1930年代論と﹃綴方生活﹄

の研究状況に言及する︒

飯

田

和
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は︑三〇年代がファシズムの時代であり︑さまぎまな知が

ら数多くの議論が櫻み重ねられてきた︒ひとつには︑それ

三〇年代論は過去に何度か盛んになり︑異なる角度か
現代の教育の間を捉えつつ︑日々の教育実践に当たるために

一．はじめに

は︑目の前の生徒の様子︑現行教育の制度的な動き︑人びとの

た時代であり︑そうした意味で近代日本の

戦争に向けての動員体制へとつぎつぎにのみこまれていっ

p．−帖︶

者の観点によって記述されていくものである以上︑歴史認識

歴史というものが︑選択された史料を基にしてそれを扱う論

て繰り返し注目されてきた︒︵吉見突戻

﹁三〇年代﹂はわれわれ自身の﹁いま﹂を映し出す鏡とし

いは ﹁暗い結末﹂を集約的に示した時代であったという
共通認識が︑長らく共有されてきたからでもある︒⁝⁝

﹁失敗﹂︑ある

在に進行する﹁教育の事実﹂を認識していくことが重要である

教育に向ける意識的・無意識的な期待やまなぎし︑といった現
が︑一方で︑その﹁事実﹂につながるところの歴史的経緯を押
﹁戦後教育﹂という枠組みは︑戦争と敗戦とを経た︑日本の

さえておくことも大切な要件である︒

社会における大きな変化を踏まえた研究の一つの角度である
が︑そこには戦前と戦後の断絶の面とともに︑その連続する面
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も複雑に絡み合った現実の推移があったことを忘れてはならな

r1930年代﹂は︑日本の国家がいわゆる﹁総力戦体制﹂ は︑論者の︑また論者の属する研究分野による拘束を免れない
ものとなるが︑その内省や交流の意味において︑この ﹁三〇年

代﹂を教育史研究の場で取り上げることは︑現代における教育
の姿をとらえていく上でも︑重要な課題を掟示する力を持つと

に向かう時期であり︑それは︑現代を参照するに当たり︑戦前

不連続とはどのようなものであったか等について︑描写と議論

考えられる︒

と戦中︑そして戦後をどのように理解するか︑そこでの連続と
とが為されてきた年代である︒例えば吉見は︑以下のようにそ
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荒川は︑この年代の問題を現代社会における知識人の姿につ
なげて︑以下のように述べている︒
の解体と変質は︑戦争と敗

日本の現代史にかんしてこれまで支配的であった見解

を要約すれば︑以下のようにいえるであろう︒ファシズム

︵一九一二−

時代の日本の歴史は近代社会が歩むべき本来の成熟過程か
二六年︶

ら外れた非正常なコースをたどった︒大正期

一九三〇年代の ﹁知識人﹂
戦によって一挙に極点に達したかにみえる︒しかし︑敗戦

に進展した民主化の傾向はファシズムの時代にい

後︑一九三〇年代の解体過程で自覚された諸問題は十分に

一九四五年以後今日にいたる日本の歴史は︑この戦後改革

を大正デモクラシーの路線へと復帰させることになった︒

一九四五年の敗戦とともに始まった戦後改革は日本の歴史

逸脱した戦時動員の軌道へと強制的に引き出していった︒

たって頓挫したのであり︑それに替わって非合理的な超国
の要

家主義をイデオロギー的支柱とする強権的体制が国民を

﹁教養﹂

追求されただろうか︒むしろ︑旧態の文化主義的自由主義
と

と文化主義的左翼知識人の型がそのまま復活する一方で︑
全面的な大衆化の趨勢のなかで︑﹁文化﹂
裸な﹁学歴社会﹂が出現したのではないか︒﹁文化﹂と﹁教

を起点としている︒︵山之内−箋∽

因を消去した﹁知識官僚﹂が大量に産出されて︑単なる赤
養﹂が崩落したあとに︑その欠落を埋めるべき何が用意さ

誌﹃綴方生活﹄の国語教育史における意味を考察するとともに︑

の描かれ方を概観することに発し︑同時代に発行された教育維

本研究では︑この年代を巡る教育の状況と︑その歴史として

いては︑既に山之内以前より︑教育史研究からも幾つかの疑義

ものとファッショ的なるものとを対立させる認識の枠組みにつ

く歴史︑前者が後者に対抗していく歴史といった︑民主的なる

ム的な動きが起こり︑前者が後者の台頭によって抑圧されてい

このような︑一方で民主的な動きが起こり︑一方でファシズ

p．豊

れたであろうか︒︵荒川−讐ぶ p．−告

その編集主幹である小砂丘忠義の教育思想を点描し︑﹁生活様

︵一九一八︶

︵一九一〇︶

年第二期国

年から使用が進められる第三期国定

︵筆者注⁚明治四三

定国語教科書﹃尋常小学読本﹄巻一一所載の詩﹁同胞こ︑

教科書で︑右

大正七

記述から次のような指摘を行っている︒

が差し挟まれている︒例えば斉藤は︑大正期における教科書の

方教育﹂といわれる教育の事実のとらえ方と︑その変遷に係る
問題を提起する︒

二．大正デモクラシーから1930年代論へ
山之内は︑大正期から戦後期への通説的見解を要約した文言
として︑それを以下のように記している︒
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大日本

