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日本における成立期生徒会活動の実相 

～占領期の学校新聞を手がかりに～ 

 

猪股 大輝 

 

はじめに 

  今日も全国の中・高等学校で取り組まれている生徒会活動はもともと、占領期に全国的

に導入された。本稿は成立期の生徒会活動が具体的にどのようなものであったのか、当時

同じく全国的に創刊された学校新聞の記述を元にしながら検討するものである。 

  論者はこれまで、占領期の生徒会活動の成立過程について、特に文部省や占領軍などに

おいて生徒会の設立を指導した際の理論の歴史的性格を検討してきた1。これらにおいて、

戦後の文部省や占領軍における生徒会論は、一貫して新たな民主国家日本の公民を育てる

ための「教授手段」として、段階的、かつ教育的な学校や教師の指導・管理のもとに行わ

れる活動として生徒会を位置づけていたことなどを明らかにしてきた。 

しかし、生徒の自主的活動を通じて行われる生徒会活動が常に理論が設定するような教

育的意図の範疇で首尾よく行われるとは考えられない。理論と学校や地域社会の状況を背

負いつつ様々に取り組まれた実際の活動との関係を複眼的に見ることによってこそ、導か

れる視角もあるだろう。しかし、これまで論者は理論研究の不足を補うことに集中し、実

態については学校沿革史誌や学校新聞などを用いた先行研究に依ってきた。ただ、先行研

究は、生徒会に焦点化したものは依拠する資料が地域限定的で2、全国的に学校新聞を用い

た研究3は、生徒会に焦点化しておらず記述が簡素であり、更に、全体として論者が研究し

てきたような理論面との関係を考察したものとはなっていないなどの課題があった。 

  以上を踏まえ、本稿は成立期の生徒会活動の実態について同時期の学校新聞の分析を通

じて解明することを試みる。先行研究の課題を踏まえ資料収集にあたっては国立国会図書

館を活用した。具体的には次頁の表 1 にあるように、国立国会図書館新聞資料室が所蔵し

ている高等学校発刊の学校新聞縮刷版の中から、占領期の新聞記事が所収されている全 27

校の新聞記事を参照した。なお、占領期は 1952 年 4 月 28 日のサンフランシスコ平和条約

発行日までであるが、本稿では年度の区切りを考慮し 52 年 3 月 31 日までの新聞記事を参

照した。表 1 から収集対象校の分布を見ると関西以西の学校数が尐なく、中四国地方の学

校が含まれないなど偏りはあるものの、広く全国の国公私立高校をそれぞれ含んでいると

言えよう。また各校の記事中には、当時存在した「全国高校新聞通信連盟」など高校新聞

の連係組織を通じて共有された全国各地の高校の活動の様子を伝える記事が含まれている。

これらを加味することで、当時の生徒会活動の実態の大枠をある程度検討することが可能

となると考える。本稿は記事の内容を幾つかの観点から整理することで当時の生徒会活動

の実相を検討する。なお、学校新聞からの引用にあたっては煩雑になることを避けるため、

文章中に表 1のNo.－記事掲載日の順で引用元を指示する(例：1-52/3/1で『富良野高新聞』

1952 年 3 月 1 日発刊号の記事からの引用)。 
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表 1：本研究で利用した学校新聞縮刷版の一覧(国立国会図書館新聞資料室所蔵) 

No. 学校名(現在) 縮刷版名 発刊年 創刊月 

1 北海道富良野高等学校 富良野高新聞 縮刷版 1995 50/12 

2 北海道函館商業高等学校 函商五稜ケ丘 縮刷版 1986 50/9 

3 東奥義塾高等学校(青森) 東奥義塾新聞 縮刷版 1977 47/10 

4 秋田県立能代北高等学校 能北新聞 縮刷版 1984 48/5 

5 富山県立魚津高等学校 魚津高校新聞縮刷版 1978 50/1 

6 福島県立相馬高等学校 相高新聞 縮刷版 1997 48 年? 

7 茨城県立下妻第一高等学校 為桜新聞 復刻 1994 48/6 

8 埼玉県立川越高等学校 川越高校新聞 縮刷版 1999 50/7 

9 お茶の水女子大学附属高等学校 学校新聞「お茶の水」 Ⅰ 2013 50/11 

10 東京都立上野高等学校 東叡新聞 縮刷版/同(補遺編) 1995/96 47/7? 

