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1）日本大学通信教育部

はじめに

本稿で考察の対象とする金子淳一（1903－

1980年）は，1924（大正13）年に小学校の訓導

（教師）として教壇に立ち，それ以降戦前・戦後

を通して40年間を公立小学校教員として勤務

し，後に理科教科については（全国的にも）指導

的立場についた人物である。金子は大正時代に埼

玉師範学校で教員養成教育を受けている。彼自身

が少年であった生徒時代を通じて当時の新教育

（大正自由教育ともいわれる）の影響を受けてい

るが，彼が教壇に立った1924年には，通史的理

解において“新教育の終焉を迎える時期”となっ

ていた。また通説では，戦前の「新教育」につい

ては私立学校や師範学校附属小学校（実験学校）

といったモデル校での実践が中心となっていたと

理解されていたが，金子は公立学校（尋常小学

校）訓導であり，新教育の実践からは縁遠い存在

となるはずである。

大正時代を中心とする新教育については，その

先端性や導入の意義については評価されながら

も，戦時期へと向かう時代背景の中で終焉を迎え

挫折したと整理されることにより，過ぎ去った一

潮流かのように受け取られがちであった。同じ

「新教育」という呼称をもちながらも，戦後の占

領下における新教育の普及とは対外関係や制度移

入の条件・政治体制において異なる。すると金子

の教壇生活初期（戦前）においては，時期的にも

公立学校という立場においても，新教育の実践を

行うのに難しい条件であったということになる。

ところが本研究で用いる資料の記述を見ると，金

子による指導を昭和初期の小学校時代（滝野川小

学校）に受けた者たちの記録や，金子自身が後に

記した小伝に載せられた授業案，学習指導案，著

書等に記されたその実践（理科教育，合科授業

等）は，「新教育」そのものである。つまり金子

は，公立学校においても戦前から新教育を行って

いた。新教育実践が制限されていたといわれる時

期においても，その実践は継続されていた。ま

た，戦後においても変わらず先進的な学習活動を

授業で展開していたのである。戦時期を中心とす

る自由主義思想・運動への圧力や，従来の“公立

学校ほど拘束性が強く，自由度が低い”というイ

メージとは大きく異なることになる。

実は近年において，この時期（大正新教育）に

関する研究では「公立学校でも新教育の実践は行

われていた」という成果（鈴木，1990等）が蓄

積されつつある注1）。本研究では金子淳一という

人物研究を通して，この新説を強化することに貢

献したいというねらいもある。大正新教育の教育

実践研究として，東京の公立学校教師であった金

子の理科教育の内容を分析することで，通説の見

直し・再考を促すことを提起したい。もう一つ

は，金子らがそのような新教育（自由教育）とい

う新しい教育実践を展開する上で，それを可能と

することに影響を与えたであろう教育環境や時代

的・社会的な情況を明らかにすることである。以

上により，金子の実践知の実態と，その歴史的位

置づけとを明らかにしたい。

．本研究の位置づけ（通説と新説）

　研究史上における本研究の位置づけを明示し

公立校における新教育の実践事例

―金子淳一（滝野川小学校）の理科教育―
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の師範学校附属小学校や一部の新設私立学校を

