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は じめ に
第 1報 では,奈 良女高師附小主事の木下竹次の「体操的生活」 な らびに「体 操的精神」 を柱 とす
る彼 の昭和 6年 までの体育論 を考察 し,そ れが明治後期 の「修養」論や大正期 の新教育論 に特徴的
な経済教育論 の反映 にほかな らず,そ うした思想的傾向が昭和 6年 以後 における教育 の「八紘一宇
化」論 とアジア主義 を基調 とす るファシズム体育理念 としての「真 の体育」論 とその方法論 へ と転
回 してい く契機 となることを追跡 した。本稿 ではこの木下 の方法思想が,彼 の指導 の下で具体的 な
体育実践 を展 開 した同附小 の川 口英明の ほか,雑 賀三 省 (同 女高師助教授 )の 方法思想 に どのよう
な影響 を与 えたのかを分析す るとともに,あ わせて満州事変以後 に川 口に代 つて登場す る北井柳太
郎 の方法思想 に検討 を加 え,さ らには彼等 が以後 どう変貌 して い ったのか を明 らかにしたい。
川 口 等 に 関 す る先 行 研 究
川 日や雑賀,北 井等 の体育科教育の方法思想 に関す る先行研究 は,極 めて貧弱 である。川 口につ
いて は,早 い時期 に岸野雄 三が 『近代 日本学校体 育史』 (東 洋館出版 1959年 )の なかで触れてい る
が,分析視点 が極 めてあい まいで ある。その後 ,筆 者 が
「大正期 における自由主義体育 の研究 (II)」
鳥取大学教育学部研究報告 (教 育科学)』 第 18巻 第 2号 1976年 )と『 日本 フ ァシズム下 の体育思想』
(不 昧堂出版 1986年 )の なかで若干論 究 を試みてい る。 また最近 で は鈴木明哲 が「奈良女子高等師
(『

範学校附属小学校 の体育授業 について一『独 自学習・ 相互学習』理論 を中心 として一」 (『 筑波大学
体育科学系紀要』第 15巻 1992年 )の なかで言及 してい るが,川 口に関す る評 価 につ い ては,後 述す
るように筆者 は,必 ず しも肯定的で はない。 また,雑 賀や北井等 に注 目した研究 は,な お存在 しな
ヤゝ
。
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1.川 日 英 明 の 生 活 体 育 論 と 自律 体 育 学 習
1.「 体育即教育」論
川 口は,木 下 の 自律主義 ,自 治主義的な教育論 の影響 の もとに,及 川平治の分団式学習法 を摂取
するとともに,独 自学習 。相 互 学習論 にもとづ く実践 を展 開 してい るが,川 回は,ま ず教育「方法
に色 々な ものが生 まれねばな らな くなった。曰 くグル トンプ ラン,曰 くプ ロ ジェク トメソッ ド,日
く自由教育 ,動 的教育 ,自 律的育 ,曰 く何 と,曰 く何 と,恰 も雨後 の筍 のそれの様 に Iこ ゝに教育
実際家 は其去就 に迷 った。 いづれ も各特徴があってよいに違 ひない。併 し教育法 は児童 と教師 とで
開拓 し,創 造 し,組 織立 て ゝ行 くべ きことを覚 らねばな らなかった。 (中 略)同 時 に 『教育 は教育す
るといぶ ことの前 に児童の発達 を阻害 しない』 と言 う ことを希 はなけれ ばな らなかった。 か くて他
律的 の教授 が 自律的の学習 になって,総 ての学習 が児童本位 とな り,児 童 は自由 に快活 に,根 強 く
真剣 に自分の学習 を伸展 さしてい く様 に願 はねばな らな くなった(1也 と,当 時の自由教育 を受 けとめ
ている。
この 自由教育 の機運 に対応 して川 口は,「『体育 とは有為的,無 為的 の状態 に於 て身体 (中 略)の 諸
機能 の向上,発達 せ しむること。』
故 に体育民
「 教育であ り,生 活即教育であって,体育的生活 をせね
ばな らが り」と述 べ るとともに,「 殊 に体育 の本質 が 自分で 自分 の体 を育 て ゝい くことで ある以上
,

従来 の様 な教 師 の命令 に依 リー斉 に,画 ― に行 ふ と言 う こと許 りで は,そ の 目的 を達す ることが出
来ない。Lと し,「 現今要求す る体育学習④」 は(1)個 性 に応ず る体育 ,(2)自 律活動の体育であると言
い,ま ず個性 に応ず る体育が教授 され るべ き根拠 について「 自由 に,自 然 に,平 等 に伸 びん とする
独創性 ,創 造性 を有す る児童 は,体 育学習 にも個性 に応 じた体育法 を取 らねばな らな い様 に教 へ る。
(中 略 )児 童の体格す体質 は精神作用 のそれの様 に→ 様で はな い。其一様 でない体格 ,体 質の所有者
に一斉 ,画 ―の体育学習 を行ふ ことは,丁 度 『四百四病』 と言ぶ多 くの病気 に同一 の薬 を盛 ること
と同 じであって,不 可なる ことは明 らかな事実 である。 また児童 は単 に体格 ,体質 ,体力等 に差異
を有す る許 りでな く,家 庭 の職業 ,家 庭 の位置 (周 囲),通 学距離,営 養 ,睡 眠等外囲の状況 に依 り
て,そ の日,そ の日の身体 的条件 を異 にす るものであるか ら,如 何 なる方面か ら考 へ て見 て も,一
斉的学習が合理的 でない ことが明 かで ある0」 と述 べ ている。
また 自律体育 については,「 体育学習 が個性 を尊重 し,個 性 に順 じて行 はれ る様 になれば,自 ら自
発的 に行 はるる様 になるもので ある。 (中 略 )自 ら立案 した学習法 に対 しては責任 と熱心 とを以て遂
行す る。要領 は鏡 に向 って矯正す る。或 は仲間 や教 師 に相談す る。教師 は仲間 となって運動 して其
間 に示範 となる。此間少 しの余裕 もない。従 って活気 があ り,沈 滞 がない。 (中 略 )自 発的,自 律的
にな らざるを得 ない。此雰囲気 は他 の学科 の学習 と異なる ところはない。学科 の性質 が活動的 であ
るだけ他所 目にも意気があ り,愉 快 である。併 し教師 の規範 に依 って行 はれた体育学習 で は束縛 が
あ り,器 械的 である為 に生 気 がな く,無 理が出来て児童狽1か ら見れ ば力 を出す機会 がない0」 と個性
的体育 に裏打 ちされ ることによ り,初 めて可能 であるとしている。

2.他 律的体育批判
個性的な らびに自律的体育学習 を唱導する川 回は,そ の立場 か ら例 えば,「 児童本位 でな くてはな
らぬ。子供 の体質 に応 じて学習 させねばな らぬ。 と言 ぶ ことは随分早 くか ら言 ひなされた言葉 であ
る。 また他の学科 は余程 自由 になって来た,子 供本位 になって来 た,子 供 が環境 か ら問題 を作 って
,
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子供が先 になって研究 して い くのに,体育 (体操 )1ま 十年一 日の如 く千変一律 に無趣味 な貫声 を張 り
上 げて,一 二 ,一 二 と,何 かの器械 で も動かす様 に他動的 に行 はれて居 る。随 って卒業後 は学校体
操 を行 らないで はないか と言ぶ様 な批評 をす るものがある。批評 をして呉れるのは結構 だが,如 何
にせ よ,斯 く進 べ しと示 して呉 るものがない(D」 と体育方法の改造 の立ち遅れを指摘 し,か つ従来 の
体育学習 にさまざまな批判 を加 え,そ の第 一 に従来 の体育 は「教 師 のための体育」 であった と批判
して い る。
「定 め られた体育 の時 間が来 ると運 動服 と
こ身 を固め,(中 略)『 集 レ』 と一令 の下 に集合 させ整頓
と型の
番号 ,教 練
如 く進み,各 運動模範 ,説 明 と一々 要領 を示 し,強 きも,弱 きも児童生徒 に注意
,

す ることな く,元 気 々々 と励 ます はよいが,玉 石混合 ,は や疲れ きった子供 もい るが,教 師 の威圧
に恐れてついてい く。や っ と嬉 しい遊戯 じゃ と喜 ぶ は束 の間,終 りをつ ぐる鐘がなる。何 の事 だい
一 時間あち らこち らと引 き回されて終わ った。やれやれ体育 の時間がすんだ。今 日は叱 られずにす
んだ, と子供 はほっと吐息す る。教師 は汗 しつ くり,声 は乱れて咽喉 に痛みを覚 える。 が先 づ予定
の教授案 を全部 なし終 ることが 出来 た。先 づん安心。 これ を教師のための体育教授 と言 はず何 と言
はふ。 (中 略)尚 画 一 式,読 書式 と言 ぶ も この類 である。 (中 略 )運 動 をしさへすれば,口 癖 の様 に一
斉的の注意 をす る。例 へ ば膏 の側伸運動の如 きに臀 が後 にな り過 ぎて居 る。高す ぎる或 は低過 ぎる。
等 を連発する。 か ゝる注意 は誤 っている。児童 にのみ注意すれば事 たることである。 (中 略 )教 師 の
気分 ,甚 だず るい教師 は自分 の気分 に依 つて,教 授 に緩厳 をつ けるものさへ ある ことをきく。 ②」
第 二 の問題 は「設備 のための体育教授」である。川 回は,「 学習案 に器械 のすべ てに触 れねばなら
ぬよ うに考 へ るの は謬見 も又甚 だ しい。 か うす ると現今 一般 に定 め られた時 間 で は不 足す ることは
明 らかな事実 であ り,児 童 には重荷 であ らう。 それにその器械 が使 ひたさに彼方 に行 き,此 方 に帰
りして,あ れ もこれ も使用せん とす る。設備 されたが為 に使 はねばな らぬ と言 う様 な考 へ で,教 師
も,児 童 も,設 備 に引 き廻 されてい る教授があった。 これ を設備 のための体育教授 と言 ふ●Lと 論難
している。
第 二 に批判 され るべ き教授 として「講習体育教授」をあげ,「 夏冬 の休暇及其他 の休暇 を利用 して

