
１.はじめに

和歌山大学教育学部は、明治８年(1875)の和歌山県

師範学校(以下、和歌山師範)の開設から数えて、平成

27年(2015)に創立140周年を迎えた。近年、自校史研究

が活発に手がけられるなかで、課外活動もその重要な

位置にあると考えられる。多くの学生たちにとっては、

当時そこにいた者同士のつながりや学校内外との関わ

りが正課での営み以上に濃密であり、卒業後も学校と

の繋がりを持ち続ける大きなファクターとなっている

からである。またそれは、学校にとっても貴重な財産

として位置づけられる。

和歌山大学は、前述の師範学校と大正11年(1922)開

校の和歌山高等商業学校(以下、和歌山高商)の二つを

主な源流としている。本学の運動部には、この二つの

学校に起源を持つものも多い。戦後の新制大学におけ

る体育会活動の軌跡については、『黒潮(和歌山大学体

育会五十年記念特別号)』(2009)において垣間見ること

ができる。しかしながら、戦前の前身校におけるもの

としては、管見のかぎり『和歌山(県)師範学校水泳部

史』(1978)のほかは見当たらない。

戦前の中等程度以上の学校には、学芸・運動に関す

る課外活動各部が組織化された校友会が設けられた。

とりわけ、中等学校における校友会運動部の組織化過

程において、その中核となったのは、野球や庭球とと

もに、撃剣や柔道等の在来武術であった 。すなわち、

多くの学校において校友会設立の初期の段階から武道

種目の運動部が結成され活動を始めていたとみられる。

『和歌山大学柔道部後援会創立30周年記念誌』(1999)

によると、本学柔道部は大正12年(1923)の和歌山高商

柔道部の設立を起源として、その歴史を戦前における

軌跡として位置づけている。しかしながら、もう一つ

の前史である師範学校における柔道部の存在や歴史に

ついては触れられていない。

戦前の学校における課外活動(特に運動部)に関する

研究では、大学や旧制高等学校といった高等教育機関

を対象としたものは比較的見られる。一方、中等教育

においては、旧制中学校を対象としたものは散見され

るが、師範学校を対象とした研究は非常に数少ない。

その理由の一つとしては、現存する資料の少なさが挙

げられる。当時の状況を知る手がかりとなる師範学校

の校友会関係資料(校友会誌および記念誌等)が十分に

保存されていない場合が多い。本学における保管状況

も、その前身となった師範学校の校友会誌は欠号が多

く十分に揃っていない。

そこで本稿では、和歌山師範における課外活動の状

況について、特に柔道部に着目して、それがいつ頃設

立され活動を始めていったのか、その概況を探ること

を目的とする。本稿は自校史における課外活動研究の
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端緒であり、限られた資料の整理を中心としながら、

