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第 18 回和⽂化教育学会全国⼤会 
発表資料 2021.9.25 
 

「明治〜令和 絵双六にみる 仕事と職業観の変遷」 
 

                             令和3年9月25日 
                                築地双六館 館長                     

吉田 修 
 
＜要旨＞ 
 絵双六は、それぞれの時代の風俗・習慣・価値観を映す鑑です。「上がり」にはその時代の夢・憧れ・

希望が見事に表現されており、庶民の息吹が伝わってきます。日本の最初の絵双六は、13世紀後半頃天

台宗の新米の僧に仏法の名目を遊びながら学ばせるために考案された仏法双六だといわれています。つ

まり、仕事を学ぶための双六でした。以来、「職業・仕事・出世」は、双六の最も重要なジャンルの一つ

になりました。双六の一番の魅力は、「ドラマ展開の一覧性」です。それは、①1 万古不変のパターン、

②テーマ理解のスピードと情報の一覧性、③多様なテーマへの対応力、という要素で構成されています。

その結果、古今東西 庶民の遊びとして流行り、教材として活用され、流通経路の変化と共に今日にお

いても進化し続けています。 

明治5年に敷かれた学制には、「学問は身を立つるの財本(もとで)」、つまり、勉強すれば立身出世で

きるという功利主義に基づく思想を内包していました。併せて、職業選択の自由や居住の自由が認めら

れ、富国強兵の国家方針が定められました。この立身出世主義は、男性の職業観に大きな影響を与えま

した。一方、女性の職業観は、良妻賢母、家庭円満の教育思想に基づいて醸成されました。各時代の双

六には、この職業観の変遷が見事に描かれています。 

今回の研究発表では、明治・大正・昭和・平成・令和の約150年間における以下の26種類の絵双六を

紹介し、日本人の職業観・仕事観の変遷を辿ります。 

  

■INDEX ※以下の絵双六の画像は研究発表会場でパワーポイントにてご紹介します。 

Ⅰ.イントロダクション 

 ■絵双六は時代を映す鏡 

 ■双六の特徴であるドラマ展開の一覧性の要素 

 ■双六盤と絵双六の違い 

Ⅱ.明治時代の絵双六にみる仕事と職業観の変遷 

 ■明治の職業観 男子：立志出世 女子：良妻賢母 

 ■尋常小学生の希望の職ランキング 

 ■双六が職業観醸成に果たした役割 

   ＜立身出世系①＞ 

    ・男女教育双六 （明治２９年 1896年） 

   ＜立身出世系②＞ 

    ・出世須悟録 （明治32年 1899年） 

   ＜立身出世系③＞ 

    ・實業少年出世雙六（明治４１年 1908年） 
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   ＜良妻賢母①＞ 

    ・新双六(しんすごろく)淑女(しゅくじょ)鑑(かがみ)（1886年 明治19年） 

   ＜良妻賢母系②＞ 

    ・家庭雙六（明治37年 1904年） 

   ＜良妻賢母系③＞  

    ・新案婦人風俗雙六（ 明治38年 1905年） 

Ⅲ.大正時代の絵双六にみる仕事と職業観の変遷  

   ■吉川英治の刻苦勉励の志 

   ■苦学を支える通信教育とアルバイト 

  ■東京に４万人の食い詰め苦学生 

  ■就学率急上昇と若い農業国家 

    ・時事漫画現代出世双六 （大正11年 1922年） 

    ■女性活躍の時代の幕開け 

        ・少女運だめし双六 （大正15年 1926年）   ・少女生活双六 大正12年（1923年） 

    ・女子スポーツ双六 (大正14年 1925年） 

            ※戦前の女性スポーツ史 

Ⅳ.昭和（戦前）の絵双六にみる 仕事と職業観の変遷 

  ■職業軍人急増の背景 

  ■新兵採用ツールとしての双六 

    ・へいたいさん双六（昭和15年 1940年） 

  ■銃後の守り 愛国婦人会 

    ・愛国婦人双六（昭和9年 1934年）・新案 源氏香 女の一生双六（昭和12年1937年） 

Ⅴ.昭和（戦後）の絵双六にみる仕事と職業観の変遷 

    ■戦後の職業教育         ・人生競争双六（昭和25年 1950年） 

Ⅵ.平成の絵双六にみる仕事と職業観の変遷 

  ■キャリア教育の推進 

  ■キャリア権の登場 

  ■仕事・趣味・ボランティア・遊ぶ・何もしない それらすべてがライフキャリア 

  ■企業も職種も寿命が短くなる時代 

    ・完全シミュレーション 就職活動すごろく （平成9年 1997年） 

 ・会社設立すごろく （平成14年 2002年） 

    ・平成版諸職就業形態多様化双六（平成16年 2004年） 

    ・プロフェショナル時代の到来専門職業飛廻寿語録（平成17年 2005年） 

    ・SE出世双六 （平成19年 2007年） 

    ・キャリアシミュレーションプログラム（平成23年 2011年） 

Ⅶ.令和の絵双六にみる仕事と職業観の変遷 

         ・国連地域広報センター（UNRIC） SDGsすごろく「ゴー・ゴールズ」（令和元年 2019年） 

         ・テレワークすごろく（令和元年 2019年） ・こども六法すごろく（令和2年  2020年） 

      ・香川県オリパラすごろく（令和2年  2020年） 

     ・ライフキャリアすごろく（令和3年 2021年） 

   ・コロナ18すごろく   （令和3年 2021年） 
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Ⅷ.おわりに 

