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背景

「藤村トヨの教育」の授業は、2012（平成24）年度
に開講され、本年で5年目を迎える初年次導入教育授
業である。また本研究グループは、本授業を毎年度
振り返り、より良いあり方を模索することを目的にこれま
で研鑽を積んできている。また本学における初年次導
入教育のねらいについて以下のように捉え、これまで
の授業内容を編成してきた。
大学は近年、学力や学習目的や学習習慣の多様

な学生を受け入れるようになってきたが、それらの学
生を2年ないしは4年間で、定められた質保証をもっ
て卒業させていく使命を担っている。そこでの初年次
導入教育の役割は、入学生を大学教育に速やかに
適応させ、高校から大学の専門教育への円滑な移
行を図り、卒業までの道筋を示すこと。また、本学の
ような伝統と特色を有する大学では、大学の沿革や
建学の精神のほか、本学学生としての学びの態度を
身につけることも重要であると捉えている。
これらを踏まえながら、本研究グループは当初より
授業内容を模索し、高校教育と専門教育との接続を丁
寧に、かつ速やかに実施できるよう検討を重ねてきた。
全新入生が必修として履修する本授業の授業目標

やテーマ、授業概要については以下のように定め、

科目の指針としてきた。
［授業の目標］：新入生が本学の歴史や伝統、藤村
トヨの教育観や教育実践を学ぶことによって、大学
の基本理念・使命・目的を理解することをねらいとす
る。また、本学学生としての本分を自覚し、有意義な
学生生活を送り、実り多い成果につながる学びの態
度を養う。
［授業テーマ］：心身ともに健全で、質素で誠実、礼儀
正しい女子体育指導者の育成」という建学の精神のも
と指導者を志すということの意味と責任を理解し、その
展望をもつ。併せて、新入生が一堂に会して学び合う
中で、相互理解を深め協調性を養い、本学学生として
のアイデンティティの構築を図ることを目指している。
［授業の概要］：藤村トヨの教育理念と教育実践を知
り、それを現在の学校教育や体育・スポーツ事情に
合わせて理解していく講義と、実践を通してそれらを
体験的に学ぶ実技とで構成されている。
以下に今年2015（平成27）年度の授業内容（概要）

を挙げる。
［一斉授業］：ガイダンス / 学園概史を踏まえ建学の
精神を学ぶ / 坐禅体験 / 卒業生講話　
［大学（クラス別）短大別授業］：藤村トヨの教育実
践を知る / トヨの音楽教育（含校歌） / トヨの教育と
禅 / なぎなた / 集団行動と危機管理 / ダンス / トヨ
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の姿勢教育 / トヨの体育と身体観 / トヨの姿勢教育
（実践編）/ 豆囊体操
以上の授業（15回）を9人の本学教員と5人の外
部講師が担当（年度によって多少の移動あり）してき
ている。

Ⅰ．研究目的

今回の共同研究は、実技によって藤村トヨの教育
実践を体験的に学ぶ授業を研究対象とした。これまで
実技授業は、動きの体験を通して授業の目的や意味
を理解させていたが、過去の学生の振り返り記述か
ら、授業の意味を理解しないまま授業を終えている学
生がいることが判明し、今回の研究のテーマとした。
今回の取り組みは、実技授業に関連講義を並行

させることで成果をみようとするもので、当該授業の技
能理論や歴史的背景及び藤村トヨのねらいを、教材・
資料にまとめ、それを用いた授業を実施した。

Ⅱ．研究方法

1．教材・資料作成
教材・資料作成にあたり、各授業の初年次教育に

おける位置づけと重要性を明確にし、分かりやすい
解説で意味と特色、技能を理解させることを基本とし、
教材・資料作成をした。
2．作成した教材・資料を今年度の授業で使用
3．授業最後に自由記述による振り返り調査を実施

Ⅲ．結果及び考察

1．「藤村トヨと音楽教育」について
（1）体育と音楽
1）体操と音楽の教師養成
当時は、二年間の教育で体操及び音楽の高等女
学校の教師を養生することが目的であり、それにふさ
わしい技術と人格を兼ねそなえた学生を養成するた
めに全員が寮生活をさせられた。音楽教室では、ピ
アノの響き、声楽の声、体育館では、体育ダンスの
実習等、夜遅くまで明かりがついていた1）。

2）音楽は情操を、体操は肉体と精神の健全を計る
「音楽は情操を、体操は肉体と精神の健全を計る」
という意味の額が講堂正面に掲げられており、朝夕
の座禅の度に読まされていた2）。また、当時の寮生
活では、「体操は心身を整え、体力を強め、もって人
格を成すべし、音楽は風俗を映し感情を養い、もっ
て人生を高むべし」3）と毎日寝る前に唱えていた。

3）自然な運動と音楽
トヨは自然な運動について「総べてリズム的にすれ
ば、楽しい音楽に合わせてやれば、十二分の運動も
苦労なく効果も上げられる」と説明している4）。

また、「女性がスポーツだけに走ると肉体的又精
神的の発達に女性らしからぬと心配されて、女性美を
失わぬ点に配慮された運動が音楽と結びスウェーデ
ン体操からドイツ体操を取り入れられ緊張と弛緩リズ
ムと云う最も自然で優美な女性美を表現するに適切な
女性体操のあり方が創造されました」と言っている5）。

図1　トヨの説明

図2　女性体操のあり方
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（2）体育学生に課する声楽について
トヨは声楽を体育学生に課する理由について、「体
育家は、とかく身体の外見に表れる四肢の動きとか、
筋肉の練磨にのみ心をうばわれ勝ちである。自分は、
もっと身体の内部にある、内臓の働きとか、腹筋や粘
膜の役割について、実践的に研究する必要があると
思う。その意味において、身体を楽器として訓練する
声楽は、むしろ体育の一環として体験すべきものと考
える。私がうちの生徒達に声楽の勉強を薦めている
のは、女子の体育に音楽が必要であるというばかり
でなく、無理のない美しい声、よく響く立派な声がマ
スター出来たらどんなに素晴らしいかと思うからだ」6）

