紀元二千六百年 と宮崎の綴方教育
一皇紀 二 千六 百年記念児童文集 『日向』 をめ ぐって 一
菅
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940) 年十二月二十五 日､神武天皇即位二千六百年 を記念 して､皇紀二千六
昭和十五 (1

百年記念文集 『日向』が宮崎県教育会か ら発行 された｡高等科一年 の文集 である｡
同年の 『宮崎県教育』 (
宮崎 県教育会機 関誌)七月号には､ ｢
紀元二千六百年記念文集 ｣
各市郡編纂委員 の早期決定 を促す記事が掲載 されている｡そ こには既 に決定 した編纂委員
の名前が記 され てい るが､木村寿や今村梅夫､平 田宗俊､椎葉重人な ど､当時尋常科で綴
方 を指導 していた教師たちが顔 を揃 えている｡ したがって､尋常科の記念文集 も発行 され
たはずで あるが､未 だ発 見できていない｡
ここでは文集 『日向』 を通 して､宮崎県における紀元二千六百年 と綴方教育 との関係 ､
及び綴方 の特徴 につ いて見てい くことにす る｡
文集 『日向』は､巻頭 に宮崎県教育会長 ･男爵菊池武史の言葉 ｢日向の少年少女諸君‑｣
を戴せ ､特選五十 四篇 ､佳作五篇 ､一般作品三十篇 を収録 してい る｡特選 と佳作の間には
｢
特別読物｣ として､所謂宮崎県の聖跡が紹介 されている｡
特選 は､西諸県郡､東諸県郡､児湯郡､東 臼杵郡､西臼杵郡､宮崎市､都城市､延岡市､
宮崎郡､南那珂郡､北諸 県郡か ら各五篇 が選ばれている｡ただ し南那珂郡 は四篇 である｡
特選五十 四篇 の内､約八割 は何 らかの形で時局に関係 した内容の綴方である｡その多 く
は､型 にはまった画一的な ものである｡

二千六百年
向山南校
女子
ママ
■
輝 か しい紀元二千六百年 を迎へてか ら､ も早八ヶ月にな りま した｡紀元二千六百年の紀
元節 の 目には､私たちは学校 で､ 目出た く拝賀式がすんで後､運動場で先生 と共に建国体
操 を した り､運動 を しま した｡ それ がたった今のや うであったが､ も う八 ケ月 もたちま し
た｡意義深 い皇紀二千六百年 の元 日をあ とに して､今年 こそは と一生 けんめい学んできま
した｡思‑ ば神武天皇が大和 の橿原 の宮で天皇の御位 につかれて､ 日本国の どだいをたて
られてか ら二千六百年 といふ年 を とって来ま した｡我が国の始 りは､天照大神が皇孫壌々
杵尊 をこの国‑お降 しにな られ ま した時であ ります｡その後彦火 々出見尊､齢鷲草葺不合
尊の御三代 の間､ 日向の私共の住
んでゐる高千穂 の地にお住ひになって､我が国をお治め
i
n
l
i
5
にな られ ま した｡ほん と うに我 が高千穂 は我が国のは じま りである立派な土地であ ります｡
神 を敬ふ我 が国は､寓世一系の天皇 をいただき､天皇 さまは臣民を我 が子の様 にいつ くし
み給ひ､民は忠孝 を忘れ ないで国運 はます ‑ 盛んになって来ま した｡ この様 に立派な国
体は世界 中には 日本 よ りは外 にあ りませ ん｡ こんなよい国に､その上皇祖発祥の霊地に生
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れ合せた 私共は有 り難 い 事であ ります｡
今 日支那事変が始 まってゐますが､支那の子供 は学校 に も行 けず､やぶれ た着物 を着て､
兵隊 さん達の残 りの御飯 をも らって食べて居 る と言ふ話 さ‑聞 くの に､ 私達 はやす らか
に､何の心配 もな く学校 に来て､勉強が出来､一 日一 日を楽 しく送 ることが出来 るのは､
天皇陛下の御 かげ と､兵隊 さんのおかげ と有 り難 く思って居 ます｡
この立派な国に生れ合 わせ た 私達は､幸福 である と思ひ､ しっ か り勉 強 して､二千六
百年の強い子供 にな らうと誓ひ ます｡
日本は他 にない立派 な国であ り､そ うい う日本 に､ しか も皇祖発祥 の地 日向 (
宮崎県)
に生まれ合わせ た ことは有 り難 い ことである､ 自分た ちが毎 日を何 の心配 もな く過 ごせ る
のは天皇陛下 と出征兵士のおかげである､体 を鍛 え､ しっか り勉強 して立派な子供 にな ら
なけれ ばな らない とい うのが時局 を描 いた綴方のパ ター ン (
型) である｡
テ
]
1
山中恒著 『子 どもたちの太平洋戦争』の中の綴方 ｢
紀元二千六百年 ｣では､学校 で ｢日
本は一度 も外国に負 けた こ とのない立派な国である｡ それ は天皇陛下のおかげである｣ と
教 え られ､家では ｢日本 の よ うな立派 な国に生 まれた ことは実 に幸せ な こ とだ､それ に報
いるためには体 をきた え､一生懸命勉強 して立派 な 日本人 にな ることだ ｣ と諭 され る様子
が描かれ ている｡表現 こそ違 え､東京 の尋常科低学年 も宮崎の高等科一年 も言 っているこ
とは同 じである｡大人 に教 え られた ことをそのまま表現 してい るのである｡
ただ､違 うのは､文集 『日向』 の綴方が ｢こんなよい国に､その上皇祖発祥 の霊地 に生
れ合せ た私共は｣ と､ 日本 国の中で も特 に ｢日向｣ (
宮崎県) に生 まれ た こ とを有 り難 く
思 うとしている ところである｡ 宮崎県の場合､紀元二千六百年 は神代三代及び神武東征 と
色濃 く結びついていた｡ 古代 日向は神武天皇生誕 の地であ り､東征 軍は美 々津港 (
現 ･日
向市)か ら出港 した とされ てい るか らである｡
むろん昭和十五年 の ｢
紀元二千六百年 ｣ は神武天皇即位 か ら二千六百年 の意味であ り､
それ 自体が神武東征 を踏 まえた ものであった｡神武天皇即位 に先立って出 され た とい う詔
の言葉 ｢
八紘 を掩 ひ て字 と為む こ と亦可か らずや｣､ これ を八紘 一宇 の精神 と し､ 日中戦
争 を聖戦 とす る拠 り所 としていたのである｡
｢
文学
八紘一宇 の精神 とは､国文学者 の久松潜 一 に よれ ば ｢
天 の下 を以 て家 とす る｣ (
汁
;
2
と日本精神｣) の精神 で ある｡ ｢
天 の下｣ とは 日本 国だ けでな く ｢日本 の皇威 の及ぶ所 ､
天 の下 を以 て家 とす る｣ た めには､ ｢まつ ろわ
日本精神 の光被す る所すべ て ｣ で ある｡ ｢
ぬ ものに対 しては武 を以て討つ事 もやむ を得ない｣ と言 う｡神武天皇の東征 が国家創建の
東
ために従わぬ者 を討 つ とい う聖戦 だった よ うに､ ｢
わが忠勇 な る皇軍 が支那 に於 て｣｢
洋永遠 の平和 のために武 を用 ゐて居 る｣ の も聖戦なのだ と言 う｡ ｢
紀元二千六百年 ｣ は､
しか し宮崎 県の場合 ､ 日本人であ る前 に､ ｢日向人｣で ある とい う意識 が極 めて強かっ
た｡ 日向 こそは 日本 国の基 となった ｢
皇祖御発祥 の聖地｣だ とい う意識 である｡言 ってみ
れば､挙国一致 の前 に挙県一致があった｡
宮崎県教育会長 の菊池武史 は､巻頭 の ｢日向の少年少女諸君 ‑ ｣ の 中で､紀元二千六百
年は特 に皇祖御発祥聖地で ある宮崎県に とっては感慨深い ものがある とし､
｢日向の青少年 はその昔､神武天皇 に御供 して御東征 に従ひ今 日の 日本 をあ らしめたので
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あ ります｡私は今 日の時局 に臨み､特 に 日向の少年少女諸君 に､ 日本 の今 日を創建 したる
祖先の血 と気迫 を継 承 して戴 きたい と希望す るものであ ります｡｣
と述べている｡ 皇祖発祥聖地である宮崎県に生まれ た子 どもは神武天皇 を翼賛 した人々の
末商である､その気概 を持 て とい うのである｡
子 どもの綴方 にも､それ は色濃 く反映 してい る｡

