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1920年代における中等学校入試選抜法の改革

天野正輝

The Reform of Selective Examination to Secondary School in 1920s. 

AMANO Masateru 

序

1917（大正 6)年内閣に設置された臨時教育審議会は，第一次大戦後の情勢に対応する教育の

基本方針を打ち出したが， 1918年の「小学校教育の改善に関する答申(1)」（三）のなかで中等学

校入学のための準備教育が児童の負担を加重にしている実態をとりあげ，この「弊風」矯正につ

いて審議している。大正期に入ると中等教育への国民的要求が急速に高まりを見せ， 1910年頃か

ら中学校，高等女学校など中等学校教育機関への入学志願者が年々顕著な増加を示した。これに

対して中等諸学校の増設，生徒定員制限の緩和による収容力の増加がはかられたが志望者の増加

率に比べて定員の増加率は低く需要を充分に満たし得ないものであった。必然的に入学率は低下

し，入学試験における競争は激化した。小学校での準備教育は一般化し恒常化し，高等小学校も

予備校化して，その弊害は無視しえない情勢となった。中央，地方の教育雑誌や新聞が「試験地

獄」というコトバを頻繁に使用するようになるのもこの期である。

当時の帝国議会でも「入学難緩和に関する建議案」 (1920年）が可決されたり，各府県の議会

でもその対応策がしばしば論議の的となり，各府県教育会や小・中学校校長会も調査・検討委員

会を設けて解決策を模索した。

1923（大正12)年には，東京府，市教育会など 5団体は，中等学校入試徹廃同盟を結成して世

間の注目を集めたし，翌24年にはこれに23団体を加えて徹廃期成連合会を組織(2)して運動を展開

し児童保護者大会も開かれている 13)。近代公教育の歴史上，中学校への入学率の低さ（入学難）

ということだけならなにも1920年代のみの特徴ではないのだが，このように広範で，強い国民的

関心を集めたという点でみると戦前においてはこの期をおいて他にない。そこには収容数の不足

にとどまらない，中等学校間の格差拡大という要因も加わっていた。

こうした事態への対応，解決策も，中央・地方を問わず多様な形で展開されたが，それらは大

別して①受験準備教育禁止の行政的取り締まりや排除，②中等学校の増設や既設学校の収容力増

加による進学希望の充足，③進路指導の強化，そして④入学者選抜方法そのものの改善として試

みられた。文部省は，中等学校入学難問題を国民的課題として受けとめ， 1927年には省内に委員

会を設けて調査を開始し， 1927（昭和 2)年11月には中学校をはじめ各学校の施行規則を改正

し，同日中等学校入学者選抜方法に関する準則「中等学校試験制度改正二関スル件」（文部次官

通牒）を示した（ 4)。それは，従来のような学科箪記試験は廃止し，小学校の学業成績等（内申
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書），中等学校側の人物考査（口頭試問），身体検究などを総合的に利用する選抜方法の「多様

化」を打ち出した。この改革は，わが国の中等教育及び入試制度史上の画期的な改革（水野文相

の大英断）と評されたが，準備教育の駆遂，人学難緩和という国民の期待を満たすものとなら

ず，かえって多くの批判をあびその後数次の修正を繰り返すことになる (5)0 

本稿では，主として1920年代における中等学校入学者選抜方法をめぐって展開された論議や提

言や施策がどのような特徴をもち，選抜の論理と教育の論理の矛盾，対立する構造のなかで， ど

のような解決策として打ち出されたものかを探ってみることをねらいとしている。なかでも学科

試験の廃止と多様な選抜方法の試み（学力評価とは異なる選抜基準の導入）が結局十分な成果を

おさめることができなかった要因を探ってみることにする。

I.準備教育の激化とその対応策

1 進学希望者の増大・入学率の低下

1899（明治32)年制定の中学校令，高等女学校令の体制の下での中等教育の普及拡充は1920年

代に入って目覚ましい展開を見せている。 1915（大正 4)年以降， 1935（昭和10)年頃までの時

期を概観すると，中等学校数及び生徒数は顕著な増加を示した (6)。この間中等学校数は1,314校

から2,784校に，その生徒数は370,539人から1,150,462人に増加し，これを1915年を基準として

みると中等学校数は2.12倍，生徒数は3.1倍に増加した。この普及はとくに1920（大正 9)年頃

から1927,8年頃にかけて進行し，その後この普及傾向は経済恐慌や農村不況の影響を受け一時

停滞するが， 1934（昭和 9)年頃から再び上昇傾向が見られる。

中学校数は1915年329校から1935年557校に，生徒数で153,891人から340,658人に増加しそれぞ

れ約l.7倍， 2.2倍に達している。高等女学校の場合，学校数が395校から974校へと約2.5倍，生

徒数（本体・実科）は109,857人から412,126人へと3.7倍にそれぞれ増加し， とくに大正後半の

普及率は顕著なものがあった。実業学校の場合，学校数は590校から1,253校へ2.1倍，その生徒

数は106,791人から397,678人へと3.7倍に増加した。中学校，高等女学校が昭和初期の一時期停

滞状況を見せた時にも実業学校は普及傾向を保持した。

各府県の動向もほぼこれに似た増加傾向を示している。長野県の場合(7)をみると，同じく 1915

年から1935年で，中学校数が8校から14校へ，生徒数は2,966人から8,409人へ，高等女学校が8

校から21校へ，その生徒数が1,127人から7,875人へ，実業学校が24校から38校へ，生徒数が

1,118人から8,060人へと，それぞれ増加した。大正中期から中等学校増設の気運が高まり，県当

局も 1923年の郡制廃止を契機に中等学校整備計画を発表，新設と県立移管が進められた。

ところで，いずれの府県の場合も，程度の差はあれ，志願者増に対して収容力が追いつかず，

1925, 6年をピークに入学難が深刻化してきた。中学校でみると1920,21年に入学者歩合が全国

平均で40％を割り (38.6％と36.2%），高等女学校（本科）も41-40%，実業学校は50％台なか

ばという状況である。 1926年には中学校52%，高等女学校54%，実業学校53％とやや緩和に向

かっている。これを府県別，さらに学校別にみるとその入学率に大きな差があらわれ，その差は

中学校の場合でみると，それぞれの学校の入学者比率の状況は，各中学校卒業者の上級学校入学

成績と関連したものであった。

中等学校入学試験のための準備教育を激しくしたのは，収容数の不足に起因する入学難にとど

- 61 -



京都大学教育学 部紀要第41号

まるものではなく，進学率の上昇するに伴い中等学校間の格差が拡大していくところにもあっ

た。中等学校間の格差は，また，入学試験における競争を一層激化させる要因となっている。

格差は異種学校間，同種学校間に及ぶものであった（8)。すなわち，①高等普通教育と実業教育

別の制度的格差，②中学校における，高等学校を中心とする高等教育機関への進学実績をもとに

した社会的評価の序列化，③大都市における進学有名校，地方における名門校とその他の学校

間，④広く公立・私立学校間の格差の進行，⑤高等女学校における都市の有名校とその他の学

校，⑥実業学校における課程別，地域別要因に基づく格差が重層的に存在した。進学率の拡大は

これらの格差を拡大し，格差は競争の原動力となり，競争はさらに格差を大きくする。これが中

等学校なかんずく中学校の入試問題を複雑なものにしていたといえよう。

ところで，中学校や高等女学校への入学率の低いことや競争の激しいこと，そのために苛酷な

勉強が強いられることは1920年代の特徴でば必ずしもなく明治期の30年代， 40年代でも同様で

あった。例えば， 1905年の神戸ー中（兵庫県）の入学率は15%, 1907年は19％であったじ＼兵

庫県下公立中学校の平均でみても， 1908年で38％であったが(10)，中等教育が一部階層のもので

あったため大きな社会問題とはなり得なかったのである。しかし第一次大戦後，中等教育は国民

にとって生活に密着した不可欠なものとして，特に中学校は上級の普通教育（高等普通教育）と

して国民の身近なものとなりつつあったし，学歴が人材の選抜・配分・昇進の指標となることが

明確に意識されて学歴社会が到来していたのである。

臨時教育会議の高等普通教育改善に関する答申に基づき， 1918（大正 7)年12月高等学校令を

もって，中学校第 4学年修了者に対して高等学校への入学資格を与えることとしたが，これと対

応して， 1919（大正 8) 年中学校令施行規則を改正して (II)' 中学校入学資格を小学校第 5学年

(11オ）修了者で学業優秀，身体発育十分と認められる者にも与えた。中学校入学資格は，従来

12オ以上であったが，臨時教育会議の答申「年齢二拘ラス，俊オノ為二速進ノ路ヲ開クノ必要ア

リ」によって，第 5学年修了者にも与えたのである (12)。「個性や能力に即した教育」の名のもと

に英オ促進教育の意図にそった施策であったが，このことが，入試競争や準備教育を拡大した要

因の一つであった。その結果 5年生の段階で受験しようとする児童（父兄）が増え，教科課程の

組み替えや週授業時数の変更までしてこれに備えようとする学校も現われた。

このような動向に対して監督庁は通牒で「学業優秀且身体ノ発育十分ナル天才児童二限リ例外

トシテ認ムベキモノニシテ隋テ極メテ小数ナルヘキ筈二有之候処……往々漫然多数者二適用セン

トシ…… (13)」と注意を促している，この制度は小学校 5年修了で中学校に，中学校 4年修了で高

等学校そして帝国大学へというルートに対する異常な関心を呼び起こし準備教育を助長したこと

は否めない。

急激な進学熱の背景には，第一次大戦を契機として軽工業から重工業へと比重の転換を果たし

たわが国の産業界の飛躍的な発展があった。これを反映して中等学校，専門学校，大学への進学

希望者数は急激なたかまりを見せた。 1918（大正 7)年「大学令」以降，高学歴層の量的拡大が

進行し，エリート養成機関に連なる中学校の場合が特に著しい。そして，高等教育の場合同様，

進学型を頂点に実業学校を底辺にした中等教育機関の格付けが急速に進行している。大都市の有

名公立中学校，私立進学校，地方都市の名門中学校が他の中学校に対して高ランクに位置づき，

当然のことながらこれら特定の学校系列を目ざした順位争いが展開され，受験準備教育は「皇国
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民の育成」という課題をもった小学校にまで深刻な問題を投げかけることになった。既に学歴社