,

成人教育 とも言 ふべ き色々の講習 が各地 に催 され る。体育 の講習 も多 くこの時期 に行 はれ る。喜 ば
しい事 である。 ところが この講習 の後 には発表会 とか,復 講 とかの形 で色々の問題 が研究 ,討 議 さ
れる」が,「 自分 が受講 したの と同様 に児童 を取扱ひ,甚 だ しきは講師 の号令 か ら態度等 に至 るまで
一致 させ様 とす るものさへ あるとは,又 笑 ふべ き極 みで はないか。何所 まで も子供 の体育 でなか ら
ねばな らぬのに,か くの如 き取扱 ひで は,如 何 にして も講習体育教授 と言 はねばな らぬ(り 」と批判 し
ている。
第四 に「技術本位 の体育教授」であるとして,「 体育 の事業 が技術 の練習 とな り,軽 業師 の養成 な
らん とす る。技術 さへ上達すれば,体 育 の事終われるかの如 く思 ふ は,之 又誤 りであ らねばな らぬ。
運動部 の体育 でない許 りでな く,技 術 の練磨 のみが健康 の増進 で もない。併 し技術 を練 り,錬 ぶ こ
とが身体能率 を向上す る一 因 となることは当然認 むべ きことであるが,技 術 のみに体育教授 の 目的
を置 くは誤 りである。ち と批判 を力Hえ ,最 後 に全般的な体育 の問題点 を次のように指 摘 して い る。
その他 に「流行的体育教授,放任 せ る体育教授 ,時 間割主義 の体育教授等」 があ り,そ れ ら「流
行 を追ふて体育教授 が行 はる ゝ傾 きがあるが ,(中 略 )其 流行 に奔弄 される子供 こそ迷惑至極である。
又 自由教育 だ,新 教育だ,子 供 は自由 に放 っておけば育 つ。大人 が色 々な案 を立て ゝ教授す るは悪
い。子供 の 自然 の発達 を害ふ等 と言 って,体 育時間 はまるで子供 の思ふが儘 に遊 ばせ ,教 師 はワイ
シャツ,チ ョッキ,踵 の高 い靴 のままで雑誌 で も広 げて読んで居 る。 その呑気 さ。 (中 略 )よ し之 を
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放任体育教授 と名 づ くる。又文部省 が体操 の時間 を定 めて居 るか らやる。時には他 の課業 に変更す
ることもある。 まあうどうにか子供 を放任 して時間 を過 ごす。 これ を時間割主義の体育教授 と名 づ
けたい。 (中 略 )こ んな体育教授 で はとて も幾年立 つて も,国 民体 格 の向上 も,保 健 の事業 も行 はる
るもので はない。(中 略)学 校体操 は面 白 くな い。卒業後行 ふ もの はない と言 ふ批難 があるが 。(中 略)
多 くの学校 に於 ける体育教授が子供 の もの となって居 ないか ら,児 童生徒 は何 のために手 を動か し

,

脚 を動かすか を知 らぬか らである。 (中 略 )此 所 に体育学習法 を建設 して児童生徒 の体育 にまで進 め
ねばな らぬ(0」 と。
そして,ス エーデン体操 を例示 し,「 現行 の学校体操 (瑞 典式 )は 科学的 に作 られた ものであるが
,

何 々関節 を伸 ばさう,此 の筋 を緊張 させ ,此 の筋 を収縮 させや う,此 の調 節 の運動範囲 は何度 だか
ら此れ以上動 か しては悪 い等,そ れ は人 それぞれ異 なる体格 を体操 の要領 にあてはめや うとして居
るか ら,相 当無理 が起 り,又 没趣味 とな り,堅 苦 しい もの となる。 (中 略 )本 目手 も入 らぬ。老幼男女
さしたる困難 な くして実行する事が出来 る等 の点 か ら言 つた ら,他 の ものに比 べ て数等実行 し易 い
ものであるのに,行 はれない と言ふのは (中 略 )今 まで学校 で行 はれた体操教授 が如何 して も子供 の
もの とな らなかった と言 ふ事 は原 因中 の最大 なるものである171」 と批判 してい る。

3.分 団式体育学習 とその実践
個性的,自 律的な体育学習 を実現す るために川 口は,そ の方法 として及川の分団式教育法 を積極
的 に学 び, リー ダー を中心 とす る分 団 (グ ループ)学 習 を実践 してい るが,分 団 にもとづ く学習過
程 を採用すべ き根拠 につ いて,川 回は,次 のように明 らかにして い る。
「― ,身 体発育 の状況 に依 って学習材料 を異 にす るか ら。二 ,多 数 の ものが一つの運動競技 をす る
とすれば,要 員 ,場所 ,そ の他 の関係上 ,無 駄 に時間 を過 ごす ことが多 い。 (中 略)併 し組 を分 くれ
ば,短 い時間の中に多 くの練習 をす ることが 出来 る。三 ,遊 戯 ,競 技 の選定 には児童 の希望 を尚ぶ
か ら,幾 組 かの異 なった遊戯 ,競 技 が 出来 る。四,高 等科等 に於 ける一 ,二 年男女 が合組 と言 ふ小
組 に於て は,発育 の差 が甚 だしい許 りでな く,性 別 に依 って学習材料 を異 にせねばな らぬ状況 にあ
るか ら,是 非区分すべ である。五 ,統 率 の才 を練習するときに,人 員 が少ない ことは リーダーの練
習上 か ら便利 である。六 ,自 分 と同等の組 が多 くなると,互 に負 けまい と言ぶ心 になって総 べ ての
点 に於 て競争 し,努 力する様 になる。 (中 略 )自 己の団体 をよ くしや うとすれば,お 互 い協 同一 致 し
て規律 を守 り,技 術 を練 ることに努力す る様 になる。 か うして不知 ,不 識 の間 に団体生活 に対す る
責任 を体得 して来 る。七 ,異 常児,又 は虚弱児 ,貧 血児 ,腺 病質 の児童 ,通 学距離 に依 る過労児

,

家庭 ,職 業 のための過 労児等 は他 の健康児 と区分す ることは必然 の要求である。(lL
そして「従来教師 は児童の程度 ,教 材 の難易 ,季 節 の寒暑等 を参酌 して体操教授案 を作成 し,そ
してそれによって教授 を進めた。 (中 略)し か し従来 よ り以上 ,児 童の自律的学習 を尊重 し,個 性 に
応 じたる合理的体育 を施 さん とす るには,児 童 の理解 に訴 え,児 童 の研究 に倹たねぽな らぬ。始 め
か ら児童 は不完全 な もの と,定 めてか ゝるほ ど危険な ものはな く,非 教育的な ことはない。子供 は
子供相応 に出来 るものである。否指導 の如何 によって は驚 くほ ど上達するものである②」と,す でに
グループ学習 の教育力 を力説 してい る。 この分団学習 は,具 体的 には 4年 か ら学習資料 を もとに子
ども自身が学習案 を作成 し,そ れによって独 自学習 を展 開 して い くとい うものであった。
また リーダーの役割 に関 して「 リーダー は,自 分の属す る組 のすべ ての世話 をせねばな らぬ。即
学習案 を立てる時の用紙 の世話 か ら,学 習案 が 出来 た ら取 り纏 めて教 師 に提出す る。仕事 ,遊戯
競技 の按配 等 に至 る一切 の仕事 を掌 る」が,そ の リー ダー は,学 級全体 の選挙 によ り公平 に定 める
,
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べ きであ り,「 始 めに次の様 な ことを注意 してお くが よい。体育方面 に特徴 を有す るもの。自分 の好
き嫌 いで選挙 して はな らぬ。 その他所謂子弟関係 に依 る様 な ことは,最 も悪 い事 である等 のことを
教 へ るが よい。 か うして定 めた自分 の信頼す る リーダーだか ら, リーダー には好 く】
長従すべ きであ
る。等約束せねばな らぬ。 リーダー は又 自分 の組 のためによ く尽 くす と言 ふ城下の誓 をさせねばな
らぬ。9」 と指摘 し,さ らに リーダー は正副二人 をお くこと,そ の任期 は 1〜 2週 間が適 当であ り
,

(1)教 師 と児童 ,生 徒 の連 絡機関,(2)学 習案用紙 の配布

6)体育学習用具 の準備 な らびに整理 の指揮 ,
偲)全 生徒 へ の伝達等 をあげて い る。

と収集 ,(3)団 体教練 の指揮 ,(4)各 競技 の審判
)遊 戯 ,競 技 の人 員 の配置 ,9)欠 課 ,欠 席者 の確認

,

,

4.独 自学習論
川 回は,分 団 を基本的な学習集団 とした学習案 による独 自学習 の意義 について,例 えば学習案 は
「運動の順序や種類 ,姿 勢 ,運 動 ,回 数,時 間,注 意事項等 を記入す る ことの出来 るような一枚 の
用紙である。児童 ,生 徒 は先 の体育参考書 に依 って 自己 の好 める種類 と自己 の身体 に適する材料 と
を選びて記入す る。そこで此の案 が 出来 た ら教師 と相談す る。此 の時教師 は学習材料 の適否及程度

,

姿勢 の適用,回 数 の正 否 ,注 意事項 の適否等 を訂正 ,力日
除す る。 そ うして案が完成 した ら体育館 に
設備 された姿見 の前 に於 て実施 の練習 をする。尚跳躍技 ,或 はバ スケ ッ トボール に於 けるシー ト(投
入),ヴ ァレー ボールのネ ッ トプ レー等 の如 きは熟達す るまで は相当 の練習 を要 し,練 習す るに際 し
て も一人練習す ることが出来 るか ら,放 課後や其 の他 の休憩時 に於 て練習すれ ばよい。此 れが即 ち
体育 の独 自学習の一つで ある(lLと 述 べ る一方,学 習資料 (ソ ース・ボ リューム)の 教授学的意味 に
ついて も次のように明 らかにして い る。
すなわち「従来 の体育書 の多 くは,大 人 のための ものであって,子 供 のために書 かれた ものは殆
どない。 それで子 供 が 自発的 に体育法 を研究 しや うと言 うものは少 い。又研究 しようとして も手が
つか なかった。勿論参考書 の どれ もが子供の読み易 きものでな くて もよい。 それ は否定 しない とし
て も,一 つ もな い ことは子供 のために残念である12J」 と子 どもの教 材 に対す る科学的認識 を育てるた
めの「体育参考書」 の不備 を指摘 し,こ の独 自学習 を進 めるために一 ,器 械器具 の設備 ,二 ,体 育
図書館 の設置,三,体育 (体操 に関す るもの,遊 戯 に関す るもの,競 技 に関す るもの,水 泳 に関す
るもの,武 道 に関す るもの,レ コー ド年鑑等 )・ 生理衛生 (生 理衛生教 科書,動 物教科書 ,人 類学 に
関す るもの,遺伝進化 に関す るもの,医 学 に関す るもの,解 剖 に関す るもの,心 理学教科書等 )の
参考書,四 ,写 真 ,図 譜 ,器 械 ,畜 音機 ,五 ,体育衛生室 (救 急用具,身 体測定用具)等 の設 置 が
不可欠であるとし,か つ「 自ら学習計画 を立て,そ の理想実現 に向かって進 まん とするためには
,

如何 して もその環境がそれに応 じて整理 されねばな らぬ。体育 の独 自学習 に於 て有力 なる環境 の一
つ として,先 づ子供 のための体育参考書 である。従来体育 の参考書 は多数出版 されたが,皆 教師の
ための もの,或 は青年向 きの もので,そ の一つ として児童 ,生 徒 に便利 なものはない。 (中 略)こ の
一事実 に依 って も如何 に体育学習 が他律的で,教 へ込 うとして居 るか ゞ明 らかになるであ らう。也と
述 べ ているが,果 た して,こ れだけのグループ学習論 と実践 を,今 日なお見 いだす ことがで きるだ
ろうか。

