教科「自由研究」に関する研究
キーワード：自由研究，カリキュラム，教育方法，戦後教育，学校図書館
所 属 教育システム
氏 名 田中 千晴
１．論文の構成

「自由研究には教師が関わらないほうがいい」と答え

第１章 はじめに

る教師も少なくない。1984 年より毎年夏休みの期間に放

第１節 背景

送される NHKラジオ番組「夏休み子ども科学電話相談」

第２節 先行研究

では、放送時間中にスタジオの専門家が電話でわかりや

第３節 研究の目的と方法

すく解説しながら回答する。各放送日において設定され

第２章 教科「自由研究」の歴史

た対象分野に合わせて質問が募集され、分野ごとに専門

第１節 教科「自由研究」の系譜

家が順次質問に対して回答していくのだが、問いに答え

第２節 教科「自由研究」の実施

るということは容易なことではなく、回答に専門家も大

第３節 教科「自由研究」の廃止

変苦労している。個の興味・関心と能力に応じた学びに

第３章 教科「自由研究」の実践～成蹊小学校の取り組

関わるということはとても難しいことではあるが、子ど

み～

もの鋭い質問や専門家の優しく丁寧な受け答えは評判に

第１節 教科「自由研究」の成立と社会科

なっている。教科「自由研究」として、個の興味・関心

第２節 教科「自由研究」の指導

と能力に応じた学びが、学習指導要領（試案）として、

第３節 教科「自由研究」の評価

法的拘束力のなかった頃ではあるが、全国各地で実施さ

第４章 教科「自由研究」のその後

れた。教科「自由研究」が小学校では 4 年間、中学校で

第１節 東京都港区立氷川小学校の実践

は２年間という短い期間で廃止された課題は未解決のま

第２節 東京都港区立竹芝小学校の実践

ま今なお残されている。

第３節 東京学芸大学附属世田谷小学校の実践

教科「自由研究」は、主に特別教育活動や教科外活動

第５章 おわりに

の先駆的なものとして語られてきた。教科「自由研究」

第１節 考察

から活動に重点が置かれ、特別教育活動となっていくと

第２節 本研究の成果と意義

ころは、今、アクティブラーニングにおいて危惧されて

第３節 今後の課題

いる活動を行うことだけに重点が置かれてしまうことと
類似している。教科「自由研究」は、他にもクラブ活動

２．論文の梗概

や部活動の系譜、理科の自由研究の系譜、学校図書館の

第１章 はじめに

成立との関わりの中で取り上げられてきた。しかし、教

次期学習指導要領のキーワードとしてアクティブラ
ーニングが使用され、教育方法として、探求や学び方を

科「自由研究」の実践に関する資料をもとにした先行研
究としてあげられるのは、以下の５つである。

学ぶといったことが注目されるようになってきた。ＩＣ

赤塚康雄（1981）は、教科「自由研究」に関する実践

Ｔの普及もあり、今後も個の興味・関心と能力に応じた

資料をもとにすすめられた最初の研究であり、
地域から、

学びのあり方はますます求められてくるだろう。初等・

日本の戦後教育改革の展開の実態を明らかにし、意味を

中等教育における教授から学びへの転換は大学の入試制

問うことによって、逆に日本の戦後教育改革を捉えよう

度のあり方にも変化を要請するものとなりうるだろう。

とした。上狛中学校において、自由研究が、どのように

赤木かん子『お父さんが教える自由研究の書き方』

実施され、その結果どうなったのかを具体的に追ってい

（2009）という本がある。この本の購入者のコメント欄

る。上狛中学校における教科「自由研究」に関して、「自

に、「おじいちゃんですが、買いました。
」と書かれてい

由研究発表会プログラム」
、「研究帳（折々に研究した内

ることは余談だが、子どもとの関わりを持つ保護者に向

容を書き止めていたもの）」、『自由研究の実際』、『上中

けて出版されており、保護者に自由研究を通した子ども

新聞』に掲載されている生徒の日記などの資料をもとに、

との関わりを求めるニーズに応じたものといえる。

生徒の興味、研究方法などの研究動向や活動のあり方を

明らかにしようとした。教師の指導が、家庭まで延びな

しての自由な学習、②クラブ組織による活動、③当番の

