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明治30年 代 にお ける全般的な活動主義体育論 の展開は,そ の思想的,理 論的根拠 を社会的教育学
においていた。
本稿 では,そ の社会的教育学の思想的特質 と歴 史的役割 を明 らかにす るとともに,熊 谷五郎 ,谷

本富,揮 口勘次郎,吉 田熊次,中 島半次郎,森 岡常蔵等の社会的教育学思想 とその体育思想を分析
す る。

4.社 会 的 教 育 学 と活 動 主 義 体 育 論
1.社 会的教育学の基本 的性格

(1)社 会的教育学興 隆 の歴史的背景
明治30年 代 に熊谷五郎,谷 本富,樋 口勘 次郎 ,吉 田熊次 ,中 島半次郎 ,森 岡常蔵等 によって唱導
された社会的教育学 は,19世 紀後半 の ドイツにおいて勃興 したベル ゲマ ン (P.Bergemann)ゃ ヴ ィ
ルマン (0.Willmann)等 の社会的教育学 (Sozialpadagogik)の 系譜 をひ くものであったが,そ の
社会的教育学 を生 み出 し,か つ支持 した歴史的背景 は,次 の諸 点 にあった。
その第 一は,明 治30年代 にお けるわが 国 の義務教育の就学率のめざましい向上 であった。 その就
学率 は明治30年 で は66.59パ ーセン トであったのに対 し,明 治39年 には96.51パ ーセン トに達 してお
り,こ の就学率の上昇が教育の社会的機能 に 目を向 けざるを得 なかった こと。
第 二 は,産 業革命 の進 行 である。わが国の産 業革命 は,日 清戦争後 か ら日露戦争 にか けて成立 し
たが, この大工 場生産の社会化の過程 は,必 然的 に国内の階級分化 と階級対立 ,貧 富 の格差 を激化
させ ずにはおかなかった。 この国内の階級的矛盾 は,労 働者階級 による労働運動 の成立 と社会主義
思想の摂 取 となった。 その結 果 ,明 治34年 の「 日本労働 者大懇親会 の決議」,「 日本社会民主党宣言」
等 にみ られるように,教 育 の権利 とその無償 による保障 の要求 となって現われた。
こうした労働者階級 の要求 に対 して,支 配階級 は政策的 にも,思 想的 にも対決 せ ざるをえない状
況を呈 しはじめ, この対決 の理論的立場 がいわ ゆる社会的教育学の思想 となった。 したが って,社
会的教育学 は,「 社会主義的運動 と社会政策的,社 会主義的思想 と国家主義思想 との相互対立 の客観
的諸条件の下 で体制イ デオ ローグの理論的対応 の産 物ザ にほかな らなか った。
その第二 は,明 治30年代 のわが国を とりま く国際状況である。それは,ま さに欧米列強 が帝国主
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義的競争 を激 化 させつつあった段階である。 この状況 の下 でわが国 は,市 場分割競争 に参カロす べ く
軍備 の拡張 と対露強硬路線 による排外主義的なナシ ョナ リズムを助長 させていた。社会的教育学の
基調 をな してい るナシ ョナ リズム・ イデオ ロギーは, こうした 国際情勢 と支配階級 の政策理論 の反
映 で もあったのである。
これ らの歴史的な条 件 の もとで成立 した社会的教育学 は,熊 谷 ,谷 本 ,樋 国等 がベル ゲ マン,ヴ
ィルマン等 の社会的教育学 を摂取 ,受 容 し,当 時 のわが 国 の歴史的状況や要求 に対応 させ ,い わば
日本的に屈折 させた ものであった。上述 の国内的,国 際的状況 の もとで教育行政官 と教育 イデオ ロ
ー グ との分離 とい う権力 の機能分化 が進行 し,彼 等 ,教 育イデオ ローグは,社 会主義的勢力 との理
論的対決のために体制 を擁護 し,か つ合理化す るための教育理論 を体系化 して い ったのである。 そ
の体系化 された ものが社会的教育学 であった。
この ような要求の もとに成立 した社会的教育学 は,当 然の ことなが ら「国家主義 に対 す る消極 的
抵抗の要素 を内包 していた9個 人主義的傾向 との思想的対決を回避 しえず,こ の対決 が社会的教育学
の思想的課題で もあった。
こ うした性格 をもつ社会 的教育学の具体的な理論 特質 について,汲 田克夫 は,次 のように要約 し
てい る。すなわち,(1)彼 等 はヘルバ ル ト派教育学説の個人主義的倫理 の側面 と社会主義的理論 とを
共通の対決の対象 としていた こと。鬱)そ の対決 のための理論的武器 として社会 (国 家 )有 機体論 と
社会 ダー ウィニ ズムを採用 した こと。は)彼 等 の社会的教育学 は,云 うまで もな く反体制的,反 資本
主義的な ものではあ りえず,天 皇制国家の擁 護 と合理化 のためのイデオ ロギーであった
『

)

(2)社 会的教育学の思想的特質
熊谷 ,谷 本 ,樋 口等 の社会的教育学 の理論的支柱 となった ものは,す でに指摘 した ように社会 (国
家)有 機体論 と社会 ダー ウィエ ズムで あったが,基 本的 には,社 会有機体論 は「資本主義社会 の疎
外現象 を陰蔽 し,国 家主義的統 一 を強化す る側面 と,帝 国主義 に移行する段階での ブルジ ョア民族
主義 を擁護す る側面ψ とをかねそな えてお り,ま た,社 会ダ ー ウィエ ズムは,「 ダー ウィニ ズムを歪
曲 して社会現象 に適用 した体制イ デオ ロギ ーPと して三 つのイデオ ロギー的機能 を内包 していた。
つ まり,(1)国 家 を最 も進化 した社会有機体 として国家 の絶対性 を合理化す る機能 であ り,社 会の
実質的な進化 を否定す る。修)社 会 の質的な反体制的変 革運動 とそのイデオロギーに対決 し,社 会 の
量的,漸 次的な改良を自然的な もの として容認す る機能。(3)人 間を他の動物 と同様 に一個 の生物 的
存在 としてみ,人 間 と他 の生物 との相違 を量的な もの として とらえる生物学主義的,自 然主義的人
間観 ,な らびにそれを原理 として人間を物象化す る論理であ る伊
こ うした社会有機体論 と社会 ダー ウィエ ズムの論理 は,何 も社会的教育学 だけに属す るもので は
な く,明 治 30年 代以降 の帝国主義的な世界観 に共通 した ものであった。 その一例 を,浮 田和 臣 の帝
国主義的教育論 にみることがで きる。同志社大学 に学 び,エ ール大学 に留学 し,キ リス ト教徒 で あ
り,政 治学者で もあった浮田は,「 帝国主義 の教育」 (明 治34年 )の なかで次 のように述 べ てい る。
「帝国主義 の外交政策 を行ぶ に先 んじ,帝 国主義 の教育 を施 さ ゞる可か らず とは吾人 の宿論 な り。
蓋 し帝国主義 とて,別 に普通の教育 と,全 然異 なるものあるべ きに非ず。要唯だ教育の主義 方針
を遠大 に して,個 人的 に も,社 会的 にも,将 た国家的 に も,世 界的生存競争に適合 すべ き人民 を養
成す るにあるのみ?と 。
そ して,浮 田は,今 日の帝国主義 は過去のそれの ように領土侵略主義 を旨とす る帝国主義 とは質
を異 にす るものである と云 い,さ らに次 の ように主張 している。
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「今に して我 が国民教育 の精神 を改善す る能 はずんば,幾 多 の大学 を建設す るも,実 力あ る人物
を養成 し,国 内 におて,又 世界 に船て,生 存競争 に勝利 を得 べ き国民 を造 らん ことを期す可 らざる
所な らん。若 し之 を為 さんと欲 せば,須 らく服従主義の道徳 よ りも,自 由主義 の道徳 を奨励せ ざる
.

可 らず。
日本人民に して,荀 くも亜細亜四億以上 の人 民 を啓発誘導す るの天職 を有 し,又 南北亜米利力日
及び南洋諸 島 に蔓延 して,生 活 せ ざる可 らず と為 さば,自 主独立の人格 を養成す るは,教 育 の主 眼
たらざる可 らず,帝 国主義 の道徳 は内部的道徳 ,精 神的道徳たるを要す,被 治的道徳な らず して
,

,

自主的道徳な らざる可 らず。
吾人 は服従主義 よ りも独立 自尊主義 を以て道徳の大 本 に近 しとな し,且 つ独立 自尊 は,武 士道の
精神 に して,仁 義忠孝 の基本 となることを主張す る者 な り。唯だ武士道 に従来 自由 とい ひ,若 くは
独立 自専 といふ言葉なか りしが故 に,之 を西洋 の道徳主義 な りと解するは,甚 だ見当違 ひな りと言
はざる可か らず。
今 や吾人 は帝国主義 の教育 を要す るに当 り,猥 りに偏狭なる武士道 を鼓吹す るを欲 せず,吾 人 は
世界 の上 に庭 して,宇 内的成功 を為すの資格あ る人 民 を造 らざる可 か らず,国 内の生活 のみ適合 せ
しむるを以て目的 となさば,長 上 には唯々諸々 として服従 し,部 下 に封 して傲慢不遜 なる人 民 を養
成す るも不可な しと雖 も,是 の如 き品性 は国際上 の生 活 に船ては,最 も駿むべ く且 つ成功 を為す可
か らざるものな り。9)
浮田は,ま た『国民教育論』 (明 治36年 )を 著わ し,そ のなかで帝国主義 を侵略的膨張主義 に立ち
政府的,軍 事 的な「侵略的帝国主義 Jと 自然膨張主義であ り,人 民的 で経済的な「倫理的帝国主義 J
に区分 し,日 本 の とるべ き立場 は,後 者 の「倫理的帝国主義」であると述 べ ている。
,

言 い換れば,浮 田は国民 の 自然的要求 ,な かで も人 口の膨張 と経済的膨張 は人 間 の 当然 の権利 で
あって,人 口膨張の結果 として,移住植民 のための帝国主義 の行使 を擁護す るのである。 こうした
帝国主義の実践者 として,浮 田は先 に述 べ ているよ うに 自由で,自 律的,独 立 自尊的な人物の養成
を帝 国主義的教育の究極的な課題 として設定 し,そ のために経済教科 ,手 工∫体育 とい う「実学」
を力説 したのである。
体育 について浮田は,帝 国主義的競争 の勝敗 を決定 する根本的な条件 は身体 の強健 にあるととら
え,「 生存の義 務 を以 て倫理 の大本 となす ときは,国 民教育 の第 一義 は体育及衛生 にあることを知 る
べ し。何 となれば健全 なる身体 に寓 し,生 存 の興味,生 存 の勇気 ,二 に其 の源泉 を身体 の健康 に発
すればな りPと 述 べ ている。
また,ス ペ ンサ ーの体育論 を援用 しなが ら,「 人生 における成功の第 一 要件 は善良 なる動物たるに
在 り。而 して善良なる動物 の国民 となるは国民的繁盛の第 一条件 な りとす。戦 争 の事変が, しばし
ば兵卒の体力及び強硬 によ りて勝敗の運 を転ず るのみならず,商 業 の競争 も半 ば生産者 の肉体的忍
耐によ りて決せ らる ゝな り」のとしているが,こ れ らの独 善的な論理 には,膨 張政策の対象 として抑
圧 され る他民族や国家 に対す る顧慮 は,見 事 に欠落 して しまっている。
このよ うに「明治後期 における帝国主義 の理論 は, きわめて素朴,現 実的な もので,そ れは帝国
主義列強の外圧 に対す る民族主義的反発 を基盤 とし,そ の侵略,膨 張,戦 争 の理 論的根拠 を社会 ダ
ー ウィエ ズムや有機体説 に見出す という,ま ことに特殊 日本 的な理論」りではあったが,し か し,そ
れは帝国主義的な体育 を合理 化す るうえで,強 固な思想的基盤 を提供する ことになったのである。
以下 ,熊 谷五郎 ,谷本富,樋 口勘 次郎 ,吉 田熊次 ,中 島半次郎 ,森 岡常蔵等の社会的教育学 とそ
の活動主義体育論 について論究 をすすめてみたい。
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2.熊 谷五郎 の社会的教育学 と帝国主義的体育論

(1)進 化主義 と社会的教育学
ベルゲ マンの社会的教育学 を積極的 に摂取 し,か つ鼓吹 していったのは熊谷五郎 であった。熊谷
は明治35年 に『社会的教育学』 を,ま た同年 に帝国教育会 の夏季講習会 で講演 した内容 をまとめた
『最近大教育学 』 を翌 年 の明治36年 に刊行 している。
熊谷は,ベ ル ゲマ ンの社会的教育学 に対す る心 酔 ぶ りをこう言 い表 わ している。
「古今東西教育 学説 の 出づる もの何 ぞ限 らん,然 れ ども社会進化主義 を基礎 とす る学説 の牢乎 と
して抜 く可か らざるは最早 争 ぶ 可 か らず,而 して従来欧米 にお て も明治の 日本 におて も教育 を説 く
ものは多 くはた ゞ多少教育 の実際 に興 かれ る人 にして,学 術 には素人たるもの多 し,(中 略)一 国 の
第一流の学者 の眼 より見 れ ば教育場裡の論争 は真 に児戯 たるの観 な くんばあ らず,独 リベルゲ マン
氏 の社会的教育学要素 は識見深刻甚だ見 に足 る ゝ,」 り
ところで,既 に指摘 しておいたように,熊 谷 も社会有機体説 と社会 ダー ウィエ ズムの立 場 に立 っ
ていた。
彼 は,『 社会的教育学』の冒頭で,「 夫れ教育事業の目的目途 に対す る見解今 や全 く一 変 せ り」°と
云 う。では,そ の変化 とは何 か。 それは世界観 の変化 にほかな らず,「 以前の世界観 は所謂『個人主
義』是れな り,今 や此個人主義 に代 は りて『一 般主義』現はれ来 る!° ことで あると個人主義か ら一
般主義 へ の転換 で ある と指摘 し,さ らに次 のように述 べ ている。
「今 や人間は先 きに個人主義 に由 て得 たる中心 の位置 を高有 に譲 らざるを得ず,即 ち個人主義 に
由て昇れ る無限 自尊 の王座 を降 りて,全 体生活 ,全 体過程 ,宇 宙過程 にお ける一平民 とな らざるべ
からず,人 は 自己の 目的 にあ らず して,目 的の手段 とならざる可 か らず,是 迄 自明 の理 として永 く
遵奉 せ られたる個人 の絶対 的価値 を承認す るの説 は今 や其誤 謬 なるを発見 せ られ個人 は己れ 自身 の
みにては何等 の価値 を有 せ ず,只 集全体 との関係 におて即 ち部族社会 ,民 族社会 ,民 族聯合体 ,人
類 との関係 にお いて価値 を有す るを発見 せ られた り,」 9
熊谷 は,個 人主義 と一 般主義 とは「共通精神」,換 言すれば,「 民族精神」 によ り統合 されてい る
と云 う。 つ まり,個 人 と社会 とは有機的な関係 にあ り,個 人 は,民 族 によって「外部 に著 しく共顕
現す るを見 る」°が故 に,「 或 ―の民族 におて表徴象感情 ,意 志に共通の特質あ るを認 むるを得,比 等
共通の特質精神 を形成 す,(中 略)此 共通精神或 は民族精神 は精神 の勢力及 び緊張力 の多面的 に聯節
せ られたる体系JOに ほかな らない と。
熊谷 は,一 方では「軌近の一般主義 は決 して個人 を撲滅 し,人 々 を平均 し同一様 な らしめん とす
るものにあ らず!の と弁明 してはいるが,究 極的には,「 唯心主義 の個人主義」0と 「 自然主義 の個人

的思想」9を 否定す る。
ところで,こ の有機体 としての社会 は,進 化主義 の原理 にもとづいて開花 ,発 展す るものである
と熊谷 は次のように説 いてい る。
「社会 は人工 的 に生 ず るものにあ らず,又 た とひ人 工 的 に一時破壊するとす るも人 類 と他 の天然
物 との競争及び人類種族の競争 によりて社会 は直ちに現出 し来 た るものな り,而 して吾人 はた とひ
任意 に現在属す る社会 を離 れて駅在す るもた ゞ其社会 の もの との無意識若 しくは意識的競争 によ り
て須央 に して滅亡 せんのみ而 して此人類社会 を全体 よ り大観すれば社会的有機体 は一 個 の動物 の発
達の如 く発達す ると共に又た初等 の動物 よ り高等 の動物 に進化するが如 くに進 化す るものた り,V°
一 方,熊 谷 は,「 自国 を誇 り他 を嫌悪す るの弊 に陥 り終 に其国駅立 して開花停滞腐敗す るに至 るYD
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ような排外主義的な愛国主義や民族主義 を排除 してはい る。 しか し,彼 は,国 家間 にお ける社会 ダ
ー ウ ィニ ズムにもとづいた排他的な競争 を全面的に肯定 してお り,こ の論理 は,日 露戦争前の帝国
主義的侵 略政策 を正 当化す るに十分 であった。熊谷 は云 う。
「今 日は早 い,平 和的条約 を結 んで戦争 をせぬ と云ふ事 も今 日は出来 ぬ,歴 史上 の感情 もあるか
ら自分の国の方の天子 を第二に置 い て世界 の大王 を別 に置 くと云ふ事 は出来 ぬ国 と国 の競 争 で併呑
す るより仕方がな い,長 い先 きでなければ併合 して も効 がない,そ れで人 類種族 の為 めには今 日の
国家的社会 と云ふ ものを維持 してそれ を益々発達 せ しむると云ふ事 が一 番経済的な仕事 で ある,他
の事 をや るのは凡 て迂遠 な事である。ナ ポレオンが仕事 をやって も破れて後 とへ 国家的社会 が出来
て来 るか らさう云ふ事 ならば初 めか ら国家的社会 を益々強 くして益々発達 せ しむるが近 い仕事 であ
る。
了ゆ

(2)社 会的教育 学の 目的
個人 と社会,国 家 との有機的結合 とそしてその進化主義的開花 を説 く熊谷 の社会的教育学 は,そ
の 目的を何 においていたのか。
この点 について熊谷 は,「 個人 の本務 は即 ち個人 の属す る民族 の本務 た り,其 民族 の業務 は即 ち個
人の業務 た り簡単 に云 へ ば人 は先 づ其有す る所 の ものを以 て己れの民族 に属 し,次 に直 ちに民族 の
聯合体 に属 し,最 後 に全人類 に属す去 れ は人 は夫れ夫れ特殊 の民族性 を有 し,民 族 的思考及 び感情
を有 し,民 族の限界外 に横 たはる問題 を も民族 的 に観察思考するものな り,是 れ実 に児童 を直接 に
如何 なる種類 の集全体 の為 めに養成すべ きか又 養成 し得 べ きかを決す る好指針 Vり であ ると述 べ,こ
の観点 か ら,「 今 日の所 にお きまして矢張国家的社会 と云ふ ものを維持 してそれ を益々強盛 な らしめ
や うと云ぶ事 を唯―の 目的 とす るが人類種族 に利益 で あるか ら之れが各人 の本務 であって,又教育

