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１９５１年（出典不明：茨城県関係の資料と思われる） 

 

血 のかよった教 育 を  

～教育課程調査の旅から～ 

 

矢 口  新
 

〔１〕 

去る２月１２日から約二週間、私は茨城県下の

小中学校七校について教育課程の視察調査を行

いました。そして県の教育委員会事務局の調査課

をはじめ指導課、各出張所、視察対象となった小、

中学校その他関係者に大変な御世話になりまし

た。この視察調査の結果についてはいずれ他県の

調査と総合して正式な報告書が発表されるはず

でありますが、とりあえず私の今回の旅行で把捉

し得た二、三の問題を提出して県下の教育者諸氏

に御参考に供することは私の県に対する義務で

もあると思います。固ぐるしいことは抜きにしま

して、旅行の漫談―余り面白くもありませんが―

のつもりでお読みいただきたいと思います。 

上野を出たのは１２日の９時でしたが、その日

の中に私は久慈郡の賀美村に到着しなければな

らない予定でした。水戸へついたのが十二時過ぎ、

太田へ着いたのが一時半、そこからバスで約一時

間半で賀美村へ着いたのです。ところがこのバス

が私には大変ないい勉強になりました。教育課程 

調査の旅行第一日にこの経験を与えられたこと

を私は嬉しく思ぃました。 

 太田の駅からバスの乗り場までは相当歩かな

ければなりませんでした。それが私にはそもそも

わからないことでした。交通機関というものはつ

ながっているものとばかり思っていた私にはど

うしてこんなに駅から離れた所にバスの乗り場

があるのか、しきりと考えながら歩きました。 

 それはともかく同行の和田先生のおはからいで 

 

 

私たちはバスに乗り込み腰をおろすことができ

ました。ところが発車までの間にバスは物凄いこ

み方となってきました。それは七日正月という旧

の暦の関係だということを私はその時聞きまし

た。バスに乗っている人の大半は子供づれの若いお

母さん方でした。私のまわりだけでも五組ほど若

いお母さんと子供がのりました。背中に乳児をお

んぶして、四、五才の幼児の手をひいたお母さん

が二組、後の三組はいずれもおんぶしたお母さん

です。みな大きな風呂敷づつみを二つほど持って

おられるところをみるといずれもとまりがけで

さとへ行かれるところらしく見えました。 

私も荷物を三つほど持っていたので立ってか

わってあげるのはかんべんしていただいて、お母

さんたちの荷物をひざの上にのせてあげました。

多分私ほど長くは乗らないであろうと思ったか

らです。ところがこれは大変悪いことをしたこと

になりました。 

いよいよバスが動き出す頃には大変なこみよ

うで、まず真先に四つ五つ位の子供が悲鳴をあげ

ました。わあわあと泣きだすのです。続いて背中

の子供が泣きだすのです。無理もないことです。

大人でも相当ながまんをして時々はうなりなが

ら乗っているのですから。これは大変なことにな

った。かわってやりたいがと思ってももう身動き

ができないのです。それでもともかく同行の座間

君は一人のお母さんと子供に席をゆずりました。

しかしそんな事でとても片のつくことではあり
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ません。子供はあちらでもこちらでもワアワアや

