
〈史料紹介〉

「本郷地域教育計画研究資料室史料」の
整理・保存とその概要

岡﨑 明子

広島県三原市本郷公民館（現在、「西日本豪雨」により休館。写真 1）には、本郷
地域教育計画研究資料室（以下、資料室。写真 2、3）が設置されており、戦後民主
教育改革期を切り拓いた実践として知られる本郷地域教育計画（「本郷プラン」）に関
する史料（以下、「資料室史料」）が多数保管されていた。2017年 11月、筆者は同計
画に参加した元教師の吉田達也氏に邂逅し、そのご厚意により 2018年 5月に資料室
の調査を行うことができた。そして「資料室史料」の一部を整理・保存する作業に取
り組むことができた。本稿では、その作業の経緯と史料の概要を紹介したい。
本郷地域教育計画は、敗戦直後の広島県豊田郡本郷町（現在、三原市本郷町）とそ
の近隣町村において実施された住民参加型のカリキュラム改革運動である。東京大学
大学院の若き研究者であった大田堯（1918-2018年）が主導した。当時は中央政府に
よる教育統制が弱まり、全国各地の教育現場がカリキュラムの編成主体となる画期で
あった 1。こうしたカリキュラム改革運動のなかでも本郷地域教育計画は、地域住民に
よる社会実態調査を踏まえたカリキュラム編成に特徴があった。大田によれば、まず
社会調査によって地域生活に潜む問題を浮かび上がらせる。住民参加の懇話会が 6つ
の専門部会（教育、政治、衛生、文化、産業、家庭）のなかでさらなる調査と生活改

1　 近年、カリキュラム改革に関する史料集の復刻が続いている。コア・カリキュラム参加校
の史料集に金馬国晴 /安井一郎 /溝邊和成編集・解題（2018-2021）『戦後初期コア・カリキュ
ラム研究資料集』クロスカルチャー出版。「福沢プラン」実施校の神奈川県足柄上郡福沢小
学校の史料集に細田哲史編集・発行 /須田将司解説（2013）『編集復刻版　戦後新教育・「実
力の検討」 実践資料集全 4巻』不二出版。
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善の方向性を提案する。そのうえで、それらの生活問題を学校教育のカリキュラムに
盛り込み、社会科を中心に広範な学習活動を展開しようというのである 2。それは、懇
話会における住民の教育と学校における子どもの教育という両輪によって地域教育＝
社会改造を推進しようとする企てであった。それゆえ本郷計画は、戦後教育改革期に
現れたコミュニティ・スクールとしてその先駆性を高く評価されてきたのである 3。
一般に、こうしたカリキュラム改革運動は、1950年代初頭には歴史の表舞台から

姿を消したといわれている 4。たしかに、大田も自己批判とともに本郷を離れた。だが、
大田と「計画」を共にした教師たちは少なくとも 1960年までは実践の中心であった
本郷小学校に在籍し続けており 5、その後の「本郷教育」の展開を検討する余地は残さ
れているように思われる。「資料室史料」は、こうした教師たちの教育実践を長期的
な観点から考察しうる唯一といってよい手がかりである。
まず「資料室史料」を所蔵していた人物とその履歴を振り返りたい。「資料室史料」
は、吉田氏のほか田川時男氏、藤本範之氏の所蔵していた蔵書、雑誌、物品等の大量
の教育関連資料から成っていた。田川氏は 1920年に本郷町に生まれ、広島師範学校
本科二部を経て戦中は陸軍少尉となっている。1947年に本郷小教諭に着任し、「花形
教科」と呼ばれた社会科で実践を牽引した。1960年に本郷小を転出し、広島県教育
委員会事務局在職中の 1977年に 56歳で死去している 6。
藤本氏は大田が『地域教育計画』を世に問うた 1949年に本郷小に着任した理科専
門の教諭である。吉田氏によれば、1962年に本郷小を離れ、三原市教育事務所、本
郷町教育委員会、本郷中学校、本郷小学校校長と管理職を歴任し 1999年に 69歳で
他界した。本郷小に長期間在籍し、真面目で研究熱心な性格も手伝って本郷地域教育
計画の「生き字引」のような存在であったという 7。資料室における藤本氏所蔵品の多

