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1. はじめに 

1.1. 問題の所在 

 本発表の目的は、明治 35 年の中学校教授要目（以下「要目」）における領域「文法及作文」設定

によって起きた文法教育の変化、および変化の原因を明らかにするところにある。 

 明治 35 年 2 月 6 日、中学校の教科課程として「要目」が示された。「要目」においては、国語及

漢文科の領域が「講読」「文法及作文」「習字」「文学史」の 4 つに分けられ、文法が作文と一体化

した領域に設定された。文法に関する指導事項としては、はじめて次のような具体的な内容が定めら

れた。 

  国語文法ハ言文ノ対照ヲ主トシ常ニ口語ト今文トヲ関連セシメテ今文ニ必須ナル法則ヲ示スヘシ

（後略）（下線引用者、以下同様） 

 また「教授上ノ注意」として、次のような事項をあげる。 

  国語ノ文法ニ於テ最モ誤リ易キハ活用語ノ用法ナルヲ以テ教授ノ際特ニ之ヲ注意シ常ニ其ノ練習

ヲ怠ラサルヘシ 

 ここからは、文法と作文を関連付けることを意図したうえで、指導事項として「言文ノ対照」や「活

用語ノ用法」といった事項を重視していたことが推測される。 

 しかしながら、「文法及作文」下における文法教育についても、東京高等師範学校附属中学校（明

治 40）のような批判があった。 

品詞は従来多く行はれたる如く、分解的に之を説き、徒に精細にわたるも、たゞに趣味を減殺す

るのみならず、その運用に熟せしむること能はず。（中略）材料の選択は実用を主とし、科学的

文法としては必要なる事項といへども、実用上之を説くに及ばざるものは省略すべし。（p.153） 

 この資料によれば、「文法及作文」下における文法教育も、その内容が「分解的」で「徒に精細に

わたる」ものであり、作文教育と適切に関連づけられていなかったということになる。実際にこの後、

明治 44 年の「要目」改正時には、文法を作文と独立した領域として設定する。ここからは、「文法

及作文」が領域としてなんらかの課題を抱えていたために領域見直しの対象となったという想定が可

能である。「文法及作文」という領域にどのような課題があり、なぜ一度の改正で見直されてしまっ

たのかの整理が必要である。 

 

1.2. 先行研究 

本発表にかかわる先行研究としては、井上敏夫（1958）や勘米良祐太（2015）がある。井上は、明

治以降の文法教育史を次のように時期区分している。 

※一 模倣・模索期        （明治 5 年―明治 20年） 

 二 体系文法期（一）文語文法期 （明治 20 年―昭和 6 年） 

 三 体系文法期（二）口語文法期 （昭和 6 年―昭和 22年） 

 四 機能文法期         （昭和 22 年―）（p.21） 

井上は、明治 35 年の「文法及作文」設定に大きな断絶を見出してはいない。「文法及作文」下の

教育内容についても、「実際の言語生活との関連は、かなり考慮されているが、重点はやはり文語文

読解という点におかれている学習の体系である」（p.37）とその目的を「文語文読解」におき、それ

以前の内容との連続性を強調している。しかしこれは実際の教科書等を引用しながら行われた議論で
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はない。より具体的に検定教科書の内容などを参照する必要がある。 

