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｢児童文化」の原像と児童文化研究

－誕生期「児童文化」に関する新資料の発見を中心に－

加藤理

はじめに

「児童文化」という用語とそこに含まれる概念について、これまでさまざまな議論が展開

されてきた。「児童文化」をタイトルに冠する著作物も多数出版され、いくつかの大学では

児童文化学科や児童文化コースも設置されてきた。また、日本児童文学学会をはじめとして、

児童文化を研究対象とする研究者団体も形成されてきた。それにもかかわらず、「児童文化」

という用語の理解は使用する研究者ごとにさまざまであり、今日にいたるまで共通の理解が

得られているとは言いがたい状況である。特に、「児童文化」と言葉の上では似ていながら

も異なる概念を持つ用語として「子ども文化」が新たに創出されて以降、両者の概念や使用

法は錯綜しながらますます「児童文化」は混迷の度を深めている。

筆者は昨年、1921年（大正lO)に童謡専門雑誌「おてんとさん」を創刊してから1973

年（昭和48）に亡くなるまで、仙台でさまざまな児童文化活動を行ったスズキヘキが遺し

た膨大な史料の山に分け入る機会を得た。それらの膨大な史料群は、童謡を中心としながら

日曜学校や林間学校、児童倶楽部などさまざまな児童文化に関わる活動を行ったスズキヘキ

という人物の歴史であると同時に、大正から昭和にかけての児童文化の歴史を伝えるかけが

えのない貴重な史料である。そして、それらの資料の整理を進めていくうちに、筆者は児童

文化研究の混迷を解消する光明を見出すことができたように感じた。

本稿では、スズキヘキ関係資料の中から発見した「児童文化」に関する新たな知見の報告

と、その新事実を通して見えてくる児童文化研究の問題の所在と混迷からの脱却の道筋につ

いてまとめる。

1「児童文化」論の混乱

藤本浩之輔は「子ども文化論序説一遊びの文化論的研究」の中で、「児童文化概念成立

の経緯と混乱」という節をもうけ、「児童文化」に関して出されてきたさまざまな考え方の

整理を行っている。①城戸幡太郎らによる児童文化を広く生活文化だとする考え方、②滑川

道夫らによる児童文化は児童の創造的活動の所産としての文化であり児童に継承・伝達すべ

(かとう・おさむ東京成徳大学）
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き文化である。さらに児童文化を助成する機関をも含むという考え方、③波多野完治らによ

る児童文化とは児童を質的に高めるための児童文化運動であり、児童読物、映画、玩具、ラ

ジオ、紙芝居などを考察対象とするという考え方、④柳田國男による子どもの間に伝えられ

てきた伝承遊びを児童文化とする考え方、以上四つの考え方に整理している。そして、こう

した考え方は戦後にも継承され、大人が子どもに与える文化財を指す狭義の児童文化、衣食

住や学校・家庭・社会の文化が児童に及ぼす影響の総和とする広義の児童文化の二つの考え

方が認められるようになったと概括している。そしてその中でも児童文化を広義にとらえる

ことが主流になっていったと述べている(1)。

藤本はこうした整理の後、「定義は広げたが研究はすすまないか、衣食住文化を中心とす

る一般文化による影響を扱おうとすると、その中に狭い意味の児童文化財の研究を位置づけ

ることができないという矛盾に陥ることになった。あるいはまた、児童文化論が独自の領域

を開拓することができないで、児童文学論や児童演劇論などの各論のダイジェストに終始し

ている状態を憂えるあまり、現代の都市化現象と子ども達とのかかわりを包括的に扱うこと

こそ児童文化論の視点であるといった激論までとび出してきているのである」と述べ、原・

中川・赤座・中地著『児童文化概論』(建帛社、1975年)、古田足日著『児童文化とは何か』

(『教育科学』1979年4月～80年3月)、本田和子著『児童文化論』(光生館、1973年）を

例にしながら、「いま、児童文化論は五里霧中の状態にあって、道を探しあぐねている」'2’

と総括している。

70年代に出されたさまざまな児童文化論への藤本の指摘は実に的確である。児童文学を

はじめとして絵本や紙芝居、おもちゃなど個別の文化財に関する研究成果は出されている

ものの、児童文化論は藤本の批判から20年以上が経過した今も、いまだに形を成している

とは言い難い｡｢五里霧中」どころか、完全に立ち往生している状態である。70年代から80

年代初めにかけて児童文化論を確立しようと暗中模索しながら手探りで出されたさまざまな

著作物とその中で展開された論が袋小路に陥り、結果として児童文化論のその後の展開と発

展を阻んでしまったのである。

行き場を失った児童文化論への現状を痛烈に批判した藤本によって創出された「子ども文

化」という用語は、『新教育社会学事典』(東洋館出版、1986年）で「児童文化」と並んで

項目として取り上げられるようになるなど、学術用語として認知されるようになり社会的に

も広く使用されるようになっていく。一方で、藤本に名指しで批判された人々をはじめとし

た児童文化研究者たちは、自分たちが使用してきた「児童文化」という用語の概念につい

て、「子ども文化」を掲げる人々に向って積極的に議論を展開することがなかった｡｢児童文

化」と「子ども文化」について、それぞれの用語の本質に関する議論を本格的に行うことな

く、両者はすれ違ったままで今日に至っているのである。

藤本は児童文化論を総括した後で、児童文化論が混迷に陥った原因として次の3点を挙げ

ている。①児童文化論がそもそも児童の生活を文化的に向上させる運動であり、大量生産の

中で生み出された俗悪な文化を浄化するための対策だったため、概念を学問的に論じること

がなかった、②児童文化の概念が内容を規定する概念ではなく領域概念にすぎないため考え

方によって規定が変化する、③滑川や波多野ら児童文化概念研究者間での相違が発端から存
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在し、それが今日の混乱にまで影響している(3)。

