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「明石市における戦後新教育」 

 

京都ノートルダム女子大学 

現代人間学部こども教育学科 

大西慎也 

 

 

１ 学習指導要領改訂の歴史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学習指導要領」とは、全国どこの学校で

も一定の水準が保てるよう、文部科学省が

定めている教育課程（カリキュラム）の基準

です。 

およそ１０年に１度、改訂しています。 

子どもたちの教科書や時間割は、これを

基に作られています。 

 

 

（１） 経験主義⇔系統主義 

経験主義教育 系統主義教育 

児童・生徒の活動や興味・関心を重要し

て、生活経験を重視した学習方法 

児童・生徒に継承・発達されるべき文化

の伝達を重視して、知識や技能を教科の

体系に沿って学習する方法 

 

 

＊教育についての考え方は、経験主義と系統主義との間を揺れ動く振り子のように変化し

てきました。この振り子のような動きは、「教育」がもともともっている特質からすれば当

然起こりうるものです。子どもの「内」からの育ちを重視するのか、「外」から教えること

を重視するのか、という両面をもっているのが「教育」だからです。 

 

 

学習指導要領の写真 
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（２）学習指導要領の変遷 

学習指導要領 背景 

「経験主義」                  「系統主義」   

戦後復興 

皇国主義教育脱却 

冷戦のはじまり 

 

（S32年） 

スプートニクショック 

高度経済成長 

 

 

おちこぼれ 

非行問題 

校内暴力 

 

いじめ 

登校拒否（不登校） 

 

 

 

 

バブル崩壊 

 

 

学級崩壊 

小 1プロブレム 

分数ができない大学

生 

PISA ショック 

 

 

学力低下問題 

 

経験主義教育（児童中心主義） 

S22年 試案  ＊社会科誕生（デューイ）  

＊問題解決学習を学習の原理 

S26年 改訂  「はいまわる経験主義」批判 

（手引き） （S30年 部分改訂）→科学的教養 

系統主義教育 

S33年 改訂  ＊教科の系統性   

（法的拘束力） ＊国語・算数の充実と科学技術教育 

        ＊道徳の時間を特設 

S43年 改訂  ＊教育の系統性の重視   

＊教育内容の現代化 

 ＊高校進学率 90％ 

        「つめこみ批判」学習内容の未消化 

ゆとり教育へ 

S52年 改訂 ゆとり教育路線 

        ＊ゆとりと充実  

＊人間中心主義 

H元年 改訂 新しい学力観 

        ＊【小】生活科の新設   

＊個性の重視 

H10年 改訂 ゆとり教育 

        ＊総合的な学習の新設   

＊学習内容の 3割減 

        ＊【中】選択学習の拡大 

（H15年 部分改訂）→指導要領の最低基準化 

           歯止め規定の撤廃 

確かな学力 

H20年 改訂    ＊学力の三要素 

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「態度」 

＊時間数の確保  ＊言語活動の充実 

H29年 改訂  ＊「主体的で、対話的で深い学び」 

        ＊求められる資質・能力 

        ＊カリキュラム・マネジメント 
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２ 誇るべき戦後新教育「明石附小プラン」 

（１） 大正自由教育の旗手「及川平治」 

1907（明治 40）年 

1908（明治 41）年 

 

1909（明治 42）年 

 

1912（大正元）年 

1913（大正 2）年 

 

1915（大正 4）年 

1921（大正 10）年 

1925（大正 14）年 

1926（大正 15）年 

1929（昭和 4）年 

1936（昭和 11）年 

 

兵庫県明石女子師範附属小学校主事となる。 

「分団式教育法」を提唱し、劣等児の特別教室指導を行う。 

「天幕子守教育」を行う。 

明石附属小学校の教育方針を「為さしむる主義の教育、実験室          

制度、分団式教育」の三綱に制定。 

明石附属小学校の教育方針を「分団式動的教育」と改正。 

附属小学校に全国からの参観者が急増、年間 1万人以上。 

県内外より講師として招聘される。 

全国からの参観者 3万人を超す。日本革新教育巡礼の総本山。 

八大教育主張講演会で「動的教育論」を論じる。 

3月欧米教育視察へ 

7月帰朝。カリキュラム改造の重要性を痛感し着手。 

「カリキュラム改造全国講習会」を開催 

明石女子師範学校附属小学校主事を依願退職。 

仙台市教育研究所所長に就任。 

 

