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「女性g教育」m近代

―女子大学m史的変遷˜t}Ge―

天 童 睦 子

nWƒj女性g教育再考

2019年#宮城学院女子大学n大学開設J‹70周年m節目˜迎G^"学都

仙台m伝統校m一cfA‘本学m歴史n#1886（明治19）年#宮城女学校

m開学j遡‘"女性m社会的地位K低N留ƒ置J’eC^時代j#創立者^

`n¨æμÄ教jŠ‘女子m高等普通教育m学校gVe宮城女学校˜起RV

^"

†Ke第二次世界大戦後#教育m民主化K進~#戦前・戦中期}fn女性

jnzg™h閉UT’eC^大学教育m門戸K開J’^"1949（昭和24）

年#宮城学院女子大学（以下本学）K開設（英文学科#音楽科）#翌1950年

jn短期大学˜設置V^（家政科#国文科）"本学n教養g専門性˜備G^

品格A‘女性m育成m^ƒm教育機関gVe#ÑéïÄåïÆôm役割˜担

beL^大学m一cgCGŠE"

2015年春#筆者n女性学m教員gVe本学j赴任V^"\m年J‹¦æ

¨áåÜ改革m一環gVe基礎教育科目K刷新T’#全学生向Pj開講T’

‘「MGUμ»ï¼ôÅ」科目K具体化V^"\m特徴g構成n#1）女性

gVem生L方˜問C#将来m方向性˜考G‘教育科目m充実（¨æμÄ教

学#女性g人権#社会保障g福祉ih）#2）大学生#社会人gVe必要i
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基礎μ¨çm修得（基礎演習#外国語#情報処理ih）#3）¨ßæ›Ã²

Ÿï科目m 3 cm柱fA‘"土台jA‘mnæÕåç・›ôÀ（教養教育）

重視gCE本学m一貫V^教育姿勢fA‘1)"

女子大学m強~n#女性m高等教育j特化X‘Rgf#女性m#女性m^

ƒm学rjŠŒ#自立V^「個m育成」˜具現化fL‘gR“jA‘"

本稿n#20世紀半o以降m日本m「女性g教育」m変化#gŒ•P女性

m高等教育K社会miJfhE位置dP‹’eL^mJ˜#社会・文化構造

m変容g重liK‹検討X‘„mfA‘"主j#知識伝達m社会学的枠組~

m„gj#別学/共学˜ƒO‘議論#戦後m「女性g教育」g´¢ï¼ô体

制˜見‘"\Ve宮城学院女子大学m史的変遷˜一事例gVe#女子大学m

歴史的・現代的意義g課題˜検討V^C"

. 知識伝達m社会学―学校知識nij˜_’j伝GeC‘J

学校知識g正当化機能

学校n子h„˜#学習˜通Ve社会化V#社会j送Œ出X機能˜持beC

‘"産業社会miJm学校教育n#職業社会wg生徒・学生˜送Œ出X人員

配分m機能˜n^VeL^"}^#学校n#知識m正当化#Ñ¤ôÚçi公

式m¦æ¨áåÜ˜通Ve#選別T’#正当化T’^知識˜#「真理m教授」

gVe疑Cm目˜受P‘RgiN伝達X‘役割˜担beL^（Apple, M.

1979）"R’˜#教育m正当化力g呼u者„C‘（Meyer, J.#竹内 1992）"

正当化理論n#制度gVem教育K#従来個人的i「判断†勘」ihm領域

jAb^仕事˜#合理化T’^知識体系j編成Ve#合理化T’^知識K制

度的規則giŒ#\mŠEi知識˜持beC‘g~iT’^人˜一定m地位

j位置dP#配分X‘Ý¦Ç¶Ü˜示X„mfA‘2)"
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知識m二類型

知識gn日常的経験#認識#学習ihm作用˜通Ve得^内容m集積fA

‘"社会学的知識論gVe#^gGoÚôÄï（Marton, R.）n#知識˜#

観念#ŸÃ¥é©ô#哲学#科学#法的#倫理的信念ih#実質上「文化的

所産m全域」gV#社会的#文化的諸要因gm関連jICe捉G^3)"

教育伝達m視点j立eo#知識n#学校知識g日常知識m二類型fg‹G

‘RgKfL‘"学校知識n#学校jICe伝達T’‘知識内容g認知様式

˜指V#\’n#日常知識（生活j根UV^実践的知識）m文脈J‹切Œ離

T’#正当化T’^知識fA‘4)"

知識m伝達jICe#学校知識gVe定義T’#正VC„m#真理gV

e#教師J‹子h„^`j伝達T’eC‘mn#実際jn広大i「知識m社

会的在庫」（Schutz, A.）J‹#正当i知識gVe#選別T’#組織化T’

^#SN一部m知識jXMiC"\Ve#学校知識gVe¦æ¨áåÜj整

然g並r^e‹’‘知識m束n#\m時代#\m社会m政治的意図（権力）

g無縁fniCmfA‘"

知識伝達g´¢ï¼ô

ij˜「知識」g~iXmJ#_’jgbem「知識」imJ˜問ERg

n#知識伝達g´¢ï¼ô研究m根本的i課題fA‘"Ñ¢ÛÇ¶Ü知識理

論m出発点n#既存m学問jICe「知識」g¦¡ïÄT’‘„m#科学的#

合理的#客観的i知gT’‘„mm妥当性˜問C#選抜T’^知識K「真理」

gVe正当化T’‘立場j潜‚#男性中心的i知m生成秩序j疑問˜呈X‘

gR“jA‘5)"

学校n一般j#男女均等˜原則gV#「正VN中立的i」業績主義#能力

主義˜前提gV^知識伝達m場g思•’eC‘"VJV#gLj可視的・不

可視的j#当該社会m支配的文化mŸÃ¥é©ô的伝達m場g„i‘"\’
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K#能力主義g·ª³¶Ü（性差別）m両輪K作動X‘#不平等m再生産装

置gVem学校教育m隠’^顔fA‘（天童 2019)6)"

批判的教育学m論者›¿Óçn#学校gCE場n「支配的集団mŸÃ¥é

©ô的Ô®ÞÇôj貢献X‘ŠEi規範#価値#性向#文化˜教G‘Ô®Þ

Çô装置」gVe#不均等j階層化T’^社会秩序˜維持・再生産X‘「隠

’^/隠T’^機能」˜„beC‘gCE（Apple, M. 1979）"\RJ‹

「隠’^¦æ¨áåÜ」研究K展開T’#公的i学習内容m配置（公式m¦

æ¨áåÜ）_PfiN#学校生活miJf子h„#生徒K従ExL暗黙m

L}Œ†規制#社会j支配的i規範†価値m秘Ji教G込~KA‘RgK指

摘T’^"R’˜「„E一cm 3R」（çôç#çôÂœôï#è©áèô

³ãï）（Ballantine, J.）g表X‘研究者„C‘7)"gŒ•P#学校教育j

IP‘´¢ï¼ôm不平等m再生産装置m側面j注目V^mK#「隠’^¦

æ¨áåÜg´¢ï¼ô」研究fA‘（後述）"