2　 大田堯（1949）『地域教育計画――広島県本郷町を中心とする実験的研究』福村書店、26-
111頁。

3　 本郷地域教育計画に関する研究は数多いが、同計画を積極的に評価する研究として水内宏
「カリキュラム運動の実態」海後宗臣監修、肥田野直 /稲垣忠彦編（1971）『戦後日本の教
育改革第 6巻　教育課程（総論）』所収、東京大学出版会、473-540頁。藤岡貞彦（1977）『教
育の計画化――教育計画論研究序説』総合労働研究所。福井雅英（2005）『本郷地域教育計
画の研究――戦後改革期における教育課程編成と教師』学文社などが挙げられる。

4　 ただし、地域教育計画の実践が 1960年代まで継続したとする近年の主張に、越川求（2014）
『戦後日本における地域教育計画論の研究――矢口新の構想と実践』すずさわ書店。

5　 『広島県豊田郡本郷小学校学校沿革誌』および福井（2005）53頁の表 1-4。
6　 福井（2005）157-158頁。田川氏については福井が詳細に検討している。
7　 吉田達也（2013）『本郷地域教育計画　地域に根ざす教育』（私家版）62頁。および筆者の
吉田氏への聞き取り（2018年 5月）。
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くは年度ごとに丁寧に分類されたうえ、紐で綴じて保管されていた。
吉田氏は 1927年に本郷町に生まれた。福山誠之館中学校を経て日本大学工学部予
科に入学した。だが、家族ぐるみの付き合いをしていた大田に共鳴して大学を退学、
1948年に本郷地域教育計画へ身を投じる。2年間教諭として本郷小で実践に取り組
んだ。その後、大田研究室での研究生や明治大学文学部二部で学生生活を送ったが、
1952年に再び郷里に戻り本郷中学校教諭となる。地域社会や実生活を題材とする独
自の数学教育を展開し、数学教育協議会広島支部、数学教育実践研究会広島サークル
を発足させるなど活発に活動した。2001年には大田の発案で発足した公設民営の「ほ
んごう子ども図書館」初代館長となっている。大田からは「一心同体」と呼ばれる存
在であったようだ 8。資料室における吉田氏所蔵品の多くは、雑誌（『世界』（岩波書店）
『教育』（国土社）などのバックナンバー）や多くの書籍、戦前戦後の教科書類である。
さて、写真 3のように資料室は、教科別に書籍等が配架されていた。これらの大

部分は、2005年 4月、6月、7月と 3回にわたって吉田氏が三原市に寄贈した書籍で
ある。総計 2368点（田川氏所蔵分 413点、吉田氏所蔵分 1955点）であるという 9。
これらについては、本郷地域教育計画を詳細に研究した福井雅英による蔵書目録が存
在している 10。ところが資料室にはこのほかに、田川氏所蔵と思われる物品（写真 4）、
福井の調査した史料（プラスチックボックス、プラスチックケースに封入）、開封さ
れた形跡のない段ボール箱 5箱（藤本氏所蔵と思われる新史料。後述する整理番号H、
Iを含む）、未整理で劣化しつつある数多くの謄写版史料等が散見された。とりわけ、
藤本氏所蔵品の大部分は搬入経緯からであろうか、十分に把握されていないように思
われた 11。そこで筆者は、吉田氏および本郷公民館の同意を得てこれらの史料の整理
と PDFデータへの変換保存をすることとした。

2018年 5月 9日、本郷地域教育計画の中核をなすと思われる謄写版史料等を資料
室から借用し筆者の自宅（福岡市）へ送付した。当初、さらなる調査を行う予定であっ
たため、大部分の書籍、雑誌、物品等を資料室内に残した。残された物品には、吉

