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1970 ～ 80 年代の「女教師問題」と民間教育研究運動のなかの女性教師
―奥地圭子と鳥山敏子の所論に着目して―

（香川七海）

１.問題設定

　本稿は、小学校教師であった奥地圭子（1941-）と鳥山敏子（1941-2013）に

着目し、民間教育研究運動に身を置いた両者が「女教師問題」の渦中で、どの

ように女性教師という立場に向き合っていたのかを明らかにするものである。

　戦前、日本の女性教師は、女教員、女教師、婦人教師などと呼称され、女性

固有の特質を期待されて「低学年教育や女子教育」を担った（浅井ほか 2016,   

p.300）。戦後も、当初は女性教師の女性性に依拠する性別役割分担が称揚され

たが、1960 年代後半から 1970 年代前半になると、教育界において女性性に着

目することが疑問視されるようになる（浅井ほか 2016,p.300）。

　女性教師の資質を問うムーブメントは、小学校教員の総数のうち、女性が占

める割合が増加した時期に起こる。これを「女教師問題」と呼ぶ。過去、小学

校において、女性教師の比率が２割から３割に到達した 1910 年代と、５割を

超えた 1970 年代にこの問題が議論された（浅井ほか 2016,pp.282-283）。戦前

の「女教師問題」では、女性教師の量的拡大に疑義が主張され、俸給の程度や

教職像をめぐって多様な論争がなされた。これらの論争は、男性教師の教職離

れや義務教育年限の延長、教員養成制度の変更などを背景とした（河上 

2014,pp.31-56）。それゆえに、「男性教師の側の『問題』への対応のために、女

性教師の構成比率が議論され」、女性教師の資質が議論になったとの指摘があ

る（河上 2014,p.61）。この場合、女性教師の資質を問題にしたのは、知識人や

教育関係者であった。他方、戦後の「女教師問題」は、「女性教師バッシング」
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（河上 2014,p.303）が最大の特徴となった。この時期には、女性教師を教育界

の害悪とする教育書や（杉田 1972）、教師の不祥事を女性性から説明する報道

などが登場した（1）。こうしたバッシングは、①新中間層の増加による国民の教

育要求の高まり（今井 2004,pp.58-59：松田 2014,pp.87-88）、②「教育する家族」

による「学校を使いこなす」（広田 2000,pp.264-269）意識の普及、③受験競争

に際して、「厳しい態度で学習・受験指導をしてくれそうな男性教師への期待」

（河上 2014,p.303）、④「育児に対する母親の責任」（河上 2014,p.312）を問う

論調の普及などを背景に登場した。この場合、女性教師の資質を問題にしたの

は、知識人や教育関係者に加えて、ジャーナリストや一般市民であった。

　「女教師問題」は、女性の教員労働や職業アイデンティティの分析に際して、

重要な研究対象となる。女性教師全般に関わる先行研究としては、戦前から戦

後を対象とするものが複数あり（河上 2014：高野 2006：寺崎・鈴木 1993：深谷・

深谷 1971：木戸 1968）、それらに「女教師問題」への言及がある。ただし、こ

れらの論考は、戦前と戦後を俯瞰して記述しているので、総論の趣が強い。当

然、各年代における個別の団体や雑誌の言説、各論者の所論の内実に踏み込む

ものではない。一方、戦後の「女教師問題」に特化した先行研究は（一番ヶ瀬 

1974：深谷 1980）、深谷（1971）と同様に、「女性教師批判が強かった時期に

出版された」（河上 2014,p.9）もので、女性教師に関する基礎的研究でありな

がらも、それ自体が「『女教師問題』の議論の一部を構成する」ものであった（浅

井ほか 2011,p.35）。以上の先行研究によって、戦前と戦後を通して、各年代の

女性教師の置かれていた状況、女性教師固有の職業的課題に関する概説を知る

ことができる。しかし、いずれの論考も、戦前の記述と比較すると、戦後、特

に、1970 年代以降の動向については記述が少ない傾向にある。

　これとは別に、各論の先行研究としては、1910 年代の「女教師問題」と、

関連する動向を「母性」概念から検討した齊藤（2014）、同時期の女性教師に

関する議論を検討した浅井（2008）、戦前における「女教師問題」と性役割分

業観について検討した浅井（2005）がある。こちらの論考は、全国小学校女教

員大会などの事例研究（齊藤）、個別の女性教師の所論の検討（浅井）などに

よって、より仔細に当時の状況を検討するものである。ただ、これらも戦前を

論究の対象としている。なお、教師教育分野や教育社会学分野のライフヒスト
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リー研究には、戦後の女性教師のライフコースを検討した論考がある。それら

のいくつかには、「女教師問題」に関係する話題も取り上げられている（塚田 

2002）。こうした研究は、女性教師のライフコースに存在した多様な困難さを

描出しており、貴重であるが、戦後の「女教師問題」を主軸とする議論ではない。

　このように見てくると、総論と各論の双方において、「女教師問題」は、戦後、

とりわけ、1970 年代以降の動向に関する言及が微少だということが理解でき

る。だが、そのような状況で、戦前はもとより、1950 年代から 1970 年代前半

までの女性教員史について言及する近年の浅井ほか（2011：2016）の論考は貴

重である。当該の論考では、戦後の動向について同時代の教育雑誌や教育書を

もとに、1970 年代の「女性教師バッシング」までの多様な教育言説が検討さ

れている。そして、女性教師の脱性別化、すなわち、「労働条件が整えば女性

教師も男性教師と」同等の職務を遂行できるという、「女性教師の男性化」（浅

井ほか 2016,p.321）が、1970 年代前半までに、「女教師問題」の帰結としても

たらされたと指摘された。当該の論考によって、戦後の「女教師問題」の大枠

が明らかにされたといえる。ただ、それでも、1970 年代前半以降の動向につ

いては、いまだに不明瞭な点が多い。後述するように、当該の年代は、教育界

の有力なアクターであった民間教育研究運動のなかでも、著名な女性教師が多

数輩出された時期である。しかし、これまで、「女教師問題」の史実は考慮さ

れず、この時期の女性教師の事績と彼女らの女性教師としての立場が結びつけ

られて議論されることもなかった。本稿では、以上のような問題意識を前提と

して、奥地と鳥山を事例として、「女教師問題」渦中の女性教師について考察

する。

２.奥地圭子と鳥山敏子の事績

　それでは、本稿で着目する事例について紹介をしたい。奥地と鳥山は、とも

に、著名な教育実践家として知られている。まず、両者の経歴に目を向けよう。

　奥地は、1963（昭和 38）年に東京都の公立小学校教諭に採用された。中学

生の時、彼女は、壺井栄の著作、『二十四の瞳』を読み、教職を志望した（奥

地 2015,p.146）。高校時代は、演劇部や新聞部、郷土研究部で活動する（奥地 
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2015,pp.147-149）。横浜国立大学に進学後、全国教育系学生ゼミナール（略称、