勘米良（2015）は、「文法及作文」における文法・作文の関係について、作文教育の側から論じて

いる。勘米良は、当時の中学校用作文教科書が作文教育固有の内容（構想のまとめ方など）を取り扱

おうとしたこと、および従来の文法内容を作文教育の「補助」に位置づけ、取り扱う量を削減したこ

とを明らかにした。つまり当時の作文教科書は、「文法及作文」という領域設定にもかかわらず、い

わば「作文科の独立」をめざしていたのである。 

本発表は、この問題を文法教育の側から照らし直そうとするものである。つまり「文法及作文」と

いう領域設定によって、文法教育の側にはどのような内容の見直しがあったのか、またそこにどのよ

うな課題が残ったのかを論じる。 

以上のように、冒頭に述べた問いは、先行研究によっても明らかになっていない。そこで本発表は、

以下の 3 つの問いをリサーチ・クエスチョンとして設定する。 

（1）領域「文法及作文」設定によって、文法教育の内容はどのように変化したのか。 

（2）（1）の内容は、どのような経緯で設定されたのか。 

（3）一度の改正によって、「文法及作文」という領域が見直された原因は何か。 

以下、２．において、上述の問い（1）「文法及作文」設定以降の文法教科書の変化を分析する。

そのうえで３．において、問い（2）「文法及作文」設定の経緯について考察する。そのうえで、４．

において問い（3）についての考察と、今後の研究の見通しを述べる。 

  

2. 「文法及作文」設定による文法教科書の変化 

2.1. 分析の対象、観点および方法 

本節では、領域「文法及作文」設定により、文法教育の内容にどのような変化が起きたのかを分析

する。 

対象としては、「要目」制定前後に改版しともに検定を通過している編者の文法教科書のうち、国

立国会図書館デジタルコレクション、あるいは国立教育政策研究所教育図書館に所蔵のあった 4 名 8

編の教科書を用いる1。文献リストは以下のとおりである。 

※①大槻文彦（明治 34）『修正日本文法教科書』大槻文彦、西野虎吉 

②――――（明治 38）『新体日本文法教科書』大槻文彦、西野虎吉 

 ③大宮兵馬（明治 30）『日本語法』吉川半七 

 ④――――（明治 36）『中等日本文典』国光社 

 ⑤塩井正男（明治 31）『中学日本文典』杉本七百丸ほか 5名 

 ⑥――――（明治 35）『中学国文典』杉本七百丸ほか 5名 

 ⑦三土忠造（明治 34）『訂正中等国文典』冨山房 

 ⑧――――（明治 36）『再訂中等国文典』冨山房 

分析の観点としては、「要目」における規定をもとに、次の 2点に注目する。 

（ア）口語と文語の対照 

口語と文語を併記したり、お互いに書き換えさせたりすることで、両者の差異を理解させる内

容である。「要目」中の「国語文法ハ言文ノ対照ヲ主トシ常ニ口語ト今文トヲ関連セシメテ」

および「国語ノ文法ニ於テ最モ誤リ易キハ活用語ノ用法ナルヲ以テ」という規定をもとに設定

した観点である。これらの規定から、「要目」における「活用語」ノ「誤リ」とは、「口語ト

今文」の「活用語」を取り違える誤りであるという想定が可能である2。「要目」における「言

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1
 なお一部の資料は、所蔵されている資料の制約のため、実際の検定通過とは異なる版を参照している

場合がある。 
2
 「活用」の「誤リ」として想定される誤りには、本文で述べた（1）口語の活用と文語の活用の取り違
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文ノ対照」という文体の問題は、「活用語」という語論の問題と大きく重なり合っていること

が想定される。 

 （イ）文の成分に関する事項 

  今日でいう主語、述語、修飾語の定義を行ったり、その成分どうしの適切な配置について論じ

たりする内容である。「要目」三年次には「文章論ノ大要」や「文章ノ解剖」といった指導事

項が定められている。当時の文法教科書は、代表例とされる大槻文彦（明治 30）『広日本文典』

なども含め、「文章篇」といった章のもとで文の成分や文の種類（単文・複文・重文の区別）、

係り結びの議論を行うことが多い。したがって「要目」の「文章論」あるいは「文章ノ解剖」

も、文の成分などの内容を指すと判断できる。これらの内容は語論から構文論への橋渡しとな

りうる内容であり、先の「文法及作文」に対する「分解的に」過ぎ「徒に精細にわたる」とい

う批判と直接関わる部分である。ここから、「文章」の中でも文の成分に関する事項の取り扱

いを見ることで、「要目」下における構文論の特徴を明らかにすることをめざす。 

以上の観点により、「文法及作文」下における文法教育の変化を、語論（文体論）および構文論の

両面から分析することが可能になる。 

分析の方法としては、対象にあげた同一編者の教科書同士を比較し、観点に示した内容が「文法及

作文」設定後にどのように追加・削除されているかを抽出する方法をとる。それによって「文法及作

文」という領域設定が文法教科書にもたらした内容を分析する。 

 なお議論を先取りして述べれば、対象とした①～⑧の教科書のうち⑦、⑧（三土）は版による内容

の違いがわずかにとどまり3、「要目」制定による大きな内容の違いを見出すことはできなかった。そ

のため以下の議論は、三土の教科書にかぎっては「要目」制定前から共通する特徴として見るべきも

のである4。 

 

