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昭和前期の農村の子どもの進路事情

－雑誌「家の光jの記事をもとに－

木村壽子

1．はじめに

(1)研究の目的

本論文は、雑誌「家の光」に大正末から昭和前期にかけて掲載された進路記事を資料にし

て、昭和前期という激動の時代に、農村の子どもの進路事情がいかなるものであったかを探

り、当時の子ども観について検討しようとするものである。

「家の光」は、大正14年(1925)にJA(農協)の前身組織である産業組合中央会によって創刊

され、現在まで74年の歴史を誇る月刊誌である。「一家に一冊万能雑誌」をモットーに、講

演講話、生活記事、農事記事、ルポ、美談、娯楽読み物、子ども向け読み物、読者の意見．

相談などを掲載していた。言及内容も、講演講話においては、政経．社会．産業組合．修

養・斉家なと暑、また生活記事では衣食住･保健衛生･教育･子育て･進路･生活改善.美容などと

多岐にわたり、当時の農村の生活を探る上で興味深い記事が多く含まれている。本稿では、

多様な記事の中から、進路に関する記事を取り上げ分析の対象とした。

現代社会では、情報化の進展によって、誰もが簡単に、しかも様々な方法で最新の情報を

入手できるようになった。入手の容易さに加え、巷にあふれる情報は求めずともおのずと耳

に入ってくる。進路に関する情報もあって当たり前で、平素においては、そのことに対して、

別段、何の感慨も起こらないだろう。

しかし、当時の農村は｢出版文化の進展から取り残されたまま」(')の状態にあった。新聞の

購読すら浸透していないメデイア過少の時代にあって、農村に向けて発信された「家の光」

の情報は、今日想像するよりも重みをもって受け止められたことと考えられる。

また、進路の問題も、今日の様相とは大きく隔たるものであった。進路問題は、時代の変

動に伴い生起し、当時の社会状況の中でクローズアップされ、個の問題としてよりも、家の

問題、村の問題、国の問題として個人にのしかかっていた。さらに、農村においては、青少

年の進路問題は、大正期に起こった工業化・都市化の進展により産業構造．職業構造が変化

する中で疲弊の度を深める農村経済とも深く関わるものであった。

進路記事は、時代の変化を敏感に映す記事の一つと言えよう。進路記事を資料とすること

で、当時の農村の子どもの生育環境の一端が捉えられると期待される。また、「家の光」は、

昭和の前期において、戦後よりもずっと熱心に進路情報を発信している。こうした姿勢は、

単純に読者のニーズに応えた編集方針であったのか、それとは別に何らかの方針が存在した

(きむら・としこ白鴎大学女子短期大学部）
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のか、この点にも注目しながら進路に関する記事を辿っていこう。

(2)研究の方法

研究の方法としては、「家の光」の歴史(2)や記事全体の傾向を把握した上で、創刊号から

昭和20年(1945)の終戦までに掲載された進路記事を取り上げ、いかなる情報が盛り込まれて

いたか、また、時代の変化ととも進路記事はどのように変化していったかを、同時期の雑誌

｢キング」の進路記事と比較しながら捉えていく。

今回、記事分析にあたって比較の対象とした「キング」は、大正14年(1925)に大日本雄弁

会講談社から創刊され、戦時中に「富士jと改題し昭和33年(1958)まで発刊された。階層を

越えて全国的に読まれ、昭和初期に月刊誌として初めて百万部突破を果たしたことから、国

民的大衆雑誌と言われた。

一方、「家の光』は、農村家庭を購買層として創刊されたものの、創刊当初は低迷状態が

続き、農村部の読耆調査においても、「キング』の王座に遠く及びもしなかった。しかし、

読者獲得に努めた結果、発行部数が次第に増大し、昭和6，7年頃には農村部においてトップ

に躍り出る。以後、農村部では「家の光」が圧倒的に読まれるようになる。昭和10年代には、

｢農村部は「家の光』、都市部は「キング』、女性層は「主婦之友」と棲み分け｣(3)が行われた。

｢家の光』と「キング」は読者層に異なりが認められるところから、情報内容に相異が予測

される。両誌を比較することで、農村の子どもの進路状況がより明確に捉えられるのではな

いかと考える。

(3)資料『家の光jについて

大正期に起こった社会機構の大転換は、農村をさらに疲弊させ、小作争議が多発するなとﾞ

の事態を招いた。農村問題が社会問題の様相を呈しつつある中、産業組合では、産業組合主

義を浸透させ、組合のもと農民が団結することで生活危機を乗り切り、あわせて農村秩序の

回復を図る方法を模索していた。この時浮上したのが、農村家庭向け通俗誌の創刊であった。

｢家の光jは、農村家庭に産業組合主義を普及させることを目的に創刊されたのである。

創刊の目的を達成するため、「家の光」の内容をどのようにするかは編集部に課された最

重要の課題であった。しかし、創刊当初の記事は啓蒙教化性が強く、他誌より廉価にも関わ

らず発行部数の低迷が続いた。『キング』等に倣い、教育性を大衆化し娯楽性と実用性を追

求した誌面改革の結果、次第に読者獲得に成功する。

「家の光』は、誌面づくりだけでなく、普及方法においても、「キング」を手本に普及運動

を展開している。発行部数の伸長をもたらしたもう一つの要因は、普及運動の成功にあった。

普及運動は、同誌の販売拡大とともに、産業組合活動への青年や婦人の参加を促し、それぞ

れの組織化に貢献していく。農民の組織化は、農村経済更生運動の中で産業組合が引き受け

た使命であった。「家の光」の普及運動は、農村経済更生運動という国策に沿って進展した

ことになる。

「家の光」は、誌面においても、多くの国策に沿う記事を掲載している。この編集方針は、

同誌の母体であった産業組合の方針を踏襲したものである。当初は、官主導・官依存体質か
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らの脱却を模索した同誌だが、農村経済更生運動推進の一翼を担うことで、国策との一体化

