
第2回社会運動と社会教育
担当：奥村旅人



講座の趣旨

• 社会運動の歴史的展開を、社会教育の実践に即して概観する。

• 社会運動にも携わっていた知識人たちは同時代の学校教育シス
テムをどう捉え、何を問題とし、どのようなオルタナティブを
創ろうとしたのか。

• そうして創られた場所に通った労働者たちは、その場所にどの
ような意味を見出したのか。

• 普段あまり顧みられることのない、「学ぶ」ということの意味
と可能性を改めて考え直してみたい。



講座の流れ

• 第1回（今回）：当たり前に用いられている「教育」という事
象について、一度立ち止まって深く考えてみたい。

• 第2回：戦前期の関西における労働運動の流れの中で誕生した
「大阪労働学校」の実践を掘り下げてみる。

• 第3回：戦後期に京都に誕生した「京都人文学園」について検
討する。

• 第4回：ここまでの議論をまとめて、改めて学ぶとは、知とは
何かを考えてみる。



自己紹介（再掲）

• 奥村 旅人（おくむらたかひと）

• 専門：生涯学習論・社会教育学
特に、働く人々の学びに関心を向けてきた。
労働学校の歴史や現在の労働者教育政策が研究対象。

• 出生：兵庫県尼崎市
育ち（小～高）：大阪府柏原市
それ以降：兵庫県神戸市、京都府京都市、兵庫県西宮市を転々。



大阪労働学校とは

• 関西における労働運動の流れの中で、1922（大正11）年に、賀
川豊彦の出資・講師集めによって作られた「プロレタリアの学
校」。

• 労働学校と通称される、工場労働者を主な教育対象とした教育
機関は1920年代に60校ほど設立されるが、その中でも極めて活
発に、かつ長期にわたって（～1937（昭和12）年）存続した稀
有な存在である。

• 今回は、二つの論点に沿ってこの「学校」の様相を見てみたい。



論点① 教育目的の変容

• 社会運動の中から誕生した同校だったが、やはり教育機関とし
ての側面も有していた。
そこには大学教員や研究所員・弁護士などの「知識人」が集い、
教育という営みを通して、若い労働者を彼らがより望ましいと
考える方向へと変容させようとしていた。

• その目的はどのように移り変わっていったのだろうか。
この講義の題目である、社会運動と社会教育がいかなる関係に
あったのかをその原点において問うてみたい。



論点① 教育目的の変容

• 大阪労働学校における3つの運営体制。

• （a）創立期〔第1期（1922.6-8）-第2期（1922.10-12）〕
大労校を創立した指導者を中心に学校が運営された時期。創立の中
心人物である賀川豊彦らが不定期に会合を開いて意思決定。
→中心人物は賀川豊彦。

• （b）学生運営期〔第3期（1923.4-8）-第9期（1925.9-？）〕
賀川ら創始者が学校から離れたために、学生が運営を自律的に担っ
た時期。「学生委員会」「学校委員会」を組織して学校を運営。
→すべての委員会で委員長を務めた井上良二が中心人物。

• （c）経営委員会運営期〔第10期（1925.9-11）-第45期（1937.10-
11）〕
大原社会問題研究所の研究員たちを中心に「経営委員会」が組織さ
れ、学校が運営された時期。
→中心人物は、これ以降すべての時期で講義を行った森戸辰男。



賀川豊彦

• 今日の義務教育が延長せられ、中等教育の程度にまで高められねば
ならぬ。補習教育が完成せられ、自治と自由と生活に必要なる技術
に就て完全に教へられねばならぬ。

私は労働学校を、ただ戦争の為めの士官学校だけだと考へたくはな
い。私は、士官を作る前に先づ人間を作ることが真の教育のデモク
ラシーだと思ふて居る。すなわち人間そのものの外何の外部的の条
件によつて人間を区別しないことが、デモクラシーの本質だと私は
考える。

• 創立期の大労校は、概して教育機会に恵まれない労働者に対す
る、高等教育あるいは中等教育の代替、補完という役割を期待
されていた。

• この目的のもとに重視されたのが教育内容としての「教養」。



井上良二

• 「非組織労働者」と「組織労働者」に対してそれぞれ述べられ
ている。非組織労働者に対する教育目的は、「組織的宣伝教
育」である。井上は資本家の「勢力の集中」に危機感を示し、
大労校の教育を通して、「大衆」（非組織労働者）の「階級意
識」を鮮明にし、労働組合勢力を増大させる意図をもっていた。

• 現在の支配階級が如何に横暴であり、残虐であるかを、見た時
に、この貧と苦と餓との窮乏の中で何物かを、考へざるを得な
いのだ。ここに自づから階級意識が生れて来る。

• 非組織労働者に資本家階級の「横暴」さを見せ、労働組合に呼
び込むという目的。



森戸辰男

• 森戸における「労働者教育」…森戸の労働運動の三分類：経済（労
働組合運動）、政治（無産政党運動）、文化（「プロレタリア文化
運動」）。労働者教育は経済・政治と文化との「接続領域」、教育
活動に独自の役割を期待。
⇔井上：経済（労働組合運動）＞労働者教育。

