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≪お詫びとお断り≫ 

 本研究においては，学会大会事務局への題目報告後に，研究内容を大幅に改良いたしましたので，

それに伴って題目も変更いたしました。この点について，お聴きくださる皆様にお詫びとお断りを

申し上げます。 

 

◆要約◆ 

横田三郎は，徹底して労働者階級の立場に立つ教育，すなわち社会主義革命を展望した「平和と

科学と民主主義の教育」の構築を叫びつづけたが，彼の理論発信には 2つの問題点があった。 

1つ目は横田が，特定の時間・空間において言わずもがなの現状認識をもつ読者・聴衆に対して

発信した著作や講演を，そのまま活字化して公刊したために，別の時間・空間において別の現状認

識をもつ読者に対して，辛辣な言い方にはなるが，目を覆いたくなるような内容のメッセージを発

信してしまったことである。すなわち著書『教育反動との闘いと解放教育』において彼は，「被差

別部落住民は総じて，困難な問題を『容易に』理解できる，学力の高いエリートである」，「解放

運動は，一枚岩の部落解放同盟の指導の下に行われている」というフィクションを，あたかも事実

であるかのように展開した一方，被差別部落住民間に支配・被支配の関係があることを隠蔽し，学

校変革のために自主的に立ち上がった子どもたちのことはまったく黙殺した。 

2つ目は横田が，事実を語る際であっても，彼がそれぞれの著作の「読者に向けた願い」に応じ

て，事実への焦点の当て方を変えたために，読者層が異なれば，あちらとこちらで矛盾する表現が

生じたばかりでなく，重要なことがらを隠蔽さえしてしまったことである。すなわち 1986～87年に

相次いで書かれた 2つの回顧録は，同じく彼の旧制中学校時代を描写しながら，一つは軍国主義の

もとでの暗さが強調され，もう一つは暗い軍国主義のもとであっても存在した明るい点が描き出さ

れている。その結果彼は，授業実践を通じて軍国主義にささやかな抵抗を試みた教師の姿や，規則

ずくめの抑圧をはねのけようとする子どもたち（その中には横田自身もいた）の姿を，現代の大学

生に知らせなかったのである。 

以上の 2つの問題点は，横田が，社会主義革命を実現するために，徹底して原則的なマルクス主

義理論に基づく集団主義教育を構築することを最優先課題としたことに由来していると考えられ

る。そこでは反プラグマティズムの立場から，あらゆる試行錯誤は許されない。またマルクス主義

はあらゆることがらを合理的に説明する理論と考えられたから，いつでも，どこでも通用するもの

とされ，時間（情勢）・空間（地域）が違えば現状認識も異なることは，まず考慮されない。そし

て社会主義革命への歩みを前に進めるために横田が設定した「読者に向けた願い」に基づいて彼
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は，読者への呼びかけである自著の内容を定めたものとみられる。 

以上より横田の著作・講演は，個々の子どもたちや教師が試行錯誤のなかで行った事実を検討し

て教育理論を育てるのではなく，はじめから内容が定まっている理論を広く宣伝するという意味

で，プロパガンダであり，政治団体が配布するアジテーション・ビラと同種のものであるといわざ

るを得ない。それを指導的理論の一つであると理解したことが，同和・解放教育の問題点であった

といえるであろう。 

 

I 本研究の目的と方法 

 

 戦後の日本，とりわけ西日本では，部落差別に始まって，あらゆる差別を許さない社会をつくる

ため，差別と闘う子どもたちを，学校を中心として育てようとする教育運動が進められた。本研究

は，以前に比べると勢力としては衰退してしまった，同和・解放教育と呼ばれるこの教育運動につ

いて，その理論家の仕事に問題点はなかったのかを，一指導者に焦点を当てて考える試みである。 

同和・解放教育の定義については数多の文献があるが，本研究では次の説明に従うことにする。 

 

［前略］日本における同和教育の本格的な展開は，一九五〇年代に被差別部落を校区にもつ

義務教育の教師たちが目の前の子どもたちの置かれた悲惨な状況を見過ごすことなく被差別部

落に入り込み，子どもたちが置かれた悲惨な状況が部落差別の結果であることを見抜き，せめ

て学校の中では部落差別をなくす取り組みを始めようと全国同和教育研究会（全同教）に結集

し，その研究成果を全国に発信し始めたことからである。（この取り組みは，一九六五年同和

対策審議会答申を受けて以後飛躍的に発展してゆく） 

この流れが大阪に波及し質量ともに発展してゆくのは，一九六〇年代後期から七〇年代にか

けてのことであり，それは燎原の火のごとく大阪市を中心に展開され全大阪へと発展していっ

た。この同和教育の展開が更に在日外国籍の子どもたちや障がいを持つ子どもたちの権利保障

の取り組みへと広がりを持つ中でそれらを総称して解放教育と呼ばれ取り組まれてきたのであ

る。                        （松本直也，2016 年，439～440 頁） 

 

 その後， 1994年 12月の第 49回国連総会において「人権教育のための国連 10年」に関する決議

が採択され，その行動計画（1995～2004年）が人権教育活動の対象を「女性，子供，高齢者，少数

者，難民，先住民，極貧の人々，HIV感染者あるいはエイズ患者，並びに他の社会的弱者」と定め

て（外務省人権難民課，1997年 5月，63頁）以後は，このような広範囲の人々の人権が，教育現

場で取り上げられるようになった。 

 しかし一方では，特別施策としての同和対策事業が打ち切られた 2002年以後，部落問題に焦点を

当てた反差別の教育，とくに差別を生み出す社会を変革する主体をつくる教育は，「以前とは比べ

るべくもないほど形骸化」したと指摘されている（上原善広，2014年，256頁）。その原因につい

て上原は，この種の教育の担い手たる教員のあいだに，主流とは異なる考えを許さない風潮があっ

たことを挙げる。「三〇年にもわたって権勢を誇った同和・解放教育は，自ら人権派を標榜してい
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たにもかかわらず，［中略］個人的な考えをもつ同じ人権派教師を排除し，時勢に同調するだけの

教師を出世させていった。そして国から見放されると同時に凋落していった」（同書，同頁）。上

原は，大阪府松原市を中心とする解放教育内部での権力闘争が，教育実践に及ぼした影響にも触れ

ており，今後さらなる研究の広がりが待たれよう。 

 それに対し本研究は，同和・解放教育を支えた理論家の仕事に問題点はなかったのか？という問

いを立てる。研究対象には，この教育の理論的指導者の一人で，部落解放研究所（現・部落解放・

人権研究所）に所属し，晩年まで解放教育研究所のトップを務めた横田三郎（1923-2010）を取り上

げる。方法としては，時代背景をふまえつつ彼の著作を分析するが，とくに彼が著作において引用

している文献については，原典との比較を行う。 

 横田に関する先行研究としては，彼の教え子である大塚忠広（2016年）が横田の仕事の全体を概

説しているほか，岡本洋之（2017年）は，横田が多分にフィクションを含んだ被差別部落および部

落解放運動の姿を著作で描き，それによって同和・解放教育の担い手になろうと志す大学生を酔わ

せたことを指摘している。本発表は後者の研究を深めようとするものである。 

 

II 横田の生涯と人となり 

 

 1. 横田の生涯概観 

 