  付録：絵双六の唄     

    年表：仕事と職業観の変遷 近現代史 ～双六とその時代背景～ 

  参考文献一覧  

 

イントロダクション 
 
■絵双六の始まりは天台僧の仕事双六 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 私は絵双六を蒐集する傍ら、依頼を受けて双六の創作を行っており、世界唯一の双六作家を自称して

います。現在、築地双六館のホームページ〈http://www.sugoroku.net/〉上で、「『絵双六に見る職業観の

変遷』―江戸～平成時代それぞれのキャリアの磨き方―」の特別展を行っています。絵双六は、それぞ

れの時代の風俗・習慣・価値観を映す鑑です。「上がり」にはその時代の夢・憧れ・希望が見事に表現さ

れており、庶民の息吹が伝わってきます。さて、日本の最初の絵双六は、13世紀後半頃天台宗の新米の

僧に仏法の名目を遊びながら学ばせるために考案された仏法双六だといわれています。つまり、仕事を

学ぶための双六だったのです。以来、「職業・仕事・出世」は、双六の最も重要なジャンルの一つになり

ました。そもそも、職業観・仕事観・出世観は歴史的に、どのような変遷を経て今日に至ったのでしょ

うか？ 
 
 
■双六の特徴であるドラマ展開の一覧性の要素 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1.万古不変のパターン 
 振出し・1 回休み・振出しに戻る・ハッピーなマス・アンハッピーなマス・上がりは、ストーリー構

成の基本パターンであり、これらのパーツの交換によって、万古 不変で人類共通に理解されてきたも

のです。  
2.テーマ理解のスピードと情報の一覧性 
 縦軸に情報の一覧性、横軸にテーマ理解のスピードを置いた座標においては、双六は、書籍・TV・映

画・Web・新聞・絵画を上回る位置づけにあります。 
3.多様なテーマへの対応力 
 道中、武勇、歌舞伎、企業宣伝、人生・キャリア・・・どのようなテーマにも対応できます。 
その結果、 
・古今東西 庶民の遊びとして流行る  
 欧州（英国、ドイツ・フランス等）：16 世紀の鵞鳥ゲーム（がちょうゲーム）が起源。現在もルーブ

ル美術館でも販売中。中国：９世紀前半唐代の陞官図（しょうかんず）が起源でｓｙ。  
・教材として活用される 
 ストーリーを共有し、自分のストーリーを創ることができます。「百の振出しには百の上がりあり」。 
・流通経路と共に進化し続ける 
 手書き、大量印刷（モノクロ、カラー）、ボードゲーム、Web・・・・・今日も進化しています。 
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明治時代の絵双六にみる仕事と職業観の変遷 

 
■ 明治の立志出世の職業観 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 明治五年に敷かれた学制は職業観を一変させました。その基本思想は「学問は身を立つるの財本

もとで

」、つ

まり、勉強すれば立身出世できるという功利主義に基づくものでした。あわせて、職業選択の自由や居

住の自由が認められ、富国強兵の国家方針が定められたことが、江戸時代を通じて身分に固定されてい

た職業観を塗り替えていきました。個人の野心を受け止める社会的な受け皿ができ上がったのです。こ

の立身出世主義を庶民層にまで普及させたのが、明治のベストセラー、『学問のすゝめ』『西国立志編』

でした。明治 10 年に創刊された少年少女向け作文投稿雑誌「頴
えい

才
さい

新誌」も注目すべき存在でした。明

治10年から12年までに投稿された作文1550本のうち15.5％が立身出世に関するものだったといわれ

ています。 

 
■尋常小学生の希望の職ランキング 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

― 明治25年の「教育時論」254号に「尋常師範付属小学生徒の志望」調査（Ｎ＝128）が掲載されて

います。これによると1位兵士、2位商人、3位農業、4位教員、5位勉強の継続、6位大工、7位酒屋
および左官、9 位知事および士官および足袋屋の順でした。実によく世相を反映しています。この調査

の中に山伏を志望する生徒が1人いました。 
明治元年の神仏分離令に続き、明治五年に修験禁止令が出されました。山伏は強制的に還俗させられた

わけです。そのような凄まじい寒風が吹きすさぶ時代の中で、当時としては 
高学歴の少年が、毅然と山伏を志した理由は何であり、その後どのような人生を歩んだのでしょう。想

像が膨らむばかりです。アメリカでは 1897 年（明治 30 年）には、雑誌「サクセス」が発行され、「丸

太小屋からホワイトハウスまで」というアメリカンドリームの成功主義を喧伝していました! 
 
