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大正新教育運動のパラドックス

－ 通説の再検討を通じて－

小 針 誠

1．問題関心

本稿の目的は、大正新教育運動をめぐる既存の通説を批半ll的に検討し、その特質を捉え直

すことにある。

一般に大正新教育運動といえば､子どもの個性、自発性、興味・関心・意欲など、「子ども」

を中心・主体に据えた児童（子ども）中心主義の教育として特徴づけられてきた。日本では、

明治末期から大正期にかけて、欧米の新教育思想・実践の移入とともに、新教育運動が高ま

りをみせ、新たな教育上の実践が試みられるようになった。師範学校附属学校や私立学校を

中心として、新教育実践の場として新学校が都市部を中心に誕生し、注目を集めるなど、そ

の教育史上の意義は多くの研究者も認めるところであろう。

しかしながら、その大正新教育運動の思想や実践は、近代(学校)教育史またはこれまで

の教育史研究のなかで、やや特異な、もっといえば特権的な位置づけを与えられてきたよう

におもわれる。それは近代教育史研究のなかでも、大正新教育運動については、否定的・批

判的な評価があまり見られることはなく、とりわけ1970.80年代以降に刊行された日本教

育史の専門書やテキストを見る限り、むしろ積極的な評価がやや先行しているように映るの

である。

それは以下2点の理由によると考えられる。

第一に、明治以来の近代学校における教授・訓練（旧教育）とは明らかに異なり、｢新教育」

という子どもの自由や個性をみとめ、子どもの主体的な学習を主たる関心に据えた「教えな

い教育｣（山本2006)であったことが挙げられる。明治末期には、近代学校教育制度の一斉授

業をはじめ教育方法の限界が早くも露呈するなか、学習者しての子どもの主体性に注|~lする

新教育は時代の寵児になった。また、大正期には、中等教育・高等教育の入学難や入学試験

競争が激化し、受験に必要な知識の詰め込み教育が批判の対象になったり、教育問題・社会

問題として広く注目を集めた。こうした詰め込み教育の問題点を乗り越えるうえでも、子ど

もの自由・自主性や興味・関心を教育の基礎とする新教育の意義は'隔広く知られるようにな

った。

第二に、大正新教育運動は、明治勅語期や総力戦体制期との間に位置し、またそれら両時

代とは対照的に「下からの自発的な教育運動」として展開された側面を有しているからでは

ないだろうか。主に師範学校附属学校や都市部の私立学校で展開された新教育の実践、白樺

(こばり．まこと同志社女子大学）
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派の運動や芸術教育運動、生活綴方運動や郷士教育運動などの幅広い実践は、国家という上