 横田は大阪市で生まれたが，物心がついた時には香川県仲多度郡与北村（現・善通寺市）に転居

しており，中学校卒業までをそこで過ごす。彼は 1942年に広島高等師範学校文科二部（英語科）に

入学するが，戦時のため在学期間は 4年から 3年半に短縮され，しかも 2年間授業を受けた後は軍

需工場に勤労動員された。さらに 45年には滋賀海軍航空隊に予備生徒として入隊し，神奈川県内で

敗戦を迎えた。 

 敗戦直後に高師を卒業した横田は，島根県立大田中学校（現・大田高等学校）で教えたのち，

1947年，京都大学文学部哲学科に入学し，教育学・教授法を専攻する。在学中の 49年に，シベリ

アから帰還して大学院に入学した鈴木祥蔵（1919-2009）からマルクス主義を教えられ，これが横田

のその後に決定的な影響を与えることになる。京大大学院でも引き続き教育学を専攻した横田は，

51年に大阪市立大学文学部助手となり，教授として退職するまで，同大学で教育学を講じるかたわ

ら，同和・解放教育論を含む多くの著作を世に出し，激しい調子で日本の教育と政治・社会を問い

つづけた。この間，同和・解放教育界では 1975年に「解放教育計画検討委員会第 1次報告」が出さ

れるが，横田はこのとき，解放教育の理念を扱う総論部会のチーフを務めている1。 

                                                           
1 解放教育計画検討委員会はこの理念について次のように述べている。「従来は暗黙の了解として，

あってなきものであり，そのためにややもすると軽視されがちなものであった。本検討委はこのよ

うな傾向を克服し，解放教育の全体像を明らかにし，その進むべき道を研究し，さし示すことを目

標に［総論］部会を確立した。この領域での研究活動は，［「地域総合計画と解放教育」，「保

育」，「小学校教育」，「中学校教育」，「高校教育」，「子ども会教育」の］各分野の閉鎖的な

性格を打破し，運動の統一性を守りかためるうえで重要な意義をもつ」（同委員会，1975 年 12 月，

3頁）。ここから横田が，同和・解放教育の指導者たちの中心的存在であったことがわかる。 
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 1983年に広島修道大学教授（～94年）に転じてからも，横田は精力的に著作を発表する。また

85年には解放教育研究所所長に就任している。さらに以後晩年に至るまで，すでに 1960年代には

研究を開始していた帝政期ロシアの革命的民主主義者，ニコライ・ドブロリューボフ（Николай 

Александрович Добролюбов, 1836-61）の著作の翻訳に力を入れ，2009年には著作選集全 18巻を

完結した。横田は翌年に 87歳で死去するが，その直前まで言論をもって日本のあり方を問う姿勢を

変えなかった2。死後，著作集（横田，2016年 a）が上梓されている。 

 

 2. 横田の誠実な人柄 

 

 岡本の知る限り，生前の横田の人柄を悪く言う人はいないばかりか，政治的立場が異なる人も，

横田がいない所で「彼は人格者だ」と称賛していたほどである3。大塚はいう。 

 

 一九五九年から大阪市日の出［日之出，以下同じ］地区でプラカード事件や教科書無償を求

める教育闘争が始まるとともに，大阪の部落解放運動が活発になっていった。横田先生が部落

問題に開眼するのはこのころだったようだ。ちょうどその前年（一九五八年）に市大に入学さ

れていた大賀正行［1937～，現・部落解放・人権研究所名誉理事］さんが地元日の出の解放運

動を起こしつつ，市大に部落問題研究会（部落研）をつくられるなど活動にフル回転されてい

た。先生は，「オレが部落問題を理解できるようになったのは大賀君のおかげだよ。彼がしょ

っちゅう研究室に来てくれて，先生あのねと話してくれたんだよ」と，何回かこういうお話し

を伺った。［中略］軍国主義もそうだが，部落差別や朝鮮人差別でも，先生は「その当時でも，

オレは十分差別主義者だったね」と非常な自戒の念をこめて話しておられた。 

 そうして一九六〇年代後半になると市大でも部落差別事件や大学紛争がおこり，先生もいろ

いろ深く考えられたと思われる。先生は大学紛争の最中学生たちに軟禁状態にされたことにつ

いても，「大学紛争はオレの大学教師としての原点やで」と話されたことがある。大変難しい

複雑な問題の渦中にあって，その本質から考えようとされていたに違いない。 

（大塚，2016年，483～484頁） 

 

マルクス主義という自分の思想の根幹を堅持し，「ぶれない態度」を貫く一方で，このように学

生等からの指摘や批判を受け止めて絶えず自己変革していくことを恥としない，ひたむきで誠実な

横田の態度が，彼を知る人に尊敬の念を起こさせたものとみられる。 

 

 
                                                           
2
 以上は，田畑稔他（2011年）および横田（2016年 b），同（2016年 c）に基づく。 

3
 岡本は大阪市大文学部に入学した 1981年に，横田の理論をベースとして教育を学ぶ学部横断の学

生サークル「教育問題研究会」に入った。在学中の 83年に横田が同大学を退職したこともあり，学

生として彼の指導を受ける機会はなかったが，大学内外で横田の講演を数多く聴いたほか，同サー

クルおよび文学部教育学専攻生の自主ゼミ（後述）で横田の理論を学んだ（83年度には自主ゼミ代

表を務めた）。そして同和・解放教育の担い手をめざす文学部以外の学生たちとも親しく交わった。 
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III 横田理論とその問題点 

 

 1. 横田理論のあらまし 

 

 横田は多数の著作を遺した（田畑他，2011年，を参照）が，そのいずれにも日本の政治・社会，

そして教育を激しく問う語気がある。翻訳を除く著作の大半は雑誌記事で，その主要なものは『現

代民主主義教育論』（横田，1969年）と『教育反動との闘いと解放教育』（同，1976年）の著書 2

点にまとめられている。両書は，「平和と民主主義と科学の教育」という，彼が徹底して追求した

原則的立場を説いたものである。具体的には， 

①日本が近い将来，必然的に社会主義社会に移行することを前提として，横田がそれを妨げている

と見る「戦後の反動的教育思想」を批判する。そのなかでとりわけ支配的な近代主義思想（主とし

て実存主義とプラグマティズム）を，それが「民主主義的」教育思想を装っていることを暴露しつ

つ批判する， 

②資本主義社会の根幹には資本家と労働者の階級対立があるにもかかわらず，そのことが教育にお

いて等閑に付されていることと，左右（日本共産党，および政権＝自由民主党）から出されている

民族主義がこれを覆い隠していることを批判する。そしてそれを通じ，徹底的に労働者階級の立場

に立った教育以外に民主主義教育はあり得ないと主張する， 

の 2点が柱になっている。 

そのうえで『現代民主主義教育論』においては，現代の教育問題への論評の中で部落問題が扱わ

れている。一方，『教育反動との闘いと解放教育』では，革命後のソヴィエトから導入され，解放

教育において重視された集団主義思想，および前述のドブロリューボフの教育思想が詳述されてい

る。 

岡本の記憶によると横田の 2著書は，彼が大阪市大を退職する直前の 1980年代初めころになって

も，差別問題に関心をもち，同和・解放教育の担い手たる教員を志す同大学生のあいだでは，それ

ぞれ『現民教』，『教反動』と略称され，基本的なテキストであると認識されていた。彼らは全学

の中では微小な勢力であったが，文学部教育学専攻生のあいだでは存在感を占め，専攻生の自主的

学習会（自主ゼミ）を仕切った。自主ゼミ行事の中には年 2回の学校見学会があり，そこでは同専

攻の学生総体の賛成を得て，解放教育実践の見学が毎年行われた。 

このように横田の理論は，少数ながらも志の確固とした学生に影響を与え，その彼らが大学卒業

後に解放教育の担い手として学校現場で教鞭をとった4。したがって同理論が「三〇年にもわたって

                                                           
4
 本来ならばここで，大阪市大卒業生のうち何名が，とくに希望して同和教育推進校（同推校）で教

育実習をし，同推校教員になったかなどの基本情報を示すべきであるが，大阪同和教育推進校実習

生組合発行『大阪同実組 10周年記念誌』（著書無記，1982年）にはそれが書かれていない。おそら

くそれは，1980年代前半のころには同実組メンバーの学生を，部落問題に関する知識と姿勢を身に

つけた者だと認めて，卒業後に公立学校教員に優先採用する仕組みが大阪府内にあった一方で，こ

れに反対する意見も保守系と共産党系の勢力に根強くあったこと（上原，2014年，184～185頁を参

照）から，基本情報を明らかにすると，それが反対勢力の論拠に用いられると考えられたからであ

ろう。 
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権勢を誇った同和・解放教育」に与えた影響は，けっして小さくない。 