皇紀二千六百年 を迎‑て
岩井川校

女子

今年 は神武天皇が橿原 の宮で御即位 の礼お あげになってか ら､ ちゃ うど二千六百年 目に
あたってゐます｡
思‑ぽ この長 い ‑
二千六百年 の間､ 日本の国は輝 く歴史 をつ ぎ ‑
まで発展 してきたのであ ります｡

につ くって､今 日

私たちの村 を流れ てゐ る五 ヶ瀬川 も､皇兄五瀬命 の名 を とられ た といふ こ とであ りま
す｡ ‑ 雲 に響 ゆる高千穂 の峰 は､何ん と美 しい尊 い峰でせ う｡
皇紀二千六百年 ､悠 久 の国史､何 といふ神 々 しさでせ う｡尊 さでせ う｡ 私 はた ゞ感激
で‑ ばいであ ります｡
今や､我が 日出づ る国は､は るかに神武天皇の八紘一宇 の御精神 を成 し遂 げや うと､新
東亜建設 の大使命 に､精一 ばいの力 をつ くして居 る時です｡ (
略)
日本の民草､殊 に朝 日の直 さす国､ 日向に生れた感激 と喜び を しみ べ

感 じます｡

今 日本 は 目満支三国が心 を一つ に して､何処 まで も限 りな く平和 に栄 えて行 く､基礎 を
つ くりあげねばな らない時です｡
此の三国は東亜新秩序 の建設 につ き進 んで居 る大切 な時であ ります0
此の 目的 を達す る為､陸 に海 に空 に我が皇軍の勇士は滅私奉公 の誠 を捧 げて居 ります｡
村か らもた くさんの勇士が行ってゐ られます｡役場 の助役 さん も､本 田さん も其の他何人
もの人が満州義勇軍 となって東亜建設 のため行ってゐ られ ます｡
それで銃後にゐる私達 は､祖 国 日向に生れ た喜び と感激 で､毎 日の勉強 に一生懸命励み､
体を丈夫 に して皇国の為 に少 しで も役立っ人 とな らねばな りませ ん｡ (
略)
何 ん と美 しい｣ ｢
何
日本の祖 国 ｢日向｣ に生れ た喜び と感激 に うち震 えてい るのだが､ ｢
といふ神 々 しさ｣と表現 も型 にはまっている｡教 え込 まれ た感激 である｡その感激 を胸 に､
一生懸命勉強 し､体 も強 くして皇国のために役立 と うとい うのである0
同様 の綴方 は外 に も多い｡都城校女子 の綴方 ｢
紀元二千六百年 に際 して｣で も､ ｢この
日向は､ 日本 の祖 国だ と思ふ と､嬉 しくて ‑

