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１．問題意識と課題

　本稿の課題は、茨城県における昭和戦前の教

育の動向を概観しながら、当県教育界における

新教育運動実践家として評価される今宮千勝１

の教育活動を再考することにある。この課題を

設定した理由は、大正・昭和初期に新教育運動

が衰退していく様相において、東京都、千葉県、

奈良県、長野県２などの研究は散見するが、管

見するところ、日本精神の発信地ともいえる茨

城県の研究が進んでいないからである。たとえ

ば、1931（昭和６）年の満州事変を契機とした

1932（昭和７）年、1933（昭和８）年ごろを境

に新教育運動家たちがファシズムへ迎合する様

相が、谷本富や野村芳兵衛３、木下竹次、小原

國芳４などに見られるのは周知の通りである。

前者の一都三県では、新教育が盛んに行われて

いたことで研究の対象とされてきたのだろう。

茨城県でも、隣県の千葉県師範学校において展

開された「自由教育」の研究会が計画されたが、

自由教育を忌み嫌う守屋源次郎知事による弾圧
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によってそれが広まることはなかった。しかし、

千葉県に隣接する利根川沿いの県南地区や県西

地区５のような農村部においては、偏知主義の

画一的な教授法から打破しようと、小学校の訓

導たちにおける自主的な民間レベルの新教育運

動がみられたのである。

　茨城県は、水戸学に立脚した教育的先進地域

のような自負のもと、「文教茨城」といった俗

語が県内に流布するほどの地域である。それは、

徳川光圀の『大日本史』編纂以降、明治時代に

おいても教育勅語煥発が明治天皇の水戸行幸の

翌日といった偶然も重なって、「国民教育」の

素地に水戸学があり、それが茨城県教育の「誇

り」であるといった県民性が大正・昭和におい

ても見受けられたことは、ほとんど間違いはな

い事実であろう。したがって、茨城県における

大正・昭和初期の新教育運動を実践することは、

水戸学的影響をうけた茨城県教育界では容易な

ことではなかったようであるが、どの程度水戸

学の影響を受けて、どのように困難であったの
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か、今日までほとんどそれらの解明がなされて

