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1.問題の所在



1.1.なぜ文法教育史を研究するのか？

•現在の学校文法の基盤となる体系

…文部省（昭和18）『中等文法』（俗に橋本文法）

・岩淵（昭和19） ＊上記教科書の編者

…「国語に存する理法を自ら明かにする」こと、「国
語の論理性を闡明」することを目的におく（p.31）

→暗記主義的な内容であるという批判



1.1.なぜ文法教育史を研究するのか？

・しかし、学校文法批判は十分な力をもたなかった

・山東（2007）

「橋本文法と関係のある学校国文法を批判しようとする
のならば、まず橋本文法はそれまでの学校国文法に対し
て何を加除したのかという点から追っていくべきであ
る」（p.37）

→ 橋本以前には「実用」をめざす文法教育があった。
橋本以前の「実用」をめざす文法教育の課題は？（橋
本や岩淵が「理解」をめざすに至った問題意識は？）



1.2.なぜ（明治30年代後半の）芳賀矢一
を対象とするのか？

・明治35年「中学校教授要目」（作成者の一人が芳賀）

→科目「文法及作文」設置

・勘米良（2016）

「文法及作文」下においても、文法教育の内容は「口語
と文語の対照」などが充実したにとどまる

・勘米良（2017）

「文法及作文」下においても、文法と作文は隔週で別個
に教えられていた



1.2.なぜ（明治30年代後半の）芳賀矢一
を対象とするのか？

・芳賀による明治37年5月の論考

「文法科に於ても、実用は尚甚だ遠し」（『國學院雑
誌』10（5）、p.94）

→「要目」作成者の芳賀も、文法教育の課題を再確認

・明治37年10月『中等教科明治文典』の刊行

（以下「明治文典」）

→「明治文典」は上記の問題意識をふまえているはず

芳賀の取り組みは？ その影響は？



1.3.先行研究

•森田（1999）…「明治文典」の特徴を2点記述

①破格とされる表現を認める （例）示しし→示せし

②「活用連語」という単位を重視する

（例）書かざるべからず

（複数の助動詞の連接）

→前述の「実用」に関する分析を行う余地

＊三土（明治31）『中等国文典』との比較をもとに記述

→他の（芳賀自身も含めた）教科書と比較する余地



1.4.リサーチクエスチョン

①芳賀が「明治文典」においてめざした「実用」のため
の教育内容とはどのようなものか？

②その措置は、当時の文法教科書にどのような影響を与
えたのか？

→以下、

・2.において①に

・3.において②に答えることをめざす

＊「実用」…作文等の他領域につながる内容であること



2.「明治文典」における「実
用」に関する取り組み



2.1.①の分析の対象、方法

・対象：「明治文典」における「編纂の趣旨」

・方法：該当箇所を抽出する

＊必要に応じて、他の編者の教科書や他の芳賀の教科
書と比較を行う



2.2.（a）いわゆる活用連語

「我国の文法書、総じて分析に偏して総合を忘れたり。
（中略）一例を挙げんに、べしは推量をいひ、命令をい
ふ助動詞として説明するのみにて、その打消の助動詞と
連りて、推量にはざるべしとなり、命令にはべからずと
なるといふが如き事は、遂に之を説明することなし。況
や書かざるべからずの形をや。（中略）これ分解のみを
主とせずして、総合したる形に熟せしめて、その運用を
容易からしめんが為なり。」（「明治文典」、p.5）



2.2.（a）いわゆる活用連語

・「書かざるべからず」などの句を重視する

・文法事項の「総合」化を行い、「運用」に資すること
をめざす



2.3.（b）口語の活用と文語の活用の対照

「口語と文語と相密接せしめて教ふべきは、言文の一致
未だ行はれざる今日に於て最も必要の事たり。（中略）
然れども多くは動詞、形容詞等の一語一語の対照を主と
せるのみ。連結したる上の形に於て対照するに非ざれば
その功用（ママ）は甚だ薄き感あり。本書は常にこれ等の
注意を怠ることなく、九種の動詞の教授法の如きも、普
通の順序によらず、四段、奈行変格、良行変格を一括し、
上二段、上一段を一括し、下二段、下一段を一括して教
ふることとなししが如き、口語に於ては皆已に同一語形
に活用するものなればなり。」（「明治文典」pp.5-6）



2.3.（b）口語の活用と文語の活用の対照

・「連結したる上の形に於て対照する」

…（a）活用連語と同様の議論

・「九種の動詞の教授法」の順序

1）四段、奈行変格、良行変格 （口語：五段）

2）上二段、上一段 （口語：上一段）

3）下二段、下一段 （口語：下一段）

→口語に合わせて活用の種類の提示順を変える取り組み



2.4.（c）今文と古文の区別

「上は詔勅法令より、下は新聞雑誌の論説に至るまで、
明治時代には自ら明治時代の文体あり。（中略）然るに
現今行はるゝ多数の教科書には、一もこの点に注意せる
ものなし。故に動詞、助動詞の如き今文には全く用ゐざ
るものをも併せ教へ（中略）こゝを以て文法の教授と生
徒の作文とは全く相懸絶せる嫌なきにあらず。」（「明
治文典」pp.3-4）

