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大正前期の及川の自由教育実践,成 城学園等の 自由教育 ならびに体育実践は,大 正前期 に一般的
となった 自由教育論 と体育改造論 に裏打ちされたものであった。また第一次世界大戦前後 には,さ
まざまな明治体育批判 と体育改造論が繰 り広げられているが,こ こでは,そ の代表的 な体育の改造
論 と,地 方 における自由体育実践を見てみたい。

6.第 一 次 世 界 大 戦 前 後 に お け る体 育 改 造 論
1.西 川二五郎 の立 憲的人物 の養成 と体育改造論
(1)立 憲的人物 の養成論 と教育勅語批判
すでに前稿 で見 たような立憲的人物論 を背景 に しなが ら,第 一次世界大戦後 の体育経営 ,な らび
に体育経営 をめ ぐって,従 来 の膠着 した伝統的 な体育 に対す る批判 とともに,体 育 の改造 が主張 さ
れて い った。 その一人 である西川 は,『 立憲的教育施設の実際』 (大 正 3年 )に おいて立 憲的人物 を
養成す るための教育改造 を主張する一 方,従 来 の形式主義化 した教育や抑圧主義的な体育 に批判 を
加 えて い る。
西川 は,ま ず旧来の教育 を「圧制主義」,「 強制主義」として厳 しい批判 の矢を向 けて いる。
「我国教育界 の現状 は今 尚旧来 の保 守的教育 を墨守 して形式的教育 に偏 し,現 代 の立憲教育 に必要
なる人格主義の教育 は未 だ之 を施す ことな く,消 極 的停退主義 によ りて,将 来 の国民 を養成 せ ん と
し,圧 制主義 ,命 令主義 ,強 制主義 ,頑 迷主義 は盛 に淡 白に して無垢なる児童 を圧迫 し,画 一 的 の
教授訓練 は沼々 として国民 を害毒 し,其 の結果 は遂 に無気力 にして不活発 なる国民 の養成 とな り
現代 にお ける時勢の進運 に反抗 して愈々二十世紀 にお ける社会 の迷子 ,了 ゝ我帝国憲法 の発布 せ 身
れてよ りたに二 十有余年 ,未 だ真正 なる自治的国民の真価 を発揮 せ ざるもの,全 く現代 にお ける国
,

Ψ
民教育 の一大 欠陥な りと云 はねばならぬ。
さらに西川 は,「 今 日の小学校教育 は比較的に人権 を無視 し,児 童 を奴隷視 しぢ常 に服従的道徳 を
強 ひて,教 育勅語 を偏狭 に曲解 し,以 て時勢 に不適 当なる,頑 迷なる教育 を強制 し,以 て児童 をし
て実用又 は活用 ,応 用 と称 するが如 き方面の教育 に留意す る事 な く,其 の知識徳性 の修養 は国民 と
しての一員 として,不 完不備の ものが多 い。是等 は要す るに小 学校教育 の一大欠陥である と云 はね
ばな らぬPと ,教 育勅語 の批判 にも向かって い る。こうした批判 をとお して西川 は,「 我邦 にお ける
現代 の国民教育 は,其 主義方法等全然旧 l̲gに 捉 はれたる形式主義 ,画 ―主義 ,奴 隷主義 ,頑 固主義
に偏 し,未 だ 自由主義 ,文 明主義 ,人 格主義 ,自 発主義 の教育 を欠 き,時 代 の思潮 と相反 す るを以
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て,之 が改善 の道 を講 ざれば,将 来第二の国民 は遂 に時勢 に遂行 して,其 の結果 は実 に燐 むべ く
悲 しむべ く,憂 ぶ べ きの時 勢 を呈せん といぶ にあ る。 (中 略)而 して未 だ何人 も国民教育 の革新 を説
,

いた ものがな い。蒐 にお てか余は滋 に立憲教育 の必 要 を説 き,現 代 にお ける国民 の教 育 の革新 を企
て,以 て時代 に処 する第 二の立憲的国民の養成 を企 てんと欲するのであるPと 立憲的国民の養成 を掲
げ,「 主 として 旧道徳 の訓練 を排 して,新 道徳訓練 を施 し,服 従的道徳訓練 を排 して自発的道徳 の訓
練 を施 し,形 式主義 を排 して実質 を採 り,以 て小 学校 に船 ける児童訓練の効果 をして,実 社会 に立
ちて活動 し得 る国民 の養成 に努 めな くてはならぬΥ と新道徳 ,言 い換 えれば自発的道徳の訓練 の必 要
を説 いてい る。

(2)教 育勅語体制批判
服従的な道徳 を批判 し,自 由で立憲的,か つ 自治的,さ らには活動的国民の養成 を国民教育 理念
に掲げ る西川 は, この観点 か ら「非立憲的教育 の打破」 を叫 び,小 学校教育 の現実 を「学校長 の専
制横暴」,「 学校教員 の絶対服従」,「 命令 主義の小学校教育」,「 極端 なる形式的の教育」,「 画 ―主義
教育の強制 J,「 個性 を無視せ る小 学校教育」等 として論難する とともに,さ らに次の ように も批判
している。
「我国教育界 の現状 を見 るに,依 然 として 旧慣 を墨守 して,時 代 と共 に推 移す ることを知 らず,相
替 らず保守循 ,徒 らに形 式主義,画 ―主義,圧 制主義 を励行 して,立 憲的国民 の養成 につ きては何
等の画策す る所 な く,今 や全国の各小学校 は校 合 の設備 を競ぶて外面虚飾的の教育 に陥 り,常 に時
代思潮 に遠 ざか りて,時 代 の進歩 に逆行 せん とす るのである。?
また西川 は,「 現代 にお ける学校内部の行事の如 き専横至 らざるな く,恰 も雇主 が雇人 を使役す る
が如 く,児 童 を見 る事奴隷 を見 るが如 く,其 形式主義 ,専 制主義 は益々横暴 を追ぶ し,部 下 の教 員
と児童 とは専制時代 に船 ける人民の如 くに取扱 はれ ,何 等立憲的 の行動 を見 ざるは実 に今 日に船 け
る現状 で ある?と 批判す る一方,「 今 日の教育 は全 く形式教育 の弊 に陥 って居 る。毎時間児 童 を整列
ならしむるの理 由何 くにかある。毎時間児童の行進 を厳格 にす る理由何 くにかある。毎時間楽器 に
一致せ しむるの必要何 くにかある。此の如 きは全 く時間 を浪費 し,精 力 を徒費 し,児 童 の 自由,自
発,自 治 ,権 利等 の諸 徳 を無視 したるもので,速 に之が改善 をせな くてはな らぬ。今 や全 国 の各小
学校 は依然 として形式教育 に捉 はれて,時 代 に適切 なる教育 を施す事 を知 らない。 立憲教育 の急務
は刻下 の問題 である?と 指摘 して い る。
伝統的な教育 に厳 しい批判 の眼を向ける西川 は, これ ら弊害 に満 ちた教育の現実が,忠 孝主義 を
柱 とする教育勅語体制 に起因す るものであることを見抜 いてい る。
「現代 における国民教育 ,則 ち小学校教育 の実際 を観察するに,教 育勅語主義 によ りて忠孝道徳の
教養 に全力 を傾注するは,我 国体 の関係 よ り最 も必要 なる事 なれ ども,甚 だ しきに到 りては殆 ん ど
人格 を無視 して,児 童 を虐待 し,動 物的取扱 い をな して人の子 を損 じ,形 式主義 ,圧 制主義 ,官 僚
主義,器 械 主義 によ りて,教 授訓練 を強行 し,職 員 の権利 を認 めず,父 兄 の人権 を雲畑視 して憚 ら
ざるが如 き,或 は其 の児童教育 の根本主義 を忘れて,徒 らに監督官庁 の鼻息を窺 ひ,外 形の施設 を
競 うす)と 。
は)自 発主義 と個性主義教育 の唱導
教育勅語中心の教育 におけるさまざまな矛盾 を指 弾す る西川 は,「 余 は大正時代 にお ける国民教育
の実際 につ きて,一 々之が問題 を解決 し,人 格主義 を基礎 とせ る新道徳 とによ りて,立 憲 的国民 を
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養成 せん とす るものに して,小 学校 にお ける形式主義 ,画 ―主義 の教 育 を打破 して,自 発主義 ,文
明主義 に基 づ ける教育 を施 し,奴 隷主義 ,圧 制主義 を排 して,自 由主義 ,独 立主義 の教 育 を鼓吹 し
積極的進歩主義 の新教育法 によ りて,将 来 にお ける立憲的国民 を養成せんとするのであるPと 述 べ る
,

とともに,「 自発的 の教育 とは,所 謂進歩的自由主義 ,文 明主義 ,人 格主義 の教育法 を称す るものに
して,小 学校 にお ける児童の智徳 は此 の 自発的訓練 によ りて,は じめて実社会 にお いて其 の活用 を
なす事 を得る もので,其 の根本 とす る所 は各人 の個性 を発揮 せ しめ,国 家社会個人 の道徳律 ,又 は
の
囚果律等 の如 き理法 は児童 自 ら之 を発 見 せ しめて,向 上せ しむるといふので ある」 と自発教育 と個
性教育 を唱導 している。
また「之が教 育法 を改良す るには根本的 にその改善 を施 して,時 勢 に適合 したる新教育 を施す を
以て急務 とするのである。而 して第一 に今 日の形式教授 を排することである。次 に児童 の圧制主義
を排 して,自 由主義 を収 る ことで ある。其 の他団体 的教育 の弊 を去 りて,個 人的教育 に重 きを措 き」D
と言 い,形 式主義教育 と一斉指導 の弊害 を批判 して い る。
このような「教授法の根本的革新」 を主張する西川 は,そ の立場か ら従来 の教授法 を次のように
論難 してい る。
「児童 の個人的教育 を蔑視 した児童の自発的,又 は活用的 といふが如 き処世上 最 も必要なる智徳 を
欠如 し,そ の極 個人 の特別取扱 を無視 したる結 果 ,身 体不具 なる児童 も,能 力不完全 なる取扱 を受
くるにより,滋 に随分憂 ふ べ き悪結果 を呈 しつつ ある。之 は実 に今 日にお ける教授法の一大欠点で
ある。而 して又今 日の教授法 といふ ものは,五 段教授又 は開発教授 といぶが如 き形式的教授 にのみ
捉 はれて,児 童の自発的教授 といふが如 き点 を閉却 して い る。」D
さらに彼 は,「 児童取扱 の改善」 を要求 し,「 教員 は時 々 児童 を圧迫 して,殆 ど峻厳 を極 め、教室
にあ りては身体 を動かす ことは能 はず,眼 を自由に動かす事能 はず,足 を自由に動かす こと能 はず
,

言語 を自由に発する こと能 はず,況 んや大 に笑 ひ,大 に喜 ぶが如 きは大の禁物 とせ られ,天 真 なる
°
えば明治以来の「教場規則 Jや 「生徒心得J等
児 童 は為め に意気阻喪す るに至 るのである」 と,例 ィ
にみ られ る抑圧主義的 な教授法を批判 してい る。
は)軍 隊主義体育批判
明治以来の伝統的な教育 を厳 しく批判 し,立 憲的国民 の養成 と,そ のための個性教育 ,自 発教育
を唱導す る西川 に とって,体 育 は決 して等関 に付 され るべ き対象 ではなかった。彼 は,「 特 に注意す
べ きは国民の体育 といぶ事 で,児 童の衛生問題及 び運動問題 ,遊 戯問題 ,体 操問題 ,服 装問題続 々
とし,今 や教育家の解決 を要求 している」°と言 い,「 活社会 に立 ちて,有 用なるべ き資格 を具するに
は体育 の健全 を必要 とす るJDと その必要性 を認識 している。
では,立 憲的国民 の養成 に重要な位置 を占めるべ き体育 の現実 を,ど う受 け とめていたのか。
西川 は,「 今 日の小 学校教育 は一面 よ り之 を論ずれば,児 童の智的方面又 は徳育的方面 を過重視 し
て,児 童の衛生 とか,体 育 とかいふ方面 を軽視 して い る」°ばか りでな く,従 来 の体育 は,命 令主義
,

