
1　研究の背景

　これまでの研究の経過から、「国語能力表」は、「中間
発表」として告示された昭和25年の段階で、東京高等師
範学校附属小学校（以後、「東京高師附小」と表記する。）
の「学習目標分析表（昭和24年）」を踏まえて作成された
ということがわかっている 1。筆者がこれまでに作成し
た比較対照表によれば、「学習目標分析表」（東京高師附
小）の項目は、8割以上（86.3％）が「中間発表」の項目と
なっており、また「学習目標分析表」がどの程度「中間報
告」の各項目と一致しているかを算出した割合は6割以
上（63.1％）であったことからも、その関連性は極めて高
いといってよい。残りの3割強は、新たに「中間発表」の
段階で付け加わった項目の割合である。換言すれば、文
部省の「国語能力表」は、東京高師附小の当時の研究で
ある「教科カリキュラムの研究」を大いに参考とし、ま
た目標項目を相当数引用して作成されたといっても過言
ではないものなのである。さらに言えば、「中間発表」に

対する批判や指摘が当時出ていたにもかかわらず、「国
語能力表」は、それに十分応えていないということも明
らかになった 2。
　一方で、東京高師附小（1951）は、組織的な研究として
の「教科カリキュラムの研究」を当時の文部省とは別に
独自に進め、昭和26年11月に文部省に先んじて（「国語
能力表」は同年の12月発表）「学習指導目標分析表」を発
表している 3。これは、名称が「目標」の分析表から、「指
導目標」の分析表に変わっただけのようにもとらえられ
るため、一見2年前の「学習目標分析表」の改訂版とも推
測しがちである。しかし、内容を見てみると、「学習目標
分析表」とは異なった点も多く存在する。この点につい
ては具体的に後述する必要があるが、まずは、文部省発
表の「中間発表（1950）」と1年後に出された「学習指導
目標分析表（1951）」との比較を行うことに意義があると
考えた。この2つの資料の関係はいかなるものであるの
か。また、「国語能力表」は、「学習指導目標分析表」とど
の程度関係があるのか。さらに、「学習指導目標分析表」
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要　約

　本稿は、「国語能力表（昭和26年）」がどのような経緯で成立したのかについて、資料をもとに検証す
るものである。
　すでに『「国語能力表（昭和26年）」の系譜（その1）』として、「学習目標分析表（1949）」（東京高等師範
学校附属小学校）の「国語」に関する部分と、「国語能力表」の「中間発表（1950）」（文部省）、および「国
語能力表（1951）」（文部省）の比較検討を行い、「中間発表」の存在意義と「国語能力表」の改定意図を明
らかにしている。本編では、「中間発表」（文部省）の「国語能力表」と、「学習指導目標分析表（1951）」（東
京高等師範学校附属小学校）、および「国語能力表（1951）」（文部省）との比較検討を行った。その結果、
文部省の「国語能力表」は、東京高等師範学校附属小学校の研究を踏まえて作成されたものであること、

「学習指導目標分析表（1951）」と「国語能力表（1951）」とは、内容に共通点はあるものの違った意図をも
つものであり、そのことが、その後の国語教育の動向を大きく左右するきっかけとなるのではないかと
いう新たな仮説を提示した。
　さらに、「国語能力表」や「学習指導目標分析表」に関わる研究が、実際の学習場面とどのようなかか
わりがあったかについても、資料をもとに検討した。

　キーワード： 「学習目標分析表」、「中間発表」、「学習指導目標分析表」、「国語能力表」、「生活能力分析表」、
「倉澤剛」、「ストレートマイヤー」、「検定教科書」（学校図書）
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がどのような目的で、作成されたのか。これらの点を、
資料をもとに検証してみることとする。

2　研究の目的と方法

　本稿では、先に述べたように、最初に「中間発表」と「学
習指導目標分析表」、「国語能力表」との比較を行う。そ
のことにより、文部省と東京高師附小の研究との関係が
より明らかにできるであろう。さらに、「国語能力表」や

「学習指導目標分析表」が教育現場でどのように活用さ
れたのかということについても、当時の文献をもとに可
能な限り探ってみることとする。
　まずは、3つの資料の比較を以下のように行い、全領
域、項目についての一覧表を作成した。

・ 「Ⅰ　国語能力表（中間発表）」（以後、Ⅰまたは「中
間発表」と表記）、「Ⅱ　学習指導目標分析表」、（以後、
Ⅱまたは、「Ⅱ　分析表」と表記）、「Ⅲ　国語能力表」

（以後、Ⅲまたは「Ⅲ　能力表」と表記）の順に比較対
照表を作成した。

・ ⅡおよびⅢにおいて、一致が見られた項目について
は、項目の順番を入れ替えて横並びに示し、さらにⅠ
の末尾に「→」を付した。

・ ⅡとⅢで削除された項目（採用されなかった項目）
は、Ⅰの末尾に「×」を付した。

・ ほぼ同じ文言で一致していると筆者がみなした項目
の冒頭（ⅡとⅢ）には、「◎」を付した。

・ 文言に多少の違いはあるものの、一致しているとと
らえられる項目の冒頭（ⅡとⅢ）には、「●」を付した。

・ 新たに付け加えられたとみなされる項目の冒頭（Ⅱ
とⅢ）には、「＋」を付した。（本編末資料参照）

　その上で、Ⅰの項目がどれだけⅡと一致しているかを、
Ⅰの「→」の項目の数がⅠの全項目の何パーセントに当
たるかとして算出した。算出方法は、「Ⅰの→の数／Ⅰの
項目数」である。さらに、ⅡとⅢの項目が、それぞれⅠを
どの程度踏まえているか（Ⅰとどの程度一致しているか）
を算出した。算出方法は、「Ⅱの◎と●の総数／Ⅱの総数、
Ⅲの◎と●の総数／Ⅲの総数」である。
　これらの数値によって、ⅠとⅡ、およびⅠとⅢの一致
率を数値的に比較検討することが可能となる。
　また、ⅡとⅢについての比較は行わず、ⅠとⅡ、Ⅰと
Ⅲの比較対照を行った。その理由は、ⅡとⅢとの関連性
は乏しいと筆者が判断したことによる。このことに関し
ては、後述する。（3（2）および4（1）参照）
　さらに、Ⅱについては、領域ごとの区分のみでなく、「理
解」「技能」「態度」という区分も示されていた。しかも、

文言や学年を示す番号で「中間発表」の「継続学年」を踏
襲しており、「継続学年」を示すため、文言はかなり繰り
返し示されている。そこで、一覧表には、
・ 各項目の番号の後に、「理」（理解）、「技」（技能）、「態」（態

度）を記号として付した。（本文の通りに示してある。）
・ 「継続学年」を文言として記述すると、膨大な量となる

上に不明確な表となるため、主として取り扱うと筆者
が判断した学年（番号の表記のある・なしや横の項目
との関係性により）にのみ文言を示した。（実際の一覧
表には、「聞くこと」のみ、すべての項目を示してある。）

という原則に基づいて一覧表を作成した。「継続学年」、
継続学年を示す「番号」については、もともとのⅡの表
の一貫性が極めて乏しいため、判断に悩むところもいく
つかあったが、「中間発表」の学年への位置づけを参考に
するなどして、重複を省いて一覧表に掲載した。
　これらの一覧表は、本編末に資料「表1」から「表2」と
して示す。（一部抜粋）

3　「学習指導目標分析表」（昭和26年）とは

（1）	「学習目標分析表」（昭和24年）とは
　東京高師附小では、先の昭和24年に「学習目標分析表」
を発表した。その経緯と改訂までのいきさつについては、

「Ⅱ　分析表」の「序」に、当時の主事（校長）の佐藤保太
郎（1951）の論として、以下のように述べられている 4。

当校では、先ず、各教科の学習指導目標分析をとり
上げ、昭和二十四年四月から、その研究に着手した。
はじめ学習指導要領の各教科編にかかげられた各教
科の学習目標の研究に当ったが、これには目標が可
なりはっきり示され、学年的発展を見せているもの、
能力表まで掲げているものもあったが、中には目標
が明瞭を欠いているものもあって、これのみにたよ
るわけには行かなかった。それで、さきに実施した
当校児童の調査事項を資料とし、また、三十名の職
員の多年にわたる教育上の経験を活かし、各人の目
に映じた文献や調査物を参考とし、総合的な考察に
よって、児童の能力をおさえ、これに応じて各教科、
各学年目標を設定しようとつとめたのである。

