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明治期における小西重直の教育学

稲葉宏雄

The Pedagogy of Konishi Shigenao in the Meiji Era 

INABA Hiroo 

日本の教育学研究という学問的世界においても，明治末年期になると，単なる外国の教育学概

論書の翻訳或は翻案ではない，我国に固有な教育学概論が出現するようになった。それは，一方

では，確かにその時々の欧米の教育学研究を勘案するものであったが，他方では，明治年間に独

自の形で大きく発展してきた， 日本の現実の学校教育を中心とした教育の実情を考慮するもので

もあった。こうした状況の中で生み出されてきた当時の「教育学概論」が，①養護論 ②教授論

③訓育論をその内容とするという形をとることにおいては大体共通していたということができ

る。例えば，谷本富，大瀬甚太郎，吉田熊次，沢柳政太郎等の当時の教育学概論書をみれば，こ

のことは明らかである。小西重直も自らの教育学概論を構想する際には，ほぽこの形式を踏襲し

ていたということができる。 しかし，それは概論構成の形式の事柄であり，養護論・教授論・

訓育論が如何なる学問的内容をもって構築されるかは全く別の問題である。むしろ，その内容の

如何によって，それぞれの研究者の教育学研究の特質と独自性が明確に示されたということがで

きる。従って，ここでの課題は，明治末年期，小西重直が養護論・教授論・訓育論において如何

なる己れに固有な教育学構想を示したかを明らかにすることにある。

（一）身体の養護及び鍛練論

ロックの教育論は「健全な身体における健全な精神 (soundmind in a sound body)」とい偶諺

から始まっていた。確かに，人間にあっては，健全な身体が精神の諸能力の均衡ある，健全な発

達を遂げしめるという一面がある。いわば，そこでは，身体が土台であって精神は上部構造とい

うことになる。上部構造の在り方は土台によって規定されることになる。しかし，それは事柄の

一面である。上部構造は絶えず土台に反作用して，士台の在り方を変革し，改革せしめている面

が看過されてはならない。その限り，身体と精神は一方的な規定と被規定の関係にあるのではな

く，精神の意図的作用によって，身体の健康の在り方が変化せしめられるという側面のあること

が注意されなければならない。身体と精神の関係はいわば相互的とみられるべきなのである。養

護・体育論において，小西がとっている立場は，正にこうした相互論であったということができ

る。

従って，小西は先ず，「子供の意志活動を完全に発達せしめて社会の一員として個人の完全な

る発達を期せんには身体を大切にせねばならぬのである」(()というように，精神・意志の基礎と
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しての身体の重要性を指摘することになる。身体の健康は子供の道徳的品位陶冶に重大な影響を

及ぽすことになるからである。しかし，この場合，小西は身体の健康さえ保持されるならば，道

徳的品位陶冶が自然必然的に成功裡に遂行されることになるとは考えなかった。それは，品位陶

冶は人間の努力或いは鍛練・訓練の結果としてのみ可能であるからである。かくて，生徒の身体

の健康を保持し，体力を増進し，身体各部分の運動機能を発達させる二つの方法過程を小西は提

起することになる。一つは「養護」であり，それは「生理的衛生的の原則」 12)に依拠する方法で

ある。もう一つは「鍛練」であって，それは「精神的の方法」は）に準拠するものである。前者

は，規則正しく，時間通りに食事をとるというようなやり方であり，後者は，空腹に対する忍

耐，我慢の精神を養うために，食事の時間にわざと絶食せしめるというようなやり方である。こ

の両者に対して，小西は，「此養護及鍛練の両者は決して独立に働き得るものではなく，養護の

働なくしては鍛練の働も充分に出来ず，鍛練がなければ養護も完成せぬのである」 14)というよう

に，相互性の見地をとる。しかし，彼は，基礎としての学校教育としては，養護・鍛練を実行す

る努力心の育成が重大だと結論している。それは明らかに単なる「養護」を越えた「鍛練主義」

への志向の表明であった。

従って，小西は，「身体上の安逸によるよるよりも寧ろ精神上の自制克己等の心によって身体

の健康強壮を来たす（中略）心力によって体力を発達せしめんとの主義」パ）を説いて，教育上の

「訓練主義」の立場をとったロックやルソーに共感を示すことになる。ここから彼は次のように

いうことになった。「凡て非衛生的の事物に遭遇せしめて，それに打ち勝つ丈の体力とそれを物

ともせざる様な習慣を養はねば活動的国民の養成は出来ぬのである。（中略）子供は困難に当り

て奮闘したとの自然的意向を有するものである。教育上此を利用することは実に大切な事であ

る。吾人は養護及鍛練に於ては一方には衛生的生理的の法則に留意すると共に，他方には又非衛

生的生理的の事柄に打ち勝つか，又奄も意に介せざる程の習慣を養はねばならぬ。此両者を調和

的に実行することを務めねばならぬ。」 (6)

小西は養護と鍛練の調和といいながら，心力の優位性に立って，体力を訓練する鍛練主義に加

担することになる。即ち，「心の力は体力の如何によりて或度迄は左右さるべきものであるけれ

ども，最後の場合には心力が主宰者である。心力は必寛体力を統御して其活動を命令すべきで

あって，心の命令によりて確実に活動し得る体力は即ち理想の体力であるのである。此故に克己

の精神や忍耐の精神等を養ふに妨害のある衛生的生理的法則の応用は教育上此を拒否すべき権利

がある。」 1い事実，彼は，学校段階が上昇するにつれて，養護に対する鍛練の割合は増大してい

くのが当然であると考えていた。①生徒が小学校に入るまでは，養護が10中8 • 9で鍛練が 2

②小学校終了時には鍛練 6，養護 4 ③中学校段階では養護 3' 鍛練 7 ④高等教育段階では養

護 2，鍛練 8 こうした割合が丁度いいのではないかというのが小西の提案であった。

更に，彼は「身体諸機能の養護及び鍛練」という問題に関連して，①疲労 ②遊戯 ③体操を

とりあげている。

(1) 疲労

疲労問題を課業或いは教授場面で考察している所に，体力に対する心カ・気力の優位性に立つ

小西の鍛練主義の見地がよく示されている。それは種々の疲労についての研究を考察，検討した
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上で，彼が行った「たとへ時間を多くしたからと言うて授業の方法が巧であれば，子供は左程疲

労を感ぜぬのである。（中略）気力が盛なる時刻に行ったる課業に於ては比較的疲労の度が少い

のである」 (8)というような発言に明らかである。ライ (W.A. Lay)の研究を踏えてなされた，

「疲労の程度は主として教師の人格，其態度及教材の選択，排列，教授の方法等の如何によるこ

とが多い。一人の教師が一学級を受持つ場合でも，教師の好む教科及其教授法のよき教科は，子

供の疲労を起すことが少い」 19)という結論の中に，小西の立場が奈辺にあったかが明瞭に示され

ている。唯，教授の問題は別に考察されることになる。

(2) 遊戯

遊戯は就学前の幼児にとって特にシリアスな問題である。幼児にとっては，その生活全体があ

る意味では遊びであり，遊戯なのである。遊戯・遊びと労働・勉強が二元的に分離している学校

の生徒或いは成人とは異って，幼児にとって遊戯は真剣な生活の問題であり，労働の問題であ

る。彼は正に遊戯の世界において全身全霊をあげて真剣に遊ぶといわなければならぬ。そこに遊

戯が幼児に対してもつ固有の人間形成的な又陶冶的な意味があるということができる。

この点，小西も，「遊戯を好まぬ子供は不自然であって，完全なる子供ではない。運動欲，活

動欲の欠乏して居るものと言わねばならぬ。斯くて自然の遊戯は自己自身の目的を以て表はれて

行く中に，自然に子供の身心を陶冶することが出来るのである」 1101と述べ，遊戯・遊びの幼児に

とっての本来性，自然性の立場を明白にしている。幼児にとっては，遊びの中において彼の人間

陶冶が自然に生起するということができる。従って，遊びの体験を欠如した幼児は自らの人間陶

冶において何らかの欠陥をもたざるをえなくなるといわなければならない。小西は，シラー，

ゲーテ，フレーベル等を踏えて，「遊戯に於ける創作欲の発達，想像作用の活動」 Ill)の生起を指

摘している。幼児は自らの遊戯の中で，身心の力，知性の働き，品性の育成，美的感受性，内面

的情操等にかかわる体育・知育・徳育・美育を体験することになる。小西もこの事実を首肯して

次のようにいっている。「自然の遊戯は種々の感覚器官を初め，身体の諸機関の職能を発達せし

め，其運動を自在ならしめ，知識は勿論，道徳的の性格の陶冶に対しても非常に都合よき影響を

与へ，正直・勇敢・忍耐・義侠・共同の精神，其他の諸徳の発達を促すは言を侯たざることであ

る。」

この場合，「遊戯は殆んど無意的に愉快に行はるるものであり，其活動性を満足せしめん為に

殆んど自然に動作して，其中にば愉快の感情が常に貰流するものである」 113’ ということが忘れら

れてはならない。遊戯は幼児にとってはある意味で自己目的たるべきものであって，これに教師

が恣意的に介入して，知育或いは体育の手段たらしめようとする時，遊戯は最早遊戯としての本

来の意味を喪失することになるといわなければならぬ。従って，遊戯による徳性涵養を意図し

て，教師が徒らに徳育的意味をもつ遊びを強要するような場合には，それは幼児にとっては最早

愉快な遊びではなく，そこから徳育的効果を期待することはできなくなる。遊びは陶冶の手段で

はなく，陶冶は遊びの結果なのである。

他方，教師が幼児に対して余りにも沢山の遊戯を教えこんで，彼らが遊戯の中で自ら工夫して

遊ぶことがなくなるならば，それは小西のいう「詰め込み的遊戯」となる。それは最早遊びでは

なくて課業である。ここから，小西の「遊戯の本質より見れば遊戯には教師の束縛的干渉的詰込
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み的教授は禁物である」 '149という発言が出現してくるのである。「吾々は遊戯に於ても成るべく

