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大正期中学校における作文教育と文法教育の関係                                          
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かん
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1．はじめに 

1.1. 問題の所在 

 本発表の目的は、中学校教授要目改正（明治 44、

以下「要目改正」）における領域「作文」設定の

経緯を明らかにするところにある。 

 「要目改正」における国語及漢文科は、領域を

「国語講読」「漢文講読」「作文」「文法」「習

字」の 5領域に分ける。領域「作文」の指導内容

については次のような規定を行う。 

作文ハ現代文ヲ主トシ口語文及書牘文ヲ併セ

課スヘシ 

また、国語及漢文科における「注意」の「七」に

は次のような事項が定められる。 

七 作文ノ教授ハ迂遠ニ流レス難渋ニ失セス

簡明達意ノ文ヲ作ラシメンコトヲ期スヘシ 

 この「要目改正」の規定は、大正期をまたぎ、

昭和 6 年の要目再改正まで 20 年ものあいだ用い

られた。なお、この一つ前の教科課程である中学

校教授要目（明治 35、以下「要目」）においても、

「教授上の注意」の「四」に次のような事項を定

めている。 

四 作文ハ其ノ文体、教授法等ニ関シ一定ノ

標準ヲ定メ難シト雖モ迂遠ニ流レス難渋ニ失

セス簡易ニシテ実用ニ適切ナランコトヲ期ス

ヘシ 

ここからは、「要目」と「要目改正」の双方に

おいて、「迂遠ニ流レス難渋ニ失セス」という簡

明性が重視されていたことがわかる。この文言だ

け見れば、要目の改正が行われても、作文教育の

内容には大きな変更がなかったという想定が可能

である。 

ところが、両者の領域設定に目を向けると、「要

目」においては、作文教育が「文法及作文」と文

法と抱き合わせた領域に設定されている。しかし

「要目改正」においては、作文教育が一つの独立

した領域「作文」として設定されていた。ここか

らは、なぜ作文教育の目的が大きく変化していな

いように見えるにもかかわらず、「文法及作文」

という領域がわずか一度の改正で見直されたのか

という問いを立てることができる。領域「文法及

作文」にどのような困難があり、その困難をどの

ように乗り越えようとしたのかを明らかにするこ

とで、明治末期～大正期～昭和初期を貫いて設定

された領域「作文」設定の経緯をより詳細に明ら

かにすることができる。 

 

1.2. 先行研究 

 大正期の作文教育研究については滑川（1978）

があるが、「赤い鳥」に代表されるような初等教

育に関する議論が中心となっている。野地（1998）

は大正期中学校における作文教育に関する研究で

あるが、個々の教科書の内容分析を主眼としてお

り、前節で述べたような教科課程と教育内容の関

係に着眼しているわけではない。 

 より本研究に関わるアプローチで考察を行って

いるのが八木（2008）、浮田（2011）である。八

木は、「要目改正」において国文学史が削除され

る代わりに、「普通教育」にふさわしい領域とし

て「作文」が重視されたことを指摘する。浮田は、

大正期における中学校作文教育の文体が口語に軸

足を移しつつあること、趣味性の豊富な文学作品

（規範＝カノン）に従って「趣味」を高めること

よりも、幅広い読書によって生徒個々の「思想」

を深めることを重視したと指摘する。 

 これらの研究は、結果として、「要目改正」に

おいて「作文」が重視されるようになった経緯を

八木が、重視後の教育内容を浮田が考察している

と見てとれる。しかしこれらの考察も、なぜその

ような教育内容が重視されるに至ったのかを、領

域「作文」の設定経緯までさかのぼって議論して

いるわけではない。前節において述べた問題を解

決することで、大正時代における領域「作文」の

位置づけをより詳細に理解することができる。 

  

2. 「要目」期「文法及作文」における課題 

 本章では、前述の問いにアプローチするため、

「要目」改正期にどのような作文教育の課題が論

じられていたのかを分析する。以下、分析の対象
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（2.1.）、分析の観点と方法（2.2.）、分析結果（2.3.）