と言っている。

（3）音体は和を忍を行うて、公益を養う本なり
「音体は和を忍を行うて、公益を養う本なり」これが
トヨ先生の考えではなかったのか。女子体育指導は
ピアノ位弾けなくてはいけないと、ずい分苦労させら
れた7）。

（4）東京女子体育大学における音楽教育の
　   カリキュラム変遷8）, 9）

1）専門教育科目（専門に関する科目）としての音楽
体育大学であるのに、音楽を専門科目に置いてき

たのは、本学の伝統からである。本学は「私立東京
女子体操学校」と「私立東京女子唱歌学校」が合併
し「私立東京女子体操音楽学校」となり、「私立東京
女子体育専門学校」になる前までは、体育と音楽の
教員養成を行っていたからである。

2）音楽のカリキュラム変遷
音楽は創設時必修8単位、選択4単位であった

が、1966（昭和41）年度カリキュラムから必修は2
単位に減少し、1987（昭和62）年度に1単位に減少
したあと、1994（平成6）年度カリキュラムから専門
に関する科目から専門以外の科目に移り、必修2単
位課せられている。その後、2008（平成20）年度に
必修1単位に減少し、2015（平成27）年度カリキュラ
ムから音楽は消滅することになり、「音体」の歴史は
終息する。

図4　トヨの考え

図3　声楽の薦め 年度 専門教育科目 専門以外の科目
1962-1965 必修8 音楽理論4，器楽2，

声楽2

1966-1970 必修2 器楽1，声楽1

1971-1973 必修2 器楽1，
ソルフェージュ1

1974-1990 必修2 器楽（ピアノ）1，
ソルフェージュ1

1991-1993 必修1 音楽1

1994-2007 必修2 音楽2

2008-2011 必修1 音楽1

2012-2014 必修1 音楽1

2015-

年度 選択科目
1962-1965 選択 4 器楽 2，声楽 2

1966-1970 選択 6 器楽 1，声楽 1，音楽理論 2，
音楽教育法 2

1971-1973 選択 4 音楽理論 2，器楽 1，声楽 1

1974-1990 選択 4 体育音楽及び伴奏法 2，声楽 1，
器楽Ⅱ 1

表2　選択科目としての音楽カリキュラム変遷

表1　必修科目としての音楽カリキュラム変遷
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また、1971（昭和46）年から1973（昭和48）年の3
年間は、音楽のコース（Kコース：体育音楽コース）
が設置されている。

（5）トヨと東京音楽学校
トヨは昭和4年9月から東京音楽学校（現、東京
藝術大学音楽学部）に非常勤講師として奉職してい
る。（図5）トヨが東京音楽学校の体育の先生に迎えら
れた理由は、「それ以前の若い体育の教師と茶目気
の多い女生徒の間にいつもいろいろトラブルがあり、
教師が泣き出すという一幕もあったとかでついに藤村
先生の御出馬を願ったということでございました」という
ことからであった10）。
東京音楽学校での授業内容は「先生は体育の時
間といってもあまり実技はなされず、お若い時北欧で
勉強なさったあちらの話、あるいは理論、時にはコ
チロン、ランサウス、カドリーヌ等の舞踏曲を生徒
に弾かせて踊らせていらっしゃったようでございまし
た」12）。

（6）校歌の変遷
1）金剛石・水は器
本学の創立以来、校歌や学園歌が制定され歌わ

れていたという記録はなく、当時の女学校の多くで歌
われていた「金剛石・水の器」（昭憲皇太后作詞、
奥 好義作曲）を本学でも校歌の代わりとして歌ってい
たといわれている。
「金剛石・水の器」は1887（明治20）年3月18日に
華族女学校（現在の学習院女子中・高等科）に昭憲
皇太后より下賜されたもので、現在も学習院女子中・
高等科では入学式で歌われている13）, 14）。（図6）

2）藤村女子高等学校・女子中学校校歌
昭和26年の学制改革により、東京女子体育専門
学校は東京女子体育短期大学と名称が変わった。

一方、法人組織も学校法人藤村学園、学校法人井
之頭学園となった。昭和27年は、藤村女子高等学
校・藤村女子中学校の創立20周年を迎えた年であり、
記念式典で校歌が伊澤ヱイ作詞、大和田愛羅作曲
により発表された。以後、学園歌として、大学、高校、
中学で愛唱され続けた15）。（図7）

3）現行の東京女子体育大学・東京女子体育短期大
　 学校歌
昭和40年の伊澤ヱイ死後、創立65周年記念式
典において新校歌が小林純一作詞、長谷川良夫作
曲により発表され、現在に至っている16）。（図8）
東京女子体育大学の卒業アルバムによると、1968

（昭和43）の第5回卒業生までが旧校歌、1969（昭和
44）の第6回卒業生から新校歌の記載となっている。

（柳田憲一）

注）
1） 東京女子体育大学藤栄会、「祝　創立七十周年
記念　藤村トヨ先生思い出の記」，学校法人藤村
学園，昭和47年，村岡正子，p. 150

2） 前掲，p. 150
3） 藤村トヨ没後50周年シンポジウム「トヨの教育理
念と実践」

4） 東京女子体育大学藤栄会，前掲書，荒木お正，
p. 179

5） 前掲，村岡正子，pp. 150‒151
6） 前掲，小島琢磨，pp. 73‒74
7） 前掲，中野（青木）富美子，p. 189
8） 藤村学園創立百周年記念記録等作成実行委員
会，藤村学園100年のあゆみ，学校法人藤村学園，
2002，pp. 94‒118

