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1990 年代の恵那教育研究所と教育実践（6）
── 石田和男の生活綴方論の到達点 ──

森　田　道　雄

は じ め に

　本稿は，（5）をもってシリーズとしての区切り
の段階に一応到達したが，恵那の教育を総括する
研究はとても完結したとはいえず，さらに書き続
けるべき課題がたくさんあった。その一番大きな
残された課題は，「恵那戦後教育史」としてまと
め直すことであるが，そこには避けて通れないも
う一つの課題があった。それは，「恵那の教育」
において中心的役割を果たし続けた恵那教育研究
所長石田和男の活動と理論的貢献の全体像を明ら
かにすることである。
　「恵那の教育」は 2000年に公刊された『資料集
「恵那の教育」』全三巻において戦後の全体像を示
すべく，一次資料を編集して「解題」と解説，年
表をつけることで完了した。確かにその仕事は，
恵那の教育の全体像を描きはしたが，その理論的
核心，つまり教育実践や運動を支えた教育理論が，
どのように展開され，深化したかを明らかにした
わけではなかった。なぜなら，その中心にいた人
物である石田和男の全活動を集積し，整理総合す
る作業を欠いていたからである。第三者が集めら
れるだけの資料をもとにそれに挑むことは不可能
ではないが，本人への聞き取りも含めて，可能な
限り正確にその実像を究めることがどうしても必
要であった。しかし，それを石田は長らく同意を
与えなかった。石田はむしろ「資料集」編纂と出
来れば「恵那教育五〇年史」の編集によってそれ
を果たそうとし，自分の個人著作を編集すること
は一貫して拒んでいたのである。その理由は，簡
潔にいえば，恵那の教育は集団的活動として展開
されたのであり，特定の個人が注目されるべきで
ないという信念を持っていたからである。

　70年代半ばからすでに，恵那に関わりの深い
ある出版社が石田著作集公刊を意図したものの，
了解を得ることが出来ず頓挫して以来，この企画
は陽の目を見ることがなかった。しかし，他に類
を見ない恵那の教育の全体像を解明するうえで
も，石田個人を研究対象にすることと，その著作
集の編集公刊は，教育研究者にとってもぜひ実現
したい課題であった。2012年，やっと石田本人
の同意が得られ，有志による全著作の資料目録の
作成が始まった。幸いにも科研費補助が受けられ
ることとなり，恵那教育研究所の協賛も得て共同
研究体制が整えられることになった。この流れの
中で，石田個人に焦点化して恵那の教育の全体像
を考察することで，石田が果たした重要な役割が
明らかにされ始めた。もちろんその役割の重要性
は以前から誰もが認めることであったが，実際の
資料をもとに再構成し，研究的視点から検証でき
るようになったのである。
　さて，このたび石田著作集の編集が進行しつつ
ある中で，筆者にとって大半の著作類はいつか目
にしたものであったものの，実践の子どものナマ
作品とか教育ノートの類いは初めて目にするもの
が多くあった。中でも大きな成果は，1986年 10

月に行われた第 8回生活綴方研究会での石田の基
調講演「今，なぜ生活綴方か」を見ることが出来
たことである。講演記録は通常は石田が手を入れ
て印刷されるのだが，これはそれがなく話し言葉
からの記録という制約がある。しかし生活綴方の
本質的な意義と指導方法を語った重要性の高いも
のであることがすぐにわかった。これを見ること
で，あとに書かれた「作文教育の今日的課題と教
師」（1990.4）や，『人間・生活・教育』の最終号
（1997）掲載の ｢子どもをつかむことに寄せて｣
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などの論稿が繋がり，この時期の石田教育理論の
いわば集大成の到達点をみることが可能になっ
た。
　そこで，今回（6）として，「今，なぜ…」を中
心素材にして，石田が独自の生活綴方論を語った
中味を確認することとした。なお，前稿（5）では，
生活綴方論の項は意を尽くすものではなかったの
で，本稿はそれの補強をする位置づけになる。

1.　「今，なぜ生活綴方か」講演の概要

　石田が恵那の生活綴方教育を牽引してきたこと
はよく知られているが，実際に生活綴方教師とし
て実践できたのは限られた時期でしかなかった。
つまり，石田は『夜明けの子ら』の実践家として
紛れもなく生活綴方教師ではあるが，一貫して生
活綴方教師だったと規定するには若干の注釈が必
要だろう。なぜなら，教員生活 34年のうち，学
級担任は 11年のみで，しかも最後の 67-8年度の
「みつばち学級」では生活綴方文集をつくれなかっ
た。恵那のすぐれた何十人もの生活綴方教師，何
百人もの恵那教科研，東濃民教研の会員教師のな
かで，実践記録，学級文集，学校文集は夥しい数
が残されたが，その中で生活綴方の理論にまで言
及したのは石田ただ一人と言ってよい。言及どこ
ろか，戦前の遺産の継承，戦後の生活綴方復興の
意義づけ，小川太郎や国分一太郎による「生活綴
方的教育方法」に対置される「生活綴方の精神」
などの独自の理論的貢献は，石田において達成さ
れたものである。
　その理論的貢献は，生活綴方教育の分野にとど
まらず，「ほんものの教育」を志向して止まない
恵那の教師集団の全教育理論をカバーし，それを
方向づけるものであったから，世間に言うところ
の生活綴方の枠（いわゆる表現技術の指導）を大
きくはみ出している。だから「生活綴方実践史｣
というような書物の中には石田や恵那の実践・作
品はほとんど無視されてきた。このような意味か
ら，石田の教育理論の学問的貢献を位置づけ，意
味づけるためには，その総体を取り上げなければ

ならないのだが，その核にある「生活綴方の精神」
は単に思想・理論だけの次元ではなく，具体的な
生活綴方の指導法（いわば技術）を伴うものであ
る。｢綴る｣ という固有の教育作用の意義を石田
はくり返し強調してきた。それは表現指導とか，
二元的な生活指導とかの理論とはある意味で鋭く
対立する論点を含んでいるのだ。そういうものを
読みとるためにも，この「今，なぜ…｣ は重要な
資料なのである。どう整理するかは後でふれるこ
ととして，速記録資料のままに再現しながら論点
を示しておくことにする。

　講演はまず冒頭で，1970年に西小学校で生活
綴方の自主的な研究公開がおこなわれて以降十数
年たったが「私たちは結局，人間と教育の自由の
問題を追求してきたのだと思います。生活綴方の
実践ということは，実際には人間の自由を教育の
上で追求していく仕事なのだと，今しみじみと思
うのです」と語り始めて，｢生活綴方の教育は自
由を求めていく闘いの主要な内容になる｣ が，今
忙しく苦しいし，楽になりたいと誰もが思う。し
かし，この闘いは大変な仕事なのだし，｢えらい」
（えらいはしんどいという意味）かもしれないけ
ど 70年当時は「えらかったけど楽しかった」と
いう思い出もある。奴隷のえらさではなく，楽し
くやれたしその中に本物があった，と述懐する。
つぎに ｢私の教育史的前史」として，戦争中と戦
後の時期のことが語られており，以後の論述の下
敷きのような論点が，次のように語られている。