11 東京都立大森高等学校 大森高校新聞 複製本 1993 48/6 

12 東京都立新宿高等学校 北斗新聞 縮刷版  1972 48 年? 

13 東京都立立川高等学校 立高新聞 縮刷版 1998 49/7 

14 昭和第一学園高等学校(東京) 目で見る学園の歩み昭和第一工高新聞 1965 48/8 

15 本郷高等学校(東京) 本郷高校新聞 縮刷版 1972 48/11 

16 明治大学付属明治高等学校(東京) 明治高校新聞 縮刷版 1983 49/10? 

17 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 櫻陵時報 縮刷版 1999 46/12 

18 山梨県立甲府第一高等学校 甲府一高新聞 縮刷版 2015 48/5 

19 静岡県立浜松北高等学校 濱松北高新聞縮刷版 1994 48/6 

20 静岡県立浜松西高等学校 西高新聞縮刷版 1973 47/6 

21 愛知高等学校(名古屋) 愛高新聞 縮刷版 1978 47/9? 

22 三重県立上野高等学校 上野高校新聞 縮刷版 1999 47 年? 

23 滋賀県立長浜北高等学校 長浜北高校新聞 縮刷版 1983 48/7 

24 滋賀県立彦根東高等学校 彦根中学・彦根東高新聞 縮刷版 Ⅰ 1986 47/6? 

25 大阪府立岸和田高等学校 岸中新聞・岸高新聞 縮刷版 上巻 2005 47/3 

26 兵庫県立龍野高等学校 竜高新聞 縮刷版 1987 48/6? 

27 熊本県立済々黌高等学校 済々黌新聞 縮刷版 1982 47/12 

※「創刊月」は戦前発刊の場合にも戦後の復刊月を記載。「？」は創刊号の所収がなく確定できないもの。 

 

１．占領期生徒会活動の実相 

 (１) 生徒自治会の成立から生徒会へ 

  戦後、生徒による課外活動組織として、戦中に戦争協力組織－学校報国団－に改組され

ていた校友会が再度組織された。この校友会の内部か、あるいはこれと並立する形で戦後

直後から生徒自治組織が成立する場合があった。これらは、学校新聞創刊以前から活動を
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行っている場合が多く状況を把握することは難しいが、旧制横浜一中『櫻陵時報』では 46