感激 にた‑ない次第 です｡私達 は､女なが

らも銃後の努 を しっか り果 し如何程 の長期戦 に も‑ こたれ ない気象 を持 たなけれ ばな りま
高千穂 の峰 の聾 ゆるをは るか に遠 くの方か
せ ん｡｣ と､同 じこ とを言 ってい る｡ また､ ｢
ら見渡す時､思 はず 『あ ゝ』 といふ歓喜の声が起 ります｡ この国 この地 に住 んで居 る事が
何 よ りの幸福 です｡｣ とも書 かれ てい る｡ 高千穂峰 の美 しさに歓喜 の声 をあげた とい うよ
りも､皇祖発祥 の聖地である と教 え られているが故 に感激 してい るのである｡
｢
皇祖発祥聖地｣ が強調 され た裏 には､宮崎県の後進性 が あった｡ ｢
紀元二千六百年 ｣
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を機 に県民の意識 を高め､後進県か らの離脱 を図ろ うとしたのである｡ 主導 したのは時の
県知事相川勝六である｡
昭和十二年七月に宮崎県知事 として着任 した相 川 は､宮崎 神 宮 の整備 を国の奉祝事業 と
して認 めて くれ るよ う働 きかけてい るのだが どうして も認 め られ ない とい う話 を聞か され
る｡政府 は この頃 ｢
紀元二千六百年奉祝会 ｣ を発足 させ ､記念事業 と して橿原神宮並びに
畝傍東北御陵一帯の境域拡張整備 を決定 していた｡ 一千万 円の予算で ある. この ことを聞
いた相川 は､各方面‑の猛烈な運動 を展開 した｡神武天皇即位 の地である橿原神宮の境域
拡張等だけが奉祝事業 として取上げ られ､神武天皇が長い間建 国創 業 の準備 をな した 日向
の宮崎神宮に対 して何等 の措置がないのは国家の大義名分上か らも極 めて公正 を欠 くと説
いてまわった｡建国創業 の大事業は偶然に成 るものではな く､長 い間の計画 ･準備 があっ
てこそ成就す るものであ る｡ その準備 がな された 日向の地 ･宮崎神宮 も､共 に奉祝事業に
加 え られ て しか るべ きだ とい うのがその理 由であった (
相川勝 六 ｢
八紘基柱 一
f
7
̲
3
の由来｣に よる)0

平和の塔

その結果､宮崎神 宮 に も記念事業費約三十六万円が認 め られ た｡相川 は ｢
金額 の多寡で
はな く宮崎が奈 良 と国家的 に､同格 に取扱 われた ことが県民 を感激 にわかせ たのである｡｣
と言 っている｡奈 良 と ｢
同格 に取扱 われた ｣ ところに､後進県宮崎 の感激 があったのであ
る｡

ともあれ､橿原神宮 と共 に奉祝事業 に加 え られ ることに よって､ 日向は名実 ともに聖地
となった｡ それ は聖地 日向 として全国の 目を引きつ け得 る可能性 を意 味 していた｡

*｢紀元二千六百年 に輝 く聖地 日向｣

男師付属校

男子

此の神武天皇の御東遷 に一番 関係 しているのは 日向です｡ それ がため我 々の郷土 日向
には､名勝 旧蹟神社 が数 かぎ りな くあ ります｡
｢日向なる小戸の渡 の浦 こそは青人草 の初 めな りけ り｣
と古歌にある通 り､祖 国 日向 こそは皇祖発祥 の霊蹟 として知 られ てゐます｡ (
略)
か うした皇祖発祥 の聖地 日向に住む我 々は､幸せ な生れ合 はせ に感謝 しなけれ ばな ら
ない｡ この年 を記念す る為に今宮崎市では八紘 台を建設 し､大博覧会 をもよは してゐま
す｡
実に祖 国 日向のや うに名勝 旧蹟 の多い県はあ ります まい｡ だか ら我 々は､此の名勝 旧
蹟 を保護す る事 に力 をそそがねばな らぬ｡我等は旧蹟 を保護 し､研 究す ることに よって､
道徳心 を養ひ､知識 を深 くし､此の聖地の発揚 につ とめるや うに したい ものであ ります｡
この綴方 には宮崎神 宮 を初 め として数多 くの名勝 旧蹟神社 が具体的 に挙 げ られ てい る｡
それ らを保護 し研 究す るこ とに よって聖地発揚 に努 めたい としてい るのは､県が奉祝事業
の一環 として上代 日向研 究所 の設立 を計画 していたか らである｡ 上代 日向の研 究 によって
聖地発揚 を図 りたい とい う県の意向が､生徒 の意見 としてそのまま述べ られ てい る｡
宮崎市 に建設 中 とある ｢
八紘 台｣ も奉祝事業の一つ であった.
相川勝六は宮崎神 宮の境域整備 が認 め られた後､県 として も何 か具体的 な事業 をや らな
けれ ば国家 に対 して も ｢日向の光栄 ある先祖 の霊 に対 して も｣相 済 まない とい う理 由で､
｢
県内全神社の祭典執行 ､上代 日向研 究所 の設立､県内神武天皇御聖蹟 の顕彰 ､遠祖慰霊
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祭の執行 ｣等 を決定 した｡
最 も大 きな事業 は ｢
八紘 台｣､所謂 ｢
八紘 之基柱 ｣ の建設 であった｡ 世界各地 か ら ｢
八
紘一宇の大精神 に共鳴す る内外 の人 々の熱意 の表現た る石 を集 め る､それ で 日本一の塔 を
建てる｣ とい うものである