　教師になった時に，私自身が感じていました
痛みと同じことが二度と起きないように，私も
教師としての責任で，子どもたちに対して考え
なくてはならないという事だけが，教師になる
決意のひとつでありましたし，教師になってか
らの理想のひとつでもあったのです。／それは，
教育課題としていえば非常に単純なことなので
す。戦争中，私は深く物事を考えることができ
なかった，結局馬鹿だったわけですが，それを
なくしたいということです。子どもたちに賢く
なってもらいたいという願いなのです。
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　……私なりに考えてみたのですが……人間は
考えるということに最も重要な値うちがあるの
ではないかと思ったのです。だから考えること
ができるか，できないかということが，私の体
験した痛みをくり返すか，くり返さないかの鍵
になる非常に大事な問題だと考えたのです。
　……当時，私自身は考えることが大事だ，考
えることが大事だということを強調するだけで，
考えることはどういうことなのかを子どもに与
える中味を，教育方法論としては持たなかった
のです。したがって，「考えよ｣ ｢考えよ｣ と言
うだけで，子どもたちに ｢考えたか｣ と言うと，
「考えた｣ ｢そうか｣ ということはあっても，子
どもたちは考えられなかったのでした。……子
どもたちは ｢考えたか」のオウム返しみたいな
もので，「考えた」と言うのですが，いくら見て
おっても，考えた結果というものが出てこない
のです。｢考えた｣ といって答えるものは，少し
も考えた結果としてではないものしか，子ども
たちは答えないというふうでした。だから，何
か ｢考えよ｣ というだけで，考えるものではな
いということだけは私にもよくわかりました。
（p 2-4）　（……は省略，／は段落）

　石田は，自分が強調することが子どもにとって
は空虚にしか見えていないことを悟り，自分の教
師としての弱点，間違いがあるとしきりに感じて
いたのだが，1949年に国分一太郎が講演で大関
松三郎の「ぼくらの村｣ を紹介し，それに ｢胸が
ふるえた｣ というほどの感動を受けた。この松三
郎体験なるものは，石田に限らず，当時の恵那の
教師たちにも共有されるものであった。石田はこ
の講演で，松三郎の作品を生みだした寒川道夫の
指導法に強く惹きつけられた。寒川の生活綴方教
師としての実績が事実ではないということがその
後研究者によって明らかになったが，そのことは
そのこととして受けとめなければならないとして
も，そういう作品や指導方法から大きな影響を受
けたことを否定することはできない，というのが，
石田のスタンスである＊。つまり，生活綴方の指
導方法のエッセンスを学んだということを意味す
るが，同時にそれは，石田自身が自らの手でその
指導方法を体得し，さらには発展させたというこ

とでもある。戦後のおおくの生活綴方教師たちの
中で，石田ほど先輩教師としての寒川たちからの
学びを強調する例は少ないのではないか（だから
恵那の生活綴方は生活綴方の本来のよさを保持し
ていると戸塚廉らが賞賛した）。石田は松三郎が
自分より二歳ほど年上であることに驚くと同時
に，それを指導した教師の存在に注目し，当時の
自分のやっていることとの違いを思い知るのであ
る。
　＊ 寒川が多くの松三郎作品を創作（捏造）し
たということは，生活綴方のリアリズムを貶める
行為である。そういう類いの作品は生活綴方とし
て承認しがたいとしか言いようがないからであ
る。石田は寒川とはまったく逆に，書かれたまま
の表現から子どもの生活や心情を読みとることに
至高の価値をおいた。後で見るように，子どもが
書く過程への介入には極めて抑制的なのである。
まして，教師が手を入れた作品など作品の意味が
ない。

　私がその時（国分から松三郎作品を教えられ
た時）とらえた綴方は，何であったかといいま
すと，「『考える』ということを教育として方法
化したもの」でした。｢考えよ｣ と言ったって，
考えられるものではないことについては気づい
ていました。考えるということを，実際に子ど
もたちに身につけさせていく教育の，具体的方
法は何なのかということがわからなかった時に，
生活綴方というものこそ，まさにそれなんだな
と私は受けとったわけです。……／それでは，
何を考えるかという問題になるわけですが，そ
れは生活を考えるということなのです。……生
活を考えるという問題は，まさに生き方をみる
という問題であり，自分を考えるという問題で
す。私が求めたかったのはそのことだったので
す。……生活綴方は私にとっては，自分を考え
るという，教育の特性的なものなのだというふ
うに当時はとらえたわけです。／それ以降，ず
うっと今日に至るまで，生活綴方という教科に
ないものを何故やるのか，何故大事かと問われ
たりしますが，一切の教育の土台，基盤になる
仕事なんです。逆に言えば教育の結節点として，
あらゆる教育の成果として，そこのところが生
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活綴方というものになってあらわれるものだと
とらえることができると思います。そういう意
味で，何らかのひとつの教科の問題として，生
活綴方を重視するというように私たちは今まで
取り上げてきたのではないわけですし，私自身
もそう考えなかったのです。もっと教育の根底
的な基盤なのだととらえておったわけです。そ
ういう意味で，生活をみるということが，実は
考えることなのだということを初めて知ったの
は，その時でした。……（5-6）　（　）は引用者
の補充

　こう述べて，石田と生活綴方の出会いのもっと
も中心的な問題意識が語られ，これ以降は自身の
｢前史｣段階から実践を展開する段階の話しになっ
ていく。講演では，その後の ｢ありの子｣ の実践
などにはほとんどふれられず（安江満寿子を引用
して語るのは別として），いろいろな模索があり，
思いついたり，考えたりしたことがあるが，｢自
分のやってきた生活綴方の実践の原則｣ というも
のをいくつか語り始めることになる。｢原則｣ と
いうより「特徴｣でもいいと注釈がついているが，
｢特性｣ の方がわかりやすいかと思われる。まず
は ｢基本｣ は二つだと言う。

　実践の基本をどこにおいたかといえば，あり
のままということをどう追求するかがひとつで
す。それから，子どもの人間にものを付与して
いくというか，与えたり塗りつけたりするので
はなくて，子どもの人間をどう引きだすという
ことです。……ありのままという問題と引きだ
すという問題が，私の実践の上でのひとつの基
本になってきただろうと思います。ありのまま
という問題をもっと違った言い方でいえば，現
実直視による真実の発見，追求の問題だったと
思いますし，子どもの人間を引きだすことの側
でいえば，それは人間のよさ，すばらしさの発
見として，私が受けとった問題でした。……（6）

　ここから ｢指導の原則｣ の重要な課題が示され
る。実際の指導場面に沿って話されているのでわ
かりやすいのだが，かなり踏み込んだ高度な中味
が重層的に語られており，その原則が，一，二，三

と明示的に整理されているわけではないので，こ
こでは紹介者の裁量で区分けして整理したこと
を，予め断っておく。
　第一は，「何を書くかが決まれば，どう書くか
は子どもが見つけ出す｣ ということである。何を
書くのかということを「どう子どもに見つけさせ
るかということが，生活綴方の指導上の一番の軸
になるべき問題だ｣ と言う。

　第一の問題は，綴方は何を書くかをつかめば，
どう書くかは必ず子どもが自分で見つけるもの
だという立場です。だから，どう書くのかとい
う問題には，絶対に触れないのです。何を書く
かということを子どもに見つけさせるかという
ことが，生活綴方の指導上の一番の軸になるべ
き問題だと考えていたと思います。／……なん
とか綴方をしっかり書かせたいとすれば孕ませ
なければならない，どう子どもの中に孕ませて
いくかです。だから，教師の綴方にかかわる第
一の要点は，子どもにどう綴方を孕ませていく
かという問題になると思います。／それは子ど
もに何を書きたいとか，何を書かねばならない
かと思わせるかという問題です。子どもは，書
かねばならないという程にまで自覚的にはなら
ないだろうとは思うのですけど，これを書きた
いなあというところで止まることなんだろうと
思うのです。そのことが客観的にいえば，書か
ねばならない，書くことによって自分を越えて
いく問題になるのでしょうが，子どもは主観的
に書かねばならないから私は書くというふうに
はならないのです。……それよりむしろ子ども
は積極的に書きたいという要求はあるわけです。
その書きたいという要求をどうつかませていく
かという場合，「何を」という問題が必ずついて
くると思うのです。（7）　

　　　