一方#学校知識m伝達過程jIP‘´¢ï¼ôm差異化n#目j見G‘形

f再生産T’eL^"\m事例gVe日本m「女性g教育」m近代史˜振Œ

返be~ŠE"

. 戦前期m女性m教育g´¢ï¼ô化T’^知識伝達

女性g教育m近代史#iJf„男女別学/共学˜ƒO‘議論˜遡’o#大

LN三cm時期f整理fL‘"第一n明治期m公教育m成立期#第二n第二

次世界大戦後m教育m民主化jg„iE男女共学化m時期#第三n2000年

以降m男女共同参画社会jIP‘共学化m推進g#女子大学m再注目m時期

fA‘8)"

教育m近代

日本jIP‘教育m近代化n#1872（明治 5）年m学制公布jŠ‘公教育
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制度m創出J‹始}b^"明治m教育令（1879/明治12年）fn#学校fn

男女別m学級#学校j分P‘RgK原則gT’eC^"当初n小学校fn

「男女教場î同ªμçÞ妨¬Æ³」gibeC^K#1890（明治23）年m教

育勅語m渙発g国民m教育方針K確立X‘g#\m翌年jn別学m原則KŠ

Œ徹底T’#例外n小学校二年生}fj引L下Q‹’^"男女˜分P‘性別

分離型m教育理念m背後jn#「男女七歳jVe席˜同WEZY」gCb^

儒教的思想m影響KAb^gT’eC‘9)"

当時m男女別学級編制m理由gVen#男女jŠbe\m性質#風習#社

会的i仕事K違Emf教育m方法„違•U‘˜得iCgCE„mfAb^"

Rm明治期以来m別学理念n#昭和期j}f引L継K’^"1941（昭和16）

年#国民学校令施行規則改正f„小学校二年}fn例外˜認ƒcc#可能i

限Œ男女別m学級編制gX‘RgK要請T’^"

明治期m公教育n#近代国家m建設g\’˜支G‘「家」制度m„gf#

´¢ï¼ô化T’^国民m養成g結rcCeC^Rgn注視XxL_“E"

明治期m思想成立jcCe述x‘小山静子jŠ’o#男性K生産活動†兵

役j従事X‘RgjŠbe近代国家m国民gi‘一方#女性n#男性m活動

˜家庭jICe支G#次世代˜育成X‘RgjŠbe間接的j国民gVe統

合T’eCb^"女性n「国家jgbem子h„」̃ 産~育e‘役割#家事・

育児・内助gCb^家庭内役割˜通Ve国家m発展j寄与X‘„mg見iT

’#\’˜合理化V^mK「良妻賢母」m思想fA‘10)"

明治期m学校教育

当時（明治期）m別学n#性別¦Â°æôj依拠V^分離型教育fAŒ#

学校空間_PfiN#学習形態†教育内容m差異KAb^"\Ve女子m教

育内容n大LN制限T’eC^"

1897（明治34年）m高等女学校令施行規則g同年m中学校令施行規則˜
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見‘g#^gGo数学n#高等女学校K 4 年間#週A^Œm授業時数K 2

時間f#算術（分数・比例・割合・開平）˜教G‘RgK基本fAb^mj

対Ve#中学校（旧制 男子m~）n 5 年間#週 35 時間f算術mzJ代

数初歩IŠr平面幾何}f˜教G‘RgK基本fAb^"Xi•`#明治期

m高等女学校fn#同年m中学校（男子）j比x英・数・国m合計時間数n

半分j満^Y#裁縫#家事gCb^科目j時間K割J’eC^"女子m教育

fn明確j「家庭役割」j適V^科目j比重K置J’^mfA‘11)"

明治期m社会動向g女性m位置

明治期m社会動向g女性m教育m変化˜整理VeIRE"

明治期m急速i近代化・産業化m推進#富国強兵#家制度#公教育m創出

gCE国家戦略n#家族g子育em意味˜大LN変G‘„mfAb^"

第一m変化n#「家」制度m„gfm家族g国民m管理fAb^"家制度

n#„g„g伝統的j家族生活m統率者fA‘家長m„gj#家名˜存続・

繁栄X‘Rgj重点˜IN社会制度mRgfA‘K#明治m国家体制m„g

f家制度nŸÃ¥é©ô的j再編・強化T’^"

第二m変化n#前述m公教育制度m創出fA‘"学校教育gCE制度化T

’^公教育m登場g普及n#Xxem子h„j学rm機会˜提供X‘意味K

Ab^"他方#国民gCE成員性（国民性）˜拡大V国家j寄与X‘子h„

m養成#Xi•`国家形成m^ƒm大衆教育（竹内 1992）m機能˜持`#

近代m学校教育制度m枠内j子h„˜囲C込~#「国家jgbem子h„」

˜養成X‘過程g„i‘"T‹j第三m変化gVe#学校教育m補完的役割

˜担E家庭教育m£ô´¢ïÄgVe#母親K注目T’‘Rgjib^12)"
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. 学校教育g家庭教育―社会化£ô´¢ïÄgVem母m創出

家庭教育m誕生

「家庭」gCE言葉m普及jn#福澤諭吉KJJ•beC^RgnŠN知

‹’eC‘"石井研堂m『明治事物起源』jŠ‘g#「家庭」gCE熟語K

世間fTJ™j使•’‘ŠEjib^mn#福澤K明治 9 年～10年jJP

e発行V^『家庭叢談』gCE雑誌˜契機gVeC^gT’#彼K時代j先

駆Pe家庭wm関心˜抱CeC^Rg˜示X„mg言•’eC‘（渡辺

2010）"Rm小冊子m発刊m言葉fn#「家庭内mRgm~˜記Ve#zJ

mRg˜考GiCgCE意味fniN」#「家風m正VC家m主人向Pj#朝

夕親子m話題gibeŠC事柄˜書REgVe」『家庭叢談』g名付P^g

V#「Rgm大小内外jJJ•‹Y#小n一家m世帯#子供m訓導ŠŒ#大

n天下m経済#全国人民m教育j至‘}f#親子間f話題jVeTVcJG

iCRg」˜取Œ上QŠEgCEmfAb^13)"

„bg„#Rm文面J‹„推V量’‘ŠEj#福澤m手jŠ‘明治初期m

同誌m読者層n#一定m階層以上m家長向Pm意味合CK濃C„mfAb

^"ŠŒ一般向Pj#}^女性#母親˜読者gVe想定V^「家庭教育」m

書物K数多N出版T’‘mn#明治20年代以降mRgfA‘"

