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児童劇・学校劇における岡田文部大臣の

訓|示・通牒の意味とその影響

－所謂「学校劇禁止令｣(1924)について－

南元子

はじめに

1924(大正13)年の8月と9月に出された岡田良平文部大臣の訓示と通牒は、今日では

一般に「学校劇禁止令」として知られている。この呼称が示しているように、従来の児童演

劇史においては、この「禁止令」によって幼稚園を含むあらゆる教育現場における学校劇が

弾圧・禁止されたと解されている(')。しかし果たして一文部大臣の訓示や通牒によって、日

本全国の学校教育および幼児教育現場での演劇教育活動が一斉に禁止されるということが可

能だったのだろうか。

本論考は「学校劇禁止令」前後に掲載された、学校劇に関する新聞や雑誌などの一次資料

をもとに、岡田文部大臣の訓示・通牒を歴史的コンテクストにおいて考察し、1924年にな

ぜ禁止的な訓示がなされたのか、果たして本当に児童劇・学校劇は弾圧・禁止されたのか、

そしてもし弾圧・禁止されなかったとしたら、なぜ今日その訂||示・通牒が「学校劇禁止令」

と呼ばれ、学校劇が禁止されたかのような誤解を与えるようになったのかを検討する。

1、芸術教育の昂揚と児童劇・学校劇論

(1)学校劇の高まり

学校劇が高まりを見せた大正期は、児童中心主義の教育運動が導入され、鈴木三重吉の赤

い烏の運動、北原白秋の童謡山本鼎の自由画の提唱に象徴されるように芸術教育運動が最

も高揚し、同時に子どもの芸術教育に関心がむけられた時代であった。芸術教育に関しては、

1921(大正10)年1月に片上伸、岸辺福雄北原白秋、山本鼎による『芸術教育運動』が

出版され、1923(大正12)年4月には沢柳政太郎を会長として、霜田静志、長尾豊、小寺

融吉、梁田貞、中山晋平らが芸術教育界を結成し、雑誌『芸術教育』を創刊、同じく1923

(大正12)年7月には大阪の芸術教育協会が『芸術と教育』を創刊するなど、児童文学や児

童劇の脚本に関連する研究が数多く出版されている。

このような芸術教育運動の高まりの中で、教育の世界にも学校劇が取り入れられるように
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なり、保育の世界においても幼児による舞踊や劇が全盛を迎えたのであるが、これに呼応す

るかのように「学校劇のあり方」の問題が広く議論されるようにもなった。

例えば、この計||示と通牒が出される一年ほど前の、1923(大正12)年3月に小山内薫編

集の文芸雑誌『女性』は、「児童劇を児童に演ぜしむる可否」の特集を組み、倉橋惣三「公

開の出演に反対である｣、土川五郎「実際から観た功過の可否｣、本居長与「自分の子供を舞

台に立たして｣、中村春二「出演に賛成する二つの理由｣、巌谷小波「可否を論ずる気が知れ

ない」の5人の意見を掲載している。また同年5月には雑誌『社会と教化』(1923,5)第3

巻第5号で、「学校劇に関する諸家の意見jという特集が掲載され、「此の頃は方々の学校

で児童に劇を演ぜしめる所が続出しました」として、①学校劇そのものの可否、②学校劇の

欠点．及び改善点、③その他という3点について、以下の12名の教育関係者に意見を間う

ている。｢学校劇」という言葉を小原国芳が始めて用いたのが、1919(大正8)年2月の広

島高等師範学校付属小学校学芸会であったとされているので、同年4月に小原の著『学校

劇論』が出版されたとはいえ、「学校劇」という言葉の、社会における普及の速さに驚かさ

れる。しかしそれはまた当時の小学校などで、いかに劇活動が広く盛んに行われていたかと

いうことの証左でもある｡『社会と教化」第3巻第5号の特集に意見を寄せた人々の氏名と

その意見の題名(2)を挙げると次の様になる。

大島正徳（東京帝大助教授)｢気の毒で、かわいさうなかんじ」

若月保治「徹底した自由解放的精神の皷吹」

小村欣一（外務省参事官)｢崇高なる芸術家の指導を欠くもの」

櫻井賢三（東京府豊島師範学校校長)｢公開的、商売的になることは大禁物」

宮田修（成女高女校長)｢内面的に適合するか否かが問題」

小原国芳（成城小学校主事)｢いいにきまってると思います」

福島政雄（廣島高師教授)｢趣味の教育上に利用せしめたし」

籠山義良（東京女師校長)｢問題となるのは其材料と方法の二点」

服部蒻（東京市余丁町尋常小学校長)｢特殊の大人や子供に限られた歓鮎」

千葉安良子（東京女高師付属高女)｢成るべく子供の手にあふやうに」

平田華藏（千葉女師校長)｢動機が教育的でないと価値を失う」

三宅膜一（理学博士)「眞實の藝術氣分が少なくはないか」

ここでは、大島正徳が学校劇について今まで一度しか見たことがないとした上で、「生き

生きと面白さうにやってゐない」ので子どもがかわいそうだと感想を述べて、明確な評価を

保留しているのであるが、他11名は学校劇について肯定的意見を述べている。特に学校劇

の指導的立場にあった小原国芳の意見は顕著で、「藝術家も教育者も手を携えて、早くいく

らかよいものを作り出したい」と述べ、学校劇には改善すべき点があるものの、教育におけ

る劇活動の重要性を明確に打ち出している。

さてここで、学校劇に対するこれらの意見で重要なことは、全ての寄稿者が、学校劇の急

速な流行にともない目に付くようになってきた弊害.好ましくない実態について、程度の差
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はあれ危倶の念を抱いている点である。各人の題名にも明らかな場合もあるが、例えば小村

