。そして、そのプランを実践する中

で、プランを子どもの「現実の生活」を深めるものにしようと教職員・父母がともに努力する中で、

カリキュラムを組み替えながら実践を展開したことが述べられている 47）。また、その実践報告では、

学校文集「だんきゅう」を通して、子どもの生活を見たり、教職員と父母の結びつきに役立てると

いった、生活綴方的な教育の方法が用いられている。

このように、カリキュラム運動の持つ「教育の全体計画」という枠組みと、生活綴方教育運動の

持つ子ども・家庭・地域の実態をとらえるという方法論の摂取の中で、カリキュラム運動の中で用

いられた「学校づくり」という表現に、子どもの生活をとらえることや、教職員同士のなかまづく

り、父母との結びつきという教育的価値や課題が織り込まれていったのではないだろうか。
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（２）「教科論」と学校づくり概念の関連
1950 年代後半の学校づくり実践・運動として先行研究で取り上げられてきたもののひとつとし

て、国民教育研究所が行った山形県調査とその報告書における「新しい教職員集団」の提唱が挙げ

られている。そこでは、「教科組織論」「学校組織論」「教育（運動）組織論」の「三つの組織論」

が提唱されている 48）。こうした学校づくり論について、新村洋史は、山形県の教育研究運動の中

心人物のひとりであった剣持清一の「学校づくり論」の検討を通して、その「学校づくり論」の中

に、「教科セクトや学級セクトを排除し、『教育活動のしくみ、教育労働のすがたが、子どもの成長

を確保したかしないか』を、『子どもの成長のすじ道』を示すことができる形で明らかにし、教師、

学校の任務を確認する」という観点が存在したと述べている 49）。また、石井拓児は、「『教科組織論』

とは、とりわけ生活綴方思想の影響を受けながら、『子どもの全面発達、子どもの人間的、生活的

全要求』から出発する、地域性にもとづいた学校独自の教科編成のことを指」すと述べている 50）。

これらのことから、学校づくり概念の中に、教科と子どもの生活との関連を問う視点を見出すこと

ができよう。

こうした生活と教科の関連を問う視点は、1950 年代後半の連盟の研究主題となった「生活教育

と教科指導の統一」という課題と重なってくる。また、学校づくり概念の中に位置づいた「教科

論」が生み出されるまでに、1950 年代に連盟の海後勝雄、春田正治らにより「教科論」が提出さ

れ、それにかかわって「生活主義か、教科主義か」といった問題解決学習論争や教科論論争がかわ

される 51）。こうした教育論争を通して、1950 年代の教科論は深化してゆく 52）。船山謙次は、1950

年代の教科論の進展の中で、連盟が「生活教育と教科教育」との関係性を吟味し、それと同時期に、

矢川徳光、船山謙次、城丸章夫、小川太郎らが教科論の理論構築を進めていたことを指摘している
5�）。このように、民間教育研究運動に積極的にかかわった研究者らの間で教科論の理論構築が行わ

れていたことを確認しておきたい。特に、小川太郎は、上記の『村を解放する教育』や、宇部教育

懇話会『小学校・新しい学校づくり』（明治図書、1958 年）の監修者でもあり、学校づくり実践・

運動に影響を与えた研究者である。これらのことから、連盟の「生活教育と教科指導の統一」とい

う教科論や、それと関わった論争の展開の中で、「教科論」が学校づくり概念の中に位置づいてい

た可能性が指摘できよう 54）。

おわりに

以上、本稿では、『カリキュラム』を中心的素材とし、日本生活教育連盟の研究の主題の変遷と、『カ

リキュラム』における実践を検討し、連盟における「学校論」の特質を明らかにしてきた。そして、

連盟の「学校論」と、学校づくり概念の生成過程の関連を、学校づくり概念の先行研究に依拠しな

がら検討してきた。これらのことから明らかになったことを以下に示す。

第一に、連盟の「学校論」の特徴として、「教育の全体計画を常に強調」55）してきたことが挙げ
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られる。三層四領域論、社会科、教科指導と生活指導と連盟の研究の主軸は変遷してきたが、その