(
｢
八紘基桂 一

平和 の塔 の由来｣ に よる｡ 以下同)0

毎 日新聞のキャンペー ンもあって､縦約 四十五セ ンチ､横約 六十セ ンチ､ 巾約十五セ ン
チの切石が ｢
県内各市町村 は も とよ り国内各地､朝鮮 の各道､台湾 の各州 ､樺太 ･満州の
各省 ､ 日支事変 ので支那大陸 に出征 中の各部 隊の 占領 地 ｣｢
南方諸地域や 中南米 な ど世界
各地のわが同胞 の居住地や ､ 日本 と親善関係 にあった独逸やイ タ リー あた りか らも続 々 と
集ま｣ って来た｡全部 で千七百八十九個 である｡その結果､宮崎市北部 の高台に八紘 之基
住は建て られ た｡神武天 皇の皇居跡 と言われ る皇宮屋 の後方 に位 置す る｡
相川勝 六に よる と､基柱 の高 さ百二十尺 (
約 三十六 メー トル)､敷地面積 三千坪 (
約九
千九百平方 メー トル)である｡石 の一つ一つに寄贈団体の名前が刻み込 まれ ､切石は基柱
の礎石や石垣 に､自然石 は庭石 として使 われた｡塔 には秩父宮 の ｢
御染筆 ｣で ｢
八紘一宇 ｣
の文字が刻 まれ た｡ 昭和十五年十一月の完成 である｡資金 はすべ て寄付 に よる｡
相川勝 六は､紀元二千六百年が宮崎県に とって
1
1
て
｣どの よ うな意義 が あるのか､『紀元二千
六百年奉祝記念 と東亜新秩序建設』 と題す る講演の中で､次の よ うに述べ てい る｡
｢
紀元二千六百年 は､祖 国 日向の精神的に物質的に極 めて意義深 き更生振興 の機会が与‑
られて居 るのであ ります｡｣
｢
今回の事業は吾 々 日向人の精神 の集結であ り､吾 々 日向人の手 に依ってな し得 て初 めて
意義 あるもの とな るのであ ります｡ 日向人 としては之 よ り外 になすべ き事業はな く､又 日
向人の特性 を発揮す るに之れ ほ どふ さは しき事業 はない と思ふ ので あ ります｡ (
略) いつ
迄 も 日向は僻遠 の地 に武 陵桃源 の夢 を食って現状維持 に眠っ て居 る秋 ではない｡ (
略)此
際紀元二千六百年記念 に当って､ 日向維新 のために一大勇猛心 を振ひ起 し､先づ この記念
事業の建設 か ら祖 国振興 の一路‑躍進す るや うに したいのであ ります ｡｣
(
講演速記 『紀元二千六百年奉祝 と県民の覚悟』 による)
相川 によれ ば ｢
僻遠 の地 に武 陵桃源 の夢 を食って現状維持 に眠って｣いた宮崎県民に と
って､紀元二千六百年 は ｢
更生振興の機会｣だった｡ これ を機 に､かつて神武天皇東征 に
随従 し天業 を翼賛 した祖先 を辱 か しめない よ うに､ ｢
強 き覚悟 を以 て､八紘 一宇 の大理想
実現 に向っての国民運動 に率先身 を挺 して其の第一線 に立つや うに したい｣ とい うのであ
る｡ 八紘之基柱 はその象徴 であった｡

*｢二千六百年 を迎 えて｣

綾校

男子

或 日曜 日僕 は八紘台 にお参 りした｡(
略)畏れ多 くも秩父宮の御染筆 にな る といふ 『八
紘一宇』 の文字 を拝 して､ しみ べ

と日本 に生れ た幸福 を感 じた｡ 又比の八紘 の基柱 よ

り目を東南 に転ずれ ば､宮崎神宮の神域 を拝む ことが出来 る｡神武天皇の御遺跡 の数 々
を偲び奉った｡ 二千六百年前天皇は此の 日向の国に在 らせ られ たのだ と思ふ時､僕達の
心は勇躍 した｡聖戦第 四年 を迎 えて､僕 は皇軍勇士の武運長久 を御祈 りして八紘 の基柱
を後に した｡祖 国 日向に生れ て､ この意義 ある二千六百年 を迎 え､次代 日本 を背負って
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立てるだけの立派 な 日本人 として､一生懸命勉強 しなけれ ばな らない｡
｢
僕｣は八紘台にお参 りし､武運長久 を御祈 りしている｡八紘 之基柱 は､聖地 日向の､
そ して 日向維新 の象徴 として崇拝の念 を抱かせ る存在 になっていたのである｡
古代 日向の再生 とい う日向維 新 の精神 は､ ｢ご先祖 に恥ず か しくない よ うに｣｢日向の
誇 りを持つ立派な 日本人 になるよ うに｣ とい う形で､次代 を担 う子 どもたちの胸 に刻み込
まれ ていった｡

*｢銃後のつ とめ｣
遠 い‑

南郷校

女子

昔 を考‑て見ます と､神武天皇が大和 を御平定 しよ うとな され給 うた時､ 日

向民族即 ち私達の祖先 の人達 は新 しい喜び と深い感激がわいてまゐ ります｡
今年 は又聖戦 四年 目の意義深 い年 であ ります｡新東亜建設 を 目標 に してゐ る 日本 は､
多大の犠牲 を払って東洋永遠 の平和確 立に進 んで居 ります｡ 沢 山の兵隊 さんが､支那大
陸に渡って勇 ま しい手柄 を立ててお られ ます｡特 に 日向か ら出 られ た佐 野､木島両部隊
は､花 々 しい功績 をあげてお られ ます｡ これ は神代の尊い事業 をな され た､祖先の勇士
の血 を受 けてゐ られ るか らであ りませ う｡ (
略)
私達 は現時 日本 の第二の国民 として雄 々 しい覚悟 を抱 き､新東亜建設 を完成 しよ う
と此の栄 えある二千六百年 の辰 の年 に固 く‑

誓って､神代 か らの輝 しい又比類 なき 日

本の国に此の上に も花 を咲かせ ､ 日向の誇 を高 くしなけれ ばな りませ ん｡
この綴方の中で､活躍す る 日本 の兵隊の中で も特 に 日向の部 隊が華 々 しい功績 をあげて
いる とあるのは､単なる故郷最屈か らではない｡聖地 日向の人間は ｢
他 に優った 日向人｣
(
相川勝六)でなけれ ばな らない｡神武天皇 を翼賛 した人々の末商 は､大人 も子 どもも ｢日
向の誇 ｣ を高 くす ることを求 め られ ている｡佐野 ･木 島の両部 隊は ｢日向の誇 ｣ を高 くし
た例 として挙 げ られ てい るのである｡
こ うした 日向維新 の精神 を子 どもにもた らしたのは､む ろん大人であ り､教 育である｡