から展開された教育ではなく、いずれも個人や教育団体（学校や各種団体）などから、自発

的・主体的に興った教育運動であった。大正デモクラシーというリベラルな社会風潮のなか

で展開された実践・運動であったこともあり、とりわけ戦後の教育学研究においては積極的

な評価を受けてきた要因になっているようにおもわれる。

ここで、大正新教育運動の代表的な研究書のひとつとして、中野光「大正自由教育の研究』

(1968年刊）を挙げることに異存はないだろう。同著は刊行からおよそ半世紀を経た現在に

おいても、大正新教育運動研究において重要な基本文献のひとつである。それによれば､｢主

として大正期において、それまでの『臣民教育』が特徴とした画一主義的な注入教授、権力

的なとりしまり主義を特徴とする訓練に対して、子どもの自発性・個性を尊重しようとした

自由主義的な教育改造を大正自由教育＝新教育運動とも呼ばれている」(10頁）と論じられて

いる。そこでは、同書タイトルの「自由教育」は新教育と自覚的に区別されているようには

見えない。むしろ大正新教育運動の「自由教育」としての特質を全面に出そうとする意図が

見て取れる。

あらためて大正新教育運動として関わりをもった思想や実践あるいは新学校のすべてを俎

上にのせて考えてみると、教育実践上、新しい方法を志向したものであったとしても、それ

らがすべて「自由教育」であったかどうかについては留保が必要である。

そもそも新教育や新学校は一枚岩ではなく、実際のところ多様な理念や実践を含むもので

あった。なかでも、成践学園（中村春二)や帝国小学校（西山哲治）は子どもの自由や自治を

認める一方、日清戦争を前後して高揚した帝国主義やナショナリズムが学校教育に反映され

たことで、訓|練や鍛錬主義の教育方法を採用した。これは欧米の新教育・新学校の端緒で

あったレディ（イギリス）、ドモラン（フランス）、リーツ（ドイツ）の学校の影響が大きい。

彼らはヨーロッパ各国の帝国主義に資するエリート養成のために、全寮制のもと、私立中等

学校を創立した。

また、同書はマルクス主義歴史学の方法論的傾向が強く、明治中期以降に確立した教育勅

語体制と臣民教育、画一的注入主義、権力的な取り締まりを特徴とする訓練式の教育に対し

て、子どもの自発性や個性を尊重しようとした自由主義的な大正新教育運動とを対置する方

法をとっている。さらに、1930年代に入り、国家権力による干渉と弾圧あるいは癒着によ

って、大正新教育運動は終焉を迎えることになったという。その結果、大正新教育運動とそ

の後の戦時総力戦体制とを分断させて見る教育史観を一般化させ、国家による上からの教育

に対して否定的な評価を下すことで、大正新教育運動の評価を相対的に高める効果を有して

いるように見える。

中野による大正新教育運動研究は今日の教育学研究のなかでも継承され、大きな影響力を

与え続けている。しかし、元森(2009)は中野によるこうした見方(')を児童中心主義と国家

権力の対立構図を過度に強調する、戦後から見た評価であると批判的に述べている。これに

継いで言えば､その「戦後」のひとつこそ、「戦後教育学」だったのではないだろうか。つまり、

時代分断的な歴史像は大正新教育運動とその前後の時代とを断絶させて、国家による上から

の教育と、国民（市民）による下からの教育運動を対立させて見る戦後教育学の歴史像・歴
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史観にも連接しているようにみえるのである。

そして、その分断された歴史像・歴史観はそのまま研究者の問題関心や歴史記述の方法の

分断にもつながっていった。

佐藤（1972）は近代教育の通史の叙述には、明治期一制度政策中心、大正・昭和初期一新

教育運動中心、昭和戦前期一抵抗の教育運動中心、戦時期一政策制度中心、戦後期一理念と

教育運動中心という構成があり、こうした特性をモザイク性と呼称・批判している。批判さ

れるモザイク性の要因には、日本教育史の祖述において、複数の執筆者による安易な分担執

筆を背景に、統一した歴史観と総合的な教育認識に立脚したトータルな歴史観の不在に求め

られるという。

佐藤の批判したモザイク性はそれから40年を経た現在でもほとんど変わってはいない。

むしろ、教育勅語体制→大正新教育運動→総力戦体制→戦後新教育→逆コース→高度経済成

長・能力主義という教育史観のモザイク性はむしろ明瞭かつ強固になり、それぞれに時代を

断絶させてみる歴史観が強くなってきているように見える。そして、その断絶によって、教

育勅語体制と総力戦体制と逆コース下の教育を悪玉と見、相対的に大正および戦後の両｢新

教育」を好意的に評価する戦後教育学特有の教育史観にもつながっていった。つまり、それ

は「国家の教育」と「国民(市民）の教育」とを二項対立的に見立て、国家の教育を悪玉、国

民（市民）の教育を善玉とみる戦後教育学の歴史像にも連接することになったのではないだ

ろうか。その善玉を悪玉が駆逐してきたプロセスと帰結こそ、戦後教育学が批判してきた中

心的なテーマや歴史観にあったようにみえるのである。

ところで、大正新教育運動で論じられる国家、統制、自由とは何を意味するのだろうか。

そして、これまでの研究でいわれるように、国家主義と新教育の自由主義、または国家の統

制と自由とは完全に対立または相反するものなのだろうか。管見の限り、先行研究において

は、これら基本的な概念について十分に規定・検討されることもないまま、両者を過度に対

立概念として捉え過ぎたきらいが見受けられる。

そこで、本槁は大正新教育運動についての通説を検討することで、その特質を捉えなおす

試みである。その通説とは、ひとつに大正新教育運動を「教えない教育」として捉える見方

であり、もうひとつは国家主義と新教育とを対立させる見方、新教育と戦時総力戦体制下の

教育（国民学校制度）とを対立させて捉える分断史観である。この分断史観、子ども中心主

義や大正新教育運動そのものやその研究史を批判的に問い直し、特にその後の総力戦体制下

の教育との関連（つながり）を考察してみたい。また、その検討を通じて、大正新教育運動

にとっての国家、統制、自由などの意味や意義について|ﾘJらかにされるだろう。

2．「教えない教育」としての大正新教育運動

大正新教育運動における教育活動は「教えない教育｣、すなわち教師が権威をもって教材

を通して既成の知識内容を「教える」教育ではなく、児童がその生活経験を通して自発的に

｢学ぶ」ことのできる教育の実現を目指すものであり、たびたび教育学者や教育関係者の間

でポジティヴに評価・賞賛されてきた。
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山本(2006)によると、そもそも近代学校における「教える教育」（旧教育）の限界とは、

