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皆さんの学校に「学校資料」は残っていませんか？ 

―鎌倉学園所蔵『聯合軍最高司令部指令綴』の紹介を兼ねて― 

鎌倉学園高校 風 間 洋 

 

はじめに 

 筆者の勤務する高校は、百周年の記念事業として校舎の改装中である（平成 29 年 3 月まで）。その際

社会科研究室の片付けをしていたのだが、その物の多さにあきれてしまった。古い教科書や副教材、視

聴覚教材やレプリカの模型、授業プリントなどの印刷物、担任をした生徒の記録など、よくこれほどま

でに溜め込んできたものか、とあきれるばかりであった。片付け当初は「これらをすべて捨ててしまう

のか…」と廃棄をためらっていたが、次第に引っ越しの期限が迫ってくると、追い立てられるようにこ

れらの「廃棄物？」をせっせと集積場に持っていってしまったのである…。 

アーカイブという言葉が叫ばれて久しい。最近、博物館・文書館の職員と話す機会があり、その際

「アーカイブの分野で最も立ち遅れている場所が、学校現場である」という厳しい指摘を受けた。自分

が大量に捨ててしまった大量の「廃棄物？」は本当に廃棄物だったのか？母校や地域の貴重な「歴史資

料」を捨ててはいなかったのだろうか？「保存するスペースがない」「どうせ新しい教材が送られてく

る」等と理由をつけて廃棄していた自分を反省するばかりである。本報告は、こうした筆者個人の体験

に基づき、今回の片付け作業の際に確認された『聯合軍最高司令部指令綴』の紹介を通じて、学校資料

保存の現状と課題を考える機会としたい。 

 

1 「学校資料」とは 

そもそも「学校資料」とは何であろうか。学校資料についての研究は浅く、その定義や分類なども十

分になされているとはいい難い状況である（島崎 1991）。ただ先学に拠って大まかにいえば、「『学校資

料』とは、学校沿革誌、学校日誌、学籍簿、学校経営要覧、校歌・校章・校旗の制定記録といった文書

類、周年記念誌、学校だより、ＰＴＡだより、卒業アルバム、学校備品、卒業生や学区関係者から寄贈

された美術品や記念品、児童・生徒の作品、校地に設置された記念碑、写真、映像記録等およそ学校経

営過程において作成、製作あるいは収集された資料の総体」をいう（寺崎 1980 等）。 

近年各地の過疎化・少子化等による学校統廃合の中で生み出された大量の書類や備品類が、地域の博

物館や文書館に持ち込まれるようになった。持ち込まれた側の博物館や文書館側の危機感から「学校資

料」のアーカイブが叫ばれるようになったといえるだろう（山本

2012・嶋田 2014 など）。 

 

2 鎌倉学園中学・高等学校所蔵『聯合軍最高司令部指令綴』の紹介 

校舎の改装工事に伴う片付けの際、段ボールに入れられたガリ版刷

りの紙の束を発見した。表紙の法量は最大で縦 39.2 ㎝×横 27.2 ㎝。

上部に二つ穴があけられ、黒い紐で綴じられている。表紙中央には

『聯合軍最高司令部指令綴』、右には「昭和二十年十一月起」、左には

「鎌倉中学校（公印）」と書かれ、左端に「（熟覧要署名捺印）」と書

かれている（写真 1）。用紙は黄色に変色劣化し、綴りの中をめくる

のにも一苦労する状態である。 写真 1 
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本校は創立を大正年間に遡る歴史を持ちながら、これまで戦前や戦後間もないころの学校の状況をう