5.学 習過程論 としての「循環漸進法」
グループ学習論 とともに,川 回の新鮮 さは,そ の学習過程論 にあると言 って よい。彼 は,運 動技
術 の分析的,要 素主義的な学習過程 ,も しくは教材系統 を否定 し,木 下 の理論 に学 び,既 に,こ の
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段階でゲーム もし くは全 習法 を主体 とす るスパ イラル な学習過程論 を構想 し,川 口は,そ の学習過
程論 を自ら「循環漸進法」と呼び,「 体育 の学習 に於 ける技術 の練磨 には循環漸進 の法 で進むが よい
と思 う。かの部分 々々 を練習 ,完 成 して,然 る後 に全体 を組 み立てる様 な帰納法 で はな くて,或 る
程度 までは演繹的 に技術 の全体 を提供す るが よい。即螺旋的に向上開展す る方が子供 の技術学習 に
は特 に必要である様 に思 はれ る。一 例 を挙 ぐればブァレー ボール競技 の如 きサーブの練習 とか,ネ
ッ トプレーの練習 とか許 りを始めか ら練習 して,そ れが上達 した後 ,初 めて競技試合 を行ふ如 くす
れば,其 結果 は或 は良好 であるが,そ の良結果 を収 むるまでが実 に長 い間無趣味 であるか ら,そ の
学習 を俗ふ様 になって来 る。又走幅跳 の如 きも,徐走 に依 る踏 み切 りの練習が大切で,結 果 に大 な
る影響 を及ぼす ものであるか ら,歩 測 に依 るこの練習 が大切であるが,先 づ各 自走幅跳 の練習 を実
行 させ るがよい。 そ してその練習の中に踏切板か ら踏 み出 した り,利 足 が丁度踏切板上 に来 なかっ
た りしてファウルになった り,思 う存分 の力 を出せなかった りして,児 童が女日
何 にして このレコー
ドを向上 しや うか と苦 るしんで,其 研究 に燃 えて居 る。 その機会 を得て始 めて歩測 の大切 なること
や,そ の方法 を指導すればよい。 か うすればその指導が深刻であ り,有効 であって,上 達 も速かで
ある。る と記 している。 この川 回の循環漸進学習過程論 は,言 ってみれば今 日の「教材解釈」の問題
であ り,既 にゲームを主体 とす るボール運動教材 の本質 を見 抜 いてお り,戦 後40年 間近 くかけてよ
うや く到達 した学習論 の先駆 にほかな らない。
川 口の体育修養論 と教練観
ところで川 回は,木 下 の修養論 を継承 し,さ まざまに体育 による修養 を説 いてお り,あ る一 節 で
「体育 は教育 の根本 であ り,教 育 は有意的,無 意的の県境 に行 はれ る交渉 である。指導者 は有力 な
6。

る環境 の一つであるか ら,こ の環境 の如何 は学習者 に影響 を及 ぼす ことが又多大である。 そこで唯
知識 ,技 能の方面許 りでな く,人 格 の修養 につ とめ,自 ら任 じて体育精神 の体得者 となるの覚悟 を
有 せね ばならぬ。 かの正々堂々一定 の規則 に服従 して勝 ち得ん とす る競 技 ,今 や敗退 せん とす る刹
那 に於 ける奮闘努力 ,所謂 ガ ン張 りと,今 や決勝戦 に突入 せん とす る努力,い づ れ もこれ程真剣
本気な ものはあるまい。 この真剣 ,本 気 の活動 に依 りて心身共 に急 々神 々 しさを増す。 この試練
この修養 は他 の何 もの も企 て及 ぼす もので はない。知 を以て徳 を教 へ るよ り,徳 を徳 として実行す
,

,

ることが如何 に大切 であるか を知 らねばな らぬ。英国 に於 ける紳士 は運動場 に於て養成 されるとは
度 々聞 くことで あるが,さ もあるべ きである。筋肉 を労することを思み,嫌 ぶ東洋者流 の紳士道 は
一刻 も早 く排 せねばな らぬ。 そして『動 中 に静 を求 む』べ き修養 を積 まねばな らぬ(lLと 述 べ ている
が,そ の背景 には,「 国民 の総 べ てを健康 に導 き,全 国民 の健康 を増進 して,国 家 を泰山の安 きに置
かんためには,国 民 の等 しく享受す る小 学校 の教育 に於 て,合理 (生 理 )的 体育 ,即 ち身体練習 と
衛生の訓練 とを徹底 的 に実行す ることの必要なる ことが思 はれ るのである。 (中 略)若 し児童 の学習
が,非 体育的の学習生活であった ら,そ れ こそ由々 しき大事である。時代 の国民 ,所 謂第 二 の国民
は,薄 命 な不健康 な,能 率 の低 い ものの集合 が予想 され るものである②」とし,効 率的 な労働力 によ
る経済活動 を志向す る,あ の経済教育論が見 え,隠 れ してい る。
そして科学的,衛 生的で優秀 な体育 の材料 による体育生活 を持続す るためには,「 ―,教 育的価値
のあるものでなか らねばな らぬ。 二,容 易なる こと。三 ,時 間 がかか らぬ こと。四,道 具 を多 くせ
ぬこと。五 ,何 所 で も行 へ ること。六 ,何 時 で も実施 されること。七 ,誰 で も出来 ること。八 ,月 叉
装 を特 に選 ばないで も実施す ることが 出来 る。九,興 味ある こと。 (中 略)そ こで その材料 は,家 庭
及学校要 目は勿論 ,軍 隊,社 会等 に行 はれるべ き創 作 されたる体育材料である ことが肝要 である。
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例 へ ば,聖 上 の御大典 を記念 して作 られた りと言 ふ 国民保健体操 (ラ ヂオ体操 )の 如 き,又 連盟体
操 の如 きは最 もその普及 を可能 な らしむる0」 として い る。
ところで,川 回は「教練」教材 に対 して どう評価 して い るのか。彼 は,「 家庭生活 と学校生活 とは
心身 に及ぼす影 響 を異 にす るのであるが,(中 略)学 校生活 より来 る色々の悪癖 を予防 し,矯 正せね
ばな らぬ。か ら国家 は,心 身 の状態 を考査 して一般 の基 準 となる体操要 目を発布 したのである。(中
略)低 学年 で は,遊 戯 その ものが学習であ り,仕 事 であるといふか ら,国 家 が要求す る体 育材料 に習
熟 し,こ れを実施す ることをも生活材 料 として,こ れによりて心身 を健康 に導 くことは又大切 であ
り,是 非実行 せねばな らぬ ことで ある。 (中 略)殊 に,団 体行動 に大切 なる教練 ,秩 序運動 の如 きは
,

その学年程度 に十分練習 を積 むでお く必要があって,国 家の要求 を尊重す ると共 に,児 童心身の発
達時期 に適合する練習 を行ふべ きであるK41」 と言 い,そ の効 果 を肯定 している。それ は彼 の修養論 の
延長 にほかな らない。 だが,教練 の「特質 はその訓練 にある。児童生徒 を訓練 して,そ の心身 を鍛
練 して,規 律 ,服 従 ,勇 気果断,犠 牲 ,協 同 の精神 を養成 して確固不撓の意志 を練成す るにある。
この 目的 の基 に,軍 隊教練 の一部借 り来 って心身の練習 に資す るのであるか ら,こ の点 は軍隊教育
の一部 と見倣す ことが 出来 る。一 ,規律服従 の精神 を養成する。 二,鍛 練的 であるか ら意志の訓練
上有効 である。三,部 隊 の訓練 によって団隊的訓練 を与 へ る。四,あ ま りに拘束的であるか ら,体
育的 の効果 は,他 の運 動 に劣 る。 五 ,自 由活動の範囲が狭 いので,自 由選択 ,独 創 の精神 を養成す
るには不向 きである。六 ,動 作 が単調 であ り,画 一 されてい るか ら,興 味 が少 ない。七 ,統 一のた
めに個 性 を無視する。Lと 言 い,必 ず しも教練 の教材価値 を承認 していたわけで はな い ことが うかが
われ,教練教授法 の改造 を主張 した もの と理解 され る。

2.雑 賀 三 省 の 体 育 改 造 論 と国 民 能 率 論
1.技 術至上主義批判
ところで,同 附小 の 自由体育 は,何 も木下や川 回のみによって繰 り広 げられたわけで は決 してな
く,そ の他 の多 くの教師 に支 えられて い た。 その一人 に同高師助教授 の雑賀 がいる。雑賀 は,大 正
後期 における学校体育 の現状 を こ う認識 し,さ まざまに批判 を繰 り広 げてい る。
「勒近 に於 ける教育の諸説 は,(中 略 )大 なる進展 を示 して居 る。従 って其 の実際界 の進歩 にも又驚
くべ きものがある。 (中 略)只
「 ち自学主義 の教育 ,自 動主義 の教育 ,自 由主義 の教育 が主 唱せ られ
,

更 に創造教育 ,プ ロゼケ トメソッ ド等 の諸説が高唱せ られ る様 になって来 た。 (中 略)以 前 の教育法
が注入主義 ,模倣主義 ,命 令主義 ,厳格主義 の取扱 なるに反 して,開 発主義 ,自 由主義 ,学 習主義
に進 み,他 動 よ り自動 に転 じ,教 師本位 よ り児童本位 に変 じ,児 童の個性 を尊重す る様 になった こ
とは,確 かに一大進歩である と云 はねばな らぬ(lLと 認識する とともに,「 体操科教授 の如 きあまり
に注入的なる為 ,従 って色々の弊害 を生 じて居 る。教師中心主義 の教授 ,厳 格主義 の教授 ,画 ― 主
義の教授 ,技 術 至上主義 の教授 等皆 それに依 る欠点で はあるまいか。児童 の個性 を尊重 し,常 に其
こもかかわ らず,「 体操科 の教授 にあって はやや もすれ
の差別観 に立 った個別的取扱 が必要 である」と
ば忘却 せ られて,同 様 の運動 な り,分 量な りを一般 に強要する傾向がある。 (中 略 )児 童心身の状態
など何等願慮す ることな く,技 術 その もののために強 き干渉 を加 へ て練習す るが如 きことは,所 謂
技術至上主義者の迷夢 である。Lと 批判 してい る。
こうした批判 を通 して雑 賀 は,「 新傾向の一つ として (中 略)運 動 を科学的研究 に従 って合理化 せん
とす ることである。何人 も体育 は児童生徒 の健康 を保護 ,増 進す る手段 たる可 きを知 って居 る。か
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かる任務 を有 せ る体操科 は是非共科学的基礎 の輩固なるものであ らねばならぬ事 は,何人 にも首肯
せ らるる点 であ らう。然 るに従来 の体操科 は,こ の点 に於 て欠 くる所が無かったで あ らうか。(中 略)
生理 ,衛生 ,解 音J,物 理 ,化 学 ,教 育等 の諸科学 に関係 せ る事 は明瞭であ らう。只単 に教材 を選択
するにも,以 上 の諸科学 は直接 ,間 接 に利用 せ られねばな らぬ と思 ふ。 それに就 い て は自然科学者
と,教 育実際家の提携 を甚 だ必要 とす る。Lと 体育 の科学化 を標榜する一 方,「 体操科 と興味」の問
題 を取 り上 げ,「 運動 に心理的考察 の著 しく加味 せ られ るるに至 った事 も,又 新傾 向の一つで ある。
体育 は無味乾燥で はいかぬ。興味が伴 はなけれ ば到底永続的実行 は困難 である。単 に運動 を行 はヘ
ば,か か る効果がある筈だ と云ふ丈 で,児 童や小 さな生徒 に強 ふ るは無理 で あるまいか。 どうして
も興 味 の如何 をも考 へ てや らねばな らぬ。 それには生理 的効果の大なるものである と同時 に,運 動
その ものの性質 が,興 味 があって容易 に実行 され るものが得策 である。換言すれ ば,運 動 の教材選
択 ,配 当及教授法 等 に心理的考察が必要であると云ふ ことに帰着す る④」 と指摘 している。