一見、いずれも的確な分析のように思える。だが、藤本が列挙する児童文化論混迷の原

因を注意深く見ていくと、分析・考察に際して藤本が対象としている「児童文化」とは、

1930年代後半の戦中期以降の児童文化に限定したものでしかないことがわかる｡｢児童文化」

は「大量生産の中で生み出された俗悪な文化を浄化」する運動であるというのは、1938年

10月に出される内務省警保局図書課の「児童読物改善二関スル内務省指示要綱」を契機と

する児童読み物の浄化運動を想定した発言であることは明らかである。また、「児童文化」

は「領域概念」であるというのも、戦中期の波多野完治らの少国民文化協会の活動の中で児

童文化の領域が規定され、その影響で戦後になっても領域が規定されていったことを想定し

たものであることは明らかである。

ここに藤本が児童文化論の総括をする際に見落としていたきわめて重大な問題が隠されて

いる。大正時代に特定の概念を含んだ用語として使用されるようになった「児童文化」は、

1920年代の誕生期、生活綴り方との関係が密接だった1930年代の用語の普及期、国民精

神総動員体制の中で少国民に向けて「児童文化」が利用された1930年代後半からの戦中期、

民主国家建設を目指す中で「児童文化」も再出発を目指した1950年代前半まで戦後期、戦

前への揺り戻しと社会や生活の変動の中で「児童文化」も変質していった1960年代の高度

経済成長期､大学・短大で講義としての「児童文化」設置が急増しそれに伴って「児童文化」

のテキストが多数出版された1970年代、「子ども文化」との併用が一般化する1980年代

以降というように、それぞれの時期ごとに異なる意味や概念のもとで使用されてきた。本来

は、その意味や概念の異同を重視しながら用語を変えていくべきところを、戦中期の「少国

民文化」を除いて「児童文化」という一つの用語がほぼすべての時代に共通して使用されて

きたことになる。

実はここにこそ、「児童文化」の概念が混乱し、児童文化論が混迷してきた最大の理由が

隠されている｡｢児童文化」という用語で表してきた各時代の概念は、時代ごとにさまざまで

あり、「児童文化」という一つの用語ですべての時代を貫流する共通の概念を表すことは困

難なのである。子どもの文化に関する事象を対象にしている点では共通性があるものの、そ

れぞれの時代で問題にされた内容も、領域も、目的も、社会的背景も全く別個の事柄なので

ある。それにもかかわらず、児童文化論者たちは、各時代の事象について「児童文化」とい

う一つの用語を使い続け、そのことが「児童文化」をわかりにくくさせてきた。

前述のように「児童文化」は、1920年代に誕生して以来、戦中期に「少国民文化」が用

いられた時期を除くと、1980年代になって「子ども文化」の使用が普及するまで、ほぼ一

貫して「児童文化」という用語が使用され続けてきたが、たとえば、1926年（大正15)か

ら小学校訓導として児童文化に関わり、1930年代には波多野完治らとともに児童文化統制

や少国民文化協会に深く関与した滑川道夫が「児童文化」の「ことばの意義」を説明した次

の文章(41は、いつの時代の「児童文化」を指したものであろうか。

児童文化ということばは、有形の児童文化財を中心にとらえられているが、ほかに、

児童文化の政策・活動・施設・運動等を包含した統一概念である。海外には「児童文化」
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に相当することばが見あたらない。児童文化財にしても、個々の児童文学・児童音楽・

児童映画等の呼称はあっても、統一概念としての「児童文化」が見あたらない。わが国

独自の用語例である。ひろくいえば、児童についてのいっさいの行動様式をふくむ概念

である。

この説明には、1930年代後半の「児童文化」という用語への認識が反映されている｡｢児

童文化」が政策や施設まで含めた「統一概念」として位置づけられるのは、1930年代後半

のことである。また、「児童文化」が「児童についてのいっさいの行動様式」を表すと説明

されるようになるのは、80年代に文化人類学の概念が取り込まれたり、「子ども文化」と併

用されたりするようになる頃から深められていく。したがって、この説明では、さまざまな

時代の中で変質していったそれぞれの時代における「児童文化」概念を混在させながら、混

乱と混沌のうちに「児童文化」の言葉の意義を説明していることになる。

三番目の原因として藤本が児童文化の黎明期から滑川や波多野ら研究者間で相違があった、

と指摘していることは、藤本がさまざまな時代の児童文化概念を区別することなく、どの時

代も同じ「児童文化」とみなして論じていることを明瞭に示している。1926年（大正15)

の児童文化の黎明期から長く児童文化に関わっていった滑川と、児童文化浄化運動の中心

として戦中期の児童文化運動と戦後の一時期に児童文化に関わった波多野では、それぞれが

｢児童文化」という用語で想起する時代とそこでの概念は大きく異なるのである。滑川が｢児

童文化」について発言する際には、その根底に自らが体験した「児童文化」の誕生時期の概

念が強く反映され、波多野の発言の背後には誕生期の「児童文化」が持っていた概念は全く

反映されず、自らが中心となった少国民文化協会の運動が反映されているのである。なによ

りも、「児童文化」研究の「発端」にあって波多野と滑川が「児童文化」概念を主導する立

場にいたかのような認識を藤本が抱いていたことが最大の誤りである。二人が「児童文化」

概念の形成で主導的役割を果たすのは1930年代後半のことである。もとより、その時期を

｢児童文化」の「発端」とみなすことはできない。繰り返してきたように､｢児童文化」の「発

端」は1920年代前半なのである。

以上のように、児童文化論を批判して「子ども文化」を創出し、その後の子どもの文化に

関する研究の道を切り開いた藤本の立論それ自体が、歴史的概念としての「児童文化」の時

代性を混同して論じるという決定的な誤りを含んでいたことになる。こうしたこれまでの経

緯を踏まえ、「児童文化」について確かな議論を進めるためには、「児童文化」の誕生期に遡

ってみる必要がある。実は、これまでの混乱と混迷の最大の原因は、「児童文化」の原点と

も言うべき誕生直後の「児童文化」の様子がよくわからなかったことにある。そして、誕生

期の「児童文化」の概念の確認をなおざりにしたまま、それ以降変化していくさまざまな時

代の「児童文化」概念を区別することなく混同しながら「児童文化」という用語を使用し、

研究を進めようとしてきたことに由来する、といっても過言ではないのである。
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2「児童文化』誕生時期をめぐる新資料

（1）先行研究の検討

前節までで確認したように、「児童文化」研究の混迷を解決するためには「児童文化」と

いう用語と概念の誕生期を確認しなければならない。

「児童文化」という用語の誕生時期について、「この語の成立は十分に明らかでない」(4)と

されながらも、二つの説が有力なものと考えられてきた。

一つは、滑川道夫によって紹介された1923年（大正12)7月に出版(5)された『児童文

学読本』の中の用例を初出とするものである。もう一つは、川勝泰介によって紹介された

1922年（大正11)10月に出版された峰地光重『文化中心綴方新教授法』の中に見られる

用例を初出と考えるものである。

この二つの説について、峰地説を紹介した川勝は「児童文化の概論書等の多くが、滑川道

夫の『児童文化論』(東京堂出版、一九七○年）を引用して、児童文化研究会編『児童文学読

本』(目黒書店、一九二四年）説を挙げている。だが、この初出に関する議論も、今のところ

では峰地光重『文化中心綴方新教授法』(教育研究会、一九二二年）説に落ち着きつつあると

言っていいであろう」(6)と述べている。事実、「児童文化」という用語の初出に言及する際に、

現在では『文化中心綴方新教授法』の名前を挙げることが定説化しつつある。例えば、勝尾

金弥が執筆した大阪国際児童文学館編『日本児童文学大事典』(1993年､大日本図書）の「児

童文化」の項目をはじめとして、「児童文化」をタイトルに冠する最新の本である皆川美恵

子．武田京子編『児童文化子どものしあわせを考える学びの森』(2006年、ななみ書房）に

いたるまで、今日では「児童文化」という用語の初出を『文化中心綴方新教授法』に求める

ことが半ば常識化されているのである。

ただし、峰地説を紹介した川勝自身、「現在確認できるものでは峰地光重が著した『文化

中心綴方新教授法』(教育研究会、一九二二年）の文中に見られるものがもっとも早いようで

ある」(6)と初出を限定することには慎重な姿勢を示していることでもうかがえるように、初

出時期を特定していくためには、この前後の雑誌も含めて、もう少し詳細な検討を加える必

要がある。

（2）「児童文化」初出時期に関する新事実一大阪・児童文化協会と「小鳥の家」

1920年代には、「赤い烏｣｢おとぎの世界｣「こども雑誌｣｢金の船」をはじめとして膨大な

数の子どもに向けた雑誌が発行されていた。その中には、今日では誌名のみを伝えているも

のも少なくない。児童文学研究者の鳥越信は、当時の雑誌も含めて徹密な年表を作成し『日

本児童文学史年表』(1975年、明治書院）にまとめている。｢赤い烏」が創刊された1918年

(大正7）から1920年代前半の1925年（大正14)までの間に刊行されていた雑誌で鳥越

の年表に誌名が挙げられている雑誌は79誌もの多数に及んでいる。

この膨大な雑誌名の中には、仙台で出版された「おてんとさん」や「ことりのほん｣「しや

ぼん玉｣｢木蔭」や、岡山で出版された「揺籠」など、地方で出版された雑誌も含まれている。

だが、ほとんどが東京で出版されていたものとなっていて、膨大な数の雑誌名が記載されて
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いるにもかかわらず地方で出版されていた雑誌への目配りは著しく欠けている。また、東京