家庭教育n「家庭m中f子h„j対Ve行•’‘教育」˜指X"\’n近

代教育m成立gg„j学校教育˜補完X‘家庭m教育役割m文脈f登場V

^"「家庭教育」gCE用語n#家f行E「普通教育」#Xi•`学校教育m

対概念A‘Cn\’˜補完X‘概念gVe1880（明治13）年j当時m文部

省m公用語gVe使用T’始ƒ^gCE14)"

小山静子jŠ’o#家庭教育論m嚆矢n#1885（明治18）年創刊m『女

学雑誌』j求ƒ‹’‘gCE"\Ve#徳富蘇峰m『家庭雑誌』（1892～98）#

羽仁吉一・羽仁„g子jŠ‘『家庭之友』（1903年創刊#m`m『婦人之



( 12 )( 12 )

「女性g教育」m近代

友』）#堺利彦jŠ‘『家庭雑誌』（1903～09）g#明治期m後半jn家庭教

育論KÝÃœ›miJf一定m位置˜占ƒ‘}fjib^"

Rm背景jn#家庭教育#IŠr学校教育wm関心m高}Œg#読~手g

Vem母親・女性m識字力m上昇KAb^g思•’‘"明治30年代n#日

本jIP‘初等教育政策K軌道j乗b^時期fAb^"当時#女子就学率„

著VC伸r˜見Z#1899（明治32）年jn50台#1904（明治37）年jn

90台g試算T’eC‘（小山 1991)15)"

加GeRm時期n#江戸J‹明治wg変•be30年以上^`#江戸期m

育児観˜„b^旧世代m祖父母g#学校教育m普及miJf子育e˜X‘親

世代m考G方m相違KA‹•jib^時期f„Ab^"「家庭教育」論˜記

V^書物m興隆m背景jn#子h„観#育児観m世代間m軋轢g#社会m近

代化m中f親m育児戦略m転換KAb^g考G‹’ŠE"

}^#伝統的j家†共同体f行•’eL^VcP#行儀作法#見習C教育

gCb^旧来m育児法#教育方法n#公教育制度m浸透gg„j崩’ccA

b^"\Ve#村落共同体J‹m自律性・独立性˜高ƒ^家族n#閉鎖性・

ÓåŸÌ³ôm壁˜次第j強ƒ#家庭gCE私的領域jICe子育e責任˜

担E「母」m役割K強調T’eCNRgji‘"

近代化m過程f#女性n#家庭jICe男性m活動˜支G#次世代m「Š

L国民」˜育成X‘家庭内m「社会化£ô´¢ïÄ」gi‘Rg˜通Ve#

国民化T’eCb^"\m一方#父親n„bp‹一家m稼M手gVe生産労

働j従事V#子育ewm関与˜徐々j後退TZeCb^mfA‘16)"

「教育X‘家族」g文化資本m伝達

\m後m大正期jn「教育X‘家族」（沢山 1990）m登場KAb^17)"

「教育X‘家族」gn#戦略gVem教育意識˜„c教育投資j熱心i家族

fAŒ#子h„m将来m^ƒj#ŠŒ高C学歴m獲得˜目指Ve#子h„m
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教育j高C関心˜抱N家族mRgfA‘"

当時#日露戦争#第一次世界大戦˜経e#産業化g都市化K進展X‘iJ

f#日本fn新中間層K本格的j登場V^"新中間層gn#資本家f„労働

者階級f„iC中間m階級的位置˜占ƒ‘階層fAŒ#頭脳労働#俸給gC

E所得形態#生活水準m中位性˜特徴gX‘"大正期（1920年R“）j新

中間層n全人口m 5～8zhfAb^K#東京（東京市）fn 2 割˜超G#

都市部j比較的多N~‹’‘新^i階層gib^"

新中間層m家族n#生産g消費m分離#主婦gVem女性m役割m強化#

子h„wm教育的配慮gCb^特徴˜„c"\m職業n#官吏#教員#会社

員#職業軍人ih#近代化gg„j生}’#学校教育（高等教育）˜経e形

成T’‘近代的職業fAb^K#\’‹n家業gniŒGY#親J‹子wm

直接的経験知m伝達gCE社会化jn限界KAb^"\Rf#親n子h„

j#「学歴」gCE制度化T’^文化資本（Bourdieu, P.）˜獲得TZ‘R

gf自‹社会的地位˜再生産・上昇TZ‘戦略˜取beCN$RmŠEi新

中間層m親^`m「教育jŠ‘階級的上昇g#ŠŒŠC生活wm期待m心性」

˜支G^mKÝæÄªå³ômŸÃ¥é©ôfAb^18)"

戦時下m子h„m意味g´¢ï¼ô統制

戦前・戦中m女性m位置dPg子h„観jcCe#簡略j触’eIRE"

\’n「戦力gVem子h„」˜育成X‘時代fAb^"

1931（昭和 6）年m満州事変#1937（昭和12）年m「国体m本義」配布#

1938（昭和13）年m国家総動員法m公布g#非常時体制K成立X‘iJf#

戦時下jICen「戦力gVem子h„」g「産‚性gVem母性」m強調

KAb^"国力増強˜目的j「ŠC兵隊˜cN‘」RgK国策gVe明示T

’‘iJ#保健政策jICen#当時欧米g比xe高Jb^結核罹病率#乳

児死亡率˜下Q#国民m体力向上K図‹’^"REV^動Lg対応Ve#
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「産~育e‘性」gVem女性#母親wm関心g統制K高}b^"

当時m母親向P雑誌ÝÃœ›m言説研究jŠ’o#1940年代jn#「国家

m母胎」gVem母役割K#戦時m言論・ÝÃœ›・思想統制m„gf#広

N流布T’eCb^gCE（高橋 2004)19)"

\Ve#「産ƒŠ殖†ZŠ」mJP声m„g#国˜挙Qe出産奨励策K推

V進ƒ‹’‘iJf#避妊薬†避妊具m販売n禁止T’#中絶n堕胎罪jŠ

be罰Z‹’^"性#出産#育児gCE再生産m営~n#国家m強力i統制

下jIJ’^mfA‘（沢山 1998)20)"

近代家族g再生産戦略

第二次世界大戦m敗戦mm`#日本n戦後m法制度改革jŠbe#Jce

m「家」制度n法律上消滅V^（1947年改正民法m施行）"

「家」制度˜支GeC^家父長制的家族規範j代•be#戦後日本m家族

³μÂÜ˜支G^mn#都市中間層˜中心j広}b^「近代家族」m規範f

A‘"

「近代家族」gn#近代産業社会K生~出V^家族m一類型fAŒ#核家

族#性別役割分業#子h„中心主義#母性愛#家族間m情緒的絆m強調#非

親族m排除g職住分離#ÓåŸÌ³ô空間m確保ihj特徴dP‹’‘"日

本fn#高度経済成長期m1950年代後半以降#「近代家族」m理念g形態K

次第j一般化VeCb^"

