日本近代体育 の思想 と実践 (2)

保健体育科教育教室

は

じ

め

江

克

己

に

明治 10年 代後期 に胚胎 した開発主義教育 ,普 通体操法 に対す る批判および活動主義体育論 は明治
20年 代 を迎 え,よ り具体的,か つ現実的意味 をもって体育の中心的な思想的潮流 を形成す るに至 る。

本稿 では,そ の全般的な活動主義体育論 を,以 下 の諸点 にわたって分析する ことにしたい。

(1)井 上毅 ,西 園寺公望等 による体育 の近代化政策 とその思想的根拠 をな してい る活動主義体育
論 ,体 育振興論 の特質。
(2)明 治 20年 代 の新人物論 の歴 史的背景 と開発主義教育批判。
(3)兵 式体操批判 と体育振興論 の特質。
(4)マ ル チノ,長 谷川乙彦 ,三 島通良,な らびに大 瀬甚太郎等 を中心 とした活動主義体育論 ,個
性体育論 ,自 動主義体育論の特徴。

2.明 治 20年 代 の 国 民 論 と体 育 改 造 論
1.井 上毅の体育 の近代化
(1)井 上の活動主義体育政策論
明治20年 代 は,明 治 10年 代 における農民層 の解体 による労働力 の原始的蓄積 と官営企業 に対 する
保護政策 にもとづいた殖産輿業 の段階 を脱却 し,諸 産業 (鉄 道 ,水 運 ,紡 績 ,鉱 山,製 糸等)が 勃
興する産業資本の形成期 を迎 えつつ あると同時 に,明 治 22年 の大 日本帝国憲法 ,明 治 23年 の教育勅
語 の発布 にみ られ るように,体 制的 には天皇制絶対主義体制 の確立期 で もあった。
こうした日本資本主義 の発展段階 に位置 し,三 気質 を具備 した「忠良ナル 臣民」=人 物 の陶冶政策
を展 開 した森のあ とをうけて,明 治 26年 3月 か ら翌明治 27年 8月 まで文相 に就任 した井上毅の政策
課題 は次の点 にあった。
その第一 は,資 本主義 の発展 に ともな う国家や社会構造 の高度化 に対 し,多 元的で,有 用な人物 の
養成 とい う公教育 目標 を確認 し,公 教育制度 を改編 す ること。その第二 は,教育 の実質的な普及 ,一 般
化 という教育課題 に対応 して制度改革のみならず,そ の 内容の改造 と高度化 を図 ること。そして,そ の
第三 は,教 育制度や内容 の合理化 を意図すると同時 に,天 皇制下の臣民道徳の実 質的な陶冶 を実 現 し
,

欧米列強に対抗 しうる国家的意識 と国際認識 をかねそなえた公民 =臣 民 を形成 する ことにあったよ
)
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これ らの政策的課題 の うえに立 って,井 上 は初等教育の就 学奨励 とそのための財政措置 ,普 通教育
充実のための教 員養成 の振興 ,女 子教育 の充実 ,教 育 内容 。方法の改革等 の施策 を実施 していった
が,彼 は教育内容や方法の改革 の視点 を次の点 に置 いていた。
すなわち,(1)普 通教育 を尋常中学校 までに限定 し,高 等中学校 は専門的な職業教育機関 として位
置づ けるとともに,従 来 ,帝 国大学等の高等教育 へ の予備学校的性格 をもっていた高等中学校 を廃
止 し,高 等教育 が普通教育の教育内容 に及 ば して い る影響 を清算すること。
のために尋常中学校の第 二外国語 を廃上 し,高 等中学校以上で外 国語 で行 っている授業 を廃
止すること。
(2)そ

,国 語 では思想表現力 ,思 考力 ,国 民的徳性 を養成 す る こと。
他)実 業教育 を充実 し,そ の技能的側面 と基礎専門教育 の関連 を統 一 する ことP
教育内容および方法の改善 のなかで体育 の改造 を指摘 しているが ,井 上 も森 と同様 に,体 育 には
(3)国 語教育 と体育 を改善 し

文相就任以前 よ り注 目 していた。
例 えば,明 治21年 の夏,森 文相 が教育意見書 を認めた ことが あるが,「 其意見書 を認 むるときに私 は
相談 に興 って,森 子の為 に起草 した ことが あ り,そ の意 見書 の体育 は 自らが代筆 した ものである」
といい,井 上 はこう述 べ ている。
「其意見書の第二 は体育 の ことな り,森 子 の考 へ は体育 と名付 るよ り寧 ろ武育 と名 くべ くあ りま
す,一 般 の人民が体力強大 ,志 気雄壮 に して,独 立の人民たるに堪 ふ るだけの者 でなければならぬ
,

御国は是 まで大 平 の続 きたる為め,人 の体躯 が弱 くなって,一 国 の独立 を維持す る所 の人 民 の資格
に適 はない,是 は小学の体育 に力 を用ゐれば,永 き歳月 の間 には,其 成功 を見 る事 が 出来 るが,其
は今 日の間には合 はぬ,故 に学校 の教育の外 に,一 般壮大の人 まで も,一 月 に一度 とか,三 度 とか
学校 に集 め,銃 を持せて体操 をさせた い と云ふのが森子 の意 見 で あった,即 ち今 日体育家の唱ふ る
所 よ り,い ま一 歩進 めや うと云ふの意 見 で あ りました,其 れ を私 が代筆 したのであ ります。故 に其
意見の事 に就 ては,私 が證檬人 に立つ ことがで きるP
井上 はその後 ,国 民の体力問題 に深 い関心 をもち,機 会 あるごとに国民体力 の現状 を危機感 をも
って指摘 している。
「通俗衛生小言序」では,衛 生 に無知 な現実 を次 のように述 べ てい る。
「余 が田舎 の小学校 を巡 視 せ し折生徒の顔青 さめて眼疾 の多 きを見 て普通教育 と倶 に公共衛生 の
必要 を感 した りき余が別荘の村 に一人の医師あ りけ り年少 けれ ど学科 を卒 業 して開業 せ るものな り
村 に住居する こと一年 に足 らざるにここを去 るとて暇 を告 けに来れ り其 の 由を聞 へ ば村 の漁民等は
い まだ医法 の何物たるを知 らず濯腸 といへ る恐 ろしき仕方 にて病人 を殺 した りな との ゝしりあへれ
は今 は留 まるへ くもあ らず といぶ余 は打 ゆきていよいよ前 日の感 を深 くせ り
都下千金 の子は其の麗 しきこと玉の ことし如何 せは天 さかる部 の民草 を此の衛生 といへ る専 き道の
恵 の露 に霧す ことを得む摯
また明治27年 4月 23日 ,第 一地方部尋常中学校長会 の際,井 上 は各校長 を招集 して「 中学校制度
ノ改正及体育 ノ欠点」 と題 して演説 し,学 校衛生 の不備 ,体 育 の形 式化 ,そ して,過 重 な中学校教育
の現実が身体虚弱の原因であると,外 国 の例 と比較 しなが ら批判 している。
「楓今度余ハ巡回 シテシ ミ/ミ 感 シタ コ トガアル,先 ツ積極的二教育 ノ収益 ヲ得 ル ノ前 二,消 極的
二教育 ノ害 ヲ胎サヌヤウエ ト云 フコ トヲ考 ヘ ネバ ナラヌ,第 一衛生 ノコ トデアル ガ
,大 学 ノ雇外国
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タ時 ,独 逸 ノ法学博士 ノレーホルム氏 ガ言 フエ 『余所 ノ国 デハ学校
生徒 二限 ッテ身体 ガ強イ,日 本 デハ学校生徒 ガ身体 ガ 弱イ,畢 党,授 業時間 ノ多キニ過 ル ト授業法
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ガ生 徒 ノ記憶 カ ヲ利用 スルコ トガ過ギル ノガ原因デアル』 卜云 夕,医 学博 士ベル ツ氏 ノ言 フエハ
『自分 ノ見 ル所 デハ,日 本 ノ生徒 ハ勉強 スル割合 二体育運動 ガ足 ラヌ,卒 業 スル ト命 ヲ須 ス人ガ澤
,

山有 ルハ甚 夕残念ナ リ,幸 ヒ日本 ノ柔術剣術 ハ尤良キ体操 デアル,自 分 ハ會 テ榊原氏 二就 テ剣術 ヲ
学 ヒ試 ミタ リ,嘉 納氏 二就 テ柔術 ヲ学 バ ン トシタルモ,其 時巳二二十 一歳 ニ テ歳 二後 レタ レハ思 ヒ
止 マ リタ リ』 卜云 ヘ リ
余ハ今度巡回 シテ,京 都第三 高等中学校 デ気 ヲ付 ケテ見 ル ト,一 ノクラスニ生徒 十七名居 ル 中二
,

,

七人 マ デ眼鏡 ヲ掛 ケテ居 ル,因 テ統計表 ヲ取寄 セテ見 夕所 ガ,近 視眼 ガ学級 卜共 二進 ンテ居 ル,五
年ロノ生徒 ,即 チ本科 ノニ 年生 ニ ナル ト百人 二付 テ六十人 ノ近視ガアル
,

各高等中学 ノ生徒 ,大 同小異 ナルニ,独 り医学部 ノ生 徒 二限 り,近 視 ノ比例百 二就 キ二十 内外 ヲ示
シ,又 高級生 ノ近視 ,下 級生 ヨ リ減少 スルハ 奇 卜云 フヘ シ (中 略)
同庭 二船テ,高 等中学 ノ雇外国教師英吉人 シャープ氏 卜,亜 米利加人 ゼー ンス氏 ヲ呼 ンデ,教 育上
ノ意見 ヲ言 ヘ ト命 ジタルニ,ゼ ーンスノ答 二,嫁 二 日本 ノ前途 ノ為 二甚 夕憂 フル コ トガアル,此 ノ
学校 ノ ミデハ無イ,一 般教育 ノ為 二憂 フル コ トガアル,今 ノ有様 デ推行 イタラバ ,授 業時間 ガ多キ
ニ過 ル ト,生 徒 ノ栄養不足ナル為 二生徒 ノ身体 ヲ弱 クスル,生 徒 ノ犀弱ニ ナルハ 国 ノ為 二甚 ダ憂 フ
ベ キデアル,米 国 ノ或大学 ニ テハ,一 週 二十時間,又 ハ二十 一時間 ヲ超 ユル トキハ ,政 府 ノ許可 ヲ
得ネバ ナラヌ コ トニナ リテ居 ル云々 卜,懇 々 忠告 シタ,此 ノ事両人共 二同論 デア ッタ
,

佛国ニ テ千 八百八十五 年 ノ中学制度 ノ改正 二船 テ,授 業時間 ヲー週二十時間 トシ,其 ノ余 ノ時間 ヲ
体操 二用 ヒシメタ リ,ゼ ーンス氏 ノ説 卜符合 ス (中 略)
前年独逸 ノ伯林 ノ大学教授 ノヒル シベル グ ト云 フ人ガ来 夕時 二,日 本国 ノ学生 ノ身体犀弱 ニ シテ
夭死 スル者多キ ヲ歎 シテ,学 校衛生 ノ不行届 卜云 フコ トヲ論 ジタ ト云 フコ トガアル,吾 人 ハ大 二考
ヘ ネバ ナラヌ,教 育 ノ為 二生徒 ヲ弱 クスル ト云 フコ トガ若 モ事実 デ有 ツタナラバ ,文 部省 ハ第一生
徒 ノ父兄 二対 シテ済 マ ナイ,日 本国 二対 シテ済 マナイ,天 皇陛下 二対 シ奉 ツテ恐 レ入 ツタ次第 デア
ル,実 二是 ハ考 ヘ ネハ ナラヌ,教 育 ノ弊 卜云 フモノハ,古 今 ノ歴史 二徴 スルニ文弱 カー 番恐イ,人
ノ身体 ヲ弱 クシ,天 然 ノ発育 ヲ害 スル ト云 フコ トガアツタナラバ,如 何 ナル哲理 ,又 ハ学術 ヲ教 ヘ
込 ンデモ駄 ロデアル
,

一体 ,日 本人 ハ体量 ガ少ナイ,ケ トレー氏 ノ人類学検査 二依 レハ,白 耳義人 ハ平均十七貫五百五十
六匁 卜記 セ リ,ベ ルツ氏 ノ説 二依 レハ,独 逸人 ハ二 十 五 年乃至四十五年 ノ人 ,即 成人 ノ平均体重ハ
十八買六百六十 二匁 卜云 ヘ リ,何 比較 スルモニ及 バ ヌケ レ ドモ,明 治生命保瞼会社及帝国生命保険
会社 ノ彼保険人統計 ヲ平均 スル トキハ ,三 十 一 年乃至四十五年 マ デノ日本人 ノ男子 ノ体重 ハ十五貫
ナ リ,又 ベル ツ氏 ハ,二 十一年 ノ学生年期 ノ人 二就 テ云 二,独 逸人 ハ八十七貫 三 百九十匁 ニ シテ
,

日本人 ハ十四貫六百三十匁 ナ リト云 ヘ リ,然 ル ニ体操 ノ結果 二依 リテ或程度 マ テハ体量 ヲ増 スコ ト
ガ出来 ル,或 西洋人 ノ説 二,国 民 ノ体育 ヲ励 マス トキハ,国 ノ強カ ヲ三倍以上 二昇 ラシムル コ トヲ
得 ヘ シ ト云 ヘ リ,(中 略)
如何 二士気 ヲ鼓舞 シテモ,上 等人種 ノ体カ カ弱 イ ト,都 テノ事業 ガ振 ハ ナクナ ル,風 俗 ノ腐敗 ヲ直
スコ トハマ ダ易 イガ,体 カ ノ腐敗 ヲ直 ス コ トハ容易 二 出来 ナイ,世 ガ文明 ニ ナル ト同時 二,人 種 ガ
青クナツテ亡国 ノ兆 ヲ顕 シタ例 ハ,歴 史上 二見 エル,是 ハ十分今 日注意 セ ネハ ナラヌ,P
ここに は,日 清戦争直前の欧米列強 に対す る井上 の危機意識 を読み取 ることがで きるが,さ らに
「船
越氏換国スタイ ン博 士の説話 を録 したる国粋論 を読みて」 のなかで も次 の ように記 している。
「一 国民 は必一 国民 の特性 あ り国民固有 の特性 を保存 し愛国心 を固 くす るは教 育 の基 礎 に して文
明進歩の諸般の科学 は其 の堂構 な り国民固有の特性 を養ぶ為 の要件 は国語 と国 の歴 史 とを貴重す る
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にあることをスタイ ン博 士の言挙 けせ るは吾人 の心 を得たるものな り
猶 そか上 に注意 すへ きことあ り国民 の体質軟弱 に落入 るときはいかに心 は禰猛 蛍はや りて も国民の
特性 はなか ノヽ にヤサ男 を見離すへ しスタイン博士 は此の事 に も注意 して我か国人 に語 りし事 あ り
と聞 け り果 して然 らむには完美の論 といひつへ きな りP
このよ うに国民の不健康,身 体 の虚弱 を指摘 した井上 は,森 が気質の鍛練 を意図 したの に対 し,実
質的な国民体力養成の合理的 な方策 を実施 して い った。それは,例 えば「作文 ノ科 ヲ省 クヘ キ」 こと
や「暗誦 ヲ省 クヘ キ」 こと,試 験制度の改善 のほか,文 相就任直後の明治26年 5月 には遊歩運動 が
快活 の気象 と質朴剛健 の気風 を養成する立 場 か ら,「 公立学校生徒 ノ送迎及遊歩運動 二 関 スル訓令」
を通達す ると ゝもに,さ らに続 いて,明 治 27年 8月 には
「体育及衛生 二関 スル訓令」 (文 部省訓令第
六 号)を 発 して い る。
訓令第六号の性格 については後 に触れ るとして,井 上 は「作文 ノ科 ヲ省 クヘ キ理 由Jと して次 の
ようにいっている。
「我東洋人種 ノ健康 ハ ,彼 西洋人種 ノ健康■劣 ル生理上 ノ実験 二明ナ リ,人 種 ノ健康既 二彼 二劣
ル トキハ ,従 テ業務 ノ顛難 二耐 フルノ気カ モ亦遠 ク彼 二譲 ラサ ル￢ ヲ得 ス,今 我邦 ノ学校 ハ我邦 ノ
少年 ヲシテ西洋人種 ノ少年 力学科 トスル所 ヲ模範 トシテ以テ修業 ノ規則 トナス,我 邦 ノ少年ハ既 ニ
日本固有 ノ学科 ヲ修 メ,又 西洋異邦 ノ学科 ヲ修 ム,是 レー人 ニ シテ両人 ノ事 ヲ兼 ヌ,其 困苦既 二人
性 ノ分 二過 クルモノナルニ,況 ヤ健康彼 レノ若 クナラサル,東 洋人種 ニ シテ彼 ヘ ト均 一 ノ事 ヲナス
ニ船テヲヤ,其 脳カ ヲ耗 シ,心 志 ヲ労 スルノ甚 シキ,遂 二健康 ヲ傷 り,生 命 ヲ害 スルハ必然 ノ勢 ナ
リ,(中 略)然 ラハ則今 ノ謀 ヲナスニ只正則学科細 目中二就 キ,我 日本 ノ少年 二船テ必要 ナル者 ヲ修
メテ其必要ナ ラサル者 ヲ除キ,先 務 ヲ急 ニ シテ周博 ヲ務 メス学科 ヲ簡易 ニ シテ,以 テ学業 ノ労 ヲ減
シ,学 生 ノ健康 ヲ傷害 セサラシムルノー 方アルノ ミ,?