学び手の視点に立つと、以下の3点が挙げられるという。第一に、学びにおける内発的動機

の喪失として、「なぜ学ぶのか』という点に関する内発的な動機を喪失させてしまう。第二に、

他者による学びの一元的管理として、「何を学ぶのか」について他者の管理に委ねられてしま

う。第三に、学びの自己疎外の問題として、「何のために学ぶのか」が自分自身のためではな

く、国家・社会を尺度に図られてしまう。そして、これら3点の限界を近代学校教育の枠内

で積極的に克服しようとしたのが｢教えない教育」としての大正新教育運動や戦後新教育な

どであったという。少なくとも現在の教育学研究において「教えない教育」をこのように位

置づけることは常識と化している観もある。

しかし、大正新教育運動における教育実践が､既存の「教える教育」の限界を十分に克服し、

乗り越えるものでありえたのだろうか。「教えない教育」が旧教育のそれぞれの「限界」を克

服できたのだろうか。これまでの研究においては、その三点については十分に検討されてこ

なかった。

以下では、新教育を実践していた私立小学校の事例を中心に、大正新教育運動を「教えな

い教育」としてみることの限界や問題点について考察していきたい。新学校としての私立小

学校は都心部および郊外を中心に設置され、児童の出身階層は経済的．文化的に恵まれた新

中間層で多くが占められていた（小針2009)。その点で、かつてのマルクス主義的教育史研

究では「ブルジョワ．カルト」の学校などと批判されてきた。

第一の論点について、私立小学校の児童は、就学以前の家庭などで｢教える教育」(家庭で

のしつけや入学準備教育）を受けていたし､家庭によっては幼稚園などへの通園を通じて「教

えない教育」の一端に触れていた可能性もある。私立小学校の教育実践の特質とは、入学後

に改めて学習への動機付けや敢えて「教える教育」を必要としない子どもを意図的に選び出

して、教育の対象にすることにあった。したがって、「教えない教育」が師範学校付属学校や

私立学校など一部のエリート校の実践にとどまり、地域や社会階層を超えて全国の公立小学

校に十分に普及しなかったのは、「教えない教育」としての新教育が高い出身階層とそれを背

景にした学習に対する高い動機付けを要求するものであったからだといえるのではないだろ

うか。すなわち、大正新教育運動は必ずしもすべての子どもたちの成長．発達を保証するも

のではなかったのである。

第二の論点である「他者(教師など）による学びの管理」という点について、大正新教育運

動の意義や解釈をめく、っては、様々な評価がある。たとえば、本山（1998）によれば、大正

新教育（自由教育）運動とは、それまでの1m一主義・形式主義・注入主義を廃し、子どもの

自発性．能力尊重を重視し、創造能力の開発を図ろうとする教育方法の自由であった。しか

し、その能力尊重・開発がエリート主義教育と結びつき、資本主義の発展に寄与したという

点では必ずしも民主的な教育目的の自由ではなかったと位置づける。

新教育で採用された教育方法は子どもの自由を完全に保証し、教育を実践することができ

たのだろうか。「教えない教育」における子どもたちは完全に他者（とりわけ教師）の管理か

ら解放された「自由な主体」になることができたのだろうか。

むしろ子どもたちは、学校や教師があらかじめ作成していた授業計画に従い、教師の設定

ヘヘ
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した予測や意図の緩やかな枠内で、学習活動に参加していたに過ぎなかったのではないだろ

うか。つまり、高い学習意欲・動機をもつ子どもたちであっても、結局のところ、それは他

者である教師の計画や意図のなかで、「自発的に学ぶこと」を目指していたに過ぎないという

ことである。たとえば、成城小学校で導入・実践されていたドルトン・プランにおいて、子

ども自らが学習計画を立てて自己学習に励む様子は、子ども自身の高い学習動機・意欲を前

提に､それに従って子ども自身が学習内容を選択し､自発的に学習し、リフレクション（省察）

しなければならない一連のプロセスが想定されている。

ここで注意すべきは、子ども一人ひとりが興味や関心に従って学習内容を選択するにして

も、無制限に「自由」が与えられたわけではなかったということである。ドルトン・プラン

では、子どもは教師との間で取り決めた契約(contract)に基づいて学習することになってい

た。また、学校や教師が予定・準備していた以外の学習内容、あるいは（仮に緩やかな枠で

あっても）タイム・テーブルという「枠」が決められている以上、それ以外の内容について

は学ぶ自由はほとんど与えられず、学校や教師と子どもとの間の緩やかな関係性のなかに限

って、「自由」が担保されていたに過ぎなかった。それはパーカースト自身も認めているよう

に、ドルトン・プランの教育における自由とはあくまで手段であって、与えられた人生の仕

事を自由に遂行できるように児童に習慣づけることが重要であると彼女自身が考えていたこ

とと関連している（赤井1924)。手段としての自由は、しばしば､「自由な選択」を強いる「他

者からの強制」に転化しやすい。つまり、子どもたちは完全に自由な学びの主体にはなりえ

ず、あたかも「釈迦の手の上の孫悟空」に過ぎなかったのではないだろうか。このように「教

える教育」にしろ「教えない教育」にしろ、学校というミクロな権力の糸が張り巡らされた

場において、子どもたちが完全に「自由な主体」としての学習者になることは著しく困難で

あったようにおもわれる。

その点で言うと、大正新教育運動の実践家・提唱者たちの発言をみていくと、一方で子ど

もの自主性・自発性・主体性の意義を称揚しつつ、他方で、子どもに対する使役（～させる）

や義務（～ねばならない）が併用されるという、一見すると矛盾した論理やレトリックが採

用されていることにも気付かされる。1921年8月に開催された教育学術研究大会（いわゆる

八大教育主張講演会）における各論者の講演速記録を見ていくと、たとえば「どうしても子
● ● ● ● ● ● ● ● ●

供の教授の根本に於て彼をして自学させることを考へなければならぬ」(及川平治・15頁)、

｢安全弁の一つは（教師が一註・小針）良い教材を選択する、さうして適切に子供に与え

る」(稲毛金七・82頁)、「自学主義は“…児童自身の力で、自らの心力を錬磨せしめようとい

ふのである」(樋口長市・93頁)、「子供に自ら為さしめようと云ふことを方法上考へなければ

ならぬ｣(手塚岸衛・138頁)(2'など、子どもの主体性や子どもの持つ独自の能力を認めながら、

他方で教師や親などの積極的な働きかけを要求する主張が繰り返された。

第三の「学びの自己疎外」についても、「教えない教育」における子どもの学びが直接一人

ひとりの個人の利益につながるような実践になりえたのだろうか。近代学校教育における

｢教えない教育」では、生活体験や社会生活を通じて自ら学び考えることに力点がおかれる。

しかし、その種の教育活動の限界は、むしろ「学校」という擬似社会(quasi-society)で展開

された実践であるという点にあった。いみじくも、アリエス(1960=1980訳）によれば、近
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代における「子どもの発見」とは子どもの純真無垢としての「無知」の発見であり、それゆえ

