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論文

大正後期の群馬県における林間学校の誕生

－前橋市立敷島尋常小学校と桃井尋常小学校による合同開設－

The Open-Air School held by two elementary schools in Maebashi,
the capital city of Gunma Prefecture, during the latter part of the Taisho period

平沢

信康

HIRASAWA Nobuyasu
抄録
群馬県での林間学校開設は関西や東京などに遅れたが、1921（大正 10）年 8 月に群馬県で初の林間学校が開
設された。それは、熱意ある学校医のリーダーシップにより、前橋市内の伝統ある尋常小学校二校によって合同
開催されたものであった。開校場所となった現在の群馬県前橋市敷島町にある「敷島公園」には数多くの参観者
が訪れ、以後、県内の他市町で開設された林間学校のモデルとなった。本稿は、その実践の背景となった国内外
の先行実践事例をふまえ、当該林間学校の開設動機、実施に至る準備状況、実践の内容と特色および実施効果に
ついて明らかにしたケーススタディである。

キーワード
林間学校、学校衛生、学校保健、前橋市、尋常小学校、大正期

（受付 2017 年 1 月 10 日、改訂 2017 年 3 月 9 日、公表 2017 年 3 月 14 日）

はじめに
第 1 次世界大戦が終結すると、戦勝国アメリカ合衆国の国際政治上の地位が台頭し、米
国大統領ウィルソンの主唱するデモクラシーの理念が世界に伝播した。我が国においても
大正デモクラシーが高揚し、吉野作造らオピニオンリーダーにより「民本主義」が鼓吹さ
れ、教育界にあっては個性尊重や児童中心主義を標榜する大正自由教育が一世を風靡した
ことは、よく知られている1。
大正期は他方で、自然の価値認識が高まった時代でもあった。1915（大正 4）年に長野
2
および明治神宮などは、その象徴であると
県松本市の上高地に出現した景勝地「大正池」

評しえよう。前者は焼岳が噴火して梓川が堰き止められて形成された湖だが、後者は人間
の林苑計画に従って十万本の樹木を荒れ地に植樹して造成された。明治神宮は 1920 年に
完成されたが、鬱蒼たる自然林への成長を期し、神域とされた。
国民の自然への注目は温泉地などの保養地にも向けられ、熱海や伊香保あるいは水上に
人々が数多く訪れた。群馬県への温泉客数は 1910（明治 43）年に 37 万人であったが、
鉄道網の整備とともに、1913（大正 2）年には 56 万人、1919（同 8）年には 79 万人と
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増加を続けた3。また避暑地の開発や整備も進み、群馬県では赤城山を別荘地・避暑地とし
て開発する企図を抱懐していた大芝群馬県知事が 1921（大正 10）年 8 月 12 日、官房主
事や土木課長および勢多郡長らを随えて赤城山を踏査している4。
大正期には公園の価値への認識も高まった。群馬県内では、1923（大正 12）年 4 月 1 日
に館林の花山公園が初の県立公園となり、翌年 4 月 28 日には県立榛名公園が設置された5。
前橋市では、小出ケ原の郊外公園の整備計画のほか、曹洞宗の名刹「龍海院」の周辺に公
園を設ける案も浮上した6。
自然が有する青少年の心身の健康回復効果に早くから注目を払っていた教育家として、1
899（明治 32）年に感化院「家庭学校」を東京巣鴨に開設した同志社出身のクリスチャン
留岡幸助がいる。彼は自然の有する人間への感化力を指摘し、とくに非行少年の教育に活
かすべく、1914（大正 3）年から北海道北見地方の社名淵（現在の遠軽留岡）に農場を開
拓し始め、同時に家庭学校分校を開設したが、大自然の美への讃歌を著作や日記に記して
やまなかったばかりか、欧米の Open-Air Movement 等の野外教育に注目・言及していた7。
東京では、1912（大正元）年に、暑中休暇を利用して、小石川の小学校の特殊学級児童
を対象に小石川植物園や飛鳥山、駒込吉祥寺などで林間教授が催され、参加児童が動植物
の観察をしつつ数学の学習に取り組んだ実践が報道された8。
大正期には医師の間にも自然の有する療育効果に注目する者が現れた。1913 年 1 月、
肺結核に対する予防法として実践されていた空気療法や児童教育を採用した欧米諸国の林
間学校に関心を寄せ、新鮮な空気と太陽光線を遺憾なく利用することの健康効果を自宅で
実証せんとした東京神田の医師の試みが新聞紙面で紹介された9。
文部事務次官、東北帝大初代総長、京都帝大総長を歴任した教育（行政）家の沢柳政太
郎（1878～1927）が 1917（大正 6）年に東京に開設した成城小学校は大正自由教育の中
核的存在と目されたが、同校のモットーの一つとして「自然と親しむ教育」が掲げられた
ことは注目されてよい。
この時期はまた、学校における保健衛生の認識の高まりのなかで、学校医が自然の治癒
力に注目するようになり、彼らの主導により林間学校が盛行した時代でもあった。
群馬県では開設がやや遅れたものの、国内外の先行実践に刺激を受け、県庁所在地であ
る前橋市の小学校によって 1921（大正 10）年夏季から林間学校が開設され、群馬県内に
おける先進的役割を果たした。現在、前橋市の敷島公園内には「林間学校発祥の地」と刻
まれた石碑が立っている。建碑寄贈者は群馬県学校保健会理事・勢多郡学校保健会会長の
医学博士・五十嵐誠祐である。除幕式は 2000（平成 12）年 12 月 23 日に挙行された。
大正期半ばまで、学校衛生で立ち遅れ、児童の夏季施設に関しても後進県であった群馬
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県において、なぜ前橋市立尋常小学校での学校保健・学校衛生の取組が全国的にも水準の
高いものとなり、林間学校が開催されえたのであろうか。しかも、大正中期から昭和戦前
期にかけて学校衛生界のリーダーとして活躍した大西永次郎（当時、群馬県の学校衛生主
事）が「本邦に試みられるべき夏季聚落として、極めて模範的なもの」10 と賞讃したような
林間学校実践が、なぜ前橋で実現できたのか、どのようにして、いかなる条件のもとに、
誰によって可能となったのであろうか。
本論文は、大正時代の後期において、群馬県前橋市の公立小学校児童を対象に実施され
た林間学校について、その趣旨目的、開設動機、準備状況、社会的背景、社会の関心と反
響、内容と特色、改善効果について明らかにすることを目的とする。時期としては、概ね、
準備段階の 1920 年前後から県内他市町への普及が始まる前の 1922 年までとする。林間
学校開催回数としては、2 年度分、2 回を対象とする。
我が国の大正期において開設された林間学校に関する歴史研究の蓄積は必ずしも多くな
いが、幾つか先行研究が存在する。古くは 1970 年代に発表された東京教育大学の体育学
研究者による共同研究11 や山田誠の労作12 がある。近年の成果物としては、加藤理や野口
穂高の連作13 がある。彼らによってケーススタディが蓄積されつつあるが、本研究もまた、
その 1 つである。なお、大正期の林間学校の歴史については、渡辺貴裕の試論14 が見逃せ
ないほか、養護学級設置の背景として Waldschule と Open-air Class の我が国への紹介と
導入の歴史を調べた芦田千恵美の研究15 も注目に値する。
前橋における林間学校に関する論文は本稿以前には管見の限り皆無であるが、前橋市立
敷島小学校『敷島小学校百年史』（昭和 48 年）や前橋市立桃井小学校『桃井校百年のあゆ
み』
（昭和 48 年）
、前橋市『前橋市教育史（上巻）』
（昭和 61 年）、群馬県『群馬県史（通
史編 9）
』
（平成 2 年）などに史実が記録されている。
『前橋市史 第４巻 近代・現代編（明
治・大正期）』
（昭和 54 年）においても第 5 章（教育）で「保健教育と林間学校」の小項
目で取り上げられている。これらのなかでは、
『敷島小学校百年史』と『群馬県史』がやや
詳しいが、いずれも紹介の域を超えない。なお、前橋市の林間学校開設の立役者であった
狩野壽平（1875～1941）の家系・学歴および医学史的背景については五十嵐誠祐の著書
『松風―学校保健の父 狩野壽平と林間学校』に詳しい。同書は、狩野という学校医に対す
る先人顕彰的な動機に基づいて同業者によって執筆された労作である。五十嵐は続編とし
て写真集もまとめている16。狩野の経歴と林間学校開設の業績については、県・市史や学校
史以外に、
『前橋医師会史』および『勢多郡医師会史』といった地域の医師会史でも言及・
紹介されている。
前橋における林間学校開設に関する一次史料は極めて限られている。前橋市立敷島尋常
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小学校の林間学校について、唯一、詳細な状況を伝えるものとして『前橋市敷島尋常小学
校 林間学校實施状况』
（大正 10 年 9 月、前橋市敷島尋常小学校衛生係調査）と題する報
告書が前橋市立図書館に残されているにすぎない。第 2 回目以降については、同様の報告
書は管見の限り存在しない17。前橋市立桃井尋常小学校の林間学校については、『桃井林間
学校状况』
（大正 11～13 年度）なる冊子が前橋市教育資料館（前橋市教育総合センター内）
に残されているにすぎない。
幸いなことに、上毛新聞社が編集・発行する地元紙「上毛新聞」に関係記事が散見され
る。同紙は 1887（明治 20）年に創刊された群馬県の地方新聞であり、同社の記者が林間
学校開設当時、取材を行い詳細な報道を行っている。本稿は、群馬県立図書館および前橋
市立図書館に所蔵されている同紙のマイクロフィルムに記録された紙面の中に当該記事を
探しあて、史料として活用した。今日と異なり、当時の新聞報道には林間学校に関する記
事が頻回に掲載され、その取扱いについても紙面が大きく割かれることが少なくなかった。
以上の他、桃井尋常小学校の日誌や林間学校の会計簿、前橋市議会の議事録にも目を通
した。

