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大正デモクラシー期における小学校教員の意識

栄 沢 幸 二

亙 は じ め に

小学校 の教員は,目 的にたいす る手段の技術者であることを常に求め られてきた。かれら

は国家権力によって義務教育の担当者 として,さ らには地域における青年団,処 女会,婦 人

会,実 業補習教育や各種の講話会 ・講習会などの社会教育の担手 として養成され,国 家権力

によって決定された国定教科書や国民教化の指導方針にしたがって,国 家の期待する忠良な

国民を育成す るという任務を背負わされた。権力が教員に要請 したことは,そ の時々の文教

政策を批判す ることではなく,そ の忠実な実行者 となることであった。かれらに要請 された

専門性とは,特 定のイデオロギーや教科内容などの教育 目的の提示者 として のそれ で はな

く,既 定のものを効率 よく教えこむ手段の技術者,つ まり教授の技術者 としての専門性だっ

たのである。

教員はこのようにあらか じめ決め られた目的をいかに有効に達成するかという手段の技術

者であることが要求され,ま た実際にこの役割をはたしてきた とみてよかろ う。殊に国家主

義的な天皇制思想などのイデオロギー的教化の面ではたしたかれらの知的伝達者 としての巨

大な役割をぬきにしては,大 正デモクラシー期の思想状況を,把 えることができないくらい

である。 とりわけかれ ら教員の影響力は,中 央 よりも地方,都 市よりも農村で大きく,そ の

社会的地位や権威は時代とともに変化していったとはいえ,農 村を中心 とする民衆の知識人

ないし指導者 としての機能を喪失したわけではなかった。その一例として文部省普通学務局

が1922(大IE11)年 に発表 した 「学校 ヲ中心 トセル社会教育概況」の一節を参考までに引用

しておこう。

「近時本邦に於ける小学校が(中 略)地 方文化の源泉 として校下の民衆に対 し,真 の智

徳の啓発に,風 紀の改善に,将 又思想の善導に所謂社会教化の中心 として重きをなすに至

つたことは云ふ迄もない所である。

殊に郡村の小学校に在つては之を都市の夫れに比へて余程其の趣を異にし,各 般の文化

的施設は殆んど此所に於て行はれつ エあるものと認められる」1)

として各府県の社会教育の実情を紹介しているが,そ の中心になっているのは中等学校では

なく,小 学校であり,そ の教員であった。試みに石川県の 「小学校 ヲ中心 トスル社会教育」

では,つ ぎの21項 目にわたる広範な事業が実施されている。

一 講演会

(1)祝 祭 日記念講演

紀元節,天 長節,新 嘗祭,氏 神祭等ノ日二於テ学校又ハ神社内ニー般民衆 ヲ会シ学

校長若ハ教員 ヨリ祝祭 日ノ所由,敬 神又ハ国民思想二関スル講演 ヲナス。
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　（2）勅語詔書換発記念講演

　　　教育勅語，戊申詔書御燥発ノ記念日ヲ以テ学校寺院其ノ他適当ノ場所ニー般民衆ヲ

　　会シ，学校長若ハ教員ヨリ勅語詔書ノ御趣旨二関スル講演ヲナス。

　（3）部落巡回講演会

　　　業閑期二於テ学校長若ハ教員通学区域内ノ各部落ヲ巡回シテ講演ヲナシ知識ノ啓発

　　思想ノ善導等二幅ム。時ニハ幻燈又ハ活動写真ヲ使用ス。

　（4）父兄及母姉会

　　　毎年1回乃至数回之ヲ開催シ児童教養二関スル講話二附帯シテ一般国民トシテノ心

　　得ヲ講話ス。

二　講習会

　（1）父兄母姉講習会

　　　戸主六一主婦ヲ中心トシ小学校二於テ毎年1回講習会ヲ開キ其ノ知識ヲ啓発ス。会

　　期・・2日乃至3日ニシテ1日3時間宛トス。講師ハ主トシテ当該学校教員之二当リ間

　　々郡吏員郡立学校教員等ヲ加フルコトアリ。専ラ郡部二行ハル。

　（2）青年講習会

　　　青年団ノ開催二係ルモ指遵者が小学校長ナルノ故ヲ以テ小学校職員ノ斡旋尽力二侯

　　ツコト多シ。青年ノ団体的自活的訓練ヲ主目的トシ3日乃至4臼閻舎同宿泊ヲナス。

　　講師ハ小学校教員ノ外山又ハ県ノ青年団指導吏員ヲ加フルコトアリ。

　（3）処女講習会

　　　裁縫，染色，割烹，育児其他家庭生活ノ改善ヲ主目的トシ兼テ其ノ社会的国家的ノ

　　知識ヲ啓発センが為二開クモノニシテ，会期ハ3日乃至7日間（中略），講師ハ主トシ

　　テ小学校教員之二当リ島々面立学校教員郡県ノ吏員ヲ加フルコトアリ。

三　展覧会又ハ贔評二

四　図書館，巡回書庫

　（1）図書館

　　　町村ノ経営二百ルモノ青年団ノ経営二心ルモノ，同窓会ノ経営二依ルモノ等種々ア

　　リ。敦レモ小学校内二之ヲ置キ，館長司書等ノ任務目立学校長教員之二当リテ利用ノ

　　方法ヲ講ズ。

　（2）巡回書庫

　　　県立郡立町村立ノ如キ公立図書館ノ外私立団体ノ経営二係ルモノモ皆巡回書庫ヲ有

　　シ，之が管理閲覧等ヲ小学校二委嘱シ，小学校二於テモ広告巡回等価ツキ教員児童画

　　心之二従事ス。

　（3）児童文庫ノ開放

五部落改善
　（1）児童ノ学芸会ヲ部落毎二開催シ，之ヲ機トシテ部落改善及父兄聴衆ノ修養トナルベ

　　キ事項ニッキ小学校長教員ヨリ講演シ，感冒児童ノ談話ヲ通ジテ部落ノ改善ヲ促進ス

　　ルモノアリ。

　②部落ノ戸主会ヲ機トシ之二列席シテ各種改善事項及意見ヲ述べ，風俗習慣ノ善導二

　　努ムルモノアリ。
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　六　運動場ノ開放

　七　掲示板

　　　学校ノ門前校下枢要ノ場所二掲示板ヲ設ケ，皇室二関スル事項社会ノ出来事等ヲ掲示

　　シー般民衆二周門下シム。

　八　臨海学校　　　　、九　林間学校

　十　児童校外取締　　　　十一　貧困児童ノ就学

　十二　娯楽ノ改善

　　　父兄会，母姉会，同窓会三二七二於ケル会合ニハ余興トシテ奇術，音曲，講談，謡曲，

　　詩吟，剣舞ナドノ如キ娯楽ヲ与へ趣味ノ向上ヲ図ル。或ハ盆踊ヲ校庭二行ハシメテ其ノ

　　改善ヲ図ルモノアリ。

　十三　職工徒弟ノ教育

　　　製糸機織陶器等ノ工場二三ル職工徒弟二対シ其ノ工場主ト協議シ，毎月数回精神修養

　　二関スル講話ヲ聴カシムルモノアリ。

　十四　青年団ノ指導

　　　本県二野テハ総ベテ小学校長教員其ノ中心トナリテ之ヲ指導ス。

　十五　処女会ノ指導

　　　前項二同ジ

　十六　少年団ノ指導　　　　一七　学校園又ハ校庭ノ開放

　十八　有識者懇談会

　　　時々門下ノ有識者ヲ学校二会シ生活改善，民力酒養等ノ懇談会ヲ開催スルモノアリ。

　十九　各種宣伝

　　　児童ヲ通ジ時間励行，左側通行，火防伝染病予防等ノ宣伝ヲナスモノ，又ハ是等二関

　　スル宣伝ビラヲ貼布シ村民二警告注意ヲ与フルモノ多シ。

　二十　お伽噺会

　　　児童ヲ中心トスルお伽噺会ヲ組織シー般父兄母姉ニモ之ヲ傍聴セシムルモノアリ。

　二十一　学校便

　　　学校ヨリ家庭二対スル種々ノ希望等ヲ記載スルト共二，社会的改善事項ヲモ併記シ其

　　ノ注意ヲ喚起ス2）。

　小学校の教員を中心とするかくも多様な社会教育が，全国的な規模にわたっておこなわれ

ていた事実の重みに注目されたい。それだけに国家権力は，手段の技術者としての教員が，

その役割を逸脱することを恐れ，かれらを絶えず自己の統制下におこうとした。

　たとえば天皇制国家の発展にとって必要不可欠な忠君愛国の精神に富む忠良な臣民を養成

する聖職者としての教員の自覚を回し，かれらにその職務にたいする誇りと使命感を植え付

けると共に，教育功労者としての表彰や師範教育にたいする給費制の導入などの優遇措置を

とる反面において，教育の自由や政治的自由の制限を始めとするさまざまな規制や異端者に

たいする弾圧をおこなった。

　権力が恐れたのは手段の技術者としての教員が，国家主義的・帝国主義的な教育目的その

ものに疑いをもち，それ独自の目的と方法を掲げて，時の政府の文教政策を内部から崩壊さ

せる姿勢をみせることであり，さらにはこの動きが教員の政治的・経済的な権利の獲得を目
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ざす組合運動や天皇制国家のあり方そのものの改革を目ざす政治運動へと発展することであ

った。

　国家目的に奉仕する手段の技術者としての教員は，もともと教材や教授・訓練方法の実践

的な研究者としての一面をもっており，この普遍的なものを追求しようとする特性が，権力

によって公認され，教え込まれた既成の価値や方法への批判を生み，さらにはこれを契機に

かれら独自の目的と方法を掲げて文部当局と対決するようになる可能性をもっていた。教育

史の研究が明らかにしているように現実のかれらは，いつまでも忠実な手段の技術者として

、の役割に満足していたわけではなかった。教育方法の革新を目ざした大正自由教育運動など

は，その典型的な事例である。大正デモクラシー期の教員は，国家権力の末端部分における

国民教化の担手として，国家主義的な帝国主義イデオロギーの地方の民衆にたいする教化者

としての役割を背負わされると同時に，大正デモクラシー運動や無産運動の発展にともな

い，大正デモクラシー思想や社会主i義思想にどのように対処するかという課題に直面するこ

とになった。先進的な教員は，大正デモクラシー運動や無産運動の一環としての自由教育運

動や啓明会などの運動を展開することによって，手段の技術老としての限界を突き破る先駆

者としての役割をはたすことになった。

　だがしかし大部分の教員は，時代状況の変化に対応して，どのような意識と見解を表明す

ることになったのであろうか。かれら教員は，国家権力と地方の民衆のはざまで，一方では

権力の末端における教化イデオPギーの代弁者として，他方では農村出身の教師として，地

方に定住し地域のオピニオン・リーダーの1人として民衆の声を代弁できる位置にあった。

大正デモクラシー期の小学校教員の過半数は農家出身であり，いわゆる日曜百姓をやりなが

ら教育に従事するという例は珍しくなかったし，また農家出以外の教員でも，公教育や社会

教育の過程で地域の住民に密着しながら，かれらの生の声を聞き，そして指導できる位置に

あった。

　かれら教員は普遍性の追求者としての卓越した能力をもった第一級の知識人ではなかった

が，地方における民衆の知識人ないし知的指導者としての役割を担ったとみていい。教員の

意識や主張が多様な民衆のそれを代表するものではむろんないが，かれらの政治的・経済的

・社会的・文化的な諸問題にかんする見解が，地域の民衆の支配的な主張ないし当該問題に

かんする雰囲気を形成する有力な要素の一つであり，教員の諸主張の歴史的な変化の過程を

明らかにすることが，地：方の思想状況の推移を把える手がかりの一つを提供しているように

おもわれる。

　大正デモクラシー期における地方の思想状況の解明が，研究史上の残された最大の課題の

一つであるが，本稿はこの課題にせまるささやかな試みであり，その対象を明治10年代から

20年代にかけて，全国的な規模にわたって結成された教員の団体であるいくつかの教育会の

機関誌に発表された教員の意識や諸主張を，権力の思想と対応させながら分析しようとした

一連の試みの一つである。

　各県の教育会は，周知のように小学校の教員を主力とし，これに中等学校の教員が参加し

て結成された私設団体であったが，通常県知事や内務部長などの官僚が会長その他の要職に

推され，そのうえ県から補助金をもらうなど，実質的には半官半民の団体で県知事の教育に

かんする諮問機関的な役割をはたした。したがってその機関誌も文教政策や権力の教化イデ
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ナロギーを会員に漫透させる媒体としての機能をはたすことになった。けれどもその反面で

