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公教育システム研究第3号 2003 

北海道工業教員養成所の設立と展開

佐藤浩章噂
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はじめに

本稿の目的は、高度経済成長期に不足した工業教員を養成する目的で全国に設置された工業教員養成所のうち、

相鎚工業教員養慨を取り上げその実態を明ら糾ごすることで、教員養成史上の意義を明らかにしようとするも

のである。

工業教員養鵡庁については、高略俊夫が日本のw術教育史を記企ずる中で、全国状況について若干鮒Lているけ

れどもI、個々の養成所の実態について明らかにしたものは見当たらない。以下では、まず当時の国家の工業高校政

策について概観した後、北泊道教育委員会の工業高校政策並びに工業教員の確保の取り革島与について明らかにする。

次に、~!1筋猷学に設置された~t海道工業教員養成所の市民、較育課程、学生の意識、卒業生の動向を明らかにす

る。

1.高度成長期における工業高校重視政策

( 1 )国家の政策

経済審議会教育訓練iJ委員会が 19印年に出した(所新吾増計画にともなう長期較育計画」の中では、計百連成

のためには「工業高校程度のぜ術者44万人Jが不足していることが指摘され、工業高校の菊f設が強く主張されだ。

工業高校の新・増設のためには大量の工業科教員が必要だったが、その確保はきわめて難しい状況にあった。 1954

年以来、鵬捌に7つの国立大学(室蘭工大、期七大、東京工大、金沢大、名古屋工大、広島大、九州工対の工

学部には、工業教員養成課程が特設されていたが、工業教員免許状の取得者の減少、工業教員の需要数の増大によ

*割愛大学大学教育総合センター諦市
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り、工業教員数は不足していだ。例えば、 1959年において、大学の高等学校の工業教員養成課程の卒業者 103名