2.2. 分析結果 

（ア）口語と文語の対照 

口語と文語の対照は、「文法及作文」設定後のすべての教科書において積極的に示されるようにな

る。その多くは動詞・形容詞など用言の活用の項目で、口語の活用も併記するかたちをとる。一例と

して、⑥塩井の教科書の例を引用する。 

※文章にては、上二段に活用すべき動詞を、口語にては訛りて、上一段の如く活用せしむるものも

あり。例へば、 

文章語 起き おく おくる おくれ 

                                                                                                                                                                                          

えのほかに、（2）同一文体における活用段や活用形の誤りも想定される。たとえば大槻①は、ハ行下

二段動詞「教ふ」を「教ゆる人」とヤ行下二段動詞のように扱う誤りを指摘する（上 p.64）。このよう

な誤りは、文語文のみを取り扱う場合でも十分起こりうる誤りである。しかし（2）のような誤りは、

「要目」下における②大槻においては記述がカットされてしまう。つまり（2）のような誤りは、「要

目」下の教科書において必須の内容とは見なされていなかったということである。以上の事実から、本

発表では（1）口語と文語の取り違えによる誤りが「活用」の「誤リ」であると想定し、観点設定を行

った。 
3
 （1）形容詞におけるナリ活用・タリ活用の分類（⑧上 pp.35-36ほか）、（2）副詞の一類型「漢語＋

として」の記述（⑧下 p.36）、（3）形容詞を作る接尾辞「～しい」の記述（⑧下 pp.36-37）がこれにあ

たる。 
4
 この意味で、三土の教科書は「要目」の内容を先取りしていたという評価も可能である。実際に「要

目」一年次の概説的な「国語品詞ノ分別」、二年次の詳細な「品詞各論」という配置は、らせん状に同

じ内容を繰り返す三土の「円周教案」的構成と同一である（勘米良（2014））。三土が当時非常に多く

の中学校で使われた点、また校閲に「要目」作成者の芳賀矢一が加わっている点を考えても、三土の教

科書が「要目」に影響を与えた可能性は否定できない。しかしこれは本発表の対象を超える議論となる

ため、ここでは可能性の指摘にとどめる。 



 

4 

 

     落ち おつ おつる おつれ 

口語  起き おきる おきれ 

     落ち おちる おちれ（⑥塩井 p.34） 

ここで塩井は、「起く」や「落つ」といった文語動詞を、「起きる」「落ちる」といった口語動詞

と対照させたかたちで示している。 

また②大槻は、次のように活用表に口語の活用も織り込むようになる（以下には簡略化したものを

示す）。 

※四段活用 

 ゆく（行） ゆ／ か き く く け け 

 しぬ（死） し／ な に ぬ ぬ ね ね 

 ある（有） あ／ ら り る る れ れ 

 （中略） 

 奈行変格活用 

 しぬ（死） し／ な に ぬ ぬる ぬれ ね 

 良行変格活用 

 あり（有） あ／ ら り り る れ れ 

 右の表に朱書せる（引用者注：本レジュメでは波線で示した箇所）は、口語の活用なり。これに

よりて、国語の動詞の変遷の状を察すべし。（②大槻 pp.14-15） 

ここで大槻は、「死ぬ」「あり」といった変格活用の動詞を、口語化したかたちで四段活用の欄に

も示している。 

これらの点から、「文法及作文」下における教科書の特徴の一つは、文語と口語の対照を主とした

活用論の充実にあるといえる。 

 