1．前橋市における林間学校成立の背景
1）国内外の先進事例
20 世紀初期、林間学校は欧米では既に国際的な流行を見せていた。早期の取組として 1
853 年にデンマークのコペンハーゲンで病弱児を都市から海浜や森林へ移す救済事業があ
ったが、一般に林間学校の起源は、スイス北東部のアッペンツェル Appenzell 州生まれで
チューリッヒ市の改革派神学者にして社会教育家のワルター・ビオン Walter Bion（1830
～1909）牧師18 が、1876（明治 9）年の夏季休暇期間を利用してアルプス山中アッペンツ
ェルへ虚弱児を分団引率して静養させ効果をあげた実践にあるとされる。その 2 年後には、
ドイツのフランクフルト・アム・マインで児童 97 名の転地が行われた19。ビオンによって
始められた活動は、フランスにおいて 1880 年代前半にコティネによって受け継がれた20。
ドイツでは 1904 年にベルリン西郊シャルロッテンブルク Charlottenburg に開設された衛
生的教育施設 Waldschule へ収容した肺結核等の病児・虚弱児の健康と学業が向上したこ
とが報告された。その成績が良好であったため、同様の実践が欧米諸国で普及していった21。
1907 年には、英国ロンドンで、テムズ河の船中に Open Air School が誕生した22。米国
では、結核予防協会主導のもとに、日光・大気の沐浴療法を実施する野外学校が Open-air
school として発展した23。
我国でも、医学者や官僚あるいは教育学者によって、以上のような海外の動向が紹介さ
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れ24、明治末期に至り実践に移された。1907（明治 40）年、小児科医の小原頼之の提唱で
ドイツのフェリエンコロニー（Ferienkolonie は「休暇聚落」
「休暇移住」
「休暇転地」等
と邦訳された）に倣い、東京九段下の精華学校（寺田勇吉校長）が「転地修養会」を鎌倉
で実施した。これは当初、虚弱児童を対象としたものではなかったが、我が国の林間学校
の嚆矢とされ、以後、鮫ヶ橋小学校、下谷区保養会、汎愛小学校（大阪）、片平小学校（仙
台）が続いた25。このほか、創始期の実践事例として 1911（明治 44）年 8 月に鎌倉の妙
本寺で実施された東京市本郷区の小学校児童夏期休養団があるが、これもスイスやドイツ
等の Ferienkolonie を参考にしたものである26。この実践は、数年来その実施の必要を訴
えていた稲葉幹一が出張調査して、
『児童研究』に詳しく報告した27。そうした実践が虚弱
児の健康回復に有効であるとの情報に示唆を得て、大正期に入ると、虚弱児童の保養のた
めに林間学校が関西地域を中心として全国各地で開設された。大阪では汎愛尋常小学校に
おいて、香川県では高松で林間学校が開設され、高松市内の小学校が連合して 1912（大正
元）年から栗林公園において虚弱児童の体質強化と健康増進を図った28。1914（大正 3）
年に日本赤十字社京都支部が夏季児童保養事業として、結核予防を目的に天橋立の海浜に
夏季児童保養所を設け29、以後、各支部で競うように企画された30。
1917（大正 6）年には、茅ケ崎に白十字会により常設の林間学校が設置された31。白十
字会は 18 人の医師によって 1911（明治 44）年に設立され、同年に社団法人設立申請を
許可された結核予防団体である。正式には「白十字会附属私立林間学校」と称する同校は、
キリスト教プロテスタント・メソディスト派の学校であり、フランスのウェルネー林間学
校を参考に創設された。わが国最初の養護学校とも称される、この寄宿舎をもった私立小
学校の理事長には企画者・発起人であった宮腰信次郎が就任し、初代校長には高名な教育
家で政治家でもあった江原素六を招聘した32。1922（大正 11）年 10 月 17 日に宮腰信次
郎編『林間学校の実際』が白十字会から刊行され、同校の歴史と実践の在り様が報告され
た。
1917 年にはまた、長野県松本市出身で日本アルプス会の初代総裁でもあった澤柳政太郎
が、成城中学校の校長として林間学校（当初「露天学校」と報道さる）の設置を決定し、
翌年夏から日本アルプスの中腹にある中房温泉（長野県南安曇郡有明村）で宿泊滞在型の
林間学校を開設した33。
京都では 1918（大正 7）年に東山夏期林間学校が 21 日間開設され34、大阪市教育委員
会では、虚弱児や病弱児を田舎に移して健康増進を図る「休暇聚落」に倣い、1919 年の夏
休みに和泉の尾崎に 600 人の児童を収容した35。
東京市でも、1920（大正 9）年に麹町区の賛助のもとに、国民教育奨励会からの研究資
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金 150 円を受け、麹町区の小学校 6 校合同で、児童の体質改善を目的とした林間学校が北
多摩郡調布町多摩川河畔の遊園地「玉華園」で実験的に開設された。この調布多摩川夏季
林間学校は、前年に麹町区役所から派遣されて関西地方の林間学校を視察した同区専任学
校医の岡田道一のリーダーシップにより開設されたものであった。岡田は「学校衛生界へ
の寄与」を図るものとして「林間学校経営の如きは学童保健上、肝要な事業」36 との認識か
ら企画し、竹内嘉兵衛教務主任（当時、永田町尋常小学校訓導）の協力を得て実現させた。
この反響は大きく、各方面から注目され、各紙の新聞紙面に記事が掲げられて報道された
ほか、活動写真まで写されて宣伝された37。翌夏の第 2 回には区費が投じられ、8 月 1 日
から 3 週間、麹町区内市立小学校 3 年生以上の児童のうち身体検査の結果必要と認められ
た者を対象に実施され、1924（大正 13）年まで続けられた38。
1920 年には、このほか京都市教育会主催による下鴨林間学校、神戸市の諏訪山林間学校
が開かれ、翌 1921 年に至っては林間学校開設数がその前年までの数倍に達した39。同年 3
月には帝国議会において虚弱児童向けの林間学校奨励の建議40 が可決されており、以後、
急速に林間学校が各地で普及した41。大西永次郎の報告によれば、1918 に全国に 777 ヵ
所あった林間学校は、1919 年に 1,379 ヵ所、1920 年 2,132 ヵ所、1921 年には 3,240
ヵ所と急増した42。1921 年 7 月 28 日には衆議院で「不具病弱児童の教育振興に関する決
議案」が可決し、学校医への役割期待もまた高まっていた43。
西日本、殊に近畿地方では林間学校の普及が進んでいたが、文部省の報告書によれば、
北関東の群馬や栃木などは夏季体育的施設の開設が少ない県であった44。だが、群馬県の県
庁所在地である前橋市においても、1921（大正 10）年 8 月、児童の保健養護面への配慮か
ら林間学校が開設されるに至る。当時の前橋市の人口は 63,242 人、戸数は 11,515 戸であ
った45。翌年夏には、寄留無届者を合わせると 7 万人を突破するとの推計値が報じられた46。
2）学校衛生の転換と学校医のリーダーシップ
我国で学校身体検査が制度的に開始されたのは、1888（明治 21）年からであった。18
95（明治 28）年に学校衛生主事が文部省内に置かれ、1897（明治 30）年に学校清潔法と
学校生徒身体検査規程が、翌年 1 月 12 日には公立学校学校医設置規程が制定され、同年 2
月 26 日に学校医職務規程が定められるなど、明治後期以降、学校衛生が制度として整備さ
れた。学校医制度が創設されたのは伝染病予防法が施行された翌年にあたるが、以後、関
係者は毎年定期健康診断を実施して児童の体位向上、伝染病予防、疾病の早期発見に努め
ることとされた47。その後、1916（大正 5）年 6 月には、文部省に学校衛生官が置かれた。
群馬県においても、1897（明治 30）年 5 月に小学校生徒体格検査規程、同年 7 月に小
学校清潔方法、翌年 5 月には学校医嘱托ニ関スル手続が制定された。当時の学校衛生は、
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清潔法、疾病予防、身体検査などが中心であったが、大正期に入ると、学校衛生は児童に
対する養護という面から刷新が図られ、疾病の予防・治療のみにとどまらず健康増進や身
体鍛錬へ、さらに学校だけでなく家庭や一般社会への啓蒙に踏み込んでいった。そうした、
いわば消極策から積極策へと転換した学校衛生施策の一環として、林間学校が開設された
のであった48。
群馬県では、1916（大正 5）年 1 月 22 日に群馬県学校医会が設立され、萩原密蔵（詩
人・萩原朔太郎の実父）が初代会長に就任した。その下部組織として各郡市に郡市学校医
会が設立され、学校衛生について調査研究、健康相談、講習会、研究会等が実施された。
さらに、1919（大正 8）年 5 月から群馬県に学校衛生主事が置かれ、初代主事として大西
永次郎（1886～1975）が就任して県内各学校の視察指導を行うようになり、学校衛生は
面目を一新するに至った49。このポストは、群馬県学校医会が前年に総会で決議して知事に
建議した政策提言が容れられ、設けられたものであった50。
この年、いわゆる「スペイン風邪」と称された流行性感冒が群馬県内でも猛威を振るっ
たことも、学校衛生や学校保健への関心が高まる契機となった51。
大正後期の前橋市において、学校衛生の積極策を推進したのが、民間医の狩野寿平52 で
あった。1900（明治 33）年 11 月から前橋市竪町 49 番地にて医術開業していた狩野は、
嘱託を受け、1904（明治 37）年 5 月 31 日に前橋市立敷島尋常小学校の校医に就任した。
狩野は当時を振り返って「学校衛生と云っても型ばかりで何にもなかった。一年一回の身
体検査を行へばそれでよかった。それも身長、体重、胸囲に重きを置いて他は形式的であ
った。児童の発育又は健康に及ぼす診断の如きは考へ及ばざる」ところであり、学校医は
「時に児童の外傷等で登校するので一ヶ年数回の登校と運動会の見物で事足りたのである。
」
と回想している53。
狩野は公民選出学務委員に当選し、1917（大正 6）年 5 月 1 日から前橋市学務委員を嘱
託された。翌年と翌々年の 2 回にわたり県外視察に出張した彼は、他県の学校に比し、前
橋市の教育は、なかんずく「学校衛生が甚だしく劣れるを察知し何んとか其の向上を期さ
54
。そこで狩野は、前橋市の教育を充実させるため、学校後援会の組
ねばならぬと考へた」

織化に踏み出した。医業の余暇に、桃井小学校の秋山金次郎校長（在任期間：明治 40 年～
ほ

の まろ

55
昭和 6 年）および敷島小学校の伊東 保之 麿 校長（在任期間：大正 2～11 年）
と共に各学

区内の有力者のもとを訪問し、学校後援会の設立趣旨を説いて賛同と協力を仰いで回り、
後援会を 1919（大正 8）年に設立することに成功した56。その後、学校後援会は、上記 2
く

る

ま

校のほか、中川、久留 万 の各小学校にも設立された。各小学校区内の保護者ならびに有志
は、児童教育の進歩発達を補佐し、学校と家庭及び社会の関係を親密ならしめるため、学
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校後援会の事務所を各学校に置いた。事業経費には、通常会員一口 50 銭、正会員一口一円、
特別会員二円、名誉会員五円という規定で徴収した会費及び有志の寄附金を充てた。その
事業は、児童学用品の給与もしくは貸与、学業の奨励、学校と家庭の連絡に関する諸施設、
保護者会・講話会の開催のほか、児童衛生に関する施設または補助を含むものとされた57。
狩野は翌 1920 年 5 月 10 日に学務委員を辞するが、同日に前橋市小学校医を嘱託され
た。専任学校医に就任した狩野は、市内４小学校（桃井、中川、敷島の 3 尋常小学校およ
58
することに踏み切った。前橋市長は
び久留万尋常高等小学校）の「身体検査を統一施行」

同年 5 月 4 日の市議会に「市医」を置く議案を提出59 して了承され、狩野は同月 12 日に
前橋市医と前橋市立病院長も嘱託された。
前橋市立の小学校 4 校では、1921（大正 10）年 7 月初旬、児童の体格検査を実施した。
検査人員は合計で男児 3651 人、女児 3357 人であった。その内訳は、久留万が男児 966
人、女児 785 人、桃井が男児 917 人、女児 830 人、中川が男児 875 人、女児 876 人、
敷島が男児 893 人、女児 766 人であった。発育概評によれば、
「甲」男児 463 人、女児 5
21 人、
「乙」男児 1998 人、女児 1772 人、
「丙」男児 1090 人、女児 1064 人であり、栄
養状態については、「甲」男児 1438 人、女児 1355 人、
「乙」男児 1928 人、女児 1733
人、
「丙」男児 285 人、女児 239 人であった60。
61
と回
狩野は前橋市医および前橋市伝染病院長を兼務したが、
「専ら学校衛生を担任す。」

想しているように、学校医の仕事を優先させ、以後、前橋市内の各小学校児童の保健衛生
のために尽力した。さらに 1922（大正 11）年 4 月 1 日には前橋市立幼稚園医をも嘱託さ
れた62。
大正中期以降、前橋市内でも学校保健・学校衛生に対する意識が高まるなか、狩野は、
それまで形式的なものにとどまっていた学校医の仕事に飽き足らず、診断的・治療的な介
入の努力を開始した。最初に手掛けたのは、耳鼻咽喉科の専門医の協力を得た、敷島尋常
小学校の児童の耳鼻咽喉の検査と治療であった63。狩野は、前橋市立敷島尋常小学校々医の
肩書で、そうした研究成果を上野教育会の雑誌に寄稿している64。

2．前橋市立尋常小学校における林間学校開設計画と準備
敷島小学校は 1873（明治 6）年 1 月、第一大学区第十七番中学区第四番小学として創立
され、当初、勢多郡前橋向町の橋林寺に仮設された。前橋で 2 番目、群馬県下で 4 番目に
開設された小学校である。桃井小学校は、第五番小学として同年 4 月に芳町に設立され、
当初は養行寺を仮校舎とした。同校は、第一番小学として 1872 年 11 月に曲輪町に創立さ
うまやばし

れた 厩橋 学校と明治 23 年に合併して厩橋尋常小学校となったが、3 年後に桃井尋常小学
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校と改称した。両校とも前橋市の伝統校である65。
敷島小学校は児童数の増加による校舎狭隘化を理由に、国領町から敷地の広い萩町への
移転を決定し、1920（大正 9）年 5 月 31 日、新築校舎が完成した66。
この年、前橋市の専任学校医に就任してまもない狩野寿平は、学校衛生主事の大西永次
郎、県学校医会長の萩原密蔵と連名で「小学校虚弱児のための林間学校開設」を前橋市教
育会に建議陳情したが、受け入れられなかった。その直後、狩野は「東京市麹町区番町小
67
した。
学校の調布に於て開催の林間コロニーを視察」

敷島尋常小学校では、1921（大正 10）年に疾病治療のため全国に先駆けて校内に学校
診療所を設けたほか、一般児童の健康増進のため長距離競争や夏季休業中の朝参（神社参
り）などを行った68。その他、疾病予防および治療としてのトラホーム治療、耳鼻咽喉病の
特別検査、伝染性皮膚病予防、寄生虫駆除、歯牙検査、救急療法、就学前検査69 などを実
施した。児童の健康増進への関心が関係者の間で高まるなかで、学校保健の積極策の一環
として、林間学校の開設構想が同校の中で浮上した。
前橋市立敷島尋常小学校では、身体検査を厳密に実施して「児童ノ保健衛生ニハ相當深
イ注意ト手段トヲ構シテ居ルノデアルガ身体薄弱ナル児童ニ対シテハ未ダ何等ノ方法ガ無
カッタ。林間学校ハカカル児童ニ對シテ特ニ効果ノ顕著ナルモノガアルコトハ夙ニ西洋諸
国ノ唱道スル所デ我国デモ仙臺及関西諸府縣デ数年前ヨリ實施シ夫々良成績ヲ得タコトガ
70
とあるように、保健衛生の観点から、虚弱児童を対象にして、西洋諸
報道セラレテ居ル」

国や関西地方および仙台の先行事例を参考にして林間学校を開設しようと企画した。
桃井尋常小学校では従前より林間学校の開設について校長・校医・保護者の間からしば
しば提唱されていたものの、経費の都合により実行できなかった。敷島尋常小学校でも同
様で「我校ニ於テモ之等児童救済ノ為メニ前年既ニ其ノ計劃ヲシタガ経費ノ関係上實現ニ
71
。しかし、1921 年に入り、
「狩野校醫ハ勿論本県学校衛生主事大西永次郎
至ラナカッタ」