活動状況を事実レベルでできるだけ広く把握していき

たい。

２.師範学校における課外活動

２.１.校友会設立以前

明治初期に始まったわが国の学校体育では、体操を

中心教材とした体操科が教科として置かれた。和歌山

師範においても、明治８年(1875)10月に学科中に初め

て体操科が置かれた 。また、明治初期に設置された学

校には、藩校の流れをくんでいるものも多く、明治10

年代の学校草創期にはすでに独自に撃剣(剣道のこ

と：以下同様)等の武術を課す学校も現れた。仁木によ

ると、「師範学校における校友会の設立は、長い揺籃期

を経て、明治中期まで待たねばならなかったが、すで

に生徒の自主的な運動活動や文化活動は自然発生的に

生じていた。」 という。

こうして創設間もない体操科と並行して、在来の武

術を課外の随意科として課す学校も徐々に増えつつあ

った。ところが、明治16年(1883)５月、文部省は体操

伝習所に対して「本邦剣術柔術等ニ就キ教育上ノ利害

適否ヲ調査スヘキ旨」を達した。一年余りの調査の結

果出された答申では武術は「学校体育の正科として採

用することは不適当なり」というもので、これにより

全国的に自粛の方向へ向かわざるを得なかった。さら

に、初代文部大臣に就任した森有礼もこの立場を支持

するとともに、兵式体操の積極的な普及を図ったため、

どの学校も中止せざるをえなかった 。

仁木によると、「森有礼による師範学校の厳格な寄宿

舎生活に組織的な校友会活動が入り込む余地はなかっ

たことも校友会の誕生に至らなかった原因」 とみら

れている。当時の和歌山師範においても、「明治十九年

頃、師範学校令が改正せられて、尋常師範学校と改称

せられ、同時に軍隊主義の教育を加味せられたのであ

る。従来比較的規律の寛大なりし教育法が俄かに兵式

的となりし為、生徒は其苦痛に堪へず、概して改正令

を喜ばず･･･」 というように生徒たちが学校生活に窮

屈さを感じるような状況があった。

したがって、撃剣や柔術といった武術が再び学校に

おいて課外の随意科として採用されるようになるのは、

森の死後(明治23年)のことであった。とりわけ、明治

25年(1892)７月11日に出された「尋常師範学校ノ学科

及其程度」の改正説明において「日課外ニ於テ便宜操

櫓術・柔術・撃剣等ヲ練習セシムルカ如キモ亦有益ナ

ルヘシ」と説明されて以後、実施する学校が急速に増

大していった 。

さらに、明治27～28年(1894～95)の日清戦争後の三

国干渉による世論の沸騰は、「臥薪嘗胆」という語によ

って尚武の気風の高揚が強く叫ばれ、そうした風潮と

呼応して、尚武心の高揚を図る手段として武術が見直

され、課外活動に課す学校が急増していくといった社

会的な背景があった。文部省の全国道府県学事年報に

よると、和歌山師範においても明治27年(1894)の記録

で「撃剣・遠足等ヲ奨励」と報告されている 。

校友会設立以前のこの時期の和歌山師範における状

況については当時の資料がないため、大正４年(1915)

に発行された『四十周年記念誌』に依らざるを得ない。

同誌によると、「明治三十二年度の状況」として、「体

育をすすめ尚武の気象を養はんがため本年度の九月よ

り新に運動規定をつくり月水金の三曜日に於て撃剣銃

槍器械体操及各種の遊戯の中生徒の希望に応じて放課

後一時間職員指導の下に之を実施せり。かくして柔弱

に流るる気風はやや一洗されたる傾を生ぜしが之即ち

現在の課外運動の初なり。」 とある。尚武の気風を高

め、柔弱の弊を改めるという当時の風潮と軌を一にし

ながら、後の校友会運動部に繫がる課外運動の活動が

和歌山師範においても始められたことがわかる。

さらに、「明治三十四年度の状況」のなかでは、「生

徒の健康を増し気風をして清新ならしめんがために先

に課外運動を課し良好の結果を収めつつありしが本年

九月に至り新に角力部を設けて生徒運動の一に加ふる

事となれり」 とあり、前述の課外運動に新たに角力

(すもう)部が加わった。

このように、校友会運動部の礎となる活動が始まっ

ていったのであるが、それは必ずしも生徒の自主的な

組織活動ではなかった。組織的に行った活動であって

も、それは教師主導であって、生徒が自主的に行った

活動ではなく、課外において全校的に行われた活動と

いう特徴を持っていた。

やがて和歌山師範においては、明治37年(1904)12月

21日に校友会会則が決定され、翌明治38年(1905)２月

11日に校友会発会式が行われ、いよいよ校友会が発足

することになった 。

２.２.校友会設立以降

和歌山師範の校友会設立当時の状況については、設

立翌年から毎年発行されたと思われる校友会誌の１

～７号まで(大正２年以前)が本学にも保管されておら

ず欠号となっているため、設立の目的や校友会の会則、

役員などの詳細が一切わからない。ただ、同じ明治30

年代には、全国各地の師範学校においても同様に校友

会が設立されており、校友会組織の構成は他の師範学

校と大きな違いはないものと思われる。

すなわち、校友会の組織は概ね、校友会会長は校長、

副会長は主席教諭、部長は職員、理事(庶務、会計、運

動、学芸)は職員＋生徒、委員長は各部生徒といった学

校主導の生徒参加型形態をとっていた。校友会の会長

が校長で、各部の部長にはすべて教員が就任して、生

徒はその傘下に置く学校主導の組織的活動は、明らか

に生徒が自発的に行っていた運動活動や文化活動とは
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異なる。学校が校友会の教育的効果に注目して、それ