は機関誌が教員の教育にかんするさまざまな不満や要求，研究の成果や時事問題についての

見解を発表する媒体としての役割をはたすと同時に，教育会と教員の諸要求を同上の決議と

か要望，文部大臣や知事・郡長の諮問にたいする答申などの形式で，当局にその実現をせま

る圧力団体的な機能をもはたした事実に注目する必要がある。しかもなかには大正デモクラ

シー運動の発展に対応して，秋田県教育会のように半官半民的な性格を脱却しようとする動

きをみせた会もあれぽ，また教員の機関誌に掲載された論稿も，その多くは国家主義的な天

皇制イデオロギーを鼓吹したものであったとはいえ，時と共に，とりわけng一一盛大戦後，大

正デモクラシー思想の影響を受けたそれも発表されるようになった。要するに各県の教育会

や機関誌は，時代の刻印を強くうけて，それなりの変化と発展をみせているのである。

　ではいったいかれら教員は，日露戦争直後大正末までの大正デモクラシー期においてどの

ような見解を表明したのであろうか。かれらの教育だけでなく時事問題その他にかんするさ

まざまな主張は，教員に嫁された過大な期待や任務とその精神的・物質的な待遇や社会的地

位との間のギャップという歴史的な条件と密接不可分な関係にあった。したがってまず教員

のおかれた社会的存在から必然的に生じた不満や意識は，どのようなものであったかについ

て検討する必要がある。かれらの諸主張の起動力になったものこそ，この不満や意識だった

とみなすこともできるからである。本稿の主題を大正デモクラシー期における小学校教員の

意識の解明においた理由もここにある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註

1）　文部省普通学務局「学校ヲ中心トセル社会教育概況」文部時報第75号　大正11年5月21日，43頁。

2）　同上，50～51頁。

9　権力の教員観

　小学校教員の存在様式は，一般に明治30年代に大きく変化したとされている。明治前期の

教員は，唐沢富太郎によるとその主力が士族出身で，　「近代的教授内容や教育方法に習熟」

せず，経済的にも恵まれなかったが，「武士的な気骨」をもった教員が多く，「寺小屋師匠の

延長として威厳をもち，社会人からは尊敬されると同時に生徒に対しては極めて厳し」かっ

た。殊に士族出身の教員は，武士の「金銭のことを卑しみ，清貧に甘んずる性格」を継承し

て，清貧に甘んじて「聖職」にうち込む「風格」や，「人民を支配する治者意識」とか，「智

者が愚者を指導する経世済民的為政者的自覚」をもっていた。またこのような意識と社会的

威信をもっていた教員を養成する師範学校も，地方の唯一最高の教育機関としての権威をも

ち，当時の師範生の多くは，教員を立身出世の一時的な手段とみなしていたが，その「気

位」は非常に高く，卒業後教員になっても「土地の人々から非常な尊敬」を受けていたとい

う1）。

　ところが学校教育体系が，明治後半期から大正期にかけて整備・拡充され，中学校から高

等学校や実業専門学校，さらには帝国大学という立身出世のエリート・コースが確立される

と共に，師範学校は地方の最高学府としての地位を喪失した。才能と資力のある学生は，争
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そってこのエリート・コースを目ざし，この出世コースから切り離された師範学校は，経済

的に恵まれない家庭の優等生が入る学校とみなされ，また事実日露戦争後大正末までの時期

における男子師範生の6割から7割が農家出身者で占められるようになった。

　このような師範学校の相対的地位の低下に加えて，師範生にたいする給費額が物価の上昇

にともなって大正中期には有名無実化するとか，卒業後の教員に対する精神的・物質的待遇

の低さなどが，師範学校の不人気をあおる結果になった。ことに教育費を負担していた町村

財政の逼迫が，教員給与の地域間の格差を生んだばかりか，師範卒の男女正教員以外の准教

員や代用教員を大量に採用することになり，教員の質の低下や教員社会内における男女間，

正教員と准教員・代用教員などからなる差別構造を温存させる条件となった。また国家目的

を達成する手段の技術者として政治的自由や教育の自由を制限され，その反面では聖職者と

か町村の指導者という美名のもとに文部当局から過大な任務をおしつけられた教員は，児童

・生徒や父兄・町村民だけでなく，予算・人事権を握る町村長などの自治体の有力者や視学，

さらには校長に神経を使い，時には屈辱的な人間関係を強いられることになった。つまりか

れらは，先生対生徒という教育的関係，先生対父兄や世間の圏などの社会的関係ならびに監

督者対被監督者の権力的関係という三重の人間関係のなかで，聖人君子化の要請と忠実な下

僕化の要請という相互に相反する二重の精神的圧力を絶えず受ける存在だったのである。偽

善者的ないわゆる教師タイプは，このような二重の圧力の産物だったとみてよかろう。

　さて以上のような師範学校や教員をめぐる歴史的条件の変化が，教員の社会的地位や権威

を低下させ，ひいてはその意識も変化させることになったというのが一般的な見解である。

唐澤富太郎などは，明治30年代以降大正期の教員の意識について「教師は急速に自己の職業

に対する自尊心を失い，また世人もこれを尊敬しなくなった」とか，「教師への蔑視的態度

に伴って，教員自身」に「自己の職業を卑下する気風」が生じ，かれらは「次第に職業人と

しての性格を自覚するに至った」として，明治前期の武士的気質をもった誇り高き天職的教

師観から，サラリーマン的な職業的教師観への転換の事実を強調している2）。けれどもこう

断定するためには，各地域とりわけ農村における教員の意識や存在様式，地域住民の教員観

の推移を分析する必要がある。大正デモクラシー期の教員の意識に限定しても，かれらは一

様に「自己の職業に対する自尊心」を失ない，その職業を「卑下」するようになったとは到

底おもえない。

　ではいったい一面では手段の技術者としての専門性と，地域の知識人・教化者としての誇

りを持ちながら，他面では聖人君子化と忠実な下僕化の要請という二重の圧力のもとで揺れ

動くことになった大正デモクラシー期の教員は，その過重なまでの：負担に相反する低い精神

的・物質的待遇という条件のもとで，どのような意識と行動をみせることになったのであろ

うか。かれらの反応は一丁目はむろんなく，その意識も複雑で多様なあらわれかたをしたと

みていいが，第1次大戦直後の1919年を画期として前後2つの時期に大別して，その特色を

とらえることができる。

　ところで大正デモクラシー前半期の藩閥官僚勢力を中心とする天皇制権力は，その国家主

義的な帝国主義政策を推進するための手段として公教育や社会教育を重視し，教員を国民の

上からのイデオロギー的・組織的統合を図る権力の末端における中心的な担手としての役割

を期待すると同時に，かれら教員にその過重な任務に献身する誇りや精神を植え付けようと
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した。したがってまず天皇制権力が期待した教員像とはいかなるものであったか，という問

題から検討する必要がある。

　日露戦争直後のいわゆる戦後経営の方針を国家主義的な帝国主義政策に求めた藩閥官僚政

府は，戦後教育をこの政策推進の手段とみなす見地から，その達成すべき課題を指示すると

共に鼠民教化の担手としての自覚を促した。たとえば久保田譲文部大臣は，日露戦争後の教

育についてつぎのような演説をしている。

　教育は「国運進展国家維持の原動力」であって「時代の精神と適合」させる必要があると

同時に，　「世界の競争場裡に立たむとせぽ教育が総ての基礎なり先づ教育に似て競争」しな

ければならない。今や「世界の大勢」は，「競争の焦点」を「富」におくようになっており，

「世界の日本」となった我が国の急務は，「武力」だけでなく「富力」を充実させることに

ある。政府が数年来「実業教育を奨励」してきた理由もここにある。「文明富強の国民」は，

「勤勉快活健全」な「性格」を必要とすると共に「世界的日本国民」として世界を知らない

のは「一大恥辱」であり，「国家的観念と共に対世界的観念を忘却」してはならない3）。

　このように戦後教育の基本的目標を明らかにした久保田文相は，続いて各府県に訓令を発

して，忠君愛国の精神に基づく教育の徹底，実業教育や体育の奨励，正直勤勉忍耐の精神や

進取の観念ならびに労働尊重の気風や貯蓄重視の習慣の助長と，国民が安逸遊惰驕傲奢f多の

弊風におち込む危険性を防止することなど，教員の「奮励努力」すべき事項を指示した4）。

ちなみに千葉県知事は，これとほぼ同一内容の訓令を出してその徹底をはかろうとしてい
る5）。

　行政当局は以上のような訓令だけでなく，大臣の地方長官会議における訓示，知事の布町

村長会議・郡視学会議・中等学校長会議・実業学校長会議・小学校長会議などにおける訓示

や指示事項，画面の町村長や小学校長会議での訓示ならびに指示事項などの方法，さらには

文部省，知事，面長が，それぞれ全国聯合教育会，県教育会，郡教育会などの総会に，当面

の課題を諮問案として提出し答申書を提出させるとかの手段を通じて，教員に文教政策を周

知徹底させ，その忠実な実践を要求した。そして当局が，公教育や社会教育に従事する教員

に植え付けようとしたものこそつぎのような指導者意識なのである。

　西園寺内閣の文相牧野伸顕は，1906（明治39）年5月に開催された全国小学校長会議で演

説しているが，その中で「諸君は地方に在て指導の任に腐る人々なり留に学校生徒のみなら

ず地方人民を指導して教育の効果を全らしめられんことを望む」6）と述べて，教員がただ単

に生徒の指導者だけでなく，「地方人民」の指導者たることを要望している。また桂内閣の

小松原英太郎文部大臣も1911（明治44）年に，「学校職員たる者は，常に自ら地方徳育の中心

たらんことを期」せと演説している7）。教員が児童生徒や地方町村民の指淳者ないし徳育の

中心になることを期待したのは，文相だけではむろんなかった。

　たとえぽ1907（明治40）年に岡田宇之助長野県内務部長は，　「地方精神界ノ中心タルヘキ

学校長教員」はr献身的二聖勅ノ趣旨徹底二尽力」すべきだと述べ8），また1914（大正3）

年に「教育家」こそ「学生の指導者として将又，社会の木鐸として任ずべき」存在であるこ

とを力説した富山県知事濱田恒之助9），あるいは「筍も教育者は人の師表として仰がれ地方

郷党の指導者として国家より許された人である」　（1925年）と断言した宮城県の視学10）や，

「町村の指導者」として「公民教育」にあたる教員に選挙の弊害を防ぐ「配慮」を望んだ秋
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田県知事（1928年）など11），多くの事例を挙げることができる。

　以上のように国家権力から地域の指導者となることを要請された教員は，現実に「鼠家を

双肩」に担い「皇運の扶翼を任とする忠良」な「距民」を養成する公教育上の「職責」12）だ

けでなく，「国民教育に従事」する者として「国民を自覚」させ13），「国民思想を統一」する

とか14），村民の「勤倹力行の気風」を作興し「副業」を奨励するなど15），町村の指導者とし

てのさまざまな社会的な役割を背負わされたがゆえに，とりわけ厳しい自制や献身，さらに

はそれをつちかう修養を求められることになった。

　「人格ヲ高尚ニシ他ヲ感化スルハ教育者ノ本務トスル所」だと長野県知事に諭され16），文

部省の訓令によって「徳育は教員の枢要の任務なり宜しく教員をして教科書に依り児童に道

徳心の知識」を与えるだけでなく，「常に徳匪の酒養に留意」し「躬を以て範を児童に示し

薫染感化」すべきことが要求された17）。さらに秋田県知事などは，教員の偉大な徳化力に期

待してつぎのようにさえ訓示している。

　　「惟フニ教育者ヲ以テ自ラ任スル心隔常二理想二於テ高遠チアリ，心力実現一向ヒテ忠

　実テナケレハナリマセン。終世徳ヲ己二修メ精励以テ職二従フナラバ，所謂綱紀ノ振粛期

　セスシテ行ハレー郷ノ山風自ラ培バレルコトテアリマシテ，教育ノ愉悦亦自ラ得ラルヘキ

　チアリマス」18）

　同知事は，修身斉家治国平天下的な儒教的徳治主義の見地から，教員の修養とその徳によ

る村民の教化を期待したものと思われる。このような近世以来の価値意識が残っている状況

のもとで，権力公認の道徳に反するような教員の行為は，強く規制されることになった。男

女教員の恋愛の自由を権力的に取り締まろうとした教員の風紀問題などは，その典型的な事

例である。長野県上伊那面長は，1906（明治39）年10月26日に開会された上伊那郡校長会で，

つぎのように訓示している。

　　「教員ノ品行，教員ノ素行ハ少クトモ当人以上タラザルベカラズ蓋シ教育ノ効果ハ教員

　二対スル尊敬心ノ多少二比例スベシ教員ニシテ父兄児童ヨリ其身品行ヲ指摘風評セラル・

　如キコトアランカ何ヲ以テ児童ヲ心服セシメ之ヲ教化スルヲ得ンや近来往々男女間其他二

　関シテ好シカラザル風評ヲ耳ニスル測深ク減磁二堪ヘザル所ナリサレバ各位ハ（中略）風

　紀ノ振粛ヲ期セラルベシ」19）。

　転記がこのように校長に教員の晶行・素行の監督を要請しただけでなく，長野県知事は翌

年の誌面学会で，公教育や社会教育の「実績」を挙げるためには，「法規ヲ励行シ当事者二

対シ懇切熱誠二指導ヲ与へ賞罰ヲ厳正ニスルト同時二教員ノ風紀ヲ振粛シ適才ヲ適所二配置

シ之が優遇ノ道ヲ講スル蘭語キ一二モ急務トスル所ナリ」と訓示している20）。つまり郡視学

は教員に，アメとムチの政策を適用することによって，その風紀を正し，教育実績を挙げよ

というわけである。このような教員の風紀問題にかんする当局の干渉は，大正時代になって

も引き続きおこなわれていた2エ）。本来教員の自己規制にかかわる私的な道徳問題にまで介入

した知事が，

　　「抑々教育なるものは国家を本位にすることは最必要である。教育の眼目は善良なる日

　本帝国民を教養することでなくてはならぬ。国家を離れて教育はない。　（中略）国家が教

　育方針を定めるには慎重に討議して定めたものである。これを個人の主観によって徒らに

　変更することは許されぬ」とか，「教育にも監督権の行はれるものであることを御承知願
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　ひたい。これは健全なる教育の発達を希ふ以上当然の事である」22）