会の到来した大正期後期において，中学校への入学は階層上昇の基礎資格を獲得することを意味

していた。

2 準備教育の実態と対応

臨時教育会議による答申（三） （1918年 5月）では「小学校児童二対シ学校並二家庭二於テ中

等学校入学ノ準備教育ニカヲ注クノ弊風ヲ矯正シ児童ヲシテ過度二其ノ心カヲ労セシメサルコト

ヲ要ス (14)」というものであった。そしてこの弊風を矯正する為の適切な方法が求められていたの

である。 受験競争に伴う小学校での準備教育は公然化しその弊害はすでに大正前半期から全国

的に指摘されていた。それは，小学校において「入学試験準備の目的のために教授時間以外に特

別の時間を設けて教師より児童に受験準備の具案的な指導'151」をすることであった。そして高等

小学校も進学希望者の一時的な経由場所（予備校化）となる傾向が次第に現われてくる。たとえ

ば， 1925 （大正14) 年でみると，中等学校入学者中に，高等小学校経由が30％を越えていた 11610 

つまり，その予備校化傾向が小学校に強くあらわれてきていたのである。

入学準備教育は「児童ノ心カヲ過度二労セシメ」，「小学校教育ノ目的卜相背馳スルII”」ものと

その弊風を批判されたが，そこには軍事的要請としての体力（視カ・体位）の低下が問題視され

（壮丁の体力低下につながる），「国民教育並びに道徳教育の徹底」という目的が達せられないと

いう懸念が示されている。授業実践に即してみればその「弊風」とは次のような指摘に代表され

ている 118)0 

（イ）受験学科の本質に触れずして受験的に走り易し。

（口）中等学校入学者合格率に依りてのみ学校及び担任教師の教育的価値を判断せんとする傾き

あること。

（ハ）児童自ら進んで平素勉学するの風に出でずして，他働的一時的に勉学する風を助成するこ

と。

（二）受持教師が中等学校入学にのみ熱中し易きこと。

（ホ）各学年受持教員の配置を不自然且つ非教育的なものにすること。

（へ）学級編成を不自然且非教育的ならしむこと。

このような実態は就学率95％を越えてまさに国民教育の基盤となった小学校教育の「目的卜相

背馳スル」弊風と批判されたのである。準備教育批判論のなかには大正期デモクラシーの影響下

で胎頭しつつあった「教育を受ける権利」，「機会均等」，「平等」の原理から次のような主張も現

場の教師から出ていて注目される。

「平等観の上より考えた時準備教育はブルジュア的教育である。中等学校志望者のみに準

備教育の特権のある理由はない。教育は機会均等でなくてはならぬ。むしろ学校を退いて

直ちに実業にたずさわる者，或は学業の劣等なる者のために力を注ぐことに，より切実な

問題はかかっている。 (191」

受験競争の激化に伴う小学校の準備教育は公然化し，その弊害はすでに大正前半期から全国的

に指摘されていた。それは小学校における早朝，放課後の特別授業，特別学級編制，私塾や補習

学校における受験準備，家庭における私宅教授などの形でおこなわれていた。これに対して行政
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当局はしばしば「準備教育禁止令」を出してこれを排除しようとした。

福岡県は1921 （大正10) 年「中学校高等女学校人学準備のための時間外教授に関する訓令」

（訓令第60号）を発している (20)。それによれば「近時小学校児童ニシテ中等学校高等女学校人学

準備ノ為正規教授時間前後又ハ夜間等二於テ教授ヲ受クル者次第二増加シ其ノ結果小学校教育上

弊害ヲ醸スノ処アリ……」と述べ，試験科目である算術，国語に重点を置いて他教科を等閑に付

し小学校教育の本旨にもとること，教員の私宅その他の場所での準備教育は生徒に依頼心を増

し，負担過重となって国民教育上遺憾であることなどを指摘した上で，次の事項を厳守すること

を求めた。

(1) 学校教貝ヲシテ中等学校入学準備ノ為正規授業時間外二於テ教授セシメサルコト

(2) 学校教員ヲシテ中等学校入学準備ノ為小学校児童二対シ私宅教授ヲ行ハシメサルコト

(3) 義務教育ヲ終ヘサル児童二対シ入学志願者ノ為殊更二学級ヲ設ケシメサルコト

同様の禁止令はほゞ全府県が繰り返し行っている。佐賀県の場合は，訓令第10号 (1923年）を

もって，「中等学校入学志願二対スル準備教育ハ絶対之ヲ禁止ス」としてその具体的項目をあげ，

「前数項ノ事項ハ郡市長，公私立中等学校長及郡視学二於テ之ヲ監督スルト共二各小学校長相互

二注意シ之二違反スル者アルタルトキハ監督官庁二報告スヘシ」と訓令している (21)0 

愛知県では県の方針に反し，冬期休暇中に学校で準備教育を行った訓導を譴責処分とし，校長

をも処分するなどの問題が生じている。

国や県からの行政指導にもかかわらず準備教育は衰えを見せていない。 1922年福岡県の県議会

における論議はその間の事情を明かにしている。「……当初におきまして此訓令を守って準備教

育をなさなかった学校は，入学試験に於て多数の落第者を出したる結果，父兄は罪を学校の令淡

に婦し，学校も又父兄並に周囲の叱責にたえずして再び準備教育を開始するに至りまして，今や

殆んど県下各学校を通じて，入学試験の準備教育に忙殺されておるという有様であります。 (22)」

ところで準備教育を全く廃止，禁止することは非現実的であるとして，ある制限付でこれを認

めあるいは黙認する府県もあった。三重県の場合でみると， 1925年の県訓令123)において，準備教

育は平素の補足的意味において適当に行うべきこと，全廃はかえって私宅教授を助長し弊害を大

きくするとした上で，学校に対して次のような具体的指示を出している。①辱常 6年に限り初め

は1週 2, 3時間，入試前も週 6時間を最大限度とす，②女子生徒は昼間，男子生徒は夜間で照

明，採暖等保健上留意すること，③日旺，祝祭日は禁止，④試験科目のみの学習禁止，⑤教員に

は私宅教授，贈遺受領禁止の趣旨徹底，父兄には準備教育の過度の要求や私宅教授の差控え，な

ど自重的態度を要望している。ところで，教育関係者の中には，極端な受験準備のために心身を

害するは勿論避けねばならないが「成人にせよ児童にせよ或程度の因苦に堪へしむることは必要

である (24)」，「児童と雖も自己の志望に対し相当の努力をなし，淘汰を甘受すべきは理の当然であ

る」といった意見も多いのである。

3 学校増設，定員増

臨時教育会議では準備教育，入学難緩和策に関して三つの意見が出されていた (25)。その一つは

教育制度の画一性（小学校→中学校→高等学校→大学）を破ることによって，つまり実業学校へ

の進路指導を強化することによって解決を図ろうとするもの，二つめは内申の利用，身体検査の
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重視，入試科目を増やすこと，一定の学力以上の生徒に対する抽簸の採用といった選抜方法の改

善であり，三つめは小学校卒業生の増加に伴う中等学校の絶対数不足に原因がある故，中等学校

の「相当数ノ増設，或ハ生徒ノ増員」という根本的解決策が必要だという意見である。

これらの見解はほゞ全国的に共通した主張であった。信濃教育会の「中等学校入学に関する調

査報告(26)」でみても，その方策として①県立学校の増設，学級増，市町村立組合立及び私立の学

校への補助金の増加，②小学校教育の正常化（入試準備教育の廃止），③父兄と受持教師との協

議会の強化（進路指導の強化），④健康診断の重視等の項目が提案されている。中等学校への進

学志望者は第一次大戦後には急激に増加しているのに，当局は高等教育機関の拡張に投資してい

ること，また中等学校は道府県または市・町の設置であるため国からの特別の援助はなされてい

ない。なかでも中学校の増加率は高等女学校や実業学校の増加率に比してかなり低い。 1907（明

治40)年の中学校数287校は， 1919（大正 8) 年345校に， 1926 （大正15) 年516校， 1930（昭和

5) 年555校と大正10年代に入って急増する (2”が志願者も急増し入学率は40％台にとどまってい

る。原敬内閣による甜等教育機関拡張計画が中学校への進学熱を裔め， 1923-4年にかけて，全

国的に中学校急増期に入り，学校増設はさらに入学志願者数を増加させる結果となった。この間

各府県議会での議題が学校増設計画をめぐって展開されて地方政治の争点となっている。愛知県

の例(28)でみると 1907年6(2)校． 1918年10(4)校， 1926年16(4)校， 1930年18(4)校（カッコ内は私

立）という推移を示しているが人学率はきびしい状況であった。兵庫県では (29)大正期に設立され

た（公私立）中学校が 7校，高等女学校19, 実業学校 6にのぼった。しかし，ここでも中学校の

場合，入学志願者の増加は入学定員の増加を上まわり，入学難は容易に緩和されていない。 1920

年の入学率は38%, 1926年は40％であったし，高等女学校も 1920年で40%, 1926年で42％という

数字がそれを示している。

入学難緩和の根本対策は学校の増設や学級数の拡大であるが，私立学校の充実にも Hを向けら

れた。 1926（大正15)年度でみても公立に対する私立の比は中学校で10%，高等女学校で20％で

あり，愛知県の例でみると中等学校80校中，県立44, 公立34, 私立はわずか 2校であり，公立学

校優位の体制で進行してきている。 1925年には帝国議会において「入学難緩和二関スル建議」が

行われ，私立学校の充実策が提唱されている。「政府ハ専ラ公学ノ奨励ニソノカヲ注ギ多ク私学

ヲ顧ミサルヲ以テ，私学中ニハ公立二比シテ遜色ナク或ハ私学ノ特徴ヲ有スルモノアルニ拘ラ

ズ，世ノ父兄及ビ子弟モ多ク公学ヲ志望シ……」と述べて競争を激烈ならしめているのは「公私

差別ノ因襲」にも要因の一端があると指摘する。そして私立学校教員の待遇恩典を公立並みと

し，私立中学校恩給財団に経済的援助を与え，私立学校の設立と維持を容易にするよう規則の改

正を政府に要望している。中央のみならず地方議会や教育諸団体からもこのような建議や提案は

繰り返しなされたが，官公優先の施策は変わらず見るべき成果はあがっていない。

中等学校なかでも中学校進学要求を充足する方法は中学校生徒定員基準の改訂による定員増で

ある。文部省は1913 （大正 2) 年 2月中学校令施行規則を改正し，定員400名を本則としていた

が定員「600以下特別の場合800マデ」と改定され， 1921 （大正10) 年には「800人以上，特別の

場合文相認可」と引き上げる処置をとった。 1学級の生徒数は50人以下で変わっていない。原内

閣は初等義務教育に対して 3学級 2教員制や二部教授制という合理化政策を打ち出していたが，

中等学校においても二部教授が各府県で注目されだしていた。文部省自身ゲーリー・システム
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(Gary System)，すなわち二部制採用による収容増を奨励しようとした (30)。ゲーリー・システ