を学校教育活動として活用し始めたのである 。

少し後の資料になるが、昭和４年度(1929)の和歌山

師範「校友会役員表」 を見ると、やはり会長は当時の

有元校長となっており、副会長や庶務、会計そして各

部部長には教員が就いて、部長の下に各学年(三年生以

上)の生徒が役員として配置されていることがわかる。

また、明治末期の師範学校における校友会運動部は、

生徒が所属して義務的に活動する主部と任意に活動を

行う副部に分かれていた。生徒は主部に属する運動部

に所属して毎週少なくとも一回ずつ放課後に行い、副

部に属する運動は生徒の随意に任されていた 。

和歌山師範においては、明治39年(1906)10月３日に

「男子部生徒の義務運動は剣道、柔道、角力の三種に

限る」 とされ、男子生徒は必ず剣道、柔道、相撲の何

れかを課外に行うこととされた。前出『四十周年記念

誌』の「明治四十三年度の状況」によると、「正科の体

操は特に重きを置き厳正なる規律の下に之を課し課外

活動として各生徒は必ず撃剣柔道角力の三部の中一部

を選ばしめ准正課として之を課し」 とあるように、い

わゆる任意の部活動ではなく正課に準ずる課外活動と

して位置づけられていたことがわかる。

さらに、「大正三年度の状況」のなかでは、「撃剣柔

道相撲の三部は准正科として毎週木土日の三日を除く

外盛に之を行ひ･･･(中略)･･･以上三部の外野球庭球蹴

球等の部ありて生徒随意に之を行ふ」 とあり、剣道、

柔道、相撲以外の運動部については任意に行われてい

た実態がわかる。また、同年度の校友会の活動状況に

ついて、「学校事業と相俟って心身の修養を図り善良な

る校風の発揚を目的とする校友会は生徒を正会員とし

職員を特別会員となす、会長に校長をいただき副会長

に主席教諭をいただく而してその目的を達せんがため

次の十三部に分ち主任に職員委員には生徒を以て之に

あつ。

学芸部門＝談話部、図書部、文芸部、音楽部

運動部門＝撃剣銃槍部、柔道部、相撲部、庭球部、野

球部、蹴球部、水泳部

外に庶務部、会計部」 とある。運動部では、生徒の任

意により活動を行う部として、庭球部、野球部、蹴球

部、水泳部の四部がこの当時あった。このほか校友会

には、学芸部門に属する文化系が四部と校友会運営を

担当する庶務部、会計部で構成されていた。

その後、大正15年(1926)に発行された『五十周年記

念号』の「大正十年度の状況」には、「体育につきては

撃剣、柔道を正課時間外に毎週二回、本校としては又

長き歴史を有する相撲を全校生に毎週一回課外に課す

る事とせり」 とあり、「大正十三年度の状況」には、

「体育方面にありては柔道、剣道、角力、競技、庭球、

蹴球、野球等毎週三回、課外活動として課し、水泳は

七月二十一日より十日間男女一二年生に課し、相当の

効果を収め得たり。」 とある。

やがて昭和に入り日中戦争以降、戦時体制が進むな

かで、昭和13年(1938)12月11日には野球部が解散し 、

さらに昭和16年(1941)年５月12日には校友会が解散す

ることとなり 、戦前の和歌山師範における課外活動

は終焉に向かっていくことになる。

３.柔道部の概況

校友会設立以前の課外運動の活動において、剣道や

柔道といった武道が行われていたことは、全国的な動

向からも推測される。しかしながら、剣道(撃剣)につ

いては先述したように明治30年前後から行われていた

という記録が残っているが、柔道については明確な記

述がないため、よく分からない。

今回確認できた柔道部に関する資料としては、前節

で触れたように明治39年(1906)に男子部生徒の義務運

動の一つとして柔道が定められたという記述が最初で

あり、現時点では和歌山師範柔道部についての最も古

い記録と言える。おそらく、明治38年(1905)の校友会

設立当初から柔道部が存在したのではないかと思われ

るが、現状では推測の域を出ない。起源については、

今後の資料発掘を待ちたい。

以下では、校友会設立以降の柔道部の活動状況につ

いて資料の整理を中心にしながら見ていく。

３.１.明治末期の柔道部

校友会設立以降の明治末期の課外活動の状況につい

ては、その資料となる当該期の校友会誌が本学におい

て保管されておらず欠号となっている。そこで、当該

期の学校資料として残されていた級務簿から柔道部の

活動状況や生徒の参加状況などを見ていく。級務簿と

は、各学級の日誌であり、毎日の授業や学校行事、生

徒の状況などが教員によって書き留められたもので年

度ごとに綴じられている。そのなかには、生徒の課外

活動の状況について記録された箇所も散見できる。(図

１参照)
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表１は、本学に保存されている級務簿(明治41～45年