僕等の振興隊作業
細野校

男子

二時間 目の 自習がすむ
と､振興隊作業だ｡軍馬の甘藷 の植 付だ さ うだ｡僕 は上衣 をぬい
‑
ヽ
J
,
ヽ
′
で用意 を し､べん と うを手 に して､運動場‑集合 した｡
い よ‑

集合 ラッパ である｡振興隊旗奉迎の後､校長先生の訓示 があって ｢
作業 は勉強

の為めに行 くのである｡｣とおっ しゃった｡終って軍馬補充部 の作業堤‑ と行進 した｡(
略)
やがて作業場‑着 いた｡緑滴 るばか りのポプラの前で､作業始 めの式があった｡一同宮
城 を造拝 し､信 条 を斉 唱 した｡ ｢‑‑勤労 を倍加 し誓っ て祖 国振興 の柱 石 た らん｡｣ あ ゝ
なん といふ力強い声であ ら う｡ 皆元気百倍 だ｡
作業が始った｡僕 は脇 田君の配った苗 を､植 えるこ とに した｡一生懸命 に植 えて行 く｡
しば らくす ると､無言合 図の呼子がな る｡みんな黙 々 として作業 を し始 る｡ 百米位 の列 を
植 えて行 くのだ｡ 中々骨 が折れ る｡ だが此れ位 が何 だ と､力 んで どん ‑
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やっ た｡ (
略)

食事がすむ と､寒 さも一時に加った｡か くして今 日の作業は終った0
隊旗 の下に集合 ､ さ うして天地 に響 け と 天皇陛下の万歳 を三唱 し､我 が細野校祖 国振
興隊のオキ ヨを三唱 したoあ ゝ何 といふ気高 さだ らう｡何 といふ晴 々 した気持 ちであ らう｡
僕は
′日本
●
ヽ
′ に生れ た有難 さに胸 が‑ばいになった｡
前進 め､ ｢
国を出てか ら幾月ぞ ｣ と勇ま しく軍歌 を歌ひっ ゝ学校‑歩 を進 めた｡

ヽ

あ ゝ僕 も何だか銃後の一人 と して尊い努 を果 した様 な気 がす る｡みんな も嬉 しさ うだ｡
振興隊 とは､相川勝 六が 日向維新実現のために組織 した実働 隊である｡正式 には祖 国振
興隊 と言 う｡勤労倍加運動 の中心 とな り､武陵桃源 の夢 を食っ ていた宮崎県民 を ｢
更生振
興｣ させ るための組織 である｡ 昭和十二年十二月の結成 で､当初三百二十 四隊､隊員数 は
約五万であった｡‑年後 には隊数六百三十九隊､隊員 は十五万人 に増 えてい る｡植林 ､増
林､開墾地均 し､応召農家‑ の労力補充 として稲の植付､麦の種蒔 き､刈入れ等が仕事で､
現実的な成果 もあった よ うである｡
祖 国振興隊には､⊥般 隊､男女青年隊､そ して学校 隊があった｡小学校 隊は五年生以上
で組織 されていたが､一般 隊同様 ､農作業や開墾､銃後の援護作業 を行 った｡文 中の校長

訓示 に ｢
作業 は勉強 の為 めに行 くのである｡｣ とあるよ うに､それ は教育 の一環 と考 え ら
れていた｡
第二宮崎校 の或 る教師 は､祖 国振興隊の精神 について､次の よ うに述べ てい る｡
然 らばその精神 とは何 か｡ それ は､天恵 の沃土に育まれ ､生活 の安易 を食っ て来た県民
の怠惰性 ､非勤勉性 を覚醒 さすべ き精神 の警鐘 である｡而 してそれ は怠惰性 を折伏す る堅
忍持久の精神 であ り､生活‑の真剣 さであった｡
吾等県民は､振興隊精神 によ り､各 自の精神 を高揚 させ ､祖 国 日向人 としての意識及び､
我 々祖先 の天業翼賛 の皇民の､船 出の精神‑の復帰 を体得 しなけれ ばな らぬ｣
(｢
祖 国振興隊精神 とは｣『宮崎県教育』 昭和十五年‑月号)
宮崎県民の怠惰性 ･非勤勉性 を克服 し､神武天皇 を翼賛 した祖 先の精神‑回帰す ること
が祖 国振興隊の精神 だ と捉 えてい る｡ これ は､相川知事 の考 え方 その ものである｡ ｢
天恵
の沃土に育 まれ ､生活 の安易 を食って来た県民の怠惰性｣ とい う表現 も､相川知事の ｢
僻
遠の地に武陵桃源 の夢 を食っ て現状維持 に眠って｣ を言い換 えた ものにはかな らない｡
この教師は更 に ｢
我等教育家 は､ 日本人 としての意識 の外 に､ 日向人 と しての 自覚 を持
劣等県 と して､文化程度 の低 い地
たね ばな らぬ｡｣ と言 う｡ 日向人 としての 自覚 とは､ ｢
方に生を享 けた我 々県民 と しての悲憤 ｣ を持 ち､理想 としての県､理想 の学校‑ と変革向
上 させ なけれ ばな らぬ とい う意識 の確 立である｡教師 自身が振興 隊精神 を充分 に体得 し､
｢
学習なる作業過程 に於 て､児童 を して皇国の道‑遇進すべ き信念 の保持者 た るべ く､振
｢
振興隊精神 に よる学習｣ 同前) とい うのだ｡
興隊精神 によっ て共 に行ぜ ねばな らぬ｡｣ (
これが教師の教育観 であった｡ ま さに相川県知事 の意 を受 けて教育が行 われ ていたので
ある｡
振興隊旗奉迎｣ とあるよ うに､祖 国振興 隊はそれぞれ に隊旗
｢
僕等の振興隊作業 ｣ に ｢
を掲 げて作業 を した｡ 白地 の長 い旗 で､上部 に黒い横線 が三本 引かれ ､その下に 日の丸が
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描 かれていた｡ 三本 の線 は神代 三代 を表 してい る｡
また､振興隊 には三箇条 か らなる信 条が あ り､隊員は皆 これ を暗記 して､事 あるごとに
斉唱 した｡
‑､我等 は皇祖発祥 の聖地 に生れ天業翼賛の皇民の南 た るに感激す.
一 ､我等 は尽 忠報 国 の精神 に満 ち義勇奉公 の赤誠 に燃 ゆ｡
一
一,我等 は勤労 を倍加 し誓っ て祖 国振興 の柱石 た らん.
日向の民は皇祖発祥 の地 に生 まれ た ことに､また天業翼賛 の皇民の末商 で あ ることに感
激 しなけれ ばな らなかった｡生徒 が綴 方の中でや た らに感激 してい るの はそ のた めで ある｡
学校振興隊の作業 は､それ な りに きつか った よ うである｡
* ｢
奉仕作業 ｣
日はかん ‑