っております。お母さんは、はじめはなだめたり、

すかしたりしておりましたが、しまいにはとうと

うのぼせてきたらしく手を引いた子供の頭をピ

シャピシャたたいたり背中の子供をゆすぶって

怒りはじめました。たたかれて子供はわけがわか

らずますます泣きだします。私はその間あごの所

まで荷物を一ぱいのせて、悲しい思いをして見て

いました。たまらない気持ちです。 

二、三十分そういう状況でバスは走りました。

その中にこんどは私の横にいた子供づれのお母

さんは気持が悪くなったのか窓から顔を出して

げえげえ吐きだしました。ふと私の前のお母さん

をみたら顔にあぶら汗を一杯かいてこれも気持

悪そうです。とうとうその中に私のひざに倒れか

かりました。もう一人そのとなりのお母さんも真

青な顔をして口をおさえています。 

 私の一人おいて隣には屈強な男の人が乗って

いましたが、この人はこういう光景には馴れてい

るとみえてノホホンとしておりました。かわって

あげたらどうですかと私は言いそびれてしまっ

たのです。若いお母さんなのにどうしてバスに弱

いのかしら、都会者の私にはバスに弱い人をこん

なに大勢みるのははじめてだったのです。それに

しても皆若い人達だのに。何か非常に疲れている

感じがするなどと思っていると、びろうな話です

が前のお母さんの子供からうんことをしたいと

いいだしました。大分おこったりあやしたりして

いましたが到頭途中で降りました。降りるときに

汗びっしょりの顔で、誰にともなく「ほんとに、

しようがないねえ。誰もこんな思いをして行きた

かないんだけど、義理だからねえ」といいすてて

行きました。 

一時間ばかりのこの私の経験はこの言葉でま

とまりがつけられました。それから先方へ到着す

るまで私はこんなことを考えていました。 

教育の世界では終戦後児童中心ということが

いわれ、現に今でも、児童の欲求ということが教

育課程の構成における大きな一つの柱と考えら

れている。学校の先生方は一生懸命その点で苦労

している。しかし今みたこのバスの中の光景は児

童中心とか、児童の欲求とかいわれるものとは非

常に縁遠いもののように思われる、その距離が余

りにありすぎるように思われる、これは一度ふん

どしをしめ直さなくてはいけない、こんなことを

考えている中に目的の学校に着きました。そうし

て学校の先生方に御挨拶をするときにこのバス

の話を中の話を申しあげて、ついでにこんな感想

を申しあげたのです。 

 私は児童中心とか児童の欲求とかいう考えが、 

最近輸入された思想であるからとか流行の思想

だからとかいうことでこういうお話を申してい

るのではありません。別にそういう言葉を使わな

くてもよいのです。私たちの真剣に考えなければ

ならないことは、いうまでもなく子供を立派な現

代人として育てることです。現代の人間とするた

めにはいろいろな性格が要求されるでしょう。今

私はその現代人としての性格がどういうものか

というような大きなことを問題にしているので

はありません。ただひとつその中に合理的な考え

ができるということも含まれているでしょう。と

ころが、このバスの中のような取扱い方を受けて

いる子供は果して、合理的な考え方ができるよう

になるでしょうか。わけもわからずに頭をぶんな

ぐられるというような環境に置かれていたとし

たら、どういう大人になって行くか、ぞっとする

のです。 

これは何もバスの中だけではないのです。バス

の中の光景は一つの表れであって、それが私ども

に教えることは、子供たちは、子供を合理的に考

える人間に育てようとするような大人の心遺い

の中に育っているのでなく、むしろそんなに子供

なんかにかまっておられない大人の都合だけの

不合理な因習の世界に住んでいるのです。ただ大

人の義理とかいう言葉で表される古くさい伝統

の中に引張り廻されて、バスにのせられ苦しい思
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いをし、泣けば頭をたたかれ、まわりの大人から

