
教科書史・教科内容史研究の可能性・方向性
―文法教育史に関する研究を事例として―

名古屋女子大学 勘米良 祐太

2021.05．30

全国大学国語教育学会第140回春期大会（オンライン）

課題研究発表



本発表の構成

1.教科書史・教科内容史における研究の実例

2.本研究の国語教育史研究における位置づけ

3.教科書史・教科内容史研究の可能性、方向性

参考文献

現代の国語教育についてのコメント

おわりに



1.教科書史・教科内容史における研究の実例
1.1.問題意識

【問い】橋本進吉が「文法そのもの」の理解を文法教育の目的においたのはなぜか？

・今日の学校文法…「書くこと」などの領域と関連をもてないという批判

←問題の淵源…橋本進吉の『新文典』

橋本（1936）「本書（引用者注：『新文典』）の最初からの目標」を「出来るだけ明瞭
で徹底した国文法の知識を得させる」ことにおく（「新文典の改訂に就いて」）

・これ以前の文法教科書が、この問題について無理解だったわけではない

東京高等師範学校附属中学校（1907）： 「分解的」で「精細」な「科学的文法」より
も、「文章に関係」し「作文と連絡」する「実用」的な文法を求める（p.153）

→橋本はこのような言説の存在を知っていたはず

→なぜ橋本は「あえて」他領域との関連を求めなくなるのか？（橋本以前の他領域との関
連をめざす文法教育にどのような課題があったのか？）



1.2.「附帯」的指導における困難

本発表の論点

…橋本以前の文法教育に関する課題の中でも、

（ア）1911（明治44）年に定められた文法の「附帯」的指導
という規定により、文法教育の内容がどのように変化し
たのか

（イ）そこからどのような課題が生まれたのか



（1）課題設定の理由
年 要目名 規定 特徴（発表者による）

1902
（明治35）

中学校教授要目
（以下「要目」）

・「言文ノ対照ヲ主トシ」
・「今文ニ必須ナル法則ヲ示

スヘシ」

明治20年代の文法教育との親和性
が高い

1911
（明治44）

中学校教授要目改正
（以下「要目改正」）

・「 文法ハ（中略）便宜講
読・作文等ニ附帯シテ」

・「文法ハ（中略）実用ニ適
切ナラシメンコトヲ要ス」

1931
（昭和6）

中学校教授要目改正
（以下「要目再改正」）

・「 国語ノ特色ヲ理解」
・「附帯」に関する規定

→「要目改正」における「実用」は一度の改正で取り下げられる
→「実用」が主張され、文法の内容はどう変わったのか？
またその内容に、どのような課題があったのか？

表1 本発表に関連するナショナルカリキュラムの変遷

はじめて「実用」と、他科目に対
する「附帯」を求める

文法の目的が「理解」におかれる
ようになる



（2）分析の対象

・「要目改正」発布前と発布後にともに
検定を通過している編者の教科書
（10組20点）

←「同一編者」かつ「刊行年の近い」教
科書における内容の変化

＝ナショナルカリキュラムの変化を反映
している可能性

筆者 刊行年 書名 出版者

⑪ 横地清次郎 大正4 大正国文法教科書 明治書院

⑫ 松平円次郎 大正元 日本文典 鹿島長次郎

⑬ 福井久蔵 大正2 中等教科大正新文典 福井久蔵

⑭ 三土忠造 大正2 三土新文典 冨山房

⑮ 吉田彌平 明治45 中学日本文典 上原才一郎、松邑孫吉

⑯ 芳賀矢一 明治45 中等教科現代文典 冨山房

⑰ 松尾捨次郎 明治45 日本文法教本 上原才一郎

⑱ 金澤庄三郎 大正元 日本文法教本 東京開成館

⑲ 高橋龍雄 大正元 改訂中学国語新文典 啓成社

⑳ 山田孝雄 明治45 改訂中等文法教科書 大葉久吉、吉岡平助

表2 「要目改正」前の教科書群

表3 「要目改正」後の教科書群



（3）分析の観点

・ 「文の成分優先の方針」という現象

…文の成分を品詞論より先に導入する措置

（例）「花咲く」…主語：花、述語：咲く

→「主語になる語」が名詞、「述語になる語」が動詞と定義

藤岡（1912） 現行の文法教科書が「品詞篇を先にして文
章篇を後にし、力を品詞篇に専らに」していることにより、
「文法教授の目的」を十分果たせていないと批判（緒言）

→当時の教科書における広がりを分析する必要



（4）分析の結果

・「要目改正」前：取り扱いなし

・「要目改正」後：⑭三土のみ

（仮説に反し、広がりは見られない）

⑭三土「学習上最も便利なる組織にして、将来
文典を編纂するもの必ず此の方法に倣ふべきを
信ず」（例言）

→別の問い：なぜ検定教科書のなかでも、このよう
な取り扱いの差があるのか（なぜ教科書検定は、
いずれの教科書も検定を通過させているの
か）？

表4 分析の結果



（5）考察（ア）「要目改正」による内容の変化

＊検定教科書内における取り扱いのずれの原因

→「要目改正」の概略的な規定

＊「要目改正」における文法教育の内容

＝「現代文ニ通有セル法則」

→三土以外の教科書は、旧版の内容をそのまま「現代文ニ通
有セル法則」と解釈し、踏襲した（教科書検定もそれを追認
した）



（5）考察（ア）「要目改正」による内容の変化

・教科書編者の裁量が大きかったことの傍証として、
以下のような追加分析の結果
【対象】「要目改正」後（1911～1918）に新たに執

筆された教科書群（以下「新規執筆群」）
【観点】「文の成分優先の方針」
【結果】6点中4点に取り扱いあり
保科（1918） 「文章の成分」という「例証」をもと
に各品詞を「帰納的」に練習することが、文法の「機
械的な暗記」を乗り越え「智識を応用する力」を育
てるのに有効（pp.36-37）
→「新規執筆群」は、「文の成分優先の方針」も「現
代文ニ通有セル法則」と解釈
→「科学的文法」を乗り越えるための新たな取り組み表6 追加分析の結果

