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1960年代家庭教育ブームの生成

－『家庭の教育』読者の声を中心に

桜井智恵子

はじめに

今、子どもをめぐる出来事が「家庭の教育力の低下」として描かれる時、そのメディアや

一般社会へのアピール性ゆえに、経済や情報といった社会の側の責任が暖昧になる。内面に

トラウマを抱えた親、それも母親だけがクローズアップ。されやすい。子どもをめぐる「問題」

は健全な親子関係、心のケアという課題にだけ焦点づけられる問題ではないと思われる。

本稿では、家庭教育がいかに語られたかが「現実」をつくり出し､その現実が私たちの行

為の方向性を決定してゆくことから、1960年代の家庭教育ブームを構成した大人の視線・関

心のあり方を研究対象とする。戦後の社会変動がなぜ大衆レベルでの高学歴志向を生み出し

たのか。1960年代の家庭教育論と、家庭における教育態度の双方の検討を通して、この時期

の大人の視線や関心を形作り、変容させた諸条件は何であるのかに焦点を当てたい。

以下に、本稿の考察の手続きを示しておきたい。まず、第1章では本研究の目的と方法に

ついて言及する。第2章では、1960年代の家庭状況と家庭教育論を検討する。当時の母親た

ちによく読まれた本を中心に、なぜ家庭が具体的な教育情報を要求するようになったかにつ

いて考察する。第3章では、1960年代の母親たちに支持された「家庭の教育」から、読者の

声を取り上げる。そこで、家庭の親の意識や、親たちが子どもの教育に関心を寄せてゆくよ

うになる理由について検討する。第4章では、1960年前後の家庭教育をめぐる政策と動向に

ついて考察する。国家と家庭の「家庭教育」に対する目的は異なっていたにもかかわらず、

それらが一致してゆくプロセスを見てゆく。結論部では、本稿の総括とともに、1960年代家

庭教育ブームの生成から提起される課題について論じる。

1．研究の目的と方法

近年の家庭に関する研究によれば、家庭という言葉は明治20（1887）年頃から頻繁に使わ

れるようになり普及していった(1)。「家庭」という概念は、近代社会の労働形態の要請に応

じ､都市中産階級の確立と共に形成されたとみなされる。

(さくらい・ちえこ頌栄短期大学）
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小山静子は、良妻賢母思想の確立が公教育体制の成立と大きく関わっていたことに注目し、

