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研究成果の概要（和文）：本研究の成果として、a)初期教育研究大会の成立と講師団選出過程、b)日教組結成から1950
年までの法的な位置づけと政治的な立ち位置の変容、c)「教え子を戦場に送るな」のスローガンの成立過程、d)人材確
保法の成立過程、e)日教組におけるストライキ批准体制の確立、f)1973年春闘におけるストライキ戦術と交渉の解明、
g)連合加入をめぐる400日抗争の解明、h)1995年の文部省と日教組の和解のプロセス、i)国際労働運動における日教組
の位置を明らかにした。以上の点から、労働運動体と教育運動体としての日教組との二重性をふまえ、日教組の多面的
な運動、それぞれに与えた影響を実証的に明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This research project clear the following points. a) Establishment of National
Conference on Educational Research and Selection of Lecturer Group, b) Transformation of Legal Status and
Political Position of Japan Teachers Union(JTU) from Establishment Meetings to 1950, c) Process of making
the slogan
Oshiego wo Senjyou ni Okuruna , d) Legislation Process of
Jinzaikakuho‑hou , e)
Establishment of Strike Ratification in JTU, f) Analysis of Strike Strategies and Negotiations in 1973
Syunto , g) Analysis of 400niti‑koso
from
Rengo affiliated problem , h) Reconciliation between
Ministry of Education, Science and Culture and JTU in 1995, i) Positions of JTU in International Labor
Movements. Above these points, this project show the impact of JTU s multilateral movements as the dual
agencies of Labor and Education.
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