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柳田國男の教育観形成に関する一考察
ῌῌ農政学期から民俗学期への連続性に着目してῌῌ

渡

部

恭

子῍

Establishing Process of Yanagita Kunio’s Educational
Theory: the Sequence between His Agricultural
Policy and Folklore
Kyoko Watanabe

Folklorist Yanagita Kunio, said to be the founder of folklore
in Japan, left a lot of suggestive works in not only folklore but
also pedagogy. He accepted and advocated the value of the
early modern education, especially folk-narrative, and then
criticized an inclination not to acknowledge the existence of the
early modern education because of thinking that “education”
began in the modern age.
It is considered that his educational theory changed greatly in
the 1900s. When he was an o$cial of the Ministry of Agriculture and Commerce, he seemed to try to have a civilizing
inﬂuence on farmers in his agricultural education. It was closely similar to the modern education. However, in the 1910s and
later, he gave it up and started to educate young people in a di#erent way. He encouraged them to learn their local history. It is
needed to make clear whether his educational theory changed
or not, and the sequence between those two education.
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はじめに
教育学においてῌ 民俗学の創始者と称される柳田國男 (1875ῌ1962) が
注目されるに至ったのはῌ 柳田が自身の習俗研究において教育という営み
の重要性を認識しῌ 教育について数多くの言及を重ねていたからに他なら
ない1῍ 明治初期に生まれῌ 近代学校教育の導入を目の当たりにした柳田
はῌ やがて近世以前の教育ῌ すなわち前代教育に視線を注ぎῌ ῐ教育ῑ と
いう営みが近代に始まりῌ すべてが西洋から輸入されたかの如く捉える見
解に対して異議を唱えた῍ 柳田が創出した民俗学ではῌ 前代の習俗にみら
れる教育的営みの解明が目指されῌ 詳細な調査に支えられたその研究成果
はῌ 教育学においてもῌ 文字に遺されなかった前代教育を描出する上で示
唆に富むと評されている2῍
こうして前代教育の特性を把捉し再評価することによりῌ 近代教育の有
り様に対して検討を迫った柳田であったがῌ 柳田の教育観の成立期や契機
に関してはῌ 未だ定説が得られていない῍ これまでの教育学における先行
研究ではῌ 前代の習俗を研究対象とした民俗学の創出からῌ そこで得た成
果を教育実践へと反映させる取り組みに至るまでの柳田の知見ばかりが評
価されῌ それ以前の農政学期における柳田の教育観は近代的であると見な
されῌ 評価の対象からは外れる傾向にあった῍ これまで研究対象とされて
きたのはῌ 民俗学確立期といわれる 1930 年代以降が中心でありῌ それ以
前にみられる柳田の教育観については依然として検討の余地が残されてい
る῍ 柳田の教育観を吟味するとなればῌ その萌芽の可能性は農政学期にお
いて盛んに言及された農業教育にまで遡りῌ 民俗学期の範疇に留まらない
長いスパンでの検討が求められる῍
柳田が自身の取り組みにおいて積極的に ῐ教育ῑ という語を用いῌ 教育
の重要性を声高に提唱し始めるのはῌ 1900 年代から柳田が従事した農政
学においてである 1900῎明治 33῏年に東京帝国大学の法科大学政治科を卒
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業しῌ 卒業論文で ῐ三倉ῑ の研究3 に取り組んだ柳田はῌ 同年農商務省農
務局農政課に入省した῍ そこでῌ 農民が貧困から脱する策を講じῌ その対
策法を全国各地の農村に浸透かつ定着させるべく尽力することとなる῍ 柳
田はῌ 目まぐるしく発展する外界市場に敏活に適応することが求められる
世情においてῌ 農民が依然として因習的な生産方法を踏襲するに留まりῌ
ῐ時勢を観察するの機会を有せずῌ 経済界の変遷に適応するの方便に乏し