→「明治時代の文体」（今文文体）の重視

「文法の教授と生徒の作文」の「懸絶」解消のため



2.4.（c）今文と古文の区別

「本書はこの弊に鑑み、今文に用ゐざるものは、皆之を
四年級以上の教授に譲り」（「明治文典」p.4）

→別途、高学年用に『中等教科中古文典』（明治38）を
刊行（以下「中古文典」）

→どのような表現が「今文」とされたか？

どのような表現が「古文」とされたか？



2.4.（c）今文と古文の区別

•「中古文典」における項目数：68

→その大半が助詞（21）、助動詞（21）

→本研究：「時の助動詞」

＝「き」「けり」「つ」「ぬ」「たり」「り」に注目

＊当時、「つ」「ぬ」「たり」といった助動詞を「完
了」（アスペクト）として扱うか、「過去」（テン
ス）として扱うかは揺れ動いていた（矢澤2006、勘
米良2014など）

→芳賀の文法論の特徴を示している可能性



2.4.（c）今文と古文の区別

・「明治文典」

「時の助動詞」：「たり」「り」「き」（p.103）

・「中古文典」

「中古語に多く用ゐらるゝ助動詞」：「つ」「ぬ」「け
り」（pp.244-245）

→文語助動詞のなかでも、「つ」「ぬ」「けり」を「中
古語」としてさらに区別する

＊山口（2003）…上記3つの助動詞が室町期に「たり
（た）」に統合されると指摘



3. 「明治文典」が受けた／与
えた影響関係



3.1. ②の分析の対象

・教科書の選定条件

（ア）「明治文典」前後ともに版がある

（イ）いずれの版も教科書検定を通過している

（ウ）東書文庫、国立教育政策研究所教育図書館等で閲
覧可能

→以下の5編者10編の教科書



表1 「明治文典」との比較対象とする教科書

編者 書名 刊行年月 出版者

① 国語新文典 明治35年4月4日 普及社

② 修訂国語新文典 明治39年4月1日 学海指針社

③ 新定日本文法教科書 明治36年6月7日 興文社

④ 新定日本文法教科書 明治38年7月21日 興文社

⑤ 再訂中等国文典 明治36年1月25日 冨山房

⑥ 新訂中等国文典 明治39年6月28日 冨山房

⑦ 国文法教科書 明治36年2月16日 明治書院

⑧ 改訂国文法教科書 明治41年3月29日 明治書院

⑨ 国文典教科書 明治37年2月11日 松邑三松堂

⑩ 三訂国文典教科書 明治39年1月2日 松邑三松堂

大町芳衛、高橋龍雄

松平圓次郎

三土忠造

横地清次郎

吉田彌平、小山左文二、小島政吉



3.2.②の分析の観点、方法

・観点：「明治文典」における「実用」についての取り
組み内容

（a）いわゆる活用連語

（b）口語の活用と文語の活用の対照

（c）今文と古文の区別

・方法：

同様の取り組みあり＝○

同様の取り組みなし＝×



3.3. 分析結果

表2 「明治文典」前の教科書 表3「明治文典」後の教科書

（a） （b） （c）

①大町、高橋 ○

③松平

⑤三土 ○

⑦横地 ○

⑨吉田、小山、小島

（a） （b） （c）

②大町、高橋 ○

④松平

⑥三土 ○

⑧横地 ○

⑩吉田、小山、小島



3.3.分析結果

（a）いわゆる活用連語

①大町・高橋

「助動詞は、文章にあらはるる上にて、二個以上連続す
る事多し。たとへば、／ふり行くものはわが身なりけり
／そは確に賞賛せられたるなるべし」（巻4、pp.105-
106）

→・「明治文典」前から、他の教科書にも表れる

・ただし②も記述に変化がない（他の教科書も同様）



3.3.分析結果

（b）口語の活用と文語の活用の対照

②大町・高橋

・ 「上二段活・下二段活・変格」を一括に扱う

・追加：「口語にては、上二段活・下二段活といふもの
滅びて、上一段活・下一段活となり、文語の変格の中
奈行変格と良行変格とは、四段活となれるを知るべ
し」（巻3、pp.30-31）

→芳賀と同様の措置は「あえて」取っていない



3.3.分析結果
（c）今文と古文の区別

⑨吉田・小山・小島

「右の文の中、つ ぬ たり は動作の現在に完了したる
意をあらはせり。／動作の現在に完了したる意をあらはす
助動詞を現在完了の助動詞といふ。」（巻2、p.55）

→「つ」「ぬ」と「たり」の文体差は問題にならない

⑩吉田・小山・小島

助動詞「り」に関する記述のみを追加（巻2、p.70）

→芳賀と同様の取り組みは現れない



3.4.小括

（a）いわゆる活用連語

・他の教科書にも「明治文典」と類似の扱いが見える

・ただし「明治文典」刊行による変化がない

（b）口語文語の対照および（c）今文古文の区別

・「明治文典」と同様の扱いは見えない

→○活用連語は芳賀の創見とはいえない（概念・術語の
整理）

○他の「実用」に向けての取り組みの影響は限定的



4.今後の課題

○前述のような影響関係となった原因の考察

・なぜ活用連語は重視されたのか？

・なぜ他の取り組みは重視されなかったのか？

○後年まで見すえた影響関係の位置づけ

・活用連語は、明治44年「要目改正」以降、教育内容と
して徐々に取り上げられなくなる（勘米良2015）

→その変化まで見すえた位置づけが必要
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