大日本

神のみすゑの天皇陛下

に五千万﹂︶ に照応するような詩を挙げてみよう︒︵国語巻

五︑﹁大日本﹂︶
我が子のやうにおぼしめされる

一課∞

p．N酷︶

研究﹄

と述べ︑自由教育の体制的な性格︑及びその脆弱性についての
指摘を行っている︒同様の見方は︑この﹃大正自由主義教育の

われら国民八千万を
⁚⁝・大正デモクラシー的性格が注目される第三期国定教

こと︑②それぞれの実践が必ずしも異に自生的でなく︑〟

消極的な評価は︑①所詮こうした教育は師範付属とか私
立とか多かれ少なかれ特権的な学校を中心として行われた

以下の五点を挙げる鹿野によっても示されている︒

︵中野︶を引きながら︑その﹁消極的な評価﹂について︑

科書であるが︑そこに打ち出された帝国像は神国観を浪厚

−謡び pp．ぴ望むび望

の性格︑その思想の基本構造につい

にしながら︑昭和期に連なっていくものであった︒︵斉藤

また︑中野は﹁自由教育﹂

て︑

示されるように︑それが多分にブルジョワ個人主義へのか

勢をもって行なわれたこと︑①﹁自由﹂教育という名称に

種のク流行″として︑すなわち依然として中央志向的な姿
﹁自由教育﹂一般には︑もともと反国体・反体制的性格

たむきをもったこと︑④綴方や図画︑音楽など〝周辺″科

は希薄であった︒それは︑確かに︑大正デモクラシーの潮
たが︑その思想は基本的には帝国主義的新教育に源流を

流の中で︑絶対主義的教化政策をゆすぶる力を発揮してい

pp．−芋−∽泣

主義教育の推進者たちは︑とりわけ治安維持法の成立後に

うな思想構造があったという意味で︑そこに時代的な連続性を

果として自らが進んでファッショ的なるものへ協力していくよ

ファッショ的な要素はあったということ︑また︑そこにはファ
シズムの力に抵抗できない本質的な弱さがあり︑さらには︑結

これらはいずれも︑もともと大正デモクラシーの中にも

る︒︵鹿野−笥べ

同化してゆく傾向をかなりもったことなどに向けられてい

目で顕著に実施され︑ク中心″科目へはおよぴがたかった
こと︑⑤国家主義と真に対決しえず︑のちにファシズムに
p．相島︶

もっていたことから︑労農階級の思想や運動とははっきり
と一線を画していたのである︒︵中野−簑∽

自由主義の思想構造は︑天皇制国家権力が反動化してい

おいては︑急に萎縮したり︑自分の主張が反体制的ではな

認めるという見方である︒

くとき︑必然的に体制内に閉じこめられていく基本的性格

いとの証を積極的に試みたり︑あるいは運動の具体的課題

を帯びていた︑といわなければならない︒かくして︑自由

を見失一って自己嫌悪に陥ったりするのが目立った︒︵中野
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筆者も︑時代の不連続面に加え︑その連続面を確認すること
は教育史研究において有効であると考えているが︑さらに︑不

学へと橋渡しされていったのだが︑﹁ポツダム宣言﹂以後

れた日本の教育科学においては︑戦前から生まれ変わった

大学の学部として制度化され︑基本的な学問体系も整備さ

の戦後につながる面についての分析は閑却されてきた︒戦

戦後として︑断絶性を強調する議論が強く︑戦前・戦時期

達統面を措定してそこにある種の連続性を付与することによっ
て︑重要な別の不連続面が歴史認識の中から欠落させられてい

前の教育科学についてもその﹁進歩性﹂が当時の社会的文

のとらえかた︑及び︑その編集主幹で

た教育雑誌﹃様方生活﹄

にたいする﹁抵抗の歴史﹂として記述されることが多かっ

脈と関連づけることなく礼賛されるか︑あるいは戦時体制

る︑といった見方を持っている︒その例が︑この時代に存在し
あった小砂丘忠義の教育思想についての認識である︒このよう

pp．N−−・N−N︶

という阿部の観点は︑分権的な教育制度であるアメリカの

中央集権的メカニズムを通して教育の平等を促進する

部垂孝の教育学に視点を据え︑

教育科学に着目した大内は︑その中心的な推進者であった阿

も発展していったのである︒︵大内−謡∽

育計画・教育政策と結びつく形で学問としても運動として

一九三〇年代の総力戦体制期に︑当時の政府の合理的な教

た︒しかし実際には戦前期成立した日本の教育科学は︑

な複雑な様相を示す教育の側面における戦前の多様性について
の論及は︑現在の研究レベルにおいても未だ不十分である︒そ
れは研究の通史的見直しという作業を経ないまま︑誤った歴史
も生んでいるのである︒

認識として継承され︑さらには再生産されるといった事態さえ

三．戦前と戦後の連続と不連続1戦前の多様性−

関係にも当てはめることができる︒戦前の教育は戦後の教育と

ケース以上に教育における権利の平等を意図したもので

前記歴史認識上の課題は︑現在に直接係累する戦後と戦前の

策を先取りする先進的な教育思想が存在していたとする見方︑

教育科学者はかっこ付きとはいえ︑この﹁民主化﹂を目指

せよ教育における﹁民主化﹂の進展であった︒阿部垂挙ら

いえば︑戦時体制期はそれがいかに国家主導で行われたに

的流動性の増大を民主化の指標とみる戦後社会の文脈から

た教育における権利の平等を目指したのである︒⁚⁝・社会

あった︒阿部は戦時体制期における改革を通して︑こうし

断絶しているものではなく︑例えばそこには戦後の民主的な政
また︑教育の科学性を探求する指向性が︑総力戦体制の構成に
向けても有効に機能していたという見方である︒この視角から
戦前・戦時期と戦後の教育における連続性に関して検討してい
こうとする主張として︑次の大内のものがある︒
戦前■戦時期に生成した教育科学は︑戦後の日本の教育
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は︑それらを遺産として継承し︑発展させなくてはならな