子供自らをして色々の遊戯を工夫させる様にすることが大切である。幼稚園教育を受けた子供が

色々の遊戯を先生から教へられて，可愛らしく遊んで居るが，家庭に居りて近所の友達と一所に

なって，自ら独りで工夫して遊んで居る子供に比して，意志の力の弱い事が随分多いと言うの

は，先生が余りに干渉的詰込的に教へるからである」 II"という小西の言葉は，幼児教育に際して

は十分に考慮されなければならない。

この場合，小西は幼児における「自然的遊戯」と学校における「課業としての遊戯」ー小西の

場合には当時の体操科を，現在であれば「生活科」の遊びをみよーを区別していることが注意さ

れなければならない。「課業としての遊戯」は教科における方法的活動として鍛練的性質をもっ

たものとして機能しなければならないのであり，それは「自然的遊戯」のように，子供の活動性

の満足のみでは，その本来の任務を果たしたことにはならないのである。

(3) 体操

学校における体操は教科であり，そこでの教授・学習活動は本来的に知育を意図した課業であ

る。総ての教科活動，課業は基本的に鍛練的性格を免れることはできない。この点を踏えて，小

西は体操について先ず次のようにいっている。「自然の遊戯の本体は活動， 自由，愉快を主とす

るのである。其中に自然に殆んど無意的に徳性涵養，知識修得の上にも少なからざる貢献をなす

のである。然るに体操は此れに反して鍛練的である。強制的の姿もある。不愉快の感情も起るこ

とがある。遊戯は児童自ら作る錯覚の生活なれども，体操は教師が作れる真実の生活である。

（中略）自然の遊戯は殆んど無意的に進行すれども，体操は有意的に努力するを本体となして居

る。従って，号令，規律，一切の動作は尽く厳格である。自然の遊戯は飽迄遊び戯れる状態であ

る。体操は此れに反して真面目なる課業である。」 116’課業は本来授業であり，授業の不可欠の構

成部分として，学力形成のための知的労働，勉強を内具するという性格をもたざるをえない。そ

れは遊戯のように愉快な活動力の満足に止ることはできない。課業が提示する課題は，生徒に

よって忍耐と努力をもってその解決或いは達成が遂行され，学力形成を結果すべきなのである。

特に課業としての「体操は人間の身心を鍛練せんとの目的を以て工夫されたものである。殊に国

民の意志の力を鍛練して其元気を作興せんとの大目的より工夫されて居るのである。」 (17)生徒は

体操の中で訓練を体験し，その結果を学力としてわがものとするのである。これに対して，小西

は体操における最大の問題は身体と意志との関係であると考え，「意志の力を満足に作用せしむ

る様な身体を鍛へ上ぐることが教育上の体操の根本原理とならねばならぬのである」 1181と主張し

た。彼は体操を通じて，身体の鍛練が如何なる形で意志の力の強化につながるかを論究しようと

したのである。それは最早教授論の問題である。

（二） 教授論

(1) 感情主義（興味主義） ・対・意志主義（努力主義）

小西の教授論の特徴は，蓑護論において明確にされた身心に対する鍛練主義・訓練主義の立場

が，教授論の基本的立場として又教授の方法過程を貫く方法的原理として位置づけられたことに
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ある。即ち，小西の教授論には，感情主義（輿味主義）に対する意志主義（努力主義）の優位性

が終始一貫して貫ぬかれている。それは彼が依拠した主意主義，意志的実行主義という教育的立

場からの必然的帰結であったということもできる。教授論においても意志的努力を根拠として知

識・観念へという見地が確固として貫通していたのである。

結論としていえば，体育・教授・訓育のいずれも「意志活動を完全に発達せしむべき筈であ

る。実行を主とすること，即ち直ちに実行するの習慣を養ふか若しくは実行せんとの努力を養ふ

べき筈である。」 119'これが小西の見地であった。確かに，体育は子供の身心の陶冶を，教授は知

識・観念の形成を，訓育は道徳的品性の陶冶をそれぞれの固有の実質的目的としているが，それ

らを共通に貫く形式的な方法原理は，意志的努力に向かう実行的習慣の形成であった。観念と感

情は意志の作用によってその内容と方向が規定されると考えなければならない。そうした意志主

義が小西の信念であった。「意志や実行は観念より起るものではない。意志の力や実行の能力は

観念より発生するものではない。意志作用は又特種の働きを有して居る心の状態であって，観念

の子供ではなく，観念の兄弟である。観念は唯だ意志の活動に正しき方向を与ふるものである。

意志を練るには矢張意志自身を働かせねばならぬ。」 120)

意志を練るために意志自身を訓練するという立場が，小西の考える体育・知育・徳育・美育に

共通の根拠となっていた。そこから次の発言が出現することになったのである。「意志を鍛練せ

んとするならば，意志自身を練習せねばならぬ。観念や感情は夫を補助するのである。感情を発

達させようとするならば，感情自身を働かせねばならぬ。意志や観念は其の補助である。観念を

発達させやうとするならば，観念自身を働かせねばならぬ。意志や感情は夫を補助するのであ

る。」は1観念．感情の発達•練習は観念．感情の働きと作用そのものによるといいながら，小西

はその基礎に意志的実行の働きを不可欠としたのである。即ち，「観念発達の根本の原義は意志

にあるのである。意志的動作即ち実行に存するのである。（中略）精神の方でも，意志及実行は

観念の生命である。否な精神発達の生命である。教授・訓育・身体の養護・鍛練を完成する生命

である。否な意志夫れ自身の発達を完成する生命である。」 (221

知識・観念の形成＝学力を目的とする教授論にあっては，その意志的実行の作用は後述の「筋

肉運動主義」を根拠とする教授の展開過程（教段）において典型的に示されることになる。そう

した教授過程の前提となる学習動機について，小西は常に意志的努力を興味に先行するものとし

て位置づけていた。それは常に感情に優位するものとしての意志の性格規定でもあった。「典味

は吾人に最後の決定を与ふるものにあらず。最後の決定は努力なり。（中略）努力は常に典味以

上の武器にして，此具備せざる者は社会生活に敗を取るに至ること多し。吾人是に於てか教育上

努力主義の必要あるを認む。」 (23)鍛練主義から努力主義へ，それが小西の一貫した教育の論理で

あった。

けだし，「典味と言うも暴覚確信より来るのである。興味が起って初めて実行に移ると言ふよ

りは，むしろ実行して初めて真実の典味が起ると言う方が根本である。算術の典味を起すにも実

際算術を行はせねば真実の輿味が起るのは困難である。要するに吾人は其観念の実行を重ね，運

動的練習を重ねたならば，其観念は自然に他の観念を類化融合して能動的に自己活動を演ずるの

である。即ち，確信を養ふならば，自然に興味も起って来て，同一の事を繰り返へして実行せん

との希望を起すか又は其事柄を深く詮索し研究して見たいとの志を起すのであらう。典味は又実
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行を促すものであるけれども，本来は実行が真実の興味を先ずるものであると言ふことは決して

忘れてはならぬ。」 1241この小西の発言は，授業全般における典味と努力の普遍的関係を的確に指

摘しているということができる。例えば，学習の始まりにおける動機としての，典味があるから

学習するという場合の典味は， しばしば表面的流動的なものにすぎず継続的な学習を根気強く推

進せしめるものとしては機能しないことが余りにも多い。ここで小西がいった真実の興味ー~子

供の主体的学習を促進し，自己学習・自己探究を自律的に進める力となる典味ー一ーは，多くの場

合，子供が自ら努力して困難な問題を解決し，苦労して課題を克服した場合に始めて彼によって

獲得されるものである。興味があるから努力するというよりは，むしろ努力した成果・結果が更

に学習を推進する典味の獲得につながるというのが教授＝学習過程の真実をついているというべ

きであり，小西の発言はこの核心を洞察していたということができる。

ここから，彼は「学校教育に於ける努力心養成の必要を感ずるや切なるものあり」 (251といわざ

るをえなかったのである。それは彼が当時の教授法に「児童の自我活動，堅忍不抜の精神，難を

排して直往邁進するの意気，一言にて言はば強固にして持続的なる意志の活動を弱くする様な傾

向がある」 1'6)とみたからである。例えば，子供の発達段階を踏えて，彼らの消化力の程度を考慮

して「ミルク」「粥」を与えるというのは，発達の順序を踏むということにおいては一応は説得

的である。しかし，それだけで果たして子供の消化力は本当に健全に発達することになるのか疑

問が残る。それを強化し，更に強健なものに発達せしめるためには，それを鍛えるということ，

例えば小西の言葉を使用すれば堅餅か赤飯を与えるということが必要ではないのか。事実は子供

自身がそうした食物を味わうことに快感をもつようになり，それに愉快を感ずるようになるので

ある。

修養の如何によっては子供の活力が更に伸長するという可能性をこそ大切にすべきではないの

か。そこから，「易から難に移るの教授原則は，或は常に易のみを以て終り，難と云ふ感じを児

童に与へず，難を排して進む所の活動の機会を彼等に与ふることが少しく足らぬのではあるまい

か。又教授の原則として，時には難より易に移るの方法も適用すべきであるが，此方面が現今で

は殆んど全く非自然的として排斥されて居る様な姿があるのではあるまいか」 12”というような言

葉で，小西は鍛練主義の立場から時代（明治末年期）の教育を憂慮していた。

彼のこの憂慮は，明治後半期における日本の青年の教育について特に切実であった。彼は，生

徒の受動的態度を助長し，彼らの意志を圧迫する「悪意の詰込」 (2和をきびしく却けたが，他方で

は，生徒に「発動的態度」 (29)を促進し，意志の修練を喚起する努力を青年自身に求めたのであ

る。「青年期は実に，進取，向上，奮闘，努力の精神を養ひ，其習慣を作るに最も適当なる時代

なりとす。かの往々輩出する堕落青年は，此努力的の修養不十分にして，且つ栖悪浅薄なる美感

に駆られ，同情の目的物等を誤るに依るもの多し。 感性の実感にのみ依拠する現代の「若者

文化」をみよー一青年の自然の状態は，実に努力の時代なり。中等教育に於ては，教授と言は

ず，訓育と言はず，将た亦体育と言はず，努力心の養成に重きを置くは，青年の身心発達の自然

に適合する教育法と言はざるべからず。」 (30)これが青年を思う小西の真情の吐露であった。

小西は教育的には努力の推進から典味の喚起へという見地に確固とした根拠を置いていた。彼

は教育学的に「興味論」を展開したヘルバルト，ウイルマン、デューイの論説に必ずしも満足せ

ず，自らの立場から，「此等の人は堅忍不抜の強固なる持続的意志の働を基礎とする所の困難を
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排すると言う，働きに対する興味に就ては余り論じて居らぬ」 131)という批判的言辞を展開するこ

