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植民地朝鮮における文法教育 

―『日本口語法及文法教科書』に着目して― 
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1. 問題の所在 

1.1. 植民地も含めた「国語」教育史考察の必要 

●本研究の問い 

（i）植民地朝鮮の文法教育において、内地とは別に加除された事項にどのようなものがあ

るのか。 

（ii）植民地朝鮮の文法教育が内地に与えた影響にはどのようなものがあるのか。 

 

●問いを設定した経緯 

①植民地を包摂した国語教育史研究の必要 

○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 

→植民地朝鮮の読本に見られる特徴として、50音図の巻頭提示や、範語法（word method）

ではなく範文法（sentence method）をとるアプローチが見られる 

○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を比較 

→教材の影響関係として、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、あるいは朝鮮半島・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を指摘 

 

→内地における国語教育と植民地における「国語」教育は、相互に影響関係があった可能

性がある。植民地における「国語」教育史を考察することで、内地も含めた国語教育史を

新たな角度から考察できる可能性がある。 

 

②国民統合の装置としての文法教育史研究の必要 

帝国日本の国語施策にはさまざまな批判が行われており、その批判対象のひとつに国語教

育も含まれる。 

→しかし内地における国語教育において、教科課程のレベルで国民形成の機能を文法に求

める規定は、昭和 12年を待たなければならない。 

 

〇昭和 12年版中学校教授要目改正における「文法」 

「国語ノ構造・特質ヲ知ラシメ（中略）国語ガ国民性ノ具現タルコト及国語ノ教養ガ国民

ノ自覚ヲ促シ品位ヲ高ムル所ナルコトヲ会得セシメ」 
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→文法教育に特別に付与された意味を見るため、文法教育史そのものの実証的な考察が必

要 

 

＊植民地朝鮮における文法教育に関する先行研究：那（2013） 

→今回対象とする『日本口語法及文法教科書』に、文部省（大正 5）『口語法』がどのよう

な影響を与えたかを考察（言語学的アプローチ）。 

→これに加え、内地の文法教科書との相違点に注目することで、文法教育が担わされた国

語施策上の意味を明らかにできる可能性（教育学的アプローチ）。 

 

1.2. 『日本口語法及文法教科書』（以下「朝鮮文法」）について 

●書誌情報（韓国国会図書館所蔵本による） 

・朝鮮総督府編（具体的な編者は管見のかぎり不明） 

・刊行日：大正 7年 12月 25日刊行（大正 11年 8月 30日増刷） 

・唯一の高等普通学校（内地でいう中学校に相当）用検定通過教科書（朝鮮総督府、大正 8） 

 

●総督府初期の教科書編纂状況 

〇朝鮮総督府（大正 8）（以下、引用には濁点・半濁点・および句読点を補った箇所がある。

また、下線はすべて引用者による） 

「新政以降、朝鮮に於ける諸学校中最も教科書に関し困難を感ぜるは、高等普通学校及同

程度以上の諸学校に在り。何となれば、普通学校に於ては前に述べたる如く、本府に於て

旧学部編纂の教科書を訂正出版したる一時代用的のもの之ありと雖、高等程度のものは殆

ど皆無なりしが故なり。素より、内地に於て出版の中等学校教科書数多ありと雖、其の内

容適切のもの極めて稀なり。依て本府は其の急に応ぜむが為に、高等程度諸学校の教科書

編纂に着手し、国語読本より始め、漸次其の他の科目に及ぼす方針を採り、先づ明治四十

五年度より国語読本を出版使用せしめ、其の他は出版を俟ちて順次之を使用せしめ居れり。

又、高等普通学校教科書は普通学校教科書の完成を待たずして同時に編纂に着手せるもの

なれば、聯絡上多少の遺憾なきを期し難きと（以下略）」 

 

→内地の（文法を含めた）教科書は、植民地において「適切」なものとはいえなかった、

という判断。どのような点が変更されたのか、考察する余地。 

 