氏、本県学校医會長萩原密蔵氏 我が敷島後援會評議員佐鳥琴平氏、赤十字社群馬支部等
72
ノ多大ナル援助ト指導ニヨリ漸ク開設ノ運ヒトナッタ。
」

時を同じくして、桃井小学校でも、いよいよ 1921 年に林間学校の計画が実現する運び
となり、秋山校長と狩野市医および桑町在住の小暮市太郎（保護者代表）の三者会談で、
暑中休暇が始まる 8 月 1 日から 3 週間、小出河原の松林を中心として、お艶ケ岩一帯の砂
原を利用して実施する計画が練られた。日課は、午前 8 時から午後 4 時までとし、学科を
定めずに体操、唱歌、修身、講話、お伽噺などを主とし、昼食後 2 時間の昼寝をさせ、間
食は午前午後 1 回ずつ与え、牛乳１合と麦湯を飲ませるとした。数百円と見積もられた費
用については、市内有志の寄付を仰ぎ、不足分は保護者会の有志の拠出に期待した。昼寝
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用ハンモックは、中国米の袋を３枚継ぎ合わせたもので作り、取り外せば敷物になり、雨
天の際にはテントにも代用し得るよう作製する計画であった。林間学校へ収容する児童は、
文部省令で定められた、いわゆる「丙種」の体格の所有者とされたが、該当者が 180 人お
り、さらに再検査を実施して約百人に限定する予定であった。林間学校の提唱者であった
大西群馬県衛生主事は、同校の計画に賛成し、施設の立案にも参加・後援した。大西主事、
秋山校長、本間主席訓導、狩野市医および小暮は、以上の方針で実行に着手すべく、同年 7
月 7 日、開設場所を視察したことが報じられた73。ここで記者が「文部省令」と記してい
るのは、文部省令第 16 号「学生生徒児童身体検査規程」
（大正 9 年）のことにほかならな
い。
他方、同年 7 月 10 日午後 2 時から敷島尋常小学校の後援会理事会が開催され、同校で
も林間学校を設置することが決定された。所要経費五百円は理事者にて寄付金を募集し、
開設場所は桃井小学校と同じ小出河原とされ、狩野校医が南橘村役場に出頭し、場所の借
用交渉を行った。対象児童は、桃井小学校 149 人、敷島小学校 160 人であったが、そのう
ち校医の再検査のうえ極めて身体虚弱の者のみを収容する予定とした。テント張りの仮教
室を 2 個設置するほか、お伽噺その他の講話が計画された74。ただし用地交渉の経緯につ
いては、資金調達の面で貢献した小暮市太郎が若干異なる説明を述べている75。
開催候補地と目されたのは、敷島小「学校ヨリ程近キ所ニ小出河原ト呼ブ好適ノ地」で、
現在は前橋市街地の北西郊に位置するが、当時は群馬県勢多郡の一地域、前橋「市外南橘
村字小出村ノ共有地」であった。交渉の結果、
「之レ又幸ニ小出村ノ公共的誠心ヨリ快ヨク
無償デ貸與ノ承諾ヲ得」ることができ、この「松林中ノ北部約二町歩程ヲ我ガ林間学校ノ
使用地ト定メタ」。敷島小学校の報告書は、この地が「林間学校トシテノ要件ヲ完全ニ具備
シタ好適地」である理由を以下のように説明している76。
松ノ緑ハ滴ル計リ餘リ密林デナイカラ静カニ吹キ来ル涼風ハ端カラ端マデ流レテ行ク
日光モ程ヨク斜入シテ蚊ヤ毛虫等ノ毒虫モ少ク草丈モ短カイ、殊ニ直ク側ニハ大利根
ノ支流ガアッテ清冽玉ヲ溶カシタ様ナ水ガ流レテ居テ

水深モ水温モ水遊ビニ適シテ

居ル近クニ砂原モアッテ露天体操ヤ砂遊ビニ最モヨイ其上遥カ彼方ニハ妙義、榛名ノ
名山一目ノ下ニ映シ右ニハ悠然タル赤城ヲ望ムヘク実ニ得モ云ハレヌ眺望デアル
懸念された資金面では「幸ニ敷島小学校後援會ガ今回ノ計劃ニ対シテモ其ノ全額ヲ負擔
77
と報告され
スルコトヲ快諾セラレ開始前早クモ其ノ全部ヲ学校ニ提供セラレタノデアル」

たように、後援会が強力にバックアップした78。
1921（大正 10）年度、敷島小学校に在籍していた児童数は 1739 人であった79。同校で
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は「四月ノ身体検査ニ於テ児童ノ 營 養ヲ検査シタ」ところ、評価が「丙ナルモノ百六十人
ヲ算シタ」が、下記項目の１つに該当することを条件として、林間学校に適する対象児童
を更に絞りこんだ80。
一、筋骨及皮膚ノ薄弱ナルモノ
一、腺病性体質
一、胸廓ノ発育異常者
一、腹部彭満者
一、貧血者
その結果 107 名を得たので、保護者会を開いたところ、約 80 名の保護者が来会し、殆
ど全員が我が子を出席させることを希望した。が、なお定員に不足があったので、更に保
護者会に不参加の者および「四月検査後、營養不良ヲ發見セルモノ營養丙中約三十名ヲ得
タルヲ以テ之等ニ対シテ又々検査ヲ施行シ不良ノ順位ニ採用シ合計百四名ヲ収容児童」と
して決定した81。
敷島小学校の教員は、これら「營養不良ノ原因」として二つの原因が推定できると観て
いた。
「其ノ一ハ真ノ食料ノ不足カラ来ルモノデアッテ貧困デ労働過度ノ家庭ノ子弟デアル
他ノ一ハ父兄等ノ子弟愛護ノ方法ヲ誤ルトコロヨリ来ル者デ

過食、間食過多攝取方法ノ

錯誤、運動睡眠ノ不足其ノ他ノ不摂生カラ来タルモノデ今回検査ノ結果發見シタル營養丙
児童ハ主トシテ第二ニ属スルモノタルコトハ推定ニ難クハナイ。果シテ然リトセバ之等児
童ノ為メ夏季休暇ヲ利用シ林間学校ヲ開設シ規律正シキ生活ヲナサシメ、適当ノ營養ト運
動ト睡眠トヲ與フルナラバ其ノ効果ハ蓋シ著シキモノアルベク而シテ児童彼自身ヲシテ規
律正シキ生活法ガ如何ニ身体ヲ強健ナラシムルニ預カッテ力アルカヲ体験セシメ且ツ児童
ヲ通シテ保護者ヲシテ之ヲ會得セシメントシテ種々ノ困難ヲ排シテ開設スルコトトナッ
82
と述べている。
タ。」

敷島尋常小学校の林間学校開設目的は、さらに次の様に記されている83。
誤レル育児法カ主ナル原因ヲナシタル營養不良児童ヲ集メテ夏季休業中自然ノ利用即
チ空気浴、日光浴水浴並ニ適当ナル運動栄養物ノ吸収トニヨリ児童ノ虚弱ナル体格、
体質ノ向上ヲ計リ規律的模範的生活法ノ訓練ヲナシ、且ツ児童ヲ通シテ家庭ヲ教育セ
ントシタ。
すなわち、誤った育児法により不健康となった栄養不良児を集め、夏季休暇中、自然を
利用（空気浴、日光浴、水浴）し、適当な運動をさせて児童の虚弱な体質・体格の向上を
図り、規律あるライフスタイルを確立することを目的とし、併せて家庭教育に関して保護
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者へ間接の啓蒙をはかることを林間学校の開設目的とした。
林間学校の開校の約 1 週間前に、地方紙の家庭欄の紙面には、社会の生存競争が劇甚を
極むるなかで、小学児童でさえ落ち着いていることができないため常に心身を労して休み
安んずることができず、神経過敏とならざるを得ない状況にあり、近来、学窓に神経質あ
るいは神経衰弱者が多くなっていると憂慮する論説が掲載された84。筆者の吉井錦陵は下流
家庭の児童に同情的で、
「林間学校なるものは、宜しく平民的に先生も生徒も、主人も徒弟
もなく、自由な生活をなさしむると云ふ考へでやって欲しいのであります。
」と述べ、学課
は 2 時間程度にとどめ、あとは自由気儘に遊ばせ、砂潜り、木登り、水泳などで十分運動
させ、体質の強健を図り、とくに脳を休息させる心持で実施すべきであると主張し、
「無闇
に規律はって四角四面になり易い」教育者に配慮と自省を促した85。
桃井尋常小学校では、開設を前にして、準備に余念がなかった。間口 3 間奥行 5 間の学
校の 1 教室ほどの大きなバラックを建て、屋根はトタン張りで大雨でも雨漏りの憂いなき
ようにした。周囲の壁はアンペラを利用し、適当な箇所に窓や出入口を設け、避雷装置も
設計した。バラック式教室の中には、アンペラ蒲呉座を敷き、黒板とオルガンを備えた。
便所と湯呑所は丸太柱とアンペラを利用して拵え、山林内には通路も開拓した。児童用机
は密柑の空箱を採用し、内外とも紙張りにして渋を引き棘などの刺さらぬようにしたうえ
で児童 1 人に 1 個ずつ与えた。その箱の中に着衣や学用品・弁当等を入れ、蓋をすれば机
の代用となり、竪にすれば腰掛となるもので、児童に貸与した釣床も放課後は箱の中へし
まわせた。児童の午睡場所は教室の東方約 30 間離れた松の密林で、釣床を吊るして睡眠さ
せた。この釣床は、中国の玉繭の袋で、外せば敷物となり、継合わせばテントの代用にも
なる代物で、前橋市立病院で厳重な消毒を施してから使用させる。睡眠中の害虫予防とし
ては石油乳剤を使用して駆除に努め、同時に児童 1 人に対して天竺約４ヤールを給与して
掛けさせる。狩野校医と大西群馬県主事の斡旋で、間食品で糖分とカルシウム分を補給し、
牛乳、果実、菓子等を前後 3 回程度に分け与える。睡眠後と間食後には歯磨き粉とブラシ
を与えておき口中を掃除させ、湯呑兼用のアルミニウム製の水吞 1 個ずつを与える、とし
た。その他、特別会計で写真撮影等の企画もあった86。
敷島尋常小学校でも、15 坪の掘立小屋（屋根ハ亜鉛葺）の児童収容所と 3 坪の物置を設
置し、前者は「不時ノ降雨ノ際一時ノ雨宿ノ為メト事務ヲトル所、来校者ト應接スル所児
童ニ晝食ヲ給与スル際使用スル等全ク林間学校ノ中心部」として利用した。さらに給湯所
を設け、備付品として五升炊の釜、釜台、茶飲茶碗五十個、土瓶五個、柄杓、手桶、バケ
ツ等を備へた。
「麦湯ニ少量ノ食塩ヲ混シタルモノ」を給湯所でつくり、虚弱児童に飲ませ
る準備を整えた。運動用具については、ブランコ八個、攀登棒五本、平行棒二本、フット

上武大学ビジネス情報学部紀要 2017 第 16 巻

p.1-37

13

ボール、色旗を用意した。教授用および児童の発表用に小黒板を準備し、黒板掛を特注し
て職人に製作させた。ハンモックは、
「安價デ丈夫デ取扱ニ便利ニト云フ條件」のもと「各
種ノ布ニツキ製作方法ヲ種々工夫ノ結果」
、
「一人一個合計百個ヲ作ッタ」。便所は亜鉛葺堀
小屋アンペラ張リで設置し、
「莚戸デ小便所二ヶ所大便所一ケ所ヲ設ケタ．大便所設計ニハ
可ナリ頭ヲ悩シタ糞尿ノ始末ハ村ノ者ガシテクレタ。」という。その他として、以下の備え
をした。
１．雨傘ヲ五十本用意シテ不時ノ用ニ備ヘタ、
２．学習用ノ腰掛ト台トニ兼用ニ一人掛ノ腰掛ヲ児童数丈学校ヨリ持テ行ッタ
３．蒲莚ヲ各組二枚用意シタ。
４．児童携帯品置場トシテ丈三野角ニ釘ヲ打チタルモノヲ松ニ結ビ付ケタ．
５．手拭干場トシテ麻縄ヲ張ッタ
６．使用地ノ周囲ニ荒縄ヲ張リ道ニハ一般人ニ対スル注意札ヲ立テ入口ヲ示ス札ヲ立
テタ。
７．課外読物トシテ児童文庫ノ図書約五十冊ヲ備ヘテ置イタ。
参加児童の服装と携帯品については、
「往復ニ便利ナルコト、裸体トナルモ見苦シカラサ
ルコト、運動ニ便利ナルコト、林間ニ於テモ負傷スル憂ヒナキコト、下学年児童ニモ着脱
容易ナルコト