とになるのである。彼の典味についての真意は次のような所にあったのである。「①典味を起す

ことは教授を有効ならしむる主なる方法である。けれども典味より意志に進ましむるは教授を更

らに一層有効にするものである。（中略） ②従来の学者の唱へた典味の種類は，意志の性質的方

面の発表としての色々各個の意志の発生を促進するのには都合よけれども，意志の持続力や強さ

の方面の発表としての意志作用の発生を促進する所の力に不足している。」 1321

ここから，小西は自ら「奮闘的興味」と「固執的興味」 1331という独自の典味概念を提案するこ

とになった。小西にとって，意志は常に意志的実行として表現され，その実行は発動と制止とい

う二つの活動の方向を所持している。従って，「飽くまで屈せずに発動する所の意志及実行の結

果としては此処に奮闘的典味なるものが起り，飽く迄撓まずに制止する所の意志及実行の結果と

しては，此処に固執又は確執的典味が起るのであって，此両種の典味はまた奮闘固執の実行を促

がし，此れが実行せらるる時はまた此興味の勢も発達して来て，また此種の実行を促がすと言ふ

様になるのである。」 1"意志における制止と発動が相互的であると同様に，典味における奮闘と

固執も相互的であり，大抵の場合，固執は奮闘を予想し，奮闘は固執を予想するのである。小西

は，「善い事は死を以ても此を固執し，善事を実現するには死を以て奮闘すると言ふ典味を養ふ

ことは教育上大切なる働きである」 1351と結論している。

事実，体育・知育・徳育といった教育実践の世界において，対決すべき問題に固執し，その解

決に奮闘するということは，いつの場合にも重要な意味をもつ。そうした二つの典味が教育活動

を推進しているということもできる。「一般にどんな困難なる事に遭遇しても，不快を感ぜずに

愉快に夫れと奮闘し，自己の所信を固執するの精神状態は実に今日の児童生徒には極めて緊要な

る事である。（中略）意志実行より起る所の此の固執奮闘の両典味は即ち意志的実行的典味と言

うてもよいのである。面して此意志実行的興味が発達せぬならば，観念的輿味の発達は覚束ない

のである。」 (36)

意志的実行が基礎にあって観念．感情の発達が可能となる，これが小西の結論であった。意志

に基づく努力という実行が真実の興味を喚起するのである。努力の特質は理想に向かっての向上

にあり，その実行の帰結は自信，確信の成就にあった。先ず，小西は「吾々が動物と異って理想

を有する間は，現在よりも一層完全なる状態に関する観念を有するならば，夫れを実現し夫を実

行せんとの努力が必要である」 1371という形で，人間における理想の存在とその自覚が意志的努力

を惹起することの必然性を明瞭にする。そして，人間は自ら実行したこと，実際に体験したこと

に自信と確信をもつように，自信・確信は我々の実行の結果として獲得される。このことは身体

的活動を伴う体育の場合に特に明白である。「吾々は実際に実行した事があって，或る事柄が骨

を折れば実現さるるものであると言ふことを信ずるから，向上的の努力も起るのである。即ち

吾々の所謂自信乃至確信より起るのである。」 138)このように，「向上的努力も信仰も皆之れ実際の

実行即ち自信乃至確信より起るものであるから，学校教育の全般の働きに於ては，主として此自

信乃至確信を養はねばならぬ。教授では子供の筋肉の力によりて実際に観念を実行し発表せしめ

ねばならぬ。」 139)知育・徳育・体育のいずれの場所においても小西はこうした行動的手段として

の「実行的習慣」の形成が璽大だと考えた。教授論におけるそれは「筋肉運動主義教授法」「発

表主義」として追及されたのである。
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最後に，こうした生徒における「発動的態度」「実行的習慣」の形成は如何にして可能かにつ

いての問題に，小西が「教師論」の立場から言及していることが注目されなければならない。彼

にとって，教師は本来的に未成熟者としての児童の人格形成にかかわることを天職としているが

故に，自らの人格形成のための絶えざる「自己修養」に努めなければならぬ人間であった。教師

の自己修養という彼が教師自身に求めた性格規定が，この場合にも遺憾なく発揮されることにな

る。小西の教師への要求 これは小西の場合，同時に自分自身への要求である一ーはきびし

い。みだりに生徒にのみ努力を要求して，自己の修養を怠り，教育の方法を研究しないで体験的

ルーティンにのみ安住する教師は最早教師ではないであろう。「青年の努力を促す最良法は教師

自身の努力に存す。吾人は互に相戒めて努力の実践に力めざるべからず。」 (40)これが小西の教師

への，又教師としての自分自身へのいましめであった。

勉強する教師の生徒は勉強するのであり，熱心な教師の生徒は熱心なのである。「男子意気に

感ず。焉んぞ至誠に感じて努力せざるものあらんや。」 (41)これが自らの教師としての体験と学問

研究の苦闘の中からえてきた，小西の確信であった。その限り，小西は，生涯を通じて教師とし

て己れの自己修養を求め続ける教師であろうとし，又，事実としてそうありえたのである。「吾

人は教育勅語の御聖旨を実現せんが為に固執し，確執し，奮闘する実行的国民を養成せねばなら

ぬ。これ教育家としての公務である。斯くの如き国民を養成せんと欲せば，自ら先づ此大理想を

実現し得る丈の修養をつまねばならぬ。これ教育家としての私の務である。」 (42)この教師の性格

規定についての決然たる断言が，小西の最初の著書『学校教育』の結語であった。それは又小西

における学問研究と教師としての己れ自身の生き方についての，明確な方向づけの宣言でもあっ

た。

(2) 教授の目的

教授の目的として，小西は，①知識・観念の修得 ②技能（堪能） ・習慣の形成 ③学習上の

態度・意欲の定着という三つの内容を措定している。教授の目的を生徒における学力形成と考え

るならば，この小西の主張は，現代における学力構造を①知識・理解等の認知的諸力 ②技能的

習熟 ③関心・意欲・態度等の情意的特質という三つの内実によって考察しようとする学力論

と，既にある形で対応していたということもできる。

小西は次のようにいっている。「①第一，教授は被教育者に観念・知識を与ふることである。

②第二，此知識を実際の場合に応用して，容易に且つ正確に動作又行為として発表し得る所の習

慣を作ってやらねばならぬ。教授のこの方面の働を称して知識及堪能（技能）を授くと言ふので

ある。（中略） ③第三，被教育者が自ら知識を磨き又此知識を実行として発表したいとの向上的

努力を起す様にしてやらねばならぬ。」 (43)この場合，堪能というのは，「凡て修得したる観念を身

体的に誤りなく正しく実行として発表する習慣」 (44)のことである。従って，生徒が修身の徳目を

学んで，それを実行することに習熟する場合には，彼に修身上の技能・堪能 道徳的習慣が形

成されたということができる。

小西は，教授の第一，第二の目的 知識・観念の修得と習慣・技能の形成 は，第三の目

的ー一向上心・努力（意欲．態度）ー一の上台ともいうべきものであって，この第三の目的であ

る向上心が人間発達の生命であるともいっている。かくて，教授の目的は，「確実なる知識を与
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ヘ，此れが実行的発表を促がし又此等を確実にし，実行せんとの努力を起してやることであ

る」 145)ということになる。現在の学力論からいえば，生徒における「関心・意欲・態度」といっ

た情意的特質（性向）の形成が最も重要な意味をもつという主張に対応することになる。この場

合，教授は被教育者の側に「学ばんとする意志」＝「学習への意志」を予想して初めて教授とし

て成立するというのが，小西の教授論の前提であった。教授の場において，彼は学習者を既に学

習を決意選択し，学力形成への内在的意志を秘めている存在として把握しようとしたのであ

る。その限りにおいてのみ，教授は生徒に真実の自発的活動を喚起，促進すること 自学補導

主義がそれである ができ，又教授も成功裡に機能することができるのである。

この点，小西は，教授論を，教授内容の正確，確実な修得という実質主義的立場と，その実質

の獲得が同時に学習者の「心意＝意志の力の鍛練」を伴うものだという形式主義的立場の二つを

必然的に内包するものとして理解し把握していた。そうした教授の特質を「教育的教授」として

明確に規定したのがヘルバルトであった。彼の教授論にあっては，知識・観念・技能の教授・修

得は同時に道徳的品性の陶冶を結果すべきものであって，この両者の目的を実現しえない教授は

最早「教育的教授」と称することはできないというのである。小西もヘルバルト的意味での「教

育的教授」の必要を認めながらも，教授が道徳的品性の陶冶に至らなければならないとする見地

には必ずしも全面的には賛成しない。彼にとって，教授は修得と鍛練，受容と発表の問題として

把握され，それはいつも道徳の問題と関係するのではなく，知識は知識としての，技能は技能と

しての独立的な固有の価値をもつことを認めようとするのである。彼にとって，教授の形式主義

的価値の側面は実行につながる努力的意志の陶冶にあったということができる。

(3) 筋肉運動主義教授法

い） 教授の段階ーー教段論ー一←

近代日本における科学的な教授＝学習過程論，即ち教授段階論の導入は，周知のようにハウス

クネヒトによって紹介され，谷本富によって流布されたヘルバルトの五段階ー教授段階論によっ

てなされた。明治20年代から30年代にかけて，ヘルバルトの教授段階論は日本の教育現場におけ

る授業実践を指導する理論として大きな力を振った。この場合，ヘルバルトは本来①明瞭②連合

③系統④方法という 4段階の方法的段階を構想したのであるが，それはチラー (T.Ziller)に

よって ①分析②統合③聯合④系統⑤方法といった形で五段階に変容され，更にライン (W.