9） 藤村学園創立百十周年記念記録等作成実行委
員会，藤村学園創立110周年記念東京女子体育
大学・東京女子体育短期大学この10年のあゆみ，
学校法人藤村学園，2012，pp. 42‒47

10） 東京女子体育大学藤栄会，前掲書，渡辺とり
p. 120

11） 東京音楽学校，東京音楽学校創立50周年記念誌，
東京音楽学校，p. 80

年度 Kコース（体育音楽コース）必修科目

1971-1973 必修14 体育音楽論4，体育音楽演習2，
伴奏法2， ゼミナール2，
卒業研究（演奏及び論文）4

表3　体育音楽コースのカリキュラム
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図5　東京音楽学校在職職員表（東京音楽学校創立50周年記念誌より）11）

図6　金剛石・水は器
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図7　藤村女子高等学校・女子中学校校歌
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図8　東京女子体育大学・東京女子体育短期大学校歌
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12） 東京女子体育大学藤栄会，前掲書，p. 120
13） 学習院女子中・高等科HP，
 http://www.gakushuin.ac.jp/girl/kyoiku/

history/index.html
14） 学習院櫻友会HP，
 http://www.gakushuin-ouyukai.jp/wp/?s=%E

9%87%91%E5%89%9B%E7%9F%B3
15） 伊澤やゑ子，伊澤ヱイの生涯，参歩企画，昭和

56年，pp. 92-93
16） 『藤村学園七十年の歩み』編集委員会，藤村学
園七十年の歩み―東京女子体育大学沿革小史
―，学校法人藤村学園，昭和47年，p. 17

2. 「なぎなた」の研究内容について
本研究は、藤村トヨに関係する史・資料やなぎな

たの歴史等から、「藤村トヨの教育」の授業内容を検
討するものである。順序として、まず、 藤村トヨの提唱
した体操や姿勢教育、服装についてを先行研究より
研鑽し、なぎなたが藤村トヨの提唱する体操に有効
な点を持ち合わせているか、及び、なぎなたが教材と
して選択された理由について考察する。また、藤村ト
ヨの薙刀の演舞写真について調べを進める事とする。
本学の「藤村トヨの教育」の授業になぎなた授業がよ
みがえってきた意義を知る研究とする。
尚、あらかじめ断っておかなければならないことは、
藤村トヨが当時の教育現場になぎなたを取り入れて
いた目的やどの流派を取り入れていたのか、どこまで
追及していたのかなどの資料が写真に残されている
もののみにとどまっており、他の運動のように書き残さ
れた資料がないことである。その為、本研究は藤村ト
ヨが教育実践からもたらした建学の精神に照らし合
わせて、なぎなたに取り組みがあった理由について
初見を得るにとどまる。

（1）藤村トヨについて
東京女子体育大学藤村トヨ研究会の先行研究によ

り、藤村トヨの提唱した体操は日本の体操の創始者
坪井玄道から学んだ律動連続体操を根源とし、ドイ
ツ体操を取り入れたものである。呼吸を止めずに内
臓に負担をかけず、力の入れ、抜きも呼吸と同様に

行う律動運動が藤村式自然運動であった。内容は
徒手体操、手具、器具体操など多様に工夫されてい
た。これらの運動のリズムが重要な役目をはたしてい
たと思われ、欧州視察から持ち帰った運動具には他
にあん馬、平行棒があったと報告されている。17）

藤村トヨは健康とは身体内部諸器官の完全なる働
きと、抵抗力を云うと述べている。内部諸器官、消
化器（胃、腸）、呼吸器官（肺臓）、循環器（心臓、
脈管）、生殖器、その他神経系統、五官器の完全
なる働きであると述べている。抵抗力とは外界の刺激
と変化に対する適応力並びに疾病防御に対する準
備力としている。適応力とは寒暑、乾湿、空気の性
質、疲労度、食べ物や薬物に対する適応力と示して
いる。18）

高橋忠次郎に次いで音体の校長となった藤村トヨ
は、学問好きな母親の影響もあり 子どもの頃から勉
学一筋の人生を送っていた。　

 あまりに勉学に力を入れたことが原因で健康を害
し、県立師範学校に入学したものの、体調の悪化に
より退学した。1899（明治32）年には再び女高師の
入学試験を受けて理科に合格した。しかし、病弱で
あった藤 村は2年時には一時休学を命じられ、また
3年時には半年の寿命という校医の診断に より退学
勧告を受けるまでに至った。帰郷後、母の親戚の寺
に静養することになった が、1902（明治35）年に全
県運動会が催されることになり、東京で学んだ新しい
体操やダンスの指導を依頼された。2.3ヶ月の指導
の間に藤村は健康を回復した。母と共に体育の必要
性を実感するようになり、 1903（明治36）年に体操科
教員検定を受けた。翌1904（明治37）年に実技を受
け直して合格した。自身のみをもって、研究を重ねた
結果、自然運動は律動によって連続的な体操を行い、
緊張と弛緩によって呼吸と血流循環が 活発になること
で健康と体質の改善にとって最適であるとした。19）

藤村が特に力を入れたのが姿勢改善に関する研
究であった。藤村が姿勢改善を目指すにあたり、着
目したのは衣服の問題であった。そして、 姿勢を乱
す要因のひとつである履物についても研究を行った。
踵の高い靴は、胸を張りすぎることによって呼吸を圧
迫するため、「思慮ある者は用いるべきではなく、 禁
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止すべきである」と述べた。トヨは研究の結果、「健
康の秘訣」として、「腰伸ば せ、立つときにも、行くと
きにも、坐しても、臥しても、思慮の時にも、運動の
時にも、腰伸ばせ即腹の力」と唱えた。19）