ムは全生徒を二部に折半，各部が午前・午後と交替して教室利用を行い施設の倍増利用を図った

もので志願者急増対策として当時の中橋文相がこの利用に積極的であった (31)。文部省は地方長官

会議及び視学官会議の席上各府県にこの検討をすすめた。その結果入学難緩和策としてゲーリー

式教室利用法を検討している学校がいくつかあらわれた。例えば東京府立第四中学校ではこの方

式が実施されていたし，三重県でも21年 5月に各学校に実施に伴う具体策を検討させている (32)0 

しかし，実際に実施となると教員増が必要であるし，それなしでは教員の週当たり授業時数の大

幅な増加となり，さらに施設・設備の整備など困難な問題を伴っていた。

大都市や地方の都市部では夜間中学の設置も検討され(33)一部実施を見たが入学難緩和に資する

ものではなかった。

学校間格差の進行が入学難の問題を複雑にしているとは言え，各府県での入学比率が中学校，

高等女学校の増設や定員増によって一定の緩和をみているように，入学難，受験競争の激化は，

一般には収容力の不足に依るものである。したがって学校増設，定員増という要求は父母や国民

の間に年々高まっていた。論者の中には「入学は子供の権利である (34)」とか「学校は国民の共有

物であり，これが利用上国民の総てが同等の権利を有して居る (351」と述べて希望者全員入学のた

めの方策を提唱する者がいる一方で，「誰れでも中学に入学せんとするの希望を改めねばならぬ。

父母児童の虚栄的入学希望を断念させること」，及び「中学校入学希望者数の多きを得意とする」

受持教師をなくすことが現今の入学難緩和の有効な方法だとする論者(36)，さらには「学校増設は

入学志望者を増加させるだけである」から入学難問題のもっともも不合理な解決法だとする論

者(37)もいて，財政難に苦しむ地方当局にとって父母，住民の増設要求を抑制する論拠となるもの

でもあった。

4 進路指導の強化

中等諸学校の増設とくに中学校の増設は学校間格差を顕在化させることになり，大正10年代の

入学難の問題は，単に収容力の不足， したがって学校の増設や学級の増加によってのみ解決出来

るものでないという認識が文部省や府県当局にあった138)。国や地方当局はしばしば訓令や行政指

導によって進路指導の強化を説いた。その目的は中学校あるいは特定の学校への進路選抜をすす

めるということを中心とし，さらに中途（半途）退学者の数を減ずるというところにあった。

文部省は1923（大正12) 年地方長官会議における文部大臣訓示(39)のなかで「単二学校ノ増設及

学級ノ増加ノミニ依テ入学難ノ問題ヲ解決セントスルハ到底之ヲ為シ得ヘキニアラス」としたう

えで，「高等小学校及中等実業学校ノ教育ノ本旨卜其効果トヲ領知セシメ此ノ方面二志願者ヲ誘

致」し，「徒ラニ中学校，高等女学校ノ門二入学者ノ甕集スルヲ防キ入学難ヲ緩和スル」ことが

重要であると訓示した。

中学校への入学志望者は既述の如く大正期に入って急速に増大していくが，また中（半）途退

学者の数が増えているのも特徴的であった (40)。中学校の中退者比をみると大正期には14%-10%

台，昭和期に入って 8%~6 ％台と減少していくが，国や地方の行政当局は，教育費の有効で適

切な使用という観点からもこの問題に関して訓令や行政指導を各学校に再三試みている。たとえ

ば福岡県の場合をみると (411'1914年の訓令の中で「中途退学スル者ノ数年間約350人即チ入学者
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ニ対シ約四分ノー以上二達スルハ教育政策上甚遺憾トスル所ナリ」とし，「従来ノ如ク資力体力

智カノ如何ヲ問ハス妄二中学校二人学セムトスルノ弊風ヲ矯メ又小学校二於テハ中学入学者ノ多

少ヲ競フカ如キコト無ク将来成業ノ見込アル者二限リ選抜推奨シ中途ニシテ退学ノ虞アル者二対

シテハ可成其ノ志望ヲ変更セシムヘク…」というものであった。この訓令は特定の中学校への志

願者集中を防ぐためのものであったが，概して実業学校への進路指導を進めるということを中心

に中学校，高等女学校への入学競争の激化を緩和しようと意図したものであった。次のような新

聞の主張もその例である。

「各種実業学校を更に有効的に振典し中学に於ける半途退学を為さねばならぬ如きものは

悉く是を此の方面に収容し，所謂「書を読む遊民」をして，成るべく邦家の上に勘からし

む」
(42) 

ところでこのような進路指導の強調には「児童生徒の個性尊重」論を媒介にしているのが特徴

的である。このことは， 1927年の選抜方法の改革と並行して，あるいは改革の内容として「児童

生徒ノ個性尊重及職業指導」と銘打った訓令が出されていることでも明らかである。そこでは

「学校当事者への希望」として「個性尊重と職業指導(43)」の項を設け，児童の平素の性行，特徴

を仔細に考察しまた「其の境遇」を調壺して彼らの将来進むべき前途を指示誘導することは最も

大切だとしている。大正期自由主義教育の特徴の一つである「個性尊重」論は進路指導の有力な

論拠となっていた。ところで進路指導の対象は直接的には児童生徒であっても実質的には父母に

向けられていた。「子供の才能の有無にか、わらず進学をむやみに希望する親の虚栄心(44)」に入

学難の責任の一端があるというのである。父母の切実な生活要求に根ざした進学熱をことさら抑

制したとらえ方である。

n．入学者選抜方法の模索

1 各府県における改革の提言と試み

学校の増設，定員増などによる収容数の拡大にもか、わらず入学難，準備教育を払拭出来ない

状況のなかで，各府県の関係者は選抜方法の改革，工夫にも努力を傾けていた。それは問題作成

上の吟味（問題選択の標準設定），試験科目の増減，試験期日の統一と分割，試験科目の直前発

表，小学校内申の利用，口頭試問の実施，身体検査の重視，メンタル・テスト（精神検査）の導

入，推薦制の導入など，多様な方法が試みられている。その多様性は各府県，個々の学校の実情

に対応したものであるが，新選抜制度が施行された1927年までのところでみると，概して，学科

試験のみに依拠していた選抜法に代わり，試験学力とは異なる原理の導入によって，より教育の

論理にかなった選抜方法の工夫に腐心していることが特徴的である。次に 2, 3の府県の例をあ

げてみる。

大正期初頭から神戸市内の中学校を中心に入学難が進行していた兵庫県は， 1921 （大正10)年

12月「県立中学校則」を改正した（県告示第846号）が，それには「入学志望者ニッキ左ノニ項

ヲ審査シ，身体検介ヲ経テ選抜ス。尚口頭試問又ハ精神検査法ヲ加フルコトヲ得(45)」とし，その

「二項」として「既往ノ学業操行」「学術試験」があげられていた。従来の選抜試験が一国の筆

答試験に依拠して行われたのに比べ，出身学校長の成績調書（学籍簿様式による）をも使用する

こと，身体検査，口頭試問やメンタル・テストをも採用してもよいとして，選抜方法の多様化を
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打ち出している点である。

さらに1923年には「中等学校人学規定」を改訂し，学科試験の程度は尋常科六学年を標準と

し，試験科目は従来の国語・算術の 2科目の他に歴史・地理・理科の 3科目を加えて 5科目とし

て， 2日間にわたって試験を実施すると公表している。試験科目を増やしたのは小学校教育の正

常化をねらいとしたものであった。しかしこのことは受験生の負担を重くし，・かえって準備教育

を強める結果になった。なお1923年の兵庫県学務課の調究(46)によれば，小学校側の意見には「難

問を排して平易な問題を出題すること」，選抜では一時的試問を璽視しすぎており，もっと「出

身学校ノ為シタル既往ノ事実」つまり内申を重視するよう要望が強いことが報告されている。

信濃教育会では1923年 6月「中等学校入学二関スル研究調査」委員会を発足させ，同年度の中

等学校入学問題を調査し，協議を重ねた。 1924 （大正13) 年 1月『信濃教育』への「報告(47)」で

みると，選抜方法としては学科試験を主とし，身体検奎ならびに小学校の成績及び小学校長の意

見書を併用し，場合によっては口頭試問または精神検究を参考として課すこととしている。学科

試験は国語と算術の 2科に限るとし，次のような問題選択上の注意を示すとともに，国語・算術

の各々に関して，避けるべき問題の種類を具体的に例示しているのが注目される。

（イ） 小学校に於ける該科教育の本質に鑑み，本質的基礎的の問題を摺ぶべきこと。

（口） 小学校卒業児童の心理と能力の程度に応じ，複雑難渋なる問題を避け，簡明にして素性

よきものを選ぶべきこと。

（ハ） 小学校教育に於て平素力を用いる点に準拠して問題を選定し，且これを標準として採点

すべきこと。

（二） 問題の種類によりては，相当の時間を与へ，受験児童の能力の個別性を十分発揮するを

得しめること。

1927年 6月開かれた県下中等学校長会に，知事は「中等学校入学難の緩和並に試験制度の改善

に対する意見148)」を諮問したが校長会は，入学試験に関して，学科目は主として国語・算術と

し，問題は国定教科書に準拠し，平易にして基本的なものを選抜すること，出身学校における成

績を参按すること，身体検査，口頭試問を実施しこれを参考にすること，などを答申している。

大正期10年前後から，入学難の状況に応じてその内容や程度に違いは認められるが，いずれの

府県でも改善への関心が高まってきており，具体案が提唱されて試みられていた。

全国的に注目を集めた東京府・市の入試徹廃運動（調査研究，建議，陳情など）は1926年度の

東京府立，市立中学校の入試選抜規定の上に改変をもたらすという成果をみた949)。府立中学校

（府立 8中学， 8女子高等学校）入試改善案では，小学校の成績と簡易な入試成績とを同等にみ

て，これに身体検究を加えて決定する。学科試験科目は，特に準備を要しない国語・算術・歴

史・理科の 4科とし同一問題で実施する。学科試験を全廃しないのは，中学校令施行規則43条の

2項があること，能力を無視した射倖的採用の弊に陥らぬためであり，口頭試問を採用しないの

は，受験者の心理的不安や試験官の感情が混入するのをさけるためであるとした。中学校は 3月

14日，高等女学校は 3月7日を試験実施日と決定した。これに対して市立中等学校の場合は，小

学校からの成績証明を中心に筆記試験を全廃し，簡単な口頭試問と身体検在に依って決定するこ

とにした。すなわち第一次選抜は小学校長の提出する成績証明に依るが，成練証明の作成標準を

次のように示していた。①10点法で表示する，②試験の成績によらず平素の成績を考査したもの
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による，③学級単位の成績でなく学年単位で（男女別に）表わすこと，④席次，品等順位を記