(2)訓 令第 6号 の性格
「体育及衛生 二関 スル訓令」の政策的意図 は,基 本的 には,リ ー ラン ド以後の保健的な開
井上 による
発主義体育論 とその方法 としての普通体操法 の空 洞化 を是正す ることにあった とい えよう。 その兆
しは明治 19年 に森 によって制定 され,明 治 23年 に改正 された小 学校令 にすでにみることがで きる。
この小学校令 は,国 家主義的な道徳の養成 を強調す ると同時 に,実 用主義の原則 に もとづ いた教科
内容の再編成 と教授方法 の改善 の方 向をうちだ している。
同小学校令 は,小 学校 の教育 目的 を「小 学校 ハ児童身体 ノ発達 二留意 シテ道徳教育及国民教育 ノ
基礎並 二生活 二必須ナル普通 ノ知識技能 ヲ授 クル ヲ以 テ本 旨 トスP(第 一条)と 規定 しているが,こ
の規定 には,生 活現実 と知識や技能 を密接 に結合 させ るとい うことが強調 され,形 式主義 を排 し,新
たに実用主義的な観点が挿入 されて い るp
この原則 は,「 体操科」の規定 に もつ らぬかれている。
改正小学校令の翌年である明治24年 1月 に公布 された小学校教則 は,「 体操科」の 目的 について
「体
操ハ身体 ノ成長 ヲ均斉 ニ シテ健康 ナラシメ精神 ヲ快活 ニ シテ剛毅ナラシメ兼ネ テ規律 ヲ守 ル ノ習慣
ヲ養 フヲ以 テ本 旨 トス (以 下略)∫ 0(第 十 一 条 )と して い る。
この条文 には,明 治 10年 代後期以降 にお ける活動主義体育論 が反映 されている とみるべ きである。
精神 の「快活」,あ るい は「剛毅」等 といった言葉 に表現 される身心 のよ り積極的な資質 の養成 が
唱 われている。
また明治 24年 11月 の小 学校則大綱 に関す る説明書 や試験 に関す る規定 には,児 童身心 の発達 に対
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す る配慮 がみ られ,明 治27年 の「体育及衛生 二関 スル訓令 Jは ,そ うした気運の うえに立 って,よ
り合理的な体力 の養成 を企 図す るものであった。
同訓令 は ,冒 頭 で明治以後 にお ける体育 の不振 を憂 い,こ う述 べ ている。
「小学校 ハ小学校令第 一條 ノ示 ス所 二依 り児童 ノ体育 二 留意 シ教育 ノ完全 ヲ期 セザルベカラズ我
国宮来弓馬剣槍 ノ武芸盛 二行 ハ レ体育 ノ道 二船 テ欽 クル所 ナカ リシモ維新後兵制変革 ノ為或種 ノ武
芸ハ其必要 ヲ失 ヒタル ト同時 二体育 ノ衰頼 ヲ致 セル事又教員及 ビ生徒ガ学問知識 ノ進歩 二急 ニ シテ
動 モスレバ智育 ノー 方 二偏 智セル事及 ビ社会一 般 ノ衛生 ノ必要 ヲ感 ズル￢ 未 夕深切ナラザル事是等
数多 ノ原因 ノ為 二各般 ノ学校 二船 ケル体育及衛生 ノ方法 ハ
完全ナル ヲ免 レズ殊 二小学教育 ノ時
ハ方二身体発育 ノ期 二 当 リー タ ビ傷害 ヲ受 クル トキハ其 ノ患者
"不 ハ終身 二及 ビ哀 ムベ キノ情況 ヲ呈 セ
ン トス今小学校 二船 ケル体育及衛生 二関 シ訓令 スル司 左 ノ如 シ」
1)

そして,特 に体育 の教授方法 について活発 で意気快活 になるよう教授 し,か つ また体操教授 におい
ては形式主義 ,画 ― 主義 に陥 らぬよう指摘 して い る。
「一体育 ハ及 ブダケ活発 ナル運動 ヲ課 スル ヲ要 スベ ク普通体操 二船テモ亦兵式体操 卜同 ク手足及 ビ
全身筋カ ノ運動 ヲ活発 ニ シ気血 ノ代謝 ヲ促 ス ト同時 二生徒 自個 二船 テ意気快活 ヲ覚 ユルノ効果
アラシムベ シ体操 ノ弊ハ或ハ死法 二流 レ態制 ヲ整 へ遊列 ヲ正 スガ為 二許多 ノ時間 ヲ費 シ却テ生
徒 ヲシテ厭俗 ノ気 ヲ生ゼシムルニ至 ル此 ノ如 キハ却 テ体 操 ノ精神 ヲ失 フモノナ リ」D
さらに教 科外 には活発 な運動遊戯 を奨励す ると ゝもに,試 験方法 を改善す べ きであるとしてい る。
「四放課時間 二船 テ作立閑語 シテ経過 スルニ終 ラシムベ カラズ男女 トナク成 ルベ ク活発 二大気 中ニ
運動 スル ノ遊戯 ヲ誘 フベ シ或ハ大声急走嬉戯 ノ態 ヲ以 テ生 徒 ノ不良事 卜為 シ沈静 ヲ以テ品行点
二加 フルガ如 キハ 当 ヲ得タルモノニ アラズ!0
「七小学校 二船 テ施行スル所 ノ試験法 ハ或ハ褒貶 ノ意味 二偏 シ点数 二依 リテ毎期席1贋 ヲ上 下 シ又ハ
賞興 ヲ興 フル等過度 二生徒 ノ神経 ヲ刺衝 スルノ弊ア リ此 レ独 り普通教育 ノ主義 ヲ誤 ルノ ミナラ
ズ亦生徒 ノ体育 ヲ害 スル者 ナ リ自今各学校 ハ試験 二依 レル席順 ノ上下 ヲ廃 スベ シ但各級 二優等
生若千人 ヲ選択 シ以 テ奨励 ヲ示ス コ トヲ妨ゲザ ルベ シ」。
井上 によるこの訓令 は,た んに改正小学校令 の延長線上 にあるだけでな く,欧 米 の活動主義体育 の
興隆に影響 されて公布 された ものであった。後 に紹介 す るように,イ タ リア公使 マルチノ (Renato
de Martino)も 大 日本教育会総会 において活動主義体育の必要 を説 いてい るが,フ ランスでは1890
年 (明 治23年 )10月 か ら高等教育会議の建議 にもとづいて,体 育 を重視 する新 しいカ リキ ュラム と
教則が実施 されてお り,時 の文部卵,に よる趣 旨説明 の書簡 は,「 学生体育 に関する仏国文部卿の書簡」
として明治27年 8月 30日 か ら9月 2日 の 4日 間 にわたって読売新聞 に掲載 された。
この書簡 は,い わゆる活動主義教育 の思想 に根拠 をお いてお り,井 上の訓令 の趣 旨 と酷似 して い
る。長文 にわた るが,そ の一部 を引用 してお きた い。
「高等教育議会 は客年十二 月の会議 におて千八百八十八年 に設 けたる改正委員会 に継 ぎ大 に中学
制度 を変更するの方案 を取れ り而 して文部卿 は其建議 を裁定 し時間規律及 び教則 に関 して新 に規定
を設 け千八百九十年十月の始業 よ り実施すべ きもの となせ り,規 程 に就 きて文字 よ りも精神 を重 し
と為すが故 に余 は高等教育議会の建議 に与 へ たる裁定 を単 に通常 の行政方式 によ りて諸君 に通知す
るを以て足れ りとせず更 に進みて規程 を設 けた る旨意 を諸 君 に知 らしめん と欲す是れ下 に掲 ぐる訓
令の 目的な り蓋 し此の改正 を成就せ しめんには諸君 が其 の確信 と全幅の精神 とを以て賛助 せ られん
ことを要す余 が諸君 に願 ふ所 は撃実 なる協賛 と誠直 なる欽力 とに在 りて余 は諸君 が比の希望 を蹟 く
せざることを確信す何 となれば諸君 に して今余 が諸君 に示す所 の企図を知悉 した らむには諸君 は此
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の企 図が総ての忠愛の士の心 を動かすの価値 あ りとして判断 せ らることを疑 はざれ ばな り
第 一 改正 の概要
に
べ
せ
当 実施 らる き改正 は智育 ,体 育 ,徳 育 の三 の形 態 が教育全体 に関係するもの な り,第 一着
に教育の比の二 部分 の間 には正 当なる権衡 を得せ しむることを図 らざるべ か らず抑 々我が学制 は専
ら智力 を修養するに偏 して此の必要なる権衡 を破 るに傾 きた り独 り智力の修養 を以て当然一般教育
の本務要道 と認 めた るのみな らず 尚智育の注意 を要す ること最 も多 きが為 め実際 におて も教育の唯
一の方法及全体 となるに至れ り,若 し此の状態 に安 せば余輩実 に罪 あ り全国人民 に兵役の義務 を課
するに至 りたる不 幸 (千 八百七十年 の敗戦 を指す)を 経 て又何人 も公民の義務 を逃 るるを容 さざる
民主制度の起 りた る今 日におて我 が国 の少年 をして完全 に其の国民たる本分 を尽 さしめん と欲する
ときは一の高等なる智育 を与ぶ るを以て足れ りとせず (中 略 )我 が 中等教育が果 して旧来 の面 目を
一新 し人の養成 を以 て其 目的 となす もの とせば凡そ人の人たる所以 の ものは一 も之 を教育以外 に放
置す ることを得 ざるな り,是 の故に高等教育議会 は敢 て修学 に欠 くべか らざる時間 を除去せ るも其
の時間中の或部分 を削 りて之 を今 日世人の非理 に も蔑視する所 の体育 に用ひ特 に各般の等級 にお け
る教 員 をして今 日殆 ど遺忘せ られたる道徳上の規 律 の問題 を至 当の位置即 ち第 一位 に置 くことに注
意せ しめ青年者 として訓練 したる壮健 なる身体堅確 なる学識純精 なる断定力正直 にして不鶏独立 な
る意志 を有 して教 育部 の手 を離れ しめざるを以て教 育部 の事業 の全部 を完成せるもの と思惟せ り(後
略)
第二 時間 ,体 育
修学 を妨 げず して幼年 よ り青年 に至 るまで生徒の体力 を相当に発達 せ しめん と欲 せば第一着 に衛
生学 の命 ずる勉強睡眠食事運動の時数 を各般 年令 に応 じて精密 に決定す るを要す十才又 は十二 才 の
児童 に十六 才又 は十八才の少年 と同一の室内勉強時数 を課 し年令 の如何 に購 らず諸生徒 をして同時
に起 き教場 に行 き食 ひ勉強 し遊 び寝 ね しめん と欲 して一 中学生の生徒 を均―の制度 に】
艮従 せ しむる
は不道理 な り故 に高等教育議会 は規則中 に之が必要 なる殊別 を記載 し各階級 に生徒及 び課業 に応 じ
厳密 に守 るべ き限界 を定 めた り,天 然 は学校内部の法則の為めに屈従すべ か らず学校内部の法則 は
天然の指示求望す る所 に従 ひて設 けざる可 らず (中 略)
体力及び智力 を用ゐる所 の遊戯及 び運動 は青年者 の為 めに身体 の強健 よ りも寧 ろ精神 の健康 を保
つべ き絶対条件 な り故 に此の二 点 に就 き余輩 は絶 ての方法 を以 て之 を奨励せ ざるべ か らず 日にお
今
て総 ての学校長及 び教員の此の必要 を認知 したることは余の信ず る所 な り運動 に冷淡なるは余輩が
生徒に対 して非難す る所 の ものなるに学校長及び教員 は決 して 自ら此の冷淡 を表 白 し又談話するを
許 さず我 が国 の書生 は其の年令 に相当す る遊戯 を蔑如 して 自ら身体 を害するを知 らざるものあ り(中
略)身 体精神及 び意志の発達中なる青年輩 に学校 が望 む所 の不相応なる勧労 を補綴する為 には快活
自由なる運動 と空気及 び太 陽 とを欠 くべ か らず余輩 は察 せ ざるべ か らず活発 なる運動 を廃 したる学
校 におては久 しか らず して忽ち大入す ら尚ほ堪 へ能 はざる憂鬱厭屈 を生 じ青年者 にお ては必ず煩間
危害 を為す ことを,遊 戯 せ ざる青年者 あ らんか是れ病 める所 あるか又 は将 に病 に罹 らん とするが為
な り其の外貌 は健全 を粧 ふに もせ よ形 態外 に之 を注意せ ざるべ か らず (中 略 )
余 は校長 に対 して総 ての方法 を以て遊戯 を奨励せむことを求むるが故 に壮年 の教員 にして生徒の
遊戯 に交 は り要用なる ときは丁寧 に生 徒 を指導す るあらば余 は満足の意 を表すべ し教 員 におて運動
の組織 を定むるは修学の紀律 を保 つ と同等 の効績 あるを知 らん こと余 の望む所 な り此 の如 きの事 は
教育の威厳 を損するの恐ある ことな く少年 は己の労苦 にお ける如 く己の快楽 に も教 員 の力日
入するを
見ば必 ず満足 を表す べ きな り
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散歩 の重 要 なること運動 に譲 らず生徒 は半周 日間中学 に閉居 したる後 は空間 と大 気 とを必要 とす
校長 は生徒の肺臓 を振張 し筋肉を強壮 に して予め他 日の兵士を造 るが為 めに十分長 き路程 に多分 の
散歩時間 に用 ゆることを注意すべ し (中 略)想 像 を更新 し誠実 と良徳 とを養ふ こと身体 の健康 に有
益なる と同 じく精神 の健康 に有益 なることを記憶す べ し若 し教授 にして時 々生徒 と共 に同行 する こ
とを承 諾 せば其利益更 に一層大 な らん之が為時間 を費 し疲労 を覚 ゆることあるべ しと雖 も其費す所
は親愛感謝 の情 とな りて報 ゆる所 あるべ し教 師中 には既 に率先 して此の事 を実行する者 ある ことは
余が知 る所 な り余は此の如 き人 に対 して感謝 を表 し且此の人 を以て其の同僚の模様 と為すべ し
身体 を強壮 にし精神 を健康 な らしむ るに確 実 の効 果 ある此等総 ての運動 の外整粛 なる態度及遊戯
に関す る事 に特別 の注意 を与 ふ ることを怠 るべ か らず威儀既 に一の美徳 た り人威儀 を責めば自己及
び他人 の尊重 を得 べ し幼少 よ り自の間断なき注意 によ り端正質素なる威儀 を以 て厘久 の習慣 と為 す
者 は其徳性 の進 歩見 るべ きものあるべ し蓋 し孜々 として 自 ら強め外部 の方正 に心 を用 ゆるときは自
然 に態度 より言語 に及 び言語 よ り思想及 び礼容 に及ぶ べ し彼 の遊戯 におて も体操 にお て も身体態度
の端正 なる用意 は思想意志及感情 に対 して自ら天然の紀律 とな り其結果 は世人 の思ふ よ りも更 に一
層遠 きに及び学校 の規則及懲罰 の防制的紀律 を節約 せ しむるの効 あらむ少年の時丁寧 に施 さるる体
育 は徳育 の好 伴侶 な り]9
井上 の体育論や衛生論 にみ られるように,列 強 の体育 の動向 に注 目 し,第 6号 訓令 の起草 に当 っ
てこの書簡 を意識 して いたで あろう ことは想像 に難 くな い。
明治27年 前後 は,時 あたか も朝鮮半島 をめ ぐって ,日 清 の抗争 が欧米 の先進帝国主義諸国間 による
領上分割競争 の下 で次第 に激化 し,一 触即発の状態 にあった。 こ うした状況下 にお い て森 の提起 し
た従順 ,友 情 ,威 重の三精神 を具現 した臣民形成の手段 で ある兵式体操 は不振 の一途 を辿 り,こ の
段階 に,井 上が ともすれば「死法 二流 レ」 やす い普通体操や兵式体操 の弊害 を是正す るために「及
フタケ活発 ナル運動」を課 し,「 厭俗 ノ気 ヲ生セシムルJこ とのないよう,教 授方法 の改造 を訓令 した
その意図はい うまで もな く,国 家的危機 に対処 しうると同時 に,ナ ショナ リズ ムに もとづ き,よ り
積極的 に国家的課題 を担 ってい く近代 的な体力 の養成 にあった。井上 によるこの訓令以後 ,各 県 で
も同様 の訓令 が通達 されている。
大分県では,明 治27年 8月 に「小 学校 の児童 に対 して,体 育 は及ぶだけ活発 な運動 を課 し普通体操
で も兵式体 操 と同様 に運動 を活発 にして血 行の促進 をはかれ。 高等小学校 の生 徒 に兵式体操 を課す
ときには軍歌 を用 い よ。小学校生徒 には運動 に便 となるように止むを得 な い場合 の外 は学校内では
洋服 か和服の場合 は筒袖 を着用 せ よJ° との訓令 を発 してお り,新 潟県 において も,「 体育 はで きるだ
け活発 な運動 を課する必要があ り,普通・ 兵式 を問わず手足及び全身筋力 の運 動 を活発 にして,気 血
の代謝 を促す と同時 に,児 童各 自が意気快活 を覚 えるようにしなければな らな い。普通体操 の欠点
は,態 勢 を整 えた り,そ のため多 くの時間を費 し,か えって児童 に厭忌 の気 を生 じさせ るようでは
体操 の精神 を失 うものである」のと訓令 してい る。
,

また鳥取県でも,明 治27年 9月 に同 じく体育 を重視すべ きであると訓令すると ゝもに, これにと
もなって明治29年 6月 には,鳥 取市 で約 1ケ 月 にわたる体操講習会が実施 されている。
一方,東 京府 日本橋区の 6私 立小学校長会 は,明 治27年 9月 に校長会議を開 き,「 訓令各項 に対 し
左の如 く議決 し,尚 各校 におて,取 捨 して実行すること」働とし,次 の事項をあげている。
「第一項,第 四項,第 八頂,第 九項 二付 テハ,特 二注意 ヲ要スル￢。
第二項二付 テハ,特 二注意 ヲ要 シ,且 鉄棒器械 ヲ新設 スル￢。
第二項 二付 テハ,男 生徒ニハ筒袖 ヲ用井 シムル￢。
,
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第五頂 二付 テハ,本 頂 ノ主 旨二基 キ,可 成筆記暗誦 ヲ避 クル￢。
第六項 二付 テハ
,

一 、試験成績 ハ以来点数 ヲ廃 シテ,上 中下 ノ符号 ヲ用井 ル￢。
二 、試験成績表 ノ掲示 ヲ廃 スル￢ 。
三 、生徒 ノ席次ハ,身 長 二依 リテ定 ムル￢。
四、学校 ノ及落第ハ ,主 トシテ修身 ,読 書 ,作 文 ,習 字 ,算 術 ノ五科 ロニ ヨ リテ判定 スル￢。J
明治20年 代 か ら30年 代 にかけての「学校衛生願門会議」 の設置 (明 治29年 ),「 小学校令 Jの 改正
と同施行規則の制定 (明 治33年 ),そ して「体操遊戯取調委員会Jの 設置 (明 治37年 )等 の一連 の政
策的動向は基本 的 には,井 上 による体育 の近代化路線 の継承 を意味 している。

2.西 園寺公望 の国際主義 と体育振興鎌
(1)西 園寺 の国家主義教育批判
日清戦 争 (明 治27年 8月 〜 粥治 28年 4月 )の 勝利 によって,日 本資本主義 は過早 な帝国主義 の段
階 に到達 した。欧米の先進的な帝国主義諸国 との市場 ,な らびに領土分割競争 はよ リー層熾烈 をき
わめるようにな り,そ の結果 ,日 本 の対外的な帝国主義的進出を積極的,か つ合理的 に遂行 しうる
能力 と行 動力 をもった新 しい大国民が要求 され,そ の大 国民の養成が全般的な戦後教育経営 の基本
方針 として打 ち出 されてい った。
井上 の後 をうけて,明 治 27年 10月 か ら明 治 9年 9月 にか けて第二 次伊藤内閣の文 部大臣 に就任 し
た西園寺公望 は,井 上の政策 をさらに推 し進める と ゝもに,体 育衛生の振興 ,科 学教育 の拡充 ,外 国
語教育 ,女 子教育 の重視 を政策課題 としていった。 これ ら西園寺 の諸政策の背景 には,森 の政策理
念 に象徴 される,従 来の「臣民」 とい う国民像 の枠 に と ゞまることな く,国 民的 である と同時 に
,