年 12 月、市内各校の自治会状況を調査した記事を掲載し、県立商工実習学校のように校

友会の中に総務部をおく場合、横浜第一高女のように自治会が既にあるが「女学校気分的

に大人しい」場合などの事例を紹介している(17-46/12/10「自治をめぐりて 市内各校自治

の様々」)。このように、全体として自治会組織は一部の学校にとどまっていた、と言える。 

  こうした状況が変化するのは、早いところでは 1947 年中、多くの場合で 48 年ごろから

であった。この背景には 2 つの事情があった。第一に、占領軍による指導が本格化したこ

とがある。拙稿で検討したように4、連合国軍総司令部は 46 年 9 月には自治会指導方針を

整理、この方針を全国の地方軍政部に周知した。また、地方軍政部においても、47 年 2

月 26 日第八軍施行命令第 19 号「民間教育計画」の発令や 47・48 年にかけて教育に関す

る専門担当官が配置されるなど人員の拡充が進むなど指導体制が整備された。こうした背

景のもとに、占領軍による自治会設立指導が進んだのである。 

実際、全国各地の高校新聞にはこの頃から、軍政部教育担当官の積極的な指導の様子が

報道される。例えば、神奈川県では教育担当官のマクナマスの積極的な指導があり、46 年

12 月 23 日に軍政部主催で県下中等学校の「自治懇談会」が開催、「連合自治会」の結成が

決議され、その後県下の中等学校に一斉に自治会が設置された(17-47/1/30「県下中等学校

連合自治会成るか」)5。また、甲府第一高では、48 年 12 月 7 日、同県軍政部教育担当官

ワースと県下各高校の代表者列席のもとに、同校 2 年生全員による「モデル自治会」が開

催され、会長選挙、理事会、生徒総会などがデモンストレーションされた。会の後にはワ

ースから「自治会は政党のまねをしていはいけない」など演説の方式について、「自治会は

組織ではなく活動であり、学校側と生徒側とが対立すべきものでなく、生徒と先生が提携

していくべき」「すべては家庭の一部の様に行われなければならない」など自治会の内容面

について、更に議事方式や「理事会は席がせますぎる」など実施上の細かい点に至るまで

講評があった(18-48/12/25 「県下にさきがけてモデル自治会開く」「組織より活動 ワース

氏講評」)。以上の他にも、自校の自治会を「進駐軍の命の下にやつてゐる」と報じる茨城

県立下妻第一高(7-48/11/15「男女高校の比較と融合 新聞部主催第一回座談会」)、府下の

自治会の形式を「CIE のアボット氏【注：大阪軍政部青年団生徒自治会担当官】の指導に

よるもの」と報じる大阪府立岸和田高(25-50/5/10「部説 自治会に望むもの」)など、軍政

部担当官による自治会指導を報じるものは多い。 

第二に、新制高等学校の実施に伴い旧制中等学校の再編が進んだことがあげられる。周

知の通り、1948 年の新制高校実施以降、「高校三原則」として知られる「学区制・総合制・

男女共学」の諸原則に基づき、旧制中等学校は地域によっては複数回の統合、再編を経験

した。この再編のたびに学校の自治会が組織されたり、改組されたりした。例えば、三重

県立上野北高では 48 年 11 月 25 日『上野北高新聞』において校長が「本年 5 月学校の統

廃合に依つて本校が新たなる構想の下に出発して以来半歳、男女共学、先生の不足、校友

会、自治会の改組、学科、課程の変革、生徒議会の開会等数多の問題を孕んで、多難の道

を歩んで来た」と一連の再組織があったことを顧みている。次いで 49 年 4 月に南北上野
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高校が県立上野高として統合・再編されると、49 年 10 月 25 日『上野高校新聞』に顧み

