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Abstract

　　The author introduces and analyzes two essays about lifesaving and the notion of duty of a school 

teacher. The texts in question discuss the case of Ms. Ono, a primary school teacher who bravely 

saved two drowning pupils during the class, and died in an effort to save the third one. The first text is 

an essay by Tsugi Takano who claims that the teacher had no other choice of action. The second one 

is an essay by a school inspector, Kichisaburo Sasaki, in which he suggests that Ms. Onoʼs actions were 

an example of how teachers were expected to behave. Following the analysis, the author goes on to 

discuss the pedagogical implications of using this episode as part of teaching materials.  
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１　はじめに

　小野さつき訓導の1922（大正11）年殉難について
は、殉死直後も、後世の評価も「殉職した」という
ことがクローズアップされている。但し、戦前と戦
後の評価は異なる。戦後の労働者としての教師、専
門職としての教師という教師像にあっては、殉職に
敬意を払うことはあっても、模範とすることはない。
そのため、小野訓導の殉職をとりあげる実践は終戦
直後だけでなく今日に至っても少しずつ変化をして
いる。確かに、大正末期から昭和、戦前の教師が強
く意識することになった「聖職であるところの教職」
や「聖職者教師像」に影響を与えていた可能性を見
ることができる。戦前または、大正期において、こ
の「死を美化するだけではない視点」にたどりつく
のは容易ではなかった。
　女流文学者鷹野つぎ（以下、鷹野）の文章を分
析の要とし、当時の新聞記事と『少女の友』の文章
は「当時の人々の理解」を促した資料として取り上
げた。本稿は鷹野の随筆「小野さつき訓導の死」と

『少女の友−小野訓導追慕号』を主な資料として、
その視点への到達の様子を確認するものである。鷹
野の文章は、小野訓導が死ななければならなかった
事情に対する疑問を当時の視点で追究したものであ
る。一方、『少女の友』は当時の人々の殉職を教師
の望ましいあり方とする風潮を助長したものである。

２　鷹野による小野さつき訓導殉死の捉え

　鷹野の随筆「小野訓導の死１」は1500字程度の小
編であるが、そこには、注目すべき点がある。
　鷹野は1890（明治23）年８月15日浜松に生まれ、
浜松尋常高等小学校入学後、高等科３年の時に浜
松高等女学校２年に編入学した。1907（明治40）年
に東京女子高等師範学校進学準備のため静岡県立
静岡高等女学校研究科に進学したが、トラコーマの
ため退学した。その後、島崎藤村を中心とした婦人
雑誌『処女地』の同人となり、1922（大正11）年小
説「悲しき配分」で文壇の注目を浴びた。大正から

昭和にかけて活躍した女流文学者である。新聞記者
であった夫とともに、後年、出版業なども営むが事
業的にはなかなかうまく立ち行かず、自身は結核を
患い、1943（昭和18）年に亡くなった。
　「小野さつき訓導の死」は1922（大正11）年10月
に婦人文芸雑誌『処女地』第７号に掲載された。こ
の随筆はのちに東栄蔵によって編まれた『鷹野つぎ
−人と文学』に収録されている。『処女地』は1922（大
正11）年４月創刊され翌年１月を最後に廃刊となっ
た雑誌であるが、実質的な主宰が島崎藤村であった
ことが「小野さつきの死を美化するだけではない」
というような記述を可能にした要因の一つと考える。
　鷹野は以下のように述べる。

「近頃、小野さつき女史が、教児と共に溺死した事
件に就いて、色々に考えてみた。世人は挙って女史
の殉難を美しい死として悼んでいたが、私には単に
それだけで、女史の死を葬る事は出来なかった。２」

「若し此処に女史が２人目を救助しただけに止めて、
存命していたならば、どう云う結果になったか、そ
れを見ると悚然とするものがあったからだった。３」
　鷹野は殉死の経過を次のように捉えている。
①　２人の教児の人命を救助した。
②　 ２人の救助のあとに、もう１人救助しようとして