それにともなう家庭教育領域の意識化について論じた。学校教育の補完的な役割を担うべき

家庭教育、その担い手としての母親という家庭教育概念の確立により、女性は母親として家

庭にあって公教育体制を支えていく存在となったと描き出した(2)。また､沢山実果子は、日本

において現代のような密接な親子関係の直接の起源は1910～20年代に求められるという(3)｡

その頃から、子どもを「つくる」技術と思想が一部の階級で現れはじめた。

しかしこれらの研究も、戦前の家庭教育論を対象にしたものが主で、家庭論の分析が中心

テーマであり、実態としての家庭をどう捉えるのかという問題にまで考察が及んでいないと

いわれる(4)。本稿が対象とするのは、家庭の普及が最も著しく、専業主婦が大量発生する戦

後の家庭である。すなわち、家族の変容が急激であり、教育爆発の時代といわれた1960年代

の家庭教育ブームを取り上げる。

これまでの1960年代の家庭教育についての研究では、以下のように論及されてきた。第一

に、1960年代の母親と子育ての特徴について論じるものである。たとえば、1960年代は「教

育するママの時代」と位置づけられ、家庭における教育関心の一般化が論じられた(5)。また、

1960年代の子育ての特徴は、「少ない子と§もを良い子に育てる」であり、子と．もへの関心も

身体健康面から心理･知能面の比重が大きくなっていったといわれた(6)。

第二に、国家による母親役割の強調を指摘するものである。たとえば、「近代以降の日本

社会において､母性がとくに強調された時期をみると、いずれもその時々の社会的､政治的、

経済的な要請から女性を家事･育児に専念させようとするイデオロギー操作に基づくもので

あり、母性の強調が自然発生的なものではないことが認められる」として、「戦後の高度成長

期には良質の労働力の再生産のために」(7)母親役割が強調されたと論じられた。

既存の先行研究は、母親たちが「教育ママ」とパターン化された形での注目という家庭教

育の特徴や、国家による母親懐柔といった指摘が中心で、1960年代の家庭をとりまく社会．

歴史的な諸条件を視野に入れた考察はほとんど見受けられない(8)。近代を「家族と国家の相

互依存」(9)とする社会学からの分析においても、戦後社会における家庭教育がどのような役

割と意味をもつに至ったかにまで踏み込んで考察することは少なかった。

そこで、1960年代の家庭における教育意識を把握するため、「家庭の教育jという雑誌を

分析対象とする。「家庭の教育』は1965年1月から1968年3月までの3年3ヶ月の間、小学

館から販売された雑誌である(10)。なぜ本誌を取り上げるかというと、「家庭の教育」は、一

般家庭の親たちを対象とした「家庭教育の専門誌」であり、「教育の専門家にも愛読され支

持された」ゆえに母親にも評判になった雑誌だからである。本誌は「学級での回覧」や母親

同士の紹介により、短期間に読者数が拡大し、毎月増刷を重ねたが売り切れる書店が続出し

た(ll)。

「家庭の教育」が創刊されるまで、大手出版社が編集する、家庭教育だけを専門に取り扱

った親向けの雑誌はなかった。1960年代、「家庭の教育」に最も内容が近い雑誌として、同

じ小学館が1955年に創刊し現在までロングセラーが続いている「幼児と保育」があった。し

かしながら、「幼児と保育」は、教員・保育者対象の「教育雑誌」であり、「家庭の教育』は

同社の位置づけでは、「学習雑誌」として一般家庭を対象にした。
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実は、1922(大正1l)年に出版界初の学年別学習雑誌「小学五年生」と「小学六年生」を

創刊し、1925(大正14)年には各学年別の小学生をもつ家庭対象の雑誌が出揃っていた小学

館にとって、「家庭の教育jを創刊するのは、ひとつの実験的な試みであった。実際に、

1960年代20万部を発行していた「幼児と保育』の編集スタッフは3名しかいなかったのに対

して、『家庭の教育」は発行部数1万部であったにもかかわらず、嘱託を入れて7名のスタ

ッフを投入したという点からも、「家庭の教育」という初の保護者向け家庭教育専門誌に対

する力の入れ方がうかがえる。本誌の創刊理由の第一に、当時小学館がすでに40年以上発行

していた学年別学習雑誌の読者からの影響がある。1960年代になって、それらの各雑誌に、

読者からの家庭教育に関する詳細な情報を要求する声が増加してきた。そこで同社は、家庭

教育の専門雑誌の創刊に踏み切ったのであった。

こうして試験的に創刊された本誌が、3年と3ヶ月という短命であったのは、次のような

理由がある。「家庭の教育」の読者層は、その教育熱心さを反映して本誌に対しても思い入

れが強かった。たとえば、一般的な雑誌でアンケートをとっても40％の回収率にとどまるの

に対して、「家庭の教育」では必ず70%を超えた。本誌の読者たちはその教育熱心さゆえに、

我が子のためにより詳細で、より細分化された情報を要求するようになった。

当時の「家庭の教育」編集者からの聞き取りによると、読者たちが月を追うにしたがって、

どんどんと子育ての「正答」を求めるようになった様子がはっきりと感じられたという。読

者は、自分の子どもにぴったりの年齢に応じた情報を要求するようになり、ついに小学館は、

子どもの年齢を大きく束ねて家庭教育情報を伝えるのではなく、学年別、年齢別学習雑誌で

それらのニーズに応えるべく、「家庭の教育」を休刊する選択をするのである。

2．家庭教育情報の要求

日本社会で教育熱心な母親像が当たり前のようにみなされるようになったのは、高度成長

期であり、「教育ママ」という言葉は、1963年に雑誌に登場し、その後1970年代にかけてマ

スコミ等で頻繁に取り上げられるようになった(12)｡1960年代は「高度経済成長の企業戦士

としてく父＞を奪われた、家族成員数の減少してゆく核家族のなかで母親と子どもとの濃密

なつながりが、＜学校＞を中,L､にして形成された時代」といわれた(13)。それでは、なぜ母

と子は濃密につながることになったのであろうか。

1969年には、660頁から成る本格的な『家庭教育指導事典」が出版された。「関連諸科学に

よる家庭教育の基礎づけをしっかりと行う試みをした上で、その成果を家庭教育に活用して

いただく手引きを提供する努力は、本事典が世界的にもはじめて」(14)と紹介された。この

出版は家庭教育のマニュアルが必要とされるようになった状況を示す。戦後の民主化は、今

までの価値観を自己の内外から共に揺るがせていた。「受験戦争に追いまくられ、将来の生

活への不安を感じた親たち（あるいはおとなたち）が、もう一度ふるい倫理観や人生観を持ち

だしてきて、ふりかざしてみたところで、かれらには通用す-るはずはない」（'5)と新しい子

育て論が要求された。
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「第二次大戦以後の日本は急激に大きく変化しました。その結果、しつけの基準も全く狂