られるように、学校設立と同時に「準備委員会の発足、生徒会会則案文の作成から審議、

承認、選挙管理委員会の成立、規約作成、更にこれによる役員選出、ホームルーム毎によ

る議員選挙など寧日もない活動を示しながらやつと議会の成立を見たのは 8 月であつた」

と再度設立作業が進められた(22-48/11/25 「創刊の辞」;22-49/10/25「生徒会の回顧」)。 

こうして設立された自治会は 49 年以降、更に「生徒会」へと改称・改組される場合が

多かった。この背景には、文部省が同年中に生徒会を特別教育活動として教育課程のもと

に位置づけ、『新制中学校・高等学校 望ましい運営の指針』や『中学校高等学校の生徒指

導』など各種指導用資料を発刊したことがあった6。特に後者の著作中「特別教育計画の組

織と管理」は同時期の最もまとまった生徒会論であったが、この中で「『生徒自治』という

言葉は、誤解と誤用のおそれがあるので、決して用いるべきものではなく、『生徒の学校の

問題への参加』という言葉のほうがよい」7とし、校長による学校の「管理運営」の権限と

生徒の活動の別を強調しつつ「参加」のための組織として「生徒会」名称を用いることが

明記されたことは大きく影響した。この方針を受け、生徒会への改称を報じる記事として、

滋賀県立彦根高『彦根高校新聞』の 49 年 7 月 18 日付「9 月から自治会を『生徒会』と改

称か」がある。同紙は、改称が文部省の方針であることを指摘しつつ「改称理由は自治会

という名称がとかく先生が介入して生徒自身直接の会でない様に誤解されるのをさける為」

と報じている(24-49/7/18)。また、このように文部省云々は言及せずとも「学校内外の要望

により」自治会を「生徒会と改名」した浜松西高の事例にも明らかなように、生徒会への

改称は一定の社会風潮となっていた(20-51/5/24「自治会を生徒会と改名」)。 

また、この際、生徒会を特別教育活動の意義に向けて学校の教科外活動を統合する組織

とみなし、自治会と校友会の統一を進める組織改組の問題として扱う場合もあった。例え

ば、前掲の彦根高では 49 年 9 月の改称はなされず、翌年 4 月に職員会議で改称が決定さ

れた。このことを報じる記事で、改称は「従来課外活動即ち、校友会活動というものが生

徒会と離れて」捉えられていた状態を改め、「これを一本にして学校内の統一をはかり活動

を一そう合理的に行う為」の方策であるとされている(24-50/5/9 「生徒会新組織成る」)。

また、改称如何に関わらず 49 年頃から校友会と自治会の統合問題は各校で度々議論とな

った。例えば東奥義塾高『東奥義塾新聞』では、49 年 7 月 5 日、会則改正について報じる

中で「本塾には再興以来生徒のクラブ活動の母体として塾友会があり」「我々はその塾友会

のもつ意義、その努力を認めることにやぶさかではない」が「ふるい残滓の附着する塾友

会ではいくら機構を改めたとしても、徹底しきれないものがその底にある」ので、「最初の

出発より生徒自身の生活を民主化することを第一義的な目標としている自治会と統合して

在来の自治会のもつ機構に、塾友会の機構をも包含させ、より強力な自治会として新発足

することになつた」としている(3-49/7/5 「主張 自治会の新発足に期待す」)。このように、

教科外活動組織を統合し、教育課程の一環として生徒が学校の活動に民主的に参加する組

織として、生徒会は発足していったと見ることが出来よう。 
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 (２)生徒自治会/生徒会の活動内容 

では、成立期の自治会/生徒会は具体的にどのような活動を行っていたのだろうか。頻繁

に見られる会則作成、予算作成、文化祭等行事開催、風紀取締などについて見た後に、そ

の他特筆すべき活動についても触れたい。 

まず会則作成について。自治会や生徒会の組織に当たっては会則を生徒自ら作り上げる

ことが重視された。例えば都立立川高では 1951 年度初め、旧来の学友会を生徒会へ改組

したが、この時、新会則も制定した。『立高新聞』によれば作成作業は 50 年度の学友会会

長が主導し、まず「各地の高校に連絡して、生徒活動の調査」して「生徒会制」について

理解を深め、次いで「夏休み中を費して、書籍や各校から集めた規約およそ 20 と首引き

で勉強し、我が校も生徒会を作るべきだという結論を得た」。これをもとに原案を作成、総

会に提出、制定に至った。成立した立川高自治会は三権分立型の機構を持つ独自性の高い

ものであった(13-1951/4/24「生徒会になるまで」)。このように、特定生徒の熱心な研究

によるかどうかは別にして、どの学校においても各級(後にホームルーム)などから選ばれ

た自治委員や規約起草委員が各々試行錯誤し規約を作り上げた。また、彦根高のように自

治規約を不文律としたところもあった。49 年 6 月 25 日付の記事によれば「県下第一位の

高校であるべき本校生徒諸君の本当の自由を重んじ人格を尊重し自然法にあくまでも忠実

であるべき為不文律とする」との決定が自治委員会にてなされた(24-49/6/25「自治規約は

不文律」)。このように多様な規約こそ成立期の特徴であった。また、生徒会活動が行き詰

まると各校では規約改正活動が取り組まれた。これらの状況と課題については、後述する。 

次に予算作成について。自治会や生徒会は、生徒から生徒会費を徴収しこれを校友会各

部やクラブに振り分ける役目を担った。この振り分けは各部関係者が利害を持つため、し

ばしば紛糾した。例えば 51 年 5 月 28 日付『東奥義塾新聞』が報告する当年度の予算作成

は次の経緯であった。まず予算決定に際し「本部、学芸、体育部の三者間でどのような比

率で予算を分割すべきか」が問題となった。放課後に行われた各部代表生徒と顧問教師の

話し合いでは「本部をのぞいた体育部対学芸部の比率を７対３にしようとの体育部の提案

を学芸部が蹴り、両者の間にはげしい論争をし８時をすぎても結論が出ず」といった有様

だった。この点が解決して後も体育部内の分割を巡って議論が紛糾した。「各部とも容易に

自己の提出した案をゆずらず、またその案たるや実にけたはずれという有様なので、サン

マー･タイムとはいえ８時半まで審議し」ようやく決定された(3-51/5/28「体育部案蹴る学

芸部」)。このように予算をめぐり白熱する議論は生徒会活動の風物詩だった。 

3 点目に文化祭など行事運営について。戦後、生徒会活動の普及とともに文化祭が全国

的に開催されるようになった。また文化祭以外にも弁論大会や体育祭などを生徒が主体的

に運営した。文化祭は新たに始まった共学制度における「男女融和の機会」(23-49/11/1)

