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城⼾幡太郎の教育学批判：児童研究所創設を⼿がかりとして 
 

 
⽇隈脩⼀郎 

 
⽬次 
 背景：近代日本教育学史研究の状況 
 問題の所在と目的：教育科学構想における実際ないし実践の概念をめぐる城戸の思想形成 
 城戸児童（教育）論の再検討 
 おわりに 
 
背景：近代日本教育学史研究の状況 
 報告者は、戦前の⽇本、近代⽇本における教育学の成⽴（そこには⻄洋近代教育学の受容
という契機を含む）を問題にしてきた。 
 2010 年代半ば以降、⽇本の教育学説史を描こうとする試みが頻々になされているように
思われる。例えば、⼩笠原ら編（2014）は東京帝国⼤学の教育学講座における最初の⽇本⼈
専任教員である吉⽥熊次をはじめ、篠原助市、⻑⽥新、森昭にそれぞれ章を割き、各々が教
育学をいかなるものとして構想し、あるいは捉えていたのかを論じ（ようと少なくとも企図
し）ている。その続編たる⼩笠原ら編（2020）は、副題に「京都学派とマルクス主義」を掲
げ⻄⽥幾多郎、三⽊清、⽊村素衛、⽥邊元らの哲学を、教育学（の概念）を構成するものと
の前提に⽴って読み解いている。他にも、戦後教育学を扱った井深（2016）、⼤正新教育を
扱った橋本・⽥中編（2015）（2021）など、「教育学」を題に含む、したがって教育学そのも
のを対象化した研究をいくつか挙げることができる。橋本・⽥中編（2021）は、⼤正新教育
を主題としているものではあるが、新教育が教育実践のみならず、教育学そのものの改造を
も意図していたことがしばしば看過されてきたことを指摘した上で「（…）教育実践の思想
的含意もまた、教育学研究の重要な内容である」（橋本・⽥中 2021: 4）とし、教育学をめぐ
る歴史における新教育の位置を捉えなおそうとしている。かように、教育学の来歴を問おう
とする試みは、その対象がアカデミアであるか学校等の実践現場であるかを問わず、なされ
ている。 
 ところが、以上の研究はしばしば「教育学説史（研究）」を称し、教育学者とすでに呼ば
れている⼈々の⾔説の範囲をあらかじめ画定しながら、そのうちに研究の素材を求めてき
たといえる。それ⾃体の是⾮は問うことはここではしないが、教育学説の歴史ではなく、教
育学そのものの歴史を取り扱うならば、そう呼び習わされることになる領域の、揺らぎをも
った輪郭をなぞることこそが必要ではないか。すなわち、教育学がいかなる対象領域および
研究⽬的を設定し、どのような素材を⽤い、いかなる⽅法および⽅法論を有し、どのような
⼈々がそれを議論していたのか、ということをそれぞれ検討の俎上にのせなければ、教育学



 2 

の歴史、とりわけその⽣成過程を明らかにすることはできない。 
 また、学問領域の⽣成過程を明らかにすることを⼀般に⽬的としてきた科学史研究など
に倣うならば、ある学問がいかなる制度、例えば⼤学、学協会および学術誌、法律や社会規
範に条件づけられてきたのかということを観察しなければ、学問の成⽴を論じることはで
きなかろうが、とすれば、近代⽇本の場合、出版・通信・郵便・交通といった、地理的制約
からの解放の諸契機を踏まえても⼀義的には東京（帝国⼤学・⾼等師範学校）圏を中⼼とし
て、学問をめぐる諸要素を検討対象とする必要があるだろう。近年、近代東京圏の学者たち
に通底する思想を明らかにしようとする試みがなされている。科研費「東京学派の研究」（研
究代表者：中島隆博）、「『哲学雑誌』のアーカイヴ化を基礎とした近代⽇本哲学の成⽴と展
開に関する分析的研究」（研究代表者：鈴⽊泉）は、よきにつけあしきにつけ、東京（帝国
⼤学）を中⼼に展開した学術的な営みを捉えようとするものである。 
 こうした観点から、報告者は吉⽥熊次の総合的な社会科学構想といえる「陶冶科学（実現
科学）」構想および⽇本保育学会の設⽴者にして初代会⻑である倉橋惣三の、キャリア初期
における保育の研究構想を取り上げてきた（⽇隈 2021a）（⽇隈 2021b）。吉⽥は東京帝国
⼤学⽂科⼤学哲学科、倉橋は同じく哲学科ではあるものの、そこに設置された⼼理学専修課
程を卒業している。東京帝⼤の⽂科⼤学は学科構成の変化速度が著しく、そのことがまた、
この時期の学問のあり⽅を制度上の変遷を⼿がかりに明らかにすることの有⽤性を裏付け
ていると⾔えるだろう。ここで、いささか標語的に述べておけば、本発表は「教育学の史学」
「教育学の科学史」あるいは「教育学の哲学」とでも呼ぶべき研究プログラムの⼩さな⼀隅
を占めるものであると⾔えるかもしれない。 
 ところで、科学哲学者である吉⽥敬は、「社会科学の哲学」として伝統的に対象とされて
きたディシプリンを「社会学、⼈類学、政治学、⼼理学、歴史学、経済学、そして歴史学」
（吉⽥ 2021: 4）としているが、このことはいくつかの⽰唆を有する。⼀つは、教育学がそ
もそも⼀つのディシプリンではない、ということだろう。ここでいささか唐突ながら、1931
年から 1933年までの間、全 20巻が刊⾏された『岩波講座 教育科学』に⽬を通してみると、
第 1巻は「⽇本に於ける教育學の發達」（吉⽥熊次）、「⽇本に於ける倫理學の發達」（吉⽥静
致）、「⽇本に於ける社會學の發達」（⾼⽥保⾺）、「⽇本に於ける⼼理學の發達」（松本亦太郎）
というように、吉⽥熊次による「教育學の發達」と並んで倫理学、社会学、⼼理学といった
分野の学史が収められている。このことは、教育科学がある⾯ではこれら諸学の複合分野と
して構想されていたことを⽰している。逆に、「哲學の発達」が含まれていないことは科学
化の過程で哲学との対峙が構想の原点にあったことを物語っているのかもしれない1。 
 