0と 云 う。
の 目的であ らねばならぬ雪
そ して,「 教育 と云 ふ ものは形式 的 に言 へ ば,人 類種族 と云ふ ものの開花 の発達 の促進 であ る。之
を実質的 に言 った時 は,経 済的,政 治的生活の発達 と,宗 教的,智 力的,審 美的の発達 とを促 さし
むること子。であ り,「 直接 に見れ ば被教育者の利益 と云 ふ事 を目的 として居 るY° が ,し か し,「 更 に
進んで考 へ て見 れ ば社会 と云ふ もの ゝ利益 を眼 中 に置 いて圧倒的に行ふ所の一 作用 である。決 して

自由契約の合意的の ものではないVOと 述 べ ている。
したがって,熊 谷 が,教 育 の究極 の 目的 に関 して「 児童 を其民族及 び時代 の開花事業 の適当 なる共
働者 に養成 し以 て民族開花社会人類の有益 なる一員 とせ よ子つと云い,さ らに「種族保存 の動向及 び
依属 感情の強 く発達 した表象 の社会的 に養成 せ られたる健全なる人 は何 ぞ社会的 に 活動 せざるを得
んや,彼 れは喜んで己れ を社会 に捧げ好 んで社会 の事業 に共働すべ し,而 して一般的教育学即 ち社
会的教 育学 は実 に這般の人間 を養成 して之れを世 に送 らん と力む雪9と 主張す るのは当然 の論理 であ
つた。 この 目的観 か ら,熊 谷 は,そ の実現のために「人心の活 動種 々あ りと雖 も之れが原本 的作用
を尋ぬ れば智情意 の二 に帰す る得子9と 述 べ,「 智情意の平均的発達」のを教育 の課題 としたので ある。

(3)熊 谷 の帝国主義的体育論
知情意の綜合的 な発達 を説 く熊谷 は,体 育 を意育の範疇 において とらえ,い わゆる意志教 育 は勢
力,生 活力 を強化する ことであ り,そ の方法手段 として身体 の健康 を重要視す る。 この ことを熊谷
は,次 のように云 っている。
「意志教育 に関 して三箇 の考察すべ きあ り,第 一 は生活力 によりて制約 せ らるを思 はざるべか ら
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ず,(中 略)而 して意 志 強 か らざれば有効 の行為生 ぜず,而 して吾人 は実 に能 く剛強なる意志の生理
的条件たる吾人の勢力 に影響 し得 るか然か り,吾 人 は実 に吾人 の勢力或 は生 活力 を強 むるを得 るな
り,さ れ ど大体 におて然 かす るを得 るのみ,即 ち吾人 は之れが手段 を用ふ るも勢力 の強盛 の動揺す
るを確実 に予防す る能 はず,決 して勢力 の萎靡衰弱 の生ぜ ざる,保 證 を興ぶ る能 はず,吾 人 は勢力
の萎靡衰弱 を来 たす種 々の機会 に遭遇 して一々之れが救済 をなすを得 ざるな り,勢 力 を強む る手段
は身体 の健康是れな り,此 故 に教育 は甚 だ健康 を養護維持す るに力 を用ふ べ し,教 育 は広義 にお け
る体操 に重要 の位置 を輿 へ身体 の養護 に甚 だ重 きを置 く」
か
これを前提 に して熊谷 は,「 日本民族 をして如何 に して強盛な らしむる可 きか
『 と自か ら問 い,そ
れは「各個人 をして健全なる性格 を得 せ しむれば我 が民族 を して甚 だ しく勢力 を増力日せ しむるを得
べし
1)

,

健 全 な る性格 とは何 の謂 ひぞ判 断 の 明敏 (敏 捷 にあ らず )と 断案 を実行 し得 るの 能 とを合 はせ 有 す
るを云 ふ雪°と述 べ てい る。そ して,「 我 国人 の大 欠点 は感情 盛 に して皮 相 の見 に陥 り易 きを久 しき堪

ふるの質 に乏 しき ことにあ りす°と指摘 し,そ の根本的な原因が「体格 の小 なる体質 の弱 さす9に ある
とし,次 のように云 う。
「体格の矮小 と体質 のに弱 とは,終 に矯正 し得可 か らざるか体質のに弱 は滋 養物 の供給及 び運動
其当を得ば之れを矯正 し得 べ きは世人既 に之れ を知 らん而 して身体 の矮小 に関 して は我れ相撲力 士
を養成せ る者 の実験 を聞 きて食物 と身体練習 とに由 りて之れを充分矯正 し得 べ きを知 るを得 た り
,

邦人身体 の矮小憂 ぶるに足 らず幼 よ り能 く食物 に注意 し充分相撲等の身体練習 を行 は しむれ ば必ず
や五十年 を出でず して日本人全体 の体質体格 一 変 せ ん邦人 日常 の食物 は今 日慨 して滋 養 に乏 しこれ
先 づ改善すべ きものた り衣服交際等の見 えの費 を減少 して断 じて社会 の後継者 の実費 を養ぶべ きな
り,精 神的文明 に船ては日本 は決 して急 に欧州 と並 肩 し得 べ きにあらず,徐 々 として歩武 を進 むべ
きのみ俄かに此方面 に船て欧州 と相争 はん とせ ば路半 ばに して身体的方面 におて挫折 し一 国の勢力
の源泉 を涸 さんのみ,!°
そ して,熊 谷 は,養 護 には身体 の養護 と精神 の養護 があると云 い,身 体 の養護 について次 のよう
に述 べ ている。
「身体養護 に関 しては,第 一 ドウいふ事 が重 要 であるか と云ひます と,抑 も身体 は充分精神 の用
を務 むる様 にならねばならぬので ある。而 して充分 に身体が精神の様 になるには,身 体 が 能 く物 に
堪 ふ ると云ぶ事 と,能 く物 を行ふ ことが 出来 ると云ふ事 と,能 く要求する所 が少な い と云ふ ことが
必要である。此等の事が身体養護 に重要 の件 である。 それか らモ ウーツは身体 の整備 と云ふ事 が重
要 で あ る,即 ち身体 の養護 には健康 と云ふ事 と強固 と云ふ事 と機巧 と云 ふ事 と,整 備 と云ぶ ことが
重要である。
」の
また熊谷 は,「 身体 の強健 と機巧 と整備 とを養成 す る雪°の は広義 の意味での体操であ り,単 に学校
教育のみな らず,「 公共教育の一要素子9と す べ きであ るとともに,体 育 の内容 に水泳や軍事教練的な
内容 を含 めるべ きであ るとして い る。
「今 日まで学校 に船て課 して居 る体操 の種類 と云ふ ものは余 り狭 きに過 ぎて居 る,水 泳等 を一の
体操 として行 は しむ るが宜 しい,其 他武備的 の事 を も行 は しむるが宜い。 (中 略)即 体操 は兵役の一
部 の用 をせねばならぬ ,壮 年の者 を兵 隊 に取 ると云ぶ ことは一 国 の経済上 甚 だ損失である,殊 に長
く軍営 に置 くと云ぶ ことをすると費用 が多 くなって来 て人 民 の税 が多様 になって来 る,そ れである
か らして普通教育 を受 くる児童 に軍備的の体操 を行 はしめて之 を徴兵に取 る年限 を短 くす るか,若
くは全 く徴兵 に取 らな い と云 ぶ方針 にす るのが宜 いので あ る,且 又古 の希艤 にお ける様 に,国 の祭
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日と云ぶ時に少年 を集 めて大 なる運動遊戯 を行 は しめ,都 府村落 の人々 を して之 を見 せ しむると云
ふ様 な事 とす ると云ふ と,甚 だ社会 の人々が 思想感情 を相和熟せ しむる益 が ある,即 ち人々が相集
って楽 む と云ふ事 と,凡 ての階級身分 の児童 が一体 に運動遊戯 を行ふ と云ぶ ことは児童相互 の思想
をも相融和 せ しむ る益が ある;」 の
ここには後 の臨時教育会議の「兵式体操 二関 スル建議」 の思想 が,既 に先取 りされて い ると云 え
るが,熊 谷 は,さ らに体操 によって勇気,自 信 ,忍 耐,用 意周到,公 共心等の徳育 に有効 であ り
,

また特 に,遊 戯 の価値 を評価す るとともに,身 体 の機巧の陶冶手段 として手工 をあげている。
「遊戯 と云 ふ ものは東縛的 の ものではない,自 由活動 であ る,此 の点 におて他の仕事 と差 ふので
ある,次 ぎに遊戯 の価 は ドウいぶ所 にあるか, ドウいふ価 を有 って居 るか と云ふ と,第 一 に遊戯 は
善 い所 の快楽 を興ふ るものであ る,元 来快楽其 の もの と云ふ ものは人 間 に非常 に有益 の ものである
(中 略)兎 に角,身 体 が能 く順当 に発達す る,身 体 に故障 のない と云 ぶ ことを快楽が保證す るので
ある,(中 略)第 二 ,遊 戯 は身体或 は精神 の種 々の力 と云ぶ ものを働 か しむるか ら,之 を発達 せ しむ
る利益が ある,第 二番 目に遊戯 は公 徳 を養成するものであ る,即 ち遊戯 には自 ら規則 がある,そ れ
,

で一種 の規則 に人 を引付 ける,詰 まり或 る規則 を遵奉せぬ と云 ぶ と遊戯 は出来 な い,又 他 の人間か
らして排斥 せ らる ゝと云 ふ ことになる,故 に非常 に公徳の養成 になる,Vゆ
以上の ように熊谷 は,ベ ルゲマ ンの『社会的教育学』 を変容 させ,国 家 ,社 会 の「強勢」 を養成
するための帝国主義的な教育論 とそのための体育論 を鼓吹 したのである。 その結 果,教 育 を経験科
学 として とらえよ うとしたベル ゲ マンの社会的教育学 にお ける実証主義的な方法論 は,捨 象 される
ことになった D
『

3.谷 本富の 自学輔導主義 と国家的体育論

(1)谷 本 の国家有機体説 と国家的教育学
明治20年 代 にヘルバ ル ト派教育論 と五段教授法 の紹介 ,普 及 に中心的な役割 を果 した谷本富 は

,

明治31年 に『将来 の教育学 ―― 一 名国家的教育学卑見』を著わ して,ヘ ルバル ト派教育論 か ら一 転
して国家的教育学 を標傍す るに至 った。
谷本 は,こ の『将来 の教育学』 を刊行の後 ,明 治32年 か ら 3年 間欧州 に留学 し,明 治35年 に帰国
の後 , 3年 間 は学位論文執筆のため講壇か ら離 れていたが,明 治38年 に京都府市教育会の求めに応
じて初めて講演 を行 った。 その速記録 が『新教育講義』 (明 治39年 )で あ り,こ こにおいて谷本 は
,

新教育 を唱導 して い ったのである。 その後 ,谷 本 は,各 地での講演 を
『系統的新教育綱要』 (明 治40
年)の ほか,『 新教育者 の修養』 (明 治41年 ),『 新教育 の主 張 と生 命』 (明 治 42年 )と して公 けにし
,

「活人物」の養成 とそのための「 自学樺導」主義 を唱導 して い った。
一般 に,谷 本 の教育思想 は,第 一期 ,ヘ ルバ ル ト派教育論 の受容 (明 治 20年 代 ),第 二期 ,国 家主
義教育の主張 (明 治30年代前期 ),第 二期 ,新 教育 の提唱 (明 治30年 代後期 ),第 四期 ,民 本主義 と
実験主義 に基 づ く教育の強調 (明 治40年 代以降 ),に 分 ける ことがで きるより
ところで,谷 本 が―
自らを「東洋のヘ ルバ ル ト」 と称す るほど心 酔 して いたヘルバ ル ト派教育学か
ら国家的教育学 へ と思想的転換 をとげるに至 った,そ の動機 は,何 であったのか。 それ は,ほ かな
らぬヘルバ ル ト派教育論 にお ける倫理主義 ,個 人主義 にあった。
ヴ ィルマンの『社会的教育学 (Didaktik als Blldurlgstehrel 1882〜 1889)』 の思想 に拠 った とさ
れる『将来の教育学』の「序言」のなかで,谷 本 は,自 らの思想的な転換 を次の ように語 って い る。
「米 に,英 に,佛 に,独 に,維 新以来,教 育学風 の変還 に一 な らず。今又将 に一転 せん とす るの
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機運 に会 せ り。是れ併 しなが ら必ず しも我 が国 にお てのみに あ らざるな り。特 に従来 の学風 ,概 ね
個人的 に偏 して,国 家的教育 の本 旨におて欠如 した るは,識 者 の細 に憾 とせ し所 な り。但未だ奮っ
て新 に教育学の組織 を試 むる者 を見 ざ りき。余 の如 きは浅 学罪才,回 よ り其 の任 に堪 へ ざるは,自
ら能 く之れを知 り。而か も會 てヘ ルバ ル ト派教育学 の宣流 に微力 を基 くした りし志 は,更 に余 をし
て一 歩 を進 めて,い ささか為すあ らしめんとす。即 ち蒐 に (中 略)将 来 の国家的教育学 に関す る卑
見 を公に し,敢 て識者 の叱正 を請 はん とす。!0
では,谷 本 の云 う国家的教育学 とは何 か。それ は,決 して
「攘夷的教育 学」°ではな く,「 一 国家 の
。
維持 と繁栄 とを 目的 とせる教育」 であ ると谷本 は規定 しているが,谷 本 の国家観 も,明 らかに有機
体論 に立つ ものであった。彼 は,「 国家 とは一 定 の彊土 を有 し,主 権 に服従 し,一 個統 一の全体 を為
せる人民の群 団 とな りと,是 れが私 の取 る国家 の定義ζOで あ ると述 べ,国 家 を身体 に例 えて,筋 骨
は国土,身 体 を秩序 づ ける神経系 は政府 ,栄 養系 は産 業経済 ,そ して防禦系 は軍隊 に相 当する とし
てい る。そして,そ の立場 か ら国家 と教育の関係 を規定 している。
「国家 は一 有機体 として色々違 った規制 か ら出来 ,又 生殖 並に遺産の贈奥 があ りとすれば,我 々
教育者 は如何 に注意すべ きであ るか,無 論軍人独 りで威張 るべ きもので もない,又 学者 のみが威張
るべ きもので もな い,色 々の規制発達調和 して国家 を繁栄 せ しめ,又 我 々 は身体 を健康 に して子 孫
の繁殖 を計 り,然 して教育 によって祖先の物 を後世 に伝 へ て行 くべ きであることは之 に由って分 り
ます,有 機体 と国家 と同 じきものであると云 ふ原則 は教育 の決 して軽忽 に見 るべ きもので はな い と
云ふ ことが これで分 ります。
」の

°
したがって,「 国家的教育学は主 として国家 と有機体 とが相似 て居 る点に重 きを置 きて立論するζ
教育学であ り,国 家有機体 を構成す る「個人は国家を離れて存在せず!9,か つ「国家の品性勢力は
個人 の品位勢力 に属すf° るが故 に,有 機体 としての国家 における個人 (一 臣民)の 陶冶が国家的教
育学の課題 になると。

(2)活 人物の養成 と新教育
国家有機体論か ら国家的教育学を構想 した谷本 は,そ の基本的な課題 を個人 の臣民化,す なわち
国家的に有用な活人物の養成においたのである。
彼 は,「 国家的教育学 におては人 を教育するにも二つの方向fり があ り,「 其―は児童 に国家従来の
,

沿草 を承け伝 しめて,さ うして国民 と云ぶ一人前の人 に仕立てるのである,其 の二 は漸 くして国民
と云ふ資格 を帯 びた者 を現在の国家 と云ふ一大機関 におて適当なる位置 を取 らしめて之れに服従 さ
せるのである雪りと云 う。
ここで谷本は,決 して封建的で絶対的,も しくは奴隷的服従 を主張 したのではな く,「 合同統一の
意識f° による「主権 に対す る自由の服従f° を説 いたのである。
谷本が これらの資質 を強調 した背景 には,日 露戦争前後 における危機意識が強 く働 いていた。例
えば,彼 は『新教育講義』のなかで日露戦争後の教育課題 として(1)立 憲政治の本質的理解 と権利 自
由の伸長,鬱 )実 業教育,道 徳教育の奨励,(3)海 外 への雄飛 と権利 の拡張,(4)進 取,低 )外 交,を あげ
てい る。
谷本は,こ れらの課題 を担 う人物,言 い換れば,「 成るべ く多 くの 自家活動性 を有 し善良に発達 し
道徳上 自由なる臣民f9の 養成を必要 としたのである。つま り,谷 本が「日本 には忠孝 と云ふ立派な
道があるか ら充分 だらうと云はれる人 もあるかは知 らぬが,如 何 にも忠孝は至極結構です,結 構 は
,

結構ですが是れ迄言 ひ来 った風の忠孝の解釈だけでは ドウかと思ふザ0と 封建的道徳 を批判 している
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よ うに,従 来 の封建 的な忠孝の倫理 ,道 徳 のみでは,自 か ら限界 があ ることは十分察知 していた。 そ
うした限界 を克服 し,国 家的課題 を自か ら課題 として主体的に認 識 し,そ の課題 を実 現 して い く
「活
人物 Jを 理想像 とし,そ の枠内 において個性や 自由,自 治 が尊重 され るべ きである としたのにほか
ならない。
この点 について谷本 は,「 吾輩 は挙国一 致 といふ事 が 日本教育の長所 だ と云 ったが,其 の挙国一 致
は無智 の一 致であるか有智 の一 致 で あるか,本 当 に道理 が解 って心か ら一致 して居 るのであるのか
戦争 には夫れで も勝 つ,勝 ちは します,戦 後実業教育 を盛んにする事 に至 っては夫れで は出来 るだ
,