　教師が書かせたいものと子どもが書きたいもの
とが違うということが往々にしてあることだとし
て，「子どもが何を書きたいのか，書きたい中身
をどうもたせていくのかというところに，教師の
果たすべき役割があるだろうし，そういう場合の
「何を」をどうとらえさせるかというときに，教
師の値うちがある」と指摘する。この教師の役割
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は ｢孕ませる｣ という言葉が使われているが（こ
の孕ませるという言い方には若干違和感を感ずる
人もいるかもしれないが，「どう」書くかは子ど
も自身の領分だということを強調するための言い
方の工夫である），このあと更に詳しく論じられ
る。
　教師の指導によって，ある子らは意味のあるこ
とが書けるが，別の子らは犬とか花とか運動会み
たいなことしか書けないとすると，その違いは子
どもの側にあるように見えながら，実は教師の側
にあり，子どもが書くときに何を選ぶのかという
問題は，綴方の指導だけで左右されるものではな
く，「あらゆる教育活動の反映」として書くこと
に出てくる，と述べる。「何を書くかという問題は，
もちろん綴方を通して子どもたちに値打ちを理解
させることにもあるけれど，むしろ教育全般の活
動を通して子どもたちにその「何を」を選ばせて
いくことになる」のである。

　「何を」書くか，どういう題材を書くか，中味
に何を書くかという問題は，実は生活が子ども
に生みだしているものなんです。……書きたく
なる中味というもの，生活が生みだしている「何
を」という問題については，強い弱いとか，深
い浅いというような意味の価値についての判断
の違いはあると思いますが，それを自分が生き
ていく課題として（それは綴方だから綴るとい
うことになりますが）そして綴るべき中味，「題」
として，どう自覚的に意識させるかという仕事
が，実は綴方の中でいえば，非常に大事な仕事
ではないだろうかと思います。／どう書くか，
どう書かせるかという眼を教師の側から本当に
取り除かなければならないのです。どう書くか
を子どもに結果として考えさせるようにするこ
とが，教師の値打ちであって，どう書くかを教
師が教える仕事ではないのです。結果として，
どう書くかを子どもが考えるようになりさえす
れば，教師の役割はほとんど果たせたことにな
るだろうと思います。（-8）（　）は原文　下線
引用者

　次に石田は，書く自由，書かない自由というこ
とがこの二，三年問題となったこと（丹羽実践を

めぐって村山士郎が言及）を取り上げて，書くた
めに問題を意識化していく手だてについて，つま
り子どもが書く，書けるようになっていく上での
指導の手だてをわかりやすく，具体的に説明して
いる。それは「題見つけ」の指導法といってもよ
い。とらえ方によっては「書く自由」を保証する
ということでもあるだろう。長くなるが，そのま
ま紹介する。

　……何を書くかを子どもがどう選択するかと
いう問題です。教育実践という場合は，基本的
に書くということをある意味では待つというか，
書く意欲を子どもから引きだすことが基本です
けど，それは書かせることによって意欲的にな
るということもあると思います。その場合，書
きたくないといったから，何もかも仕方がない
というばかりではなくて，書くことによって，
それが書く意欲に転化されることが全くないと
は言えないのです。けれど，書かせられる立場
だけでは，生活綴方は基本的に，書く自由，書
く意欲，問題を自分のものにしていくことには
なかなかならないだろうと思います。／その場
合，問題を「題」として意識化させていく手だ
ては，綴方の教育に限っていえば非常に重要な
問題です。問題はある，問題があるなら書きな
さいではなくて，それを「題」として，書くべ
き中味としてとらえることが大事になると思い
ます。それを文の構成や構想，方法としていわ
れる人もあります。……ふと書き始めれば，連
なっていくというだけの中味をつめておけば書
いていけるものです。だから，深く問題をとら
えるというか，大きくとらえる，重くとらえる
ということが大事になると思います。／「題」
を意識化する手だては，教育の方法としてもさ
まざまに考えなくてはならないと思います。私
の場合，一般的に生活姿勢としての呼びかけを
随分行ってきました。何でも「なぜだろう？」
と考えなくてはいけない，いつ見ても「なぜだ
ろう？」「どうなっているか？」とものを見なく
てはいけない。そういう眼がなければ綴方にも
ならないし，考えることもできないということ
を強調してきました。（8-）

　「題見つけ」の重要性はさらに具体的な手だて
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の説明として続く。題みつけノートを持たせると
か，作品鑑賞させるとか，書きたいことを子ども
に意識化させることの重要性とその方法が強調さ
れている。この指導のあり方は，子どもに書かせ
るための生活綴方の指導法であるが，実は教師が
子どもと向き合うときの教師自身の問題のつかみ
方，意識化と同じことだとも言っている。

　ありのままに綴るということは，自分で何か
書きたいことを生みだすためのさまざまな教育
的手だてを当然必要としてくると思うのです。
……何か問題を子どもたちに意識させようとす
れば，意識させなくてはならない命題が教師に
とってはっきりすれば，どうしたらいいかとい
うことは，子どもと同じで，教師が生みだすも
のなのだと思います。何を書くがわかれば，ど
う書くかは子どもが自分で考えると同じように，
子どもたちに何をわからせなければならないか
を教師がはっきりさせれば，どういうふうにそ
れを子どもたちのものにしていったらいいかは
教師は思いつけうるものなのです。自分で方法
も思いつきもできないのにやらなくてはならな
いというふうに問題がとらえられるとするなら
ば，それはまだ何をしなくてはならないかが自
分はっきりしない証拠だと思います。どうやっ
たらいいかわからんということばかりが悩みだ
という時は，たいていやらねばならないことが
わかっていないときが多いのです。何をしなけ
ればならないかが本当に深くとらえられた時は，
実は教師にとっては，どうしなければならない
かということが方法になってあらわれてくるべ
きものなのです。そこが，教育のもつ特性の大
事な点なのだと思います。（10）

　子どもが書けない悩みは，実は教師自身が何が
問題かを見つけられない悩みと同じなのだという
ことである。ここで語られていることは，石田が
言うようにまさに教育が教育として成り立つ上で
もっとも高度な次元を教師の技術として語ってい
るのである。すぐそのあとの続きがある。

　私の教育課程づくりの時も申し上げたことが
あるのですが，「何を」「何のために」子どもた
ちに教えなければならないかが重要な問題なの

です。「何のために」「何を」子どもたちに教え
なければならないか，わからせなければならな
いのかという時に，「何のために」と「何を」と
いうものを「どう」というところで教師が思い
ついていった時に教育実践になると思います。
だから，「どう」という方法にまで深めて「何」
という問題を深くとらえないと，「何を」がわかっ
たみたいで「どう」がわからない時は，やっぱ
り本当はわかっていないことだと思うのです。
だから，子どももどう書いたらいいかわからん，
もっと事前には何を書いたらいいかわからん，
書くことがないというわけですが，その時は本
当に中味がないわけです。本当に書きたいこと
がつまってくれば書くものです。／だから，子
どももそういうふうに「何を」という問題さえ
とらえれば，「どう」ということが出るように，
教師もやっぱり子どもたちにわからせていくべ
き「何を」を「どう」という方法として，自ら
具体化できる，実践化できるふうにまで「何を」
というものを深めて，つかまなければないけな
いのではないかを，私はそういうふうに絶えず
考えようとしてきました。そうばっかりいかな
んだという話しはいくらでもありますが，そう
いうふうに私は，教育をわけても生活綴方では
考えてきました。それが私の教育実践のひとつ
の原則のようなものです。（10）

　ここでの引用は省略なしでおこなったが，これ
は石田が，そして恵那の教師たちが取り組んでき
た生活綴方が，作文教育の範疇にはいるものでは
なく，「生活綴方の精神」として，「生活綴方的教
育方法」の用語と理論を批判する核心的箇所であ
る。ややくどい感じの話し言葉だが，まさに生活
綴方の理論の中心部分を教育実践として展開した
語りとして注目する箇所である。表現指導こそが
生活綴方の核だという見解への批判ともなってい
るし，教師の指導理論としてみても生活綴方でな
ければできないという石田の信念が良くあらわれ
ている箇所である。
　このあとさらに，綴方は生活からうまれるとい
う原則的問題を語っている。

