修身教育の実像とその問題
２０１４年度山本ゼミ共同研究報告書

慶應義塾大学文学部教育学専攻山本研究会

序
2014 年 10 月 21 日、中央教育審議会（以下、中教審と略称）は「道徳に係る教育課程
の改善等について（答申）」を取りまとめた。その中核をなす提言は、現行の小・中学校
学習指導要領を見直し、「道徳の時間」を「特別の教科 道徳」（仮称）として位置づける
べき、ということに尽きる。文部科学省も、早ければ 2018 年度には小・中学校の道徳を
教科化するとの方針を打ち出している。
この「道徳の教科化」については、すでに第一次安倍内閣が設置した「教育再生会議」
の第二次報告（2007 年 6 月）の中でも具体的提言として謳われていた。だが、翌 2008 年 1
月に公表された中教審の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指
導要領等の改善について（答申）」では、道徳教育の一層の充実が強調されたものの、そ
の教科化は見送られた。この時点での中教審の議論では、道徳の教科化には依然として慎
重な姿勢が示されていたのである。
ところが今般の中教審答申では、第二次安倍内閣が再度設置した「教育再生実行会議」
の「第一次提言」（2013 年 2 月）や、その提言をうけて文部科学省に設置された「道徳教
育の充実に関する懇談会」（以下、「道徳懇談会」と略称）の「今後の道徳教育の改善・
充実方策について（報告）」（2013 年 12 月）の線にそのまま沿った形で、「道徳の教科化」
がまさしくストレートに提言されたのであった。
今般の中教審答申や「教育再生実行会議」および「道徳懇談会」での議論は、現状の道
徳教育が著しく形骸化しているとの認識で一貫しているが、とくに注目すべきは「道徳懇
談会」での主な意見の中に、
道徳の時間が形骸化しているのは、教科でないからである。戦後、道徳教育に関する
改善の方針は出尽くしており、それでも活性化させるためには枠組みを変えるしかな
い。…
道徳は教科でないために、大学においても専門家が育たず、理論が構築されていない。
教科になれば、目的と内容と方法を体系化しなくてはならなくなる。
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/096/shiryo/attach/1340545.htm）

といったものが示されており、これが「道徳の教科化」を促す重要な契機になったものと
考えられることである。
もちろん、これらの会議体での諸議論がすべて、道徳教育はこれを教科として実施すれ
ばそれだけで充実が期待できる、といった単純で安直なものに陥っているわけではない。
道徳教育の充実のためには、学校生活全体での取り組み、他の教科や特別活動との関係、
地域や家庭との連携など、多角的な教育実践の必要性が再三再四強調されている。また、
道徳を教科化するにあたって検討すべき事項、すなわち指導方法や評価方法、あるいは教
科書や担当教員、さらには教員養成課程の見直しなど、様々な事項についての言及もなさ
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れている。そのことは看過されるべきではない。
だが、昨今の道徳教育充実をめぐる議論が、「道徳の教科化」を自明の前提として進め
られていることは否めない。さらに、「道徳の教科化」という問題を歴史の視点から考え
ようとする姿勢が著しく稀薄であるということにも、ある種の危惧を抱かざるをえない。
いうまでもなく、この国には道徳教育を教科を通じて行ってきた歴史がある。その歴史経
験は、少なくとも 1872 年 8 月（旧暦）の「学制」制定時から 1945 年末のＧＨＱによる修
身・日本歴史・地理の三教科停止指令に至るまで、ほぼ 70 有余年に及ぶ。その間、道徳
教育充実のための様々な試行錯誤が重ねられてきたことも間違いない。それらの中には、
「道徳の教科化」を考える上で実に貴重な教訓を後世に残してくれているものも少なくな
いはずである。とくに、道徳を教科として教えることに、どのような問題が生じていたの
か、どこにどのような困難があり限界があったのか、といったいわば負の遺産をしっかり
と見据えることで、今後同様の「負」の経験を繰り返さないようにするための工夫や配慮
を考え出す手掛かりが得られるはずである。
詳細は本論での記述に委ねるが、明治初頭からＧＨＱの占領統治下に置かれる期間まで、
この国で行われていた「修身科」は大枠として以下のような問題を抱えていた、と概括す
ることができる。
第一に「修身科」で教えられた道徳の内容は、検定教科書の時代はもとより、国定教科
書の時代においてですら、完全に一致もしくは一貫するものではなかった。何を子どもた
ちに教えるべき道徳的価値とするかは、それぞれの時代や社会の諸情勢によって左右され
動揺を繰り返していた。この国においては、1890 年に「教育勅語」が渙発され、国民道
徳の普遍的基準が天皇の勅諭として与えられていたにも拘わらず、修身教科書の内容は決
してすべてが万古不易の教えに満たされていたわけではなかった。「道徳として何を教え
るか」という問題は、「教科」を設けたからといって、簡単に安定と統一が図られるよう
な単純な問題ではなかったのである。
第二に、「修身科」の授業は、担任教師が担当することが基本とされていたが、実際に
は校長や教頭など担任以外のベテラン教師が担当することが少なくなかった。担任教師に
とって道徳を教えるというのは、できれば避けたい仕事であった。一方、「修身科」を校
長が担当することで、生徒から好ましい反応が寄せられることもあったが、校長がすべて
の生徒の気質や状況を周知しているわけではなく、それが道徳教育と学校生活との関係に
間隙や懸隔を生じさせる恐れも指摘されていた。
第三に、「修身科」の教授法については、規定の徳目を一定の形式に基づいて教えると
いう方法が最も一般化していた。とくに、いわゆるヘルバルト主義教授理論に基づく教授
段階説、あるいは歴史上の人物の事績を通して「教育勅語」の徳目を教え込むという、
「人
物主義」や「徳目主義」と称される方式が主流を占めていた。担当教師にとって、道徳の
教授というのは人間形成の基盤をなすがゆえに大変難しい仕事であり、それだけにその安
定的な教授方法をいかに修得するかは、実に切実な問題であった。しかし、安定的な教授
法とは、裏を返せば、誰もがそれを利用し、実践する文脈を形成するものとなる。それゆ
え安定的な教授法を必要とする教師たちの要求が切実であればあるほど、実際に採用され
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た教授法が益々画一化し、形式化するという傾向が認められた。
第四に、「修身科」の評価については、授業中での成績に限定するのか、学校生活全般
を評価対象とするのかをめぐって、難しい問題が生じていた。大勢としては授業での評価
に限定するのではなく、各生徒の日常生活上の態度全般を評価対象とするやり方が基本と
されたが、その場合には、上記のように必ずしも個々の生徒の日々の生活状況を把握して
いるわけではない校長が授業を担当することとの整合性をどう担保するかが、難しい問題
として浮上していた。
だとすれば、今後「道徳の教科化」を進めるのであれば、少なくとも上記のような問題
をいかにすれば回避することができるのか、についての具体的方策を考慮することが求め
られるはずである。仮に、その種を展望を一切もつことなしに「道徳の教科化」を実施し
ようとするのであれば、それは政策的に無責任の謗りを免れないはずである。歴史の視点
を保持することの意義は、まさにこの点に認めることができるのである。
もちろん、上記以外にも他に様々な問題が存在したことであろう。逆に、道徳教育を教
科として実施したことの積極的な意義も少なからず認められたことであろう。しかし、と
もあれ今年度の山本ゼミ共同研究では、修身教育に関わる上記のような四つの問題群、す
なわち、①「修身」で何が教えられたのか、②誰が「修身」を教えたのか、③「修身」を
どのように教えたのか、④「修身」をどのように評価したのか、という問題に考察の対象
を絞り込むとともに、これに近代学校において「修身」が始められた理由と、戦後「修身」
が復活しなかった理由についての検討を加えることで、研究の内容を構成することにした。
そうして、この国の過去の経験を単なる記憶としてではなく、今後の道徳教育のあり方を
吟味するための貴重な教訓として保存するよう努めた成果が、この報告書なのである。
もとより、学部学生による共同研究に、当該テーマに関する新たな知見の発掘や、オリ
ジナリティーに富んだ研究成果の発信を期待することには限界がある。この共同研究も、
基本的には、先行研究の知見を学生たちなりに再構成する、という作業を超えるものでは
なかった。また、引用文の出所や論述の根拠が未提示であったり、さらには本文や注記の
形式が未整備であったりする箇所も少なくなかった。その点については、指導教員として
十分に反省しなければならない。
だが、そうした研究面での稚拙さが残されたとしても、学部学生による単一年度の取り
組みとしては、可能な限りの探究を試みたものとして評価したい。今年度のゼミは、指導
教員の事情により、四年生だけのゼミとなり、後輩との交流が得られない寂しさの中での
作業ではあったが、全員の活躍により活気に満ちたゼミであったことにも改めて感謝した
い。最後に、今年度の共同研究の完成を喜ぶとともに、この経験を通してゼミナリストた
ち一人ひとりが、今後学問的にもさらに成長していくことを心より期待する次第である。
２０１５年３月１日
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第一章

なぜ「修身」がはじめられたのか

（１）「修身」前史
修身が始まる明治期以前の江戸時代においては、儒学に基づいた教育が一般的であった。
士族の教育は、幕府の学校や各藩の藩校において四書五経などの古典に基づく儒学によっ
て行われていた。また、広瀬淡窓の咸宜園や吉田松陰の松下村塾など、市井の儒者が任意
に開設した私塾においても、儒学に基づく徹底した人格教育がなされていた。
一方、庶民の教育は手習塾において儒教に基づいて、封建社会における人間のあり方が
厳格に教えられていた。一般的に手習塾の教科課程は、習字、読書、算術の三教科を基本
とし、教科を分化させなかった。『維新前東京市私立小学校教育法及維持法取調書』が伝
えるところによると、習字は「自ラ読方、作文、地理、修身等ノ諸教科ヲ含有スル」教科
であり、また、筆法の指導だけでなく、六諭衍義略や女教訓鏡、今川といった「手本ノ読
方」を包含する教科でもあった （１）。読書については、実語教、童子教といった題材が用
いられていた （２）。修身は独立した科目ではなく、あくまで習字や読書を通して身につけ
させるものとされていたのである。
ただし、例外的に「御談義」として事実上修身談を特設した場合もあった。そこでは「特
に日を定めて童話、偉人傑士の伝記等を訓話した師匠もあり、また昼食後には常に道徳上
の事項を説き聴かせ殊に寺子の身分に応じて、士、農、工、商に分ち、それぞれに適切な
修身談をした師匠もあった」し、
「殊に市部の寺子屋にて、修身として男子には実語教を、
女子には前訓を教え、且毎月一回心学の先生巡回し来りて講釈をした所が（中略）往々あ
り（後略）」月に 1，2 回「心学の先生が廻って来ることに成つてゐて、その時には業を休
み机を片づけて児童一同が道話を聴いた」こともあった （３）。
儒教の経典のひとつである『大学』には次のようにある。明治期以降、道徳を教える教
科を「修身」と呼ぶのは、こうした江戸時代以来からの儒教によりどころをおくものとす
ることができるであろう （４）。
古の明徳を天下に明かにせんと欲する者は、先づ其国を治む。其国を治めんと欲する
者は、先づ其家を斉ふ。其家を斉へんと欲する者は、先づ其身を脩む。其身を脩めん
と欲する者は、先づ其心を正うす。其心を正うせんと欲する者は、先づ其意を誠にす。
其意を誠にせんと欲する者は先づ其知を致す。知を致すは物に格るに在り。物格りて
而して后に知至る。知至りて而して后に心正し、心正しくして而して后に身脩まる。
身脩まりて而して后に家斉ふ。家斉ひて而して后に国治まる。国治まりて而して后に
天下平らかなり。天子より以て庶人に至るまで、壹是に皆身を脩むるを以て本と為す。
其の本乱れて末治まる者は否ず （５）。
このように、全ての人が行為の「本」となすべきであるのが「修身」であり、「学制」
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を制定するにあたっては、既に長く親しんできた儒教の「修身」から示唆を受けたことが
考えられる。また、修身は開始当初「口授」という方法で教えられていたが、これも江戸
時代以来の「御談義」、「講談」心学道話の講釈、などという「修身口授」同様の方法な
のであった。
修身教育開始のひとつの意義は、後述するように、先進諸国に比肩する強力な国家建設
を課題とした明治政府が国民道徳の養成をもってそれに応えようとしたことにある。その
ため、「学制」における道徳教育は当初儒教中心の道徳教育を「旧来の陋習」であるとし
て排除した （６）。しかし、明治の近代化を推進した立役者たちは儒学的教養を身につけて
おり （７）、彼らにとって漢学の存続、漢洋の共存、融和、折衷は自明のことであったこと
もあり （８）、江戸時代からの道徳教育重視の伝統はいかんとも無視し難く、その教育内容
を変化させながら、道徳を教育する流れは続いていくことになる。明治期に始まる修身教
育は、江戸時代における道徳教育の一系譜でもあったのである。
（２）「修身」の始まり
1870（明治 3）年、大教宣布の詔によって神道国教化政策に基づく民衆教化の指針が示
された。当初、これは活動が一部の神道における神官や国学者といったごくわずかな範囲
にとどまっていた （９）。1872（明治 5）年 3 月、明治政府は新たに宗教者を管轄する教部省
を設置し、全ての神官・僧侶を一斉に動員して教導職に任命すること、そしてその任命さ
れた者に「敬神愛国」などの徳目を民衆向けに説教させ、天皇を基軸とする国家の正当性
を示し、そのイデオロギーを浸透させるという政策を打ち出したのである （１０）。だが、学
校組み込み政策は早くも翌年には頓挫した。
維新直後から学校教育政策に大きく関わってきた文部大丞田中不二麿は岩倉使節団にお
いてアメリカを視察した際、宗教的中立が法制化されていたにもかかわらず学校教育が大
きくキリスト教育に影響されていることを知った （１１）。また、田中は当時在米公使館少弁
務使・森有礼が述べた「日本之教育は此国 （アメリカ。引用者注） 之学士に限り可申」とい
う説に「殆と困却」しており、さらに、明治政府の中心人物で参議のち文部卿であった木
戸孝允も森を「我国の公使にして公然外国人中にて猥りに我国の風俗をいやしめる」アメ
リカにかぶれたものとみて （１２）、田中と考えを共有していた。田中と木戸は日本から外国
へ学ぶ留学生には実学的知識を習得させて日本の真の「開化」「独立」に資する人材にな
ってほしいと考えていた。だが、そもそもその学校教育がキリスト教に偏っていれば、森
のようにクリスチャンとなって「文明之弊に流れ、徒に不羈自由而已を唱え、己あるを知
て国家あるを不知」者がでてくることが懸念された （１３）。したがって、日本の学校教育振
興のためには、まず「教育方法を平民僧徒に託」さない、キリスト教宣教師らを教員から
排除せねばならないとされた （１４）。このように、田中と木戸とが共有した教育における宗
教性の排除とは、当初第一義的には学校教育のキリスト教宣教師排除を意味していた。
のちに田中の帰国後に、教部省が「神官僧侶学校規定」によって神道的な教化を学校教
育に組み込もうとしていたのをみて、田中は神道をキリスト教同様に学校生徒に実学以外
の悪弊をもたらす「宗教」であるように思った。そして木戸が帰国すると学校における政
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教分離政策は加速し、文部省達第 115 号により教導職の学校教員兼務禁止が決定し、「神
官僧侶学校規定」の全面削除に至ったのである （１５）。明治政府における教育政策からは宗
教性が除かれ、修身は思想の涵養ではなく近代国家建設の実現のための実学にすりかえら
れたのであった。
明治政府の政策は、欧米列強に伍する強力な近代国家の形成という国家目的の遂行に大
きく関わっている。それゆえ、道徳教育上の最重要課題は、封建的な幕藩体制の意識を脱
して、近代的な統一国家を形成するにふさわしい国民の道徳をどう涵養していくかにあっ
た （１６）。「学制」に先立つこと 3 年、1869（明治 2）年の布告では、小学校について次のよ
うに規定された。
小学校ヲ設ル事
専ラ書学素読算術ヲ習ハシメ願書書翰記牒算勘等其用ヲ闕カサラシムヘシ又時々講談
ヲ以テ国体時勢ヲ弁ヘ忠孝ノ道ヲ知ルヘキ様教諭シ風俗ヲ敦クスルヲ要ス （１７）。
ここでは江戸からの学習方法を受け継いだ修身教授が想定されているといってよい。教
科としての出発としては、日本の近代初等学校における修身科の成立は、1872（明治 5）
年に起草された「学制」のなかの「六 脩身

解意」に見ることができる。「学制」の発

布の際には、太政官は学制の教育理念を示した「学制」頒布に関する被仰出書を布告して
いる。
人々自ラ其身ヲ立テ其産ヲ治メ其業ヲ昌ニシテ以テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ他ナシ身
ヲ脩メ智ヲ開キ才藝ヲ長スルニヨルナリ而テ其身ヲ脩メ智ヲ開キ才藝ヲ長スルハ學ニ
アラサレハ能ハス是レ學校ノ設アル所以ニシテ日用常行言語書算ヲ初メ士官農商百工
技藝及ヒ法律政治天文醫療等ニ至ル迄凡人ノ營ムトコロノ事學アラサルハナシ人能ク
其才ノアル所ニ應シ勉勵シテ之ニ從事シ而シテ後初テ生ヲ治メ産ヲ興シ業ヲ昌ニスル
ヲ得ヘシサレハ學問ハ身ヲ立ルノ財本共云ヘキ者ニシテ人タルモノ誰カ學ハスシテ可
ナランヤ （１８）。
ここでは先の「小学校ヲ設ル事」よりも修身が具体的に規定されている。「自ラ其身ヲ
立テ其産ヲ治メ其業ヲ昌ニシテ以テ其生ヲ遂ル」ためには、修身が必要であるとされてい
るのである。
また、そうして個人が身を立てることは、日本が他国と並ぶ近代国家となることとも密
接に関係していた。その合理的根拠として、福沢諭吉の『学問のすゝめ』における記述が
ある。下記のような『学問のすゝめ』の主張は「学制」に対し思想的な連関があった、と
今日では考えられている （１９）。
わが日本国人も今より学問に志し気力を慥かにして、まず一身の独立を謀り、したが
って一国の富強を致すことあらば、なんぞ西洋人の力を恐るるに足らん。道理あるも
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のはこれに交わり、道理なきものはこれを打ち払わんのみ。一身独立して一国独立す
るとはこのことなり。…独立とは自分にて自分の身を支配し他によりすがる心なきを
言う。みずから物事の理非を弁別して処置を誤ることなき者は、他人の智恵によらざ
る独立なり。みずから心身を労して私立の活計をなす者は、他人の財によらざる独立
なり。人々この独立の心なくしてただ他人の力によりすがらんとのみせば、全国の人
はみな、よりすがる人のみにてこれを引き受くる者はなかるべし。…右の次第につき、
外国に対してわが国を守らんには自由独立の気風を全国に充満せしめ、国中の人々、
貴賤きせん上下の別なく、その国を自分の身の上に引き受け、智者も愚者も目くらも
目あきも、おのおのその国人たるの分を尽くさざるべからず （２０）。
木戸孝允は 1871（明治 4）年、「真に我国をして一般の開化を進め、一般の人智を明発
し、以て国の権力持し独立不羈たらしむる」ために学校教育の振興が急務であると述べて
おり （２１）、福沢のこの認識は政府側にも共有されていたのではないかと考えられる。
一方、このような「学制」のあり方は当時の国家主義者たちに不満であった。西村茂樹
は学制をこう批判している。
明治五年太政官より学制の頒布あり。其序文に洋洋数千言に渉る太政官布告を載せた
り、其文を熟読するに、学問は身を立つるの財本なりといへる主意にして、専ら生を
始め産を殖すことのみを説き、一も仁義忠孝を教ふるの語なし （２２）。
たしかに、当時明治政府が示したのは実学的な国民道徳であって、人間性に深く言及し
たものではなかった。むしろ、宗教性・思想性を徹底的に排除して近代国家建設のための
知識を教授しようと意図したのが成立時の修身であったといってよいであろう。
（３）フランスの影響
1873（明治 5）年の「学制」制定にあたったのは、文部少博士兼司法中判事の箕作麟祥、
従五位岩作純、編輯助内田正雄、従六位長光、文部少教授瓜生寅、編輯権助木村正辞、正
七位杉山孝敏、従七位辻新次、文部大助教長谷川泰、西潟訥、文部少録織田尚種、編輯助
河津祐之ら洋学者を中心にした計 12 名であった （２３）。
箕作麟祥は当代屈指のフランス法制の権威であるうえ、近代教育制度に造詣が深かった。
彼はその実績や地位、学識から見て起草委員長ともいうべき地位にあったと考えられる。
辻新次と河津祐之もフランス学者であり、特に河津は学制に色濃くその影響がみられる「仏
国学制」の訳者でもある。彼らがそれぞれ精通しているフランスの制度に模範を求めたこ
とは間違いない。
学制に大きな影響を与えたとされるフランスでは、
「小学ノ通則」の筆頭科目として「修
身及ヒ奉敎ノ道」があった。その前書きには「小学校ハ敎育ノ初級ニシテ必ス學ハサルへ
カラサル普通ノ科ヲ敎フル處ナリ、小兒ノ此校ニ入ルヤ、身體ヲ固フシ、心志ヲ正フシ、
知識ヲ廣ムヘキ學科ノ端緒ヲ學フ」とあり、道徳教育を重要な基盤とみなしている （２４）。
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シャルボンノウの『教育論抄』では、道徳教育の目的論では「知覚」や「才知」、
「道徳」
の能力を発育すべきとされていた。なかでも「道徳ノ能力ヲ発育ス可キ」教育は「間接ナ
ル目的」ではあるが、人を「善良ニ誘導センコト」に携わる「終身確然主持ス可キ者ニシ
テ最高最善ノ目的」とされた。さらに、「智能ノ発育」も「道徳ノ発育ヲ得チテ然シテ後
ニ完全シ遂ニ能ク一致合体シテ善導ニ進ムノ根源」とされ、いわゆる読み・書き・算を中
心とした知識の伝授に対し心的側面を重視していた （２５）。
岩倉使節団に同行した浄土真宗の島地黙雷は、渡欧中にヨーロッパにおけるキリスト教
の影響力を目の当たりにして、学校教育と宗教者による教化という二領域の重なりに目を
向けていた （２６）。彼はキリスト教の宣教師が子どもの教育上きわめて大きな影響を持って
いることを、いわば「興味深く」観察し （２７）、以下のように述べた。
少年子弟学ぶ処の文字算計の如き、惣じて百学の原にして、是れ芸に似て芸に非ず、
即道と偶をなせり。何者、人の人たる、只身を修め心を正うするのみならんや。言語
以て事を通じ、思想以て事を計す、是れ人たるの通能也。而して文字は言語の表形也。
算計は思想の標準なり。人々之を知らざるべからず。欧州、此二つの者を以て、之を
教家に属せしめ、彼の終年可行可勤の要領に合して之を教へしむ。制を得たりと謂つ
べし （２８）。
彼は、文字と計算は言葉と思想に必要なものであり、学「芸」ではなく「道」と同類と
すべきものであって、これを宗教者に担当させるのはよいやり方であるとしている。そし
て、続けて彼が述べるには、「凡そ人の子弟たる、幼にして校に入る。之に授くるに文字
算計を以てす」るのだから、初等学校の教育は「道」、すなわち宗教者の領分に含まれる。
キリスト教はそれを実践しており、ヨーロッパの子どもの教育に根付いているという。そ
して彼はこうした教化のあり方を、「去皮相て骨髄を取る者と謂ふべし」と評価している
のである （２９）。このように彼は僧侶が小学校教員となって思想を教化することを期待して
いたが、先に述べたように明治政府が近代国家における宗教性を排除し、実学志向の近代
国家建設を構想していたため、この構想が実現することはなかった。
このように、フランス第三共和政ではこの時期世俗化政策が進められていたが、社会は
キリスト教の影響が強く、教育論は未だ敬虔な宗教観から脱し切れていないものもあった。
したがって、当時のフランスの教育は明治政府にとって必ずしも全てを範とすべきもので
はなかったと考えられる。
また、当時渡仏していた岩倉使節団はフランスの社会状況を好ましく見ていなかった。
使節団に同行した新島襄の、「パリではすばらしい通りと美しい建物に驚いています。し
かし、外面の虚飾に汲々としていて、魂の開発を無視している人々にあわれみを覚えまし
た」との言葉は国家の発展と裏返しの市民道徳の欠如をよくあらわしている （３０）。
（４）考察と現代の課題
以上みてきたように、明治期に修身教育が開始されたことには、江戸時代からの道徳教
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育の伝統と、欧米列強に対抗するための強力な近代国家形成を目的とした国民道徳の涵養
の必要性とが理由であった。なお、修身教育はその展開において、教学聖旨・教育勅語の
公布をもって、国家主義的な性格を持ち合わせるようになり、特に忠君愛国の国民道徳を
育んでいくことになる。
2006（平成 18）年に改正された「教育基本法」では、教育の目標に「幅広い知識と教
養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな
身体を養うこと」と明記された。また、道徳科は、「児童生徒が人間の在り方を自覚し、
人生をよりよく生きるために、その基盤となる道徳心を育成」するのに必要であるとされ
た （３１）。「改正教育基本法」の翌 2007 年には、第一次安倍政権が道徳の教科化を目指した
が、当時の中央教育審議会は、検定教科書の導入に対する反発などから答申を見送った。
2013 年（平成 25 年）、第二次安倍政権下での教育再生実行会議では、前年の大津市の
中 2 いじめ自殺事件などをうけて、「道徳教育の重要性を改めて認識し、その抜本的な充
実を図るとともに、新たな枠組みによって教科化し、人間の強さ・弱さを見つめながら、
理性によって自らをコントロールし、より良く生きるための基盤となる力を育てることが
求められ」ると答申し、道徳の教科化が改めて必要とされた （３２）。
そして 2014 年（平成 26）10 月、中教審は道徳を、検定教科書を用い学習評価を行う正
式な教科とすることを決め、下村博文文部科学相に「道徳に係る教育課程の改善等につい
て（答申）」を答申した （３３）。今後、文部科学省は 2018 年度の教科化を目指し、学習指導
要領の改定や教科書検定基準の作成に入る。
教科化に当たっては、政権側の特定の価値観を押しつけ、子どもたちの思想統制につな
がるという懸念も根強い。2013 年の「道徳教育の充実に関する充実に関する懇談会」報
告では、道徳教育について「自立した一人の人間として人生を他者とともによりよく生き
る人格を形成することを目指すもの」と述べられ、この考え方は中教審の答申でも踏襲さ
れている。一方で、中教審の答申では、道徳教育は「民主的な国家・社会の持続的発展を
根底で支えるものでもある」としている （３４）。思想統制について答申は否定しているが、
道徳教育が国家の特定の意図のもとに、国民を教化しようとするのは明らかであり、ここ
に修身の成立との類似がみられる。その意味において、修身がなぜはじめられたかを考察
していくことは、今日の道徳教育を考えるにあたってたいへん意義があると私は考える。
最後に、本研究の限界について述べたい。修身が規定されている「学制」に関する資料
は乏しく、今日でもまだよくわかっていないことが多い。そのため、修身制定の意図を、
「学制」に関する資料を根拠にして断言することは現状では難しい。
本稿では修身科成立について考察してきた。ただし、その実像がどうであったかは本稿
の範疇外である。学制下の修身の実像については次の章に譲る。

〔注〕
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舞）

第二章 「修身」で何が教えられたのか（その一）
―国定教科書以前の修身教育―

第一節

草創期の修身教育（明治５年～明治 13 年前後）

本節では明治 5 年～明治 13 年前後の修身教育について取り上げる。この間の注目すべ
き出来事としては 1872（明治 5）年の「学制」の交付が挙げられる。欧米列強に伍する力
を身につけるため、文部省の、積極的に国民を教育する責任を果たさなければならないと
いう責務のもと、江戸時代からの諸学校の普及を基礎とし、さらに欧米諸国の教育制度を
参照してわが国の学校教育制度を創始するに至った。しかし、このような近代的な教育政
策に対し、東洋道徳に基づいて教育の本末を正す方策をとることについての提唱もあった。
それを代表するのが 1879（明治 12）年の元田永孚による『教学聖旨』だ。この文書にお
いては、明治初年以来の教育が欧米の知識技芸を移入することに力を注いだため、教育の
根本にある仁義忠孝を忘れている、今後は東洋道徳を基本として徳性を涵養し、その上に
知識技芸の教育を行なうように教育の基本思想を改め直す必要があるという趣旨が述べて
おり、その後の日本における教育政策へ深く影響を与えることになった。
（１）「学制」下の修身教育
「学制」の発布にあたって太政官よりその教育理念の基本を明示した、「学問奨励に関
する被仰出書」においては、「五倫の道」を正学とする伝統的な教学は、「沿襲の幣」と
して否定している。つまり明治政府は、欧米列強に伍する文明開化政策のもとで、強力な
中央集権的体制において欧米流の開明的な近代市民道徳を育成しようとしたのである。同
「被仰出書」ではまた、
「学問は身を立るの財本」という立場に立って、学校においては、
もっぱら「身を立て産を治め業を昌んにする」ための実学的知識を教えることが目指され
たのである。このような教育方針のもとで文部省が具体的に構想した道徳教育は、教科と
しての修身科を初めて設定し、そこで道徳教育を行おうとするものであった。
しかし、当時における教育課程上の修身科は軽視される傾向にあった。つまり、この時
期、修身科はまだ 1880（明治 13）年以後にみられるような筆頭教材としての重要な位置
を与えられていなかったのだ。「学制」の条文第 27 条によれば、下等小学校教科として、
綴字、習字、単語、会話、読本、修身、…といった順序で修身科は第 6 番目に登場する。
しかも配当時間も、下等小学（現行小学校の第 1 ～第 4 学年に相当）の第 8 ～第 5 級（同
第 1・第 2 学年に相当）という低学年の 2 年間だけに割り当てられ、その時間数も週 2 時
間ないし 1 時間ときわめて少なく、比重がきわめて低かった。この理由としては、近代化
を急ぐ政府の産業育成政策との関わりにおいて、実学知識の普及が目指され、国民道徳が
おのずから手薄となったことが考えられる （１）。
修身科の授業内容は、教科書として欧米の翻訳書を使用し、個人の自由・平等を基本に
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した欧米の近代市民道徳に関するものが教えられた（２）。1872（明治 5）年に発布された「小
学教則」においては、「第八級

修身口授一週二字即二日置キニ一字

民家童蒙解童蒙教

草等ヲ以テ教師口ツカラ縷々之ヲ説諭ス」とあるが、これらの規定にみられる『民家童蒙
解』その他の教科書は、すべて英・米・仏・蘭といった国々の道徳書の翻訳物であった。
また、使用される教科書について、文部省は統制や全国画一化を行わず、自由な編集出
版を認め、それを奨励すると同時に文部省自らも編集出版してその普及をはかることで、
民間の教科書に基準と方向性を示し、すぐれた教科書の出版を奨励し指導する立場をとっ
ていたと考えられる （３）。その中で文部省は 5 種の修身教科書を指定教科書とした。すな
わち『小学教諭民家童蒙解』『童蒙教草』『修身論』『西泰勧善訓蒙』『性法略』がそれで
ある （４）。そこで以下第二項では、これら 1872（明治 5）年に文部省が指定した修身教科
書を取り上げ、その教育内容を見ていく。
（２）五種の教科書
本項では上述したとおり、1872（明治 5）年に文部省が修身教科書として指定した著書
を取り上げ、その教育内容について見ていく。
まずは青木輔清の『民家童蒙解』について見ていく。本書は「小学教則」中、第八級修
身口授の教材として挙げられており、序文でも「幼童女子の初めて学に就き字を習ふ者に
も其意を得易きやう卑近の俗語を用ひ」とあるように、初歩的であり、修身学の入門書的
教科書といえる。また、大別すると 2 部構成となっており、巻之一、二は和漢洋の古今先
哲の嘉言訓話を各種の倫理書から拾い初歩的に書き下したもので、巻之三以下は、アメリ
カの倫理学者ウェイランド（Francis Wayland）による小学生向き倫理啓蒙書『ウィズドム
（Wisdom）』を抄訳したものである。例えば、巻之一、二では「人は萬物の霊たる事」
「人
々幼少の時勤学すべき事」「養生の事」「人は正直を第一とすへき事」「人の心は平常の習
慣による事」「慈悲の心を忘るべからざる事」などが取り上げられており、極めて多くの
引用から成り立っているため、特にある思想による一貫した教科書というわけではない。
全体として、対国家・社会や特定の対人関係の道徳を強調せず、もっぱら人間関係一般に
共通する道徳や勤勉・摂生など個人的な道徳を詳細に説いているといえる。
次に福澤諭吉の『童蒙教草』を挙げる。これはイギリス人チャンバー（Chamber）の『モ
ラル・カラス・ブック（Moral Class Book）』を翻訳したものである。福澤はこの書につい
て、「童子教とも云う可き物語りの原書を翻訳したもの」と述べ「古来外国人の事を禽獣
のやうに云い囃し紅毛人の尻には尾があるなど思ひし輩の迷を解く為めには随分有力なる
翻訳書なりしと思ふ」（５） と解説している。内容に関しては、他人に対する礼儀、謙退、
仁、柔和、誠意、大量、自己に対しては働、一身独立、臨機適応、武勇などを説くもので
あった。福澤は同書の序文に、版行の精神として以下のように述べている。
今ココに英人「チャンブル」氏所著の「モラルカラッスブック」ト題セル書ヲ翻訳シ
テ童蒙ノ読本ニ供セリ願クハ後進ノ少年諸学入門ノ初ニ先ズ此書ヲ読ミ慎独修身以テ
分限ヲ誤ラズ次第ニ物ニ接シ人ニ交ルノ道ヲ明カニセバ彼ノ経済、窮理、史類百般ノ
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学モ其実ノ裨益ヲ為シテ弊害ヲ生ズルコト莫カル可シ （６）
その内容は極めて近代的であり、例えば第 14 章「仁の事」には「都テ世界中の人は様
々の縁に由て互に引合うものなれば相互に他人のよきことを祈り身に叶ふことなれば相互
に其用を達し相互に助けざるべからず」というような相互扶助的な近代的社会観に立脚し
て説かれ、また「貴き人にても賤しき人にても重きと軽きとの差別こそあれ天地の間に生
まれし人として考ふれば同じ世界の兄弟にして銘々身分のなき者はなし」（７） というよう
に、当時としては極めて民主的な精神を説いていることが分かる。
三つ目の阿部泰蔵『修身論』は文部省印行の修身書である。この本は、前述の『民家童
蒙解』の抄訳でも登場したアメリカ人ウェイランド（Francis Wayland）の著書の中で、当
時わが国において多く読まれていた『エレメンツ・オブ・モラル・サイエンス（Elements
of Moral Science）』を訳したものである。全 3 冊で前篇 1 冊は道徳を論じ、後篇 2 冊はそ
の実践を説く形となっているが、前篇では修身の定則、所作、志、本心、楽を論じ、後篇
では職務、身体の自由、所有、品性、評判、真実、親の職務及権、子の職務及権、人民の
職務、仁恵の職務を説いている。例えば、前篇では「修身ノ規則」として、以下のような
ものが述べられている。
第一