中心として試行されたのに止まり，公立学校にお

ける導入・普及はみられなかったと考えられてき

た。新教育研究の代表的な論者である中野光の

『大正自由教育の研究』（1968年）では，自由教

育の主張者の多くは附属小学校と私立「新学校」

で実践の舞台に立っていたことの意味に注目すべ

きとしている注3）。同書において「新学校」「教育

改造」「自由教育運動」の展開として，姫路師範

学校（野口援太郎），日本済美学校（今井恒郎），

成蹊実務学校（中村春二），帝国小学校（西山哲

治），明石女子師範学校附属小学校（及川平治），

成城小学校（沢柳政太郎），長野師範学校附属小

学校（杉崎 ），千葉師範学校附属小学校（手塚

岸衛），奈良女子師範学校附属小学校（木下竹

次），自由学園（羽仁もと子），文化学園（西村伊

作），明星学園（赤井米吉），児童の村小学校（教

育の世紀社，池袋児童の村：野口援太郎，芦屋児

童の村：桜井祐男，雲雀ヶ丘児童の村：上田庄三

郎）が紹介されていた。それらの活動も1920年

代以降において国家権力の監視の眼が強まり，弾

圧事件やそれへの抵抗等が表面化するようにな

る。このため1924（大正13）年をピークに自由

教育は退潮したとされている注4）。なお，上記実

践校の中でも東西のメッカ（二大拠点）とされる

のが，千葉師範学校附属小学校（手塚岸衛）と奈

良女子高等師範学校附属小学校（木下竹次）であ

るが，千葉県でも1925（大正14）年に圧迫が強

まり出し，1926（大正15）年に千葉県当局によ

り手塚は大多喜中学の校長として転任の命を受け

ている。手塚はその後，同校で排斥され辞任し，

自らの理想とする私学校として自由が丘学園の創

設に傾注する。しかし軌道に乗らぬまま1936

（昭和11）年に死没する。この年は池袋児童の村

小学校も廃校となるが，同年は二・二六事件が起

き，戦時体制へと雰囲気が強まっていく時代で

あった注5）。

このように新教育の挫折が描かれ，それが通説

として影響を発揮してきた。私立の新学校や師範

学校附属小学校といった実験校を中心とする実践

に限られ，また1920年代後半にはその姿を消し

ていくという流れで理解されてきた。

ておくため，また金子淳一を研究対象に設定する

理由・ストーリーを概説するために，先行研究の

整理を行う。

1．新教育に関する新しい視点をもつ研究

近年において，大正新教育をめぐる研究は大き

く進展が見られる。その代表的な研究業績とし

て，ここでは橋本美保の論考をあげておきたい。

橋本は海外からの教育情報移入とその受容につい

て，主に明治期を中心にして堅実な研究を進めて

きたが，その中には新教育の中心人物の一人であ

る及川平治に関する研究成果もあった。この歴史

研究に加えて，思想研究・教育学研究として深め

る共同研究に参画し，その成果が橋本・田中智志

編『大正新教育の思想―生命の躍動』（東信堂，

2015年）として刊行されている。また史料の復

刻・公開によって学界全体に貢献する活動として

『文献資料集成 大正新教育』（第Ⅰ～Ⅲ期・全20

冊，日本図書センター，2016－2017年）の刊行

にも尽くしている。歴史研究・思想研究の延長上

の集大成として位置づけられるのが編著『大正新

教育の受容史』（東信堂，2018年）である。さら

に近著論文として橋本・遠座知恵「大正期におけ

る教育学研究の変容」（日本教育学会『教育学研

究』第86巻第2号，2019年）を著すなど，その

意欲的な取り組みが継続されている。

本稿と重なる視点について橋本は，「教師たち

が組織的に新教育の研究に取り組んだ公立小学校

もあった」（橋本・田中，2015，19ページ）とし

て富士小学校，浅草小学校，福井小学校，千束小

学校など当時の浅草区教育会や本所区の横川小学

校などの例をあげている。他県の事例も示し，さ

らに多くの事例研究が進められ，公立小学校の

「実践思想」が解明されていくことが期待される

としていた注2）。

2．通説で語られてきたストーリー

「はじめに」にも記したように，従来の研究に

おいては，大正時代における新教育の導入は戦

時体制へ向かう時期という国家主義的な弾圧も

あって国民的な広がりをもたなかったと理解さ

れてきた。もっと具体的には，実験学校として
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てたんですけど，そこに突き立てて固まるのをみ

んなでじっと待って，そっと割りばしを試験管か

ら抜くと，まさに真っ赤なイチゴのアイスキャン

ディーができたんです。

“先生のバケツの中の雪には塩がいっぱい入っ

ているんだよ。塩を加えるとうんと冷えるんだ

よ”

そう金子先生がおっしゃってね。とにかく楽し

かったし，おいしかった！　今でもその赤いアイ

スキャンディーのことは鮮明に覚えているんです

よ」（増田，2000，18-19ページ）

以上をみると，通説との違いにギャップが感じ

られる。1936年（二・二六事件前後）のその

時，東京の公立の小学校でこのような実践が行わ

れていたという。

増田の著書（2000年）では取材を通して得た

知見として，滝野川尋常高等小学校（以下，滝野

川小学校）の新教育の実践を進めたのは第二代校

長に就任した山崎菊次郎注7）であり，同校が東京

では富士小学校，横川小学校とともに知られる新

教育実践校であることと，「公立学校における

「新教育」の実践は数少ない取り組みだった」（増

田，2000，19-20ページ）ことが記されている。

それは「子どもの個性，自発性，創造性を尊重す

る「新教育」＝「合科教育」「総合教育」」の実践

であり，そして「西村さんの担任であった金子淳

一先生も，この「合科教育」を求めて滝野川小学

校に集まって来た教師の一人だった」（増田，

2000，20ページ）と記されている。

以上のように当時，公立校での新教育実践の例

は実在し，そして新教育の実践を目指す教員たち

が希望して集まる拠点校ともいうべき事例があっ

たことが記されている。

．金子淳一の滝野川小学校における

「合科学習」

増田の著書では証言者「西村さん」から提供を

受けた『金子先生の本』という，当時の生徒たち

によってまとめられ，1987年に非売品として印

刷されたものが資料として紹介されている。筆者

（古賀）も2012（平成24）年8月に，同じ「西村

3．公立学校における実践

1936年「二・二六事件」が発生する年に，象

徴的な新教育の学校が廃校となっていく過程につ

いては先述したとおりである。新教育は挫折し，

終幕を迎え，そして当初から公立学校での試みに

ついて語られることは少なかった。そこに“実践

の体験者・生徒として授業を体験した者”からの

証言と照合をすることで，新たな知見を見出した

い注6）というのが本研究のねらいとするところで

もある。

増田ユリヤ『総合的な学習―その可能性と限

界』（オクムラ出版，2000年）では，2000（平成

12）年にNHKラジオ（「土曜ジャーナル」）の番

組内において，新たに2002年から導入される

「総合学習」の先駆的な実践例の紹介として，「神

奈川県秦野市立上小学校の四年生が羊を飼ってい

るという実践例と，埼玉県草加市立高砂小学校の

六年生がゴミ問題に取り組んでいるという実践例

を報告」（増田，2000，15ページ）したところリ

スナーから手紙が届き，その内容として（自身

も）「東京市立滝野川尋常高等小学校」（現・北区

立滝野川小学校）で1935（昭和10）年から1938

（昭和13）年まで，同様に様々な体験的な学習が

行われていたことが綴られていた。増田は，早速

その手紙を送ってきた女性（西村清子さん）に連

絡をとり，取材を行い，同書の一章として記して

いる。一部を以下に記す。

「おたよりにも書いた，アイスキャンディーのこ

とね。二・二六事件の日，あの日は大雪でね。金

子先生が，“明日はアイスキャンディーを作るか

ら，割りばしを一本持って来い”って言うんです

よ。 翌日，みんなで試験管を持って校庭に出る

と，金子先生が“きれいな所をみつけて雪をとっ

てこい”って言うもんだから，校舎の裏とかみん

な必死になっていい場所を探してね，試験管に

ギュウギュウに雪を詰めて先生の所に持っていっ

たんです。そうすると，先生がイチゴジュースを

かけてくれてね。そのあと各自持って来た割りば

しを試験管に差して，その試験管を先生の所に用

意してある大きなバケツ･･･その中にも雪が入っ
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現象をはじめ動植物の生活，ストーブ，火鉢，着