のうち、教職についたものはl名にすぎなかった七

そこで上記計画では、「工業教員については、工学部卒業生の絶対教が不足していることから、教員免許状を取

得した者も、ほとんど民間企業に就職して、剰融につく者はきわめて少なく、潤龍者の補充にすら克埠を来してい

る現状であるJとして、 i42年度までに約8万5000人の工業高等学校の入学定員を増加するためには、約8万7000

人の工業教員を新たに必要とすることとなり、これらの菊視需要とi周哉者などの補充に対処することは、現在の教

員養成体制では、とうてい不可能である」としていた。具体的には、工業教員養成機関の設置・育英市肢の挺涜・

免許怯の特例などの緊急措置を講ずるよう要求していた。

対 I渚は、 1960年、「高校対策基本方針動の中で、下記の臨時措置を講じることを決定したE。

①免許法の改正

工業関係の教員のみは、免許状を耳縛する際、教科専門科目の単位を繍能専門科目の単位として認める。

@湘努鳴誠課程の設置

2、3年の専門耕ヰ中心とした糊l蟻成コースを、ブロックごとにおもな大学に臨時に設ける。このコースの

学生には奨学資金を優錨句に苅合し、耕裁iこっし、たものに同居量免除の途を講ずる。

儲合与改善

基本給が民間給与に比べ4~5千円の差があるので、貯占ベースなみの待遇の改善をはかる。

1961年、「国立工業教員養麟の設置等に関する臨時措置法」が制定され、国立の工業教員養成所が、 1回髄・

東北・東京工業・樹兵国立・名古屋工業・蔚日・大阪・広島・九州の9国立大学に付置された。入単定員は全体で

機械工学桝240人、電気工学科240人、工業化学手ヰ200人、建築学科120人、土木工学科80人、合計880人であ

った。また同法では、養成所州置される国立大学の学長の権限として、授業料の一音醐院を猶予することができ

るとした。また、授業料を猶予された者が卒業者灸6ヶ月以内に工業教員となり、政令で定める期間工業教員として

在職したときは、猶予された授業料の一部を免除することができるとしだ。

養成所の卒業者の約80%が工業教員として淵哉したが、その後工業高校の増設も一段落したこともあり、工業教

員要所はその学生募集を1967年に停止した7。

(2)北海道教育委員会の政策

1協組較育委員会(以下、道教委)は、上記所轄増計画に対応する較育政策について、地鼠箇産業教育審議会

似下、道産審)に諮問を行う。これに対して 1961年に道産審が出した答申「北海道高等学校職業抑コ拡充整備

についてJ8では、「生徒収容間口拡充の過程で鴨制全体の量強備拡充を図り、 1970年にl可能類ヰ1万9千人の

拡充(翫闇ヰは4万760人で、現;尚樹守)により右講生徒数の甑郵ヰと職幹}の比が 5:5になるようにする」こ

と、「日本の産業経済の発展並びに北泊道総合開発の進展による産業構造の高度化に即応して特に工業科の拡充増

設を行う」ことを提言した。そして、国の工業高校重視政策に対応して、~l1髄では日酔日 40 年までの 5 カ年で工

業単置技場設をはかること、また「工業科教員確保のため、道内関係諸大学に工業科教員養成所または工類ヰ教

員養成課程を設置拡充して工業科教員の計直濃成を行うとともに、産業界におけるぜ術者に対し、工業科教員長野

状の取得を勧奨して産学協同一体の指鞘E織の確立をはかる」と述べた。

道産審の答申を受けて、 1961年 9月に発表された道教委の「高等学校生徒収容計画j9では、工業高校及ひてE業

課程を増設する政策が立てられ、柏幌市 (8学紛・富良野市 (4学紛・北見市 (4学紛・帯広市 (4学紛と芦

別市 (7学紛の計5校の工業高校の菊設、 11枝の普通科高校に工業科の併置が決定された。

計画どおり、 1963年には、柏慌琴!以工業高校(機械・電気・工期ヒ学・建築・土木)、富良野工業高校機械・

電気訪が彩f設され、留萌高校(電気・土木)、江差高校(機械・電知、名寄高校(機械・電気由、倶知安高校(機

械・電旬、朝IJ高校(自動車)、羽幌高校(機械)、美深高校(電旬、士別高校機械)に工業科が併置された。
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19臼年には、北見工業高校(土木・電気・機械、帯広工業高校(建築・土木・機械、芦別工業高校機械・鮒才・

工業化学・電却が菊設され、槻11高校(機械・電却に工業科が併置された。 1965年には、稚内商業高校繍械・

電知、浦河高校(機械・電気訪に工業科が併置された10

2.工業教員不足の曳瞳

道教委が 1961年4月に採用を予定していた工業科教員は、 730人の不足となった。このため道教委では全国各地

で二孜湯薬を行ったが、約 200人の応募にとどまった。しカも大半の者が「学校卒難炎 10年以上もたち、いまの

職業がおもしろくなし、から」という?削盤拘理由からのものだった11

翌相コ採用志願者も 1961年9月の締め切り段階で、土木 (0名)、建築 (1名)、工業化学 (3名)、機械 (4名)、

電気 (7名)という状況だった12 さらに、好景気の柏会状況の中で、工業教員の中から民間企業に開設する者も出

てきた。当時採用されたある工業高校教員は次のように言う。

「自分が工業d三先生になるときには、 36年から神武景気があった。工業の先生というのは特許とったりしている U優秀な)

のがゴロゴロいてね、利H方面なんかの技術部土に引き抜カれたんですよ。もともと専門職でやっていた者ですからね。僕

が入る時は物理の先生と州昨の先生が狙われたんです。貯占封土lこひっこぬかれて、工業教員が足りないような状況だっ

たんて寸。…それであちこちで穴が開いたんで慌てて工業教員養成所なんてのを作ったりして、工業の先生を補充したんで

す。自分方瀬員になるときは、競争率も何もないですよ。『まだ単位とってないんですけど』って言っても『いい、いい来て

くれ』っていう状況があったんです。昭41年ぐらいまでありました。景気があがってオイルンョックのちょっと前て寸払」
13 

道内工業高校の湖務替数は、 1958年は5名、 1959年は10名、 19印年は14名と年々 増加し、 1961年には、 4月

から 10月までに教員 10名、実習助手を合わせると約 30人が湖離した。行き先は、給制コ良い民間企業が主であ

ったが、他府県の工業高校、同様に助手不足に苦しむ相街宣大学工学部助手、北見工業大韓嗣・助手などで、あっ

た。これらi国務昔は、就職灘持代に耕市になった者が多くいす守山 30歳前後であり、工業高校にとっては大変な

損失で、あった。とりわけ実習助手は待遇の悪さもあり湖E齢者が続出した。滝)11工業高校では一度に2名がi国哉し、

実習助手が不在となった140

3.北海道教育委員会の工業教員確保政策

こうした事態に対し、 1961 年 10 月に道教委が発表した r~tf舗における高等学校生徒急増対策J では、下記の

内容の工業教員確備攻策が決定された15

①大学(工業系)の菊視卒業者の採用に極力努力すること。

②北大臨時教員養榔庁卒業者の採用に努力すること。

@現職教員で、工業高等学校、工業科の免許状を持ちながら、他の耕特担任している教員 362名(小学校 11

名、中学校113名、高等学校238名)のうち、昭和37年度において、 60名に3週間程度の講習を行って、配

ー置転換をすること。

④工業課程の実習助手のうち、基礎資格を有し、長期講習の方途を講ずることによって、 2級免許状を取得でき

るものが、 111名在籍しているので、目前日 37年度において、そのうち 55名を 45日間の翻を行い、免許状

を賦与すること。(授業料・旅費は道教委が負担)

これらの措置に基づいて、工業科目担当教員の充足言栖は下記のように立てられた(表1)。これによれば、 1961
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年から 1967年までの7年間で、必要な教員数は205名とされた。そのうち大学新規卒業者の採用が54名、高等学

校からの西日置替えが84名、中学校からの転任が40名、民間企業等からの採用が27名の予定で、あった。

表1高等学校工業科目担当教員充足計画

年度別充足計画 1961(昭36)1962(昭37)1963(昭38)1964(昭39)1965(昭40)1966(昭41)1967(昭42) 計
D大学新規卒業者採用 16 18 16 2 54 

|②高等学校からの配置替え 3 24 27 24 4 84 

3中学校からの転任 2 12 12 2 40 

~小学校からの転任
⑤民間企業従事者等からの採用 8 9 7 27 

ID私立学校等からの採用

要充足教員数 5 6 60 66 58 9 205 

ü主2.?民家L;.!主案賛助1寺及u:悲?自動教員l草食~tJ.:k'.，.. ……...~.....，... ..... . . . . . ， . • . .........................・a・...................................