安價ナルコト等ヲ要件トシテ」、次のように定めた。

１．着物ハ軽装ナルコト
２．跣足足袋若シクハゴム靴ヲ穿カシムルコト
３．脚絆若シクハ之ノ代用ニテ長靴下ヲ着ケシムルコト
４．男女共猿股若クハ海水浴着ヲ着ケシムルコト
携帯品については「組分ケ色分ニシ氏名ヲ記セル腰札ヲ作テ之ヲ与ヘ」
、その他、手拭、
鼻紙、学用品、弁当ヲ持参させた87。
開催日数については、敷島小学校では「積極的ニ体格ノ増進、体質ノ改良ノ得ラレルマ
デ、シカシテ将来健康状態ニ生活シ得ラレル見込ノ有ルマデ、経費ノ許ス範囲内デ授教者
人員ノ都合ノ出来ル範囲デ現在ノ学校ノ経営ニ適當デアッテ、然モ法令ノ許ス範囲デ気温
ノ林間学校ノ生活ニ適ス期間デナケレバナラヌ」等の諸条件を考慮して、三週間という期
間に決定した88。
実施に当たり、身体検査が重視されたが、大西衛生主事と狩野校医によって採用された
検査項目と検査時期については以下のとおりである89。
林間学校ハ我校ニ於テ最初ノ試デアル。此ノ施設ガ児童身体ノ各部ニ如何ナル影響
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ヲ及ボスカヲ、調査スルコトハ、一ッハ施設ニ対スル責任ヲ明ニシ、一ッハ今後ノ改
善資料トナルノデアッテ、実ニ重要ナル一事項デアル。而シテ如何ル方面ヨリ如何ニ
調査スル可キカハ大西衛生主事及狩野校医ニ依ッテ研究セラレタ、結果左ノ如ク定メ
タ。
一、検査項目ヲ身長、体重、胸囲、評点、体温、脉搏、呼吸、疾病（特ニ胸郭腹部）、
食欲、睡眠ノ十項目トスルコト
二、開始前第一回検査ヲナシ、開始後、一週間毎ニ検査シ、更に閉校後十日半ヲ経テ、
変化ノ状況ヲ明ニスルコト
三、検査票用紙ノ形式ヲ左ノ如クスルコト
当時の前橋市には、敷島尋常小学校と桃井尋常小学校のほかに、中川尋常小学校と久留
万尋常高等小学校とがあったが、中川と久留万は林間学校について共同歩調をとることは
なかった。中川小学校の館内元校長と久留万小学校の櫻井菊次郎校長もまた小出での林間
学校の開催を希望したが、
「如何せん両校は林間開催地に遠く児童の往復疲労を気遣ひ止む
を得ず学校において教養所を開催せり」と、狩野は回想の中で両校が断念した事情を解説
している90。
小出河原での林間学校に加わらなかった中川小学校では、1921（大正 10）年 8 月 1 日
から 25 日まで「学力補充教授及び身体薄弱養護事業」を実施し、その指導に館内校長（在
任期間：大正 6～14 年）以下 8，9 人の教師が当たり、学校医も参加した。翌年には「夏
季学校、希望者全部を収容ス、夏季教養所、身体薄弱児童収容を開始ス」とあるように、
学力補充を目的とする「夏季学校」と、虚弱児童の体力向上を目的とする「夏季教養所」
の二本立てで夏休み中の事業が行われ、以後も同様の形式で継続された。当初、経費は学
校後援会から賄われたが、翌年からは、これに加えて前橋市学齢児童保護会から援助があ
った。学齢児童保護会は、1912（大正元）年 9 月に市町村ごとに設置され、貧困病弱など
による不出席、不就学をなくし義務教育を受けさせることを目的とした91。
久留万小学校も、夏季に中川小学校と同様な事業を行った92。

3．尋常小学校における林間学校の開設
群馬県下において林間学校開設の先駆けをなしたのは、桃井尋常小学校と敷島尋常小学
校であった。狩野寿平は敷島尋常小学校と桃井尋常小学校の両学校長と協議し、県学校衛
生主事・県学校医会長・前橋教育会の協力および学校後援会の支援を得て、林間学校の開
設を実現させた。桃井小学校については、後援会役員のほか、同校保護者の小暮市太郎の
「熱心なる尽力」が特筆されている93。
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以下、2 年度にわたる両校の林間学校開設の実態を記述する。
第１回林間学校（1921 年 8 月）
桃井尋常小学校と敷島尋常小学校とで同時期に合同開催した林間学校の開設場所は、当
時「小出河原」と呼ばれた群馬県勢多郡南橘村上小出河原の松林（現在の前橋市街地郊外
の「敷島公園」
）であった。実施期間は、1921（大正 10）年８月１日から 21 日までの３
週間、栄養「丙」評価を受けた者および比較的虚弱な児童が選ばれた。利根川に面して眺
望が広く、オゾン含有量が最も多く、附近に小川と砂原のある場所を選定し、自然環境に
優れた林間で規則正しい生活をさせ、適当な栄養と運動、睡眠を与えることにより、児童
の健康の回復と増進を図ろうとするものであった。
同年８月 1 日（月）
、桃井・敷島の両小学校の林間学校出席児童は、神明町補習学校に集
合したうえで林間学校へ赴いた。参加児童数は、桃井小学校が 107 名、敷島小学校も 107
名の予定であったが、２～３の落伍者があった。桃井小学校では 1 年と 2 年及び 3 学年以
上を一緒に編成し、敷島小学校では 1 年が黄、2 年が青、3・4 年が赤、5・6 年が紫とし
て組分け編成した94。
同日午前 10 時から挙行された桃井・敷島の両小学校の林間学校の合同開校式には、群馬
県から大芝惣吉県知事、関口官房主事、豊島学務課長が臨席し、前橋市からは松田助役、
中西商業学校長が出席し、その他、父兄有志十数名の来賓が参列した95。報告書によると、
このほか、大西学校衛生主事、中曽根社会教育主事、県衛生課長、斎藤学務主任、市書記
および市会議員、その他有志および新聞記者が参列した96。この合同開校式の様子について、
報告書は以下の様に記している97。
式場ハ草深イ林間デ青イ松ノ木カラ松ノ木ヘ紅白ノ幕ヲ張リ廻シ枝カラ枝ヘ萬国旗
ヲ掲ゲ只一個ノテーブルヲ置タ所ハ如何ニモ林間気分デアル

知事閣下本縣学務課長

殿ヲ始メ縣高官ノ方々市助役学事関係吏員、後援會幹部、市有志等多数ノ臨席ヲ得テ
簡単ニ荘厳ニ式ヲ行ッタ

特ニ知事閣下カラハ訓示ヲ頂イタ

開校当日午前 10 時から午後 4 時までの課程は、深呼吸、裸体体操、遊戯、午睡、冷水
体操、散歩、唱歌、お伽噺、蓄音機の時間が組まれ、その間に昼食や間食があり、湯や牛
乳などが与えられた。午睡中は監督教員が看護を怠らず、寝汗などせぬように注意を払っ
た。
参加児童の体質上、十分な救護設備が必要と認識され、日本赤十字社群馬支部の医員出
張所を設けるなど、しかるべき態勢が整えられた。日赤群馬支部が援助して敷島・桃井の
両校の中間地点に救護所が設置され、毎日「看護婦二人ヅゝ出張セシメ時ニ醫員ノ方モ見
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ヘラレタ」
。看護婦の一名は「累次ノ戦争ニ従軍セラレテ救護ニハアラユル経験ヲ積マレタ」
従軍看護婦の経験者であった98。
身体検査には、校医、県衛生主事、日赤医師、看護婦が当たった。
「皮膚薄弱児童」には、
「乾摩擦を行ひ特に深呼吸を行」わせた99。
敷島小学校の林間学校の通常時の日課表は以下のとおりである100。
8 時 30 分
集合

点呼

健康診断

深呼吸

8 時 30～9 時 30 分
朝参票配布

教科ノ復習

9 時 30～10 時 30 分
露天ニ出テ裸体体操及遊戯
10 時 30～11 時 30 分
林間ニ入リ間食

自由学習 自由遊戯

矯正体操

11 時 30～12 時 30 分
安静

晝食

含嗽

安静

12 時 30～14 時 00 分
健康調査

午睡

14 時 00～15 時 00 分
河辺ニ出ツ

水遊

散歩見学

15 時 00～16 時 00 分
林間ニ入ル

間食

慰安101

16 時
整理

疲労調査

點呼

退散

以上のように、敷島小学校の林間学校の日課には、東京の赤坂臨海教育団で早朝に実施
された毎朝の宮城遥拝と教育勅語奉読102 は組み込まれていなかった。大正自由教育の影響
を受けた伊東保之麿第 13 代校長の指導下にあった当時の敷島小学校のリベラルな校風が
窺える。
開設中、群馬「県衛生課ノ好意ニヨリ」炭酸瓦斯の濃度を測定し、小出河原の松林の「空
気ノ清浄ナルコトヲ証スルコトガ出来」た、としている。比較対象としてサンプル調査さ
れたのは、前橋市の市街地ではなく、東京市にある某学校であった103。
経費は二校とも後援会費および寄附金を以て充て、参加児童からは参加費を徴収しなか
った104。実施の翌月に敷島尋常小学校の衛生係が『前橋市敷島尋常小学校

林間学校實施
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状况』をまとめているが、それによれば所要経費の内訳は設備費 227 円 10 銭、間食昼食費
236 円 73 銭、消耗品費 16 円 63 銭、謝儀及手当 169 円、雑費 55 円 4 銭となっており105、
児童の食費に経費の約 3 分の 1 を充てていたことが判る。間食は「初ハ量ヲ減シテ質ノ良
イモノヲ選ビ次第ニ量ヲ増スコトニシタ」が、午前一回午後一回の間食と昼食は「児童ノ
大ナル楽シミノ一ツテアッタ」ので、経費の許す範囲で昼食を給すこととし、8 月 6 日（五
目飯）、12 日（豚肉飯）
、20 日（樓飯）の三回配食して喜ばれた106。間食については「滋
養ニ富ミ消化ヨク而カモ安價デ児童ノ趣好ニ適スルモノデナケレバナラヌ」との条件のも
とに、献立表を作った。また毎日、牛乳を「五勺ヅツ」与えた107。
含嗽は、当初ただ水のみでさせていたが、8 月 4 日に前橋歯科医師会から萬歳ブラシと
ライオン歯磨が児童全員に寄贈され、児童は二組に分れて歯ブラシの使用方法を教えられ
た。二人の医師の指導の下、児童は歯ブラシの使い方を会得して、昼食後は必ず歯ブラシ
を使って嗽をするようになった。
林間に吊られた純白のハンモックで静かに午睡に入る子供たちの間を、教師たちは虫類
に螫された場合の処置に使うアンモニア水を持って巡回した。当初は「川辺ニハ行クガ水
ニ入リ得ヌモノガ多カッタガ、日々ニ増シテ一週間後ニハ日課中第一ノ楽ミトシテ、水ノ
中ヘ跳ヒ込ンデ泳キ廻ッタリ水ノカケッコヲシテ又、熱イ砂場ニ横タワル様ニナッタ」
。こ
うして、しばらくすると児童らの皮膚は見るみるまに「赤銅色」となった108。
開校から 1 週間後に取材した新聞記者は「流るヽ利根の水を波静かに時々小石を投じた
様な軽快な音が聞える（中略）遠く望めば妙義榛名の雄姿それに連らねたる山々是等の奇
勝や興趣の中に松林に取囲まれて」数日を過ごした「児童の様子はからりと替はって體は
もう真黒で（中略）肌は宛然印度の人の如く黒く光っている」と報じた。桃井小の秋山校
長によれば、児童は林間学校に来ることを喜び、欠席者は殆どない。とくに子供たちは川
での水泳を好んだ。狩野校医によると、林間学校の開始以来、児童の体重が増した109。
娯楽的要素も加味して、８月 12 日の午前 9 時から 10 時 20 分まで、桃井・敷島の両小
学校合同で「おとぎ講演会」が開催され、神田霊華が「鬼だまし」なる演題で児童に話芸
を披露した。敷島小学校では、児童一同に対して午餐の馳走がふるまわれた110。
敷島小学校で林間学校を担当した教員は、男教員 11 人、女教員 3 人の合計 14 人で、毎
日 4 人ずつ平均 6 日間勤務した。教員の中には講習に行く者や帰省する者などもあるゆえ、
そうした都合を按排して勤務配当が定められたが、学校長および学校医は毎日出勤した111。
桃井小学校では、校長のほか 18 名の教職員が、毎週 6 名ずつ交代勤務した112。
桃井小学校では、雨天であった３日と 17 日に、参加児童の過半数が本校に登校した。1
7 日には「午後二時ヨリ作法室に於テ神田氏ノオ噺」があった113。
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８月 21 日に閉会式が挙行され、身体検査関係者一同（萩原密蔵、赤十字医師、他数名）
、
後援會副会長、評議員、斎藤、遠藤理事、斎藤市書記、本山新上野記者、其他新聞記者が
参列した。
敷島尋常小学校の実施報告書の末尾に付記された職員の感想のなかには、開設期間につ
114
との延長論がみえる。
いて「三十日又は七十日迄延長シタシ」

第２回林間学校（1922 年 8 月）
桃井・敷島の両尋常小学校は、翌大正 11 年もまた前年同様、８月 1 日から 21 日までの
3 週間、勢多郡南橘村小出河原の松林で林間学校を開いた（雨天の場合は本校舎で実施）
。
参加児童数は、桃井小学校が 127 名、敷島小学校 115 名であった。桃井小学校の児童は神
明町幼稚園に、敷島小学校の児童は同校に集合して、教師引率のもと林間学校へ出かけた。
設備は前年同様、教場、水泳場、土俵、湯呑所、便所等を設け、ハンモック整理箱、アル
ミニウム碗一人一個、オルガン、黒板、遊戯道具を準備し、日赤群馬県支部員が毎日出張
して救護に当たるほか、狩野校医が毎日出向いた。課程は、学科復習、訓話、お伽噺、史
談などのほか、体操、遊戯、水泳、深呼吸等で、毎日体格検査を実施して成績を調べた。
間食は午前 10 時に牛乳を与え、午後 3 時にカステラ、ビスケット等を給与した。経費は
二校ともそれぞれ約 650 円と見込み、市児童保護会、各校後援会等より補助するほか、前
年同様、有志の寄付を募った115。
８月 1 日午前 10 時から、両校合同の林間学校開校式が松林の中で挙行された。群馬県
から高橋・学校衛生主事、丸橋・愛国婦人会支部主事、前橋市からは松田助役、狩野市医、
松川書記、関係市会議員、横川良助らが列席した。秋山・桃井小学校長の開会の辞に続い
て、助役が児童に激励の言葉を与え、伊藤・敷島小学校長が蜂および茨や篠の切先に注意
するよう諭した。両校が別行動に移ると、桃井小学校では牛乳が頒たれた。自由運動の後
は、お伽噺に聞きほれ、午後 2 時からはハンモックの中で午睡についた。敷島小学校では、
3 年以下を赤、それ以上を紫の 2 組に分かち、男性教師のみが従事した116。
この年の桃井小学校の林間学校の様子は『大正十一年