の順に論じる。 

 

2.1. 分析の対象 

 分析の対象としては、「要目改正」訓示前の 5

年間（明治 40 年～明治 44年）における各種教育

雑誌を用いる。「要目」および「要目改正」期に

は、検定を通過した中学校用作文教科書が存在し

ない（範文集をのぞく）1。そのため、本発表では

同時代の教育雑誌を用いて、作文教育に関する議

論を分析する。なお、「要目改正」が訓令として

示されたのは明治 44年 7月 31日であるが、原稿

執筆時期と雑誌刊行時期の間にはタイムラグがあ

った可能性もある（訓示前に原稿執筆および入稿

を行ったが、実際の雑誌刊行は訓示後であったと

いうケースなど）。そのため、明治 44 年のどの

時期の論考までが「訓示前」にあたるかは不明で

ある。これより、今回は明治 44 年 12 月 31 日ま

でに刊行された雑誌を分析の対象とした。 

 教育雑誌としては、小林（2009）に書名が挙げ

られるとともに、現在も国会図書館で参照可能な

以下の雑誌を取りあげる。 

 【a】『教育界』金港堂書店2 

 【b】『教育学術界』同文館 

 【c】『教育時論』開発社 

 【d】『帝国教育』帝国教育会3 

これらは小林によれば、従来の事典類で「教育専

門の雑誌」「教育に関する論説、説苑、報告等を

収録せる定期刊行物」とされ、一貫して「教育雑

誌」に含められてきたものである。そのため、こ

れらを分析の対象として取り上げることには一定

の妥当性があるといえる。なお本発表では、これ

らに加え【e】『國學院雑誌』（國學院大學）も検

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1
 さらに文部省編（明治 45）によれば、明治 43

年において中学校で採択されていた作文教科書は

友田冝剛編『中等作文教本』（11校）、佐々政一

『日本作文法』（2校）、古谷知新編『中等作文

教科書』（2校）にとどまる。これらを合計して

も、同書で調査対象となった 304校のうちわずか

15校（約 4.9％）にとどまる。当時の作文教育に

おける教科書のウエイトは大きくなかったのであ

る。 
2
 明治 44 年 11 月からは明治教育社刊行。 

3
 明治 40 年 6月号までは雑誌名『教育公報』。休

刊を経て、明治 42年 3月より同誌。 

討の対象に加えた。この雑誌には当時の要目作成

者や大学関係者、国語教育実践者の多くも寄稿し

ており、当時の国語教育における世論形成に一定

の影響力をもっていたことが予想されるためであ

る（ただし結果として、『國學院雑誌』における

論考の中には後述の条件を満たすものが見つから

なかった。そのため、これ以降の分析には含めて

ない）。 

 これらの雑誌から取りあげる論考の条件として

は、（1）中学校における作文教育を、本文の全

体あるいは一部で主要な論点として扱っているも

の、かつ（2）文部省官僚、大学や師範学校の教

員、中学校の校長や教諭など、なんらかの教育施

策、実践に関わっている人物のものとする。（1）

についてはタイトルから判断できる場合もある

が、それが不可能な場合は内容を参照して決定し

た。（2）について付言すれば、教育雑誌に掲載

されている論考の中には、大学生や雑誌記者など、

実際の教育施策、実践に関わっていない人々のも

のもある。これらの論考と、教育施策、実践のた

だ中にいる論者の論考を同列に扱うことは、「要

目改正」への実際の影響力を捨象した議論を呼ぶ

危険性がある。そのため、今回は（2）に当ては

まる論考のみを検討の対象とした。 

 以上の経緯から、今回分析の対象としたのは下

記の 10点の論考である（改稿による重複を含む）。

これらの史料を対象として、「要目改正」作成過

程における作文教育に関する議論の内容を分析す

る。 

 