否定し︑ルソーやペスタロッチの思想を源流とする近代教

して戦時体制に協力したのであった︒この戦時体制期に準

育を復活︑発展させることを歴史的課題とすべきだ︑とい

梅根のこのような評価は︑戦後教育
い︑と主張した︒⁝⁝
が︑天皇制﹁臣民教育﹂の延長であったファシズム教育を

会に引き継がれ︑本格的に展開されることとなった︒⁝⁝
このことが日本において︑先進諸国の中でも顕著な教育に

備されたこのかっこ付き﹁民主化﹂は︑戦後のシステム社

おける大衆的メリトクラシーの構造を形成した一因だとい

う立場からなされた︒したがって︑樋口や谷本を先駆者と

的な明治期の教育に対して批判を加え︑それを否定するこ

した大正期において高揚した新教育＝自由教育は絶対主義

える︒⁝⁝現在我々が問わなければならないのは︑戦時期
に構想された教育改革とそれを歴史的出発点とした戦後教

れたのであった︒しかし︑梅椒は︑こうした見解を数年を

以上︑それは継承されるべき教育史的通産としてとらえら

とから出発し︑﹁民主主義﹂的思潮に支えられて発展した
といった諭展開を試みている︒大内は︑戦前・戦時期と戦後と

育の制度化である︒︵大内−箋∽ pp．N芋N∽N︶

を断絶したものとはとらえず︑かえってそれを連続したものと

では︑一九世紀から二〇世紀は

じめにかけての欧米の新教育運動および日本の新教育運動

︵光文社︶

経ずして改めるにいたる︒一九五五年に発表された労作

を﹁帝国主義の展開期に︑それを基盤とし︑その要求に呼

﹃世界教育史﹄

してとらえなおすことによって︑その時期に進展した﹁民主化﹂
り︑同時にある種の全体主義が今日へも連続している︑という

が︑今日における教育問題の多くを発生させている源基でもあ
見方をもたらそうとする︒

⁝⁝梅根は一九五一年から一九五五年にいたる日本の歴史

的変動︑とりわけ教育政策が反動化していく中で︑帝国主

応して生まれた運動﹂として把握しなおしたのであった︒

義的教育政策に対してより深く︑よりきびしい認識に到達

このような研究は︑戦後の民主主義教育を考察する際に参照
てその関連性を想起させるものとなる︒中野は︑戦後における

される大正自由主義教育の認識といった文脈においても︑改め
梅根悟の教育史認識の変容をもとにして︑その事情を以下のよ

大正自由主義教育の見直し︑戦前︑戦時︑戦後を通覧した検

pp．−甲−盟

せぎるをえなかった︒︵中野−誤00

は︑明治三〇年代にはじまる樋

うに述べている︒
彼︵筆者注⁚梅根倍︶

口堪次郎や谷本富らの理論と実践こそ︑日本における新教 討の必要性についての言及に関しては︑次の山之内の指摘を挙
育の最初の出発点であった︑と評価し︑大正自由主義教育 げることができる︒
は︑その発展である︑としてとらえ︑戦後の新教育運動
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中央的な〝教育科学″は︑﹃教育科学﹄講座︑雑誌﹃教育﹄︑

四．教育科学研究会と生活綴方運動

はたして大正デモクラシーはそれに続く戦時動員体制と そして︑この連続性の認識の中で︑現実に存在した1930年
切断されてよいのであろうか︒また︑戦時動員体制はそれ 代に係る教育思想の重要な一面が︑現在に至るまでその真の姿
に続く戦後民主主義と切断されてよいのであろうか︒大正 を見えなくさせられてしまっているのである︒
デモクラシーにはそれを崩壊させる政治的・社会的要因が
すでにはらまれていたのであり︑そうした解体要因が戦時
体制を用意してゆくとみた方がよいのではなかろうか︒さ
らには︑戦時体制には戦後民主主義の政治的・社会的構造
を準備する要因が豊富にはらまれていたのではなかろう

たク生活様方″運動のなかに︑実践的なク教育科学クが成
長していった︒同じ時代でありながら︑じつはこの二つの

﹁教育科学研究会﹂を足場にして発展していった︒それと
時代を同じくして︑現場においては︑東北地方を基盤とし

以上によって確認されることは︑大正自由主義教育とは︑戦

いずれも共同研究の組織をもっていながら︑組織相互の交

流れの間には︑直接なんのつながりもなかったのである︒

か︒︵山之内−遥ひ p．た︶

後民主主義教育の単純な理想モデルとはならないということで

田−諾00

p．澄︶

流の機会は︑昭和十三年にいたるまで無縁であった︒︵山

あり︑現代の ﹁民主的な教育﹂を根本的に考察するためには︑
戦前︑戦時期の︑民主的教育︑非民主的教育の全体を取り込ん
だ視野に立った検討の結果を参照することが必要だということ

﹁無縁﹂

の措定の基に研究を進めていた山田

である︒
こういった意味において︑1930年代を戦後につなげる教 とされる教育科学研究会と︑生活様方運動とを結びつけるス

は︑﹁民主的な良心と思想を持つ者たちの︑ファシズムへの抵

会﹂と﹁生活学校﹂とのつながりをとらえる見方である︒これ

⁝⁝昭和十年一月︑野村芳兵衛が発刊した﹃生活学校﹄は

と︑雑誌﹃緒方生活﹄

ていちおうの役目を終わった︒束北の〝生活綬方〟の発展

との因縁は浅いものではなかった︒

抗﹂という一見分かりやすい史観によって連続させられている︒

会の動向と︑生活綴方運動の推移の二つを挙げることができ
の次の論述に︑端的に表されている︒
る︒しかし︑この二つを連続性を持ったものとしてとらえる歴
史認識の在り方が︑ある重要な歴史認識上の不連続を隠蔽して
﹃様方生活﹄ は昭和十二年十月小砂丘忠義の死亡ととも
いるということができる︒その端的な表れが︑﹁教育科学研究
に︑ク生活綴方〃教育運動という大きな足跡を歴史に残し

育として︑またその多様な内実を示す例として︑教育科学研究 トーリーは︑この
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の訓導︵峰地はもと訓導︶の生酒教育論にたいして︑旧プ

た︒⁝⁝論争はすでに池袋児童の村小学校生活教育研究会
の機関誌であった蛋清学校﹄誌上で︑野村︑峰地光垂ら

そのおもむきを異にして正面から〝生活教育″と取っ組も
な生活教育研究会の機関誌であって︑おのずから︑限界が

pp．NNIN盟

さらに︑同じ種類のストーリーを描く論述には︑平原︑宮原
による次のものがある︒

への参加を呼びかけたのである︒苗場−諾べ

ロレタリア教育系統の教師たちがもう一つの生活教育論を
対置し︑﹁生活﹂とは何かをめぐって論争を始めたところ
から始まる︒論争を契機として︑﹃生活学校﹄の編集権は
戸塚廉の手に渡り︑その結果﹃生活学校﹄は生活綴方教師
たちと旧プロレタリア教育関係者の交流を促す舞台を用意
することになった︒⁝⁝そして︑﹃生活学校﹄が廃刊に追
い込まれることになった時︑戸塚は読者に向かって教科研

うとした︒しかし︑当初は︑児童の村小学枚の自由主義的

がって︑編集者の戸塚廉は︑野村の考えに飽きたらず︑昭

あった︒東北の生酒教育の実践が︑大きく伸びるにした

児童の村小学校との縁をきった︒▲：：：ここにも︑当然東北

和十一年十月号からは︑じぶんが主宰し︑﹃生活学校﹄と
の教師は結びついていった︒束北の〝生活綬方″の生活教
育の発展が︑﹃綴方生酒﹄のあとをついで﹃生活学校﹄を
生み出す条件をつくっていたといえる︒⁝⁝しかし︑こ
の時代としてはもっとも進歩的であった﹃生活学校﹄も︑
十三年頃は戦時政策としての﹁生産力拡充﹂に協力する
方向に向かったのもまたやむをえなかった︒︵山田−誤00
pp．遥l筈︶