　（綴り方を孕ませていく上での）もうひとつの
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問題は，綴方は生活から生まれるものだという
問題です。よい綴方はよい生活から生まれるこ
とを私たちは強調してきました。生活こそ綴方
の種，母体なんです。その生活ということを抜
きにして，綴方だけを方法の問題として，表現
だけを強調してみたって，これはなかなか綴方
にはならないだろうと思います。だから，本当
に綴方を子どもたちに書かせようとすれば，本
当の生活を子どもたちにさせる仕事がいちばん
基本になります。それが実は「孕み」の基本な
のです。いってみれば，綴方の源泉は生活であ
るし，綴方の教育でいえば種なのです。種は生
活の中にあるという問題です。（11）　（　）引用
者

　

　ここで 50年代の石田自身の回想が語られなが
ら，麦に肥やしをやったらさっと変わるようには
子どもの生活は変わらない，そういうふうに子ど
もの生活をつくるわけにはいかない，「ある意味
では，非常に長く見通さなければいけない問題で
す。それは，今日の綴方のために今日の生活を強
調することではないわけです。明日綴方を書かな
ければならないから，今日しっかり生活をしなさ
いというようなものでもないのです。けれど，い
い綴方を子どもの中から生みださせる，子ども自
身がいい綴方を書けるようになろうとすれば，い
い生活を子どもたちに日常的にさせることが基本
と考えられない限り，綴方という面だけを取り上
げても，いい綴方が書けるというわけにはいかな
い問題がある」と言っている。

　よい生活をつくりださせるためには，一般的
指導と個別的な特殊的指導があるのは当然のこ
とです。一般的に生活をどうつくりださせてい
くかは，これはみなさんが今日いくらでもやら
れていることです。例えば綴方の作品を読むこ
とを通して，いい生活とは，こういうような具
体的な問題のときはこういうふうに考えてみた
り，こういうふうに自分の行動をおこしたりす
るものだ，○○君のやっている生活はやっぱり
いい生活やなあということを具体的に考えてみ
る場合もあります。……「あっ，そういうこと
なのか」というふうに，子どもたちが個別的，

具体的に生活をもっと受けとめていくという問
題もあります。指導それ自体は，一般性と同時
にそういった個別性をもったことに当然なるだ
ろうと思います。／またよい生活をつくりださ
せるためには，長期的なめあてと同時に短期的
な目標としても，もっと進めていく必要があり
ます。短期的な目標ということは，ただ明日の
ためにということを言っているわけではありま
せん。私が子どもたちを二年間受け持ったとす
れば，二年間の間にこういう生活ができる子ど
もにしていかなくてはいかんなあというような
長期のものと同時に，せめて一学期の間にこう
いうことだけはわかる子ども，こういうことに
ついての生活の仕方が変わる子どもにしなけれ
ならないという意味での，長期の目標と短期の
目標をもって，生活をつくりだすという問題が
ひとつあるだろうと思います。／それから，生
活というものを漠然と言うだけでなく，例えば
友だちとの関係の問題，勉強にかかわっての問
題，仕事か家庭の問題などにかかわって，そこ
でいい生活とはどういうものかというように，
ある分野に即しながら具体的にわからせていく
という問題もたくさんあります。そのことは一
般的な教育としてもあるし，必要なのだと思い
ます。（-12）

　次に「生活をわからせていく上での綴方作品の
役割」という中見出しが編集者によってつけられ
ている箇所に入る。ただ，この流れの話しは「作
品研究」などの作品の意味だけでなく（しかも作
品研究は目的ではないから），学級文集こそが教
師にとって重要だという持論を展開しているの
で，必ずしも作品の役割がテーマの話しではない
ことに注意して読まれるべきである。また，授業
で綴方を取り上げるにしても，授業という形態に
こだわっていないということも述べられ，授業が
綴方の生命ではないとも断言している。

　……友だちの綴方作品を研究することは，授
業の方法を通す，通さないにかかわらず非常に
重要な問題だと思います。生活を子どもたちに
わからせていく場合に，友だちの作品が具体的
に示している問題がいちばんわかりやすいので
す。しかも書いている人間もよく知っていると
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いうことも含めて，綴方作品を通すことは非常
に重要だと思います。／それは値うちある生活
を具体的にとらえていく，生活というものをと
らえる具体性を子どもたちにもたせていく上で
も，重要なポイントになると思います。その場合，
生活を変えていくといういう意味でいえば，何
よりも自発性（当時はやる気という言い方でいっ
ていたのですが），とにかく子どものやる気をひ
きだすことなのだということを言い続けていた
のです。
　六〇年代の「みつばち」学級の実践の時も，
予想以上に子どもたちの頭が観念化されていて
綴方にならない。とにかく「概念くだき」をや
らないとどうにもならない。その「概念くだき」
をどうするかということのためにとにかく生活
の事実をいっぱい書いてもらう。その中で気づ
いたこと，感じたこと，おもしろかったこと，
悲しかったこと，悔しかったこと，怒れること，
何でもいいので，気がついたことを書いてみ，
と言って，私の新聞の記事にさせたりしました。
こういう努力が，七〇年代の綴方復興の前に私
が気がついたことです。
　この「こと」を自覚的にするということが重
要なのです。子どもが「こと」の意義がわかって，
目的・内容がつかめれば，方法としてやること
は思いつけれると先程も言ったわけです。「何の
ために」「何を」しなければならないかが本当に
よくつかめれば，どうしたらいいかということ
は，どんな子どもだって考えられるのです。そ
うすると，生活をよくする場合でも生活を変え
ていく場合でも，「何のために」「何を」という
問題を本当にわからせていくことです。生活を
変えるには何をどうするかという場合でも，本
当は「何のために」「何を」どうすることなのか
という問題として，子どもが自ら考えていくと
いうように，そこを追求していく，そのために
綴方作品はきわめて大きい意味を持つと思いま
す。そういうことがなくて，授業がうまく流れ
たとか，うまく発表しあったとか，論議だけが
うまかったという問題ではないと思います。（12）　
（　）原文

　次に中見出しは「綴方は人間的で自由な雰囲気
で花開く」と掲げる。それは綴方の「もうひとつ
の原則みたいなこと」であり，言い換えれば「学

級づくり」のことで，「いってみれば，綴方の土
壌の問題」と言っている。土壌をつくらなければ
花は咲かない，教師と子ども，子どもどうしの信
頼関係という土壌であると言いつつ，また「教育
のいちばん基底になるべき信頼」を綴方によって
取り戻すことができる，と言う。「信頼はお互い
の交流と理解を深める，強めることを抜きにして
成り立たないわけです。その交流と理解の中に生
活綴方をおくという問題が，また重要なのだと思
います。そこに，交流における生活綴方の特性が
ある」。その互いの交流と理解を図るものが学級
文集ということである。文集は生活綴方の実践で
は必須のものであり，「学級の赤い動脈」であり，
文集を手作りでつくることで教師は子どもと対話
する，とその意義を強調する。「文集のない学級
なんて，私は考えてみたこともな」いし，丹念に
文を書き写し，対話し，短評をつけるなどの作業
こそ「綴方の醍醐味」とまで言っている。
　

　もっと重要なことは，共同の意識，一緒に学
級をつくっていくという問題です。それは基本
的には共同の行動をたくさん起こすということ
になると思います。……共同の生活をどう子ど
もたちとの間につくるかという問題です。そう
いう形で集団の質を高めていくことになるだろ
うと思います。それは学習と生活における共同
の強化というか，共同の活動を強めるという問
題です。それはある意味でいえば，自治の追求
です。徹底して私たちは，自治という観点を子
どもたちの集団に対して重視しなければならな
いと思います。……　活動を非常に多様化させ
ながら，創造的にするという事がもっとも重視
すべきことだとおもうのですけれども，そうい
う事の中に生活綴方というものが特性的にきち
んと位置づけられるような学級が非常に大事だ
と思います。（13-4）