と主張したとしても驚ろくにあたるまい。

　教員は要するに国家の教育方針や監督権に服すべきであってこれに異議を唱えてはならぬ

とする当局は，その忠実な手段の技術者としての限界を超えようとする教員の，思想の自由

や教育・研究の自由を，このような国家至上主義的な権力の論理によって制限しようとした

のである。

　では以上のように教員の使命や役割，道徳的修養の必要性を力説すると同時に，その反面

ではこれを権力的に規制しようとした国家権力は，その待遇や社会的地位の低さにたいして，

どのような心構えや態度で臨むべきだと説いたか。長野県知事大山綱昌にいたっては，こう

主張している。

　　r教育者は無財の宰相である常に町村民と接触することによりて忠君愛国の国民的精神

　の発揮につとめ社会の為めに其宰相として受けつXある尊仰に報いるの覚悟を望む次第で

　あります即ち常に身体の発達に留意し国体を重んじて忠君愛国の根本精神を滴養して筍も

　癬歯する所なく常に自己の天職に安じ報酬に執着するなく慎重自愛満腔の熱誠を以て斯道

　の諦めに尽試せられんことを希望して止まない次第であります」23）。

　「無財の宰相」として「尊仰」を受けている教員は，その尊敬に報いる覚悟をきめ，ただ

ひたすら「自己の天職」に尽画せよ，「報酬」などに「執着」するなというわけである。ま

た文部省督学官乗杉官道も，「真に国家を思ひ，国民を思ふ処の教育者でありましたならば，

我邦に於きましても何時の日にか是に相当すべき位置が招来すると私は深く信ずるのであり

ます，どうか吾々教育者は地位の如何に拘らず待遇如何に拘らず，益々全力を挙げて国家の

為に尽したい，一心に教育の意義を徹底したいと云ふ事に向って努力せねばならぬのであり

ます」24）としている。教員はその社会的地位や待遇に執らわれず，職務に献身すれば，自つ

から報いられると強調した乗杉は，言外に権利のための闘争の不必要性を指摘したとみてよ

かろう。

　けれども政府当局は，このような態度を貫ぬいたわけではなかった。善良な教員を得るた

めには待遇を良くする必要があると説いていた牧野文相の訓示（1906年）や岡田文相の訓示

（1917年）25），さらには国民教育を盛んにし「世界の競争」に勝…ち抜くためには「教員優遇」

の聞題が生ずると指摘していた文部官僚の例26）からも明らかなように，権力は教員を始めと

する下からの待遇改善要求に対応して，それなりの改善策を打ち出すことになった。だがそ

の際に示した改善の論理は，教員のためのそれではむろんなく，国家中心の論理でしがなか

った。1918（大正7）年4月の文部省訓令第3号や千葉県知事の訓示は，このことを象徴的

に刀くしている。

　政府が今回「市町村義務教育費国庫負担法を制定」し，　「小学校教員俸給の一m－gtを負担」

することにした「所以」は，市町村の経費増加を「軽減緩和！lする必要性と，義務教育の改

善・振興をはかることによって「国家の根底を輩固にし以て国力を充実し国運を伸張」させ

るためである。つまり「小学校教員の待遇を改善して益々優良なる人物を招致し以て国家の

要望に副はしめんが歪めに他ならず」というのが，訓令第3号が明示した公式の見解であっ

た27）。これを受けた千葉県知事は，同18年の郡視学会議で，　「同法令ノ趣旨トスル所ハ主ト

シテ小学校教員ノ待遇ヲ改善シ益優良ナル人物ヲ招致シ以テ義務教育ノ進歩ヲ促シ愈国本ヲ
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培養シ国力ヲ充実セムトスルニ在リ」と，文部省訓令の趣旨を繰り返すと共に，つぎのよう

な注目すべき発言をしている。「若之ヲ以テ従来冷遇口過キタル小学校教員ノ待遇ヲ平準二

復シタル風早キストナシ今日ノ増俸ヲ当然ノ権利二因ル如ク思惟スル者アラム乎国家ノ期待

二添フ所以ノ途二非サルナリ」28）。

　要するに小学校教員の待遇改善は，国本培養・国力充実の国家目的を達成するための手段

として採られたものに過ぎないという国家至上主義的な権力の論理に基づいて，国家は教員

の待遇を改善する義務があり，教員はこれを要求する権利があるとする教員の論理を否定し

たのである。

　ところで前の教育者は「無財の宰相」だという大山長野県知事の演説にたいして，信濃教

育会の一会員は，はたして幾人の教員が現実に町村長や議員，父兄の「尊敬」を受けている

かと疑問を呈し，「教育者の威信」を低下させた「罪何れにあるか当局者の一考を煩はさざ

るべから」ずとしながらも，こう述べていた事実を指摘しておこう。

　　「先に長官より無官の帝王は小学校教員なりとの辞を賜はりしも諸君実際に吾人は社会

　の信任を受けつつありゃ否や省みて感化力乏しき自信力薄弱なる今の教育者が今後如何に

　して社会を救済し改善し得るや否や（中略）敏に於て吾人は大に熟考を要するのである大

　に覚悟を要するのである吾人の務めは知を援くるのみならず其一挙一動児童の範たらざる

　べからず蚊に一つの権威武士的精神なき者は教師として又資格なきものである現在の教育

　者は威信ありゃ否や」29）。

　ここには教員の直面した矛盾とそれに対する反応の一端が，美事にあらわれている。天皇

制国家の教育目的を達成する教授の技術老であると同時に，町村の知識人・教化者という教

員の存在からくる誇りや指導者意識が，町村の有力者や父兇によって傷つけられているとい

う精神的不満と，町村民の「尊敬」や「信任」，かれらにたいする「権威」がなくては，町

村の指導者たりえないという焦り，さらにはかれらの「威信」を低下させる権力の教員にた

いするあり方への批判的意識などが露呈していると共に，現状打開の途を「武士的精神」の

復活に求めているからである。これが1910（明治43）年段階にあらわれた一教員の意識構造

の一端に外ならなかった。この種の意識が一般にどのようなあらわれ方をするかについては，

次節で検討するが，ここでは教員の当局にたいする批判的意識が，国家権力から児童や町村

の権威ある指導者となることを絶えず要請されながら，その反面では権力の宋端における国

民教化の忠実な担手，換言すると冷遇に甘んずる下僕になり下がることを強要されるという，

矛盾の具体的表現だったことを強調しておきたい。
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「平和克復に関する本県知事の訓令」千葉教育雑誌163号，明治38年11月，43頁。

「全国小学校長会議における牧野文粗の演説（要領）」千葉教育雑誌169号，明治39年5月，39頁。

「小松原文相の演説」千葉教育雑誌230号，明治44年6月，2頁。

内務部長岡田宇之助「教育勅語の奉体実践上に関する注意」信濃教育会雑誌254号，明治40年12
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　月，31頁。

9）富山県知事濱田恒之助「教育家に望む」富山県教育会雑誌51号，大正3年7月，3頁。

10）黒川郡視学赤坂連蔵「国民教育者のために」宮城教育312号　大正14年6月，75頁。

ユ1）　「長野県知事の講演要旨」秋田教育20号　大正15年6月，26頁。

12）千葉県視学官守屋栄夫「カンパニアの岡に於けるペテロを懐ふ」千葉教育雑誌284号　大正4年2

　月，7頁。

13）名尾良辰秋田県知事の演説「秋EB県教育会総会議事録」所収，秋田県教育雑誌343号，大正10年7

　月，6頁。

（14）森本知事閣下「雑感」宮城教育272号大正9年7月，86頁。

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

「勤倹力行の気風作興に干する通牒」秋田県教育会雑誌333号　大正8年1G月，34頁。

「大山知事訓示」信濃教育面雑誌248号　明治40年5月，ユ3頁。

「修身教科書教授に関する文部省訓令」信濃教育282号　明治43年4月，50：頁。

「小学校長会議二於ケル知事訓示」秋田教育48号　昭和3年10月，1頁。

「助長訓示」信濃教育会雑誌243号　明治39年12月，45頁。

「郡視学会に於ける大山県知事の訓示」信濃教育会雑誌245号　明治40年2月，42～43頁。

たとえば京都府知事は，1920（大正9）年に開催された君艦長会議における訓示のなかで，つぎ

　のように述べている。

　　「戦後経済界蛙思想界ノ変動相伴ヒ教育界モ亦弾力影響ヲ蒙り教育界ニシテ往々義務ノ観念二薄ク

　勤務真摯ヲ敏ク者無キニアラス殊二近時往々ニシテ男女教員間二風紀問題ノ起ルヲ見ルハ遺憾二堪へ

　サル所ナリ各位離離シク常二其ノ職責ノ重大ナルヲ自覚セシメテ進ンテ修養ヲ積ミ以テ国家社会二奉

　仕スルノ風尚ヲ鼓舞セラレンコトヲ望ム」（「京都府郡市長会議二於ケル馬淵京都府知事訓示」文部時

　報21号　大正9年11月21日・12頁）。

（22）　「梅谷総理訓示」信濃教育457号　大正13年11月，60～61頁。

（23）　「大山総理演説」信濃教育285号　明治43年7月，13～14：頁。

（24）文部省督学宮乗杉喜壽「時局と教育」信濃教育358号　大正5年8月，14頁。

（25）千葉教育雑誌169号　明治39年5月，37頁。同302号　大正6年6月，30頁。

（26）文部省督学官槙山栄次「国民教育の力」千葉教育雑誌304号　大正6年8月s10頁。

（27）　「文部省訓令第3号」信濃教育378号　大正7年4月，51頁。

（28）　「郡視学会議二言ケル知事ノ訓示要旨」千葉教育雑誌316号　大正7年8月，2頁。

（29）会員三村壽八郎「権威なき教育」信濃教育285号　明治43年7月，14頁。

亜　教員の指導者意識

　教員の意識や思想は，基本的には手段の技術者という役割を与えられた教育労働者として

の社会的存在に規定されるとみていいが，そのあらわれ方が多様である事実を無視してはな

らない。あらためて指摘するまでもなく問題の生ずる客観的な条件が同じでも，それにたい

する反応の仕方は一様ではないのである。したがってまた中央における諸思潮も，教員の思

想や意識を形成する外的な要因として，あるいはその行動を正当化する論拠として受容され

るものと思われるが，権力のイデオロギーの圧倒的な影響力に比べて大正デモクラシー思想

や社会主義思想のそれは弱く，また影響の仕方や浸透の時期も人や地域によって異なるよう

に思われる。とりあえずここでは，教員の意識の存在様式を，既述の権力の教師観を念頭に
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置きながら検討することにしたい。まつ権力が教員に「町村の指導者」となることを期待し