世界的な公民の養成 という,い わば国民教育理念の転換があった。
西園寺 は明治 28年 ,戦 後経営 に とって 日本人の 自信 が不可欠であるとし,次 の ように述 べ ている。
「近時 にお て,著 しく日本人 の思想界 に変動 を興 へ たるは,日 本人が 自ら世界の国民中に占むる
地位 につ きて,其 自身力の確実 とな りに在 り。 日英の条約 ,未 だ調印済 とな らざ りしときに在 りて
は,又 日本の軍 隊 が,外 国の兵 と干支 を交 へて,其 実力 を試みたることなか りし以前 に在 りては

,

日本人 は,充 分 に我 が実力の発達 し得 たる程度 を自信す ること能 はざ りき。 (中 略 )一 語 を以て之 を
言へ ば,此 く発達 し得 たる日本人 の 自信力 を満足せ しむる道 を講 ぜざるべか らず。而 して此 目的を
達す るは,教 育 の力 による外 なか るべ し。即国民の教育 を十分 にして,文 明の民た るに愧 ぢざるに
至 らしめ,以 て我 は文明の国民な りとの自信 を満足せ しめ,其 知力 におて も,徳 行 にお て も,真 に
世界 にお て,優 等 の民たるに至 らしむべ し。今 日の教育家たる者 は,此 辺 の所 に注 目 し,我 が 国民
の 自信力 を空 しくせざることを心 掛 くる こと専要なるべ し。」9
そ して,彼 は「余 は原来,頑 固 なる宗教家の如 くに,物 事 を行ぶ こと好 まざる者 な り。故 に教育
のことも,単 に宗教的の精神のみにて施 す ことを望 まず。勉 に所謂宗教的 と云ふ は,耶 蘇教的若 し
くは仏教的 と云ふ如 き,狭 き義 にて云ふ にあ らず。最 も広 き義 にて云ぶな り。例 へ ば日本人 の教育
として,日 本魂 を養ふ と云ふ ことは,必 要 なることには相違な い けれ ども,之 を宗教 的 に主張 し
,

此の ことの教育 の外 には,他 には教育す べ きことな きが如 くに言ふは,余 の好 まざる所 な りYω
この立場か ら,西 園寺 は「例 へ ば我 が国 の神道 の如 きは,之 を宗教教育 に属 せ しむべ きや否や,大
に議論のある事 なれ ども,仮 に之 を宗教 と見倣す も,決 して世界的の性質 を有す る宗教 とは見 るべ
か らざるな りVi)と 神道批判 をお こなう一方,森 以後の伝 統的な国家主義教育 に対 して も批判 を力日え
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て い る。
西 園寺 は明 治28年 5月 20日 ,高 等商業 学校 にお け る師範 学校 長会 議 の終 了後 ,「 従 来 我 国 の教 育 主
義 は,国 家 主義 に傾 き,其 の結 果 として種 々 の 出来事 あ りしが ,文 部省 今後 の方 針 は,之 を固執 せ
ず ,広 く文 明 的道徳 を基礎 とす べ しVり と述 べ て い る。

(2)西 園寺 の体育振興論
ところで,西 園寺 は帝国主義国 としての国家 の発展 と世界的な公民 という観点 か ら体育 ,衛 生 を
重視 したが,彼 は明治28年 5月 24日 に高等師範学校長 な らびに各尋常師範学校長 を官邸 に招 いた際
に,「 国運 を進鴨せん と欲 せば強健 なる国民 を養出するを要す る強健 なる国民 を養出するには体育衛
生 を盛んにす るを要す而 して之が発達の道 を講ず るは今 日の急務な りY° と述 べ ている。
一 方,西 園寺 は活動主義体育 の立場 か ら女子体育 について こう述 べ てい る。
「余は此訓令 (井 上の訓令第 6号 ―一筆者註)の 起案 の際 には,未 だ文部 の局 にあ らざ りしと雖

,

後 よ り之 を聞正す に,当 時 の評議 にては,女 子 も其 中 に包括する精神な りし由な り。然 れ とも,必
ず しも場 合 の如何 を聞 はず,女 子 をして筒袖 を着 せ しむる精神 にあ らず。成 るべ くな らば,筒 袖 を
着 けて,活 発 に運動 せ しむべ しとの主意 な り。
又余 が一 箇 の考 を言 へ ば,近 頃 の女学校生徒 の如 く,大 なる帯 を脊負 はしめ,裾 の辺 には,殊 更
に厚 く綿 を入れた る衣服 を着 けしめ,如 何 に も重々 しく装 ひたる者 を見 るに,多 くは身動 きも自由
にな らず,不 活発 なる こと実 に甚 だ し。身体 の発達期 に際す る女児 を,斯 かる風俗 の圧制 の下 に縛
りつ けること,実 に弊害 なれば,小 学校 に在 る女生徒の如 きは,別 けて此悪風 よ り救 ひ出 し,身 体
の発達 を全 くせ しめた く思 ふな り。yo
こうして体育 は,膨 張 しつつ ある日本資本主義 の要求する「大 国民」 の養成 の根幹 をなす ととも
され,体
に,生 産力 と軍 事力 において列 強 を凌駕する という観点 か ら身体機能の合理的陶冶が意識｀
育 の振興 ,体 格 の改善 ,衛 生の重視等が体育 の政策理念 として標傍 された。それは同時 に,西 園寺
の 日清戦争後 における強 い危機意識のあらわれ であった。
彼 は,日 清戦争後の状況 を次のようにとらえていた。
「此十九世紀の活劇場 に当 り,国 を宇内列国の間に建 つ るは,容 易 の業 にあらず,殊 に日清戦争
の結果 によ り,我 が国民が ,他 の国民 に注 目 さる ゝこと,一 層深 くな りたれば,我 が 国民 た る者 は
常 に宇内列国の形勢 に注 目し,世 界 の文明 に伴 ひて,国 運 を長進 せ しむることを図 らざるべ か らず。
,

若 し然 らず して,長 く東洋 の狭惨なる思想 を墨守 し,唯 我独尊 の気象 によ りて,他 の国民 を凌駕
し,又 は世界 の文明 と共 に発達 す ることを忘 る ゝときは,必 ず国家 に不幸 なる結果 を来す ことある
べ し。況や向後 ,外 には商権 を拡張 し,内 には内地雑居 を実施する日に至 り,国 民 の多数 が,海 外
の状況 に通 ぜ ざるときは,実 際上の不便 甚 しきのみな らず,時 としては,無 益 に外人 との間 に事端
を生 じて,結 極我 が国民 の不利益 となること,疑 を容 れず。故 に近代 の文明 に後れざる こと,海 外
の事情 に通ず ること ゝは,我 が国民が後来 に務 めざるべ か らざる所 な りと信ず るな り。学9

3.日 本人民改造論 と体育改造論
(1)日 本人民改造論 と「有為なる人物 J論
明治 10年 代後期 における形 式主義,画 一主義的な開発教授法 に対 する批判 は,井 上―一西園寺 に
よる全般的な教育 の近代化政策 を客観的基盤 としなが ら,さ らなる展 開 をみせていった。
明治 20年 代 における体育改造論 と活動主義体育論 の唱導 は,そ うした教育の政策論的な流 れのな
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かに位置 して い ると同時 に,そ れ らはいずれ も井上――西 園寺 の実業教育論 ,科 学教育論 にみ られ
るように,日 本資本主義 の質的転換 に伴 う経済思想 の高唱 を背景 とする「新人物J論 によって触発
され;新 たな人物 を陶冶する方法論 として主張 されていった。
この新 しき人 物論 は,森 の兵 式体操 を軸 とした教育政策論 に一貫 していた ものであった。森 は,例
えば,明 治20年 5月 25日 ,第 一地方部内師範学校長の集会 において「今 日我 国教育 の必要 は人 物の
陶冶 にあ り是れ独師範学校 に止 らず中学小学亦皆然 り而 して人物の陶冶は極 めて困難 な り之 を達す

るの方便種類ある中にo兵 式体操の如き其―に居ると雖ども教員其人を改良するより先且つ要なる
はなしYOと 述べている。
また文部省 は,切 治 20年 8月 に人物 に関する次の ような訓令 (第 11号 )を 発 してい る。
「凡 ソ学校 二お テハ盲 二生徒 ノ学カ ノミナラズ兼 テ人 物 ノ如何 二注 ロ シテ学カ ト人物 トヲ査 定 シ
各各尋常優等 ノニ 等 トシ卒業 ノ トキニ至 り之 ヲ證明 スル證書 ヲ授興 セシムベ シ就 中尋常師範学校生
徒卒業ノ上 高等小学校長 二任 ジ若 シクハ高等師範生徒 二撰挙 スル者 ノ如キハ 先 ツ人物 ノ優等ナル者
ヨ リ撰抜 スベ シVの
そうした人物論 は『教育時論』,『 東京著渓会雑誌』 を中心 にさまざまに論 じられている。
吉田毅 は,「 人物 養成 ノ ロ的如何」(明 治20年 )の なかで実務的人間を人物 として とらえ,次 のよう
にい う。
すなわち,封 建時代 においては「当時 ノ人物 ナルモノハ 要 スルニ英雄豪傑 ノ変称 卜云 フテ可 ナラ
ン欺 何 トナレバ 如何 二学問 二長 シ智識 二富 ミタ リ ト云 フモ政治 ノ思想ナキ トキハ殆 ン ド人物 ノ班 位
二列 セザ リシナ リV。 しか し,「 今 ヤ明治 ノ年間 二当 り文運 ノ時 二 ス
際 其人物 卜称 スベ キモノ童 二異 ナ
ラザル ヲ得 ンヤ是 二お テヤ現時 ノ人物 ナルモノハ決 シテ政事 ノー 方 二偏 スルガ如キモノヲ以 テセス
普 子ク学校教育 二船 テ各 自ガ学習 シ得 タル所 ノ智徳 ヲ社会 ノ実務 二応 シテ之 レヲ施 シ得 ヘ キモノヲ
取 リテ真正 ノ人物 トコ ソ称 スル ナ リ今其一ニ ノ例 ヲ挙示 セ ンニ凡 ソ農 トナ リテハ農業 ノ学理 二基 キ
テ農業上 ノ改良 ヲナシ又商 トナ リテハ商業上 ノ智識 ヲ活用 シ以 テ能 ク商機 ヲ察 シ商利 ヲ収 メ商権 ノ
拡張 ヲ謀 ルモノハ即 チ皆之 レ人物 ナラザルハ ナシ思 フエ社会百般 ノ事固 ヨ リ大小 軽重 ノ別 アラザル
ハナク随 フテ各人 ガ取 ル所 ノ業務 二至 リテモ亦 夕千差万別 ナラサルハ ナシ レ ドモ ク
然
能 其事物 二付
キ其為 ス所其実施 ス所 ニ シテ完全 ノ成績 ヲ挙 クヘ キモノハ 之 レヲ今世 ノ人物 卜云 ハ ザルヘカラス写9
と。
また吉田経綸 は,現 今 は新教育 による時代的,歴 史的要求 に即 した新人物 の養成,す なわち「 日
本人民改造 ノ期」 であるとい う。
「 日本現時 ノ形況 ヲ見渡 セバ文学技芸 ハ 申スニ及 バ ズ商 ニエ ニ農 二何等何物 トテモ 日進 ノ運 二 向
ハザ ルモノナク此 ノ如 クシテ数十年 ヲ経 バ或ハ 欧米人 ヲシテ後 二陛若 タラシムル コ トアランハ シ
期
テ倹 ツベ キモノニ似 タ リ然 リト雖 モ之 ヲ裏面 ヨ リ観察 セバ 未 ダ必 ズ然 ラザルモノア リ何 トナ レバ 商
業 ヲ拡張 スルニ熱心 スル輩 トテ 自己 ノ智識 二乏 シク経験 モ限界 モ広 カラズ勢二三 ノ老練家 ノ為 ス所
ヲ見テ之 二微 ハ ン トスルノ情況 ニ テ当初 ヨ リ断子 タルノ見込 ヲ立テ能ハザルモノ往 々 ニ シテ有 り(中
略)将 来 ノ 日本 二於 テ商 二エ ニ将 夕農業 二真正完全 ノ教育 ヲ受 ケシ人 ヲ要 スルヤ益々甚 シキヲ知 ル
ベ シ否 ナ盲習慣盲教育 ノ臭味 ヲ帯 ビル人 二代 フルニ新教育 トシテ明治初年 ヨ リ行 ハ ル ゝトハ行 へ整
備二至 リシハ近事 ノ事 ナ レバ今現 二教育 ヲ受 ケ居 ル者 コ ソ真正 ノ新教育 卜新習慣 ヲ知得 スルモノタ
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この 日本人民の改造 の時期 に当面 して,吉 見 は旧来の膠着 した人間ではな く,臨 機応変 に事 に対
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処 しうる柔軟性 に富み,活 動的で, しか も円満 な人 間 を人物 として評価 したのである。
「余 ノ養成 セン ト欲 スル厳 正 ノ徳 トハ信実厳確正直 ヲ総称 スルモノニ シテ決 シテ音時 ノ所謂厳 正
トテ四角四面 二人 二威 ヲ示 シ偏屈不活ナル行儀 ヲ指 スエ アラズ人 二接 スルニハ温和 ,人 卜話 スルニ
便巧 ニ シテ何事 モ円滑ナル 中二船 テ常 二厳 正 ヲ守 ルノ習慣 ヲ造成 スル コ ソ至肝要 ノ事 ナ リト云 フニ
外 ナラズ若 シ斯 ル習慣 ヲシテ十分 二弘布流行 セ シメバ他 ノ信用 ヲ受 ケ商工 其他凡百 ノ事業 二船 テ吾
レ其必 ズ進歩 ノ著大ナル ヲ見 ル ヲ知 ル
然 り而 テ斯 ル習慣 ヲ造成 スルハ,所 謂新 日本 ノ父母即チ現今 ノ幼童 ヲ教養育成 シテ社会 ノ雰囲気
ヲー 洗 セザルベ カラズ其責任 ヲ負 フ者 ハ吾人教育者 ノ任 卜云 ハザルベ カラズ鳴呼今 日ハ 日本人民改
造 ノ期 ナ リ荀 モ是時 二船 テエ夫構想 シテ厳正信実ナル習慣 ヲ造成 スル コ トヲ勉 メザ レバ果 シテ何 レ
ノ時 ヲ期 セン時呼時呼時失 フベ カラズ」と
一方 ,山 本信孝 は
「教育 ノ ロ的ハ,人 心 ノ諸能カ ヲ平等均一 二出来得 ル丈 ケ充分 二之 ヲ発達 セシメ
)

,

以テ人 ヲシテ完全ナル人類 タラシムルニ在 リ ト謂 フ￢ ヲ得可 シg分 と主張 し,田 辺平二 郎 は「小学 ノ
児童 ヲシテ社会 ノ人 タラシメヨ」として社会的人間の養成 とそのための活知識の教授 を説 いてい る。
「注意 セヨ教育者君等 ノ教育 セル幼児 ノヽ
他年社会 二立 テ各 自ガ生活 ヲ容易 ニ シ我新 日本 ヲ組織 ス
ルヲ期 スル者 ナ リ此大任 アル幼児 ヲ此貴重ナル学生 ヲ手 ヅカラ,薫 陶鍔治 スル君等 ノ責ハ如何 二重
キヤ己二此 ノ重 キヲ知 り又此 ノ責 ノ重 キヲ負荷 セバ生徒 ヲ以テ社会 ノ人 トナセ以 テ学校 ノ人 トナス
可 ラズ記憶 セ ヨ教科書 ハ彼等児童 二智識 ヲ輿 フルー種 ノ練習器械 ナルニ過 ギズ シテ彼等児童 ノ授 べ
キハ徒 ラニ此教科書 ヲ以 テ満足 スベ キニ非 ズ (中 略 )彼 等児童 ハ純然 タル学校 ノ人 ノ ミ以 テ社会 ノ
人 トナル可 ラズ蓋 シ今 日ノ社会 ハ複雑 ノ社会 ナ リ進化 ノ社会 ナ リ巨 ヤ小学校 ノ教科書 ヲ以 テ何 ゾ之
ヲ轟 スヲ得 ンヤ菅 二之 ヲ蓋 ス能 ハ ザルノ ミナラズ其極 メテ必要ナル事物 卜雖 トモ何 ゾ其遺漏 ナキヲ
期 センヤ況 ンヤ時変 日更眼 ヲ転 ズ レバ大勢巳二改 マルノ活劇社会 ヲヤ然 ラバ則君等 ニ シテ荀 クモ彼
等児童 ヲ導キテ社会 ノ人 タラシメン ト欲 セバ那然彼 日ガ巳二説 ケルガ如 ク適 当 ノ時間 ヲ発見 シテ彼
等二教科外 ノ活智識 ヲ輿 フル ￢二注意 セザル可 ラズ (中 略)河 ヽ
学 ノ教育 ハ徒 二教科書 二拘泥 ス可 ラ
ズシテ広 ク社会上 二起 ル必要ナル事物 ハ彼等児童 ノ心意 ノ食物 トシテ之 二輿 へ以 テ彼等 ガ智カ ノ活
用 ヲ得 セシムベ シ蓋 シ愛 二お テカ始 メテ他 日児童 ハ各 自ノ生活 ヲ容易 ニ シ十全 ノ幸福 ヲ享受 スベ シ
新 日本 ヲ組織 スルニ足 ル所 ノイ ト貴重 ナルイ ト大任 アルノ教育者 タルニ 雅ヂズ ト云 フベ シ」°

