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はじめに 

 一連の嘉納冶五郎研究の拙稿「嘉納治五郎の研究の動向と課題」 、「学校教育における嘉納

治五郎」 、「熊本における嘉納治五郎とラフカディオ・ハーン」 、「嘉納治五郎と柔道、教

育、スポーツのかかわり」、「嘉納治五郎と臨時教育会議」、「臨時教育会議にみる嘉納治五

郎の体育思想」、「臨時教育会議における嘉納治五郎」 、「貴族院における嘉納治五郎」 、

「嘉納治五郎再考」、「嘉納冶五郎の啓蒙雑誌『國士』」において述べているように嘉納の業

績については主に教育の面から検討を行ってきた。 

 嘉納治五郎（1860 年：万延元年～1938 年：昭和 13 年）はよく知られるように柔道の父、教

育の父、スポーツの父であることはよく知られている。柔道についてはそれまでの柔術・柔を

もとに講道館柔道を創始した。スポーツについては初代大日本体育協会会長を務め、国際オリ

ンピック委員会委員としてアジアから初めて選出され、第５回オリンピック・ストックホルム

大会（1912 年：明治 45 年）に役員として参加した。また、国際オリンピック委員会において、

1938 年（昭和 13 年）、第 12 回オリンピック・東京大会の招致を成功させた。 

 教育については、東京高等師範学校校長を３期約２６年を勤めていたことを中心として、学

習院教頭、第五高等中学校長、第一高等中学校長、文部省に長く係わった。これらの他に私塾

である嘉納塾等に係わった。 

 これらの教育関係の他に、留学生教育に係わったことはよく知られるところである。留学生

教育は清国人留学生を対象とした宏文学院（1896 年：明治 29 年～1909 年：明治 42 年）におい

て行われた。嘉納の留学生教育や宏文学院についての研究は酒井、老松らを始めとして様々行

われている。 

 嘉納の業績の三つの柱の一つである柔道や講道館についての研究は様々行われている。当時、

メディアの発達していないことを考慮すると嘉納の考え方を発信したのは高等師範学校等の学
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校教育関係での講演、、講道館での訓話、各地での講演であろう。各地での講演は嘉納治五郎