物，食物に関する事項等沢山ある」（金子，

1987，78ページ）とする。続く「学習事項」（単

元にあたる）では，①寒暖計の学習，②氷，霜，

霜柱，雪の学習，③火の学習，④冬の病気，⑤冬

の動植物，⑥冬の遊び，とされ，さらに①から⑥

の項目ごとに細分化されている注9）。

学習事項②「氷，霜，霜柱，雪の学習」の細分

化項目を記す。

 （イ）氷，霜柱，雪の直観･･･熱

 （ロ）  雪･･･読本（巻二）十四，ユキ，十五，

ユキヨフレフレ

 （ハ）  アイスキャンディー，アイスクリームの

製作指導（金子，1987，78ページ）

観察・連想的な学び，テキスト（読本）を用い

た学び，体験的な学びとが組み合わさっている。

これが直観科による合科学習ということになる。

『金子先生の本』としてまとめられた同書には，

「合科学習に於ける直観科の位置」の後に，当時

の生徒として記録に名前の出ている人物が，この

学習（授業）について思い出を記している。

「二・二六事件の大雪の翌日」にも「雪合戦」を

行い，また「これも確か雪の翌日にやったアイス

キャンディー作り」（金子，1987，94ページ）に

ついて楽しい記憶として残っているとのことであ

る注10）。西村氏も，「50年も経った今，時折開か

れるクラス会できまってでる想い出の話題のトッ

プは大雪の日のアイスキャンディー作りである」

ことと，他にも「雪合戦やベコニヤ，つばき，み

かんの観察など，たくさんの教室での記憶」（金

子，1987，96ページ）があると記している。

「尋常科第一学年合科学習指導案」には直観科

の学習表現物として，生徒（児童）の記録ノート

の一部も掲載されている。例として西村氏の証言

にあった「ベコニヤ」の観察学習をあげる。

頭注に記された○印は金子が付したものであ

り，それぞれについてのコメントも記されてい

る。例えば「ハナノカタチガ　ナノハナニ　ニテ

ル」については，「前に学習したものと比較して

いることは珍しい。どこが似ていますかと問うて

清子」氏から同書を寄贈していただいた。同書の

内容は，「理科教育の小自伝」（全68ページ），

「合科学習に於ける直観科の位置」（全17ペー

ジ），「椿組の記録」（全16ページ）の3部構成と

なっている。「理科教育の小自伝」は金子淳一自

身が『月刊 理科の研究』（大日本図書）に連載す

るも，急逝により中断されたため，残された遺稿

を加えて新たに掲載されたものである。本稿で

も，金子自身の語りの記録として活用させていた

だいた。「合科学習に於ける直観科の位置」は

1936（昭和11）年に目黒書店から刊行されたも

のの元原稿となったもので，滝野川小学校での実

践を中心にまとめられたものだという注8）。最後

の「椿組の記録」は西村（旧姓高田）氏が中心と

なり，当時の級友たちから原稿や証言を集めたも

のである。「椿組」とは，金子が担任するクラス

の名称である。

以上のうち，後者 2編，「合科学習に於ける直

観科の位置」には金子の学習案として前掲の「ア

イスキャンディー作り」の授業が，「椿組の記録」

には体験的に学んだ生徒たちの思い出としての同

授業についての語りが綴られている。

金子は「合科学習」について次のように述べて

いる。教育とは「児童の生活をよりよく発展させ

る営み」（金子，1987，76ページ）であり，低学

年児童の場合は，その生活は「遊び」という動作

によって満たされている。この遊びから「国語・

算術・地理・歴史・理科」等の「分科された教科

学習が芽生える」（金子，1987，76ページ）のだ

が，その芽生え以前の教育として合科学習がある

のだということになる。そして，児童の遊びの生

活の中で登場する「物」を材料とするのが「直観

科」であるという。あくまで児童に体験させ，感

じとらせたこと，考えさせたことを大切にすると

いう生活体験重視の学習観によるものであった。

「合科学習に於ける直観科の位置」に収載され

た「尋常科第一学年合科学習指導案」の「冬」と

いう学習課題を設定した授業案には，題材観（教

材観・指導観にあたる）として「冬の特異性は児

童の生活の上に，種々な姿で，種々な学習事項を

提示している」（金子，1987，77ページ）と記

し，その例として「氷，雪，霜，霜柱等の自然的
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のヒヤシンスなど草木が並んでました。

