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　前稿の⑺の最後で，生活概念の検討を自らの解
題とし，「それをどう教育学として読解するのか，
研究者が問われているとも言える。そこで「生活
実感」という特別な概念を哲学的認識論として読
解することで，別の機会にそれを果たしたいと考
えている」と書いた。
　この哲学的認識論についてはそのあと科研費成
果報告書「研究ノート・石田教育論の「認識論」」
を作成した。ノートとしたのは，94頁中，半分以
上が石田の著述の引用と要点紹介になり，十分な
理論的総括には至らなかったことによる。ただ，
そこでの分析・解明によって，生活綴方の認識論
が，認識の主体性を説く社会構成主義とは全く哲
学的に異なるものだという結論に至った。しかし
それで十分ではなく，生活概念とはどう規定する
のかが検討課題として残った。

１．恵那の教育の「生活」概念の仮説

　この間に，『石田和男教育著作集』全四巻（花
伝社2017）が刊行され，その第二巻で筆者は，
1960年代から70年代初頭までの教育実践論の解説
を担当し，そこで，つぎのような生活概念の定義
めいた記述を試みた。該当部分を抜萃紹介する。

　東濃民教研のもっとも基本的な教育目標を表現する
「生活に根ざし生活を変革する教育」という合い言葉は，
六〇年代半ばに意識され始め，七〇年代初頭に東濃民
教研の合い言葉として以後ずっと使われていくのだが，
それが意味するものはたえず実践のなかでゆたかにさ
れていった。
　恵那の教育の「生活」とは何か。‥‥（略）
　石田が六六年民教研発足時の基調報告で次のように
述べているところがある。

　「教育という問題は，現実の生活を直視する，あるい
は現実の生活とのかかわり合いの中から，そういうも
のに立脚してこそ初めて教育ということが可能になる
のだ。いってみれば，生活を直視することと生活を切
り拓いていくこと，そういう問題の中で，生活との結
合というか，生活とのかかわりの中でこそ生きた教育
があるのだとわれわれが感じた」というもので，ここ
では生活という用語に特別な意味が与えられているわ
けではない。ただここでは，生活を切りひらいていく
ことにおける「自主性」の問題を強調する文脈のなか
で語られている。そこでは「値うちのある生活」をつ
くり，値うちのある人間に育てる，ということで「人間」
という概念とセットになっていることがわかる。こう
した「人間」とセットの「生活」概念が，恵那の教育
の大きな特徴であるし，民教研活動の中心概念として
正しく理解される必要がある。その上で科学的な検討
がおこなわれるべきであろう。
　さらに，七三年「ありのままの教育と生活綴方」講
演では，生活ということを「単に動物的に二四時間生
きている」ということではなくて「意識的に生きてい
くこと」だと説明しているところがある。「問題をもっ
て生きていくことを“生活”というとすれば，ある意
志を持って現実とふれあっていく，現実との闘いといっ
てもいい。‥‥自然や社会に対して能動的に意志を持っ
て働きかけていく，その働きかけを，又，そこからう
けてくる影響を“生活”とよぶわけだと思います」と言っ
ている。そして，生活そのものを自覚させていく作用
を促すのが生活綴方である，という説明が続く。
　しかもそこで意識化するという場合には“生活が意
識を規定する”という前提認識がある。だからこそ，
生活をつくりだすこととは，空虚な生活，観念でつく
りだされた「生活」ではなく，子ども自身がそこで「生
きている」という実感をつくりだすことであり，「地肌
の教育」以来，「豆学校・豆先生」や地域の子ども組織
を重視し，子どもらしい生活を取り戻させることがな
により重要だと共通理解されていた。詰まるところ「生
活を見ることが実は考えること」という石田の初心が
深められていったものと言えるだろう。
　このように，恵那の生活概念は，暮らしという次元
だけでなく，文字どおり「活きいきと生きている」と
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いう意味の「生活」であり，英語のライフが意味する
ような「生き方」「人生」「いのち」などを包含する
中味，まさに「人間」そのものが共通理解されてい
た。その意味で恵那が生活を重視して科学を軽視する
とか，経験主義でしかないという批判はまったく当た
らないというべきである。「教科の中に生活をくぐらせ
る」とか「生活の中に学問としての科学や芸術をきち
んと見出す」という場合の生活は，通常の生活でもあ
るが，学習という場面で「生活を自覚する」「生活の事
実を見つめる」という場合は通常の意味のほかに生き
方とか立場，能動性ということが含まれるし，“生活と
は意識や実感の源泉でありそれらを規定するもの“と
も言えるだろう。さらに「ありのまま」という生活綴
方におけるリアリズムは経験主義と対極の哲学的認識
論でもある。「生活を変革する」とは，やや大胆に言い
換えてみるに，世界を変える（わかる），まわりを変え
る（仲間や環境に働きかける），自分を変える（自分づ
くり），という「三重の変革」を意味しているとも言える。
七〇年代にわかることと生きる力との関係が議論され
たが，「生きる力」の提唱は恵那の実践を契機として生
まれたと言える。「生活」概念は，時を追って意味する
内容に独自の深まりが見られるのであり，そこに留意
して理解するべきである。のちに恵那では，「生活の事
実をありのままにとらえることによって生ずる生活認
識こそ，すべての知識を，自らの意識の中でつくりか
えることのできる基礎である」と定式化される。石田
の「生活」にこめた意味や概念は，たとえば，戦前の
生活綴方の「生活台」など，東井義雄の「教科の論理」
と「生活の論理」，岩手県共同研究者集団『腕の中の技
術と生活学力』，山形県国民教育研究所『教科構造と生
活認識の思想』や，さらにヴィゴツキーの科学的概念
と生活的概念などとの対比を思い浮かべるが，それら
のどれとも違う独特なものがある。これの理論的吟味
はこの解説の範囲を超える大きなテーマである。１）

　そこで本稿⑻は，教育実践論として「生活」概
念がどのように論じられてきたのかを，上記の検
討すべき有力な比較対象を例示しながら，考察を
おこなうこととなる。
　ところで本稿は，1990年代研究としてはやや範
囲を拡張する内容になるが，前稿⑺で，石田が
1999年の論稿でも「生活の実感」に強くこだわっ
て言及していることを指摘した。つまり，このテー
マは恵那が一貫してきた教育実践の中心主題であ
り，それはまさに教育学研究としての普遍性をも
つテーマでもあるということを強く意識した次第

である。
　さらにまた，1996年に開かれた実践交流研究会
で「子どもをつかむことに寄せて」という演題で，
76年「日本の中で恵那の教育を考える」研究集会
報告をなぞる形で石田が，次のように述べている
ことから，この「生活認識」が1990年代において
いっそう重要な概念かを知ることができる。これ
についてはすでに拙稿⑸において，表題どおりの
「子どもをつかむ」論点整理をしたが，ここで「生
活」「生活認識」に数多く言及している。まさに「生
活」は一貫して恵那の中心的な概念として意識さ
れていることがわかるだろう。以下に例示しよう。

　自分がどう生きていくかという問題，社会の課題を
どうとらえるかということにおいて，「‥‥自分のなか
に社会をとらえるとか，社会と自分を統一的にとらえ
るとか，あるいはみんなと自分，集団と個人の利益を
一致させるなどといわれていることでもあるが，その
場合，生活認識を基礎にして，みんながより大きく（抽
象的）て，自分がより深い（具体的）ものであればあ
るほど生きるめあては高く確かなものになるだろうし，
そのめあての高さがまた子どもが変わる深さとなる」
と考えるのです。２）

