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近代日本における「個性」の誕生と展開

雲津英子

｜はじめに

本研究は、明治・大正期を中心とした近代日本における「個性」の誕生とその展開を分析

し、新しい子ども観形成のプロセスを解明するものである。

今日では、「個性」という言葉は日常的に使われ、「個性」の概念も一般的に認識されてい

る。ところで、この「個性」という言葉の誕生が、近代日本における伝統的な子ども観から

新しい子ども観への転換の契機になったと考えられる。「個性」という言葉は、明治30年

代に文学の世界で使用され、明治期終りには辞書に採用されるまで普及した。つまり、今日、

日本の教育においてキーワードのひとつとして用いられる「個性」とは、極めて近代的で新

しい概念なのである。

「個性」についての研究には、天野正輝「デューイにおけるindividualityの概念と日本の

個性教育論との関連について｣、佐野安仁「個性とはなにか｣、谷口忠顕「個性とは何か」な

ど数多くある。また、大正期の子ども観に関する研究には、中野光『大正自由教育の研究』

をはじめとする諸研究や近代的家族制度の研究、また大正自由主義教育者の教育観および子

ども観の研究など数多くある。しかし、社会学的なアプローチ方法を用いて、近代日本にお

ける「個性」の誕生とその展開について分析をしたものは管見の限りない。

そこで、本研究では、明治期および大正期の修身教科言、近代文学作品、教育雑誌にみる

家族道徳観や子ども観を総合的に分析することによって、近代日本の「個性」の誕生と展開

を考察する。

なお、著者はこれまでに修身教科書および近代文学作品における子ども観の分析を行い、

｢修身教科書にみる子ども観」（『児童教育研究』第13号、2004年)、「近代文学作品にみる

子ども観」（『安田女子大学大学院文学研究科紀要』第9集、2004年）に発表した。そして、

本論文では、教育雑誌『児童研究』『埼玉教育雑誌』（のちに改題『埼玉県教育会雑誌』）『教

育問題研究』『教育の世紀』を中心に「個性」をキーワードにしつつ子ども観を分析する。

Ⅱ明治期における「個性」の誕生

1．「個性」の使用例

「個性」という言葉が使われている初期の例には、以下のものがあげられる。

(<もづ・えいこ安田女子大学大学院）
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まず、文学作品では、明治33-34年(1900-1901)に発表した徳富蘆花の『思出の記』