表5 新規執筆群の教科書



（6）考察（イ）「要目改正」期文法教育の課題

・しかし、この状況は長くは続かなかった

・「新規執筆群」のさらに後の教科書
（1919～1926） における「文の成分優
先の方針」の取り扱い

→取り扱いは1点（⑨）のみ

②吉澤「始めて（ママ）文法を学ぶ者にとり
ては、猶品詞より入りて文に及ぶ方、理
解し易く、且適当なり」（例言）

→学習者の「理解し易さ」に難があった

→文法教育史上果たした役割は限定的

表7 再追加の教科書

表8 再追加分析の結果

文優先

①和田、青木

②吉澤

③鈴木暢

④開誠館

⑤藤井、阪倉

⑥鈴木敏

⑦吉田、小山

⑧冨山房

⑨中等 ○



2.本研究の国語教育史研究における位置づけ

・橋本が「文法そのもの」の理解を目的においた一因

→学習者の実情に立った「作文に役立つ文法」開発が難しかった

・文法教育が作文などと関連しづらい原因

△「橋本文法のせい」（むしろ因果が逆）

○文法教育が歴史的にかかえた構造的な問題（そして現代も？）

・これから立てるべき問いの一例

→「文法そのものを理解すること以外に、どのような文法教育の目
的がありうるのか」

「他領域に関連する文法教育の内容とはどのようなものか」

「他領域における文法指導をどのように考えていくべきか」



3.教科書史・教科内容史研究の可能性、方向性
3.1.相対的に考える

・歴史研究…価値判断ではなく事実判断

△「この時代の～～から現在得られる示唆はなにか」

←現在の枠組みを自明視し、そこから過去を称揚（断罪）する

○「この時代の～～は何なのか、どうなっていたのか」

←現在の枠組みを保留し、まず過去の枠組みがどんなもの
だったのかを明らかにする（例：橋本が「理解」を目的にお
いた原因）

→現在の枠組みに対する比較対象が生まれる

→現在を相対化することで、現在のことをより理解できる



3.2.普遍的に考える

・歴史研究……普遍的な教科内容の決定要因を考察できる

甲斐（2008）における決定要因

（1）関連教科内要因（国語科内の問題や他教科との関係）

（2）教科課程内要因（接続する学校種間の問題）

（3）教科課程外要因（社会言語状況や学習状況）

・文法の場合、歴史的に（1）「既存の文法論との親和性」の
影響が強い

→他の要因から文法教育を再構成するには、どのような問い
を立てればよいか？（普遍的な原理からのアプローチ）



3.3.俯瞰的に考える

・すでに述べてきたように、

―（3.1.）現在の枠組みを保留し、過去から現在を照らし直す

―（3.2.）過去と現在を貫く普遍的な決定要因から考える

＝通時的な俯瞰

・これと別に、当初とは異なる課題を発見する場合

（例）明治、大正期の教科書検定が多様な内容を許容できた
原理はなにか（教科書検定の変遷、原理に関する考察）

＝共時的な俯瞰（当初とは別の現在につながる問い）
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現代の国語教育についてのコメント①
学習指導要領から

小学校学習指導要領解説
・「「知識及び技能」は（中略）国語で理解したり表現したりする
様々な場面の中で生きて働く「知識及び技能」として身に付ける
（後略）」
・「「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」は、相互に関
連し合いながら育成される必要がある」（pp.7-8）
・文法に置き換えると、
＝「国語で理解したり表現したりする様々な場面の中で生きて働く
文法」
「文法と『話すこと・聞くこと』『書くこと』『読むこと』が相互に関
連した指導」
→どのような内容？（「文の成分優先の方針」を超えるには？）



現代の国語教育についてのコメント②
これからの内容を考えるにあたって

○小学校学習指導要領解説
「全国学力・学習状況調査等の結果によると、小学校では、文における主語を
捉えること（中略）などに課題があることが明らかになっている。」（p.6）
＊2009年A問題大問1（1）「この絵の特徴は、どの角度から見ても女性と
目が合います」（いわゆるモナリザ文）などをふまえているか

→(3)教科課程外要因によって文法を見直すアプローチ
○ほかに文法教育の目的をおきうるところはないのか？
・メタ言語への気づき？（外国語科と関連するなど）
・中学の口語文法と高校の文語文法との関連？
→（1）関連教科内要因、（2）教科課程内要因によって文法を見直すアプロー
チ
○歴史研究の成果をふまえ、現在の学校文法（やナショナルカリキュラム）を相
対的に見つつ、普遍性をもつような内容を考えていきたい



おわりに

○自分の当初の関心……（現代の）学校文法への問題意識

→当初、歴史研究は「手段」

○徐々に生まれてきた、歴史研究そのものへの関心

・学校文法の（橋本文法以前の）淵源を探れるおもしろさ
（「この史料を見たのはここ数十年で自分だけでは？」）

・史料と史料が「つながる」おもしろさ

・どんどん新たな問いが見つかる（自分の視野が広がってい
る実感をもてる）おもしろさ

→「歴史研究、しませんか？」