川 南校

男子

と照 りつ け る｡ (
略) 二三歩行 くとも う汗 が だ く‑

出 る｡ (
略)

‑木 々々草 を引 く毎 に服 が動 いて汗びっ しょ りの背 をなで るo あ と少 しだO戦地 の兵
隊 さんの苦労 を思ひ､又今 日の 日本 の物資不足 を思ひ更 に元気 だ して取 り始 めた｡(
略)
｢あ ゝた ま らん｡｣ と時 々悲鳴 を上 げ る者 も居 る｡ (
略) あ とも う少 しだ｡ 戦争 に行 っ
た と思‑ぽ この位 なんだ｡ がんば るのは今だ と思っ て､ 尚一心 に小 さい草 まで取った｡

*｢振興隊作業｣

高千穂

男子

暑 くて､み んなだ ら しがなかっ たので､丹波先生が ｢
綱 を上 げ る時 は､み んなで掛声
をか け よ｡｣ と言 はれ たので僕 達 は腹‑ ばい叫んだ｡ す る と上 の方 の 田の者 が見てゐた
が､や がて掛声 をか け始 めた｡ それ か らは両方 とも負 けぬ気 で叫んで居 たが､後では疲
れ て､あま り叫ばないや うになっ た｡あま り暑 いので､み んなだ ら しがな く植 ゑてゐた｡
きつ い とい うのが本音 だ ろ うが､振興隊作業 を描 いた綴方 はいずれ も､結局 は ｢
此れ位
が何 だ｣｢
戦地 の兵 隊 さん の苦労 を思‑ ば何 で もない｡｣｢
今 日本 は非 常時 で､ 日本 国 中の
農家 は､みんな手不足 に違 ひ ない｡｣ と考 えて頑 張 ることになっていた｡
しか し ｢
銃後 の援護 作業 ｣ は､現 実 に有効 な戦力 た り得 た よ うで あ る｡ ｢
初 夏 ｣ とい う
綴方 には､農家 の ｢
銃後 ｣の実態 が描 かれ てい る｡
下の 田圃では､家 の前 の爺 さんが牛 を追っ て使っ てゐ られ た｡若 い働 手 の息子 さんが応
召 され て､比の二三年 は､ 自分 の手 で頑 張っ て､や っ てゐ られ るのだ0 ｢
息子 の分 まで も
働 くのだ｡
｣と言っ て居 られ るけれ ども､よる年 はか くせ ない もの と見 えて足 ど りが悪 い｡
応召 され た人 の妻 は､ ｢私 も二人分 だ｡｣ と言っ て痛 い腰 を長 く休 ませ ないで､畦 を塗っ
た りくろを打っ た りして居 られ た｡ ｢
今年 も 私共 が 田植 えに来 てや ります｡｣ と､僕 が言
った ら大‑ん喜 んで居 られ た｡どこの 田を見て も､働 いて居 る人達 は､男 の年老 いた人か､
又は女 の人達 である｡ 下の方 では下方 の姉 さんが､ ちか頃牛使 を覚 えたのだ ら う｡牛 を使
って居 るが､牛 が軽 く見下 げて居 るのか､のろ ‑

やって､思ふ 通 りに行 かないで困って

ゐた｡苗代 田の苗 も大分伸 んで来た｡田の中の蛙 な どは どこにか くれ てゐ るのだ ら う｡｢ぐ
うだ ら‑

｡｣ と､人 を馬鹿 に した様 に鳴 いて居 た｡ (
｢
初 夏 ｣土 々 呂校

男子 )

この頃は既 に､農 家 の働 き手 は老人 と女性 だけになっていたので あ る｡働 き手 を兵隊に
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取 られた家 に とって､振興 隊作業は大変有 り難 い ものであった｡
｢田植 え｣ (
庄 内校

男子) とい う綴方 には､振興隊 と して手伝 いに来て くれ た級友た

ちの仕事 を ｢
家 の人数 だ けでは二 日もかか る仕事 を半 日で終っ た｡ なん と速 い事だ｡｣ と
書かれてい る｡掛 け声だけではな く､実際 に貴重な労働力だったのである｡ その意味では
更生振興 ｣ していた と言 えよ う｡
｢
きつい ･だ らしがない ｣ を克服 し確 かに ｢
この外､ 日向の誇 りを高 くした人物 を想起 し､その人物 に劣 らない立派 な人間になる覚
悟 を示す とい う綴方 も多 い｡
東諸県郡倉同校 では､谷村計介伍長の生家 を修養道場 としていた｡谷村計介 は西南戦争
の際､西郷軍 に囲まれ た熊本城 を一人抜 け出 し官軍 に危機 を告 げた人物 と して知 られ る｡
谷村計介 の像 の前 に静座 し､黙想 の後､祖 国振興隊朗唱文､祖 国振興隊信条の朗唱 を し
た女子生徒 は､次の よ うに書いている｡
｢しみべ