たが，教員自身はこの要望にどう応えたか，いくつかの県の実例を示そう。千葉県香取郡の

松山俊雄iは，1908（明治41）年につぎのように主張している。

　　「青年の指導に就ては，現今八銘しく云はれてるるが，中々其成績が上らない。何所の

　村へ行っても，夜間には放歌しながら歩くとか，或はまた農休日などには，商ひ店あたり

　に群居して，つまらん話に耽って暮してしまうが，それらはまだしも，今t歩進むと，賭

　博などもやり兼ねないと云ふ所が随分砂くない。青年がこういふ風であっては，いっにな

　つて，其村の発達が見られようか，延いては国家の将来までが心配でならぬ。さて，之を

　段々よい：方に向けて其弊風を矯めて行くのは，之は誰の責任であろうか。兎にも角にも其

　村の教育を司る，校長と教員とが，先づ第一に力を尽さなければならんと思ふ，教員其者

　は唯単に其学校の仕事をしたり，其学校の生徒のみを教育する，そんな範囲の狭いもので

　はない　其村全体の教育指導をして行くと云ふ抱負を持たなければなるまい。」1）

　小学校の校長や教員こそが，「村の教育を司る」存在であり，「村全体」を「教育指導：」し

てゆく「抱負」を持たなければならないという見地から青年教化の必要性を力説した松山の

根底にあった意識こそ，村の指導者としての使命感であり，「国家の将来」を憂えるナショ

ナリストとしての心情であった。また同じ千葉県の鵜殿新太郎は，1911（明治44）年に「人

の師表」たる教員の「修養」は，ただ単に自己の為めのそれであるだけでなく，「人の為め

の修養」でもあるとさえ説いている2）。

　秋田県の女教員渡辺つる子は，1910（明治43）年に開催された秋田県教育会総会で，「語

れ教育は一生涯の事業にして2年や3年にて出来るものにあらず一朝奉職せる上は其町村の

指導者となり先覚者となり文明輸入者，立法者ともなりて理想を実現し生きたる模範を示さ

k’るべからず」3）と述べ，秋田市中通尋常小学校の陶観光もr国民教育者は子供を教育する

のみに止らず成人をも教育せざるべからず傍ち社会をも教育せざるべからず」4）としている。

　さらに「本県教育者の社会上の位置は比較的頗る高きに在るが如し」としながら，その反

面では「教育の権威」は「近時堕agtiの傾向にあると指摘していた長野県の呆幽谷も，「教

育者は社会の実情，家庭の事情等を精証すると共に常に社会の先覚者たるの自信自重あるを

要す。かくして始めて教育の権威を社会に拡張し社会をして教育の命ずるま！・・に針路を採ら

しむることを得べし」5）と主張している。

　以上のように明治40年代の教員は，権力が期待したような意識を，つまりかれらこそ町村

の指導者であり先覚者でなければならないという使命感と指導者意識を大なり小なり持って

おり，したがってまたそのための修養の必要性を自覚していたとみてよかろう。それと同時

にかれらは，一般に国家主義的なナショナリストとしての性格を持っており，したがって天

皇制国家の命令に従って帝国の忠良な臣民を養成する教育者としての誇りをも持っていたよ

うに思われる。

　たとえば私的には父兄の「委託」をうけ，公的には「国家の命に依りて陛下の赤子を薫化

陶成して，将来の帝国々民」とする「職責」を有する教員に必要なものこそ「犠牲的献身的

の精神」であると，その国家の公教育に献身する精神の重要性を説いた鵜殿新太郎6）や，ま

た「吾人一己の担任学級内に行はるX教育も，普く之れ国家の命ずる所に基きて其意志を継

承し，発動」しなければならないとした秋田県の築和正毅7）などは，天皇制国家の命令に忠
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実に従って公教育に献身しようとした国家主義者の典型的な事例である。このようなかれら

の姿は，まさに手段の技術者としての教員像の一つの典型を示すものとみていい。したがっ

てまたかれらの教育者としてのつぎのような傲然たる誇りも，忠実な手段の技術者としての

それでしかない一面をもっていた。

　　「我輩は国民教育者なり，我輩は市町村の雇吏無心にあらず，故に膝を権門に屈し頭を
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンエソ　勢家に垂れ汲々其の位置を保持すべく禁援阿附すべきものにあらず

　　我輩は国民教育の重職を担ふものなれば敢て亦他の殿二二疑，容豫干渉を意にすべきも

　のならず，国家の命に従ひ国家の要求する国民を教育すべきものなり（中略）雇吏晶晶を

　二ってし或は巡査看守と対等視するが如きは珍らしからぬ迷惑千万の事どもなり」8）。

　国家の教育の忠実な担手である教員を，同じ権力の末端における忠実な担手であるべき役

場の小役人や巡査・看守の類いと同一視するなというこの差別意識は，教員の指導者意識の

一つのあらわれに外ならず，町村長などの有力者や一部町村民の教員軽視の風潮にたいする

反機が，その根底にあるとみることができる。けれどもかれらの町村の指導者としての誇り

が，国家の命令に従う手段の技術者であることに基づく限り，その指導者意識は虚偽意識で

しがなかった。それは宮城県の一視学が云ったように「地方郷党の指導者として国家より許

された人」なるがゆえに生ずるかっこ付きの指導者意識だったのである。天皇からの距離に

よってその権威と価値序列が決定される天皇制国家の秩序体系のもとで，権力の末端部分に

位置する存在として，俸給や位階勲等を低くおさえられ，地方自治体の指導・監督下にあっ

た教員は，国家権力から天皇制国家の発展を支える忠君愛国の国民を養成する町村の指導者

意識をもつことを要請され，また教員の多くがこの意識を抱いたとしても，それが権力の末

端部分に置かれた存在との矛盾によって，絶えず突き崩される危機にさらされていたのであ

る。

　　「国民教育者よ，今の所謂常識にならはずして，須く熱狂たれ，富貴も淫すべからず，

　権威も屈すべからず，正義に従順なるが如くに飽くまで不義に反抗せよ」9）

と要求され，あるいは「町村教育者」は「教育者」であると同時に「己を修めて国家民人を

徳化」する「政教家」たれと要望10）されたとしても，そこには手段の技術者としての存在に

止る限り，自つから限界があった。こうして，一方では指導者意識を持ちながら，他方では

国家権力の末端部分における技術者でしかないという矛盾が生んだ一つの現象が，教員の権

威に弱い小役人意識であり，町村長や視学などの権力や学者などの権威に叩頭し，これに迎

合する傾向であった。後述するようにかれら教員の精神的・物質的待遇にたいする不満が日

常化する主要な原因は，まさにこの指導者意識と権力の末端における手段の技術者としての

存在との矛盾にあったとみていい。

　ともあれ日露戦争後明治末までの教員には，国家権力の期待に沿うような町村の指導者と

しての意識や，天皇制国家の発展に尽くそうとする国家主義的なナショナルな意識が流れて

いたことだけは，否定できない事実である。このことは，師範教育の過程で公教育を担当す

る手段の技術者としての知識を身につけた教員の意識や思想が，通常国家権力公認の支配イ

デオロギーに強く規定される関係にあり，またかれらは教育労働者としての意識より，国家

に奉仕する知識人としてのそれが強かったことを示すものといえよう。ここに教育労働者と

しての社会的存在にもかかわらず，プロレタリア意識が稀薄であるという矛盾が露呈してい
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るとみることもできる。かれら教員は，要するに社会的存在としては教育労働者であるにも

かかわらず，その意識が知識人のそれに近い指導者意識と，これと相容れない小役人意識か

ら成るという矛盾を内包させることになったのである。いわゆる擬似インテリの精神構造は

ここにあったとみてよかろう。

　さて以上のような教員の指導者意識やナショナルなそれは，大正期に入ってもなくならな

かった。1916（大正5）年に千葉県の早泉生は，「農村文明の指導者」として，教員と宗教

家を挙げており11），また同県の稲子誠風は「教育者の活動e：一一．挙手，一投足」といえども

「君国を中心」としなければならず，「利己的観念」を捨てて「君国の為に奮進努力」すべ

きだと説き12），富山県の長谷川安一訓導は，1917年に「我等は何処轟々までも文明の宣伝者

であり社会教化の木鐸者であらねばならぬ」13）と述べている。また翌18年にも千葉県臼井小

学校の密本勝之助は，「教育者は常に人格に出て，一一等地を抜いて居ら」ねばならず，学校

にあっては「教師」であると同時に「郷党に於て模範」でなければならぬとか，「国民教養

の大任」にあたる教育者は，「自から立憲国畏としての模範的行動」を示し，児童に活きた

「感化」を与える覚悟を持つべきだと主張していた14）。

　ただ指導者意識の直接的な表明に関する限り，その頻度は明治期ほどではなく，殊に第1

次大戦以後激減する。そしてこれに反比例するかのように教員の公教育・社会教育上の役割

と精神的・物質的待遇との間のギャップにたいする批判や不満の声が，多くなるとみていい

ように思われる。だからといって指導老意識がなくなったわけではない。たしかにそれが稀

薄化する傾向を一面では見せながらその反面では，屈折した多様な意識形態として表現され

るようになったと解釈すべきである。つまり手段の技術者としての役割を担う教育労働者と

しての存在と，その意識との矛盾が拡大したとはいえ，指導者意識がなくなったわけではな

く，むしろこの矛盾が後述する待遇改善要求となってあらわれたとみることができる。いく

つかの事例を挙げよう。

　長野師範の村松民治郎は，1914（大正3）年に発表した「本県教育当面の問題」と題する

論説のなかで，「町村人民の知識」の進歩や「自覚」が深まるにつれて，教員にたいする「尊

敬」の念の稀薄化や教員の「威信」の「失墜」という現象が出てきていることを「深憂」し

てこう述べている。

　　「20年前は，地方人民は旧の寺小屋の御師匠に対する考を以て，其町村の教師を待遇し

　た。理由なしに，只ありがたいと尊敬したものが，多かったゐである。今日はさうは行

　か」ぬ。要するに「今までは教育者を以て知識ある階級と言へたかも知れぬ。今後何時ま

　でも，かく言ひ得るかは疑問であると思ふ」。だがしかし「一町村に湿て，其位置が高か

　らず，威信が行はれずして，如何にして其町村の児童を感化誘抜」することが出来ようか。

　したがって教員は「非常なる覚悟を以て，己が人格を修養するを要する」15）。

　この事例は小学校の教員がこのままでは町村の指導者・知識人としての地位や役割を維持

することが出来なくなるという危機感から，その打開策を教員の自己修養に求めたものであ

り，いわば指導者意識の危機的表現とみなすことができる。つぎに教員の自覚と闘いによっ

てその権i威の回復を求めようとした例を紹介しよう。長野県の柳本知至は，1917（大正6）

年に「国家隆盛の根底」となるものこそ，「教育の力」であり，このことを「国民全体」に

「自覚」させるためには，教員「自ら先づ戦って天下を覚醒」させ，「大勢を動かす丈の自
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信」をもたなければならない。しかるに「村民を教へ導くべき教育者が，其の村民に阿って，

どうして教権を維持する事が出来やう。役場吏員，村会議員等村名誉職等に理想を与へ，之

を教へ導くべき教育者が彼等に叩頭し，彼等に駆使されてるて，どうして教権の確立が行は

れやう。全く主客転倒の甚しきものではないか」16）と糾弾している。

　村の指導老であるべき教員が，村民に迎合し村の有力者に叩頭し，駆使されている現象に

たいするこの柳本の激しい憤りは，その強烈な指導者意識に帰因するとみていい。また1924
　　　　　　　　　　　へきすい
（大正13）年に宮城県の碧翠生は，「教育者も他の人と同じやうに教育者だからと云ふ肩上

げを取りはっして人間味が無ければならぬ。一般の人の済む所のものを楽み一般の人の欲す

る所のものを欲する情性」がなけれぽならない。けれども何事でも「忘れてならぬことはプ

リンシプルと云ふこと」である。親鶯は「人間になってもやはり人間親驚でなければなら

ぬ。俗に居っても聖者の生活を忘れては」ならない。われわれ教育者も「こXだけは学び」

たい。しかるに「近時教育界の風潮」をみると，教育者に「骨」がなく，思想的にも実践的

にも「軟弱」になり，「大局に眼」を注ぎ，正義・人道のために「努力」するとか，「国家の

将来」のことを考えることが無くなると同時に，専ら「自己の栄達と待遇の向上」のことだ

けに関心をむけるようになっているが，このような「問題にのみ因はれて居る教育家の仕事

からはよい結果を得らるものではない」17）と指摘しているが，ここにも明治以来の教員に流

れていた聖職者意識や指導者意識からの批判という一面があらわれていると判断してよかろ

う。

　ちなみに町村の指導者としての役割や意識が，昭和期になってもなくならなかった例証と

して，千葉県教育会の教育調査会実業教育調査部が，1928（昭和3）年に発表した「県下実

業教育振興策」の一節を引用しておこう。

　　「一般の農漁村に診ては都市と異りて多くは小学校以外殆ど他に何等の教育機関備はる

　なく為に凡ての教育事業は之をあげて小学校に委ねざるを得ざるの状況なり，従って世の

　文化を紹介し社会の進運を促すには小学校が最好適の地位にあるを以て学校全般の施設経

　営が一村を風靡し一村の革新を促すに足るべく画策せざるべからず」。

これを要するに「小学校が一村文化の中心，村民指導の先達，産業興隆の先駆村勢進展の枢

軸」となるべきであるという見地から，農漁村における教員の存在について

　　「市街地に於ける教育者が其社会周囲に対し容易に善良な感化薫育を与へ得ざるに反し

　農漁村の教育者は常に一村開発の心棒知識の中心たると同時に多数村民環視の裡にあるを

　以て其一挙一動は直に其の地方に甚大なる影響を及ぼすを見る，要するに単に文化の中心

　として其発達の源泉たるに止らず一村の運命は畢寛小学校教員の手に掌握せらるXものと

　云ふべきなり」と。

　このように「一村開発の心棒」であり，村の知識・文化の中心としての役割を背負う農漁

村の教員は，つぎのような「資格と自覚」をもつべきであるとしている。

1
2
3
4
5

「地方に於ける知識階級道徳階級の人たるべきこと」。

r全村の指導調和岩たるの覚悟を要すること」。

「身体強健なるべきこと」。

「質実倹素の人たるべきこと」。

「農事水産等の心得あるべきこと」。
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　6　「法制経済の智識豊富なるべきこと」。