くῌ 一方には内外の競争の最猛烈なるものに遭遇せるを以てῌ 其弊を被
るῑ4 ことを危惧した῍ そこでῌ ῐ農業労力ノ改良ῑ 策としてῌ ῐ職業トシ
テ農ノ新ナル経営ヲ為スニ当リ之ニ要スル智識ヲ供給スルῑ5 ことを喫緊
の課題と見なしῌ 農業教育を積極的に支持したのである῍
以上の内容を踏まえῌ 本稿ではῌ 柳田の教育観の全体像を明確にする一
過程としてῌ 柳田の農政学期から郷土研究および民俗学確立期への連続性
に着目する῍ 先行研究においてῌ そこに連続性が見出されているのかῌ あ
るいは断絶と見なされているのかを考察しῌ 今後柳田の教育観がより長い
スパンで把握される可能性を探りたい῍

1. 柳田教育観の発見
以下にῌ これまで蓄積された教育学における柳田研究を取り上げる῍ 諸
研究を時系列に沿って辿ることによりῌ 柳田と ῐ教育ῑ との接点がまずは
彼の民俗学において見出されῌ 彼のもつ ῐ教育ῑ への強い関心の根源を探
るべくῌ 民俗学を確立する以前の彼の取り組みへと視線が注がれていった
経緯が浮かび上がるであろう῍ またῌ 社会科教育や郷土教育といった特定
の分野に囚われることなくῌ 柳田の教育観全体を見通すことを意図した先
行研究に注目していく῍
柳田の民俗学と ῐ教育ῑ との看過できない関連性を早期に指摘した岩永
久次によるとῌ 柳田による学問研究は日本民俗学において ῐ柳田民俗学ῑ
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柳田学 といった固有名詞で称され 特異な位置を与えられてきたとい

う その理由のひとつとして 岩永は 彼 柳田 引用者註 の課題意識
の中核に 教育の民俗 研究ともいうべき視点が大きく据えおかれていた
こと6 を挙げている 岩永はそうした柳田民俗学の個性を明らかにする
中で 柳田の有する学問の使命感に着目する 柳田は 平民の過去を知る
こと を郷土研究の第一義とし 彼 柳田 引用者註 の発想は 時代
の変遷を知ることが やがてよりよき変革を可能にするという自信に根ざ
すものであり それが彼の学問に一貫する筋金であった7 と岩永は述べ
ている この指摘は 以下の柳田の著述や講演における発言をみても明白
である
現在の生活諸相はよいにつけ悪いにつけ 必ずこの邦限りの原因があ
つて それは 原因 だから必ず過去の中に在る8
現在のこの生活苦 若くは斯うして争ひ又闘はねばならぬことになつ
た成行を知るには 我 の持つ所の最も大なる約束 即ち此国土この
集団と自分

との関係を 十分に会得する必要がある それを説明

する鍵といふものは 史学以外には求め得られないのであつた9
柳田のいう 史学 とは  昔は斯うであつた を明らかにするを以て先
途とし

尚歴史化とか過去に属すとかの語を使つて 強いて現在の利

害と引離して眺めようとする10 従来の姿勢ではなく 一方  今 の理
由としての前代を説 くが その資料の整理選択に 驚くほど疎慢であ
つた11 という当時若い学者の間に盛行した姿勢に基づくものでもない
柳田が信条とした研究姿勢は 以下の著述に示されている
その 研究の 引用者註 傍らに種族と時代に共通した問題を認め
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その解釈を目標として進んで行くかῌ それが出来ない迄もせめて自分
たちの討査がῌ 一つの大きな学問の何れの部分を占めて居るかを知つ
てῌ その総合意識の下に力相応の分担を続けるので無ければῌ 世を益
し国恩に報いることが出来ぬのは固よりῌ 退いて個῏の一郷土の幸福
を策するといふことすらῌ むつかしいやうな感じがする12῍
この姿勢に立脚した柳田の郷土研究は郷土教育に直結しῌ 新しい社会を担
う青年たちに土着の歴史を教えることでῌ 彼らの主体形成を志してい
く13῍ このように柳田の学問ではῌ 研究対象が過去の事象として隔離され
ることなくῌ 現状の抱える問題を解決する術として認識されῌ 人῏にその
有用な知識を提供するという教育的役割が学問の主柱に据えられていた῍
ただし岩永はῌ 柳田が自身の学問の起点としてきたのは郷土研究であると
付言しており14ῌ それ以前の農政学期については考察対象とされていな
い῍
その後ῌ 柳田の解明した前代教育を積極的に評価しῌ その全貌を先駆け
て俯瞰した庄司和晃の研究がῌ 教育学における柳田研究の大きな契機とな
る῍ 庄司はῌ まず柳田の ῒ人生観῎学問観の根幹ΐ15 としてῌ 柳田の論考
ῒ郷土研究と郷土教育ΐ より ῒ疑惑は我῏の世に生きる武器だ῍ 何物の威