体系の年譜に詳しい。新聞、雑誌等しか情報を流布する手段がなかった当時としては、これら

によるもの、特に主催した雑誌が主たる情報の発信源であったことが考えられる。講道館柔道

の普及は各地での講演・講習によるものが大きいと思われるが、活字による媒体も大きいと考

えれる。 

 嘉納存命中、柔道啓蒙・普及や嘉納が主宰する国民精神発揚の啓蒙雑誌としては主に以下の

ものが挙げられる。拙稿に於いて記載された啓蒙雑誌の他に、その後「嘉納塾同窓会雑誌」、

「柔道界」、「柔道：大正１１年発刊」が確認されたので追記した。 

１）「嘉納塾同窓会雑誌」（明治２６年８月～昭和６年３月） 

２）「國士」（明治３１年１０月～明治３６年１２月：造士会） 

３）「柔道」（大正４年１月～大正７年１２月：柔道会） 

４）「有効の活動」（大正８年１月～大正１１年３月：柔道会） 

５）「大勢」（大正１１年４月～大正１１年９月：講道館文化会） 

６）「柔道界」（大正１１年９月～） 

７）「柔道」（大正１１年１０月） 

８）「作興」（大正１３年１月～昭和１３年１月：講道館文化会） 

９）「柔道」（昭和５年４月～昭和１３年６月：講道館文化会、それ以降は単発的に刊行され

るが、後に自然休刊し戦後再開） 

 これらの啓蒙雑誌は、１）「嘉納塾同窓会雑誌」（明治２６年：嘉納３４歳）～昭和６年か

ら始まり、８）「作興」（大正１３年１月～昭和１３年１月：嘉納７９歳没）、９）「柔道」

（昭和５年４月～昭和１３年６月：嘉納７９歳没）にかけて発刊され、雑誌の名称を変遷して

きている。当時のメディアの状況から考えると活字媒体の雑誌による思想の普及が一番の方策

であったと考えられる。その嘉納の啓蒙雑誌の変遷は度々見られるが、本研究は雑誌の名称を

変えるにあたり各雑誌における嘉納の「発刊について」を通じて、嘉納の発刊の趣旨、当時の

講道館柔道の現状、社会情勢から嘉納の啓蒙思想について分析し検討することを目的とする。

そのことによって従来の嘉納の思想だけの分析を嘉納思想の変遷という視点から雑誌の変遷、

特に発行にあたっての趣旨を分析することにより研究成果が期待できる。且つ、これらの結果

は嘉納についての既成概念の捉え方ではなく、新しい嘉納の輪郭を捉え現代社会に於ける嘉納

の再認識として捉えたい。 
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1. 研究方法 

１）「嘉納塾同窓会雑誌」（明治２６年８月～昭和６年３月）、２）「國士」（明治３１年１

０月～明治３６年１２月：造士会）、３）「柔道」（大正４年１月～大正７年１２月：柔道会）、

４）「有効の活動」（大正８年１月～大正１１年３月：柔道会）、５）「大勢」（大正１１年

４月～大正１１年９月：講道館文化会）、６）「柔道界」（大正１１年９月～）、７）「柔道」

（大正１１年１０月）、８）「作興」（大正１３年１月～昭和１３年１月：、９）「柔道」（昭

和５年４月～昭和１３年６月：講道館文化会、それ以降は単発的に刊行されるが、後に自然休

刊し戦後再開）について、発刊号の巻頭言に於ける嘉納の「発刊にあたって」の内容について、

嘉納思想、嘉納の社会的立場、社会情勢等から分析する。 

 

2. 嘉納の啓蒙雑誌の変遷について 

2.1. 「嘉納塾同窓会雑誌」（明治２６年８月～昭和６年３月） 

   造士会関連の塾としては、従来からの嘉納塾（明治１５年：１８８２年）～大正８年（１

９１９年）、善養塾（明治３１年：１８８８年）～閉鎖年不明、成蹊塾（明治３１年：１８８

８年）～明治３６年：１９０３年）、全一塾（明治３３年：１９００年）～閉鎖年不明がある。

善養塾、全一塾については造士会が明治３１年に始まった事を考えると、造士会の國士が廃刊

になる明治３６年には閉鎖されていたであろうことが考えられる。いずれも嘉納の影響を強く

受けた塾である。「嘉納塾同窓会雑誌」については明治２６年（１８９３年）第１巻～昭和６

年３月（１９３１年）第４０巻まで刊行されている。嘉納塾以外の嘉納関係の塾が短命に終わ

っていることを考えると嘉納塾が嘉納思想を顕著に顕していると考えられる。 また、「國士」

にもいくつかの嘉納塾以外の記載が見られるが嘉納関係の主たる主張は「嘉納塾同窓会雑誌」

に見られると考えられる。特に嘉納塾においては嘉納が塾生を書生として嘉納宅に置き始めた

のが明治１５年（１８８２年）嘉納２３歳の時である。 

 嘉納塾同窓会雑誌第１号にみられる「嘉納塾同窓会雑誌の発刊につきて」によると、惰弱に

流れ、礼儀節操を知らない当時の書生を憂いている。自ら入塾した者、父兄等の希望を基に礼

節、身体鍛錬の修行として柔道を課し、教育薫陶を行うとしている。そのためには庭園雪隠の

清掃を行い、衣服については質素を旨とし、世の中に有益なる人物を輩出するとしている。「嘉

納塾同窓会雑誌の発刊につきて」に於ける嘉納の主張は教育薫陶、そして世の中に有益な人物

の輩出と言うことである。その後の嘉納の啓蒙雑誌に見られる嘉納の主張と比べると、対象年

齢が低いこともあり生活に根ざした平易な教育薫陶に主張が中心が置かれている。嘉納が嘉納

塾を始めた明治１５年（１８８２年）から「嘉納塾同窓会雑誌」が発刊された明治２６年（１

８９３）の嘉納の動向をみると講道館の創設、同じく弘道館（英語学校）・学習院教師（明治
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１５年：１８８２年。嘉納２３歳）、駒場農学校理財学教授（明治１６年：１８８３年。嘉納