として、また「校風確立」の場として意義付けられ、生徒会の「試金石」ともみなされた

(16-49/12/1;51/9/17)。特に文化祭の開催をめぐっては議論が紛糾する場面もあった。例え

ば、年間予定編成の過程で「学校側教員の間“お祭騒”にすぎぬなどの理由で 文化祭は中止

にせよとの案」が出て最終的に中止、これに反発する生徒による生徒大会にまで発展した
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彦根高(24-50/9/25「本年度文化祭中止？」)、文化祭(記念祭)開催費用をめぐり、これを学

校復興費にあてるべきとした高 2 生とその他の学年が対立、一時自治会解散まで至った本

郷高(15-48/11/28 「遂に 25 周年行事中止となる」)などの事例が見られた。特に前者のよ

うな教員による文化祭中止の事例は散見された。これは授業時間不足などが理由で、その

背景には受験競争の問題があった。この点は生徒会行き詰まりの理由と絡めて後述する。 

4 点目に風紀取締について。自治会などの設立に際し、多くの学校で会則とともに生徒

心得が作成され、この遵守を目指す風紀委員会が組織された。生徒心得をめぐってはどこ

の学校も議論が紛糾、例えば男子の長髪を許可するか(25-48/7/1「頭髪問題再燃」)、男女

交際をどのように取り締まるか(18-51/5/8「議会記者席」)、制帽に旧制中以来の白線を含

めるか(19-48/6/15「自治の限界」)が論争となった。また、心得制定後もこれを守らず弁当

を早食いしたり、授業をサボったり、校内で喫煙したり、物品を破壊したり、地域で屯し

たりする「不良」「不逞」生徒の行いが問題となった。風紀委はこれに対して「粛正」運動

を展開したり(21-49/7/7「粛正運動その後」)、「校風」の「向上」「確立」「刷新」により生

徒が規律的に生活するよう運動を展開したりした(4-51/5/2「皆様の協力を得て校風刷新に

専念」)。風紀取締活動は生徒会活動の主眼に置かれることも多かったが、生徒の協力が得

られず、自治不活発の要因とみなされることもあった(25-51/11/6「風紀委廃止具体化か」)。 

以上の他にも、いくつか特徴的な活動が見られた。まず軍政部などからの指導も受けつ

つ他校自治会との連合組織を作ろうとする動きが 1948年頃を中心に全国各地に見られた。

確認されただけでも水戸市、東京都、神奈川県、甲府市、名古屋市、大阪阪南、熊本市な

どがある。おしなべて他校と積極的に交流しようという試みが多く、戦後の新たな取組み

を様々な事例を集めながら行おうとした高校生の様子が伺える。これらは意見交流のほか、

合同文化祭なども開催されたが長続きしないケースが大半だった(12-49/12/4「夜高連文化

祭」)。また、全学連が結成され大学自治会の政治活動が問題となって以降は、この連合自

体が禁止される例もあった。茨城県では 49 年 2 月 15 日、軍政部教育課長マクタガートが

声明を発表し「水戸市内数個の新制高校が集つて学生自治会が連合した」ことを「非実際

的行動」、あるいは自治会の「目的権能並びにその権力範囲」についての「ご解」によると

非難、「各学校は個性をもつ独立の機構」のもとにそれぞれの「必要並びに計画によつて左

右される特殊環境及び諸問題を有してゐる」から、他校と連合しても「学生は他校もやる

からと云ふ丈けで自校にも同じ事を実行させようとする」など望ましくないとした。また、

連合組織には「在る種の危険な団体」「日本に於て明らかになつて来た危険な各種政党」が

手を伸ばさんとしているなどと、暗に全学連と共産党を示しながら、その影響を排除する

ために連合を禁止するとした(7-49/5/1「他校と連合禁止 茨城県軍政部教育課長言明」)。 

これと関連して、学校内にとどまらない政治的、社会的活動の事例もいくつか見られた。

例えば、東京では 1948 年、都下の高校による新制高校自治連合が学校と協同しながら、

都立高校の区移管などを規定した地方教育委員会法改正法の「是正運動」に取り組み、法

案を廃案に追い込んだ。また、都立大森高では 50 年、地域の学校、PTA などが連合し、

学校至近の池上への特殊飲食店街建設反対運動を展開、建設中止を勝ち取った(11-48/6/23
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「存続か廃止か 新制高校自治連合」;50/10/31「設置反対学校連盟成る」)。一方、このよ