欣一は「今日の学校劇は崇高なる藝術家の指導を欲いているものが多い、故に邪道にふみ入

る危険」があること案じ、さらに「見物が眞面目である事、父兄が人間性を理解する事が必

要」（44頁）と観る側の問題に言及している。あるいは三宅驍一は「公衆の人気を博せんと

する商寶氣が多くして眞實の藝術氣分が少ないではないか」（47頁）と、一部で顕著になり

つつあった過剰な商業主義に対して疑問を呈している。学校劇が教育運動として急速に広く

普及したために、十分な知識や理念に基づかない劇活動の導入が、平田加蔵の指摘する「学

校劇を実施する教育者の動機が教育的でない｣(47頁）事例を多く産み出すに至ったのである。

1924(大正13)年1月の『国語教育』(第9巻第1号）では、「竜謡竜話児童劇号」とし

て議論している。この中で倉橋惣三は「学校劇の本質を論じてその現状を批判す」と言う論

文を発表しているのであるが、ここでは一年前に『女性』で倉橋が述べたように、学校劇の

教育的な価値を認めていることを確認しつつも、劇の公演は学校内に限るべきだと述べ､『女

性』で述べたときよりもさらに、公開に関して消極的な立場をとるようになっている。

これらの例からも1924(大正13)年8月の「禁止令」以前に、すでに学校劇を実践す

る立場にあった人達から、現実の劇活動に対して警告を発せられていた事がわかる。そして

このような教育機関における安易な劇活動ブームへの危機感が、『社会と教化」特集号の1

年後にあたる大正13年5月に開催された「芸術教育大会」で、学校劇が大きく取り上げら

れた背景にあったと言えよう。

(2)芸術教育大会の開催と木戸の指摘

1924(大正13)年5月24日から26日まで、上野自治会館で帝国教育主催による芸術

教育大会が開催され、学校劇が取り上げられた。木戸若雄は「学校劇禁止令の前後」（木戸、

1969)で、「この大会がこの時期に開催された意義」に注目し、「学校劇が当局からの弾圧を

避ける為にあえて消極的対応策をまとめた」事を指摘している(3)。

ここで木戸は「学校劇の受難史」として弾圧された学校劇の例として、東洋家政女学校と

幼稚園の童謡劇大会（大正12年3月17日）をあげている。しかしこれは商業劇場である

有楽座で入場料を取って「公開」されたもので、『芸術教育』5月号では「児童をダシに使

って一種の金儲け」をしていたとして批判された、ある意味で特殊な学校劇であり、果たし

てこれが「学校劇の受難」の例として適当なものであるかは疑問である。しかもこの『芸術

教育』の批判記事を木戸自身がその論文中で引用しているのであるが(23頁)、ここで木戸

が学校劇の中身やあり方については論文内で一切問うていないことを考えると、「政府によ

る学校劇の弾圧」を前提に議論を進めている印象を受けるのである。

もうひとつの学校劇の受難の例である九頭竜繍画学校は、禁止令が出された直接のきっか

けとなったと言われているのであるが、これも帝国ホテルの宴会場でギャラをもらっての公

演であった(23－24頁)｡1924(大正13)年1月31日の読売新聞朝刊第4面には、「學

生としてステイジに立つ私の今日まで九づりう女學校本科三年園城安子」という記

事が3段抜きで掲載されている。この記事には、九頭竜繍画学校の生徒が踊る写真とともに、

舞台に立つために日夜厳しい練習を続ける本人のコメントまで載っており、今日で言うアイ
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ドルなみの扱いの新聞記事に、過熱気味の「学校劇ブーム」の一端を見ることができる。こ