　ここで自治と集団というキーワードが出てく
る。「自由と規律」ということとしてもこのあと
言及している。石田たち恵那では集団主義とか生
活指導という言葉は全くと言ってよいほど使われ
なかった。「生活指導」はむしろ批判の対象であっ
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た。全生研型の生活指導の理論と恵那で言う「生
活綴方の精神」は，民主主義の思想として対極的
な位置にあるとさえ言える。生活指導なり表現指
導なり，これらの陣営からは恵那には生活綴方は
あるが ｢指導がない｣ という批判があった。これ
は重要な論争的テーマ＊だが，それはここでの石
田の講演にはふれられていないのでここで論及す
ることはしない。
　＊　訓育にかかわる「指導」理論についての検
討は，竹内常一，城丸章夫らの検討をとおして全
生研型の指導論との対比検討が不可欠である。教
師主導の，ある意味で演技さえも含めた集団づく
りの手法は，恵那の指導では全く見られない。

　また「特性」という言い方に注目すると，生活
綴方でなければつくれない自由な雰囲気，交流と
信頼の質があるということである。それは，この
あと教師の指導のあり方を語る場面で，教師が子
どもをつかむために子どもが綴る過程を適切な眼
と言葉によってフォローすることを述べ，これこ
そが ｢教師の専門性にかかわる問題｣ だと言う。

　次の問題は子どもの綴方は，教師の適切な目
をぬいては豊かに成長しない，伸びないという
問題だろうと思います。綴方教育の場合，教師
の適切な眼というものがあるのか，ないのか（そ
れは自らで身につけていくより仕方がないこと
でしょうけれど）によって，綴方が違うという
問題なんです。同じ素材があっても，そこのと
ころが見落とされるのか，鋭くそこのところが
つかまえられるかという問題も含めて，教師の
眼がある意味でいえば，肥やしになる問題です。
子ども自身の中に種があり，学級の中に土があっ
たら，教師が本当にきちんと肥やしを与えなけ
ればならないのです。種が出れば放

マ マ

うかってお
いても，どうにかなるものだと，雑草がいちば
ん本来強いものだと言っているうちに，今は枯
れてしまうわけです。／そういう点では，子ど
もの綴方をみて，その発達矛盾というか，環と
いうか，あっこれだというところを発見して，
その芽をするどく適切にとらえる確かさという
か，そういう教師の眼が非常に重要だろうと思

います。それはまた綴方にかかわっており，綴
方を通してしか身につかないものだろうと思い
ます。綴方をちっとも読みもせずに，教えもせ
ずにおいて，適切な綴方を見る眼がないかしら
といっても，それは無理というものです。（-15）

　このあと，子どもの伸びていく芽を適確に読み
とることの重要性が語られる。｢敏感に驚きやい
ぶかしさを思いながら，喜びに変えられるような
ものを子どもの中に汲みとってやれるかどうか｣
と問いかけ，ここで丹羽徳子実践の日下部和彦と
泉の文に関する指導の事例が出てくる。※

※　丹羽徳子の実践が出され，彼女の指導例が
｢ある種の教師の勘｣ という，教師の ｢眼の鋭さ，
正しさ，確かさみたいなものは，本当にその子
どもとその生活を深く見る，そういう眼の中に
あるものだろうし，綴方を人間の発達にかかわっ
てとらえるなら，そういうふうに見えるものだ
と思います。何か綴方を作品主義として取り上
げていたら，絶対にそういうふうな眼は持てず，
早く書かせようと思うか，こんなの書いたって
駄目になってしまうかのどちらかになってしま
うように思います」との指摘も重要である。（16）

　そして，石田指導による安江満寿子作品がうま
れてくる際の指導の勘所が語られていく。ここは
まさに，生活綴方の実践でしか子どもを本当に伸
ばすことはできないという石田の信念が吐露され
ているところであり，言い換えると，聞く教師の
側からは大変重い課題を突きつけられているとい
う感じがしたのではないか。しかしながら，石田
のいうことは全くその通りというか，説得力ある
ものと聞こえたに違いない。たとえば，教師の指
導を ｢肥やし｣ に例えて，それが効き過ぎたり間
違ってしまう事例が紹介されている。

（安江の「苦労する母｣ の指導経過を語りながら）
恵那でも生活綴方が拡げられる，中津の子だっ
て生活綴方が書けるんだというふうに確信して
いったひとつの作品となっていったのです。そ
の時でも，何もやらなければ作品はできなかっ
たし，一定の肥やしが必要だったのです。／し
かし，肥やしは教育にとって非常に重要ですが，
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種類や量を間違えると大変なわけです。その種
類と量という問題と，それからいつもかも同じ
肥やしをやればいいということではないと思い
ます。そこを間違えると，時に嘘を書くように
なるという問題を最近……東濃地域の話しです
が，熱心な先生で，一年生の子どもに一生懸命
に文を書かせられるのです。……けれど，事実は，
そこのところは嘘になっているのです。それは
肥やしが同じだということです。子どもはこう
書けばいいかしらというふうになるばっかに肥
やしがいくと，本当に肥やしが効き過ぎて妙な
ふうになっていきます。肥やしが一種類だけで
はあかんだろうと思います。綴方はこう書くと，
先生がほめてくれるという問題ではないわけで
す。……子どもに何も効果が出てこない，自覚
的にならない時は，教師の与えている肥料が全
く過剰であるか，効いていないか，間違ってい
るかです。……子どもたちに与える肥料が本当
に適切かどうか，またどういうことが肥料にな
るのか，本当に肥料になることはどういうこと
なのかは，綴方を通して知り得ていかなければ
ならないわけです。……そういう意味では，綴
方の実践を通して，教師は肥料の適切さを身に
つけていくことが大事だと思います。（-17）

　肥やしとか肥料に喩えられる教師の指導のあり
方は，まさしく，生活綴方の生命であり，教師自
身の人間性が問われてくる問題であり，かつ「栄
養｣ としての肥料の中味は，｢教科｣ に凝集され
ている科学であり芸術でもある。喩えとしてまこ
とにわかりやすい。子ども向けだけで人間性をま
とったとしてもそこは見抜かれてしまう。しかも，
良かれと思っても子どもにとって適切でなければ
間違って伝わってしまう。ここで ｢嘘を書く｣ 例
が出てくるが，70年代半ばにすでに，教師たち
の作品研究の場で，子どもの書く ｢嘘｣ が問題に
されていたことを筆者は鮮明に覚えている。ある
校内研究会だったが，どうみても本当でないこと
が書かれている作品を教師たちは，嘘を書いては
いかんという指導ではダメだ。それを書いている
背景とか心情をどう理解するか，嘘を書く必然性
がなにかあるはずだ，その子の書きたいことは何
かを丁寧に見ていかないといけない，というよう

な内容であった。それは「作品研究｣ という形の
｢子どもをどう把むか｣という意見交流の場であっ
た。「作品」として追求することが戒められてい
たが，こういう場を他の地域から来た教師が ｢表
現指導がない｣ と誤解するのであろうか。

　肥料の本質は成長を促す，保障するという問
題でなければなりません。……それは援助とい
うことが基本です。なぜならば，伸びていくも
のは種そのもので，花の命は花にしかないわけ
です。植物の命は，教師が引きだしたりできな
いものです。命は自らの矛盾として成長してい
くわけですから，その命に対して，どういうふ
うに援助するかという問題だけが，教師のなす
べき仕事であります。放っておいたら，命は枯
れるという時代です。そういう点で，発達の矛
盾は子ども自身の内部にあるという観点をきち
んと持たなければならないのです。子ども自身
というものを教師の思い通りに引きだしたり，
本当に剪定してしまってわけのわからん盆栽に
して，「ええ眺めや」なんて言っていることでは
ないと思います。といって，ほったらかして無
茶苦茶になっているのを，これは自然だという
ものでもないのです。どういう人間にするかと
いう問題です。そういう意味での教師の援助が
非常に重要です。／……人間性と科学性が援助
の内容だろうと思います。教師が援助すべき内
容は，人間性と科学性がきちんと結びついたも
のでなければならないと思います。おだてたり，
すかしたり，騙したりするものではありません。
だから，誉めるという形もあれば，叱るという
形もあると思います。援助ということは，叱ら
ないこととは違うわけです。ただ，内容が子ど
もに納得されることが決定的に重要だと思いま
す。教師が納得するのではなくて，本当に子ど
も自身が納得するところに援助がなければなら
ないし，そのための方法を教師は生みださなけ
ればならないと思います。／綴方を通して援助
するためには，教師は心をこめて綴方を読まな
ければいけないという問題があります。……綴
方を通して援助する教師の綴方を見る眼という
ものは，綴方の実践を通して豊かになっていく
ものだろうと思います。ある意味でいえば，子
どもの綴方と共に教師も育つものだと言えます。
／まとめていえば，今申し上げた四つか五つの
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ことが，私のひとつの原則みたいなものだった
と思うのです。（-18）