を深めていく。戦時体制の強化とともに、国策の影響はさらに顕著になる。誌面は国策協力

と戦争賛美で埋め尽くされ、普及運動は戦意高揚と聖戦遂行のための生活戦線の構築をめざ

すものとなった。

しかし、同誌は、国策に沿うという枠組をもちながらも、戦時体制が強化されるまでは、

新しい生活観や意識、合理的生活の方法を提案している。「家の光」は、読者啓蒙という教

育性を基本的性格としながら、国策に沿う方針のもと、近代化の中で提出された新しい視点

や情報を農村家庭に提供していたのである。

2．「家の光」の進路情報

(1)記事の概要

「家の光」の誌面に、中学･女学校以上の上級校への進学情報は極めて少ない(4)。職業情報

が圧倒的多数を占める同誌の進路記事は、実質的に職業記事である。この点は、職業情報と

ともに上級校への受験．進学情報を載せている「キング」とは大きく異なる「家の光』の進

路記事の特徴であり、このこと自体が、農村の子どもの進路事情を端的に語るものと言えよ

う。

職業情報は、昭和3年(1928)の記事に始まり、昭和16年(1941)に太平洋戦争が勃発するまで

は、ほぼ毎年、複数回掲載されている。数頁にわたる特集として組まれることも多く、卒業

期の定番記事となっていた。職業情報は、一般記事だけでなく読者相談欄においてもしばし

ば取り上げられている。

職業記事は、その内容から職業心得集と職種別の職業案内に大別できる。これは「キング」

においても同様である。しかし、具体的内容においては、戦時体制が強化されるまでは両誌

の間に様々な相異が認められる。すなわち、「家の光」の職業心得では選職に関する内容が

大半であるのに対し、「キング」では選職に関する助言もさりながら、就職試験や職場での

心得に重きが置かれている。

職業案内についても、業務内容、賃金等の記載項目に変わりはないものの、取り上げる職

種に違いが見られる。また、「家の光」では、子どもの出生順位によって異なる情報提供が

なされている。こうした情報提供のありかたは「キング」には見られぬものであり、農村家

庭向け雑誌ならではのスタンスと言える。

記事内容にあらわれた両誌の相異は、記事の受け手として想定する読者像の相異に由来す

るところが大きい。「キング』の職業記事は、基本的に求職者本人を直接の読者とし、しか

も昭和9年(1934)までは大学･専門学校卒者を主な対象としていた。これに対し、「家の光」で

は、求職者よりも明らかにその親へ向けて書かれた記事がめだつ。「小學卒業の子をもつ親

の態度｣といった記事タイトルが示すように、「家の光」では、尋常小学または高等小学卒業

の10代前半の子どもの就職問題を念頭に置いて記事作りがなされているのである。想定する

読者像の相異は、後述する職業指導に対する対応の相異にも関連している。
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(2)就職事情の移り変わり