中で一貫して述べられてきたことは、個別実践、個別教科のみを考えるのではなく、地域・学校全

体の教育の計画の中でそれらの価値が考えられなければならないことを主張してきた。しかし同時

に、そうした教育計画の編成の主体に関する問題や、教育目標の設定の問題についての方法が明ら

かではなく、結果として「教育の全体計画」という枠組みを活かしきれず、課題として残されてい

たことを確認した。

第二に、連盟に関わった個別地域・学校の実践の中で、「教育の全体構造」という枠組みを活か

しながら、連盟が克服できなかった課題を実践的に克服しようとしたものがあったことを、前原忠

吉や春日井小学校を事例として示唆した。特に前原の「学校論」の中には、教職員集団や父母との

関連を問う視点が含まれており、そうした視点を得た背景には、戦後初期の地域カリキュラム運動

が存在したことを明らかにした。

第三に、こうした連盟の「学校論」や連盟に関わった実践と、学校づくり概念の生成過程との関

連構造を示した。まず、連盟とそれに関わった実践者の中で 1950 年代前半に既に「学校づくり」

という用語が用いられていたこと、その意味内容は校舎などの設備をつくる、というものであった

が、そうした校舎などの設備等をつくる作業の過程に、子どもの自主的な活動や父母・地域住民と

の協力があったことを示した。こうして用いられた「学校づくり」という用語が、戦後初期のカリ

キュラムづくり運動と生活綴方教育運動との接続や、1950 年代後半の教育論争の展開の中で、「教

科論」や、「生活と教育の統一」という課題を引き継いでいった可能性を示した。

これらのことから、連盟の「学校論」が、学校づくり概念の生成過程の中で、「カリキュラムづくり」

や「教科論」という理論あるいは課題を位置づけていったことを確認した。

最後に今後の研究課題を四点示しておく。第一に、本稿では、『カリキュラム』を中心素材とし

たため、連盟の実践の中で「教育の全体計画」がどのように位置づけられていたのかを明らかにし

えなかった。そのため、連盟にかかわったカリキュラム運動・実践の実態を個別地域・学校の著作

物及び聞き取り調査を行うことが必要である。第二に、連盟にかかわるカリキュラム運動・実践と

生活綴方教育運動・実践との関連を整理・分析することが挙げられる。本稿ではその関連を示すに

とどまっており、地域カリキュラムづくりや生活綴方教育運動からどのような学び取りがなされた

のか、その具体的な内容については明らかにし得なかった。第三に、1950 年代の「生活教育論」、「教

科論」、「カリキュラム論」がどのようなものだったのか、その内実を、個別研究者や教育論争を手

がかりとして明らかにすることが挙げられる。第四に、連盟以外の民間教育研究団体の「学校論」

の展開と学校づくり概念の関連を明らかにすることが挙げられる。これらの作業を通してはじめて、

1950 年代の学校づくり概念の特質と構造を明らかにしうるだろう。

1950 年代の民間教育研究運動の高まりの中で、教師たちはさまざまな民間教育研究団体に所属

しており、さまざまな団体の方法論を学んでいた。それぞれの民間教育研究団体の方法と、各地の

地域サークル・地域教育サークル運動の発展の中で、それらの方法が各地域・学校においてそれぞ

れに独自の展開を見せ、その中で学校づくり概念は誕生した。その生成過程の検討を通して、1950
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年代の学校づくり概念の構造及びその教育的価値を明らかにすることになると考える。