事ヲ為スニ先ツ此事ハ是ナリヤト自ラ之ヲ心ニ問フヘシ此問ニ答ヘシムヘキ為

メ天人ニ本心ヲ賦與セリ故ニ若シ己ノ行フヘキ職務ヲ知ルヘキ為メニ其本心ヲ用ヒサ
ルハ是大惡ニシテ天必ス之ヲ罪ス且之ヲ其本心ニ問フハ必ス事ヲ為シ始メサル前ニ於
テスヘシ若シ既ニ之ヲ為シ始メ或ハ之ヲ為サント決シタル後ハ恐ラクハ遅ウシテ及ハ
サルヘシ （８）
全篇を通じて、寓話・逸話の類はほとんど見られず、修身論の定則を因果関係の認識に
置き、行為と良心との間に物理現象と同様の因果関係を想定している。このように、極め
て論理的・体系的な態度が記述によって知ることができる。原著は必ずしも児童を対象と
したものではなく、その内容から見ても程度が高い教科書である。しかし訳出にあたって
は「童蒙ノ解シ難キ事多キヲ以テ」（９） 数章を削除したといっていることからも、児童用
の教科書とする意図が最初からあったと考えられる （１０）。
四つ目に箕作麟祥の『泰西勧善訓蒙』について見ていく。この本は 1876（明治 9）年を
中心に上等小学第 3、4、5、6 級用としてもっとも多く支持されていることが分かってい
る。前篇 3 冊と後篇 8 冊、続篇 4 冊合わせて 15 冊から成る本書は、それぞれが独立した
内容で、一般に普及したのは主として前篇 3 冊である。前篇の原本は、訳者の緒言による
と仏国学士ボンヌ（Bonne）が小学校児童に教えるために著述し 1867（慶応 3）年にパリ
で刊行された書籍とあるが、詳細は分かっていない。後篇は 1866（慶応 2）年にアメリカ
で出版されたウヰンスロウ（Winslow）著『モラル・フィロソフィー（Moral Philosophy）』
を、他書を参考にして抄訳したもので、続篇は 1868（慶応 4）年に同じくアメリカで出版
されたロウレンス・ヒコック（Laurence Hickok）著『システム・ヲブ・モラル・サイエン
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ス（System of Moral Science）』の中から国政論の一部を抄訳したものであり、公民教科書
としての内容の著書である。
前篇について、全体の構成は、上中下 3 巻を通じて 6 篇 218 章からなり、第 1 篇「勧善
學ノ大旨」は道徳上の基本原理を 23 章にわたって説き、倫理学の学説に相当する部分と
なっている。その最終章に「人ノ務ノ種類」として「天ニ對スル務」「自己ニ對スル務」
「人ニ對スル務」の三つが挙げられ、この分類を基礎にして第 2 篇以下の各論が述べられ
ている。すなわち第 2 篇の「天ニ對スル務」10 章は、造物主であり審判者である「天」
の意志が超越的絶対的な道徳の規準であることを説き、第 3 篇「自己ニ對スル務」26 章
は、天より命ぜられた務を成就する第一歩として個人の内面的な道徳が説かれている。最
後の「人ニ對スル務」は第 4 篇以下 158 章つまり中巻・下巻にわたって説かれ、前二者に
対して分量・項目とも非常に多く、その内容も具体的になっている。第 4 篇「人ニ對スル
務」では践約・施恩など主として人間関係一般に関する道徳が、第 5 篇「族人ニ對スル務」
では家族関係を中心として老幼・交友・主従など特定の人間関係に関する道徳が説かれ、
最後の 6 篇「國ニ對スル務」では国民としての基本的権利義務をはじめ国家社会に対する
公民道徳が説かれている。
以上の内容構成によっても明らかなように、叙述の体裁はまず基本原理を掲げ、次に実
践道徳について論じ、最後に実践的工夫について述べているということで、演繹的叙述に
よって一貫している。また徳目も命令形の羅列を避けてつとめて客観的叙述方法によって
おり、叙述が分析的で学問的色彩が強い。児童のための教科書であって「専ラ解シ易キヲ
主トセリ」と緒言に記されているが、児童の発達段階や学年に応ずる配慮が少なく、全篇
を通じて抽象的な推論が多く、程度が高くなっている。
最後に、神田孟格訳『性法略』について見る。この本はフランスの原書を翻訳したもの
で、主に下等小学 2 年級において用いられており内容的には法律書やフランスの共和政体
を説明しているもので、道徳書としての性格には疑問があった。ここから、当時は広範囲
に渡って法律が修身の代用として使用されていたことが明らかになると同時に、修身科は
いまだ名実ともに独立の一教科をなさず、特に法律と修身はしばしば混同されるという現
状であったことが考えられる。
以上、文部省が指定した修身の教科書の内容を見てきたが、修身科の教授方法は、前述
の「小学教則」にあるように修身口授されるのであり、翻訳書の事項を教師が説諭し講述
する方法が採られた。したがって『民家童蒙解』などは教科書といっても、児童が各自こ
れを使用するものではなく、正しくは、教師の口授用参考資料というべきものであった。
その口授の実際は、多くの場合、素読的に字義を説明するようなものであった。
（３）考察
修身科の性格や教授内容・方法が制度上、以上のように規定されてはいたが、実情は、
その意図とは大きく隔たっていた。なぜなら、第一に、前述したとおり、当時、修身科は
軽視される傾向にあったため、経費の問題で修身科の教科書自体が高価なものであったと
いうこと、第二に、たとえ教科書が入手された場合でも、教師自身がかつての武士や寺子
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屋の師匠であって、伝統的な学問素養を異にし、欧米流の教科書の内容を十分理解するこ
とができなかったことがあり、結局教師たちが各人各様に教えていたというのが実情とし
てあるからだ。また、欧米の修身や道徳に関する書物を手当たり次第に翻訳したものが教
科書とされたことで、それらの中には、上述した『性法略』のような、むしろ法律書とい
うべきものや、伝統的な儒教倫理に対立するもの （１１）なども含まれていた。もちろん、伝
統的な和漢の道徳教材で編集された修身教科書もかなり多く刊行されていたため （１２）、明
治初期の日本の修身教育は、その教科書の内容からも示されるように、東西、和漢洋の混
淆であり、教師も教授の方法もそれほど定まっておらず、彼らの参考資料としての性格が
強かったため、その効果もあまり期待できるものではなかったといえる。
内田魯庵は『明治大正の文化』で 1877（明治 10）年前後の小学校の修身科の授業の実
際を以下のように述べている。
其頃はマダ教育勅語というものがなかった。修身の科目が一週一回、大抵土曜日の一
時間を当てられてゐたが、拠るべき道徳の規範が無かったので、有触れた修身道話が
繰返された。……（中略）……当時の私達の先生は講釈が好きで、日曜に近所の講釈
席に行くと必ず先生に出会ったもんだが、好きから工風して修身の時間に太閤記や義
士伝の講釈を聴かした。南龍張のノン々々ズイ々々の修羅場読が面白いので生徒は机
に頬杖突いて口を開いて聴惚れてゐた。が、賊ヶ岳の七本槍や赤垣源蔵の徳利の由来
のやうなものなら今の文部省でも文句は無からうが、終には鼠小僧や国定忠治の咄を
修身の時間にするやうになった。修身の時間はドコの学校でも退屈で嫌はれたが、私
達の小学校では修身の時間が中々人気があった。

〔註〕
（１）村田昇『道徳教育』有信堂高文社、1981 年。
（２）従って、この時代は翻訳教科書時代とも呼ばれている（奥田真丈監修『教科教育百年史』建
帛社、1985 年、8 頁）。
（３）奥田真丈監修『教科教育百年史』建帛社、1985 年、12 頁。
（４）文部省が指定したもの以外の修身教科書としては、
『西国立志編』
（中村正直）や『勧考邇言』
（上羽勝衡）、『俗通伊蘇普物語』（渡部温）、『近世孝子伝』（城井寿章）、『小学修身口授』（漢
加斯底爾）、『智氏家訓』（永峰秀樹）、『蒙訓勧懲雑話』（和田順吉）、『小学生徒心得』（文部省
他）などがある。
（５）福澤諭吉『福澤撰集』岩波文庫、1949 年、50 頁。
（６）福澤諭吉『童蒙をしへ草』尚古堂、1872 年、4 頁。
http://project.lib.keio.ac.jp/dg_kul/fukuzawa_title.php?id=61（ 最終閲覧日 2014/07/07）
（７）同上、19 頁。
（８）海後宗臣編『日本教科書大系』講談社、1961 年、334 頁。
（９）同上、323 頁。
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（10）同上、596 頁。
（11）ウェーランド／阿部泰蔵訳『修身論』文部省、1874 年。
（12）中井善太編『養蒙論』など。

（伊原貴義）
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第二節

教科書開申制・認可制下の修身教育（明治 13 年前後～明治 19 年）

明治 10 年代の教科書行政は、明治初期の文明開化、欧米心酔から脱した国風尊重の気
運が高まってきたことをよく表している。明治政府の教科書統制は強化され、1879（明治
12）年の『教学聖旨』をうけて東洋道徳、特に儒教中心の修身教育の方針がとられるよう
になった。
1880（明治 13）年に第三次教育令（以下教育令と称す）が改正されると教科のはじめ
に「修身」をおき、これを特に重視すべきことが示された。この時期に編纂された『小學
修身訓』や『小學修身書』は『教学聖旨』の動向に基づいて書かれており、東洋の格言や
例話が多く取り入れられるようになった。
改正された教育令に基づいて 1891（明治 14）年に『小學校教則綱領』が制定され、小
学校の課程及び教科内容、教授要旨が定められたが、その後の主要な教科書がほとんどこ
の綱領に基づいて編集されているという点においてとても重要な意義を持っている。この
綱領は教科書が全く示されていない代わりに、教科の内容や程度、教授の方法を詳しく示
している。そのため教科書はこれに基づいて編集され、学年・学期別に編集し内容が段階
的に高められた新しい教科書の出現を促すことにつながったのである。すでに存在してい
る教科書を用いるのではなく、教則に基づき教科書が作られるという新しい関係が成立し、
意図を明確にしたうえで学年に合った教科書を用いることができるようになった。
また 1890(明治 13)年には「編輯局」を置き、新しい教育方針に基づく教科書の編集な
どを行ったことをはじめ、同年五月からは地方府県で使用されている教科書の調査や取調
べを行い、地方学務局に「取調掛」を設置して内容・性質などをみて小学校教科書として
適切でないものの使用を禁止するなど、教科書政策の強化を進めた。
1885(明治 18)年になると森有礼文部大臣のもとで学校の制度改革が行われ、日本の教
育が国家統括の体制に入り、教科書についても検定制度が実施されるようになった。教科
書の検定制度は明治 14 年ごろから計画があったことが明らかになっているが （１）、教科書
の制度は明治 14 年の開申制度、16 年の認可制度、そして 19 年の検定制度実施と段階を
踏んで制定されていった。検定制度の実施とともに、文部省は民間の教科書についても基
準を示し、教科書の改善を図ろうとしていた。このように文部省は民間の教科書の検定を
行うとともに、自ら標準教科書を編集し、教科書を出版して積極的に教科書の指導を行っ
ていた。
本節では明治 13 年から 19 年の間に出版された修身の教科書を数冊取り上げてその内容
を紹介する。今回取り扱う範囲では明治 14 年の教則綱領を機に大きな変化が起きている
ので、明治 14 年を境として教科書を紹介する。
（１）明治 14 年までの教科書
1879(明治 12)年の教学聖旨を受けて国風の修身教育復興の気運が高まり、13 年に改正
教育令が出された頃に出版されたものに『小学修身訓』と『小学修身書』がある。どちら

- 15 -

も東洋思想への傾倒や内容が儒教を中心としていたことに特徴がある。この頃はまだ教科
書検定制度もなく、どのような教科書を用いるか、また実際に文章を子供が見て素読をす
るのか、もしくは説話を教師が説明するのかといったことについての細かい規定はなかっ
たと考えられる。
『小学修身訓』は文部省編集局発行の修身教科書であり、1880(明治 13)年に西村茂樹
によって編纂された。1879(明治 12)年に明治天皇の教育に関する聖旨が元田永孚により
整えられ、この文書により修身教育の基本方針を従来のように海外の翻訳書から和漢の道
徳教材に改められた。特に儒教による道徳教材を用いる方針が示された。
文部省において標準教科書ともなるべきものを作るにあたり、西村茂樹を登用して道徳
の教材を欧米近代倫理を内容としたものから東洋道徳を基本としたものへ改変していく基
準となる小学修身訓が著作された。
本書の徳目は学問、生業、立志、修徳、養智、処事、家倫、交際である。この 8 つの徳
目の下に東西の格言や名句を書き下し分として集めてある。教科書としては古典や名言な
どを並べたものであり、西村の解釈や説明は全く加えていない。この書の凡例には「修身
學ノ書ハ宜シク生徒ヲシテ熟讀暗記セシムベシ」（２） と記載があるように生徒に暗記させ
るために作ったもので、幼い生徒には理解できない語があっても、これを記憶しておけば、
年を取るにつれ意味が分かるようになり、一生を通じてこれを用いることができると記し
てある。また「小學教師タル者ハ。此書ニ載スル所ノ格言ヲ以テ本文トシ。或ハ其義ヲ敷
衍シ。或ハ故事ヲ引用シテ之ヲ講読シ。以テ生徒ノ心ヲ感發開悟スルコトアラシメンヲ要
ス」（３）とされ、生徒に教える善行は教師が口授するようにとしている。
第一の徳目である学問では中庸から「天ノ命ヲ性ト謂ヒ。性ニ率フヲ道ト謂ヒ。道ヲ修
ムルヲ教ト謂フ」（４）、論語から「吾嘗テ終日食ハズ終夜寝ネズシテ以テ思ヘドモ益ナシ。
学ブニ如カザルナリ」（５） という記述をはじめとする中国の古典、また貝原益軒の著作で
ある大和俗訓からの記述である「學問に有用の學あり。無用の學あり。有用の學とは。學
問をすれば。我がため人の爲ノ益となるをいふ。故に學問の道は。有用の學を爲すべし。
無用の學を爲すべからず」（６） をはじめとする日本の近世教訓書、ペスタロッチーの「才
智ノミヲ養ヒ長ズルコトハ。却テ人ノ害トナルコトナリ。故ニ凡百學問ノ根本ハ。端正ナ
ル心志ノ田地ニ挿ミ。コレヲ修養スベシ」（７） という記述などの西欧の著者からの抜粋や
著名な人の言葉がある。したがって本書は西村が西欧の道徳にも関心を持ち、それらにも
修身訓となる内容があることを認めていたことが読み取れる。しかし最初に中庸・礼記・
論語・孟子からの句をとっていることは、道徳教材は儒教を基本とするとした教学大旨に
よっていることがわかる。一般に語句は難しく、小学校の生徒に暗記させるものとしては
十分に考えられていなかったとみることができ、この点は文部省から刊行された小学修身
書と比較して大きく異なる。
『小学修身書』は木戸麟が 1881(明治 14)年に著作したもので、小学校初等科第一学年
より毎学二巻をあてて、中等科三学年まで六学年にわたる教科書として編集してある。
格言名句と道徳的訓戒、日常生活の軌範、東西の例話等を取り合わせて編集した教科書
であり、一巻から四巻までは章をつけず徳目を示し、それについていくつかの名言嘉言を
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掲げ、例話をそのあとに付して理解を助けるようにしてある。巻五からは章別にし、その
章の下に徳目を掲げて徳育に役立つとみられる訓戒や例話などを組み合わせて編集してあ
る。巻一では孝弟師友、巻二は礼法・衣服、巻三は礼法・言語、巻四は遷善・愛物、巻五
は言語・学問・忍耐・慈愛、巻六は礼法・言語・慈愛・英断・正直・孝行・友愛・細心と
なっている。礼法や言語についての教材は各学年にその内容を考えて配当してあるが、徳
目については各学年にわたって必要と考えられるものを組み合わせて掲げてある。徳目は
孝弟から出発し、三年後期には六つの徳目を掲げている。各巻に見られる修身の着眼点や
徳目はその内容によってきわめて広い材料が提供され、厳密にその項目のみの教材に限っ
てはいない。
木戸のもっていた道徳教材編集の思想は、孝行から出発するものであって、この点から
明治十年代の伝統思想による徳育観をとっていたと言うべきである。西欧の例話はあるが、
それを東洋道徳の項目の下に入れて意味を持つようにしてある。礼法や言語についての内
容であっても単にそれを生活の態度としてだけ取り扱わずに父母、兄弟、師友その他の人
倫と結び付けて説いている。
この書は各巻の諸言において記してあるように、各学年の生徒の発達に応ずるようにと
工夫してあり、生徒用の教科書として文字や表現を簡略にして容易に理解しうるようにし
たことにおいて、初めて生徒用の教科書が著作されたとみるべきである。しかしなお低学
年生徒には理解し難いこともあると著者自ら認めており、上学年になってからの生徒の理
解に期待している。こうした学年別編集の方針を立てて作った教科書であったために本書
は普及した教科書の一つであって、明治十年代の修身教材史において重要なものの一つで
ある。
（２）明治１４年以降の教科書
1891(明治 14 年)に制定された「小學校教則綱領」の第二十七条に詳しく小学各等科に

設ける課程が明示されたが、小学初等科の修身の欄には「簡易ノ格言、事実等ニ就テ徳性
ヲ涵養シ兼テ作法ヲ授ク」、中等科・高等科の修身の欄には「稍高尚ノ格言、事実等ニ就
テ徳性ヲ涵養ス」と明記されている （８）。教則綱領の後に出版された教科書はほとんどこ
の記述に基づいて出版されていると考えられ、初等科では作法に結びつけることが重視さ
れている一方で中・高等科ではより高尚な内容を扱い徳性を育てることに重きが置かれて
いる。
この時期に出版されたものには『小學作法書』、『小學修身書』がある。作法書は低学
年を対象としたものであり、狭義の修身教科書には含まれないが、当時の子供たちにとっ
て徳目の実践という点では修身という科目を考えるにあたって非常に重要な項目であり、
中等科以降の修身教育との比較の対象となると考えたため取り上げている。『小学修身書
初等科之部』についても同じ理由から取り上げている。
『小学作法書』は 1883(明治 16)年に全三巻が出版された。『小学校教則綱領』において
修身科の趣旨を明らかにし、その中に修身書を授けるとともに作法を授けることが求めら
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れていたため、文部省が自ら作法書を編集刊行したのが本書である。作法書の基準となる
教科書を示すという意図によってできたものである。対象は初等科三年間で教師が作法を
教える際の材料として用いるように出版された。そのため挿絵などはなく、題目や章立て
もない。
『小学作法書』は教師心得から始まっており、『小学修身書』と重なる部分もあるが、
小学修身書は修身の全体について述べているのに対し、本書は行儀作法の一片について述
べると書かれている。
や

教師心得には、「人には貴賤貧富の差別ありて。其作法も随ひて稍や異なることありと
まじ

雖も。今姑く便に従ひて。是を雜へ記せり。教師たるもの。須らく其宜しきを量りて教ふ
べし」（９） と述べているように、教師によってこの材料が取捨選択され子供たちに教授さ
れるように書かれている。それと同時に以下のように書かれていることから修身教育にお
ける天皇の存在の大きさが読み取れる。
行儀作法は。父母兄弟の間に行ふを先とするは勿論なれども。我が日本は。海外諸國
と異なる所ありて。建國の初めより今に至るまで。皇家一系にして。吾がともがら祖
よ う ち

先以来。君民の分義あれば。幼穉の時より。天子を敬ふの作法をわきまへ置かざるべ
からず。教師たるもの。よく此意を體して教ふべし （１０）。
内容には難易度がつけられており、父母への毎朝のあいさつから、天皇・皇室への礼、
役人や教師への作法に及んでいる。また食事・衣服についての簡単な作法が教材となって
おり、これまでのように逸話を読み修身的思考を養うというよりは、より生活に密着した
実践に移すことを目的として書かれていることが読み取れる。
以下のものは小學作法巻之一に書かれているもので、難易度の優しいものである。
人の子たるものは。朝起きたるときと。夜いねんとする時は。かならず先づ父母を拝
して。其のきげんを問ふべし。(中略)
つく

天皇は。国家無上の至尊なれば。尤も尊敬を。盡さざるべからず。
親愛と尊敬とは。ともに闕くべからざるものなれども。父母には。親愛を主とし。天
皇には尊敬を主とすと思うべし。
天皇を見奉るときは。帽を脱し。身を屈めて。敬禮をつくすべし （１１）。
本書が刊行されたことで小学校での作法教材の基準となり、同名の作法書も民間で編集
され、作法書のための演習書や教授書なども出版されている。明治十年代に子供に求めら
れた作法や、それらの作法を立てた基礎にある訓育思想を垣間見ることができる。
『小学修身書（初等科之部）』は 1883(明治 16)年に出版された。『小学修身訓』を改め
て、修身教材として編纂したもので、古語や古典和歌などから修身の基礎となる句や文を
集録している。本書は初等科 3 学年、つまり小学校第一学年から第三学年までで使用され
たものである。修身は口授する教科であり生徒に持たせるものとしては作られていないが、
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古語や諺等は暗記させることとなっていた。暗記させる引用句については少し大きな文字
を使用していることからも暗記を重要なプロセスとしてとらえていたことがわかる。教師
の心得として以下のようにただ暗記させるのみならず、子供に理解させることの重要さが
述べられている。
書中何れの語を口授せんにも。かならず先づ其前に記したる小引の意をよく説き聞か
で ん き

せ。或は是に交ふるに。忠臣孝子の傅記等を以てし。而して後其主とする所の語を挙
げて。以てこれを斷ずべし。然れども徒に其語を暗記せしむることのみに意を用ひて。
其心情の感動如何を顧ざるは。此の科を授くる所以の意に非ざるなり （１２）。
授業方法についても基本方針が示され、教師が解説をしてから伝記などをこれに添えて
享受するようにしてある。本書では欧米引用書からの語句は除外し、主として江戸時代の
教訓書および中国古典からの引用句のみとした。東洋のものを人倫についての教材の基本
とする方針によるものである。
『小学修身書(中等科之部)』は全六冊で 1884(明治 17)年に出版された。小学校第四学
年より第六学年まで三学年が使用する教科書として著作されている。小学修身書初等科之
部から続けて使用するように計画して編集されているが、初等科用と異なり生徒用として
著作されているため、全文片仮名で統一し読解しやすくしている。冒頭の「教師須知五則」
あつ

では「中等科ニ至リテハ。全ク之ヲ分カチ授ク。此書六巻。總ベテ男子ノ爲メニ輯ム。女
子用書ト相混ズルコト莫カレ」（１３） と述べられているように男子用に編纂され、女子用も
作られる予定だったようだが、結局女子用の修身書は編纂されなかった。
本書の内容は個人の嘉言を集めたとしているが、引用されている古典はすべて大和俗訓
をはじめとした江戸時代に著作された教訓書であり、外国の古典や教訓書からは語句を取
っていない。修身教材は日本の教訓書から取るべきであるという原則を立てたことによる
ものである。
この書には古典からの引用が載っているが、例話は全く載っていない。これは初等科か
らの方針を受け継いだもので、解説や例話は教師に任せるという形をとっていることに依
る。また成人になってからのつとめについても内容とされているが、その時期を誤っては
いけないという注意書きが以下のようになされている。
お

此篇。章ヲ逐ヒテ。修身中。稍卑近ナル者ヨリ。漸ク高遠ナル者ニ及ブ。蓋シ修身ハ。
およ

惟リ幼時ニ急ナルノミナラズ。人生須臾モ離ルルベカラザル道ナルヲ以テ。時ニ迨ビ、
豫メ成人以後ノ務メヲ講ゼザルベカラズ。其説ノ児童ニ適セザルヲ以テ。視テ不急ト
ナスコト莫カレ （１４）。
（３）『幼學綱要』
本節の範囲を考察するにあたり、重要な書物に『幼學綱要』が挙げられる。
『幼學綱要』
は 1882(明治 15)年 12 月地方長官を通じて宮内省より国民一般に下賜されたもので、宮内
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省版であるが、下賜の際に勅諭があり、勅撰修身書であったとも見ることができる。つま
りこれは「修身専用の教科書」ではない。しかし例言には「此編専ラ幼童初學ノ爲ニ設ク。
い

故ニ彝倫道徳ノ近切ナル者ヲ採リ。先入主ト為リテ。心術ノ基礎を立ムコトヲ要ス」（１５）
と述べられていることから、これを教師が理解し子供に教えることが求められていること
がわかる。序文からこの書の編纂を元田永孚が担当したことや東洋の道徳を中心に据える
という本書の編集の方針が明らかとなっている。
『幼學綱要』は 1779(明治 12)年の『教學聖旨』から発しているが、元田が明治天皇の
論を受けて宮内省編集の修身書を作ることとなり、それが本書となった。したがって本書
は聖旨を直接に受けて成立しており、元田は本書のような内容の修身教科書を作ろうとし
ていたことがわかる。特に本書では図等を掲載しており、明治 12 年の教育聖旨の小学校
で絵図や写真を掲げて忠孝節婦の行事を説諭し、忠孝の大義を子どもの頭に十分に感じさ
せるという趣旨にも合致している。後の教育勅語にも大きな影響を与えていることから、
『幼學綱要』は現代にまで続く日本の道徳精神の基礎であり、日本人全員に共通する道徳
観を根付かせたものだとも言える。
本書は 20 の徳目により編成され、孝行、忠節、和順、友愛、信義、勧学、立志、誠実、
仁慈、礼譲、倹素、忍耐、貞操、廉潔、敏智、剛勇、公平、度量、識段、勉職である。仁
義忠孝を出発点として徳目を展開しており、内容は東洋のものを中心としている。諸徳は
各章の初めに掲げられ、それに続けてその徳の大要が説かれる。それに続き古典から引用
した漢文が記され、日本および西洋の語句は全くない。すべて中国古典によるもので孔子
の教えをもって要とするとした聖旨によったものである。例話には日本のものを数話、中
国の歴史の上で著しい例話をいくつか掲げる。例話の主要なものには絵も入っていてそれ
を利用するように考えられてある。
孝行の章を例として挙げる。
まず孝行の大要はこう述べられている。
天地ノ間。父母無キノ人無シ。其初メ胎ヲ受ケテ生誕スルヨリ。成長ノ後ニ至リ。其
な

つく

恩愛教養ノ深キ。父母ニ若ク者莫シ。能ク其恩ヲ思ヒ。其身ヲ愼ミ。其力ヲ竭シテ。
つか

つく

以テ之ニ事ヘ。其愛敬ヲ盡スハ。子タルノ道ナリ。故ニ孝行ヲ以テ。人倫ノ最大義ト
ス （１６）。
そしてそれに続いて古典の引用が示される。
孝經曰。夫孝天之經也。地之誼也。民之行也。天地之經。而民是則之。
又曰。夫孝徳之本也。教之所繇生也。
又曰。人之行。莫大於孝孝莫大於嚴父莫大於配天。
又曰。身體髪膚。受之父母。不敢毀傷。孝之始也。立身行道。揚名於後世。以顯父母。
孝之終也 （１７）。
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そのあと例話を紹介する。
ひもろき

神武天皇。元年春正月庚辰朔。天皇橿原宮ニ卽位シ。正妃ヲ立テ皇后トシ。神籬ヲ建
テ八神ヲ祭リ。國家ヲ鎭護ス。天富命。諸ノ斎部ヲ率ヰ。天璽鏡劍ヲ捧ゲテ。正殿ニ
奉安ス。天種子命。天神壽詞ヲ奏シ。可美眞手命。内物部ヲ率ヰ。矛盾ヲ執リテ。儀
衛ヲ嚴ニス。道臣命。來目部ヲ率ヰテ。宮門ヲ護衛ス。群臣朝賀ス。天種子命天富命
ニ命ジテ。祭祀ヲ主リ。朝政ヲ掌ラシム。四年春二月甲申。詔シテ曰ク。我皇祖ノ靈
ヤ。天ヨリ降鑑シ朕が躬ヲ光助ス。今諸虜己ニ平ギ。海内無事ナリ。以テ天神ヲ郊祀
シ。用テ大孝ヲ申ブ可シ。乃畤ニハ鳥見山ニ作リ。皇祖天神ヲ祭ル （１８）。

【図１】（１９）
このように徳目を確認して大意を明らかにし、東洋古典を読み、それから例話を読みあ
るいは話すようにと要望して編集されてある。本書は 1884(明治 17)年ごろに各地の小学
校へ下賜され、児童用教科書として普及したとは見られないが、上級学年用、または教師
用書として用いられたものとみるべきである。
（４）考察
以上で述べたようにこの章で取り扱う範囲は『教学聖旨』や『幼學綱要』などの儒教に
重きを置いた流れの中で修身の授業が行われてきた。これはもちろん欧米心酔的風潮から
の脱却という意図も多分にあったとは考えられるが、それと同時に今まで日本人の道徳精
神を養ってきた者に対して再び目を向ける機会になったともいえる。江戸時代の寺子屋で
の素読を始め、儒教は明治よりも前から日本人には親しみのあるもので、それに則って道
徳について語る方が違和感なく受け入れられたのではないだろうか。
この時期はまだ国民道徳の形成の段階には至っていないが、儒教を主とした道徳観の涵
養が目指されている。このことにはどのような背景があるのだろうか。本節では修身の授
業で扱われた教科書や作法書を取り扱ったが、このように日本が単なる和訳ではなく独自
の教科書を作り授業をすることができるようになってきたことが一つの要因ではないだろ
うか。西洋の道徳観を用いていた時期を経て、例話を用いることや似たようなテーマを抜
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粋することで儒教を修身教育に使うことができるようになったのではないか。近代教育、
つまり一斉授業が始まったことで初期段階はそれまでの儒教のままだと素読程度しか教授
しえず、道徳教育としての役割を務めることができなかったが、西洋の教科書を用いたこ
とで儒教を道徳教育に持ち込むことが可能になったのではないかと考える。したがってこ
の時期は儒教を用いて国民の思想をある方向に傾けようという考え方よりも、それまでの
人々の生活に根付いていた儒教を「教育」に持ちこもうとする意識が、儒教を始めとする
東洋思想中心の教科書を生み出した黎明期であったといえるのではないか。

〔註〕
(１) 福岡文部卿の地方官に対する訓示の中で「百般の学科につき教育上重要の関係を有するを以
て今すでに教科書検査条例を定めんとす」と述べていることからうかがえる。海後宗臣編『日
本教科書大系

近代編

第一巻修身（一）』講談社、昭和 36 年、19 頁。

(２) 海後宗臣編『日本教科書大系

近代編

第一巻修身（二）』講談社、1962 年、７頁。

(３) 同上。
(４) 同上、８頁。
(５) 同上。
(６) 同上、９頁。
(７) 同上。
(８)

小学高等科第八年については「前期ノ続」とのみ書かれているので、第四年の前期に書かれ

ているものを記述した。小学校教則綱領（抄）（明治十四年五月四日文部省達第十二号）より抜
粋。
(９) 前掲『日本教科書大系

近代編

第一巻修身（二）』、181 頁。

(10) 同上、181 頁。
(11) 同上、182 頁。
(12) 同上、197 頁。
(13) 同上。
(14) 同上、235 頁。
(15) 同上、130 頁。
(16) 同上、131 頁。
(17) 同上。
(18) 同上。
(19) 同上、132 頁。

（豊嶋
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維）

第三節

教科書検定制下の修身教育（明治 19 年～明治 23 年）

（１）森有礼の修身教育の大綱
本項部分で取り扱う内容は、明治 18（1885）年、第 1 次伊藤博文内閣の下で初代文部
大臣に就任した森有礼の事績についてである。森有礼（以下、森）が教育全般にかなり開
明的な思想をもっていたことは周知の通りである。森の行った教育政策には、師範教育に
おける兵式体操の導入などさまざま挙げられる。しかしとりわけ修身教育に対して、かな
り独自の見解を示し、自身の教育政策にその成果を看取することができるといえる。本節
では、はじめに森の行った修身教育の大まかな概要をあらかじめ整理しておき、その後、
具体的な教科書の内容など細部について触れていきたい。
森の行った修身教育について、山本正身によれば、
森の意向により、一八八七（明治二〇）年五月府県知事に向けて、修身科については
教科書を使用せず、すべて教師の口述によるべき旨が通達された。さらには中学校・
師範学校では「修身」ではなく「倫理」の科目名が採用され、翌一八八一年三月には
『中学校師範学校教科書用