はそれに対して同情もされないで取扱われると

いう扱い方をされているのです。 

おそらくわれわれの社会は、われわれの気付か

ないそういうがんじがらめの組織をもっている

でしょう。その中で子供たちは大人になってゆく

のです。このことはわれわれはよくよく考えてみ

なければならないことでしょう。 

 もし学校の生方がこういう社会の実状に無関

心で学校の中だけで児童中心とか何とかいうこ

とを考えたり、子供の興味をどうするとかこうす

るとか言っていても空々しいことです。実は児童

中心ということも本来は、こういう社会の子供を

前提している社会に対する反省として生れたも

のです。そういう点を忘れてただ空念仏が今の学

校には多いようですが。 

私ども教育者はいつも、現実の社会で子供たち

がどう取扱われ、そのどこに不合理なものがあり、

それに対して子供がどういう考えをもっている

かをじっと見つめて、そこから子供を合理的に考

えるようにしてやろうと考えるべきでしょう。そ

うでなければ学校の教育は宙に浮いたものにな

ってしまうのです。そうなると教育者は結局何と

いうかというと、一番くだらない愚痴をいいます。

環境がわるいからいくら努力してもだめだと。私

は環境ということを考えるのは大切だと思いま

すが、それは環境を克服するためです。どういう

社会環境でどのように育っているから、学校でそ

れをどう打開しまたは利用するかと考えるので

す。 

環境に問題があることは、最初からわかったこ

とです。教育はそれを承知の上で人間を育てよう

とするのです。それには、その環境という現実の

中で、現在かくかくの生活をしている人間を問題

にするのです。現在人間がどういう生き方をして

いるか、どうありたいかを、現実でつかんだとき、

はじめて血のかよった教育が成立つと考えるべ

きでしょう。たとえば、一人の人に向ってあなた

は現在これこれの生活をしているがそれでよろ

しいか、他にはこういう生活としている人もある

ぞといったとき、本当に力づよい迫力をもってく

るのでしょう。こういう具体的な努力が教育だと

いうことを忘れてはならないでしょう。 

こういうことは何も児童中心という問題に限

ったことでありません。今の教育はカリキユラム

といい、学習指導といいますが、ただいたずらに

形骸にのみ目をつけて、真に実のある迫力のある

教育が行われていないのではないでしょうか。教

育が技術的に大へん進歩したことは確かであり

ますが、しかし結局はわれわれの社会や人間の現

実の中から、こうありたい、これではこまるとい

う人間自体に対する欲求がでてきて、教育活動が

はじまるのです。その当事者たる私たちが、今の

社会や人間の生活の仕方をみて、ああこういう人

間ではこまる、ああこういう人間にしたいという

具体的なものをつかんで、そこからわれわれの情

熱を湧きたたせ、その情熱が子供の方に移って行

くときにはじめて人間を育てることができるの

でしょう。そこにはじめて形骸でない、血のかよ

った人間育成もできるというものです。この大事

なめどを忘れた教育活動ではカリキュラムとぃ

い、社会調査といい、児童調査というもほとんど

無意味でありましょう。 

 そういう意味でもう一度私どもは私どもの現

実から出発し直す必要があるのでありますまい

か。学者の説も、文部省の様々な指導要領も皆こ

の大黒柱あっての枠組なのです、支柱なのです。

そのことこそ忘れないようにしようではありま

せんか。 

大体こんなことを申しあげて私は賀美中学校

の先生方に御挨拶したのでした。 

 

〔２〕 

私はこの度の調査で、いろいろな学校を見せて

いただきました。随分ぶしつけに、根ほり葉ぼり

おうかがいして失礼が多かったこととおわびし
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なければなりませんが、それは一つには、教育課