〔注〕
    1） 民間教育研究運動とは、「教師・教育学者・各専門分野の研究者らが、政府・公共団体からの

財政的援助をうけず、自主的に教育を科学的に研究し、教育実践を推進する運動」（勝田守一、

五十嵐顕、大田尭、山住正巳編『岩波小事典　教育　第２版』岩波書店、197� 年、212 頁）の

ことを指す。戦後日本においては、民間教育研究団体が、1950 年代前後に、戦前の運動の遺産

を継承する形で結成されていった。なお、戦後の民間教育研究運動については、中内敏夫・中

野光・竹内常一・藤岡貞彦『日本教育の戦後史』（三省堂、1987 年）に詳しい。

   2） 大槻健『戦後民間教育運動史』あゆみ出版、1982 年。

   �） 学校づくり概念の生成過程及び特質と構造に関する先行研究としては、田沼朗「学校づくり論

の系譜と今日的課題（上）（下）」（『教育』国土社、1988 年、第 �8 巻５号、６号）、石井拓児「戦

後日本における学校づくりの概念に関する歴史的考察」（『名古屋大学大学院教育発達科学研究

科紀要』第 51 巻第２号、2004 年）を参考とした。

   4） 中野光「『カリキュラム』と生活教育運動」（『カリキュラム』復刻版「解説」、日本図書センター、

1982 年）190 頁。

   5） 馬場四郎「社会科の教育計画」（梅根悟・岡津守彦編『社会科教育のあゆみ』小学館、1959 年）

48 頁。

   6）馬場四郎「社会科の展開」（『岩波講座　現代教育学 12』岩波書店、1961 年）76 頁。

   7） 日本生活教育連盟編『日本の生活教育 50 年―子どもたちと向き合いつづけて―』（学文社、

1998 年）68 頁。

   8） 「三層四領域論」は、当時コア・カリキュラム連盟の副委員長であり、連盟結成の中心人物で

あった梅根悟により、1951 年３月の連盟の春日井合宿研究会において提案された。この梅根の

提案は、同年８月の新潟合宿研究集会において、三層の全体構造を次のように把握した。「（１）

日常生活課程＝生産的活動（子どもにとっては遊びでありおとなにとっては生産労働そのも

の）の中で、生活のしかた、労働のしかたを学ぶ課程（これを梅根は、のちに「実践課程」「生

活単元課程」と呼びかえる）（２）中心課程＝主に社会科を念頭に置きながら、問題解決的思

考を育てる単元学習の内容を構想・構成する（のちに「問題解決課程」「問題単元課程」と呼

びかえる）（３）系統課程＝文化遺産を系統的に身につけさせていく課程（のちに「基礎課程」

「系統単元課程」と呼びかえる）」（前掲書『日本の生活教育 50 年―子どもたちと向き合いつづ

けて―』、88 頁）そして、同年８月の新潟合宿研究集会で、「健康、経済（または自然）、社会、

文化（教養・娯楽）」が、教育の目標をとらえるものとして四領域が加えられた。この三層と

四領域を重ねて、コア・カリキュラム連盟のカリキュラム構造論として、三層四領域論が連盟

内で承認された（中野光「『カリキュラム』と生活教育運動」『カリキュラム』復刻版「解説」、

日本図書センター、1982 年、200 頁）。
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           　なお、初期のコア・カリキュラム連盟のカリキュラム構造論から「三層四領域論」に到達す