戦後m家族m変容n#子h„m意味†教育m変化g„連動X‘"Jcem

農業中心社会jICen#子h„n労働力#家m後継M#親m老後保障gV

em意味˜„beC^"\’K雇用者比率m増大g都市的åŸÑμ»Ÿçm

浸透miJf#子h„m数˜制限Ve一人一人m子h„jfL‘_P質m高

C教育˜与G#将来有利i職業j就JZ^CgX‘親m教育戦略K生}’

^"\RJ‹「少iN産™fŠN育e‘」意識K広KŒ˜~Z^"RmŠE
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i子h„g教育m価値m転換n「少子化時代m再生産戦略」（天童編 2004

141）wgciKbeCN21)"

T‹j#母m役割m変化˜見‘i‹o#1960年代以降#社会化£ô´¢

ïÄgVem「母m孤立化」˜指摘VeIN"天童（2004）K育児雑誌分

析研究f述x^mn#1970年代#育児ÝÃœ›K都市部m母親層˜中心j

一定m読者層˜獲得V^背景j#育児環境m変化KAŒ#Jce親族†地域

m人間関係j支G‹’#複数m手jŠbe営}’eC^育児n#家族構造m

変化（核家族化#小家族化）j伴C#性別役割分業体制j彩‹’^都市型¯

ÛáÇÂœmiJf#母親m肩j重NmVJJbeL^"近代家族jIP‘

女性#gNj母m位置dPn#医者（衛生）g教師（VcPg教育）m代理

機関giŒ（Donzelot, J）#「愛情」m名m„gj子h„m身体wm配慮g

VcP責任˜一身j担E存在j特化V^mfA‘22)"

. 教育m民主化g´¢ï¼ô体制―別学・共学m理念g葛藤

次j「女性g教育」m近代jIP‘第二m転換点˜見eCRE"\’n#

第二次世界大戦後m「教育m民主化」jAb^"

1947（昭和22）年 3 月31日公布m教育基本法fn#教育上m男女平等K

記T’#男女共学jcCen「男女n#互Cj敬重V#協力VA•iP’o

i‹iC„mfAbe#教育上男女m共学n#認ƒ‹’iP’oi‹iC」

（第 5 条 男女共学）g規定T’^"

戦後#GHQ m„gf教育改革˜担beC^ CIE (Civil Information and

Education Section）m強力i指導m„gj#本格的j男女共学K導入T’

eCNRgjib^"

公立m小・中学校nzhiN完全j共学化T’^"„bg„#中学段階n

第二次性徴m発現期fA‘^ƒ心身mÌåïμ˜欠L†XCgT’#男女間

m風紀m乱’#学力差#両性m要求j~Ab^施設設備m不備ih˜問題視
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X‘意見„Ab^"VJV#現実jn男女m相互理解m進展†学力差m解消

ihjc’#中学jIP‘共学n制度gVe定着V#日常化VeCb^"

1949年（昭和24年）時点f全国12007校中#男女共学m実施校n11958校

（施設設備上†‚˜得iC49校˜除N）g#全国f共学化V^"

一方#高校段階fn#1953年jn全国m高校m七割zhK共学制˜取‘

j至b^K#地域jŠŒ違CK見‹’^"戦後m新制高校fn#通学区域制

（小学区制）#総合課程制（総合制）#男女共学m三原則K求ƒ‹’^„mm#

gŒ•P高校m共学/別学m採否jn温度差KAb^"

当時#京都jIJ’^軍政部K西日本˜中心j#徹底Ve共学˜進ƒ^m

j対Ve#仙台jAb^第九軍団軍政部m「寛大i対応」K#\m管轄区

（東北#北関東）j別学˜温存X‘要因gib^g„C•’eC‘23)"\m

理由jn諸説A‘"GHQ m東北#北関東担当者K#›Ýæ¦˜例j#優’

^女性m輩出jn単一m性（single sex school）m教育環境#c}Œ女子校

K良CgV^gm説fA‘"›Ýæ¦m「æÕåç」i女性教育gVe

seven sisters（名門 7 女子大学）ihKŸÝô´T’^RgK推察T’‘24)"

\mm`東北#北関東j集中的j残b^公立男女別学校K#共学J別学J

m論議f揺’‘mn1990年代以降mRgfA‘"

 別学/共学m議論g変化

1999年#日本f男女共同参画社会基本法K成立V^"20世紀後半m世界

的i女性m地位向上˜目指X機運miJf#日本社会jICe„´¢ï¼ô

平等社会wm関心K高}beC^"2000年以降教育m分野f顕著gib^

mK#公立高校m男女共学化m推進fAb^K#\m背景jn#男女共同参

画社会m潮流oJŒfiN#少子化wm対応gVem学校再編m動向KAb

^"

1990年代半ojn高校段階fn5497校mE`#女子m~643校#男子m~
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293校f#別学K17fAb^"\mE`#公立高校4163校mE`#女子m

~157校#男子m~62校AŒ#別学m割合n5.3fAb^（1994年）"

2011年jn#公立高校jIP‘男女別学m比率n全高校数3724校mE`

60校j}f減少V#全体m1.6j}f減少V^25)"

宮城県公立高校m事例

公立高校m共学/別学m動向f#VoVo登場X‘宮城県m事例˜追be

~ŠE"宮城県fn2010年#Xxem公立学校K共学gib^m_K#市

民#生徒#卒業生#Úμ・ÝÃœ›˜巻L込‚論議K巻L起Rb^RgK知

‹’eC‘"

宮城県fn1998年jn公立m別学高校K27校g#県立高校総数m三割˜

占ƒeC^"当時#全国f公立高校m別学m割合K10˜超G‘県n四県

Ab^K#宮城n全国m公立高校f際立be高C別学比率˜保持VeC^"

実n#宮城県f„1951（昭和26）年時点f#農村部fn農業高校†普通

高校K共学gibeC^"}^将来m人口増˜見越Ve#仙台市g\m近隣

j70年代j男女共学m高校K次々新設T’eC^"j„JJ•‹Y#1990

年代j共学化wm「抵抗」K表立b^mn#Rm地域特有m教育的風土jA

b^"男子n仙台一高#二高#三高#女子n宮城一女#二女#三女g#C•

ˆ‘「ÆïÌôμªôç」g呼o’‘伝統校K男女別jAb^RgfA‘"

宮城県jIP‘公立高校m共学化m経緯j詳VC水原克敏m}gƒjŠ’

o#2000年#男女共学化g高校再編˜検討VeL^同県m県立高校将来構

想有識者会議n#異論„Ab^K#ÆïÌôμªôçm別格扱Cm例外˜認

ƒY#Xxem県立高校m共学化˜決ƒ^gCE"\m理由gVe#「教育

的j男女共学K望}VC_PfiN#法的j見e„#公的i場fn#男女m

性jŠbe差別T’iCRgK原則fA‘」g記VeC‘"