トヨの姿勢教育は20年間の全国視察の研鑽による
ものであり、日本人の悪しき姿勢の原因は当時の衣
服やスウェーデン体操の弊害によるものであるとして
いる。17）

当時の日本人の衣服は、上下が分かれておらず、
帯紐で胴や胸を強く圧迫し、呼吸器や肋骨を圧迫し、
呼吸を不自由にしていたと報告されている。日本人の
仕立てと着方の欠点の他に帯紐による帯溝は出生後
まもなく、骨の柔らかい状態で襦袢の後紐の緊縛でつ
くられており、帯溝が無いものは稀であると発表され
たとのことである。（ベルツDr）20）また、前身ごろと背
面の長さを変えていなかったために前身の凹凸に対
応しておらず、衿で頸を前に圧下げ胸を縮め肺と心
臓を圧縮し、腹部内臓をも下腹に圧下げて脱腸を起
こすこともあり、それは呼吸つめ体操をおこなったとき
に出たのと同じ結果であった。特に男子は幾分服装
を緩めて生活を楽にすることが出来たが、女子は帯
紐で緊縛し、首を前に曲げむねを縮めて自然の苦し
みを辛抱して外見をつくろっていた。昔は冬の衣服
の上に農民は半纏を着用、士族は羽織で威厳を保っ
た。昔の士族は上下姿の帯紐は下腹部すなわち臍
下であった。これは士族の体力と健康に最も注意し
た結果であるのみならず、士族の精神力にも影響す
ることも考えられていたと報告されている。そこでトヨは
日本服の理想は日本の羽織であるとし、改良服の作
成をおこなった。また、トヨはダンス式スタイルをま
ねて、腹の中央部に強く特別なバンドを締め、女子
に最も大事な腹部を上下に二分していることである。
妊娠分娩に関することなので早くバンドの害を婦人が
自覚することは急務であると訴えている。水兵服の衿
は理想的である。ジャンパースカートは肩に一気に
重みがかかるので呼吸に影響があるとして要研究とし
ている。
これらの研究及び教育実践を通して、誠実な思慮
深い女性作りをし、健康に秘訣として「腰伸ばせ即腹
の力」を唱え、健康の為の体育を研究した。17）

（2）なぎなたの歴史
薙刀は鎌倉時代から室町時代にかけて歩兵の主
武器であり、薙刀術が生まれた戦国時代に戦術が
発達した結果、個人の武勇よりも集団での効率性が
重視され、振り回して使う薙刀より、穂先が軽量で部
隊ごとの一斉突撃に向いた槍に取って代わられた。
そのため、戦場では使われなくなった。江戸時代に
入り、戦場での有効性という観点が重要にならなくな
ると、「女薙刀」が発展し、男性の武術から女性の
武術としての地位を確立した。稽古用の防具も製作
され、剣術の竹刀稽古に相当する試合が行われるよ
うになった。明治時代には撃剣興行や異種試合で
人気を博し、大正から昭和にかけて競技武道「なぎ
なた」として発展し、今に至る。第二次大戦前まで「剣
に対する薙刀」として実施されていたが、現在は「な
ぎなた対なぎなた」として実施されている。21） 古来戦
争の武器として男女共に使用してきた「なぎなた」も、
平和な時代と共に使用目的も変わり、近代では女子
の武道として受け継がれてきた。22）

また、公益財団法人全日本なぎなた連盟によると
江戸時代（1603～1868年）に入りなぎなたはもはや
戦では使用されなくなり、武士の装飾的な武器あるい
はその子女の護身用として用いられるようになり、事
実、なぎなたは武家に嫁ぐ嫁入り道具の一つであっ
た。その為、今日のなぎなたも主に女子が主流となっ
ている。22） とあるように、階級の高い女子や大奥など
で受け継がれており、庶民には流出されなかった。
なぎなたは明治時代になり、戦場で使用されなくなり、
政府の方針として武道が保護され、なぎなたも各流
派が統合されて女子の心身の鍛錬・護身を目的に女
学校　師範学校に於いて薙刀体操・体育流薙刀と
して女子教育の場に、取り入れらた。なぎなた体操
法は小澤氏により、武術の本旨を失わずして体操に
同化し、身体各部を平等に運動させるように組み立て
られ、全身の健康保持促進をさせる　方法として明
治36年に発表されている。現代の『なぎなた』は公
益財団法人全日本なぎなた連盟に於いて、昭和31
年以来、学校教育としてのなぎなたを体育的に考え、
『学校なぎなた』として実施されている。文部省（現
文部科学省）においては、昭和34年中学校以上の
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学校クラブ活動として、同42年には高校体育の正
課教材としても可の通達を出された。23） 現在では男
女を問わず低年齢層より高年齢層まで愛好者が増え
てきている。日本国内の種々の大会から国際大会（4
年に1度）も開催されている。平成24年度より武道の
1種目として中学校で必修化されている。
全日本なぎなた連盟に所属する流派は天道流薙
刀術、直心影流薙刀術、戸田派武甲流薙刀術楊心
流薙刀術、その他である。
用語表記についてナギナタは古来、「奈木奈多」

から始まり、「奈岐奈太」「長眉尖刀」「長刀」「薙太刀」
「投刀」「打物」「薙刀」などの文字が使用されてきた
との報告がある。昭和29年以降、現在は学校体育
にも入り、あたらしい「なぎなた」としてひらがな表記
がされている。23） また、武道の形の披露は「演武」の
記述が多いが、音楽を伴った集団で行なうリズムな
ぎなたでは「演舞」の表記が使用されている。