　石田のこの96年講演から「生活」概念を検討す
る目的で読みなおすと，それはそれで興味深い論
点がある。石田の教育論総体は，実はいくつもの
重要な概念を組み合わせて多面的，総合的に構成
されているので，どれかに焦点を当てても（たと
えばこの「子どもをつかむ」），別の論点，生活概
念とか，あるいは学習論，教師論として読み込む
ことができるのである。たとえば，「子どもをつ
かむ」とは，という中味を語る際に，「生活との
かかわりで人間を変えることとしてとらえる」と
いう箇所があるが，以下の通り。

　（子どもをつかむことは）「子どもの人間として総体
を，ある局面だけではなく，丸ごとの人間として，そ
れを現
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　「子どもをつかむということは，教師が実感的に子ど
もをつかむ実践上の実感を持つというか，非
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も含めて子どもがつかめたという実
感と同時に，理屈の上できちんとした教育論がなけれ
ばできない」３）

　この講演は，76年報告を敷衍する意味で語られ
ているが，同報告の核心をその時点であらためて
再確認するものになっている。これは石田にとっ
ては，二〇年前の定式化したことが引き継がれて
然るべきという意識と，改めて状況が厳しくなっ
ている中で実践へのヒントを語りたいという，二
重の講演目的がなせることだった。だから，前稿
でもふれたように，講演の後半で「子どもをつか
む実践の基本的視点」を「私の教育課程」での到
達点を再確認しつつ，「足らざるところを発展さ
せてほしい」と呼びかけているのである。４）そこ
で「教材の教育性」について示されていた項目
は，「現実を正しくつかむことができる内容かど
うか」，「人間的な生き方を考えることができる。
人間的にどう生きたらいいかということが考えら
れるような教材」，「生活をきりひらき変える力に
なる教材」，「人間の全面的発達をめざすことがで
きる教材」，の四点である。５）ここには，教材が「生
活」と切り結ぶ観点，言い換えれば「生活と教育（教
科）の結合」の原則が恵那流に定式化されている
と言ってよい。
　ここで筆者が勝手に「教科」と言い換えるのは
適切ではないかも知れないし，石田の論を勝手に
「生活概念を定式化した」などと言うことも僭越
かも知れない。ただ間違いないと言えることは，
生活概念はけっして科学と対立するものではな
く，また科学的概念が高い認識を示し，生活意識，
生活実感は低い認識を示すという「上下関係」で
とらえていないということの意味を実践的に解明
したことである。

　1999年の「実践への試言」論文で石田は，「実
践の具体化の基礎は子どもの生活実感を大事にし
ながら‥‥その生活実感と人間的知恵に基づいて

自分で考えること」であると述べたが，前稿（７）
でも示したように，「生活実感をたんねんに積み
重ねる」ための生活の表現を「実感の客観化」の
ためにことのほか重視する。この視点は，「科学，
芸術，技術の分野の，いわゆる教科での実践をど
う具体化するかという問題」でもあり，「生活実
感と切り結んだ基礎・基本の知識や技能の獲得」
の可能性を指摘している。その論稿でも引用した
ところであるが，客観化のことについて「すべて
の経験，学習を自らの意識の基で統御する基本と
しての生活（自己）意識を生みださせ強める基と
なる」というところが重要である。６）

　さてこれまでの総括として生活概念をまとめて
みると，
　（子どもの）生きている現実とその子ども自身
のありのままの総体を（ひとまず）肯定して，そ
の意識，認識，感情，行動を指すとともに，それ
を現実の（社会の）反映として（教師が）認識し，
かつ，反映自体が諸矛盾の総体であり，それを自
覚する（子ども自身が自覚する）ことをとおして，
知識を自らの意識においてつくりかえ，（内面的
統一性をはかるために）生き方を意識化（生き方
の方針を持つ）する＜舞台＞の総体である。
　以上，「石田著作集」二巻解説の前出文を補強
する意味で書いてみたが，生活はある意味で生き
ている＜舞台＞そのものだという筆者の直観が，
この言葉を選ばせた。また「矛盾」に言及したの
は，96年講演で強調したところ７）を採用したも
のであり，以前はこれほど整理された表現ではな
かったのではないか。ここでは，子どもの側にむ
かって教師の生活概念を定式化したように見える
が，実は教師自身，大人自身の問題でもある。ま
た，子どもが生きる過程で，子どもの主体性は重
要であるが，教師がそれに単純に尊重するという
意味ではなく，教育的な見識と指導法は，子ども
の発達にとってきわめて重要な要素であり，まさ
にそこにこそかけがえのない教師の仕事の意義が
見出されるべきなのである。
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２．恵那の1960年前後の「生活」と「科学」の

　　
主要論点

　本稿ではこのあと，あまたある「生活概念」に
関わる検討をするうえで必要と思われる中から東
井義雄実践，岩手・山形という典型性を持つ「生
活」論を取り上げるので，その同時代の恵那をあ
らためて概観しておきたい。この当時の恵那は，
恵那教科研活動の停滞，それをのりこえるための
模索，そして民教研への発展的改組，があった。
これは戦後教育史の上でもきわめてユニークな展
開であったが，そのユニークさはほかと比較検討
することでより鮮明になる。
　実は石田自身はこの時期について随所で語って
いるが，まとまった本格的著述は，前出1976年の
報告であり，恵那教科研から民教研の発足までを
扱ったところを中心に，拙稿「研究ノート・石田
教育論の「認識論」」（pp68-70）から，ほぼその
まま再掲する。

　1959年開催された恵那教科研活動者会議の文書
が紹介され，そこで民主教育の実践から生活綴方
で学んだ教訓が６点，討議材料の提案として出さ
れている。①現実直視を大切にしたこと，②認識
の発展を問題にしたこと，③生活を重視し，部分
的にではなく全体としての教育を問題にしたこと，
④個人の発達と共に集団を意識させたこと，⑤生
活綴方の考え方が，各教科の正しい営みに目を向
けるもとになったこと，⑥実践的課題にこたえる
と共に，教育運動として組織的・大衆的に拡

ママ

まっ
たこと，である。しかし，まだこの討議の中で
も，教科で子どもをつかもうとしてつかみきれな
い，誤りの少ない教科指導，など方向性が定まら
ない状況が続くわけで，「現実直視」の立場が発
展させられないで，「生活の事実そのものが持つ
深さというか重さへの着目が不足し，認識の部分
から総括がすすめられたところに問題が残ってい 
る」８）という指摘になるのである。

　76年報告の恵那教科研の総括に関する部分を見

るが，機関誌「恵那の教育」37号（1960）から，「教
科で子どもをつかむ」という傾向が，教科と生活
指導のそれぞれの領域で独自の追求になり，矛盾
がひろがったという言い方がされ，次のように続く。

　教科で子どもをつかむという傾向は必然的に「授業
で勝負」という問題に置き換えられることから，教科
書批判を基にした研究は，教材研究とその科学的系統
的な編成作業ということに焦点化されていき，それは，
授業にあらわれる子どもの思考を基に，あるべき物の
観方・考え方の体系をめやすとして生み出すまでに実
践は，教師の授業中心にすゝんでいったのです。
　また，生活で子どもをつかもうとする傾向も，前掲
の機関誌で見れば，教科と同じように「誤りの少ない
生活指導」ということで，消極的にならざるを得なかっ
たのです。
　それは「何よりもまず現在ある子どもたちの物の観
方・考え方から出発をしなくてはならない。」という立
場をとり，現状の混乱は「現実の子どもの思考を無視し，
教師の主観による一方的なおしつけを子どもたちにつ
ぎ木しようとするあせり」が生みだしたものだとして，
「子どもは歴史のなかで生活する。彼等はすでに家庭を
中心とした社会の矛盾の中で生活を意識する。」だから
「子どもたちの一つの思考と一つの行為は社会全体の矛
盾の反映だ。」ということで，「生活の事実や偏見や主
観にとらわれることなく，ありのまゝにつかめるよう
に」しなければならない。そのためには，「実感を大切
にして，思ったことをそのまゝ言葉に」しながら「貧
しい子どもたちの要求に根ざして要求をたかめる」集
団的な活動として，学級づくり・学校づくりの実践が
進められましたが，こちらでも子どもたちの発達に即
して認識を高める必要ということで，「認識の系統案」
が模索されていったのです。９）

