
本研究は平成１８（２００６）・１９（２００７）年度本学

学内共同研究として、１３名の教員で行ったもので

ある。実際には既にその前年９月から「藤村トヨ

研究グループ」の活動を開始し、勉強会や「藤村

トヨ没後５０周年」を記念しての「藤村トヨシンポ

ジウム」開催等を始めていた。

本学の再興者であり、母であり、「実質的な創設

者」と称される藤村トヨについては、本学学園史１）

や各種先行研究のなかで既に研究され、同窓会で

ある藤栄会でも記念誌の発行等を行ってきた２）。

しかし、近年、学内で藤村トヨについて学ぶ機会

が少なくなり、藤村トヨの教育理念を理解してい

ない教員や学生もある。そこで、本研究は藤村ト

ヨの教育実践を各分野の教員が専門的な視点から

検証することにより、本学の「建学の精神」を明

確にし、それを現代に伝えることを目的とした。

本稿には、各教員の研究結果を独立した形で掲載

した。藤村トヨの教育実践を多くの視点から見る

ことにより、教育理念ひいては本学の「建学の精

神」を明らかにすることができると考えたからで

ある。

藤村トヨの著書・論文（トヨが発行した雑誌は

表１参照）
3)

等、藤村トヨから学んだ卒業生への聞

き取り調査、既発行の本学学園史、先行研究等を

資料として用いた。

平成１７（２００５）年９月から平成２０（２００８）年１

月までに２１回にわたる勉強会を開き、毎年１１月の

藤園祭（学園祭）では３回の「藤村トヨシンポジ

ウム４）」を開催、平成１８（２００６）年５月に熊本で

開催された第４回世界女性スポーツ会議では研究

の一端を発表した。さらに、藤村トヨから学んだ

卒業生への数回にわたる聞き取り調査、藤村トヨ

が発行した３種類の雑誌の欠号調査や複製の作成

もおこなった。これらの詳細を含んだ報告書は紙

幅の都合で別途作成し、さらに学生向けの小冊子

を作成する予定である。（文責：掛水）
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注

１）主要本学学園史

①『藤村学園七十年の歩み』編集委員会編、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、１９７２年．Pp．２０３．

②藤村学園八十年史編集委員会編、藤村学園八十

年のあゆみ、学校法人藤村学園、１９８３年．Pp．

２０５．

③藤村学園創立百周年記念記録等作成実行委員会

編、藤村学園１００年のあゆみ、学校法人藤村学園、

２００２年．Pp．４２３．

２）藤村トヨに関する主要先行研究や記念誌は以

下の通りである。

Ⅰ．図書

（１）タイトルに藤村トヨがある書　

①藤栄会、祝創立七十周年記念藤村トヨ先生思い

出の記、藤栄会、１９７２年．

②寺田和子、気骨の女：森田正馬と女子体操教育

に賭けた藤村トヨ、白揚社、１９９７年．

（２）部分書（章節等で藤村トヨをまとまって記述）

①上沼八郎、「女子体育の展開－藤村トヨと自然運

動」近代日本女子体育史研序説、不昧堂出版、

１９５９年．

②清和洋子、「東京女子体育専門学校の初代校長藤

村トヨ」女性体育史研究会編、近代日本女性体

育史－女性体育のパイオニアたち－日本体育社、

１９８１年．

③掛水通子、「藤村トヨ」岸野雄三編、体育史講義、

大修館書店、１９８４年．

掛水通子、「女子体育の創始者たち」同書．

④掛水通子、「藤村トヨ解説」、女子体育の研究

（女子体育基本文献集、解説書）、大空社、１９９５

年．

⑤掛水通子、「日本の女性スポーツと藤村トヨ」、

稲垣正浩他編、スポーツ史講義、大修館書店、

１９９５年．

（３）部分書（書の一部でトヨを記述）

多数あるので、省略。十数冊にまとまった記述。

Ⅱ．論文（タイトルに藤村トヨを含むもの）

①松田岩男、学校体育に寄与した人々-８- 藤村ト

ヨ、学校体育．３巻７号、１９５０年６月．
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②宮崎美智恵、女子体育の先覚者藤村トヨについ

て（宮崎美智恵教授還歴記念特集）、天理大学学

報、通号１３１号、１９８１年．

③新田典子、藤村トヨに関する研究-１- 藤村トヨ

のダンス観とその作品、藤村学園東京女子体育

大学紀要　第１７号、１９８２年．

④掛水通子、藤村トヨによる私立東京女子体操音

楽学校の再興－高橋忠次郎からの委任書をめぐ

って－藤村学園東京女子体育大学紀要　第１８

号、１９８３年．

⑤輿水はる海、体育人と身体観（５）藤村トヨ、

体育の科学、５５巻１１号、２００５年．

３）藤村トヨ著書・論文は以下の通りである。

Ⅰ．著書

（１）単著

①藤村とよ、学校體育論（学校體育文庫第２巻）、

一成社、１９３０（昭和５）年３月．

学校体育文庫は１９３０（昭和５）年から翌年７月

にかけて一成社から１２巻発行．１２人の著者は

当時高等師範学校教授等、第一線の研究者。女

性は他に、女高師の三浦ヒロが第４巻に行進遊

戯を書いている。

（同上書復刻版２種）

①藤村とよ、学校體育論（学校體育文庫第２巻）、

一成社、１９３０（昭和５）年３月．（復刻は同年５

月１５日発行の再版本）

１９８７（昭和６２）年１月１８日に藤村トヨ三十三

回忌法要の記念品として藤栄会（会長　田中ト

モミ）が復刻。復刻発行所等の記載なし。

②藤村とよ、学校體育論（学校體育文庫第２巻）、

一成社、１９３０（昭和５）年３月．（復刻は３月１２

日発行の初版本）

女子体育基本文献集、第１８巻、大空社、１９９５

（平成７）年１月復刻。女子体育基本文献集は明

治・大正・昭和戦前期の重要な女子体育書３２冊

を２２巻にまとめ、片岡康子、輿水はる海、掛水

通子が選定し復刻した。別巻解説書「女子体育

の研究」には各書の目次、各書と著者の解説を

した。藤村トヨは掛水が担当した。

（２）共著（講演集や講座のなかに論文が収録され

たもの）

①藤村トヨ、歩法ニ就テ．體育学理講演集第三輯

女子體育ノ部、體育学理研究会、１９２１（大正１０）

年４月．

體育学理講演集は體育学理研究会発行の講演

集で、大正９年から１１年に４輯発行された。医

者、教育者、体育研究等１９人による２６題収録。

女性によるものは藤村トヨのみ。

②藤村とよ子、日本婦人の体格と姿勢（一）．アル

ス運動大講座第６巻、アルス、１９２７（昭和２）

年７月．

同（二）第 ７巻、１９２７（昭和２）年８月

同（三）第 ８巻、１９２７（昭和２）年１０月

同（四）第１０巻、１９２７（昭和２）年１２月

アルス運動大講座は全１２巻、大正１５年から

昭和３年にアルスから発行された。各種運動

（現在ならば、スポーツを用いる）実技や理論と

体育理論を１００人ほどが書いている。講座名の

通り、運動が主。女性は３人執筆しており．他

は女子競技（人見絹枝） 女子競泳（永井花子）

③藤村トヨ、現代青年国民に望む．仏教思想講座、

第７輯、東京帝国大学仏教青年会編、東京帝大

仏教青年会、１９４０（昭和１５）年．

仏教思想講座は昭和１４年から１５年にかけて

１２輯出版された。

Ⅱ．論文　

（１）トヨが発行した雑誌に掲載されたもの。雑誌

名は以下の通り。論文名は多数のため、省略。

①大正１３年４月『婦人と體育』（大正１３年３月日

本女子体育協会、昭和２年　日本女子体育協会

を健康の女性会に改称）創刊、大正１４年１月

『健康の女性』に改称、昭和５年７月まで発行。

②昭和４年１１月『女性美』（健康の女性会・一般

向け）創刊、昭和１２年『女子体育』に改称、昭

和１６年１０月まで発行。

③昭和６年２月『女性體育』（日本女性体育研究会

機関誌）創刊　昭和８年８月まで３巻８号発行。

④他に会が出版した数種の小冊子がある。

（２）トヨが発行した雑誌以外掲載の主な論文　
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①藤村トヨ、女子の體育錬成．大日本教育、７９０

号、１９４４（昭和１９）年８月１日、pp．２０－３１．

②藤村トヨ、私の五十年間の体育研究と体験．体

育の科学、１巻９号、１９５１（昭和２６）年９月．

pp．６８－７０．

③藤村トヨ、私の歩んで来た道．学校体育、昭和

２８年８月号、９月号、１０月号、１１月号、１２

月号、昭和２９年１月号、２月号、５月号全８回。

（復刻版）

藤村トヨ、私の歩んで来た道．１９９４（平成６）

年３月、東京女子体育大学藤栄会事務局編集．

創立九十周年を記念して東京女子体育大学藤

栄会（会長田中トモミ）が８回分をまとめて復

刻した。

４）「藤村トヨシンポジウム」内容は以下の通りで

ある。

第１回

平成１７年１１月３日（金・祝）午後１時～３時３０分

「藤村トヨ没後５０周年シンポジウム」

レクチャー

「体育史における藤村トヨの功績」掛水通子

パネルディスカッション　

「トヨの教育理念と実践」

田中　トモミ（音体４８期　昭和１８年３月卒）

吉田　夏　　（音体３８期　昭和８年３月卒）

井上　れん子（体専 １期　昭和２２年３月卒）

交流会　　　

遊戯「村の鍛冶屋」ほかを披露

参加者全員で茶話会　　

当時のおやつ、食事の試食

第２回　

平成１８年１１月１日（水）午後２時３０分～４時３０分

「藤村トヨ生誕１３０年記念シンポジウム」

レクチャー　

「日本の三大体操－スウェーデン体操・ドイツ

体操・デンマーク体操－」

木下　秀明（教育学博士、元日本大学教授、前　　

スポーツ史学会会長）

ワークショップ

「小さな力で大きな動き－藤村トヨの動きのル

ーツを探る－」

動きのデモンストレーション

ポスタープレゼンテーション　奥野知加

フロアーディスカッション

第３回

平成１９年１１月１日（木）午後２時～４時

「藤村トヨと禅」

法話と坐禅体験

曹洞宗大本山總持寺

布教師　中野尚之ほか

研究発表

当時の学生生活に活かされた「禅」

早瀬　健介・浅見　美弥子
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１．本学の目的の変遷

(1)戦前・戦中

図１の学園の系譜に示すように、本学は学校の

形態を変えながら今日に至る。本学目的の変遷を

公文書
　１）

に見られる学校設立、規則改正や学校の

変遷に伴う学校の目的を抜粋しながら明らかにす

る。創設時の学校を引き継いでいるのは短期大学

保健体育学科であり、大学は新しく設置されたも

のである。

本学は明治３５（１９０２）年５月１０日に女子体操教

員を養成するための日本初の女子体操学校として

創設された。当時、女子高等師範学校と日本体育

会体操学校教師であった遊戯研究者高橋忠次郎
　２）

により設立されたが、公文書上の設立者は山崎周

信であった。高橋忠次郎は私立東京体操伝習所

（官立体操伝習所廃止後設立されたもの）と東京唱

歌専門学校を卒業、日本遊戯調査会を設立し遊戯

の研究を行っていた。遊戯とは今日のスポーツと

ダンスに相当するが、女子に相応しい遊戯は唱歌

遊戯、行進遊戯などと称されたダンスに相当する

遊戯であった。高橋は１９００（明治３３）年には『音

楽応用女子体操遊戯法』を著し、体操遊戯に音楽

を応用した研究、実践を行っていた。本学の設立

は外国の遊戯を導入したり、新しい遊戯を作った

5

本学目的の変遷と
大学要覧等にみる「建学の精神」の記述の検討

掛水　通子



6

時、生徒に踊ってもらうための日本遊戯調査会の

実験学校の意味も持っていた。

１９０２（明治３５）年５月１０日に私立各種学校とし

て東京府知事から認可を受けた。

設立者山崎周信から出された学校設立願（明治

３５年４月２３日）設立要領１目的には「女子師範

学校高等女学校女子小学校ノ女子体操教員ヲ養成

スルコトヲ以テ目的トス」とあり、学校規則第１

章総則第１条では「本校ハ体操専門ノ学科術科及

女子必須ノ学科ヲ教授シ女子体操教員ヲ養成スル

所トス」としている。本学は明確に女子体操教員

を養成するための学校であった。

私立東京女子体操学校は、同年１１月２２日に私

立東京女子体操音楽学校と改称する。これは、創

設時から看板も掲げていたが、認可申請をするも

のの、認可が得られなかった私立東京女子唱歌学

校と合わせたものである。

校名及規則書変更願（明治３５年１１月２２日）の

私立東京女子体操音楽学校規則第１章総則第１条

に「本校ハ体操及音楽ヲ教授シ女子教員ヲ養成ス

ル所トス」とある。体操と音楽を教授して女子教

員を養成する学校となる。設立当初からの高橋の

考えによる。しかし、１９０６（明治３９）年１２月に設

立者、校長であった高橋忠次郎は、遊戯研究のた

め渡米した。１９０５（明治３８）年１１月に文部省に提

出された体操遊戯取調委員会報告が遊戯よりも体

操を重視し、体操も普通体操ではなく、スウェー

デン体操を認めることになったことが渡米を決意

させたと考えられる。藤村トヨは１９０４（明治３７）

年４月に女高師の恩師高橋に呼ばれ、本学に奉職

している。

１９０７（明治４０）年３月２１日に校長高橋忠次郎代

理山本祐吉から出された学校規則改正願第１章総

則第１条では「本校ハ女子ニシテ体操及音楽科教

員ヲ養成スルヲ以テ目的トス」と、体操と音楽科

教員養成の学校となる。

渡米中の高橋からの委任で１９０８（明治４１）年２

月２１日に藤村トヨは設立者として加入し、高橋と

２名の設立者となり、１９０９（明治４２）年３月２４日

に高橋が外れ、藤村トヨのみとなる。１９４４（昭和

１９）年３月３１日に東京女子体育専門学校となっ

てからは財団法人東京女子体育専門学校理事長と

なり（その後学校法人藤村学園理事長）１９５５（昭和

３０）年１月１８日の逝去まで約４７年間その任にあ

った。

校長藤村トヨが１９０８（明治４１）年２月３日に東

京府知事あてに提出した規則改正許可願の私立東

京女子体操音楽学校規則第１章第１条は「本校ハ

女子ニシテ体操遊戯及音楽科教員タラントスル者

ヲ養成スルヲ以テ目的トス」としている。

今日「体育科」と称する学科は１８７３（明治６）

年から１９４１（昭和１６）年まで「体操科」と称して

おり、体操科で体操や遊戯を教えていたが、この

時の改正では遊戯を加えている。ダンスに相当す

る唱歌遊戯、行進遊戯などは、女子に相応しいと

して中等教育以上では女子のみに課されたから、

女子体育教師が担当することが多く、女子体育教

師にその教授能力が要求された。

１９４３（昭和１８）年２月８日に文部大臣に提出し

た東京女子体操音楽専門学校設立認可申請は１９４４

（昭和１９）年３月３１日に東京女子体育専門学校と

して認可された。私立東京女子体操音楽学校は廃

止された。認可申請（添付書類） （１）設置理

由書並設置要領１．理由には、「従来東京女子体操

音楽学校ニ於テハ二ヶ年ノ課程ヲ以テ女子中等学

校体操科教員ヲ養成シ聊カ国家目的ニ副ハンコト

ニ務メシガ現在ノ国家ノ実情ニ鑑ミレバ一層ソノ

程度ヲ高メ指導者トシテ資質ヲ向上セシムルノ要

切ナルモノアリ，並ニ従前ノ東京女子体操音楽学

校ヲ拡充シ，専門学校令ニ依ル指導者養成学校ト

シ体育ニ関スル高等ノ学術ノ理論及実地ヲ教授シ

併セテ人格ヲ陶冶シ国体観念ノ涵養ニ努メテ以テ

一層高次ノ女子体育ノ指導ニ当タラントスル人材

ヲ養成セントスルモノナリ」と、専門学校令によ

る高次の女子体育指導者を養成しようとしている

ことがわかる。このころ、極少数の女性が大学に

入学した例はあるが、女子は大学には進学できな

かった。高等女学校卒業後の進学先は女子高等師

範学校か専門学校に限られていた。

提出された東京女子体操音楽専門学校校則第１



章目的第１条は「本校ハ『教育に関する勅語』聖

旨ヲ奉体シ専門学校令ニ依リ体育二関スル高等学

術ノ理論及実地ヲ教授シ併セテ人格ヲ陶冶シ国体

観念ノ涵養ニ務メ女子中学校体操科教員ヲ養成ス

ルヲ以テ目的トス」であったが、併セテが削除さ

れ、操が訂正されて認可された。１９４１（昭和１６）

年に学科名は体錬科となっていたからである。

（２）戦後

戦後、教育制度改革により、従来の大学、専門

学校、師範学校、高等師範学校等は新制の大学、

あるいは短期大学となった。当時、体育科を設置

していた３校の女子高等師範学校は、１９４９（昭和

２４）年に大学となった。広島女高師は共学の広島

大学となり、東京女高師はお茶の水女子大学、奈

良女高師は奈良女子大学となった。日本体育専門

学校女子部は同年、共学の日本体育大学となった。

女子専門学校の場合、女子短期大学となる場合が

多く、旧制の体育に関する女子専門学校２校いず

れも１９５０（昭和２５）年に女子短期大学となった。

そのほかに中京高等女学校家事体操専修科が中京

女子短期大学体育科となった。この時、新設２校

を含んで５校の体育を学ぶことができる女子短期

大学が認可された。

１９５０（昭和２５）年３月１４日に東京女子体育短

期大学設置が文部大臣により認可された。

東京女子短期大学学則第１条には、「本学は保健

体育に関する深い研究教授を行い、有能な指導者

を養成すると共に、良き社会人を育成することを

目的とする」とあり、従来は教員養成のみを目的

としていたが、「良き社会人」を育成する目的が加

わった。１９６８（昭和４３）年２月３日に幼児教育科

が設置され二科を擁する短期大学となった。設置

要項記載の目的または事由には、「本短期大学は永

年に亙り体育の研究並びにその指導者の養成に専

念し、国家社会に貢献すべく努力してきたが、体

育の重要性は既に幼児期に始まるを以て、ここに

本短期大学の建学の精神に則り、体育を中心課程

におく幼児の全教育の研究教授を目的とする幼児

教育科を新設することにより、この分野に寄与し

ようとするものである」と述べている。

藤村トヨは１９２５（大正１４）年１月に井乃頭幼稚

園を設置し、１９６２（昭和３７）年に大学が開校し国

立に移転するまで経営していた。体育だけでなく、

幼児教育にも携わっていたのである。幼児教育科

設置により短大の学則は改訂された。東京女子体

育短期大学学則第１章大学の目的及び使命第１条

「本学は保健体育並びに幼児教育に関する研究、教

授を行い、有能な指導者を養成すると共に、健全

な良き社会人を育成することを目的とする」と、

幼児教育が加えられた目的となった。５年後の１９

７３（昭和４８）年１月２７日に幼児教育科を廃し、児

童教育学科を設置した。幼稚園教諭と保母の養成

から、幼稚園教諭と小学校教諭養成への転換であ

った。これにより学則も改訂された。東京女子体

育短期大学学則第１章総則第１条「本学は保健体

育並びに児童に関する研究、教授を行い、有能な

指導者を養成すると共に、健全な良き社会人を育

成することを目的とする」と、幼児教育が児童に

置き換えられ、現在に至る。この時、保健体育科

は保健体育学科と改称された。私立東京女子体操

学校から東京女子体育短期大学に至る系譜に加え

て、１９６２（昭和３７）年１月２０日にわが国初の女子

体育大学として、東京女子体育大学が設置された。

東京女子体育大学学則第一章総則第一条では、

「本学は保健体育に関する深い研究教授を行い、有

能な指導者を養成すると共に、健全な良き社会人

を育成することを目的とする」とあり、この第一

条は１９７１（昭和４６）年に「研究教授」が「研究・

教授」に改められただけで現在も一貫して変わら

ない。

以上述べてきたように、学校の目的は女子体操

教員養成から、体操と音楽教員養成へと拡大した

後、体錬科教員養成のみに戻った。戦後になって、

研究教授を行い、指導者を養成するだけでなく、

健全な良き社会人を育成することを目的に加えた。

研究教授と指導者養成の内容は、保健体育のみか

ら、幼児教育を加えた後、幼児教育を児童教育に

改めて現在に至る。藤村トヨに引き継がれた学校

は学校制度の確立のなかで、体操も音楽もという
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ことは認められなくなり、初期の目的の音楽教員