ここで示される﹃生活学校﹄誌上での論争と︑戸塚廉の働き
については︑田嶋が次のように記述している︒
この論争︵筆者注⁚生活教育論争︶を通して︑生活綴

方運動︑自由教育運動︑プロレタリア教育運動︑教科研の

い︑教育実践に影響を及ぼす一方で︑民間教育運動−例え

一九三七年に﹃教育﹄の読者を含んで教育科学研究会
が結成されるに及んで︑教育科学研究運動は広がりをみせ
た︒教育科学研究会は教育事実の実証的・客観的研究を行

ゆくと同時に︑﹁生活﹂概念が改めて言語化され︑明確に
なってきたのであった︒この論争をきっかけに教科研の運

もなった︒しかし︑民間運動への弾圧が強まり︑四一年に
は城戸︑留岡らが検挙︑留置されるにいたり︑教育科学研

自由画・創造画を提唱する創造業育運動など−の拠り所と

ば︑生活を直視しリアルに表現させる生活綴方運動や︑子
どもを社会的存在としてみる新しい保育の体系をつくるこ
とをめぎした保育問題研究︑臨本棟写の図画教育に対して

動は︑同時代のさまぎまな運動の一つから︑三〇年代後半
から四〇年代前半にかけての教育連動のかなめへと展開し

人びとの︑﹁生活﹂概念の差異と重なりが明らかにされて
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究運動は治安維持法違反の容疑で継続するものの教育科学
研究会は解散することになり︑﹃教育﹄も廃刊となった︒︵平
原−双苛 p．箋︶

様方教育雑誌はつぎつぎに休・廃刊し︑中心的指導者

このようにして︑戦前と戦後はある種の連続性を持つものと

して︑歴史的な認知を与えられているかのように見える︒しか

の︑ファシズムヘ

し︑これらの論述に共通しているのは︑﹁民主的な良心と思想

︵両者はそこで連続性を持つ︶

の抵抗﹂と捉えられる史観︑すなわち︑前者と後者の二項対立

を持つ者たち

的な見方︑前者と後者とを不連続のものとする措定の仕方が︑

も病気・転職などで運動は次第に衰退し︑さらに検挙・投
獄の決定的打撃をうけて︑ついに一九四〇−四一年頃終焉

認識の枠組みである︒ここにおいて︑生活綴方教育は︑﹃様方

へ︑さらには教育科学研究会へという

教育科学研究会と生活綴方運動に連続性を付与する︑といった
﹃生活学校﹄

した︒生活綴方運動のなかから︑様方の万能性にたいす

から

り︑ファシズムに破れていくといったストーリーの中に収赦さ

連続性を付与され︑抵抗する思想として一括されたものとな

生活﹄

る疑惑と教科指導の改革への志向がたかまってきたころ︑

のグループである︒⁝⁝

﹃生活学校﹄

これをうけとめてより広い展望をもった生活教育運動を
︵一九三五年一月−三八牛八月︶

おしすすめていたのは︑戸塚廉を中心とする

に﹁受け継が
れた﹂とされる

そしてさらにこの歴史認識は︑小砂丘とは明瞭にその思想の内

﹃様方生活﹄︑その同人の多様な教育思想︑就

れて︑経済的困難と思想的動揺のうちに一九三八年七月号

中その主幹たる小砂丘の教育思想は︑ここにおいて歴史上一括

れてしまう︒小砂丘忠義の死を境に﹃生活学校﹄

で廃刊され︑最後の抵抗運動は﹁教育科学研究会﹂に託さ

され連続したものとして﹁生活様方教育﹂に属するものとなる︒

しかし︑それも戦争とファッショ的弾圧の強化されるにつ

れる︒︵宮原−謡∽ pp．N芝・N浩︶

かなものとされていく︒結果として︑実際には存在する重要な

実を異にする戦後の国分一太郎の登場と評価によって︑一層確

pp．NNやN缶︶

︷りこ

いるのである︒

﹁生活主義﹂をスロー 題として取り上げられないまま︑現在もまかり通ってしまって

れている︒このような実態は︑国語教育における歴史認識の問

不連続が非常に見えにくいものとされ︑歴史として連鎖させら

なお︑教育科学を研究の視点として︑戦前と戦後の教育に関
Tェ

は以下のものとなっている︒
﹁科学主義﹂

と

する有益な議論を提起している大内の︑当該問題に関する記述

維誌﹃教育﹄ は

ガンに掲げ︑阿部垂孝をはじめとした教育科学者のグルー
ど多彩な執筆陣を集めた︒︵大内忘讃

プ︑革新官僚︑生活綴方などの教育運動家︑社会運動家な
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五．﹃綴方生活﹄︑及びその主幹・小砂丘忠義の

のをうちたてようとしたのではないか︑と指摘したい

︵そ

で〝個〟の原理をこえる〝集団ケの原理とでもいうべきも

理の延長線上にとらえられうるケースが少なくない︶︒も

の点では︑ファシズムへの協力の問題も︑この〝集団″原

いたとはいえ︑それと対庶的に︑伝統とのかかわりで矛盾

ちろんこの運動には︑西欧直輸入的な志向もまま爵出して

とらえられ方
上田庄三郎︑野村芳兵衛︑峰地光重︑小砂丘忠義といった

解決の方途をさぐろうとする視点の顕在化を︑この運動の

﹃綴方生活﹄ に集まった人びとの教育思想については︑各々に

︵あるいは自前の︶変革への構想力の

たがゆえに︑一九二九︵昭和四︶年︑志垣寛・小砂丘忠義・

一種の復活があったとおさえることができる︒それがあっ

ていえば︑自生的な

一定程度の研究がされているが︑それはある範囲内に収められ
において︑

申にみのがすべきではない︒・⁚⁝民衆思想の歴史にそくし

の代表的な研究著作である﹃日本作文綴方教育史﹄

ている現状が認められる︒国語教育史における作文・綴方教育
滑川は最後に自身の稿を振り返り︑

︵同︑二巻

言﹂では︑たんなる﹁生活重視﹂から一歩を進めて︑﹁生

四号︑山九三〇年三月︶︑やがて志垣が分離して後の﹁宣

方生活を通じて︑全教育の再建ヘー﹂をうたい

野村芳兵衛・上田庄三郎らによって創刊された全国誌﹃様
﹁北方教育﹂の主要論文や﹁綴方生活﹂﹁実践国語教育
研究﹂﹁教育国語教育﹂﹁生活学校﹂﹁様方評論﹂﹁教育﹂諸 方生活﹄ では︑まず︑﹁生活重視﹂をスローガンにかかげ
︵﹁吾等の使命﹂同誌一巻一号︑一九二九年一〇月︶︑﹁綴
諒との関係を語り残したが︑こうした自伝的回想を主とし
たこの稿とは別に筆を執るしかないだろう︒︵滑川−麗∽
p．缶N︶