2.2. 分析の観点、方法 

 分析の観点としては、明治 40 年中学校長会議

で示された、作文教育に関する審議結果を用いる。

中学校長会議とは、明治 40年 7月 10 日から 1週

間弱、東京高等商業学校にて開催され、全国 260

校超の中学校長が出席した会議である。審議内容

は文部省による諮問案が 8項、校長より提出され

た協議案が 90 項以上に上り、最終的にそれぞれ

の審議結果が公表された。この会議は明治 35 年

に初回が開催された後、少なくとも明治 42 年の

第 4回まで開催されていることを確認している。

この中でも、第 4回の審議結果は「要目改正」の

文言に直接的な影響を与えた可能性が指摘されて 
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いる（八木 2008）。中学校長会議の審議結果は、

「要目改正」作成過程の考察において不可欠な史 

 

表 1 分析の対象とした論考一覧 

 

料である。 

 この審議結果のうち、観点とするのは文部省諮

問案の第五項「作文教授を一層有効ならしむる方

法如何。」である。この諮問案に対して、結果と

して以下の 9項が賛成多数により可決された。 

一、作文は達意を主とすること 

二、国語科教授に於ては勿論、其他の各学科

目教授上に於ても一層、思想発表の形式

に注意すること 

三、作文は生徒をしてなるべく多く作らしむ

こと尚該科受持教員の時間数を軽減して

作文の添削に便ならしむること 

四、国語漢文の教授に於ては模範文章を暗誦

せしめ又一層、書取に重きを置くこと 

五、文章思想等穏健にして作文の模範となる

べき書籍を選択し生徒をして閲読せしむ

ること 

六、生徒作文中思想発表の形式宜しきを得ざ

るものはなるべく深切に（ママ）其個処を指

摘し再考を促すこと 

七、日誌、紀行文を奨励し時々之を添削指導

すること 

八、校友会雑誌の類は務めて作文練習に利用

し各学年に於ける優秀なる作文を掲載せ

しむること 

九、生徒をして作文帳を調製せしめ各学期及

び学年末に之を検閲すること、尚、優秀

なるものは特に清書の上学校に保存する

こと4 

これらの事項は文部省の諮問をもとに出されてい

るところから、当時の作文教育において公的に重

視され、改善が求められていた課題である。この

審議結果は、公表され、現場の教師らの議論に大

きな影響を与えたことが推測される5。またそれに

よる議論の内容が、校長らを通じ、ふたたび次の

中学校長会議に影響を与えたことが推測される。

「要目改正」は、このように中学校長会議と現場

教師らの世論が相互に影響を与えあう状況のもと

で作成されたことが予想できる。中学校長会議の

審議結果に関する議論を参照することで、領域「作

文」が設定された経緯の一端を明らかにすること

ができると思われる。 

なおこの後の議論の先取りとなるが、結果とし

て、可決事項の四～九を主な論点として扱ってい

る論考はなかった。そのため、以下では可決事項

の一～三、およびいずれの項目にも当てはまらな

い「その他」という計 4 つの項目を観点として分

析を行う。改めて列挙すると以下のようになる。 

 （i）達意に関する課題 

 （ii）他教科との関連に関する課題 

 （iii）受持教員の添削に関する課題 

 （iv）その他の課題 

 分析の方法としては、これらの観点ごとに、作

文教育に関するどのような課題が指摘されている

のかを抽出する。このような分析により、領域「文

法及作文」の見直しが行われた経緯を明らかにす

ることをめざす。 

 

2.3. 「文法及作文」における作文教育の課題 

（i）達意に関する課題 

ここでいう「達意」とは、作文において、表現

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4 『教育界』6（10）、pp.106-107。 
5
 後述するように、今回対象とする史料の中にも、