全教ゼミ）にて実行委員をつとめ（村田 1996,p.171）、安保闘争にも参加した。

当時から、「国が用意したものを教え込むというのが、教育」なのかと、「観念

的ではあっても」「疑問をもっていた」という（村田 1996,p.170）。新任のころ、

彼女は、民間教育研究団体・数学教育協議会（略称、数教協）「水道方式」、「社

会科の授業を創る会」（略称、「創る会」）に関与し、授業実践の方途を学んだ（奥

地 1982b,pp.317-318）。1973（昭和 48）年、数学者・遠山啓を中心に教育雑誌『ひ

と』（太郎次郎社）が創刊されると、彼女は同誌の主要な書き手のひとりとな

り、やがて、編集委員となる。1980 年代に進み、実子が不登校となると、そ

れをきっかけに彼女は学校教育のあり方に懐疑的となった。その後、1985（昭

和 60）年に教師を早期退職し、フリースクールの東京シューレ（東京都）を

設立する。

　一方、鳥山は、1964（昭和 39）年に東京都の公立小学校教諭に採用された。

彼女は、「中学、高校、大学と、平和運動を続け」、「高校では自治会活動、大

学でも学生自治会や新聞会での学生運動に」取り組んだ（鳥山 2000,p.200）。

また、「中学生のころから『女性が解放される』ということに」関心があり（鳥

山 1997,p.134）、大学でも、『女性解放運動における前衛党の役割について』と

いう卒業論文を書いている（鳥山 1985a,p.241：鳥山 1997,p.134）。卒業後は、

日本中国友好協会への貢献も視野に入れて極東書店への就職を希望していた

（鳥山 2000,p.186）。ただ、両親の希望と、「教育実習で体験した崇高な感覚」

もあり、教職を選択する（鳥山 2000,pp.186-187）。新任のころ、民間教育研究

団体・日本作文の会、「創る会」などに関与し、授業実践の方途を学んだ。彼

女も、『ひと』創刊後に、同誌の主要な書き手のひとりとなっている。1980 年

代に『ひと』誌上に発表された鶏の屠殺の授業、豚の食肉に関する授業は、人

間や動物の「いのち」を考察する先進的な授業実践として教育界の耳目を集め

た。1990 年代に進むと、鳥山は、社会学者・見田宗介の推薦もあり、『ひと』

編集代表に就任。その後、1994（平成 6）年になると、彼女も奥地同様に教師

を早期退職し、シュタイナー教育に依拠するフリースクールの「賢治の学校」（長

野県）を設立した。この間に、教育雑誌『賢治の学校』（晩成書房、世織書房）

を創刊。同誌の編集代表となり、『ひと』編集代表を降任している。
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　両者を事例として取り上げるのは、三点の理由がある。第一には、世代が理