に子どもは俗悪な大人や社会から隔離された環境(学校）のもとで、理性ある人間である教

師によって、「教育」されることで「無知」から脱却しなければならない存在として見なされ

るようになった。したがって、近代公教育あるいは学校化社会の成立と「子ども」の発見は

ほぼ同時に生じたものであるという。そのため、「学校」という理性的な場は、原則的に、俗

悪な大人や事物、不正、不義、不法は存在してはならないものとして規範化された。その傾

向は、児童の出身階層、学校の教育課程、教師の質などの点から見ても、公立小学校と比べ

て一部の私立小学校のほうが格段に強かった。しかし、「学校」という理性的な擬似社会にお

ける社会体験や生活体験こそが逆に子どもたちから現実の社会や実生活に対するリアリティ

を喪失することになってしまったのではないだろうか。

たとえば、左派言論界からは、日頃畑仕事に無縁であったに違いない私立小学校の児童を

対象にした労作教育に対して、「お坊つちやんの気まぐれな土いぢりが何で労作教育であっ

たり、自然教育であったりするものか」(大西1928=1966）などと厳しく批判されていた。私

立小学校に通う裕福な新中間層の子どもこそ、日常生活の諸体験と学校における体験的な学

びとが最も乖離した存在、すなわち体験的な学びから最も疎外された立場に置かれていたと

考えられる。

3．大正新教育運動と戦時総力戦体制・国民学校制度との関連

つぎに、大正新教育運動とその後の総力戦体制下の、とりわけ国民学校との関連が問題に

なる。かつては久保(1960)や柳・川合(1962)など、新教育を国家主義の観点から反省的に

捉える試みがあった。中野自身もまた赤井米吉や小原國芳ら新教育に関わってきた人物たち

の国家主義化・国粋主義化を批判的に取り上げて論じている。確かに1930年代以降、私立

新学校あるいは新教育の関係者の発言・主張にも国家主義的・軍国主義的な内容がはっきり

と確認されるようになるが、それが｢転向」といえるのかどうかを含めて、改めて慎重な検

討が必要になるだろう。

学校教育における戦時体制に向けた再編は教育審議会と国民学校の発足を大きなターニン

グポイントとしてとらえることができる。1937(昭和12)年5月に、内閣に設置された教育

審議会では「国民学校」が構想されていた。また、各教科の統合や合科も議論され、国民学

校の教育課程においても既存の18科目が国民科、理数科、体錬科、芸能科、実業科という5

教科に再編された。

合科教育といえば、木下竹次が奈良女子高等師範学校附属小学校で展開した実践が想起さ

れる。その基本的支柱は児童の生活重視ということであり、その生活や学習は環境との関係

において初めて実現されるものと考えられた。したがって、従来の画一的な教育方法や教科

目分断的な内容は忌避され、教師中心の教育や訓練から脱し、子ども中心の「学習」である

ことが求められた（木下1923=1972,1926=1972)。

教育審議会では、大正期以降の教師たちの自主的な学校教育改革の成果を吸収することも

狙いのひとつとされており、東京文理科大学教授で、文部省の教育調査部長を兼ねていた篠
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原助市が奈良の合科学習の成果を参照して、合科教育を国民学校のカリキュラムに取り込む