 

 2. 社会変革をリードするエリートの拾い上げをめざす 

 

 横田は将来に社会主義革命が起こるのは必然であるという立場から，資本主義の延命のために流

布されている思想を「近代主義」と定義し，次のように説明する。 

 

 さて，近代主義は，第一に，資本主義の最後の段階，つまり帝国主義の時代の支配的なイデ

オロギーであり，見通しを失い，狂暴化した独占資本の利害を代表するイデオロギーである。

［中略］ 

 第二に，近代主義は，その科学的，民主的装いにもかかわらず，近代初頭の民主主義と合理

主義（基本的人権と科学）を否定した上に構築された正真正銘の反動思想である。［中略］ 

 第三に近代主義は，プラグマティズムと実存主義を中核とする現代における新しい反動思想

の諸潮流であり，反動思想が常にそうであるように，歴史の屑籠から拾い上げた諸々の古い反

動思想を，新しい体系の中に組み入れている。［中略］ 

 第四に，近代主義は，一部の露骨な主張を除いて民主主義と科学のベールをまとい，さらに，

マルクス主義理論の個々の概念を盗用すらしている。    （横田，1969年，38～40頁） 

 

 横田は，ここではプラグマティズムと実存主義を挙げているが，全体の文脈では，あらゆる事象

を徹底して合理的に説明する科学は，現代ではマルクス主義以外にあり得ず，労働者階級こそがそ

れを正しく認識できると述べている。したがってプラグマティズムと実存主義以外にも，宗教等，

マルクス主義者から「非合理主義」とされたものは，徹底的に批判される。これを横田は，「思想

の平和共存はありえない」と表現する5。 

 しかし横田が論陣を張る目的はあくまで，平和で，経済的搾取も社会的差別もない社会をつくる

ことにあった。したがってそれを実現するためには，同じ志をもつ人々が力を合わせねばならない

（これこそが，後述する集団主義の思想である）のに，少数者であるマルクス主義者が，各方面で，

単なる論争にとどまらない思想闘争（階級闘争の一環）を展開していては，多数派形成は困難にな

らざるを得ない。 

この点については，すでに 1960年代前半に横田は次のように批判されている。「横田氏は『思想

の平和的共存』がありえない以上，マルクス主義以外のすべての思想をかしゃくなくたたくべきだ，

と単純に考えているらしい。わたしはそういうやりかたに反対である。［中略］モダニズム［＝近

代主義］思想は，広汎な教師集団のなかにひろく存在しているのだから，それをただすべて悪いと

いってしまっては，横田氏ひとりが浮きあがってしまいはせぬかと心配する」（新島淳良，1964年

7月，27～28頁）。 

 これに対し横田は，「わたしは『マルクス主義以外のすべての思想をかしゃくなくたたくべき

                                                           
5
 「思想の平和共存」についての横田の見解は，横田（1969年）119～121頁を参照。 
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だ』，などとはどこでも言ってはいない。逆に，物事を徹底的に科学的に追求［追究］しようとす

る科学的精神とあらゆる特権（権威ではない）に対して抵抗して人権の平等を徹底しようとする一

般民主主義の思想，人類の滅亡を招来する戦争と軍備にあくまで反対する平和の思想こそ，マルク

ス主義が提携すべき思想である」と述べつつも，次のようにいう。 

 

その人の行動における民主性を擁護し，尊重し，統一の行動を組むことと，その人の持ってい

る基本的な思想体系に徹底した批判を加えることとは決して矛盾するものではない。何故なら，

基本的な思想体系としてはプラグマティズムを持っている人が，個々の行動で民主主義者とな

るのは，その人のおかれた諸条件（基本的には階級的矛盾）によって，自己の基本的思想体系

にさからった民主主義と科学の思想によるのであり，従って，彼の基本的な思想体系を批判す

ることは，個々の行動がそれに基づいている民主主義と科学の思想を彼の基本的思想体系から

切り離し
．．．．

，それを擁護することになるからである。 

（横田，1969年，121頁。傍点は岡本，以下同じ） 

 

 学校教員等が，横田のようなマルクス主義者から思想闘争を挑まれる場合，自分がプラグマティ

ストであるとか，実存主義者であるというアイデンティティーをもっている者は少数であろう。多

くの場合は，そのような近代主義を帯びた小説や，音楽の歌詞，漫画，啓発書等に感動して近代主

義に傾くと思われる。 

 たとえばそのような人が今，平和運動への参加を考えはじめたとする。これに対してマルクス主

義者が，「あなたはサルトルの書を読んで平和運動への参加を考えはじめたと言うが，本当はサル

トルの書がそう思わせたのではなく，あなたのなかにある民主主義と科学の思想がそうさせたのだ。

だからこれからはサルトルの書を捨てて，真の科学であるマルクス主義を学びなさい。それがあな

たの発展の必然性に沿ったことだ」と言っても，その人が首を縦に振ることは，ほとんど考えられ

ない。なぜならば個人の思想や宗教は，その人の生活に深く根ざした文化として存在しており，簡

単には変えられないからである。 

つまり横田が，個人の思想の一部分を，あたかも機械の部品のように切り離して別の体系に移植

するという，通常は不可能な手法をあえて力説していることから，彼が，社会変革においてそのよ

うな「移植手術」に耐えられる少数のエリートが果たす役割を重視したことがわかる6。 

ただここで横田は，自分が正しいと考える原則的なマルクス主義のみに目を向けるあまり，それ

以外の思想─彼の立場からすれば，そのすべてが自分に敵対する思想である─を積極的に知ろ

うとする態度はもたなかった。それゆえにたとえば彼は，自己の願いを実現するに際して他人の力

に頼りきる無責任さのことを，浄土真宗用語を使って「他力本願」と表現している（横田，1976 年，
                                                           
6
 なぜ横田はこのように考えるに至ったのか？彼のこの考えをめぐる新島との上記論争が 1964年こ

ろに行われたことを考えると，横田の考えは，政界における革新勢力敗退に伴い，社会主義革命の

実現可能性が遠のいたことの反映だといえよう。すなわち 60年の安保闘争において革新勢力は，6

月に新安保条約の自然成立を許してしまい，7月には岸信介内閣を打倒こそしたものの，11月には

所得倍増計画を打ち出した池田勇人首相が率いる自由民主党に総選挙で大敗した。また同選挙の直

前には，「総資本と総労働の対決」といわれた三井三池争議が，労組の敗北で終わっている。 
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41頁）。しかしこれは誤用である。本願とは人間の願いではなく，「すべての人を救って仏と成ら

せよう」という阿弥陀如来の願いであり，それを阿弥陀如来の働きによって実現することが他力本

願であるから，これは人間の無責任さとは無関係である（浄土真宗本願寺派のウェブサイト「日々

浄土真宗＞浄土真宗のみ教え」）。ここに表れているような，自らに敵対する思想について，知識

を積極的にもとうとしなかった横田の態度は，自分に共感する人々で社会の多数派をつくることを

妨げたがゆえに，彼自身が気づかぬ間に自分の首を絞める結果になったとみられる。 

 

 3. 「被差別部落住民＝エリート」というフィクションを組み立ててしまう 

─現状認識が異なる人々に対し，同じ内容を発信したために生じた弊害(1)─ 

 