共学推進J#別学m保持J˜ƒO‘県民m声jn#「（公立m）受験資格j
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性別KA‘mn問題」「男女平等m観点J‹見‘g#別学gCE戦前m遺物

n歴史的役割˜終G^」gCb^意見J‹#「共学化X‘g学力K落`‘」

「別学K時代遅’_gCEmnIJVC」gCb^„m}f賛否T}U}A

b^gCE26)"

別学/共学m理念g現実―´¢ï¼ô化T’^教育戦略

一方f#男女別学wm価値dPg#近年m別学wm関心m高}Œ˜指摘X

‘向L„A‘"

別学wm注目理由mqgcj#著名大学wm進学実績mA‘高校j#男女

別学校K少iNiCRgKA‘"教育関連m情報誌†書籍jn「男m子#女

m子m育e方」「男女別学n子h„˜伸oX」gJ#「東大合格者jn別学出

身者K多C」gCb^謳C文句K踊‘„m„散見T’‘"

gŒ•P#現代版m「教育X‘家族」m戦略上#子h„m早期教育j意欲

mA‘一部m親^`jgben#私立中学受験fm共学J#別学J#n大L

i関心事mqgcfA“E"

VoVo#「別学n子h„˜伸oX」g教育産業的文脈fC•’‘gL#

念頭jIJ’‘mn教育効果f#男女別j教G‘Rgf成績K上K‘gCE

教育効率K強調T’‘"\Ve\m論拠gVe脳科学K持`出T’#男女n

「生}’cL」発育Öôμ„違Go#記憶mV方„違EV#学習態度#感情

m表V方„異i‘m_J‹#男女m違C˜生JV^教育K大事g#´¢ï

¼ô化T’^教育戦略K企図T’‘"

RRf留意ViP’oi‹iCmn#「女子n言語能力j優’#男子n空

間認知能力K高C」gCb^教育言説n#男女m先天的・生得的i知能#特

性#役割m違C˜強調X‘´¢ï¼ô化T’^言説g結rcP‹’†XCR

gfA‘"\’n#女性˜高等教育†特定m学問分野J‹遠UPeL^性別

特性論˜彷彿gTZJliC"
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´¢ï¼ô化T’^能力m「定説」˜調xŠEg#R’}f多種多様i実

験†調査KiT’eL^K#\’‹m結果n必YV„一致X‘„mfni

N#観察T’^性差K先天的i„mfA‘mJ#後天的i„mfA‘Jjc

Cen諸説A‘"^gGo#「女子n理数系K苦手」gCE固定観念jcC

en#能力ŠŒ„#好L嫌CK影響VeC‘gm研究„A‘27)"

海外m研究f知‹’eC‘mn#VoVo引用T’‘「数学m成績m差

n#男女m社会化m違CjŠ‘」gm説明fA‘"›Ýæ¦m教育社会学者

Ìåï»Ÿïn#男女m成績m違Cm例gVe#女子n読~書L#文学f点

数K高N#男子n数学g科学f点数K高C傾向jA‘#gV^EGf#研究

者m多NK#数学m成績m差n#男女m社会化†経験j原因KA‘g結論d

PeC‘"

´¢ï¼ô的μÂè¥»ŸÓ˜内包V^社会化n#幼少期m家庭環境†初

等教育段階J‹Xfj始}beC‘"男子n#自分f考G‘RgK奨励T

’#多Nm教師n男子j対Ve#VoVo女子ŠŒ„高CèÕçm要求˜X

‘"一方#成績m良C女子n男子zh注目˜集ƒiC"\VeÚŸÊæÂœ

m生徒K}Tj\EfA‘ŠEj#女子n男子zhjn自分K数学†科学j

n長PeCiCm_gCEμÂè¥»ŸÓ˜信W込~#彼女^`n数学†科

学wm関心˜失beCN28)"

性差別m撤廃j向P^教育m取Œ組~gVe#海外fn1980年前後J‹

具体的iÓé´¢ªÄK始動V^"ŠN知‹’^例j#英国Úï½¢μ»ô

m高等教育機関jŠ‘#GIST（Girls into Science and Technology）KA‘"

理系#技術系j„bg女性˜進}ZŠEgm›ª³ãï・æ±ô½m取Œ組

~fAb^"GIST fn女子生徒m多NK理系科目˜「敬遠」X‘背景˜探

Œ#男女生徒m興味・関心m違Cm背景j#就学前m「生物学的活動」g#

「修理・解体経験」m違CKA‘Rg˜示V^"^gGo#女子K動植物j

関心˜持`†XN#男子K物m分解†解体j興味˜抱LK`imn#日常m
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生活体験†遊rjŠ‘„m#Xi•`社会化j要因˜見出VeC‘"

GIST n1979年J‹ 4 年以上JPe#性差別撤廃法m運用˜担E「機会均

等委員会」（Equal Opportunity committee）g#国m教育研究機関#\Ve

Úï½¢μ»ôm高等教育機関jŠŒ実施T’#\mÓé´¢ªÄ対象校f

n「女子別編成」Óé«åÜ„取Œ入’‹’^"単一m性（女子校）m教育

n#´¢ï¼ôÌŸ›μJ‹解L放^’^学習環境˜作ŒE‘Rg#´¢ï

¼ô化T’^「隠’^¦æ¨áåÜ」J‹m解放K企図T’^mfA‘29)"

 女性m高等教育m制度化―女子大学m創設

日本m戦後教育m„E一cm転換点j戻“E"\’n女性m高等教育m制

度化jA‘"敗戦J‹}„iC1945年12月j#文部省n「女子教育jIP

‘刷新要綱」˜作成V^"\miJf女子大学m創設#大学教育jIP‘共

学制gCE 2 cm目標˜JJQ#\m実現j着手V^"

戦前期jn•YJi例外˜除Ce#女子jn閉UT’eC^大学教育m門

戸K開C^mfA‘"「•YJi例外」n#東北帝国大学（現在m東北大学）

f1913（大正 2）年#理系分野j 3 人m女子学生˜受P入’^RgK知‹’

eC‘"\mqgŒ黒田½¦（18841968）nm`j化学者giŒ#「紅花

m色素¦ô±Ûïm研究」jŠŒ日本f二人目m女性博士gib^30)"

女子大学g´¢ï¼ô・Äå¿ª

女性m高等教育m実現n#戦後m制度改革gVe具現化T’^"新VC大

学制度m発足gg„j#既存m「男子m^ƒ」fAb^大学K共学制˜gŒ#

女性j門戸˜開C^"\Ve女子大学創設„進™_"新制大学m発足

（1949年）j先立`#前年m1948年j十二校m公立・私立大学m認可KiT

’^K#\mE`五校n女子専門学校J‹m昇格˜果^V^女子大学fAb

^"T‹jCGo#\m五校mE` 4 校n¨æμÄ教系大学fAb^"
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天野正子n#女性m高等教育n#戦前m「家」制度˜支G‘「教養豊Ji