　7　「勤勉力行にして着実真摯の人たるべきこと」。

　8　r土地の民情風俗習慣等に通暁すべきこと」18）。

　以上のように地方の，殊に農漁村の小学校の教員には，町村の指導老としての，あるいは

少なくともそうあるべきだという意識が一貫してあり，自己を一般の労働者や農民とは異質

な町村の知識人とみなしていたように思われる。それだけにかれらの置かれた存在と意識と

の矛盾が，さまざまな形で噴出することになった。たとえば教員対政府や地方自治体などの

権力，教員対町村民，教員相互間などの諸関係から生ずる矛盾がその主要なものであったが，

とりわけ対権力との関係で生じた物質的・精神的な待遇にかんする不満が，繰り返えし表明

されることになった。すなわち俸給の異常な低さ、と地域による格差，人事・昇給の不公平や

低額の退職金，住宅などの厚生施設の貧弱さ，大部分の教員が官吏の最下級の身分である判

任官待遇で終り，叙勲の等級も低いことや，行政当局の教員にたいする監督・統制さらには

権利の制限と過重負担などをめぐる不満がそれである。また教員対町村民との関係では，町

村民が教員を町村の二丁者として尊敬し，それに適わしい社会的な待遇をしていないと感ず

ることに帰因する不満が，その典型的な事例であり，教員相互間の関係では，校長対教員や

男女教員相互のあり方をめぐる問題が主要な課題であった。ではいったいかれらは，以上の

諸問題について具体的にどのような見解を表明し，そして解決しようとしたのであろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註

1）香取郡松山俊雄i「青年団の産ぶ声」千葉教育雑誌193号　明治41年5月，32頁。

2）匝瑳野田，鵜殿新太郎「訓練につきて」千葉教育雑誌230号　明治44年6月，9頁。

3）　「秋田県教育総会議事録」秋田県教育雑誌227号　明治43年8月，10頁。

4）　秋田市中通尋常小学校陶観光「唯1自重」秋田県教育雑誌225号　明治43年6月，4頁。

5）二三生「教育の権威の拡張」信濃教育283号　明治43年5月，3～4頁。

6）　鵜殿新太郎「訓練につきて」干葉教育雑誌230号　明治44年6月，9頁。

7）竹野正毅「学級教育の国家的職能」秋田県教育雑誌230号　明治43年11月，10頁。

8）　陶観光「唯自重」4頁。

9）江川太郎「小学校教員私観（上）」千葉教育雑誌194号　明治41年6月，38頁。

10）佐藤寅太郎「思ひ出のまX］信濃教育291号　明治44年1月，4頁。

11）早泉生「座談（二）」千葉教育雑誌295号　大正5年11月，28頁

12）在長生，稲子強風「教育者の自覚」千葉教育雑誌292号　大正5年8月置57～59頁。

13）婦負郡杉原尋常高等小学校訓導長谷川安一「農村補習教育に対する愚見」富山県教育会雑誌68号

　大正6年6月，69頁。

14）　印旛郡臼井小学校密本勝之助「教育者の人格」干葉教育雑誌318号　大正7年10月，21～22頁。

15）村松民治郎「本県教育当面の問題（二）」信濃教育334号　大正3年8月，24～26頁。

16）柳本知至「教権の確立」信濃教育364号　大正6年2月，12～13頁。

17）薯翠生「正義人道の上に立ちて」宮城教育306号　大正13年2月，1～2頁。

18）教育調査会実業教育調査部「県下実業教育振興策」千葉教育432号　昭和3年4月，13～14頁。
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IV教曼の待遇改善問題

　小学校教員の俸給や勲位の低さにたいする教員の不満は，大正デモクラシー期を通じてみ

られる共通の現象だが，これにたいする態度は一様ではなく，これを待遇改善を積極的に主

張する者や教員自身が運動に立ち上がることを躊躇する者，さらには待遇などに執らわれる

なとする者などに区別して捉えることができると同時に，それぞれの立場にはそれ特有の価

値意識がつきまとっていた。まず待遇改善を積極的に要求した論者の典型的な事例として

1906（明治39）年から1909年にかけて発表された千葉教育雑誌の「編老」（編集者）の一連

の巻頭論文を挙げることができる。かれは日露戦争直後の1906年に「小学校教員の現今に於

ける待遇の菲薄なるは，識者の夙に憂ふる所にして，これを改善し優待せざるべからざるは，

亦世論の一致する所たり」としてつぎのように主張している。

　小学校教員の俸給の平均月額は，15，6円に過ぎず，50円以上の者は全国で僅か4人用か

いない。これに反して官吏や会社員，商店員で5，60円の俸給を受けている者は「無数」と

いっても過言ではなく，15円や20円の収入は，「最下級」の官吏や会社商店員のそれでしか

ない。このような薄給では「家族を安んずる」ことが出来ないぽかりか，教員の社会的な

「名誉」や「体面」を保つことができなくなる。社会が「小学校教員の地位」をあわれむべ

きものとみ，その「混むべく，重すべき」を知らなくなるのも偶然ではない。今日直ちに教

員の俸給を「国庫支弁又は地方税負担」とするのが不可能だとしても，当局者は物質上，精

神上，教員の地位を安易にし，生溜を豊にする外，名誉を保つに於て効力！のある方策をた

てるべきである1）。

　日露戦争は「教育の競争にして，教育が無教育に打勝ちたるものなりとは中外の等しく

唱」えるところであって，「国民教育の進歩発達は，国本培養国力充実の基礎」であり，あ

る意味では「軍備の充実」に弱ならない。しかるに今日ほど教育が「萎靡して振」わず，教

員の意気が，そそうしている時代はない。この「罪」は果して乱れにあるか。「吾人の見を

以てすれば決して教育者其人をのみ責むべきにあらず。国家及社会の之れに対する待遇旛表

共に宜しきを得ずして其の功労に酬ふるの道を尽さず，遂に彼等を倦らしめ，失望落胆」さ

せたからではないか2）。

　以上のように日本帝国の発展にとって必要不可欠な国民教育の重要性やその為に果した教

員の功績と，これに価しない劣悪な精神的・物質的な待遇の事実を指摘した編者は，r教員

優遇の道を開くは国家当然の義務」だとしてこう述べている。

　　「今日の急務は小学教員の待遇を改め俸禄を厚くするを以て教育振作の第一要義とす。

　吾人が教員待遇を屡論議する所以のものは，唯現在教員の境遇を忌むの情のみに出つるに

　あらず，国家の前途を考へ其の発展生存上，教育の振興を急務中の急務と信ずるを以て，

　其の主脳たる教員優遇の道を開くは国家当然の義務なればなり」3）。

　教員の劣悪な待遇の改善は，町村の指導者としての「名誉」や「体面」にかかわる威信や

生活上の問題だけでなく，国家の発展にとって必要不可欠なそれであるという国家至上主義

的な国家主義の論理に基づいて，教員の私的な待遇改善をr国家当然の義務」だとしたので

ある。このように教員の私的な精神的・物質的な不満の解決を，「教員当然の権利」だとす
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る私の論理の徹底にではなく，国家の義務という公の論理に求めているところにその特色が

あるが，この意識については再論することにして先に進もう。前の編者はその後教員の退職

後の生活保障問題や，行政当局の辞令一本で教員がその「進退去就」を決定される不安定

性4）などの改善について言及している。そして1909（明治42）年には，教員の待遇が一応改

善されたとはいえ，依然として普通の宮吏以下であり，また教員の「栄達の途」も「杜絶」

されているだけでなく，「社会上の地位境遇に至りては，一層甚し」と指摘し，「物質上の

待遇は忍ぶべしとするも精神上の待遇は忍ぶべからず」とまで述べている5）。

　ちなみにこのような教員の精神的な待遇の改善について長野県の佐藤寅太郎は，教員に勲

7等以上の叙勲や「年次加之の制」を設けること，さらには奏任待遇の拡大や，町村の会合

などで教員を上席につけるなどの優遇策を採るべきだとしており6），また同県の大二心は，

1916（大正5）年に，　「判任官吏も勤務20年にして位勲の典あり，然るに小学校教員は幾年

勤めても，叙位の典なし只叙勲の典ある」のみ。両者の俸給上の差はないが，官吏には「叙

勲」という「赫々たる国家の栄爵を享受する特権」がある。これが「教育者を泣かしむる根

本問題」なのであって，教員優遇問題の解決は二等中等学校の教員に高等官や高等官待遇の

者を増やし，判任待遇の教員にも「位勲」を与える途を開くことにあると主張している7）。

かれらの指導者意識と天皇制国家における価値序列の低さという矛盾に帰因する不満が，以

上のような位階勲等の改善要求となってあらわれたのである。

　この価値序列の低さに加えて，教員の俸給を含めた教育費の町村負担制が，教員の薄給や

地域による格差を生んだぽかりか，町村の有力者や一般の町村民と教員との関係を複雑化し，

かれらの社会的地位の低下という意識と不満を一層かきたて，時には過剰なまでの反応を示

すことになった。

　千葉県の早泉生が，1916（大正5）年に町村は「法文上」からは「国の教育事務を補助」

する地位にあるが，「経済的立場」からすると「教育の主宰老」である。このことが「国家

の意志」に反して教員の待遇改善を困難にしているばかりか，教員自身がその「天職」を

「飽足らず思ひ卑下」する原因ともなっている。その「責任」は，「一に懸って町村経済の

不如意なる町村経済」によって「国の教育事務を補助」させたところにある。「速に教育費

の国庫還元をなすべしといふ要求が意味」をもってくる理由はここにあると主張し8），続い

て同県の二二生が，教員はその俸給が「低きがため自然社会の精神物質上の落伍者的境遇に

立たざるを得」なくなり，「身は神聖たるべき名誉ある職」にありながら，「町村吏員有志

の感情を害さ父る様にと其の意を迎合するに汲々たる状態」にある。これでは一般村民が

「小学校教員を目して町村の雇傭者なり我々によりて衣食するものなり我々の意を迎ふべき

ものなり其の進展は我々の掌中にあり若し多少感情の衝突にてもあらば事業を妨害し甚しき

は放遂せん」とするなど，「極端」な「軽蔑の眼」をもってみるようになるかも知れないと

いう危機感を表明すると同時に，教員の俸給を「国庫支出dにすること，ならびに教員自身

が修養して「社会開拓者たるの態度」を採ることがその社会的地位向上の「根本策」だとし

ている9）。

　町村の指導者たるべき教員が，制度上の制約のゆえに町村の有力者に迎合せざるを得ない

状況に置かれるという精神的不満が，上のような義務教育費の「国庫支出」の要求となり，

あるいは小学校の教員を「国の宮吏」とし，その俸給を「府県税を以て支弁」せよとの全国



大正デモクラシー期における小学校教員の意識 47

聯合教育会の決議10）や，義務教育費国庫補助金の増額運動を引き起すことになった。つまり

かれらの諸要求や運動の精神的起動力の一つが，教員の教授の専門家としての誇りや指導者

意識と，これを阻害する社会的条件との矛盾に帰因する精神的不満にあったのである。この

ような不満は，法規をたてにした教員にたいする宮僚的統制への批判を生むことにもなっ

た。

　たとえば長野県の三村安治は，1915（大正4）年に教育は，最も精神的な事業であるから

教員に，物質的な待遇よりも「安心して其業務を執り得」る精神的待遇を保障することが，

「訟訴」でありまた「有効」でもある。つまり教員に「専制的圧制や官僚的干渉」　「画一的

規定」をして，そのr精神を撹乱動揺」させず，教員の「自由意志」や「人格」を尊重し，

その「業務」に「責任」を負わせるべきだと主張し11），また同県の釜水生も「去勢」された

教員は「法規に依て教育事業が行はれると解」し，「阪習」の打破を「破壊」とみなしてい

るが，教育事業を「法規の圏内に追込」め，殆んど「機械的に活動させると云ふ事は無理」

であると批判している12）。

　なおここで大正初期の小学校の教員が，どのような精神状況にあったかの一端を示す資料

として，ある教員の「告白」だという次の一節を紹介しておくのも無駄ではなかろう。

　　「職工職人に劣る俸給を以てしてよく椙愚なる生活をなし子女教育に尽す事よく能ふや

　否や。議論せば生意気なりと云はれ，礼を知らずして為さざれば無礼なりと笑はれ，翁忌

　くより夕遅くまで時間に依りて心身を束縛せられ然かも校内には校規とかありて一も二も

　校規なり内規なりと云はれ，一方には法令あるありて内職を許さず（中略），抵抗力強き

　ものは反抗せりとて休職となり。校長と意見反対なりとて転任」または「免ぜられ，若き

　教育者は有らざる事をも投書せられ，疑はれ。反抗せずして存在を認められざる教員も老

　朽の名の下に山鼠せられ麗れ。大多数は悲惨なる憂ふ可き哀む可き最後を遂ぐ」13）。

　また別の教員は，「権勢のある所には膝を屈し教授の研究よりも町村有志に対する所謂外

交に汲々とし自己の修養よりも上官の機嫌を云ふが如き輩」は，「問題外」だとしながらも，

その「地位の余りに低く，活動の範囲の余りに狭く力の弱い花々しくない」状況に「嘆息」

している14）。

　教授の専門家として，また町村の知的指導者としての意識や誇りを阻害する行政当局にた

いする既述の批判や要求が，以上のような教員の精神状況の存在を背景にして登場したとみ

ていいが，こうした不満を打開しようとするあり方が，大正デモクラシーの進展に対応して

変化の兆候をみせることになった。かれらの不満を自らの団結や世論の力によって解決しよ

うとする意識の登場が，その典型的な事例である。そしてこの意識が参政権などの政治的権

利の獲得要：求や，教員の代表を議会へという声になり，また半官半民的性格の県教育会の自

立化や教員組合結成の動き，さらには教育制度や教科の改正に際しては教員の意見を反映さ

せよとか，大正自由教育に象微される教育の自由を求める運動など，多様な現象を生むこと

になったとみていい。教員の直面する課題をかれら自身の団結と世論の力によって解決しよ

うとする意識は，管見の限りではその萌芽を明治末にみせはじめ，それが第1次大戦前後か

ら明確な姿をみせるようになった。たとえば長野県の羽場湯水は，1911（明治44）年につぎ

のように主張している。

　　「教育会の輿論をfii一一一一すべし教育老の人員砂なしとなさず，離職卑しとなさず，其業軽
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　しとなさず，而して統一せる輿論なく協同せる企なし。国民教育を担任し国家永遠の策を