(2)開 発教授法批判 と個性教育の唱導
これ ら「活劇社会」 に とって緊急 に要請 され る「社会 ノ人 J,「 有為 ナル人 物」 の養成 に対 する焦
燥感 は明治 10年 代 の教授定型 となったジ ョホノ ッ トの開発教授,な らびにその形式主義化 ,注 入主
義化 に対する批判 となって現象 して い った。
明治 20年 5月 ,山 川高等師範学校長 に随行 し,京 都 ,兵 庫 ,岡 山,広 島,山 口,島 根 ,鳥 取 の各
県 を巡視 した黒田定 治 は,開 発教授の形式化 した実情 をさまざまに批判 して い る。
黒田は,ま ず開発教授法が十分 に理解 されていない と指摘する。
「予 ガ随巡 シタル地方 二船 テ学務課員或ハ学校教員等 二向 テ小学校 ノ教授法 ハ如何 卜問 ヘバ 諸氏
直チニ答 テ日ク我県下 ニハ漸 ク開発教授法普及 シタ リ我学校 ニハ注入的教授法未 ダ全 ク跡 ヲ収 メズ
ト予 ハ実 二疑 フ此等 ノ諸氏 ハ能 ク開発注入 ノ真義 ヲ解 セルヤ否 ヤ ヲ元来開発教授 卜称 スルモノハ心
力発達 ノ度 二従 ヒ教授事項 ノ難易 ヲ察 シテ生徒 ヲ開発誘導 スルノ謂 ニ シテ其開発 シ得 ラ レザル事項
即チ生徒 ガ脳裡 二種子ナキモノハ矢張 り之 ヲ注入 セ ザル ヲ得 ズ之 ヲ反言 セバ生徒 ヲシテ言 ハ シムル
点 卜教師 ヨ リ教 ユベ キ点 トノ区域 ヲ立 テ可成的心カ ノ程度 卜教授事項 ノ難易 トノ平均 ヲ得 シメ開発
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ノ部分 ヲシテ多 ラシメン ト欲 スル ナ リ
」0
・
しか し,そ れにもか ゝわ らず現実 には,「 一府 六 県 ノ教員中往々之 ヲ誤解 シ開発教授 卜云 ヘバ無限
ノ開発 ニ シテ室内二船 テハ決 シテ教師 ヨ リ授 クベ キモノエ非 ズ万事万物 ― カラ十 マ デ開発 セ ン トシ
其甚 ダシクハ文字点画 ノ結構 ヨ リ其読方 ヲ開発 セン トスルニ至 ル然 シテ此等 ハ 固 ヨ リ真 正 ノ開発 ニ
アラズシテ其弊害 タル ヤ純粋 ナル注入教授法 二超 へ時間 ヲ徒費 シ生徒 ノ脳裡 ヲ攪乱 シテ五 里霧 中ニ
街雀 セシメ我 々 ヲシテ彼教師ハー 時間中何事 ヲ教 ヘ タルカ彼生徒ハ如何 ナル 智識 ヲ得 タルカ疑 ハ シ
ムルニ至 ル!°
黒田は こうした開発教授 の弊害 が,教 師 の教授 を否定するとい う開発教授 に対 する形式主義的な
解釈や誤解 に原因するとし,次 のように指摘 している。
すなわち,そ の第一 は,「 開発教授 トハ教育学 上 ノ真理 ヨ リ来 レルモノ ゝ様即 チ真正 ナル教授法 ノ
名 ロナ リシモ世人多 クハ其真意 ヲ解 セズ単 二文字上 ヨ リ解釈 ヲ下 シ開発 卜云 ハバ 撤頭撤尾生徒 ヨ リ
°
言ハ シムルモノニ シテー 分子 モ注入即 チ教 師 ヨリ教 フベ キモノニ非 ズ ト認定 ヲ下 シタル
『 ことにあ
る。
その第 二 は,「 地方小学校教 員 ガ己 レガ教授上 ノ智識 ヲ増進 シ教授 ノ方法改良 スルタメニ嫁 テ以 テ
頼 ミトスル所 ノモノハ先覚諸子 ガ著述 セル教授書是 レナ リ然 ル ニ此等 ノ著述書 ハ充棟汗牛菅ナ ラズ
ト雖 モ多 クハ教授法中 ノー 少分部 二止 マル方法書 ヲ示 シ是 レハ修身科 ノ教授法ナ リ此 レハ読方科 ノ
分
教授法ナ リトテ只教師 卜生徒 トノ問答 ノロ上書 ヲウルサクモ教云々生云々 卜臆列 セシエ過ギズ
『 こ
とにある。
弊害の第二 は,「 抑学校教員 ガ取扱 フ所 ノモノハ 決 シテ死物 エ アラズシテ 日々進歩 シテ止 ラサル活
発 ナル児童ナ レバ其教授方法 モ時 卜場合 卜種類 トニ因 テ非常 ノ変化 アル ニ モ変 ラズ此板木若 シクハ
活版 二招 り立 テタル方法書 ノ通 り若 クハ之 二模倣 シタルモノヲ以 テ開発教授 卜誤認 シ此方法書 ノ因
テ起 ル所 ヲ知 ラザルガ故 二電 モ之 ヲ活用 シ能 ハ ズ シテ何 レノ時何 レノ場合何 レノ種類 ニ モ此鋳形通
リノ方法 ヲ用イ悟 トシテ之 ヲ怪 マ ズ焉 ンゾ弊害 二 陥 ラザル ヲ得 ンヤgoと ぃ ぅ ことにある。
そして,黒 田は最後 に教授方法の伝達講習会が,こ れ らの形式主義 を招 く主な要因になって い る
と厳 しく批判 した。
「此講習会 ヨ リ起 ル所 ノ弊害 ナシ ト云 フヲ得 ンヤ何 トナ レバ 此講習会ナルモノハ大抵師範学校 ニ
船テ各郡 区 ヨ リ各校長若 クハ首座教員 ヲ招集 シ理化学教育 学等 ノ六ケ敷学科 ヲ三 週乃至五週 ノ僅少
白子 ニ テ講習 スルモノナ レバ講師 ノ説 ク所 モ 自然疎略 二流 レ会員 モ亦其深奥 ヲ叩 ク能 ハ サ ルハ勿論
大体 ヲモ知 ル能 ハ ズ而 シテ此不消化 ナル智識 ヲ得 テ各 自郡 区二帰 り更 二之 ヲ訓導若 クハ授業生 二伝
授 スル故 二伝 へ伝 ヘ テ遂 ニー 定不変鋳形通 リノ方式 二陥 ルナキヲ得 ンヤ子9
また阿部秀正 も開発教授の形式主義化 を批判 して い る。
「小学校 ノ弊 害及其改良方法」(明 治 26年 )の なかで ,「 現今 ノ小学教則及教授 法 ハ殆 卜二 十年
彼は
間数度 ノ改正 ヲ経 テ定 ムルニ シテ,其 善美 ナル コ トハ 昔年 ノ寺小屋 ,手 習師匠 ノ教育 卜同 日ノ論 ニ
アラス,然 レ トモ昔年 ノ教育法ハ 当時 ノ制度 ノ情 ヲ量 り,幾 多 ノ歳月 ヲ重ネ,実 験 ヲ経 テ定ムルモ
ノ トシテー概 二排撃 スベ キモノニ非 ス,現 今 ノ教育法 ハーモニモ欧米 ノ法 二採 り,之 ヲ我邦 二施行
シテ其弊害如何 ヲ顧 ミルニ暇ア ラサ リシハ 当時 ノ趨勢ナ リ!の とかつての寺小屋式の教育 を擁護 す る
一 方,欧 米 の教育法,す なわ ち,開 発教授 が寺小屋式教育の実効 を凌駕 してお らず,そ の原因が形
式主義 にあるとい う。
「害寺小屋,手 習師匠二船 テ学修 シタルモノヨ リ (小 学科程 ヲ三 四年間履習 シタルモノヲ云 フ)
超越 シタル実効 アル ヲ見 ザル ナ リ,故 二現今 ノ教育法 モ亦 一概 二完全ナ リト云 フ能 ハ ザ ルモノナ リ
,
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仮令現今 ノ教則及教授法ハ善美 ナルモノエセ ヨ,其 教師 ノ熱心 卜授業上 ノ優劣如何 二関 シ,大 二研
究 ヲ要 スルモノア リ,就 テ現今小学教育 ノ病源弊害 ヲ尋 ヌル トキハ ,其 多 ク之 ヲ改良 スルモノ数多
クアルベ シ,其 内捨置 クベ カラザルノ病害 ヲ論 シ,併 セテ改良 ノ方法 ヲ述 ブベ シ,先 ヅ其病害 トス
ル箇条 ヲ左 二記 セバ
,

第 一 現今教育 二従事 スル者 ノ著眼期望 ヲ視 ル ニ,外 面 ノ形式上 ノ コ トニ務 メ,徒 二高尚華麗 ナル
コ トヲ貴 ブノ弊ア リ,Vゆ
開発教授 に対 して,こ うした批判が加 えられ るなかで『教育時論 』 も社説 に「画一 教育法 ノ利害」
(明 治23年 )を 掲 げ,形 式主義教育 を批判す ると ゝもに,さ らに明治 28年 には,社 説「現今 の学弊 を
論 じ併 て其匡正策 に及 ぶ」 のなかで次のように論 じて い る。
「学校教育 をして有益 ならしむると,有 害 な らしむるとは,一 に教育法 の良否如何 に関す。教育
の方法 に して,宜 しきを得 ば,各 種 の学校 にお て教育 せ られたる学生 は,皆 有為 の人 材 とな りて
,

国家 の実用 に適 し,一 国 の文化 を扶植 すべ し。 之 に反 し,教 育 の方法 にして,宜 しきを得 ざる とき
は,其 学生 は,決 して有為 の人 材 となること能 はす,党 に害毒 を国家 に及 ばし,亦 之 を奈 何 ともす
る能 はざるに至 らん。吾等 は現今の学校教育 を見 ,常 に憂痛嘆措 く能 はざる所 の ものあ りJり とい ゝ
「学弊の最 も甚 しきもの甲 として 以下の諸点 を指摘 している。
,

「第一 は,現 今 の教育 は,人 をして不消化の智識 を増加 し,判 断力 を弱 くせ しむる弊あ り。夫れ
学校教育 に貴 ぶ ところの ものは,国 家実用の人物 を養成 するに在 り。而 して人 をして世 の実用 に適
せ しめん と欲 せば,其 智識 を消化 せ しめ,判 断力 を強固な らしめざるべか らず。 (中 略)第 二 は,現
今 の教育 は,学 生 をして自重,自 信 ,自 立等 の性質 を養 はしめず して,虚 飾 ,外 見 ,依 頼 の精神 を
養 は しむる弊あ り。 (中 略)第 二 は,現 今 の教育 は,学 生 をして撓倖 によ りて好地位 を得 ん とす る情
を養 はしむる弊あ り。 (中 略)第 四は,現 今 の教育 は学生 をして 自治力 を薄弱 な らしむる弊 あ り。(中
略)今 日の学校教育 は,′ 官公私立 を間はず,其 学科多 きに過 ぎ,其 教授粗漏 にして,到 底 多方 の興
味を以 て,学 生の智識 を開誘 し,判 断力 を強固にして以て実際の応用 に適 せ しむること能 はず。是
れ学校 の教育宜 きを得ず して,自 治力 を養ぶ方法 未 だ立たざるに依 るな り。」°
そして,「 而 して左 記 の数条の如 きは,矯 正の策 として,最 豊J切 緊要 なるものな らん」9と して「第
一,学 位若 しくは卒業證書等 に,重 きをおかず,其 実力人物の如何 に依 りて其の軽重 を定 むべ し。
(中 略)第 二 は,学 生 をして学術 の為 めに勉強 せ しめ,決 して学位 ,若 しくは卒業證書 の為 めに勉
強 せ ざらしむべ し。 (中 略)第 二 は,学 生 をして成 るべ く自然の興 味 に従ひて勉強 せ しむべ し。 (中
略)第 四は,女 子 は教育の方法如何 に依 り,特 に虚飾 ,嫉 妬 ,高 慢等悪徳 に陥 り易 きものなれば
特別 に注意 して,斯 る悪徳に陥 らん ことを防 ぐべ し!° と述 べ ている。

,

開発教授 に丹す るこうした批判的傾 向 のなかで ,個 性教育 という新 たな教育理念 を唱導 し,そ の観
点 か ら従 来 の形 式的教授 を批判 したのが長谷川乙彦である。
彼 は「個性 と教育 J(明 治28年 )に おい て,「 教育 とは人人 固有 の心身 を生長発達せ しめて一定 の理
想 に到達 せ しめ或 は之 に近 つか しむる為 に施 す有意 の作業 を総称す子のと規定す ると ゝもに,「 教育 の
目的物 は人の心 身なれば,其 の性質及作用等 に就 ては教育者たるものは充分なる研 究 と其 の研究 に
伴 ふ応用の方法 を講究 せ さるべ か らざる事勿論 な り,然 るに其 の普通一般 に亘れる心理学及其の応
用法の漸 く精密 に進 める今 日におて未 た個性 に関す る研究,観 察及是 に基 ける教育 の方法 等 の世 に
公 にさるることの乏 しきは甚遺憾 な り!働 と教育 における個性研究 の重要性 を力説 している。
長谷川 は,個 性 を無視 した画一 的教授 によっては教育 の効果 をあげることは不 可能 であ り,「 故 に
一 団 の 中 にお ける個個 の特性 を知 り,是 に応す る時間 とこれに対する智識 と是 に適す る方 案 とを撰
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はさるべ か らす,然 らされは一 団 に対 し真正の智徳 を施 した るにあ らず して一種の講義 を為 した り
と云 はんのみ」働と述 べ,教 育 における個性尊重 の重 大 さをこう指摘 している。
「学校 に落第者 の多数生す るも多 くは個性 を顧 み さるの弊 に帰 せ ざるべ か らす,彼 等 は或 る学科
に船て級 中の多数 と共 にすること能 はざるの個性 を有 せ り,而 して教 師 より特 に之 に対す るの庭置
と待遇 とを受 けさるな り,故 に其 の局落第の不幸 を見 るに至 る,而 して一 と度ひ落 第 した るもの は
必復た次級の劣等生 にして遂 に成業 の効 を見ず して終 るもの世間の常 となれるか如 し,比 の如 きは
畢党個性 と教育 との関係 を究 めさるに由来するもの と謂 はざるべ か らず ω
,写

さ́らに長谷川 は,寺 小屋の時代 には教師 は子 どもをよ く把握 して いたが,「 然 るに学制 一 変 して官
公立 とし,生 徒 には厳然たる団体 の級制 を設 け,科 を分 ち人 を配 して教授 をなすに至 りて は,教 師
と生徒 との間宛然官吏 が人 民 に接するか如 き間柄 とな り,師 弟の間 に行 はる ゝ教育法は多 く外面 の
形式に失 し,其 教育の事 を研究す るもの多 くは単 に教授材料の運用,又 は其 の順序等 に止 ま り,教
育の良否 を批評 するもの も亦教授の形式 ,又 は技の巧 拙等外界 に見 はる ゝものを見 て之 を判 断す る
に止 まり,弟 子各個人の人 と為 りに就 きて将来 の事 まで も深 くすること未 た充分 に行 はれ ざるが如
し。此の弊 は単級教授 の声喧 しきと共 に一層増加 せ ざるかの疑 あ りfう と批判 して い る。
これ らの批判 か ら,今 後 あるべ き教授法の原則 について指摘 して い る。
すなわち,Ц l)教 師 に人の知 るの明あらしむべ き事 ,磁 )一 学級 の人 員 を成 るべ く少 くすべ き事 ,(3)同
一の教師が永 く同学級 を教育 すべ き事 ,僻 )教 授す べ き学科 に応 じて各級 を分合すべ き事 ,(5)特 に時
間を設 けて劣等 の学科 を補修 すべ き事 ,(6)適 当な問答法 によ りて個性 に応 ず る教育 を施すべ き事
,

惇)児 童の性 質 に応 じて特別 の訓練法 を施 さ ゞるべ か らず,俗 )教 室外 にお て適切 なる教育 を施すべ き
事,(9)自 修独学 を将励 して其 の長所の点 を延 はさしむる事 ,10学 業 の試験法 を改め,各 科画―の制
5D
を廃すべ き事 ,CD職 業 の撰択 に注意 して個性教育 を完か らしむる事」
ところで,長 谷川が このよ うに個性教育 を唱導 したのは,彼 が「是 を要す るに教育 の 目的物 たる
ものは一個人 な り,国 民的教育 と云ひ,国 家的教育 と云 ぶ,元 と形式上の名 な り。畢党各 ―個人 を
して国民的要素 を具 へ しめ,若 くは国家的要素 を帯 はしむるのみ。然 らば即教育究党 の 目的は個人
の発達 にあること疑な し甲 といっているよ うに,国 家的教育 の根底 に個人 をすえて いた ことによる
ものであった。
明治20年 代 の人物論 と形式主義化 した開発教授批判 ,さ らには個性教育論 の登場 は,こ の時期 の
活動主義体育論や体育改造論の展開 にとって主観的条件 を形成 していったのである。