2.体 操教材 と授業過程批判
こうした立場か ら雑賀 は,具 体的 に教材 (体操 ,教練 ,遊戯 )や 授業過程 ,学 習集団等 につ いて
批判 をカロえて い るが,例 えば体 操教材 については,こ う述 べ ている。
「体操教授 はこれ まで団体的,一 斉的 に取扱 はれて きた。 (中 略)児 童 を恰 も教師の手足 の如 く,又
は器械 の如 く動すを以て能事終れ りと考ふ るな らば,そ れ は大 なる誤 りと云 はねばな らぬ。 (中 略 )
体操 を体育上重要なる手段 として児童各 自の体力,心 力 に応 じ,真 面 目に行 って こそ,初 めて価値
あるものであるに,若 しこれ を無視 して人 に見 せんが為 の体操 として行ふな らば,菅 に体育的効果
の少ない ばか りでな く,決 して永続す るせぬ ものである。 (中 略)其 の取扱法が一一厳格 なる号令 に
依 って行 はれ,少 しの 自由をも与 えぬため,従 うて児童の心理 に適合 せず,や や もすれば単調 に流
れ,乾 燥無味 に走 り,何 らの興味 をも喚起せ ず,児 童生徒 の最 も好 まざるものの一 として数 えられ
るが如 き事 あ らば,大 に考慮 せねばな らぬ点 であ らう。(lL
一 方,教 練 については,ど う見 ていたのか。彼 は,「 規律 を守 り,協 同を尚ぶの習慣養成 に教練 が
役立 つ とはよ く云 はれる点 であるが,実 際 の有様 は果 して どうで あ らうか。児童生徒 は教師 の命令
や号令 を自己の もの として,所謂 自覚的の行動 をな して居 るのであ らうか。それ とも教師の権威 に
怖れ,上 むな く盲従するので はなか らうか。教師が大声叱咤するにあ らざれば,生 徒 は敏速 に行動
せぬ と云ぶ風 であっては,い つに至 ってか規律 ,協 同等の諸徳性 を涵養す る事 が 出来 るであ らうか。
か く考 ふ るな らば教練 の取扱 も又大 に改善 を要す る12J」 と教練教授法の改造 を指摘 し,か つ授業過程
について も,「 従来 の体操科教授 は専 ら教 師中心主義 に行 はれて来 た ものであるか ら,こ れ を児童生
徒の側か ら見れ ば他律的教授である云 はねばな らぬ。他律的教師中心主義の体操 科教授 にあ りては,
云ふ迄 もな く教師の活動 を重大視す る。先 づ教師 は目的 をたて,教 材 を選択 し,教 授 の方法 ,段 階
を考慮 した教授案 を作 って準備 をなし,急 々其の時間 に至 るや厳格 なる態度 を以 て児童 に臨み,次
か ら次 へ と号令や示範 に依 って授業 を進行す るのである。其 の間児童 は自己の意思 を以 て 自発的 に
活動す ること少な く,専 ら教 師 の意思 に従順 なるべ き様要求 せ られる。 (中 略)而 して これが現時 に
於 ける進 歩 し,理 想的な りと称 せ らるる体操科教授で はあるまいか。何 を進 歩 し,理 想的な りと云
うか。 (中 略 )こ の教師中心主義 ,画 ―主義 の体操科教授 は今や一大転換 をなさねばな らぬ時期 に道
遇 して居 る131」 と授業改造の必要 を説 いてい る。
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3。 社会体育 と国民台
ヒ
率論
ところで, これ ら雑賀 の体育改造論 を形成 して い る背景 は,や は り第 一 次大戦後のあの経済体育
論 ともい うべ きものであった。例 えば彼 は,体育 の戦後経営 として「社会体育 の勃興 」 とい う動向

に着 目 し,「 我国の体育会 に見逃す ことの出来 ぬ ものは社会体育 の勃興 の兆 しあることである。これ
まで体育 とし云 へ ば,学 校又 は軍隊 に於 て行 ふ べ きもの,し か も少 青年 の男子 に限 り必要なるもの
と曲解 せ られたるは,体 育不振の最大原因であった と思ふ。 (中 略)世 界大戦後国力の充実 は一層焦
眉の急 を要 し,従 つて各般 の事物 に向 って改善 をはか らねばな らぬが,其 基礎 は国民全体 の健康 に
待たねばな らぬ点が甚 だ大である。 されば体育問題 が只 学校 ,軍 隊 の一小範囲内に限 らるる事 は
国力発展上大 なる損失 と云 はねばならぬ」と国力 の発展 とい う視点か らその意義 を力説 し,か つ
「現
,

代社会体育の内容 についてそこに幾多 の改良,進歩 を図 ることがあると思 う。固より国民の体力 を
増進 し,国 民 の思想 を健全 な らしめんが為 には,内 容 その もの も大 なる問題 である。然 しなが ら囚
襲的な体育思想 と,其 の方法 に捉 はれ来 りし我国の状態 に於 ては,一 朝 一 夕 にして理想化す ること
は到底不可能 の事 である(1る と国民思想 の善導 とい う観点か ら体育内容 の改造 を説 いてい る。

3.満 州 事 変 以 後 に お け る木 下 等 の 軌 跡
1.木 下の皇道主義教育論 への転回
(1)木 下のアジア主義 と自由教育批判
木下 ,川 口,雑 賀等の体育改造論 とその実践 は,満 州事変以後 どう展開 してい ったのか。例 えば
『学習研究』 (昭 和 6年 12月 号 )の 「編集後記」 は,満 州事変 に対 して こう論 じてい る。
「 日支衝突事件 は,国 際信義 を解 しない支那 の無道 と,満 州事情 を正視せざる国際連盟 の干渉 とに
よって,ま す ます紛議 を重ね ることになった。今朝 の新聞号外 は,連 盟 は我が対案 を屠 り,理 事会
案を十 三対 ―で採択 した といふ。排 日運動 に狂態 の限 りを蓋せ る支那や,日 東帝国 の隆昌を嫉視 し
て正義 に輿 し得 ない国際連盟当事者の心事 を想 う時,わ れ等 は今更国際信義 につ いて不安 を感 ぜ ざ
るを得 ない。 (中 略 )X不 安 はます ます深 くなって,年 は逝 く。 日暮 て道遠 きは,実 に一九二一 年 の
世相 をよ く物語 っている。支那問題 の解決 はい はず もあれ。 これ を国内的 に見 て も何れ の方面 に も
解決 の曙光 を認 めた ものは殆 ど見当 らない。教育界 に最 も関係の深 い学制改革案 もすった揉んだの
峰 はあるが,如 何 なる成案が示 されるか。不安 は更 に濃厚 になって行 く。X不 安 ,不 安。不安 の空 気
は正 に全世界 に重 苦 し く漂 うてい る。一九二一 年 は実 に世界的不安 を記録すべ き年であった。世界
の誰 もが予期 しない,更 にまた喜 び もしないのに」 と宣戦布告な き侵略 を正当化 ししつ も,閉 塞化
しつつある時代的状況 に不安 を隠 してはいない。
だが,同 誌 の昭和 7年 5月 号の「巻頭言」は,ア ジア主義 と愧儡国家満州国の登場 を賛美 し,「 美
はしい又勇 ましい島国 日本が平和的に亜細 亜大陸に発展 して大陸 日本 を建設 し,日 本海 を自国 の湖
水化 して一 大結合 を完成 し,亜 細亜 の盟主 となって文化 の発展 を図 り,世界人類 の平和 に貢献 す る
ことの必要 は極 めて痛切 にして,是 非成 しとげねばな らぬことである。行 き詰 まった今 日の世界 は
斯 して光明 を認 めることが 出来 る様 になるで あ らう。国運 を賭 しては日清,日 露の二 大戦役 を遂行
し,又 列国環視 の下 に非常な危険 を冒 して正々堂々 と排 日,侮 日,抗 日の満州軍憲 を斥 け,満 州 に
於 ける特殊権益 を擁 護 した。之れ を機会 として新国満州 は工 道主義 に立脚 して出現 した。将来 日満
は共 に正義人道 の上 に立 って相共 に親善の道 に進み,唇 歯輔車 の関係 を持続す るであ らう」 と絶叫
す る。
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似)木 下竹次 の変貌
こうした 『学習研究』の屈折 に対 して,木 下 は自由教育 の動向を どう認識 してい たのか。彼 は昭
和 6年 の段階で は,な お「新教育」 を次のように回顧 して い る。
「デモ クラシーの要 求 は世界 を通 じて行 はれ,又 人生 の各方面 に於 て行 はれて居 る。国民経済 は最
早世界経済 とな り,今 は各国を通 じて経済難 に陥 って居 る。 (中 略)教 育 は一 つの社会現象 である。
社会 に於 ける変動が影響せぬ訳 には行 かぬ。十九世紀 の文明 は個人主義 の上 に立つ 自由競争 によっ
て発展 した。今 は個人主義 が行過 ぎたか ら階級的分 離 が強 くなった。個人で も団体 で も競争 の弊 に
堪 へ な くなった。姦 に於て社会奉仕 が要求 せ られ,協 同精神 の発揮 が 限 りな く必要 となった。新教
育 は何れ も之 を考 へ て居 る。世 は立憲時代 とな り,デ モ クラシーが行 はれて も,教 育上 には依然 と
して専制的形式 の教 育法 が行 はれて居 る。 自由 の精神 も独創的精神 も此処か らは生 まれて来 ない。
これ現代人の苦痛 とす る所 である。萄 も教育革新 に志 あるものは,誰 で も此 の専制干渉 の廃上 に異
論 はない。 (中 略 )新 教育 が何れ も努 めて之 を排除せん とす る所以 である。 (中 略)人 生 を分析的,解
剖的に取扱ひ,人 生の生命 をも奪 って形式 的,機械的 に取扱 ふのが従来 の教育 である。之 に反 して
人生の改善 を学校 生活 その もので行 はしめ,真 に人 情味 のある,又 個人性 を失 はぬ人格 を育成 せん
とするのが新教育 の要求で,之 に関 して幾 多 の法案 が工 夫 せ られて居 る。(lЪ
しか しなが ら,昭 和 11年 に至 ると彼 は次のように述 べ,急 激 に変貌 を遂 げて い く。
「明治維新以降,開 国進取 の国是 に従 ひ,大 に知識 を世界 に求 め,各 方面 に大 改革 を加 へ られたの
は誠 に結構 な事であったが,我 が 国民 は欧米 の物質文明 に眩惑 して極度 に 自己信頼 の感情 を喪失 し
た。 (中 略)国 民間 には欧米崇拝熱高 く,欧 米人 は優越感 を以 て 日本 に臨 み,何 事 にも欧米人 に圧迫
せ られ,自 己固有 の優秀点 を顧 みて,大 に皇基 を振起す る事 は遺憾 なが ら十分 でなかった。近年 は
国運大 に発展 し,日 本精神 は存 りに鼓吹せ られ,大 に皇基 を振起す る事 は漸 く遺憾 が無 い様 になっ
た。 (中 略)今 や満州国 は日本国 に哺育 ,指 導せ られて一大進 転 を為 して居 る。 (中 略)遂 に日本 は国
際連盟 を離脱 して自己の所信 に邁進 した。 (中 略)そ の後我 が 国 はワシン トン条約 の破棄 を通告 し
五・ 五・ 三の比率 を排 し,軍 備均等 を要求 して居 る。之れに対 して英米 の同意 を得 ることは困難 で
,