で出版されていた雑誌の中にも、年表の中に雑誌名が記載されていないものもある。筆者が

確認したスズキヘキ関係資料の中には、鳥越の年表にも記載されていない1920年代前半の

雑誌が大量に遺されていた。

それらの雑誌の中で、「児童文化」という用語が確認できる初期のものに1923年（大正

12)4月に創刊された「小鳥の家」がある。この雑誌の存在と内容について紹介した先行

研究は管見の限り存在しない。いわば幻の雑誌である。

「小鳥の家」の発行所は「児童文化協会」となっている。発行所を示す団体の名称として

｢児童文化」という用語が使用されていることに注目しなければならない。また、雑誌の本

文中にも「時々知名の方を招いて講演会井に講習会を開き児童文化研究の助けといたしま

す」(8)という表現が見られるように、この雑誌の中では「児童文化」という用語が一定の意

味のもとに使用されていることが確認できる。

児童文化協会を主宰していたのは後藤隆（牧星）である。管見の限り後藤の出没年および

略歴は住所（北河内郡三郷村西橋波、京阪沿線守口下車東へ約2丁）を除いて不明である。

また、児童文化協会という名称を使用し始めた時期や、使用することになった経緯等も現時

点では不明である。だが、後藤が主催する児童文化協会(9)が発行した書籍を調べると、「小

鳥の家」と同年の1923年8月に真島睦美著『童謡舞踊お猿さん』を出版していたり、さ

らに、後藤自身が1922年（大正11)6月に『子供の為めに童謡の作り方』を出版した

りしていたことがわかる。

ここで注目しなければならないのは、『子供の為めに童謡の作り方』が出版された時期

についてである。1922年（大正11)6月という時期は、これまで「児童文化」の最も古い

使用例とされてきた峰地光重著『文化中心綴方新教授法』の出版の4カ月前であり、現在確

認しうる最も古い「児童文化」の使用例ということになる。後藤が主宰した大阪の児童文化

協会の設立年月日の詳細は不明であるため、その設立時期によっては『子供の為めに童謡

の作り方』が出版された1922年（大正11)6月よりも数ヶ月、場合によっては数年前ま

で「児童文化」の使用開始が遡る可能性も否定できない。ともあれ、これまで定説化しつつ

あった「児童文化」という用語の初出時期を再考しなければならないことは確実になったの

である。

児童文化史に関するこれまでの記述では、「児童文化」が使用され始めたとされる1922，

3年頃の「児童文化」の使用例については、もっぱら峰地光重著『文化中心綴方新教授法』

と児童文化研究会編『児童文学読本』が引き合いに出されてきた。だが、注意深くこの近辺

の雑誌や事象を見ていくと、これらの事例以外でも「児童文化」やそれに関連する用語の使

用例が多数確認できる。

例えば､1922年（大正11)11月26日には、内山憲尚、樫葉勇らが児童文化会を発足させ00'、

その第1回の集まりを深川善隣館で開いている。また、1922年（大正lO)9月に木馬社か

ら創刊された童謡童話雑誌「木馬」第16号(1922年9月）には、「子供の文化運動」とい

う表現が見られる。この時期のこうした「児童文化」という用語をめく．る動向をまとめると

次のとおりである。
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表11922年、1923年「児童文化」関連動向

1922年

1923年

6月20日

9月5日

10月18日

11月26日

4月1日

7月30日

8月28日

後藤牧星『子供の為に童謡の作り方』児童文化協会から刊行

｢木馬」第16号に「子供の文化運動」という記述。

峰地光重『文化中心新綴方教授法』に「児童文化」という用語が記述される。

内山・樫葉の児童文化会発足

児童文化協会から「小鳥の家」創刊

児童文化研究会から『児童文学読本』幼年編上巻刊行

児童文化協会から『童謡舞踊お猿さん』刊行

「児童文化」という用語の使用例が確認され始める1922年前後には、「児童文学｣｢児童芸

術｣｢児童文芸」といった「児童文化」との関連が考えられる新しい用語も頻繁に用いられる

ようになる｡｢児童文学」は、上笙一郎によると、雑誌「児童研究」第18巻6号（大正4年

1月）から連載された三田谷啓の「独逸児童文学史」が最も古い用例である、という。だが

この中では、「児童文学（又少年文学)(dieJugendliteratur)と、国民文学(dieVblksliteratur)