るまでの変遷については、磯田一雄「第二部第二章　コア・カリキュラム運動におけるカリキュ

ラム構造論の展開」（稲垣忠彦・肥田野直編『教育課程（総論）《戦後日本の教育改革　第六巻》』

東京大学出版会、1971 年）、春田正治『日生連物語』（民衆社、1988 年）に詳しい。

   9） 前掲書『日本の生活教育 50 年―子どもたちと向き合いつづけて―』、80 頁。

  10） 同上書、81 頁。なお、この第二の批判について中野光は、「石山や梅根の諸論稿に対する読み

の浅さと独断がふくまれており、そして運動に対する偏見もあったことは事実である」としな

がらも、「コア・カリキュラム運動にも、当時の日本の社会が当面する歴史課題ならびに現実

認識、さらには、過ぐる戦争と教師の教育責任等に対するきびしい自己批判がゆるがせにされ

たままであったことは否めない」と指摘する（前掲「『カリキュラム』と生活教育運動」、197 頁）。

  11） 前掲「『カリキュラム』と生活教育運動」、198 頁。

  12） 小島忠治「実践しやすい教育計画」（『生活教育の前進―コア・カリキュラム連盟　春日井研究

集会報告』1951 年６月、誠文堂誠光社）17 頁。

  1�） 第三分科会報告「道徳教育の問題と計画」では、道徳教育の具体的目標について、現実の子ど

もを、「学校・家庭・地域社会などの環境が、どのようにして子どもの現実の道徳的性格を形

成したかを、その相互関係において把えなければならない」とし、その「現実の子どもを、ど

のようなものにまで形成してゆくかという理想像として」設定しなければならないことがまと

められている（海後勝雄「道徳教育の問題と計画」前掲『生活教育の前進―コア・カリキュラ

ム連盟　春日井研究集会報告』、�9 頁）。また、第五分科会「評価の意義と計画のたてかた」で

は、当時盛り上がりを見せていた各地での「地域的な教育全体計画」を、「社会の要求や教師、

児童の要求を反映し科学的企画的な構造を有するものでなくてはならない」とした上で、その

ためにも「評価計画が必要である」としている（佐藤英一郎「評価の意義と計画のたてかた」

前掲『生活教育の前進―コア・カリキュラム連盟　春日井研究集会報告』67 頁）。そして、「評

価計画」とは、「児童評価」のみならず、「教職員評価、学校建築・設備評価、教育行財政評価

なども含む広範囲な領域をしめている」ことが確認されている（前掲「評価の意義と計画のた

てかた」67 頁）。

  14） 「生活教育中央集会報告」（『カリキュラム』1952 年１月号）47 － 48 頁。

  15） 文部省教育課程審議会答申「社会科の改善について」（195� 年８月）に対して、民間教育研究

諸団体や研究者有志による「社会科問題協議会」が 5� 年に結成されるに至るが、協議会での

反対声明だけでなく、具体的な対案を示す必要性があらゆる分野から出された。具体的な対案

の作成については、協議会としてではなく各団体ごとに行おうという申し合わせが協議会内で

出され、連盟はその対案作成のための委員会として「問題解決学習単元系列作成委員会」（略

称「単元委員会」）を設けることとなる。

  16） 連盟における 5� 年から 55 年までの議論の経過については、「あとがき」（『生活教育の前進Ⅵ

―社会科指導計画（総説編）』1955 年５月）220 － 22� 頁を参照。
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  17） 「第一章　生活教育のねらい」前掲『生活教育の前進Ⅵ―社会科指導計画（総説編）』17 頁。 

