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はじめに

太平洋戦争は１９４５（昭和２０）年８月１５日に終わっ
た。３年９か月の戦争だった。すでに７５年前（２０２０
年現在）になるが，太平洋戦争敗戦までの歯科医学
教育は４年制の専門学校教育として行われていた。
戦前の高等教育制度を完成させた「大学令」（１９１８
年）は，歯科医師育成には大学教育の必要を認めな
い公布をした１）。教育現場の歯科医学専門学校はこ
の法令に抗して大学昇格を願ったが，政府文部省は
その後も大学令の改正を一顧足りともしなかった。
理由は大学設置認可の乱発によった大学の権威低下
と質の劣化を防止するためとし，なお歯科は「科
学」としての奥義を有する領域なのかともされ
た２）。大学も専門学校も当時はエリートではあった
が，前者は高等学校あるいは予科を経た基礎教育の
土台が備わった上級者，後者は中学校からの即実践
的な下級者として画然とされていた。歯科医学教育
が専門学校にとどめ置かれた四半世紀の長さは，社
会と歯科界に深く拭いがたい負の遺産をもたらし，
今日でもその残渣は消えたとはいえない。明治初期
の学制から各種学校，専門学校と政府によった学校
制度の整備に政府の支援なく歩を合わせて進展させ
てきた民間の歯科医学専門学校の最後の目標だった
歯科大学昇格は，後年設立された官学の歯科医育機
関（東京高等歯科医学校・現東京医科歯科大学）を

もってしても敵わなかった３）。
歯科医育機関や歯科界は大学令以後に機会を見つ

けては歯科大学の設置を政府文部省に要望し，また
国会においても歯科大学論はときに発言されてい
た４，５）。歯科医学・歯科医療の進展とともに歯科医学
専門学校では大学昇格を目標に教育内容の充実を
ハード・ソフトの両面から漸次実行していた。
しかし，教育者が教育に，医療人が医療に集中で

きる平穏で安定した世情は，１９３１（昭和６）年９月の
満州事変（～１９３３（昭和８）５月塘沽協定）が導火線と
なり，１９３７（昭和１２）年７月に勃発した日中戦争で一
変した。１９３７（昭和１２）年７月７日，北京市の盧溝橋
で日本の天津部隊と中国国民革命軍との間で発砲事
件が起きた（盧溝橋事件）。これはすぐに停戦協定が
成立（７．１１）し一旦収束をしたのだが，抗日運動家と
満州守備についていた関東軍との間では不安定な
日々が過ぎていた。上海で海軍将校が殺害され，こ
れをきっかけに８月１３日に上海で戦闘が始まり（第
二次上海事変），事態は全面的な戦争へと拡大し
た。日中戦争は初期の計画とは異なり長期化し，開
戦４年弱後の１９４１（昭和１６）年１２月８日に日本は日中
戦争を継続したまま太平洋戦争に突入した。泥沼の
日中戦争は太平洋戦争の開戦をもたらし，開戦半年
後にはミッドウエー海戦の敗北を境にして戦況は逆
転し，南方戦線を拡大する一方で敗走を重ね，つい
に１９４５（昭和２０）年前半には沖縄が戦場と化し，本土
では空襲と艦砲射撃によった戦禍が全国に及ぶに
至った。そして，なお本土決戦まで覚悟した状況で
敗戦に至った。つまり日中戦争と太平洋戦争は一つ
の戦争なので，表題の戦時は１９３７（昭和１２）年から
１９４５（昭和２０）年の８年間を指す。動員された将兵は
日中戦争開始時には６０万人弱であったが，次第に増
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加し太平洋戦争末期には約８００万人となっていた６）。
しかもそれとは別に，すでに２１０万人が戦死してい
た７）。この将兵数だけを見てもこの年代の壮健な男
子が，日本国内のあらゆる方面の社会活動からすっ
ぽりと抜けたことを意味している。ちなみに１９４５
（昭和２０）年の総人口は約７２００万人（e-stat 政府統
計）であり，２０歳から４０歳までの男性の人口はおそ
らく１２００万人前後と推計（e-stat 政府統計年代別人
数）される。したがって，こうした大きな欠損を補う
のに中学校から大学までの男女学徒が動員によって
勤労せざるを得なかったと考えられる。また様々な
大学専門学校は兵員補充の貴重な供給庫となった。
文部省はこの時代の教育を以下のようにまとめて

いる。「支那事変後の我が国の諸要請を教育の上に
反映させたことに重要な役割をしたのが昭和１２年１２
月の官制によった『教育審議会』であった。教育審
議会は当時の学制の基本構成には手を付けないで，
その制度の中で皇国民を育成する方策を確立する教
育改革を行った。高等教育では理科系統の教育の拡
充によって戦時体制に即応させようとした。文科系
統の専門学校を理科系統に改造した。大学でも理科
系を拡充して多数の学生を誘導した。さらに在学年
限の短縮によって生産への従事を早期にした。昭和
１８年からはほとんど学校としての機能は停止した。
この方策で重大な結果をもたらしたのは学徒動員で
あった。学校にほとんどの学生を見ることができな
くなった」８，９）そして，「満州事変以後，わが国の教育
はしだいに国家主義的・軍国主義的傾向を強めてい
たが，１９３７（昭和１２）年７月の日華事変の勃発により
この傾向にいっそう拍車がかけられた」として，
１９３７（昭和１２）年８月２４日に閣議決定された「国民精
神総動員実施要綱」に始まった「国民精神総動員中
央連盟」の創設（昭和１２．１０．１２），内閣の「国民精神
総動員委員会官制」公布（昭和１４．３．２８）などの国民
精神総動員運動の展開，そして戦時要員確保のため
の１９３８（昭和１３）年４月１日の「国家総動員法」およ
び１９３９（昭和１４）年７月８日に公布された「国民徴用
令」によった国民動員策をその主たる要因に挙げて
いる。
文部省はこうした戦時体制への対応として教務局

の新設（昭和１２．７．２１），大学の軍事教練の必修化の
文部省通達（昭和１４．３．３０）と青年学校の義務制（昭和

１４．４．２６）を行った。昭和１４年５月２２日には「青少年
か し

学徒ニ賜リタル勅語」が下賜された。文部省は体育
局を新設（昭和１６．１．８）し，戦時下の児童・生徒の保
健・体育を強化することとなった。さらに同年から
国民学校制度（昭和１６．４．１）を実施し，皇道の道に則
る皇国民の錬成という戦時教育目的を強化させた。
そして，太平洋戦争の開始で教育の戦時体制はいっ
そう強化されたとして修学年限短縮，軍需産業への
学徒動員，学徒出陣，授業の１年間停止，学童疎開
学徒隊の組織化，戦局即応への文部大臣権限の拡大
などが行われたが，その後３か月にして終戦を迎え
たと文部省は戦時の教育をまとめている１０）。なお，
現在の一般的な呼称である「日中戦争」は最初「北
支事変」と称すると政府から発表された後に「支那
事変」と呼ぶことが閣議決定（昭和１２．９．２）された。
しかし戦後は支那の用語を避けることから「日華事
変」となり，１９５０年代半ばから「日中戦争」という
用語が一般化された。本稿では引用文では原文のま
まとし，著者らの記述では「日中戦争」とする。本
紛争は初期には事変であろうが言葉のイメージから
受ける局地的短期的な武力紛争に止まらなく，紛争
地域と軍事的投入資源量は明らかに大規模な戦争と
考えるので「日中戦争」と記する１１）。
こうした中で歯科医学専門学校の教育はどうで

あったのか。
そこで上記の事柄を念頭に置きながら戦時下の歯

科医学教育を本稿では以下の事項について観察し
た。１．学校教練，２．国民精神総動員運動と歯科
学徒，３．歯科医学専門学校の報国活動，４．興亜
青年勤労報国隊（学生隊）と歯科医専学徒，５．最上
級生による医学徒報国隊。そして，太平洋戦争開戦
までの歯科医学教育に関する事項の年表を作成した
（表１）。
なお，戦時下の教育体制の基本方針を審議した教

育審議会（昭和１２年１２月１０日官制）に関してはすでに
発表した３，１２，１３）。

歯科医学教育の変容と背景

１．学校教練
１）学校教練とは
中学校から大学まで各種の学校で行われた教練で

学校教練あるいは軍事教練といわれたものである。
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大正
１９１４ ３．７．２８ 第一次世界大戦勃発（～７．１１．１１）
１９１８ ７．１２．６ 大学令・高等学校令公布
１９１９ ８．１２．４ 歯科大学創設期成会設立（９．３．１解散）
１９２３ １２．５．６ 歯科大学創設期成会再発足

１２．９．１ 関東大震災
１９２５ １４．４．２２ 治安維持法公布（施行５．１２）

１４．４．１３ 陸軍現役将校学校配属令公布
１４．８ 日本歯科医専軍事教練教官着任

東京歯科医専軍事教練教官着任
昭和

１９２７ ２．６ 大阪歯科医専学校教練開始
１９２８ ３．１０．１２ 官立東京高等歯科医学校設立
１９２９ ４．４ 京城歯科医学専門学校設立

４．１０．２４ ニューヨーク株式市場大暴落，世界恐慌
始まる

１９３０ ５．８ 東京高等歯科医学校現役将校配属
１９３１ ６．６．２３ 学校歯科医令公布

６．７．１ 文部省学生思想問題調査委員会設置
６．９．１８ 満州事変勃発
６．１０．２７ 愛国学生連盟結成

１９３２ ７．３．１ 満州国建国宣言
１９３３ ８．３．２７ 国連脱退を通告
１９３４ ９．６．１ 文部省思想局設置（７．１．学生思想問題調

査委員会設置）
９．１１ 歯科医師試験受験資格改正

１９３５ １０．１１．１８ 教学刷新評議会官制
１９３６ １１．８．７ 広田内閣「国策の基準」（大東亜共栄圏

構想，南方進出，対ソ，中国侵略）
１１．８．２５ 満洲１００万戸移民計画閣議決定

１９３７ １２．４．５ 防空法公布
１２．５．２６ 文教審議会設置（国体観念の徹底・国民精

神の作興）
１２．６．４ 第一次近衛内閣（～１４．１．５）池田成彬（大

蔵大臣・商工大臣兼任）：工藤鉄男（厚生
政務次官）

１２．７．７ 日中戦争勃発（盧溝橋事件）
１２．７．１２ 「北支事変に関し国民精神の振作方」
１２．８．１３ 第２次上海事変・全面戦争に突入
１２．８．２４ 国民精神総動員実施要綱
１２．９．２２ 国民精神総動員強調週間実施要綱
１２．１０．６ 国民精神総動員ニ関スル件（文部省から

専門学校長などへの通牒）
１２．１０．１２ 国民精神総動員中央連盟
１２．１０．１３ 国民精神総動員運動強調週間（～１９）
１２．１１．１４ 国民精神総動員実施ニ関スル件（内閣訓

令，国民の基本的生活指針）
１２．１２．１０ 教育審議会官制（１６．１０．１３７項目答申，

１７．５．９廃止）

１２．１２．２４ 国民精神総動員第２回強調実施週間ニ関
スル件

１９３８ １３．１．１６ 第一次近衛声明「国民政府を相手とせ
ず」

１３．１．２１ 厚生省設置
１３．２．１１ 国民精神総動員運動強調週間（～２７）
１３．４．１ 国民健康保険法公布
１３．４．１ 国家総動員法公布。５．５．施行
１３．６．３０ 医薬制度調査会官制（歯科委員：血脇守之

助，奥村鶴吉）１５．１０．答申
１３．７．１３ 帝都青年団勤労奉仕ニ関スル件
１３．８ 文部省・科学振興調査会設置（「科学振興

に関する具体的方策」を諮問）
１３．１１．３ 第二次近衛声明「東亜新秩序建設」構想発

表
１９３９ １４．１ 福島秀策ハルビン医科大学付設歯科医学

院主任教授に就任（１５年１月国立移管満
州国立ハルビン医科大学教授，同大学歯
科医学部主任教授）

１４．２．９ 国民精神総動員強化方策（閣議決定）
１４．３．２８ 国民精神総動員委員会官制
１４．３．３０ 大学における教練の必修化通達
１４．３．３０ 大学教練振作ニ関スル件（文部省），教練

の大学学部学生全員の必修化
１４．３．９ 兵役法改正公布（兵役期間延長）
１４．４．１１ 国民精神総動員新展開の基本方針（閣議

決定）
１４．４．１１ 陸軍現役将校学校配属令公布十五周年記

念事業施行ニ関スル件通牒
１４．４ 文部省「高等工業学校新設及拡張計画」
１４．４．２８ 時局認識徹底方策（閣議決定）
１４．５．１２ ノモハン事件（～９．１５）
１４．５．２２ 陸軍現役将校学校配属令施行１５周年記念

親閲式（全国学校教職員学生学徒３２，０００
名）

１４．５．２２ 青少年ニ賜リタル勅語
１４．５．３１ 興亜青年勤労報告隊派遣ニ関スル件依命

通牒（日本大学総長へ）
１４．５ ７帝大６医大に臨時付属医学専門部を設

置
１４．７．８ 国民徴用令公布。１５，施行
１４．７．１３～８．２９ 興亜青年勤労報国隊北支および

満蒙派遣（第２班東京歯科医専）（生徒内
原訓練から帰還まで）

１４．８．２２ 青少年学徒ニ賜ハリタル勅語発令
１４．９ 学校報国団結成通牒（学校組織変更，学

生会の消失）
１４．９．１ 興亜奉公日（～１７．９．）毎月１日（１７．１０か

らは大詔奉載日（毎月８日）に変わる）

表１ 本論文に関係した事項に関する年表

西暦 和暦 西暦 和暦
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用語としての教練とは「教えて熟練させる（広辞
苑）」の意味である。学校での軍事的な教練は１９２５
（大正１４）年４月１１日の「陸軍現役将校学校配属令」
の公布によって始まった。第一次世界大戦が総力戦
であったことから，各国において国民の軍事的予備
教育の必要が認識されていた。わが国ではそれより
以前に，以下の理由で学校教練が実施へと進んでい
た。陸軍は日露戦争後に師団の増加（１３師団の現状
から平時５０個師団を目標）を計画し，兵の「質」を
確保するために３年間に兵役を増やした。しかしこ
のような師団の増加（１９０５～１９０７年に１３から１９師団）
は，農家や産業界の労働力を減少させることとな
り，社会的な問題となった。この結果社会から出て
きたのが現役期間の短縮の要求であった。陸軍は
１９０７（明治４０）年に師団数を増やすが，兵役を３年か
ら「２年在営・１年帰休制」に短縮するとした。日
露戦争開戦前の１９０３（明治３６）年の現役兵は５５，９８０人
であったが，「２年在営・１年帰休制」によって

１９１２（明治４５）年には１０３，７８４人と増加した。ところ
が１年の短縮は教育時間の減少となるので，兵の錬
成を低下させる結果をもたらした。元来日本軍は
「精兵少数主義」を徴兵制の基本思想としていたこ
とから，減少した１年間がもたらす錬成の補填を現
役兵や予備兵になる前に，学校で事前に軍事教練を
施すことが検討された１４）。
陸軍は欧米の青少年への訓練問題に関しての調査

を「偕行社記事」などを通じて紹介してきた。こう
した調査によって日本陸軍が注目し，手本にしたの
はドイツの「軍事予備教育」であった１５）。
１９２５（大正１４）年に文部省と陸軍によって学校教練
について目的，実施の範囲，教育担任者，教育課
程，教育時間数などが協議され（「教練に関する陸
軍，文部両省協議覚書ノ件」），同年「陸軍現役配
属将校学校配属令」（１９２５（大正１４）．４．１３）の発令に
よって実施の運びとなった。体育の促進，徳育の裨
益，国防能力の増進が図られ，その指導のため陸軍