圧制主義 ,軍 隊主義 であると,次 のように指 弾 して い る。
「小学校の体操科 は寧 ろ児童の体育 を主眼 とせ ず して,児 童の規律的習慣の養成又 は児童 の訓練的
方面 の基礎 として之 を課 しつつあるので ある。 それで児童 に課す る体操科 は身体 方面の体育 に非 ら
ずして精神方面の訓練 に属す る事が多 く,児 童の発達 といふ点 か らすると,或 は却 つて有害 な場 合
が少な くな い。而 して体操科 の時間 にお ける教師の態度 といふ ものが全 く野蛮的 で,命 令主義 ,圧
制主義 ,軍 隊主義 で児童 の身心 を苦 しめるのが多 いので ある。これでは児童の身心発達不完全 なる
,
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幼稚なる,薄 弱 なる時代 にあ りては,児 童の身心 に悪影響及 ぼす事が決 して少な くな い。 之 は体操
科 にお ける体育教授の欠陥である。更 に又 児童 の学校 生活 といぶ ものが甚 だ窮屈 な もので,学 校 の
規律 といぶ美名 の下 に児童 は教室 にあ りて も,廊 下 にあ りて も,便 所 にあ りて も,何 をするに も規
律的習慣 の下 に律 せ られて,殆 ん ど体育 といぶ もの を無視 して いるや うに思 はれ る。教室内 に船 け
る児童 の姿勢 の如 き,発 間 の態度 の如 き実 に厳 に失する事が多 い。特 に苛酷俊厳 なる教師にあ りて
は一年生 の如 き初学年の児童 を捉 へ て盛んに圧制教 育 ,訓 練教育 を施 して学校生活 に慣 れ しめんと
して,時 々体罰 を力日へ て児童 を虐待 し,冷 酷 にする事 が往 々 にある。 之が た めに身心 の発達十分 な
る児童は時々病 気 にかか り,学 校 を欠席す るようになるのである。此 の如 き児童 は遂 に一種 の病的
児童 とな りて,一 生不 幸 の生活 に終 るのが多 い。
その他宿題教授 ,居 残教授,特 別教授等児童 は常 に教 員 に過重なる勉強 を命 ぜ られて,一 日 とし
て余裕 といふ ものがな く,毎 日毎 日宿題教授の為 に維 れ 日も足 らざる有様 とな り,精 神的快楽又 は
精神的慰安 を得 るの 日がな い ように至 るのである。学校教育 に船て小 児童 の体育 を無視せ る事 は実
に言語 に絶す るしだいである。」°
また西川 は,「 第 二 年 よ り五六年 の児童 に至 るまで,其 の訓練事項 は主 として形式 的方面 の鍛練 に
属するもので,児 童 は恰 も人形の如 く,活 気 もな く,元 気 もな く,何 等 の活用 をなさざるものが多
い。之 は実 に今 日にお ける小学校の訓練が形式的訓練 の実績 を楊 げん と苦心する結果 で,其 の甚 だ
しきものは児童 の人 格 ,人 権 を無視 し,身 体 の 自由 を束縛 し,圧 制 し,其 の表面 は実 に言語 に絶 す
るものがある」9と 形式的な訓練が,児 童の身体 を阻害 して いると批判す る。
それ とともに西川 は,こ うした束縛,干 渉主義的な訓練 が ,他 方 では子 どもの 自由で,活 動的な
遊戯 を抑圧 している とも批判 して いる。
「小学校 の児童 の遊戯 は児童 の生命 にして,児 童 は遊 戯 な しには一 日も生存する事 は出来 ない。(中
略)然 れ ども児童 が一 たび学校生活 に入 るに従 ひ,児 童の天真 にして無邪気 なる活動 は逆 に制限せ
られて,少 しも自由活動 の本性 を現 はす こと能 はざるようになる。 学校 の訓練 は児童 を束縛 して

,

快活 なる遊戯 をなす こと能 はざらしむるに至 るのである。而 して近時小 学校 の形式的訓練 は盛 んに
児童の 自由を束縛 して,少 しも自由なる活動的遊戯 を許 さず,常 に各教員 の監督 の下 にあ りて,少
しく活発 にして元気 あるものは直ちに之 を制止せ られて,之 を中止す るの上むなきに至 るのである。
特 に児童 の 自由活動 を許 さず,堀 に寄 るも,校 舎 に寄 るも,直 に小言 を浴びせ られて,児 童の精神
的愉快 を興ふるが如 き事 は不可能 と化す るに至 るのである。其 の他校外取締 の如 き児童 は家庭 にあ
りても,猶 且 つ学校教師 の巡視監督 の下 にあ りて,何 等 の精神的愉快 を得 る事 が能 はざるに至 りつ
つある。島9)
さらに西川 は,「 児童 の遊戯 は須 らく自由な らしめな くてはな らぬ。児童 の遊戯 は須 らく天真なら
しめな くてはな らぬ。児童の遊戯 は須 らく自然的な らしめねばな らぬ。此 の如 くに して児童 の身体
と精神 とに余裕 を興 へ て
て生 ゝ活動 の気風 を養成す るは,立 憲教育上最 も必要 なる ことである学の
,以

と,抑 圧的な体育 か ら子 どもを解放すべ きであるとも言 って い る。
(働

運動会 の改造論

旧来の体育 を圧制主義 ,軍 隊主義 として批判する西川 は,運 動会 の実情 に も眼 を向 け,そ の改造
を要求 し,ま ず運動会 が,「 体育品評会」,「 一種 の芝 居」 と化 して い ると言 う。
「近時各小学校 にお いて盛 んに運動会の挙行せ られ つ ゝあるは小学校教育の慶事 といはねばならぬ。
けれ ども,今 や運動会の流行 は其 の裏面 におて各学校 の体育品評会 を見 るが如 く弊 に陥 り,児 童の
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訓練上少 か らざる悪影響 を興ふるのをな らず,運 動会 の 目的なる体育 に就 きて非 常 なる,有 害なる
現象を生 じつつ ある。是等 は一 日も早 く改善 せな くてはな らぬ。
第一 に今 日の運動会 は一種の芝居 を見 るが如 く,児 童 は服装を凝 らして競技 を演 じ,父 兄 は弁当
を持参 して恰 も我子の芝居 を見 るが如 く,教 師 も亦其の運動の巧拙 にのみ注意 して,児 童の精神的運
動 の結果 に留意 せ ず,只 外面 に表 はれたる整列進歩調の一致等を以て誇 り,以 て観客 の好評 を得ん
と苦心 しつ ゝある。而 して其 の児童 の観覧席 にお ける状態 は恰 も飾れ る人形 を見 るが如 く,児 童の
運動競技の場合 に船て も拍手せず,喝 条 もせ ず,無 言 に して正座 し,以 て規律的訓練成れ りとなる。
故 に児童 の運動 には活気 な く,元 気な く,少 しも児童 の自然的なる所 な くして,只 其 の運動 の競技
を誤 る事 なきを怖 る。此の如 きは少 しも運動会 の主 旨 と一 致する所 な く,却 つて児童 をして不愉快
を感ぜ しめ,児 童 をして不活発 に陥 らしめ,其 の運動 に精神的動作 を欠 き,一 種 の芝 居 を見 るが如
き感あ らしむるに至 るのである。VD
西川 は,他 校 との連合運動 はとか く勝敗主義 に陥 りがちで,し たがって廃 止す べ きであ り,か つ
か
運動会 の「芝居的競技」を排 し,「 児童 の活動性 を発 揮 せ しめて,真 正なる体育 的運動 を実行す る子
よう改造すべ きであると思 う。
以上の ように,立 憲的国民の養成 という観点 か ら,従 来 の教育 ,な かで も体育 を圧制主義 ,奴 隷主
義 として批判 し,体 育 の改造 を主張す る西川ではあるが,彼 は,「 世間或 は余 を以 て直 に国体 を破壊
し,日 本国民 を改造す るもの と誤解す るのあ らば実 に大 なる誤 で ある。余 は決 して我 国体 を破壊 し
,

又は日本国民 を改造 せん とするものではない。余 は飽 まで五條 の誓文 に則 り,帝 国憲法 に基 づ き
以 て立憲的国民 を養成 せん とする熱誠 に外 な らぬのであるY° と述べ ているように,自 らの立憲的教
,

育論 が,国 体精神 と矛 盾 し,対 立するものではない と注釈 を加 えてお り,西 川 が主 張す るところの
立憲的教育 とは,つ まるところ日露戦争以後 ,動 揺 しつつある国体 (=天 皇制体制 )の 護持 をめざ
￨￨は , こ う書 いてい る。
す ものにほかな らなか ったのである。例 えば西チ
「立憲的教育 の 目的 とする所 は,現 代 にお ける国民思想 の革新 を促すに止 まらず ,更 に進 んで新時
代 に処す る新道徳の涵養 を企画 し,以 て世界的文明 の潮流 に樟 し,人 道主義 ,文 明主義 によ りて
我国民 をして一等国の地位 と同時 に,我 国国体 の尊厳 と立 国の主 旨 とを考量 し, 日本 民族 の発展 を
,

企図す るにあるのである。V°

2.向 井虎吉 の個性 ,自 治心 の養成 と改造論
(1)国 家 の富強 と国民体力
向井虎吉 は,『 学校体操 の原理及び教授法』 (大 正 4年 )の なかで個性 の尊重 ,な らびに自治心の
養成 という立場 に立 って,全 般的な体育の改造 を主張 して い るが,彼 は,「 勢力 の基礎 」,「 我大和民
族の頭脳」,「 社会 の為 に活動す る人 」,「 文化 に伴 うて益体育の必要」 とい う観点 か ら国民体育の振
興 と,そ の改造 を主張 して い る。す でに これ らの言葉 か らも理解 されるように,向 井 の認 識 に も
,

やは り欧米列強 に対 する危機意識 と国家富強のための体力 の養成 という後進的なナ ショナ リズムに
裏打ちされて いた。
その点 について向井 は,「 体育 は智徳 の根基 ,国 家富強 の本源 である。身体 が犀弱 では学 を修 め道
を行ひ,産 を殖 し,武 を尚ひ社会の為 に活動す ることが 出来 ぬか らである。実 に国家富強 の基 は国
民 の壮健 にあるのであって,国 民の体格 の健否 は国家 の盛衰 にも国運 の伸縮 に も,軍 備 の強 弱 に も
大和民族の発展 に も関係 して居 るし,又 世界 の競争場裡 に立 っても,列 国 と聯馳 せ ん とす るに当た
,

って も,身 体 の健康 を欠 けば精神の登固を減 じて,遂 には国家 の盛運 も扶翼 をも期 す ることが出来
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な くなるか らであるY5と 述 べ,し たがって,国 民 としての責任 を果た し,国 威 の発展 を期 すためには
「特 に教 育 の任 にあるものは,益 々 措据勉励 国民 の鉢 躯 を強健 に写°すべ きであるとして いる。

,

こうした基本的な認識 を前提 に,向 井 は,体 育 の 目的 について「身体各部 の均斉発達 を図 り,身
体 の起居振舞 をして常 に端正優美 なる姿勢 を保 た しめ,四 肢 の機敏耐久な らしめ,内 臓及 び各器官
の機能 をして完全 に発達 せ しめ,そ して斯 く身体 の健康 を保 護増進 せ しむ り上 に,生 涯 中最 も多 く
遭遇すべ き運動 ,特 に職業及 び兵役の義務 に服すべ き練習 を興 へ,更 に進みては,精 神 をして快活
,

従順 ,毅 剛,果 断,沈 着 ,忍 耐な らしめ,以 て其 の徳性 を増進 し,尚 注意 ,観 察 ,断 定 ,想 像 ,推
理等の智力的方面 にお ける発展 をも助 け,兼 て規律 を守 り協同を尚ぶの習慣 を養成 す るのであるVの
と規定す るとともに,理 論 と実践 の統 一 を説 き,体 育 の目的が自覚 されて初 めて,そ の運動 は意志
的 とな り,「 生気の充満 した体操 を課す ことが 出来 るのであるY° としている。