２４歳）、学習院教授兼教頭（明治１９年：１８８６年。嘉納２７歳）、欧州派遣（明治２２

年：１８８９年。嘉納３０歳～明治２４年：１８９１年。嘉納３２歳）、第五高等中学校校長

（ 明治２４年：１８９１年。嘉納３２歳）、第一高等中学校長・高等師範学校校長（ 明治２

６年：１８９３年。嘉納３４歳）の経歴がある。嘉納は若くして講道館、嘉納塾や主な教職と

して学習院・第五高等中学校・高等師範学校に勤務した。これは単に啓蒙家としてだけの嘉納

ではなく、教職、それも教頭・校長といった現場の管理職としての立場があった。嘉納の啓蒙

雑誌に於ける主張は組織のトップとしての影響力を考慮してのことが伺える。 

 

2.2. 「國士」（明治３１年１０月～明治３６年１２月：造士会） 

 啓蒙雑誌「國士」第１巻第１号（明治３１年：１８９８年）の「造士会創立の趣旨」に於い

て、本会すなわち造士会の事業として①塾舎を設けて子弟を教育薫陶する、②講道館柔道やそ

の他の武芸体操を教授する、③雑誌を刊行して本会の趣旨の貫徹を図るとある。國士の刊行は

造士会との関連である。ここに於いて「造士会創立の趣旨」を國士との関係に於いて検討する。 

 「造士会創立の趣旨」文頭に当時の世相の嘉納の見解が見られる。近時憲章を制し、制度文

物ようやくその体を具えとある。これについて、國士第１号発刊の近年の嘉納に係わる社会制

度的なことに視点を置いてみる。すなわち、明治２２年（１８８９年）大日本帝国憲法発布、

制度文物は明治１９年（１８８６年）の帝国大学令公布、師範学校令・小学校・中学校令公布、

明治２１年（１８８８年）の市制町村制公布、明治２３年（１８９０年）の第１回衆議院議員

選挙、教育勅語発布、明治２７年（１８９４年）の日英通商航海条約調印、明治３０年（１８

９７年）の京都帝国大学設立等を指すことが考えられる。しかし欧米各国の現況に照らせば、

欧米各国の文化富強に対して我が国は遅々たるとしている。これは文化や人間力の向上が必要

であるとしている。国民の意識の向上や道徳的な内容の向上が必要であるとしている。このた

めには各個人に任せるのではなく、指導し、国の役に立つ人間の育成が必要であるとしている。

最近の学生は軽佻であり、気概に乏しく、社会において役に立つ人間としての方向性も定めず、

記憶のみの学習であるとしている。また心身の鍛練が必要であるとしている。これらの問題点

の解決のためには学校教育の足らないところを補い生涯教育が必要であるとしている。そのた

めに造士会を作り、塾舎、柔道による鍛錬、雑誌を刊行して適切な指導と有益な知識を授ける

としている。これらのことを教養という言葉で現している。これらのことから社会に於いて有

益な人材を生み出すことを造士会の目的としている。前述の「嘉納塾同窓会雑誌に比べると、

その後に創設された造士会では嘉納の意気込みが見られるが、その後の嘉納の各種啓蒙雑誌の

刊行の意図からさらに明らかにしていきたい。当時のメディアの状況から考えると活字媒体の
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雑誌による思想の普及が新聞に比べ内容も多く一番の方策であったと考えられる。 

 又、「國士」刊行中止にあたって、「國士」第７巻第６３号において、刊行中止の理由を嘉

納は一連の國士刊行においてほぼ言い尽くしたし、他にもこの手の類の雑誌が刊行されている

としている。多忙につき経営に専念できないとしているが、実際のところ一番の問題は経営上

の理由であろう。経営が上手くいっていれば継続しているはずである。経営上の詳細について

は今後講道館から刊行されるであろう資料の刊行を待ちたい。 

 

