
｢児童文化｣活動と子ども集団の形成

子ども社会研究における学際性を求めて－

加藤理

はじめに

日本子ども社会学会の魅力と可能性は、会員の多様な研究に支えられたその｢学際性」に

あることは周知のとおりである。だが、ひと口に学際性とはいっても、各領域で個別に発達

を遂げた領域間の研究方法の相違が学際的研究の実現を困難にしていることも周知のとおり

である。もとより、それぞれの研究方法を横断した新たな研究方法を確立することは困難で

ある。学際性の可能性を求めるとすれば、ある研究課題を設定して、そこに向かってさまざ

まな研究分野からそれぞれの研究方法を駆使してアプローチすること以外ありえないであろ

う。そこで本稿では、大正時代の子どもたちによる雑誌制作という児童文化活動を分析する

ことで、子どもと子どもを取り巻く社会の関係、そして子ども集団の形成の様子について考

察を加え、子ども社会研究における学際性の可能性を模索する。

1.全国の誕生期『児童文化」の動向

20世紀を迎えることと歩を一にするかのように、1900年代になると小学校への就学率が

90％を超えるようになり、学校教育への関心が社会的に高まってゆく。学校教育への関心

の高まりと連動して家庭教育への関心も高まり、産業構造が変化する中で土地を離れて都市

に流入した都市中間階級と呼ばれる人々を中心に、教育によって社会階層の移動を図ろうと

するいわゆる「教育家族｣が増大する。また、大量生産・大量消費のモダニズム化が進展す

る中で、都市中間階級の人々の家庭生活は、消費の対象として製造と流通の双方からターゲ

ットにされてゆくことになる。

大正時代になって教育界を席巻してゆく子どもの内発的な動きと児童中心主義を尊重する

新教育運動も、都市中間階級の人々が主な対象として展開されていった。文化によって精神

の陶冶を行い真善美聖の実現を目指す新カント派も教育界を中心に大きなうねりとなり、｢文

化」という言葉が一種の流行語のように社会全体に溢れていくようになる。そうした動きの

中に、明治末から注目されるようになっていた「芸術」という観念も流入し、従来の知育・

徳育・体育に加えて「美育｣の重要性が精神の陶冶の上から注目されるようになる。そして

様々な｢文化｣の中でも精神の陶冶には｢芸術｣による「美育｣が有効であると考えられるよう

になり、童謡・童話・児童画・児童自由詩。児童劇・童謡舞踊などを中心とした｢芸術教育」

｢児童芸術」という観念が大正10年前後に熟成してゆく。こうした子どもを取り巻く社会情

(かとう・おさむ東京成徳大学）

2ユ



子ども社会研究15号：記念企画「子ども社会研究の課題と展望」

勢の中で、綴り方教育と芸術文化の二つの流れの中から「児童文化」という用語とそれに付

随する認識が誕生する(')。これらの動きが盛り上がりを見せていった大正10年前後が、特定

の認識が付随した「児童文化」という用語とその用語のもとでの活動の誕生時期だとみなす

ことができるのである。活字で確認できる最も古い「児童文化」の使用例は、新発見の可能

性が今後に十分期待されるものの、現時点では1922年(大正11）6月に出版された後藤牧星

著『子供の為めに童謡の作り方』に明記された｢児童文化協会｣の使用例を嗜矢とする。

芸術と文化に社会的な関心が向けられる中で、1918年(大正7）の｢赤い烏」の創刊にはじ

まり、大正10年前後に芸術的であることを標傍した児童文芸雑誌が次々に創刊されてゆく。

芸術的文化興隆の具体的な現象は、児童文芸雑誌の創刊ラッシュだけにとどまらない。各地

での様々な芸術的児童文化活動団体の結成や、童話・童謡の創作母体としての同人誌の創刊

美育に着目して芸術教育を推進しようとする全国各地での小学校教師の出現など多様な現象

が見られるようになる。

童謡・童話、児童劇などの児童文化活動を行う母体の中でも、各地に誕生した日曜学校の

存在は重要である。日曜学校が最も盛んだった大正10年前後に全国にどれほどの日曜学校

が存在していたのか、その全貌を把握することは不可能に近い。宮城県を例にすると、大正

12年頃を全盛期として戦前の宮城県における仏教系日曜学校が24団体存在していたこと

が鈴木揖吉の調査で確認されている(2)。仏教系で未確認の日曜学校も郡部には多数存在して

いたことが予想され、しかも仏教系以外にキリスト教関係の日曜学校も多数存在していたこ

とが知られているので、宮城県だけでも相当数の日曜学校が存在していたことになる。

大正期の日曜学校では、大人が演奏する童謡を聞いたり、童話劇を見たりするだけでな

く、子ども自身の創作活動も重視されていた。宮城県仙台市で1921年(大正10）3月に日本

で最初の童謡専門誌｢おてんとさん」を発行し、終生児童文化活動を続けたスズキヘキ（錫木

碧、本名鈴木栄吉、1899-1973)の旧蔵資料には、仙台子供ノ社の「いとし児｣、ひとのみち

子供会の「おひさま｣、仙台日本キリスト教会日曜学校の「こひつじ｣、宮城野コドモ会の｢小

鈴のひびき｣、キリスト教会SSの「そらのとり」、仙台北陵日曜童園の「ちいさなささやき」

など多数の日曜学校関係雑誌が残されている。これらは、大人が作った童謡などの他に、子

どもたちによる童謡、自由詩、綴り方で埋められている。「児童文化」という用語が誕生した

頃の児童文化活動が、子どもたちの内発性を重視しながら子どもの創造を助長することを通

して子どもたちの精神の陶冶を図ろうとしていたことが、こうした日曜学校の活動の痕跡に

も表れている。

また、この時期にはお伽倶楽部やこども会が続々と結成されている。日本童話協会の機関

誌｢童話研究」の「童話会消息｣欄には各地のお伽倶楽部やこども会とその活動が紹介されて

いる。創刊号には前橋お伽学校、一の宮お話会、岩槻こども会、京都お伽会、むさしの童話

会、神戸お伽研究会、東京高等師範学校の大塚講話会、東洋大学の児童研究会、広島高等師

範学校の童友会、慶應義塾大学の児童研究会などが紹介されている(3)。言うまでもなくここ

に挙げられた団体名は、この時期に誕生した児童文化関連団体のほんの一部にすぎない。だ

が、この一覧を見ただけでも、大都市から小都市にいたるまで、全国津々浦々にこうした団

体が誕生していたことがわかり、当時の児童文化熱の社会的な高まりの様子を実感すること
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ができる。土浦お伽〈らぶの場合､「大正九年九月石川星影と、元土浦小学校長清水恒太郎