と日向の聖地 に生れ､天業翼賛の皇民の商た る感激 を新 に し､尽忠奉公 の精神

に満 ち､ ど うして も私等 は勤労 を倍加 し､振興隊の柱石 にな らね ばな らぬ と心の中に誓ひ

｣
ま した｡
｢
私達は由緒 ある谷村修養道場 にて､心身 を錬磨す ることが出来 る と忠‑ ば､ こ ゝで立派
に国の御用 を努 めることの出来 るや うに修養 し､更に谷村計介伍長 にお とらない人 となる

｣(
｢
修養会｣倉同校
や うに精 出 さねばな らぬ と覚悟 してゐます｡

女子)

また私財 を投 げ打 って用水路 を作 った村 の偉人に対 して､
｢
今 の僕達の働 では水路 を造 られた人に対 して､す まない と思った｡ だか らこれか ら先は
国の為 に忠義 を尽 くさねばな らない と思ひ ます｡｣
とす る綴方 もある｡
いずれ も先人 を思い､ ｢
更生振興｣ しよ うとす る綴方 である｡ 日向維 新 の教育 は､奉仕
作業 を通 して精神 ･身体両面か らな されたのである｡
紀元二千六百年 は宮崎県 に とって､全国の 目を祖 国 ｢日向｣ に引きつ ける絶好の機会で
あった｡ それ はまた､神武天皇に翼賛 した先祖 の兼帯 であることを 自覚 し､誇 りを持 ち､
八紘一宇 の精神 の も と､宮崎 県の向上 を促す また とない機 会 で もあった｡ ｢日本人 と して
第 二宮崎校 教師) のは､生徒
の意識 の外 に､ 日向人 と して の 自覚 を持 たね ばな らぬ｡｣ (
も同 じであった｡紀元二千六百年の綴方に よって ｢日向人｣ を 自覚 し､祖 国 日向の振興を
覚悟 したのである｡
したがって､皇紀二千六百年記念児童文集 『日向』 は､単に国家 レベル の紀元二千六百
年 を記念 した ものではなかった｡相川知事 の下､県 をあげて 日本 の祖 国 ｢日向 ｣ を再生 さ
せ よ うとす る 日向維新 の記念文集 である｡宮崎県 を再び ｢
誇 り高 き地 ｣ にすべ く､子 ども
たちに 自覚 と覚悟 を促す教育の表れ だったのである｡ そ こに記念児童文集 『日向』 の特徴
があった｡ ま さに文集名 『日向』 の名 の通 りの文集 なのである｡
しか し文集 『日向』 の特徴 は､反面､ 日向維新 とは関係 のない､あるいはその精神 に反
す るよ うな綴方 を掲載 してい る ところにもあった｡
特選五十 四篇 は､その全てが ｢
皇紀二千六百年 ｣や戦争 に関係 していたわけではない｡
初 夏の夜 ｣｢日記 ｣ な ど､ 日常生活 を描 いた
特選 四十五篇 の内十一篇 は ｢
蛍 と り｣｢
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般

的な綴方である｡

*｢日記 ｣

美 々地校

七月九 日

火曜

女子

曇

午後五時頃子守 も済んだので外 に出た｡丁度 いつ も来 る魚屋 さんが来てゐた｡今 日は 日
が照 らなかったので､家 の水場 の辺で魚 をお ろ してゐた｡やっ ぱ し､半ず ぽんである｡ も
とは白かったのであ らう｡黒 くなった前掛 を して麦わ ら帽子 に手拭 をまきつ けてゐた｡箱
の中か ら､かぼちゃ を出 して､か ごに入れて､ どうか､釣上っ た様 な声で､家 の前 を､
い らんかい､まるい魚 を｡ふふふ ｡
｣
｢

とごつ ‑

した妙 な歩 き方 を した｡母 も

｢
い らん よ｡｣
と買ひなが ら笑ってゐた｡
日記は三 日分 が掲載 され てい るが､いずれ も全 く戦時色 は感 じさせ ない｡紀元二千六百
年 との関係 も全 くない｡ こ うした綴方が何故 ｢
皇紀二千六百年記念児童文集 ｣ に特選 とし
て載 ってい るのか不思議 なほ どである｡
また､可愛がっていた馬 に徴用が来て､名誉 に思いなが らも悲 しくて仕方がない心 を述
べた綴方 もある｡

*｢満州‑行った馬 の思出

｣

生 日校

女子

｢
家の馬 は優 しい馬 で した｡ 田をす く時私がす いて も決 してはね ませ ん｡馬 の名 は平城号
と言ふので した｡名 も優 しいが馬 の気 だて も優 しいで した｡ (
略)馬 の検査 は学校 の運動
場であったのです｡其 の 日は検査の事ばか り考‑て先生の話 は少 しも頭 に入 りませ んで し
た｡学校 がすむ と夢 中で走って帰 りま した｡帰 るよ りも早 く父 に馬 の様子 を聞 くと､馬 は
満州馬 とて満州‑行 く事 になっ た と言 はれ ま した｡『あ ゝや っ ぱ りとはっ た｡』嬉 しくて
心がお どり出 しま した｡馬屋‑行 くと､馬 は何 も知 らないで草 を食べ て居 ます｡ も う馬 は
家には居 な くなるのだがな‑ と思ふ と､悲 しかったが､満州‑行 くのは名 誉で ある と考‑
ると嬉 しかった｡ (
略)
い よい よ悲 しい､嬉 しい嬉 しい別 の 日が来ま した｡朝起 きる と馬屋 ‑行 きま した｡私の
目は何時 しか涙 で曇っ てゐま した｡ (
略)今 日が 日曜 な ら送っ てや るのに とつ くべ