明確に中学校長会議の内容にふれているものが少

なくない。 

番号 著者 刊行年 論考名 掲載誌、巻号

① 安倍徳太郎 明治40
中等教育（主に中学校）
の作文科教授について
の卑見

【b】15（5）

② 安倍徳太郎 明治40
中等教育（主に中学校）
の作文科教授に就ての
卑見

【a】6（10）
（11）

③ 大林邦夫 明治44
中等教育に於ける国語
教授改良案

【b】24（4）

④
佐々醒雪（政
一）

明治44 作文教師の罪に非ずや 【a】11（2）

⑤ 佐藤正範 明治40
作文教授に関する文部
省諮問案に就きて

【c】800

⑥ 滋野文芳 明治42
余が一年間の作文教授
教育界

【a】9（2）

⑦ 寺田喜治郎 明治43 作文教授私見 【a】9（7）

⑧ 中尾喜一
明治
42、43

中学校作文教授案

【b】19（1）～
（6）、20（1）～
（6）、21（2）～
21（6）

⑨ 松井簡治 明治43
（論説）福島地方の中等
学校に於ける国語及漢
文

【d】331

⑩ 光藤泰次郎 明治40
中等教育作文教授に関
する根本問題

【c】801

*【a】：教育界　【b】：教育学術界　【c】：教育時論　【d】：帝国教育
*②は①の改稿版である。
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したいモチーフが適切に伝わるように表現するこ

とを指すと解釈する。この観点について述べる論

考の一つが④佐々である。佐々は、おそらく自身

の勤務校である東京高等師範学校で課した作文課

題について、以下のように述べている。 

さるを、その冒頭の華々しく長々しきもの十

の五六、而してその過半は、百花爛漫たる春

より筆を起して、青葉を叙し、杜鵑、五月雨

を序でゝ而して後初めて夏に入るなり、これ

抑何の為ぞ。曰く、彼等の、その空乏なる腹

笥の裡より、最も華々しく、立派らしく、大

袈裟なる文句を列ねんとす、而して、四季の

変遷といふが如き叙事は、尤も自家の記憶せ

る熟語成句を列ぬるに便利なりと信ずればな

り。文字を先にして、理想を後にす、その文

を成す能はざるは当然にあらずや。6 

 ここで佐々は、多くの生徒が「百花爛漫たる春」

「青葉」「杜鵑」「五月雨」といった定型的な修

辞を用いて「春」を記述する点をもって「その文

を成す能はざる」と厳しく批判している。これは

美文調の範文を規範として重視しすぎるあまり、

生徒が自身の自由な発想を記述できなくなってい

ることへの批判だと位置づけられる。 

 同様の主張を行うのが⑦寺田である。寺田は、

「作文は思想の発表である以上、其の思想は自分

のでなくてはならぬ。少くとも自分のものにした

のでなくてはならぬ7」と述べ、定型的な修辞より

も「自分のものにした」「思想」を書くことを重

視する。そのうえで寺田は、生徒が書いた「東は

常陸山、西は太刀山是ぞ今日の相撲の見物である。

観客は一時にどよめく。其中に両関は悠々として

大蛙の如く土俵上に上った」という作文について、

次のような指導を行ったと述べる。 

まず首に、「今日の見物だ。」と云ふ意気込

と、尾の「何千と云ふ観客」の壮んなのに対

して、中の両関の取組の条は甚だしく見すぼ

らしい（ママ）。（中略）かやうな短文に於いて

は、「東は――見物である。」と云ふやうな冗

長な文句を抜いて、簡単に出した方が好い。

故に「観客は一時にどよめく。」の下に「常

陸山と太刀山が東西から大蛙の如く土俵に上

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6 ④佐々、p.108。 
7 ⑦寺田、p.29。 

ったのだ。」とする。大蛙と云ふ形容は面白

いから其儘使った。8 

 これは、観客の「壮ん」さや力士の「悠々」と

した様子を表現するために、文の区切りや描写の

順序、比喩について工夫をこらすことを求めた指

導だと解釈できる。このような指導も、「壮ん」

さや「悠々」としているといったモチーフをどの

ように表現すべきかを論じている点で、達意に関

して述べた議論に該当すると位置づけられる。 

 このように、中学校長会議の述べる「達意」と

は、定型的な修辞を排し、自身の「思想」をどの

ように適切に伝えるかを問題とする項目であるこ

とが推測できる。なお、この観点に該当する論考

には他に③大林がある。 

 