ろうか,其 鹿 で 日本の長所 で もあるらしいが,又 短所 らしき点 もあると思へ ば,兎 に角挙国一 致
採長捨短 で遺 ると同時 に個人性 を重 ん じ自治 自助の精神を養 はんければなるまいザのし,「 卑屈怯儒 を
戒め又勇往邁進 自家の長所 を発展 して以 て国運 の隆盛 を計 るべ しと云ふのが私 の理 想 です,比 の 自
家発展主義がやがて新人物 ,活 人物 となるので,又 国家 の為 めを計 るは即 ち 自分 の為 めにな り,自
分 の為 め即 ち国家 の為 めとなる所 で大我小我が一所 になる,夫 れが所謂摂取 で ある新教育 ,活 動 と
云ふ も何 にも外 にないf9と 述 べ ている。
,

ところで,こ の谷本 の活人物論 には,フ ランスのプラモン (J.E.Demolins)の 「大国民」論の
影響 が うかがわれ る。谷 本 は,欧 州留学 中 にヅラモ ンの『英国民の卓越 せ る点 』 (1897)に 接 し,非
常 な共鳴を覚 えた と云 う。彼 は,『 新教育講義 』のなかでベルゲマ ンやナ トルプ よ りもヅラモンの方
が 日本の参 考 になると次 のように記 して い る。
「佛蘭西 の ドラ■ ンと云 ぶ人 の書 いた (中 略)『 今 日の佛蘭西』 と云ぶ書物 を読み更 に引続 いて同
氏 の名著 の (中 略)『 何等 の点 に船 てアングロサクソンは優等 なるか』を読み ました。之れ は巴里 に
行 って三箇月 目で あった。比の書物 は (中 略)慶 応義塾で翻訳 されて『大 国民』 と云ふ標題 で売出
しているが,至 極諸君がお読みになって為 になる本 であ ります。ベルゲマ ンとか ナ トルプ などの教
育書類 をお読 みになるよりは,教 育 の真精神 を知 るには ドラモンの『大国民 』 な ど読 まれ るが よい
か と思ひます。 (中 略)非 常 によい書物 です。私 は此の書物 を読んで感心 したのは,オ ヤ佛蘭西 とい
ぶ国 は余程進 んだ国 であると思 って来 た所 が,矢 張 日本 と同 じ様 な国 で,矢 張英吉利 に負 けて居 る

,

アング ロサ クソンに負 けて居 る,負 けるとしてみれば佛蘭西 は英吉利 に学 ぼ うとして い る事 が解 る
是れは日本の地に帰 ったならば,お 土産 に仕や うと思 って居 た (中 略)兎 に角非常 に 日本人の弊 を
;

穿ったもので,佛 蘭西 の弊 を打 ったのが即 ち日本 の弊 を打 ったのになってあるf9と 。

(3)ヘ ルベル ト派教育論 と明治教育批判
活人物の養成 とそのための国家的教育学 ,な らびに新教育 を唱導 した谷本 に とって障碍 になった
のは,皮 肉に もか つて 自 らが信奉 し,鼓 吹 したヘルバ ル ト派教育論 とその影響下 におかれた明治教
育 で あった。
谷本 は,「 ヘ ルベル トの教育 学 が進歩の最頂点か と言 へ ばそうではない,世 間 では〔
Herbart一 谷本
など申さるさうだが それは御免 を蒙 りた い,現 に私 の考 はヘルベル トよ り進 んで居 ると思ふ,そ う
でなければ何 も将来 の事 な ど言ふ用 もあ るまいζ9と 述 べ るとともに,ヘ ルベル ト派 の心理 学説 は
修正 されるべ きであ り,ま たその倫理学 は,形 式主義 に陥 っていると批判 しているが,何 よ りもそ
の根本的な理論的欠陥は,国 家主義的視点の欠落 であるとする。
「ヘルベル ト派の教育学 には,社 会的思想 はあるけれ ど国家的思想 の乏 しい ことで ある。ヘ ルバ
'

,

ル ト派の教育 学 を,始 よ り終 まで精細 に見 て見 て も国家 と云 ふ ことを重んず る点が 十分見 えな い。
否国民の善良 と云ふや うな こと もぅ幾 らか其中 に兆 して居 るか も知 りませぬ けれ ども,兎 に角国
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家 と云ふ もの ゝ観念が,其 の中 に明瞭 に見 えな い といぶ点 に不足 を感 じて,私 は『将来 の教育学』
を説 いたので ございます。 (中 略)私 の『将来 の教育学』の中には,ど こ まで も日本 国民 の思想 を以
て日本国民の精神 を以 て貫徹す る日本国家 を作 らうとしたので あ ります。Υ
'
そして,「 槻 て何 が故 にヘルバル ト派 に不足 を感 じたので あるか,何 が故 に将来 の教 育学 なる新説
を説 き出 したので あるか,其 の 当時 に立 帰 って御話 を致 して見 ます と必ず しもヘルバ ル ト派 の教育
学が個人主義であるか らと云ふ訳 で はなかったので ござい ます。併 しなが ら矢張 り個人主義 で ある
か ら不足 を感 じたので,比 説 は能 く御注意 を願 ひ ます,(中 略)御 承知の通 リヘルバル ト派 の教育学
は,五 つ の動念 を立て教育 の 目的 として居 ることは諸君 も百 も承知でせ う。其五 ツの動念 は個人的
動念である」分と述 べ て,ヘ ルバル ト派 の 国家的観念 の欠如が個人的な教育学 となってあ らわれてい
ると批判 して い る。
さらに谷本 は,「 有為 の人 物」の養成 という新教育の 目的 か らすれば,ヘ ルバ ル ト派教育学で は
「 どうも新教育 としては工合 の悪 い所 があって困 ります。 なぜか と云ふ と自家発展 と云ふ ことは何
を発展するのぢや,自 家 とは何 ぢや ,と 云 ふ とヘ ルバ ル ト派では困 る」9と 云 い,ま たヘルバ ル ト派
の管理論 は「子供 の天然的発動 を切 り払 って,ソ コ を清掃することになる。此 の コ ップで言へ ば先
づ一 旦此の 中 の水 をアケて,一 遍拭 ふて,奇 麗 に して,そ れか ら水な り湯 な りを入れ る訳で,ヘ ル
バ ル トの観念 か らはさ うな くてはなるまいが,芽 を伸す といぶ 自家発展 は らな くなるのであ
自
りま
す子°と,そ の注入主義的な限界 を指摘 している。
ヘルバル ト派教育論の個人主義 的傾 向 とその形式主義 を この ように批判 した谷本 は
,明 治教育 の
形骸化 した現実 に眼 を向けていった。
,

谷本 は,ま ず 日本の短所 として(1)「 物事画― に過 ぎて一個人 の個人性 を重んず事 が少 ないΥDこ とと
修)「 日本 には 自 ら治 めると云ふ精神,自 ら助 けると云ふ精神 ,即 ち自治 自働 といふ精神 が欠乏 して居
る」。ことをあげ,新 教育が「 自然 に随ふ教育」ので あ るのに対 して,従 来 の教育 は,「 児童 を苛酷に
取扱 ふ」0教 育 であ り,子 どもの心理的,生 理的要求 を抑圧す る「不 自然の教育ζ9,さ らに「万人 に
対 して同一の要求 をす る!0鋳 型教育 ,表 面的教育 と厳 しい批判 を加 えて い る。そ して,注 入主義教
育 について「 ドウか子供 には余 り長 く注意 させた り,又 強 い て温順 くさせた りして,天 性 を柱 げる
と云ふ事 は慎 んで貰ひたい,強 いて天性 を柱 げればそれは誰が して も矢張 り旧教 育 で ある,将 た又
,

教授法の上か らお話 をしても,子 供 に注入教育 を施すは不 自然 で ある,依 って之 は断然排斥 せね ば
ならぬ了うと述 べ ている。
また谷本 は,「 今 の小学校令 では国民教育 は愛国心 と云 ふ事 だけに偏 して居 って,国 民の権利義務
と云ふ事 を知 らしむることが無 いぅ(中 略)折 角出来た憲法であ り,折 角出来た自治制 で もあるか ら
,

小学校の 中か ら憲法及び自治制の事 は十分 に教 へ て貰 ひたい,教 育勅語だけで無 く其の中か ら出来
て居 る憲 法及 び 自治制 をも十分 に知 らしめて国民 の権利義務 を十分明 か して貰ひたいrり と部分的 に
ではあれ,教 育勅語中心 の教育体制 に批判 を加 え,権 利 ,義 務 に関す る教育 の必要 を強調す るとと
もに,膨 張的国家の国民 を陶 治す るコア的な教科 として忠君愛国 と権利 ,義 務の精神 ,な らびに経
済思想 を内容 とす る「 国民科」 を構想 したので ある。

(4)自 学輔導主義の主唱 と学校改造

ヽ

ところで谷本 は活社会 に即応 した新人物 ,す なわち,活 人物の養成 は「何鹿 まで も自然 の法 則 に
従 ひ 自然 の)隠 序 に従 って生徒を奮発せ しめ勉強 せ しめると云 ぶ こと了0を 教授法の基本原理 にすべ き
であると述 べ,「 生徒 を輔導 して 自 ら学 ば しむる了0自 学輔導主義を提唱 したのであ る。
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この「 自学」 と「輔導」の関係 について谷本 は,輔 導 は自学のための方法手段 であ り,教 授の究
極的な目的は 自学 に あると云 い, しか も,自 学輔導 による教授の個人主義化 , もしくは個性化 はあ
くまで も国家的,社 会的価値 を実現するための手段 として とらえるべ きであると規定 している。
この立場 に立 って樋 口勘 次郎 の活動主義教育論 は,「 補 々極端であって,事 に依 つた ら自学 に過 ぎ
て,濫 暴 に走 った気味が ある。何事 も無 政府 ,無 秩序 では悪 るい了°と批判 している。
この 自学輔導主義の原則 を谷本 は,単 に教授法の改造 に とどま らず,学 校改造 の理念 としてかか
げ,具 体的 に10ヶ 条 にわた る改造理念 を提示 している。
「第一条 学校 は根本的生徒のために立て られん事 を要す
第二 条 学校 は一層平等 に し一切の児童 に均等の機会 を興 へ ん ことを要す
第二 条
第四条

学校 は 自然 と合体 せんことを要す
学校 は能動的方法に依 りて其事業 を遂行せんことを要す

第五条

学校 は遺伝 ,生 得 の能力及び傾向 を承認 し自動 ,創 作 ,撰 揮 並びに 自治 のために機会 を
輿 へ ん ことを要す

第六条

学校 の画―の要求 を離れ差別 の教育 の最大必要 を承認せん ことを要す
学校 にては一 切虚偽の勧奨 を排斥 し純粋 の課業 を友 愛する こと並びに其正道た るが故 に

第七条

是れ を断行 して,完 遂す ることを主 とせ しめん ことを採取する ことを要す
第八条
第九条
第十条

学校 は身体 ,智 力並び に道徳共 に通 じて健全 な らんことを催進す ることを要す
学校 は既 に其成立 を得たる上 は又其結果 に就 て責任 を負はんことを要す
学校 の産物 は 自由且 つ奮励 の精神 に して観察 を怠 らず,勤 労 ,創 作的研究乃至美術的享
楽等 の良習慣 を有 し,活 世界 に立 って創造者 たるべ く,自 治思想の独立 を有 し且つ富資
に貢献 す る公 民 た らん こ とを要 す

(76)

」

谷本の この学校改造 の理 念 は,実 は,ア メ リカのサーチ (P.ヽ 1l Search)の 『理想の学校 (Anlde』
Scho01,19ol)『 0に よるもので あった。谷本 は,『 系統的新教育 学綱要』なかで
,こ のほかロー シュ
の学校 ,ア ボ ッッホルム の学校 (英 ), リー ツの学校 (独 )を 紹介 してお り,後 の明治後期 か ら大正
期 にか けての新教育運動 ,新 学校設立運動の先 駆 をなす ものであった。
『理想の学校』について谷本 は,「 兎に角是等の理 想 の学校 は人 間 を中心 とす ることで従 って共
同
生活の習慣 と同時 に 自治 の習慣 を奨励す るが肝要了0で あって,「 将来 の学校 は天地 自然 を教育の対境
とせんこ とを希望 します了9と 述 べ ている。
谷本が,「 教授学校」か ら「生 活学校」へ の改造 を構想 していた ことは明 らかである。

(5)小 学校令批判 と国家的体育論
「天地 自然 を教育 の対境 Jと した理想 の学校 へ の改造 を志向 した谷本 が,体 育 に注 目 したのは当
然であつた と云 えよう。谷本 は,ま ず現実の体育 を条件 づ けてい る「小 学校令」 をとりあげ,そ の
第一 条 の 目的観 に関連 して,次 のように述 べ てい る。
「今 の小学校令 には,第 一条 に体育 と云ぶ事 が十分 に書 いて無 い と云 ふ ことです。即 ち 『児童身
体 の発達 に留意 し』 と斯 う云 ぶ事 は書 いて あるが,あ れは体育 では無 い,且 つ我 々の眼 か ら見 る と
児童身体 の発達 に留意す るで は,意 味が極 めて薄弱 で あ るか ら,此 旬 は止 めて貰 って小 学校 は『体
育 を施す』 と一 番手 に持 って行 きたい,す ると諸 君 は恐 らく言はれるでせ う,谷 本 さんは會 てヘル
バル ト派 を遺 り居 った時 は,体 育 は教育 に這入 らぬ ものだ と言はれたが,今 の説 とは太だ違 ふ と言
はれ るで しせ うが,如 何 にも一種 の論理上 か ら言ふ と体育 は或 は教育 でない とも言 はれ るだ らうが

,
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今 は ドウして も体育 を教育 に入れない訳 にはいかん,之 までの説 は悪か ったか ら爾来 は止 め ます
矢張教育の中に体育 を入れ る事 を希望す る『体育 を施す』 と書 いて貰 ひた い,又 教育 と云 ふ もの と
,

体育 と云ふ もの と,比 の一つを兼ねた ものが小学校 だ と云 って も差支 えない,月 ヽ
学校 は教育 と体育
を施す所 として も宜 しい,私 は従 前 か らさう言 って居 る。何 にも教育の中 に体育 は這入 らぬ と云 っ
た とて,小 学校 に体育 を入れないで も宜 い と云ふ,ソ ンな乱暴 な事 は私 は未 だ會つて言 った事 は無
い,将 た又更 に一 歩 を譲 った所 で,此 の第 一条 には気 に喰はぬ所 が ある,何 で身体 の発達 に留意す
ると云 うて,身 体 の発達 にのみ留意 して心の発達 に留意 せ んのか,現 に施行規則の第 一条 に『何 レ
ノ教科 ロニ船 テモ其 ノ教授 ハ児童心身発達 ノ程度 二 副ハ シメン』 と云 ってお りなが ら本則 の方で は
身体 に留意す るとのみあ る,若 し身体 だけに留意 して宣 しければ,児 童心理学 は学 ばんで も宜 い事
に為 る,で あ りますか ら右 の身体 の発達 に留意す る と云ふ所 は児童心身 の発達 に留意す ると書 いて
貰 はんければ為 らぬJ° と。
そ して,彼 は,私 案 として小学校令 の第一 条 を次の ように訂正すべ きであると云 う。
「小学校 ハ 児童心身 ノ発達 二 留意 シテ体育 ,智 育 ,情 育 ,意 育 ヲ施 シ殊 二道徳教育 ,国 民教育

,

人道教育 ,宗 教教育 ノ基礎並 二其 ノ公民的生活 二必須ナル普通 ノ智識技能 ヲ授 クルヲ以テ本 旨 トス学ゆ
小学校令 を この ように批判 した谷本 ではあるが,体 育 と教育 を二 元的に とらえているよ うに,彼
が教育領域 に体育 を明確 に位置 づ けようとした ことを必 ず しも意味 してるわ
警
けで はない。例 えば,谷 本 は国家的教育学 の 目的 を正副の二 層 に分 け,正 の
目的一―第一 目的 (国 家心,互 順 の徳),第 二 目的 (智 ,堪 能 ,意 ),副 の ロ
的―一身体 , と規定 し, この 目的構造 に対応 させて教科の構造 を一 ,基 本的
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￨二

「国家的教育 に付 ては私 は先 づ前述 の第一 目的 を立 て ゝ,夫 か ら第二 目的
(図
として此事 を言 ひ ます,所 が斯 く言ふ となぜ斯所 に体育 を も書 かないか と云 ふ ことをあなた方が問

はれや うが,私 は申 します,我 が今後説 く所 の国家的教育学 にお ては,決 して体育 と云ふ ものを蔑
ろにす るもので はない,体 育 は最 も必要 と信 じます,け れ ども体育 と云 ぶ ことは其物丈 で はどうに
も教育の 目的 とは云ひ兼ね る,夫 はヘルバ ル ト派で言ふの と同 じである,体 育其物丈 ではいかぬ
,

困 って斯 ふ云 ふ風 に説 いたならば一番便利 と思ひます,即 ち此第 一 目的 と第二 目的を合 はせて教 育
の主の 目的 とし,夫 れに応 じて こっちの体育 は副の ものであるとすればよか らぶ,勿 論十分 な教育
をす るに付 ては,今 言 った身体 の養育,即 ち体育 と云ふ ことを希望す るのであ ります,唯 だ教育 と
いふ ものの順序 か ら言へ ば,其 目的 に主 と副 との 区別 が あ ります,人 は先 づ身体 と云ふ ものが健康
で強壮で無 ければいかぬ となれば,教 育者 は決 して此事 を度 外 す ることは出来ない,我 々 も国家的
教育学 におては,一 人 の身体 を良 くすることを目的 とす るのみな らず,一 国全体 の人間の身体 を能
くす ることを希望 するは勿論 であ ります,即 ち此 国家的教育学の体育 は何 か と云 へ ば国民 の身 体 を
改良す ると云ぶ ことで あ ります,す 0
そ して,谷 本 は,体 育 は形 式的陶治 を主 目的 とし,強 健 ,か つ機敏 な身体 の陶治 を国家的体育 の
目的 としたので ある。
「世 の 中 にはど うも強 い人 は身体 が重 も―