（イ）文の成分に関する事項 

 まず文の成分の定義については、「要目」制定後のすべての教科書が扱う。「要目」制定前から取

り扱いのあった①②大槻、⑦⑧三土を含め、新たに④大宮や⑥塩井も扱うようになる。以下に④大宮、

⑥塩井の内容を引用する。 

 ※文の成分には、主語、説明語、客語の区別あり。即ち、一文の主たる語を、主語といひ、主語の

動作、形容等を説明する語を説明語といひ、主語に対して、客となる語を、客語といふ。（中略）

犬（主語）……夜を（客語）……守る（説明語）／猫が（主語）……鼠を（客語）……捕ふ（説

明語）（④大宮、pp.183-184） 

※落花、雪に似たり。／子供、書を読む。／弟、手紙を兄に贈る。／○此の文章の中にて、風、落

花、子供、弟といふ詞は、其の文章に述ぶる事がらの主となれる詞なり。これを主語と称す。ま

た、吹く  似たり  読む  贈るは、其の風、落花、子供、弟の動作を言へる詞にて、これを説明

語と称す。いかなる簡単なる文章にても、この主語と説明語とは、必ず有すべきなり。（⑥塩井、

pp.135-136） 

 一方で、文の成分どうしの適切な配置については、取り扱い自体は増えるものの、内容が一定しな

い。たとえば②大槻は、修飾語と被修飾語の位置関係を詳細に論じる。 

田舎人は、東京にて電車の走る状を見たり、（中略）などの文にては、「東京にて」は、「走る」

に添ふものとして、客部に属せしむべき語なるか、或は「見たり」の修飾語として、説明部に属

せしむべきものなるか、明ならず。（②大槻、下 p.51） 

 ここで大槻は、「東京にて」という修飾語が、「走る」を修飾するのか、「見たり」を修飾するの

かあいまいな点を指摘する。そのうえで、「されば、かやうの例にては、その意のあるところに従ひ、
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次の如く、正当の位置に用ゐ分くるを要す」（同上 pp.51-52）として、修飾語「東京にて」の位置を

適切に修正することを求めるのである。 

 一方の⑥塩井は、複文などにおいて、文の途中で主語が変わってしまう問題をとりあげる。 

連句を以てたたみたる複雑文（引用者注：今日の複文と重文を合わせた概念）にては、其の連句

が、皆、同一の主の動作を記す場合、或は、同一の主に関したる事物を並べ記す場合には、其の

連句の中に、別に他に異りたる主語をはさまぬやうにすべし。例えば、／身を立て、道を行ひ、

名を後世にあぐ。／馬は傷き、胃は破れ、気は益々奮ふ。／（中略）かかる時に、「身を立て、

道を行ひ、名は後世にあがる」「馬は傷き、敵は胃を破り、気は益々奮ふ」といふやうに言ふ時

は、悪しきなり。名はといふ主語を別に用ひ、敵はといふ主語を別に用ひたればなり。（⑥塩井、

pp.170-171） 

塩井は、大槻のように修飾語と被修飾語の位置について論じることはない。また逆に、大槻が塩井

のように主語の問題について取り立てて論じることもない。 

このほかの教科書も、呼応の副詞を適切に用いることなどについては論じるものの（④大宮 p.212、

⑧三土、中 p.66など）、修飾語や主語の問題についてふれることはない。このように見てくると、「文

法及作文」下の教科書において、文の成分そのものは指導事項として重視されているが、その中でも

どのような事項を重視するかについては見解が一定していなかったことがわかる。 

 以上から、「文法及作文」下における文法教育は、口語と文語の対比など語論レベルの内容が充実

し、教育内容として安定してきたものの、文の成分間の関係といった文論レベルの内容では、いまだ

安定した内容を示すことができなかったことがわかる。これが、「文法及作文」下の文法教育が「分

解的」で「徒に精細にわたる」とされた一因であると推測される。 

 