や明治38年(1905)に発表した夏目漱石の『吾輩は猫である』に「個性」という言葉を見

ることができる(1)。

次に、国語辞典で「個性」の使用例をみる。明治・大正期出版の国語辞典より、国語学史

上重要とされている(2)『言海』（明治22-23)､『ことばの泉』（明治31)､『辞林』（明治40)､『言

海（改版)』（明治44)、『大日本国語辞典』（大正5)、『改修言泉』（大正11)など6点を調

査した。その結果、『言海』、『ことばの泉』、『言海（改版)』には、「個性」は記されていな

い。「個性」が国語辞書において最初に記されるのは、『辞林』である。『辞林』は、明治後

期の新造語や学術用語を加え、時代をよく反映しているとされる辞書である(3)。『辞林』に

おいて「個性」は、「①個体の性質②個々の人の特有の性質」であるとした。その後、『大

日本国語辞典』に､｢箇性」が「箇箇の人の特殊の性質。箇体の性質」と記されている。なお、

｢箇」は「個」と同義である。さらに、『改修言泉』においては、「箇性・個性」の意味は以

下のように記されている。

①個体の特有する性質。

②〔哲･美〕『英Character』各個人の特有する性質。感覚の鋭鈍・注意の強弱・感情意志

の特色など集りてこれを組織す。個人性。性格。きやらくたあ｡(類性に対して）

上記のように、国語辞典においては、明治後期になって『辞林』以降に「個性」という言

葉が記され始める。なお、『言海（改版)』には未だ記されていないことから、「個性」とい

う言葉が国民に広く普及するのは大正期であると考えられる。

さらに、英和辞典・和英辞典で「個性」の使用例をみる。『大修館英語学事典(4)』に取り

上げられている､明治･大正期出版の主要な英和辞書及び和英辞書である『和英語林集成（再

版)』（明治5)、『ANENGLISH-JAPANESEDICTIONARYOFTheSpokenLanguage｣(明

治12)、『英和双解字典』（明治19)、『和英語林集成（三版)』（明治19)、『和訳字彙』（明

1621)､『附音挿図和訳英字彙』（明治21)､『明治英和字典』（明治22)､『井上英和大辞典』（大

正4）など8点を調査した。

その結果、明治5年の『和英語林集成（再版)』、明治12年のrANENGULISH-

JAPANESEDICTIONARYOFTheSpokenLanguage』､明治19年の『和英語林集成(三版)』

には、personality及びindividualityの言葉がないことがわかった。

なお､individuallyは､@HitOri-dzutsu'$hitoride'@nim-betsu'などに訳され､personallyは、

6jibunde'$jikini'などに訳されている。characterは､GhiyOban'｡tachi'などに訳されている。

その後、明治19年の『英和双解字典』、明治21年の『附音挿図和訳英字彙』『和訳字

彙』、明治22年の『明治英和字典』には、character、personality、individualityが記される。

訳語をまとめると以下のようになる。

character:文字。記号。筆法。筆跡。書法。字体。性質。品位。行状。品格。令聞。

名望。体面。身分。資格。佶価。評判。見積り。気力。人物;抜群の人；

形容、様子、光景。

individuality:孤立。孤独。独居。単一。特質。特性。

personality:人品。為人［ヒトトナリ];批評、評論（多クハ人ヲ誹誇スルニ用フ)。
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つまり、明治期刊行の英和辞典では「個性」という言葉は未だ使われていなかったのである。

なお、individuality、personalityの訳語として「個性」が使われた最初の辞書は、大正4

年の『井上英和大辞典』である。character、individuality、personalityの訳語は、以下の

通りである。

character ①特徴、②字号、記号、文字。③筆跡。④特質（特に博物学に於て)。

⑤天性、性質形質。⑥特性（人)、国民性、品性、性格、特性。⑦徳力、

剛毅。⑧評判､名聲。⑨品行証明書。⑩推薦状。⑪地位､身分。⑫公人(重

にpubliccharacter)。⑬人物（小説家・劇作者の描く想像上の)。⑭役

（劇の)。⑮変人、かはりもの。

individuality①個体、個性（特に著しく表はれたる時）②特質、特性

personality ①一個人としての存在②人格的存在；人格③個人性、個性、特性

④人；人物、人柄⑤人物談又は人身攻撃等の材料（噂せらるる人又は

被攻撃者の私行等)；〔多くはpl｡]人物談。人の噂;人身攻撃。私行誹誇。

明治期にindividuality等の訳語として「個性」が使われず、大正期に使われたというこ

とは、大正期になり英語学者も耳にする言葉として「個性」が普及していたことを意味する。

また、学術書の表題から「個性」を探してみる。国立国会図書館OPACによると、明治

期に刊行され、表題に「個性」という言葉を使用した学術書は、明治42年(1909)の大川

義行『児童個性の研究』や明治44年(1911)の竹下和治『学校に於ける個性教育の研究』

があるが、その他の多くは大正期に集中している。

2．『児童研究』における「個性」

『児童研究』は､明治31年(1898)に創刊された教育研究所（のちに改名:日本児童研究会

日本児童学会）の機関誌である。本誌は、明治・大正期における教育、心理、保健の研究に

大きな成果をあげた教育雑誌の一つである。読者の対象は主に、教育学、心理学、医学など

に関係する研究者、あるいは教師であり、先駆的な教育思想や全国的な教育の実態を捉える

ことができるものである。

まず、創刊時より明治33年(1900)までの『児童研究』において、「個性」に関連した

言葉として「性質」「特性」が多く用いられている。また、明治32年(1899)には、文学

士の尾田信忠は、子どもの「特性」に応じた指導や子どもの「特性」を陶冶することの必要

性について述べており、「個性」と類似した概念はすでに存在していたと考えられる(5)。

『児童研究』の中で初めて「個性」の言葉が使われたのは、明治34年(1901)の「個性

を滅却することなかれ(6)」においてである。ここでは、児童の「個性」を養護する必要性と

国家主義や国民教育による形式的な人間形成への批判について述べている。続いて、明治

35年(1902)には、「教導と個性(7)」を掲載し、教導においては教育を受ける者の「個性」

に応じて教育手段の選択及び適用を考慮する必要があると述べている。さらに、明治38年

(1905)には、「教育者と個性研究(8)」を掲載し、「我が国にありてはこれまでの教育書の中

には個性に注意すべきことを注意してあるとはいへ、その内容に就きては甚だ研究を怠って

居た」としている。つまり、明治30年代には、教育の世界において「個性」の重要性を認
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識しているが、研究対象としてはほとんど注目されていなかったと考えられる。