(3)マ ル チノの活動主義体育論
明治20年 代 に至 って体育の現実 はいかなる様相 を呈 して いたのか。 それ はまさに矛盾 の極 であっ
た。
栃木県師範学校教諭の多田房之助 は,そ の実態 を次の ように明 らかに して い る。
「昨今 二至 り大 二吾人 二刺衝 ヲ興へ来 リシモノハ体育 ノ度 ヲ高 ムル コ トナ リ体育 ノ コ トタル人世
必須ナル事業 ニ シテー 日モ忽 ニ スベ カラザルモノナ レ ドモ之 ヲ怠ルノ教師今尚ホ多 ク夙 二教則 二加
ヘ ラ レタル体操 ダニ実施 セザルモノ多 シ況 ンヤー 般体育上 二不注意ナル コ ト推知 スベ シf°
また山崎忠興 は,「 世人 ガ心性 ノ発生 卜相伴 フテ体育 ノ必要 ヲ感 ズルニ至 リタルハ僅僅数年以来 ノ
コ トナ リ而 シテ開明 ノ今 日 卜雖 モ尚 ホ身体 ノ発生 二注 ロスル コ ト極 メテ少ナク甚 シキハ三 モ之 二注
意 セザルガ如キ ヨ トアルf9状 態 であ り,一 方 ,重 田盛太郎 も,「 三 四年前迄 ハ唖鈴球竿等 ノ体操器械
ヲ知 ルモノ殆 ド稀 ナル有様 ナ リシガ現今 二至 リテハ如何 ナル 山村僻地 ノ学校 卜雖一二種 ノ体操器械
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ヲ備ヘ ザルナ ク運動 ノ号令 ヲ聞 カザルナシ写0と い うほどに発展 してはきたが,「 然 リト雖 内部二立入
り其模様 ヲ窺 フ トキハ大 二外観 二反 スルモノす°で ある。
「仮令バ滋 ニー郡若 クハ数郡 ノ小学校相会 シテ生徒 ノー大運動会 ヲ催 スモ ノ トセ ンニ忽チー種 ノ
競争心 ヲ発 シ大 二教育上 二弊害 ヲ興 フルf働 有様 であ り,「 或県下 二運動会 ノアルニ当 り其前 日ノ演 習
二終 日生徒 ヲ引率 シテ或 ハ競走駈足或 ハ器械体操 ヲ劇 シクセシガ メ
為 途 中気絶 セシ生徒 ヲ見 シ ト云
ヒ又器械体操 二依 り胸 部 ニー種 ノ病気 ヲ醸 シタルモノ多 カ リシ ト云 フガ如 キ豊 嘆 スベ キ導 ナラズヤ
而 シテ其運動会 ノ過 グルヤ恰 モ烈風 ノ吹キ去 ル トー般今迄 ハ 日日三時間 ノ演習 ヲ為 セ シモ今ハ全 ク
之 ヲ廃 シ或ハ五 日二一 時十 日ニー度 卜謂 フガ如 キ有様 トナ リ父兄 ヲシテー 時 ノ流行物 ノ如 ク思ハ シ
メ此 ノ体操 ヲ以 テ芸 居 ヤ舞踏 ノ如 キ感 ヲ起 サ シムルニ至 ルf9状 況であった ことを指摘 して いる。
この現実を眼の前に して ,体 育振興論や体育改造論 は起 るべ くして起 った ともい えよう。
明治20年 7月 に,高 等師範学校 の修学旅行 で長野県諏訪郡 を訪れた坪井玄道 も下諏訪の学校 を視察
し,「 小学生徒に しては能 く姿勢 を取 り整列 に就 き喧 県 の風 なきは観 るへ き所 なるも此 まで一般体操
の進歩せ さるは第 一教授の行届かさるに帰困せ り現 に教師 はしめ其操作 は軽易 に運動 は不活発 に し
て殆 と雛形の演習 に止れ り今 日は軽体操 といへ とも十分 に四肢筋肉に力 を入れ活発 に操作運動 せ し
むる事なれは此辺 は教師の能 く心得先 つ己れより其改良に就 き以て生 徒 を率 ひさるへからさるな りζ°
と教授方法の改造 を説 いている。
テヒヨウに続 い てイタ リア公使 マル チノも明治21年 ,大 日本教育会 において「学生 二身体全部 ヲ
運動 スベ キ体操 ノ必要ナル 旨Jの 演説 を行 い,普 通体操法 に批判 を力日え,活 動主義体育 へ の改造 を
強調 しているが,そ の ことは同時 に,子 どもの身体 が危機的な状態 に陥 って い ることを示 唆するも
のであった といえよう。
冒頭で ,マ ルチノは,一 般 に近代 の教授法 が子 どもの身心 を疎外 して い ると批判する。
「私ハ今 日我我 ノ教育法 二付 テ決 シテ満足 ヲ表 スル者 テア リマセ ン。我我 ノ教育法 二付 テハ諸方
ヨ リ請求抗言続続起 り,諸 方 二お テ国民 ノ将来 ハ害サ レテ且 ツ甚 ダ危 シ ト主張スル者差 二多 クア リ
マ ス。抑抑比喋動 ノ原因ハ何 デア リマ ショウ,外 デハ ア リマセ ン,人 ノ脆弱ナル時分即チ幼年 ノ頃
二精神 ノ発達過度 二多 ケ レバ身体 ノ発育 ハ其割合 二衰弱 スルハ皇 二明 カナルコ トナルニ
,我 我 ノ教
育法ハ夫 ノ植木屋 二類 スル所 アル ガ故 デア リマ ス,御 承知 ノ通 り植木屋ナル者 ハ成 ルベ ク多 クノ果
実 ヲ得 ンガ為 メ無暗 二植木 ノ枝 ヲ切 り排 ヒ,ソ ゥシテ其植木 ノ弱 ル コ トニ注意 シマセ ンガ,我 我 ノ
教育法ハ大 二之 二類 シテ居 リマ スカラ,ソ コデ右 二云 フ所 ノ喋動 ノ起 ル所以 デア リマ ス。 (中 略)員「
チ学校 二船 テ記憶 ノ ミヲ練磨 シ,之 ヲ培養 シテ,其 果実 ヲ得 マス ケレ ドモ,然 レ ドモサキニ最 モ強
壮 デア リシ所 ノ植木 ハ憐 レナルカナ忽地 二枯 レテ仕 舞 ヒマシヨウ ト思 ヒマス。fり
マルチノは,子 どもの身心 の虚弱や不健康が具体的には,過 度 の機械的教授 と運動不足 に起 因す
るとしている。
「此勉強過度 ノ弊害 ノ因 テ起 ル所 ハ強チ父兄 ノ罪 デナク,又 学科課程 ノ悪 シキニ モ アラズシテ
全 ク其実地 ノ応用 エ ア ロウ ト思 ヒマス,故 二右 ノ弊害 ヲ除 カン ト欲 スル ナラバ 専 ラ教員 ノ改良二着
手 セナケレバ ナ リマセ ン。此 レ迄 ノ教員 ノ仕事 ヲ見 マ スル ニ,或 ル部類 ハ毎 日器械的 二或 ハ暗誦 セ
シメ,或 ハ作文 ヲ直 シ,又 他 ノ部類 ハ 随分名高キ教員 デハ ア レ ドモ,生 徒 ノ為 メニ規則正 シキ適 当
ノ教授 ヲナサズシテ,却 テ 自己 ノ名誉 ノ為 メニ無益ナル演説 ヲナシテ暮 スモノガ ア リマ ス,夫 レ故
二生徒ハ教場 ノ椅子 ノ上 二怠屈 卜申ス者 トー所 二併 ンテ腰 ヲ掛 ケ
,無 益 二時間 ヲ費 スコ トガ甚 ダ多
クア リマス カラさあ試験 トナル ニ及 ンデハ人間 ノ堪 へ難キ程 二勢カ ヲ費 シ,俄 力細 エ ニ非常 二多 キ
事柄 ヲー 時 二脳髄 二詰 メ込 マ 子バ ナ リマセ ンガ,翌 日ニ ナル ト俄 力細 エ ニ詰込 ミタル事柄 ノ半分又
,

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践 (2)

ハ四分 ノ三 ハ早 クモ既 二消 へ去 リテ仕舞 フハマ ダ シモノコ ト,此 ノ如キ試験後 ニハ往往病気 ヲ発 シ
テ何 ツノ間ニ カ片足 ヲ棺桶 ノ中ニ ナゲ込 ンデ居 ル ト云 フ有様 デア リマス。P
この子 どもの悲観すべ き身体的状況 に対 して ,こ れを解決す るには,リ ーラン ドの伝 えた軽体操で
は不可能であ り,マ ル チノは体育方法 として活動的 な遊戯 ,な かで も水泳 と兵式体操 を高 く評価 し
たのである。
「私ハ学校生徒 ノ衛生 ノ点 二付 テ如何 ナル方法 ヲ用 ヒラルルカ更 二存 シマセ ンガ,若 シ欧羅 巴 ヨ
リノ輸入 二係 ル運動法 ヲ採用 ニ ナ リテ居 マ スナラバ ,私 ハ夫 レガ最 モ善 シ トハ 申 シマセン,甚 ダ悪
シ ト断言イ タシマス。僅 カノ時間 ノ体操 デア リマ シヨウ,ソ ウシテ其体操 ハ 如何ナル種類 ノ体操 デ
アリマスカ,医 学的 ノ体操 卜人 ハ名 ツケテマス ガつ まり号令 二従 ヒ,腕 ヲ上 ゲ,腕 ヲ下 ゲ,又 ハ腕
ヲ前 へ疋バ ス等変化 ナキ所 ノ運動法デハ ア リマセ ンカ,身 体 ノ運動 二楽 ミモナク,又 幾分 ノ精神 ヲ
モ使 ハ ザル所 ノモノハ有益 トハ 申サ レマセン。要 スルニ此 ノ如キ体操 ハ生活 ヲシテ活発ナ ラシム コ
トナク,又 他人 ヨ リモー 層善 ク為 ソウ ト思 ア所 ノ欲望 モ ア リマセン。就 テハ 之 レニ代 ユル ニ他人 ト
競争 シテ勝利 ヲ得 ルガ如キ体操法 デナケ レバ ナ リマセン,此 体操法 ノ中ニハ私 ハ海泳 卜,兵 式体操
ヲ加 ヘ タウ存 ジマス。 (中 略 )ぢ むなすちつ くノ不都合ハ積極 卜消極 トノニ ツア リ,積 極 ノ害 トハ遊
戯 ノ如 ク運動 二変化 ノ少 ナキガ故 二,身 体 ノ都 テノ部分 二平等ナル活動 ヲ輿 ヘ ズ,故 二筋骨 ノ或 ル
ー部分 ヲ専 ラ使 ヒ随 ヒテ最 モ早 ク疲労 ヲ生ズ,夫 レノ ミナラズ此体操法 ニハ さっぱ り面 白味 ナキヲ
以テ,不 適当デア リ,又 尋常普通 ノ考 ニ テ体操 ノ時間 ガ少 シク長 クサヘ ア レバ其体操 ガ面 白クアル
ト面 白クナキ トキハ餘 り大切 デナシ ト考 フレ ドモ,是 レ大ナル誤謬 ナ リ,面 白クシテ且 ツ楽 シキ運
動ハ身体 ヲ最 モ健康ナ ラシムル影響 ヲ生 ズルモノニ シテ,其 證檬 ニハ人 ノ幸福 ハ強壮 二最 モ助カ ヲ
輿 フル ヲ以テ知 ラルルナ リζ9
最後 に,マ ルチノは,体 育 の改革 は教員 の資質 の 向上 にか ゝっている と結 んでいる。
「設令学科 ヲ改良修正 スル コ トガ出来 マ シテモ,又 仮令 一 方二付 テハ生徒 ノ見聞知識 ヲ発達 セシ
メ,又 他 ノー 方二付 テハ体育 ヲシテ智育 卜井 セ行 ハ レシメ様 トスルモ,高 一 教員 タル人 ガ最 モ高尚
純潔 ナル思想 ヲ保持 セズ,又 真正ナル天命 ヲ奉 ズルノ覚悟 ヲ有 セザル限 リハ ,決 シテ安全 ナル ロ的
二達 スルコ トハ 出来 マセンJ°

(4)体 育振興論
マル チノの演 説 は,欧 米 の活動主義体育論 の一 端 を示す ものであったが,明 治20年 代 に入 り,普
通体操法 や体育 の形式的教授 に対す る批判 はよ リー 層厳 しさを増 して い った。
森林太郎 (鴎 外)も 明治22年 に,「 教 を授 くるに衛生の道 を履 むこと」 と題 す る論稿 のなかで,教
育 とは子 どもの天性 を知 り,子 どもの発育 を生理 学的法則 に もとづか しめ,子 どもの「性」 と「能」
を十分 に発揮 させ ると ゝもに,さ まざまな運動 によってその能力 を発現 させ ることである と述 べ て
い る。

その立場 から,森 は現実の学校教育が子 どもの健康を阻害 し,短視,曲 脊等 の身体的な異状のみな
らず,精 神的にも「器械的の精神作用 に慣れて旧時 よりも愚 となること」。が著 しいが,そ の主な原
因が器械的,形 式的教授 にあると指摘する と ゝもに,「 省みよ省みよ,学 校 の教授法は重改正すべ き
。と教授法の改造 を要 している
にあらずやす
求
。
また後 に東京高等師範学校長 となった三宅米吉は,切 治22年 に形式主義化 した普通体操法を厳 し
く批半」してい る。
「今世 に行はるるところの体操 は果たして体育に適せるものなるか,余 輩 これ を疑 ぶこと久 し。
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蓋 し彼 の体操 なる者 は各部の筋肉関節 を均― に運動 せ しむ と雖 も,そ の運動た るこれ 自然 の もの
にあ らず人為 な り,ま たその運動 には電 も有形 の 目的な し,何 のために手 を上下 し左右す るか,物
を捉 るにあ らず授 くにあらず,幼 児 はその 目的 を了解す る能 はざるな り。す でに有形 の 目的なき と
きは児童 をして これ を歓びなさしめんことはきはめて難 く,あ るひはただ点数 のために多少 の俗悪
を忍びてこれを勉 むるあるのみ。 しか しか くの如 きはすなわち体操 を以て他学科 と同視 し真の遊戯
として これ を楽 しむのにあ らず。 これ を以て余輩 は運動の学生 に必要なるを知 ると雖 も,体 操 の果
た して運動 の効 あるや否や を疑 ひ したが って体操 の科 を小 学校 に置 くの利益少 きを思ふな り。
小学校 においては従来 の如 く男生徒 にオニ ゴ ト,タ マ ナゲ,綱 引,ワ マ ワシな ど男生相 当の遊戯
をなさしめ,女 生徒 にはタマ ツキ,羽 子 ツキ,オ ニ ゴ トな ど女生相当の遊戯 をな さしめて何 の不可
何 の不足あ らん。 これ らの遊戯 は皆児童の好 み耽 るところな り。その好み耽 るはこれ真 の運動 のた
めに運動す るにあ らず して他 の 目的 の存するあ りてその運動 自然 に出づるが ゆえな り。 自然 の運動
は一 念他 に顧 みるところなきを以 て十分 に精神 を放縦す。体操 は人為 にして 目的な き運動な り。遊
戯 は 目的あ りてその運動 自然 に出 づ。 一般 の児童 は果 してそのいづれ をか好 む。余輩 これ を教育実
際家 に資す るな り。7
『教育時論』 に も「幼童 ノ脳力過労 ヲ論 ス」 (明 治20年 ),「 運動 ノ快楽 ヲ論 ズ」 (明 治 23年 ),「 懸
日本人不健康 ノ原因 ヲ論 ズ」 (明 治 29年 )等 がみ られ るが,子 どもの身体 の不健康 に対 する
危機意識 は,日 清 の亀裂 が次第 に現実の ものになるにつれて深 刻化 していった。
「小学校体操 二就 テ」 (明 治26年 )に おいて国防一軍事的立場 か ら次の ように訴 えた。
鈴木直二郎 は
賞論文

「文部省 ノ学校衛生 二関 スル調査報告 ハ会員諸君 ハ定 メテ之 ヲ読了 セラレシナラ ン又今 尚能 ク記
臆 セラル ゝナラ ン鳴呼諸君 ハ之 二就 テ如何 二感 セラレシカ恐 クハ現時教育 ノ悲 ムヘ キ結 果 ヲ生 スル
ノ歎 ヲ発 セラレシナラン吾人 ハ此報告 二接 シ尊 夕最大息 二堪 ヘ サル ナ リ (中 略)
該報告ハ現時就学児童 ノ年々健康 ヲ傷 フノ著 ル シキヲ挙 ケ同時 二徴兵検査 二身体不合格者 ノ年 々
追加 スルヲ吾人 二示 セ リ抑 モ国家 ノ独立上 二船 テ国防 ノ事 ハ最大事業 ナ リ今 ヤ比国防上 二船 テ最必
須ナ リ壮丁 ノ漸 ク減スル ヲ見 ル国家 ノ不祥是 ヨ リ大 ナルハ ナシ独 り国家 ノ不祥ナルノ ミナラス兵役
ハ国民 タル者 ノ最大義務ナルニ今 ヤ我国民 ハ漸 ク此 責任 ヲ蓋ス能 ハサル傾向 ヲ生スルハ 国民 ノ最大
不幸 ナ リト云 フヘシ此不祥不幸ナル現象ハ種 々 ノ原因ア リテ存 スベ シ ト雖 モ又現時 ノ教育上 ノ結果
卜云 ハ サルヘ カラス (中 略)
若果 シテ此不祥不幸ナル事実 ニ シテ教育上 ノ結果ナラ シメハ今後教育 ノ益 々普及拡張 スルハ 適以
テ国家 ヲ自滅 セシムルノ媒 トナ リ国民 ヲシテ最大義務 ヲ蓋ス能 ハ サルノ助 トナル鳴呼教育 ニ シテ如
此結果 ヲ生スレハ他 二如何ナル美績 ヲ奏 スルモ以 テ此欠 点 ヲ補 フエ足 ラザルヘ シ且 ツ夫 レ教育 ノ本
旨ハ 徳智体 ノ発達育成 エ ア リ今 ヤ其体カ ヲ滅殺 シ却 テ自発 ノ発達 二劣 ルカ如 キハ此教育 ノ本 旨二背
クモノナ リ故 二吾人 ハ 国家 ノ不幸 ヲ憂 フル ト同時 工亦此教育 ノ其 目的 ヲ誤 ル ヲ悲 ムナ リ」9
鈴木 は,こ の壮丁体位 の低下 が小学校 で僅 か30分 程度 の体育 しか実施 されていない こと, また森
の没後 ,兵 式体操 が地 に落 ちて しまった ことにあるとい う。
森文部大臣によって兵式体 操 が「学校教育 ノー部 二加 ハ レ リ当時 ニ ア リテハ其勢 ノ盛 ナル或 ハ極
端 二走 リタルノ腺跡 ナキニ シモ アラズ余輩 モ亦全然同意 スル能 ハ サル者 ア リシ ト雖 モ体操 ヲ厳粛 ニ
シテ学生 ノ体育 ヲ奨励 セシハ真 二美挙ナ リ然 ル ニ森大臣― タ ヒ瞑 ロスルヤ漸 ク其注意滅却 シ今 日ニ
至 リテハ顧 ミザルノ姿ア リf9
さらに彼 は児童 に対する圧迫的教授が ,彼 等 の活発 な気力 を喪失 させてお り,し たが って,体 育
の時間数 をもっと増 やるべ きであるという。
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「尚此他 二小学児童 ノ品行点 二就 テモ疑 ヒナキ能 ハ サルナ リ余 ガ経験 スル所 ニ ヨレハ此評 ハ 児童
ノ行為 ヲ束縛 シ彼 ヲ従順 ナラシムルノ最大利器 ナ リト雖 モ彼 レカ ラ気カ ヲ温喪 シ彼 力活発 ナ ル天性
ヲ挫折 シテ人 ノ鼻息 ヲ伺 フカ如キ怯撮 ノ心性 ヲ生セシムルノ傾向 ナキニ アラズ蓋此品評 ハ 多 クハ消
極的品行 ニ シテ積極的 二渉 ル能ハ サ ル ヲ以 テ温順 二方 二導キテ活発有為 ノ気質 ヲ養成 スル能 ハ サ ル
ナ リ是固 ヨ リ気カ ノ事 ニ シテ体育上 二関 セサルカ如 シ ト雖 モ気力挫折 スル トキハ従 ッテ児童身体 ノ
活動カ ヲ滅殺 シテ 自ラ身体 ヲ委縮 セシム思 フエ気カ ト体カ トハ其増減 ヲ共 ニ スルカ如 シ右 ノ如 キ些
細ナル事項 二至 テハ 尚許多 ノ改良 スヘ キ者 アラン雖然余力大声疾鳴以 テ諸君 二謀 ル所 ノモ ノハ即現
今小学校 ノ体操時間 ヲ増加 スルエ ア リ希 クハ諸君 ヨ国家 ノ為 ニー考 セラレヨ了ω
「小学校 の弊害及其改良方法」のなかで開発教授 の形 式主義化 を批判 し,教 授法 の改造 を提起 し
た阿部秀正 は体育 について も言及 し,そ の一 節 で ,「 体操科 ハ生徒 ノ身体 ノ成長 ヲ均斉 ニ シテ健康 ナ
ラシムル等 ノ為 メニ授 クル必要 ノ科 ロナ リ,然 ル ニ尋常科 二船 テハー週間 二三時間,高 等科 二船 テ
ハニ 時間 ノ割合 二通 ギズ,其 他 ノ学科 ハ 皆身心 ヲ苦 シメ,精 神 ヲ忘 ル ヽモノ ヽ如 シ,仮 令他 ノ学芸
上達スルモ身体 二疾病 ,患 ア レバ其芸能 モ用 フル能 ハ ズ,思 ハ ザ ル甚 シキモノア リ了1)と 体育 を軽視
する現実 を批判する一方,過 剰なカ リキ ュラムが子 どもの身体 の不健康 をもた らしてい ることを指
摘 したので ある。
「教科 ロノ彩多ナル何 レモ必要 ノ科 ロノ如 シ ト雖 ,尋 常科 二船 テハ修身科 ヲ始メ六科 ロア リ,高
等科 二至 リテハ十二三科 ロニ及 ビ,且 其外 二農 工商業科外国語等 ノ随意科ア リ,此 他女子 ニハ編造
花押絵等 ヲ加 フルモノア リ,此 科 ロハ皆鹿世 二欠 クベ カラザルモノ 、如 シ ト雖 ,之 ヲ学 フ児童 ハ 未
夕身体 ノ発育 モ充分 ナラズ,如 何 二苦学 スルモ習熟 スル能 ハ ザルモノア リ,必 党生徒 ノ脳カ ニ餘 リ
修業 二堪 ヘ ザ レバ ナ リ,是 教育者 ノ慾望過度 ニ シテ,反 テ得 ル庭少ナク徒労 二属 スルモノナ リ了か
阿部 はこうした批判 を通 して,「 現今 ノ如 ク終 日苦学精神 ヲ疲労 セシムル コ トヲ改 メ,生 徒 ノ身体
ノ成長 ヲ均斉ナラ シムスコ トヲ望ム了0と して い る。
一 方,日 高藤吉郎 は「体操論」(明 治26年 )の なかで ,欧 米列強 に対する危機感 と国家富強 の観点か
ら体育 を国家隆昌の根幹 としてとらえ,次 のように説 いている。
「体操術 ナル者 ハ体躯 ヲ強壮 ニ シ,志 気 ヲ養成 スルノ術 ナ リ,百 二 勇武 ヲ増長 スルノ ミナラス
,