力も我῏の物を訝かる心ῌ 自ら教へようとする念慮を抑制することは出来
ないΐ16 という著述を引用している῍ 柳田の学問的営為はすべてῌ この
ῒ強靱な問いかけの精神ΐ より発していると庄司はいう17῍ 柳田はῌ ῒ各自

の生活からにじみ出た自然の疑惑こそはῌ 学問の最も大いなる刺激であ
るΐ18 としῌ 人῏の生活から自然に浮上する疑問に特別な関心を払ってい
た῍ そしてῌ その疑惑に応えてくれるのが歴史であると柳田は主張する῍
ῒ今日の世の中のさまざまの現象にはῌ 原因が無くて斯うなつて居るもの

は一つも無いΐ19 としῌ ῒさういふ原因はすべて皆歴史の中にあるΐ20 と
いう点に気づかせることがῌ 歴史教育の役目だとしている῍ この ῒ昔の事
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実を知りたいといふ念慮ῌ もつと自分῎῎と関係のある事をῌ 出来るだけ
詳しく知りたいといふ向学心ῒ21 のことをῌ 柳田は ῑ史心ῒ と呼んでいる
がῌ その史心の養成に ῑ柳田の教育観の核心ῒ があると庄司は指摘してい
る22῍ 庄司の研究はῌ 柳田が探究した前代教育に焦点を据えておりῌ 柳田
の教育観そのものがいかにして形成されたのかという点は明示されておら
ずῌ 農政学期に対する言及もみられない῍
このようにῌ 当初教育学の柳田研究においてはῌ 専ら郷土教育以降が取
り上げられる傾向にあった῍

2. 多様な柳田教育観
1980 年代に入るとῌ 森田政裕はῌ 柳田の所説において ῑ前代教育ῒ と
ῑ近代教育ῒ という二元論的な把握に留まるのは不十分な理解であるとしῌ

庶民の伝統的教育といえども改良が積み重ねられ変遷があったものとして
捉えるべきであると先行研究を批判した23῍ 森田はその際ῌ ῑ柳田は教育
の問題に何故関心を寄せるに至ったのかῌ その問題意識ならびにそこに起
因する教育論の特色ῒ24 を検討している῍ 柳田の教育に対する論究は既に
農政学期にみられῌ 農業教育がその中心を占めた῍ しかしῌ そこで柳田が
論じたのは ῑ各種の学校や講習会等の公的機関による制度的農業教育ῒ に
限られておりῌ ῑ伝統的な庶民教育が視野の内に組み込まれるのはῌ やは
り庶民の生活諸相の歴史的変遷を明らかにしようとする民俗学的方法の確
立をまたなければならなかったῒ と森田はいう25῍ そしてῌ 柳田は農民の
貧困や離村といった農村問題に農政学をもって対応しようとして挫折しῌ
ῑ経済合理性の論理では割り切れない先祖崇拝の信仰に代表される庶民の

