〈論文〉

戦後教育史研究の論点
その射程と位相をめぐって
香川 七海

１，はじめに

――戦後教育史研究とは何か？――

本稿の目的は，近年の教育学分野の研究動向をもとに，戦後教育史研究の射程と位
相について検討することにある。日本の教育学界では，1990 年代から，戦後教育史
の問い直しを標榜する論考が登場するようになった（1）。その後，学術論文や学会報
告でも戦後教育史というキイ・ワードが普及するようになる。
しかし，戦後教育史という研究領域は，具体的には，いかなる射程と位相で行われ
るものなのだろうか。字義の通りに解釈すれば，戦後教育史とは，“ 戦後の「教育」
の歴史 ” と説明できる。ただ，それは実態のつかみにくい説明でもある。なぜならば，
それでは，教育関係法規，教育政策，教育行財政，教育思想，教育学説，教育問題，
教育言説，教育運動，社会教育，家庭教育，学校教育，教育実践（教科教育や生活・
生徒指導なども含む）など，戦後日本の教育的事象を扱う研究は，すべて戦後教育史
研究に包括されてしまうからである。“ 戦後の
「教育」
の歴史 ” という広義の説明には，
私教育と公教育の区分もない。
そうした戦後教育史研究の幅広さは，日本教育学会大会における研究発表からもう
かがえる（2）。次の表 1 は，第 76 回大会（2017）から第 79 回大会（2020）までの分
科会「戦後教育史の諸問題」で報告された研究発表をまとめたものである。この分科
会は，2017 年から 2021 年度現在まで継続して設置されている。
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日本教育学会大会「戦後教育史の諸問題」分科会の研究発表
司会者

発表者と題目
白岩伸也「「予科練くずれ」 の教育史的考察 ―秋田県立

横手中学校における刺殺事件と同盟休校（1945 ～ 46 年）

を中心にして―」
寺岡聖豪
米田俊彦

布村育子・冨士原雅弘・太田拓紀・岩田考・中嶋亮太「初
期全国教研の運営及び実施における変容過程に関する研
究」

前田麦穂「教員採用における 「選考」 の正当性をめぐる

第 75 回（2016）

論理 ―教育公務員特例法の一次資料および解説書の分

〔北海道大学〕

析から―」

古賀徹・宇内一文・高木加奈絵・広田照幸「日教組 「教
育防衛闘争の要領」 の作成と破棄について」
金馬国晴
吉川卓治

香川七海「白井春男と 『人間の歴史』 史 ―編集の意図・
経緯・変遷を追って―」

山田俊弘「理科教育において科学史に学ぶ意味の再検討
―戦後教育史の事例研究より―」

前田麦穂「戦後初期における教員採用の実施過程」
松田洋介「戦後技術教育運動の展開と中学校教育 ―

1950 － 60 年代の産業教育研究連盟に焦点をあてて―」
第 76 回（2017）
〔桜美林大学〕

米田俊彦

山崎奈々絵

江口怜「戦後夜間中学における教師の言説の変容 ―塚
原雄太に着目して―」

筒井美紀・長嶺宏作・末冨芳「日本教職員組合の労働運

動における 74 春闘全一日ストの意味 ―総評運動路線と

の亀裂―」

高木加奈絵・古賀徹・宇内一文・松嶋哲哉「日教組 塩

原大会（1949 年 11 月）の 「転換」 のプロセスに関する
一考察」
第 77 回（2018）

〔宮城教育大学〕

米田俊彦
岩田一正

寺岡聖豪「原爆投下とミュージアム」
越川求「戦後日本における教育研究所・教育研究システ

ムに関する歴史的研究 ―教育研究と教員研修の関係性
に着目して―」

長嶺宏作「戦後初期の国際教育・労働運動における日本
の路線選択 ―WCOTP 加盟をめぐって―」
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高橋沙希「1970 年代の普通学級就学運動における医療
化批判 ―がっこの会を事例として―」

江口怜「戦後夜間中学における障害者の就学実態 ―
木村元

小国喜弘

1970 年代を中心に―」

渡辺通子「1950 年代の言語教育に関する一考察」
末岡尚文「障害児にとっての学校の持つ意味 ―脳性ま

ひの少年金井康治の普通学校就学運動に焦点を当てて
―」

丸山和昭・荒井英治郎・眞弓（田中）真秀「給特法の成
立過程と日教組」
荻原克男
大島宏

藤原直子「「学級教室」 ―教室の形状（空間形態）に着
目して（その 4）—」

加藤雄大「1950 年代日本の大学教員の一般教育に対す

る認識」

小尾麻希子「戦後教育改革期 IFEL の示唆した幼稚園カ
リキュラム開発 ―幼稚園教育班・幼年教育班講習内容

の検討を中心に―」

豊田和子・清原みさ子・寺部 直子「昭和 20 年代の保育

カリキュラムづくりに関する実証的研究（1）―名古屋

木村元

市の幼稚園の場合―」

江口怜「1970 年前後の夜間中学の再編を巡る考察 ―髙
野雅夫に着目して―」

末岡尚文「障害児の高校進学における当事者の意志と直
面する困難に関する歴史的考察 ― 「大西赤人君浦高入

第 78 回（2019）

学不当拒否事件」 に焦点を当てて―」

〔学習院大学〕

渡辺通子「西尾実のコミュニケーション教育論 「健全な

世論の形成」 の方向性 ―話し言葉と文化の関係を中心
に―」

渡邊真之「1960 年代前半における子ども研究の可能性

田嶋一

―現代子どもセンターの 「児童文化」 論を手がかりに―」
北野秋男「「学力」 と 「知能」 の相関関係における地方
調査の歴史」

小幡啓靖「大田堯の 「生命（いのち）」 の思想と道徳教
育 ―自己の超越，他者・自然との共生の視点から―」
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小幡啓靖「大田堯の 「生命（いのち）」 の思想と 「戦後
教育学」 ― 「戦後知」 の意義と拡充の視点から―」

柏木睦月「1970 年代の養護教諭養成制度における養護

教諭の専門性に関する一考察」

越川求「戦後改革期における信濃教育会存続の歴史的意
第 79 回（2020）
〔神戸大学〕

司会者なし

味 ―教育文化活動を中心にした職能団体としての改革

（オンライン） 過程―」

末岡尚文「障害児の普通学校就学と地域で 「生きる」 と
いうこと ―梅谷尚司の就学運動に焦点を当てて―」

水谷千景「不登校問題の 「病理化論」 再考 ―1970 年代
の精神医学に着目して―」

森和宏「発達保障論と全面発達論の交差」

表 1 をみると，①教職員組合（広田照幸らの共同研究者）
，②教員採用制度（前田
麦穂），③技術教育に関する民間教育研究運動（松田洋介）
，④夜間中学校（江口怜）
，
⑤教員研修（越川求），⑥障害児者教育（小国喜弘らの共同研究者）など，研究対象
が多岐にわたっていることが看取できる。
通常，学術研究は，特定の先行研究の文脈（＝研究史）に位置づけられて展開され
る。発表要旨集や発表レジュメをみる限り，上記の学術発表も，ほぼすべてが個別
領域の先行研究を冒頭に掲示している。したがって，厳密には，
「戦後教育史の諸問
題」ではあっても，それぞれの研究の位置づけは，“ 戦後の「教育」の歴史 ” におけ
る，各論（＝教職員組合史や教員採用制度史など）ということになるだろう。この

10 年間に刊行された文献をみると，“ 戦後の「教育」の歴史 ” に関する研究が盛ん
になっているということが理解できる（山梨，2011：貝塚，2013：佐藤，2013：田
近，2013：寺沢，2014：小林，2014：地域文化研究会，2016：根川・井上，2016：
奥平，2016：山崎，2017：大多和，2017：小杉，2018：中村，2019：佟，2019：井
深，2020：俵，2020：須永，2020：高橋，2020：松下，2020：跡部，2020：佐貫，

2021：萩原，2021 など）。
ただ，戦後教育史研究をそのように字義の通りに解釈すると，戦後教育史という
呼称は，あくまでも，戦後という大きな時期区分を示すものにすぎなくなる。しか
し，各論の研究に留まらず，戦後教育史の通史とされる基礎文献（五十嵐・伊ケ崎，

1970：大田，1978：山住，1987）等々の知見を，Ⓐ再検討する（＝別の歴史像や歴
史叙述，新たな通史を創出），Ⓑ遺漏した史実を明らかにする（＝等閑視されていた
史実を発掘），Ⓒ通史そのものの同時代的限界を指摘する（＝問われることのなかっ
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た前提の指摘，歴史像や歴史叙述に内在する陥穽の指摘，学説や知見の背後に存在し
た権力性やイデオロギー性の暴露など）を志向する研究群もある。この場合の戦後教
育史研究は，“ 戦後教育史の通史の読み直し ” という研究になり，広義の戦後教育史
研究とは趣が異なる。こちらは，狭義の戦後教育史研究といえるものだろう。
狭義の戦後教育史研究と思われるものを列挙すると，直近 10 年間に刊行されたも
，②夜間中学校や職業教
のだけでも，①教職員組合を研究対象とする広田（2020ab）
育など，従来は教育学分野の周縁領域とされがちだった論点を研究対象とする上田
，江口（2022）
，③生活綴方教育を
（2018），倉石（2018），呉（2019），木村（2020）
研究対象とする駒込（2020），④障害児教育における共生教育運動を研究対象とする
，⑥「戦後教育学」
小国（2019），⑤近代に関する言説を研究対象とする苅谷（2019）
を研究対象とする下司（2016）などがある（3）。
なお，わずかではあるが，戦後教育史研究という看板をかかげた研究のなかには，
個別領域の先行研究との関連が不透明で，かつ，通史の歴史叙述との関係も判然とし
ない学術論文や学会報告もある。ようするに，単に，
「戦後教育史の××を明らかに
する」とのみ主張されている事例がこれに該当する。こうした研究は，戦後教育史研
究そのものの射程や位相に無自覚な場合が多い。戦前を対象とする研究の場合，
「日
本教育史の××を明らかにする」，「戦前の教育史の××を明らかにする」といった抽
象的な問いの立て方はありえないだろう。その意味で，広義，狭義を問わず，戦後教
育史研究では，戦前の教育史研究同様に，直接の先行研究との接続はもとより，
「全

2019 p.56）。たとえば，
体的な教育史像の構築・提示を自覚的に行う必要がある」
（柏木，
ある村の社会教育実践，ある学校の教育活動，ある人物の教育思想など明らかにする
としても，全体の教育史像において，それがどのように位置づくのかを明確にしなけ
ればならない（4）。