　ここでは、「学習目標分析表」は、昭和22年の『学習指
導要領（試案）』、児童の調査結果、当時の文献や調査物
などを参考として作成したと言っている。しかし、どの
ような調査をしたのか、どんな結果であったのか、どの
ような文献を参考にしたのか、また、教科による差異は
あったのかについては、明らかではない。わずかに、『教
育研究』誌（1947）において、算数の実態調査の様子を見
ることができる資料があった。しかし、（一）として結果
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の途中まで示されているもので、その後の分析結果は記
述されていなかった 5。調査の内容は、①算数が好きか嫌
いかとともにその理由を記述するもの、②数え方の技能
と方法、③形の認識、④長さ比べ、⑤数字に関する書字
能力である。結果の考察は①のみについて示されており、
それ以下は別に示すとしている。ただ、同じ調査が国語
や他教科でも行われたであろうことは推察できる資料で
あった。
　当時、特に昭和24年ごろは、全国で教育課程の研究が
行われ、「能力表」などの試案も盛んに作られたといわれ
ているから、そのような資料を入手し、参考にしたかもし
れないが、これもあくまでも推測の域を出ないし、どのよ
うな資料を参考にしたのかの記述も確認できなかった。
　さらに、この「学習目標分析表」を2か年の間「評価」
の基準として活用し、児童の学習を評価し、反省してき
たことと、「平和条約の発効に伴って、教育に対する社会
的要求が更新されつつある現状にかんがみ、この際、こ
の試案の不備な点を補い、進んで新たな観点から見直す
ことの必要を痛感」したことを、「学習目標分析表」の改
訂の趣旨であるとしている。「平和条約」とは、日米間で
交わされた、「対日講和条約批准（1951. 11. 19）」のことで
あろうから、同年同月に合わせるようにして、「Ⅱ　分析
表」（1961. 11）を発表したことになる。すなわち、このこ
とをきっかけとしてこれまでのCIE（民間情報教育局）な
どの介入を離れ、自分たちの手で教育課程を改訂するこ
との意味を強調し、宣言しているようにもとらえられる。
　このようなつながりがあるとはいえ、「学習目標分析表」
と「Ⅱ　分析表」とは、共通点もあるものの、大きく違っ
ている点がいくつかある。その点について次に述べる。

（2）	「学習指導目標分析表（1951）」と「学習目標分析表
（1949）」との差異

　二つの「分析表」の共通点は、おおむね以下の4点である。
①学年ごとに「能力」ではなく、「目標」を示しており、

しかも学年ごとに一覧表にしている点（「Ⅲ　能力表」
は、「言語活動領域」ごとの記述）

②言語活動の領域を5つにしている点（これは、「Ⅲ　能
力表」も同じ）

③「書くこと」の領域を「作る」「書く」としている点（「Ⅲ
　能力表」は、「書くことの能力（作文）」と「書くこと
の能力（書き方）」）

④似ている文言が、数多く見られる点
　（一例をあげると、

・「聞く」の第1学年：
1きくなかまいりをする。
→1なかまにはいって、きくことができる。

4かんたんな話が復唱できるように聞く。
→3短い、かんたんな話ならば、復唱ができるよう

に、聞くことができる。　など
・「話す」の第1学年：

1知らない人の前でも話ができる。
→2知らない人の前でも話すことができる。
2なかまにはいって話をする。
→1たやすくなかまにはいって、友好的な態度で話

すことができる。
・「読む」の第1学年：

1本の持ち方やページのくり方になれる。
→4本の持ちかたや、ページのくりかた（ﾏﾏ）になれ

る。
2自分の名まえがわかる。
→2自分の名まえが読める。など）

　文言が似ている点は、「目標分析表」と「Ⅱ　分析表」
との関連性を裏付ける結果とも見られるが、以下のよう
な相違点を見ると、「Ⅱ　分析表」は必ずしも「学習目標
分析表」ではなく、「中間発表」をもとに改訂されたので
はないかと推察できるのである。その内容とは、

①Ⅱは、言語活動の領域の順番が、「中間発表」の「書
き方」「作文」と同じ、「書く」「作る」に変わってい
る点

 （「学習目標分析表」は、「作る」「書く」の順であった
のが「中間発表」では逆になり、「Ⅲ　能力表」では、

「書くことの能力（作文）」「書くことの能力（書き方）」
となり、また逆になる。「Ⅱ　分析表」は、「書く（書
き方）」「作る（作文）」の順であり、「Ⅲ　能力表」と
は逆である。）

②「継続学年」を学年の表記と文言の重複で示した点
 （例えば、
 「話す」の第1学年：○2かんたんな話ならば、その

内容がわかる。
 「話す」の第2学年：2（かんたんな話ならば、その内

容がわかる。）（1）備考番号がゴシックのものは本学 
年といった表記がいたるところにみられる。）

③各領域の目標項目を「理解」「技能」「態度」に分けて
示した点。

　特に、上記②と③は、「中間発表」に対する当時の批判
を踏まえて作成しているとみてとれる。「当時の批判」は、
以下のように要約して示すことができる。

・ 海後勝雄（1949）：必要なことは目標なのか、能力
なのか。目標は能力よりも上位の概念であり、目
標の具現化したものが能力である。いくつかの能
力表の項目は、能力というよりもむしろ目標と
いったほうが良いものもある 6。
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・ 共同研究（1950）：「ただ一度ポツン（ﾏﾏ）と出され
てあとは継続学年を見よ」ではその場限りの指導
で終わってしまう可能性がある。「人間の能力を
いくつかの経験の糸によりわけて、筋をたどると
いうことがなければ教育の計画をたてることはで
きないはずのものである 7。」

　つまり、「中間発表」での継続学年の示し方では、実際
の指導に活かせないという批判と、能力ではなくまず目
標を示したほうがわかりやすいといった指摘を踏まえて

「Ⅱ　分析表」を作成しているととらえるのである。しか
も、この「継続学年」は、「中間発表」の段階から記述さ
れており、「学習目標分析表」にはなかったものであるた
め、前者を参考にして作られたとみるべきであろう。
　このような理由から、「中間発表」と「Ⅱ　分析表」と
の比較を新たに行う。「Ⅱ　分析表」と「Ⅲ　能力表」と
の関連についても当然検討する必要があると考えたた
め、最後に一部掲載した「表1」のように2つの「分析表」
と「能力表」を並べて、比較対照表を作成した。

4　結果と考察

（1）	「中間発表（1950）」と「学習指導目標分析表（1951）」
と、「国語能力表（1951）」との関係性

　「中間発表」と「Ⅱ　分析表」の一致率を数値の上で見
てみると、以下のようになる。

「中間発表」の採用率「Ⅱ　分析表」との一致率
聞く 100％ 69.4％
話す 100％ 73.6％
読む 94.9％ 68.9％
作る（書く） 100％ 60.9％
書く（書き方） 93.8％ 74.6％
合　計 97.5％ 69.1％

　97.5％は、7項目のみ「中間発表」より削除したことを
表している。（全282項目中）
　その7項目は、

・ 他の教科に関するテキストブックを正確に解釈する
ことができる。（「読むこと」3年）

・ 漢字はだいたい（四八○）字ぐらい読むことができ
る。（「読むこと」4年）

・ 漢字はだいたい（六八○）字ぐらい読むことができ
る。（「読むこと」5年）

・ よい文学に対する興味が増してくる。（「読むこと」6
年）

・ いろいろな表や小づかい帳の記入などができる。
（「書くこと（書き方）」4年）

・ 漢字は、だいたい（四八○）字ぐらい書くことがで
きる。（「書くこと（書き方）」4年）

・ 漢字は、だいたい（六八○）字ぐらい書くことがで
きる。（「書くこと（書き方）」5年）

である。
　「漢字」については、「Ⅱ　分析表」の「書く（書き方）」

（6年）に「教育漢字ならばだいたい書ける。」が位置付け
られており、この文言に集約して示されたととらえても
よい。しかし、継続学年を各学年に文言で示す特徴がみ
られる点と、このこととは性格を異にしている。
　「中間発表」と「Ⅲ　能力表」を比較した比率は次のよ
うな表であり、先の「Ⅱ　分析表」が「中間発表」を採用
した率と、非常に近い数値であることがわかる。

　 「中間発表」の採用率「Ⅲ　能力表」との一致率
聞く 100％ 85.4％
話す 98.5％ 98.5％
読む 98.7％ 94.0％
作る（書く） 100％ 98.2％
書く（書き方） 97.9％ 100％
合　計 98.9％ 95.6％