写真1は藤村トヨの演武写真である。左が藤村トヨ
である。このなぎなたは直心影流の柄である。（中村
氏）

（3）なぎなたの特徴
武道の1つである。身体の動きも使用する用具『な

ぎなた』と呼称する。用具なぎなたは2m10～25cm。
なぎなたのほぼ中央を支点にし、扱うことで操作が
容易になる。
礼法は立礼・座礼がある。
なぎなたの技術にはなぎなたを短く使う（くり込み）、
なぎなたを長く使う（くり出し）、左手右手を入れ替える

（もちかえる）がある。
体の動かし方は、正体（せいたい）・半身（はんみ）・

回転・並進（へいしん）です。普通に歩行するように
移動します。身体をねじる・折り曲げる・飛び上がる・
しゃがむ等の動きをせず、体幹をまっすぐ、腰にのっ
て動く。
足の動かし方（足さばき・体さばき）は1. 送り足　

2. 歩み足　3. 開き足　4. 踏み替え足　5. 継ぎ足　
　構えは5つ、1. 中段　2. 八相　3. 下段　4. 脇　
5. 上段、全ての構えは左手・左足が前（左構え）と
右手右足が前（右構え）がある。
振り方（操作）は5つ、1. たて　2. 斜め上から　

3. 横　4. 斜め下から　5. 回転、なぎなたの刃の動き
は円を描くように動かす
打ち方は5つの構えから打ち出す。打つ場所は面・
側面（左右）・小手（左右）・胴（左右）・すね（内すね・
外すね・左右）・突き（のど・脇腹）です。大きな声（発
声）と共に打つ。動きの最大の特徴は相対（2人でお
互いの目を見て）で動きます。1人での動きもリズムに
合わせて集団で動くことが出来る。24）

本学で2012（平成24）年から授業で使用している
用具は薙刀を模した、竹刀に似たなぎなた（競技用
なぎなたとも呼ぶ）、または薙刀の木刀である。この
用具は多くのなぎなた関係者および卒業生によって
寄付されたものがほとんどである。
なぎなた本来の服装は白の稽古着に黒もしくは紺
色の馬乗袴を着用することが決められている。袴の
形状は剣道のものと大きく異なっている。上級者は黒
地に白紋付きの上衣を着用することがある。稽古着
の袖口は相手のなぎなたが入らないように、腕との隙
間が広すぎないものがよいとされる。古流の天道流
は袖口にゴムが入り、直心影流はゴムなしの稽古着
を使用するといわれる。防具は剣道の防具に似てい
るが、面垂れが剣道のものと比べやや短い。また小
手の形状も異なり、両下腿に脛当てを当てる。通常
は最初左に構えるが5種類の構えは、それぞれ左右
の半身どちらでも構えることができる。
・中段の構え
半身に構え、元手（石突側の手）を後ろ足の付け
根に置き、切先で相手の鳩尾を狙うように構える。

写真1　左：藤村トヨ
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基本的な構えで攻撃にも防御にも転じやすい。
・八相の構え
元手を前足側の腰骨、もう一方の手を後ろ足側の
耳の横に置き、なぎなたを立てて構える。もっとも
攻撃的な構えであり、試合等でも頻用される。

・下段の構え
元手を後ろ足側の顔の横におき、刃筋を上向きに
して前足の脛を守るように構える。相手の足元を攻
めつつ自分を守る構え。

・上段の構え
なぎなたを頭上にあげ、石突で相手を狙うように構
える。攻撃的且つ気位のある構えである。

・脇構え
両手をまっすぐ下ろし、石突で自分の正中を守りつ
つ相手を狙い、水平に構える。最もトリッキーで変
化に応じて打突できる構えである。

・体捌き
送り足、歩み足、開き足、踏みかえ足、継ぎ足な
どの歩法として指導される。

・打突部位
面（正面・側面）、小手、胴、脛、咽喉（突き）の
5か所。形として胴への突き技があるが、試合競
技においては禁止されている。

・打突法
面・小手・脛を打突する方法として、振り上げ・持
ち替え・振り返しの方法がある。突き方としては直
突・繰り込み突きがある。

・振り方
上下振り、横振り、斜め振り、振り返しがある。そ
れらを連続して振ることを八方振りといい、上下振
り、斜め振り（上から）、横振り、斜め振り（下から）
を8呼間の場合、各4回ずつ行う。

・打ち返し
振り上げて面、左右面、左右脛、間合いを取って
振り上げて面の順番で行う。基本的な打突で構成
され、連続打ちの要領や間合いの取り方、体捌き
などを総合した練習としてウォーミングアップや有
効打突になるための練習として行う。

・形
全日本なぎなたの形と仕掛け応じと呼ばれる演技

の形の2種類がある。仕掛け応じは二段技・三段
技などの連続技、体捌き、払いや巻き落としなどの
基本的な技法が盛り込まれており、繰り返し稽古を
することで正しい所作を習得する。

稽古方法
・一人稽古
一人でなぎなたの操作方法や体捌きを練習するこ
と。多くの場合姿見などに全身を写し、刃筋や姿
勢が正しいか確認しながら行われる。

・一対多数稽古
なぎなた独特の稽古。前に立つ一人の指揮者の
号令に合わせて全員で体捌きや打突を行う。稽古
前後のウォーミングアップやクーリングダウンとし
て行われる。

・相対稽古
二人一組となって行う稽古。上述した打ち返しや
仕掛け応じを行う。

・防具稽古
防具を着用した二人一組で行う。打ち返しなどの

写真2　仕掛け・応じ

写真3　全日本なぎなたの形
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基本から地稽古、試合稽古といった実践的な稽古
まで行う。