由として挙げられる。両者は、女性教師が著名な教育実践家として教育界に認

知されるようになった戦後最初の世代である。戦後教育史における代表的な教

師を時系列に列挙すると、その冒頭には、多くの場合、無着成恭（1927 年生

まれ）、東井義雄（1912 年生まれ）などが数えられ（教育科学研究会 

2014,pp.218-286）、女性教師の存在を見ることは少ない。著名な教師として複

数の女性教師が登場するのは、次世代（＝「戦後第二世代」）（望月 

2014,p.266）の登場まで待たなければいけなかった（2）。「戦後第二世代」の代表

的な女性教師としては、高校教師・大津和子（1946 年生まれ）、吉田和子（1942

年生まれ）、小学校教師・奥地圭子（1941 年生まれ）、鳥山敏子（1941 年生まれ）

などが数えられる（田中 2005：教育科学研究会 2015,pp.218-286）。しかし、従

来の論考では、民間教育研究運動を足場に活躍したこれら「戦後第二世代」の

女性教師たちは、教育実践の事績が論究の対象になることはあっても、個々人

の女性教師としての側面は等閑視されてきた。本稿の論究によって、両者の女

性教師としての側面に光を当てることが可能となる。

　第二には、「女教師問題」の興隆が理由として挙げられる。両者が採用され

た直後、教育界では、「女教師問題」が議論となっていた。その意味で、「戦後

第二世代」の初期の教職生活は、「女教師問題」と隣り合わせでもあった。特に、

「女教師問題」は、戦前と戦後ともに小学校教育を争点としていたので、小学

校教師の両者は、まさに当事者であった。当然のことながら、両者も当時の「女

教師問題」を意識した主張を書き残している。それらの記録は、「女教師問題」

を生きた教師の貴重な証言でもある。これまで論究の対象にはならなかった両

者の所論をもとに論究を行うことで、新たな知見を得ることが可能となる。

　第三には、両者の戦後教育史上の位置づけが理由として挙げられる。これ

は、同時代を代表して奥地と鳥山を同時に取り上げる理由にもなるが、両者

は、ともに、『ひと』を通して、ほぼ同時期に教育界にその存在を知られるよ

うになった。加えて、両者は、『ひと』を通して、「創る会」に関与するように

なり（奥地 1982b,p.317：鳥山 1985a,p.224）、1970 年代から 1980 年代にかけて、

複数の社会科教育実践を発表している。従来、「女教師問題」のなかで、いく

つかの教育雑誌や教育書が研究対象として取り上げられたが（浅井ほか 2011：



212

子ども社会研究 27 号　研究論文

2016）、『ひと』が顧みられることはなかった。しかし、『ひと』は、最盛期に

は「月間の販売部数が約 3 万部に到達していた」こともあり、1970 年代以降

の教育界においては重要なアクターであった（香川 2020a,p.2）。そして、両者は、

1980 年代以降、同誌を代表する女性教師の書き手として位置づけられる人物

である。従来、顧みられなかったアクターと、それを代表する女性教師である

両者に着目することで、先行研究とは異なる知見を創出することが可能となる。

　最後に、彼女らに関する先行研究について言及してから本論に進みたい。先

行研究において、二人を女性教師の側面から検討する論考は、ほぼない。教育

社会学分野の先行研究では、フリースクール運動を起点に奥地の事績を分析す

る田中（2018）の論考のなかで、彼女の母親としての立場について言及がある。

田中は、フリースクール開設以前の奥地の教育観を明らかにするために、彼女

の「母親教師」に関する所論の分析を試みており、本稿の問題関心とも近い。

ただし、田中は、奥地の所論を彼女の言質のままに整理しているので、「女教

師問題」の文脈などの同時代の位置づけは不明瞭である。他方、鳥山について

言及する先行研究には、香川（2016）、澤井（2003）などの論考がある。これ

らの論考では、鳥山による鶏の屠殺の授業について考察がなされているが、い

ずれも彼女の女性教師としての側面に対する言及はなされていない。

　これとは別に、教科教育学・教育方法学分野の先行研究では、奥地に関する

論考は、ほぼ確認できない。一方、鳥山については、米村（1998）、村井（2001）、

渡辺（2008）、藤江（2018）など複数の先行研究が存在する。ただし、教科教

育や教育方法に論考の比重が置かれているために、やはり、本稿が関心を寄せ

る女性教師としての側面には言及がない。議論されるのは、あくまでも教育実

践の中身である。本稿の論究を通して、「女教師問題」のみならず、以上のよ

うな両者に関する先行研究に新たな視点をもたらすことも可能となるはずであ

る。

３.女性教師としての奥地圭子

３‐１.長男の不登校経験と「希望会」

　最初に、奥地の所論を検討する。彼女の代表的な事績は、フリースクール運
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動の嚆矢となった東京シューレの設立である。そのフリースクール運動に奥地

が関与するようになった背景には、女性教師としての立場が関係していた。

　新任のころの奥地は、複数の民間教育研究団体を通して「自主編成運動の世

界」とその魅力を知り、「こういう実践がしたい」という思いにかられるよう

になった。ただ、こだわりぬいた教育実践を展開するためには、相当の「準備

が必要」で、家事を終えたあと、「持ち帰ったガリ切りの仕事をひろげると、

窓がうす明るい、というような日も」あったという（奥地 1982b,p.319）。「子

育てと教師業の両立は」困難を極めたが、彼女は、「女の先生はこれだから困

ると言われたくないため、無理ながんばりも」した（奥地 2015,p.159）。しかし、

それでも、「すぐれた実践を出す先輩や仲間たちと自分を比較して、落ち込ん

だり、あせったりすること」もあったと回顧している（奥地 1982b,p.319）。

　そうした「熱心」（奥地 2015,p.164）な教師である奥地が学校教育のあり方

に疑問を持ち、フリースクール運動に可能性を見出した契機には、実子の不

登校経験があった。彼女は、これを「人生のなかで、最も大きな衝撃を受け

た」（奥地 2015,p.90）経験で、「教師生活のなかで、大きく愕然とした」（村

田 1996,p.176）できごとのひとつと回顧している。奥地の長男・拓生は、小学

校中学年から、「腹痛、発熱、嘔吐といった登校拒否の症状を示し」、高学年

から不登校状態になる（奥地 1982b,p.322）。その後、彼は摂食障害にもなった

が、医者の診断は、「お母さんの家庭教育がなっていない」（奥地 1983b,p.84）、

「原因は三歳のころの愛情不足」（奥地 1983b,p.91）という趣旨のものであっ

た。こうした診断は、当時、不登校の「家庭原因説」（山岸 2018）が普及して

いて、不登校が「親の育て方」の問題として処遇されていたことによる（奥

地 2015,p.111）。家事の分担などに理解のあった奥地の夫ですら、このような

「当時の常識」から、「子どものことは、母親の責任」、「共働きが原因なら仕事

を辞めろ」と口にしたという（奥地 2015,p.96）。結果として、彼女は、「自分

の子育てを責め」、「母親失格」と自責することになる（奥地 2015,p.95）。しか

し、その後、『ひと』編集部から紹介され（奥地 2015,p.98）、長男は国立国府

台病院の医師・渡辺位の診察を受けた。そこで、不登校の原因が学校にあると

いうことが判明する（奥地 1983b,pp.93-94）。長男の不登校は、転校後の「い

じめ」を契機とするものであったが（奥地 2015,p.90）、診察を通して、それの
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みならず、教師にも原因があることが明らかにされる。長男は、国語の授業

中、朗読を 1回失敗するごとに運動場を 1周走るという罰則を与えられたこと

と、その結果、学級の班員全員で、合計 19 周を走らされたことなど、複数の

理不尽な被教育体験を語った（奥地 1983b,pp.93-94）。彼女は、この経験を通

して、学校教育そのものが教育問題の原因になっていることを意識し、自身を

含めて、不登校を矯正の対象とする教師の姿勢に疑問を持つようになった。奥

地は、「いまの学校」は「ゆがんでおり、子どもをつぶす状況に」あって、「登

校拒否は、そこから身を守る反応」だと理解するようになる。また、これ以降、

奥地は、「母親が自分のいのちから生みわけ、育てた子ども」たちが、「生命力

を発揮」できず、「萎え苦しんでいる状況」にあるとも認識するようになった（奥

地 1983b,p.325）。

　渡辺との出会いのあと、奥地は、不登校となった青少年の保護者による当事

者団体「希望会」に参加する。「希望会」は、とりわけ、母親を主体として活

動する団体であった（3）。彼女は、この団体を通して、「学校信仰・学歴信仰」

を離れ、「教育は親がする」という意思のもと、「学校批判が観念のうえだけで

は」ない保護者の姿に触れた。同時に、不登校の子どもを「働きながら」支え

る保護者の姿を通して、母親が家庭の「外で働き続ける」ことを肯定できるよ

うにもなり、共働きに関する苦悩も「ふっとんだ」という（奥地 

1983b,pp.102-103）。

　奥地は、「希望会」を通して、「生きがいとしてやってきた」教職を継続する

自信を得た（奥地 1983b,p.103）。そして、奥地は、これまでの教育界で、「否

定的扱いを受けて」（奥地 1982a,p.14）、「うとんぜられた」（奥地 1982b,p.325）

女性教師こそ、「いまの教育を救い得る存在」（奥地 1982a,p.14）であると考え

るようになった。最終的に、彼女は、女性教師こそが、「能力主義と管理主義

に侵された日本の学校教育をよみがえらせる力を内に秘めている」と評価する

までに至っている（奥地 1982b,p.325）。

３‐２.母性という戦略

　しかし、なぜ、女性教師の意義がそれほど強調されることになったのだろう

か。このことを理解するためには、奥地が「いのち」という言葉に象徴される
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母性を重視していたことを踏まえる必要がある。彼女の場合、女性教師と母