との二つは相互に密接の関係をもって居るものであります｡」と記され、「児童文学」は従来

の「少年文学」の言い換えの域を出ていなかったり、「dieJugendliteratur」というドイツ

語の翻訳語として漢字を組み合わせて作り出された造語の感が強かったりと、特定の概念を

持った用語にまでは未だに成熟していないことがわかる｡｢児童文学」が特定の意味を持った

用語として成熟した姿を見せるのは、管見の限り、｢児童研究」第21巻2号（大正6年9月）

に掲載された高峯博「子供と童話」の中が最も古い時期のものではないかと考えられる。そ

こには、「日本児童文学の鼻祖、巌谷小波山人は…」と書かれ、「児童文学」を特定の意味の

もとで使用していることが確認できる。

一方「児童芸術」の方は、1922年（大正lO)1月に「芸術自由教育」が創刊され、この

頃から確認できるようになる。1922年（大正11)6月24日には「児童芸術社」が有楽座

で童話劇を上演しているが、翌1923年12月には児童芸術研究会が『児童芸術講座』全六

巻を刊行開始している。また、「木馬」第10号（大正10年11月）には、「子供の芸術的天

国」という表現も見られる。こうした一連の動きの中から、「児童文化」という新たな用語

も誕生してきたのだと考えられる。

3誕生期のr児童文化」

（1）児童文化協会の活動

用語が誕生した時期の「児童文化」が包含していた意味と概念については、それらを明ら

かにする資料がほとんど見つかっていなかったこともあり、これまでのところ詳細に分析検

討した先行研究は存在しない。実は、誕生期の「児童文化」がどのような意味のもとに使わ

れ、どのような概念を含んだ用語だったのか、児童文化研究の世界では未だに不明のままだ

ったのである。筆者が昨年発見した後藤牧星の児童文化協会は、誕生期の「児童文化」につ

いて貴重な資料を提供してくれている。

後藤は、「小鳥の家」創刊号の中で、「児童文化協会の目的と事業」を次のように掲げてい

ブ(11）
｡o
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子ども社会研究13号

・本会は少年少女たちの自由創作、自由研究井創意的修養の精神を助長するのが目的で

あります。

・本会はこの目的を達するために時々児童劇作品展覧会及び児童音楽会、演芸会、写生

会見学会等を催し、尚毎月一回雑誌「小鳥の家」を発行し会員及び拡<一般の読者に頒

ちます

（中略）

・本会は地方会員の希望によって支部を設け又賛助員の方々のために時々知名の方を招

いて講演会井に講習会を開き児童文化研究の助けといたします。

（中略）

・児童の文化運動のため地方支部引受け御活動下さる篤志の方は、協会内後藤牧星宛に

御照会を願ひます。

引用した「児童文化協会の目的と事業」からは、「自由創作、自由研究井創意的修養の精

神を助長する」こと、つまり子どもたちの創造・創作力を伸ばすことが児童文化協会の第一

の目的だったことが理解できる。子どもたちの創造力を助長するために各種の会を催し、さ

らに雑誌「小鳥の家」を発刊する、つまり子どもたちに芸術的で質の高い文化を与えること

と、それによって子ども自身の芸術的創造力を酒養することが目的だったということになる。

こうした目的は、鈴木三重吉を中心として北原白秋、山本鼎らが「赤い鳥」を舞台に行っ

ていたこととほぼ同じである。事実､｢赤い烏」と「小鳥の家」には多くの共通点が見られる。

参考までにそれぞれの投稿規程と定価に関する規定を比較すると次の通りである。

表2「赤い鳥」と『小鳥の家」の比較

定価

投稿規程

｢赤い烏」

30銭送料1銭外国12銭

3冊90銭外国1円20銭

6冊1円80銭外国2円40銭

12冊3円50銭外国4円70銭

▽自由画、綴方、自由詩募集自由画は毛筆、ペン又

は鉛筆等で線を濃くおかき下さい。綴方自由詩は綴

方用紙又は半紙へ一篇づ竪別にかき、一々何県何郡

｛Ⅲl小‘，椎校何年生何々 と記すこと。ハガキや小紙ﾊー に

かいたのは没耆にします。学校にゐない人は年をお

かきFさい。

▽創作噸揺、童話、曲譜募集童話は__z-l･宇講四I'i行

以内‘，作曲する謡は「赤い烏」に出た潴家の作と推

奨の厳I謡と｢1曲詩とに限る。本譜を御送附のこと“

ｲ､|湊あらぱ尚結構です。「赤い鳥」は以上の晶部lili

に於てそれぞれ優秀なる人々を、作家作1111家として

社会に推薦します｡すべて・篇毎に別紙を川ゐ、・々

住所氏:f'!を御附記下さい。

▽地方噛謡、仏説、募集宇詰随意。竜柵!''のか‘;-は

標準i譜に直さないこと。難解の語には御誰l氾を願ひ

ます。

▽選荷[1由画は山本鼎氏、曲譜は草川偏氏、近衛秀

膳|呵氏、童謡自由詩は北原白秋氏、その他は鈴木_ユ

砿占氏選。誌上変名は御随意。但し原稿には住所氏

名を御記人置き下さい。

｢小鳥の家」

30銭送料1銭外国12銭

3冊90銭外国1円20銭

6冊1円80銭外国2円40銭

12冊3円50銭外国4円70銭

・童謡、自由詩、自由画募集自由画は毛筆ペン又は

鉛筆等で線を濃くおかき下さい。童謡、自由詩は原

稿用紙又は半紙へ一篇づ膳別にかき、一々何県何郡

何小学校ｲⅡ1年唯何某と!氾すこと。ハガキや小紙片に

かいたのは没!#}にします‘，′，催校にゐない人は年をお

かきドさい。

・噸話劇、地〃墳謡、曲譜募集童話劇は_を十'婆詰

四I'i行以内。作曲する,謡は「小鳥の家」に出た名家

の作と推奨、人衡の噛謡、「1曲時に限る。本譜を御

送附のこと‘，作舞あらぱ尚結構です。地力竜諦'1の

〃！;‘は標堆舗にirl:さないこと。難解の紺には御註I氾

を願ひます。

・人衝の作｢Y!には発衣一ヶj｣以内に賞IY!を贈り特に

優秀なる人々は、作家作曲家として社会に推奨しま

す”‘篭上変名は御随恵なれど原稿には必ず住所氏堀

を御!;d人慨きドさるやう願ひます。

選行

・竜謡、Ifi由詩北原rl秋先鞭

・曲譜払田龍太郎先生

・自由画山本鼎先生

・童 話 劇 巌 谷 小 波 先 生

備考：「赤い鳥」は、「小鳥の家」創刊号と同じ大正12年4月発行の第1O巻第4号を用いた。
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この比較で明らかなように、定価は全く同じ。投稿についても、それぞれの主宰者である