①恐慌期の就職事情一就職難時代

「家の光」の職業案内は、昭和3年(1928)6月号の｢苦学に適する職業｣と題された記事に始ま

る。しかし、この記事で取り上げた職業は新聞配達のみであり、複数の職業を紹介する本格

的な職業案内は、昭和5年(1930)2月号の「小學校卒業生の職業案内」からである。同記事で

は、写真師･印刷工等の技術職をはじめ商店員、車掌、洋裁士等十数種の職業を取り上げて

いる。昭和5年には、この他にも｢職業指導｣と題するシリーズ記事があり、職業情報を積極

的に載せている。

昭和5年は、金融恐慌の悪夢未だ覚めやらず、日本経済は大幅な落ち込みをみせていた。

記事は、工場の閉鎖や倒産が相次ぎ、求人が少なく求職者多数の時期であったと伝えている。

翌年も｢世の中は何処を向いても不景気で、失業と生活難の声｣(5)がかまびすしく聞かれる最

悪の状態にあり、就職難は依然として緩和されることはなかった。昭和8年(1933)の段階でも

多くの業種が景気の回復待ちにあり、引き続き就職難と記される。

「キング」の職業記事も、「家の光」と同様に不況と就職難に関するコメントから始まって

いる。しかし、両誌は、それぞれが想定する読者の立場から状況を記述しているために、同

時期の就職状況を報告しながらも、浮かび上がる就職難の様相や指摘する問題点には相異が

認められる。

「家の光」では、鉄道従業員や警官などの職業案内において、従来は小学卒で就職可能で

あったが、最近は競争率が高く小学卒では受験してもまず垂理と悲観的なコメントを載せ、

不況の中で小学卒者の選職範囲が狭まったと訴えている。一方、この時期はまだ大学・専門

学校卒者を主な記事の受け手としていた「キング」では、「昔は學校を出れば天下を取れる

ような時代だったが、今は學校を出たため就職困難｣(6)であると、高学歴者の深刻な就職事

情について記している。

両誌の報告する就職難の様相は、一見、異なる印象を与える。しかし、それはコインの裏

表をみるようなものであることが、就職難にあえぐ高学歴者に対する「キング」の助言から

わかる。すなわち、「キング」が提起した就職必勝法とは「身を落とすこと」であった。高

学歴者も、会社員等のホワイトカラーに拘泥せず、従来は選職の対象外であった鉄道従業員

や警官等の職業をあえて選ぶことで道は開けるというのである。「キング』の助言は、取り

も直さず、「家の光」が誌面で訴えた小学卒者の就職難(選職幅の狭まり)が何に起因するかを

示すものである。

②景気回復期の就職事情一人手不足時代

数年来の景気の低迷も、昭和9年(1934)の後半になると、一般に不景気風は吹〈ものの軍需

産業を中心に回復が見られ、求職難から求人難に転じる職種もあらわれる。「家の光」の記

事によれば、職工への求人は急速な伸びをみせ、軍需景気の工業地帯では、熟練の機械工の

不足が慢性化する。職工以外の職種でも求人枠が拡大するが、求職者の人気はより景気のい

い一部の職工に集中する。同時期の「キング」記事でも、職工人気に比して不人気な商店員

について触れ、「住み込み店員に就職難はない｣(7)と記している。
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日華事変の勃発によって、人手不足はさらに拡大し､｢昔は人が職を探し、今は職が人を探

す｣(8)とまで表される。職工に対する求人.求職はさらなる伸びをみせ、誌面では「300人の

職工を雇ったが翌日290人が辞めた」(9)というエピソードを紹介して、人の異動のすさまじさ

を伝えている。人手不足によって、小学校卒業前から早々と就職先が決まっていき、卒業前

に働き始める者まであらわれる。こうした状況に対し、賃金統制や従業員移動防止の法令が

発令され、文部省からは卒業前の就労を禁止する通牒が出される(10)。

好景気や戦時体制の長期化によって就職事情は一変する。多くの職種が就職難から求人難

に転じる中、それとは逆に求人枠が大幅に縮小された職業があった。

「家の光」では、百貨店店員について、昭和10年(1935)の段階では、百貨店の増加により求

人が増加したことに加え、従業員の｢半ば以上が高等小学卒業である」(11)から、農村の子とﾐ

もにも就職のチャンスがあると記されている。しかし、昭和12年(1937)の記事では、一転し

て「百貨店では少年店員の求人は殆どありません｣(12)と記きれる。

前述のように、景気の回復とともに商店員志望は顕著な減少傾向を示すのだが、百貨店店

員に関しては事情が異なることを、昭和11年(1936)の「キング」記事に見い出せる。その記

事には、昭和10年度の高等小学卒者の商業方面での志望第1位が百貨店店員であったという

職業紹介所の調査結果とともに、百貨店店員の賃金や採用条件が記されている(13)。求人状

況についての直接の記述はないが、求職者の多さに加え採用条件の厳しさから、当時の百貨

店店員の人気と競争率の高さがうかがえる。不人気な商店員といっても百貨店店員は別格で

あり、当時のあこがれの職業の一つであったことが推測される。

人手不足の時代、どの学歴よりも需要が高いと言われた高等小学校卒者に対して、彼らの

希望の職業であった百貨店店員の採用枠が縮小した要因は何であったのか。これについて、

示唆的なコメントが「キング」記事に載っている。

すなわち、従来は｢中學まで行った者は頭が固くて細かい仕事に適さない｣(14)、「中學卒者

は帯に短し樺に長し｣('5)などと、中学卒者に対する求人側の評価は手厳しく需要もきわめて

低かった。昭和6年(1931)の座談会(16)では、大手百貨店重役が、中学卒者に対して否定的見

解を示し、「商業に學歴は関係ない」と高等小学卒の店員の出世話を披露し、出席者の共感を

得ている。しかし、人手不足時代になると、「人手不足で短期に職工や店員を養成して補充

するのには、中學校を卒業した位の知識を持ってゐる方が、基礎知識がある為に、速成教育

が利き、身禮も十分發達してゐて大簔好都合｣(17)と、中卒者の株が急上したことを伝えてい

る。また、別の記事では、小学卒者の採用枠の縮小は百貨店店員に限ったことでないことが

示される。小学卒でも苦学によって会社員への昇格が期待できた給仕の職も、「小學校卒業

の給仕を雇ふ所がだんだん減って－中略一女子給仕を雇ふようになり」(18)、さらに、給仕上

がりの社員登用をやめて商業学校卒業者を採用する会社が多くなったと記されている。

以上の記事から、人手不足時代に生じた小学校卒者に対する採用枠の縮小は、一つには、

夜学に通学させるなどの養成費がかからず、しかも即戦力となりうる効率的な労働力が求め

られたためであった。さらには、当時、結婚により必然的に中途退社となるため社員昇格を

考えずに低賃金で使用可能とされた女性労働に切り換えるという雇用方針の転換に因るとこ

ろが大きいと考えられる。
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③戦時体制下の就職事情一指定された進路