いないのである。

２．茨城県における新教育運動の様相

　明治時代末期より大正時代を経て戦前にいた

る日本の教育を、教育活動進展期として考察す

ると、1907（明治40）年の義務教育年限延長を

契機として、教育の施設、内容、方法等が大き

く転換した時代と捉えることができる。とくに

注目すべきことは、世界第一次大戦の結果によ

って国民の目は国際社会へ向けられ、いわゆる

新教育運動と称する教育革新運動が起こったこ

とである。この運動は全国的に展開され教育界

に清新の生命を与え、義務教育年限延長と相ま

って、初等普通教育が一大伸展を遂げたのであ

る。しかしながら、かくはなばなしく展開され

た新教育運動も、その後の東亜の国際情勢はそ

の発展を阻止する結果となり、1930（昭和５）

年、1931（昭和６）年を境として、やむなき方

向転換を迫られたのである。

　茨城県における新教育も、『茨城県教育史』

にあるように、従来の教育を打破する教育改革

が唱えられるようになった痕跡は、茨城県教育

会発行の雑誌「茨城教育」の「大礼記念号〔1915

（大正４）年11月10日〕」における論文あたり

から見受けられる６。そして、1920（大正９）

年４月１日には「教育改造号」を刊行し教育の

転換の風潮は高まる。しかし、翌年５月10日に

は「自由教育批判号」が刊行され、新教育に関

する論文が「茨城教育」に掲載されるようにな

ったのは、それより更に後のことである。茨城

県の新教育運動を概観すると次のようになる。

　新教育運動に対する大事件の一つとして、隣

県の千葉県師範学校附属小学校において行われ

ていた「自由教育」が茨城県で試行されるにあ

たって、県知事の守屋源次郎による弾圧により

不発に終わったのは有名である７。「八大教育

主張講演」のうちの一人、手塚岸衛千葉県師範

学校附属小学校主事と同校教諭の中島義一らを

招き、1921（大正10）年12月28日から同30日に

かけて「自由教育研究会」が中島と茨城県師範

学校で同期だった湯澤卯吉主席訓導を中心とし

た石下尋常高等小学校の教師たちによって計画

された。しかし、「自由教育」を危険視する県

当局はこれの中止を命じた。ところが、その３

ヶ月後の1922（大正11）年３月５日に、菊池謙

二郎を会長とする水戸市教育会は、水戸市で手

塚、中島を講師とする自由教育講演会を開催し

た。県当局は、水戸市内の小学校長を集めて、

講演会への教員の出席禁止を指示するととも

に、各郡へも聴講を差し控えるように通達した

のである。したがって、当日は水戸市内の小学

校教員の姿はなく、講演会場を私服刑事が徘徊

するといった異常な光景であった。

　当時の茨城県知事守屋源次郎は、1921（大正

10）年の春、茨城県師範学校附属小学校主事若

月秀吉および同女子師範学校付属小学校主事中

川清喜蔵の両名に、千葉県師範学校附属小学校

を視察させ、同年５月の郡市長会議の席上にお

いて調査報告させた。それは、自由教育は本県

には適さないという内容であり、さらに茨城県

教育会は機関誌「茨城教育」第441号〔1921（大

正10）年４月15日〕において自由教育批判の論

文投稿を求め、翌月の第442号は、「自由教育批

判号」と題して若月・中川両師範学校付属小学

校主事をはじめとする10の論文が掲載された８。
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地方紙「いはらき」には「守屋知事の自由教育