三重吉と後藤の得意分野の違いを反映して、「赤い烏」は綴方、「小鳥の家」は童謡に特に力

を入れていたことが異なるくらいで投稿規程の文章までほぼ同じである。選者も北原白秋と

山本鼎は双方の雑誌に関わっている。

「赤い烏」が三重吉の知己を動員して作られたように、児童文化協会の活動も「小鳥の家」

の刊行も、ともに後藤の知己が関わっていたことがわかる。後藤は、「小鳥の家」創刊の過

程を次のように述べている⑫。

▽皆さんがお待ち兼ねの「小鳥の家」が漸やく出来ました｡(中略）内容をおかまひなく

出せば、出せないともなかったのですが、同じ出す程なら内容体裁も立派なものにした

いといふのが私の年来の希望だったものですから、遂に正月四日東京に出発、イの一番

に、小田原の「み陽づくの家」に北原白秋先生を訪問それから東京に約十日滞在、大家、

名士の方を歴訪といふと、大ゲサですが、久しくお目にか腿らなかった巌谷小波先生を

始め久留島、岸辺、本居、弘田、真島各先生を訪問して「児童文化運動」のためそれぞ

れ御後援を御依頼して帰りました。

その結果生れたのが、この「小鳥の家」です。

ここに名前が挙げられた人物以外にも、後藤は様々な人の協力を取り付けている。後藤は、

｢児童文化協会の特別賛助員として又『小鳥の家』の編輯顧問として児童文化運動のために

援助して下さる方」として、巌谷小波、北原白秋、早蕨幼稚園園長・久留島武彦、東洋大学

学長．高島平三郎、東洋家政女学校校長・岸辺福雄、洋画家・山本鼎、作曲家・本居長世、

東京音楽学校助教授・弘田龍太郎、詩人・野口雨情、詩人・三木露風、少年体育会理事・能

勢哲、東京遊戯法大成会講師・真島睦美、同・水谷式夫、大阪府立夕陽丘女学校校長・大田

原泰輔、京都帝国大学助教授・山本一情、大阪朝日新聞記者・村上鋭夫、大阪市視学・山桝

儀重、大阪船場小学校校長・上島直之、画家・森田久、画家・宇崎純一、大阪毎日新聞記者・

水野新幸、以上の氏名を列挙している。

これらの人物の中には、東京遊戯法大成会講師・真島睦美の名前も見られる。真島は、児

童文化協会が主催する講習会の第一弾として1923年3月に「童謡踊り井に可愛いダンス」

大阪市立愛日小学校で行なわれた講習会('31の講師として招かれ、その成果を『童謡舞踊お猿

さん』として児童文化協会から出版している。

真島や少年体育会理事・能勢哲らの存在は、「赤い烏」の活動とは異なる児童文化協会の

活動の一側面を表す存在として注目される｡｢小鳥の家」創刊号の目次には、「童謡｣｢推奨童

謡｣｢入賞童謡｣｢曲譜｣｢イギリス・イタリア・フランスの童謡｣｢お伽戯曲｣｢児童劇｣｢童謡劇」

といった項目と並んで「童謡踊り」や「表情遊戯」に関する記事が掲載されている。これは、

児童文化協会の活動が、童謡や童話といった児童文芸に偏っていた「赤い烏」との間にわず

かながらも違いがあったことを示すこととして注目される。

後藤は『童謡舞踊お猿さん』の最後に「私の願ひ」と題する文章を寄せている｡｢小鳥の家」

創刊から4ヵ月後のことである。そこには次のように記されている側。

Q･7
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世界の文化は先ず子供から－子供は子供の国（チルドレン・キング・ダム）これが私の

心からの願ひであります。

少しでも子供達を幸福にしてやりたい－こういふ目的のために生れたのが児童文化協会

であり私が子供達のために身を献げた原因であるのであります。児童文化協会の働きと

しては中等学校、女学校へ入学する少年少女方のために最も嫌がられる入学試験の肝試

として、『中等学校入学模擬試験』を又最新知識の吸収としては『少年少女見学会』を

芸術教育（情的方面）としては少年少女写生会、童謡童話大会、月刊雑誌（小鳥の家）

発行、それに直接少年少女方の指導者として立たれる教師保栂の方々のためには時々

『文化講習会』を開いて文化の開拓につとめて居ります。

本書の発行もその一ツでこれによって僅少たりとも子供達の幸福増進の一助ともならば

私の願ひ幸ひはないのであります。春の小鳥のやうに。愛する子供達の上に恵み豊かな

らん事を。

この文章を見ると、中学校や女学校の入試に関することから、童謡、童話を通しての芸術

教育、そして教師のための講習会と、児童文化協会の事業は多岐にわたったものになってい

る。その骨子を勘案すると、子どもの文化を向上させ、子どもたちを幸せにするための活動

ということになるが、児童文化協会の芸術教育の部門を主に担った「小鳥の家」を発行する

こと意外に、この時点では実に多様な事業を企画し展開していたことになる。後藤は、この

文章に書いているとおり、「小鳥の家」を発行することで子どもたちに質の高い文化を与え

つつ、投稿を促すことで子ども自身の文化の向上を図っていった。さらに、教師や保育者に

向けた働きかけを通して教師や保育者の文化の向上を図り、そのことで間接的に子どもの文

化を向上させることも積極的に行なっていたのである。

「小鳥の家」創刊号には、「幼稚園保栂、小、女学校教員、其他篤志研究家」を対象に、大

阪市保育会の後援を得て「文化講習会」を開催する案内が掲載されている。｢科目」は「童謡

作法、童謡踊り、遊戯（ロビンソン式学校ダンス新教材）の理論実際」で、講師は真島睦美、

中溝博常、野口雨情となっている。また、「小鳥の家小集」として、毎月第2土曜日の夜に

自宅を開放して童謡の研究会を行なうことも案内されている。

後藤が「小鳥の家」の中で「児童文化運動」と称していたのは、以上のような子どもと教

育者と双方に向けたこれらの活動のことだったと考えられる。入試に関わることも業務の一

環に据えるなど軸にやや振幅が見られ、強固な概念の形成にまではいたっていない。だが、

｢児童文化」という用語に込められた意味と概念の原初の姿として後藤の発言は注視しなけ

ればならない。

（2）雑誌「木馬」と「子供の文化」

後藤の認識と類似しながら、さらに焦点を明確にした活動を同時代に行っていた人々に本

田まさをや西田謹吾等がいる。

本田らは、1921年（大正10)6月に創刊された童謡・童話の研究雑誌「木馬」の編集を
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担当していた｡｢木馬」の編集発行人は西尾栄蔵となっているが、投稿された童謡・童話の選

評や編集部が書く雑記の類は本田が主に担当していた。また、福井県で発行されていた「こ

とり」第3巻第4号には、「木馬」の紹介として、「大阪の西田氏永井氏国田氏等の手で発行

されてゐる、大阪でたった一つの子供雑誌であります」05)という記述がみられ、「木馬」が

複数の人々によって編集発行されていたことがうかがえる。

これらの人物の出没年や経歴は不明であるが、「現在の世の多くの人は、あまりに物質に
ママ．

遍重しすぎている。ことに我々教育者仲間に於ける芸術の位置はあわれにまで貧弱であ

る」⑱と編集担当者の一人である西田が述べているところを見ると、西田を含めて「木馬」

には教育関係者が関わっていた可能性が高い。

ところで、「木馬」第16号には、購買者である誌友を勧誘する文章の中で、「一人でも誌

友の多くなるだけ、大阪に於ける子供の文化運動が盛になると思ってゐますから」0刃という

注目すべき表現が見られる。この文章をみると、第16号が刊行された1922年（大正11)

9月の段階で、「木馬」編集者の本田や西田らは「子供の文化運動」という言葉への一定の

認識を有していたことがうかがえる。

本田や西田が抱いていた「木馬」発行の目的と編集方針は、巻頭に高らかに謡いあげられ

ている。第10号には、「宣伝のために」として次のように記されている03。

今の世にありふれた子供雑誌の俗悪さに飽きたらずして､｢木馬」が発刊されました。

大阪に生れた唯一の童話童謡雑誌として専ら内容の充実と主義の宣伝に努力してゐ

ます。

｢木馬」は子供の芸術的天国でありたい。

｢木馬」は真筆なる大人の研究誌でありたい。

｢木馬」はあくまでも梢々高尚な標準点を進んで行きたく思ってゐます。勿論相手

の子供は中以上とお考え下さい。

又、相手の大人は心の底から熱烈に研究してゐらつしやる方々だと御承知下さいま

せ。

○
○

○
○
○

Ｊ
Ｊ

馬
尚

木
高

ｒ
ｒ

こうした宣言は少しずつ形を変えながらもほぼ毎号掲載されている。ここには、

の編集発行には「主義」があったこと、そしてその「主義」は、「俗悪」とは遠い

な「子供の芸術的天国」を目指すものであることが述べられている。
三･･Eま

第13号では、「お子供様達へ!!」と題して、次のように呼びかけている0剛。

○この本を手にしてお読みになるお子供は、自分の人格を立派にしたいと心の奥底か

ら考えてゐらつしやる方です。

○この本の中に書いてある一つ一つは、どれもこれも、光った作品ばかりであります

たごむやみに数を沢山載せる事よりも、内容のよい事が第一等であります。

○この本は、日本国中のお子供達にとって、最も親切な先生であり、又、一番楽しい

遊び場で、しかも、最も秀れた優良文集でありたいのでございます。

QQ
ジン
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さらに第14号では、次のように呼びかけている剛。