日常生活を貫く論理をῌ 歴史的視角から解明することに研究の焦点を転
換ῒ したと分析する26῍ この農政学期における柳田の挫折についてῌ 柳田
自身は後の民俗学確立期にῌ 以下のように述懐している῍
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私は元来が農民史を専攻してみようと思つてῌ 学問を始めた人間であ
る῍ 今でもこの方面に知友は多くῌ また農村近年の出来事に対してῌ
最も深い関心を抱いて居る῍ 眼前にこれほど多くの問題を見せつけら
れῌ また遣瀬ない苦悩の声を聞きながらῌ 何等の献策を以てこれを救
ふことも出来なかつたのはῌ 学徒としてこの上もない恥辱ではある
がῌ 自ら弁疏すればこれは微力に比して問題があまりにも大きかつた
こととῌ 二つには世上の常識なるものが私たちのとは別でῌ 共通の立
場に立つて異見を闘はす途がないためであつた27῍
このように農政学期での限界について弁明した柳田はῌ 新たに提唱した郷
土研究においてῌ 改めて自身の見据える教育の問題を数点挙げている῍ 一
つは ῐ何が以前の教育の中には具つてῌ 今日は既に欠けて居る点であらう
かといふ考察ῑῌ 二つ目は ῐ農村道徳の昔はあれで備はりῌ 今でこれでは
足らぬといふ理由ῌ 及びそれを成長せしめまた支持してゐた力の所在ῑῌ
三つ目は ῐその婚姻の障害に基づくと認められる離村問題ῑ である28῍ そ
してῌ それよりも ῐもつと痛切なるῑ 根本問題としてῌ ῐ何故に農民は貧
なりやῑ という問いを掲げていた29῍ ここで森田はῌ ῐ郷土研究の立場を
保持しながらもῌ 柳田の究極的な問題意識がなお農民の貧困とそれに起因
する離村問題にあったことῑ30 に着目している῍ つまりῌ 農政学から脱却
して民俗学の確立を目指す柳田はῌ 農政学以来の問題意識を引き継ぎῌ 庶
民の生活の歴史的変遷を解明することを通じてῌ ῐ生活領域の側から農村
問題を追求しようῑ31 としたのだ῍ 森田はῌ その ῐ実践的志向性ῑ が柳田
の教育論の特色であると指摘している32῍
長浜功のまとめた ῒ常民教育論ΐ33 もῌ 特定の分野に限定することなく
柳田の教育観の全容を捉えようとした研究であるがῌ 柳田の学問と教育と
の関連を論じる際ῌ それまでの先行研究とは異なる見解を示している῍ 長
浜はῌ 初期および中期の柳田学は明らかに ῐ民俗学創成の諸論をめざして
῎ 195 ῏
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いった のであり 柳田が自分の仕事を教育だと認識するのはやや乱暴
にいって晩年のことである とし 教育をハナから意識したのではなく
登りつめた道をふり返ってみると教育学になっていた のだと認識してい
る34 ただし 柳田は最初から教育論を目指したのではなかった35 と
した上で それでも柳田の築き上げた学問から彼の教育観や教育論を汲み
とることができると主張する その根拠について 長浜は 何よりも柳田
という人は人間そのものに対する限りない探求心を生涯抱き続けた 
教育はすぐれて人間に関する総合的な探求の学問である 柳田学がひとき
わ教育の領域に重なり合うというのもそもそもは端を人間から発し 人間
に結び続けた学問であったからにほかならない と述べている36 しか
し 柳田の学問自体が内包する教育に対する問題意識や教育観については
ほとんど関心が払われていない

3. 農政学期の柳田教育観
柳田の教育思想の成立過程に焦点を据えた森本芳生齋藤浩志は とり
わけ農政学期に注目し 当時農政学界の中心人物であった横井時敬37 の
農業教育論との比較を試みている38 森本らは 農政学期を含めて柳田の
教育思想を捉え直し 農政学から民俗学へという研究対象方法論の転
換を 柳田の 教育 思想創出の一大起点として位置づけること を目指
した39 換言すれば それは 日本の農村社会を政策によって変革してい
くことをめざした柳田が そうした方法を放棄 し 日常生活の変革を
ῌ