 それでは横田は，社会変革をリードする少数のエリートをどこから拾い上げようとしていたの

か？社会主義社会に展望を求める彼にとって，それはまず何よりも階級闘争を闘う労働者である。

しかしそれとともに横田は，前述のように教え子の大賀正行による「教育」を真摯に受けた結果，

差別に反対する運動，とりわけ部落解放運動に携わる人々をも，社会変革を担う少数エリートの供

給源と考えるようになる。 

こうして労働者と部落解放運動家が協力して運動を展開することによる，階級差別なき社会の実

現を展望した横田は，両者に共通する運動原理である集団主義を強調し，これに基づいた教育を唱

えた。すなわち無産者のあいだでは個人間に決定的な利害対立はあり得ないのだから，人々は協力

して運動勢力をつくることが可能であり，この運動による社会変革こそ各個人に利益をもたらすと

いう考え方である。彼は次のように詳述する。 

 

［前略］ここでは，［集団主義教育と］民主主義教育，解放教育との関係を考えてみたいが，

それに先立って，集団主義自体について考えておく必要がある。 

 その一つは，元来，集団主義はプロレタリアートの階級闘争の最も重要な思想であり，原則

だということである。それは，一八四八年の『共産党宣言』以来，世界の勤労人民の解放をめ

ざして，公然と掲げられてきた「万国の労働者団結せよ」とか，それよりぐっとくだけるが，

「一人はみんなのために，みんなは一人のために」という周知のスローガンのなかに表明され

ている。これは，解放のための団結の必要性を唱えると同時に，その団結の基礎には資本（階

級的特権）と対立する勤労人民の基本的利害の一致があり，しかもそれが，小さな集団から国

際的な規模にまでおよぶことを示している。さらに，そのような集団のなかでは，集団と個人

の利害は統一されるし，また統一されねばならないことを示している。 

 その二は，集団主義は，集団が個人の自由な発達を保障するばかりでなく，集団なくしては

個人の自由な発達もない，という思想である。『ドイツ・イデオロギー』のなかでマルクスは

次のようにいっている。「ただ集団のなかにおいてのみ個人は，自己の素質の全面的発達の可

能性の手段を得る。したがって，ただ集団のなかにおいてのみ個人の自由は可能になる」と。

近代主義思想が深く浸透している今日の現状では，このことは，多くの人びとにとって日常的

な実感とひどくずれているであろう。個人の自由は，まさに集団的規制からの自由だと実感さ
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れているのであるし，またその実感を支える客観的な条件もわれわれの社会には数多く実在す

るからである。だから，このことはまず，そのような実感が誤りだとはっきり自覚できるよう

な教育を必要としている。それがまさに集団主義教育の一つの基本的な目標なのである。逆に

いえば，正しく組織された集団による教育によって，一人ひとりの子どもに「一人はみんなの

ために，みんなは一人のために」というスローガンに確信をもたせるのが集団主義教育だとい

えよう。 

さて，すべての特権に反対して，人間の尊厳を守り，基本的人権の自由と平等を徹底し，拡

大していく教育が民主主義教育の本質である。そして，解放教育は，部落解放運動の一環とし

て，また，国民的課題としての部落差別の撤廃という具体的な基本目標を掲げることにより，

基本的人権の自由と平等を徹底・拡大し，人間の尊厳を打ち立てる教育である。［中略］部落

の実態＝差別の現実から出発して，差別に打ちかち，差別をなくしていく意識と能力を育てあ

げる解放教育は，まさに具体的な民主主義教育にほかならない。 

また，集団主義とか集団主義教育という場合も，いかなる特権をも認めない完全な人権の平

等を原則としている。それは，すでに見たように，現代のもっとも本質的でもっとも大きな特

権である資本に対して勤労人民の団結を呼びかけており，具体的な集団主義の教育においても，

集団の構成員がいかなる特権ももたず，命令と服従の能力を全員に育てあげるのである。集団

主義教育は，その目的としても方法としても基本的人権の平等を原則としている。したがって，

これもまた民主主義教育と重なるのである。       （横田，1976年，130～132頁） 

 

 ここに示した横田の抽象的な集団主義教育論の枠内に限れば，その内容はきちんとまとめられて

いる。しかし彼の論が集団主義教育の実践に及ぶと，その内容と，それが及ぼす効果については，

文字通りに受け取るべきではなく，以下のように慎重な考察を要する。 

たとえば横田は 1975年に，同和対策事業の一環として設けられた保育所で働く保育士（当時の呼

称は保母・保父）の前で，次のように講演している。 

 

［前略］保育所職員の集団形成には，子どもの集団主義的保育という目的とならんで，自らの

利益を擁護するという目的があります。つまり，保育労働者としての自らの権利を主張し，そ

の共通の利益を守るための集団形成です。はじめの目的だけですと，保育者の側の権利の保障

は弱くなるかもしれませんし，後の目的だけですと，子どもの集団形成どころか，子どもが犠

牲になったり，差別されるということも起こるかも知れません。しかし，この二つの目的は決

して対立するものではないのですから，この二つの目的を，子どもと自分たち自身の解放とい

う一つの目的に統一することができます。そうしてこそはじめて，強固な，永続きのする保育

者集団が形成されるでしょう。それに，保育労働者の賃金や労働条件改善のための自らの集団

的な闘いが，子どもたちのための保育者集団の自己形成と固く結びつけられれば，地域の父母

の利害とも直接結びつき，彼らの共感も容易に
．．．

得られるでしょう。そして，さらにこの面から

も教育集団としての地域の父母を含めた集団形成への展望が開けてくると思います。 

（横田，1976年，144～145頁） 
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 横田は抽象的なことがら，すなわち保育所における職員集団形成の目的等について，得意の弁舌

を生かして展開している。そしてその勢いを保ったまま彼は，保育士にとっての具体的かつ切実な

問題である，労働条件改善の闘いにまで論及していく。すなわち「保育労働者の賃金や労働条件改

善のための自らの集団的な闘いが，子どもたちのための保育者集団の自己形成と固く結びつけられ

れば，地域の父母の利害とも直接結びつき」とサラッと述べた横田は，地域の父母の共感を得るの

が「容易」だとまで言ってしまう。 

生活を支えるために長時間働かねばならない被差別部落住民は，保育所が子どもを長時間預かっ

てくれることを望むであろう。この願いが，保育士の労働条件改善の闘いといったん対立すること

は避けられない。この対立を共感に変えるためには，保育士と住民の間での理性的な話し合いが求

められよう。しかしここで私たちは，このような理性的な話し合いに必要とされる学力が，部落住

民の多くにつけられていなかったことを想起する必要がある。 

 この講演から 7年後の 1982年に，部落解放同盟大阪府連は大規模な府内被差別部落住民の生活実

態調査を行っている。それによると 12歳以上の 67,210名のうち，日常の読み・書きの両方ともに

不自由を感じないと答えた者は 67.3％である。それ以外の者には回答不明の者が 2.7％含まれるこ

とから，読み書きに多少なりとも不自由を感じると答えた者の割合は，30.0～32.7％，つまり 3割

強に上る（大阪部落実態調査推進委員会，1983年，164～166頁および正誤表 11頁）。 

 すでに 1966年ころから全国解放教育研究会の会合に出席して学校現場の教師と親しく交わってお

り（横田，1976年，282頁），こうして解放保育の担い手たちに招かれて講演するほどになってい

た横田が，被差別部落住民の非識字率の高さを知らなかったとは考えられない。したがって部落住

民が保育士の労働条件改善の闘いに共感するのは「容易」だという彼の言葉は，話し手と聴き手の

双方が，コミュニケーションの前提となる現状認識を共有するなかで用いられたものであり，保育

士たちを応援し，いわば発破をかける意味で使われた言葉だと解釈すべきであろう。 

 ところが横田がこの講演を文字化して著書にまとめ，それを初学者である大学生が読むとなると

事情は違ってくる。横田が何の注釈も加えぬまま，「地域の父母」は保育士の労働条件改善の闘い

に「容易に」共感できるのだと書いたことは，教育学教授の権威をもって初学者に対し，「すでに

部落住民間では高度な学習活動が相当進み，住民は総じて，社会問題に関して優れた分析力を有し

ている」，すなわち「被差別部落住民＝エリート」というフィクションを広めるのと同じになる。 

 現状認識を共有する人々に対して用いるのと同じ言葉を，現状認識を共有しない人々に対しても

そのまま使うことの危うさが，ここに表れている。以後に見るように横田の論はこの傾向が強い。 

このことは，彼の言葉が政治的プロパガンダの性質を帯びる時いっそう顕著になる。たとえば彼

は，同じ『教育反動との闘いと解放教育』中の書き下ろしの文章で次のように述べている。便宜上，

各文の初めに番号を付す。 

 