あらうが,今 の軍縮会議 に於て は日本 は英米 を リー ドして居 る状態 である。要するに日本 の国際的
地位 は非常 に高 くなった。 (中 略)卑 届 な欧米崇拝熱 は醒 めた。 (中 略)功 利主義 ,自 由主義 ,競 走主
義 に立脚 した 白人文明 も最早今 日は大 に行詰 って居 る。 (中 略 )由 来欧米人 は利己主義 であ り,搾 取
主義である。 (中 略 )実 に日本 の政治 は徳治主義 であ り,共 存共栄主義 である。 (中 略)今 日の世界 を
浄化す るには恐 ら くは此の徳治主義 より外 にあるまい と思 ふが,(中 略 )現 時 の文明の進歩 した時代
に於 て世界的 に進 出 して世界 の文 明 を浄化 し,更 に之 を発展 させ るには他国 の追 随 を許 さぬ底力 を
持 って居 ると信 ぜ られ る。 日本 の進 出 は世界人類 の文明 を普及 ,徹 底 せ しめ,彼 等 をして哀心 ,感
謝の念 を捧 げる様 になるで あ らう。9L

さらに「 日本人 は天皇 を現人神 となし,天 皇 の徳 を体得 し,各 自応分 の務 を蓋 して,天 皇 をして
神徳 を成 さしめる様 にす ることを忠 と心得 ている。 (中 略 )此 の理 由で億兆 が一心 になれ る。個人主
義の短所 へ 陥 らず に全体主義 で働 くことが 出来 る。全体主義 であるが,形 式的,画 一 的 に堕 ちない
で,協 同 の下 に能 く各 自の特色 と自由を発揮す る。全体主義 と自由主義 との調和 が 出来 るのは恐 ら
くは君臣の義 と父子の情 とが一致 して い る所 にあると思 はれ る。 (中 略 )私 共 は此の角度 か ら切 に自
本将来 の教育 を眺 めねばな らない。もと,全 体主義 と自由主義 の折衷 を説 き,あ る一 節 で もこう言 っ
ている。
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「 自由主義 には困 った ものである。其の自由が 開放 に傾 き,動 もすれば規 律 も十
日慣 も命令 も社会的
制裁 も無視す る様 になる。 (中 略 )自 由主義 の弊 に陥 って 自己崩壊 を招 くことを免 れ る ことは出来な
い。近来 は此 の 自由主義 の弊 に懲 りたの と,社 会 一般 の情勢 とに依 つて 自由主義 を排斥 するもの
多 く之れに反 して統制主義 が極端 に行 はれん とす る傾向がある」が,「 統制主義 が極端 に行 はれては
,

,

社会的 に有害 であ り,教 育効果 を十分 に収 める ことが 出来な くなるのである。或 る程度 までの統制
は必要であ り,殊 に所謂 自由主義 に傷 つ けられた場合 に於 ては可な り強 い統制 も必要であ らうが
一定 の制限 の下 に一定 の 自由を認 めることが無 かったならば,如何 にして も責任 の観念 と愛惜 とを
,

養 ぶ ことが 出来 ない」 し,「 所謂 自由主義 の弊 に懲 りて真の自由を確把す る ことを忘れて はな らぬ。
真の統制 と自由 は必ず しも相反す るもので無 くて,一 定 の統制 は既 に 自律 の内 に含 まれて い る筈で
ある。

)」

0)教 育 の「八紘一宇化」 と教育経済論 の変質
こうした転回のなかで木下 の経済教育論 も変質 してい く。木下 は,一 人「経済大国圏」 としての
「新東亜」へ の伸張 を鼓吹す ると同時 に,経 済教育 の根底 に労働力 と兵 力 を補完す るもの として体
育 を据 え,「 日本 の大文化 の建設 に欠 くことの出来 ない ものは財力である。日本民族 は未 だ大 に財カ
に富 んで居 るとい う ことは出来 ない。然 れ ども日本民族 は財 力発展 の力 に富 み,今現 に財力 を伸張
して居 る。 (中 略)彼 等 は良質 ,廉 価 の生産品 を産 出する ことに創意 を発揮 し,大 多数 の人類 の生活
に禅益 を与 へ て居 る。世界 が挙 って 日本品を排斥 して も,人 類 の大 多数 の生活 に押益す る日本品の
進出には何 として も敵す る ことが 出来 ない有様 で ある。 日本人の財力 には忠孝 ,道 義 の精神 が結合
し,科 学 ,芸 術 の知 力 が更 に之れが発展 を助 けて居 るか ら,其 の進歩 ,発 展 には実 に大 なる相 を顕
はしてい る(5)」 と記 している。
そのために「亜細亜及び南洋 の地理 に精通 させ る」とともに,「 全教科 ,全 生活 を通 じて経済教育
を施すが よい。特 に経済学 を教授せず とも,経 済教育 は出来 る。新 東 亜建設 の為 には,又 肇国 の理

'

想実現の為 には利益主義 の資本主義 に走 らないで,各 自の職能 を果す為 に資本主義 を取 る様 に為 さ
ねばな らぬ。是 に於 て経済 と道徳 と科学 とを結合 させ,学 習 させ ることが必要」であ り,「 尚全教科
全生活 を通 じて行 ふ べ きものに体育 がある。体育 は身体 の作用 を通 じて心身の強健 を図 り,立 派な
日本人 となることで ある。体育 の内容 は極 めて広 いが,国 防 に役立 つ ように運 動 し,心 身 を鍛練 し
,

てお くことが必要である。体育 は心育 に密接 な関係 を有 し,徳 育 とも離 れて はならぬ。新東亜の建
設 に心身強健 の人物 を要す ることは云ふ まで も無 い。今 日多 く称道 せ られて居 る革新 の教育学 に依
って教育 され るな らば,新 東 亜建設 の大役 に参与す る人物 を得 るに事欠 く事 は無 いK61」 と述 べ るとと
もに,教 育 の八紘一 宇化 を こ う説 いて い る。
「東亜の安定 を確保 し,他 民族 と共存共栄 の実 を挙 げ,以 て世界 の平和 に貢献 せん とす ることは
実 に我 が神国 日本の最高国策である。肇国の大理想 に淵源 し,八 紘 一宇化 の現実的実現 である。宏
,

遠雄大 ,至 純 至正,世界何人 も仰せざるを得 ない国策 である。 この大国策遂行 の最 も根底 となるも
のは教育 で ある。教育 の任 は重 い。0」
化)「 真の体育」論
その後 の木下 の体育観 は, どう変転 してい くのか。その点 は既 に上述 の言葉 にうかが い知 ること
がで きるが,彼 は「我が 国 の体育 は社会的 に,歴 史的 に発展 し,具 体的 に全一 的生活 を遂 げる心身
一如 の日本人 の教育 である」と述 べ,い わゆる三育主義 は,「 人間教育 に対す る便宜上 の分類 で,教
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育 と云 へ ば人 間教育 があるばか りである。従 って体育 は身体 を通 じての人 間教育 であることを始終
年頭 に存 して之れを行 はれねばな らぬ ものである。 (中 略)各 人間 は心身 の二 方面 を有 し,民 族 の一
人であると共 に,国 家 の一 員 である。而 して心身共 に祖先 か らの影 響 を受 けて居 るか ら,人 間 とし
ての普遍性 を有す ると共 に,幾 多 の特異性 を具 有 して居 る。此 の如 き人間が,国 家 の一員 として立
派に活動 して国家 の発展 を図 ることに依 ってのみ 自己 の生存 の意義 を完 うす る。 ことができると言
い,「 彼 のスポーツを重視す るものの如 きはスポーツの為 のスポーツ と称 し,ス ポーツでは早 く走 り
)」

,

高 く跳 ぶ と云 う様 な ことを第一 目的 とな し,体 位 の向上や精神鍛練 の如 きは副似 の目的 とした。之
れが所謂 自由主義 のスポー ツである。近来 で は運動 の堪能 を第一 目的 とせず,寧 ろ運動 を通 じての
意志錬成 ,体 位向上 ,民 族発展 を第 一 目的 とす る様 になった。 (中 略)個 人主義 に立脚 する欧米人 は
身体 の健康 ,運 動の堪能 を目的 として居 るが,日 本人 である昔 の武 士の如 きは立 派 に君 の前 で討死
の出来 る様 に身体 を鍛練 した ものである。 (中 略)日 本 に於ては最近大 に自覚 を高めて忠 良 なる皇国
臣民の育成 を教育の最高 目的 とな し,各 教科 の教育又 は学習 を通 して此の最高 目的 に到達 せん とし
て居 る。従 って体育 も最高 目的 を此処 に定 め,身 体 の健康 と堪能 とは,此 の 目的 に到達す る方法(働 」
であると断 じて い る。 ここには,明 らか に篠原助市 のあの「体育私言」の論理 を読 み取 る ことがで
き,そ の立場 か ら体育 の 目的 を こ う規定 している。
「 (― )解 剖的には身体 の形 を正 し くし,(二 )生 理的 には身体諸器官の機能 を健全 に発達 させ,(三 )
衛生的 には身体 の養護 を十分 に為 て,(四 )自 己の意志 を以て十分 に 自己の身体 を支配す ることが 出
来 る様 に為て,そ れで教育 の最高 目的 に到達 せねばな らぬ。御神勅 の御趣 旨 には,(― )万 世 一 系の
天皇 に忠動 を為 し,(二 )道徳的 に生 活発展 を遂行 し,(三 )皇 運扶翼の為 に生 活発展 をする ことを
必要 とす るか ら,体 育 の間 に比 の精神 が実現 せ られねばならぬ。薮 に道徳 と云ふのは勿論父子 の誠
に徹す る ことを主眼 とす る家族主義 の道徳 で,個 人主義の道徳であってはな らぬ。又生活 と云 へ ば
,