■双六が職業観醸成に果たした役割 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

― 
 明治時代は大量印刷の技術が発達し、流通販売ルートの確立と相まって、各種の少年少女雑誌が誕生

し、子どもの職業観に影響を与えました。「日本少年」という当時有名な雑誌は、大正 8 年の正月号で

35万部を売り尽くしたといわれています。これらの雑誌の新年特別付録として、必ず双六が採用されま

した。振出しは、誕生や小学校卒業であり、上がりは内閣総理大臣、陸軍大将山縣候、馬車出勤、貴婦

人、嫁入りでした。双六には、その時代の夢や憧れや希望が見事に表現されており、庶民の息吹が伝わ

ってきます。たとえば、以下のような双六が全国津々浦々のお正月の団欒で遊ばれていました。新案官

職補任雙陸・明治 21 年、勧善懲悪終身雙六出世之礎・明治 31 年、出世須悟録・明治 32 年、新案雙六

当世二筋道・明治40年、令嬢成長双六・明治43年等。この中で二つの出世双六を紹介しましょう。最

初は、實業少年出世雙六・明治41年です．振出しは「奉公」。「辛抱」「買い食い」「酒」「信用」「なまけ」

「事務員」「主人大事」「賞与」等を経て、「実業会社社長就任披露園遊会・独立商店開業披露園遊会」で

上がり。明治の男の子の夢は、社長か独立開業。現代と変わらないコマの展開です。独立商店開業披露

園遊会二つ目は、新案婦人風俗雙六・明治38年です。振出しは「令嬢」。「女学生」「女工」「子守」「芸



5 
 

者」「髪結い」「女教師」「看護婦」「内儀」「奥様」等を経て、「貴婦人」で上がり。男女で全く異なる職

業観であったことがわかります。ちなみに、この双六の作画者の水野
みずの

年方
としかた

は、江戸から明治に移行する

時代に浮世絵師から日本画家になり、有職故実（古来の儀式・礼法の典型的方式）の研究を行いつつ、

鏑木清方らの門人を輩出する芸術家になりました。彼も時代の激流に立ち向かったプロフェッショナル

だったのです。 
 
■吉川英治の刻苦勉励の志 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 明治16年の農業従事者は就労者人口の78％で、大正9年には54％にまで減少しています。これに代

わって増えたのは労働者であり、自営業者です。一方、明治25年の人口の県別ベスト5は、①新潟県、

②兵庫県、③愛知県、④東京府、⑤広島県でした。1位の新潟県の人口は171万人、東京府は136万人

で、以降 100 年で 10倍に膨れ上がります。明治以降、わが国は人・物・金・情報が豊富な東京圏に人

口が集中していくわけですが、その背景には、明治の刻苦勉励・立身出世の職業観がありました。作家

吉川英治も上京苦学した青年の一人で、家計を助けるために横浜ドックの船具工として働いていた明治

43 年の情況をこのように書いています。「その頃の、苦学という事、東京へ出るという夢は、当時のぼ

くら青年にとっては、最高の希望を、最低の手段で掴もうとする唯一の道であった。封建中国のむかし

にも、洛陽へ上って進士の試験を受けるのを青春の第一関門とした若人たちが“笈ヲ負ウテ郷関ヲ出ヅ”

と悲嘆したものだが、そんな気もちに似たものが、明治末期のぼくらにも、やはりあったのである」(『忘

れ残りの記』より)。 

 
■苦学を支える通信教育とアルバイト 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 福沢諭吉も著書『民情一新』の中で、「職人芸人より以上文人学士に至るまでも、都会の地に占めるに

非ざれば其名を成して其説を分布せしむるを得ず」と述べ、有為な若者であっても田舎暮らしのままで

は、前途が開けないことを嘆いています。この問題の解決には2つのインフラの整備が必要でした。ま

ず、通信教育についていえば、その始まりは、1840年のイギリスで生まれたアイザック・ピットマンの

郵便を利用した速記コースだそうです。日本の通信教育の源流は、江戸時代後半、本居宣長と師匠の賀

茂真淵の間での手紙を使った添削指導です。「松坂の一夜」といわれるように、二人は生涯に一度しか会

ったことがありませんが、4 年間にわたる書簡による遠隔教育によって『万葉集』の研究が進んだので

す。本格的な通信教育は、明治 10 年代に登場した講義録を郵送したもので、大学講義録とも呼ばれて

います。当時は現在のような大学は存在せず、その前身となる各種学校のようなものだったため、講義

録という名称でくくられていました。読者の多くは大学進学が不可能な地方の青年で、法政大学の前身

となる東京法学社、中央大学の前身英吉利法律学校、早稲田大学の前身東京専門学校等が講義録を発行

していました。毎月 2～3 回送られてくる講義録を自習し、卒業試験を受け卒業証書が授与されるとい

うしくみです。苦学生が次に難儀したのが、生活の糧を得るためのアルバイトです。新聞や牛乳配達、

納豆売り、文房具行商、人力車夫等です。大正2年発行の「東都遊学成功法」には、「東京の中学生以上

の学生は約5万人いるが、そのうち約2万人は浪人・苦学生予備軍・自称学生など学籍なきものであり、

5 万人のうち 4 万人は食い詰め者である」と、書かれています。このような苦学の情況は恰好の双六ネ

タになります。明治後半の出世双六には、「苦学」「放蕩」「賭博」「破産」「病気」「零落」「悪心」「退校」

等の戒めのコマが配されています。「月刊學生」は、」」大町桂月が主筆を、坪内逍遥、小川未明、石川啄

木らが主要同人を務めた中学生向けの雑誌ですが、明治45年の正月号の「學生雙六」には、「放校」の
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コマに止まったら「三度廻ってお辞儀」「犬の真似」「詩吟或は唱歌」「鼻を摘まんで舌を出す」といった

手厳しい罰が待っています。立身出世の双六は一回休んだり、振出しに戻ったり、永沈
ようちん

（ゲーム終了）

になったりと容易にはコマを進めるわけにはいかなかったようです。 

 
大正時代の絵双六にみる仕事と職業観の変遷  

 
■女性活躍の時代の幕開け 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
明治 28 年に、徳富蘇峰が中心となって結成された民友社から、わが国初の女性向け職業案内書『婦人