　最後に，戦後 50年代に綴方運動になぜ入った
かの簡潔な説明があり，そのまとめの話しは，端
的にはこうなるだろう。

　……生活綴方をなぜ大事にしたかという問題
です。それはいろいろな言い方でいえると思い
ます（が），綴方を始めた頃は「本物の教育やで，
やる」と，これだけです。／私自身は本物の教
育の中味・中心というものを，考えることを身
につける教育，考えることを教育的に具体化で
きる教育，それは民族的，日本的な方法なのだ
と考えておったわけです。それは別の言葉で言
うと，｢現実直視｣ という言い方で，現実を直視
するというそのことが，実は考えるという結果
になるのだと思っておったわけです。……当時
はそれぐらいの理解でやっていたといってもい
いと思います。／その後七〇年代を経て，この
地域では生活綴方は，生活実感の客観化だとか，
内面の真実の客観化だというふうに，私自身は
とらえるようになってきました。内面の真実の
客観化とは，実践的には真実をありのままに綴
ることとして具体化されていくところに基本が
あると思います。（19）

　最後のところでは，「ありの子」の教え子であ
る杉山満寿子による昨年の講演とそのあと届いた
手紙が紹介されている。そして現在の社会情勢を
語りながら，力の入ったこの講演が終わっている。
ここでも重要なことを語っているが割愛する。
　以上，講演に沿って中味を確認してきた。恵那
の生活綴方を評価する上で非常に重要な特徴点が
示されている第一級の資料であるが，これを整理
し教育学の理論用語に翻訳して，その独自性を抽
出する課題が残されている。

2.　  「今，なぜ……」講演の意義と石田生活綴
方論の特徴

①　生活綴方の指導の原則の整理
　さて，以上の中味をもう少し整序してみるに，

石田講演は次のような構造になっていると思われ
る。
1.　  ありのままの追求（現実直視による真実の発
見，追求）

　a）　  何を書くかが見つかれば，どう書くかは子
どもが見つける

　b）　「題見つけ」はなぜ大事か
　c）　よい綴り方は生活から生まれる
　d）　綴り方作品の役割
2.　生活綴方は人間的で自由な雰囲気で花開く
　a）　学級づくりと学級文集
　b）　自治と集団
3.　教師の指導性，指導力，指導法

　生活綴方の実践の「原則」なり「柱」について，
改めてくり返すことになるが，その大きな括りを
「現実直視による真実の発見，追求」として提示し，
「指導上の一番の軸」が「何を書くかを子どもに
見つけさせる」ということをあげている。どう書
くかは「教師が教える仕事ではない｣ と断言する
ところが，きわめて重要な点である。
　その「子どもが見つける」の後に，同列に位置
する項目を 3点続けている。ここで注目するのは，
生活綴方を教師が ｢書かせる｣ ことと，子どもが
題や中味を自分で考えて，文を綴っていくことを
実に丁寧に意味づけていることである。石田は当
然にも，子どもが自ら綴ることでなければ綴る意
味はないが，それを教師がどのように ｢指導｣ で
きるか，というもっとも核心に触れる場面を力を
こめて説明している。子どもは自力で，自分の課
題を切り開けるとは限らない。だから教師がいろ
いろ示唆し，｢よく思い出せ｣ とか ｢詳しく書け｣
とか指導もする。しかし，そうした指導の阿吽の
呼吸があるのであって，教師の指導がまされば「書
かせる｣ 要素の強い綴り方になるし，指導が弱け
れば生活姿勢の弱さがそのまま表現に反映する。
｢待つ｣ こと自体も，手を出さない消極的な対応
ではないものの，その待つタイミングは実に微妙
であるが「教師の専門性｣ というべきものでしか
綴りは現実化しない。子どもが自ら書けない段階
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をのりこえるのは，家族の援助やはげまし，友だ
ちからの応援や助言，などもある。だから，教師
の直接的指導と当該子どものがんばりだけではな
い，重層的な環境が重要なのである。
　次に，もう一つの括りが「人間的で自由な雰囲
気」でこそ生活綴方は花開くという，学級指導の
重要性と環境整備を促す側面的指導としての指導
技術をあげている。これは，普通の概念でいえば
綴り方指導そのものではない。にもかかわらず，
というか，だからこそまた，それが教師の指導全
体に関わりながら，生活綴方指導へとつながって
いく重要，不可欠の要素として恵那では意味づけ
られるわけである。原則はこの二つであろう。
　さらにそこに，今度は別の角度から「教師の指
導性」の意味と技術的問題を挙げている。石田に
あっては，生活綴方とは「本物の教育」の核にあ
り，それを欠いては教育にならないほどの重要性
をもつのであるが，綴り方は教える内容，学び取っ
ていくべき科学や芸術などの「教科」を，いかに
子どもが成長し発達する糧として，子ども自身が
学び取っていくかという課題の「核」を形づくる
ものなのである。綴り方の固有の特性と，それが
果たす役割への注目，これが恵那の，即ち石田の
生活綴方論の基本構造であり，作文とか表現指導
といった領域の教育とは全く異なる次元にある。
わかりやすくいえば，生活綴方的教育「方法」と
してではなく，教育全体の ｢精神｣ を意味するの
であり，綴り方は「教科」に取って代わるもので
はなかった。この点はすでに 60年代以降，実践
的にのりこえていったのである。石田が自分のか
つての実践をふり返る眼も，こうした 70年代で
の生活綴方復興の大きな実践的成果をふまえ，よ
り自覚的に生活綴方の意義を総括して述べたのが
この「今，なぜ…」講演だったのである。

②　補足資料について
　この講演の前後に石田は生活綴方論を二本，書
き残している。一つは 86年 9月号『作文と教育』
論文で，題名は ｢いま，あらためて生活綴方を｣
となっている。姉妹編のような題名であり，共通

の中味が多いが「今，なぜ…」にあまり含まれて
いない，しかも ｢科学的認識｣ を意識した言及の
核心部分はとくに重要である。

　……生活綴方で見る場合の対象は，写生文と
して改めて何かの物としての対象を見るのでは
なく，通常はすでに自己の内面に，生活を通じ
て蓄積され，実感されている生活事象そのもの
を，改めて見るというところに対象の基本がお
かれるわけである。いうならば，見る対象は自
己の内面を反映している外面としての生活の事
柄，あるいは事柄の極