2.3. 「柔道」（大正４年１月～大正７年１２月） 

 「國士」の刊行中止から「柔道」（大正４年１月～大正７年１２月）まで約１２年経ってい

る。「柔道」の刊行の背景は「柔道会」である。「柔道」第１巻第１号（大正４年１月：１９

１５年）において「柔道会創設の趣旨」を述べている。それによると明治１５年（１８８２年）

に講道館柔道を創設し常に弊風に対抗し、身体の鍛錬し、徳育をし、国民思想を維持統一して

きた。結果、訓育を受けたものは国内外において活躍している。柔道指導を受けたいものは多

く、指導者は地方に於いて不足し、満足するものではない。そのため講道館と連携し、柔道会

を設け、柔道のみならず人間形成に役立てるとしている。具体的には雑誌や図書を刊行し、柔

道の本義や修行の方法を授けるだけでなく、役に立つ人間すなわち有数健全なる国民の育成を

目指すとしている。具体的には雑誌・図書の刊行、講演会・講習会の開催、柔道の奨励・指導

を行うとしている。 

 では柔道会の前身の造士会の内容とどう違うのであろうか。主なものは対象の違いである。

造士会においては学生を対象にするという記述が多く見られるが、柔道会においては国民とい

う名前がよく見られる。このことは造士会においては、少壮の者を指導し立身の方針を定める

としているが、柔道会においては発達及び普及を図るとしている。しかし、柔道の名の下に多

くの精神的内容を含むと考えられる。このことは「柔道」の創刊号の中の巻頭言である「主張

：会員に告ぐ」の中に於いてさらに詳しく述べられている。それは１．空前の危機 空前の好

機 ２．３期の区分 ３．富国 ４．強兵 ５．人口増殖問題 ６．文明の輸出等合計７つの

柱を立て展開している。この中で特に下記の理由から「國士」より更に国家を意識した内容と

なっている。 

 「國士」の明治３６年（１９０３年）の刊行中止から「柔道」発刊（大正４年：１９１５年）

まで約１２年経っている。では当時の世相はどうであったであろうか。日露戦争勃発（明治３

７年：１９０４年）、日韓併合（明治４３年：１９１０年）、大逆事件、辛亥革命（明治４４

年：１９１１年）、第１次世界大戦勃発（大正３年：１９１４年）、対華２１箇条（大正４年

：１９１５年）と続き混沌とした世相となっている。このような世相を意識し、「國士」に見
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られるような人間形成を基にしたものより更に有数健全な日本国民の育成を意識している。で

は、当時の嘉納の経歴はどうであろうか。明治３４年（１９０１年）に高等師範学校校長に任

ぜられ、明治４４年（１９１１年）に大日本体育協会（現日本体育協会）初代会長となる。ま

た、明治４５年（１９１２年）第５回オリンピック・ストックホルム大会に日本初参加をして

いる。このように混沌とした世界情勢の中にあって、嘉納は３期に渡る東京高等師範学校校長

の３期目を勤めている。すなわち、柔道、教育、スポーツの３本柱が成立した嘉納の絶頂期と

考えれる。オリンピックや戦争を通じて世相に於いてナショナリズムが台頭してくるのは当然

であり、嘉納は更なる国民意識の向上を高等師範学校に於ける校長としての教育者の立場や、

国際オリンピック委員会委員、大日本体育協会会長としてのスポーツの立場や講道館柔道やそ

の精神を「柔道」刊行により普及させようと考えたのであろう。 

 

2.4. 「有効乃活動」（大正８年１月～大正１１年４月） 

 これは大正４年刊行の「柔道」の改題である。その理由として「有効乃活動」（大正８年１

月：１９１９年）に於いて、主宰する柔道会においては柔道の技術的指導と共に国民がその心

身の力を有効に使用させたいと考えていた。そのため有効という言葉を力説させるために「有

効乃活動」とした。そして精神を鼓舞するために改題したのであるとしている。これは「柔道」

の別名で内容的には同じであると嘉納はしている。また同号「主張：来るべき平和克復の世を

迎えて」に於いて、嘉納は「差し当たり大なる軍備は要さなくなった」、「教育と学術が最も

大切」、「心身の力を最も有効に使用せよ」の題目の下に述べている。そして柔道の心身の力

を最も有効に使用せよと具体的に柔道の名前を挙げている。「柔道：大正４年刊行」創刊号巻

頭言「主張：会員に告ぐ」の中に於いて、１．空前の危機 空前の好機 ２．３期の区分 ３．

富国 ４．強兵５．人口増殖問題 ６．文明の輸出等合計７つの柱を立て展開していることか

ら「有効乃活動」を比較すると、内容的に「富国・強兵」といった題目は見られず、内容的に

は「柔道」と同じとしている「有効乃活動」とは刊行に於ける力点が異なってきていると考え

られる。 

 世相としてはシベリア出兵（大正７年：１９１８年）、第１次世界大戦終了（大正７年：１

９１８年）、パリ講和会議（大正８年：１９１９年）等があり前述の「主張：来るべき平和克

復の世を迎えて」にあるように第１次世界大戦終了の世相が反映していると考えられる。嘉納

においては東京高等師範学校校長の要職にあると共に、大正６年（１９１７年）臨時教育会議

委員に任ぜられる。この臨時教育会議と嘉納についてはは拙稿「嘉納治五郎と臨時教育会議」、

「臨時教育会議にみる嘉納治五郎の体育思想」、「臨時教育会議にみる嘉納治五郎」にある通

りである。臨時教育会議の目的の一つが国体護持であることからして臨時教育会議の委員に任
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ぜられたこと自体が嘉納の社会的立場を表していると言える。臨時教育会議に於いて嘉納は師