道徳的であると共 に経済的 でな くてはな らぬ。(10も
こうして「我が肇国の理想 を実現 して忠 良 の国民 となる(1lЪ べ き「体育の方法」 として「 (― )体
操,教練 ,遊 戯及競技 ,武 道 を行ぶ ことで ある。尚此の外 にも遠足 ,水 泳 ,角 力 ,乗 馬 ,農 園,作
業 ,工 場作業,国 防演習等 も考 へ られ る。 (中 略 )(二)此 等 の運 動 を生活化 し,(三 )健 康 を増進 し
(四 )精 神陶冶 を為す ことを必要 とす る(12Lと してぃる。 さらに体育学習 は,「 歓喜性 。
堪能性・耐
。
(13Lを
久性 道徳性
もって進 め られ る必 要 があ り,そ れにようて初 めて「真 の体育」 が実現 し そ
,

,「

れ と同時 に社会的人格 が 出来 て立 派な 日本人 (14も になることがで きると言 う。最後 に木下 は,あ ら
ゆるファシズム・ イデオ ロギー を援用 しつつ,「 日本 の大使命」 として こう結 んでいる。
「支那事変 は世界事変 であって,支 那 の以後 には英仏蘇米があ り,日 本 は独 伊 と防共協定 を結び相
対立 して居 る。 日本 は亜細亜 は亜細 亜の亜細 亜であるとの見地 か ら東洋 の平和確立 を提唱 して居 る
が,之 れ は一面 に於て覇道主義 の 白人 に東洋 か ら後退する ことを要求 して居 るものである。欧州 に
於ては英仏蘇 と独伊 とは相対 立 して居 るが,早 く八紘一宇の大理想 を実現 した い ものである。(中 略 )
日満支が協調 して其 の共存共栄 を図 り,更 に世界 の大平和 を確立す る ことに邁進 せ ねばな らぬ。之
れが為 には日本 は兵力 に於 て も,経 済 に於て も,そ の他の国力 に於 て も世界 を敵 とす るも敢 て厭 は
ない実力 を具備す ることが必要 で ある。
日本 は正義の国で,皇 道精神 を以 て東洋 の平和 を確立 し,世 界 の平和 に貢献 せん とす るのである
か ら,世界如何なる国 も日本 を恐れ る必要の無 い ことを世界 に知 らせ ると共 に,日 本 の威力 と正義
の力 とを以て支那事変の後 は平和的 に東洋の諸問題 を解決 して行 く様 に努めな くてはならぬ。(中 略 )
世界 に貢献 せん とする日本 は種 々の方面か ら人 口増殖 を図 らねばな らぬ。 (中 略 )幸 い 日本民族 は人
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口増殖率 も高 く,教育 も進歩 して国民 の活動 は増加 して行 くけれ ども,今 後 は更 に体育第 一 を標榜
して邁進せねばな らぬ。 (中 略)教 育 の各場合 を通 して体育 の指導 を為す所 の教師 は,御 神勅 に対す
る堅 き信仰 を有 し,深 く修養 を重ねて御神勅 の本 旨に徹底 し,之 れ に基づいて 自分 の意志で 自分 の
心身 を十分 に支配 し得 る様 に努力 して貰 ひたい ものである。体育 を広義 に解 し,体操科 を中心 とし
て教育 の 目的 と方法 とに十分 の革新 を力日へ るな らば,日 本 の大使命 を果すに遺憾 のな い人士 を育成
する ことが 出来 ると信ず る。(19」
かつて 自由教育 を標榜 し,新 教育 の実践家 としての木下 の姿 は,み る影 もない。

2.川 口英明 と北井柳太郎 の 日本体育論 と体操精神論
(1)川 日の日本主義体育論
一 方,川 回の場合 はどうであったのか。少 な くとも昭和 6年 の段 階 までは,川 口の論調 には既 に
見 たように「国家」や「皇国」 とい う観念 は希薄 であるが,昭 和 7年 段階以降 にいたる と「 国旗掲
揚式 の如 きは頗 る厳格 に運 動会 の労頭 に行 ふが よい。同時 に国歌 を合唱 して国旗 と国歌 とに対す る
観念 を深 か らしむる。也べ きであ り,「 児童 ,生 徒 の生 活形式 のすべ てが,そ の価値 を有す るか と言
ふ ことは珈 か躊躇 され るが,そ の中で教育的価値 の大 なるものを採 ることに於 て英 の効果 の著 しい
ものがある。例 えば,兵 隊 ゴ ッコの如 きは学校 と言 はず,家 庭 の別 な く,米 差 を持 って剣 とし,拳
を握 ってラッパ とし,自 ら大将,元 帥 とな り,又 斥候 となって,こ れ こそ寝食 を忘れての活動であ
る。 (中 略)所 がその中 にも,自 分達 で作 った制約 を守 り,互 いに共同 して実演するところに,幼稚
な りとは言へ,規 律 を守 り,共 同を尚ぶの社会的道徳 の習慣 を養ぶ ことが 出来 て,そ れが とりもな
おさず,学 校体操 の 目標 の一 に合致す るものである。もと述 べ て い るように,突 如 として屈折 して い
く彼 の姿勢 をうかがわせ る。 また,わ が 国 の体育 の発展 が,「 血族 。孝・忠君愛国・ 勇武」等 による
ものであるとして完結 して い る。
「我が国民性 が体育運動 の精神 と相通ず る多 くの要素 を有す るか らである。其の一 つ は,血 族 を尚
ぶ ところの精神 である。即 ち,我 が身 は父母 ,祖 先 の賜 である。我 が身 は我 が ものにして我が もの
にあ らず。我 は又健全 なる子 孫 を残 さねばな らぬ。身体 ,髪 膚 これ を父母 に受 く,敢 へ て傷 せ ざる
は孝 の始 めな り。 といぶ精神 の下 に,体育 の重大 なるを考 へ て専念す る。従 って 自 ら体育 の必要な
ることを思念するものであるも即 ち,大 家族 の健全 ,永 久の発展 を希ふ ものである。其 の二 は,忠
君愛国の精神が旺盛である と言 ぶ ことで ある。 (中 略)此 の忠君 愛国 の至情 を全 くす る為 には,如 何
にも健全勇武 なる身体がな くてはな らぬ。 そのためには必ずや強健 なる身体 が必要 であるか ら,自
ら体育 の奨励 に努 めねばな らぬ こととなる。次 には,勇 敢 であることで ある。 (中 略)六 月二 十四 日
大毎紙上 に於 ける『近代 科学戦 にも其 の威 力 は偉大 ,肉 弾戦 なるかな』 との見出 しに依 つて,勇 敢
なる肉弾 の威力 が満州,上 海両事変 に数字 が語 る戦闘 の花 として記載 された。 (中 略 )次 に礼儀 を重
んず るの美徳 を有 っている。
体育 も又 ,秩 序 を尚び,公 正なる,又 服従 の徳 を練成 せん としているので あるか ら,一 脈 の相通
ずる部面があるわけである。次に同化性 と包容性 を挙 げねばな らぬ。如何 なる体育思想 が入 って来
て も,之 れを我 が 国人 に適 当なるが如 く同化 し,又優秀 なる日本精神 によって包容 して 日本体育 と
なすの力 を有 して居 る。か くの如 き国民性 は体育運動精神 と相通 じて急々急速 なる発展 をな したの
である。 (中 略)次 に通俗的 に解 して,教 育的 にも,社 会的 にも,体育 の必要なることを自覚 して来
た ことが又最 も有力 なる発達 を促す原因 となったわけである。 (中 略)国 家 を救ふためには,国 民 の
旺盛 なる体力 に倹 つ とい う意識の下 に,一朝事 あるにときには この鍛練 されたる体躯 を以 て 国家 に
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仇するものは,こ れ を打 ち滅 ばすのであるとて,我 が 身体 の強健 を測 るわけである。此 の国家観念
の養成 と言 ぶが如 き幾 つか の徳 目を以 て体育 の 目的観 の補足 をなすのである。0」
川 口英明の論考 は,何 故 か この昭和 9年 を境 に途絶 え,そ の後同附小 を転任 した もの と推測 され
るが,そ の後 の彼 の足跡 は不 詳 である。
似)北 井柳太郎 の体操精神 と体育 の「合科的洗煉」論
川 口に代わ って北井柳太郎 が登場す る ことになる。北井 の場 合 は,木 下の「体操的精神」論 を軸
にしたフ ァシズム体育論 が展開されてい くが,昭 和 ■年段階 まで は,な お 自由体育論の残滓 を思わ
せる発言 が続 く。彼 は,木 下 の「体操精神」の理念 を継承 し,「 体操精神 とは何 か,一 言 にして云 え
ば心身一 如,霊 肉合致の妙境 に住ん とす る精 神 が体操的精神 である。即 ち,自 己のある相 (現 実 )
を反省 ,認 知 し,自 己のあるべ き相 を認知 し (自 己の理想 を樹立 し),之 を実現せん とす る精神 で
人間が,い 身一 如 ,霊 肉合致の妙境 に到達 せん とす る精神 は一面か ら見れば反省的精神 であ り,他 面
か ら見れば理想的精神であ り,進 歩的精神である。体操科 の教授要 旨を吟味 し,そ の真精神 を把握
,

する時 は,吾 人 は体操科 は此の体操的精神 を発展せ しめることが,そ のままで学習者 たる児童 ,生
徒の全人格 の発展 とな り,其 の環境 の発展 となるや うに努力す ることを要 旨 としていることを知 る
であらう0」 と述 べ る一方,旧 来 の形式主義 ,号 令主義 の体育 を批判 し,そ の改造 を力 説 して い る。
「従来の教育 は,従 来 の体操学習の指導 は児童 の行 なった乃至行 ひつつある仕事 のみ見 て,之 を云 々
しつつ あったので はなか ろうか。確 かに従来 の教育 は,従 来 の体操学習 の指導 は児童の眼 を見 るこ
とを忘れていたので ある。指導者 よ !吾人 は決 して調教師 で はないのである。従来 の体操学習指導
の実際 は其 の着眼 に余 りに近視眼的であった。外来模倣 の形式的体操 は,徒 らに形式 を模倣 ,伝 授
する ことのみに急であって,児 童各 自に対 して 自己 の体育 を創造 し,実 践する能力 の啓培 を忘れて
いた。其 の結果 として体操乃至体育 が彼等児童 の生 活 と全然別個 の もの とな り,其 の生 活 の発展 に
何 らの寄与 ,貢 献 をなす ことな く,分 離 されて しまったので ある。 (中 略)子 旨導者 よ !反 省 しよう。
一々教師の号令 によ り,児 童 をして模倣 の埓外 に一 歩 ,半 歩 も出で しめない型 に囚 はれた ところの
生活動作 に東縛す ることな く,指 導者 は児童の 自律 ,発 動 といぶ点 に十分 の指導要諦 を発見 して