(出典 ~t海道教育庁財務課(1961)附艇における高等学校生徒急止制策h. ll7)

中学校からの転任lこついて道教委はかなり新寺してし、たようである。 1961年開l皆で、工業免許を持った中学校教

員で、工業高校に転出希望をしている者が約 120人いたからである。こうした明哉中学校教員向けの講習は、北大

工学部や室蘭工業大学などで行われることが想定されていた16 こうした充足計画に加え、道教委は下記の政策で

教員を確保ようとした17 1962年には、工業教員部員者は82名になり、 25名しかし、なかった前年lこ比べ4儲丘く

に構えた。そのうち約6割は道外出身者で、あった。

①「説鰍」をU商量する。

工業高校長らを動員し道内外の理工科大学を訪問させ必要教員の瀦専に努める。仙台、弘前、山形、東京、大

阪、広島、熊本等で耕市スカウトを行った。

信潮任給調整手当の主主合

③民開校術者を時間5帯市・嘱託などに害事属する。

4.北海道大学工業教員養成所

前述したとおり、 1961年苅階、は全国の9国立大学に工業教員養成所の設置を決定した。北瓶萱では北海堂大学

に設置が決定された18 設置期間は10年の予定だった。以下では、北海道大学工業教員養掬庁の実態を、制度、教

育課程、学生の意識、卒業生の動向の側面から見てして。

( 1 )制度

①(レ拷酔限・入学・卒業

偉業年限は、 3年と規定された(学則第7条(以下、数字のみ.))。入学資格は、「①高等学校を卒業した者、⑫邑

常の課程による 12年の学校教育を終了した者又l樋常の課程m何コ課程によりこれに相当する学校較育を終了し

た者、③大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」のうち一つに該当する

者で、あった(学則12)。

卒業要件は、発足年の 1961年度においては、養府知こ3年以上在学し、合計96単位以上(基礎較南ヰ目 19単

俄 L上、専門教育所ヰ目 64単俄i上、耕龍較育科目 7単{畝上)を修得した者とされた(学則21)。しかし閉鎖年度

の1969度の学則では、合計120単俄i上嘩礎較育科目 33単位以上、専門教育科目 78単御A上、耕能較静↓目

9単位以上)に改変されている。この背景には学生側の強し要求があったと言う。

「学生は大学生扱いされないことに不満を持っていました。よく I継子扱いするな』と言ったものです。そして将来、職場でき
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ちんとした畑邑が得られるのかとし、ぅ，r.~è.をしていました。そこで、 4年制の課程に変えてほしいとし、う運動が起こりました。

全国の養成所に『工友会』という自治組織ができて、運動を進めていきました。結果として卒業要件単位数は大学と間程度(大

学設置基準では124単位以上と定められている)になりましたが、 4年制にはなりませんでした。J19 

表2教官一覧(昭和44年度)

(出典 『相髄大学一覧~ 1967年 pp.423-427) 
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養成所の卒業者は、高等学校工業科教員に関する限り 4年制大学卒業と同等の衛畠(工業の耕ヰについての高等

学校教諭普通二級免許制が与えられた。就職財産併合与は、 4年制大学卒業者に比べ一号級下で、あった。民間企業

に就職した者の給与は、短期大学卒業後にl年製勝した者と同程度で、あった。

信濃置学科と定員

当初の特ヰは、「電気工学科Jr;機械工特山町ヒ学工学科」の三学科であり、各科の定員は40名であった(学則

2)0 (後に「化学工学科Jは「工業化学科」に名称夜更されている。)

@激官

所長は工学部長の兼(壬であった。専任教官は12名であり、その他の教官67名は各学部の教官からなる非常勤講

師で、あった(表 2)。専住教官は、当期ヒ大工学部に所属していた者が多いが、民間企業から採用された者もいた。

また養閥庁閉鎖の後は、北大工学部に戻ったり、道内の工業高等帯可学校や他大学に赴任し丸

養繭庁の運営は教官会議と主任会議の2つに基d 、て行われたQ 教官会議の構成員は、所員全員と工特Eの関係

3学科から 1人ずつ出された3人の教官であった。一方主任会議は所長、事務長、主任 (3人)で構成され、所内

の諾案件の処理や工学割との連絡の役を果たしだ九

④校舎・施設

発足当初、養成庁l主教室部なかったため、工学部に町昔りをしてい丸そのため学部生のいない夏休みに集中講

義を行ったこともあった。 1961年から 1962年にかけて校舎が新営された。

(2)教育課程

大学に比べて在学期聞を短縮した分、教養科自治部蹴に少ない較育課程となった。上述したとおり文系科目の充

実を求める学生の要求や、安易な教員養成を憂慮する他学部教宮の反対運動などもあり、初年度の教育課掴ま、単

位数をt勘日させる方向で変更されている。設置初制支の昭和36年度と、閉鎖されえ44年度の教育課程を比較した

場合の変更点は以下のとおりである21

①基礎較育科目

物理学 (3単位→5単イ曲、化学 (3単位→4単{曲、数糊斬 (5単位→10単イ也、独逸語 (2単位→4単的にお

いて、単位数が糊日し丸哲学 (2単他、憲法 (2劇的が彩蔵された。その結果、合計単位数は19単{立から 33

単イ立に増加した。

②親臨:同

教育実習 (2単{的カ滞積された。合計単位数は、 7から 9単位に朝日した。

表3 基礎教育科目(三特ヰ共通)
i | 昭和36年度 | 昭和44年度

dE修/畏択|掌割目|授業科目| 単位 |授業羽田| 単位

.必俸制目...1 ……|物理学 31物理学

計

化学 31化学

'国学 21国学i 問析 51数字解析
|英語 41英語

|独逸語 21独逸語

19 

'哲学

憲法

表4教職科目(三学科拘置)