 

（２） 及川平治の愛弟子「西口槌太郎」 

1903（明治 36）年 

1925（大正 14）年 

 

1927（昭和 2）年 

 

1942（昭和 17）年 

1945（昭和 20）年 

 

1957（昭和 32）年 

 

佐用郡生まれ 

兵庫県姫路師範学校卒業 

同校附属小学校の訓導 

明石附小に転任（昭和 11年及川離任まで指導を受ける） 

及川平治の講演を聞いた西口が、希望したもの 

兵庫県公立小中学校校長として転出 

明石市立明石小学校校長（～1957（昭和 32）年） 

＊12年弱にわたり、明石小学校校長を務める。 

以降、赤穂市立赤穂中学校校長、兵庫県視学、兵庫県教育研修所

研修主任など歴任。 

夙川学院高校教諭兼主事も務める。 

 

＊明石附小での算数教育での活躍もさることながら、明石市立明石小学校校長として、戦後 

新教育の時期の 12年間を過ごしていることは注目。 

偶然ではあるが「明石附小プラン」が興り隆盛を迎え、終わりを迎える期間とほぼ一致。 
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（３） 明石附小プランを支えた「木村孫吉」 

1934（昭和 9）年 

 

1940（昭和 15）年 

1951（昭和 26）年 

 

 

1964（昭和 39）年 

 

1975（昭和 50）年 

姫路師範卒業 

竹田小学校、姫路師範附属を経て 

明石附小に転任（～1951（昭和 26）年） 

三木市立志染小学校校長 

その後、兵庫県立教育研究所員、兵庫県教育委員会指導主事、明

石市教育委員会指導主事を歴任 

明石市立明石小学校校長（～1975（昭和 50）年） 

＊11年にわたり、明石小学校校長を務める 

兵庫女子短期大学講師を経て教授（1986（昭和 61）年退任） 

 

 

（４）「明石附小プラン」 

①戦後新教育における「明石附小プラン」の誕生 

 

＊戦前の複線型の教育→6・3・3・4の単線型教育へ 

 

 

 

＊文部省「昭和 22年版学習指導要領一般編（試案）」 

「この書は、学習の指導について述べるのが目的であるが、これまでの教師用書のように、 

一つの動かすことのできない道をきめて、それを示そうとするような目的でつくられた

ものではない。新しく児童の要求と社会の要求とに応じて生まれた教育課程をどんなふ

うにして生かして行くかを教師自身が自分で研究して行く手びきとしてかかれたもので

ある。」 

 

 

 

＊長井八蔵「新教育運動の新段階」『神戸大学教育学部研究集録 7』1953.7 

 「我々はこの運動で經驗主義の思想の上に立つている。たまたま時代が新しい方向を探究

している未曾有の歴史的實驗の機會であり、デューイの實驗的經驗主義を基調とするこ

とは安當である。わが國の教育界は長くドイツの理想主義哲學を背景にした演繹的な教

育理論に支えられ、經驗主義哲學を背景にした歸納的教育理論は輕んぜられてきた。その

ことは明治以來の天皇主權の絶對主義の政治形態の下では當然である。」 
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＊神戸大学教育学部附属明石小学校『創立八十周年記念誌』1984.10 

「昭和二十三年七月、研究発表会を行い、コア・カリキュラム明石附小プラン（研究紀要

三）を提唱し、その理論と実際、各学年の教育細案（前期分）を世に問うたのである。全

国各地から約三千人の参観者を数え、新教育の方向を提示し、批判を乞うた。つづいて、

同年十一月に再び授業実践による研究発表会を開き、コア・カリキュラムの実践と反省、 

教育細案後期分（紀要四）を刊行した。翌昭和二十四年四月、明石附小プラン―コア・カ

リキュラムとして誠文堂新光社より出版し、教育界の大きい反響があり、世人の注目す

るものとなった。」 

 

