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明治中期における仏教者の俗人教育
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おわりに

は じ め に

本稿 は,教 育勅語が発布 される1890(明 治23)年 前後(明 治中期)を 対象に,近 代社会形成

期日本における教育と仏教の関係をめ ぐる議論と,仏 教者による俗人教育1)活動の実相 とを考

察するものである。 筆者はすでにそれ以前の時期にっいて同様の問題を検討 しているが2),そ

の考察結果の大略を述べれば以下のようになる。

明治初年に新政府が企図 した神仏合同の民衆教化政策は,学 校教育振興と種々の摩擦をおこ

しっっ頓挫する。 その際,焦 点となったのが 「人」,つ まり教導職(教 化者が補せられる役職)

の教員兼務の問題であった。教化活動を実際に行う主体 とされた僧侶や神職(祠 官 ・祠掌)ら

は,地 域 においてはむ しろ学校教員としての役割を期待されていながら,1873(明 治6)年8

月には文部省によって 「教育 と宗教の分離」理念に基づき兼務を禁 じられる。 しか し実態は,

教員不足 と地域の期待を背景に,各 地で兼務が黙認 されていた。

1879年11月,そ うした実態をうけ,教 導職の教員兼務が事実追認的に解禁(文 部省達第4

号)さ れる。 これを契機 に,僧 侶や地方官吏の一部から,兼 務を正当化 し一層推進すべきとす
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る議論が仏教系雑誌 に登場す るようになる。 しか し,1875年 に神仏合同教化政策が挫折 し,

仏教各宗派は近代的な教団形成に向け組織再編に乗 り出 していた。そうした仏教界の大勢 は,

自宗派僧侶の養成に関心を向けるばかりであり,学 校教育は 「排仏的」な存在 として忌避され

る傾向が強 く,仏 教の復興 ・布教 と学校教育 とを対抗的なもの とす る視線が形成されていた。

その点で,教 導職の教化活動やその後の近代的な教団形成は,俗 人子弟への教育 という社会的

機能(た とえば手習塾の師匠)を 前代まで果たしていた仏教に,教 育 との分離を促 したと言える。

実際,同 じ時期に整備が進んでゆく各宗派の僧侶養成機関で,「 分離」方針が採 られた。 たと

えば真宗本願寺派で 「僧俗間はず」教育することを標榜した普通教校設置(1885年)に 際 して

も,そ の実態 は看板とは異なりもっぱらエ リー ト僧侶養成を目的にしたものであった。

とはいえ,各 地の門徒や僧侶有志には,地 域の僧侶養成学校に対 して檀家の子弟を対象 とす

る教育を要望する声が挙がっていた。それらの学校では,俗 人の入学に対応 したカリキュラム

変更 も行われ,教 義学習以外の普通学 も多 く盛 り込まれた。仏教界の鈍い対応 とは異なり,一

般の学校教育 と並んで俗人子弟の教育に乗 り出すことを期待する動 きが,1880年 代中頃まで

に生 じていたのである。

こうした僧侶の教員兼務,お よび僧侶養成学校での俗人教育への期待,と いう実態を背景と

して,明 治中期の仏教界は俗人教育,な いし一般の学校教育にどう関与 してゆくのか。本稿で

は,二 つの作業を行 う。 一っは,1880年 代前半には少数意見であった兼務推進論の展開を,

一般紙や教育雑誌 に対象を広げっっ検証 してゆくことである。そこで形成された仏教界と教育

界の言説布置を明 らかにしたうえで,近 代 日本の政教関係史上の重要人物である真宗僧 ・島地

黙雷の言説なども検討 したい。 もう一っは,1880年 代後半における俗人教育の試みにっいて,

その態様を描 き出すことである。それらの試みは全国に広がって多様な形態をとったが,大 別

して中等教育以上の レベルと,貧 民子弟を対象 とした初等教育のレベルで行われた。 とりわけ

ポイントとなるのは,教 育を仏教本来の 「慈善」 とする見方である。筆者は,こ の見方(な い

し言説)こ そが仏教の俗人教育参入の重要な牽引力であり,同 時にその退潮を決定づける要因

となったのではないかとの見通 しを持 っている。 もっとも本稿では,思 想的分析を深めるより

も,そ こに至 る歴史的経過を浮かび上がらせ る点に重きを置 く。

従来進められてきた近代日本の政教関係史研究は,政 策構想や特定の政治家 ・官僚,知 識人

層の言説分析を中心 としたもの3)が多 く,ま た近代天皇制ない し国家神道 と学校教育 との関係

を問う研究 も,仏 教を考察対象に含めることはきわめて稀であった4)。本稿 はそうした諸研究

が見落 としてきた部分に光をあてる試みでもある。

なお対象 とする時期は1884年 以降に設定 し,隔 日刊行の仏教系雑誌 『明教新誌』 などの記

事を主史料 として論 じてゆ く。史料引用に際 しては適宜句読点を補い,カ タカナを平仮名に改

めることとする。
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第一章 俗人教育参入論 の高揚

1880年 代前半の仏教界において,僧 侶 は一般学校での教員を兼務すべ しとする見解は少数

意見であった。とはいえ,そ うした 「教育 と仏教の分離」,峻 別の傾向が単線的に継起 して

いったわけではない。1880年 代半ばごろか ら,俗 人教育への参入を肯定する言説が高揚を見

せてゆ く。

1885(明 治18)年3月,真 宗本願寺派有志僧侶が創刊 した 「令知会雑誌」は,前 年の宗教を

め ぐる動向を総括する論説を掲載 した。そこには,教 導職制の廃止,オ ックスフォード留学中

の仏教学者 ・南条文雄の帰国,墓 地取締規則の公布 といった,後 世か ら見ても仏教界の重大な

トピックというべきものが挙げられていた。そのなかでも随一の事件について,次 のように述

べ られている。

宗教上 に起 りたる諸事を列挙せは,第 一同志社私立大学校設立の挙(四 月一日京都府下商工

会議所に於て其の設立の大会を開けり)あ り 〔中略〕其基督教拡張に於て大なる利益を与ふる

や,煉 々火を観るか如 くなる可 し 〔中略〕昔時我邦に仏教の隆盛を致せ しは,皆 先哲古徳

か弘教伝法の暇まに学校を起して開明を進め,道 路を拓ひて運輸を便にしたるか如き間接

布教の力に非 るを得んや。然るに今也然らす,僧 侶は世の開明を誘液する能はさるのみな

らず常に世俗の後辺に瞠若たる有様にて,三 十万中一人の新嶋 〔裏〕其人の如き計画を為

す者な く,八 宗彊を比ぶると雛も此等の点に着目したる者は僅に一の本願寺派普通教校あ

るのみ。甚たしきに至 りては従来開設したる宗内生徒教育に一 日も欠 く可 らざる教校さへ

も閉校せ しめんとするに至る。豊慷慨悲憤に堪ゆ可けんや5)

キ リス ト教系学校の雄 ・同志社による大学校設置計画が,管 長による教団自治 「獲得」を意

味する教導職制廃止 という大改革をさしおいて,第 一の重大事 として掲げられていたのである。

この記事 は,同 志社大学構想6)が同 じ京都に本山をもっ各宗教団に対 していかにインパ クトを

与える事件であったかを示すとともに,俗 人向けの学校を開くことの重要性を,昔 日の仏教の

隆盛を顧みて述べている点で注 目される。単なる感情的なキ リス ト教批判にとどまらず,従 来

の仏教界に対する叱咤でもあるか らである。1880年 代に入 った頃か ら,僧 侶の中にはキ リス

ト教を非難する演説,い わゆる排耶演説を積極的に実施する者たちが急増 し,全 国各地で展開

をみせていた7)。 しか し,単 にキ リス ト教批判の場を個々に設けて不満を慰籍 しているだけで

はすまなくなっていた。1885年 の教皇使節の来日8),あ るいは リバイバルと呼ばれる信仰覚醒

と布教拡大の動 きもあり9),仏 教はキリス ト教に対抗す る新たな方策を模索する必要に迫 られ

てきたのである。そこで盛んに論 じられるようになったのが,学 校教育への参入である。
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キリス ト教の信者拡大 ・維持 は子どもの学校への囲い込みに拠るところが大きい,と いう認

識は,1870年 代末の僧侶にもすでに表明されてはいたlo)。しか し,各 宗教団は自宗派僧侶養

成に自閉する傾向が強かった。む しろ,キ リス ト教に危機感を覚えるのみならず実際に学校教

育に乗 り出してゆくのは,教 団の 〈外〉で活動する僧侶であった。

1仏 教雑誌と一般紙における僧侶教員兼務論

俗人教育の必要性を訴える声は,海 外からも聞こえてきた。オ ックスフォー ド留学生であっ

た金尾稜巌(真 宗本願寺派)は1884(明 治17)年10月,キ リス ト教の普通教育における影響力

に対する驚嘆を率直に報告 しているll)。また同じく本願寺派教団から渡欧 した藤島了穏も,リ

ヨンの普通教育について同様の感想を述べた後,文 部省の学校制度を仏教主義 とすることは困

難だが 「盛大なる普通学校なり又は師範学校なりとも各宗僧侶の手 にて設立 し,国 家に有用の

人材を養成するに至 らば,復 た頽瀾を挽回するの時節なしとも云ふべからず」12)と,各 宗上層

僧侶への提言を行 っている。だが藤島の提言が公にされた1886年 末にはすでに,本 願寺派地方

教校などか ら萌 しを見せた俗人教育への志向をうけて,そ して同志社の大学校構想をはじめと

するキリス ト教の教育事業を強 く意識 して,仏 教界の言論 も活発な ものとなっていた。特に,

僧侶による学校教員兼務論を積極的に展開する者が多 く現れたのである。

仏教哲学者 ・井上円了 もその一人である。真宗大谷派の給費生 として東京大学哲学科に在学

していた1885年4月,井 上は 「真宗僧侶教育法を論す」 と題 した論説を 『令知会雑誌」 に掲

載する13)。キ リス ト教宣教師がそうであるように,僧 侶は 「民間の学者」 となるべ く一般の学

校で行われている学科目(普 通学)を 学び,学 校教員を兼務すべきである。 とりわけ世襲制で

ある真宗僧侶では,代 々の遺伝によって 「性力学問に適するあり」,ゆ えに教員 となる能力 ・

資質は生来的に備わっている。その教員兼務者が,自 分の寺院を教院 ・校舎 として兼用すれば,

布教 にも地域の教育財政上にも有益であろう。 こう主張 した井上の念頭には,ま ず 「世間の学

科」を学んだ後に自宗派布教へ向かうこと,そ のために小学校,中 学校そして大学の教員 とな

るという階梯を踏み,「一村一郷又は一国の学問に属する全権iを握 らん こと」が理想 と して

あった。 ヨーロッパにおけるキ リス ト教をかなり意識 した提言であり,こ の年の7月 に文学士

号を授与 されるエ リー ト・井上ならではの夢想 と映るか もしれない。だが,僧 侶 にとって教員

兼務 こそが現実の社会と乖離 しないための重要な手段であり,そ れがなされてはじめて 「世人

の尊敬奉信を得る」 「児童婦女 に至るまておのつか ら宗教の要用を知 らしむる」 とする点で,

井上 は学校教育 と仏教 との現実的な結びっき 「はじめに」で触れた,教 員兼務や僧侶養成

学校での俗人教育などの動向 もある程度視野におさめていたと考えられる。

これ以後,教 員兼務を肯定的に捉える言説が,徐 々に増えてゆ く。 「明教新誌」 でも真宗に

限らず,仏 教復興 ・布教の観点から兼務を論 じる意見がみられた14)。もっとも,教 団上層 レベ
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ルではそうした兼務奨励に共鳴するような動向は現れなかった。たとえば1885年12月 に本願

寺派が設けた真宗私立教育会 という組織においても,「 方今都鄙到処教育会の設ある」 のを模

倣 してはいたが,そ の目的はもっぱら僧侶養成の方法講究にとどまっていた15)。こうした趨勢

にあって井上 は,大 学卒業後に大谷派教団か ら教校教師の任を命ぜ られても 「仏教の頽勢を挽

回するには僧門を出で,俗 人 となり,世 間に立ちて活動せざるべか らざる理由と東京に止まり

独力にて学校を開設せん志望」を告げ16),教 団の 〈外〉へ飛び出そうとしていた。そして言葉

通り翌年9月16日,東 京 ・本郷に僧俗を問わず 「哲学速成の楷梯を設け一年若 くは三年にし

て論理心理倫理宗教純正哲学等」を教授する,私 立学校 ・哲学館(の ちの東洋大学)を 設置し,

やがて居士(在 家僧侶)と して教団から離脱 してゆくのである。

他方,一 般の新聞においても,兼 務論をとりあげるものが現れる。1886(明 治19)年8月23

日付の 『時事新報』 では,「 僧侶を小学教員に用る事」 と題 した社説が掲載された。そこでは

まず,1883年 現在での全国の寺院 ・教導職 ・住職 ・宗学生徒数を挙げ,特 に56,803名 にのぼ

る住職に注 目する。 住職は葬式や年忌法要はあるが 「左まで忙 はしき勤にあらず」「衣食に不

自由なく」,小 学校教員に仕立てるにはうってっけである。 小学校教員の月給は師範学校卒業

生で もたったの12円 に過 ぎない。森有礼文相が教員に望んだいわゆる 「三気質」,す なわち

「学者教師の地位に居り順良,信 愛の徳義を備へて,兼 て其威儀の重々しからんこと」 を期待

される者がこの安月給では,教 員のなり手がないのも仕方がない。そこで生計にゆとりのある

僧侶を教員にすれば,月 給 もそれ以下に抑え られ,寺 院を便宜的に校舎に用いることも可能に

なる。そ して教団が僧侶の師範学校通学に際 して学費 ・生活費を支弁 してやれば,一 層得策で

あろう。以上のように 『時事新報』社説は,は っきり経済的な側面か ら僧侶の教員利用を表明

したのである。

すでに,1880年 の段階で,岩 手県官員であった平川靖か ら同 じ見地に立 った意見が文部省

へ提出されてはいた17)。しか し,い くっか相違点 もある。まず 『時事新報』では,就 学督促 と

いう観点が完全に欠落 しており,代 わりに,森 文政が目指す学校教育のコス ト削減に即した意

見となっている。そして,仏 教が徳育の一助 となるとは考えず,キ リス ト者でも教員を志望す

れば 「仏者 と同様心易 く之を許 して其欲する所に任せるこそ穏便の沙汰なるべ し」と述べてい

る。僧侶やキ リス ト教徒が自己の信仰する教義を徳育に用いるという事態は,あ まり念頭に置

かれていないのである。他方平川は兼務のメ リットとして,寺 院を校舎に用い民費を低減でき

ること,神 道 ・儒教を含めた三教を語れること,教 員給与を抑え られること,就 学督促が容易

になること,な どを挙げていた。就学率の向上や徳育の基礎作 りという,地 方教育行政の課題

に取 り組んでいた立場からの提言 といえる。 そうした平川の洞察に比べると,「 目下国の経済

の利害に忙は しくして案を立たる者なり」と限定をっけた論説ではあるものの,国 家の側に偏

した机上の皮算用 といった観は否めない。とはいえ一般紙にも兼務論が掲載されたことは,学
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校教育における仏教の 「可能性」,あ るいは仏教を排除 しない姿勢が示された点で,注 目に値