倫理書』が編纂された。同『倫理書』は、森が能勢栄（一

八五二～九五）を文部書記官に任じて編纂を命じたもので、その道徳論の基調をなす
ものは、孔孟の教えではなく、人々の相互扶助（自他併立）の道理を様々な社会的関
係の基準に据えようとするものであった （１）。
と説明され、また同じく長谷川精一の研究においては、
一八八七（明治二〇）年五月、文部大臣森有礼は尋常師範学校及び尋常中学校の学科
目から「修身」を削除して「倫理科」に替え、小学校の修身は口授法によることとし
た。これは儒教主義的、注入主義的な徳育を否定し、教師による日常的な感化、薫陶
を重視し、中等教育においては倫理の基準を明示しようという意図によるものであっ
た。その基準を記したのが、森の監修のもとに文部省で編集された教科書、
『倫理書』
である （２）。
と論ぜられている。以上の所論は森の修身教育への姿勢を端的に表しているといえる。
また森の修身教育について、側近であった木場貞長は、
昔ながらの儒教主義で修身を教へて居ては何としても時勢に適合しないところがある
と云ふ見地から、森さんは種々苦心の末自身で考案を立て、常識的倫理と称して、そ
れを能勢栄らに口授して書き取らせ、さらにそれをもとに一つの倫理書を作成せられ、
さうして其の未定稿を知名の学者や識見ある人に内示して其の意見をもとめられたこ
とがあります （３）。
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と回想し、同じく、森の下で文部書記官を務めた能勢栄によると、
今の世で孔子孟子の教えを唱えるのは迂闊である、宗教は教育部内に入るべきもので
はない、そうかといって哲学科の論を採用すれば、誰の説を取ってもその反対者の反
論を免れることはできない、ゆえに宗教にも頼らず、哲学にも倚らず、広く人間社会
を通観して、この世の中は自己と他人の相い持ちであって、自他相共にすれば世の中
は太平無事に治まり、自他相反すれば騒動が起こるという有様を見て、自他並立とい
う説を考え出し、これを以て徳育の主義を定めようとして、文部省の一書記官に命じ
て、倫理書を編纂させ、印刷が既にできて、まさに一令を下して、これを我が国師範
学校及び中学校の倫理科の教科書とし、かつ、これを小学校徳育に実施させようとし
て、省令の草案を作成している最中に、大臣が兇徒の手にかかり、不慮の死をされた
ので、このことはついに中止となった （３）。
と述べられている。
ここまでで分かった、森有礼の修身教育について大まかな点を整理しておく。第一に名
称の変更である。
「修身」から「倫理科」への名称の変更が行われたことは以上に述べた。
第二に、具体的な教授方法として教師の口述が重視された点である。そして第三に、従来
までの孔子や孟子といった儒教的な題材を用いた修身の授業のあり方が薄められ、
「自己」
や「他人」という概念の登場、社会における自己と他人の並立の関係性を重視した科目と
なったこと。以上三点が特徴としてあげることができる。実際の教科書においては、どう
いった内容が扱われていたのだろうか。次項では教科書内容への理解を深めるため、森有
礼が在任中に実施された教科書検定制度と小学校令についての考察を行いたい。
（２）教科書検定制度
本項では森の在任中に行われた施策の中で、教科書検定制度についての考察を行いたい。
教科書検定制度の考察に入る前に、森有礼が登場する前の時代、すなわち明治 10 年代に
おける教科書を取り巻く状況を、海後宗臣は以下のように整理している。
明治十年代においては、政府の教育方針の変化にともない、教科書に対する監督がき
びしくなり、教科書政策は次第に強化せられた。他方においても文部省の指導・監督
と小学校制度の整備にともなって、教科書に対する行政は強化せられ、明治初期のよ
うに各種の教科書が比較的自由に各学校で使用されることはなくなった。当時の小学
校は府県管理のもとに整備され、ほとんど同一の教科書を用いるようになっている。
そしてやがて小学校制度の改革とともに検定教科書の時代となるのである （５）。
森有礼は、明治 18（1885）年 12 月、初代文部大臣へ就任した。当時は、明治 18 年に
内閣制度が成立し、明治 22 年には帝国憲法が発布され、翌明治 23 年には第一回帝国議会
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が招集されるなど、日本が立憲国家の枠組みを着々と整えていた時期である。森はこうし
た日本の立憲主義国家へ至る道のりを教育の面から支えたといえる。
森文政期の施策を概観してみると、「帝國大學令」「小學校令」「中學校令」及び「師範
學校令」などである。本項では、特に小学校段階における修身教育に関係ある、「小學校
令」及び、教科書検定制度に言及していきたい。
森の下で実施された小学令の内容に、海後は次のようにまとめている。
小学校令及びこれに基づいて定められた「小學校ノ學科及其程度」によってそれまで
の初等科・中等科・高等科の制度を改め、尋常小学校四年・高等小学校四年の四・四
制とした。また小学校令においては尋常小学校の義務就学についても明確に規定した。
ただ尋常小学校の代るものとして小学校簡易科（三年）を認めていることは、地方の
状況に応ずるためであった。「學科及其程度」によれば、尋常小学校の学科は修身・
読書・作文・習字・算術・体操の六科とし、土地の状況により図画・唱歌をくわえる
ことができるとした。また、高等小学校の学科は、右の六科のほかに地理・歴史・理
科・図画・唱歌及び裁縫（女児）とし、英語・農業・手工・商業を加えることができ、
唱歌を欠くことができるとした。なおこの小学校令第十三条に、「小學校ノ教科書は
文部大臣ノ検定シタルモノニ限ルヘシ」と定め、これによって検定制度が実施される
こととなったのである （６）。
また、教科書検定制度については以下のようにまとめている。
「小学校令」では、「小學校ノ教科書は文部大臣ノ検定シタルモノニ限ルヘシ」（第
十三条）と、教科書の検定制度に関する規定が設けられた。従来の認可制度は、府県
にて教科書の採択を決定してから、文部省の認可を受けるため、実際の使用までに相
当の時間を要した。一方文部省も、国家による教育内容の管理を進めるため、検定制
度を実施する意図を持っていた。この規定に基づいて、同一八八六年五月に「教科用
図書検定条例」が定められ（翌一八八七年五月に「教科用図書検定規則」に）、民間
から出版された教科書は文部大臣の検定に合格したもののみが使用できることとなっ
た（教科書検定制度は小学校のみならず、中学校・師範学校でも導入されたが、とく
に小学校の教科書については厳格に実施された）。なお、一八八七年三月には「公私
立小学校教科用図書採定方法」が定められ、教科書採択は地方長官が審査委員を任命
して行う府県一律の採択方式がとられるようになった。だが、この制度が審査委員と
教科書会社との間に贈収賄事件を引き起こし、後の教科書国定制度の引き金となる
（７）

。

森は文部大臣に就任すると、上述したように教科書制度を重要視した。そのため、検定
制度に以外にも、明治 19 年 3 月、伊澤修二を教科書編集局の局長に任ぜしめ、伊澤の下
で編集局のさらなる充実を志向した。たとえば、国語分野においては、『讀書入門』（一
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巻・明治 19 年）、『尋常小學讀本』（七巻・明治 17 年）、『高等小學讀本』（八巻・明治 21
年・2 年）などが刊行されている。また地理歴史分野では、「編纂旨意書」を公示し草稿
を公募し、最適のものを選んで版権を買い上げた。その結果神谷由道著「高等小學歴史」
が文部省から出版されることとなった。
森文政期においては、上述したように様々な手法をもって、教科書に対する国の管理・
監督を強化する施策が打ち出された。おりしも、国会が開設され日本が立憲主義国家への
地盤を着々と固めていった時期とこれらの教科書政策がとられた時期は軌を一にする。こ
れらの施策は国家による国民形成をさらに推進する強力な原動力となったといえよう。次
項では、森有礼が命じて作成させた教科書「倫理書」の具体的な内容を取り扱いたい。
（３）倫理書の具体的内容
本項では、倫理教科書の具体的内容について取り扱う。具体的な教科書の内容に入る前
に、当時の森が文部大臣に就任する際の、修身・倫理科目を取り巻く諸相についてまとめ
たものを提示しておく。
森の文部省入りに対して、元田永孚をはじめとする宮中派は強く反対し、森を推挙し
た伊藤博文は明治天皇の懸念に対して、自分が責任をもつからと弁明しなければなら
なかったが、森は道徳教育に関して、儒教道徳に基づいて「君臣の大倫」を国民道徳
の中心とする元田の国教論や西村茂樹の「明倫院」構想を拒否する一方で、福沢諭吉
や加藤弘之らのように宗教を道徳教育に利用しようとする論も取らなかった。森は従
来の徳目主義的な「修身」教育を否定し、中学校、師範学校の「倫理科」の教科書と
して、自ら校閲した『倫理書』を文部省から出版させた （８）。
以上のように、森の徳育に関する思想を単一のものでは無く、元田らの復古的な儒教中
心の徳育を掲げる一派と、福沢らによる宗教を徳育の中心に据える一派との相関関係の中
で考えると、森の修身（倫理）の内容が彼の単なる開明主義的産物でないものであるとわ
かる。すなわち、森の修身の考えは、当時の徳育を取り巻く時流や情勢、徳育論者の各々
が持つイデオロギーを意識し作られたものであるといえる。
また、森の暗殺後に元田や井上毅らによって「教育勅語」が作成されるなどして、森と
は異なる儒教主義・復古主義的な徳育の路線が主流になるなど、教育政策における揺り戻
しが早くも看取することができるなど、今日的にも十分示唆を与えうるといえる。
これらを踏まえて、倫理教科書の内容を見ていきたい。はじめに、倫理教科書の凡例案
を提示しておく。
凡例
一

此書ニ由リ倫理ヲ敎ルハ、專ラ人ノ人ニ對シ起ル所ノ情、發シテ行爲ト爲リタル

者ニ就キ、其正邪善悪ヲ判斷スルニ足ルベキ標準ヲ定ムルノ正規ヲ明ラカニスルニ有
リ。而テ人ノ、物卽チ日星木石鬼神靈魂等ノ如キ物ニ對シ起ル所ノ情、發シテ行爲ト
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爲リタル者ニ就テハ、此書ニハ直接ノ關係ヲ有セズト認メル者ナレドモ、斯學ヲ教ル
ニ間接ノ關係ヲ有シテ、必要ナリト認ル場合アルニ於テハ、敎師之ニ論及シテ可ナリ。
一

道德ヲ敎ルノ法ハ、人ノ心端ニ正邪善悪ノ別ル所ヲ説キ、人ヲシテ正善ニ就キ

邪悪ヲ避ケシメ、而テ初學ニ對シテハ、專ラ實例ヲ以テ其心ニ感ゼシメ、其行爲ヲ
シテ正善ノ習慣ヲ得セシムルニ有リ。故ニ其主トスル所ハ、思想性質未定ノ者ヲ誘
掖スルニ過ギズ。該法ノ斯學ニ於ル關係ハ密ナリト雖ドモ、自ラ理ト法、若クハ事
ト業トノ別其間ニ存シ、乃チ倫理は理、若クハ事ニシテ、道德ハ法、若クハ業ナリ
ト區別スルヲ得ベシ。而テ此書ハ、道德敎育ノ法ヲ目的トスルニ非ラズ、單ニ倫理
ヲ明カ（ニ）スルニ止ル者ナリ。
一

此書ニ載スル所ハ、唯ダ倫理ノ要領ノミニシテ、廣ク例ヲ集メ、詳ニ證ヲ示スノ

業ハ、敎師ノ職分トシテ之ヲ略セリ。而其要領ハ、專ラ初業ノ用ニ供スルニ足ル認ル
所ノ區域ニ限レリ。蓋シ

The process and development of cooperation of self-other

及斯

學ノ蘊奥ヲ講究スルニ必要ナル、心理学、哲學ハ文科大學ノ如キ高尚ノ學問所ニ
就キ、講究スベキ者タレバナリ。
一

此書ハ（撰者ノ始末）（９）

この凡例案は森が能勢栄に命じて作らせたものである。この凡例案に書かれている具体
的な記述を見ていくと、①教科書においては、その大部分が倫理の解釈に充てられている
ということ、②道徳心を養うためには、子供たちが実例を通じて正しい行為を学び、長じ
て正しい習慣を行うようになることが期待されていること、③そして教師の役割として、
この要領に沿って広く実例を集めることが期待されていることなどが確認できる。
ではこの要領を踏まえたうえで、実際の教育現場でどのような授業が展開されていたの
であろうか。以下より実際に使われた教科書や授業内容について言及していきたい。
はじめに、倫理書の凡例および目次を提示しておく。先に掲載した凡例案と一致する部
分も多くあるが、割愛せずに原文のそのままを記しておく。
凡例
一

此書ニ由リテ倫理ヲ敎フルハ、專ラ人ノ、人ニ對シテ起ル所ノ情、發シテ行爲ト
ナル者ニ就キ、其正邪善悪ヲ判斷スルニ足ルベキ標準ヲ明示スルニ在リ、而シテ
人ノ、物ニ對シ起ル所ノ情、發シテ行爲トナル者ニ就テハ、此書ニ直接ノ關係ヲ
有セズト雖モ、此書ニ就テ、倫理ヲ敎フル際ニ、間接ノ関係ヲ有スル者ノ如キハ、
敎師、之ニ論及シテ可ナリ。

一

道德ヲ敎フルノ法ハ、人ノ心裏ニ、正邪善悪ノ別ル所ヲ説キ、人ヲシテ、正善ニ
就キ、邪悪ヲ避ケシメ、而シテ初學ノ者ニハ、專ラ實例ヲ擧ゲテ、其心ニ感動セ
シメ、其以テ其行爲ヲシテ、正善ノ習慣ヲ得セシムルニ在リ。故ニ其主トスル所
ハ、思想、未ダ定マラズ、性質、未ダ熟セザル者ヲ誘掖スルニ過ギズ。
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一

道德ノ、倫理ニ於ケル関係ハ、密ナルト雖モ、其間、自ラ原理ト法則トノ區別ア
リ。倫理ハ、原理ニシテ、道德ハ法則ナリトスルヲ得ベシ。而テ此書ハ、道德敎
育ノ法ヲ主トスル者ニ非ズシテ、單ニ倫理ノ標準ヲ明カニスルニ在リ。

一

此書ニ云ヘル道理トハ、吾人普通ノ感覺ニ於テ、道理ト認ムル所ノ者ヲ云フ。而
テ此解釋ハ、未ダ精確ナラザルモ、本書ノ目的ヲ逹スル足ル者トス。何トナレバ、
倫理的眞理ハ、槪子此普通感覺ニ於テ、道理トスル所ノ者ニ、一致スル者ナレバ
ナリ。

一

此書ニハ、專ラ倫理ノ要領ヲ記スル者ニシテ、廣ク例ヲ擧ゲ、詳ニ證ヲ示スハ、
敎師ノ任トシテ、之ヲ略セリ。而シテ其要領ハ、初學ノ用ニ供スルニ足ル所ノ區
域ニ止メタリ。自他並立ノ進行、及發逹、幷ニ倫理ノ蘊奥ヲ極メント欲スル者ハ、
須ク高尚ナル哲學ニ就テ講究スベシ。

一

此書ハ、尋常中學校、及師範學校倫理科ノ最末學年期ニ用フル者トス。

倫理書
目次
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論
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世ノ事物ニ、善惡良否ノ名アリ。此名ノ、由テ起ル所ノ所ヲ原ヌレバ、其事物ニ固有
セル目的アリテ、最モ善ク其目的ニ合スル稱シテ、善良ト謂フ。例ヘレバ、善ク疾ヲ
治スル藥ヲ良藥ト稱シ、善ク疾ヲ療スル人ヲ良醫ト謂フガ如シ。又善良ナルト船トハ、
能ク人ト物トヲ載セテ、風波ヲ凌ギ、最モ安全ニ、最モ迅速二、航行スルノ目的ヲ逹
スルノ謂ナリ （１０）。
ここで注意しなければいけないのは、この倫理書の運用が尋常中学校と師範学校の最終
学年に限られている点であろう。また先述した木場貞長や能勢栄の回想によれば、森はこ
の倫理書を教科書として用いるための省令を起草中に暗殺されてしまったため、実際の世
の中にでることなかったといえる （１１）。
林竹二は森の道徳教育について以下のようにまとめている。
森は明治 19 年 5 月に「尋常範學校の學科及其程度」を、同年 6 月に「尋常中學校の
學科及其程度」を定めたが、そのいずれにおいても、修身が学科目から除かれ倫理が
これに代わっている。森はさらに明治 19 年 5 月の「小學校の學科及其程度」におい
て、修身は教科書によらず談話によらしめることとしたが、明治 20 年 5 月にいたっ
て修身教科書の使用を禁止してたのである。…能勢は正しい徳育の基礎は教員が「豫
め普通の考をもって自己の認識を定め、自己の心中に道徳の原理を定立する」ことだ
としている。森にもこれは共通の理解であったろう。森はさらに教室外の教育こそが
道徳教育において決定的に重要であるとし、修身が徳育の中心であるとは考えなかっ
たのである （１２）。
以上に鑑みるに、森の編纂した倫理書はその内容の難解さもさることながら、森自身が、
小学校教育における道徳心の涵養は、生徒と先生との直接的やりとりによる薫陶や、教室
外の教育にこそ主眼を置いていたといえる。
とはいえ、森の編纂した倫理書は無用のものであると断ずるべきではない。森の倫理書
は師範学校の最終学年の、つまりはまさにこれから教員になる人材に向けて、道徳心の何
たるかを指し示す教材となったに違いない。森自身も凡例の中で哲学思想の難解な蘊奥に
ついては大学において研究すればよいと述べており、森の修身教育の意義は、社会の指導
者たる人材（特に教師）が持ちうるべき倫理観を、教科書という形をとって世に示そうと
試みた点にあるのではないだろうか。第四節では森有礼の倫理書への反応を取り上げたい。
（４）倫理書への反応
森の修身教育に対する考え方は倫理書の編纂という形で結実を見た。しかし当然森の考
え方には識者からの反対も数多くあった。たとえば、森の入閣に当初から反対していた元
田永孚は「君臣の大倫末だ明瞭ならずして汎く社會の倫理を説き、行爲意志の區別を精細
（１３）
に示すとも、己に日本人の主眼に曖昧なれば、我國人を造立するに足りず」
と評した。
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また福沢諭吉も森に対する書簡の中で、倫理書の問題点について触れている。福沢曰く
「全編の文面を槪すれば寧ろ心理學の解釋とも名く可きものにして」（１４）、「本書の如きは
民間一個人の著作にして、其信不信をば全く天下の公論に任じ、各人自發の信心を以て之
を讀ましむるは尚ほ可なりと雖も、苟も政府の撰に係るものを定めて教科書と為し、官立
公立の中學校師範學校に用るは諭吉の服せざる所なり」（１５）と述べており、倫理書の内容
もともかく、政府が個人の道徳に立ち入って、それを規定できるのか、と福沢は懐疑的に
見ている （１６）。
このように、森有礼の修身教育、その中でとりわけ「倫理書」は、各方面からさまざま
な議論を巻き起こした。森の教育改革のその後の顛末については以下に示す。
文部大臣森有礼という人物は、一八八〇年前後から儒教道徳に基づく復古主義を教育
政策の基軸として打ち出し、その動向を担ってきた人々からは、まさにその政策展開
を遮断し、道徳教育を混乱に陥れた首謀者に見えたに違いない。森の死も、このよう
に描き出された彼の人物像と無縁ではなかった。一八八九（明治二三）年二月十一日
大日本帝国憲法発布当日の朝、森は式典に参加するために官邸を出ようとする直前に、
国主主義者西野文太郎（一八六九～八九）の兇刃に倒れ、翌日に絶命する。享年四二
歳という短い生涯であった （１７）。
森の教育改革は国粋主義者による暗殺によって頓挫してしまう。森の死後、儒教主義的
・復古主義的な徳育論者が政権の中心に返り咲き、いわゆる「教育勅語」が成立すること
となる。しかし森有礼の教育思想の内部に包摂されていた「国体主義」（国家富強を主体
的に担う自立した個人という国民像の定立と、国家富強のために伝統的な国家意識を重ん
じる「忠君愛国」。元田らの唱えたそれ、つまりは万世一系の天皇統治を基調とする国家
のための「忠君愛国」とは微妙に異なる）はその後の教育と道徳教育の基本理念として、
強い影響力を果たしていくのである （１８）。
（５）地方官会議による道徳教育の建議
本項では、明治 23 年二月に行われた地方官会議について取り上げたい。地方官会議と
は 1890（明治 23）年二月に十七日から開会され、各都道府県知事が様々な問題への討議
を行った会議である。教育問題、とりわけ徳育に関する討議は二月二十三日から行われた。
この地方官会議において、昨今の徳育問題（特に直近の森有礼の教育政策について）の現
状や問題点が議題となった。当時の人々（とりわけ地方長官）の森の評価とかかわってく
るためこの地方官会議を取り上げ、最後に合わせて結論も述べたい。
地方官会議において、二月二十日午前、高崎五六東京都府知事の普通教育の建議がリー
ドされた、小松原英太郎埼玉県知事が「今ノ師範學校小學校ノ教育見ルモ甚シキ缺典アル
ハ言フマデモナク教科書ノ不完全」と述べ、石井省一郎岩手県知事が「第一ニ徳育ヲ先ニ
シテ知育ヲ後二センコトヲ望ムモノニシテ」と賛成意見を述べた。次に松平直正宮城県知
事が「目的ハ我國家ノ成立ヲ基礎トシ愛國人倫ノ道等卑近ノ例ヲ採リ…眞ノ日本人タルニ
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恥サル者ヲ養成センコトヲ冀望ス」と愛国人倫の道を教え、真の日本人を育成せよと主張
し、これに対して籠手田安定島根県知事も「外國教育ノ趣旨ヲ基トシ徳育ノ如キハ毫モ顧
サルガ如シ今ニシテ之ヲ救済セサレハ人倫ノ道ハ地ニ落ルナラン」と述べ、我が国の教育
は海外の教育を基本とした知育偏重に流れているため、道徳教育は地に落ちている、とい
う意見を表明した。サラニ高崎五六東京都府知事が「高等ノ生徒ニ向ヒ修身トハ何モノナ
ルヤヲ問フニ只タ品行方正トノミ答へ其他ノ細目ニハ敢テ答フル能ハス五倫ノ道ノ何タル
ヲ知ラサルモノノ如シ」と、管轄の東京都の学校の様子を嘆いている （１９）。
翌二月二十一日の会議では、同様に徳育の問題について議題となった。はじめに、柴原
和香川県知事は「総理大臣文部大臣ニ面陳シ飽マテ實施セラレンコトヲ迫ルニアリ」と述
べ、今日の徳育全般について総理大臣や文部大事に直訴し実施を迫らないとならないとし
た。次に安場和保福岡県知事が、「學藝技能ヲ先ニシ徳育ヲ後ニス而シテ之レカ教師タル
モノ皆明治時代ノ教育ヲ受ケシモノノミニテ皆之ニ傾向セリ…其本源タル大學ノ方針ヲ主
務大臣ニ質シ果シテ齟齬スル所アレハ之ヲ正シ…師範学校ニ於テ養成シタル人物ヲ以テ教
師タラシメサルニ於テ其功ヲ見サルヘシ」と、学芸技能を偏重している従来の教育を改め、
まず根源たる大学の教育を改革し、そののちに師範学校にて人物を要請し教師たらしめよ
と述べている （２０）。
また稲田正次は、地方官会議の参加者の中で会議のイニシアティブをとった安場和保福
岡県知事と、元田永孚の関係について以下のように述べている。
元田、安場は共にもと熊本の実学党に属しており、元田が明治四年にはじめて天皇の
侍読を拝命したのも、安場が大久保利通に彼を推したことがもととなっていた。その
後も二人は親交があり姻戚関係もあって、安場は地方にいるときは上京すれば必ず元
田に会っていた。そして両人は、それまでの政治上その他の問題について意見を同じ
くしていた同志でもあった。よって安場は元田の国教論は誰よりも熟知していたはず
で、教育の方針を定めるにあたって親裁を仰ぐというような構想も安場はもともとか
らもっていたであろうが、あるいは二十三年二月の当時も元田と会ってその問題につ
いて語り合ったかもしれないと思われるのである （２１）。
ここでこれまでにわかった、地方官会議と森有礼とのかかわりをまとめておきたい。一
つには、森の『倫理書』を中心とした西洋主義的な徳育は、地方官の間で必ずしも支持さ
れていなかったということである。二つには、国家や五倫の道、愛国などを用いて従来の
知育技能主導の徳育を修正しなればならない、と地方官らが考えていたことである。以上
から地方官会議は直近の森文政の否定の文脈が強かったことが理解できる。それは、教師
の口述などの教育の手法などではなく、具体的に何を教えるのか、修身で単なる品行方正
を養うのではなく、真の日本人をつくるための教科内容について盛んに議論されていたと
いえよう。またこの会議の背景には元田らの周到な根回しがあり、こと徳育に関しては、
それら教育の方針を定めるにあたって、天皇や内閣、文部大臣の親裁を仰ぐ方向へ導かん
としていた、ということがうかがえた。
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以上の地方官会議の内容をふまえ「徳育涵養ノ義ニ付建議」として、地方官の連名で、
当時の文部大臣の榎本武揚と内閣総理大臣、内務大臣へ宛てて建議書をしたためることと
なった。これによって内閣の中でも徳育について話題となった。こののちに徳育に関して
「不熱心」とされた榎本武揚は更迭されてしまうが、その裏で元田永孚らの意向が働いて
おり、芳川顕正の就任、教育勅語発布への道につながっていくこととなる。
森有礼の行った教育政策は、昨今の道徳の特設教科化を鑑みて、今日的にいかなる示唆
を与えうるのであろうか。以下からは今日的な観点から、森有礼の行った修身教育の意義
について整理・考察を行いたい。
第一に、教科書検定制度を具体的に実現した点が挙げられる。このことは、国民形成の
ための教育内容に、つまりは教科書の内容に国が検定という方法を通じて介入できること
を容易にならしめた。また逆に、福沢が述べているように、政府が個人の営為に介入する
こと、その難しさも知ることができた。
第二に、従来の復古主義的な徳育の路線を、部分的にではあるが転換を図った点である。
「倫理書」の内容が、元田らの反発を招いたことは前述した。「倫理書」は、試行段階で
森が暗殺されてしまい、世に出ることはなかったとはいえ、当時の論者たちが徳育の内容
に苦心していた様子をうかがうことができる。
森の西洋主義的な徳育は、森の死後の地方官会議などで否定され、以降は復興主義的な
徳育路線が主流となった。本節では、特に道徳教科の内容をめぐる、森らの開明的路線と、
元田らの復古的な路線との思想的対決について、わずかながら言及することができた。今
日的には教科書に具体的に何を載せるのか、授業内でどういった事例を扱うのか、を考え
る際に有用な視座を獲得できたといえる。森の時代と今日とはあまりにも時代が離れすぎ
ているが、それでもなお、初代文部大臣森有礼の業績は、現代の教育を考えるために必須
の視座といえるだろう。

〔註〕
(１) 山本正身『日本教育史－教育の「今」を歴史から考える－』慶應義塾大学出版会、2014 年、124
頁。
(２) 長谷川精一『森有礼における国民的主体の創出』思文閣出版、2007 年、298 頁。
(３) 木場貞長「森有礼先生を偲びて」1938（昭和 13）年 11 月 17 日（『森有礼全集』第二巻、宣文
堂書店、1972 年）、697 頁。
(４) 能勢栄『徳育鎮定論』興文社、1890 年（『森有礼全集』第二巻）、485 頁。
(５) 海後宗臣『日本教科書大系』講談社、1961 年、17 頁。
(６) 前掲『日本教科書大系』講談社、1961 年、18 頁。
(７) 前掲『日本教育史』、130 頁。
(８) 前掲「森有礼における国民的主体の創出」、26 頁。長谷川によれば、福沢諭吉は宗教を道徳教
育に利用しようとしたとあるが、このような事実は一般的に認められていない。
(９) 大久保利謙『森有禮』文教書院、1944 年、204 頁。
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(10) 上沼八郎、犬塚孝明編『新修

森有禮全集』第二巻、文泉堂書店、1998 年、278- 282 頁。

(11) 前掲『新修

森有禮全集』第四巻雜簒二、文泉堂書店、1998 年、591 頁。

(12) 前掲『新修

森有禮全集』別巻二、文泉堂書店、1998 年、284 頁。

(13) 同上、285 頁。
(14) 前掲『新修

森有禮全集』第二巻、183 頁。

(15) 同上、186 頁。
(16) 詳しくは、前掲『新修

森有禮全集』第二巻、184- 186 頁を参照されたい。

(17) 前掲『日本教育史』、124 頁。
(18) 同上、138 頁。
(19) 稲田正次『教育勅語成立過程の研究 』講談社、1971 年、163 頁。
(20) 同上、164 頁。
(21) 同上、166 頁。

（外山太朗）
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第四節

「教育勅語」の渙発と修身教育（明治 23 年～明治 36 年）

（１）教育勅語と修身教科書
まず、本項では、この時期の修身科に大きく関係する「教育勅語」と「小学校教則大綱」
について、また、これらと修身教科書の関係やその内容や特徴を概説する。
明治 20 年代に入っても、公教育における道徳教育のあり方をめぐる権力内部、あるい
は有識者の間で展開された徳育論争は収まらなかった。この議論では、儒教道徳に基づく
東洋的な伝統思想に道徳の根本を求めるか、あるいは、西洋的な近代市民倫理を重視する
か、が基本的な争点となった。このようななかで、道徳教育の根本を確固たるものとして
明示するべく、1890 (明治 23) 年に「教育勅語」が渙発された。「教育勅語」の成立は、
森文相以来、修身教育の方針を改めたということに対する批判と、これを 1879 (明治 12)
年の「教学聖旨」の線に再び戻したいとする考え方が働いていたことによるものである （１）。
「教育勅語」が渙発された後の 1891 (明治 24) 年 11 月に定められた「小学校教則大綱」
により、修身科の授業は、「教育勅語」に掲げられた徳目を教えること基本となった。例
えば、尋常小学校においては、孝悌、友愛、仁愛、信実、礼敬、義勇、恭倹などの徳目を
教え、これらを通じた「尊王愛国ノ士気」（２） と「国家ニ対スル責務ノ大要」（３） を育成す
ることが求められ、特に女児には「貞淑ノ美徳」（４）を涵養することが重視された。また、
「小学校教則大綱」では、教科目の内容や程度についても詳しく定められ、その第 2 条で
は、「修身ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ児童ノ良心ヲ啓培シテ其徳目ヲ涵養シ人道実
践ノ方法ヲ授クルヲ以テ要旨トス」（５） と規定され、これによって修身の時間は、尋常小
学校では週 27 時間のうち 3 時間、高等小学校では、週 30 時間のうち 2 時間が充てられる
こととなった （６）。
1886 (明治 19) 年に開始された教科書検定制度では、当時の徳育論争の影響のため、修
身科については、教科書を定めず教師が口述して授業することになっていた。しかし、前
述の「小学校教則大綱」に合わせ、文部省は、
「教育勅語」が渙発された後の 1891 (明治 24)
年に「小学校修身教科書用図書検定基準」を定めて、修身科においても教科書を用いて授
業を進めることを求めた。
この検定基準は、修身教科書に掲載する事項が「小学校教則大綱」第 2 条の趣旨に適合
することを条件として、学年毎に道徳の全体に及ぶ内容を教えること、また学年が進むに
したがって「漸次易ヨリ難ニ」（７） となる内容とすることとともに、例話は「勧善的」（８）
なものであり、なるべく日本人の教材を使用することなどを示した。この検定基準に基づ
いて小学校修身教科書が編纂され、1892 (明治 25) 年から 1894 (明治 27) 年までの間に約
80 種類の教科書が文部省の検定を経て発行された （９）。しかし、明治 30 年代に入ると、修
身教科書にも新たな動きが生じる。1902 (明治 35) 年の教科書疑獄事件 （１０）を直接の契機
として、翌年 4 月、「小学校令」第 24 条は、「小学校ノ教科用図書ハ文部省ニ於テ著作権
ヲ有スルモノタルヘシ」（１１）と改正され、教科書の国定化が行われる。その最初の教科が
修身科であった。

- 34 -

次に、「教育勅語」と「小学校教則大綱」が制定されて以降の修身教科書の内容と特徴
を概説する。検定教科書の内容は、「教育勅語」や「小学校教則大綱」に示された徳目に
依拠するものであったが儒教道徳の中心である「孝」を基本原理とするものから、
「忠君」
や「愛国」という国家倫理を中心とするものへと転換していった。「教育勅語」の渙発を
契機として、明治政府の意図していた国民として自覚を持った「日本人」を育成するとい
う目標の基盤が整えられたのである （１２）。
また、この時期の修身教科書には、2 つの特徴が見られる。1 つ目は、信愛、恭敬、義
勇、公徳、忠君、愛国という徳目に基づいて教材を配列し、系統的に道徳を教えようとす
る徳目主義である。しかし、徳目は抽象的な観念であるため授業が形式的なものとなりや
すく、また、教授された徳目が実際の生活と矛盾をきたす場合も生じた。そこで、二宮金
次郎 (尊徳) 、楠正成、リンカーン、ナイチンゲールなどの伝記の人物の逸話、言行など
の「例話」を用いて徳目を具体的に教える方法が採られた。これが、人物主義という 2 つ
目の特徴である。次項より、これらの特徴を、実際に使用された教科書を例に挙げ詳細を
記述する。その際、①忠孝一本、②祖先崇拝、③家族国家観の 3 点を中心に見ていく。
したがって、検定教科書期の実際の修身科の教授は、使用される教科書の編纂方針の改
正に伴い、変化していった。修身教科書の内容の構成は、おおまかには、検定時代の徳目
主義から人物主義へ、そして国定時代における両者の折衷へと推移していったと言える。
（２）徳目主義
修身教科書について検定が行われるようになった 1892 (明治 25) 年以後、1899 (明治 32)
年ごろまでに見られる修身教材の配列の根本原則は、まず徳目を掲げてその説明に例話や
寓話が用いられるという、徳目本位の例話配列であった。これらの教科書はすべて「教育
勅語」にもとづいて編集され、一般に毎学年 (毎巻)

、「教育勅語」に示された徳目を繰

り返す編集形式をとっている。これは徳目主義と呼ばれるもので明治 20 年代の修身教科
書の特徴であった。例えば、峰是三郎の『明治修身書』 (尋常・高等各 4 冊、明治 25 年)
を見ると、次のように各課の題名も「教育勅語」の文をそのままとり、毎巻これを繰り返
している。
聖