問題の所在と目的：教育科学構想における実際ないし実践の概念をめぐる城戸の思想形成 

 
1 この点につき、吉村（2004）が城⼾と増⽥惟茂との間の「哲学論争」を取り上げて検討を加
えていることは注⽬に値する。城⼾の教育学批判が、単に従前の哲学的（観念的）教育学の⼀
切を打ち捨てるべきだと考えていたわけではないことを意味するからだ。 
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 教育科学研究会（以下、教科研と略記）の⽴ち上げ⼈である城⼾幡太郎もまた、正規の課
程ではない選科とはいえ、東京帝国⼤学で⼼理学を修めた者の⼀⼈である。敗戦後の出版で
はあるものの、宗像誠也が編者を務めた『教育科学』（1956）の執筆者は、北⼤教授だった
城⼾に加え、新制東京⼤学に所属した勝⽥守⼀、五⼗嵐顕、⼤⽥堯、持⽥栄⼀、宗像誠也、
碓井正久、東京学芸⼤学助教授だった城⼾浩太郎、東京都⽴教育研究所に奉職した宮地誠哉、
東京教育⼤学助教授だった⾺場四郎だが、その多くが東⼤出⾝者であり、戦後教育科学の歴
史を捉え直すためにも、東京というのは⼀つの着眼点となるのではないかと思われる。しか
し城⼾はその著書の中で「いまの⽇本の教育学は、学問になっていない」（城⼾ 1978: 47）、
「⽇本の教育、東⼤の教育学というのは、これは学問になっていない」（同: 63）と、繰り返
し当時の⽇本の教育学（≒東⼤教育学）の⾮学問性を⾔い⽴てている。それぞれ、前者が教
科研草創期の 1930 年代前半、後者が城⼾の東京帝⼤在学時の 1910 年代半ばへの、1978年
からの回顧的⾔及であり、当時の教育学の実態を城⼾の字義通りにのみ受け⽌めるには留
保を要するにせよ、実験⼼理学の⽇本における⽛城であった東京帝⼤⼼理学科卒という城
⼾の出⾃に照らしても、教育の研究状況が城⼾の⽬に⾮学問的と映じる要素は少なからず
あったと推認される。というのも、移⼊先の同時代ドイツにおいて初の実験⼼理学のための
講座が開講された時期からほとんど間をおかず、⽇本では⼼理学がほとんど実験⼼理学と
して受容され、⼼理現象を実験等の⼿続きを経ずに思弁的に考察する、哲学とほとんど⾒分
けのつかない類のドイツにいまだ⼀定の勢⼒を占めていた⼼理学が、「⼼理学」の名の下に
制度的に定着しなかったという事情があるからだ。 
 以上のような状況のうちで⼼理学をその出⾃としながら、教育学の⾮学問性を⾒いだす
に⾄った城⼾の思想形成に影響を与えたものとして、さしあたり⼀瞥をくれてもよさそう
なのが、城⼾⾃⾝が関与した法政⼤学児童研究所（以下、児童研と略記）創設（1929 年）
である。法政⼤学の⽇本⼼理学会への貢献を素描する吉村（2004）は、児童研創設を「法政
⼤学での城⼾の貢献でまず上げなければならないこと」（吉村 2004: 78）としているが、1936
年に児童研内に保育問題研究会が⽴ち上げられたことに触れられているほかに、特段その
歴史的評価が下されてはいるわけではない。 
 学究の徒として、必ずしも教育実践に⼿ずから参加したとは⾔いがたい城⼾をして「教育
の科学的研究は、教育の事実を事実として問題にしなければならないのであって、教育的な
事実は実践をふんでいるし、実践には⽴場がある」（城⼾ 1978: 63）と⾔わしめるに⾄った
契機として、この児童研における城⼾の研究活動を捉えうるとすれば、その実相を解明する
ことは意義なきことではないだろう。いくつかのテクストから、城⼾がこの児童研創設時期
の前後において捉えていた「教育の事実」としての幼児の姿形・教育を素描し、その事実へ
の態度≒教育学への批判的まなざしを城⼾がいかに涵養したのか、その⼀旦を明らかにす
ることが、本報告の⽬的である。すでに、持⽥・岡本（1960）が、教科研成⽴の 1937年 5
⽉以前から、教育科学という理想に結実するようないくつかの思想が、先⾏する教育運動、
例えば新興教育運動、教育労働者組合運動によってすでに形成されつつあったことを指摘
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している。これらは 1920 年代後半以降の不況を背景とするものであり、⽣活綴⽅運動もま
た、かかる社会状況を⺟胎にしている運動の⼀つだとされるが、1931 年から城⼾を編者の
⼀⼈として岩波書店より刊⾏された『岩波講座 教育科学』が、のちの教科研および教育科
学運動の理論的な背景を成したことはひとまず前提にしてよいとしても、この岩波講座あ
るいは教科研創設に⾄る思想的潮流を腑分けすることの意義は、いまなおあるだろう。 
 