す。

第二次選抜を身体検査（修学に耐うべき体力を有するや否やを検査する）とする。第三次選抜

は口頭試問とし，学科を加味した試問とはせず簡単な方法による人物考査とする。第四次選抜を

抽鍛とする。

この市立中等学校の方法案は，学科試験廃止ということが43条 2項に抵触する内容であったた

め府学務課の意向に反するものとして物議をかもした。しかし1926年度の選抜は改善案通り実施

された。東京市立第一中学は1,400名の志願者の中から210名を選抜し，市立第二中学は800名の

志願者の中から212名を，千代田高等女学校は553名の志願者中から200名を選抜したのである。

以上のような提言や試みは全国各地の教育当局や学校，教育会，校長会でみられ，いずれも学

科試験のみによる選抜を避け，出身小学校からの報告書，口頭試問，身体検査といった従来とは

異なる原理の導入によって準備教育の弊害を除去しようとしたものであった。知育偏重批判を媒

介にした徳育，訓育（人物養成）策が強まるなかで，また大正期自由主義教育が高揚するなか

で，学科試験に重点がおかれた選抜方法改善に向けた世論は盛り上りを見せたのである。

2 選抜方法としてのメンタル・テスト

入試選抜方法のあり方が論議され学科試験に代わる改善策が講じられるなかで選抜の手段に

「メンタル・テスト」「精神検査」を採用する学校が現われ関心を集めた。岡部弥太郎や田中寛

ーらによって紹介，導人されたアメリカの教育測定 (educationalmeasurement) の理論と方法

が，知能テスト，学カテスト，適性テストなど標準テストの作成と実施となって公教育への影響

が目立ってくるのは大正10年頃から昭和初期にかけてである (SO)。岡部弥太郎『教育測定』

(1923)，田中寛ー「教育測定学』 (1926)，福富一郎「メンタル・テストの原理と方法』 (1922),

楢崎浅太郎『一般素質検査法の試み」 (1923年），『選抜法概論」 (1924年），田中寛ー『選抜考資

法」 (1931年），大伴茂『個性調査と教育指導』，『教育測定の原理と方法』 (1932) などが公刊さ

れて選抜方法としてのメンタル・テストヘの関心を喚起してその採用を促した。 1924年には淡路

円次郎，青木誠四郎，岡部らによってテスト研究会が組織され，雑誌「テスト研究」も刊行され

て測定や評価の科学的研究と教育関係者らの関心を促している。

教育測定理論の導人によって，学科試験の妥当性あるいは効果についての調査・研究を促し，

他方メンタル・テストにおける成績が将来の学習効果を予示する度合が大きいとして，これを

もって従来からの学科試験に代えようという動きが強まってきたのである。

テスト論者たち (SI)は学科試験の欠陥として，①明瞭に，特殊の知的素質を測定しがたい，②準

備教育の弊を除去しえないのみか，むしろその原動力となる，③入学後の成績の予知，すなわち

選抜の効果の点で他の方法に劣る，などを指摘し，実験・調査を繰り返してメンタル・テストの

有効性を説いた。 1920年田中 (52)はその著書において，精神検壺（素質検査）と人学後の学科試験

成績との関係をみると，選抜試験としての学科試験と人学後の学科成績との関係よりも高い相関

が認められるから，入学試験には精神検査を採用するのが望ましいと主張した。楢崎も，多くの

実態調在をふまえ学科試験を全廃して素質検査のみによるか，または小学校在学中（とくに五，

六学年）の成績を参考にして成績不良者を排除した後素質検査によって選抜することを提唱(S3)し

69 



京都大学教育学部紀要第41号

て学校現場での関心をたかめたのである。

1923年兵庫県明石中学校の入学試験では，口頭試問，精神検査，学科試験を実施し，三者を総

合的に判定して選抜する方法を採ったが，このうち精神検究については，その得点と学科試験の

得点とはほぽ一致しているので学科試験は廃止してよく，従って準備教育は不要となると報告⑭

されている。

信濃教育会の場合，既述のように「口頭試問または精神検査を参考として課す」と提唱してい

たが，大町中学校(5” では， 1923年度の入学試験の際，受験者128人に県規定の学科試験の他に参

考としてメンタル・テストを実施して，両者の相関関係を調査した（うち99人が合格者）。その

結果，メンタル・テストと学科試験の成績はほぽ並行するが，中学校の第一学期成績との比較で

みると，科目による差はあるが，学科試験の方がよく相関すると報告している。そしてメンタ

ル・テストは「未だ一般に研究不十分にして直ちに採りて入学者選定の標準となすに足らず」と

し，学科試験は多年の経験と研究とを積んできたものであるからその欠点を改良することで「本

則」としてよいと結論づけた。

これらの動向に対して文部省（文部大臣官房学校衛生課） (56)は， 1924年度の入学試験にメンタ

ル・テストを何らかの方法で用いた中等学校について全国的調査を実施し，現状把握につとめて

いる。それによればメンタル・テストを採用した学校を次の 5種類に分類している。

中学 高女

①精神検査のみの施行・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 4 

②精神検壺と学科試験との併用・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 25 

③精神検査化せるもの（教育測定的に行えるもの）との併用……………………• 1 1 

④入試科目全体を精神検壺化せるもの•.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 40 37 

⑤精神検査化せるものと学科試験の併用（試験科目の一部を精神検査化せるもの）

.................................................................................................... 46 43 

精神検査のみ施行した学校のうち，それのみで選抜している学校はなく，身体検査や小学校の

成績などを併用している。そして「テストの作成，施行法，結果の処理方法」に細心の注意が必

要であり，それが不十分である場合は「準備の弊害を幾分軽減し得んも，これを軽々に行へは，

学術試験の弊に更にアルファを加えることにならん」と述べ選抜方法としてその採用には概して

消極的であった。教育関係者のメンタル・テストヘの関心は，大正10年代に入って，学科試験に

偏った選抜法の弊害が指摘されるなかで次第に高まりを見せ，既述のようにこれを採用する学校

が増える傾向をみせた。しかしその手続や利用法にかなりの専門的知識や訓練が必要であること

やメンタル・テストの重視は下級学校における教科教育（実質的陶冶）を軽視することにつなが

りかねないという懸念から，一般にその本格的な採用には消極的であった。メンタル・テストや

素質検査の利用に比較的消極的であったのは，遺伝的・素質的な能力よりも努力，忍耐，訓練に

よって獲得される能力（学力評価）を重視する能力観があり，刻苦勉励型の人間像を重視する考

え方がわが国の場合支配的であったこともあげられよう。
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3 推薦制導入の試み

準備教育の弊をなくし，受験競争を緩和する方策が模索されるなかで推薦制（推薦者無試験人

学選抜方法）が試みられている。たとえば広島高等師範附属中学校では1915（大正 6)年以来，

出身小学校長の推薦 (4年・ 5年・ 6年の 3ヶ年間の成績を添え）と身体検査，そして抽簸で選

抜している 157)。附属中学校では多くこの方法がとられている。 1922, 3年には兵庫県親和女子高

等学校で推薦者無試験入学選抜方法が実施された。実施に携わった和田豊の報告158)によれば，

「無試験入学者選抜規定」を設けて1922年， 23年の両年度，小学校の成績を信頼して 1学級 (50

人）に限り，推薦された者を入学させるというものである。選抜規定としては，小学校4, 5, 

6学年の学年成績の順位が児童数の 3分の 1以内であることなど 8項目から成り，「志願者が募

集定員を越える場合は市内 3小学校長の立会を依頼し抽簸を以て入選者を決定する」としてい

た。 1922年度は志願者l,107人の中から50人を選抜して 4学級中 1学級を編成し， 1923年度は781

名の志願者から抽簸により 50名の合格者を決定し，混合編成の 4学級にしている。 1922年の場

合，学級編成は次のようである

第1組 (51名）

第2組 (51名）
｝試験により入学せしめた者

第3組 (51名） 豫科修了者

第4組 (50名） 無試験選抜法に依り入学せしめた者

この推薦方式採用の目的の一つとして，試験によって入学させた者，予科修了者，無試験入学

者の各学級間の「学力，性行の優劣長短」を考察して選抜方法のあり方を探ろうとしていること

ば注目される。たとえば第一学年の学期毎に各教科別成績を比較検討した結果をみると，体操科

を除くすべての教科で成績が試験組，予科組，無試験組の順となっている。さらに和田報告によ

れば，無試験入学者の推薦という方法を採用する場合，小学校長からの内申を信頼する他ないの

だが，両年度の内申に「疑念を生ぜざるを得ざるが如きもの」が存在したと述べて， 1924（大正

13)年度以降はこの方法は採用していない。

これより先1916 （大正 5)年度の松本中学校入学試験に際しても， ときの本荘太一郎校長は

「特別入試検定」を実施し物議をかもした (59)。この特別推薦制，無試験制の実施をめぐっての論

議は，当時の選抜制に対する関係者の見解を知るうえで興味深い。松本中学校は大正期に入って

県下中等学校でも最も激烈な競争率を示していた (1916年の競争率は3.2倍であった）。本荘校長

は各小学校長宛の文書で「…操行，学力，体力優秀ナル事ヲ責任ヲ以テ御証明相成候者二限リ，

選抜ノ際特別検定致候見込二有之候…」と述べ，該当者があれば推薦されたい旨を通知した。こ

れには21名の応募者があり， 1916年度は全志願者473名，合格者144名（内21名が推薦入学者）を

決定した。しかし，この特別推薦入学をめぐって，否定的見解をとる県学務課との間で論議が展

開された。

本荘校長は，入試の激化に伴う小学校教育の弊害除去を，①小学教育の正常化ー小学校を真の

実力養成の場とするため，準備勉強の弊害を除去し国民教育上の改善を図る，② 1回のみでの入

学試験がもつ問題点の除去ー小学校の成績証明書の重視， という二つの側面から考え推薦制度を

とったと主張した (60)。これに対して県学務課は，法理上から解釈して推薦制が違法であること

（中学校令施行規則43条「試験ニヨリ選抜スペシ」は一律画ー的試験を意味していると解釈）及
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び公益上からみての不当性（推薦権を一部の小学校にのみに限定したこと，推薦しうる児童を辱