(2)個 性 の重視 と自治心の形成
こうした体育 の 目的論 を唱導す る向井 は,体 育 の教授方法 における個性 の重 視 と自治心 の養成 を
掲げ,そ の立場 か ら「品性の基礎」 として「共 同心 ,義 狭心 ,勇 気,正 義 ,忍 耐 ,努 力等 の徳性 を
9と
養成す ることが出来 る雪 して遊 戯 の価値 を高 く評価 して い る。
また方法的原則 を児童中心主義 にお き,教 授 は「勿論教師の為で もな く,教 授案 の為 で もな い
それは全 く教授 の対象主体 たる生徒の為 に,最 善 の努力 を致 して務むるといぶ ことを、教授の最初
に当って教 師 の念頭 に置 くことが 緊要 である雪0と 言 う。
それ とともに向井 は,「 生気 を生 じて精神 を鼓舞 して,児 童 をして興味 をもって活動奮励」して教
,

授すべ きである と興味化 の原理 を力説 し,か つ「進 んで児童 をして自覚的に自己の身体 を尊重 し
自ら発奮努力 して其 の健康 と体力 との増進 を企図す るに至 らしめなければな らぬ と思ふ。 (中 略 )丁
度 それは教授 に船 て 自己 の修養 の基礎 を興 へ,訓 練 にお て 自己の修養 の基礎 を興 へ るの を,其 の最
,

大限 目 とす るの と同様 であるJう と「身体尊重 の 自覚」 を強調 してい る。
最後 に向井 は,「 諸運動 の教授上 の順序配合 は所定 の原理 によって各有意的 に立 案 せ られたるもの
であるに依 つて徒 に変更すべ きではない。 (中 略 )然 しなが ら此の形式を固守 して,四 時間同一の形
式 に拠 るは教授の形式に囚われたるものであって,そ れが所謂形式を教 へ るもので ,教 授の主眼 を
分
忘れた ものである。器械 の為の教授 をした り,教 案 の為 の教授 をした り,形 式 の授業 をした りす る」
形式的教授 を戒 めて い る。

3.山 松鶴吉 の 自動主義体育論
(1)官 僚主義 的教育批判
教育 と生活現実 との遊離 を批判 し,自 動主義 ,自 学主義教育 を唱導 し,か つ体育 の改造 を主張す
るのは,山 松 (東 京高師)で ある。山松 は,『 小学最近 の傾 向』 (大 正 6年 )の なかで従来 の伝 統的
￨
教育 を官僚的,天 下 り教育 であると厳 しく論難 して い る。
「従来 の教 育者 は国家 が法令 を規定 して呉れるの を待 って いる,種 々の訓令 な り,指 図な りが其筋
か ら天 降 って来 ることを待受 けて い る,さ うして是 も否 もな く,そ れ等 の指図に依 つて事 を執 って
居 ったのである。又教育の実質上 の事柄 に付 いて も教育学者 より,或 は他 の社会 の人々か らして色々
と刺激 され,色 々 と指導 され ることを待 ち受 けて いる,さ うしてそれ等の指図や指導 に盲従 して事
をやって居 った といぶ傾 がある。 自分 が毎 日や って行 く所 の仕事,例 えば教授細 目 にお いて も,教
授案 にお いて も,出 来得 る限 り手数 を掛 けずに,チ ャ ンと準備 せ られた ものを供給 せ られ る ことを
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待 って居 る,さ うして東京 当た りで出版 された教 授細 目だ とか,或 は教 案簿 であるとか い うや よう
な ものの出来 るのを待 って居 って,そ れ等 を其儘利用 して,悟 然 として居 るとい う有様 の人々が決
して少な くなか ったのである。
雪°
こうして山松 は,「 今 日以後の教育 は必ず しも政 府 の訓令 を待たず,外 国 の指導 を当てにせ ず,各 々
自分 の立 場 と,信 ず る所 を土台 として積極的 に計 画 を立 てて活動 を開始するとい う態度 であって欲
しヤぜ0と 教師の主体性 の確 立 を力説 して い る。 また山松 は,こ れ までわが国 にお いて は国家的,社
会的要求の重圧 の もとに個人が抑圧 されて きたが,近 年 の個人主義 の興隆は,ま さにその反動 にほ
かな らない と言 う。
「 自己 自信 を余 りに極端 に拡張 してし切 りに,自 由行動 を欲する様 になって来 たのは,従 来余 りに
家 のため,社 会 のため,国 家 のために,彼 等 を圧迫 し過 ぎて居たか らである。其の圧迫が余 りに強
過 ぎたため,従 来屈服 して居 った自己自身 を,思 ふや うに発展 せ しむると云 う思想 が,強 くなって
きたので,云 はば圧迫 の反動であるか ら,故 な く之 を抑 える ことは,到 底出来 ないので ある。夫れ
故 に一方に船ては,或 程度 までは,従 来 の組織 が酷 であった と云 うことを認 めて,彼 等 自身 の立場
を認めて,そ うして他方 で斯 の如 く家庭社会 並 に国家的修養 を加 へ ると云ふ ことにして行 かなけれ
｀
ばな らぬのであ る。」9
教育 における官僚主義 と,教 師 の主体性 の欠如 をこの ように批判す る山松 は,「 此 の実際 に適切 な
°
る方面 の知識 のみ多 くを受 け,以 て其 の活用 の 自在 な らしむると云 ふ ことの注意 が足 りなかった雪
と指摘 し,小 学校教育 は,「 決 して学科 を教 へ るのではな くして,子 弟 の人物 を教養 し,実 際 の生 活
に利す るといふ 目的 に必 要 なる事項 を受 ける!° ことで あ り,「 子供の実際生活 に必要なる事項 を取調
べ て,さ うして之 を適切 に教授する といぶ ことになさねば な らぬのである雪°と生活 と教育 の結合 を
説 いてい る。

(2)自 学主義教育論 の唱導
ところで 山松 は,小 学校教育 の 目的を(1)児 童品性 の修養 ,鬱 )従 来 の実生活の為 ,は )身 体 の発達 を
あげる とともに,教 材 の精選 をあげ,伝 統的教育 を教科書本位 ,教 材本位 ,教 師本位 の教育 で ある
と批判 し,「 個人式」 の教授 を基本原則 とする 自学主義教育 の確立 を唱導 してい る。
「今 日までの教授の有様 を見 ると時間が来て,教 師 に引率 されて教場 へ は入 り,教 師 の命令 を待 て
道具 を出す,教 師 の要求 に依 て一定の書物 の所 を開 ける,教 師 の差図に依 て書物 を読 み又閉 じる
,

それが終 って引出 され るといぶ風 で,万 事万端総 じて受動的であって,子 供 は恰 も機械的 に運転 さ
れて い るカラク リ人形の ようである。」"
こう批判す る山松 は,「 教授法 の原則 として,教 授 は教 師 の教 へ能 ふべ きことを教 ゆるのでな くし
て,子 供 の学 び えべ き ことを教 へ るのであるといぶ ことが,明 に教 へ られて居 るに も拘 らず,日 常
の教授が兎角教師 の方 に主になって,其 の期す る所 ,予 定す る所 を子供 に対 して強行す るす るとい
ふ傾 きになって居 ったのである。それが為 に能 く出来 る子供 は,教 師 のや り方 を間 ぬる く思 ふて居
るし,出 来 な い子供 は,教 授 の進行 に随がって行 くことに汲々 として居 るので,屡 々訳 の分か らな
い儘 に引 きづ られて行 くといふ状態 であったのである。斯様 な有様 で,従 来 の教授 は,一 言 に して
之を言 へ ば,教 師本位 であつた と言 はなければな らな い。斯 くの如 きは教育 の本 旨に違 っているこ
とは言 ふ まで もな いことで あって,将 来 は是非 とも児童 を本位 として,各 々児童 の学習力 を計 り
それを標準 として,教 師 の其 の学習 の世話 をする,詰 り教師 は子供の学習 をあしらう世話人 であっ
て,学 習す る本体 は子 供 である」ωと子 ども主体 の方法 原則 の確立 を要求 し,か つ「将来 は どうして
,
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も子 ども自 らが色々 と進 んで学習 するといふ状態 に して いかねばならぬ。
即 ち教師の要求 を待 たず
いふ
心持で以て,真 に 自発的 に学習 す
教師の差図 に依頼 せ ず,自 動的 に色々の ことを学習 しや うと
)と
ることにしなければな らぬのであるJと
述 べ ている。
,

この児童中心主義 による自動主義 を方法理念 に,山 松 は,具 体的 には「実力養成主義」,「 直観主
義」,「 実験主義 J,「 動作主義」,「 経済主義」,「 練習主義」,「 発展主義」,「 実用主義」,「 競争主義」
「勤労動作主義」 を掲 げて い る。
,

は)自 動主義体育 の唱導
山松 は,体 育 に も深 い関心 をよせ,「 色々 の名 目の下 に児童 を会合 せ しめる機会 を興 へ,其 の会 合
を機 として,種 々の唱歌や遊戯 をなさしめて,自 然 に是等 を面 目 く自習せ しむる様 にす ることも必
要 である。又運動場 に種 々の器械 を出来 る限 り設備 して,自 由運動 を奨励することも肝要 である。
運動場 を解放 して,日 曜出 も休みで も自由に這入 って来 て之 を利用 し,以 て身体 の鍛練 をなさしむ
ることも必要である」Dと いわゆる自動主義的な体育 を主張 して い る。
この観点 か ら山松 は,「 体操科 の主眼」として(1)身 体各部 の均斉な る発育 ,(2)体 力 の養成 ,(3)精 神
的鍛練 をあげて い るが,し か し,彼 の こうした自動主義体育論 も,国 民体力 に対す る危機意識 の反
映 にほかな らなか った。山松 は, こう書 いている。
「学校教育 にお ては体操 な どを為 して,相 当身体 の発育 に注意 されて い る ことは事実 で ある。 けれ
ども,未 だそれが為 ,国 民の体力 が強 くなった,体 格 が立 派 になった と云 うことは證明 せ られない
のである。 それ は壮丁 の身体検査 の結果 を観 て も分かるのである。最近十年間の調 べ に依 つて も
,