城戸児童（教育）論の再検討  
 さて、城⼾の教育学批判の契機が児童研創設にあるにせよ、それを画期とみなすにはそも
そも城⼾が教育の研究プログラム、教育科学の構想上、児童（教育）をいかに捉え、そのプ
ログラム・構想上に位置付けていたかということを明らかにするのが先決だろう。したがっ
てまず、城⼾が児童研創設前後において児童（児童研は 5〜18 歳の教育につきどのように
論じていたかを確認する。ただその前に、近代教育における児童の位置付けを模索するため
に抽象的な思考をめぐらしておく。 
 

• 陶冶、国⺠教育などといった鍵語に基づくかぎり、⼩さな⾂⺠としての児童の存在
は前景化ないし中⼼化しない。 

• 児童、なかんずく幼児の後景化・周縁化は、未就学児教育の制度整備が初等教育以
上の教育制度に⽐べ⽴ち遅れていたことに端的に⾒て取れるのではないか。 

• そこに「科学」を標榜する⼀群の教育（⼼理）学者たちが現れる。 
• 彼らは基本的に⾃然主義に⽴脚しており、社会化以前の⾃然的な⼦どもというモチ
ーフを理論的に要請していた。 

 
 以上のごとき理路を先⾏研究が描き出す歴史に⾒出せるかどうかの検証は現時点では報
告者の⼿に余るためお集まりの⽅々によるご教⽰・ご指摘を請うとして、作業仮説としては
無⽤ではないと思われる。教育学の科学性なるものを問題化しうるのは、科学という語に含
意されていた⼿続きとしての観察・実験・統計的処理の好ましい対象が児童・幼児であった
から、とは⾔えないだろうか。例えば酒井（2009）は、その実態を⼗分に説明しているとは
⾔い難いものの、「城⼾の卒業論⽂「書の⼼理学的研究」(1916) の作成過程では被験者の⼩
学校児童と接し、また⼦どもや現場の教育実践に関わることで教育研究に傾斜」（酒井 2009: 
21-22）したと述べている。⼼理学実験の被験者の属性が偏ることによって⽣じる問題には
枚挙にいとまがないが、逆に⾔えば、⼈間を対象とする実験科学の草創期において、実験参
加者の属性が偏向することは往々にしてある。しかし、より積極的に語り直すのであれば、
ある実験科学の進展には特定の被験者集団が必要だったのだとも⾔える。こうした視⾓か
ら⼀般に、教育学の科学化という趨勢において幼児の対象化は半ば必然的な事象だったの
だとさえ、⾔えるかもしれない。 
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 以上を踏まえ、城⼾の 1929年までの論考2を眺めてみると、1917年の「聯想及び想像の
⺠族的研究――主としてト筮發達の⽅⾯より觀たる考察」が雑誌『⼼理研究』に掲載された
ことを⽪切りに、概ね同誌に論⽂を寄せつつ、1921 年にはナトルプの『⼼理学概要』の訳
書、1925 年には初めての単著である『⽂化と個性と教育』、翌 1926 年に『⼼理学の問題』
を刊⾏している。「（…）城⼾の教育(科学)論の特徴は、第⼀に 1920 年代にその基礎が作ら
れ、戦前、戦後にかけてそれをさらに発展させたものである。それは国家主義や軍国主義の
浸透の中で、「⺠⽣教育」、「国⺠教育」、「⺠⽣の慶福」による⼀般国⺠の⽣活と教育の⾰新
運動であるといえる」（酒井 2009: 34）との⾔を受け⽌めれば、1930 年代以降の城⼾の思
想形成の⺟胎を、この 1920 年代の著書に探ることは必要な作業である。⼀⽅、既存の教育
学への批判を軸とした城⼾の教育科学構想という主題を掲げた本発表において、『岩波講座 
教育科学』の刊⾏開始や教育科学研究会の設⽴といった道標を刻む 1930 年代の終わりに刊