養成は他の音楽学校へと譲った。しかし、今日も

大学、短大保健体育学科も音楽を必修科目として

おり、創設の目的を守っている。幼児教育を加え、

それを児童教育へと発展させたのはトヨの逝去後

であるが、その理念はトヨによりもたらされてい

ると考えられる。

２．大学要覧等にみる「建学の精神」の
記述の検討

（１）建学の精神とは

「建学」とは、「学校を創立すること
　３）

」「（教育

の理念を掲げ）今までに無かった学校を新たに作

ること。『－の精神 』
４）

」であり、「精神」とは、「物

事の根本的な意義。理念。『建学の－ 』
５）

」、「何かを

支えている、根本的なもの
　６）

」である。したがっ

て、「建学の精神」とは、学校を創立し存続させて

いる根本的な教育理念である。

国・公・私立大学では、学校史や大学要覧、大

学ホームページ等で大学の「建学の精神」を謳っ

ている。さらに、近年は大学機関別認証評価が始

まったため、「建学の精神」をさらに重視しようと

する動きがある。国・公・私立大学（短期大学を

含む。）及び高等専門学校は、７年以内ごとに、文

部科学大臣が認証する評価機関（認証評価機関）

の実施する評価を受けることが義務付けられたか

らである。大学機関別認証評価は学校教育法第６９

条の３第２項に基づき実施され、教育研究水準の

向上に資するために、教育研究、組織運営及び施

設設備の総合的な状況が評価される。この評価は

１１の基準があるが、基準１は「大学の目的」であ

り、大学の目的が明確に定められていること、「目

的が、大学の構成員に周知されているとともに、

社会に公表されていること」と定められている。

さらに、趣旨の説明のなかで「各大学は、それぞ

れが持つ設立の理念、歴史、環境条件等を踏まえ

た上で、その大学の機関としての目的を明確に定

めていることが必要です
７）
」と説明している。

大学の設立理念は多様である。特に私立大学で

は設立者や設立団体の理念により教育され、特色

を持っている。本学の場合、実際の創設者高橋忠

次郎の理念を引き継ぎながら、実質的な創設者藤

村トヨの理念を基盤として教育されてきた。

（２）大学要覧等にみる「建学の精神」の記述の

検討

「建学の精神」を知らせる方法は多い。日々の

教育そのものがその方法であり、学園史の発行、

教員や学長、理事長の言葉の端々に現れる。本学

の「建学の精神」は受験生向けの大学案内や大学

要覧等の冊子、学生向けの学生便覧に簡単にまと

めてある。ここでは、近年２７年間の大学案内や大

学要覧等冊子８）の記述から、「建学の精神」と藤村

トヨがどのように記述されてきたのかを検討する。

冊子は大学と短期大学共通のものである。冊子名

はしばしば変更しており、冊子名を構成する記述

の変遷を箇条書きで整理しておく。

１９８２（昭和５７）年度から１９８５（昭和６０）年度

和文大学・短大名、年度、

１９８６（昭和６１）年度から１９９４（平成６）年度

和文大学・短大名、年度、大学要覧

１９９５（平成７）年度から１９９７（平成９）年度

和文大学・短大名、年度、college guide

１９９８（平成１０）年度以降

和文大学・短大名、年度、college ＆ junior

college guide

冊子名の変遷と内容の変遷は一致しておらず、

内容もしばしば変更している。

１９８２（昭和５７）年度から１９８５（昭和６０）年度の

冊子では「本学の沿革と特色」のページで、「藤村

トヨと建学の精神」のタイトルで各年度同じ記述

で以下のように述べている。

「藤村トヨと建学の精神　本学の伝統の基礎を

確立した人は、女子教育の先駆者としてつとに知

られた藤村トヨである。女子教育のほとんどかえ

りみられなかった明治末に、女子教育、特に女子

体育の緊要を訴え、本学の学長として、誠・信・

勤・和・忍の教育精神を基調とし、強健な身体と

豊かな情操とを兼備した優れた女子体育教育者の
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育成に全生涯を捧げた。この建学の精神は、本学

の学風として今日も堅持されている。」

本学の伝統と基礎を確立したのは藤村トヨであ

り、「誠・信・勤・和・忍の教育精神を基調とし、

強健な身体と豊かな情操とを兼備した優れた女子

体育教育者の育成に全生涯を捧げた」ことを建学

の精神としている。これは、近年は唱えることは

ないが、かつては毎日唱えていたという校訓をも

とにしている。今日でも大学大会議室に掲げてあ

るトヨが帰依していた曹洞宗大本山總持寺新井石

禅老師書（大正１３年）になる校訓をもとにしてお

り、妥当な記述であろう。校訓は本研究浅見の

「禅を通した教育実践―寮生活を中心に―」の項で

述べられる。

１９８６（昭和６１）年度から１９８８（昭和６３）年度ま

で、「建学の精神」のまとまった記述はないが、最

初のページの一部に「身体と精神のバランス、こ

れは本学の基礎を確立した藤村トヨの教育思想で

もあり、現在も本学の教育理念として受け継がれ

ております」と記述されている。

１９８９（平成元）年には「建学の精神」も藤村トヨ

の記述も見られない。

１９９０（平成２）年度から１９９６（平成８）年度は学長

の言葉のなかで「本学の実質的創立者はわが国女

子体育の先覚者である藤村トヨ先生であります。

先生の建学の精神は、自ら学生と寝食を共にする

全寮制の家族的な生活教育であり、その教育信条

は、誠実、親和、忍耐であり、質実として情熱に

燃えた、礼儀正しい女子体育指導者の育成であり

ました。」と記述している。先の記述と比較すると、

全寮制の家族的な生活教育であったこと、質実で

礼儀正しい女子体育指導者の育成が加えられてい

る。後で浅見の担当で国立移転前、吉祥寺時代の

寮生活について述べるが、かつて本学は全寮制を

とっていた。この記述も妥当なものであろう。

１９９７（平成９）年度から２００１（平成１３）年度まで

は再び「建学の精神」も藤村トヨ記述もなくなる。

２００２（平成１４）年度、２００３（平成１５）年度は学

園の歴史の記述のなかで、トヨが設立者として加

わったことなどを記述するのみである。

２００４（平成１６）年度は理事長の言葉のなかで

「（前略）学園の実質的な創立者である藤村トヨ先

生は（中略）半世紀にわたり、しかも太平洋戦争

の困難な時期と戦後の食料・物資の不足な時代を

乗り切って、まさに渾身（こんしん）の努力を女

子教育・体育のために注いでくださいました。（中

略）藤村先生は学生寮で学生と共に生活されて、

その中で誠実・信愛を、またお互いの助け合いの

中で自治の精神を身につけさせて下さいました。

（中略）５０年近い女子教育の実践の中で、藤村先

生が究極に練り上げた理念は国民体位の向上であ

ります（後略）」との記述が見られる。この記述を

先の記述と比較すると、藤村先生は太平洋戦争中

も戦後の困難な時期も乗り切ったこと、究極に練

り上げた理念は国民体位の向上であったことが加

わっている。これらも妥当な記述であろう。体位

とは姿勢や体格や健康の程度である。特にトヨは

その著作からみると、健康な日本人を作ることに

力を注いでいた。

２００４（平成１６）年度と２００５（平成１７）年度は１

頁目の下方に極小さな文字で「本学の実質的な創

始者・藤村トヨ先生の建学の精神は、家族的な生

活教育にあり、誠実、信愛、忍耐を基軸にした質

実にして情熱にあふれる、女子体育指導者の育成

を教育信条としました。その精神を生かして、本

学は女子体育と児童教育の指導者育成のために、

教師と学生の心の交流を深める人間教育を中核と

しています」と記述している。この記述は１９９０

（平成２）年度から１９９６（平成８）年度学長の言葉

のなかの記述を元に、短くしたり、「親和」を「信

愛」に変えるなど、部分修正をしたりした上で、

児童教育が加えられた最後の一文を加えている。

２００６（平成１８）年度以降現在までのものには、

１頁目最初に「建学の精神」のタイトルで以下の

ように記述されている。

「日本の女子体育の先駆けとして、一世紀にわ

たって社会に貢献してきた本学は、『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』を建学の精神としています。

藤村トヨの女性観、教育観に基づいたこの精神
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は、『女性の特性に配慮し、女性の感性を生かした

体育の実践』を最も重視しています。

藤村トヨは当時の医療・身体矯正的なスウェー

デン体操を批判、リズム体操を日本に初めて導入

しました。音楽と運動の調和を目指したリズム体

操は、器械運動と並んで『ドイツ体操』として本

学に定着し、後の学園発展の大きな基盤となり現

在に至っています。

また、健康の秘訣としトヨが提唱した『腰伸ば

せ即腹の力』の教えは、単なる姿勢保持にとどま

らず、事における精神的構えとして、多くの人達

によって継承され、今も本学を象徴する教訓とし

て学生に伝えられています。

『巧言令色』を嫌った藤村トヨは禅の考え方を

教育に取り入れ、思慮深くて高潔な人格形成を目

指しました。学生と寝食を共にしながら２４時間の

全人教育を実践し、座禅や学習はもちろん、生活

の雑務や作業まで学生と一緒に動くことを心がけ

ました。師弟が同じ世界を共有しながら共に成長

を図るこの教育哲学は、まさに本学の教育信条と

して学生指導の大きな指針となっています。」

この記述は今回調査したものの中では最も長い

記述でより、詳しいものとなっている。藤村トヨ

や「建学の精神」を大切に守って行こうとする現

れとみることができ、評価できる。本研究で述べ

ようとするトヨの教育理念の幾つかに触れられて

おり、ほぼ妥当な記述であろう。

しかし、「リズム体操」の定義は多様であるが、

トヨが「リズム体操」を初めて日本に導入したと

の記述は検討すべきであろう。ヨーロッパでは２０

世紀に入ると、これまでの形式的、鋳型化したシ

ュピース・マウル方式の体操を改革しようとする

体操改革運動が起きた。改革された体操を新体操

とも呼ぶ（新体操競技とは異なる）。体操改革運動

は４つのグループに分けることができ、そのうち

の一つが一般的に「リズム体操」と呼ばれる。ダ

ルクローズとボーデは別の発想から「リズム体操

を展開した
　９）

」とされる。トヨが最初に欧州に学

んだのは１９２８（昭和３）年であり、「其間妹の伊沢

エイを独逸に呼んでボーディ、ヴィグマン氏等の

運動を研究した
　１０）

」と述べている。しかし、東京

女子高等師範学校附属小学校訓導三浦ヒロは、１９

２３（大正１２）年１０月に日本を出発、１９２６（大正

１５）年２月に帰国するまで欧州で、体操、ダンス

を学び日本に導入し、指導、著書の出版をしてい

る。「留学した当時ヨーロッパ体操界は、新体操の

興隆期にあたり、ヒロもDnucan，L．Laban，R．

Dalcroze，E．Bode，R．Mensendiek，B．Mary

Wigmanらの美的体操や舞踊に多く接した
　１１）

」とあ

る。また、トヨは多くの著作のなかで、「リズム体

操」の表現は用いず、「律動運動」や「律動体操」、

「リズミカル運動」を用いている。また、トヨはリ

ズミカルな運動は１９０２（明治３５）年の創設当初か

らと評価しており、「本校は（中略）高橋忠次郎氏

が設立せしもので日本に於て女子の體操教員養成

の嚆矢であるのみならず、體操と音楽とを兼修し

て女子に音楽のリズミカルを運動に融和せしめん

とした事はドイツに於ける、ダルクローゼにも率

先して居る
　１２）

」と述べている。したがって、この

点からもトヨがリズム体操を日本に初めて導入し

たということにはならない。また、後で長谷川が

「藤村トヨの提唱した体操」の項で述べるように、

器械運動と「ドイツ体操」は並列されるものでは

ない。

さらに、トヨは「巧言令色」を嫌って禅を取り

入れたとあるが、後の阿江の「藤村トヨの女性観

と女性教育」、早瀬の「藤村トヨと禅ー当時の学生

生活に活かされた禅ー」の項で述べるように、ト

ヨは「多弁」を嫌っており、「『多弁と巧言令色』

を嫌った」にすべきであろう。

以上のように、冊子はその名称も内容も変化し

ている。入試関係者部署が作成したり、委員会を

作って作成したりしてきたようであるが、対外的

には大学を代表するものになる。特に、今回概観

した２７年中、藤村トヨと「建学の精神」がまとま

って記述されていたのは当初の４年間と近年の３

年間のみであった。中間の２０年間は全く記述され

ない年度、部分的な記述のみであったり極小さい

文字であった。このことは私学の特色ある教育理
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念である「建学の精神」と実質的な創設者である

藤村トヨが等閑視されてきたと言わざるを得ない

であろう。しかし、前述したように、文部科学大

臣が認証する評価機関（認証評価機関）の実施す

る評価を受けることが義務付けられ、基準１で目

的が評価されるようになったためか、ここ３年間

は検討すべき記述はあるものの、藤村トヨと「建

学の精神」がまとまって記述されていることは喜

ばしいことである。

注

１） 学園史編纂委員会、藤村学園関係史料Ⅰから

Ⅵ（東京女子体育大学紀要第４号から９号、

１９６９年から１９７４年所収を用いた。）

２） 掛水通子、高橋忠次郎に関する歴史的研究

（１）－東京女子体操音楽学校の創立者とし

て、東京女子体育大学紀要　第１４号、１９７９

年．p．１－１８．

３） 新村出編、広辞苑第三版、岩波書店：東京、

１９８３年.  p．７６４.

４） 柴田武ほか編、新明解国語辞典第６版、三省

堂：東京．２００７年．p．４５７．

５） 新村出編、前掲書３）、p．１３２３.

６） 柴田武ほか編、前掲書４）、p．８０３．

７） 独立行政法人大学評価・学位授与機構（２００７）

大学評価基準（機関別認証評価）付　選択的

評価事項平成１６年１０月（平成１８年５月改訂）

独立行政法人大学評価・学位授与機構p．１．

（http：//www．niad．ac．jp ２００８年１月１日

検索）

８） 手持ちの以下の冊子を用いた。

藤村学園東京女子体育大学東京女子体育短期

大学（大学案内冊子）１９８２、１９８３、１９

８４、１９８５

藤村学園東京女子体育大学東京女子体育短期

大学、大学要覧、１９８６、１９８７、１９８８、１９８

９、１９９０、１９９９

学校法人藤村学園東京女子体育大学東京女子

体育短期大学 college guide 、１９９５、１９９６、１９９

７学校法人藤村学園東京女子体育大学東京女

子体育短期大学 college ＆ junior college guide

１９９８、１９９９、２０００、２００１、２００２、２００３、

２００４、２００５、２００６、２００７、２００８

９）岸野雄三編著、体育史講義、大修館書店、１

９８４年．p．１１１．

１０）藤村トヨ、私の歩んで来た道（三）、学校体

育、１９５１年１０月号（１９９４年復刻版、p．２０．）

１１）国枝タカ子、「ダンスによる児童中心主義の

実践　三浦ヒロ」女性体育史研究会編、近代

日本女性体育史－女性体育のパイオニアた

ち－日本体育社、１９８１年．p．２０３．

１２）藤村トヨ、十年計劃の第二目回の歐洲視察の

所感、健康の女性会、１９３０年．pp．２３－２４．
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ここでは、明治３０年代にもかかわらず、なぜ女

子体育の充実が図られたのかその歴史的な背景を、

そして、藤村トヨの女子体育への取組に対する見

方考え方と講道館柔道創始者であると同時に女子

柔道、さらには「精力善用国民体育」を始めた嘉

納治五郎の見方考え方に着目して考察する。

１．女子体育の充実が図られた背景

女子体育の導入が早かったのはドイツである。

女子体育導入の促進に関する大臣訓令が出された

のが明治８年（１８７５）であり、時を同じくして、女

子体育教師のための審査規程が作られ初めて実施

されている。藤村トヨがドイツへ渡り女子体育教

師の活躍に驚いたのはここに遡っていると考える

ことができる。

我が日本では、文部省が明治１１年（１８７８）、学

務課に体操取調係を設置するとともに、体操伝習

所を開設。同時に、アメリカからリーランドをそ

の教員として迎え（明治１４年７月帰国）、坪井玄

道を通訳にあたらせ、東京女子師範学校生に体操

を指導したのが始まりと言える。その後の指導さ

れた体操の内容は、時代背景もあり、概ね普通体

操と兵式体操である。明治３４年（１９０１）高等女学

校令施行規則制定の折には、体操科の内容は普通

体操と遊戯となっている。

そのような中、明治３２年（１８９９）、スウエーデ

ン体操研究のため井口（藤田）阿くりがアメリカ

へ留学。これが体操留学生の初めであって、明治

３６年（１９０３）２月帰国。帰国と同時に、女子高等

師範学校教授となりスウエーデン体操を紹介する。

その一方で、同年、坪井玄道はドイツのダンス・

行進遊戯を紹介している。

また、明治３７年（１９０４）、久保田文部大臣が女

子体育の振興を強調する一方で、明治４１年（１９０８）、

小松原文部大臣が全国高等女学校長会議でスウエ

ーデン体操を批判し、普通体操となぎなた体操を

奨励するなど、女子体育の在り方に対する動きは

急である。

このような時代背景の中、藤村トヨが登場する

（明治３７年私立東京女子体操音楽学校に着任、同

４１年同校第４代校長に就任）。

したがって、欧米の体操及び女子体育の動きに

刺激され我が国においても女子体育の必要性が社

会的にも認識された時代と言える。

２．ドイツ式体操と「精力善用国民体育」
の共通性

（１）藤村トヨが欧米６カ国の体育視察に出発

したのが昭和３年（１９２８）。当時のことを「女性美」

（昭和７年４月号）に、「視察旅行を始めたときは、

全国に於いてスウエーデン式体操とドイツ式体操

の争いの最中であった」と記している。藤村トヨ

がスウエーデン式体操を否定する理由として、同

誌に、「一言するならば、スウエーデン式体操は体

育運動中主として姿勢に着眼する点から、個々の

姿勢に於いて運動を止め、その姿勢を一定に保た

しめる。教授者はその止まった姿勢の良否を鑑別

して、これに矯正を加えんとする運動である。（中
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略）甚だしいときは怒責に陥り、呼吸を停止して