併 セテ智識 ヲ活発 ナラシムルノ法ナ リ,之 ヲ要 スルニ 国家富強 ヲ図 ルノ大本 ナ リ,(中 略 )或 ハ人 国
ク体躯 ヲ健 エ スルノ道 ,何 ソ独 り体操術 ノ ミナラン,諸 種 ノ運動皆可ナルニ非 スヤ ト,余 日ク然 り
而 レFLr唯 一 身 ヲ強健 ナラシムルノ ミニ シテ,而 シテー 国 ノ強固 ヲ図ラサ レハ,安 ンソ能 クー身 ノ権
,

利 ヲ保 チ,身 体財産 ノ安全 ヲ享 クル ヲ得 ンヤ,是 レ挙国皆兵 ノ制度 アル所 ナ リ,故 二方今 二船テハ
国民挙 テ左 ノ数種 ノ精神 卜,素 質 トヲ養成 スル コ ト必要ナ リ

,

,

日ク厳正ナル規律 卜,秩 序 ヲ守 ルノ習慣 ナ リ,不 撓不届 ノ謄カナ リ,穀 苦飲 乏二耐 ルノ性質 ナ リ
忠烈節義 ノ精神ナ リ,而 シテ此精神 卜素質 トヲ養成セ ン トスルハ,未 夕体操術 ヨ リ善 キ者 アラサ ル
ナ リ了つ
,

そ して 日高 は一朝有事 の際,ま た国家富強のために体育 が奨励 され るべ きであるとす る。
「我 ガ国人 タル者ハ ,能 ク宇内各国 ノ形勢 ヲ同察 シ,又 嘗テ禍敗 二遭遇 セル弱邦 ノ惨状 二甕戒 シ

,

常二体操術 ヲ奨励 シ,小 ハ体躯 ノ健全 ヲ図 り,大 ハ 固有 ノ精神 ノ元気 トヲ養成助長 セサル可 ラス
是 レ実 二国家百年 ノ長計 ,富 国 ノ基礎 ,体 操科 ノ主 トスル所 ,全 ク此点 二在 ルモノナ リ,(中 略 )国
,

家緩急 ノ時 二際 シ,身 ヲ挺 シテ王憮 二敵 シ,国 境 ヲ守備 セサル可 ラス,是 ヲ以テ凡 ソ国民普通 ノ運
動ハ,戦 術 ノ変遷 二従 ヒ,其 方法 ヲ異 ニ セル ヲ得 ス,是 レ今 日二船 テ体操術 ノ必要ナル所 ナ リ,故
二此体操術 ハ ,一 ハ 自己身体 ノ健康 ノ為 メ,一 ハ 国家 二蓋 スノ義務 ノ為 メ,国 民挙 ツテ励 マ サ ル可

鳥取大学教育 学部研究報告

教育科学

第

26巻

カラサルナ リ甲
日清戦争前後 における危機的状況 を反映 して ,個 人の身体の健康 と国家的富強 がナショナ リズム
の高唱 において統合 されて い くのである。
明治24年 に文部省普通学務局か ら学校衛生事項取調 を嘱託 され,全 国 の学校 を巡視 して学校衛生
の実情 を調査 し,そ の報告 を明治 28年 に『学校衛生取調復命書摘要』 として刊行す るとともに,明
治29年 に初代 の学校衛生主事 となった三 島通良 は,大 日本教育会での演 説 のほか,「 学校衛生小言T
(明 治27年 ),「 体育 の必要 と要 旨を述 べ て世 の猛省 を望 むr° (明 治 28年 ),「 戦後 の経営 としての学
校衛生了り(明 治 29年 ),「 児童衛生史略了9(明 治30年 )等 を通 してナショナ リズムの観点 か ら,日 清戦
争後の経営 に とって体育 および衛生 の振興 が基 本的課題 あることを主張 して い った。
三 島 は,大 日本教育会夏期講習会 (明 治 28年 9月 )で 「 日清の戦争 は,吾 人 に広大無数なる各種 の
問題 を提出 して,実 地の試験 をな さしめた り。此実地試験 の 中 に船て,軍 事 に関す る事 ,政 事 に関
する事,経 済 に関す る事 ,運 輸 に関す る事 ,国 民の敵気心 に富 める事等 は,其 外表 したる事実 に豊
富なるを以 て,何 人 も之 に注意す るに難 か らずJの と述 べ,か つ また「予 は信ず,凡 そ学術 ある者の
職務 は,能 く己の智識 を応用 して,表 裏 の事実 に注 目 し,一 定の学術ある者 にあ らざれば,探 究 し
得 る諸 点 に眼光 を注 ぎ,以 て之 を既往 に徴 し,之 を将来 に鑑み,国 家 の隆盛富強 を期企せ ざるべ か
らず と。而此国家多事 の間に船て も,吾 教育社 が,魏 然 として泰山の重 きに居 り,孜 孜 として未来
国民 の相続者 たる,子 弟の教育 を怠 らざ りしは,蓋 し最 も世界 に誇様す るに足 らん欺ザωとしなが ら
も,従 来 の主知主義教育の風潮が体育 を無視 して きた と批判 して い る。
「上 は天皇 陛下 に対 し奉 り,下 一般の国民 に対 して,吾 曹教育者たる者 は,満 足なる教育 を,既
往 と現在にした りと自信 し能 ふ欺。少 くとも予一人 は上天皇 陛下 に対 し奉 り,下 高民 に対 して,教
育者 は此迄甚だ相済 まざる事 を致 し居 りたる事 を謝せ ざるべ か らず。之 を何 とかなす,国 民 をして
智識 を得せ しめんが為 め,其 価 として教育費なる金 を支 沸 はしめたるのみな らず,生 命健康 なる肉
と血 を出さしめたればな り。彼 は国民 をして文弱 に流れ しめ,学 者 をして菜色 な らしめたれがな り。
蓋 し今 日迄の教育 なるものは,主 ら精神的 の教育 に偏 して,智 育 と徳育 とのみに重 きを置 き,反 り
て其根本たるべ き体育 を忽諸 に付 したればな り。予 をして之 を極言せ しめなば,今 日迄の教育 は
,

単 に教 を云ふ べ くして,育 と云ふ ものは存在 せ ざ りしな り。すD
また三 島 は従来 の教育制度 ,行 政 ,学 校 ,教 育施設 ,さ らにはカ リキ ュラム等 の教育全般が児童
の体力 ,健 康 を阻外 して きた と鋭 い批判 を放 って い る。
「観 よ,今 日の教育制度 を,彼 の学科 の程度 と云ひ,時 間 の多寡 と云 ひ,或 は教育 の行政 と云ひ

,

殆 ん ど日本人種 の体力健康の度 を精査 して,之 に相対す る程 の度合 に調合 せ られ居 るか如何 に。(中
略)彼 の教育機関 なる学校 に見 よ,光 線 と日光 と明暗 との 区別 を知 らず,空 気 は何程人体 に必要 な
る物 なる欺 。学齢児童 の視力 に船て,今 日の如 き字細小 ,印 刷不明 ,紙 質粗悪 の読本用 いて害なき
や如何 。衣服 の身体 の長大 に応すへ きと同等 の価値 ある腰掛の寸法構造 は,何 の情態 にある欺。可
憐 なる児童 は,暗 謄 た る教室 に,塵 埃 を呼吸 しつつ,書 岸 の懐 を肥 や したる,粗 悪の読本 を読み
脂染みる石盤 を控 へ て,不 適当なる机腰掛 に,不 正の姿勢 をな し,不 明微細 なる文字 を記 しつつ在
,

るに非ずや。予 は社会 に問 はん とす,新 興国,将 来東洋 の強大国た らん とす る日本国民 は,此 の如
き情態 にある所の機関 を以て,教 育すべ きものなるや否 を。すり
学校教育の非衛生的現実 を この ように批判 した三 島 は,経 済合理主義的に衛生 をとらえて次の よ
うにい う。
「人 は或 は云 はん,君 の言実 に可,然 れ共現今 の経済 は之 を救ふの道な しと。言 ふ を休 めよ,経
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済なるものは,人 命 を短縮 し,国 民の心神 を萎縮せ しめ,従 ひて生産力 を滅殺 し,而 後之 を維持 す
べ きものなる欺 如何。然 も予 は諸君 に告 けん とす,衛 生なるものに二 個 の別 あ り
ち金 を費 して

,即

健康 を保 護す るところの消極的衛生 と,人 の心 神 を強壮有為な らしめ,従 て以て国家 の富強 を纂 す
に足 るべ き積極 的 の衛生 ある事 を。
然 り衛生 は其施行 と方 法 と事項 によ りては,今 日の情況 におて,電 も費用 を出 さず して,実 行 し
得 べ き事件。なお彩 しく存在する者 な り,特 に学校 にお て然 りとなす。 (中 略)予 か,今 日以後 ,諸
君 に教授せん とす るところの学校衛生学 は,き し文明種子 の購入 と,其 培養 とに,血 肉を出すを要

せず して,金 上 を出 さん とす るものな り,諸 君先 つ夫れ之 を諒せ よ。」9

̲

究極的には ,三 島 は 個人的利益 と国家 的利 益 を結 合す る媒 体 として衛 生 を構 想 して いた といえ
る。
それは ,ま さに 日清戦争後の産 業革命期 にお ける衛生観 にほかな らない。彼 はこう述 べ ている。
「予は信ず,教 育の趣 旨なるものは,将 来 の国民 をして,有 為強壮 な らしむるにあ り。而直接 に
受教育者が利益 を享 くるのみな らず,延 きて社会一般 の風潮 を改正 し,間 接 に非受教育者 に迄利益
を造ぼすべ き者 な りと。若 し夫れ教育者 にして,衛 生上の智識 はな く,先 つ真正 なる体育 と心育 と
を行ふ事能 はされは,其 職 を全 くするを得 さるのみな らす,受 教育者た る学徒 は,為 に身神の健康
を損 し,よ し些 少 の智徳 を得 る事 あるも,萎 罪 の国民 は電 も国家 に利 す ることあ らず して,反 りて
病衰の為 に他人 の生産力 よ り得たる利益 を蟹食 して,国 家 の損害 をなさん,其 成年 に達 せ ず して死
す る者 の如 き,尤 も然 りとなす。
之 に反 し教育者 に衛生上の智識 あ り,常 に学徒の身神 を保育 し,又 た衛生 の道 を教 へ なば,彼 等
をして有為強壮 な らしむるのみな らず,社 会 は 自 ら学校 の教 によ りて,衛 生の道 を会得 し,十 年 を
出ず して,各 自及公衆 の衛生勃興 し,伝 染病 の如 きも,さ ほどあわてふためかず して,充 分 に予防
撲滅することを得ん。す。
森 の文部大臣時代 の秘書官木場貞長 も,明 治28年 8月 大 日本教育会 において「戦後 の教育杯 と云
ぶ 事 を頻 りに世間で も唱 へ て居 る様 で有 ますが,身 体 が強壮 でなければ如何 にして
完全 なる軍人 を
枠 へ る事 が出来や うか90と いい,主 に軍事的危機意識 か ら,「 然 るに今 日小学校の有様 は如何 と見 ま
す と不注意 なる事 が少 しと致 しませぬ伊0と 述 べ,学 校体育の実情 を次 のよ うに批判 して い る。
「今小学校邊 にお きまして体育 に関 します事 は或 る程度迄 は教育 に従事する方 は素 よ り御注意 に
成て居 りますが,乍 併其実際 に行 はれて居 る所 はまだ憾 むべ き事が少 しとせぬので有 ます,体 育訓
令 (第 6号 訓令―一筆者註 )発 布 に成 まして御座 りますが,実 行の跡 に就 いて考 へ ますれば未 だ格
別の進歩は為 して居 らないかの様 で御座 ります。 (中 略 )何 れの学校 にお きまして も体育 の必 要なる
事 は申す迄 もな い事 で ござ りますが、殊 に小学校 にお きまして も最 も此事 に注意 せねば な らぬ,小
学校 は菅に児童の智育徳育 を進 めるのみならず,体 育 を発達 せ しめねば成 らぬ,菅 に児童 の成育 に
障害 を興 へ るのみな らず,学 校外 に在 るよ リー 層十分 なる発育 を為す様 に仕掛て往かねば成 らぬ訳
で有 ます。」0