冬のある日，その丸テーブルの上に金子先生が

みかんを山盛りに置いて，“自分たちで、好きに

していいですよ。食べてもいいし，よく観察して

ください。そして観察したことを，ノートに書い

て発表して下さい”っておっしゃったんです。」

（増田，2000，22－23ページ）

この「みかんの観察」学習では，絵を描く子も

いたし，八百屋へ行って値段を聞いてきたり，あ

るいは「“みかんのへたをとったあとの星のよう

な模様の数は中の袋の数と同じです”なんて発見

をしていた子もいました。そうしたことをノート

に書いて発表しあうのです」（増田，2000，23

ページ）とも証言されている注12）。

以上，金子の「アイスキャンディー作り」注13）

と「ベコニヤ」「みかん」等の観察授業について紹

介させていただいた。この「観察記録」が彼の合

科学習・理科学習の方法論の一つとなっている。

．金子淳一の新教育実践史

次に，教員金子淳一が，いかなる人物であった

のか，なぜそのような教育実践者となり得たの

か，どのような授業（学習活動）を行っていたの

かについてみていく。金子の略年譜として表1を

記す。

みると「花の小さいところだ」と答えた。まだま

だ真の比較研究にまでは行っていないが，こうし

た萌芽の見られたことは喜しいことだ」（金子，

1987，84ページ）としていた。他のコメントのい

くつかは省略する。ベコニヤに関する最後のコメ

ントとしては，「今までは主に花のことばかり観

察していて，葉や茎のことにはあまり及ばなかっ

たのが「ハノウラガアカイ」「ハニケガアル」を

直観したこと。殊に手をふれて葉をうらがえして

観たと言うことは，正に大いなる発展で賞揚に価

する」（金子，1987，85ページ）と評価していた。

この観察とノートに記して発表するという形式

の授業については，いくつも例が記されている。

5月に「コトリ」，6月に「アヤメ」，7月に「ベコ

ニヤ」，9月に「イネ」，10月に「かめ」，11月に

「柿」，12月が「おみかん」であったと記録され

ている注11）。

増田は，西村氏からの聞き取りをもとに次の事

例も紹介している。

「祖母から，“清子さん，時間割は？”と聞かれ

たことがあるんですが，私は答えられなかった。

よく先生の話を聞いてこないからだとしかられた

んですが，時間割はなかったんです。教室には大

きな丸テーブルがいくつか置いてあって，五・六

人ずつそのテーブルを囲んで授業をするんです。

席も男女交互に座ります。出席簿は生年月日順。

教室では金魚や亀を飼っていて，窓辺には水栽培

　七月八日　　ベコニヤ　　　 （※下線部は生徒名なので省略する：筆者）

　　　一，ハナノイロガアカイ

　○　二，ハナノカタチガ　ナノハナニ　ニテル

　○　三，ハナノ中ニキイロイモノガアル

　　　四，ジクガアカイ

　　　五，ハガフネノヤウニナッテイル

　○　六，ハノウラガアカイ

　　　七，ハワタクサンアル

　　　八，ハガマルイヤウダ

　　　九，シタノホウノハガヨゴレテル

　○　一〇，ハニケガハイテル

　　　一一，ジクガフトイ（金子，1987，84ページ）
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イや当時1913（大正2）年に刊行された棚橋源太

郎（1869－1961）の教育と比較することで，その

素晴らしさを表現しようとしている注14）。川辺の

実践の特徴は観察実験中心で教科書を使わない教

育であった。金子は当時受けた学習として思い出

せるもの（代表的なもの）を次の通り十件あげて

いる。

( 1 )  たんぽぽの根掘りをしたこと。

( 2 )  あさがおの花の汁をしぼって，リトマス試

験紙をつくり，いろいろな実験をしたこと。

( 3 )  竹筒に丈夫な障子紙をはって，糸電話あそ

びをしたこと。

( 4 )  夏休みの宿題に砂鉄あつめや，虫あつめ

（くつわ虫・鈴虫・まつ虫など，部落グルー

プ）で競争であつめたこと。

( 5 )  大じかけな発電器で静電気を起こして，い

ろいろな実験をしたこと。特に学級のみん

1．金子の新教育実践の背景

表1（略年譜）内の下線部は，金子淳一が，自

ら影響を受けた人物・機会としてあげたものであ

る。

金子淳一が「理科教育」における新教育実践者

となり，後々まで生徒たちに語り継がれるような

教育をできるようになったのは，何によるものな

のか。これについては，影響を受けた人物や実践

を金子自身が「小自伝」に記している。

1）小学校時代の恩師・川辺助十郎

小学校（岩瀬小学校）5・6年の担任（川辺助

十郎）が師範学校出身であり，英語が得意で原書

を持ち込み，文学作品の内容等について，楽しい

話をきかせてくれることもあったという。「なす

ことによって学ぶ理科」を実践していて，観察・

実験中心の授業を進めていた。金子は恩師（川辺）

の教育を当時最新の教育であったジョン・デュー

表 1　金子淳一（1903－1980）の略年譜

1903（明治36）年10月25日

1920（大正 9）年 4月

1924（大正13）年

1929（昭和 4）年

1936（昭和11）年

1938（昭和13）年

1946（昭和21）年

1964（昭和39）年

1979（昭和54）年

1980（昭和55）年

埼玉県に生まれる。

岩瀬小学校に学ぶ。（小5・6年担任川辺助十郎の影響）

中学校に進学→中2で退学

高等小学校に転じる。（理科教師斉藤義頼の影響）

埼玉師範学校に入学（師範学校教師：生物・細木，化学・沼田の影響）

師範学校卒業→北埼玉郡忍町尋常高等小学校の訓導となる。

中学教員検定（一般理科）合格

理科筆記帳委員（筆記帳を作製）

物理学校で学ぶために上京する。→東京府南足立郡本木小学校に勤務。

北豊島郡第三峡田小学校に転任。

滝野川尋常高等小学校に転任。

（山崎菊次郎校長，奈良高等女子師範学校の木下竹次や大浦茂樹の指導）

著書刊行

深川小学校に移る。（前年に山崎校長が転任した先）

戦時下，疎開

麻布区本村小学校の教頭と辞令を受ける。

港区立南桜小学校長。

青山小学校長。

鞆絵小学校長→1964年に60歳で退職するまで勤める。

小学校退職後，青山学院大学講師となる。

同大学を退職。

死去。

出典：金子淳一「理科教育の小自伝」より作成
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育書を数多く刊行し，理科学習の指導的立場にも