,

彼等 の独 自学習 を,相 互学習 を指導すべ きである。体操 の学習生活 は発動的 に,歓 喜的 に行ず るこ
とを根本条件 とせねばな らぬ。発動的精神 を欠 いて は生活発展 へ の体操学習 の真 の姿様 は具現 し得
ないので ある。此 の発動的精神 は体操学習 その ものに十分な興 味 を児童が感ず るところよ り発生す
るのである。 (中 略)体 操学習 の改造 とは,労 役 としての体操学習 を救ぶ ことで ある。即 ち,労 役 と
しての体操学習 を生長 へ の体操学習 に改造す ることである。生長 へ の体操学習,そ れ は生活 発展 へ
の体操学習である。Lと 。
しか しなが ら,北 井 も昭和 11年 か ら日中戦争勃発 の12年 の段階 に至 ると急速 に変質 して い く。
「身体教育 と精神教育 とを対立 させ るところの根本的課題 は,教 育学 の対象が,い 身合 ―の人間であ
り,人 間 の進 むべ き目標 が 国家 の中 に自ら統 一 されて い る民族 の強化 であ り,躍 進であると云 ぶ こ
とによって指摘 し得 るのであって,(中 略)現 代 の体育 ,そ れ は身体的健康 の獲得 で もなけれ ば,精
神的健康 の獲得 で もない のである。即 ち,現 代 の体育 こそ,人 間的健康 の獲得 によって民族全体 の
精神 を喚起す るところの ものでなければな らぬ と信 じている。斯か る意 味 に於 て日本 の体 育乃 至 体
操 は,ど こまで も日本 の体育乃至体操 でなければな らぬのである。 (中 略)体 育乃至体操 の実際 を通
して吾人 は屋々生 徒,児 童 に共同社会 に対す る没我 と犠牲 の精神 と行動 を指導 し,訓 練す る。(中 略 )
共同社会 に奉仕す る精神 の最高なるもの,そ れ は国家愛 であ り,民 族愛である。 (中 略)民 族的精神
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喚起 へ の体育 は,国 家 ,民 族 の為 に人 間的健康 の獲得 に努力 し,之 を健全 に発展 せ しめ,没 我 と犠
0」
牲 の連帯精神 と根本的生活力 の基礎 たる体力 を人 間 に付与す るところの ものでなければな らぬ。
これ も,篠 原 の論理以外 のなにもので もな く,今 さらなが らに篠原の影響 の深 さを思 い知 らされ
るが,さ らに次の ように も述 べ ている。
「 日本人 としての人 間 の健康 は,日 本人最大 ,最 善 ,最 高 の使 命 ,即 ち,皇 運扶翼 ,教 育勅語 に示
されてある『斯 ノ道』 に貢献す る ことの可能 か,不 可能 かによって判定 し得 るのである。非常 に体
操的技術 にす ぐれ,呼 吸器 も消化吸収 の機能 も,循 環器 も,筋 骨 も所謂健全であ り,且 つ又下界 に
も極めて よく‖
贋応す るだけの力 を有 って い なが ら,日 本 といぶ国家 ,民 族 の為 に,我 国 の皇室の為
に喜 んで其の一命 を捧 げ得 ない ものである としたな らば,そ れ は所詮豚 の健康 で しかない0」 のであ
って,「 吾人が祖先 よ り承 け継 ぎ,更 に之 を次代国民 に引継 ぐべ き日本民族 の肉体 と精神 とを更 に 目
標 として錬成 ,陶 冶す る ことは,次 代 日本民族 へ の遺産 として領土 と同様 ,或 い はそれ以上 に重視
すべ きであるとい う国民 の義務 としての体育 の発現 ,又 ,一 朝国家有事 の際 に国防 に堪 へ得 る体力
,

気力 の訓練 といふ 国防的見地 よ りする体育 ,大 陸政策 ,北 支 ,中 支 の開発事業 ,南 進政策 ,人 口問
題等 々 よりして気候 の悪 条件 を克服 し,過激 なる労働 に耐 へ,非 衛生的環境 に打 ち勝 つ ところの強
靱な る体力 と意志力 をもって八紘 一宇 の大精神 を具現す る大丈夫 を錬成 し,資 源 の開発 ,産 業 の興
隆 を之 に期待す る民族発展 の立場 よりせ る体育の発現 ,斯 くして我 に坂 る体育 の発現 こそ興 亜の根
源的力 を培養 し,且 つ我 に坂 る体育の徹底 によって興亜の原動力 ,日 本人 たるの誇 りをもって皇 国
の大使命発現 に喜 んで献身奉公す る人 を作 り得 ,政 治の力 ,武 力 ,経 済力 と共 に文化の力 も本来 の
意義 と価値 とを活現 し得 るのである。①」
昭和 15年 に至 る とさらに先鋭化 し,「 日本体育の個性 とは」,「 1.国 民 の義務 としての体育」,「 2.国
防的見地 よりす る体育」,「 3.民 族発展 の立場 よりする体育0」 にほかな らない と述 べ る一方,「 既 に
理論の時代で はない。我 国教育 の進むべ き道が明確 に『皇国の道 に徹 す る こと』 と示 され,体 錬科
の担 うべ き使命 が明示 されてい る以上 ,要 は実践である。要 目『教授 上の注意』の研究 と活現 ,教
材 の指導的研究 ,体操学習 を発展 せ しめる方案の研究 ,体操科成績考査 の再検討 ,正 課時 の体操指
導 と課外運動 との有機的考察 ,体操的施設 の再検討等 々に真剣 な態度 を以て学校体操教授要 目の徹
(10Lし
底的実践 に努力す る ことこそ,体 錬科実施 に対する直接準備 の一 として挙 げられねばな らぬ
「今 日,更 に体育 が 目的 とす る全人的発達,育 成 の全人 の意 味 が,従 来 の如 く抽象的概念 としての
全人で はなしに,日 本 の国家 が要求す る全人 ,即 ち健全 なる身体 ,意 志章固な人格 ,根本的生活力
,

を有ち,義 勇公 の実践力 に生 き切 り,八 紘 一宇 の大精神 を具現す る日本人 の錬成 ,陶 冶 であると明
確な具仲 陛を付与 され るに至 って,体育 の意義が一層重大な もの とな り,同 時 に体育指導者 とは如
何な る層 の人 を云 ふか も明 らかにな り,其 の任務 も重 く,高 く,其 の地位 も自ら重視 せ られるや う
なって きた。 と主張す るとともに,「 体錬科指導法 の合科的洗煉」とい う立場か ら次のように叫ん
'も

でい る。
「全体主義の教育 とい うもの も,命 令 と服従 を主 として皇 国民 としてのあるべ き生活態度 と生活発
展 に対す る内面的 な思索 を軽視す る傾向が強 い。 (中 略)具 体的 な児童生活 は内か ら逆 り出づる生活
力 の発動 に基づ くものである故 ,児 童が児童 らしい生活 をなす為 には,必 ず児童 らしい生活の場 と
生活の対象 を必要 とす る。 (中 略)心 身 に影響す る総 ての ものを環境 と考 へ る時 ,児 童か らが環境で
あ り,民 族 か らであ り,国 家 か らである。 (中 略)環 境 と民族 ,国 家 とを離れ て児童 はない」 にもか
かわ らず,従 来 の教育 は民族 ,国 家 か ら遊離 してお り,「 之 を正 しきに帰す るところの ものが合科学
習(り 」 にほかな らず,合 科学習 は,児 童が「 自 ら皇国民 としての全一的生活 を遂 げて全人格 の渾一
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的発展 を図るにあ り,合 科 とは分科 を合 せた意味ではな くして,皇 国民 としての全一 的生活 を指 し
ているので,比 の全一 的生活 より皇国民錬成 に必要なる分科生活が生 じて行 く。3も のであ り,「 体錬
科指導法の合科的洗煉 こそは,国 民学校体錬科 の真精神 を活現す る根源的な要件 である。0」
北井 は,昭 和 15年 に彼 の体育論 の集大成 である『体錬科の実践的研究』 (明 治図書 )を 著 してい る
が,最 終的 には「殉忠捨身是体育 の本道 (10」 をもって完結す る。
「東亜共栄圏 の確立 ,世界新体制 へ の発足等光栄の難局 に国民 が一億 一 心 の姿 で其 の総力 を挙 げて
突撃戦 を試みつつ ある我が国 は,其 の理想 を実現 し,其 の 目的を達成すべ く一 日も速やかに完全 に
近 き高度国防国家 の建 設 に邁進 ,実 践 ,其 の成果の十全 を期 さなばな らぬ。 (中 略)一 朝有事 に際 し
て は勿論,平 時 にあって も積極的に国家 の使命 を完遂 し,国 家 の発展 を保障す るに足 る国家活動 の
充実 を約束す るものは,人 口の増加 と国民資質 の向上 である。即 ち,人 口の増加 は国家活動 の量 的
強化 で あ り,民 族発展 の約束 であ り,国 民資質 の向上 は国家活動 の質的向上 を意味するもので,こ
こに体育 の厳密 なる出発 が あ り,而 して身体的錬磨 ,育成 (体錬 )の 本道 が殉忠捨身の国民的本懐
を達するための ものである といぶ体育の国家的意義が再認識 せ られ るのである。 (中 略)『 つ くれ御
国 に役立 つか らだ』我 が 国体育実践の究極 の 目的 は国家 に役立 つべ き国民錬成 の手段 としての体的
修練 で あ り,よ り高次 に鍛練 せ られたる日本人 の育成 を目指 した ところの行でな くてはな らぬ。(10」

あとがき
木下 や川 口に代表 され る奈 良女高師附小 の 自由体育実践 に関 して,例 えば鈴木明哲 は,次 のよう
に評 してい る。
「『奈良』の主事木下竹次 と体操科訓導川 日英 明等の体育理論及びその思想 についての研究 によると
彼 らの理論・思想 は,『 国民』『国家』及び 『時局』 を意識 し,『 個性』『個別化』『興味』 な どを手段
として利用 した『似 非児童中心主義』 によるもので あった。 ところが『奈良』の教師 らが子供 を前
にした実際の授業場面で は,子 供中心 に『個性』『興味』な どを解釈 し,『 富国強兵』『和戦両様』を
意識 せずにあたって い たので はないか とい う肯定的な評価 も設定 で き」,「『子供 に書 かせた,考 えさ
せた』あ るいは,グ ループで話 し合 って遊戯 を作 らせた とい う授業が,子 供 を 『富国強兵』 に直接
結 ぴつけるもの とは考 えられない。 自分 の体力 について『わか らせ る』ことや体 操教材 を緻密 に『理
解 させ る』 ところな どに低次の日常生活 に適応すべ き体力 を養成す るとい う実用主義的側面 も認 め
られ るが,多 くの授業場面で は,子 供たちに時代情勢や将来の動向 を特別 に意識 させ る ことな く
,