p．−∽ゴ

三巻

活に生きて働く原則﹂の把握にまで視野をふかめえた︵同︑

鹿野は︑大正自由教育の流れの中に﹃様方生活﹄を見ている
が︑この時期の教育としては﹁自生的﹂といった特異な性質を

号︑一九三一年一月︶︒︵鹿野−笥べ

の記述は為されていないが︑現在の研究状況もその城を出てい

とし︑ここに取り上げられた各誌の関係性について取り立てて
るとは言えない︒例えば﹃綴方生酒﹄及び小砂丘忠義に関する
歴史認識に関わる記述は︑以下のようなものである︒

教員の教育実践には︑今日ふつうに想像されている以上 持っていることを指摘している︒しかし︑﹁集団の原理﹂に関
に︑はるかにク土″のにおいがつよかったのではないか︑ わる記述において︑ファシズムヘの協力の問題を指摘している
そうしてそれは﹁生活﹂の直視をとおして︑なんらかの形 ことからも︑この教育実践がこれまでに述べたような﹁生活綴

30

方教育﹂の潮流の中に一括されるものとして認識されていると
読むことができる︒
中野による﹃綴方生酒﹄︑小砂丘忠義に対するとらえ方は︑
以下のものである︒
一九二九年︵昭和四︶十月に創刊された﹃綴方生活﹄は︑

のである︒残虐さ⁚つらみ・しつとなどの心持にしても︑
大人と変わりはない︒小砂丘にとっては︑野性味あふれた

﹁達しく素朴なる原始子供﹂ こそが︑真実の子どもに他な
らなかったのである︒⁝⁝このような子ども活動的エネル

はどこにでも︑いつの時代にもあるはずだ︒その芽を大事

ギーを小砂丘は大事にした︒こうした子どもの﹁真実性﹂

る︒︵中野−笥00

に育てたいというのが︑小砂丘の願うところだったのであ

pp．−−甲−巴︶

翌年九月いわゆる第二次宣言を発表した︒小砂丘忠義と野
ものである︒⁝⁝ここにみられる思想の特徴は︑﹁生活に

村芳兵衛の思想が色漉く反映されている︑といわれている

の見解に︑その内容をほぼ同じくするものに止まって

﹁伝統とのかかわり﹂と同様に︑後述する中内が提示した﹁原

中野はこの著作の中で︑﹁生活と教育の結合﹂という意味合
生きて働く原則﹂を教師ともども子供たちにも掴ませ︑し
かもなおそれを︑綴方をとおしておこなおうとするところ いでの ﹁生活教育﹂に関する例示として︑村山俊太郎︑クルプ
にある︒生活教育は︑客観的にいわば自然と社会に貫通し スカヤとともに小砂丘を挙げているが︑それは︑年代論の中に
ている法則を︑子供の具体的な生活の場で認識させ︑そし おいての位置付けとしての扱いではない︒また︑ここに挙げら
れている﹁原始子供﹂の概念は︑前述鹿野による﹁土のにおい﹂
て得た理解を生活に応用して認識を高めようとするもの
であった︒⁝⁚・小砂丘に拠れば︑綴方には﹁全教育の総

量﹂が含まれているのであり︑また﹁綴方は︑科学の正確 始子供﹂
さ︑道徳の尊︑宗教の敬虜さ︑そのすべてを深く内省する いる︒
でなければな また︑
らないのであった ︵﹁作品に衰はれたる現代綴方の功罪﹂︶︒

とともに︑これを表現してゆく広やかな道﹂

てひろく注目されるようになった綴り方をめぐる新しい動

刊を契機としてである︑とされている︒：⁝・大正期を通じ

て︑童心主義綬方は克服されなければならないものだった

開をどうとらえるかが問われることになる︒︵川合−諾い

きと︑生酒綴方とをどう区別するか︑前者から後者への展

戦前最高の教育運動の一つとみられる生活綴方運動が
全国的に展開されるのは︑一九二九年の ﹃綴方生活﹄ の発

のである︒子どもは大人社会から隔離されているのではな

から得られた小砂丘の確信であった︒・：生活綴方にとっ

く︑この世の︵悪︶をもすでに身に付けて育ってきている

⁝⁝生活そのものに子どもの感性を揺るがし︑表現を誘い
出す力があるというのである︒これは高知時代の教師生活
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p．N00告

由はそんな点

にではさらになく﹂の後に続くもので︑小砂丘

︵筆者注⁚気持ちを表はすかに思はれる言葉を附

加するの謂い︶

る︒小砂丘はこの後︑﹁自然現象を見る場合も︑社会事象を見

という問題意識によって検討を進めた川合は︑次のように論述 が自らの主張を為すに当たっての批判の材にした文言なのであ
を続ける︒

る場合もどこまでも自分の日で見て行けというふことになる︒

﹃綴方生活﹄ は︑一九三〇牛夏︑志垣寛の経営する文園それを見得る自己 ︵勿論社会構成の一員としての︶ を持てとい
ふことに外ならぬ︒﹂と述べ︑この論文において﹁自己﹂の解
社の手を離れ︑小砂丘忠義︑野村芳兵衛︑上田庄三郎ら

釈っ
の問題に言及している︒川合は﹁生活教育という成語の誉場﹂
一〇名の ﹁郷土社同人﹂ によって創立された郷土社によ
て続刊されることになる︒続刊にあたって同人名で﹁宣言﹂を第二次宣言の特徴と見るに急いで︑﹁再出発した ﹃綴方生活﹄

を発表した︒⁝⁝この︑いわゆる様方生活第二次宣言には に掲載された同人たちの文章には︑生活教育という用語こそな

注目すべき点がいくつかある︒その一つは生活教育という いが︑政治︑社会への志向が強く見られる︒﹂として︑この雑
成語の登場である︒⁝⁝小砂丘忠義も︑﹁そんな内なる気 誌に集った多様な人びとの考え方を︑川合自身の見方の中で︑
一つのものに収束してしまっているように見える︒
持ちを書くのではなく︑外界面前の事象−特に社会事象−