いる」場合もあることを挙げている。詳細につい

ての論は他の研究者に委ねるとして、結論から言

えば、「運動は何式によらず身体の自然を元として

自然に動かすべきである。換言すれば自然運動と

は身体の動く所を動き得るように動かすのである。

其の運動法は体の自然の律動に反しないことであ

る。就中心臓呼吸の律動に反しないことである」

（「体育の科学」第１巻第９号、昭和２６年（１９５１）

から）という藤村トヨの実体験と実践的研究から

くる基本的な考え方によるものである。この考え

方からドイツ式体操を支持していると考えること

ができる。

以上のことから、様々な論争がありながらも、

藤村トヨは、自身の「理学と医学との素養」やド

イツ等における学びなどによって得た確固たる見

方考え方に基づいた実践を私立東京女子体操音楽

学校で行うとともに、その理論の全国的な普及啓

発に努めたことが伺える。

（２）さらに、面白いことは、藤村トヨが講道

館柔道の創始者である嘉納治五郎の考案した「精

力善用国民体育」を推奨していることである。藤

村トヨの唯一の著書である「学校体育論」（昭和５

年（１９３０）刊行）の中で、第９章「精力善用国民

体育」とし、第１節基本練習、第２節居取、第３

節立合、第４節柔の形を詳細に取り上げている。

これは特筆に値する。この自著の中で推奨する理

由を、前出の「女性美」（昭和７年（１９３２）４月号）

において、「ドイツ体操の要領と通じた点があって

真に人の精力善用で柔らかく且つ内臓の修練に適

し身心健康、防御体操としての日本固有腹腰を中

心としたる運動である。採って体育の材料として

誤りのない事は保証が出来る」とまで言い切って

いるほどである。ここから藤村トヨの体操に対す

る見方考え方がより鮮明になっていることが分か

る。

藤村トヨと嘉納治五郎との出会いはいつかは詳

しく分からない。しかし、昭和５年（１９３０）５月２

５日、嘉納治五郎は、藤村トヨの私立東京女子体

操音楽学校で「精力善用国民体育」を実際に指導

している。このことから、既にこれ以前に出会い

があったものと思われる。スウエーデン式体操に

まつわる様々な論争が長きに渡ってあった経緯か

ら、両者の間には女子体育、体操の在り方等につ

いての意見交換が密に行われていたことを伺わせ

るに十分であると考える。

（３）嘉納治五郎には、実は女子体育について

も様々な取組がある。大正１５年（１９２６）１１月、講

道館女子部を発足させている。女子柔道の講習会

や関係者との懇談会を経た上でのことである。こ

の他にも、明治４４年（１９１１）～大正１２年（１９２３）

まで文部省から師範学校中学校高等女学校教員等

講習会講師を委嘱されているし、明治４３年（１９１０）

～嘉納治五郎が没する昭和１３年（１９３８）まで同様

に教員検定委員会委員を命ぜられている。このよ

うに嘉納治五郎は講道館柔道のみならず、学校体

育、女子体育についても大きな力を発揮している

ことが分かる。

前述の「精力善用国民体育」については、嘉納

治五郎は、大正１５年（１９２６）１１月、柔道を基本と

した国民体育の打ち合わせを皮切りに、講習会を

順次開催、文部省との懇談等を経て、昭和５年

（１９３０）「精力善用国民体育」（講道館文化会）を

刊行している。加えて、嘉納治五郎唯一の著書で

ある「柔道教本」（昭和６年（１９３１）三省堂から刊

行）で次のように説明している。「世の中に数多く

ある体育の方法は、何れも皆それぞれの目的を有

して居るから、それぞれの目的のためには善いも

のであるといい得よう。が、国民体育としては誰

でも出来易い仕方でなければ、実際には行われな

い。広い場所がなければならぬとか、種々の器

具・器械を要するとか、一々服装を改めなければ

ならぬというようでは、社会一般の人には適しな

い。今世間に行われて居る体操は、（中略）一々の

運動に意味がなく、随って面白味が添わない。又

その運動は実用的に身体を訓練しないから強・

健・用の要素を欠いている」と手厳しい指摘をし

ている。当時のスウエーデン式体操にまつわる論

争を伺わせるものであるということができる。こ

のような欠陥を補う目的でできたのが「精力善用
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国民体育」である。因みにこれは、「柔道教本」に

よれば、「攻防式（武術式ともいう）と舞踊式の二

種」に分かれている。「攻防式は打ったり突いたり、

その他攻撃・防御の練習をしながら、正しく身体

を鍛錬する仕方」であり、それが「単独練習と相

対練習とに分かれ、相対練習には極式と柔式との

異なった様式」がある。この記述から、藤村トヨ

が「学校体育論」（昭和５年（１９３０）刊行）の中で

推奨した「精力善用国民体育」は攻防式であるこ

とが分かる。

このようにみてくると、ドイツ式体操と「精力

善用国民体育」に対する藤村トヨの見方考え方に

は、嘉納治五郎がいう「強・健・用」というキー

ワードをベースに相通ずるものがあることが伺え

る。

３．藤村トヨと嘉納治五郎の体育・教
育・国家に寄与することへの気概

いささか大きすぎる小題ではあるが、藤村トヨ

の教育実践にみる教育的価値について、嘉納治五

郎のそれと重ね合わせて考察する。

（１）よく知られているように藤村トヨは、そ

の著書に「勉学に走りすぎた結果身体を弱くし殆

ど死に近付いた時から覚醒して、薬に代ふるに体

育運動を以て、徐々と健康を恢復するに至った体

験より、運動の真の動かすべからざる妙味を自覚

した」のである。それを広く世に知らしめたい一

心で「その真理に基づいて一つは広く日本国民の

身体の為、一つは直接教育する生徒の身体の為に

真の趣味を以て体育の目的に向かって万事を放捨

し」て真剣に実践的な研究と教育を行ったのであ

る。その過程において、「微力を以て女子の体操教

員を養成し乍ら時の権威者と戦って瑞典式体操万

能に盲従しなかったと云う事は自己発表の野心で

もなく、却って自己並びに学校の立場からは利益

ではなかった。現に卒業生の社会的立場を悪くし

て常に卒業生から恨まれたやうな状態」ともなっ

たのである。しかし、「それ等には屈せずして今日

迄の主張と研究を続けて来たことは単へに日本体

育に向かっての犠牲的の突貫であった」と強く主

張している。まさに自己の信念からその実現に向

かって突き進んだことが伺える。そのうえで、こ

の「学校体育論」を自ら著すのは、「この変遷の時

勢に際しての私の五十年間就中体育家としての三

十年間に於ける観察と自己の研究の要点を参考と

して提供することは国家体育に対しての自己の任

務」とさえ述べている。これが昭和５年（１９３０）

刊行の緒論の一部である。

（２）一方、嘉納治五郎も虚弱であり、身体的

には普通以下であった。嘉納治五郎は、学問上の

ことでは大抵の者に負けないという自信がありな

がら、身体の点で時々人の下風に立たされること

から、何とか負けない身体を作りたいと念ずるよ

うになった。それが柔術を学ぶきっかけであった

ことはよく知られている。明治１０年（１８７７）から

天神真楊流、次いで起倒流等を学んだ嘉納治五郎

は、「柔術というものは、なかなか面白いもので、

今日のように廃刀の世の中では、勝負の修行とし

て有益である」（勝負）、「当時、自分は柔術の修行

の結果として、幼少の時に比して、体格が全く一

変したことを実験した」（体育）、「単に面白いのみ

ならず、心身の鍛練の上に効能のある修行である

ということを深く感ずるに至った」「精神にも爽快

を覚え、少年の頃、癇癪持ちであったが、辛抱も

よくなり、気質も段々落ち着いて来るし、その他

種々精神上に利益を得たように感じた」（修心）と

述べている（（ ）は筆者が加筆）。そして、「柔道

における攻撃防御の練習の結果、会得するに至っ

た原理は、人生百般のことにも応用することの出

来るものである」ということを確信するに至る。

その結果、「かかる貴重なものは、唯自ら私すべき

ものでなく、弘く大に人に伝え、国民に此の鴻益

を分かち与ふべきである」と考えるに至ったので

ある。勝負・体育・修心を原理とした講道館柔道

の創始、明治１５年（１８８２）のことである。

このようにみてくると、藤村トヨと嘉納治五郎

は実に共通点があることが分かる。小さい頃から

の虚弱な体質、そこから体験的に学びつつ自ら研

究に打ち込んだこと、真剣に修行した結果を一人

14



私することなく、広く生徒、入門者のみならず国

民に向かってその信念に基づいて全身全霊を傾け

て尽くす。それは、体育の為、教育の為、国家の

為という信念。その気概を強く感じざるを得ない。

この強い気概を我々は引き継がなければならな

い。

引用・参考文献

「学校体育論」（藤村トヨ著　昭和５年（１９３０）

東京一成社発行）

「女性美」（昭和７年（１９３２）４月号）

「体育の科学」（昭和２６年（１９５１）第１巻第９号）

「柔道教本」（嘉納治五郎著　昭和６年（１９３１）堀

書店発行　複製版）

「嘉納治五郎」（昭和３９年（１９６４）講道館発行）

「近代体育スポーツ年表」（岸野雄三編著者代表

昭和４８年（１９７３）大修館書店発行）

15



トヨの著作物の中から、トヨの女性観と女性教

育にかかわるものを抜粋してまとめた．

１．女子は男子に比べて大いに劣る

「健康の女性」２巻３号に以下のような、藤村

トヨの女性観が述べられている（藤村、１９２６、ｐ．

１～２）．「私は自分が女子であって、自分の女子

を嫌ひ、又一般に私は女子の性質を好まない處が

多いのであります。それは女子の性の女々しい點

であります。（中略）私は自分が女子であると思う

と、感情上女子の弱點を述べたくない。又私は自

分が女子であってみれば女子の事は餘り悪く言い

度くなく、云ふ事は甚だ苦痛でありますが私は茲

に女子であると考へないで中性に立って女子を冷

静に考えた時に、女子の女子たるの性を好ましく

なく改良しなければならない點が多いのでありま

す。即ち女子の人格は、男子の人格に對して大い

に劣る處があると考へます。」

女子のどのような点が劣っているかについては、

男子は単純で表裏がなく公然と悪さをするが、女

子は子どもの時期よりすでに裏表がある．つまり、

卑屈で教師の前では良い行いをしているが、裏で

は教師を悪く言うなどの裏表があるというのであ

る．巧言令色、無責任、虚栄虚飾、矛盾が多く、

表裏ある言動、これらは皮相的で一貫しない人格

に帰す、とまで言い切っている．このような女性

を評価しない考え方は、本人の言に寄れば、「私は

幼児より馬鹿正直で自信も強いが他人を信ずるこ

とも強く母の教育と境遇上男性的に化せられた點

より私は女子にして女子を知らなかった點が多か

った為一時は女子に対して失敗失望に終わったこ

とが多かった。」（藤村、１９２７、p．８～９） つま

り、同年輩の女友達との交友体験が乏しかったの

ではないかと推測できる．このように女性を男性

より劣ったものと考えればトヨの理想の女性像は

男性に近づくことになるのではないかと思われる

が、一方で男性にはとうていかなわないという記

述が見られるので、男性より劣った女性を男性に

害を与えないレベルで良く育てたいという発想で

あったのではないかと思われる．

２．教育者としての自信の獲得

トヨは女子のための教育機関の校長（東京女子

体操音楽学校長）であったが、女性に対しては、

かなり否定的な見方を表明している．

「私は十五歳より教員になり茲に三十八年間の

経験を追想するに、私が五六年間小学校の児童を

教育したる間にも男児と女児とは大變なる相違で、

私は常に男児を好んだ、眞に愛すべきものは男児

であった、（中略）私が最も女子を教育して苦しん

だのは明治３７年頃より数年間或専門學校に入学せ

る私の同縣の女學生を五六人私の宅に預つて指導

した時であった、私は最も卒直で少しも腹藏のな

い男性的な人間で、一般女學校に於ては女學生に

好まれた、其の時代は只女學校の教壇上で女子の

表面をのみ知て居たので其の裏面のあることを知

らなかつた爲めに比較的無事であった、然るに家

庭に女學生を教育して其の表裏に接するに至つて
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は私の性格が變化したかと思われる程、失敗失望

より神経過敏になった、」（藤村、１９２７、p．７）の

であるが、その後やっと以下のように女子の教育

に自信を持つまでに至った． 「私は女子は不可

解として従来の失望や失敗を捨てた、其後は女子

教育上生き甲斐のある生活が出来た、其後二十年

間の私の女子教育は慥かに女子を眞に教育する事

が出来たと考へられる。」（藤村、１９２７、p．８）

これらの事実は、トヨが女性としてどう生きる

かにさしたる関心はなく、むしろ他の女性の考え

を理解できなかったのではないかと思われる．

苦い失敗経験を経た後にトヨが会得した女子教

育の極意は、１つは「賢い女子をつくるよりも巧

言令色のない誠の女子をつくる」こと、「人格上に

於ては多辮と共に巧言令色を制する」こと、「表面

を以つて判斷せぬと共に決して裏面を監視せぬ」

ために「女子に餘り接近しない」（藤村、１９２７、p．

１０）というものであった．

３．ヨーロッパ視察による女性問題への
関心

イギリスの社会体操について以下のような記述

がある．「其は我國と異なり男子のみならず、婦人

が職業に従って會社或は商店等に時間的に働いて

居る人が多い。換言すれば職業婦人である。其等

男女共一週間に二回或は三回、其の働きの歸途又

は家に帰って夕食後一定の場所即クラブ又は市か

ら解放された學校等に集つて然るべき指導者の下

に、恰も我國の女學校や又は専門學校の生徒の様

な状態に於て規律正しく運動してゐる。其運動の

教材は矢張り學校に於て用ひる器械體操、徒手體

操、ダンス、社交ダンス等で、此運動振りは我國

の女學校の卒業生として嫁入り前の娘の様ななよ

なよしい状態ではない。」（藤村、１９３０、p．６）

このように日本女性が「なよなよしい」と強く感

じている．

「今一つ瑞典國に於て感じたことは女子の老練

なる人が體育の中心、樞要な位置に立つて指導の

任に當つてゐるといふこと、即市役所に女子の視

學の様な人が社會體育の總括をして居ることであ

る。」（藤村、１９３０、p．１５） のちのトヨの仕事

のお手本をここで見ているのではないだろうか．

大阪府立市岡高等女学校の参観で、千数百人分

の昼食お弁当の炊事実習（割烹実習）を見ての感

想、「日本の個別的に三度々々面倒な炊事の仕方は

非常に家庭の煩雑と時間と生活力の空費は、他國

に例を見ない缺點で有る。（中略）日本の家庭生活

の改善は先つ此處から来なければならぬと言う感

じを強められた。日本の主婦が、三度の食事に忙

殺されて居る間は衛生も、體育も、経濟も、交際

も、自由に出来ないと言う事が感じさゝれる。

西洋では夫婦相携へて、共に働き共に樂しむと

言う家庭生活に反して、日本の家庭に於ては夫の

樂しむ時は、妻は、臺所に苦しみ、夫の外に出る

時は妻は多く家に止まつて、容易に外に出られな

いと言う事も、此生活状態の複雑に原因して居る

と思ふ。」（藤村、１９３３、p．１８－１９．）外国の様

子を見たことで、日本女性の置かれた状況の違い

を指摘しているが、生活改善という工夫で問題解

決になると考え、男女の役割の不平等性について

の言及はない．女性が食事の支度に多くの時間を

とられているという指摘は慧眼だと思うが、欧米

の階級社会との比較などではとらえていない．

４．第二次世界大戦へ向けての女性教育
について

日本がそろそろ列強に並ぼうとした時期に、ト

ヨは以下のような女性像を示している．「即ち女子

たる者は大いなる空理を論ずるよりも小事の實行

に如かず、一家の經濟毎日の努力に依って、自然

の天理を利用し、眞に國家の富を計り、健康にし

て健全なる子女を國家に提供するを以って本務と

し、寸時も怠らざるの實行を覺悟しなければなら

ぬ。」（藤村、１９３２、p．７） 生めよ増やせよとい

う大日本帝国の女性への期待をそのまま示したも

のであり、第二次世界大戦終戦後は、この言動ゆ

えに軍国主義者のそしりを受けても仕方ない状況

であったであろう．時代が要求したことではあっ
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たが、ドイツの体操に心酔し、ヒットラーの威信

をかけたベルリンオリンピックに感動したことは、

第二次世界大戦後には全て否定されたことであろ

う．戦後は年齢的な衰えもあって「過去の人」と

して過ごしたであろうことが想像できる．

５．トヨの女性教育観

２１世紀の自由主義の現代から見て、藤村トヨが

明治の人間で女性を男性に劣るものと考える視点

からははずれることはなかったと言える．これは

本人の「女性嫌い」（そうは言っていないが恐らく

女性らしい女性は苦手だったと思われる）による

もので、いつも男性的視点で女性を批判していた

ように見える．外国視察の後には、日本と外国の

男性・女性のあり方に大きな違いがあることには

気がつくが、日本に批判的な目は決してもたなか

ったというのがトヨの限界で、これは外国に行っ

た年齢が遅すぎたことにもよるであろう．

女性の持つ伸びやかな個性を伸ばすという発想

は持ちえていない．これは女性を教育しながら、

女性を劣ったものと見る視点によるものと考えら

れ、学生の反発に有無を言わせぬ力で制した様子

も伺える．そういう意味では体育世界での女性教

育の先駆者とは言いがたい．これは時代を考えれ

ば仕方なく、超人というよりむしろ情熱の人「藤

村トヨ」としてとらえるべきであろう．

引用文献

藤村トヨ（１９２６）「私校に曹洞宗教義を加味した

る理由（二）」健康の女性、２巻３号、１－８．

藤村トヨ（１９２７）「女子と巧言令色」健康の女性、

４巻８号、４－１０．

藤村トヨ（１９３０）「學校體育論」、一成社、（１９８７

復刻版）Pp．３８８

藤村トヨ（１９３２）「國家は如何なる婦人を要求す

るか」、女性美、４巻１号、６－７．

藤村トヨ（１９３３）「近畿地方運動會參觀の記」、女

性美、５巻１２号、１８－２２．

18



１．体育への道

トヨは母の教育方針によって４、５歳時から勉

強一筋の日々を送った。幼児期の身体発達の時期

にからだを使うことなく育てられ、病弱な１４，５

歳であった。地元の師範学校を病気退学し、再起

をかけて入学した東京女子高等師範学校理科も、

医者からの助言もあり、三年で病気退学した。長

くは生きられないと郷里に帰り、寺で療養生活を

送っている時、香川県の大体育大会に体操やダン

スの指導を依頼される機会を得た。病を押しきっ

て引き受け、坪井の女高師で習った体操を教えて

いるうちに体力が回復し、運動の効果を自分で実

感することができたのである。トヨは体操によっ

て命を救われ、健康にしてくれた体育の道を究め

ようと決意をしたのである。

トヨの体育の目的は健康のため以外の何もので

もなく、「私の学校では体操のために体操はしない、

身体のために体操をする。」（私の歩んできた道p．

７）と明言しこの思想を生涯つらぬいた。

２．実技指導の実際

（１）トヨの考えている自然運動

トヨは、体操を通じて日本女性としての健康の

あり方を探るために、日本全国を視察し、女性の

身体と動きを観察したのである。トヨの指導につ

いて、加納（藤村創立３５周年記念誌 p．３６，３７）

を基にトヨが考えていた運動実践についての着眼

点を言及してみることにする。

『第一の着眼点は「下腹引いて背を伸ばせ！」

トヨのこの命令文（号令）は昭和４年入学から昭

和６年に卒業するまで耳に心に打ち響いた名文句

である。昭和の初め頃は既に相当洋風も身につい

た頃とは云え、全国から集まった我々おのぼり学

生は着物に慣れ、袴の紐をギュッと胸下に締めて

いた時代である。運動の本質……特に当時の日本

の女性に最も望ましい運動はどこにあり如何にあ

るべきか、またそれを阻害している要因は一体何

であろうか。身体のどの部分に問題があるのか。

之に関するトヨの自然運動への情熱は凄まじいも

のであった。自然運動というのは、既に帯紐でゆ

がめられた長い習慣上の主観的自然ではなく、生

理、解剖学的、合理的、客観的に妥当性のある自

然運動である。自然運動の第一の問題点、胸腔と

腹腔をつなぐ呼吸筋、即ち、横隔膜、「心を静め

て！」の呼吸の安定化のための、下腹部への連結

帯……この部分を我々は美事に締めつけていたの

であるが、ここに先生の眼は鋭くやきついた。

我々は授業の間中上肢の戻しと呼気の関係を実験

させられた。勿論ブラジャーもなにもまとわない

上半身裸の状態で。少し痩せ型の肋骨の良くわか

る人を選んで前面に出し、模範をして頂いたのだ。

当時痩せていなかった私はほっと安堵したもので

ある。夕刻の入浴は先生の最も問題の時間であっ

た。というのは例の呼吸筋をいぢめた胴体か、い

ぢめていない胴体かの評価の時間であった。入浴

時間はその前後の行事で短く計られていたし、入

らないわけにもいかないし……ゲンナリとして先
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生のお叱りを受けた』と述べている。 加納が述

