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　　　　　　Aichi Kyoiku Zasshi，Analysis on Advertisements，1927―1945

　本稿は，「愛知教育会機関誌『愛知教育雑誌』の広告分析〔明治期〕」1），「同〔大正期〕」2）

の継続研究であり，前半部分にあたる「同〔昭和戦前期〕（1）」は，本誌の第10号（2019

年）に掲載されている3）。その構成（目次）は，以下のとおりである。

　はじめに

　1．愛知県内の広告

　　（1）名古屋市

　　　　①川瀬書店と星野書店

　　　　②その他の書店・発行者と書籍

　　　　③文具の広告と業者

　　　　④校具・教具など

　　（2）愛知県教育会関連の書籍等

　　　　①書籍

　　　　②書籍以外（文具など）

　上記のように，前半部分では，愛知県内の広告を，名古屋市内のものと愛知県教育会

関連のものとに分けて取り上げた。そこで，本誌掲載の後半部分では，愛知県外の広告を，

関西（大阪），関東（東京），その他の地域に分けてみていくことにする。そして，これ

までの明治期・大正期に関する考察も踏まえた総括を行う。

＊1 愛知県立大学教育福祉学部
＊2 愛知県立大学大学院人間発達学研究科博士後期課程在籍
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2．愛知県外の広告

　県外の広告主は，関西（大阪）と関東（東京）がほと

んどである。掲載回数上位10件をみると，関西（大阪）

が3件，関東（東京）が7件で，1 ～ 5位は，明文堂，

帝国地方行政学会，小学館などの関東（東京）が占め，

関西（大阪）は，柳原書店の6位が最高となっている。

（1）関西（大阪）

①書籍

　関西（大阪）の出版社・販売元・取次として掲載され

ているのは9社で，最も多いのは，柳原書店の20回であ

る4）。その要因としては，同店が取次として関わってい

る同志同行社（東京市神田鍛冶町）の書籍が多く掲載さ

れている点があげられる。具体的には，東京高等師範学

校附属小学校の訓導で，随意選題による綴り方を提唱し，

1930（昭和5）年に雑誌『同志同行』を創刊した，芦田

惠之助に関する書籍の，『芦田惠之助教壇叢書』5）［1934（昭

和9）年10月，562号等］や『小学国語読本と教壇』［同］，『国

語教育易行道』［1935（昭和10）年6月，570号等］であ

る【写真5】。

　柳原書店の次に広告数が多かったのは，林平書店の

17回で，東洋図書株式合資会社の12回がそれに続く6）。

そのうち10回が，1927（昭和2）年から1931（昭和6）

年までに掲載されている。それらの広告は，入澤宗壽『教

育者と教育精神』［1927（昭和2）年2月，470号］，北澤

種一『学級経営原論』［同年3月，471号等］，木下竹次『学

習諸問題の解決』［同年4月，472号］，石田利作『青年

訓練所の経営』［1928（昭和3）年4月，484号等］，岡篤

郎『産業強化地方改善 補習学校経営原論』［同］，鈴木

羽村『文検習字科精義』［1930（昭和5）年3月，507号］，

相島亀三郎『現代国民作法精義』［同年7月，511号］，

齋藤梅雄『硬毛新書方教育精義』［同］，小川正行『郷土

の本質と郷土教育』［1931（昭和6）年2月，518号等］，

眞野常雄『郷土教育の実際的研究』［同］に関するもの

であった。

　宣伝されている内容で目に付くものとして，大正期

まではみられなかった，外国語教育に関する書籍があ

げられる。大阪宝文館発行・青々書院販売による，脇

屋督『最新外国語の学習と教授』［1929（昭和4）年4

月，496号］や，積善館発行の高等小学校外国語科児

童用教科書である，『UP-TO-DATE ELEMENTARY 

ENGLISH READERS』［同年9月，501号］と『UP-TO-

DATE ELEMENTARY PENMANSHIP』［同］が掲載

されている7）。江利川春雄によると，「検定外国語教科

書の新規認可数は，関東大震災から立ち直った1925（大

正14）年から1939（昭和14）年までが隆盛をきわめた。

ピークは1930（昭和5）年の112件で，これは翌年の中

学校令施行規則の改正に対処するため」8）であった。そ

して，「1920年代後半からは音声重視の教科書が増え，

発音記号も現在のようなIPA（国際音標文字）に転換し

た。また，言語材料の配列や語彙選定への配慮が一段と

進んだ」9）と述べている。

②書籍以外

　書籍以外に目を向けると，鷹岡商店用達部10）による「ア

写真 5　 芦田惠之助の著作［1935（昭和 10）年 9月，573号］
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ンゴラ服地」［1931（昭和6）年11月，527号等］の広告