１４．９．１ ドイツ，ポーランド進撃，第二次世界大
戦勃発

１４．１１ 日本歯科医専，国民精神総動員実践会結
成

１９４０ １５．３．３０ 陸軍歯科医将校設置
１５．７．２２ 第二次近衛内閣（第３８代）（～１６．７．１８），

新体制運動（文部大臣：橋田邦彦）
１５．７．２６ 「基本国策要綱」閣議決定（大東亜建設・

国防国家体制）
１５．９．２３ 日本軍，北部仏印に進駐
１５．９．２７ 日独伊三国同盟調印
１５．９．１９ 教育審議会「高等教育ニ関スル件」答申
１５．１０．７ 日歯科医専報国団結成
１５．１０．１２ 大政翼賛会発会式
１５．１１．４ 東歯報国実践会結成式（１６年から実践隊）

１９４１ １６．１．８ 文部省体育局新設
１６．２．１１ 大阪歯科医学専門学校報国団結成（昭和

１６年９月同報国隊結成（団と隊による二
つの活動）

１６．２ 医薬品統制規則公布
１６．３．１ 国民学校令（４．１実施）
１６．３．３ 国家総動員法改正公布（政府権限の大幅

拡張）
１６．４．１３ 日ソ中立条約
１６．５．２８ 海軍歯科医武官設置
１６．７．２ 「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」御前

会議・対ソ戦準備，南進のため対米英戦
を辞せず

１６．７．６ 東歯報国隊結成式
１６．７．１８ 第三次近衛内閣（～１６．１０．１８）
１６．７．３０～９．２ 東歯興亜勤労報国隊派遣の予定

（現地１６日間，医療班として五名派遣予
定）

１６．８．１ 米国，対日石油輸出を全面禁止
１６．８．８ 学校報国隊（学校報国団体制確立法（文部

省訓令））報国団（実践会）から変更
１６．９ 大阪歯科医専報国隊結成
１６．１０．１６ 大学・専門学校などの在学年限３カ月短

縮「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限
ノ臨時短縮ニ関スル件」勅令公布

１６．１０．１８ 東條内閣（～１９．７．２２サイパン島陥落で責
任）

１６．１１ 学校教練授業要目改正
１６．１１．２２ 国民勤労報国勤労令公布（１２．１施行・任

意だった勤労奉仕隊の義務化・男子１４～
４０未満，女子１４～２５未満，勤労報国隊編
成・軍需工場，鉱山，農家なの無償労働
に動員）

１６．１１．２６・２７ 大政翼賛会 医界新体制協議会
１６．１１．２７ 学校教練授業要目改正
１６．１２．８ 太平洋戦争開戦・米英に宣戦布告
１８．９．２８ 学校教練教授要目改正

西暦 和暦 西暦 和暦
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現役将校が学校に配属された。一定の官公立学校は
女子校も含めて中学校から専門学校・大学（女子大
は存在しない）まで原則的に義務とされた。私立学
校は任意だったが実際は将校配属の申請は余儀なく
された１６）。文部省は「教練教授要綱」を定め，各校
別の基準を示した。教練の教材は各個教練，部隊教
練，射撃，指揮法，陣中勤務，手旗信号，距離測
量，測図学，軍事講話，戦史などであったが，学校
が教材を選択した。また教材内容は１９３７（昭和１２）年
の改正では手旗信号が削除され新たに「敬礼・閲
兵・分列」が追加や変更されている１７）。
教育界に現役将校が主導する教練が持ち込まれた

ことで，国家総動員体制の基盤となる「良民」（宇
垣一成による）育成は軍事訓練の色合いが強いと感
じられるが，むしろ初期には学生の精神的教育に主
眼が置かれた。配属を前にした将校への訓辞（大正
１４．３．１６）で宇垣一成陸軍大臣はその任務を「国民教
育に十分の貢献をすることの他に一般社会における
長所を探究して民心の趨向を精査する好機である」
とし，「隊に復帰した折にはこれを軍隊教育の改善
に裨補することが肝要だ」とした。また，陸軍省軍
務局長長畑英太郎は「学校教練は軍事教練ではな
く，軍事教育の一部を学校へ移したという考えでは
ない」とした。さらに陸軍教育総監部本部長渡辺錠
太郎は「教練内容の成果を追いかけるのではなく教
練によって無形の素因が向上することが第一」であ
り「特に生徒個人に適応した教育を行うことで，そ
こは兵卒の教育とは異なる」ことだとして生徒への
心身への弾力的な対応が必要である旨を注意してい
るほどである１５，１７）。
１９２６（大正１５）年の実施状況（陸軍省：陸軍より見
たる学校教練振作の情況）では「内地，南満洲及樺
太」において将校を配属すべき資格をもつ学校の総
数１，１６４校のうち，すでに将校が配属されているの
が１，１３４校の多さになっている。配属将校は軍隊教
育の経験を持つ中隊長以上とされ，中学校が中隊長
クラス（大尉），高専が大隊長クラス（少佐），大学が
連隊長クラス（大佐）を一応の基準とし配属された。
授業は専門学校程度の学校は１．５時間／週，野外演習
日数は４日／年とされた１８）。しかし，これらの授業
時間などは１９４５（昭和２０）年１１月２日の廃止（陸軍現
役将校学校配属令：勅令第６１９号）になるまで改正が

何度も行われた１５）。
中央大学の資料によれば毎週２時間の教練を予科

では必修とされたが，当初は学部では２５％（４１／
１６３），専門部では８％（２２６／３０００）の学生が受けるに
とどまった。しかし，１９３５（昭和１０）年になると専門
部でも教練は必修とされ，１９３９（昭和１４）年には学部
にも及んだ１６）。
師範学校に対する学校教練は他の種類の学校とは

その位置づけを違えていて，教育程度を高くしてか
つ時間数は３時間／週とし，その後の改正では野営
地で３週間の軍事講習を受けることなどを加えてそ
の教育を重視した１５）。
２）教育方針の変遷
当初学校での教練実践は軍事訓練よりもむしろ運

動場や体育館での体育を主とした心身の鍛錬が目的
とされた。日中戦争開戦以前の教練は「いわば息抜
きの時間」であり「軍国精神が養われたとは思われ
ない」と酷評された１９）ほどであり，また現場では校
長が「自由主義型校長」と「国家主義推進の国策型
人物」とでは自校の教練への熱の入れ方は異なっ
た２０）であろうことは想像に難くない。しかし，日中
戦争によって軍事教練が重視され，太平洋戦争開戦
後の戦局の悪化は教練による教育としての体育は放
棄され，軍事政策に併呑されるに至り，当初ののど
かな教練は逼迫した軍事訓練となって少年から青年
までが戦場で直接役に立つための初期養成法となっ
た。具体的には１９３７（昭和１２）年５月の「陸軍現役将
校学校配属令改正」がその端緒であった。教材の改
正が行われ「敬礼・閲兵・分列」が加えられた。
「生徒に礼譲の徳性を涵養させることが今の世情に
は緊要だ」とした。また，「軍人ニ賜ハリタル勅諭
ニ関シテハ機会ヲ求メテ之ヲ教育スベシ」が追加さ
れた。
その後，１９３９（昭和１４）年３月３０日の「大学教練振

作ニ関スル件」によって学部在籍生全員に教練が必
須となり，同年４月１１日の「陸軍現役将校学校配属
令公布十五周年記念事業施行ニ関スル件」の通牒に
よって教練のさらなる重要性が国民に伝えられ
た２０）。その十五周年記念事業は学校教練をますます
振作し，学生生徒の時局認識を深めさせるととも
に，事変下における青年学徒の牢固たる決意を内外
に示すことを目的として文部陸海軍の三省が主催し
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た。その記念事業として５月２２日には宮城前広場
（現皇居外苑）で，昭和天皇が臨席して全国の学校教
職員および学生生徒代表３２，０００名の分列行進によっ
た親閲式が行われた２１）。
こうして次第に教練の軍事的成果が求められてい

くが，軍部は文部省の作成した教練を軍事的基礎訓
練が副次的であるとして，その生温さに対する批判
を日中戦争の深まりとともに強めた。太平洋戦争開
戦直前となった１９４１（昭和１６）年１１月における「学校
教練授業要目改正」は，軍部の意向に沿ってこれま
での不備が学校教練の目的と訓練要綱が最初に追記
されることによって矯正された。すなわち，「学校
教練の目的及訓練要綱」には「一，教練ハ学生生徒
ニ軍事基礎訓練ヲ施シ至誠尽忠ノ精神培養ヲ根本ト
シテ心身一体ノ実践鍛錬ヲ行ヒ以テ其ノ資質ヲ向上
シ国防能力ノ増進ニ資スルヲ以テ目的トス（原文マ
マ）」とし，また以下の三つの目的達成のために学
校教練は行われ，その成果は学生生徒の全生活で実
行されなければならないとした。その目的の一つ目
は「国体の本義に透徹し国民皆兵の真義に則り次の
徳性を陶冶しなければならない。その徳性とは１．
礼節と長上への服従する習性，２．気節・廉恥の精
神・質実剛健，３．規律節制・責任観念・堅忍持
久・闊達敢為・協同団結」，二つ目は「旺盛な気
力，強固な意志，強靭な身体になるように鍛錬すべ
し」，そして三つ目は「皇国国民トシテ分ニ応ジ必
要ナル軍事ノ基礎的能力ヲ体得スベシ（原文ママ）」
とした１７）。
教練は上記のように，日中戦争の勃発後から次第

に軍事的基礎訓練の成果獲得と皇国国民意識の徹底
という目的が明確になっていった。さらに太平洋戦
争の最中の１９４３（昭和１８）年改正（学校教練教授要目
改正：９．２８．文部省訓令２３号）では１９４１（昭和１６）年
の段階で軍人勅諭を「十分に理解徹底」させるとし
た程度が「軍人ニ賜リタル勅諭ハ全員之ヲに暗唱ス
ルニ至ラシメ修身等ト連携ヲ保チ・・・聖旨ノ奉体
実践ノ本源タラシムルモノトス」とされ軍人勅諭は
全員で暗唱する教材となった１７，２０）。
３）配属将校の権限と教練合格者の特権１５，１７，１８）

教練の査定は配属将校が行った。成績は甲乙丙と
し，判定基準は教練成績が基礎ではあるが思想，家
庭の状況など種々な事情を組み込むこととしてい

る。成績判定は配属将校の意によって行い，校長・
その他の強要，要請を受け入れてはならない。査定
は軍独自の補充手段として定めたものなので，校長
へ公式に報告する必要はないとした１７）。また，最終
学年で不合格のものは予備幹部候補生の資格を与え
ないこと，教練実施の成績が不良の学校には，陸軍
文部両大臣協議の上で現役将校配属を取り消し，当
該学校卒業生には在営期間短縮の特権を与えないと
した。
学校教練を受けた学生生徒は，年に１回，陸軍大

臣の任命した教練査閲官による査閲を受ける義務が
果たされた。野外教練の経費は当面当該学校が経費
の許す範囲内で実施を促すなどが決められた。
教練合格者には在営年限短縮の特典が与えられ

た。兵役は徴兵令によれば在営年限は２年，志願兵
は１年，その後の勤務演習招集が４か月というのが
通常であったが，合格によって徴兵で専門学校卒業
者は１０か月に短縮１５），１年志願兵では在営後の４か
月召集を免除の上，予備役将校同相当官に任じると
された１５，１８）。
４）歯科医専と教練
東京歯科医専は１９２５（大正１４）年８月２６日付で近衛

野砲兵隊附砲兵妹尾義彦少佐が勤務を命ぜられて，
新学期から新たに軍事教育が開始された２２）。翌年の
同校評議員会では，妹尾教官は学校教練の報告にあ
たって学校兵式教練の沿革と岡田文相が制定した現
行学校教練の経過を説明している２３）。
日本歯科医専２４）では１９２５（大正１４）年８月から，大

阪歯科医専２５）では１９２７（昭和２）年６月から軍事教練
将校の配属によって教練を開始している。ただし，
日本歯科医専は「陸軍現役将校学校配属令」公布以
前の１９２３（大正１２）年にすでに正科として体操科を新
設し，少佐を教官として軍事教練を開始し，大阪歯
科医専２５）は予備役の陸軍少佐が１９２６（大正１５）年に生
徒監に任用されているが教練のためとは記されてい
ない。同校は１９３０（昭和５）年に大阪府内で唯一の教
練模範校に選定された。日本歯科医専の１９３４（昭和
９）年の学科課程表では「教練体操」として，各学
年前後期に各２時間／週が当てられ修学年数の４年
間で計１６時間と示されている。これは学科の講義で
は最多時間である補綴学の計１２時間よりも多い。年
に一度は教練の成果が代々木練兵場で査閲されてい
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ることが同校の年表に記されている。
東京高等歯科医学校２６）（昭和３年創設）では第１回

の学生が入学した翌年の１９３０（昭和５）年８月に学校
教練教官として陸軍現役将校１名が配属された。教
練は１週間に２時間が教科の中に組み込まれてい
て，教練の占める時間数の割合を東京高等歯科医学
校の教科目から見ると，１９２９（昭和４）年度では各学
年で４．４～４．２％となっていて，１９４４（昭和１９）年頃に
は各学年ともに４．９％で大きな増加ではないが，「修
練」という教科が各学年に加えられている。修練が
占める時間数は各学年全教科の１２．２％と大きな割合
を占めている２７）。この頃は半年の繰上げ卒業で４年
間の修学が３年半となっている。修練の内容は著者
には不明だが少なくとも歯科医科の直接的な教科で
はないだろう。
東京歯科医専２８）では１９２９（昭和４）年の学科目学科

課程に毎学年「体操」と記されているのでこれが教
練であろう。１９３７（昭和１２）年４月の改正でも同様に
「体操」とされ他校と同様に決められた時間数であ
る。太平洋戦争の最中である１９４２（昭和１７）年５月改
正では各学年各学期で３時間と従前より１時間ずつ
増えている。学科目はやはり「体操」となっている。
１９４３（昭和１８）年度生徒の学校への納付金通知書に
授業料及実習費（金貳拾五圓）と共に金額は読み取れ
ないが修練費が載せられている２９）。
満州事変（昭和６年９月）もまだ先の１９２７（昭和２）

年に御殿場での軍事教練が報告されている３０）。東京
歯科医専２年生１６０名が，７月４日妹尾教官の引率
で午前７時に品川駅に集合し汽車で御殿場を目指し
た。全員は全武装の姿で駅から富士裾野の板妻兵舎
に行軍。訓練は「敵と相接近して宿営し警戒を厳に
しつつ翌暁攻撃に移らんとするにあり（原文ママ）」
という想定である。しかし，天候最も険悪，車軸を
流すような豪雨と烈風と戦いつつ宿営準備をして各
自任務についた。が，風雨はますます激烈となり，
ついに夜中の１２時半に退陣のやむなきにいたり各自
天幕を畳んで一切を整理して営内に退却した。その
翌日から他の訓練があり７日未明には攻撃を開始し
て砲火を交え発火演習を終了した。１５名は決死隊と
して夜中の３時半から富士山の８合目まで踏破して
７日１０時に帰途についた。その折，御殿場駅で演習
の３年生１０８名と行き交っている。両学年生とも３

泊の野外演習であった。なお，野営演習の初回と思
われる前年の１９２６（大正１５）年には３年級が２泊で教
官の妹尾少佐と体操科吉田政吉に引率されことが簡
単に記載されている３１）。
太平洋戦争開戦後最初の入学学生（１９４２（昭和１７）