度)に見られた課外活動に関する記事を一覧にしたも

のである。

これを見ると、柔道部をはじめ撃剣や角力(相撲)と

いった男子生徒が必ず何れかの活動に参加することが

義務づけられていた武道系の運動部については、この

時期から毎年のように校内競技会が盛んに行われてい

たことがわかる。また、他校を交えた競技会が開催さ

れていた様子も見られる。さらに、武道振興団体とし

て設立された大日本武徳会の地方支部である和歌山武

徳会が主催する大会に柔道部、撃剣部の生徒が出場し

た記録も確認できるなど、柔道部をはじめとして校友

会の活動が次第に学校外にも広がりを見せ始めた。

一方、武道系の各運動部では毎年一月頃に寒稽古が

行われていたこともわかる。寒稽古の皆勤者、精勤者

に対しては、学校から皆勤証や精勤証が授与されてい

た。明治43年(1910)１月18日から同31日までの二週間

にわたって、柔道部において行われた寒稽古の記録「元

気録」には、毎日の稽古に参加した生徒と教員の氏名

が記されている。(図２参照)

表２は、「元気録」の記録をもとにして、寒稽古に参

加した教員名と生徒数を一覧にまとめたものである。

連日、40数名の生徒が参加していることがわかり、ま

た校長をはじめ９名の教員の名前も見られる。なかで

も、長澤、松本の両教員の出席日数が特に多く(長澤13

日、松本９日)、他の教員は１～３日程度であったこと

から、この２名の教員が当時の柔道部の中心的な指導

者であったのではないかと考えられる。

「元気録」の巻末には、寒稽古に参加した生徒の総

計が52名と記されており、おそらくこれが当時の柔道

部員の人数ではないかと推測される。当時の和歌山師

範における男子生徒の在籍者数が約350名 であった

ことを考えると、同じ義務運動部であった撃剣や相撲
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表１ 「級務簿」記事一覧

記事日付学級年度

撃剣部寒稽古の記事あり１月14日級務簿 二部明治41年度

本日は柔道撃剣部の寒稽古試合ある故第四時を休業とす２月５日級務簿 男二年級乙組明治42年度

午後三時より校友会開催の庭球試合ありき 義務運動を休み之を参観す11月26日級務簿 予備科甲組明治42年度

放課後講堂に於て撃剣試合あり 義務運動休み12月１日

講堂にて柔道撃剣試合あり 一般観覧せり２月５日

本日放課後角力競技会あり２月23日

角力寒稽古皆勤証を授与せらる３月10日

本日は和歌山武徳会の大会ありし為第二部より柔道にては平松元二、清水玄四郎、撃
剣にては菖蒲谷義郷、溝乃恵肇、小川、松葉正二、岡本茂雄試合に列せり

７月４日級務簿 第二部明治42年度

本日午前五時より撃剣柔道の寒稽古を行う１月18日

本日角力部大競技会挙行す11月16日級務簿 男一年級明治42年度

本日より寒稽古(運動部の)始む１月18日

剣槍部及柔道部の寒稽古は本日終了せり１月31日

本日は剣槍部柔道部の寒稽古の終了式を講堂にて挙行し精勤者に精勤証を授与せられ
し後競技会ありたり

２月５日

第六時より相撲部競技会ありたり２月23日

今年度の義務運動部員左の如し。剣道部二十人、角力部十三人、柔道部六人。４月５日級務簿 第一学年甲組明治43年度

武術競技会に付、業を欠く２月３日級務簿 第三学年甲組明治43年度

午後３時より柔道部競技会あり11月16日級務簿 第三学年乙組明治43年度

校友会庭球部競技会挙行 義務運動なし５月３日級務簿 第四学級甲組明治45年度

本日午前九時より撃剣柔道部大会行う２月２日

午後、市内各中等学校選手との競技会あり

本日午後より相撲部大競技会を行う２月８日

本日より課外運動相撲始まる４月16日級務簿 予備科乙組明治45年度

課外運動体操す11月19日

本校に於て柔道部剣道部競技会あり２月２日

放課後、撃剣・柔道部は慰労休業(前日、校内にて武術演武会・試合が開催されたため：
筆者注)