親それぞれの立場は、母性によって接続されていた。「結婚、出産、育児、看

護」など、女性が担う仕事は、すべて「いのち」を起点とするものだと彼女

は語る（奥地 1982a,p.7）。とりわけ、奥地は、出産と育児の経験を重視してい

た。彼女は、母親の強みが、「命を生み」、「命のかけがえのなさといとおしさ

を実感としてもっている」ことだと主張している（奥地 1976,p.14）。そして、

女性教師は「母親であることによって、教師としても貴重な無限の経験をつん

でいる」として、学校教育現場における女性教師の存在意義を強調した（奥地 

1982a,p.9）。こうした主張は、戦前の「女教師問題」の渦中に展開されたレト

リックと類似している。戦前においても、「女子の特性」である母性は「男性

教員との差異化のための重要な資源」で、この意義を強調することで、「女性

教員の存在価値」を高めようとする戦略が採用されていた（齋藤 2014,pp.73-

74）。その意味で、彼女のレトリックは、特段に真新しいものではない。ただ

し、戦前の場合、母性は「幼い子どもの教育に適しているという理論」（齋藤 

2014,p.79）を中心に、良妻賢母の再生産、「家事や裁縫の授業の担当」、「縫物

や接客といった」「学校の雑用」（浅井 2005,pp.35-40）などに連結されがちだっ

た。しかし、奥地の所論では、女性教師が身をもって「いのち」の真価を理解

していることが重要だとされている。これは、奥地自身が、当時、「自殺や子

殺しや親殺しのニュースがあとをたたない」と書き残していることからも明ら

かなように（奥地 1983a,p.28）、このとき、マスメディアによって、少年犯罪

や母親による実子の殺害、嬰児の遺棄が社会問題として繰り返し報道されてい

たことが原因である（田間 2001）。こうした世相から、同時代において、「い

のち」は、教育界において人々がとりわけ関心を傾けるトピックとなっていた

（香川 2016,pp.48-50）。また、前述の社会問題は、革新勢力の人々から、政権

与党による教育政策（＝能力主義）にその発生原因があるとも認識されていた

（堀尾 1979, pp.152-154）。奥地が「いのち」を強調し、「能力主義と管理主義」

の是正を連結して語っているのは、こうした史的背景によるものと比定できる。

奥地の主張は、教育界で女性教師は否定的な視線を受けてきたが、むしろ、当

時の教育問題を解決することができるのは、「いのち」の源泉たる女性教師だ

という切り返しである。不登校のように、青少年の「いのち」が抑圧されてい
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る現状を、女性教師こそが救済可能なのだということになる。

　ただ、奥地の所論には母性を強調することによる陥穽も内包されていた。ま

ず、母性という「女性教師の得意領域を設定」することで、逆に、「その領域

に女性教師を閉じ込める」（河上 2014,p.184）可能性がある。加えて、奥地の

場合、特に問題となるのは、一連の見解が、明らかに出産や育児の経験を偏重

するものだということである。彼女の所論では、一応、出産や育児を「直接、

体験しなくても」、「すばらしい教師が存在する」（奥地 1982b,p.17）との断り

はなされたものの（4）、奥地の語る女性教師像には、出産や育児を経験していな

い女性教師は含まれない。その意味で、彼女の見解は、当時の性別役割分業を

前提とするものだった。ポスト高度経済成長期においては、「子殺し、子捨て、

自殺、家庭内暴力、非行など」が社会問題となったが、一部は、「母子関係の

ゆがみ」が原因とされ、母親への「批判が集中した」（5）。そして、「母性喪失、

危機」も主張されたが、その見解には、性別役割分業の前提があったと指摘さ

れている（堤 1992,p.158）。奥地の場合、彼女も長男の不登校に際して、性別

役割分業を前提とする視線によって責任を負わされて苦悩していた。にもかか

わらず、彼女自身が女性教師の意義を議論する際には、同じように、性別役割

分業の前提を採用してしまったのである。戦前においては、母性は「女性が本

来的に持っている特性として」語られ、「未婚・既婚・子どもの有無」は問わ

れない傾向もあった（河上 2014,p.198）。しかし、それは、結婚や出産が当然

の時代であり、ことさらに、稀有な例外を取り上げる必要がなかったのだろう。

奥地の見解は、「女教師問題」において、古典的な戦略ではあったが、ライフ

スタイルが変容した 1980 年代には、すでに、有効な戦略とは言い難いものに

なっていた（6）。

４.鳥山敏子の場合

４‐１.「野口体操」と「竹内レッスン」

　続いて、鳥山の所論を検討したい。鳥山の代表的な事績は、鶏の屠殺や豚の

食肉によって生命を考察する授業実践の創出である。彼女がそうした授業実践

を創出するようになった背景には、女性教師としての立場が関係していた。
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　そもそも、鳥山が授業実践において重視したのは、教師と児童が、それぞ

れに自己の「ありのままをさらけ」出し（鳥山 1985b,p.50）、人間同士のかか

わりを希求するという前提である（鳥山 1985a,pp.284-287）。彼女による屠殺

や食肉の授業は、生命を尊重する意義や社会問題の検討（香川 2016,pp.53-54）

のみならず、生命の剥奪を通して、児童が自分自身の生き方、他者とのかかわ

り方を見つめなおすことも同時に重視されていた（鳥山 1986,p.271）。

　鳥山がそうした授業観を獲得した端緒は、東京藝術大学教授・野口三千三の

「野口体操」との出会いと、演出家・竹内敏晴の主宰する「竹内レッスン」へ

の参加であった。1973 年、鳥山は、『ひと』の創刊とともに創始した教育研究

集会、全国「ひと塾」に初めて参加した。同会を通して、彼女は、「野口体操」

（実演者・つるまきさちこ）と、「竹内レッスン」の存在を知ることになる（鳥

山 1985a,pp.218-220）。「野口体操」は、体育や運動の範疇にある狭義の体操を

意味するものではなく、「心・からだ・ことば・声のすべては、からだの中身

の変化で」、「学問・知識・ことばとしてとらえ得たすべての感覚」、「五感その

他の感覚」を内省しようとする試みである（野口 1972,pp.13-15）。彼女は、「野

口体操」を体験し、それが「今までの体育とは全くちがって」、「『うまくやる』

とか、『競争に勝つ』とかに関係」なく、「自分が気持ちいい状態を大切にする」、

「からだ」のあり方を模索するものであったことに感銘を受ける。「野口体操」

を通して、「意識ばかりが先行して『ねばならない』とがんばってきた」鳥山は、

はじめて無理のない「からだ」のあり方を意識した（鳥山 1985a,p.218）。

　この「野口体操」に対する感動から、翌年、鳥山は、つるまきと竹内が共同

で主催する「からだとことばの会」に参加し、「竹内レッスン」を体験した（鳥

山 1985a,pp.218-219）。「竹内レッスン」は、演劇の方途をもとに、心身を省察

することを志向した試みで、「野口体操」とも関係がある（今野 2015,p.210）。

竹内は、人間の所作や発声には自身が他者に示したい姿、自己の劣等感や意識

化されない“こだわり”が反映されると考えていた（竹内 1975,pp.151-200：

今野 2015,pp.69-73）。そして、彼は、「治療としてのレッスン」として（竹内 

1975, p.149）、人々の「閉じられ、病み、歪んだからだを他者に向かって劈い

てゆく」、「人間のからだ」を模索する試みを継続していた（竹内 1975,pp.165-

166）。
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　それまで、鳥山は、教師と母親の役割によって多忙を極めていたが、「それ