徳

第一章

父母に孝

第二章

第四章

朋友相信す

第五章

第七章

学を修め業を習ふ

第九章

国憲を重んじ国法に遵う

兄弟に友

恭倹己を持す
第八章

第三章
第六章

夫婦相和す

博愛衆に及ぼす

公益を広め世務を開く
第十章

義勇公に奉ず （１３）

この修身教科書では、毎巻ほとんどこの題目を繰り返し、例話を変えていること、説明
の程度が次第に高まっている点だけが巻によって異なっている。これは、「教育勅語」に
よる「徳目繰返主義」のもっとも徹底した例であるが、当時の修身教科書は巻一に特別の
考慮をしているほかは、ほとんど同じような編集形式をとっていた。このほか、「教育勅
語」の全文を各巻の巻頭に掲げているものも多く、また高等科の一巻または一部を「教育
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勅語」の解説にあてているものも多い。当時の修身教科書を内容の構成からみると、①徳
目の解説、 ②格言・名句、 ③例話の 3 つからなっており、その順序といずれに重みをか
けているかによって、いくつかの類型が見られる。
また、1892 (明治 25) 年に出版され、当時全国に普及した東久世通禧著の『尋常小学修
身書』では、文部省が定めた修身科についての基本方針によるとともに、「教育勅語」の
中に示された徳目を基礎として著作されている。巻一は絵を主とした内容であるが、巻二
から四まで数科にわたった内容をまとめる徳目が標題として示してある。例えば巻二では、
第一忠君より始めて、孝行、友愛、崇師、養生、勤学、習業、倹約、礼儀、慈愛、報国の
徳目によって構成されている。巻三、四においてもすべて徳目をもって内容を編成し、重
要な忠君、孝行のような徳目は各学年において繰り返している。各徳目はその内容を示す
訓言または古典や教訓書から原文を引用し、その次に例話を挙げるようにしている。巻二
より各巻 40 課をもって構成してあるため、1 課を 1 週間で扱うという編纂の方針である。
その内容は、明治 10 年代から修身教科書に要望されていた思想を全て参考にしている。
著者は日本の国体、古来の忠孝道徳などに大きな意味をもたせて、これらを教材として強
く提出している。他の修身教科書と比較すると、本書は、徳目主義によって伝統道徳を復
活し、古来の思想と美風を失わないように考えて著作した修身教科書と見られる （１４）。
以下は、『尋常小学修身書

巻四』における孝行の徳目について扱った箇所である。前

述のように、第三課において徳目についての解説がなされ、その次の第四課において、そ
の例話が挙げられている。
第二
第

孝
三

行
課

凡、子たるもの、父母の恩を思はざるべからず。父母は、その子の生まれいでしより、
昼夜、いだき育て、常に、病なくして、すこやかならんことを祈りたまへり。その子、
やゝ成長すれば、学芸を習はせ、善き人になれかしと思ひ、又、世に立つに至れば、
悪しき友にまじはり、身をそこなはんかと、目に見ぬ事までも、心配し、生涯、子の
為に苦労したまへり。これらの厚恩は、げに、山よりも高く、海よりも深し。されば、
子たるものは、よく〱、孝行をつくすべきなり。
世のなかにおもひあれども子をおもふ思ヒにまさるおもひなきかな
第

四

課

父母の、病かゝりたまへる時は、憂へかなしみて、みだりに笑はず、みだりに怒らず、
女は、化粧もせず、なりものをもてあそばず、常に、かたはらに在りて介抱すべし。
昔、安芸ノ国に美志といふ女あり。家はなはだ貧しきに、母、病にかゝりて、立つこ
ともなりがたかりしかば、美志は、常に、側にありて、看病し、わが衣食を減じて、
薬を求め、心をつくして養ひけり。…(中略)…母は、美志が看病の宜しかりしにより、
気分もおとろへずして、六十四歳の寿命をたもちけり （１５）。
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つづいて、以下は『尋常小学修身書 巻四』で忠君の徳目について扱った箇所である。
第一

忠

君

第一課
天皇陛下は、九重のうちにましまして、したしくは、われらを視たまはねども、常に、
臣民のために、御心を悩ましたまふこと、父母の、その子を思ひて、片時も忘れざる
とかはりたまふことなし。
うづみひをかきおこしつゝつく〱と世のありさまを思ひやるかなと遊ばされたる御製
の大御心をうかゞひ奉りても、尊き御仁徳のほど、感泣するにあまりあり。我等は、
常に、天皇陛下をしたひ奉ること、遠方にある父母を思ふが如くし、身ををさめ、業
にはげみて、ひたすらに、宸襟を慰め奉らんことを心がけ、かりそめにも、この心を
失ふことあるべからず （１６）。
この課では、天皇と国民の関係が父母と子どものように述べられており、当時の修身教
科書に忠孝一本、家族国家観の思想が組み込まれていたことがわかる。
さらに以下は『尋常小学修身書 巻四』における護国の徳目について扱った箇所である。
第十四

護

国

第三十八課
我等、この尊き国に生まれ住みて、万国にならびなき皇恩をかうむることを得るは、
この上もなきほまれなり。されば、かりそめにも、外人のあなどりを受け、御国の体
面をけがすが如きことあらば、皇祖をはじめ、歴代の天皇に対し奉り、また、われら
の祖先に対して、この上の不忠不孝はあるべからず。… (後略)（１７）
この課では、忠君愛国だけでなく、祖先崇拝の思想が明確に表れていることがわかる。
（３）人物主義
徳目主義の修身教科書に対して、明治 30 年代になると模範的な人物を中心に編纂され
た「人物主義」の修身教科書が多く現れた。1900 (明治 33) 年出版の『新編修身教典』 (普
及舎) は、その代表的なもののひとつである。本書は、当時の教授法思潮によって、児童
心理の発達と教材編成の原則に従って童話や児童の日常生活から始め、次第に高度な道徳
に移り、上の学年で国家社会について内容を増加せしめることとした。また多くの人物を
挙げることとせず、国民の模範となるべき人物を選んで、それに数課をあてて授業をでき
るようにした。それらの人物の伝記によって道徳的情操や意志を教育できるようにすると
緒言に記してある。このように、明治 20 年代の徳目主義とは異なった編集の方針による
修身教科書が出版され出したことがわかる。
人物伝記によって編集してあるが、それぞれの課には、人物名の下に徳目が 1 つ宛てい
れてある。これらの内容によって徳目としては「教育勅語」、忠孝の大義に基づくとして
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いる著者の編集方針は、明治 20 年代の修身教科書と比較して著しい改変をなしたとは認
められない （１８）。
また、人物主義が取り入れられた背景には、ヘルバルト学派の影響もあった。従来の徳
目主義の教材が児童の興味を引き起こし、人格的感動を与えることは、困難であった。そ
こで、当時のヘルバルト学派の教育思想や興味論からの批判を摂取しながら、児童の興味
を喚起しつつ品性の陶冶を目指す教材編成が試みられ、1900 (明治 33) 年ごろより、童話
や模範的人物の伝記を扱い、その中に「教育勅語」の徳目を入れていくという教材配列の
仕方に変わっていった。ヘルバルト主義が受け入れられた理由として、教育の目的を倫理
学に求め道徳教育を重視した点が利用され、「教育勅語」を中心とした当時のわが国の国
家主義に適合したためと考えられる （１９）。
以下は、『新編修身教典

尋常小学校用

巻四』における孝行の徳目について扱った箇

所である。上は生徒用、下は教員用である。ここでは、伊藤仁斎を例に挙げ、課の最後に
おいて、徳目の要旨を含んだ格言・名句が記されている。
第六課

伊藤仁斎先生

(二)

先生、幼きときより、父母に事ふること、はなはだ、あつかりき。
或る時、母、病にかゝられければ、先生は大に、これをかなしみ、看病に、ちから
つくされき。
この時、細川越中守より、礼をあつくして、先生を招きたれども、母の病気中なれ
ばとて、これをことわり、孝養に怠なかりき。
然るに、そのかひもなく、母は、まもなく、此の世を、去られしが死する際に、両
手を合わせて、先生の孝養、あつきを謝せられきといふ。
先生は、母の喪、いまだ、すまざるに、又もや、父を失はれければ、たもとの涙、
かわくひまなく、父母の喪に服せられしこと、前後、合せて四年なりき。
孝行の、したい時分に、親はなし （２０）。
第六課

伊藤仁斎先生

(本課の目的)

(二)

孝行の志を養ふ。

(教授上の注意)
一

孝行の要は、父母の心を安ずるにあることを諭すべし。

一

先生が、母の病気中仕君を謝絶せられしがごときは、全く、母に対する至誠よ
り出でたることなれば、よく、その時の真清を写し出だして説話すべし。

一

終わりに、先生の孝行と渡辺崋山先生の孝行とを、対照比較せしめて、孝養の
観念をして確実ならしむべし。

一

先生が、母を喪ひ、また、まもなく父を喪はれしは、人生の大不幸なるを感ぜ
しめ、末段の誡めの語に注意せしむるや

一

学校往復途中の心得を語れ。

一

父母より仕事を命ぜられたる時の心得、いかに （２１）。
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さらに、
『新編修身教典教案
（２２）

祖先に事ふる道を示す」

巻三、四』には、本課の応用として「祖父母に事ふる道。

とあり、人物主義の時期の修身教科書にも祖先崇拝の思想が

含まれていたことがわかる。
また、『新編修身教典教案

巻三、四』の第一課「わが皇室」では「諸子、成長後の心

掛くべき忠義は如何、現在の忠義は如何」（２３） と問いかける部分があり、「現在の忠義」
に父母への孝行が含まれるのではないかと考えられる。さらに、第二十八課「国民のつと
め」では、「もし国法に違ふが如きことあらば、一身は如何になるべきぞ、天皇陛下に対
し奉りては如何。父母に対しては如何」（２４）という記述があり、天皇と父母の例を並べて
挙げていることから、国民の国家に対する義務の背景として、忠孝一本の思想あったと推
測される。
教員用の修身教科書には、その課ごとに目的、教授上の注意、主要な設問が書かれてお
り、実際の授業の際にも参考にされたと推測される。
また、教員用の修身教科書には、忠君や愛国について言及した箇所も見られ、「教育勅
語」を意識したと推測される。第一課では、学習の目的を「わが皇室の臣民を愛撫させた
まふの深きを説き忠君・愛国の思想を発揮せしむ」（２５） として直接的な言及がなされてい
る。また、後半の課では、忠君・愛国を実際の社会生活と結びつけて説いている。例えば、
第十八課では、「慈善と殖産との重んずべきを知らしむ」（２６） ことを目的として、松平定
信を取り上げ、「本課の教授は、むしろ、理性に訴えて国家の利害・得失の理を知らしむ
べきものなれば、明瞭にその観念を、愛国心を奮起せしめんこと」（２７） に注意して授業を
進めるように書かれている。第二十課では、「女工のはげむべきこと、および、公益を広
むべきことを諭す」（２８） ことを目的として、井上でん子を取り上げ、「公益の事業は、一
人一個の企て及ぶべからざるがごとく思ふは、誤りにて、日々の手仕事にも、工夫を加へ
て、改良すれば、つひに、国益をなすべきことを諭示す」（２９）るように書かれている。第
二十五課では、国民の務めとして、「国憲を重んじ、国法に遵ふは、すなわち、天皇の思
召しに従ふことなること、行政・司法の官吏は、国憲・国法に拠りて、ことを取り扱ふも
のなれば、これを尊敬すべきこと等を会得せしむ」（３０） ように教授すると説かれている。
（４）考察
本節では、1890 (明治 23) 年 ~ 1903 (明治 36) 年の期間を対象とし、その期間に修身に
おいて何が教えられたのかを探った。本項では、特に、①忠孝一本、②祖先崇拝、③家族
国家観という 3 点に注目して考察を加える。
まず、①忠孝一本については次のようなことが言える。徳目主義、人物主義のいずれの
時期の修身教科書も、第二項の『尋常小学修身書
項の『新編修身教典教案

巻四』における第一課「忠君」や第三

巻三、四』における「わが皇室」、「国民のつとめ」の課に見

られたように、忠孝一本の思想を前提として徳目を説いていると、考えられる。次に、②
祖先崇拝については、徳目主義、人物主義のいずれの時期の修身教科書にも明確な記述が
あり、祖先崇拝の思想が修身の授業を通じて教えられていたと言える。最後に、③家族国
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家観については、徳目主義の時期の修身教科書には明確な記述があったが、人物主義の時
期の修身教科書には、直接的な記述を見つけることはできなかった。ただし、第三項で述
べたように、徳目主義の時期と人物主義の時期で修身教科書の内容に大きな改変は見られ
ないため、人物主義の時期に、家族国家観が修身の授業で取り扱われなかったとは考えに
くい。したがって、前述の 3 点については、本節で取り扱った時期には、修身の教育内容
にある程度含まれていたと、筆者は考える。
また、この時期に修身で教えられた内容は、「教育勅語」の成立により、その基礎が固
まったと考えられる。その内容は、森文政期と比べると、「教育勅語」や儒教道徳の内容
に沿ったものだと言える。さらに、教師の口述ではなく検定教科書が採用されるようにな
ったことも、森文政期からの変化、修身教育における一定の方向性が定まったことと見る
こともできる。「教育勅語」は渙発されるまで、「徳教に関する勅諭」という名称で審議
されており、その徳教の中核となるのは修身道徳であった （３１）ことから、「教育勅語」の
成立は修身教育と大きく関係していると言える。すなわち、修身が重要視され始めたこと
に合わせて、徳育論争に決着をつけ、その根本を確立させることが急がれたため、「教育
勅語」の成立に至ったと、筆者は考える。いずれにせよ、「教育勅語」がこれより後の時
代の修身の内容の基礎となったと言える。そのため、忠孝一本、祖先崇拝、家族国家観と
いう教育内容は、時期により教えられる程度に差はあるが、国定教科書に引き継がれたと
考えられる。
ただしこの時期には、修身教科書ごとにその内容にも特徴が見られ、第 2 項で述べたよ
うに、『尋常小学校修身書』では、伝統道徳の復活、古来の思想と美風が強調されている
が、第 3 項で取り扱った『新編修身教典』では、著者の独自の徳目観が含まれている（３２）。
例えば、
『新編修身教典教案

巻三、四』の第二十七課「外人に対する心得」においては、

日本が外国に劣る点などを挙げ反省を促すような記述があること、「戦争は国と国との戦
にして人と人との為にあらず、されば、其国人を仇敵視するはいはれなきことにて日本大
国民の恥づべきところなり」（３３）という記述がある。すなわち、「小学校教則大綱」の第 2
条に趣旨に基づくものという制限はあったものの、使用される修身教科書によって教えら
れる内容はわずかに異なっていたと考えられる。そのような差異を検証に含めることがで
きなかったことを本節の限界として、本節を締め括る。

〔註〕
（１）海後宗臣『教育勅語成立史の研究』厚徳社、1965 年、383 頁。
（２）「小学校教則大綱、第二条」 (教育史編纂会『明治以降教育制度発達史』第三巻、教育資料
調査会、1938 年) 、95 頁。
（３）同上。
（４）同上。
（５）同上。
（６）貝塚茂樹『道徳教育の教科書』学術出版会、2009 年、28-29 頁。
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（７）「小学校修身教科書用図書検定基準 」(前掲『明治以降教育制度発達史』第三巻、教育資料
調査会、1938 年) 733 頁。
（８）同上。
（９）前掲『道徳教育の教科書』学術出版会、2009 年、31 頁。
（10）学校の教科書採用をめぐる、「公私立小学校教科用図書採定方法」により定められた地方長
官に任命された審査委員と教科書会社の間の贈収賄事件である。それまでの学校教科書は検
定制だったが、この事件をきっかけに国定化され、第二次世界大戦まで続いた。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317624.htm

(文 部科学省 HP 最終閲覧日

2015/2/4)
（11）
「小学校令、第二十四条」(前掲『明治以降教育制度発達史』第四巻、教育資料調査会) 138-139
頁。
（12）唐澤富太郎『教科書の歴史』創文社、1955 年、3 頁。
（13）海後宗臣編『教科書でみる近現代日本の教育』東京書籍、1999 年、81 頁。
（14）海後宗臣編『日本教科書大系』講談社、1962 年、690-691 頁。
（15）同上、514 頁。
（16）同上、513 頁。
（17）同上、527 頁。
（18）同上、691-692 頁。
（19）前掲『教科書でみる近現代日本の教育』東京書籍、1999 年、86 頁。
（20）前掲『日本教科書大系』講談社、1962 年、619 頁。
（21）普及舎編輯所編『新編修身教典. 尋常小学校教員用

巻四』普及舎、1901 年、9 頁。

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/756390 (近代デジタルライブラリー、最終閲覧日 2015/2/4)
（22）教授法研究会編『新編修身教典教案

巻三、四』松村三松堂、1901 年、82 頁。

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/811298 (近代デジタルライブラリー、最終閲覧日 2015/2/4)
（23）同上、70 頁。
（24）同上、143 頁。
（25）前掲『新編修身教典. 尋常小学校教員用

巻四』普及舎、1901 年、1 頁。

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/756390 (近代デジタルライブラリー、最終閲覧日 2015/2/4)
（26）同上、33 頁。
（27）同上、34 頁。
（28）同上、36 頁。
（29）同上、37 頁。
（30）同上、46 頁。
（31）前掲『教育勅語成立史の研究』厚徳社、1965 年、378 頁。
（32）前掲『日本教科書大系』講談社、1962 年、691-692 頁。
（33）前掲『新編修身教典教案

巻三、四』松村三松堂、1901 年、140 頁。

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/811298 (近代デジタルライブラリー、最終閲覧日 2015/2/4)

（田嶋佑太）
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第三章 「修身」で何が教えられたのか（その二）
―国定教科書以後の修身教育―

第一節

第一期国定教科書（明治 36 年～）

（１）国定教科書の登場
検定教科書が内容上不備（口授も可とされ、地域によって偏りがあった）であるほか、
紙質が粗悪、かつ高価であることが批判の対象となり、政府は国費をもって完全な教科書
を安価に供給し、児童が容易に教科書を購入できるようにすることが要望されていた矢先、
1902（明治 35）年に教科書疑獄事件が起きた。文部大臣菊池大麓は教科書の国定を断行
する決意をなし、閣議及び枢密院の諮詢を経て、1903（明治 36）年 4 月、「小学校令」の
第 24 条を改定、「小学校ノ教科用図書ハ文部省ニ於テ著作権ヲ有スルモノタルベシ」と規
定し、小学校教科書の国定制度を確立した。
1904（明治 37）年 4 月から国定の修身教科書が使用される。この第 1 期国定教科書は
修身教科書調査委員会で編集したものが、そのまま『尋常小学校修身』として刊行された。
編集の方針は、勅語の趣旨に基づき、「人物基本主義ト徳目基本主義トノ長短得失ヲ考へ
両者ノ長所ヲ併セ取ル」こと、「四学年ニ国民義務教育トシテ必要ナル心徳ト徳目ト徳目
トヲ授ケル」ことなどを基本としている。その内容としては、近代的市民倫理に重点がお
かれ、人格を尊重し、相互に自由を認め、思想の自由、信仰の自由などの基本的人権や職
業に対する平等観などの近代的職業倫理、国際主義などの農粉性格であった。この性格の
一例として挙げられるのが、第 1 期国定教科書高等小学校用第 2 学年用の「人身の自由」、
第 3 学年用の「他人の自由」である。前者はリンカーンを題材とした奴隷解放の話であり、
後者は「社会の安寧秩序」を妨げざる限りにおいて、何人も行動の自由」「思想の自由」
「信教の自由」を有するという内容である （１）。しかし、これらの課は二期以降には見ら
れない。
明治天皇を讃えたものがなかったわけではなかったが、日清戦争を経て、本格的に資本
主義化していこうとする時代状況もあって、全体的には近代社会に対する個人道徳、社会
道徳が説かれる傾向にあった。近代的な職業倫理を強調するのは、実業学校の整備や、専
門学校創設などの文化政策と同様、日本の資本主義経済体制の進展に対応したものといえ
よう。また国際的性格は、1899（明治 32）年の改正条約実施で、外国人のいわゆる「内
地雑居」が認められたことに関連したものである （２）。
日露戦争後、産業、特に重工業が発展し、三井、三菱などの財閥が生まれる一方で戦勝
気分が漂い、軽佻浮薄な風潮が広まったこともあって 1908（明治 41）年には「華ヲ去リ
実ニ就ク」ことを求めた戊申詔書が発布された。第 1 期国定教科書がこのような開花啓蒙
的な性格を持っているのは、日露戦争と戊申詔書の間の教科書と考えれば納得がいくだろ
う （３）。
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（２）教育勅語と国定教科書
教育勅語は修身の教科書の中でその教科教育の最終目標あるいは総仕上げとして教えら
れていた。
各期の「修身」の教科書に児童用・教師用があり、それらを通してみると、教育勅語の
扱われ方、教えられ方に大小いくつかの変化がみられる。第１期国定教科書の修身は後続
の四期と異なる独自の教育勅語の扱い方をしている。
国定第１期の「尋常小学校修身書」第四学年、児童用は「第二十七よい日本人」で教育
勅語を概説している。当時の尋常小学校は４年制であったので、これが修身の総仕上げで
あった。以下は「よい日本人」の全文である。
神武天皇が、お位にお就きになってから、今日まで、二千五百余年になります。
その間、御代々の天皇は、臣民を子のように恵み給い、臣民も、また、皇室の栄える
ように願いました。
我らも、良い日本人となって、皇室を敬い、我が大日本帝国を守らねばなりません。
我らは、父母に孝行を尽くし、兄弟の間は、仲良くし、親類と親しみ、召使いを憐れ
まねばなりません。
我らは、常に、学問を励み、知識を磨き、迷信を避け、身体を丈夫にし、勇気を養い、
志を固くして、忍耐の習慣を作らねばなりません。
また、正直で、約束を守り、時を無駄にせず、勤勉で、倹約で、友達には、信義を尽
くし、自分のことを誇らず、人の過ちは、許し、自分は、過ちをしないように気をつ
け、人の名誉を重んじ、人には、親切を尽くし、人に交わるには、礼儀を失わないよ
うにせねばなりません。
また、人と力を合わせ、近所の人と親しみ、広く、人を愛し、また、世のため、人の
ために、有益な仕事をせねばなりません。
その上、公民としては、公民の心得を守り、国民としては、国民の心得を守らねばな
りません。
常に、これらの心得を守ると、明治２３年１０月３０日に、下された勅語の御趣意に、
従い奉ることになります

（４）

。

この「よい日本人」は、諸徳目の寄せ集めである為に、あまりにも完全な人間像になっ
ている。この人物が、まず教育勅語の絶対的信奉者であることは言うまでもない。「よい
日本人」は階層的秩序のまもられている現状の社会に対して、反抗する気持ちを抱いてい
ない。刻苦勉励して自身の能力を最大限に発揮し、その結果が、国家の繁栄に寄与されて
いる。ひとたび国難が起こった時には、身を捨て家を忘れて、天皇陛下の大御心を安じ奉
る。そして、世界的視野を持って日本が後進国であることを自覚していて、礼儀正しく、
外国人と和やかに交際することが出来る。このような人物が「よい日本人」だというので
ある。
この「よい日本人」を考案した立案者の善意は良く分かるが、立案者が一見進歩的で、
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自由主義的な思想を消化しているようにみえても、根本の思想が従来の階層的秩序の保持
と絶対主義的官僚制国家支持の立場に立っているのであるから、思想の自由を説いても、
思想の自由を主張する基底の思想である民主主義とはすぐに衝突するし、また信仰の自由
についても教育勅語を信奉するのとは神観のちがうキリスト教とは相容れない構造になっ
ている。
以上の事から、第１期国定教科書の編修には政府側に立っている者の中では、比較的進
歩的な思想の持主であったことが考えられる。第 1 期の国定教科書はこのような特色を持
ち合わせているのでどの時期の修身書よりも欧米人が多く出ている（フランクリン、リン
カーン、ワシントン、ナイチンゲール、ジェンナー （５）、ネルソン （６）、ニュートン、エド
ワーズ、インス、ダゲッソー （７）、ソクラテス、コロンブス）（８）。
尋常小学校第４学年用の第１期国定教科書で扱われている題目は以下の通りである。
第一

「大日本帝国｣ 【天皇】

第二

「大日本帝国」（続き）【天皇】

第三

「愛国」 【河野通有】

第四

「忠君」 【楠木正成】

第五

「忠君」（続き）

第六

「孝行」

第七

「兄弟、姉妹」

第八

「共同」

第九

「勤勉」

第十

「時を重んぜよ」 【ダゲッソー】

第十一

「志を固くせよ」 【ジェンナー】

第十二

「勇気」 【ソクラテス】

第十三

「身体についての心得」

第十四

「知識を磨け」 【大江匡房、八幡太郎義家】

第十五

「迷信を避けよ」 、

第十六

「礼儀」

第十七

「人の名誉を重んぜよ」

第十八

「博愛」

第十九

「公益」

第二十

「兵役」

第二十一

「納税」

第二十二

「教育」

第二十三

「議員選挙」

第二十四

「法令を重んぜよ」

第二十六

「男の務めと女の務め」

第二十七

「良い日本人」
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この教科書では、徳目主義と人物主義が併用されており、諸徳目は、学校、家庭、社会、
個人、国民としての心得、総括というように分けられ、おおむね毎学年同一の徳目を反復
するという環状教案が採用され、学年進行に伴って児童の生活領域に応じたものとされた。
また、例話としては昔話を採用せず、低学年には架空の人物、中学年では歴史上の人物、
高学年では日本人の他に外国人の例話も加えて、高学年に進むにつれて訓示の比重を多く
し、格言を付すこととされた （９）。
（３）第一期国定教科書による道徳教育
第 1 期国定教科書の中から『第 1 期尋常小学修身書第 4 学年用』の教科書を例に実際の
修身教授案を見ていく。
第三

「愛国」

昔、元の兵が、我が国に攻め入ろうとした時、我が国の武士は、勇ましい働きをして、
とうとう敵を討ち退けました。
中にも、河野通有は、小さい船に乗って、大きな敵の船に近づき、帆柱を、はしごに
して、その船に乗り移り、大将を虜にして、帰ってきました。
通有は、身を捨てて、我が国を守った人であります。
以下、『道徳教育の研究』（１０）より引用。
題目：愛国
教材：修身書

第三（明治 36 年、文部省著作、尋常小学校修身書、第 4 学年）

目的： 河野通有の事蹟を話して愛国の志気を起さしむるを持って目的とす。
準備：日本地図、通有敵船にのりうつる図
教法：①予備
（１）この前に元から我が国に攻めて来たお話をしましたが、一番先に何処に攻めて
きました。たろー、その次は。
（２）その時元の兵はどんな乱暴をしましたか。
（３）それから、進んで何処に攻め上がりましたか。それからどうなりましたか。
（４）一度逃げてそれからまたどうしたのですか。
（５）我が国ではその間にどんなことをしましたか。
（６）今日はこの戦で大そーえらい働きをしました河野通有のことをお話ししませう。
（目的指示）
②提示
（１）彼の武器戦艦の我にまさりしこと。
（２）河野通有のこと…生地…為人
（３）通有国防軍に加はりしこと。
（４）通有等が船に乗りて敵船に近づきしこと。
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（５）敵船に踊り入て敵将を生擒して帰りしこと。
（６）元兵終に鏖殺せられしこと。
③比較
（１）昔の戦争の法と今の戦争の法とちがうこと。
④統括
（１）通有は元寇の時なんと思っていくさに出ましたか。
（２）通有はどんなにして進みましたか。
（３）通有はどんなてがらをいたしましたか。
⑤応用
（１）国難にあたりては誰も通有のよーな心がけをもたねばならぬこと。
（２）いくさのある時にあたりて軍人以外の人の心がけ。
（３）平時における愛国の道。
この教案は、①予備で教授の目的を指示し、②提示で例話の内容を語る、③比較で現在
との比較(場合によっては自己との比較)、④統括で今までの話を総括し、⑤応用で教訓を
探求させるため生徒に問いかけるといった当時の修身教育で採用されていたヘルバルト学
派の五段階教授法にのっとった教案であることから、当時の修身教育の教授案として一般
的であったことが窺える。
なお、次節でも言及するが、近代的な市民倫理を重んじた第 1 期国定修身教科書に対し
ては「皇国臣民ノ血族連綿タル特殊固有ナル祖先ニ対シ家国ニ対シ、君臣親子夫婦兄弟等
ノ間於ケル義理ヲ示スノ教課ニ於テ遺憾アルカ如シ」という多くの批判が示された （１０）。
海後宗臣によると、この第一期国定教科書は相異なる 2 つの立場から批判を受けている。1
点目はヘルバルト主義者によるもので、国定修身教科書があまりにも忠孝主義の徳目を授
けることによって偏って児童の興味を無視しているという点（１２）。もう 1 点は東久世道禧、
田中不二麿、野村靖と日本弘道会らによるもので、逆に忠孝本位の道徳を授ける点で不十
分であるというものであった （１３）。
（４）考察
これまで見てきたように第一期国定教科書では臣民倫理が協調されていないことがよく
特徴としてあげられているが、第一期国定教科書には第 1、第 2 学年に「天皇陛下」、第 3
学年に「皇后陛下」、第 4 学年に「大日本帝国」というように、第二期以降の国定教科書
にも踏襲される教材配列の骨格を示している。このことから、第一期国定教科書も、当然
のことながら、天皇・皇后への崇拝と国体観念の形成を目的としていたと考えられる。人
々に国民意識を形成させることを目的としていた当時の時代背景を考えると、この期の教
科書には祖先崇拝や家族に関する項が少ない点で臣民倫理が協調されていないといわれる
のだろう。しかし、この第一期国定教科書は他の国定教科書と違い独自の路線であると言
われているが、根底にあるものは他のものと同様であり、第一期国定教科書が後の国定教
科書のベースとなっていることは間違いない。
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(１) 藤田昌士『学校教育と愛国心―戦前・戦後の「愛国心」教育の軌跡』学習の友社、2008 年、68-69
頁。
(２) 小寺正一、藤永芳純『道徳教育を学ぶ人のために』世界思想社、2009 年、40 頁。
(３) 粉川宏『国定教科書』新潮選書、1985 年、31-32 頁。
(４) 近代デジタルライブラリー『尋常小学修身書

巻三

児童用』文部省、1936 年、94 頁。
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(５) 天然痘ワクチンの開発者。
(６) ナポレオン戦争などで活躍したイギリス海軍提督。
(７) フランスの政治家。
(８) 教師養成研究会『道徳教育の研究』学芸図書、2000 年、67 頁。
(９) 大西文行『道徳性形成論―新しい価値の創造』放送大学教育振興会、2003 年、113 頁。
(10) 古川哲史『日本道徳教育史』有信堂、1973 年、182-184 頁、および 196-198 頁。
(11) 貝塚茂樹『道徳の教科書』学術出版会、2009 年、34 頁。
(12) 前掲『学校教育と愛国心―戦前・戦後の「愛国心」教育の軌跡』、68-69 頁。
(13) 同上。

（後藤雅一）
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第二節

第二期国定教科書（明治 43 年～）

（１）第一期国定教科書への批判
第一期国定教科書については、東久世通禧、田中不二麿、野村靖の三名が『文部省著作
小学修身書ニ関スル意見』（ １） において批判を行った。その内容は、まず第一期国定教科
書は国民道徳の大本を明白にする上で遺憾とする点があるとし、忠孝の大義、祖先の崇拝
といった教材が少ないことを挙げ、国に対する忠、家族に対する孝をもっと強調すべきで
あるという趣旨のもとに批判した。具体的には、第一に忠孝の大義は我が民族一致の精神
的信仰であり、日本国民の特色として子孫万世にまで伝えていかねばならないものである
にも関わらず、教科書においては記述が充分でないとした。第二に、祖先を崇拝しその祭
祀を重んじることは、固有の国民道徳の根本であるにも関わらず、教科書においてはその
大義を明らかにすることを避けているとした。
その他にも、小学校の修身教科書においては迷信を避けなければならないと説き、祭祀
や敬神の念を軽蔑せしめるような悪結果を生ずるとして、合理主義的な思想によって敬神
の観念が薄れることを恐れている。また、登場人物や格言が西欧のものに偏りすぎている
こと、歴史上の人物と仮想の人物とを混在させていること、日本の祝祭日について詳細な
説明がなされていないこと、全国民に知られているとは言いがたい人物の話を引用してい
ることなど、六つの項目について批判をした。そして、以下のようにまとめている。
之ヲ要スルニ各冊ヲ通覧シテ得タルノ感覚ハ社会ニ立チ事業ヲ成功スルニ必要ナル教
訓比較的ニ大部分ヲ占メ、皇国臣民ノ血族連綿タル特種固有ナル祖先ニ対シ家国ニ対
シ、君臣親子夫婦兄弟等ノ間ニ於ケル義理ヲ示スノ教課ニ於テ尚遺憾アルカ如シ。社
会ノ一員トシテ相互間ノ徳行ニ密ニシテ、臣民トシテ国に対シ家族トシテ其家ニ対ス
ルノ義務心得ヲ教訓スルニ或ハ稍ゝ疎ナルカ如ク見ユ。要スルニ此ノ如キ修身書ニテ
教育セラルゝ吾人ノ子孫ハ他日吾人ト同シキ感覚ヲ以テ我国体ヲ愛惜スヘキカ疑ナキ
能ハサルナリ （２）。
また、日本弘道会も『国定小学修身書ニ対スル意見』（３）という小冊子の中で、第一期国
定教科書の問題点として、皇室及び国家に対する徳性の涵養上に遺憾なること、敬神の徳
を養うに不充分なること、家族及び親族に関する徳性を養うのに不充分なること、女子の
徳性を養うに不充分なること、教科書として不適切な点があること、の五点を挙げて批判
した。
他には、ヘルバルト主義の論者からの批判も受けた。彼らは、人物主義と徳目主義に関
して、徳目主義を排して徹底的に人物主義を主張した。第一期国定教科書は人物を例話と
しながらも、その伝記を徳目によって切断していると非難した。さらに、修身の教授は「訓
辭」を付して説教すべきものではないと論じた。また、低学年における教材には童話や寓
話が児童の発達に適すると主張し、教科書において童話や寓話ではなく仮作の物語が採用
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されている点を非難した。
（２）批判の背景
修身の教科書に関して、忠孝や祖先崇敬に関する記述が足りていないとする批判が起こ
った原因はどこにあるのだろうか。それは、日清・日露戦争を経て徐々に国民の間に浸透
していった「家族国家観」の思想にあると考えることが出来る。当時、世界の大国であっ
たロシアと戦い勝利したことは、世界の列強とも肩を並べられるという意識を日本国民に
芽生えさせ、民族的な自覚を呼び覚まし、民族的な自負をかきたてた。日露戦争を終えて、
日本が海外へと進出しようとしていた時期においては、海外の列強国と対峙しえるための
強力な国家を作りあげるために、国家を支える国民を育成することが必要であった。この
ような状況下で、家族国家観に基づく思想が国民の思想を徐々に支配していった。
家族国家観とは、「国家が家族の拡大延長である」とする概念である （４）。1937(昭和 12)
年に文部省が発行した『国体の大義』によると、「我が国皇室を宗家とし奉り、天皇を古
今に亙る中心と仰ぐ君臣一体の一大家族国家である」（５） とし、「臣民は祖先に対する敬慕
の情を以て、宗家たる皇室を崇敬し奉り、天皇は臣民を赤子として愛しみ給ふのである」
（ ６）