が4回掲載されているだけである【写真6】11）。そこでは，

アンゴラ服地について，女子中等学校生徒・小学女子児

童用として「陸軍被服廠内被服協会推奨」と明記されて

いる。被服協会について，井内智子は，「1929年に陸軍

省経理局によって被服本廠内に設立され」たものであり，

「『軍民被服ノ接近』，すなわち民間人の服装の『形式，

地質等を成るべく軍服近似の洋服』に『改善』すること

を掲げて活動し，1940年には軍服によく似た『国民服』

の制定を主導した」と述べている12）。なお，被服協会の

活動については，愛知県内（名古屋市内）の瀧兵商店・

川井由次郎商店による広告「金陽印国防色学生服」［1935

（昭和10）年12月，576号］からも確認することができ

る13）。同広告は，国防学生服が被服協会の検定品である

ことを明示している。

（2）関東（東京）

①書籍

　関東（東京）の広告主は55ほどあり，掲載回数が最

も多かったのは，51回の明文堂で，そのあと，34回の

帝国地方行政学会（同学会発行の商品を販売している東

海堂は25回），小学館（28回），音楽教科書出版協会（22

回）が続いている。1位の明文堂については，農業教育

と公民教育に関する書籍の広告が多くみられる14）。具体

的には，以下のようなものがあげられる。

◆農業教育に関する書籍

服部眞一郎『小学校補習学校農業実習指導法』［1927

（昭和2）年2月，470号等］，鈴木静穂・山口啓市『最

新稲作教材と其指導法』［同］，服部眞一郎『十二ヶ

月の農芸』［同年5月，472号］，新井友吉『日本一

の百姓となるまで』［同］，鈴木静穂・七澤甚喜『新

農業論』［1928（昭和3）年2月，482号等］，高石発・

七澤甚喜『新農学実験法』［同年5月，485号］，ワー

レス著・菅菊太郎訳『新農業観 農業者の功績と国

民の責務』［1929（昭和4）年2月，494号］，岡部文

彌『最新研究農家副業宝典』［1930（昭和5）年7月，

511号等］，武田総七郎『水稲多収穫栽培指針』［同

年8月，512号］，鎌田正忠『農業心理の研究』［1931

（昭和6）年6月，522号］，横井時敬先生記念論文集

『農業経済の理論と経済』［同年7月，523号］，高橋

奨『米穀の害虫と駆除予防』［同］，菅菊太郎『昭和

農村論』［同年8月，524号等］，財団法人富民協会『昭

和7年新農家日記』［同年10月，526号］など。

◆公民教育に関する書籍

農業補習学校・青年訓練所用の『公民教育農業教育

統合教科書』［1927（昭和2）年1月，469号等］，鈴

木静穂『実業補習教育公民科教授』［同年2月，470

号等］，鈴木静穂・山口啓市『改訂版統合公民教科書』

［1929（昭和4）年9月，501号等］，同『統合女子公

民教科書』［1930（昭和5）年10月，514号等］など。

　このような傾向は，愛知県内の広告分析でも述べた，

実業補習教育（特に農業や公民）に関するものが多いこ

とと共通する。それは，恐慌や凶作で疲弊した農村の立

写真 6　アンゴラ服地［1932（昭和 7）年 2月，530号］
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て直しや，現行体制を脅かす自由・権利を求める社会運