２月３日級務簿 第三学年甲組明治45年度

図２ 元気録(柔道部)明治43年１月

― 66―



に比べると部員数は決して多くはなかったものと思わ

れる。例えば、明治43年度の「級務簿 第一学年甲組」

には、「今年度の義務運動部員左の如し。剣道部二十

名、角力部十三名、柔道部六名。」とあり、一学級の傾

向かも知れないが柔道に比べて剣道や相撲の人気が高

いようであり、大部分の男子生徒が剣道部や相撲部に

在籍していたことがうかがえる。

この時期には、明治40年(1907)の師範学校規程によ

り、中学校卒業者等を受け入れる第二部が師範学校に

創設された(和歌山師範での二部生受け入れは明治41

年度から)。すでに課外活動における運動部活動が盛ん

に行われていた中学校から運動技能の高い生徒が入学

してくることにより、師範学校の運動部は一段と活気

づき、競技的になっていった 。

３.２.大正期の柔道部

大正期以降の状況については、欠号があり揃っては

いないものの校友会誌によって確認することができる。

毎年発行された校友会誌には、校友会各部の「部報」

欄があり、当該年度の各部の活動状況について出場し

た大会の試合結果等を中心にして報告されている。

以下、大正期以降の状況については、柔道部の部報に

報告された内容を中心に記事内容を適宜抜粋しながら

活動状況を整理していく。

○大正３年度(校友会誌９号)

この頃、大日本武徳会主催の武術大会や大阪高等医

学校武術大会、大阪高等工業学校武術大会など、各学

校主催の招待試合に出場していたことがわかる。

明治末頃から大正初めにかけて、中等学校運動部の

増加とともに、対校試合や地区対校試合を始めるよう

になっていったが、中等学校の場合は高等・専門学校

などとは違って府県立で地域に根づいた学校が多かっ

たため、学校同士が横の連携をとって団結するという

構図がとりにくく、全国組織への拡大化ができなかっ

た。そのため、中等学校のみで全国大会を組織化する

には至らず、その代わりに上級学校が主催団体となり、

全国の中等学校に参加を求めるという全国大会方式で

行われた 。

和歌山師範においても、大阪近郊の上級学校である

高等・専門学校が主催する大会への出場記録が以後、

多数見られるようになる。

また、大正４年の寒稽古には、「八十名の中七十名ま

では皆勤証を得た」 とあり、部員数も明治末期に比べ

ると増えていることがわかる。指導者については、「先

生として四段松廣先生を持つと云うことはまことに喜

ぶべき事である。尚去年九月中村先生が本校を去られ

てからは、杉山先生は頗る熱心に指導下され、且つ初

段辻先生は本年寒稽古の時から毎日練習して下さ

る。」 とあり、複数の教員が指導に当たっていた。さ

らに、「道場には講道館柔道形(投業の形･固業の形･絞

業の形･極の形)を掲げ、古式の形･柔の形等をも少しず

つ教えられるので、従前に比して非常な進歩といわね

ばならない。」 とその指導内容も充実してきたことが

うかがえる。

○大正４年度(校友会誌10号)

この年には、「石畑神次郎君が初段になったことであ

る。これは我柔道部に於ける有段者の嚆矢であるばか

りでなく、県下中等学校中にての嚆矢であるから、実

に吾々としても心強く･･･(後略)」 というように生徒

の実力も次第に身に付いてきた様子がわかる。

○大正７年度(校友会誌13号)

これまで、部員たちにとっては「只遺憾に思うのは

道場の狭い事である」 というように、部員数が増える

一方で道場が手狭であるという悩みがあった。しかし、

この年には待望の演武場(122坪)が新築され、大正７年

(1918)12月14日に落成し、同日道場開きが行われた 。

和歌山県師範学校における課外活動

表２ 「元気録」記事一覧

記事日付

松本先生、小和田先生 生徒：47名１月18日第一日

松本先生、小和田先生、長澤先生 生徒：43名１月19日第二日

長澤先生、白井先生 生徒：46名１月20日第三日

松本先生、長澤先生 生徒：45名１月21日第四日

松本先生、長澤先生 生徒：44名１月22日第五日

二階堂先生、長澤先生 生徒：45名１月23日第六日

古市校長、長澤先生、田代先生、松本先生 生徒：43名１月24日第七日

小和田先生、長澤先生、松本先生 生徒：45名１月25日第八日

長澤先生 生徒：45名１月26日第九日

中島先生、長澤先生、田代先生、松本先生 生徒：43名１月27日第十日

長澤先生、物江先生 生徒：42名１月28日第十一日

長澤先生 生徒：40名１月29日第十二日

二階堂先生、長澤先生、松本先生 生徒：41名１月30日第十三日

長澤先生、松本先生 生徒40名１月31日第十四日
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○大正９年度(校友会誌14号)