ってしまいました。たとえば、戦前の日本では、親に口返答するのはよくないことでした。

それが、戦後、民主化のひとつの方向として、意見を言えない人はしっかりしていないとい

う事になり、たとえ相手が親であろうと、自分の意見は意見としてはっきり述べることが望

ましい事になりました。食事中におしゃべりをしないというのも、従来の日本ではやかまし

くしつけられたことのひとつですが、今日では楽しく食事をすることに重点がおかれ、しゃ

べる事も、決して悪くはなくなりました」というように、価値観・子育て観の変容があった。

自らが育てられたように子どもを育てることが否定され、親たちは混乱し、子育ての正しい

情報を熱心に求めてゆくようになった。

親たちが教育情報を求めるようになる具体的な様子は、雑誌「家庭の教育」の読者の声か

ら知ることができる。

「家庭教育に対する正しい指針を与えてくれるすばらしい雑誌が誕生したことは、私たち母

親にとって、ほんとうにありがたいことだと思います。「教育ママ」という悪名を付けられ

たお母さんも、きっと立派なママに生まれ変わっていくことでしょう｡」（山梨県甲府市)(16)

「育児には自信もなく、ただ自分の気のすむようにしかったり、ほめたりしてきました。

しかし、「家庭の教育jを読むようになってからは、しかり方、ほめ方、あらゆることがわ

かり、今までのことを反省し、良い育児をと心がけています。「家庭の教育』は私の家庭教

師であるばかりでなく、わが家の先生になっています｡」（京都市右京区)(17)

「子どもの教育は学校三分で家庭七分といっても過言ではないでしょう。あやまった家庭

教育にならないためのよい手引書といえましょう｡」（千葉県松戸市)(18)

さらに、専門書とは異なり、親を対象とした子育て論を展開した単行本が1960年代は急増

した。これらの著者達は、教育心理学者が中心であり、「家庭の教育」にも頻繁に執筆した。

品川不二郎･品川孝子の著した、主婦の友新書「わが子とつきあう法」は、社会教育、学

校教育と並んでブームになった家庭教育を正面から扱った書として、多くの母親に読まれた。

家庭教育のねらいと内容、そして親の役割は何かを明確にし、「コツのようなものを身につ

けて、急所だけははずさないよう」と記された('9)。こうした子育てのアドバイスは、親役

割や家庭教育の内容を明確に把握しなければならないと親たちを導いた。

1965年に出版された山下俊郎の著した「家庭教育」は、時代の要請を受け、その心理学を

基礎とした家庭教育論が注目された。

「1－2年生という低学年では勉強の時間は親がきめてやるのが当然である。自発的にや

るということの期待はできない。せいぜい親子で話し合ってやる程度だからで､主導権はや

はり親である」「知的指導の面においても、子と．もの成長発達の姿に応じて、無理のない導き

方で、生活全体にわたる調整ということを考えの中心におきながら指導が行われるときに、

はじめて効果的な生きた知的発達がもたらされることを、わたくしたちは認識すべきである」

(20)と母親に教育の専門的態度が求められた。

母親たちは、，L理学や医学の分野から発せられた「あるべき母親像」を手本にしようとし

た。たとえば、子と．もの病気は多く母親の不注意によると考えられるようになった。そこで、

母親たちは、子と・もの健康や成長に対して手厚く気遣わなければならなくなった。
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1960年代には「教育投資」という発想が導入された。「とりえのない子には「有名校出身」