ことに力を注いだ。

ところが、教育審議会の委員たちは大正新教育運動の遺産ともいうべき合科教育の導入を

危険視し、批判的な見解を述べることも少なくなかった。下村寿一(東京女子師範学校長）

は「私一つ心配するのは、綜合教授は……児童本位で其の個性を伸ばせば良いのだと云ふ思

想が背景になって居りますから、さう云ふのを一遍にやるのは思想的にも危険だと思ひます

……新教育論者の主張が文部省で採用されたならば、是は非常な『ラジカリスト』が居りま

すから、さう云ふことになったら私は大変な行過ぎではないかと思ふ」と自らの立場や意見

を述べた。これに対して林博太郎整理委員長は「下村君は長野県でやったやうなこと（川井

訓導事件一註・小針）を非常に恐れて居られますけれども、今度は皇国精神で一貫して行

くと云ふことになれば、さう云うことはないだろうと思ひます……国民教育以外の自由主義

は行はせないやうにしないといけないと思ひます」(3)と答弁するなど、あくまで「綜合教授」

は自由主義的に基づいておこなわれるものではなく、皇国精神、すなわち皇国民の錬成を目

的におこなわれるものだという。そして、その綜合教育は一部の修正が加えられて、国民学

校初等科の低学年次のカリキュラムとして制度化、導入されていったのである。

個性や自由といった大正新教育運動で積極的に評価された理念を注意深く排除しつつ、時

局にとって都合のよいところだけを選別（つまみ食い）することで、合科学習は「綜合教育」

または「綜合教授」として、国民学校のカリキュラムや実践に取り込まれていくことになっ

た（柳1960)。つまり、合科教育から、敵国・米英両国の思想とされた自由主義や個人主義

を取り除くことによって、皇国民教育体制下の「綜合教育｣｢綜合教授」として国民学校初等

科のカリキュラムとして導入されることになったのである(4)。

また、子どもの自主性・自発性という点についても、教育審議会の答申「国民学校二関

スル要綱」(1938年12月）では、詰め込み教育を排し、「常に自ら進んで学習せんとする強き

興味と習慣を養うこと」が謡われている。また「作業を重んじ実践を通じて知識の酒養を計

ること」とは言うまでもなく、労作教育などを指した内容であろう。労作教育については、

1938(昭和13)年に、文部省が｢集団的勤労作業運動実施に関する通達」を通牒し、夏期休業

中は公共の目的のために、児童・生徒が無償で自発的に労力を提供する勤労奉仕を行わせる

ことができるようになった。それはまた、軍需工場等の勤労奉仕を通じて、少国民としての

自覚を高めることも目的とされた。知識の詰め込みを排し、子ども自らの興味・関心を重視

して、子ども自身の自主的・自発的な体験・作業を行う教育を通じて、最終的には「皇国の

道に帰一せしめ」ることを目指していたのである。

大正新教育運動と教育審議会・国民学校との関連を見ていくと、合科教育や労作教育など、

大正新教育の実践・成果がかなりの程度で、時局に都合よく取り込まれていったことがわか

る。このほか、国民学校における、理科における実験・観察の重視、音楽における音感教育、

国語における話し方の重視、修身における生活題材の活用など、教育方法の改革を中心とし

て、大正新教育の遺産を継承していくことになった（竹田2002,前田2011)。このように見て

いくと、国民学校の制度や教育内容・方法に、多くの大正新教育運動の遺産が見出せること

ができることから、そもそも大正新教育運動の実践成果がなければ、国民学校のカリキュラ
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ムは成立しなかった可能性が高かったとみることもできるだろう。

そして、合科学習や労作教育そしてその他新教育の成果を多分に盛り込んだ国民学校の発

足を歓迎したひとりに小原國芳（1887～1977)がいた。小原は、成城学園や玉川学園の経営

にも関わり、八大教育主張講演会で「全人教育論」を講じた大正新教育運動の旗手としても

よく知られている。先に挙げた「国民学校二関スル要綱」をはじめ国民学校案が発表される

や、小原はこれを受けて、小西重直や長田新らと国民学校研究会を組織し、1940年から「国

民学校研究叢書｣全12巻を順次玉川学園出版部より刊行していく。

その第一巻は小原の単著『国民学校案』(1940年3月刊）である。小原は冒頭で以下のよう

に国民学校における新教育の導入を積極的に評価している。

黎明の時が来ました。愈々夜が明けます。……時に誤解され、迫害され危険視されて

来たもの（新教育一註・小針)が、堂々と政府の立場から、文部省だの教育審議会だ

のといふ立場から、立案され、愈々来年度からは実施されるに至ったことは、たダーー＜

心から嬉しいし、感謝にたへないことです｡．…･･有り難き天子様、類なき国体、美しい

国士、誠忠なりし祖先、豊富なる伝統、しかも永への若やぎ、他民族に秀れた素質、貴

い血、敬愛にみちた師弟道…考へ来れば、お互この有り難き仕事を与へられた幸福を

シミンー､L感謝しようではありませぬか！（小原1940:3-4）

小原はすでに1931年の満州事変以降、教育を戦時体制に順応すべく、敵国米英両国を艇

めつつ、少国民錬成や女子教育のあり方を積極的に唱導していた（伊藤2003)。よって、小

原は同著『国民学校案』でも「大正の中頃から培はれたる新教育運動の精神と、この非常

時局の生んだる皇民誠忠の精神と愛国の至情とは両者合体して、更に国家教育行政家決意

と、この三者相和して必ずや葱に美しき花が咲くと信ずるのです」(31～32頁）と述べている。

さらに、先に見た教育審議会において、合科教育の導入に当たり、新教育運動の自由主義的

な特質に批判が出ていると知るや、小原は「一体、何が自由でわるいのでせう。．.…･子供の

自由活動を､相違工夫力を否定してドコに国力の増進も、大国民の錬成も、戦術の研究すらも、

武器の改良工夫も道徳上の責任感も、新学術の発見発明も”…･望まれませう！」(29頁）とま

で述べ、自由主義もまた国家主義や軍国主義の枠内で正当化され、見かけ上、両者の矛盾は

雲散霧消されてしまうのであった。

また、成城学園では小原の同僚であった赤井米吉は木下や小原よりもやや遅れて、1930

年代後半になって、国家主義的な思想・主張を明らかにしていく。その端緒となったのは

1936年2月に発表された論文において、個人主義と決別し、国家主義または国家総動員体制

など全体主義の論理を採用するようになったことにあったという（足立2007)。

このように、十五年戦争に突入した1930年代頃から、時期による若干の相違こそあれ、

新教育論者や新学校の関係者が国家主義や皇国民教育、なかには戦争賛美に向けた言辞を

発表するようになった。中野（1968）はこうした行動を「国家への癒着」または「転向」だと

断罪しているが、それは国家への癒着であることは認められても、正確には「転向」とはい

えないだろう。転向とは、やや狭く定義すれば｢権力によって強制されたためにおこる思想

へ戸
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の変化」(鶴見1959=2012:29)を指す。しかし、彼らは1930年代以前から天皇制国家主義や