氏とが相図って創立したもので職員のなかから幹事が拾二名選ばれて居ります。お伽劇まで

手をのばして研究いたして居ります」と紹介され、活動内容は口演童話からお伽劇、文庫活

動、童謡活動等、それぞれの会ごとに幅広く行われていた。

子どもたちが童謡や綴り方を書くことを楽しんだ理由として、日曜学校を運営した人々の

ように、子どもの創造活動を支援する大人が学校以外の子どもたちの日常生活の様々な場に

存在したことは大きい。また、この時代の学校教育で、芦田恵之助によって提唱された随意

選題が広く浸透し、児童中心主義を信奉する教師たちを中心に綴り方の授業が大きく変わり

つつあった影響も大きい。綴り方の時間に随意選題による作文を書かせるだけではなく、綴

り方の授業に童謡や自由詩を積極的に取り入れる教師が全国に数多く存在していたのである。

そうした教師たちは、学級文集を作ることに力を注いでいた。宮城県仙台市の場合、大正

時代に上杉山通小学校の「にじ｣、木町通小学校の「コトリ」、宮城師範附属小学校の「どうえ

う」と「森の聲｣、原町小学校の｢かげろふ｣、南材木小学校の｢つばめ｣等の学級文集が作られ、

豊かな芸術教育が展開されていたことが確認できる。

他のどの時代よりもこの時代に子どもたちの世界で児童文化活動が活性化した理由として、

子どもの内発性を重視する大正自由教育が勃興し、その中から美育と芸術教育への関心が高

まったことと、その中で子どもたちが芸術文化に接し、刺激を受ける機会が多かったことが

考えられる。そして、芸術教育の理念に沿いながら児童文化活動を展開する組織や団体が多

数誕生し、それらの活動に接する機会が子どもたちの日常の様々な場面に用意されていたと

いう環境が、子どもたちの児童文化活動を活性化させたのである。

2．兄弟姉妹による雑誌制作と子ども集団の形成

1918年(大正7）の｢赤い烏｣、翌大正8年の「おとぎの世界」と「金の船｣、大正9年の｢童

話｣等の様々な児童文芸雑誌の創刊は、子どもたちに様々な形で影響をもたらしてゆく。「赤

い烏」をはじめ当時の雑誌はほぼ例外なく子どもたちの童謡、自由詩、自由画、綴り方の投

稿を歓迎し、優れた作品の掲載を行っていた。その結果、愛読誌に競って自作品を投稿する

ことが子どもたちの間で流行する。

1906年(明治39)に滋賀県愛知川町に生れた歌人の木俣修の場合､「(鈴木三重吉の)童話を

読めとすすめてくれたのは安信先生と兄とであった。（中略)ある日、兄は三重吉の童話の雑

誌が出るから、それを君に買ってやることにしたといった。それから間もなく郵便で『赤い

烏』という雑誌が届いた。美しい少女が二人馬に乗っている絵の表紙を見たときの喜びは今

もなお忘れることができない｣(4)と「赤い烏」との出会いを回想している。木俣はその後、「赤

い烏」に精力的に綴方や自由詩を投稿するようになり、綴方21編、童謡・自由詩11編、自

由画8点と多数の作品が誌上に掲載される。そして、そうした兄の影響から、敏子と孝子の

二人の妹も「赤い烏」の読者になり、「赤い烏」に綴方や童謡、自由画を投稿して掲載される

ようになってゆく。

木俣兄妹のように、雑誌に次々に自作童謡等を投稿した子どもの中には、自分たちで雑誌
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を作って楽しむ者も出現するようになる。スズキヘキ旧蔵資料の中には、ヘキの弟の幸四