了 | 昭和36年度

必修/畏択| 単科目 | 授業科目 | 単位

必修科且| 隆宣車豆一」
教育心理~ I 

10 

?世

33 

-6-

昭和44年度

授業相目 l 単位

2l教育原理

2|教育心理学 | 

3|工業科教育法|

盤盟一」

2 

2 

2 
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③専門較育科目

電気工学科では、電気計測 (2単位→3単{曲、 i差配電工学 (2単位→3単{曲、電矧樹戒 (4単位→5単位)、音響

工学 (1単位→2単的において単位数が糊日し丸電気法規及ひ常設管理 (2単位→l単的に減少した。選択科

目の電気数学が必:'{!鐸ヰ目となった。電気E学実験 (6単他を電気工学実験(I) (II) (ill) (各2単位)に分割した。

・合計単位数は80単イ立から 85単位へ埠訪日した。(表6)

表6 専門教育科目(電気工学科)

田和36年度 昭和44年度

必修/選択 学科目 授業科目 単位 授業科目 単位

…必修科目'"…“'"買気碁，礎控'"電気磁気学 6電気磁気学 6 

交流理論及び過渡現象論 6交流理論及び過渡現象論 6 
ーーーー ー

電気数学 4 ................・・・・・・・ー.........".ーーーーー.........‘e・...........................
電気計測 2電気計測 3 ー"・e・..............・ー・.............

…震力I費生…・， 発電工学 2発電工学 2 .................................・，
送配電工学 2送配電工学 3 ........・・・・・・・・・・a・・・・.............-・・・・・・・・・・・・・・.......ーーーーーーーーーー........・e・・.
電気法規及び施設管理 2電気法規及び施設管理一一..，..，，""… 山""''''''''''N'''''''''.… 'N""'，
高電圧工学 2高電圧工学 2 ーーーーー"・e・・・・・・・....................

一，事，気機鰻芽"''''
電気機械 4電気機械 5 • .，，，，...，，.，，，，，，，，.，...，.，，，._.~ 

電気機械設計 2電気機械設計 2 -ー・'"・............................. ーー......・・・・・e・........................・・・・町a

電気製図 1電気製図
……."."......，.""'"，.，，，. 

…震子工学…・ 電子現象論 3電子現象論 3 ..............・e・・・・・・・....・'"・"，.
電子回路学 5電子回路学 5 

山……一一…一一.""...."."..."一一'"…町
電子機器 3電子機器 3 ................................... ー.......................・'"・.............・.. 

トー…""""''''N''
自動制御 2自動制御 2 

""""''''''''''''''''''''….，.，.，.，.，.，." 
半導体工学 2半導体工学 2 ..............・..・・・・・ー.............ーーーーーーーーー......・e・........................‘・
通信機器 2通信機器 2 ....・・・・a・・・・・・・・・・・・・..............

a去魚他..(1)税局.電気材料 2電気材料 2 ............................同.......

電気応用 2電気応用 2 ーーー.................・・..............'・・・・・・a・・・a・................................
機械工学 2機械工学 2 ........... ーーーーーー・ーーーー.......... ........・ーーーーーー...........
電気工学実験 6電気工学実験(1) 2 .......・・・・・・.......・..............."・.......................................... 

ト…………………"，
電気工学実験( n) 2 

…"'~.....""""，，，.，. 

電気工学実験(m) 2 ......................・..............ーーーー"・..・・・・ー.............................町"

山~""~"''''~~'''-""，
機械工学実験 1機械工学実験 1 

._'''''"."...N'，，，.，，''~，，...，，，， .... ，，.，， 
生産管理 2生産管理 2 ..............・"・・・・・.............. ーーー・・ー・・・・・・・......・・・・・・・・・・・...............
工業経済 2工業経済 2 ，，，，，，，.，，，，，，，，，，，，....，，，..，，，，，，， 一………"""""""........."
電気工業現業実習 1電気工業現業実習 1 ......................・............. 

計 64 70 

..，濃掠税.周… "，-t:"CP.，他..(1)，:税局， 情報理論 2情報理論 2 

音響工学 2音響工学 2 ....・....................ーーーーーーーーーーーー'"・e・....・・................................
電波{云構及びアンテナ 3電波伝播及びアンテナ 3 ....................‘'"・・・..................'咽町..............・・・・・・・.......‘・・
電子計測 2電子計測 2 ......................・.............

e・e・......... ・................圃ーーー・'"・・・・..・a

電動機応用 2電動機応用 z """""，..，，，...，，，.....，，.… .""............，，，....，，..，，..，，，，，，，.… 
電気工学特別実験 4電気工学特別実験 4 ー................................... ー・・・・・・・・・・・・.......................・・・・a・a・・
電気数学 2 ."..""....".... 