ῌ

基礎として社会変革を目指 すに至ったという 変化 に 柳田の教育思
想の萌芽を抽出する試みであるという40 ここで森本らが着目したのは
農政学と民俗学との断絶の側面 およびその後の 思想的転換 であり

柳田が  無知 なる人間の蒙を啓いていくという啓蒙主義的な教育観を
ふり払うこと は 柳田における人間観の革命的変化をともなう出来事
である と捉えている41
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森本らの分析によると 柳田の農業教育論は 横井のそれとは一線を画
すものであった 当時日本の農村社会が自然経済から貨幣経済へと変化し
ていく中で 横井は 離農者の増加を抑え農村にとどまらせるために 農
村への貨幣経済の浸透を 農村荒廃 と見なし 商工業に対する農業の優
位性を観念の次元で強調した そして 都会的 資本主義的 商工業的な
人材養成を志向する近代学校教育を批判し 地主や小作人各の分に応じ
た教育機関を設定し 農業を続けさせるための精神教化を主眼とする教育
を構想していた それに対し柳田は 農村が社会の変化に積極的に適応し
ていくことを目指し 農業が近代資本主義社会において 商工業とバラン
スをとって並立し得るひとつの 企業 として確立することを企図してい
た 柳田にとって 農業労力ノ品質上ノ退歩42 こそが 農村荒廃 であ
り 農業生産や経営のあり方等その 品質の改良 労力改良43 を担う
資質形成を農業教育の責務とし それを組織的 計画的に成し遂げる主要
機関として学校に期待したのである
そうした柳田の農業教育論を踏まえた上で 森本らは この時期の柳田
の教育観は きわめて 近代的 な性格をもつものであった44 と指摘し
ている 例えば その特徴のひとつとして 農政学時代の柳田は その
学問研究の性格上 国家の立場 にたつ政策論 制度論を展開することが
多く 人間の内面 精神の問題への言及は民俗学時代と比較するときわめ
て少ない 点を挙げている45 さらに 中でも際立った特徴として 啓
蒙 という性格を重視する 森本らは 柳田がヨ ロッパの科学 生産技
術の進んだ情況に比べて 遅れた 日本の農民を 啓蒙 していくとい
う立場にたっている と主張している46 この農民に対する 啓蒙 とい
う姿勢を有する限り 民俗学確立期にみられるような教育観は生まれ得な
いとし 次のように述べている 民俗学時代の独自な 教育 論が展開
されるには 日本の農民の情況を 遅れた ものとみなし それに対して
進んだ 科学を一方的に教える必要があるとする農政学時代のこの教育
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観が崩れることが必要なのであった47 確かに 当時の柳田が目指した
農業教育には いわゆる上から下へと一方通行で知識を伝達するという
まさに近代学校教育らしい態度が顕著にみられる ただ 当時柳田はこの
ような態度のみを 教育 であると見なしていたのであろうか この時期
柳田が喫緊の課題とした農業における資質形成は いわゆる前代教育のよ
うな営みでは果たし得ない目標を掲げていた可能性はないだろうか 次に
取り上げる関口の研究において もう少し検討してみたい
これまでみてきた通り どの先行研究からも共通して見出せるのは 柳
田の教育観と彼自身の学問は密接に結びついており 切り離しては考えら
れないという点である その両者の関係性を正面から研究課題に据えて解
明に取り組んだのが 関口敏美の研究である48 関口は 柳田の教育観を
彼自身の 学問 の展開と関連づけて検討することを目的とし 柳田の教
育観の形成過程を三期に区分することで 教育観の 変化 を論じた 関
口の指摘する教育学における柳田研究が抱える問題点は 次の三点であ
る 第一に 教科教育論にせよ 習俗にせよ 個別に論じられることが多
く 柳田の全体としての教育観教育構想との関係や各領域間の相互的な
関係が問われていない49 点 第二に 柳田の 学問 それ自体が持つ教
育的な意味や教育的な性格について注目していない50 点 第三に 教育
観を彼の 学問 との相互作用の中で 形成されてきたもの とみなす観
点が希薄である51 点である 関口はこれらの問題点を克服すべく 農政
学期から民俗学確立期に至るまでの教育観を 学問との関わりの中で論じ
た このような試みは 柳田の所説の根底にある教育観を把握し 諸 の
分野間の相互関係を明らかにする上で有益であろう
関口の分析によると 柳田の教育観は初期の農政学時代 移行期の 郷
土研究 時代 確立期の 義務教育の条件52 以降 1931 年