というレッテルをつけてあげなさい。それが、せめてもの親心というものである」と書く家

庭教育書もあった(21)。そこで、親たちは子と．ものために学歴を求め始めた。多くの親と子

どもは1960年代になって都市勤労者の所得水準が上昇すると、サラリーマンになることを目

標とした。安定した生活を求めて、離農、村の解体と個人を単位とする移動（地域移動や職業

的な移動）が進められていった。農村でも、都市の勤労層でも経済成長による所得水準の上

昇は、子どもの教育に支出できる経済的余裕を生み出した(22)。蓄財は無理だが、学資なら

まかなえる所得水準に達した頃から､教育熱・進学熱は爆発した。

教育資金の情報も必要とされた。たとえば、「家庭の経済相談」をみてみよう。「教育資金

計画の立て方」では、「大学教育資金の貯蓄法」として、「7年間に年収の17～20%の割合で

貯蓄をしてゆけば、収入もあがるので物価の多少の上昇なら何とか子ども一人分の学費はま

かなうことができます。国立大学で自宅通学なら二人は充分ですし、これ以上必要なら貯蓄

率をふやすとか、子どもが二人三人といれば貯蓄期間を長くすることです」（23)と具体的に

示された。

「家庭教育費はいくらぐらいまでかけてよいか」という質問に対しては、「小学校の家庭

教育費平均を10Oとすると、大都市の家庭では157､小都市や都市近郊の農村では116、農山村

では54という極端な違いです。（略）小中学校における家庭教育費の投資の多少が、大学入学

に大きく影響するという錯覚さえおきそうです」（24)と記された。

実際に、1960年代の文部省の財政援助状況をみてみると、学生一人当たりの経費は、国立

33万余円に対して、私立は半額以下の14万5千円であり、援助額を反映して国立と私立の学

費格差が顕著であった(25)。また、その学費格差が知られるようになったのは、家庭が子ど

もの教育情報に関心を向けるようになる1960年代以降であり、一般家庭がこの時期に教育に

関心を向けるようになった転換点を示している。これら家庭教育情報が普及する前提に、中

流層の拡大という社会状況の変化があった。

大正期の生活改善運動における家庭像が「理念型」で大多数の国民の現実からかけ離れて

いたのに対し、1960年代の近代家族像の家族による受け入れは、急速かつ広範であった。

1960年代半ばにはマイ・ホーム主義という言葉が盛んに用いられ、それまで描かれていた望

ましい家族像は、いまやどの階層にも努力すれば到達できそうな近さまできていた。それは

何より、土壌である受け入れ家族が均質化していたからである。

1940年代は、かつて類を見ないほどの出生数の急増期であった。1947年から1949年のピー

ク時に生まれたベビーブーマーは、現代子ども史において、従来以上に注目されるべきと思

われる。1961年には、ベビーブーマーの高校進学を目前にしてその急増対策が焦眉の急とな

った。1962年は、保護者たちの激しい要求を受けて、総評を中心とした労働団体を中心に高

校全入問題全国協議会が結成され、志願者の全員入学運動を展開した。1963年の入学状況調

べによると、高校志願者が約170万人(68%)、入学者が166万人(66.5%)となり、計画の入学

者155万人(618%)を11万人も超える結果になった。この急増の理由については、経済成長

や学歴偏重と立身出世主義があげられた。しかしそれらの底には、「せめて高校をでなけれ

ば、人並みのくらしができない」という切実な要求と、そのムードの広がりが大きく反映し
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ていた・

さらに、ベビーブーマーが現代子ども史に大きな影響を与えたひとつに、以下の状況があ

る。1960年代前後は、ベビーブーマーを標的として、菓子や玩具産業といった市場が急成長

した。とりわけ、「学習塾」「学習教材」「模擬テスト」などの受験産業の急成長は、ベビー

フーマーが動因になった。教育産業が準備したこれらの選択肢は、家庭によって次々と採用

されていった。

ところが、ベビーブーマーが成長すると共に、彼らが去った市場は困難を強いられた。ベ

ビーブーマーが大学に入学して、それ以降子どもの数は減少に転ずるからである。そこで市

場における各教育機関の生き残り対策として、進学の一般化が目ざされた。必然的に、減少

した次世代の子どもたちの進学率は上がり、大学進学が特別なことではなくなった。

3．『家庭の教育jにみる家庭の教育態度

核家族化と地域社会の変容を受けて、家庭の子育ては母親ひとりの手に任される傾向へと

いよいよ向かい、多くの母親は子育ての方向性に迷うようになった。たとえば、育児ノイロ

ーゼ型母子心中は1965年以降、母親蒸発は1967年頃から急増した(26)。「家庭の教育」がよく

読まれた理由は、子育てに対する不安に対して教え、手がかりを示してくれるという点が大

きい。それでは、「もっとも多くのお母さまがたが悩んでいることをとりあげます」という

｢相談室」に寄せられた声をみてみよう。

「小学一年生の長男○学習意欲もわかずに、ただ遊びに夢中になっています。物ごとを考

えると言うことがめんどうで思考力に欠けていますし、物ごとを注意して見ようとする注意

力に弱く、そのため成績も良くありませんo」（茨城．行方郡）（27）

「バスと電車の中で、ずっと歌ったり、落語家のようにずっとひとりごとを言ったりして

います。少し頭が変な子ではと、人に思われそうではずかしくなります。テストでは知能は

普通以上で、もちろん、あいうえおの読み書き、アルファベットの読み書きもでき、性格は

陽性です｡」（兵庫．神戸市）（28）

「相談室」に参加する母親たちは、子どもを計る概念として、すでに「思考力｣、「注意力」

｢知能｣、「性格」などを一般的に用いている。

「一学期に病気で一ケ月ほど休み、勉強がおくれておりますが、どのようにすればよいの

でしょうか。家庭教師を付けようかとも思っていますが．･･｡1年生女」（東京)(29)