　本来の報告演題は「戦後の教育をふりかえり教
育の原点をさぐる」だが，「子どもをどうつかむ」
が主題であったこの報告では，教科研時代の二元
的な「つかみ方」への反省を述べ，「生活綴方で
の認識は感性的なもので，理性的な認識は各教科
での質の高い知識としての科学的認識でなければ
ならぬ」という総括に問題点を見出している。も
う少し引用を続けよう。

　この生活綴方の把握では，五九年時の教科研活動者
会議で第一に「現実直視をだいじにした」という形で
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まとめた，生活綴方のもつ生活性と科学性の複合され
た意味を，教育的な発達の立場からとらえる点での弱
さがあったのではなかろうかと思えるのです。
　それは今日，私たちが「生活と知識を結びつける」
とか「知識を科学的にする」とかいう場合に，生活綴
方にあらわれる，事実をありのまゝにとらえる意味を，
科学的認識の萌芽として重視していることや，事実を
ありのまゝにとらえることをぬきにしては科学は成り
たちえないと考えていることからも明らかなのです。
　また，現実の子どもに直面した教育にあってはいわ
ゆる教科指導と生活指導とは，日常的に欠かすことの
できないものであることから，生活綴方の教訓を「教
科指導と生活指導との結合」の問題として整理しよう
とした点は積極的でありますが，その規定を「現実認
識と生活姿勢」の問題として把えたところに弱さがあっ
たのではなかろうかと考えるのです。
　生活綴方における内面的統一としての「現実直視」は，
認識は教科，姿勢は生活というように結合されるもの
ではなく，現実認識は同時に生活認識であるし，その
認識こそ認識活動としての学習へも，生活変革として
の活動へも統一的に立ち向かう姿勢の基本でなければ
ならないからです。だからこそ，生活綴方をあえて教科・
生活領域に組み込まないで，「現実直視」という点でと
らえていたわけです。
　いま，子どもを丸ごとつかむという場合，それは学
習の面からだとか，生活の面からだとかいうのではな
くて，現実に生きるという点で，子どもの内面で統一
的に実感されている本心を把握することを意味します
が，内面が空洞化されたり，内面をともなわない学習
や生活からは，丸ごとということは生まれないのだと
考えるのです。10）

　‥‥戦後の生活綴方復興と恵那教科研への移
行，および教科研から民教研という流れを理論的
に説明できるのは，当時においても石田一人で
あった。もう一人の論客，「恵那教科研」のリーダー
である近藤武典はのちに結成された民教研に背を
向けてしまっている。この移行期というか転換期
の教育学的論点は，他に類を見ないきわめて貴重
な研究対象である。それは，まさに教育実践とい
う場面で，いかなる理論的支えをもって教師が子
どもに向かっているのかという主題の生きた題材
であるからである。たぶん，石田の話を恵那の教
師たちは十分理解できないまでも，自分たちの実
践の意味を納得しながら聞いていただろうが，恵

那に関心をもつ他地域の教師や教育学者たちは，
この意味を理解しきれなかったに違いない。子ど
もをまるごとにつかむことの意味や，生活綴方が
恵那で独自の進化をしていることへの理解はでき
たとしても，恵那の到達点の理論的核心のこの部
分は，今もって理解されているとは言い難いとこ
ろである。教育学のタームでの「翻訳」というか，
教育学的研究が不可欠である。
　とくに，「認識論」研究で言えば，現実直視と
いう生活綴方の精神をふまえ，現実認識・生活認
識において，「子どもの内面で統一的に実感され
ている本心」をつかむことと表現されている，そ
の哲学的意味に注目したい。筆者なりにパラフ
レーズしてみよう。
　子ども（人間）はどのように，自分の外にある
世界を認識するのか。外的世界の機械的反映とし
ての「認識」ではなく，一人ひとりの異なる認識
の獲得とはどのようなプロセスをたどるのか，さ
らに，教育の場面で教師はどのように子どもの認
識の発達を促せるのか，などの問題は，第一級の
教育学の課題であり論点である。歴史における学
校教育は，日本史の場合では天皇のための学校，
皇国民教育という一方的教えこみ，国定教科書と
いう教育内容の専制支配を特色としていたが，唯
一，綴り方科には教科書がなく子どもの表現の個
別性が許容されていた。敗戦後の教育民主化にお
いて，占領権力であるアメリカの教育思想が持ち
込まれる一方，戦前期の生活綴方の意義が再評価
されたのも，必然的なものがあったといえる。そ
の場合，児童中心主義とか生活経験主義といわれ
る新教育が恵那の教師たちには，「ほんものの教
育」とは認められなかった一方，生活綴方への感
動的出会いがこの地域の教師集団の形成に大き
な役割を果たした。その生活綴方教師のひとりで
ある石田は，「考えることのできる子ども」をど
うしたら教育できるかをテーマに実践にとり組ん
だ。認識にしろ思考にしろ，それはそれをおこな
う主体の行為であって，科学的な知識，認識，思
考は，主体の側に属して進行する。にもかかわら
ず，学校教育の多くの場面では，あたかも科学が
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教材として与えられれば，それを取り次ぐ教師の
教授によって，自動的であるかのように学習者に
伝わるものと考えられた。教材は，科学性，系統性，
体系性という観点で編成されるものとされ，授業
は教師指導による「教案」「指導案」がよいもの
であれば，よい授業になるものと考えられた。こ
のような，いわば常識的な通念，俗説的な概念規
定とはまったく「自由」なところで，現実と格闘
しながら恵那の教師と石田は生活綴方の精神を発
展的に構築し，他のどこにもない独自の教育理論，
教育実践を展開できたのである。
　教科研（全国）が，60年代から70年代にかけて
教育の現代化における「教科」の系統性に傾斜を
強めていたなかで，恵那という存在は国民教育研
究所経由で（教科研関係者に）関心が持ち込まれ，
73年には「中間集会」の中津川開催を経て，関係
が深まっていった。石田が76年時点で全国の教育
実践家や研究者に語った報告内容は，主に「子ど
もをつかむ」思想と生活綴方教育実践に注目が集
まったといってよい。

　‥‥民教研の方針を大筋で説明させていただくとす
れば，その中心は，主題にあらわれておりますように，
生活をどうとらえるか（どうとらえさせるか）という
ことにあると思います。
　生活の事実をありのまゝにとらえることから生じる
生活認識とでもいえる現実認識，それは内面的な統一
点でもあり，また生きることとしての生活と学習への
子どもの意欲の基底にもなるべきものだと思います。
それを生活綴方の今日的な復興と創造を実践的にひろ
げることによって，自覚的につよめながら，その意識
の自発性・自主的な高まりを子どもたちの連帯性との
関係で具体的に発展させることのなかに，生活をとら
える基本をおいてきたのです。
　そして，それを支えるものとして，一つには「私の
教育課程づくり」ということで，各教科における基礎的・
基本的な科学（教科）と技術の学習を，「生活と知識を
結合する」とか「知識を科学的にする」とかの観点で，
具体的に編成していくことを実践的に追求しています。
　また一方では，五〇年代とは異なった社会構造のな
かで，地域と生活を失っている子どもたちに，地域と
生活を創りださせるための，異年齢による地域集団（地
域子ども会）の組織と活動を生みださせることを主要
な実践課題として具体化しています。