　立る教育者として余りに呑気無頓着ならずや。　（中略）根本的永遠的画策は一貫せる中枢

　ありて前後相顧みて歩一歩と進捗せざる可からず。然るに教育の中枢たるの信頼なく幾多

　の失敗をさへ来せるに非ずや。斯の如き制度の下にありてよく永遠の計を誤らざらんには
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　教育者の輿論を一定して堂々天下に呼号するに加くはなし。吾人は教育社会に何等の統一

　なく盛んど全く個別的にして協周的団体的勢力なきを遺憾とし之を以て時勢に後れ職務に

　不忠実なるものとなさんとするものなり」15）。

　つまりかれは「国民教育」を担い，「国家永遠の策」を立てるべき教員は，「個別的」に

ではなく，教育会のもとに団結し，その「輿論を統一」しこれを「天下に呼号」する「協同

的団体的勢力」によって，その目的を達成すべきだと主張したのである。このような見解は，

日露戦争後大正初期までの地方の教育雑誌をみる限り，例外的なそれでしがなかった。ただ

これに類した立場に発展する可能性を秘めたものとして1916年に，r教育者の問題は，教育

者先づ解決」すべきだとする自己救済の論理に基づいて，教員互助会の設立を訴つたえた長

野県の大久保清美16）や，翌17年に「教育の力」こそ「国家隆盛の根底！であることを「国民

全体に自覚」させるためには，教員自身が「先づ戦って，天下を覚醒」させ，「大勢を動か

す丈の自信」を持つべきだという国家主義的な見地から，教員の闘う姿勢を強調した柳本知

至などの見解17）を挙げることができる程度である。

　けれども大正デモクラシー運動が昂揚する第1次大戦後には，灘員の待遇改善にたいする

公然たる要求や，当面の諸問題を教員の団結や世論の力によって解決しようとする姿勢を，

明確にうちだす事例が各地でみられるようになった。たとえば千葉県の青葉孤舟は，1919

（大正8）年に教員が当局に待遇改善の要求をしなかった「意気地」なさを批判すると共に，

世論の力に睡ったえてその改善を図るべきだとしてこう述べている。

　　「郡視学，郡長の前で言ひ得ず，やれ冷遇だの，惨酷だの生活が出来ぬだのと独語する

　のみ，何故自己の真生活を，内部の事情を公表せざる公表してそして関係者の援助と理解

　とを得ざる吾人が輿論を喚起して教育者の優遇を叫ぶ外面みっともなき如くなれ無上らず，

　斯くなりし時は吾人の真剣なる自覚の湧起せし時にて吾人は先づ自己を安定して而して児

　童に臨まざる可からず」18）。

　また1919年に開催された「全国教育雑誌記者大会」で，教育界の「先駆者であり戦士」で

もある教育雑誌記者は，教育界や社会にたいして「真に権威ある一大勢力」となるために

「一致団結」すべきことが強調され19），1921（大正10）年に千葉県の土屋天風は，教員は

「教育自治に向って結束を固め，天下の正i義と輿論とに訴へて教育権の確立に当り教育実際

の進展」の為に努力すべきであり，「教員組合の組織と活躍」とによって「教育自治」の目

的を達成すべきである。そして社会は先づ教員に「激職相当の義務的待遇」を与え，しかる

のちに「要求するの権利」があることを忘れてはならないと主張したばかりか，教育制度や

教科規定の編成にあたっては，「教育実際家の意見を参画採用」すべきだとしている2G）。

　さらに1924（大正13）年には，秋田県の西暦霊証が教育会の事業の中で最も必要なことは，

各種の問題にかんする「教育界の輿論」を明らかにし，その「実現を図る」にあると力説21）

し，また大塚定型は，教育にたいする村の有力者や町村長ならびに郡長、郡視学，郡書記，

知事，教兵課長，県視学などの「官憲」の直接・間接の「牽制や圧迫」こそ，「教育の独立
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を害する」ものであって，「教育者」は「共同戦線」をはってこれらの圧追に「勇敢に抵抗

する勇気」がなければならず，教育会は「輿論の力」によって「教育の独立」を実現しなけ

ればならないとして，つぎのように主張した。

　　「無力な教育は今日教育を解せぬ行政官に依って左右され，町村長や有力者に迄迫害さ

　れて居る。此の事態を救済するには須く制度の根本的変革をなし教育の系統を立直さなけ

　ればならぬ。教育者は之を叫ぶと共に一面結束して教育企画を牽制し抑圧する如き外門の

　力に対し勇敢に抵抗する勇気がなけれぽならぬ，　（中略）

　　教育独立の共同戦線は速かに布かれ，教育者が是迄の如き優柔不断の態度より勇猛精進

　の純真なる態度に目覚めることを祈念して止まぬ余は県教育会此の度の組織一変について

　快心を禁じ得ない。教育会は更に勇を鼓して輿論の力に依り教育の独立を現実にしなけれ

　ばならぬ」22）。

　この権力に抵抗しても教育の独立を獲得しようとする姿勢は，国家目的を達成する手段の

技術者としての教員の存在そのものの在り方の否定につながるような意識の登場を意味す

る。このような意識が，地方に芽生えあるいはこれに共鳴するような雰囲気を造出した条件

として，第1次大戦後の大正デモクラシー運動や無産運動の発展を挙げることができる。教

員はこうした状況のもとで「ソレ改造だ革新だデモクラシーだそれ又々物価トーキだストラ

イキ」だと騒わがれる「トゲトゲしい世の中」にあって，「痩我慢して教育者で御座候の国

民のリーダーだのと御託宣して居る時代」ではなくなった。「生活問題」の解決をぬきにし

て，なにが「教育の改造」かとその不満や要求を公然と表明する東京の栗林生23）や，「教育

家といへば立派だが町村の田吾作議員にも頭が上」がらない。　「セメて地位や権威を擁護し

得る丈の教員組合でも出来たら」と願う秋田県の丸山修一郎24）。

　その他「社会の弱者として冷笑され，政治から離れ，徒らに義務の任のみ重くして，一の

権利の主張」も出来ないようでは，「真に国家百年の計に資することが出来ない」と権利獲

得の必要性を力説する千葉県の教員25）や，長野県の「国家が教師から政治的自由を奪って，

しかも教師をして文化の中心たらしめ様とするのは，甚だしい矛盾であるばかりでなく，政

治の濫用であり，暴威」であると痛論した大井広26）。

　　帝国聯合教育会の「小学校教員に衆議院議員被選挙権を与ふること」という1919年の決

議や，関東聯合教育会の「小学校教員に衆議院議員及府県郡市町村会議員の被選挙権を与へ

られんことを其の筋に建議することdという1920（大正9）年の決議などは27），以上のよう

な地方における教員の権利意識や政治的自由の獲得を目ざす声の具体的・実践的な表現だと

みてよかろう。こうした教員の意識の変化が，その目的を達成する手段についても，新たな

展望を切り拓くことになった。教員が団結して当局に請願するとか，世論を喚起しその力に

よって目的を達成しようとする方法だけでなく，さらには被選挙権を獲得した教員がその利

害を代弁する代表を議会に送ることによって実現しようとする動きがそれである。1921年に

大阪の広瀬環が，教員の待遇改善や師範学校の専門学校化の目的を達成するためには，「小

学教師界から代議士の多くを選出して立法府に自己の地盤を築かねばならぬ」28）と主張して

いるのはその一例である。これはまさに小学校教員の圧力団体化の完成を目ざすものであっ

た。

　ところでこの教員の待遇改善要求を当然の権利として正当化したり，その組織化と団結の
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力を背景に世論や議会に働きかけることによって実現しようとする動きそのものは，教員を

主体として展開された大正デモクラシー運動の具体的なあらわれに外ならなかった。大正デ

モクラシーは，政党政治家や中央の知識人だけでなく学生や教員，市民，女性，労働者，農

民，中小資本家層など多様な人々によって展開された多様な政治運動や市民運動として展開

されたものであり，それだけに個々の運動やその思想の内実が，どのような性格のものであ

ったかを具体的に検討する必要がある。特定の政党や政治勢力と直接的な関係がなく，自然

発生的で非統一的な市民運動としての性格をもっていた教員の以上のような動向の思想的な

特質については，別心で論ずる予定だが，さしあたってかれらの提示した要求合理化の論理

は，民主々義的な権利意識の表明という一面を持っていたとはいえ，その反面では国家主義

的な発想と密接不可分な関係にあった事実を指摘しておこう。すでに紹介した教員の待遇改

善が，「国家当然の義務」だとする権利意識と，国家の発展にとってそれが不可欠だという

天皇制国家の発展を第一に考える国家主義的な論理に基づくものであったことは，その好例

であり，向一の論理は1919年にもあらわれている。くどいようだが，あえて紹介しておこ

う。

　「現今」のように混乱した「思想界」にあって「神聖なる国体を肝銘」させ，「忠君愛国

の信念」を植え付けることこそが「国民教育の最：急務」だと力説した千葉県成東中学校の戸

田求は，「教育者の精神が動揺すれば，直にその南下にある第2国民の思想が動揺するので

ある。国家の自衛．ヒ，国民教育を教師に托したなら，教師をして安心して其職を尽す丈の待

遇をすることは国家当然の義務」でもあり，「必要」でもある。また同様に「師範教育を振

興するは帝国自衛の道」である29）と主張している。

　かれは教員の待遇改善を「国家自衛上」の目的から生じた「国家当然のi義務」だという，

国家主義の論理によって正当化したのである。この教員の私的エゴイズムの追求を権利とし

て正当化するのではなく，国家主義的な公の論理で合理化ないし美化するという発想に更め

て注目してもらいたい。このようなナショナリスティックな発想が，教員の意識に深く浸透

している限り，かれらの団結の力による特殊利益の達成という論理も，天皇制国家の発展と

いう一般的な利益に従属する関係にあることが当然の前提とされており，前者の主張を絶え

ず後者の国家主義の論理によって合理化せざるをえなかった。たとえば千葉県教育会の専務

主事兼千葉盲学校長の椙村辰之助が，面会の教育会館建設の意i義をつぎのように説いている

のもそのあらわれである。

　「一人の力は微少」だが千人，2千人と集まれば「天下何人も動かすべからざる結合力」

を生ずる。県教育会5千の会員が「団結」し「独力」で教育会館を建設するのは，これによ

って「国民精神」の作興，「国力の充実」「社会の覚醒」がなされ，　「聖上陛下」の「大御心

の万一に応へ奉る方途の一なり」と思うからだとしている30）。会員のための会館ではなく，

天皇制国家のためのそれだという建前の公の論理しか出ていない点に留意されたい。

　教員の待遇改善を積極的に主張し，実質的には大正デモクラシー運動の一翼を担うような

役割をはたした教員も，私的エゴイズムの追求を利己的な私利私慾をはかるものと非難し，

滅私奉公的な天皇制国家への献身を至上なものとみなす建前の論理から自由ではありえなか

ったのである。むろん教員のうちには，その社会的地位の低さや薄給を嘆き，こう主張する

者も存在した。「私は敢て自己弁護的にいふのでは無いが，真の個人主義は決して卑しむべ
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きものではなく反ってそれこそ正しい態度であることを今強く信じて」いる。「私の思惟の

究極点は自己そのものであり，私がこの世に生存を続けて行くその意義はその究極点たる自

己そのものを太く伸して行く外にはあり得ない」31）。

　さらにまた長野県の朧生も，教員の生活が「精神的だとか，永劫の楽しみだとか，聞いて

あきれる。もっと精神的でもつと永劫の楽しみのある仕事は外にいくらもある。一体人の為

にとか世の為めにとか講釈をついて居る連中の気が知れない。泣くも笑ふも憤るも自らの留

めであってこそ力も出て来るし，命も惜しくなくなるのだ。『君国の為めにつくす赤心』赤

心そのものは吾自らであってこそ真実なのだ。よく考へて見るが好い」32）と述べている。

　このように個の視点から国家主義に対立する個人主義の立場を表明する者も出てきたとは

いえ，それはあくまでも例外的な事例でしがなかった。当時の教員の多くは，忠君愛国の国

家主義的な天皇制イデオロギーにとらわれており，待遇改善問題についても，かれら自身が

要求すること自体に消極的な者や，待遇などに執らわれるなとする者など一様ではなかった。

長野県の川原六五はつぎのように論じている。

　　1真に事をしやうと思ふならぼ，少しでも他に依頼し他に要求すべきではないと思ふ。

　総べてに耐へて，その中から自分をたて鼠行くべきである。他に求むるものは賎しい心で

　ある。そしてまた自ら進み，救けられんことを望まざる者にして，初めてその心よりの救

　を助け，その救：に感謝することが出来る。或は公平に見たならば，教育は他の諸活動に比

　して保護が薄いかもしれない保護を要求する必要があるかもしれない。しかしその要求は

　教育者自らがなすべきではない。我等は与へられたるものを得て全力を傾けて我等のこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　をすべきである。救を要求するは是即賎しい根情である」33）。