なった後に“遡って”記述していることなのであ

り，理科教育に特化することやある程度結果論と

なることは当然である。しかし，金子が小学校・

高等小学校時代に，「理科」方面での優れた教育

実践に触れ，それが自身の新教育実践にとつな

がっていくと証言していることは重視したい。

3）師範学校時代の理科教師（細木・沼田）

金子は，1920（大正9）年 4月，浦和市郊外に

あった埼玉師範学校に入学する。埼玉師範学校と

いえば注入主義とは異なる自由・自主性を主張

し，さらに啓明会を創設した下中弥三郎で有名で

ある注18）。1917年前後の卒業生であれば下中の直

接の指導や影響を強く受けた可能性があるが，金

子の就学時期とは重なっていない。また，入学の

翌年1921（大正10）年 8月には，出版社の大日

本学術協会主催で「教育学術研究大会」（いわゆ

る「八大教育主張講演会」）が東京で開催され多

くの参加者を集めるなど，新教育や「教育の改

革」に注目が集まっていたが，当該講演会の出席

者に師範学校生であった金子の名前は見つけられ

なかった。また金子自身もこれらについて語って

いない。

金子は自伝において，師範学校でも二人の理科

教員によって影響を受けたと述べている。生物の

内容について，昆虫や植物・鉱物採集において分

類式指導法で授業を進めてくれた細木。化学の沼

田亀之助には実験器具の製作（ガラス細工等）の

重要性を学んだという注19）。理科教育で身を立て

てからの振り返りであるから当然ではあるが，小

学校・高等小学校に続いて師範学校でも優れた理

科教員の実践に触れている。

4）教職現場・滝野川小学校での指導（山崎校

長、奈良女子高等師範学校関係者）

金子は，1929（昭和4）年に物理学校（理科

大）で学ぶために上京する。はじめに、東京府南

足立郡本木小学校に勤務する。そして，北豊島郡

第三峡田小学校を経て（1932年に北豊島郡から

滝野川区へ移行した，現・北区の）滝野川小学校

に勤務することとなった。滝野川小学校長・山崎

菊次郎は東京における新教育の中心人物の一人で

あり，1883（明治16）年に埼玉県に生まれ，青

なが輪をつくり，手をしっかりつなぎ合い

静電気を流して，びっくりしたこと。

( 6 )  ろうそくをつかって，いろいろな実験をし

たこと。特に竹ひごに油紙をはった風船を

とばしたこと。

( 7 )  水素のばくはつ実験をしておどろいたこと。

( 8 )  酸素のなかで鉄線が花火をとばして燃える

実験。

( 9 )  冷蔵庫をつくり，数日氷を入れておいたこ

と。

(10)  アルコールランプのしんのなかに細いガラ

ス管をさしこんで空気を送り，高熱ランプ

をつくり，ガラス細工をしたこと。（金子，

1987，7－8ページ）

恩師・川辺は，以上のレベルの内容を，教科書

を使わない実験観察の理科授業としてこの時期

（明治末期から大正に移行する時期）に行ってい

て，金子は感銘を受けたという。

2）高等小学校の理科教師・斉藤義頼

金子は，はじめは医師を志して中学に進学する

が中2のときに重病を患い退学をする。3年制の

高等小学校に転校した。この学校には講習科が併

設され，小学校准教員や農業指導員の資格をとる

ことも可能であったが，この学校を選んだのも恩

師（川辺先生）への憧れがあったのではないかと

述懐している注15）。この高等小学校にも理科室

（準備室までついた特別室）が設置されており，

中学校なみに専科教員が配置されていた。その教

員・斉藤義頼も中学の一般理科の検定試験に合格

して，後に県立高等女学校の理科教諭として転出

するが，金子は在校当時，理科室を訪ね，その教

えを受けていた注16）。なお金子はこの後の師範学

校を卒業後，故郷の行田市の学校に赴任するが，

ここでも恩師斉藤の指導を受け，金子も3年目に

一般理科の中教検定に合格した。金子が教壇に

立った同時期に，斉藤は勤務先小学校に隣接する

県立忍高等女学校に理科の教師として勤務してい

たという縁があった注17）。

もちろん，この資料が金子自身「理科教育の小

自伝」として記し，金子が教員生活の中で理科教
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校系の人々をも野党的な立場に」（板倉，1968，