(5)兵 式体操批判
兵式体操 に対す る批判 は,森 による明治 19年 の「師範学校令」,「 小学校令 J以 前 の明治 18年 頃か
らすでになされて い るが,こ の兵式体操批判 は明治 10年 代 の兵式体操振興 論 とは対照的 に,明 治20
年代の一つの体育思潮 の特質 となった。
その論点 は,主 に兵式体操の形式主義化 と子 どもの発達 にとって不適 当で あるとい う点 にあった。
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恨供山人 は「教育 ノ至極 ハ兵式体操 二在 ル カ」 (明 治 18年 )と 題 して兵式体操 を批判 している。
彼 は兵式体操 を批判するにあたって四つの問題 を提出 して い る。
「各個人 ノ身体 ヲ強壮 ニ スルー 国富強 ノ原素ナ リ仮 ヒ各個人 ノ知カハ十分 二 開発 スルモ身体薄弱
ニ テハ未 ダ以 テ外侮 ヲ禦グニ足 ラズ トハ今 日兵式体操 ヲ教育上 二応用 シテ以 テ文 弱 ノ弊 ヲ矯正 セン
トスル人々 ノ大主義 トスル所 ナ リ然 ルニ此 ノ大主義 ガ教育社会 二勝 ヲ制 シタル者 ニ ヤ官立 府県立 ノ
学校 ニ テハ続 々歩兵操練 ヲ実施 シ従来 ノ体操法ハ漸 クニ地 ヲ佛ハ ン トスルノ傾 向ア リ然 レ ドモ従来
ノ体操法 卜兵式体操 トノ優劣論 ハ別問題 二譲 ル トスルモ身体 ノ強壮 ノ ミヲ以 テ教育 ノ至極 トスルニ
至テハ予輩未ダ之 二同意賛成 スル能 ハ ザ ル ナ リ予輩 ハ此等 ノ人々 二 向 ヒ (第 一 )各 個人 ノ身体 ヲ強
壮 エ スルハ果 シテー 国 ノ富強 ヲ増 スル ニ足 ル乎 (第 二 )各 個人 ノ身体 ヲ強壮 ナラシム ルハ兵式体操
ノ外 二教育上他 二 良法ナキヤ (第 二 )教 育上身体 ノ強壮 ノ ミニ偏 スル トハ果 シテー 国長久 ノ計 ナル
ヤ (第 四)兵 式操練 ハ有形 ノ修身科 卜称 シテ適切 ナルヤ ト云 ヘル四問題 ノ註解 ヲ聞 カン ト欲 スル ナ
リ」3)
この四 つの問題 について,爆 供山人 は自らの見解 を主張 し,兵 式体操 を批判 したのである。
「第一 教育 ハ 智徳体 ヲ均斉 二発達 セシムル ヲ以テ大 目的 卜為 スガ故 二各個人 ノ身体 ヲ強壮 ニ スル
ハ教育 ノロ的中其一部分 ヲ占ムル者 ニハ相違 ナシ ト雖 ドモ智徳 ノ教育 ヲ後 ニ シテ身体 ノ教育 ノミ
ニ偏傾 スル如 キハ未 ダ以 テ策 ノ得 タル者 エ アラズ且ヤ従来 ノ教授ハ各個人 ノ智徳 ヲ発達 セシメン
トスルニ重 モニ言語文字 ノ ミニ依頼 セ シエ 由 り自然身体 ノ発育 ヲ妨ゲ事実 ナシ ト云 フ可 カラザ レ
ドモ是固 ヨ リ智育徳育 ノ真面 ロ ヲ得 タル者 エ アラズ只 其 ノ教授法 ノ不完全 二帰 スル者 ナル ノ ミ故
二此等 ノ教授法 サヘ完全ナル トキハ各児童 ノ身体 ヲ強壮 ナラシムルコ ト敢 テ難事 ニ アラザ ル ナ リ
況 ンヤ全体上 ヨ リ云 フモ労働社会 二身体 ヲ強壮 エ スル コ トヲ務ムル ト執 レカー 国富強 ノ上 二影響
スルノ大ナル ヤ別 二証明 ヲ要 セザ ル ヲニお ケル ヤ (中 略 )故 二社会 ヲ組織 スル各個人 ノ身体 ガ今
日ノ知 カ ニ差異 ヲ生ゼザル以上 ハ別 二外侮 ヲ禦 グニ足 ル トカー 国 ヲ富強 ニ スル トカ云 ヘル コ トハ
未 ダ容易 二断定 スル ヲ得 ザル ナ リ
第 二 近来性理学 ノ 日二発達 スルニ従 ヒ脳 ノ練習 卜五官及四肢 ノ練習 トヲ結合 セザル可 カラザル
ノ必要 ヲ知 ラシ教育上 ニ テハ務 メテー 方 ノ ミヲ練習 セズシテ同時 二脳 卜四肢五官 トヲ結合 シテ練
習 スル トキハ独注意カ ヲ豊 回ニ シ観察カ ヲ精密 ナラシムルノ ミナラズ労働 ヲ嗜好 スルノ習慣 ヲ養
成 シ併 セテ身体 ヲ強壮 ニ スルノ利益 アルニ 由 り高等学校 エ テモフ レベル氏 ノ幼稚 園主義 ヲ漸次変
形 シテ遂 二今 日ノエ芸教育 ヲ実施 スルニ至 リタル ナ リ蓋如何ナル教育 ニ テモ受 業生 自喜 ンデ其 ノ
業 工従事 スル ニ至 ルハ快楽 ノ情 ヲ利用 シテ以 テ労働 ノ嗜好 フ生ゼシメタルナ リ然 ル ニ体操 ハ多 ク
｀
ノ単一模式 ヲ演 スル者 ナルニ 由 り時 二厭俗 ノ情 ヲ来サ ゞルニ アラズ (中 略)然 ル ニ身体 ノ強壮 ハ
独歩兵操練 二 由テノ ミ其 ノ効 ヲ奏 ス可 シ ト為 シ汲々乎 トシテ日モ亦足 ラザ ル如 キハ 未 ダ以 テ深奥
ノ議論 二根抵 スル者 卜認 ムル ヲ得 ザルナ リ (中 略)
第二 馬上天下 ヲ取 ルハ易 シ ト雖 ドモ馬上天下 ヲ治 ルハ難 シ故 二羅馬 ノ武略政治 ハ 能 ク希触 ヲ制
服 シ得 タ レ ドモ知カ ノ競争 ニハ 之 二対立 ス能 ハ ズ反 テ希臓人 ノ下風 二屈月
艮スル ニ至 レ リ (中 略)
若 モ腕カ ノ強壮 ノ ミヲ専― トシテ他 ノ智徳如何 ヲ顧 ミザル トキハ其 ノ弊害 ハ誠 二戒 ス可 キノ甚 キ
者ナリ
第四 (中 略 )兵 式操練 ハ身体 ノ位置 ヲ正 シクスルノ習慣 ヲ養成 シ得 ルガ故 二行儀作法等 ニハ 多
少 ノ影響 アル可 シ ト雖 ドモ行儀作法 卜修身 トハ 自別物 ナルガ故二之 ヲ以テ直 二有形 ノ修身科 トハ
云 フ可 カラザルナ リ然 レ ドモ歩兵操練 ハ 剛勇 卜顛難 二堪 ユ ルノ忍耐カ ヲ養成 シ得 ルガ故 二全 ク修
身 二関係 ハ ナシ ト云 フベ カラザ レ ドモ若 シ此等 ノ関係 アルガ為 二直 二之 ヲ有形 ノ修身科 卜為 ス ト
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キハ学校 ノ教科 ハ有形無形 ヲ問ハ ズ轟 ク皆修身科 卜称 ス可 カラザル者ハ無 カル可 シ (中 略 )歩 兵
操練 ニ テ剛 勇 卜忍耐カ トヲ養成 スル トスルモ是回 ヨ リ歩兵科直接 ノロ的ニ アラズ偶以 テ間接 二之
ヲ養成 シ得 タルナ リ即歩兵科 ノ真面 ロハ規則 卜秩序 トヲ訓練 スル者 ニ シテ其 ノ性質回 ヨ リ注入的
ノ者 タラザル可 カラズ其 ノ教授注入的ナ レバ 生徒 ハ皆受身 ノ姿 ニ シテ固 ヨ リ道徳上 ノ情操 ヲ開発
セ シメン トスル如キハ宅モ其 ノ間 二包含 セザル ナ リ果 テ歩兵操練 ニハ道徳上 ノ情操 ヲ開発 スルノ
手段 ヲ包含 セズ トスル以上 ハ間接 二多少 ノ関係 ア リトスルモ直 二之 ヲ修身科 卜称 ス可 カラザルハ
明 白ナル事実 ナ リ (後 略)
右 ノ次第 ナルニ 由 り兵式体操 ヲ以 テ教 育至極 ノ ロ的 卜為 ス如キハ予輩 ノ賛成 スル能 ハ ザル所 ナ リ
然 レ ドモ従来 ノ体操即軽体操 卜兵式体操 トヲ交互 二練習 シテ以 テ体育 ノ改良 ヲ謀 ル ノー 段 二止 マレ
バ予輩 ハ之 二賛成 スル ノミナラズ国民 一般 ノ兵役 ヲ忌避 スルノ情 ヲ排除 シ去 ルノ手段 二船 テモ亦然
ラザル ヲ得 ズ ト信 ズルナ リ只々教育上 一 定 ノ ロ的 トシテ務 ムベ キヤ否ヤノ要点 ヲ精細 二研究 セズシ
テ返 二挙行 シ遠 二廃止 スル如キ コ トアラシム レバ教育 ノ不幸之 ヨ リ甚 シキ者 ハ無 カル可 シ諸君 ヨ以
テ如何 卜為 スす9
『教育時論』 もやは り,明 治 18年 に「時論 」のなかで「抑教育 が其生徒を教育 す るは国家 の為 な
るや将 た生 徒の為 なるや其 目的の帰着す る所 は執 れに在 るや と熟考するに教育 の国家 に必要なるは
固 よ り論 を倹たざる所 にして一 国教育 に進 めば其国 の技術製造 は必盛なるべ く其 の社会 の風俗交 際
は必ず改良すべ く其国の政治法律 は必ず善美 を致すべ く其国の勤労者は必ず不品行 を改 めて勤慎 勉
強す るに至 り文明の美果必ず教育 の普及 よ り生出す べ し是れ高人の疑 はざる所 なれば国家上 の見解
に檬 るも教育の必要なるは明白なる事 に して国家 は常 に此教育 を普及 改良す るに熱心 せ ざるべ か ら
ず と雖教育家 が生徒 を教授するの 目的は単 に国家 を隆興するの一 点 に在 るべ きや吾 輩 は此 点 に向 て
少 しく異論 を懐 く者 な り (中 略 )吾 輩世 の教育者の所謂 を伺ぶ に常 に国家上 の見解 に偏重 にして各
個生徒 に就 て見解 を下すの偏軽 なるを覚ふな り90と 国家 目的を優先 させ,個 人 と しての子 どもを軽
視す る教 育 の実態 を批判 し,こ の個 の尊重 とい う立場か ら兵 式体操 を次のように論 じて い る。
「近時或 る教育家 か師範生徒 に向 て為 せ る演 説 を伝聞す るに頻 に人民 の体格 の良否 は国 の強弱 に
影響する ことを説 け り其説固よ り善 し然れ ども其見解 は全 く国家上 より下 したるものな り教育事業
の上 よ り下 したる見解 にあらず又近 日大 に流行せ る歩兵操練の如 きは果 して生 徒 の身体 を健康 にす
るの 目的 に出 てたるか吾輩 の聞 く所 に振れ ば生 徒の健康 を維持する為 には兵式体操 にては少 しく激
に過 ぐる所 あ りて到底従来行 はれたる学校体操式 の適度 なるに如 かず と云 へ り然 るに今 日の風潮 を
見るに漸 く此 を捨 て彼 に就 くの趣 きを呈 したるは全 く国家上の見解 より出 てたる者 に して教育 の上
より下 せ る見解 にあ らざるべ し (中 略)教 育家 の事 とは果 して如何なる事 を云ふか曰 く其生徒 を教
育するに在 るのみ生徒 を教育するとは果 して如 なる事 なるか曰 く生徒の身体 を健康 に発達 せ しめ其
心意の諸能力 を適 当 に開発す るに在 るのみ其身体 の健康 を維持 し其心意 の諸能力 を適 当 に開発 せ し
むるは果 して何 の為 なるか各生徒 が他年成長 の後世 に庇 し事 に臨 みて能 く之 を措置す るの材幹 を備
具せ しめんが為 のみ左れば常 に教育家の 目的中に置 くべ き者 は実 に生 徒其人の幸福 を求 むるの一点
にあ りて存する者 に して教育 の方法宣 きを得れ ば其生徒 は他年成長 の日其職業 に服 す るに当 り商 と
な りては良商たるべ く耕作 を為 しては良農たるべ く二人 とな りては良工たるべ し良官吏 とな り良教
師 となる皆教育 の良否 に依 らざるはな し (中 略 )教 育家 の直接の職掌 は国家 の隆盛 を図 るに在 らず
して生徒の諸能力 を開発 し世事 に当 り職業 を執 るに必 用なる智識 を輿ふ るに在 る者 なれば教 育家 と
しては国家 よ り寧 ろ各個の事 を先 にせ ざるべ か らざるな り」ゆ
また能 勢栄 も「現今教育上 ノー疑問J(明 治 19年 )で ,体 育 を知育 ,徳 育 の手段 として見 る誤 りを
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示 しなが らも,兵 式体操の体育教材 としての限界 を認識す べ き ことを主張 して い る。
能勢 はまず,「 昨年以来我教育 社会 ニハ盛 二彼是 卜論 ズル トコロ即チ体育 ノ方便 中二兵式体操 ヲ実
施 スルコ ト是 ナ リ論者 日ク教育 ノ業 ハ 原来勇壮活発 ナル業 エ アラズシテ却 テ穏和静粛 ナルベ キ業ナ
リ故 二教育 ヲ掌 ル果敢雄才 ノ性質 ヲ望 マ ズシテ慎密懇切 ナル ヲ望 ム故 二教育 ノ事業 ハ 勇壮 ナル男子
ノ為 スベ キ者 ニ アラズシテ婉順 ナル婦人 ノ為 スベ キ者 ナ リ ト又 日ク教育 ノ事業 ハ 岡J強 活発 二為サ子
バ ナラヌ者 ユヘ兵式体操 ニ ヨ リテ其気質 ヲ鍛錬 セル活発男子 ノ為 スベ キ者 ナ リト此両論者 ノ戦争中
ナ リ此両者 ハ両 立 スル ヲ得 ザルモノナ ルヤ若 シ両立 スベ カラザル トセバ後来其方向 ヲ何 レニ取 ルベ
キヤノ問題 ハ今世上 二喧 シ此問題 ヲイズ レニ カ決 スルハ必要 ノ コ ト也」りと云い,自 らの考 え方 を次
のように展開 して いる。
「余 ノ持論 ハ (中 略 )教 育上体育 ハ第 一 ノ ロ的エ アラズ副弐的 ノ者 ニ シテ体育其者 ガ直チエ必要
ナルニ アラズ体育 二依 テ得 ルモノハ智育 卜徳育 ノ ロ的 ヲ達 スルタメノ器械即チ補助物 タル ニ過 ギズ
然 ドモ我邦人 ハ維新以来全国挙 テ欧米 ノ智識 ヲ輸入 スルコ トニ忙 シク従 テ教 育 ノ状況 モ智 ノー 方 エ
傾 キ徳育 卜体育 ハ其平衡 ヲ失 スルニ至 レ リ殊 二体 ノ如キハー 時全 ク跡 ヲ絶チ従前 ノ弓馬剣ハー 頓地
ヲ掃 ヒ世間亦体育 アル ヲ知ルナキニ至 り (中 略)若 シ之 ヲ等閑 二附 シテ 自然 二放任 シタランニハ必
ズ青年夭死 ノ数 ヲ増 シ気カ ニ乏ク不活発 ナル病身学者 ヲ養成 シ智力餘 ア リテ体力足 ラズー 国元気 ノ
損耗 ヲ来 スヤ計 ルベ カラズ是 二船テ今 日我邦教育 ノ方針 ヲ指定 スル者 ハ ロ下 ノ弊害 ヲ駆除 シ改良 セ
ンタメー時 ノ方便 トシテ非常 二体育 ノ利 ヲ説 クハ亦止 ムコ トヲ得ザルナ リ只止 ム ヲ得 ザルノ ミナラ
ズ実 二緊要措 クベ カラザル事ナ リ故 二教育家 ハ体育 ヲ盛 エ スル為 メ歩兵操練 ニマ レ戸外遊戯 ニマ レ
随意 ノ運動 ヲナ シテ活発剛強 ナル気質 卜身体 ヲ養成 スベ シ只 須 ラク其制限 ヲ守 リテ智心 卜道徳 ノ範
囲 ヲ侵 スノ極端 二趨 ル コ トヲ避 クベ キ也 (中 略)兵 式 ヲ用ヰテ三 徳 ヲ鍛錬 スルハー 時人為 ノ方便 ナ
レバ 尚ホ他 二良方法 ア レバ必ズ シモ兵式 ヲ固守 スニ モ及バ ザ ルベ シ (中 略)此 旨意 ヲ知 ラザル人 ハ
兵式風 ノ体操 ヲ見 テ単 二体育 ノ方便 卜見倣 シ其求 ムル トコロハ兵卒 ヲ養 フエ アル ト思 フモノア リ是
レ大ナル過ナ リ体育 ニハ兵式 ヲ用 ルハ 身体 ノ発育 ヲ望 ム ヨ リ寧 口徳育 ヲ補助 シ智識 ヲ運用 セシムル
ノ良方便 タル コ トヲ覚 ラザルベ カラズザ°
一 方,高 田義テ は明治 21年 ,子 どもの発達 の観点 か ら兵式体操の教育的価値 を否定 して い る。
「今夫 レ尋常小学校以下 ノ学校 卜云 ハバ,尋 常小学校簡易小学校其他幼稚科 ヲモ含有 シタル コ ト
ニテ,勿 論児童発育 中 ノ最 モ初手 ナルモノヨ リ,補 進 ミタルモノヲ教育 スル学校 卜云 フベ シ,之 ヲ
管理 スルニ兵事的 ヲ以テス ト云 ハバ ,規 督厳 正整々粛 々 ,一 挙 一動荀 クモセザル重格 ナル規律 ヲ基
本 トシテ,之 ヲ管理 スル ト云 フエ外 ナク,又 自然的 卜云 ハバ 児童心意 ノ向 フ所 二任 ジ,能 ク之 ヲ涵
育 シ,之 ヲ薫陶 シ,其 流 レテ弊害 二陥 ラザル ヨ リハ,強 テ厳重 ナル規律 ノ内二覇絆 シ,屈 服 セシメ
サル ヲ云 フベ シ,而 シテ斯 クノ如 キ学校 ニ シテ,此 ノ両者 ノ管理執 レカ以テ可 トスルカ ト云 ハバ
余ハ直チニ断 シテ以 テ 自然的 ヲ可 トス ト日ハ ンノ ミ,蓋 シ幼年 ノ児童 ホ ド自然 ノ化育 ヲ喜 ブモノハ
ナク,人 為 ノ規律 ヲ忌 ムモノハ ナシ」°
さらに高田 は,軍 事的管理 は教 師 と子 どもの人 間的関係 を崩壊 させ,か つ子 どもを圧迫 し,萎 縮
,

させ るとい う。
「夫 レ人類 ノ教育 ハ,自 然 工始 マ リ,人 為 二成 ル コ ト世 ノ進化 卜敢 テ異 ナル ￢ナケ レバ ,其 人為
二破 ルル コ トモ亦 同揆 ナ リト云 フベ シ,然 リト雖 ドモ若 シ能 ク自然教育 ノ時機 卜,人 為教育 ノ好機
トヲ誤 ラズシテ,其 管理 ノ宜 シキヲ得 ,適 当ナル教育 ヲ施 サバ ,又 必 ズシモ人 ヲ賊 フノ患 ナカルベ
シ,之 ヲ要 スル ニ,自 然的 卜人為的 トノ順序時機 ヲ誤 ラザル ニ ア リ,然 ル ニ今尋常小学校以下 ノ学
校,即 チ厳格 ノ制 ニ ヨラズ,専 ラ 自然開導 ノ教育 ヲ主 トスル児童 ヲ管理 スルニ,人 為的 ノ最 モ人為
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的ナル兵事的 ニ テ,之 ヲ箱詰 メナサ ン トスルガ如キアラバ,生 徒 ハ 日々不 愉快 ヲ感 ズルノ極 ,教
師
ヲロシテ恩愛ナル人 卜思ハ ザ ルニ至 り,菅 二師弟間 ノ情誼 ノ淡薄ナルニ至 ルノ ミナラズ
,教 育進歩
ノ効 ヲ見 ザル ニ至 ラン,如 何 ニ トナ レバ斯 ノ如 キ管理 ハ ,徒 ラニ児童 ノ心身 ヲシテ
,萎 縮 セシムル
ニ足 レバ ナ リ,故 二余 日ク,尋 常小学校以下 ノ
学校 ヲ管理 スルニハ,自 然的 ヲ以 テ得 タルモノナ リ
ト」5)
人物 を陶冶するとい う兵式体操の目的 を誤認 し,そ れに起因す るさまざまの弊害 を指摘 して,批
判
を加 えたのは春畦逸史である。
彼は
「兵式体操 二付 テノ鬼見」 (明 治21年 )の なかで こう述 べ ている。
「余今 日世間 二船 テ,兵 式体操 ヲ実施 スル学校 ノ有様 ヲ見聞 スルニ儘々其 旨趣 ヲ誤 り,使 用 ノ方
法 ヲ失 フモノアル カ如 シ。斯 クテハ文部大臣ガ折角兵式体操 ノー科 ヲ学校 ノ課程 ニカロ
ヘ,人 物 ヲ養
スルノ
二
セラレル
成
具ト
虎 ノ 旨趣 戻 り,寧 口悲 ムベ キモ,悦 フベカ ラサルノ結果 ヲ生ズル ニ至 ル ナ
ラン ト,深 ク感 スル虎 アル ヲ以 テ,左 二異見 ヲ述ヘ テ,世 ノ教育 二従事 スル諸彦 ノ
批評 ヲ乞 ハ ン ト
ス (中 略)学 校 二お テ兵 式体操 ヲ課 スルハ,鎮 台二船 テ兵 式体操 ヲナサ シムル トハ
,大 ニ ロ的 ヲ異
ニスルモノニ シテ,学 校 ハ此 ノ兵式体操 ヲ利用 シテ
,順 良,信 愛 ,威 重等 ノ良性質 ヲ養成 シ,一 個
独立 ノ人物 ヲ養成 セ ン ト欲 スルニ ア リ。故 二齋 シク兵式体操 ヲ行 フモ,一 ハ人 ヲ器械 ノ如 クナサン
ト欲 シ,一 ハー個独立 ノ人物 ヲ養成 セ ン ト欲 スルニ ア ンバ ,学 校 二お テ兵 式体操 ヲ行 フニハ
,大 ニ
其 旨趣 ヲ異 ニ シ,常 二之 ヲ兵隊的 二行 ハ ズ,教 育的二行 ハ ザルベ カラス。然 ル ニ世間兵式体操 ヲ実
施 スル学校 ノ有様 ヲ見聞 スルニ,或 ハ某学校 ノ生徒ハ ,数 日夜営演 習 ヲナシテ,大 二疲労 シ
,飯 校
ノ後課業 二就 ク能 ハ ザ ル コ ト数 日ナ リシ トカ,或 ハ某学校 ニ テハ,生 徒 二
コ
卿吹 ヲ吹 トヲ稽古 サセ
シエ,終 二血 ヲ吐 キ シモノ数名 ア リテ,父 兄 ヨ リ大 二苦情 ヲ言 ヒ立テン トカ
,或 ハ某学校 ニ テハ餘
リニ兵式体操 二身 ヲ入 レ過ギ シニ ヨ リ学期末試業 ノ成績非常 二悪 シク,職 員 ハ之 ヲ庇置 スルニ
,大
二当惑 セシ トカ,或 ハ某府県 ノ郡内小学校 ニ テハ
,教 員 ノ兵式体操 ヲ教 フルモノナキヲ以 テ,陸 軍
ノ飯休兵 ヲ雇 フテ,兵 式体操 ヲ教授 セシムル トカ,全 ク教 育的 ヲ離 レテ
世間斯 ノ如 キ主義 ヲ以 テ
兵式体操 ヲ施行 スル学校 アラバ ,文 部大臣ガ,兵 式体操 ヲ学校 ノ課程 二加 ヘ ラ レシ 旨趣 二戻 ル ノ ミ
ナラズ,今 日兵式体操 ヲ施行 スルニ困 リテ,第 二世 ノ我 が国人民が得 ル鹿 ノ結果如何 エ アルベ
キカ
世 ノ教育 二従事 スルモノ深思慮セザルベ ケンヤ。ザ0
,