のような「学校劇」の禁止までもが「学校劇の受難」となるのかは、意見の分かれるところ

ではないだろうか。

あるいは東京の滝野川小学校の場合はどうであろうか。教科の内容に即した劇であるにも

関わらず、教師たちが「東京府視学に呼びつけられて」弾圧を受けたと木戸は言うのだが

(24－26頁)､木戸がその根拠として言及する秋山命澄｢學校劇の批判｣(『教育時評』1395号、

大正13年3月）を、簡単に見てみよう。

木戸も指摘するように、秋山命澄に演劇に対する先入観があったのは「學校劇の批判」の

文面に顕著である。例えば「教育が藝術的に取扱はれるのはよい。然し全教育は全藝術では

ない。勿論藝術が演劇である理由はない」(17頁）や、「概して學校劇に巧みな児童は早熟か

お調子者か軽薄無恥なものに多い」(18頁）などという決め付け方にも明らかであり、その

背景には「新しい芸術教育」に対する不満があるのは間違いないだろう。しかし秋山の批判

にも耳を傾けるべき点があることを確認すべきである。

例えば、滝野川小学校の発表会は萬歳館という活動写真館で行われ、児童には見せず父兄

と研究者のみに公開された点がある。秋山が「興行館の全部は幕や旗やすべての設備が全く

興行氣分を誘發し娯楽を暗示するに充分」で、「観者の中にビールを呑み交わして居る父兄

を見た時にこの無作法に對して大人が子供を弄んで居るのだと云ふ悪い感じ」(17頁）がし

たと述べている点は、批判として的を得ている。また秋山は、十枚を超える「立派な大きな

背景」と「整った種々の小道具」や「巧みな演出振付等の陰には人知れぬ多大な苦心」が教

師にあると言って、その熱意を褒め称えながらも、それに費やした時間と金の浪費を指摘す

る(17頁)。

秋山の記述を信じれば、多少の誇張を差し引いたとしても、ここに児童を中心とした演劇

活動が見えてこない。秋山の最後の言葉「學校劇はその根本から考へ直さなくてはまだまだ

教科に授用すべき性質のものではない。一般に新しがる教育者の為に模倣は大禁物であると

附言して置く。」(19頁）は、学校劇ブームに便乗した似非芸術演劇教育への批判の側面も否

定できない。

今日、児童劇や学校劇の実践報告として比較的詳細な記録の残っているものは、演劇教育

理念に基づくものが多く、私たちは「記録の残っている良い例」を基準に学校劇の実態を考

える傾向がある。しかし今日まで記録として残っている実践の方こそが例外的な特殊なもの

であって、むしろ一般的な「学校劇」の中には、見世物的かつ商業的で、教育理念を欠いた

劇が少なからずあったのではないだろうか。

(3)「芸術教育大会」開催に対する評価

このことは同時代の人による芸術教育大会への評価からも伺われる。春夢軒主人「大正

十三年の教育回顧」(1924)では、芸術教育大会を次の様に評している。

「學校劇に就いては、五月上野公園の東京自治館に於て藝術教育大會が開かれた際、

その問題も審議されたのであったが、この場合全国の學校に於ては、學校劇が非常に流
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行して、随っていろいろ、弊害もあったので、一つはそれを矯正する意味に於てこれを

協議したのであった。併しながら同大會に於ては、もとより學校劇というものは、學校

教育に有効な一つの手段であるという理由に於て研究した…｡」(5頁）

岡田文相の1924(大正13)年8月の計||示を、「禁止的司||令」と呼び、「反動的」である

と批判的な姿勢をとる春夢軒主人でさえも、芸術教育大會には肯定的な評価をしている。木

戸は前述した論文の中で、芸術教育大会が「当局の弾圧」と関係があると述べているが、こ

の大会の開催には、むしろ「教育的な劇活動としての正しい学校劇」を普及させようとした、

指導的立場にある実践者の意図を汲み取る事ができるのではないだろうか。

例えばその根拠として、5月の芸術教育大会のすぐ後に、『教育の世紀』6月号が「学校

劇の理論と実践」を特集し、同年8月には芸術教育会が上野の美校（東京美術学校）で「芸

術教育講習会」を、さらに同月に滋賀県公会堂で開催された湖畔大学では小原国芳が講演

｢学校教育と学校劇」を行い、さらに茗渓会でも坪内道遥の弟子の島村民蔵が「学校と演劇」

という講演を行っていることなどである(4)。当時の学校劇の安易な流行の中、「学校劇」と

は呼べないような教育的配盧を欠いた劇活動も多くあり、そのようなコンテキストにおいて

岡田文相の訓示を読む必要があるのではないだろうか。

2、岡田文部大臣の訓示がもたらしたもの

(1)岡田文相のﾖ||示と文部次官通牒とは何か

「学校劇禁止令」として知られる岡田良平文部大臣による学校劇についての計||示と文部次

官通牒は、それぞれ1924(大正13)年8月と9月に出された(5)。同年6月に文部大臣に就

任した岡田良平が、地方長官会議の席上でこの計||示を出したのは、1年半前に東京の九頭竜

繍画女学校が帝国ホテルで演劇発表会を行ったのが直接のきっかけとなったと言われ（冨田、

1954，103頁)、この公演についてはすでに言及した通りである。岡田文相の訓示を考える

ために、まず翌8月8日に読売新聞が掲載した記事の一部を引用する。

「{児童劇は考物｝近年学校劇なるものの流行漸く盛ならんとするの傾向あるが如し

児童に劇的本能の存するは之を認むく<又家庭娯楽等の際に之が自然の發動を見るは必

ずしも答むくきにあらずと錐特に学校に於て脂粉を施し假装を為して劇的動作を演ぜし

め公衆の観覧に供するが如きは質実剛健の民風を作興するの途にあらざる論を待たず当

局者の深く思を致さんことを望む所なり。」'6’

さらに計||示に続いて、同年9月3日に直轄学校長に出された文部次官通牒は、次の様な

ものであった。

「学校生徒ニシテ演劇的行動ヲ為ス者ノ取締二関シテハ、明治四十二年本省ヨリ訓示

ヲ発セラレ、尚過日地方長官会議二際シテモ、特二本省大臣ヨリ訓示ノ次第モ有之ダル
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処、語学練習等二於イテ脂粉ヲ施シ、仮装ヲ為シ、演劇興行ニ近キ行ク為スモノ有之趣、

此ノ如キハ固ヨリ訓|令ノ精神二照シ不可思議ニッキ、而今貴校二於テモ十分御監督ノ上

万事遺憾ナキヲ期セラレ度、依而此段通牒ス」(7)

