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『ももの実』のような
女性教師をめざして

資料委員会



男女平等ランキング2020結果

第1位 アイスランド 第２１位 英国
第２位 ノルウェー ・
第3位 フィンランド ・

・ 第53位 米国
・ ・
・ ・

第10位 ドイツ ・
・ ・
・ 第106位 中国

第21位 英国 108位 韓国
・ ・
・ 第121位 日本



『ももの実』って何？

教育参考館





鈴木先生の話を聞いていて
感じたことですが…

女の先生は…

１ 手を抜くことが上手

２ 厳しさに欠ける

３ けん制が大きい

しかし 長野県の女の先生は
それらをお互いの力で克服しようとしている

度量がない 許容性に欠ける

一生懸命やろうとしている人の
足を引っ張ることが多い



松本市教育会 女性教員の変化

年 度 女性教員数 全体に対する
割合

明治9年 （1875年） ４ １％

明治24年（1891年） ３２０ ８．４％

明治39年（1906年） ７７７ １９．５％

大正10年（1921年） １４２２ ２４．４％

昭和11年（1936年） １６１２ ２０．０％

昭和21年（1946年） ３１９３ ３４．４％

平成5年 （1993年） ５０９４ ３９．１％

【出典：「○○」より】



大正時代の女教員

範学校女子学生

東京女子師範学校の様子



大正5年（1916年）帝国教育会調査
（長所）
・幼児の取扱親切なり 12％
・作法家事唱歌遊戯の教授に適す 11％
・愛情に富む、女児の教育に適す、幼児の教育に適す

10％
・命ぜられた仕事を能く実行、勤務上最新の注意を払う

14％
・機械的事務の整理整頓に適す 温和である
（短所）
・研究心に乏しい 11％
・応用工夫創始能力に乏しい 9％
・学力に乏しい 判断力決断力に欠く 男児取扱いに
適さず身体上の故障多し 頼心強し 受動的 消極的



昭和34年（1959年）の調査
（長所） 児童に対して親切、母性的 19％

低学年の扱いがうまい 8％
生活指導 芸能科 学級経営の指導よし
細かい心遣い 24％ 熱心 まじめ 11％
明るい 綿密 清潔 几帳面 丁寧

（短所）
研究的態度を欠く、指導力、学力、統率力に劣る 6%
計画性乏しい、感情的処理多し、大局に通ぜず 5%
些細なことにこだわる 消極的 10％
発言が少ない 協調性に欠く 依頼心が強い

広島大学助手 森 孝子先生
：女教師の需要と養成の問題より



女先生
イラスト

研究態度に乏しい

指導力が足りない

教師としての能力不十分

何とかしていこう

「ぜひこの先生を担任に…」
と言ってもらえるように



女教員部委員会って
何をする委員会ですか？

婦人部（組合）と
何がちがうのですか？

必要ないのでは？





女教員部委員会の主な活動

１ 先生方の教育実践の紹介

２ 新任職員座談会
新任の先生方の実践や悩みを分科会で語り合う

３ 先輩の先生をお呼びして 講演会

４ 県女教師研究大会への参加と報告

５ 会報『ももの実』の発行 年５回



なぜ『ももの実』という
名前になったのか？

『ももの実は実に優に優し
い色と香りを放っている。
けれども中には堅い実が蔵
されている』

女性らしい柔らかさを外
面に持ち、しかも芯に堅い
信念とふつふつと燃える情
熱を秘めて子どもたちに接
していく女教師の姿がイ
メージ化されています。



味がある
手書きのイラスト



やすり版（ガリ版）と鉄筆

謄写版

鉄筆

輪転機

原 紙



昭和56年 第１号 ～ 委員長先生の激励

第18号 昭和55年(1980年)3月
女教員部委員長 Ｋ先生

残念ながら一般論的に保護者の多くは『男性教師に担任
になってもらいたがる傾向にある』ことは否定できない。し
かし「子どもたちの前には男女の別があってはならない」
教育は男女の別なく子どもに尊敬され信頼され、好かれる
教師の人間性によってのみ成立する。

女性にとって管理職の適不適のことより、子どもの指導で
勝負することのほうが賢明と言える。教員人事異動でも中
年の女性教師が山間部小規模校へ転任することが大切。
このことは女性教師差別視の壁を乗り越える重要な事柄
であり長年の課題である。



第26号 昭和57年(1982年)3月

「これからの主役は」 女教員部委員長 Ｍ先生

これからの小学校の主役は男先生から女先生に移っ
てきている。（略）義務教育の成否は女教師の手にか
かっているといっても過言ではない。
男教師がその能力をフルに発揮できるように学校体
制を作る努力をしても、女教師が「わたしはできませ
ん」とか「わたしはおんなですから」と言ったり女である
ことに甘え、女を武器にしようとする消極さを持ったと
したら、その消極性を克服し、情熱を燃やそうではあり
ませんか。