それに対する専門の先生の答えは、「現在ただ今の成績には影響なくても、意欲さえつく

っておけば、自分で歩いて、自分の力で求めはじめるにちがいありません。いくら家庭教師

をつけても、学習意欲の無い子どもでは、ひとりになったとき、自分で歩いて行くことも出

来なくなってしまいましょう。それに成功した子どもこそが、競争に勝つものであると思い

ます」である。ここで語られる意欲は「学習意欲」と同義であり、競争に勝つために学習意

欲をつくるという論理であった。

もう、ピアノを習いに行きたくないという子どもに対して悩む母親からの感想である。
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｢ち．ようどその時、私の気持ちを知ったかのように、才能教育相談室に、「ピアノ何歳からど

のように」がのりました。（略）今では子どもも、あのときにやめなくて良かった、といって

おり、私も一つの問題を解決して、母親としての責任を果たしました｡」（福島．須賀川市）｛30’

これらの意見から見受けられることは、母親役割の確認と成就である。まるで、子育ての

ための専門的なカリキュラムがあるかのように、子どもを産んだらすぐに、子育て専門家と

みなされる母親たちの努力が見受けられる。

「俗に言う教育ママと、教育熱心なママとはどうちがいますか。教育ママと言われやしな

いかと思い、ややもすれば子どもの教育についてひっこみがちになります｡」（秋田)'31)

「4歳。小2の姉がいるせいか、3歳で読み害きができ、ローマ字も少し読めます。何で

も一番でないとくやしがり、ほめすぎたかと反省していますが｡」（山口）（32）

子どもともっと絆を強くしなきいといいながら、しかし密着しすぎてはいけません、とか

子と・もを放りっぱなしにしてはいけない、しかし、自由にのびのびと育てなさいという矛盾

した情報は、母親たちを当惑させることになった。

誌面の特集で、「おかあさんの過保護度テスト」（33)や「しかり方テスト」（34)は「親の心が

けと努力で、賢いしかり方、育て方が、いくらでもできる」（35)と人気があった。また、3

千人の先生を対象にした「好感の持てないおかあさんのタイプ」の調査結果の特集では、

｢学校の教育を信頼しないで、やたらにくちばしを入れてくるママ｣、「つげ口ばかりするマ

マ｣、「だらしのないママ」などがその結果に挙げられている(36)。これらの特集は、母親と

しての自分のあり方を学習し、逸脱していないかと注意深くチェックする母親たちによって

歓迎された。実際に、『家庭の教育」が掲載した母親たちの声の傾向からも、本書の編集方

針が子どもにとって「良き母」であることをテーマとしていると分かる。

また、母親自身の複雑な思いも表現されている。「私は無学でなにひとつできませんけれ

ど、本を読むことはとても楽しみです。3度の食事よりも好きなのでいつになっても本だけ

は離さないのです。ですから、私の子供も同じで、ひまさえあれば、本を見ています｡」（福

島．大沼郡）（37）

「｢家庭の教育」楽しく読ませていただきました。定価も手ごろですし、私のように中卒で

も、この本一冊あればひけめは感じないですむと、感謝しております｡」（富山．氷見市）（381

読者の多くの母親が学歴コンブ．レックスを持つようになっている。学歴がエスカレートし

てい<1960年代は、子どもが親より学歴が高くなることが当然となってゆく時期である。

それでは、本誌に登場する母親世代の教育水準はどうであろうか。母親たちは、1965年前

後に学齢期の子どもを持っていた世代である。この時期設定は「家庭の教育」の内容から推

定したものである。このように定義すると、母親自身の出生年は1925～1940年ごろとみなさ

れる。母親たちが15歳前後となる1940～1955年の進学率をみてみると、次のようである〔表

1]。戦前の女子の中等教育機関への進学率は、1940年で22%である。戦後の新学制で高等学

校への女子の進学率も1950年には36.7%、1955年には、47.4%、その後も急速に上昇し続け

る。したがって、1960年代母親の半分以上が初等教育までしか受けていない、あるいは最終

学歴が中学校卒であるということが分かる。学歴による階層移動の願いというよりも、母親

たちは自分たちの直後の世代に比べてコンプレックスとなった自らの学歴が、子どもへの教
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〔表1〕女子中等教育機関への進学率
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（青年学校等の準中等教育を除く、高等女学校，実科女学校など、12か