1.3. 植民地朝鮮における教育制度 

〇朝鮮教育令（明治 44年 8月 23日、勅令） 

高等普通学校ハ男子ニ高等普通教育ヲ為ス所ニシテ常識ヲ養ヒ国民タルノ性格ヲ陶冶シ其

ノ生活ニ有用ナル知識技能ヲ授ク 
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＊修業年限は 4年 

 

〇高等普通学校規則（明治 44年 10月 20日、朝鮮総督府令） 

・高等普通学校の教科 

「修身、国語、朝鮮語及漢文、歴史、地理、数学、理科、実業及法制経済、習字、図画、

手工、唱歌、体操、英語」 

・「国語」の配当年次 

第 1～2学年：10時間（全 26時間）、第 3～4学年：10時間（全 27時間） 

＊＜参考＞「朝鮮語及漢文」「算術」：6時間（全学年） 

 

・「国語」の目標および内容 

＜目標＞国語ハ普通ノ言語、文章ヲ了解シ正確且自由ニ思想ヲ発表スルノ能ヲ得シメ兼テ

智徳ノ啓発ニ資スルコトヲ要旨トス 

＜内容＞国語ハ現代ノ文章ヨリ漸次近古ノ国文ニ及ホシ其ノ読方、解釈ヲ教ヘ佳句、格言、

韻文等ノ暗誦ヲ為サシメ会話、書取、作文、文法ヲ授クヘシ 

＊＜参考＞内地における指導文体（中学校令施行規則改正、明治 44年 7月 31日改正） 

「現時ノ国文ヲ主トシテ講読セシメ進ミテハ近古ノ国文ニ及ホシ（中略）簡易

ニシテ実用ニ適スル国文ヲ作ラシメ国語文法ノ大要及習字ヲ授クヘシ」 

→「現代ノ文章」と「現時ノ国文」の相違。（「口語」を優先して示す根拠か） 

 

2. 植民地朝鮮における文法教育の分析 

2.1. 分析の対象 

「朝鮮文法」について考察するため、内地における教科書との比較による分析を行う。 

●比較対象の選定条件 

（ア）「朝鮮文法」（大正 7）刊行前後に、ともに検定を通過している編者の教科書。 

……内地の教科書が「朝鮮文法」に与えた影響、および「朝鮮文法」が内地の教科書

に与えた影響を抽出するため 

（イ）何らかの形で植民地朝鮮における「国語」教育に関わっていたと思われる人物の

教科書。 

……上記教科書が植民地朝鮮に対する／からの影響を表している可能性が高いと判

断できるため 

 

●選定条件を満たす教科書 

・金澤庄三郎（大正元）『日本文法教本』開成館        ……以下「金澤①」 

・金澤庄三郎（大正 8）『日本文法教本（修正三版）』開成館   ……以下「金澤②」 

・金澤庄三郎（大正 13）『日本文法教本（修正四版）』東京開成館……以下「金澤③」 
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＊条件（ア）について：各期にそれぞれ検定通過教科書を刊行 

＊条件（イ）について：金澤が精力的に植民地政策に関与しているため 

－明治 44年 11月 29日付官報（辞令）「学術上取調ノ為朝鮮へ出張ヲ命ズ」 

－大正 12年の朝鮮用教科書調査委員会に参加（朝鮮総督府、大正 12） 

→参加者のうち検定通過文法教科書を編纂しているのは金澤のみ 

 

2.2. 分析の方法 

（方法 1）植民地において加除された事項の分析（問い(i)に対応） 

（α）金澤①から「朝鮮文法」にかけての変化（植民地における変化） 

（β）金澤①から金澤②にかけての変化（内地における変化） 

の双方を見る 

＊αになんらかの変化が見られても、βにも同じ変化があれば、それは「植民地に対

する特別な意図」とはいえない（文法研究の進展を示している場合など）。 

  →まず（α）の変化を分析する。それと（β）を比較することで、植民地において特

に配慮された事項を明らかにできる可能性。 

 

（方法 2）植民地朝鮮の文法教育が内地に与えた影響（問い(ii)に対応） 

 （γ）「朝鮮文法」から金澤③にかけての変化 

  →（α）（β）に加え（γ）を比較することで、朝鮮における教育内容を「逆輸入」し

た可能性のある箇所を分析する。 

 