8　 以上は、吉田氏提供の資料と筆者の聞き取り（2018年 5月、2019年 5月）による。福井（2005）
165-166頁も参照。

9　 吉田達也（2005）「戦後の新教育　本郷地域教育計画　参考文献資料リスト」（私家版）。お
よび吉田氏から三原市への「物品寄付申込書」（2005年 4月）の写し。同リストは、三原市
へ物品寄付の際に作成されたと思われる。

10　 このうち一部は、福井（2005）242-259頁に掲載。
11　 吉田（2013）によれば、藤本氏所蔵品も田川氏所蔵品と同様に三原市の船木文化会館の倉

庫に一時保管されていたようである（62頁）。だが、上述の吉田（2005）に藤本氏所蔵品
の記載は見られない。それゆえ、2005年以降に搬入された可能性が高い。
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田氏所蔵書籍、田川氏所蔵物品、藤本氏所蔵段ボール箱 5箱中 3箱も含まれていた。
ところが、こうした調査の最中、2018年 7月 7日から 8日にかけて本郷町一帯は「西
日本豪雨」に襲われ、本郷公民館も甚大な被害に見舞われた。三原市によれば、資料
室は 1.2ｍ以上浸水し、ほとんどの書架が倒壊し史料は水没した。やむなく吉田氏の
同意のうえで史料すべてを廃棄処分したという。奇しくも、5月9日に借用した史料が、
現存する一定のまとまりを持った本郷地域教育計画に関する史料となったのである。
こうしたなか筆者は、借用史料の整理・保存作業を開始した。この作業の目的は、
本史料を研究者や市民に供するためにその目録を作成し、適切に整理すること。将来
の文化財としてよりよい保存状態で継承することの 2点である。そのために、史料整
理・保存の原則（出所の原則、平等の原則、原秩序維持の原則、原型保存の原則、記
録の原則、安全性の原則、可逆性の原則）を極力遵守し作業に取り組んできた 12。
次に本作業の手順を述べよう。第 1に、概要目録の作成である。史料群の全体像を
捉え、これに基づいて、整理作業の方針を決定している。第 2に、保存状態の芳しく
ない史料の清掃処置である。はたき、刷毛などで史料の埃を落とし、黴などの汚れが
付着している場合には、用紙を傷めない程度でアルコール消毒を適宜実施した。劣化
の進む史料が見られたが、基本的に補修や異物（ホチキス・クリップ等）除去は行っ
ていない。ただし、劣化の著しい綴じ紐は、汚れの原因となるため取り外している。
第 3に、史料目録の作成である。まず、概要目録を参照しつつ史料 1点ごとに整理

番号を付した。整理番号の付し方については、保管されていた場所ごとにアルファベッ
ト記号を配し、1綴りとされていたり、1袋に入っていた史料には「B-5」のように、
そのまとまりごとに枝番号を配することにした。次に、これらの整理番号に沿ってエ
クセルファイル上に「本郷地域教育計画研究資料室史料目録」を構築した。ここには、
整理番号、文書名（史料の標題。記載のない場合は「標題なし」とし、内容に合致す
る標題を筆者が（　）内に記録）、作成者名（史料の記載をそのまま記録。手紙の場
合は差出と宛名を記録）、作成年（史料に記載がない場合は空欄）、形態／数量（「B5
判 1冊」等）、注記（補足情報）を記録した。
第 4に、史料のデジタル化である。非接触式スキャナーによって原史料を整理番号
ごとに読み込み、PDFデータへと変換保存した。個人情報保護に鑑み、史料の一部（整
理番号H-2～H-5および整理番号 I）を除いている。デジタル化した史料は、計 647
点となった。