　98.9％は、以下の3項目のみを「中間発表」より削除し
たことを表している。

・ 会話のためにおもしろい話題をえらぶことができ
る。（「話すこと」5年）

・ 他の教科に関するテキストブックを正確に解釈する
ことができる。（「読むこと」3年）

・ ローマ字の続け字が書ける。（「書くこと（書き方）」
6年））

　「Ⅲ　能力表」への改訂段階で削除された項目は、 
「Ⅱ　分析表」とは一致していない。このことからも、
「中間発表」から「Ⅱ　分析表」へ、また「中間発表」から 
「Ⅲ　能力表」へという経路は辿れるが、「Ⅱ　分析表」
と「Ⅲ　能力表」との結びつきは、乏しいととらえた。さ
らに、以下のような点も、その理由として加えられよう。

①「Ⅱ　分析表」には採用されず、「Ⅲ　能力表」で採
用された項目があること。

　（例えば、
漢字はだいたい四六○字ぐらい読むことができる。

（Ⅲ「読むこと」4年）／漢字はだいたい六八○字ぐ
らい読むことができる。（Ⅲ「読むこと」5年）／よ
い文学に対して興味が増してくる。（Ⅲ「読むこと」
6年）／いろいろな表や小づかい帳の記入ができる。

（Ⅲ「書くこと（書き方）」4年）／読める漢字のだい
たいが書ける。（Ⅲ「書くこと（書き方）」4年・5年））

②「中間発表」の文言が、「Ⅱ　分析表」で変わってい
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るが、「Ⅲ　能力表」では「中間発表」の方を踏襲し
ているものがあること。

　（例えば、
漢字はだいたい当用漢字別表を中心とした八八一字
程度の文字が読める。（Ⅲ「読むこと」6年）／文を
書くことに興味をもち、書くことの意味（ﾏﾏ）がわ
いてくる。（Ⅲ「書くこと（書き方）1年））

　つまり、「Ⅱ　分析表」と「Ⅲ　能力表」が、それぞれ
「中間発表」をもとに改訂を行ったため、「Ⅱ　分析表」
と「Ⅲ　能力表」との文言の差異がでてくることとなっ
たととらえるのである。
　さらに、「Ⅱ　分析表」には、「理解」「技能」「態度」の
区別があり、「中間発表」の改訂版ととらえられることも
あるが、そのことについては、以下（2）のところでさら
に述べる。
　ただ、そうはいっても、関係が希薄に見える「Ⅱ　分
析表」と「Ⅲ　能力表」にのみ存在する次のような項目
もある。以下の2項目は、「中間発表」にはないが、「Ⅱ」
と「Ⅲ」に共通してある項目である。

・ 映画をみて楽しむことができる。（「聞くこと」4年）
・ 文の常体と敬体との区別がわかる。（「読むこと」3

年）
また、「Ⅱ　分析表」と「Ⅲ　能力表」の文言が同じで、 

「中間発表」のみ違う、次のような項目もある。
・ 親しみのある態度で話すことができる。（Ⅱ・Ⅲ）
←したしみのある話ができる。（Ⅰ）
・ 方言を使わないで話すことができる。（Ⅱ・Ⅲ）
←標準語で話せる。（Ⅰ）
・手引や註釈などを利用して読むことができる。（Ⅱ・

Ⅲ）
←註釈などを利用して読むことができる。（Ⅰ）
・ 物語、実話、寓話、時事などの種々の読みものに対

する興味がだんだん増してくる。（Ⅱ・Ⅲ）
←物語、実話、寓話、時事などの高雅な種々の読み物

に対する興味がだんだん高まってくる。（Ⅰ）
・ 文字のほかの諸記号の使い方がわかる。（Ⅱ・Ⅲ）
←てんや、かぎのうちかたや使い分けがわかる。（Ⅰ）

　これらを見ると、ⅡとⅢの若干の関係性はあるのかも
しれないが、両方の作成に「花田哲

てつ

幸
ゆき

」（東京高師附小教
諭）がかかわっていることを考えると、この程度の一致
は不思議ではない範囲といってよいのかもしれない。

（2）	「学習指導目標分析表」（昭和26年）の特性
①構造的な特性とその問題
　「Ⅱ　分析表」の他にはない特徴として、言語活動領域
を、さらに「理解」「技能」「態度」と細分化し、新たに「理解」

に関する項目が多く付け加わったことにある。その比率
は、先に示した「「Ⅱ　分析表」との一致率」の64.1％以
外の3割強に当たる。このことに関しては、「学習目標分
析表」が発表されたと同時期に出された以下のような論
考などを踏まえて、「Ⅱ　分析表」の改訂につながったの
ではないかと推察する。ただし、途中で、「学習目標分析
表」と非常によく似た（ほぼ踏襲されたといってもよい）

「中間発表」が文部省から出されたため、そちらをもとに
改訂作業を進めたととるのが筆者の見解である。

（引用者註：能力表をつくる理由として）
増田（1949）（引用者註：増田三良）いま、安田先生
のいわれたように、学習活動の展開をおちなくする
とかいう、これは現場の要求として出て来ています
が、一体どういう事を目標にして子供を養ってくる
か、力をつけてくるか、ということを考えなければ
いけないと思うんです。（中略）その場合、教育の一
般目標というものは、誰でもいうように民主社会の
問題を解決し得る人間像を目あてとして行くもの
で、これが社会的要求でしょう。だが、今度社会要
求（ﾏﾏ）の目標を、如何なる行動の形式において、子
供に知識技能、態度を通して力をつけてゆくかとい
う相関において、具体的に見てゆきたいという意見
なのです 8。

　当時発表された他教科の「能力表」に関しても幅広く
議論をしている対談の席上で、増田三良は、「目標」とい
うことばをあげ、必要なのは「目標」の具体化であると
言っている。しかも、知識・技能・態度といった目標の下
位項目も具体的に示すことで「能力表」の作成手順に触
れようとしている。
　また、同じ席上で千葉の北條小学校で実践している安
田豊作は、「能力表」は作業単元の基底になるものと言い
つつ、「教科の領域としても成り立つ」とも述べている。
　では、「Ⅱ　分析表」において、「理解」と「技能」と「態
度」はどのような関係として構造化されているのであろ
うか。
　結論から先に述べると、まずは、「理解」することが先
にあり、その後「技能」や「態度」として身につけさせる
ような段階を踏んでいることが以下のような「分析表」
の項目からわかる。

1話を聞くことのたのしさがわかる。（2）
（「聞く（理解）」1年）　　　　↓
3話をたのしんで聞くことができる。

（「聞く（態度）」2年）

　つまり、1年で話を聞くことの楽しさを実感させ、そ
れがあって初めて次の学年で「楽しんで聞く」という「態
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度」を養うことが可能となるという二段構えの目標の示
し方となっているのである。「（2）」という表記は、他学
年が本学年であることを示しており、「3」のゴシック表
記は、2年がこの目標の本学年であることを示している。
Ⅱの「分析表」は、そのような記述で、継続学年の表記を
具体的に行っている。（1は、「理解」の一番目の項目であ
り、3は、「態度」の3番目の項目である。）
　いくつかの例をさらに示しておく。

「聞く」
・ （理解）3年　聞くことによって語いが豊富になるこ

とがわかる。
→（技能）4年　聞くことによって語いが豊富になる。
・ （理解）3年　ちがった語で、音のよくにたもののあ

ることがわかる。
→（技能）4年　音のよく似た語を区別することができ

る。
・ （理解）4年　ことばのよしあしが聞きわけられるよ

うになる。
→（技能）5年　ことばのよしあしを聞きわけることが

できる。
・ （理解）4年　聞いたことを、うのみにしないで、疑問

の点は聞きかえせるように心がける。
→（態度）6年　聞いたことを、うのみにしないで、疑

問の点は聞きかえすことができる。
・ （理解）4年　相手の話をそっちょくな態度で聞くこ

との大切なことがわかる。
→（態度）5年　相手の話をそっちょくな態度で聞くこ

とができる。
・ （理解）4年　あらかじめ準備して、聞くことの大切

なことがわかる。
→（理解）5年　あらかじめ準備して聞くことの必要な

ことがわかる。
→（態度）6年　あらかじめ準備して、聞くことができ

る。
・ （理解）5年　はなしのじょうずへたがわかる。／（理

解）5年　話すことがらの適否のあることがわかる。
→（技能）6年　はなしのじょうずへた、話すことがら

の適否を聞きわけることができる。
・ （理解）5年　どんな場合にも注意深く聞くことが大

切なことがわかる。
→（態度）6年　どんな場合にも注意深く聞くことがで

きる。

　「聞く」に関しては、以上9項目あった。しかし、すべ
ての「技能」、「態度」に関して、前学年で「理解」を踏ま
えているわけではない。6年の「話の内容と、相手の意
図を正しく、早くとらえることができる。」や「話の内容
を批判しながら聞くことができる。」、5年の「要点をま