• 労働学校への期待：「抽象的な観念操作の結果としてでも、無反省
な自然発生的実際闘争の結果としてでもな」い、「社会科学的」な
知識や思考様式の涵養であり、その知識や思考に基づいた、労働者
の「意識の改革」であった。

• 森戸は「社会科学的学問」を最重要視。

• 労農大衆の社会科学的啓蒙の成否は、その（「健全な」労働運動
の：引用者）隆替の岐れるところだ。



補 住谷悦治

• 31歳のときにはじめて大労校で講義を行い、それから断続的に
大労校との関わりを続け、かつ戦後京都人文学園や関西地域の
労働学校「再興」に寄与する住谷悦治の言説。

• わたしは初めて労働者に講ずるということは大学の教室よりも
楽しかったように思われ、帰りの京都までの夜の電車で何かし
ら生き甲斐のようなものを感じた。

文化運動が盛んになったことをあげ、これは政治批判をやれな
くなった進歩派の人々が文化運動に逃げ込んだためだろう、と
分析した。



論点① 教育目的の変容

• 社会運動の担い手養成をのみ重視する時期（学生運営期）と、
そこに「学問」が介在する時期（その他二つの時期）。
…労働者がよりよく生きることを目指すという目的のもとに、
また、社会運動を志す知識人によって作られた機関という性質
故に、社会運動と「学問」が何とも言えない緊張感をもって共
存している。

• 言い換えれば…労働学校に身を置いた知識人たちは、労働者の
生活や生涯の充実を、社会運動と「学問」のどちらにも、完全
には委託しなかった。
森戸辰男や住谷悦治は、経済運動・政治運動と文化のどちらが
労働者の「向上」につながるのか、という悩みをそれぞれに吐
露している。



論点① 教育目的の変容

• 歴史的分析が明らかにできるのは、大阪労働学校の目的が変
遷・混在していたこと、そして、そこにいた知識人たちが、社
会運動と「学問」がそれぞれどのように労働者に資するのかに
ついて悩み、揺れ動いていたこと、という像のみである。

• この講座を通して、私が皆さんとともに考えてみたいことは、
労働者のより良い生活や生涯を展望するために、いかなる教育
を行うべきなのか（あるいは行わないべきか）という、価値判
断を含んだ問いである。
→最終回では、この問いについてこの講座に集った人たちで考
えてみたい。



論点② 労働者にとっての大阪労働学校

• この問いに答えはないが、もう一つ、労働者にとって労働学校
はどのようなものだったのかを検討することで、この問いにつ
いて考える材料をさらに提示したい。

• 二人の「卒業生」…村上桃二と山崎宗太郎。



村上桃二

1909（明治42） 京都府に生まれる

1913（大正2） 大阪市に転居

1924（大正13）年
高等小学校卒業後は進学を希望するが、「父親が倒れた」ために、山口銀行に事務
見習いとして就職

1926（大正15）年 父が逝去、翌年には長男である兄が逝去

1931（昭和6）年 大阪労働学校に第27期生として入学

1933（昭和8）年 満州に転居、国際運輸株式会社営口支店に入社

1939（昭和14）年 合作社に転職

1942（昭和17）年 東京帝国大学農学部に「内地留学」

1947（昭和22）年 引き揚げ、農林省統計局に就職し、定年まで勤務

山崎宗太郎

1913（大正2）年 京都府与謝郡市場村（現与謝野町）に生まれる

1927（昭和2）年。 北丹後地震被災に際して大阪へ移り、大叔父の経営する「山崎産業」に勤務

1932（昭和7）年 父が逝去、キリスト教の洗礼を受ける

1934（昭和9）年 第35期生として大労校に入学、卒業後は社会大衆党に入党

戦後
神戸協同組合（1946-47）、社会党事務局（1947-61）、大阪クリスチャンセン
ター（1961-不明）に勤務



「入学」の動機
• 村上の場合

• 宗教が「社会に対する疑問」に応えてくれないことへの「失望」と
「科学」への期待。
わたしはようやくそのころ学問をすることに興味を感じ、懸命にも
なってそれを求めていた。それは一つには、生活の苦しみと悩みの
なかから脱出して、夢中になれる唯一のひとときであったからでも
ある。当時の私は、堂島にある私の勤務する銀行が終わると、中之
島にある府立図書館へ通い、〔…〕勉強するというふうであった。
それでもいつかはまともなカリキュラムで系統だった知識を得たい、
何とか正しい方法で勉強がしたい、と思っていた。
…しかし、村上は貧困のなかにある。

• ふと電柱に貼られた大阪労働学校生徒募集という広告をみた。そし
て私は、それに書かれた講師のよさ、講義内容の斬新さ、これはあ
りきたりの大学では聞けない、そのうえ月謝も安いと直感した。