12　 北海道立文書館編（2006）『地域史料保存の手引き』北海道立文書館を作業全体を通じて
参照した。tiiki_siryo_hozon_no_tebiki.pdf (hokkaido.lg.jp)最終アクセス 2021年 12月 8
日〔現在は、インターネット上から削除されている〕。
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第 5に、史料の整理と返送である。まず、「B-2-1」のように、枝番号を表記した
A4判の用紙を当該史料の前面に挿入した。そして、B4判紙製ファイルにそれらを
まとまりごとに整理し収納した。B4判紙製ファイルには整理番号を表記し、当該史
料の検索に役立つようにした。2020年 8月末、これらのファイルに整理した史料を、
140サイズ段ボール箱 2箱、100サイズ段ボール箱 1箱に収納・梱包し吉田氏の自宅
へ送付した。吉田家には原史料のほかに、「本郷地域教育計画研究資料室史料目録」
と PDFデータも送付している 13。
以下では、整理番号ごとに史料の概略を紹介したい（史料一覧は「本郷地域教育計
画研究資料室史料目録」を参照されたい）。整理番号 Aは、主に本郷小児童の文集『本
郷の子ら』11冊（本郷小学校、1954-1961年。A-1～ A-11）から成っている。資料
室内の位置は不明であった。大田が生活綴方に大きな衝撃を受けた後に、本郷で実践
に移された作文指導の成果と考えられる。
整理番号 Bは、資料室入って右手の書架に陳列されていた。福井の整理したプラ

スチックケース 2点（B-1、B-2）、プラスチックファイル 2点（「田川時男ファイル
１-①、②」。B-3、B-4）が主な史料である。ここでは、福井による付箋・メモ等を
含めて原状を維持した。これらのケースとファイルには「広島県豊田郡本郷小学校学
校沿革誌」（B-1）のほか、学習指導案やその草案など 1944年から 1959年頃の史料
が見られる。これらは本郷地域教育計画の中核的史料であろう。このほか「理科指導
要録」（藤本氏作成、1948-1953年頃。B-5）、「教育雑録」（藤本氏作成、1962年頃。
B-6）等が含まれる。
整理番号 Cは、資料室入って左手の書架に保管されていた。この書架には、主に

田川氏の物品が陳列されていた（写真 4）。筆者が借用したのは、田川氏のノートと
プラスチックボックス入り史料である（C-1、C-2）。これらのノート群には、大田を
はじめとする教育学者の講演記録や田川氏の考察、実践記録等が含まれている。当時
の教師が様々な教育情報をいかに現実の教育実践と結びつけたのかを検討できる史料
であるといえるだろう。
整理番号 Dは、資料室奥の書架に保管されていた。大田による青年教育実践記録
である「ロハ台」3冊（浦和市西堀青年学級、1955年。D-1～ D-3）である。

13　 返送直前に、大田の秘書であった相馬直美氏を通じて、東京大学大学院教育学研究科の小
国喜弘教授より「資料室史料」を研究書執筆のため使用したいとの連絡を頂いた。相馬氏
によると、2020年 11月、吉田家に送付した「資料室史料」を相馬氏が小国教授の研究の
ために持ち帰ったとのことである。以上の経緯から「資料室史料」は吉田家には現存しない。
大田関係者による今後の史料保全が望まれる。
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整理番号 Eから Gは、いずれも資料室中央部の書架に保管されていた史料であ
る。整理番号 Eは、社会科教育を中心とする書架に配置されていた。『新教育指針』
（文部省、1946-1947年。E-1）、『学習指導要領社会科編（試案）』（文部省、1947年。

E-4）等の文部省出版物のほか、当時の社会科指導書『あかるい社会指導書　第 5学
年』（中教出版、1954年、1956年。E-2、E-3）、「郷土教育研究大会要項」（郷土教
育全国連絡協議会、1956年。E-6）、『郷土と教育』（郷土教育全国連絡協議会、1958
年。E-7）、地域の郷土史研究会である「沼田文化研究会」の発行物（1953-1956年頃。
E-10、E-11ほか）等のように、本郷小における社会科教育の特徴を検討できる史料
である。
整理番号 Fは、社会教育を中心とする書架に保管されていた。「生活改善運動推進
要綱」（広島県、1954年。F-1）や「結婚改善のために」（広島県教育委員会、1954年。
F-2）と題された史料 2点である。
整理番号 Gは、理科教育を中心とする書架に配置されていた。日食観測や気象観