その後、明治42年(1909)の「討論(9)」において、高島平三郎、山口小太郎、富士川瀞、

高師佐太郎、藤沢碩一郎、千日亮が「個性」の重要性について述べている。同年、「児童の

個性に関する講話qo)」が、4回にわたり掲載されており、「個性」への関心が高まってきて

いたといえる。ここでは、「現今の教育法は、何でも生徒を一様のものに作り上げ様と致し

ます、其の結果として、各児童には個性が失はれ、特有の人格が圧迫せられ、何等創成的の

事を仕出かす事なく、平々凡々のものと成り終る」とし、当時の教育法を批判している。ま

た、当時の教育雑誌は皆「個性」の養成について重視しているが、未だ一般には十分に認め

られず、行われてもいないとしている。

さらに、サリー氏とチリー氏による「個性」の定義について紹介している。まず、サリー

氏は、「個性」を「精神上の色々の特徴が段々と積み重なって、弦に他の人と異った特別の

ものとなった其者を云ふのである、実にこれによって各人は各特有のものと見倣され、かく

して他の人と区別せられる」としている。一方、チリー氏は「個性は三個の要素に分解せら

れる、第一は一般に人類（獣類と異った）の性能、第二には其人に特に譲り渡される先天的

性能、第三は其人の住む場所とか社会とかより得たる後天的才能之れである」と定義してい

る('')。

明治期は近代的家族制度02)における権威的な家族秩序や家族道徳が存在し、「個」の尊厳

や「個」の自由を規制していたが、その一方では、明治30年代初めには「個性」の尊重と

いう意識が誕生していたのである。つまり、近代日本において、「個性」は先駆的な人々に

よって明治20年代後半から意識され始めていた概念である。また、明治30年代の「個性」

は、他者とは異なる性質としての「独自性」「特性」として認識されていたと同時に、プラ

スの性質としての「独自性」「特性」としての認識も持たれ始めていたのである。

3．『埼玉教育雑誌』（のちに改題『埼玉県教育会雑誌』）における「個性」

『埼玉教育雑誌』は、明治16年(1883)から大正9年(1920)まで埼玉私立教育会事務

所によって刊行された教育雑誌である。本誌の読者は、主に埼玉県下の小学校教師であり、

地方教育における教育観や子ども観を捉えることができるものである。

まず、明治29年(1896)には、杉山文'|吾による「論説国家教育論」が掲載されており、

当時の教育の実態が読みとれる。

我が皇室と国民とは、即ち一家族の繁栄せるものにして、皇室は国民の君父たり、国
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

民ハ皇室の臣子たり。（中略）抑国家教育の目的とする所は､国家の改進を謀るにありて、
、、、、、、、、､､、､、､、、、、、､、､、､､、､、、、、､､、､、、、

此の目的を達せんが為にハ、国民の生理的理法及び道徳的理法の上に基礎を立て畠以て、
、、、、、､､、、、、、､､、、、、、､、、、、、、、、、、、、、、

国民の生存改善を謀ると共に、忠君愛国の思想を養成すること第一の要義なり('3）

上記からは、近代的家族道徳観が近代日本の封建的社会を支えるために重視され、「個性」

や「自由」は規制されていたことがわかる。このような近代的家族道徳観の重要性を記述し

た内容は、その後もしばしば取り上げられている。その一方で、明治40年(1907)になる

と、教育を新たな立場から新しく築き上げる必要があるとし、その内容の一つとして「個性

観察の方法及び是が記載の形式」を取り上げている04)。この時期になり、地方の教育会にお
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いても「個性」への関心が徐々に高まってきたことがわかる。