範大学制を主張した（大正７年：１９１８年）。このことが引き金となり東京高等師範学校で

昇格運動が起き（大正８年：１９１９年）、全校各地の師範学校に波及する。結果的にこの責

任を取った形にはなるが東京高等師範学校を辞することになる（大正９年：１９２０年）。大

正４年刊行の「柔道」とそれを改題した「有効乃活動」（大正８年１月）は世界や日本の世相、

それに伴う嘉納の社会的立場や背景を表したものと考えれる。 

 

2.5. 「大勢」（大正１１年４月～大正１１年８月） 

 巻頭言における「本誌発行の趣旨」において述べている要旨は以下の通りである。講道館柔

道の研究によって体得した精力の最善原理を応用して世に貢献しようと決心し講道館文化会を

設立した。事業として月刊雑誌「大勢」を発行することにした。精力最善活用によって人生各

般のすることを主義とする。講道館文化会の目的としては、１．個人に対しては身体強健、知

徳の錬磨、社会に於いて有力なることとする。 ２．国家に就いては、国体を尊び歴史を重ん

じ、その隆昌を図ろうとするため常に必要な改善を怠らない。 ３．社会にあっては個人団体

ともお互いに助け合い譲り合い、融和を実現する。４．世界に於いておいては人種的偏見をせ

ず、文化の向上、人類の共栄を図る。本誌においては、世界の大勢と我が国の現状を簡明に知

らせる。世界の現状の大勢と将来の大勢を作るという趣旨から雑誌名を「大勢」とした。また、

個人の完成と社会の融和を助けるために、如何にすれば身体を強健にできるか、その場合、障

害が出やすいか、また知徳の錬磨が出来るかと言うことについて各方面から解説するとしてい

る。 

 「大勢」においては個人、国家、社会、世界の視点から啓蒙しようとするものである。今ま

での啓蒙雑誌においてもこのようなことは発行の理由として述べられているが、「大勢」にお

いては特に項目立てを行い精神性を更に強調されていることが特徴である。 

  時代背景としては、「有効乃活動」に於いて述べているようにこの時代は世界や日本の混沌

とした世相である。「大勢」が刊行された大正１１年（１９２２年）に限れば、ワシントン海

軍軍縮会議、ハーグ国際司法裁判所発足、イタリアでファシスト政権成立、オスマン帝国滅亡、

ソビエト社会主義共和国連邦成立などの第１次世界大戦後の動きが多く見られた。嘉納の背景

としては、東京高等師範学校を辞した（大正９年：１９２０年）後、貴族院議員に勅選され（大

正１１年：１９２２年）、講道館活動や講演活動に専念するのみならず、国際オリンピック委

員会委員として第７回オリンピックアントワープ大会（大正９年：１９２０年）に出席した。

このように６０歳前後の嘉納は更に多忙を極めたといえる。 
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2.6. 「柔道界」（大正１１年４月～大正１１年９月）６冊発刊し改題。 

 「有効乃活動」（大正８年１月）の後を受け、「大勢」が精神性を強調したのに対し、柔道

に特化した内容となっている。「柔道界」１巻１号における「柔道界発刊に就いて」の要旨は

以下のような内容である。すなわち、「柔道」（大正４年１月初刊）と「有効乃活動」（大正

８年１月初刊）の名称で発刊された計８７冊の雑誌によって柔道の一端を知らせしむるところ

となった。しかし世間は柔道に対して国民思想の導き、生活の状態を救えという声がさらに上

がってきた。このため発行元の「柔道会」を「講道館文化会」とし、思想問題、体育、精神修

養その他の生活の改善、社会に於ける諸問題は「大勢」が担当し、柔道に於ける記事は「柔道

界」に掲載することにした。「大勢」と「柔道界」を併せ読むことにより柔道に関する知識を

修得し、自己研究の材料も豊富に得ることが出来る。 

 「大勢」と「柔道界」は大正１１年（１９２２年）の刊行であり。同年内に「大勢」は廃止、

「柔道界」は改題し「柔道」（大正１１年：１９２２年初刊）に変更になる。社会的背景、当

時の嘉納の社会的立場については「大勢」に述べた通りである。 従って「大勢」と「柔道界」

の「大正８年１月」の時代的背景と嘉納の「社会的立場」はほぼ同じである考えられる。 

 