するだろう。

2教 育雑誌の論調をめ ぐる問題

こうした兼務論の高揚は,教 育界においてはどう現象 していたのだろうか。文部官僚や学校

長 といった 「上」の レベルに限定 した(狭 義の 「教育界」)を検討す る方法 もあるが,む しろ

「教育界」 を学校教育に強い関心を寄せる人々の総体と捉え(広 義のそれ),彼 らの意見を読み

取ることができる当時の教育専門雑誌を検討 して,あ る程度の傾向を把握 してみたい。

当時の全国的な教育雑誌としては 『大 日本教育会雑誌」(創刊1883年),『 教育時論」(同1885

年),『教育報知」(同前)の 三誌が挙げられるが,商 業誌たる後二者が,右 の意図に近い検討対

象と言える。「教育時論』 は5の っ く日に発行の旬刊誌で,1934(昭 和9)年 まで命脈を保 った,

業界随一の総合的教育雑誌である。他方 「教育報知』は大 日本教育会理事 ・日下部三之介が社

主および社長を務め,656号(1904年)ま で続いた。学術より評論や報道面を重視 したものと

評される18)。

さて1887(明 治20)年 までの両誌を見てみると,兼 務論は実はほとん ど出て こない。1886

年10月25日 付r教 育時論』では,兼 務反対論が掲載されていたほどである19)。この消極的な

論調を最 も象徴的に示 しているのが,1887年 上半期の 「教育報知」 である。 この年の2月,

同誌は広 く読者の意見 ・投書を募 る 「論題」 欄に,「 日本教育 に宗教を適用するの利害如何」

をそのテーマとして掲げた。そこには 「宗派の異同を問はず,又 本題は利害共 に重大の関係あ

りて言論自ら緻密なるを要すべければ,敢 て文の長短を問はず十分に論述ありた し」 という異

例の但 し書きが付され,教 育への宗教の導入という問題にっき,大 いに意見を求めていたこと

がわかる2。)。発題者 は 「独尊居士」,す なわち同誌主幹たる戸城伝七郎であった。戸城 は福島

県士族で同県師範学校教諭,福 島私立教育会の幹事 としても活躍 していたが,1887年1月 に

上京 し 『教育報知」主幹になったばかりの人物である21)。ペンネームから察するに,仏 教の信

仰篤い人物であった可能性が高い。

その戸城の意気込みに反 して,読 者か らの投書は非常に少なかった。〆切は3月 下旬であっ

たが,そ れに間に合 ったものはわずか二編にすぎなかった。あまりの少なさに,戸 城 は〆切に

遅れて届いた一編を追加掲載 したほどである。 前二者では,「 吾人人類の幸福を全 うするもの

はそれ唯基督教あるのみ」22),「宗教と教育とは混同一視すべき者に非ず」 「然れとも 〔中略〕

耶蘇教にもせよ仏教にもせよ,苛 も取 りて以て教育上に補益あるものは之を適用するも決 して

不可なくして却て益あり」23)と,特 段仏教への支持は表明されていない。そしてもう一編 も,

道徳の源泉は宗教にあるか ら 「宗教の何たるを論ぜず,必 ず之を教育に応用するの活路を講究

せすんは有る可 らざるなり」24)という観念的な指摘にとどまっていた。 この 「論題」への返答
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を 「教育時論』のほうへ送って掲載された例外を除けば25),仏 教に好意的な意見は寄せ られて

いない。

なぜだろうか。その疑問を解 く鍵は,教 員の仏教に対する姿勢にある。再び仏教雑誌に戻っ

て,1886(明 治19)年2月 ごろ埼玉県私立教育会で開催された演説 の内容を伝え る 「明教新

誌』の記事か ら考えてみたい。教育会であるから,主 に同県教員を聴衆 として述べられた内容

であり,し たがって 「教育界」の一般的な反応をある程度念頭においたものと考えてよいだろ

う。 しか もその記事は,翌 月に 「普説」(社説)欄 で4号 にわたり連載 されていることから,

注目すべ き議論と見 られていたものと推測される。演者は 「石蓮子」 という者で,「 予は宗教

者にして世間児童教育の一事に至ては固より其事に慣れ」ないと断ったうえで,自 らの徳育論

を論 じている26)。

そこではまず,僧 侶が 「世間有識者の識を免れず往々学者社会 より殿斥」されてきたことを

嘆 き,そ の理由として世の尊崇に胡座をかいていた近世期仏教の怠惰,お よび荻生但挾 ・伊藤

仁斎 ・平田篤胤 らの仏教批判論の伝播を挙げる。そ して,後 者は偏見に満ちた仏教無用論でし

かないが,そ の 「余毒」は人心から抜きがたく,し かも儒者の手になる歴史書では行基や空海

らの高僧 も削除され,後 世の人々に仏教の害毒を印象づけている,と 指摘 している。そうした

排仏的歴史像に対抗すべ く,「石蓮子」は近年の啓蒙知識人を引き合いに出す。「東洋居士」こ

と,小 野梓である。小野は1886年1月 に35歳 で世を去 ったばか りであるが,そ の存命中に

「大日本歴史の著述」 を手がけたという27)。そこでは,欽 明天皇期の仏教東漸が神武創業以来

の大転換期とされており,「石蓮子」 はこれを 「体裁を失へる」従来の史観に修正を迫るもの

として評価す る。続 けて,今 日では 「世上一変 して学域大に開け,従 来の風習を固持する者は

腐儒陳祝に止 りて,世 間に仏典を繕 く者日を逐ふて盛に,其 所見復従前の如 きに非」ざる状態

であるとし,因 明学や倶舎 ・唯識など,西 洋哲学の遙か先をゆく学問体系が維持されていると

称賛する。 そ して,仏 教復興の気運を教育界に知 らしめること,「先儒排釈の謬見に誤 られず

して益 々徳育を盛 にし,自 己の霊知を磨き正見に住せんこと」,す なわち徳育における仏教の

採用を,強 調するわけである。

その方法 として,彼 はこう述べる。 「如来師子吼経に於て,仏 は学術及び道徳の教育を以て

弟子を訓錬するは師たる者の責任なりと明示せられたりとて,予 は今 日の小学校の教育は僧侶

を して之を負担せ しめよと云ふに非ず,僧 侶は其職分あ りて児童教育の事までは連 も行届か

ず」。 っまり,僧 侶に学校教員になれというわけではない,と 兼務論を後景へ退けているので

ある。一見,腰 砕けのようにも映る。だが考えてみれば,教 員に向けて兼務論を主張 してもは

じまるまい。む しろ 「石蓮子」 は,現 場に立っ教員に向けて,次 のような希望を出す。

 コ

此教育に従事せ らる＼教育諸君が,設 ひ仏教を信せずとも,責 ては無茶苦茶に誹諺正法す
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るの念慮を絶ち,僧 侶を蔑視排斥するの念想を止めて外相丈なりとも敬愛の形を示さば,

自ら相互の交際 も親密にして,有 無相通 じ智識を交換するの道 も開けぬべ し。予曾て宗用

にて愛知県下を巡回せ し時,或 村に至る。寺は則ち小学校に貸渡 したりしが平生住職と教

員と合壁にて住居 し,朝 夕顔を見合せて而 して互に相和せず,其 見込尤 も見苦 し。又隣村

に至る。学校の教師と其寺の住職 とは至て親睦にして往来絶へず,互 に敬愛せり。因て其

生徒 も亦住職と教師とに対するに共 に敬愛の念を起せ りと。然 るに或村の生徒は教師が住

職を疾視するに因て,兎 角に父兄なる檀越信者は教師を忌嫌ふ者多 しと云へ り。是が為に

教育上に付て も兎角に故障多かりし由聞き及べ り。嵯呼教育は人生の大事なり。而 して教

師の任最 も重 し。教師の悪む所生徒之を悪み,教 師の好する所生徒亦随て之を好みす,一

挙手一投足皆生徒の標準となるべき者なれば,生 徒を して宗旨を嫌悪するの念を発せ しめ

ず,成 るべ く之を道徳に導き酒養 して宗 旨に引入せ しむるの方便を廻 らし,以 て示教せ ら

れんことを希望するなり28)

僧侶を教員にせよとは言わない。 しかしせめて,教 員は仏教を信 じないまでも誹諺中傷 しな

いでほしい,と 。教員が排仏の姿勢をとっていては,生 徒にもそれが伝染 し,世 間における仏

教忌避の気風が維持されて しまう。この点を憂慮 した 「石蓮子」は自身の愛知県での見聞をも

とに,ま ずは教員と僧侶が親密な関係を結び,相 互理解と知識交換へと至ることこそが最重要

だという結論 に達 したのである。

ここで注目すべきは,教 員は必ず しも本気で仏教を尊崇 しなくて もよい,と 述べた点である。

僧侶への敬意がうわべだけのものであっても構わない。まず外面を変えてみるだけでも,現 実

には生徒へ大 きな影響を与えうるのだ この 「石蓮子」 の主張は,今 までいかに教員が僧

侶に冷淡であったか,徳 育の軸としての仏教採用と,生 徒の仏教への 「引入」 とをいかに阻ん

できたか,を 率直に表明したものであった。っまり,教 育界においては仏教 に対する忌避が依

然として存在 しており29),仏教雑誌において僧侶教員兼務論が高まりつっあって も,そ の状況

は変わっていない,と の認識を持 っていたことがわかる。 ゆえに,「 形から入る」 という第一

段階が設定されたのである。これは 「石蓮子」個人の認識ではあるが,お そ らく仏教者か ら見

た教育界の一般的見解 として承認されるものであったのだろう。『教育時論』『教育報知』にお

いて仏教への好意的意見が寄せ られない大きな理由は,こ の辺 りの状況にあると考えられるの

である。

一方,こ の主張を仏教側の視点 に立 って評価するなら,い わば名 を捨てて実を取 るもので

あったと言える。決 して対抗的様相ではなく,ま ず教員が現状で出来ることか ら 「お願い」を

するという姿勢をとっている。それによって,当 面は見せかけだけの崇敬 という不本意な状態

から始め,の ちの実際的な教育効果を期待 したものだからである。 さらに言えば,教 員を前に
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「外相丈なりとも敬愛の形を示」 してほしいと懇請する営み自体,あ る意味見逃せない転換で

あった。 すなわち,1880年 前後にみられたように,学 校教育の現状を忌み嫌 って距離をとる

のではな く,仏 教の興隆に学校教育への働きかけが不可欠と認識するようになったからである。

この演説内容が 『明教新誌」の社説として掲載されたことは,学 校教育に対する仏教界の認識

における,画 期的な転換であったといっても過言ではあるまい。

3徳 育論争 と 「仏氏に質す」

ところで,1880年 代後半の教育と宗教をめぐる言説の状況にっいて考える場合,「徳育論

争」に注目しないわけにはいかないだろう。この 「論争」 とは,1887年11月 に前東京大学綜

理 ・加藤弘之が大 日本教育会常集会で行 った講演を契機に,1890年 ごろまでに数多 くの道徳

教育論が生み出され,論 者が入 り乱れて主張 しあったことを指す。主たる争点 は,学 校教育に

おける徳育の軸に宗教を据えることの是非にあった。改正教育令(1880年)以 後,儒 教主義の

徳育,す なわち封建道徳を基礎においた天皇への崇敬という教育理念が,元 田永孚らによって

推進されていった。だがそれは,徳 育の 「混迷」状態にあるとする,(広 義の)教 育界の現状認

識を変えることはできず,推 進者たる元田も 「改良成り難 くして今日に至れり」と失敗を認め

ざるを得なかった30)。この儒教主義的徳育の破綻に対 して,加 藤は 「徳育に付ての一案」31)を

講演 したのである。

加藤 は,「道徳の大本は愛他心」 にあるとする。儒教でいう仁,仏 教でいう慈悲,キ リス ト

教でいう愛がそれに相当 し,と りわけ 「道徳教的愛他心」を教育によって育むこと,そ れが徳

育の役 目であると規定する。 「道徳教的愛他心」 とは 「一種人間よりたかい霊妙不思議のもの

があって本尊様になるものを恐れ敬するといふ所か ら起る愛他心」で,ま さに宗教に随伴する

ものである。 よって,そ の 「本尊様」(神,仏,「 ゴッド」などの総称)へ の畏敬の念を第一に教

え,そ こか ら 「忠信孝悌慈悲仁愛」という人間同士の敬愛へと進ましめることが必要だ,と 説

く。具体的な方法 としては,神 道 ・儒教 ・仏教 ・キリス ト教の四宗教に基づく四種類の修身科

の併置,四 教団の教師派遣および経費負担,そ してその四種類からの選択履修,を 提案する。

それが競争を生み徳育効果を挙げ,宗 教間の自然淘汰にもつながり,お のずと適合的な徳育が

了知 されるであろう,と 主張 したのである。久木幸男 も指摘するように,明 らかに社会進化論

を教育と宗教の問題に応用 したものと言える32)。

そ して,加 藤への反論を一っの軸 として,各 論者が一斉に自説を展開する。中西直樹の整理

によれば,そ れ らは四つに分類される33)。すなわち,① 宗教教育利用論,② 宗教教育否定 ・

反対論,③ 教育と宗教の分離論,④ 宗教教育積極的肯定論,で ある。① は,愚 昧な一般民衆

を教化 し社会秩序の維持手段 として宗教を利用する論で,ま さに加藤がその代表的論者であっ

た。 これに対 して② は,否 定の度合いは非常に幅広いが,宗 教以外に徳育の基軸を求める点
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で共通する論である。内藤肚嬰(国 体論)34〕,菊池熊太郎(理 学宗)35),西 村茂樹(儒 教と西洋哲学

の折衷)36)ら,そ の基軸はバラバラであるが,社 会秩序の維持 とい う観点は① と同様であり,

容易に①へ転化する契機をはらんでいた。③ は公権力が私的内面性 にかかわる徳育へ介入す

ることを否定する論で,福 沢諭吉37)のように社会秩序の維持に有効でないことを理由にする者

と,森 有礼38)や能勢栄39)のように信教の自由へ理解を示 しっっ徹底 して公教育の優位性を説 き,

実は私教育そのものに否定的な者とに大別される。 前者は① を,後 者 は 「非宗教」 とされた

国家神道を もって公教育を推進する方向を支持することになる40)。そ して ④ には,宗 教の有

意義性を積極的に説 く 『教育報知」の戸城伝七郎が該当する。戸城 は,西 洋哲学 に基づ く徳育

は高尚すぎるために不適当,「 一定の教権」 を採用 して強圧的に教え込む中国 ・朝鮮式の徳育

も開明の世においては困難であるとする。さらに 「信教の自由」を厳格に学校現場に持ち込め

ば,信 念ある一切の教育は不可能になり,「宗教ならざる他の教義をも等 しく採用す可 らざる」

ことにっながる,と 主張 したのである41)。中西は 「公教育制度の限界 と,教 育の宗教的中立性

の消極的側面を鋭 く指摘 している」 とこの点を評価 している42)。しか し戸城の議論 は,自 身 も

結びで述べたように,特 定の一宗教を採用し教え込むことを否定する点では加藤弘之と共通 し

ている。中西は秩序維持への利用という①の観点の有無を問題 にして両者を分 けたが,戸 城

には加藤案に対する代替的な方法を提示できていないという問題 もあり,批 判は十分な しえて

いなかった。それゆえ,自 身 「其 〔加藤〕の採用法に至ては余が未だ従ふこと能 はざる所」が

あるとのみ表明するにとどまっていた43)。

さてこうして徳育論争を見てゆ くと,具 体的な方策がなかなか登場 して こないことに気づ く。

加藤の講演ののち,教 育雑誌において も教育 と宗教 をめぐる意見が次々と寄せ られるように

なった44)。しか し,そ れらは学校教育に宗教を導入する,し ないに関わ らず,四 つの修身科の

併設や教団の費用負担といった加藤が示 した具体策を吟味することは少なか った。もちろん能

勢の 『倫理書』編纂のように実践を伴 った者 もいるが,論 争 においては豊かな展開が見 られた

とは言えない。徳育論争 は大体 において,互 いの理念の開陳に傾 き,あ まりに具体性を欠 くも

のであった。前項で 「石蓮子」が端緒的なが らも示 した改善策などとは遊離 したところで,進

められていたのである。

そのような大勢のなかで,戸 城伝七郎はやがて具体案を示すことになる。1888年8月,『 教

育報知」 の社説 として掲載 した,「 仏氏に質す」である45)。戸城の案 とは,僧 侶に学校教育を

担当させるということであった。 その論点は次の三点に集約される。 第一に,「 仏教の頼む所

は普通教育に在り」。宗教は 「国民の思想を一致し其の団結を輩固ならしむる」最良のもので,

なかでも仏教は儒教 と共に日本人の性情を形成 してきた歴史があり,衰 えゆ く儒教 と比べて も

望みがある。 そこで布教を図るとすれば,普 通教育は最 も重要な道であろう。 第二に,「 仏教

を普及するは仏氏先づ自ら教育者と為 るに在 り」。学校では教員 の一挙一動 ・一言一句が生徒
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を左右 し,次 代の日本人の養成に最も大きな影響を与える者と言える。 したがって僧侶が教員