年４月入学・東京歯科大学５１期生）の野外教練（富士
山麓滝ヶ原演習場）では，配属将校の酒井近衛大佐

しゅ ほ

の温情ある配慮によって酒保にいつも早く行けたこ
とが１９８４（昭和５９）年発刊のアルバムに書かれてい
る。また，野外教練は１９４５（昭和２０）年春に彼ら３年
生の半分が２年生と一緒に行き，この間に東京大空
襲があったことが記されている３２）ことから，野外教
練は軍事訓練として戦局の最終段階にあってより重
要視されたことが推測される。
５）学生の態度
軍事教練に対して学生の反対運動も初期には起き

た。１９２４（大正１３）年秋頃から学生生徒への軍事教練
を施すための法の公布が確実になると報ぜられる
や，「全国学生軍事教育反対同盟」が結成され，翌
年のデモで学生リーダが検束された３３）。また，大阪
歯科医専２５）では１９３０（昭和５）年１２月の教練査閲の日
に同校近隣に「学校教練反対」「戦争反対」「打倒日
本帝国主義」といった「日本反帝同盟大歯班」の署
名が入ったアジビラが貼られた事件が記されてい
る。
大正末期から昭和初期にかけて，学生運動が盛ん

となりこれに伴う思想問題が続発した。文部省は学
生思想問題調査委員会の設置（1931（昭和６）７．１），
国民精神文化研究所の創設（1932（昭和７）８．２３），省
内の学生部を廃して思想局を設置するなどの対策に
努めた。さらに「教学刷新評議会官制」（1935（昭和
１０）１１．１８）を公布して翌年に答申した。その要項は，
当時の国家主義的趨勢に則って教育の根本精神およ
びこれに基づく教育内容改善の基本方針を示して具
体的問題についても刷新の基礎となるものを指示し
た。１９２８（昭和３）年の共産党員大検挙事件以来，学
生思想運動の中心分子に対する激しい処分がなされ
左翼思想団体，自治団体の解散がもたらされた。こ
れに代わって，１９３０（昭和５）年頃から愛国主義的学
生団体や右翼学生団体の結成が相次ぎ次第に活発に
なった３４）。
学校教練は時局とともに軍事教練となり，さらに
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学校での決まった時間で修学する課程から精神と行
動が隙間なく，しかも日常的な慣習となるように変
遷した。しかし学校教練が教育の現場で軍部の意向
を忠実に反映して軍国主義教育の急先鋒としてその
屋台骨を支えたのは，敗戦に至るまでの短い期間
だったとされている２０）。

２．国民精神総動員運動と歯科学徒
１）国民精神総動員運動とは
「国民精神総動員（精動）」３５－３８）とは，第一次近衛

内閣（昭和１２．６．４～１４．１．５）が１９３７（昭和１２）年８月２４
日に「精動実施要綱」を閣議決定し，９月から行わ
れた政策であり活動の一つである。「国民精神」と
は「国体の観念の明徴」と「日本精神の昂揚」とし
て，これを「社会万般ノ上ニ具現セシメン」とし，
「国家のために自己を犠牲にして尽くす国民の精神
（滅私奉公）を推進した」運動が「精動」だった。
「精動強調週間実施要綱」（９．２２）によって「社会風
潮ノ一新，時局ニ対処スル生活ノ刷新」を認識させ
るために１週間（１０．１３～１９）の日程が決められ，実
施の徹底がはかられた。
同年１０月６日には「精動ニ関スル件」が文部省専

門学務局長から専門学校長などへ通牒された。本趣
旨に即して適切な計画を立て実行に当たっては，教
職員学生を指導督励するようにとの指示事項が示さ
れた。精動運動では「八紘一宇」「挙国一致」「堅忍
持久」がスローガンとされ，国民全員を戦争遂行に
協力させるための推進組織として，１０月１２日にまず
民に「精動中央連盟」が，後に官の「精動委員会」
が設置されて官民の二本立てで行われた。同月１３日
から１週間が精動週間に指定され，宮城礼拝や神社
参拝を励行する運動が始まった。
運動の一環として「興亜奉公日」が制定され

た３９）。その主旨は「戦場の苦労を偲び実生活では自
粛自省の生活をすることで興亜の大業をなすために
一億一心奉公の誠で強力日本の建設に向かうことを
実践するための日」として毎月１日には国旗掲揚，
宮城遥拝，神社参拝，勤労奉仕が行われた。この日
の食事は一汁一菜とし，児童生徒の弁当は日の丸弁
当（梅干し一個を弁当飯の真ん中に置く）とすること
が求められた。また，飲食・接客業は休業すること
となった４０）。

同年１１月１４日には「精動実施ニ関スル件」が内閣
訓令として国民へその生活指針が示された。さらに
同年１２月２４日には「精動第２回強調週間ニ関スル
件」が文部次官，内務次官から両省の所轄長である
専門学校長，大学学長，地方長官，関係団体代表者
などに出されて，強調週間（紀元節に当たる昭和１３
年２月１１日から２月１７日まで）における目標と実施
方法が通牒された３７）。
１９３９（昭和１４）年２月９日には「精動強化方策」４１）

が閣議決定（平沼騏一郎内閣）された。ここでは精動
運動をより進展させるために民間の中央同盟の改組
とともに政府との連携強化のために内閣に新たに官
民合同の精動委員会を置いて官民の一元化とし，企
画に当たらせるとした。また地方機構の充実にも言
及している。そしてその２か月後（昭和１４．４．１１）に
は「精動新展開の基本方針」４２）を閣議決定（平沼騏一
郎内閣）し，「日中戦争と国際関係の困難性から国民
が尽忠報国と挙国一致の確立のために一大覚悟をす
るのは今を置いて他はないので，精動運動の実践を
物心ともに推進しなければならない」とした。実施
要項には「時局が世界的な重大時にあることの認識
を深めて皇国臣民として団結し，新東亜建設の担当
者としての精神力を発揮し国民道徳と合わせてその
涵養を図る。生産力拡充と物資動員，物価調整など
経済国策に積極的に協力し，物資の乱用，消費の節
約，貯蓄の実行，勤労の増進，体力の向上に主力を
注ぎ，業務と生活とで刷新を図る。事変の進展に伴
い，より銃後の後援の実を上げる」と記した。そし
て実施上注意すべき事項には「１．官民一体として
の明朗闊達な国民運動にすること，２．政府諸機関
は本運動の趣旨を絶えず諸政の上に具体化するこ
と，３．各種団体は精動中央連盟を中心にして緊密
な連携をとりその成果を上げる，特に経済団体に
あっては効果が上がるように工夫すること，４．青
年と婦人の一段の奮起協力が必要」と記した。
しかし，一般社会に不満が鬱積し始めたことか

ら，「精動中央連盟」と「精動委員会」の運動推進
組織は１９４０（昭和１５）年には内閣総理大臣（米内光政）
を会長とする「国民精神総動員本部」に一本化さ
れ，ここで「国防力の充実と経済力の確立を図る」
ことが唱えられ精神動員運動がより強化された。こ
の実践網として，内務省は訓令第１７号を発布し，町
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内会・部落会を末端組織として整備した。この背景
には１９３９（昭和１４）年の英仏の対独宣戦，国内の政情
不安，米不足などがあったからとされている４３）。そ
の後，精動本部は１９４１（昭和１６）年９月に発足した大
政翼賛会に吸収されたが，運動自体はより広範に徹
底されて継続した４０）。
「興亜奉公日」は，１９３９（昭和１４）年９月から１９４２

（昭和１７）年１月までの毎月１日に実施されたが，そ
の後１９４２（昭和１７）１月２日の閣議決定で設定された

たいしょうほうたい び

「大詔奉戴日」（同年１月から毎月８日）となり廃止
となった。大詔奉戴日の「８日」は，太平洋戦争の
開戦記念として「宣戦の詔勅」が公布された日に合
わされたからである。大詔奉戴日は興亜奉公日より
も戦時色のより強いものとなり，詔勅・勅語の棒
読，御真影の奉拝，学校での分列行進とともに新聞
一面での宣戦詔勅の掲載などが加えられた。大詔奉
戴日は敗戦まで続いた４４）。
２）歯科医専の対応
こうした国家的なこの運動を歯科医専がどのよう

に対応していたのか。
「精動中央連盟結成」に関して東京歯科医専にお

けるその設立目的，趣旨，運動の目標，実施要綱，
実施方法などは歯科学報１１月号に掲載された４５）。精
動運動に対して東京歯科医専では，１９３７（昭和１２）年
１０月１６日に校内大ホールで記念式典を開催した。同
日市川運動場で一大校内精神運動開催だったのが雨
のため予定が変更された。ホール壇上には大国旗が
掲げられ「挙国一致」，「堅忍持久」「尽忠報国」の
三本の大きな垂れ幕が２階から下がっている。血脇
校長は「我が国は事変によって非常な困難に遭遇し
ていて，銃後の国民に果たせられた任務は重大であ
る。政府は去る９月３０日に全校６２団体の代表を集
め，これが一団となって『精動中央連盟』を結成し
て銃後の固めに邁進することとなった。自分も歯科
界の代表でその結成に参加したがその主旨は」とし
て三本の旗のスローガンを挙げている。「これは言
い換えれば全国民一致挙って火の玉となって国難に
あたり，七生報国，忠を尽くして皇恩に報い奉り，
長期の苦難に対して堅忍持久の精神を把持すること
である」と挨拶した４６）。そしてこの式典前の９月２７
日には恒例の職員会を変えて全教職員が第一講義室
に参集した会が非常な緊張感のもとに開かれた。こ

こでは時局の重大性と国民総動員に関する詳細な説
明がなされた。血脇校長は「全校の団結と旺盛なる
士気と和親，職責を重んじ遅滞ない用務処理，消費
の節約と物品利用，言行の明瞭と相互助力，身体の
鍛錬と健康の増進」の遵守を切望した。この時点で
同窓ならびに学生からの応召は約８０名と報告され，
各自への激励と家族への慰問に万全を期してもらい
たいとしている４７）。
なお，学生会は９月２１日に時局講演会（陸海軍の

中佐による北支・上海の戦況）を開き，「質実剛健，
学生の本分を守り，日本精神の顕揚に邁進する」と
した決議文を可決している４８）。
大阪歯科医専４９）は以下のように記している。国民

精神総動員運動開始直後の一週間が「国民精神総動
員強調週間」と定められたことから同校は「時局生
活を考える日」「出征兵士感謝の日」「非常経済協力
の日」「銃後の護り強化の日」「神社参拝殉国勇士を
讃える日」「勤労報国の日」と割り当て，校内外の
清掃奉仕や代表者による桃山御陵の参拝を実施し
た。また弁当持参・無遅刻無欠席・室内禁煙の励
行，徒歩通学の奨励，学校が保管する強制的な貯
金，傷病兵慰問などとともに頭髪の丸刈りを行って
いる。さらに学内での陸軍式敬礼を通常の挨拶の代
わりに導入した。また，物品購入に対しても節約を
旨とした細かい指示を与えている。１９４０（昭和１５）年
９月の掲示では２km以内は徒歩通学とし，映画館
入場は休日と土曜日に限り，映画は「文化映画，
ニュース映画のみを上映する場合及び文部大臣の推
薦映画」と限られた。麻雀屋，ビリヤード店，カ
フェ，バーへの出入りは禁止された。
日本歯科医専５０）では１９３９（昭和１４）年１２月５日に国

民総動員の趣旨を具現するために会長を校長とする
「国民精神総動員実践会」が結成された。
事業は「１．日本精神の発揚，２．社会風潮の改

革：粗食，勤労，体力向上，貯蓄の励行など，３．
資源の愛護，４．銃後後援の強化と継続」とされ
た。また大詔奉戴日（昭和１７．１２．８）に当たって貯蓄
を強制したと記されている。日本歯科大学６０周年記
念誌には学内の出来事とともに戦況や世情が日誌風
に記されていて当時をよく伝えている。
日中戦争の勃発に対して，緊張感を持ち，政府の

方針に各歯科医学専門学校は即応していたことがわ
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かる。

３．歯科医学専門学校の報国活動
１）国家総動員法
国家総動員法は，日中戦争の拡大とともに １９３８

（昭和１３）年４月１日に制定された戦時法規（同年５
月５日施行）である。この法律は戦時に際し，「国防
目的達成」のためすべての資源，資本，労働力から
貿易，運輸，通信その他あらゆる経済部門に国家統
制を加え，国民の徴用，争議の禁止，言論の統制な
ど，国民生活を全面的に国家の統制運用に服せしめ
る５１）という大幅な権限を政府に与えたもので，議会
の承認を得ないで勅令によって決定できる一種の白
紙委任状にも等しい授権法である。この法律に基づ
き勅令によって定められた法令としては国民徴用令
（昭和１４．７．８公布），生活必需物資統制令（昭和
１６．３．３１公布），価格等統制令（昭和１４．１０．１８公布），
新聞紙掲載制限令（昭和１６．１．１１公布）などがあり，
国民生活のすみずみに国家統制が及ぶことになっ
た５２）。太平洋戦争に突入すると，国家総動員法の適
用は拡大され，国民生活を全面的に拘束した。この
年（昭和１３年）には厚生省が内務省から独立し，国民
健康保険法が成立した。
国家総動員法中の「国家総動員上必要ナル教育訓

練ニ関スル件（第３条）」により文部省は１９３８（昭和
１３）年６月９日付けで「中等学校ノ集団的勤労作業
運動実施ニ関スル件」を通牒した。夏季休暇か他の
適切な時期に中等学校低学年は三日間，その他は五
日間を標準として農事・家事作業・清掃・修理・防
空施設や軍用品に関する簡易な作業，土木に関する
簡単な作業に従事させた。これまでは応召兵士遺家
族に対する援農活動を中心としていた範囲を，都市
防空施設，道路改修，埋立など単純作業で済む部分
の土木作業まで拡大した。１９３９（昭和１４）年３月以降
は中等学校以上に集団勤労作業が漸次恒久化され，
学校の休み期間だけでなく随時行われ正課とされ
た。一年を通じて３０日以内の日数は授業をしないで
作業に当て，これを授業として認めるようにし
た３８）。中等学校の生徒までも実践的精神教育として
団体作業を通じた労働と精神的同調を徹底させた。
２）「青少年学徒ニ賜リタル勅語」と学生生活指針
１９３９（昭和１４）年５月２２日に「陸軍現役将校学校配

属令施行１５周年記念親閲式」が行われ，全国から
４，５００余名の学校教職員と３１，０００名の学生生徒との
代表が参列した。この親閲式が終わった後に「青少
年学徒ニ賜リタル勅語」が昭和天皇から荒木文部大
臣に与えられて同日付で全国に告知された。「國本
ニ培ヒ國カラ養ヒ以テ國家隆昌ノ氣運ヲ永世ニ維持
セムトスル任タル極メテ重ク道タル甚ダ遠シ而シテ
其ノ任實ニ繋リテ汝等青少年學徒ノ雙肩ニ在リ汝等
其レ氣節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史實ニ稽ヘ中外
ノ事勢ニ鑒ミ其ノ思索ヲ精ニシ其ノ見識ヲ長ジ執ル
所中ヲ失ハズ嚮フ所正ヲ謬ラズ各其ノ本文ヲ恪守シ
文ヲ修メ武ヲ練リ質實剛健ノ氣風ヲ振勵シ以テ負荷
ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ」５３）が全文である。
「国の基礎を培って国力を養うことで国家隆昌を