　そしてこれらを主軸にした活動のなかに，夫々の領
域・分野の実践を位置づけようとしていますが，こう
した全体構想を持つ教育活動を貫く内容上の原理を，
「わかる」ことにおいて模索し追求しているのです。
　そのため，これらの教育活動を総称して，私たちは「わ
かる学習」ともいっているのです。「わかる」という問
題は，単に授業上の原理であるだけでなくて，生活に
根ざし生活を変革する人間をそだてる全活動をつらぬ
く基本原理でなければならないと考えるのです。
　いま，支配層の教育が「わからない」学習をひろげ，
わからない子どもを激増させているなかで，子どもを
つかむ困難も大きくなっています。それだけに，今日
の教育において，「わかる」ことを全面的に追求するこ
とは，国家主義教育にたいする国民教育の中心的な対
決点で勝利することであり，子どもをつかむことを可
能にする基本でもあると思います。11）

　ここの引用は，認識論とは次元が違うことを
言っているように見えるが，「知識」をどう学ぶ
のかということでの原則的な立脚点を説明してお
り，恵那の教育実践と運動にとって，「全体構想」
をつくりだす地点にまで到達したことを表明した
ものとなっている。
　以上だが，まだまだ60年代とその前の時期に関
して述べるべきことはあるが，この「ユニークな
展開」は，なぜユニークと言えるのか，そこが分
析課題になるのである。

３．「生活」概念と「教科」「学力」との関連

　さて，どんな教育実践であっても，学力形成と
いう仕事を欠くことはない。というか教育の主要
な仕事であるとされる。恵那の戦後全体を貫く学
力規定はないと言えるが，その節々で学力が問題
とされ，一貫して文部省型，あるいは官製学力規
定は批判されてきたし，民間教育研究団体の中で
も，独特の学力を追求してきたと言ってよい。
　学力そのものが集中的に問題にされたのは，
1960年前後の（第二期）恵那教科研の時期と，
1970年代半ばのいわゆる「教育攻撃」にさらされ
て中津川市学力充実検討委員会という組織までつ
くって応対した時期の二回である。前者は，民
間教育研究団体の再編と教育の現代化という流
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れの中で，従来の自らの実践を総括するという課
題において，教科研型学力はけっきょく子どもが
つかみきれないという理由等で放棄された。そこ
から再編組織された東濃民主教育研究会は，「生
活」を重視する教育実践を追求していくことにな
るのだが，その過程では「地肌の教育」といわれ
て学力そのものを前面に出すことはあまりなかっ
た。後者の70年代のそれは，地域の政治勢力と行
政権力による教育攻撃への応対という受け身の形
をとったが，それは官製学力とは異なる概念を明
確にすることであり，かつ学力低下攻撃への実証
的反論を意図するものであった。ただし，この応
対は一時的にかわすことができたものの，成功し
なかった。
　ここで「学力」規定まで課題を拡げることはさ
し控えるが，こうした問題意識，つまり「学力論」
を意識すること自体は重要である。同時代よりや
や早い時期の東井実践は，「村を育てる学力」と
いうフレーズがすっかり有名になり，東井は生活
綴方実践家としても著名であった。多くの教育学
者は，東井を1950年代後半期の教育実践を代表す
る評価をしていた。

３－１．東井義雄「生活の論理」について
　言うまでもなく東井のこの言葉は「教科の論理」
と対になって提起され，教育における「生活」と「科
学」のテーマを実践的に問題にしたことで有名で
ある。
　東井はどのように「生活の論理」を説明してい
るのか。このもとになる実践は，1950年代の兵庫
県の農村部において，いわゆる高度成長前夜，戦
後復興期でまだ前時代の民衆意識，封建的な生活
意識が残っていた時期である。ここでは東井義雄
著作集を参照しつつ，1966年の『別冊現代教育科
学』における東井の問題提起とそれをうけた数人
の研究者・実践家から，問題を抽出しておく。
　東井は，その提案論文の冒頭で，ただ単に「子
どもの心理をつかむ」ということではなく「子ど
ものものの感じ方，思い方，考え方，うけとり方，
行動の仕方，処理の仕方というようなものを貫く，

その子どもの独自のあり方，すじ道，論理，といっ
たようなものをはっきりつかみ，それを足がかり，
手がかりとして授業を考えるのでなかったら，子
どもひとりひとりに，「なるほど」と，大きく成
長のよろこびを実感させ，子ども自身を高め，太
らせるような仕事はできない，ということを感じ，
考えてきた。そして，その子ども独自のものの感
じ方，思い方，考え方，生き方を貫くその子独自
のすじ道を子どもの生活の論理と呼んできた」と
書いている。12）

　このいわば東井定義は，十年以上の間のかれの
問題意識そのものを整理して表現している。ここ
でわかることは，恵那流に言えば「子どものつか
み方」として「生活の論理」という言葉を用いて
いることである。
　次に東井は，愛国心，平和，道徳教育などの問
題を挙げて，教師が子どもに高飛車に「結論」を
与えてしまいがちだと批判し，「もっともっと，
いろいろな質の生活の論理を掘りおこし，引き出
し，論理と論理をぶつからせて，あれでもないこ
れでもないという迷いの中に子どもを追いこむこ
との方が，もっと大切なこと」だと書いている。
そして生活綴方が「概念くだき」の仕事の大切さ
を教えてくれたと，教師が自分のイデオロギーか
ら「結論」を与えるのではなく，「子どもが選択
し，子どもが子どもの責任でつかんでいく」こと
が，子どもを育てる仕事だと書いている。13）

　これらのことから，子どもの側のすじ道を大切
にするという意味のことが意識されていることは
わかる。しかも，子どもの考え方には，生活とた
いして関わりのないところで動いている論理もあ
り，そういうものを許容すると「ひ弱な物知り」
になってしまい，物や事が自分のものにならない
限り，本物の生活の論理はスタートしない。子ど
もの命の底からたくましく発動してきた生活の論
理は，ロゴス的な教科の論理をパトス化し，主体
化し，さらに質の高い生活の論理を形成する，な
どと書いている。14）生活の論理は，教科の論理と
対決し，高次化するものだということらしい。
　たしかに，いろいろな生活の論理をあげて説明
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する中では，子どもの認識の歪みとか，大人から
の刷り込みとか，問題となる事例をのりこえる指
導が必要である。そして「教科の論理」との対決・
止揚するために，子どもの認識を高める授業をす
すめるうえで，教科の真理性，法則性，客観性，
順次性，体系性などを指して「論理」と呼んでい
る。子どもに教科の論理をつかみ取らせ，主体化
させ，生活の論理を客観性のあるたくましいもの
に育てるあげるべきだと，結んでいる。15）

　率直に言えば，「論理」が通った文章ではなく，
同じことのくり返しや構成上の工夫がなく，たい
へん読みづらい。「生活の論理」というものが論
理的に説明されていないのである。同誌の東井提
案にたいする諸コメントは，賛否まちまちだが，
論理という概念自体の脆弱性やわかりにくさは，
多くの論者が指摘したところである。特に，小川
太郎と川合章は，「論理」の使い方にも疑問を寄
せている。川合は，教科の論理にも，科学と勝手
におきかえており，教科教材の検討という問題を
避けていると批判している。また子どもの生活の
論理の違いについても追求が浅いと批判する。16）