となって 「教理を普及 し能 く将来の社会の道徳を支配せんとならば,彼 等の中よりして縷々善

良有徳の教師を出して八道到る処の学校に充満せしむる」であろう。そうすれば仏教を敬愛す

る国民ばかりになるはずである。全国には7万 以上の寺院があるが,小 学校数はその三分の一。

僧侶のうち教員たるにふさわ しくない者が三分の二いたとして も,残 り三分の一で全国の小学

校教員を賄え るという計算になる。そのうち1,000人 でも教員 になれば,児 童30人 の受 け持

ちで3万 人の国民を感化 しうる。その教員は住職でなくて も,ま ず少壮の学僧を選抜 して毎年

高等 ・尋常師範学校に入学させるという方法を採 ることになる。 そして第三,「 仏氏は宜 しく

諸種の学校を設立すべ し」。 この点ではキ リス ト教にも負けており,努 力が必要である。学校

設立 は,生 徒に後の恩義を与えること,容 易に抜きがたい先入主を植え付けられること,公 益

に資する部門を担当 して世間の信用を得ること,な どのメ リットがある。その経営には授業料

徴収 も必要だが,私 益の団体ではないので低廉にし,不 足分は教団か ら補助を得 る。教員の給

料 も僧侶に任せれば安 く抑えられる。学校の種類としてはまず小学校,女 学校か ら始めて,そ

の後中学校,お よび実業に関す る各種専門学校を設置 し,そ の後大学校 ・師範学校に及ぶべき

である。教育内容 は文部省の規則通 りのカリキュラムに加えて,仏 教を軸 とした修身科を設け

るが,そ の教科書 は仏教書のみならず新 しいものを編纂する。また授業の開始 と終了時には読

経や礼拝式を実践 して も構わないだろう。

これが戸城の打ち出 した案の骨子である。先に述べていた持論 と比較すると,ま ずもって特

定宗教(仏 教)を 推奨する点で明 らかに異なる。 そして僧侶の教育活動が仏教を広めるのに資

すると強調 しており,学 校教育 というより仏教の側に立 っての提言になっている。加藤弘之の

ような宗教利用論に包摂される契機 も依然として含まれてはいたが,加 藤説とはまた違った具

体的提言を試みた点では,徳 育論争中に特異な位置を占めるものと評すべきだろう。もっとも,

戸城の具体案をさらに見てゆくと,僧 侶にとってどこまで実行可能なのか疑問視すべき部分 も

ある。それは,僧 侶が教員 となる場合に 「還俗 して其の髪を蓄へざる可 らず,衣 服の如 きは勿

論 のことなり」 と述べたことである。「其の実だに純粋の仏教僧侶ならば,外 聞は素より,其

の心にも恥つる所なか るべ し」 とはするものの,還 俗 にまで及ぶことは,決 して容易なことで

はなかったろう(よ ってこの議論を純粋な 「教員兼務論」とは言い難いのだが)。 また 「児童を教育

するに方 り,特 更に仏教の信ずべきを説 き阿弥陀如来を口にする等の事ある可か らず」という

点も,仏 教的徳育を標榜す る場合,ど こまで厳密に実践できただろうか。 こうした警告には,

僧侶の自覚を促す意図があったにせよ,そ れは非常に大きな覚悟を迫るものでもあった。と同

時に,僧 侶が教育活動に実際に入るときにいかなる 「問題」が生 じるか,戸 城はそれを予見 し

ていたのかもしれない。

戸城 「仏氏に質す」には,さ らに二っの重要性を指摘することができる。一っは,「石蓮子」
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の演説を対置させたときに見えてくる。すなわちこの二論説は,一 方で僧侶が教育会の演説で

教員に呼びかけ,他 方で教育雑誌の主幹が僧侶へ向けた提言を行 うという,従 来にない教育 と

仏教の接近を現出せしめたのである。 教育 と仏教をめぐる1880年 代後半の言説状況に,両 者

の具体的対話の窓口を提供 しあった点で,重 要な位置を占めるもの と言えるのではないだろう

か。

そして もう一っは,教 団首脳 レベルの僧侶のなかに,こ れに感銘を受 けた者が登場 したとい

うことである。 それが,真 宗本願寺派の大物 ・島地黙雷であった。 島地は1872年 にヨーロッ

パでの宗教事情を見聞 して翌年帰国,明 治初年の政府主導による神仏合同の民衆教化政策を

「信教の自由」 の見地か ら痛烈に批判 し,真 宗の教化活動か らの離脱,ひ いては教化政策全体

の頓挫へ と導いた人物である。

島地は 「仏氏に質す」が出た直後の1888年9月,「 僧侶は速 に普通教育に従事すべ し」46)と

題 した論考を発表する。そこでは 「東京教育社発行の 『教育報知』は,其 第百三十及三十一号

に跨て,「仏氏に質す」 と云論題を掲げ」たと述べ,先 に要約 した論点を摘録 し,続 けて 「我

曹一読頗る其論旨に感ずる所あり」と戸城に全面的な賛意を表明する。そ してキリス ト教の盛

んな学校設立を傍観せず,僧 侶 は住職 ・非住職問わず急いで教員となるべきであると主張 し,

最後に今 こそ 「此普通教育の大権全国の過半を挙げて僧侶の手に握 る」大チ ャンスだ,と 僧侶

を鼓舞 して結んでいるのである。

実は,島 地 は1872年 の滞欧時まで,僧 侶が初等教育を担当すべ きであるという論を唱えて

いた。それが帰国して教部省および教化政策批判を行い,神 仏合同教化体制の解消へ と追 い込

むうちに,そ の説を転回させ 「教育 と宗教の分離」論に与するようになっていた。 このプロセ

スにっいては別の論考で詳述 したので繰 り返さないが47),そ れが再び,僧 侶の学校教育担当を

要請 したことは注 目される。戸城の議論に触発され,島 地 は自説の再転回を表明 したわけであ

る。

だが,島 地が戸城の議論を十分に理解 ・継承 したのか,と いえば,そ れは甚だ疑問である。

確かに戸城は僧侶の学校教育参入を提言 した。 しかし,「仏氏に質す」の結びには,「仏教の信

徒は幾人ありや,何 を以て信徒たるの証拠とするや,其 の資金は幾何にて,如 何に之を利用せ

らるるや,綾 に一丁字を解するほどの信徒にして教法の如何を知 らんと欲せば,何 経を読み何

書を講ずべきや 〔中略〕苦 しか らずば幸に垂教を吝む勿れ」とあり,仏 教の社会的な実情を正

確に把握 したうえでさらに実行 に向けて議論を深めていきたい,と いう姿勢を示 していた。一

方島地は,拙 速でも構わないか ら急いで教員を育成せよ,と 主張 してお り,決 して地 に足の着

いた意見を述べたのではなか った。 しか も,住 職が法事の合間に教員としての務めを果たす

「兼任」,無 職の僧侶が教員となる 「専任」,の 二っの形態に言及 してはいて も,還 俗の問題に

ついては触れていない。戸城が求めた,還 俗 して学校教育に参入す るという 〈覚悟〉 は,島 地
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の念頭 には置かれなかった。 「仏教界」 の維持,社 会的地位の確保が優先されたと言い換え ら

れよう。そして何より,現 状においてどれだけの数の僧侶が教員を兼務 していたのか,全 く省

み ることはなか った。旧稿でその一端に触れたごとく48),僧侶の教員兼務は日常的に行われて

いた。だがそうした末寺僧侶の現状把握を欠いたまま,た だ 「上か ら」掛け声だけが発せ られ

たのである。 この二っの論説を並べてみる限り,現 実を見据えて展開されるはずの 「仏氏に質

す」は,島 地に 「速に普通教育に従事すべ し」という 「激文」の材料を提供する結果に終わっ

た,と 言わざるをえない。

島地だけを責めるのは酷かもしれない。他の論者との比較を進め,諸 言説の布置をより明確

にする必要 もあろう。とはいえ,島 地は再び確かに あるいは再び無意識のうちに一 自

説を転回させていた。1880年 代後半の教育と仏教をめぐる言説は,キ リス ト教からの刺激を

一つの起動因 とし,両 者の接近をもたらした俗人教育参入論の高揚 と,現 状を吟味せず各人の

主義や理念のみに偏 しがちであった(そ れゆえに議論が百出しえた)徳 育論争 とが,微 妙に絡み

合 う様相を示 していた。島地 もまた,前 者の高まりを感 じっっも,後 者の喧燥のうちに身を委

ねていったのである。

第二章 教団 による俗人教育参入

1888(明 治21)年 を評 して,「 俄然仏教社会に,学 校,教 会,雑 誌等の増殖せ し」年であっ

たと,あ る仏教系雑誌 は述べている49)。この言を裏付ける,僧 侶のさまざまな学校教育への参

入が,こ の年の前後に見 られた。僧侶養成学校のカリキュラム変更50や,僧 侶による私塾の設

置51),あ るいは仏教少年教会52)・仏教青年会の結成などによって,各 地で俗人教育が次々に模

索 され,『 明教新誌』 などの仏教雑誌で も毎号の如くその態様の一端が紹介されるようになっ

たのである。前章で考察 したような言説のなかにも,そ うした試みをうけて公にされたものも

あると考えられる。

そこで本章では,僧 侶の俗人教育活動のうち,従 来あまり論じられて こなかったものに焦点

を当て,当 時の展開の多様性を確認 してゆきたい。すなわち,各 宗共同の私立学校設置,お よ

び宗派による公立学校の経営という二つの活動について考察する。その活動の全体像をこと細

かに探るという作業は史料上困難であるため,実 行に至る過程と背景を中心に,雑 誌記事を主

史料として検討することになる。

1宗 派を越えた私立学校の設置一 私立高等普通学校

明治前期において,宗 派立以外の仏教系私立学校で俗人教育を行 うものはきわめて少なかっ

た。 もちろん,私 塾の類 は存在 していたが,フ ェリス ・セミナリー,明 治学院,立 教学院,同
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志社,神 戸女学院 青山学院といったプロテスタントの諸学校に比すべきものはな く,前 述の

哲学館や,1887年 に成田山新勝1寺の英漢義塾53),そ して1888年 に女子文芸学舎,相 愛,六 和,

高陽などの女学校が設立される程度である54)。

ここで述べるのは,当 時仏教系私立学校 として大きな期待を寄せ られた,高 等普通学校にっ

いてである。従来その存在は仏教史家の問でも知 られていなが ら,十 分 に考察されてこなか っ

た同校は,教 団上層僧侶が中心 となって設立 された学校だが,各 宗共同という形をとった点に

小さからぬ意味がある。かつて1869(明 治2)年 にも,各 宗上層僧侶が結集 した諸宗同徳会盟

をもとに学校が設けられたこともあったが,そ れはあくまで僧侶養成を目的 としていた。だが

この高等普通学校では,僧 俗を問わず,仏 教の教義を通常のカ リキュラムに入れない普通教育

の実施を標榜 していた。以下,そ の設立過程 と概要を見てゆこう。

各宗共 同で俗人教育 を行 う私立学校の創設構想が最初 に公にされたのは,1887年 初頭 の

『明教新誌』 社説においてである55)。具体的にうたわれたのは,各 宗共同による高等中学校の

設置であった。前年4月10日 公布の中学校令(勅 令第15号)は 従来の中学校制度を引 き継 ぎ

っっ,尋 常 ・高等中学校の二種類制度が定められ,後 者 には 「上流の人物多数を養成する」56)

という帝国大学 に継 ぐ役割が期待された。 これは官立五校(東 京 ・仙台 ・京都 ・金沢 ・熊本)を

基本 としたが,山 口高等中学校 ・鹿児島高等中学校造士館(と もに1886年 設立認可)の ように,

有志の出資による設置申請も制度上可能であった。そこに目をっけ,仏 教各宗が結集 して 「確

実なる普通学を修め世間の士人 と其学力を斉ふせ しむる」高等中学校を構想 したのである。そ

の前提には,各 宗僧侶養成学校における普通学はあまりに低水準であり,高 等中学校 レベルま

で引き上げねば仏教における世人の信服 は得 られない,と いう認識があ った。そこで程度の高

い普通学カ リキュラムを擁 した,僧 俗間わず入学を許す高等中学校が必要となる。高等中学校

を仏教徒の手で設置すれば,① 各宗が別個 に行うという労力を省 ける,② 他宗派の兼学 もよ

り確実に行える,③ 各宗僧侶の気風を一定にできる,④ 徴兵猶予の特典 を受けられる,⑤ 俗

人生徒を入れることで仏教を弘められる,⑥ 学資を軽減できる,と いう六っのメ リッ トがあ

る。 こう主張 し,各 宗の管長および教学担当者へ設置を希望 したわけである。同様の意見は別

の仏教雑誌にも掲載されており57),その待望論は高まりをみせていた。

だが実は,こ の趣旨にのっとった高等中学校設立計画はすでに水面下で進行 していた。 『明

教新誌』 編集長の大内青攣は1886年 末より,在 京の新居日薩(日 蓮宗)・瀧谷琢宗(曹 洞宗)・

日野霊瑞(浄 土宗)・村田寂順(天 台宗)ら 各宗高僧と協議をすすめ,翌 年1月 には徴兵猶予の

対象 となる高等教育の学校を東京に設置すべ き案を携えて,京 都へ と向かう58)。それにあたっ

て各宗管長に示 された設置要請の書翰 には(1887年 ユ月21日 付),は っきりと 「一 は将来徴兵

令に対 し徴集猶予其他の特典を僧侶に獲得 し,一 は文明の世間に向て教師と公称するの責任を

尽さんこと」の二っの目的が記 されていた59)。ここから,高 等中学校設置にっいての六つのメ
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リットのうち,特 に各宗の賛同を得られる部分は④ だと認識 されていたことがうかがえよう。

同書翰 には,前 年11月30日 に徴兵令が改正(勅 令第73号)さ れて以来,ど の学校も徴兵猶予

を得 るべ く文部省へ働きかけていることが強調されている一方,他 の五点にっいては創立議案

の各論的説明のなかで述べ られているに過ぎない。依然 として各宗教団上層の関心は,第 一義

的にはエリー ト僧侶の確保にあったわけである60)。

さて,そ の創立議案には全13条 をもって,次 のような具体案が示 されていた。学課として

は,本 科(2年)・ 予科(3年,以 上官立の高等中学校同様)・初科(2年,予 科入学の準備)・別科(印

度哲学の初歩,有 志のみ)の4課 程。生徒は身分 ・年齢に拘わ らず,小 学校卒業程度の学力を有

する者を試験で選抜 し,普 通は予科ないし初科から始める。管理面では文部大臣の管轄下に入

り,中 学校令 ・諸学校通則(1886年 勅令第16号)に 従う。補助金は各宗か ら毎月1,000円 を寄

付 し,教 員給料 と生徒の学資助成で約半額ずっ用いる。校舎は東京の 「高燥清閑なる地所」で

「堅固壮麗なる建築」 を もってする。事務運営の委員として,僧 侶 ・信徒から各宗5名 ずっを

選ぶこと。以上の案を もって示された高等中学校設置は本山でも高評価を得,東 京でその手順

を協議するため各宗本山会議が開催されることになったという61)。設置を熱望する記事 も繰 り

返 し 「明教新誌』に掲載 されていたが62),そ の決定は同年夏のことであった。4月7日 に先の

4名 の高僧によって書面で協議することが提唱され,学 校規則を検討 したうえで東京府へ認可

を申請,8月12日 付で認可指令を得た63)。その規則は全8章55条 にわたる。校名を 「私立高

等普通学校」,校 舎位置を麻布笄町83番 地(曹 洞宗長谷寺内),生 徒を12歳 以上の男子 とし,

っいで公立の高等中学校にならった普通学のカリキュラム,試 験,始 ・終業時間,学 年暦 学

費,校 長以下の職員,生 徒規則 ・罰則などを定めているが64),こ れらは創立議案を大筋で継承

して細かく制定 したものと言える。

ただ し,各 宗共同という最初の予定は,早 くもほころびを見せていた。1月 の段階で,成 功

の見込みが薄いのではないかと危倶を表明する宗派や,共 同からの離脱を望む宗派もあり,さ

らに補助金をめぐって,「 補助金額(一 ヶ年一万二千円)は 十二宗三十余派悉皆共同 し凡其寺数

の割合にて酸出すべ き計算なりし。然 るに今や除名を乞ふもの三派,又 両度の照会に一度も回

答せさる者五派を除 き,更 に同盟賛成の宗派に於ても種々の事情ありて全分醸出 し得さる旨通

報せ られたる向きもあ」 る状態に至ったという65)。そこで,発 起人の宗派を中心に曹洞宗4万

円(初 年2,000円),日 蓮宗2万4千 円(同1,200円),天 台宗1万 円(同500円),計7万4千 円を,

同校創立および永続の資金として醸出する20年 契約を結び,真 言宗 ・臨済宗妙心寺派 ・真宗

本願寺派の出資も追加する予算を立てたが,他 の宗派からは寄付の申し出さえなく,設 立当初

にして共同の看板 も資金繰 りも危 ういものがあった。

ともあれ高等普通学校 は,1887年9月20日 に長谷寺本堂 に仮教場を開き,翌 日か ら実際の

教授をはじめ㈹,翌 年1月8日 に正式な開校式を行った。大講堂,教 室,寄 宿舎を合わせると
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600坪 以上 の規模で,校 舎 は落成 した。式には内務 ・文部省や東京府庁などの官吏,由 利公