もたらし続けることの任は極めて重く道も遠い。こ
の任は一に青少年学徒の双肩にかかっている。気概
を尊び節義を重んじ，古今の史実を考え，国内外の
時勢に鑑みよく思索し見識を持って中庸を失わない
ようにして正しい方向に行かなければならない。各
人の本分を謹んで守り，文を修め，武を錬磨し，質
実剛健の気風に励むことで大任を必ず全うすること
を心に期しなさい」との内容と解される。
文部省図書局は密かに「聖訓ノ述義ニ関スル協議

会」を設置し翌年２月１２日にその報告書（秘密扱い）
をまとめた。「青少年学徒ニ賜リタル勅語」の通訳
は以下のように定められた３５）。
「国家が立ち行き，栄えて行く根本となる国民の

精神を培ひ国家の実力を養って，皇国隆昌のいきほ
いを永久に持ちこたえようとするその任務たるや，
甚だ重大であって，決して容易なものではない。し
かもこの重大な任務こそ，外ならぬ汝等青少年学
徒，即ち幼稚園・小学校から大学に至るまですべて
の学校に於て学を修めている者の肩にかかっている
のである。
汝等は，青少年学徒としての重大な任務を背負っ

て立たねばならないから，気概があり，恥を知るこ
とを第一とし，昔から今までの歴史の事実と国の内
外の世のなりゆきをよくよく考え見つめて戒め反省
し，その考えを精密確実にし，その見識を高めるこ
とに努め，行も思想も中正の道からはづれないよう
にして，めいめいがその学校の程度に応じて，学徒
たるの努めをつつしみ守れ。そうして，文武の鍛錬
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にいそしんで，質素着実でつとめてやまぬ風をふる
ひはげますことに一層努力せよ。かようにして，汝
等が青少年学徒として背負っている大きな任務，即
ち国家隆昌のいきほひを永久にもちこたえようとす
る重大な任務を必ず成し遂げるように心掛けよ」と
少年少女にわかるように配慮されている。
文部省は翌年の同日に都下全学生参加の勅語奉読

式を代々木練兵場で挙行した。日本歯科医専は教育
職員生徒８００人が参加したと記されている５０）。中央
大学ではその勅語を受けて「戦時学生自戒五條」を
含む冊子を作成した。自戒五條は，学業に精進して
万一の時に国の恩に酬いるのは学生の本分，質実剛
健，軍事教練の成果を日常生活に生かすこと，前線
の兵士に感謝，市井の人々にも感謝，心身の鍛錬，
早寝早起き，飲酒喫煙の節制などとなっている５４）。
３）報国団・報国隊結成と学生会の廃止
「青少年学徒ニ賜リタル勅語」が１９３９（昭和１４）年

５月に出されたことから同年９月には文部省指令要
綱により全国の諸学校には学生会を廃止して皇国民
錬成を目的とした学生修練組織である「学校報国
団」が結成され，１９４１（昭和１６）年８月には文部省訓
令（第２８号）により「学校報国隊」の結成となった５５）。
⑴ 東京歯科医専
１９４０（昭和１５）年１１月４日に東京歯科医専の学生会
は学生共済会，精勤実践会，および院友会とともに
解散し，教職員と学生が一体となった「報国実践
会」の結成式がもたれ，この折には会旗が制定され
た５６）。以後敗戦まで学生会本来の活動はなくなり学
生会の空白期間となった。
実践会の目的（誓詞）は，「教育勅語と勅語の聖旨

（著者註：青少年学徒ニ賜ハリタル勅語発令）を奉戴
し，世界の大勢を考え各自の本文を認識し，挺身協
力によって報国に至誠を尽くすとした。実践要綱
は，長幼の序と礼節，責任を重んじ各自本務の完
遂，身体の鍛錬・剛毅堅忍とともに惰をなくす，研
鑽精進による学術の振興，挙校一体明朗親和進んで
校風の発揚を期すること（原文ママ）」となってい
る。実践会は会長，副会長，本部と五つの局（国防
訓練，体練，学芸，臨床，厚生）の組織となってい
て，体練，学芸は従前のクラブである。臨床が病院
の保存，口腔外科，補綴，矯正の４診療部となって
いて，国防訓練局に国防部，馬術部，訓練部，勤労

部，厚生局に生活部，保健部，器材部，奨学部があ
る。つまり専門学校の病院を含めた組織の改組で課
外活動のクラブが病院組織と同列になってい
る５７，５８）。
国防訓練として道路工事等の勤労奉仕，防空，射

撃，馬術，海洋訓練等が行われた。この時から学生
は制服制帽にゲートルを巻き，毎朝の登校時には玄
関で敬礼をした，また長髪とマフラー着用を禁じら
れた５８）。
さらに，１９４１（昭和１６）年８月８日には学校報国隊

組織に関する「学校報国団体制確立法（文部省訓令
第２７号）」が文部大臣から発せられた。これは「指
揮系統ノ確立セル全校編隊ノ組織」として「報国実
践会」を「報国実践隊」に変える訓令であった４０）。
実際にはそれ以前に各校には通知されていたことが
下記からわかる。すなわち「文部省からその旨の要
望があったことから本校では校長を始め全員愛国の
至情に燃えていた際であったので，直ちに７月６日
午後１時に要綱の発表を行った…」として上記訓令
より前に組織変更の準備をしているからである５９）。
「東歯報国実践隊」は同年１１月に結成され，本

部，５個中隊，医療班という構成となって戦争に備
えられた。隊長は血脇校長となり教職員は第５中
隊，第４中隊は第４学年として低い学年へと続き第
１中隊は第１学年となった。これにより柔道剣道が
奨励され，野球部等は廃部となり，音楽部等は合奏
隊（ブラスバンド）と変わった。昭和１８年５月の新入
生歓迎会は全学生が参加した水道橋から市川グラン
ドまでの行軍だった。
報国隊の第１回勤労奉仕は１９４１（昭和１６）年１１月１１

日（火）から第１と第２中隊が１０日間にわたって陸軍
〇〇廠で行われた。「毎朝午前７時２０分〇〇駅前集
合，隊伍堂々廠へ行進，中略，雨の日も風の日も終
始真摯なる作業は続けられ，戦時下に於ける報国隊
の任務を遺憾なく発揮し，斯くて２０日（木）午後４時
同廠長（代理）の賞賛慰労の挨拶があって任務を完遂
した。隊員一同は今回の作業を通じて皇国に生を享
けたことに一入感激を覚えると共に，次回の出動命
令，今や遅しと待機中である（原文ママ）」６０）

さて，東京歯科医専の学生会は１９０７（明治４０）年に
東京歯科医学校が東京歯科医専に昇格したのを契機
に設立された。１８９０（明治２３）年に高山歯科医学院設

５２ 金子，他：戦時下の歯科医学教育（第１編）
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立以来それまでは学生会は存在しなかった。ただ
し，当時の学生は同窓会の構成メンバーとなってい
た。こうしたことから彼らは学校・同窓によった学
院発展のための意識の共有者となり三者一体の家族
主義的な体制が醸成され，同校の発展史上において
こうした精神的連帯感が強力な支柱となってきた。
新設された学生会規則には，その目的を学生の体
育・学術の奨励，風紀を養い交誼を厚くし，もって
校風を発揮すると規定し，このために運動部と学術
部を設置するとしている。翌年の１９０８（明治４１）年か
ら学生会の機関紙である学生会報が発刊され１９４０
（昭和１５）年の学生会解消まで続けられた。大日本歯
科学生大会など他の歯科医専学生との横の連絡も密
になり，歯科医術開業試験委員問題では在京歯科学
生７００名が集合し決議事項を文部省に陳情するなど
の活動がみられた。大正時代から昭和初期にかけて
学生会は学術・運動，あるいは文化活動などの最盛
期を迎えた。運動部の野球部，卓球部，剣道部，競
技部の活躍は目ざましく特に卓球部は１９２７（昭和２）
年に全国高等専門学校卓球大会の個人戦で小笠原榮
造選手が優勝し，同年の第８回極東選手権競技大会
（俗称：極東オリンピック，上海）の代表選手（卓球
はオープンゲーム）として参加した。同競技大会に
は日本歯科医専の土屋選手が長距離選手（１万米銅
メダル）として参加し，両選手は上海日本人クラブ
で同窓に歓迎慰労の宴を受けて帰国した６１）。また
ハーモニカ部はラジオ出演や地方演奏会で高名な歌
手と共演したりした５８）。
１９３９（昭和１４）年には卓球部が全日本医歯薬学生卓
球選手権大会ならびに全日本医歯薬学生東西対抗戦
で臼井良夫選手が優勝した６２）。１９４１（昭和１６）年には
報国実践会体練局陸上競技部が関東学生陸連二部に
昇格し，同年６月に行われた第１７回関東医歯薬獣大
会で再び優勝した（東歯１２１点，日本医大６３点，慈恵
医大４２点，東京高等獣医３４点，東京医専３２点，明治
薬専２８点，日本歯科医専１４点，東京薬専０点）６３）。
一方，いわゆる学生運動としては１９１８（大正７）年

に発令された大学令に対して全学生あげての大学期
成会６４）を結成し東京歯科大学設置のために講演会，
新聞雑誌への PRなど熱烈な運動を展開した。しか
し，学生会の様々な活動は基本的に学生自治によっ
た運営ではなく学校当局と一体になっていたとされ

ている。
⑵ 日本歯科医専６５）

日本歯科医専の学友会（現学生会）の成立は１９０９
（明治４２）年とされていて，それ以降，戦前では１９３６
（昭和１１）年までの詳細な活動記録が記念誌に掲載さ
れている。
会員相互の智徳を涵養し，体育の向上を図り，善

美な校風を発揮するとした会則は，日中戦争開戦前
後の昭和１０年と昭和１５年においても変わっていない
が，１９４０（昭和１５年）９月に日独伊三國軍事同盟が締
結されて以来，中国の戦局は拡大し，学生は常に野
営演習，勤労奉仕，防空訓練，強歩行軍〔ママ〕等に駆
られて学友会として規定の諸事業を完全に遂行する
ことは困難となり，特に太平洋戦争勃発以後はその
機能を全く発揮できず，会は有名無実となった。
それ以前の学友会の各種運動部は対抗試合など活

発であり，中でも競技部は国際的な選手を輩出して
いる。１９１７（大正１６）年東京芝浦で開催された第３回
極東選手権競技大会（現アジア大会）では，山内晋作
選手が中距離で栄冠を勝ち得た。その後も同競技大
会には複数の選手を送っている。特に蓮見 宏（旧名
三郎）選手は第一次世界大戦の戦場だったアント
ワープ（ベルギー）で開催された第７回夏季オリン
ピック大会（１９２０年）に中距離選手として出場した。
さらに，現在全行程がテレビ放映されている毎正月
の箱根駅伝６６）には同歯科医専は１９２２（大正１１）年の第
３回大会に初出場して以来，戦前に１７回の出場を数
えその内１３回連続出場した。第７回大会（１９２６年）で
は慶應義塾大学，法政大学を離して７校中３位で
ゴールしている。同時に目を引くのは第１３回（１９３２
年）から第２０回（１９３９年）までの毎回の順位であり９
校から１４校の出場校において強豪校に伍していた感
じである。出場校は総合大学がほとんどであり，医
歯薬獣の専門学校はわずかに日本歯科医専のみであ
る。現在と同様に同駅伝には１０名の長距離走者を揃
えなければならず，補欠も含めると同校の傑出した
活動が想像できる。箱根駅伝は１９４０（昭和１５）年の第
２１回を最後に，戦後再開されたのは１９４７（昭和２２）年
であった。ただし，戦時中の１９４３（昭和１８）年には靖
国神社・箱根神社間往復関東学徒鍛錬継走大会とし
て第２２回が実施された。なお，現行のシード校，予
選会制度は１９５６（昭和３１）年の第３２回からだった。
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日本歯科医専は１９４０（昭和１５）年１０月７日に日本歯
科医専報国団を結成した。その指導精神は，自我功
利の思想を排除し，報国精神に一貫する校風の樹立
にあって，全校専任教職員生徒をもって組織し，次
の諸部を置いた。
イ）総務部：事業の企画統制
ロ）鍛錬部：勤労奉仕，剛健旅行を行うと同時に

剣道，柔道，山岳，水泳，庭球，野球，競技，
弓道，蹴球，卓球，相撲，空手，拳闘等の小
体育班を所属させる

ハ）国防部：防空訓練，馬術，自動車等を所属さ
せ国防的訓練をする

ニ）文化部：文化科学，講演，文芸等学問文化芸
術に関する諸班を統合する

以上の組織は東京歯科医専と多少異なっている。
１０月１６日には教育職員，全校生徒が国分寺駅前に
集合して，府中，多摩聖蹟，多摩川原まで剛健旅行
を行った。１１月７日には全国歯科医学専門学校合同
主催の皇紀２６００年記念式典が神田共立講堂で開催さ
れた。１１月１０日には第１・２・３学年生徒は宮城外
苑整備の勤労奉仕，１１月１７日から１０日間，第１・２
学年生徒は軍需工場で勤労奉仕，１１月２７日から第
１・２学年生徒全員が赤羽陸軍造兵廠東京補給廠で
勤労奉仕，そして１２月１３日に第１・２学年生徒勤労
奉仕によって陸軍省から支給された金２，１２３円を陸
海軍に国防献金をした。
⑶ 大阪歯科医専６７）

「大阪歯科医学専門学校報国団」は１９４１（昭和１６）
年２月１１日に結成された。そして同年９月に「大阪
歯科医専報国隊」が結成された。同隊は大阪地方部
隊（本部長大阪府知事）に所属し，上部組織の大政翼
賛会中央本部の司令で動くとされ，報国団が報国隊
に移行したのではないようである。報国団は任意組
織で校内的各個別で，報国隊は強制組織による校外
的なものと機能が区別され並存されていた様子が窺
われる。報国団は勤労作業，運動競技などで各個人
の体力向上，気力増強などが目的とされ，一方報国
隊は求められた任務（いわゆる民兵的，救護の活動
など）を集団として遂行する組織と記されている。
⑷ 戦時下の学生スポーツ
１９４０（昭和１５）年前後から従来の学生会は学校報国
団となって学生スポーツの目的が皇国民錬成を目的

とした学生修練組織に変貌した。文部省の学生ス
ポーツに対する統制は，主に競技大会の開催制限と
学校報国団設置によった学生会運動部組織の改変を
通じて行われた。戦局がますます厳しくなってきた
１９４３（昭和１８）年３月に文部省は「戦時学徒体育訓練
実施要綱」を通達して，学徒の体育訓練の目標を明
確にした。すなわち目標は戦力増強の一点にあると
して，その目標到達のための有効適切な方策を講じ
るとした。このため，基礎体力の増強と戦技訓練な
ど兵士に必要な行軍，戦場運動，銃剣道，射撃が最
も優先せらるべき重点種目とされた。いくら卓球に
秀でていても行軍力が不足であっては役に立たない
ということである。一方，女子学徒に対しては「健
母」育成のために体育訓練は男子と違って球技は奨
励された６８）。
学生スポーツは元来，ルールの下で競争すること

を「楽しむ」もので，このための練習や試合を通じ
て心身の鍛錬が副次的に養われる。そして社会人に
なってそうした競争スポーツから離れても副次的に
得られた結果が実生活で役に立つという性質を持っ
ているのだが，自主的に課外活動として自己の喜び
や楽しみを追い求めていた学生会の運動部は，鍛錬
部の運動として次元の異なった性格に変質した。
各種スポーツ団体は，文部省が１９４１（昭和１６）年１２