訓示の要点は、子どもには「劇的本能」があり「家庭娯楽等の際に之が自然の発動を見る」

のはよいが、「学校において脂粉を施し仮装を為して劇的動作を演ぜしめ、公衆の観覧に供

するが如きは、質実剛健の民風を作興する途にあらざる」というものである。ここで「禁止」

されているのは、演劇活動でもなければ、学校劇の内容についてでもないことは明らかであ

り、「脂粉」と「仮装」が「質実剛健の民風」を汚す原因であるとしている。

しかしながら前述した木戸はこの訓|示に対して、「当局者の深く思を致さんことを望む」

という椀曲的な表現を取り上げて、「表面はやんわりと、しかも効果は絶対的」で現実には

｢禁止に等しい効力を及ぼしたことは否定できない」と、学校劇に対する当局からの圧力の

強さについて述べ（木戸、1969)、冨田博之もまた同様のことを述べている（冨田、1981)。

先に述べた1924年の「大正13年の教育回顧」においても、岡田文部大臣の訓示は「殆ど

官憲の力を以て断然これを禁止する」意味を持ち、「芽生えかけた學校劇に對しては非常な

打撃｣(舂夢軒、1924，5頁）であったと記している。

つまりこの訓|令は、事実上幼稚園・保育園を含む学校劇全般の「禁止」を意味するものと

して受け止められたと解されてきたのだが､果たしてこの「訓示」は本当に「学校劇禁止令」

だったのだろうか。

(2)岡田文相の訓示は「学校劇禁止令」だったのか

岡田文相の訓示と通牒が、教育の場に演劇活動を導入しようとしていた教師や学者の間で

さまざまな反響を巻き起こしたことは、当時の新聞や教育関係雑誌の反応を見れば明らかで

ある。

8月7日の訓示については、その翌日に訓示が新聞に発表された上､8月11日『読売新聞』

は「よみうり婦人欄」に「又も児童劇を厭迫するとは言語道断の文相だ」という記事が掲

載され、巌谷小波と坪内道遥の意見を紹介している。9月3日の文部次官通牒が出された後

には、これから詳しく取り上げて述べるが、『芸術教育』10月号が「學校劇は質実剛健の氣

風に反するか」と題した特集をし、「帝国教育』11月号には訓示を含む文部行政を批判して

10月6日に教育擁護同盟が文部省に提出した「岡田文相の政策に對する意見書」が掲載さ

れた(8)。同じく同年11月号の『芸術と教育』第1巻第5号では､｢文相の意見と私たちの立場」

という題で、「私どもの芸術教育は文相のそれとは違った意味のものである」とし、「質実剛

健の主張は文相よりも私たちの方が一歩先きであるかも知れないからである」(39頁）と結

ぶ雑誌としての声明文を発表し、他にも「親の心と子の心一学校劇禁止問題について－｣(一

路、1924)、「学校劇について」(小原、1924)など、学校劇禁止令に対して「芸術のないこ

とが質実剛健であらうか」と疑問を呈している。先に述べた『教育時論』12月号掲載の「大

正十三年の教育回顧」でも「禁止令」は批判的に取り上げられている。

さて、ここで注目しなくてはならないことは、岡田文相の訓示に対するこれらの批判の内
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容はほぼ同じである、ということである。

ここでは具体的な文言を取り上げて詳細に批判を行っている教育擁護同盟の「岡田文相の

政策に對する意見書｣(『帝国教育」1924年11月号，以下「意見書」と記す）の訂||示に関す

る箇所を中心に検討し、なぜこの岡田文相の訓|示が「禁止令」になるのかを考えてみたい。

(3)教育擁護同盟の「意見書」

教育擁護同盟の「意見書」における「岡田文相の訓|示」への批判は、極めて穏やかなもの

である。先に引用した「計||示」の部分について、「訓示」の意味が「動もすれば世人の疑惑

を招き、文部省は學校劇を禁止するが如き態度であると想像するものが多いので、…文相の

眞意を詳かにして一般教育者の誤解を解く」(意見耆、92頁）ために文部大臣本人に確認し

て次のような答えを得たという。｢意見害」が明らかにする岡田文相の返答をそのまま引用す

る。

「文部省は全く學校劇を禁止しやうと云ふのではない。脂粉を施し假装をなし之を公

衆の観覧に供し、入場料を取る等の如き學校劇は、教育的のこととは思はれぬ。斯くの

如きは寧ろ児童を大人の玩弄物にするものである。のみならずそれは質実剛健の美風を

失ふものでる｡｣(意見書、92頁）

ここで教育擁護同盟が指摘しているのは「訓示」の意味が暖昧で誤解を与える可能性とい

うことであって、続いて文相の返答を受けて次のように述べている。

「文相のこの態に對しては我々は何等の異を挟むものではない。是によれば文相は非

教育的な學校劇を排するのみで、眞に教育的なる劇をも禁止するのではないことは確か

である｡」(意見書、92頁）

教育擁護団体の意見書では「訓示」の何を問題にしているのだろうか。

A、「脂粉を施し假装を為して劇的動作を濱ぜしめ」の解釈の仕方

批判の核心は、訓示中の「脂粉を施し假装を為して劇的動作を演ぜしめ」を解釈するにあ

たって、「脂粉を施す」ことと「假装を為す」ことを個別に分けて考えている点にある。教

育擁護同盟の指摘は次の通りである。

「それにしても怪しいのは假装に對する文相の意見である。一鵠全然假装のない演劇

はあり得ない。之を幾分でも認めるならば或る程度の假装は當然許さるべきものである

然るに文相はこれを禁止の理由に入れたのは何故であらうか。既に正しい意味に於いて

學校劇を認むるならば、ある程度の假装は許さなければならないことは、文相と錐も必

ず是を承認するであらう。若し文相にして少しの假装をも承認しないと云ふならば、そ

れは文相は教育的劇は認めろと云ひながら、實は演劇を不可能ならしめんとの底意では
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なからうかとも疑はれる｡」(意見書、92頁）