3. 「文法及作文」語論偏重の原因 

3.1. 考察の方法 

 本節では、「文法及作文」下における文法教育が語論に偏り、文論については安定した内容を示せ

なかった原因を、「要目」制定に関わった国語教育関係者の論考を参照することで考察する。 

 甲斐雄一郎（2008）などの先行研究が述べるように、「要目」の原型となった資料として「尋常中

学校教科細目調査報告」（明治 31 年、以下「細目」）があげられる。「細目」には各教科の作成者

の名前も記されており、国語科は上田萬年、高津鍬三郎、小中村義象、芳賀矢一の 4名が名を連ねる。

以下、この 4名が「要目」制定以前に文法教育について論じている箇所を参照することで、「文法及

作文」下において要求された文法教育の内容を推測する5。 

 

3.2. 「要目」作成者の文法教育観 

 「要目」作成者の中で、文法教育および作文教育についてもっとも詳細に論じているのが高津鍬三

郎である。高津（明治 28a）は、中学校の生徒が「生硬ナル熟語」「不適当ナル形容詞」「係結」と

いった言語の「形式」面ばかりに着目し、「内容」面をおろそかにしていると指摘する（p.70）。高

津はこの原因を、当時の作文の規範となる文体が「立派ナル文章家」（同上）のものであったために、

学習状況と齟齬をきたしているためであると述べる。ここから、作文の規範とする文体として、口語

文を積極的に取り入れることを主張する。 

  抑々今日中等教育ノ学校ニ於ケル生徒ヲ観ルニ形式的ノ文章ニ依リテハ其思想ヲ自由ニ発表スル

コト能ハサル者多キカ如クナレト口語ニ依リテハ其思想ヲ発表スルコト能ハサル者殆トナカルヘ

シ（同上） 

 このような議論は、「要目」における「口語ト文語トヲ関連セシメテ」という規定にも少なからぬ
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 ただし芳賀については該当する資料が見つからなかったため、他の 3名の論考によって考察を行う。 
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影響を与えたことが推測される。 