  18） 「第七章　社会科の実践構造」前掲『生活教育の前進Ⅵ―社会科指導計画（総説編）』157 頁。

  19） 同上、160 － 16� 頁。

  20） 「今年度の連盟総会」（『カリキュラム』1955 年６月号）92 頁。

  21） 「日本生活教育連盟全国研究集会・総会」（『カリキュラム』1956 年５月号）54 頁。

  22） 第九次研究総会での提案及び討議については、海後勝雄「人間形成のための学級経営と教科経営」

（『カリキュラム』1958 年１月号）、「日本生活教育連盟第九次総会の記」（『カリキュラム』1958

年２月号）を参照。

  2�） 第十次研究総会への提案については、春田正治「＜提案＞教科と生活教育―本部研究会提案要

綱―」（『カリキュラム』1959 年９月号）、第十次総会報告については、「第一部　生活教育の課

題―第 10 回総会の討論―」（日本生活教育連盟編『生活教育の前身Ⅷ　生活教育の系譜と課題』

誠堂誠光社、1959 年 11 月）を参照。

  24） 「日生連の立場　改定学習指導要領と自主的教育課程の編成」（『カリキュラム』1959 年８月号）

47 頁。また、この論稿においては、1947 年度版及び 1951 年度版の学習指導要領について、「学

校が作るべき教育課程のひな型であった」こと、「そこには生きた子どもを相手としている生

きた教師に対する信頼が横たわっていたこと」を確認しており、連盟の 47 年度版及び 51 年度

版の指導要領を評価する姿勢をうかがうことができる。

  25） 同上、48 頁。

  26） 同上、49 頁。

  27） 「生活教育の原理と構造」前掲『生活教育の前進Ⅷ　生活教育の系譜と課題』18 頁。

  28） 佐藤英一郎「これまでの経過と提案討議の問題点」（『カリキュラム』1959 年９月号）4� 頁。

  29） 「日本生活教育連盟第十一次研究総会の成果と課題」（『生活教育』1960 年２月号）81 頁。

  �0） 川口プランの策定については、水内宏「カリキュラム運動の実態」（前掲書『教育課程（総論）《戦

後日本の教育改革　第六巻》』）を参照。

  �1） 前原忠吉「生活教育の新たな歩みのために」（『カリキュラム』195� 年６月号）50 － 52 頁。

  �2） 前原は論稿「研究活動と校務活動の一体化」（『カリキュラム』1954 年４月号）において、現

場における教育活動は大きく「指導に関する研究活動（教科活動、生活活動）」と「分掌事務

としての校務活動（事務活動）」に分けられると述べ、この二つの活動を別々のものと考えず、

一体化をはかって運営していくことの必要性を述べ、その二つを統一して行った実践を報告し

ている。また、前原は、『現場の校長学』（明治図書、1957 年）の執筆者の 1 人であり、そこで

は前原の校長観・学校観を知ることができ、非常に興味深い。

  ��） 伏木久始「川口プランにおける授業設計と学習指導の実際」（『信州大学教育学部紀要』No.114）

181 頁。

  �4） 伏木久始「川口プランのカリキュラム開発プロセス」『信州大学教育学部紀要』No.11�。

  �5） なお、戦後主に社会科を中心として進められた「地域教育計画」の動向については、馬場四郎「社
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会科の展開」（『岩波講座　現代教育学 12』岩波書店、1961 年）に詳しい。

  �6） 春田正治「戦後民間教育運動を支えた思想」（『カリキュラム』1959 年 4 月号）26 頁

  �7） 前掲「川口プランのカリキュラム開発プロセス」140 頁。

  �8） 徳田枝理「愛知県『知多地方教育計画案』の成立と変容―『地方カリキュラム』と『教育課程

の地方的基準』―」（名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育経営学研究室編『教育におけ

るアドミニストレーション』第 11 号、2009 年３月）56 頁。

  �9） 第七次連盟総会（1955 年６月）での本部報告の中で、「これまで連盟の組織は主として学校を

単位とする点の組織であり、これでは学校長又は研究の中心となる教師の転出により、その学
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The Generation Process of the Concept “Gakkou Dukuri” In 1950's

－ A  Focus to The Connection with “the school theory” of  Nihon Seikatu Kyoiku Renmei―

TOGASHI　Chihiro

The purpose of  this report  is  to consider the  influence that “the school  theory” of Nihon-

Seikatu-Kyouiku-Renmei in a generation process of the concept of “Gakkou Dukuri”.

It is said to have been born from a surge of Non-governmental and Democratic Movement 

for Education（Minkan-Kyouiku-Kenkyu-Undou）  in 1950's  the concept of “Gakkou-Dukuri”. 

However,  in  a precedent  study,  aim  to Non-governmental  and Democratic Movement  for  

Education has not been accomplished till now. Therefore, by this report,I exposed　a focus on 

“Nihon-Seikatu-Kyouiku-Renmei”(the forerunner is renamed to“Nihon-Seikatu-Kyoiku-Renmei” 

in “Core-Curriculum-Renmei”,195�),and decided to approach for an above-mentioned   problem.

As a result, I confirmed that words to “Gakkou Dukuri” were used in the bulletin “Curri-

culum” in 1951. And,  I  suggested possibility  that  the concept of “Gakkou Dukuri”  in 1950's 

included “the making of curriculum”,conenecting education with life, and “a subject theory”.