117
に詳しく
桃井林間学校状況』

報告されている。日課・設備等は敷島小学校とほぼ同様であり、開設趣旨も「体質虚弱児
童に対し健康の向上を図る。
」とし、開設場所である勢多郡南橘村大字上小出地内松林につ
いては、
「オゾン」の含有最も多く「針葉樹ノ密林ニシテ空気清浄加フルニ、附近ニ川アリ
砂原アリ又前方大利根ニ面シ眺望濶ク北ニハ赤城ノ雄姿ヲ望ミ西ヨリ西南ニカケテハ榛名
妙義ノ翠峯ヲ眺メ得ベク誠ニ浩然ノ気ヲ養ヒ健康ノ向上ヲ図ルニ最モ適当ノ地ナリト認メ
タリ」と太鼓判を押した。
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同報告書に依拠して、桃井尋常小学校の林間学校の開設準備状況と実施の具体相につい
て、以下に詳細を紹介する。
収容児童は「春季身体検査の結果、栄養丙の者及び乙評中で校医の指定した者。」とした
が、具体的な収容者の選別は次のようなプロセスを経て行われた。春季体格検査の結果、
栄養「丙」と認定した者および「乙」評の中で校医が体質薄弱と認めた児童を選び、これ
ら合計 160 名に対して綿密な身体検査を実施したうえで保護者を招集して趣旨説明をして
募集したところ予想以上に申込者が多かったが、経費と設備の都合上 127 名を収容するこ
ととした。ただし、応募者中に病気その他の事情から取り消した者が出たため実際の収容
数は 123 名となった。
設備については、松林附近の道路や橋を整備し、林間の４か所に教場を定め、蒲茣蓙、
黒板、机兼用整理箱として蜜柑箱を児童数用意した。さらに雨天収容所兼事務室として水
遊所に近い眺望佳良の場所を選んで、天幕を張った仮舎（縦３間×横４間）を設置した。こ
の仮舎内に救護所を設け、校医の狩野寿平と日本赤十字社群馬県支部の稲葉医師および毎
日派遣された奥津看護婦が救護の任に当たった。仮舎の裏には物置（２間×４間）を作った。
仮舎の傍に竃を置いた湯呑所を設け、小使に麦湯を作らせて児童に与えた。
麦湯を飲むときに用いるアルミニウム製の水吞が児童一人ずつに与えられ、嗽にも利用
された。ブランコ、土俵、便所を設え、諸用具 20 種余118 を用意した。ブランコは自然の
立木を利用して５ヶ所設置し、土俵は１ヶ所築いて、児童の運動用に供した。便所は男女
別に各１ヶ所を設け、防腐剤と消毒液を備え、衛生上の注意を払った。
午睡所は正午頃から日蔭となる場所に設け、杭を立て横木を渡すなどしてハンモックの
吊り場を作った。木蔭の風通しの良い所に丸太を横たえ、柵の如き物を建設して、その間
に吊り渡した「釣床」と称したハンモックは、前年使用した「支那玉繭」輸送用の空袋を
利用して作った。不足分は市販のハンモックを購入し、林間の立木を利用して、各自随意
に釣らせた。釣床の敷布には「大巾天竺木綿」を用意し、その一半を掛布とした。児童は
当初、ハンモックに慣れていなかったため容易に眠ることができなかったが、次第に栄養
状態が改善され運動が活発になるに従い、熟睡できるようになった。
松林の西には広大な砂原があり、雑草もなく、かつ平坦で、自然の運動場に適していた。
砂原の東側を貫流する小川の清流は小池を形成しており、深さと言い、水質と言い、児童
の遊び場として最適であったため水遊所とした。
集合・往復・解散については敷島小学校と事情をやや異にする。桃井小学校の児童は午
前 8 時までに「神明町前橋幼稚園の庭に集合し、担当教師が引率して往復歩行、解散も集
合地に同じ」とされた。詳しく桃井小学校の日課を見ると、午前 8 時から 9 時まで「途上
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（林間学校へ向う）
」とある。参加児童は、午前 8 時までに神明町の前橋幼稚園庭に参集し、
教師に引率されて到着した後、9 時から健康診断、深呼吸、訓話、学科復習とあり、開始
時刻が敷島小学校より 30 分遅く設定されている。敷島小学校より南に位置して県庁や市役
所に近いが、松林からやや遠い桃井小学校ならではの配慮と言える。ちなみに、松林まで
の距離は、敷島小学校からは約 2.5km、神明町幼稚園からは約 3km である。
教職員については、各組担任１～３名、往復引率者３～４名、事務担当者４名を配当し、
それぞれ１週間交替としたが、校長は全日監督執務した。
組分は１年男女から４年以上男女までの４組編成とし、各組ごとに異なる色の肩章をつ
けさせた。組分けは、1 組（1 年生）が赤（38 名）
、2 組（2 年生）が紫（23 名）
、3 組（3
年生）が緑（32 名）
、4 組（4 年生以上）が黄（30 名）とした。合計 123 人（男児 60 人
+女児 63 人）であったが、１年生と３年生の参加者が多く、年齢では９歳の児童が最も多
かった。病気または都合によって欠席者が出たため、開期中の出席者数は平均で 109 人で
あった。
児童の携帯品に関しては「教科書、復習帳、色鉛筆、弁当」とし、服装は「軽装とし足
袋はだし又は草履、男女ともサルマタ着用」と規定した。
日課は、午前８時集合地出発、診断・深呼吸、学科復習、間食、遊戯体操唱歌、林間散
歩、昼食、午睡、水遊、お伽噺119、集合地帰着、解散というスケジュールであった。現地
に到着すると、整列させて望診した後、深呼吸をさせた。身体検査は、入校時と、その後 1
週間ごとに計 4 回、学校医が行った。
松林の 4 か所に蒲呉座を敷き、黒板を掲げ、机兼用の整理箱を並べて林間の教場とした。
整理箱は蜜柑箱を利用して作り、児童一人ずつに与えて教場において机の代用とし、また
学用品・弁当・脱衣などを入れるために用いた。児童たちは到着後ただちに事務所で整理
箱を受け取って各自所定の教場に行き、自分の荷物を箱に収納した。帰宅の際は、荷物を
取り出して箱を物置場へ持っていき、収めた。
体操・遊戯・談話については適切な教材を選択し、唱歌についても時節に適した軽快な
作品を選んだが、桃井小学校では所定の曲以外に特別に林間学校用の歌として新曲「林間
学校」を作った120。
弁当は各自、家庭より持参させた。午前 10 時からと午後 3 時からの 2 回、間食が与え
られ、前者では牛乳が提供された121。午後の間食では「空腹ヲ感ズルヲ以テ容積多キモノ」
を与えた。間食品については、滋養分に富むこと、消化しやすい物、歯牙を害わぬ物、児
童の嗜好に適した物との観点から選択され、配当表が作成された122。間食用食品として、
カステラ、アンパン、ビスケット、饅頭、馬鈴薯、磯部せんべい、味附パン、味噌附饅頭、
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菓子、味噌パン、キャラメル等が列挙されている。5 日目より児童の食欲は俄かに増進し、
体重が増加した。
大正 11 年の実施経費については『大正十一年 桃井林間学校状況』に会計報告が記され
ているが、それとは別に『大正十一年 會計簿

桃井小学林間学校』なる冊子があり、収

入と支出に関する詳細な記録が残されている。これらによると、収入は 728 円 38 銭で、
その内訳は、同校後援会補助金が 200 円、前橋市学齢児童保護会補助金が 100 円、学区内
の各町寄附金が各 25 円、群馬県学校医会奨励金が 15 円、児童保護者の寄附金が各 2 円な
いし 5 円であった。支出は 607 円 98 銭で、その内訳は設備費が 113 円 40 銭、間食牛乳
費が 199 円 64 銭、謝儀及手当が 191 円 60 銭、雑費が 103 円 31 銭であった123。同校で
も学童の栄養補給に最も多額の費用を費やしたが、謝儀及手当の額も大きいのが桃井小学
校の特徴である。

4．林間学校の成績と効果
敷島尋常小学校では、第１回目の身体検査の結果を各検査項目について時系列的に比較
調査した結果、以下のように報告している124。
一、身長ハ第一回ニ比シ第二回ハ少シク増加シ第三回ハ第二回ト略同シク、第四回ハ
更ニ幾分増加シ結局第一回ニ比シ二分三厘ヲ増加シテ居ル
二、体重ハ第一回ニ比シ第二回ハ平均八十匁ヲ減シ第三回第四回ハ増加シ差引約七十
匁ヲ増加シ更ニ九月一日ノ検査ニ於テ七十匁ヲ増加シテ居ル、前年全体児童ノ休
暇前後ノ平均増加ハ凡十三匁デアッタコトニ比シ病弱児童ガ百四十匁ヲ増加シタ
コトハ著シキコトデアル。
三、胸囲ハ第一回ヨリ第二第三第四ト、順次増加シ平均六分増加デアル而シテ以上ノ
増加ハ何レモ女児ニ多ク男児ニ少ナキハ注意スベキコトニ思フ
四、体温、脉博、呼吸ハ三者ハ何レモ其ノ初ニ於テハ不正ノ者アリタレド回ヲ重ネル
ニ従テ減少シ第三回ニ於テ体温不正ノ者皆無トナリ第四回ニ於テ脉博呼吸共ニ正
者ノミトナッタ
五、疾病カ最モ注意スベキハ頚線ノ腫張ト呼吸器ノ障害デアル、前者ハ収容児童ノ六
十五％ニシテ後者ハ二十四％デアル、男女ノ割合ハ、前者男四女七ニシテ後者ハ
男七、女八デ何レモ女児ニ多イ以上ハ営養丙ノ児童ニ対シテノ調査ナルヲ以テ、
甲乙ノ児童ニハ、カカル割合ニハアラザルベキモ尚全校児童中ニハ相當多数アル
ベキヲ思フノデアル而シテ之等ノ疾病ハ結核病ノ素因ヲナスコトノ多キヲ考フル
トキハ実ニ戦慄ヲ禁シ得ナイノデアル、然ルニ三週間ノ林間生活ハ著シキ効果ヲ
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顕シ頚線腫ハ患者六十％ヲ呼吸器ノ障害ハ二十九％ヲ治癒シ得タノデアル。
マ マ

六、順 環器ニ関スル疾病ハ百分ノ八ナリシカ

約其ノ半数ハ治癒シタ

腹部膨満等胃

腸ニ関スル疾病等ニモ相當効果ヲ認メタガ、其他ノ五宮器ニ関スル疾病等ニハ効
果ノ著シキモノヲ認ムルコトガ出来ヌ。
以上ノ結果ヨリ之ヲ見ルトキハ林間生活ハ腺病質体質、呼吸器、順環器、消化器
等ニハ其ノ影響著シキモノヲ認ムルコトガ出来タガ、其他ノ疾病ニハ短期間ニ於
テハ之ヲ認ムルコトガ出来ヌ。
七、食欲ノ増進ト深キ安眠之レハ顕著ナル事実デアル開設中保護者ノ殆ド全部ガ参観
ニ来タガ異口同音ニ食欲ノ増進ト夜間ノ安眠トヲ以ッテ感謝シタ、保護者ノ多ク
ノ語ル所ハ次ノ如クデアル「是迄ハ学校ヨリ帰ヘルカ、又他ヨリ戻ルトキハ小使
銭若シクハ間食物ヲ要求シタガ林間学校ニ入リテヨリハ真ニ多飯ヲ請求シ、食事
終レハ間モナク寝ニ就キ翌朝マデ亦目覚セズ」ト

以テ如何ニ彼等ノ食欲ノ増進

セシカ、睡眠ノ度ノ深キカヲ知ルコトガ出来ル。
桃井小学校でも同様の成績で、平均して、身長１分８厘、体重 88 匁、胸囲 5 分の増加
を認めた。児童の皮膚は、日光と空気に晒され、水泳や摩擦により鍛錬した結果、その色
沢の高進・弾力の向上には驚くべきものがあり、冬季に感冒に侵されることが少なくなっ
た。筋肉も緊張の度を増し、内臓器官は調節され、呼吸器・消化器共に機能を向上し、食
欲が上伸した。その他、頚線肥大、腺病性体質等も軽快し、精神機能が元気旺盛となり、
動作が敏捷となった125。
第 2 回目における児童の健康面の成績について、狩野市医は閉校後、概ね胸囲と身長は
幾分かの増進がみられ、体重は 1 人当たり百匁の増進を示し、皮膚の抵抗力を増進し、筋
肉の緊張もよく、内臓器官の調節が良好となり、腹部脹満児童の腹部も通常のものとなっ
た、と語った126。なお狩野は敷島小学校のデータとして、林間学校収容児（160 人）中、
翌年 4 月に「乙」評価に向上した者 52 人、林間学校不収容児（60 人）中、翌年 4 月に「乙」
評価に向上した者 13 人という結果を報告するとともに、流行性感冒の全校児童罹病率が 6
0％であったのに対して、林間学校収容児童の罹病率が 35％にとどまったことを示してい
る127。いずれも林間学校に参加した児童の方が、成績良好であった。
『大正十一年