しかし高津は、文体を簡易にしたからといって、「形式」面の指導が不要になるとは考えなかった。

高津（明治 28b）は、口語の指導に必要な事項について次のように述べる。 

  正しく意思を書き現はす（ママ）には、先づその口語を正さざるべからず。口語を正さむには、先づ

発音を正さゞるべからず。故に文法を順序正しく教授せむには、先づ音韻の性質より始めざるべ

からず。（p.13） 

 高津は、口語によって「正しく意思を書き現はす」ためにも音韻論から指導する必要があると考え

ていた。この後、高津は仮名遣い6、語論7、「文章法8」について論じるが、「文章法」については、

非常に概略的な内容を提示するにとどまる。このような、音韻論・語論を中心とする文法体系は、大

槻文彦（明治 30）『広日本文典』に代表される、それまでの一般的な文法体系であった。高津は、「正

しく思想を書き現はす」ために、新たな文法教育の体系を求めたわけではない。高津は、従来と同じ

音韻論・語論を中心とする文法体系も、口語を導入すれば実用に十分資すると考えたのである。 

 そしてこの傾向は、他の「要目」作成者にも見える。小中村（明治 28）は、「文法教授の目的は、

言語の根原（ママ）を研究する為にあらずして、規則ある普通文を自由にかき得しめん為に、古来の語法

を訪ねてこれを講するにあり」（第 161 号、p.34）と述べ、文法教育の目的を「規則ある普通文を自

由にかき得しめん」ことにおく。そのうえで、必要な体系として「（一）音韻 （二）体言 （三）

用言 （四）助辞 （五）仮字遣 （六）文章法」（同上、p.35）といった内容を示す。従来と同じ

音韻論・語論中心の体系も実用的と見なす発想は、小中村にも見出される。 

一方、上田萬年は講演「中等教育に於ける作文教授法の改良」（『教育学術界』（明治 33）参照）

において、文法教育と作文教育の関係について次のように述べる。 

文法は文法として最初より教ふるよりも作文課より入る所の文法教授はむしろ有効ならんか。作

文課を以て文法課を兼ねしめたる方有効ならむか。作文教授の改良に伴ひて文法教授にも変動を

与えざるべからざることゝなるべし。（p.71） 

ここで上田は、「作文課を以て文法課を兼ねしめたる」ことの有効性を主張している。しかしそれ

によって目指されているのは、「文法教授」に「変動を与え」ることである。つまり上田は、文法教

育を見直すことで文法と作文を関連づけようとしているのではなく、文法と作文を関連づけることで

はじめて必要な文法教育の内容が見出せるとしているのである。 

ここから、文法教育の改善の見通しについて、高津・小中村と上田とではその立場が若干異なるこ

とがわかる。しかしながら両者に共通しているのは、「文法及作文」設定時においても、新たな文法

教育の体系が見通されていたわけではないということである。高津・小中村からすれば、作文教育の

改善には従来の音韻論・語論に口語を取り入れれば十分ということになり、上田の立場からすれば、

新たな文法教育の指導内容は「作文課を以て文法課を兼ねしめたる」あとに見出されるはずのものだ

った。 

以上から、「文法及作文」下における文法教育が語論中心となった原因の一つとして、「要目」作

成者のあいだに、口語を取り入れれば語論中心でも十分実用に資するという文法教育観があり、それ

に代わる理念も示されなかったことがあげられる。 

 

4. おわりに 

本節では、残された問い（3）一度の「要目」改正によって「文法及作文」という領域設定が見直

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6
 かい（櫂）、かひ（貝）、あゐ（藍）の区別などを扱う。 

7
 体言・用言の区別を扱う。 

8「単語を連ねて、一のまとまりたる思想を、現ハす規則」（p.15）という定義がされるのみで、その具

体的な内容は論じられない。 
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された原因について考察したい。ここまでの議論からいえるのは、「文法及作文」下における文法教

育の目的も、井上（前掲）が述べるように「文語文読解」のみに置かれていたわけではないというこ

とである。たしかに教育内容のみを見れば、「文法及作文」とそれ以前の連続性を指摘することはた

やすい。しかし本発表で示した資料を合わせてみれば、その目的には「正しく意思を書き現はす」な

ど実用面への配慮がすでに含まれていたことがわかる。「文法及作文」という領域設定も、このよう

な実用面への配慮が大きな動機の一つだと推測される。 

一方で、「文法及作文」下における教育内容は、口語の活用を詳細化させた語論中心の体系であっ

た。これがのちに東京高等師範学校附属中学校（前掲）などに「徒に精細にわたる」と批判される一

因となった。つまりこの時代には、口語の活用を中心とした語論も実用的であるとする文法教育観（高

津、小中村など）から、実用性のためには新たな文法体系が必要であるとする文法教育観（東京高等

師範附属中学校など）へと、教育観の変動が起きているのである。これが次の「要目」改正で領域が

改められ、文法教育の位置づけが見直される一因だと推測される。 

この推測の傍証として、もう一人の「要目」作成者である芳賀矢一の議論を参照したい。「要目」

制定後の明治 37 年、芳賀は文法教育の課題について次のように述べている。 

 国語科の授業は講読、文法、作文、文学史の四科に分れたり。この四科目は相互の間に親密なる

関係を有せしめて教授すべきものにして、箇々分立すべきにあらず。（中略）文典は現今の通用

文と離れて、動詞、助動詞、助詞等の活用、若くは性質等を説明するのみ。（p.91） 

ここでは、「動詞、助動詞、助詞等の活用」という内容（「要目」で重視されていた「活用語ノ用

法」にあたる内容）が、「現今の通用文と離れ」たものだと位置づけられる。これはある意味上田が

予見したとおり、「文法及作文」設定後において、あらためて作文指導に役立つ文法事項とはどのよ

うなものかという問題意識が高まってきたことを意味する9。「文法及作文」下の作文教育においては、

前述のとおり、作文教育固有の内容が目指されるようになるが、文法教育においても、従来の体系に

とどまらない内容が必要とされ始めたのである。明治 44 年の領域見直しについても、この文脈から

改めて論じる必要がある。 
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 この論考で芳賀が「文法」と「作文」を別々に書いている点も注目される。 