計 16 15 

合計 80 85 
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機械工特ヰでは、機械力学包単位→3単也、機械要素 (2単位→3単{却で、単位数が鞠日した。選択科目の

機械数学が必僻ヰ目となった。合計単位数が80単{立から87単位へ糊日しt:."(表η

表7専門教育科目(機械工学科)

昭和36年度 間和44年度

必修/選択 学科目 授業科目 単位 授業科目 単位

.必傍朝国 機械基礎芋“ 機械設計製図 5機械設計製図

機械カ学 2機械力学
…W"""'N."N'N'N'… …"n，，，N'I'N'N"""'， __ ，，，，，，，. 

機構学 2機構学-・.......・・・・・・・.........................・・.............................・.......・，
機械要素 2機械要素......................"........... ..................・.........................・，

機械数学-・....・・・・・・・・.........，...........

ー....・ー・・・・・・・・......・........圃・・・ー 材料力学 一般力学 2一般力学

材料力学 5材料力学
… …'NU Uu J""，UUHWW"'''UNN'， 

材料試験法 1材料試験法-・・・ーーーーー・ーー.....・・・....・・・a・......

_ .. 勢ll!:J主賓飯町F
工業熱力学 4工業熱力学

'…………-".".--. 
蒸気動力 3蒸気動力......".."..ー..........・・・・・・....................・........・e・・・...............

トNN'N'~N'叫…F… w ザ
内燃機関 4内燃機関…'N"''''''''…… 
冷凍及ぴ空気調節 1冷凍及び空気調節..................・.....ー..............................................・.........
流体力学 4流体力学

'一一一………….. ""，，，，，，，_"N"'''''''''''''''，，，，，，，，，， 
流体機械 3流体機械.......・...・・・..........・・・・.......

"…旗揚:I.f生 機械工作法 4機械工作法日明日均一…-…
機械工作実習 1機械工作実習...ー..........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a

...・............ー............................

卜"'''''''N'N'"，.，，，，，町四日，
工作機械 3工作機械

................................... その他の科目 工業材料 2工業材料

電気工学 2電気工学....."....・・・・ーーーーーーー.......・.....................・..................・・e・・a・...
工業計測 2工業計測................................... ........・・・・................ーーーーーー・..........

................•.........•...•.... 自動制御 2自動制御....................・......................，.
生産管理 2生産管理""'，"，…'，""，，"，"U，…uu 

."，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，… 
工業経済 2工業経済ーーーー...........・・e・......・.................................・・・・・a・・・............

…………一一…………….. 
機械工学実験 4機械工学実験(1)

................................... ....・...............句........................ 機械工学実験( 11) 

電気工学実験 1電気工学実験……".............. ..，.，，.，..，.…..，，.，...........，.........，，，. 
機械工学現業実習..・................................ 1機械工学現業実習

計 64 

...選.根郡J~L.. そ..q].他の刊現貝"金属工学 2金属工学

…，，，，，，，，，，，，，，，""""，，，，，，，， 自動車工学 3自動車工学..，，，，，，，，，，，，，，，，.，，，，，.，，，，…山""""
特殊加工法 1特殊加工法..............................・.................................................. 

...........・.............・...................・................................ 機械数学 2機械工学特別設計

......・・・・........・・・・......................................・・..................機械設計 4機械工学特別実験

...・a・・・・・・・・ーーーー・.........・・・・.... 機械工学特別実験 4 

計 16 

合計 i 80 
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化学工学科(後に工業化主持ト名称変更)では、無機工業化学包単位→5単俗、高分子化学 (3単位→4単的、

側外工学 (3単位→4劇的、有機合成化学 (3単位→4単的で哨主数が増加した。選択科目の化学装置(IT)と

高分子化学が必修科目となった。合計単位数が増加 (80単位→86単{却した。(表8)

表8専門教育科目教育(仕津工学科、後に工業化学科)

昭和36年度 昭和44年度

必修/選択 学科目 授業科目 単位 授業科目 単位

"…~鋼生息"""" -扱理f長5Ë~:(，f 物理化学 7物理化学

分析化学 分析化学 7分析化学".."..ーーーーーーー....・e・.......・・・・・・・.....・ー

e・e・-無』機i長男き及:(，.F.......無機化学 3無機化学.....................‘ーーー....・・............
無機工業化学 無機工業化学 4無機工業化学.........・...........咽.....................

，山査機d民勢及Ji:......有機化学 4有機化学
"'''""""""""-"..~"..""，，， 

有機工業化学 有機工業化学 4有機工業化学

'…j弘警工芽， 化学反応 4化学反応........................................... 

化学装置(1) 4化学装置(1).................................圃...........・...・・.........................................
化学装置( II) ....................・・・・・ーー.....・e・・・......ー.....................・・・ー......................

化学計測 2化学計測"."，..，一一一一…."，，，，，，，， 町一………，.."""""…日
化学工学実験 2化学工学実験..........................・................

:去のf患の務開 放射化学 2放射化学....................句.....................

石油化学 2石油化学
e・.................・・...............................................晶............・・・........

高分子化学'…，..，，，，，..，，.._-，，，，，..，，，，， ，.""山川町-~……"".".，，，，，，

化学工業用材料 2化学工業用材料
......~............_..................... ................................................圃，

電気工学 2電気工学ーーー.....・.............................・.......................................・.............
機械工学 2機械工学.........・・・・・...・・ー.....................................................................・...