動の抑制（思想統制による既存秩序の維持）という，国

家の重要課題を背景にしたものであった。

　その他に，当時の社会的風潮との関連性が窺える書籍

として，小野辰次郎『各種ソース調味料講話』『嗜好食

品製造法』［1927（昭和2）年4月，471号］があげられる。

『各種ソース調味料講話』には，「我が日常食の調理は今

や改善の必要に迫つて居る。最近西洋趣味や支那趣味が

漸く採用せられて来たことも恐らく此必要から起つたも

のであらう。」15）といった，生活スタイル（衣食住）の

合理化・洋式化を図った生活改善運動を踏まえた記述が

みられる。

　2番目に掲載回数が多かった帝国地方行政学会の商品

は，そのほとんどが小学校の学習指導書である。具体的

には，『尋常小学学習指導書』［1927（昭和2）年1月，

469号等］，『高等小学学習指導書』［同年3月，471号等］，

『加除自在 高等科学習指導書』［1929（昭和4）年6月，

486号等］，『加除自在 尋常科学習指導書』［同］，『尋常

小学補材指導書』［1930（昭和5）年2月，509号等］，『尋

常小学実際指導全書』［1938（昭和13）年4月，604号等］，

『青年学校新総合教科書』［同］などである。また，1927（昭

和2）年9月創刊の『教材講座』が25回掲載されている。

その他には，生徒用の『尋常小学学習書』［1927（昭和2）

年1月，469号等］，教育行政関連の『旬刊文部時報』［1928

（昭和3）年9月，489号等］や『愛知県現行学令類纂』［同］

がみられた。

　帝国地方行政学会の次に掲載数が多い小学館による広

告をみると，『小学一年生教育』『小学二年生教育』『小

写真 7　（右）『六大教育雑誌』［1928（昭和 3）年 5月、485号］
（左）『八大学習雑誌』［同上］
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学六年生教育』などの「六大教育雑誌」［1928（昭和3）