しい様 だが ,如 何 に丈夫 で も十分 に機敏 に動 かなけ
れば,兵 隊 に して も,何 にして も,役 に立たず,強 くって而 して機敏 であると云 ふ ことを形式陶治
上私 は希望 します, 斯 う言った らば諸君 はそれほど丈 けの範囲内 でか と云 ふ 間 があ りませ う, 左
様 です所謂強健機敏 は全身 に付 いて言 ったので あ りますが,併 し体育 には全身の体育 と局部 の体育
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とが あると云ふ ことは忘れ られない,局 部 の体育 とはど う云ぶ ことを言 ふか,そ れは教
育学 の上か
ら特 に言ふのは五 官機 の養育 で あ ります,目 とか 耳 とか五 官機 の鍛錬 は即 ち局部の体育であ ります
所 で五 官機 の局部の体育 は どうするが宜 いか と云 えば,矢 張 り強健機敏 を望 むで,日 は少 し位激烈
なる刺激 にも避易せず,成 るべ く遠方 まで見 えるが宜 い,イ ヽさい物 で も大 きい物 で もすっか り能 く
見 えて,幾 度見て も目が疲れぬや うに強健 に して機敏 に したい,耳 も大 きな砲声 を聞 いて も痛 まず
雷 が 鳴って も耳 を押 へ ぬ と云ふ位強 い耳 は宜い,で ,尚 且 つ音楽の微妙 を感 ぶ る耳 であ りた い,鼻
で も口で もさうである,要 す る所斯 う云ふ様 に形式的に完 全 して而 して国家心あ り
,互 順の徳があ
ったならば実施 に何 して も当 り障 りはな い もの と思ひます,で あ りますか ら私 は形 式陶冶 を主 とす
と申 したので あ ります ,ザ つ
,

国家的教育学の観 点か ら身体 の強健 と五 官 の機敏 を力 説 した谷本 は,そ のための体育の内容 とし
て遊戯の奨励 と手の発達のための手工 をあげている。
以上のように,谷 本 も浮田 と同様 に,日 露戦争前後の帝国主義的競争 に意欲的にか加 しうる活動
的人物の養成 とそのための実用主義的な身体機能の陶治 を要 求 したので ある。
谷本の国家的教育学 は,家 族国家主義 とブル ジ ョア・ ィデォ ロギー との妥協 の産 物 で あ り,全 体
制的イデォ ロギー を補強する役割 を果 していったが,他 方,国 家的,社 会的動向のなかで教育を把
握 しようとす る谷本 の 国家的教育学や新教育論の論理 は,よ うや く観念的な教育か らの脱却に向っ
て動 きつつ あった明 治教育 に強烈 な衝激 を与 え,形 式主義,画 ―主義 といった教育勅語中心の教
育
体制 に対す る批判的礎地 を形成 して いった事実 も指摘 しておかな くてはな らない。
谷本 は,自 らの 自学輔導主義教 育論 を京都 ,四 国をは じめ各地で講演 し,鼓 吹 して い った。 その
結果 ,全 国 のほ とんどの附属小学校が谷本 の 自学主義 を採用 した とい う。 また谷本 の活動主義体育
論 が次 に論述す る樋 口 と並んで,行 きづ ま りを見 せていた明治30年 代 の体育の改造論 に重要な契機
ともなったので ある。

4.樋 口勘次郎 の国家社会主 義教育学 と統合主義体育 の実践

(1)樋 回の「国家社会主義」 の概念
「余ガ教育 ノ三大主義J(明 治30年 )の なかで明治教育 を圧制主義 として全面的に布牛弾 した樋 口勘

次郎 は,明 治32年 に『統合主義新教授法』 を著 し,そ の後 『国家社会主義新教育 学』 (明 治37年 ),
『国家社会主義教育学本論』 (明 治38年 )を 刊行 し,統 合主義教授法 と
国家社会主義教育 学 を唱導 し
ていった。
樋 口は,上 述の論文「余ガ教育 ノ三大主義 Jの なかで,そ の三大主義 を次のようにかか げた。

「第 一,生 徒 ノ活動カ ヲ発達 セシメムタメニ,其 ノ 自発活動 ヲ重 シ
第二 ,統 一アル知識 ヲ形成セシメム為 メニ,諸 学科 ノ教授 ヲ関聯 セシメ
,

第二 ,生 徒 ノ感情 ヲ高尚温雅ナラ シメン為 メニ深 ク趣味 ノ教育 二注意 シ熱血 アル 男子 ヲ養ハ ン為
メニ感情 ノ発作 ヲ奨励 シタ リ
争9
樋 回は,こ の三大主義 を
「統合主義」,「 活動主義 Jと 呼 び,「 第 一 ,生 徒 ノ自発活動 ヲ重スベ キ￢」0
のなかの一 節 で,次 の ように述 べ ている。
「児童 には,知 らむ とし,感 せむ とし,意 志せむ とする,天 賦の活動力充満 して,恰 も鬱 したる
電気の如 く熱 したる蒸気の如 く,常 に発散 の機 を求めて,片 時も 静止す るを得 さる者 な り。 (中

略)
教育 は只 此の天賦の活動力 を益々発達 せ しむ とす る作用 にて発達 の方向 も,速 力 も,分 量 も,皆 此

の活動力の性 質,強 弱,傾 向 に由 りて決せ らるへ き者なれば,生 徒の自発活動 は教 育者の最 も重す

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践 (4)

べ きものな り。
す。
樋 回の この教育論 は,教 育界 に大 きな波絞 を投 げか け, これをきっか けに活動主義教育論争 が巻
0
き起 ったほどであった
『
樋 口は,明 治 24年 に長野師範学校 を卒業後 ,一 年間東筑摩高等小学校塩尻分校 に勤 め,翌 明治 25
年 に東京高師文科 に入学 した。明治28年 に卒業 と同時 に,同 校附属小学校訓導 となる。明治33年 に
はフランス, ドイツに留学 し,明 治 36年 に帰国 した。塩尻分校時代の樋 口は,品 行潔癖 で,フ ラン
クリン (B.Franklin)に 私淑 し,そ の十 二徳 (摂 生 ,沈 黙,規 律,決 断,節 約 ,勤 勉 ,誠 実,正 義
,

中庸 ,清 潔 ,平 静,純 潔,謙 譲 )を かた くまで に信奉 し,風 変 りなほ ど凡帳面 に実行 して いた と云
う。
『統合主義新教授法』 は,東 京高師附小訓導の頃の実践 を理論化 した ものであるが,明 治31年 の
冬,長 野県上田での講演 を東京高師 の嘱託直田恵之助が筆記 した ものに,樋 国が訂正 ,カ ロ筆 した も
のである。樋 回の統合主義教育論 は,ア メ リカのフランシス・ パ ーカー (F.W,Parker)に 負 う所 が
大 きい とされてい る。樋 回は,ア メ リカの教 育雑誌 を通 して欧米 の教育 の動向を とらえ,な かでも
ランゲの心理学説の立場か ら活動 主義教育 を主張 した。さらに樋 回は,ヨ ー ロ ッパ か ら帰国後 ,『 国
家社会主義新教育学 』,『 国家社会主義教育学本論』 を著 した。
これ らの著書 は,ナ トルプの社会的教育学,特 にベル ゲマンの社会的教育学 に依拠す るものであ
つたが,わ が国 の教育学 における最初 の社会的教育学書 とされ,樋 回は,多 くの講演 を通 じて小学
校教師 に国家社会主義教育学 の思想 を知 らしめることになった。
ところで,樋 回は,自 らの教育学 の支柱 をな してい る国家社会主義 をどう規定 しようとしたのか。
樋 回は,教 育 を具体 的な社会 的事実 ,経 験的事実 として とらえ,「 故 に吾等 は常 に社会 の趨勢 を見
て,教 育 が 向ふ所 の方針 を定 めざるべ か らず。熟 々社会進化 の大 勢 を察するに,其 の 向ふ所 は明 か
に国家社会主義 にあ り。だれ余 が 国家社会主義 を標傍 す る所以」9で あると述 べ てい るが,樋 回は社

会有機体論 を信奉 し,し たがって,明 らかに彼 の国家社会主義 の概念 は,社 会主義 とは異質 の もの
であった。
￨
樋 口は,「 社会 を極めて広 き意 味 に用 ぬ,政 治的 に もまれ,経 済的に もまれ,若 千 の人 民 の団結―
―只物理的集合 な らぬ団結 ,換 言 せ ば心理 的組織的なる団結ある所 に社会 の存在 を見 るものな り。
されば家族 も一小 社会 な り,町 村 も一小 社会 な り,各 種 の協会 の類 ,政 党 ,学 会の類 も一 社会 な り
,

国家 も亦大 なる社会 な り]° と云い,そ れ故 に国家社会主義は,「 かかる社会 が 団結 して事業 をな し
感 じ,行 ふ主義 をいぶ。社会主義即共同主義 な り,団 結主義な り,即 ち個人主義 の反対 な り写りと結
,

論 づ けて い る。
そ して,樋 回は,自 らの国家社会主義 を トー マ ス・マンや マル クスの社会主義 とは明確 に俊別 し
彼等 の社会主義 を空想的で,哲 学的 な理想 的社会主義 ,純 粋社会主義 で ある と断 じ,そ れ に対 して

,

,

樋回は,自 らの国家社会主義 を実際的,理 学的,経 験的なそれであ り,な かで も「歴史的要求 を重
んず るもの」りであ ると規定する とともに,次 のように述 べ てい る。
「 一 国の形 式は永 き歴 史的進化 によ りて結 果 したるものに して,急 激 に改革す べ きものにあ らざ
るを知 るものな り。即 ち単 に理想 を追 求す るものにあ らず して,社 会学の命 ずる所 に合 す るものな
れ ども,彼 の国の社会事情 を基礎 として組織 せ られたる細胞 の,我 国情 に適 せ ざるは明白の理。余
が国家社会主義 は,我 が歴史 ,我 が 国体 ,我 が現状 の上 に立つ ものにして,世 間 に流布 せ る直訳 的
社会主義 にあ らざるを信ず。
9°
直訳的 マル クス主義 を排斥 する樋 回の国家社会主義 は,あ くまで も国家利益 を優先 し,個 人 の国
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家利益 に紺す る従属 を説 くものであった。
樋 口は「国家社会主義 は,社 会主義の ことな り,個 人の自由,平 等,正 義等 を出発 して,国 家 の
利益 と進歩 と発達 とを 目的 とし,立 脚地 をなす」0も ので あ り,「 故 に,国 家社会主義 は,出 入損得 を
打算 して,国 家社会の利益 となること明 かなると きは,た とひ多数の人の自由を東縛す ることある
も,躊 躇せ ず して之れ を実行 して可 な りとす。人 も知 る如 く,国 家社会 は如何 なる個人 よ りも強大
なる勢力 を有す るものなれば,所 謂強者 の権利 を以て,個 人 の犠牲 を要求 して,而 して之れ を実
行
すべ き実力 を有す るものな り」つと公言 して憚 らなかった。
樋 回の国家社会主義 は,こ のよ うに基本 的 には国家富強 を前提 にした個人 の 自由競争 を理 想 とし
自由競争の敗者 に対す る慈恵主義的救済 と有機体 としての国家 の分裂 を防止す る社会改良主義の立
場 に立 つ ものであった。樋 口は云 う。
,

「国家社会主義 は,個 人的競 争 を絶対的 に禁圧 せ む とするものにあ らず,唯 競争激烈 に過 ぎて
職 を求 めて職 を得 るあたはず,餓 えて食 な く,病 みて医療 なき不幸の徒の輩出す るに至 る如 きは

,

,

社会 の生産 力 を減するを以,国 家 の生命 を短 くする所 なるを以て消極的に競争 を緩和 し,又 団結 を

強 くし,共 同生活 と分 業組織 とを改良 し発達 せ しむるは社会 の幸福 を増進す る所以なるを以 て積極
的 に仁愛 と有誼 とを奨励 せむ とするのみ。是 は決 して進化説 と矛盾す るものにあ らざるな り学。と。
樋 回は,国 家的な管理の もとにおける経済競争 を要求 し,そ れによって,は じめて「天晴二十世
紀の 日本国民膨 張的 日本的た らしむる」。ことが で き,か つ西欧列強 に対峙 しうると主 張す る。
「若 し我国 に して外国 と競争 せむ とせ ば益 一 致団結 させ さるべ か らず。比 の必要 に迫 られて,吾
も人 も知 らず識 らず,社 会主義の潮流中 に進 むな り。 (中 略)予 の所謂社会主義或 は通常称 す る の
所
もの と同 しか らじ。余の社会主義 は国家的社会主義 な り。我国を以て他 の社会 に競争 せむ とせ ば

,

国内の社会主義 を進 歩 せ しむべ しといぶ な り。外 国 に対すれば国家主義 とな り,国 内 に見 れ ば社会
主義な り。個人主義 に対 して国家 の経営 を推進せむ といぶな り。
」の
そ して,樋 口は「生存競争の鎮律 は,古 今 を通 して変 ることな し,社 会主義 は菅 に生 存競争 を排
せざるの
斥
みな らず,其 れ 自身,生 存競争の為 めに発達 せ るものなること,前 章 に述 べ た る如 し。
只今 日の競 争 は実力の競争 にあ らず して門閥 の競争 な り,富 力 の競争な り。天才ある ものに して
貧
家 に生れたる もの は,競 争上不利の地位 にあ り,為 めに生涯其の力 を伸す能 はざるもの幾百万人 な
るを知 らず。是れ社会の為 めにあ らず,国 家 の利 に あ らざるな り。社会主義 は
,只 一切の国民 にな
るべ く平等 なる地位 と便宜 とを典 へ て公平 に競争 せ しむ とす るものな り」0と 述 べ
,西 欧列強 に対抗
して い くためには,貧 富,身 分的地位の差 別 を廃 し,実 質 ともに個人 の能力の自由な競 が
争 保障さ
れ るべ きであると主張する。

(2)国 家社会主義教育学の唱導
こうした社会有機体説 と社会 ダーウ ィエ ズムに論拠 をお いた国家社会主義の思想 を に
軸 ,樋 回は

,

自らの教育 学 を (一 国家社会主義教育学 )を 「新教育学」 と呼び,従 来 の哲学的教育学 に対 して
社会的事実 を基礎 とする理 学的研究の上 に成立す る教 育学であると説 いている。
「教育 は社会的事実な り。社会の為めに社会 の会員 をつ くるな り。即社会未来の要 に ざるべ
求 応
か らず。今 日世界の大勢 を観 るに,国 家社会主義 は既 に大 に発達 し,将 さに
高国 に伝播 せ む とす。
進化 と競争 との鎮律を船 とし,数 学 を磁石 とし,社 会学 を船長 とし,科 学 を運転手及機関 として
五大 洋 を横行 せむ とす るものは,今 や天賦人権論 にあ らず,又 自由平等の説 にあらず して
国家社会
主義な り。教育者 に して早 く此の大 勢 を通 し,業 務 の方針を定 めずば,国 家 の進運為 めに阻凝 せ ら
,

,
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れざるを得ず。ザ9
この立場か ら樋 回は,谷 本 の国家的教育学 は「明 らかに教育の目的の国家 にあるを認 め られた る
なれ ど も教育 の事業 が社会的又は国家的の事業 に して,教 育 の理 想及 び方便 によ りて決せ らるるこ
とをば説 かざ りき]° 0と 批半」
す るとともに,従 来 の教育学 は,哲 学的 に して非理学的 であ り,か つ個
人主義 的 で ある と暗 にヘ ルベル ト派教育論 を論難 してい る。
すなわち,「 従来 の教育学が ,個 人主義 の上 に立 ち,人 生の 目的を,倫 理学に問ひ,教 育学 の 方法
を心理学 に学 び,教 育 の材料 と歴史及び理化数学 な どに求 め,以 て教育の能事終れ りとなせ る為 め
学校 中 に籠居 して,其 の本分 を轟 し得 らる ゝ者 と思 は しむる」ODに 至 っているが,し か しなが ら,「 鳴
,

呼,個 人主義の教 育 は今 日の世務 に適 せ ず,仙 人的議論 は時勢 に用な し。是れ (中 略)国 家社会主
義 を標傍す る所以 な り」0り と。
こ うした批判 を通 して樋 回は,国 家社会主義教育学の課題 の第一 に,優 勝劣敗の競争原理 による
敗者 を救済す るための国民教育 の普及 をあげて い る。
「故 に社会主義 は,国 民教育の精神な り。貧富 を論せず,同 等 の教育 を興 へ む とし,貧 者 には授
業科 を免 し,学 具 を給 せむ とす。此れ社会主義の発現 な り。古は子弟 を父母の財産の如 く思ひ,之
れを売買 した る時代 さへ あれ ども,今 は之 を社会 の児童な りとし,一 人 にて も無智の ものなか らし
めむ とす。而 も其の力 の相違 の為 に起 る優勝劣敗 は免 るべ か らざることなるを認 むること論 な し。
世 の進 むに従 ひて劣敗者 の次第 に減 し行 くは亦進化論の示す所 な り。 (中 略)此 れ優勝劣敗の鎮 律
が,生 物の単純 よ り複雑 に進 むに従ひ,犠 牲 の数 を減す るを示す ものにあ らずや。社会主義 が 国民
教育の普及 をはか り,程 度 を高めむ とす るは,よ く進化論 と一 致するものな り。」00
その第二の課題 は,国 民教育普及のための教育制度ならびに教育内容の全般的な改造 であ ると云 う。
つ まり,「 社会 が有機体 なる以上,而 して其 の有機 的組織 が,制 度 ,交 通 ,印 刷 ,教 育 のす ゝむに
つれて益 々 緻密 となるに従 ひ,正 義 の観念 を益明瞭 に,義 務 の実行 も益々確実 に,社 会の制裁 も益
厳 なるべ し。此 の有機 的関係 は,共 同生活 の関係 を深 く考 ふ るときは,社 会の利害 を顧 みざる行為
は愚の極 な り。比の関係 を知 らしめるためには,公 民的教科若 くは猶広 く社会的教科即経済学 ,社
会学等の智識 を修身,地 理 ,歴 史等 の中 にて授 くるを要す。国民 よ く社会進化の理 に通 して始 めて
平和 に,迅 速 に社会主義 の発達 は見 られ るべ し。」0。
,

(3)管 理・ 教授・ 訓練論 と三育主義批判
樋 口は,彼 の云 う国家社会主義教育学 の観点 か ら,明 治教育 をさまざまに批判 して い った。 樋 口
は,ま ず国家社会主義教育学の基本原理である社会的事実 としての教育 とい う立場 か ら,従 来 の管
理・ 教授・ 訓練 といった分類や知・ 徳・ 体 とい う教育 の形 式的な区分 が経験的事実 に即 して いな い
と批半 ● る。
l」

「従来吾邦 に行 はれたる教育説に二派あ り。一 はスペ ンサー,ベ イ ン,ジ ョホノ ッ ト,ロ ーゼ ン
クランツPコ ムペー レー などの如 く,教 育作用 を其の目的の方面 よ り,智 育徳育体育 な どに分ち
,