Rein)によって①予備②提示③比較④総括⑤応用という形に一般化された。日本で普及したヘル

バルトの教授段階論はむしろラインの五段階説であった。一面では，それは授業実践を近代的教

育学理論を根拠にして展開することになったという意味では，その科学化，近代化を推進したと

いうことができる。しかし，他面では，その段階説のみが機械的形式的に応用されることになっ

たという経緯の中で，それが指導的な教授理論としての生気と生命を喪失して，形骸化していっ

たのも事実である。

こうした状況の中で，明治30年代H本にもライ，モイマン (E.Meumann) の「実験教育学」

(experimentelle Padagogik)が紹介，導入されたのである。小西は『学校教育』，『現今教育の研

究』の中で実験教育学に注目し，かなり綿密にその研究を行っている。この点， 日本における実

験教育学の真の理解者は，実験教育学についての著書のある乙竹岩造や吉田熊次ではなくて小西
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重直であったといわれる十分な理由根拠もあったのである。特に彼が注目したのはライの『実験

教授学』 (Experimentelle Didaktik 1903 明治36年）であった。彼は『ドクトル「ライ」氏実験

教授学に就て』という論文を『教育学術界』 （第14巻第 2号以後 6回 明治39年）に連載した。

（『現今教育の研究』に集録）。そのこともあって，『学校教育』『現今教育の研究』で小西の展開

した教授論は，ライを根拠にして，その影響の下で構成されたということがその内容の点からし

ても明らかである。

小西はライの構想した教授段階を，基本段としては，①直観（印象，活動） ②類化（適応，

聯想） ③発表（表出，反応）の三段階によって構成されていると理解した。この教授段階は，

小西によって更に詳細に検討され，最後的には①予備 ②直観③類化④発表⑤編入 とい

う五段階によって把握されることになる。（後述）小西がライの基本的な教授段階説で一番注目

したのは，教授が発表（表出，反応）という外的実行に至らざるをえないという点にあった。知

識の確実性，確信としての信念の成立は，発表という外的運動，意志的実行を伴って初めて可能

であるという運動主義の立場が，小西がライから受けついだ教授理論の核心であった。彼はこの

点次のようにいっている。「教授も子供に教へ込んだものを再び発表せしむる点に於て初めて其

活気をうるのである。発表即応用，練習の完全でない教授は死したる教授である。否な教授では

ない真正の詰め込みである。」 146)彼は発表の働きが完全になる程，知識は活発に活動するように

なると考えた。従って，ヘルバルトのように，観念を成功的に与えるならば意志が生じ，実行が

起るとは考えないで，それに反応して意志が生じ，実行が生起して初めて観念が生命をうること

になると主張した。それは彼の主意主義，意志的実行主義から必然的に帰結する教授論であった

ということもできる。

こうしたライの理論を根拠とした教授段階論を，小西は「筋肉運動主義教授法」＝「発表主

義」と呼称し，従来の機械的暗誦主義，直観主義，開発主義，活動主義に立った教授法と区別し

ようとしている。それは教授上，発表主義，運動主義をもとり人れて，できるだけ発動に重きを

おこうとするものである。それは，「教授上観念を活動させるのには，此を発表し練習せしめね

ばならぬ，此を制止し鬱結させてはならぬ」 14”からである。観念を生命あらしめるためには常に

応用，練習が必要である。「運動の状態に変ぜざる観念には生命がない。応用練習を欠く教授は

生命を失ふたものである」 148)というように，小西の場合，ライを背景にして，教授論における意

志主義実行主義の見地が明確に貫ぬかれようとするのである。

従って，この筋肉運動主義教授法は，小西にとって，知育にかかわる一切の教科の教授のみな

らず，筋肉の活動，四肢の訓練，運動機能の工夫修練にかかわる体育，思想の実践身弓行にかかわ

る「吾人相互の修養」 (49)にまで適用されるべきものであった。正に筋肉運動主義教授法は「意志

の鍛練」 150)を結果することになるのである。例えば，この方法の体育上での成果は，身体及びそ

の機能における「強固，正確，持続，敏捷」 15l)を生み出すことになる。教科の場面では，この教

授方法は，知能を修練し，観念の実行•発表を必然化し，そこに思想の首尾一貫，知識の明瞭．

確実・正確，その工夫と創意を帰結することになる。こうしたことからも，小西は，「筋肉運動

の主義に依りて，生徒をして成るべく自ら実験せしめざるべからず。然らざれば，多くの場合に

於て，観念に生気少く，記憶弱く，確信生せず，意力の完全なる修練も得て望むべからず。（中

略）余は言はんとす。有用なる青年を作らんとせば，其一方法として理科の実験を生徒に行はし
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むる設備をなすべしと，是れ実に教師と共に地方の父兄に望む所なり」 (5” というように筋肉運動

主義教授法を推進しようとするのである。

正に「筋肉運動主義の教授法は，知能の修練に対して確信を生ず。蓋し確信は実行の基本な

り。確信なくして実行するものは多く誤り易し。典味は実行を促せども，確信の根底なき時は，

其実行の力極めて微弱なり」 (53)という形で，意志的努カ・実行から興味へという教育の基本論理

が再度確認されることになるのである。そして，この確信を生み出すためには練習が必要だとい

うことになる。小西によれば，当時 これは現代にも対応する 教育の働きに期待されてい

たものは，身心の量の増減にかかわる問題ではなくて，その（性）質の強弱にかかわる問題で

あった。身心の強度の増大，その強靱さの高まりが切実に求められていたのである。従って，小

西は，「吾々は荀くも向上的発展的の生活を切望する以上は，永久に練習と云う働を継続せねば

ならぬのである。此多種多様なる練習を継続するの興味を起すことは教育上の主要なる働の一で

ある」 (54)と主張した。これは実に意志的実行主義の徹底であった。

小西は，練習によって遺伝的特質をさえ変革することが可能であるという程に，主意的な意志

的努力に向かう教育作用を信頼していた。ライの発言になぞらえて，小西は，「善良なる性質の

遺伝でも練習し鍛練せざれば発達せず，悪い性質の遺伝はまた夫を矯正することを練習せねばな

らぬ。教育上遺伝問題よりも練習問題が大切である。練習は遺伝性をも左右する力を有して居る

と教育的活動の向上的努力を鼓吹」 (55)したのである。それは彼の自ら依拠する意志主義，実行主

義への信念の吐露であった。この筋肉運動主義の立場が，後年，彼の「労作教育」「勤労学校」

の独自な理論に発展していったことは容易に推察される所である。

(ii) 筋肉運動主義教授法の教段論

小西は筋肉運動主義教授法の「教授段階」を，ライに従って，基本段としては「直観」（印

象・活動） 類化（適応．聯想） 発表（表出・反応）」の三段階で構成されると考えた。より

詳細な教段としては，予備・直観・類化・発表・編入という五段階を想定した。この各段階は教

授過程の中で循環的に作用することになるのであるが，その教段の中でも，意志的実行，表出，

発動即ち鍛練，練習に直接かかわる「発表段」が中核になるのである。この場合，各教段は全体

としての教授過程の中で如何なる意味をもち，如何なる機能を遂行するのか。それが次の問題で

ある。

第一段・予備段 「予備段と云うのは，今授けんとする諸観念と類似している既有の観念を

覚醒するの外，尚其既有概念の運動的要素の活動を促がす作用である。」 (56)これは，教授に際し

て，類似の既有観念が，自動的に新観念を迎え入れる準備をするために運動的状態におかれるこ

とである。具体的には「子供の身体及精神の状態を新教材の修得の条件に適合する様になさしむ

るのである。」 (57)その主要な方法の第一は，子供の「身体の姿勢を正しくせしむることであ

る。」 (58)正しい姿勢は子供に学習への期待心を喚起する。それを踏えて教師は教授の目的物を予

示しなければならない。第二は，「今此れより授けんとする新教材と巳に授けたる教材との間及

既得の経験との間に類似の点あらば，此類似点を喚起し，直観や類似作用の準備をなさしむるこ

とである。」 (59)これは観念の覚醒であり，それを学習しようとする動的意志を生起せしめること

である。」 (59第三は，「目的物の予示である。」 160)教授は提示された目的の実現に向かっての活動

であるからである。以上，第四の総括的観点として，子供に何故これを学習しなければならない
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のかの理由根拠即ち「新教材を受領する目的」 (6()を十分に了解せしめておかなければならな