258－259ページ）移すことになったという。国

定教科書への反抗も，国家行政の後押しによる組

織体制まで含む変革が進められていくとともに

徐々に弱体化していったという流れになる。

金子の初任校は，1924（大正13）年に師範学

校卒業後に訓導となった忍町尋常高等小学校で

あった。ここで恩師斉藤義頼と連携を続けながら

精進し，22歳で中学校教員一般理科の検定に合

格している。この金子も「理科筆記帳」を作って

いた。デューイの実践を紹介した棚橋源太郎の新

理科教授法の出版により影響を受け理科教育が大

きく変わった時期であった。また1910（明治43）

年頃に児童用理科書（国定教科書）ができて，そ

れ以降使用されるようになる。上にも記した棚橋

本で筆記帳を用いると記されている影響もあり，

全国的に郷土の実態に即した筆記帳が作成される

ようになった。金子も月に2，3回の頻度で附属

小学校に招集されて，先輩教師の指示を受けなが

ら筆記帳を作成するようになった。県の理科筆記

帳の作製委員になっていたのである注23）。ただ，

金子はこれを，質的には英国のHenry Edward 

Armstrong（1848－1937）の発見的方法（Heuris-

tic Method）によるものであって，当時先端で

あった手塚岸衛（八大教育主張講演会にも登壇

し，当時は千葉師範学校附属小学校主事）や木下

竹次（奈良女子高等師範学校附属小学校主事），

小原國芳（八大教育主張講演会に登壇し，当時は

成城学園）の実践に比べれば時代遅れのもので

あったと述懐している。ダルトン・プランの枠内

にはまり，「文章のあいだに空欄をおいて実験・

観察事項を書き込む」（金子，1987，21ページ）

というもので，生徒の創意工夫を養うよりもか

えって疎外するものであったので消滅することと

なったという注24）。

埼玉県（時代）における金子の“理科の筆記

帳”は，当人（金子）によれば生徒の思考や発見

を止めてしまいかねないものと後に省察されてい

る。前出の滝野川小学校での実践の際には（時系

列的にその後のことであり）おそらくこの点で改

良が加えられ，克服されたものとなっていたであ

ろう。生徒たち自身が，より自由に自身の考えや

山師範学校を卒業した。滝野川小学校には同校 2

代目の校長として1914（大正3）年から1937（昭

和12）年まで在職した。山崎校長時代の1925

（大正14）年に新教育導入が始まり，毎週研究授

業を開き，高等師範学校から訓導を招いての座談

会を開くようになり，1927（昭和2）年より奈良

女子高等師範学校に指導を仰ぐようになったとい

う注20）。金子はここで「総合教育」の実践につい

て，直接に奈良高等女子師範学校の木下主事

（1872－1946）や大浦茂樹から指導を受ける機会

を得た注21）。

以上のように金子は複数の教員の教育実践から

影響を受けて，その教育技術・技能を成長させて

いった。

2．「教科書を使わない」授業の発展

金子が川辺に受けた授業は観察中心で教科書を

使わないことが特色であった。また金子自身が

行った教育も観察や記録を中心とするものであっ

た。こういった「教科書を使わない」授業とはど

のようなものか。国定教科書による教育が進めら

れていったこの時期における「教科書を使わない

理科授業」の志向とは如何なるものであったの

か。板倉聖宣は当時の理科教育の国定教科書廃止

論として，束縛から抜けるために『理科筆記帳』

や『理科学習帳』が使用される例があったことを

指摘している。長野県の信濃教育会では1905

（明治37）年の『小学理科生徒筆記代用』以降

1920年代までオリジナルの教材が作成され，ま

た外地（植民地等）においても台湾・南満州

（1924年）に文部省のものと異なる教材が編成さ

れていた注22）。それらの「植民地では，自然条件

の違いを考慮するだけでなく，本国では文部省に

うけいれられなかった理科教育改革運動の考え方

を広範に受け入れて，それを教科書の中にもりこ

んだ」（板倉，1968，331ページ）と論じられて

いる。棚橋も1904（明治36）年にこういった筆

記帳の類を刊行しているが，この頃より文部省理

科書編纂委員会には帝国大学出身の自然科学者

（小学校教育に関係性の薄い専門家たち）が中心

となっていき，「理科教科書の国定化は，それま

での日本の理科教育界を指導してきた高等師範学
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戦前期における金子の理科記録指導（生徒の調