①全水以来の部落解放の闘いは，労働者階級の組織的な闘いと並んで，わが国の集団主義の伝

統の主要な潮流となっている。②現在，部落解放同盟に結集する人々は，部落差別と闘い，部

落の完全解放という共通の目標によって団結した，規律と統制のある集団として，幾多の弾圧，
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分裂策動をもはねのけて活動を続けて来ているのである。    （横田，1976年，150頁） 

 

 横田はこの文の前後で運動史を展開しているわけではなく，これを前置きとして彼は集団主義理

論を説明してゆく。運動史を学んだ者は，全水（全国水平社）では結成後に創立メンバーの除名や

路線対立による分裂が生じたことを知っているので，この文を読むときは②の文頭の「現在」に注

目し，横田が全水の流れを汲む運動体のうち，部落解放同盟に限って問題にしていることを理解で

きる。また解放教育の現場で日夜奮闘している教師たちも，同盟内部の意見対立や，運動に対する

支部間での温度差を直接間接に把握しているであろうから，完全無欠な運動体などありえないとい

う現状認識をもったうえで，この文がプロパガンダ的色彩を帯びていることをふまえて（あるいは，

プロパガンダ的色彩を割り引いて）読むことができる。とくに書名が『教育反動との闘いと解放教

育』であるから，これはこのような教師を主たる読者と想定し，彼らを励ます意図をもった著作と

考えるのが自然であろう。 

 ところが大学生ら初学者は，上記①②の文を続けて読み，②の文頭の「現在」にも注意を払わな

いのが普通であろう。そうするとこの文は，「全水は，集団主義の伝統をもって一貫して部落解放

運動を続け，それがそのまま分裂することなく現在の部落解放同盟につながっているほどの，上級

エリートである」というフィクションを初学者に伝えるものになる7。すなわちここでも横田は，解

放教育の現場教員がもっている，言わずもがなの現状認識というフィルターを通してはじめて適切

に読める文章をそのまま公刊したために，そのようなフィルターをもたない初学者に対し，辛辣な

言い方にはなるが，目を覆いたくなるようなメッセージを送ってしまったのである。 

 ここまでで横田は大学生等の初学者に対し，「被差別部落住民は，総じて学力の高いエリートで

ある」，「解放運動は，一枚岩の部落解放同盟の指導の下に行われている」というフィクション 2

点を，あたかも事実であるかのように展開したといわざるを得ない。そのことは，彼が「差別の現

実をふまえない集団主義教育」を，同書を通して提唱してしまったことを意味する。この点は，彼

が学校における教育実践とそこに表れた子どもの姿を語る時，いっそう鮮明になってゆく。 

  

 4. 被差別部落住民間の支配・被支配の現実を隠蔽し，  

自発的に立ち上がる子どもに対しては冷淡な態度をとってしまった 

─現状認識が異なる人々に対し，同じ内容を発信したために生じた弊害(2)─ 

 

横田は集団主義教育を論じるにあたり，自らの盟友で小学校教員出身の中村拡三（なかむら・こ

うぞう，1923-2002）の著書から，中村の同僚であった教員の教育実践8を紹介している。ここでは

                                                           
7
 横田は『経済発展における人的能力開発の課題と対策』（経済審議会編，1963年）の文章に，「民

主主義を語ることによって民主主義の原則を歪め，露骨な反共を口にせず生活そのものによって自

発的効果的に反共思想に導く」巧妙なトリックがあることを，鋭い舌鋒で告発したが（横田，1969

年，98頁），彼自身の文章もまた，フィクションを事実であるかのように示す書き方をしながら，

仮にそこを指摘されれば「現在」の一語があることを盾にして防戦できる巧妙な書き方になってい

るといわざるを得ない。 
8
 本実践は小学生用に教材化され，「キミ子のべんとう」として大阪府の解放教育読本『にんげん』
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横田による同実践の扱い方を見ていく。まず実践の概略を，横田が書いた要約で見てみる。 

 

年に一度の運動会の昼食を，平日通りのパンとミルクの給食にするか，各人それぞれゴハン

の弁当を持参するかということで各クラスごとに話し合いが行われる。三年生のマユミのクラ

スも他のクラス同様，弁当持参ということにほぼ決まりかける。しかし，キミ子という部落の

子どもはゴハンの弁当を持って来られない。そのことがクラスで話し合われた結果，キミ子が

近所でゴハンを借りてはどうかということになる。その時，いつもあまり物も言わなかったマ

ユミが，自分だったらそんなことは「かなん」（肩身が狭くて厭だ）と異議を唱え，キミ子も

それに同意する。それでは，みんなでキミ子の弁当を作ってきてやろうという意見が大勢をし

めた。だが，キミ子はそれでも厭だという。同じ部落に住んでいてキミ子の気持がよくわかる

マユミは，キミ子が肩身の狭い思いをして弁当をたべるのは，近所の人に対しても，クラスの

者に対しても同じことだ，と主張する。結局，討議の結果，誰にも気兼ねなく食べられる給食

にすることにクラス全員の意見は一致した。このクラスの意見は学校全体の代表委員会で反対

されるが，しかし，ただ一人の問題をそこまで徹底して考えているこのクラスの主張に押され，

ついに全校給食と決まるのである。（横田，1976 年，151～152頁，原文のママ，以下同じ） 

 

実践はおおよそこの通りではあるが，ここではこれに続く横田の集団主義論を詳細に検討するこ

とで，このまとめ方が適切か否かも考えたい。 

横田は本実践が示すものを「幼い子どもたちの中に現れた確乎とした集団主義の精神」（同書，

151頁）と称賛し，そのポイント 2点を指摘している。第 1点は以下の通りである。 

 

この事例は，第一に，学級会や学校委員会が子どもたちの要求を形式的に多数決で決めてき

たことを克服し，集団主義の精神を獲得してゆく過程である。その過程で，一人の子どもの人

間的な悲しみや要求に全員が気付き，子どもらしい同情や助言から，やがてクラス全員が個々

の都合や好みをのり越えて，共通の人間的な共感，決意，行動
．．

へと高まっていくのである。あ

の「一人はみんなのために，みんなは一人のために」という集団主義の精神がこの子どもたち

のものとなっていくのである。                    （同書，152頁） 

 

横田自身の「集団主義はプロレタリアートの階級闘争の最も重要な思想であり，原則だ」（同書，

130頁）という言葉に従えば，同主義の真骨頂は行動のなかでこそ発揮される。たしかに上記解説

文には，「行動」の語が見られる。 

本実践における行動とは，このクラスが強い意志をもって全校の代表委員会で運動会当日の給食

実施案を押し通し，それを全校に認めさせるところである。それより前に，クラスがキミ子とマユ

ミの意見を受けて弁当案をしりぞけ，給食案を採択するまでの学級会での議論は，重要ではあるが

あくまで前段である。 

                                                                                                                                                                                     