正 ・前島密 ・小幡篤次郎 ・外山正一 ・高田早苗らの著名人,畔 上楳仙 ・釈雲照 ・島地黙雷 ら

150名 ほどの僧侶 と発起人 に加え,同 校幹事たる大内青轡,20余 名の教員の うち三宅雄二郎

(雪嶺),辰 巳小次郎,三 浦宗治郎らが参加 し,フ ェノロサの記念演説は中止 になったものの,

盛大な滑 り出しを見せた67)。不安視された資金面でも,佐 々木東洋や河瀬秀治 ら僧俗の有志か

ら,多 い者で100円 単位での寄付が相次ぎ68),寄付 しなかった宗派へ も末寺僧侶か ら批判が提

出され69),さ らに真言宗と補助金の正式契約(年 額1,000円)も 交わ し,何 とか持ち直 して進み

出したようである。なおその契約書には評議員2名 の優先選出や,同 宗高僧か らの推薦を受 け

た生徒に限 っての入学免除などの特典が付され,宗 派僧侶や檀家の入学を態愚 していた70)。

同校には当初40名 ほど,の ち100名 ほどの在校生徒を抱えていたのに加え,1889年1月 か

らは講義録 も刊行する7D。 これは遠隔地で入学困難な者に向けた自宅学習用の月刊テキス トで,

全19科 目の要点を60頁 に連続講義 し,購 読者は質問を郵送できるという通信教育的なもので

あった。 同校教員はその執筆 も受け持ったが,そ の陣容としては,黒 川真道(国 語),名 取弘

三(漢 文),鮫 島晋(算 術),菊 地熊太郎(修 辞学),国 府寺新作(心 理学),辰 巳小次郎(日 本歴

史)な ど,東 京大学(帝 国大学)出 身者をず らりと揃えていた72)。こうした意欲的な教育活動

は,「 府下私立諸学校中尤 も学科完全 し,且 っ器械其他 も全備 したる学校なるが殊に同校の特

性とも云ふべ きは生徒の品行正 しきこと」 と称賛されるほどであった73)。もちろん,大 内青轡

肝いりの学校であったゆえ 「明教新誌』に美辞麗句が並んだという面は否めないが,教 員 に多

くの学士を擁 してもおり,単 なる贔屓目だけにとどまらない内容が備え られていたと思われる。

ところが,自 慢の教員陣の名を並べた講義録広告が出された直後,突 然高等普通学校 は

1890年8月 限 りで閉校 される。後は曹洞宗が施設を引きうけ,中 学林(同 宗の僧侶養成学校)

を設けると報 じた 『明教新誌』 の記事では,「 都合の意味深重にして我等の了解 し能 はざる所

なれど,各 宗共同とあれば敢て費用の支へがたきにも非ざるべ く,又 各宗共同上に破壊を来 し

たるにも非ざるべく」 と述べ られている74)。閉校理由は検討材料に乏 しく,明 らかにはしえな

い。ただ,先 に見た講義録が 「仏教の臭味」を抜いたもの,と して広告 されている点には注意

を払 う必要があろう75)。購読者開拓のためとはいえ,創 設時の各宗共同という理念を否定する

文言を盛 り込んだことに,何 らかの転換を見ることも可能だか らである。

あっけなく終焉を迎えた,こ の各宗共同による俗人教育の私立学校経営については,入 学者

数や俗人 ・宗派僧侶の割合,あ るいは経営における主導的役割を担 った曹洞宗の動向76)など,

まだ解明さるべ き基礎的な課題 も多い。だがそれらの検討 は別の機会に行うこととし,先 へ進

みたい。
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2真 宗大谷派による尋常中学校経営

次に見るのは,真 宗大谷派による俗人教育である。本願寺派の動向は別に検討 したが77),大

谷派 は高等普通学校 にも関与することな く,ま た違 った方策を推進 した。

近代 における大谷派の僧侶養成制度は,1875(明 治8)年 にその一っの起点を見いだすこと

ができる。すなわち,同 年7月5日 の法主大谷光勝(厳 如)に よる学制改革の諭達以後,従 来

の最高学府であった貫練場を大教校(の ち貫練教校と改称,26歳 以上)と 位置づけ,そ の下に中

教校,そ して各府県 に小教校(正5歳 以下)を 設けることとなった。 さらに,少 数精鋭のエリー

ト教育をすすめる育英教校(17歳 以下),小 教校で僧侶養成にあたる人材を養成する教師教校

(18～35歳)を 本山に新設 し,前 者では外国語 ・印度学 ・宗教学 も教授 した。ついで1880年

には制度改編が始 まり,育 英 ・教師 ・中教校を合併,大 教校進学や小教校教師,専 門研究を志

望する 「俊才」を養成す る場 として上等教校を設置する。それは宗学研究の専門部 と,宗 乗 ・

余乗 ・漢学 ・英学 ・数学 ・天文学 ・梵学を教授する兼学部の二つに分けられ,後 者の修了者が

前者へ進めるとい う階梯であった。また,地 方の小教校でも宗乗 ・余乗に加えて修身 ・作文 ・

算術 ・地理 ・歴史 ・物理など,普 通学が必修となっていた78)。この点は,本 願寺派がちょうど

同 じ頃に共立教校(各 教区に設けられた宗派立の僧侶養成学校)の カ リキュラムか ら普通学を排除

したのとは,正 反対 と言える。 もっとも,実 際には地方の小教校の活動はふるわず,1883(明

治16)年9月 には本山の宗学重視方針に伴って,宗 乗 ・余乗 ・経史 ・雑部 ・素読 ・説教の6科

目と改められ,そ こか ら算術が消える。 しか しその3年 後には地方教校規則が制定され,活 動

の振興と再度のカ リキュラム改正(算 術も復活)に 至 っている。 おそ らく 「はじめに」 で触れ

た本願寺派の普通教校開校(1885年)が,そ の契機となっていると推測される79)。

その後 も月単位で目ま ぐるしい制度変遷を経てゆくが,地 方の小教校に関 して重要なのは,

京都の小教校が大学寮兼学部へと包摂されたことである。1886年,大 学寮(大 教校)の 普通学

部門を強化 し,一 般の尋常中学校に準拠 したカリキュラムを組んだ兼学部が発足 し,そ こに京

都教校の生徒を移管 した。 この改革にっいては,同 年に公布された中学校令(一 府県一校という

原則)に よ って急減 した公立中学校を補完する役割を担 うべ く,「兼学部が一般の中学教育を

目指 したものであることは明らか」 とも評される80)。だが,そ の説明はおそらく正確ではない。

公立中学校の役割を果たすならば,俗 人にも等 しく門戸が開かれている必要があるが,兼 学部

は末寺僧侶子弟のみを対象 としているからである。

とはいえ,「 一般の中学教育を目指」す方向は,別 の手段で模索された。一っは,兼 学部附

属簡易科の設置(1887年7月)で ある。京都府下の勤労青少年を対象に夜間教育を施すもので,

正信偶 ・和讃や,英 語 ・数学 ・簿記などを講義 した。生徒は翌8月 時点ですでに106名 にの

ぼったが,そ の後の詳細 は不明である81)。

そしてもう一つが,公 立尋常中学校を経営するとい う方策であった。有名なのは,京 都府立
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尋常中学校(現 在の府立洛北高校)の 経営である。その経緯にっいては他にも研究がなされてい

るので82),そ れらに依 りっっ経営委譲に至る経緯をごく簡単に述べてお く。文部省は各府県に

高等中学校の設立経費10万 円の負担を打診 していたが,京 都府知事北垣国道は1886年11月

の府会で,そ の負担をのんで誘致を進めることを公表 した。 だがこの10万 円とは府の総支出

の約五分の一 にあた り,従 来の府の教育予算の3倍 に上 るものであった。府会の反対意見 も

あったが,地 方税で賄 ってきた府立尋常中学校を廃止す ることで反対論 も鎮静 され,翌1887

年に第三高等中学校設置と府立尋常中学校廃止が決まった。 このときすでに,北 垣には後者の

維持にっいて地方税支弁以外の 「計画す るの見込」があった。それが,大 谷派への経営委譲で

あった。 北垣は大谷派参務 ・渥美契縁と種々の談合を経て,1888年4月1日,府 立尋常中学

校は 「京都尋常中学校」と名称を変え,「開校」式を挙行する運びとなった。開校時の生徒は,

兼学部か ら移管 した197名 を含め367名 。同校では一般の普通学と,宗 乗 ・余乗 ・哲学を教授

する別科を設け,校 長 には大谷派給費生 として東京大学を卒業 した徳永(の ち清沢)満 之 を据

えた(同 年6月)。 そして年間5,000円 の寄付金を納入 し,管 理運営の中枢を握る商議員にも教

団から4名 が名を連ねた。か くして大谷派は俗人 ・僧侶子弟共学の中等教育に乗 り出したわけ

である。

この大谷派の関与は,二 っの側面から説明される。京都府の尋常中学校費支弁の困難を,大

谷派に肩代わりしてもらうという,経 済的な緊急措置という府の事情。そ して,荒 井明夫 も指

摘す るように,「 進学校の組織化を通 じて社会進出を行い,自 派の社会的有益性を実証」 する

という大谷派の思惑である83)。荒井の指摘は,英 語 ・数学に力を入れたカ リキュラムである同

校を 「上級学校進学準備型」 と位置づけた84)ためであったが,大 谷派の俗人教育をより広い視

野で見た場合,ま た別の説明が可能と思われる。

そこで,京 都以外の事例 にも触れておくことにしたい。大谷派が乗 り出 した尋常中学校経営

は,金 沢でも行われた85)。1887(明 治20)年4月,金 沢には第四高等中学校が設置され,そ れ

まで附属中学科を持 っていた石川県専門学校 も高等中学校へ敷地 ・校舎 ・資産および生徒を移

管 した。 このとき石川県内には高等小学校卒業者の進学先が実質上消滅することとなったが,

京都府同様に高等中学校への出資がもとで財政難をきたし,県 立の尋常中学校設置は困難 な状

況にあった。そこで石川県 は,同 じ金沢にあって,教 育程度の向上を意図 していた大谷派の加

賀教校 と合同す ることで,新 たな中学校の設置を画策 した。1888年10月23日,県 知事 ・岩

村高俊と同書記官郷田兼徳 ・徳久恒範,そ して大谷派の新法主 ・大谷光螢(現 如)と を経営者

として,共 立尋常中学校の設置が認可され,12月23日 に開校式が行われた。

開校式での岩村の告辞によれば 同校の教育目的は 「他 日高等の教育 に入 り,又 は社会の実

務に就 く」 ことのできる学力の養成にあり86),僧侶子弟には宗乗 ・余乗を別科 として教授する

という点でも,京 都 と同様であった。生徒は旧加賀教校生徒30名,金 沢小学別科生約100名,
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私立戊子義塾中学科生約50名,そ して高等小学校卒業生 ら,257名 が入学 した。 校長には,

第四高等中学校教員を務めていた今川覚神が委嘱された。今川は井上円了 ・徳永満之と同様,

給費生 として東京大学へ留学 ・卒業 したエリー ト僧侶であり,こ こでも京都との共通点を見出

す ことができる。職員 は県書記官の徳久 と県学務課長橋本一済,県 師範学校長内山行貫,大 谷

派からは本山における教育部門の責任者の一人である,教 学部長 ・梅原譲が就任 した。運営費

にっいて は生徒の授業料(月 額50銭)を 除 けば,大 谷光螢の名での寄付金(年 額1200円)で

賄 っていたが87),石 川県の大谷派寺院に割賦 していたという説 もあり88),詳 しい全貌は明らか

ではない。いずれにせよ,大 谷派の主導性を,校 長 ・職員 ・資金面か ら見てとることができよ

う。

翌1889年1月 下旬には最初の定期試験を行い,入 学時に仮に4・5級 に振 り分けた等級を

確定 させたが,そ の頃にはすでに30名 の退学者 ・除籍者を出している89)。なお,同 年9月 か

ら12月 までの共立尋常中学校の様子は,大 谷派本山発行の機関紙 『本山報告』で次のように

報告されている。

教員 本学年より第三級の授業に着手せ しを以て同級支那歴史講師を第四高等中学校助教

諭三宅少太郎に嘱托 し,又 英国人ジョージブラウン氏を雇入れ第三級以下各級の英語読方

を受持 しめ,又 体操科授業は従来石川県尋常師範学校教員伊藤自道に兼務を嘱托せしか,

十月一 日より予備役陸軍々曹福見常太郎を専務教員に雇入れ,又 英語教員藤分法賢は依願

解雇せ り

入学生徒 本学年始即ち昨年九月定期応募の生徒は八十六名,其 合格に付入学せし者は六

十六名(内 士族二十名,平 民四十六名にして大谷派僧侶十八名)に して第三級へ入 りし者一名,

第四級へ入りし者七名,第 五級へ入 りしもの五十八名なり

生徒現員 昨年十一月末生徒の現員は合計二百二十四名に して之を各級に分配すれは左の

如 し

第 三 級 第 四 級 第 五 級 通 計

普通科 三一 九四 七〇 一九五

別科兼修 四 五 二〇 二九

合 計 三五 九九 九〇 二二四

高等中学応募 昨年九月第四高等中学校生徒募集に際 し本校生徒の応募者は四十名にして,

内本部予科第三級へ一名,同 補充第一級へ三名,同 第二級へ三名,医 学部第一年級へ三名

合格転学せ り。之を該校入学合格者の纏員に比すれは四分の一に当たれ りgo)

ここでは,在 校生は年初 とほぼ同じ220名 ほど,入 学者における僧侶子弟の割合が3割 弱,
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第四高等中学校への合格者数が全体の四分の一,と いったデータが読み取れる。そ して,教 員