ねうち

○この本を手にしてお読みになるお子供は、自分の品格を立派にしたいと心の奥底か

ら考えてゐらつしやる方です。

○この本に書いてある作品は、どれもこれもダイヤモンドの光りの様なものばかりで、

皆さんがお手本としてい壁ものだけを数少く載せてあります。

○この本は、日本国中のお子供達にとって、一ばん親切な先生であり、又、一番秀れ

た童話童謡集でございます。

○この本を毎月読めば、自然に文や謡が上手になります。

こうした呼びかけからは、①子どもの品格の陶冶を重視していたこと、②子どもの品格を

陶冶するために読むことと同時に創作することを重視していたこと、③そのために子どもた

ちに芸術的に価値の高い作品を提供しようとしたこと、以上の「主義」が読み取れる。そし

て、こうした「主義」に基づく活動を、「木馬」編集者たちは「子供の文化運動」と考えて

いたことが理解される。

編集者たちが、「木馬」の刊行を通して意図していたことは、「童謡号」とした第10号に

明確に現れている。第10号には、北原白秋、西條八十、野口雨情、藤森秀夫といった当時

の代表的童謡詩人の童謡が「参考室」として並べられている。その上で、編集を担当した本

田が白秋、八十、雨情三人の作風を解説しながら、「お子供様達へ!!」として次のように述

べている剛。

次の頁にあるのも皆々感心させられる宝玉ばかりです。

斯う云ふ立派なお方のいL童謡を沢山味ふことによって、皆さんの歌心が少しでも伸び

て呉れもば私共としてこれ程嬉しいことはございません。そしてどしどしお謡ひなさい

だが決してそのま腿真似をせないやうにね。

こうした子どもへの呼びかけの文章には、「小鳥の家」と同様に「赤い烏」の強い影響が

認められる。同時に、読むことと作ることを通して子どもたちの「品格を立派にしたい」と

の「主義」には、綴方教育との接点も垣間見られる｡｢赤い烏」に近似の認識を持ちながら、

綴方教育とも接点を持っていたところが、「木馬」編集者たちが有していた「児童文化」概

念の特色と言えよう。

（3）『児童文学読本』と『文化中心綴方新教授法』と児童文化

次に、先行研究で「児童文化」の初出として名前が挙げられてきた『児童文学読本』と『文

化中心綴方新教授法』の中で「児童文化」という用語に込めていた概念について確認する。

1923年（大正12)7月に幼年編上が目黒書店から出版された『児童文学読本』(幼年編上・

中・下、少年編上・中・下）は、富山師範付属小学校の中に作られた児童文化研究会によっ
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て編集されたものである。富山師範は子どもの読み物の研究が盛んな学校として有名であり、

1925年（大正14)9月には、女子師範付属小学校国語研究主任・図書館司書の堀重彰の研

究を中心に、明治図書から『児童文学の研究』を出版している。

『児童文学読本』の編集は、岡島義雄が中心になって行なっている。岡島は「はしがき」

に次のように記している⑫。

口飢ゑたる児童に文学の香の高い糧を与へるために、大家の作を採録したのが、この

．児童文学読本であります。

□「児童語彙の研究」に拠れば、入学当初満六歳の児童の有する語彙は平均四千二百

余語だとの事、即ち生れて直ちに文化生活を営みつLある事の一の正しい證明であ

って、その語彙を辿るに、児童には既に芸術生活あり、科学生活あり、宗教生活あ

り、児童文化の内容の単純ならざるを観るのであります。

口吾々はかうした児童文化観に立つとき、国語文学の教育は、訓話を超越して、児童

の内的生命に触れる、言語文章の鋭敏な感受性の陶冶と、俗悪な読物の駆逐とにあ

ると信ずるのであります。

（中略）

口幼年篇三巻はいづれも小学校尋常科一二三学年程度として編纂したものであります

小学校の副読本として、日曜学校の教科書として、幼稚園、家庭の読本として、相

当意義あらしめたいつもりであります。

ここには、『児童文学読本』が「小学校の副読本として、日曜学校の教科書として、幼稚園、

家庭の読本として」使用されることを期待して編纂されていることが述べられている。実は、

この時代の小学校では副読本を用いることが非常に流行していたと言われている。1926年

(大正15)9月に秋田県湯沢女子尋常高等小学校訓導を振り出しに教員の道を歩んでいく滑

川道夫は、『体験的児童文化史』の中で奈良高等師範付属小学校編『文芸読本』、馬淵冷佑編

『標準お伽文庫』、芥川龍之介編『近代日本文芸読本』、慶応義塾幼稚舎編『新児童読本』、菊

池寛編『小学童話読本』、島崎藤村編『藤村少年読本』と『藤村女子読本』など、さまざま

な副読本が存在していたことを述べている⑳。

そして、副読本が流行した当時の思い出を述べる中で、富山師範の『児童文学読本』につ

いて次のように言及している“'。

そのときに児童文化関係のことで思い出すことは、やはり子どもと遊んだことと、そ

れから副読本ばやりでね、教科書だけじゃなく副読本を使って…。

副読本は一九二一年あたりからだんだん出てきて、高等師範でもつくるし、府県の師

範の付属小学校でもそれぞれ副読本を編纂してね。その一つの例がこの富山師範学校付

属小学校の児童文化研究会編の『児童文学読本』です｡(中略）類書にくらべて質の高い

作品を集めています。
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当時の教師たちの間でのこうした『児童文学読本』の評価からは、この本が副読本として