と職業』が出版されました。その主張は「吾人は飽くまで婦人の職業を取るを可とするものなり。職業

に従事せば、自治も、独立も、権利も品格も自由も自ら来るものなり」と極めて開明的なものでした。

明治44年に創刊された『青鞜』の序文において、平塚雷鳥は「元始女性は太陽であった」と謳い上げ、

女性解放・権利獲得、反戦・平和活動を開始しました。大正時代には、女性による先駆的な職域拡大が

進みました。大正 3 年に宝塚少女歌劇団が第一回目の公演。5 年には黒田チカが東北帝大で理学士号を

取得。9年には東京女子医専が設立。花柳はるみが日本映画の女優第一号に。11年には、高良とみが日

本人女性として初めてコロンビア大学大学院で博士号を取得等々。大正元年の中央新聞に連載された「婦

人の職業」シリーズには、22種の婦人の職業があげられています。それによると医師、看護婦、薬剤師、

産婆、教育家、新聞記者、写真師や電話交換手、タイピスト、専売局女工、手芸、洋裁・ミシン裁縫、

事務員、外交員、美容師、婦人雑誌創刊に伴う雑誌記者、放送員、バスガール、デパート店員、女給な

どのほかに、映画女優や女性アナウンサーという新しい仕事が掲載されています。想像以上に女性の社

会進出は進んでいたようです。大正時代後期には職業婦人の権利、地位向上へ向けて女子車掌の東京婦

人労働組合や職業婦人団体連盟もできました。婦人専門の職業紹介所としては、私立では明治 40 年に

財団法人大阪婦人ホーム職業紹介所が、公立では大正13年に東京市婦人職業紹介所が設立されました。 

・女子スポーツ双六 (大正14年 1925年） 

振り出しは白い帽子に紺のスカートと白地に赤のVネックセーターの女性群の入場シーン。 

テニス、水泳、ヴァレーボール、バスケットボール、ベースボール、ゴルフ、ランニングなどのシーン

を経て、銀の優勝カップで上がり。ゴール直前に結婚のコマがあり、６の目が出れば「新世帯が忙しゆ

うてスポーツなんぞして居られないそうだからこのゲームだけ脱退」、１の目が出れば「トロフィーを沢

山携帯してのお輿入れだから上がり」。結婚が女性のスポーキャリアに決定的な影響を与えた時代だっ

たのです。 

 

※参考：戦前の女性スポーツ史 

この表は戦前の日本における女性スポーツの歴史をまとめたもの。女性スポーツの領域が時代と共に広

がっていったことがわかります。この中で、江戸時代の高山たつ（高山右近の直系子孫）の業績が燦然

と輝いています。彼女は登頂にあたり、「私が頂上へ立つことで女の道が開けるのです。頂上に立った私

の命が終わるとも、頂上で命を差し上げたく存じます。どうかお連れください」という言葉を残してい

ます。女人禁制に果敢に挑戦し、時代を切り拓いたアスリートだったのです。 
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戦前の日本における女性スポーツの歴史 

年代 女子スポーツ界の出来事 

１８３２年（天保３年） 高山たつ（当時２５歳）が男装をして女人禁制の富士山に登頂 

１８８３年（明治１６年） 女子師範付属高等女学校の規則において「体操」が定められた 

１８８６年（明治１９年） 松岡彪が「小学女子体操書」を著す 

１８９６年（明治２９年） 

後に日本女子大学校を設立する成瀬仁蔵は、著書『女子教育』の中で女性の

体育教師養成を提起する。梅花女学校校長時代に日本初となる「球籠遊戯」

（日本式バスケットボールの原型）をカリキュラムに採用、後に自らが創立

した日本女子大学校でも「球籠遊戯」をカリキュラムに採用した 

１９０２年（明治３５年） 長野県立女子高等学校が戸隠山登山を開始 

１９０２年（明治３５年） 女性体操教員の養成を目的として東京女子体操学校が設立された 

１９０５年（明治３８年） 
女子高等師範学校教授の井ノ口阿くりが「女生徒の運動服(ブルマー型体操

服）」を提案 

１９１０年（明治４３年） 
全国師範学校長会議で「女子に適当な課外の運動として薙刀，水泳，弓術，

氷滑り，庭球の 5 つが挙げられた 

１９２０年代前半 

（大正初期） 

新潟県高田において袴姿にスキー板を着け、長い1本杖で滑る女性のスキー

ヤー登場 

１９２０年代（大正中期） 

女学校間で対抗戦や女子の地域大会が開かれるようになり、陸上競技,水泳、 

野球、テニス、バレーボール、バスケットボールなどの種目で全国大会が初

めて行われた  

１９２２年（大正 １１年） 第1回全国女子競泳大会が東京府多摩川水泳場で開催された 

１９２３年(大正１２年） 
お茶の水高女の軟式テニスのペア田村富美子と梶川久子がはじめての国際試

合に参加 

１９２３年（大正１２年） 第６回極東選手権で女子バレーボールの初の国際試合 

１９２６年（大正１５年） 
国際大会に日本の女性代表選手を送るための組織として「日本女子スポーツ

連盟」を設立 

１９２８年（昭和３年） アムステルダムオリンピックで人見絹江が女性初のメダル（銀）獲得 

１９３６年（昭和11年） 岡田早苗が初のプロテニスプレーヤーになる 

１９３６年（昭和11年） 前畑秀子ベルリンオリンピックで女性初の金メダル獲得 

１９３６年（昭和11 年） 
稲⽥悦⼦が12 歳でドイツで⾏われたガルミッシュパルテンキルヘンオリンピ
ックにフィギュアスケート選⼿として出場。戦前の冬季オリンピックに参加
した唯⼀の⽇本⼈⼥⼦選⼿ 