,

兵式体操の教 授 において子 どもをあたか も兵 隊 の如 く扱 い,し か も,外 形の美観 のみにこだわ ると
い う形式主義 に終始 しているとの批判 は一般的な ものであった。
吉田宇之造 も「兵 式科 ノ教育上及 ボス効力如何 卜云 フニ至 リテハ,素 ヨ リ充分 ノ説明 ヲナス能 ハ
ズ ト雖 モ,現 今 ノ如 キハ,実 二外形的教授 二流 レ殆 ド真 ノ効カ ヲ興 ヘ ザルモノ ゝ シ
如 。真 ノ効カ ト
ハ何 ゾ,日 ク単 二気質鍛錬 ニ ア リトイ フヲ得 ザルベ ク
,規 則 ノ良習慣 ヲ養成 スル ニ ア リト云 フヲ得
ザルモノ ゝ如 シ。 (中 略)予 ノ観 ル庇 二 由 レバ ,前 述 ノモノモ,素 ヨ リ其効カ ノー ナ リト モ
部
雖 ,真
ノロ的ハ教育令第 一 条中 ノ国民教育 ノ ロ的 ヲ達 セン トノー 方法ナ リト云 ハザ ルベ カラズgり と い
言
形骸化 した兵式体操の教授の実情 に対 し,次 のよ うに批判 を加 えてい る。
「現今兵式科教授 ノ最 モ完備 セルモノハ如何 卜云 フニ,其 多 クハ外形的教授 二止 マ リ
,是 レニ 由
リテ以テ国民精神 ノ訓練 二及 ボサ ン司ヲ務 メザルハ,一 般 二吾々 ノ知 ル鹿ナルノ ミナラズ
,時 トシ
テハ此科 ノ尊厳 ニ メ犯 スベカ ラザル ヲモ顧 ミズ,一 美観 ノ材料 トモ ナスモノア リ
,実 二慨歎 ノ至 リ
ナラズヤ。
」0
また輛田重生 も,「 故文部大臣森子 爵始メテ兵式体操 ヲ学校 二入 ル ゝノ方法 ヲ実施 シタルガ
当時事
ノ新奇ナル ヨ リ,之 二反対 スルモノア リ。或ハ無法 二称賛 スル者 モ ア リシキガ
,今 日ニ テハ,唯 腫
,
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二其形式 ヲ存 スルノ ミナ リ,(中 略)
尚武 ノ気象 ヲ養成 スルハ,撃 剣 モ可 ナ リ柔術 モ可 ナ リ而 シテ森子爵 ガ計画 シタル兵式体操 ノ如 キモ
亦全 ク非ナル ニ アラザ ル ナ リ。然Ft‐ 兵式体操 ヲ重スルノ餘 り児童身体 ノ発育及 ビ年齢 ノ如何 ヲ顧 ミ
ザル トキハ,或 ハ生理上 ノ害 ヲ来 ス ￢アルベ ク,或 ハー人 ノ教師 ヲシテ小 数 ノ時間 二学科 上 ノ教授
モシ,兵 式体操 モ教 ヘ シム トア リテハ ,実 際手廻 リカヌル事情 モ アルベ シ。又兵式体操 モ只外部 ノ
形 ヲ規制 スル ノ ミニ テハ,其 功全 カラザルノ患 ア リ」9と 形式主義 に批判 を力日えてい る。
これ らが兵式体操の現実で もあったのである。

(6)個 性 と内心の 自由の体育
鈴木,日 高 ,阿 部 ,三 島,そ して木場等の体育および衛生の振興論 は日清戦争前後 の国家的危機
に直面するに及 び,体 育や子 どもの身体的不健康 とい う現実 を憂 い,そ うした現実の批判 を通 して
体育 ,衛 生の もつ軍事的,経 済的,ひ いて は国家的重大性 を認 識 させ ようとす る啓 蒙的な体育論 で
あった。 また一方,兵 式体操批判 はその過程 で子 どもの発達の重視 とい う新 たな近代的認識 を萌芽
させている。しか しなが ら,体 育振興論 にして も,あ るい は兵式体操批判 に して も,普 通体操 や兵式
体操 に代 る具体的な体育 の方法論 を構 想するにはなお至 ってはいない。
そうした限界 のなかにあって,「 個性 と教育」で個性 の尊重 とい う視点か ら開発教授 を批判 した長
谷川乙彦が興味,個 性 を方法理 念 とする体育 を唱導 した ことは注 目 されてよい。
長谷川は既述の論稿 において,個 性 に即 した体育 の意義 を次のように力説 して い る。
「体育上 にお て も同 じく個性 に関す る注意の願 はしきもの少 か らす,生 来運動体操等を好 まさる
欝憂性の ものには著 しく之 を奨励せ さるべか らず,生 長 の後肺 胃及神経 を痛むるものは此性質 の過
度 に働 けるによること多 し,天 性軽快浮挑なるものには厳格 なる体操術 を施 して之 を矯正す るの要
あ り,身 体 の局部 に偏癖又 は発育不充分なる点あるものには特 に之 に応する作業 を課 して之 を矯正
せさるへ か らず,且 身体の状態 は直ちに心性 に影響 し,遂 に個人 の上 に治すへ か らざる瘤疾 を生す
るに至 るは体育上個性 を蔑視す るの致す所 に帰すべ きもの多 し,會 て聞 く米国の某学校 に船ては手
指 の発育不充分 なるには特 に手指 の作業 を課 し,等 しく完全の域 に近 か しむるの術 を実施 せ りと
9
これによりて見 て も身体上 に個性 を知 りて教育す るの切 要なる ことは明瞭な り。」。

,

この身体的個性 という立場から,長 谷川は,「 各種 の運動は各其の好む所 を選択せ しめて可」0'な る
と述べ るとともに,子 どもの興味 に応 じた自由な体育 を実践すべ きであるとしている。
「中等以上の教育に船ける体操 は其 の選択 の 自由を許 して何れか其の好む所 を行へ しめて可な ら
ん,体 育は最必要なることは勿論な り,然 れども其 の好 まざる所 を強課す るか如 きは害ありて益な
し,人 々の身体状態は固 より同一 ならす とせは,之 に適応する体操運動等 も亦決 して同一 なるへか
らす,且 元来或種の体操を好 まざるものは即幾分か其身体か是に不適 当なることを表明するものな
れは,千 遍一律によりて之を課す るか如 きは個性教育上之を非難 せさることを得す,た とへ之を課
するものとするも元来好 ゴさる事業 に熱心すること少 く,従 って充分 に体育 の 目的を達すること能
はさるは其 の常 な り。故に学校 に船ては諸種の体操運動を並へ設け,生 徒をして自由に来 りて其の
°
好む所に就か しめ,充 分なる愉快 と元気 とを以 て之を行はしむること必要な り。
」分
大瀬甚太郎 も「内心の自由」
,「 自由自治」
,あ るいは「自働 自裁」という教育理念のもとに近代的
な体育論を展開 している。
0に
彼は『教育学』(明 治24年 )の なかで,ま ず人生の目的は「内心の自由」°
あ り,そ の内心の 自由 と
は「感情を明確ならしめ概念断定を正実ならしむる!0° ことであ り,「 内心の自由は実に人類一己人

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践 (2)

たる上の至善 の状態 に して道徳的 の完全 は舷 に求む可 く諸人 は常 に比 の方向 に進歩 せ ざる可か らざ
るな り]° 0と い う。
大瀬が内心の自由を主唱 したその理 由は,「 此の内心の自由は他人 と交通 し之 と集合 の生 活 をなす
にあ らずんば決 して得可 か らざるものな り,身 体 の安全智識 の拡集殊 に己れ を知 り己れを制す るの
力 は永 く衆人 と集合 の生 活 をな して之 を得 るものに して一己人の道徳完全 は社会上の生活 におて之
を求む可 し」0° と言 って い るように,内 心の 自由が社会 生活の根幹 をなす もの とみたか らであ り,し
たが って大 瀬 は,教 育 とは実 は,こ の内心 の 自由を獲得す るための作用 にほかな らず,そ のために自
主的,自 働的能力の形成 を目的 とするものであるとしている。
「教育 は成人 よ り幼稚 の者 に及 ぼす予考整立 の勢力 に して,其 の精神 に附興 す るに一 定 の性質 を
OD
以 て し,之 をして 自働 自裁 して能 く人生の 目的 に達す るの能 力 を得 しむるものな り。」

大瀬 は,こ の 自働 ,自 裁 の能力 を備 えた人物 を養成す るために,興 味 を方法原理 とす る全般的な教
授法 の確立 を提唱 したのである。
「教育者 は常 に児童 の心 を快給 に保 つ を勉 めざるべ か らず,外 界の事物 は完全 に興味 の感 を生す
るに足 り,之 を示教す るの方法 も亦宜 しきを得 るも児童 の心 節調 を失する ときは三 も効能 を生す る
能 はず,爽 快 の心 あ りて始 めて容易 に物 に注意 す るの傾 向を生するものなれば,教 育者 は親切慈愛
の心 を以て小児 を指導 し,其 心力 を計 りて之 を働かせ以て心の調和 を維持する務 を有するものなり。」09
こうして大瀬 は,教 育 の「其 ― は体育 にして其二 は精神的教育な り」09と 体育 を教育 の第一義 にお
き, 自働 ,自 治 の能力の陶治 とい う立場 に立 って体育 をとらえようとして い る。
大瀬 は体育 を把握する視点 について,「 今次 に人身 の性質生活 の組成 を論 じ之に右 の諸規律 を応用
し而 る後人類 の生 活 と其外辺 を国続す る萬有 との関係 を見以 て体育 の事実 を定めん とす」IOlと 述べ
身体 の生物的,生 理的因果関係 と環境的世界 との結合 の過程 ,も しくはそれ らの媒介的契機 として
,

体育 を規定 しようとしてい る。
特 に身体 に関 して,大 瀬 は身体 を
「植物的生活」と「動物的生活J,そ して外界 との関係 において把
握 し,身 体 の植物的生活 における体育 の機能 に(1)新 陳代謝 の促進 ,121消 化機能 の促進 ,(3)食 事 の適
量化 ,(4)循 環機能の促進 ,呼 吸機能の促進 をあげ,ま た動物的生活 にお ける体育 の機能 は,身 体 の
中枢機能 に大脳があるがゆえに,「 凡 ての感覚 を訓練 し外界多種 の物 を会得 しむるを勤 む可 し」1の と
感覚運動的機能 の発達 を促 す ことにあるとしてい る。
体育 の 目的を運動感覚機能の陶治にお くとい う近代的な体育観の うえに立 って,大 瀬 はその方法
手段 として遊戯 を高 く評価 し,「 教育 は小 児 に遊戯中想像力 を訓練 し完全 にす るの機会 を興 えさるべ
か らず!1° と想像力 を陶冶する ことの重要性 を指摘 し,同 時 に教師の子 どもに対す る干渉 を戒 しめ
「教育者 は成 るべ く小児の遊戯 を自然 に任 し,唯 危険 を予防 し,一 方 に偏 す るを規制 す るの外 は余
り干渉 せ さるをよしとす」り と東縛主義的な体育 を批判 して い る。
大瀬が遊戯の教育的意義 を認 めたのは,遊 戯的世界 における想像力が子 ども相互 の コ ミュニ ケー
ションによ る「相互扶助」 を成立 させ,か つ また集団 における個 の認識 を育成す る契機 を含んで い
,

るがゆえであった。
「小児互 に交通 し,共 に遊戯す るに至れば,其 の想像力 は互 に扶助奨励 せ られ次第 に増進すべ し。
先 づ第一 に競争の念起 り,己 れの想像の範囲を増 し,且 之 を美麗 な らしめん とす る願望 を起 し
,

次 には互 に一 方の感情 を害すべ き想像 を規制 し,意 志 を節 し,幾 分 か利 己の心 を減少す るに至 り
時 には不 自由 に働 くことあ り,或 時 は他 に附従 して事 をなし,時 には競争 を試 み,時 には好意 を以
,

て他 の事 をなし,又 或時 は他人 に説話命令 し,或 は他 の教 を聞 き其 の用 を務 むるものに して,自 己
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を顧 みると同時 に他 を思ふの情 を主 とし,自 己は全体 の一部 たるを知 り,全 体 の利害即 ち自己の利
害なる ことを知 り,随 て全体の為 めを思ふに至 る。
是れ即高尚なる道徳の進 歩する初級 に して,交 際 を措 て他 に求むべ か らず。!10
大瀬が想 像力 を媒介 にした遊戯の社会的基盤 を強調 したその根拠 は,彼 が「教育者 は児童 を導 き
自治 自働 の能力 を発達 し最早教育 の内を要 せ ざるの位置 に進 め随 て教育の事業 を完結 し教育の目的
を達すべ し」I° , また「教育者 は只 児童 を従順 するのみを 目的 とすべ か らず,従 順 を以 て 自治 自由を
得 るの方法 として之 を求むべ し。故 に厳格 なる訓練 を力日え,児 童 をして電 も自裁 自働 せ しめざると
きは,能 く機械的 の ものを養成 し得 るも,決 して気風 を養成する こと能 はず」10と 述 べ ているよ うに
自由,自 治 の能力 をもち,し か も自裁 ,自 働 とい う自主 的,主 体的な判断力 と行動力 を身 につけた人
,

物の養成 を究極 的な目的 としていたか らにほかな らなか った。
さらに,こ の立場 か ら「教材の撰繹及 び排列」について触れ,(1)「 児童身体上 の能力 に適合 したる
1°

もの」

,単 よ り複 に及 ぶべ き」161こ ととぃ う二つ の原則 を指摘すると

,(2)「 練習 の排列は易 よ り難 に

同時 に,そ の教授 においては子 どもの受動的学習を排す べ きであるとしている。
これ ら長谷川 乙彦の個性体育論 ,大 瀬甚太郎 の 自働主義体育論は,単 なるナシ ョナ リズムにもとづ
いた富国強兵主義 による体育論 とは明 らかに論調 を異 にするものであった。

明治 20年 代 における活動主義体育論や個性主 義 ,自 働主義 といった新 たな体育論 は,マ ルチノ
あるい は井上等の体育政策論 の骨子 となっているフランス な ど欧米の近代体育論 の影響 を主 な背景
,

としてい るが,同 時 に ,明 治20年 代 にお ける訓練論の登場 をあわせて顧 慮 に入れて お く必要がある
。
わが国 における訓育 ,訓 練の概念 は一 般 に明治20年 代 のなかば,す なわち日清戦争前後 に形成 さ
れた とされてい るが,す でに ,こ の段階 における人物論のなかで指摘 しておいたように,「 森文政下 に
おいて,学 校 が担 う徳育 にかかわ って,修 身科 をはじめ とす る知識 の教授 とは異 な る徳性訓練の筋
道 が促 されてい る」りのである。
森の三気質による人物 ,言 い換 えれば,帝 国臣民 の養成 は森の「学科教授法」に も伺 えるごとく
単なる知識教授 によってではな く,兵 式体操 ,長 途遠足 (修 学旅行 ),運 動会等 といった さまざまな
,

徳性訓練的な政策 と実践 とによって可能 とされた。その結果 ,「 明治二十年代 ,わ が 国 の学校 ,と り
わけ小学校 は,教 授 と対比 され る訓育 (訓 練 )と い う概 念 とその初期的な実践 とを登 場 させること
によって,明 治十年代の 『教授学校 』 を脱 し,教 授 と訓育 (訓 練)と を統合 した 『教育学校』 を指
向するにいたった」I働 が, しか し,こ の「教育学校」における「教育」とは,巨 視的 には教育勅語体
制 の もとでの「所与 の規範に児童 を随順 」191さ せ ることを内実 としていた。
明治 10年 代後半 か ら20年 代 にかけての「有為 ナル人 物」論 ,開 発教授批判 ,さ らには兵式体操批
判や体育振興 論 ,個 性体育論,自 働主義体育論等の一連の全般的な教授法改造 論 を含 くめた体育改
造論や活動主義体育論 は,そ うした明治20年 代 の訓育論 を反映 し,既 述の意味 にお ける教授学校 へ
の 批判 を含 みなが ら,体 育 を視点 とした「教育学校 J論 へ の転換 を示す ものであった。
この新たな転換 は,明 治30年 代以後の社会的教育 学 の興隆 による自律,自 治的訓練論 と体育改造

論 ,活 動主義体育論の全面的な展開へ の筋道 を醸成することになるので ある。
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