と述べている。そして、「天皇と臣民との関係は、固より権力服従の人為的関係では

なく、また封建道徳に於ける主従の関係の如きものでもない。それは分を通じて本源に立
ち、分を全うして本源を顕すのである。天皇と臣民との関係を、単に支配服従・権利義務
の如き相対的関係と解する思想は、個人主義的思考に立脚して、すべてのものを対等な人
格関係と見る合理主義的考へ方である」（７ ） とした。つまり、日本は皇室を中心とする家
族のようなものであり、天皇と臣民の関係は支配と服従のような関係でなく、天皇が臣民
を赤子とし、臣民が父母や先祖に対する敬慕の情をもって皇室を崇敬することによる家族
的な関係とした。
このような家族国家観によって、修身の教科書において、皇室への崇敬(＝忠)と親や祖
先に対する崇敬(＝孝)を結びつけた忠孝一致の思想を組み込むことが求められた。
また、国民道徳論に関する議論が活発になったことも、第一期の教科書に含まれる個人
や社会といった近代市民倫理的な道徳が批判された背景にあると考えられる。
国民道徳論が公に示された最初の場は、1910(明治 43)年に文部省が主催した師範学校
修身科教員講習会での穂積八束、井上哲次郎、吉田熊次らの三人による講演だったと言わ
れている （８）。国民道徳論とは、明治四十年代に道徳教育の国家による統制とあいまって
唱道された国家主義的道徳運動のことを指している （９）。日露戦争後の教育における思想
の混乱の中で、1906(明治 39)年の「文部省訓令第一号」において、「青年子女ノ間ニ往々
意気消沈シ風紀頽廃セル傾向」があり、「社会ノ秩序ヲ紊乱スルカ如キ危険ノ思想」（１０）
があると指摘された。ここで指摘されている危険思想とは、まさに近代的な個人主義、社
会主義の思想だと考えられる。西洋の近代的な思想を排除し、国家の価値と個人の価値と
を結び付けられるような、国家主義的な国民道徳を形成することが必要だと主張されたの
である。
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（３）第二期国定教科書の編集方針
第二期国定教科書の編集方針は、1911(明治 44)年の文部省発行『尋常小学校修身書編
纂趣意書』によって明らかにされている。各学年の編集における重点と、全体的な修正の
要点については以下のように述べられている。
我ガ国民道徳ノ枢軸タル忠孝ノ念ヲ涵養スルコトハ旧修身書ニ於テモ大イニ意ヲ用ヒ
シ所ニシテ、毎巻必ズ皇室ニ關スル御事ヲ掲ゲ、其ノ他「日の丸の旗」
「大日本帝国」
「祝日祭日」「祖先」ノ事ヲモ適宜ニ配当シタレドモ、今回ノ修正ハ一層其精神ノ養
成ニ努メ、第二学年ニ於テ早ク「皇大神宮」「祖先ヲ尊ベ」ノ課題ヲ増加掲ゲ、第三
学年以上ニ於テモ旧修身書ニ比シテ之ニ関スル課題ヲ増加セリ。…国民ノ公務ノ如キ
多少高尚ナル事項ハ児童ノ知識ノ進ミタル尋常小学校最終学年ニ於テ之ヲ課スルコト
ニ改メタリ （１１）。
他にも、例話や格言の扱いにおいても改変がなされた。その方針として、「成ルベク仮
作物語ヲ少クシ適当ナル歴史上ノ事実ヲ以テ之ニ換フルコトニ努メタリ」、「例話ハ一人
物ニテ数徳目ニ通ゼルモノヲ選ブヲ優レリトス」、「例話ハ専ラ古人ヲ選ビ、而モ男女ノ
人物ヲ交ヘ採ルヲ適当トス」、「尋常小学校ノ程度ニ於ケル児童ニ対シテハ及ブ限リ模範
人物ヲ本邦人中ニ求ムルヲ本体トシタルヲ以テ、旧修身書ニ比シ大イニ外国人ノ例話ヲ減
ジ」、「成ルベク国民ノ耳ニ熟シタル嘉言、諺辭ノ類ヲ選ブコトトシ、外国ノ格言ニシテ
適切穏当ナルモノモ亦便宜採録スルコトトセリ」といったことが挙げられた （１２）。この結
果、近代的な道徳を担っていた西洋の人物や格言が教科書から除外されることになった。
（４）第二期国定教科書の内容
第二期の教科書において説かれた道徳のうち、国家に対する道徳は全体の約 25%、人間
関係の道徳は約 40%、個人の道徳は約 35%であった。第一期の構成は、国家に対する道
徳が約 20%、人間関係の道徳が 40%、個人の道徳が 40%であったので、第一期の構成と
比べると、国家に対する道徳が少し増え、人間関係の道徳がほぼ変わらず、個人道徳が少
し減少している。国家に対する道徳のうち、国民の義務に関する内容は大きく減り、その
一方で天皇・国体に関する道徳が大幅に増えた。人間関係の道徳のうち、家族に関するも
のは 23 項目あり、第五期まで続く国定教科書の中で最も多くなっている （１３）。このよう
な修正点に、前述の家族国家観に基づく国家主義的な思想の影響が現れている。
国家に対する道徳について、第一期では忠君の項目が第三学年以上にしかなかったのに
対し、第二期では巻二の十九課『皇大神宮』など、低学年から万世一系の国体を称えるよ
うな例話が採用されている。また、忠君と愛国を結びつけた「忠君愛国」という項目が登
場したのは第二期が最初である。巻六の第六課に『忠君愛国』という例話が載せられてい
る。
第六課

忠君愛国
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明治三十七年戦役は我が大日本帝国が露西亜と戦ひて威名を世界にかがやかしたる大
戦争なり。明治三十七年二月宣戦の詔下るや、国民は一に聖旨を奉体して報国の誠を
尽さんことを期せり。
陸海軍人は寒暑ををかし苦難をしのぎて勇戦し、或は弾雨の中に平然として其の任務
を尽し、或は負傷すれども後送せらるることを否みて飽くまで戦場に立たんことを願
ひしなど、忠誠勇武なる美談甚だ多し。
国民はいづれも勤倹を事として多大なる戦費を負担し、進んで恤兵事業、軍人家族の
救護、戦死者遺族の慰藉等に力を尽したり。特に出征者の妻が心を励まして一家の事
に当り、夫をして後顧の憂なからしめ、高き身分の婦人が或は手づから繃帯を製し、
或は篤志看護婦となりて救療の事に当りしが如きは、女子として、戦時の務を尽した
るものなり （１４）。
国家に対する道徳のうち減少した国民の義務に関するものは、議員選挙・公益・興産が
各二つ、兵役・納税・国民の務・公衆衛生が各一つ、それぞれ削除された。
人間関係の道徳のうち最も増加した家族関係については、
「家と祖先を尊ぶ」
「忠孝」
「兄
弟助けあう」「良き妻の務め」「親類の恩を感じる」の五つの内容が加えられた。家や祖
先の観念は第一期には見られなかったものだが、第二期では祖先を祀る、家名を重んずる
などの課が存在する。巻六の第八課『祖先と家』はまさに家と祖先を尊べという内容の例
話である。
第八課

祖先と家

我等の家は我等が祖先の経営したる所にして、我等の父母は祖先の志を継ぎて家を治
むるものなり。されば祖先を崇敬して祭祀の礼を厚くするは極めて大切なる事なり。
一家に一人不徳の者ありても其の家の不名誉を来すものなれば、一家の人人互に本分
を守り品行を愼みて、其の家の名誉と繁栄との為に力を尽し、以て祖先の名を顕さん
ことに心掛くべし。昔上毛野形蝦夷の為に圍まれ、計尽きて逃れ去らんとせし時、其
の妻、夫を諌めて「良人の祖先は武勲を以て家名を掲げ給へり。今難に臨みて逃れ、
祖先の名を汚すは恥づべきなり。」といへり。我等は常に家を重んじ、祖先に対して
は孝順なる子孫となり、子孫に対しては立派なる祖先となるやう努むべきなり （１５）
このように『祖先と家』の例話では、連綿と続く「家」について教え、その家の一員と
して家に奉仕すべきだということが示されている。自由な個人といった要素は全く見当た
らず、家の名誉と繁栄に力を尽くして、祖先の名を広く知らせることを心がけよと説かれ
てあるのだ。
また、孝行を説く項目は第五学年までで終わり、六学年には第二期の特徴の一つである
忠孝一致に関する課が置かれている。
第七課

忠孝
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北條氏滅び後醍醐天皇都にかへらせ給ひしが、幾ばくもなくして足利尊氏反きたり。
楠木正成等勅を奉じて之を討ち、尊氏を九州に追払ひたり。其の後尊氏九州より大軍
をひきゐて都に攻上らんとする由聞えしかば、天皇は正成等を遣はして之を兵庫にふ
せがしめ給ふ。正成この度の戦には生きてかへり難しと思ひ、途中櫻井の駅にて其の
子正行に向ひ、「我死すとも汝は我が志をつぎて必ず君に忠義を尽し奉れ。これ汝が
我に尽す第一の孝行なり。」と懇に諭して河内に返し遣はしたり。此の時正行は十一
歳なりき。
正行帰りて家にありしが、父の戦死をききて深く之を歎き、一間に入りて自殺せんと
す。正行の母之をとどめ、「父の汝をかへし給ひしは腹を切れとの為にはあらず、父
に代りて軍を起し、君の御為に尽し奉らしめん為にあらずや。」といひて戒めたり。
これよりは正行は父の遺言と母の教訓とを守りて、一日も忠義の念を失ふことなく、
やうやく成人して、後村上天皇に仕へ奉り、屡ゝ戦功を立てたり。尊氏の蒋高師直等
来り攻むるに及び、正行は弟正時等と吉野に至りて天皇に御暇乞を申し上げ、亦後醍
醐天皇の御廟を拝し奉り、如意輪堂の壁板に同志の者と共に姓名を書列ね、其の末に
かへらじとかねて思へばあづき弓
なき数にいる名をぞとどむる
といふ歌をしるして出で立ちたり。かくて四條畷に至り、花花しく戦ひ、兄弟さしち
がへて遂に討死せり。
格言

忠臣ハ孝子ノ門ニ出ヅ （１６）

これらの項目に、家族国家観を基調とする第二期の特徴がよく出ているといえよう。さら
に、巻二の第五課『親類』、巻五の第二十七課『女子の務』のように、親類や良き妻につ
いて言及されるようになったことも、家族に重点を置くようになったことの証である。
人間関係についての道徳のうち、社会倫理を中心とする人間関係一般に関する道徳の項
目は減少している。第一期にあった「人の自由を守る」「人を助ける」「商いの正直」「人
に迷惑をかけぬ」「争わぬ」「自慢をせぬ」「人をそねまぬ」「礼儀正しくする」といった
項目が削除された。
個人の道徳については、第一期と比べてかなり減少している。第一期における、学校の
意義、教育を受ける、清潔にする、拾得物を着服しない、反省、心のとがめることをしな
い、僥倖を求めない、過ちをなくす、の各項目が削除され、自立自営・勤勉・勤労・忍耐
の度数の項目が一つずつ削除された。それに対し、克己・独を慎む・油断をしないの三項
目が加えられた。
第十五課

独を慎め

我等の善き事を為し悪しき事を為さざるは人たる道を完うせんが為なり。されば善き
人とならんとするには、他人の見聞せざる所にても己が行を慎まざるべからず。かく
独を慎むものは天地に対して毫も恥づる所なきなり。皇后陛下の御歌に
むらぎもの心にとひて恥ぢざらば
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世の人言はいかにありとも
とあるは我等の日常服膺すべき御教なり。
今より百二三十年前、仙台に林子平といふ人ありき。憂国の心深く、書を著して国防
の急務なることを論ぜしに、幕府之を喜ばず、子平を其の兄の家に幽閉せり。子平乃
ち一室の内に端座し、一歩も戸外に出づることなし。友人之を見て「少しく遊歩して
心を慰めよ。」といひしに、子平答へて「されど君の言の如くするときはこれ上を欺
くなり。たとひ他に知る人なしとすとも、いかでか天を恐れざらん。」とて、
月と日の畏みなくばよりよりに
人目の関は越ゆべけれども
と詠じて遂に出でざりき （１７）。
これらの内容について詳細に見ると、学問の課に新しく登場した新井白石の例など、例
話が修徳と深く結びつき、さらに個人的目的が公益や国家のためにと拡大されている。沈
着・勇気を説く例話は、新たに木村重成・毛利元就の妻・加藤清正・佐久間艇長らが登場
した。これらの例話はいずれも武士道精神・軍人精神、あるいは武力を背景にした海外発
展に繋がるものであり、第一期に見られたソクラテスなどの個人的な意思や知恵を中心と
する例話は消滅した。
第九課

沈勇

明治四十三年四月十五日呉海軍鎮守府に属する第一潜水艇隊が周防新湊沖にて潜航演
習中、第六潜水艇は不幸にも沈没し、佐久間艦長以下十四人の乗員尽く其の職に殉せ
り。初め第六潜水艇の潜航をはじむるや、少時にして機械部に損傷を生じ、海水侵し
入り、艇は傾斜して次第に沈み行けり。佐久間艦長は直ちに部下に令して応急の手段
を取りたれども、遂に浮揚るに至らず、悪瓦斯さへ発して呼吸困難となり、今は万事
休するの様となれり。此の時艦長は司令塔にありて、僅かに海面より水を透して来れ
る微光により、鉛筆にて手帳に遺言を認めたり。
遺書には先づ艇を沈め部下を死に致すの申訳なきことを言ひ、部下の将卒が死に至る
までよく職に尽したる次第を述べたり。次に此の異変によりて潜水艇の発展を妨げら
れんことを慮りて、特に詳細に沈没の原因と情況とを書き記したり。次に部下の遺族
の窮するあらんことを深く顧慮し、更に上官・先輩・恩師・友人に告別し、最後に時
は十二時四十分なることを註して筆を止めたり。
此の遺書は艇の引揚げられたる時佐久間艦長の着衣のうちより出でたるものにて、其
の沈勇にして職責を重んじ情誼に厚きには、見るもの誰か悲壮の感を起さざらん。
格言

人事ヲ尽シテ天命ヲ待ツ （１８）

この例話に登場する佐久間勉とは、日露戦争に参加した海軍軍人であり、訓練中に殉職し
た人物である。緊急事態においても自らの命を顧みずに職務をまっとうした佐久間艦長の
軍人精神がよく表れた例話である。
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また、例話として採用される人物は日本人がほとんどとなった。第一期の教科書におい
て登場した西洋人は十三人であったが、第二期になると五人に減少した。巻六では伊能忠
敬の例話が四課(第十八課から第二十一課まで)にわたって登場している。
第十八課

勤勉

伊能忠敬は上総の人なり。十八歳にして下総佐原村なる伊能氏をつげり。伊能氏は世
世酒・醤油の醸造を業とし、富有を以て聞えしかど、忠敬の家をつぎし頃には家道頗
る衰へゐたり。忠敬深く之を憂へ、何とぞして家産を快復せんとて、其の好める碁・
将棋を止め学問をさへさしおきて、一意専心家業に勤勉し、家法を定め倹素を旨とし、
躬を以て衆を率ゐしかば、次第に家運を挽回し、其の四十歳の頃には旧に倍する資産
を造るに至れり。されば関東に二回の飢饉ありし際、毎回多くの金穀を出して窮民を
救ひ官より厚く賞せられたり。
格言

精神一到何事カ成ラザラン （１９）

（５）考察
第一期の教科書は教育勅語内に含まれる道徳を主として近代市民的倫理でまとめたもの
だった。しかし、日露戦争後に活発になった国体主義的な思想の立場から、近代的な思想
は秩序を乱しかねないものであると批判され、海外の列強と肩を並べる強い国家の形成の
ためには、国家を支える強い国民の育成が不可欠だと考えられた。その批判をもとにして、
第二期の教科書は儒教主義的倫理がより強く示されるとともに、軍国主義的な教材が登場
し、それらが家族主義と国家主義との結合を軸として再編されたと考えることが出来る。
このような第二期国定教科書の家族国家観に基づく国体主義的、また軍国主義的な内容は、
含まれる例話等に違いはあれども、第二次世界大戦期の教科書にまで受け継がれていくも
のとなる。
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第三節

第三期国定教科書（大正７年～）

（１）第三期国定修身教科書の時代背景
大正期は第一次世界大戦への参戦、シベリア出兵のように、しだいに拡大主義政策を推
し進めている時代であった。第一次世界大戦後、わが国は国際的地位の向上とともに欧米
の自由主義・個人主義的思想の影響を強く受け、教育界にも欧米の新教育思想が現れ、自
由主義的な児童中心主義に基づく教育運動が行われるようになった。新教育の思想や試み
は、一部は第一次世界大戦前からわが国に紹介されていたが、とくに大戦後は大潮流とな
っていった。それらは主に私立の学校や師範学校の付属小学校などで試みられた。
この時期、国が道徳教育に対してどのような意見を持っていたのか、1917(大正 6)年に
設置された「臨時教育会議」の答申を参照する。諮問第 1 号「小学教育ニ関スル件」の第 2
回答申の中で、「一、小学教育ニ於テハ国民道徳ノ徹底ヲ期シ児童ノ道徳的信念ヲ強固ニ
シ殊ニ帝国臣民タルノ根気ヲ養フニ一層ノ力ヲ用フルノ必要アリト認ム」（１） と記され、
その理由として「外来ノ悪影響ヲ予防シ飽クマデ尊厳ナル国体ヲ維持シ(中略)殊ニ近時内
外ノ情勢ヲ顧ミルトキハ一層国民道徳ノ徹底ヲ図ルノ必要性アル」（２）とあった。
これは当時が大正デモクラシー期であり、外国からの思想の流入による混乱や国体を揺
るがすような影響を政府が懸念していたからではないかと考えられ、それらに対抗するた
め国体精神をより強固にする必要性を感じていたと考えられる。
また、小学校教科書編纂について「小学教育ニ関スル件」第 3 回答申の理由の中で、
「編
纂ニ関シテ益々改善ヲ加ヘ小学教育ノ目的トスル国民教育及道徳教育ノ徹底ヲ期スルニ於
テ遺憾ナカラシメンコトヲ要ス」（３） と述べた上で、当時の修身歴史及び国語などの児童
の特性涵養上最も重要な教科の教科書が、児童を感化させるには足りないという点を考慮
し、各教科の連携を緊密にし、児童の心身の発達に鑑みながら分量や材料の配列のバラン
スを良くするべきという考えが述べられた。
これらのことから、大正新教育の影響による児童中心主義の観点から児童の発達にあっ
た教科書の改善が求められるとともに、世界情勢や国内の社会変化に応じてそれに見合っ
た内容に修正するとしながらも、その根底ではより国体を強固なものにする必要があると
いう考えがあったと考えられる。つまり、社会の様々な変化それに伴う考え方の変化が第
三期国定教科書編纂の背景にあったと考えられる。
このような情勢のなかで、各府県師範学校から文部省に報告された修身科教科書につい
ての意見をとりあげ、時勢の推移に鑑みて修正を行うこととなった。1918(大正 7)年から
毎年一巻ずつ修正が進められ、1923(大正 12)年から新たに使用されることとなった尋常
小学校用巻六をもって完了した （４）。第三期国定修身教科書について、文部省は、第二期
の修正趣意書においてその編算の要旨・教材の選択などについて述べているのとは異な
り、第三期ではきわめて簡略に、ほとんど「時勢ノ推移ニ鑑ミ」ということばのみによっ
てあらわしており、かなり大幅な内容の変更を行なったにもかかわらず積極的にその編集
方針を趣意書において指示していない （５）。
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尋常小学修身書巻五の修正趣意書には「ナホ近世的材料ヲ増加スルコト、児童用教科書
ノ文体ヲ口語ニ改ムルコト、記事ヲ一層平易且具体的ニシ、児童ノ理解ヲ容易ナラシメ、
其ノ感興ヲ深カラシムルコト等ニ意ヲ用ヒタリ」（６） とあり、巻六の修正趣意書には「ナ
ホ本巻ハ義務教育ヲ終了セントスル学年ニセシムルモノナルコトヲ考慮シテ、国家社会ニ
関スル心得ヲ教フル材料ヲ増スコトニ意ヲ用ヒタリ」（７）と付け加えられている。
ただ、巻六で新たに加えられた「国交」、「共同」、「憲法」などについて、それぞれ修
正趣意書をみてみると、「『国交』ハ国際間ノ現状を知ラシメ、列国トノ交際ノ大切ナル
コトヲ教フルヲ緊要ナリト考ヘテ」（８）、「『共同』ハ社会ニ立チテ公共ノ福利ヲ増進センガ
タメニハ、他ノ人々ト和衷協同スル精神ノ大切ナルコトヲ教フルコトノ時世ニ適切ナルヲ
思ヒテ」（９）、「『憲法』ハ（中略）次ノ『国民の務』三課ト連関シテ立憲国民トシテノ心得
ヲ養ハンガタメニ」（１０）これらの課を加えたと述べられており、当時の国際状況とその中
で国際的地位が向上していた日本がどうあるべきかに見合う内容に変化させようという意
図があったと考えられる。
（２）第三期国定教科書の内容及び特徴
内容の変化を第二期の教科書と比較すると、6 ヶ年を通じて計 27 課が削除され、27 課
が新しく組み入れられたほか、課名・例話の内容も大きく変更された。
実際に改められた課をみると、第二期における巻二の「親の恩」、巻三の「兄弟」「皇
室を尊べ」、巻四の「忠君愛国」「人は萬物の長」、巻五の「皇太后陛下」「油断するなか
れ」「志を堅くせよ」「主人と召使」、巻六の「膽力を養へ」「規則正しくあれ」「迷信を避
けよ」が削除されている。そのかわりに第三期では、巻ニの「自分のことは自分でせよ」
「工夫せよ」「人の難儀をすくへ」、巻三の「整頓」、巻五の「公民の務」「公益」「衛生」
「自信」「勤労」、巻六の「国交」「進取の気象」「共同」「憲法」の 13 課が新しく設けら
れている。
削除された課の大部分が国家主義・家族主義、あるいは儒教主義的倫理を説くものであ
ることは、第二期の教科書に顕著であった家族主義や儒教的な内容を削ったことを示して
いる （１１）。逆に付け加えられた課のすべてが公民的、社会的、自主的なものであり、さら
に国際協調を説く性格の教材を取り扱った課であることは、第二期国定教科書の修正が示
した方向を明らかにしている。
(ⅰ)公民性、社会性を帯びた道徳内容の増加
第三期国定修身教科書において、尋常小学校 6 ヶ年にわたって各課の主要な道徳として
取り上げられているものは 159 である。このうち国家に対する道徳は 3 割に近く、人間関
係についての道徳は 3 割 5 分、個人の道徳は 3 割 7 分の割合をそれぞれ増加し、その代わ
りに人間関係についての道徳の割合が減少している （１２）。
これらの内容をさらに細かく見てみると、第二期の修正を第一期教科書の方針に近いも
のに改めようとする考えがあったことも認められる。国家についての道徳のなかで圧倒的
に大きな比率を占めていた天皇・国体に関する道徳教材は、全体(国家についての道徳)の
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増加にもかかわらずいくらか減少している。これは全国定教科書を通じて、第一期に次い
で少ない割合となっている。逆に第二期ではわずかに抑えられていた公民的な国民の義務
に関するものは増加して、第一期と同じ割合で取り上げられている。
しかし、こうした傾向は第二期と比較して認められることであって、第一期と比較すれ
ば、天皇・国体についての道徳の増加による国家に対する道徳の強化、家族関係の道徳が
増大していることなどがわかる。したがって、第一期の持っていた近代的道徳内容をとる
性格を再び示しながらも、なお第二期の教科書で確立された国家主義的、家族主義的な内
容の構成を依然として受け継いでいるのである （１３）。
国家道徳に対する道徳のうち、天皇・国体に関するものは 3 課減少したが、最も大きな
変動は「聖徳」をたたえるものが 6 課、「忠君」を説くものが 1 課、それぞれ削られたこ
とである （１４）。これらの一部は国家への参加を説くものに形を変えている。例えば、巻六
の第二課から「榮行く御代」として 4 課にわたって説かれていた内容が、「国運の発展」
と標題を変えて課の数も 2 課になったことが挙げられる。
「国運の発展」の内容としては、
それまでの日本の文明化、発展の過程を述べるとともに、「将来我が国が更に発達してこ
れらの国々と肩をならべて共共に、文明の進歩をはかつて行くやうにするのは、我等の責
任です」（１５） とあるように、国の発展ために国民は力を合わせなければならないというこ
とが説かれている。
国民の義務に関する道徳の増加は主として公民的教材として拡充された。例えば巻五で
は「公民の務」「公益」「衛生」などが新たに加えられ、巻六では第十七課の「憲法」が
新たに加えられるとともに「国民の務」が 1 課から 3 課へと内容が拡充された。
巻六

第十七課

憲法

人が国体をなして生活するには、誰も守らなければならない規則が必要です。もしか
やうな規則がなく、めいめい勝手気ままなことをしたら、とても一しょに生活するこ
とは出来ません。それで国のような体では、特に規則が必要です。国の規則はすなは
ち法令であつて、国民はこれによつて保護され、社会はこれによつて安寧秩序を保た
れるのです。国民がもし法令を重んじなかつたら、国は秩序がみだれてその存立を全
うすることが出来ません。我が大日本帝国憲法は、天皇がこれに依つて我が国をお治
めになる大法で、したがつて法令の本になる最も大切な規則です。明治天皇は皇祖皇
宗の御遺訓に基づかれて、国の繁栄と国民の幸福とをお望みになる大御心から、君臣
共に永遠にしたがふべきこの大法を御制定になり、明治二十二年の紀元節の日に御発
布になりました （１６）。(後略)
巻六

第十八課

国民の務(其の一)

今日文明諸国は、みな協同して、戦争を避け平和を保つために、出来る限りの力を尽
しています。しかし、世界にたくさんある国と国との間には、いろいろの原因からい
つ戦争が始まらないとも限りません。それで、もし我が国にも禍が及んで、国の安危
に関するやうなことが起つたら一大事です。それ故に、我等が一致して我が国の防衛
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に心を用ひ、その安全をはかるのは最も必要なことです。
我が国は昔から一度も外国のために国威を傷つけられたことはありません。これは御
み

い

づ

代々の天皇の御稜威と、我等の祖先が忠誠武勇であつたこととによります。(中略)我
が国民中、満十七歳から満四十歳までの男子は、皆兵役に服する義務があります。(中
略)兵役に服して国の防衛に当たる事は、我等国民の最も大切な義務であると共に、
また大きな名誉であります
巻六

第十九課

（１７）

。(後略)

国民の務(其の二)

(前略)公共の安寧秩序を保ち、通信・交通を便にし、産業の発達をはかるなど、国民
共同の福利を増すために、国の為さなければならない事がたくさんあります。したが
つて国にはこれ等の仕事をするための費用がいります。
(中略)国の費用も同様に、我等が国民として分担するのが当然で、それがためにもま
た租税を納めなければなりません。(中略)我等がもし納税に関する申告を怠つたり、
納税の期限に後れて督促を受けたりすると、国に無益の手数をかけます。まして申告
を偽つて脱税をはかつたり、期限に後れて滞納処分を受けたりするやうなことがあつ
ては、自分の恥であるばかりでなく、国の仕事の妨げになります （１７）。
巻六

第二十課

国民の務(其の三)

帝国議会は憲法の規定によつて毎年招集され、我が国の法律や予算などを議決する大
切な機関です。(中略)我等は将来、帝国議会の議員を選挙し、或はその議員に選挙さ
れて、国の政治に参加することが出来ます。
帝国議会の議決は国の盛衰に関係しますから、したがつて議員の適否は国民の幸不幸
となります。(中略)帝国議会の議員を選挙するにも、同様によく注意して、候補者の
中から、性行が善良であり、りつぱな考をもつてゐる人を選挙しなければなりません
（１９）

。(後略)

また公民性、社会性を帯びた個人道徳として新たに加えられたものに、巻六第十三課「共
同」が挙げられる。
巻六

第十三課

共同

久留米の東、筑後川に沿うた地方では、水が近くにありながら、川底が深く流が急な
ために、灌漑の便利が悪くて作物が出来ず、人々が大そう困つてゐました。
今から二百六十年ばかり前に、この地方に(中略)五人の庄屋がありました。五人は村
々の困難をどうかして救ふ方法はあるまいかと、いろいろ相談し合ひ、十分測量もし
いせき

た上で、遂に筑後川に大きな 堰 を設け、掘割を作つて、水を引くより外はないと決
心しました。(中略)久留米藩では、かやうな大工事はとても成し遂げることは出来ま
いと思ったので、なかなか許しませんでした。藩の役人は五人に向かひ、「もし計量
せめ

通りに行かなかつたらどうするか。」とききますと、「その場合には私共五人が責を
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負うて、どんな重い刑罰でも快くお受けいたします。」と答へました。そこで役人も
五人の決心の堅いのに感じ、とうとうその願いを許しました。(中略)工事に集まつた
人々は口々に、「五人の庄屋を罪に落としてはすまない。」と言つて、一生けんめい
に働き、(中略)さしもの大工事も意外にはかどり、大きな堰が出来上がりました。
これまで水が少なくて作物のとれなかった此の地方が、収穫の多い仕合はせな土地に
なつたのは、この五人の庄屋が心をあはせ必死になつて力を尽したおかげです （２０）。
5 人の庄屋が団結して政治の貧困を埋めたという民衆の力を示唆する例話を挙げている
ことは、この時代の考え方の特色を示すものである （２１）。
(ⅱ)国際協調の性格を帯びた道徳内容
第三期の特色の一つである「国際協調」精神のあらわれは、新たに付け加えられた巻
六第四課「国交」によく示されており、国際連盟の一員として世界平和に貢献すべきこと
を国家全体の方針として強調している。
第四課

国交

隣・近所同士に親しくして助け合ふことが、共同の幸福を増す上に必要なことは、い
うまでもありません。それと同様に、国と国とが親しく交り互いに助け合っていくこ
とは、世界の平和、人類の幸福をはかるのに必要なことです。今日各国互に条約を結
び、大使、公使を派遣して交際につとめてゐるのも、主としてこれがためであります。
明治天皇は、諸外国との和親について非常に大御心をお用ひになりました。明治 41
年に天皇の下し賜はった詔書のなかにも、益々国交を修めて列国と共に文明の幸福を
楽しまうと仰せられてあります。
世界大戦役の終に平和会議がパリ―で開かれた時、我が国もこれに参加しました。こ
の会議の結果、出来上がったのが平和条約で、将来世界の平和に大切な国際連盟規約
はこの条約の一部です。この条約の実施された大正九年一月十日に今上天皇陛下は詔
書を下し賜はって、万国の公是によって平和の実を挙げ我が国力を養って時世の進歩
に伴ふやうに努めよと国民にお諭しになりました。…(中略)…
我等も国交の大切なことを忘れず、つとめて外国の事情を知り、外国人と交際するに
当たっては、常に彼我の和親を増すやうに心掛けませう （２２）。
ここには、天皇を中心にわが国が国際的協力をすべきことが明言されており、わが国が
国際連盟の一員として世界平和に貢献していくという国家政策が教科書の内容に反映して
いることがわかる。
また、巻四第二十二課「国旗」では、
国旗はその国のしるしでございますから、我等日本人は日の丸の旗を大切にしなけれ
ばなりません。又礼儀を知る国民としては外国の国旗もさうたうにうやまはなければ
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なりません （２３）。
とあり、これらは鎖国的な忠君愛国的色彩を修正しているとみることができる。
(ⅲ)第二期から変化がなかった内容
これまで第三期において新たに加えられた教材についてみてきたが、一方で国民道徳の
柱である忠孝や国家家族観に関わるものはなくなったわけではない。巻六において「第五
課