に外国人を雇っている点で,C・H・ ボール ドウィンを雇用 した京都府尋常中学校 とまた相似

をなしている91)。こうした項目に沿った成績報告が 『本山報告』上で両校 ともになされている

こと自体,金 沢の共立尋常中学校が京都府尋常中学校同様の役割を期待された存在であったこ

とを示唆する。荒井明夫の先の指摘は,京 都のみならず金沢で も妥当する。すなわち,大 谷派

は高等中学校の誘致をきっかけに空白となった尋常中学校の経営を受け持っことで,高 等中学

校進学を目指すエリー トを養成する存在として,社 会的認知を得ようとした,と の理解は成 り

立っだろう。

しか し大谷派は同 じ時期に,異 なる契機か ら中等教育 レベルの学校を独自に設置 して もいた。

1888(明 治21)年 に名古屋に置かれた,大 谷派普通学校がそれである92)。普通学校は尋常中学

校程度の教育を僧俗間わずに実施するものであったが,愛 知県には高等中学校が置かれず,京

都府や石川県のような問題は生 じていない。むしろ,大 学寮兼学部が京都教校を包摂 したのに

ならって,名 古屋の尾張教校を継承 ・包摂する(1889年7月)と いう経緯93)をへて設置された

ものであった。 しか も尾張教校はすでに前年に閉校 し,同 年2月 には残 った生徒たちを引きう

けて普通学校の授業が開始されていることか ら,尾 張教校を発展解消 して普通学 に重 きをおく

という意図か ら出た動きだと言える。また6月1日 には大谷光螢の来訪 に合わせて開校式を挙

行 し,そ の際光螢が 「僧俗を問はす智徳完全の教育を施 し,別 に仏教科を設けて宗門自他の教

義を学 はしむ,予 其美挙なるを嘉みし嚢 に已に其事を認許せ り」 と告辞 したように,普 通学と

仏教の教義学習という二本立ての教育内容を維持 していた。そして校長 には,南 条文雄が就任

した94)。南条 は徳永 ・今川 より10歳 以上先輩にあたり,1876年 にオ ックスフォードへ留学,

マックス ・ミュラーに梵語学を学び,帰 国後 は東京大谷教校教授 ・帝大講師を務めた,大 谷派

随一のエリート学僧であった。

ただ,大 学寮兼学部 にな らったのだとすれば,末 寺僧侶子弟だけを対象に教育を行えばよい

はずである。それをなぜ,敢 えて僧俗間わずに教育する学校としたのであろうか。また,前 項

で見た高等普通学校のように,完 全に仏教色を脱することは,な ぜ しなか ったのだろうか。

先 にも述べたとおり,中 学校令によって一府県一中学校 という原則が打ち出され,1886年

の段階で中等教育 自体が不振に陥ることになっていった。それが不都合 を招 くのは,当 然進学

すべき人口を相対的に多 く抱える都市部であろう。その部分を担 うことは,確 かに社会的有益

性をアピールする一手段となる。一方,僧 侶養成学校の教育水準向上 はどの宗派でも共通の課

題となっていたが,1887年11月26日 に大谷派参務 ・渥美契縁が発表 した 「教学振起の方針」

にも,「地方教校の程度を進むる事」 が目標として掲げられていた95)。その 「方針」 には具体

策こそ書かれていなかったものの,学 事諮問会を設けて各地方から委員を招集 してその方策を

議論すべきこと,お よび地方教校の振興を担 う教学策進委員を新設すること,の 二点が記され
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ていた。すなわち,各 地域の学事状況や教育に関す る要求にっいて,教 団上層が耳を傾 ける姿

勢を表明しており,末 寺僧侶やその支持基盤たる檀家の声 も届 きやすい状況になっていた。そ

して もう一つ,高 等普通学校の場合 と同様に,自 宗派僧侶養成学校が徴兵令猶予特典を得 るた

めにも,俗 人を受け入れる必要があったと思われる。

そうした諸条件の交点において出された答えが,僧 俗共学の尋常中学校設置であった。第1

弾が,本 山のお膝元 ・京都での尋常中学校経営,第2弾 が名古屋での普通学校設置,そ して第

3弾 が金沢での共立尋常中学校設置であり,そ れぞれ徳永 ・南条 ・今川という派内きってのエ

リー ト学僧を校長 として送り込んだと見ることができる。大谷派系の雑誌にも,尋 常中学校卒

業程度 に相当する教育を行う機関として,大 学寮と京都 ・名古屋 ・金沢の3校 が列記されてお

り,そ うした同等の扱いが共通認識であったことが うかがえる96)。また愛知県 ・石川県とも元

来大谷派の勢力が強いところであり,生 徒は少数とはいえ,教 校の活動を支える末寺および門

徒の資金力は安定 していた97)。それを期待するには,加 賀 ・尾張教校の吸収 という形態ではあ

るが,普 通学だけでな く教義学習の学課を設け教校的な機能も残す ことで,末 寺 ・門徒の支持

を確保することが要請された。また言うまでもなく,大 谷派としても自宗派僧侶の養成上,普

通学 と教義学習の二本立ては欠かせないものであった。

以上,大 谷派が行 った僧俗共学の尋常中学校経営にっいて検討を加えてきた。名古屋普通学

校の設置を視野におさめることで,高 等中学校設置の副産物のように見 られてきた京都 ・金沢

の事例 も,い わば大谷派の 「戦略」 のなかで(な いしは他宗派との対照のもとで)捉 えねばなら

ないことが,理 解 されよう。 「戦略」 というからには,そ れを採用する内在的な理由は何か,

およびいかなる将来的展望を備えたものであるかが,こ れらの事例から一層問われねばならな

いが,そ の検討にはさらなる史料の博捜が必要となる。 ただ,大 谷派は1889年 から京都府高

等女学校に対 しても年額2,000円 の寄付をもって維持 ・運営を担 うようになっており98),女子

教育を含めた構想の存在を考えていく必要があるという点は指摘できる。そ して,大 谷派が高

等普通学校の設立 ・寄付に参加 しなかったことも,宗 派独自の俗人教育 「戦略」の存在を示唆

しているように思われ る。尋常中学校 レベルの教育を担おうとした大谷派と,そ れより上級を

対象にしぼった高等普通学校参加の各宗派の意図,こ の両者の比較 も興味深い課題となろう。

第三章 小学簡易科 と 「慈善」

前章で検討 したような教団主導の俗入教育参入は,中 等以上の生徒をターゲットにしたもの

であり,ま た僧侶養成における教育水準向上という目的も有 していた。それに対 して,僧 侶養

成を含まない俗人教育 として最 も大 きな展開を示したのは,貧 児教育である。1885(明 治18)

年4月10日 に公布 された小学校令(勅 令第14号)で は,小 学校の階梯 として尋常小学科 ・高
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等小学科(修 業年限は各4年)を 基本とし,他 に 「土地の情況に依 りては小学簡易科を設けて尋

常小学科に代用す ることを得」(第15条)と 定めた。 この簡易科 とは,主 に貧困ゆえの不就学

児童を対象にした修学年限3年 以内の課程で,学 科目としては読書 ・作文 ・習字,そ して特に

重 きをおいた算術の4科 目に限定 され,授 業時間も1日2～3時 間 としたものである。また尋

常 ・高等小学科が受益者負担(授 業料を主たる基本財源とする)の 方式を採 るのに対 し,簡 易科

は無償制を基本 とし,区 町村費 ・地方税で経費 ・教員俸給を補助す るシステムであ った。文

相 ・森有礼はこの簡易科に相当大 きな期待を寄せ,簡 易科設置による就学率向上(1887年 段階

で就学率45%)が 列強に伍 して独立国として進歩する基盤になると述べたように99),国 家的意

義か らも重要視 していた。1889年 度には全小学校26,102校 のうち11,810校(約45%)が 簡易

科で,生 徒数 も全体の約26%を 占めた100)。そ してこの制度をきっかけに,私 立の 「宗教的慈

善学校が多数開設された」 のであ り,「比較的のちまで永続的に経営された学校があらわれは

じめた」 と指摘される1Gl)。そこで本章では,そ うした僧侶 による小学簡易科設置の展開とそ

れをめぐる言説にっいて考察 したい。

1僧 侶による小学簡易科設置

【表】 は,僧 侶ない し信徒有志 による簡易科 ・貧民教育施設の設置事例数を年代 ・地域別に

示 したものである。最初に確認すべきことは,こ の表はあくまで現在残存する雑誌史料を中心

とした調査結果であり,全 貌を示 したものではないという点である。簡易科設置の全体数か ら

すればごく微々たるもののように見えるが,そ の点は大いに留保すべ きである。調査に際して

利用 した雑誌 も 『明教新誌」など東京で刊行されるものが主で,全 国の細かな情報まではフォ

ローできない面 もあり,各 地方の雑誌を丹念にあたってゆく必要 もあろう。おそ らくこの数字

を遙かに凌駕する設置が予測されるが,さ しあたり現段階で判明 している分 について,先 行研

究の成果をもとに 【表】に示 しておいたのである。それを踏まえると,東 京府の事例が多く見

【表】 仏教者による小学簡易科・貧児教育施設の設置

※中西直樹 「教育勅語成立 直前 の徳育論争 と仏教徒 「貧児教育」」(『龍谷史壇』105,1996)8～10頁 の表 に,筆 者 の調

査 による以下 の新規判 明分 を加 えて算 出 した。
・慈善小学校1889年12月15日 開校,神 奈川県相川村 ・法雲寺(『 浄土教報』23号)
・慈恵会1890年7月(?)開 校,滋 賀県湖東 ・浄雲寺(同 前45号)
・宇和島慈恵義塾1889年6月12日 開校 ,愛 媛県宇和 島(『 明教新誌』2605号)
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いだされることは当然であるが,そ の中からある程度具体的な設置過程,教 育内容なども明 ら

かになってくる。なお東京府の小学簡易科にっいては土方苑子の先行研究があり102),仏教者

のそれについても中西直樹が詳細に検討 しているので103),これらを参照 しつつ論 じてゆ く。

僧侶の簡易科設置について,現 在確認 されている最初の事例は1886(明 治19)年2月 の山梨

県西山梨郡に設立 された福田学校であるlo4)。そして同年の うちにも,あ と二校の設置例が見

られ る。これ らは各地 の信徒による俗人教育要求の高まり105)に対応 した,多 分に個人的な活

動 というべきであろう。 というのも,翌 年における東京府の事例をみた場合,地 方行政のてこ

入れによって推進された部分 も小さくなく,そ れ以降も同様に行政および教団の推進力を もっ

て行われたか らである。

東京府で直接的に大 きな流れを作 り出したのは,大 谷派僧侶 ・寺田福寿と東京府学務課長 ・

庵地保の議論である。 寺田は1887年2月,東 京府下各宗寺院協議所に対 して意見書を出 し,

キ リス ト教のように 「世俗普通の学校を設て無縁の諸人を誘引する」ことが仏教の教線拡大に

も有効であると主張,具 体的な方策を述べた。すなわち,府 下各宗寺院が私立小学校,と りわ

け簡易科をなるべ く数多 く開校す ることを提唱 したのである。資金の面では,生 徒数4～50

名以上規模の簡易科を開校 した者へ協議所から保護金を支給する,保 護金は府下1,500か 寺か

ら5銭 ずっ醸出 して賄 う,な どの方法を提示する。そ して,ま ず東京府か らはじめて各地の寺

院へと及ぼしてゆけば,津 々浦々に存在する小学校のことゆえ,大 学などより重要な布教施設

を全国に布置することになる,と の見通 しを示 したのであった106)。寺田は社会活動の推進に

よって仏教界の改革を志向する人物であり,意 見書を出 した直後にも,自 身の改革論を披露 し

ている。そこでも教育参入の必要性を説いて,そ の実現可能性や僧侶の教員 としての能力を疑

問視する 『明教新誌』記者 に対 しても,こ う答えている。

僧侶の一分 にある者なれば何んぼ馬鹿坊守でも少 しく注意すればまさか俗家の小児の御守

りの出来ぬ者 もあるまひし,設 ひ今 は算術等に困るとするとも今では大分に世間に御学者

様が出来た故,暫 くっ ＼頼むとかすればよし。又其気持にさへなれば段々小僧を師範学校

へ入れるとか,又 仏門の学校を師範校にするとか,色 々好き工夫 も出て くる訳なり。加之

教法学校 も今の有様では例の世俗 とは別世界の如 くなれども,已 後は急度何れの宗学校 も

必ず俗人が望て も入学 して徳のとれる様にして,彼 耶蘇教学校の如 く唯朝夕に礼仏読経等

をす る斗 りで,其 他の課業 は世俗の学を習て居ると思ふ内に,は や已に其俗学は仏教の高

尚なる道理 にてありしかと思わず知 らず も仏者となるの趣向になりもしやうし,又 せねば

な らぬこと＼思はる＼なり1G7)

僧侶がたとえ簡易科に必要な算術の能力に欠けていたとして も,当 面はその心得のある者に
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依頼すればよい し,修 行中の若い僧侶を師範学校に入学させたり自前の師範学校を設置 したり

という工夫 もできる。また宗派立学校の門戸を俗人にも対 しても開き,礼 拝 と読経以外は普通

学を教える学校とすれば,特 に仏教の教理を教えずとも無意識のうちに仏教への信仰心を培 う

ことができる。寺田はこのように力説 した。 ここで重要なのは,ま ず教育内容 として仏教教理

を直接教えずとも感化 しうる,と する見解である。仏教的徳育をカ リキュラムに組み入れるこ

とな く,長 い目で見ればおのずと 「仏者 となる」者を増やす ことができるはずだ,と いう考え

であるが,そ の意図はむ しろ,小 学簡易科に科目として修身が定め られていない点への配慮に

あったと思われる。つまり,原 則として教理を教えない学校である簡易科の設置に,な ぜ仏教

者が関わる必要があるのかという疑念が生 じることを想定 して,そ れへの説得的な説明として

用意 したものであった。その点は,僧 侶の算術への苦手意識 という,従 来から指摘されて きた

懸念をクリアする方法をわざわざ提示 していることからもうかがえよう。

寺田はこのように,僧 侶が俗人教育に参入する際の心理的 ・実際的なハー ドルを十分認識 し,

それを除去することを念頭に置いて言説を展開していた。そしてその最たる見解が,僧 侶の役

割を 「慈善」 に置 くことであった。「学校 も一分は僧侶の仕事なり」 と僧侶の俗人教育参入の

必要性を説 くとき,注 意すべきことに,寺 田は同時に 「育児院感化院訓盲唖院施病院等」 の

「慈善主義の事業」 も重要視 していた108)。寺田において貧児教育は,そ のどちらも果た しうる

「慈善」主義の教育事業という位置づけにあったのである。

では庵地保はいかなる見解を提示 していたか。1887(明 治20)年3月27日,庵 地 は東京教

育談会にて 「東京府下貧困児童の教育法」 と題 した演説を行 っている109)。そこでは貧児教育

を僧侶に託すという方法を挙げ,寺 院を小学簡易科として利用すれば,僧 侶 に対す る世間一般

の信用もある上,資 金面で も信徒からの寄付を得やす く都合がよい,と 主張 した。そしてこの

方法の推進にあたって,「近日聞 く所に依れは府下二千有余の寺院に於て何歎相談の序に談貧

民教育の事に及ひ,目 下大に計画する所ありと 〔中略〕此程此貧民学校の計画に尽力せらる＼

と云ふ僧侶某氏に逢ひ其談を聞 くに,氏 は僧侶中にても頗 る改進の考を以て往々時弊に的中す

るの言論 も小なか らず」 とあることから,「僧侶某氏」=寺 田との相談があ ったことは間違い

ない。その寺田へ向けて,庵 地は 「世之慈善家に於て配慮せ られ度事にも相考居候」 と述べて

おり,こ こで も 「慈善」の語が用いられている。

ただし,教 育内容にっいては寺田と相異がある。 僧侶が俗人教育を引き受ける以上,「 傍 ら

宗教上の感化を与ふること最 も大切」であるか ら,修 身科を設けて仏教教理を平易に説 くべき

であろう。 それは仏教自身にとっても利益 となる,「 我国の宗教に一層の光栄を添ゆるが故に

仏教万歳 と申して差支なかるべ し」。 庵地 は礼拝や読経 とい う儀礼的なものにとどまらず,科

目に修身を設けて教理を平易に説 くことを積極的に推奨 したのである。その理由としては,下

層社会の貧民に宗教による徳育 は当然必要だか ら,と 述べているが,庵 地が別の場で述べたも
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のを見 るとこうある。

本来教育は之を受 くる当局の本人の為に頗る有益なるのみならず,国 家の為には種々の禍

源を除き去 りて犯罪者等の数も次第に減すべき程の価直あるものなるに,其 教育は不幸に

も国民の一半又は三分の二に止まるが如きことありては国家なる集合体の体面を維持する

上 に於て如何あるへきや。到底十分の秩序を保っ こと能はざるなり。其故は貧乏にして無

教育の者が多 く世の中に現はる ＼ときは種々の罪悪を犯 して国の禍を増進するのみならず

監獄には常に犯罪人の充満 して莫大の費用を要 し,其 費用には良民の納むる租税を以て之

に充っることなれは無教育にて罪を犯す者あればあるほど良民の負担する租税も量を加ふ

るの割合にして実に際限なき次第なり110)