（ii）他教科との関連に関する課題 

 この観点に該当するのが、⑤佐藤である。佐藤

は、中学校長会議の決議事項について「中学校に

於ける作文の前途に、燦として一條の光明を放ち

たるを喜ぶ9」と述べる。そのうえで、「当局者の

範囲に属する案件」として、次のような要望を述

べる。 

思ふに作文は全学科より得たる思想材料を統

一整頓して、生徒各自の調和的知識となし、

その思想材料を正確自由に発表すべき才能を

養成するにあれば、その授くべき材料も文学

的学科に偏すべきものにあらず、科学的学科

に私すべきものにあらず、技芸的学科に薫す

べきものにもあらずして、諸学科及び家庭社

会その他有らゆる機会より得たる思想材料を

統一発表せしむべき大利器大機関なれば、之

れを性質上国語漢文科中の一分課とせずし

て、各学科同等の一学科目に配伍せられ、現

今の教授要目を改正し、各学年に通じて作文

科に毎週一時間づつを配当し、文法は之を講

読に附属せられむことを望むものなり。10 

佐藤は、作文が生徒の「全学科より得たる思想材

料を統一整頓」した「調和的知識」によりなされ

るものであるとする。そのために作文を「国語漢

文科中の一分課とせずして、各学科同等の一学科

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8 同上、pp.32-33。 
9 ⑤佐藤、p.9。 
10 同上、p.10。 
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目に配伍」することを主張する。これは、作文を

国語及漢文科内にとどめず、独立した教科として

設定することを求めた主張だと位置づけられる。 

 このような主張は、佐藤だけが行っていたわけ

ではない。①および②の安倍は、作文を国語及漢

文科中の一領域に留めようとする立場を「甲」と

したうえで、次のような「乙」の立場を求める。 

今一つはもつと広い見解で、生徒の脳中にあ

るすべての観念を自由に文字の上に発表せし

むることを主とし、併せて諸学科上の観念の

印象を深からしめ確ならしむるを従とする見

解である。随つて国漢の一分科ではなく、す

べての学科やその他の経験から得た観念を、

十分に正確に発表せしむるを趣旨とするのだ

から、（引用者注：作文教育は）とても国漢

の教師にばかり一任して安心の出来ぬことに

なる。11 

これと同時に安倍は、「主に左の諸学科担任の教

師の中で適宜に割り当てる方がよからうと思ふ。

（改行）修身 国語 漢文 英語 歴史 地理 

博物 物理化学 法制経済12」と、具体的に作文

教育を実施すべき教科まで列挙している。作文を

国語及漢文科にとどめず位置づけようとする立場

は、今回の対象において複数の論考で見られる。 

無論、中学校長会議における決議がこのような

ドラスティックな変更まで意図したものであるか

は不明である。しかし少なくとも中学校長会議に

おける「其他の各学科目教授上に於ても一層、思

想発表の形式に注意すること」という決議の背景

には、作文の領域見直しを要求する現場の声があ

ったことがわかる。 

 

（iii）受持教員の添削に関する課題 

この観点に該当するのが⑩光藤である。光藤13

は、「作文教師の労力」について次のように述べ

る。 

私は敢えて断言いたします、中学校長会議に

於て、作文教授の方法が、如何様に解決せら

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
11 ②安倍（【a】6（10））、p.47 
12 同上、pp.47-48 
13 この記事に所属は記されていないが、光藤は明