　東井の弱点は，さらに子どもの生活の背景にあ
る大人の生活や地域の課題への認識の浅さにもあ
るし，子どもの生活を変えるという要素はあって
も小さく，授業での認識の高まりとか，学力への
意識へと収斂するものと受けとめられた。ただ，
この時期は，現代化とか教科指導というものへの
傾斜が高まっていくわけで，そこに生活的発想を
投げかけたことの意義はある。
　こうした弱点にもかかわらず，取り上げる必要
性を感じたのは，坂元忠芳が1950年代の典型的な
教育実践家の一人の東井を取り上げた研究論文を
1968年に書き，それを収録した1980年８月『子ど
もと生きる教育実践』の解説で，関連性を意識し
て恵那の教育実践を取り上げているからである。
坂元は「生活実感」に注目しつつ，生活が科学と
対立的に取り上げられてきたことを「とらえなお
す」べきだと述べて，生活綴方表現のなかで追求
される「生活実感」は，科学的思考をもふくんで
おり，「生活の生き生きとした形象的思考」として，

理論的思考というよりは「文学的，芸術的思考と
して存在している本質」と指摘している。17）

　この部分は難解で説明不十分だが，東井の「生
活の論理」を引いて，これに「ふくまれる内実を
とらえなおすべき」で，同書に書き下ろしで収め
られた「現代における子ども像と生活表現」論で
論じたというのである。しからば坂元が言及した
「生活の論理」がどのようなものかについて少し
ふれておこう。
　坂元は，「生活の論理」を「教育実践をとおし
ての，子どもの生活認識や行動の構造と機能にた
いする注目であって，そのなかに，子どもの主体
的な生活意欲（内面性）や，子どもの認識・エー
トス（慣習）の発達過程の法則をとらえようとす
る意欲がふくまれる。私見によればこのことのな
かには，いうまでもなく，子どもの精神発達にお
ける個性化，論理的認識と感情の発達の関係，そ
れと生活の意欲性とのかかわりなど子どもの発達
のきわめて複雑な諸側面のからみあいの法則性に
たいする注目―教育学的認識論上の重要な問題
がふくまれている。そればかりでなく，生活綴方
的教育方法が依拠してきた，「生活の教育との結
合」の法則の探求という教育方法上の原理論的問
題もふくまれており，とりわけ，子ども発達論の
レベルまでおりた教育実践における「地域」認識
の方法論の萌芽がふくまれている」とする。18）

　さらに坂元は，東井の地域認識において，地域
社会の封鎖性，非合理性，小農の利己主義などの
マイナスの側面を克服する実践の論理を「教科の
論理」の探求によって具体化しようとし，それを
たぐりよせ，「学習意欲や勉強意欲を科学的な認
識にまで高めよう」とした実践，二つの論理を「教
科の中で統一止揚とする注目すべき実践」と評価
した一方で，「生活の論理」のあいまいさなどの
弱点も指摘した。そして総論的には，教科研究の
レベルでの，経験主義やプラグマティズムではな
い「生活」への着目として評価したのである。19）

　坂元論文の執筆時点で教育学研究の主流は，教
育の現代化，教科の現代化であり，生活概念への
関心が希薄であった。坂元は，子どもの発達の問
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題を生活と教科の二つの側面から統一的に把握し
なければならないという課題を意識して評価した
上で，東井実践から「方法論的にのりこえていか
なければならない一つの遺産」であったと書いて
いる。

　ここで「生活の論理」が提起した論点を総括し
てみよう。東井の実践は1950年代後半を代表する
実践であり，生活綴方の教育方法がその後分節化
していくという直前にあった。それは，東井個人
の実践として「生活」「地域」を真正面にとらえ
た実践であった。恵那では，東井が感じ，課題と
してとらえた問題に気付いていただろうが（恵那
教科研機関誌をみるに），教科研究に傾斜し，そ
こで生活や地域にいかなる問題があるのかという
意識には至らなかったと言えるだろう。恵那教育
会議運動でかなり深く地域の親と結びついていた
にもかかわらず，であるが。
　しかし，東井の「生活の論理」というとらえか
たは，「教科の論理」とセットで「学習のつまずき」
を克服するための問題提起だったが，生活の「論
理」それ自体の問題性，そこで東井が何をとらえ，
何をとらえきれなかったか，の弱点を吟味する必
要があったのだ。
　東井が提出した生活に由来する子どもの学習の
つまずきは，1950年代の地域の後進性によるもの
が多く，そういう観点自体は意味あるものである
としても，坂元が後になって指摘する「生活の実
感」とは異なるものであった。もちろん次に検討
する岩手や山形の教師たちの「生活学力」「生活
認識」とも違う。

３－２．岩手『腕の中の技術と生活学力』
　さていきなり結論を記せば，生活学力という括
りで恵那の学力（生活概念）を説明することはで
きない，違う，ということになる。にもかかわら
ずとりあげたのは，「生活学力」論との比較検討
は有意義なテーマだと考えたからに他ならない。
この「生活学力論」というのは，岩手県の民間教
育研究者集団の1962年刊行『腕の中の技術と生活

学力』およびその中心メンバーである駒林邦男の
学力論である。ところで，この著作は1992年，「新
学力観」の登場を背景に復刻され，かつ駒林も
1994年に『学ぶ意欲を育てる授業・抑える授業』（あ
ゆみ出版）を刊行した。前者の復刻版に寄せた駒
林の増補追加された論文，「「学力」観の問い直し
と『腕の中の技術と生活学力』復刻版刊行の意義」
はさながら，『学ぶ意欲・・・』の要約版（前後
しているが）の趣であり，後者の著作では「新学
力観は生き生きした学びを取りもどせるか」とい
う副題をつけている。62年刊行物の第４章が「ほ
んものの学力づくり」となっており，その執筆は
分担者がいるが明示されていないものの，駒林が
中心的な箇所を書いていると想定される。
　そこで「生活学力」と対置されるのは「中央型
学力」だが，94年の単著では「学校知学力」と「ヒ
ドゥンカリキュラム」の考察が主体となり「生活
学力」は５頁程度しか出てこない。つまり，ここ
で比較対照する岩手版「生活学力」は，主に62年
と復刻92年の駒林学力論ということになる。駒林
はソビエト心理学の研究でおおきな著作も書いて
いるが，岩手の教師たちとこの書物を共同研究作
品としていて，このまえがきで「土着学力」とい
う言い方も括弧書きでしている。だから単純に駒
林学力論ということはできないことを，断ってお
く。
　同書の研究は，ちょうど1960年前後数年の状況
をふまえて理解する必要がある。もともとこの著
作は，日教組が設立した国民教育研究所が主宰す
る「地域における国民教育研究」の岩手県共同研
究者集団（民研岩手班とも書かれている）による
ものである。六県研究と最初は称され，山形，千
葉，和歌山，高知，宮崎などでもそれぞれのテー
マをたてて行われ，その成果はシリーズとして出
版もされた。この書のタイトルは，農民の技術や
その自然観を掘りおこそうとしたと書かれ，「農
民は知恵をみがき，腕の中に技術をたくわえ，処
世の術を身につけて，それらを子から孫へ，孫か
らその子どもへと伝えてきた‥‥たたかいと労働
経験の継承とのなかで，農民のほんものの能動的