vヽ

第゚二段・直観段 「直観段の目的は，予備段に於て子供の身心が新教材を受領するに都合の

よい様になっているのを利用して，此れに新教材を提示するのである。」 (62)具体的には諸々の直

観を利用して，題材について表象を作り，それを学習者の精神にまで伝達することである。そこ

では教師の説明・物語り等，言葉による間接的直観と，実物・模型・標本・地図・絵画等の提示

による直接的直観という二つの方法がある。

第三段・類比段一「類化段の目的は前段の直観段の働によりて外界より受容したる印象，表

象を脳髄の中枢に於て整理して，類化体系を完成することに存して居る。」 (63)類化のためには，

記憶作用，注意作用，聯想作用及び一般的思考作用（比較・分解・綜合・判断・推理），想像作

用等一切の精神作用が総動員されることになる。類化は種々の名前で呼称されるが，具体的感覚

的なものの類化は外部的類化作用といわれ，精神的抽象的なものの類化は内部的類化作用と命名

される。その類化が受容的である場合には「受動的類化」といわれ，それが発動的になされる時

には「能動的類化」と名づけられた。小西は，ライと共に，類化は総て能動的でなければならぬ

と主張する。それは「能動的類化体系は吾々の知識の結合のみではない。吾々の人格の基本であ

る。品性の基礎である」 164)からである。ライに従えば，類化作用を推進する根本的要素は聯想作

用であり，それが原則とする類似，接近，対比，因果等の法則によって，観念間の統一が形成さ

れることになる。それによって子供の所有する新旧観念が融合されて，一つの新しい類化体系が

構成されることになる。

第四段•発表段 「類化体系をして頭脳の中に常に生き生きとして活発に働かしむるには，

是非此を発表せねばならぬ。発表されぬ所の観念は漸々其勢力，元気を失って枯死するのであ

る。」 (65)これがライの主張であった。小西も，この発表を怠って，頭の中につめこんだままで満

足する教授こそが詰込主義教授であると考え，「発表段に力を尽したならば（中略）新教材に対

して直ちに類化作用を行う事が出来る許りでなく，観念夫れ自身の生命も常に活発に維持さるる

のである」 (66)と発表段のもつ中枢的意義を指摘している。

小西は発表には二種類あるという。一つは「練習的発表」であって．，「受容し整理した観念を

其侭に発表する場合である。」 (67)もう一つは「応用的発表」であり，それは「観念を他の事柄に

関係させて発表すること」 (68)である。

練習的発表については，「文字，絵画，手エ，実験」における発表が考えられる。例えば，図

画による発表は子供の想像力，創作力，鑑賞力等を蓑成することになる。作業的手芸的なものを

含んだ手工的な練習発表は，子供に実行や実用に非常に近い経験を獲得させることになる。それ

は観念を確実にし，それに生き生きとした活気を附与することになる。更に発表段の一つとして

重要な意味をもつのは実験である。実験という場合，それは勿論教師の実験ではなくて，子供が

実際に事物について行う実験である。それによって子供は，自らの運動中枢の作用，筋肉の運動

を通じて観念を具体的に眼前で発表するのであるから，それは子供に単なる典味を越えた確信を

喚起することになる。その意味からすれば，子供が自ら実験することのない教科教授は無効であ

るということもできると小西は主張した。正に教授は，意志主義，実行主義，運動主義，活動主

義，発表主義的教授法に依拠して実践されなければならぬというのが，当時の小西の信念であっ
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た。そして，そうした｛言念を生気あらしめ，方向づけたのがライの「実験教育学」の理論であっ

た。

ここから，次のような彼の結論が導出されることになった。「発表，運動，活動等は子供の生

活の生命である。否な単に子供の生活の生命であり許りではない。実に国家の生活の生命であ

る。此の作用なくしては国民の勤労と云うものはないのである。（中略）教育の目的上より見て

も此方法は直接に必要であると信ずるのである。」 169）しかも，小西にとって，その作用によって

発表がなされる筋肉運動は意志活動の主たる機関であり，筋肉の発達如何は人生の発展に大なる

関係をもつと考えられた。「筋肉運動の研究は今後の教育上の大問題である。練習的発表段の実

行は目下の急務である。」 170)昭和期における小西の教育思想の中心を構成することになった「労

作教育論」は，この意味からして筋肉運動主義教授法からの必然的婦結であったということもで

きる。

更に小西は練習は応用の門であり，練習を完全にすればこの間に自然と応用上の工夫もできる

という点から「応用的発表」に触れている。即ち「練習的発表は観念に強大堅実なる活気を与ふ

るが，応用的発表は観念の自由活動を促し，主として其勢力の範囲を拡張するのである。（中略）

練習的発表は同一の事柄を確実にするのであるが，応用的発表は新しき経験に遭遇して，更らに

新しき事柄をも学ぶことが出来るのである。」 171)いずれにしても，練習・応用という発表段の機

能・作用によって新旧観念からなる類化体系に活気を与え，時機に応じてそれが即時に活動しう

るように生命力を培うことが大切である。

第五段・編入段 「此教育段の役目は（中略）殊に発表段に於て大活気を得たる新旧観念の

類化体系に対して，更らにもう一度注意を向け，諸観念が愈確実に類化体系中に編入せられ，夫

れと一致し融和せるや否やを検するのである。」 (72)以上の教段説 筋肉運動主義教段論ーーに

おいて，筋肉運動によって機能する発表段がそこでの中核であることが注意されなければならな

し‘

小゚西は，自らの教段説と当時流布していたラインの五段階教授段階説との対応関係については

次のようにいっている。即ち，第一段の「予備」は予備段に対応し，第二段の直観段，第三段の

類化段がラインの「提示・比較・総括」に対応する。第四段の発表段が「応用」ということにな

る。第五段の編入段はラインではこれに対応する教段はない訳であるが，強いていえば「総括」

の一部とみてよい場合もあり，又，「応用」の一部とみてよい場合もある。

(iii) 教授の方式＿教式論

教式は「教師と児童生徒との間に起る教授的活動の態度である。」 '731この教式と上述の教段に

よって教授論の内容が構成されることになる。小西は次のような形で「教式」の類型論を立てて

いる。

①注入的教式 これは普通には教師が説明，講演を行い，児童生徒はそれを全く受動的に受

容する形式のものである。この教式の中には次のようなものがある。一つは講演教式で，それは

教師が講義や物語りを行うものであり，二つは指示教式で，それは教師が実物或いは標本を提示

するものである。三つは，示範教式で，教師が説明しながら模範を示し，児童生徒はそれを模倣

しようとするものである。

②開発的教式 これは，「教師の暗示によりて，児童生徒が多く自分の力によりて或る事項
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に関する知識を発明するのである。」 174)そこでは児童生徒の方が能動的になり，教師の注人的働

きかけは相対的に減少することになる。この場合，教師は内容によって 復習的，試験的，分

解的，発展的であることが開発的方式の働きである 生徒の知識を開発することもでき，又課

題を与えることによって，その目的を完成することもできる。以上，注人・開発の両形式の教式

は，教授方式を完成するためには何れをも欠くことができないものであるということが注意され

なければならない。

③発表的教式（運動的教式） 「此教式は開発的教式よりも更らに一層児童生徒自身の活動

力に任かすのであって，教師は殆んど監督に止まる位の事が多いのである。」 (79'この発表教式は

生徒の運動中枢を働かせるもの それは練習と応用として表現される一一ーであるが，それが生

徒の総てを発達させる原動力と考えられたのである。例えば，ベスタロッチのいう知的陶冶・技

能的労作的陶冶・道徳的宗教的陶冶 head, hand, heart の調和的発達も，練習と応用に

よるといわなければならない。意志教育が教育の根本である限り，発表的教式は独自の価値を

もっているというべきであって，「此鍛練的発表式がなければ注人式，開発式も殆んど無効に終

るのである」 176)と小西はいっている。彼にとっては，この教式は発表せんとの努力を根底にもっ

た筋肉運動主義教式の典型として位置づくべきものであったのである。

（三） 訓育論

(1) 訓育の目的

訓育とは，小西においては，教育が目的とする意志活動を道徳的方面から鍛練することであっ

た。小西の場合，その目的・課題は次のように規定された。「訓育という働の一部は教授と共に

行はれ，教授をなして居る間に行はれるものであると共に，又教授以外の場合，例えば遊戯の場

合，児童生徒相交るの場合，教場以外に於て師弟相接する場合等に行はれるものであって，直接

は児童生徒の意志を鍛練し，道徳的行為を全うせしむる所の働である。而して，訓育上吾々が鍛

練せねばならぬ所の意志と言ふのは即ち主として道徳的意志である。」 177)教授が観念，知識の修

得を目的とするのに対して，訓育は道徳的意志の陶冶を目的とすることになる。小西にとって，

人間の教育活動は，知識としての妥当性一—一学問的真理性 の追求と共に道徳的意志の妥当性

教育勅語の目的実現 を追及すべき課題をもっていたのである。

かくて，小西の訓育論の場合，道徳的意志鍛練の方向と内実が奈辺にあったかが先ず明らかに

されなければならない。彼は次のように主張する。「吾々の諸種の活動は常に道徳的意志の根帯

を有して居らねばならぬ。道徳的意志と一致せねばならぬ。知識の方面のみと調和しても，道徳

的意志の方面と調和せぬ所の活動であるならば，夫れは個人の発展，国家の発展，人生の発展の

上に害あるとも益がないものである。道徳的意志は教育の最大目的，即ち教育勅語の御聖旨を実

行せしむる所の方法の中で，最も大切なもので，此れが欠乏するならば即理想界に達することは

できないのである。」 (78)この場合，小西は，道徳的意志，道徳的行為に他律的と自律的という二

様の在り方を認めていた。前者は「外界よりの意志によりて受動的に覚醒せられるもの」 (79)であ

り，後者は「凡て自分の心によりて自発的自制的に能く自らを処する所の働で， 自己の所信によ

りて正しく自分の心や行を整理し支配し統活するの状態」 '80)を意味していた。訓育の目的は勿論
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児童生徒をこの自律的状態に導くことにあった。