治 44年 5 月 9日付官報において「東京高等師範

学校教諭」の肩書きで「学術実地指導ノ為愛知静

岡二県下ヘ出張ヲ命ス」との辞令を下されている。 

れ、如何様の決定を見るとも、も一層根本の

問題たる、作文教師の労力を認めるといふこ

と、換言すれば教授時間以外に、作文科の教

師が、添削批正に費す労力を認めることが出

来ざる以上は（中略）依然として作文教授の

実効が、十分上らないといふことを断言いた

します。14 

ここで光藤は、作文教師の「添削批正に費す労力」

が配慮されないかぎりはどのような改革も意味を

なさないと主張している。 

同様の指摘は⑨松井にもある。文部省視学委員

を務めていた松井は、福島県の中学校を視察した

結果、作文教育について次のような問題を指摘し

ている。 

国語科教師の労力過重の為め、十分の成績を

顕はさしむること能はず。是等も或は受持時

間を減ずるか、或は教師の数を増して督励す

るに非れば如何なる方法も効果少かるべし。

15 

 ここでも、作文教師の「受持時間を減ずる」こ

とや「数を増」すことの必要性が指摘されている。

したがって、この報告における「労力過重」とい

うのも、やはり作文教育における添削の問題を指

していると想定できる。 

これらのような論考から、中学校長会議におけ

る「受持教員の時間数」の「軽減」とは、作文教

育に付随する添削指導の負担軽減をめざして行わ

れた指摘だと推測できる。なお、同様の主張は⑤

佐藤においても見られる。 

 

（iv）その他の課題 

 ここまでの観点にあてはまらないのが、文法と

作文の授業時数に関する議論である。⑥滋野は、

石川県七尾中学校教諭を務める自身が一年間行っ

た実践を報告したものである。「要目」は「文法

及作文」の授業時数を各学年「毎週一時」と定め

ていたが、この件について滋野は次のように述べ

る。 

余は毎週、以上十八時間の授業を受持てるが、

其内文法作文に費す時間は、一組一時間づつ

にして、それも文法作文の両科に分割せざる

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
14 ⑩光藤、p.8。 
15 ⑨松井、p.60。 
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可からざれば、実際作文に費やす時間は毎週

僅々三十分間に過ぎず、月に直して尚僅に二

時間に過ぎず、余は此僅少の時間内に於て、

如何にせば予期の如く作文の効果を収め得べ

きかに苦心せり。16 

滋野は、文法と作文を「分割」して教えなければ

ならないにもかかわらず、文法と作文の抱き合わ

せで週一時間の配当となっている現状をもって、

作文を週あたり「僅々三十分間」、月あたり「僅

に二時間」しか指導できない状況を嘆じている。

ここから、少なくとも滋野の中学校においては、

「文法及作文」という領域設定が文法と作文を融

合して扱う動きをもたらさなかったことがわか

る。 

 同様の事例を示すのが⑧中尾である。⑧中尾は、

中学校 5年間に及ぶ作文指導計画を 1年半にわた

り連載した論考である。ここで中尾は「第一学年」

の指導計画として、次のような事項を示す（冒頭

五週の題目のみ列挙する）。 

第一学年（作文文法隔週） 

（中略） 

第一学期 

○第一週 

入学試験の作文について 

○第三週 

入学後の状況を報ず（書翰文） 

○第五週 

花と虫（同読本六課）（普通文）17 

 ここからは、中尾も作文と文法を「隔週」に位

置づけ、実際にそのような計画のもとで指導を行

っていたことがわかる。「文法及作文」下におい

ては、多くの中学校で、文法と作文を分断した状

態で指導していたことがわかる。 

 

3． 「要目改正」期「作文」設定の経緯 

 本章では、前章の分析結果をもとに、「要目改

正」において領域「文法及作文」が「作文」に改

められた経緯を考察する。考察においては、前章

で対象とした論考に加え、必要に応じて同期間（明

治 40～44 年）における他の論考や、先行研究も

参照する。以下、作文教育における形式と内容の

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
16 ⑥滋野、p.27。 
17 中尾（【b】19(1)）、pp.70-72。 

問題（3.1.）、作文と他教科の関連に関する問題

（3.2.）、文法と他学科の関連に関する問題（3.3.）

について論じる。 

 