月に設置した大日本学徒体育振興会（文部大臣が会
長の文部省外郭団体）に所属すようになった。そし
て奨励されない球技などは全国的な大会の停止も
あって，多くが衰退あるいは消失していった６８）。例
えば夏の年中行事として現在盛んな甲子園の全国高
校野球大会は，当時では全国中等学校野球大会とさ
れていたが１９４１（昭和１６）年の第２７回大会をもって中
止となった。ただし翌年の１９４２（昭和１７）年には「戦
意高揚」を目的として全国中学校錬成野球大会との
名称で各地区において勝ち上がった１６校が出場して
開催された。この大会は文部省と大日本学徒体育振
興会が主催した。後に従来からの主催者である朝日
新聞社は，この錬成野球大会を第２８回として全国高
校野球選手権大会記録に数えることを申し入れた
が，文部省は却下したために「幻の甲子園大会」と
して記憶されている。この年には都市対抗野球も中
止させられた。また，東京六大学野球は１９４０（昭和
１５）年から試合日数の短縮化が始まり１９４２（昭和１７）
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年秋季リーグが最後の試合となった。そして翌年４
月には文部省がリーグ解散を命令した６９，７０）。早稲田
と慶応の大学野球部はかろうじて練習を続けてい
た。１９４３（昭和１８）年１０月に神宮競技場での学徒出陣
壮行大会の直前に早慶野球対抗戦（早稲田安部球場）
が行われた。この試合は「最後の早慶戦」として出
陣を前にした選手の餞として今に話を残してい
る７１）。また，プロ野球は１９４３（昭和１８）年１１月１２日に
後楽園球場での東西対抗戦をもって最後とした。こ
の年の３月には野球の「アウト」などの米語は「ひ
け」などになり，日本野球連盟はユニフォームを軍
服式に変えていた。
米国生まれの野球は敵性スポーツとして弾圧の対

象ともなっていたとされているが，文部省は外来ス
ポーツだからということで排除するものでは決して
ないとしており，スポーツ用具の不足や兵士資質向
上の種目重点化から現実的な対応をとった結果だと
もされている７２）

１９４３（昭和１８）年の各種全国大会は交通機関の利用
を制限するために，開催地を分散させる方針で実施
する予定であったが，１９４３（昭和１８）年７月２１日には
大会の無期延期が発表され，さらに９月２４日には大
日本学徒体育振興会所属の各種競技大会を文部省は
全面禁止とした７２）。歯科医専が活躍していた関東卓
球リーグ戦も同様であり，１９４２（昭和１７）年１１月に開
催（関東卓球リーグ４部日本歯科医専優勝）された
が６５）翌年は中止された。

４．興亜青年勤労報国隊（学生隊）と歯科医専学徒
１）興亜青年勤労報国隊（学生隊）７３，７４）

１９３４（昭和９）年から開始されていた訪満派遣学生
団事業は日中戦争の勃発で中断していた２３）。新しく
「興亜青年勤労報国隊（学生隊）」が計画され１９３９
（昭和１４）年に北支蒙疆と満洲への派遣が開始され
た。１９４３（昭和１４）年４月１３日に企画院によって「東
亜勤労奉仕隊派遣ニ関スル件」が企画された。満州
方面が三班に分かれて総数２５，０００名，北支及蒙疆が
２，０００名とされ各１か月から１か月半の期間で６月
から９月まで実施する計画が立てられた。各班
１０，０００名で２０，０００名の派遣（満洲のみ）は大学専門学
校の学生生徒ではなく青年学校生徒（青年学校，青
年団員と青年学校教員養成の男子生徒）とされた。

原案では「東亜建設勤労奉仕隊」だったが決定は
「興亜青年勤労報国隊」となった。準備支度金は指
導教官３０円，学生生徒１５円で，内原への集合と帰還
で上陸後の帰校旅費は実費（割引）と決められた。青
年学校などでは一人当たり１００円を満洲国から褒賞
として贈呈し，学生学徒には手当て２０円とされてい
る７３）。
目的は文部省による，「興亜青年勤労報国隊北支

及蒙疆派遣実施要綱」によれば「東亜新秩序ノ建設
ハ青年ノ大陸認識トソノ実践的奉公トニ俟ツコト大
ナルモノアルニ鑑ミ一般青年及学生生徒ヲ大陸ニ派
遣シ現地ニ於ケル国防建設生産及又ハ文化工作等ノ
集団的勤労訓練ニ従事セシメ以テ興亜ノ精神ヲ体得
セシムルト共ニ直接建設ノ事業ニ協力セシムル為」
であり，この目的によって「興亜勤労報国隊ヲ組織
シ本年夏季（自七月下旬至八月下旬約１ヶ月間）之北
支及蒙疆ニ派遣シ現地訓練ヲ行フ（文部省文部次
官，教学局長官から地方長官・諸学校長宛 昭和１４
年５月３１日）」とされた７４）

対象学生は大学と各種専門学校でその数は北支及
蒙疆隊が校数１６２校，引率教官各校１名，学生１０名
（東大・京大農学部のみ各２０名）で総数１，９１８名，満
洲隊は２３４校，引率教官各校１名，学生は大学，医
科系専門学校，農科系専門学校は各１０名，獣医系が
各３０名，他の専門学校は各５名が基本となり総数
１，６９４名であった。
文部省は，興亜青年勤労報国隊について以下のよ

うに記している７３）。「興亜大共栄圏の世界史的大業
を完成する光栄ある役割を担当すべき者は，言うま
でもなく，新東亜の盟主日本を，次代に継承する日
本青年を外にしては無い。茲に現代日本青年に約束
された偉大なる使命がある。従って此の大使命を前
にして立つ現代日本青年にとって必須第一の資格
は，大陸に対する透徹せる認識と，新東亜建設への
熱烈なる情熱とであらねばならない。即ち現代日本
青年は時代精神の主潮としての興亜精神を確実に把
握し，体認し，果敢に之を実践に移す叡知と情熱と
実行力とを持ってこそ始めて其の名に値ひする日本
青年たり得るのである（原文ママ）」続けて「そこ
で，百聞は一見にしかずの通り大陸の現地を見，大
陸の現実に触れること以上のことはない。さらに進
んで東亜建設の作業の一角に参加し脂汗を大地に注
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ぐことで実践と奉公とに生き抜いてくることが最も
効果的である。さらに国体観念も一層明確になる。
それは国外から母国を見れば改めて日本の本当の姿
が再認識され皇国国体の尊厳が再体験されるので生
を皇国に受けたありがたさに感激しながら尽忠報国
の誓いを新たにすることは日本人の誰もが経験する
ところだからである。将兵の鮮血を流した戦跡を踏
んで心から忠魂英霊を弔い，一触即発の国境線に臨
んで国際危機の脈動を現実に感じ，満蒙北支の天地
が皇化の最中にある姿を目の当たりにして，八紘一
宇の民族理想を現実に体得すれば尚更である。まし
てや，力は僅かとはいえ自らの労働でこの興亜作業
の一角に参画するという壮厳な感激が自ずから生じ
るのであるから青春多感な胸中には皇国臣民として
の自覚，矜恃の涙が溢れるが如く湧き出てくるに違
いない。かくして興亜精神と国体観念とが相互に反
射し，また写り合うことで日本の教学は具体的な映
像を新しい背景と脚光の中で次の世代に引き継ぐこ
とができると信じる（著者意訳）」と期待感を示して
いる。
２）歯科医専の派遣団
１９３９（昭和１４）年７月に興亜青年勤労報国隊への歯
科学生の参加が記録されている。北支及蒙疆隊の第
１班の医科は１３校で大阪歯科医専，日本歯科医専が
医学部，医専，薬専と一団となり，第２班の医科は
１５校で東京高等歯科医学校，九州歯科医専，東京歯
科医専が同じ班となっている７４）。
３校（東京，日本，大阪の各歯科医専）の記載から

まとめてみると以下のようである。該報国隊は満洲
と北支蒙疆地域に２班となって３０日余の期間にわ
たって選抜学生と指導教官各１名が派遣された。学
生数は東京歯科医専では満洲班５名，北支蒙疆班１０
名，日本歯科医専では同様に５名と１０名，大阪歯科
医専では２名と１０名だった。派遣直前の訓練を指導
教官が２週間，学生は１週間受けた。満洲班は全国
大学・高専校２００余校，選抜学生総数約１，６００名と８０
名の陸軍将校が配属され５隊に分かれた。北支蒙疆
班では東京歯科医専派遣隊は第２班１，０００名の中に
加えられた。各歯科医専派遣隊が現地で合流した記

もうきょう

述はない。なお，蒙疆とは日本の傀儡政府が存在し
すいえん

ていた内モンゴルの旧チャハル省，旧綏遠省を指
し，現在では内モンゴル自治区，北京市，河北省に

分かれている。
⑴ 東京歯科医専
ａ．北支蒙疆派遣団報告（指導教官寺坂卯吉）７５）

東京歯科医専の場合を指導教官として引率した寺
坂卯吉（本校助教授・医学博士・昭和３年卒）の報告
から追ってみる。水戸市内原にある満豪開拓青少年
義勇隊内内原訓練所７６）での訓練（指導教官２週間，
生徒１週間）が終わると帰宅することなく現地に向
かっての出発である。学生は萩野利勝，齊藤利世，
吉井 久，高橋郁夫，友岡義和，加藤興親，渡辺 謙，
水野宏道，高橋仁太郎，豊島時太郎の４学年の１０名
である７７）。
７月１９日（１日目），出発時は学制帽，学生服に

ゲートルそして約２５kg 前後のリックサックを背

負っている。訓練所がある内原駅から東京に出て一

気に神戸に向かう行程だった。東京での２時間の休

憩時に学校から奥村鶴吉，西村豊治，安井作太郎，

兵頭彌夫の教員と医局員の面会があり東京駅では学

生も加わって盛大に見送られて夕刻発車の夜行列車

で離京した。翌朝神戸三宮駅では同窓や帰郷中の学

生に出迎えられ，駅から滝川中学校のバンドを先頭

に隊伍堂々にして埠頭に向かった。沿道の人々は手

を振り帽子を振り彼らの壮途を励ました。

２日目（７月２０日），船は午後に神戸港を出航し

た。夏の蒸し暑く脂汗を出しながら船倉で雑魚寝と

なる。デッキに出るとすでに陸の影は消え，船は風

を受けながら静かに進んだ。

３日目には全員の健康診断が行われた。夜の玄界

灘での船酔いだけでなく，夕食の魚の中毒で千名中

半分が完全にのびた。

４日目には昨夜の連続で隊員一同意気消沈して元

気がない。天候がぐずつき出した。一望千里どこま

でも波だった。

５日目には旅順港の沖合を通過した。天候は悪化

し船は酷く揺れる。二百三高地の忠霊塔や黄金山の

砲台が見え黙祷を捧げる。横風がさらに強くなり，

大抵の者は船酔いで寝込んだ。夜に投錨し明朝の満

潮時を利用して白河を遡るとのことである。

６日目，白河を遡って進んだ。水は満々とたたえ

られているが一面黄褐色の泥水だ。岸壁はるかにユ

ニオンジャックの旗が風に翻っている。目障りだ。

土砂降りの中我々は昼に上陸した。ここから汽車は
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三時間雨中をひたすら走り続けた。車窓はどこまで

も果てしなく水浸しである。民家が其中にポツリポ

ツリと浮かんでいる。汽車は天津を過ぎて一旦停車

し，そこで戦跡を見学，再び車中の人となり北京の

裏門西直門站に着く。同窓が迎えてくれたが話す時

間もなく後日の再会を約すと再び汽車は走る。夜の

帳があたりを包んだ頃，やっと当日の目的地に着い

て駅のホームに整列をした。この辺は治安上危険地

帯ゆえ一人隊列を離れてはならぬ，兵舎の周辺には

鉄条網がめぐらしてあり強力な電流を流しているの

で決して触ってならぬなどの注意があり，廻れ右と

一同行進を開始した。しばらくするとまた雨になり

泥濘の道は靴を噛む。次第に物凄い雨となり風も

轟々となり出した。たちまちずぶ濡れになり，顔に

当たる雨は棘のようだ。リックサックは肩に食い込

みギシギシと鳴る。我々は列の最後の中隊でしょっ

ちゅう駆け足である。列を離れまいとして私は学生

たちを督励し，歯を喰いしばって走り続けた。誰も

口をきかなかった。ぱちゃぱちゃと水を蹴って走る

靴の音が，真っ暗闇の中に凄荘を伴って悲壮な気が

する。雨の滴が服を通し，背中を伝わって靴の中へ

落ちる。こうして三時間余り，無闇に走り続けて

我々はやっと目的地の兵舎に着いた。落伍者は誰も

いなかった。

７日目（７月２６日）。早朝５時半の起床でさっと身

支度して雨の営庭へ並び点呼を取る。今日の予定は

誰にも分からない。朝食後待機の姿勢をとっている

と突如集合の命令が飛んだ。半渇きの服にゲートル

をキリキリと巻いて，執銃帯剣，舎前広場の水の中

へじゃぶじゃぶと出て整列をした。全員２，０００名，

号令とともに雨の飛沫の中をラッパの音に歩調をと

り営門を出た。長い長い列である。泥濘の道は果て

しなく続き，所々に川は溢れて膝は水の中に没す

る。それでも我武者羅に行軍を続けた。こうして午

後の３時半にやっと清華園大学（旧中国国立大

学）〔ママ〕に到着した。総煉瓦作りの実に堂々たるも

のである。塀には「建設東亜新秩序」「親日防共」

「日軍向所無敵」などに混じって「打倒英国」のポ

スターがある，ある。昼食をとって暫く休憩。休ん

だと思うと又集まれだ。我 ２々，０００名の隊員一同静

粛に整列する。北支最高司令官附副官森参謀から

「北支の現況に就いて」と題する講演があった。夜

半の疲労のせいか一同つんのめりそうに眠い。しか

し，講演は２時間半も続いた。時折ハッとすると森

参謀のキビキビした声が響く。

「諸君が少しばかりの学識を鼻にかけて，北支視

察などと言うつもりで来たならば，それは寧ろ笑止

の限りである。興亜の聖業は斯かるパンフレット的

知識や，幼稚な学生的知識によって達せられるもの

ではない。諸君は先ず宜敷く大陸経営の勤労に従事

し，余暇あらば各自の学識に応じて大陸の実情に注

目し，興亜聖業の実践とは如何なるものであるかを

認識して欲しい。我々は寧ろ諸君に血を流して貰い

たいとさえ思っている。恐らくは諸君が自らの汗を

流し，自己の戦友が敵弾に斃れるのをみたときにこ

そ，初めて大陸経営の真髄を悟ることが出来るであ

ろう（原文ママ）」身体がぐっと引き締まる。その夜

再びずぶ濡れになって兵舎に帰ったのは午後の９時

過ぎ，蒸し暑い夜だ。疲労が激しく我々を襲った。

８日目。晴れて眩しい朝を迎える。今日は武器の

手入れ，部屋の整頓で休養だそうだ。食事当番や歩

哨に立つ者もいる。午後に本部の一室を借りて「東

京歯科医学専門学校学生班診療所」のビラを下げて

患者の治療を始めた。如才なく，真摯な態度で診療

を開始すると兵隊さんは勿論，隊員までもわんさと

押しかけた。今日は４０名，皆んなの希望でこれから

毎日診療に従事する。これで我々は二重の負担を負

うこととなったが母校の名誉にかけてと一同かたく

手を握り合った。

９日目。午前３時半起床。５時に営門を出て降り

出した雨で泥濘となった中を走り続ける。８時頃

やっと目的地の西郊飛行場に到着した。翼を休める

陸の荒鷲が日の丸のマークを見せて待機の姿勢を

とっている。グンと胸に来るものを感ずる。今日は

ここで杉山北支最高指揮官の閲兵を受けるのであ

る。１０時頃に我々は隊伍堂々と分列式を挙行した。

２，０００名の足音は一糸乱れずしっかりと大地を響か

せて進んだ。次に支那青訓学生千余名が，紅い房の

付いた六尺棒を持って分列式を挙行したが報国隊に

遠く及ぶべくもない。３時に出発し焼け付くような

暑さの中帰営したのは６時。帰営後一休みして診療

室に出勤，十余名の兵隊さんの治療を済ませて早め

に引き上げる。

１０日目。午前４時に起こされ驚いた。激しい雷鳴
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である。しかし，命令は絶対だ。５時過ぎに出発し