殉職した。
③ 　２人目を救助した時点で、担任をしている子供

たちがひきとめたにも関わらず、救助に向かった。
　そして鷹野は、次のように続けている。

「仮に女史が命を完うしていたらば、どうであったろ
うか？４」これは、「１人目、２人目を助けた時点で
救助をやめた場合」ということである。引用すると 

「既に二人目を救い上げるでさえ、女史には命から
がらであったと云われている。してみると自分の力
で能う限りの事は、既に其の時女史は尽くしていた
のであった。しかし、其処で存命していたとすると、
飽くまで女史は最後の一人を見殺しにした事になる
のであった。最早その点では三人でも一人でも、他
人の命を失わせた責任上からは、女史は免れない叱
責を受けていたに違いなかった。５」「〔他人の命を失
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わせた責任上から〕女史は一人自分ばかりでなく、
学校名を傷け、その父兄の怨嗟も買ったに違いな
かったと思う。此の死の一瞬前の女史の世界は、実
に冷酷な惨ましいものでなければならなかった。６」
　ここで「強い叱責と免職を免れなかった」として
いるのであるが、それは当時、白石川の現場にかけ
つけた実父小野政治が言ったという言葉によっても
裏づけられる。その言葉は他の複数の資料にも掲げ
られている。
　「実父は遺骸に合掌し『さつき、よく死んでくれた』
と言い、また、児童成沢の遺骸にも合掌し『人様の
可愛いいお子様を死なして申し訳ありません』７」と
言ったというものだが、わが娘の遺骸に「よく死ん
でくれた」と言わざるを得ない状況も当時の教職を
とりまく状況や人間関係を想起することのできる言
葉である。補足的に言えば、実父の言に「武家風の
思想８」を感じると言ってもよいかもしれないが、鷹
野はそれを武家の文化とは捉えず、教師が身を挺し
て教え子を守ろうとした美徳と見なされたと位置づ
けている。

３　『少女の友』小野訓導追慕号

３．０　同時期の少女雑誌について 
　『少女の友』（月刊）は1908年２月11日、紀元節を
その創刊日としている。1922年（大正11）年９月号を

「小野訓導追慕号」とした。追慕号はＡ５判、104頁、
定価は30銭であった。同誌は当時の『少女界』（金
港堂発行、1902年２月創刊）、『少女世界』（博文館
発行、1906年９月創刊）に並ぶ少女雑誌で『少女
世界』の５万部を超える発行数に肩を並べる勢いが
あり、少女たちに大きな影響力を持っていたという９。
　他にも『婦人世界』が追悼歌を募集し、6000通
に上る応募があった。『令女界』が同年９月号で小
野さつきの特集を組み、校長、生徒の追悼文を掲載
しているという。

３．１ 　1922（大正11）年９月号「小野訓導追慕号」
について

　「小野訓導追慕号」のおもな内容は東京市視学長
佐々木吉三郎による「身を捨てて教え児を救ひし尊
き小野先生の死」という文章である。

（表紙とその拡大部分）

（『少女の友』にある『婦人世界９月號』の宣伝頁）
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　文章全体は18頁から27頁にかけて掲載されてい
るが、冒頭18頁から19頁にかけて、右からの横書
きで、右頁から左頁へと大きく掲げられた見出しに
は「天も泣け地も泣け人もともに泣け」とある。以
下のように題名と各小見出しがつけられている。

　身を棄てゝ教え子を救いし尊き小野先生の死
　　あゝ七月七日
　　成澤少年
　　危機せまる
　　村中総出
　　一斉に泣き出す
　　よく死んだ
　　名誉ある葬儀
　
　筆者は文章中の次の２点に注目した。１つは、「身
を捨てて三人の生徒を救ったという記事に心を惹か
れました10」という部分である。もう１つは「東京市
内の女教員を一堂に集め、これを報告した。言々句々
腸をしぼって、三千の女教員泣かざるものなし」と
いう点である。女教員を集めてという大会は、大正
11年７月15日『東京朝日新聞』によれば「神田の一
つ橋小学校に全市の教員を集め行つた」というこの
教員集会であるとみられる。
　『少女の友』本文中にも「こんな立派な行いは滅
多にない、すぐ宮城縣に行つて先生の跡をとむらひ、
そしてよくその行ひを調べて廣く天下の皆様にお話
しして共に泣こうと思つたのでした11」という佐々木
視学の記述がある。
　また、同じ文中には、小野訓導の母親の言葉とし
て記述されているものがあり、この言葉に注目した。
それは以下のとおりである。
　
　「（郡長が翌日（８日）に見舞うと）「娘は漸く今年
一人前になつたばかりなのに、大勢のお子供さんを
預つてゐるのだから、危ない處に連れて行つてはい
けないとよく申しましたのに、つひ娘が危ないことを
して、人様の子供を亡くしてすみません。」と云つて

泣いたと申します。12」
　
　郡長に対して述べた言葉として、要約してあると
は思うが、父親の「よく死んでくれた」という心情
とは異なる女親としての複雑な嘆きをここにみるこ
とができる。生前の「小野さつき」が年若い娘であり、
その母親から発せられた言葉は父親のそれとは対照
的である。