かったところに、学校において自由研究が低迷し、やが

仕事や、学級委員としての仕事の３種類の形態があるこ

て、廃止せざるを得なかったと考察している。次に、松

とを示し、1951 年の学習指導要領の改訂において、②、

浦善光（1981）は、学校新聞をもとに、京都府山城町の

③は特別教育活動に継続され、①に関する事項は教科の

上狛中学校と大阪市の東第一中学校を比較分析している。

中で解消されうるとの理由から廃止する。

そして、河野智文（1996）は、広島高等師範附属小学校

公益財団法人教科書研究センター内にある教科書図

学校教育研究会『自由研究の方向と実践』（1948）をもと

書館において、教科「自由研究」に教科書があるのか昭

に広島高等師範附属小学校における国語科の学習指導と

和 20 年代の『教科書目録』を調査したところ、教科「自

自由研究との関連を考察している。さらに、青木靖（2005）

由研究」に関する項目はなかった。よって、教科「自由

は、栃木県師範学校附属小学校（宝木小学校）において

研究」には教科書は存在していなかったと考察する。

社会科を担当していた教師へのインタビューや「たから

「学習指導要領に対する小学校教師の意見（一般編）」
、

ぎ研究紀要・第一集・宝木附属における学校経営」をも

「学習指導要領に対する中学校教師の意見の調査（一般

とに、教科「自由研究」の実践を明らかにしようとした。

編）」
、
「学習指導要領編修会議・教育課程審議会・初等中

最後に、山本隆大・野田敦敬（2012）は、成蹊小学校教

等分科審議会記録等（大島文義旧蔵文書メモ）」
によると、

育研究所『生活教育研究 第一集 自由研究と社会科の

「➀具体的な、すぐに間に合うような学習指導法を求め

指導』
（1948）において紹介されている成蹊小学校の実践

ていた小・中学校教師がいた。②子どもに問題を持たせ

例を分析し、実際に教科「自由研究」を成蹊小学校にお

ることに苦心しており、問いの設定に課題があった。③

いて実践した元教師に聞き取りを行い、「自由研究」が廃

教科「自由研究」の実践では、教科の枠を出ることが多

止された当時の「自由研究」の問題点を３つ、①学力低

かった。④教科「自由研究」の実践では、教師に空きが

下に伴うコアカリキュラムへの批判の発生、②教師に教

ないとの意見があった。教科「自由研究」の充実のため

科の補習としてのクラブ活動として運用されてしまい本

には教師の人的確保も課題だった。⑤教科「自由研究」

来の目的を果たせなかった点、③子どもに「探究」させ

には、学級、学年を解体していく側面があった。」ことが

るための方法は教師の技量に任される点と考察している。

考察された。

教科「自由研究」の実践について明らかにしていくた
めには、教科「自由研究」に関する資料を収集し、研究

第３章 教科「自由研究」の実践～成蹊小学校の取り組
み～

の量、質ともに充実させていく必要がある。研究の目的

滑川道夫「生活教育における自由研究と社会科」（滑川

は、教科「自由研究」の実践について明らかにしていく

道夫（代表）『生活教育研究』、1948）には、「一九四六年

こととする。研究の方法は、教科「自由研究」に関する

四月、まだ国民学校時代の教科課程に據らなければなら

文献調査とする。

なかったころ、教科外の指導として、１．自由研究指導

第２章 教科「自由研究」の歴史

（児童の自発的自由な研究）、２．生活指導（児童の生活

教科「自由研究」は、1947 年の「学校教育法」、1947

自治組織の運営）、３．クラブ指導（子どものクラブ活動

年５月の「学校教育法施行規則」において成立する。1947

の指導）の三つを頭にえがいていた。社会科が誕生する

年５月に発表された学校教育法施行規則第 24 条に、「小

以前のことであるから、社会科の活動をも、この自由研

学校の教科は国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、

究の構想の中にふくめて、
「文化学習」と呼んで出発し

家庭、体育及び自由研究を基準とする」と規定され、同