教授 を智育 の方便 とし,訓 練 を徳育 の方便 としたる者 ,他 の一 はライ ン,ケ ル ン, リン ドネル な ど
ヘルバル ト派の教育学 にして教育 をその方法 によ りて管理 ,教 授,訓 練の三 作用 に分 ち,管 理 を教
授の準備 とし,教 授 は生 徒 の思想界 を形 成 して訓練 の礎地 を造 り,訓 練 は生 徒 の徳性 を涵 養せ むが
為 に施す ものな りとす。今此 の二者 を比較す るに,前 派 は三 育 を対立せ しむるに反 して,後 派 は道
徳訓練 は究極 の 目的 とし,他 は方便 とするの差異 こそあれ,教 授 を以て智識授輿 の作用 とな し,教
育 の 目的及其の数多の方法 に対 して,単 に一部分 の価値 を有す るに過 ぎず とするは即 ち―な り。余
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は今此分類 の法,論 述 が ,果 して経験 上の事実 と一 致するや否や を検 せむ と欲す。余 の見 るところ
にては,智 育 ,徳 育 ,体 育 といぶは哲学的思索の結果 ,分 類 せ られたる区別 にして,実 際 の事業 に
かか る区別 にあ らず。!00
非現実的,か つ非実際的な教育領域論 を批判 した樋 回は,さ らに「而か も,世 人の打
函底 にある教
授の定義 は,専 ら智識 の授輿 にのみ関す るが故 に,図 査 ,習 字 ,手 工等 の所謂技能科 は,教 授論中
に『継子あつか ひ』 せ られ,理 科修身等所謂思想科の瑛尾 に附 してあわれなる地位 を 占むるのみ。
され ども思想科 は,技 能修練 を以て終 るべ きと同時 に,技 能的教科 は智識 を以て始むべ きものなれば
二者 を区別す るの要 な きのみな らず,之 を区別するときは反 て憂 ぶ べ き弊 害 を生ず ること,恰 も二
育分離の結果 に似 たるものあ り」0° と教授の範疇か ら技能教科 を排除 したヘルバ ル ト派教育論 を批判
した。
そ して,「 此故 に余 は教授の釈義 を広めて技能科 を も包括 た らしめむ ことを主張す るものJO° であ
ると述 べ ている。
ここで補足 しておかなけれ ばならないことは,樋 回は,単 に三育 とい う形式的な教育の類型化 を
問題 にしたので はな く,そ れが管理・ 教授・訓練の本質的な意味 を曖昧 にさせ,子 どもの主体性や
自主性 を抑圧す る理論的な根拠 にな って い る事実 を批判 した ということで ある。 その点 について樋
回は,次 のよ うに云 って い る。
すなわち,「 罪悪 の 出現 を恐れて法規 を酷に し,監 督 を厳 にす るは不 可な り。此れ其 の学校全体 を
して社会的疾病 に陥 らしむる ものなれば,学 校生徒の死活 に関す る由々敷大事 ]° りであって,「 学校
にて管理 の必要な きこと此の如 し。然 るに普通の教育書 中堂 々 と管理 の必要 をとけるか為 めに,世
の教師は又之 を迷信 し,妄 りに生徒 を圧制す るは歎ずべ きことな らずや。児童 に守 らしめんとする
規則 は,必 ず其の理由 を説明 せ よ。理 由を説明 し難 き程高尚なる道徳 は之 を強ふ る勿れ。妄 りに盲
従主義 を施 さば,生 徒 は遂 に器械人物 とな りをはらん。]00
また樋 回は,「 我国の学校騒動なるもの亦類似の病根 にあ らざるか。虚言陰謀 は薄弱 と危 健 のあひ
の子 にして破則乱行は圧制 無訴 の私生児な り」00と 述 べ て,学 校騒動 が盲 目的な東縛,圧 制主義的な
教育 の結果 にほかな らな い と批判す るとともに,さ らにこう云 って い る。
「学校騒動の起 る其 の原因多々な りといへ ども,校 規 の厳 に失 し,束 縛 の酷 に過 ぐるに出づるも
の多 し。校規の厳 ,東 縛 の酷なるも,亦 其 の原因少 か らす といへ ども,多 くは校長及 び教員 が一人
にて も命令 に反 し校則 を犯す ものあるを喜 ばざるに囚 る。余 は数 におて,学 校 に多少 の犯則者 を出
す ことを決 して憂 とす るに足 らず。学校 のあ まりに平和無事 なるこそ,却 て病的状態 にあるものな
ることを示さざるを得ず。夫れ遺伝 ,傾 向を異 にし,心 身 の強弱 ,活 動性 の多少等,種 々様 々なる
児童及 び青年をあつ めて,之 れを一堂 にお き,之 れを一寄宿舎 に容れ,画 ―の規則 を以 て,之 を律
せむ とす。其 の規則 たるものなかるべな ければ,普 通一般 の少年 は其 の覇絆の中 に行為 して,何 等
の不平 をも唱へ ず,何 等 の騒擾 をも醸 さざるべ しといへ ども,属 々校規の範囲を脱 す ることあるは
10

当然 の ことな りとす。」

(4)統 合主義,活 動主義教育の唱導 と飛鳥山遠足の実践
スペ ンサー流 の三 育主義 ,そ して,ヘ ルバ ル ト派 の形式主義的な管理・ 教授・ 訓練論 に対す る批
判 か ら,樋 口は,統 合主義 ,活 動主義教育 を主張 していった。
樋 口は,「 余が教育 三 大主義」のなかで「余 は教 育 の 目的を,第 一 ,善 を愛 し,善 を喜ぶ,高 尚
温雅 なる感情 を有 し,次 に,自 然 と人事 につ き,豊 富 にして,統 一 ある知 識 を蔵 し,且 ,感 して言
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はさるな く,言 ひて行 はさるな き,不 撓不屈 の活動力 を蓄 へ ,其 知識 と感情 とによ りて,最 善最美
なる 目的 と,至 正至確 なる方法 とを撰定 し,其 の活動力 によ りて,勇 往直進す る,善 良 に して,賢

明,且 剛毅なる人物 を養成す るに在 り]1'と 教育 目的 に活動的人物 をかかげている。
この活動主義的な人物 を養成 す るために樋 回は,「 教育 の本領 は,生 徒天賦固有の活動 を助長 し

,

発達 せ しむるにあ り,手 足 を動 か して手足 を発達せ しめ,耳 目を使用 して耳 目を鋭敏 な らしむるが
如 く,推 理 を練 習 して推進力 を養ふが如 く,す べ ての善良なる活動力 を活動 せ しめて,益 之れを発
達せ しむるに在 り]1?と 身体諸能力の総体的な発達 を意図 したので ある。
この立場か ら樋 回は,「 第 一 ,生 徒の活動力 を発達せ しむためには,其 の 自発活動 を重 し,第 二
,

統一 ある智識 を形成せ しむ為 に,諸 学科 の教授 を関聯 せ しめ,第 二 ,生 徒の感情 を高尚温雅 ならし
めん為め に,深 く趣味の教育 に注意 し熱血 ある男子 を養 はん為 めに感情 の発作 を奨励 した り]り と活
動主義教育 を提起 し,統 合主義教育 の理念 を飛鳥山遠足の実践 として具体化 したので ある。
「世界 を大 学校 とし,顛難 を良教友 と観 したる先賢を許 さは,余 をして効外 は良教場 な り,遠 足
は良体操な りといぶ を得 しめよ。山攀ち,野 を走 り,新 鮮 の空気 を呼吸 し,四 体 を快活 に運動す
,

是量に良体操 ならずや 。
蒼天の屋,山 林 の壁 ,青 草 の席,岩 石 の床 ,自 然 を書 とし,自 然 を筆 とし,自 然 を紙 とし,自 然
を硯 とし,耳 にきき目によましむ。是量 に良教室 にあ らずや。夫れ百聞 も一 見 に如 か ず,況 や想像
の材料 たる観察 に乏 しき幼稚生徒 におてをや,さ ればこそ実物教授 は主張せ られたれ。地理 ,博 物
等を講義 の みにて教 授するは,死 せ る教授法 な り。図書 の時代 は勿論 ,標 品の時代 さへ既 にす ぎ去
りぬ。 すべ て実地 につ きて実物 を見 せ しめざるべ か らず。汽車の図を見 せた りとて,汽車 の観念 を
得 しめ難 く,米 麦の標品,鳥 獣 の劉製,虫 魚のアル コール潰なども,小 学校 には殆 と無用な り。何
とな らば,小 学 にては其他 にお て得 られるべ き実物 につ きて教授すれば足れ ばな り。 ある種類の も
のは之れ を具 へ て害あ ることあ り,教 授 をして之 に依頼 せ しめ,得 らるべ き実物 を示すを怠 らしむ
ることあれはな り,小 学時代 にては,す べ ての物 を,其 社会 の 中 にては,他 の客員 と相互関係 の状
態 におて観察せ しめざるべ か らず。
]10
森有礼以後 ,行 軍旅行 として軍事訓練的色彩 を濃厚 に していた遠足 を,体 育的要素 を含 めた各教
科 の統合主義的教授の場 としてその教育的機能 を とらえ直 し,か つ実践する とともに,生 活学校 の
内容 として位置づ けよ うとした意義 は,決 して小 さ くな い。

(5)樋 回の活動主義体育論
日の
樋
体育観 は,す でに飛鳥山遠足の実践 に,そ の一端 を見 ることがで きるが,彼 は,「 余ガ教育
ノ三 大主義 」を発表 した明治30年 に「遊戯教育論子I働 を『教 育時論』に寄 せているよ うに,早 くか ら
体育 に着 目 していた ことが うかがわれる。
彼 は,基 本的 には活動主義教育理 念 の立場 か ら,従 来 の リー ラン ドや ジ ョホノ ッ ト等 の開発主義
的体育論 に特徴的な保健的体育論 には批判的 で あった。彼 は,教 育 を社会的事実 として把 握 しよう
とした ように,体 育 に関 しても社会的視点 か らとらえるべ きであるとしてい る。
「教育学 は社会学 の一 部 に して社会 の上の他 の現象 との因果 の関係 を知 らざれば,一 歩 も進 む能
はざるを見 る。吾人身体発達の理 を生理 学 に学 び,体 育 の方便 を飲食衣服住居等 に求 めて,而 して
簸に体育 をとき,而 して舷 に体育 を行ふ にあ らずや。
吾等 は常 に教育進歩 の原因を,広 く社会内 に求 め,其 の妨害 をも遠近 にさ ぐりて之 を避 け,又 社
会の要求 を遠 く将来 に見 て児童̲を して,未 来 の社会 に生活するに適せ しめざるべか らず。」10
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この観点か ら樋 回は「理学 の示すが如 く,吾 人の心 身 はもと一体 にして智徳体 は親密 な関係 を
有
するものなれば,独 り智を練 り,独 り徳 を磨 き,若 くは身体 を鍛錬することを得 べ きにあ らず。仮
りに修身 の教授 につ きて考察 せ よ。徳育 のみ といふ を得 べ きか,智 育 とのみをいふ を得 べ きか。菅
に比二 者 をかね るのみならず,同 時 に体育 をも含 む ものにあ らずや,其 道徳上の規則 ををしへ,道

徳的規範 を示 し,道 徳的半J断 をなさしむる点 よ りい は ゞ徳育 せ しむべ きこと勿論 にして,其 の事実

を記憶 し,道 理 を弁 じ,結 果 を推理 し,原 因を判断するの智育 も明かなるが,之 れ と同時 に体育 を

兼ね るものな りとい は ゞ驚 くものあ らむ]171と 観念的な三育主義 を批判 し,統 合主義的 な体育 の教授
を唱導 したので あ る。
「余 は五 官 を初 め神経系統 の鍛錬 は,重 要なる体育た るを認め,従 来単 に心力の方便 として考 へ
られたる学科 の教授が,す べて智育徳育たると同時 に,身 体教育の方便 なる ことを信 ず る ものな り。
之 に反 して,所 謂体育 なるもの として,体 操遊戯 を課す るに当 り,其 の筋肉の名称 を授 け,運 動
の方法の種類 を教ぶ るは,智 育 にあらず して何 ぞ。
其 の秩序 に服 せ しめ,規 律 に従 はしめ,団 結 の心 ,義 勇 の気等 を養ふは,徳 育 にあ らず して何 ぞ
や。之れ に由 りて之 を視れ ば,三 育決 して分立 して対峙す るものにあ らず。智育即徳育体育 に して
徳育即智育体育 な り。想像上抽象するは可能 なるも,之 れを分 ち論ずるの要な く,む しろ之れに分
ち論 じた るが為 めに,徳 育 は単 に修身 の時間 にお てなさるべ く,体 育 は体操法 にお てのみ施 さるべ
きが如 く誤解 せ しめ]り られている と。
一 方,樋 回は,「 管理」の概念 に対す る形式主義的な解釈 が子 どもの 自発活動 を抑圧 し,か つ健康
を疎外 していると,厳 しく指摘 している。
「教授の準備 したる管理 の法 と称 せむよ り,む しろ児童の身体の為 め生理上の問題 に属す べ きな り。
(中 略)児 童に適当の運動 をなさしめ定量の食物 をあたへ,定 時 の睡眠を許すは,教 育上 の要求 を外
しても必要 とする庭 な り。之れを教授の為 めの方便 とすれば こそ,温 順不活発 なるか又 は,教 師の
威力 に圧 せ られて萎縮 したる生徒 に対 しては,運 動 を奪 ひ,光 線 を奪 ひ,温 熱 を奪 ひて顧 みざ る教
師を生ず るなれ。生徒 は如何 にお とな しくて も,如 何 に永 く静粛 を忍ぶ とも,之 等 の需要 は満 さし
的
めざるべか らず とせば,其 の教授の準備た らざるや明な り。
」
)

スペ ンサー やヘルバ ル ト派 の三 育主義 ,あ るいは管理論 に鋭 い批判 を加 えた樋 口は,「 身体 は単 に
筋肉 と骨格 とにて組織 せ らるるものにあ らず,脳 及 び神経系統 も亦 其 の一部 にして,而 か も外界 を
知覚 し,事 理 を思考 し,筋 肉を活動 しむるに,最 重要の機関なるを思は ゞ真正 なる体育 は単 に筋肉
及び骨格 の健康 と発達 を目的 とするものにあ らず して,同 時 に脳及神経系統 の健全 なる発達 を意 味
すること,従 って修身科 のみな らず,す べ ての学科 が,体 育 の一部 をなす こと自 ら明かな り]20と 述
べ,体 育 の 目的 は,大 筋活動の鍛錬のみにあるのではな く,全 体的な感覚運動機能の
発達 にあ ると
説 いている。
その立場か ら樋 回は,従 来の体育 は
「『身体 を精神の奴隷 とし,意 思の命 す る所 を,活 発且 つ従順
に実行 せ しむることを目的せ ざるべ か らず,』 強力 と敏捷 とを結 合 したる精巧なる身体 を養成 せ ざる
べか らざることを認 めたる所 なれば,運 動神経の発達には留意せ ざ りしにはあ らざるべ き
も,感 覚
神経及 び脳髄 の発達な どは,体 育 として認識 せざ りしが如 し」加)で あ り,「 力士等の如 く,骨 肉筋力
の発育 せ る身体 は決 して教育の望 む所 にあ らず!2り と批判 して い る。
活動主義教育 を説 き,感 覚運動機能の統合主義的形成 と,そ の全面的な発達 に体育 の存 在理 由を
見出 した樋 口が ,遊 戯 の教育的価値 を高 く評価 したのは当然 と云 えよう。
樋 回は,既 述の「遊 戯教育論」のなかで「遊戯 は,た だに体育 のみな らず,智 育 に も,又 徳育 に
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も,必 要 なる方便 に して,其 の価値 たる,決 して所謂学問の下 にあるものにあ らず」20と 云 い,そ の
立場か ら,教 育全般 に批判 を加 えて い る。
「夫れ現今の教育 は,ヘ ルバル ト主義 を奉 して,品 性陶冶,人 物養成 を目的 とするにあ らずや
品性 を陶冶せん とならば,主 として強固 なる意志の養成 に力 を基 さざるべ か らざるにあ らずや 。而
して意志の基礎根源は,自 発活動 にあ り。此活動 を益々練 習せ しむることによ りて,旺 盛 なる意志
は養 はざるべ きものにあ らずや。知識 は意志の方 向 を決定す べ きも,意 志の原動力 は,活 動力 に あ
,

り。今 日の教育 は,小 学 よ り中学 に至 り,中 学 よ り大 学 に通 じ,生 活 の活動力 を抑圧 し,常 に生 徒
をして受動的地位 にあ らしめ,唯 講義 をきき書物 を暗誦す るに慣 れ しめ らるるを以 て,或 は益 々其
の研究 を継続 し,或 は知識 を応用 し,或 は断乎 として其所信 を強行する,勇 往敢為 なる活動的人物
を生ず るを得ず。高等教育 を受 けたる者 に,意 気地無 し多 きは,主 として圧制教育 の結果 な り。忍
耐主義教育の結 果 な り。常 に教師の意志 を奉 し,命令 に従 ひて,行 動 せ しめられたるによ りて,天
賦の勢力 を殺 されたる者多 きによれ り。全国の大 中小学 ,及 各種学校 にある四百高の生徒の多数は

,

現 に日々其 の活動性 を殺 されつつあ り。現今の教育の精神 は,速 に一新 せざるべか らず と信ず。]20
また樋 口は,『 国家社会主義新教育学』のなかの一節 で,「 リン ドネル 曰 く,遊 戯 は児童精神 を興
奮 し,之 を陶冶するの力なかるべ か らず。之の 目的 に用ゐんには,フ レェーベルの遊戯法 に若 くは
なし。 フレェーベルの遊戯 の長所 は,独 り頒情 を制す るのみならず,知 らず識 らず,感 覚機関 ,運
動機関,音 声並 に,音 楽上又は幾何学上の直観 を養成 し,因 りて直観 ,記 憶 ,想 像 ,趣 味等 の如 き
,

精神作用 の発達 を促す にあ りと。此の種 の遊戯 は此の種 の遊戯 が適す る時代 の生徒 に対 して,一 種
の教授た りJ29と 遊戯 の教育的意義 を指摘 している。
そ して,「 随意の ことにて,而 か も有益 なる ことをなさしむるは,教 育上最 も有効 なる教授法 な り。
生徒に適す る興 味 ある材料 に付 きて教授す るはよきことなるが,各 自随意の ことを撰 みてなさしむ
るは,尚 よきことな り。是 むしろ最 も適当なる教授法 と云 はざるべ か らず」20と 興味 を原理 とした教
材 の選択 と教育法 への改造 を要求 して い る。
ところで,形 骸化 し,空 洞化 した明治体育 に対 す る批判 を通 して唱導 された樋 回の活動主義体育
論 には,云 うまで もな く国家社会主義 の論理 が 貫 かれていた。
樋 回は,「 体育 も亦個人 にのみ委 ゐ置 くべ きことにあ らざるはいぶ をまたず。国民 に一人 の弱者 あ
れば其れ丈 け国家 を弱 くし,町 村 に一人 の強壮 なる者 ある町村の利 を増す所以 な り。 されば国家 も
町村 も各其の会員 の体育 に注意せ ざるべ か らざること」2の は明 らかであると云 い,国 家富強 の観点 か
ら体育の国家的,社 会的組織の拡充 ,衣 食住 の改善 ,早 婚・ 晩婚の弊害等 を指摘 して い る。
樋 回の体育論 が,社 会有機体 説 と社会 ダー ウィエ ズムを内実 とする国家社会主義的教育 思想の枠
内 におか れて い ることは,こ れまで見 た通 りであるが,圧 制主義 ,抑 圧主義的な明治体育 へ の批判
を通 して鼓吹 された活動主義的体育論 は,日 露戦争後 の 自動主義 ,個 別主義 ,さ らには 自然主義的
な体育論 の興隆 とその実践 に多大 の影響 を与 える ことになった。