常小学校卒業見込み生に限定したこと）を指摘して批判した。さらに県学務課が「松本中学校ノ

弁明書二対スル批判 (61)」なる書面の中で，入試の是非の基準は「軋人ガ公平ナリト信ズルヲ要点

トスベシ」，「受験者ヲシテ須ラク機会均等ナラシムベシ」として一部の受験生に特権を享有させ

るべきでないこと，生徒の不可測の可能性を信じ，現在劣等であっても好学の精神をもつ者の教

育を拒否すべきではないこと，優良の生徒のみを選抜するのは教育の本義に反することなどの主

張が展開されていて典味深い。県の学務課は終始推薦制に反対する立場をとり，松本中学校も十

分な研究と配慮のもとに実施したものでなかったため，課題を残したま、で終わった。

以上の検討で明らかなように，大正期後半に至って準備教育の弊害を除くための多様な試みが

各地の学校で展開されその是非が論じられていたのである。学科試験の成績（学力評価）という

一義的基準による選抜だけでなく，内申の利用，人物考査，身体検査，メンタル・テストの併

用，抽簸制，推薦制の導入など，教育的にみて一見望ましいと思われる選抜方法は，すべてこの

期（及び昭和初期の改正選抜法も含めて）に出つくした観さえある。しかし学歴社会が既に成立

し中学校は知識の習得（学力）を主軸とする人材選別機能を果たすものとして社会的期待が大き

くなっている段階で，これらの多様な方法は，公平，公正，機会均等という原則にそぐわないも

のとして，信頻されず歓迎されてはいないのである。

ところでわが国近代公教育の歴史でみても，これほど広範な国民を巻き込んでの批判や論議，

要求は他に例を見ない程の高揚をみせ選抜制度の抜本的改革を求める声となったが，政府・文部

省も準備教育禁止令や進路指導の徹底を促す通牒などの行政指導では対処しきれないことを知

り，思い切った改革を講ずる必要に迫られた。

直 選抜方法多様化の試みとその挫折

1 文部省による改正選抜法

1927（昭和 2) 年11月22日文部省は，中学校令施行規則，高等女学校令施行規則，各実業学校

規定中改正を行い，規則，規定中から「試験」の語を削除し，「考査」「検定」の語をもってこれ

に代えだ62)。たとえば中学校令施行規則47条の「各学校ノ課程ノ修了又ハ全学科ノ卒業ヲ認ムル

ニハ平素ノ学業及試験ノ成績ヲ考査シテ之ヲ定ムヘシ」という規定を「……平素ノ学業成績ヲ考

壺シテ之ヲ定ムヘシ」と改めた。なかでも同規則中第43条の 2 (「…•••第一学年入学志願者ノ

数入学セシムヘキ人貝ヲ超過スルトキハ試験二依リテ入学者ヲ選抜スヘシ」）を全文削除した

ことは重要な意味をもっていた。これは従来の学科試験による選抜法の廃止を意図した処置で

あった。すなわち，文部省は同日に中等学校入学者選抜方法に関する準則「中等学校試験制度改

正二関スル件」（文部次官通牒）を発し，学科試験による選抜法に代わる新たな選抜法の要旨を

示したのである。そして中等学校における試験という観念を打破するために法令中から一切の試

験という文字の抹殺を図ったのである。このような処置は中学校令だけでなく高等女学校令，実

業学校の関係法令などもすべてこの形に改められ，さらには高等学校令においても同様の処置が

とられている。

わが国の近代公教育の歴史上，学校における試験がもたらす弊害を除去するという目的のため

にこれを「考査」と表現した例は以前にもあった (63)。1900（明治33) 年 8月，改正小学校令公布
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と同時に「小学校令施行規則」を制定したが，その第23条に「小学校二於テ各学年ノ課程ノ修了

若クハ全教科ノ卒業ヲ認ムルニハ別二試験ヲ用フルコトナク児童平素ノ成績ヲ考介シテ之ヲ定ム

ヘシ」と定めた。そしてその「説明」（文部省訓令第14号）では，「心身ノ発育未夕十分ナラサル

児童ヲシテ競争心二駆ラシ試験前一時二過度ノ勉強ヲ為シ是力為二往々其ノ心身ノ発育ヲ害スル

ノミナラス試験ノ為二勉強スルノ栖習ヲ馴致スルヲ避ケンカ為ナリ」というものであり，この規

定は教育現場に大きな反響を呼んだ。「試験」という表現を「考壺」に変えただけで事態が変わ

るわけではない。逆に試験がもつべき教育評価的意義を失わせてしまう危険性をもっていたので

ある。

1927 （昭和 2) 年の選抜法改正のための準備は， 1926 （大正15) 年からはじまり， 6月に文部

省内に委員会を設け教育界から委員を挙げて調査に着手した。そして同年 9月にはひとつの成案

を得たので，中学校長協会，高等女学校長協会，実業学校長会，師範学校長会，小学校教員会の

各代表に示し，意見を求め，改正案の骨子についてはいずれも賛成を得たので省令をもって公布

し， 11月中旬には府県学務部長を招集して其の精神，実施上の注意，監督法を指示している 16410 

ところで新選抜法の「説明」においては，従来の方法を次のように批判している 16510 

「従来の試験による評点の如きものは志願者の常識・素質・性行等の諸方面即ち人物全体

に対する総合的結果を示すものではなく，其の一部分たる記憶，推理等の測定に過ぎない

のである。然るにこれを以て直ちに其の児童の真価を掴み得たものと考へ，之に序列を附

して合格不合格を定めようとするのは軽率も亦甚しきものである」

従来の「試験」による選抜法に代わって新しく示された選抜法の要旨は次の通りである 166)0 

(1) 出身小学校長をして，児童の小学校におけるおよそ最終 2学年の学業成績，身体の状況，

特性，その他必要な事項（上級学校進学に関する志望の適否，性能の適否，小学校卒業後におけ

る学歴または経歴およびその成績等）につき詳細に調企し，中等学校長に報告させる。

(2) 中等学校長はこれに基づいて，募集員数以上適宜の員数を考査選抜する（第一次選抜）。

(3) 第一次選考により選抜したものにつき，人物考査（常識，素行，性行などの考査）ならび

に身体検査を実施する。ただし人物考壺には主として平易な口頭試問の方法を用い，かつ小学校

長の報告を参考にする（第二次選考）。

(4) 第二次選考により選抜されたものが，募集人員を超過するときは，順次優良なものから入

学させるが，同一順位で優劣を判定しがたいものは，抽簸によって入学者を決定する。

(5) 都市などでは，数校が連合して考査を行い，志願者の志願順位によって人学させるような

「総合制」を採用してもよい。

以上がこの改正選抜法の骨子であるが，そこには制度的には従来見られなかった新しい試みが

いくつか発見出来る 167)。（もちろん既述のように，それらは全国各府県，各学校で既に試みられ

てはいたが）

(1) 従来の投機的一回限りの学科試験であった方法に対し小学校長の内申，人物考査，身体検

壺の三者を併用していることである。これは，入学試験をもっと教育の論理に近づけようとする

試みであり，より確実な能力の発見のための方法を構築しようとする努力のあらわれでもある。

(2) 選抜を二段階に分け，第一次選考として小学校長の内申にもとづく選考を行うこととした

ことである。これは，実践の場において平素の学習能力，態度を観察し評価している教育者の証
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言を選抜の資料とするのは教育的に正当だという認識に基づいている。これを「内申第一主義」

と言い，後にさまざまな問題をひきおこすもととなっている。

(3) 選抜の第二段階として行われる人物考査は口頭試問の方法によることとしたことである。

従来の筆記による学科試験が， とかく知識の記憶量の試験となり，そのために多くのことがらを

暗記させる準備教育を誘発させたことを考え，これらの準備教育の根絶を期して考えられたもの

である。それはまた「学力」よりも「人物」という伝統的教育観や，臨時教育会議の答申に基づ

いて打ち出されてくる国民道徳の強化策からみても重要であった。

(4) 抽簸制を例外的な場合（同一順位）に認めたこと。ある基礎条件を備えている児童を選抜

した後抽簸によって合否を決定する方法は，現実には多くの学校で採用されてきた。

(5) 総合考究制とは 2校以上の中等学校の志願者をまとめて考査し，合格者を適当な方法に

よって各校に配分するものであって，各校の生徒の質の均等化や，優秀資質者の脱落防止がその

ねらいである。

(6) 新選抜法の趣旨をさらに徹底強化するため，またひとつには児童の個性を尊重し，進路の

適正な指導を図るため， 3日後の11月25日には「児童生徒ノ個性尊重及職業指導ノ件(68)」を訓令

している。ここでは「……卒業後二於ケル職業ノ選抜又ハ上級学校ノ選抜等二関シテ適当ナル指

導ヲナス」と規定されている通り下級学校における適切な進路指導により生徒の志望が特定の種

類，特定の学校に集中することを防止し入学難，受験競争を緩和しようとするねらいがあった。

改正法によるこの選抜制度は，部分的修正が加えられつつ形式的には1939年まで継続したが，

わが国近代公教育成立以来，制度的に確立した画期的な選抜方法の改革であったと言えよう。そ

してそこで展開された理念や提言や方法的技術は，各府県や学校で試みられていたものを吸収し

たものであり，原理的には今日に至るまで繰り返し主張されているものである。

2 改正選抜法への反応

この新選抜法が発表されるや否や中央・地方のジャーナリズム，教育雑誌，教育諸団体の間で

賛否両論が沸き起こった。学科試験廃止の訓令を「英断」であるとし，これによって長年の課題

であった準備教育の弊が払拭出来るという期待と，入学難，受験難という課題解決にならないど

ころかかえって準備教育を激化させるというものであった (69)。反対論の主なものは次のような内

容を含んでいた。

(1) 学校によって内申書の調査標準，記入内容等に違いがあるものをどう判別するのか。客観

妥当性に欠ける小学校長提出の報告を中等学校がそのまま利用することは不合理であり，これに

よって志願者の優劣を判定することは困難である。選抜の手段として妥当性に欠ける。

(2) 内申書の適正が保てるか，つまり公正・公平という原則が守れるかという批判であった。

情実が介在し易いということが受験生や父兄の不安をかきたて混乱を大きくする。

(3) 内申第一主義の結果，入試競争，席次争いを小学校に持ち込み，新たな受験準備教育を誘

発する恐れがあり混乱を大きくする。

(4) 人物考査における「平易ナルロ頭試問」とはいかなるものか明確でない。口頭試問による

ことを説きながら，筆答試問を許容していることは不徹底のそしりをまぬがれない。

(5) 数量的に志願者の優劣順位を判定できる何らかの方法を導入しなければ客観性，公正さへ
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の要求に応えられないし疑惑を招く恐れがある。