トー…"...，"'""，，，，，，，，，，，，.，，町 自動制御 2自動制御
…………………"" 

化学機械設計製図 2化学機械設計製図ーーーーー............・・・.......................ー........・.......................................
生産管理 2生産管理，........・....................，..............・.........................................・....
工業経済 2工業経済..・・・e・..・・・・........・.....................a・・・.....................・...............・.......
化学工業現場実習又は見学 1化学工業現場実習

nw""，濃，椋務，毘……fJ!2:債の，務局… 化学装置( II) 3 

燃料工学 3燃料工学...............................・.....................................・......................
有機合成化学 3有機合成化学...・a圃a・.........................・......... ...・・・・..........................................
高分子化学 3 

"'"''''''…一一一…"，，"'''... …………"，，，.-，，，，，，，， ... 
繊維素化学 2繊維素化学，，，，，，，.，，，，，，，，，，，，，，，，，，，.山山"""""一…"，，，..，，.....，，，""……"""
触媒化学 2触媒化学ー・ー.....・e・e・・・・・・・..................................................................・・.....
工業化学特別実験 4工業化学特別実験..................・........................

計 20 

合計 80 
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(3)学生

入学者数

学生数は表5のとおりである。初年度は定員を上回る 127名が入学しているが、年々その数が源相、しており、最

後の入学生である 1966年度は72名と大きく定員害l此Lしている。

表5入学者数の鵠

電気工学科|機械工学科 工業化学科 計

1961 (昭手口36) 42 43 42 127 

1962(昭和37) 39 36 35 110 

1963(昭和38) 38 37 37 112 

1964(昭和39) 37 34 38 1091 

1965(昭幸日40) 33 33 36 102 

1966(昭和41) 21 24 27 72 
(出典 ~t語道大学庶務部庶務課『北海道大学一覧』昭和 36年度~昭和 42年度)

学生の意識

学生は入学動機ならひに卒業許麦の進路についてどのような考えを持っていたのだろうれ 1961(昭36)年5月に

入学した第1期生に対して、相街宣大学新開会がアンケート (1961年9月1日実抱 90人に配布、 89人から回収)

を行っている。このアンケートからは当時の学生の実態や意識を知ることができる22。

まず「校舎、講堂、その他設備、及。瀬授陣は満足ですっ九」とし、う問いに対しては、設備にっし、ては月荷足だ」

が0人、「まあまあだ」が担保句36%)人、「不満Jが53人駒60%)と答えている。また教授陣については「満

足だJが14人係り 16%)、「まあまあだJが37人保句42%)、「不満jが35人節句39%)となっている。

次に「各学部では共通の利益を守るために学生自治会を作っています三こうした自1台制裁を現高ι要と感じてい

ます州とし、う問U、に対しては、「ぜひ必要だJが46人倫52%)、「必要かもしれなし、」が16人倫18%)、「必

要なし、Jが12人係甘13%)、「何ともいえなし、」が12人保甘13%)となっている。

また「耕市として人文、柾会科学を身につけていなければならなし吐いわれていますが、これらの科目が欠けて

いることについて」は、「学ぶべきだ」が47人倫53%)、「どちらでもよし、」が 15人的17%)、「必要なし、」が

27人 制30%)で、あった。

入学した動機については「浪人生活をするよりよし、と思ったので」が 10数名、その他「希望が理工系の方面だ

ったからJi，産業界へ進出のためJr経糊健由で、学費が安く短期間だからJi好きな判ヰがあったから」と続き、

教員を最初から目的としていたと答えたのは3名駒3%)で、あった。

卒業畿の進路については「いまの気持ちとしては有名針劫も淵脚コ口があればそちら附すきが、で村山とし、

う声もあり、教員になると回答したものは約50%(45名)で、約38%(34名)は教員になる意志はないと答えて

いた。そじて教員にならないと答えた者のうち企業に入ると答えたのが約70%(24名)であった。

学生の進路

1967から学生募集が停止され、 1969年、開校以来596名の卒業生を輩出して北大工業教員養成所は閉鎖された

(表9)。計画の設置期間よりも 2年早く目的遺或の見通しがついたからで、あった。 8年間の設置期間中、教期龍に

就いたのは卒業生のうち約40%で、あったとされる23。前述したように全国の平均値は約80%だったとされているの

で、全国平均よりもイ島敬値である。

教員に採用された者の伏況を更に詳しく見てみよう。筆者は、卒業直後の進路を示す資料を入手することはでき

なかった。そのため、 1998年版同窓会名簿を使用し、 1998年時点、での職業を分類した(図 l、2、3)。恵国語百愛の移

動があるため、現在の職業は卒業直後のものとは一致しなしが、進路動向を大ま州こ拒握することはできると考え

nu 
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北海道工業教員養成所の設立と展開

る。

表9卒業者数の推移

工業化学科 機械工学科 電気工学科 言十

第1期生(昭和39年卒業) 40 40 39 119 

|第2期生(昭和40年卒業) 34 35 38 107 

第3期生(昭和41年卒業) 38 37 35 110 

第4期生(昭和42年卒業) 36 28 36 100 

第5期生(問和43年卒業) 34 29 32 95 

第6期生(昭和44年卒業) 21 25 19 65 

計 203 194 199 596 

(出典同協世史学工学部同窓会名簿』平成10年版 pp.309-314) 