思ひ

ま した｡食事 をす ま し悲 しい心 をお さ‑仕方な しに学校‑ と急 ぎま した｡｣
家の働 き手ばか りでな く､馬 も徴用 されていたのである｡兄 に召集令状が来た女子 も ｢
私
は嬉 しいや うな悲 しいや うな気が しま した｡｣ と書いてい る｡名 誉 な こ とだ と思 えば嬉 し
いけれ ども､現実に居 な くなることを考 えると悲 しくてな らない とい うのが偽 らざる心境
だったのだろ う｡
兄の出征 を素直に喜べ ない心 を描 いた､次の よ うな綴方 も文集 には含 まれ てい る｡

兄

宮崎校

‑1
0‑

男子

今 は戦地だ｡
僕 は兄が十九才の時の夏休 み に､清武 に連れ て行って くれ た事 を思ひ 出 して､ ｢
兄 さん
が居た方がや は りい ゝなあ｡｣ とつ くべ 感 じる｡
清武 に行った時は新町の をば さん所 に行った｡そ こで十 日位 泊って帰った｡十 日の間は
僕 を川 に連れ て行って くれ た り､お さらひ帳のむづか しい問題 を教へて くれた り､夜寝た
後な ど､ふ とんをきせ て くれ た りした｡
i
;
l軌
それか ら三年 の月 日は矢 のや うに暮れ､昨年 の七月 となった｡ 兄はい よ‑

兵隊検査 を

うけた｡ 兄は甲種合格 であっ た｡検査 か ら帰って来た兄 は ｢甲種合格 で よかった｡｣ と嬉
しそ うに父に云った｡父 は少 し苦笑ひに笑って母 に､ ｢
茶で も入れ な｡｣ と言った｡
それか ら三四箇月たった｡
或 日兄 は ｢
召集 で早 く行 くごっなった よ｡｣
と服 をた ゝみなが ら父 に言った｡
兄に嬉 しい召集令状が来たのだ｡ (
略)
僕は旗 を持って駅 に向った｡僕達 は父か らプラッ トホー ムに出 るきつぶ をも らった｡
僕 と今枝君 は一緒 にホー ム‑出た｡ 六時何分かの汽車が勢 よ くプ ラッ トホー ムへすべ り
こんだ と同時に人が降 りた｡
兄はす ばや く汽車 に乗っ て､窓か ら首 をだ して此方 を見てゐた｡其 の時‑せ いに万歳の
声が湧起った｡僕 も力‑ ばいに万歳 を叫んだ｡
鐘 が鳴 り出 した｡ 出発 が‑刻 々々 と迫って くる｡ ｢ピー ｣ と汽笛 が鳴った｡
｢
万歳 々々｡｣ 僕 はその時涙がほ ゝ伝ひに流れた｡
車が動 きだ した｡ (
略)
汽車は速力 を増 しだ した｡
僕 は一番最後 まで汽車の後 を見ていた｡
この綴方 には兄 を兵隊に取 られ た悲 しみが正直に語 られ てい る｡
甲種合格 を喜ぶ兄 に対 して､家族 は誰 も喜んではいない｡ ｢甲種合格 で よかっ た｡｣ と
嬉 しそ うに告 げ る兄 に､父親 は苦笑 い を してい る｡ ｢
僕 ｣ も兄が喜 んでい ることは承知 し
なが ら､涙 を流 して見送 ってい る｡ 戦地に行 った今 も､優 しかった兄 を思 い出 して､や は
り家 にいて くれ た方が良いなあ とつ くづ く思ってい る｡ ここには神武天皇 に翼賛 した先祖
の末南 とい う ｢日向人｣ としての 自覚な どどこにもない｡ あるのは神代 の時代 もそ うでっ
たろ う兵士 を送 り出す家族側 の悲 しみだけである｡
文集 『日向』 の表紙 には埴輪 を思わせ る古代武人像が描 かれ てい る｡ これ を描 いた画家
の言葉 に よると､神武天皇 にお供 した ｢
上代の 日向男児 ｣である｡八紘 之基柱近 くの皇宮
屋 を訪ね る と ｢
御東遷 のみ ぎ り､お伴 申 しあげたであ らう勇 ま しい 日向男児 の鎧 の音 も聞
こえて来た｡｣ とあ る｡ したがって 『日向』 は､明 らか に神武東征 を主題 に した文集 なの
である｡ そ こに兄の出征 を素直 に喜べない綴方が特選 として掲載 され てい るのである｡
『日向』 が発行 され た昭和十五年 と言 えば､太平洋戦争 に突入す る前年 である｡ 日中戦
争は泥沼化 し､前十 四年 には ノモ ンハ ン事件が勃発 してい る｡衆議院 では戦争政策 を批判
した斎藤隆夫が糾弾 され ､大政翼賛会が発会 してい る｡ 日独伊三国同盟が結 ばれ､対米戦
令‑の道 を決定づ けた年 である｡記念文集 の編集方針 が ど うだったのか詳 しい ことは分か
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らないが､ こ うした時代 に､ 甲種合格 を喜ぶ息子 に苦笑 いす る父親や 兄 の出征 に涙 を流す
｢
僕 ｣ を描 いた綴方 を特選 に してい るのである｡
宮崎県の綴 方教師た ちは､時局 にそ った綴方 を指導 しなが らも､昭和十五年 とい う時点
にお いて､戦争 に関係 ない綴方や ､兄 の出征 を悲 しむ綴方 を ｢
住 い綴 方｣ と感 じる心 を､
確かに持 ち続 けていたので ある｡

【
注】
1

1
98
6年 11月 2
0日 岩 波 新 書

2

『紀 元二千六百年』 第 二巻 第 一 号

3

｢白樺 ポ リティ クス｣N
o
.
9 1
968年

1
939年 1月

4

1
9
39年 3月 1
7日か ら 3日間 ､宮崎 市等 において行 われた｡

(
付記)
文集 『日向』は宮越利 明氏の仲 介で児玉信 昭氏 よ り御提供戴 いた｡また石川美 すみ 氏の ご協 力 も得た｡
記 して感謝 の意 とす る｡
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