２，広義の戦後教育史研究の量的趨勢
次に，近年の戦後教育史研究の動向について検討したい。ここでは，まず，広義の
戦後教育史研究について触れる。戦後教育史の研究動向をレビューした教育史学者・
柏木敦によれば，日本教育史の領域で，
「戦後を対象とした研究は厚みを増しつつある」
「アジア・太平洋戦争前後における
という（柏木，2019 p.55）。具体的に，柏木は，
児童生徒の不就学や長期欠席，学校および学校教員と地域社会との関わりのあり方に
焦点を当てた研究の動向」（柏木，2019 p.55）などに着目している。これらの研究は，
「学びというものを学校教育から切り離し」
，
「人々を取り巻く社会との関りから読み
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解こうとする動向」（柏木，2019 p.41）を反映するものである。こうした研究は，以
「学
前は教育学の周縁領域の動向として扱われがちであったが，① 1990 年代に進み，
校教育の自明性が疑われるように」なったことと，②従前の「日本教育史研究が 「制
度政策，人物中心」 であると批判され」，
「かつ歴史学における社会史の影響もあって」
（柏木，2019 p.41），2000 年代には，戦後教育史研究のみならず，むしろ教育学研究
の主流にもなりつつある。
教育学分野においては，伝統的に，日本教育史研究は教育史学者に牽引されてきた
が，戦後教育史研究に眼を向けると，必ずしもそうした状況にはなっていない。戦後
を対象とする研究は，教育史学分野以外の研究者による論考のほうが多い。青少年文
化，青少年の進路選択，青少年に関する社会問題など，広義の戦後教育史研究＝ “ 戦
後の「教育」の歴史 ” に該当する文献は厖大に存在する。2000 年代以降の動向につ
いていうと，たとえば，戦後知識人から射程を拡げつつ戦後史を叙述している小熊
（2002：2009）は社会学者である。また，2000 年代に進み，戦後教育史研究に先鞭
をつけたのは，教育哲学・教育思想史分野の研究者による学説史研究であった。その
，森田・森田（2013）などが
嚆矢として，森田・森田・今井（2003），今井（2004）
挙げられる。いずれも，教育史学会の外側で展開された学説史研究である 5。なお，近
年では，教育哲学・教育思想史学者による学説史研究の問題関心を引きつつ，教育学
者・勝田守一を中心に検討する桑嶋（2021）が刊行されている。桑嶋の著作は，今
後の戦後教育史研究に重要な貢献を果たすものであるが，彼の初出の論考は，日本教
育学会や教育哲学会，教育思想史学会などの学会誌に掲載され，教育史学会とは，や
や距離があるようにみえる。同様に，従来の主流の教育学研究とは異なる立場から夜
間中学校を主題に戦後教育史研究を進めた江口（2022）も，初出の論考が掲載され
た媒体から判断すると，教育史学会とは若干の距離がある。
他方，若者論として青少年の育ちや青少年文化，進路選択などについて，多様な
， 片 桐（2009：
角 度 か ら 検 討 す る 論 考 に， 苅 谷・ 菅 山・ 石 田（2000）， 轟（2007）

2014），熊沢（2010），小谷・土井・芳賀・浅野（2010-2012），菅山（2011），浅野（2011：
2013），片瀬（2015）などがある。こちらは，経済学者や社会学者という顔ぶれであ
る。また，進路選択に関連して，戦後日本の能力主義についての研究は，1990 年代
，本田（2005），
には黒崎勲や竹内洋が先鞭をつけたが，2000 年代以降も，苅谷（2001）
，桜井（2021）などによって，論点を変遷
中村（2011），中村（2018），本田（2020）
させながら継続されている。ほとんどが教育社会学分野による研究成果である。なお，

2000 年代以降，教育学分野で貧困問題や教育格差についての問題関心が高まってい
るが，こうした貧困や格差に関しても，戦後の経緯を網羅する歴史叙述を試みている
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のは，相澤ほか（2016）などを別とすれば，岩田（2017）
，橋本（2020）なども，そ
もそも大半が教育学分野の外側にいる研究者である。
ただ，このように，戦後教育史研究が「「教育史研究者」（≒教育史学会会員）以
外の研究者に大きく担われている」（米田，2018 p.101）現状について，教育史学者・
米田俊彦は，次のような評価を示している。
教育行政学，教育社会学，教育方法学等，教育学の各専門領域の研究者が戦後
教育史研究に参入することは，事例研究の蓄積を進展させるばかりはなく，教育
史の研究者では分析しきれない側面を解明してもらえる点でも歓迎すべきことで
ある。しかし一方で，個々の事例を歴史や時代の全体の中に位置づけ，あるいは
新たに明らかにした事例によってその時代の全体的な歴史像を更新していくよう
な作業は，やはり教育史研究者の責任範囲に属する。教育史研究者は，ミクロな
事例研究を手掛けるだけでなく，時代の全体的な歴史像の構築や更新というマク
ロな作業にもかかわっていくべきであるが，2000 年以降の研究動向を見る限り，
まだそこまで教育史研究者の作業が及んでいない。戦後を研究対象とする教育史
研究者の人数が少な過ぎると言わざるを得ない（米田，2018 p.101：下線部は筆
者によるもの）。
米田は戦後教育史研究の動向をレビューする著作のなかで，上記のように語ってい
る。しかし，こうした彼の見解については，教育史学者・羽田貴史が批判を展開して
いる。以下に，羽田の見解を掲示する。
「教育行政学，教育社会学…の研究者が戦後教育史研究に参入することは…歓
迎すべきことである。しかし…その時代の全体的な歴史像を更新していくような
作業は，やはり教育史研究者の責任範囲に属する」
（p.101）との主張は，最も理
解しがたい。そもそも戦後教育史研究は，既存の研究に教育行政学者が「参入」
したのではなく，彼らの戦後教育立法研究によって開拓され，東京大学教育学部
とスタンフォード大学の共同研究によって実証性を高め，大田堯『戦後日本教育
史』
（1978 年）で一応の水準に達した。教育学の各分野の共同性こそ原動力であっ
た。教育は様々な分野の協力があって解明しうるものであり，
科学技術（中山茂，
吉岡斉），選抜と職業・社会移動（苅谷剛彦，菅山真次，石田浩，佐藤香，中村
高康）など膨大な蓄積に全く言及せず，わずか数冊の教育行政研究と地方教育史
を並べただけで，教育史研究者の責任を宣言しても説得力はない。むしろ関連分
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野との協同を否定するメッセージになっている。学問的責任とは，先行する研究
成果への尊敬を含み，学会の異同など何の関係もない（羽田，2019 p.115：下線
部は筆者によるもの）。
教育史学会など，会員数の限定された特定の学会では，戦後史を専門とする研究者
は少数派かもしれない。けれど，歴史学や政治学，社会学や民俗学，文学や哲学など，
教育学分野以外の研究者からすれば，むしろ，戦後を専門とする研究者は多数派を形
成する。それらの研究者による研究成果のうち，広義の戦後教育史研究に属するもの
を無視するわけにはいかないだろう。その意味で，羽田の指摘するように，
「関連分
野との協同」なしに戦後教育史研究は不可能であるし，
「学会の異同など何の関係も
ない」ということになる（羽田，2019 p.115）。
なお，教育学分野の戦後教育史研究は，年々，量的に増加傾向にあることは間違い
ない。ただし，教育学分野の場合，“ 戦後の「教育」の歴史 ” とされる研究を対象時
期によって分類していくと，その半数以上が戦後初期（1940 ～ 50 年代）に集中する。
前掲の表 1 でも，研究対象の時期が戦後初期に設定されているものが多数である。ア
ジア・太平洋戦争の敗戦後であれば，時期区分としては確かにすべてが戦後という大
きな時期区分に包括される。しかし，1951（昭和 26）年のサンフランシスコ講和条
約締結をひとつの節目とすると，独立回復後を対象とする研究の少なさが目立つ。
敗戦直後は様々な改革が実施され，日本は紆余曲折のなかで独立回復を遂げた。そ
の意味で，1940 ～ 50 年代には，研究対象となるべき論点が凝縮している。また，歴
史研究は文脈を重視するので，敗戦直後からあとの時代に向かって積み上げ式に歴史
叙述が行われる（6）。このことから，必然的に戦後初期が研究対象になりやすい。だが，
高校・大学闘争，教師批判，校内暴力，「落ちこぼれ・落ちこぼし」問題，少年非行，
いじめ，登校拒否・不登校など，1960 年代以降に社会問題となったトピックは，必
ずしも，戦後初期から歴史叙述を開始しなければならないものではない。
フリースクー
ルの誕生，映画・テレビの普及，サブカルチャーの興隆，学習塾の盛衰，
「総合的な
学習の時間」の誕生など，社会問題以外の事象も，1960 年代以降に固有の論点のも
のは多い。これらを研究する場合，戦前からの前史を端的におさえつつ，1960 年代
以降の動向を主要な研究対象としてもよいはずである。教育学分野の場合，戦後教育
史研究が量的に増加しているとはいえ，その対象となる年代が戦後初期に集中してい
る現状は今後の課題となるだろう。
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３，通史と「教育史研究の空白」
続いて，狭義の戦後教育史研究についても検討する。狭義の戦後教育史研究（＝
“ 戦後教育史の通史の読み直し ”）を考えた場合，こちらは，特に，
「個々の事例を歴
史や時代の全体の中に位置づけ」，「新たに明らかにした事例によってその時代の全体
的な歴史像を更新していくような作業」（米田，2018 p.101）なしには進められない。
その際に重要となるのは，通史という視点である。通史は研究書として叙述される場
合もあれば，テキストとして叙述されることもあるだろう。通史の特徴は，いうまで
もなく，戦後教育史の大まかな流れを提示するところにある。
戦後教育史の通史の傾向については，いくつかの基礎文献を通して理解すること
，中野・竹内・藤岡・中野（1977），
が可能である。古くは，五十嵐・伊ケ崎（1970）
大田（1978）らの著作が挙げられるが，その後，1980 年代にかけて，山住（1984），
，国民教育研究所（1989）らの著作
中内・竹内・中野・藤岡（1987），山住（1987）
，竹内（2011b）
，山本（2014），木
が刊行された。現在では，さらに，貝塚（2008）
村（2015），貝塚（2018）などの著作が流通している。いずれの文献も，それぞれ独
自の通史の歴史叙述を試みているが，決して歴史像がバラバラに提示されているわけ
ではなく，共通了解として重複するところが多い。
重複する歴史叙述を時期ごとに抽出すると，
次のように整理することが可能となる。
なお，ここでは，義務教育学校を中心に通史の展開をまとめている。①敗戦後，民主
。②「二・
主義の理念にもとづく教育改革（＝民主化政策）
が実施された時期
（1945 年～）
一ゼネスト」以降，いわゆる「逆コース」を境目として，教育政策の「反動化」が進
む時期（1940 年代後半～）。③講和独立以降，公職追放解除が行われ，政権与党によ
。④生活単元学習など，社会科を中心に
る政治の保守化が進展する時期（1952 年～）
展開されていた経験学習に民間の教育関係者から疑義が指摘され，系統学習の意義が
，⑤学習指導要領や教科書制度の改革な
主張されるようになる時期（1950 年前半～）
ど，国家による公教育の統制が進み，教育裁判（＝旭川学力テスト事件裁判，家永教
科書裁判など）に代表される抵抗が試みられる時期（1960 年代～）。⑥それに並走し
て，民間教育研究団体において教育内容の「現代化」が展開され，
「教育と科学の結
合」が志向される時期（1960 年代～）。⑦いわゆる「詰め込み教育」と反動としての
「落ちこぼれ・落ちこぼし」問題の台頭，また，受験の熾烈化や消費文化の普及によっ
。⑧教師批判，校内暴力，
「落ちこぼれ・
て，教育課題が噴出する時期（1970 年代～）
落ちこぼし」問題，少年非行，いじめ，登校拒否・不登校などの社会問題が次々に興
。⑨臨時教育審議会の答
隆し，フリースクール運動が展開される時期（1980 年代～）
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申などを経て，市場化，新自由主義が提起された時期（1980 年代後期～）
。⑩新学力
。以上の動向を提示す
観の普及と，「ゆとり教育」が実施された時期（1990 年代～）
ることができる。
なお，通史の叙述は，そこまで到っていないものも多いが，あえて，同時代史として，