べている「下腹引いて背を伸ばせ」という言葉は、

健康の秘訣「腰伸ばせ即腹の力」と同じ意味をさ

している。女性に最も望ましい運動は何かと追求

していたトヨは、健康的な美しい姿勢の女性を想

像していたと考えられる。

『・・・主観的な自然ではなく、生理、解剖学

的、合理的、客観的に妥当性のある・・・締めつ

けていた』とも述べている。トヨ自身の経験から

も、運動することが健康につながるべきであり、

からだの構造を意識した指導をしていたのではな

いかと推察される。運動する（動きを追求する）

ことが、単に巧みにからだを操ることだけではな

く、運動する人のからだの健康度を上げていくこ

とが重要であることを教えていたのではないかと

思われる。現在であれば、視聴覚機器も発達して

おり、入浴する時に動きを観察しあう必要はなく

恥ずかしさもあるのではないかと推測するが、当

時としては、動きがどうなっているのかを確認し、

呼吸の仕方などを追求する実技実習の時間であっ

たのではないだろうか。トヨが自然運動の動きを

追求する情熱を感じずにはいられない事柄である。

また、心を静めて呼吸を安定させるために胸腔と

腹腔をつなぐ呼吸筋（横隔膜）をしめつけていた

ことを、トヨがしめつけてはいけないと指摘して

いる。横隔膜のあたりをしめつけると腹式呼吸が

しづらくなるので、トヨは服装の研究をし、改良

した。呼吸と上肢の動きとが無理のない自然な運

動となり、からだの内面（心の安定）への働きか

けも腹式呼吸によってもたらされ、健康的な心と

からだが作られると考えていたのではないかと思

われる。さらに、学生たちの日常的な所作や運動

に及ぶトヨの観察眼は、禅に対する着眼もあり、

座禅を授業に取り入れたのではないかと思われる。

『第二の着眼点は、脊椎の屈伸と緊張、解禁の関係

である。即ち、「屈げる時は頭から、起きる時は腰

のつけねから」これをまた授業中、始めから終わ

りまで。勿論側屈もこの原理で長時間続けられた

ものである。』 脊柱を緊張させたり力を抜いたり

することは、蛇動とか波動と呼ばれるもので、体

幹を意識して動かすことである。あらゆる動き

（動作）の要は、腰を意識することであり、それに

よって手や足へと動きが連動され、ダイナミック

な動きとして表現されるのである。緊張、解緊の

動かし方に着眼していたトヨは、動きの基本とな

ることをいち早く探求していたと考えられる。

『第三の着眼点は、下肢の各関節の弾性―これ

に伴う全身の弾性振動である。「男性は少々乱暴な

踏切でも身体に何の影響もないが、女性は下腹部

の構造がデリケートである。ドドドドンバター

ン！……は子宮に悪い影響を及ぼす……タタタタ

ターン……フワッ！……そう、今のはよろしい。

アッ！あなたのはいけない！」と授業の間中、先

生は我々の腰から下ばかり、つまり踏み切り足ば

かりぢぃっとご覧になり続けたものである。』と述

べている。

緊張、解禁の運動、全身の弾性振動は、いずれ

も腰の位置を意識して行わなければ、動きが滑ら

かに連動して動くことができないものであり、腰

の位置が安定したところから始まる動きである。

滑らかに連動する動きになるためには、足首や膝

がふわりと柔らかく使われる必要がある。トヨは

解剖学や生理学の観点を常に取り入れた実践的な

指導を学生に対して行い、無理のない自然な動き、

理にかなった合理的な動きを追求した。女性の健

康的な美しい姿勢やからだづくりのために、トヨ

の持論を追求した結果、ドイツから取り入れた輸

入的なものではなく、トヨが今まで指導してきた

考え方や運動（動き）は、間違っていないことを

学生に対する指導によって実証していったのでは
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ないかと考えられる。

（２）藤村トヨの自然運動への探求心

当時の授業中の指導内容や授業の様子について

遠山は（創立七十周年記念藤村トヨ思い出の記p．

９０，９１）で述べている。『授業をしていると飛び

込んできて授業を藤村先生は取り上げ、こちらが

助手に回ることも一再ではなかった。終わると

「先生悪かったね」といってニコニコされるが、そ

の燃える情熱には頭がさがった。リズミカルな動

きの緊張―弛緩の説明には「お船になって―卵に

なって」といいながら何回も繰り返し、本当にア

ゴの出るまで練習させた。運動では呼吸を止める

こともやかましく、「息つめ体操」といってひどく

嫌われた。顔を真赤にしたり、わずかの運動で息

使いが荒くなるのは、要領が正しくないからだと

指摘された。体を前後に曲げる運動では「上から

まげて下から起こせ」といわれ、頭が遅れて振動

するのを「脳震盪体操」と称し、きびしく直され

た。体を前屈して膝を屈伸する運動では「ふわり、

ふわり」と解緊や弾みによる柔らかな動きを要求

した。跳び箱の着地もやかましく、「ふわり」と音

のしないように下りないと気に入らなかった。そ

の間、得意の生理、解剖の知識がポンポン飛び出

し、納得のいくまで説明するので、学生は信頼と

安心の表情で学習をしていた。』

遠山が述べていることから、トヨの自然運動に

対する情熱や探究心、教育者としての信念と厳し

さを感じ取ることができる。また、「藤栄会思い出

の記」や卒業生への直接インタビューからも、ト

ヨが学生に伝えたい自然運動を熱心に指導されて

いた様子が明らかとなった。さらに女性の健康的

な美しい姿勢やからだづくりは、腹に力が入った

腰の伸びた姿勢であると指導していることが推察

できる。

以下はインタービュー等の事例をまとめたもの

である。

◎１９０８（明治４１年）の頃は徒手体操をトヨは指導

しているが、１９１９（大正８年卒伊澤わか）（大正

１４年卒本城）は、実技指導されていない。１９２

８（昭和３年卒阿部）は、実技の指導は自分で

は動かず、色々な言葉かけがあった。

◎１９３９（昭和１４年卒細川・福西） 生徒たちの体

に触れ、鏡の前で指導し、何度も「力を抜け！」

と言われた。歩き方は「ふわりふわり」とやわ

らかく、力を入れないで歩く。また、緊張・解

禁を強調され「タタタタターン」「フワット」の

掛け声を以って指導された。

◎１９４０（昭和１５年卒美馬）ベルトを下にしめさせ

「卵になれ、（背中を丸く）お船になれ（背中を

伸ばす）」お獅子みたいに頭を振るなめまいが起

こると注意された。

◎１９４２（昭和１７年卒野田）「頭を振ってはいかん。

目が回る、アホになる。」

◎１９４４（昭和１９年卒江良）「タマゴになれ、おふ

ねになれ」とトヨが呼称号令の代わりに使われ

た言葉がある。つまり上体の前屈前倒の運動、

前屈の時は背中をタマゴのように丸く、前倒の

時は背中をしっかり反らしお船の様にと。しっ

かりと示範されながらの実技指導そして張りの

あるよく通るお声。熱心に一人一人ご指導され

た。

◎１９４６（昭和２１年卒酒井）先生は当時７６歳で、

自分自身ではあまり動かずに理論的に指導され

ていた。伊澤先生の動きはオーバーであるとよ

くおっしゃっておられ、首を振らない、下げな

いとよく注意されたと述べている。このことは、

体操とダンス（表現）の違いではないかと考え

られる。また、トヨは学生たちが運動（動き）

の具体的なイメージが湧くような擬態語や擬声

語を使って誘導していく指導であり、型よりも

要領に重点を置き、常に医学的な知識を持って

理論的に解説する指導者であったと推察できる。

（４）ワルター女史と藤村トヨ

トヨは、体操やダンスの研究のためドイツに渡

り、理想とする体操を勉強されたが、物足りなく

若手の指導者ワルター女史を昭和６年５月に迎え

て、昭和８年３月まで指導された。ワルター女史

のドイツ語による実技指導をトヨが短いドイツ語
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を３倍も４倍もの長い日本語に通訳しながら、解

説し、学生や講演の講習生に伝えていた。ワルタ

ー女史の講習に、トヨとともに加納が１９３１年（昭

和６年卒）に指導助手で同伴した。トヨは当時５５

才で、実際にはあまり実技指導されず、生理学、

解剖学的な観点の説明をし、実技の解説をしてい

たと加納は述べている。

（５）器械の導入

トヨは、ドイツでの徒手体操、器械体操何れも

律動的自然運動で、振動を利用して軽く力を抜き、

有効な動きをしているのには納得された。同時に

平行棒での運動も大きな振り（スウィング）を使

い、肩、腹、背などを（鍛錬）トレーニングでき

るのではないかと考えた。したがって大きな運動

を軽々行い、運動後の疲労も少なく、身体の肉付

きも自然であり、それは極部的に無理な力を入れ

ない証拠であり、要領さえ間違わなければ腹腰の

運動であるから女子には適しているとドイツの平

行棒と鞍馬を買って学校に送らせたのではないか

と推察される。「日本には初めての輸入で其使用に

はとくに注意した」とトヨは述べている。このこ

とは、日本人の体形を考え、正しい姿勢を保つた

めには腹腰の運動、すなわち腹筋・背筋運動が必

要であると考えたのである。現にトヨは、仰向け

に寝て、両足をそろえて僅かに持ち上げる腹筋運

動が得意であり、トレーニングを長時間されてい

たと藤村トヨ思い出の記で松田が述べている。ま

たワルター女史が跳び箱指導をしている映像があ

り、その傍らで腹筋運動をしているトヨが映し出

されている。また、１９３９年には（昭和１４年卒福

西）は、跳び箱指導について、膝の使い方・踏み

込みは「トトーン、トン！」と指導されたと述べ

ている。

３．理論家としての体育観を持つ藤村トヨ

トヨは、実際には実技指導をされることは少な

かったが、学生には解剖学や生理学の医学的知識

をもって理論的（運動生理学）に解説する指導者

であった。トヨは多くの明治の先達と同じように、

自ら体験・観察・経験し、自らの研究に結び付け

た指導者であり、教育者であった。女性の身体づ

くりのためには、体操や薙刀、弓道が適している

という信念があったと考えられる。トヨが日本女

性にふさわしい運動は何か、それはいかにあるべ

きなのかを医学の知識をもって自然運動を探求し、

体育の道を究めていった教育者である。トヨ自身

が健康を害した経験があることから、女性の健康

的な美しい姿勢や身体づくりについて情熱と信念

を持って追求された、女性の体育指導者でもあっ

た。現代において健康づくりの必要性は、誰しも

が認めることであるが、トヨは約１００年前にすで

に医学、栄養、運動の知識を関係付けて実践的な

教育をされていたことは、先見の明がある指導者

であったといえる。運動の指導者を目指す者であ

れば、トヨの思いを再認識すべき時代になってき

ていると思われる。
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１．藤村トヨが提唱した体操

藤村トヨが提唱してきた体操は、日本の体操の創

始者坪井玄道から学んだ律動連続体操に根源を見

る。

藤村トヨは東京高等師範学校で３年間直接坪井

師から学び、私立東京女子体操音楽学校（東京女

子体育大学の前身）に招聘された後も坪井玄道師

の弟子である高橋忠次郎校長の下で奉職した。こ

のように藤村トヨの体操理論の根源は坪井玄道の

体操理論で、それはアメリカの医師であり教育者

でもあるジョージ・アダムス・リーランドから坪

井玄道が学び得たものである。リーランドは当時

軍隊式の操練の影響が強い日本の学校体操には、

ダイオ・ルイスが１８６０年に発表した女性・少年向

けの「軽体操」が適すると判断した。これらの体

操をより日本人向けに工夫したものが坪井式体操

で、藤村トヨの体操にはこの理論が強く影響して

いる。当時の日本にはスウェーデン体操、デンマ

ーク体操、ドイツ体操など様々な体操が紹介され、

それらを取り入れ推奨した体操家もいたが、藤村

トヨはそれらの体操を研究・体験し、それぞれの

長所や欠点を理解しつつ、自らの健康に十分な成

果をあげた律動連続体操の理論を変えず、一貫し

て指導してきた。

特に明治３６，７年頃からスウェーデン式体操が

日本国内に取り入れられ跳箱・肋木・水平棒・平

均台等が輸入され、４，５年の間にスウェーデン

式に統一されてしまった。以来３０年間、スウェー

デン式体操の万能時代に対抗して、トヨの苦闘が

始まった。トヨの主張によれば、スウェーデン式

体操は、発達した青年以上には良い運動であるが、

児童や女子には堅過ぎたり、要領を失い易い運動

である。そこで研究に研究を重ねた結果、児童や

女子の健康のためには緊張のみを本旨とするスウ

ェーデン式体操よりも、律動を利用した連続運動

が自然的で健康・体質の向上に最も適切であると

いうことを確信した。

また、欧米体育視察を三度経て、藤村トヨは自

分の研究した自然体操の原理が、ドイツの徒手体

操、器械体操にもっとも一致していることを発見

し、ドイツ体操を１０年計画で研究したのである。

その結果、昭和６年にドイツ体育大学の体育教師G．

ワルターとK．ブラントを私立東京女子体操音楽学

校の教師として招聘し、ドイツ体操を学校教育の

中に取り入れた。また、欧州視察から持ち帰った
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運動具には鞍馬、平行棒、号令太鼓がある。