ら16堂の年齢に相当する学歴を指す；文部省、1971年。1950年以降は

新学制）

育関心を高めたと考えられる。

さらに、読者の多くが属する都市サラリーマン階層は、子どもたちに分け与える財産も無

く、伝統社会のように親から子へ職業技術を伝えることも出来なかった。そこで教育という

財産を遣す道が選ばれた。ことさら、エリートを夢見たわけではなく、さしあたり学歴以外

のものが手の届く範囲に無かったといえる。では、農村地域ではどうだったのであろうか。

「私たちのように、いなかに住むものにとって「家庭の教育」は、とても参考になり、頼

もしい限りです｡」（岩手．東磐井郡）（39）

1960年前後から15年ほどの間に、高校進学率は50%台から90%台へと達した。その上昇を

促進したのは、農村地域であった。これらの地域では離農が進み､1962年には農業人口が全

労働力の3割を割った。高度成長期の離農が本格化する時期には、子孫に田畑を残す道がな

くなり、学歴をその代替として親たちは納得しようとした。

牛島義友は、文部省による戦後の家庭教育振興政策に直接関わった教育心理学者である。

牛島は、中央青少年問題協議会の委託研究として、家庭教育に関する調査を行い、それが

1964年にまとめられている。地域性の比較も含めていて、サンプル数は、大都市として東京

都428、中都市として福岡市1543、農村として宮崎県と福岡県の農村391が得られている。

たとえば、「親の教育的態度」の調査によると、当時の次のような意識が明らかである(40)。

「あなた方は親として、自分では達せられなかった願望（ねがい）を子どもの代には何と

か実現させたいと思いますか」という問いに対して、東京の中学校の親は33.3％が「ぜひ実

現させたい」と考えるのに対して、農村地方の親たちは49.1%がそう考えている〔表2]。

また、「あなたの家では、子どもの将来についてどう考えますか」という問いでは、「少な

くとも親以上のものになってほしい」と考える親が、東京では46.5％に対して、農村地方で

は76.5％ととなっている〔表3〕。とりわけ、農村地域で、子どもへの期待が高かったことが

見て取れる。

弓勺
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〔表2〕

あなた方は親として，自分では達せられなかった願望（ねがい）を

子どもの代には何とか実現させたいと思いますか

ぜひ実現させた

い

実現させたいとい

う気持ちはいくら

かある

そんなことは考え

ない

小 学校 35．3％ 44．5％ 20．0％

中 学校 40．1 44．2 15．7

｜
“高等 学 校 41．9 41．5

東 京中学校 33．3 43．4 23．2

農村地 方 中 学 校 49.1 40．4 10.5

〔表3〕

あなたの家では，子どもの将来についてどう考えますか

少なくとも親以

上のものになっ

て ほし い

どちらともいえな

Vp
0､

たとえ親より悪く

ても能力相応のも

のでよい

小 学 校 54．6％ 12．6％ 32．4％

中 学 校 56．0 12．2 31．8

高等学校 60．6 9．4 30．0

東京 中学校 46．5 12．9 40．6

農村地 方 中 学 校 76．5 7．2 16．4

【資料】牛島義友『家庭教育と人間形成』国土社、1964年、172頁。

家庭教育への関心一国家の場合・家庭の場合4．

さて、前章でみたように1960年代、家庭は急激に子育て情報を要求するようになった。で

は、このように家庭が正しい子育ての情報を要求したのは、なぜなのであろうか。その理由

のひとつとして、家庭教育推進政策とその政策を結果的に受容する家庭の土壌の一致を指摘

することができる。

1960年代には、池田内閣の人づくり政策を背景に、家庭教育政策が家庭教育の盛り上がり

を導いた(41)｡1963年7月31日には、中央児童福祉協議会が「保育問題をこう考える」中間

報告で､両親による家庭保育､母親の保育専任と父親の協力義務など、家庭での保育原則を打

ワコ
ノユ
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ち出した。1960年代は、国家を挙げての高度成長という目標のために母性が強調され、マン