昭和12年(1937)の日華事変以降、「家の光」の誌面は戦時色を強め、職業記事の内容も大き

く変化する。職業案内では、これまで、農村の子の選職資料という大枠は設けていたものの、

様々な職業が取り上げられていた。内容も、業務内容、賃金、学歴・資格、求人状況等が記

され、読者に必要な情報の提供が第一とされてきた。農村の子どもに｢有望な進路｣として推

奨する職業はあったが、推奨の有無によって案内の内容に差をつけることはなく、時に説諭

調のコメントは聞かれるものの、選職のための情報提供と助言というスタンスは保たれてい

た。

しかし、新体制の下で、職業案内で紹介する職業の範囲は一気に狭まり、限定された内容

となる。昭和14年(1939)1月号の｢事変下の就職事情案内｣では、当時の就職事情を｢就職黄金

時代｣と表現されるが、提供された情報は、言葉とは裏腹にきわめて強制的、限定的である。

記事は冒頭より、農村の子どもの進路として｢軍人、食糧増産戦士、産業戦士、満蒙開拓青

少年義勇軍｣の4方向を指定し、それが日本の青少年が向かうべき正しい進路と断言する。

この記事以降、「家の光」の職業情報は、上記の4つの進路に関わる情報と、職業に関する

国の方針、法令や通牒の説明に限定される。こうした誌面の変化と足並みを揃えるかのよう

に、読者欄の進路相談もすべて指定された進路と関係法令に関する質問のみとなる。

「キングjの職業記事も、戦時体制の強化とともに、「家の光」とほぼ同様に変化し、特定

の進路の案内と職業に関わる法令や国家方針の告知と説明に誌面を割いている。ただ、職業

記事の対象とする読者像の相異から、「家の光」には見られぬ「キング」独自の記事として、

転職者．失業者向けの記事がある。国防国家建設のための産業再編によって転業．失業を余

儀なくされた人のための職業案内であるが、そこでも転業・失業者の｢行くべき方面｣は､｢軍

需産業(生産力充実方面)、海外開拓の方面、農業における生産力充実の事業．帰農、国防関係

の土木事業の方面｣(19)と指定されている。

昭和13年(1938)の職業紹介法の改正、昭和16年(1941)の職業紹介所の国営化と、職業に関す

る法令が出され、就職は戦争勝利と国防国家建設という大目的実現のための国策の一環に組

み込まれる。さらに、昭和17年(1942)の労務調整令によって、就職は必ず職業紹介所を介し、

たとえ「求人側と求職側が縁故のある間柄である場合でも、国家の命じる手続き｣(20)を取ら

ねばならぬと厳しく統制される。

「家の光』の職業記事は、昭和16年(1941)の2月号以降、法令等の告知や解説を除いては、

昭和19年(1944)の陸・海軍少年兵の案内のみとなる。太平洋戦争開戦を前に、「家の光』から

職業記事は実質的に消え去る。昭和16年(1941)以降は用紙制限が厳しさを増し、限りある誌

面に載せる記事の取捨選択に追われた時期であった。国策となり指定された進路に、選職の

問題が生じるべくもない。かつてのような職業案内は無用との断は、速やかに下されたこと

だろう。

(3)誌上「職業指導」

①「職業指導」記事の掲載

句『ー
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『家の光」と「キング」の職業記事は、職業指導に関してまったく異なる対応をしている。