今の女の先生に何が足りないのか

特別なことをするのではない。日々の実践で
力をつける。

そのためには…

子どもの指導で勝負しろ

より多くの方の意見を聞き、多くの研究会に参加し研究
会に参加したら必ず自分の意見を言うこと。

先輩方の実践に学び、同じ悩みを持つ同僚と励ましあう
こと。

女だからと甘えている心をふるいだたせる、気持ちひと
つで自分が変わっていける。



『ももの実』に対するアンケート
第16号 昭和54年(1979年)10月

④「ももの実」について
毎回読む ４３％ 参考になる ６１％
時々読む ５１％ あまり参考にならない ２１％
読まない ６％ 関心がない １８％

中には
「悩みや苦労に対する工夫の記事がなく、

人の苦労を読んでも参考にならない。」
という意見も・・・。



第16号 平成3年アンケート結果

『ももの実』を読んでいますか
小学校 中学校 養護学校

毎回読む ９６ ３７ ４

時々読む １１２ ４４ ４

読まない １６ ３ ０

『ももの実』をどう思われますか？

小学校 中学校 養護学校

参考になる １４１ ５７ ６

あまり参考にならない １１ ６ ２

感心がない ２４ ４ ０



（感想）
具体的でわかりやすかった 共感できる
実践がわかる 参考になる
やってみようと思った 励みになる
気持ちが素直に伝わってくる

（参考にならない理由）
忙しい 印象が薄い 知らない
あまり読みたいと思わない
もっと苦しい立場の先生もいる
教員向けである 事務職が登場しない
いろいろな職種を載せてほしい



「いろいろな職種を載せてほしい・・・」

養護奮闘記

食べる人から作る人へ

養護学校の実践



80号 平成7年(1995年)10月21日
「食は生きる原点なり」 清内路小学校 Ｉ先生（栄養教諭）

（略）給食は、栄養もさることながら、心や感性を育てる
重要な場だと思います。旬の食べ物や行事食を通して、
子どもたちに自然の恵みのすばらしさや、昔の人々の知
恵や思いを伝えていけたらと思います。（略）私は、小規
模の特徴を生かし、バイキング給食を実施してきました。
（略）バランスの良い食べ方を身につけることも大事な
目標ですが、一番のねらいは、子供自ら主体的に給食
に関わる機会を作ることです。与えられたものを何も考
えずに食べてしまいがちな給食ですが、子供達は自分
で選択する事を通して、自然と栄養や献立に興味を示
し、食べる事をとても楽しく感じます。又、子供にとって
大事な自己決定の場面であり、かくれた本音や思わぬ
姿を発見できる機会にもなっています。（略）



第85号 平成8年(1996年)12月21日
「変な仮説」 千代小学校 Ｙ先生（養護教諭）

（略）私は今、一つの仮説をもっている。変な仮説である。三
校目の四年目、委員会児童が、「廊下を踊り付きでパレードし
て歯みがきを呼びかけたい。」と言う。『そんな変なこと…。』と

内心思った。私の反論混じりの質問にも全て答えが返ってきて、
やらざるを得なくなった。（略）今までにない話を自分達でつくり
それが人に認められていることから受ける自信は大きい。その気
持ちが次の活動を生むエネルギーになると仮定した。そして本
校四年目。（略）あら筋は子どもが考え、劇のエキスも絶妙に
入れる。（略）台詞がとまっても助け合えばいい。物がなければ
持って行ってあげればいい。困ったら、「あれ？」なんて言っても
いい。その空間、その時をみんなで力を合わせてほしい。（略）
担任の先生方が半年もあればわかってくる子どもの動かし方を、
十年もかけてやっと理解しようとしている状況である。



女教員部委員会
発展的休会へ！



男女雇用機会均等法の制定

男女共同参画社会の実現

男女の性差

「個の在り方」を考える時代へ



平成12年（2000年） 第95号
（略）12月の代議員会において、12年度より女教員部の活動を休止し

てはどうかという答申がだされました。（略）委員会の活動は新任者座
談会、信教の県大会参加、年三回の「ももの実」発行と割と地味な活
動に映ったと思います。一つひとつの活動には計画から実施までかな
りの手間と時間がかかりながら、その成果が見えにくかったのも事実で
した。（略）どの活動をとってみても表面には見えにくいが、縁の下での
活動が主だったように思えます。（略）委員は苦労しているにもかかわら
ず、会員に訴えていくものがなかなか見えてこなかったのも事実でした。
（略）わが委員会は、委員自身が毎日の教育活動の中に何かを求め、
積み重ねていくことが中心でした。（略）その活動が一時的な流行を
追ったりするものでなく、女性としてのあるべき姿を求めてやまない、恒
久的な活動だったからです。（略）委員会活動としての積み重ねも必
要であるが、むしろ個人個人の活動として大切に実践してもらうことも
重要と考えます。この方が資質向上につながると思います。（略）女性
の先生方、女性ならではの一人ひとりの生き方を大切にしながら、多く
の人から親しまれ頼られる人でありたいと願います。



信濃毎日新聞 平成10年1月16日



平成12年（2000年）3月
『ももの実』最終号

最終号にあたり 前女教員部委員長 Ａ先生

（略）今、第1号から読み返してみると…

必ず、手書きで、字は下手でも丁寧に、読まれ
る先生方のお手本となれるように書こうなどの
約束の元、500部あまり刷って、それも年々増え
て、刷って綴じて、夜遅く棚に並べました。（略）



「ももの実」最終号によせて

女教員部副委員長 Ｈ先生

「ももの実」は、地道に研修や実践を積
み重ね、教師として人間として力量を磨い
てきた下伊那の女性教職員の貴重な実践
記録集であり、歩みの記録でもあるのです。
この貴重な財産を支えに、新たな一歩を踏
み出したいものと思います。



女教員部委員会委員 Ｏ先生

女教師委員会の先輩の先生の講演の中に
「私の若いころ、女性は職員会で発言すること
ができないので学年主任や隣の男性に言っ
てもらった」という文章がありました。

今はそれよりももっと良い状況ですね。しかしま
だまだというところもあります。色々学ばせてい
ただきありがとうございました。



ご清聴ありがとうございました