うに学校と連携しない、特に共産党などと結びついた活動は厳しく弾圧された。49 年 9

月 22 日の学校教育法施行規則改正により「学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒とし

ての本分に反した者」が退学処分の対象となると、校内でアジビラを配るなどした生徒の

退学処分が全国で相次いだ(25-50/4/18「全国高校生活の断面」)。また、50 年 7 月 13 日、

勅令 311号違反の角で全学連組織の全国一斉捜査が行われた際に「京都鴨沂高、同西京高、

同山城高、兵庫甲南高、下田北高他各地で相当数の高校自治会、社研、新聞部が捜索され

た」(25-50/7/19「勅令違反容疑 各地高校を初捜索」)。また、島根県立浜田高では 51 年、

校舎の一部の警察予備隊への供与に対する抗議運動を展開した自治会が解散を命じられた

(27-51/11/14「生徒会(浜田高)に解散令」)。このように、時代状況を反映しつつ、生徒会

には占領軍や政府、学校にとって望ましい活動のみを行うよう求められていった。 

 

 (３)行き詰まる生徒会と学校新聞が報じた諸課題 

  前項でみたように様々な活動を行った戦後生徒会であるが、設立後半年から 1 年程度で

ほぼすべての学校において停滞状況が報じられるようになった。具体的にはホームルーム

などの代表者で作られる委員会が定足数に満たず流会を繰り返し、生徒の活動への無関心

が蔓延した。高通連などを通じて多数の情報を得ていた各校の新聞はこの停滞が全国的で

あることを報じた。特に 1950 年秋、「生徒から孤立」し「議会においては全く愚にもつか

ぬ無駄ごとばかりを討議して大切な勉強をおろそかにし単に時間の空費という外はない」

と演説する自治会廃止派の会長候補が当選して自治会を廃止(その後再建)した高槻学園の

事例はセンセーショナルに報じられた(9-51/3/5「高槻学園自治会廃止さる」)。その他にも

委員会欠席議員を除名したり、罰金をとったりした高校の事例は広く各校の新聞に報じら

れた(9-50/10/21「欠席議員は除名(鳥取西高)田辺高では罰金」)。こうした状況に対して、

各校の新聞は様々な論説を掲載し、停滞の原因を分析した。これらの議論を整理したい。 

  第一に、生徒会の停滞は、しばしば会則に規定された生徒会機構の問題とされた。ゆえ

に各校では会則改正作業が再三取り組まれた。この改正では機構がシンプルに整理された

り、執行委員会の権限を強めることで、多数の生徒に依らずとも活動を円滑にしようとし

たりなど様々な工夫が見られた。この過程で前掲の三権分立型の立川高の機構は大量の委

員が必要であるために「個々の委員の責任を軽く思わせ勝ち」「各委員会の活動範囲が狭く

ほとんど手持無沙汰の状態」となるため「委員の委員会に対する関心を失わせてしまつた」

との理由から見直され(13-52/2/2「論説 生徒会機構の縮小を断行せよ」)、また彦根高の不

文律規約も、予算決定で紛糾した際に「生徒会、委員会の権限および、予算編成に関する

決定権に関しての条項には明確な規定なくその点において不満な生徒委員会が逆に攻撃さ

れた」ことを契機に成文法に改められた(24-50/6/23「難航の末遂に決定」)。 

しかし会則改正は生徒の関心を引くことには繋がりにくく、また会則改正自体が自己目

的化してしまう場合もあった。例えば都立新宿高では 49 年秋頃から会則改正が取り組ま

れたが、草案を比較する段階にまで至って「現行会則のどこがどのように悪いのか、また
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何のために改正しなければならないのかなどと突つ込まれ、それについて討議されたが、