人間発達文化学類論集　第 26号 2017年 12月64

エネルギーが発揮されてきた」という。「労農共闘」
というべきこうした「教師論」を背景に，ここで
は民研岩手班がとりくんだ，同県二戸郡浄法寺町
太田地区での調査等の成果をふまえた考察を概略
で押さえておく。この地区は馬と漆を生産する農
村であり，それと「生活学力」の規定とが分かち
がたく結びついている。したがって，それだけで
は地域性が強すぎて一般化できないものだが，叙
述に工夫の跡がある。
　同書は太田地区の特徴，来歴を詳しく記述し，
農村共同体のしくみ，「ゆい」とくらいという「位」
にも説明が及ぶがそれらは省略。寒冷地の稲作に
関して，「畑の水稲」の説明が目につく。という
のは教科書は「水田は水稲，畑は陸稲」と書いて
いるからである。ここでは，実際の稲作の状況と
農民の技術が，稲や発芽に関する教科書の紋切り
型説明とはまったくそぐわず，そこから間違った
教科書が「子どもらをどのような人間に育もうと
しているか」を考えてもらいたいと書きつつ，正
しい教科書にする仕事は現場教師にある，という
（執筆は岩手大学農学部の研究者，石川武男）。20）

農民の技術といってもそれは毎年携わっている米
作をここでは指しており，農地解放で土地を手に
した農民が，肥料のやり方で競争している様も描
かれ，子どもの労働と日常生活もくわしく取り上
げられている。そこでは，駒林論文でも言及され
ているが，子どもが日常で認識する草（たとえば
すぎな）について，教科書的な名前を知らないけ
れども，それが飼いウサギの下痢をおこすものだ
という認識があり，都会の子どもの知識とは違う
知識があることに注意を向ける。そして，地域や
生活にある知識の意味を「（子どもらの）こういっ
た認識は，生活と直結し生産と結んで生まれてく
る。いうならば，生活的，生産的認識であるとい
うことができる。」21）と書いている。
　こまめに多方面から子どもの生活実態や生活認
識を取材して，鉄道知識の欠如，ハンカチやちり
紙，掃除の仕方など，教師が都市部の生活を基準
にした生活とはまったく違う「へき地」の子ど
もの生活について，その教師の一方的認識との

ギャップを指摘する。つまり，子どもと教師の生
活そのものが違うのだ。その土着的な知識に対し
て，正当な評価を試みたものとして「生活学力」
を掘り下げる意味を見出している。それは，農業
政策の犠牲，中央優先の政治，という通り一遍の
見方を拒絶する著者たちのレジスタンスとも言え
る。
　さて「生活学力」はどのように規定されるのか。
　「生活学力の中味は，農民である親からいつし
か教えられたり，労働のなかで，「試行錯誤」の
やり方で，いわば「イネとの対話」のなかでつか
みとった知識・能力・習熟や処世術である。それ
は，ヴィゴツキーのいわゆる「生活的概念」であ
る。」と書かれている。22）引用を続けよう。

　この獲得過程は，つねに子どもの具体―状況的行
動を介して前進していく。このことから，生活学力に
おける知識の無意識性という性格が出てくるし，知覚
や表象による概念の「拘束」が引き起こされる。事物
や概念の本質的なものと現象的なものとが，生活学力
のなかにゴタゴタにはいりこんでいる。生活学力とは，
いわば「経験知」（あるいは「実際知」「行動知」）とそ
の「経験知」の適用の能力・習熟の総体である，とい
うことができる。生活学力は，必ず，この学力をもつ
者に一定に有効な結果をあたえてくれる。習得主体に
とって有効でない知識は，決して生活学力の組み立て
のなかにはいりこんでこない。23）

　駒林は，先の引用箇所に続けてメンチンスカヤ
の「実地的一般化」との指摘を引きながら，次の
ように書いている。

　「経験知」とは，「同種の事物や現象にたいする同一
タイプの行動の反復のなかで表れる一般化」である。
それは諸事物や諸現象，それらの関係を全面的・意識
的に分析し，その分析によって一般化に到着していく
ばあいとは全く異なる一般化である。つまり，実地的
一般化とは，不完全な抽象によってもたらさられるも
のであり，そこでは抽象のポジティブな局面（抽出さ
れるべきもの）と抽象のネガティブな局面（遠ざけら
れ・捨象さるべきもの）がしばしばいれ替えられている。
その結果，うえに抽象した「本質的なものと現象的な
ものとの混在」という結果が生ずるのである。
　‥‥太田の子どもたちは生産労働のなかで，「土から
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学」んでいるが，その労働は「苗はこび」，「除草」，「草
かり」などのような種類に制限されている。労働のそ
のような局限性は，かれらの生活学力に局限性をあた
えている。この局限性は，「現象の表面にあるもの・な
んらかの現象にはたらきかけるとき直接に見られうる
もの―こういうものをまず第一に習得しようとする」
（メンチンスカヤ）児童心性の特徴，僻地児童の経験
のせまさたかたより（とくに，かれらのコミュニケー
ション範囲のせまさ）とによって累乗される。／以上
のような生活学力・土着学力に，上からの中央版学力・
教科書学力が天下り，接木される。‥‥「米をたくさ
んとるには，米にあった土地をえらぶ」というような，
土壌についての科学的認識に直結していくはずの経験
でさえも，学校という知識伝授を専らの仕事とする場
所では日の目を見ないままにうちすてられる。教師は
「へき地児童の経験のせまさ」をなげくが，せまいし，
かたよりはあっても，一定の領域では極めて豊かな「感
性的経験の宝庫」であるものを，少しも活用しようと
しない。24）

　ここで引用した箇所だけで評価するのは一面的
かも知れないが，駒林が問題とする生活学力のポ
ジティブな面は「感性的経験」でしかなく，それ
は科学的認識を獲得する契機になるとしても，そ
ういう条件をこの地区の子どもたちは「活用」し
ようとしないことになっている。なぜなら，科学
を学ぶことの意味について，恵那の石田によれば
「考える力」「自分のなかに方針を持てる子ども」
を育てるための教育実践という「目的性」がない
からである。あるのは，真正な科学的な知識を獲
得するためには，正しいことが書かれている教科
書を与える必要があり，「現象の背後にある本質
を系統的にあばきだし，そのことによって経験
知を真の科学的認識にまで高めようという意気ご
み」25）が必要なのである，と書くにとどまってい
る。
　もちろん，そのこと自体には積極的な意味がな
いわけではない。ほんとうの実践的課題は，子ど
もの日常にある「労働」つまり「腕の中の技術」
だというのだが，中央版学力や教科書の意味のな
い記述を批判したり，その枠から出ようとしない
教師の姿勢を批判することはよしとしよう。その
批判的視点は鋭い。駒林が1992年に復刻版に書い

た「意義」では，「新学力観」への批判が展開さ
れているが，それは「生活学力」という対抗概念
が大きな役割を果たしている。その復刻版刊行「意
義」を書いた解説文から引用しておこう。

　具体的状況の中での私たちの具体的行動はつねに，
一定の具体的課題を担って行われる。この課題遂行の
過程で，状況との兼ね合いの中で当面の活動を阻む制
約として問題が立ち現れてくる。この問題解決のため
に，活動に参加している人々は知恵を出し合い，教え
合い，学び合う。「知っていないもの」が「知っている
もの」に質問し，「知っているもの」が「知っていない
もの」に答えてやる。問題解決の過程で，課題の要求
に照らして役に立つと思われるさまざまの認知的道具
が収集され，選択される。活動の結果は課題の観点から，
活動する当の本人によって評価される。／一方，教室
での学びの状況は，このような現実的な状況無き特異
な（状況）である。活動の課題は元より，「問題」でさ
え第三者（教師，教科書作成者）によって舞台裏で作
られ，「問題そのもの」として外部から与えられ，その
解決結果は他者による評価の対象とされる。‥‥「知っ
ているもの」が質問し，「知っていないかもしれないも
の」が答えさせる。テストの時であれば，教え合い，
学び合いは不正な行為として見なされる。26）