藤村トヨの体操はドイツ体操といわれているが、

女史曰く「独逸式に捕らわれたのではなく、偶然

にも相通じた点があった」（「私の歩んできた道」p．

２２）とあり、ドイツ体操で使用されている器具等

も取り入れた。特に女史が認めているドイツ体操

の真髄というべき点は“運動の基本は身体的”と

いう点である。「独逸の体操は器械体操、徒手体操

共に振動の自然力を利用して力の経済に注意し、

関節を自然に軽く動かし、呼吸循環の自然を圧迫

しないで重く且大なる運動を割合に軽々と行い、

したがって運動後の疲労も少なく、気持ちよく、

永く続ける事が出来るので、俗に云う運動中の呼

吸捉迫又は運動後の呼吸困難が少ないのが特徴」

「筋肉の一部分に無理な力を用いないために身体の

肉付きも自然を失う事が少ない」（「私の歩んでき

た道」p．２６）と記している。

２．伝習所の体操

ここで、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＝伝習所で

の体操を記述したい。

増補「日本の体操」によると伝習所の体操はほ

とんどリーランドが伝えた体操が中心であり、彼

の帰国後の体操もリーランドの体操を坪井玄道が

再構築したものであった。そのリーランドの体操

はとりもなおさず米国流のルイスの体操であった。

それはいわゆる軽運動（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。

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。その内容は次のとおりである。

（１）徒手体操

器械を使用せざる運動

（２）亜鈴体操

長さ８寸、取っ手の長さ３寸４分の木製亜鈴

を両手に持って、徒手体操的な動作をしながら、

端と端を打ち合わせたり、上挙振をする。亜鈴

の重みで運動が振動的になったり、リズムを持

って愉快に練習できる。

（３）球竿体操

長さ１m位の棒を使用する体操。棒の端が膨

らんでいるところからこの名がついた。ワンズ

体操同様、棒を操作して運動する事に興味があ

る。

（４）木環体操

直径５インチの木製の環を持って、２人で組

んで行なう。関節の運動領域をより大にする目

的があった。

（５）ワンズ体操

球竿よりやや短い、鉄棒あるいは木の棒を用

具とする体操であって、運動形式は球竿に似て

いる。

（６）棍棒体操

長さ３５～６０cm、重さ０．５～１kgの棍棒の頭

部を握り、手首によって腕の挙振、手首の回旋

をくわえながら回旋する。

（７）半輪体操

半輪を持って行なう。腹および脊柱の運動。

（８）投（豆）嚢体操

豆の入った袋を投げあい、相互にそれをキャ

ッチする運動。静的な投擲運動の一種。重心の

移動をほとんど伴わないので、運動量も僅小で、

興味も乏しい。
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３．自然運動とは

藤村トヨは軽運動（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をさらに工

夫し、自然運動として伝承してきた。自然運動に

ついてトヨは「私の歩んできた道」のなかで次の

ように記述している。

「運動は動くべき処（関節）を動きえるように

動かし、無理をせず呼吸と血液循環の自然を失わ

ぬようにする事が自然で、一例を挙げれば脚の前

後振動は脚を自然に軽く伸ばして、前振は腹より

の筋、後振は臀部よりの筋により股関節を振れば

胴に影響なく軽く高く振ることが出来る。脚の下

部の筋に力を入れて脚より振ると胴に影響して呼

吸を苦しめ高く振れない。又、体を前屈する時股

関節より屈すれば胸を圧迫し脳は震蕩することも

あるが、頭より自然に屈すれば頭が地についても

呼吸にも脳にも悪影響がないことは人の知る処で

ある。これが自然の要領である。」（「私の歩んでき

た道」p．４９）

また、律動運動すなわち自然運動の基盤につい

て次のように述べている。

「律動運動とは、一言すれば波動の如きもので、

上がれば自然に下がり、下がれば自然に上る状態

で、力を入れた結果は力が脱ける、脱ければ又力

を入れたくなるといふ自然に従っての運動で、緊

張した後に弛緩したくなつてゐるに拘らず猶其の

緊張を止めたり、緊張から弛緩しないで績いて緊

張したりするなどすることは律動的ではない。（中

略）運動が律動になり肺臓心臓の律動を妨げない

時は容易に努責に陥らず、運動は長時間に耐へ得

る。

律動運動の原則

即ち運動に於いて、
．．．．
緊張弛緩
．．．．　　

、
．．．．．
強力と脱力
．．．．．　

、伸
．

展と屈曲
．．．．

、又其原動力に振動
．．

を用ふことは律動の

原則である。緊張から緊張、弛緩に弛緩が重なっ

たときは律動運動ではなく直線運動である。」（「女

性美」第７巻第４号p．３－４）

以上のように自然運動と律動運動については共

通する記述をしてあり、両運動とも呼吸を止めず、

内蔵に負担をかけず行う運動で、形式ではなく、

力を入れ、抜きも呼吸と同様に交互に行いそれが

律動的で自然であると述べている。つまりこの律

動運動が藤村式自然運動の基盤といえよう。

４．現在にも生きる自然運動

藤村トヨ女史が推奨してきた体操は、現在にお

いても「自然運動」として伝承されている。関節

各部の力を抜き、無駄な力を使わず大きな運動を

行う事を重要視している事は、藤村トヨ女史が唱

え続けた理論が今も生きているのである。

その運動内容は徒手体操に始まり、手具体操、

器具体操など多様に工夫されているが、ここでは

徒手体操を取り上げ、各運動名と運動の実際を紹

介する。また、これらの運動を指導する際には藤

村トヨが欧州から持ち帰った『号令太鼓』が使用

されている。律動的な連続運動の指導には、この

太鼓の奏でるリズムが重要な役目を果たしていた

と思われる。この『号令太鼓』は現在も『リズム

太鼓』として様々な運動の指導の際に活用されて

いる。

（１）緊張と解緊（弛緩）

力を入れる運動、力を抜く運動、部分的に力

を抜く運動などを通し、各関節部位の余分な力

を抜く方法を身につける。

解緊運動（脱力）は自然運動の基礎であり、

解緊運動が身につかないと他の運動につながら

ない。うまく脱力（解緊運動）ができると呼吸

は楽になり、運動中十分な酸素を取り入れなが

ら、無理のない運動ができるのである。

（２）振動運動

関節周りの余分な力を抜き、少ない力でより

大きな振りの運動を行う。

①　腕の振動運動

②　脚の振動運動

③　上体の振動運動
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（３）弾性運動

脚の解緊運動と緊張をうまく組み合わせ、弾

むように動く。この弾性運動を歩く、走るなど

の運動と組み合わせ、歩く、走る運動を身体に

負担の少ない運動に変える方法を身につける。

また、振動運動の動きを助けるのが弾性運動

である。たとえば腕の振動運動の際、動き始め

に腕を前に上げ腕の力を抜くだけで腕は下に落

ちさらに後方振れる。それと同時に脚の弾性運

動を行うと、腕の力はほとんど使わず振動運動

を続ける事が出来る。

（４）蛇動運動・波動運動

脊椎の周囲の筋肉の力をわずかに抜き、脊椎

１つずつを少しずつずらして動かしたり、腕の

関節を少しずつずらして動かすことにより滑ら

かな運動を行う。

【参考文献・引用文献】

１）「私の歩んで来た道」藤村トヨ著　

平成６年３月　東京女子体育大学　藤栄会

２）「藤村学園１００年の歩み」

平成１４年１１月　学校法人藤村学園

３）増補「日本の体操」－百年の歩みと実技－

石橋武彦・佐藤友久共著　

昭和４１年７月（株）不昧堂書店

４）「体操論」板垣了平著

平成２年５月（株）アイオーエム

５）「學校體育論」第２巻　藤村トヨ著

昭和５年３月　一成社

６）「健康の女性」日本女子體育協会

第５巻第１号　昭和３年１月　

７）「女性美」健康の女性會

第５巻 第１１号 昭和８年１１月

第６巻 第１号 昭和 ９年 １月

第７巻 第１号 昭和１０年１月

第７巻 第２号 昭和１０年２月

第７巻 第４号 昭和１０年４月

第７巻 第９号 昭和１０年９月

８）ふるさとの歴史をたずねて　坪井玄道

千葉県ホームページ　ちば県民だより

平成１８年６月号

９）「ナチス體育の基礎訓練」池田林儀訳　

昭和１８年６月（株）日本出版社
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１．「創作　体育ダンス」（１９３２年発行）に
みるダンス作品（唱歌遊戯）について

藤村トヨは１９３２年（昭和７年）に自身が主催す

る「ダンス研究会」より「創作　体育ダンス第一

篇」を発行。そこにダンス（唱歌遊戯）を１１作品

紹介している。この他に同時代、主に児童を対象

としたダンス教材を発表している。それについて

は先行研究、新田典子著「藤村トヨに関する研究」

（東京女子体育大学紀要第１７号）に詳しい。

本研究は先行研究のダンス作品（唱歌遊戯）解

説を手がかりに動きの実際を明らかにし、実動で

きるダンス作品として録画・収集すること。併せ

て作品群の動きの分析から、トヨがダンス（唱歌

遊戯）作品に託した体育的価値について明らかに

しようとするものである。

２．対象作品と分析の方法

トヨが手掛けたダンス（唱歌遊戯）作品の内、書

き残されているものは２２作品（先行研究より）だ

が、その内の２作品「荒城の月」「四季の月」は女

学校の上級生用と指定されているため、また「小

人」「グルッペンタンツ」については再現不能だっ

たため考察の対象外とした。従って今回録画・収

集した作品は以下の１８作品である。

（１）鵯越え（２）よしきり（３）山の水車

（４）小猿の酒買ひ（５）縄跳び（６）春の遊び

（７）Ringerltanz（リンゲルタンツ）（８）あけぼの

（９）Rondino gallop（ロンディノギャロップ）

（１０）スキッピング（１１）ヒカウキ（１２）村の

鍛冶屋（１３）ひばり（１４）ぼうふらの踊り（１５）

取り入れ（１６）小鳥を尋ねて（１７）ヒヨコ（１８）

かへる

動きの分析については、作品毎に内容を運動分

類し頻度の多い順に運動傾向をみた。また全作品

の運動傾向を使用頻度順（以下の図参照）にし考

察した。

３．分析結果より

（１） 作品傾向と動きの内容

作品の傾向としては、２拍子か４拍子が殆どで

３拍子か６拍子は１作品ずつのみであった。歌詞

のあるもの１１作品、何れも楽しく覚えやすい曲想

である。全て集団で隊形をとって行い、隊形は円

形が多く体操隊形も２作品あった。

運動の傾向としては、主たる動きの部位が下肢

（ステップ）が全運動の６４％を占め、内訳は「ホ

ップ」次いで「ウォーキング」「ランニング」「ジ

ャンプ」「ギャロップ」「スキップ」の順となる。

全身的な動きは全体の３２％だが、内容の殆どは

「情緒的な仕種」が占め、唱歌遊戯独特の模倣的な

動作であることが判る。このことから、作品は軽

快な曲に合わせ各種ステップが展開されるなか、

模倣的な動作が挿入されるという運動構成である

ことがうかがえる。とりわけ「ホップ」の使用頻

度が高いことから、トヨはこれらの作品実践にお

いて児童に律動感の獲得と運動量の確保を担保し
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ようとしていたのではないかと推測する。

一方、表現については本編の解説にも指示はなく、

むしろ表情過多を嫌い芸術的意味に偏したダンス

を戒める指摘が自序にうかがえる。

（２） ダンス作品（唱歌遊戯）にみる体育的価値

「創作　体育ダンス第一篇」の自序には編纂の

目的が次のように記されている。「（前略）体育目

的に適合することを本旨としてその動作に音楽を

調和せしめ、以って児童の年齢発育に応じて愉快

に快活にお行はれ、体育に直接価値を保ち得るこ

とを目標としてその動作を選定することを企て

た。」また、同じく自序に「児童をして（中略）技

能的の運動感覚によって喜ばしめ得る事に稍々自

信を持てる材料を選定して広くこれを公にした次

第である」と記され、ここに体育的な価値を第一

義に考え動きを選定していること、技能的運動感

覚によって喜ばし得る材料（動きの内容）を収集

しているということが読み取れる。これを踏まえ、

本作品群の動きの分析結果を照らしてみると、次

のようなダンス作品（唱歌遊戯）の実際が明らか

になる。

作品における運動内容の６４％が下肢の運動（ス

テップ）で３２％が全身の動き（情緒的な仕種）で

あったことから、律動的で多様なステップと模倣

的な動きの習熟を目指しながら、技能習得と共に

動きの持つ楽しさや情緒も味わっていくという実

践であったことがわかる。

つまり作品における技能習得と動き自体がもつ

情緒の感得とを同時に目指すという、心身一如の

理念がここに想起される。但し、ここでいう心身

一如の理念は、飽くまでも技能習熟によって得ら

れる動きの情緒の感得であり、動きの習得なくし

ては達成出来るものではなく、いわゆる児童自身

の発想や感情を優先する「創作ダンス」（現指導要

領にある）でいう心身一如とは峻別しておく必要

があろう。

以上をまとめると、トヨが目指したダンス作品

（唱歌遊戯）における体育的な価値の根底には心身

一如の理念が在り、それは技能習熟とそれに伴っ

て養われる動きの持つ情緒の感得であった。

またその実際については、下肢の動き（各種ス

テップ）と全身の動き（情緒的な仕種）で作品が

構成され、実践的には様々な律動的なステップや

模倣的な動作の習得が目指されていた、というこ

とが本研究で判明したことである。また、この目

的達成に向けては、児童に適した動き（運動）と

教材の厳選、及び正確な実技技能の伝授（指導）

が重要になってくるということも付随して挙げら

れる事柄である。
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１．水泳講習の流れ

私立東京女子体操音楽学校における水泳は、大

正８年に改正された学則、学科および課程のなか

にみることができる
１）
。
　

水泳講習が実施されたのは、大正１２年に千葉県

保田海岸で３週間である。保田海岸では昭和６年

まで、宿舎は日本寺あるいは存林寺で自炊をしな

がらであった。その後は千葉県浜金谷と本覚寺に

移行し、第２次世界大戦時は東京阿佐ヶ谷のプー

ルあるいは中止し、昭和２３年より浜金谷で再開さ

れ昭和３０年まで実施された。期間は２０日あるい

は２５日間、海浜やプールの練習も含めた講習であ

った
２）
。
　

東京女子体育専門学校から東京女子体育短期大

学と発展し、実習となり旅館での宿泊となったが、

トヨが存命中はお寺での宿泊で自炊であった。

１）水泳を正課に取り入れた理由

私立東京女子体操音楽学校は教員養成校のため

水泳の指導者養成である。体育教師が水泳できぬ

では済まされぬとの考えで１・２年時と卒業後義

務講習の３年間であった。トヨ自身は海岸の近く

に生れたが泳げなかった。しかし、場所と熟練な

水泳教師を得られる限り、この理想的な運動を此

の好時期に一般女子や小学校・女学校生に勧める

と述べている。二つ目の理由は夏の健康づくりの

ためとしている。トヨが小学校に代任訓導として

奉職したおり、夏期多忙であった時は夏痩せもな

く冬も非常に健康に過ごせた経験から、夏休みの

活動の効果を生徒たちに互いに比較調査させ、近

頃医学上日光浴が尊重されている事などを例にあ

げ、夏期の活動は健康によしとしている。効果と

して「水泳は其の運動量の大なる割合に悪疲労に

陥らず水泳中度々陸に上り日光浴をなして其身体

を鍛錬することは此上もない皮膚の不随意筋の鍛

錬で冬期感冒の予防であって一年中の幸福は引い

て一生健康の基礎となります。」
　３）

と書いている。

また、「婦人と体育第１巻」より大谷氏の発表から、

「水泳が其体格姿勢を美しくする」ことや、トヨの

体験から泳ぎ終った後の快感は冬期の冷水浴と同

様と述べている。

三つ目の理由は　水難事故を防ぐためである。

四方海を以て囲まれた日本婦人として其の大多数

が水を恐れ水中で身動きも出来ぬという事は如何

にも残念なことであると述べている。また、関東

大震災時にトヨの知人が泳げない事によって水死

したこともあり「日本の女子が欧州婦人の様に水

泳の術を得たものが多かったなら多くが危難を逃

れ得たであろう（略）」
　４）

と述べている。

２）水泳講習の様子

昭和１０年千葉県金浜谷で２０日間、本覚寺での

宿泊で実施（他、プールでの講習４日間）された

内容を要約すると、「７月２１日午前８時出校、正

午過ぎ到着、前期の講習が始まる。午後早速１年

生級分けから始まり、２９日の検定で前期水泳練習

が一段落する。８月１日、校長先生に引率された

一団が加わり後期が始まる。
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２日目、午前中は顕微鏡で海の浮遊動物の生活

態を観察する。午後、練習を中止して干潮時海岸

伝いに採集する。ライプチッヒ大学のバムベル氏、

吉田氏、他２名来訪、生徒と共に水を楽しみ、夜

は小遊戯の指導をされる。

３日目、ドイツに於ける女子体育指導者の養成

について講演と同時に純ダンス及び体育ダンスの

問題等に迄論及、一日共に泳ぎ帰京する。包帯術

救急法・スポーツマッサージの講義及実地指導を

受ける。

８日目、午前中は遠泳（２時間）、午後は日本泳

法の指導であった。

９日目、午後検定を最後に水泳練習は終った。

最終日は早朝片付けと清掃などを終え、鋸山登

山と日本寺参詣を行ない、昼食後読経と海での講

習が終わった。

日課について

５：３０ 起床・洗面後本堂にて読経

６：３０ 朝食

７：３０～８：３０　 講義

９：００～１１：００ 水泳練習

１２：００ 昼食後、休憩

２：００～４：００　 水泳練習後　入浴

５：３０ 夕食後、読書・雑談など

８：３０ 読経

９：００ 消燈
５）

朝晩の読経から掃除・炊事・食事前の祈り・水

泳前の体操等、吉祥寺と同様生徒達による自治的

分担運営によっての生活であった。

３）卒業生諸姉の思い出

他は夏期休暇中ではあるが東京より講師の来訪

があり、他科目の授業も実施されていた。また、

生活をみると寄宿舎の粗食に比べ、海の幸や食事

がおいしかったこと、パン作りをしたこと、昼寝

の楽しさなど、吉祥寺の生活にはないゆとりがあ

ったと思われる。水泳では新旧泳法、高飛び込み、

遠泳、宝さがし、プールでの救助法などである。

トヨと水泳の思い出としては昭和１３年頃、講習

中のトヨは生徒を１メートル先に立たせての練習、

昭和１８年、鎌倉の材木座海岸で一生懸命練習する

トヨの手伝いをされた思い出、昭和２９年の夏はベ

テランらしく、まるで水を知り尽くしたような姿

で泳がれた思い出が最後であった
６）７）

。
　

２．スキー講習の流れ

第１回のスキー講習は昭和１０年２月７日より１

週間、長野県菅平高原文部省体育研究所で実施さ

れた。１７年は中止され１８・１９年に再開、戦中・

戦後の混乱期は中止されている。その後昭和３０年

より長野や山形、新潟のスキー場で開催されてい

る
８）
。
　

第１回の講習は２月７日、４０数名で７日間の講

習であった。トヨが１２月の初旬にスキーを参観し、

翌１月の始めに講習会に参加し２月に正課に取り

入れ、講習を実施している。スキー用具一式を学

校で揃えたが１/２か１/３程度を使用料として徴収

している。生活は食料持参の講習であった。９）

１）スキーを正課に取り入れた理由

スキー運動はトヨの長年の研究である自然運動

であることをスキー練習の参観により見出した。

平地での滑走の動作は自然的運動の形式、直滑降

はドイツ体操の身体の柔らかい屈伸動作の要領と

同様なことを認めた。そこで自ら経験し、其の真

理を誤りなく観察する事とした。６０歳のトヨは文

部省体育研究所スキー講習会に参加し、技術が高

いほど身体の自然的屈伸・捻転が明瞭でありその

動作の優美なることダンス以上であると観察し確

信した。そして正課とすることを決心した。「是は

寒国に奉職した時の準備のみでなく、人為的に自

然運動を理解させるよりも、自然を対象として、

自然的に運動の真髄を会得させる事は最も有効で

あると言う事確かめた為である。」
　１０）

とある。

２）スキー運動の特徴とトヨの自然運動

スキー運動の特徴は「全身の筋の調和と自然的

弾性を向上せしめ、常に体の重心と支点との関係

を臨機に処置する事に巧みに、運動は主として腰
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腹を中心として其上肢、下肢を自由に働かせる。

（中略）就中内臓機能を自然に高める為に寒気に抵

抗し得るに充分なるエレルギーの発生並びに宇宙

の大自然を征服しての偉大なる精神は（中略）直

接自力を直観しての爽快さで・・」
　１１）

と述べてい

る。運動の効果として「運動は主として自然的、

軽快、機敏なる持久的平均運動で細かい筋肉の運

動なるが故に、血液は内部的循環を豊富にして、

従って比較的体温の放散少なく、却って内部体温

を高め寒気に抵抗するのみならず、内臓の生活機

能を盛にし彼の外部的大なる筋肉を使用して、局

部的の疲労を感ずる跳躍や懸垂等と異り、運動量

大なる割合に疲労少なく、爽快なる全身疲労にて、

運動後却って大なる快感を以て、真に運動の妙味

を感じる。（中略）スキー運動は其細心なる注意と

沈著の精神を以て大自然に打ち克つ雄大なる感想

は、運動後却って人を静粛自重ならしめる。」
１２）

と述べている。

３．水泳・スキー講習からみたトヨの教
育観

水泳・スキーをトヨがライフワークの一つとし

た自然運動の研究をベースとし、運動やその効果

について医学的側面・解剖や生理学など現在でい

う運動生理学、運動学などの見地から解説をして

いる。それは現在にも通ずる健康のために運動を

科学的視点から捉えている。また、正課に取り入

れるために自ら観察し、調査し、体験し、感じ、

修得し、実行する等は時代や年齢を感じさせない

若さであり、信念の人である。講習地での生活は

起居動作個々にまで及ぶ細かい心遣いで大家族の

母となり、日中は生徒と共に活動し、寸暇にはド

イツ書を繙いて研究に余念ない姿などは真の教育

者であった。

引用・参考文献

１）学校法人藤村学園（１９７２）：藤村学園七十年

の歩み，参照

２）学校法人藤村学園（２００２）：藤村学園１００年

のあゆみ，参照

３）藤村トヨ（１９２４）「婦人と体育第１巻３号」：p

１０

４）藤村トヨ（１９２４）「婦人と体育第１巻３号」：

p１２

５）藤村トヨ（１９３５）「女性美第７巻９号」：pp２９

～３１

６）東京女子体育大学藤栄会（１９７２）創立七十周

年記念藤村トヨ先生思い出の記：参照

７）東京女子体育大学藤栄会（１９８３）創立八十周

年記念　藤栄：参照

８）学校法人藤村学園（２００２）：藤村学園１００年

のあゆみ，参照

９）東京女子体育大学藤栄会（１９７２）創立七十周

年記念藤村トヨ先生思い出の記：参照

１０）・１１）・１２）藤村トヨ（１９３５）「女性美第

７巻２号」：p３０
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１．学科課程の変遷

明治３５年１１月　体操と音楽を合体し、私立東

京女子体操音楽学校と改名、音楽科が新設され２

科を兼修出来るようになる。音楽は週１８時数を占

めていた。この事は高橋忠次郎の、女子の体育に

補助学として体操と音楽を兼修し、音楽のリズミ

カルを運動に融和しようとした事による。

明治３６年　体操科と音楽科を合体し体操音楽教

員を養成する事と改められた。

明治３８年　週３８時数の本科、別科が３４時数に

減り、本科の和声学が消えている。研究科は３５時

数中音楽は１７時数と際立っている。

明治４１年　藤村トヨの登場である。高橋忠次郎

はヴァイオリン、オルガン等を用い盛んに遊戯の

実演を行ない、遊戯の比率を増すべきと主張して

いたが、既に明治３９年に渡米していた。トヨはこ

の意見を尊重し、体操１０時数、遊戯６時数を保持

した。

大正８年　修学年限を２年に延長し夜学部を設

け兼修を可能とした。音楽科は普通科、高等科と

している。音楽科は、普通科１年１２時数、２年１１

時数、高等科１１時数であり、特筆すべき点は２年

１１時数に教育として音楽教授法がはじめて加えら

れ、明確に教員養成に切り替えられたのである。

昭和１９年　東京女子体育専門学校に昇格。音楽

科の設置は認められなかったが、学科課程音楽は、

声楽、器楽９時数とかなり重視され「音体」の伝

統は授業の中で生かされている。

昭和２５年　東京女子体育短期大学となる。専門

科目として器楽、声楽２単位が必修として課せら

れている。

昭和３７年　東京女子体育大学を設置。専門科目

として器楽、声楽必修２単位ずつが課せられてい

る。

昭和４１年　器楽、声楽必修１単位ずつに減少。

昭和４６年　必修の声楽がソルフェージュに変更

（声楽は選択科目として残っている）

昭和６２年　音楽と名称を変え必修１単位に減

少。

平成６年　音楽が専門に関する科目から専門以

外の科目に移り必修２単位が課せられている。

平成２０年　音楽は必修１単位に減少の予定であ

る。

２　音楽教育の実践

大正１５年第３１期卒業生の宗石千代子氏と昭和

１８，１９年の「音体」から専門学校への昇格時に

在籍した、井上れん子氏を中心に卒業生数名の方

の体験から、その実践をまとめた。

大正１４，１５年当時は前述のように音楽は３４時

数と定められていたが、その教育は藤村トヨを尊

敬して来校される教授陣に支えられていたようで

ある。教科は声楽、器楽（オルガン、ピアノ、ヴ

ァイオリン等）ソルフェージュ、理論などで、昼

夜、日曜日、祝日を問わず、先生方の来校に合わ

せてクラスを編成し授業を受けた。器楽はピアノ

１台とオルガン６台で教則本（バイエル、ソナチ
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ネ等）を習得し、バイエルが終了するとピアノで