家庭婦人m育成」J‹戦後m「平和i国家・社会˜cN‘個m形成」wg#

一大転換˜遂Q^g述xeC‘（天野 1989)31)"

\m後#女性m高等教育wm進学率n次第j上昇V#1970年jn17˜

超G^"^_V#\m六割n短大K占ƒeC^"

戦後J‹高度経済成長期jJPe#女性m教育jn男性m高等教育m展開

gn異i‘道筋K„^‹T’^"女子学生wm教育機会m平等n#必YV„

就業機会m均等gn連動ZY#†Ke70年代j次々g作‹’^短期大学

K#女子向P高等教育mÚμ化段階m受P皿gVe機能V^"\Ve#「男

子n四年制#女子n短大」gCE´¢ï¼ô・Äå¿ª（性別軌道）gib

eCb^"\’n高度経済成長期m産業社会m要請g相}be#労働市場j

ICen短期的ÙμÄ˜担C（C•ˆ‘「腰JP」的就労）#†Ke結婚退

社˜Ve家庭維持機能˜担E妻・母役割gVe#性別役割分業³μÂÜmi

Jj組~込}’eCb^mfA‘32)"

女性m進学g就労

1950年代J‹2018年現在}fm女性m就学率（男女別Ãô» 図 1）˜

見‘g#高校進学率n1970年代以降上昇V#80年代jn男女g„95˜超

G^"4 年制大学m進学率n男女間m差異KAb^K#90年代半oj#短大

m進学率K下降傾向gib^"C•ˆ‘女子大学離’#短大離’K進™_時

期fA‘"短大wm進学率n1994年m24.9˜Ðôªj減少VeC‘"労

働市場fn#90年代mÌÒç崩壊#1991年J‹m経済m後退期gib^"

新卒採用難m時期j#真b先j矛先K向P‹’^mK#短大卒女性m一般職

m¯ôμfAb^"

1996年#女性m 4 年制大学進学率K短大m\’g逆転V^"RmŠEi

状況下f#80年代後半以降#短大#iCVn女子大学J‹ 4 年制共学wg
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http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-

00-01.html
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姿˜変G^大学nJiŒm数j上‘"武庫川女子大学m教育研究所「女子大

学統計資料」jŠ’o#90年代半o以降（9499年）共学化V^数n14校#

20002004年j12校#20052009年n 7 校fAb^"同資料jŠ’o#1998

年j98校Ab^女子大学m数n#2018年現在77校fA‘"90年代n「少子

化現象m社会問題化」K注目T’^時期f„A‘"90年代jn#公立大学

m統合・再編m動LmiJf複数m公立女子大学K共学化V^"私立m女子

大学#gŒ•P短期大学jICen#短大経営m厳VT†#学生数m倍増˜

狙b^経営戦略的共学化KAb^RgK推察T’‘33)"

大LN}gƒ‘g#戦後m女性m高等教育m意味dPn#第一j#Jce

m「家」制度˜支G‘「家庭婦人m育成」J‹「平和i国家・社会˜cN‘
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個m形成」w#第二j#性別役割分業体制jIP‘#家事・育児gCb^再

生産領域m担C手w#第三j#企業†組織m´¢ï¼ô秩序（性別職務分離）

jICe割Œ振‹’‘´¢ï¼ô化T’^労働m担C手w#m変化gCGŠ

E"

IŠ\30年前m1989（平成元）年m女性m 4 年制大学進学率n14.7

（男性34.1）fAb^"近年m女性m大学進学率n上昇傾向jAŒ#女性

50.1 男性56.3（2018年）g#図 1 j示XŠEj#男女格差nJiŒ縮

小VeC‘"^_V#大学院進学率m差異n未_大LC"理系・医学系分野

m四年制j進‚女性割合„諸外国j比xe低C状況n続CeC‘"

. ¨æμÄ教g女性m教育

事例gVem宮城学院女子大学

冒頭f~^ŠEj#大学開学70周年m歴史˜„c宮城学院女子大学„}

^#社会m要請g無縁fniC"^_V#Û¿³ãï系女子教育m草分Pg

CE#歴史的意味˜„cRg˜特筆VeIN"gCEmn#前述V^国民m

育成gVem「良妻賢母」ŸÃ¥é©ôgn趣m異i‘#¨æμÄ教主義的

i価値伝達m場f„Ab^^ƒfA‘"Rm点n#稲垣恭子（2018）#片瀬

一男（2018）zJ#共同研究m一環gVe行b^講演#\m後m論文等f

明‹JjT’eC‘（³ïÙ´¡Ü「東北jIP‘女子Û¿³ãï教育m社

会史｣)34)"

¨æμÄ教g女性m教育

¨æμÄ教K日本m女子教育j果^V^影響n大LC"Rm点jcCe隅

谷三喜男n#「封建日本jICe人間関係n対等者間m人格的関係gVe把

G‹’Y#常j上下m支配従属関係gVe#VJ„地縁#血縁等m自然的関

係˜媒介gVe成立VeC^」gV#\’ˆG「¨æμÄ教n当初著VN倫
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理的#社会倫理的i革命思想gVe受P入’‹’^」gCE"T‹j#当

時#女子j学問n必要iCg考G‹’eC^日本社会f#宣教師‹n明治期

初ƒJ‹#伝道m手段gVe#}^「女子m驚Nzh低C社会的地位˜多少

g„引L上Q‘^ƒ」#女学校˜各地j設立V^"¨æμÄ教主義j基dN

女子教育n#女性m権利m主張#女性m解放運動jciK‘„mgm見方„

fL‘35)"隅谷三喜男nm`j東京女子大学m学長gib^人物fA‘"

小檜山çŸ（2016）m整理jŠ’o#1930年代（昭和 5 年R“）¨æμ

Ä教伝道事業jICe#女子教育m社会的ŸïÍªÄn大LN#ÓéÂμ»

ïÄ・¨æμÄ教主義m高等女学校n38校（男子中学校17校）#女子専門学

校n23校（男子専門学校 9 校）g#戦前jICe日本内外m¨æμÄ教徒

n「女子教育j多Nm資源˜傾注」V^gCE36)"

東北jIP‘Û¿³ãï系女子教育m展開

歴史˜遡’o#19世紀半o#徳川幕府K欧米諸国g通商条約˜締結X‘

g#1859（安政 6）年 5 月米国監督教会m J. æ©ï¶‹m来日˜皮切Œj#

同年 6 月j同派m C.M. ¡œæ›Ü¶K長崎j#同年10月n米国長老教会m

J.C. ÔØïK神奈川j渡来V^m˜先頭j#各派m宣教師K来日X‘"†K

e#聖公会#Ý¹´μÄ#長老派#改革派ih#T}U}i流’˜汲‚Û¿

³ãï・ØôÅjŠbe多数mÛ¿³ãïμªôçK創設T’^"