5.吉 田熊次 の社会的教育学 と養護論

(1)社 会的教育学 の提唱
熊谷,谷 本 ,そ して樋 口等 とともに,吉 田熊次 も明治37年 に『社会的教育学請義』 を著 してヘ ル
バ ル ト派 の個人主義的 な教育理論 を批判 し,社 会的教育学 を唱導 して い った。吉田 には,そ のほか
『実験的教育 学』 (明 治419,『 系統的教育学』 (明 治42年 ),『 訓練論』 (明 治43年 ),『 教育教授 の諸
問題』 (大 正 2年 ),『 我 が 国民道徳』 (大 正 7年 )等 の著書がある。
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ところで,吉 田は,教育 の対象 を社会的存在 としての人間 という事実 に求め,そ こか ら「社会的
教育学」を提唱 してい った。吉田の云 う社会的教育学の究極の 目的 は,あ らゆる社会的状況 に機敏
に適応 しうる機能的で,活 動的な人間にあるとし,次 のよ うに述 べ ている。
「唯社会の 中 に生活す ると云ふ ことは経験的事実 で あって,人 間 の生活 と云ふ ものは社会的生活
に外 ならぬので あるか らして,個 人 は社会的生活 に適用 して行 かな ければな らぬのである。また か
くして社会 のために働 くの は社会 の恩 に報 ゆる所以であるといぶ だけで十分 で あると思ぶ。
然 らば社会的生活 に適応 す るとはど う云 ふ ことで あ るか と云 へ ばその時代 まで発達 し来 った,社
会 のいろいろなる文化 を能 く理解 して,且 将来 に向ってその文化 を伝 へ ると共て ,亦 その文 化 を改
良進歩せ してめ行 くことにする ことである。故 に社会的教育学の根本原理 は社会的人物 を作 ること
である。健全 なる社会的生活 をな し得 る人物 をつ くることである。活社会 に立 って活 きたる社会 を
進歩せ しむる人物 をつ くることで ある。社会 を富 まし社会 を強 うし,而 して社会 を進歩せ しむる人
物 を作 ることである。]20
そ して,「 社会的教育学 は各個人 をして社会的 に有用 な らしむることを主 とするものであるか らし
て其最 も社会的関係の密なる範囲即 ち国家 よ りして這入 るといぶ ことは章然 の ことで あるので,少
しも怪 しむに足 らぬ ことで あ ります。 それであるか らして先 づ以て国家 的社会 の繁栄進歩を図 り又
その国家 に有用 なる人 間 を造 る といぶ ことは社会的教育学の原理 よ り云 えば当然演 繹 し得 らる ゝ結
論 で ある」20と 個人 に対す る国家 の優位 を説 いている。

(2)社 会的教育 学 と個性
日露戦争後 の激動す る社会 が要求す る活人物 ,社 会的人物 の養成 を社会的教育学の課題 として と
らえた吉田は,社 会的教育学 の中心 に個性 を据 えてい る。吉田は,人 格 の概念 を知 情意 の統 一 とし
て把握 し,そ の統 一体 としての人格 は,社 会的な もの として表現 されるが故 に,社 会的教育学 は
個人 の人格性 を抑圧す るもので はない と云 う。
「智情意が一致 して社会的 に働 いて行 くといふ ことは決 して個人 の人格 を無視することにらなら
,

ぬので あって,唯 人格 の働 く方向をして社会的 に取 る といぶ ことに過 ぎないので あ ります。社会的
教育学 は決 して智情意の一 致を無視するものではない。殊 に社会 に立て働 くには,意 志の力が必 要
である。且又社会 に立 て有益 なる仕事 を為す には智識 が必要である。 さうして社会 に立て最 も社会
らし く生活 を送 る為 には矢張極 く細かなる感情 といふ ものが必要であるか らして,社 会的教育 学 は
無論智識感情及び意志の発達陶治 を希望す るので あ ります。唯それ等の もの社会的 に有害なる方向
に向ふ ことを禁止す ることで あって,決 して個人 の人格 を社会的教育学が無視す るのではない。」39
吉田が個人 の人 格 を重 視 した背景 には,「 今 日社会の沈滞 して居 る或 は腐敗 して居 る といぶのは社
会的或 は国家的思想が余 りに発達 して来 て,個 人 の活動 を無視す る」3つ 国家主義的傾 向 に対する危倶
があった。
しか し,吉 田の この 言葉 は,彼 が必 らず しも個人 の国家 な らびに社会 に対す る優位 を意味 して い
るもので はない。何故 ならば,吉 田は究極的 には「社会的教育学の要求する所 は,単 に各個人 の活
動 をして大な らしむると共 に,夫 れが社会 に有要 なるものたれ といふに止 るので あって,人 類全体
に有用なる ことをなせ,国 家を無視 して も人類全体 の為 めになるや うに働 けといぶ ことを要求す る
ものJ3り ではな く,「 その教育的事実 を説明す る原理の上 か ら考 えて見 て も矢張 国家要素 が最 も強 い
といぶ ことは争 ぶべか らざる事実 で ある」30と 述 べ てい るように,国 家的,す なわち,具 体的 には天
皇制 に もとづいた 国家的価値の枠内 に個人 が従属すべ きことを説 いた のにほかな らな い。
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(3)ヘ ルバル ト派 の訓育論批判
社会的 な活人物 の養成 を課題 とす る社会的教育学 を構想 した吉 田は,ま ず教育学 を理論的教育学
として規定 し,(1)教 育 の 目的論 (倫 理 学 )と ,鬱 )教 育 の方法論 (心 理学 )に 分類 したヘ ルバ ル ト派
教育論 に対 して,「 これ教育 学 は倫理学 と心理 学 との合同 に依 って成立す るといふ考 であるが,(中
略)私 はこれに同意 す る ことは出来 ませんJ30と 云 い,あ わせてヘ ルバ ル ト派 の三育主義 について
,

「従来 の教育学 にては徳育智育体育 に別 け,徳 育 の部分 にては倫理学 を説 き体育 の部分 にては生理
学 を説 き,智 育 の部分 にては全 く心理学 を説 くと云 ふや うな遺 り方 があった。併 しなが らこれは宜
しくない と思ふ」30と 批判 して いる。
また,ヘ ルバ ル ト派 の興味論 に関 して も,「 ヘ ルバ ル ト氏 の六種 の興味論 は如何 に も巧みに説 かれ
て居 るのではあるけれ ども教授本来 の任務 は被教育者 が社会的活動 を為すに必要なる準備 として心
意 の分別的作用 を開発 す るものであるか ら六種 の興味 といぶ もの を挙 げて,形 式的 にす べ ての教授
を此の鋳型 に入れ るは却 て荻授本来 の目的を害するの虞あ るのであ ります。 それであるか らしてヘ
ルバル トの六種 の興味論 の如 きは深 く眼中 に置 かず して可 なる ことである」30と その画―主義 を批判
し,か つその訓育論 につい て も形成主義的である としてい る。
「ヘルバル ト派 におて は訓育的教授 といぶ ことを盛に唱導す るが,こ れは果 して正 当であるか。
(中 略)ヘ ルバ ル ト氏 の考 では教授 は教育 の 目的を達す る一 つ の手段 であつて,道 徳的品性 を造 る
はまた教授の任務 であ る,道 徳的品性 の陶冶 に効力な き教授 は真の教授ではない とす るのである。
而 して道徳的品性 の陶冶 にまで効力 のある教授 は即 ち訓育的教授であると唱 へ たのであ ります。 か
3分
かる説 もまた吾々が深 く念頭 に置か ず して宜いことと考 へ るのであ ります。」
何故な らば,「 或 は教授 で も,或 は運動 で も或 は遊戯で も皆多少道徳性の陶冶に関係 を有 つので あ
る。吾々の経験 に這入 って来 るとは総て吾々の性格の上 に多少 の影響 を及ばすのであるか らして
直接間接 に悉 く訓育的 の意 味 を有 つて居 る といふ ことは云 ぶまで もないので あ ります。併 しなが ら
,

特 に教授 をして教育的にせねばな らぬ,道 徳的意志 を陶治する手段 にせねばな らぬ と云 って,特 に
39か
らである と。
その方に教授 を制肘す るとは,却 て教授本来 の 目的を害す ることになる」
そして,吉 田は,教 授過程 において直観的想像 と創造的想像 を統 一 した総 合的 な想像力ならび に
分析的思考 を重視 し,ま た教材 については,(1)子 どもの心意発達 の程度 ,(2)教 材 の本質 によって構
造化 される必要があ り,ヘ ルバ ル ト派 の「 文明史的段階」説 に もとづ く教材の系統化 の原理 も「学
39と

理上左程重んず るに足 らぬ」

̲蹴 して い る。

(4)吉 田の「身体 の養護」論
ところで,吉 田の社会的教育学 において体育 は,い かなる位置 を与 えられて い るのか。
吉田は,教 科 の構造 を(1)基 本的学科―一各 時代 を通 して教授 された教科 (言 語教科 ,数 学教科
道徳教科 ),(2)知 識的教科――基本的学科 の応用 的教科 (博 物学,理 化学 ,法 制 ,歴 史),131技 能的
学科十一技 能の形成 を 目的 とした教科 (体 操 ,音 楽 ,図 画 )と して とらえたのである。
,

ここに見 られ るように吉田 は,体 育 を技能的学科 に位置 づけたが,彼 は,教 育領域 を教授・ 訓育
養護 に 区分 し,体 育 を養護の領域 にお き,社 会的教育学の一領域である「養護 の主 なる目的

(練 )・

は社会的人物 たるに心要 なる身体 を造 ることJ40で ぁるとし,社 会的な活人物の基本的な要素 として
身体的な能力の形成 を重視 したのである。
吉田は,養 護 を消極的な養護 と積極的なそれ とに区別 し,身 体 の「営養機関の系統」 と「感覚機
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関の系統 Jを 発達 させ ることが積極 的な養護 の課題 であると述べ,そ の方法手段 としての体操教材
の価値 を「体操 は言 ふ まで もな く身体全部の発育 を助 け,姿 勢 を正 しうし,筋 肉を堅 回 にしその活
動 を敏活 にす る為めに課す るものである。且注意 して教授 を致 しまするときは,或 は勇気 を養 った
り,或 は志操 を養 った り,或 は自信 の念 を強 くした り,或 は規則 を守 る精神 ,忍 耐 ,克 己の習慣 を
つ くる助 けになることが出来 る」4り と評価 してい る。
また,遊 戯 の体育的意義 については,「 第一 に筋 肉の運動 を敏活 にす る。同時 に筋 肉の運動 を巧み
にならしむる。第二 には感覚機関 を発達せ しむる」4り ことにあると指摘 し,な かで もその訓育的価値

について「悦んで命令に服従するといぶ道徳的習慣」40,「 或 は規律正 しくする,或 は活発 の精神を
40こ
とができると述べ,「 これ養護論の必要なる所以」40で ぁると云って いる。
養ふ」
このように体育 の訓育的価値 を認めた吉田は,「 ヘルバル ト氏は身体の養護 と云ふ ものを教育学 に
於て特に論ずることをしない。即ち教育学の中より身体 の養護 と云ふ ことを取除 いて,僅 に児童の
管理 と云ふ所 で身体 について注意を述べ て居 るJ40に すぎない と批判 している。
吉田の社会的教育学 は,基 本的 にはベルゲマンの社会的教育学 に依拠するものであったが,彼 が
社会有機体論 の上に立って,教 育 目的 における社会的適応を強調 し,国 家 に従属する社会的人物の
養成を説 いた点で「社会主義・ 個人主義・ コスモポ リタニズム等 とい う反体制 。非体制イデオ ロギ
ーとの対決の過程 で構成 された明治30年 代後半 の国家主義教育学説の一典型」4分 でぁった。
6。

中島半次郎 の社会的教育学 と実用主義的体育論

(1)社 会的自我の陶冶
中島半次郎 は,『 普通教育学要義』 (明 治33年 )を 著 し,そ のなかで教 育 の 目的 を「社会的自我の
完成」 におき,そ の基 礎 に身体 の教育 を据 えてい る。中島 は,教 育 目的 に関 して心理的,倫 理的
ならびに社会的側面 か らコメニ ウス,ペ スタ ロ ッチ,ヘ ルバ ル ト,ロ ーゼンクランツ,プ ラ トン
,

,

ロ ック,ス ペ ンサ ー,ナ トル プ,ベ ル ゲ マ ン等 の教育論 に検討を力日え,個 人主義的教育 学 と社会的

教育学 を折衷す るために,教 育 目的 に「社会的 自我 の完成」40を かかげたので ある。
この点 について中島 は,次 のように云 っている。

「余 は『教育 の 目的 は,社 会的 自我 の完成 にあ り』 といぶ。近時発生的心理学の證明す る所 に依
れば『我』 といぶ 中 には,自 ら社会的 の傾 向を有 し,そ の社会 の境遇 に応 じ,漸 次 に社会的自我 を
発達す といぶ 。而 して他方 に最近倫理学の指示する所 に依れ ば,人 生の目的は,社 会 の 中 に,理 想
的の自我 を実現するにあ りといふ。而 して又近 時社会学の主張す る所 に依れ ば,社 会 は一の有機体
にして,其 有機体 の各員 が,各 々相寄 りて働 くことによ りて,以 て社会 の進歩 を為す といぶ。心理
学 よ りは人の社会的傾 向を指示 し,倫 理学 よ りは理想我の社会 にお ける実現 を要求 し,社 会学 よ り
は,社 会の有機的傾向を提示す。 ここを以て,教 育 に船ては,倫 理的に其人 の社会的傾 向 を助長 し
て,そ が実現 を有機的団体 の 中 にお て し,以 て其進歩 を助 けしめざるべ か らず。『我』は『我』とし
て其生理的事情 を整 へ,其 知情意の発達や,其 倫理的品性 を為す と共 に,其 身心 ,其 倫理的品性 は
自 ら社会的傾 向を帯 び,『 我』を投 じて,社 会 の渦中 に入れ,我 が社会 か,社 会が我か,社 会 と我 と
,

,

同一不二の境涯 に進 むること, これ教育の目的 とす る所 な らざるべ か らず。 自我 なるものが,斯 く
の如 く,倫 理的に,又 社会的 に活動す るに至 りて,大 いに其価値 を高 め来 るべ し。 之 を約 して言ヘ
ば,教 育 の 目的は,心 理的に可能なる社会的 自我 を,倫 理的に又社会的 に現実 なる所 の一の完成 せ
る社会的自我 と為す にあ り。此故 に此完成せ る社会的 自我 を解剖すれば,此 自我 は,其 根底 として

,

健全強固なる身体 を有 し,明 際 に,天 地人生 を解 して,社 会 に庭 し行 く知見 ,利 己的感情 に制 せ ら
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れず,他 と共同す る高尚 にして暖 なる情操 ,及 び己は己にて治 め,内 心 自由なると共 に,常 に社会
の進歩 を助 くる社会的 の徳行 を為す品性 を具せ るものに して,身 を以て公 に奉ず るを以 て己の務 と
信 じて働 く所 の人 格 な り。此人格 を成す, これ教育の目的 とすべ き所 な り。」49
この 中島 の教 育 目的論 も,明 らか に社会有機体論 の上 に成立す るものであった。 つ まり,個 人 と
国家,社 会 の利害 は,決 して相対立 し,矛 盾す るもので はな く,む しろ個は,国 家 と社会 を有機的
に結合す る媒体 (― 公民)と して位置 づ け られ る。
教育 は,個 をそ うした媒体 へ と変容 させ る装 置 として規定 しうると云 うのである。
中島 は,社 会有機体論 に立 った家族国家主義 の原理 か ら,次 のように述 べ て い る。すなわち,被
教育者 は,f家 族 に人 と為 り,公 共社会 に属す ると共 に,又 其国家 に従属 せ り。人 の 国家 に対 する位
置を国民 といぶ。 されば被教育者 を名 づ けて第 二の国民 ともいぶ」50と 。
そして,「 各個人 は,其 国家 の保護 を受 け,恩 恵 に浴す るにあ らずば,其 生命財産 の安寧 を得,教
育 を受 け,其 自身 の 自由 と任務 とを実現す ること能 はず。比故 に,個 人 と国家 の関係 は道徳 的 とな
り,国 家 の危 急 の場合 には,身 を捧 げるべ か らず。殊 に国家 には,そ れ /ヾ の歴史 あ りて,其 個性
を為 し,其 開明 を来 せ ること,猶,家 に家系あ りて,そ れぞれの家風 を為 し,其 所得 を有 せ るが如
くなれば,其 国家 に属するものは,恰 も人々が,其 祖先 よ り,其 家風 と遺産 とを継承 し,以 て益 々
其進歩を計 らざるべか らず。 (中 略)今 ,教 育 せ らるる男女は,国 家 よ りかか る恩恵 を受 け,遂 には
其国家 を組織 せ ざるべか らざるを以て,教 育 は,男 女 をして,其 国家的意識 を体認 せ しめ,忠 良 な
る国民 とな りて,非 常 の時 には其国家を護 り,平 時 には益其国家 の品位勢力 を高 め しむることに十
分 の力 を費 さ ゞるべ か らず。
]飩
)

中島が主 張す るところの社会的自我 とは,谷 本 や吉 田等が説 くの と同様 に,国 家 ,言 い換 れ ば
天皇制 国家 に対す る自由な服従 と互順の意 識 を意 味 し,国 家的課題 を自らの課題 として認識 しうる
人物の養成 を標傍 したのである。
,