つまり「訓示の文章の極めて暖昧なこと」(意見耆・92頁）が問題であるとして、「訓示は

今後宜しく明瞭に記述して貰いたい」といっている。同様の批判は『芸術教育』10月号の

小寺融吉「文相の訓僻は不徹底」にも見られ、小寺は次のように「訓示」を批判する。

「脂粉を施す」のは勿論よろしくないが、「假装」がいけない、「劇的動作」がいけな

いの言葉は、文相が児童劇の實際に暗いことを明白に現はしてゐます｡｢假装」とはなん

ぞやであります。専門の衣装屋、かつら屋から、衣装やかつらを借りてくるのも假装で

あり、ボール紙に金紙や銀紙を張りつけて王冠をこしらへて冠るのも假装であり、いろ

いろさまざま区別があります｡(中略）また「劇的動作」とはなんぞやであります。文

相は歌舞伎劇の見得のようなものを思ひ浮べて、この言を發したのでせうが、ずゐぶん

藝術上の常識のない話です。ありがたうございますと云って、帽子をぬいで辞儀をする

のも、一つの演劇上の動作であります｡」(小寺、1924，51-2頁）

すでに明らかなように「岡田文相の訓示」に対する批判とは、「脂粉を施し假装を為して

劇的動作を演ぜしめ」の3つの文言を分けて独立させて、個々の行為を個別に禁止すると解

釈することで成り立つのだが、このような批判は、今日の私たちにとって、どれほどの説得

力をもって聞こえるのだろうか。

B、「必ずしも筈むべきにあらずと誰も」の解釈の仕方

「意見書」のもうひとつの批判の論点は、「訓示」にある「児童に劇的本能の存するはこれ

を認むく<、又家庭娯楽等の際に之が自然の發動を見るのは必ずしも答むくきにあらずと誰

も」という文言の解釈にある。｢意見書」の主張は次のようなものである。

「{文部大臣が］劇的本能を認め娯楽の際に自然に發動する事を認めて居るが之が唯単

に答むくきでない云って、積極的に児童の劇的本能を利用して、これを教育に應用し以

て重要な効果を収むることを認めて居ないようである｡」(意見書93頁）

しかしこれは表現上の問題であり読む側の印象の問題でもあり、必ずしも「意見書」の言

っていることが、「計||示」批判になっていないのではないだろうか。先に引用した雑誌『芸

術教育』10月号の特集「学校劇は質実剛健の気風に反するか」では、「文部省は全く学校劇

を禁止しやうと云ふのではない｣(岡田、1924，43-44頁）と岡田文部大臣自らが直接答

える記事を掲載している。ここで岡田は、文部省は学校劇を絶対的に禁止したのではないこ

とを述べ、芸術としての劇は尊重するが、学校劇がともすれば軽挑浮薄の風を助長すること

を懸念し、個々の場合を判断する必要性を述べるのである。さらに「家庭」と「学校」とい

う言葉は形式的に区別したのでなく、一種の遊戯として認められる「家庭」で行われるよう

な劇を望むことも加えている。
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3、「岡田文相の訓示」に対する教育界の反応・一般的な世論

『芸術教育』10月号には、沢柳政太郎「訓示を常識的に解釈せよ｣、野口援太郎「極めて

暖昧な言葉遣ひだ｣、巌谷小波「文相から済度せよ｣、樋口長市「数年前の実際に戻るのは

差支なからう」、籠山義亮「学校劇に対する訓示に就て｣、小寺融吉「文相の訓|示は不徹底｣、

千葉春雄「学校劇について｣、長尾豊「学校劇は質実剛健の風を作興する為めに起ったもの

だのに｣、赤井米吉「劇で滅びる国はない｣、為藤五郎「旧式政治家の犠牲か」の10人の意

見を掲載している。さらに小原国芳と坪内道遥の意見を聞くことができなかったことを残念

だと記しながら、読売新聞が掲載した坪内道遥の談話の一部を採録して次のように紹介して

いる。

「私は文相の訓示は當然のことだと思ふ。私は現今日本に行はれている学校劇とは全

く立場を異にして居る。児童劇におしろいを用ふる必要はない、亦公衆に見せる必要も

ないI。’児童｜劇｜は児童同士の戯れであらねばならない。尤も範を示すために私は帝

劇の女優によって演つたことはあるがそれは興行であるから綺麗にする必要を生んだの

であって児童劇を之と同一視しては困る［。］弊害に就ては可なり多いものがあるであ

らうに私は當然来るべきものを文相が行っただけの事と考へて居る[。］」(9)

ここで注目すべきは、教育界全体の雰囲気としては「岡田文相の訂||示」を否定的に受け取

った人物が少ないということに加えて、坪内道遥と岡田文部大臣の、学校劇に対する考え方

の共通点である。雑誌『芸術と教育』に会員投稿している宮崎に住む木村壽が「坪内博士指

導の児童劇実演を見て」と題して次の様に書いている。

「岡本ﾏﾏ文相が、坪内博士の児童劇の様なものならいいとかいったとか、宮崎の広告

に出てゐましたが、若しも岡本ﾏﾏ文相が、児童劇を見て禁止したのなら、その劇に何

等かの欠陥があったのではなからうかと思ったりしてゐます｡」(木村、1924，46頁）

同様に『芸術と教育』の一路も、「文相は又あるとき、坪内博士指導の児童劇を見て、大

へんよろこばれたこともあると聞いてゐる」(1924)と述べており、ここでも、児童劇の先

駆的存在であった坪内遺遥と岡田文部大臣が、学校劇のあり方に就いて共通認識をもってい

たことが明らかである。また「訓示」を「禁止的訓令」と呼ぶ雑誌『教育時論』掲載の「大

正十三年教育回顧」(1924年12月）でさえも、「この禁止的計||令は、確かに時弊には適当し

たものであった｣(春夢軒、1924)としている。この「大正十三年教育回顧」の著者はさら

に以下のように続けて述べている。

「即ち教育者が、深く考へることなしに學校劇を採用し、通常の興行師と同じやうに

やらうとする為に非常な設備や経費や時間を要するやうなことが至る所にあったのであ
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る。これに伴ふて多くの弊害が現はれたのは事實である。これ等は訓令をまつまでもな