とめながら聞き、必要によっては、メモを取りながら聞
くことができる。」や「聞きながら、自分の意見をまとめ
ることができる。」、その他2年から4年のいくつかの項
目については、「～わかる」から「～できる」へといった、
理解と技能、態度とのつながりは位置付けられていな
かった。どこにその差異があるのかは、いささか不明確
であると言わざるを得ないところは問題点としてある。
　以下、「話す」「読む」「書く」「作る・書く（作文）」に関
して、つながりのあった項目といくつかの事例を示す。

「話す」
・ （理解）1年　適当に順序を立てて話すことが大切であ

ることを知る。
→（技能）2年　適当に順序を立ててはなすことができ

る。
・ （理解）1年　読んだり、聞いたりしたことについて話

すことができることを知る。
→（技能）2年　読んだり、聞いたりしたことについて話

すことができる。
（他20項目）
「読む」
・ （理解）1年　黙読の時、くちびるを動かさないで読む

ことができることを知る。
→（技能）2年　黙読の時、くちびるを動かさないで、読

むことができる。
・ （理解）1年　絵および文の前後の関係を手がかりにし

て、新語を解することができることを知る。
→（技能）2年　絵および文の前後の関係を手がかりに

して、新語を解することができる。
（他23項目）
「書く」
・ （理解）2年　縦書きと横書きのあることを知る。
→（技能）3年　横書きができる。
・ （理解）4年　自分の筆跡を批評して上達することがで

きる。
→（技能）5年　自分の筆跡を批評して進んで上達しよ

うと努力するようになる。
（他5項目）
「作る・書く（書き方）」
・ （理解）1年　生活を主とした絵日記の書き方がわか

る。
→（技能）2年　生活を主とした絵日記を書くことがで

きる。
・ （理解）1年　かんたんな絵ばなしの書きかたがわか

る。
→（技能）2年　かんたんな絵ばなしを書くことができ

る。
（他30項目）

－ 38 －



帝京大学教育学部紀要　第 1号（2013 年 3 月）

　以上のように、各領域で、理解と技能、態度とのつな
がりには格差があった。また、複数学年にまたがって指
導するべき項目であるのか判断に悩む項目もあった。例
えば、「読む」領域の「黙読」は「くちびるを動かさない
で読める」ことがわかって1年後に「読めるようになる」
ものであろうか。また、「絵日記」は、1年生で書き方を
理解し、1年後の2年生になって書けるようになるもの
であろうか。逆に、「書く（書き方）」の5年（理解）「標準
的な筆順がわかる。」や「読む」の5年（態度）「子どもの
ための新聞や雑誌を楽しんで読むことができる。」など
は、他の学年の「理解」や「技能」「態度」との関連は位置
付けられておらず、その学年単独で指導する項目とみな
されている。
　つまり、知識・理解と技能、態度とは同時に進行する
能力もあるという点について意識はしていたとはいえ、
どの項目が複数学年にまたがる目標項目であり、どの項
目は、「わかる」「できる」を同時に指導することが可能
な内容であるかの精査はできていないように見られる。
②「生活能力分析表」との関係性
　東京高師附小の昭和26年における研究のもう一つの
特徴は、教科カリキュラムの研究において、「学習指導目
標分析表」に加えて、「生活能力分析表」を作成した点で
ある。
　「生活能力分析表」とは何か、また「Ⅱ　分析表」に加
えて示すことがなぜ、必要だったのか。「生活能力分析表」
作成の経緯として、当時の資料には、「教科の単元学習と
日常生活の指導とを融合進展することによって、児童に
望ましい知識技能を身につけさせ、よりよい生活態度を
養うことができると考えた（引用者註：昭和24年からの
研究）」とある。それが、26年になって、「児童生徒の生
活能力の分析も、委員会の手によって平行的に行われた」
とされ、「これは全く新しい研究なので、「生活能力とは
何ぞや」の問題から検討を始めるというありさまで、参
考すべき資料もなく、先例もないので、研究に苦労した」
としている 9。
　さらに「生活能力は実践力として発展するものと考え、
これを民主的な人間形成に必要な能力と、文化的に発展
する能力に分析し」、その要素を10項目に分けて示して
いる 10。その内容は、
　1　実践力 2 企画力
　3　調査力 4 観察力
　5　思考力 6 討議力
　7　表現力 8 鑑賞力
　9　批判力 10 健康維持力
である。「参考すべき（ﾏﾏ）資料もなく」とは言っているが、
一方で、コロンビア大学のホーレスマン・リンカーン学

校における「ストレートマイヤー」の分析が紹介された
ことに起因しているとも述べられている。
　「ストレートマイヤー」の名前は、昭和24-25年にかけ
て他所でもよく引用されている学説である。例えば、『教
育研究』誌においては、「最近中心課程は、社会を中心と
するのではなく日常課程になるべきだという考えが強
い」ということに関して、倉澤剛（1950）が、これには二
つの考えがあるようだとし、「中心課程の単元には社会
的要求を強く出さずに、子どもに身近から問題を出そう
ということ、即ちガイダンスセンターにしようという考
え」であり、「これがストレプ（引用者註：「ー」ではない
か。）トマイヤーの考えによるものでしょうが、どちらの
行き方がいいかということは、かんたんにきめられない」
などといった形で紹介される 11。
　また、「生活能力分析の試み」として、当時の東京高師
附小の生活能力研究部員（青木幹勇他5名　誰の筆かは
不明）（1951）が、「コロンビア大学のホーレスマン、リン
カーン学校におけるストレート・（ﾏﾏ）マイヤー派の恒
常的生活局面の分析が紹介されて以来、一部の人たちに
よって、生活能力分析が試みられ、重要な成果を我々に
提供してくれた」という記述もある 12。
　さらに、校長の佐藤保太郎（1951）も、「リンカーン学
校では、単元を「ある中心的な児童の興味の主題をめぐっ
て結合された価値ある一連の経験」としている。これに
よれば、単元は、児童の興味と、社会の要求から重要と
考えられることが完全に結びついた諸経験を中心として
組織されるのである。」と「単元の意義と効用」と題した

『教育研究』誌の巻頭言にて示している 13。
　こう見ると、「ストレートマイヤー」の学説の紹介者は、
やはりバージニア・プランなどの一連の米国のカリキュ
ラムを紹介した倉澤剛（1950）であろう 14が、その少しだ
け前に小田郁男（1950）が共著の論考の中でわかりやす
く紹介しているため、こちらをもとに「ストレートマイ
ヤー」の「恒常的生活局面の分析」について要約して示
す 15。

・ 日本が経験主義的な教育課程として参考にした、
バージニア案、カリフォルニア案などの欠陥を補う
に値するものである。

・ 大人の世界の生活課題（社会の要求）だけでなく、学
習者としても児童が直面する日常的な生活の問題を
加えてカリキュラムを構成しようとするものであ
る。（恒常的な生活局面）

・ 新しいスコープ（引用者註：scope　どのような社会
生活の範囲から学習内容を選ぶか、学習内容の範囲）
は、「ストレートマイヤー」によれば、「恒常的生活場
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 面（局面）」（引用者註：Persistent life situation）で
あるとする。

・ 「恒常的生活場面」とは、次のように分類される。
 家庭生活・公民社会生活・勤労生活・閑暇生活・精神

生活
（一）個人的能力を出来るだけ発展させる
 A健康　B知的能力　C道徳的選択　D美的表現鑑賞

（二）社会参加を出来るだけ発展させる
 A個人対個人の関係　B団体活動　C団体間の関係

（三）環境的要素や力を処置する能力を出来るだけ発展
させる

 A自然現象　B技術的資源　C経済的政治的社会的構
造と力

　換言すれば、これまで、バージニア・プランや作業単
元や、または社会科を中心としたコア・カリキュラムで
学力が低下し始めているのではないかという不安に歯止
めをかけるべく、子どもが成長するために必要な能力（社
会的経験）を、社会からの要求と子どもからの要求とい
う二つのフィルターを通してもれなく掬いとろうという
考え方のようである。
　経験カリキュラムの問題について、末吉悌次（1950）も、
ストレートマイヤーをとり上げながら、次のように指摘
する 16。