また川合は︑﹁第二次宣言﹂の﹁﹁社会の生きた問題︑子供達
を書け﹂とのべ︑⁝⁝いずれも綴方についての発言である
が︑このような様方を﹁中心教科﹂として生活教育を捉え の日々の生活事実︑それをじっと観察して︑生活に生きて働く
原則を吾も掴み︑子供達にも掴ませる﹂としている点﹂につい
ていたものと思われる︒︵川合−謡∽ pp．N竿N∞空

﹁気持︑感じ等のこと﹂

︵小砂丘−謡○︶

を実際に読めば分

世界によみがえる存在であるといういみにおいては教師も子ど

せ﹂とか ﹁作者の感じが出てゐない﹂といふことを一つの重要ちつつあった︒﹂ ︵p．N彗︶ とし︑基本的に中内の見解の内部に
な尺度としてゐる︒ところがこれをともすれば何ら根底なきも 止まっている︒そして︑﹁現実生活︑生活現実のリアルな把握
のとして排斥されがちである︒⁝⁝が︑これが排斥せられる理 に迫る綴方︑つまり生活様方の立場が︑少なくとも理論的には

網を開いて︑﹁たしかに小砂丘︑野村を初めとする同人たちの
くのではなく︑外界面前の事象−特に社会事象−を書け﹂とい
う文言は︑﹁吾々は常に︑子供の様方を見る場合﹁気持ちを出 間には︑現実生活を貫く客観的法則の存在についての認識が育

かることであるが︑川合の引用する﹁そんな内なる気持ちを書 もも同次元に生きる存在であるという認識である︒﹂という引

丘の

ては︑中内の ﹁﹃原則﹄が ﹃吾﹄ や ﹃子供﹄ の外側に客観的に
ここには︑小砂丘の文言に対する明らかな誤読がある︒小砂 存在しており︑それをともどもにつかむとき初めて﹃理想﹄ の
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いっそう明確になった︑といえよう︒こうして生活様方への道

生きていく力︑それが土の力である﹂

においてとらえ得た結果持つことのできた︑﹁自分でぐんぐん

の内包する多様性に対して一定の範囲を与えてしまうのであ

次元から﹂︶を保障する基礎的な様態としての﹁相対的自立性﹂

︵小砂丘−諾O﹁全然別の

が一歩前進することになる︒﹂︵p．N苫︶として︑﹁生活綴方教育﹂

る︒

はある︒が︑それはあくまで一着眼だ︒早い話が︑そんな

綴方教育は生活教育に解消せよといふ叫びにもいい着眼

ていたと考えることができる︒

を標傍し︑﹃生活学校﹄を手に自立していく戸塚廉に向けられ

砂丘が自身の死の四ケ月前に記した次の文言は︑﹁生活教育﹂

筆者の提起するこのエートスを基にしていると見られる︑小

というべきエートスである︒

六．小砂丘忠義の教育思想の実際
多くの研究者が参照する︑中内の提起による﹁原始子供﹂と
いう小砂丘が持するとされるエートスは︑生活綴方教育研究の

理論なら︑独り緩方に限らず全教科皆然りだ︒が︑今そこ

﹁近代日本の表通りの文化︑

いる概念である︒しかし︑中内が

まで来たといふことは様方の独自性がいよいよ具体的に開

経緯の中で高い評価を得︑今日に続く変わりなき引用がされて
文明とは無縁の生活からつくりだした自我﹂を﹁がん固に守り
私のた

とあるように︑

便り﹂︶

﹁生活綴方教育﹂という名称において︑小砂丘忠義の教育思

想とその実践の現れとしての﹃様方生活﹄が括られるにしても︑

も言えるであろう︒

してゆくことであり︑﹁そこに向けるまなぎし﹂にあった︑と

ものは︑﹁物の正体﹂を見極めること︑﹁眼に見えぬ物﹂を明か

また︑次のような文言によって︑小砂丘の綴方教育のめぎす

れるのである︒

く︑より旬括的で僻轍的な内実を有するものであることが証さ

その雄々しさは それは︑川合の言うような﹁生活綴方運動﹂と同じものではな

おちつく所におちつかん

明される時を得たのだと僕は思ふ︒︵小砂丘−宍苛﹁地蔵堂

続けた﹂︵中内−彗O pp．∽N早∽N望とする文脈で引く小砂丘の﹁原

それぞれの生命

始人の詩﹂第四連﹁おちつく所はたつた一つしかない

微妙にたへずうごいている

の原資料において︑その第一連からの検討︵﹁私らの生命

の力がしつくりと あてはまる所は世界に一つきりありやしな

めには私の− あなたのためにはあなたの−
い﹂
の力は

として− 静かな所に静かに居ようとして1
世のすべての勇猛といふものにまさつてゐる﹂

ことを言おうとしていると見

﹁落ち着いたところ＝原始±所に戻ることをいうのではなく︑

﹁微妙にたへずうごいていゐる﹂
︵3︶

﹁自己を持つ

られる︒︶ 等によって︑中内とは異なる見解を捷出することが
できる︒それは︑小砂丘が彼自身の教職歴の中で

こと﹂と﹁他との関係において﹂﹁動くこと﹂を相対的な関係
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眼に見ゆる物の為に動くは梢御し易しとしても︑此に厄
介なるは︑眼に見えぬ物の為に使はれるものである︑日く
習慣︑日く伝説︑日く宗教︑日く何々⁝⁝︵小砂丘−諾−
﹁能く動く人と動かぬ人﹂︶

育の煙幕的効果﹂︶

﹁教育の煙幕的効果﹂

の形成を︑既

の中で小砂丘は︑先の大内の指摘にあ

る﹁教育における大衆的メリトクラシーの構造﹂

なお︑現代の教育について考察する際に有効と思われる概念

に見抜いている︒

おける批判的な議論展開を構想しているが︑その議論を次の小

われらの知りたいのは子供でもわかる﹁いかん﹂﹁よい﹂として︑筆者は﹁教育における予定調和﹂﹁教育の一貫性﹂に
ではない︒何がいかんかよいかの正体である︒︵小砂丘

由来教育界は︑一分の天狗と︑二分の新しがりやと七分

砂丘の文言から出発させることができると考えている︒

現行教育の目的はどこにあるか︒いふまでもなく現在の

の付和雷同の勢力とのより集まった世帯である︒雷同して

−宍道﹁感想 盾の両面﹂︶

資本主義下における従順にして可及的能率を発揮し得る使

次元︑新しがりやの次元をさぐると共に︑自分の次元をた

しかめることである︒︵小砂丘−黒岩﹁全然別の次元から﹂︶

はせ参ずる前にまづ次元検討をしなければならぬ︒天狗の

用人を作るにある︒彼らの要求するものは惟々として酷使
に耐へうる忍耐と︑黙々として働きつゞける勤勉と︑自己
を極端に殺しっめる謙虚と得体のしれぬ正義感と︑その他
なおである︒⁝⁝すべてのコンディションを同じくして自