桃井林間学校状況』も、参加児童の著しい変化を報告している。入校前に

蒼白であった皮膚は暗褐色に変じ、発育不良であった筋肉は著しく抵抗力を増し、一見「腺
病質」のごとき状態であった者の健康状態は甚だ良好となった。児童の動作も最初は甚だ
不活発であったが、次第に活発となり、裸体になることを嫌う者があったが、日を経るに
従い、進んで裸体となり水遊を唯一の楽しみとするに至った（とくに女児における変化は
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著しかった）。身体検査は開校当初に行い、その後 1 週ごとに実施し、閉校までに合計 4
回行った。開校時と閉校時との計測値を比較すると、平均で、身長において 1 分７厘、体
重において 58 匁８分、胸囲において８厘の増加をみた。最も増加が著しかった児童には、
身長において８分、体重において 410 匁、胸囲において 7 分増加した者があった。

5．社会的反響
実施報告書によれば、敷島小学校の第 1 回林間学校を参観した人物は以下のとおりであ
る。
八月一日

敷島学校関係区長、後援會理事、同評議員、羽生田醫師

八月二日

津久井省巳氏（医師会）
、松田後援會評議員、市會議員、高松清太郎、

八月三日

児童保護者

八月四日

他郡市教員十数名、斎藤、松川市書記、市会議員数名、有志数名

八月五日

館林実科高女吉田校長、他郡市教員十数名、其他一般

八月六日

下山、舟湖氏、関懸視学、新田郡尾島小学校長

八月七日

木村市長、茂木上州新報記者、櫻井久留万校長、其他新聞記者

八月八日

岡田齊六氏（医師）
、市会議員

高橋氏、高崎南校土屋氏、同訓導、共愛女

学校生徒、上野毎日記者、杉山樹代（医師）
、小柳町青年會員
八月九日

川崎前中教諭、正木校長、青木、飯野、富澤、小柳町青年會員、竹内勝蔵
氏、他二人、郡部教員三名

八月十二日 大西学校衛生主事、本山新上野記者、男師範附属主事、春山訓導
八月十三日 岡部鶴吉氏、狩泉茂氏
八月十四日 天笠勢多郡長、男師範附属訓導二名
八月十五日 岸総社小学校長
八月十八日 二瓶第一課長、秋元市書記、郡部教員数名、保護者十数人
八月十九日 大西主事、岡山市収入役、石井市書記、松田文次郎氏、工兵将校三名
八月二十日 中澤郡視学、女師教諭、訓導数名、他郡教員数名
以上のリストにより、群馬県内の自治体関係者、医師、後援会役員、報道関係者らが参
観に訪れていることがわかる。遠くは岡山市からも来県している。教育関係者では、小学
校長のほか、県および郡の視学、中学校、高等女学校、師範学校など県内中等諸学校の校
長や教諭も参観している。敷島小学校の林間学校参観者のなかには工兵将校が含まれてい
るが、これは近くの岩神町に工兵廠舎があった128 関係であろうと推察される。ただし、健
兵育成策につなげようといった趣旨は、前橋の林間学校開設の目的・動機には窺えない。
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共愛女学校生徒も参観に来ているが、県内最古の私学でキリスト教（アメリカンボード）
系の共愛女学校もまた、当時は岩神町にあった（同校から松林まで約 2km）
。
敷島小学校関係者は、
「開設中来観セラレタ人ハ誰一人トシテ「ヨイ所デスナー」ト云ハ
129
との参観者の感嘆の声を引いて、選定した開設場所が林間学校に
レナイ方ハナカッタ」

とって好適地であることを自負した。
第 1 回林間学校から半年以上が経過した大正 11 年 3 月 24 日、前橋市議会において「夏
季林間教養所設置ニ関スル件」と題する建議が、佐鳥琴平と宮内國太郎を提出者とし、市
議会議員７名を賛成者として提出された。内容は以下の通りである130。
本市ノ学校衛生ハ年ト共ニ充実シ来リ常ニ他ニ先チテ適切ナル施設ヲナシ其ノ成績ヲ
挙ケツツアルハ本員等ノ欣喜措カサル所ナリ然ルニ本市七千ノ小学校児童中約六百ノ
営養不良児童アリト聞ク之レ実ニ驚クヘク悲シムヘキ事ニシテ真ニ憂慮ニ堪ヘス是等
愍ムヘキ児童ヲ救済シテ天賦ノ発育ヲ遂ケシムルハ最モ緊要ナル事業ナリトス去歳桃
井敷島中川ノ三校ハ篤志者ノ寄附金ヲ以テ夏季林間教養所ヲ設置シ良果ヲ収メタルハ
市人周知ノ事実ニシテ誠ニ時宜ニ適シタ施設ナリト謂フヘシ然リト雖篤志者ノ寄附金
ニヨル事業ハ継続的ニ行フコト難キヲ以テ斯ノ緊要ニシテ有効ナル事業モ只一時的ノ
試ミニ終ルコトナキヤヲ恐ル故ヲ以テ須ラク宜シク市費ノ経営トシ永続的ニ行フト同
時ニ十分ナル監督ヲナシ其ノ効果ヲ一層大ナラシムヘキナリ以上ノ理由ヨリ本市ハ大
正十一年度ニ於テ之レカ施設ヲナスへク計画セラレ度茲ニ以連署及建議候也
この市議会議員の建議書は、桃井・敷島両校の林間学校と中川小学校の夏季教養所とを
併せて「夏季林間教養所」と称しているようだが、これらの実現には篤志家の寄附金に依
存するところが大であった。美挙ではあるが、一時的な試行に終る懸念が拭えないので、1
922（大正 11）年度より公費（市費）を投入して市の直轄事業とすることによって継続的・
安定的に経営して充実させたい、というのが趣旨である。敷島尋常小学校後援会の評議員
でもあった佐鳥らの建議は挙手全員で市議会議員に容れられ、市長に提出すべき建議書文
案は議長に一任されたが、市長は「市としての計画なし」と答弁した。林間学校に対する
市費による補助の実現は、1929（昭和 4）年度まで待たねばならなかった131。
1922 年 8 月 17 日、高崎市立の各学校長と今井教務課長が、翌年度における高崎市の林
間学校開設の参考にするべく、前橋市の敷島・桃井両尋常小学校が開催した林間学校を視
察した132。2 年目の林間学校は、第１回に比して、児童が熱心であったばかりでなく、各
保護者が充分なる諒解を以て進んで参観に訪れたほか、高崎市のほか、桐生市その他から
の視察者が多数訪れた133。
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まとめ
今日、林間学校とは、小学校や中学校などで春から秋にかけて山間部や高原の宿泊施設
に宿泊し、ハイキングや登山等を行う学校行事の一つで、学習指導要領においては特別活
動の学校行事として「旅行・集団宿泊的行事」に位置づけられている。だが、大正後期に
前橋市立の尋常小学校により開設された林間学校は、少年自然の家などを利用した宿泊型
ではなく、通所・通学型の林間学校であった。大正期に林間学校の分類名称として紹介さ
「半聚落」）の形式を採用し
れ用いられたドイツ語の類型概念134 で言えば、Halbkolonie（
た、開設期間 3 週間の林間学校であった。
それは、
「自然へ帰れ」といったロマン主義的な人文的な思想に基づく実践ではなく、虚
弱体質の児童のための、療育的発想に基づく教育実践であった。児童全員参加型の企画で
はなく、健康な子どもを対象としたものではなく、選別された虚弱児童群を対象とした森
林療法的な実践であった。
明治期には生徒の体質改善という衛生的意義が求められていた林間学校は、大正期に入
ると精神や知といった教育的意義をもって企図されたとの移行説135 があるが、群馬県に初
めて誕生した林間学校は、それを裏書きする性格の実践ではなかった。虚弱児童を集め、
念入りな身体検査/測定を行い、空気浴、日光浴、水浴に加えて適度な運動と栄養摂取によ
る体質改善効果を確認しようとした、医学・保健の観点から取り組まれた林間学校であっ
た。児童に松林で深呼吸させ、昼食と間食で十分な栄養を提供し、裸体体操や矯正体操、
林間散歩や遊戯、利根川の支流での水遊などで身体を動かして健康の回復・増進を図った。
また嗽や歯磨きの励行などの保健指導を含むもので、児童が家庭に戻っては保護者間での
「規律正シキ生活法」の自覚が期待され、児童を通じた保護者への啓蒙も意図された。
児童期の健康法の研究者であった稲葉幹一は、
「林間学校は教育と医術とが協同して、都
会地の小学児童中病弱にして、他の健康児と共に同一教育を施すに適しない者をば、之を
136
とし、これに対して「フ
林間閑静なる衛生地に移して、特別の教育を施す学校である」

ェリエンコロニ―」
（休日殖民）は「長期の休業を利用して、都会の小学校に於ける虚弱な
る児童を、山水の地に移して其健康を回復するの目的を以て行ふ、小学校の社会事業であ
る。林間学校と異なるは、主として健康を期するにありて、学科の教授を成さざることと、
137
と定義しているが、前橋市の小学校
其期間林間学校の如く長くないとにあるのである。」

が開催した林間学校は、後者に近い実践であった。
敷島・桃井の両尋常小学校は、児童の体質改善に効果があったことを、詳細なデータを
実施報告書に記すかたちで示した。だが他方で、当時の林間学校関係者の間でも、わずか 3
週間で改善効果のあったことを主張する風潮に懐疑的な見解もあった138。
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先行研究によれば、大正期に全国各地で開設された林間学校の実施主体には、公立学校、
自治体（東京市社会局や学務課、本郷区や麹町区など）
、教育会、学校医会、大日本学校衛
生会、医療関係団体など、様々なものがあった。前橋市では歴史の古い小学校２校が学校
後援会の協力と地元地域の寄附金を得て独自に主催したもので、市役所や教育行政当局あ
るいは教育会が積極的に乗り出したものではなかった。
当時の少なからぬ林間学校実践がそうであったように、学校医の果たしたリーダーシッ
プも見逃せない。狩野寿平が校長と共に学校後援会を組織して、集められた醵金から林間
学校開催資金を捻出できる体制を構築し得たことは、二校の林間学校の開設を実現せしめ
た大なる成功要因であった。
第 1 回目の開校式には県知事を初め、群馬県と前橋市の高官が列席したように、自治体
首長が林間学校に寄せた関心と期待の高さが窺える。
成城中学校教諭であった鵜飼盈治が著した『日本アルプスと林間学校』に記録が残され
ているように、成城中学校では教育（学）的な観点から宿泊滞在型の林間学校を中房温泉
で開設した139。同校の林間学校では、植物採集や気象などの自然研究が推奨され、理科教
育として注目すべき点が多いが、特筆すべきは山岳美を中心とした美育であり、鑑賞教育
を含むものであった140。多摩川河畔での麹町区林間学校を実施した竹内嘉兵衛（実践当時
は永田町尋常小学校訓導）もまた、自然に触れて審美的趣味を涵養することの意義ととも
に、蝶や蜂あるいは小川の雑魚の群れが理科教授の実習場たりうることを認識している141。
そうした視点は、前橋市の実践では（山岳美を意識した以外）極めて希薄で、あくまでも
健康増進を主眼に置いた林間学校であった。
桃井・敷島両小学校の林間学校の日課は、体育的活動、学科の復習、お伽噺による情操
教育ないし娯楽レクリエーション、ハンモックでの午睡による休息など、多様な要素から
なっていたが、本郷区の夏期休養団（宿泊型）の活動計画にあるような鉱物・動植物の採
集や名所旧跡の見学・地理歴史学習などは含まれておらず142、風琴や蓄音機・幻灯機、室
内遊戯具、教育的玩具など精神的慰安のための機器および器具の用意もなかった。
だが、本郷区の夏期休養団の健康診断・体重測定を踏襲するかのごとく、敷島小学校で
も参加児童の体重の増減結果が体質改善効果を表す最大のバロメーターであるかのごと
く、実施報告書には詳細な統計データが盛り込まれた143。身体測定によるデータを整理し、
グラフを作成し、数値的に改善効果を確認しようとする努力がなされた。
医師の五十嵐誠祐は「当時、前橋市は製糸工場が多く、住民が知らぬ間に煙突より煙が
多量に排出され、よって大気汚染物質が多く、大気の自浄作用を超えて人為的に汚染物質
が放出（排出）されていたものと思う。又、紫外線も弱く、このような環境から市外の森
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144
と書いている。
林の中で森林浴を児童にさせて虚弱児の解消を図ったものと思われる。」