｢家の光」では、職業指導の必要性を強調するのに対し、「キング」の誌面に職業指導を直接

扱った記事は見当たらない。

「家の光」が最初に職業指導に触れたのは昭和4年(1929)のことである。記事は、「自分の子

供だから、自分が片付ければ良いといふのは昔のこと」(21)、親は学校と相談して子の職業指

導にあたるべきと、誌面の大半を職業指導の必要･重要性に割いている。しかし、すべての

職業記事において職業指導の必要がアピールされたわけではない。職業指導の必要性が強く

主張されたのは、昭和4年から7年(1932)に掛けてである。進路指導史(22)を参照すると、この

時期はまさに、国策として職業指導の普及が図られた時期であった。

今世紀初頭、米国では、急激な社会変化が生じる中、就職はしたが職業を継続できぬ子ど

もの存在が問題となり、職業指導に対する要望が高まる。親を中心とした市民運動から生ま

れた職業指導は、具体的な実績と研究成果によって次第に評価を高め、学校教育にも浸透し

社会システムとして機能するまでになっていく。

日本においても、職業指導の概念自体は大正の初期にすでに紹介されていた。しかし、実

施されたのは、大正9年(1920)に大阪、東京に少年対象の職業相談所が開設されてからである。

学校教育において一般に職業指導が問題となるのはさらに遅れて、昭和2年(1927)に文部省訓

令｢児童生徒ノ個性尊重及ビ職業指導二関スル件｣(23)が発布されて後のことである。しかし、

その後直ちに全国の学校で職業指導が実施されたわけではないことが、「家の光」の誌面か

らうかがえる。

すなわち、上記記事は、昭和4年(1929)の時点でもすべての学校において職業指導が十分理

解されたとは言い難く、職業指導に対する取り組みは学校間で温度差があることを伝えてい

る。翌年の記事には、「最近､やかましくなった職業指導｣(24)との一文があり、実施状況が全

国的に促進したことをうかがわせる。

進路指導史をみると、実際、高等小における職業指導が全国的に実施されるようになった

のは昭和6年(1931)になってからである(25)。少なくとも昭和4，5年の段階では、職業指導に

対する理解が全国の学校において徹底されたとは言い難い状況にあり、ましてや農村におい

て、親たちの職業指導に対する認識は一般に低かったと推測される。この時期はまさに、

｢家の光」の誌面において、職業指導の必要性が強く説かれた時期であった。

「家の光」の職業記事は、掲載開始の時期もその内容も国策に沿う形で展開されたことに

なる。このことから、職業情報の提供は、読者の潜在的ニーズを察知して開始されたという

よりも、国策となった職業指導に対応し記事を通して親の啓蒙に努めたものと考えられる。

②適性の測定

職業指導の中心をなすのは、どの職業に就くかという選職の問題である。選職に関し一貫

して主張されたのは、子の適性にあう適職をみつけることであった。

最初の記事では、「性質、人柄、技能、興味と体格｣(26)と様々な側面を総合的に捉えて、

子どもにあう適職をみつけることが肝要とされる。翌年も､｢才能と健康と好きと嫌いをよく

見極めて｣(27)と、子どもの個性尊重の立場から、子どもの適性を多方面から判断するよう勧
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めている。以後の記事でも、子どもの意志や興味を含めて適性を判断すべきとされている。

しかし、昭和6年(1931)に適性を判じる方法として個々の能力を科学的に測る性能検査が紹介

されると、翌年には｢天賦の智能に差異がある｣(28)と知能の遺伝性が強調されるなど、次第

に、個性の中でもとくに知能を重視して適性を判ずるという傾向がみえてくる。

しかし、適性判断に知能を重視するという傾向は、単に「家の光」においてのみみられた

わけではない。進路指導史を参照すると、昭和2年(1927)の訓令で示された職業指導を実践す

る過程で一般にあらわれた傾向であることがわかる。すなわち、昭和2年の文部省訓令では、

｢個性二基キテ其ノ長所ヲ進メ卒業後二於ケル職業ノ選択又ハ上級学校ノ選択二関シテハ適

当ナル指導｣(29)をするよう求め、学校では、「児童生徒ノ性行、知能、趣味、特徴、学習状

況、身体ノ情況、家庭其ノ他ノ環境ヲ精密二調査シ教養指導上ノ重要なる資料トスルコ

ト」(30)が任務とされた。「学校に於ては個性調査と職業指導とが同意義に近きまでに併称せ

られ｣(31)るようになり、教育の現場では、個性を｢精密二調査｣することが強く要求される。

知能重視の傾向は、職業指導実施の過程で、人の主観によって判断が歪められるのを排除し

個性をより｢精密二調査｣することを求めた結果であった。

適性判断において知能を重視するという傾向は、当時の知能観からすると、むしろ当然の

事と言えよう。当時、知能は、精神特性や能力のうちでもっとも遺伝的に支配され、ゆえに

固定性の強い素質的特性とされていた。さらに、20世紀に入り急速に進歩した心理学は、知

能は、テストという形で万人に平等に、しかも全国的規模で計測可能と表明したのである。

知能は、科学的に証明された「真の個性｣であり(32)、人間の主観的判断による誤りを排し客

観的判断を可能にする。これにより子どもの適性は明らかとなり、適職が選べると考えられ

たのである。

こうした知能観に加え、当時の職業観は、「家の光」の職業心得でも度々説かれるように、

転職を極端に嫌い、一度就いた職業は一生涯の仕事とすべきというものであった。しかも、

13～18歳までに生涯の職業の目安を定めることを強く求めていたのである。こうした職業観

を前提としながら、個性を生かした適職選びを指導するとなれば、当然、「適性｣判定が容易

にできる何らかの基準が求められよう。変動のない素質的特性であり科学的に測定可能と認

められた知能は、生涯の仕事選びにおいて、適職を選択するための適性判定の重要な基準と

して十分な条件を備えていると考えられたのである。

③職業指導の「個性の尊重」

職業記事では、戦時体制が強化される以前には、昭和2年(1927)の訓令に示された個性を尊

重するという職業指導の方針に従い、選職にあたっては、性能調査の重要性を強調するとと

もに、子どもの意志を尊重することや「好いた職業は成功の近道」(33)であるとして、興味や

趣味にも配慮するよう求めていた。

しかし、昭和13年(1938)に国家総動員法の公布とともに出された訓令「小学校卒業者ノ職

業指導二関スル件｣では、職業指導の目的は、「児童ノ職業ヲシテ国家ノ要望二適合セシム

ル」(34)こととされる。昭和16年(1941)、太平洋戦争勃発とともに国民生活は戦時色一色に染

まり、同年の職業記事では、「昔は自分の体と才能と家庭の事情と、この三つの条件に基づ
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いて職を選びさえすればよかったのですが、現在はまず、お国にご奉公することを主眼とし