授業 は展開され ていた と思われる。 (中 略)こ の時期 (大 正 10年 か ら昭和 4年 まで―筆者注 )と こは,『 富
国強兵』思想 は,そ れほ ど反映 されていなかった。特 にこの ことは遊戯 を中心教材 として扱 った実
『富国強兵』
践で は,顕 著 であ り,『 奈良』の教 師 らは
『和戦両様』を意識 してい なかった といえる。住る
だが,こ の評価 は極 めて一 面的で しかな く,仮 に木下等「奈良」の教師が「 野日戦両様』を意識 せ
ず にあたっていた」とす るな らば,そ の事実 を論証する必要があ り,ま た,「 意識」して いなかった
木下等が何故満州事変以後 に「転向」 してい ったのかが 問題 になっ くる。 また川 口が「富国強兵」
を念頭 においてはいなかった とい う認識 は,彼 の「体育 による修養」論や「教練」教材論 を見れば
一 目瞭然である。 それ は,既 に指摘 したように木下の体育思想 を形成 して い る土台 となる教育思想
その ものに転 向すべ き契機 が 内蔵 されていたか らにほかな らない。 しば しば
「思想 は一人 歩 きする」
と言われるが,思 想 としての評価 は,そ の思想 の全体像 が 問題 にされ るのであ り,そ の個人的な心
情 としての評価 と全体的な歴史的な過程 にお い て,そ の思想 がその歴史的状況 にどう対峙 し,い か
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なる機能 を果た したのか とい う評価 とは,全 く別 の問題 である。
戦後昭和 20年 代前期 におけるファシズム体育 の民主化 と理論的構築 の不徹底 は,今 日の体育科教
育 の崩壊 とも受 け取れる危機的状況 を結果 して しまってい る。それ は,大 正 自由体育 か らファシズ
ム体育 へ の思想的軌跡 の追究 を怠 って きた こと も,そ の一 因 として指摘 で きる。
(注 )
凡 例
―,文 中の人名 には,す べて敬称 は省略 させていただいた。
一,引 用文中,句 読点 は一部 を引用者 とした。
一,同 じ出典,頁 か らの引用は最後 に(注 )と した。
1.―

‑1.

(1)F体 育学習 の実際』東洋図書
修)同

前

大正 14年

「序」

1〜 12頁

5頁

13)同 前 「序」 2頁
前 82頁
9 同 前 84頁
(0 同 前 85〜 86頁
(41 同

1.―‑2.

(1)「 進 むべ き体育学習法」 F明 日の教育』 大正 13年 ■月号 20頁
修)『 体育学習の実際』

(3)同
(4)同

73〜 74頁

76頁
前 76〜 77頁
151 同 前 78〜 79頁
(6)同 前 79〜 81頁
前

P)「 進 むべ き体育学習法」
1‑3.
(1)同

前 120〜 121頁

(21 同

前 170頁

131 同

前 104〜 105頁

前掲誌

21〜 22頁

り

1.― ‑4.

幼

「体育 と其 の外国l

l一 体育 こそ独 自学習―」『学習研究』

大正 14年 4月 号 207頁

９

同 前 206頁
『体育学習の実際』 182頁

⊃

1‑‑5.
同

前 238〜 239頁

り

1.―‑6.

劾
０

「体育指導 と教 師」 『学習研究』 大正 15年■ 月号 275頁
「国定教科書 にあ らわれたる 体育衛生材料 の研究 と拡 充」 同前誌

０

「体育生活 の普及 と進展」

同前誌

０

「合科学習 における体育指導」
同

昭和 5年 2月 号

昭和 4年 ■ 月号 341頁

同前誌

昭和 2年 11月 号 205〜 206頁

り

前 335〜 336頁
2.― ‑1

「体操科教授 の改善」 『学習研究』 大正 13年 8月 号

99頁

傍点筆者

99〜 100頁
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② ③ ω

同 前 103買
「体育の新傾向」

同前誌 大正■年 7月 98〜 99頁

同 前 99頁

ω ② ①

2‑‑2.
「体育科教授 の改善」 前掲誌 99〜 100頁
同 前 100頁 傍点筆者
同 前 103〜 104頁

ω

2‑‑3.
「体育の新傾向」 前掲誌 102頁

側 ② Ｏ ω

3,‑1.
「新教育に対する回顧」 『学習研究』 同年12月 号 35〜 36頁
「新 日本の教育l―
同前誌 昭和 11年 1月 号 4〜 6頁
同 前 ■買
l」

「新 日本教育の建設口」 同前誌 昭和二年 3月 号 ■頁
木下 は,「 君臣一徳 にな り,億 兆一心になって国の為 に,人 類の為 に活動できる。個人主義 も自由主義 も多数主
義 も一榔 して全体主義に生 きることが出来る」(「 新 日本の教育い」同前誌 昭和■年 7月 号 4頁 )と 言 い,自 由
主義等 と全体主義の折衷 を説いている。その他,「 新 日本の教育倒,∩ 」(同 前誌 昭和11年 6月 号,同 8月 号)で
も同様 の主張を展開 しているが,ち なみに同女高師教授の小川正行 は,「 わが国の教育界で も,(中 略)米 国の個人
主義的自由教育 の思想にカブれたものが少な くなかったが (千 葉県師範小学校の自由教育 は,新 カン ト派 に拠 った
と云ふが,恐 らく同校 の独創P〔 独逸 には,新 カン ト派に拠 る自由教育 と云ふ ものは無かった と思ふ〕概 して我が
国の新教育 は,其 の学説的根拠が堅実でな く,且 つ国家 の諸法規 に拘束 されるので,其 の主張が欧州の ものより

⑤ ⑥ ⑦ ⑬ ９ 硼 側 ⑫ 側 側

穏健であったので,甚 だしく極端,放 縦 に陥ったものは少なかった。 (中 略)今 や局面一変,固 有文化 の関明に依
って皇道の発揚 を国民教育の任務 とするに至ったのは,誠 に我 が教育社会自覚活動の象徴であるとして慶賀 しな
ければならない」 (「 教育学界の復古的傾向 とファショ的思想J 同前誌 昭和12年 3月 号 16頁 )と 述 べ ている。
同前誌 昭和■年 7月 号 6頁
「新 日本の教育 (五 )」
同 前 29頁
「最高国策の遂行 と合科主義 の教育」 同前誌 昭和12年 12月 号 巻頭言
「体育即教育観」 同前誌 昭和 14年 2月 号 20頁
同
同
同
同
同

前 21貢

前 21〜 22頁
前 21頁
前 22頁
前 2324頁
同 前 25頁
木下 は,オ リンピック東京大会の開催決定に際 して,「 ああ,第 十二 回オ リンピック大会 はついに亜細亜の日本
に開催せ られることになった。之は亜細亜が世界各国 に認められ,亜 細亜の中心に位する日本 の国運発展 の世界
的認識 に基 くものである。世界各国の相互 の理解 が世界 の平和 を招致する所以であるとするならば, この大会の
東京開催 は真 に深い意義 をもって居 る。近代の文明 は余 りに欧米に偏 して居 た。それは世界人類 の平和 を促進す
る所以でない。偉大なる古 き文明を有 し,絶 大なる繁殖力 に富む日本 が欧米文明を摂取 して,更 に一大文明を建
設 し,真 に世界人類 の平和に貢献する太平時代 を出現する曙光 が姦に現 はれたとするならば,世 界の為 に慶賀せ
ずには居 られない。比 のオ リンピック開催の昭和十五年 は正に皇期二千六百年 に相当し,日 本精神 を発揮すべ き
絶好の機会である」 (「 次期オ リンピック大会の東京開催」同前誌 昭和 11年 10月 号 巻頭言)と ,当 時 としては極
めて常識的 というべ きか,つ まらないな発言をしている。
同 前 32〜 33頁

3.‑2.
「運動会の新傾向 と其の経営 (下 )」 『学習研究』 同年10月 号 60頁
少な くとも「国家」を意識 したものとしては,「 国民の総てを健康に導 き,全 国民 の健康 を増進 して国家 を泰山
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の体操学習 に改造することに対 して何 ら反撃するところの意味を有 しない。否,寧 ろスポーツ乃至身体運動に対
する自由主義的,個 人主義的態度が全体主義,民 族主義的態度 に転換 したればこそ,労 役 としての体操学習 を生
長への体操学習 に改造することが必要なのである」(同 前119買 )と する国家有機体説にもとづ く体育観 が前提 にさ
れてい る。
脩)「 民族的精神喚起 への体育」 同前誌 昭和12年 1月 号 80〜 82頁 傍点筆者
P)「 体育 の註釈 よりも開拓 を」 同前誌 昭和13年 6月 号 54頁
偲)「 興亜の原動力 は体育 の徹底にあ り」 同前誌 昭和14年 1月 号 56頁

(9)「 体錬科に希求するもの」 同前誌 昭和15年 3月 号 52〜 53頁
「体錬科実施 に対する直接準備」 同前誌 昭和 15年 4月 号 64〜 65頁
「体錬科実施 を目前に」 同前誌 昭和 15年 5月 号 82頁
1か
同前誌 昭和 15年 8月 号 64頁
10 同 前 64〜 65頁
10 同 前 68頁
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の安 きに置かんためには,国 民の等 しく享受する小学校 の教育 に於て合理 (生 理)的 体育,即 ち身体練習 と衛生の
訓練 とを徹底的 に実行することの必要なることが思 はれる」(「 国定教科書 に現 はれたる 体育衛生材料 の研究 と拡
充」同前誌 昭和5年 2月 号99買 )と の発言があげられようか。
121「 体育材料の進歩」 同前誌 昭和 8年 3月 号 89〜90頁
131「 新途上の学校体育 と其の機構」 同前誌 昭和 9年 8月 号 68〜 75頁
は)「 体操学習指導上 の諸問題」 同前誌 昭和11年 6月 号 103頁
脩)「 体操学習改造の原理 と合科学習」 同前誌 昭和■年■月号 114〜 116頁
「労役 としての体操学習 を救ひ,正 しい意味 に於ての新 しい体操学習への改造 に対 して吾人が採 るべ き大
また
なるものの一つ」は,「 それは合科学習 の精神である」とも述 べているが,こ の発言 の背景 には,か って「 自由主
義,個 人主義的態度 は,今 や 『国家や民族の安危に対 して其の一肢体 として完全 に責任 を感 じ,国 家全体 の発展
と民族強化 に寄与することを以て其の課題 とし,健 金なる子孫の繁栄 を図 り,国 防 に喜んで参加す るところの国
民 を形成する』 といぶ全体主義,民 族主義的態度へ と転換 した。然 し此のことは労役 としての体操学習 を生長ヘ
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同前誌 昭和 16年 6月 号
同 前 75〜 77頁
ま とめ

(1)「 奈良女子高等師範学校附属小学校の体育授業について一―「独 自学習 。
オ
ロ互学習」理論 を中心 として」 前掲紀
要 24頁

(2)同 前 32頁
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