要するに子供の要求と社会の要求との統一としての
経験の意味を子どもの経験そのものの中に具体的に
且つ系統的に見出すことの困難さが、今日の新カリ
キュラムの重大な問題となっているのである。

　そして、さらに、「このような子どもの要求と社会の要
求とを如何にして計画的、組織的に統一するか」に対し
ての打開策がストレートマイヤーの「恒常的生活場面」
の分析であるとしている。
　このように見ると、この段階で既に、作業単元や、コア・
カリキュラムを見直す立場から教育課程を作成しようと
する流れが形成されてきているように見える。それは、
単なる見直しではなく、新しい教科カリキュラムの創造
という方向性を持っていた可能性もあり、それは、同じ
末吉（1950）の以下のような指摘から推察できると考え
るのである。少し長くなるが、以下に引用する 17。

　結局この生活分析は、従来の経験カリキュラムの
欠陥の是正を企図したものであるが、その企図を完
成するためには、その経験中心主義の立場を今少し
く学科的なる方向に推し進めねばならぬといってよ
いと思う。このような主張の可能なことは、既に或
る意味ではストレートマイヤーによっても暗黙の中
に是認されていると見ることもできないではない。

というのはこの恒常的生活場面の分析表が、従来の
4 4 4

学科カリキュラムの経験化にも利用され得る
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

とい
うことがそれを暗示しているからである。学科カリ
キュラムを、より生活化して、経験の場に具体化す
ることと経験カリキュラムを、学科カリキュラムの
方向に推し進め、より組織的、系統的ならしめるこ
とは結果においてほとんど変わりはないのである。
そして、このように経験中心カリキュラムをより学
科的に、学科中心カリキュラムをより経験的に、改
訂するということは、もともとカリキュラムが根底
において学科的、経験的なる性格をもっていること
によって可能となるのである。（引用者註：付点は筆
者がつけた。）

　ストレートマイヤーの立場とは、筆者の解釈ではあく
までも経験カリキュラムの不足を補い、改訂するもの、
言い換えれば経験カリキュラムに子どもの立場からの系
統性を加えるものであるととらえる。つまりは、やはり
経験カリキュラムの範疇に入る教育課程であるととらえ
る。しかし、末吉の論及のように「学科カリキュラムの
方向に推し進め、より組織的、系統的ならしめることは、
結果においてほとんど変わりはない」と断言してしまう
のは、ストレートマイヤーを歪曲して解釈した、または

「教科カリキュラム」を再度取り上げるためのエビデン
スとして巧みに利用したともとらえられてしまう。末吉
は、さらに、「ストレートマイヤ（引用者註：「ー」がぬけ
ている。）の立場は経験カリキュラムに調和と統一と焦
点とを与えるため、即ちそれをより組織的ならしめるた
めに、生活場面を系統的に分析しようとするところにあ
る。この正当な着眼と意図を成就しようとすれば、必然
的に従来の経験中心主義は、再び学科的なる方向に進ま
ねばならないと思われるのである。」とも述べ、今後の進
むべき新しいカリキュラムは、系統的なものであるべき
であるということを、ストレートマイヤーを引用して主
張していると見ることができよう。当時の系統的な教科
カリキュラムへの試行には、一部上記のような側面も見
られたということを、つけ加えておきたい。
　東京高師附小の研究に戻るが、「生活能力分析表」で挙
げられている10の項目は、ストレートマイヤーの「恒常
的な生活場面（局面）」の10項目とは一致しているので
あろうか。

A　東京高師附小
「生活目標分析表」

B　ストレートマイヤー
「恒常的な生活場面（局面）」

　1　実践力
　2　企画力
　3　調査力

（一）個人的能力を出来るだけ発展させる
　1　A健康
　2　B知的能力
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　4　観察力
　5　思考力
　6　討議力
　7　表現力
　8　鑑賞力
　9　批判力
  10　健康維持力

　3　C道徳的選択
　4　D美的表現鑑賞

（二）社会参加を出来るだけ発展させる
　5　A個人対個人の関係
　6　B団体活動　7　C団体間の関係

（三）環境的要素や力を処置する能力を
出来るだけ発展させる

　8　A自然現象
　9　B技術的資源
  10　C経済的政治的社会的構造と力

　当時の資料（1951）によれば、上記「B」の「内容的な
分析」をそのまま活用するのではなく、「～力」として「形
式的」に分析を試みたのが「A」であるとしている 18。
　これは、ほぼ内容的には違ったものであるととらえて
よい。しかし、ストレートマイヤーの指摘しているよう
な、子どもの生活上の要求をカリキュラムに加えるとい
う点を活かし、24年から作成している教科カリキュラ
ムが注入主義的なものへの逆コースとならないよう、配
慮したのでないだろうか。それは、末吉の「この恒常的
生活場面の分析表が、従来の学科カリキュラムの経験化

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

にも利用され得る
4 4 4 4 4 4 4 4

」という指摘とも合致しているととら
えられるのである。果たして、「Ⅱ　分析表」や「生活能
力分析表」がどのように単元構成に活かされたのか。そ
の点についても、最後に検証してみることとする。

（3）	単元計画および実践事例
①研究発表会（昭和26年）における「花田哲幸」の実践
　昭和26年11月、東京高師附小は3日間にわたる研究発
表会を開催する。その際に公開した花田哲幸（1951）の
授業に関する「学習活動の実際」が『教育研究』誌に掲載
されている。それをもとに、「学習指導目標分析表」や「国
語能力表」とのかかわり、単元の特徴を検討してみる。
以下、概要のわかる部分を抜粋、要約して示す 19。

○単元　深まってゆく秋
○資料　四年生の国語、中（学校図書会社、昭和25年

発行）／児童作の詩、作文、ノート／学級文庫本、図
書館本

○目標：お互いが、愛し合ってくらせるということは
われわれにとって、なによりも幸福なことである。そ
れとともに、快適な秋を迎えて、自然を愛し、読書が
楽しめるような人にもなりたい。

○言語能力
　❶相手の気持ちをのみこんで聞くことができる。
　❷話の主題と内容を考えあわせながら聞くことがで

きる。

　❸読んだ本についてかんたんな報告をすることがで
きる。

　❹話の切りだしや結びをじょうずにすることができ
る。

　❺読書によって得た知識や、感想をまとめることが
できる。

　❻文の組み立てがわかり、その要点をつかむことが
できる。

　❼読んだ本について、そのあらすじや感想が書ける。
　❽児童詩を作り、経験から取材したくわしい文を作

ることができる。
　❾提示文の作り方、書き方がわかる。
○計画（約八週間）
①導入学習（約六時間）
②展開学習
 「展開学習」では、個人でまたは分団で読んだり、書

いたり、調べたりする活動を行っている。
・ 「赤いはね」（約三時間）※最後に、詩（心の中のひと

りごと）を作り、発表する。
・ 「ぼくの読書」（約十時間）※最後に、図書館で読書を

する活動が設定されている。
・ 「学級文庫」（約六時間）※最後に、街頭の掲示文集め

を行い、掲示文を作り、発表する。（掲示文と学級文
庫との関連は不明）

・ 「ぼくのノート」（約六時間）※最後に、ノートや既成
の文集、参考文集などの小展覧会を行う。

・ 「ハイキング」（約十時間）※教科書の文と遠足の作
文とを比較する学習を公開授業の際に本時として発
表する。

③整理学習（約六時間）
 最後に分団ごとに学習のまとめとしての文集を作成

し、学習の反省をし、テストを行う。
○単元の特徴：計47時間、8週間にわたる長い単元で

ある。東京高師附小が作成した「学校図書」版の教科
書を使用し、最初に個人学習→分団学習→学級学習
の順で学習の目標を練り上げ、決定する。展開の場
面でも、教科書を読み、個人学習（感想を書くなどの）
を行い、分団学習、学級学習という順で学習の交流
を行い、最後に発表をするという一連の流れがある。
分団学習において不明なものや、分団（班、グループ）
で一番良いものを学級学習（全体）に持っていくと
いった特徴がある。