郎、正五郎らが中心になって兄弟で作った「馬鹿の小猿｣｢小人｣｢小学生｣｢指の魔｣｢小人の世

界｣｢私の童謡の本｣｢鳳仙花｣｢おてんとさん目鏡」といった手作り雑誌が残されている。それ

らの雑誌は美しい表紙絵で飾られているだけではなく、みごとな挿絵がちりばめられ、自作

の創作童謡や童話を中心に凝ったレイアウトで誌面が美しく彩られている。ヘキの6歳下の

弟で｢赤い烏｣が出た大正7年に16歳だった幸四郎は、長兄ヘキが｢赤い烏」を買い求めて弟

たちに見せた当時の思い出を「さア大へんなさわぎでした。初めてこんなにきれいな本をみ

たもんだからめずらしがって、めずらしがってひっぱり合ふやうにしてみました｡｣(5)と述べ

ている。木俣兄妹の場合と同様に鈴木兄弟の場合も、雑誌を読んだり雑誌を作ったりという

活動を通して、家庭内での兄弟関係が児童文化活動を行うための子ども集団へと変貌してい

たことがわかる。
あきら

ヘキ旧蔵資料には、小倉旭（銀星）・光子・和・アツ子の兄妹の活動の痕跡も残されてい

る。小倉の父はバイオリンを弾く人物で母親は花雲という号を持つ俳人だったという。両親

ともに高い教養と広い趣味を持つ人物で、「コドモノクニ」をはじめとする新しい雑誌類が家

に溢れていた。当時としてはきわめて珍しいオルガンが置かれていた家で、「月に何回か家

庭子供会を催し童話や童謡の合唱に一家をあげて親子親愛の場」を作っていた(6)という。こ

うした環境が旭ら兄妹たちの育成に大きな影響を与えたことはいうまでもない。旭は後に仙
ゆりあげ

台市市役所に勤務するかたわら塩釜日曜学校の運営に力を注いだり、閖上コドモ会の児童文

芸誌「ミヒカリ」の編集を行ったりするなど精力的に児童文化活動に関わってゆくことにな

る。

ところで、小倉旭が中心になり妹弟たちとともに作った雑誌が編集小倉旭(15歳)、顧問

佐伯寛(年齢不詳)、小倉光子(12歳)、協賛錫木碧になる「お星さん｣である。B5版謄写版

で作られた第4集(大正12年10月)、第5集(大正13年1月）の2冊をヘキ旧蔵資料の中に

現在確認することができる。4集と5集の間が3ケ月開いていることから、創刊は大正11

年の暮れか12年の初めと考えられ、そう考えると創刊時の小倉兄妹の年齢はそれぞれ1歳

ずつ繰り下がることになる。内容は童謡を中心に童話も掲載されているが、旭・光子の他に

和（8歳)、アツ子（4歳)の幼い弟妹やその他多数の仲間たちが作った童謡も掲載されてい

る。小倉兄妹の作品は宮城野コドモ会の文集｢小鈴のひばき」や｢皆さんの童謡集｣、西街赫

四(鈴木幸四郎)が中心になったこまどり社の「ことりのほん」などにも多数掲載されていて、

兄妹が日常的に児童文化活動を楽しんむ子ども集団として機能していたことがわかる。小倉

家も、鈴木家や木俣家と同様に、血縁関係としての兄弟姉妹の関係を超越して、雑誌を作る

時には児童文化活動を行うための子ども集団へと兄妹関係が変貌していたのである。

大正初めから昭和初期にかけて仙台市立木町通小学校や仙台市立上杉山通小学校で訓|導を

勤め、仙台での児童文化活動に積極的に関わった黒田正は、3年間童謡を指導した中で気づ

いたこととして、「子供の生活と童謡とが如何に親しみのあるものであるか、その子の精神

陶冶に如何に効果があるか、その子のみならず、その弟妹にまで、その家庭にまでどんなよ

い影響を及ぼすものであるか｣'7)実感したと述べている。ヘキ旧蔵資料には、黒田やヘキに

よってその才能を愛された鈴木正一が4年生の時に作った｢夢の国｣第2集が残されている。
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黒田は、「正一君は当校の天才、紅顔の美少年で(中略)殊に図画は教師も及ばない腕｣の持ち