に分け

られ 柳田は農政学期には教育を労力改良の手段としか捉えていなかった
が 1910 年代に始まる 郷土研究 を経て青年の主体形成に対する関心
198

哲

学 第 129 集

を深めῌ 確立期では民俗学において前代教育の価値を見出すに至ったとし
ている῍ つまりῌ 柳田が自身の学問展開に沿って次第に教育を重視してい
くと共にῌ ῒ教育観そのものを変化させてゆくΐ53 過程を描出したのであ
る῍
ここで関口はῌ 農政学期の教育観を ῒこの時期 ῐ農政学時代῎ 引用者
註ῑ の教育のとらえ方にはῌ 後の時期にみられるような学校教育に対する
疑念は見当たらずῌ 上からの学校教育や産業組合の啓蒙的な役割に対して
は積極的な意味を見出していたΐ54 と考察している῍ またῌ 後に柳田が重
視し研究対象とする前代教育についてもῌ ῒ消極的な評価を下していたに
すぎないΐ と主張する55῍ 確かに柳田はῌ 当時農業教育の中心的役割を担
うものとしてῌ 学校教育を挙げていた῍ ῒ学校の教授は若し其方法の宜し
きに合するものあらばῌ 能く智力開発の方向を統一しῌ 人類進歩の機会を
平等ならしめῌ 国家存立の基礎を安固ならしむΐ56 としῌ ῒ大多数の人民
に必要なる智識を付与するにはῌ 之 ῐ学校の教授῎ 引用者註ῑ を措きて他
に手段の存するものなしΐ57 とῌ 学校の存在に大いなる意義を見出してい
る῍ この場合柳田の想定する教育とはῌ 国家が統一的に国民に施す教育政
策そのものであったと考えられよう῍ またῌ 農民による従来の方策に対し
て ῒ況や毫も教育の意志を有せずῌ 単に父兄の農場に在りて狭隘なる見聞
を収拾するが如きはῌ 平穏静止の時代に於ても猶屡῏満足なる結果を見る
に能はずΐ58 と評していることからῌ 関口はῌ 後に前代教育に価値を見出
した柳田の教育観と比してῌ そこに大きな隔たりがあると見なしている῍
ただしῌ 上述のような国家による教育に対して柳田は ῒ労力ノ改良ハ亦
其大体ニ於テハ各個人自身ノ努力ニ須ツヘキモノ多キハ論ナシῌ 唯個人ノ
力カ自ラ決スルコト能ハサル部分ニ就キ国又ハ公共団体ノ政策ハ其力ヲ施
スナリΐ59 と付言しておりῌ 主力は農民各自の努力であってῌ 国家の干渉
は最小限に抑えられるべきであると考えていた60῍ それはῌ 柳田があくま
でも ῒ農民ヲ本位トスル教育ΐ61 を目指したことに起因する῍ 柳田は農商
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務省に勤務し全国の農村の実情を調査する中でῌ 学校で教えられる知識が
農業者の求めるものと必ずしも合致しない状況を看過せずῌ 小学校教育に
対し ῐ都鄙統一ノ学制ニハ一面ノ弊アリῑ62 と批判していた῍ 当時の小学
校にはῌ 農業教育を受ける下準備をするために必要な ῐ小学校ト農場トノ
連絡ῑ や ῐ農村事物ニ対スル注意心の養成ῑ など ῐ一見簡単ナル用意モ今
ノ小学教育ニハ十分ニ存在セスῑ63 としῌ 近代学校特有の画一的な教育に
は疑問を呈している64῍ このようにῌ 柳田は当時学校教育に対して何ら疑
念を抱かなかったわけではなくῌ またῌ 国家の干渉は最小限であることが
望ましいとしているためῌ 農政学時代と郷土研究時代との間にῌ 柳田の教
育観の単純なる断絶を認めるのではなくῌ より精緻にその推移を描出する
必要がある῍
谷川彰英はῌ 柳田の教育観あるいは学問観全般を論じるというよりもῌ
あくまでも社会科教育を中心にῌ それに関連して歴史教育ῌ 郷土教育ῌ 地
名教育ῌ 生活科教育を論じている65῍ しかしその中でῌ 社会科教育論の背
景として教育思想の形成過程を描出する際ῌ 柳田の教育論の原型はすでに
農政学時代にあったと主張していることに触れておきたい66῍ その根拠と
して谷川はῌ 柳田の著書 ῒ農業政策学ΐ の中に ῐ昭和に入ってから戦後に
至るまでの柳田国男の教育論の真髄がῌ ほとんど全てが揃っているῑ こと
を示している67῍ そこに挙げられた ῐ真髄ῑ とはῌ 第一に ῐ史心の育成ῑ
῎ῐ注意心の養成ῑ῏ῌ 第二に ῐ居所ῑ という起点 ῎自分の身近な問題から出