更に，道徳上の自律的意志・行為には習慣の側面と道徳的見識の側面があった。前者は直接の

陶冶であり，後者は間接の陶冶である。これによって実行の標準としての道徳の主義が明確にな

り，又それによって初めて品性完成への道が開かれることになったともいえるのである。しか

し，主義・観咲・立場の確立は直ちにその実行を意味するのではない。道徳的観点さえ確立すれ

ば，それは必然的に実行されることになるという「知行合ー主義」は訓育論としては成立しな

い。ここに小西の主意主義，実行主義，努力主義が介入することになる。「実行には意志の作用

が本体である。訓育の目的は児童生活の道徳的意志及実行を完全に働かせるのである。完全に働

かせるには自律的であらねばならぬ。自律的にも道徳的見識の自律及道徳的実行の自律がある。

而かも其実行の自律は出来る丈習慣とならねばならぬ。即自律的の習慣とならねばならぬ。」 l8l)

道徳的意志，実行は行為の手段としての自律的な習慣形成によって可能となる。かくて，訓育の

問題は正に習慣形成の問題となるのである。

(2) 訓育の方法

い） 訓育の方法の第一の問題は道徳的実行の方向，方針を確定することである。それはいわば

道徳的見識の問題である。その見識の確立は自然的発達の結果ではなくて，学校の教育力，就中

修身教授の成果である。修身教授は教育勅語に根拠をおくのであり，道徳的見識の内容を規定す

るのは第一には教育上の大理想としての教育勅語の旨趣である。

(ii) 道徳的見識は道徳的観念の明確化であって，それ自身ではまだ道徳的意志の遂行，道徳的

実行を可能にするものではない。そのため，我々は先ず，「子供が教授に於て授けられたる道徳

的見識の標準によりて決定したる善意を実行として発表する所の方法を攻究せねばならぬ」 (82)と

いうことになる。道徳的な意志的実行＝道徳的実践が遂行されるのは道徳的習慣によってであ

る。習慣は同一行為の反復的遂行を容易に可能にする行為の手段の獲得を意味する。そのことか

らすれば，習慣は精神作用の経済的な働きの手段ということもできる。唯，その習慣は我々の向

上的努力を助け，援助する所にその最大の役割と任務がある。正に「習慣と言ふものは進歩の槙

杵であり動力である。吾々は旧態を維持せん為めに習慣を作るのではなく，進歩せんが為め，発

達せんが為め，向上的努力を為さんが為めに習慣を作るのである。此一点は実に習慣養成の骨子

である。」 183習慣形成にとって大切なのは，それが他律的な機械的反復によって形成されるので

はなくて，自律的な意志の努力が必要であるということである。そうした習慣を根拠とする限

り，意志は児童自身に対して発動的或いは制止的何れにも作用することができることになる。

所が，小西は訓育における自らの道徳的信念を次のような形で明確にしていた。即ち「善事を

発動して此を実行に表はし，悪事を制止して此を実行せぬ様にするのが訓育の仕事である。而か

も悪事は如何なる誘惑があっても，如何な脅迫があっても，此を制止して行はず，善事ならば如

何なる困難，如何なる障害があっても，此を遂行する様な強固なる性格を作らねばならぬ。自分

の責任，義務と感じたる事は，必ず此を行ふの実力と勇気とを有する性格を作らねばなら

ぬ。」 (84)この訓育論における明確な方向指示には，小西の理想主義，人格主義の立場が貫ぬかれ

ていたということができる。そのため，小西は，訓育を行う当事者としての教師が意志の発動・

制止に関して正しい習慣をもつこと，そしてその彼が教授の際にも，遊戯の際にも「忍耐剛壮の
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精神」 (8いを養うことが重要だと主張した。

(iii) 道徳的意志及び実行と感情

訓育の方法論として，小西が次に注目したのは，道徳的意志及び実行を推進し或いは阻害する

感情の所在についてである。「感情は道徳的意志及実行に対して大なる力となるものである。

吾々の道徳的観念が実行として表はるる場合には，常に感情によりて伴はるるものである。感情

によりて伴はれない所の観念は実行として表はれぬものである。」 186)従って，感情が強くなれば

意志も強くなり，実行も活発になるので，小西は次に感情＿この場合，彼は感情を情操ともい

いかえている一ーと道徳的意志及び実行との関係を考察することになる。

①知識的情操 これは「真理を愛し，偽を嫌ふ所の感情である。」 (87)これは人間が事物の真

理を悟つで快を感じ，安心，沈静するのに対して，誤謬虚偽については不快を感じ，不安心の状

態に陥入って緊張を覚えるといった感情の状態を指している。従って，「吾々は教育上子供の正

しき知識的情操を養い，積極的には真理真実を求め，且つこれを実行することを促がさしめ，荀

くも事物を其根帯より究めて，其真理を確かめ得ずんば不快で不快で堪へられぬ，不安心の気が

張って平和に感ぜられぬと言ふ心で情態を起す様になし，又積極的には誤謬虚偽を非常に憎ん

で，此を退けざれば不快で不快で堪へられぬと言う情操を起してやらねばならぬ。」 188)

②道徳的情操ー一これは，「善を快とし，此れに対して安心と平和とを感じ，悪を不快と感じ，

又不安心及緊張を感ずるものであって，子供の道徳的意志及実行は此れが為めに大いに促進せら

るるものである。」 (89)この感情の基本は，自分の善意，善行に対してば愉快，安心，平和等の感

情が喚起されて，それを実践し実行せずにはおられず，他人の善意，善行をみた場合には，それ

を尊敬して模範にしたいという感情が惹起されることにある。しかし，これとは逆に，自分及び

他人の悪意，悪行に対しては大いに不快，不安心，緊張の感情が生起されて，それを退けずには

おれないということになるのである。

③審美的情操 「此情操は美に対しで快，安心，平和を感じ，此を賞し，醜に対して不快，

不安心，緊張を感じ，此を退くるの精神状態である。」 (90)小西は，美によりて感覚的な感情を奇

麗に純化しなければ道徳的になることはできないというシラーF.Schillerの見地に共感しなが

ら，審美的情操の発達は道徳性の発達に深い影響を及ぼすと考えている。特に我々が美に対する

時， しばしば「自我没却」という状態に陥入るのであるが，それは道徳上自分を忘れて人のため

に尽す所の献身状態と似かよっているのであって，美的情操の発達はこの方面の道徳性に好結果

をもたらすことになる場合が多いと，彼は主張している。

このように，美的情操は道徳の問題と深い内的連関をもっており，それは訓育上効果的で必要

なのであるが，小西は，その方法を一旦誤る場合には，非常な弊害をもたらし，奢1多淫靡に流れ

る恐れがあることを警告している。彼によれば，美的情操は「強固なる意志と明確なる理性の標

準」 (91)に従わねばならぬというのである。そこにも，小西固有の人格主義，理想主義の主張が貫

ぬかれていたということもできる。

彼は次のように主張している。例えば，優麗なる美感は時として文弱の弊に陥入りやすく，滑

稽の美感はしばしば軽薄に流れることがあるが，悲劇の美感，崇高の美感は訓育上比較的弊害少

く，「吾々をして非常なる努力を以て理想に到達せんとの向上心を起さしむることが多い。」 (921

従って，小西は，青年に気宇を大ならしめ，彼に剛健壮大な気象を養うことになる崇高の美，青
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年の向上心，努力心を高める上で力がある英雄的悲壮美をより高く評価している。絵画になぞら