「本年に入って我が柔道部に三人の初段を出した」

○大正10年度(校友会誌15号)

「我が部は本年に入りてより二人の初段を出し未曾

有の発展を遂げた」 というように、前年度に続いて有

段者を輩出していることがわかる。

この時期の和歌山師範柔道部の概況は、講道館が発

行する機関誌「有効の活動」においても次のように紹

介された 。

和歌山県師範学校

部 長 初段岩本茂一、杉山茂一、初段平松高一

教 師 五段松廣八十八、二段辻政之助(岩本、平松両教諭も

時々生徒を相手に稽古す)

委 員 堀田喜三郎(四年)、井澗繁吉(四年)、宮本武夫(三年)、

田所操次(三年)、古川善雄(二部)

部員数 百二十九名

有段者 卒業生石畑孝次郎、松井甚一郎

在校生四年堀田喜三郎、二部古川善雄

これをみると、有段者が特記されているところから

も、当時、生徒が初段を取得するということは、相当

に難しかったことがわかり、部報において「未曾有の

発展」と表現される所以がわかる。また、部員数が129

名と一段と増えていっていることもわかる。

○大正11年度(校友会誌16号)

「十一月二十日 課外運動の部員編制法を改正し特

に柔道を希望する熱心なる諸君を百有余名集り楽しく

一新して吾柔道部の発展をはかるに至れり。」 とある

ように部員数が増えて拡大している様子があらためて

確認できる。

このように大正期には、県下の対校試合や諸大会へ

の出場も多くみられ、対外試合が激増していった。実

力を身に付けた有段者も輩出するようになり、さらに

大会での好成績によって「和歌山県師範学校柔道部の

盛名は、少なくとも関西諸学校に認められた事は確か

である。」 というように、次第に上級学校が主催する

招待試合形式の関西地区の大会に出場する機会も増え

ていった。あわせて、部員数も100名を超える大所帯へ

となっていった。

３.３.昭和期の柔道部

昭和に入ると、なお一層、対外試合への出場が増え

ていくが、とりわけ「和歌山県下中等学校優勝柔道大

会」(以下、「県下中等学校大会」)において、優勝を勝

ち取ることが柔道部の大きな目標となり、自校の名誉

を背負って熱気を帯びてくるようになる。

○昭和４年度(校友会誌23号)

県下中等学校大会において、１回戦田辺中学、２回

戦新宮中学、決勝戦和歌山商業に勝利し、「終に栄冠は

我に帰し、三度紅の優勝旗を奥山に翻へすことを得た

り。此大会に於て我部三ヶ年連続優勝せり。」 という

ように三連覇を果たした。

また、「部長宮脇先生ありて来る可き年も奮闘努力、

益々我部の名誉を発揚せんとす。」 とあり、この時

期、宮脇泰軒教諭が部長を務めていた。

○昭和５年度(校友会誌24号)

この年は、「我が柔道部は新学期早々御熱心なる吉田

先生を御迎へして以来、更に新生の士気に奮い立ち」

とあるように、新たに吉田光教諭を指導者に迎えた。

県下中等学校大会では、１回戦和歌山中学、２回戦

田辺中学、決勝戦高野中学に勝利し、四連覇を果たし

た。また、大阪高等学校主催の全国中等学校柔道大会

や和歌山高商主催の関西中等学校柔道大会にも出場し

ている。

○昭和６年度(校友会誌25号)