教育勅語に対しては批判的な立場どころか、むしろ肯定的でさえあった。したがって、1930

年代以降、彼らの国家主義的な発言が目立つようになったとしても、それを「転向」である

とするにはやや無理があるだろう。

小原は初期の著作『教育改造論』(1920年）で「一天万乗の天子」に対して忠誠を明らかに

し（41頁)、『自由教育論』(1923年）においても「国民が政治上絶対な自由を有するものはな

い。また、かかることがあるべきではない。何となれば、国家が統一体として存立している

ことは、その中には必ず、国家の各員が、その国家の権威に服従する、ということが含まれ

ている」(325～326頁）と述べているように、すでに国家主義者であった。

したがって、当初から天皇制や国家主義を是認していた彼らにとって、それらと対立する

ことはそもそもなかったのである。彼らが対立したのは新教育を抑圧しようとする文部省当

局であったが、これは教育に限られた部分的な批判や抵抗に過ぎなかった。

果たして彼ら新教育論者がどのような背景で、国家主義または軍国主義的な発言・主張を

発表するようになったのだろうか｡「国家主義や全体主義との癒着」という点でいえば、以下

の理由が考えられる。

まずなによりも、新教育や自由教育にも、それらを提唱する論者・実践家たちにも、そも

そも、反国体・反体制的性格が希薄であったことが求められよう。先にも述べたように、提

唱・実践する新教育が否定もしくは抑圧されるものではない限り、彼らは国家や文部省と対

立することはなかった。つまり、国家あるいは国家主義に抵抗する新教育・自由教育という

見方自体が国家の教育と国民の教育とを対置・対立させようとする戦後の（左派）教育学者

による見方そのものを反映したものに過ぎなかったと言えるのかもしれない。

反国家・反体制的性格の希薄さは新教育論者らが教育勅語や天皇制国家主義に対して批判

的どころか、むしろ同調的であったことに求められるだろう。教育審議会や国民学校制度に

おいて合科教育や労作教育が国家の教育政策レベルで実現されることになれば、新教育論者

の彼らにとっては、従前から抱き続けてきた理想や主義主張に近い教育が制度・内容・方法

レベルで導入されたことを意味する。それは彼らにとっても反対する理由はなかったし、む

しろ歓迎した。

さらに、合科教育や労作教育そして子どもの自発性・自主性の尊重は軍国主義や国民学校

のカリキュラムに矛盾することなく導入されることになった。そもそも総力戦体制には戦争

に向けた国民の自発性の調達が必要であり、新教育やそれを基礎にして構成された国民学校

制度もまた少国民を自発的に戦時体制に駆り立てるうえでは、非常に都合の良いシステムで

あった。

しかし、そうであるがゆえに、文部省より「国民学校二関スル要綱」をはじめ、国民学校

案が発表されても、小原國芳がそうであったように、自ら理想・提案する新教育のあり方と

文部省の国民学校案との特徴や相違が十分意識されないまま、あるいは意識されていたとし

ても手放しで賞賛することを選んでいくことになったのではないだろうか。合科教育の成果

を受けて、文部省より「綜合教授」が提案されても、果たして両者が相似するものであった

のかどうか、そこに批判的な検討が明らかに不足していたのではないだろうか。

勺弓
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そうなってしまった一因に、新教育であれ、旧教育であれ、教育という営為がどのような