の演奏が許されたため、少ない楽器が取り合いに

なったそうである。声楽はコンコーネ５０番、小学

唱歌、日本歌曲を中心に現在で言う愛唱歌のよう

なものを習得した。ソルフェージュはコールユー

ブンゲンを使用した。教授陣には熱意を感じたが、

学生は昼夜とも勉学に忙しく、音楽をもっと勉強

したいという気持ちが強かった。トヨは内容に関

して特段のことは述べず、ピアノの調達や教授陣

の招聘に力を注いだようである。「健康の女性」の

学生募集欄に、大和田愛羅（バリトン、汽車の作

曲者）小松耕輔（音楽教育、沙羅の木の作曲者）

立松房子（ソプラノ）長坂好子（ソプラノ）太田

勘七（器楽）などの著名な教授陣を確認すること

が出来る。大和田愛羅作曲「山の水車」、小松耕輔

作曲「子猿の酒買い」、梁田　貞（テノール）作曲

「城ヶ島の雨」などの曲は、トヨのダンスにピアノ

で演奏しながら作曲したということである。可能

性はあるものの、確認する資料を見つける事は出

来なかった。

「音体」から専門学校昇格時、音楽は声楽、器

楽で週９時数となったが、これは「音体」の伝統

を引き継いでいると見られる。その授業形態は、

器楽については、１年生は合同で授業を受け、２

年生はピアノ検閲と言う個人レッスンを受けた。

教材はオーソドックスなバイエル、ソナチネ、ソ

ナタなどを使用したが、トヨの要望もあり、式典

の曲、君が代、行進曲等は全員が演奏出来るよう

習得した。この課題は東京女子体育短期大学、東

京女子体育大学にも引き継がれ、多くの学生がそ

の後の教育現場で活用したようである。

［参考文献］

１）藤村学園七十年の歩み　昭和４７年１月

学校法人　藤村学園

２）藤村学園１００年のあゆみ　平成１４年１１月

学校法人　藤村学園

３）健康の女性　第２巻～第８巻　大正１５年

日本女子体育協会　

４）藤村トヨに関する研究（１） 新田典子著

東京女子体育大学紀要第１７号
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１．トヨの姿勢研究の動機

藤村トヨが２５歳当時（明治３５年）、療養先の小

学校で体操・ダンスを教え、僅か３ヶ月で病弱な

身体から快復し、自身の進むべき道は体育である

と決心したことは有名な話である。ここでいう体

操・ダンスは、トヨが女子高等師範学校で学んだ、

坪井式の普通体操・連続体操のことである。トヨ

はこの時点ではまだ、体格・姿勢についての意識

はなかったと「私の歩んできた道」（「学校体育」

昭和２８年９月号 p．７）に述懐している。

姿勢研究の直接の動機となったのは、明治３７年

文部省主催　井口阿くり氏の瑞典式体操の発表講

習会に参加した際、苦しくなって見学を余儀なく

された体験からではないかと考える。このことが

下地になり、実際に日本人の健康と姿勢を結び付

けて、研究に着手し、進めたのは明治４１年の全国

視察をはじめてからである。視察は２０年に渡って

行われた。同誌にトヨは、視察を始めて第一に感

じたのは青少年の身体の状態であった。また当時

は瑞典式体操の導入から５年ほど経過し、全国で

も採り入れた学校とそうでないところの比較検討

ができ、好機であったということを述べている。

この２０年間の視察でトヨは、児童・生徒の体

格・姿勢・体質の差異に気付き、その原因は瑞典

式体操や日本の衣服の弊害によるものとの見方を

強めていったのである。

２．姿勢研究・教育の展開

トヨの視察は、明治４１年（１９０７年）から昭和２

年（１９２７年）の約２０年間に渡った。視察の目的

は、同誌によれば、「全国を視察し体育の真髄をあ

やまらないよう講演と講習を兼ねて行った」（同誌

p．７）とあり、視察した地方は、九州諸県・山陰

道・北海道・群馬県・静岡県で、このほか陸軍戸

山学校視察の報告も同誌（ｐ．８～１３）にみるこ

とができる。

訪問先の学校（小学校から高等女学校まで様々）

では体育の授業を参観し、主に児童・生徒の体

格・血色を観察し、運動中の児童生徒の気持ちや

脈拍・呼吸の状態にも目を配りその詳細をみてい

た。また、必要に応じて身体検査表や上半身裸体

になった児童の脊椎の状態を診ることもあった。

そして、瑞典式体操は呼吸をつめて苦しく、生徒

の表情も苦しそうであることから、「瑞典式体操万

能にあらず」との講評を行く先々で述べ、このこ

とを文部省へも度々報告している（陳情は大正１１

年まで）。

トヨはこの間、婦女子の姿勢についても調査・

研究を行っていた。同誌に、視察旅行中は暇あれ

ば何度も当地の風呂屋に通ったとあり、それも夕

食の前と夕食後の２度、長時間に及んだと記して

いる（ p．１０）。ここでトヨは日本の婦女子の悪し

き姿勢の原因は衣服の帯紐にあるとし、後に改良

服の考案を行い、「改良服帯紐の藤村」（大正博覧会

にて褒状を受く）と呼ばれるまでに至るのである。

２０年間の視察でトヨは以下の２点に気づき、日
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本人の姿勢に警鐘を鳴らし改善に努めたと考える。

ひとつは、瑞典式体操の胸張れ肩引け等固張り

運動の結果、腹の力を失っているということ。そ

こから「藤村式健康の秘訣、腰伸ばせ、即腹の力」

という有名な文言にたどり着き（昭和初年の静岡

市立高等女学校での体験を経て）、それを以って指

導に尽力したということである。更に、改善に向

けての指導として、「律動的連続運動で自然的に自

由に運動させ、全身の動きを柔軟にして身体の中

心である腰を伸ばすことを心掛けさすより外はな

い。それと同時に頸も顔も真直にして頭の頂点が

天を真直に衝くように注意させることも大切であ

る。」（ p．４８）と同誌に記している。

もう一点は、日本の衣服は、衿で頸を前に圧下

げ胸を縮めて、姿勢に悪影響を及ぼしているとい

う指摘。体腔の丸みを考えない、人間の体格の自

然に不合理な衣服である上に、女児は帯紐で緊縛

し、苦しみを辛抱して外見をつくろって一層貧弱

な体格を作っていると述べ（ p．３５）。この体格・

姿勢の改善には衣服の改良が急務であると指導し

ている。これについては、先にベルツ博士の日本

人の帯溝研究もあり、トヨ独自の指摘とは言いが

たいが、改良服の考案に至るのまでの考察はトヨ

独自のものである。

３．トヨの姿勢論

トヨの姿勢論は自著「学校体育論」―学校体育

文庫第二巻―（昭和５年）にまとめられている。

トヨは、姿勢の意義と分類の章の冒頭で次のよう

に定義している。「姿勢とは人体の静止している時

の形を言ふ。独逸語ではデイー　ハルツングと言

ふ。即一定の形を保つと言ふ意義である。人体の

生活中は絶対的に静止の時は無い。恰も地球上の

物体が常に地球と共に運動している間は絶対の静

止が無いのと同様で人が生きている間は絶対の静

止は無いのである。」（ p．８５）次いで姿勢を以下の

２種に分類し解説をしている。

（１）「体格の基礎となる姿勢」（不動の姿勢）

１）正姿勢

２）不正姿勢

（２）「運動に関する姿勢」

（１）の「体格の基礎となる不動の姿勢」につ

いては、体格の基礎となる骨格の形を言い、絶対

の静止姿勢はないが、一定の形即姿勢というもの

があり、其姿勢の最も基礎となるものは脊柱の湾

曲である（ p．８６）。と解説している。

１）の正姿勢とは、脊柱の自然の湾曲に於ける

姿勢、脊柱の生理的自然の湾曲が凡ての姿勢の基

礎で、生理的湾曲は標準的で、絶対的正として確

定しがたい。それは、民族各人に於いて差異あっ

て何れも生活状態及び風俗習慣によって来るので、

従って絶対的正として定めることは不可能である

（ｐ８６～８７）。としている。

２）不正姿勢とは、「脊柱各部の正常の湾曲度の

過不及を言ふ（ p．８７）。」として以下の症例を挙げ

ている。（ p．８７～９２）

・前屈（平背・凹背）

・後屈（円背・猫背）

・左右屈（側湾・肩下り）

・内足

（２）の「運動の基礎となる移動中の姿勢」に

ついてトヨは、移動姿勢と名づけたこの分類は自

分独自の分類であることをことわり、言及してい

る。

移動姿勢と言ふのは其の姿勢が筋肉の働きによ

って様々な運動を為す中間に於いて或る一定の時

間、運動の止まった時の形に名づけたものである（

p．１０９～１１０）。そしてその要が腰腹であること、

正しい移動姿勢がいかに重要であるかについて次

のように説いている。

「良き運動は良き姿勢を伴ひ、良き姿勢は良き

運動を遂げしめる（中略）其姿勢及び運動の中心

は腹及び腰にある。此は昔の我国の凡ての武術、

禅、仕舞、謡曲、作法、茶道等身体の運動動作は

凡て腹腰を中心としたのである。」（ｐ１６６）

「運動中の姿勢といふものは無数である。（中略）

其間に来る拠の細かい姿勢の変化の正しさに拠る

のである。就中行ふ人には移り変る運動の釣合い、

滑さ（調和）が快感として感ぜられ、見る人には
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美感とみとめられるのである。（中略）又、見る人

に美感を起させる所の姿勢を現し得る運動は、為

す人にも同様に快感を起さしめるものである。即

ち正しい姿勢と正しい運動とは車の両輪の如く離

るべからざる関係（中略）運動に於る主観的の快

感と客観的の美感とは此処に於いて一致せねばな

らぬ。（中略）良き運動を以って快感を感ずると同

時に身体にもよき効果を与へるには先ずよき姿勢

即ち誤りなき姿勢を考へることが必要である。」（

p．１１１～１１２）としている。

以上、トヨは２０年間の全国視察による検証に基

づく独自の姿勢論をここにまとめている。人間に

は絶対の静止姿勢はないが、脊柱の生理的自然な

湾曲による姿勢が望ましい形で、それも民族・生

活状態・風俗習慣によって差異があり一概に正と

して定めることは不可能である。と述べ、此処ま

では一般的であるが、「運動の基礎となる移動中の

姿勢」を挙げ解説しているところにトヨの独自性

が窺える。良い運動は良い姿勢を伴い、その中心

は腰腹であること、武術・禅・仕舞・謡曲・作

法・茶道にその理想を求めている当たりに色濃く

表れ、これらは「腰伸ばせ、即腹の力」のことば

に総括されるのである。

更に、正しい姿勢と正しい運動とは車の両輪の

如くであり、良き運動を以って快感を感ずると同

時に身体にもよき効果を与える。とするころは、

トヨが提唱する体育の意義と効果にも重なる事柄

で、「我国の児童をして如何に喜んで体操を為さし

むべきか」（ p．２）というトヨの主張に通じる部分

であると考える。また、文中の「運動に於る主観

的な快感と客観的な美感とは此処に於いて一致せ

ねばならぬ」という件に、当時トヨが奨励した体

育ダンス（唱歌遊戯）におけるねらいとの一致も

みることができ、全体を通して、トヨの姿勢論と

自身の学校体育における目的との符合を随所に見

出すことができた。

４．トヨの姿勢観

トヨの全国視察による日本人の体格・姿勢の調

査研究における成果の一端として「藤村式改良服」

と日本人の体格姿勢の「模型」が形に残るものと

して現存し、それらを通してトヨの姿勢観を具体

視することができる。

またトヨは姿勢の良否として、「好ましい姿勢」

と「悪しき姿勢」の例を挙げ（当時の写真を伴う

ものもある）、解説している。以下に列挙する。

＜好ましい姿勢＞

・元禄時代の婦人　

・大工・職人・鳶頭のはっぴ姿

・武術・座禅・仕舞・謡曲の型

・京都大原女の立ち姿　

・アイヌの子供

・南洋婦人の立ち姿、他

＜悪しき姿勢＞

・維新後の婦人の高い位置での帯の緊締

・大きすぎる結髪（髷）

・女学生の袴の用い方の誤り（胸部緊縛）

・凹背の例、他　

また、トヨの姿勢に対する見識の表れの一端と

して、竹久夢二氏の美人画にみる婦人の姿勢につ

いての言及が興味深く、「日本の美術家は如何に美

術の本領かは知らねど余りに悪しき姿勢体格を好

奇的に発表して外国に対して恥じないかと憤慨に

堪へない。」（ p．１０７）とある。後に自身が誤った

見方をしていたと訂正をしているが、当時のトヨ

の憤慨と共に自説に対する気概の程を感じる逸話

であり、これらを通してトヨの姿勢観を知ること

ができる。

［参考文献・引用文献］

藤村トヨ著「学校体育論」学校体育文庫第二巻

（昭和５年） 文成社

藤村トヨ著「私の歩んできた道」（「学校体育」昭和

２８～２９年）

学校法人藤村学園「藤村学園１００年の歩み」２００２年

学校法人藤村学園
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脊柱は２４個の椎骨から成り、上方では頭蓋骨を

載せ、下方では骨盤の一部を形成する仙骨に載っ

ている。２４個の椎骨の内訳は頸椎７個、胸椎１２

個、腰椎５個である。仙骨は元々５個の仙椎であ

ったものが一体化したものである。この２４個の椎

骨のうち頸椎は前方に凸、胸椎は後方に凸、腰椎

は前方に凸に彎曲して配列している（図１）。この

ことを脊柱の生理的前彎（後彎）といい、歩行時

に下肢を通じて骨盤にかかる衝撃が直接頭蓋骨に

伝わるのを効果的に防ぐ役割を担っている。

椎骨は前方にある円柱状の椎体と、後方にある

椎弓の２つの部位に分けられる。椎体と椎体の間

には椎間（円）板と呼ばれる組織があり、クッシ

ョンの役割を担っている。椎弓のうち上位椎骨の

下関節突起と下位椎骨の上関節突起が相対し、椎

間関節を形成する。この２つの構造により脊柱は

前後・左右に屈曲・伸展し、また回旋することが

可能である。椎骨同士はいくつかの靭帯でつなが

っている。椎体前面には前縦靭帯、椎体後面には

後縦靭帯、椎弓には前方から黄色靭帯、横突間靭

帯（腰椎のみ）、棘間靭帯（腰椎のみ）、棘上靭帯

である。これらの靭帯の存在により椎骨同士は結

合しているが、力学的には不十分であり、椎骨周

囲の筋肉の存在が重要である。

椎骨周囲の筋肉として、頸部では椎弓後面には

頭半棘筋、頸半棘筋、頭最長筋、頸最長筋、頭板

状筋、頸板状筋、肩甲挙筋、僧帽筋が、椎弓・椎

体側面には前・中・後斜角筋が、椎体前面には頭

長筋、頸長筋が存在している（図２）。一方腰部で

は、椎弓後面には腰腸肋筋が、椎弓・椎体側面に
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は腰方形筋、大腰筋が存在しているが、椎体前面

には筋肉は存在しない（図３）。腰椎前方には椎体

から離れて腹直筋が存在するのみである（図４）。

以上のような解剖学的特徴より、腰椎の安定化に

腹直筋の果たす役割は大きい。

ヒトは四足歩行の動物から二足歩行の動物へと

大きく進化した。このことにより前肢がフリーに

なり、道具をうまく使うことを覚え、今日の繁栄

に至った。一方で四足歩行では前肢と後肢の４肢

で体重を支えていたものが、二足歩行へと進化し
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図２　頸部横断面図

図３　腰部横断面図（背側）

図４　腰部横断面図（腹側）



たためいっきに骨盤と腰椎に上半身の重みがのし

かかってきた。しかも腰椎は上半身の重みを支え

るだけの十分な進化を遂げていないため、ヒトで

は常に腰椎に過度なストレスがかかり続けている。

「腰痛は四足歩行から二足歩行へと進化したヒトの

宿命」と言われる所以である。

整形外科的には腰痛を引き起こす疾患は多々あ

り、また発症年齢別にも特徴がある。腰椎分離

症・腰椎分離辷り症は骨が未だ成熟していない思

春期頃に多く見られる。腰部椎間板ヘルニアは若

年者に多く見られる。腰部脊柱管狭窄症や変形性

腰椎症は老年期に多く見られる。これらの疾患は

レントゲンやＭＲＩの検査で診断されるが、一方で

画像所見上異常が見られない腰痛もある。この画

像上異常所見が見られない腰痛をいわゆる「腰痛

症」と一括するが、推定される原因によって筋・

筋膜性腰痛症、腰部椎間板症、腰椎椎間関節症な

どに分類する。

このうち筋・筋膜性腰痛症は最も一般的に見ら

れる腰痛症である。腰椎後面のいわゆる脊柱起立

筋群の筋緊張が亢進し、筋内を貫いて皮膚に分布

する皮神経を拘扼することにより腰痛をきたすと

考えられている。レントゲン所見では正常の場合

が多いが、腰椎の生理的前彎の消失もしくは増強

が見られることもある。この腰椎の生理的前彎の

異常は腰椎周囲筋の筋緊張のアンバランスを来し、

腰痛をもたらす大きな要因となる。

腰痛症の治療法は発症後の時間経過によって異

なる。腰痛発症直後の急性期の治療法としては、

安静、湿布、非ステロイド系消炎鎮痛剤や筋緊張

緩和剤の内服、神経ブロック注射などを行う。急

性期を過ぎた亜急性期の治療法としては、前記の

湿布、内服に加えて腰部コルセットの装着、腰椎

牽引などを行う。慢性期の治療法としては、腰痛

の再発防止を目的にさらに腰痛体操や腹筋の筋力

強化訓練を行う。

なぜ腰痛の再発予防の目的で腹筋の筋力強化訓

練を行うのであろうか？解剖学的特徴の所でも述

べた通り、腰椎後面と側面には筋肉が存在して腰

椎を支える重要な役割を果たしているが、腰椎前

面には筋肉はなく腰椎前方に離れて腹直筋が存在

するのみである（図３、４）。従って腹直筋の筋力

強化訓練が腰椎周囲の筋緊張のバランスを保つこ

とに役立ち、さらに腰椎をサポートする重要な役

割を果たしている。

藤村トヨ先生は、私立東京女子体操音楽学校で

教鞭をとる傍ら東京女子医学専門学校（現東京女

子医科大学）に学んだ。体育を教えるためには医

学を学ばねばならないとの考えからである。そし

て解剖学や外科学（整形外科学）を学んでいくう

ちに「腰伸ばせ即腹の力」という言葉に到達した

と思われる。「腰伸ばせ」とは決して後ろに反りな

さいという意味ではない。解剖学的には「腰椎の

生理的前彎を保ちなさい」という意味に解釈でき

る。そして腰椎周囲の筋力バランスを保つために

は腹直筋の筋力強化訓練、即ち「腹の力」が整形

外科学的には重要である。

四足歩行から二足歩行へと進化したヒトの宿命

である「腰痛」を予防するために体育が果たす役

割は、「正しい姿勢」即ち「腰椎の生理的前彎を保

つこと」とそれを維持するために必要な「腹筋の

筋力強化訓練」を教育することである。藤村トヨ

先生の「腰伸ばせ即腹の力」はそれを端的に表現

していると考えられる。
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藤村トヨは青年期、身体がとても弱かった。「最