※表は筆者作成 
 
■就学率急上昇と若い農業国家 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 明治33年の小学校令以降、高等小学校が急速に普及し、明治40年には尋常小学校6年制の義務教育

が確立されました。その結果、学齢児童の就学率は明治 25 年 55.1％（男 71.7、女 36.5）、明治 40 年

97.4％（男98.5、女96.1）、大正5年98.6％（男99.0、女98.2）となり、中等教育機関（旧制中学、高

等女学校、実業学校、師範学校の本科）への進学率は明治28年4.3％（男5.1、女1.3）、明治43年12.3％
（男13.9、女9.2）、大正14年17.1％（男19.8、女14.1）と推移しました。明治末期から大正時代は、
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国民の基礎学力が急激に向上し、職業選択の幅が広がりました。これは当時の双六にも表れています。

大正15年の「女運だめし双六」（『少女世界』新年号）は、女子学生の大変斬新な大正ロマン風の双六で

す。最初に「画家」「女医」「運動家」「美容師」「女博士」「音楽家」「先生」「女車掌」「タイピスト」「飛

行家」の 10 の職業から希望するものを選びます。振り出しは「学校時代」。ここから 10 の職業に向け

てそれぞれのコマが刻んであります。「練習」「卒業」「實地研究」「採用試験」「海外留学」は共通のコマ

です。求職者の志向に合わせたシミュレーションゲームなのです。一方の現実として、農村の疲弊や軍

部の台頭が若者の職業観に影響を及ぼしてきました。 

現代（令和元年）と第1回目の国勢調査を実施した大正9年を比較すると当時の日本は、人口も平均

寿命もほぼ現在の半分で、年齢構成の若い農業国家であったことがわかります。明治末期から大正時代

は、国民の基礎学力が急激に向上し、職業選択の幅が広がりました。これは当時の双六にも表れていま

す。 

  

第1回国勢調査と現在の比較 

事項/時代 1920年（大正９年） 2019年（令和元年） 

人口 5596万人 1億2167万人 

15歳未満人口の割合 36.5% 12.5% 

65歳以上人口の割合 5.3% 28.4% 

平均寿命 男42.06歳 女43.20歳 男81.41歳   女87.45歳 

労働力人口 2586万人 6686万人 

第一次産業の就業率 54.9% 3.3% 

※出典：総務省の国勢調査と労働力調査から筆者が一覧にしたものである 

 

昭和（戦前）の絵双六にみる仕事と職業観の変遷 
 
■職業軍人急増の背景 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 前置きが長くなりましたが、それには理由があります。戦前の昭和は、一つの職種が幅を利かせてい

ました。軍人です。昭和 5 年に陸海軍併せて 25 万人（現在の自衛隊の人数とほぼ同じ）であった軍人

数は、昭和 16 年には 241 万人、20 年には 719 万人へと 15 年間で 28倍に膨れ上がっています。その

陰で、衰退した産業や消滅した職業も多々あったことでしょう。さて、生徒や学生が軍人を志した理由

は何だったのでしょうか？海軍では「スマートで、目先がきいて几帳面、負けじ魂これぞ船乗り」とい

うネイビースピリットを表出した標語が効果的に使われました。当時の将校になるための受験案内書の

「百折不倒万難を排して猛進せば光輝あるモールに身を包むことができ得る」という甘美な言辞に誘わ

れた者もある一方、「将校になれば死ぬまでは食わせてもらえ、生き残れば恩給がある」と、安定した職

業として選んだ者もいました。 
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■新兵採用ツ〡ルとしての双六 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 双六は、時代の夢・憧れ・希望を映す鏡であり、ドラマ展開の一覧性がその特徴です。ゆえに、戦前

の少年雑誌の付録であった軍国双六が、戦意を高揚させ、軍人への憧れを誘発したことも残念ながら事

実です。昭和15年の国民二年生 正月号付録「へいたいさん双六 」を見てみましょう。振り出しは「歩

哨（雪中に敵陣をにらんで立っている兵隊）」。「敵前上陸」「海の護り」「騎兵隊の突撃」「戦車隊」「軍用

犬」「衛生隊」「工兵隊」を経て「万歳三唱」で上がりです。陸海軍の兵隊の勇ましさや隠れた苦労を表

した仕事双六です。結局、日本の軍隊双六には上がりはなく、1945年の軍の解体によって、テーマ自体

が消滅したことは言うまでもありません。昨今の自衛隊では、国際平和協力業務（PKO）や災害派遣等、

役割の変化とテクノロジーの進化により、サイバー防衛隊・特殊武器防護隊・被災地巡回診療班等、継

続性と専門性の高い新職種が生まれています。幸之助翁は1985年の雑誌に、「産業人も芸能人も自衛隊

員も共に課せられた使命を果たすことに命を懸けて日本の繁栄を創りだそう。平和の実現という理想を

達成する力を持つことが自衛隊に課せられた使命だ。」と述べ、自衛隊に「平和の実現」という明快なテ

ーマ設定をしています。これならば、志を持った青年を正しくリクルーティングする双六が作成できそ

うです。 
          
昭和（戦後）の絵双六にみる仕事と職業観の変遷    
 
■戦後の職業教育 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 昭和20年10月には、連合国軍最高司令部（ＧＨＱ）による「日本教育制度ニ対スル管理政策」が発