・その他
もともと古流を稽古していた指導者も多く、その流派
独自の形や稽古方法を取り入れている場合も少なく
ない。

・競技

優劣を競うものとして試合競技と演技競技がある。
・試合競技
決められた制限時間の中で、二本先取で勝敗を
決する。個人試合と団体試合がある。有効打突面、
小手、胴は物打ちでの打突のみが有効打突とされ
るが、脛は物打ちの他、柄での打突も有効とされ
る。咽喉は切先での突きのみが有効となる。いず
れの打突も気剣体一致の打突であり、残心がなけ
れば有効とはならない。高校生以下の試合競技に
おいては柄脛や突き技は禁止とされている。

・演技競技
合計八本ある演技の型を二人一組、しかけと応じ
で行う。一回の試合に行う演技は三本と決まってお
り、それは一年ごとに変わる。高校生までは一～
五本目の内の三本、それ以上は一～八本目までの
うち三本を行う。

・仕掛け応じ　一本目
〈仕掛け〉左中段から振り上げて面を打ち、左八相
にもちかえ左脛を打つ。
〈応じ〉左中段から下がりながら相手の面を刃部で
受ける。下がりながら逆半身になり、石突で脛を
受ける。その後、斜め左後ろに抜きつつ右八相に
構え、右側面を打つ。

・試合規定、審判規定、その他
・リズムなぎなた
音楽に合わせて打突や形を披露し、なぎなたの発
展普及に貢献するものである。通常は大会や祭典
などのエキシビションとして行われ、優劣を競うも
のではない。服装も規定の稽古着に制限されること
はなく、内容も古流の形を取り入れ自由に構成する
ことができる。

・異種試合
各種武道大会などにおいて、剣道との異種試合が
行われることがある。その際は脛打ちが有効とされ
ることが多い。22）

（4）本学でのなぎなたの授業（中村氏）
2012（平成24）年度年から始まった授業内容を下
記添付
□姿勢について
立位・座位共に両手をすっと下に伸ばし肩の力を
抜く。首がすっと伸びていないと正しい姿勢が取れな
い、脊髄のそり過ぎは昔の気をつけであり、重たい
荷物を背負ったりしても崩れない姿勢を教えられた。
立位はそうではなく自然体であり、骨盤の上に真直ぐ
頭までをのせていく感覚を持つ。胸だけを反らせたり
しない姿勢。お尻を突き出さない。骨盤の意識がす
べての種目の中心になっている。体幹筋というのは骨
盤を中心にトレーニングしていく。骨盤を中心にすべ
てのトレーニングをしていくと姿勢も良くなる。今多い、
体が曲がっているつまり、片方の脚に体重がのって
いる姿勢を自分で矯正することでいろいろなことが治っ
てくる。自分の専門種目を学びたいと思ったら、他の
種目も知ることが自分の進む道につながる。第一印象
は、初めてあった時の印象。人は外見ではなく中身
だというが本気で話せる人、相手が言っていることを
理解している人、挨拶がきちんとできる人、一緒に働
いていくのに相応しい人、何も知らない人同士があっ
た時はやはり外見から受ける第一印象である。面接
などでドアを開けた時の姿勢・態度・礼で決まる。自
分の体がどんな風になっているのか、どんな風になっ
ていくのだろうかという気づきをもつこと。

写真4　第56回全日本薙刀選手権大会
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□礼法
・会釈
自然にまっすぐ立つ。肩から体側に腕を沿わせる。
立っている姿勢から前傾をすることによって腕が自
然に前に下がってくる。

・敬礼
中指が膝頭につくくらいのところまで下がる。

・最敬礼
身体が90度に近いくらい深いところまで傾く。

・座礼
左足を引いて座る、左足に右足を揃えて座る。こ
の時に骨盤を真直ぐにして傾かないようにする。肩
は耳の横真下。両手は組まず太股におく。

・座礼最敬礼
両手組はリラックスの時。礼の時は床面に手の平
をつける。

・跪座
鼻を床に着けるくらいに礼をする。

・座礼の最敬礼　
かかとにお尻をつけないで少し浮かせて座ると脚に
かかる重心が変わるのでしびれない。かかとをあ
げて親足指を立てて座る。跪座（きざ）という。腰
を下ろして膝まづいた状態。

・立ち上がり
手は床に着かないで右足を出して、骨盤を真直ぐ
にし立ち上がる。

・なぎなたの扱い方
なぎなたは左手も右手も左右対称に使う。

・足さばき
・体さばき
・構え（中段・八相・下段・脇・上段）
・仕掛け応じ

（5）考察
藤村トヨの提唱する体操との検討を行うとなぎなた

には自然に立つ、首を前に出さずにまっすぐに立つ、
息をつめない、リズムよく動く、用具を使うなど藤村ト
ヨが健康に良いと考えていた体操条件が非常に多
い。服装の点においても衿をつめない藤村トヨの理想
とする上下に分かれている羽織と袴、胸を締め付け

ずに帯紐ではない。履物についてはなぎなたについ
ては素足とされている。また、藤村トヨが唱えた足音
静かには送り足、歩み足、開き足、踏みかえ足、継
ぎ足などの歩法はまさしく当てはまる。かなり腰椎周
辺の筋力と内腿の引き締めが必要とされる。藤村トヨ
の提唱する体操に共通点が多くあった教材であると
考えられる。また、女子の心身の鍛錬・護身を目的に
女学校　師範学校に於いて薙刀体操・体育流薙刀
として女子教育の場に全身の健康保持促進をさせる
方法として取り入れられていた経緯から、本学でも教
材の一つになっていたのではないかと推測できる。

（6）まとめ
藤村トヨが女子体育指導者の教材になぎなたを取

り入れていた理由はトヨの提唱する体操、服装、姿
勢に非常にあっている教材であったことが考えられ
る。女子の心身の鍛錬・護身を目的に女学校　師範
学校に於いて、身体各部を平等に運動させるように
組み立てられ、全身の健康保持促進をさせる方法と
して提案された薙刀体操・体育流薙刀は本学にも取
り入れらたのではないだろうか。
なぎなた史によると、藤村トヨの演武する写真のよう

