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研究成果の概要（和文）：この研究は、1930年代から高度成長期までを一つながりのスパンとして時期区分し
て、収集した関連資料を整理した前研究である「日本の学校化社会成立の諸相」研究に続くものである。
　教育制度の社会史研究の分析枠組みとして「境界線の学校史」という研究の枠組みを設定した。そのもとに、
前研究で注目した学校化社会の各レベルの周縁にある諸学校として、工業高校、定通教育機関、夜間中学、朝鮮
学校を対象とし、さらに教科教育との関係で道徳教育を、普通教育との関係で専門教育を検討の素材として転換
点を迎えている日本の学校が直面する課題の歴史的意味と位置づけについての知見を得た。

研究成果の概要（英文）：This research follows our JSPS previous study "the formative process  of the
 schooling society in Japan" . With the viewpoint of the social history of the educational system, 
we approached the historical realities of various schools (industrial, part-time and correspondence 
course of high schools, night junior high schools, and Korean schools) and educational theories and 
practices (guidance and technical education). The contents of the research outcome is as follows.①
The Problematique: On Historical "Demarcation" in Japanese School System,②Formation and Development
 of Japanese School System,③Emergence and Reformation of Evening Junior High Schools,④"Education 
for Working Youth around Reformation of High School Part-time and Correspondence Course,⑤ 
Boundaries  of "Public" between Japan Society  and Korean Residents in Japan,⑥Guidance against/as 
Moral Education,⑦ Technical Education and  Junior High School,⑧Boundaries Defining Technical High 
School and those Meanings

研究分野： 教育学
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１．研究開始当初の背景 
研究代表者は、社会変動に注目しながら、

日本の学校システムの定着とそこでの教育
の営為の展開と転換を教育学の動向も加味
しながら検討してきた。義務教育を修了し
た後もなお学校に通いつづけようとする行
為の定着する時点が学校システムの起動の
時期であるという仮説のもと、1930 年代に
おいて積み上げ式の学校体系にもとづく人
間形成の方式が受容されたと捉え、その諸
相について検討することで、戦後の教育を
準備する諸動向を示してきた。さらに、そ
こから連続する動向の中で 70 年代初頭ま
での高校進学動向に 10 代の学校への包摂
の完成の過程があると捉え、その間に学校
－仕事の連絡を動因に人びとの学校受容が
大きく進んだことを示してきた。 

本研究では、その過程で明らかになりな
がら十分に検討の対象に位置づけられてい
なかった学校受容の諸相に注目して検討を
進める。このような考察が必要とおもわれ
るのは、1990 年代以降学校化社会の動揺が
明確になる中で学校の土台が大きく揺らい
でいることにある。高度成長のなかで成立
した企業社会において作りあげられた家族
―仕事―教育の循環が 90 年代以降滞るよ
うになり、学校が仕事と間断なく連続する
自明性を失いつつある。そのなかで、学校
で子どもや教師が勉強したり交流したりす
ることが当たり前のこととして成り立って
きた学校生活、子どもが学校に通うことを
支える生活条件といった学校を成り立たせ
る基盤が動揺しているといえる。本研究で
はこうした学校の基盤を作ること自体を課
題としてきた諸学校に注目した。 
 
２．研究の目的 
本研究は、日本における学校の受容の時

期とその条件や進行の有り様を解明するこ
とを目的とする。研究代表者は 1930 年代
から高度成長期までを一つながりのスパン
として、10 代が就学の対象として包摂され
る過程を学校化社会の一つの指標として捉
え、義務制学校後の諸学校に注目して学校
受容化の過程の検討を加えてきた。本研究
は、これまでの研究に加えて、夜間中学校、
朝鮮学校など戦後学制のメインストリーム
の周辺・周縁の諸学校や生活指導、職業教
科など学校教育の周辺的に位置づけられて
きた諸領域・教育理論に注目し、教育制度
の社会史の方法を用いて、日本の学校シス
テムの定着の諸相の特質をより詳細に示す
ことを目的とする。 
 
３．研究の方法 
学校による独自な人間形成の受容は決し

て直線的に進んだものではない。高度経済
成長期までは近代以前から長く維持されて
きた共同体や家業に基づく人間形成が様々
な形をとって健在であったからである。そ

うした学校の外の就労に深く結びついた人
間形成に対して、学校は、妥協や対立を含
む葛藤を伴いながら、学校システムを支え
る制度のあり様を内側から形成してきた。
このような対象認識にたって、法令を一つ
の与件としながら、その中で作られる行
動・観念の社会化された規範様式という広
義の意味で制度を捉え、法令的な規範の貫
徹をそのままでは許さない教師と子どもと
の相互関係のなかでつくられる規範様式を
捉えようとした教育制度の社会史研究に基
づいて考察を深める。 
 
４．研究成果 

教育を学校として表象することが定着
した社会である学校化社会の成立には、そ
れを補う周辺・周縁に位置した諸学校や諸
領域、さらにそれを支える教育理論が関与
していた。それは単なる補足物ではなく、
学校制度が抱えもった課題に対応するこ
とで学校システムを内側から支え、全体の
システムを機能させる役割も果たしてい
た。そのメカニズムとして、社会の要求に
対してそれぞれの学校やそれを成り立た
せた領域を定めた境界線の引き直しが見
られた。 
境界線の引き直しによって生み出され

た新しい領域が抱えた諸問題・葛藤はこん
にちの学校システムが直面する諸問題に
連続するものでもあった。戦後の学制が人
びとに開かれた体系でありながらそのこ
とが実質的に学校にアクセスすることを
妨げるという逆接的な状況に対して、夜間
中学は制度の枠組みを裏切りながら実質
の教育の機会を保障する機関として生み
出され、その「あってはならない」が「な
くてはならない」という緊張感を伴った矛
盾的な性格を示した。また、学ぶことと働
くことの境界線を明確にした戦後の学制
の中で定通教育は労働への境界線を広げ、
技能連携を提携する中で労働時間の制限
や職業訓練への介入など労働からの保護
という作用を実現している。さらに国民を
主語にした学制の中で、朝鮮学校の強制的
な閉鎖の後の暫定的措置として設置され
た公立学校の分校としての朝鮮学校の実
践は、国民の境界線を部分的にであれ相対
化させていた。学校教育の内容の枠組みと
いう点でも、普通教育も職業教育という公
教育編成のカテゴリーに対応した普通と
職業の教科編成、教科を中心とするカリキ
ュラムの枠組みが、人格と価値の教育、義
務教育レベルでの普通教育、高校のカリキ
ュラム編成を通して問われる状況が生み
出された。本研究で明らかにしたこうした
学校体系の周辺・周縁の境界線をめぐる諸
動向は、戦後の学制の中核部分を問うこと
にもなっていたと考えられる。 
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