発しなければならないことを強調῏ῌ 第三に ῐ世相解説の学ῑ の萌芽で
あった68῍ ここではῌ 柳田の農政学と民俗学との繋がりが積極的に提示さ
れている῍
最後にῌ 福井直秀はῌ 柳田の生涯にわたり ῐ社会変革構想と関わってい
た教育思想ῑ69 を検討している῍ 福井はῌ ῐ柳田改革構想の中にῌ 教育は
終始中心的な位置を占めていたῑ としῌ それは農政論においても例外では
なくῌ ῐ農民の自立を学校教育が推進していくという構想が語られたῑ と
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している70῍ 柳田の農業教育論はῌ 後の時代の柳田と比べるに値する視点
を提供してくれると福井は指摘しῌ ῐこの時代の教育思想を後の時代と比
しての ῒ負ΐ としてではなくῌ ある明確でたしかな主張をもったものとし
て位置付け分析していく必要があるのではないかῑ と提言している71῍ こ
こで福井はῌ 柳田が ῐ教育ῑ という言葉を ῐ広い意味をもったものῑ とし
て使っておりῌ ῐ柳田はῌ 農業教育論を広義と狭義とに分けて考えていたῑ
ことに注目している72῍ すなわちῌ ῐ広義ノ農業教育ῑ73 とはῌ ῐ農民ノ生
活ヲ改善シ其幸福ヲ増加スヘキ一切ノ手段ῑ74 を与えるものでありῌ 狭義
の農業教育とは ῐ年少ノ徒ニ対シテ一定ノ規律アル方法ヲ以テῑ75 行うも
のῌ すなわち ῐ学校教育とほぼ同置できるものῑ76 であった῍ 福井は前者
の広義の農業教育についてῌ 例として ῒ北国紀行ΐ 所収の ῐ越後へῑ77 を
取り上げῌ 農政学期であってもῌ 学校教育に限定し得ない教育の概念を萌
芽的ではあるが汲みとることができると考察している78῍