2.3. 分析の観点 

今回は教科書内の変化のうち、とくに動詞および助動詞（用言）に関する事項を取りあげ

る 

……・これら活用語に関する事項が、「活用の種類」「活用形」「性（自他の分類）」「意味分

類」「相互の接続」など多くの内容を占める 

・中学校教授要目（明治 35）において、「国語ノ文法ニ於テ最モ誤リ易キ」事項は「活

用語ノ用法」であると指摘がある 

 

●具体的な観点 

金澤①と「朝鮮文法」を比較し、大きな変化として、以下の 3点を抽出（前述の方法α）。 

（a）用言の法 

  動詞及び形容詞の各活用形には、一つ一つ定まれる用法あることを知るべし。この用

法を用言の法といひ、すべて次の七種あり。／一。終止法。／二。連用法。／三。連

体法。／四。将然前提法。／五。已然前提法。／六。中止法。／七。命令法。（金澤①

p.5） 
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連用形の中に複合語を作る用法（例：「歩き回る」の「歩き」など）、連用中止の用法（例：

「駅まで歩き、電車に乗る」の「歩き」など）のそれぞれがあることを強調し、「法」と

して別個の概念を立てる措置。「朝鮮文法」にはこの概念が立てられず、複合語をつくる

はたらきや連用中止のはたらきは「活用形」の一事項として述べるにすぎない。植民地

においてはこの事項が重視されなかった可能性がある。 

 

（b）時制 

内地においては、明治 30年代の時点で、「現在」「過去」「未来」といったテンスと「完了」

「非完了」をクロスさせ、6分類の時制を立てる説明が一般的であった。 

完了時に三種あり。 

一。現在に動作の完了したるもの。 

二。既に過去に動作の完了せしもの。 

三。将に未来に動作の完了せんとするもの。 

この第一種を現在完了時といひ、第二種を過去完了時といひ、第三種を未来完了時といふ。

（金澤①、下 p.24） 

 

しかし「朝鮮文法」においては、「完了」と他の時制を並列させ、「現在」「過去」「未来」「現

在完了」の 4分類による説明が行われる。 

  花咲きつ／ぬ／たり。  

  花咲けり。      現在完了 

  水凍りけり／き。   過去 

  我行かむ。      未来（「朝鮮文法」、pp.178-179） 

内地においてすでに認められていた 6 分類を見直したところから、ここには植民地朝鮮に

おけるなんらかの意図を見出せる可能性がある。 

 

（c）敬語表現 

「朝鮮文法」は、単独の章として「敬語の用ひ方」（甲「口語法の部」第二編第六章）を立

てる 

・接頭語・接尾語（「お」「ご」や「さま」など） 

・名詞の尊敬語（「陛下」など） 

・敬語動詞（「おっしゃる」「うかがう」など） 

・助動詞相当の敬語表現（「なさる」「いたす」など）（「朝鮮文法」、pp.42-46） 

 

これはいずれも「金澤①」では単独の章として取りあげられなかったものである。「朝鮮文

法」においてとくに敬語表現が重視されていた可能性がある。 
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2.4. 分析の結果 

 

 

（a）用言の法 

（α）金澤②、金澤③のいずれにも見られない。以下に金澤③のみ引用する。 

 

二、連用形 死には、用言（例へば絶え）に連る形であるから、これを連用形といふ。（又

は甲は死に、乙は助かつたのやうに、文を中止する時にも用ひられるから、これを中止形

ともいふ。）（金澤③、上 p.14） 

 

→法にあたる内容も、すべて活用形の中で説明している。金澤②金澤③は、「朝鮮文法」と

同じように、法にあたる概念を取りあげなくなっている。 

 