たしかに大正期から昭和初期にかけて前橋は「糸の町」として知られ、繊維工場からの大
気汚染物質による健康被害があったように推測しうるが、そのような前橋市街の都市環境
問題への指摘や批判的言及は林間学校関係史料からは窺えない。ただし「都市＝悪質な生
活環境」
「自然＝良質な生活環境」という二項対立的な問題意識が敷島小学校関係者に無か
ったとは言えないが、上小出の松林の比較対象は前橋市の市街地ではなく、東京市内の学
校であった。ともあれ敷島・桃井両小学校が敢行した林間学校は、参観者の多くが讃嘆し
たように、開設地の選定が良く、自然環境に恵まれていた。
ちなみに、ほぼ同時期に東京市の麹町区の小学校が実施した調布町多摩川夏季林間学校145
と前橋市の林間学校実践では、以下の諸点において相似形をなしている。
① 虚弱児童を対象とし、複数の小学校で合同実施した。
② 宿泊型ではなく、日帰りの通所型であった。
③ 学校医がリーダーシップを発揮した（麹町区では岡田道一、前橋では狩野寿平）
。
④ 学校保健・学校衛生の観点からの企画であった。
⑤ 顧問格に医学界の権威をすえた146。
⑥ 学課の復習、体操、水泳が日課に含まれ、栄養補給に留意し、猿股腰巻一つの裸体生
活に慣らせた。
先述のように、多摩川での第 1 回目の林間学校を狩野校医は視察していた。敷島学校関
係者は、欧米や日本の関西など先行実践に刺激を受けて開設に踏み切ったと実施報告に記
しているが、より直接的には、狩野が岡田らによる実践をモデルにしたことが推知される。
両者の違いは、多摩川実践が学童の往復に新宿から京王電車を利用したのに対して、前橋
では徒歩で集合した点や、前者第 2 回目の区費投入にある。
敷島・桃井両小学校の林間学校では、遊戯や水遊が日課の活動に含められてはいるもの
の、体育的観点は強調されていない。実施報告書には、児童生徒の家庭の経済的問題、階
級性ないし階層性や貧困問題については言及がなく、規律ある生活習慣の確立と啓蒙に意
が注がれた。関係者は、間食や牛乳など、児童の営養摂取が十分であるよう留意し、栄養
価の高い飲食物を提供できるよう心を砕いた。
1921（大正 10）年の夏季に群馬県内で創始された林間学校は、公教育行政当局あるい
は教育会の主導で開催されたものではなく、医療・衛生当局が公衆衛生事業として開設し
たものでもなかった。また、結核予防団体のような民間の法人が企画した事業でもなかっ
た。前橋市を代表する尋常小学校２校が、学校医と校長のリーダーシップの下に独自に実
施したものであり、群馬県内においてはパイオニア的意義を有する取組であった。開設中、
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群馬県内の他郡市の教員が少なからず参観に来訪しており、そこで得られた見聞は、その
後に県内各地で開催されることとなる林間学校の参考とされた。

註
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3
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野口穂高には以下の事例研究がある。「大正末期の東京市における「林間学校」―「御殿場夏期林間学校」と

「仏蘭西寄贈病院」―」
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16
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Bion, In Neue Deutsche Biographie 2, 1955, S.250 なお野口穂高はピオンと記しているが、正しくな
い。
「大正期における「林間学校」の受容と発展に関する一考察：その目的と実践内容の分析を中心に」
（早稲
田大学教育・総合科学学術院教育会『学術研究 人文科学・社会科学編』第 64 号、2015 年、390 頁）
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20
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『学習院史学 45』200
7 年、83 頁。

21
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22
23

『林間学校』前掲、4 頁以下。
戸田千恵美「大正～昭和初期の養護学級に関する一考察」
『研究紀要 第 37 号』日本大学人文科学研究所、1
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24
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竹の報告を挙げている。同書 313 頁。

25
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頁。

26
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31
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32

同校の歴史は以下の文献に詳しい。桐山直人『茅ケ崎の小さな学校―旧白十字会林間学校の三二年―』草土社、
1999 年。なお、野口穂高は論文「大正末期の東京市における「林間学校」」の 25 頁の表１（大正期の林間学
校の類型図）において、（常設）林間学校（ワルドシューレ）の主な実践例として茅ケ崎林間学校を挙げ（千
葉）と記しているが、神奈川の誤りである。

33

山岳の教育的利用を組織的に行う趣旨で、参加予定生徒約 40 名。午前中は英語数学等の授業、午後は登山、
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正時代の林間学校を中心にして」
『体育学研究』15-5、1971 年、17 頁。

36

岡田道一・竹内嘉兵衛『林間学校』内外出版、昭和 5 年、序。
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同上書、94 頁以下。
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日課は、学課の復習、体操遊戯、唱歌、水遊、午睡、談話会、遠足などであった。
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『林間学校』前掲、84 頁。
39

梅田利兵衛・長谷川純三・野沢巌・山田誠・東原昌郎・土井浩信「「学校における野外教育」―大正時代の林
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「林間学校奨励補助ニ関スル件」、野口穂高「大正末期から昭和初期の函館市における「林間学校」の研究 ―

間学校―」『日本体育学会 大会号』48、1971 年、48 頁。
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文部省調査によれば、夏季施設は大正 7 年に 771（うち林間施設 41）であったものが、大正 9 年には 2132
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寿平の読み方については、二説ある。『前橋事典』と『群馬県人名大事典』は「じゅへい」としているのに対
して、
『群馬県史 通史編９』と五十嵐誠祐『松風』は「ひさへい」を採っている。狩野は 1875（明治 8）年
11 月 5 日、勢多郡富士見村大字原之郷字弥勒寺 172 番地に狩野武三の次男として生まれた。明治 26 年 1 月
7 日、東京市本郷区湯島にあった東京医学専門学校「済世学舎」
（日本医科大学の前身）に入学し、明治 28 年
1 月に卒業証書を得た後も、翌年 1 月より同校講師に従って内科学や外科学を研究した。医術開業試験につい
ては、明治 33 年 10 月に東京において施行された前期試験および明治 33 年 9 月に仙台において施行された
後期試験に及第し、その證を得た。前橋市内で開業したが、明治後期から大正初期まで郷里である富士見村原
之郷への出張診療をも行い、地域医療に挺身した。『松風』前掲、13 頁、36-42 頁および 49 頁の「任免賞罰
事故」の自筆経歴書。

53

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』私家版、1938 年、1 頁。開業後 3 年半での校医嘱託であった。狩
野壽平「履歴書」前橋市教育資料館蔵。なお、小学校令改正に伴い、明治 41 年度から敷島尋常高等小学校医
と変更されたが、大正 2 年度からは敷島尋常小学校医と名称が旧に復した。

54
55
56

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』私家版、1938 年、2-3 頁。
『敷島小学校開校 130 周年記念誌』平成 14 年 11 月 20 日、10 頁。
この年、狩野は表彰されている。
『敷島小学校百年史』1973 年、沿革年表。なお、当時の桃井小学校の後援会
長であった竹内勝蔵は 1924（大正 13）年に第 8 代前橋市長に就任する。

57

『前橋市史』第四巻、第五章 教育

第十四節 教育諸団体 3．市立小学校後援会、565-566 頁。

58

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』前掲、4-5 頁。

59

1920（大正 9）年 5 月 4 日、以下の関連する 3 つの市會議案が前橋市長の木村二郎から提出された。第四三
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号「市醫ニ関スル件」は「本市ニ市醫一名ヲ置キ有給吏員トス」の内容で、続く第四四号は「市醫給料額ノ件」
で「年俸金弐百圓ヲ支給セントス」との内容であった。第四五号は「市吏員給料額規程中改正ノ件」で、「大
正七年二月規程第一六三号市吏員給料額規程中収入役ノ下二「及市醫」ノ三字ヲ加フ」という提案。
『大正九
年
60

前橋市会 会議録/議決録 1-1』前橋市議会庁舎事務局所蔵。

「前橋市立各小学校で 児童の体格検査 成績は県内でも最も 優良だと…狩野市醫談」『上毛新聞』大正 10
年 7 月 9 日（土）
、第 10906 号（3 面）

61

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』前掲、5 頁。

62

加えて狩野は翌年度、前橋市立城南尋常小学校医を嘱託された。

63

1918（大正 7）年、敷島尋常小学校の某児童が 1 学年中は成績が中位であったにもかかわらず 2 学年に上が
ると次第に低下して劣等に近くなったので受持ちの教師から相談を受けた。狩野が診察したところ、身体に疾
病異常は認められず、鼻呼吸困難の状態にあったため、耳鼻科の専門医に診察を依託したところアデノイドで
あることが判明した。保護者に相談したうえで切除手術を受けたところ経過良好で、半年後には学業成績が向
上して元に復した。耳鼻咽喉の疾患が学業成績に悪影響のあることを知った狩野は、全児童の耳鼻咽喉検査を
決断し、専門医 3 名の協力を得て実施した。その結果、4 分の 1 に異常を認め、保護者会を開催して医療を勧
告し、希望者には学校において専門医処方の薬液をスプレイにて鼻腔に噴霧塗布した。なお約百名の児童に行
った扁桃肥大手術で切除した部位は標本として学校に保存していたが、1929（昭和 4）年の火災で焼失した。

『私の学校衛生に対する半生涯』前掲、3 頁。
64

狩野寿平「耳鼻咽喉の疾病と学業成績との関係」
『上野教育』第 366 号、大正 7 年、3-9 頁。7 つの表に統計
データを示している。群馬県立図書館蔵。

65

前橋市教育史編さん委員会編『前橋市教育史』前橋市、昭和 61 年、215-216 頁。217 頁。前橋事典編集委員
会編『前橋事典』国書刊行会、昭和 59 年、133 頁。前橋市立敷島小学校編『敷島小学校百年史』前橋市立敷
島小学校、1973 年、3 頁。

66
67

『敷島小学校百年史』前掲、113 頁。
狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』私家版、1938 年、42 頁。狩野は、同校の林間コロニー施設を「全
国として最初の試みと云ふべきなり」と評した。

68

『松風』前掲、45 頁。

69

「敷島小における衛生施設の大要（大正 10 年）」
、『敷島小学校百年史』第二編 大正のあゆみ 第二章 萩町校
舎の新築と新しい教育の展開 三 林間学校の開設。

70

前橋市敷島尋常小学校衛生係調査『前橋市敷島尋常小学校 林間学校實施状况』大正 10 年 9 月（以下『實施
状况』と省略）、１頁。第一、設立ノ動機

71

『實施状况』1 頁、第一、設立ノ動機。

72

『實施状况』3 頁、第二、設立ノ苦心。『群馬よみうり』の 2001 年 2 月 15 日（木曜日）2 面の「狩野寿平の
業績

後世に」と題する敷島公園の記念碑建立紹介記事に、
「全国でもいち早く林間学校を取り入れた」
「前橋

の林間学校は京都市に次いで全国二番目」とあるが、歴史学的には誤りである。
73

「林間学校 八月一日から三週間 小出河原の ◇松林を中心として ◇桃井学校で実施す」
『上毛新聞』大正
10 年 7 月 9 日（土）、第 10906 号（3 面）

74
75

「林間学校 敷島校も参加」
『上毛新聞』大正 10 年 7 月 13 日（水）
、第 10910 号（2 面）
桃井校関係者が調査して南橘村役場へ出頭し、助役に面会して地元に交渉してもらった。快諾した助役が地元

（上小出村の部落）へ交渉してくれ、そこで初めてこの土地を利用することができた、と木暮は語った。大正 1
0 年 6 月、桃井小学校の同窓会員諸氏が時の宣伝紀念として時報電鈴を同校に設置した際、工事に当たった木
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暮は、しばしば同校へ出入りした。「成敗の跡（一） 本県最初の試み 林間学校は 成功と許り言へぬ 失
敗も可成り多い」『上毛新聞』大正 10 年 9 月 2 日（金）、第 10959 号（5 面）
76

『實施状况』4 頁、第四、開設地ノ状況。

77

『實施状况』2 頁、第二、設立ノ苦心。

78

当時の後援会長は、平田健太郎（在任期間：大正 8 年～昭和 9 年）であった。

79

『敷島小学校開校 130 周年記念誌』
、9 頁。男子 921 人、女子 818 人。

80

『實施状况』5 頁、第五、収容児童ノ選定。

81

同上。

82

『實施状况』1 頁、第一、設立ノ動機。

83

『實施状况』3 頁、第三 目的。

84

「林間学校には開放的＝学童と暑中休暇＝」
『上毛新聞』大正 10 年 7 月 22 日（金）、第 10919 号（1 面）

85

「林間学校には開放的（二）＝学童と暑中休暇＝」
『上毛新聞』大正 10 年 7 月 23 日（土）、第 10920 号（1
面）

86

費用の内訳は、バラック建設費取付費等が約百円、密柑箱 1 個 15 銭、釣床 1 人分 65 銭、間食費 1 人 1 日約
10 銭、歯磨き湯呑等を合わせ、各種附属品の損料などを見込んで総額五百円を要すると試算した。
「バラック
式の教室で 密柑箱を机に 勉強やら昼寝やらの小出河原の林間学校」
『上毛新聞』大正 10 年 7 月 26 日（火）
、
第 10923 号（3 面）

87

『實施状况』9-14 頁、第八 設備、第八 児童ノ携帯品及服装。

88

『實施状况』18 頁、第十 日課、二 開催日数。

89

『實施状况』24 頁、第十三 身体検査。

90
91

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』私家版、1938 年、42 頁。
『中川小学校百年のあゆみ』前橋市立中川小学校、昭和 49 年、31 頁。前橋市史編さん委員会編『前橋市史』
第 4 巻、前橋市、480 頁。