く教育的に言っても學校劇を履き違へたものであって、排斥すべきものであることは無

論のことである。・・・舞臺装置や衣装等に多くの金をかけ、子供に科白なんかを教へ

てやらせるということは、大いに學校劇そのものの精神に惇るものである。随ってかや

うなやり方は、全然教育上から見ても許されるべきではない。それを今回の訂||令が止め

させ、一掃させたということは、寧ろ適切な筆であったと思われる｡」(5頁）

世論としては、「訂||示」に対して賛成的意見が多かった様子が伺われる｡｢大正十三年教育

回顧」では、江木前文部大臣の「学校児童生徒の読物に対する禁止令」と、岡田文部大臣の

｢学校劇に対する禁止的計||令｣｢新教育に対する圧迫的計||令」が発令された大正13年を、活

発な新教育運動に対する「反動時代の教育である」とし、「岡田文相の学校劇に対する訓令

の精神なるものは、決して当を得たものではない」と評しながらも、急速に進歩した国語・

文芸・学校劇などの新しい教育法に対しては、学校劇禁止令の内容に沿って反省を促すのに

よい機会で、今の教育界に「反動期」が現れたことは、よろこばしい現象でもあると主張し

ている。(舂夢軒、1924，5頁)。

4なぜ岡田文相の訓示は批判されたのか

(1)官僚制度の体質

岡田文相の計||示が時に感情的とも思われるほどの批判をもたらした理由は、当時の新聞や

教育擁護同盟の出した「意見書」から読み取ることができる｡｢巌谷小波氏の憤慨」という小

見出し付きで『読売新聞』が掲載した婦人欄の記事「又も児童劇を厭迫するとは言語道断の

文相だ｣(8月11B)に次のような興味深い指摘がある。

「文相の訓示を虎の子の様に遵奉する地方長官が一意文相の趣旨に副ふように児童藝

術教育の發芽を根こそぎ破壊するのではと民間の児童教育家の中に'|賞慨する人も少なく

ない」

同様のことを小原国芳も、次の様に述べている。

「今回の文相の発した学校劇禁止に就いての訓示が、文化の何たるかを知らない日本

の法科出身の法学氏の理事官や警察上りの郡長、さては頑固一徹の県視学の古手あたり

が、地方の教育界に無法な圧迫を加へられるやうになりはしないだろうかと懸念され

る｡」(小原、1924，5頁）

文相の訓示を徹底して実施しようとする地方の官吏が、現実には文相の意図趣旨に反して、

教育現場での演劇活動禁止を極端に行う可能性があったのだろう。そのために批判者たちは、

沢柳政太郎の言うように訓示を「常識的に解釈」することができず、「芸術教育』(1924･大
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正13年10月号）で指摘したような訓|示の「暖昧な言葉使ひ」の中に学校劇禁止の根拠を

与えうるあらゆる解釈の可能性を読み取ったと考えられる。このような官僚制度の体質への

危倶に加え、地方長官たちによる学校劇弾圧を危倶する背景には「俳優を河原乞食視し藝術

の何たるかを理解しない薑思想の遺物」がいまだに根強く残っていたためである、と『読売

新聞』1924(大正13)年8月11月朝刊7面では書かれている。

(2)文部行政に対する不信感

訓示を「学校劇禁止令」と読もうとした背景に、当時の文部行政に対する教育関係者の強

い不信感があったことも忘れてはいけない｡｢岡田文相の政策に対する意見書」の中で、「訓

示」の学校劇に関する部分は意見書の全体においては瓊末な事柄であり、すでに見たように

批判としては説得力を欠くものであった。しかし、学校劇に関する訓示への批判は､｢意見書」

全体のコンテクストにおいて眺めるとき、文部行政への不信の一つとして意味を持つ。

この「意見書」は、岡田文相が明らかにした次の政策に対して出された意見書であった。

(1)軍事教育の教科化と中学以上に将校を配属するという方針。

(2)教育者の政治活動の禁止。

(3)学校劇に関する意見。

(4)ダルトン(Dalton)案に代表される新教育導入の制限。

以上4項目への批判。

(5)義務教育延長と師範教育改善への明確な態度を表明することの要求。

この中で特に(1)の現役軍人の学校現場への配属は最も重要な事柄で、教育擁護同盟が10

月6日に出した「意見害」に続いて、11月には日本禮育聯盟も反対運動を起こすなど、当

時は教育関係者のみならず一般の人々の懸案事項としてしばしば新聞紙上でも取り上げられ

論争になっていた00)。上記(2)(3)(4)は8月の同じ地方長官会議で文相が述べた訓示の内容であ

り、学校劇に関する部分は全体のほんの一部に過ぎなかった。学校劇が弾圧されるという危

'倶の根には、(4)の新教育導入の禁止にもあり、文相が想定していたのはダルトン案に対する

ものであった。学校劇についての先駆的存在である小原国芳は、学校劇は「新」教育でなく

｢真」教育であることを強調する（小原、1924，8頁）のであるが、芸術教育・演劇教育も

新教育の一つととらえれば、新教育の禁止が芸術教育に及ぶ可能性も否定できなかったから

であった。

岡田文相の訓示とその前後の学校劇批判あるいは弾圧といったものに対して、そのような

ものは一切無かった、とは言えないだろう。しかし演劇全般に対する旧弊な偏見が根強く、

演劇を教育現場に持ち込もうとすることへの抵抗が強かったこと、それを受け入れる土壌自

体も不十分であったことも事実である。さらに岡田文相の訓示とそれに続く文部次官通牒は、

教育擁護同盟の出した意見書にあるような相前後する文部省の政策と関係付けて読むと、当

局からの今後の介入の可能性を示唆するものとして重要な意味を持ち得たことも否定できな

い。

しかし岡田文相の訓示によって日本の学校劇が息の根を止められたという言説は、今まで
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あまりにも無批判に受け入れられてきたように思うのである。成城小学校など一部の例外的