査学習，観察記録ノート）は，ここに記され言語

化されるまでのレベルではなかったと思われる

が，観察と記録による考察と発信（説明）を可能

とする深い理解を目指すという点では通底するも

のであった。

．圧力・圧迫はあったのか？

ここまで金子の滝野川小学校での新教育の実践

について記された記録の内容を読んできた。表 1

の年譜にも記したように，金子は1938（昭和13）

年に深川小学校（後に国民学校と改称）に移って

いる。これは「視学の批判，区議会での自由教育

としての非難を前に深川へ転任」（三津田，

1998，546ページ）した山崎菊次郎校長の転出

（1937年）に一年遅れて付いていくかたちとなっ

た。この年には滝野川小学校から金子の他にも飯

田国雄，倉田収，本田正信の計 4人が移り，さら

に翌年に小松長二も深川小学校へ転出している。

特に1939（昭和14）年には滝野川小学校の教員

から他校への転出が18人いたということから

も，“新教育の終焉”を読み取ることができる注29）。

当時の生徒たちは，これをどのように感じてい

たのか。滝野川小学校で金子らの行った新教育実

践は，前出・西村氏が小学校 3年生になるまでの

1938年に金子が学校を離れることによって終了

した。これを，1年早く同小学校を離れた山崎校

長を追う形で「数人の先生方と一緒に下町の深川

小学校へ転任」（増田，2000，25ページ）し，そ

の4月から（生徒たちにとって）学校の様子が一

変したと証言している。日中戦争開戦翌年のこと

であり，家族では「“自由な教育をされたからお

上からにらまれて左遷された”というようなうわ

さをして」（増田，2000，25ページ）いたとい

う。滝野川小学校から「合科学習」は消えてクラ

スは男女別の編成になり，時間割というものが設

定され，一時間ごとの鐘がなるという形態になっ

たと証言されている注30）。

これを，当事者である金子淳一はどのように捉

えていたのか。ある程度の人数がまとまって異動

した学校（深川小学校）において，「新教育」は

発見を記録していくことを可能とするように目さ

れたはずである。また優れたノートや発表を全体

の前で顕彰し，生徒の励みとなることで学習意欲

をかきたてる仕組みも加えられていた注25）。

そして，「筆記帳」は「記録指導」と名称を変

え，戦後においても金子の理科教育の重要な要素

であり続ける。金子は，この「記録指導」（ノー

トのとりかた）について，後に著作の中で次のよ

うに論じている。

その著書には，1962（昭和37）年出版の『授

業の効率を高める 理科の記録指導』及び1973

（昭和48）年に一部改訂を加え，やや内容を加え

て刊行されたのが『思考力・創造力を育てる 新

しい理科の記録指導』であるが，両書とも表題か

ら“ねらいとする学習観”が読み取れる。

金子は，まず「記録指導」に必須の「ノート」

の意義について，その歴史を概説する。ノートと

して“書きつけるもの”注26）は，最初の30年間ぐ

らいが「米糖時代」であり，次に「せきばん（石

板とろう石）を使う時代」が1914（大正3）年か

ら1915（大正4）年頃まで続いた。その後に

「ノート時代」になったという。その「ノート時

代」も初期は「雑記帳時代」で，1935（昭和10）

年ぐらいから各教科別のノートを用いるように

なったという。しかし，一方で「記録指導」への

取り組み（どのようなものが理科教育のための記

録指導として重要なのか）には注目が集まらない

ので，「望ましいノート」の準備や指導が大切だ

としていた注27）。

金子は「話し合いは出来るだけ少なくして，実

験・観察を中心に記録しつつ展開する」「教師の

板書事項を写すことは記録ではない」（金子，

1973，2ページ）と注意事項をあげ，そして，理

科学習における記録の機能として，次の 9点をあ

げている注28）。①観察が一層明確になり精密にな

る。②時間的な変化がはっきりする。③因果関係

が明らかになる。④記録は思考を容易にする。⑤

記録は記憶力を補う。⑥知識・技能を集積してそ

の発展に役立つ。⑦記録は帰納的に事実を捉え，

法則性の発見に役立つ。⑧記録によって問題が発

見される。⑨記録は学習評価に役立ち，学習効果

の能率を高める。
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どのような形となっていったのか。迫害され，消

え去ったのか。ある程度時間をかけて変容して

いったのであろうか。金子は「理科教育の小伝」

において次のように書き記している。

国民学校の時代となり，学科編成があり理科・

数学とが理数科と一本化されることになった。こ

こでは西洋科学の排除と「日本的な勘」（金子，

1987，24ページ）を育成する不自然な理科教育

が実践された。しかし「特筆すべきこと」とし

て，金子たちが大正末頃から実践を通して，こと

あるごとに文部当局に懇願し続けてきた「低学年

理科」が，このとき「自然の観察」として特設さ

れることとなるというプラスの面もあった。提案

者の一人であり実践に定評のあった金子の授業が

何度も参観され，記録され，国民学校の低学年か

ら高学年までの教材がつくられることとなり，学

校現場から金子らが「生の声でマイクを通じ，あ

るいは文部省先生方とともに日本各地に，具体的

に解説してまわった」（金子，1987，24ページ）

という。科学知識の振興という国家の希求もあっ

てか，また理数科というある種の合科学習的な性

格も重なってか，理科教師としての金子らの活躍

が評価され，重要な役割を担うようになってい

く。

1941（昭和16）年の国民学校令発足と同時

に、初等科（小学）1年から低学年理科が「自然

の観察」として特設されることとなったが、その

指導には、「NHKラジオを通して成蹊小学校の岡

義雄氏（飼育、栽培）、千葉師範附属小学校の宮

原実氏（野外教材の指導），筆者（低学年理科指

導）について各自 1週ずつ，つづけて放送した」

し，同年夏には「理科同好会が国立科学博物館で

開いている全国理科講習会で，わたしと岡氏とが

「自然の観察」について発表した」（金子，1987，

26ページ）という（「筆者」「わたし」とは金

子）。岡義雄と金子は東京市視学（広瀬，岡﨑）

の推薦により1934（昭和9）年 5月から1944（昭

和19）年まで，都市理科研究会の常任幹事とな

り，都の理科教育発展に寄与するようになってい

く注31）。そして，深川小学校に勤めていても「ほ

とんど毎日のように文部省や高等師範の先生方の

紹介で参観人があり，また土曜日から日曜日にか

けては，東京市内や，近県の小学校の理数科教育

の実地授業や講話にでかけた。特に夏休みには文

部省や高等師範の先生方のお伴をして飛びまわっ

た」（金子，1987，27ページ）と述べている。観

察，直観，実験を中心とする金子の低学年理科授

業が高く評価されていた。

ちなみに，上に記した成蹊小学校の岡，千葉師

範学校附属小学校の宮原，そして公立小学校勤務

の金子という組合せは，本稿の明らかにしたい構

造そのものと一致する。先進私学や師範学校附属

校のみではなく，公立校教員も新教育で重要な役

割を果たしていたのではないかという問いへの一

つの答えとなると考えている。

先述したように，事実として滝野川小学校の教

員は，その多くが短い期間に異動となっている。

また当時の生徒たちは，その時代背景を感じ取

り，圧迫があったと証言していた。しかし金子自

身がその類のことを書き残していない。それどこ

ろか，理科教育のニーズが高まり，戦前期におい

ても，また戦後期においても全国的に指導するレ

ベルにとなっていく。「国民学校」として小学校

の性格が変容を迫られた際にも「理科教育」の拡

充や実践指導のために，行政と連携しながら活動

を続けていくのである。また，戦後においても占

領下の教育復興期における公立小学校運営の担い

手として教頭の辞令を受け，やがて数校で校長を

歴任しながら，教科書編纂や理科教育書刊行を続

け，教員としての生涯をまっとうした。

以上のようなことが，なぜ起こり得たのか。お

そらく次のようなことが関係していると思われ

る。滝野川小学校を含む東京（市）の公立学校に

おける新教育の展開については，鈴木そよ子の研

究によって「学校単位で進められただけではな

く，東京市教育局，特に東京市視学の理解と協力

があって，広がっていった」（鈴木，1990，155

ページ）ことが明らかにされている。鈴木は東京

市教育局との関わりを論じる上で，最初のケース

として本所区（墨田区）の横川尋常小学校におけ

る1925（大正14）年の視学による視察をあげ，

抜き打ち同前のものであったにも関わらず，当時

の大島正徳教育局長から支持を得られたと述べて

いる注32）。翌年には浅草区（台東区）の富士尋常
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期，戦後期を通して，金子はほぼ変わらない授業