　駒林の「意義」解説は，本来の学びに対する「学
校知」が支配する現状の教室での学びを鋭く批判
するには有効である。イリイチを引いて，あらゆ
る学びの産物は「自家産，自家製のもの」であるが，
学校知学力は他人による評価という交換価値がな
ければ学習者本人にとって無価値に等しい。本来
の「知」の「学び」を取り戻すことが重要で，そ
れは学校知の組み替え，学力観の問い直しにとっ
て，生活学力論は有効な視点，研究方法を提供す
ると結んでいる。
　この解説文にも大筋異議はない。もう少し敷衍
すると，駒林が前掲『学ぶ意欲・・』で，学力と
生活学力を取り上げ，学校知学力と並んで「隠れ
たカリキュラム」の学力を挙げ，それは子どもが
自分の能力・関心・要求に応じて作りだした「自
家製造」だと指摘する。27）

　一方，生活学力の「学」は「学校知」の「学」
ではない。日常的生活の中で，活動のいわば副産
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物として「学びとった」知識・技能・能力である
という。生活学力の形成・獲得過程は常に，当の
本人の具体・状況的活動と密着し，その中に埋め
込まれて進行するので，具体的な表象による概念
の拘束が引き起こされる，のである。
　そこで，その中に，「現象形態と本質」「事物や
概念の本質的なものと主観・状況的なもの」とが，
ごたごたに入り込んでいる」ので，生活学力は一
般性が低く，特定の領域に通用するだけで，そこ
が弱点であると駒林は書いている。28）

　駒林はこのすぐあとに，ヴィゴツキーの「生活
的概念」と「科学的概念」の関係のように，生活
学力は子どもの頭の中でその二つの境界がきわめ
て流動的だと指摘する。
　ヴィゴツキーの「生活的概念」とは，「子ども
の固有の生活経験の中から発生する概念である。
つまり，特別の教授・学習なしに他人とのコミュ
ニケーションの中，個人的経験の集積の過程で習
得されてきた自発的概念である」と規定した文を
引用し，これは「概念の高次の性質―自覚性と
随意性―へ，上へ向かって成長する」という。
そして，「科学的概念の発達は，つねに自発的概
念の習熟の一定の水準に依拠しなければならず，
より低次の，初歩的な対応の一般化から以外に，
子どもの中に発生することはできず，子どもの意
識の外から持ち込むようなことは出来ない」ので
ある。29）

　何だか難しいが，たしかに，子どもの科学的認
識の習得のプロセスにあって，外から，すなわち
教師や教科書を持ち込んで「教え」ても「学び」
が成立するわけではない。知識を覚え込むことで
学んだかのように錯覚し，テストで正解ができれ
ばそれで教育の結果が出たというものではないと
いう指摘として有効である。しかし，子どもが，
学んだという結果とは何か，それをプロセスとし
て検証する研究は重要であるが，教育実践として
具体化することとは何か，は簡単ではない。
　駒林の『学ぶ意欲を・・』は，ここ以外には生
活学力への言及はない。その視点，方法論を生か
して徹底的に「学校知」学力の問題点を批判し，

かつ「新学力観」も同列に批判する。同書の後半
は，実際に教壇に立った実践的な場面を提示して，
学校知学力をのりこえる提言を行っている。そこ
には，授業論として見るべきものが多く含まれて
いるが，それはまさに教育方法の分野での検討に
とどまっている。
　以上，岩手民研の「生活学力」というユニーク
な学力論を検討した。1960年代前半の地域研究と
そこでの教師の取り組みを見ると同時に，「新学
力観」の批判的検討に際して，生活学力の視点の
有効性についての駒林の著作の一部に言及した。
思いきり単純化すれば，岩手の教師たちが「生活
学力」という概念を使い，それが官製学力と異な
る意義があることを見出し，生活概念を積極的に
（ネガチブな意味を持つ）とらえたが，恵那は子
どもをつかむという独自のアプローチで「生活を
変える」生活綴方の実践にとり組んでいったとい
うことであろうか。

３－３． 山形『教科構造と生活認識の思想』の生
活概念

　同書は，1960年代後半での山形民研で取り組ま
れた研究報告書であり，研究フィールドは県の南
部，米沢地区である。岩手とは異なり山形には生
活綴方教育の実践的な蓄積があり，また，県教組
の教文部（教育文化運動）には大石田プランを実
践した剣持清一がいた。この書の終章を担当した
真壁仁は教師でなく詩人だが，山形民研の有力な
理論家である。ここで，この書を検討対象とする
のは，60年代の「学力テスト」反対運動以降，こ
の地の教師たちがどのような学力観，教育実践論
を携えて実践，運動に取り組んだかという課題意
識の中におけるユニークな「生活認識」へのこだ
わりの意義についてである。岩手も山形も国民教
育研究所の地域研究の分担者であり，取り上げら
れている内容は類似点が多い。地域性においても，
授業や教科書研究だけでなく，その背景にある農
業労働，林業問題，地域住民との連携，などへの
言及が多い。山形の場合，この書だけで特徴を抽
出するべきではないが，典型例として取り上げる
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にはふさわしいものであり，理論的なことがらに
も言及がある。この書の坂元源勇が担当した３，
４章は山形県の全体の運動にふれているし，終章
の真壁仁執筆には，「生活と教育の結合」に関す
る教育学的言及がある。（以前，山形の事例につ
いてはすでに1960年代研究の⑷と⑸いずれも1996

年刊で，検討した内容と重複している）
　前半は米沢地区での取り組み，主に米沢市立中
学校の教師たちによっているので，当然「教科」
の構造や思想がベースにある。さてこの「教科構
造」とは何かをまず押さえておかなければならな
い。「はしがき」では，「自主的につくられるべき
教科構造の内容は，民衆運動の昂揚に照応すると
いう仮設を当初からだしてかかっているのである
が，それは，民衆運動のなかにこそ国民の権利に
根ざした教育要求がある」30）という文章がまず登
場する。ここに見られるように，各教科を関連さ
せるというような，たとえば合科とか総合という
発想ではなく，教科の背景にある科学の内容をふ
まえ，道徳教育，言語教育，科学教育，生産教育，
情操教育，保健教育という形で「六つの側面」と
書いている。31）これらは山形のくらしの中から教
育政策を考えていこうという「山形県教育綱領」
の発想を土台としている。起点は1955年末という
から任命制教育委への転換時期の直前である。そ
して，単なる政策要求ではなく，教育のめあてや
しかた（方法），なかみなどを項目化しているの
であるから，教育要求の構造化というべき構想で
ある。
　ここで注目しておきたいのは，「知識を系統的
におしえ，文化遺産を正しくうけつがせ」「各教
科の内容に客観的真実を系統的に配列する」とい
う方法をとらず，「むしろ，自然と社会の制約を
うけてゆがんでいる子どもの概念をくだき，正し
い法則にかなう認識を子どものものにするため，
自然と社会のありのままに直視させ，事実にもと
づいて比較し，たしかめさせる集団操作をだいじ
にし‥‥そのなかで，子ども自身によってつくり
ださせる新しい概念で法則を認識させていこう」
という記述である。これは，「生活綴方的教育方法」