子どもを育て、どのような帰結をもたらすのかといった反省的な議論が新教育論者にも、教

育審議会の委員たちにも、ほとんど見られなかった。新教育運動では個人主義や個性を、そ

れに対して総力戦体制下では一億一心、滅私奉公、米英撃滅という戦争スローガンを追従す

るだけの教育がデザインされていった。このような個人(主義)か国家(主義）かの二項対立

的な見方では、個人が否定されると、その途端に国家主義に跳躍してしまう危険性を孕んで

いる。

それは中間集団である「社会」が国家に包摂されてしまったことや、新教育論者たちが学

校という場において、既存の教育とは違った、児童中心主義の新しい教育方法の実現・達成

に自らの目標・目的を限定し、よりマクロな視点から教育のあり方を構想する問題意識を欠

如していたこともあるだろう。既存の教育の問題点を、たとえば受験競争における詰め込み

教育の問題だけに限定・批判し、その代替案の教育方法論として新教育を提唱・実践してい

たに過ぎず、教育目標や内容などとの関連で、教育と社会とを結びつけようとする考え方・

志向自体が貧弱であった。貧弱であったというより、そもそも関心がなかったのかもしれな

い。もっとも教育学者・実践家を含め、当時の知識人の多くが愛国と戦争、そして最も凄'参

な形で敗戦を迎えることなど想定することさえできなかったに違いない。

あるいは、戦前の日本の教育学はドイツ教育学の影響を大きく受けて展開された。国民学

校(VOlksschule)や合科教育(Gesamtunterricht)、労作教育(Arbeitspadagogik)なども、そ

もそもはドイツの学校教育制度またはドイツ教育学の研究や実践の成果であった。日本の新

教育もまたこれらの成果を積極的に、ときに無批判に「移入」してきた。その移入という方

法が戦前の日本の教育学界から批判の対象にされることはほとんどなかった。

以上、戦時総力戦体制という「時代」が彼らの批判的な思考や吟味を鈍らせてしまった可

能性は否定できない。

しかし、「時代」にのみ要因を求めては問題解明の可能性を倭小化することになるだろう。

彼らの生育歴や人間形成の過程など、多様な視点から捉えていく必要があるのではないだろ

うか。

小原や赤井に限っていえば、彼らは共通して敬虚なクリスチャン（プロテスタント)(5'で

あった。戦時体制の深まりとともに、カトリックやプロテスタントの別を問わず、キリスト

教会もまた右傾化・国家主義化していった。そのなかでもう°ロテスタント教会は1939年に

公布された宗教団体法によって、宗教団体に対する国家の統制が強まるなか、1941年6月に

は33のプロテスタント諸教派が合同教会である「日本基督教団」を結成した。この合同教会

は天皇制のもとに自己を置き、そのなかでひたすら忠勤に励み、戦争協力を惜しまなかった

(土肥2012)。単なる戦時体制という時代の趨勢のみならず、彼らにとっては信仰の拠り所

でもあったキリスト教会のあり方もまた戦時下体制下おける主張や発言内容ににわかに影響

を与えることになったとしても不思議ではないだろう(6)。
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4．結論

本稿は大正新教育運動をめぐるふたつの通説を改めて検証した。ひとつは大正新教育運動

を「教えない教育」として捉える説、もうひとつは大正新教育運動とその後の戦時総力戦体

制・国民学校制度と分断してみる歴史像についてである。すなわち、本稿を通じて、これま

での研究がそうであったように、大正新教育運動を「児童中心主義」や「自由教育」としての

み特徴付けることの問題点を指摘したといってもよい。それと同様に、教育審議会や国民学

校を国家主義や軍国主義の視点からのみ捉えるだけでは十分ではないのである。

第一点目の「教えない教育」については、いわゆる大正新教育運動が｢教える教育」を乗り

越えるべく「教えない教育」を志向したとしても、そこには理論的・実践的な矛盾や限界を

はらんでいた。

すなわち、「子ども中心の教育」を志向した瞬間から、大人と子どもの境界が明確に分離す

ることになる。しかも、両者の|對係において教師一児童という非対称的な権力構造を考慮す

れば、大人・教師の権力性は否応なく子ども（児童）に侵入してくる。したがって、新教育

とはいえ、実践場面では教師の影響は排除することなどできないし、それを欠いてしまうと、

今度は教育関係や子どもの学習そのものが成立しなくなるというジレンマを抱え込むことに

なってしまう。その点で、新教育は極めてデリケートな実践であった。

また、子どもの自主性や自発性が大人の統制可能なものとして自覚され、タイトな形であ

れ、ソフトな形であれ、統制されてしまうとき、子ども本人の主体は喪失し、自発性・自主

性は減じてしまう。そして「自発性・自主性｣や｢個性」が子どもの主体としてではなく、使

役(～させる）や義務(～ねばならない）の対象として、子どもが客体として語られ、実践さ

れるとき、ただちに大人にとっての理想像としての「子ども」が想定され、国家や社会・大

人の要請・期待に自発的に応えることが望ましいとされる。つまり、個性的でなければなら

ない、自発的でなければならない子ども像が想定されることになる。子どもたちは国家・社

会や大人(教師・親）が想定・理想とする「子ども」を役割演技することが期待されることに

なる。

第二の国家主義との関わりでいえば、大正新教育運動は児童中心主義のリベラルな教育を

標傍しながら、その論理や内容に内在するレトリックから、その後の総力戦体制下の国家主

義的教育の子ども観や教育観と相似している点を指摘した。

大正新教育運動の理念や実践は都合よく戦時体制の教育にも取り込まれていくことになっ

た。それは新教育そのものの変質というより、新教育も戦時体制下の国民学校教育もともに、

大人または大人が主導権を握る国家の期待に自発的に応える子どもを想定していた点では共

通していた。したがって、両者の関係は変質や断絶としてではなく、むしろ連続したものと

見るほうが自然なのである。

第一点・第二点の両方に共通しているのは、教育活動そのものに否応なく付きまとう「権

力性」の問題に、当時の実践家もこれまでの研究もほとんど無自覚であった点に由来してい

るのではないだろうか。第一点目は教育関係の内部(教師一子ども）における大人の権力性
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の問題である。第二点目は教育の外部との関係（国家一学校・個人）における国家の権力性