表され、軍国主義的・国家主義的イデオロギーが禁止され、軍事教育が廃止される一方、議会政治、国

際平和、個人の権威、思想、集会、言論、信教の自由等の基本的人権思想の教育が奨励されました。次

いで、昭和21年3月には、GHQの要請に基づいて米国政府から第一次教育使節団が、日本の教育事情を

調査研究し、マッカーサーに報告書を提出しました。その報告書の序論で、「教師の最善の能力は、自

由の空気のなかにおいてのみ十分に現される。この空気をつくりだすことが行政官の仕事なのであって、

その反対の空気をつくることではない。子供のもつ測り知れない資質は、自由主義という日光の下にお

いてのみ豊かな実を結ぶものである。」と、アメリカ自由主義の教育理念を中心に据え、教育の近代化

についての諸提案を行っています。特に、教育制度については、6年制小学校と3 年制下級中等学校に

おける 9か年の無月謝制義務教育および男女共学制、3 年制上級中等学校における無月謝制、男女共学

制、希望者全員入学制の実現などを勧告しました。また、修身・歴史教科書の改訂、保健体育や職業教

育の重視、ローマ字の採用、教育行政の地方分権化、教師養成の水準向上、成人教育の充実、高等教育

の拡大などについても提案し、第二次世界大戦後の日本の教育改革に重要な影響を与えました。この報

告書を受けて、昭和22年版学習指導要領職業指導編（※試案）では、職業科においては、週４時間の配

当で、農業、商業、工業、水産、家庭から一科目又は数科目を選んで学習することとし、いずれを学習

させる場合においても「職業指導は常にこれと平行して必修されなければならない」とされていました。 

 「すべて國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ）」のであって、職業科は、生徒に労働の態度を堅

実にすることと、職業生活の意義と貴さを理解させ将来の自己の職業を自分で考えられる能力を養うこ

とを主眼としていました。そのため、「職業への理解」、「職業研究」、「職業実習」、「職業選択」、

「学校選択」の５つの単元からなる職業指導が全ての生徒に必修とされました。 
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※昭和22年当時発行の指導要領の時点では日本政府には決定権がなく、「試案」という言葉でGHQと国

民の両方の顔色をうかがったこともあり、実質的な拘束力は弱かったと言われています。 

 

■キャリア教育の推進 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 しかし、米国教育使節団報告書や昭和 22 年版学習指導要領職業指導編が指し示した職業教育重視の

教育理念は、残念ながら、実践されたとは言えなかったのではないでしょうか？ 

戦後、日本の企業は、学校を卒業した若者を新卒として一括採用し、企業内教育研修により職業能力を

身に着けさせるシステムを機能させてきました。その後、リーマンショック等の不況を経験し、新卒を

育成する余裕がなくなり、即戦力を求めるようになり、新卒の職種別採用や中途採用を強化することに

なったことは周知のことです。そして、平成19年、文部科学省が、学校教育法第21条（義務教育の目

標）第10号で「職業についての基礎的な知識と技能，勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路

を選択する能力を養うこと」を定め、これが、職業教育やキャリア教育やを推進する上での法的根拠と

なりました。厚生労働省は、昭和４４年に、職業能力開発促進法を定め、労働者が自ら職業に関する教

育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策を推進しました。平成27年には、「青少年

の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)を定め、青少年がその意欲及び能力に応じて、充実し

た職業生活を営み、有為な職業人として健やかに成育する施策を推進するとともに、「キャリアコンサ

ルタント」を名称独占にし、登録制の国家資格に格上げしました。 

 

■企業も職種も寿命が短くなる時代 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 オックスフォード大学マーティンスクールの論文「2013年コンピュータの影響を受けやすい未来の仕

事」によれば、これからの 20年で現在のアメリカの雇用の 50％以上がコンピュータに代替されるとい

われています。702 職種の調査によれば、最も代替されやすい職種は、電話営業、裁縫、保険引受け業

務、時計修理等であり、代替されにくいのはレクリエーションセラピスト、最前線のメカニック・修理

工、メンタルヘルスと薬物利用者サポート、ヘルスケアソーシャルワーカー等です。単純・作業的な仕

事は淘汰され、クリエィティブで人間的な対応が必要な仕事は残ります。また、米デューク大学の研究

者であるキャシー・デビッドソンによれば、「2011 年度にアメリカの小学校に入学した子どもたちの

65％は、大学卒業時には今は存在していない職業に就くだろう」と予測しています。今後の労働市場に

おいては、仕事や職種の賞味期限の短縮化と多産多死化が進み、働く人には学習すべき知識・スキル・

ノウハウの絶えざるブラッシュアップが求められます。 

また、帝国データバンクの 2011 年の調査によれば、1980年～2009年に創設された企業は10年後に

は約3割、20年後には約5割の企業が倒産・撤退しています。2004年のＪＩＬＴ調査では常用労働者が

最も能力を発揮する年齢は43.4歳との結果もあります。企業寿命も、労働者の職業能力のピーク時期も

決して長くはなく、転職することが前提の時代になったのです。 

 

■キャリア権を考える 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 キャリア権とは、働く人々が意欲と能力に応じて希望する仕事を選択し、職業生活を通じて幸福を追

求する権利です。諏訪康雄法政大学大学院名誉教授が提唱された新しい法的な概念であり、日本オリジ

ナルのものです。憲法では、社会の中で、人間が人間らしく生きていくための権利、基本的人権が認め
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られています。人間が人間らしく生き、自己実現していくためには、職業生活をどう過ごすかが重要な