をすべて忘れて」レッスンに臨む機会を得たことで、「息子や娘にばかり向い

ていた目が、初めて自分に向かった」（鳥山 1985a,p.225）。彼女は、「竹内レッ

スン」を通して、共働きで多忙な日々における夫との「ノーセックスの関係」

と、「子どもたちとの関係」という、「足元の生活」に向き合うことを忌避して

いる自分を発見したと語っている。鳥山は、「すべてそうとは言い切れない」

と前置きをしつつも、従前の生き方を、「授業づくりの中に逃げこんでいた」

部分もあると反省した（鳥山 1985a,pp.240-241）。彼女は、幼少期から両親を

尊敬していたが、その気持ちが先行することで、「親に恩返し」をしたい、「早

く親を安心させたい」、「早く一人前になって親に喜んでもらいたい」という意

識に束縛されるようになっていたという。そのために、自分を追い込み、よき

母親という役割を現在の家族のみならず、両親にまで演じ続けていた（鳥山 

1985a,pp.258-262）。後年、彼女は、このことを、「昔から子どもが欲しかった」

自分は「妻というより娘から一挙に母親に」なり、夫に「対しても母親であっ

た」と振り返っている。また、それと同時に、レッスンを通して、「母親や教

師や妻の役割を演じる」自分ではなく、「女の子、娘、女として、人間として

の自分がうごめき始めて」きたと回顧もしている（鳥山 1986,pp.7-8）。

４‐２.教員労働と「中性化」

　「竹内レッスン」以前の彼女は、家庭において、よき母親の役割を果たそう

としていたが、そうなると、職業との両立が問題となる。ただ、「男女平等が

制度的にも比較的保障されている教師の世界にあっても」、家事や育児と職業

の両立は困難であった（鳥山 2000,p.144）。特に、女性教師の場合、「『子ども

を産んだ女の先生は、自分の子どもの世話で忙しくなるから手ぬきをする』と

いう母親たち」による批判にさらされやすい（鳥山 1985a,p.194）。こうした批

判を嫌う鳥山は、「“子どもができても仕事のペースをおとさない”」ことを「結

婚の第一の条件」とし（鳥山 1985a,p.194）、実際に、「どんなに育児で忙しい

時であろうと、妊娠中であろうと、自分から年間一～三回は研究授業を引き受

けた」という（鳥山 1985a,p.194）。さらに、民間教育研究団体に学び、「授業

とは楽しいものだった」ということを知って、「ますます『授業創り』にのめり」
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込み、夫婦の「時間の取り合い」も激化した（鳥山 1985a,pp.199-211）。

　後年、女性教師は「いっぱい自分を殺して、いわゆるいい子で小さい時から

生きている」と彼女自身が指摘しているが、レッスンを経験する以前の鳥山は

女性性を抑圧して自己を「中性化することによって男と対等に仕事を」こなし

ていた（鳥山 1985a,p.295）。教師という職業を鳥山が選択したのも、「経済的

にも仕事内容の面でも男性と対等」ということが判断のひとつであったという

（鳥山 1997,p.135）。鳥山は家庭と職業の両立に懸命であったし、男性に依存せ

ずに、女性が自立するという意識にも固執していたようである。同時代の女性

教師への非難はそれをより強固にした。

　しかし、「竹内レッスン」の経験を積み重ねるなかで、鳥山は、「いい母親で

いる」、「いい授業を創る」、「いい教師になる」という意識に拘束されていた

意識から解放され、徐々に、それらが「どうでもよくなって」いった（鳥山 

1985a,p.227）。竹内の指摘によれば、レッスンのなかで、鳥山の孤独感と女性

性の問題が彼女自身に認識されるようになり、そのことが鳥山の自己認識の転

換に繫がった。彼女は、家庭と職業のはざまで、孤独感を抱えるがゆえに、「か

わいがられたい、甘えたいという気持ちがありながら、それを殺すような形で」

仕事に執着することになっていたという（鳥山 1986,pp.261：竹内発言）。

　「竹内レッスン」以前の鳥山の働き方は、典型的な女性教師の教員労働の様

相を示している。1970 年代から 80 年代にかけて、「労働条件が整えば女性教

師も男性教師と同等に働けるとの議論」が台頭し、「男性教師を教師の標準と

し」、「女性教師をそこに取り込んでいく脱性別化」が進行していた（浅井ほか 

2016,p.321）。「『男性モデル』によって成立している労働条件」（河上 

2014,p.377）に到達するために、女性教師が家庭との両立に苦労しつつ、多忙

をきわめる構図は、鳥山の場合にも当てはまる。ただ、レッスンの経験を得た

あと、彼女は、「教師というのは、いつも人間らしく生きることを、どこかに

置いておいて、教師らしく立つことを要求される」が（鳥山 1985a,p.280）、「教

師は教師であることをとっぱらって、一個の人間として子どもたちに向かい」

あうことが重要だと認識するようになる（鳥山 1985a,p.284）。そして、鳥山は、

「教師という枠をこえて、女として、人間として」父母たちと交流するように

なり（鳥山 1985a,p.255）、児童とのかかわり方も変化した。「男性モデル」の
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教員労働や、「男性モデル」の教師像を降りて、鳥山は、一人の女性、人間と

して、教室に立つことを選択するようになったわけである（7）。

５.総合考察 

　本稿では、奥地と鳥山に着目し、「女教師問題」の渦中において、民間教育

研究運動を足場に活躍した両者の女性教師という側面について論究してきた。

奥地の場合、彼女がフリースクールの東京シューレを創設したことが著名な事

績として挙げられる。奥地がオルタナティブ教育を志向する前史には、実子の

不登校体験に関連した女性教師と母親の立場の葛藤が存在していた。また、鳥

山の場合、彼女が人間や動物の「いのち」の授業を実践したことが著名な事績

として挙げられる。鳥山がそうした教育実践を志向する前史には、教員労働の

「中性化」という課題と、女性教師としての葛藤が存在していた。これまでの

論究を通して、以上の史的経緯を明らかにすることができたが、さらに議論を

深めるために、以下に三点の論点を提示し、総合考察を行いたい。

　第一に、奥地の所論からは、母性を中心に女性教師の意義を強調する古典的

な戦略を観察することができた。しかし、そのレトリックは、すべての女性教

師を包括するものではなく、むしろ、一部の女性教師を排除する可能性のある

言説でもあった。その意味で、戦前から「女教師問題」のたびに主張された母

性の強調は、1980 年代当時において有効な戦略にはなりえなかった。先行研

究（浅井ほか 2016,pp309-310 pp.316-317）では、1960 年代後半から 1970 年代

における女性教師の母性や育児の経験について、教員労働の側面からその言説

に関する分析がされている。しかし、この時期の母性を強調する言説の陥穽に

ついては言及されてこなかった。また、浅井ほか（2016,pp.317-318）は、1970

年代後半に、いわゆる「育児休業法の成立によって改めて育児経験の意味が積

極的に語られるように」なったと指摘し、当時、「女性教師の育児経験の意義

が語られ」、「『お母さん先生』の存在が評価され」たのは、「おそらく女性教師

たちの生活実感のような」感覚によるものと説明している。だが、法律の制定

のみで言説の史的経緯を説明することはできないし、先行研究では「生活実感」

の具体像も不明瞭であった。本稿では、奥地を通して、「いのち」に関する社
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会問題や教育問題の文脈から母親としての経験が強調されたという史的経緯を