⾏された『幼児教育論3』（1939）は、構想のさしあたりの終期とみなして同じく検討すべき
だろう。 
 同書を含め、それと前後して刊⾏された城⼾の『⽣活技術と教育⽂化』（1939）、『⺠⽣教
育の⽴場から』（1940）を戦時保育論の⼀例として検討した宍⼾（2007）の整理にしたがえ
ば、この時期の城⼾は⼦どもの遊戯の延⻑上に技術があるとする⾒⽅を持ち、その遊戯論は
「⽇本の保育界をリードしてきた倉橋惣三の⼼情主義的な⾃⼰充実をめざす⾃然主義的な
遊び論とは異な」（宍⼾ 2007: 42）ると評価している。本来、動物のごとき⾃⼰中⼼的な⼦
どもが、社会⽣活上の困難、すなわち、単に⾃⼰の欲求を満⾜させてばかりはいられないこ
とを悟る場⾯に⽴ち会うことによって、⾃⼰に向かう遊戯を他者化すること、これにより技
術4が⽣じるのであって、そこでは「（…）単にわれら〔教育者〕が作つた⼀定の環境に順応
さして訓練をしただけでは⼗分でな」く「（…）⼈間的、社会的知性を養つて⾏」くことが、
「幼児教育の⽬的」（城⼾ 1939b: 24）だとする。宍⼾はこの「⼈間的、社会的知性」を「⾔
語能⼒」だとし、「国語は国⺠の社会⽣活を可能ならしむるために必要な⽣活の技術であつ
て、これを学ぶことによって国⺠は互に理解ある⽣活をすることができる」（城⼾ 1939a: 
120）という記述に⽴ち返り、城⼾が⾔語を、教育者と被教育者とが共同で参与する、「個⼈
的機能としてゞはなく、社会的機能」（城⼾ 1939b: 206）とみなしていることを明快に論じ
る（宍⼾ 2007: 54-55）。以上より、城⼾が 1930 年代末には幼児が⾔語使⽤を通じて脱⾃⼰
中⼼化していくという像を獲得していたことを確認できただろう。 
 

 
2 国⽴国会図書館サーチ上で著者・編者を「城⼾幡太郎」、出版年を 1929 年までと指定して詳
細検索を⾏った（2021 年 12 ⽉ 3 ⽇閲覧）。 
3 同じ覧⽂館より、1925 年に同名書が刊⾏されているが、同書は⿅児島県⽴図書館に所蔵され
ており未確認である。 
4 城⼾の技術論については、佐藤（1997）や⽮野（2013）によって、三⽊清の影響下にあると
いう指摘がなされている。本発表が京都学派教育学研究の状況を横⽬に⾒ていることから、今
後検討すべきトピックとして⽰しておくものである。 
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おわりに 
 本発表では、近代⽇本における教育学史を編み直すためのごく⼩さな試みとして、教育科
学を構想するのみならず教育学の科学化に諸実践を通じて⾝を投じた城⼾の思想形成を検
討しようとした。実験⼼理学が移⼊された教育学は、幼児というフィギュールを獲得するに
⾄るという本稿の仮説的⽴場からすれば、城⼾が児童研創設に関与したことの意義は少な
くないと思われた。ところが、児童研における活動が城⼾の議論にいかなる影響を与えたか
ということについては、その創設前後のテクストを⼗分に精査する時間が取れなかったた
めに、その⼀端すら明らかにすることができなかった。1930 年代の終わりに、幼児が⾔語
使⽤を通じて遊戯を技術として他者化し、脱⾃⼰中⼼化を果たすという発達過程を城⼾が
⾒ていたことを先⾏研究に依拠して再確認したにすぎない本発表が抱える課題はなお多い
が、城⼾が『⼼理学研究』に載せた幼児教育関連の論考を体系的に読み解いていくことが、
城⼾の幼児（教育）像をより精細に浮かび上がらせる鍵となるだろうことを⾔い置いて、発
表を締めくくりたい。 
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