4．明治期における「個性」

明治期においては、明治政府の権力を支えるイデオロギーの基盤として、近代的家族制度

が存在していた。この制度の下では、子どもは天皇及び親の「恩」に報いるために「絶対的

服従」を強いられていた。なおこうした道徳観は、明治初期から昭和初期に至るまで、修身

科において一貫して教え込まれていた05)。

また、このような家族制度の下では、子どもは親の「所有物」としてとらえられ、子ども

の「個性」や「自由」は認められていなかった。このことは、明治43年(1910)に掲載さ

れた島崎藤村の小説『家』、高村光太郎の詩「根付の国」の分析から明らかである66)。

その一方で、明治20年代後半から30年代前半にかけて先駆的な人々によって「個性」

が認識され始めていたことが『児童研究』の分析から明らかになった。なお､『埼玉教育雑誌』

による「個性」についての記述は、明治40年(1907)頃である。このことから、地方の教

育会が少しずつ「個性」に関心をもち始めるのは、明治後期に入ってからであるといえる。

Ⅲ大正期における『個性」の展開

1．『教育問題研究』における「個性」

『教育問題研究』は、大正9年(1920)から昭和8年(1933)まで刊行されていた教育

雑誌として有名である。沢柳政太郎をはじめ小原國芳らの成城学園同人の機関誌であり、大

正新教育の理論と実践を伝え、大正期から昭和初期にかけて日本の教育界に大きな影響を与

えた。

そこで、『教育問題研究』に寄稿している沢柳政太郎松原寛、佐藤武、山下徳治、河野

照治の「個性」観を分析する。

沢柳政太郎は、近代日本における画一的な知識の注入主義的教育から児童中心主義的教育

への転換をめざして、大正6年(1917)に教育の実験校として成城小学校を設立した。こ

の成城小学校創設の趣意書に示された4つの「我校の希望、理想｣、すなわち「一、個性尊

重の教育附能率の高い教育」「二、自然と親しむ教育附剛健不僥の意志の教育」「三、心

情の教育附鑑賞の教育」「四、科学的研究を基とする教育」には沢柳の教育観がよくあら

われている。

沢柳は、近代日本の国民教育について、「教育制度に、誇るべき多くの長所を持って居る」

と認める一方で、「根本的欠陥は画一的に過ぐること」としている師。こうした彼の主張は、

近代日本において新しい考えであった。なぜならば、明治5年(1872)に成立した「学制」

以来の近代日本の学校教育制度は「画一的、閉鎖的、硬直的」なものであったからである。

そこで、彼は、子ども各々の「個性」に応じた教育の重要性を主張したのである。近代日本

の「個性」を認めない社会風潮の中で、こうした教育の世界における子どもの「個性」を尊

重する考え方は、社会に大きな影響を及ぼしたと考えられる。

ところで、沢柳は「天分」「個性」「個人主義」「個性尊重」「自己特性」などの言葉を用い

勺戸
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て教育論を展開しているが「個性」の定義を明確にしていない。

明治43年(1910)の「人物の品階081」において、沢柳は、ハイデ博士の著書「自己測定」

という小冊子にある、人物の品階に関する従来の通説に精密を加えたものとして紹介してい

る。ハイデ博士は､自己を測定する基準として10項目挙げている。それは､｢体格｣｢仕事｣｢財

産」「快楽」「学問」「芸術」「家族」「社会」「国家」「宗教」である。この各項目につき、各

階級の名称として上に3段、下に3段を区別して表示している。沢柳は、この「自己測定」

に関して「其の綱目の選定、上下三段の区別名称等壼く首肯し難しと錐も取って以て吾人の

実際的反省に資するときは其の益なしとせざるくし。若し吾人自ら之にして自己の考案に成

れる測定表を製して自ら律するあらぱ修養の効大なるものあらん」とし、自己測定の一つの

方法として認めている。これらの各階級は、他者とは異なる性質としての「独自性」または

｢特性」を示すものであり、個々の「独自性」「特性」を判断する一つの基準と考えられる。

大正9年(1920)の「天分の発揮09)」においては、「児童生徒に対しては各自の特長を尊

重し、各自の特質を自覚せしむることとし、教師としては児童生徒の特質個性を知ることに

力め、筍も優劣の品等を附せざることを希望する。教育は実は児童生徒の天分を発揮するこ

とに外ならない」としている。「児童生徒の特質個性」からは､「自己特性」「特質」を「個性」

と同義としている。

大正10年(1921)の「子供を子供としての教育剛」において、「教育は各人の特質特長

を其の天分のま嵯に発育せしめ得たならば、その目的を達したものといへる」としている。

上記からは、「特質」「特長」を「個性」と同義とするう°ラスの性質を示すものととらえるこ

とができる。また、大正14年(1925)の「自己の発見と境遇の価値佃)」においては、「各

児童のもって生れた個性なり天分なりを発見することは、なかなか容易ではない」や「個性

なり才能なりを積極的に発揮する」という記述があり、「個性」はう°ラスの性質を示す「独

自性」や「特性」であるといえる。

また、沢柳の著耆の中には、デューイに言及した論文があるため、デューイの「個性」観

をみていく。まず、デューイの「個性」について、佐野安仁は、「デューイは、『民主主義と

教育』において「教育上、個性を尊重するべしという場合、個性に二重の意味がある」と指

摘している⑫」と述べている。また、佐野安仁は、デューイの考える「個性」の特質について、

次のように述べている。

「人は自分で思考せざる限り、それは思考ではない」のであって「思考は個人的である」

ということと、その思考は「各人各自に異なっている」ということに、デューイは、個

性の特質を指摘し、その特質の尊重を強調している㈱・

上記から、デューイの考える個性は「二重の意味」をもつと考えられる。つまり、デュー

イは、思考すること自体が個人的であり、「個性」のあらわれであると同時に、各々が異な

った思考であることは「個性」であると考えていた。後者のようなデューイの考える「個性」

は、他者とは異なる性質としての「独自性」や「特性」の意味ととらえられる。

さらに、沢柳は家族道徳観を論じる中で次のようなことを述べている。近代的家族道徳観

が根強く残っていた大正期において､沢柳は､明治43年(1910)の「孝道"」において､｢家」

だけでなく「個」も視野に入れた論を展開した。沢柳は、子どもとして親に「服従」し、親
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のために「孝」をつくすことは、すなわち「孝道」の精神であるとし、これは「自己の衷心」

