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全国大学国語教育学会 第 137回全国大会＠宮城教育大学（第 6会場、236教室、F5） 

 

植民地朝鮮における初等教育読本の形式 

―第 2期『普通学校国語読本』（芦田恵之助編）を主たる対象として― 

 

                                    浜松学院大学    勘
かん

米良
め ら

 祐太 

1. 本研究の目的 

1.1. 問題の所在 

●本研究の目的 

・植民地朝鮮における初等教育読本に含まれる言語形式の特徴について考察 

・今回は第 2 期『普通学校国語読本』（以下「朝鮮二期」、中心的な編者：芦田恵之助）に着目 

 

●問題意識 

（ア）植民地における国語教育史の記述の必要 

・「内地→植民地」という影響関係だけではなく「植民地→内地」という影響関係 

○北川（2006） 

・内地の小学校国定読本と、植民地朝鮮の普通学校（小学校に相当）読本を通時的に比較 

・植民地朝鮮の読本が、50 音図の巻頭提示や、範文法（sentence method）をいち早く行うと指摘 

○黒川（2016、2017） 

・「三年峠」や「うさぎのさいばん」といった教材のヴァリアントの比較 

・日本に伝えられた朝鮮民話が朝鮮半島の教材に逆に取り入れられた例 

・朝鮮半島・内地ともに終戦を契機として影響関係が途切れ、全時代をつらぬく意味付与が難しい例 

→植民地における国語教育を「国語」教育史の記述に加える必要 

＊以下、「内地」という語にはカギカッコ等を付さず使用するが、発表者が帝国日本による植民地

政策を肯定しているわけではない 

 

（イ）国語施策における国語教育（とくに文法教育）が担った役割の検討 

・素朴に考えれば、植民地教育における文法教育は、国語施策上、重要な意味をもったはず 

・しかしこの役割を、教科書レベルで分析・考察する研究はまだ不足している（那 2013 など） 

・社会言語学的な観点からの批判に加え、教科書レベルでの実証的な研究の必要 

 

●「朝鮮二期」に着目する経緯 

・芦田が、『尋常小学国語読本』（大正 7、第三期国定読本、以下「内地三期」）の編纂も担当 

→読本間の内容や目的の比較に適する 

＊「（言語）形式」…音声、書字、文体、語彙、統語といったいわゆる「言葉の特徴や使い方」 

→本研究は「形式」の中でもとくに「統語（狭義の文法）」に着目 

 

1.2. 朝鮮における教育制度、教科書制度の概要 

●朝鮮教育令 

・明治 44 年 8 月 23 日、勅令 

・男子の初等教育機関として普通学校をおく（修業年限 4 年） 

・普通学校の目的「児童ニ国民教育ノ基礎タル普通教育ヲ為ス所ニシテ身体ノ発達ニ留意シ国語ヲ教

ヘ徳育ヲ施シ国民タルノ性格ヲ養成シ其ノ生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授ク」 
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・教科「国語」を設置（「朝鮮語及漢文」と別） 

 

●教科書について 

○第 1 期『普通学校国語読本』（明治 45（1912）年、以下「朝鮮一期」） 

・旧大韓帝国学務局が編纂した教科書を不適当と判断し編纂 

・主たる編者は山口喜一郎 

・新語について、品詞にとらわれることなく「カケナサイ」「勝チソウニ」といった単位で示すなど、

第二言語教育としての配慮が見られる（金 2018、pp.33-34） 

 

○三一運動（大正 8（1919）年） 

・鎮圧に 2 か月以上を要し、1 万人以上の逮捕者を出した独立運動 

・武力により朝鮮の人々を制圧しようとする「武断統治」から、朝鮮における制度の平等化と同時に、

地主層や資産家層を体制側に引き込むための「文化統治」に転換（駒込 1996、pp.195-197） 

 

○第二次朝鮮教育令（大正 11（1922）年） 

・普通学校の修業年限が 6 年に延長 

→小学校と普通学校に関する制度の平等化 

・同時に、基本的に「国語ヲ常用スル者」は小学校、「国語ヲ常用セザル者」は普通学校で学ぶとい

う分断 

→本研究の関心：「国語ヲ常用セザル者」向けの読本における言語形式の特徴 

・普通学校の目的「児童ノ身体ノ発達ニ留意シテ之ニ徳育ヲ施シ生活ニ必要ナル普通ノ知識技能ヲ授

ケ国民タルノ性格ヲ涵養シ国語ヲ習得セシムルコト」（第一次教育令と類似？） 

・新教育令下での教科書編纂のため、朝鮮教育調査委員会、教科書調査委員会の設置（小田、大正 12、

p.1） 

→これにより編まれたのが「朝鮮二期」 

 