明らかにした。

　第二に、奥地と鳥山の所論からは、両者が保護者による女性教師への非難を

忌避しつつ、家庭と職業の両立を意図していたことがうかがえた。だが、この

ことにより、両者の生活は多忙をきわめることになる。鳥山の所論には、みず

からを「中性化」して仕事をこなしたとの指摘があったが、これは、奥地にも

あてはまる表現だろう。先行研究でも、「女教師問題」の渦中で、「モーレツ教

師像」が称揚される傾向が指摘されていたが（浅井ほか 2016,p.313）、家庭と

職業の両立のみならず、民間教育研究団体に学び、多様な教育実践を創出する

というのは、女性教師に対して相当な無理を強いるものであった。ただ、鳥山

の場合は、「竹内レッスン」への参加を契機として、自己の価値観を変容させ、

両立という目的そのものが相対化されていた。性役割分業を前提とする家庭と

職業の両立と、「男性モデル」による教員労働をともに相対化することで、鳥

山は、新たな生き方を選択することが可能になったわけである。

　この論点をさらに深めることになるが、第三に、奥地と鳥山の多忙さは、民

間教育研究団体に関与し、授業実践の創出にいそしむことから生まれたもので

あった。従来、先行研究でも、戦後の女性教師は、家庭と職業を両立するために、

過度な労働と多忙さのなかで生活をしていたということは指摘されていた（塚

田 2002,p. ⅶ）。しかし、教師の位相、たとえば、所属する教師集団と、そこ

に根ざす教師・教育文化の固有性によって、どのような多忙さが存在するのか

という多様さの性格については言及されてこなかった。両者が民間教育研究運

動に関与することで直面していた多忙さの性格については、「女教師問題」の

渦中に出版された小学校教師・新居信正の著作を手がかりとすることで、当時

の文脈を踏まえた理解が可能になる。

　先行研究において、新居（1976）は女性教師に対するバッシングのひとつ

として、類似の教育書とともに取り上げられ（河上 2014,p.332：浅井ほか 

2016 ,p.314）、とりたてて注目はされてこなかった。ただ、この著作は、類似

の教育書のなかでも特異な著作である。なぜならば、新居は、民間教育研究

団体・数教協、仮説実験授業研究会（略称、仮実研）で活躍する著名な教師だっ

た（8）。彼は、『ひと』編集委員会にも参加し、誌上にも寄稿した経験を持って
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いる（新居 1973 など）。その意味で、新居（1976）は、杉田（1972）のよう

な正体不明の論者（9）、あるいは、新聞紙上の言説とは位相が異なる。奥地や

鳥山といった女性教師にとって、新居の言説は、みずからのコミットする民

間教育研究運動のなかで一定の評価を得ていた価値観のひとつとして位置づ

けられる（10）。

　彼の著作によると、女性教師には、「『授業』を核としたプロ意識」（新居 

1976, p.5）が欠如しており、その意識を改善し、「授業で勝負」することが推

奨されている（新居 1976,p.143）。ただ、新居は、「殉教者的道徳意識」や「犠

牲的精神」は称揚しておらず、民間教育研究運動に学び、授業実践を創出する「楽

しさ」の理解を推奨している（新居 1976,p.151）。彼によれば、「楽しさ」を理

解することで授業実践の創出に邁進することができ、「『プロ』として自立」が

可能だという（新居 1976,pp.150-152）。本稿でも触れたが、奥地も鳥山も、民

間教育研究運動を通して授業実践を創出する「楽しさ」は理解していた。これ

はまさに、新居の指摘する文脈の「楽しさ」であり、だからこそ、両者は多忙

さにもめげずに教育活動に没入していた。教育内容の自主編成の「楽しさ」に

よって、「殉教」や「犠牲」という意識を超えて、教育活動に邁進する。そして、

「授業で勝負」することで、「プロ」となる。そうしたレトリックこそが民間教

育研究運動を足場に活躍した女性教師たちを多忙さに没入させていた可能性が

ある。

　本論の知見と、以上の三点の考察を通して、①「女教師問題」における古典

的な母性の強調という戦略が当該年代に有効性を喪失していたことの示唆と、

②民間教育研究団体に関与した著名な女性教師が、自主編成の「楽しさ」によっ

て、自発的に多忙さに邁進していく側面が存在したことが明らかになった。戦

後教育史の歴史叙述に登場する女性教師は、代表的な教育実践の事績のみに焦

点が当てられ、その存在が語られてきた。ただ、「女教師問題」が興隆した当時、

女性教師は固有の課題をかかえながら教育活動を行っていた。にもかかわらず、

著名な女性教師たちの場合、そうした課題については、これまで、ほとんど議

論されることがなかった。同時代の「女教師問題」や女性教師固有の課題を語

ることなく、教育実践のみを社会的な性差に関係なく叙述することで、当時の

女性教師の“生きられた経験”は、なかったもののように処遇されてしまう。
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本稿では、奥地と鳥山の教育実践の事績の背後に埋もれていた女性教師として