年3月，483号等］や，『男子幼稚園』『女子幼稚園』『セ

ウガク一年生』『小学六年生』などの「八大学習雑誌」

［同］，『学習指導』［1933（昭和8）年4月，544号等］が

中心となっている【写真7】。それらのうち，『学習指導』

の特集として，「興亜推進運動会実践新資料」［1939（昭

和14）年9月，621号］や，「体錬科の精神に立つ運動会

新資料」［1940（昭和15）年9月，633号］が紹介されて

いる点から，知識偏重を改めて学校行事などの教課外活

動が重視された，当時の教育の在り方が窺える。

　広告主から商品内容へ目を転じると，音楽教育書出版

協会によって，音楽教育（特に唱歌）に関する書籍が多

く刊行されている。そして，それらの大半が，日本教育

音楽協会編纂のものであり，『新尋常小学唱歌』［1931（昭

和6）年9月，525号等］，『新尋常小学唱歌 伴奏及解説』

［1932（昭和7）年2月，530号等］，『新高等小学唱歌』［同］，

『エホンノショウカ ハルノマキ』［同］，『子供ノ舞踊 低

学年用』［同年12月，540号等］，『子供ノ舞踊 高学年用』

［同］，『小学唱歌教授指針』［1933（昭和8）年5月，545

号等］，『小学唱歌教材の選択に就いて』［1934（昭和9）

年2月，554号等］，『本邦音楽教育史』［1935（昭和10）

年3月，567号等］，『児童唱歌』［同］，『青年学校音楽教

科書』［1940（昭和15）年2月，626号等］，『興亜国民歌集』

［同］などがあげられる16）。日本教育音楽協会編纂以外

で音楽教育書出版協会が刊行したものとしては，草川宣

雄『最新音楽教育学』［1935（昭和10）年3月，567号］，

永井幸次『青年学校唱歌』［同年12月，576号等］，草川

宣雄『増補 最新音楽教育学』［1938（昭和13）年11月，

611号等］，林松木『詳述明解 唱歌教授辞典』［同］など

が確認できる。

②書籍以外（文具など）

　関西（大阪）と同様，書籍以外の広告は非常に少なく，

高密工場製の「ローヤル映写機」［1930（昭和5）年4月，

508号等］や，満州の掛図［1935（昭和10）年9月，573

号等］，支那の掛図［1936（昭和11）年10月，586号等］，

ヨーロッパ洲の掛図［同］，関東・中部地方の地図［1937（昭

和12）年10月，598号］だけであった17）。それらのうち，

最も掲載回数が多いのは，6回の「ローヤル映写機」で

ある【写真8】。1930（昭和5）年4月［508号］の広告

には，「大礼記念国産振興東京博覧会優良国産賞牌受領」

「家庭学校教化団体 学術，政治，其他宣伝用の最適品」

といった文句がみられる。同商品の広告は，『官報』に

おいても，1930（昭和5）年7月から1931（昭和6）年3

月にかけて，7回掲載されている18）。1930（昭和5）年7

月22日のものをみると，「国産の誇り 国産の権威」「諸

官省，全国各府県庁，各学校，教化団体等よりの御需用

は逐日旺盛！ 当に国産品愛用の挙国的覚醒！ 本機の光

栄！！」とある19）。

　「ローヤル映写機」の広告が掲載される少し前の時期

（大正末から昭和初め）における，教育映画の状況につ

いて，文部省『教育映画』（1928年）は，「興業映画の

隆盛に対し，教育映画はどうだろうか。それはあまり情

ない，遺憾な状態と言わねばならない」20）と評価してい

る。そして，利用状況調査の結果【表3を参照のこと】

を受け，「この調査以降まだまだその数は増加している

筈である。そのように映写機の普及は相当広く行き渡っ

写真 8　ローヤル映写機［1930（昭和 5）年 4月、508号］
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ては居るが，まだそれ等映写機は相当高価なものである