と「歴史的な見方」と明示され，「生活認識の思想」
としてその後ととらえられていくというものであ
る。32）

　つまり，教科構造とは山形の教育運動の綱領（め
あて）1955年から発想され，地域，子どもの側に
立って下から教育を創り出すという志向があり，
そこに「生活」概念が大きな役割を果たすという
ように認識されていたと言える。これは，1960年
代の運動に引き継がれ，おりしも「学習指導要領
の法的拘束性」や「教育の現代化」とは真っ向か
ら対抗することになっていった。
　さらに山形には教組教文部長剣持清一が提唱し
県内に広がった「三つの組織論」というのがあっ
た。それは，教科組織論，学校組織論，教育運動
組織論である。この最初の「教科組織論」は，教
師の教育研究における技術主義の克服を狙い，国
家基準に対して現場的発想からその土台を「生
活」と規定した。ここでいう生活とは「生活即教
育といった生活経験主義，自然成長説をさしてい
るのではない。‥‥自然の制約と圧迫，社会の矛
盾，それに対する人類の生産発展と社会発展のた
めのたたかいの歴史的所産としての「生活」とい
うべきであ」る。そして「生活を歴史的，社会的
現実をとかしこんでいるものとおさえ，生活のな
かから矛盾や法則を発見していく思想方法であ
る。」と規定し，「生活綴方的教育方法」を提唱する。
そこでは，「ありのままにみる→現実，こまかく
しらべる→矛盾，すじみちをつかむ→論理，きれ
いにあらわす→表現，みんなでとりくむ→抵抗」
とされる。生活認識の思想で教科を見直し，子ど
もに生活認識の思想を形成する方法だという。33）

　ここには，他所から何かを学んでということを
排し自前で教育理論と実践を切りひらこうとする
意欲を感じとることができる。しかも授業とか各
教科領域に矮小化させるのではなく，学校や地域
をも包括する総合的な教育実践・運動の構想とし
て組み立てられている。ただ，「子ども」を位置
づける点での決定的な違いを，恵那が同時期に取
り組んだ実践と比較すると指摘せざるを得ない。
教師主導でつくったものをあてがうという弱点，
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生活綴方的教育方法というものの，ある種の技術
主義ではないかという弱点を感ずる。
　真壁が終章で「教科の科学と生活認識」で書い
ていることは，「教科」「教育と科学」の一面的主
張への鋭い批判が展開されている点で注目に値す
る。直接には遠山啓「民間教育運動にのぞむもの」
（『教育』1968年７月号）を例示しつつ，「生活と
いう概念は内包するところがひろく茫漠としてい
るから，教科の問題を考えるときにあまり使わな
い方がよい」という主張を取り上げ，「少なくとも，
生活と科学を，二元的に対立するものとしてでは
なく，その結合によって教育課程をくみたてよう
とした運動があったことをとりあげないで生活教
育を批判することは正しくない」という。34）

　生活という概念には，人間の生きる意志と同時に，
生きる権利の意識がつらぬかれている。国民の生活は
例外なく歴史に規定され，社会的に規定されている。
政治と文化，労働と会計，人間的欲求と政策的拘束の
葛藤が，体制の矛盾をそのままに反映しながら具象化
される世界である。この世界に生きている主体を抜き
にして，科学や文明を知るという知識の客観主義は，
人間の中から，肉体的な能力や構成的な想像力や階級
や民族をぬきとってしまうおそれがある。
　生活と芸術を結合させるのは，生活の経済的拘束や
生活の日常性のなかに人間性を埋没させない創造的主
体を形成するためであり，生活と科学を結合するのは，
生活の直接経験の個別性，偶発性を高めて，とじこめ
られた認識を長大な歴史的時間と世界史的空間にいた
りうるみちすじをもたせるためであり，事物の認識か
ら法則の認識へおしすすめるためである。
　生活を通して国民の教育要求をくみとり，民族とし
ての歴史的課題，社会的課題にこたえる内容をくみた
て，生活綴方的教育方法によって，科学的芸術的認識
を身につけた人間を育てるのである。ここでは，生活
とは生活経験主義，自然成長説をさしているのでなく，
歴史的，社会的現実をとかしこんでいる生活，自然の
制約と圧迫，社会の矛盾，それに対する人類の生産発
展のためのたたかいの，歴史的所産としての生活，を
いっている。また，ここでとりあげられている生活綴
方的教育方法は，生活概念にたいする以上の追求をも
とにして現実を見つめる，矛盾をつかむ，論理をとお
す，表現する，抵抗する教育方法であることを示して 
いる。35）

　ある意味，前半はかなりイデオロギッシュな表
現であり，論理的，理念的な文であるが，この記
述は抽象論ではなく，山形民研が実践から導きだ
した理論的帰結だった。そこでいうところの生活
概念とは，しかし，恵那の発想からするとかなり
「科学主義」的なものに映るのではないだろうか。
先に書いたことと同じなのだが，ここには，「子
どもから」とか「子どもをつかむ」という視点は
なく（ないというのは言い過ぎで，子どもの生活
そのものという発想，つまり即自的気配が濃厚だ
ということではある），国家政策としての教育批
判と，それに対置される国民的教育という発想が
強く出され，それは社会主義イデオロギーという
発想のもとで構想されたものである。
　真壁はさらに，ソビエト教育学の紹介者である
柴田義松の，『教育』誌の同じ号の論文も俎上に
載せる。「しかし私たちは，資本主義社会でこそ，
教科課程を生活と結びつけなければならないと考
えてきている。生活を通して主体的に子どもが，
資本主義社会の矛盾を実感する直接経験が大切だ
と考えてきた。その経験が子どもの知識を認識に
し，思想ともいえる考えと行動に深めてきたいく
つもの教育実践例を見てきた。」36）

　山形のこの時期における「生活」概念，生活認
識を検討するには，実はもう一つの素材，土田茂
範実践がある。これについては，ここでの検討は
省略し，坂元忠芳「教育愛と教育実践の構造」（初
出『教育』1968年５月号）の存在を指摘するにと
どめる。（そこで坂元は東井の「生活の論理」の
意義についてもふれているが，土田もまた生活の
主体者として子どもを育てる仕事と学力をつける
仕事との分裂を問題にしている。37））
　また，地域における教育実践のあり方に坂元は
言及して「剣持の学校では，全教員によって一方
で子どもの生活（労働），集団，学習，文化，民
族意識の具体的な姿を把握するための「子ども研
究」が，他方で子どもの生活経験と生活感情に根
ざした指導を行うための「地域研究がおこなわれ
て，そのうえに，教材（とくに社会科）の科学的
検討と教育実践が取り組まれている」と書いてい
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る。同論文を坂元は「教科の科学的認識を地域の
見通しと結びつけようとする生き生きした実践の
第一歩」と評価して結んでいる。38）

＜小括＞　教育における生活概念は，いまや取る
に足らぬ位置に置かれていると言えるかも知れな
い。科学主義が跋扈しているとは言わないにして
も，学校現場で生活綴方は死語に近いし，学習指
導要領が事実上の拘束力をもち，授業スタンダー
ドとか，アクティブ・ラーニング，ルーブリック，
コンピテンシー，などというカタカナ語が横溢し
ている。それらは，教育の質を担保するアイテム
化し，子どもはもっぱら客体化されている現状が
ある。たしかに，総合的学習とか，課題解決学習
などといった，子どもを学習主体とみたてる実践
が称揚されている一面があるが，見せかけの主体
性であるかないかは，「主体性」をどうとらえるか，
という視点からの本質的な検討・吟味が必要とさ
れる。「生活」とか「地域」概念は，時代による
変化が著しい一面があり，1960年代，1990年代で
の実践や議論を取り出して検討してみても，環境，
条件の違いを織り込んで考察する必要があり，か
つ，いわば普遍的というか，本質的な論点の抽出，
あるいは「理論化」ということが求められる。本
稿はとりあえず，その比較研究といった趣旨で書
いてみたが，生活教育論争，生活指導論の検討な
ど，残された課題がまだある。
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