高い評価のもとで用いられていたことが理解される。

岡島の「はしがき」の中でさらに注目しなければならないのは、「児童には既に芸術生活

あり、科学生活あり、宗教生活あり、児童文化の内容の単純ならざるを観るのであります」

という箇所である。｢児童文化」という用語を一定の意味のもとに用いたと考えられるこの箇

所は、富山師範の児童文化研究会が認識していた「児童文化」という用語の意味と概念を正

確に把握する上からも詳細な分析が必要となる。

滑川道夫は、こうした岡島の「はしがき」の文章を紹介しながら、「つまり、児童生活に

あらわれる文学・芸術・科学・宗教等を『児童文化』としてとらえていることが理解されよ

う。これは『赤い烏』を中心とした児童芸術運動の影響下から生まれたものである」⑮と述

べている。だが、滑川の説明では岡島の意図が十分に説明されているとは言い難い。

岡島の文章を読み直すと、「入学当初満六歳の児童の有する語彙は平均四千二百余語」で

あることを受けて、子どもが「生れて直ちに文化生活を営みつぁある」証拠だと述べている。

子どもたちの世界に語彙が豊富に溢れていることを指して、子どもたちが「文化生活」を営

んでいると述べているのである。

そして、「その語彙を辿るに、児童には既に芸術生活あり、科学生活あり、宗教生活」が

あると述べ、子どもたちが用いる語彙に芸術や科学、宗教に関する語彙が豊富に存在するこ

とを述べている。その上で、「児童文化の内容の単純ならざるを観るのであります」と結ん

でいる。つまり、芸術や科学、宗教に関することまで含む広範で豊富な語彙に囲まれた子ど

もたちの内面世界と、そうした内面世界を抱えた子どもたちの文化的な生活を指して「児童

文化」と呼んでいるのである。

岡島が「児童文化」という用語をこのように理解しているからこそ、続けて「吾々はかう

した児童文化観に立つとき、国語文学の教育は、訓話を超越して、児童の内的生命に触れる、

言語文章の鋭敏な感受性の陶冶と、俗悪な読物の駆逐とにあると信ずるのであります」と述

べていくのである。つまり、子どもたちの内的世界を豊かにし、子どもたちの文化的な生活

をより向上させていくためにも、訓話に拘泥した教育にとどまることなく、俗悪な読み物を

排しながら内的生命に触れる読み物を国語教育の中で子どもたちに提供すべきである、と考

えているのである。

ところで、こうした「児童文化」という用語の使い方は、岡島の独創によるものではない‘

『児童文学読本』に先立って出版され、当時の教師たちの間で広く読まれた"峰地光重の『文

化中心綴方新教授法』の影響によるものであることは明らかである。

『児童文学読本』と『文化中心綴方新教授法』との関係を探る上で、『児童文学読本』幼年

編上の巻頭におかれた「父兄及教育者の方々へ」という文章は重要となる。富山師範学校長

蜷川龍夫は、この文章を次のように記している⑰。

児童の学習態度を深刻に眺めた方々には、児童が自らの生活に生きることによって、

その生活を純化し彼等の文化を創造する力の強いものであることを確信なさると信じま

す。その生活を合理的に拡充するために精選せられた豊富な資材の満ちた環境を求める
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ことが吾々輔導者の切実な叫であります。此の使命を持って韓近可なり多く児童の科

学・道徳・芸術・宗教生活の自然に啓培せられるやうな文献が刊行せられて正に児童の

世紀の観があるのは興国のため力強いことであります。

品性の陶冶の重要な任務を負うてゐる児童の読書生活に於ても真に彼等の熱烈な心琴

に触れて美しい芸術の世界に遁遥せしめることの出来る作意と形態を具備した材料が望

ましいことですが、この生命の文学に児童の胸を躍動せしめるための尊い経験と労作と

は一朝にして得難いのであります。

ここには、子どもたちは生活の中で自らの文化を創造する存在であること、子どもたちの

内面世界に科学・道徳・芸術・宗教を啓培し子どもたちの品性を陶冶するために、子どもた

ちの心琴に触れるような文献が必要であること、などが述べられている。一方、峰地は『文

化中心綴方新教授法』の中で、次のように述べている鋤。

私は児童の純粋な要求といふのは、児童の生活の向上だと思ふのである。児童に目覚

めた教育は、向上するその児童の生活と共に、発展する動向のものでなくてはならない。

で純粋な児童の要求から発足しようとする教育は、先づ児童の生活を凝視せなければな

らない。

私は児童の生活をぱ、精神的生活と自然的生活との二方面に分けて考へたい。精神生

活を更に分けて、科学的生活、道徳的生活、芸術的生活、宗教的生活の四つとし、自然

的生活をぱ原始的生活、本能的生活、衝動的生活、欲望的生活の四つに分けて考へたい。

(中略）

文化とは広義には人間の創造にか畠る有償対象の総称である。而してその有債対象の

創造は、人間各己の個性の発現によって進展する。個性の創造力の向上は、直に文化の

向上である。而して児童の文化は児童自身の創造する所である。従ってその有償対象も

大人のそれではない。児童自身のものでなくてはならない。

峰地の文章では、子どもの精神的生活を科学・道徳・芸術・宗教の四つに分けうること、

そして、子どもたちが生活の中で自身の文化を創造する存在であることが述べられている。

蜷川の文章がこうした峰地の文章を受けて記されたものであることがうかがえよう。こうし

て岡島と蜷川、そして峰地の文章を並べてみると、岡島や蜷川の論述内容が、すでに出版さ

れて教師たちの間で広く読まれていた峰地の著作の影響のもとに記されていることが理解さ

れる。

ただし、峰地の論述内容も、もとよりすべてが峰地の独創によるものではない。峰地が鳥

取師範学校を卒業（明治44年）し、西伯郡高麗尋常小学校訓導兼校長（大正8年）を勤め、

学級文集「芽ばえ」を作った（大正9年）頃、綴方教育の世界では芦田恵之助の随意選題

あるいは自由選題と呼ばれる綴方教授法が大きな力を持ち、その後の生活綴方の源流を形作

っていた。

芦田は、『統合主義新教授法』を書いた樋口勘次郎に師事した人物である。樋口は自らの
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教育原理として「統合主義」と「活動主義」を掲げていた｡｢統合主義」とは、さまざまな教

科を親密に関連づけ、別々の学科とするよりは一体の知識として系統的に組織して教授する

ことを目指す考えである。一方「活動主義」とは、子どもたちは自発的に学習に取り組む主

体ととらえ、子どもたちの自由な表現活動を基調とする考えである。作文科に関しても、「自

己の経験又は他の学科に於て得たる思想を発表せしむる学科に於て然とする」四と考え、子

どもの自由な表現活動を重視していった。子どもたちの経験や獲得した思想を子どもたちが

主体的に表現することを目指した樋口の考えやその系譜にある芦田の認識は、子どもが主体

的に文化創造を行なうことを重視する峰地につながる流れの源といってよいであろう。

さらに､『文化中心綴方新教授法』が書かれる前年には、田上新吉によって『生命の綴方教授』

が書かれ、綴方教師たちの間で広く読まれていた。田上の認識の概要は次の文章から理解さ

れる帥。

新理想主義の考へに従へば、教育の如きも子供の生活そのものに即して行はるべきも

ので、言ひ換へれば生活即教育である。而して此の生活即教育なるものは、蟇地に理想

の道をしっかり踏まへて、永遠に続く向上の一路である。又文学上の新浪漫主義の立場

に従へば、文章とは作者の生活の真実なる表現である。しかも其の生活たるや、永遠の

理想に根ざしたものでなければ価値がないのである。即ち文章とは、一筋の理想の道を

辿って向上しつ畠ある作者の生活の表現でなければならぬ。そこに作者の個性が永遠の

生命を付与され、普遍の光を放つやうになるのである。(中略）吾々は子供の個性をあく

まで尊重して、之を理想に向っての向上の一路に置かねばならぬ。子供の生活はそこに

自からなる発展を遂げ、子供の表現はそこに永遠の力になるであらう。

こうした田上の認識から峰地が大きな影響を受けたことは明らかであろう。峰地自身、田

上の著作に「心をかたむけて、ひたすら読み入ったものであった。したがってわたしは、こ

の書から大きな感化をうけとった」(30と回想している。そして、生活綴方に興味を持ってい

った動機として、「やはり鈴木三重吉先生の『赤い烏』に刺激されましたね。それから田上

新吉氏の『生命の綴方教授』にも刺激されました。まあだいたいこの二つなんです」⑫と述

べている。

こうして峰地の思想的源流を遡っていくと、大正自由教育の大きな流れの下で『文化中心

綴方新教授法』が書かれたことがわかる。そう考えると、『文化中心綴方新教授法』に多大

な影響を受けて書かれたことが明らかな『児童文学読本』も、大正自由教育の系譜に連なる

編纂物ということになる。そして、それらの中で用いられた「児童文化」という用語も、子

どもを学習の主体とみなす大正自由教育の大きなうねりの中から生み出されたものであるこ

とが理解できる。

ところで、峰地は「赤い烏」に刺激を受けたことを述べているが、その一方で「赤い烏」

をはじめとするこの時代の子どものために作られた文芸雑誌を批判している。峰地は次のよ

うなことを述べている⑬。
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子供達は子供となることが唯一の職業である。つまり児童は児童としての生活を深刻