の“生きられた経験”を、「女教師問題」を軸として描出した。

　もっとも、日本の場合、総じて、「教師研究や学校文化研究では、諸外国と

比較して、男性教師のジェンダーやセクシャリティの問題がほとんど扱われ」

ていないという指摘もある（浅井ほか 2016,pp.85-86）。「女教師問題」の渦中

における女性教師の経験史を明らかにするとともに、その裏返しとして、男性

教師がいかなる経験史を紡いでいたのかを追究することが今後の課題となるだ

ろう。女性教師の置かれていた戦後教育史上の位置を比較対象としながら、男

性教師固有の「ジェンダー化された側面」（多賀 2016,p.189）を見出す作業を

通して、社会的な性差に着目して戦後教育史を叙述することが可能になるはず

である。

註釈

(1) 村松（1975,p.78）には、女性教師の自死に関する新聞記事（「女ゆえに 先生自殺」『毎日新聞』

1975 年 4 月 13 日付）が「女教師問題」の悲劇的事例として示されている。『毎日新聞』は、

1960 年代後半から、「女教師の時代」という連載も開始しており、他紙に比較すると、女性教

師に関する記事が多かった。

(2) 田中（2005：2009）には、戦後教育史における著名な教育関係者の評伝が収録されているが、

掲載人物 28 名のうち、女性教師は、3 名のみである。著名な女性教師の代表としては大村は

まが挙げられる傾向にあるが（田中 2005）、彼女は、1906（明治 39）年生まれで、無着より

も約 20 歳年上である。戦前は、教員養成制度や入職選抜も男女別であり、キャリアコースと

しては、明らかに奥地や鳥山とは異なる。なお、望月は、無着や東井らと比較して、戦後の

教育界で活躍した第二の世代という意味合いで、この言葉を使用しているが、奥地や鳥山は、

年齢的には学制改革後の被教育経験を持った、「新生日本の民主主義教育の第一期生」（木村 
1994,p.13）という見方も可能である。事実、女性教師のライフヒストリー研究では、奥地や

鳥山の年齢層の人々をそのように把握している論考もある（塚田 2002）。ただ、従来、両者を

明示的にそうした世代として位置づける歴史叙述は稀有であった。

(3) 渡辺（1983）は、「希望会」の保護者を中心に執筆された著作であるが、実子の不登校経験に

関する寄稿は、事実上、すべて母親のものである。

(4) 奥地（1982b）に収録される以前の原典では、この部分は、「学校が男先生ばかりとか、独身

女性ばかりでは、ぞっとするではないか」となっており、さらに女性教師の射程が限定されて

いた（奥地 1976 p.9）。
(5) 1970 年代の育児書や育児雑誌などのメディアでも、育児やしつけの責任を母親に帰する論調

が普及していたとの指摘がある（天童 2016 p.29）。
(6) ただ、このことは、奥地自身も自覚していたようである。奥地（1982b）の公刊以降、彼女は、

自著のなかで、母性と女性教師の関係を強調する見解を立論しなくなった。奥地（2015,pp.159-
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160）に、わずかに確認できる「女教師」の記述も、母親との「連携」を志向する程度の内容に

留まっている。

(7) 具体的な様相は、香川（2020b）と、鳥山（1985a）に詳述されている。

(8) 新居（1976）には、「教育の森」で著名となった藤田恭平（『毎日新聞』編集委員）が推薦の言

葉を寄せている。藤田も、民間教育研究団体と親和的なジャーナリストで、『ひと』にも寄稿

していた（藤田 1973）。関連して補足すると、新居の著作が公刊された直後、『ひと』第 38 号（太

郎次郎社、1976）の表紙裏にも、「話題沸騰」との惹句がつけられた同著の広告も掲載されている。

(9) 奥付によると、“杉田綾子”は筆名であり、職業や略歴、年齢や性別も不詳である。なお、す

でに閉業しているが、版元の日新報道は、当時、藤原弘達や福島恒春など保守・右翼論客の著

作も刊行していた。宗教団体や労働組合など、特定の組織を中傷する著作もあり、同著も、そ

の系譜に位置づくものである。

(10) 版元の昌平社は閉業しているので、同著（初版：1976 年 2 月 1 日）の発行部数を知ることは

難しい。そこで、古書肆を通して、同著 6 冊を入手して奥付情報を確認したころ、もっとも

刊行年月日が新しいもので、「第 4 版発行」（1976 年 4 月 1 日）となっていた。その後、仮実

研会員・尾形正宏氏（石川県）に確認したところ、尾形氏が「第 7 版発行」（1977 年 2 月 10

日）を所有していることが判明した。公刊 1 年後の趨勢としては、類似の教育書（浅井ほか 
2016,p.314）と比較して、同著の増刷部数は際立って多い。なお、同著の公刊後、新居は、著

作の内容を反映した女性教師に対する見解を新聞紙上に連載するに至っている（「教育を直視

する 第一部 私の発言」『讀賣新聞』1978 年 10 月 17 日付）。

引用・参考文献

浅井幸子 2005 「近代日本における初等教育の女性化」『和光大学人間関係学部紀要』第 10 号、和光

大学人間関係学部、pp.29-42.
―――― 2008 『教師の語りと新教育』東京大学出版会 .
浅井幸子・玉城久美子・望月一枝 2011 「戦後日本の小中学校における女性教師の脱性別化」『和光

大学現代人間学部紀要』第 4号、和光大学現代人間学部、pp.21-36.
浅井幸子・黒田友紀・杉山二季・玉城久美子・柴田万里子・望月一枝 編著 2016『教師の声を聴く』

学文社 .
藤江康彦 2018 「教育実践研究における「事実」とは何か」日本教育方法学会 編著『教育実践の継

承と教育方法学の課題』図書文化、pp.68-81.
藤田恭平 1973 「教育時評＝文部省の〝教員給与引き上げ〟の意図するもの」『ひと』第 3 号、太郎

次郎社、pp.106-107
深谷昌志・深谷和子 1971 『女教師問題の研究』黎明書房 .
深谷昌志 1980 『女性教師論 やさしさの発見』有斐閣 .
広田照幸 2000 『教育言説の歴史社会学』名古屋大学出版会 .
堀尾輝久 1979 『現代日本の教育思想』青木書店 .
一番ヶ瀬康子・木川達爾・宮田丈夫 編著 1974 『〈女教師のための講座〉 女教師の婦人問題』第一法規 .
今井康雄 2004 『メディアの教育学』東京大学出版会 .
香川七海 2016 「1980 年代における鳥山敏子の授業実践」『現代の社会病理』第 31 巻、日本社会病

理学会、pp.39-57.
―――― 2020a 『〈戦後教育の現代史〉教育雑誌『ひと』目次集成』ヴィッセン出版 .
―――― 2020b 「「あたりまえ」を離れて「間違い」を歩む実践」『子どもの文化』第 590 号、一般

財団法人・文民教育協会、pp.18-27.
河上婦志子 2014 『二十世紀の女性教師』御茶ノ水書房 .