からのものでなくてはならないとした。すなわちそれは、「自己の本位」によるものであり、

個人主義的思想によるものである。沢柳の主張する「家族制度｣は､「自己の本位｣による「孝」

を基礎とする「家族制度」であった。これは、家長権（家父長制）に基づくような「個」の

尊重を無視した「家族制度」とは区別したものである。このことから、沢柳は、「家」とと

もに「個」を重視したものであり、「個性」を認識していたことは明らかである。

また､沢柳は教育観を論じる中で次のようなことを述べている。大正9年(1920)の「天

分の発揮」には、沢柳の教育観がよくあらわれている。

児童の天分も十分に発揮されてゐない｡之を十分に発揮するやうに指導したい｡(中略）

私は児童生徒に対しては各自の特長を尊重し、各自の特質を自覚せしむることとし、教

師としては児童生徒の特質i旦些（下線筆者）を知ることに力め、筍も優劣の品等を附せ

ざることを希望する。教育は実は児童生徒の天分を発揮することに外ならない。一の天

分を有する児童をして一の天分を発揮するやう指導したなら、其の教育は完全の教育で

ある。（中略)然るに今日教育の成績を記する標準は以上の如くでない即ち間違ってゐる。

兎に角児童の天分をも十分に発揮すべく教育することが大切である鯛。

また､大正l0年(1921)の「子供を子供としての教育」において､次のように述べている。

幼少の時から其の神経を痛く緊張させ、種々の外部的刺激を與へて過度の勉強をさせ、

苦悶あっても自ら訴ふるすべを知らない可憐の児童を苦め悩ますことは是非避けたいも

のである。少くも小学時代は無邪気に、快活に、世の苦悶とは絶対に没交渉に、児童の

本性に相応はしい楽園の内で生長せしめたい。（中略）私共が数年経験した所によると

児童は其の楽園の内で生活しつ鱈驚くばかりの智能を成長させ、驚くばかりの知識を得

る。唯かの入学試験の為にはこんなこともといふ、何等の興味も亦必要もない事柄など

を教へて苦しめたくないのである。どうぞ子供を子供として考へて貰ひたい⑱。

つまり､沢柳は､子どもの各々の｢個性｣を考慮した教育の必要性を主張している。また､｢大

器晩成」を一面の真理におき、子どもをのびのび育てることが重要であると考えている。そ

れと同時に、子どもの興味・関心、それこそが子どもの知能を成長させ、知識を得ることに

つながる大きな要素であるとしている。さらに、子どものそれぞれの「個性」を尊重し、子

どもの「天分」を十分に発揮するためには、知識をただ注入するのではなく、「自学自習」

が重要であると考えた。この「自学自習」とは、その根本は、児童生徒の有する能力の生長

発育を促す「開発教授」と同一の根底の上にたっているものである伽。

つまり、子どもを教師や親から圧力を加えることによって教育される無力な存在としてで

はなく、子ども自身をより能動的で有力な存在として捉えようとしたのである。そのような

能力をもつ子どもの興味・関心に基づいた自発的活動を尊重することによって、子どもは真

に生きた知識を身につけることができると考えたのである。

松原寛は､大正9年(1920)の「創造と個性の自由鰯」において､｢独異唯一なる個性の発現」

と表現しており、「個性」を「唯一性」ととらえている。つまり、他者とは異なる性質とし

ての「独自性」「特性」であると考えられる。

佐藤武は、大正10年(1921)の「個性尊重の意義鰯」において、「個性はその人格の他
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の人格との区別点即ちその特徴を指して居る（中略）人格には各人特有の色を有し調子を有