になし遂げて行くところに、彼等の生命があるのである。随って児童の教育は児童を真

の児童たらしむるにあるので、決して児童を大人化せしむることではないのである。(中

略）故に児童の生活を一言にして表現するならば、原始的、粗朴的生活であるといふこ

とが出来る。従って彼等児童の文学はさうした気分情調を多分に包有したものでなくて

はならないのである。大人の文学を金属化された文学とするならば、児童の文学は土臭

の文学でなくてはならない。近頃いろいろな児童の雑誌などで、軟弱なそして繊細な気

分をもった作品が載せられて居るのを見るが、これは児童の真実な生活を破壊するもの

と思はれるのである。かうした作品にひたった児童の未来は決して幸福なものと思はれ

ないのである。土臭が児童の生活相の濃厚なる色彩であり、児童は児童たることが唯一

な職業であるといふことが認められるならば、児童には何よりも先づ士臭ある文学を与

へて、その生活を深刻に成し遂げさせなければならないのである。

こうした峰地の認識を確認すると、峰地の強い影響のもとでまとめられた『児童文学読

本』について、「児童生活にあらわれる文学・芸術・科学・宗教等を『児童文化』としてと

らえていることが理解されよう。これは『赤い烏』を中心とした児童芸術運動の影響下から

生まれたものである」とする滑川の説明が不十分であることが明瞭になる｡｢赤い烏」の運動

と、峰地ら生活綴方に連なる流れは別系統のものと見なさなければならないのである。

以上、「児童文化」という語が使われだした当初、「児童文化」にどのような認識が込めら

れていたか確認してきた。あらためて整理すると次のようになる。

一つの立場として、子どもの内面世界を重視しながら「児童の文化（的）生活」の向上に

着目する立場が存在していた。この立場では、「児童の文化生活」を向上させるための手段

として、子どもたちの内面世界を啓発しうる読み物が注目されるようになっていった。そし

て、子どもたちは内的生命に触れる読み物と、そうした読み物によって向上する自身の生活

を綴り方に表現していくことで、子どもたち自身の生活を純化し、子どもたちの文化生活を

向上的に創造していくことができると考えられていた。後の生活綴方に直結していく立場で

ある。

一方、子どもたちに質の高い芸術を与え、精神修養を図りながら子どもの創造力を高める

ことを目指す「児童の文化運動」も存在していた。

雑誌｢小鳥の家」を中心に展開された後藤牧星が主宰した児童文化協会の活動や、雑誌「木

馬」を舞台に展開された活動はまさにこうした目的を持った活動であった。彼らは、「児童

文化」という用語を「児童の文化運動」あるいは「児童のための文化運動」という意味を込

めて用いていていた。後藤や本田らは、子どもに与える童話や童謡を中心に、子どもたちの

精神の修養を図り子どもたちの創造性を養う一種の文化運動を起こそうという真筆な意欲に

燃えていたのである。

こうした知見から考えられる誕生期「児童文化」の二つの立場に共通するキーワードは、

一つは「俗悪」と対極にある「高尚」である。そして、二つ目は「実用性」の対極にある「芸

術」である。誕生期の「児童文化」に関わった人々は、子どもたちの「言語文章の鋭敏な感
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受性の陶冶」を図り、「内的生命に触れる」ことができる高尚で芸術的な読み物、あるいは、

｢科学・道徳・芸術・宗教生活の自然に啓培せられる」高尚で芸術的な読み物を子どもたち

のために用意していった。誕生期の「児童文化」は、その根底に「芸術性」と「高尚性」を

強く保持していたのである。

また、誕生期「児童文化」の最大のキーワードは「教育」と「創造」ということになる。

童話・童謡、綴り方を中心とした「児童文芸」は、子どもたちの内的世界を陶冶し、子ど

もたちの文化的生活を向上させるための手段として注目されていった。峰地が『文化中心

綴方新教授法』の第一章のとびらに、「綴方は、実に児童の人生科である。児童の科学、道

徳・芸術・宗教である。而して児童文化建設の進行曲であらねばならない」“と述べたこと

も、「児童」の「文化（生活)」を向上させていくための大きな力として綴り方を位置づけて、

綴り方を通して子ども自身の文化を向上的に創造しようとする高らかな宣言だったのである。

このように、「児童文化」の草創期では、芸術教育と綴方教育と二つの流れがともに「児童

文化」という用語を用い、しかも両者ともに子どもたち自身の文化的創造活動を重視してい

たことに注目しなければならない。双方が考えていた「児童文化」とは、子どもに文化財を

与えることが目的なのではなく、子ども自身の創造的活動を助長することこそが真の目的だ

ったのである。

「児童文化」という用語が、子どもたちの品性を陶冶し、子どもの創造活動を助長し、子

どもの内部で生きることと学ぶことの統一を図り、子どもを学習の主体にするという教育的

関心の中から生まれたという事実、そのための手段として児童芸術や児童文芸が注目された

という事実を見逃してはなるまい。

おわりに

ここまで、「小鳥の家」発行をはじめとした児童文化協会の活動に関する新たな資料の発

見を中心に、「児童文化」という用語が誕生した当時の「児童文化」概念について、児童文

化研究のあり方を視野に入れながら確認してきた。

草創期の「児童文化」とは、子どもたちの精神の陶冶と生活の向上を目指して子どもたち

の創造を助長するための運動・活動の総称であり、その結果としての子どもたちの創造活動

を意味していた、という今回の発見が明らかにした事実は、「児童文化」という用語が表す

概念について根本から問い直す契機となり、これからの児童文化研究のあり方を模索する上

できわめて大きな意味を持つことと思われる。そして、「児童文化」の原初の姿が明らかに

なったことは、「児童文化」が各時代に時代の制約や動き・思潮の中から生まれた歴史的概

念であることをあらためて認識する上できわめて重要な意味を持つ｡｢児童文化」は時代ごと

に概念が変化してきた歴史的概念だったのであり、誕生期から今日まで「児童文化」という

一つの用語で表し続けてきたこと自体に研究に混乱を生じる本質的な原因が含まれていたの

である。

原初の「児童文化」が意図していたことが、子どもたちに文化財を与えるだけの活動では

なく、羅列された文化財の個別研究だけでもなく、まして現代のさまざまな現象と子どもの
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問題を包括的に扱う研究でもなく、教育との密接な関わりの中から生まれたことが明らかに

なったことで、今後「子ども文化」という用語との関係の見直しをはじめとして、子どもと

文化に関する研究の枠組みや視点の再検討、用語の整理があらためて検討されていくことに

なるだろう。

「五里霧中」の状態にあると言われ、袋小路に入り込んで出口を見出せずに停滞していた

児童文化研究に立ちこめていた深い霧の向こうに、ようやく出口が見えてきたのである。
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