主だと紹介し、「正一君が家で童謡を始終唄ったり、作ったりしてゐるものですから、今年

六つになる、お人形さんのやうに綺麗な敬子さんも自然唄ふやうになります｣(8)と述べてい

る。後にも紹介するが、見事なクレヨン画で表紙や挿絵が描かれた「夢の国」には、正一の

巧みな童謡や絵とともに妹敬子の童謡も掲載されている。

また黒田は、「きやうだい」という手作り雑誌を作っていた5年生の島貫重節について、「家

には姉さんと小さい妹さん弟さんがゐます。日曜日などには広いお庭の芝生の上にお坐りし、

今五年の重節さんが先生になり、童謡を唄はしたり、作ったのを添削したり又は自由画を書

いたりして遊んでゐるのです。さうして収集したのが「きやうだい」となります」と島貫兄弟

の家庭での児童文化活動の様子を紹介している(9)。そして、3歳の弟が団子を食べた時に「ダ

ンゴダンゴダンゴノサイゴ」と歌った童謡や、2年生と5歳の妹が作った童謡をそれぞ

れ紹介している。芸術的児童文化を愛し芸術教育を推進する教師によって芸術や文化に触れ、

芸術的な創造のすばらしさを知ることで文化創造に憧れ、文化創造を試行錯誤することで子

どもの内部に文化創造の力が酒養され、文化創造の楽しさと喜びを知った子どもが家でも文

化的な活動を行い、そうした兄に接することで弟や妹の内部で文化創造の力が刺激されてい

く様子を鈴木兄妹や島貫兄弟の姿は示している。

以上の例に見られるように、童謡・童話運動が豊かに展開された大正時代には、兄弟姉妹

がただの血縁上の関係による集合体ではなく、童謡や童話の制作や雑誌の制作といった児童

文化活動を行うための子ども集団へと変貌する場合があったことがわかる。そして血縁上の

集合体としての兄弟姉妹が児童文化活動を行なう子ども集団へと変貌していく上で、児童文

化に関心を持ち、集団の長として兄弟姉妹に大きな影響を及ぼす長兄がいたことも多くの兄

弟姉妹に共通して見られたことである。

童謡や童話の創作や雑誌の制作という児童文化活動が一人で展開されるのではなく、家庭

内での兄弟姉妹を中心とした児童文化活動のための子ども集団が形成される中で展開された

事例が数多く見られたことを注視したい。

3．子ども集団の形成と大人の関わり

前章で取り上げた黒田は、1922年(大正11)に『童謡教育の実際｣(米本書店)を出版し、同

年に「多年童謡二関スル研究ヲ積ミ児童ヲ奨励シ教育上資益スル所少カラス」ということで

薦奨状と置時計を仙台市長から贈与されている。このことからわかるように、黒田は美育、

その中でも特に童謡教育に情熱を傾けた教師であった。黒田が在職した木町通小学校は自由

教育を推進した校長二階堂清寿の影響で当時の教育界を席巻していた自由教育の実験校のよ

うにみなされた学校だったが、1921年(大正10）6月には自由教育展と呼びうるような展覧

会を開いている。この時の展覧会について、黒田は｢芸術自由教育」に次のように報告して

いる(IO)n

私の学校で六月十七日から四日間自由教育の主張に立脚した展覧会一自由画と自由作
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文、童謡を主とし、害方、自由手工を加へた会を開きました｡(中略）県市当局は勿論