して居る。この色或は調子が個性なのだ」としている。また「そのもの自体以外の何物も真

似ることの出来ない存在一特性一特権」としている。このことから、「個性」は、プラスの

性質としての「独自性」の意味を示していると考えられる。

山下徳治は、大正10年の「子供の理解棚」において、「個人の特異性なる個性」とし、他

者とは異なる性質としての「独自性」を「個性」と捉えた。

河野照治は、大正14年(1925)の「個性と教育の実際(3')」において、最初の段階では

「自然科学者、生理学者、書学者、或は多くの自然科学心理学者によって、能力、嗜好、遺

伝、境遇等よりしての差異が調査され、そこに各個の特殊性の存することを認め、それを個

性としました」と記述している。しかし、その後は「個性尊重、自我発達の教育から考へて

見、また人間の使命から考へて見て、どうもそれでは個性の本質に触れない点があると考へ

出して、個性とは単なる特殊性ではなく、価値に関係して見た特殊性だと考へるやうになっ

た」とし､｢個性」は「価値に対する憧慣の特異性」としてとらえるようになったとしている。

つまり、プラスの性質としての「独自性」「特性」の成長、発達を教育の理想とし価値付け

ることにより、「個性」は「価値的憧慢」としての「独自性」の意味をもつのである。

2．『教育の世紀』における「個性」

『教育の世紀』は、大正12年(1923)から昭和2年(1927)まで刊行された教育の世紀

社の機関誌である。大正後期における新教育の理論と実践を伝える役目を担った教育雑誌で

ある。

そこで、『教育の世紀』に寄稿している野口援太郎、志垣寛の「個性」観を分析する。

野口援太郎は、大正12年(1923)8月3日、下中弥三郎、為藤五郎、志垣寛とともに「教

育の世紀社」を創設した。また、児童の村を創設することによって、新教育運動の促進に力

を注いだ。大正14年(1925)には、兵庫県御影（翌年、芦屋へ移転する）に姉妹校を創設

した。両校は大正期の児童中心主義教育の代表的な学校となった。

ところで、この「教育の世紀社」の教育精神に示す「五個条」を児童の村の特色の一つと

してとらえ、ここで取り上げる。

（一）吾々の信ずる教育は、個々人の天分を存分に伸展せしめ、これを生活化するこ

とによって人類の文化を発達せしむるにある。

（二）吾々の信ずる教育は、児童の個性が十分に尊重せされ、その自由が完全に確保

せらる堂教養の形式に於てのみ、その目的を達しうる。

（三）吾々の信ずる教育は、児童の自発活動が尊重せられ、その内発の興味に対して

新鮮なる指導が行はれる時にのみ可能である。

（四）吾々の信ずる学校生活は、生徒及教師の自治によって一切の外部干渉を不要な

らしめ、進んではそれ自体の集団的干渉をも不要ならしめん事を期する。

（五）吾々の信ずる教育においては、自己の尊厳を自覚すると同時に、他の人格を尊

重する人たらしめ、全人類に対する義務を尽すに勇ならしめんことを期する勘。

上記のような教育精神を、児童の村の教育の根本精神として実現しようとしていたと考え
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られる。つまり、児童の村は、徹底した自由主義の新しい学校であったのである。そこには、