批判」と題する記事が７回にわたって掲載９さ

れ、「湯澤訓導の意見書」10や「湯澤氏に対する

当局の措置」11「所謂自由教育　県当局の方針」12

などといった記事も見られ、自由教育に対する

県当局の態度や姿勢が大きく取りざたされる。

対して中島は「いはらき」紙上において、自由

教育の信念を披瀝し、手塚も東京日日新聞紙上

で二度にわたって茨城県当局に対して反論した

のだった13。

　これらの論争に対して、文部省の塚原政次督

学官は自由教育擁護の立場をとり、また1921年

の夏、政府の義務教育費削減政策に反対するた

めに野口援太郎や下中弥三郎らを中心として結

成された教育擁護同盟は、その真相を調査・究

明するために1922（大正11）年１月に同盟の一

員を現地に派遣し、守屋知事の態度が職権濫用

であるとしてきびしく批判した14。このあたり

から、「茨城教育」の誌面上に自由な教育に関

する論考がわずかではあるが散見できる。さら

に、1923（大正12）年３月４日には、澤柳政太

郎の講演が行われ、従来の教育を改造すべく欧

米の教育に焦点を当てた新教育思想を高唱する

動きも見られてきた15。

　そして昭和に入ると、飯塚巳代次（稲・大

須賀小）「低学年に於ける体験教育」16、高橋

煕（稲・金江津小）「体験教育の理論及実際」
17、同人「体験教育の一考察（現象学的考察）」
18、同人「我等の個性教育論」19、加藤・市毛・

宮田・浜口・室町・大瀧「個性尊重及職業指導

に関する講習会報告」20、小松崎軍次（稲・江

戸崎小）「高等小学校の体験教育」21などの論文

が掲載されるようになる。「稲」とは、茨城県

南にある稲敷郡（現在の稲敷市や河内町にあた

る）のことで、それに属する小学校において盛

んに行われた体験教育が茨城県における新教育

運動の中心地だったと、黒田正22は振り返る。

とくに「稲敷郡同好会」は、昭和初頭のころに

本格的に新教育運動に着手し、同好会の会長高

橋煕が五校連合新教育研究会（金江津小学校、

大須賀小学校、太田小学校、源清田小学校、大

宮小学校）を結成してから約十年の間、盛んだ

ったようである。高橋は、1925（大正14）年８

月31日に金江津小学校長に赴任すると、生命一

元主義の立場から体験教育を実施して、従来の

教育組織の改造を行った。教育の根本にディル

タイ派の「生命」観を置き、哲学的基礎のうえ

に立って明治教育改造運動に傾倒し、県下の進

歩的精神をもつ青年教師を指導した。「生活を

哲学する」という言葉も流行し、中島義一の『こ

ども哲学叢書』を教師、子ども、その親も一緒

に愛読したようである。また、金江津小学校を

会場として理論では入澤宗寿、稲毛詛風等の哲

学講座を開催、実践は山崎博23を招聘して講習

会を開いて指導を受けた24。大須賀小学校にお

ける飯塚巳代次の体験教育もまた、高橋の実践

に大きく影響を受けたものだった。1927（昭和

２）年ごろから大須賀校で体験教育を実施し、

1931（昭和６）年12月に『生命体験の教育』（文

教書院）を刊行している。この県南地区の稲敷

郡は、利根川を隔てて千葉県に接する地域で、

県当局の抑圧もあり実践には踏み切れなかった

が、自由教育に触発されていたことは間違いな

い。さらに、相次ぐ利根川の氾濫から農作物が

水害に見舞われ、教師も子どもも困窮のなか、

子どもの実体験に即した生活体験型の教育を求
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めていたと考えられる。このように、一方で県