実践を，変わらないスタンスで続けることができ

ていた。そのことをどのように考えればよいの

か。これは科目ごとに追究していくことが必要に

なるということになる。理科以外の教科ではどの

ような事例があるのか教科史レベルで検討するこ

とも今後の課題となる。そして，滝野川小学校を

出た後も，「新教育」として圧力を受けていない

というためには，同様に異動した他の教員のその

後について考察・考証する必要がある。

もちろん，金子の著した著作を丹念に整理し，

その成果を他の新教育の代表的実践家（及川平

治，小原國芳ら）と比較可能なレベルにまで高め

ていく作業も引き続き行っていく所存である。

付記

本研究の歴史研究としての結論は，本文中及びⅤにま

とめておいた。最後に投稿する媒体『教師教育と実践知』

の読者層を想定して，まとめの言葉を加えさせていただ

きたい。本稿は金子淳一という過去の人物に関する歴史

研究ではあるが，金子はもちろん当時の教員であり，教

育実践者である。本稿は金子淳一という一教員の教育実

践に関する論考である。

金子の時代も，学校教育は社会と密接に関係し，影響

を受け，改革の波が押し寄せ，それへの対応が迫られる

ことになる。金子は低学年の子ども（児童・生徒）が主

たる対象ではあったが，その対象となる生徒の年齢に対

し，どのような学習が必要なのかという考えをもち，ね

らいのある活動をしていたことが指導記録として書き残

されている。そして，その授業（学習）は，当時の生徒

たちによって50，60年経った後にも思い起こされること
により，学習成果（知識や技能）が定着していたのだと

理解することもできる。

その優れた実践家であった金子が教員になったきっか

けや，その後に理科教育の専門家として道を進んでいく

きっかけとなったのは，優れた実践を示してくれた恩

師・教員仲間たちであった。他者から学び，それに自分

の工夫を加え高めていく。またそれが継承されていく。

それが教員の成長であり，実践知をいかすという生き方

であると考えている。

注

  1） 鈴木そよ子（1990）「公立小学校における新教育と東

京市の教育研究体制―1920年代を中心に―」『教育学

研究』第57巻第2号，149-158ページ，等がある。
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ページ。

  4） 同上書，239ページ。

  5） 中野光（1976）『教育改革者の群像』，国土新書，174

ページ。

小学校でもほぼ同じ視察があり「修身と国語の教

科書だけは使い」あとは「やりたまえ」（鈴木，

1990，152ページ）と肯定されたという。鈴木の

研究は1920年代に関する考察という限度はある

が，この「修身と国語」以外という部分と，おそ

らく金子の「理科」（理数科）教科とが関連して

いると考えることができる。

．新教育の歴史研究を再考するために

本稿でここまで論じてきたことをまとめ，また

課題を整理しておきたい。これまで，大正新教

育・自由教育については，個性尊重，経験主義，

自学主義などが海外の児童中心主義などの影響を

受けて発達したもので，その実践の場（実験の

場）としては私立学校や師範学校附属小学校が中

心とされていた。この“中心として注目されてい

た”という点では，従来の研究の指摘は正しいと

考える。しかし，それは「一般の公立学校」にま

で広がっていたという事実を否定する意味で理解

されてはいけない注33）。橋本美保や鈴木そよ子に

よって，そのような新研究の成果が発表されてき

ている。本研究の対象となった金子淳一も，その

ような実践者の一人として位置づけられるであろ

う。

しかし，金子淳一という人物を，通史上に位置

づけるためには残された課題がいくつかある。ま

ず，思想上の影響を考察していくという視点であ

る。金子自身は，欧米の思想家の直接の研究の機

会等について多くを語っていない。棚橋源太郎や

木下竹次らの影響や，直接に受けた指導につい

て，さらに深く追究していくことが必要になる。

次には「理科」等の科目ごとの特色をいかに整理

することができるかという問題である。これまで

の新教育研究は，「新教育」という存在そのもの

と，対立する守旧の教育観とでもいう二分化構造

で語られがちであった。金子は小学校教員では

あったが，理科（的な）内容・技能に特徴があっ

た。実際に，その後に理科教科で指導的立場にと

なっていく。本研究においても，おそらく従来の

政治や運動，思想の問題として単純に立場を二分

して考えられてきたというパターンに当てはまら

ない結果がいくつか出てきている。例えば，戦前
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24） 同上書，21-22ページ。

25） 同上書，91ページ。「子供は一度賞められたことは忘

れないものである」としている。

26） 「書きつけるもの」「書きつけられるもの」の研究と

しては，佐藤秀夫（1988）『ノートや鉛筆が学校を変

えた』，平凡社，が先駆としてあげられる。

27） 金子淳一（1962）『授業の効率を高める 理科の記録指

導』，明治図書，52-54ページ，及び同（1973）『思考

力・創造力を育てる 新しい理科の記録指導』，東洋

館出版社，98-100ページ。

28） 金子（1962）では①～⑧のみであり，金子（1973）

で⑨が付加されている。

29） 三津田宏（1998）『ああ深川―戦時下の学童たち』，

三津田宏発行，546ページ。

30） 前掲増田（2000），26ページ。

31） 前掲金子（1987），23ページ。

32） 前掲鈴木（1990），151及び155ページ。

33） 例えば，浅沼茂・奈須正裕（2016）『カリキュラムと

学習過程』，放送大学教育振興会，などの新しいテキ

ストでは「主に私立の「新学校」，師範学校附属小学

校などから始まり，次第に一般の公立学校にも広

がった」と記されているが，こういった記述に正さ

れていくことが必要になってくる（北村和夫執筆箇

所，39ページ）。
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