2000 年代以降の動向を補足すると，⑪教育格差が深刻化し，労働政策や教育政策な
どの諸政策がそれを助長していると指摘される時期。⑫「新しい歴史教科書をつくる
会」の登場，政権与党や極右政党による教科書内容への要求が五月雨式になされる時
期。⑬高校無償化政策，また，いわゆる教育機会確保法の制定，
通信制高校の普及によっ
て，公教育の枠組みが変化し始める時期。⑭アクティブ・ラーニングの興隆，giga スクー
ル構想など，従来までの学習・教育方法の刷新が試みられ，入試制度の改革も進めら
れる時期。――2000 年代以降には，このような評価をあてることが可能だろう。
⑪以降は，通史の歴史叙述の対象にほとんどなっていないので，ここでは，議論の
埒外に置く。それ以前の時期について，前述した通史の傾向をより仔細に検討すると，
まずいえることは，Ⓐ戦後初期から 1960 年代ごろまでは，教科教育を中心とする教
育内容に関する通史の記述が行われていることである。たとえば，①の時期には，社
会科の設置や新たな国定教科書の内容など，通史のなかには当時の教育内容に関する
記述が組み込まれている。また，②以降も，通史の論点となっているのは，1955（昭
和 30）年の『うれうべき教科書の問題』（全 3 巻，日本民主党教科書問題特別委員会）
に象徴される教科書問題，学習指導要領や生活単元学習のあり方，無着成恭『山びこ
学校』（青銅社）に代表される著名な教育実践などである。その後，⑤⑥では，いか
なる教育内容を，だれが主体となって，どのように創出するのかということが争点と
なり続けた。
次にいえることは，これとは反対に，Ⓑ 1970 年代以降の動向として，教科教育を
中心とする教育内容に関する記述が減少していくということである。たとえば，⑦⑧
の動向は，ほとんど教育課題や社会問題が中心となる論点である。校内暴力や登校拒
否・不登校などは，1970 ～ 80 年代の教育史を叙述するうえで必須の史実ではあるも
のの，直接的に教育内容を対象とする議論ではない。また，⑨⑩は，教育政策の動向
であり，個別の学校や教師，民間教育研究団体がいかなる教育内容を創出していたの
かということを説明するものではない。総じて，⑦以降の動向は，ミクロな教育現実
よりも，社会問題や政策の動向など，マクロな視点で史実が説明されるようになる。
“ 日教組 vs. 文部省 ”
なお，通史の場合，Ⓒ総じて，敗戦後から，1960 ～ 70 年代までは，
という二項対立のもとに歴史が叙述される傾向がある。もう少し補足すると，
これは，
“ 革新勢力＝日教組・民間教育研究団体 vs. 保守勢力＝政権与党・文部省 ” というこ
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とになるだろう。あるいは，当時の教師集団の多数派は組合員であったから，この二
項対立の図式は，“ 教師 vs. 国家・官公庁 ” とも表現できる。ただ，⑦以降になると，
この対立軸はみえにくくなり，それに代わって，教育政策の動向によって教育界の変
遷が説明されるようになる。
こうした通史の現状において，第一の課題は，ⒶⒷからも明らかであるが，1970
年代以降，それ以前の教育実践と，いかなる連続や断絶のもとに教育内容が展開され
ていたのかが不明瞭だということである。義務教育学校において，国民がどのような
教育内容を学ぶのかということは，公教育の核心的な問いのひとつである。しかし，
現状では，当時，それがいかに達成されていたのかということは，よくわからない。
もちろん，小学校教師・村田栄一，中学校教師・安井俊夫，高校教師・加藤公明や吉
田和子など，著名な教師の教育実践は個別に知られているし，当該年代の人物，学校，
地域，教育実践に関する事例研究も数多く存在はする。
ただ，
個別の教育実践や事例が，
「時代の全体的な歴史像」（米田，2018 p.101）のなかに，どのように位置づくのかと
いうことまでを明示する研究は少ない。各論として，国語教育史や算数・数学教育史
のなかに教育実践や事例が位置づけられるのみでは不充分である。各論の先行研究を
超えて，当該年代の日本社会や教育界全体と，その教育実践や事例が，いかに対応す
るのかが明らかにならなければならない。少なくとも，戦後初期の場合，小学校教師・
東井義雄の教育実践や各地の地域教育計画などは，そうした文脈のもとに通史に位置
づけを得ている。それに比較すれば，あとの時代の教育実践や事例研究は，通史に充
分な位置づけを得ているとはいいがたい。それに，そもそも，戦後から 1960 年代ま
で教育界の争点のように叙述されていた教育内容の議論は，どこへ行ってしまったの
だろうか。教育史学者・小国喜弘は，1970 年代を「日本教育史における空白」の期
，教育学分野において，
「現代化」後
間と評価しているというが（金子，2014 p.12）
継史の不明瞭さは，まさに「空白」という表現がふさわしい状況である。
また，第二の課題は，Ⓒに関連するのだが，戦後教育史が革新勢力の敗北史として
描かれがちだということである。戦後初期の教育学者（＝戦後知識人）は総じて革新
勢力に親和的で，かつ，1990 年ごろまで，日教組の組織率も全国的に高かった。そ
うした文脈のなかで，教育学者らが同時代の歴史叙述を行うと，その歴史像は，“ 保
守勢力に攻撃される教育界 ”，あるいは，“ 弾圧・抵抗に対して闘う教育界 ” となり
やすい。だが，教育裁判の判決や日教組の分裂など，1970 年代以降の史実をみると，
“ 攻撃 ” や “ 弾圧・抵抗 ” の結果，革新勢力が敗北したかのように記述される傾向が
ある。特に，戦中派の当事者らは，戦後初期に民主化政策が実施された時代を「“ あ
けぼの ” 時代」としつつ（「戦後教育学の遺産」研究会，2013 p.45：大田発言：大田，
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2014 pp.25-29），その後，いわゆる「逆コース」以降の動向を「どんどん教育界が」
「復
，
「元の復古体制」
古に傾斜して」（「戦後教育学の遺産」研究会，2013 p.15：大田発言）
（「戦後教育学の遺産」研究会，2013 p.45：大田発言）に回帰したと評価することが
ある。これは，一面的に，戦後初期以降の動向が暗黒時代のように受け止められかね
ない表現である。当事者の回想では，その帰結が，
「第一次安倍内閣による教育基本
法の改定」（大田，2013 p.26）ということになるらしい。しかし，これでは，革新勢
力の衰退史，敗北史となってしまう。
こうした文脈と並行して，先述したように，1970 年代以降の通史の叙述は，教育
政策の動向をもって説明されている。だとすれば，当該年代以降，実質的に教育界を
牽引したのは政権与党や文部省だということになるだろう。また，教育内容を創出し
たのは，時々の学習指導要領であり，検定教科書であったということになるかもしれ
ない。現状の戦後教育史の通史は，同時代の当事者による回顧もあわせて，こうした
見解を導出してしまう可能性がある。
考えてみると，教育内容については，戦後初期の著名な教育実践と，その後の民間
教育研究運動の活動，教育内容の「現代化」までに到る歴史叙述は，教育関係者によ
る社会史として理解できる。当事者らは，憲法や教育基本法，関連する諸法規，制度
や政策のもとに個別の教育実践史を紡いできた。他方，通史の場合，1970 年代以降
の歴史叙述は，総じて，法制史，制度史，政策史の視点が中心となり，社会史として
の視座は，ほとんどみられない。諸法規，制度や政策と人々がどのような相互作用を
行ってきたのかということは，判然としない。
かつて，教育史学者・佐藤秀夫は，「教育勅語」や天皇制公教育に関する歴史叙述
について，それらの “ 威徳 ” が明治初期から敗戦まで，一直線に増長していくような
ストーリーは，帰結として，「権力者の卓越的能力を 「美化」 する結果」に陥る可能
。また，教育政策の動向に依拠した歴
性があると指摘していた（佐藤，1974a p.240）
史叙述は，「歴史存在としての教育が，公権力の政策・制度のみではなく教師や大衆
の運動を含んで展開」（佐藤 1974b p.136）したという視点を見失う可能性があると
も指摘している。戦後教育史の歴史叙述の場合，第一には，1970 年代以降の教育内
容の動向が不透明なこと，第二には，1970 年代以降の動向が教育政策の変遷によっ
て説明されていること，第三には，全体としての戦後教育史の歴史叙述が革新勢力の
衰退史，敗北史のようにみえる傾向があること。これらの事情から，まさに，佐藤の
指摘する問題に直面しているようにみえる。
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４，教育内容の「現代化」後継史
それでは，1970 年代以降の歴史叙述をどのように創出すればよいのだろうか。こ
れは容易な作業ではない。なぜならば，個別の史実を時系列に配置したり，できごと
を概説するだけでは，以前の時代の史実と，どのような連続や断絶がそこに存在する
のかはわからない。通史として流通している概説書などでも，存外，史実を時系列に
配列しているだけで記述を済ませているものもあるが，やはり，通史であるならば，
「個々の事例を歴史や時代の全体の中に位置づけ」
，
「新たに明らかにした事例によっ
てその時代の全体的な歴史像」（米田，2018 p.101）を明らかにするような工夫が求
められる。
そこで，筆者は，教育内容の「現代化」をひとつの系譜とし，教育雑誌『ひと』
（太
郎次郎社：1973 ‐ 2000）を中心とする歴史研究に着手した。この作業は，たんに個
別の史実を時系列に配置するものではなく，ある個別の史実が，別の史実とどのよう
に関係し，どういった経緯のなかで 1980 ～ 90 年代へと継続していったのかを明ら
かにすることを志向している。研究としての底は浅いものであるが，1970 年代以降
の歴史叙述の叩き台として，ここで概要について言及しておきたい。
そもそも，『ひと』は，1973（昭和 48）年に太郎次郎社（東京都）から創刊された
教育雑誌である。刊行発起人は，数学者・遠山啓，教育運動家・石田宇三郎，科学史
学者・板倉聖宣，小学校教師・遠藤豊吉，教育実践家・白井春男の 5 人であった。同
その後，
後継雑誌が発行され，
誌は，1998（平成 10）年 6 月に 302 号で一時休刊するが，