南地区において盛んに行われた体験教育ではあ

ったが、他方、県北地区においてもその実践が

見られた。県北地区は水戸を中心として革新的

な思想や実践を拒む傾向にあるが、男女両師範

学校の職員のなかにも世界の教育動向に関心を

もっていた新教育思想家もいた。茨城県師範学

校附属小学校訓導兼茨城県師範学校教諭の今宮

千勝（1894－1974）はその一人である。今宮は

1928（昭和３）年4月に『生命伸展の教育』（文

教書院）を著し、同年10月には『生命の学級経

営』を刊行している。この原理と実践論を実施

したのが、県北地区の大津小学校と、県西地区

の騰波の江小学校である。大津小学校は現在の

北茨城市に位置し、「小室設校長の教育観の基

調をなすものは今宮の『生命伸展の教育』であ

り、学級経営については同じく今宮の『生命の

学級経営』を唯一の根拠として、忠実にこれを

実施していた」25のである。今宮自身も来校し

て指導にあたることも多く、今宮の実験校のよ

うな様相を呈していたようである。

３．今宮千勝とは

　黒田正は茨城県における新教育運動家の中心

人物の一人として今宮千勝を挙げる。今宮は、

1928（昭和3）年7月に処女作『生命伸展の教育』

を著した。「生命」とはディルタイ（Wilhelm 

Christian Ludwig Dilthey，1833－1911） の 精

神科学に依拠した生命観であり、客観的価値や

対象を生の表現であるとし、それらを吸収、そ

して内部的に批判・反省を繰り返すことで新し

い価値を創造し、それを通して人間は伸展する

といった教育観である。本県教育界で教本のよ

うなものと受け止められていた地域もあった

が、実は本県よりも関西、中国、九州地方で有

名だったようである26。さらに、これは教育原

理を目的としたもので、同年10月には、その理

論に対する方法論といった『生命の学級経営』

も刊行されている。今宮は、当時著されていた

教育学研究に関する著作等が師範学校生や現職

の教員にとって難解なものが多いので、彼らが

理解、実践できるようにという姿勢のもとそれ

らの著作を刊行したのである。

　しかし、『生命伸展の教育』発刊からの１年

半後、1929（昭和4）年10月には、『純粋日本教

育原理』を著し、海外の教育法・教育論を直輸

入している日本の教育事情に警鐘を鳴らし、そ

れらを排斥はしないが日本古来の文化および神

にもとづいた、日本の「個性」を尊重した教育

を行うべきであると説いた。さらに徳川光圀の

「我が君主は天子なり」を引用して水戸学を前

面に押し出した国家共同体としての教育も重要

と考えていた。今宮は、翌年の1930（昭和５）

年４月から茨城県師範学校教諭になり、1933（昭

和８）年から、国民精神文化研究所の教員研修

科に入所し、吉田熊次や海後宗臣などの教育理

論の研究に勤しむ。その研究成果として1932（昭

和７）年に『日本精神の訓育』を著す。1936

（昭和11）年3月には梅根悟の後任として茨城

師範学校付属小学校主事に任命され、３年後の

1939（昭和14）年５月31日には、彼がまとめ役

となって茨城師範学校・女子師範学校編『綜合

郷土研究』（上・中・下全３巻）が刊行された。

同年９月20日には「茨城県教育綱領」が制定さ

れ、今宮はその起草委員として中心メンバーの

一人であった。『綜合郷土研究』の教育の章や
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県教育綱領は、「水戸学を中心として、広く郷

土にみなぎる伝統的精神に基き、わが国の現在

及び将来の教育の帰趨を案じ、県民性の長短を

吟味勘案し、あるべき茨城教育の理想像を描い

て、教育の一大金字塔をと、情熱をたぎらせ、

思索をねった」27ものであった。その後今宮は、

県教育綱領の発布を契機に終戦まで県視学、県

視学官といった立場から当県教育界に携わるよ

うになる。文部省から他県師範学校の校長に二

度推薦されたが、当時の茨城県知事に熱心に引

き留められ、その生涯を茨城県の教育に捧げる

ことになった。終戦後は、茨城県土浦中学校校

長に任命されたが、当県視学官といった立場を

主に、『純粋日本教育原理』と『日本精神の訓育』

の２著、さらに雑誌に掲載された論文などが問

題となったようで、その職を追われたのである。

４．まとめと今後の課題

　これまでみてきたように、茨城県における新

教育運動は、まず「自由教育抑圧事件」の影響

があり、はなばなしく展開されることはなかっ

た。その後、文部省の調査によって守屋知事が

非難されると、画一的・静的教育を打破しよう

とする教育活動が徐々に高まりを見せ始めたの

である。特にディルタイの「生命」観に基づい

た体験的教育を研究、実践する学校や地域が散

見するようになる。そのなかでも、今宮の存在

は大きかったようで、彼の『生命伸展の教育』

と『生命の学級経営』が教本となっていた。今

宮は、関東大震災や昭和恐慌などが要因となっ

た社会的混乱のなかで、教育活動に困難を抱え

ていた教育者を資するといった信念のもと学術

的な教育思想を具現化したのである。ここまで

は、当県教育界で新教育運動が発展することが

困難だった理由として水戸学の影響が大きかっ

たという痕跡は見当たらない。

　しかし、今宮が前述の２著の発刊から間もな

くして著した『純粋日本教育原理』は、水戸学

に立脚した日本主義・国粋主義的教育が前面に

押し出されたものである。発刊された当時は、

当県教育界においても注目されることはなかっ

たが、その数年後から満州事変、五・一五事

件、国際連盟脱退、二・二六事件、日中戦争、

国家総動員法の制定といった展開のなかで、学

校教育が極端に愛国心を植えつける教育や軍国

主義的教育に傾斜していくと評価されるように

なる。そして彼は当県教育界の中核へと転ずる

のである。ここで注目すべきは、新教育指導者

としての今宮と、その後の日本主義教育指導者

としての今宮といった二つの思想の転換期であ

る。新教育指導者たちが、1932（昭和７）年28 

ごろから日本主義・国粋主義的教育に迎合・癒

着していった潮流は全国的に見られるが、今宮

の場合はその4年前に『純粋日本教育原理』を

著し、日本独自の思想に立脚した教育思想こそ

日本の教育が進む道だと強調したのである。茨

城教育会の機関誌『茨城教育』を概観すると、

大正末期からその1929（昭和４）年までの間に

水戸学に関する論文が掲載されていないので、

当県教育界に水戸学的徴候が恒常的、またはそ

の時期に活発になっていったという背景は考え

にくい。したがって、今宮の日本主義的教育観

の形成は潮流に乗ったものではなく、個人内に

おける思想の転換、もしくは何らかの素地があ

り接続性のあるものだったのかを解明する必要

がある。今後の課題としたい。
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