3.1. 形式と内容の問題 

 観点（i）で述べたように、明治後期中学校作文

教育において達意が重視されてくることは、先行

研究でも指摘されていた。勘米良（2015a）は、

明治 35 年「要目」後の作文教科書が、文法や漢

文由来のレトリックといった形式にあたる事項を

減少させ、構想のまとめ方など作文教育固有の事

項を増加させたことを明らかにしている。そのう

えで、これを文法などに対する「作文科の独立」

とよべる動向であると位置づけている。このよう

な動向が、「要目改正」における「迂遠ニ流レス

難渋ニ失セス簡易ニシテ」という規定や、前掲の

八木（2008）が指摘する「普通教育」としての作

文教育重視の傾向につながっていくのだと推測さ

れる。 

この議論と、前掲の浮田（2011）が指摘する大

正期「思想」重視の潮流を合わせて見ると、明治

40年代の中学校作文教育は、修辞などの形式重視

の傾向から、「思想」といった内容重視の傾向へ

と移行する過程にあったと位置づけられる。 

 

3.2. 作文と他教科の関連に関する問題 

 前章の観点（ii）では、中学校長会議における

「其他の各学科目教授上に於ても一層、思想発表

の形式に注意すること」という文言と関連して、

作文を国語及漢文科以外の教科とも関連させるべ

きという主張が複数あがっていたことを指摘し

た。ここで注目すべきなのは、これらの主張で重

視されているのも、形式の指導ではなく内容の指

導であるということである。前掲の⑤佐藤は、作

文教育の目的の一つを「全学科より得たる思想材

料を統一整頓」することにおいていた。①および

②の安倍は、作文教育の「趣旨」を「すべての学

科やその他の経験から得た観念を、十分に正確に

発表せしむる」ことにおいていた。どちらの論考

にしても、作文と他教科が関連すべきというとき

の力点は、「思想材料」や「観念」といった内容

の指導を充実させるところにおかれている。作文

の位置づけ見直しの議論は、先述した内容指導重
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視の傾向と軌を一にしていると見ることができ

る。 

 付言すれば、⑤佐藤や①②安倍のように作文の

位置づけをドラスティックに見直す試みは、うま

く進まなかった。前述の中学校長会議の 2年後（明

治 42 年）に開催された第 4 回中学校長会議は、

諮問事項の一つに「国語及漢文科教授の改善方法

如何」をあげている。その決議結果の中には「八、

作文の題は成るべく実用的のものを選ぶこととし

特に他の学科に於て授けたる事項を採り連絡を保

たしむること18」という事項がある。明治 40年版

中学校長会議は「他の各学科目教授上に於ても」

作文教育を求める内容であったが、ここではあく

までも国語及漢文科内において「他の学科」との

「連絡」を求める内容となっている。この変化は、

2 年の時を経て、中学校長会議が作文の位置づけ

に関する主張をトーンダウンさせた措置だと理解

できる。これは前章の観点（iii）で述べたように、

作文教師の過重負担が指摘されている状況ではや

むを得ないことであったといえる。実際の「要目

改正」でも、「作文」が国語及漢文科の中に位置

づけられているのは前述のとおりである。 

しかしここで指摘できるのは、勘米良（2015a、

前掲）が指摘した「作文科の独立」という潮流が、

明治 40 年ごろになって、他教科と関連をもとう

とする動きへと揺り戻しを起こしているというこ

とである。作文は、形式を扱う文法からは独立を

志向したが、内容については他教科との関連を志

向し始める。明治後期において、作文教育が形式

から内容へと指導の重点を移していく過程で、作

文と文法といった関連領域の関係、あるいは作文

と他教科といった関連教科との関係も見直され始

めるのである。 

 