て、就職を定めることが肝心になりました｣(35)と記される。戦時下において、職業指導は、

国策遂行のため国が適所と認めた所に人を配置することを意味する「労務配置」の役割を担

い、また、「職分奉公」の思想浸透に邇進するものになる。

「個性尊重｣から｢職分奉公｣へ、戦時体制によって、職業指導はその精神を激変させたかに

みえる。しかし、職業指導の｢個性尊重｣について記事をもとに検討すると、職業指導の精神

が、突如として国家主義に傾いたわけでないことがわかる。

とりわけ、昭和12年(1937)4月号の「今年の就職戦線の実情を探る」には、これまで繰り返

し主張された選職における｢個性尊重｣の真意があらわれている。この記事は、求人傾向や苦

学問題など就職に関する読者の関心事について、官民の専門家が情報提供と助言をするとい

う構成をもつものであるが、最後の話題として、と．うしたら｢就職戦線に勝利できるか｣とい

う問いが取り上げられている。これに対する答えは、勤勉忠実によって就職戦線は突破可能

という、修身の教科書のような答えであった。しかも、説明された勤勉忠実とは、選職に際

してはあえて｢都市の青少年が捨てて顧みない職業｣(36)を選び、さらに不利な労働条件も甘

んじて受け、待遇は忠勤によって改善してもらうというものであった。

美談を演じよと言わんばかりの答えであるが、突如としてあらわれた主張というわけでは

ない。これほど極端な表現ではないが、これまでの誌面においても職業の心得として必ず挙

げられたのは｢惜しみない労働．辛抱・忠実｣であり、働く者に道徳性、精神性を強く求める

ものであった。

同記事ではまた、「不適のものまで一つの職にあつまるから｣(37)就職難になるとして、自

分の｢適性｣を知ることが主張される。ここでの｢適性｣とは、前後の文脈から明らかに｢分を

わきまえる」ことである。選職において重視された｢適性｣とは、実は、「分をわきまえる」と

いう極めて自己規制の強いものであったのだ。

職業指導の方針である｢個性尊重｣は、「適性｣に合う職を選ぶことであった。しかし、選職

において重視された｢適性｣とは、個々の個性を積極的に評価して見い出されるのでなく、実

相は分を知り分を越えない自己規制を求めるものであった。職業指導における｢個性尊重｣は、

いわば適材適所をこそ真意とすると言えよう。となれば、戦時体制のもとで顕著となった子

どもの進路に対する限定的．強制的姿勢も、職業指導の｢個性尊重｣と矛盾するまったく異質

のものとは言えないのである。

3．農村の子どもの進路

(1)農家の長男の進路

昭和14年(1939)以前に、職業案内において、農業に触れた記事はごくわずかである。その

内容も、一律に、農業の貴さや重要性を強調した後に、離農し都会へ出た者の堕落や不幸に

触れるというものであった。これは、講演講話でみられる論理構成と同一であり、「家の光」

に一貫してみられる主張である。農業に関する記述は、量的にも質的にも、他の職種の案内

記事とは異なっている。長子後継を堅持する「家の光」では、農業を、基本的に選職の対象
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とは捉えていない。特定の子の、決定された進路として、別格に扱っているのである。

ゆえに、「家の光」が、長男の進路に関して問題としたのは、他の職種と異なり適性の問

題ではなかった。農業に関する職業記事が示すように、都会志向が長男にまで及ぶことであ

った。都会志向は、次三男を中,し､に盛り上がりをみせていたが、昭和の初期には「労働市場

の展開の弱い東北型地域の農家の長男にも転職希望があらわれ｣(38)、農村社会に波紋を広げ

ていた。

立身出世主義をとる「キング」とは異なり、「家の光」の職業記事には、しばしば、今日

は｢苦学に無情な時代｣などと、苦学に対する否定的見解が示される。読者のニーズが予想さ

れたにも関わらず、「家の光」では、苦学に対しきわめて冷ややかな対応をみせるが、こう

した姿勢には、苦学志向＝都会志向＝離村離農という図式によって農村社会の秩序の基盤を

なす長男後継制度が揺らぐという、危機的認識が強く働いていたのである。

昭和14年(1939)以降、「家の光」の職業記事は、必ず農業について言及するようになる。前

述のように、戦時体制の強化によって、農村の子の進路は4つの方面に特定して述べられる。

長男の行くべき方面は、兵役を除いては、食糧増産戦士としての路であり、「農こそ立派な

銃後の御奉公｣(39)、食料報国に尽くすべしと記される。

(2)農家の次三男

農家の次三男向けの進路情報と明記した最初の記事は、昭和7年(1932)の｢他に職業を求め

る農家子弟の職業案内｣である。以後、次三男と記されることはなかったが、昭和12年(1937)