かがえるような資料は、確認できてなかった。この『聯合軍最高司令部指令綴』（以下『綴』と略す）

は、戦後間もない本校の状況を伺うことのできる貴重な学校資料であるといえよう。 

すでに神奈川県内の『綴』については、県立教育センターにおいて県内学校所蔵の『綴』の調査が行

われ、同時に分類整理が試みられている（原ら 1996・教育センター2000）。ただ、後述するように県内

全域を悉皆調査したわけではなく、その後も県内の自治体が、自治体史・教育史の編纂過程で発見され

たものが散見されおり、いまだ体系的な調査・整理はできていないという。本校所蔵の『綴』も今回初

めて確認されたものとして貴重である。以下の記述は、その同センター等の成果に多くを拠っている。

あらかじめお断りしておきたい。 

それでは、『綴』とは一体何であろうか。『綴』とは、「ＧＨＱ、ＣＩＥ（民間情報教育局）からの指

令・覚書・談話に基づいて作成された文部省や県などからの各種通牒を一冊にまとめたもの」で、ほぼ

年代順に綴じられているという。周知のように昭和 20 年 8 月の終戦後、連合国は矢継ぎ早に日本国政

府に改革指令を出した。連合国から政府文部省を通じて出された教育改革関連の文書については、『近

代日本教育制度史料』や『終戦教育事務処理提要』等の刊本によって知ることができる。しかし、紹介

する『綴』の内容は、司令部や政府文部省で出された命令や通牒などが地方、特に地域の学校レベルで

どのように具体化され、受け入れられていったのかをうかがい知ることのできる現場の史料であるとい

う。以下（1）～（8）の項目に分けて検討していきたい。 

（1）表題： 本校所蔵の表題は『聯合軍最高司令部指令綴』と付けられているが、『指令綴』（茅ヶ崎

小所蔵）、『連合国指令書』（厚木東高校所蔵）、『マ司令部指令綴』（湘南高所蔵）など各校で様々な題名

の表紙がつけられており、統一されていたわけではないらしい。 

（2）発信者： 『綴』に残されている通牒の発信者は、県立中学校・地方事務所に宛てた文書では県

の内政部長（後の教育民生部長）であり、国民学校（のち小学校）宛ての文書の大半は地方事務所長で

ある。中には市長や警察署長の発した指令も確認される。 

（3）『綴』の内容： 具体的な『綴』の内容の分類を試みたい。 

① まず、総司令部が昭和 20 年 10 月 30 日～12 月 31 日に発した、いわゆる戦後教育の四大指令（a. 

教育制度に対する管理政策、b. 教育及教育機関関係の調査・除外・認可、c. 神社神道に関する政府の

保証・支援・保全廃止、d. 修身・日本歴史及び地理停止）を具体化する内容である。例えば同 21 年 2

月 20 日付の教育民生部長の発した「国家神道神社神道に関する政府の支援保全、保証及監督並に弘布

の禁止に関する件」は、これに相当しよう。『綴』に綴じられた通牒の大部を占めるものである。 

② 次いで、戦後処理に関する教育現場への通牒がある。例えば、同 20 年 9 月 20 日に藤沢警察署長か

ら発せられた「武器引渡命令に対する緊急措置に関する件」や同年 10 月 4 日に内政部長から発せられ

た「終戦に伴ふ教科用図書取扱方に関する件通牒」等がこれに相当するだろう。 

③ また、繰り返し発令される教育政策に関するものとして「出版物没収に関する件」は本校の『綴』

にも 14 回、「国旗掲揚ニ関スル件」は 4 回ほど確認できる。 

④ その他、同 21 年 4 月 17 日付の教育民生部長からの「学校教職員の生徒児童よりする食糧収受強要

禁止に関する件」や同 22 年 1 月 22 日付の教育部長から発せられた「保健衛生学校清掃に関する件」な

ど戦後の食糧事情や衛生状態をうかがえる通牒も収められている。 

（4）閲覧・捺印と保存： これらの通牒は教職員に対して回覧されたらしく、遵守徹底のために署名

や捺印が義務付けられた。昭和 21 年 4 月 15 日付の教育民生部長の発した「聯合軍関係通牒の趣旨徹底
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に関する件」の通牒では、「一、通牒を閲覧せしめ署名捺印せし