1.3. 先行研究 

●「朝鮮二期」における文法の指導に関する先行研究 

○李（2001） 

・「朝鮮一期」…動詞を「－ます」「－ている、－てある」「－なさい」ら連用形に限定し提示（p.86） 

・「朝鮮二期」…初めから終止形、命令形といったバリエーションを提示（同上） 

常体を多く提示し、連体形やオノマトペで止める「不完全な文」を提示（p.89） 

→「創造性」「感情の豊かさ」および「国語常用」への道を示そうとしている（同上） 

 

○北川（2006、2007） 

・「朝鮮二期」…名詞だけでなく、「モモ ノ ハナ」といった短句を早くから示す 

→「国定読本の範語法を打ち破る斬新な編集」（北川 2007、p.29） 

 

○島崎・関（2009） 

・「朝鮮二期」…「－ている」「－てくる」「－です」といった文型を同じページで一斉に示す 

→日本語を母語としない学習者への「生活経験や直感」を用いた文型指導（p.35） 

 

●先行研究における課題 
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【課題 1】包括的な分析の観点 

・先行研究においては、「朝鮮二期」の活用形、短句の採用の有無、文型といった点に着目 

→「朝鮮二期」における文法事項の一部を示すが、網羅しているかは不明 

・包括的に文法事項を抽出する観点を立て、あらためて記述する必要 

 

【課題 2】教育目的の実証的な考察 

・「朝鮮二期」における文法事項が特徴的であることが、植民地特有の目的を示すとはかぎらない 

＊ある特徴的な文法事項を含む教材を掲載したが、単にその内容を重視したためという可能性 

→「朝鮮二期」本文以外の根拠、たとえば内地用教科書との比較が必要 

  

1.4. 本発表における問い 

1）「朝鮮二期」において芦田が重視した文法事項は、全体としてどのようなものか 

2）1）の結果は、「内地三期」と比較してもなお植民地特有の内容といえるか 

3）1）2）の結果を総合すると、「朝鮮二期」における文法事項をどのように位置づけられるか 

 

2.「朝鮮二期」における文法事項の全体像 

2.1. 分析の対象 

・「朝鮮二期」本文およびその編纂趣意書 

 ＊「朝鮮二期」本文：韓国 JNC 社による復刻版を参照 

 ＊編纂趣意書：韓国国立中央図書館所蔵版を参照（オンライン利用可） 

・編纂趣意書…文法事項に関する注記あり 

「コウシ」は前頁の「コイヌ」とあはせて考へると、「コ」の義が明かになる。（「朝鮮二期」

編纂趣意書、p.11） 

 →「朝鮮二期」における文法事項を包括的に抽出可能（課題 1 への対応） 

 →芦田が意図的に掲載した文法事項を抽出可能（課題 2 への一部対応） 

 ＊本発表では、第 1 学年（巻 1、巻 2）における文法事項を抽出 

  …ただし結果として、巻 2 における文法事項に関する記述はなし1 

 

2.2. 分析の観点、方法 

・「文法事項」を抽出するための観点（以下の双方を満たすことが条件） 

（a）特定の語彙にかぎらず応用可能な統語上の規則にふれていること 

（b）統語上の規則そのものを習得することに主眼をおいていること 

＊（例 1）類義語や上位語・下位語など 

→（a）に抵触（他の語彙に応用しづらい） 

＊（例 2）統語上の規則にふれつつも、その指導の必要はないとする記述 

  「カゼ」によつてまはる「クルマ」を「カザグルマ」といふのは特例である。「クルマ」が「カ

ゼ」「ミズ」と熟して「グルマ」と濁るのは、国語の法則である。これらは児童に教へる要はな

いが、教授者は心得ておかなければならぬ。（「朝鮮二期」編纂趣意書、p.19） 

→（b）に抵触 

 
1 「編纂趣意書」巻 2 においても「形式方面では、「ナガイ」「ミジカイ」「アカイ」「ウツクシイ」

「カワイイ」「オソロシイ」の形容詞を注意して取扱はなければならぬ。」（p.4）といった記述はある。

しかし統語上の「注意」を述べているのか断定できない点、「アツイ」「スズシイ」といった形容詞自

体は巻 1 の時点で提示されている点（p.25）により、取り立てて文法事項としては抽出しなかった。 
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2.3. 分析結果 

・結果として、以下の 11点を抽出 

 