４　考察とまとめ

　以上に取り上げた佐々木の追悼文の内容に「死を
美化するだけではない視点」はみられたであろうか。
まず、鷹野の視点から読み取れたのは、自分の身を
顧みないということ以外に選択肢がなかったという
点である。この「讃美とは言えない視点」を東栄蔵
は1988年にまとめた鷹野つぎの評伝「鷹野つぎ試論」
の中で次のように述べている。
　「つぎは、小野訓導の死に対する世の讃美が実は
傍観的・一義的・徳目的なもので、小野訓導の心の
内側に立って、その死の意味を多面的に考えていな
いことを批判し、人間の行為における真実とは何か
を、するどく指摘している。おだやかな言葉の中に、
現代の人権感覚に通じる深い人間観が示された批評
と言える。13」
　これは鷹野が記した「小野訓導の死」への1983
年の東の評価である。この東の試論の中には土屋と
み枝14が「死を美化する当時にあって、実に勇気の
いる発言であり、それゆえに生命の尊さを知った発
言であると思います」という言葉も紹介されており、
東による評価の傍証となっている。
　『少女の友』小野訓導追慕号では佐々木の文章は
讃美するだけの要素が強く、「美化するだけでない
視点」までには至っていないと考える。しかし、同
文内に掲載された母親の言葉は原因が娘の落度にあ
ることを指摘し、美化するには価しないという立場
が表れている。
　2016年度『東京未来大学研究紀要第10巻15』掲
載の拙著、研究ノート抜刷を宮小学校にお送りした
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ところ、石塚一江校長から返信を頂戴した。
　「（略）私たち教職員は常に最悪のことを頭に入れ
て、安全教育を行っています。計画の段階において、
これでいいのか、もっと考えられる方法はないか、
児童の安全は守られているのか、大きなけがは起き
ないだろうか等考え、より良い安全策や未然防止策
をとっていこうとしています。
　私は96回目（Ｈ29年度）の小野さつき訓導追悼
式16において、「命を大切にすること」と「他の人を
思いやる心をもつこと」を全校児童に話しました。
小野さつき先生の教えを子どもたちに伝え、継承し
ていくことが宮の人たちの願いでもあるからです。」
　ここに示されていたのは母親の言葉に対応するも
のであったといってもよいように感じる。
　すなわち「危機管理、安全教育、計画段階の試
行錯誤、さらなる児童の安全のための模索、未然防
止策」といったものが、上げられている。「教職員は
常に最悪のことを頭に入れて、安全教育を行ってい
ること」「計画の段階において、これでいいのか、もっ
と考えられる方法はないか、児童の安全は守られて
いるのか、大きなけがは起きないだろうか」など、
手紙に示されている問題を、筆者は、鷹野の文章と
母親の言葉に出会ったことによって次のように理解
するに至っている。小野訓導が教え子のために自分
を犠牲にして殉職することは、尊いことであるが、
しかしそれは、決して繰り返されてはならないこと
である。そこに安全教育の徹底という課題が浮かび
上がってくる。その２つを矛盾させずに共存させよ
うとするのが現在の宮小学校の考えではないか。そ
こに宮小学校が歴史を継承していく姿があると筆者
は考えている。
　96回追悼式で述べられたという「命を大切にする
こと」と「他の人を思いやる心をもつこと」の継承は、
教育現場で毎日々々取り組まれている尊いものの一
つだと考える。
　小野訓導への「郷土の偉人」であるという評価は
道徳教育においてなされているものだが、「命を大
切にすること」「他人をおもいやること」といったこ

とが、今日では付随して指導されている。これらは、
戦前において、「死に対する讃美」が評価の中心を
占めていたのに対する戦後の特徴といえよう。
　本稿を執筆していて鷹野の随筆中に「学校名を傷
け」という表現があることに気づいた。２人目を助
けたところで救助をやめた場合にというところで引
用した部分である。殉死には教え子の命のほかに、
校名を傷つけるという問題が潜んでいるのである。
その点については今後の課題としなければならない
と考えている。
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【資料】
　小野さつき訓導年譜は、いくつかの資料から、およそ、
以下のようであった。
　1901（明治34）年　宮城県刈田郡福岡村（現・白石市）
に生まれる。
　1913（大正２）年　宮城県刈田郡福岡村立福岡小学校
卒業。
　1918（大正７）年　白石実科高等女学校（現・宮城県
白石高等学校）卒業。
　同年　宮城県女子師範学校（現・宮城教育大学）へ進
学。（在学中は３度、級長に選出）
　1922（大正11）年３月宮城県女子師範学校を卒業
　同年４月４日に宮城県刈田郡宮尋常高等小学校（現・
蔵王町立宮小学校）へ訓導として、赴任。（尋常科４年の
担任。）
　1922年（大正11年）７月７日　白石川河畔で野外での
写生を指導中、川の深みに嵌って溺れた生徒３名を助け
るため、自ら川に飛び込み救出へと向かった。生徒３名の
うち２名は救出したが、残り１名の救出に向かった矢先、
自らも川の深みに足を取られ、その１名と共に溺死した。
享年21。学校に赴任してわずか71日目のこと。
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