　子どもの計画で始まり、分団学習として個人の学習の
交流の場を作り、その後学級学習として全体でまとめを
行う展開は、いかにも子どもが中心で活躍しているよ 
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うに見える。また、花田は、新しく改編された教科書は、
「直接経験と結びつけて言語活動の場が構成できるよう
になっており、そのあいだに、いろいろの国語の能力が、
きたえられるようにもなっている。」と述べ、さらには「い
よいよ、天下はれて、教科書を中心としたカリキュラム
により、教科書の資料性をできるだけ幅広く活用するよ
うに心がけるのが、いいかえれば――安心して教科書に
よって国語科の学習活動の展開がこころみられるという
時代になってきたといってもよい」とも述べ、教科書を
使用して、子どもたちに言語経験をさせながらことばの
力をつけることができると言っている。
　では、実際の教科書は、どうなっているのか。以下に
その概要を示す。

① 「深まってゆく秋」という単元名とリード文
…1ページ

 　赤いはねの共同募金、読書と学級文庫、よいノー
トの例、ハイキングの作文の簡単な紹介をしている。
秋と読書、学習とを結び付けてひとまとまりの単元
としようとしている。

② （一）赤いはね（散文詩） …3ページ
 　秋らしい風景と共に赤いはね共同募金の様子、そ

れを見たときの気持ちを表している。赤い羽根募金
をすることで、優しい気持ちを育み、「心のひとりご
と」として、散文詩が書けるようになることにつなげ
ようとしている。

③ （二）ぼくの読書（明が語り手の物語文）…16ページ
 　いなかの生活を通して、読書好きのおじさんやい

とこに影響を受け、次第に読書への興味がわいてく
る過程を物語風に描く。教科書を読んだ後、児童にも
読書のおもしろさや価値に付かせ、自分の興味のあ
る題材を見つけて読書をする態度を養わせようとし
ている。

④ （三）学級文庫（明が語り手の物語文） …11ページ
 　学級の図書委員の活動をきっかけにして、学級で

読書を推進し、読書発表会を行うことになった過程
を描く。学級の自治を通して、読書好きが増え、その
ことに喜びを感じ、協力して問題解決にあたろうと
する主人公の学び方を学ばせようという意図が感じ
られる。教材文をもとにして、実際に読書発表会を
行ったのであろうが、「街頭の提示文」と結びつけて
いることから、発表することとポスターにして掲示
することを両方行ったようにも想像できる。

⑤（四）ぼくのノート（明が語り手の作文風の文章）
…9ページ

 　いとこの作る旅行記をまとめたノートに感心し、

 自分もノートを作ることにしたいきさつが語られる。
 ノートのことを、いとこは「ぼくの大きくなっていく

足あと」といっていることから、ノートを書く価値を
主人公が自分で自分を育てることになるものだとと
らえ、実践していこうとする子どもたちの意欲があ
らわれている。

⑥ （五）ハイキング（きぬ子が語り手の作文風の文章）
…23ページ

 　家庭や日常生活が舞台の、非常に長い、ハイキング
を題材とした文章である。ハイキングに参加するよ
うになったいきさつ、ハイキングの準備、ハイキン
グの実際が細かく描写されている。学校を離れても、
日常的に学ぶ姿、友達や身近な大人から活動を通し
てさまざまなことを学び合う姿が描かれている。

　以上のように見てみると、この当時の東京高師附小の
国語の教育課程は、国語教科書をもとに構成されている
ことがわかる。現代から見るとかなり、ページ数の多い
読みでのある教材文であることも大きな特徴の一つであ
るが、さらに以下のような特徴も見られる。

・ 長い教材ではあるが、資料の通りに実践が行われた
のであれば、必ずしも読むことに終始してはいない。
読むことをきっかけにして、詩を書く、読書をして
読書発表会をする、ノートを作る、作文を書いて比
べる、といった言語活動に結び付け、実際に行うこ
とを計画している。

・ 教科書に同年代の子どもたち（明が中心的に登場す
る。）を登場させ、彼らが周囲の人たちや学級の友達
から影響を受け、成長していく様子を示唆するよう
な教科書を独自に作成し、活用している。

・ 身の回りの生活で起こりうる社会的な事象や出来事
が、自分にとってどのような意味があるのか、また
どのような自分の成長につながるのかについて読
み物を通して問題解決的にとらえさせようとしてい
る。また、そのことを周囲の人 （々家族や先生や友達）
がよくほめてくれている。

　このような教科書は、子どもたちに、素直に自分たち
もやってみよう、出来そうだという問題意識や意欲をも
たらすことにつながったのではないか。教科書の主人公
と学習者がともに成長していけるような仕掛けを、戦後
の新しい教科書は採り入れていたといってよい。
　しかし、実践として以下のようないくつかの問題点も
見られる。
　花田は、分団学習を多く取り入れていた。確かに、分
団学習では一人一人が自分の学習を紹介しながら他者の
学習との違いを比べ、自由に発言し合う時間が多くあっ
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たのであろう。しかし、分団学習から学級学習に移る際
に、取り上げられたのは、多数決の原理により、班で一
番と決められた作品であったようだ。別な言い方をすれ
ば、みんなで話し合い、知恵を出し合うことで一つの結
論を導き出すといったような分団学習が行われたとは言
えない。前者が一つの民主主義の形ともいえるのであろ
うが、そこに一人一人の達成感や学習の楽しさ、やりが
いといったものは培われたのであろうか疑問が残る。
　身につける言語能力に関しては、先に示したように若
干の違いはあるが、「国語能力表」および「学習指導目標
分析表」の項目が確認できる。（ただし、41頁の❻と❽
はもともとの項目を変形したり、合体させたりしたもの
であり、❾はどちらの表にも存在しない項目である。）活
用の仕方としては、「個人個人が、一単元を黙読で得たこ
とをもとにし、教師から与えられた「能力表」を参考に
しながらどんな言語能力を育てることに努力したらよい
か帳面に記述」させるとしている。教師が授業の場面で、
能力の項目を子どもに提示し、そのような能力を身につ
けることを目標として意識させるような様子が思い浮か
ぶ。しかし、例えば「相手の気持ちをのみこんで聞くこ
とができる。（聞くこと）」や「話の切り出しや結びをじょ
うずにすることができる。（話すこと）」が大事だからそ
のような力が身につくように学習するのだと言われて
も、具体的にどのようにすればそうなれるのか、「相手の
気持ちをのみこんで」とか、「じょうずに」とは具体的に
どのようなことなのかは、子どもには理解不能であろう。
他の項目にも全く同じようなことが当てはまる。
　また、それらの能力項目は、教師が教材分析と結びつ
けて、具体的にどの場面で「このようにすれば相手の気
持ちをのみこんで聞いたことになる」とか、「話の切りだ
しや結びをじょうずにするとはこのようなことだ」と計
画することが必要なのであろうが、そのような分析は資
料を見る限りにおいては、行われていない。「国語能力表」
と単元とを結び付けて学習する様子の一例としては確認
できたが、上記のような点に関しては疑問が残る。
　また、「深まってゆく秋」という単元名と、目標の「お
互いが、愛し合ってくらせるということはわれわれに
とって、なによりも幸福なことである」と理解すること
と、「快適な秋を迎えて、自然を愛し、読書が楽しめるよ
うな人」になることを目指すことが、「赤いはね」、「ぼく
の読書」、「学級文庫」、「ぼくのノート」、「ハイキング」と
どう有機的な関連を持つのか、また、「深まってゆく秋」
という名の下に融合させるべきなのかについても、はな
はだ疑問である。むしろ、一つ一つは独立した単元とし
て、それぞれの学習においてどのような能力を身につけ
ることが可能なのか、そのためにどのような場と方法を

工夫するのかを検討するべきであったのではないだろう
か。やはり読むことに終始してしまったのではないだろ
うかという点についても、授業記録や展開例が示されて
いないため、さらなる疑問点として残る面も否めない。
今後さらに、別な資料にて検討したいと考えている。
②昭和26年の学習指導計画の事例
　もう一つ、事例をあげるとするならば、昭和26年の東
京高師附小の「教科カリキュラムの研究」における、年
間指導計画の資料がある。
　当時の部員の一人である山本松七（第一部部員）（1951）
は、昭和24年の「教科カリキュラムの研究」の改造を行
い、今回の教科カリキュラムは、「教師と児童との協力計
画のもとに、教科ごとに生活学習を体現しようとするも
のであり」、「教科毎に考慮した学習単元乃至題材により、
生活学習を行おうとするもの」であると述べている 20。
　また、校長の佐藤保太郎（1951）も、同書において、こ
の教科カリキュラムは、「従来の教師中心・知識注入の弊
をさけ、出来るだけ児童の経験を尊重し、その自発的な
学習活動を通して、知識・技能を身につけ、実践力を養
うこととした。したがって、教科カリキュラムといって
も、これまでのものとは著しく、その形態を異にし、い
わば、教科中心の生活学習とも云うべきものであって、
その特徴は、（一）児童の知識・技能を系統的に発展させ、
能率的に身につけさせる。（二）教師の指導上の操作が簡
単で、児童も自修し易く、且つ、（三）教科書を活用する
ことができる点にある。」21としている。