男女両師範、尚綱女学校等の校長並に主事、各郡視学、中等学校国語教師、教育関係者

其他実に六千数百名に達しました。児童は驚喜し、保護者は驚嘆し、一般観覧者は驚異

の眼を瞠りました。

自由画は満一ヶ年以上も実地に施した結果で、三室に陳列した約一千点､クレーオン

を使用したものも多数を占め、水彩画は七八十点でした。大作もございました。又童謡

の展覧会は最も新しい試みで当校児童の最近の創作五十篇を貼付し、一枚毎に挿絵を入

れ、他に「童謡の参考書｣｢著名な童謡作家｣「日本最古の童謡｣｢仙台地方の童謡」等を大

害して示し、当校並に「おてんとさん社」の蔵する童謡参考書を出陳、且つ童謡蓄音機

レコード（四枚）を使用して大いに宣伝に努めました。ちと宣伝の方が強過ぎたといふ

評もあって恐縮しました。自由作文の方には童話の創作が注目を引き、書方の方には硬

筆書もあり、自由手工には発明創作品の面白いのがありました。

この報告で明らかなように、木町通小学校が催した展覧会では、自由画をはじめとして童

謡や童話、自由手工など、子どもたちが創作・制作した作品が並べられ、その中の童謡の展

覧は、スズヘキや天江富弥らを中心とする童謡結社おてんとさん社の一員でもあった黒田が

担当していたのである。

また、黒田は「コトリ」というB6の版型を横長にして綴じ紐で簡単に綴じた謄写版刷り文

集の発行も行っている。「コトリ」は1921年(大正10）3月1日に第1号を発行し、第5号ま

で発行されたことが確認できる。黒田の受け持ち学年から童謡作りを始め、その成果を発表

していた「コトリ」だったが、3号が発行されるときには木町通小学校の全学年に童謡作り

が広まっていくようになる。「二年以上全体のコドモ達がみんな童謡を創作するやうになり

ましたことは真に嬉しいことでございます｣(Ⅱ)という後書きに相当する3号の｢『コトリ』ノタ

ヨリ」に記された黒田の言葉は、「コトリ」の創刊を機に木町通小学校の子どもたちの間に童

謡を作るブームが起こり、そのブームが全校に広がっていたことをうかがわせてくれる。

木町通小学校に沸き起こった童謡創作のブームは、校長をはじめ学校全体が芸術教育の熱

気に覆われていたことと、「コトリ」の刊行以外にも黒田らの教員たちが様々な取り組みをし

た結果である。たとえば、次の回想のように、授業内容の管理が厳格だった時代に、スズキ

ヘキら民間人を教室に招き入れて童謡創作の授業を行なっている('2)。

（黒田は）子供の童謡教育の綴り方時間の正式の授業に、私と桜田春男を指導教授の

名で校長の許可を得て招いた事である。私たち二人は､キモノカクオビ姿で、この木町

小の四年の男の子たちと一時間､ニコニコと談り合い、歌い合い、創作し合い批評感想

をのべたり楽しく暮した。

また、子どもたちの間に雑誌作りの動きがあることを見るや、雑誌作りの機運がより一層

盛り上がるための刺激となることを狙って、ヘキ兄弟が兄弟間で私的に作って回覧していた

｢小学生」などの雑誌を借りてきてクラスの子どもたち全員に見せている。その時の様子は、

へ〆

ごり
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次のように黒田からヘキに宛てた手紙に残されている。