子どもの「個性」を尊重することが、その「天分」を大いに伸展するに至るという思想があ

ったのである。

ところで､野口は､｢個性」の定義を明確に示していない。しかし､大正13年(1924)の「生

きんとする力、のびんとする力鋤」において述べた「生きんとしのびんとする力」を重視す

る理念は、彼の「個性」観が関わるものである。野口は、教育の出発点を人間の「生きんと

する力のびんとする力」であるとし､子ども自身の「自らの方針」を重視した。ここには､｢教

育者の意志」によって左右されるべきではないとする、子どものもつ力と意志の尊重がみら

れ、各々 の子どもの「独自性」や「特性｣、つまり「個性」を視野に入れたものであると考

える。また、同年、「道徳は自由の天地に育つ"」において、「五六才乃至七八才の子供には

国家もなければ義務責任もない」とし､国家や学校や家族に支配されない各々 の子どもの「個

性」を重視していた。

さらに、同年、「パークハーストかモンテッソーリか鯛」において、ドルトンフ。ランによ

るアッサインメントについては問題があるとしている。「アッサインメントは一種の教授細

目であって、その研究の方法と注意とを加へたものである。そは皆大人の定めた課程で、大

人の命じた仕事をなし大人の設問に答ふるやうに仕組まれて居る。従来の教育法より自由に

なった点は、大教科に対する時間割と、各課に配当せられた時間とが廃棄せられ、そして各

自に自ら学ぶと云ふ方法を取ったことにあるのである」としている。野口は、「子供達の性

質によって大変に違ふから、これもむしろ全く彼等の自由に任せた方が適当ではあるまいか」

と考えたのである。つまり､野口の考える「真の自由教育｣､｢真の興味中心の教育」とは､｢個

性」を尊重し、個々の「自由」を重視したのである。

大正14年(1925)の「私の新教育の方法について㈱」においては、「従来の教育法はす

べて一様な型に入れて教育を行はうとするのであって、各人の個性を十分に伸展せしむる所

以の道ではないのである。然るに新教育の方法は一方均勢な発達をなさしむると同時に、十

分に個性の発達を認めて、これを伸長せしむるものである」とある。ここからは､野口が「個

性」をプラスの性質としての「独自性」「特性」と捉えていたと考えられる。

野口を中心とする教育の世紀社による「児童の村プラン例」には、児童の村小学校の教育

のめざすところは、「個人の天分を伸すに在る。天分は各児に恵まれたる所長である。技量

であり才幹である。能力の傾向である。それを存分に伸展せしめなければならぬ｣としている。

また「天分の伸展は一に個性の尊重に須つ。個性を虐げて天分の発揮はない。個性を尊重す

れば画一を拒否しなければならぬ。一学級の員数を少くする所以も亦そこに存する」として

いる。この記述からは、「天分」はすなわち、プラスの性質としての「独自性」を示し、「個

性」は「独自性」「特性」を示すと捉えることができる。

上記から、野口の考える「個性」とは、他者とは異なる性質としての「独自性」「特性」

とプラスの性質としての「独自性」「特性」を示すと捉えることができる。

野口は家族道徳観を論じる中で次のようなことを述べている。大正14年(1925)の「家

庭教育雑話（一）閲」において、子どもとして親に「服従」し、親のために「孝」を尽すこ

とは当然のことであるとした。しかし、この「孝」は、家長権（家父長制)、すなわち、親

40



現代日本における「個性」の誕生と展開：雲津

の「絶対的権威」に対する「服従」を意味するものではない。親の「愛」に対して、心の内

から喜んでする「服従」なのである。これを、本当の親子間の関係としている。野口は、家

族道徳においては、親の「愛」に対して心から喜んでする「服従」を求めている。これは、

前にふれた沢柳と類似している。野口もまた、人間および子どもの「個性」を重視していた

のである。

また、野口は教育観を論じる中で、次のようなことを述べている。大正13年(1924)の

｢新教育の人格陶冶に及ぼす影響」において、近代日本の学校教育について述べている。

今日の学校教育が教科課程を強制し、及落を以ってこれを威嚇し、賞罰を以て脅威す

ると云ふ風に、すべてが圧迫の生活を送って居る。そして何等の対抗も言ひ開きも出来

ない状態に置かれて居る。唯逃れる道は表面を装ふまで陰ある。其処に何等堂々たる反

抗の余地もない的。

ここから、近代日本の学校教育では、大人の定めた教育課程を強制的に受け入れなければ

ならなかった無力な子どもの姿がうかがえる。子どもが興味をもたなかった場合には、及落

と試験と賞罰という方法により、無理にでも、その定めた教科課程を強制していくのである。

つまり、子どもを「個」として尊重すべき存在としては捉えていない。このことは、学校教

育において、子どもの主体性などは、全く無視されていたということをも示唆しているので

ある。このように、近代日本における学校教育においては、子どもの「個性」や「自由」な

どは考えられていなかったといえる。

ところで、こうした学校教育の現状の中で、野口は大正15年(1926)の「子供の生活と

いふこと㈱」において、「教育」とは「子供達の自然の生活そのもの」であり、「子供達がそ

の環境に応じてなるべく子供らしい生活をする」ことであるとしている。これは、ある目的

の為に設けられた学科課程を強要させられ、試験や賞罰という手段によって無理矢理に教え

込まれている子どもの生活とは異なるものである。

また、前掲の「生きんとする力、のびんとする力」において、次のようにも述べている。

真の教育は何処までも子供の生きんとしのびんとする力に信頼しなくてはならぬ。何

処までもその自由に任せなくてはならぬ。かくて此の生きんとしのびんとする力は愈々

強くなって来る。決して大人の心でこれを左右してはならぬ。我々は何処までも消極的

でなくてはならない。真の教育は消極的であるし、又消極的でなくてはならない@1)o

上記のように、教育者はその意志によって、子どもの「生きんとする力、のびんとする力」