2000（平成 12）年 7 月の終刊までに，全 6 冊刊行されている。その意味で，創刊以
来，約 27 年の歴史を持った教育雑誌ということになる。創刊時から売り上げは好調で，
最盛期の 1980 年代には，月間の販売部数が約 3 万部に到達していたという。これは，
一般誌と比較すれば少ないが，業界誌としてはかなりの売れ行きであった。
『ひと』に掲載された教育実践，あるいは，
『ひと』発刊に関与した教育関係者の半
数近くが，1960 年代までの教育内容の「現代化」と関係があった。教育内容の「現代化」
（＝同時代には，「教育の現代化」とも呼称された）は，1960 年代における世界的な
教育内容の改革運動を示す。ソビエト連邦による人工衛星の打ち上げによるスプート
ニク・ショック（1957）を契機として，西側諸国では，公教育における科学教育へ
の関心が高まった。日本の場合，「現代化」の展開には，
「官民」ふたつの潮流が存在
。
「官」の側，ようするに文部省による教
した（田中 2017 pp.19-20：柴田 2009 p.19）
育政策の文脈では，1960 年代後半に科学技術の発展と，人的資源の育成に対応する
ために，教育内容の高度化が教育政策として意図された。これにともなって，学習指
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導要領も改訂されている。一方，
「民」の側，
ようするに民間の教育関係者の文脈では，
「官」の潮流に先行して，1950 年代から各教科教育を専門とする民間教育研究団体を
中心に，教育内容の「現代化」が試みられていた。
「民」の「現代化」は，① 1950 年代後半の経験主義から系統主義への転換と，②
拘束性を帯びた学習指導要領に対抗するために，1955（昭和 30）年に日教組が提起
した「教育課程の自主編成運動」を背景とするものであった。この文脈における「現
，諸科学の
代化」は，各民間教育研究団体によって志向が異なるが（田中 2017 p.23）
研究の成果を教育内容に反映しようとした点は，問題意識として，おおむね共有され
ていた。
「民」の「現代化」の成果は，諸科学にもとづいた教科教育の体系を創出したこと
にあった。1950 ～ 60 年代は，現在とは異なり，学習指導要領や検定教科書に示され
た教育内容が非科学的なものと認識されていた。また，教育関係者による自発的な研
究活動によって，学習指導要領や検定教科書以上の教科体系を「民」が創出したとい
う経緯は，家永教科書裁判の渦中でも積極的に評価されている（大田，1974 p.27）。
その「現代化」の成果としての教科体系が，その後どのように変遷していったのか，
どのように改良されていったのかということは等閑視されてきた。
そこで，筆者は，『ひと』を中心として，
「現代化」後継史を明らかにすることを目
的に，個別の研究を積み重ねてきた。そこで得られた知見は，①「現代化」の成果が
どのように次の時代に引き継がれていったのかという系譜が描けること（＝「現代化」
がフリースクール運動／オルタナティブ教育運動，総合学習などにも接続している）
。
②「現代化」の成果をもとにした教育実践や教育活動が現代まで継続していること（＝
革新勢力の敗北史や衰退史というわけではなく，“ 今も生きるもの ” として「現代化」
の成果が存在する）。さて，そうした知見を可視化するために，図 1 を作成した。こ
の図のそれぞれに示された人物や教育実践については，すでに，個別に論考を発表し
ているので，ここでは議論の対象とはしない。本稿で重要となるのは，個別の論考の
なかみではなく，「現代化」後継史としての系譜の存在である。
図 1 では，まず，上部から下部に向かって，時系列の流れがある。ここでは，その
根本に，数学者・遠山啓や銀林浩らが関与して創出された算数・数学の教科体系，
「水
道方式」が存在する。「水道方式」は，小学校の検定教科書『みんなの算数』
（日本文
教出版）を編纂するなかで構想され，1958（昭和 33）年に，民間教育研究団体・数
学教育協議会（略称，数教協）から発表された。
「水道方式」とは，四則演算の計算
方法を段階的に教授する方途で，筆算を基本とするものであった。具体的には，タイ
ルと呼ばれる正方形の桝で位取りを示し，計算の型分け（パターン）を学習すること
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図1

教育内容の「現代化」後継史
教育内容の「現代化」

遠山啓・銀林浩「水道方式」

『にっぽんご』

（数教協）

（明星学園・国語部）
【国語教育】

1950 年代末
～1960 年代

白井春男『人間の歴史』
（教科研・社会科部会） 【社会科教育】

「原数学」
代表・白井

（八王子養護学校）

「社会科の授業を創る会」

奥地圭子

鳥山敏子

1970 年代
遠山啓「楽しい授業」論

【社会科教育】

社会科サークル

岡田進

「いのちの授業」

（若木久造）

1980 年代

【漢字教育】

【総合学習】

1990 年代
東京シューレ 賢治の学校
東京シ

〔歴教協など〕

宮下久夫・伊東信夫・篠崎五六

（オルタナティブ教育）

（教科研・国語部会など） 【漢字教育】
【フリースクール運動】

学び舎

『ブタがいた教室』

（『ともに学ぶ 人間の歴史』）

（原作：黒田恭史 主演：妻夫木聡）

【社会科教育】

2010 年代

【倫理・道徳教育／総合学習】

が知られている。典型的な計算式の型（＝一般事例）を学習し，
「一般から特殊へ」
（＝
一般事例から特殊事例へ）という構造で学習が進展することが特徴となっていた。そ
の後，「水道方式」には内容に修正や変更の必要が生じた部分もあるが，1950 年代当
時は，教育界でも算数・数学の教科体系が暗中模索の状態であったので，特に画期的
な提案だとされて，教育界の耳目を集めた（7）。
さて，この「水道方式」を数教協で学び，のちに，民間教育研究団体・教育科学研
究会（略称，教科研）社会科部会で活躍した人物に白井春男がいる。図中では左側に
位置づく人物である。白井は，遠山の助言もあって，
「水道方式」の発想を歴史教育
に応用し，独自に自主編成教材『人間の歴史』
（私家版タイプ印刷）を編纂した。こ
の『人間の歴史』が歴史教育の教科体系を示すものとなったが，のちに彼は教科研・

2018）。ここで学び，
社会科部会を離脱し，
「社会科の授業を創る会」を創設する（香川，
社会科教育の教育実践を修めた人物に小学校教師の奥地圭子と鳥山敏子がいる。両者
とも，のちに「いのち」を主題とする授業を実践し，オルタナティブ教育分野で知ら
れるようになる。彼女らは，当初，白井による『人間の歴史』の授業を積極的に実践し，
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社会科教育分野で活躍していた。奥地は，その後，青少年の「いのち」のありようを
追究し，フリースクール運動へと舵を切った（香川，2020：2021a）（8）。また，鳥山
，その影
は，鶏や豚の屠殺に関する授業を実践したことで著名となり（香川，2016）
響を受けた小学校教師・黒田恭史は，教室で豚を飼育する教育実践を展開する。
のちに，

2008）として映画化もされた（香川，2019a）。他方，
これは，
『ブタがいた教室』
（日活，
「社会科の授業を創る会」から派生した「社会科サークル」の中学校教師・若木久造
は，2015（平成 27）年に検定を通過した中学校社会科教科書『ともに学ぶ 人間の歴
史』（学び舎）を発行するために設立された株式会社・
「学び舎」
（現在，
一般社団法人・
「子どもと学ぶ歴史教科書の会」と改称）の代表をつとめている。その意味で，
『人間
の歴史』以来の社会科教育の系譜は，2010 年代まで多様なかたちに変化しながら引
き継がれているのだということがわかる（香川，2017b：2019a）。
次いで，明星学園・国語部によって編纂された『にっぽんご』
（むぎ書房）の系譜
についてもみてみよう。『にっぽんご』は，明星学園（東京都）の教師を中心として
編纂された自主編成教材で，国語教育の体系を示すものとして評価されている。図中
の右側に位置づく系譜としては，まず，小学校教師・岡田進による教育実践が挙げら
れる。もともと，岡田は数教協に学び，算数・数学教育分野で著名であった。家永教
科書裁判においても，自主編成運動に関する証言者として出廷している（教科書検定
。岡田は，
『にっぽんご 漢字』
（第 7 巻）
訴訟を支援する全国連絡会，1969 pp.83-138）
に学びつつ，
「水道方式」の教科体系を援用し，
漢字教育の体系化をはかった。
このとき，
。しかし，
岡田は，中国文学者・藤堂明保の字源研究も参考にしている（香川，2017a）
これは不充分なままに終わった。その後，岡田と同様に，
『にっぽんご 漢字』に学び
ながら，小学校教師・宮下久夫，伊東信夫らが，文字学者・白川静の字源研究をもとに，
。このとき，漢字教育の体系を示して編
漢字教育の体系化を試みた（香川，2017a）
纂された自主編成教材『漢字がたのしくなる本』
（太郎次郎社）は，現在でも刊行さ
『にっ
れており，現在，同著のシリーズは累計で 75 万部を突破している。この意味で，
ぽんご』の系譜も，やはり，かたちを変えながら，現在に引き継がれているというこ
とが理解できる。こうした後継史は，革新勢力の衰退史，敗北史ではないし，法制史，
制度史や政策史とも異なる歴史叙述となる。