た。雨が降り始めやっと乾いたばかりの服はびしょ

濡れになる。大陸で恐るべきは匪賊と病気だと聞い

てきたが，雨の襲撃もなかなかの大敵であることを

知った。目指す作業場は昨日の飛行場から徒歩で３０

分の農地である。ここを開拓して広大な日本人住宅

と鉄道を延長する。空陸完備の交通網を作るとのこ

とである。丘陵の一角「興亜勤労青年報国隊建設道

路」の標木が立っていて，我々の勤労範囲が明らか

にされていた。つまり司令部前から南北に通ずる大

道路を建設するのである。２，０００名の隊員はそれぞ

れ中隊に分かれ，建設局の専門家の指図で一斉に仕

事が開始された。日頃シャベルやモッコなどを使っ

たことない学生ばかりで慣れない仕事だが軍隊命令

のキビキビした行動により，みるみるうちに丘は切

り拓かれ，道路がぐんぐん延びて行った。午後３時

頃作業を打ち切り再び帰路につく。往復実に６時間

を要する行軍である。疲労が一同を襲う。就寝時間

を１時間早く繰り上げろとの通達で，我々も夜間の

診療は止むを得ざるものの他は謝絶して寝に着く。

１１日目。５時半起床。昨日と同じ作業。今日は朝

から本格的な暑さである。行軍をしていると汗は上

着を濡らし，袖口から水のように滴が落ちる。９時

作業開始。維新新政府湯爾和文部大臣が参観。帰路

の暑さで日射病に倒れるもの続出。本隊隊員は皆元

気旺盛で落伍者は一人も出ず。学生は逞しく興亜勤

労の迫力に燃えている。

１２日目（７月３１日）。５時起床。支那事変勃発の

地，盧溝橋の戦跡を見学するとの命令。発車駅まで

軍用トラックで運んでくれるとのことで一同子供の

ようにはしゃぎ回る。列車は貨物列車でお粗末だっ

たが誰も不平一つ言わない。車内では大半が高鼾で

正体もなく眠り続けていた。本事変で有名な永定河

にかかった盧溝橋は一名マルコポーロ橋とも称せら

れるこの橋こそ，我々の永遠に忘れ難い恨みの橋で

ある。橋桁の一つひとつに唐獅子の像が彫られてい

てその数二百。顔が全て違う。両岸を挟んで激戦が

行われた説明を聞いて今更に皇軍兵士の労苦が偲ば

れる。ここから宛平縣城の城壁に登り，かつての場

にあってしみじみとしたものを感じた。我々は感謝

の心を持ってここを過ぎ，城壁の下，まだ木の香り

の新しい木標の前に立ち並んだ。皆の頭が自ら下

がった。それから一文字山に行った。丘陵の上には

大忠霊塔が高く聳え立っている。一同は心からなる

黙祷を捧げた後，砂丘に腰を下ろして昼食を摂っ

た。大野少佐から付近攻略戦の話を聞く。日差しは

ますます強く首や顔がヒリヒリと痛い。さしもの若

人も意気消沈の態で午後６時頃兵舎に帰った。実に

日本人に生まれた幸福感が芽生え，興亜の聖業こそ

実に我々自身でやってのけなければならないという

気がひしひしと胸に迫る。

１３日目（８月１日）。５時起床。全員武装を整へ軍

用トラック百有余台に分乗して北京の史跡見学に向

かう。１時間余にして市街へ入る。孔子廟，天壇，

故宮博物館を順次見学する。故宮博物館は米国の出

費で修理した宮殿が二，三あって其謂れがデカデカ

と書いてある。支那人を手なずける最も手近な良い

手段かと思う（原文ママ）。日本の金持ちも別荘や妾

を囲う金の一部を割いて，こうゆう方面に使ったら

どうか。日支の親善に資するばかりでなく，東洋文

化の保存上大なる功績を残すのではなかろうかと考

えた。車上から一通り城内外を見学して４時過ぎ帰

路に着いた。

１４日目。午前５時起床。西郊へ勤労作業。本日で

大かた終了し明日の仕上げを残して午後１０時帰営。

過労のせいか食欲は減ってくる。そろそろ下痢患者

が出始めたらしく医療班を訪れる人々が急に目立ち

始める。第一班は本日我々と別れて保定方面へ出発

と決定したのでお互いに無事再会を約してしばしの

別れを惜しむ。第二班は明後日夫々所定の方面に分

散する予定だが，私たちの第三方面隊は蒙疆地方と

内定しているも洪水で途中交通が途絶して他方面に

行くとかここに残留するとかはっきりしない。

１５日目。５時半起床。一同元気を出して最後の勤

労作業に向かう。午前１０時半頃には私たち２，０００名

の額に汗によって築かれた道路が今目の前に整然と

南北に広々と通じたのだ。仮令私たちの仕事が東亜

新秩序の建設の大事業の前には物の数に入らなくと

も，現地へ来て直接に汗を流して一鋤でも真の建設

に参加したという唯それだけの事実で大陸の健やか

な成長を誰よりも一層乞い願う気持ちを培ったこと

を信じて疑わない。午前１１時少将の感謝の言葉と訓

示があって，北京における勤労作業は全く終了を告

げた。指導教官は北京の居仁堂で北支最高指揮官の

５８ 金子，他：戦時下の歯科医学教育（第１編）

― ５８ ―



招待会に臨み，学生は午後３時帰営休養をとること

となった。

１６日目。５時起床。予定表では明日から蒙疆地方

に入ることになっているが，幾十年振りとかいう大

降雨のいたずらで予定変更かもしれぬとの情報が

入ってくる。そのためか気勢が上がらない。他の方

面部隊は出発準備の真最中だ。一寸羨ましく寂しい

気持ちが萌してきた。すっかり諦めて食後のいっ時

をうとうとしていたら俄かに上がる喚声，突如指令

が来たのだ。第三方面隊は徒歩連絡によって予定地

に強行すべし。しかし，重いリュックを背負って８

里も歩けるだろうか。行けるところまで行けと云っ

た捨鉢的な気構えでとにかく決心はついた。午後１

時万寿山で行われる日支学生交歓会に出発す。山内

に散在した仁寿殿，排雲殿，仏香閣，十七孔橋，石

船とうが四囲の景色と相まって，その総合美は唯々

驚きの外はない。今迄に見てきた支那における人工

の工作物，例えばこの万寿山の離宮にしろ，北京の

景山，紫禁城あるいは天壇にしろ，その特色は構想

の雄大にして規模の広大な点にある。個々の美より

も寧ろ綜合美の極致に重点を置いているように考え

られるのである。この点からすると支那人を日本に

案内するに京都や日光，奈良等の類似の史跡を見学

させても，彼らは恐らくは自国の模倣としか見ない

であろう。式は午後２時頃開会，挨拶など予定通り

に終了し，やがて接待に出されたお菓子や飲み物に

舌鼓を打ちながら，余興や景色に今日半日は久しぶ

りにゆったりした気持ちですっかり元気を回復し

た。今日の催しは和やかな中にも東亜新秩序の建設

は，日支学生の固き契りからと云った決心が互いの

眉宇に現れて誠に有意義だった。午後６時集合帰営

する。

１７日目（８月５日）。愈々今日は北支を後にして蒙

疆に向かうのだ。午前２時起床といえば夢を結ぶこ

とさえ許されないごろ寝のいっ時である。実を云う

と私は一昨日から猛烈な下痢で，食欲はぐっと減っ

て目玉は引っ込む。目立って出たものと云へば，○

○と頰骨と熱と溜息である。全く自責の念に堪えな

い。気持ちだけでも頑張ろうと懸命に努力したもの

の１００メートルも歩けば腹部の痛みにへたばってし

まう。ここに居残れば責任が果たせない。静養か出

発か！ 頭がごちゃごちゃになってさっぱり判断が

付かない。

刻々時間が来た。リュックを背負った同僚を見た

瞬間，私は決然と行くことにした。

午前３時頃真っ暗な営庭に整列，空は降るような

星空である。号令一下真っ黒の一団は粛々と営門を

出て行った。ガッガッと大地を踏みしめる軍靴の響

きは高く四囲にこだましてヒヤリとした早朝の静け

さを破る。私はともすれば落後しそうになる。腹部

の痛みを堪えて歯を食いしばって皆についていくこ

とが精一杯だ。他のことを考える余裕はない。午前

６時頃発車駅○○に着いた。例によって貨物列車，

だがこんなことは問題外である。安心と疲労でうと

うとと心地よい眠りに入る。午前７時半，南口に到

着した。南口は北に太行山脈を負って山迫り渓通じ

て居庸の渓路となっている。汽車ならば南口から山

谿に入って渓流に添いつつ青龍橋駅に向かって進む

のである。

まず腹ごしらえをしなければならぬ。私は食べ

た。飯盒の飯を何の躊躇もなくぱくついた。３日振

りである。乱暴と言えばそれまでだが，今目の前に

巍々として聳ゆる太行山脈の偉容に接してはどうし

てこの空きっ腹を抱えて越すことが出来よう。みん

なが心配顔に私を眺めていた。大して異常がなさそ

うである。占めた，勇気百倍だと思わず叫ぶ，一同

がホットしたようにドッと笑った。間も無く湯茶の

補給も終わって整列，点呼を取る。弾丸を３０数発渡

された。が皆んなはハッとする。当地守備の某将校

が注意を細々と言い渡した。２，３時間前に今から

越す〇〇からほど遠くない〇〇山中に有力な匪賊が

出て犠牲者を２，３人出した。諸君がちょうど〇〇

に進んだ頃には討伐に出動した当隊に追撃された匪

賊とぶつかる恐れが多分にある。十分の警戒を要す

と。直ちに実弾を込めて前後を各々一個分隊で警戒

しつつ行進を起こした。愈々山道に差し掛かると視

野の届く範囲は一木一石の陰といえども警戒の目を

離すまじと緊張して進む。約小一里も進んだ頃第一

小休止となる。この頃既に背負ったリュックがぐん

ぐん肩に食い行ってくる。また前進，谷間の線路伝

いに進む。

（著者註：その後は以下のような内容になってい
る。渓谷の景観を描写し，支那事変の最初の中央軍
との衝突地である東園站を通り居庸関に着く。前者
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の戦闘状況と皇軍への思い，後者の古来からの軍事

的要所を説明し，併せて山頂の城と連なる堡塁に驚

嘆し，ここでの皇軍の激戦とその占拠について記し

ている。午後３時頃に三堡，さらに山道を行軍し午

後６時頃青龍橋駅に到着。疲労で声もなく悲壮な光

景だとしている。行軍してきた最後のコースは八達

嶺の山裾だったがこの山では皇軍が悪戦苦闘したこ

とを出兵した級友の斉藤誠君から聞いていた当時に

思い至って感無量で目頭が潤むとしている。午後７

時頃に青龍橋駅から車中の人となって一路汽車は夜

道の蒙疆を驀進して行く。午前○時半頃憧れの張家

口駅に到着した）

直ちに駅前の広場に整列し，軍関係の方々や蒙古

青年学校生の多数に出迎えられ三隊に分かれてそれ

ぞれの営舎に向ふ。昨夜来の寝不足と疲労が一時に

加わって全身綿の如く体がずきずき痛む（原文マ

マ）。

以上で寺坂の報告は終わっている。
ｂ．満洲派遣団報告（指導教官松宮誠一）７８）

歯科学報では満洲班の指導教官である松宮誠一
（本校助手・生徒主事補，戦後に東京歯科大学学長）
が寺坂報告と同一ページを上下に分けて満州派遣団
の報告をしているので同報告から概略を記す。学生
は，上野正男，藤井 宰，花岡利三郎，柳田浩司，
小野寺桂吾の４学年の５名であった７７）。
７月２１日に新潟港を出港した満洲班は「北満三江

省佳斯市の澤田部隊兵営に駐屯し学生班は岡本部隊
に編入され，第二方面隊の医療班（京大，北大，慈
恵，九医および東歯）に属した。軍後方勤務（著者
註：勤労作業）に付き，また「特に本校学生班は陸
軍病院の診療に従事すると共に，佳斯市公署の後援
に依り貧困民の診療に従事する一方，更に部隊本部
の命により同市より〇〇粁前線に目下幕営しつゝあ
る岩部部隊に赴き，約１１日間に亙って将兵延人員
７５０名の診療に従事した（原文ママ）」岩部部隊の彼
らの歯科診療に対して全将兵参列の下に部隊長から
感謝状と記念品の贈呈があった。「今回の報国隊各
校学生班の功労については，元より何も甲乙は附し
難いであろう。けれども幸に我々は最も恵まれたる
境遇に置かれ，それ故に又軍当局より感謝状を贈ら
れ，且つ前例未聞の厚遇を受け得た事は非常な喜び
とする処である。全２３０校中，斯くの如き名誉を擔

ふ（著者註：になう）たものは，実に本校が唯一であ
り，母校の誇りとして我々はこれを無常の光栄とし
ている（原文ママ）」
学校は２隊の報国隊に対して帰国後の９月１６日に

全生徒，教職員を一階ホールに参集させ，奥村学監
と学生代表の各歓迎の辞と松宮，寺坂両指導教官の
報告を交えて１時間の歓迎式を行った。
さて，北支・蒙疆と満洲の各報国隊の該地での報

告は前者が７月２５日から８月５日，後者が７月２６日
から８月８日でほぼ同一である。しかし，共に誌上
での詳しい報告は中断されていてその後の旅程は不
明である。派遣隊に対して歓迎式が９月１６日（土）９
時１５分にから１時間にわたって１階のホールに教職
員が参集して行われた７９）。
ｃ．ある式辞が示す学校の意識
両派遣班が水原での訓練のために，水道橋校舎を

離れる直前の１９３９（昭和１４）年７月７日には「本校事
変二周年記念式」が全学的に校内大ホールで行われ
た。花澤 鼎教授が式辞を以下のように述べた８０）（短
縮）。「皇軍はすでに支那全土の１／３を席巻し，大
都市，物資の点からは殆ど全土を征服したかのよう
である。とは言え事変は何時終了するのか誰も予測
しえない実情にある。蒋介石政権は一地方政権まで
に転落したと伝えられているのにも拘らずなお終局
が予測できないという事は，敵の背後に強力な第三
国の堅牢な支持が根を張っているからである。それ
らは英国，フランス，ソビエートである。今日我々
の当面の敵は実にこれら三国であると言わなければ
ならない。元来我々は支那市民を敵として戦ってい
るのではなく，我々の理想，東亜新秩序建設という
一大理想に向かって邁進しているだけであり，これ
を阻まんとする蒋政権一派の反日行動の殲滅，禍根
の一掃に努めているのである。事態はついにここに
いたり最早や理屈は抜きである。今日の戦争は単に
武力だけで解決され得るものではない。経済力，物
資力がそれに伴わなければ最後の勝利は得られな
い。それ故に戦線将士の努力と相まって銃後におい
て我々は一人ひとりがその責務を負わなければなら
ない。理屈や放縦があってはならない。我々は『堅
忍持久』『殉忠報国』『国家総動員』のスローガンの
下に一致団結したけれども，今日はさらに『一億一
心』のスローガンの下に結束しなければならない。
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今や政府は天津租界問題をもって英国を撃ち，満州
国境においてノモハン事件を巡ってソ連と闘争を続
けている。ここに我々は事変二周年を迎えた。その
意義や誠に深くかつ大きいと云ふべきである。私は
先年ソ連邦を数回通過し，ソ連邦民衆の実生活を目
のあたりに見てきたものであるが，彼らは裸足でボ
ロを身にまとい，一億武力の充実に邁進していた。
その前には個人の自由も言論の自由も全く認められ
ていない。私は彼らの怖るべき忍耐力に驚くととも
に，我が国民もまた今日かかる忍耐力を堅持し，精
神力を養い，緊褌一番，堅忍持久の態勢をもって一
億一心，以って目的貫通に邁進すべき秋であると信
ずる。事変二周年はこの点において我々に多くのも
のを指示していることを忘れてはならない」
派遣隊の学生はこの記念式に出席した後に水戸水