壮丁の約四分 の一 は,兵 役 に耐 えない不合格者 となって居 るのは事実 で ある。斬 くては国家社会の
ために誠 に心細 き次第であるか ら,今 日以後 にお ては,体 操遊戯 の主義方法は何で も宜 いか ら,マ
ッチに負 けて も,運 動 が拙劣 であって も宜 いか ら,要 するに体力旺盛 にして,如 何 なる奮闘 にも耐
へ得 ると云ふだけの身体 の仕上 げねばな らない。固 よ り普通教育 に船ては身体各部 の円満 なる調和
的発達 を図 ると云ふ ことが,重 要事項 であるけれ ども,体 育終極 の 目的 は人々の体力 を強大 な らし
め,人 生生 活 の奮闘 に耐 へ て行 き,最 後 まで持続 し得 ることの出来 る身体の人 た らしむることを得
ると云ふ ことを考 へ なければな らぬ。
」9
こうした限界 は,な に も山松 だけに指摘 され るものではな いが,自 由教育論 も,な ぜか体育 の間
になると
題
突如 として尊皇主義者 に変身 するのである。 山松 の 自動主義体育論 も,あ くまで も天皇
制 という国家体制 の枠内 に限定 された実利主義的な体育 をめざしてお り,天 皇制体制 の補強 にその
意図があったのである。
彼 は,国 民教育 の時弊 として「個人主義 の跛庖 」を指摘 し,「 所謂危険思想」の抑止 を叫 ぶ ととも
に,教 育勅語 を遵守 し,「 今後 の国民教育 におては,徹 頭徹尾国家皇室 に関する思想感情 を極力鼓吹
して,堅 牢 なる国民的信念 を形造 り,以 て我 が国体 に合致 せ る教 育 を施す必要 が ある」°と言 う。ま
た(1)子 孫降臨 の勅語 ,(動 五 箇條 の御 誓文,(3)憲 法発布の勅語 ,但 )教 育 に関す る勅語,脩 )戊 申詔書 な
ど「凡 そ我 が国家 の存立 に関 し,国 民 の思想 に関 して発 せ られたる重要な詔勅 と,常 に子弟 の脳 中
に刻み込んで,其 の御精神 のある所 ,其 の御思召 しの存 す る所 を十分 に体得 せ しめて,絶 対的 に是
等 の詔勅 を信仰 し,之 を国民生活の経典 として身 を持 す ること,恰 も耶蘇教徒 が『バ イ ブル』 を以
て一切 の行動の標準 をなすが如 きや うに致 した いので ある」°と結 んで い る。
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4.森 岡常蔵 の統合主義体育論
(1)三 育主義 とヘ ルバ ル ト派批判
明治37年 に『教育学精義』のなかでヘルバ ル ト派教育論 ,な らびに三育主義的な教育論 を批判 し
た森岡は,あ らためて『現今訓練上の諸問題 』 (大 正 6年 )に おいて体育 を中心 に据 えなが らヘルバ
ル ト派教育論や三育主義教育論 を批判 して い る!0ま ず森岡は,教 育 を教授・訓練 。養護 ,あ るい は
知育・ 徳育・ 体育 とい うような形式的に分類 す る非現 実的な論理 に批判 を力日えて い る。
「然 らば教授 ,訓 練等 は如何 に解釈すべ きであるか,又 其 の三育 に対 する関係 を如何 に見 るべ きで
あるか。念 の為 に断 って置 くが,余 は教育 の方法 を知育 ,徳 育 ,体 育等 に分 つの を非 難 す るのでは
ない,又 之を教授 ,訓 練等 に分 つのに反対する もので もな い。唯教授・ 訓育 を以て直ちに知育・ 徳
育等 と同義 に解す るのを隠当でない と主張す るのである。 (中 略 )
通俗 の三育 ,さ らに精密 に四育 (知・ 徳・ 体・ 美 引用者註)に 分 けて教育の方法 を論ず るのは
決 して誤 謬 ではない。 これは人の心身方面 を基礎 に置 いて考 へた もので,人 に心 身 の別 があ り,而
も心 に智情意の別のある ことを許す以上 は,之 に基づいて教育の方法 を分 けるの は確 かに一種 の見
解 であることを失 はない。而 して斯 く智情意 ,身 体 に分 けて教育の方法 を説 くのは極 めて明 白であ
るように見 える。併 し其 の短所 は其 の 区分 に余 りに引白なる点 に存す る。其 の故如何 といふ に,心
身相関 の親密な ことは疑 ふべか らざる事実 であって,身 体 の作用 はやがて身体 に影響 し,日 常生活
に船て二 者 の作用 は我然 と区別 で きな いよ うになって居 る。甲
心身一元論の立場 か ら三育主義 を こう批判 する森岡は,さ らに「余 り明 白 に区別 して之 を考 へ る
と却 つて教育の実際 に遠 ざか ることになる。即 ち此の区分法 は抽象 に偏 して実情 と合 し難 い憾 ある
を免れない!。 と,そ の非実践的性格 を指 摘 して い る。
また こうした形式的な三育論 は,ほ かならぬヘルバ ス ト派教育論 に由来 し,そ の結 果 ,教 育学 の
領域 か ら身体性 の領域 を排除することになった と批判す る。
「教育学上教授 と訓練 とを相対 せ しめて之 を用ひ,従 来 の教育学 に多大 なる影響 を興 へ た ものは独
逸のヘルバル ト氏 である。氏 は此の外 に管理詳 しく云 へ ば,児 童管理 といふ語 を用ひた。管理 は児
童の現在 に作用 す る手段 で,甲 は間接 に道徳的品性 を陶冶 し,之 は直接 に之 を陶冶 す るものである
というのである。管理 を持立することは後 の多 くの学者の異論のある所 で。 ヘルバル は現今 の代表
者 たるライン氏 す ら管理 を教授訓練 と対 立せ しめる分 け方 を止 めた (但 し管理 の名称 を全然削去 っ
た訳 ではない)位 であれば,管 理の ことは此処 には論 じないことにす る。兎 も角ヘルバル ト氏 は教
授 と訓練 とを以 て,共 に教 育 の 目的 とする道徳的品性陶冶の為 に力 を蒸 すべ きもの と見 た。且 つ氏
は教育 しない教授 は考 ふ べ か らざることとして,教 授 は須 らく教育的教授 はなるべ しと説 いてい る。
然 るにヘルバ ル ト氏 の教育学 に一の大なる欠点がある。それは身体方面 を無視 した点である。(中 略 )
後 の学者 は此の欠点 を補 う為 に身体的陶冶の方便 ,即 ち擁 護 ,詳 しく国へ ば身体養護 を認 めるや う
になった。随 って教授 は知 的陶冶 の手段 ,訓 練 は意図的陶冶 の手段 として 陶冶の領域 を分 割 して
,

9

教育の方法手段 と見 るや うになった。」
森岡は,ヘ ルバル ト派 が教育領域 か ら体育 を放逐 したのは「身体 の事 は教 育上顧 るに足 らず と云
ふ理由か らきたのではな くて,身 体 に就 いて は生理・ 衛生等 の医学的研究 を要 し,此 の 医学上 の原
則 を奉ずれば,身 体 は健康 になる。 それ故身体 の事 は医学者 の研究 に一 任 し,教 育 は身体 の健康 と
い う予定の下 に行 はれる もの として,之 が理 論 を研究すれば可 い と考 へ たのである。教育上身体 を
無視 した訳ではな い。教育 の学 として身体方面 の研究 を閉如 したのである。併 し教 育学 上身体方面
の事 を除 いたのは確 かに欠点であらう。写ω

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践

(■ )

こうしたヘルバル ト批判 か ら森岡 は,「 教育 の 目的を形式 ,実 質の二 方面 に分 け,形 式方面 か ら心
身 の発展 いい,実 質方面 か らは団体的個人の完成 ,更 に之 を詳言すれば国家 社会 の一 員 として適当
な らしめることを期す るjう ことで あると述 べ,ま た「教育 の 目的は国家社会 の一員 として適当な ら
しめるよう被教育者 たる各個人 の心 身 を発達 せ しめるにあるfう と言 い,究 極的 には国家 に従属 した
国民 の養成 を教育 の 目的 においている。

(2)自 治的訓練 と統合主義体育論
以上の ように批判 する森岡の教育学 において体育 は, どのような位置 を占めて いるのか。 その点
について森岡 は,こ う書 いてい る。
「ヘルバル ト氏及 び其の学派の人達 は品性洵冶 を目的 とする為 に,身 体方面或 は之 を教育 の圏外 に
置 き,或 る僅かに副弐的価値 を認 めるに過 ぎな い けれ ど,余 は心身の発達 を目的 とす る故 に,身 体
方面 と相 並 べ て共 に之 を重んずるのである。又心 の発達 といへ ば知1青 意の発達 を意味す る。而 して
心身の発達 とい うは畢党人格 の完成 を期するにある。併 し人格 の完成 とい うは多少静的 の見方 で
′
動的 に云 へ ば諸種 の行動 を自由な らしめるのである。j働
体育 を人格の陶冶的機能 として とらえる森岡 は,こ れ まで 自 らが体育 を養護 に位置 づ けて きた限
,

界 を修正 せ ざるをえな くなる。
̲
「前 にも述 べ た如 く,ヘ ルバル ト教育学の短所 は身体方面 の事 を疎外す ることにあったか ら,後 の
学者之を補 うに養護 を以て した。而 して養護 は普通身体 の上 に施 す教 育手段 と見 ,或 は簡 単 に体育
の義 と見 て居 る。余の著書『教育学精義』 には教授 ,訓 練 (著 書 には訓育 と書 いた)に 対 して養護
を置 いたけれ ど,今 は其の極 めて妥当な らざることを信ず るに至 った。 ヘルバル ト教育学 に対 して
養護 ,或 は体育 を補ふの は寧 ろ当然の処置か も知れな いが,余 の今 日取れ る教育 の見方 か らは,之
を加 へ るのは蛇足 になる。余 は教育 の 目的を心身 の発展 と見 るのである。即 ち知 育徳育体育 の総 合
する所 に教育の目的 が宿 ると解す るのである。教授 も訓練 も共 に此の 目的 に達 せん とする手段 で
,

現 に体操科 の教授 は其の主要任務 を体育 に置 くのである。其の他手工・ 裁縫等 の身体発達 に直接関
係する課業 も少 な くない。司‖
練 は実行 の道 よ り進 む方便 である故,其 の実行 は常 に身体機関 と相須
って
たなければな らぬ。随
身体 を練習 し,之 が発達 を促す ものである以上 ,別 に改 めて養護 の方便
を認める理由 も,必 要 もない。fO
自らの従来 の理論的限界 をも含 め,ヘ ルバ ル ト派体育論 の問題性 を以上の ように批判 する森岡は
「体力 を増進 し,身 体 の諸機関を鍛練す る上の身体 的訓練写°の必 要 を強調す る一方 ,自 治的,自 動
的訓練 の重 要性 を次 のように主張 して い る。
「初 は児童 をして教 師 の意 見 に従 って習慣的 に行動せ しめ,後 には漸次児童 自己 の意志 に依 つて自
治的 に処 置 せ しむるのが正当の順序であると思ふ。 (中 略)余 は教授論 として も理会 に訴 へ る道 と云
ふ ものを二段 に考 え,初 は輔導 に教師の方 よ り理会 に導 き,進 んでは児童 をして自学的に研究 せ し
むべ しと主 張す る。而 して教授 に船 ける輔導 と自学 の関係 と同様 に,訓 練 におては習慣 と自治 の二
段階 に分れ るもの と見 るのである。子°
ここで森岡が 自治的訓練 を要求 したのは,「 言ぶ まで もな く,我 が国 には今 日立憲政治 が行 はれ
,