225

1970 ～ 80 年代の「女教師問題」と民間教育研究運動のなかの女性教師
―奥地圭子と鳥山敏子の所論に着目して―

（香川七海）

木戸若雄 1968 『婦人教師の百年』明治図書 .
木村栄 1994 『30 年目の同窓会』筑摩書房 .
今野哲男 2015 『〈言視舎 評伝選〉竹内敏晴』言視舎 .
教育科学研究会 編著 2014 『戦後日本の教育と教育学』かもがわ出版 .
松田洋介 2014 「教科研は教育の平等をいかに追求してきたのか」教育科学研究会 編著『戦後日本

の教育と教育学』かもがわ出版、pp.82-103.
望月一枝 2014 「フェミニズム教育実践の方へ」教育科学研究会 編著『戦後日本の教育と教育学』

かもがわ出版、pp.266-269.
村井敦志 2001 『いのちを食べる私たち』教育史料出版会 .
村松喬 1975 『なぜ女教師だけが』学陽書房 .
村田栄一 編著 1996 『いま語る戦後教育』三一書房 .
新居信正 1973 「おのれの生きザマを問い返すとき」『ひと』第 2号、太郎次郎社、pp.11-21.
―――― 1976 『また女の先生か』昌平社 .
野口三千三 1972 『原初生命体としての人間』三笠書房 .
奥地圭子 1976 「母親教師って、いいわよ」『ひと』第 42 号、太郎次郎社、pp.12-23.（筆名の“奥地時子”

名義であるが、のちに彼女の単著に収録されている）

―――― 1982a 「「いのち」育てとしての教育」『ひと』第 118 号、太郎次郎社 .pp.4-14.
―――― 1982b 『女先生のシンフォニー』太郎次郎社 .
―――― 1983a 「“いのち”のとうとさを教える」『ひと』第 112 号、太郎次郎社、pp.28-42.
―――― 1983b 「学校とはなにか、子育てとはなにかを問われて」渡辺位 編著『登校拒否 学校に

行かないで生きる』太郎次郎社、pp.78-115.
―――― 2015 『フリースクールが「教育」を変える』東京シューレ出版 .
齋藤慶子 2014 『「女教員」と「母性」』六花出版 .
澤井敦 2003 「子どもに死を教える」小谷敏 編著『子ども論を読む』世界思想社、pp.200-225.
杉田綾子 1972 『女教師亡国論』日進報道 .
多賀太 2016 『男子問題の時代？』学文社 .
高野良子 2006 『〔日本女子大学叢書 2〕女性校長の登用とキャリアに関する研究』風間書房 .
竹内敏晴 1975 『ことばが劈かれるとき』思想の科学社 .
田間泰子 2001 『母性愛という制度』勁草書房 .
田中耕治 編著 2005 『時代を拓いた教師たち』日本標準 .
―――― 編著 2009 『時代を拓いた教師たちⅡ』日本標準 .
田中佑弥 2018 「フリースクール開設以前の奥地圭子の教育観」『臨床教育学論集』第 10 巻、武庫川

臨床教育学会、pp.25-37.
天童睦子 編著 2016 『育児言説の社会学』世界思想社 .
寺崎昌男・鈴木そよ子 1993 『〈日本の教師 18〉女性教師として生きる』ぎょうせい .
鳥山敏子 1985a 『からだが変わる 授業が変わる』晩成書房 .
―――― 1985b 『いのちに触れる』太郎次郎社 .
―――― 1986 『からだといのちと食べものと』自然食通信社 .
―――― 1997 『生まれかわる家族』法藏館 .
―――― 2000 『親のしごと 教育のしごと』法藏館 .
塚田守 2002 『女性教師たちのライフヒストリー』青山社 .
堤マサエ 1992 「日本的母性の変遷」舩橋恵子・堤マサエ『〈女性社会学者による新社会学叢書（2）〉

母性の社会学』サイエンス社 pp.133-178.
渡辺位 編著 1983 『登校拒否 学校に行かないで生きる』太郎次郎社 .



226

子ども社会研究 27 号　研究論文

渡辺貴裕 2008 「〈なる〉活動はいかにして文学作品への理解の深まりをもたらすか」『国語科教育』

第 64 巻、全国大学国語教育学会、p.19-26.
山岸竜治 2018 『不登校論の研究』批評社 .
米村まろか 1998 「身体のエクリチュール」『教育方法学研究』第 23 巻、日本教育方法学会、pp.59-

68.

　本稿は、日本学術振興会による科学研究費助成事業（若手研究「戦後日本における教育運動の現

代史研究」課題番号：18K13069）による研究成果の一部です。また、執筆にあたり、鳥山敏子『か

らだが変わる 授業が変わる』（太郎次郎社、1985）をはじめとする多数の女性史関係の書籍をお譲

りいただいた相模女子大学名誉教授・福田須美子氏に感謝を申し上げます。



227

1970 ～ 80 年代の「女教師問題」と民間教育研究運動のなかの女性教師
―奥地圭子と鳥山敏子の所論に着目して―

（香川七海）

	 In	 this	paper,	I	focus	on	Okuchi	Keiko	and	Toriyama	Toshiko,	elementary	
school teachers who participated in the post-war education movement, and examine 
how they dealt with the position of being a female teacher while within the “female 
teacher	issue"	uproar.	
	 In	the	pre-war	period,	expectations	about	a	Japanese	female	teacher's	inherent	
female qualities meant she was tasked with teaching elementary students and girls. 
The	division	of	gender	roles	which	relied	on	the	notion	of	a	female	teacher's	femininity	
were	extolled	even	into	the	start	of	the	post-war	period,	however,	in	the	late	1960s	and	
early	1970s,	theories	focusing	on	femininity	began	to	be	questioned	within	the	world	of	
education.
	 A	movement	which	 focused	on	 femininity	and	questioned	 the	nature	of	
female teachers began at a time when an increasing number of roles within elementary 
school	teaching	staff	were	held	by	women.	It	was	referred	to	as	“the	female	teacher	
issue."	The	 issue	had	been	discussed	 in	 the	past,	 firstly	 in	 the	1910s,	when	 the	
percentage	of	female	elementary	school	teachers	rose	from	20	to	30%,	and	then	in	the	
1970s,	when	the	percentage	of	women	exceeded	50%.
	 The	most	prominent	 feature	of	 the	post-war	“female	 teacher	 issue"	was	
female	teacher	bashing.	However,	previous	studies	have	not	sufficiently	clarified	how	
female teachers dealt with femininity during the period in question. In this paper, I 
examine	female	teachers	in	the	midst	of	the	“female	teacher	issue"	maelstrom,	through	
the cases of the celebrated educational practitioners Okuchi and Toriyama.
 Through this investigation, a number of things have become clear, which 
include,	but	are	not	 limited	to,	 the	following.	Firstly,	classic	rhetoric	used	about	 the	
“female	teacher	issue"	had	lost	its	validity	by	the	period	in	question.	Secondly,	the	lives	
of female teachers had become extremely hectic in the pursuit of balancing family and 
work. Thirdly, female teachers who participated in the post-war educational movement 
were attracted to research on educational practice and voluntarily pursued a busy 
lifestyle.
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and the Private Education and Research Movement
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