原の訓練に出立したと思われる。
⑵ 日本歯科医専５０）

日本歯科医専では「興亜青年勤労報国北支及満蒙
派遣隊」として北支班が指導教官１名，学生１０名，
満洲班が同１名と５名，北支隊と行動を共にした蒙
疆隊学生５名が１９３９（昭和１４）年に派遣された。北支
隊の行動が略記されている。１９３９（昭和１４）年７月２０
日に神戸港から大連に向かい，北京で軍団に配属さ
れ訓練についた。学校，市内，史跡の見学・見物・
視察などと口腔審査，日華学生交流などが行われて
いて純然たる勤労奉仕は１週間に満たないようであ
る。８月２４日に塘沽から乗船し船中で報国隊解団式
を行い２９日に神戸港に上陸した。９月１１日には同隊
の歓迎式が校内において開催された。そして，報国
隊全員は１９３９（昭和１４）年（著者註：原文では昭和４４
年となっているが１４年の誤植と思われる）１０月１１日
に文部省から賞状を下賜された。
⑶ 大阪歯科医専４９）

大阪歯科医専では北支・蒙疆班として教員１名と
学生１０名を１９３９（昭和１４）年７月１８日に神戸港から，
また満洲班として同１名と２名が新潟港から出発し
て炎暑のもと４０日間にわたる壮途についた。１９４２
（昭和１７）年には派遣された人々によって「興亜報国
会」が結成され，貴重な経験を生かして満洲での就
職の斡旋や現地での開業する校友との連絡など，大
陸飛雄のための啓蒙・支援活動が展開されたと記さ
れている。また，第２回（１９４０（昭和１５）年度）には教

員１名と学生５名，第３回（１９４１（昭和１６）年度）には
学生５名の派遣名簿が記されている。
４）興亜青年勤労報国隊（学生隊）帰還後の文部省

通牒と派遣団指導教官の意見（日本大学）７４）

文部省は１９３９（昭和１４）年度興亜青年勤労報国隊
（学生隊）の帰還が始まった頃（８月２１日），「興亜青
年勤労報国隊ニ関する件」として以下を各教育機関
長に通牒した。「今般の学生隊指導者，学生生徒は
現地で非常な鍛錬体験を基に興亜精神の先駆者，新
東亜建設の選良というべきはもちろんであるが，も
し帰還後の指導が適切でないとその尊い体験もその
功を十分に発揮したとはいえないこともあろう。こ
のために帰還後に指導教官を中心にして，隊員その
他の適切な者からなる興亜精神を指導精神とする研
究会を開催し，学校長指導の下に大陸研究興亜精神
の相互切磋ならびに普及をさせることは興亜教育上
最も肝要かつ適切である。学生が帰還と同時に左の
二項を実施しまた戒告してもらいたい」そして，
「一、指導教官ノ報告書並ニ派遣計画ニ関スル意見

及派遣隊員ノ感想文等ヲ徴シ，本年九月末日
迄ニ教学局宛送附ノコト

二、帰還後現地状況其他ニ関シ流言飛語シ，或ハ
興亜運動ヲ阻害スルガ如キ一切ノ言動ヲ厳ニ
戒ムルコト（原文ママ）」とした。

その１０月４日には「隊員の流言飛語については前回
注意を通牒したが帰還生徒が軍機密保護法に触れた
実情があったことから左記の点について隊員であっ
た指導教官，学生生徒に十分趣旨を徹底するよう
に」重ねて通牒するとした。それらを現地部隊の配
置，現地将兵の行動・生活・思想の実際，現地の政
策・経済・金融・利権などとともに現地の経営に関
する消極的悲観的観察，湾曲誇張した批評は勿論の
ことこれを暗示するような言動とした。
１９４０（昭和１５）年２月２６日には日本大学総長 山岡
萬之助は教学局企画部長宛に研究会について経学科
と歯科は現在準備中とし法文学科，芸術科，医学
科，工学科，予科によった「亜細亜会」「蒙疆研究
会」「満支研究会」その他の会名などで既に２ない
し３回あるいは毎月１回の開催で盛況であった旨を
報告している。
日本大学専門部指導教官 内井正明の派遣報告８１）

を見てみる。
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内井は今回の派遣が学徒に与えた思想上の影響に
ついてまず記している。「新東亜建設の旗の下に聖
戦は既に２年を越えている現在は青少年学徒に賜っ
た勅語の大御心を彼らは体しているが故に，また彼
らは進んで勤労報国隊に参加した学生であることか
ら，今回の参加が取り立てて書くべき程の思想の飛
躍を示していないのではないかと思う。また，現地
事情の体験と認識に関しても机上で学んだ通りの満
洲であり，ある点ではそれ以下だったことについて
嗟嘆の言葉さえ聞いた。しかし，今回の体験がいか
に尊いものであったか今後に痛切に感じる時が必ず
来ると信じている。彼らは帰還後日もまだ浅く満洲
の体験を血とし肉とする消化作用は十分に行われて
いないと思う。彼らは一様に皇国に生を受けた喜
び，また国土の美しさを経験から本能的に得られた
ことだとしている。これは感謝すべきことだと言っ
ている」次に健康上の影響として「内原訓練所では
皆元気であったが，渡満直前に一名が神経痛の再発
で結局渡満したのは４名となった。満洲国昂々渓の
勤労奉仕では非衛生的な環境にも関わらず一人の下
痢患者も出ないで最後まで作業に精励できたことは
彼らの自制克己の賜物であったと感謝している。し
かし，私が帰還途次の新京で発病，大連で入院し
た。９月上旬に私が帰校して彼らのその後の健康状
態を知った。神戸では赤痢で１名が入院し，他の３
名は帰宅後に下痢で１０日ほど床にあった。現地では
緊張状態にあり悪条件に打ち勝っていたが，帰国し
て緊張がほぐれて現地の疲労を誘発したのだと思わ
れる。現在は皆元気に登校している。今回の参加で
体位と体力は向上したのではないか」と報告した。
そして自身の所感と翌年への計画に対する意見を

述べている。「本計画を最初に聞いたときには文部
省は破天荒な計画を立てたものだと思ったが，内原
の訓練以後２ヶ月の業績を回顧すれば，興亜認識，
現地事情等の体認，新東亜建設への情熱獲得等々の
目的は大体において達成できたと信じられる。しか
し，文部省と満洲国の意図は少々食い違っていたと
聞いている。文部省は興亜認識を第一義の目的とし
たが満洲国は勤労奉仕，つまり満洲国の労働不足へ
の補充目的ということのようだった。これは確実な
筋から聞いたものではないがどこかに両者間に連絡
の密を欠いたことが参加した隊員にさもありなんと

思わせる節々があったのではないか。一例を挙げれ
ば，興亜精神の体得と新東亜建設の情熱を得るため
にもう少し知識獲得の機会が欲しかった。それ故見
学や移民地の視察，現地事情の講演等の機会には再
三恵まれるものと信じ切っていた。出発前の文部省
の意向でもこうした感じを得ていた。しかるに渡満
後では勤労のみの目的の如くであり，自分たちの奉
仕した地域である昂々渓付近には見落としてはなら
ないチチハル，フラキルの要地見学に僅かとはいえ
旅費を自弁とし，指導教官，配属将校の熱意で実現
した。このようなことが上のような風説の一原因に
なったのではないか。
今回は最初なので勤労報国隊の大精神は要領に明

確に示されていても，その実施にあたっては少々杜
撰であったことは止むを得ないことであるので，明
年度の実施に万全を期すべく文部省は我々に意見を
聴取したものと思う。ロシア人の満洲経営の実績を
見，かつ聞くと彼らがいかに緻密な計画，周到な用
意の下にその経営を行っていたかを思う一方，この
勤労報国隊の計画では日本人らしい間に合わせ的
な，何とかなる式の国民的性格の欠陥が多分に現れ
たのではないかと思う。自分たちの第三方面隊員
３００名を収容するのには，全校を使用してもなお非
衛生的であり，かつ最初は狭い日本人小学校を半分
しか借りていなかった事実がこうしたことを雄弁に
物語っている。
なお今回の計画で遺憾であったことは，学生隊の

統率指揮があまりにも軍隊式であったのではなかろ
うか。結果として指導教官の地位と任務が兎角不鮮
明になりがちで，軍隊的統率の下では邪魔者に見え
るような奇妙な結果をもたらした。自校の学生の病
気や一身上の事柄などに指導教官はなくてはならぬ
存在であるので，来年からは指導教官の地位と任務
を一層明確にして貰いたい」とし，また１か月間の
共同生活が互いの親和にかけがいのない人間的な成
果を生み出ししたことに幸せを感じていると結んだ
（９月２５日記）。
文部省は１９４０（昭和１５）年２月２６日に山岡萬之助日

本大学総長に「興亜青年勤労報告隊北支及蒙疆派遣
隊参加記念品伝達ニ関スル件」として，参加記念品
が中華民国臨時政府から寄贈されたことを伝えた。
それは王克敏氏揮毫による額用の「建設東亜新秩

６２ 金子，他：戦時下の歯科医学教育（第１編）
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序」と書かれた印刷物を送付するので，参加職員と
学生学徒に伝達するようにと通達している７４）。

５．最上級生による医学徒報国隊８２）

１９４３（昭和１８）年には医学，歯科医学，薬学の各校
における動員報国隊は最上級生によって組織される
ことになった。目的は戦争の現段階に対処すべき医
学関係学徒の責務を自覚させるとともに，教育の一
環として軍衛生勤務に親しむことでその感化を受け
将来軍衛生部幹部たるに必要な基礎教育を習得する
こととして，その要綱を以下のようにした。「１．
名称を例えば『東京歯科医学専門学校報国隊』と称
す。但し，軍病院においては軍内関係官の指揮内に
ある，２．学外実習として行う，３．報国隊は最高
学年の学生生徒をもってし，原則として教授または
助教授が一名引率する，４．報国隊は近くの陸海軍
病院に派遣される，５．期間は１９４３（昭和１８）年１１月
以降で１か月間，６．教育演習は概ね以下の通り。
精神教育，軍事医学，衛生勤務，病院勤務，防空救
護，７．通修を原則とするが必要ならば軍施設内に
宿泊も可とする，８．本計画の実施は国民勤労報国
協力令（１９４１．１１．２２公布）によるものとする，９．外
地にある学校および満洲医科大学，青島東亜医科学
院については本要綱に準じる」

考 察

わが国の顎顔面外科を進展させた中村平蔵教授
（東京医科歯科大学歯学部）はその著書で「昭和１２年
開始の太平洋戦争」と記している８３）。昭和１２（１９３７）
年は日中戦争勃発で太平洋戦争開戦は昭和１６（１９４１）
年である。著者は国民小学校１年の夏に敗戦を迎え
ていて戦争を知らない年代ではないが，日中戦争へ
の意識は太平洋戦争に比すれば極めて少ない。が両
者は別々の戦争ではなく一連の戦争というより日本
としては一つの戦争であって，中村教授の云われる
ように太平洋戦争の初期は日華事変勃発当時だとい
う意味が今回の調査８４－８６）で腑に落ちた。
満洲の軍備は対ソビエト連邦対策が源であったの

だろうが，日中戦争は欧米の支援を受けた中国の抗
日独立戦争であり，米国と決戦を広げた太平洋戦争
は帝国軍国主義対民主主義という国家体制の戦いで
あったと思われる。地政学的な権益・領土・資源・

経済の拡大を望んだ我が軍国国家の到着点が，国家
国民の財産の全てを消耗して膨大な死者と被災者と
焦土をもたらし，明治からの体制を継続することが
できない結末を迎えたということであろう。
学校教育に軍が直接関与したのは１９２５（大正１４）年

陸軍現役将校学校配属令に始まった学校教練であっ
た。この目的の裏側には第一次大戦後の世界的な軍
縮の機運の中で，過剰となる現役将校を退役させる
ことなく中学校以上の学校で教育に関与させること
で，失業救済と現役兵力を温存して有事に備えるこ
とがあった。いくつかの歯科大学の校史には配属将
校と学校側あるいは生徒とは悪関係の記載はない
が，校長の管理下にあったはずの配属将校が権限を
有するがゆえに学園を狂信的な国家主義的な考えで
差配した例も記されている８７）。
精動運動は日中戦争によった戦時体制の国民への

徹底化であり，盧溝橋事件の勃発直後には「北支事
変に関し国民精神の振作方」（７月１２日）が学校に対
して通牒されている。しかし，内容は「学生生徒に
時局を正しく認識させるように努めるようにして国
民精神の振作に遺憾なきように」という程度で具体
的な指示はなかった。しかし，数週間後の大学専門
学校長宛の通牒では学生生徒に「勤労奉仕」を求め
た端緒が窺える８８）。
「国民精神の振作」，「総動員」と云われても初期

には国民は良くわからなかったようで，その後もこ
の運動に関連した通牒が様々な内容で連続して出さ
れている。同年の１１月には「国力の源を振作すると
ともに，生産力の充実，需給の調節，国際収支の均
衡を図ることで総合国力の充実することが焦眉の急
務」だとして，その強調週間を繰り返し設置したり
した（１２月２４日国民精神総動員第二回強調週間ニ関
スル件）。物資は急速に不足をきたしてきたことか
らあらゆる面での消費節約などが徹底されだした。
バスを木炭車に改造し石炭石油の節約，隣組制度が
でき，朝湯の禁止，日の丸弁当の励行，ネオンサイ
ンの禁止，サボ学生狩りが盛んになったりして事変
勃発後の半年も経つと長期持久戦形の国民生活と
なっていった。１９４０（昭和１５）年に予定されていた東
京オリンピックの返上や日本万国博の延期などが
１９３８（昭和１３）年に閣議決定された。１９３９（昭和１４）年
には男子学生生徒の長髪禁止，婦女子のパーマや派
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手な化粧服装の禁止，中元歳暮の禁止などが公私生
活における基本とされたりした（７月４日国民精神
総動員委員会）。翌年には学生生徒の興行場や遊技
場（麻雀，撞球，射的，半弓）への入場禁止，享楽的
飲食店（カフェー，バー，特殊喫茶）への出入り禁
止，乗り物の使用制限などとより厳しく制約が拡
がった。
体育運動の励行が通牒として出されている。国民

病としての肺結核は死病ともされ日中戦争開始時に
は年間１５０，０００人前後の死亡者が発生し，軍隊では
年間３，０００人が肺結核で除役軍人となっていて大き
な問題であった。１９３７（昭和１２）年に肺結核対策５ケ
年計画を小泉親彦厚生大臣が策定し尽力した。衛生
思想の普及と学生生徒への保護養護に力を入れるよ
うに注意が促され，虚弱者に対しては過度の訓練を
行わないようにともしている。大学高等学校専門学
校に対しても健民修練を学校修練の内容として学校
教育と一体として行うこととしている。物資は戦局
が長期化し，さらには太平洋戦争の開戦で困窮しつ
いに敗戦の時期には食糧品と呼べるものを口にする
ことができないほどの飢えの状況に至った。こうし
た８年間の耐乏生活の端緒が日中戦争であり，戦勝
するための国家総動員という施策だったと理解され
る。
教練・報国隊など一連の施策が教育の現場で行わ