2.7. 「柔道」（大正１１年１０月～大正１２年１２月） 

 この「柔道」発刊についての理由は「柔道」初刊（大正１１年１０月）の「本誌改題及び内

容拡充の理由について」の中で述べられている。すなわち、造士会、柔道界と続いたものを廃

し講道館文化会として発足させた。ついては「大勢」と「柔道界」を刊行した。「大勢」は柔

道を修行しない人の読み物とし、文化的方面の記事を載せ、「柔道界」は広く技術的柔道に関

する記事を載せた。柔道を行う者に対しては「大勢」と「柔道界」を併せ読むように勧めた。

「大勢」では生活改善、知徳の修養、思想問題、社会問題、経済問題等を掲載する予定であっ

たが、講道館文化会の研究もまとまらず、準備が十分でなく、世の中のこの手の雑誌と変わり

がないことが分かった。目下のところ、「柔道界」よりは紙数が多く、「大勢」よりは紙数の

少ない雑誌を刊行することになった。そのために「有効乃活動」以前に刊行していた「柔道」

（大正４年１月初刊）の名前を復活することになったとしている。「有効乃活動」（大正８年

初刊）を「大勢」（大正１１年初刊）及び「柔道界」（大正１１年初刊）に二分し、わずか半

年でこの２冊を合併し「柔道」（大正１１年１０月初刊）にしたことは、各雑誌の発行理由で

述べているように様々な理由から成り立っている。これらの理由は嘉納が雑誌刊行を自分の教

育理念を世相との関係を常に考慮していたからであろう。この時代の世相及び嘉納の動向につ

いては同時期の「大勢」で述べた通りである。 
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2.8. 「作興 」（大正１３年１月～昭和１３年１月） 

 「作興」１号（大正１３年１月）の「改題に就いて」の要旨は、「柔道という名前を用いて

きたのは、雑誌「柔道」の主張が講道館柔道の趣旨に他ならないからである。しかし、この趣

旨は柔道修行者以外には容易に了解されず、或いは単に技術の雑誌のように誤解されて雑誌「柔

道」の趣旨とは違う扱いを受けることを遺憾に思う。社会の粛正民心の作興を行うときであり、

「作興」と改題し、本来の主張をするものであるとしている。 

 改題にあたって、前述の「柔道修行者以外には容易に理解されず」から嘉納が今までの雑誌

刊行にあたってきたことに於いての本音が現れていると考えられる。 

 すなわち嘉納の社会や人間に対する主張が必ずしも社会一般に受け入れられていなかったの

ではないだろうか。講道館柔道を経験し、学校体育の中でも柔道経験者が多く見られれば別で

あるが、昭和６年（１９３１年）に師範学校規定、中学校令施行規則が改定され、師範学校・

中学校に於いて剣道・柔道が初めて必修科目になったことを考えると全国一律に柔道を実践し、

嘉納の理想とする精力善用、自他共栄の理念がまだ浸透する素地が出来ていたとは考えにくい。

まして嘉納の啓蒙雑誌の内容、文面からして小学生を対象としたものではないことは明らかで

ある。また国民の身体運動に対する意識がどうであったかということは、嘉納の啓蒙精神を理

解する上に於いては重要な要素と考えられる。 

 「作興」発刊当時の世相としては、大正１２年（１９２３年）の関東大震災が大きなものと

して考えられる。「改題に就いて」に於いても「この度の大事変に遭遇し」という記述が見ら

れるが、発刊年（大正１３年：１９２４年）前後の社会の出来事からすると、関東大震災を指

すことが妥当であろう。また嘉納自身も講演や講道館活動に多忙な日々であった。 

 