 

 

＊海後勝雄「明石プランを検討する」『カリキュラム(6)』 誠文堂新光社 1949.6 

 「今日明石プランが全國的に非常に大きい影響をもつている點からいつて、これを真面目

な研究の對象としたい。とにかく、このプランの果たされた役割には大きなものがある。」 

 

 

 

②「明石附小プラン」の実際 

明石附小「小学校のコア・カリキュラム－明石附小プラン－」誠文堂新光社 1949 

 

 

中心学習と基礎学習 

児童の社会生活における基本的問題・生活問題解決の学

習を中心学習として、中核的立場に置き、中心学習を豊か

にするのであろう、情操・技術・健康を基礎学習として、中

心学習と内的に有機的に統合し綜合融合して生活学習一本

として、民主社会に積極的に参加する望ましい生活学習が

展開される。中心学習を一層豊かにするために、技術の修

練を必要とするものを基礎的な学習を進める。中心学習と

基礎学習は一本とし生活学習そのものとして学習を進め

る。 

 

コア・カリキュラム 

 中心学習を「コア」としてカリキュラムを編成したもの

をコア・カリキュラムという。明石附小プランは、戦後新教

育「コア・カリキュラム」の中心的存在であった。 
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＊第 3学年「明石のまちの模型を作ろう」(資料参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊目標 

○戦災復興の明石市の概略を理解させ之に必要な態度能力を養う 

○観光都市として復興発展しつつある明石市の状況を明石めぐりをすることによつて理解

させ之に協力する態度を養う 

○市役所、警察署等の社会機能の大略を理解させる 

○交通事情が悪化している現場の状況を見学し、利用者として望ましい態度、能力を養う 

○家の構造、建てる場所、種類等を調査することによつて明石市の復興状態の概要を理解さ

せる 

○映画館を中心とする娯楽機関を調査し、レクリエーションの意義を理解させ、之に必要な

態度、能力を養う 

○写景図、読図、統計図表作成等の基礎的技能の初歩を養う 

○昔の明石から今日の明石までの歴史的発展を物語りをして理解させ、歴史的考察力の素

地を培う 

 

これらの目標は「明石附小プラン」の中心学習にあたる学習内容に基づいている。コア・

カリキュラムでは、中心学習を進めながら、基礎学習を進めることになる。本実践でも情

操（文学・音楽・美術）、技術（言語・数量・その他）、健康が基礎学習として取り組まれ

ている。 

 

明石附小「明石のまちの模型を作ろう」集合写真 
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＊学習活動…約 6週間の計画 

 

中心学習 基礎学習（一部抜粋） 

○屋上から明石市を展望して写景図をかく 

・写景図のえがき方 

・地図との対照 

・明石の地形の概観 

・主要施設の図上の位置づけ 

・動的な施設と動く町のようす 

 

○明石めぐりをする 

・神戸等周辺をふくんで明石市の地図をえがく 

・明石めぐりのコースをきめる 

・印象的な場所をスケッチする 

・戦災地の復興状況を見る 

・名所案内の文をかく 

・印象的な場所を文にする。 

・家の建て方をしらべる 

・明石市の自然をたたえて歌、劇、踊をつくる 

・見聞したことの話し合いをする 

 

○明石市役所の方にお話をきく 

・昔の明石と発展について 

・明石の現状 

・将来の明石 

・人口・職業の統計 

・これからの復興計画 

・住みよい明石になるためにはどうすればよいか 

・市役所のお仕事 

 

○交通、運輸の状況についてしらべる 

・主要駅の見学調査 

・明石市の交通機関のなかつた時代の状況 

・交通機関の種類 

・原動力の研究、電気、蒸気、木炭等 

・道路や街路はどんなところに定めてあるか 

文学・朗読：写景文をよむ 

美術・絵葉書、写真、名所案内等を参考に 

して 

言語・明石の町をなるべくくわしく説明する。 

・「文、今」の字をならう 

数量・地図を読み取る（縮尺と方位） 

 