地方政治の制度 も布 かれている。然 るに教育の事実が専制政治,若 しくは官治時代 の人 民 を教育す
ると同様 の方法 を用ひて居 るとするな らば,現 在 の 国民 を養成するとして決 して適切 なるもの と謂
ぶ ことは出来な い。これ現今公民的自治の訓練 が盛 んに唱導せ られ る所以である暫のと述 べ て い るよ
うに,そ れが立憲政治の要求 に合致 しうると考 えたか らにほかならない。
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また, この 自治的訓練 の機会 として(1)休 憩時間並 びに放 課後 の遊戯 ,(2)遠 足 ,修 学旅行 ,(3)諸 種
の作 業,他 )諸 種 の会合 ,低 )校 室訓話等 をあげて いるが,特 に訓練 の手段 として遊 戯 の価値 を高 く評
価 し,「 公明正大」,「 勇気」,「 意志」 を淘冶 し,「 殊 に小学教育期の大部分 は最 も遊戯 を喜 ぶ時代 で
あるか ら,此 の好機会 を以て真の訓練 を興 へ るや うに努 めなければな らぬ写0と 主張 して い るが,遊
戯 と体操の教材価値 に関 しては,次 のように書 いている。
「遊戯 と体操 を比 べ ると,遊 戯 は自然的に発露す る自由の活動 を本質 としているが,体 操 は人為的
に工 夫 して規律 の厳 正 を旨とするものである。体育 としては共に必要 と謂 はなけれ ばな らぬ。 自由
の活動 と規律 の厳 正 と相 並び,一 檎一縦する所 に教育 の妙味 があるf働 と言 い,両 者 が,と もに補完
しあうべ きであるとしている。
さらに森 岡 は,「 何 れの教 科 目で も純粋 に体育 ,知 育若 しくは徳育 に属するといぶ ことは無 い と信
ずる。例 へ ば体操 の教授 は純粋 の体育 の為ではな くして,其 の外 に規律 の念 を養 うとか,協 同 の精
神 を造 るとか いふ徳育方面 の効果 があるではないか。又教授の際身体機関の名称 や作用 を説明すれ
ば効 果 を伴ぶ し,均 斉 の姿勢 を示す ことに依 つて美育方面 の効果 を伴 ふザωのである。
「即 ち体操 の教授が第 一 に之に力 を蒸 し,生 理衛生の教授 も之が知識 を興 へ て,其 の実行 の 資料 と
な し,其 の他種 々の教授の際 にも之 と結合 して体育 の仕事 を行 って居 る。かの直観教授の如 きは視
覚,聴 覚 ,運 動感覚等 の練磨するものである。何 の教科 の教授 に も大な り小な り体育方面 が必ず関
係する。何 となれば,学 習 は全然身体 を使用 せ ず しては出来 な いか らであるζゆと体育 の統合主義的
教授の必要を唱導 して い る。
森岡が,こ の段階 で体育 の教育学的意義 を評価 したのは,「 物質文明 の弊」による体力低下 の救済
と,国 家 の保持 ,発 展 に対す る強 い危機意識 がその背景 にはあった。
「我が国民が明治年間 にお ける数度の戦争 にお て名誉 ある勝利 を博 し,今 や国際場裡 の一 大勢力 と
なった為 に,国 民 の気 が騎 り,増 進 して軽兆浮華 の風 をな し,下 等 なる肉体 の快楽 に耽 り,浮 靡 な
る文字 に思想 を腐 らし,復 た昔 日の如 き気醜の見 るべ きものな く,情 気骨髄 に徹 して い るが為の結
果 であるとも考 へ られ る。熟 らせ世界の大勢 の上 よ り我が国 の将来 を察するに,我 等国民 は従来 よ
りも,今 後 に船て安楽 に暮 らせ とは思われな い。縦 し武器 を以てする競争 は無 いに して も,絶 えず
経済 や,そ の他 の激烈なる戦争 のあることを予期 しなければな らぬ。尚且 つ武器 を以 てす る戦争 も
決 して無 い とは言 へ な い。今 日の欧羅巴戦争 を見 れ ば,文 明 が進 んで も戦争 を見れ ば,文 明 が進 ん
で も戦争 を絶滅すべ きものではな くして,何 時如何 なる関係か ら勃発す るか も知れな い。国民 が武
器 を執 って敵国人 と相見 ゆる機会がいつ来 るか も測 らな い。而 して此の国家 を擁護す るは実 に国民
の責任 である。然 るに基 の国民 の体力が此 の如 く衰弱の傾 向を示す というは,実 に優 へ且恐れ ざる
をえないのである。現在 を視 ,将 来 を察すれば国民 一 般 に気 を引 き締 め,精 神 を堅固に身体 を健康
にして,万 ―の場合 に備 へ ることを切要 とする。況 して古来尚武剛建 の気風 を以て現 はれた我 が国
の子弟 は父祖 の遺 風 を奉 じ,益 々体力 の増進 を図 って元気 を発 楊 しなければな らぬ。是れ我 が国 の
教育 に船 て特 に養護 の必 要 を感ずる所以 である。Υ劾
5。

長 田新の兵式教練批判 と自然主義体育 の提唱

(1)兵 式教練批判
大正前期 における全般的な伝統的体育批判 ,な らびに体育改造論 のなかで,異 彩 を放 っている体
育論 は,何 といって も長田の兵式教練批判である。長 田は,「 最近 の体育問題」 (尼 子止編 『最近教
育学の進歩』大正 7年 )の なかで「惟 ふに近代人 を して体育 の必要 を切実に意識 せ しめた る根本理
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由 は,近 代文化生活 が人類 に加 へ たる迫害 で ある。語 を換 うすれ ば生活様式 の激 変 が近 代人 の心身
に興 へ たる幾多 の病弊 は,近 代人 をして深 く体育 の必要 を覚 らしめたζ°と,近 代体育 の成立契期 を
指摘する とともに,次 の ように述 べ てい る。
すなわち産業革 命 を主 な起因 とする近代文明 は,人 間 の生 活 を一変 させ,諸 々の悪 影響 を身体 に
及ばしたが,「 現代 の体 育 は文 化生活の流す悲惨 な害毒 を除かん とする救済運動 である。従 て現代 の
体育運動 は欧州大乱 に影響 されたる偶発的問題 ,例 えば合衆国並び に 日本 に燃焼 せ る兵式教練 の外
多 くは病弊除去 を目的 とする消極的方面 に得意 の羽 翼 を張 って居 る。吾人 はかか る消極 的方面 に得
意の羽翼 を張 りたる現代体育問題 の新意義 を明か にす る為 ,先 づ現代文化生活 の 齊 らしたる毒流の
如何 に悲惨 なるか を概観 せねばならぬ」。と言 い,近 代体育 の興隆 の囚が,明 らかに古代 ギ リシャの
それ とは異 質の ものである ことを指摘 してい る。
また長田は,ヽ アメ リカの体育が軍事教練の手段 と化 して いると,こ う批判 して いる。
,

「吾人 は平和 と自由 とアル フ ァー とオメガ として,世 界文化の間 に重 きをなし来 たれ る合衆国 の民
主主義が軍国主義 を承認 し,兵 式教練 に同意 す るまでに堕落 せんを惜 しむ と共 に,第 十九世紀 の末
葉以来 ,科 学的伝統 に依 て堅実なる進歩 を営み,今 や理論的研究 に船て も欧州先進国 を凌駕す るの
勢 を示 し来たれ る合衆国 の教育界が,か くも理論 的根拠薄弱な る兵式教練 を加 へ て学校教育 を堕落
せ しめた ることに対 し, この国教育 の権威 の為 に深 く悲 しまざるを得ぬ。ζ9
さらに長田は,「 現代 の体育問題 が,そ の正 統的部面 にお て漸次科学的洗練 を受 け入れて文化発展
しつつある間 に,欧 州大乱 は一個 の偶発的問題 として兵式教練運動 を勃発 した。 この運動 の最 も真
面 目に論議 され居 るは合衆国 にして,真 面 目に攻究 す ることな くして,猥 りに学校教育 を軍隊化 せ
ん とす るものは日本 である暫°と,暗 に臨時教育会議 の「兵式体操 二関 スル建議」 (大 正 6年 )に 見 ら
れる学校 の兵営化 を批判 し,か つ次 のように も述 べ て い る。
「余 は兵 式教練 の教育的価値 を評するに先立 ち,更 に最近 に船 ける日本の兵式教練運動 に就 て一 言
せねばな らぬ。我国 の兵式教練 は既 に幾十年 の歴 史 を有 し,小 中学校 よ り高等学校 ,専 門学校 を通
じて強制的に課 せ られておる。然 るに時局の影響 は新 に国民皆兵主義徹底 の必 要 を感ぜ しめ,一 部
階級 は頻 りに兵式教練 の振興 を叫び,山 川博士の如 きは,そ の急先鋒 として 『教育 の実 際』大 正五
年十 一 月号 にお て『無価値 なる学校兵式体操』 と題 し,兵 式教練 の革新 を論 じ,且 つ その具体案 と
して現役士官を兵式体操教官 た らしめ,以 て軍隊 と学校 との連絡 を密な らしむべ しと述 べておる。甲
°
長田は,こ うした「学校教育 を一層軍隊化すべ しとする興論の結 晶せ る理由」 として,「 其 の一 つ
は合衆国 の場 合 と同様時局 の影響 にして,国 防 に対 す る不安 よ り兵式教練 を徹底 せん とす るもの
,

其 の二 は一代 の徳風衰 へ,人 心動 もすれば質実剛健 の気 な く,甚 だ しきに至 っては欧米 の思潮 に酔
いて忠愛 の念 さへ喪わ ん とするものあるを憂 へ, これが挽回の一策 を兵式教練の振作 に求 めん とす
るもの,其 の第 二 は菅 に精神上のみならず,国 民体 力 の批 に傾 むかん とするを慨 し,鍛 練時 の兵式
教練 に依 て身体 的元気 を旺盛ならしめん とす るζ9発 想 によるものであるが,し か しなが ら,「 斯 の如
きは果た して兵式教練振作 の理由 として価値 あ りや否や,又 兵式教練 の振作 は果 た して上述 の 目的
を達 し得 るものな りや否や了のと問 い,学 校教育 にお ける兵式教練振興の根拠が極 めて薄弱 であ り
,

かつその教育的価値 には,多 くの疑間が残 るとして い る。
「 日本 は合衆国 と全 く国情 を異 にし,す 般兵役制 は施行 せ られ,学 校教育 は小 中高等 の諸学校 を通
じて早 くよ り兵式教練 を課 し,一 部 の軍者主義国 よ り見れ ば或 は物足 らざる感 あ らん も,こ れ を他
の教科 に比すれば相 当の努力払 はれ,又 相当の効果 は収 め られておる。 この意味 に船 て余 は これ以
上学校教育 を軍 隊化 す る要なしとする意見 に同意 す る。且 つや軍事上 より見 て,学 校 にお ける兵式
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教練が果た して幾千 の価 あ りや も問題 で ある。
合衆国 の兵式教練反対者 は,何 れ も最近戦術 の変革 は学校教練 の軍事的価値 を抹殺 した と云 って
おる。聞 くな ら,我 が軍事 当局 も,体 育乃至規律服従等 の精神的訓練 を目的 とす る外 ,学 校 にお け
る不徹底 なる一不徹 底 は到底免 れざる一兵式教練 は歓迎 せぬ との ことで ある。
以上種々の点 よ り見 て,学 校兵式教練 の軍 事的根拠 は極 めて薄弱な もの と云 はねばな らぬ。第二
に一代 の徳風 の衰退せ るを嘆 じ,兵 式教練 に依 て一 面 には規律服従等 の訓練 をな し,多 面 には忠愛
の念 を涵養せん とす ることは如何。『 目一つ世 は様 々の眺 めかな』で,果 た して一代 の徳風 がか く衰
退せ りや否や は,事 極 めて複雑な問題 に属 し,結 局 は水 掛論 で終 わ るであ らう。余 は固 よ リー代 の
徳風 が堅 実である とは思 はぬ。 けれ ど徳風 の退廃 は識者 が鉄砲 を担 はせ,依 て以 て剛健 の志気 を挽
回せん とする学 生の階級 よ り,却 て識者 自 らが属す る上流階級 に甚 だ しい と思ふ。(中 略)
仮 りに百歩譲 つて,現 代 の学生 が一 学生 も一先 づその堕落の夢 を破 り,健 全 なる精神的訓練 を受
けねばな らぬ として論 をすすめや う。由来兵式教練 は規律服従克己等 の諸徳 を涵 養す るに効 果大 な
りと観 られておる。 けれ ども余 は兵式教 練 に依 る訓練 に対 しては,そ の教育的価値 を疑ふ ものであ
る。蓋 し兵式教練 の強要す るが如 き機械的規律 ,盲 従的服従,自 覚 な き克己は,真 の教育的訓練 で
はない。教育上 よ り見 たる真の規律 ,真 の服従 ,真 の克己 は,精 神的,人 格的,自 覚的 でな くては
ならぬ。rり
こうした立場 か ら長 田は,兵 式教練 は子 どもの発達上 か らは言 うまで もな く,教 育的 に もその価
値 はあ りえない と断 じている。
「訓練 に も固 とより教育 当体 の如何 に依 て 自ら方法 はある。すなわち初歩 の児童 に向 ってかかる自
由的,自 覚的,人 格的基礎 ある服従や規律 を望 むは無謀 である。 され ど小学児童 は未 だ身体の発達
幼稚 にして兵式的鍛練 に適 せ ざる如何。中等学生 は先 づ可 な りとするも,高 等程度 の学校生徒 に至
っては兵式教練 の強要す る機械的規律や盲 目的服従 は,彼 等 の高 尚なる内面生活精神生活 と余 りに
懸隔 して,倒 底彼 らの心理 と融着 せぬ。況 んや大 学 の兵式教練 に至 っては言語道断 である。(中 略)
規律や月
隧従 や克己等の諸徳 の涵養 は,学 校教育全体 の共同目的,共 同責任 でな くてはならぬ。蓋
し訓練 は被教育者 の全生活 に即 して行 う ことを最 も教育的 とする。すなわち生 活 内在の訓練法 に基
き,被 教育者が或 は学校 の生活 に船て,或 は学習 し,或 は起 臥す る間 に 目的 を達す る訓練 にして