の記事を境に、次三男の文字は誌面に数多く登場する。

昭和12年の記事では、農家の次三男は、軍需工場の素人工の採用が大幅に拡大するため

「ここに吸収されよう」(40)と言われる。また満州国産業開発五ケ年計画実行のための満州移

民も、「最も大きな農村の次三男の捌口｣(41)とされる。昭和14年の｢戦時下の国民生活と金・

物．人を語る座談会｣では、進路を｢振り分ける」などの言葉が飛び交い、進路決定はもはや

個人の手にないものとして語られる。

次三男の進路に対し使われた｢捌口｣などの表現は、「家｣制度下の農家の次三男の立場を如

実にあらわすものと言えよう。農家の次三男は、当時、一般に｢24，5になっても分家の希望

なく、田畑を貸してくれる人もなく、親子喧嘩、兄弟喧嘩に暇なく、一家不和の原因をな

す｣(42)厄介な存在と受け止められていたのである。

農家の次三男に対するこうした捉え方の背景には、「農をもって立つ日本といひながら、

山岳のみ多い日本には、耕地が少ないために、年々増加する農村の人口を、そのま々吸収で

きない｣(43)という日本の農業・農村の現実があった。

上記座談会において、次三男に｢振り分けられた｣進路は、皇国の兵士、軍需産業戦士、満

蒙開拓青少年義勇軍であった。しかし、国家総動員法によって、進路の｢振り分け｣が強制的

に行われる以前に、農村では、すでに進路の｢振り分け｣が行われていたのである。すなわち、

零細農経営が大半を占める日本の農村においては、法的根拠をもった長子相続の下、次三男

の進路を他に｢振り分ける」ことで、どうにか長男にわずかな土地が受け継がれ、家の存続が

なったのであった。
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(3)満蒙開拓青少年義勇軍

「家の光」では、しばしば、進路問題を当時の農業事情や農村の人口問題とクロスさせて

論じることがある。こうした論じ方は、日本の農業．農村のありように大きく規定された農

村の子の姿、とりわけ次三男の置かれた立場を鮮明なものにするが、具体的な進路として、

農家の次三男という存在を凝縮的に語るのは、満蒙開拓青少年義勇軍であろう。満蒙開拓青

少年義勇軍を次三男の「有望な途」として示すため、「家の光」では読者に対しどのような

情報を発信したのか探ってみよう。

誌面では、まず、満州生活の過酷さを打ち消す情報を多く提供している。すなわち、満州

の治安については、昭和10年(1935)の記事では、「(移民たち）は満州人に対して平和親善の使

者｣と受け止められ、「匪賊はそうむやみに出るものでなく、日本で毎日のやうに新聞に出て

ゐる強盗ではありません｣(44)と治安のよいことを示す。また、満州は辺境の、何もないとこ

ろというイメージがあるが、「住むところは鉄道の沿線ですから、医師も、学校も、娯楽機

関もある｣(45)と満州生活の利便性を語り、さらに、遠方の地であることに不安を抱く親には、

｢それはあちらの事情を御存じないため…7円だせば新京へ3分間は電話もできる」(46）

と、満州は｢決して遠くない」と強調する。寒さについても、「寒い時には..､睦毛もこほりつ

く寒さだが、身支度をしていれば十分防寒できるし、三寒四温といって寒い日が三日続けば、

必ず温かい日が四日やって来る。内地とちがって、空気のふくんでゐる水分がずつっと少な

いから、寒さも温度の下がる具合も鰐に感じません｣(47)と記している。

誌面には、「内地で想像する以上に生き甲斐のある｣生活を営んでいると話す開拓団の青年

や、周囲の人間関係も温かく「もう、帰りたくありません｣と笑う大陸の花嫁が登場する。義

勇軍の少年たちは、夏は農業の実地学習に、冬は勉強や剣道の訓練に励み、そのかたわら野

山で狩りやスケートを楽しむという。視察団の人間も訪問した記者も、等しく満州の人々の

明るさに驚いたと感想を述べ、異口同音に、内地の人はこちらの事情を知らないから渡満に

危倶を抱くのだと訴える。

「家の光」では、過酷さを打ち消す満州の生活情報とともに、いずれの記事においても、

必ず、青少年義勇軍の大義について触れるとともに、彼らの明るい将来についての一文を載

せている。すなわち、義勇軍の少年たちは3年の現地訓練を受けた後、「21歳前後でりっぱ

な満州移民となり、10町歩の営農で独立することができる」(48)と、大陸雄飛の輝かしい未来

について繰り返し述べている。

これとともに、職業記事においては、農家の次三男の厳しい現実の進路を引き合いに出し

て、「新宅を出してもらっても、小作で一生うだつの上がらない生涯なら」(49)、都市の工業

方面へ進んでも｢不景気が来て、冗員だと淘汰されるような薄弱な地位｣(50)なら、商業方面

でも｢丁稚奉公は使うだけ使った後は、暖簾分けということもできない｣(51)今日だから、「一

奮發して、満州へ｣と、満蒙開拓青少年義勇軍を推奨する。

職業記事では、当時の農業事情や農村の人口問題を指摘しながら進路の話につなげ、満蒙

開拓青少年義勇軍を次三男の「有望な途」として推奨するという展開がよくみられる。こう

した話の運び方は、「捌口｣としての満蒙開拓青少年義勇団の本質をよく表すものと言えよう。
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なぜなら、満州開拓政策の目的は、土地なき農民の救済にあった。直裁に言えば、土地なき