意味を持っています。長期にわたる職業生活の全期間を通じて、働く人一人ひとりのキャリアが断絶す

ることがないよう主体的にキャリアを追求し、展開していくことを基礎づける権利がキャリア権です。 

現代の職業双六では、キャリアの継続性が重要です。振出しに戻ったり、永沈(ようちん)（浄土双六

で無間地獄・失格の意）に陥ることは避けなければならなりません。実はこれを後押しする判決が出て

います。 

これまでの判例では高度な専門職（IT技術者・大学教員・外科専門医）については、キャリア保護が認

められていました。今般、安藤運輸事件判決（名古屋高裁・2021年）において、「運送業の運行管理者

についてもキャリア維持の期待は法的保護に値する」とされました。専門的なキャリア形成の重要性の

社会的認識が高まる中で、労働者のキャリア形成の期待と利益を一般的な専門職についても重要視する

判決が出たことは画期的なことです。 

企業には、就労形態を問わず従業員のキャリア形成のための相談・教育研修・働き方の選択（仕事内

容・場所・勤務時間等）の支援が求められ、働く人には一生を通じて信頼できる社外のキャリアメンタ

ーを持ってほしいと思います。 

 

平成の絵双六にみる仕事と職業観の変遷 

 

■戦後～平成の就職シミュレーション双六 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 このような時代背景の中で、様々な就職シミュレーション双六が制作されました。５つの時代を表現

した双六を紹介します。 

① 「人生競争双六 ・昭和２５年」 

戦後間もない時代の中で、憧れの職業を目指す若者の夢や気概が表れている双六です。振り出しは、男

女の学生がなりたい職業を語るシーンです。以下の４つのコースごとに展開されます。 

・「ぼくは実力のある実業家になって経済日本のために働きたい。」・・・「ある会社に就職した」「荷

造りの仕事からやらされた」「こんなにつらいものとは知らなかった」「身がつかれると心まで狂って

しまう」 「心をとりなおして一心ふらんに勉強したおか げで、忙しい事務の仕事をやるようになっ

た」「社長にみとめられ重要な席にすわることができた」 

・「ぼくはりっぱな教育家になって日本再建につくすつもりだ」・・・「教育者は自分自身正しい道を

歩かなければならぬ」「まず小さいよい子をたくさん作る努力をした」「大勢の人から尊敬され親しま

れる」 

・「ぼくは野球選手として身を立てるよ」・・・「始めはいやな球拾いばっかりさせられた」「少した

つといよいよ猛練習の連続だった」「先輩の力強い激励に再び発奮した」 「願望のホームランをかっ飛

ばした最初のその感激」 

・「わたしは女医になって世の中の病人をなくするわ」・・「夜も遅くまで勉強」「あまり勉強しすぎ

て病気になる」「病院へはいって病人の看護を一生懸命やって勉強した」博士論文を書くまでになった」 

それぞれ希望の職業で成功して「上がり」となる職業双六です。 

② 「完全シミュレーション 就職活動すごろく ・平成９年」 

47万人の学生にそれぞれの就活双六があります。典型的な就活双六です。2013年３月卒の日本の年生・

短大の就職希望者数は４７万7000人。就職戦線という言葉にもあるように、一種の戦（いくさ）です。

陸上でいえば、ある学生は 100ｍで終わるが、１万ｍやマラソンにもなる学生もいます。昨今では終わ
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らない学生もいます。ゆえに、多くの傑作双六が生まれます。学生自身、就職支援センター（就職部）、