５，戦後教育史研究を阻むもの
それでは，教育内容の「現代化」の系譜は，
「全体的な歴史像」
（米田，
2018 p.101）に，
どのように位置づけることが可能になるのだろうか。これをもう少し詳細に説明する
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と，戦後教育史のなかで，前述の系譜は，どういった空間（＝場）で，展開されてい
たのかということになる。『ひと』を中心とした教育運動の性格については，すでに
別稿にまとめているので（香川，2020），ここでは仔細には立ち入らない。概要のみ
を説明するが，前述した「現代化」の系譜は，1970 年代以降，市民運動との関係を持っ
た民間教育研究運動のなかで展開されたものである。もう少し具体的に説明すると，
彼らは数教協や教科研，「社会科の授業を創る会」などの周辺で活動をしていたとい
うことになるだろう。
ただ，民間教育研究団体にも多様な種別があり，一枚岩のものとして議論すること
はできない。遠山や関連する人物は，たしかに同時代の教育界，ひいては日本社会で
も著名な人物であったが，だからといって，彼らが教育界全体に熟知されていたわけ
ではない。続いて，この論点に焦点をあてて議論を展開したい。
最初に，そもそもの前提として，同時代の民間教育研究団体の総数について目を向
けておこう。大槻（1982）は，敗戦後から 1970 年代までの民間教育研究団体の歴史
を概説しているが，彼の著作に収録されている民間教育研究団体は，
約 50 団体である。
だが，大槻の著作には収録されていないものの，実際には，
「社会科の授業を創る会」
や，教科研・国語部会など，規模の大きい民間教育研究団体から分岐するかたちで活
動していたグループもある。また，大槻の場合，日本民間教育研究団体連絡会（＝略
称，民教連。1950 年代末，民間教育研究団体の連絡や交流のために創設された）に
加盟していない団体には言及していない。このことから，同時代の民間教育研究団体
の総数は，全国規模で活動しているものだけを数えても，50 団体を超えるだろう。
こうした民間教育研究団体の位置づけについて考えるときに，重要となるのは，①
個別の団体の活動が義務教育学校を中心とするものなのか，高校教育を対象とするも
のなのか，相互にまたがっているものなのかということと，②対象とする教育活動が
どのようなものなのかということである。特に，②の場合，各教科の種別は当然とし
ても，そもそも，教科教育であるのか，生活教育であるのか，技術教育であるのか，

PTA 活動であるのかといった腑分けが必要となる。ただし，一般には，こうした腑
分けの必要性は理解されておらず，民間教育研究運動は，革新勢力として，一枚岩の
もののように語られがちである。たとえば，政治学者・原武史は，自身の子ども時代
を回顧した『滝山コミューン 一九七四』（講談社文庫，2010）のなかで（9），次のよう
に語っている。
「異色な教育」を七小にも
片山（原が在籍した「七小」の教師――筆者註）もまた，
「水道方式」と呼ばれる
ちこんだ。……〔略〕…… 数学者の遠山啓が提唱した，
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算数の授業と，全国生活指導研究協議会，略して全生研が唱える「学級集団づく
り」にほかならない。……〔略〕…… 両者は直接の関係はなかったものの，戦
後の文部省が進めてきた上からの公教育に対する批判や反発から始まった点で共
。
通する（原，2010 pp.52-53：下線は筆者によるもの）
八六年には，「水道方式」を広めた遠山啓が創刊した『ひと』が，反全生研と
思われる特集を組んでいる。……〔略〕…… かつて全生研の機関紙『生活指導』
とともに，「滝山コミューン」の成立にも少なからぬ影響を与えた『ひと』が公
。
然と全生研批判を始めたのである（原，2010 pp.320-321：下線は筆者によるもの）
民間教育研究運動について，②の論点を考慮すれば，教科教育を重視する立場から
教育内容の「現代化」を主張し，生活単元学習（＝生活教育）を痛烈に批判していた
遠山や，彼の周囲の人々が民間教育研究団体・全国生活指導研究協議会（略称，全生
研）と距離があったということは自明の史実である。原の場合，教育界の革新勢力を
「戦後の文部省が進めてきた上からの公教育に対する批判や反発から始まった」
（原，

2010 p.53）として，一枚岩のものとして整理しているところが，やや粗雑にみえる。
原のような視点で戦後教育史を理解することは難しい。民間教育研究団体は，相互
に教育研究や教育実践の理念や方向性に若干のずれがあり，場合によっては，同じ教
科教育を対象とする団体でさえ，相互に批判を展開することもあった（香川、2018

pp.68-69）。そもそも，類似の教育観を持っているのであれば，これほどに団体が乱
立することはない。なぜ，同時期に，教科研・社会科部会と歴史教育者協議会（略称，
歴教協）が存在したのか。なぜ，仮説実験授業研究会と科学教育研究協議会（略称，
科教協）が存在したのか。そうした史実を押さえたうえで同時代を分析する必要があ
るだろう。
議論が込み入ってきたので，ここで，当時の教育界の複雑さを可視化するために，
図 2 を作成した。民間教育研究団体の位置づけを理解するためには，日教組の位置づ
けにも目を向けておく必要がある。通俗的に，日教組と民間教育研究団体が混同され
ることが多いので，両者の関係も整理した。
図中の右側に民間教育研究団体の存在を書き込んでおいた。ただ，前述のように，
民間教育研究団体には多数の団体が存在するので，ここでは，事例として，数教協，
歴教協，教科研，新英語教育研究会（略称，新英研）
，文芸教育研究協議会（略称，
文芸研），日本作文の会（略称，日作），学校体育研究同志会（略称，体育同志会）の
みを挙げている。しばしば混同されるが，日教組と民間教育研究団体は完全な別団体
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図2

戦後教育の位相（1950 年～ 80 年）
教職員組合を中心とした場合

労働運動（日本労働組合総評議会）

数教協 新英研
文芸研
日作

労働運動（日本教職員組合・連合体／全国）

教育運動（日本教職員組合・連合体／全国）

体育同志会

など

民間教育研究団体

日 教 組

労働運動（単組＝単位組合／都道府県・市区町村）

歴教協
教科研

（50 団体以上）

教育運動（単組／都道府県・市区町村）

（県や市によって特色が異なる）

組合員（支部・分会）

公立校（小・中）

教 室

青少年（児童生徒）
（日本教職員組合，1967：1978／サンケイ新聞・日教組特別取材班，1975／
NHK 取材班，1984／香川、2020b／広田，2020ab をもとに筆者作成）

である。ただ，日教組は，年１回の頻度で，全国教育研究集会（略称，全国教研集会）
を開催しており，各分科会では，民間教育研究団体に所属する教師が報告者となるこ
とが多い。全国教研集会は，秀逸な教育実践を分科会ごとに代表者らが発表し，その
研究や交流を目的とするものである。したがって，必然的に，各分野の優秀な教師が
代表者となるので，民間教育研究団体のなかで自主研修をつみあげた教師が選出され
る傾向がある。こうした経緯から，全国教研集会と民間教育研究団体が同一のものの
ように誤解されることがあるが，それは不適切な解釈である。通俗的に，全国教研集
会で発表された教育実践について，それが “ 日教組の公認 ” の教育実践のように評価
される傾向もある。だが，各分科会は，いわば議論の場（＝入れ物）であって，あく
までも，日教組は入れ物を提供しているにすぎない（布村育子・冨士原雅弘・大田拓紀・
保守系メディ
岩田考，2016）。近年でも，全国教研大会で報告された教育実践について，
アから批判が寄せられることがあるが（「明治憲法，授業で歪曲か 日教組集会で実践
例」『産経新聞』2022/1/29 配信 web 版），日教組がそれに対して反論を含めて，公式
の応答を出していないのは，こうした歴史的経緯によるものである。
また，日教組そのものと全国教研集会との関係も単純ではない。日教組は連合体の
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労働組合であり，全国教研集会を中心とする教育運動とともに，労使交渉や賃金対策
などの労働運動も同時に担ってきた。全国教研集会は，日教組の活動のごく一部の機
能にすぎない。だが，このことが理解されていなかったためか，教育社会学者・苅谷
いくつかの分科会の議論を抽出し，
剛彦（2001 pp.74-76）などは，全国教研集会のうち，
それを日教組＝戦後教育界を代表する言説として位置づけている。けれども，これは
不適切である。なにを分析したいのかで話はかわってくるが，日教組を代表する言説
を導出する場合は，定期大会での議論や決定事項などに着目するほうが適切だろう。
しかし，そうした言説は，全国レヴェルでの組織体の言説と位置づけられるものの，
個別の組合員や多層性のある教育界を代表する言説と距離があるということを理解し
ておかねばならない。言説の種別によっては単組の実態とも距離は想定される。なお，
先ほど，日教組が連合体の労働組合だという説明をしたが，中央レヴェルの全国教研
集会とともに，地方ごとに教研集会も行われている。この意味で，全国教研集会にま
であがってこない教育実践も相当ある。当然，労働運動も個別の活動は単組ごとに行
われる。
以上を前提として，図 1 の「現代化」後継史の位置づけを考えてみたい。図 1 は，
教育内容をどのように決定するのかという「現代化」を基軸とする教育関係者の社会
史であった。「現代化」後継史は，全国教研集会と関連しつつ，民間教育研究団体を
。しかし，図 2 の部分で説明したように，
中心に展開されていた（香川，2020 pp.2-10）
民間教育研究団体のなかには，英語教育や家庭科教育などを専門とする団体もある。
当然，図 1 のなかにそうした教育分野は含まれていないので，関連する団体とは距離
のある「現代化」の系譜だったと評価できる。また，視野を広げると，教育内容を争
点とする「現代化」は，図 2 の説明でみたように，ストライキや労使交渉などの労働
運動とは距離がある。したがって，日教組の労働運動とも関係が薄いということが理
解できる。ここでは粗雑に整理しているが，ようするに，こうした位相をひとつずつ
検討することで，個別の事例研究の教育史像における位置づけを特定することが可能
になるのである。