各科における工業高校教員の害恰は、電気工学科は33.6%、機械工戦ヰは35.5%、工業化学寺羽田.1%となり、

全体で30.7%である。

また艶屋高校に聾筋している者がいるが、彼らは当初工業高校に聾蹄し、その後の耕輔編の中で転勤した可能

性がある。こうした数字を含めると、電気工学科は39.6%、機械工学科は39%、工業化学科は36.9%、全体で38.5%

となる。

さらに民間企業に崩識している者の中にも卒業直後には工業高校に軍筋している者もおり、また逝去者、無職者

の中に工業高校教員がいることから考えて、実静句には4割程度だったと醐リされる。

60% 80% 。% 20拓 40% 

第1期生{昭和39年卒業)

第2鋼生(昭和40年卒業)

第3期生(昭和41年卒業)

第4期生{昭和42年卒寮)

第5期生(昭和43年卒業}

第百期生(昭和44年牢寮)

計

図1 電気工学科卒業生の勤務先

(出典 『北漏萱大学工学部同窓会名簿』平成10年版pp.30日 10) 

司
Eム

句
Eム

100% 

園工業高校教員

-高校教員{工来高校を除(l

回大学・短大・高尊敬員

国民間企業

-公務員(教員を除(l

園逝去・不明・無膿



。% 10覧 20~ 30~ 40~ 50~ 60見
70‘ 80~ 90諸 100~ 

車1期生{昭和四年卒瞳}
図工業高校教員

揖2期生{昭和40年串車〉

-高校教員(工車高校在除。

車3期生(昭和41年串揖)

口大学・短大・高専教員

車4期生{昭和42年卒聾)

回民間企業

揖5期生(昭和43年串畢)

-公務員(教員在除く)

第6期主(昭和44年平揖)

国道去・不明・無職
It 

図2 機械工学科卒業生の勤務先

(出典 『北漏萱大学工学部同窓会名簿』平成10年版pp.311-312) 

O~ 10~ 20見 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80見 90尚 100梶

揖1期生(昭幸田9年平畢)

図工業高校教員

車2期生(昭和40年阜聾)

圃高校教員{工草高校在除く)

軍3期生(昭和41年牢車)

ロ大学・短大・高専教員

車4期生(昭和42草草雛}

国民間企業

車5期生(昭和43年早草)

掠6期生(昭和44年卒草)
-公務員(教員を陪<)

It 図逝去・不明・無職

図3 工業化学科卒業生の勤務先

(出典 阿白筋道大学工学部同窓会名簿』平成10年版pp.313-314) 

養成所設置の初年度の第l期生は、上記のアンケートの中では、多くが民間企業を希望していたけれども、各学

科とも非常に高い率が工業高校教員になっている。「望めば工業高校に行けた年.J24であったとされる。しかし年々 、

工業教員になっている者の数が減少してしも。第4期生の卒期寺から急速に工業高校観勝者が減る。これは、需要

が充足し始め、希望しても教員になれなし、状況が生じてきたことを予想させる。とりわけこの傾向は工業化学科で

著しし、表 10は、電気工学科卒業生の軍筋先一覧である。これを見ると、勤務地は、相街宣のみならすで東北、北

陸にまで広がっていることがわかる。またやはり第4期生以降、極端に工業高校製勝者カりPなくなっていることが

わかる。
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北海道工業教員養成所の設立と展開

表10電気工学平ヰ全卒業生の勤務先名

.11現t属加1星空襲1.... 費2担L~和40年皇室1.... ~.~踊(開制1年卒業)… "男J 期(昭和~1:年聖書) 草5期(昭和43年卒実) ..J~.I!l.(.脚H.~聖書1.....
39s 38s 35s 36s 32名 19s 

玉商JII原工業高性 宮崎工業高性 北大高院 昭和電極(韓) 富士通(韓) 量和産相官理(韓)
ヰ 五所JII原工業高佐 札慢琴組工業高性 サンライtE.( I車) ( 1$)日立製作所 石JIIインテリ7
札慢琴相エ豊富佐 祖接台工幸高性 英明工章高校 札酬絹世 日~電極( 1$) 本

*構工業高世 園陸大省高位 札慢市 北書道警察 本 問(韓)
北大工学部 (韓).=場 札祖琴担工業献 キ キ 札柵時高性
韓国工業高位 名寄工業高松 北星学園幸市献 リニー(1$) 事 北題解体(韓)
由利工業高雄 F普崎工章高性 群E大学施設部 日本電極(1$) |美和電車工業(韓) ( 1*1東日商事
担JII工業高校 富良野工業高校 本 吉小量工業高佐 静岡工業高性 副路青骨年科学館
掛JII工業高世 制路工業高専 オリオン極極(1$) 名寄工業高位 ヰ 雄内商工高性
置車工業高位 童画工豊富佐 事 jt書道工主高位 ( 1$)セミ子.~ IJ"J.. 妻和電車工業(韓)
事 福島工業高位 車車業装工業(韓) 事 小品工業(韓) "6*祉工業高専
札自工業高位 札幌組工業高世 担JII工豊富控 江田市 間(株) 事

童画工業高位 弘前工豊富控 附弔lt書道 三英電柱工業(韓) (株)関車電工 北工電車(韓)
札慢工章高位 間工主高位 札帳エ鵠世 三E商事(1$) (株)東芝 本