な事例を除けば、非公開の形をとることで記録が残らなくなった学校劇はその後も続いたこ

とを考えると、「岡田文相の訓示＝学校劇禁止令」という指摘自体が問題をはらんでいるの

ではないか。教育における演劇活動を研究する時、「当局対演劇教育実践者」という対

立の図式のもとに、演劇教育実践者を被害者として記述し、実践された演劇の内容を無批判

に肯定することは、演劇教育の実態を考える上で不適切ではないだろうか。

すでに詳述したように、急速に普及した学校劇が孕む問題点について、多くの実践者が指

摘していたにも関わらず、木戸に代表される議論が、演劇公演の内容については無批判で一

切間うていないということを、教育における劇活動の研究という立場から問い直すべきであ

ろう。学校劇に関する岡田文相の訓示は、過熱し一部で興行化した学校劇を、もう一度教育

的な劇活動へと引き戻す効果があったのであり、そのことは今日の教育における演劇活動を

考える上でも重要な意味を持つ。

5「岡田文相の割||示」の後で

(1)「訓示」以降の劇活動について

実際に、「計||示」以後も教育現場で演劇活動は続けられていた。坪内道遥指導による児童

劇は、「訓示」が出された同じ年の9月27日から10月15日まで福岡、長崎佐世保、別府、

大分、宮崎、広島、名古屋で合計28回の公演が行われ、さらに10月下旬には大隈会館庭

園でも公演が行われている（冨田,1981,146-7頁)。坪内は10月の大隈会館での公演

を最後に児童劇から手を引くことになるが、その理由は「訓示」ではなく野外劇における俳

優に対する不満からであったと冨田博之は指摘しており（冨田,1954,107頁)、「訓|示」が

直接に坪内の児童劇・学校劇の運動を禁止したとは言えないだろう。三浦藤作も1931(昭

和6)年に「児童劇に於ける坪内遺遥博士の業績」という論文を『帝国教育』第587号に発

表しており、坪内の戯曲が児童に上演させるには不適切なものが多いとしながらも、「正し

き児童劇の進むべき目標を指示」（35頁）したとして再評価を試みており、これは依然とし

て衰えることにない学校劇に対する関心の高さを示す顕著な例の一つであろう。

「訓示」が出されて3年後の1927年（昭和2年)11月には、戸倉ハルが「近ごろ学校劇

とか、唱歌劇、さては童謡劇と申して盛んに行われております｣(戸倉、1927)と記し、ま

た翌1928年2月には長尾豊が｢近来､児童劇といふことが言出されてから、幼児の劇演出を、

試みる所も少なくない｣(長尾、1928)と述べていることからも、文部大臣の訓示に影響さ

れることなく教育の場において劇活動が盛んに行われていたことは明らかである。1931(昭

和6）年には成城小学校の講堂において「学校劇の会」が開催され、公立小学校の教員の間

でも大きな関心を集めたことも見逃すことはできない（冨田,1954,112-3頁)。

たしかに「訓示」によって派手な学校劇がなくなったのは間違いないだろう。そしてもう

一つこの「訓示」について考える際に重要なことは、これ以後は、学校劇の「一般への公開」

がなくなった点である。たとえ学校内で非公開の形で学校劇が行われていたとしても、公開

されないために学外の人間には学校劇が実際に行われていたのかどうかわからず、さらにそ
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の資料も残らなくなったことである。公開可能な具体的記録上は学校劇がほとんど「行われ