６，相互作用やアクターの複数性を捨象した歴史像
このように，戦後教育史の位相は複雑である。この複雑さこそが，
「現代化」後継
史をはじめ，1970 年代以降の教育内容を対象とする歴史研究が乏しい理由のひとつ
だと想定される。だが，こうした複雑さを捨象し，平板な歴史像を提出する論考もわ
ずかではあるが数えられる。たとえば，教育社会学者・竹内洋（2011a）は，戦後初
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期の教育界の構造を，図 2 の位相などとは関係なく，教育学者→教師→青少年という
流れによる支配と啓蒙の図式で説明している。具体的には，彼の説明は次のようなも
のである。
三人とも（東京大学教育学部の三人の教授である宗像誠也，宮原誠一，勝田守一を示す。彼
らは「三 M」と称された――筆者註），一九五一年の日教組第一回教研（全国教育研究

大会）からの講師団の有力メンバーであった。かれらの意向によって，講師団の
編成が決まったほどである。日教組の教研だけでなく，
教科研（教育科学研究会）
やその機関紙『教育』を通じて，全国の教育学者を組織し，教師の啓蒙活動を展
開した。三 M は進歩的教育学者のシンボル教授であり，進歩的教育学者の牙城
としての東大教育学部の看板教授だった（竹内，2011a p.133）。
（宗像誠也の著作からは――筆者註）教師による民衆と子どもの啓蒙・支配を最終目標

にした，進歩的教育学者による教師の啓蒙・支配という教育革命の構造が読み取
れる（竹内，2011a p.193）。
進歩的教育学者のほうは，岩波知識人によってお墨付きをもらいながら，教育
を通じての知識人支配の尖兵役を担った。岩波知識人→進歩的教育学者（二流の
岩波知識人）→進歩的教師（「世界」族）→民衆・子どもという文化支配の系列
をとりあえずは確認できる（竹内，2011a p.195）。
0

0

0

0

0

このように，竹内は，教育学者が教師や市民，青少年に対して，
「啓蒙活動」
（竹内，

2011a p.133），「啓蒙・支配」（竹内，2011a p.193），「文化支配」（竹内，2011a p.195）
を試みていたとする。
しかし，竹内の場合，教育学者に注目しつつ，支配や従属という概念で史実を説明
しようとしたために，歴史叙述に不可解なねじれが生じている。たとえば，竹内は，
「二流の学問である教育学には上位の学問によるお墨付き（文化的正統性）が必要」
（竹
「岩波文化人の文化支配には進歩的教育
内，2011a p.193）だったと語る。あるいは，
学者の協力が必要だった」ので，「日教組教師と学者文化人との間に強い共同戦線が

2011a p.194）とも指摘している。彼は「進歩的教育学者」が「二流」
はられた」
（竹内，
との立場を採用しているので，この場合，「岩波文化人」のほうが上位となる。しか
し，一方で彼は，「日教組講師団まで牛耳る東大 3M 教授の教育支配」と題する論考
「教研集会の講師団」の人選をもって，
を発表している（竹内，2009）。この論考は，
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「牛耳る」（竹内，2009 p.186）と表現されたものであるが，
「二流」の教育学者が，
「岩
波文化人」を含む日教組講師団を「牛耳る」ことができるのだろうか。竹内は，次の
ように指摘している。
知識人支配が教育学者支配のプロジェクト（教育の政治化／政治の教育化）に
なればなるほど，進歩的文化人がこのプロジェクトに包絡されることで，進歩的
教育学者に従属することとなる。かくて進歩的教育学者と進歩的文化人との関係
は従属が支配へ，支配が従属へと逆転しはじめる。日教組講師団の仲間入りをし
0

0

パ

シ

リ ( 原 文 マ マ )

た学者や文化人は進歩的教育学者の操り人形のようにさえ思われてくる（竹内，

2011a p.197）。
この見解を踏まえると，「二流」の「進歩的教育学者」が「岩波文化人」を含
めた日教組講師団を「牛耳る」ことは可能であったかのように読める。では，久
野 収， 上 原 專 祿 や 丸 岡 秀 子， 国 分 一 太 郎 や 家 永 三 郎 ら は，
「進歩的教育学者の
パ

シ

リ ( 原 文 マ マ )

操り人形」であったのだろうか。別のところで，竹内は，教育学部が戦後初期に「ポ
ツダム学部」と揶揄され，ある人物が転任に際して，
「あんな学部に行くのか」
（竹内，

2011a p.134）と蔑まれたという事例に触れている。そうした蔑視の対象だった「二流」
の「進歩的教育学者」が本当に「岩波文化人」を支配し，従属させることができたの
だろうか。竹内の説明は，いささか場当たり的であり，ご都合主義のようにも読める。
支配や従属という概念による史実の説明には無理があるのではないだろうか。こうし
た歴史叙述の不可解さは，教育学者の意向で日教組＝教師集団を左右できるとみなし
ていることを原因とするものだろう（10）。
ただ，竹内の歴史叙述は，戦後教育史に関係する論考でも一定の肯定的な理解を得
ているようである。たとえば，教育哲学者・下司晶は，竹内による支配と啓蒙の図式
。下司は，戦後初期から
を自著に援用している（下司，2016 pp.194-195:2019 p.236）
現代に到る教育学者と学校教育現場の関係について，その推移を「教育学者による教
師支配の構図が徐々に崩れていった背景には，マルクス主義的な前提が失われ，理論
が実践を指導するという啓蒙的な図式自体が成り立たなくなったことが挙げられる」
（下司，2016 p.195）と説明している。ここで取り上げられている「教師支配の構図」
（下司，2016 p.195）とは，竹内による支配と啓蒙の図式と重なる解釈である。また，
下司は，資料 1 のような図をもとに，55 年体制下における教育学者と学校教育現場
の関係を説明している（11）。この図の場合，竹内のように支配や啓蒙という分析概念
ではなく，「影響」として教育学者と学校教育現場の関係が説明されている。しかし，
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下司（2016 p.195）などでは，両者の関係が「教師支配」や「啓蒙図式」と説明され
ているので，実態は，ほとんど竹内の見解と変わらない。
資料１ 教育学者と学校教育現場の関係？

（下司，2016 pp.30-31）

しかし，この図は，教育学者と教師のみで教育界を語ろうとするもので，仔細な史
実を捨象し，純化して作成されたものである。図 2 でみたように，教育界の位相は複
雑である。たとえば，日教組の場合，労働運動と教育運動で活動の性格が異なるので，
労使交渉や賃金対策の分野において，教育学者が多大な影響を及ぼしたとは考えにく
い。支配と啓蒙という構造は，日教組の機能のうち，教育運動の側面にしか着目して
いない議論であったといえるだろう。一部の教育学者が日教組全体や教師集団を支配，
啓蒙したということはありえない。
また，1960 年代の「現代化」と，その後継史を考えた場合，教育学者は，そこに
ほとんど関与していないということも忘れてはならない。前述の図 2 でも，教育学者
「アブのような教育評論家」
，
の関与はない。むしろ，遠山などは，1960 年代はじめ，
「“ 文学的 ” な日本の教育学」，
「教育学はまだ若い学問」などと指摘し，教科教育など
から遠いところで，「空虚な修辞学に終わる」教育学者の当時の現状を揶揄している
（遠山，1980 pp.174-181）。実態として，1960 年代以降，民間教育研究運動を牽引し
た遠山や板倉聖宣は，数教協や仮実研という民間教育研究団体を通して，教師を中心
とする教育関係者からの一定の支持を集めていた。また，1970 年代には，太郎次郎
社や仮説社など，自身が中心的に関与する出版社（＝教育雑誌『ひと』や『たのしい
授業』といった教育メディアがその中心にあった）も持つようになる。これは，両者
が独自の教育情報回路を持っていたということになるだろう。そうした彼らが教育学
者の支配や啓蒙の回路のもとに活動していたとは思えない（12）。
こうした「現代化」を事例として考えたときに，加えて、忘れてならないことは，
学校教育現場の教師にとって，教育内容に関する関心は戦後一貫して高かったという
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ことである。通俗的に表現すれば，“ 明日の授業（＝教育実践）をどうするのか ” と
いうことが，いつの時代も教師多数の問題関心だった。だからこそ，日教組は労働組
合でありながら，全国教研集会など，労働運動とは，やや異質な行事を戦後一貫して
開催していた。全国教研集会や民間教育研究団体のなかで，学校教育現場の教師と中
心的に共同研究を行っていたのは，言語学者・奥田靖雄や数学者・銀林浩など，教育
学分野以外の研究者たち。あるいは，小学校教師・斎藤喜博や庄司和晃などの教育実
践家である。その意味で，竹内や下司は，教育学者の権威のみを高く見積もり過ぎて
いるようにも感じる（13）。戦後の教育界のなかで，特に，教科教育に関する分野では，
他領域の教育関係者の存在が大きかった。その意味で，日常の教育活動に教育学者が
どの程度の役割を果たしていたのかということは，もっと慎重に考えなくてはならな
い（14）。支配と啓蒙といった抽象的な分析概念は，実態とは乖離した歴史像を生む可
能性がある。