まさしく,教 育行政に携わる地方官の立場が如実に表れていると言えるだろう。森文政を体

現するように,国 家の大計のための就学率向上 ・経営費用の合理化を重要視する考えが示され,

同時に犯罪者の減少という社会秩序維持の面を絡あて論 じている。ここに,国 家主義的教育 と

仏教との融合が,こ の簡易科設置問題を通 じて結びっいたわけである。寺田と庵地の言説 はそ

れを象徴するものであるが,寺 田と比べると庵地のほうが,1880年 の岩手県官員 ・平川靖,

第一章1で 挙げた 『時事新報』記事 と続 く宗教利用論の系譜上にあり,森 文政の もとで国家主

義と合理性の観点がより強 く打ち出されたものと言うべきであろう。

さて東京府では,寺 田 ・庵地のかけ声のもと,僧 侶が次々と小学簡易科を設けてゆ くことと

なる。1887年5月22日 に開校 した慈慰小学校(本 郷・高林寺)以 下,同 年だけで も7月 に同和

(小石川 ・常泉院),9月 に慈育(麻 布 ・善福寺),10月 に慈善(浅 草 ・日輪寺),慈 愛(下 谷谷中 ・本

立寺),開 善(浅 草),11月 に教友(深 川)の 各小学校が設立されていった111)。これらは,複 数

の隣接する区内の僧侶有志 と俗人が集まって協議を行 って学校永続規則を定め,該 当する区内

寺院の酸金で賄 うという資金 ・運営方法が確認された後に,府 へ申請を行うものであった。た

とえば慈懸小学校の場合,本 郷 ・小石川 ・下谷 の三区か ら僧侶60～70名,俗 人4,5名 が

集って協議 されたが,そ の際,庵 地 と本郷区長 らもその場に加わってお り,さ らに開校式当日

には東京府知事高崎五六,庵 地を継いだ同学務課長元田直 らも参列 し,祝 詞を述べていたll2)。

行政担当者がいかに僧侶の簡易科設置を重要視 していたか,そ して裏を返せばいかに行政の主

導力が大 きかったかがわかる。

それ らの小学簡易科では,校 舎は寺院,月 謝は無料を基本とした。慈慰小学校の場合,入 学

資格 として満6歳 以上 ・不就学 ないし就学猶予の証明書を持った者,定 員200名 と定め,教 員

数は3名,年 間の収入 は寺院か らの寄付による600円,設 立趣意に賛同する同盟者には同校へ

の何度かの授業参観 ・試験 の際の列席義務,な どが決められていた蜘。では,教 育内容はどう
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であったか。1889年6月,東 京浅草在住の教員 ・大植仙太なる人物が府内の小学簡易科を参

観 した際の実地報告を残 している田)。そこには,習 字 ・算術 ・作文 ・読書の4科 目が確認で

き,そ の教授を行 っている様子にっいて も,毅 然とした態度が欠如 している,興 味を引く授業

が出来ていない,と いった教員 らしい評価が加えられており,興 味深い。

そ して この実地報告では,も う一つの問題 つまり宗教教育を行 っていたかどうかにっ いて

も論 じている。大植が この実地見聞を行 ったのは,教 育者 として教育 と宗教の関係には注 目し

ていたが,両 者の分離の是非を問う際にはやはり実態の吟味が必須である,と いう思いに駆 ら

れてのことであった。そこで昨今僧侶が行っている貧児教育の現場を確かめるべ く,特 に共立

宏盟簡易小学校(牛 込区 ・長延寺)を 対象に報告 したのである。

まず見聞する前に大植が想像 していたのは,「 生徒等は身には垢を附け,臭 気伝々たる破れ

椎襖を纏ふならん」 「校舎は狭陰,不 潔甚 しからん」 「小使もなきならん」 「教師たるものは僧

侶か若 しくは仏教信仰家,大 抵は僧侶ならん」 「一人の教師に して非常 に多 くの生徒を受持す

るな らん」「宗務教育を主とせるならん」 といった姿であった。 しか し,生 徒の半数 くらいは

他の私立小学校と変わらない格好であるし,校 舎もむしろ広 く,小 使 もいる。受け持っ生徒数

も教員2名 に生徒90名 余という具合で,公 立小学校が教員1名 当たり80～100名 を担当する

のと比べてもゆとりがある。 しかも,「 当校の教師は円頭にあらず して斬髪の若先生,寛 袖に

あらず して着袴」であり,授 業終了後にその若い教員に信仰する宗教にっいて尋ねたところ,

「私共は仏教を信ずるでもなく,耶 蘇教を信ずるでもなく言は ゴ無宗教者なり」 と答えたので

ある。大植は不審を抱 き,最 後の宗教教育の問題にっいても,教 員へ質問を浴びせる。

問,「仏教者の設立せ しものならば其の目的宗旨弘布若 くは信仰を堅固にする為 ならん,

然るに其の之によらざるは何故なりや。」

答,「 幼少の頃宗教上の事を説 き聞かすは妙な恐怖心を起 し 「いじけた」 変な者 になる,

且つ各宗の児童相混ずるを以て甲宗の事を説かば乙宗の児童に適せず,乙 宗のことを説

かば丙宗のものに適せず,故 に一切宗旨は相加へず」

各宗僧侶の同盟によって設立 されたこの簡易科でなぜ仏教の教えを説かないのか,と 大植は

問い,若 い教員は宗教教育 自体の困難 と,各 宗信徒の子弟が集まっているなかで特定の宗派に

寄 った教育を行 うことはできないという問題とを指摘する。 しか もこの指摘が 「該教師一己の

意見のみにては是れなく貧民学校設立者井に其の教師等一般 に行はる＼意見 として」語 られた

ことに,大 植は衝撃を受ける。僧侶が設立 した小学簡易科で,庵 地が推奨 したような仏教的徳

育や,寺 田が想定 したような普通学のみでも宗教的感化を与え られるという見通 しさえ も,全

く果たされていなか ったのである115)。大植は当初の予想 を大 きく覆す結果 と,そ れが この宏
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盟簡易小学校のみではないという現状を前にして,僧 侶による簡易科設置の目的とその実現方

法の再検討を訴えた。すなわち,各 宗共同ではなく 「各宗独立 して貧民学校 を設置すべ し」

「教師は僧侶若 くは仏教信者ならざるべからず」と主張 したのである。

この大植の指摘は,僧 侶による簡易科設置,な いし俗人教育参入が内包 していた一つの問題

点を鋭 く照 らし出す。すなわち俗人教育に参入するという際,ど こまで 「仏教色」を打ち出す

べ きなのか一 学校設置にとどまるのか,教 員となるのか,礼 拝 ・読経を交えるのか,直 接

教理を説 くのか とい う問題が,具 体的に煎 じ詰め られて こなかったという点である116)。

これはすでに庵地と寺田の間でも考えに差異があったように,議 論がより深められるべき問題

であった。

もっとも仏教界においても,そ の問題に全 く無関心だったわけではないようである。それを

示す一っの証左が,簡 易科教員養成であった。寺田は1887年6月 に,東 京 ・駒込の吉祥寺

(曹洞宗栴檀林)内 に 「仏教会」を設けることを予告している117)。直接には 「仏教演説の練習を

なす」 ことを目的とし,加 えて仏典講義 ・西洋哲学 ・英学を僧侶に教授するものであったが,

実 は同会の卒業者が 「地方に帰れは小学教員となり得へ く,東 京にありては終に大学にも入り

得へきの度 に達せしめん」ことを最終目的としていた。寺田は教員として地元に戻る僧侶の輩

出を期待 していたのである。一方,曹 洞扶宗会による各地での簡易師範学校設置構想 も持ち上

がっていた。曹洞扶宗会とは,「宗意安心」(教義学習が目指すところ)や 教化法を樹立 ・一定に

することを目指 した曹洞宗の改革組織で,そ の中心には大内青攣がいた118)。1887年の発足か

らわずか一年で会員6,000名,3年 後には全国に1,000か 所以上の講社を設けた巨大な組織で

あった。その組織力を基盤に,各 地に小学簡易科,そ して東京に簡易科師範学校を設けるとい

う計画が1888年5月 になされている119)。その際 後者の卒業証書が各県簡易科教員の無試験

任用証となるよう請願することも盛 り込まれ,実 際に先を見越 して動き出す ことになった120)。

その計画は他宗派僧侶 も動かし,同 年8月 頃から教員養成学校設置について,東 京府知事高崎

と協議する。その結果,府 立にての設置 ・文部省からの熟練教員の出向が内定 し,同 校に設け

る寄宿舎生に対する食費援助のため 「簡易師範科伝習生資助を求る疏」 も出され121),同10月

3日 には 「東京府簡易科小学校教員速成伝習所」 の設置が府より布達されるに至 り122),翌11

月1日 に開校式を迎えた123)。同伝習所 は麻布笄町 ・高等普通学校内,お よび湯島 ・麟祥院の

二か所に校舎を設置 し,開 校時の生徒数は両校で180名 余,修 業年限は半年,卒 業後は修了証

書 を与え,教 員の資格認定 とした。1889年8月 に伝習所か ら文相 ・榎本武揚 に提出された報

告調書 によれば124),麻布校では卒業生92名 のうちほぼ全員が曹洞宗僧侶,出 身地 は埼玉15

名を筆頭に,青 森から大分まで25府 県に散 らばっており,入 学生の年齢 も18歳 から47歳 と

幅があった。湯島校は逆に卒業生38名 中僧侶は34名,そ のうち曹洞宗は1名 のみで,各 宗に

わたって在籍 していた。学科 目には読書 ・作文 ・習字 ・算術 ・修身 ・教育学があったが,詳 細
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は不明である。

東京府での速成伝習所の設置は,他 地域,と りわけ関東近辺での教員養成所設置をも促 した。

1889(明 治22)年8月 には静岡県,9月 には栃木県の曹洞宗務支局内に125),同年末には神奈川

県愛甲 ・高座 ・大住3郡 の僧侶有志共同によって,同 県厚木 ・高徳寺(曹 洞宗)に 設置 され

た126)。そして東京の伝習所の卒業生たちは,埼 玉県や北海道など自分の郷里で簡易科 を設置

していったのである127)。また,京 都の各宗共同組織 ・洪済会 も1889年12月 に,教 員養成所の

相国寺への設置認可を得ている128)。

以上のような伝習所設置によって,僧 侶教員を自前で養成する方針が採 られたわけだが,そ

の際僧侶がどのように仏教的徳育を施すのか,ま た一切行わないのか,と いう問題は依然 とし

て問われぬままであった。直接教授 しなくとも,感 化を与え られる,と い う寺田の見解が受容

されていたのであろうか。だがその寺田も 「仏教会」設置を企画 した際には,直 接的な仏教演

説を教員候補生へ伝授すべきだ と唱えていたのであるから,こ の問題に結論が出せずにいたと

考えられる。 とすれば,教 育と仏教 との関係を現場でどのように取 り結ぶのかを具体的に考え

てゆくことな く,ま ずは簡易科設置 ・僧侶の教員化をとりいそぎ目指 した,と 理解す るのが正

しいようである。1890年6月 上旬の各宗管長会議でも,議 題 として 「教育の普及を謀る事」

が挙げられ,簡 易科教員養成のための伝習所設置,僧 侶の教員担当を督励すべきことなど,各

宗の共同行動が提起 されて いる〕29)。仏教界全体で,僧 侶 の教員担当論が いわば公式見解 に

なったと言えるが,そ の際に大植が指摘 した問題にっいて議論された形跡はない。

ではなぜ,そ うした具体的議論が不十分なままに事態は推移 していったのだろうか。

2「 慈善」というアポ リア?

ここで,僧 侶による貧児教育の展開を支える要因が何であったか,と いう地点に立ち戻る必

要がある。

まず,行 政による制度的保証が挙げられる。尋常科の代替とはいえ,正 規の初等教育制度と

して簡易科が認定 されていたことはすでに述べた。次に,政 府の宗教教育政策の欠如 という側

面である。1880年 代から90年 代にかけて,宗 教家経営の学校,お よび宗教教育をどう扱 うか

とい う問題は,実 は政府 内で定見が存在 していたわけではなか った。1882(明 治15)年 か ら

1884年 の間,神 奈川県はキ リス ト教系私立学校の設置申請 とその宗教教育の監督方法にっい

て,文 部省へ幾度 も問い合わせを行 っている。文部省は,「 宗教に要する教授に候は ＼学政上

監督の限 りに在 らさる義 と可心得事」と述べるだけで,同 県令沖守固が 「如何なる教授か宗教

に要するや否やの区別判然せさる」 と伺 ってもその回答は要領を得ず,先 例に従 って 「彼是御

熟考の上適宜御取斗相成可然」とし,結 局地方官の判断にゆだねるばか りであった130)。

そうした曖昧 さは,仏 教各宗派立の学校の管理をめぐっても表出する。1884年4月,文 部
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卿大木喬任は 「宗教々育管理方の儀伺」を太政大臣三条実美に提出している。本願寺大教校は

文部省 と内務省のどち らが管理すべきか判断しかねる,と のことで,太 政官に問い合わせたの

である。その返答 は 「各派の本山に委 して監督せ しむるものなり」 と,文 部省の関与不要を告

げたものであった。 しか しこれは言うまでもなく,宗 教教育問題の棚上げに過ぎなかった。キ

リス ト教学校の扱いという,外 交問題にもっながるデリケー トな要素を孕んでいたからである。

この問題 は1894(明 治27)年 には再燃 し,内 相野村靖が文相西園寺公望に対 して,ど ちらが宗

派立の学校を管轄するのか と問い合わせ,文 部省は翌年6月,「 無関係の有様にて何等の監督

方法 もな く」過 ごしてきたが共にその方法を協議せねばならない,と の意見を述べていた。 し

かもそこには 「宗教学校の定義に関 しては追て此等学校の監督方法を設 けらる㌧際確定せられ

たし」 との付箋が貼 られており,い かに今まで宗教教育を行 う私立学校に対 しての見解を留保

してきたかが,そ こか らうかがえる。要するに,小 学簡易科の設置が進んだ時期には,宗 教家

の教育参入やその内容を規制する方向は全 く定 まっていなかったのである131)。このように,

僧侶の学校教育活動が行政に容認される状況にあったことが,貧 児教育活動へ乗 り出す背景を

な していた,と 考え られよう。

だが,貧 児教育の高揚の要因 として決 して軽視できないのは,こ れがまさに 「慈善」である,

と捉え られていたことである。それはまず 「慈育」「慈愛」などの校名に端的に表れているが,

先 の簡易科教員速成伝習所設置における天台宗妙法院門跡 ・村田寂順の答辞のように,「慈悲

を世に垂れ千枝を人に与へ天下同く悲智円満するに至 る,是 れ之を仏教最極の目的とす。世に

悲感すべ き者多 し。而 して資力欠乏するが為めに其最愛の子弟にして学に就か しむること能は

ざる者より甚 きは無 し」 と,仏 教本来の 「慈悲の心」に基づき貧児教育を自らの責務と位置づ

けてゆくのである132)。僧侶による簡易科設置の願書にも,ほ ぼ例外なく 「慈善」 事業である

ことに言及 されている。ただしそこには,た いていこのような文言が含まれていた。

我東京府下の如き人口繁密随て貧富の等差最 も甚敷,貧 者は益窮 し富者は益饒なるの勢に

推移候。然るに貧者の子弟たる目前の活計に困苦致し候より自然入校就学候事能はす,其

智識の昏昧なると生活の窮困なるとにより,不 知不識法令に背き懲罰に罹る者往々これあ

り。是所謂不教の民を して駆て法坑に陥 らしむる者にして,国 家文明の映典誠に憐れむべ

く傷むへきの至に存候。133)

先に見たように,庵 地保が僧侶による簡易科設置の必要性を説いた際の文言 と,何 ら違いは

ない。設置許可を得 るための文書という性格を差 し引いて も,貧 民層を犯罪者予備軍 と見なす

行政の立場 に沿ったものになっている。そこでの 「慈善」は,国 家的見地か らなされ,救 うべ

き対象 として貧民層が設定されるのである。1888年5月,東 京府学務課では 「近来極めて不
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完全なる小学校を設置するもの往々有之」状況に鑑みて,私 立小学校の新設 にあたって,校 舎