美術・構図を考える能力、明暗を見る観察 

力について 

言語・名所案内文を作る 

  ・「全、体、訴、週、間、入」の字を習 

   う 

数量・略地図を書く 

 

 

 

 

 

文学・明石の歴史を聞く 

言語・人に知らないことを問う態度 

  ・言葉遣いの練習 

数量・明石市の累年人口を統計的に考察し 

珠算を導入する。 

  ・ソロバンによる布数と運珠法 

 

 

 

美術・交通機関の種類説明図 

言語・正しい言葉の練習、標準語で話して 

みる 

  ・「私の旅」の作文を鑑賞する 

  ・調査したことを綿密に記録する 

数量・二位数の加減練習 
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・省線、山電の乗降器と列車回数 

・荷物はどのようにして運ばれているか 

・今日の様な交通機関のなかつた時代の状況 

・交通事故について 

・駅員の人々の仕事をしらべる 

・踏切番の人々は私たちを守つてくれる 

・港のようすをしらべる 

・交通法規と道路の歩行 

・何故市電はないのか 

・何故こうなつたか 

 

○重要な公共施設についてしらべる 

＊警察、消防署 

・どんなことをするところか 

・もしこんな施設がなかつたらどうなるか 

・おまわりさんや消防署の人にお話をきく 

・消防自動車はどんな装置か 

＊綜合運動場 

＊明石市健康相談所 

＊子午線と磁石あそび 

 

○商店街の模様を観察し様子を描画する 

・私たちがよく行く店 

・商店街の分布図 

・商店の種類と市で出来るもの 

・どんな店が多いか、何故か 

・何故高いのだろう 

・観光都市としてはどんなものが売られる 

とよいか 

 

○娯楽機関をしらべる 

・児童遊園はどうなつているか 

・映画館はどうなつているか 

・どんなあそび場がほしいか 

・どんな映画がみたいか 

 

  ・ソロバンの練習 

其の他・電気で動くもの 

   ・ガソリン 

   ・木炭 

   ・蒸気 

   ・畜力 

健康・交通事故についての防止策について 

 

 

 

 

言語・短い言葉で印象的な表現をする 

   「標語をつくる」「批評する」 

其の他・綜合グランドの価値 

   ・健康相談所は何のためにあるか 

 

 

 

 

 

 

美術・水産物、喫茶店、八百屋、果物屋ス 

ケッチ 

言語・町の人の言葉を調べる 

数量・分布図をかく 

 

 

 

 

 

文学・朗読：映画のシナリオをする 

言葉・遊び場でのお友達の言葉をしらべる 

健康・郊外運動の注意、使い方 
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〇模型をつくる 

・模型のつくり方の話し合い 

・必要な材料の収集 

・市街を六等分して 

・ばふんしで建物をつくる 

・明石市の模型の話し合いをする 

  模型をとおして 

  絵・文をとおして 

  劇をとおして 

  明石市の今後の展望と復興について 

 

〇再び市内を展望する 

・私たちの町には多くの人が働いている 

・だんだん美しい町になっている 

 

音楽・自然発生法とリズムに留意する 

美術・大建築物を目標にして模型全体着 

色、電車、汽車、樹木等も取り入れ 

る 

  ・設計図、窓入口等を工夫する 

言語・明石の模型の説明をする 

  ・つとめて正しくはっきり 

 

＊評価の規準 

〇写景図の描き方はどうか（評定） 

〇明石めぐりの時の態度は自主的か（観察） 

〇市役所、警察署等の機能はよく理解したか（テスト） 

〇グランド、娯楽場等の公共施設の利用法はどうか（観察） 

〇地図の読み方上手になったか（テスト） 

〇評定現場での調査の要領はどうか（観察テスト） 

〇模型製作の技能はどうか（評定） 

〇交通機関の利用の仕方、道路歩行の態度はどうか（テスト観察） 

〇正しい買い物の知識ができているか（テスト） 

〇昔の明石についての理解はできているか（テスト） 

〇防火に対する態度はどうか（テスト観察） 

〇統計図表のつくり方はどうか（評定） 
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３ まとめ「明石市における戦後新教育」の現代的意義 