(6) 抽簸は（機械的）平等ではあっても，素質におけ優劣を無視した不公平な方法であり，教育

カの経済あるいは国家社会の文化の発達という観点からみても不適当である。

小学校教育の尊重，平素の学習能力や態度の評価を含んでいる内申書を利用することの教育的

意味は大きい。しかし内申書にもられた内容について，客観性，信頼性そして公平性の確保とい

う点で父母，中等学校側に対してともに説得力を欠き，さまざまな憶測を介入させる危険性のあ

ることが多くの論者によって指摘された。小学校間における格差，学級人数，評価甚準の問題等

論議を呼ぶ要因が多く存在したのである。

口頭試問は学科筆答試問に伴う準備教育の弊を一掃するねらいをもって，「人物考査」という

名目において「常識，素質，性行等ノ考査」を「主として平易ナルロ頭試問ノ方法」を用いて実

施するものであるが，出題に関する研究の不十分さ，複数の評価者による基準設定の困難さ，限

られた時間内に多数の志願者を公平に客観的に評価することには多大の困難さが予測され，口頭

試問のみで合否を判定するのは困難てあるという意見が大勢を占めていた。かくして第一次選

抜，第二次選抜ともに主観性の入る余地が極めて大きく，客観妥当性に欠けるものであって，選

抜方法としては正当性をもちえないものであった。

既述の如く，入学難や準備教育の程度は各府県によって異なり選抜方法にも相違や独自性が存

在した。したがって， 1927年の選抜法において実施の細目を示したが同時に「其ノ示ス所ハ選抜

方法二関スル準則ニシテ地方及学校ノ情況二依リ特別ノ必要アル場合二於テハ改正ノ本旨二反セ

サル限リ事情ヲ甚斗酌シ適当ナル選抜方法ヲ採ルヲ防ケサルモノトス」 (70)と附け加えている。伝統

的な学科試験を一片の法令で一挙に廃止することが非現実的であることが認識されていたのであ

る。

各府県は文部省の通達に則して学校規則を改正し，選抜法を示したが，その対応には実情に応

じた微妙な相違が見られる。長野県の場合をみると， 1927年12月13日に通牒をもって小学校長，

中等学校長に新たな入学者選抜法を指示した（7]）。そのなかで人物考査に関しては，「①口頭試問

ヲ以テスルヲ本体トスルコト，可成三人以上ニテ各独立二採点シ其結果二付総合判定スルコト，

②必要アル場合ハ筆答試問ヲナスモ妨ゲナキコト，此場合小学校二於テ準備教育ヲ必要卜認メシ

ムルガ如キ問題ヲ避クルコト，但学科別二試問ノ問題ヲ選定セザルコト」と規定して筆答試問の

方法を明示していることが注目される。

兵庫県の場合をみると， 1928年 1月21日県下各中等学校長及び小学校長あて通牒が発せられて

おり，その中で人物考査の方法として「考究ハロ頭試問法ヲ用フルコト」と規定したうえで「但

シ補助トシテ筆答試問法ヲ加フルコトヲ得」として，現実には筆答試験を採用せざるを得ない実

情を県当局は認識していたのである。愛知県の規定でも，一部「一斉試問」（筆記）を行うこと

ができる道が残されていた (72)。

4 実施の結果とその後の展開

この改正法に基づく選抜は1927年及び28年にわたって実施されたが，実施前から懸念された問

題点が現実となって顕われた。文部省は「小学校側に於ては準備教育の減少となり，中等学校側

に於ては考査方法の改善著しきものがあった173)」と総括しているが，その実態は必ずしも文部省
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が意図し期待したものとは異なるものであった (74)。

第ーは．内申書にかかわる各種の問題であった。既述のように，小学校からの内申の内容を利

用することは小学校教育を尊重することになり，また，一時的考在では十分に認めることが困難

な性行，オ幹等について，貴重な日常の観察の結果を含むからその教育的意義は大きい。しかし

客観妥当性，公平さという点でみると正当性は少ないものものであった。内申の内容は，多くの

場合，家庭の状況，最後の 2か年における学業成績及び各児童の属するクラスの人数とその中で

当該児童の占める席次，性行・オ幹等に関する人物所見．身体の状況の 4種類である。これらの

内容に関して，学校によって評価の基準を異にし（点数，標語，席次などが異なった標準で記入

されている）．同一学校でも教師によって評価の基準が異なり（客観性に欠ける）．これによる選

考は多くの学校では事実上困難であった。その上，記載に意識的作為（情実）が加えられるので

はないかという危惧の念が現実化した。 1929（昭和 4) 年 3月の入試に当たり，大阪府で．内申

書を偽造した小学校長，教員120名が懲戒処分になったという事件(75)．東京では府立中学校教諭

2名が志願者に特別の便宜をはかり父兄から現金を収受したという事件176)などは，内申書信ずべ

からずの好例として当時喧伝されて，新選抜法に対する批判を強める要因となった。小学校側で

は，内申を厳正・公平たらしめようとすることから校内テスト，すなわち第六学年の複数の学級

児童に共通試験を繰り返し実施したり，ー地方の複数小学校に共通試験を実施したところもあっ

た。中学校側では，報告書の細目にわたり仔細に分類して評点を与え，順位を付して合否を決定

しているところも多くみられている (77)0 

1928年 3月，実施状況を把握するため文部省も各府県でも情報の収集に当たっているが，岡部

弥太郎らも中等学校（校長）及び入学を志望した児童宛質問紙法で調査を行っている (78)。それに

よれば，内申書による詮衡に当たっては，学業の点数のみを用いたもの，席次のみを用いたも

の，点数と席次によるもの，標語（甲乙丙，優良可など）と席次によるもの，学業のみならず身

体，特性，家庭の状況等を点数化し合計点をもってしているもの，順位，等級を作らずある標準

をたてて詮衡している学校など多様である。

第二は，中学校側の人物考査における口頭試問の問題であった。岡部らが86校の中学校及び高

等女学校について調介したところ，口問口答を行った学校は36校であり，他は何らかの形で箪答

を加えていだ79)。それは口問筆答口問口答と口問筆答との併用．筆記試験のみ，口問口答と筆

記試験の併用，その他，などである。この結果は，筆答は例外的採用と考えていた文部省はもち

ろん地方当局者にとっても予想外であった。たとえば長野県下の実施状況180)をみると，長野中学

校は筆答試問と口頭試問．松本中学は箪答試問，上田中学は国語，算術，歴史，地理，理科にわ

たる筆答試問と口頭試問，飯田中学校は箪答試問と口頭試問，長野商業は筆答試問，長野工業は

筆答と口頭試問を実施している。概して，口頭試問の内容に関する研究はいずれの学校でも不十

分で，多くは学科試験（教科内容に関する試問）と大差ない問題及び修身科的な内容に傾斜した

問題であった(81)。内申書の内容を点数化し，さらに，「口答又は筆答による解答に付き一々採点

を行い此の両者を通算して得たる点数を以って志願者全部の序列を定め其の最高点なる第一位よ

り順次に入学を許可するの方法を執った」学校が多かったことを，文部省は「旧慣に囚はれた処

置で，準備教育を促し，或は試験競争を小学校内に持ち込み或は情実問題を惹起する (82)」もの，

と批判した。けれども，不確実な内申書に頼れない各校にとって，公正さを保持しようとすれば
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筆答試問の結果が重要な判定基準とならざるを得なかったのである。実態調在を踏まえて岡部