ﾏ ﾏ

面としての事，物である
のだ。つまり，自己の内面の一部となっている
生活の実感をこそ見る対象とすべきだと思うの
である。
　そして，それを見るというのは，内面で生活
の実感となっている外面の生活の事実を，あり
のままに綴ることに他ならないのだが，それは
自己の言語によって綴るため，生活実感となっ
ている自己の内面的現実を，自ら意味的に再現，
客観化する作業そのもののことなのである。
　この作業は，言語を用いて自己の内面に反映
している現実を意味的に再現する過程で，「どう
なっているのか」ということだけでなく「なぜ
なのか」という問題を自己の中に生みださせる
作用をするが，事実をありのままにみつめるこ
とによって得られる，観察過程そのものが，対
象に対する思考を通じて，自己の立場としての
生活意識を生みださせるのである。そしてこの
生活意識こそ考えた所産ともいえるわけである。
　だが，はっきりしておきたいが，この生活実
感の客観化作業と，その作業を通じて得られる
観察過程での思考と，所産としての生活意識は，
普通にいわれる科学的思考や，科学的認識とい
えるものではないのである。例えていえば，科
学の萌芽といえるのかもしれないが，科学その
ものではない。だから生活綴方によって生活の
理解や意識が高まったといっても，それがその
まま科学的認識の高さとはいえないのである。
　では，なぜ直接的に科学的認識を得られない
で，あえて科学の萌芽というような言い方をす
る生活綴方を重視したのか，ということになる
が，生活綴方でしか得られない科学の萌芽とし
ての生活観察や生活意識が，事物を人間的，生
活的に観て，考えるうえで極めて重要なもので
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あるし，それぞれの領域での科学を真に人間的，
自主的に獲得する基礎，基本として重視される
べきだと考えたからである。（p 16-7）

　この掲載論文が日本作文の会にどのように受け
とめられたのかは筆者には不明である。しかし，
日作常任委員の志摩陽伍は『生活綴方再入門』
（1992年刊，地歴社）で，恵那の生活綴方と石田
について論及している。また生活綴方的教育方法
の主導者の一人の小川太郎を検討している箇所も
ある。
　さて恵那の生活綴方を研究的に取り上げる際
に，志摩論文には注目しておきたいところがある。
あくまで一例でしかないが……生活綴方は「つね
に学ぶ主体の側から学力の意味とねうちを問い続
けてきた」と書いた少し後で，教科教育（教養）
と生活綴方との関連について，｢生活｣ と ｢言語
活動｣ との結びつきにふれて，以下のように書い
ている。

　いいかえればすでに述べてきた意味での ｢生
活世界｣ の主体的参加の立場からする自己表現
の意味構造を吟味することが有効であると思わ
れる。生活世界の分化構造と，文化（科学・芸術・
技術）の分類構造とは明らかに違っている。前
者は，その世界に生きる者が，何にどのように
関心をもちどう意欲的に働きかけるかという生
活行為＝活動を中心に分節化されるのが適切で
あろう。じっさい，生活綴方では，ものの見かた，
感じかた，考えかた，そして行いかたというこ
とばが重視されてきた。そのような意識を働か
せつつ，生活綴方を書くとき子どもたちは，何
をどのように取材し，何を中心的な題材として
選んでくるか。そこにはその子どもに即した独
自の感性ないしは生活直観というべきものに導
かれた取材の角度ないし方法がある……（志摩
p 218）

　志摩はここで，実際の作品例を出しながら生活
綴方が書かれる意味を分析しようとしているのだ
が，学習主体，あるいは発達主体としての子ども
に対して生活綴方教師がどう働きかけるかという

テーマのとらえ方は，石田とはかなり違っている
印象である。志摩は恵那の作品を紹介してもいる
が，恵那の生活綴方の特性には言及していない。
あくまでも言語表現（作文）としての生活綴方教
育の特徴的意義を書いている。他方，石田の生活
綴方論は，教育の全体を常に意識し，そこに生活
綴方が特有に果たせる意義を実践的に解明してい
るのがこの二つの資料である。
　概括的にいえば，志摩が依って立つ日本作文の
会においても様々な見解があり（当然実践も），
志摩は作文の会の方針にある ｢幅｣ のなかから，
表現指導に偏った理論を批判し，いわば恵那寄り
の表現指導の可能性を検討しているのだが，それ
は岩本松子らの激しい反発を招いた生活綴方論で
あり，その限りでは恵那的生活綴方論に近い問題
意識があるとみてよい。ここに生活綴方研究上の
結節点がある。

　この『作文と教育』誌の表紙や目次には ｢いま」
に傍点が打ってある。だから ｢今｣ に注目してお
かないといけない。ここで石田が言及しているの
は，大岡昇平が朝日新聞（86年 7月 6日）によ
せた「声」である。そこで大岡は戦前に軍に追従
して戦争につき進んだ過去を想起しながら，現在
その危険な兆候があると指摘し ｢目をパッチリ開
けてみようではないか｣ と書いているのだが，石
田は大岡を援用しながら次のように同論文を結ん
でいる。

　子どもたちもいま，中流意識の暗示にかけら
れて，黒雲の存在を見ようともしないし，見え
ないようになっていることもある。けれど，生
活を通して自らの内部に不自由と不安の黒雲の
影が実感として広がってきていることもたしか
だ。「いいじゃないか」と割り切ってしまう形の
なかでも，その影のもだえは大きい。／子ども
たちは人間らしくなりたい，自由になりたい，
展望を持ちたい，そのために無知ではいたくな
いと心の中で切望している。そのために，自分
の心に焼きついている生活の事実を，ありのま
まに自分の言葉でたしかめ，その事柄と事につ
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いて自分の頭で考えてみることが何にもまして
大事になってきている。そしてそこで生まれる
自らの生活意識で，様々な知識，情報を判断し
ないかぎり，真実を視ることはむつかしい。／
｢知は力｣ という。だが真に力になる知は，生活
を読むことと結びつかねば育たない。子どもた
ちを無知にさせないためには，いくら面倒くさ
くても，いくら権力からののしられても，いま，
あらためて生活綴方を子どもたちのものにする
ことが，いま，子どもたちと共に生きる教師の
つとめといえるのではなかろうか。（p 20）

　要するに中流意識で曇らされた ｢もの｣ への拝
跪（物象化）ではなく，「こと」がらに即したあ
りのままを見る目と，感性，関係，表現というも
のを「時代」性として押さえておくことであろう
か。現在は当時より中流意識自体がさらに二極分
解し ｢下流化｣ していると言われるのだが……こ
の講演から 21世紀の「いま」何か示唆するもの
が読み取れるかもしれない。

　さてもう一つ，石田には「作文教育の今日的課
題と教師」と題する恵那以外の読者を想定した論
文がある。（『作文教育実践講座 1・子どもの発達
と作文教育』　駒草出版　1990）
　これは執筆論文であり，内容的にも理解しやす
い言葉が選ばれている。この論文もどのような影
響力を持ったのか筆者には言及能力がない。ただ，
先に引用した志摩の『生活綴方再入門』の一定部
分とは重なり合う論点を拾い出すことができる。
そして，石田が志摩らの生活綴方論のどの点で独
自の理論をもっていたかが理解しうる資料として
の価値がある。
　論文の主な見出しは「二　観ることは考えるこ
と｣「三　文字言語で内面を客観化する」「四　あ
りのままに観る」「五　素直さが作文の心｣「六　
何を作文するか｣「七　内面の真実を客観化させ
る｣「八　子どもを生活に向かわせ，その内面的
真実を育てる｣ ｢九　魂の技師｣ などであり，学
習指導要領批判に始まり，最後は教師論で締めく
くられている。

　この 90年代に入る頃の論稿の生活綴方論のい
わば到達点は，生活綴方における「文字言語によ
る観察の意味とは，子どもたちが事物・事象に対
する観察と把握を自らの内面をとおした自らのこ
とばで整理・再構成し客観化するところにある｣
と定式化したところにまずあると見たい。（p 55）
　この点は，恵那にしかない独自性というわけで
はない。
　独自性という意味で重要なのは，内面における
この営みが依拠するところの「生活実感」へのつ
よい意識であり，そのことこそが恵那の生活綴方
の実践と理論が切りひらいた特徴なのである。石
田はここで，「ありのままに観る」と ｢くわしく
書く」こととを区別し，子どもが書くことでの子
どもが持つ有用感＜論文では ｢子どもたち自身の
ために役立つこと｣（p 59）と書いているが＞を
具現化するのは，子どもが書く対象が生活実感で
ある，ということにある。ここに「こと」への言
及がある。
　すなわち「……題みつけの場合，ほんとうに嬉
しいこと，悲しいこと，悔しいこと，怒れること，
などなどの言い方で子どもたちの胸の中に感情と
してたまっていることを題材として選びださせる
とき想定するもの｣，それらが子どもの意識の実
体をなす「生活実感」であり，これこそ何より大
切にしなければならない対象だ，と述べる。石田
は，生活実感は ｢内面の真実｣ であるとも述べ，
この真実を「素直」に「ありのまま」に綴ること
で客観化することができると言うのである。