単元（題材）　七　のりもの（十一月）
　○きしゃ
　○ふねがみえる
　○まちの中
　○ばすにのって
　○おみやげ
目標
　○児童の興味は乗り物に集中している。その興味あ

るものを題材として言語活動をさせる。
　○見えるもの、聞こえるもの、感じたことを自由に

■させる。（引用者註：■は不明）
　○漢字を素直に話にするようにする。
　○混雑と動きの世界にあって、見たり聞いたりする

能力をつける。
学習活動
　○子どもの経験が、農村から都市へ広げられる。経験

が広がれば話題も豊富になる。どんな経験でも話題
として話したり、書いたり読んだりするようになる。

　○絵を見て話し合い、文を読んで、絵と文と比較しな
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 がら話し合う。ことに行動の順序と文の順序につい
て。（ﾏﾏ）

　○地の文、詞の文、句読点等もはっきりおぼえさせる。
　○過去形と現在形の違いをはっきりさせる。
　○物語風にかいたり、生活文的にかいたり、話にし

てかいたりしている。

　つまり、両者のことばを借りれば、「教科ごとの生活学
習」の具現化であり、「教科中心の生活学習」を構想した
したのである。しかも、「従来の教科カリキュラム」とは
違うということを強調し、尚且つ「系統的」であること
を第一義として示している。また、東京高師附小の研究
ではあるが、誰にでも実践しやすく、教科書の活用も可
能であると言っている。この教科書は東京高師附小の編
集著作による、検定教科書である。そのころから、教科
書も生活学習的に作成したのであろうということが想像
できる。
　では、実際の指導計画はどうなっているのか。その特
徴は、以下のように示されている。その概要を示す。
・ 国語、算数、社会、理科、音楽、図工、体育、関連題目（1

学年）、生活指導の順に一覧表を作成している。
・ 通常は一教科で学習するが、他教科と関連させて学習

することも可能なように工夫してある。（内容の重複
はできるだけさけるなど）

・ 特別教育活動（引用者註：当時の特別活動）や生活指
導との関連を設けて、内容の一元化を図った。

　具体的には、どのような単元例があるのか。行事や生
活との関連がある単元を取り上げて一例のみ以下に示
す。（1年生の国語の事例 22）

○漢字が大分でてくる。よく読み方、書き方をおぼえ、
使う練習をさせる。

資料　学校図書会社発行「いちねんせいのこくご」（昭
和二十六年検定合格）

備考　約二週間半　プリマ期
関連題目　のりもの　国、社、音
目標
1 乗り物の便利なことやその種類を知る。
2 交通機関には人々の安全と利便を守るために多くの

人が働いていることを知る。
3 交通安全を守る態度と技能を養う。
4 児童の興味あるのりものを題材として、見えるもの、

聞こえるもの、感じたことを自由に話すことができ
る。

5 生活のリズムに対し、強い関心をもたせ、リズムによ
く反応させる。

学習活動
1 家から学校までののりものの系統や家を調べて絵に

描き話し合う。
2 交通安全や、交通道徳について注意すべきことを話

し合う。
3 交通機関に働く人々の役目や苦労について話し合

う。
4 学校を中心にみんなの登校順路を大きな絵地図にま

とめる。
5 のりものしらべをして、その種類や役目について話

し合い、絵に描いたりする。
6 のりものの絵やおもちゃや写真などをあつめて教室

に掲示し、のりものや旅行の経験を話し合う。
7 のりものや旅行に関する物語を読んだり、その経験

を物語風にかいたり、生活文的にかいたり、うたにし
てかいたりする。

8 「でんしゃごっこ」や「スクーター」のうたをうたっ
てごっこ遊びをする。

生活指導
目標と学習活動
○乗り物に気をつける。
 ・ 信号を守ったり、交通巡査のあいづ（ﾏﾏ）をよく守る。
 ・ のりものをまつ時にはやたらに道路をあるきまわら

ない。
 ・ 順序良く乗り、順序よく降りる。
○おぎょうぎよくする。
 ・ 車内では行儀よくする。
 ・ 服装をいつもきちんとする。
 ・ 先生や友達、知っている人には正しくあいさつする。
 ・ 立っている姿勢、座っている姿勢、仕事をする姿勢に

気をつける。
 ・ 学校のきまりをよく守る。
○後しまつをよくする。
 ・ 一つの仕事が終わったならば、きちんとあとかたづ

けをする。
 ・ まわりがよごれている時は、出来るだけ自分で片付

けるようにする。
 ・ 寝る前には明日の準備を忘れないようにする。

　「のりもの」は、社会科と非常に関連のある単元である。
同じ11月に社会で「のりもの」を学習し、音楽で「でん
しゃごっこ」や「スクーター」を歌うように、関連して扱
える題材になっていることがわかる。また、「生活指導」
という面でも、交通ルールやマナーに焦点を当てて、関
連した指導を行い、児童への意識化や指導の効率化を図
ろうと意図したことがよくわかる。東京高師附小には、
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乗り物を利用して通学してくる児童も多くいたであろう
から、その学習の必要性は高かったのではないかと想像
できる。
　国語教科書は、『のりもの』という単元名で、「きしゃ」

「ふねがみえる」「まちの中」「ばすにのって」「おみやげ」
の小見出しのついた（全12ページ）、「まことさん」が主
人公の物語文である。中に、一部散文も含む。おとうさ
んと一緒に、「えき」で「きしゃ」にのり、「まち」へ行く
途中でさまざまな風景とともに「うみ」や「ふね」とも出
会い、町で「ばす」に乗り、「じどうしゃ」や「でんしゃ」
の様子、「うんてんしゅさん」の運転の様子を見る。さら
に、お土産の自動車を買ってもらって帰るという、ほの
ぼのとしたストーリーである。
　この単元では、さまざまな乗り物をきっかけにして社
会に目を向け、交通道徳や社会で働く人にも目を向ける
場とすることが学習活動にも述べられている。国語では、
経験を表現し合ったり、絵とことばとを結び付けて説明
したりする活動が設定されているが、関連学習では、身
近な乗り物に興味をもち、「のりものしらべ」をしたり、
学校の周りの道路を絵地図にまとめたり、乗り物に関係
のある本を読んだりする活動などの多様な言語活動が設
定されている。言い換えれば、「のりもの」を話題とした
文章をもとに、さまざまな言語活動を展開することを通
して、社会への関心を持たせ、語彙を増やし、情景や感
動を想像したりする力を養うようにしたいという意図が
あるのであろう。そこに、身近な社会を知り、社会とど
うかかわるかということも合わせて、関連学習として位
置づけてあるととらえられる。
　しかし、この一覧表には、あの膨大な時間をかけて作っ
たであろう「学習指導目標分析表」の目標は見られない
し、「生活能力分析表」の項目との相関性も見られない。
一つ一つ項目を追ってみたが、全く関連性はないと言っ
ても過言ではない。むしろ、この「生活指導」の各項目は、
先に述べた「実践力」に始まる十項目の力（「生活能力分
析表」）よりも、「ストレートマイヤー」の示す十項目の
うち、「（一）個人的能力を出来るだけ発展させる」の中の、
「C道徳的選択」（個人の自由の性質と程度をきめる
一権威に対する態度（一）法律の規定を守る（中略）
二自分の価値判断にもとづいて行動する　（一）行動

の指針をつくる…（後略）23）
　に該当するようにも見える。
　「生活指導」の中身は、そもそも、学校や社会において
個人と集団との関係を伸長させていくものではないか。
であるならば、東京高師附小の「生活能力分析表」は試
行錯誤を行いながら、子どもが人としてどう成長してい
くかに焦点を当てたことで、図らずもそれは、「ストレー

トマイヤー」の「恒常的な日常生活場面（局面）」を日々
の教育活動に照らして作成していったことになるのでは
ないだろうか。
　今回は、生活に根ざした一つの事例の紹介のみの分析
にとどまるが、今後さらに別の単元を通して再検討する
必要もある。