そして就職メディアによって。”就職”は現代の最も重要な双六のテーマの一つになった。1997年はイ

ンターネット就職が普及し始めた年でもあります。 

・就職ジャーナル→インターネットのホームページを見てみる→ベンチャーもいいかもと思いはじめる

→毎日が説明会 →正式内定 

③ 「会社設立すごろく・平成14年」 

起業ブームの中、会社づくりの手順と最低費用がわかる「会社設立すごろく」。STARTは、「会社設立を

決意」。「資金調達」「類似照合を確認」「設立登記 申請書を購入」「定款認証」「登記簿謄本申請」

「印鑑証明書の交付申請」「事務用品を購入」「従業員を雇用」を経て、「祝・会社設立 ＧＯＡＬ］

へ。費用は、508万円。 

※当時は、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でしたが、新会社法では、こ

の最低資本金に関する規定が撤廃され、資本金が１円でも会社を設立することができるようになりまし

た。 

・会社設立を決意→コピー＆ＦＡＸのリース→登記簿謄本申請→従業員を雇用→会社設立 

④ 「平成版諸職就業形態多様化双六（しょしょくしゅうぎょうけいたいたようかすごろく)・平成 16

年」 

非正規就業者増加の社会的な背景の中で、多様な就業形態を表した双六。ワークス研究所「正社員時代

の終焉 ‐社会に新しい人材ポートフォーリオを構築するための10の提言‐ 」の付録。「全就業者に

占める非正社員の割合が 47％に達した今日、就業形態は様々でもそらぞれぞれのの仕事に価値がある」

というコンセプトで制作。 

・大学卒業→新卒無業 アルバイト→紹介予定派遣→有償ボランティア→キャリアブレイクで資格取得

→就業百態到る処人間あり 

⑤ 「プロフェショナル時代の到来専門職業飛廻寿語録（クールジャパン・ビジネスプロフェショナル

とびまわりすごろく）・平成17年」 

高い成長が見込まれる100職種一覧を掲げ、ビジネス・プロフェッショナルを目指す双六。 

出目によっては、なかなかうまくいかず非正規ゾーンから抜け出せない。ワークス研究所「プロフェッ

ショナル時代の到来 -ビジネス・プロフェッショナル創出ビジョン-」の付録。向こう10年で高い成長

が見込まれる100職種（双六の下方に一覧あり）を決定し、ビジネスプロフェッショナル（BP）を目指

すプロセスを双六化したもの。出た目の指示に従って進む飛び廻り双六です。 

・振出しは「学校卒業」。右半分は失業したり、転職を繰り返すちょっと報われないゾーン。「ＮＥＥ

Ｔ・働かずに引きこもり（10回休んだあと振出しに戻る）」「転職のたびに収入がダウン」「意に添わ

ない人事」「夜な夜な遊ぶ（１回休む）｝。左半分はビジネススキルが着々と身に付くゾーン。４つの

ビジネス・プロフェッショナル・・・１」ビジネス交渉プロ、２）ビジネス・ソリューションプロ、３）

ヒューマンプロ、４）研究プロを目指して、「ビジネス・プロフェッショナル大学院入学」「企業実習

で悪い評価を受け落第」「国家プロジェクトに抜擢される」「ヘッドハンティングを受ける」「ロング

バカンス（１回休み」「人脈が広がる」を経て、「ＢＰ叙勲・カリスマ営業ウーマン・世界的技術者・

アカデミー賞監督」で上がり。  
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令和の絵双六にみる仕事と職業観の変遷 

 

■双六新時代 双六の機能の再評価と公教育への活用 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 近年、双六の持つ教育ツールとしての機能が再評価され、ライフキャリア教育、SDGs教育、オリパラ

教育、新型コロナウィルス感染対策教育などの公教育に活用されています。例えば、国連地域広報セン

ター（UNRIC）では、ヤシン・アイトゥ・カシ（YAK）の協力を得て、2019年にSDGsすごろく「ゴー・ゴ

ールズ」を作成し、日本語版も含め、加盟各国に配布しています。SDGsとは持続可能な開発目標のこと

です。人間社会が直面する諸課題と未来へとじっくり思いを馳せ、SDGsすごろく「ゴー・ゴールズ」を

家族で体験してもらうことが目的です。双六の持つ、情報の一覧性とテーマ理解のスピードが評価され

たものと思います。私はこの双六の機能を「ドラマ展開の一覧性」と名付けています。 

 

おわりに 
■仕事·趣味·ボランティア·遊ぶ·何もしない  それらすべてがライフキャリア 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
これからは、働く・遊ぶ、学ぶ、何もしない期間をどのように組み合わせて人生を充実させるかが大き

な課題になっていきます。現在の「広義のキャリア権」をさらに拡大していく必要があると思います。 

人間が長寿化するにつれて、職業キャリアの位置づけは、ライフキャリアの中のワンパートとなると思

います。これからのヒトは、一生かけて、下図の中を縦横無尽に移動します。キャリア権という概念を

職業キャリアからライフキャリアに広げてみてはどうかと思うようになりました。そうすると、権利と

して守るべきことと別な方法で支援・普及すべきことに分かれてくるのではないかと思います。 

また、キャリア権をライフキャリアの権利と位置づけると若い方がぐっと理解しやすく、参加しやす

くなるのではないかと思います。職業キリアを踏まえて納得した人生を送る権利、これまでと180度異

なるライフキャリアを送る人がソフトランディングするための権利、心静かに人生を振り返る権利など、

人間の尊厳を高く保つために、ライフキャリアにおける権利・義務や指針・支援の在り方についてしっ

かりと考えなければならないと思います。キャリア権という「日本発の初めて世界に通用する法概念」

には魅力とロマンが溢れています。ロマンなしでは生きていけない私は、ドキドキ、ハラハラしながら

このキャリア権の行く末を見守りたいと思います。 
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■ヒトの社会的位置付け図（筆者作成） 
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付録：                 絵双六の唄 

                               2021.3.24 作詞：吉田 修                                                           

①遠くをみつめる君がいて いつか上がれる夢がある 

 進む気持ちがあれば それが人生絵双六 

 一回休んでもいい 振出しに戻ってもいい 

 夢さえあれば サイコロは転がってゆくよ 

 百の振出しには 百の上りがあるんだよ 

 絵双六を描こう  あなたの夢を描こう 

②世に出たばかりの君がいて いつか上がれる夢がある 

 働く気持ちがあれば それが職業絵双六 

 転職したっていい 起業をしたっていい 

 夢さえあれば キャリアは拓けていくよ 

 百の振出しには 百の上りがあるんだよ 

 絵双六を描こう  あなたの夢を描こう 

③とっても好きな娘（ひと）がいて いつか上がれる夢がある 

 愛を信じていれば それが愛の絵双六 

 辛く悲しいマスもある 6つも進めることもある 

 夢さえあれば 恋物語(ラブストーリー)は進んでゆくよ 

 百の振出しには 百の上りがあるんだよ 

 絵双六を描こう  あなたの夢を描こう 

④脱藩覚悟の武士がいて いつか上がれる夢がある 

 この国洗濯したいなら それが開国絵双六 

 黒船来ることもある  同盟成り立つこともある 

 夢さえあれば 新しい時代の幕が開くよ 

 百の振出しには 百の上りがあるんだよ 

 絵双六を描こう  あなたの夢を描こう 
以上 