から，常に之を使用するところは別として時々使用する

ところ等にとっては，可なりの負担と考へられる。この

点も，早く外国品に劣らぬ而も安価な映写機が国産にて

どんどん作られて行く様努力しなければならぬ。」21）と

している。この記述を踏まえれば，国産を強調するロー

ヤル映写機の広告が1930（昭和5）年から登場すること

は，自然の成り行きであると言えよう。

（3）その他の地域

　関西（大阪）・関東（東京）以外の広告については，「隈

本式福岡黒板」（福岡県福岡市）［1929（昭和4）年3月，

495号等］の7回が最も多い。掲載時期（1929年から

1930年）については，愛知県内（名古屋市内）の安心

屋商店（3回掲載，1930年）や五年屋（1回掲載，1927年）

によるものと近く，黒板の広告は昭和初期に集中してい

る22）。

　「隈本式福岡黒板」の他には，『学校教育』（広島高等

師範学校附属小学校）［1936（昭和11）年11月，587号

等］が2回，『熊谷家伝記』（長野県飯田町）［1933（昭

和8）年12月，552号］と，『大日本史大観（水戸学叢書

第1巻）』（水戸市鉄池町）［1943（昭和18）年1月，661号］

が1回ずつの掲載にとどまっている。

おわりに

　昭和戦前期の『愛知教育雑誌』の広告を整理・分析し

て明らかになったこと，そして，広告主や広告商品の登

場回数や内容の変化に注目し，これまでに行ってきた明

治期・大正期の考察との比較をとおして明らかになった

ことをまとめると，以下のようになる。

◆広告量の変化

明治期は，教科書疑獄事件による国定教科書採用

（1904年）の前後で，5・6頁から1・2頁へと大きく

減少し，大正期の後半になると1頁ほど回復する。

昭和戦前期においては，当初は5～ 7頁，満州事変

（1931年）の頃には2・3頁，その後は3・4頁とい

うように増減を繰り返し，日中戦争（1937年）・太

平洋戦争（1941年）の進行に伴い，最終的には1頁

に満たない状況となる。

◆広告主の変化

地域的な広がりでみると，明治期は，隣接県（静岡，

岐阜，三重）や遠隔地（埼玉，千葉，広島，福岡など）

の広告が確認できたが，大正期になると，県内の場

合は名古屋，県外の場合は東京・大阪・京都といっ

た大都市圏に限られてしまう。そして，そうした傾

向は，昭和戦前期になってさらに進行する。県内へ

の集中，さらには名古屋市内への集中が確認できる。

このような動向の要因について，広告商品の大部分

を占める書籍を例にみてみる。日本における書籍の

発行部数は，1887（明治20）年で約550万冊であっ

たが，その後，1897（明治30）年には約1,700万冊，

1912（明治45）年には約7,910万冊，1926（大正

15）年には約1億8,000万冊，1940（昭和15）年に

は約3億3,900万冊と，大幅に増加していく23）。出

版物の数が少なく，交通機関が未発達の明治期中頃

までは，雑誌は書店の店頭ではなく，読者に直接郵

送されることが多く，図書は地方の大規模な書店（卸

売）が年に数回上京して大量に仕入れ，船などで輸

送し，近隣の小売業者へ卸すことが多かった24）。そ

の後，1889（明治22）年に，東京・神戸間の東海

道線が開通し，1906年（明治39）には，地方鉄道

を除き原則として鉄道を国有とする，『鉄道国有法』

が制定され，鉄道が発展するのに伴い，出版業界も

販売網を広げていくことになる。大正期に入ると，

発行部数が増え，出版社から取次業者，さらに小売

表 3　全国映写機数（文部省普通学務局社会
教育課 1928 を基に筆者作成）

官　衛 231

学　校 179

図書館 1

博物館 3

公共公益団体 388

新聞雑誌通信社 39

個　人 544

計 1,385
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書店へという販売の流れが出来上がり，従来の注文

を受けての郵便扱いによる通信販売や，旅客列車に

連結された荷物列車による小荷物扱いの送品から，

貨物列車による小口扱い（小口混載便）で輸送し委

託販売を行う方法へと転換がなされた25）。

輸送交通機関の発展については，愛知県内において

もみられた。鉄道の国有化により，明治期末には，

鉄道路線に基づく郵便線路網が名古屋市を中心に形

成され，大正期以降も県内各地域で鉄道の整備が進

んだ26）。昭和戦前期において，広告主の所在地とし

て大部分を占める名古屋市は，人口約37万人であっ

た1908（明治41）年に，区制（東，西，中，南の4

区）を実施し27），その後，戦間期（第1次世界大戦

の終了から第2次大戦の勃発までの約20年間）には，

1925（大正14）年で約77万人，1935（昭和10）年

で約108万人と急増し，「百万都市」になった28）。な

お，90万人を超えた1930（昭和5）年の時点で，愛

知県の総人口に占める名古屋市の割合は，約35％と

非常に高く，豊橋市の約4％，岡崎市の約3％を大

きく引き離しており，一極集中の状況が顕著であっ

た29）。

同業種内における登場回数でみると，書籍の場合，

名古屋市内の代表的老舗が，明治・大正・昭和戦前

期をとおして非常に多い。昭和戦前期については，

広告商品における愛知県や名古屋市の教育会が発

行・編纂したものの占める割合が高く，それらを扱

うことで広告主としての「主役」の座を占めている。

文具の場合も，愛知県教育会が選定したノートや鉛

筆を扱う店が，大正・昭和戦前期に登場回数を増や

し，その一方で，明治・大正期には比較的多くの広

告を掲載していた老舗は，徐々に数を減らしたり姿

を消したりしていく。なお，確認が県内（名古屋市）

に限定されるが，広告を多く掲載している店は，明

治・大正・昭和戦前それぞれの時期において，営業

規模（収益）が大きい。そして，登場回数が減少す

る店は，営業規模（収益）も縮小している。

◆広告商品の変化

明治・大正・昭和戦前期をとおして，主役商品は書

籍（教科書や参考書，雑誌など）である。ただ，明

治・大正期に比べ，昭和戦前期においては，愛知県

教育会関連のものを中心に種類が絞られていく。

文具についてみると，明治期は筆墨が中心であった

が，大正期に入り国内の文具産業が発展することで，

ノートや鉛筆，クレヨンや水彩絵の具が登場すると

ともに，広告量も増え，書籍と同じく昭和戦前期に

は，愛知県教育会が選定したものに集中していく。

書籍・文具以外の商品（校具・教具など）に関して

も，明治・大正期に比べて，昭和戦前期においては

広告の量が減るとともに，商品の種類も限定され，

「同じ広告」が目立つようになる。

　以上のことから，各時期における時代背景（恐慌，戦

争など）や教育界の動向（新教育，郷土教育，視聴覚教

育など）に応じて，広告商品の内容は変化したり更新さ

れたりしていくが，明治期，大正期，昭和戦前期と時代

が進むにつれて，広告主は地域的にも数においても限定

され，寡占状態となり，多様性が失われていくことが分

かる。
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