パワーとしての子育てが注目された。しかし、その「要請」を受けて、母親たちは子どもを

将来の国家の人材として育てようとしたのであろうか。

1963(昭和38)年5月4日には、厚生省が児童福祉法施行15周年を記念して「児童福祉白

耆」を発表した。経済の高度成長が児童を危機的状況に追い込んでいると指摘した本白書は、

｢新しい時代での児童対策の目指すところ」として、「家庭生活の安定策を目標とした社会投

資、人間投資を強く発言することが必要」と述べた(42)。

本白耆では、前年7月に中央児童福祉審議会から発表された「児童の健全育成と能力開発

による資質の向上に関する意見書」の以下の部分を取り上げている。「わが国は子と．も天国

といわれながら、客観的には、保育の欠如や少年非行の増加率、事故による死傷率が世界の

最高で、幼児の死亡率は先進国の倍、青少年の神経症や自殺も多く、児童の体位も米国生れ
（一手･

の日本人に劣り、行動力や社会心にも問題がある」（43)。そこで、「これまでの母性の多くは、

自らの子どもの育成に社会人として教育訓練する心構えがかけていたことは否めないところ

である。まずこの問題点に照明があてられ、社会意識の向上に伴う連帯感の強化が家庭内か

ら開始されるという対策は、まさに児童福祉の新しい夜明けを思わせるものがある」（44)と

記された。

また、戦後の児童福祉費の急増対策を動機としたイギリス議会の下院の特別委員会の勧告

が紹介され、以下の構造が強調された。「児童の利益と財政的経費の節約が同時にみたされ

るためには、家庭の崩壊を結果する事情に対しより注意を払い、現実に分離の起る前に治療

する方法をとるべきこと」（45)。そこで、母性による「社会意識の向上に伴う連帯感の強化

が家庭内から開始されるという対策」が選ばれたのである。

それでは、本白書のいう「児童の危機的状況」とは、いったい何を指すのであろうか。

「児童の健全育成と能力開発による資質の向上に関する意見書」にみられるように、1960

年代は「非行」と「家庭教育」が関連してとらえられるようになる時期である。終戦後の家

庭教育に関して、1966年東京で開かれた第9回国際家族研究セミナーで報告された家族問題

研究会による調査がある。少年非行と家庭のしつけに関して以下のように言われた(46)。「母

親が就労している家庭では、子と、もはいわゆる「かぎっ子」である場合が多く、そこに必然

的なしつけの放任がきたされる｡」「非行少年の家庭では交友関係に意を用いないから、少年

は家庭外の反社会的集団に入り込んで悪影響を受ける｡」また、1960年代半ばは、受験戦争

が指摘され始めた時代であった。「徹夜の詰めこみ勉強は、ジャズやマンボやツイストなど

の強烈な刺激に解放感を求め、すぐに「あたまに来てしまう」少年たちの群れをつくる」と

問題視された(47)。

その理由に、1960年代半ばの青少年非行のピークがあった。文部省は非行青少年対策．青

少年健全育成策の一つとして家庭教育の振興に意を用いるようになった。やがて、「親子関

係の喪失「マターナル．デイプリベーション」が非行少年の大きな原因」（48)といった考え

方が常識となり、母性愛の喪失が非行をつくり問題児を生むと考えられた｡これらの考え方

の土台となるものが、母子関係理論であった。その代表作であるジョン・ポウルビィの「乳

幼児の精神衛生」（49)は1962年に翻訳された。母子関係理論は、ホスピタリズム論に加えて、
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〔表4〕