に、相なぎなたになったのは戦後であり、戦前は　
剣対なぎなたが通常であったとのことである。教育
現場に取り入れられたなぎなたに藤村トヨの明治から
大正にかけて行なっていたなぎなたが、何らかの関
わりがあるのではないかとの推測がたてられたことに
ついては大変に興味深く、本学で授業展開するにあ
たり、多いに励みにつながる結果を得ることになった。

（小野田桂子）

注）
17） 掛水通子、長谷川洋子他（2007）藤村トヨ研究：
教育実践から本学建学の精神を探る　pp. 23‒
24, p. 52

18） 藤村トヨ（1932）真の健康とは（女性美Ⅳ‒6）p. 25
19） 春日芳美（2007）戦前における女性体操教員養成
に関する一考察 ―東京女子体操音楽学校の事
例から―　p. 55, p. 72

20） 藤村トヨ（1994）私の歩んできた道（学校体育5）
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pp. 164‒167
21） フリー百科事典 https://ja.wikipedia.org/wiki/な
ぎなた

22） 公益財団法人なぎなた連盟 http://naginata.
jp/#

23） 井上アヤ子（1984）体育科教育における薙刀（な
ぎなた）教育学部論集第17号　創価大学教育
学会　pp. 83‒88

24） 中村ゆり子（2011）なぎなた授業資料

3．豆囊（投囊）体操について
（1）初年次教育の目的
藤村トヨ女史が本学の教育で目指した、女性の健
康のための体操とはどのような内容であったか。当時
の体育事情を理解させるとともに、豆囊を用いた理由
についての根源を探りあてることを目的とする。
また、現在の体操用用具としては一般的に使われ
ていない『豆囊』を用いた運動の実践により、運動方
法を知ると共にその運動目的を体験させる機会とした
い。

（2）豆囊体操について
1）藤村トヨが提唱した体操理論の根源
坪井玄道（日本の体操の創始者）の体操理論であ

る。ジョージ・アダムス・リーランド（米．医師、教育者）
は当時軍隊式の操練の影響が強い日本の学校体操
には女性・少年向けの「軽体操」（ダイオ･ルイスが
1860年に発表）が適すると判断し、紹介した。
この体操をより日本人向けに工夫したものが坪井式
体操であり、藤村トヨの体操にはこの理論が強く影響
している。

2）体操伝習所の体操
伝習所の体操は藤村トヨの体操理論に強い影響を
与えたと思われるリーランドが伝えた体操であり、リー
ランドが帰国した後もリーランドの体操を坪井玄道が
再構築して行っていた。その内容はいわゆる軽運動
（少力運動）または軽体操と称する一連の連続形式
を取る徒手体操であった。その内容は以下の通りで
ある。

①徒手体操　　②唖鈴体操　　③球桿体操　
④木環体操　　⑤ワンズ体操　 ⑥棍棒体操
⑦半輪体操　　⑧投（豆）嚢体操

3）リーランドの軽体操についての坪井玄道の評価　
　（増補「日本の体操」25）p. 102）
「少力運動（軽体操）は、比較的筋力を必要としな
い運動であるから、その効果もたいしたものではない
ように評価され勝ちであるがその考え方は誤りである。
すなわち、少力運動は、それほど多くの筋力を必要と
しないため、極めて壮健な者から、柔弱な者に至る
まで、多くの人に対して分に応じた効果があることを
強調して軽体操を支持した。」

4）「新撰體操書」26）（体操伝習所発行）および
　「小學體育全書」27）による軽体操用器具一覧
① 軽体操用器具（「新撰體操書」26）巻末）

② 軽体操用器具の形状（「小學體育全書」3）巻末）

図9 ‒1　軽体操用器具

図9 ‒2　軽体操用器具一覧表「小學體育全書」3）巻末
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5）豆嚢体操
「新撰體操書」26）、「小學體育全書」27）および「小
學女子体操書」28）における豆嚢体操の内容は、投
（豆）嚢体操と表させるように、投げる運動が主体で
あった。
豆嚢の重さを生かし、様々な方法で投げることに

より、少ない力ではあるが、壮健な者から少年や女
子にも適応した運動として広められていたようである。
特に女子はあまり重くない（225ｇ～300ｇ）のものを用
いていた。以下、投げ方のいろいろを紹介する。

①豆囊の投げ方（「小學女子体操書」28）p. 36～40）

図10　投げ方第一図 図13　投げ方第四図

図12　投げ方第三図

図11　投げ方第二図 図14　投げ方第五図
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②豆囊の扱い方（「新撰體操書」26）p. 201, 216）

図18　持ち方

図19　全囊送致

図16　投げ方第七図

図17　投げの隊列第八図

図15　投げ方第六図
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6）藤村トヨと豆囊体操
①藤村トヨ著「学校體育論」29） p. 170より
第七項　體操の目的及分類
「投囊體操は主として小學校男女及女學校生徒に
用ひられて、今日のスロー静的運動にして、外見上
重き棍棒にてイングの要領に當ってゐる。現今獨逸
ではメヂシンボールが盛に男子間に行はれ、其運
動形式は投囊體操の形式によく似て居る此は背筋、
胸腹筋の良き運動であった。」5） p. 175

②藤村トヨ著「女性美」第5巻・11月号 30）より

藤村トヨはこの「女性美」のなかで「メディチン豆
囊體操」について取り上げている。この体操はドイツ
のメディシンボールを使用した体操と、日本において
古くから軽体操として行われてきた体操を参考として
考えた体操である。メディシンボールという名前は、
その運動は非常に体育的価値が高く、このボール
を持って運動を行えば病気がなくなり､ 薬になるとい