の問題である。大正新教育運動の理念や成果がその後の教育審議会・国民学校に都合よく利

用され、軍国主義の下僕と化してしまった。そうした国家の権力性に、新教育関係者はほと

んど無自覚であった。その無自覚さゆえに、大正新教育運動と戦時教育体制が連続性を帯び

ることになってしまったのではないだろうか。つまり、合科教育や労作教育などの新しい教

育方法の実践、そして子どもの「自発性」の発見を含んだ大正新教育運動を経由しなければ、

私たちが現在批判的に見ている戦時下教育体制（国民学校を含む）は実現しなかった、とい

うことになる(7)。

これまで多くの大正新教育運動の研究は、その教育理念や実践についての狭い研究や紹介

に、「教育学」固有の論理のみで説明することに終始し、その政治性の問題については敢えて

説明を避けてきたように見える。大正新教育運動の理念や実践を賞揚しつつ紹介するか、外

国の、たとえばある者はデューイやパーカーストなどアメリカの、別の者はドイツの新教育

の理念・実践の記述に終始してきた。そして、近代学校教育制度そのものや軍国主義的教育

を「教える教育」として位置づけ、そこに大正新教育運動や戦後新教育を「教えない教育」し

て位置づけ、そして逆コース、能力主義、ゆとり教育…“という、WII染み深い近現代教育史

像がつくられていった。さらにいえば、一方を善玉、もう一方を悪玉に仕立て上げることに

よって、戦前と戦後、旧教育と新教育とをそれぞれ切り離して考えてきた。それぞれを切り

離すことで、大正新教育運動について、国家主義や軍国主義といった政治の観点から説明し

ようとする議論を回避し、むしろ政治から独立した教育活動であるかのように記述してきた。

結果として、そのことが冒頭で挙げた佐藤秀夫の批判する日本教育史記述のモザイク性の強

化に貢献したとは言えないだろうか(8)。

歴史や時代は常に積層的であり、過去の慣習・積み重ねのうえに新しい時代が築かれる。

大きく時代が激変していると言われるときにも、新しい制度や習慣は、それまでの制度や因

習の上に成立していることも少なくない。ひとつひとつの時代や出来事を分割・断絶して歴

史を描くことは私たちの歴史理解を助けることもあるものの、断絶の間に存在しているかも

しれない重大な連続性を見失ってしまう危険性も含んでいる。こうした点にも留意しつつ、

常に教育史像や子ども史像が批判的に検討されていく必要があるのではないだろうか。

付記：本研究は2013年度同志社女子大学研究助成金｢小原國芳(1887～1977)のライフヒ

ストリー研究①」ならびに平成27年度科学研究費補助金・基盤研究(C)｢公共非営利組織と

しての私立小学校の経営問題に関する日英比較教育社会学的研究」の研究成果の一部である。

>王

(1) なお、中野は大正自由教育運動について｢教育改造を方法の改良に限定し、方法につながる内容や

目標、あるいは制度の改革と切り離してしまうことは、権力との対決を過度に強調してしまうこと

につながる」(238頁)と述べている。

引用はいずれも小原他(1977)によった。ただし引用文中の傍点は筆者によるものである。

教育審議会諮問第一號特別委員会第九回整理委員会(昭和十三年七月二十二に於．文部大臣官舎）

１
１
２
３
１
１
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会議録の両者の発言より。引用に当たっては、大久保利謙・海後宗臣監修(1970)『教育審議会諮問

第一号特別委員会整理委員会会議録』第5巻第1輯・第2輯(復刻版)宣文堂書店出版部を使用し

た。ただし原文の会議録は漢字片仮名交じり文で書かれているが、読みやすさを考慮して、漢字平

仮名交じり文に改めた。

(4)中野光は｢合科学習、あるいは合科教育の発展を支えてきた思想や理論と『皇国民錬成』というファ

シズム的イデオロギーとは矛盾する」と論じている（中野1977：190)。なお、この文章を含め1930年

代以降について書かれた｢第五章教育におけるファッシズム的潮流とデモクラシーの終焉｣は1990

年に再刊された改訂増補版『大正デモクラシーと教育:1920年代の教育』には所収されていない。

(5)赤井と小原は日本キリスト教会(改革派・長老派)にて受洗したが、小原は広島高師時代の恩師の勧

めに従って､､京都帝大進学以降、日本キリスト教団(会衆派・組合派)洛陽教会の教会員になってい

る。

(6)羽仁もと子(1873～1957)もまた新学校の自由学園を創立し、平和．反戦の立場に立つキリスト者

であった。ところが、満州事変以降、戦争協力発言が目立つようになる。その背景には、もと子の

愛国心、国家とキリスト教の信仰の関係を別次元のものとする解釈の受容、満州処理をめぐる世論

の影響、独自の家族国家論があったという(斎藤1988)。

(7)本論文を通じて、筆者の意図は時局発言を行った新教育関係者の｢戦争責任｣を持ち出し、それを糾

弾することにはない。むしろ、過去の教育政策や実践現場に対する教育関係者(研究者を含む)の｢立

ち位置｣や｢関わり方｣を歴史的な視点から省察することを意図している、といったほうが適切であ

ろう。この点をめぐる筆者の見解については、小針(2015)を参考にされたい。

(8)筆者もまた同じようなパラダイムで日本教育史像を描いていた点を反省しなければならないと痛感

しているところである(小針2007)。
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