あなたの家では，不良化防止ということを考える際家庭でのしつけ

と学校でのしつけとどちらに重点をおきますか

学 校 で の し つ け

を強化すること

が第一だ

どちらともいえな

い

家庭でのしつけを

強化するのが第一

だ

小 学 校

中学 校

高等 学 校

東京中学校

農村地方中学校

15.8% 32．6％ 51.6%

46．1

46．6

45．0

43．2

岬
一
皿
一
“
｜
叩

35．8

36．3

36．4

30．7

【資料】牛島義友『家庭教育と人間形成』国士社、1964年、175頁。

人格形成論という機能を持ち、親機能の重要性、子と．もにとっての親機能の不可欠性を説い

た。母の愛撫を受けられなかった子どもは重大な精神衛生上の問題を抱えるという理論には、

1950年当時は半信半疑に受け止めるというのが大方の反応であり(50)、1960年代になって母

子関係理論はマンパワー政策を背景に一般的に支持されるようになる。

それまでの非行少年の出自が貧困層からであったのに対して、「普通」からが急増するの

も1960年代である。「むかしのように、特定な条件、たとえば片親がないとか、貧困だとか

と言う家庭に限られているということでなくて、言わば普通の家庭の中から問題児や非行少

年がでているという傾向がしめされているような気がする」(51)と「普通の家庭」を不安に

させる言説が現れるようになった。

実際に、「児童福祉白書」によると、「最近の少年非行の特徴」として「①低年令層特に学

生生徒による犯罪の増加がいちじるしく、しかも兇悪犯、粗暴犯の増加が目立っていること」

｢②生活程度において、中流層の少年に増加がいちじるしいこと」「③少年非行が集団化して

いること」「④地域的に大都市に集中する傾向が高いこと」と指摘された。1961年における

刑法犯少年の生活程度を1955年の人員を100とした指数であらわせば、1961年は極貧75、下

流153、中流211、上流193となり中流層の少年による犯罪の増加がいちじるしい(52)。しかし、

これには中流層の激増という母集団の数字の上での変化が見逃せない。にもかかわらず、

｢普通」の家庭の親たちは危倶を強めたのであった。

同様に、『家庭の教育」の誌面からも、子どもが非行に走らないようにと、家庭が子ども

のしつけに関心を寄せていくようになった様子が見受けられる。

「私たちは、子どもたちに教える前に、子どもたちを、どのようにして、どんな方向にし

つけていくかを、考えなければならないと思います｡」（北海道紋別郡）（53）

「教育のききめは、非常に長い期間の後に、じょじょにでてくることが多い。よりよい子

どもの心を作ること、その心をつくるかけ橋が、親の役目ではないでしょうか。（中略）お母

さんが、手をやいたり失敗した体験を発表しあって皆でささやかながらも、研究しあっては
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と思っています｡」（群馬県邑楽郡）（54）

「先生に言われて、見せていただきましたのが、この「家庭の教育」でございました。ち

ょうど、私どものPTAで母親だけの会が結成されたときでございました。（母親として、子

と．もの正しい育て方を考えようという意味で結成された会)」（茨城県結城市）（55）

このように、「家庭の教育」の投書欄からも、家庭がわが子を正しく育てるということに

注目するようになってきたことが見て取れる。また、先の牛島の調査によると、小学生をも

つ親たちの半数以上が「不良化防止」のために「家庭でのしつけを強化するのが第一だ」と

回答している〔表4〕。

これらの家庭の教育状況を促進するように、数々の子育て論において、子どもを非行に向

かわせないための家庭教育充実が主張された。たとえば、1966年に出版された家庭教育の会

編の「問題児異常児一家庭教育の赤信号一」では、「家族をむすぶ紐帯がなくなり、家庭が

教育の不毛地帯と化してしまい、それが少年たちを非行に追いやる大きな原因になっている

ことはあきらか」で「非行の種は家庭で芽ばえる」ため、「子どもの才能をみつけよう」「は

みだす子と．もをつくらない」と助言された(56)。

したがって、家庭教育政策が家庭にストレートに浸透したというよりも、社会不安抑制の

ために家庭の崩壊を予防するという国家の選択と、わが子の非行への危機感が一致し、それ

が1960年代の家庭教育ブームと結びついたといえる。

お わ り に

雑誌「家庭の教育」の読者の声と当時の出版物をてがかりに、1960年代の家庭教育ブーム

を構成した大人の視線・関心のあり方について分析、検討してきた。

まず第一に、新しい生活形態における人々の心性と教育情報の関連がある。民主化した日

本の最初の苦痛ともいえる戦後の価値観の揺らぎが、母親たちに新しい子育て情報を要求さ

せた。「中」意識をもつ家庭の増加が、家庭教育情報を普及させ、母親たちには専門的な教

育態度が求められた。そこで、母と子は濃密につながることになった。しかし、専門家によ

る教育情報は錯綜し、母親たちを当惑させた。

母親たちは、子育て方法を明確にする手がかりを探し、良い母になるための役割の確認と

成就に専心し、逸脱していないかと注意深く自らをそして互いをチェックした。1960年代が

｢教育するママの時代」となったのは、まず民主化の波を受けた新しい価値観の要求があっ

た。そこで供給された教育情報が、母親役割として子どもの「能力」に関心をもつよう求め

たという側面が指摘できる。

第二に、家庭教育ブームをリードした親たちの社会・歴史的な諸条件を把握する必要があ

る。母親たちの半数以上が、初等教育までしか受けていない、あるいは中卒であったという

実態がある。自分たち直後の世代はほとんどが高卒という学歴を持つようになり、母親たち

の多くが学歴コンプレックスを持ち、子どもの教育に自分のなし得なかった夢を託すように

なった。
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高校進学率の上昇を促進した農村地域でも、離農が進み､子孫に残すものとして学歴を発

見した。同様に、都市サラリーマン階層は、高学歴志向の潮流に巻き込まれたというよりも、

切迫した主体的選択として、子どもたちに教育を遺す道を選んだ。経済成長による親たちの

所得水準の上昇が生み出した経済的余裕は、親たちが子どもの教育に支出するという選択肢

を家計に加えた。

第三に高度成長のためにマンパワーとしての子育てが注目され、強調されたのが母性であ

り、家庭教育の充実であった。母性の強調は、国家にとっては、まずマンパワーとしての子

育てへの注目、そして非行防止による財政的経費節約の二つの意味があった。しかし、家庭

は後者に関わる「わが子の非行」に対して反応したのである。国家と家庭、それぞれの状況

は異なっても、社会不安抑制のために家庭の崩壊を予防するという国家の選択と、家庭にお

けるわが子の非行への危機感が一致し、それが1960年代の家庭教育ブームと結びついた状況

が考察される。
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