６月に大阪商科大学主催の全国中等学校柔道大会

(出場校40校)に出場し、３回戦まで進んだ。10月の県

下中等学校大会では、田辺中学、和歌山商業、和歌山

中学に勝利して五連覇を達成した。11月には、和歌山

高商主催の関西中等学校柔道優勝大会に出場したが、

１回戦で中外商業に敗退した。

和歌山県下では五連覇を果たし、県内では敵なしを

誇ったこの時期、「吾柔道部の県下制覇より全国唱覇へ

の機は熟せり。」 とさらに全国大会での上位進出に向

けて益々意気の上がる様子がうかがえる。

○昭和７年度(校友会誌26号)

この年の県下中等学校大会では、１回戦和歌山商業、

２回戦紀南農業、３回戦日高中学、決勝戦和歌山中学

に勝利し、六連覇を果たした。また年が明けた１月12

日には、柔道部の部歌が作られ発表された。(図３参照)
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図３ 和歌山県師範学校柔道部歌
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○昭和８年度(校友会誌27号)

新年度に入り、「四月新たに関口先生を迎へて我等部

員欣喜雀躍たり。」 と吉田教諭が転出して、新たに関

口芳太郎教諭を指導者に迎えた。

県下中等学校大会で六連覇中の和歌山師範打倒に燃

える他校からの出稽古を受けることもしばしばあり、

特にこの年は和歌山中学との練習試合が度々行われて

いる。こうした他校の勢いに対して「県下の大会に於

いて当る敵なしと称せらる我部の名声を思ふとき一抹

の不安と焦慮を感ぜざるを得ない。」 と焦りと不安も

あったようである。こうして迎えた県下中等学校大会

では、その不安が的中したのか、２回戦で和歌山中学

に代表戦の末に敗れ七連覇は成らなかった。「ああ何た

る事ぞ。何たる事ぞ連勝の夢破れて伝統の誇りを傷つ

けようとは。」 とその落胆ぶりははかり知れないもの

であった。一年間の振り返りでも、「悪戦苦闘の一ヶ年

は過ぎた。顧みれば我部員必死の努力に対し、あまり

にも報いられざる武運であった。しかしそこに何もの

か悲運を招きし原因を我々は認めねばならぬ。」 と述

べられている。

一方、「本年度より近畿各府県の師範連盟なるものを

組織せられ、我柔道部も天王寺師範にて各古豪新進と

覇を争ふ。」 として、新たに「近畿師範連盟柔道部試

合」というものが始まり、近畿の各師範学校による独

自の大会が組織された。

○昭和10年度(校友会誌29号)

９月29日、この年の県下中等学校大会を迎えた。１

回戦高野山中学、２回戦日高中学、決勝戦新宮中学に

勝利し、２年ぶりの優勝を果たした。「尚本試合に優勝

せる我が軍は、全国各府県代表中等学校武道大会に和

歌山県代表として明治神宮武道大会に出場の栄を得た

のは誠に欣快に堪へないところ、我が部我が校の光栄

これに過ぎたるはない。」 として、和歌山県代表とし

て全国大会に出場することとなった。

県下の大会が全国大会出場の予選として位置づいて

いたという記述は、これ以前の校友会誌の部報記事の

中では確認ができないため、どのような仕組みになっ

ていたのかはよく分からない。かくして、和歌山師範

柔道部は、第八回明治神宮武道大会に和歌山県代表と

して出場することとなった。「十月二十六日 愈々栄の

明治神宮大会へと、午後四時阪和駅頭に諸先生並びに

三百の校友諸兄の熱誠なる万歳の声に送られて、戦士

一同感激の涙にむせびつつ神宮遠征の途にのぼっ

た。」 とあり、大会出場にあたっては、学校を挙げて

の熱狂ぶりがうかがえる。10月29日に行われた本大会

では、１回戦は不戦勝であったが、２回戦は一関中学

(岩手県代表)に惜敗した。

○昭和11年度(校友会誌30号)

この年も県下中等学校大会において、和歌山中学、

高野山中学、日高中学に勝利して、県下での連覇を果

たしたが、その後、前年のような全国大会が続いてい

たのかは部報に記述がないため詳細は不明である。

○昭和12年度(校友会誌31号)