えていえば，彼はミケランジェロの力あふれる作品，暗黒の中に光明を見出し，人生の深きこと

を感じせしめるレムプラントの作品が教育上より大なる価値があると考えていた。こうした美的

価値観の公然たる主張に小西の面目躍如たるものがあったともいうことができる。

④宗教的情操 宗教は信仰或いは信心の問題である。そこには独自の信仰対象についての観

念的知識と固有の宗教的感情が伴うことになる。「宗教的の情操とは即此感情的の要素である。

完全と思ふものに敬虔，崇敬，愛敬の態度を以て帰依し，従属して，自分の心の寂蓼をなぐさ

め，煩悶を解き，苦痛を忍んで自ら慰め，安心するの状態である。此結果としては，吾人に斯＜

の如き幸を与へたる「完全」なるものに向って感謝をなす様にもなるのである。」 (93'この小西の

発言は，例えば念仏者が念仏を唱える時，彼が弥陀に感ずる帰依と感謝の思いの中に典型的に示

されているということもできる。事実，本願を頂くことを信じきること，即ち信心決定は安心決

定を結果するのであり，その場合，念仏者は何に迷うこともなく，大胆に落着いて己れの人生を

あるがままに生き，仕事に専心することができる。それが正に小西のいう宗教的情操の活動的方

面ということでもあろう。

更に，小西は，宗教的情操の発達については，それが信仰・信心の問題にかかわる以上，「教

師の人格上の感化」 (94)という方法論が最も大切であると考えていた。そのためにも，教師は何か

に一つの確実な信念をもたなければならぬといっている。それと共に，子供の宗教的感情の育成

に深い影響力をもつのは家庭の宗教的雰囲気であり，それを育成する父母の宗教的信仰・信心の

所存が問われることになる。この点について，小西は，訓育につながる家庭の教育力を，子供の

内面生活に対する感化力として論究している。それは家庭教育の根本としての家族的精神，家風

の問題ということができる。彼はその中心を，家族を通じて子供に形成される内的規律に求めた

のである。

⑤感情の陶冶と訓育ーー以上，小西にとって，訓育の問題の中心は道徳的意志の鍛練にあった

ということができる。そして，その意志の鍛練のためには感情の陶冶が重大な関係をもつことが

認識され，その両者の連関が追及されたのである。事実，それは一方では教授上の効果をあげる

教授の方法論として，他方では，善良なる意志の習慣を涵養する訓育の方法論として重要なので

ある。小西は，やや角度を変えて，こうした感情・情緒の特に訓育へのかかわりを「念怒」「恐

怖」「苦悶」「嫉妬心」「競争心」等をとりあげて考察している。そして，そこにも彼の理想主義

的な人格主義の教育観が散見されるのである。例えば，彼は次のようにいっている。「濫りに念

怒の情を起すは教育上極めて有害なりとす。若し教師が生徒を冷笑して，生徒に念怒の情を起さ

しむるとせば，彼の知識作用は，不調和の進行をなし，健全なる聯想作用は其軌道を脱して，知

識の進歩を阻害するに至るや必せり。」 (95)彼は短慮な教師の不條理な念怒の情，或いは，生徒の

一時的な不條理の念怒の情がしばしば学校騒動の原因になっている事実を指摘している。

又，生徒が教師の自ずからなる威厳に畏敬の念を起すのは教育上必要であるが，「生徒が教師

に対して恐怖の念を起すことあらば，其思想畏縮して進行せず。殊に算術の如く推理を要するも

のは一層困難となるを以て，教師は其態度を慎まざるべからざるものあり」 (96)という形で，恐怖

という感情の教育上における否定的意味について語っている。「訓育上に於ても生徒を恐怖せし

むるは宜しからず。須＜畏敬の念を養ふべし。」 (97)これが教育的世界における感情についての小
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西の見解であった。

苦悶という感情については，それが身心の萎縮につながることを指摘している。「教師若し苦

悶の情を以て教室に臨まば，教授に元気なく，條理・脈絡・整然たるを得ざることあり。生徒に

苦悶あらば，教師の教を充分に理解し能はざるは理の当然なり。教授上，訓育上，教師は常に身

心平静，たとえ苦悶の事あるも，教室においては此を忘るるの修養なかるべからず。生徒の苦悶

に対しては，其性質により，或は此れを戒め，又は此れを慰めて，苦悶の情を取り去るの懇情な

かるべからず。此点に於て教師は一種の宗教家の如し。」 (98)小西にとって，教師は宗教家の如き

自己修養の徒でなければならなかったのである。そのことの故に，彼は，生徒に大小の希望を与

え，その進行の前途に光明を感ぜせしむることができたのである。教師は希望に基づいて，生徒

を努力奮闘せしめ，向上発展させなければならない。

こうした，教師たるが故に彼に対する過大な要求は，他方では生徒そのものへのきびしい要求

を伴うことにもなったのである。そこにこそ小西の面目があったのである。彼はいっている。例

えば，生徒が学校に対して恐怖を抱く場合，それはしばしば彼の悪しき行為に対する学校の処置

から出て来ている。「彼等悪行を敢てせる場合に於て其処罰を恐るるもの少からず。斯くの如き

は卑怯未練の生徒と言はざるべからず。己の行の悪しきことを悟りたる上は，之に対して自ら進

んで処罰を乞ふは男子の為すべき所なり。古の武士は人の為めにも腹を切れることありき。今の

青年の中には自己の悪行を弁解糊塗するに慣れて，此点に於て甚だ女々しきものあるにあらず

ゃ。」 (99)小西の青年論は現代にも通ずる形で，仲々に辛辣で青年にきびしい。

小西は，生徒の不徳な行いに対しては，彼等自身が責任を負うべきだと主張する。それはある

意味での「罰」の肯定につながる。即ち「不徳の行に対しての罰の中に既罪的の意味をも含ませ

ることは教育上大に有効である。不徳な事をして，唯だ許して呉れと云う様な心根では駄目だ。

夫れよりは男らしく充分に御叱りくだされ，充分に罰してくだされと言ふ様な態度が寧ろ望まし

い。而して其不徳に対しては相当の睦罪的罰を受けて，夫れで一度は汚れた身心を清めたから，

今後は最早決して同一の悪行を繰り返すまいと心に誓ふ様な男らしい子供を作ることが必要であ

る。許してくだされと言はせずに，罰して下されと言ふ様に訓育することが必要である。」 1100)し

かし，この場合の罰について，小西は体罰についてはなお一層慎重でなければならぬと警告して

いる。「適当な体罰は或る場合には随分子供を激励せしめ，其強固なる意志を養ふに都合のよい

場合もある。（中略）体罰も絶対的に排斥すべきものではないかも知れんが，吾々は意志を強固

にすることや，悪い事を制止することには又色々と他の方法があるのであるから，出来る限りは

此れを用ゐたくない。」 1101)

(3) 趣味の教育 芙育の問題ー一

小西はつとに「趣味の教育」という名の下に子供の美的情操の育成＿美育を考えていた。美

への没入は確かに徳育上，訓育上，意志力の働きを強化するように作用するのである。美への鋭

い感受性は高尚な趣味の成果であり，その逆に野卑なる趣味は子供の美への感受性を鈍磨する。

そして，美が道徳的意志の働きを強くするものである限り，小西は子供が美的情操の育成につな

がる高尚な趣味の教育を体験しなければならぬことの必要を説いたのである。「吾人は道徳上の

判断に於て，通例良心の声を標準とすることあるが如く，趣味の高下は美醜の判断に直接に関係
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を有するものなり，然るに此の良心を堅実に且つ高尚ならしむるには，高尚なる趣味の修養亦大

に効なしとせず。道徳上の罪悪は吾人の戒むべき所，然るに今日学校生徒が野卑なる趣味に支配

せられて良心の命に従ふ力を失ふこと少からず。野卑なる趣味は道徳上一種のバチルスの如

し。」 (102)正にそうであるが故に，今日の学校は子供の道徳上の罪悪を戒しめるように，彼らが野

卑なる趣味に陥入ることのないように注意しなければならないことを小西は説いたのである。

「野卑なる趣味を退けて，高尚なる趣味を養ふは善良なる意志の遂行を容易ならしむるのみな

らず，之れによりて吾人の品性は亦麗はしき性質を帯ぶるに至る。（中略）吾人は美は道徳其も

のに影響し，所謂高雅なる品性を作る力なりと信ず。」 1103)これが小西の趣味教育についての見解

であった。小西にとって，人間の品性は強固なる品性である上に，更に麓はしい品性であること

によって完全なものになるものであった。彼は，麗はしい品性の特質を端的に表現しているのは

日本古来の武士道であると考えていたが，そうした完全な品性を涵養するためには高尚なる趣味

の教育が必要だというのが彼の主張であった。

所で，小西にとって，「最も高尚なる趣味の所有者」とは，「美を美とし，醜を醜とし，最高の

美に対して最大の精神的静平，安意，興奮を感ずる者」 ll{）4)のことであった。それはある意味か

らすれば，卒然として美そのものの中に没入する姿に典型的に示されるものということができ

る。「吾人は美に対しては全く無関心の心境なるべし。桜花の爛漫たるを見て美を感ずるは，其

咲きぶりを批評する場合よりも，総合的に之を直覚する場合にあり。陶然として，自失し，自我

は桜花の中に没し，花と我と融合する境地こそ真の美の境地」 IIII"といわなければならない。そ

の桜の一枝を折りとろうというような欲望が惹起される時，それは既に美の境地を去って日常的

な欲望の世界に転落したことの証拠なのである。

この点，小西にとって，「趣味教育の問題の如きは人生慰安の問題にあらずして活動の問題な

り。消極的問題にあらずして積極的問題なり」 (1(16)という形で位置づけられていた。しからば，

その趣味教育において子供は如何なる趣味，即ち如何なる美的情操を最も貴きものとすべきなの

か。小西は，教育に最も関係深い美として，①壮美の美，②優美の美，③悲劇の美を挙げてく

る。

第一の壮美は，「凡人以上の力，大量，大力の性を発揮し，向上的に努力せんとするが如き状

態」 (107)の美である。これはフォルケルト (J.Volkelt) によれば，R無型の壮美，R強き壮美，

①自由の壮美に分類することができる。④無型の壮美とは，際限のない海面，星の輝く夜空，真

の暗夜のように，外形の型，外部の形式が無限で際限がなく，その内容の力において偉大なるも

のを発揮すると感じられる美で，宗教心といったものがこれに類するものと考えられる。

R強き壮美は一定の型・形があり，それはそれ自身としては左程偉大ではないにしても，その

内の力に関しては偉大を感ずる美の場合である。例えば，富士山という山をとりあげた場合，そ

れは決してエレベストのように無限大というような山ではないが，一度山の力といったものを想

像した時には，それは我々に無限大の力を感じさせる。それが強き壮美というべきものである。

c自由の壮美は，いわば無型の壮美と強き壮美の調和の状態ともいうべきものであり，正しい

形式・内容が調和して偉大なる力を発揮する状態の美である。その例として小西はベートベンの

交響曲を挙げている。それは理想的な壮美であって，容易に経験することのできない美感である

といっている。
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小西は以上の美の中で「強き壮美を推奨」 (108)しようとする。どの学校でも，強き壮美を本体