 

（１）「教育のまち明石」 

 

 

 

 

（２）「子どもを中心に据えた」教育 

 

 

 

 

（３）これからの教育に対する示唆 

①「目標と指導と評価の一体化」 

 

 

 

②「資質・能力の育成」 

＊知識・技能 

＊思考力・判断力・表現力 

＊主体的に学ぶ態度 

 

 

 

③「何を知っているか→何ができるか」 

 

 

 

 

【参考資料】 

明石市立明石小学校「創立百周年記念誌」1987 

明石市立明石小学校「創立 110周年記念誌」1997 

明石市立大久保南小学校「開校園校園舎竣工記念式」1999 

明石市立王子小学校「創立 50周年記念誌」1988 

明石市立貴崎小学校「20年のあゆみ」1985 

明石市立谷八木小学校「創立 30周年記念誌」1980 
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上田薫他編『社会科教育史資料 3』東京法令 1976 

及川平治『分団式動的教育法』東京弘学館 1912.12 

海後勝雄「明石プランを検討する」『カリキュラム(6)』 誠文堂新光社 pp.36-38 1949.6  

片上宗二「初期社会科成立の背景」平田嘉三編著『初期社会科実践史研究』教育出版セン 

ター pp.27-28 1986.4  

神戸大学教育学部附属明石小学校『創立八十周年記念誌』神戸大学教育学部附属明石小学 

校 1984.10 

木村博一「初期社会科の展開」平田嘉三編著『初期社会科実践史研究』教育出版センター

pp.31-65 1986.3 

木村孫吉著『小學單元展開の實際－コア・カリキュラム學習―』明治圖書出版社 1949.9 

小原友行『初期社会科授業論の展開』風間書房 1998.2 

清水一郎『中心學習の實踐』誠文堂新光社 1949.11 

長井八蔵「新教育運動の新段階」神戸大学教育学部『神戸大学教育学部研究集録 7』 神 

戸大学 pp.70-79 1953.7  

西口槌太郎『望ましい学級・学校』牧書店 1950.12 

西口槌太郎『及川平治のカリキュラム改造論』黎明書房 1976.3 

兵庫師範女子部附属小学校『小學校のコア・カリキュラム‐明石附小プラン－』誠文堂新 

光社 1949.3 

水原克敏『学習指導要領は国民形成の設計書－その能力観と人間像の歴史的変遷』東北大 

学出版会 2010.6 

森本眞一・義根益美「明石女子師範学校附属小学校『動的教育』の全国的展開：神奈川県平

塚市の場合」神戸史学会『歴史と神戸 56(1)』pp.1-20 2017.2 

山田恭幹『写真アルバム 明石市の昭和』樹林舎 2015.2 

吉岡保「及川平治と生沼勝」ひょうご部落解放・人権研究所『人権歴史マップ播磨版』 

pp.6-7 2009.11 

義根益美「持続可能な未来を希求した及川平治の動的教育」神戸史学会『歴史と神戸 49(1)』 

pp.4-21 2010.2 

 

＊明石附小の清水学級、喜多山学級の写真は、神戸大学附属小学校及川記念館所蔵のもので 

あり、貸し出しにあたり、及川記念館研究員の義根益美氏にご協力いただいた。 

＊各小学校の写真については、参考資料に示した「各小学校の創立記念誌」、樹林舎発行の

「明石市の昭和」から引用したものである。 
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資料 

明石附小プラン例「明石のまちの模型を作ろう①」 
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明石附小プラン例「明石のまちの模型を作ろう②」 
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明石附小プラン例「明石のまちの模型を作ろう③」 

 