女子教育jcCen#1870（明治 3）年#ÔØï施療所f¨¼ô（Mary

Kidder）jŠbe始ƒ‹’^（m`mÑ¢æμ女学院）"\Ve#1875年j

神戸×ôÜ開校（神戸女学院）#1878年j梅花女学校（梅花学園）#1880年

jÒæÂï女学校（横浜英和女学院）m開学g#相次OÛ¿³ãï系女子教

育m展開KAb^37)"

東北jcCeCGo#1886（明治19）年 5 月#押方方義g W.E. ×ôŸ

K仙台神学校（m`m東北学院）˜創設#同年（1886年）9 月j#宮城女学
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校K創設T’^"宮城女学校m初代校長n合衆国改革派（´ßôÚï・æÑ

¤ôÜÅ）教会J‹派遣T’^£æ²Õμ・R・ÓôçØô宣教師"弱冠31

歳m彼女n#外国伝道局j宛e^書簡miJf#教育m目的jcCe「知性

g品位 wisdom and virtue ˜備G^女性˜養成X‘Rg」g記VeC‘38)"

z{同時期j弘前fn#弘前教会内j遺愛女学校m分校˜開設（1886

年）#来徳女学校g称V#1889（明治22）年j弘前女学校K設立T’^（m

`m弘前学院）"}^仙台fn#1892（明治25）年#米ÌÓÂμÄ派婦人外

国伝道協会J‹派遣T’^女性宣教師jŠŒ「尚　女学会」gVe創設T

’#m`j尚絅女学院（2003年～尚絅学院）gib^"

¦Äæ¿ª系fn#1892年#³ßçÄç聖Í¡é修道女会m修道院˜„

gj1893（明治24）年#私立仙台女学校K開校T’^（1948年～仙台白百

合学園)39)"

宮城女学校m歴史jcCen#100年史#ÓôçØô書簡集#戦時下m学

生m様子˜知‘RgmfL‘報告書ih#T}U}j}gƒ‹’^文献KA

‘40)"

宮城学院女子大学m年

『天
Aƒ

j~栄
TJ

G―宮城学院m百年』（発行者 早坂禮吾 1987）m885Öô´j

及u記録g記述J‹CNcJ引用X‘（以下『百年史』）"

「1949（昭和24）年 2 月21日#Jle申請中m「宮城学院女子大学」設

置K認可giŒ学芸学部gVe英文学科#音楽科K四年制gib^"4 月

jn#大学gVe新VN#英文学科十名#音楽科三名m入学K許可T’#

旧女専m外国語科三十五名#音楽科十三名˜\’]’大学j編入TZ^"」

『百年史』（第 8 章 p. 579）jn戦後m教育体制m充実K上記mŠEj記

T’eC‘"興味深Cmn#Rm年j外国人教師K赴任V#少iNg„ 7

名m女性教員m名前K記T’eC‘RgfA‘"当時#日本mÛ¿³ãï系
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教育機関gVe「例˜見iCzh」m充実uŒfAb^"

「RmŠEj#女学校→女専→女子大学g#僅々三#四年m間jO™O™

伸re来^宮城学院m姿n#仙台m人^`jn勿論#宮城県全体j„大Li

驚L˜与G^"」（『百年史』p. 580）gm一文J‹n#新規m学校建設m希

望j燃G‘当時m関係者m意気込~K読~取’‘"大学m初期m記録jn#

「受洗者#求道者m数」K#寮生m数ihgg„j掲載T’eIŒ#大学開

設時jICe#¨æμÄ教主義j基dN教育機関fA‘RgK強N意識T’

eC^RgK•J‘"

卒業生wm聞L取Œ（共同研究jŠ‘Ÿï»Ïáô調査 201719年度）

fn#ÉŸÂœÒm（宣教師†女性m）先生J‹教育˜受P#授業以外m場

fm語‹C„多Jb^RgK繰Œ返V語‹’^"A‘卒業生n海外生活f

（夫m留学j同伴）「発音mŠT」˜zƒ‹’^mn外国人m先生m指導KA

b^J‹#g語beC‘41)"

本学m歴史˜辿‘g#4 年制大学n1949年#英文学科#音楽科J‹始}b

^"大学#短期大学m変遷˜時系列f整理X‘g#略年表n次mŠEji‘"

史的変遷˜振Œ返‘中f#女学校m創設時jnAb^聖書科#A‘Cn大

学開設初期m受洗者m多T˜振Œ返‘i‹o#¨æμÄ教主義的教育J‹m

距離gm意味fm「世俗化」m流’n否定fLiC"}^#女性m職業的自

立n具体性˜„be具現化T’eIŒ#4 年制#短大g„j#開設当初J‹

教職課程#栄養士養成˜掲Q‘ih#職業達成˜意識V^女性m教育˜担b

eL^面KA‘"
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表 宮城学院女子大学の年

1949 宮城学院女子大学（以下大学と表記）開設 英文学科，音楽科

1950 宮城学院女子短期大学（以下短大と表記）設置 国文科 家政科

1952 大学 教職課程設置認可

1954 大学 教員養成課程認定（英文学科，音楽科）

短大 教員養成課程認定（家政科，国文科）

短大家政科 栄養士要請施設指定認定

1955 短大に保育科設置

1955 短大 教員養成課程認定（保育科）

1959 大学に家政科設置 →1967年 管理栄養士専攻 家政学専攻

1964 大学に日本文学科設置

1964 短大に教養科設置 生活文化コース，文学コース

1980 仙台東二番町から桜ヶ丘キャンパス移転

1986 創立100周年

1989 短大に国際文化科開設

1995 大学に人間文化学科設置

1996 大学院開学 人文科学研究科

1996 短大 教養科廃止

1998 大学院 人間文化学専攻の設置

2000 大学 8 学科に（食品栄養学科，生活文化学科，発達臨床学科，国際文化学科

を開設し，英文学科，日本文学科，音楽科，人間文化学科とあわせて，学芸

学部 8 学科となる）

2000 短大最後の卒業証書授与式 短大の保育科，家政科，国際文化科廃止

2007 大学に心理行動科学科，児童教育学科設置

2008 大学院 健康栄養学研究科の新設

2009 大学 生活文化学科→生活文化デザイン学科に

2015 大学 新カリキュラム MGU スタンダードの導入

2016 大学 4 学部 9 学科に 現代ビジネス学部現代ビジネス学科，教育学部教育

学科，生活科学部（食品栄養学科，生活文化デザイン学科），学芸学部（日

本文学科，英文学科，人間文化学科，心理行動科学科，音楽科）に改組・再

編

2019 大学開学70周年

『宮城学院資料室年報』各号，『天にみ栄え』1987，『宮城学院 目で見る120年』宮

城学院2006などをもとに筆者作成。
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gnCG#職業訓練的教育jm~特化X‘RgiN#æÕåç・›ôÀm

重視gCE伝統˜保持VeL^点K本学m強~gCG‘"