図21　投囊體操の形式（二）

図22 ‒2　第七項　體操の目的及分類

図20　投囊體操の形式（一）

図22 ‒1　藤村トヨ著「学校體育論」
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う意味で命名されたのである。しかし、重いボール
を持って日本の婦女子が運動するには強すぎること、
ボールに使用する皮が高価であること、ボールの取
扱いが難しいことなどから、豆囊体操と組合せ、「メ
ディチン豆囊體操」を考え出した。
発育期の児童や、力の弱い婦女子には重いボー

ルよりも弊害のない、軽くしかも材料が安価で比較的
簡単に手に入る豆囊用いることは藤村トヨが考え出し
たことではあるとしているが、「女性美」の中で「私が
考えたことではあるが、しかし、私の新工夫ではなく、
いわば日本體育の祖師坪井玄道氏の指導によって
実行したもので、（中略）坪井玄道氏の恩恵であると
感謝の外はない」30） p. 27と記している。

7）  手具体操としての豆囊体操
體操伝習所において、また、藤村トヨ氏が実施し

た豆囊体操も投げを主体とした体操であった。しかし、
「豆囊体操－静的な投てき運動の一種。重心の移
動をほとんど伴わないので、運動量も僅少で、興味も
乏しい。」1）と評価されるように、投げだけの運動では
興味がわかず、運動を長く続けることが難しいため、
豆囊を手具として使用することによって、様々な運動
にも活用でき、運動の幅が広がった。運動方法とし
ては以下の内容が上げられる。

・ 様々な投げの運動（本来の使用方法）
・ 豆囊の角を持ち、振りを利用して投げる運動
　　　　1人で
　　　　2人組で
　　　　グループで
・ 豆囊の角を持ち、重さを活かして棍棒のよう
に振る、回す運動

その後、伴奏音楽に合わせ一連の体操として構成
されるようになり、豆囊を使用しての体操で団体体操
（現在の新体操団体種目）の競技会にも出場した。
特に記すべきことは、本来の使用方法である「投

げ」の運動が団体体操構成上必須要素とされている
「手具交換（2人組あるいは複数の選手同士で様々
な方法で手具を相手に投げ、相手からの手具を正

確に受け取ること）」として活かされたことである。
本来の目的に即した使用方法と競技規則に必須
要素として取り上げられている運動内容の一致から、
豆囊体操に適した競技との巡り会いではあったが、
豆囊の操作方法の種類が競技として期待される多彩
な手具の使用方法の種類に対しては乏しいこと、豆
を使用しているため虫食い予防などの管理がしにくい
ことなどの理由から、次第に手具としては使用されな
くなったようである。

（長谷川洋子）

注）
25） 石橋武彦・佐藤友久（1966増補）「日本の体操」
不昧堂　 p. 102

26） 體操傳習所編（1882）「新撰體操書」　巻末
27） 遊佐盈作（1884）「小學體育全書 下」　巻末
28） 柗岡彪（1884）「小學女子体操書」　 p. 36～40
29） 藤村トヨ（1930）「学校體育論」文成社　p. 170,   

p. 175
30） 藤村トヨ（1931）「女性美」健康の女性會 第5巻・

11月号　 p. 27

Ⅲ．まとめ

本研究結果については、授業最後に調査した振り
返り記述の内訳をみることによって考察し本研究のま
とめとした。
自由記述による振り返り用紙は336枚回収できた。

それをみると、学生の振り返り記述の視点は、楽しい
授業であったか否かにおかれていたことが明らかに
なった。どの授業でも先ず「楽しかった」や「面白かっ
た」という記述がみられ、どのようなところが「楽しかっ
た」のかという観点について記載されているものは極
少数であった。振り返り調査が、授業最後の短い限
られた時間内での作業であったことが、この様な結
果になった原因と考えられる。今回の調査のねらい
や期待した結果について十分に知ることはできなかっ
た。
楽しい授業であったか否かでの視点でみると、今

回の対象授業は全て「楽しい授業であった」という結
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果をみた。もちろん「楽しくなかった」「つまらない」「意
味が分からない」の記述もあったが極少数（9件の
記述）であり、圧倒的多数が楽しい授業という印象を
持っていたことが判明した。
少ないながら、楽しい観点についての記載がある

ものをみると、「なぎなた」「豆嚢体操」では、初めて
出会う手具や道具で興味がわき、楽しかった、面白
かったという記述がみられた。特に「豆嚢体操」にお
いてはその類の記述が大勢であった。
「トヨの音楽教育と校歌歌唱法」においては、「校
歌を皆で歌うのは楽しい」という記述がみられた。全
員で斉唱をするという一体感に楽しさを見出していた
ということが分かった。また少数ではあるが、「校歌
を大切にしたい」や「次に伝えたい」の記述もみられ
た。
「楽しくなかった」という記述がみられたのは「なぎ
なた」であった。内訳は、「説明が長かった」「立っ
て聞くのがつらかった」という類の記述であり、32件
あった。その記述が今回の教材・資料に関係するも
のなのか否かは、今回の結果では判断できないが、
何れにしても今後この授業は実技とその解説につい
て、時間と解説内容の両面から適切な配分を検討し
ていく必要があるものと考える。
以上のような記述はみられたが、今回使用した教
材・資料との関連記述やそれを踏まえた感想等の記
述は見受けられなかったことから、今回の調査では、
明確に本研究の成果について把握することはできな
かったというのが結論である。
しかし先ずは三つの授業とも「楽しい授業であった」

ということは今回確認できたことから、今回作成の教
材・資料を次年度も使用し、次年度は調査方法を改
め、引き続き検討を重ねていきたいと考える。