測等の藤本氏の実践（1957-1958年。G-4～ G-7）のほか、豊田郡の理科教育研究団
体の発行物『豊理研会報』（西部ブロック、1957年。G-8）、「広島県教科別教育研究
集会」に関する研究史料（1959年。G-9）、実験観察のあり方に関する研究資料（1959
年。G-10-5～ G-10-20）、理科設備、学校園の整備に関する研究資料（1956-1959年。
G-10-24～ G-10-27、G-10-31、G-10-35～ G-10-38）等のように、1950年代後半に
おける「系統的な」理科教育への展開を確認できる史料である。
整理番号 Hと Iは、資料室入って右奥に積み上げられていた段ボール箱内の史料

である。いずれも藤本氏の所蔵品と考えられる。上述のように、この段ボール箱は 5
箱あったが、借用できたのは上層の 2箱であった。1箱ずつ整理番号H、Iとしている。
いずれも新史料であろう。
整理番号Hの大半は、1950年代の理科教育の史料である。学校理科部の発行物（豊

田竹原小学校理科研究部会、年不明。H-1-3ほか）、各種同好会の発行物『広島気象
同好会報』（広島気象同好会、1949-1959年。H-7）、『天文教室』（生駒山天文協会、
1952-1953年。H-10-12～ H-10-24）、教科書出版社の発行物「小学理科　学年別学
習内容の系統」（大阪書籍、年不明。H-1-1）、「小学校用 「理科の世界」 第 1・2・3
学年指導計画表」（大日本図書株式会社、1954年度用。H-10-2）、精密機器メーカー
の発行物「教育用理化器機価格表」、「近代科学機器」（株式会社島津製作所、1954年
か。H-10-3、H-10-5）、「誰でも撮れる超軟 X線発生装置　SOFTEX」（株式会社小
泉 X線工社、1957年か。H-13-16）等が見られる。これらには、整理番号 Gと同様に、
1950年代後半の学校理科教育の「系統化」が見出せる。
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さらに整理番号 Hには、本郷地域の同和教育に関する史料（三原地区社会教育研
究会ほか、1972年。H-2）、生産教育に関する史料「経営資料綴」（藤本氏作成、1955年。
H-11）「昭和 34年度　生産部活動計画案」（藤本氏作成、1959年。H-14-13）、道徳
教育に関する史料「社会科学習指導案」（本郷小学校、1957年。H-18-15）、「道徳
教育についての研究」、「道徳時間の計画をたてるには」（本郷小学校、1958年度か。
H-14-4、H-14-5）、「道徳教育計画原案」（本郷小学校、1959年。H-18-26）等が見ら
れる。
整理番号 Iは、藤本氏が本郷町教育委員会に勤務していた時期（1970年代）の行

政文書である。主に同和教育に関する史料であった。個人情報保護の観点から整理の
みを行い、PDFデータ化はしていない。
このように「資料室史料」は、本郷地域教育計画における長期的な実践の展開を見
出せる史料群である。地域教育計画研究にとって第一級の史料であると同時に、戦後
教育実践史研究にとっても多くの果実をもたらしうる貴重な史料であるように思われ
る。本郷公民館に残され、結果的に失われた史料も数多いが、大災害を免れた「資料
室史料」を活用すれば、戦後教育実践の一端を解明することが可能であろう。なお、
「本郷地域教育計画研究資料室史料目録」と「資料室史料」PDFデータは、筆者が保
管している。

謝辞
史料保全に尽力され、筆者の研究と作業に多大なご支援をいただいた吉田達也先
生は、2021年 8月にご逝去されました。ここに謹んで哀悼と感謝の意を表します。

写真１　三原市本郷公民館



262 『人文×社会』第 5号

写真２　本郷地域教育計画研究資料室

写真３　資料室内部（写真中央は吉田氏）

写真４　資料室内　田川氏物品

（以上 4枚の写真は、2018年 5月 8日、9日に筆者が撮影）
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