92

『前橋市教育史』上巻、前掲、886 頁。

93

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』前掲、42 頁。

94

参加人数の内訳は、桃井小の 1 年男 24 女 13、2 年男 15 女 11、3 年男 15 女 12、4 年男 4 女 5、5 年男 3
6 年女 4 敷島小の 1 年男 19 女 18、2 年男 11 女 12、3 年男 3 女 11、4 年男 8 女 4、5 年男 9 女 3 6 年男
5 女 4 「松吹く風に和して 涼趣興味を誘ふ 唱歌の声楽の音面白き 林間学校愈々開始さる」『上毛新聞』
大正 10 年 8 月 2 日（火）、第 10929 号（5 面）

95

「松吹く風に和して 涼趣興味を誘ふ 唱歌の声楽の音面白き 林間学校愈々開始さる」『上毛新聞』大正 10
年 8 月 2 日（火）
、第 10929 号（5 面）

96

『實施状况』41 頁、第十五 其の他、八 参観者氏名。

97

『實施状况』18 頁、第十 日課、三 実施ノ状況。

98

『實施状况』14 頁、第九 救護。山下麻衣は、「平時救護」として林間学校を文部省と協力して行なうように
なった日本赤十字社の事業を日本における健民健兵政策と強く結びついていたと位置づける。
「日清戦争以降
満州事変以前における日本赤十字社の救護の変遷」『京都マネジメント・レビュー 25』2015 年、25-38 頁。

99

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』前掲、43-44 頁。

100

『實施状况』15 頁、第十 日課。桃井小学校でも同様だが、学科復習の後、訓話、お伽噺、史談、体操、遊戯、
唱歌、水泳、見学、散歩、午睡とあり、
「史談」が含まれている点が敷島小と異なる。狩野壽平『私の学校衛
生に対する半生涯』前掲、43 頁。
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101

児童各自が腰掛を持って教師の膝元に集まり、唱歌を歌い、お伽噺を聴く、といった内容である。

102

野口穂高「
「赤坂臨海教育団」に関する一考察：大正期の「林間学校・臨海学校」をめぐる議論に着目して」

『論叢：玉川大学教育学部紀要』2012 年、66 頁。大阪の汎愛夏季学園活動予定表にも午前 8 時 50 分から勅
語奉賛は組み込まれていた。野口穂高「大正期の地方都市における林間学校受容に関する一考察―大阪府と香
川県の事例を対象に―」、玉川大学教育学部紀要『論叢』2010、90 頁、表４及び５。
103

試験成績含有量は児童収容所内で千分ノ 0.644、林間児童集合所内で千分ノ 0.244（ともに気温 32 度）[備考：
身体検査中] 参考：東京市或ル学校ニ於テ教室内ノ含有量は千分ノ 3.487 仝窓ヲ全開放シテノ成績は千分ノ
1.248 （炭酸瓦斯ノ含有量ニシテ千分ノ 5.000 以上ハ有害ニシテ、千分ノ 60.000 ニ達スレバ窒息死ニ至ル
ト云フ）、
「炭酸瓦斯含有量試験成績」『實施状况』第四、開設地ノ状况

104

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』前掲、43 頁。

105

『實施状况』63 頁、第十四 経費。

106

『實施状况』20 頁、第十 日課、三 実施ノ状況。

107

『實施状况』23 頁、第十一 間食。

108

『實施状况』21 頁、第十 日課、三 実施ノ状況。

109

「昨七日の林間学校 前橋小出河原 烈日下に桃井小学校の勇ましい体操」
『上毛新聞』大正 10 年 8 月 8 日（火）、
第 10935 号（5 面）

110

「林間お伽講演」『上毛新聞』大正 10 年 8 月 13 日（日）、第 10940 号（5 面）

111

『實施状况』24 頁、第十二 擔任教員。

112
113

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』前掲、43 頁。
３日は 88 名、17 日は 82 名が登校。前橋市立桃井尋常小学校『大正十年度 当直/宿直日誌』
（和綴じ〔四つ
目綴じ〕冊子）。

114

『實施状况』67 頁、第十五、其他 三、職員感想。

115

「桃井敷島二校で本年も 林間学校開設 今一日から二一日迄 小出河原の松林にて」
『上毛新聞』大正 11 年
8 月 1 日（日）、第 11280 号（5 面）

116

「美事な間食物たるお菓子や牛乳を抱へて鳩のやうな眼をキヨロキヨロさせながら草生の上に足を投出すいぢ
らしい様」が描写されている。「松籟濤聲に心耳清爽な 小出河原の団欒 桃井敷島二校の林間学校いよいよ
始まる」、
『上毛新聞』大正 11 年 8 月 2 日（木）、第 11281 号（5 面）

117

和綴じ冊子。本文冒頭「林間学校（第二回）実施状况」と記されている。前橋教育史資料館蔵。主な内容は『前
橋市史』第 4 巻（1979 年）の 480-481 頁に採録。

118

黒板、黒板拭き、時計、テーブル、椅子、大釜、土瓶、バケツ、帳簿入箱、盆、寒暖計、振鈴、腰掛、机、茶
碗、柄杓、手桶、旗、茶碗箱、薬缶など。

119

天狗杉、蛤姫、金の貝、山姥、金冠の王子、ほらくらべ、欲深深兵衛、三つの答、不思議な胡弓、粉ひき小僧、
百円札の味、五色の雲などの作品。

120

1, 2 学年用と 3 学年以上用の 2 曲があり、前者はヘ調 4 分の 2 拍子、後者はハ調 3 拍子。一般の唱歌は、お
山のお猿、日の丸の旗、月夜のうさぎ、金太郎、おててつないで、カナリヤ、大江山、一寸法師、浦島太郎、
ひばり、三日月さま等の作品。遊戯は、ぼうやのおうち、うさぎ、石投げ遊び、砂遊び、猫と鼠、リレー、徒
歩競走、相撲、鬼事など。

121

毎日 5 勺ずつ与えた。当初は嫌う者が多かったが、終期に及び、わずかに数名にすぎなくなった。果物も毎日
適宜少量を提供した。

122

午前は、煎餅、飴、落雁、おこし、薄荷糖、落花生など。午後は、パン、焼きまんじゅう、栗もち、握飯、ビ
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スケット、茹南瓜、片原饅頭、焼団子、カステラ、蒸薩摩芋、赤飯など。
123

細かく支出を見ると、牛乳 90 円 40 銭、パン代 14 円 55 銭、ビスケット代 26 円 73 銭。ハンモック 70 円、
会場夜警費 15 円、絵葉書 250 組 30 円、小黒板掛台 5 個 13 円、職員校医慰労茶話会費 15 円、記録編集印
刷費 10 円。なお『會計簿』は前橋教育資料館蔵。

124

『實施状况』24 頁、第十三 身体検査。得られた数値をもとに、多数のグラフが作成され同報告に掲載された。

125
126

狩野壽平『私の学校衛生に対する半生涯』前掲、44 頁。
「林間学校の成績 昨年より好成績にて高崎桐生等より参観多数」、
『上毛新聞』大正 11 年 8 月 23 日（水）、
第 11302 号（2 面）

127

「敷島林間学校収容児栄養向上率及流行性感冒罹病率」（大正十一年）
、狩野壽平『私の学校衛生に対する半生
涯』前掲、44-45 頁。

128
129

前橋市立敷島小学校編『敷島小学校百年史』前橋市立敷島小学校、1973 年、155 頁。
『實施状况』4 頁、第四、開設地ノ状況。

130

『大正 11 年 前橋市会 会議録/議決録』
（前橋市議会庁舎事務局蔵）所収。前橋市議会史編さん委員会編『前
橋市議会史 第二巻 記述編』（1997 年、187-188 頁）に採録されている。公費補助の要求は、敷島小学校
の『實施状况』に付記された教員の意見にもみられる。「経費ノ出所ヲ市ノ補助縣ノ補助ヲ得テ不足分ヲ後援
會ニテ支出スル位ニトシタシ」

131

『前橋市議会史 第二巻 記述編』前掲、188-189 頁。

132

「林間学校を視察」
、『上毛新聞』大正 11 年 8 月 16 日（水）
、第 11295 号（2 面）

133

「林間学校の成績 昨年より好成績にて高崎桐生等より参観多数」、
『上毛新聞』大正 11 年 8 月 23 日（水）、

134

「休暇転地」の類別としては、
「全く家庭から分離して一定地に滞在する全期転地（全聚落）」
〔Vollkolonien

第 11302 号（2 面）

（whole-colonies）〕と「朝出で、夜間は各家庭で眠らせ、昼間のみ一定地に集団で過ごさせる昼間転地（半聚
落）
」
〔Halbkolonien（half-colonies）〕がある。鵜飼盈治『日本アルプスと林間学校』同文館、大正 12 年、4
8 頁。このほかに、「遍歴」（教師の引率のもとに旅行登山等の諸所を移り歩く）タイプもある。『林間学校』
前掲、58 頁。なお、白十字会附属林間学校の校医であった廣瀬幸二は、四季を通じて常時に開校するタイプ
の林間学校である Wald Schule とフェリエンコロニーとの区別を厳格にせよと力説している。
『林間学校の実
際』前掲、51 頁。
135

渡辺貴裕「
〈林間学校〉の誕生―衛生的意義から教育的意義へ―」『京都大学大学院教育研究科紀要，51』20
05 年、343-356 頁。

136

稲葉幹一『体質改良の上より観たる教育期児童之健康法』前掲、312 頁。稲葉の念頭にあるシャルロッテンブ
ルクの林間学校は、施設は常設であり、4 月から 10 月まで児童が自宅から通う通学型である。

137

同上書、317 頁。

138

白十字会林間学校の創立者で第二代校長に就任した宮腰信次郎は「さて本邦に於てフエリエンコロニーの試は
早く十余年前から各地方教育家の手にて催され、其都度驚嘆すべき好成績を数字に示して発表されて居る、
僅々夏期の二三週間乃至一ヶ月の短期間に彼の様な立派な成績を挙げることは、私の目から観れば奇蹟的のも
のである、学識と経験に富んだ教育家の手にて経営されたればこそ、迚も私共の力の及ぶ所でない、私は先づ
十年間の経験を積み自信ある統計を得るまでは軽しく成績を発表して売名の誹を受けたくないとおもふて居
た。」と、自戒を込めつつ林間学校の流行を揶揄している。
『林間学校の実際』前掲、緒言 1 頁。

139

その建築デザインについては以下の研究発表がなされている。輿恵理香ら「中房温泉の林間学校校舎に関する
復元的考察」日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）、2012 年 9 月、9033 頁。

36

140
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「澤柳博士が初めて試みた 涼しい高原学校＝雪積るアルプス山中で 勉強中の生徒が四十名＝ ◇来年は永
久的設備をする」『東京朝日新聞 朝刊』大正 7 年 8 月 3 日、第 11533 号（5 面） なお、『日本アルプスと
林間学校』の巻末には開設地域に見られる夥しい種類の植物の名称が列挙されている。

141

岡田同一・竹内嘉兵衛『林間学校』内外出版、昭和 5 年、「第四編

林間学校に於いて教育的価値」（154 頁

～）。執筆時の竹内は東京市上六小学校長。東大医学部整形外科にて矯正体操を研究した。
142

ただし小雨の降った二日間、敷島小学校では遠足で社会見学をさせている。
「時々小雨ガ降ル様ナ日ガ二日有
ッタ、其日ハ水遊ヒニ適セヌ故ニ一回ハ牛乳会社、一回ハ大渡橋ヲ見学シタ」
『實施状况』21 頁、第十

日課。

これによって、敷島小学校では、健康増進以外にも、地域性を活かした地理・企業の見学という活動内容が含
まれていたことが判る。
143

『實施状况』に掲出された表には、以下のものがある。体格検査比較總計表、開設中対閉校後 体格比較表、
体格検査總計比較図表、男女回数別比較表（其一）[七歳]～（其七）[十三歳]、男女年齢別回数別比較図表、
男女年齢別比較表（其一）[第一回検査]人員八七～（其五）[第五回検査]、疾病種別年齢別増減調（其一）
（其
二）

144

五十嵐誠祐『松風』前掲、44 頁。

145

1922 年度の多摩川の河原での実践については、
『東京日日新聞』が報じている。
「子供が強くなる 林間学校
三週間附添ってゐた岡田医学士談 上・下」大正 11 年 8 月 25-26 日、第 16492-3 号、第 8 面。

146

調布多摩川林間学校では、石原、高野、遠山、田代、弘田の医学博士５人が顧問。
「校醫指導の 新しい林間
学校

多摩川の玉華園に」前掲。石原喜久太郎は東京帝国大学医学部衛生学教授、高野六郎は内務省衛生局予

防課長・慶應医科大学衛生学教授、遠山椿吉は東京顕微鏡院院長・大日本結核予防会理事、弘田長は東京帝国
大学医学部小児科学教授であった（『林間学校』前掲、序および 88 頁）。前橋では、群馬県学校医会の萩原密
蔵会長が顧問であった。
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第一章 第三節 教育の拡充 「学校衛生と林間学校」（190-194 頁）
群馬県史編さん委員会編『群馬県史 資料編 22 近代現代６』群馬県、1983 年
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第五章 前橋の医師（617-618 頁）
前橋医師会史編さん委員会編『前橋医師会史 資料編』前橋市医師会、1982 年
人物略伝に紹介がある（722 頁）ほか『私の学校衛生に対する半生涯』が採録されている（312-348 頁）
勢多郡医師会史編纂委員会編『勢多郡医師会史』勢多郡医師会、2008 年 （38 頁および 226 頁）