「入学」の動機
• 山崎の場合

• 親父が死んだ後に、大きな借金が残っていたことがわかりましてね。
それがまだ年少の私にごそーっとかかってきたわけですね。〔…〕
叔父がとにかく俺の店で働けと。〔…〕学校へとうとう行けなく
なってしまったわけですね。しかし私はまあ、向学心に燃えている
ものだから、何とかして学校へ行きたいなと思っておりましたが。
〔…〕イギリスの労働党のマクドナルドというのが、〔…〕小学校
を出ただけで、イギリスの労働党を率いて、ついに内閣を組織した
人〔…〕学校行かんでもやる人はあるんだということ。で、ようし、
それならば、自分は、正規の勉強の過程を経ないで、ひとつ世の中
に出て行ってやろうなんてことを、そのように思い出した。〔…〕
労働学校なんてものにも私が、頭を突っ込んだりするその原因に
なったと思います。



労働者の労働学校体験（講義について）

• 山崎
労働学校における（森戸：引用者）先生の講義は、「社会思
潮」「唯物史観」が主たるものであった 。後者は素養の浅い私
には難解だった



労働者の労働学校体験（「クラス会」について）

• 山崎
同窓会（「クラス会」のこと：引用者）開いたときに、共産党員の
生徒がおりましてね、それが、賀川豊彦の講義は、あんなものは聞
く必要がないと、って言うて、賀川を排撃したことがありました。
〔…〕それに対して私は、〔…〕我々は広く学ぶことが必要だと、
〔…〕そういうものを排撃する必要はない。もっと謙虚に、なんで
も学ぶ態度が大事だなんて〔…〕
インタビュアー：そのコンパ（「クラス会」のこと：引用者）など
はいつやられたわけですか。
山崎：それはあの、授業のない日があるから。〔…〕授業のない日
の晩に。月水金だったと思いますね。
インタビュアー：それじゃあ、晩に生徒が申し合わせて、学校へ集
まるんですか。山崎：何日に集まろう、ええ、学校へ借りて。それ
でお茶かなんか出して。なんかニュース出そうなんて相談をしたり
してね。講演会しようとかね。〔…〕ええ楽しかった。



労働者の労働学校体験（「交流」について）
• 村上
森戸先生と私との関係は、大阪労働学校の講師と学生という関
係だけではなく、卒業後もこのうえないお世話になっている。

私はこの森戸先生とお会いできたという、このただ一つの出来
事が、私の人生で失った数々のことよりも、どれほど私の人生
にとって貴重であり、かつどれほど幸運をもたらしたかはかり
しれない、と今でも深く感謝している。

• 山崎
労働学校在学の間、「社会政策」の勉強をするための指導を仰
いだり、弁護士となることや、社会大衆党の政治運動に入るこ
となど、志望の幾変転する私の青春苦悩の日々に、たえず愛情
をそそいであっせんの労など取ってくださったのは森戸先生で
あった。



生活・生涯への影響

• 村上：①森戸との交流を通した「学問」的関心の高揚と調査研
究の実施。
満州に渡った後、「中国の農業問題」についての研究を始め、
1935（昭和10）年に、満州日々新聞社が公募した懸賞論文「日
満関係の現在及将来」への応募論文・入選論文として形となっ
た。

• ②森戸との関係が直接的に及ぼした影響。
1939（昭和14）年に満州国興農合作社に職場を転じた後村上は、
森戸の推薦によって東京帝国大学農学部に「内地留学」をする。
→農林省統計局が終生の職場に。



生活・生涯への影響

• 山崎：①「学問」による充足。
「世間の常識」とは違う考え方をするに至っている知識人たち
と接することにより、「これが本当だな」と思えるものへの
「気づき」を得た、という述懐。社会通念から距離を置いて、
深く考えることの意義と「学問」による充足感。

• ②山崎の職業選択への影響。
山崎は大叔父の跡を継いで商店を営むことも選択できた。だが、
森戸との交流のなかで学んた「社会思潮」「唯物史観」を通し
て、社会を見た時に感じる矛盾に悩んだ山崎は、大叔父の店で
働く労働者の現状に目を向けるようになる。
→社会大衆党への入党



問いに戻る
• 学習者の主観的な意味づけからすれば、大労校は運動の主体を
形成するのみにとどまらず、「学問」を提供する機会としての
役割を持ち、またその学習過程を通して、「学問」の知見に基
づいて社会や労働について考察する主体を形成する機会となっ
ていたということができるだろう。

• 順当に中等教育への階梯を踏むことができなかった人物が、
「学問」に魅力を感じ、そこで学んだことが後の人生の選択を
規定していった…「学ぶ主体」の形成もこの学校は寄与した。

• もう一度繰り返したい。こうした労働者の声をも視野に入れた
とき、労働者のより良い生活や生涯を展望するために、いかな
る教育を行うべきなのだろうか（あるいは行わないべきなのだ
ろうか）。



追補

• 前回提示したGaston Pineauの二つの教育の極
…自己教育（autoformation）と他律教育（heteroformation）
→実は、第3の教育の極が提示されていた。
…「物としての形成」（ecoformation、末本誠訳）

• ＜知＞の使用と所有という論点。

• 教育者と学習者による空間への意味づけの差異と空間・場所の
意味の領有という論点。