表 1 「朝鮮二期」編纂趣意書における文法事項 

巻 頁 事項 本文 解説

1 p.3 属性「ノ」 モモ　ノ　ハナ。

「モモノハナ」という語が明かになつたら、レ

ンギョウ・サクラ・アンズ等の名を口頭にて教

授し、練習することを怠ってはならぬ。

（p.10）

1 p.5 接頭語「コ」 ウシ。オヤウシ。コウシ。
「コウシ」は前頁の「コイヌ」とあはせて考へ

ると、「コ」の義が明かになる。（p.11）

1 p.6 所有者「ノ」 ワタクシ　ノ　ホン。

これ（洋綴）は「ダレ」の本かと問うて「セン

セイノホン」、これ（和綴）は「ダレ」の本か

と問うて「○○サンのホン」など練習するがよ

い。（p.11）

1 p.12 イマス ネコ　ガ　イマス。ネズミ　ガ　イマス。

児童の生活に親しい「ネコ」・「ネズミ」によ

つて、存在をあらはす文を授けるのが眼目であ

る。（p.15）

1 p.13 アリマス クルマ　ガ　アリマス。フネ　ガ　アリマス。

「ネコ」「ネズミ」（生物）の存在は「イマ

ス」、「クルマ」「フネ」（無生物）の存在は

「アリマス」であらはすことを説くがよい。

（p.16）

1 p.14 疑問「カ」
ケイコ　ノ　カネ　カ。ヤスミ　ノ　カネ

カ。

「カ」が疑問であることは、類例によつて解か

なければならぬ。（p.18）

1 p.16 テイマス
ハト　ガ　ナイテ　イマス。スズメ　ガ　トン

デ　イマス。

この種の文は、応用のきはめて広いものである

から、反復練習させることが大切である。

（pp.18-19）

1 p.17 デス ワルイ　オテンキデス。

「デス」の応用は最も簡単で、「コレハスズメ

デス。」「コレハハトデス。」（中略）の類。

（p.20）

1 p.25
アチラ

コチラ

ヒナタ　ト　ヒカゲ。アチラ　ハ　アツイ。コ

チラ　ハ　スズシイ。

「アチラ」「コチラ」といふ語は、話者の位置

が定まらなくては用ひられない。（中略）この

文を取扱ふには「ヒナタ」「ヒカゲ」のある運

動場に伴って、口頭練習をするがよい。

（pp.24-25）

1 pp.36-37 デショウ

「コノ　ナカ　ニ、ナニ　ガ　アリマス

カ。」「フデ　デショウ。」（中略）「オヤ

コガタナ　デス　カ。」

取扱上注意を要することは、推定をあらはす

「デショウ。」と「オヤ、コガタナデスカ。」

の「オヤ」と「カ」である。前者は「デス」に

比して、その意味の異なるところ（後略）

（p.31）

1 pp.36-37 感動「カ」

「コノ　ナカ　ニ、ナニ　ガ　アリマス

カ。」「フデ　デショウ。」（中略）「オヤ

コガタナ　デス　カ。」

後者は「ナニガアリマスカ」の「カ」に比し

て、感じの異なるところを知らせたいと思ふ。

（p.31）  
 ＊事項名は発表者による 

 

（ア）対比して示す事項により複数見られる（「イマス・アリマス」「アチラ・コチラ」など） 

（イ）一部の接頭語や動詞、名詞、助動詞、助詞のみを示す 
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3.「朝鮮二期」「内地三期」における文法事項の比較 

3.1. 分析の対象 

・「内地三期」本文 

 →植民地・内地の教科書比較…植民地固有の教育内容を抽出できる可能性（課題 2 への対応） 

・「内地三期」の編纂趣意書…文法事項に関する記述が少ない 

 ＊一例 

従来ノ第一種読本ニ於テハ、片仮名ノ新字ハ専ラ名詞・形容詞・動詞等ニヨリテ提出シ、語ヨリ

句ニ進ミ、句ヨリ文ニ移ルコトトシ、巻一第十九頁ニ至リテ始メテ完全ナル文ヲ提出セリ。サレ

ド是等ノ語ト句トハ教授ノ際、文ノ形ニ於テ問答セラルルコト多キニ鑑ミ、本書ハ成ルベク早ク

文ニ入リ、文中ノ品詞ニヨリテ片仮名文字ノ提出ヲナスノ方針ヲ採リテ、第四頁ヨリ文ニ入レリ。

コレ又仮名提示ノ間、動モスレバ事物教授ニ傾キテ、言語文章ノ応用練習ヲ閑却スルノ憂ヲ除ク

ニ便ナルベシ。文ノ提出ノ順序ニ至リテハ、単ヨリ複ニ及ビ、簡ヨリ繁ニ移レルコト、固ヨリ従

来ノ読本ト異ナル所ナシ。（p.4） 

 →「文ノ提出ノ順序」の決定要因（「単ヨリ複ニ及ビ」「簡ヨリ繁ニ移レル」）の内実は記載なし 

 

3.2. 分析の観点、方法 

・観点：「朝鮮二期」において取り上げられた文法事項 11 点（2.3.参照） 

・方法：「内地三期」において同様の箇所がいつ、どのように取り上げられるか抽出 

  ＊本発表では、「内地三期」も第 1 学年（巻 1、巻 2）における文法事項を抽出 

→同発達段階における植民地・内地の教科書比較が可能 

 