忠君愛国」、「第六課

忠孝」、「第七課

祖先と家」などは変化がなかった。

「忠君愛国」では、「我等国民は祖先以来、かやうに御仁慈であらせられる天皇をいた
だいて、君のため国のために尽すのを第一の務めとしています」（２４） とあり、「忠孝」で
は親子二代で天皇に忠義を尽くした楠木正成の話が使用されている。また「祖先と家」で
は、「一人の善悪の行は、(中略)一家全体の幸不幸となり、祖先の名にもかかはります。
それ故一家の人々は、皆心をあはせて家の名誉と繁栄の為に力を尽し、(後略)」（２５）と述
べられており、あくまで国民道徳の基調は変化していないといえる。
（３）大正新教育による修身科教授の改造
大正デモクラシー期に特徴的な新教育、児童を教育の主体としその興味関心や生活現実
の必要に即して教材内容を編成し教授方法を工夫しようとする多彩な展開が、当時の修身
科教育においても影響していた。そこで本項では、新教育を実践していた教育者らの修身
教育の内容、また修身教育に対する意見について述べるとともに、修身教授改造の動きの
限界についても述べる。
(ⅰ)及川平治の分団式動的教育法
及川平治は、児童の自発性と協同性に基づく児童中心の「為すことによって学ぶ」とい
う動的教育論を唱えた。修身科の授業はどのように行われたかというと、その方法原理に
基づき、教師や教科書中心の画一的注入は否定された。教材は教科書からではなく、児童
の生活そのものからとられた。そして、徳目は、教師が一方的に解説し教え込むのではな
く、討議と協同生活を通して体験的に学習されるような授業が展開された。
その具体例として、『分団式各科動的教育法』にある修身科の実地教育過程の例解を参
照する。尋常小学 3 年の「病気を見舞ふ」という授業では、学友小川陽一君の病気を契機
に、この主題が構想される。授業では、同君の病状が紹介され、どうしたらよいのか自発
的に話し合われ、その結果、見舞いの仕方や見舞い品として、図画、書き方、手工、綴方
などを送ることになり、病友を慰めることをしている （２６）。
そして、次のように述べている。
人、或はいはん、
『汝の修身教育は、図画、手工、綴方にあらずや』といふを止めよ。
病友を思ふの至情は種々なる慰藉の方法に発露し、たまたま図画、手工、綴方なれる
に過ぎず。余は図画、手工の成績の抽出につきて何等の批評も加へず、彼等の作業中
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は只左の言葉を繰替せるのみ。汝らの作品の小川の手に達せるとき彼は如何に喜ぶな
らん。作業は図画となり、手工となれり、然れども、是病友を思ふの至情が胸億より
流露したるなり、確かに動機と行為は連合せり、現行修身教育の如く実地、病友を見
舞ふ機会あるもこれが利用を企てず、教師『誰さんはなぜ欠席ですか』児童『病気で
す』教師は出席表に『病欠』の符号を記入するに止まり、実際生活に縁遠い訓辞を喋
々するもはたしていくらの効用あるべきか （２７）。
つまり、これまでの修身教育は、児童が欠席するという日常の出来事に教材を見出すこ
とはせず、ただ出席表に欠席と書くだけで終わってしまうが、及川はそういうものを教材
として児童の自発的な道徳心を養うべきだと考えていた。
また、題材や修身の目的について、
題材は、児童の感じ方、為す仕方であって、例話格言の如きは之が資料たるに過ぎず、
故に如何に例話格言を暗唱するも自己の行為の正からざらば修身の目的を達し得たる
ものといふべからず （２８）。
と述べているように、及川にとって修身教育は、教科書の徳目観念の知的な教授ではなく
児童の生活の中で「為すことによって道徳性を学習する」ことを目指した活動であった。
つまり、児童の生活現実を基盤として、既成の徳目や教科書に縛られず、さらに修身科
という教科そのものの枠を超えた活動形態を構想したものだったのである。
(ⅱ)千葉師範学校附属小学校の自由教育
千葉附属小学校では、自学と自治を理念に掲げ、教師の命令によってではなく、児童が
自己の生活を統制できるように尋常小学校 1 年生から学級自治会を組織させたり、毎日午
前 11 時から正午まで児童に教科ならびに学習の場所を自由に選択されたうえでおこなう、
自由学習の時間が設けられたりした。
実際にどのような修身教授が行われていたのかを千葉附属小の教諭が修身教授について
記述した論文 （２９）を参考にみていきたい。
教師が一方的に指導するというやり方ではなく、生活の中で児童が見つけた事柄を学級
児童全体の問題として、各自が考え批判、反省し、教科書の徳目に絡めて教授するという
やり方だったようである。そのため、教科書の徳目の順番通りに教えるのではなく、その
時々の児童の状況によって徳目を選ぶことで、あくまで児童の生活を中心とした修身教授
であった。
尋常小学校 6 年生の修身のある授業では、お湯屋を扱っている （３０）。教師は事前に児童
にお湯屋について道徳的な観察をし、気づいたことや改善したい点を考えさせ、授業では
その研究を各自発表しみんなで話し合うというものである。発表では、「桶が足りなくて
困っている人がいるのに桶を必要以上に使っている人がいて良くない」、「お風呂の中で
大きな声を出すのは良くない」、「混雑しているときにお湯を汲む順番がなかなか回って
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来ず困っていたが知らない人が汲んでくれたので助かった。みんなもそうしたら他の人も
喜ぶと思う」などの他人への気遣いの話や、「湯船で顔を洗うのは良くない」という児童
の意見に対して教師が公衆衛生の大切さを説くなど、一つのテーマの中でいろいろな徳目
を学んでいるように思われる。千葉師範学校付属小学校においては、修身科においても自
ら問題を発見し話し合う自学主義の姿勢があったといえる。
(ⅲ)木下竹次の奈良女子高等師範附属小学校における合科学習
（３１）
木下は「学習の全生活が学習の機会である」
という「生活即学習」の教育観に立ち、

生活学習の場として「合科学習」という概念を展開した。合科学習とは学習部門を分けず
に一体化して学習し、教師中心の他律的訓練、教科書本位の注入による教授から解放する
というものである。奈良女高師附属小学校において、修身科教育も合科学習に融合されて
いた。
この学校の訓導だった岩瀬六郎は、修身科教育について「生活修身」として実践し、既
定の教科書教材ではなくて、児童の生活現実が学習題材とされた。具体的には、児童が日
常生活から学習教材をとらえる場として自治会があり、この自治会に出された問題は、そ
の場で解決するもの、提案者に再考を促すもの、各科の学習に移管するもの、修身時間の
学習に移管するものに分けられた。したがって、修身科の時間の学習活動は、「自治会の
延長」であり、その学習形態はたいてい討議の形で実践の指導が行われた。修身科教科書
は、このような学習の資料、または締めくくりのために使用された。
(ⅳ)野村芳兵衛の修身科教科書に対する意見
野村は、大正 13 年に池袋児童の村小学校を創設した新教育の創造に貢献した人物であ
る。修身教育について、児童をみつめてそこから教育の目的や方法を見出す （３２）という考
え方から修身教授の方法的着眼点を次のように述べる。
第六節

概念を早く与えないで、生活を中心にした教育をすること

第七節

教師の心持ちを伝えるのに、なるべく概念的な説明をさけて、芸術作品の力
をかりること

第八節

いい思索態度、即ち実感を基礎にした思索の態度を養って行くこと （３３）

また、野村は国定修身教科書の内容に対して 1~6 年まで各課に対する意見を述べている。
巻一〔五〕
ケンクヮヲスルナ
喧嘩することが逆縁となって、子どもたちはだんだん社会性に目覚めて行くやうに私
には思はれる。小さい中に喧嘩させないと、純な喧嘩の仕方を学ぶことができない
（３４）

。
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巻二〔五〕ベンキャウヲセヨ
あまりいい話ではない。資本家になるための勉強か。（中略）子供はこんな話をきく
と、乞食はみな不勉強家と思ふかもしれない （３５）。
巻六〔二・三〕国運の発展
地理や歴史を終ってから、それらの知識を持って子供たちがこの二課を縦横に味わっ
た方がいいと思ふ。学年の終りへ持って行きたい （３６）。
巻六〔四〕国交
前に同じ （３７）。
巻六〔一六〕良心
良心は保とうと言ふ心持ちと、育てようという心持ちと二つで守らなくてはならない。
あまり善いこと善いことと、やかましく概念的に教え込むと、良心は曇って偽善者に
なる （３８）。
巻六〔一七〕憲法
吾等は立憲国の国民である。(中略）政治のことを言ふのはお上に不忠義だなど言ふ
他律的根性を捨てなくては駄目だ。青年会などは自治させて、政治生活を体験させる
のがいいと思ふ （３９）。
巻六〔二一〕男子の務めと女子の務め
女らしい女も、男らしい男もそのままに人らしい人であることを説いたもの。（中略）
但し例外はあってもいいと思ふ。職業婦人もあっていいし、独身男女もあっていい。
事実は（中略）複雑なんだから、概念的にはっきり差別することはよくないと思ふ（４０）。
以上のように、大正新教育による修身科教授の改造についてみてみると、一教科として
ではなく合科学習的なやり方、そして児童の生活のなかで教材を見出し、児童のなかから
問題提起をさせるようなやり方という新教育の特徴が、それまで徳目の画一的な注入とい
う方法であった修身においても実践されていたことがわかった。
しかし、当時の道徳的権威、つまり天皇や教育勅語は不動の立場であった。奈良の生活
修身の場合は、生活教材としての「記念日型材料」の取扱いにおいては、「国体観念、忠
君愛国思想」を基底に持つものであり、この点に関しては国定修身教科書の内容とまった
くかわるところがない （４１）。千葉師範附属小学校においても、徳目を必ずしも順を追わず
に児童の生活にそったものをその時々で取扱うという部分的な改良に限定された。徳目主
義や徳目主義的国家権力の教化政策への批判を問題にすることは、できなかった。
野村芳兵衛の場合も、修身教材への批判も天皇や教育勅語に関する部分はそのまま肯定
されている。巻一、十六課「テンノウヘイカ」について野村は、国民と皇室との関係を政
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治的によりも人情的に理解し、「…人情的には日本の国体を忘れず、素朴な祖先の生活を
慕ひ、建国から今日まで、本家を守って親密に一団の生活を続けてきた人情を失いたくな
いと思ふ」（４２） と述べている。また巻六、二十五～二十七課「教育に関する勅語」につい
て、「天皇は、国民にとって親しい御親である。勅語は温かい御親の呼声である」（４３） と
解釈しているのである。
したがって、修身科教育の改革運動も、大正新教育という児童中心の教育実践や思想は
あるものの、大局的にみれば忠孝を一体とした家族国家観に基づく教育勅語価値体系を、
児童の脳裏により自発的に形成するための方法上の改良であったと理解される （４４）。そこ
で形成された道徳性は、天皇や国体に最終的権威を認めるものだったのである。
（４）考察
第二期国定教科書は、その後の国際関係・国内思想の変化の反映によって修正され、第
三期国定教科書へ至ったと考えられる。第三期国定修身教科書では、第二期の教科書に顕
著であった家族主義や儒教主義的な内容の教材の多くが削除される一方で、社会道徳を説
いた公民的教材が大幅に増加した。公民教材の充実、平和思想の主張さらに、社会性、国
際性の強調が特徴として見られる。当時は第一次世界大戦後であり、日本は国際連盟に加
盟するなど国際的な地位が向上していた。当時の国際状況の中で、日本も他国に劣らず近
代的な国家であることを示すために、またその後の国を支えていくのにふさわしい人物を
育てていくためにも、公民性や国際性を帯びた内容が増加したと考える。
しかしながら、国家や家族倫理を基本としていることは第二期と同様であった。第三期
国定教科書の時代は大正デモクラシーの時期でもあり、さまざまな思想が流入していたた
め、国が国民の思想を改めて統一するために国民道徳の基調を受け継ぎ、これを軸のひと
つとしていたのではないかと考える。第三期で増加した公民的教材の内容も「国のために」
という印象が残るものが少なくなかった。さらに、第三項で扱った大正新教育による修身
科教授の改造についても、教育界においては大きな変化だったに違いないが、あくまでそ
れらは方法の改革にとどまっており、国定教科書の内容を超えるようなものは今回見つけ
ることはできなかった。新教育の流れが後に国によって弾圧されるようになったことを考
えても、当時の修身教育の内容は、国の方針や都合によるところが大きかったといえる。
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第四節

第四期国定教科書（昭和８年～）

（１）第四期国定教科書の時代背景
1931（昭和 6）年の満州事変を契機として日本の教育は戦争の影響を直接に受けるよう
になり、1937（昭和 12）年の日華事変（日中戦争）以降、その傾向はさらに強まってい
った。すでに陸軍省は、1934（昭和 9）年に陸軍パンフレットと通称される『国防の本義
と其の強化の提唱』を発布し、国防教育の重要性を強調していたが、1935（昭和 10）年 8
月に政府が発した「国体明徴ニ関スル件」では、「我ガ国体ハ天孫降臨ノ際下シ賜ヘル御
神勅ニ依リ昭示セラルル所ニシテ、万世一系ノ天皇国ヲ統治シ給ヒ、宝祚ノ隆ハ天地ト与
ニ窮ナシ」として、天皇による無限の歴史性を持つ忠実こそが国体であるとされた （１）。
また、1938（昭和 13）年の「国家総動員法」によって、政府が総力戦遂行のための人
的・物的資源を統制し運用できるようになると、教育行政も政府の政策に従属していった。
とりわけ、国民統合原理としての万世一系の皇室を核とする国体論では、皇国と皇国民の
観念が強調される中で、国体に反すると認められる思想や宗教、文化や運動に対する弾圧
は激しくなり、国民生活の広範な分野において総力戦体制の枠組みが形成されていった
（２）

。

総力戦体制下での教育を規定した基本的な特徴の一つは、昭和初期の大恐慌を底流とし
た、いわゆる「思想問題」の沈静化である。具体的にそれは、学問・思想・教育における
自由の抑圧（異端の排除）として進められた。
学問・思想の分野における抑圧の象徴的なものは、1933（昭和 8）年に京都帝国大学で
起きた「瀧川事件」であり、思想弾圧の対象がマルクス主義ばかりでなく、自由主義にま
で及んだことを示したものであった。さらに、「瀧川事件」から二年後の 1935（昭和 10）
年には、東京帝国大学教授であった美濃部達吉の「天皇機関説」に対する弾圧が起こった。
美濃部の「天皇機関説」とは、統治権は法人たる国家にあり、その最高機関として内閣を
はじめとする他の機関からの輔弼を得ながら統治権を行使すると説いた学説であり、20
年以上もの間、憲法理論の主流となっていたものであった （３）。
ところが内務省は、同年 4 月 9 日に美濃部の著書 5 冊を発禁し、翌 10 日には、松田文
部大臣は、「苟モ国体ノ本義ニ疑念ヲ生是シムルガ如キ言説ハ厳ニ之ヲ戒メ常ニ其ノ精華
ノ発揚ヲ念トス」とする「国体明徴訓令」を出した。「国体明徴訓令」に基づき、各大学
の憲法担当教授の著書・講義案・論文などが調査され、「天皇機関説」に基づいた憲法関
係図書 20 点以上と約 10 種類の法学関係書に対する絶版が勧告された。
「瀧川事件」と「天
皇機関説」問題によって、日本の社会についての科学的な研究の道は閉ざされ、これ以後
は「国体ノ本義」の理念を盾にした思想が強調され、学問の自由を守ろうとする動きも急
速に力を失って行ったのである （４）。
（２）第四期国定教科書の編纂方針
第四期国定教科書編纂趣意書によって編纂の根本方針を見ると、「忠良ナル日本臣民タ
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ルニ適切ナル道徳ノ要旨ヲ授ケ（中略）殊ニ国体観念ヲ明徴ナラシム」（５） と記されてい
る。この方針によって修身教科書は、生徒が忠良な日本臣民としての道徳を修められる内
容のものに修正し、国体観念を明徴にするという趣旨を示した教科書に改めることとなっ
た。これは編集の基本方針において、従来の修身教科書編集の主旨と著しく異なるものを
示している。これによって修身教科書の修正が進められたのであるから、修身教科書の内
容は著しい改変をうけなければならなかった。この第四期の修正にあたっての教材の選択
及び排列の一般方針については次のように述べてある。
今回ノ修正ニ当リテハ、児童ノ徳性ノ情的方面並ビニ意的方面ノ陶冶ニ一層重キヲ置
キ、児童ノ経験ニ即シ、児童ノ心情ニ触ルゝコトニ特ニ意ヲ用ヒテ、教材ノ選択及ビ
排列ヲナスコトトセリ。カクノ如ク本書ハ児童ノ生活ニ留意セルノミナラズ、我が国
現代ノ社会生活ニツキテモ深ク考慮セル所アリ。蓋シ現代生活ノ要求ハ、億兆一心ノ
共同生活ヲ全ウスルニアリ。是ヲ以テ心得ヲ授ケ実践ヲ導クニ、共同生活観念ヲ基調
トスル点ニ意ヲ用ヒタリ （６）。
児童の心情や生活の重視を明らかにすると共に教材の現代的な取扱などが、すべて億兆一
心の共同生活という満州事変後における国家の要請にもとづいてなされなければならない
ことを示している。
また従来児童用教科書は教師の説く話の要点を示すものとして編集されていたのを改
め、児童用教科書を児童の愛好する書物となすことに努力し、感動を与える読物として作
成することとしている。従って修身教科書であってもその文章は「独断的ニ陥ルコトナク、
ナルベク啓発的ニ授クルヤウ工夫シ、児童ノ領解ト感激トヲ深カラシメ、且実行ノ意志ヲ
起サシムルヤウ記述」（７） する方針をとった。修正された教科書は、それまでの教科書と
くらべて課の数が巻一で二課、巻二で一課増し、各巻二十七課とほとんど変りなかった。
しかし頁数は二倍近いものとなって著しく拡充された、また今まで二年までであった掛図
も全学年に設けられるなど、児童の感興を刺激して道徳教育の効果をあげる方法を工夫し
ている （８）。
（３）第四期国定教科書の特徴と具体的内容
外形上からの著しい変化は、表紙の墨色黒枠の暗いものから、うす青色に花模様をちら
した教科書となった。また巻三のなかばまで初めて色刷りの挿絵が用いられるようになる
など、明るく親しみやすいものとなったのである。これによってほとんど同時に刊行され
た国語教科書と共に、積極的に児童の心理に副うことを目的として編集した教科書となっ
た （９）。各課の題目は従来主として徳目がかかげられたのに対して「学校」「天長説」「先
生」「友だち」「夏休」「お正月」など、生活にふれたやわらかい表現がとられるようにな
った。巻一の「親の恩」が「おとうさんおかあさん」と改題されたなどその例である。そ
のほか内容として命令・禁止の形をとる表現が改められた部分も少なくない。その排列も
一層児童の生活上の関心を考慮し、季節や年中行事にそうものとなった。例話の扱いにつ
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いては、古来の童話やイソップなどの寓話が用いられるようになっている。巻一の第六課
「元気よく」の金太郎、第二十二課「勉強」においてウサギがカメに追い越される絵が描
いてあるなどが例である。こうした編集によって、第四期の修身教科書はきわめて情緒性
の高い内容を持つものとなった （１０）。
第四期国定修身教科書において、尋常科六ヶ年にわたって各課の主要な徳として説かれ
ているものは延べ１５８である。このうち国家に対する道徳は３割５分に近く、人間関係
についての道徳は３割、個人の道徳は３割７分の割合をそれぞれ占めている。この構成を
第三期の修身教科書と比較すれば、国家についての道徳は増しているが、人間関係や個人
は僅かであるがそれぞれに減少している。国家に対する道徳の割合が全道徳の３分の１を
超えたことは、修身教科書の歴史においてはじめてのことである。これによって第四期の
修身教科書が、いかに当時に於ける国家主義的要請によって編成されたものであるかを示
している （１１）。
道徳の分野を更に細かく見ると天皇・国体に関する道徳は、忠君愛国を全面的に打出し
た第二期よりも多くなっている。国民の義務に関する道徳も公民教材に重きをおいた第一
期・第三期よりも多くなって、いずれもこれまでにない高い割合に達している。人間関係
についての道徳は全体として縮小されたが、そのなかにおいて家族関係についての道徳は
かえって増強され、天皇や国体と同じく、家族倫理強調の第二期と共に最も高い比率を示
している。これとは逆に特定の対人関係における道徳と人間関係一般に関する道徳は大幅
に減少している。ことに人間関係一般についての道徳は第一期の半となっている。これら
を通観して天皇や国体についての課が倍増し、人間関係一般についての道徳が半減したと
いうことで、全般の傾向を判断することができる （１２）。
まず、大幅に増加した国家に関する道徳の内、祖先崇拝や国家家族観を説いた巻六第五
課の「祖先と家」を見てみる。
第五課

祖先と家

我等はかやうに深い祖先の恩を受けて生活しているのです。此の恩を感謝し、祖先を
あがめ尊び、家の繁栄をはかるのは、自然の情であり、又我が国古来の美風でありま
す。昔大伴家持は、剣太刀いよゝとぐべしいにしへゆ

さやけく負ひし来にし其の名

ぞと言つて一族をさとしました。この歌は、「わが大友氏は、昔から大君につかえ、
忠義の誉れ高い家である。剣や太刀をよく磨き、忠義に励んで、ますます家の名を上
げていかなければいけない」という意味です （１３）。
前の修身書では「人の道」とあったのが、「我が国古来の美風」に変わり、さらにこれ
を忠君愛国と結びつけている。
この文章を二年生の時に、
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と学んできた子どもたちには、天皇陛下に仕え、忠義に励むという点がより大きな影響を
与えたことだろう。このようにこの修身書の内容は、国体の思想によって国民道徳を統一
し、歴史的に「臣民の道」を体系化しようとしているといえる （１４）。
一方、第四期国定教科書の中で、一見国体主義を煽る内容ではない課の中に国体護持、
軍国主義などの思想が垣間みられるのか、尋常小学修身書

巻六の二十四課「教育」を例

に見てみる。
第二十四課

教育

我等が学校にはいつて、もう六年になります。入学した頃は、まだ幼くて、ものの
道理もわかりませんでした。それが今では日常必要な知識や技能も進み、国民として
行ふべき道も一通りわかるやうになりました。我等がこれまでになることが出来たの
は、教育を受けたおかげです。
（中略）
我等は尋常小学校を卒業して後も、高等小学校や青年学校などに入り、或は他の学
校に進んで、十分に教育を受け、又自ら身体の発達をはかり自学自修につとめ、忠良
な臣民となつて国家の繁栄をはかるやうにつとめませう （１６）。
一見一般的な個人に対する道徳で、国家主義的要素は含んでいないように受け取れるが、
第三期国定教科書とは微妙に表現が異なっている部分がある。例えば、「我等が善良有為
でよく務を果たせば、我等はすなはちよい日本人であるのです。我が国民の一人一人が皆
かやうな人であれば、国は盛になります」（１７）や、結びの「善良有為の人となるやうにつ
（１８）

とめませう」

などの文言がそれである。さらに、第四期国定教科書巻六教師用の中で

は、目的には「尋常小学校の卒業に当つて、教育の大切なことを知らせ、一層心身を練り、
智徳を磨いて忠良な皇國民たらんと心掛けさせるのを、本課の目的とする」（１９）とあり、
教授要領では以下のように記されている。
学年の進むにつれて次第に身体も発達し、知識・技能も進み、忠良な臣民としての
基礎を養ふことが出来ました。これは全く教育を受けたおかげであつて、実に昭代の
余沢に感謝すべきであります。
（中略）
明治天皇は夙に教育に大御心を注がせられ、明治の初既に諸種の学校を立てさせら
れましたが、同五年には「自今以後一般の人民必す邑に不学の戸なく家に不学の人な
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からしめん事を期す」と仰せ出されて、学制を頒布せしめ給ひ、其の後次第に多くの
学校を設けて教育の道をお開きになりました。
（中略）
我等はこれまで受けた教育を基礎として一生修養を続け、忠良な皇国民となつて国
運の発展を図らなければなりません。我が国の教育は、我が尊い国体に淵源し、忠良
な臣民を育成することを其の本旨としています （２０）。
以上に見てきたように、第三期と微妙に異なる表現（「善良有為な人」から「忠良な臣
民」）が実は本質的な差異となっていた。そしてこの第四期修身教科書の教授要領によっ
て、一見個人の道徳を説く課においても、極めて国家主義的色彩の強い授業が行われてい
たことがわかる。
また、軍国主義的要請を強く受けた課について見てみる。
第十六課

国交

（前略）国と国とが親しく交り互に助け合つて行くことは、世界の平和、人類の幸福
をはかるのに必要なことです。（中略）欧州大戦の終にパリーで平和会議が開かれた
時、我が国もこれに参加しました。此の会議で平和条約が結ばれ、此の条約の一部と
して国際連盟規約が出来ました。大正九年に連盟が成立した時、大正天皇は詔書を下
し賜はつて、連盟平和の実を挙げ、我が国力を養つて時世の進運に伴なふやうに勉め
よと、国民におさとしになりました。天皇陛下はかねて国際平和に大御心をお用ひに
なり、（中略）我が国は、世界の平和を勧め文明の発達をはかることを、国交の方針
として居ります。（中略）満州國の成立した時、東亜の平和を保つ方法について連盟
と意見を異にしたために、昭和八年遂に連盟を離れることになりました。其の時、天
皇陛下は詔書を下し賜はり、其の中に、我が国の信ずるところに従つて、国際平和を
確立しようと仰せられてあります。国際平和を確立するには、我が国としては、先つ
東亜の安定を保つことが大切です。（中略）かやうにして始めて世界の平和を確立す
ることが出来るのです （２１）。（後略）
ここで述べている世界平和は、天皇が国民に下し賜ったものとしてとらえられている。さ
らに、国際平和のためには東亜の安定が必要として満州国建国と国際連盟の脱退を正当化
している。
第二十一課

国運の発展

（前略）外國も我が実力をみとめたので、こゝに始めて我が国は条約改正の目的を達
し、外国と対等に交際することとなりました。それから我が国の国交上の地位が国力
の進展と共に次第に高まり、東亜に於ける独自の立場から世界の平和をはかつて行く
ことになりました （２２）。（後略）
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東アジアで独自の立場で世界平和を図るとして、平和とは逆に戦争への道を進んでしまう
日本の危うさが感じられる。
第二十二課

国運の発展（つづき）

（前略）世界の列強は各特色ある文化を成し、かつ一そう国力の進展につとめていま
す。我が国も此の大勢に後れぬやうに益々国運を発展させ、これらの国々と共々に、
世界の平和を進め文明の進歩をはかりたいものです （２３）。（後略）
日本は世界列強に遅れないように発展し、列強諸国との平和を進めると明言している。
国際平和、人類の幸福は、人類普遍の命題であり、今日では戦争、紛争とは対局の言葉、
人命を尊ぶ人道主義の大前提になる考え方であることは疑いようもない。しかし、第四期
国定教科書では、国際平和は天皇が国民に下し賜ったもの、天皇が国民の進むべき道を示
したこと、列強諸国との国際平和をはかることがはっきりと書かれ、国民道徳の流れの中
の忠孝一本を根底に含んだ、「国家神道」の考え方が貫かれている。
（４）考察
昭和初期、第一次大戦後の経済恐慌、労働運動の中で、法的規制や学生思想善導政策の
強化、教員赤化事件などがあり、やがて満州事変が勃発する。こうした時代の趨勢による
準戦時体制に対応した道徳教育への要請は、当然、大正デモクラシーのもとで編纂された
修身教科書の改訂を促し、第四期国定教科書へ至ったと考えられる。第三期の修身教科書
と比較すれば、国家についての道徳は増しているが、人間関係や個人についての道徳は僅
かであるがそれぞれに減少している。さらに、一見天皇や国体に関する道徳とは関係のな
い内容の課においても、教師用の教科書を見ると国家主義的思想に基づく教育が施される
ようになっていることが見受けられ、ほとんどの課に渡って共通して国家主義的な軍国主
義的思想が強く反映されていた。また、草花模様入りの薄青色の表紙で、ページ数は前の
修身書にくらべて全体として非常に増加した。低学年は色刷りとなり、児童の心理を重ん
じ、児童に感動を起こさせ、興味をさそうように編集されている。こうした大正新教育の
児童文学の影響が、当時の第三期国定教科書ではなくこの第四期国定教科書に強く見られ
る。軍国主義的内容を児童に浸透しやすいような教育方法によって教える工夫がされてい
るのである。
つまり、教育方法上からみれば、新教育思想のあらわれがあるとともに、内容上は満州
事変後の「日本精神」が反映されており、教育方法上の新教育と国民道徳における忠孝一
本、祖先崇拝、国家家族観を結合しようとしているとみることができると考える。その中
で従来散発的であった国家主義的あるいは家族主義的な道徳を統一し、「国体の明徴」の
思想に基づき、
「臣民の道」を体系化しようとし、
「肇国の精神」に結びつけることで、
「神
国日本」の思想が強く示された、軍国主義的な修身教育になったといえる。
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第五節