た。」とあり、成蹊小学校では、教科「自由研究」がその

法第 52 条で「中学校の教科は、これを必修教科と選択教

後誕生する社会科を含めた形で、文化学習として構想さ

科に分ける」とされ、さらに同法第 54 条で、
「…選択教

れていたことがわかる。また、「自由研究の中から社会部

科は外国語、習字、職業及び自由研究を基準とする」と

を除外するかどうかという問題に当面したわけである。」

規定される。1947 年版『学習指導要領・一般編(試案)』

とあり、社会科誕生後は、自由研究における社会部をな

では、教科「自由研究」の時間配当として、小学校では

くす議論もあったことがわかる。

第４～６学年において毎週２～４時間、中学校では各学

文部省において社会科創設に関わった重松鷹泰『社会

年を通して毎週１～４時間が基準として示される。そし

科教育法』（1955）によると、「教科「自由研究」はまっ

て、
文部省は、
「小学校の教科と時間配当 学習指導要領

たく日本側の独創であり、Free Study と直訳したら CIE

一般編中間発表」の中で、教科「自由研究」の時間の用

の人びとは眼を丸くして驚いていたそうだ。」とある。ま

い方として、①個人の興味と能力に応じた教科の発展と

た、同書の中で、重松鷹泰は、
「これを考えたのは、学校

教育局に属する視学官室の村上視学官、野村視学官らで

ば』（1978）の資料から、
「➀1978 年頃に自由研究発表会

はないか。」と述べ、さらに「教科「自由研究」の成立の

が行われていた。②自由研究発表会を保護者が後ろで参

過程において、どうも社会科と同じようなことになるら

観していた。③研究発表会の発表者は各学年の代表者だ

しいということを知り、研究内容を指示したりすること

った。④クラスの代表を決める際クラスの子どもたちに

をやめてもらい、個性伸長というところに重点をおいて

よる多数決で決められていた。」ということがわかった。

もらうよう、上司を通じて願い出た。」と述べている。

東京都港区立氷川小学校と東京都港区立竹芝小学校

成蹊学園教諭吉田虎彦『よい子の自由研究（五・六年

の実践の資料から、学習指導要領が改訂されて教科「自

編）』（1949）に掲載されている子どもによる自由研究の

由研究」が廃止となった後も自由研究発表会を通して教

作品に対する教師の批評は以下である。➀科学に関する

師が個の興味・関心と能力に応じた学びに関わっている

自由研究は多いが、歴史に関する研究は少ない。科学の

ことが考察できた。

方面は一般的に実物に直接ぶつかって、観察したり実験

東京学芸大学附属世田谷小学校においては、
『Ｈ.15 年

したりして調べることができるが、歴史に関する方面は

度 ６の３ 卒業論文』
、
『卒業個人論文集 ６の２』

主として書物によって調べなければならないので、子ど

（2006）をもとに、特に子どもができなかったことに着

もにとっては研究がしにくい。たまたま歴史に関する研

目して考察を行った。テーマは、教科の枠を超えている

究があっても、多くは書物のぬき書きや、引き写しをし

ものが数多くあった。白紙の自学ノートに自分の興味・

たものなどで、見るべきものが少ない。事例では、知り

関心があることを書き溜めていっており、教科書として

たい物事について詳しい指導者として父親、祖母が関わ

与えられる内容を暗記しているのではなく、自分が学び

るなど、教師、保護者、地域の方との関わりがより深い

たいものを学んでいったことがわかる。これはまさに、

学びに導いている。②本や雑誌を読んで研究するだけで

子どもの学びを子どもに返す教育方法の一つといえる。

なく工場や展覧会へ行き見学し、各方面の人の意見を伺

しかし、主体的な学びが必ずしも深い学びになるとは限

い、実地の見聞を取り入れている。③自由研究には数学

らない。教師が子どもを質の高い学びへと導くためには、

に関するものが少ない。子ども向きの数学の本を勧める。

教科による教員養成とはちがう専門性が求められること

成蹊学園史料館に保管されている「昭和 22 年配布資

になるだろう。子どもの振り返りには、
「➀日本だけでな