3.3. 分析結果 

表 2 「内地三期」における文法事項 

巻 頁 事項 本文 備考

1 10 属性「ノ」
サル　ガ　カキ　ノ　タネ　ヲ　カニ　ニ　ヤリ

マシタ。

1 9 接頭語「コ」
オヤネコ　ト　コネコ　ガ　ヰマス。コネコ　ガ

ニヒキ　ヰマス。

1 28 所有者「ノ」 コレ　ハ　ワタクシ　ノ　ハコニハ　デス。

1 4 イマス カラス　ガ　ヰマス。スズメ　ガ　ヰマス。

1 6 アリマス
ハサミ　ガ　アリマス。モノサシ　ガ　アリマ

ス。

1 21 疑問「カ」 アタマ　ガ　アル　カ、メ　ガ　アル　カ。

1 15 テイマス コガニ　ガ　ナイテ　ヰマシタ。

1 48 デス オコシ　ノ　モノ　ハ　ナン　デス　カ。

1 23
アチラ

コチラ

アチラ　ニモ、コチラ　ニモ、ホタル　ヲ　ヨブ

コヱ　ガ　シマス。

2 19 デショウ
コチラ　ノ　クライ　モリ　ノ　中　ニ　ミエル

ノ　ハ、ドコノ　ウチ　ノ　アカリ　デセウ。

「木　ニ　マダ　ナンバ　トマツテ　ヰマセウ

カ。」（巻2p.13）が先に提示

2 27 感動「カ」

コノゴロ　ナカマ　ノ　モノ　ガ、ネコ　ニ　ト

ラレテ　コマル　ガ、ナニ　カ　ヨイ　クフウ

ハ　アルマイ　カ。  

 ＊比較のため、「内地三期」における提示順でなく、「朝鮮二期」における提示順で示す 

 

（ウ）対比して示す措置は「内地三期」の時点で見られる（「イマス・アリマス」「アチラ・コチラ」） 
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（エ）「イマス・アリマス」は、相対的に「内地三期」における提示のほうが早い 

（オ）「デス」「デショウ」「感動『カ』」などは、相対的に「内地三期」における提示のほうが遅

い。また「デショウ」については「ヰマショウ」の形が「内地三期」では先に示されるなど、

相対的に未整理である状態となっている。 

（カ）その他の項目については、おおむねいずれも同じ巻 1 で示されている 

 

4. 「朝鮮二期」における文法事項の位置づけ（考察の方向性） 

・（オ）「デス」「デショウ」のように、提示順が整理された事項あり 

・一方（イ）や（カ）のように、文法・文型を体系的に示そうとしたり、特定の文法を強調しようと

したりする意図は見えにくい 

＊「朝鮮二期」巻 1 の時点で、教材の内容面（とくに「情操」的内容）に関する記述が目立つ 

初は「イヌ」「コイヌ」といふ語を教授するのが眼目であるが、言葉が少し自由になつて来たら、

親犬が警戒してゐる様子、子犬が安んじて眠つてゐる様子を知らせ、この間にあらはれてゐる母

の愛を感得させるやうにしたい。（「朝鮮二期」編纂趣意書、p.10） 

 ＊巻 1 の時点で、「内地三期」を出典とする教材が表れる（「ヘチマ」教材、「ガン」教材） 

→芦田…「朝鮮二期」においても文法を重視していない可能性 

→「国語ヲ常用セザル者」の教科書においても、文法を重視しないことを許した論理とは？ 

・「恵雨自伝」における山口喜一郎と芦田の会話内容 

第一問が、「芦田さん、あなたは朝鮮の子供を知つているのですか」というのです。私は真実を

そのまゝに「知りません」と答えました。「子供を知らないで、国語読本の編纂が出来ますか」

ときたから、私はその刹那に、「学ぶに如かず」と考えました。（芦田、昭和 25、p.200） 

・芦田による「朝鮮二期」編纂の目的 

  勿論朝鮮学童の国語を学習するに便利なものでなければなりません。しかしその内容が、民族意

識を高めて、その幸福を将来するものでなければならぬと思いました。（中略）率直にいえば、

この読本によつて、平和を翹望する民族たらしめたいと考えたのです。（中略）大正八年は、朝

鮮全道に萬歳さわぎの勃發した年でありました。（中略）児童の生活にちかきもの、又は生活に

よつて解せらるゝ事実を通して、反省・自覚に導かなければならぬと思いました。（同上、

pp.200-201） 

→朝鮮と内地における「民族」「平和」概念の連続性を想定し、文法ぬきに「反省・自覚」を可能と

考えた？ 

＊本研究は、科研費（研究課題番号 19K14250）の助成を受けている。 
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