これは︑小砂丘による当時の教育界の認識を示しているもの

やりうると盲信させるところに彼らのトリックがある︒師 であるが︑﹁教育の現実というものが︑結果として︑具体的に

由競争できる世の中ではないのだ︒にも拘わらず︑それを

範教育を完全に終へればそのトリックも恰も天の摂理の細 はどのようなものとなって動くのか﹂についての認識であると

く進行するやうになる︒かくて概ね教師は彼らの代弁者と も言えよう︒次の文言と合わせると︑小砂丘はさらに進んで

える︒しかも謂ふ所は完全に煙幕に包まれた広野を︑一本

巧みなカラクリによって教育は何人にも一見合理的に見

なつて知らず知らずの間にこの教育を骨の髄まで徹底せし ﹁教育という営為を動かす正体﹂ そのものをとらえようとして
めんとはかる︒さうすることによつて教師は教師としての いたのではないかと考えられる︒
しをされ︑いかに物の正体を見誤つてゐるかは︑彼らの書

景品にありつきうるからだ︒今日の子どもがいかに目かく
く繹方を見てもその一班を想察される︒︵小砂丘−豊−﹁教
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の綱でひきまはされてゐるが如き観念の世界に於ける遊び

運動を挙げ︑さらにその代表を国分に求めるものは少なくな

生活綴方教育の流れとして︑﹃様方生活﹄

理論的にはばく然としていても︑〝生活″の社会性の追

に続いて束北地方の

半分︑ま︑ごと半分の理論である︒なるほど教育は︑斯く
ヽ一
lY

求は事実を通してはじまっていた︒この新しい生活教育の

〇

せよと行動を指導し︑うんとやれと敵情心を示唆もする︒
に向つて突進すべきかを教へなかつた︒そして徒に向ふべ

しかもかつて我々の教育は︑何に向つて公憤を発し︑何処
き目標を隠蔽する煙幕的効果ばかりを上げてゐたのではな

道を開こうとしてのが﹃綴方生活﹄発刊のねらいであった︒

そのような〝生活″の事実は︑昭和の農村恐慌のあらしが︑

いか︒︵小砂丘−誤−﹁教育の煙幕的効果﹂︶

もっとも強く深刻に︑吹きすさんだ束北地方に︑ことのほ

いう時代の︑そういう村の教師がどのようなヶ生活″ の事

か集中的にあらわれたのである︒⁝⁝国分一太郎は︑そう

小砂丘は﹁動く﹂ことにおいて︑現実としての﹁教育の事実﹂
に向かって︑やみくもに動くことを目指しているのではない︒

実に直面し︑その事実をどのように認識せぎるをえなかっ

を調和させることを目指しており︑はじめから予定された調和
﹁限定された自己﹂によって﹁予定された調和﹂を目指し︑そ

たか︒その家庭を︑じぶんの経歴を通して︑次のように書

和二十七年三月号︶︒︵山田−講00

pp．の甲3︶

分一太郎﹁生活綴方運動と生活学校の運動﹂−﹃教育﹄ 昭

だれもが︑はじめに行きついたところであっただろう ︵国

だが︑あの年代の生活綬方のしごとにしたがった人びとの

とができる︒そしてこれは︑あまりにもあらっぽい書き方

る締り方のしごとは︑ここからはじめられたのだというこ

よく知り尽くし︑またそのかかれた事実について考えさせ

いている︒⁝⁝生活のありのままをかかせ︑教師がそれを

の結果として ﹁合理的なものとして一貫させようとする教育の
に対置させうる﹁教育

在り方﹂に対しての批判的な議論︑さらにいえば︑それを現代
における﹁経済の論理﹂﹁政治の論理﹂

として立論を試みるための資となる記述とも考えられ
Tこ

るのである︒

の論理﹂

七．まとめ−戦後に係る教育史継承の問題−
以上に見られるような豊富な教育思想の通産を︑現在におい
て見えにくいものにしてしまったのが︑戦前から戦中︑戦後の

こと

﹁生活様方教育﹂に向けられる代表的な批判の一つであるこの

は﹁生活緒方教師のだれもが行きついたもの﹂とされているが︑

この引用からすると︑﹁生活のありのままをかかせる﹂

この連続性は︑例えば戦後活躍する国分一太郎の言動によっ

﹁生活様方教育﹂ における連続性に基づく認識の仕方である︒
て︑強固なものにされていったと見ることができる︒戦前期の
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内容を︑山田は自身の評価を適して追認していることになるわ