弟さんの「小学生』えらいものです。児童全体に示しました。大へん刺戟になったや

うです。今日ハ鈴木（正一）に貸してやりました。さすがの父さんも少々まいったと想

ひます。いい参考になったことでせう。

私の組には鈴木、原の外に市川公、新沼輝雄、島貫重節の三人が（雑誌を）こしらへ

てゐます。島貫のハ兄妹でやってゐるので五号まで出したやうです。奨めも何もしない

のですが、だんだん増したのです。いろいろな名をつけてゐます。

（カッコ内＝引用者）

黒田は、『童謡教育の実際｣の中で、木町通小学校の生徒の中に｢夢の国｣｢夕やけ｣｢お星さ

ん｣｢きやうだい｣「ヒカウキ｣｢仏の子供」といった自作や兄弟や友人同士の作品を載せたりし

て童謡の小冊子を作っている子どもたちがいることを紹介している('31･黒田が名前を挙げた

ものの中で、現存が確認できるものは、すでに紹介した1921年(大正10)に木町通小学校4

年生の鈴木正一が作った｢夢の国｣第2号である。｢夢の国」は手耆きされた全22ページの冊

子である。野口雨情の｢鶏さん」を巻頭に、その他は鈴木正一本人が作った「星｣や6歳の妹

敬子が作った｢赤ちゃん｣｢月卜星｣、級友の千葉貴策が作った｢夜｣、同じく級友の原彊が作

った「雪」といった童謡、さらに鈴木正一作の「し畠ときつね｣、千葉貴策作の｢鷲と兎」とい

った童話が掲載され、それぞれに正一がクレヨンで手書きした挿絵が添えられている。奥付

には、著者鈴木正一、発行所月の世界社、印刷社月の世界社印刷、と記されている。また、

｢『ヒコーキ』一冊五銭安くて面白いので少年少女がみな買います。どうぞみなさんも愛読

して下さいヒコーキ社」という級友の千葉の手作り冊子「ヒコーキ」の宣伝も裏表紙に掲載

されている。奥付や他の雑誌の宣伝にいたるまで、「赤い烏」をはじめとする当時の児童文芸

雑誌の体裁を模倣して作られている。小学校4年生の少年が､「赤い烏｣や「おとぎの世界｣な

どを模して作った手書きの冊子としてきわめて貴重な資料である。

黒田学級でこれほど多くの子どもたちが児童文化活動を行なうための子ども集団を形成し

ながら自分たち自身の雑誌を製作したのは、黒田の授業での取り組み、学級文集の制作、模

範となる雑誌への接触、そして何より教師自身が童謡好きであることが相乗効果を為した結

果だと考えられる。この時代の子どもたちは、社会の文化動向に教師を通して知ったり接し

たりする場合が多かった。その意味で、子どもにとって教師の存在は世の中の文化と出会う

ための扉のようなものであり、教師が保有している「教師自身の文化｣が子どもたちに与え

る影響はきわめて大きかった。学校内で形成される子ども集団も、接する教師とその教師自

身が持つ文化に大きな影響を受けたのである。

また、黒田学級の子どもたちにとって、スズキヘキのような人物が子どもたちと接する機

会を持ち、共に童謡作りを楽しんだ影響は大きい。ヘキの児童文化活動についての認識は次

の文章に明確に示されている04)。

先づ私は、童謡を唄ったり、作ったり、小学児童とは遊ぶこと以外つまり先生方のす
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る部面は全然嫌いな立場である（中略）子供落語や子供講談を、教育的に、興味的に、