初は１合ばかりの粥で命をつないでいたトヨが体

育運動を実施した３ヵ月後には３合のご飯が食べ

られるようになった」と母（タネ）が喜んでいた
　１）

との記述もあるように、体育運動を始める前は勉

学も儘ならないほどの虚弱であった。しかし、大

正３年秋、トヨが３９歳の頃に傍東京女子医学専門

学校で医化学を学び、それをきっかけとして食に

興味を持ち、自らの食生活を変化させたのである。

『私の歩んで来た道』のなかでトヨは自身の弱

体の原因は胃酸過多症であると述べている
　２）

。自

らの身体が弱かったため蛋白質を過剰に摂取して

おり、それが胃酸過多を招いたと分析している。

そのため、蛋白質の摂取量には特に気をつけてお

り、また胃酸過多症の症状（ゲップや胃痛）を抑

えるために胃酸が分泌される食事時間と同時にま

ず蛋白質を摂取し、その後に炭水化物をよく咀嚼

してから摂取するという食事の順序を厳守してい

た。その食事の仕方は自宅のみならず外出先でも

行い、まず魚や肉を先に食し、後にご飯のみを食

するという順序に徹しその後は一切何も食べなか

った。『藤村トヨ先生思い出の記』
　３）

では卒業生が

「新任教師の歓迎もかねておすしが出ましたが、先

生はわれわれに、すしはこうして食べたほうが良

いと、まずごはんの上の魚をとってそれについて

いるワサビを「これは体によくない」といってと

り、魚だけを食べたあとでごはんだけを食べ、（中

略）これぐらいまでかまなければいけないと云わ

れました」と述べており、トヨ自身の食に対する

考え方を学生にも指導していたようである。

また、ご飯の量は普通の半量であり、その最後

に食したご飯も自宅では海苔巻きにして食し、よ

く噛み食べることを心がけていた。

胃酸過多症は現在、確たる原因は解明されてい

ないが、胃酸の分泌過剰又は胃酸分泌が多くなく

ても胃から食道へ逆流が起こればそれも胃酸過多

症として捉えられている
　４）

。本来胃液の分泌は無

条件反射（食事による味覚や嗅覚、機械的刺激に

よる）と条件反射（食事に関する視覚や聴覚を介

することによる）とがあり、多くの場合胃に内容

物が入るとその分泌が促進される。また、その分

泌を促進する物質は主にペプチドやアミノ酸など

の蛋白質であり、胃酸過多症には蛋白質摂取の制

限や食物繊維を多く含むものはなるべく摂取しな

いほうが良いと考えられている。トヨは胃酸過多

症の原因は蛋白質を食する順序と考えていたよう

だが、その分析はある意味正しかった。しかし、

順序を別にしても蛋白質摂取自体が胃酸過多症に

は大敵であったため、炭水化物の摂取量を多くす

べきであったかもしれない。また、トヨの好きだ

った海苔や昆布は食物繊維が多く胃酸過多症には

不向きであったが、最後に食するご飯を海苔巻き

にして食していたことから拝察すると、海苔の摂

取は少量であり、胃酸過多症には問題ない程度で

あったのかもしれない。

また、トヨは発育期のカルシウム摂取の必要性

についても述べている２）。トヨはカルシウム摂取

のため鶏の骨は必ず煮出（カルシューム）してス

ープにし、それを幼稚園ではドイツ同様のスープ

を作り全幼児に与え、骨の発育時にこの上ない効
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果があるとしている。また、牛豚の肝臓（レバー）

や牛乳の摂取、小魚の摂取についても発育に重要

であると述べている。

日本においてカルシウムは最も不足しているミ

ネラルの一つであるとされ、現在でも厚生労働省

が摂取を呼びかけている
５）
。

　

確かに牛乳に含まれ

るカルシウム量は多く、発育期に摂取させること

は重要であるが、鶏骨を煮出したスープでカルシ

ウム摂取できるかというと甚だ疑問である。鶏骨

を煮出すとアミノ酸やコラーゲンは抽出されるが、

骨成分であるカルシウムは抽出されない。アミノ

酸及びコラーゲン摂取を考えれば発育期の栄養補

給として望ましい食品であると言えるが、カルシ

ウム摂取には殆ど効果がない。また、トヨは成長

（身長の伸び）が小魚摂取によるものである卒業生

の例を述べているが、カルシウム摂取のみが成長

（身長の伸び）に関わるわけではなく、同時に摂取

するビタミンＤや成長ホルモン分泌、遺伝的要因

も関与していることは言うまでもない。しかし、

トヨが骨形成に関わる栄養素としてカルシウムを

重視していたことは以上から読み取れる。

さらに卒業生によると、トヨは味つけに加工物

をつかうのは身体に害があるといって、もっぱら

塩を用いられた
　３）

とのことであり、トヨは大豆等

の穀物加工調味料である醤油を使わないようにし

ていたことがわかる。現在は醤油の醸造も多種多

様であるが、一般的な本醸造醤油は大豆や麦、米

などの穀物を蒸煮し、麹を混ぜ、塩を加えて発酵

させ生成する。この製法であれば食品添加物を使

用しないため身体に害があることはないと考えら

れる。しかし、トヨが胃酸過多のためたんぱく質

摂取を控えていたことから考えると主成分である

アミノ酸を避けるために使用していなかったのか

もしれない。しかし、トヨ自身の残した書物等に

その記述は見つからないため、あくまでも推測に

すぎない。

以上のように、トヨが健康に留意し、運動方法

や姿勢だけでなく食事にも気を遣っていたことは

明らかである。中でも『私の歩んで来た道』
　２）

で

は「私の健康の道は、運動が第一のように考えて

いたが、食生活の研究後は、第一が食生活で体育

運動は其補助で第二に考えられます」と結んでお

り、食の重要性に対する考え方とその研究成果も

学校教育で生かされていたのではないかと考えら

れる。

引用文献・参考文献

１） 藤村女子体育研究会パンフレット第一号

（１９４２年６月）女子体育研究要項、p．３６

２） 私の歩んで来た道、藤村トヨ（１９９４年３月）

東京女子体育大学藤栄会、p．５１－５６

３） 祝創立七十周年記念藤村トヨ先生思い出の記

（１９７２年１１月）、東京女子体育大学藤栄会、

p.６０

４） 標準生理学、本郷利憲ら、医学書院（第３版

１９９４年８月１日）

５） 日本人の食事摂取基準、厚生労働省、第一出

版（初版２００６年２月２０日）
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１．トヨと宗教の出合い

そもそもトヨの母タネが熱心な浄土真宗※１の信

者であったことから、幼少より広大無辺の仏の慈

悲をトヨにさとしている。中学（済々学館）入学

後も、館長が浄土真宗西本願寺の執行長を勤めた

今里遊玄師であったことより、ますます仏教への

考え方を深めることとなる。

そして、若くして教壇に立ったときには、実の

親以上の愛情を持って子どもに接しなければなら

ないと考え、その後の教育者として活動をしてい

く上で常に仏心を持ち続けることとなる。

２．曹洞宗との出合いと学校教育

１）出合い

トヨは、大正初期の３０歳後半、曹洞宗の梶　川

乾堂老師の連続講演で永平清規の解釈を聞いたの

が動機で曹洞宗の教義にひかれ、やがて学校教育

に取り入れるようになる。

２）教育に取り入れた理由

①　曹洞宗の教義が実行より入る点において、

心身の鍛練上教育者には必要である。

②　曹洞宗の不言実行主義が、現今実行の伴わ

ない理屈に走り過ぎ、自由虚栄にかぶれつつ

ある若き女子に必要であるとともに、さまざ

まな経験等を積むことはまことで正しいこと

であるとする曹洞宗の教義は、教育家、特に

体育家に大切と考えたことによる。

③　トヨ自身が、学園を復興していく最も苦し

い時期に、他力本願の浄土真宗ではなく、自

力本願の曹洞宗の教えによりきりぬけてきた

経験を持っている。

３）禅的教育（坐禅※２）を行うことによる効果

トヨは禅的教育を行うことにより、生徒が健康

で勤勉で真面目になったと言っており、その効果

は以下のとおりである。

①　言葉が少なく声が低くなる

②　寝前１０分の静坐は就寝後安眠ができる

ため朝の起床が規則正しくなる

③　時間的規律が守り易くなる

④　服従心に富み従順になる

⑤　虚栄心を好まなくなる

⑥　足音が低くなる

４）当時の学園における教育活動と禅

生徒を教える教員の体制にも禅教育の一端を見

てとることができ、大正時代後半の国民道徳や倫

理の担当教員として真宗や曹洞宗の僧侶を招いて

いた。そして課外活動や寄宿舎での生活において

も禅的教育が徹底して行われており、毎年春に行

われていた修学旅行は、神奈川の鶴見總持寺へ赴

いて禅堂で坐禅を組むことであった。

また、第二次世界大戦当時、夏休みに２泊３日

で行われていた「修養会」と呼ばれる学校の講堂

で行う合宿（寝食を共にし、坐禅を学び、お経を

唱える等）では、總持寺よりお坊さんを招き早朝

43

藤村トヨと禅
─当時の学生生活に活かされた禅─

早瀬　健介



から坐禅を行うなど厳しいものであった。しかし、

生徒にとっては、そこで行われる講話などを通し

て静かに自分を見つめ無心の境地にはいるという

得難い体験ともなっていた。

その一方で、トヨのこの方針に不満を持つ生徒

も存在し、大正１４（１９２５）年には授業拒否のスト

ライキも起こっている。しかし、トヨの人間教育

に対する熱意、意欲等によりその抵抗もすぐに収

まることとなる。

３．女性美と禅教育

トヨは時代的背景も踏まえた上で、女子は男子

よりも劣ると卑しめられたのは無理のないことと

認め（もちろんその差については、自覚とその行

動により埋めようと努力はしている）、その劣る理

由の根源は多弁と巧言令色
　※３

とに起因していると

考えた。そしてこれを押さえ止めるための教育法

として三黙
　

堂
※４

や黙学、坐禅等を取り入れたので

ある。（女子の多弁と巧言令色：『健康の女性』２

巻４号（大正１５（１９２６）年４月）～４巻６号（昭和

２（１９２８）年１０月））

トヨは女性美というものを、妙齢な女子が参禅

して姿勢正しく黙して無我の境地に入っていると

ころに見いだしていた。一般に、禅は思慮を深く

させると信じられているが、トヨは禅の提唱をし

たというよりも、沈黙の端坐（姿勢を正して坐る

こと：正坐）こそが、多弁な女子に有効であると

考えていた。

当時の日本のおかれた国家体制を念頭に、貞淑

な良妻賢母の育成を目標とした典型的な明治女子

教育者の藤村トヨにとって、宗教は有力な教育手

段であった。そしてトヨ自身の信じる曹洞宗の禅

的教育を生徒の心身修養の一助として授業はもと

より日常生活においても実践していくことこそが、

藤村トヨの目指した２４時間全力投球による全人教

育に通じるところであった。

※１　浄土真宗

「南無阿弥陀仏」と仏の名前を唱えることで、

仏のめぐみを得ることができ、阿弥陀仏の名前

を唱えることにより、死後に極楽浄土に生まれ

ることができるとする他力本願の教え。浄土宗

の一派で開祖は親鸞

※２　坐禅

ただひたすらに坐ることを重視。何かの功徳や

利益を求めて坐るのではなくただ坐ることに打

ち込む

※３　巧言令色
　

口先がうまく、顔色を和らげて人を喜ばせ、こ

びへつらうこと

※４　三黙
　

堂

理髪所、浴場、食堂は無言

参考文献

『健康の女性』２巻４号（１９２６年４月）～４巻６

号（１９２７年１０月）

『藤村学園七十年の歩み－東京女子体育大学沿革小

史』１９７２年

『藤村学園八十年のあゆみ』１９８３年

『藤村学園１００年のあゆみ』２００２年
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藤村トヨは「曹洞宗の教義が実行により入る」

という点が、身心の鍛錬上教育者に必要となると

の考えから、曹洞宗に帰依したとされている。ま

た、明治、大正時代の名僧と称えられたご本山總

持寺の新井石禅師（大陽真鑑禅師）を師とあおぎ、

弟子となった。学園での日曜日は嶽尾、水野、沢

木名老師による参禅を行ない、寮生活では坐禅や

默想、食事前の訓辞がされ、五観の偈を唱える。

就寝前には一斉に声を揃えて校訓、四弘誓願など

を唱えたことなど、随所に禅を通した教育・作法

がなされていたことがうかがわれる。

１．寮生活に生かされていた禅の作法に
ついて

一日の寮生活は銅鑼の合図の起床で始まり、太

鼓の合図の就寝で終わった。

時程は年代により変更が見られた。

１）寮生活の日課

（火曜日～土曜日）

５：００ 起床

５：２０ 冷水浴または乾布摩擦

洗面、掃除、自習

６：００ 朝食

７：００ 朝礼

７：３０ 授業

１２：００　　 昼食

１３：００　　 ピアノ、茶の湯、お作法、

１７：００　　 夕食

１９：００　　 授業（ダンス、音楽）

２１：００　　 掃除、自習

２１：３０　 校訓（図１）、お唱え（注１）

入浴（戦時中は燃料不足

の為、銭湯へ行った）

２２：００　　 消灯

（日曜日）

５：００　　 起床

７：３０ 各界の一流の先生方の講義

（～１７：００）

１９：００　　 坐禅・法話（注２）

（～２０：００）

※　１９４２（昭和１７）年から、土曜日の夜と、日曜

日の朝の２時間に坐禅と法話が行なわれた。

※　日曜日を休みにしない理由は、他校の者と遊

ぶ、井の頭公園に遊びに行くおそれがあるから

であった。

※　外出時は厳重で、一人ひとり藤村トヨ先生か

ら服装検査を受け外出した。

（月曜日）

７：００ 読経（注３）、坐禅、校長

の講話

（～９：００）

１０：００　　 自由時間（週一度の外出）

１８：００　　 夜学

※　１９２３（大正１２）年

校舎が未完成の為、数カ所のお寺に分かれて

泊まった。それぞれのお寺から一尺六寸位のた
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もとの着物に袴をつけて、毎朝瀬戸引きのむし