については︑個々に検討していく余地のある内容である︒国分

性をよく描写している文言であるが︑それぞれの描写の的確性

にとって﹃揖方生活﹄に集う人びとは︑当時の状況にあって﹁抵

けである︒

抗﹂する群像の一部として︑しかもその旗色が鮮明でない者達

なお︑国分による﹃綴方生活﹄及び小砂丘に対する評の例と

の主幹・小砂丘忠義との

して︑﹁抵抗の人間像とそのための教育運動−初期生活様方運

﹃綴方生活﹄

文章表現による教育をするとき︑言語による表現では︑

適いを︑その言語観において示しておきたい︒

最後に︑国分一太郎と

として︑把握されていたことがわかる︒

以下のようなものである︒

動と抵抗的人間像﹂ の一節を挙げることができる︒その記述は

﹃綴方生活﹄ はやがて︑思想上の対立から︑その発刊者

とに目をつけてきた︒自分の心や他人の心︑その内部まで

自己の心の内部や他人の心の内部を﹁対象化﹂

たちの変更︑出入りを見るのであるが︑終始全国各地のわ
かい教師達をひきつけていたのは︑小砂丘忠義の無政府主

しやすいこ

義的世界観からする反官僚主義と﹁原始子供﹂を標語とす

た︒同時にそれを表現しやすいことにも着目してきた︒絵

をも﹁書く対象﹂としやすいとして︑それに目をつけてき

画表現などには︑自分の心や他人の心をしみこませるこ

る子どもの野生尊重の精神︑野村芳兵衛の新功利主義と科
り︑また︑彼と峰地光垂との間にいちじるしい一致点を

学主義︑共同性を標語とする手段主義的道徳の唱道等であ

〇

p．−∽空

﹁自分がわかり︑推察できた他

共存共栄とか︑不即不離とか︑そんな言葉で表す気持ち

もわかるにはわかるが︑そんな言葉になつて私の前に表は

ヽ一
lY

この国分の文言と︑次の小砂丘の文言とを比較してもらいた

た︒︵国分−誤↓

人の心の中のことも書け﹂と︑子どもたちに呼びかけてき

﹁自分の心のことも書け﹂

現ではこれができやすい︒ここのところを好機と考えて︑

と︑描きつくすことはむずかしい︒けれども言語による表

pp．−N早−N翌

見せる生活科としての様方の実践であった︒︵国分−誤可

当時の国家権力がめぎす教育勅語中心の教育目標には反
抗をこころみるけれども︑さればといってプロレタリア教
育連動のようにはその色彩を明確にせず︑いわば無政府主
我・社会民主主義を基調とした社会意識・精神的傾向を持
つ子供たちを育てるところに︑漠然とした願いがこめられ
p．−N望

﹃綴方生活﹄話に集った人びとの持つ教育思想の多様

ていた︑ということができるであろう︒︵国分−誤↓

当時の
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れる境地はまだどこかに個と個との対暗が予想されてしつ 想の認知と︑その受容に関わる指摘は︑飯田 ︵N宝金 におい
くりこない︒人と人とが︑理屈をいつたり物語りしたりし て行われている︒その現況は︑国語教育においては︑﹃国語教

たりする時︑私はそこに︑心の底からうなずき合へない淋 育辞典﹄ ︵N吉−︶ の﹁生活接方﹂ の項 ︵p．NN皇 に︑その ﹁定
しさを覚える︒言葉のそれは本質的不備であると共に︑言 義﹂に当たる部分を︑国分執筆の ﹃講座・生活綬方﹄ の一節を

葉の上にものを見んとする悲しい人間の浅さでもある︒﹁静全文掲載してその定義に換えてあるという事実︑小砂丘の立

場を﹁﹁ある少数の支配者の掠奪﹂と﹁下積みになった被支配
かさとはその物があるべき地に安定された落ち着きであ
る﹂といってゐた私自身の言葉を考へてみるとやつぱり此 者﹂を図式的な対立でとらえる明快で単調な被害者史観﹂ ︵渋
感じを深うする︒言葉について考へねばならないことは︑ 谷N冨−︶ といった︑本稿で繰り返しその有効性が疑われてき

り鈴木を経て︑小砂丘を経由し︑国分に至る見事なまでの連続

たところの明快な二項対立による把持︑さらには︑芦田に始ま

︵斎藤N00N︶ の

ひとり小学校の綴り方ばかりではない︒︵小砂丘−黒岩﹁眠

性の物語をカリカチュアライズしたエッセイ

らぬ寝床﹂︶

この現況に至らしめたのは︑単に教育に携わる個々の実践

小砂丘によって︑彼自らをも振り返らせる言語への認識の在 登場にまで至る状況となっている︒
り方︑そこに持されている﹁吉葉の本質的不備﹂﹁言葉によっ

と不連続とを十分に振り返ることなくオートノミックな動きを

短いスパンにおいて為される発言に左右されながら︑その連続

て表現しようとする自己にとって︑言葉とは本質的に他者性を 者・研究者による責任というものだけではなく︑教育という営
持つ﹂といった認識が︑国分には持たれていない︒それはいう 為が︑戦前〜戦中〜戦後〜現代という時代に飲み込まれつつ︑
異である︒﹁自己1他者﹂論に関する考察は︑﹁生活綬方教育﹂

なれば︑二人の﹁自己−他者﹂概念の把握における根本的な差

田

︵N茎○︶ において検討がされているが︑さらに中内

︵−笥○︶

抱える複雑さに耐え︑多様な視点を動員して歴史を振り返りつ

について研究する際の重要な角度であるにも拘わらず︑これま 止めようとしない様態を続けているがゆえであるとも考えられ
で十分に議論されていない論点である︒この件については︑飯 る︒逆に言えば︑現代の教育の状況を見るに際し︑その事実が

て重要な位置を占める人物の教育思想に関しても︑検討される

自分の立つ位置そのものが︑どのようなものとして歴史的に

他において生活綴方教育生成史に係累する者として取り上げら つそれを継承発展させる︑いわばダイナミズムとしての現実感
れる芦田恵之助や鈴木三重苦といった︑様方教育の系譜におい が重要になってくることを教えているように思われる︒

成り立っているのか︑当たり前のこととして︑また一生懸命に

今日につながる﹁生活綴方教育﹂︑及び小砂丘忠義の教育思 取り組んでいる日々の教育的な営為は︑結果的にどのような事

べき新たな研究領域であると考えられる︒
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態

︵教育の事実︶を生んでいくのか⁝⁝そういったことを︑戦

この論文﹁教育の煙幕的効果﹂は︑小砂丘研究において﹁小砂丘に

ら﹂︶

相対嶋してゆくものであらう︒︵小砂丘−豊O﹁全然別の次元か

てゆく外はない︒さうしてたえずいくつもの次元が相交錯して

ない︒たゞ自己の属する次元を︑はしからはしまで歩きひろげ

のでもわるくなる例は多い︒万古不易のよいことゝいふものは

る︒いゝ間はいゝのである︒時代がかはれば︑昔はよかつたも

思はない︒いゝとかわるいとかは︑ある条件の下に於いてゞあ

各自の属する次元︑その何れがよくて何れがわるいなどとは

ものである︒︵小砂丘−諾の﹁眠らぬ寝床﹂︶

それをはつきり見て始めて全的のもののいひ方︑見方が出来る

ゐる相である︒多くの個の列ぶ中に立つ自己を見ることである︒

自己をもつとは︑自己を認めると同程度に他をはつきり見て

である︒︵小砂丘−篭−﹁能く動く人と動かぬ人﹂︶

見ゆる所にこそ輿の価値があるものである︑定太く動けるもの

子細に検すれば常に動いて止まない︑相対的には動かぬ細くに

動かぎる山の如きものも︑是大いに動けるものである︑更に

いることをここで付言しておく︒
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