なくなった」のである。実際には、1924年以後も成城小学校で演劇活動が続けられた以外

にも、地理や国史などの教材の劇化という形で演劇活動は教育の現場に残り、非公開の形で

続けられたというのが実態ではなかっただろうか。

1937(昭和12)年の『幼児の教育』第37巻第4号には北條静子の「ある試」と題した記

事がのっており（北條、1937)、小学校の学芸会に付属幼稚園も参加するための、劇活動の

保育の取り組みが紹介されている。ここでは「何とかあの何時もの生活をそのままステージ

の上に御覧入れる事はできないものかと毎年考へさせれる事」として、日頃の保育と発表会

との有機的なつながりに担任として悩みながら「動物園」と題した劇を創作する過程を記録

している。教師が弾くライオンの伴奏に合わせて、吠える．歩く・橘を引っかく・寝転ぶな

どの自由表現をさせる構成になっており、セリフ劇というよりは、皆で楽しく表現活動を遊

べることに主眼を置くのが特徴となっている。この記録からも、当時の小学校では「訂||示」

の後も学芸会は盛んに行われ、付属幼稚園もそれにあわせた劇活動を行っていたことが伺わ

れる。

(2)「劇遊び」の登場

興味深いのは、この時期の保育の世界では、先の実践にみられたような劇活動に対して

｢劇あそび」という名称が使われるようになってきた点である。1938(昭和13)年の『幼児

の教育』第38巻第6号には、東京市麹町区富士見幼稚園の山村きよが、「劇あそび」とい

う言葉は、「自分が勝手につけました名前でして」と説明し、「劇あそび」を、児童劇・童謡

劇のように劇としての効果を目的とするものではなく、劇的要素を含んだ、大勢一緒になっ

て演じ遊べるもので、「遊びの材料」であり、子ども同士での「鑑賞物のひとつ」でもある

ものだと定義している。さらに山村はここで、「考えなければならないこと」として、「見せ

る為に苦心したくなってまゐりますので十分注意いたして居るつもりで御座います」と述べ

ている。山村の報告している劇活動は、実際の保育の現場で子ども同士が鑑賞することはあ

っても一般の大人に「見せるため」の劇ではなく、子どもの表現活動としての劇活動を何よ

りも重視しており、本論文で検討してきた劇活動の指導者たちの考えと重なるところも多い

これらの記録を見ると、劇活動に関する地道な研究は、引き続き行われていたことが伺え

る。一般への公開を戒めた岡田文相の訓|示が思わぬ形で奏功したと言えるのかもしれない。

終わりに

1924年8月に出された岡田文部大臣の計||示・通牒を「学校劇禁止令」と呼ぶことが必ず

しも適当でないことはすでに述べたとおりである。たしかにこの訂||示・通牒が教育関係者に

よって深読みがなされ、一部では劇活動に対する自己規制のようなこともあったであろう。

しかし重要なのは、この訓示・通牒が同じ時期に出された国の他の教育政策と、それに対す

る教育者の反応との関連で考えるべきであり、さらに考盧すべきことは、公式の記録には残

りにくい教育現場での劇活動実践に関する情報量の絶対的な少なさである。
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筆者は、今回の調査・研究の過程で、昭和初期に幼稚園あるは小学校に通った方に劇活動

(学芸会）の思い出を伺う機会があったが0')、劇活動がいかに熱心に行われていたかがよく

分かった。岡田良平文部大臣の劇活動に対する考えは、友人である沢柳政太郎の考えに反映

されていたこと、また岡田文相が坪内道遥の児童劇の活動を支持していたことなどを考える

と、今後「学校劇禁止令」の再評価とその後の教育現場における劇活動の実態について検討

するために、より広範にわたる資料収集と経験者へのインタビューによる調査が必要であろ

う。その意味で、本論はそのような劇活動に関する実態調査のグランドデザインを描くため

でもあるともいえよう。

注
仙
②

例えば冨田博之(1976)の11.第3章。

1923(大正12)年『社会と教化』3巻5号の目次には、意見を寄せた学識経験者は13名となっ

ているが、実際には目次に名前のある木下竹次の意見は掲載されていない。

木戸は芸術教育大会の全体会議の委員長報告を、「学校劇禁止令の前後」(1969)21-22頁にかけ

て全文転写している。

木戸は、岡田文相の「禁止的訓令」とそのもたらしたと思われる結果から遡って芸術教育大會を見

たために、このような考えに達したのだと思われる。8月に学校劇に関する訓示を出した岡田良平

が、文部大臣に就任するのは6月のことであり、5月の段階で出された芸術教育大会の報告と3ヵ

月後の訓示とを関係付けるのには多少の無理があるのではないか。

冨田博之および木戸若雄などの研究書や論文を読むと、岡田文部大臣の訓示が「学校劇禁止令」と

称されることが一般化しているかの印象を受ける。このような呼称を用いて議論することは先入観

を与える恐れがあり不適切であると考える。したがって本論文においては、引用の場合を除き、一

貫して「岡田文相の訓示」あるいは「訓示」として言及する。冨田博之(1954)、および木戸若雄

(1969)を参照のこと。

読売新聞1924(大正13)年8月8日「岡田文相の訓示」朝刊2面

地方長官会議は3日間行われ、学校劇に関する訓示は最終日の8月7日の最後から2番目の議

題だった。

1924年10月号「学校劇は質実剛健の気風に反するか」『芸術教育』40頁には、新聞の内容に

句読点をつけて次の様に引用されている。

「近年に至りて学校劇なるものの流行、漸く盛ならんとする傾向あるが如し。児童に劇的本能

の存するはこれを認むくく、又家庭娯楽等の際に之が自然の發動を見るのは必ずしも答むくきに

あらずと錐も、特に学校に於て脂粉を施し假装を為して劇的動作を演ぜしめ、公衆の観覧に供す

るが如きは、質実剛健の民風を作興する途にあらざるは論を待たず。当局者の深い思を致さんこ

とを望む｡」

(1987･昭和62)大正13年9月3日『文部省例規類蟇』第4巻大空社「第6類學生生徒卒

業生及兵役第一學生生徒○語学練習会等二於ケル演劇興行二近キ行為監督方」7頁

この意見書については「全国の教育家が岡田文相を弾劾」として『読売新聞』1924年（大正13年）

10月7日朝刊第3面に報道されている。

｢私は文相の訓示は當然と事と思ふ児童におしろいを用ひる必要はないと坪内博士語る」『読売新

聞」1924年（大正13年)8月11日朝刊7面。引用文中の句読点が明らかに欠けていると思わ

れる箇所については[1で補った。

(3）

(4）

(5)

(6）

(7)

(8）

(9)
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00)たとえば『読売新聞』1924年11月5日朝刊5面には「日本禮育聯盟もサーベル教育を排斥近

く文相案を弾劾せん」という記事が載っており、軍事教育に対する批判がなされている。また、『読

売新聞』1924年12月18日には「反動的な學校當局岡田文相の反省を促す」という記事が、学

生の政治活動に対する弾圧を問題にしており、言論統制に進む日本の状況と文部行政との関係がこ

のような形で明確にされている。

(11)たとえば宍戸健夫氏は、「僕は級長だったから、毎年学芸会で主役をやらされて大変でした。まさ

に私はこの時代の劇活動の生き証人だね｡」と、語ってくださった。（2004年12月・談）

上笙一郎(2004）『日本児童文学研究史』（港の人）の736-737頁には、「1939(昭和14)年6歳・

原市場尋常小学校に入学。･･･三学期の学芸会で学校劇「舌切雀｣、雀の一羽として出演。学年末、

優等賞を受ける。1940(昭和15)年7歳・三学期の学芸会、動物村の劇で兎の役。優等賞をもら

う。」という、ご自身の年譜が記されている。
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