に収録された（著者無記，1974年）。 



13 
 

行動の場面，すなわちキミ子のクラスが給食案をもって全校に「討って出る」行動については，

横田は前述のように「このクラスの意見は学校全体の代表委員会で反対されるが，しかし，ただ一

人の問題をそこまで徹底して考えているこのクラスの主張に押され，ついに全校給食と決まる」と

書いているだけである。 

これに対し，横田が参照した中村（1975年）には，次のように書かれている。学級委員会（全校

の代表委員会）において，「ほかの組は，ほとんど前の決定に異議なし。だが，三年生の学級委員

は，五，六年生にはカナワンとみてとったのか，原稿用紙に理由を書いてきて読みながら説明した。

三年生といえば，学級委員会ではいちばん小さい。でも事実は事実だ。ひとりの子どもの問題でも，

そこまでつきつめて考えていくその根性に，みんながうたれた。学級委員会では，もう一度学級に

もちかえって討議することにした。ふたたび問題をそこにすえて討論してみると，ある学級には，

同じようなケースがあった。ある学級には，ほとんどなかった。が，たとえなくても，三年の子ひ

とりのことでも，やはり給食に，とほとんどの子どもが三年生のこの組の方針に賛成した。そして，

給食の中味を具体的にきめ，学校に要求したのだった。学校がそれにこたえたのはいうまでもない」

（220頁）。 

クラス代表を出している最下級の 3年生が，「原稿用紙に理由を書いてきて読みながら説明」す

るという周到な準備のうえでプレゼンテーションをして，全校全委員の心を打ったことは，まこと

に立派な闘いぶりである。しかし前述した，横田が記す実践の概略から，その行動の立派さは伝わ

ってこない。 

しかもキミ子のクラスは，単に運動会当日は給食にせよと唱えたのではなく，「果物がほしい。

ミルクはいやだ。ほんとうのミルクをほしい。オヤツはドロップ，いやジュース─」（同書，219

～220頁）というクラス内の声をまとめ，全校に向けて給食改善をこそ提唱したのである。とくに

「ほんとうのミルクをほしい」とは，飲みにくい脱脂粉乳を牛乳に変えてほしいという，贅沢では

ない切実な要求であろう。つまりキミ子のクラスの提案が全校に受けいれられたのは，それがけっ

して禁欲を強いるものではなく，前向きで正当な給食改善運動だったからである。この点を横田は

一顧だにせず，ただ「ついに全校給食と決まる」と書いているだけである。このように横田は，小

学 3年生たちの闘いにおける前向きな特色を，すっかり換骨奪胎しているといわざるを得ない。 

さらに中村書によると，弁当案をしりぞけて給食案を採用するまでの，キミ子のクラス内での学

級会は担任の指導の下に行われたが，同じ学級会での，今述べた給食改善の要求は子どもたちから

自主的に出された。また全校の代表委員会でキミ子のクラスの代表が原稿を読み上げたことについ

ても中村は，担任の指導によるとは書いていない（以上，同書，218～220頁）。つまり横田は，教

師（大人）の指導下で子どもが成長したことについては自著で紹介して高く評価するが，子どもの

自主的な立ち上がりについては一貫して無視あるいはトーンダウンさせたと指摘せざるを得ない。 

抽象的レヴェルでは「集団主義はプロレタリアートの階級闘争の最も重要な思想であり，原則だ」

という横田が，子どもたちの前向きの闘いぶりに対し，これほどに冷淡な態度をとっていることか

ら，彼は具体的事例解説において，集団主義を単なる集団内利害調整の原理に矮小化してしまった，

といわざるを得ない。 

横田が解説する本実践のポイント第 2点は，以下のようなものである。 
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第二に，このクラスのこれまでの形式的な集団討議を打ち破るきっかけをつくり，さらに全

員を集団主義の精神へと高めていったマユミの発言が，実は部落解放運動に立上った父親の変

革に影響されていたこと，そして，クラスの子どもたちの変革が担任教師の変革にも繋ってい

た点を見逃すわけにはいかない。マユミの父親ハツミさんが「自分の職場をはっきり『自労』

とよび，居住を『部落』とよぶようになったのは解放運動をはじめてからだ。それまでのハツ

ミさんは，前こごみに背をおとし，せかせかと歩きまわっていたが，それからというものは，

アタマをあげ，胸をはってどうどうと歩く。……
．．

ハツミさんは家庭でも目をむきだして家族み

んなにいい聞かせたろう。マユミちゃんは，三年生でもそれがわかったにちがいない。ハツミ

さんは何も知らずに走りまわっていたが，マユミちゃんも背すじをのばしはじめたのだった。

［岡本による中略］」（中村拡三『解放教育著作集 3 解放教育と集団主義』）。つまり，親

が闘いに立ち上ったことによって子どもが変わり，その子どもがクラス全体の集団化のバネと

なり，さらに，その子ども集団の行動が教師をも変えていったのである。 

（横田，1976年，152～153頁） 

 

「マユミの発言が，実は部落解放運動に立上った父親の変革に影響されていたこと」は，横田が

いう通りである。しかしマユミは，父ハツミのいかなる姿に注目していたのか？それを探るため，

上記のうち中村書から横田が引用している部分の原典を次に掲げよう。傍点を施したのは，上記文

章において横田が引用時に「……」として省略した部分である。「ハツミさんが，自分の職場をは

っきり『自労』とよび，居住を『部落』とよぶようになったのは，解放運動をはじめてからだ。そ

れまでのハツミさんは，前こごみに背をおとし，せかせかと歩きまわっていたが，それからという

ものは，アタマをあげ，胸をはってどうどうと歩く。圧迫はつよかったが
．．．．．．．．．

，一度歩きだしたらとま
．．．．．．．．．．

るわけにはいかない
．．．．．．．．．

。圧迫は家庭の中にもくる
．．．．．．．．．．．

。むしろ家庭の中にもちこむことが分裂
．．．．．．．．．．．．．．．．．

─脱落の
．．．

キメテだ
．．．．

。ハツミさんは，家庭でも目をむきだして家族みんなにいい聞かせたろう。マユミちゃん

は，三年生でもそれがわかったにちがいない。ハツミさんは何も知らずに走りまわっていたが，マ

ユミちゃんも背すじをのばしはじめたのだった」（中村，1975年，220頁）。 

ここにあるようにマユミは，単に父が解放運動に精を出す姿に心を打たれたのではない。家庭の

中にまで押し寄せてくる「圧迫」，すなわち解放運動をやめろという「部落の支配者」の恫喝9に抗

して，玄関先で懸命に闘う父の後ろ姿にこそ心を打たれたのである。横田によるこの点の削除が意

                                                           
9
 中村は本実践の舞台となった，1960年代前半における京都市のこの被差別部落の姿を次のように述

べる。「部落の支配者たちはいっていた。子どもに権利意識を育てるとか，要求させるとかいうの

はもってのほか。部落の歴史や部落問題は教師の教えることではない。教師のくせに赤旗をかつい

で何事か。［中略］［部落の支配者］との関係で，学校は運営されていた。部落の子どもたちが荒

れるのも，当然だった」（中村，1975年，211頁）。この「支配者」から恫喝を受けながら，地道

に生活綴方教育や被差別部落内外の保護者の交流等を始めていた中村は，徐々に一部の部落住民か

ら共感を得るに至る。彼らは地域の解放運動を始めるために，まず「支配者」の圧力により借りら

れなくなっていた，地区内の市立隣保館を借りる戦略を，井戸端会議的に集まって練ることから始

めねばならなかった。 
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図的なのは明白である。その結果，父ハツミが「家庭でも目をむきだして家族みんなにいい聞かせ