を抑制したり左右してはならないとしている。つまりこれは、この力を抑制するものを除き、

その代わりに「材料」となるものを与えてやることが必要なのである。野口は､この「材料」

とは「適当な環境」であるとした。そして、子どもに、最も「適当な環境」を与えるという

ことは、すなわち、子どもの自然の傾向を推察して、これに適するものをそっとそえてやる

ことであると考えたのである。つまり、教育者としての力は、子どもがのびのびと生き、の

びるために、最も適当な道を子ども自ら思い、自ら考えるように仕向けるところに発揮しな

ければならないのである。ここにおいても、野口が人間および子どもを主体的・自発的であ

り、有能な存在としてとらえていることがわかる。

また前掲の「子供の生活といふこと」において、野口は、個々の子どもの自由な意志によ

八1
竜ユ



子ども社会研究11号

って思想感情が相互に相通する子どもの社会を重視している。近代日本の学校教育において、

子どもたちひとりひとりの自由な意志によって生じる社会は生まれていなかった。なぜなら

ば、子どもたち自身の「自然の生活」をさせていなかったからである。この時期の教育が、

子どもの興味・関心のないものを知識として強制的に教え込もうとする教育実践であったと

考えると、少なくとも、子どもの「自然の生活」とはかけ離れたものであったといえるので

ある。こうした実態に基づいて、野口は子どもの「自然の生活」「自由な活動」を大切にし

た教育をめざそうとしたのである。つまり、子どもの「個性」の尊重、「個」の自由を強く

主張しているのである。

上記のように、野口は「教育」すなわち「子どもの自然の生活」「子どもらしい生活」と

考えていた。ところで、彼は、このような「教育」の「最高原動力」を「生きんとする力、

のびんとする力」と述べている。そして、これらの力は、生物が生まれながらにして有して

いる自然の力であるとしている。人間は生まれながらの自然の力としてもっている「生きん

とする力、のびんとする力」を「自然の生活」において発揮することによって、立派に成長

することのできる存在なのである。すなわち、野口の考える人間および子どもというものは、

主体的・自発的であり、有能な存在なのである。

これまで述べたように、野口は、教育において、子どものそれぞれの「天分」を発揮する

ことこそが重要であると考えていた。つまり、大人が子どもに過度の束縛を加えず、あくま

でも自然に自由に個人の持った「天分」を十分に発揮させようとすることが重要なのである。

このように、野口は子ども各々を「個」として捉えるとともに、子どもを「生きんとする

力、のびんとする力」をもつ存在として捉えている。そして、子どもそれぞれの「個性」は

｢生きんとする力、のびんとする力」によって十分に伸ばすことができると考えたのである。

志垣寛は、大正13年(1924)、「生命の個性に徹せよ㈹」において、「個性」について、次

のように考察している。志垣は、「個性」を「その生命の周囲を囲僥する様々 の傾向である。

素質である。かりに生命がある一個の点をなすものとすれば、その点をとり包むもの、点の

四囲にくっついてゐるもの、或は点の右に、或は左に、上に下に、いろいろの方面に、様々

の形をなして発展せるもの」であるとした。このことから志垣は、「個性」は、他者とは異

なる性質としての「独自性」「特性」として捉えていたと考えられる。一方で､｢個性」は､｢生

命触発の作用」「生命凝視の一念」「生命助長の愛撫」によって成長するとしている。このこ

とからは「個性」は､プラスの性質としての「独自性」「特性」として捉えていたと考えられる。

3．大正期における「個性」

上記のように、大正自由主義教育者の考える「個性」とは、一つは他者とは異なる性質と

しての「独自性」「特性」であり、もう一つにはプラスの性質としての「独自性」「特性」で

あった。この「個性」の概念は､明治30年代に先駆的な人々 によって用いられていた「個性」

の概念とほぼ同義である。しかし、明治期に比べて「個性」の重要性についての認識も深ま

り、またさまざまな教育者が広く関心を寄せるようになったことが明らかになった。
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現代日本における「個性」の誕生と展開：雲津

Ⅳおわりに

本研究では、明治・大正期を中心とした近代日本における「個性」の誕生とその展開を分

析した。その結果、明治20年代終りには「個性」の概念に類似した個々 の「特性」につい

て認識され始め、明治30年代初めに「個性」の概念が誕生したことを明らかにした。

しかし、本研究は単に「個性」という言葉が使われるようになったことを示すものではな

い。近代日本における「個性」という言葉の誕生は、新しい子ども観の誕生をも意味してい

る。それは、純真無垢な子ども、神的存在としての子どもといった日本の伝統的な子ども観

とは異なった西洋近代教育思想の系譜をひく子ども観であった。また、この子ども観は、明

治期に形成された家族制度下での子ども観とも異なったものであった。近代的家族制度下で

は、子どもは天皇や親に「服従」すべきであり「所有物」として捉えられた子ども観であっ

たのである。

このような日本社会において、「個性」の言葉の誕生は、「個性」を規制する伝統的な子ど

も観から「個性」を尊重する新しい子ども観への転換の契機になったのである。そして、そ

の後の「個性」の概念の広がりは、新しい子ども観の定着を実現した。つまり、近代日本に

おける人間観及び子ども観は「個性」をキーワードに大きな転換期を迎えたのである。

こうした転換期であった明治後期から大正期にかけては、近代的家族道徳観にみる子ども

観､すなわち、「家」の一部としての子ども観を基調としつつ､大正自由主義者たちの「個性」

を重視した子ども観が最上部にあり、併せて二層構造となっていたのである。
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