は，優秀者選抜の主義に立つ以上，内申書の方法と口頭試問とだけで選抜するということは不十

分で，客観的な判断基準となる試験が必要だと報告している。そして新選抜法は従来の選抜方法

以外に多くの工夫を喚起した功績は認められるものの，国や地方当局は各中等学校に対して画一

的な要求をしないで「原理を示して，それ以上は各学校の事情や特性によって自由であることが

望ましい(83)」と結論している。内申書，口頭試問という方法は，学科筆記試験による学力評価の

結果を用いる選抜方法と比較して，客観性，公正さという面で説得力をもちえなかったのであ

る。しかし内申書や口頭諮問は全く不要というのではない。楢崎や田中らは，「科学的」な測定

理論を踏まえた（たとえば標準化された素質検壺の実施や口頭試問のやり方を工夫すること）そ

れらの利用を提唱している。

改正選抜法に基づく 1929 （昭和 4) 年度入試の実施を目前にして，その精神を徹底させるた

め，文部省（普通学務局長）はその年 1月地方長官宛に「中等学校人学準備教育禁止方通牒」を

発している。このような禁止令を発せねばならないこと自体，改正のねらいが達成されなかった

ことを示している。

「今尚潜カニ補習又ハ復習等二名ヲ籍リテ始業前或ハ放課後二於テ受験準備ヲ為ス向有之

……地方に依リテハ右二関シ実力試験会又ハ模擬試験等ヲ催スモノモ有之……児童ヲシテ

是等ノ催二応セサラシムル様御示達相成達」

各府県はこれを受けて 2月から 3月にかけて各小学校長に同様の内容の通達をした。その際

「受験準備卜目サルヘキ事実ノ根絶ヲ見ルニ至ラサルハ頗ル遺憾(84)」といった見解は，進学競争

の激しい府県ほど多くみられる。

東京府は1929（昭和 8)年10月学務部長名で各市町村長あてに準備教育の取り締りを厳しくす

るよう通牒(85)を発し，「左記各項ノ厳守」を命じている。各項とは「学校休業日及規定時間外ニ

於テ教授及復習ヲナサザルコト，各教科目ノ規定教授時間数ヲ変更セザルコト，教材ノ進度ヲ極

端二変更セザルコト，教員ハ私宅教授ヲナササルコト，入学試験準備ヲ目的トスル私塾二類スル

モノ及模擬試験等二児童ヲ出席セシメサルコト」の 5項目である。そして東京府は，視学官を予

告なしに巡回させ各小学校の準備教育の取り締まりに当たらせたのである。さらに各区の校長会

は具体的な申し合わせ事項を定め，この通牒の徹底に努めている (86)0 

5 学科試験復活の意味

(1) ところで改善された入試制度に対し中等学校長協会の代表は1929（昭和 4)年10月に文部

省を訪れ，「土地の状況と学校の事情とにより筆問筆答を加えること (87)」ができるよう申し入れ

た。文部省は1929年11月，「中等学校入学者選抜二関スル件」（文部省次官通達）を発し，改正選

抜法の内容が「往々ニシテ其ノ解釈ヲ異ニシ時二情弊ヲ見ルカ如キ事例モ有之……」と述べ人物

考査に関して次のような修正を点示した(89)0 

ー．入学者ハ人物考査並身体検究ヲ行ヒ且小学校長ノ報告ヲ参酌シテ之ヲ考介選抜スルコト

ー．小学校長ノ報告二係ル事項ノミニ基キテ入学ヲ拒否スル場合ハ到底中等学校ノ学習二堪

ヘスト認メラルル者二限ルコト

人物考査ハ常識・素質・性行等二付口頭試問ノ方法二依リテ之ヲ行ヒ必要アル場合二於
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テハ筆記試問ノ方法ヲ加フルヲ得ルコト常識ノ考杏ハ小学校ノ教科二基キ暗誦二流ルル

コトナク理解，推理等ノ能カヲ判定シ得ヘキ平易ナル事項二付之ヲ行フコト

この通牒は 2つの修正点を含んでいた。まず，小学校長の報告で一次選抜した者に人物考壺並

びに身体検査を施す（二次選抜）というたてまえを改め，人物考査・身体検査を実施して，「小

学校長ノ報告ヲ参酌シテ」考壺選抜することにした。次に，必要ある場合には筆記試験の方法を

加えることが出来るとしたのである。

これは「内申第一主義」の廃止であり，選抜の中心が人物考査に移ったことを示している。ま

た人物考査の方法として，従来の「平易ナロ頭試問」とあるのを，さらに詳細に「小学校ノ教科

二基キ……理解，推理等ノ能カヲ判定シ得ヘキ平易ナル事項」と規定して，事実上学科試験の復

活を認めている。こうしたなかで準備教育は激しさを増し受験産業も活発化して，「試験地獄」

というジャーナリズムの表現は一層真実味を帯びて国民の間に流布することになった。

(2) 昭和初期の経済不況は地方都市や農村部での中学校，高等女学校への進学志願者数を一時

ダウンさせたが，大都市でのそれは増える一方であった。収容力を高められない行政当局は準備

教育禁止令を再三出すとともに，進路指導の徹底を図る行政指導も繰り返し行っている。文部省

は出願期の1930年 1月「小学校卒業者ノ上級学校入学に関する件」（次官通牒）を達し，その中

で「……従来動モスレハ自己ノ性能・環境ヲ顧ミス漫二中学校高等女学校ヲ志望スルノ風アリ」

と述べ，教師の側にも徒に中学校高等女学校を勧奨する風潮のあることを「遺憾ノ義」とし，児

童の学校選択に適切な指導をするよう （つまり実業学校進学を勧奨するよう）求めたのである。

各府県はこれを受けて管下各小学校長宛同内容を通知している。このような進路指導によって受

験競争の緩和を図るとともに人材の効率的配分をねらったのである。

(3) 筆記試験復活後，試験問題（出題）は次第に難問化し，あるいは奇問と非難される出題も目

立って現われた。このような傾向が準備教育を一層助長する要因となったことは明らかであり，

文部省は1935（昭和10)年 2月「中等学校ノ入学者選抜方法二関スル件(90)」の通牒をもって「入

試問題の検閲」を指示したのである。その内容は，人物考査の為に行う常識考査は小学校の教科

に基いて，暗記・暗誦に流れることなく，理解・推理等の能力を判定するような平易な問題とす

べきであるが，この範囲を越えた難解な問題が多いと指摘し，「口頭又は筆記試験ノ問題ハ必ス

小学校ノ教科二基キ其ノ範囲ヲ越エサルモノヲ選定セシメ考査終了後二於テ其問題ヲ貴庁取纏メ

委員ヲシテ之ヲ検閲セシムル」というものであった。不適当と認めたものは厳重に注意するとと

もに，検閲状況を文部省に報告させるというものである。各府県ではこれを受けて，さらに詳細

な規定を設けて対応している。

(4) 学科試験が事実上認められるなかで，昭和10年代に入って準備教育による弊害はさらに激

化する傾向にあった。しかも戦争拡大の危機的状況下で，国民教育の本旨（「国民ノ基礎的錬

成(9＂」）の徹底と軍事的要請としての国民体位の向上が強く求められていた。 1939（昭和14)

年 9月文部省は「中等学校入学者選抜二関する件(92)」を通達して人試制度の新たな改革を示した

がその要点は次のようであった。①小学校長の報告，中等学校における人物考査，身体検査の三

者総合制定による。②小学校長の報告には，詳細な「個人調査書」，学業成績に関する「学級一

覧表」を付す。③人物考査は口問口答をもってし，徳性にもとずく判断（情操の深度，推理の適

否等）を考査する。④身体検査は疾病及び異常の検壺に重きをおく。⑤前記の考査で優劣が判定
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しがたいものについては抽簸により決定する。⑥選抜方法の運用を公正にするため各小学校及び

中学校に委員会を設置し，各府県に入学者選抜の運用に関する機関を設ける。

これは1927年に打ち出した学科試験廃止の基本線を守り，同時に三者総合判定の原則によって

内申書重視における弊害を除去しようとしていること，口頭試問による人物評価を客観性のある

ものにするため試問内容をより具体的に指示し，身体検査に関しても同様に指示していること

(1940年11月通牒(93))，報告書の作成，中等学校側の審査の公正を期すため委員会の設置を提唱

するなど，これまでの問題点を克服する方策を示した。しかし，ここでも， 1927年の選抜法と同

様小学校長の報告書や人物考査，そして三者総合判定に期待された教育的配慮は，学科筆記試

験のもつ客観性ー公正さ以上の説得性及び現実的効果をもちえないという批判を受け，結局筆記

試験を排除することは出来なかったのである。都市部での入学難は一向に緩和されず，戦時体制

の下で人的資源の確保という政策面からも新たな改善を模索せねばならなかったのである。それ

は国家的統制力を強化するなかでの「学区制」の導入と「総合選抜制」の採用であった。 20年代

の論議においても，学区制が有効な決め手となるという指摘は一部の論者によってなされてい

た(94)。たとえば「入学試験に関する調査」の中で吉田熊次は「入学難解決の先決問題」として一

定の条件のもとでの学区制の採用を提案している。それは学校間の格差つまり私立学校と公立学

校との間の「信用の差(95)」が徹廃されることを条件としている。

(5) ところで，選抜制度における学科試験の廃止ー復活の繰り返しは何を意味しているのか。

高等普通教育機関としての中学校を，上級学校へ接続する学校系統上の正統とみる伝統的観念は

大正期後期になっても衰えを見せず，中学校への合格が階層上昇の基礎資格を与えるものという

観念が国民の間に広く存在していた。中学校は，「知識を主体とする学力」を基準とした人材選

別と配分機能をもつものと期待され，学校間格差意識がこれをさらに助長していた。入学者選抜

の学科試験は，そのような選別機能の重要な段階として位置づけられ，そこには評価の客観性，

厳密な公正さが求められてきたのである。このような状況のもとでは下級学校における学習，行

動の記録（内申）や口頭試問による人物評価は，それ自体教育的意味をもちつつも，選抜をもっ

とも必要とする難関校では積極的な判定資料とはなり得ず，必然的に筆答試問の成績に頼らざる

を得なかったのである。学科試験による選抜方法こそ客観妥当性，公正性，実用性をもち得るも

のであることが再確認されたことになる。抽簸制は，ある標準以上の者（学力検査や能力検査を

実施し入学後の学習が可能であると認められた者）を対象に実施されるものであるが，受験者の

能力が平等であることはあり得ないという認識，前提としての内申や人物評価は客観性，公正さ

に欠けるという認識のもとでは有効な方法とは受けとられなかったのである。さらにメンタル・

テストの採用に消極的であったのは，素質的遺伝的規定性の強い方法よりも，努力によって獲得

される部分を重視する（刻苦勉励型）能力観が支配的であるというわが国の文化的特性によるの

であろう。

結び

第一次大戦後のわが国の社会，経済関係の変化（資本主義的生産の発展）に伴い，少なくとも

中等教育を受けねば高度化する産業社会に対応できないとする意識が国民の間に普及し，また学

歴社会が成立しつつある状況下で，中等教育への要求の高揚となった。中等学校なかでも中学
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校，高等女学校における人試競争，受験競争は激化し広く国民をまきこんで社会問題化した。し