れた目的は，北支蒙疆で連隊長が学生に述べたよう
に報国の意味とその実際を認識させるためであり，
さらに必要な労働力の確保であった。学生学徒を含
めた高等教育機関への国家としての説明は，日本国
家の在り方と国家の指針，そしてそれに基づいた教
育機関と学生のあり方という構図で行われていた。
１９３７（昭和１２）年暮から始まった教育審議会８９）は，そ
の２年９か月後に答申され，そこで高等教育の目的
にも改正が加えられた。「大学令」はもともと記さ
れていた人格の陶冶と国家思想の涵養が「常ニ皇国
ノ道ニ基キテ」とその陶冶と涵養の規範が追加規定
された。「専門学校令」には修めさせる専門（高等か
ら改正）の学術技芸と，また新しく加えられた国家
思想の涵養と人格の陶冶も共に皇国の道に準拠すべ
しということが重要な改正案であった。両者の改正
案は所定の機関（閣議，議会）を通ったが，大学令は
改正されず，専門学校令中改正は１９４３（昭和１８）年１

月と遅くに公布された９０）。いずれにせよ日中戦争の
勃発によって国家主義の思想統一が学校令で明記さ
れるほど小学校から専門学校・大学までの教育で強
く求められた。学生学徒生徒は日本帝国の臣民であ
り，したがって国家への滅私奉公が生活の行動原則
とされた。
日本の世界における施政方針は「興亜」「東亜新

秩序の建設」であり，それは日本を盟主としたアジ
ア圏を欧米に対抗させる共栄圏を成立させることで
あるとした。太平洋戦争時には「大東亜共栄圏」が
スローガンとなった。興亜新秩序はそれを阻む国に
は天皇の臣下として戦争をしてまでも完成させなけ
ればならない。したがって，その戦争は聖戦であり
正義であるとされた。第一次大戦が総力戦であった
経験から，日中戦争も同様でありその準備は心身と
もにあらゆる領域で徹底されなければならなく，戦
線銃後と全ての社会構造が国家の統制のもとに動か
なければ戦力として発揮できないということであっ
た。この国家目的の中に教育もあり，将兵への助走
路を走る仕組みと労働力補填が日中戦争から学校内
で表１に示すように次第に強固に作られていった。
１９３９（昭和１４）年４月２８日に「時局認識徹底方策」９１）

が閣議決定された。精動運動を新展開させるに当
たってどのような時局認識をどのような方法で国民
に徹底させるかということである。「日本は重大な
岐路にあり『我が皇国の興廃は一に懸って事変処理
の如何に存する。如何なる苦難を忍んでも肇国の精
神を世界的に発揚するよう，国民相共に誓って，こ
の光栄ある任務を成し遂げねばならぬ』という決意
を固めさせ，国民の全能力を集中発揮して強力な日
本を建設しなければならぬ」とした。１９３８（昭和１３）
年４月の国家総動員法公布の後に様々な国家統制の
法律が作られ，同年１１月３日には第２次近衛声明と
される近衛首相による「東亜新秩序建設」の声明が
なされた。この政府声明が「東亜大業の意義と帝国
の使命」として次のように挙げられている。「この
建設は東亜の安定と世界平和のためであり，日本帝
国を中心にして『日満支』三國が政治経済文化等の
各面にわたって互助連環の関係を樹立することが根
幹となっている。このために興亜における国際正義
の確立，共同防共の達成，新文化の創造，経済結合
を実現することを目標とする」として以上の事項を

６４ 金子，他：戦時下の歯科医学教育（第１編）
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解説した形式をなっている。すなわち，
「１．国民政府の多年にわたる抗日侮日の思想は

我が国体に相入れないものであって，事変の深刻な
ところはここにある。したがってこの解決には国民
政府を徹底的に壊滅して東亜の新秩序を建設しなけ
ればならない。東亜新秩序は日満支三國の互助連環
関係の樹立が基幹であるがあくまでも日本が指導者
でなければならない。これが支那事変の本質であ
る。
２．東亜における国際正義の確立とは，東亜の安

定が世界的政局上最も必要なことであり，これを実
現するのが国際正義の確立となる。このためにはま
ず植民地状態から東亜を離脱させることが第一歩と
なる。
３．新文化の創造とは，日本文化によって東亜を

愛しみ育てる（原文：日本文化を発揮して東亜を撫
育するに在る）。つまり，日本文化をますます醇化
発達させると同時にその日本文化によって支那文化
その他に新生命を吹き込んで厚生再建させる。
４．共同防共の達成のためには，防共協定を強固

にする。支那共産党を撃滅して東亜各地における共
産的分子を掃討しなければならない。
５．東亜新秩序の建設は東亜経済ブロックの結成

に依存する。それには日本の指導的立場の確立が根
本である。
６．国際情勢については，日本帝国の意図する国

民政府の壊滅と東亜新秩序の建設に対する第三国の
干渉に対しては，相手の如何を問わず断固としてこ
れを排除するという国民的決意を確立しなければな
らない。世界は再び世界戦争の危機に直面してい
る。この騒然とした国際情勢にあってわが国は独自
の立場により，東亜における唯一の強大国としてそ
の指導的立場を確立しなければならない。以上の大
使命を負い長期的な建設を遂行するためには国家総
力の飛躍的な増強が必要とされ，就中国防力，特に
軍備の充実を図るために経済上の難局，戦時財政の
実態を正確に理解し，当面の物資需給，物価調整等
の諸問題を克服し，国家総動員体制の確立，生産力
の拡充に努める（以上著者の意訳）」
とし，以上の事柄を徹底させるとした。その方法

として政府は，常に時局の進展に応じた新事態の発
生とそのための施策を国民に速やかに知らせる。そ

のためには官民各部の啓発宣伝機関，別けても新聞
雑誌の全面的協力をさらに強化し実戦網を整備確立
するなどが書かれている。
学生学徒の満洲・北支蒙疆派遣は企画院による企

画決定，そして文部省による各教育機関への通牒か
ら全校派遣者の訓練までわずかに２か月余という短
期間に実行された大事業であった。本事業は学生生
徒への実体験による満洲・北支蒙疆事情の認識を深
化させるだけでなく，本事業を通じて一般社会人を
覚醒させて社会教育に新たな示唆と展望を与える刷
新の契機をも期待した７３）。企画院によった学生学徒
の派遣事業は上記の閣議決定と期を一つにしている
ことから「時局認識徹底方策」に連動した一具体化
策と考えられる。
社会生活の制約は思想や行動だけにとどまらず，

米穀配給統制法が公布（昭和１４．４．１２）され食糧やエ
ネルギーといった実生活を一方では困窮させてい
た。国際的には日中戦争の外交的な和平手段も取ら
れはしたが，戦争を止めるには至らなくむしろ戦線
は拡大し，国際的な孤立を招いた。学生生徒の勤労
報国隊が出立した時には日中戦争は２年も継続し，
なお深みに進んでいる現実はいくら戦勝宣伝をされ
ても国の政策への疑念は拭いきれなかった人々も多
かったのでないだろうか９２）。
日本大学の指導教官内井正明の報告書は，満洲の

実態を知る機会が用意されていなかったことに疑問
を呈している。現場を見たがその説明がないことに
潜在的な疑念を生んでいたのだと思われる。派遣学
徒広畑 智（日本大学専門部）９３）は，勤労だけなら
我々学徒である必要はないだろうともしていて，満
洲は一人では歩けない子供のような国家と見れば，
満洲を少年から青年へそして立派な壮年に養育する
ことが日本帝国の使命であり，青年学徒の使命でな
くて何であろう。西の守りを堅ならしめるためには
日満両国の力がなくてはならないのだと述べてい
る。教官の疑念は学生も同様であり，受け入れ側の
説明不足は目で見て得られた事柄への知識となり得
ない。彼らは国の政策に協力するためにも事前の準
備が足りないと指摘している。社会の指導者として
の自覚のゆえの提言と感じる。
東京歯科医専の学内集会で花澤 鼎教授がノモン

ハンでの国境紛争に言及した。ノモハンで事件（昭
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和１４．５．１２）が起きたことは既に一般報道もされてい
たこともあり，派遣団は出発前にこの事件を知って
内原の訓練に行き満洲・中支蒙疆に渡った。他校の
派遣団もノモハンで事件を知っていたと思われる。
しかし，後日この小さな土地で始まった武力紛争
が，日本の戦史上また国際関係上これほど大きな問
題を残すものになるとの認識を派遣団は持っていな
かったし，また持てなかったことは派遣団の手記か
ら窺える。この年（昭和１４年）の４月２５日には関東軍
が満洲ソ連国境紛争処理要綱を決定し強行方針を出
した。東京の参謀本部はソビエト連邦との国境紛争
は小競り合い以上の戦線拡大は望んでいなかった
が，その３週間後（５月１２日）に満洲と蒙古の国境で
関東軍と蒙古軍・ソビエト連邦軍が軍事衝突を起こ
した。４か月後（９月１５日）には停戦協定が成立した
このノモンハン事件は７月から８月に最も激しい戦
闘が行われた時期で，ちょうど派遣隊が満洲・北支
蒙疆で活動していた時である。関東軍作戦参謀辻
正信少佐，スターリン書記長，ジューコフ将軍など
が登場したこの戦いは，泣く子も黙るとされた関東
軍が，乏しい装備と練度の低い師団を派遣して最善
を尽くさせた末に航空機，戦車，火器などの最新鋭
兵器を十分に準備したソビエト軍の編成隊によって
悲劇的な結末を迎えたのであった９４）。関東軍第２３師
団約１６，０００名の将兵は戦死者が７，７００名，戦傷者が
８，６００名，生死不明が６５０名となり死傷率は６８％とさ
れた全滅的な紛争だった。ノモンハン事件は太平洋
戦争における失敗の序曲として現在は捉えられてい
る。インテリジェンスの軽視９５），兵站，兵器・兵力
の投入法，軍司令部と現地部隊の方針のズレなど太
平洋戦争での日本軍の欠陥がここに凝縮されている
として多くの研究対象となっている９６）。
日大の指導教官 内井正明は，今回の派遣準備を

杜撰さと間に合わせ的で何とかなる式だと総括し，
日本人の性格的欠点としてロシア人の満洲経営の周
到さと対比させている。厳しい戦局の中で数多くの
作戦が精神主義で突破することに頼らざるを得な
かったとはいえ，後世指摘される希望的観測が将来
予測と置き換わったことで多数の将兵の飢餓病死ま
た戦傷者を生んだ諸軍事作戦の失敗９７）を，内井は暗
示しているようである。
さて，興亜青年勤労報国学生隊の事業は１９３９（昭

和１４）年と１９４０（昭和１５）年の２回だけであったと観
察される。１９４１（昭和１６）年度の派遣は予定されたが
直前に中止となったことが記載されている。１９４１
（昭和１６）年の歯科学報に「５名の学生編成による医
療班が８月１１日に海口に上陸して約１６日間現地で医
療宣撫〔ママ〕に従事し，９月２日に神戸上陸の予定」
との予告記事が出発予定の約１か月前に掲載された
が９８），その２か月後の発刊誌に「この派遣隊は急遽
文部省の通牒により中止となった」との記事が掲載
されているからである９９）。大阪歯科大学記念史には
１９４１（昭和１６）年度の派遣学生として５名の氏名が記
載されている４９）が，派遣の予定者だったのではなか
ろうか。
既述したように，文部省は派遣隊の帰還後に報告

と意見を書面で提出させているので膨大な資料が収
集されたはずだが，今日公開されているのは極めて
少ない。日本大学史紀要では文部省の通牒と日本大
学の回答文書が掲載されていることから，派遣事業
の全体像を把握するのに欠かせない一次史料であ
る。この中で該学徒派遣事業は戦時下における文部
省の教育政策を究明するのに重要な意味を持つが，
その先行研究は極めて乏しいと述べられている。文
部省社会教育局は１９４１（昭和１６）年１１月に「満洲建設
勤労奉仕隊概要」と「昭和１４年度興亜青年勤労奉仕
隊関係資料」をまとめているが，どちらも満洲への
青年隊に関する内容が主体となっている。またその
表紙には秘密書類であることと複写禁止である旨が
表示されている。その他著者らが検索できたのは，
新潟医科大学１００）と金澤医科大学付属薬学専門部１０１）

によった指導教官と学生学徒の報告と感想文に過ぎ
なかった。
「満洲建設勤労奉仕隊」に関して白取道博１０２）は北

海道大学教育学部紀要に考察を掲載し，この中で
「文部省による派遣要綱では最初その目的が『開拓
労力ノ不足ヲ補フ苦力代リニ招致セントスル印象ヲ
与フル』と感じられたことから『陸軍省トシテハ時
局下青年ノ訓練及大陸認識ヲ主眼トスル方針ノ下ニ
従来一般ニ消極的ナル文部省ヲ鞭達督励シ』新たに
約１２０万円の予算支出を大蔵省に要求し７月から約
２か月半満洲へ６，２６１人，支那へ１，６４０名を派遣せし
めた。『苦力代リ』とされた単なる労力提供のため
に動員は，『日本青年ノ報国精神』の昂揚を『主眼』
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に据えることで大義名分がたち，『訓練勤労一体』
とした言辞で「目的」を達した」と述べている。

おわりに

戦時下の歯科医学教育を学校教練と報国活動から
観察した。皇道の道に則る皇国民の錬成という戦時
教育は思想統一と学校教練や勤労奉仕とそれに関連
した日常行事によって個人の多様な智や行動の自由
は許されなくなった。学校は軍隊式になり学生会活
動も早期から自主的には運営できなくなった。日中
戦争が始まった１９３７（昭和１２）年からすべてが変わり
出している。
戦前の日本のキーワードは満洲である。日本は満

洲の地に救いを求めた。資源がなく増加していく人
口に対する解決策を広大で重工業資源と農作物の豊
富な満洲への移住に求めた。日露戦争によってロシ
アから得た権益を守備するために軍隊を駐屯させ
た。ロシアから得たといっても元来は中国の土地で
ある。したがって独立運動によった抵抗も強い。し
かもその抵抗勢力は中国政府のみならず共産党組織
や地方軍閥まで幅広い。とりわけソビエトに対して
は満洲を日本の生命線としていたことから，軍事的
な期待が大きかった関東軍は独自に野望を抱き始め
た。ついには守備隊であった関東軍は挑発して満洲
事変を起こし，満洲に傀儡政府によった満洲国を建
国した。この満洲問題は国際連盟の事項となり日本
の国際連盟脱退を起こし，日本の国際的な孤立化は
中国だけでなく東南アジア問題と一緒になって連合
軍との大戦にまで至った。「興亜新秩序」の思想は
元来満洲に収まるものではないので，日中戦争の早
期から教育に対しても長期戦への準備が総力戦政策
として多数連続して作られていた。
広範にして深淵でなお複雑な課題を咀嚼してまと

めるように努めているが，それが十分だとは思えな
い。非力を顧みず戦後の新しい大学が誕生するにあ
たって戦時下の歯科医学教育がどのような時代を過
ごしてきたのか知らなければならいと考えた。次号
は太平洋戦争直前に制定された歯科医将校制度と軍
医学校における歯科口腔外科の進展を検証したい。
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A Dental Education in the Time of War
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