た」内容が，中村の原典と横田の引用ではまったく異なる。原典では，ハツミは不当な「圧迫」に

よって引き起こされようとする家庭内不和と闘っている。しかし横田の引用文中のハツミは，ただ

家族に解放運動の大切さを説いているのにほかならない。 

このように横田はまず，被差別部落住民のなかに支配者がいて他の住民を不当に圧迫している場

合がある，という事実を，そして次に，マユミが父ハツミの知らない間に学校で「背すじをのばし

はじめた」のは支配者と闘う父を見てからだという事実を，ともに隠蔽した。つまり横田は，部落

の支配者に関する内容を書かなかったことにより，マユミの自主性をトーンダウンさせた。これは，

前述した校内での子どもたちの自主的立ち上がり（給食改善要求と立派なプレゼンテーション）に

対して彼がとった態度と同じく，冷淡といわざるを得ない。 

横田が，自主的に考え，立ち上がる子どもたちに対し冷淡な態度を示したこと10には，いったん首

をかしげざるを得ない。しかし前述のように，同書『教育反動との闘いと解放教育』が，解放教育

に取り組む教師を主たる読者に想定していたと考えるならば，横田がこのような態度をとった理由

が見えてくる。すなわち彼のいう集団主義は，あくまで来たるべき社会主義革命と社会主義社会建

設を展望したものであるため，マルクス主義をベースにしている。したがって彼が教師に求めたの

は，あくまで原則的なマルクス主義理論を学び，その理論に基づいて子どもたちを指導することで

ある。 

つまり横田は，立派なプレゼンテーションをして学校を変革した子どもや，給食改善運動を唱え

て成果を収めた子ども，また「部落の支配者」と闘う父の姿を見て自分も立ち上がりはじめた子ど

もをけっして積極的に否定したのではなく，それらがマルクス主義理論に基づく教師の指導の結果

であることを確認できないならば，そこにスポットライトを当てることは自分の任でないと考えた

とみられる11。たとえ子どもたちの自主的な行動であっても，マルクス主義理論に基づかないもので

                                                           
10

 自主的に考え，立ち上がる子どもたちに対する横田の冷淡な態度は，彼の晩年まで一貫して続く。

彼は晩年に「緊急提言・田舎からの手紙─年寄りから若者へ─」を著し，「国旗及び国歌に関する法

律」が国会を通過して公布・施行されたのは「共産党の裏切り」があったからだと，同党を強烈に

批判している（横田，1999年）。彼はこの法律がやがて戦争を招くのではないかと心配し，そのよ

うな動きを阻止することを若者に期待して，当時住んでいた島根県で『毎日新聞』の報道を参照し

ながら同稿を書いた。 

ところがこの法律の国会での成否が大きく注目を集めていた同年 3月に同紙は，「君が代は身分

制度につながる歌と考え，斉唱しないでほしいと校長先生に頼んだが，斉唱すると言うので」自主

的に卒業式を欠席した高校生がいたことを報道した（高橋一隆，1999年 3月 7日，29面）にもかか

わらず，横田はそれに一言も触れていない。 
11

 その結果，彼が示す集団主義の実践例に出てくる子どもは，必ず教師の指導下にいる。たとえば

1992年に電車内で見た幼稚園児の様子を，横田は次のように描写する。「この子どもたちはかなり

混んだ電車の通路の真ん中に，進行方向に向かって二列に並んで立った。引率の先生は子どもたち

に向かって立ち，一番前の二人の子どもの肩に片手ずつ手を置く。子どもたちは各人が前の子ども

の肩に両手を置く。そして，電車が発車したり，停車するたびに先生は，『さあ動きますよ（止ま

りますよ），前の子の肩にしっかり手をやって』と注意する。二つめの駅で座席が相当空いたが，

子どもたちはそのまま立っている。揺れ動くけれども，誰も倒れはせず，嬉しそうにニコニコして

立っていた。［中略］子どもたちは，教師の優しい指導のもとに，互いに支え合いながら各自が自

分の足で立ち，電車の震動［振動］に耐えていた。こうして，子どもたちは半ば遊びのような共同
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あれば，それらは横田の攻撃対象であるプラグマティズムと本質的に変わらないし，それでも子ど

もたちの自主的な行動例を学びたい教師は，数多の研究会や，自分以外の理論指導者から学べばよ

いと，彼は考えたのではないか。 

そのような研究会も，自分以外の理論指導者も存在するという，解放教育の現場教員がもってい

る言わずもがなの現状認識というフィルターを通してはじめて適切に読める文章を，横田が，その

ようなフィルターをもたない初学者も読めるように公刊してしまったことを，やはりここでも指摘

できる。その結果この文章は，教育思想専攻を標榜する教育学教授が，自主的に考え，立ち上がる

子どもたちに対し冷淡な態度を示すという，通常はあり得ない内容になってしまった。 

 

IV 印象がまったく異なる 2つの回顧録 

─読者層が異なれば，焦点を当てる事実をも異なったものにする─ 

 

以上に見てきたように，横田の文章は，特定の層の読者を想定し，彼らがもつ現状認識のフィル

ターを通したときにはじめて適切に読めるものであり，この点をふまえなければ奇妙にさえ見える。

これは横田が書いた文章が，特定の時期と場所において，特定の層の人々にのみ発した政治的メッ

セージ，すなわちアジテーションの色彩を強く帯びていたからである。このことは，彼が書いた回

顧録からもいえる。 

幼少時を香川県農村部で過ごした横田は，小学生のころに身の周りで見た差別・抑圧の現実を次

のように回想する。 

 

今の天皇［昭和天皇］の即位式（一九二八年。御大典といわれた）も済み，満州事変も始っ

ていた当時の農村は，人権意識などまるで自覚されるような環境ではなかった。女性
．．

は，単に

遊びだけでなく，生活と教育においても，労働においても露骨に差別され，男尊女卑は当然の

こととされていた。民族差別や部落差別も同様であった。真鍮の鍋や薬鑵の不用になったもの

と朝鮮飴を交換にやってくる朝鮮人
．．．

を，子どもたちは言葉が変だといっては嘲笑し，服装が汚

いといっては馬鹿にしていた。廃品を回収に廻ってくる部落民
．．．

に対しても，ボロ買いとかヨツ

と呼んでいた。身障者
．．．

を揶揄するのも当り前になっていた。こうした差別的な言動に対して，

学校では余り注意を払っていなかった。たまたま学校へ苦情が持込まれた時に訓辞がなされる

程度であった。一般の大人や親たちも子どもと殆んど変る所はなく，露骨さが幾らか少ないだ

けで，差別の根はむしろ子どもより深かったといえよう。    （横田，2016年 b，14頁） 

 

横田は被差別の人々として，「女性」，「部落民」，「朝鮮人」，「身障者」を挙げている。し

かしここには，彼が育った戦前の香川県農村部において，悲惨かつ切実であった小作農の生活実態

と，ときに流血の事態すら招いた小作争議，さらに小作農よりも低位におかれた雇農の存在がまっ

                                                                                                                                                                                     

の行動から，体は鍛えられ，集団主義的意識が身についていく」（横田，2016 年 d，171～172 頁）。

この実践例は，教師がマルクス主義理論を学んで子どもに伝えた結果であるとはきわめて考えにく

いが，横田の眼にはマルクス主義的集団主義を彷彿とさせるものに映ったのであろう。 
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たく書かれていないことを，指摘しないわけにはいかない。 