第五期国定教科書（昭和 16 年～）

（１）学校制度の改革
1937（昭和 12）年に設けられた教育審議会は、日中戦争のもとで学校制度全般にわた
ってどのように改革するか、その方針を審議して、大綱を答申したが、その多くは教育目
的および教育内容の改革についてであった。しかし、小学校に関する答申では、学校制度
の改革についても提案された。そのなかで特に注目されるのは、「小学校」という明治初
年以来の名称を改めて、「国民学校」としたことである。この名称変更は、日中戦争のさ
なかであり、またこの制度を実施した 1941（昭和 16）年 4 月は、まもなく太平洋戦争が
起こる前夜ともいうべき時期であった。それゆえ国民学校という名称を用いたことは、こ
の名のもとに名実ともに皇国民教育の非常事態体制をつくる出発点にしようとする意味を
もっていたのである （１）。
国民学校制度による初等教育は、前述のように 1941（昭和 16）年 4 月から実施された
が、その企画は、早くから教育審議会の答申によって明らかにされていた。制度としては
尋常小学校、高等小学校を改めて、国民学校を初等科と高等科とに分けることとした。そ
の場合、修業年限はこれまでと同様に 6 年と 2 年を合わせた 8 年の制度となっていた。さ
らにこの改革で義務教育の年限を延長し、高等科までの 8 年を義務制にすると規定された。
しかし、これはまもなく戦争激化の非常事態に入ったため、実施を延期したまま終戦とな
った。したがって義務教育の年限を 8 か年に延長することは、国民学校令の条文に掲げら
れただけにとどまったのである。
また、「国民学校令」は制度を改めたばかりでなく、教育の内容や方法を教学の根本で
ある皇国精神をもって編成し直したものであった。このような改革の基本方針は中等学校
以上にまで及んだが、当時は国民学校の教育の改造に主力がそそがれた。まず「国民学校
令」は、50 年あまりにわたって動かなかった小学校令第 1 条を改めて、まったく新しい
目標を掲げた。その第 1 条には「国民学校ハ皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ、国民
ノ基礎的錬成ヲ為スヲ以テ目的トス」（２） と定められている。この「皇国の道」というの
は、教育勅語に示された国体の精華と臣民の守るべき道の全体をさすとされ、端的にいえ
ば皇運扶翼の道であると解説されている （３）。したがって教育全般にわたって皇国の道を
修練させることをめざして教育が行われることになった。
この目的の規定にもとづいて国民学校における教育の実践が展開されることになった。
第 1 条にいう初等普通教育とは、国民学校の内容を示したもので、「基礎的錬成」とはそ
の方法を示すものとみられていた。こうした方針に改められたので、この目標に沿うよう
にこれまでの小学校の教科の再編成が行われることになった。その場合の国民の基礎的錬
成の内容はつぎの 5 つに大別されると考えられた （４）。すなわち、①国民精神を体認し、
国体に対する確固とした信念をもち、皇国の使命に対する自覚をもたせる教科として、国
民科（修身・国語・国史・地理）。②透徹した理知的能力をもち、合理創造の精神を体得
し、もって国運の進展に貢献する教科として、理数科（理科・数学）。③闊達剛健な心身
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と献身奉公の実践力をもつための教科として、体練科（体操・武道）。④高雅な情操と芸
術的技能的な表現力をもち、国民生活を充実させる力をもつための教科として、芸能科（音
楽・習字・図画・工作・裁縫・家事）。⑤産業の国家的意義を明らかにし、勤労を愛好し、
職業報国の実践力をもつための教科として、実業科（農業・工業・商業・水産）。これら 5
つの教科を設ける方針をとった。このうち実業科は高等科で課せられるものとし、家事は
高等科女子のための科目として設けられた。
国民学校では、教科と科目が 2 段階に構成されたのであるが、分節はすべて有機的にな
っていなければならないとされた。そしてすべての教科を皇国民を錬成するという目的に
帰一させるというのが改正の趣旨であった。これは国民学校の制度企画した人たちの考え
であって、この制度では教育の内容を上から再編成したものであると説明されたが、これ
に対して、一般にはこれまでの科目をいくつかの教科に単にまとめたにすぎないとの批判
もなされていた （５）。教科書も一部を除いて科目別につくられ、これまでとだいたい同様
であった。すなわち、国民科の教科書というような統合された教科書がつくられたわけで
はなく、授業もまた原則として小分節である科目によって行われていた。ただこのような
内容を、皇国の道にもとづいた教育として、戦時下の体制に再編し、皇国精神をもって貫
くように要請したところに特質があった （６）。
（２）第五期国定修身教科書の特徴
教育が戦時体制に組み込まれていく状況は、修身教科書の内容にも大きな影響を及ぼし
た。修身は、「国民学校令施行規則」において、「教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キテ国民
道徳ノ実践ヲ指導シ児童ノ徳性ヲ養ヒ皇国ノ道義的使命ヲ自覚セシムルモノトス」（７） と
され、皇国の「道義的使命」を持つ教科として明確に位置づけられた。
こうしたなかで 1941（昭和 16）年に改訂された第五期国定修身教科書は、第四期国定
修身教科書の「国体」を強調する内容がさらに顕著となった。また軍国主義的で超国家主
義的傾向が強められることで、戦争協力の要請に応えた内容となった。教科書には随所に
戦争の挿絵や写真が挿入され、戦争教材や神国観念を強調した教材が掲載された。
このほか、第五期国定修身教科書では、①祭祀の意義を明らかにして、敬神の念を涵養
すること、②政治・経済及び国防が国体に淵源することを理解させ、立憲政治の精神、産
業と経済との国家的意義ならびに国防の本義を明らかにして、遵法・奉仕の精神を涵養す
ること、③女児に対する婦徳の涵養、④礼法及び公衆道徳の指導、⑤家庭と連携した善良
な習慣の形成などが特に強調された （８）。
また、文部省は、1935（昭和 10）年に文部次官通牒「学校ニ於ケル宗教的情操ノ涵養
ニ関スル件」を出している。これは、1899（明治 32）年の文部省訓令第 12 号の趣旨を踏
まえた上で、「人格ノ陶冶ニ資スル為学校教育ヲ通ジテ宗教的情操ノ涵養ヲ図ルハ極メテ
必要ナリ但シ学校教育ハ固ヨリ教育勅語ヲ中心トシテ行ハルベキモノナルガ故ニ之卜矛盾
スルガ如キ内容及方法ヲ以テ宗教的情操ヲ涵養スルガ如キコトアルベカラズ」（９） とする
公式見解を発表したものであった。
これによって、あくまでも教育勅語に基づくという条件の下ではあるが、公立学校にお
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いても宗教的情操教育が可能となった。しかし、戦局が緊迫するなかで、宗教的情操に関
わる教育実践が実際に行われる余裕はなかった。したがって、この文部次官通牒は、児童
・生徒が戦勝祈願のために神社参拝することを矛盾なく正当化する根拠として作用する側
面が強かった。
（３）第五期国定修身教科書の内容
国民科修身の教科書は皇国民思想を形成するために、特に重要な任務を果たさなければ
ならなかった。これは従前の修身教科書の修正ということではなく、全く新しい戦時教材
の構想を立てて編集を進めることとなった。このようにして国民科修身の教科書は急速に
製作され、1941（昭和 16）年 3 月「国民学校令」の公布、4 月からの施行に際し初等科 1
学年用『ヨイコドモ』上・2 学年用『ヨイコドモ』下が発行された。翌 17 年度からは 3・4
学年用として『初等科修身』一および二が、18 年度からは 5・6 学年用『初等科修身』三
および四が刊行された。引き続き昭和 19 年に『高等科修身』一および二が、男子用女子
用共に編集は完了し刊行が用意されたが、1945（昭和 20）年 8 月の終戦を迎える時期と
なったためほとんど使用されるに至らなかった。こうした戦時下において第五期国定修身
教科書が異色のある戦時教材書として成立したのである。
この新しい修身教科書はセピア色の表紙であり、特に低学年用は『ヨイコドモ』と名づ
けられ、「モンブシヤウ」の文字までカナ横書きで、そこに描かれた動物や字体も児童向
きに配慮されている。国民学校初等科 6 ヶ年の教科書を見て総頁数は前期とほとんど変化
はないが、第四期までほぼ 27 課を標準としていた各学年の課の数が、20 課編成となった。
たとえば第 6 学年用についてみれば 1 課平均 6.2 頁を費やしており、最初の国定教科書の
同学年用が平均 1.4 頁であったのと比較すれば約 4 倍半という増頁が見られる。
また、従来各学年の最終課は「よい日本人」という題のもとに徳目の総括が機械的に行
われており、第 6 学年は最終 3 課にわたって教育勅語の解義が行われていたが、この期の
修身書ではその総括がなくなり、教育に関する勅語の解義には、第 6 学年用『初等科修身』
四の第 1 課「大御心の奉体」があてられている。以下はその一部を抜粋したものである。
明治二十三年十月三十日、明治天皇は、皇国臣民の守らなければならない道の大本
をおしめしになるため、教育に関する勅語をたまはりました。
勅語のはじめには、
朕惟フニ我ガ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我ガ臣民克ク忠
ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ
淵源亦実ニ此ニ存ス
と、仰せられてあります。
ここには、わが皇室の御祖先のかたがたが、国をおはじめになるにあたつて、皇祖
の神勅を奉体され、規模まことに広大で、いつまでも動かないやうになされたこと、
更に御徳をお積みになり、臣民をおいつくしみになつたことをおのべになつてゐます。
また、皇国の臣民も忠と孝との大道を守り、すべてのものが心をあはせて、御代御代
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の天皇におつかへ申しあげて来たことをおしめしになつてゐます。
かうして、まづわが国がらのうるはしいところを明らかにし、教育のもとづかなけ
ればならない点をおさとしあそばされたのであります 。…（中略）…
私たちは、日夜この勅語を奉体して、大御心にそひたてまつるやうにつとめなけれ
ばなりません （１０）。
文章について見れば、この期においては実名人物とわずかの例外をのぞき、すべて「私」
「私たち」という第一人称をもって語られ、上からの命令形の形を捨てて自己内面の表白
にしてあるか、あるいは道徳を普遍の真理として現在形として述べてあるものが多い。
「ま
す」調あるいは「ある」調と、課の内容に応じた格調の文体による文学的、詩的な表現は、
情緒的に戦時思想の注入の効果を高めている （１１）。これらはいずれも、第四期までに進め
られてきた教科書を、児童自身のものとして意識させる努力が、新編成の教科書にあたっ
て特に強く進められたものといわなければならない。
編纂の根本方針は、国民学校の目的である「皇国ノ道ニ則リテ」「国民ノ基礎的錬成ヲ
為ス」ことにおかれ、直接的には国民学校令施行規則第 3 条に規定されている「国民科修
身ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キテ国民道徳ノ実践ヲ指導シ児童ノ徳性ヲ養ヒ皇国ノ道
義的使命ヲ自覚セシムルモノトス」との国民科修身の目的によるものであった。第四期の
編纂方針にあった「忠良ナル日本臣民タルニ適切ナル道徳」はここに「国民道徳」と表現
されている。教師用書によれば、それは「いわゆる社会道徳・個人道徳というやうなもの
をすべて含めた」もので、「孝も友も和も信も恭倹も博愛も、その朝宗するところは忠で
あり」、個人も家庭も一切は国家のなかに埋没して「天壌無窮の皇運を扶翼」すべき「皇
国の道に帰一」するのが国民道徳であると説かれている。さらにまた第四期において「殊
ニ国体観念ヲ明徴ナラシム」とつけ加えられてあったのに対し、ここでは「皇国ノ道義的
使命ヲ自覚セシムル」ことが、修身の最終目標とされているのである。これは国体の尊厳
を明らかにするということにとどまらず「八紘為宇」の思想の実践者たらしめることが第
一義となったことを示している。こうした目的によって編纂された教科書が、すでに「修
身」という個人の徳性涵養を目指す本来の名をはなれて、国家主義精神の聖典にもあたる
性格を与えられるようになることは当然であった。ことに『初等科修身』一より後は、太
平洋戦争突入という事態のなかにおいて編纂されたものであって、いわゆる戦時教材とし
て意識されており、たとえば『高等科修身』一は女子用でさえ巻頭に「天壌無窮ノ神勅」
「軍人ニ賜ハリタル勅諭」
「教育ニ関スル勅語」および「米国及英国ニ対スル宣戦ノ詔書」
がすべて掲げられているなど、戦時下の様相を各巻に見ることができる （１２）。
この第五期国定修身教科書において、初等科 6 ヶ年にわたって各課の主要な道徳として
説かれているものは 122 であるが、このうち国家に対する道徳は 5 割 4 分、人間関係にお
ける道徳は 1 割 5 分、個人の道徳は約 3 割の割合をそれぞれ占めている。この比率を第四
期の教科書と比較すれば、国家に対する道徳が 2 割増加し、人間関係についての道徳が 1
割 5 分、個人の道徳が 5 分それぞれ減少している。国家に対する道徳が全体の過半を占め
たことは、もちろん修身教科書の歴史を通じて初めてのことであり、逆にまた、人間関係
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についての道徳の比率が 1 割 5 分に過ぎなくなったことも初めてである。比較的変動の少
ない個人の道徳も、国定修身書の歴史について見て初めて 3 分の 1 を割った。この期の修
身教科書が、いかに異常な超国家主義的要求によって編成されたものであるかを示してい
るといえよう。
いま各分野のなかに入って細かく見れば、戦時教材としての特質は一層明確となる。す
なわち国家に対する道徳の大部分は天皇と国体に関する内容で占められ、これだけで 4 割
3 分に達しており、最初の国定修身書が 1 割に過ぎなかったのと比べると 4 倍以上に増加
している。これに対して国民の義務に関する内容は 1 割余に減少し、第三期・第四期に強
化された公民的教材が、再び第二期に近いまでに減少している。人間関係についての道徳
のうち家族関係の道徳を見れば、全数のわずか 4 分に過ぎなくなっている。国定以前つね
に 2 割以上の比重をもち、国定以後も人間関係全体の度重なる削減にもかかわらず、かえ
って相対的に強化されてきていた家族倫理が、ここに至って第四期の 3 分の１にまで減少
した。明治以来忠孝を軸に強化されてきた国民道徳が今や忠の一本にしぼられたことを示
している。孝を中心とする家族倫理は『初等科修身』全巻を通じて巻四に「私たちの家」
の一課が設けられているに過ぎない。以下はその一部を抜粋したものである。
私たちの家では、父は一家の長として仕事にはげみ、母は一家の主婦として父を助
けて家事にあたり、ともに一家の繁栄をはかつてゐます。
父母の前は祖父母、祖父母の前は曾祖父母と、私たちの家は、先祖の人々が代々守
り続けて来たものであります。先祖の人々が家の繁栄をはかつた心持は、父母と少し
も変りがありません。
私たちは、このやうに深い先祖の恩を受けて生活してゐるものです。したがつてこ
の恩を感謝して、先祖をあがめ尊び、家の繁栄をはかることは、自然の人情であり、
またわが国古来の美風であります。…（中略）…
このやうに一人のおこなひのよしわるしは、ただちに一家一門の幸不幸となり、先
祖の人の名にもかかはるのであります。それゆゑ、一家の人々は、みんな心をあはせ
て家の名誉と繁栄のために力をつくし、先祖に対してはよい子孫となり、子孫に対し
ては、またりつぱな先祖となるやうに、絶えず心がけなければなりません （１３）。
また、主従・長幼・師弟・交友など特定の対人関係における道徳が同じく 5 分に過ぎなく
なったことも、すでにこの期の修身が常時の倫理ではなくなっていることを示している。
飛躍的に増強された国家に対する道徳のなかで最も多いのは、挙国一致して「国運の発展
に協力」することを説く課である。このことについては第四期では 5・6 年に 2 課ずつ置
かれているのみで、例話も神話のほかは河野通有・井芹秀重の 2 人に過ぎなかった。第五
期の教科書では各学年にかなりの数をもって説かれ、合計 25 の課が設けられている。『初
等科修身』四では、野村望東尼・杉百合之助・吉田松陰らが挙げられている。この項目で
注意されるのは、従来忠義あるいは忠君という徳目として説かれていた内容が、永遠の歴
史を担う国運の発展という「大御業」を前提としていること、更に児童の脳裏に焼きつい
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ているなまなましいニュース性をもった軍人を取りあげ、当時の戦記が材料となっている
ことである。また 6 年の第 19 課「戦勝祝賀の日」、第 20 課「新しい世界」などは、戦争
目的と戦争行為を美化し、この日にめぐりあった「民草の感激」を強めるための教材とな
っている。以下はそれぞれの一部を抜粋したものである。
難攻不落をほこつてゐたのも、きのふの夢と消えて、皇軍は、昭和十七年二月八日、
ジョホール水道を突破し、大激戦ののち、一五日には、敵将以下七万の大軍を無条件
で降伏させました。シンガポール要塞は、みごとに陥落したのであります。
太平洋とインド洋をつなぐ関門として、大東亜海の守りを固め、昭南島が新しく生
まれました。ここは、今やわが大日本が皇道を明らかにする政治上、軍事上、また経
済上のきはめて大切な拠点となつたのであります。爆撃機の轟音もまつたく絶えて、
マライ人も、インド人も、支那人も、ほがらに大東亜の建設のために働いてゐます。
…（中略）…
大東亜に新しい夜明けの光がさしたこのよい日、わが皇室の、喜びを民草とともに
おわかちになつたありがたさ、かたじけなさ。広場に拝した民草の感激はいふまでも
なく、私たちもまた、赤心奉公の忠誠を誓つて、いつの世までもこの光栄の日を忘れ
ることができないのであります （１４）。
昭和一六年一二月八日、大東亜戦争の勃発以来、明かるい大きな希望がわき起つて
来ました。昭和の聖代に生まれて、今までの歴史にない大きな事業をなしとげるほこ
りが感じられて、たくましい力がもりあがつたのであります。
わが日本と志を同じくするドイツ、イタリヤ両国もまた新しい欧州をつくらうとし
て、地中海に、アフリカに、大西洋に、米英に対する戦をくりひろげ、またソ連とも
戦つてゐます。世界をわがものにしようといふ野心によつてつくられた古い世界が、
しだいにくづれ落ち始めたのであります。
かうして、私たちの目に前には、喜びにみちみちた希望の朝がおとづれました。い
ろいろの国家が、ともにさかえる正しい新しい世界は、やがて築きあげられるにちが
ひありません。…（中略）…
身命をなげうつて、皇国のために奮闘努力しようとするこのををしさこそ、いちば
ん大切なものであります。
私たちは清く、明かるく、公明正大でなければなりません。男は、正しくたくまし
く、女は、すなほで強くあつてこそ、日本の国はいよいよさかえて行くことができる
のであります。
日々の心がまへが、そのまま大きくなつての心がまへとなります。このやうな心が
まへで進む時、新しい世界は私たちの手でできあがるのであります。私たちこそ、と
いふ意気ごみを以てのぞむとき、大東亜の建設はみごとになしとげられ、正しい世界
が開けて来ます。
今、はつきりと私たちの果さなければならない使命についてわきまへ、それを果す
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ことのできる日本人となるやうつとめませう （１５）。
こうした皇国の使命を基礎づける国体観念は氏神や祝祭日を通して低学年から享受されて
いる。すなわち『ヨイコドモ』上の「テンチヤウセツ」「シンネン」、下の「ウチガミサ
マ」「サイケイレイ（天長節）」「メイヂセツ」「キゲン節」「日本ノ国」、『初等科修身』一
の「み国のはじめ」「大神のお使」、二の「日本は神の国」などにみられるのがそれであ
るこれらは同時に「バンザイ」「兵タイサンへ」「日の丸の旗」などの軍国的教材と結び
ついて『初等科修身』三の「よもの海」「昔から今まで」などの超国家主義による戦争讃
美となっているのである。こうして神国日本・現人神天皇の強調と共に、『初等科修身』
一の「小子部のすがる」のように、天皇とこどもとの間の親近感を物語風に描いた課も用
意して紋切り型に聖徳仁慈を説く以上に、内面的な教化をはかっていることも見逃すこと
はできない。
人間関係における道徳が主要な徳として説かれる割合が非常に少なくなったことについ
てはさきに記したが、家族関係の道徳について見れば、
「親子」についてはわずかに 3 例、
「兄弟」については 1 例を残すだけとなった。しかも両者とも『ヨイコドモ』上において
取り扱われ、そのほかではあまりふれられていない。第四期にはほとんど各学年にわたっ
て説かれていたことと比較して非常な差が見られよう。家族以外では「長幼」「主従」は
なくなり、「師弟」2・「交友」1・「近隣」2 を残すのみである。人間関係一般については
「人を助ける」ことを説く 4 例と「礼儀」についての 2 例以外は全部削除された。そして
すべての人間関係についての道徳教材の半数近くは 1 学年に出てしまうため、3 学年など
ではほとんどふれられていない。家族についての教材は 3・4・5 学年にわたってこれを主
とした課が置かれていないのである。『ヨイコドモ』下の「ヲジサン卜ヲバサン」が「親
族」の和を主題にしつつ満州を登場させ挿絵にもそれをあらわすなど、時局性を重んじた
ものが多い。
「近隣」の助け合いを説くもので、関東大震災の時に町民が一致協力した『初
等科修身』二の「焼けなかった町」の話も、空襲に備えるという実感をともなっている。
同巻の「宮古島の人々」は、第三期まであった水夫虎吉がアメリカ商船に助けられた話の
裏返しともいうべきもので、助けられた日本人が助ける立場に、外国船がアメリカからド
イツに移るなど、博愛精神の復活も国際関係を忠実に反映している。
個人の道徳を主とする課も大幅に減少したが、その結果「進取の気象」「立志」「倹約」
「規律」「整頓」「迷信のいましめ」などを説くものは消滅した。反対に新設または増設
されたものに「職責の全う」「不屈の精神」「きびしいしつけ」「消火の知識」「言葉づか
い」などに関するものがある。これらはすべて時局の要請あるいは皇国精神の振興などに
つながるものであって、その他第四期と同様の道徳を受け継いだものも例話や説き方に著
しい変更が見られる。たとえば「学問・知識・工夫」を説く『初等科修身』二の「雅澄の
研究」「くるめがすり」「工夫する少年」なども教師用書に、「学問はその究極を国体に見
出だすとともに、また皇運扶翼といふことを以てその任務とし」「すべてこれ皇運を扶翼
し奉る臣民の道」とあるように、例外なく「悠久の大義に生きる」心身の錬成を志向して
いるのである （１６）。
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『初等科修身』四
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（４）考察
以上のことから、第五期修身教科書は「皇国ノ道義的使命」たる戦争遂行という国家目
的を大前提とし、そこから演繹的に導かれた国民道徳を、少国民錬成のために最も効果の
ある教材に編成しようとして周到に用意したものであった。その意味でこの国民学校修身
教科書は、戦時教材を美事な作品として編成しているが、それは観念的な歴史偏重の精神
主義によって創作されたもので、戦意高揚のための特殊な非常時教科書として今日に残さ
れているのである。
「修身」という単語を聞いて真っ先に思い出されるのが、本節で扱った第五期国定教科
書であることは想像に難くない。そのため、道徳教育それ自体に危機感を抱く人がいるこ
とは避けることのできない定めであろう。だが、本章で見てきたように「修身」で教えら
れる内容というのは、教科書の国定以後も、時代を経るごとに大なり小なり変わってきた
のである。だからこそ、本章における分析は、これからの道徳教育の教科化に示唆を与え
るものとなり得るに違いない。
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第四章

誰が「修身」を教えたのか

本章では、初等教育において修身を教える役割を担っていた人物について、明治末から
大正期に焦点を当てて言及していく。
（１）校長による修身教授
初等教育における修身の授業は他教科と同じく原則学級担任が担当することとされてい
た。しかし、1913（大正 2）年における加藤末吉の「修身の受持について」（１）内の以下の
言説から、この時期においては修身の授業を各学級担任が担当するのではなく、校長が担
当する学校が多く存在していたことがわかる。
自分はこれまで多数の参観人に接するときに、修身科は誰れが受持つかといふ問を発
して見ると、小さい学校の職員の答には校長が受持つて居るというのが多くて、大き
な学校になると、上級の修身は校長が受持つが、下級のは部下の担任が受持つて居る
と答ふるものが多い （２）。
また、沢正の『学級経営案』（３） 内の以下の言説においても当時初等教育における修身
科を校長が担当することが一般的であった様子がうかがえる。
校長の修身科全校受持制の如きも此の点より考へて頗る遺憾のこととせざるを得ぬ。
全校各学級の修身教授を悉く校長に於いて受持つて居る学校がある。少しく学級数の
多い所になると、全校にわたらないが、其の大なる一部を受持つことを往々にして見
る （４）。
更に、石井朝太郎が 1924（大正 14）年に小学校卒業生を対象に修身教授の参考にする
ママ

ために無記名で調査を行った「小樂校に於いて修身が好きであつた人、きらひであつた人
及其理由」（５） においても当時修身科が校長によって受け持たれていたことが確認でき、
校長により修身を教わっていた生徒はその感想を次のように記している。
（前略）何時も一時間はお修身である。一・二年間は校長先生の教を受けて来た。校
長先生は何時も親切に家庭のことに引き合せて、面白く教へて下さる。何時も修身の
時を待ちかねて、飛び込むのが一年の時からのお定りだ。（中略）こんな調子である
ママ

から、修身は樂科の中で一番好きであつた。（中略）修身の話を聞くのは今も非常に
好きです。
小学校時代の思ひ出・・・・何時も校長先生はにこにこしながら、修身を教へて下さ
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る。その時の私のうれしさ満面に笑をたたへながら質問する。それなので自然に修身
が好きになつて来て、先生が次から次へと話して下さるのが面白く、うれしくなり、
「自分も早く大きくなつて、一人前の務を成就して、たつた一人しかいない父様を安
心させて上げたい」と思ふ心が何時も修身の時間にあふれるのです。之も校長先生の
おかげです （６）。
以上三つの言説から、大正期において初等教育段階の修身の授業は他教科と異なり、校
長が受け持つ例が一般的であったと判断することができる。
このように校長が修身の授業を受け持つことに対しては様々な意見があり、評価は一貫
していない。加藤は、修身は授業時だけでなく学校生活や普段の生活を通して生徒たちに
教え込まなくては効果的でないため、校長が受け持つのでは不十分であり、生活一般を見
ることができる担任が担当することが望ましいとしている。同様に、沢も「学級教育の責
任者から学級教育の心髄たる精神修養教科の教授を奪って果して真の教育を実現すること
が出来るであろうか」（７） と校長の修身科全校受持ち制を批判している。反対に、石井は
その理由を学校のように道徳教育を主として組織されている集団には「全体として其の集
団に中心があり、統一がある」（８）ことが大切であるからとし、「校長自身が全校の修身を
受け持つのが一番良い」（９）と主張している。
このように肯定、否定意見が分かれる校長による修身教授であるが、加藤は当時におい
て修身を校長が受け持つことが一般的であった理由を次のようにしている。
（中略）中には校長に右の問を発すると、修身は重要な教科であるから部下には受持
たしめないのですと答へてゐる人もあるが、また中には、職員に受持つてもらひたい
が、修身を面倒がつて厭ふ風があつてこまるといふ人も少なくなかつた。
ここから、大正期の初等教育において修身を他教科と異なり校長が受け持つことが一般
的であった背景には、「校長自身が修身の受持ちを望んでいた」ことと「教員が修身の受
持ちを厭う傾向にあった」ことの二点があったと言えよう。
沢は、このように校長が修身を受け持つことによる利点を以下のように考察している。
第一は学校修身科教授の統合に関する利益である。全校修身科教授はすべて校長に於
てすることであるから、よく教授内容殊にその精神的基礎に於て統合を保つことが出来る。
統一せる校風の発揚の為などには頗る便宜に富むものと見なければならぬ。一学校を一家
と見れば、常に家長が道徳のことについて訓諭指導の任に当たるので、一致して家風の示
すところに従はしめるにはたしかに長所をもつて居る。次には、校長が児童に即ち全校児
童に接触する機会が多くなるといふことも得点の一である。（中略）校長は単に職員を知
るのみでは明敏なる学校管理は出来ぬ。（中略）希くはせめて上半の児童だけでも知つて
居るやうにしたいものである （１０）。（後略）
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同様に、明治末期ではあるが「小学校修身教授改良論」において校長が修身を受け持っ
ていた理由を積極的なものと消極的なものに分けて考え、校長が受け持つことによる利点
を以下のように記している。
学校長担任の理由としては、積極的には、学校長は児童の最信頼の厚い人であるから
自然修身教授の効果が顕著であると云ふことと、全校の徳育の方針を統一し得る便利
があると云ふこととで、消極的方面では、他教員が、自ら修身科の教授を尻込みする
からであると云ふことに帰する。
以上二つの言説から、校長が修身の受け持ちを望む要因としては「児童の精神面におい
て校風を統一させるため」と「児童との交流を直接図り、生徒のことをよく理解すること
により、学校全体を管理するため」の二点があったと考えられる。このように校長が校風
の統一や学校全体の管理を強く望んだ背景には、明治末期においては当時国家を支える国
民の育成のために第二期国定教科書においても重視されていた家族国家観の影響が、また
大正期には大正自由教育運動や西洋の個人主義思想の影響が若い教員に及び、学校の風紀
が乱れることに対する恐れを抱いていた、ということがあるとも考えられるのではないか。
次項においては、二点目の「教員が修身の受持ちを厭う傾向にあった」要因について言
及していく。
（２）教員たちが修身教授を厭う理由
加藤は担任が修身の受持ちを厭う要因について以下のように述べている。
何故受持を厭ふかと其原因をただして見ると（中略）修身は人格を要する真面目な仕
事であるし、教授時中の奮闘も、他の教科よりは勢力を要する。一口にいへば面倒で
あるから厭ふのかも知れぬといふ意を漏らして居たのもあつた。それからまた中には、
師範学校在学中、修身教授の練習をしなかつたので、兎角修身科を恐れる気味がある。
（中略）前陳の如く多くの附属小学校でも教生には修身を受持たさぬといふが、また
教員検定試験の方でも、その実地授業の際に、若しくは教案を作成せしめる際にも、
比較的授業時間数の多い国語とか算術とかに関する方面から試問を選定せられること
を予知して、修身科に対する用意の不足せる旨を思ふ時に、聊か心細い感がせざるを
得なぬのである （１１）。
ここから、担任が修身の受持ちを厭う傾向にあった背景には、(1)修身教授に必要とさ
れる人格面、及び準備の煩わしさによるもの、(2)初等教員養成課程における修身教授の
不十分さによるもの、(3)教員検定試験受験者の修身科学習の不十分さによるもの、の三
点があった考えられよう。当項においてはこの三点について言及していく。
(ⅰ）修身教授に必要とされる人格面、及び準備の煩わしさ
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修身教授者に然るべき人格が備わっていることを求める言説は多く見られるが、中でも
以下二つの言説からは修身教授には他教科以上に教授者に高い人格が求められていること
がわかる。
余輩は教師の人格的感化を以て、修身教授の根本と致したいのである。即ち修身科を
教授する教師は只徒らに修身書に記載されたる事項を調査し、その他必要なる附説面
に力を注ぐ前に当たり、須く先づ、自己の人格を修養し、その人格を中心として自家
の肺腑から根本的に児童を教化せんとする確信を持たねばならぬのである。言葉を換
へて言へば、教師は自己の人格に信頼して、其の人格を以て児童を動かす様に考へる
ことが尤も大切なことと信ずるのである。この意味から云へば、修身科の教材と云ふ
ものは、抑も末であるのである。手段であるのである。（中略）それ故に、先づ第一
に此の根本の修養根本の自信がないならば、如何に教材の選択を考え、教授の方法を
苦心しても、更に効果のるべき筈はないのである。（中略）教師は修身科の教授材料
を以て子供を教化しようとせずして、寧ろ自己の人格を以て修身教授をなすと云ふ決
心を持ってもらいたいのである （１２）。
御承知の如く、教師は児童生徒の社会環境中最も主要なる部分を占めて居るものであ
つて、その人格の児童生徒に及ぼす影響は他の環境の影響の如く、極めて散漫的な、
不統一な影響ではなくして、ちやんと形の整った、統一のある形成的な影響を及ぼす
ものであります。（中略）従来道徳教育上においては、理論の上にも、又実際の上に
も教師は実践躬行以て範を垂れることのできる人格者ではなければならぬといふこと
が絶えず唱えられているのであります。（中略）兎に角教師に対して完全無欠の人格
を要求しているのであります （１３）。
このように修身教授の効果は教材や方法というより教える人の人格面に依拠している、
という当時一般的であった考え方が担任や若い教員たちが修身教授を厭う要因のひとつに
なってしまっていたと考えることができる。
次に、先に紹介した加藤の言説内にあった「教授中の奮闘も、他の教科よりは勢力を要
する」ということについて考えていく。1909（明治 42）年に書かれた『学校論』におい
ては、
修身教授は、各学校に於いて最も困難を感じているようである。小学校は国定教科書
があり、又教ふるに一定の形式が定まってゐるけれども、中等学校に至つては、校長
及受持教員の理想に拠つて往々になつてゐる （１４）。
と、小学校の修身科には国定教科書があるため中等学校と比べ教授を形式通りに行うこと
ができると書かれている。しかし、同時期に教授法研究会によって編集された『教案例に
関する研究』においては、修身教授上の注意について以下のように細かく書かれており、
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形式通りに教授を行えば良いというわけではなく、各々の教師に地域や男女に応じた教授
内容の工夫が求められていたと判断できる。
（前略）
（三）、其地方の状況を考へ、実践の方法を授くることも、忘れてはならぬ。（中略）
（六）、訓示の際には、よく児童の身辺に注意し、また社会其地方の学実を運用し、
確実に知得せしめねばならぬ。
（七）、男女によりて、其取扱を或点迄異にするのは無論である （１５）。
（後略）
また、以下の言説では国定教科書を用い形式通りに教えるだけでは児童の関心を得るこ
とができないため、例話の取扱いを工夫しようとするもどのようにすれば良いのかわから
ず悩む小学校教師の様子を見ることができる。
小学校の全教科の中で、修身ほど児童に嫌はれる学科は他にあまりあるまいと思ふ。
これは今日多くの修身教授がただ道徳の押賣を事として甚だしく無味乾燥に陥つてゐ
ることに起因するのではなかろうか。（中略）そこで、栄養はあるが、消化し難く児
童の口にするを好まない道徳に甘い味をつけ、喜んでこれを欲せしめるやうにしなけ
ればならないのであるが、この大きな役目を果たすものが即ち修身例話である。しか
しこの例話の取扱がなかなか容易ではない、修身教授の困難は即ち例話の取扱の困難
である、（中略）私のところへ、或る日或る学校の女の先生が訪ねて来て、「是非お願
いしたいことがありまして。」といふので、所謂其の先生の願をきてみるとかうだ。
「近
い中に、私が修身の批評授業をやらなければならないのですが、今から心配でたまり
ません。教材は尋一の第三課なまけるなといふところですが、其の例話に困つてゐま
す。（中略）どんなに工夫してみても、二三分話したらおしまひになります。其のあ
と四十分も堅苦しい教訓や注意を與へねばならないといふ始末です。何とか、此の話
をもつと工夫することが出来ますまいか。（中略）」かくの如く、修身科が厄介視され
る原因は種々あらうけれども、例話についての研究の不足も、大きな理由の一つであ
らう。（中略）多くは此の筋書をただ文語体であるのを口語体に直して、語り聞かせ
るに過ぎないので、児童の理解も感激もあつたものでない。聞いてゐる児童の心は全
く眠つてゐる、いや全く別のことを考へてゐるものが多いに違ひない。それだのに、
其のあとからは、感心の押し賣が始まる。「皆さん、今のお話で、どんなことを感心
しましたか。さあ、感心したところを話してごらんなさい。」といはれても、児童は
ろくにきいてゐなかったのだから、感心の仕様がない。それを無理に感心させようと
するのだから、児童のいやがるのが寧ろ当然である （１６）。（後略）
(ⅱ)初等教員養成課程における修身教授
次に、大正期に教鞭をとっていた初等教員が師範学校においてどのように修身教授法を
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（１７）
学んでいたかについて 1910（明治 43）年「師範学校規程並教授要目」
を元に見ていく。

1907（明治 40）年の「文部省令第十二号師範学校規程」によると、師範学校における
修身の授業は「小學校ニ於ケル修身ノ教授ニ必要ナル知識ヲ授ケ其ノ教授ノ方法ヲ会得セ
ジシムルヲ要旨トス」（１８）とされている。以下は本科第一部男子生徒が第一学年から第四
学年までに受ける修身の授業時間及びその内容である。
本科第一部男子生徒ノ部
第一學年

毎週二時

教育ニ関スル勅語：勅語ノ全文ニ就キテ丁寧慎重ニ述義シ且之ヲ暗誦為セシムヘシ
師範学校生徒心得：師範教育ニ関スル法令、当該学校規則等ノ中生徒ノ心得ヘキ事項
道徳ノ要領：皇位及皇室（中略）国（中略）家（中略）忠孝、愛国
作法
第二学年

毎週一時

教育ニ関スル勅語：全学年ノ復習
戊申詔書：詔書ノ全文ニ就キテ丁寧慎重ニ述義シ且之ヲ暗誦為セシムヘシ
道徳ノ要領：社会合同生活（中略）国交（中略）
作法
第三学年

毎週一時

教育ニ関スル勅語：全学年ノ復習
倫理学ノ一班：行為、良心、至善、本務及徳ノ概要
教師ノ心得：教師ノ国家社会ニ対スル責務

教師ノ徳義、修養ノ方法

小学校ニ於ケル修身教授法：教授ノ要旨、教授材料ノ選択及排列、教授ノ方法、教授
用具及教授上必要ナル注意、小学校修身教材用書ノ研究
第四学年

毎週一時

我ガ国民道徳ノ特質：我ガ国民道徳ノ由来、教育ニ関スル勅語ノ発布ノ由来（中略）
（１９）

同時期の国語及び漢文の授業が第一学年から第四学年まで順に毎週各六時間、四時間、
三時間、三時間、数学が四時間、四時間、三時間、三時間であったことに比べると修身の
授業時間数は少ないといえよう。また、（１）で述べたように修身を教授する者には教科
に関する知識技能を有しているだけでなく、然るべき人格が備わっていることが求められ
ているにも関わらず、そのような人格を育むための授業内容は殆ど見ることができない。
また、加藤は師範学校だけでなく教生が実習を行う付属小学校にも教員が修身教授を厭
う要因があると指摘している。その要因は、付属小学校には「教員の練習に資する事」以
外に「地方小学校の模範とな」る事が求められていたという点にある。そのため、教生の
練習にばかり都合をよくするというわけにはいかなかったのである。特に諸教科の首位に
立つ修身科は教生には受け持たせず、学級の責任者である担任訓導が受け持つことが一般
的であった。
- 88 -

このように師範学校における修身教授の不十分さ、また師範学校において学んだ修身教
授を実践する機会に恵まれていなかったことを併せて考えると教員が修身の受持ちに消極
的であったことに対する責任を教員自身に求めることはできないであろう。
(ⅲ)教員検定試験
次に、三点目の教員検定試験受験者が他教科に比して修身科の学習を十分に行っていな
かったのではないか、という指摘について明治 42 年の「文部教員検定試験指針」を元に
考えていきたい。本書の冒頭では当時の修身科について次のように述べられている。
今日我国の中初等教育上の倫理教育は非常なる大問題である。（中略）倫理修身教育
の方針は最も盛んに研究論議せられて居るが最も効果の疑はれて居るものである。
（中
略）倫理教育上の一大欠点は、形式主義に陥つて居る事と、偏知主義に捕はれて居る
事と、教育者其人の人格の聲でないと云ふことに帰すると思ふ。此の意味から云ふな
らば、検定試験なども今少しく改良の余地があると思ふ。修身科の問題等を通観すれ
ば此の様な問題をだされては、受験者の方で所謂試験的勉強を余儀なくさるる心持が
して、而も其れも修身の教師と云ふ修養なるも、修身学者たるを余儀なくさるる様な
傾が多い。（中略）私は答案を調べて感じたのは、修身科の受験者の智識が堅実を欠
いて居るといふことである。正確に倫理説を理解し、咀嚼して居らぬ人が多いといふ
ことである。何度も問題集といふやうなものを調べて、試験問題の出さうやうなもの
を心で作ってみて置いて、試験に應ずるといふ受験的勉強をする人が多いやうである。
（中略）検定試験は、学術の試験が主になって居る。本試験の口頭試問の時に、人物
検査もやる事になつて居るが、充分の調べはつかない。兎に角あれだけの試験で、直
に資格を与へると言ふとは、考へものである （２０）。
ここから、当時の修身教育が多くの知識を持っていることが重視されるものとなってお
り、教員検定においても修身教授者に必要な修養よりも、学者相当の知識を得ていること
が求められるような問題が多く出されていたことがわかる。その結果、受験者はひとつひ
とつの説の意味を深く考え理解することよりも、より多くの知識を詰め込むことに従事し
たため、実際の授業に際して教授することに困難を感じることとなったのではないか。ま
た、学者相当の知識を得ていることが求められるにも関わらず、試験において国語や算術
に比べて設問数の少ない修身に勉強時間の多くを割くことができなかったのは当然のこと
といえよう。以下は教員検定試験問題集内で出題されている問題である。
予備試験（三時間）
一、倫理学の実践上に於ける価値
二、身心の生得といふことは如何なる意義なりや
三、仁者以財発身不仁を以身発財の意見を説明せよ
四、伊藤仁斎の倫理説とグリーンの倫理法とを比較せよ
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五、一時間にて修徳の極致の如何なるかを教ふる教案を作れ
本試験（三時間）
(1)善悪の形式的及有極的見解の差別を論ぜよ（中略）
四、王陽明の良知と「カント」氏の実践理性とを比較せよ
五、自然物を愛すべき理由を教ふる教案を作れ （２１）
五題の設問に対して三時間が宛がわれていることからも高度な回答が求められていたこ
とがわかる。それでは、人物検査が行われる口頭試問はどのように行われていたのであろ
うか。以下は実際に口答試験を受験し、合格した者が記し残した試験内容である。
井上博士
１、あなたは何と申しますか（中略）
５、四書を読みましたか（中略）
11、自我とは何、実現とはどう云ふこと（中略）
14、理想とはどう云ふこと
中島博士
第六節