「教養教育」m伝統g刷新

『百年史』jICe目˜惹C^mn#1986年前後（女学校創設J‹100年

後）mæÕåç・›ôÀ教育m充実fAb^"『百年史』（第10章「各校m

現状」）gVe「一般教育課程」m教育内容˜筆頭j#各学科m教育m特色

K記T’eC‘"

「選o’e大学j入学V#\Rf専門的知識g技術˜学u者K#大学生g

CE名jtT•VC知性g教養g˜身jcƒ‘^ƒjn#各々m専門m枠˜

越G^一般教育m充実R\K#欠NRgmfLiC条件fA‘」（p. 726）

gA‘"}^\’n#大学_PfiN#短期大学˜含ƒ#「入学年次J‹卒

業年次j•^be」#共通m一般教育m¦æ¨áåÜK編成T’#「独自mN

tE˜R‹V」^„mfAb^"Rm教養教育重視m姿勢n#II‚l今j

引L継K’eC‘"

1980年代#日本m大学ng„X’o専門科目一辺倒m議論j走Œ#他方

f教養教育˜軽™W‘風潮jAb^"\RJ‹年月˜経e#21世紀jn

「教養」m再評価KiT’eC‘"本学„}^#時代m変化˜見定ƒiK‹

学科m再編・新設˜行beL^"\miJf#変•‹Y重L˜置CeL^

「教養教育」m重視mu’iC「伝統」m継続K#21世紀m世界K求ƒ‘

「刷新」的知性創造m最先端gi‘可能性˜秘ƒeC‘"

gCEmn#建学m精神j記T’^「真理m追究g隣人愛#人類m福祉g

世界m平和j貢献X‘人間（女性）˜育e‘」gm意思n#現代社会K希求

X‘#新自由主義的市場原理m行L過MJ‹生~出T’^「脱人間的不平等

社会」j対抗VE‘#„E一cm価値m再発見（隣人愛#平和#他者m^ƒ

m共生gCb^）世界的課題jciK‘^ƒfA‘"
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幅広C教養g専門的知識˜A•Z„c„c知性#¨æμÄ教主義j基dN

人格m陶冶˜教育的使命gX‘限Œ#昨今m高等教育K陥‘過度m教育m商

品化#「市場枠組~m大学」（Cowen, R.）gn一定m距離˜g‘#品格A‘

高等教育m場fAŒ続P‘_“E（天童 2019)42)"

. I•Œj―女性m^ƒm教育空間・再考

´¢ï¼ô平等K世界m常識知gibe久VC"教育m機会m平等 equal-

ity m保障gg„j#教育m公正 equity n#21世紀m国連èÕçm議論f„

取Œ上Q‹’eC‘（SDGs 20152030）"gnCG#´¢ï¼ô化T’^

社会化†「隠’^¦æ¨áåÜ」m視点n#男女共同参画社会m実現g学校

m「共学化」K#\m}}Ÿ¯ôçfniCRg˜思C出TZ‘"

「隠’^¦æ¨áåÜ」n#単j正規m¦æ¨áåÜj対X‘ŸïÑ¤ô

Úçi部分˜意味X‘mfniC"\’n第一j#当該社会f支配的i文化

g価値mŸÃ¥é©ô的伝達m側面˜持c"第二j#教師n¦æ¨áåÜ的

知識˜機械的j児童・生徒j伝達X‘mfniN#言語的命令#行動的指示

gCb^顕在的手法f伝G‘gg„j#何気iC仕草#}iUV#顔色jŠ

‘意志表示˜通Ve潜在的Ý¿·ô´˜伝GeC‘mfAŒ#R’K「言明

T’iC価値規範m³μÂÜ」的伝達m側面fA‘"\Ve第三j#教師g

生徒#生徒同士m相互作用m中f#意味付与˜通Ve構築T’‘「解釈的É

¿Äëôª」m側面˜„`#RRjICe隠’^¦æ¨áåÜn³ïØæ¿

ªj構成T’‘（柴野 1982)43)"

学校教育m諸場面jn#性別¦Â°æôm多用#性別μÂè¥»ŸÓj基

dN分離g序列#女子m暗黙m排除gCb^「見GiC´¢ï¼ô統制」K

A‘"\’ˆG#´¢ï¼ôj敏感i視点J‹m教育m充実m点f#女子

校#女子大学gCE単一m性_Pf学u学習環境n#性役割mμÂè¥»Ÿ

Óm減少˜„^‹X可能性nA‘"
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c}Œ#μÂè¥»ŸÓJ‹解放T’^社会化K可能i教育環境#教育方

法（Ö¼°´ô）K#´¢ï¼ô平等i教育m土台gCERgfA‘44)"

Xi•`#別学J共学Jm二者択一m議論j陥‘mfniN#学校・大学

jIP‘学rmÓé·μK#¦æ¨áåÜ#教育方法#評価jICe#}^

教師g生徒間†生徒・学生間m相互作用jICe#h’_P性差別的偏見J

‹解L放^’‘教育˜提示fL‘JjA‘"

近代教育gCE学校教育m³μÂÜ自体K#形式的均等†平等原則m仮面

m背後f不平等m再生産jJJ•beL^Rg˜t}GeIL^C"

教養gVem¨ßæ›

本稿f~eL^ŠEj#宮城学院女子大学n#社会mÇô¶˜~XGc

c#女性m^ƒm学r˜通Ve#自立V^「個m育成」˜目指V^教育実践

˜行beC‘"2015年以降n#大学m¦æ¨áåÜ改革˜経e#女性学m

導入#¨ßæ›教育m充実ih#æô¼ô³¿Óg協調性˜兼l備G^総合

的実践力˜„c女性m育成K進ƒ‹’eC‘"

前述m MGUμ»ï¼ôÅ導入miJf#¨ßæ›教育n新規m教育的

柱m一cgib^"¨ßæ› career n#元々#車m通b^道#轍（•_`）

˜指V#連続X‘ciKŒ˜持b^道gCb^意味fAb^"¨ßæ›˜単

j職業的経歴jgh}‹Y#hE生L‘J#何˜学uJ#CJj自分m足f

^cJ#\’˜考G#gLj葛藤V#自‹発見VeCN教育的取Œ組~gg

‹GiIXi‹o#åŸÑ・¨ßæ›gVem¨ßæ›教育m道K見GeN

‘"

MGUμ»ï¼ôÅ˜構成X‘¨ßæ›科目m一例gVe「¨ßæ›形成

論」（4 年次選択科目）fn#文学#歴史#生活文化#教育ih#T}U}

i専門˜学™fL^学生^`K意見交換˜交GiK‹女性m「åŸÑ・¨ß

æ›」˜考G‘授業˜行beC‘"「¨ßæ›形成論」jIP‘åŸÑ・¨
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ßæ›n#生涯j•^‘生L方#学r方#働L方˜指VeC‘"c}Œ#¨

ßæ›˜職業的経歴jgh}‹Y#hE生L‘J#CJj自立X‘JgCb
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