　この真実を ｢素直｣ に，「ありのまま」に，
つ
マ マ

づることによって描きだし，客観化すること
が大事なのである。自分を見つめる，事実をよ
くみるということは，まさにそのことなのだと
思う。それは自らの人間の生き方，ありさまを
含めて，そうした事実を作りだしている現実と
しての生活をありのままに再現することでもあ
るが，その再現の過程としての書き・つづる作
業が，文字言語による観る・考えることの独自
の作用を子どもにもたらすわけである。その効
用とは，物の観方・考え方を確かにするとか，
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自覚を高めるとか，さまざまな言い方でなされ
るが，私は子どもが自らの ｢生活意識｣ を高め
ることとして理解している。（p 60）　

　石田はこう述べて，この生活意識の自覚化に
よってこそ，自らの自主性・主体性の基本を培う
ことができ「生活への目を鋭く深めさせることに
なる｣ と説いている。生活意識はまた，「与えら
れるすべての知識を，自分の頭の中で確かめてみ
るそのもとになる力として，他の学習においても
主体的に知識・科学を生活に結びつけるうえでた
いへん重要な働きをする｣（p 61）と指摘する。
まさにこの後者の点こそ，生活意識を客観化する
だけの一面的な強調ではなく，知識・科学を学び
とっていくうえでの重要性を指摘するのである。
　さらにその営みは，子どもにとっては大変な勇
気を必要とするのであり，｢作文の主体者は子ど
も自体であるし……子どもの心を無理にこじ開け
たりすることのないように配慮」することを指摘
し，教師が「待つ」こととともに，子どもが人間
的自覚をつかめるようにすること。｢子ども自身
が，作文することの意味を自らで納得し，作文す
ることで自己の変革・発展についての保証がない
限り，生活実感が深刻なものであればあるだけ，
それを作文にすることをためらうのである。……
作文教育においては，子どもの心の中は，子ども
自らで開き，明かしながら発展していくものだと
いうことを，教師がこころしておくことが必要で
なのである。｣（p 62）と述べて，くり返し強調し
ている。（これらの「作文」という用語は生活綴
方と同義であることは明らかである。）
　志摩は前出著書でこれに近いテーマで次のよう
に書いている箇所がある。

　……生活綴方は，言語教育・国語教育として
固有な役割を果たすと同時に，その領域をつら
ぬいて人格の形成という，知・徳・体を含む全
教育に深く関わっているという立場をとってい
る。また生活綴方の思想と方法は学校教育にお
ける教授と訓育・教科指導と生活指導の領域に
かかわるだけでなく，学校内外の発達と教育の

問題や生涯学習としての人格の自己形成にかか
わる……また，「書かれた作品｣ を通して，｢生
活世界｣ の自然・文化・社会・人間の意味と価
値がみなおされていくのは，主として ｢作品を
中心｣ に ｢話しあう｣ ことを通じてである。し
かもこの場合の学習と発達の主体は，あくまで
も子どもであり作者ないし作者とともに話しあ
うものたちである。その意味で生活綴方は，言
語活動の主体と同時に人格の主体を育てるもの
である……（志摩 p 109）

　生活綴方の特別な役割という意味で石田が強調
する生活意識，生活実感は志摩の文には出てこな
い。志摩は生活綴方教育が作文（表現）指導を超
える意義を書いているが，それが教育実践全般，
さらに教科指導などとどのような結節点をもつか
については石田のようには書いていない。学者と
実践家の視点の違いと言うよりも，生活綴方その
ものの捉え方が異なるのである。石田の生活綴方
論は，これら生活綴方研究者である志摩や村山士
郎の論と噛み合う部分がじゅうぶんあるので，そ
れは是非とも教育学の研究テーマとして検討する
べき課題である。
　石田には，子ども自身が生活を変える主体であ
り，そこに教師は過剰に関与してはいけないとい
う意識が強くあった。だから教師の指導性につい
ても，教師自身が変わるべきことを強調しつつ，
その自己変革が子どもの自己変革を励ます要因で
あることを強調する。そこの阿吽の呼吸こそが，
石田が到達した生活綴方論の核心であり，またそ
れは理論と言うよりは教育実践全般にかかわる基
本的な信念とでもいうべきものであった。

3.　小　　　括

　石田は恵那教科研の弱点を克服する 60年代か
らすでに，どんな科学的真理でも教えこんでは駄
目だということを強調してきた。「どう書く」に
ついての教師の介入を断固として否定するのと同
じ論理であり，子ども自身が自ら学びとっていく
過程こそが真の自立的な人間の発達なのだという
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確信に依っているとみて差し支えないだろう。
　石田の生活綴方論を一言で特徴づけることはむ
つかしいが，いわゆる作文教育，表現指導という
レベルでの生活綴方論とは一線を画しているこ
と，子どもの自立への発達の主体性を中心におい
た教育論として，教育と生活と科学の ｢結合｣ と
いう次元で生活綴方を実践的，理論的に追求して
きたことだと言える。同時に，石田の綴り方教師
論は，教師の自己成長のもっとも典型的なものの
ひとつである。ただ，その理論化に照応する 90

年代の実践の困難性を同時に指摘せざるを得ない
のは残念としかい言いようがない。
　この「困難性｣ について石田はあまり多くをこ
こでは語っていない。書く，綴るという以前の 

｢生活｣ そのものの深刻さが困難の元凶である。
だからこそ，そうした生活意識や生活実態，およ
びその反映でもある ｢生活意識｣ が，希薄であっ
たり，歪んでいたり，書くことをためらうような
おぞましい現実には各所でさまざまに言及してい
る。
　それは 70年代半ばから顕著になり，ますます
深刻さを増した。恵那地域でも進学塾，補習塾が
駅前にでき，夜，車に乗せられた子どもたちが行
き来している。学校での競争原理はますますその
度合いを強めている。綴ることに関して，家族の
問題，友だち関係の問題，性の問題など，あっけ
らかんとした内容が書かれることはままあるが，
それを見て教師が扱いに困るような事態もある。
そうした現実を変えるために，何をつかみ，何を
書き，どう共同していくのかについて，石田が指

摘するような教育課題を考えれば考えるほど，そ
れを口に出し，行動に起こす自由が学校において
極度に制約されている。後年，石田は「わかる学
習とおもしろい教育活動を求めて」（1999年 3月
講演　未公刊）で次のように述べている。

　書かせようと力んでみても書かないと思うの
です。書けば形式的になってしまう。それどこ
ろではないという状況がいっぱいある中で言え
ば，子どもたちの全生活が子どもを作るんだと
いう意味で，全生活に教師の目を向けることが
何よりも大事ではないだろうか……。何か，一
番もとのところの生活を捨ててしまって，どう
にかしようと思うので焦ってしまうのですが，
そこへ目を見開かせていけば必ず目は育ってい
くということを私は言いたいのです。（原資料
p 11より）。

　いまも，生活綴方の実践には苦悩が続いている
が，それは子どもが書けないということ以上に，
教師が子どもに向かい合う時間的，精神的余裕が
奪われていることが大きい。教師が子どもにまと
もに向かい合うことができることから，実践が困
難を打開できるということでもある。　

　（注　引用した資料文献の頁付けは掲載書誌に
よるが，｢今，なぜ……｣ では原資料による。本
稿は代表・佐藤隆の科研費共同研究＜課題番号
26381034＞の成果の一部である。）

　　　　　　　　　　（2015年 10月 9日受理）

Development of the New Educational Practice  

in Ena Area in the 1990s（6）

 MORITA  Michio