むること」、「二、右通牒は全教職員並に学校関係者の目に触れ

易き場所に一定期間掲示すること」、「三、右通牒は他の通牒と

分別し閲覧後一括保存すること」が指示されている。先述のよ

うに本校所蔵『綴』にも表紙左端に「（熟覧要署名捺印）」と書

かれ（写真 1）、実際多くの職員の署名捺印が各通牒の余白に認

められる（写真 2）。また、この『綴』の一括保管命令も出され

ていた。当該期の学校資料が散逸している本校にありながら、

この『綴』が遺されていたのも、この強い指令のためであろう。 

（5）県内の『綴』の残存情況： それでは、現在県内の学校でこの『綴』がどの程度確認されている

かというと、県立教育センターで調査・確認されたものが、県立湘南高・フェリス女学院・川崎市立登

戸小・平塚市立神田小・横須賀市立高坂小・県立横須賀高校・県立藤沢高校（旧高等女学校）・県立厚

木高校・大和市立大和小・茅ヶ崎市立松林小・藤沢市立藤沢小・県立上溝高・小田原市立白鴎中・小田

原市立千代中・小田原市立富水小・津久井町立鳥屋小など 15 校（不明 1 校）である。ただ、その他に

自治体史や教育史に言及があるが、未確認なものが 17 校ほどあるという。まだ確認されず、現在も校

舎の片隅に眠っている『綴』はありそうである。特に横浜市域は本格的な調査が行われていないよう

で、早急な確認作業と保存が望まれよう。 

（6）通牒の点数と年次： 各学校の綴じられている通牒の点数は一様ではない。藤沢高校所蔵の

『綴』は 118 点で、最も多くの通牒を収めている。初見の通牒は昭和 20 年 9 月 18 日で、終見は同 27

年 1 月 28 日となっている。他に湘南高校は 95 点、横須賀高校は 113 点、厚木高校 103 点、フェリス

女学院は 71 点等である。ちなみに本校の『綴』は 51 点と他校に比べてかなり少なく、初見の通達は同

20 年 9 月 28 日で同 23 年 5 月 5 日が終見となっている。 

（7）通牒の年次分布： 県内の通牒を年次別に分類してみると、昭和 20 年は 16 点（3）、同 21 年は

87 点（41）、同 22 年は 43 点（6）、同 23 年は 24 点（1）、同 24 年は 4 点（0）、同 25 年は 3 点（0）、

同 26 年は 1 点（0）、同 27 年は 2 点（0）となっている｛ちなみに（ ）内の数字は本校所蔵の『綴』

の点数｝。これによれば、圧倒的に昭和 21 年の点数が多く、同 22 年～23 年と次第に減少し、同 24 年

以降は激減して同 27 年には終見する。同 21 年～22 年に激増しているのは、先述のように総司令部が

同 20 年末に出した教育の四大改革指令を徹底、具体化するための通牒が繰り返し出されたためであろ

う。そして、同 21 年 3 月には総司令部の要請で日本の教育改革のためにアメリカ教育使節団が来日

し、翌年 3 月には教育基本法・学校教育法が公布されている。同 21～22 年はまさに現在の学校教育の

諸制度が整備された時期であったといえよう。この時期に通牒数が激増するのもこれを反映してのこと

と思われる。 

（8）課題と若干の考察： 本校所蔵の『綴』を先学に導かれながら簡単に紹介してきたが、これはあ

くまでも中間報告である。以下課題を列挙したい。 

① 逐次通達の検討： 各通牒の検討はこれからである。何故この時期にこのような通牒が出されたの

か、今後は通牒一点一点を吟味検討する作業が必要であろう。 

② 県内各校の『綴』との比較検討： 例えば、本校の『綴』に綴じられた通牒の点数は各校に比べて

少ないのは何故か。長期の保存過程で失われてしまったものなのか、または私学（その中でもミッショ

ン系・神道系や本校のような仏教系）と旧制中学、国民学校などの違いで、もともと学校間で出された

通牒の点数や内容に差があったためなのだろうか。検討課題として残されている。 

写真 2 
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③ 県外では： 県外の学校でも『綴』に類する指令書が残されているという。例えば秋田県では、授

業中の方言の禁止事項があったという（大田 1978）。このような地域的な特色が通牒に現れるのか、他

県との比較検討が必要となろう。 

④ 学校現場の状況： さらに重要なのは、この通牒を受け取った学校現場の反応がどうであったかで

ある。教職員や生徒にとってこの通牒はどのように受け止められ、どう対応したのか、掘り起しが必要

であろう。藤沢高校所蔵の『綴』には、職員の署名・捺印した紙の余白に「第八軍将校が廻って来るや

も知れず」の書き込みが確認され、職員間では一定の緊張感をもって受け止められていたことがうかが

える（本校の『綴』には署名捺印以外の書き込み等は確認できず）。実際、通牒の扱いが不徹底だった

り、掲示をしなかったりしたため、辞職させられたりした職員の例があったという（吉池 1992）。こう

した現場の声を広く拾うためにも当時の教職員や生徒だった方への聞き取り調査は早急な課題だろう。

戦後 70 年余りを過ぎた現在、残された時間は多くない。 

⑤ 教材化： 現在歴史教育に携わっている自分にとってはこの『綴』の「教材化」が最も大きな課題

である。本校の先輩達が遺した貴重な『綴』は、現在の教員・生徒たちにとって戦後の混乱期の教育現

場を追体験できる格好の「教材」となろう。70 余年前の生の『綴』を実見するだけでも生徒には驚きと

発見があるだろう。中近世の古文書と違って、生徒自身でも解読できるし、内容もわかりやすい。（も

ちろん、『綴』内に記載されている個人情報の扱いには留意が必要）。『綴』を使用した授業実践は、是

非取り組みたいと思う。それと同時に『綴』を後世に伝える保存・管理の責任は、現在の教員に課せら

れた必須の職務であることも忘れてはならない。 

 

おわりに～学校アーカイブの提言～ 

今回は偶然にも遺された本校所蔵の『綴』を紹介したが、「創立が古い学校だからこんな立派な資料

がある」といったお宝自慢をするつもりは毛頭ないし、逆に「うちは新設校で歴史的な価値のある学校

資料がない」等と嘆くのもナンセンスである。どの学校にも卒業アルバムや修学旅行の冊子、学級日誌

はあるだろう。これらは地域の歴史や教育状況を伝える立派な歴史資料であるとして、博物館で近年企

画展示も行われている（横浜市歴史博物館 2016）。教職員は、毎日プリントや書類・教材等を扱う中

で、現在でも「学校資料」を生み出し続けているのである。それが将来の「廃棄物？」ではなく、「歴

史資料」になるように保存・活用してゆくのは、やはり教員、特に地歴教員に課せられた責任ではない

だろうか。こうしている今でも、どこかの学校で貴重な資料が廃棄されているかもしれない。博物館・

文書館と連携しながら早急に保存・整理してゆくことが課題となっている。 
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