おわりに
以上のようにῌ 教育学における柳田研究からῌ 柳田の教育観の全体を捉
えようとする研究を取り上げῌ その経過がみえるよう時系列順に概観して
きた῍ 改めてその流れをまとめるとῌ 次のような現状がみえてくる῍
先行研究においてはῌ 大まかに把握するとῌ 柳田の教育観を吟味する
際ῌ 農政学期から視野に入れようとする方針が共有されているように思
う῍ それはつまりῌ 柳田が ῐ教育ῑ という営みの重要性を認識したのはῌ
民俗学創立以降ではなくῌ より早期の農政学の時代からであると理解され
ていることを意味する῍ しかしῌ そのような長いスパンでの俯瞰を試みる
とῌ 柳田の学問の変遷に即した一連の流れにおいてῌ 一箇所回避し得ない
溝が出現する῍ それがῌ 農政学期にみられる農業教育観からῌ 郷土研究の
創出以降にみられる民俗学的教育観に至るまでの間に生じる隔たりであ
る῍ 現時点においてはῌ この溝を ῐ変化ῑ ῐ転換ῑ とみる傾向にあると
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言っても過言ではないであろう῍ ただしῌ それを全くの断絶と捉えている
のかというとῌ そう単純な状況でもなくῌ 両者の間には若干の連続性が確
認されている῍ 例えばそれはῌ 画一的な教育を批判する姿勢でありῌ 民衆
を本位とする姿勢である῍ またῌ 仮にその溝を大きな ῒ変化ΐ ῒ転換ΐ と
捉えた場合ῌ その契機が必ずしも明らかにされていない῍ 柳田が全国を視
察して回る中でῌ 各地の農民の状況を目の当たりにしたことをきっかけと
するのが一般的であると見受けられるがῌ その視察において柳田がいかな
る衝撃を受けたのかῌ いかなる決意をしたのかῌ あるいはῌ 柳田が農政学
に感じた教育における ῒ挫折ΐ とはいかなる内容であったのかῌ その詳細
は更なる検討を要すると考えられる῍
そうした検討を進める際に大いに参考となるのがῌ 民俗学における先行
研究の動向であろう῍ 民俗学においてはῌ 1910 年代が柳田の ῒ学問ΐ 展
開における大きな節目とされῌ 農政学から郷土研究῎民俗学への移行は
ῒ屈折ΐ ῒ転回ΐ ῒ断絶ΐ ῒ深化ΐ などと様῏に評価されている῍ しかしなが

らῌ 民俗学において検討されたのはあくまでも柳田の ῒ学問ΐ の展開過程
でありῌ 教育観における展開ではない῍ これまで先行研究で指摘されてき
た通りῌ 柳田の教育観の変遷はῌ 彼自身の学問の変遷と密接に関わってい
る῍ だがῌ 学問にみられる展開と教育観の展開とを単純に同一視するので
はなくῌ 教育観そのものに視点を据えてその展開を捉え直すことが必要で
ある῍ さらにῌ 教育観に関してはῌ 柳田自身の生い立ちも恐らく影響を与
えておりῌ 柳田の就学時代までも視野に含むことが求められるであろう῍
こうした中でῌ 筆者はその ῒ変化ΐ ῒ転換ΐ をῌ 一度 ῒ連続ΐ と捉えよ
うとする試みを今後の課題としたい῍ 前述したようにῌ 農政学期において
目指された教育はῌ 喫緊の課題を抱えていたことῌ 全国的な規模であった
ことῌ 時流に適応することが急がれたこと等を踏まえるとῌ 前代教育のも
ともと有さない機能が求められていた可能性が考えられる῍ そうなればῌ
柳田がその機能を有する近代的教育を提唱したのは当然のことでありῌ そ
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うであるからといって 前代教育が無益な営みとして見なされたとも言い
切れない 当時 そこに 変化 転換 あるいは 断絶 を見出したと
しても 柳田の理想とする教育において何が 変化 し 何が 変化 し
なかったのかをより厳密に捉えようとすることにより 柳田の教育観がよ
り豊かに描出され得るであろう その試みは 前代教育の価値を提起しな
がら近代教育の問題の解決を目指した柳田であるからこそ 彼の思想の流
れを把握する上で有意義であると考える
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同上ῌ p. 26.
柳田國男 ῑ歴史教育の話ῒ ΐ輔仁会雑誌 1940 年ῌ ΐ国史と民俗学 ῏民俗選書
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῏日本青年館ῌ 1928 年ῐ に収録ῌ ΐ定本 25 所収ῌ p. 89.
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柳田 ῑ食物と心臓ῒ ΐ信濃教育 1932 年ῌ ΐ食物と心臓 ῏創元社ῌ 1940 年ῐ
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同上ῌ p. 232.
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同上῍
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