や教員,器 具,体 操場などで一定の条件を満たさないものは不認可 とす る内規を定めている。

しか し,そ こには 「但慈善主義を以て設置する貧民学校の如 きは此限 りにあ らす」という例外

が付されていたのである134)。東京府において 「慈善主義」 が簡易科の代名詞,そ して教育の

内実を問われない護符 となりうるものでもあった。 「慈善」 という語 は,仏 教的な慈悲を謳 う

場合 と,右 のような国家主義的教育における意味あいで,簡 易科設置許可 に必要な枕詞 となっ

た場合とがあり,二 っの意味を包括 していたと言えるだろう。

もちろん,そ れを偽善的な美辞麗句 としてのみ把握することもまた,正 確ではない。おそ ら

く実態としては,「 慈善」 の名の下に,宗 派の違いを越えて貧児教育活動へと向か う場合 も,

個々の有志僧侶が簡易科設置に踏み出す ことを励ました場合もあったろう。ただ,こ こではそ

れらの個別事例を吟味 し,「慈善」なるものの内実の善 し悪 しを云々するっ もりはない。 む し

ろ,多 様な思惑を包摂するキーワー ドとして,当 時この 「慈善」という語が頻繁に用いられ,

結果的に僧侶の貧児教育の高揚へとっながっていったことにこそ,注 目すべきだ と考えられる

のである。

1880年 代末 ごろか ら,仏 教雑誌においては,「慈善」を仏教本来の責務 として語 る言説が急

増する。特に,1890年 に 『明教新誌』 に掲載された社説 「貧民救憧原論」 は,そ の最たるも

のと言えよう。6月20日 か ら9月6日 にかけて23回 にわたるという,同 誌上では類を見 ない

長大 な連載 となったことか らも,仏 教界でいかに大 きな話題 とな って いたかが うかがえよ

う135)。最初にその目的として,「 法務的慈善の観念」から,貧 民及び 「可憐」児童の苦境救出

にっいて討究することが挙げられ136),全36章 に及ぶ議論が展開される。 非常に長いこの論説

を大雑把にまとめれば,「 菩薩慈悲の行願を満足 して,抜 苦与楽する」 ことが仏教本来の務め

であると定義 し137),政 府が杓子定規に行 うのとは異なった,仏 教の教理に基づいた 「慈善」

という考え方を貧民の現状分析を踏まえて説いたもの,と 言える。

このような社説が掲載 される背景には,磐 梯山噴火(!888年)138)や 西 日本 ・東海を中心 とし

た暴風雨(1889年)139),そ して1890年 の恐慌をめぐって,被 災者救血および貧民への施与が盛

んになされるようになってきていたことと並んで14。),やはり貧民を対象 とした簡易科設置 と

いう 「慈善」実践の広 まりがあったと言える。その第四章 「貧民を救憧 し又たは其の救 血を勧

奨するは宗教家の本務の一分とす」では,資 力ある信徒に救血せ しめて財施の功徳を積ませる

ことで,僧 侶 も徳を積むというのが本来の姿(檀 那波羅密)だ が,今 日では一定の財力を持っ

僧侶 も多いので僧侶 自身が財施 し,布 教の好便宜とすべきである,と している141)。「貧民救仙

原論」では具体的に学校教育にっいて述べている部分はないものの,右 の基本的な考えに照 ら

せば,簡 易科設置がそれに一致することは明 らかであろう。すなわち簡易科設置 は 「慈善」で

あることによって,被 災者や貧民への救憧とともに,仏 教の社会的存在意義を示す重要な事業
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として展開 してゆく,は ずであった。

ところが,僧 侶による貧児教育活動は1890(明 治23)年 後半以降,縮 小の道をたどる142)。

直接のきっかけは,1890年10月7日 に公布 された,第 二次小学校令である(勅 令第215号)。

この全面改正で,簡 易科の制度 自体が消滅する。この消滅の理由はいくつか考え られる。当初

期待 していた就学率向上に大 きな進歩が見 られなかったこと。簡易科設置によって,区 域全体

が貧困であるかのような印象を外に与えることへの忌避。市町村における財政面での困難,な

どである。そうした制度喪失をうけて,僧 侶の俗人教育参入そのものへの関心 も,全 体的に薄

らいでゆく。

制度の消滅だけが問題なのではなかった。翌1891年4月 の各宗管長会議の臨時会議 におい

て,窮 民救助活動の強化が決議された143)。前年の同会議で提起されていた教育に関する項 目

は,こ こでは立ち消えになっている。仏教界の関心事から,俗 人教育が後退 しっっあったこと

が うかがえる。 その動向を決定づけたのは,同 年10月 に発生 した濃尾震災であった144)。これ

に対する被災者救[血の記事を,r明 教新誌』 をはじめとする仏教雑誌は連日掲載 していった。

このとき寺田福寿 は,今 こそ仏教の学校教育参入の好機 と捉えた論説を発表する。すなわち,

被災地域 における寺院を小学校に利用 し,簡 易科のような体制で もってしのぐこと,被 災 した

僧侶はその間上京 して教員養成機関での学習に従事 し,終 了後に寺院に戻 り教員 として学校教

育 にも携わること,を 主張 したのである145)。寺田は僧侶 による俗人教育参入をここでも主張

したわけだが,も はや少数意見で しかなかった。むしろ有力な各宗僧侶によって展開されたの

は,貧 民救血という 「慈善」事業の功を争 うことであった。濃尾震災発生直後から,仏 教雑誌

にはかってないほど被災者救助に関する記事であふれかえり,義 掲金の額や追吊会の実施など

が美談 と共に連 日報道されてゆくのである146)。

言 うまで もないことだが,こ こで被災者への救血活動を場当たり的だと非難するっもりは全

くない。ただ,俗 人とりわけ貧児を対象にした学校教育よりも,目 の前で 「慈善」を示せる,

また社会的にも認知される他の事業に容易に転化 したことは指摘 してお くべきであろう。貧児

教育を 「慈善」 と捉える認識が,高 揚 していた俗人教育参入を簡易科設置という形で実現する

合 い言葉の役割を果たしたのは確かである。だが,制 度面での保証を失ったとき,仏 教界全体

に広がりっっあった俗人教育の自律的展開を阻んだのも,こ の 「慈善」意識であったのではな

いだろうか。1889年 に各宗寺院共同で設置された晋善学校(青 森県八戸)に っいて述べた雑誌

記事には,同 盟寺院のなかに維持費を出さないものが少な くないことを問題視 し,「 陸奥地方

に限 らず東京市下なる同主義の学校賛成員の中にも其初めに慈善者の一分に加はりながら今 日

に至 り月費 も納めざるものありといふ」 事態を批判するものがあった147)。最初だけ 「慈善」

に加わってあとは無関心,と いうこの 「流行」への警鐘は,す でにその後の展開を十分に予告

していたのである148)。
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お わ り に

本稿で得 られた考察結果にっいて,三 っの章で論 じた局面を脈絡づければ,少 なくとも次の

三点が指摘できよう。

第一に,徳 育論争と並んで(あ るいはそれ以前に),僧 侶教員兼務を含めた俗人教育への参入

が論 じられていたことである。 これが理念先行の徳育論争とともに当時の言説空間を構成 して

いた点は,僧 侶の小学簡易科設置を促 した要因としても重要であろう。

第二に,に もかかわ らず,僧 侶が俗人教育を行 うとは具体的に何を指すのか,そ の議論が成

熟せぬままに教育活動が展開されたことである。簡易科のような学校を設置 して事足れりとす

るか,僧 侶を教員 とすればよいのか,あ るいは礼拝や読経といった儀式を導入するのか,教 理

の内容まで深 く入り込むべきなのか。大植仙太が簡易科の現場で見出 したように,こ の問題が

現場では必ず生起 していたはずである。それは僧侶養成の側面 も持 った高等普通学校,お よび

大谷派経営の尋常中学校 においてはともか く149),簡易科では,ま ずは学校 と教員 さえ自前で

作ればよいという程度の考えに落ち着いていた。そうした性急さは,島 地黙雷が僧侶の学校教

員兼務を唱えたときの口吻にも,ぴ たりとあてはまるものであった。

そして第三に,当 該期の僧侶の俗人教育参入を促 したのが,「 慈善」 という言葉であったこ

とである。貧児を対象 とする簡易科設置は,そ れが仏教本来の慈悲に基づ くものであるとする

理念 と,国 家的見地および社会秩序維持の立場か ら必要であるという認識,そ して仏教の社会

的な存在意義をア ピール したいという思惑 とを,「 慈善」 の名の下に包み込んで実行 された。

ゆえに,そ れ らを充足する他の事業(た とえば震災後の救助・復興)が 登場すれば,そ ち らへと

容易に転換す ることになる。教育を直ぐに 「結果」が出ないもの,と 捉えるならば,結 果がわ

かりやすい形をとる別のものへと流れていったのだ,と 表現することも可能だろう。他方で大

谷派の尋常中学校経営 も,1893(明 治26)年 には京都 ・金沢とも府県の経営に復 し,翌 年 には

名古屋普通学校 も含めて,真 宗中学寮として再出発する150)。もちろん,女 子教育や障害児教

育,あ るいは少年保護の場に僧侶が活躍することはあった。だがそれらは概 して一部の僧侶の

個人的な努力によるものにとどまり,簡 易科設置のような大きな波を作 り出すには至 らなかっ

たのである。

特に三点目はきわめて重要である。簡易科をはじめとする俗人教育の退潮 と,教 育勅語の発

布(1890年10月)か ら内村鑑三 「不敬」 事件,そ して 「教育 と宗教の衝突」論争(1892～93

年)へ 至る時期とが,見 事なまでに符合するからである。 これは果た して単なる偶然であろう

か。同論争で仏教界は,キ リス ト教が日本の学校教育に不適合である旨を主張 し,内 村やその

擁護者を糾弾するばかりであり,も っぱら国家主義的教育の支持 に与する151)。教育勅語を軸

とした教育の場における天皇崇拝という踏み絵は,キ リス ト教のみならず仏教にもふりかかる
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抑 圧 で も あ った はず で あ る。 しか し,後 年 に高 山樗 牛 が 「仏 教 徒 が 教 育 宗 教 の衝 突 論 に際 して,

専 心 井 上 〔哲 次 郎 〕 氏 を 援 助 して,と も に基 督教 を 攻 撃 した」 こ とは 「甚 だ笑 ふ べ き矛 盾 」 で

あ る と憤 慨 した よ う に,仏 教 界 は その 問 題 性 の 自覚 を欠 いて い た152)。

宗 教 教 育 とは何 か,あ る い は教 育 の 場 で の仏教 の 役 割 は何 か,と い った 問題 を具 体 的 に考 え

る契 機 に あ ふ れ て い た は ず の 明治 中期 。 そ の時 代 を 現場 の 直 視 よ り も,「 慈 善 」 の か け声 の な

か で 慌 た だ し く過 ご した仏 教 界 。 そ の あ りよ う に こそ,樗 牛 が指 摘 した 「教 育 と宗 教 の衝 突 」

を 自 らに突 きっ け られ た 問題 と しえ なか っ た,大 き な理 由が 内在 して い た の で はな か った ろ う

か 。 こ の状 況 証 拠 に基 づ く仮 説 は,さ らに後 年 にま で時 期 を延 ば して考 察 を す す め る こ とで,

精 緻 に検 証 せ ね ば な らな い だ ろ う。 た だ少 な くと もそ の過 程 は,近 代 日本 の学 校 教 育 にお け る

「非 宗 教 」 性 の 形 成 を論 じる上 で決 して看 過 で きな い重 大 な局 面 で あ り,キ リス ト教 や 「国家

神 道 」 だ け で は明 か し得 な い地 平 を指 し示 して いる よ うに考 え られ るの で あ る。

注

1)世 襲で はな く俗 人が入門 ・出家 して僧侶 となる宗 派の場 合,僧 侶養成 自体が 「俗人教育」 とも

見な され うるが,本 稿での 「俗人教育 」は出家 しない学齢 期の信徒子弟,あ るいは非信徒子弟に

対す る学校教育,と いう意味で限定 的 に用 いる。

2)谷 川 穣 「教 部省 教化 政策 の転 回 と挫折 一 「教育 と宗 教 の分離」 を中心 と して 一 」(『史林』

83-6,2000。 以下拙稿Aと す る),「 明治一〇年代 にお ける僧侶 の学校教員兼務 一 教育 と仏教

の近代史 にむ けて の一視角 一 」(『仏教史学研究』49-1,2006。 拙稿B),「 明治前期 における僧

侶養成 学校 と 「俗人教育」一 真宗本願寺派普通教校 の設置 をめ ぐって 一」(「日本の教育史学』

46,2003Q非 出稿C)0

3)最 近 の代表 的な ものを挙 げれば,山 口輝臣 「明治国家 と宗教』東京大学 出版会,1999,齊 藤智

朗 「井上毅 と宗教」弘文堂,2006,な ど。

4)「 国家神道 」 の研究 において,そ の布教 のエー ジェ ン トとしての学校教育 は重要 であ りなが ら

ほとんど取 り組 まれてこなか った,と 島薗進 は指摘す る(島 薗進 「国家神道 と近代 日本 の宗教構

造」(「宗教 研究』329,2001))。 学校教育への注 目を喚起 す る島薗の指摘 は正 しいが,教 育史研

究 において は,「 国家神道」 と教育勅語 の不即不離な関係を前提 と して,勅 語 や 「御真影」 など

の アイテムを備え た学校儀式 の体系 を明 らかにす る研究蓄積 はすでにあ る(た とえば山本信良 ・

今野敏彦 『近代教育 の天皇制 イデオロギー一 明治期学校行事 の考察 』新 泉社,1973,な ど)。ま

た,羽 賀 祥二 「明治維新 と宗教』(筑 摩書房,1994)は 教導職,仏 教,「 国家神道」を ともに考察

す る貴重 な先行研究 であるが,学 校教育が十 分に視野 に入 って こない。一般 に学校教育史で は仏

教が,仏 教 史で は学校教育が,そ れ ぞれ領分 の外 として扱 われ,そ の関係性を具体的 に追 うこと

は少 ない。 ま して,い わゆる 日本近代史(教 育史研 究では 「一 般史学」 などとも呼 ばれ る)の 研

究者 には,そ の両方 が 「仏教学」 「教育学」 の専門分野 とみな され,研 究対象 と して十分射程に

入 らない傾向が あ ったよ うに思 う。

5)平 松理 英 「会員 諸君に告 く」(『令知会雑誌』12号,1885年3月)。
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6)同 志社 の大学校設置構想 の推移 につ いて は,『同志社百年史 』通史編1,1979,第8章 。

7)当 該期 の排耶演説 にっいて は,大 濱徹也 「明治 キ リス ト教会 史 の研究』吉 川弘文館,1979,坂

口満宏 「一八八〇年代 ・仏教 の反 キ リス ト教運動 排耶論 の普及 と結社 ・講談会活動」(同 志 社

大学人文科学研究所編 「排耶 論の研究」教文館,1989),福 井純子 「排耶 とい う トレン ドー 一 八

八〇年代京都 の宗教事情 一 」(「立命館大学人文科学研究所紀 要」80,2002),な ど。

8)山 口前掲書,第4章 。

9)大 濱前掲書,第2章 第2節 。

10)拙 稿B,48頁 。

11)「 僧侶教育 の方法 を論 す」(『奇 日新報』284・285号,1884年10月3・5日 付)。

12)「 仏蘭西 の普通学校 」(『明教新誌」2123号,1886年12月10日 付)。

13)『 令知会雑誌』13号,1885年4月 付。

14)た とえ ば,無 為窟吉川 円従 「浄土宗代議員諸師に望 む」(「明教新誌』2085・2086号,1886年

9月24・26日 付),桐 蔭居士石村貞一 「問答」(「令知会雑 誌』36号,1887年3月 付)。 また,

僧侶養成学校 が俗人教育 に乗 り出す事例や,俗 人対象 の私塾 が設置 される記 事 も増加 してい った
 ママコ

(「雑誌及学 熟 」(同 前24号,1886年3月 付),「 教海波瀾 新潟 県上 越後の実況」(同 前33号,

1886年12月 付),な ど)。

15)「 明教新誌」1959号,1886年1月4日 付。

16)「 東洋大学百年史』 資料編1・ 上,1993,10頁 。

17)平 川 の意見 にっいては拙稿B,第 皿章を参照 され たい。

18)木 戸若雄 「明治 の教育 ジャーナ リズム』近代 日本社,1962,29頁 。

19)村 尾憧太郎 「僧侶 に教員 を兼ね しむべか らず」(『教育時 論』55号,1886年10月25日 付)。

20)「 教育報知』56号,1887年2月26日 付。

21)木 戸前掲書,59頁 。

22)下 谷 ・村 岡生 「日本教 育に宗教 を適用す るの利 害」(「教 育報知」63号,1887年4月16日 付)。

23)若 狭 ・江口盛徳 「全」(同 前)。

24)米 沢 ・咬菜生 「道徳 を論 して教育 に宗教を適用 するの問に答ふ」(『教 育報知』73号,1887年

7月2日 付)。

25)江 刺 ・本多澄雲 「日本教 育に宗教 を適用す るの可否」(「教育時論』85・86号,1887年8月

25日 ・9月5日 付)。

26)石 蓮子 「教育 の根原(埼 玉私立教育会演説)」(「明教新誌 』1987・1989～1991号,1886年3

月4・8～14日 付)。 なお,同2152号(1887年2月14日 付)に は,「 石蓮子 盧津実全」 と署

名 した漢詩 が掲載 されてい るが,こ の 「石蓮子」 は一般 名詞で もあ り,必 ず しも藍津実全 と同一

人物 とは断定 で きない。 後考を期す。

27)小 野 は,条 約改正問題へ の傾倒を きっかけと して,「 慨我 帝国真成之歴史 而伝於海外者少,為

未厚本邦之信用 」 との認識 か ら日本史の研究 ・叙述 に踏 み出 して い った(「 留客 斎 日記」1883年

7月29日 条,「 小野梓 全集』 第5巻 早稲 田大学 出版部,1972)。

28)『 明教新誌』1991号,1886年3月14日 付。

29)文 部官僚 が僧侶 養成学 校に対 して一般学校教育振興の妨 げとみていた点 につ いては,拙 稿C,

第1章2を 参照 。

30)元 田永孚 「森文相 に対 す る教育意見書」(大 久保利謙編 「森有礼全集』 第2巻,宣 文堂 書店,

1972),463頁 。
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31)『 大 日本教育会雑誌 』68号,1887年11月 付。