,

始めて真 に生 命 ある教育的訓練である。か くて兵式教練 といふ特殊教科 をして訓練上特殊 の位置 を
占むるのは危 険 である。了り
長田は,た んに兵式教練の教育的価値 を否定す るのみな らず,「 然 らば体育上 よ り兵式教練の価値
如何了0と 問題 に し,「 兵式教練の核心 が前既 に述 べ たる如 く,規 律服従克己等の諸徳 の涵 養 にあるを
知 らば,そ の体育的価値 の普 通体操乃至 自由遊戯 に劣れ ることは恐 らく自明の理 であ らう。 (中 略 )
蓋 し児童 は身体 の発育極 めて未熟 なる上 に,身 体発育上個人的差異著 じるしきが故 に,素 りに小学
校教育中 に兵式教練 を力日えるは危 険 で ある。中等学校 の上 級以上 におてはかかる危 険 なかるべ しと
雖 も,体 育 として兵式教 練 の効果少な きときは,兵 式教練 が もと体育其者 を目的 にす るに非 ざる点
よ りも自明である了°と,そ の体育的価値 をも全面的に否定 して い る。
長田は,こ うして現役将校 を学校 に配 属 することは,ま さに教 育 の崩壊 を将来す る以外のなにも
のでもない と厳 しく批半Jし ている。
「以上吾人 は軍事教育上 よ り,訓 練上 よ り,又 体育 上 よ り兵式教練 を批評せ るが,最 後 に兵式教練
徹底の実際的方法 として現役士官を兵式教官た らしむべ しとの論 を一瞥 しや う。 今 日の将校 はやや
教育的良心 を高 めたるが如 しといえども,多 くは思想単純 に して教育上の常識 な く,之 を今 日の学
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校教師 に比すれ ば,思 想的識見 の間 口 と奥行 とにお て殆 ど隔世の差がある。かか る軍人 を学校教官
として招聘 し,菅 に体育上 のみな らず,訓 練上 にお て も相当に重要なる座席 を興 うる とは,仮 令校
長 の一部下 として学校教育 の根本方針 に従 ふ とはいえ,教 育全体 の健全 なる発達上害 あ りて益 なき
企である。六週間現役 を一年現役 に改 めたる結果 の如 きも,余 は小 学校教育 の正 当的発達 を妨 ぐる
な くんば幸 な りと考 へ ておる。謂 らく『学校教育 は飽 く迄 も学校教育 た らしめねばな らぬ。』了9
鬱)自 然主義体育 の提 唱
兵式教練 をさまざまな観点 か ら批判する長 田は,一 方 で大 筋主義的な体育観 を論難 す るとともに
ル ソーの 自然主義的な体育観 に立 って,体 育 の存 在論的根拠 を「自然 へ の回帰」 に求 めて い る。
「惟 ふに人間の本質 は心意活動 に存 し,身 体 が一 層大 なる空間 を占むるや,ま た一 層重 き体重 を有
するや否やは人間的価値 と必然の関係 はな い。又身体 がよ り大 なる空間 を占領 し,よ り重 きを有す
ることが,人 類 の真意活動 の能率 を高むるもの とせば,体 育 に も積極的意義 が あ らう。 され ど吾人
の見 るところを以 てすれば,身 体 が よ り大なる空間 を占め,よ り重 きを有 する ことは人類 の心意活
動 の能率 と必然的関係 は無 いや うである。但身体が病弱 とな り,心 意の本来的活動 を妨 げん とする
とき,始 めて問題 が起 って来 る。換言すれば体育 の目的は身体 の故障 を除 き,心 意 を して本来の活
動 を営 むに差支 へ なか らしむるに在 る。余 は心身関係の原理 ,並 びにその事実 を否定 するもの では
ない。けれ ど積極 的 に筋 骨 を鍛 へ,体 重 を増 し,身 体 をしてより大なる空間 を占領せ しむる ことが
人間的存在の核子たる心意活動の能率 を大な らしむると考 へ るものではない。
此 の意味 に船 て身体 の故障 を除 き,心 意 をして本来的活動 を営むに差支 へ なか らしめん とす る以
,

上 ,積 極的 に筋骨 を鍛練 するは,体 育本来 の 目的以上 に進出せるものであ らう。然 らば体育上鍛練
は無用な りや。 (中 略 )
之 を要す るに,智 育体育等精神 の教 育 が人生の意義並びに価値 の上 よ り見 て,積 極 的意義 あるに
反 し,体 育 は極 めて消極的の ものにして,障 害 を除 き,正 常的状態 に身体 を置 くことが主 目的であ
る。此意 味 にお て吾人 は,現 代 の体育 が文化生活 の 齊 らせる余弊の除去 を目的 として展 開 し来れ る
事実 の意義深 きを思ふ と同時 に,ル ッソーの体育論 を正当 とするものである。 ル ッソー の自然主義
が精神教育 の原理 として不完全 なるに拘 らず,彼 が文化の不 自然 よ り来 る障害除去 を以て,児 童体
°
育 の根本 目的 とせ るは卓見 で ある。了
ルソーの 自然主義的 な体育論 を このよ うに評価する長田は,「 以上吾人 は体育 の教育上 における位
置 を明 らかにせ るが,然 らば体育法 の原理 は如何。余 は精神教育 の原理 が理想主義 に反 し,体 育 の
原理 はむ しろ自然主義 に依 るべ きもの と思ふ,否 身体 その ものが動物的部分 であ り,生 物的部分 で
あ り,ま た自然的部分 である。体育 の原理 を自然 に求めるは,現 代体育運動 を貫流す る一連の主張
であらう了うと述 べ,こ の 自然主義 の原理 か ら兵式教練 のみな らず,従 来 の体育 を批判 して いる。
「体育 が基 本質上 自然 の原理 に立脚 せ ざる以上 ,体 育法 として兵 式教練 の無価値 はいはず もがな
普通体操 もこの 自然 の原理 に依 て革新 せ られねばな らぬ。今 日の学校体操 は菅生理学 ,衛 生学 ,解
,

剖学 に基 礎 を置 くのみな らず,生 物学,発 生学 の原理 を摂取 し,又 児童身体 の個性的差異 に留意 し
て改善 せ られねばな らぬ。借問 す。我が国の体育家 に斯 る抱 負 と自信 あ りや。rD
兵式教練 に批判 を加 え,自 然主義体育 を唱導す る長 田ではあったが,し か し,長 田の限界 は,彼
が,そ の身体観 を二 元論 にお いていた ことにある。すなわち彼 は,精 神 と肉体 の二元 的存在 を前提
に,ス ペ ンサー流 に肉体 を動物的存在 として捉 え,自 然 の一部 であるがゆえに,‐ 精神教育 とは異質
の ものであ り, この点 でヘルバル ト派の教育論 は了解 され うるとして い る。
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「精神 が不断 に創造す る理想 に向かって精進 す るに反 し,肉 体 といぶ動物的存在 はただ『か くある』
の世界 に船 て本来的な る自己を発見す る。 これ肉体 の本質上生 まれなが らの約束 で ある。精神 は不
断 の刺激 に依 て 向上す るところに本来 の面 目を存 し,肉 体 は自然 の環境 に置 か るることに依 て,却
て本来的なる発育 を遂 げる。 この意味 におて精神 の教育 と体育 とは類 を異 にする もの と観 るべ きで
ある。否或意 味 にお て体育 は正 しく教育 の埓外 に置 か るべ きもの どあらう。 ヘ ルバ ル トがその教育
学組織 におて体育 を侮蔑せ ることは,其 後学者 の攻撃 の的た りしに拘 らず,余 はヘルバル トの立場
に同情 すべ き幾多の理由あるを思はざるを得ぬ。 され ど余 は体育 の不要 を唱 へ ん とす るものではな
い。ただ教育 を論ずるものが,型 の如 く知育徳育体育 と打 ち並 べ,往 々に して三 者同格 的 に観念 せ
ん とす る不用意 を戒めん とす るにす ぎぬ。了9

7.大 正 前 期 に お け る 自 由体 育 実 践
1.旭 川尋常小学校の自学主義 と自然主義体育の実践
(1)大 国民 の養成 と明治体育批判
西川 ,山 松 ,長 田等 に代表 される大正 前期 の明治体育批判や自由体育論 を背景 に,自 由体育実践
は,次 第 に各地方 に浸透 し,あ る一定程度の発展 をみせて い る。その一つに末武政 ― を校長 とする
旭川尋常小学校 の実践 がある。
末武 は,北 海道師範学校 を卒業の後 ,旭 川尋常小学校訓導 を経 て同校 の校長 とな り,同 校 での10
年間 にわたる実践 をF/Jヽ 学校内容改善 に関す る実地研究』 (大 正 2年 )と して公刊 して い る。未武 が
,

情熱を込 めて実践 に打 ち込んだ,そ の究極 の 目的 は,世 界 的で,進 取的な「大国民」 の養成 にあっ
た。彼 は,そ の ことをつ ぎの ように記 して い る。
「思ふに,我 国家 は,一 等国 とはいふ ものの,我 国 に優 とも劣 らざる国家 は決 して少 な くない。我
に美点あれば,彼 にも長所 はある。我 に大和魂 あるを誇れば,彼 は,又 アング ロサ クソ ンの堅実老
成なる血 を誇 るであ らう。我れ に,忠 君 の赤誠 あるを示 せば,彼 は,又 森厳 なるスラブ魂 を出すに
相違な い。実 に現代 は激烈なる生存競 争 の世 である。 (中 略)か かるが故 に,現 今 ,我 国家 の とるべ
き最急最要 の務 は云ふ迄 もな く,此 重大 なる任務 を成 し遂 ぐべ き力量あ る,世 界的 なる,進 取的な
る,所 謂大国民 を瀕々 として養成す るよ り急なるものはな い。 (中 略)こ の国是 に基 き,一 般国民 の
覚醒を促 し,国 運隆昌の根底 を培養するにお て,最 力 あ り,最 効果あるもの は,学 校教育 である。
『健全なる国民の養成 は普通教育 の振興 に待 つ。』最近下 し賜 つた御沙汰書 ではな いか。f0
そして未武 は,欧米列強 に対抗 して国家的隆昌の基礎 となる大 国民 の養成 とい う立場 か ら,教 育
の現実 をさまざまに批判 して い る。彼 は,ま ず教師の実態 をとりあげ,次 のように批判 して い る。
「翻 って,こ の重 要 なる局 に当 るべ き,我 国小学校教師 の実状 はどうであらうか。曰 く,『 常識 に乏
しい』。曰 く,『 眼前 が狭 い』
。曰 く,『 活社会 に疎 い』。曰 く,『 学力不足』。曰 く,『 気意鈴沈』。曰 く
,