「他に求」めること，つまり他老に「依頼」したり「要求」することは，「賎しい心」であ

って，「与えられたもの」に「耐」え，その中で自分の職務に全力を富むけるべきである。

この「賎しい心」から解放された人間にして始めて，心から他誌を「助け」ることが出来る

と同時に「人の情」にはげまされ，「人の心」に助けられることができる。したがって教育

者は，この賎しい要求などすべきではないと説いている。この理念型こそ教員の待遇改善は，

権利のための闘争によって勝ち取るものではなく，「総べてに耐」えて職務に献身すれば，

世間が黙っておらず，感謝のうちに二つから実現されるという考え方だとみてよかろう。

　その他待遇改善を望んでいながら運動に立ち上がることに消極的だった教員が少なくなか

ったとみていいが，かれらの心を支配していたものは，教員自身が要求するのは「大人気な

い」とか34），それが「教育者」という「心持」に「ソグ」わぬという体面意識だったように

思われる35）。ともあれ教員の待遇改善は必要だが，「教育者」が「要求」するのは「考へも

のだ」36）という意識を持っていた教員が多く存在していたことだけは，否定できない事実で

あろう。

　他方，職務に献身すれぽ二つから待遇が改善されるとする者や改善要求に躊躇する者以外

に，物質的欲望に執らわれず教育者としての精神的満足に生きようとする者もいた。すなわ

ち千葉県の江川太郎は，1908（明治41）年にもとより「国家の教育者に対する物質的待遇」

は，充分満足すべきものだとは云わないが，「欲望には限りなし，惟ふに尊むべき質素簡易

の生活に安んずる者何ぞ薄給に窮すべき，要は其の精神の満足に存すべきなり」37）と主張し，

長野県の五味義武は1917（大正6）年に，　「近頃到る処に教育者の物質的欲望のいまはしい
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風聞を耳にして敢へてこの言を致す」として，こう力説している。「金に対する欲望は須ら

く放卜して金がなくとも尚且暮してのける清貧の途を講ずることを何よりも必要とする，少

くも教育老がかXる際に逡巡する様では到底児童の教化，人格の育成に与ることは出来ま

い」と思う。おれたちのr生活の糧」は「物質」だけでなく，もっと「重要」なものは「精

神と思想」である38）。

　また1919（大正8）年にも千葉県の小学校長は，「現時の教育界」において「最も速か」

に「解決」すべきことは「待遇の向上」だとしながら，r吾等は衣食の問題にのみ焦心して

無分別にも血迷う」てはならぬ。「心添褒財に束縛」されず，「物質上の利害に圧伏」され

ず，「ひたすら天職に向って己が所信を断行しつX安らげき生活を営むこと」こそが，「教

育者の拠るべき道」ではないかと主張している39）。

　物質的欲望の解放・充足にではなく，これの制限・克服・超越への努力によって，自己の

不満を解消しようとする考え方が登場する背景には，人間の苦からの解放の途をもろもろの

煩悩からの解脱に求めた仏教的な考え方や，無欲で清貧に甘んじて聖職に打ち込むべきだと

する士族的教師観があり，物欲に執らわれるなとする教員は，この伝統的な価値意識の影響

を受けていたとみなすこともできよう。ともあれ教員の指導者意識と劣悪な物質的・精神的

待遇との矛盾に帰因するかれらの不満にたいする対処の仕方は，一様ではなく待遇改善を積

極的に要求する立場とこれに執らわれるなとするそれを両極とし，その中間に改善要求をす

るのは浅ましいとか，大人気ないとする消極的な立場があったことを，ここに更めて指摘し

ておこう。最後に教員相互間の矛盾にたいする教員の見解を検討することにしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註
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視についてつぎのように述べていた。

　　「小学校教員がその町村にありては所謂有力者の下風に立ち其の圧迫する所となり，往々にして其

の進退さへも左右せられつつあるは教員の精神的内面に潜む大いなる悩みであり，且又教育そのもの
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　の効果を阻害すること彩しきもの」がある。町村長が「往々学校教員を自家の傭人視する主なる原

　囲」は，その俸給が「町村の財政から支出」されているところにある。たとえば「教員の増俸辞令が

　町村役場に隊付されてる時の如きも，町村長は該教員を呼び付けて恰も亘れが自己の恩恵かの如き口

　吻を以て伝達し，酒肴を強制するが如き随習敢てする者あり，又町村長が教員俸給支出の責任者であ

　り，且又制度上学校管理者たる名称から，校長並に教員を監督する地位にある者の如く誤解し，諸般

　教育上の施設経営に迄干渉する没義漢さへあるは一笑に付し難き事実」であると指摘し，さらに教員

　が町村の有力者の「下風」にたっている例証として，ある校長が村の祭事で玉串を郡長の代理，村長，

　村会議員，区長，漁業組合長などの後に「供進」した事実を挙げ，これは「屈辱」以外のなにもので

　もないと慨嘆している（編老「此の屈辱」千葉教育407号大正15年3月，1～2頁）。

　　かれら教員に町村の指導者・教育者としての誇りがあったからこそ，このような「屈辱」感がでて

　くることを，あらためて強調しておこう。

10）　「第5回全国聯合教育会決議事項」千葉教育雑誌161号　明治38年9月，45頁。

エ1）三村安治「本県教育上最も力を致すべき所如何」信濃教育347号　大正4年9月，3頁。

12）在松本，釜水生「教育界の空気教員の傾向を代へねばならぬ」信濃教育347号　大正4年9月，9

　頁。

13）板倉勝司「信州教育と教員養成編」信濃教育359号　大正5年9月，43頁。

14）長生　矢田露月「偽らざる眼より」千葉教育雑誌282号　大正4年10月，45頁。

15）上伊東春近　羽場毒水「実理と真理」信濃教育296号　明治44年6月，5：頁：。

16）大久保清美「如何にして教育者は経済的束縛を脱するか」信濃教育353号　大正5年3月，11頁。

17）柳本知至「教権の確立」364号　大正6年2月目12頁。

18）青葉孤舟「小学校教師の真の叫び」千葉教育雑誌328号　大正8年8月，23頁。

19）　「全国教育雑誌記者大会」千葉教育雑誌324号　大正8年4月目36頁。

20）土屋天風「社会民衆の猛者を促す」千葉教育雑誌350号　大正10年6月，44～46頁。

21）秋田中学校長西居霊夢「県教育会及同会機関雑誌に対する希望」秋田教育1号　大正13年11月，21

　頁。

22）大塚定彬「教育の独立の為に」秋田教育1号　大正13年11月，24～25頁。

23）東京にて栗林生「大正3年講師卒業生諸賢に」千葉教育雑誌345号　大正10年1月，68～69頁。

24）丸山修一郎「珠玉珊（2）」秋田教育6号　大正14年4月，36頁。

25）　「猪鼻便り」千葉教育雑誌330号　大正8年10月，31頁。

26）松本　大井広「よき教師」信濃教育408号　大正9年1G月，27買。

27）　「帝国聯合教育会議」千葉教育雑誌342号　大正9年10月，53頁。　「関東聯合教育会」同，56：頁。

28）在大阪　広瀬環r6度浪華の空より」千葉教育雑誌350号　大正10年6月，53頁。

29）成東中学校戸田求「師範学校を官費とすべし一1千葉教育雑誌328号　大正8年8月，2頁。

30）椙村辰之助「新興5千の威力」千葉教育453号　昭和5年1月，1頁。

31）銚子校　柏熊生「私の教育観（続）」千葉教育413号　大正15年9月，33，39頁。

32）朧生「低迷日記」信濃教育337号　大正3年11月号104頁。

33）川原青蜂「行樹」信濃教育353号　大正5年3月，62～63頁。

34）大貨生「教育尊重に関する意見」信濃教育357号　大正5年7月，23頁。

35）江口俊博「教育尊重：の議の回顧」信濃教育363号　大正6年1月，15頁。

36）編輯委員同人「平和と平等の使命」愛知教育381号　大正8年9月，1頁。

37）江川太郎「小学校教員私観（中）」干葉教育雑雑196号　明治41年8月，42頁。

38）五味義武「思ふままのこと」信濃教育372号　大正6年10月，61～62：頁。
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39）　千葉県生野小学校長稲葉隣…作「吾等如何なる生活を為すべき乎」千葉教育雑誌330号　大正8年10

　月，27，29頁。

V　むすびにかえて

　教授の専門家であると同時に町村の指導者としての誇りをもっていた教員は，校長，正教

員，準教員，代用教員，男女教員という教員社会内における職階的・差別的構造についてど

のような態度を示したか，とりあえずかれらの見解を紹介しよう。まず校長対教員との関係

については，2様の態度がみられるがその一方の見解はつぎのようなものであった。

　　「何処迄でも罰せず，党せず，偏せず献身的に学校長を援けて学校の側めならば倒れて

　後に止むの気概を要す，更に労れに加ふるに学校長が如何に考ふるも，どんなにして取扱
　　　くママラ
　ふも，焼を起さず，自分等が与へられたる，天職の孕め，初等教育界の下めに努力すべき

　任務を荷へるr我』なりとの確信を持ちて，物質の為めに左右せられずして，着々と進行

　せざるべからず」。「昨年4月以来我が校の主義としては学校長と職員，職員と児童との関

　係は宛がら融和したる一家族の関係を持続し和親協力苦楽を共」にし，「職員児童一団と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギマ　なりて下れが完成を期し，教権に服従せしめて，親権，国権に尊ふの観念を養ふ為め朝令

　暮解を許さず，何処までも進及を旨とし，漸を追うて之れが成功を期し，以て総ての教育

　事業は児童より家庭に及ぼし引いて，一町村に其感化を及ぼさんとす」1）。

　つまり学校長，職員，児童との関係を相互に「融和」し，「和親協力苦楽」を共にする「一

家族」のようにすることが，「我が校の主義」である。この一大家族の如き学校の人間関係

を規律する原理こそが，親権や国権を尊重し，「教権に服従」する児童の倫理と，学校長が

「如何に考ふるも，どんなにして取扱ふ」も「焼を起」さず，与えられた「天職」に献身し，

しかも「物質の為めに左右」されない一般教員の倫理であり，以上のような家族関係の実現

を学校だけでなく，町村全体にも及ぼしたいというのが，この秋田県の教員の見解であった。

すでに明らかなようにこれは，社会や国家を家の拡大延長としてとらえる家族国家観の学校．

への適用の一典型に外ならないとみてよかろう。ここにおける校長は，あたかも家族国家に

おける天皇の如き存在であり，教員はひたすらこれに献身する臣民のような存在であった。

この校長にたいする教員の服従の原理を説く見解は，その後もなくならなかった。1924（大

正13）年に千葉県のある教員が力説したつぎのような主張などは，その典型的な事例であ

る。

　「学校は校長を核心とする精神結合の団体」でなければならない。天皇の大権や「政府の

権」，「親の権」や「学校長の権」などは，すべて「神から出ると信ずる。そうしてその正し

き命に服することは本分であり，人間の尊い所！！である。尋常科1年を担当している自分は，

「学校の命令一神の命令」をいやだとか，「窮屈」だとかというように感じていない。「責任

を果し，わが務を遂行し，その成績」を挙げることが，「学校の栄誉！となり「神の栄」を

「現はすといふことであるから，常に愉快」に「楽しんで教育に従事」することができる。

自分の努力が「監督者」に知れようが知れまいが，敢て問うところではない。知れれば「結

構であり知れぬからとて不足」はないと述べている2）。

　校長の権限は，天皇の大権と同様に神に由来し，その命令を神の命令とみなしてこれに服
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するのが，一般教員の本分であり，自分は嬉々としてその任務をはたしているというわけで