器の中にお茶碗類を入れ、それを抱えて学校へ

通った。

一ヶ月後には箱膳になった。

現代仮名遣の読み

（大意）体操は、体調を調え、体力を強めて、

人格の形成に寄与します。音楽は、世の風潮を伝

え、感性を養って、品性の向上に寄与します。操

の心があれば、日常の振る舞いも礼節にかない、

誠実さがあれば、立ち居振る舞いに申し分ありま

せん。信義を重んじ、忠孝を果たすことに努め、

人を思いやる心を持ってこそ、世の中に奉仕でき

ます。和の心と忍の心とを持つことは、高徳の心

を養う基本ですし、勤勉の心と慎重の心を有する

ことは、学業を成就する基礎・基本でしょう。（ど

うか頑張ってください）

（注１）四弘誓願（４種類）

菩薩が起こす誓願のことで、これを全員で唱え

た。

これは仏道に目覚め、さとりを得ようと努力を

する者を「菩薩」と呼ばれ、仏教の信心を持ち、

仏教の教えに則った正しい生活をしている人はす

べて菩薩と呼ばれる。

菩薩は、自身のさとりを求める（自利・じり）

だけでなく、それ以上に困っている、迷っている、

苦しんでいる人やものに対して、慈悲と救いの手

をさしのべる（利他・りた）という心がけを常に

持っていなければならないといわれる。

四弘誓願（しぐせいがん）

○第１句（衆生は無辺なれども　誓ってどせんこ

とを願う）
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体操は身支を調え、体力を強め、もって人格

を成すべし。音楽は風俗を移し、感情を養い、

もって品性を高むべし。身に節あれば言行礼に

合い、心に誠あれば動静みなよろし。信を守り

て忠孝を修め、仁を行うて公益に資す。和と忍

とは徳を養うの本、勤と慎とは学を成すの基と

知るべし。

衆生無辺誓願度（しゅじょう・むへん・せいがんど）

煩悩無尽誓願断（ぼんのう・むじん・せいがんだん）

法門無量誓願学（ほうもん・むりょう・せいがんがく）

仏道無上誓願成（ぶつどう・むじょう・せいがんじょう）

図１　校訓



この世の中には迷い・苦しみが多く、助けを必

要としているものがたくさんいます。自己中心的

を捨て、他の優先を常に考慮し、心に誓って、苦

しんでいる人・自然環境などのあらゆるものたち

に、温かい手をさしのべようと思います。

○第２句（煩悩は尽きることなけれども誓ってだ

んぜんことを願う）

煩悩は尽きることがないけれども、心に誓って、

わき起こる欲や煩悩と戦い、迷い・煩いに束縛さ

れない、素直な生活ができるように、精進努力し

ます。

○第３句（法門は無量なれども　誓ってまなばん

ことを願う）

仏教の教えを学ぶことは、簡単なことではあり

ませんが、心に誓って、これからの教えを理解・

実施するように心がけます。

○第４句（仏道は無上なれども　誓ってじょうぜ

んことを願う）

おさとりを開くまでには、長い道のりを覚悟し

なければならないでしょう。しかし、本来私たち

は、いつでもおさとりを持ち合わせていて、それ

に気が付かないだけなのだ、ということを常に信

じて、心に誓って、仏道成就を願いましょう。

（注２）法話

主に土曜日の坐禅後の法話は日隠禅師の「夜船

閑話（やせんかんな）」の法話を多く聞いたとされ

ている。「夜船閑話」は禅師の仮名法語の代表作で、

若き時に禅病におかされた日隠禅師が京都北白川

の山中に隠遁する白幽仙人の存在を人から教えら

れ、仙人を訪ね、その病を克服する法を授かる。

「内観の法」と「軟酥の法」の二つの瞑想法で、日

隠禅師はこの法の実践によって、必死の病を乗り

越える事ができた。自らの体験を「ものがたり」

にして同病の者に示し、江戸期からもっともよく

読まれてきた法話である。

（注３）読経

「般若心経」は正しくは「般若波羅密多心（プ

ラジュニャーパーラミターフリダヤ）経」と言わ

れ、インドのサンスクリット語の原典にはタイト

ルはなく、中国で、結びの言葉に「経」を付加し

てタイトルにした。

般若波羅密多心（プラジュニャーパーラミター

フリダヤ）は「智慧の完成」「完全なる知慧」とい

う意味。「フリダヤ」は直訳すると「心臓」だが

「真髄」や「真言」という意味で使われる。

２）寮や学校での係

全寮制であったが、生徒による生徒のための自

主的、民主的運営がなされていた。

１９０４（明治３７）年には寄宿舎心得に係が記され

ており、係は年代により変わる。

生徒の係について

学資金（１）、学籍（２）、旅行（３）、炊事（４）、

掃除（５）、書籍、被服、旅行、運動、鏡、玄関、

防火等の係があった。

（１）学資金係

親から校長へ送金され、校長の指示で授業

料、寮費、食費、その他の費用毎に分別する。

その中から規定額の小遣い一ヶ月分を各生徒

に支給（月２回）する役目。

（２）学籍係

生徒の各学期の成績の記入整理にあたる。

（３）旅行係

切符の手配など交通関係のすべての業務を

担っていた。

（４）炊事係

「お炊事さん」「おすいさん」と呼ばれ、上

級生と下級生の縦割のグループ編成で松組２、

竹組２、梅組３の計７名で行なわれた。（各年

度の入寮生数により人数が変わっていた）

入学時によって起床時間が４時や５時など

違いが見られるが、いずれにしても早朝５：

３０に釜戸に火を付ける事に始まり、寮全員の

食事の準備から始まる。

※　炊事当番に当たると一日の半分くらい

しか授業をうけられない多忙を極めたが、出

席扱いとなる特権が与えられ、その抜けた分

は友達から教えてもらっていた。

（５）掃除係

炊事当番のグループと同じように行なわれ
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た。

※お別荘当番

「お泊まりさん」と呼ばれ、上級生一名と

下級生一名の二名で、出席簿順に組まれ、毎

日交代制であった。主に藤村先生の身のまわ

りを２４時間お世話する。郵便関係、受付の

仕事などであった。またお米の出入れ、副食

の買入などを行ない、一週間分の献立をたて

て、藤村先生に修正していただき食堂に貼り、

毎日の当番が見て作った。

３）寮生活（しつけ）について

（１）大変厳しい「しつけ」は、やがて教師と

して社会人としての教養に大変役立ったようで

ある。女子が運動ばかりやっていたのでは、女

性らしさが失われるのではないかとの藤村トヨ

の思いから、家庭人となって困らないようにと

の配慮からお作法の時間に挨拶の仕方やお茶

（石州流）やお花（池の坊）の時間がもうけられ

た。また、生徒は化粧をしてはいけない。女性

は生まれたままの姿こそ最高の美であると説か

れて、脂粉、クリームをつける事などを許され

なかった。

（２）精神修養のために土曜日の夜と日曜日の

朝に「参禅」が行なわれていた。

（３）「三黙堂」と称し食堂、講堂（教室）、浴

室などでの私語の禁止や「言葉少なに足音静か」

という校訓が徹底された。

（４）臨時集合は消灯後でも太鼓により、食堂

に集められ、正座したままで長い説教が行なわ

れた。

（５）お別荘当番では生徒を交代で寝室に宿泊

させ行儀作法を教えた。

４）参禅について

参禅の効果について藤村トヨは６項目（早瀬氏

参照）をあげている。

５）寮の数え歌

体専１回生が寮の出来事を数え歌にして、常日

頃から歌われていた。

ひとつ　　人に知られた音体の、ここは武蔵野寄

宿舎でホイ

ふたつ　　二言目には臨集で、並ぶみんなのあわ

れさよ

みっつ　　道を歩くも二人連れ、ホンに舎生は籠

の鳥

よっつ　　よせばよいのに今日も又、ムサシ居眠

り恥さらし

いつつ　　何時もみんなのお使いと、お泊まりさ

ん

むっつ　　昔し乍らの風習で、坐禅、水浴、塩料

理

ななつ　　何をするにも無言でと、何時もおっし

ゃる校長さん

やっつ　　やぶれ畳の食堂で、何時も並ぶは塩料

理

ここのつ　こんな苦労をしながらも、何時かは立

派な先生にとうとんで帰れるものなら

ば、父母の待ちますふるさとへ

２．食事に生かされた禅の作法

１）食事の仕方

食事は曹洞禅の方式にならって行なわれ、食事

の間、私語は一切してはいけないとされた。

食事の順序についてはまず、脂肪やたんぱく質

を食して、炭水化物であるごはんを後で食べるこ

とが良いと指導され、栄養価の高いおかずを先に、

ごはんは後から漬物で食べるのが理想的である。

また、良く噛まないと「胃の負担が多くなる」反

対に良く噛むと「万腹感があり、少量ですむ」と

指導された。

２）食事の順序

前班と後班に分かれ、スリッパを揃えて、合掌

してから食堂に入る。

カチ（注４）（乱打）の合図で全員箱膳を持ち整列

して座る
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カチ一つ・・箱膳を開け、各自お茶碗、お皿、お

椀を整える

カチ二つ・・ご飯、おかず、お汁が配膳される

カチ三つ・・一斉に五観の偈（注５）を唱える三

食毎に食事訓「願わくば、この功徳

を以て普く一切に及ぼし我等と衆生

と皆共に仏道を成ぜんことを」を唱

え

「いただきます」

「合掌」

カチ一つ・・おかわり（ご飯、お椀）

カチ一つ・・お茶かお湯

カチ四つ・・一切れ残した沢庵で食器を全部すす

ぎ、その一切れを食した後「おこぼ

し」に洗ったお茶か湯をこぼす一斉

に合掌「ごちそうさま」

カチ五つ・・箱膳を片付ける

（下座より箱膳を持ち所定の場所に置き退室する）

（注４）カチ

食事の合図に使われる。板木（ハンギ）と呼ば

れ表札位の大きさで、板木を木槌で叩き「カチ

ン・カチン」と音がでるため「カチ」の通称で呼

ばれた。食事の合図はお当番さんが執り行なう。

（注５）五観の偈（ごかんのげ）

禅寺で僧侶が食事の前に唱える言葉で、次のよ

うな教えがある。「この食物がどれだけの苦労や手

間を労してここにあるのかをよく考え感謝し、自

分が果たしてこの食を得る資格があるのかを省み

て、食事に対する貧いや怒り、愚痴（三毒）を捨

てて好き嫌いなくいただくこと。そして、これは

枯れた体を癒す良薬であり、この食を摂ることに

よって即ち人間として正しい道を歩むことを誓い

ます。」という意味で私達が食事の前に「いただき

ます」とお唱えすることと同じに、曹洞宗にも食

事（じきじ）作法というものがあり、修行僧はそ

の作法に則って食事の前に合掌して、五観の偈の

偈文を唱えて食事をいただきます。

五観の偈

一つには・・この一椀の食物は、たとえ一粒のお

米、一茎の菜といえども、それが耕

作され、種蒔かれてと限りない人々

の手を経て、いま自分に与えられて

いることを思い、感謝していただき

ましょう。

二つには・・こうして無限のめぐみによる食物を

いただくについては、常に反省を忘

れず、その恵みに値するよう、自己

の向上を目指しましょう。

三つには・・美食に向かえば貧りの心をおこし、

粗末な食膳には怒りと不満をいい、

毎日同じ食事にあえば愚痴をこぼす

私達の心のゆくえを熟視し、これら

の三毒の迷いを改めましょう。

四つには・・薬は甘苦によって増減してはいけな
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一つには、功の多少を計り、彼の来處を量る。

（ひとつには、こうのたしょうをはかり、かのら

いしょをはかる）

二つには、己が徳行の全缺と忖って供に応ず。

（ふたつには、おのれがとくぎょうのぜんけつと

はかってくにおうず）

三つには、心を防ぎ過を離るることは貧等を宗

とす。

（みつには、しんをふせぎとがをはなるることは

とんとうをしゅうとす）

四つには、正に良薬を事とするは形枯を療ぜん

がためなり。

（よつには、まさにりょうやくをこととするはぎ

ょうこをりょうぜんがためなり）

五つには、成道の為の故に今この食を受く。

（いつつには、じょうどうのためのゆえにいまこ

のじきをうく）



い。日々の食物は、この生命を支え

る為にあり、美・不味・好き嫌いの

心を離れていただきましょう。

五つには・・食物をいただいてこの身心を支える

と共に、一切の生命に感謝し、この

日々を、自他の向上としあわせを目

指し、毎日を大切に生きていきまし

ょう。

以上の厳しい寮生活は、時代の経過とともに苦

痛や不満が蓄積され、１９２５（大正１４）年に体操

科本科の有志３０数名は授業拒否（ストライキ）を

打って出て、校長の「頑迷」な厳粛主義に反省を

求めた。

翌１９２６（大正１５）年には寄宿舎に寝ながら反

抗を続けるなどの行動に出た。

その後も何度か類似の事件を起こしたが、藤村

トヨは「私が我慢する生徒に苦しめられた時は必

ず仏を思ひ出し、又私に反抗して私の教訓を悪意

に解されるときは、仏すら迫害を受け給ふた、況

んや凡夫の心の通じない処あるいは寧ろ理の当然

であると考へさせられまして、却て其誤解を解い

て満足を与へ双方の心の和合を計るのが自分の本

心」と仏心を持ち、繰り返される反抗心を規律の

ある寮生活へ取り組むように導いた。

誠意を持って説得にあたる藤村トヨの人間教育

を感じとることが出来た。
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本研究では、本学目的の変遷と大学要覧等にみ

る「建学の精神」の記述の検討をしたうえで、本

学建学の精神を探るために、藤村トヨの教育実践

を各分野の教員が専門的な視点から検証してきた。

その結果は以下のようにまとめることができる。

本学目的の変遷と大学要覧等にみる「建学の精

神」の記述の検討

１９０２（明治３５）年５月１０日に創設された本学の

目的は女子体操教員養成であり、その後、体操と

音楽教員養成になった後、音楽は認められなくな

り、体錬科教員養成のみに戻った。戦後は指導者

養成と共に健全な良き社会人を育成することが目

的となった。戦後の指導者養成の内容は、保健体

育のみから、幼児教育を加え、それを児童教育に

改めて現在に至る。体操と音楽を合わせ学ぶこと

は実際の創設者高橋忠次郎の理念による。幼児教

育を加えたのはトヨの逝去後であるが、その理念

はトヨによりもたらされていると考えられる。

今回概観した近年２７年間の大学要覧等の冊子は

名称も内容も変化している。藤村トヨと「建学の

精神」がまとまって記述されていたのは当初の４

年間と近年の３年間のみであった。中間の２０年間

の記述は皆無か部分的なものであった。藤村トヨ

と「建学の精神」が等閑視されてきたと言わざる

を得ないであろう。しかし、文科大臣認証評価機

関評価の基準１で目的が評価されるようになった

ためか、ここ３年間は検討すべき記述があるもの

の、藤村トヨと「建学の精神」がまとまって記述

されていることは喜ばしい。

藤村トヨの教育実践にみる教育的価値

スウエーデン式体操にまつわる様々な論争があ

りながらも、藤村トヨは、自身の「理学と医学と

の素養」やドイツ等における学びなどから、体操

の教育的価値についての見方考え方を確固たるも

のに築き上げていった。それができた背景として、

藤村トヨ自身が共鳴し、自著でも強く推奨した嘉

納治五郎考案の「精力善用国民体育」を挙げるこ

とができる。なぜか。それは、藤村トヨが支持す

るドイツ式体操と「精力善用国民体育」とが同じ

考え方だったからである。つまり「強・健・用」

という理念であった。

藤村トヨの女性観と女性教育

藤村トヨは「女性嫌い」で女性を男性に劣るも

のと考え、男性的視点で男性の邪魔をしないよう

な女性の教育を目指した。外国視察の後には、日

本と外国の男性・女性のあり方に大きな違いがあ

ることには気がついたが、女性の持つ個性を伸ば

すという発想は持たなかった。その点では体育界

での女性教育の先駆者とは言いがたいが、これは

時代を考えれば仕方なく、超人というよりむしろ

情熱の人「藤村トヨ」としてとらえるべきであろ

う。

実技実践にみる藤村トヨの指導

トヨは、自ら実技指導をすることは少なく、解

剖学や生理学の医学的知識を理論的に解説し、学

生たちが運動（動き）の具体的なイメージが湧く

ような擬態語や擬声語を使って誘導していく指導

者である。トヨ自身の経験からも、運動すること

が健康につながるべきであり、からだの構造を意

識して指導をしたと推察される。トヨの体育の目

的は健康のため以外の何ものでもなく「私の学校

では体操のために体操はしない、身体のために体

操をする」と明言しこの思想を生涯つらぬいた、

藤村トヨであった。

藤村トヨの提唱した体操

藤村トヨが提唱してきた体操は、日本の体操の

創始者坪井玄道から学んだ律動連続体操に根源を

見る。

また、藤村トヨの体操はドイツ体操といわれて

いるが、女史曰く「独逸式に捕らわれたのではな

く、偶然にも相通じた点があった」とあり、
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“運動の基本は身体的”というドイツ体操の真髄に

共感したのである。さらに、律動運動とは呼吸を

止めず、内蔵に負担をかけず行う運動で、形式で

はなく、力を入れ、抜きも呼吸と同様に交互に行

いそれが律動的で自然であると述べている。つま

りこの律動運動が藤村式自然運動の基盤といえよ

う。

藤村トヨのダンス作品（唱歌遊戯）

－作品に託した体育的価値－

藤村トヨが自身のダンス作品（唱歌遊戯）に託

した体育的価値について以下のように考察をした。

トヨは実施の目的を、児童をして技能的運動感

覚によって喜ばしめ得ることとしている。これを

踏まえ作品群における運動の実際を明らかにして

みたところ、６４％が下肢の動き（ステップ）、３２％

が全身の動き（情緒的な仕種）であった。このこ

とから、トヨは律動的で多様なステップの習得と

その過程で喚起される愉快な感情や情緒の感得を

ダンス作品（唱歌遊戯）実施における体育的な価

値としていたという結論に至った。

水泳・スキー講習からみた藤村トヨの教育観

水泳・スキー講習からみた藤村トヨの教育観は

自然運動の研究をベースとし、運動やその効果に

ついて医学的側面や解剖・生理学などの見地から

解説をしている。そして、正課に取り入れるため

には自ら観察し、調査し、体験し、感じ、修得し、

実行する等は時代や年齢を感じさせない若さであ

り、信念の人である。また、講習地での生活は起

居動作個々にまで及ぶ細かい心遣いで大家族の母

となり、日中は生徒と共に活動し、寸暇にはドイ

ツ書を繙いて研究に余念ない姿などは真の教育者

であった。

音楽教育の学科課程の変遷とその実践

明治３５年体操と音楽を合体し私立東京女子体操

音楽学校と改名し、体育と音楽を兼修できるよう

になった。当時から現在までの音楽教育の変遷を

その授業時数と単位数の変化から、その時代時代

の音楽教育がどのような教育的評価を受けその後

のカリキュラムに反映されてきたかを知ることが

出来た。

時代を異にする卒業生の体験と資料を基に、そ

の音楽教育が伝統として現在も生き続けているこ

との意味を具体的な実践の姿により確認すること

が出来た。

藤村トヨの姿勢教育

藤村トヨの姿勢教育は、２０年間の全国視察の研

鑽に拠るもので、トヨは日本人の悪しき姿勢は、

当時の衣服やスウェーデン式体操の弊害に因るも

のであるとし「藤村式改良服」や「腰伸ばせ即腹

の力」という標語を以って指導・改善にあたり、

其の理想を武術・禅・仕舞等においていた。また

良い運動と良い姿勢は車の両輪の如くであり身体

にも良い効果を与えるという、体育としての姿勢

の重要性を説き、其れを「体格の基礎となる不動

の姿勢」「運動の基礎となる移動中の姿勢」という

名称と分類で示した。

「腰伸ばせ即腹の力」の医学的考察

四足歩行から二足歩行へと進化したヒトの宿命

である「腰痛」を予防するために体育が果たす役

割は、「正しい姿勢」とそれを維持するために必要

な「腹筋の筋力強化訓練」を教育することである。

「腰伸ばせ」とは、解剖学的には「腰椎の生理的前

彎を保ちなさい」という意味である。腰椎周囲の

筋力バランスを保つためには腹直筋の筋力強化訓

練、即ち「腹の力」が整形外科的には重要である。

藤村トヨ先生の「腰伸ばせ即腹の力」はそれを端

的に表現していると考えられる。

藤村トヨと食

トヨは青年期に身体が弱かったため食には気を

遣っていた。これはトヨ自身が弱体の原因である

と考えていた胃酸過多症軽減のため、食べる順序

を蛋白質からとしていたことや、成長期のカルシ

ウム摂取の必要性を言及していることから読み取

れる。また、「私の健康の道は、（中略）食生活の
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研究後は、第一が食生活で体育運動は其補助で第

二に考えられます」（「私の歩んで来た道」）と述べ

ており、食の重要性に対する考え方とその研究成

果も学校教育で生かされていたのではないかと考

えられる。

藤村トヨと禅―当時の学生生活に活かされた禅―

―女性美と禅教育―藤村トヨは当時の時代的背

景も踏まえた上で、女子が男子より劣ると卑しめ

られた理由は多弁と巧言令色とに起因すると考え、

沈黙の端坐（正坐）こそが多弁な女子に有効であ

り、さらには、女性美は参禅して姿勢正しく黙し

無我の境地に入っているところに見いだされると

も考えていた。

明治女子教育者のトヨにとって、宗教は有力な

教育手段であり授業はもとより日常生活において

も禅的教育を実践することが、目指す２４時間全

力投球による全人教育に通じるところであったと

いえる。

禅を通した教育実践―寮生活を中心に―

藤村トヨが学生達と寝起きを共に行なった寮生

活は、銅鑼の合図の起床で始まり、太鼓の合図の

就寝で一日を終わった。日曜日・月曜日に行なわ

れる２時間の参禅と法話、毎食前に行なわれる五

観の偈と食事訓を一斉に唱えて、曹洞宗の食事法

にそった箱膳で食事を「カチ」の合図で行なった。

就寝前には校訓と四弘誓願を一斉に唱え、月曜日

の坐禅の前には読経を行なうなど、禅を通した教

育がなされた。大変厳しい寮での「しつけ」は教

師として社会人としての教養に大変役立ったよう

である。

おわりに

弱体から運動により健康を回復したトヨは、全

国視察、海外留学（特にドイツ）、女子医専に学ん

だ医学等によって科学的に裏付けられた健康づく

りを研究し指導した。女性体育指導者養成のため

に、寝食を共にして曹洞宗禅的教育を取り入れ、

生涯をかけて信念を持って、全人教育を行った。

トヨは女性の欠点であると考えた「多弁」を制

し、「巧言令色少仁」、「不言実行」のもとに、思慮

深い誠実な女性作りをした。留学後のトヨが理想

とした女性はドイツの女性であった。トヨが目指

した女性は『女性美』、『健康の女性』等トヨ発行

雑誌名にも現れる。

健康の基本は姿勢にあるとし、姿勢改善のため

に藤村式改良服考案し「腰伸ばせ即腹の力」を唱

えた。当時、日本で行われていたスウェーデン体

操は万能ではないと主張し、自然運動が女性に適

していると指導した。

トヨの生きた時代と現在とでは、社会における

女性の地位もスポーツにおける女性の地位も異な

る。また、本学学生数は増え、学生の気質、希望

も多様化した。したがって、男女平等の時代、女

性スポーツの発展した現在、トヨの理念に基づい

てのみでの教育はできなくなった。しかし、時代

が変わっても、トヨの残した女性教育、健康教育、

全人教育の理念は変わらない。各専門分野の研究

者の検証によりトヨの教育実践から導き出された

理念を、今後も本学の「建学の精神」として受け

継いで行かなければならない。

現在、体育学は分化し、研究者はそれぞれの専

門分野の狭い視点で研究し体育学の全貌が捉えに

くくなり、再統合の必要性が生じている。本共同

研究はトヨが統合的に研究されたという点、トヨ

を理解した各分担研究者によりトヨを後世に伝え

ることができるという点で価値あるものであった

といえよう。（文責：掛水）
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