『早労早朽』。其多 くは,退 歩的 か偏狭的な隠遁的 か を意味する声 に接す るのである果 して世評 の如
くであるならば,こ れに教 養 せ られるる第二 の国民 ,否,我 が国の前途 は実 に寒心 に堪 へ ぬ次第 と
云はねばならぬ。(中 略)
要す るに,現 代 の教育 は,今 少 しく活眼 を用 いて,世 界 の大勢 に通 じ,我 国家 の地位 と,国 民 の
覚悟 とに対 し,大 なる自覚 をな し,先 づ 自ら大国民 として恥 ぢぬ丈の修養 を積 み,次 第 の最有為 に
して,且 優 に他 を乗 り越す に足 る力量 を持 った選手 を造 り出さねばならぬ。 この考 が ,絶 えず脳 裡
に往来 して居 るならば,教 科書 にある百般の事実 は批活思想 に触れ て活躍 し,知 識 は直 ちに,現 代的
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に,実 用的に消化 されるものである。吾々 も,我 等小学教師 たるものは,須 く旧套 を脱 して,新 たな
る責任 を感 じ,新 たなる思想 に着眼 して,真 面 目に我国家 の前途 を考へ,大 局 に眼 を注 いで,事 大主
義・ 依頼主義 を廃 し;立 憲政体 の運用 に関 し,自 治制 の発達 に関 し,単 に教 科書 を教 ふ る時のみに
限 らず,常 に我国現下 の大勢 を看取 して,造 次 に も顛浦 にも,こ の大 国民 を養成 する任 に当 って居
る事 を忘れてはな らぬ。
」ゆ
立憲的国民の立場 に立 った教 師 自身 の改造 と臨機応変 に現実 を処 して い く,弾 力性 に富 んだ大国
民の養成 を主張す る末武 は,ま た「生活 に必 須 とは云ふ ものの,其 生活 は児童が一生 涯 を通 じての
生活である。其生活 に適す る基礎的実力 を養ふのが小学校 の 目的である。 カン トの所謂間 に合 わせ
の人 を造 るに非ず して,将 来 の時代 に適応す る人 を造 るにあるのだ。処が,中 には実用主義 を振 り
かざして,其 学校 の六 年生 が 出生届の書 き方 を知 らなか った と,散 々に,其 の校 の 成績全部 を即断
して,悪 評 した もの もある といふ事 であるが,か か る浅薄 なる試間で,児 童の実力や,学 校 の成績
を概評するといぶ事 は,早 計浅慮 の至 りで,畢 党 , これ等 は,実 用主義 に囚 はれた もの といはねば
ならぬすりと浅薄 な実利主義的な教育 を批判 して い る。
さらに従来 の画一主義 ,形 式主義的な教育 について も,「 独 り教室内 にのみ没頭 して画 一 主義 を振
り霧 し,個 人々々の境涯,性 格 に関 する取扱 を為 さざらんか,十 年其職 にあるも,其 教育法 は,徒
らに児童が上衣の上 を撫 づ る微風のそれの如 く,決 して真肌 に触れ,感 化 し,啓 発 し能 はざるべ き
である」°と批判 す るとともに,そ の観点か ら「簡略主義 と形式打破」を次 のように主張 して い る。
「今 の小 学校 は,あ まりに労多 くして成績 が顕著 でない様 に思 はれてならぬ。殊 に,最 近 までは
形式主義 の風潮 に圧倒 された気味 がある。 曰 く何施設 ,曰 く何施設,十 指 ,二 十指 で数 へ切れ ぬ程
生 まれ出て居 る。而 もこの施設 たる其学校 ,其 土地 に適す ると否 とを間 はず,一 も二 もな く鵜呑 み
にされ,其 数 の多 いの を以て誇 りとす る迄 に至 った様 である。学校 の方針か くの如 し,其 渦中 に勤
,

めて居 る教師 は云ふ迄 もな く,五 時間 の授 業 といふ ,最 精力 を傾蓋すべ き時間や成績物 の整理添削
といぶ重大 な任務 よ りも寧 ろ,結 果 の人 目を惹 く何 々施設的 の方に力 を入れ,成 るべ く遅 く学校 よ
り帰 るを以て精勤 とし,優 良 とし,殆,教 師 は大馬の如 く労働 し,家 に帰 れば,精 力蓋 き果て,グ
タ リとせ ざるもの幾人 といふ有様 に達 した事実 は少 な くない。 かかる状態 で, どうして五時間の真
個 の活動舞台 に生 気 あ り,力 ある教授 をなし得 るやである。児童 の実力低下 し来れ りとの声 は真 に
天 の声 である。手°

12)自 学 主義の唱導
形式主義 ,画 ―主義教育 を厳 しく批判す る末武 は,「 芍 も学校長たるものは,全 校 の児童 を我が子
の如 く愛撫 し,我 が子の前途 を思ふが如 く考慮 せねばな らぬ。 されば区々たる感情 や反感 に囚はる
る事な く,自 己 が信ず る最善 の方法 に向 って驀進 に決行 せねばな らぬ。即 ,飽 く迄児童本位主義 に
より,教 師 の素養性格 ,技 価 を洞察 し,適 材 を適所 に配 さねばな らぬΥ°と児童中心主義 を唱導す る
とともに,自 学主義 を強調 してい る。
「児童全般 の学習状態 が,学 ばん とする意気 に充 ち満 ちて,教 師の監視あ ると否 とに係 等ず,恰 も
驚 が桑 の葉 を食 するが如 く,専 心一意,目 的 の為 に活動 しつつ あれば,本 主義が遺憾 な く発現 され
て居 るもの と見 て よい。それが為 には,教 師 の注入的,独 演的教示 は成 るべ く避 けね ばな らぬ。近
来盛 んに唱 へ られ つつ ある軟教育 ,牛 乳教育 といふ は,一 か ら十迄,教 師 の方で用意 して,見 せた
り,聞 か した りして,児 童 自身 をして,発 見 せ しめ,工 夫 せ しむる事 をせ ぬ結果 ,ダ ンダ ン働 きの
ない頭 となるのである。 (中 略)殊 に,子 供 の時 は,考 へ物 とか謎 の様 な ものは,大 人 が想 像 し得 ぬ
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程興味 を持 って居 るのである。 この天性 を利用 して,只 管児童 をして探索せ しめ,工 夫 せ しめ,発
見 せ しめ,注 意 せ しめ,発 表 せ しめ,中 心 よ り活 動 せ しめる様 に仕向なけれ ばな らぬ。す。
末武 は,こ の段階 ですでに今 日の発見学習,も しくは探究学習 をすでに構想 していた と言 えるが
彼 は,大 国民 の形成 と実際的教育 の立場か ら明治後期 よ り教授原則 として提起 されて きた「練習主
,

義」,「 自覚主義」,「 実用主義」,「 簡略主義 J,「 結果主義 J等 を包括,統 一すべ きことを強調す る一
方,特 に「実行主義運用上 の注意」として,「 実行主義 を運 用 して,其 効果 をあげん とせば,各 自の
′
個 l■ を洞破 して,団 体 的取扱 の中 にも,個 人的の取扱 を力日味せねばならぬ」 と個性尊重 の原則 を説
くとともに,「 されば,教 師 は常 にこれ等小国民 が個性 を観察 し,絶 へ ず,実 践の機会 を興 へ,第 二
の善良な る個性 を築 き上 ぐるに努力 せねばな らぬ。而 して,こ れを観察するに好適の場 所及機会 は
云ふ迄 もな く彼等 が 自由の天地たる飾 らざる,警 戒 せ ざる遊戯上又 は克己慾制 を要す る掃除作業等
の機会又 は家庭 にお ける行動等 に見 ねばならぬ。fつ と述 べ てい る。
,

は)自 然主義体育 の提唱
教育の全般的な改造 を提起 する末武 は,大 国民 の基礎 となる体力の養成 という観点 か ら,体 育 の
改造 を主張 して い るが ,彼 は,体 育 の 目的,な らびに養護 との関係 について次 のように述 べ ている。
「修身科 の訓練 との関係 が不可離である如 く,体 操科 と養護 との関係 も亦不可離である。即 ,養 護
の 目的,方 針 とす る処 は,児 童の発達段階及個人々々の体格 に応 じ,多 少 の酌量 を要すれ ども,主
として積極的衛生法 を とり,鍛 練主義 により,大 国民 として,将 来 の奮闘 に堪 ゆる基礎体力 を養ふ
にあると思ふ。 (中 略 )体 操科究極 の 目的 も亦 ここに存 するのである。只 ,養 護 は,体 操科 にお ての
みそが 目的を達 せん とするに非ず して,学 校教育 の全 部 に亙 って,機 会 ある毎 に,鍛 練 し,修 練す
るにある。 され ば体操科 は養護 の大部分 を占め,養 護 は又体操科 の補助的施設 となるのである。ザ°
また未武 は,生 理学的根拠 を無視 した体育教授 を「盲 目的教授」 として批判 して いる。
「体操科 の主 なる目的 は,身 体各部 を均斉 に発育 せ しめ,四 肢 の動作 を機敏 な らしめ,以 て,心
身 の健康 を図 る事 にある。然 るに,往 々,一 局部の動作 の練熟 にのみに十三 分 の時間 をあげて費や
す如 き,或 は,休 憩 を運動 とを相調和 し'て ,体 育 の 目的 を完成するにある事 を知 らず して,同 時間

,

引続 き運動 せ しむる如 き,こ れ等 は,全 く教師 に生理 的知識 の乏 しい結果 か,又 は,知 識 はあって
も, これを応用す る能力な きかに外 ならぬ。 (中 略)次 に注意すべ きは,未 だ保護時代 にあ り,四 肢
の発達不完全 に,心 臓 などに故 障の生 じ易 い七、八歳頃の幼童 ,又 は身長 と体重 との増加 が不釣合
い となる九歳頃の時期 にも,一 向頓着な く,盲 目的 に,流 行 の鍛練主義 ,公 教育 を振 りかざして生
理の法則 を無視 す る如 き,危 険千高 といはなけれ ばな らぬ。」9
科学的,合 理的で, しか も鍛練的体育 を主張す る末武 は,あ らゆる身体活動 の領域 を体育 に包 括
すべ く自然主義体育 を理想 とし,「 )F自 然征伏主義」 の体育 を唱導す るのである。
「されば,努 めて,自 然 を友 とし,自 然 と密接 せ しめ,自 然の中に逍遥 し,自 然 に同化 し得 る如 き
体質 を養 はん事 を期 せねば な らぬ。 されば冬期 の如 きも,主 として戸外 を運動場 とし,雪 中遊戯 を
奨励 し,病 者以外 は,襟 巻 ,手 袋 を禁 じ,早 起 きを奨励 し,体 操遊戯 も,汗 の出づる程度 に運動 せ
しめ,校 舎内外 の大 掃除 よ り,農 園,学 校園の作業等 には,喜 んで従事 せ しむる等 ,積 極的衛生法
によって導 かねばな らぬ。全一主義 により,遠 足 の如 きも,単 に往復す るに止 めず,目 的地 にお て
小運動会の如 きを催 ぶ し,職 員 も,児 童 も,乃 至父兄の一 部 も一団 となって,春 は若 草萌 ゆる青毛
雛上 に,秋 は錦 を擬ふ紅葉 の天地に,団 楽,歓 呼 して一 日の清遊 を壇す る如 きは,和 気穀々の 中 に
交 って疲労 を回復 し,間 接 に,又 長幼相親 の実 をあげ,自 ら大家庭 の一人たる感 を抱 か しむる事 と
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もなるのである。雪ω
末武 は,あ る意 味 で統合主義的 な体育 を構想 して いた と言 えるが,特 に「労働 と体操」 の関係 に
ついてふ れ,「 体操科 の 目的のみを読 んで居 ると,体 操 を行 った もの と行 はぬ者 との間 には,其 発達
に著大なる差異 を生ずべ き筈であるが,実 際 は,夫 れ程 に,甚 しい差 は生 じな い。論 よ り証拠 ,今
より約五 十年以前 には,我 国人中,体 操 なる文字 さへ知 るものがなかったではな いか。 しか し,夫
は,こ れに労働 とか,自 由遊戯 とかを授 けて,大 に鍛練 せ しめた ものだ。実際 ,労 働 や,遊 戯 の全
1)と
身運動 に効 ある事,多 くの場合,体 操以上 の ものが あるザ ある一定の体育的意義 を認 めなが らも
,

しか しなが ら,労 働 は,身 体 に悪癖 を残 し,そ の弊害 を矯 正す るためにも,自 由遊戯 ,体 操 ,角 力
が不可欠である と述 べ て い る。