程が本当に血のかよったものとなっているかど

うかを知りたかったからであります。そうしてそ

ういう点でわれわれの努力しなければならぬ点

がまだ数多く残されていることを知りました。大

変に失礼な言い方ですが茨城県の教育は決して

血のかよった教育とはいえないのではないかと

いう気がしたのです。しかしそれは何も茨城県に

限ったことではないでありましょう。他の県の調

査結果も同様な報告となってあらわれています。

これは一体どういうことでしょうか。 

われわれはカリキュラムというものをきわめ

て形式的にしか考えていないのではないでしょ

うか。本来カリキュラムはわれわれの教育意欲な

いしは教育精神の表現であるべきです。それは生

き生きとしたわれわれの意欲があってはじめて

でき上るものです。ところでそれを表現するには

近代教育技術は様々な形式を必要とするのです。

そこにいろいろ形式的な操作もおこなわれるの

ですが、肝心の意欲のないところには表現形式も

なにもないわけです。ところが現代のカリキュラ

ムをみておりますと、内容のない形式だけがいか

に多いことでしょうか。  

 われわれは教科書教育を何んとか克服しよう

と努力してきたはずですが、それは教育というも

のはただ教科書の内容を教えるという形式では

成立たないという、教育の形式主義に対する人間

的な目ざめだったのです。教育者たるものがこれ

を子供につかませてやろうという意欲にもえた

ときにはじめて人を育てるということが成立つ

のでしょう。教育者の人間的な味が人間を育てる

のです。教育者が毎日人間として、この現実の社

会に生活しており、そこにああこういう人間がい

てはこまる、こうでなければならぬと感じたこと
．．．．．．

こういう人間をつくってやりたいと感じ
．．．

た
．
こと
．．

、
．

これが教育活動となって発するとき真の教育が

成り立つのです。それがなくては教育ではありま

すまい。それを教育課程として一定の形式にした

がって表現するのです。 

学習指導要領とかその他のいろいろな参考資

料は先生方が特殊な地域でもっている人間的な

意欲を広く日本的な見地でながめればこういう

ことになるということを考えると、一般的な見方

に過ぎないのです。これを参考にして先生方が自

己自身の教育意欲を表現して行くとき真のカリ

キュラムとなるのです。ところが一番大切な先生

方の意欲、それを生みだす先生方の生活探求とい

うものに現在のカリキュラムは目が向いていな

いのです。そこに一番大きな問題があるのです。  

言いかえれば先生方はまず人間として生き生

きと生活することが大切なのです。それが生活の

問題を先生方に気づかせてくれるのです。それは

カリキュラムの構成上の用語を使っていえば社

会の実態調査ということです。予供のよい点、悪

い点をみぬく、子どもの考え方のたりない点を発

見すること、これは子供と一緒に生活することに

よってできることですが、それは児童調査という

ことです。調査とは何も紙をつかってやることば

かりではありません、これも要は実質です。そこ

からどういう単元にするかということもきまっ

てくるでしょう。つまりどういう問題を子供に発

見させ、何を考えさせるかということのおよその

方向がきまるのです。生きた単元となるのです。 

ところが現在はカリキュラムといい、単元とい

い、あるいは社会の実態調査といい、すべてただ

形式のみで、どこかのよその学校の単元であり、

調査がかりに行われたとしても一つの型がおこ

なわれているだけであり、あるいはカリキュラム

が一つの型としてつくられているだけではない

でしょうか。 

こういった状態で果して人間を育てるという

ような血のかよったことができるでしようか。 

ある中学校で先生方が男女共学がうまく行か

ないと言っておられましたが、その学校とみると

先生方の男女共学がそもそもできていないので

す。先生方が男女の協力ということを努力しよう
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としないし、そういうことについて全然考えよう

ともしないし、話し合って見たこともないのです。

ただ伝統というか因習にしたがって生活してい

るということだけなのです。それでどうして子供

に男女の協力についての教育ができましょう。男

女の共学ということ一つでも、それは単なる形式

では真に成立たないのです。 

先生方にお願いしたいことは、まず人間として

生活してください、はつらつとした心情で生活し

てください、毎日の生活を人生の真実探求として

暮して行ってください、ということです。 

学校で教育活動をされる先生方は、もし先生方

が協力しておやりになる気にさえなれば、一番よ

い人生を送ることになるでしょう。社会のことか

ら自然のことまで一番大切なことを子供に考え

させる仕事をされるのですから。そのために先生

方がまず協力して社会や自然のことを話しあわ

れ勉強され、現実を探求されるならばこれは大変

面白いゆたかな人生になるというものでしょう。

私も実はそれが一番この仕事の魅力だと感じて

いるのです。そういう豊かな人生を送られる先生

方のおつくりになる教育課程が本当に人間を育

てる教育課程でしよう。  

 

以上私は茨城県の教育課程調査からたった一

つのことをとりだして申し上げたのですが、この

点に向って全県下の先生方がもう一度お考えに

なってみていただいたら、文教茨城の建設に役立

つのではないでしようか。まだ申し上げたいこと

はいろいろありますが、もう形式的なことを言っ

ておる時代ではないと思いますので、また紙面を

与えられるときがありましたら一つずつじっく

りと申し上げてみたいと思っています。 

暴言を多謝します。 

（国立教育研究所員） 

 