ここで意外にも各委員長とも現在の生徒会会則をよく知らないということがわかり」「先生

をあきれさせた」。また、会則改正業務は「委員会のかたがたはいい勉強になつたかも知れ

ないが、この間生徒会活動はほとんど停滞」してしまうなど目的と手段が転倒し、生徒の

無関心を進める結果となった (12-50/1/31「生徒会テレタイプ」)。 

更に、会則改正を巡って学校と生徒会が対立する場面もあった。明治高では会長の権限

を高める規約改正動議が提出されたが、これが「不穏当」であるとして顧問が HR 代表者

による協議会を緊急招集、「延々二時間に亘つて生徒会の性格に就て」説諭する事態に発展

した。この動議は「生徒会の運営に関する一切の事項は総て生徒の手にまかせ、協議会に

於いては顧問の出席を必要とせず、本部関係の事務も一切生徒の手に任せる。但し種々決

議に関する学校の立場も認め重要な審査を期す」などと記し、生徒会の学校からの一定の

独立を求めたもので、顧問教師はこれを「労働争議を引起して資本家側に叩き付けた最後

通牒のような感じを受ける文章」と批判、文部省著作に見られる生徒会論をほぼそのまま

引き写し、「生徒会活動の目的の一つは公民性を発達させるための教育の一手段」「君達は

教育される者の立場にある」「学校と生徒会は真に一体のものである」「諸君の中には学校

と生徒会は対立しているものと考えるものがあるが、〈中略＝引用者〉絶対に間違った事な

ので学校側という様な言葉は存在しない」などと論じた(16-51/7/5「生徒会の再認識期せ」)。

しかし、生徒はこの説明に暗に反発、次の会長選挙では立候補者が一人も出ず、推薦され

た生徒が全員立候補を拒否する事態に追い込まれた。学校が候補者をなんとか擁立して選

挙を行い「其の結果が生徒間の興味をさらつた」ものの「投票者に気に入つた候補者が居

なかつた」などの理由で「無効投票数が七十数枚もあつた」。顧問教師はこの状況を再び批

判、文部省の生徒会論を直接引用しつつ「よく生徒会の性格を理解し、進んでこれに参画

し、学校をよくすると同時に『なすことによつて学ぶ』という原則にしたがつて自らの将

来を開拓することを祈願する次第」と述べている(16-52/1/18「立候補者皆無の選挙」)。 

このことに関連して、学校新聞にはしばしば教師が生徒会や特別教育活動の意義につい

て述べた寄稿記事が見られるが、ほとんどが上記のように文部省の生徒会論を引き写した

もので、生徒会は学校長が限定する範囲で学校運営に参加を許すことで計画される公民的

資質の教育手段であるとし、学校と対立したり、指導方針を問い直したりする活動は範疇

外であることを強調する内容であった。この論理は上記のように生徒の自主性が学校や教

師の方針を問い直そうとする場面において、それらと真剣に対話するのではなく、教師の

立場、校長の立場を強調して、これを活動範疇外として聞き入れないことを正当化する論

拠として用いられた。このような問い直しの場面において、普段生徒会活動に関心を持た

ない生徒も野次馬的とはいえ状況に興味をもち参加していたことを踏まえれば、この点を

考慮無く抑圧したこと自体が生徒会の停滞を招来していたとも見ることができよう。 

  第二に、上記とは対照的に教師の無理解・無関心が問題とされる場合もあった。『お茶の

水高校新聞』では 51 年 3 月 20 日、役員が半期の生徒会活動を振り返る座談会記事を掲載

しているが、この中で特に問題にされているのは「わからない学校の方針」「顧問の先生方」
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であった。前者については「生活部の方針なんて全く学校の方針によると思う」とし、方