かし，合格できるだけの学力要求とそれへの対応は子どもの権利保障ととらえることもできる

し，準備教育をそのための一方法としてとらえることもできよう。 1920年代の国民の進学熱は切

実な生活要求に根ざしたものであって「父兄の虚栄心」とか「個人の優越本能(96)」といったこと

に矮小化できないものであった。

文部省の対応は，学校の増設，定員増などによる収容力の拡大を行い，準備教育を禁止する訓

令や行政指導をしばしば行い，中学校「偏集」傾向の是正と実業学校への人学を勧奨する進路指

導の強調，そして入学者選抜方法の改善をもって対処した。この場合，入学難，受験難の緩和や

準備教育の解消に一片の訓令や進路指導の強化が無力であることが歴然とした。それは国民の中

等教育なかんずく中学校，高等女学校への進学，そのための学力（受験学力）を向上させようと

する意欲は，切実な生活要求に根ざしたものであっただけに殊の外強かったことを示している。

入学者選抜試験の制度の歴史上， 1927年の改革は画期的な意味をもっていた。中等諸学校の施

行規則を改正し，各条項から「試験」の文字を抹殺し，選抜試験のみならず，進級や卒業の認定

「試験」までも排除しようとした。そして，小学校長の内申と中等学校側の人物考壺，身体検査

の三者を併用した方法を導入すること，すなわち一律の学力試験による公正性以外の選抜原理を

導入することを制度的に試みたのであった。選抜方法の多様化は，より確実な能力を発見するた

めの方法の探求であり，いかにも教育の論理にかなった方法のように受けとめられた。

しかし実施の段階やその後の施策では，三者の比重関係や人物考査の方法をめぐって訂正が加

えられることとなったが，それは内申書の比重の後退であり，また人物考査の方法としての口頭

試問は口問口答→口問箪答→箪問筆答と変わり，結局従来通りの学科試験の復活となり，その出

題範囲を小学校教科の範囲内にとどめるべきことが求められる程度にとどまった。 1920年代の改

革は以下のように要約できよう。

(1) 改正された入試選抜法は，一律の学力試験による公平性以外の原理を導入する試みであっ

たが，それは方法の客観性への要求，公正さ，機会的平等への強固な要請に対抗するだけの説得

性をもちえなかったと言えよう．

(2) 三者併用及び三者総合判定という選抜方法の改善策は，選抜方法への教育的配慮の必要性

を認識させる効果はあったし，小学校，中等学校双方に求められていた徳育重視の目的観（人間

像）にも合致する方法であった。しかし，内申及び口頭試問の利用の有効性をたかめる評価技術

が開発され普及していない状況では，正当性を主張することができなかった。教育測定の理論の

有効性も説得力をもちえなかったし，逆に科学的測定を妨げるような教育観が強まりつつあっ

た。

(3) 入学競争，受験競争が激化する状況下での選抜試験である限り，内申や人物考査の内容の

ように客観化しにくいものに依拠することは困難であり，客観化可能な学力評価（達成度）を指

標とする選抜は不可避でありかつ妥当であった。学科筆記試験は出題の改善という条件付きで復

活する理由があった。

(4) 個性尊重の名をもって，実業学校への進路選択をすすめる進路指導は，その目的が特定の

学校への志望者集中，人試競争の激化防止策にあった限りにおいて，説得力を欠き期待通りの成

果を収めえないものであった。
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(5) 受験難や過度の準備教育への解決策は，特定学校への志願者の集中を緩和し，出来る限り

多数者の入学を許可する以外にない限り，公立中学校，高等女学校の増設，定員増，それに学校

間格差の是正が最も有力だということが当時の対応からも明らかであった。それは，選抜方法の

不完全さを改良するという発想の限界を示していることでもあった。「学区制」，「総合考査制」

は，既に一部に提唱され注目されはじめてはいたが，ここでとりあげた1920年代ではその「成

果」を見るまでに至っていない。

1920年代における選抜方法の多様化は，その教育的意義は認められつつも，選抜の方法として

は，学科筆記試験での学力評価という方法以上の正当性をもち得なかったと言えよう。
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土屋弼太郎・前揚書。

海後『臨時教育会議の研究」所収「資料」参照。

r信濃教育」 447号・ 1924年。

文部省普通学務局「全国中学校二関スル調資書j 1巻。

同上• 4巻。

同上

広瀬雄「ゲイリイ学校経済上の特色」雑誌『教育」 453号・ 1921年。ゲーリー・システムは1908年，

W. Wirtによってインデイアナ州のゲーリー公立学校で初めて試みられた。

伊藤長七「中学校の二部教授設置につきて」「教育」 453号・ 1921年。

「三重県教育史』 2巻・ 1981年・ 156頁。

北沢種一「夜間中学校について」『教育』 453号・ 1921年。

「教育週報」 192号・ 1929年 1月19日。

山松鶴吉「中等学校入学難根絶策」東京師範学校内若渓会『教育」 491号・ 1924年。（以下「教育j

491号・ 1924年。（以下「教育」と略す）

堀七蔵「入学試験の全廃か改善か」「教育J468号・ 1924年。

土屋弼太郎「準備教育」「信濃教育』 411号・ 1921年。

文部省調査部「中等学校入学者選抜に関する制度の実施に就て」 ・1928年・ 1頁。

文部省「文部時報』 111号・ 1923年。

文部省「全国中学校二関スル諸調査」によればその数は次のようである。

1914年

1915年

1916年

1917年

1918年

1学年

3,565 

3,398 

3,477 

3,232 

3,584 

2学年

4,718 

4,571 

4,606 

4,320 

4,789 

3学年

4,621 

4,593 

4,602 

4,631 

4,860 

4学年

3,453 

3,634 

3,501 

3,692 

3,877 

5学年

1,363 

1,379 

1,403 

1,437 

1,522 

計

17,720人

17,575人

17,589人

17,312人

18,632人

「福岡県教育史」 1巻・ 114頁。

「信濃毎日新聞』 1916年 6月13日。

文部省調壺部・前掲書・ 17頁。

同上

神戸市教育史編集委員会『神戸市教育史」第一集・ 1966年兵庫県教育史編集委員会「兵庫県教育

史」 1963年参照。

兵庫県学務課「大正12年県立学校入学者選抜試験二関スル調査」 1923年。

『信濃教育』 447号・ 1924年。

『信濃教育』 447号・ 1924年。

「教育週報」 33号・ 1926年 1月。

拙著「教育評価史研究』 ・東信堂・ 1991年。

たとえば楢崎浅太郎『選抜法概論』 ・中文館・ 1924年・ 342頁。
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天野： 1920年代における中等学校入試選抜法の改革

田中寛ー「心理研究』 25号・ 1920年。

楢崎浅太郎・前掲書

「兵庫県教育史』 1巻・ 1963年・ 211頁。

「入学試験に関する研究報告」「信濃教育」 447号・ 1925年。

「文部時報』 173号・ 174号・ 1925年 5月21日

長谷川乙彦「入学試験の徹廃につきて」「教育」 492号・ 1924年

「無試験入学の試みと其の成績」「教育」 495号・ 1924年。

『長野県松本中学校・長野県松本深志高校九十年史』 1969年・ 348-355頁。小学校長の推鷹のあっ

た21名について，入試当日体格検査，人物試験，国語科と算術科に関する口頭試験を実施し，全員

を合格にした。

『長野県教育史」 13巻． 650頁

同上． 658-9頁及ぴ横尾惣三郎「中等学校における推鷹制度の得失を論ず」「信濃教育」 356号・

1916年。

「明治以降教育制度発達史j 7巻・ 193-4頁。

拙著「教育評価史研究』東信堂・ 1993年・ 118頁。

文部省調査部・同上書・ 39-40頁。

同上 •8 頁。

同上

増田幸一，徳山正人，斉藤寛治郎「入学試験制度史研究」東洋館出版・ 1961年・ 48頁。

文部省調査部・同上書． 63頁。

当時の主要な教育雑誌は1928年の初旬あるいは 3月実施後の各号で改正選抜法に関する特集をく

み，賛否両論を掲載している。たとえば（広島高師附属小教育研究会編輯）「学校教育」 180号・

1928年6月「改正入学試験制度問題」。帝国教育会「帝国教育』 543号・ 1927年11月， 545号・ 1928

年 1月号。教育世紀社「教育の世紀」 1927年11月号。奈良師範学校附属小学校『学習研究」 ・1928

年3月。東京師範学校内若渓会「教育J536号・ 1927年 1月，など。

文部省調査部・前掲書． 47頁。

『長野県教育史」 14巻・ 197頁。

『兵庫県教育史」 2巻・ 211頁。「愛知県教育史』 4巻・ 1975年・ 156頁。

文部省調査部・前掲書。

文部省の調査（前掲書21頁）によれば「中学校及高等女学校入学考査成績と小学校長内申成績との

間に著しく相違を見たる員数の状況」として公立中学校382(166)，私立中学99(39)，公立高等女

学校409(305) 私立高等女学校167(68) と報告されている（カッコ内が一致していないと認めら

れた学校数）。

『帝国教育」 568号・ 1929年。

「教育週報」 151号・ 1928年4月7日。

文部省教育調査部・前掲書• 5頁．『教育週報』 193号・ 1929年 1月26日。

岡部弥太郎「本年我国に於ける入学生選抜の状況」「教育思潮研究」二巻一輯（雄松堂復刻版）

同上・ 129頁。口問口答のみ (36)，口問筆答のみ (4校），筆記試験のみ（ 2), 口問口答と口問筆

答 (32)，口問口答と筆記試験 (9); その他と報告されている。

「信濃毎日新聞』 1928年3月31日。

上田中学校が実施した口頭試問は次のようなものであった。「 1. これから何になりますか。 2.

教育勅語を暗誦なさい。 3. 孝行とはどんなことですか。 4. 日本人の長所をお話しなさい。 5.

直そうと思っている自分の行ひを挙げなさい」 ・ 『信濃毎日新聞』 ・1929年3月31日による。

文部省調査部・前掲書• 5頁。

岡部・前掲書・ 176頁。

東京都杉並区教育委員会「杉並区教育史」下巻・ 1966年・ 26頁。

同上
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(86) 同上・ 27頁。

(81) 静岡県教育史編集委員会『静岡県教育史』通史編・ 1973年・ 209頁，参照。

(89) 『明治以降教育制度発達史」 7巻・ 230頁。

(9(j 『近代日本教育制度史料」 2巻． 473頁。

(91) 『文部時報』 424号・ 1939年。

(93 同上

(93) 『文部時報』 425号・ 1940年。

(94) 『教育週報』 138号・ 1928年 1月7日。

(93 岡部弥太郎・前掲書・ 180頁。

(96 田中寛ー「選抜考査法』倍風館・ 1931年・ 8頁。
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