倫理的に勿体ぶって、何も知らない子供らと、ありがたい田舎の先生方をウァィウァィ

と云はせてゐる人には、一緒にお話もしたくない。面白い、為になる、ありがたい等の

条件のそのさきに、童謡は最も混交のない、純一な詩的な話であれと、私は強調するの

です。

ここには、「童謡を唄ったり、作ったり」することを｢遊ぶこと」と認識していたことが示さ

れている。そして、「面白い、為になる、ありがたい」を越えたところに童謡の本質を見出そ

うとしていたことが示されている。ヘキにとって童謡とは｢遊ぶこと」であり、そしてその

行為は｢為になる」という意味での｢教育的｣な行為とは本質的に異なる「混交のない、純一」

な行為と理解されていたのである。

ヘキが行った活動の典型的なものに、子どもたちと行った｢童謡散歩会｣がある。1923年

(大正12）9月24日に行われた童謡散歩会について、ヘキによる鉛筆書きのメモが残され

ている。そこには、次のように記されている。

童謡散歩会

大正十二年九月二十四日午後一時から木町通りの学校に集って、元の黒田先生関係の子

供らと、童謡散歩会をしました。

私の外に静田君が来ました｡(中略）

鈴木正一君敬ちゃん（六才）

原彊 君丹野貞男君

玉手三郎君山西恒男君

柿沢輝雄君朝沢勝雄君

島貫重節君高橋賢一君
ママ

篠正男 君 菅 原 芳 郎 君

みんなよい子供です。

○○会の真山先生にはヤソの共同墓地でお会いしました｡サンビカをみんなで唄った一

体の人 もありました。（○○＝文字不明）

この後、お天気雨や飛行機、お墓鐘そしていなご、とんぼ、こうろぎ、蝶、蟻、かへ

る、水すましなどの虫の名、さらにどんぐり、きのこ、すすき、玉椿、麦などの植物の名前

などが列挙されている。ヘキたちは仙台市郊外を散歩しながら目にした虫や植物などを題に

して次々に即興の童謡を作って楽しんだのである。黒田はこの時不参加だったが、子どもた

ちから様子を聞いて、ヘキに次のような9月29日付けの葉書を送っている。

▲先日の童謡散歩会にはお供致しかねまして残念でした、青年団の調査がありました

ので､コドモ達はどんなに愉快な幸福な一日を送ったことでせう1四年の綴方を受け持

ってゐますが、芳原芳郎君が<はし<書きました､「きのこ」といふのをほめられたなぞ
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ありました

きのこを見つけて「きのこ」という題で参加者の芳原が作った童謡をヘキがほめたのであ

ろう。そして、その時の喜びを芳原が綴り方の時間に作文にしたのである。ヘキが子どもの

作品をほめたとは言っても、この時のヘキと子どもたちとの関係は、教育によって取り結ば

れた関係ではない。目にした自然の事物によって心に浮かんだ感情や思いを、ありのままの

言葉に変えて共に童謡創作を楽しむ関係以上のなにものでもない。ヘキを中心に自然発生的

にできた子ども集団の中で、童謡創作や童謡を歌うことを子どもたちとただ純粋に楽しむヘ

キの姿がこのメモには記されている。

教育的な態度で文化を子どもに与えようとするのではなく、子どもと共に文化を楽しもう

とする大人の存在が、童謡を作ったり雑誌を作ったりする児童文化活動の楽しさを子どもた

ちに教え、児童文化活動を行うことを目的とした子ども集団が形成されてゆく上で大きな影

響を及ぼしていたことを示す事例として注目される。

おわりに

大正時代における雑誌制作の事例を中心に子ども集団の形成について児童文化の史的研究

からアプローチしてきた。今回は少ない事例での考察であったが、童謡や童話の創作を行っ

たり自身の作品を中心に雑誌を作ったりする文化的な行為のための子ども集団が形成された

事例は他にも豊富に存在する。そうした事例の分析をさらに進め、遊びやスポーツなどによ

って形成される子ども集団や、様々な時代の子ども集団などと比較してどのような共通点や

相違が見られるのか、対象を広げながら重層的に研究し、様々な研究方法でアプローチして

ゆくことは、子ども集団の形成と子ども集団の特質、子ども集団内での文化の創造や伝承と

いったことを解明する上からも重要である。そして、こうした課題に様々な研究方法からア

プローチしてゆくことは、子ども社会研究の可能性を考える際に有効な示唆を与えてくれる

のではないだろうか。

注
川 ｢児童文化｣の誕生については、①｢｢児童文化｣への道｣(『別冊子どもの文化』第8号､2006年、子

どもの文化研究所)、②｢｢児童文化」の誕生時期と概念について」（｢論叢児童文化｣第25号、2006

年、くさむら社)、③｢｢児童文化｣の誕生｣(｢別冊子どもの文化｣第9号､2007年、子どもの文化
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