2.9. 「柔道」（昭和５年４月～現在に至る） 

 「柔道」（昭和５年４月初刊）第１号の「柔道の修行者は道場練習以外の修養を怠ってはな

らぬ」の中での嘉納の要旨は以下通りである。嘉納自分自身は柔道の前身である柔術を学ぶう

ちに、柔術が心身の力を最も有効に使用する一原理が述べられていることに気がついた。これ

を精力最善活用の原理と称え、これを柔道とした。柔術は一種の武芸であるが､柔道となってか

らは単純な武芸ではなく、人事万般のことに応用することができる原理となった。柔道の原理

は攻撃防御に応用すると武術、身体を強健にし実生活に役立てるようにすると体育、智を磨き

徳を養うと言うことに応用すると智徳の修養法、人事百般に応用すると社会生活の方法となる。

講道館では乱取りだけでなく、乱取りや形のの根本原理を理解し、百般の事に応用し習慣を養

う事を怠ってはならない。そのために講道館文化会が起こったのである。柔道を行う者は「柔

道」を読むと同時に、精神・文化の修養のために「作興」を読む事を希望する。今日、昔から
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教えられたことだけでは人生の解釈が出来ないようになった。理論に基づいて誰もが反対の出

来ないような説き方をしなければならない。ここでは「柔道」そのものよりも「作興」を勧め

ることに主眼が見受けられる。 

 「柔道」が発刊される前年の昭和４年（１９２９年）は世界恐慌が始まり、昭和５年（１９

３０年）は、ロンドン海軍軍縮会議、世界恐慌の広がり、米価大暴落等がある。嘉納に於いて

は貴族院議員としての活動のみならず、執筆活動、講演活動等に多忙の日程であった。 

 

おわりに  

 以上のように嘉納の啓蒙雑誌は変遷している。雑誌刊行や改題にあたっての嘉納の巻頭言は

当時の時代背景を反映していることが多く、時代に即応した人間の形成をすることを目的にし

ていることが多く見られた。特に大正時代は変遷が多く、半年の間に改題されていることもあ

るが、これは特に大正時代は第一次世界大戦を主として世相がめまぐるしく変わった事にもよ

るものであろう。また経営的な問題もあろうが、嘉納が教育薫陶と柔道の普及の両立に試行錯

誤していた結果とも言える。同じく雑誌刊行の母体となる組織も造士会、柔道会、講道館文化

会と変遷し世相を反映しものとなっている。 

 これらのことより嘉納の啓蒙雑誌の変遷は日本や世界の世相を反映させてはいるが、人間形

成を柱とした嘉納の生涯にわたる教育の理念に変わりがないことが明らかになった。嘉納のよ

うな身体運動を柱とした啓蒙家の出現はその後見られない。今後は嘉納の業績を多岐にわたる

視点から検討を行いたい。 
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A Study on the Transition of Kano Jigoro’s Journals 
 

HIGASHI Kenichi 
 

Kano Jigoro (1860-1938), who is known as the founder of Kodokan Judo, was also a great 
educator and had international perspective. He served for years as principal of several schools 
including the Tokyo Higher Normal School and as member of the International Olympic 
Committee. In addition to being a practitioner, Kano was active in spreading a philosophy he 
developed through the practice of Judo. “Seiryoku zenyo” (Maximum efficiency) and “Jita kyoei” 
(Mutual benefit) are its representative concepts. In order to make the philosophy widely known, 
he edited and issued several enlightening journals. 

Kano continuously transformed his journals in the course of time. This study aimed to 
specify the purposes and the background factors behind each of the journals. 

Kano published the journals from 1893, when he was 34 years old, to 1938, when he died at 
the age of 79. Even after his death, the publication has been succeeded up to now through the 
changes of the styles and the contents. 

His published magazines (published year): 
1) Dosokai Zasshi (1893) 
2) Kokushi (1898) 
3) Judo (1915) 
4) Yuko no Katsudo (1919) 
5) Judo Kai (1922) 
6) Taisei (1922) 
7) Judo (1922) 
8) Sakko (1924) 
9) Judo (1930) 

The transition was a result of closing down, starting, and retitling of the journals. The 
journals were classified according to the following three main subjects; (1) moral improvement 
and character building, (2) Judo, and (3) moral improvement and Judo. Educational themes were 
observed in every journal he issued. 

Results of the analysis indicate as following: 
1)  In spite of the transition of the journals, Kano’s educational message centering on character 

building did not change. 
2)  The transition was made as Kano gave consideration to the political situations in Japan and 

overseas. 
This study concludes that Kano, with an international perspective, developed a Japanese 

educational philosophy through his enlightening journals and it was passed down to the present. 

 