として，その修養を進め，それを無型の壮美でもって補充するならば，そこで学ぶ子供の人物を

より大なるものにすることが可能になるであろうというのが小西の信念であった。

第二は「優美の美」であり，それは天地一体，理性と感覚の調和，義理と人情の一致した状態

等における美である。これについても，小西はフォケルトに従って，④高雅なる優美，R愛らし

き優美，◎愉悦の優美に分類している。④高雅なる優美は，人間の精神が地を去って天に近づ

き，感覚を捨てて理性につき，人情をおさえて義理に従うといった，或いは，感覚の世界から霊

の生活へといった，自然的であって決して無理をしない向上の生活において感受される美であ

る。⑤愛らしき優美とは，理性よりは感覚に，義理よりは人情に傾くものであるが， しかし，な

お理性を捨てず，義理に叛かない状態をさしている。例えば，無邪気に夢中で遊戯する児童の状

態や彼の邪気のない寝顔等が，この種の美感を惹起するのである。④愉悦の優美は，前二者の美

感の調和的状態であって，霊的生活或いは感覚的生活に一方的に加担するのではなくて，両者の

平衡・調和がえられた状態である。それは，「吾人が仏像，仏画の名作に対する場合の如く，

方無限の霊界に入りて，他方には尚現世衆生の救済を意とせる仏の態度等に感入する場合に，吾

人は亦愉悦の優美を感ずるを得べし」 (109)というものである。

この三つの「優美の美」について，小西は次のように評価している。第一の高雅の美は確かに

精神を高尚にする効果はあるが，小学校の児童にはそれを感得することはいささか無理である。

第二の愛らしき優美についても，それは小学校時代には未だ感受することが困難な美であり，む

しろ青年期に至って初めて感じうる美感である。第三の愉悦の優美は，生徒の修養には効果はあ

るが，それを感受する機会は乏しい。小西は，この中愛らしき優美のもつ危険性を指摘しつつ，

男女の教育にとって壮美の美が重要な意味をもつと考えている。

第三の美は「悲劇の美」である。それにも三つの美の状態を考えることができる。R一つは，

身体上には大なる苦痛と死が結果するのであるが，当の人物の精神は自若として苦悶の境地を支

配する力を発揮する場合である。⑥二つは，精神は苦痛のために苦悶するのであるが，生命はな

お存続する場合である。①第三は，精神も砕け，生命も消滅する場合である。こうした悲劇の美

の中で，小西は第一の己れの生命は失われるにしても，なお従容たる精神を保持する悲劇 彼

は広瀬中佐の戦死を挙げている＿の美を最裔のものと評価している。

以上を通じて，小西は，「吾人は根本的教育法として平素生徒の高尚なる趣味を涵養し，野卑

なるものに感触せざる志操を養はざるべからず」 Ill(））という見地を貫ぬこうとした。その結果，

彼は教授上，訓育上，更には学校の全教育活動 学校園の設計，読物の選択，学芸会，運動会

等々ーーを通じて，「否学校全般の校風に於て，一般の本体としては強き壮美の感を養ふを旨と

し，此を補ふに無型の壮美は勿論，殊に第一の場合の悲劇の美感の涵養に注意し， 1憂美の如きは

積極的に奨励するよりは，寧ろ消極的に之を警戒する方，今日の勢に適せる方針にあらざる

か」 1111)といった美感の育成，即ち美育がなされるべきだと主張している。彼にとっては，「真と

善との教風の外に尚一種の壮大なる美感に打たるるの感なくんばあらず」 (112)というように，壮

美の美の育成が訓育につながる美育の中心と考えられたのである。それは美育における理想主義

の立場ということもできる。そして徳育の根本が教師自身の実践射行に求められたように，趣味

教育 美育 の根本も又教師自らの美的修養に求められることになった。
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(4) 訓育力の撤底

小西は次のような言葉で自らの訓育論を総括している。「訓育は善良なる意志の習慣の基礎を

作るにあり。簡易に言はば児童生徒の躾方と見るも可なるべし。」 ll13)そして，その方法論の中核

は放任主義でもなく，干渉主義でもなく，「指導主義」というべきものにあるのでなければなら

ない， といっている。その実，その本質は意志的実行を強く生徒に迫る努力主義・鍛練主義に

あった。ここから，「吾人は或程度迄生徒に自治的に活動せしめ，学校は常に之れに指導を加へ，

生徒をして之れに従はしむるの美風を養はざるべからず。指導の実なきは放任にして教育にあら

ず，躾にあらず。然れども指導細微に過ぎて生徒の自発活動を撲滅するもの，是れ即悪意の干渉

なり」 ll141という発言が自ずと出現することになった。それは自学補導を踏えてのきびしい訓練

主義への志向性ということができる。彼の訓育論＝教育論の根底には，自らの修養を通じて人格

の完全性を追求する人格的理想主義とそれを支持する意志的努力主義が存在したのである。

彼は，「適当なる程度の訓育力が力強く生徒に徹底するは訓育の大眼目なり」 ll15)と主張する。

しからば，この訓育力の徹底は如何にして可能なのか。ここでも，小西の理想主義，意志的努力

主義の見地が遺憾なく発揮されることになった。彼によれば，訓育は最早各種多様の施設を通じ

てではなくて，教師の教育実践における「有意的の指導及無意的の感化」 ll16)によって生徒に自

得されるものでなければならない。そこで大切なのは，訓育のための物的施設，設備を整備する

ことではなくて，その中心の力を堅固にすること，即ち教育の精神の徹底を図ることにある。生

徒心得，校則，校訓等を詳細に規定するよりは，学校生活を貫くエートス (ethos)-―一訓育の精

神，伝統校風，学校の文化的雰囲気等 の内実如何が問われるのでなければならない。それ

は訓育における「かくれたカリキュラム」 (hiddencurriculum)への注目ということもできる。

「吾人は教育上の中心精神に就いて生徒の堅固なる確信を養い，外囲の野卑不良なる暗示に陥

らしめざるを力めざるべからず。」 Ill"又「学校の中心精神を心に徹底するの機会を与へられざる

生徒は道徳の本義を実行するに苦しむべし。」 ll18)これが小西の訓育論についての確信であった。

それは正に教師集団における「協力的指導力」 ll19)の内実と作用を問うものであった。それは，

訓育のために学校施設，学級定員，教師定員の実情を問う以上に，生徒のモラル，教師の指導精

神，学校のエートスの在り方を重大視するものである。正に「学校の施設事項は成るべく此を簡

にし，教職員の協同的努力に依りて其堅要の事項に主力を注ぎ，以て中心精神を生徒に徹底せし

むるは蓋し訓育の根本義なりと言ふべし」 (120)という発言は，本来，感化・薫陶を訓育の方法論

的中核に位置づけようとした彼の真情（心情・信條）の吐露であったということができる。

最後に，訓育の徹底ということと深い内的関連をもつものとして，小西における日本主義・国

体主義，民族主義 (nationalism)ー一これは所謂国家主義ではない一ーともいうべき教育的世界

観の本質が問題となる。小西が明治末年期において既に明確にしていた，日本国家・国体の思想

的表現としての「教育勅語」への無條件な傾倒が，彼の後年一昭和10年代における「国民学校

論」の源流或いはその甚調を形造ることにもなったということができる。

小西にとって，人間にあっては人格，国にあっては国体，学校にあっては校風という，この三

者の間には深く強い内的関係があるべき筈のものであった。しかし，その中でも国体が至上の位

置を占めるのであって，人格と校風は国体に合致する性質をもつべきものでなければならなかっ

た。「校風は即ち生徒教師の人格によりて起り，教師の人格は修養によりて高められ，生徒の人
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格の根本は学校の教育によりて鍛へられる。面して此教育の精神及方法は其基を国体の特質に置

かざるべからず。」 1121)そして「我国体の精神に合致する教育とは何ぞや。是れ，教育勅語の御聖

旨を貫徹するにあり。」 1122)これが小西の教育的世界観の最も直裁的な表明でもあった。

小西は，自らの教育学研究が国体の精神に合致すべき教育についての探究であったともいって

いる。そこに明治人としての，一箇の憂国のナショナリストとしての小西の真面目があったとも

いえる。そのためには，一方では教師としての自己修養が必要であり，他方では生徒を鍛練する

教育精神を徹底することが必要であった。「吾人が互に穏健なる修養を積み，其本を培養せんこ

とを力めんと欲するは，是れ我国体の精神に合致するの修養法にあらざるか。（中略）吾人の徳

性は学問によりて修養せらるること少からず。面かも徳性修養には自ら其本あり，其帰趨あり。

学問の道亦此本を養い，婦趣を逸すべからず。若夫れ日常生活に於ける吾人の処置は，皆是れ徳

性実践の練習事項なり。」 1123)絶えざる自己修養を通じて人格向上の研鑽に生きるのは，教師自身

の義務と責任であった。教師であり，学者であった小西にとって，自らの修養による人格的精進

はそれ以上に己れの必然的任務であり，使命であった。彼は生涯を通じて自らその使命と責任の

道を誠実に歩んだのである。

他方，小西にとって，我国体は国民活動の完全無欠な統合的徹底の姿を象徴しており，正に国

民活動の至上の動力であった。教育は本来的にそうした国体に合致した活動でなければならな

かった。「訓育・教授・体育各方面に於て統合聯絡を図り，常に中心精神の徹底に力め，要点に

於ては確実に鍛練するを怠らず，生徒に修整の帰趨を充分に自得せしめ，自奮自発の精神を持続

せしむべし。是れ我国体の精神に適合するの教育法にあらざるか。」 1124)小西にあっては，教育は

何処までも「鍛練陶冶の教育」 112"でなければならなかった。そこには教師の指導と感化が貰ぬ

かれているのでなければならない。その限り，自己修養に努める教師の実践のみが，自己修養に

励む生徒の自己教育的精神を喚起することができるのである。これが小西の教育にかけた信念で

あった。
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