F書崎工業高位 島田工業高位 帯広工業高位 車草稿官到来 ( 1$) NTT 北書道才Mil商事(韓)
加世番高雄 札組工主高位 I 島田工業高校 松井電担(骨;) 本 11嶋工業高位
小梅工業高位 ilil工主高投 間友会札根童福人n晴院 書JII工主高世 ーツヲ電極(1$) 札根道路エンジニア(株)
神量川工業高性 札祖琴担工主高位 I ~J I ルペッ ~~~~7~Iシ5ニ 1'1 シf lt書道電極工業(韓) (韓)，電社 lt工電車(1$) 
札自零細工業高性 札理市 (韓)共和産業 間-TElt車道 (韓)0 事

高111工主高位 覇軍講雄高位 ( 1$)ユ7子，~? 北大E量盟大 古罰H子.~?( 1$) 
本 jt見工業高祖 平理工業高性 jt書道コカコーうポトリング (韓)日立製作所
宗教音裏研究所 事 勇E量(韓) (韓) 本

軽自献 札理工業高位 査JII工毒菌性 lt工電極(韓) (有)ユニバーサ}~企圃
本 事 量産省 相接台工章高性 車芝エンジニアリンゲ(韓)
多量見工業高説 本 事 北書道情報大学 住友スリーZム(1$) 
北海型世(株) 字 大量工業高位 本 自営業
事 むつ工主高世 太田工主高世 事 開(韓)

三富シンヴ(1$) 雄内商工高位 札目先星学園i轍 制、性工業高専 lt書道電量工事(韓，)
(韓)f宮商行 (韓)インパ}~^物理事究所 担111工業高位 本 本

都島工業高位 清水工業高佐 =新工業(韓) 日本ヒューレット・パ.~カー lt書道電車工事(株)
|皇E工業高性 事 金訳大学施設部 ド(韓) 大同lil(さんリ7子引っ(1$) 
岩見R高等豊富宇世 北海道新聞社 日本電覧(!t) lt見工業大学 名寄工業高性
青書県教育庁参事 計調控臣(韓) 英明工業高位 韓国臨工事事務所
札匝琴組工量高性 能町工毒菌佐 jt書道担丘高位 キ

ilil工業富雄 lt書道サン電量童画(韓) 事 目立エンジニ71)ンゲ(1$) 
キ 菌陸北高位 (株)目立;メディコ
平塚工業高世 捕和工業高校 ililエ書高専
松前高性 ヰ 北書道警察
北書道工業高位

---ιーーー

[;!;鯖位制!院4朗材早?.Y..抑今

!蝕É1股11旦説k校2.::.三万ヨヨヨI!似'l.~主之双.11J1籾E庇jん…….. 叩…………"山………….. 山………….. 山…….. 山…….. 山….. 山..……….. ……… .. 山山….. 山…….. 山….. 山.. ………… .. 山…….. 山…….. 山….. 山…….. …，……町一，…;…""，，，，，，.，……………………'''''''''''''N'……一一一一叩
(出典 『北海道大学工学部同窓会名簿』平成10年版 pp.309-310)

おわりに

文宮階、明草教委の工業高校重視政策は、短期間での大きな方向転換を斜韓なくされ、工業教員の需要は腕呈した

ため、オロ髄工業教員養成庁卒業生の4害IJという低し幌用率も大きく問題となることはなかったので、あろう。発足

当初の教育課程は、曹司科目に比して、教養科目沙ないものではあったが、学生たちの要望などにこたえる形で、

その後改訂がなされたとし、う事実は興味深い。

r3年生インスタント耕穣陶 25と呼l訊、親哉員組合や学会からも「教育体制の崩壊を招来するもの'J26と批

判された工業教員養成所で、あったが、教員養成史の中で、その果たした投創は無視できない。今後さらなる実態の

解明が必要とされる。
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l 細谷俊夫(1978)Wぜ術教育概論』傭京大学出版会)pp. 257-259 
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10 各高校の「学校要望匂を参照した。

日 『相街闘野r.IIlI1961年4月10日

12 W北海副奇聞~ 1961年 10月6日

13 高橋誠氏(杓腕期以工業高等学校工業化学科教諭:調査碍)ヒアリング l蜘年6月18日

14 W~11観賞新聞~ 1961年11月23日

16 ~t講道教育庁財務課(1961)附街道における高等学校生徒急増対策』
16 W北海道新聞~ 1961年 11月23日

11 W櫛道新聞~ 1961年

18 工業教員養成所は、大学に付置されたものであり、工学部の付属機関ではない。よって養成所の同窓会も工学部同窓会とは日l胞

織であった。(1996年より養成所卒業生も加入できることとなった。)

19 伊藤雄三氏(電気工学科第1期信ヒアリング 1998年 12月24日

却 北F筋堂大学工学部(1975) W:北大工学部五O年史~ p.242 

21 W北海i駄学一覧』昭和36年度、 44年度

22 W~t揖iH*学新聞』昭和 36年9 月 10 日
23 前掲、相続駄学工学部 (1975)p.242 

M 伊藤雄三氏(電気工学科第1期生)ヒアリングゆ98年 12月24日

お 『北瓶笹新聞』昭和36年 10月7日

26北大、京大など9大学教職員組合からは「工業教員養成所設置法案反対声明J(1961年3月11日)、日本教育学会からは I国立

工業教員養成所の設置につし、てJ(1961年4月5日)が出された。し、ずれもその必劃主は認めながらも、その養成方法問主く反

対を表明していた。前掲、日本教育史料集成編集委員会 (1983)p.98 
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