農民に土地を与え土地所有者にすることであった。農家の次三男は、その始まりから、満州

の地に結びつけて考えられていたのである。彼らにとって、渡満することは、現実は別とし

て、窮乏を切り拓く道であり「厄介な存在」である自己救済の意味をもつものとされてい

た。

「家の光」は、「キング」に比して、満蒙開拓青少年義勇軍に関する記事を多く掲載して

いる。記事の多さに加え、職業記事はもちろんのこと、特集記事、座談会、ルポ、子と．も向

け記事である｢子ども家の光｣、グラフ記事など、誌面の各所で取り上げている。「家の光」

は、誌面を通じて、満州生活の過酷さを否定する情報を流し、義勇軍の大義と明るい未来図

を示す一方、農村の次三男の厳しい立場と進路の現実に言及することで、満蒙開拓青少年義

勇軍を次三男の有望な進路にみせようとしていた。同誌が国策に沿うという方針を極めて忠

実に守り、満蒙政策の推進に大きく関与したことは、その誌面から明らかである。

満蒙開拓青少年義勇軍も含め満州移民を奨励する情報は、当時、「家の光」だけでなく、

様々なメディアを通じて流された。満蒙開拓青少年義勇軍については、メディアばかりか、

学校において教師が直接宣伝に努めたと言われる。昭和15年(1940)の職業記事にも学校での

指導の様子が記されている。記事を読むと、当時、学校で行われていた指導とは、単に「日

本の生命線｣を護ることの意義や満蒙に築く輝かしい未来について壇上から訓示するだけの

ものではなく、もっと踏み込んだものであったことがわかる。すなわち、「各地の小學校で

は、青少年の訓練のため、小隊を編成して、職業指導をやっているところが何百カ所もある。

この小隊に編成された小學生は、在学中から農業をみっちり仕込まれ、満州事情を教育され

て、自分の生涯をどう開拓するかを教えこまれている｣(52)のだった。

上記の記事は、満蒙開拓青少年義勇軍が、当時、職業指導において重要な位置を占めるよ

うになったことを示すとともに、学校の中に、満蒙開拓青少年義勇軍育成のための予備軍シ

ステムが作られ、積極的指導が行われていたことを伝える。さらに記事は、特別指導を受け

た子どもについて、中には自ら志願した者もあろうが、大方の子は学校側の人選によって

｢小隊｣に組み込まれ、しかも、その大半は次三男であったろうと予測させる。

昭和13年(1938)から20年(1945)までに、総計86000余人の青少年が渡満していった。内原訓

練所(満蒙開拓青少年義勇軍内地訓練所)の入所生調査統計(53)によれば、訓練生の大部分は農家

の青少年であった。長男と次三男以下の割合をみると、8割は次三男が占めていた。職業指

導において｢小隊に編成された｣子と．もの多くは、やはり農家の次三男であったろう。

4．要約

近代学校の成立によって、子どもの進路決定は、小学校卒業時に、進学か就労のいずれか

を選択することから始まるようになった。しかし、昭和前期を通じて、ほとんどの農村の子

どもは、疲弊した農村経済がかせとなり、就労の道を選ばざるを得なかった。同時期の『キ

ング」に中学受験記事が掲載されたのとは対照的に、「家の光」が農村の子どもに提供した

のは、職工･商店員を中心とした職業案内であった。隔たりをみせる両誌の誌面には、その
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まま農村と都市の進路の格差が映し出されていると言えよう。

小学校で学窓を離れざるを得ない子どもにとって、小学卒という学歴は、職業選択のかせ

となり続けた。深刻な不況を背景に、「高等小学卒で就職可能｣であった職業にも中・上級学

校卒者の志望が増えたことで、「高小卒では就職は無理｣と記されるものもあらわれる。景気

が回復し人手不足時代になっても、官吏や教員は、依然として｢就職不可｣とされ、農村の子

どもの就職可能な職種は限定されたままであった。

学歴と職業、そして生活向上がかつてよりも広範な繋がりをみせ、戦後の学歴社会への方

向性をうかがわせる状況が生起する中、「学費のない｣農村の子どもが自らの手で学歴のかせ

を取り去りステップアップするための手段が、「苦学｣という進路であった。明治時代に士農

工商の身分制が廃止されたことによって、資金はなくとも｢苦学｣によって立身出世の途が開

かれたのである。

農村では、第一次世界大戦後に青年の間で起こった｢教育熱｣が昭和に入っても冷めやらず

｢苦学｣志向がみられた(54)。しかし、「家の光」の職業記事は、「キング」とは異なり、一貫し

て｢苦学｣に否定的立場を取る。「苦学｣が、日本の農村社会の秩序の一端であり農業経営の基

盤でもある長男後継制度の解体を引き起こす導火線になりうると、危‘|具してのことだ。なぜ

なら、苦学のために都市へ出た青年が、都市生活を知ることで、農業を放棄し村を捨てる可

能性は十二分にあったからだ。

零細農経営が大多数を占める日本農業の厳しい現実は、農業と結び付けられた長男の進路

だけでなく、次三男の進路にも、当然、影を落としている。満蒙開拓青少年義勇軍はその最

たるものだろう。わずかな土地の分配にも預かれぬ次三男に差し出されたのは、10町の土地

持ちになるという空手形であった。

戦時体制の強化とともに、職業は、国家の厳しい統制のもとに置かれようになる。戦争遂

行のために、子と令もの進路を｢振り分ける」こと自体が重要な国策となり、人間を人的資源と

して操作的に扱うのは当然とされた。こうした職業観に立って「家の光」が進路記事で示し

た農村の子の進むべき進路とは、皇国の兵士、食糧増産戦士、軍需産業戦士、満蒙開拓少年

義勇軍であった。農村は人口の貯蔵池とされていたが、国家総動員法の下で、農村の子ども

は、この4つの方面へ機械的に｢振り分け｣られる存在となった。

ところで、進路記事は、明確に近代化を前提として成立したものである。職業が身分を意

味した封建社会においては、家業を継ぐのが当然とされたため、選職意識を持ちようもなく、

職業選択は問題にもならなかった。選職問題が生じるは、多様な職業が存在し、しかもどの

職業を選ぶかは個人によって決定できる社会においてである。このことから、昭和前期の職

業選択は従前に比較すると、明らかに近代を志向するものであった。しかし、実際に進路記

事を辿ってみると、農村の子と・もの進路選択は極めて限定されたものであり、今日のように、

近代科学の進歩と発展によってもたらされた多種多様な職種を、農村と都市の別なく、個人

の意志によって自由に決定できるという状況とは明らかに異なるものであった。
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