3.3. 文法と他学科の関連に関する問題 

 ここまでは作文の位置づけに関する議論を中心

に見てきたが、「文法及作文」におけるもう一つ

の領域、文法の位置づけはどのように論じられて

いたのか。「文法及作文」における文法教育につ

いての先行研究には勘米良（2015b、2016）があ

る。しかし勘米良（2016）は「要目」前後の文法

教育の変化、勘米良（2015b）は「要目改正」前

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
18 『教育時論』874、p.46。 

後の文法教育の変化を指摘するにとどまる。本発

表で主眼としている「要目」改正前における文法

教育の課題を主眼に論じているわけではない。 

 そこで、第 2 章の分析と同様の教育雑誌の中か

ら、中学校文法教育に関する論考を取りあげたい。

山本（明治 41）は、文法事項の中で「生徒の必ず

知らざるべからざる者」は、「かな使ひ、語尾の

変化、てにをはの類19」といった少数の事項にと

どまると主張する。そのうえで、次のように述べ

る。 

実に現今文法教授上の一欠点は其形式的練習

に専にして、実際の働かし方に注意するの疎

なるにあり。「行かん、行き、行く、行け」

と背誦するは大抵の生徒之を能くすれども

「行きても」か、「行くとも」か、「行けど

も」か、各其用法如何に至りては往々之に惑

ふ。（中略）文法には器械的形式的背誦固よ

り必要なれども、実地と離るれば其用なし。

読本と文法とを合併して教授する時は、読本

中に於て此る練習をなさざるべからず。20 

ここで山本は、動詞「行く」の活用についても「器

械的形式的背誦」でこれを行うのではなく、読本

の中で該当の語が現れたときに機能的に指導する

ことを求める。なお、文法と講読を関連づけるべ

きであるという主張は先の⑤佐藤においても見ら

れる（2.3.の（ii）を参照）。 

ここからは、当時の文法教育が、かならずしも

作文教育との関連のみを視野に入れていたわけで

はないということがわかる21。無論、中には文法

教育と作文教育の関連について論じた論考もあ

る。『教育界』6（5）掲載の「再び国語教育を論

ず22」は、「唯謬り易き活用又は接続を注意して、

ことに作文に於て、常にこれを練習せし23」める

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
19 山本（明治 41）、p.60。 
20 同上、pp.60-61。 
21 このような状況があるとすれば、文法教育は幾

度も他領域と関連をもとうとしたにも関わらず、

なぜ結局「器械的・形式的」な内容を改めきれな

かったのかという問いが立ちあがる（勘米良

2015bも参照）。この点については機会を改めて

論じたい。 
22 この論考は無記名であるが、末尾に「醒雪」と

署名がある。ここから④佐々と同一の佐々醒雪（政

一）による論考だと考えられる。 
23 『教育界』6（5）、p.3。 
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こと、つまり文法教育を作文教育と適切に関連づ

けることを主張する。しかし先の観点（iv）で指

摘したように、文法と作文は分断して指導されて

いるのが実態だった。これに加え、作文のみなら

ず講読との関連の必要も主張されている状況で

は、文法を取り立てて作文と同一の領域におく必

然性は薄いといえる。おそらくはこのような状況

が、「要目改正」における領域変更、および「文

法ハ特ニ其ノ時間ヲ設ケサル学年ニ在リテモ便宜

講読・作文等ニ附帯シテ之ヲ教授シ又ハ練習セシ

ムヘシ」という規定へとつながったのだと考えら

れる。作文のみならず講読も文法の「附帯」を行

う対象となるという規定である。 

ここから、前節までで議論してきた作文教育に

おける変化に加え、文法教育においても作文以外

の領域との関連が求められたことが領域「文法及

作文」見直しの一因であると推測される。 

 

4. おわりに 

 本発表では、明治 40～44 年における各種教育

雑誌を参照することで、明治 44 年「要目改正」

において領域「文法及作文」が見直された経緯を

考察してきた。結論として、大きく次の二点が領

域見直しの経緯としてあげられる。 

 ・作文教育の側が、修辞など形式の指導を減ら

す一方、内容の充実のために、国語及漢文科

以外の教科とも関連をもつことを求めたこ

と。 

 ・文法教育の側も、作文にかぎらず講読などと

の関連をもつことを主張していたうえ、「文

法及作文」下において文法と作文が分断した

状態で指導されていたこと。 

 このような経緯から、「要目改正」における領

域「作文」が設定され、大正期および昭和初期の

作文教育が方向づけられたのである。明治 40 年

代は、作文・文法の双方が他領域（作文の場合は

他教科も含む）との関連を模索する動きの中で、

教科課程の見直しを行ったことが推測される。 
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