5　まとめと今後の課題

　昭和25年から26年にかけての、「分析表」と「能力表」
の比較検討の結果、文部省発表の「中間発表」の一年後
に出された「学習指導目標分析表」は、「中間発表」の文
言を97.5％の数値で採用し、「中間発表」へのいくつかの
批判を踏まえて改訂したものであると現時点では判断す
る。また、「国語能力表」は、「学習指導目標分析表」とは、
内容的に非常によく似たものではあるものの、それぞれ

「中間発表」をもとに、見直しと改訂を行って作成したも
のであるととらえる。
　東京高師附小は、「学習指導目標分析表」をどのような
意図で作成したのか。佐藤保太郎は『教育研究』誌の「主
張」と題した巻頭言（1949）において、すでに「現在、全
国的に最も広く行われているカリキュラムは、教科カリ
キュラムである。」と述べている。さらに佐藤は、これま
での日本において教科カリキュラムが行われてきた背景
や教科カリキュラムの長所と欠点に触れ、各教科は「古
い型にとらわれず、内容に十分な検討を加え、方法の上
にも、従来とは全く異なった生活と密接な関係をとりつ
つ進むという、各教科の単元学習を合理的に研究し、同
時に他のカリキュラムと比較対照して、その長所をとり
入れ、たえず研究と実践とをくり返して、ここに最も進
歩的な、しかも適当な教科カリキュラムを建設すること
を切望する 24」として、これまでの教科カリキュラムの
踏襲ではない新しい教科カリキュラムを提唱しようとし
ていた。それが、昭和26年の「学習指導目標分析表」と「教
科カリキュラムの研究」につながる提案の趣旨であった。
その背景には、独立国となった日本の教育界を自分たち
の手で作り上げるという強い使命感のようなものも存在
していたようにもとらえられる。いずれにしても、バー
ジニア・プランを始まりとしたアメリカの理論による教
育改革を日本の手に引き戻すさらなる理論（「ストレー
トマイヤー」など）を模索し、現状の問題点に活路を見
出すべく、今後につながる新たな教科カリキュラムの研
究をスタートさせたのである。しかも、その研究の萌芽
は、昭和24年からすでに始まっていたことを、先の文献
は同時に示していることになる。
　花田哲幸と東京高師附小の実践については、2つの事
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例をもとに批判的に検証することとなった。そこからわ
かったことの一つは、「国語能力表」の活用法である。一
例ではあるが、「目標」として「国語能力表」を活用して
いたことがわかった。しかし、実際の授業場面では、児
童に「能力表」を見せ、学習計画に加えさせるような方
策として位置付けていた。教育課程の一覧表には、「国語
能力表」を活かした記述は見られなかった。
　さらに、

・ 学校独自で開発した教科書を使用して、子どもたち
に言語経験をさせながらことばの力をつけることを
目指していたこと

・ 子どもを主人公として、児童が一緒に成長していく
ことを目指すような仕掛けが施された教科書であっ
たこと

・ 国語の学習が、文字数や文の量の多い教材文を読む
ことにのみ時間を費やすのではなく、表現を伴った
言語活動を行い、さらに実際の生活場面と結びつけ
て、社会生活について学ぶことができるように計画
されていたこと

が確認できた。
　しかし、一方で、「学習指導目標分析表」や「生活能力
分析表」がどのように実践の場で生かされたのか、また
具現化されたのかについては、確認することができな
かった。つまり、昭和26年の段階では、これらの膨大な
表を作成することに大きな力が必要で、それをどう活用
するかは、今後のさらなる課題として残されたというこ
とになろう。作成した側の教師たちの頭の中には入って
いたのかもしれない。しかし、実践の記録としてどう残
されているかをさらに検討しなければならない。それを
追究するには、昭和26年から28年ごろまでの、または昭
和33年につながる「教科カリキュラムの研究」を、資料
をもとに引き続き検証していく必要がある。
　また、「国語能力表」は、「中間発表」の1年後に「学習
指導目標分析表」という、非常によく似た、しかし、異なっ
た表現方法を採用した「学習指導目標」と比べられるこ
となる。「能力」と「目標」とを並べたときに、実践する
側は、どちらを手に取りたくなるであろう。身につける
べき「能力」を示した「能力表」よりも、指導すべき学習
の目指す方向である「目標」を示した「分析表」のほうが、
実践する側にとっては、参考にしたくなる資料である。
その意味では、昭和26年末にほぼ同時に出された2つの

「能力表」と「分析表」を比較したとき、目標の「分析表」
に軍配が上がったとみることが当時の自然の成り行きで
あったといってよいのではないだろうか。
　筆者は、さらに、「国語能力表」の成立過程を追いなが
ら、そのもう一方の研究組織である東京高師附小の研究

を検証してきたことになる。ここにきて、昭和33年のい
わゆる系統主義的な「学習指導要領」の改訂に大きく関
与したのは、「東京高師附小」の研究なのではないかとい
う新たな仮説を提示したい。そのことも含め、今後はさ
らに、

・ 「学習目標分析表」や「中間発表」に新たに付け加え
られた項目とその基礎資料

・ 「国語能力表」の現場での活用
についての追究も行っていこうと考えている。
　昭和24年からの研究が、「教科カリキュラム」を意図
したものであったならば、「国語能力表」も教科の学習に
関する「能力表」である。果たして、「国語能力表」は何
を意図して、何をもとにして作られたのか。昭和22年の
学習指導要領にみられる「経験カリキュラム」の試行は、
どの時点で「教科カリキュラム」にすり替わっていった
のか。そのことについて、上記の展望を通して追究する
ことになっていくであろう。
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表1 〈Ⅰ「国語能力表（昭和25年：中間発表）」とⅡ「学習指導目標分析表（昭和26年：東京高等師範学校附属小学校）」
及びⅢ「国語能力表（昭和26年）」との比較〉

（凡例）
全体について
・ 冒頭の番号は、もともとの表に記載されていた番号と同じもの。
・ Ⅰの末尾の「→」は、Ⅱと、またⅢとの「一致」が「見られた」もの。
・ ⅠやⅡの末尾の「×」は、ⅡやⅢとの「一致」が「見られなかった」もの。※一致が見られなかった場合は、Ⅱ、

Ⅲの各項目の冒頭にも×を付した。
・ ⅡとⅡの冒頭の「◎」は、ほぼ同じ文言で「一致」したと筆者がみなしたもの。
・ ⅡとⅢの冒頭の「●」は、文言に多少の違いはあるものの、筆者が「一致」している内容として判断したもの。
・ ⅡとⅢの冒頭の「＋」は、「一致している」項目が見当たらず、「新たに加えられた」とみなした項目。
※ 「一致」が見られた文言は、それぞれ「横並び」に示してある。
※ ⅠとⅢのもともとの表には、表の下に「継続学年」（「一－二」など）がしめしてあるが、その部分は省いた。
※ 漢字と仮名については、できるだけ本文通りとし、旧字体は現代の字体に改めて示した。
※ 学年等の移動があったものについては、「○年へ」、「○年から」などと表中の文言として示した。
※ ⅠとⅢのゴシックは、冒頭部分の4項目の比較検討を行うために付した。
※ ⅠとⅢにもⅡと同じように、波の下線、枠囲み、網掛けをつけて示した。
Ⅱの「学習指導目標分析表」について
・ 他と違い、「理解」「技能」「態度」に分けて表示。※それぞれ、「理」「技」「態」を番号の後に付した。
※ また、「理」には、波の下線を、「技」には、枠囲みを、「態」には、網掛けをそれぞれの文言につけて区別して示した。
※ 「能力表」の「継続学年」をわかりやすく示そうとした意図が見られたため、学年間でかなりの重複がみられた。

最初の「聞く」に関してのみすべての項目を示したが、膨大な量を表記することとなるため、「話す」以下は、い
くつかの学年に同じ文言（目標項目）が見られても、主に位置付けられているとみられる学年のみ示した。

※ （　　　　）のついているものは括弧をつけて示した。ただし、括弧をつけたりつけなかったりしている点には、
一貫性が見られない。

※ （　）内に継続学年を示すと思われる数字が表記されていたもののみ記したが、主に扱う学年を示すものである
のか、または最低学年か最上学年を示すものなのか、わかりづらいところがある。しかも、付してあったりなかっ
たり、かなりの混乱も見られたりするため、ほぼ「中間発表」との一致があることを踏まえて、主に扱う学年と
思われる学年を筆者が決定して示した。
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