この年の県下中等学校大会は、「今年は明治神宮大会

への予選も兼ねているので、一層力瘤が入るわけ

だ。」 とある。９月26日に行われた大会では、和歌山

商業、和歌山中学、紀南農業を敗って優勝し、明治神

宮大会への出場権を手に入れた。10月31日に行われた

明治神宮大会では、２回戦で盈進商業(広島県代表)に

敗退した。

日中戦争が勃発したこの年、生徒たちの間にも戦時

体制に向けて非常時の雰囲気が漂い始めた時期でもあ

った。柔道部の部報においても、「非常時のまっただ中

で、新進並びに武技を練る、ああ日本男子の本懐之に

すぎるものあるや。」 「日本人として、はたまた超非

常時下に処する国民の一員として、日夜修養にいそし

まんとならば、一に此の武道精神に生きねばならない

のだ。」 といった論調が見られるようになってきた。

○昭和13年度(校友会誌32号)

この時期、ますます戦時体制が進むなかで、部員た

ちの武道修行に対する士気も一層高まっていった。「今

や非常時下である。唯の非常時とは違ふ。超非常時で

あるのだ。此の戦時体制下の武道に精進せんとする部

員一同の決心には力強きものがあった。」 といった様

子からもよくわかる。

とはいえ、昭和13年(1938)12月には野球部が解散す

るなど課外活動の実施が縮小していく状況の中、生徒

たちが様々な活動に動員されるようになり、柔道部の

練習も十分にできないようになってきた。「今年も例年

の如く合宿して大いに練習せんと意気込んでいたのも

長期にわたる山林道場建築工事及び水田実習などのた

め又物資節約のためとて合宿は終に不可能となった。

故に全く夏休み前一ヶ月といふものは充分練習をやっ

た日はなかったのだ。まるで一ヶ月は道場を開け放な

しの状態だった。」 という。

このような状況の中で出場した県下中等学校大会で

は、和歌山商業に敗れ、近畿師範連盟の大会でも振る

わず、「かくの如き報告しか出来ない此の未熟さを吾々

は大いに奮闘して排除すべきだ。」 と猛省している。

さらには、「此の戦時体制下の武道こそ如何に意義あ

るものは論を待たない。此の意義ある武道に柔道に大

いに精進し非常時を堂々日本国民の一員として処して

ゆくと共に吾が柔道部のために奮闘する覚悟であ

る。」 と戦時体制下での決意を述べている。
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以上見てきたように、昭和期には、県下の大会や関

西地区大会、さらには全国大会への出場、加えて他校

との練習試合・対抗戦などが非常に多く見られた。部

の活動範囲が校内あるいは地域の枠を越えて大きな広

がりを持っていったことを意味している。それと相俟

って競技化が進行していき、学校の名誉を背負って大

会に出場していくようになった。

やがて、時代が次第に戦時体制下に進んでいくと、

課外活動もその中に組み込まれていくようになる。昭

和16年(1941)３月14日、各地方長官宛文部次官通牒「中

等学校ニ於ケル修練組織ニ関スル件」が発せられ、校

友会を改組し、皇国民錬成のための学生修練組織を結

成することが指示された 。和歌山師範では、同年５月

12日、校友会を解散し、臣道実践組織結成式が挙行さ

れた 。この組織の具体的な構成については資料がな

いため、よく分からないが、同年９月17日には傘下に

学校報国隊が組織され 、以後、学校報国隊によって学

徒の勤労動員が強化されていくことになった。

４.まとめ

本稿では、戦前の和歌山師範における課外活動の状

況について、とりわけ柔道部の活動の概況について明

らかにした。和歌山師範では、明治30年前後から後の

校友会運動部の礎となる活動が行われはじめ、明治38

年(1905)の校友会発足以降、課外活動が本格的に行わ

れていった。正課とは別の活動ではあったが、校友会

による課外活動は実質的には学校主導で行われていた。

一方、柔道部は校友会設立の早い段階から存在し、

その活動を始めていた。そして、柔道部は剣道部、相

撲部とともに男子生徒が必ずその何れかに所属して行

うことと定められた義務運動部とされていた。明治末

期には、剣道・相撲部に比べると部員数は少なかった

が、大正期以降に徐々に部員数が増え、100名を超える

ようになった。それとともに、実力を身につけた部員

を輩出するようになり、昭和期に入ると和歌山県下の

中等学校のなかでは圧倒的な強さを誇り隆盛を極めた。

本稿は、限られた資料の整理が中心となっており、

おおよその輪郭を摑んだに過ぎない。あくまで自校史

における課外活動研究の端緒として基礎的資料の提供

と位置づけ、今後さらなる資料収集、資料発掘によっ

て実像に迫っていくことが課題である。
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