(2)教 授法 の改造 と自動主義
中島 は,上 述の意味 における社会的 自我 の完成 は管理・ 衛生・ 教授・ 訓練 という教 育 の領域 を結
合 し,統 一す ることによって実現 される と云 う。
「第 一の管理 は,社 会的 自我 を養成す るに足 る如 き学校 の設備 を為 し,及 び秩序 を付 くる事業 を
言 ひ,衛 生 は,其 社会的自我 の生理 的基礎 を固めて,其 活動 を盛な らしむるべ き事業 を指 し,教 授
は,此 社会的自我 に,知 識技能 を付興 して,以 て明瞭 に,天 地人生 を解 して,社 会 に役立 つ素質 を
得 しめ,か ねて其知見 を開 きて,感 情 を高潔 にし,意 志 を確乎た らしむる事業 を云 ひ,訓 練 は,此
社会的自我 をして,身 体 に正 しき習t̲Rを 得 しめ,不 当の感情欲望 の起 り来 るを拒 ぎ,一 定 の主義 に
依 りて,其 習慣 を養 ひ,以 て社会的 の倫理的品性 を完成せ しむる事業 をいふ。
此四事業 を完全 に施す ことに依 りて,社 会的 自我 は完成 し,か くして成れる社会的 自我 は,強 壮
健固 なる身体 を有 し,其 倫理的品性 を,社 会進歩発達の中に発揮 し,国 家社会 の用 を為す べ し,人
として,此 社会的 自我 を完全 に発達 せば,個 人 として見れ ば,修 養あ る倫理的品性 を有 せ る人 ,国
家社会の民 として見れ ば,身 を棄て ゝ公 に奉ず る人たるべ し,人 ,こ ゝに到 りて,初 めて人類の光
輝を発揚す べ く,か くの如 き人 よ り組織 せ らる ゝに至 りて,国 家 ,社 会 は,初 めて生 命 の光 ある完
全の有機体 となるべ し。]5り
そ して,中 島 は,完 全な有機体 としての国家 ,社 会に有用な社会的自我 の養成 とい う観点 か ら

,

教授方法の改造 を主張 してい った。
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彼 は,教 授法 の第一 の原則 に,「 教授 におては,直 接 には知識技能 を附奥す ることを務 むべ しとい
へ ども,間 接 に依 りて以て其品性 を練 ることに資せ ざるべ か らず。 (中 略)此 二個 に達す るを称 して
『教育的教授』という!50と 教授 と訓育 の結合 をかかげ,ま た,教 授法 の第 二 の原則 は,形 式陶冶 と
実質的陶治 を統 一す ることで あ り,有 用な知識の教授 と心 力 の練磨 を結 合す る ことによって,「 其 一
般の活力 を練 り,此 活力 を以 て,か の知 識技能 を活か して,能 く社会 の千変高化 の事情 に適合 せ し
むべ き」50で ぁ るとして い る。
さらに,中 島 は,そ の第 三の原則 として,子 どもの
「′
b意 発達 に従 ふべ きこと]5動 をあげると同時
に,注 入主義 を排 して「― ,教 授 は,感 覚,知 覚 ,記 憶 ,想 像 ,推 理の諸心力の発達 に応ず べ し。
三,直 覚 より概念 に進 め。三 ,近 よ り遠 ,簡 よ り繁,易 よ り難 ,既 知 よ り未知 に及 べ。四,生 徒 の
自己活動 に訴 ぶべ し。五 ,諸 種 の興味 を誘発す べ し!50と 述 べ,教 授法 にお ける自動主義,興 味主義
をあげてい る。

(3)社 会的 自我 と身体
中島 は,「 身体 は社会的 自我 を完成する根底 たるを以て,之 に対 しては,教 授 ,訓 練 にお けると同
5の
様 の注意 を以 て鍛錬すべ し」 と述 べ るとともに,教 育 の 目的の第一 に
「身体 の健全な る発達 を計 る
べ し」 とあげ,社 会的 自我 の基 本条件 である身体 の健康 を教育 目的 に加 えるべ きである と云 う。
「身体の健金 なる発達 を計 るべ きことは,教 育 の 目的中 に含 まれざるべ か らず。 プ レ トーは『教
育 におては,身 体 と精神 とに,出 来得 るだけの美妙 と完全 とを興 うべ し』 と言 へ り。 これ被教育者
の身体 を検 したる所 に言へ る如 く,身 体 は人 間生活 の基 礎 となるを以 てな り。身体 が人 間生活 の基
礎なる以上 は,之 を以て最高 の 目的 と為 さざるまで も,少 くも其 目的の 中 に加 へ ざるべ か らず。」59
そ して,身 体 が生活 の根本 であるが故 に,「 身体 は ここに社会 に役立 つ根底 とな り,知 情意 は皆 社
会的傾向を帯 びて利己 に流れず,す べ てあ らゆる利 己的傾 向を脱 し,献 身的 に社会 の為 めを尽す と
共 に,自 ら自己の自由 を実現 して,以 て社会 の進 歩発達 を助 くべ しJ59と 身体 の社会化 を強調 し,そ
の立場 か らヘル バ ル ト派 の体育論 に対 して,強 い不満 を表わ して い る。
「然 るにヘルバル ト派 は,身 体 の修練 を教育 の領分 よ り排斥せ り。一人 ケル ンは,世 人が身体 の
教育 と言 ひ習 うは,教 育 の語 を濫用せ しものにて,身 体 の教育 にお ける関係 は,第 一 ,精 神 に力 を
用 い ん とする教育 にお いて は,其 成功 を遂 ぐるの要素の第一 として,強 健 なる身体 を得 む とす るに
ある こと,第 二 に,教 育者 の心の作用 は,肉 体 の影響 に左右 せ らるること,第 二,人 心 と外界 との
聯絡 は,肉 体 の感官,之 が媒介 を為す ことの三条 を除 きて は,左 したる必要な く,被 教育者 は須 ら
く医師 に諮 りて其欠を補ふべ し。要す るに,身 体発育 の ことにお けるは,単 に間接 に感ず るのみに
て,本 来 の 目的 とする所 は,被 教育者 の精神 にあるな りとせ り。
ケルンの此言 には矛盾 を含め り。若 し身体 が,教 育 の成功 を遂 ぐる要素の一 として健全 なるを要
べ
す きものな らば,何 故健全 にする方法 を教育 学 の研究以外 に置 き,教 育 の事業中 よ り之 を排斥す
るか。 一 方 に要素 の一 といひなが ら,他 方 に攻究 せ ず とも可 といふは,自 家撞着 にあ らずや。而 し
て又ケルンは,被 教育者の心の作用 は,肉 体 に影響 せ られ ,人 心 と外界 との聯絡 は,感 官之れが媒
介を為す とい う ことを認めなが ら,さ しも重要なる肉体 や 感官 の注意 を,間 接 の事業 と認 むるぞ
肉体 は人の 自我 の根拠 な り,其 感官 は知 識 の窓な り。 ペ ス タロ ッチは,即 ち此感 官 を練 ることを其
,

教育 の根 本思想 とせ しにあ らずや。かか る重要の関係 あるものの注意 を間接 の事業 と言 ひ去 りて
之を医師 に托せ んとす,然 るに医師 の職務 は,消 極的,治 療的 にして,教 育者 が被教育者 の身体 を
,

積極的 に鍛錬 せ む とす るとは,其 領分 自 ら異 な り。要す るにケル ンの見 は,余 りに精神 と身体 とを
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60
別物視するに過 ぐ。
」

(4)中 島の訓育的遊戯論
ヘルバ ル ト派 の体育論 に対 する批判 を通 して,中 島 は「 吾等 の身体 は,之 を強壮 にす るため,其
運動系統 を種 々 に鍛錬 する ことを要す。其鍛錬方法 として第 一に来 るものは遊戯 な り。遊戯 は吾等
の身体 の組織及 び活力 よ り,必 然 に起 り来 るものに して,之 に依 り,吾 等 の身体 は,漸 次 に其活力
と強壮 とを増力日し来 る。遊戯 は実 に内部 の生理 的努力 が,外 部 に向 って発表 し,依 りて以て更 に其
力 を増 さむ とす る ものにして,同 時 に其心理的傾向 を現 はす ものな り。(中 略)殊 に児童初 めの間 は
此遊戯に依 りて,学 問 もし,道 徳上 の訓練をも受 くるを以て,教 師 は務めて其遊戯を奨励 し之を教
育的に指導することを怠るべか らず」飩)と 遊戯 の教育的価値 を高 く評価 したが,特 に,訓 育的観点か
ら遊戯を重視 して,次 のように論 じてい る。
「遊戯 を正 しく指導すれば,第 一に,児 童を自然界 と交通することに導きて,其 知識感情を高尚
にし,第 二に,協 同一致の気風 を養 い,第 二に,思 想の発展 を自由にし,其 自信 の念を高めしめ
第四に,他 人 との間 に揉 まる ゝに依 りて,自 ら社会的の道徳を了解 し,第 五に,其 個性を延ばす]6り
ことがで きると。
,

,

一方,中 島 は,体 操 に関 して どのよ うな見解 をもっていたのか。その点 について彼 は,体 操 は
「人
間 の遊戯的衝動 を系統的 に導 かん為 め,之 を身体組織 の理 法 に照 し,之 を心意 訓練の目的 に考 へ て
立案 した るものにて,身 体 の健康,強 壮 ,熟 練 ,優 美 とな らむことを務 む。体操 は,今 後 の学校課
程 におては,十 分 に其価値 を認 め,其 時間を多 くせ ざるべ か らず!631と ̲定 の価値 を認 めなが らも
筋肉運動の熟練 とい う目的か らは不十分であ り,そ のためには手 工 も内容化す べ きであると述 べ て
,

い る。
以上の ような中島の体 育論 も,既 に明 らかなように谷本 ,樋 口,吉 田等の帝国主義的な体育論 の
系譜 をひ いてお り,帝 国主義的要求 を実現するための社会的 自我の陶冶な らびにその身体資質 とし
ての強健 ,熟 練 を説 く,極 めて実用主義的な体育論であった。

7.森 岡常蔵 の社会的教育学 と「身体 の理想」

(1)社 会的教育 学 と自尊独立主義

森 岡も,明 治37年 に『各科教授法精義』,明 治39年 には『教育学精義 』を著 し,自 らの社会的教育
学を唱導 した。
『教育学精義 』 は,森 岡が明治37年 8月 に熊本県私立教育会 における講演 をまとめた ものである
が,彼 が鼓吹 した社会的教育学 は,基 本的 には ドイツのル ドル フ・ レーマ ン (R.Lehman)の 『教
育及 び教育者 』 を摂 取 し,変 容 させた ものであった。
森 岡は,そ の「 自序」のなかで こう述 べ ている。
「余の智 に官命 を奉 じて独 逸 に留学す るや,イ ェー ナ・ ルハ ン・ ライプチ ヒの諸大学 を歴訪 し
,

新 しくライ ン・ フ ォルケル ト・ シルレ氏等 の講筵 に陪 してその教育説 を聴 き益 を受 くる こと少 か ら
ざ りしが,私 心猶 ほ未だ満たざる所 あ りて煩悶之 を久 しうせ り。偶々ベル リンに遊 びて レーマン氏
の著 『教育及 び教育者』 といぶ書 を求 め,之 を一 読 せ しに立論 の 旨趣大 に余 の意 に適す るものあ り
しかば,爾 来之 を愛 読 して措 かざ りき。
帰朝 の後未だ機 な らず して明治36年の春 ,書 筆金港堂 よ り発行 せ る通信講義録 『教育科講習全書』
中の教育学 を担当する こととな りしとき,余 は取 り敢 へ ず レーマ ン氏 の所説 の大 要 を紹介 し且つ余
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の意見 を交へて筆を執 りた り。而もその講義の冒頭には 〔
以下余が講述にかかるものは主としてル
ー ドルフ,レ ーマン氏の『教育及び教育者』に拠 りてその綱領を定めたけれども多少自家の説 を加
へて取捨する所あり。〕と明記 し置きたり。その講義 はやうやう百買に満たざる程なしが,余 が教育
学の根抵は正にこの時に定 りて今猶ほ算はることなし。
J60
森 岡の教育学説 も社会的教育学全般 に共通 して い るように,国 家 ,社 会 と個人 との関係 を予定調
和的 に統 一 し,国 家的臣民 を教育す るとい う論理 を軸 に成立 してい る。その国家観 ,社 会観 は,云
うまで もな く有機体論 を原理 としていた。例 えば,森 岡は,社 会人 と個人 の関係 を次 のように とら
えて い る。
「猶 ほ社会 の要素たる各箇人 はそれ 自身 もまた有機的統 一体 である。従 って箇人 自身 に 目的 を有
して居 ることを忘れてはな らぬ。 されば各箇人 は決 して単 に国家 の 目的 に対 して方便た るに止 まる
ものではない。社会全体 が生命 を有 して居 るの tヽ 要す るに箇人 の意識 に依 るか らである。此意識 は
生物 の組織 にお ける細胞 とは異 なって居 ることを知 らなければならぬ。何故 なれば各箇人の意 識 は
単 に社会全体 を成立す る要 素 た るのみな らず,社 会 といぶ有機物 の 中 に存 して居 る独立の力素 であ
る。故 に之 を単 に生物組織 にお ける細胞の如 く見 て,箇人か ら固有 の 目的を忘却す る論者 の説 は誤
っている。
!69
森 岡の場合 ,個 人のある一定程度 の主体性 を認 めようとしているが,で は個人 の 目的 と社会 のそ
れ との間 に対立 ,も しくは矛 盾 が生 じた場合 は,ど うすべ きか。その場合,「 箇人 の 自由 と社会 の共
60で
同性 との対 立 に就 いて は二 者決 して相衝突 してはな らぬ。
却 て互 に相融和す べ き」
ぁると森岡 は
云 う。言葉 を換れ ば,両 者 は有機的結合 をな しているが故 に,そ の対立 ,矛 盾 は,社 会 の一要素 で
ある個人の発達 によって解決 され,個 人の発達 は,国 家 の隆盛 ,社 会 の発展 に連続 して い るとす る。
「即 ち教 育者 は各箇人 の上 に施すべ きもので,教 育者 は有意・ 成案的の指導 を以 て箇人 の発達 を
図 らなければならぬ。而 も社会 を直接の 目的 とするので はない。併 し社会 が道徳的 に有勢的 にな ら
うとす るには唯箇人 の道徳 が高 ま り箇人 の力量 が進 め られた点 に船て望 むべ き ことで あるが故 に

,

箇人 を教育す ることは自 ら社会 を教育す る所以 である。故 に教育 が直接 に箇人 の発達 を期 す るか ら
と言 って,是 を以て直ちに箇人教育主義 を取 って居 る もの と診断す るは間違 って居 る。又ベル ゲ マ
6の
ン氏 の教育学 中 にあるが如 く,直 ちに社会 自身を教育 しやうとするのも方法を誤 ったものである。
」

森 岡は,「 学校 の児童 を社会的に仕上 げると云ぶ ことに依 って箇人 の発達 並 に国家 の隆盛 を期す る
ことが出来 る訳 であるJ60と 云 い,ベ ル ゲ マンの社会的教育学 に対 して批判的立場 を とっている。
森岡は,こ の立 場 か ら個人主義 の教育 と社会主義 の教育 を統合する原理 を人間的本性 としての
「利
己心」 と「愛他心」 に求 めたので ある。
森 岡の教育論 は,熊 谷,谷 本 ,樋 口等 のそれ と思想的 に対立す るものでは勿論 な く,単 なる力点
の置 き方の相違 にす ぎない。彼 は,「 国家其他の社会 にお ける根本的要素 は箇人 で,箇 人 な くして国
家 も其他 の社会 も成 り立 つことが出来 な い。 (中 略)故 に箇人 の発達 を助 けるや うに教育 しなければ
ならぬ と唱 へ るのであ る。尚ほ この主義 は自主独立主義 と云ふ ことも出来 る」69と 述 べ て い るが ,森
岡の云 う自主独立主義的な人 物 は,究 極 において国家 の隆昌,富 強 に従属す べ きものであった。
森 岡は,国 家を最 も高尚なる社会団体 として とらえ,個 人 は,そ の国家 の庇 護 を受 けて い るが故
に,国 家 に奉ず る義務があると云 う。
すなわち,「 何故 に国家 が其通 り高尚なる団体 であ るか と云ふに,其 中 に属 して い る箇人がその生
命 をして価 値 あ らしむ るものは日常国家 の力 に依 るが為 であ る。 日本国民 として何庭 か らも身体 の
危害 を被 らず,価 値 あ る生 命 を保持 し得 るのは日本 といぶ 国家 のお陰 である。 つ ま り国民の生命の

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践 (4)

価値 は国家 に依 って存 して居 るが故 に,一 朝国家 に大事 あるに際 しては生命 を も犠牲 に して蒸すべ
き義務 が生 ず るのであるJ70と 。
そ して,最 終的 には「要す るに私 の所謂国家主義 は現今 の政体 の有様 の上か ら見 て国家 の繁栄 を
70と

中心 に置 き其 国家 に属 して各箇人 をして完全 に国民的生活 を為 し遂げん ことを期 するのである」
述べ て い る。

森 岡が 国家 ,社 会 と個人 の融和 を説 き,個 人 の 自主独立 を国家的富強の延長線上 において とらえ
主張するにあた って,明 治30年代後期 における社会主義思想 の摂取 と労働運動 の勃興 といつた社会
,

的状況 を念頭 においていたであろうことは,以 上の諸論か ら十分 うかが うことがで きる。

(2)社 会的教育学 と労働力 の再生産
国家,社 会 と個人 の有機的結合 を力 説 した森岡は,他 方 において「元来国民 の未来 はその労働力
の多少如何 に関す るものである。国民 の労働力 と云ぶ はその 国が政治上 の大 をな し,経 済上 の富 を
7り
来 た し,及 国民 の独立 t繁 栄 の因 って生ず る所 の資本 である」 と国民 を労働力 としてみる経済合理
主義の立場 に立 ち,教 育 を労働力の再生産機能 として とらえようとしている。

その観点 か ら,森 岡 は,「 私 の所謂教育学 は少 年 が将来国民団体 に入 り込 んで文明的動作 を営 み
進ん で精神的 に経済的 に貢献 し得 るや うに教育 しや う と欲するのである。