７，おわりに ――戦後教育史研究の論点――
本稿では，近年の教育学分野の研究動向をもとに，戦後教育史研究の射程と位相に
ついて検討をしてきた。本稿で検討した知見をまとめておこう。
そもそも，戦後教育史とは，字義の通り，“ 戦後の「教育」の歴史 ” であり，広義
の戦後教育史研究とは，その歴史研究ということになる。それに対して，狭義の戦後
教育史研究とは，“ 戦後教育史の通史の読み直し ” を志向するものといえる。戦後教育
史研究の課題としては，①戦後初期に研究対象が集中していること，② 1960 年代以降
の通史の叙述が法制史，制度史や政策史となる傾向があること，③通史の叙述が革新
勢力の衰退史，敗北史として描かれる傾向があること，④教育界の位相の複雑さが捨
象された歴史叙述が一部にみられること，⑤戦後教育史において教育学者の影響が過
大に見積もられていることなどが挙げられる。
こうした課題に目配りをしながら，本稿では，
「現代化」と，その後継史に関する
研究を今後の議論の叩き台として示した。その知見は，
図 1 に集約されている。また，
「現代化」の研究に関する説明から派生して，民間教育研究団体の複雑さを可視化す
るために，図 2 を作成した。図 2 によって，日教組を含めて，戦後日本における教
育界の複雑な位相の可視化を試みた。その試みは，必ずしも史実すべてを網羅的にと
らえ，説明できるものではないが，従来の見解とは異なる解釈を提示するものではあ
る。戦後教育史研究は，まだまだ未開拓であり，先行者の言説が通説となりやすい状
況にある。本稿においては，通説となりつつある言説そのものを相対化するために，
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あえて，蛮勇をふるって議論を展開した。
本稿では戦後教育史研究の射程や位相について考察を行ってきたが，そもそも，こ
のように射程や位相が複雑なのは，おそらく，戦前に比較して，戦後のほうが教育界
に関係するアクターやメディアが多様化していることが原因である。戦後は，男女を
問わず，あらゆる国民が主権者となり，人々が政治や公教育に関与する機会も増加し
た。また，国民全体の知的水準が向上したこともあって，教育界と関係を持つ人々も
増えて，様々な言説が台頭することになる。また，
メディアについていうと，
たとえば，
図書や雑誌などの紙媒体の場合，戦前よりもその発行がたやすくなったことで，出版
点数や発行部数が増加した。謄写版はもとより，安価なインクや印刷紙の普及によっ
て，私家版の雑誌やビラなどの印刷点数も増えていく。テレビやラジオの普及は，さ
らに事を難解にした。様々な人々が，様々な意図から，様々な教育活動を行うように
なる。そこでは、異なる言説が飛び交い，異なる生活世界が展開される。こうなって
くると，必然的に，教育界の位相も複雑にならざるをえないのである。
知識人が難解な論考を執筆し，発行された少部数の図書を都市部のエリート層が読
み，読者共同体を形成する――そうした時代であれば，言説の位相や知識人の影響力
は，もっとはかりやすい。だが、戦後日本社会の現実はそうではない。戦後教育史研
究の困難さは，戦後という空間固有のアクターとメディアの多様性に起因するものだ
といえるのではないだろうか。
【謝辞】
本稿は，2021（令和３）年 3 月 7 日に行われた比較教育社会史研究会全国大会（広
島大学＝オンライン開催）での報告内容を再構成したものです。コメントをいただい
た企画者・参加者の方々に感謝の気持ちを込めてお礼を申し上げます。

1 その潮流を形成した教育学界の動向に，『教育学年報』（世織書房）の創刊がある。経緯の
概要については，下司・石井・青木（2019）に端的にまとめられている。

2 日本教育学会は教育学分野では最大規模の学会である。学会報告に審査はなく，会員が申
し込みを行えば，通常そのまま承認される。分科会については，事前に大会実行委員会に
複数希望を出し，それに応じて決定される。まったく希望をしない分科会に会員が配置さ
れることは，ほぼない。その意味で，分科会「戦後教育史の諸問題」に含まれている研究
発表は，大会実行委員会や会員の合意を得て決定されたものといえる。

3 厳密に戦後だけを研究対象としていないものも含まれるが，「戦後教育学」に関係する研究
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としては，小笠原・田中・森田・矢野（2014）
，井深（2016），小笠原など（2020），矢野（2021）
，
佐藤（2021）などがある。

4 いささか壮大な議論となるが，教育学分野以外の主要な研究成果を網羅しつつ，教育学分
野の学会に掲載された論考のうち，戦後の動向に関するものを抽出すれば，重要な概説書
となるだろう。教育学分野の学会は領域ごとに細分化されているので，先行研究の直接的
な連続性がなければ，たとえば，日本教科教育学会や日本教育方法学会の歴史研究と，日
本教育社会学会や日本子ども社会学会の歴史研究が交叉することは少ない。したがって，
戦後教育史研究では，どの分野の，どの研究が，どのくらいの到達度にあって，かつ，相
互に連関しているのか。現状，充分には明らかにされていない現状がある。

5 教育史学会は，教育学分野のなかで，歴史研究に特化した最大規模の学会である。
6 特定の主題を通して，戦前，あるいは，戦後初期から 1970 年代までの史実を時系列に整理
する文献は多い。しかし，それらの文献は，1940 ～ 50 年代の知見を現代に接続するため
に，副次的に当該年代に言及しているような印象を受ける。そのため，戦前から戦後初期
の記述と比較すると，1970 年代以降の記述が乏しくなる傾向がある（小針，2015：河上，

2015）。
7 「水道方式」などの算数・数学教育から派生した「楽しい授業」論と，それを支えた能力主義（＝
序列主義）批判論については，香川（2019b：2021b）にまとめられている。ここでは言及
しなかった。

8 なお，『ひと』刊行発起人のひとりである石田宇三郎は，没後，「日教組教研の社会科分科
。
会の指導者として，奥地圭子さんを育て」た人物として回想されている（石田，1982 p.544）
「左派の民族教育論」
このことは，
あまり知られてはいない。小熊（2002 p.381）では，石田は，
を展開する論者として，その発言が何度か紹介されている。1980 年代以降，フリースクー
ル運動に身を投じた奥地と，戦前からの教育運動家であった石田は，一見すると接点のまっ
たくない人物のようにみえるが，民間教育研究団体の人的交流によって，両者の出会いが
生まれている。こうした複雑な人間関係も戦後教育史研究において見逃すことのできない
重要な論点となるだろう。

9 原（2010）の解釈は，当事者 = 執筆者の回顧に忠実になされてきたように思われる。しかし，
新任の教師による不慣れな学級運営というストーリーで同書を読むことはできないだろう
か。原による解釈は，目の前の教師個人の資質よりも，教師を超えた先にあるイデオロギー
を問題とするものである。登場する人物が経験の浅い新任の教師であることは，ほとんど
問題視されていない。以下に，この論点に該当する記述を例示しておく。「私の属する４年
２組でも，大塚先生が「水道方式」に基づく算数の授業を始めた」（原，2010 p.56）……「結
局，大学を卒業して初めて教壇に立ったばかりの大塚先生は，不慣れもあってか，算数ば
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かりか他の教科も大幅に遅れてしまった」
（原，2010 p.80）。……「七一年当時，私は片山
が担任となった３年６組ではなく，３年５組に属していた」（原，2010 p.50）。……「片山
もまた大学を出たばかりで」あった（原，2010 p.52）……。

10 竹内（2011a）は，もともと，保守系の商業雑誌に掲載された論考を集成したものであり，
学術書として刊行されたわけではない。彼の著作は，戦後史に関する入門書としては充分
な意義がある。

11 ただ，竹内（2011a）の場合は，1960 ～ 70 年代以降，戦後知識人をとりまく社会状況が
変化したことに言及がある。そして，戦後初期の「進歩的教育学者」による支配と啓蒙の
構造が，そのまま 55 年体制下で継続していたとする論調にはなっていない。他方，下司
の場合は，本稿で紹介した資料 1 のように，冷戦後の 1990 年代ごろまで，「マルクス主義
を背景として教育実践を主導しようとする」教育学者がおり，
「教育実践に関する教育学
。
の優位性」がそこにあったとの立場を採用している（下司，2016 pp.194-195）

12 教科研については，竹内（2011a p.133）や下司（2016 p.193）も取り上げているが，同団
体には教育学者のみが所属しているわけではない。機関誌である『教育』（国土社・かも
がわ出版・旬報社：1951-）は，創刊当初から教育学者のみならず，無着成恭や今井誉次郎，
斎藤喜博や大久保忠利などの教職経験者のほか，国語学者・大野晋などの教科教育分野の
研究者の文章も掲載されていた。その後，1960 年代に進むと，教科教育分野の教育実践記
録がさらに多数掲載されるようになる。学校教育現場の教師たちは，毎号，教育学者の所
論のみを読むために雑誌を購読していたわけではない。なお，下司（2016）とは異なる立
場を採用し，本稿の問題関心にも近い文献として，神代（2021）がある。ただ，神代（2021）
も教育学者を中心に議論を展開してはいる。

13 誤解のないように補足しておきたいのだが，教育界において通俗的に指摘されるように，
“ 現場が大事 ” であるとか，“ 理論より実践 ” を重視すべきという立場から，筆者は，こう
した見解を述べているわけではない。あくまでも，史実の整理にあたって，教育学者のみ
に焦点が当たり続けている歪さについて疑義を主張することが目的である。筆者の問題提
起が，そうした通俗的な言説に回収されてしまうのは，本意ではない。

14 そもそも，戦後知識人の影響がどの程度，学校教育現場に普及していたのかも相対化する
必要がある。戦後史一般の研究では，1970 年代後半以降，戦後知識人の権威も急速に衰退
したということは（苅部，2013 p.18，p.188），よく知られている。そうしたなかで，教育
学分野だけで戦後知識人の権威が変化なく維持されていたとは思えない。

引証資料
相澤真一・土屋敦・小山裕・開田奈穂美・元森絵里子『青弓社ライブラリー（87）

92

『人文

社会』 第 5 号

子どもと貧困の戦後史』（青弓社，2016）
浅野智彦『若者の気分』（岩波書店，2011）
―――『「若者」 とは誰か』（河出書房新社，2013）
跡部千慧『戦後女性教員史』（六花出版，2020）
江口怜『戦後日本の夜間中学』（東京大学出版会，2022）
下司晶『教育思想のポストモダン』（勁草書房，2016）
―――「実践の表象から自己の省察へ」『いま，教育と教育学を問い直す』
（東信堂，
2019）pp.235-267.
下司晶・石井英真・青木栄一「まえがき」『教育学年報（11）教育学研究の新章』
（世
織書房，2019）pp. ⅰ - ⅴ .
呉永鎬『朝鮮学校の教育史』（明石書店，2019）
萩原真美『占領下沖縄の学校教育』（六花出版，2021）
原武史『滝山コミューン 一九七四』（講談社文庫，2010）
橋本健二『〈格差〉と〈階級〉の戦後史』（河出新書，2020）
羽田貴史「図書紹介 教育史学会 編 『教育史研究の最前線Ⅱ』」
（
『教育學研究』第 86
巻第 1 号，日本教育学会，2019）pp.114-115.
広田照幸『教育言説の歴史社会学』（名古屋大学出版会，2001）
――― 編著『歴史としての日教組（上）』（名古屋大学出版会，2020a）
――― 編著『歴史としての日教組（下）』（名古屋大学出版会，2020b）
本田由紀『日本の〈現代〉多元化する 「能力」 と日本社会』
（NTT 出版，2005）
―――『教育は何を評価してきたのか』（岩波新書，2020）
井深雄二『戦後日本の教育学』（勁草書房，2016）
―――『現代日本教育費政策史』（勁草書房，2020）
五十嵐顕・伊ケ崎暁生 編著『戦後教育の歴史』
（青木書店，1970）
今井康雄『メディアの教育学』（東京大学出版会，2004）
石田宇三郎『ルソーを継承するもの』（双柿舎，1982）
岩田正美『貧困の戦後史』（筑摩書房，2017）
香川七海「1980 年代における鳥山敏子の授業実践・再考」
（
『現代の社会病理』第 31 号，
日本社会病理学会，2016）pp.39-57.
―――「戦後漢字教育実践史研究・寸描」
（
『日本教科教育学会誌』第 39 巻第 4 号，
日本教科教育学会，2017a）pp.45-58.
―――「図書紹介 子どもと学ぶ歴史教科書の会 編著 『増補 ともに学ぶ 人間の歴
史』（学び舎，2016 年）」（『教育學雑誌』第 54 号，日本大学教育学会，2017b）