このうち小作農に関しては，香川県は農家 1戸当たりの耕作面積が狭かったため，小作料の減額

を要求する小作農は，地主から耕作権を奪われそうになった際に，自らの労働によって耕した養分

を多く含む田畑の表面の土（甘土）をはぎ取って分離し，その所有権を主張して争議を闘った。こ

の場合，地主と当該小作農の関係だけを見れば，小作農は有利に争議を展開できる。しかしここへ

小作を希望する他の農民が介入し，甘土料を地主に支払って，地主が所有権を主張するこの甘土を

買い取り，耕作権を得ると，はじめの小作農はたちまち不利な状況に置かれる。また甘土の売買が

盛んになるにつれて甘土料が高騰した結果，高額を支払って耕作権を得る小作農と，耕作権を失っ

て雇農に転落する者の経済格差は広がった12。 

横田が，自分が直接見聞したはずの小作農・雇農の問題にいっさい触れていないこの回顧録は，

もとは 1986年に解放教育を学ぶ大学生向けに書かれたものである。一方，彼はこれに先立つ著作活

動初期の 1957年に「農民の封建性と教育の問題」を著し，農地改革後の日本の農民に「徹底的に正

しい民主主義の思想」，すなわち「多数決主義，無原則的な個人主義，無責任，或は要領主義とは

無縁」な「基本的人権と理性に基く人類的な立場であり，思想」を教育すべきだと論じて（横田，

1957年，200頁）以降，社会主義革命を展望した農民教育論を展開していない。すなわち彼は，総

体としての農民を社会主義革命の担い手として期待しなくなり，上記の学生向け回顧録執筆に至る

のである。 

ここから，横田は自分の回顧録を読む学生に対し，確固とした社会主義革命への展望をもつよう

願うがゆえに，これにつながらない農民の問題については，いかにそれが横田の記憶に強い印象を

残すものであれ，あえて一字も書かなかったものと考えられる。つまり，たとえ短い回顧録であっ

ても彼にとってはアジテーションを込めた作品であり，この場合，それを理解するキー概念は，

「読者の現状認識」というよりはむしろ，「読者に向けた横田の願い」であろう。 

このことは，この回顧録とほぼ同時期に彼が，自分の母校が発行した『盡誠学園百年史』に寄せ

たもう一つの回顧録（横田，1987 年）をも合わせて見てみると鮮明になる。両回顧録を比較すると，

おおよそ次の 2点を指摘できる。 

 

①中学校生活における軍国主義の様子 

大学生向け回顧録では次の諸点が記述されている。日々の学校生活では，軍隊式のカバンを持っ

てゲートルを着用したこと，朝礼後に軍隊式行進が行われたこと，敬礼は軍隊式と厳しく定められ

ていたこと，上級生から下級生への鉄拳制裁がよくあったこと。校内の軍事に関しては，本物の銃

と剣を持ち，基本動作から戦闘行動までの軍事教練を受けたこと，教練の一環として軍歌を大声で

歌ったこと，校外に出ては陸軍演習場での数日間泊りこみの軍事演習，全県下の中等学校を二分し

て行われる対抗演習，天皇誕生日の陸軍の閲兵行進に参加したこと。地域に出ては，出征兵士を見

送り，戦死者の遺骨を出迎え，護国神社を参拝し，出征兵士のいる農家で農作業の勤労奉仕をした

こと。授業に関しては，音楽の時間に「満州国々歌」を中国語で習ったが，多くの生徒は音楽や美
                                                           
12

 甘土と香川県の農民運動については，善通寺市教育委員会市史編さん室編（1994年）186～188頁

ほかを参照。 



18 
 

術の授業に興味を示さず，小説を読むことも「文弱」として軽蔑されたこと。さらには若い英語の

教師が「アカ」として警察に拘引され，突然退職したこと。このような自分の中学校時代を横田は，

「軍靴の音だけが響」き，軍国主義一色であったと書いている（横田，2016年 b，16～18頁）。 

『盡誠学園百年史』にも横田は同様のことを書いている。しかしそれだけではなく彼は，「大部

分の先生方はこのような［軍国主義的な］風潮に流されてはいなかった。［中略］歴史の授業が皇

国史観で塗り潰されたり，英語が敵性語として排斥されるといったこともなかった。私たちが四年

生か五年生の時の運動会にアメリカの宣教師（女性）が見物に来たことがある。［中略］歴史の大

川先生の授業も印象に深い。今でいう教材の自主編成をされていたのである。先生の授業では，教

科書は補助的なものであり，毎時間黒板一杯に教授内容を板書し，それに従って講義を進めておら

れた。当時の私たちは知らなかったけれども恐らく先生はそのような授業によって，当時次第に勢

力を増していた神がかり的な皇国史観の教育に抵抗しておられたのではないかと思われる」という，

学校現場の別の面も書いている（横田，1987年，724～725頁）。 

 

②中学校生活のなかで，規則をかいくぐる子どもの姿 

大学生向け回顧録では，汽車通学時に女学生と同じ車両に乗る生徒がいたことについて，「その

ような禁を破って処罰された生徒に対して，他の生徒たちも同情することはなかった」と重苦しい

書き方がなされており（横田，2016年 b，17頁），記述から子どもたちの学校生活に明るさを見出

すことはできない。 

これに対し『盡誠学園百年史』では，「校内の規則も厳しく，校外でも教護連盟という校外指導

員の監視の目が光ってはいたが，生徒たちの生活はまだ明るいものがあった。［中略］試験の時の

カンニングもなかなか凝った事が行われていた。それは生徒の間では知れ渡っていたが，告げ口な

どする者はいなく時たま先生に摘発された者がいると，その生徒に対しては皆がむしろ同情したも

のである。私も二年生の時，女学校と兼担の音楽の先生の目を盗んでカンニングをやったことがあ

る。楽譜を読むテストであったが，ラッパ部の三木萬須君に予め教えてもらって楽譜にカナをつけ

ておき，先生の前で堂々と歌ったのである。おかげで，今でも私は楽譜が読めない。［中略］先生

たちや教護連盟の人々の目を盗んで，当時禁止されていた映画館へ入ったり，女学校の運動会を見

に行ったり，タバコや酒を飲むことが生徒の間ではスリルに富んだ話題を提供していた」と，子ど

もたちの生き生きした様子が描写され，楽しさの混じった回顧になっている（横田，1987年，725

頁）。 

 

 このように，横田がほぼ同一時期に書いた 2 つの回顧録の与える印象は，まったく異なっている。

これは，彼が意図的にしたことだと考えるべきであろう。その意図は，2つの文章の読者層が異な

っていることに着目して，それぞれの読者に横田が願った内容から推測できよう。大学生向けの回

顧録においては，横田は読者に，マルクス主義をベースにして，軍国主義を憎み，社会主義革命の

ために貢献する教師になってほしいと願っているのであるから，彼は軍国主義の愚劣さを強調し，

一方の『盡誠学園百年史』では，回顧録寄稿はあくまで旧交を温めることが 目的であるから，横田

は同窓生が往時を思い出す材料を豊富に展開したものと考えられる。 
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 したがって２つの回顧録の内容があまりにも異なる印象を与える理由も，読者層が異なれば「読

者に向けた横田の願い」が違ってくるがゆえに，彼が同じ事実の異なる面を強調して書き分けた結

果だと考えることができる。 

なお，横田はこれらの回顧録とほぼ同時期の 1985年に，昭和天皇の戦争責任を厳しく追及する稿

（横田，2016年 e）を著し，「天皇裕仁に対しては，怒りと憎悪以外の人間的な感情を私ははっき

り拒否する」とまで書いている（42頁）一方で，『盡誠学園百年史』に寄せた回顧録では，自分が

参加して受けた東京・宮城前広場での軍事視閲に現れた昭和天皇を描写する際に，「白馬に乗られ

た天皇」と，敬語を用いている（横田，1987年，724頁）。これは，同窓生と旧交を温めやすくす

るために自分の政治的立場を隠し，あえて敬語を用いたものなのか，あるいはこの敬語表現こそ横

田の本心を示しており，生涯天皇制に反対しつづけた彼の姿は，あくまで理性をもってつくられた

「無理をした」姿だったのか，その点を判断するにはまだ材料が足りない。彼が生前に書いた日記

等のインフォーマルな文章を合わせて検討する必要があろう。 

 

V 結 論 

 

 冒頭の「要約」参照。 

 

【付記】本研究は，「地域を超えた教育思想の連続性に関する研究」（2018～20年度科研費・基盤

研究(C)（一般），課題番号 18K02376）の一環である。 
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