,

是故 に各箇人 を教育す ると云 って も総ての方面 におて社会的条件 に依 らなければな らぬ ことは明 で
ある。又之 を反面か ら言 へ ば社会生活 の進 歩 は箇人 の知 識・ 力量 に待 たなければな らぬ ことを意 味
するのであ る。 それで教育 は先 づ各人 に高 尚な意味 で己 自身 の為め に轟 し又社会 の為 めに基すに十
分 なる価値 を附興する ことを務 めなければな らぬ。 か くしてその社会 が進 んで高 尚 になるを得 るの
である」70と 述 べ ている。
ここに は,明 治30年代後期 か ら40年 代 にかけての経済教育論 が反映 されているが,森 岡 は,そ の
立場か ら教育 の 目的を道徳的生活 と国民生活 の完成 においたので ある。
「教育 は第一 に被教育者 をして道徳的生活 を完成せ しめることを目的 としなければな らぬ。第 二
に被教育者 をして国民的生活 を完成せ しめることを 目的 とすべ きである。併 し帰 す る所 は道徳的陶
冶である。我が小学校令第一章第 一条 『小学校 ハ児童 ノ身体 ノ発達 二留意 シテ道徳教育及国民教育
ノ基礎並其 ノ生活 二必須ナル 普通 ノ知識技能 ヲ授 クル ヲ以 テ本 旨 トス』 とあるのは,私 の こ ゝに述
べた所 と同意義 で ある と思ふ 。
道徳教育 と云ふの は先 づ道徳的品性 を主 とする教 育 と見 て宜か らう。
それに身体 の発育 に留意す ること ゝ生活 に必須 なる普通の知 識・ 技能 を授 ける ことを力日へ れば,私
の先 に述 べ た道徳的生活 を完成 し得 ることになる。
,
国民教育 と云ふのはつまり国民的性情 を造 るための教 育 である。私の所謂国民生活 を完成す るに
は国民的性情 を造 る上 に身体 の修養・ 生活に必須 なる知 識・ 技能 を授興する ことを含 まなければな
70
らぬ。
」

(3)森 岡のヘルバル ト派教育論批判
ところで,「 箇人的・ 社会的両方面 を結 合 した一 つの教育学」70を 主張 した森 岡は,ヘ ルバル ト派
教育論 に対 して どのよ うな立場 を とっていたのか。
彼 は,ヘ ルバル トの教育学 については「ヘ ルバ ル ト氏 の教育学に対 しては世人往 々 に して箇人的
方面 に偏 して居 ることを言ふ。其基礎学 とした所 の倫理学及 び心理 学 が共 に箇人的傾 向 を有 して居
る,従 ってその教育学 も箇人的 で ある と言ふ。成程氏 の教 育学 にお ける教育者 と被教育者 との間の
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関係 は箇人的説明 に偏 して居 る様 で あるが,さ りとて決 して社会的方面 に考慮 をめ ぐらさなか った
もの と言ひ切 ることは出来 ぬ!7け と擁護す るとともに,そ の根拠 を次のように明 らかにしている。
「先 づ之 を其倫理学の上か ら観察するに,倫 理 学 は氏 が言 ふ如 く教育 に対 してその 目的 を定 むる
所 の基本学科 として重んぜ られては居 るが,其 説 く所 を見 るに,菅 に箇人 に対する規範 に就 いて述
べ たに止 まらず,又 社会生活 に対す る規範 に も論及 した。 (中 略)且 つ の『
氏
教授学』は社会的要素
を児童 の心中に植 ゑ付 けることを目的 として多方的興 味 を喚起 すべ き理 を論 じた。而 も其興 味 の
中
社会的興味が殊 に重 要なる位置 を有 して居 るのである。総 て教育の内容 は必ず社会が伝 来 した財産
か ら定 め られ るので あ る。此点 か ら見れ ば,ヘ ブ
上バ ル ト氏 は決 して純粋 に箇央的方面 に傾 い た もの
ではな く,寧 ろ或点 におて社会的 に思考 をめ ぐらした ことも判 る」70と 。
ヘルバル トの教育学 に対 しては,あ る一定の理 解 を示 した森岡も
,ヘ ルバル ト派,な かで もチラ
ーの教育論 には「 チル レル氏 の意見 は極端 に箇人的教育の立場 を示 して居 る。氏 は厳格 に
教育の 目
的を箇人 倫理学 か ら取 り,人 格 の理 想的模範 を被教育者 に実施 しや うと試み,将 来被教育者 が入 ら
うとす る社会 か ら何等 の制限を受 けざらんことを欲 した」7の とその個人主義 な傾向を批判すると同時
に,ヘ ルバル ト派教育論の五 つの道念 には国家的,社 会的要素が欠如 していると指摘す る
。
「 ヘルバル ト派 の倫理説 は倫理学史上回よ リー地位 を占めて居 るが ,其 五道念 は果 してあ らゆる
意志関係 を分 析 し蒸 した ものであるか, この道念 を養 って置 けば人 は国家 に対 して もよ く満足 なる
行為 を現 はす ことを得 て遺憾 な いで あ らうかは疑間である。縦 し五 道念 が凡 ての意志関係 を要素 的
に分析 して遺 漏な い もの として もその道念 なる者 は余 りに抽象的 で ある,余 りに形式 で ある。
的
学
者 の議論 として は美 し く組織 せ られて あることが承 認 せ られて も,こ の道念のみを養 って置 けば人
間種々の境遇 に虎 して遺憾 な く善 い行為 を為 し得 られ るものと安心することが 出来ないやうに思ぶ。
児童徳化の仕事 は実質的に考 へ るを必要 とはせぬで あ らうか。且 つヘルバル ト派 では五 道念 の養成
を以て直 に教育 の 目的な りと論ずるが,そ の点 に就 いて私の不賛成である理 由は 『教育 目的』論 の
79
條 で詳論 して置 いた。
」

(4)形 式的教科 と体育
道徳的生 活 と国民生活 を完成すべ く自主独立の人 物の養成 を主張 した森岡は,そ のための教科の
構造 は(1)国 家 の要求 ,(2)人 智 の分量,(3)郷 土的関係 によって決定 され るとし,そ の教科 の構造 を (甲 )
基本 的教科 ,(乙 )実 質的教 科 ,(丙 )形 式的教科 に 区分 し,各 教科 を次 のよ うに位置 づ けて い る。
(甲 )基 本的教科 (修 身 。国語・ 数学 。外国語 )
(乙

)実 質的教科

(歴 史・ 地理・ 理科・ 農業・ 商業・ 法制経済・ 家事 )

(丙 )形 式的教科 (体 操遊戯

。図画・ 唱歌・ 手工・ 裁縫 )
そして,形 式的教科の性格 と体育 の意義 について,森 岡は,次 のよ うに指摘 して い る。
「体操遊戯 。図画 。唱歌 。手 工・ 裁縫 の諸教科が之 に属 して居 る。身体機関の鍛錬・熟達 を主 と
し兼 て観察 を精密 にし美情 を喚起 し勤勉・ 忍耐 に慣れ しめる等形式的に価値の多 い学科 である。形
式的 に価値 の多 い といふのは,例 えば体操 に就 いていぶ に,徒 手体操の順序 とか其方法 を其儘 覚 え
て居 てそれが吾人 の生 活 に価値 をなす といふので はな くて,後 に至 りよし其順序や方法 は忘れて も
身体 が強壮 とな り敏 捷 とな り,又 規律の厳格 とか果断 。剛毅の精 神 が得 られた とすれば此科の 目的
,

は達 したので ある。 これが形 式的教科の名称 ある訳 で ある。 これ等 の教科 は又 或 は技能 と称 して
居
る。固よ り実行的方面 が主 となって居 るもので即 ち体操 で は手足 を動か し,図 豊 では眼及腕手 を使
用 し,唱 歌 で は耳及 び音声 を練習する等何れ も身体 の鍛錬 が主 なるもので あるが さりとて精神的方
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面 の修養をも怠 ってはならぬ。又技能であるとい って も知識 と比 べ て価値 の下 るといふ訳 で はな い。
(中 略)私 が 属述 べ た通 り身体 の必要 と精神 の必 要 とは必要 といふ点 におて差 のあらう筈 はない。
体操遊戯 が身体 の 強健・ 敏捷 の上 に大なる関係 を有す る以上 は教 科案上大 に之 を重 ん じなければな
らぬ。我が 国 の教則 に依 れば尋常小学 よ り必須科 目 となって居 るのは此故 で ある。]7働

(5)明 治体育批判 と身体 の理想
形式的教科 として体育 を規定 した森岡は,「 我 が国 におて も佛教の為 に身体 の発育 を精神 のそれ程
重ん じな い傾向が 或部分 におて認 め られた。殊 に維新後西洋の学問が入 るに従 って,西 洋 に船 ける
中古以来の謬想 を交 へ て居 る思 潮即 ち精神 のみを殊更 に尊 ぶ風 が入 り込 んで,学 校教育 におて も体
操科 は教科 目中 に列 せ られてあるに拘 はらず,兎 角之 を疎 かにす るので あった」80と 明治維新以来の
体育軽視の弊害 を批判 し,こ の批判 の上 に立 って「教育 は被教育者 をして現 時 の生活 に応 ぜ しめ得
るや うに第一 にその心 身諸勢力の発展 を期 さなければな らぬ」と云 い,教 育 は,「 身体 の理想」を実
現す ることで あ るとしている。 では,こ の身体 の理想 とは,何 か。
森 岡は,そ れは「肉体的勢力 を修養 して完全 なる身体 ]81)へ と陶冶す ることであ り,「 美麗で且 つ
完成 せ られ た身体 は真 に貴 ぶべ きもので,猶 ほ知識・ 道徳の尊重す べ きと何等 の差異あるもので は
ない」8り と述 べ るとともに,さ らに,次 のように も云 ってい る。
「身体 の理想 や善 。真・ 美の理想 は吾人 の 肉体生活及 び精神生活上 よ り発 し来 るもので
人は

,吾

吾人 の身体や精 神 に対 する道徳上 の義務 を有 するものである。何 となれば宇宙の帰趣 を悟 る所 か ら
よく安心立 命 す るの道 を得 て荀 も非望 を懐かず,自 然・ 人界 を正 しく理解 して迷はず,高 尚な趣味
を養 って劣等な感情 を抑制す ること並に健康 にして姿勢 の齋整なる ことは,吾 人の身 を持 し世 に鹿
89
する上 に稗益 を興 へ又必要で もあるが故に,こ れ等の務 めは当然道徳 の問題 に帰す るのである。
」
森岡が「身体 の理想 Jを 主張 した背景 には,ほ かで もな い社会ダー ウィエ ズムの論理 が一 貫 して
いた。
彼 は,「 理想 こそは生存競 争 に真 の 内容 を興 へ人生 に価値 を興ぶ るものである」80と 云 い,熾 烈な
生存競争 の現実 に対 して輩国な肉体力 を養成すべ きである と,次 のように述 べ ている。
「現時代の有様 を見 るに社会 に生 存する人間 は齊 し く心身勢力 を激烈に緊張 しなければならぬ。
肉体勢力の益 多 きことが必要 とな り,同 時 に精神勢力 も益強 きことが必要 とな り,同 時 に精神勢力
も益強 きことが入用である。又箇人 としての勢力 の強 きを必要 とす るのみな らず,社 会的・ 団体的
の勢力 も益拡張せ られん ことを要求するのである。生存の競争 は今 や漸 く強勢 に進み,荀 も社会 に
存す る人 は誰 で も其度外 に立 って安閑 として暮 して居 ることが出来 ぬや うになった。 それ故 に吾人
は少 年 をして生 活 に堪能 な らしめることを一層必要 と感ず るや うになるので ある。生活 に堪能 な ら
しめることが必然上教育 の第一 目的 に立たなければならぬ。言 ひ換 へれば各 箇人 をして この烈 しき
競争 に耐へ て生 活 せんが為 に諸力 を出来 るだけ高 く発展 せ しむることは古 よ り今 日其必要が多 くて
教育上第一 に これ を務 むべ きである。 (中 略)も し身体勢力 の発達 を務 めなければ迫 も今 日の人 間生
活が一般 に蒙 る所 の精神上 の重荷 に耐へ ることが 出来 ぬで あ らう。而 も之 に耐へ ることが出来なけ
れば人 間 は忽ち衰滅 に帰せな ければならぬ]89
森 岡は, この立場か らヘルバ ル ト派の体育論 を批判 していった。すなわち,ヘ ルバ ル ト派 は,道
徳的品性の陶冶 を主 目的 とし,そ の品性のなかで も特 に「善良な き意志」 の陶冶を主張 し,身 体 の
鍛錬な らびに日常的 な知 識,技 能 は,こ の道徳的品性 を陶冶する単なる手段 にす ぎない と云 う。
しか しなが ら,「 人間の最 も尊ぶべ き点が善良なる意志 にあ りとす るのは誤 って居 らぬに して も人
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は実際 に船て社会 に出て生活 しなければな らぬ ものである。 (中 略)事 実 ,人 は生活 しなければなら
ぬ とすれば単 に善良なる意志のみで生活す ることは難 いの である。知識・ 技能 は時 には明 かに道徳
的品性 を助 けるが為 に施す場合 もある。併 し実際 におて書 を読 ませ算 を教 へ るのは道徳 を目的 とし
て居 るのでな く,多 分 は実地生活 に資す ることが 目的 となって居 る。 ヘ ルバ ル ト派 が知 識・ 技能の
授輿 は道徳的品性 を確立す るための方便 といふのは事実 に合 はぬ議論 を云 って宜い。要す るにヘル
バル ト派が道徳的品性陶冶 を主張す るのは大 に宜 いが,又 之 と相 並んで 日用生活のための知 ・
識 技
能 を授突す ることも亦教育 の 目的 とな らねばな らぬ と思ふ。
]80
ヘルバ ル ト派の体育論 をこの ように批判 した森 岡 は,教 育 の領域 を教授・ 訓育・
養護 に 区分 し
,

体育 を養護 にお き,そ の 目的 について次 のよ うに述 べ ている。
「私 は教育の目的 を定 めて道徳的生活の完成 にあ りとした。而 して教授 も訓育 も此 目的 を達す る
為の方便である。甲は主 として知識 に訴 へ,乙 は徳性 に訴 へ て教育の目的 を達せん とす るものであ
る。知 識 は徳性 と共 に精神生活 に関する事項 であるが故 に教授 と訓育 とは主 として精神生活 に関す
る陶治 で あると云 って宜 い。尚 ほ精神生活 に関 して身体生活 に関す る陶冶 ,詳 しく云 へ ば身体 の健
康 を保 持 し,体 力 を発揚・ 錬磨す ることも務 めなければならぬ。 これが即 ち教 育養護 の負捨 すべ き
任務 で ある。
]8の
そ して,そ の陶冶材 として遊戯 ,体 操 をあげているが,特 に,遊 戯 についてはフレーベル等 の遊
戯論 を引用 しなが ら,単 に養護 のみならず,訓 育的な観点か ら自由活動性のほか,活 力 の養成 ,模
倣本能の充足 ,団 体 の一 員 として団体 に服従 し,団 体 の規則 を遵 守す る等 の習慣形成 にその価値 を
認め,そ の一 節 で次 の ように云 っている。
「遊戯 は訓育上 より見 れ ば第 一 に 自働 の習慣 を養ふ もので,自 働 は意志練習上大 に必要 で ある。
其他遊戯の際果断・ 忍耐・ 剛毅等の諸徳 を養ふ為の好機会 を興 へ るものである。 さて遊戯 の際母
の干渉 の多 きに過 ぐるのは有害 で ある。遊戯本来の性質 は 自由活動 を主 とするもので あれば之 を束
縛 し之 を強制す るは遊戯 の遊戯 たる性質 を失 はせ るもの と云 はなければな らぬ。児童の遊戯 を監督
する必 要 は回 よりあるが,事 情の許す限 り児童 をして 自由に遊戯せ しむる方針 を執るべ きである。
]8o
また,体 操 については,「 体操 は人為的 に或部分 の筋肉を殊更 に鍛錬 し機械的 に活動 せ しむる訳 で
あって,之 と同時 に兵役 の義務 な どと聯関 して貴重 なる意味を有 して居 るものである。」89し たがっ
て,「 私 は遊戯 を過重視 して体操 の意義 を認めな い議論 と共 に教育者の感情 に依 り遊戯 の種類 に価値
のと述 べ
を付 して強ひて之 を制限 しや うとする議論 は賛成 せぬ」。
,遊 戯 と体操 を並置す べ きことを主
張 している。 さらに森岡は,体 育 の教授過程 にヘ ルバ ル ト派の五段教授法 を機 械的 に応 用すべ きで
はないと戒めてい る。
「体操 。図豊・ 唱歌の通常技能科 と呼 ばれて居 る教 科 の教授や修身科 の作法 ,国 語科 の書 き方な
どの教授 にあっては,体 操・ 筆勢・ 調音等 に関す る心 得 を輿 へ るために時 として五段 を適用 し得べ
き場合がな いではない。併 し小学校では体操・ 習字・ 図豊・ 作法等 に関す る理 論 を主 として教 へ る
のではな く,知 識 に関するもの は単 に実行上の心得 に過 ぎぬ。 (中 略)要 す るに これ等 の教授 は主 と
して身体機関の鍛錬 を主 とすべ きもので あるか ら多 くの場 合 にお て五段 の1贋 序 を履 むべ きものでは
ない。予備の外心得を添 へ なが ら模範 を示 し (提 示 ),生 徒 がそれ を反覆練習 (応 用 )し て其技能 に
堪能になれば宜いので ある。故に連 結・総括の二 段 は是等教科の性質上 多 くは用 い な い もの と思ふ。
要す るに模範的教授た る五段 の順序 は実地適用 に際 しては何れ の教科 の教授 に も常 に悉 く履み行は
なければならぬ訳ではな い。此順序 を墨 守せ しむる必要 を認めない。」鋭
)
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め

明治30年代以後 にお ける社会 的教育学の興隆 と多様 な活動主義体育論 は, これ まで論述 した よう
に,切 らかに日露戦争前後 の帝国主義要求 を積極的に受容 し,体 制 に応 えるべ く新人物 の養成 とそ
のための体育方法 の改造 を志向するものであった(Dり
その立場 か らヘルバ ル ト学派 の個人主義的な教育論や従来の画―主義 ,形 式主義的な体育 が批判
され,あ る一定 の教育の自由化,近 代化 が提起 されていったが,そ れ らはなお一つの相対的な思想
的潮流, もしくは啓 表的 な性格 に止 まる ものであった と云えよう。 しか し,や がて明治 40年 代 の段
階を迎 えるに及び,単 なる啓蒙思想 の限界 を超 えて一 つには戦後体育経営政策の思想的なバ ックボ
ーン として,二 つには学校体育改造論 として,そ して二つには具体的な新学校設立 のための教育理
念 に変容 を遂 げ,そ の実践的土壌 を獲得す るに至 るのである。
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石川啄木 は,「 小学教師 に告 ぐJ(明 治37年 )の 中の一節 で,こ の国家社会主義教育学 や国家的教育学 を理論的
背景 とす る明 治後期 の教育 を厳 しく批判 した。
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