料」という資料より、成蹊小学校において、自由研究に

く、海外についても知りたい。②どうしたら興味のない

ついて、自主、独創、整理という観点から評価を行って

人に興味をもってもらえるのか、世界的に認められるに

いたことがわかる。

はどうしたらいいのかについて知りたい。③論文形式に

第４章 教科「自由研究」のその後

戸惑いがあった。④テーマを決めることにとても迷った。

東京都港区立氷川小学校の資料により、
「➀研究発表会

⑤論文作りはとてもいい経験であり、今後に生かすこと

として、年５回（各学期末、夏休み・冬休みの後）、各期

ができる。⑥細かい資料がなかったので、多くの結果が

間における自由研究の成果を発表した。②研究は、個人

はっきりしなかった。⑦普段なら調べようとも思わない

乃至はグループにより行った。③研究テーマは、身近な

ことまで調べるきっかけになった。⑧本の著者に取材を

ものから選んだ。④教師に、自発的な研究態度を作る、

し、スタッフの方にも協力してもらい、たくさんの資料

研究方法を会得する、研究完成及び発表結果の喜びを味

を提供してもらった。⑨まだ調べきれていない。⑩将来

わい研究心を盛んにする、発表の結果の正否の検討を広

なりたい職業について調べた。⑪論文を書いて、今まで

く他人に求めて発表になれるといった観点があった。⑤

とは違う視点で物事を見ることができた。⑫テーマが難

指導その他改善すべき点が多かった。」ということが明ら

しく、理解しにくいところもあった。⑬子どもにも分か

かになった。他にも、
「研究発表会も二十二年以来七年を

るように書くというのは、とにかく大変だった。⑭大人

経過して、発表の態度、研究方法等も向上し、殊に図書

になるまでとっておいて、大人になった時にもう一度同

館の利用は著しく進歩している。」と記載があり、1947

じテーマで論文を書き、見比べたい。⑮インターネット

年に教科「自由研究」においてはじめられた研究発表会

であまりいい情報が得られなかったので、もっと違う方

が、1951 年以降も実施されていたことがわかる。さらに、

法を見つけられれば良かった。⑯もっと詳しく、もっと

継続的に研究されたものが評価を受けたことや、研究発

分かりやすく、もっと見やすく仕上げたい。⑰資料が集

表会が一部の人だけに限らず、もっと大勢の人に経験さ

まっても、なかなかまとまらなかった。⑱新聞の内容が

せたいという教師の意見があったことも明らかとなった。

難しかったので、親に分かりやすく説明してもらった。

東京都港区立竹芝小学校『開校 70 周年記念誌たけし

⑲一つのことを重点的に書いたほうが良かった。⑳自分

のためになった。
」等が述べられている。
教師の指導について、「➀一人一人の子どもを大切に

第 57 号、第４分冊、2008
＊

赤塚康雄「自由研究の展開と地域」、
『戦後教育改革

していた。②言語活動が充実していた。③教師に、題材

と地域―京都府におけるその展開過程―』
、1981、

について、個人としての視点が明確であるか、大きすぎ

株式会社風間書房

る題材を選んではいないか、個人の主張は鋭いか、自分

＊

松浦善満「戦後「自由研究」と教科外教育の成立過

の生活に密着しているかといった観点があった。④教師

程（その１）―京都・上狛中、大阪東第一中の実践

に、研究方法について、コンピューターからの資料や文

比較より―」、関西教育学会編『関西教育学会紀要』、

献からの資料をそのまま流用するだけで済ませていない

第７号、1981、関西教育学会

か、地道に自分自身の手や頭や足を使って試したり集め

＊

たりまとめ直しているかといった観点があった。⑤教師
に、研究成果について、事実はしっかりと文章などに表

河野智文「広島高師附小「自由研究」における国語
学習指導」、『論叢国語教育学』、第４巻、1996

＊

青木靖「戦後「教科・自由研究」の教育実践に関す

れているか、客観性はあるか、主観であれば、その人の

る一考察―栃木師範国民学校と附属宝木小の実践
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