論文 戦後教育史研究

論点

93

pp.123-124.
―――「白井春男『人間の歴史』にみる 1960 ～ 1970 年代社会科教育 「現代化」 の実相」
（『日本教科教育学会誌』第 41 巻第 3 号，日本教科教育学会，2018）pp.67-80.
―――「戦後日本の教育実践と実践研究」渡部淳 編著『next 教科書シリーズ 教育の
方法・技術論』（弘文堂，2019a）pp.49-66.
―――「数学者・遠山啓における 「楽しい授業」 論」
（
『教育方法学研究』第 44 号，
日本教育方法学会，2019b）pp.73-83
―――『〈 戦 後 教 育 の 現 代 史 〉 教 育 雑 誌 『 ひ と 』 目 次 集 成 』
（ ヴ ィ ッ セ ン 出 版，
2020a）
―――「戦後教育史における 「教育の現代化」 から総合学習・オルタナティブ教育
への連続性」（『教育社会学研究』第 107 集，日本教育社会学会 + 東洋館出版社，
2020b）pp.49-68.
―――「1970~80 年代の 「女教師問題」 と民間教育研究運動のなかの女性教師」
（
『子
ども社会研究』第 27 巻，日本子ども社会学会 + 内外出版，2021a）pp.207-227
―――「戦後日本における能力主義批判と教育評価論」
（
『社会学評論』第 72 巻第 3 号，
日本社会学会 + 有斐閣，2021b）pp. 327-343.
貝塚茂樹『戦後教育は変われるか』（学術出版会，2008）
―――『戦後道徳教育の再考』（文化書房博文社，2013）
―――『戦後日本教育史』（放送大学教育振興会，2018）
金子章予「1970 年代における仲本正夫の教育実践の意義」
（
『西武文理大学サービス
経営学部研究紀要』第 25 号，西武文理大学サービス経営学部，2014）pp.11-34
苅部直『物語 岩波書店百年史（3）』（岩波書店，2013）
苅谷剛彦・菅山真次・石田浩 編著『学校・職安と労働市場』
（東京大学出版会，
2000）
苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』（有信堂，2001）
―――『追いついた近代 消えた近代』（岩波書店，2019）
柏木敦「日本教育史 1990 年代から 2010 年代までの動向」
『教育学年報（11）教育学
研究の新章』（世織書房，2019）pp.37-60.
片桐新自『不安定社会の中の若者たち』（世界思想社，2009）
―――『不透明社会の中の若者たち』（関西大学出版部，2014）
片瀬一男『〔叢書・現代社会学〕若者の戦後史』
（ミネルヴァ書房，2015）
河上婦志子『二十世紀の女性教師』（御茶ノ水書房，2015）
木村元『学校の戦後史』（岩波書店，2015）

94

『人文

社会』 第 5 号

――― 編著『境界線の学校史』（東京大学出版会，2020）
教科書検定訴訟を支援する全国連絡会 編著『家永・教科書裁判 第二部 証言篇』
（総
合図書，1969）
小針誠『〈お受験〉の歴史学』（講談社選書メチエ，2015）
小林千枝子『戦後日本の地域と教育』（学術出版会，2014）
国民教育研究所 編著『改訂 近現代日本教育小史』
（草土文化，1989）
小国喜弘 編著『障害児の共生教育運動』（東京大学出版会，2019）
駒込武 編著『生活綴方で編む 「戦後史」』（岩波書店，2020）
小杉亮子『東大闘争の語り』（新曜社，2018）
小谷敏・土井隆義・芳賀学・浅野智彦 編著『若者の現在』
（全 3 巻，日本図書センター，
2010-2012）
神代健彦 編著『民主主義の育てかた』（かもがわ出版，2021）
熊沢誠『働きすぎに斃れて』（岩波書店，2010）
倉石一郎『包摂と排除の教育学』（生活書院，2018）
桑嶋晋平『勝田守一と京都学派』（東京大学出版会，2021）
松下佳弘『朝鮮人学校の子どもたち』（六花出版，2020）
森田尚人・森田伸子・今井康雄 編著『教育と政治 戦後教育史を読みなおす』
（勁草書房，
2003）
森田尚人・森田伸子 編著『教育思想史で読む現代教育』
（勁草書房，2013）
中村満紀男 編著『日本障害児教育史［戦後編］
』
（明石書店，2019）
中村高康『大衆化とメリトクラシー』（東京大学出版会，2011）
―――『暴走する能力主義』（ちくま新書，2018）
中内敏夫・竹内常一・藤岡貞彦・中野光『教育のあしおと』
（平凡社，1977）
中内敏夫・竹内常一・中野光・藤岡貞彦『日本教育の戦後史』
（三省堂，1987）
根川幸男・井上章一 編著『越境と連動の日系移民教育史』
（ミネルヴァ書房，2016）
NHK 取材班『日本の条件（14）教育（3）いま教師が問われている』
（日本放送出版
協会，1984）
日本教職員組合 編著『日教組 20 年史』（労働旬報社，1967）
――― 編著『日教組三十年史』（労働教育センター，1978）
布村育子・冨士原雅弘・大田拓紀・岩田考「初期全国教研の企画・運営・実施の過
程に関する研究」（『研究紀要』第 92 号，日本大学文理学部人文科学研究所，
2016）pp. 59-83.
小 笠 原 道 雄・ 田 中 毎 実・ 森 田 尚 人・ 矢 野 智 司『 日 本 教 育 学 の 系 譜 』
（ 勁 草 書 房，

論文 戦後教育史研究

論点

95

2014）
小笠原道雄・森田尚人・森田伸子・田中毎実・矢野智司『続 日本教育学の系譜』（勁
草書房，2020）
小熊英二『一九六八（上・下）』（新曜社，2009）
―――『民主と愛国』（新曜社，2002）
奥平康照『「山びこ学校」 のゆくえ』（学術出版会，2016）
大多和雅絵『戦後夜間中学校の歴史』（六花出版，2017）
大田堯「教育の探究」（『教育評論』第 311 号，日教組情宣部，1974）pp.24-35.
――― 編著『戦後日本教育史』（岩波書店，1978）
―――『大田堯自撰集成（4）ひとなる』（藤原書店，2014）
大槻健『あゆみ教育学叢書（9）戦後民間教育運動史』
（あゆみ出版，1982）
桜井智恵子『教育は社会をどう変えたのか』
（明石書店，2021）
サンケイ新聞・日教組特別取材班『日教組（上・下）
』
（サンケイ新聞社出版局，
1975）
佐貫浩『恵那の戦後教育運動と現代』（花伝社，2021）
佐藤幹男『戦後教育改革期における現職研修の成立過程』
（学術出版会，2013）
佐藤秀夫「書評 山本信良・今野敏彦 『近代教育の天皇イデオロギー』」
（
『教育学研究』
第 41 巻第 3 号，日本教育学会，1974a）pp.30-32.
―――「日本教育史の研究動向」（『日本の教育史学』第 17 号，教育史学会，1974b）
p.134-138.
佐藤広美『戦後教育学と戦争体験』（大月書店，2021）
「戦後教育学の遺産」研究会『「戦後教育学の遺産」 の記録（資料集№ 1）大田堯 東
京大学名誉教授 竹内常一 國學院大学名誉教授』
（日本教育学界特別課題研究委
員会，2013）
柴田義松 編著『『教科の本質がわかる授業』 シリーズ（総論編）教科の本質と授業』
（日
本標準，2009）
須永哲思『桑原正雄の郷土教育』（京都大学学術出版会，2020）
菅山真次『「就社」 社会の誕生』（名古屋大学出版会，2011）
田近洵一『現代国語教育史研究』（冨山房インターナショナル，2013）
竹内洋「日教組講師団まで牛耳る東大 3M 教授の教育支配」
（
『正論』第 451 号，産
経新聞社，2009）pp.185-187.
―――『革新幻想の戦後史』（中央公論新社，2011a）
―――『放送大学叢書（016）学校と社会の現代史』
（左右社、2011b）

96

『人文

社会』 第 5 号

田中耕治「戦後日本教育方法論の史的展開」田中耕治 編著『戦後日本教育方法論史
（上）』（ミネルヴァ書房，2017）pp.1-45.
俵義文『戦後教科書運動史』（平凡社新書，2020）
寺沢拓敬『「なんで英語やるの？」 の戦後史』
（研究社，2014）
地域文化研究会 編著・北田耕也 監修『地域に根ざす民衆文化の創造』
（藤原書店，
2016）
轟亮『職業観と学校生活感』本田由紀・平沢和司 編著『リーディングス 日本の教育
と社会（2）学歴社会・受験競争』（日本図書センター、2007）pp.253-271．
佟占新『戦後日本の道徳教育の成立』（六花出版，2019）
遠山啓『遠山啓著作集〔教育論シリーズ 1〕教育の理想と現実』
（太郎次郎社，1980）
上田誠二『青弓社ライブラリー（94）「混血児」 の戦後史』
（青弓社，2018）
山本正身『日本教育史』（慶應義塾大学出版会，2014）
山梨あや『近代日本における読書と社会教育』
（法政大学出版局，2011）
山崎奈々絵『戦後教員養成改革と 「教養教育」』
（六花出版，2017）
山住正己『「教育」 の同時代史』（平凡社，1984）
―――『日本教育小史』（岩波新書，1987）
矢野智司『京都学派と自覚の教育学』（勁草書房，2021）
米田俊彦「戦後日本教育史」教育史学会 編著『教育史研究の最前線Ⅱ』（六花出版，
2018）pp.72-101.