32)久 木幸男 「徳育 論争」(久 木幸男 ・鈴木英一 ・今野喜清編 『日本教育論争史録』 第1巻 近代編

(上),第 一法規 出版,1980),69頁 。

33)中 西直樹 「教育勅語成立直前 の徳育論争 と仏教徒 「貧児教育」」(『龍谷史壇』105,1996),14

～23頁 。

34)内 藤恥隻 『国体 発揮 』博 文館,1889。

35)菊 池熊太郎 「理 学宗」(「大 日本教育会雑誌』72～74号,1888年2～4月 付)。

36)西 村茂樹 『日本道徳論 』訂二版 哲学書院,1888。

37)「 徳教 の主義 は各その独立に任 す可 し」(「時事新報』1889年2月9日 付,「 福沢諭吉 全集』 第

11巻,436～439頁)。

38)「 森有礼全集 」第1巻,659～660頁 。

39)「 小学校 の徳 育」(『教育報知』221号,1890年6月21日 付)。 お よび 「徳育鎮定論」 興文社,

1890。

40)た だ し,信 教 の 自由を根拠 とした③ の論者 もいた。 『教育 時論 』 の記者 であ る西村正三郎 は,

「徳育 の ことは教師次第」 として,特 定宗教 に基軸を決定す る必要 はな く,信 教 の自由を侵 さな

い限 りで の宗教 教育 も容認 して いた(西 村 「徳育 の話」(「教育時論」113号,1888年6月5日

付)。 教 師次 第 という認識 は先の 「石蓮子」 とも共通す る部分が あ り,あ るい は西村 のよ うな考

えが教育雑誌 にお ける仏教論不在の もう一 っの要因 であ ったか もしれない。

41)「 宗教論(一 ～五)」(「 教育報知』95～97・102・103号,1887年12月3日 ～1888年1月

28日 付)。

42)中 西前掲 論文,22頁 。

43)『 教育報知 』103号,1888年1月28日 付。

44)た とえば 「教 育時論』96号(1887年12月15日 付)で は,さ っそ く河野於菟麿 「加藤弘之君

の徳育方 案を読む」が掲載 され,101号(1888年2月5日 付)に は 「徳育 に関す る諸論説」 と題

し,市 村 竹馬 「徳育 に耶蘇教 を用ふべ きを論 ず」,山 城 ・荒木真 「道徳 を修 練す るに宗教主義 に

由 るの可 否」,宇 治 山田 ・瀬尾吉 重 「徳育上加藤 弘之君 の意 見 を読 で感 あ り」,福 島 ・木村知治

「日本教育 に宗教 を適用せん とす る論者 に告 ぐ」,福 地復一 「加藤 弘之氏 の徳 育方法案を駁 す」 の

4編 が,102号(同 月15日 付)「 徳育上の諸論説」 には甲斐 ・土屋夏堂 「学 校教育に は宗教 を用

ふ るの要 な し」,蜻 蛉生 「西村先生 の問に答ふ」,隠 酉生 「徳育 と宗教 との関係併せて国民之友 の

評者 に答 ふ」の3編 が一挙 に掲載 され た。

45)「 教育報 知』130・131号,1888年8月4・11日 付。

46)『 令知 会雑 誌』54号,1888年9月 付。なお,同 論説 は 『島地黙 雷全集 』第2巻(本 願寺 出版部,

1973),341～346頁 に収録 されているが,同 全集附録(1978)の 解題 には 「明治十二年一 月同

誌 に掲載 」 と誤記 されてい る(28頁)。 最近 の村上興 匡 「明治期仏教 にみる 「宗教」 概念 の形成

と 「慣習 」」(島 薗進 ・鶴 岡賀雄編 『〈宗教〉再考 』ぺ りかん社,2004)に も,「明治二二年」 に発

表 された との誤 りがある(218頁)。

47)拙 稿A,第3章 を参照。

48)拙 稿B,第1章 を参照。

49)岡 無外 「明治二十二年 を迎 ふ」(『法之雨』13号,1889年1月 付)。 同誌 は名古屋の真宗大谷派

有志 によ って刊行 されていた雑誌で ある。

50)一 例 のみ挙 げれば,1888年7月22日 付 の 「明教 新誌』 による と,北 越曹洞宗専門支校 におい
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て数学 ・物理 ・論理学 などの普通教 育を9月 か ら導入す る とい う(2401号,蔵 六居士 「新潟県

曹洞宗寺院諸子 に望 む」)。

51)た とえ ば1886年,原 坦 山(曹 洞宗)は 俗人 も入塾 でき る仏教 私塾 を,東 京 ・牛込 の万 昌院 に

設 けている(「雑誌及学熟」(「令知会雑誌 』24号,1886年3月 付)。 翌1887年 の大阪で は,禅 僧

有沢香庵が 中学校初歩程度 の私立学 校を設 け,豪 商 ・鴻池 の出資を得 て400名 ほ どの生徒 を集 あ

て いる(「 教海波瀾」 同前40号,1887年7月 付)。 また同年9月11日,福 井 県の大谷派各寺 院

が福井宝永上町 に 「学場」 を開場,教 義 と一般 の教育 内容(普 通学科)と を俗 人子弟 に も門戸広

げて教育す る計画 であることが,報 じられている(「福井県通 信」(「教育 時論』88号,1887年9

月25日 付))。

52)や や時期 を遡 って紹介 した ものに,中 西直樹 ・阿部純宏 ほか三名 「明治前 期の仏教少年教会」

(『研究紀要(京 都女子大学宗教 ・文化研究所)』7,1994)が ある。 また当時の仏教雑誌 を探 れ

ば,1887年1月 に大 阪府堺 で大 谷派少年教会 が設置 され,毎 日曜 日に少年80～90名 を集 めて

仏教説話 を行 っている,と の記事が見え る(『令知会雑誌』37号,1887年4月 付)。

53)も ともと1883年 に北総英漢義塾 と して発足 していた もの を,成 田山新勝寺 が継承 して新 たに

設 けた学校。英漢義塾 については 『成 田市史」近 現代編1986,『 創立百周 年記念史料集 一 成 田

英漢義塾か ら百十一年 一』成 田高等学校,1998,な ど参照。

54)仏 教系女学校 の設立 については,中 西直樹 『日本近代 の仏教 女子教育」 法蔵館,2000。

55)「 興学私案」(「明教新誌』2134～2137・2143号,1887年1月6～12・24日 付)。

56)前 掲 『森有礼全集』第1巻,537頁 。

57)石 村貞一 「学校設立策」(「令知会雑誌」34号1887年1月 付)。

58)「 各宗協同大学校設立」(同 前)。 なお,同 誌 で は日野 で はな く福 田行 誠の名を挙 げていたが,

当時福 田は東京深川 ・本誓寺 に隠棲中で あり,「各宗協 同普通学校 」(『明教新誌』2143号,1887

年1月24日 付)に 挙 げ られていた日野 と誤 って記 されていた もの と考 え られ る。

59)「 四大僧正書翰」(同 前2146号,1887年2月2日 付)。

60)真 宗東西両門主 の 「関心」 の在処 にっ いて は,拙 稿C,37～38頁 。

61)「 各宗協同高等 中学校」(「明教新誌』2153号,1887年2月16日 付)。

62)た とえば 「中学校創立の必用」(同 前2工72号,1887年3月28日 付),「 和敬会員某氏 の手簡」

(同前2174号,1887年4月2日 付),な ど。

63)「 高等普通学校設立(其 二)」(同 前2249号,1887年9月4日 付)。

64)同 前2246～2249号,1887年8月28日 ～9月4日 付。

65)注63に 同 じ。

66)「 高等普通学校」(「明教新誌』2260号,1887年9月26日 付)。

67)「 高等普通学校 開校 式」(同 前2311号,1888年1月12日 付)。

68)「 高等普通学校寄付 」(同前2291号,1887年11月28日 付)。

69)進 藤祖梁 「私立高等普通学校 開業式 を聞 き感 あ り書 して黄葉宗 内の諸大徳 に質 す」(同 前2314

号,1888年1月18日 付)。

70)同 前2337号,1888年3月8日 付。

71)同 前2487号,1889年1月20日 付。

72)「 普通学講義録発行 広告 」(同前2764号,1890年8月24日 付)。

73)「 高等普通学 校」(同 前2749号,1890年7月24日 付)。
 マ マ コ

74)「 高 等 普 通 学 校 の 開 校 」(同 前2765号,1890年8月26日 付)。
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75)注71に 同 じ。

76)1888年 夏,新 潟県 曹洞宗 務支局 は,高 等 普通学 校へ の就学 勧奨 を 同県末寺 へ諭達 して い る

(『明教新誌 』2396号,1888年7月 正2日付)。曹洞宗 の動向 を考察す る際,こ のよ うな東京以外 の

地方 で高等 普通学校が ど う捉え られた のか,と いう側面 も一 っの切 り口 として有効で あろう。

77)非 出稿CQ

78)以 上 の制度的変遷 については,「大谷大学百年史』通史編2001,82～87頁 。

79)「 大谷 中高等学校九十年史』1964,20～23頁 。

80)同 前,28頁 。

81)同 前,30頁 。

82)『 京一 中洛北高校百年史」1972,荒 井明夫 「明治 中期府県管理 中学校 にお ける 「官」 と 「民」

一 京 都府尋常 中学校 を事例 として 一」(『日本教育史研 究』8 ,1989),小 林嘉宏 「京都 府会 にお

け る中学校論議」(本 山幸 彦編 「京都府会 と教育政策』思 文閣出版,1990),な ど。

83)荒 井明夫前掲論 文,50頁 。 なお荒井 は,大 谷派 は一貫 して巨額 の負債にあえいでいた ことを

強調 して いるが(た とえば同前48頁),渥 美契縁 がその負債を明治20年 代 に一気に償却 してゆ

くとい う指摘 もあ り(前 掲 『大谷中高等学校九十年史』,32頁),残 る負 債を重 視す るか,着 実

に償却 してゆ く面 に力点を置 くかは,論 者 によって異な る。

84)前 掲 「京一 中洛北高校百年 史』,125頁 。

85)金 沢 での事 例 の概 略 について は,石 川 県教育会金 沢支会 編 『金沢市 教育 史稿』1919,270～

271頁,お よび 『金沢一中 ・泉丘高校百年史』前 編,1993,20～23頁,を 参照。

86)『 本山報告』42号,1888年12月15日 付。

87)同 前49号,1889年7月20日 付。

88)前 掲 「金 沢市 教育史稿』,271頁 。

89)『 本 山報告」45号,1889年3月25日 付。

90)同 前55号,1890年1月15日 付。

91)前 掲 『京一 中洛北高校百年史」,121頁 。

92)大 谷派普 通学 校 につ いては 『尾張学園百六十年史 』学校法人尾張学園,1988,53～84頁,参

照。

93)『 本 山報告 』49号,1889年7月20日 付。正確 には,普 通学校 に移管 された生徒が1889年7月

に卒業 した時点 で,尾 張教校 は正式 に包摂 されることとな った。

94)同 前36号,1888年6月15日 付。

95)同 前30号,1887年12月15日 付。

96)「 宗学 校」(「法之雨』63号,1893年2月 付)。 ちなみにそれよ りやや程度の低 い(尋 常 中学校

3年 修 了程度)も の として,大 谷 ・米北 ・米南 ・越 中 ・美 濃 ・三河 ・越前 の各教校 が挙 げ られて

いる。

97)尾 張教 校の前身 ・尾張小教校 は,地 元末寺 と門徒 の寄付 などによ って 自立採算 で経営 されてい

た。前掲 『大谷中高等学校九十年史』,18頁 。

98)小 山静子 「高等 女学校教育」(前 掲本山幸彦編 『京都府会 と教育政策』),314～315頁 。 なお

1888年8月14日 付 の 『日出新聞』 は 「女学校費の負担お断」 と題 した記事 で,本 願寺派 が大谷

派 の尋常 中学校経営 にな らって,高 等女学校 の資金提供 を申 し出た ものの,府 はそれを断 ったと

報 じてい る。

99)1887年11月13日,大 阪府尋常師範学校 におけ る演説 。『森有礼 全集 』第1巻,579頁 。

-73一



人 文 学 報

100)小 学簡易科にっ いての主な先行研究 としては,田 中勝文 「明治 中期 の貧民学校 一 小学 簡易科

制 度の実態分析 一 」(『日本 の教育史学』8,1965),川 向秀武 「小学簡易科 論」(『人文学報(東

京 都立大学人文学部)』82,1971),国 立教育研究所編 『日本近代 教育百年史 』 第4巻,1974,

101～112頁,久 木幸男 「慈善洛東学 院 とその周辺」(「横浜国立大学 教育紀要』22,1982),中

西前掲論文,土 方苑子 『東京 の近代小 学校』東京大学出版会,2002,第3章 第1節,軽 部 勝一郎

「岩手 県にお ける小 学簡易科の研 究」(『地方教育史研究』23,2002),な どが ある。

101)田 中勝文前掲論 文,41頁 。

102)土 方苑子前掲 「東京の近代小学校』,第3章 第1節 。

103)吉 田久一 『日本近代仏教社会 史研究』吉川弘文館,1964,第2部 後編 第5章 第3節 。

104)中 西前掲論文,9頁 。

105)拙 稿C,第 且章参照。

106)「 寺田福寿氏 の意見書」(「明教新誌』2158号,1887年2月26日 付)。 寺 田福寿 について は,

三 宅 守常 「明治仏 教 と教 育 勅語(四)真 宗 僧寺 田福寿 の術 義書 の場 合」(『大 倉 山論 集』26,

1989),藤 原正信 「真宗僧 侶寺 田福寿 と福沢諭吉 一 「教育 勅語説教』 の周辺」(「龍谷史壇』121,

2004),な ど。

107)「 寺 門改革茶 話」(『明教新誌」2167号,1887年3月18日 付)。

108)「 寺 門改革茶話 追白」(同 前2166号,1887年3月16日 付)。

109)『 教育報 知』64・65号,1887年4月23日 ・5月7日 付,お よび 「貧 児教育法」(『明教 新誌』

2212・2213号,1887年6月20・22日 付)。

110)「 貧困児童の教育を僧侶 に依頼す るの説」(「明教新誌 』2230号,1887年7月26日 付)。

1U)中 西前掲 論文,8～9頁 。

ll2)『 明教新 誌』2202号,1887年5月30日 付。

113)『 教育報 知』68号,1887年5月28日 付。

114)「 各宗共立貧民学校 の批評」(『浄土教報』11・12・14号,1889年7月10日 ～8月25日 付)。

115)た だ し,1889年7月1日 の文部省訓令第3号 に よって,小 学簡易科 への修身科設置 を認め る

とい う改正 が行われて いる。

116)そ して もう一 つ,各 宗共同であるが ゆえ に積極 的に教 理 に基づ いた徳育を行 えない,と い う

見解 も見 逃せないだろ う。各宗共同 とい う形 で間口を広 くとれ ば,運 営 資金 たる寄付金 が集めや
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