3.鹿 児島師範学校 の個別体育実践
(1)教 育 の地方化 ,個 別化 と干渉主義体育批判
一方鹿児島師範学校 の池上 弘,松 下坂― ,兼 子鎮雄等 は,『 児童個別的取扱 の実際研究ど (大 正
2年 )に おいて分団一個別学習論 にもとづいて従来 の教育 の批判す るとともに,体 育 の改造 を主張
してい る。
池上等 は,教 育 の根本理念 に(1)世 界 の開花 ,鬱 )我 帝国 の開花 ,(働 其地方 の開花 を掲 げ,そ のため
に「精憚 なる国民 を造 ることy分 を教育の目的にお いたのである。 そして この教育 の 目的 を実現する
ために,「 教育 は地方化せる教育 に個別的色彩 を付興 する ことを要求せねばならぬ」0と 教育 の他方化
,

個別化 を唱導 し, この原則 に立 って従来 の教育 は,「 (― )天 才 をして充分 に発揮 せ しむることが出
「 (二 )国 民 のすべ てを同一 型式 に入れ
来ぬ。又進歩遅 き児童 をして苦痛 と嫌悪 とに陥 らしむるgつ 。
°
°
平凡化せ る人物 た らしむる」 ,「 (三 )人 物経済 よ り見て甚 だ不利益 で ある」 と批判 し,そ うした画
一主義教育の根源が,こ れ までの干渉主義的な教育政策 にあると指摘 して いる。
「日本 の教育機関 は小 学 より中学高等学校 を経 て大 学 に至 るまで画一主義 を採 り,一 切の学科 目の
,

設定教授法 が制定 せ られて居 る,故 に日本 の諸 学校 は都 市 なると寒村なる との別 な く,又 生徒の年
齢能力嗜考及将来 の職業 を顧慮する ことな く,凡 ての生 徒 に対 し同一にして多種 なる教科 を平等 に
課 して居 る,是 は全 く一人で百般の学術技芸 を悉皆習得 せ しめて,之 を同一典型 に淘冶せん とす る
のである。而 して教育 の主眼たる国家須要 の各種 の人 物 を養成す る ことを顧 みざるに依 るものであ
る。 (中 略)此 日本教育界現行の画―主義 は其結果 よ り云 へ ば,学 生の体力 と智力 との適 当な る発達
を阻碍 し,彼 等 を して学校生活 より出て実際 の業務 に就 くに先 ち,既 に其元気 を消磨せ しむるので
n
ある。
ザ
さらに池上 等 は,こ うした干渉主義的な教育政策 が教師 の主体性 を疎外 し,か つ教育者 としての
成長 を抑圧 して い ると批判 して いる。

「要す るに教育行政 が徒 に教育者 の為すべ き領分 にまで入 り過 ぎ,之 が為 に教育者 の 自由な る活動
を為す余地 なか らしめる ことが大なる原因をな して居 る。勿論大体 の方針 は国家 として確立 して居
らねばな らぬが ,細 部 に至 りては,教 育実際家 の 自由活動 に任 せねばな らぬ,従 て教育 に対す る当
局者 の施設 も可成大綱 に止め,一 定 の範囲内 にお て 自由 に工夫せ しめ,各 自の確固 たる信念及主義
方針の下 に断行 せ しめねばな らぬ,か くて こそ教育 には権威 を生 じ,教 育者 の向上進歩 も望む こと
が出来 るのである。ザ°
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分団一 個別学習 の実践
伝統的教育 の画―主義 ,干 渉主義 に対す批判 を とお して池上等 は,及 川の分団式教育論 の うえに
立 って,分 団一個別学習 を相 互 に変換す る方法原則 を唱導 し,か つ実践 して いる。
「一 、教授の1贋 序 よ り見れ ば,新 教授 の場合 は,大 体全級的取扱 より分団的取扱 に進 み,最 後 に個
別的取 り扱 いに終 るを本則 とするも,復 習練習 の場合 には全級的取扱 の場合少 な く,殆 んど分
団的及 び個別的取扱 の交番 によ りて行ふ を便 とす る。
二 ,教 師 の輔導 による分 団的取扱又 は個別的取扱 をなす ときは,他 の児童 は相 互研 究又 は自由研
究 をなさしむるが よい。
三 ,教 師 の輔導 と,児 童の自学 とは,交 番 に行 はるる様 に して,三 つの取 り扱 い を按排す ること
が必 要 である。
四,優 等生 は自学 による学習 を多か らしめ,劣 等生 は輔導 による学習 を多か らしめ,ま た初年級
働
は輔導 を多 くし,漸 次 自学 の範囲を拡張 す る様 に取扱 ふ ことが必要である。ザ
池上等 は,「 技能教科 の学習法」において も「技能科 の学習 に就 ては,特 に左 の要件 に従 って学習
Oω
の方法 を知 らしめ,以 て独 力 を以て学習 し得 るの域 に導 かねばな らぬ」 と自学主義 の原則 を掲 げて
いる。

「― ,手 本 に対 する観察の方法 を十分 に知 らしめ,且 つ正確 にするの習慣 を得 しめねばな らぬ。
二 ,技 能の方則 に関 する観 念 を明確 にし,其 の方則 に基づ き学習せ しめなければな らぬ。
三 ,批 評眼 を養ひ,自 己れの成績物 を批判 し,其 の訂正 を行 ひ,以 て学習す るの習慣 を得 しめね
ばな らぬ。」∞
また「技能科教授法 の個別的取扱」について,「 技能 とは観念 の身体的発表 の堪能的習慣 であるか
)

ら,之 が習得 には,(― )理 想 の観念 の豊富な る こと,(二 )方 法 の観念明瞭 なる こと,(三 )筋 肉の
0か
記憶確実な ることの三 条件 を心身に具備 しなければな らぬ」 と述 べ,こ の三条件 を学習 し,習 得す
るためには「個別的取 り扱 い」 によって「示範 を十分 にし,」 「技能 の方則 を正確 に理解せ しめ,特
に基本技能 に関す る知識 を明瞭 に興 へ んがために時々分 団的又 は個別的 の輔導 をし」,「 技能科 に対
「 自学 自習 によ りて益々其の長所
する興味 を喚起 し,自 信力 を興 え,発 動的 に学習せ しめ」,さ らに
°
を発揮す るの方法 を講 じる」9必 要 があると,技 能科 において も分 団一個別学習 を方法原理 とする自
学主義 を唱導 してい る。
僧)個 別体育学習
技能教科 における分団一個別学習を提起 す る池上等は,養 護 ならびに体育 につ いて は こう述 べて
いる。すなわち養護 に関 しては,「 養護 はまた訓練 の一基礎 であるとも云 へ る以上 は,実 に心 身相関
の理 法 が示 す ところで,個 性 の完成上身体的洵冶の重要なる所以 である,特 に民族 の盛衰消長 は
其民族 の体力如何 に関係 する ことも大なるものであれば,養 護 は又 国家社会 と云ふ 方面 か ら見 ても
,

00と

大切なる理由を見出すであ らう」
摘 して い る。

個性 の完成 ,な らびに民族的発展 の立場 か ら養護 の重 要性 を指

一 方体育 につ いて は「身体各部 を均斉的に発育せ しめ,各 機関 を保護増進 し,身 体各部 をして忠
実 に意志の命令 に服従 せ しめ,其 労作 をして機敏 な らしむると共に,身 体的技能 に慣れ しめ,ま た
端正なる姿勢 を得 しめ,以 て健全 なる身体 を作 り,尚 精神的方面 にお いて快活剛毅 の精神 を養非
°
決意 自信 の念 を高め,規 律協同 の習慣 を養成 せん とするを以て其任務 とするものであ るJ° と規定 し
,

てい る。
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また池上 等 は,「 訓練上 の諸機会」のみな らず,個 性教育 の場 として も運動会の意義 を高 く評価す
るとともに,「 学業 の方面で特長 のない もの も,運 動 にかけては大 に特質 を発揮す ることが出来 る。
これは個性教育 の緒 を求むるに都合のよいことで あ る」00と 言 い,そ の観点 か ら従来 の体育 を画―主
義,形 式主義 として批判 を加 えてい る。
「吾人 は此方面 にお て現時 の体操科 は大なる欠陥 を有 して い るもの と信ずる,現 今 の体操 は其学年
の普通児 を標準 として仕組 まれた るもので,各 自の体格体質 に適応 してい るもの とは云 へ ,今 後 の
体操 はどうして も,今 少 し個人適応 の運動種類 と運動量 とを課す る ことに留意 せねばな らぬ と思 ぶ
然 り而 して此個人適応の体操 を行ふにつ きては,先 ど うして も其学級児童の身体的状態 ,即 身体上
,

より見 たる個性 を明 にせねばな らぬ,之 は日常 の観察 によ りて も知 ることが出来 るが,毎 年 の身体
検査 は厳 正 確 に知 る ことが 出来 る。 (中 略)
吾人 はか くして初 めて体操 なるものに生 命 を生ず るもの と思 ぶ,現 今 の体操 は極端 に悪 く,児 童
は止む踊 らされてい る観 がある,自 ら選 んで 自己 の身体 を立派なものにせ うとの意気込みが欠乏 し
ている,此 の意気込みを付 ける最良の手段 は実 に以上述 べたる如 く,自 己の体育 に対す る自覚 を生

I

ぜ しめ,個 別化 せ る体操 を課するにあ りと思ふ。」0の

池上等 は,こ の ように自動主義 ,個 別主義的な体育論 を鼓吹す ると同時 に,各 地方の実情 に即 し
た体育 の地方化 を標傍 して いるが,し か しなが ら,彼 等 自身 が「大正今後 の教育 は実 に此差異 に着
眼 し,教 授 にお て も,訓 練 にお て も,体 育 に船 て も,優 中劣各人 に各 々処 を得 しめねばな らぬ,以
て国民全体 が 自家職業 の上 に,国 家的活動 の上 に,十 分個性 を発揮 し,特 色 を現 は して国運 の発展
0と 述 べ てい るように,国 家主義 の論理 があ くまで も貫徹 さ
と自己運命 の開拓 に努力 せねばな らぬ」°
れて い る。
め

この段階 の 自由体育論 において明治体育 は,「 教育勅語主義」,「 軍隊主義」,「 奴隷主義 J,あ るい
は「命令 主義」等 として厳 しく批判 され,な かんず く西川二五郎 や長田新の自由体育論 は,突 出 し
た もの として注 目され て しかるべ きである。少 な くとも,こ の段階 で こうした 自由体育論 が,た と
えすでに指摘 したように,そ の論理 に限界 を抱 えて い ようとも,明 治体育批判 の うえに展開 されて
いた事実 は,こ れ まで明 らかにされて こなかった点であ り,従 来 「国家主義」,「 軍 国主義 Jに 懲 り
固 まった体育論 しか知 らされて来 なかった近代体育史 は,部 分的 にではあって も修正 され るべ きこ
とを示 唆 して い る。
ともあれ,こ れ らの 自由体育論 が,当 時 の全般 的な体育論 の底流 にながれていた ことは否定 しえ
ない し,た んに中央 のみならず,地 方 に伝播 し,体 育科教育実践 の理論的基盤 を形成 して いった こ
とは,旭 川尋常小学校 ,な らびに鹿児島師範学校附小等の実践報告によって も明 らかであろう。
しか し,こ れ らの自由体育論 が,そ の言葉 のは しは しに伺 い知れるように,「 外 に対 す る帝国主義」
,

「内 に対す る立憲主義」 とい う明治後期以来の天皇制国家 の矛盾 を認識す るには到 って い な いこと
もまた事実である。
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こうした個別体育 は,二 重県師範学校附小でも実践 されていた。同附小では,体 育 の目標 の中心 に
「個性」
の淘冶 を掲 tデ ,「 体操科 の教授は児童の発達程度,身 体の強弱,特 殊 の事情 に応 じ,之 に適する運動の種類 を
選び,運 動量に掛酌 を加 へ,動 作の緩急 に注意 を払 うを要す。此 によりて始めて個性適応の体育 を施すを得
べ し」 (帝 国教育会編『全国師範学校附属小学校 の最近研究』発行人藤原喜代蔵 大正 6年 p576)と して
いる。

(昭 和63年

4月 20日 受理)