ある。このような凄じい主張を敢えてした教員の心情はどこにあったか。それはかれらのい

わゆる「処世術，教海遊泳術」3）のあらわれか，それとも本音か，改めて問い質したくなる

が，問題は町村の指導者となることを期待され，またその役割を担おうとした教員の中に，

上官の命令は朕の命令と思えという天皇の軍隊内に貫徹したような建前の論理を，公然と主

張した者がいた事実である。国民教化の底辺における担手としての教員の多くが，このよう

な国家主義的な天皇制イデオPギーの支配下にある限り，地域の民主化はむろんのこと，教

員社会のそれも不可能だからである。けれどもその反面では，第1次大戦前後から，つぎの

ような主張も蓑明されるようになった。

　　「諸君は已に畏くも陛下の御思召によって国家教育を職とする者で形式は知事の任命な

　りと難も知事は単に国家機関に過ぎない此の意味に隔て諸君は最も重大なる職最：も名誉あ

　る身分を考ひ大に自重して教育の職責を尽さねばならない，已に教育者といふ以上は資格

　に差別なく男女に区別はない，校長だから長老だから偉：い准教員だから青いから黙って居

　る女教員だから引込んで居る何の意見も主張もないこれでは重大な職責は尽されぬ」4）。

　小学校の教員は，天皇の意志によって「国家教育」を担当する「最も重大なる職」につい

ていると同時に，「最も名誉ある身分」だどしているように，自己の存在価値を形式的には

ともかく実質的には，天皇の意思による天皇の教員である点に求めているとはいえ，校長，

男女教員，准教員など教員相互の間には，同じ教育者としての差別や区別がなく，その発言

も自由でなければならないという，教員平等論を提唱している。

　その他，校長といえども「教員」である以上，常に「校長権を発揮」したり，法規をたて

にF圧迫的」な態度をとるべきではないとか5），「明晰」すぎる校長は往々にして「専制的」，

「命令的」となり「職員の反感」をかうが，学校も「家庭的」になるべきであってr専制政

治は過去の遺物」であるという主張6）。あるいは学校の定めた主義方針の範囲内で学級の経

営は，受持教員の「自由」にすべきだという学級王国論7）や，r学校活動の根本」は職員の

「自覚的自主活動」にあり，学校の「経営者」，「主脳者」は，「統一とか検閲とか監督」と

かの名のもとに，職員の「自覚を裏切り自主活動を阻害」するようなことがあってはならな

いとする論者8）など，校長と教員との支配・服従の専制的な関係を批判し，教員の自由や自

主性を尊重すべきだとする論稿が発表されるようになった。それと同時に男女教員相互の関

係についても論議されるようになるが，ここでは女教員問題を積極的に取り上げようとしな

かった地方の教育雑誌の中で，9だっ存在だとみていいr千葉教育』を例にとろう。

　1921（大正10）年に鰺坂国芳は，女教員は知能においても男女教員に劣るだけでなく，依

頼心が強く責任感がないとか，研究心の欠如や不安定な精神状態，活発な運動や作業に適せ

ず風紀問題を起しやすいなど，「幾多の批難」を受けているが，その「責任」の多くは女教

員を「冷遇」している男教員の側にある。女教員は「知的方面」では，「男教師に及ばぬと

しても少くとも情的：方面の陶冶に於ては女子独特の天地」があり，　「円満」な児童を作り上

げるために必要なのである。したがって女教員に「同情」し，これをもっと「尊重」すべき

である。他方女教員は，「男教員以上の実力」をつけて「正々堂々と戦って下さい」。あな

た方の「根本的修養を望んでやみませぬ」と述べ9），また1司誌の編者は1923年に「女教員我

観」と題する論説の中で，女子はこれまで，「すべての特権を男子にのみ縦断され，その圧
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迫に忍従する事は最早忍び難い事である。男子も女子も是等しく人間である。どうしても此

の無自覚な因襲から脱れねばならない」という「女性の叫び」をしばしば聞く。しかしなが

ら女子は，男子と同様に人間であると共に両性にはそれ独自の「可能性」がある。「女教員

の与へる教養感化」と男教員の与えるそれには自ら異なるものがあり，その役割には軽重の

差がない。また学校長や男教員は，「よく女教員活躍の場合を考へ，同情と好意とを以てそ

の歩地を与へ，相互の協力」によって「国民教育の実績」を挙げよと主張している10）。

　この女教員にたいする「同情」と「尊重」，「自己修養」の必要性やそれ独自の特性と役割

をもっている両性の「相互の協力」を説いた男性の側からの意見は，自由，平等，対等，独

立の原則から女教員の待遇改善や男支配の職場の改革をせまるものではかならずしもなく，

女教員にたいする差別意識を前提にした改善策という性格をぬぐいされなかったとみてよか

ろう。これにたいして女教員自身は，どのような考え方を示したか。

　千葉尋常高等小学校訓導小林ヤスの見解を聞こう。かの女はつぎのように主張している。

第1二大戦後婦人問題が盛んに論じられるようになり，また各地で女教員の会合も行はれる

ようになった。「無理解な男の先生方にあふと，何もかも男のする通りにやれといって，か

まひつけて呉れない。女独自の特色を発揮することも出来ないし，又発揮させやうとも」し

てくれない。「男の先生だ」といっても「何一つ研究」もしなければ「抜群」なところもな

いにもかかわらず，「男なるが故に立派」にやってゆける。これに反して「女なるが故にこ

れも不足，あれも不足」と云われるとこぼしている「友」がいるが，これも「過渡時代の陥

り易い欠点！lであって，私どもは「女教員としての短所を矯めて，長所を発揮」し，「小に

しては市小学教育の為め大にしては国家教育の為に尽したい」と思う11）。

　小林は男教員の横暴と女教員にたいする精神的・物質的差別や偏見を糾弾し，女教員の解

放を勝ちとろうとする積極的な姿勢を示したわけではなく，むしろ女教員にたいする批判を

自己修養によって克服しようとする段階に止まっていたとみてよかろう。管見の限りでは他

の女教員もほぼ共通の態度を示していたように思われる。たとえばある女教員は，学生時代

には「女教員生活」の「華やかさ上や「自由さ」にあこがれていたが，現実はどうであった

か。　「曰く同性間の冷い暗闘！　ねたみ！　かけひき！　曰く新参古参の思想衝突，曰く異

性より受くる侮蔑又は性のみにくい悶えに，歓喜の生活は変じて苦悩の生活となり尊い研

究も楽しい児童との接触ものろはしく」なることすらあった。ここにおいて「我々女教員は

絶えず怠りなき研究と精練されたる修養と寛大なる心の持ち主たらんことをひとへに願！！わ

なくてはならないとし12），別の教員は「女教員の増力昭にともなって，学力や応用工夫の能

力がないなど，「女教員批難の声」が高くなってきているが，この「批難問題」の解決にあ

たるものは女教員自身であり，「目下の最大急務」は「女教員が其の本分」を「自覚コし，

その「欠陥を補」うことにある。私どもは「男の先生方」と「長短相補ひつX斯道」のため

に尽くしたいと切に思っているとしている13）。

　1917（大正6）年には，帝国教育会主催の第1回全国小学校女教員大会が開かれ，これを

契機に各府県で女教員会の結成や，女教員大会が開催されるようになり，1924年には「全国

の郡市小学校女教員会をもって構成する全国小学校連合女教員会が発足」14）し，女教員の権

利，地位，待遇の改善要求が盛んになされるようになった。千葉県もその例外ではなく1917

年に第1回の千葉県小学校女教員大会が，千葉女子師範学校の主催のもとに開催され，その
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後各地に女教員の会合や千葉市女教員会などの各郡市の女教員会，ざらには千葉県女教員会

が結成されるなど女教員の地位や待遇改善，研究修養を目ざす動きが，漸次活発化していっ

た15）。また『千葉教育雑誌』　（その後『千葉教育』と改題）の編者も，女教員大会が女教員

にたいするr世の偏見を打破」し，その「権威」や「従属的，補助的」な役割に甘んじてい

る「地位」を高める「最好の機会」になるものと期待していた16）。

　けれどもこうした運動に参加した女教員自身は，男性優位の職場の改善という難問にかん

する限り，既述のように自己修養論以上の打開策を提唱したわけではなく，また男教員もい

わゆる性差別意識に基づく同情論的な発言に止まっていた。それだけでなく男教員の女教員

一般にたいする厳しい批判は，なくならなかった。長野県のある教員は，1907（明治40）年

に「我教育社会に於ては，漸く女子に僚らざる傾向を呈して来た。某の教育団体に去ては，

女教員の受持つべき学年の定限を決議した。女教員の数の制限を要すとの決議をした」事実

を紹介し，このような決議が教員の団体によってなされるにいたっては，「如何に慎み深い

女教員諸君でも沈黙して其成行に任す訳にも行くまい」と挑戦的・嘲笑的なニューアンスの

言辞を吐いており17），また1929（昭和4）年になっても，つぎのような批判がなされていた

ことなどは，その好例である。

　全国聯合教育大会の女子教育部会や千葉県女教員大会では，「女子教員の位置保証，待遇

向上，視学学校長採用等々について非常な気焔」を挙げているにもかかわらず，千葉県教育

会第61回総会に出席した女子会員は，わっか「五指を屈するに過ぎ」なかった。　「男子も女

子も同一資格同一権利」が認められ，会長や評議員にも選出されることができる総会は，

r女子の権利を主張し女子の位置保証，待遇の向上進展」をはかる「絶好の機会」である。

しかるに女子会員諸君は「自ら好みて差別を設け，障壁を築き，自ら男子と離れんとして居

る，之れでは女子の進展向上は前途遼遠といはねばならない」18）と指摘していた。

　さて以上のような校長対教員，男女教員相互間の関係だけでなく，教員社会には正教員，

準教員，代用教員などの身分上の差別があったが，この差別構造の改善に言及した論稿は少

なく，これに触れても事実上男子正教員の権威・待遇・社会的地位などの向上を図るために

はどうしたらよいかという視点からのものが，主流を占めていたとみていい。

　代用教員の存在が教員の権威低下の一因だと主張した秋田県の三沢元は，　「現在に於ては

中学卒業生若しくは其の半途退学者，甚しきに至っては小学校を卒業した許りのものまでが，

代用教員となり普通の教師となり済まして居るといふ状態では，児童これを侮り父兄之を尊

敬せざるに至るのは，正さに然るべきである」19）という見地からその改善を要望していたこ

とや，千葉県の御園生卯七が教育費が「町村費の過半」を占めている状況のもとで，「男子

と同等の待遇を与」えなくてもよい「女教員を採用すれは今日の町村経済上に適合するのみ

ならず，又一般教員の俸給を高むること容易に実行するを得べきなり」20）と，女教員を犠牲

にした男教員の待遇改善策を提唱していたことなどは，その具体的な事例である。

　天皇制国家の差別構造のもとにおける教員の価値序列の低さを嘆き，師範教育の拡充によ

る優良教員の養成，増俸や叙勲の範囲の拡大を求めることによって，その権威や社会的地位

の向上を企図した待遇改善論の根底には，以上のような師範学校を卒業した男子正教員中心

の差別意識があったのである。この意識がある限り男教員の，女教員や代用教員問題を抱え

こんでいた教員社会の差別構造にたいする自己告発にも，自ずから限界があったとみていい。
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さらにまた既述のように教員，とりわけ男子正教員の教授の技術老としての誇りや町村の指

導者としての意識が，町村長や「町村の田吾作議員」に頭が上がらず，その下に位置づけら

れたことや，町村民の教員軽視の動向などにたいする，激しい不満と憤りを生み，それが教

員の嶺局にたいする待遇改善要求の起動力の一つになっていた。このことも教員の議員や町

村民にたいする優越感ないし差別意識の存在を抜きにしては語れない現象だとみてよかろ

う。教員の一部から「物質上の待遇は忍ぶべしとするも精神上の待遇は忍ぶべからず」とい

う声が，挙げられた理由もここにある。

　この意味でかれらの待遇改善要求は，薄給による生活苦からの解放を目ざす一面をもって

いたとはいえ，その反面では天皇制圏家内における価値序列の上昇を希求するという側面を

も持っていたのである。どの側面に重点を置いた改善要求であっても，それは自由，平等，

対等，独立などの原則に基づく天皇制国家の内部からの改革を直接企図する性格のものでは

なかった。教員の中には，長野県の井上貫一のように「個性と個性との間には原則としてデ

モクラシイが主張さるべきである」と力説し，「教師の個性も被教育者のそれを規制し支配

する特権をもたない。親といへども自己の個性を子に強ひる権利はない」2エ）とまで述べた者

もいたが，このような見地からの改革論が教員の支配的なそれになったわけではなかったの

である。むしろかれらの待遇改善論は，天皇制国家の発展のためというような建前の論理に

基づく物取り主義になる傾向が強か？た。

　だからといってかれらの待遇改善要求に秘められた可能性にまで目を閉じる必要はない。

かれらは一面では国家主義的・帝国主義的な天皇制イデオロギーの強い支配下におかれ，手

段の技術者としての役割を担う存在であったとはいえ，天皇制国家の内部からの漸進的な改

革を目ざす大正デモクラシーや，これを根底から否定しようとした社会主義の登場という時

代状況のもとで，これらの影響を直接・聞接に受けながら，一部の教員は地方における大正

デモクラシー運動の一翼を，事実上担うことになったのであり，教員の待遇改善要求やこれ

に関するさまざまな主張の中には，こうした運動に連らなる一面が内包されていたからであ

る。では町村の指導者としての意識を持っていたかれら教員は，権力の末端における国民教

化の担手としての役割をはたす過程で，どのような政治的・社会的な主張を具体的に展開

したか。つぎの課題はまさにここにある。この点については稿を改めて論ずることにした

い。
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