針が不明瞭なまま風紀取締をすることの困難を指摘、後者については、生徒会の懸案事項

を持っていっても「面倒だといつた調子で会議にかけるかどうかはつきり云つて下さらな

い」などと批判を浴びせている。また学校新聞では教師に対する取材も敢行、「仲々難しい。

余り手を出し過ぎると文句を言われるし、加減すると『関心がない』と非難される」など

の率直な感想を聞き出している。同校新聞にはその後の号で、教師に対する気苦労と生徒

の無関心の板挟みになり疲弊する役員の様子が活写される(9-51/3/20「過去 6 ヶ月を語る」)。 

  第三に、新学制の矛盾を指摘する声も多数見られた。例えば、学校五日制は「委員のみ

が土曜日に登校することも実際にはできない」から、「【委員のサボりにより：引用者注】

放課後の集合不可能なることをみこして、わずかに金曜日の昼食時をこれに当てている」

などの悪条件を招いており「五日制のうたう自主性云々も暗礁にのりあげた感」があると

される(20-52/2/5「委員会の活動を阻害するもの」)。また、六・三・三制についても、多

くの高校が高卒就職率の不良などを理由に「大学の予備校化」している状況では「高校生

活三年」は「与えられた課程を終了し、その上受験準備するのがせい一杯であつて、生徒

会活動に参加させるのは誰が考えてみても無理な事」であるとされ、事実として「生徒会

活動に参加した者の進学率は、参加しなかつた者のそれに比較して確かに劣つている」こ

とが紹介される。また、52 年の時点で「現在の一、二年生はいわゆる六・三人種であつて、

旧制中学を終えた三年生の学力に劣つているのは明らか」で「中学時代のブランク」を挽

回するためには「生徒会などというものは有名無実的存在としなければならなくなつてく

る」のだとし、学校側の進学重視の方針も相まって生徒会の停滞が運命づけられていると

される(7-52/2/12「論説 予備校化を憂う」)。また、そもそも本来学校に慣れている三年生

が受験や就職のために活動に関与できない新制度下では、一年生は初めて、二年生は生徒

会指導には今一歩といった状態で全体が停滞するという指摘も見られた(25-51/6/19「岸高

祭に危機到来」)。更に、男女共学についても女子生徒の参加不足が報じられた。一般に男

女共学化後も旧来の性別役割期待からか女子生徒の参加は活発でなく、例えば「男生徒よ

りも女生徒の方がぐつと多」かった兵庫県立龍野高でも「女生徒の出す生徒会費の方が男

生徒の出すそれよりはるかに多い」にも関わらず「女子の活躍の範囲はすこぶる狭い」と

報じられた(26-51/7/3「論説 予算分配後の問題」)。また、女子生徒が役員になることは稀

で、立候補も堅調ではなく福島県立相馬高では役員 1 名を女子生徒とする案まで出た

(6-50/5/18「副会長、監査部の増員 女生徒がそんなに必要か」)。こうした状況に対して、

旧制中に起源を持ち女子が尐数の学校では、「女子の声を反映する機関」として「女子会」

の発足なども検討された(10-51/7/18「『女子会』発足か？」)。 

以上のような種々の要因から、生徒会の停滞は常態化していった。 

 

２．おわりに 

  本稿で見てきたように、全国各地の自治会/生徒会は 1947 年以降全国的に普及し、様々

な活動を行った。それらは戦後改革の中で学校民主化の旗頭として、多くの生徒が様々に



『日本教育史論集』第 9 号 2022 年 3 月 

188 

議論を重ね、規約を自ら作り、組織したものだった。その内容は第二項でみたように会則

作成、予算作成、学校行事の運営など、多くの今日的内容を含んでいた。 

  ところで、これらの活動例は、どれも文部省発刊の指導用資料が勧める内容だったこと

を指摘したい。校友会と自治会の統合などの組織方法も文部省の方針に含まれていた8。以

上を踏まえれば、基本的に当時の生徒会は文部省の示す範囲内で活動していたと見ること

が出来よう。しかし、こうした中で、ほぼすべての学校で生徒会は行き詰まりを見せた。

その原因は第三項で見たように様々だった。ただ、全体として文部省著作にあるような「も

し生徒の真の参画を学校が考えているならば、生徒が興味をもつか否かの問題はない。生

徒は責任をとり、また率先して行う真の機会が彼等のためにあることを知るならば、興味

を持つようになるであろう」9という想定が成り立っていなかったことを示すと言えるので

はないか。特に、学校や文部省著作が想定し枠付ける「真の参画」と、生徒たちが「彼等

のためにある」と感じる「真の機会」とがすれ違っていた。そして、このすれ違いが埋め

合わさないために、生徒会活動の内容は結果的に生徒に上から枠付けられて与えられるよ

うになり、一人ひとりの興味に基づいた組織は作り上げられなかったのではないか。これ

に受験の問題や学校再編など困難な環境も重なり、生徒会は機能不全に陥ったと見ること

ができる。以上を、占領期生徒会活動の実相を検討した上での考察として提示したい。 

  最後に本稿の課題として、学校新聞縮刷版という資料上の問題を指摘したい。それは、

縮刷版発刊のためには、生徒による学校新聞の活発かつ継続的な刊行と、縮刷版刊行を推

し進めるほど活動に熱心な教師らの存在が必要であり、ゆえに縮刷版の事例はおしなべて、

生徒活動振興に熱心な学校のものであるという問題である。すなわち、本稿で取り上げた

事例は活発であった生徒会の特殊事例である可能性が高い。この点を踏まえ、今後はプラ

ンゲ文庫所収の学校新聞なども検討し、より包括的な調査を進めていく必要がある。 
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