（b）時制 

（α）金澤②は、「朝鮮文法」と異なり、「金澤①」と同様の 6分類をとる。 

以上の時の助動詞は、これを併用することあり。／われは昨日行きたりき。／春雨降れり

き。／これは完了の助動詞と過去の助動詞とを併用したるものにて、動作が過去に於て既

に終了したることをあらはせり。かくの如きを過去完了といふ。（金澤②、上 pp.77-78） 

＊このあとの箇所で、未来完了として「明日行くとも花は既に散りたらむ」（上 p.78）の

例を示す。 

 

→内地（金澤①と金澤②）には連続性が見られるが、「朝鮮文法」のみ変えている。 

 

（β）金澤③は、「朝鮮文法」と同様の 4分類をとる。 

動作の行はれる時を表すもので、過去を表すき・けり、未来を表すん、完了を表すつ・ぬ・

たり・りの七語がある。（中略）過去 き けり（中略）未来 ん（む）（中略）完了 つ 

ぬ たり り （金澤③、上 pp.91-92） 

 

→「朝鮮文法」のあとに刊行された金澤③は、「朝鮮文法」と同様の内容に変えている。 

 

（c）敬語表現 

（α）金澤②は、金澤①に比べて敬語に関する記述が若干充実するが、「朝鮮文法」とは内

容が異なる。 

す、さすは多く給ふといふ動詞または尊敬をあらはすらると連接す。／書を読ませ給ふ。
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／書を読ませらる。／庭前に出でさせ給ふ。／庭前に出でさせらる。（金澤②、上 p.80） 

 

→敬語を示す助動詞の併用について記述。これ以外の内容は取り立てて見られない。 

 

（β）金澤③は、上記内容も削除され、金澤①に近い内容に戻っている。 

 

3. 考察の方向性 

●分析結果からの示唆 

・観点（a）「用言の法」は、「朝鮮文法」と同時期の金澤②も同じ変化をしている。植民地

に対する意図を示しているとは考えにくい。 

・観点（b）「時制」については、「朝鮮文法」がいち早く 4分類にしている。またこれと同

様の変化がのちの内地用教科書金澤③にも見られる。植民地で取り入れられた内容が、

あらためて内地でも取り上げられた可能性がある。 

・観点（c）「敬語表現」については、「朝鮮文法」においてのみ強調された内容である。内

地の教科書に取り入れられた動きは見えないが、植民地朝鮮においては重視されていた

可能性がある。 

 

●今後の課題 

・論証となる資料の提示。 

→植民地専門誌『朝鮮教育』『朝鮮彙報』『朝鮮及満州』 

国語教育専門誌『国語教育』『國學院雑誌』 

関係者の単著                   などを調査予定。 

・高等普通学校用教科書の編纂経緯 

→内地用教科書が「適切」でないとしながら、「朝鮮文法」と内地用教科書の相違点は、

結果的に時制（助動詞）のカテゴリや敬語の充実など、ごく一部の事項にとどまる。

なぜあえて総督府編纂の文法教科書が編纂されたのか。（エリート教育としての中等教

育の位置づけや、なんらかの政策上の理由が関与？） 

 

参考文献（刊行年について、先行研究は西暦、歴史史料は元号で示す） 

北川知子（2006）「国語教育と植民地：芦田恵之助と「朝鮮読本」」『植民地教育史研究

年報』8、日本植民地教育史研究会、pp.44-61 

黒川麻実（2016）「民話「三年峠」の教材化をめぐる史的考察 : 植民地期朝鮮・日本・韓

国の通時的検討を通して」『国語科教育』79、全国大学国語教育学会、pp.31-38 

黒川麻実（2017）「教材「うさぎのさいばん」にまつわるテキスト群の歴史的考察―日本・

韓国・植民地期朝鮮の教育文化史的観点から―」『国語科教育』82、全国大学国語教育

学会、pp.24-32 



8 

 

那鎮義（2013）「朝鮮総督府における日本語文法の規範―『日本口語法及文法教科書』と

『口語法』の比較を中心に―」『日本文化学報』56、韓国日本文化学会、pp.177-192 

朝鮮総督府（大正 8）『朝鮮教育要覧』朝鮮総督府 

朝鮮総督府（大正 12）『朝鮮教育令改正に伴ふ新教科用図書編纂方針』朝鮮総督府 