生存競争とは如何なること（中略）

６、児童教育上貯金をすすむるは絶対的に可とするもの及び不可とするものあり、如
何なる考がよろしきか（中略）
吉田学士
１、勅語に関して考なきか
２、勅語は永久無窮の理想とするを得るか及其取扱
３、我国民の欠点（中略）
４、正直を児童に授くる上の注意は如何（中略）（２２）
これはあくまで一例であるが、学術検査と同様に知識について問われる質問内容が多く
見られ、修身教授者に求められていた高い人格が備わっていることを十分に検査すること
ができる検査だと判断することはできない。
本項においては、教員が修身科の受持ちを厭う傾向にあった要因として考えられる三点
についてそれぞれ資料を通して言及してきた。そこから、当時の初等教育において修身科
が重視され、高い効果をあげることが教師に求められていたにも関わらず、高い効果を上
げるに然るべき人格や授業法を養成する体制が師範学校や教員検定試験において確立して
いなかった様子をうかがうことができた。
以上、本章では、誰が「修身」を教えたのか、について明治末期から大正初期において
は校長が教えることが一般的であったとし、その要因を二点に分けて論じてきた。しかし、
本研究では時期を明治末期から大正初期と著しく限定した上で論じていること、また講義
形式の授業の事例のみを用いており、作法の教授については言及できていないことから、
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戦前の「修身」を誰が教えたのかについて俯瞰的な研究ができていない。この二点を本章
における限界として述べたい。
（３）考察―「道徳」の教科化にあたって―
本項においては、現在検討されている「道徳の教科化」が実現された場合、誰が道徳を
教えるのかについて現段階における文部科学省の考えを踏まえて考察する。
2014（平成 26）年 10 月 21 日に中央教育審議会により答申された「道徳に係る教育課
程の改善等について」（２３） において「特別の教科

道徳」（仮称）は「児童生徒をよく理

解している学級担任が原則として担当することが適切」（２４）とされている。しかし、担任
にすべてを任せるのではなく、学校全体で組織的に道徳教育を推進していくとし、指導体
制の充実について以下のようにしている。
学校においては、校長が明確な道徳教育の方針をもち、そのリーダーシップの下、道
徳教育推進教師を中心に、全教員が役割を分割して、学校として組織的に道徳教育を
推進することが一層求められる。その際、教員一人一人が、道徳教育に対する高い意
識と堅固な倫理観をもって指導に当たることが必要である。「特別の教科

道徳」（仮

称）の指導に当たっては、児童生徒をよく理解している学級担任が原則として担当す
ることが適切と考えるが、全てを学級担任任せにするのではく、校長をはじめとする
管理職や、学校や学年の教員全体が、自らの得意分野を生かす取組なども重要である
（２５）

。（後略）

ここで述べられている「道徳教育推進教師」には各学校の主幹教諭や指導教諭など指導
の力量のある者を充てるとされている。また、複数の学校の道徳教育推進教師のリーダー
役として助言等を行う「道徳教育推進リーダー教師」（仮称）の設置の促進や、道徳教育
を専門に担当する指導主事の配置、道徳教育に優れた経験を有する退職教員や民間人材の
活用なども検討されている。ここから、戦前の修身のように「全校校長受持制」や「低学
年は担任が、高学年は校長が受け持つ」などと明確に受持ちを分けるのではなく、学校全
体で道徳を受け持とうという姿勢をみることができる。
また、修身においては教師が教員養成課程における実践練習の機会が少なかったことに
より、指導力に自信がなく、修身の受持ちを厭う傾向が見られた。その点に関して今回の
答申では、教員養成課程における道徳教育の充実のためには各教員の指導力向上と教員免
許や大学の教員養成課程の改善も欠かせないとし、それぞれについて以下のように策を講
じる考えを述べている。
（１）教員の指導力向上
校長を始めとする管理職の研修における道徳教育の扱いを抜本的に充実する必要があ
る。その際、例えば、道徳の授業を参観した後に、その授業に関して協議を行うなど、
各教員への指導を行うための実践的な内容の研修を重視する必要がある。また、どの
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ように道徳の授業を行えばよいか悩んでいる教員も多いと考えられることから、従来
の研修に加え、映像なども活用し、優れた道徳の授業の多様な指導方法に関する資料
を作成するなど教員を支援するための方策について検討を行う必要がある。こうした
取組を推進することにより、「特別の教科

道徳」（仮称）の実施までには、国や地方

公共団体において、全ての教員が、研修の受講をはじめ道徳教育に関する指導力向上
のために必要な支援を得ることができる環境を整備する必要がある。
（２）教員免許や教員養成課程の改善
「特別の教科

道徳」（仮称）を担当する教員について、特に、中学校については、

扱う内容や指導方法の高度化が求められることなどを踏まえ、将来的には専門の免許
状を設けるべきとの意見があった。また、学校図書館法に定める司書教諭のように道
徳教育に関する一定の講習を修了した者を道徳教育推進教師に充てる仕組みとすべき
などの意見があった。また、大学の教員養成課程における道徳については、人間に対
する理解を深めるとともに、教員としての指導力を身に着けるため、理論面、実践面、
実地経験面の三つの側面から改善・充実を図る必要があり（中略）道徳教育を専門的
に学べるようカリキュラムの改善と履修単位数の増加を検討することが必要との意見
があった。あわせて、各大学において道徳教育の指導に当たる教員の養成のためにも、
大学における道徳教育に係る教育研究組織の改善・充実に向けた積極的な取組が期待
される （２６）。
このように、「道徳」の教科化にあたっては修身のように授業の受持ちを特定の人物に
一任することをせず学校全体で取組む姿勢が見られ、教員の指導力向上のための環境整備
や、教員養成課程における改善も検討されている。しかし、決して軽くはない責任を負う
であろう各学校の主幹教諭や指導教諭は果たして「道徳推進教師」の任を引き受けるのか、
また具体的にはどのような人物がその役割を引き受けるべきだと考えられているのか、な
どについて具体的な策が講じられていないため疑問が残る。また、教員に求められる「高
い意識と堅固な倫理観」という記述も抽象的で分かり辛く、それらを教員養成課程におい
てどのように育成するのかも明記されてはいない。「道徳」という教科の特性上、修身同
様に教授者の力量によっては生徒の関心をひきつけることのできない無味乾燥な授業とな
ってしまうため、道徳が教科化されるにあたって教員が感じる負担は決して少なくないも
のであろう。本答申で述べられている事項が更に具体化、徹底され教員一人ひとりの負担
が少しでも軽くなることを期待したい。
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萌）

第五章

「修身」をどのように教えたのか

（１）明治期における修身教授の概要
本章では、修身をどのように教えていたのかについて、実際の事例をあげながら探って
いくものとする。そこで本項では明治期における修身教授の概要からみていく。
まず『修身教授法集成』（１）には、次のような記述が示されている。
修身科の教授には二方面あること、即ち他人の善行を見聞きして其の善美なる所を味
わしめ、夫れで以て理想を築成せしめ、感情を温かにせしむるという方面と、一つは
自己の身邊の事を反省して、其の至らざる所を改め、主として日常に適切なる訓誡作
法等につき、実践の工夫を積ませる方面とあると申しました （２）。
つまり、大きく分けて修身の教授は二つに分けられ、一つは模範的な人物の言動から道徳
的な思考を教授していく、知識重視型であり、もう一つは礼儀作法等の実践重視型のもの
である。前者においては、修身以外の他の教科と同様に、特別に修身の時間を設けて教師
が生徒に講義形式の一斉授業で行う座学のスタイルがとられていた。それに対し後者の礼
儀作法の教授については、
作法教授は独立して成り立つべき性質のものであるけれども、実際は修身教授の他の
部分と連関して授くべき場合と、特に教授すべき場合とがある （３）。
とあり、作法教授は修身の授業において、知識とは独立したものではあるが、もちろん知
識面と関連する点も多く、知識の教授と相互的に教授される場合がほとんどであり、作法
それだけの教授に３０分や１時間などのまとまった時間をとって行われるようなことはあ
まり無かったようである。しかしながら、修身の教授細目の中には教授すべき作法要目の
一覧が存在し、それをもとに他の事柄と結びつけることが困難な項目に関してはある程度
のまとまった時間を割いて教授していくなど、教師が臨機応変に行うことが求められてい
た。1904（明治 37）年当時の国定修身書を基につくられた作法一覧表で具体的な例をあ
げると、尋常小学校の第一学年では教室の出入りや便所における心得、食事の作法などが
実習すべき項目としてあげられている （４）。このような内容の作法教授は修身の授業時間
外に適宜教授されていたものと考えられる。
以上のようにみてみると、内容は差し置いて、特別に道徳の時間を設け、それとは別に
学校生活全体においても道徳教育を行うという点で現行の道徳教育と共通点がみられる。
次に、修身の授業の実態について踏み込んでいく。まず、作法教授を伴う修身の授業を
行っていた場所に関しては、ほとんどの場合が他の教科同様普通の教室で行うのが一般的
であったが、教室に余裕のある学校では授業の内容に適した教室で行うこともあった（５）。
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そして、冒頭で述べたように修身の授業は一斉授業で行われていたのであるが、『小学校
修身科教授法』（６）では、
教室の修身の一斉教授において口授説教によって一般的又は個別的に指導するもので
あるが、これは前に論じた如く甚だ力弱いものであり、且つこの方法は単に口と頭に
よって行はる教師模倣の道徳実践の指南であり、果たしてそれが真に児童によって実
践さるか否かは保証の限りではない （７）。
と述べられており、一斉授業で行う講義形式の修身教授に対する問題点があらわれている。
また、作法教授においては、それを面倒だと考えたりやる気がなく、形式的にこなして
終わらせてしまうような教師も多くいた （８）。そのような実情もあり『修身教授法集成』
では実際の教師の授業を参考にした、教師の修身教授の模範となるような教案例が収めら
れた。それによると、尋常小学校の低学年では授業の導入においてなるべく生徒が身近に
感じるような題材を扱ったり、学年が上がると他の教科との関連性を見出したりして、形
式的になりがちな修身の講義、作法両教授において工夫がなされていたことがうかがえる。
（２）明治期における修身教授の方法・形式
本項では、明治末期の修身教育における、実際に当時の授業内容が記された『実験修
身教授法』（９） を拠り所として、当時の修身教授の方法や形式等の詳しい内容に踏み込ん
でいく。そしてここで主に扱う事項については、尋常小学校高学年の講義形式での修身教
授を対象とする。
まず当時の修身の授業の形式であるが、既に述べたように一斉授業による講義形式で、
授業の展開法としては大きく分けて、予備・教授・応用の３つの形式段階によって構成さ
れた。これは、明治期にドイツから日本に伝わったヘルバルト学派の五段階教授法 （１０）を
簡略化したものであった。では、この授業の形式段階でどのように修身の授業が進んでい
ったのか、実際の授業内容をみた上で考察してみる。以下にあげるのは、明治末期の尋常
小学校第五学年における、「生き物をあはれめ」という課題についての修身の授業内容で
ある。まず「予備」の段階をみてみる。
私は今朝安藤坂で、馬が非常な重荷を引挙げて居るのを見て参ゐりましたが、皆さん
もそんな場合を見た事がありませう。こんな時には、どんな心持がしますか。
あの馬がないとして、人間が引上げるとしたならば、其骨折はどんなでせう。馬一匹
の働きを考へると、随分立派なものだと思ふが如何ですか。
斯様に、人間のために働く馬とか牛とかいふやうな動物は、出来るだけ、かはいがつ
てやりたい。ここに実に感心な話がある （１１）。
このように、生徒に身近な話題から入り、本題へとつなげていっている。
次に、「教授」の段階では、馬の背に荷物や人を乗せて賃金を得る馬子の孫兵衛と馬の
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例話を用いて話を進めている。
（前略）孫兵衛が少しばかりの荷物を積んで、木曾山中を通りかかりますと、調度一
人の坊さんが通って居りました。そこで、とうとう途中までこの坊さんをも乗せてや
る約束が出来ました。（中略）孫兵衛は、平常この馬を非常にいたはつて居るもので
すから、少し道の悪い所に差しかかると、馬の積んで居る荷物に自分の肩を入れて馬
を助けてやる。そして、不思議にも自分が親方である癖に、「親方あぶない、あぶな
い！」といつて掛声をする。乗つている坊さんは、「妙だなあ」と思つて（中略）「ど
うした訳か」と尋ねると、「私は親子四人くらしで御座いますが、それが活計を立て
られるのは、全くこの親方の御蔭でございます」。といふ様子を見るに、自分が使つ
て居る馬とは思つて居ない。恩人と考えて居るらしいので、「なる程そういう訳なの
か、立派な心掛けだ」と思った。（中略）この話の中から、皆さんが一つ立派な骨を
見出して下さるならば私は満足であります。今日の話は馬だけにしておきたくないと
思ふが、これをもつと広げて考へたらどうであろうか （１２）。
以上のように、「教授」の段階では例話を中心として、また例話の内容をもとにした問答
によりその例話の主眼を理解させるような展開が主流であった。
そして「応用」の段階では、本授業を例にとると、例話の理解のもとに家畜に対する心
得や飼育上の実際的注意、一般生物等に対する心得を説いていくなどの応用へと展開して
いったようである

（１３）

。

以上みてきたものは一授業例であるが、授業の中核を成す「教授」の部分の展開として
は主に例話をもとにして進行している。このように例話をもとに授業を進行していく形式
は、抽象的な概念をまだ理解し難い低学年を中心に、高学年になっても多く採用されてい
たようである。だが例話を中心に授業を展開していくだけでは不十分な点もあったようで、
実際に「親に酒をすすめて孝養をしたいといふ話には感奮したが、肝腎な産みの親は酒を
飲まないので親孝行が出来ぬと嘆じた」などという生徒がいた例もあったという （１４）。そ
こで、多くの具体的事例を学習し、実際の生活においても多く経験を重ねた高学年におい
ては、例話を基礎にして抽象的な訓辞を伴う形で授業が展開されていくことも多くあり、
また具体的な例話から離れてある程度独立的に訓辞を中心として授業が展開されることも
あったという （１５）。
訓辞を扱う授業とは、一般・普遍的な前提からより個別的な事柄を推論していく演繹的
な方法であり、それにより受身になりがちな講義形式の授業において生徒の推測や経験を
導き出し発言させたりする、問答形式を取り入れることができたのであった。よって、高
学年においては、例話による講義形式の授業が多かったものの、その中にも例話を基礎と
して訓辞を用いた問答形式も授業の中におり交ぜられていたと言える。
最後に、教科書の扱いについて触れておく。これまでみてきたように、修身の授業は主
に講義の形式で展開されていったため、当時の国定修身書はあまり重用されていなかった。
しかし全く使用されていなかったわけではなく、講義の内容が教科書にはどのように表現
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されているのかを確認したり、最後のまとめとして教科書を講読したりと、適宜参考にす
るという程度に使用されていたことが実際の教案例からもうかがえる （１６）。
（３）国民学校期における修身
第二項までは主に明治期の国定教科書の時代における修身の教授法等をみてきたが、こ
こでは 1941（昭和 16）年に公布された「国民学校令」のもとに行われた初等科国民科修
身がどのように教えられたのかについて述べていく。
教育が戦争体制に組み込まれていったこの時代には、1941（昭和 16）年に「国民学校
令」が公布され、尋常小学校は国民学校と改称された。「国民学校令」では、皇国民の錬
成が初等教育の目的とされたのであった。そして軍国主義的傾向が強められていく中で、
1941（昭和 16）年に改訂された第五期国定修身教科書は随所に戦争の挿絵や写真が挿入
されるなど当時の社会の情勢を色濃く反映したものになっていた。このような社会的背景
を前提として、実際に修身の授業がどのように行われていたのかをみていく。
まずこの時期の修身の形態はどのようなものであったかというと、『国民科修身教育の
実践：国民学校礼法教授要項案』（１７）によれば、「第一次、生活反省を中心としての錬成、
第二次、例話の取扱を中心としての錬成、第三次、実践指導を中心としての錬成となりま
す」（１８）とあり、主に大きな三つの柱から構成されていたことがわかる。
一つ目の「生活反省を中心としての錬成」とは、教師が連絡帳等を活用して生徒の両親
と密に連絡をとり、その中で普段の家庭生活で生じた反省事項をもとに修身教授を行うと
いうものである。当時は教師が児童の家庭生活の中まで入っていくことが必要とされてい
たのである。より詳しくは三つ目の柱と関連させながら後述する。
二つ目の「例話の取扱を中心としての錬成」とは、授業の時間を使って行う一般的な座
学の授業のことである。この座学の授業は、教師が教室にて多数の児童の前に立ち、教科
書を用いて講義形式の授業を展開していくものだった。ここで、『国民学校修身教授の実
際.

第３学年用』（１９） から、当時の座学授業の実例を二つ紹介する。扱っているのは初等

科第三学年第一回目の「み国のはじめ」、第７回目の「つばめのす」というテーマである。
み国のはじめ
皆さんおめでたう。いよいよ三年生ですね。
三年生になって何が一番うれしい？
「教室が変ってうれしい」
「教科書が新しくなってうれしい」
等、児童の答のうち適当なのを板書します。
頂いた御褒美がうれしいとか、お約束の買物ができたとか、児童の中に多少自慢気に言
ふものがありますが、勿論こんなのは聞き流すだけで取りあげてはなりません。境遇上、
買ひ得ない児童に羨望の心を起させる恐れがあるからです。

嬉しいことばかりですね。
教室が変わって嬉しい。
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教科書が新しくなって嬉しい。
等、板書した事項を読みかへし、三年生になつた嬉しさをもう一度はつきりさせます。

三年生になって嬉しい……が嬉しい嬉しいとうれしがつてばかりゐていいかな。
「いいえ、一生懸命勉強します」
しっかり勉強する。それから、
「よく運動して身体を丈夫にします」
さうですね。身体を丈夫にする。一年生や二年生には親切なよい三年生になりませう
ね。
戦争がはじまつてからもう何年目でせう。
「七年目です」
大東亜戦争がはじまつてからは三年目ですが、支那事変からですと何年位になりませ
うねぇ。
「七年です」
七年もの長いあいだ戦争してゐても、かうして楽しく勉強の出來るのはどなたのお蔭
でせうね。
「兵隊さんです」
「お父さんです」
「天皇陛下です」
兵隊さんとかお父さんとかの答も取上げますが、天皇陛下という答に重点をおくべきこ
とは勿論です。

かうして楽しく学校へ通つて勉強が出來るのも皆、天皇陛下のお蔭ですね。
日本は本当によい国です。
日本よい国って唱歌、みんなで歌いませう。
日本よい国神の国の斉唱、一度でやめます （２０）。

この後の授業の展開としては、「わが国は神様生んだ神国」であり、「天照大神は最も尊
い神様である」こと、「日本は天照大神の御裔である現御神天皇陛下の御治めあそばされ
る国であること」（２１）等に説話の中心を置いて、最終的にはわが国のありがたさを感得さ
せるという流れになっている。
つばめのす
皆さん、燕を御存じでせう。可愛い鳥ですね。
皆さんの中で燕が巣を作つてゐるお家はありますか。
どんな巣ですか。燕の毎日はどんな風ですか。
等によつて、児童の観察力をみながら、燕についての自由な発表をさせます。観察力の
鋭い子どもがあれば、それを緒として教授を進行させるのがよいでせう。

燕は渡鳥です。みんな一緒に言つてみませう。
「渡鳥」と斉唱させます。
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渡鳥というのは、暑い間だけ日本にゐたり、寒い間だけ日本にゐたりする鳥です。雁
や鴨は、秋から春先までの寒い日本に来て居り、少しポカポカする頃になるとシベリ
ヤの方に飛んで行きます。雁や鴨は寒い間日本に来て居りますが、燕は之と反対に春
から秋のはじめまでの暑い間だけ日本にゐます。春さきにヒリツピンやボルネオの方
から飛んで来ます。（地図を指します） そして田や畑の作物に害をなす小さな虫を食
べてくれるのです。こんな鳥を益鳥といつて、日本では捕へてはならない鳥としてあ
ります。
（中略）
マ

マ

日本で生まれた小燕は、まだ海を飛ぶのは始めてでせう。ですから親燕は毎日小燕の
羽をならしてやつて、飛べるぞ飛べるぞと元気をつけたり、海の上の飛び方を教へた
りしてゐるのでせうね。さうしても大丈夫と思ふと、何万といふ燕が一度に仲良く南
へ飛んで行きます。親燕は小燕のとこを、それはそれは心配しながら飛んで行くので
すよ。
（中略）
小燕は親燕の言ふことをよく聞き分けて、大きくなつて行くのです。
さあ、御本を読んでみませう。
二 三児に読ませます。
親燕だけでせうか、子供を可愛がるのは。
「いいえ」
「私達のお父さんお母さんも私達を可愛がつて下さいます」
さうです。私達のお父さんお母さんは、燕などとは比べものにはなりませんよ。小さ
いときからのことを考へると、本当にお父さんお母さんは有り難いですね。
こんなに心配して下さるお父さんお母さんに、わが儘を言つたり、言ふことを聞かな
かつたりしたら、燕の子に笑はれますね。
お父さんお母さんにどんなことをしたら、燕の子に笑はれますか。
「わがままを言つたら笑はれます」
「言ふことをきかなかつたら笑はれます」
「手数をかけたら笑はれます」
等々、児童各自に自由に答へさせ、よいものを取り上げて板書します。板書した事項を
読みながら、親につかへる具体的指導に入ります。例へば、
お使ひをたのまれたら、どうしますか。
きめられたお仕事にどんなのがありますか。
等々、具体的場合は幾つもあると思ひますから、それらを指導して終ります （２２）。

この回では、燕の親子を例に、孝行の心を養うことが主な目的とされおり、毎回すべての
授業で天皇などの内容が含まれていたわけではないことがわかる。
次に、同時期に作成された和歌山師範学校における修身の実際の指導案をみてみる。
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国民科修身指導案

指導者

瀧浪久男

一、日時

昭和十六年六月二十六日（木）第三時限

ニ、児童

第五学年男子五十五名

三、場所

五男教室

四、教材

勤労

五、要旨

勤労の尊き所以をさとり、益々「骨心惜シマズ働ク子供」となり、国家
の為ニ御奉公の誠を致すべき様指導する

六、指導観
１、勤労は私利私欲の為のものではなくあくまで皇運扶翼の根源に立つべきもので、
共存共栄といふこともそこから生るべきものである。勤労と報酬との関係につ
いても一段と徹底せしめねばならぬ。
（中略）
５、勤労はただ機械的筋肉労働に終らしめてはならぬ。充分の自覚を必要とする。
即ち国家につながる修道の熱意に於て遂行せしめねばならぬ。発展性もそこか
ら生れる。
七、時間配当

（三時間）

第一時

作兵衛の例話を中心として勤労の尊き所以をさとらしめぬ。

第二時

生活の反省及実践指導
国民科修身の重点並に其の実践

第三時
八、準備

作兵衛の補充例話と勤労の国家的意義
地図

（本時）

其の他

九、本時の指導要項
１、よく働くにはどんな心がまへが大切だらうか
よく働けた時の心がまへ、気持を考へてみる
２、作兵衛さんの補充例話
○飢饉の惨状と作兵衛の態度――勤労の本質
○餓死するときの態度――義農作兵衛――農の本質
３、勤労と報酬――生活の反省
４、職域奉公――国家へのつながり――共存共栄
５、働く態度についてのまとめ （２３）
以上の授業実例、実際の指導案から、この時期の修身の授業は教室にて多数の児童を相
手にし、教科書や板書等を用い例話を中心として進めていくという教授法をとっていたこ
とがわかる。授業で扱う内容を差し置いて考えれば、予備・教授・応用という形式段階に
よって授業が構成されていたことも含め、それまでの教授法と比べ大きな変化はみられな
いと言えるのではないだろうか。
最後に、三つ目の「実践指導を中心としての錬成」とは、それまでも修身の一環として
- 100 -

行われてきた作法教授を中心とした、体法教育を通して主に行われた。体法とは、
体法が天皇に対し奉る至誠の発露であり億兆相和の根本であつて体法によつて 国民
性の錬成と国民生活の進展が期待されるのであつて 実に体法と修身指導とは一体不
可分の関係にあるのである （２４）。
とあるように、天皇への至誠心のもとに行われる作法教授である。この体法の教育は知識
より実践が重視されたため、日常生活における作法の指導から家庭での躾まで含めた指導
が必要だとされていた。よって一つ目の「生活反省を中心としての錬成」との一体的な指
導が行われた。学年別の指導系統案によると、初等科第一・二学年の段階では、「無駄口
（２５）

をきくな」、「登校の準備は前日なせ」

といった項目が、第五・六学年の段階では「人

がないところでも自分の仕事を怠るな」、「仕事をする時国家の精神を体してなせ」（２６） と
いった項目が設定されている。
より具体的には、「児童心得」という躾の項目が家庭に配布され、身なりや姿勢、言葉
遣といった項目についての両親の評価をもとに、修身の授業時間に授業内容と関連させな
がら教師が教授を行うといった具合が一般的であったようだ。また、女子初等科第六学年
では、体法の教授として修身の授業時間に座布団を用いた作法教授が行われたりもしてい
た。これは「日常生活に関係の深い座布団の作法を実習させることにより、既習基本体法
を修錬し、又、時、所、位に応じて体法を自在に変化し得る態度を養ふ」（２７）ことを目的
としていた。
その他にも、授業外に時間を特設して教室や校庭の清掃活動も修身体法教育の一環とし
て行われていたようである。さらに「皇国の道を修練せしめることが国民学校の要義であ
（２８）
る」
とし、朝礼の時間を利用して国旗掲揚、国民体操、唱歌などが毎日行われていた。

以上国民学校期の初等教育における修身がどのように教えられていたのかをみてきた。
この時期では、「国民学校令」の公布により教育の目的が、児童を皇国民として錬成する
という画一的な方向に向かっていった。そのため、座学での教授法や授業形態に関しては
それまでとあまり変化がみられなかったが、授業内外の壁が取り払われ、授業外または家
庭生活においても皇国民の錬成という目的に向かっていくという、修身教育の一体感が重
要視されるという変化がみられた時期だと言える。
（４）まとめと考察
以上のように、本章では修身をどのように教えたのかというテーマについて、明治期と
国民学校期という異なる二つの時期の動向をみてきた。この二つの時代を比較してみると、
修身教授の中核をなす教科としての修身の時間においては、どちらの時期も、教室におい
て教師が多数の生徒の前で講義を行うといった形式であり、予備・教授・応用といった形
式段階を踏み授業が展開されていくといった点でも大きな差異はないと言える。
ただし、授業時間以外に目を向けると、明治期と国民学校期で修身という枠の捉え方に
差異があるように思える。前者では、主に講義形式の授業を修身教授の場と捉えていた。
- 101 -

作法教授も修身の内容に含まれていたが、ここではあまり時間も割かれず、重視されては
いなかったと言える。それに対し後者では、皇国民の錬成という目的のもと、修身教授の
範囲が講義形式の教授に加え、体法という名のもとに様々な実践的指導を行うなど広がっ
ていき、むしろそちらの方が重視される傾向にあった。さらに、学校生活だけでなく、家
庭での児童の躾までもが一体として修身に含まれていたため、教師の家庭訪問、逆に父母
が学校に来校する機会が多く作られ、学校と家庭との結びつきが強められていた。
ここで現代に目を移すと、修身は戦後の教育改革により廃止され、現行の初等教育段階
では、道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うとされている。道徳の時間
による指導に関しては、修身の教授と同様、多くが教室での講義形式で行われ、教科では
ないため検定教科書は用いられず、現場教員はある程度自由に授業を行うことが出来る。
道徳の時間以外で学校の教育活動全体を通じて行う指導は、基本的な生活習慣や社会の決
まりを守ることなどを指導する程度であり、修身のように、作法教授という形で重点的に
行われることは少ない。
このような現状の中、2014（平成 26）年 10 月 21 の中央教育審議会の答申「道徳に係
る教育課程の改善について」により、「道徳の時間を、教育課程上『特別の教科
（２９）

（仮称）として位置づけ、道徳教育の改善・充実を図ること」

道徳』

が提言された。この答

申の中に、
④学校と家庭や地域との連携の強化について
道徳教育を推進する上で、学校と家庭や地域との連携・協力が不可欠である。特に、
家庭は、子供の教育について第一義的な責任を有するものであり、児童生徒が生活の
ために必要な習慣を身に付けるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達
を図る上で、その果たすべき役割は極めて大きい。
家庭や地域との連携による道徳教育を推進するため、各学校には、「道徳教育の全
体計画」の作成に当たって家庭や地域の参加を得ることや、全体計画や道徳教育に関
する情報をホームページや学校だより等で積極的に発信し、家庭や地域と共有するこ
となどが求められる。
また、キャリア教育や社会を構成する一員としての主体的な生き方に関わる教育（い
わゆるシティズンシップ教育）等の充実の観点からも、外部の人材の協力を得ること
や、「特別の教科道徳」（仮称）の授業の積極的な公開、土曜日の活用なども含めた
家庭や地域の人々も参加できる授業の工夫など、家庭や地域との連携を強化すること
が重要である。
家庭や地域の理解を得て連携した取組を推進するためには、例えば、学校運営協議
会などを活用し組織的に取り組むとともに、学校評価と関連付けることなども効果的
と考えられる。
さらに、例えば、家庭教育支援のための施策とも連携を図りながら、地域において
親子で道徳について学ぶことのできる機会を設けるなど、家庭や地域にも開かれた道
徳教育を進めることも期待される （３０）。
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というような記述がある。ここでは学校と家庭や地域との連携の強化について提言されて
いる。
この答申内では「特定の価値観を押し付けたり、主体性をもたず言われるままに行動す
るよう指導したりすることは、道徳教育が目指す方向の対極にあるものと言わなければな
らない」（３１） という部分がみられるものの、検定教科書の導入についても提言されている
ことなどから、教授方法という観点から考えても修身教育の時代に逆に近づいてしまって
いるのではないかと思わざるを得ない。ただその道筋については、国家がある特定の価値
観を押し付けていくというよりは、国家にとって好ましくない価値観を排除していくとい
う形をとっているようにも思える （３２）。
〔註〕

（１）佐々木吉三郎『修身教授法集成』同文舘、1906 年。
（２）同上、373 頁。
（３）同上、520 頁。
（４）同上、524-525 頁。
（５）加藤末吉『実験修身教授法』金明堂書店、1913 年、557 頁。
（６）草場弘『小学校修身科教授法』三生書房、1933 年。
（７）同上、105 頁。
（８）前掲、『実験修身教授法』、539 頁。
（９）同上。
（10）予備・提示・比較・総括・応用の五段階からなる教授・学習指導の展開法。
（11）前掲、『実験修身教授法』、444 頁。
（12）同上、444-447 頁。
（13）同上、449-450 頁。
（14）同上、452 頁。
（15）同上、453 頁。
（16）同上、447 頁。
（17）東京高等師範学校附属国民学校初等教育研究会編『国民科修身教育の実践

国民学校礼法教

授要項案』大日本出版、1941 年。
（18）同上、103 頁。
（19）中和会教育調査部編『国民学校修身教授の実際 第 3 学年用』中和会事務所、1944 年。
（20）同上、5-7 頁。
（21）同上、3 頁。
（22）同上、84-92 頁。
（23）和歌山県師範学校附属国民学校編『国民科修身の実践』和歌山県教育会、1941 年、24-26 頁。
（24）前掲『国民科修身教育の実践：国民学校礼法教授要項案』、120 頁。
（25）同上、132 頁。
（26）同上。
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（27）宮崎県師範学校附属国民学校編『国民学校における授業の仕方 上』宮崎県師範学校附属国
民学校、1942 年、154 頁。
（28）前掲『国民科修身教育の実践：国民学校礼法教授要項案』149 頁。
（29）文部科学省ウェブサイト「道徳に係る教育課程の改善について（答申）」、
URL：http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1352890.htm（ 最終閲覧日 2014
年 11 月 14 日）。
（30）同上。
（31）同上。
（32）現代の政府の教育に対する姿勢は、全体を重んじ、個の価値が弱められていると筆者は考え
る。

（荻原幸村）
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第六章

「修身」をどのように評価したのか

本章では、修身という教科がどのような方法で評価されたのかについて、２つの具体的
事例を挙げながら紹介していく。１つ目の事例では主に山口県玖珂郡麻里布第一尋常高等
小学校編の『道徳教育の指針』を主要参考文献として、昭和初期の尋常小学校における修
身科の成績考査について述べていく。そして、現代における道徳の教科化の問題において
重要な位置を占めるであろう評価の問題に関して、何らかの示唆を与えることを本章の目
的とする。

第一節

昭和戦前期における評価事例（その一）

（１）修身科と操行の関係について
進級や卒業の試験科目に修身科が加わったのは 1882（明治 15）年頃からである。「中小
学ノ修身科ハ他ノ諸科ト同シク試験ヲナシ其得点ヲ合算スルヤ又ハ試験ヲナサス生徒ヲシ
テ意味ト作法トヲ会得セシムルニ止マルヤ至急指令ヲ乞フ」（１） という山口県からの問い
合わせに対して、文部省は「中小学ノ修身科ハ他ノ諸科ト同シク試験シ且平時ノ行状点ヲ
合算シテ及第ヲ定ムヘシ」（２） として、修身科の成績においては日常の学習態度や行動も
評価の対象になるとしていた。
「改正教育令」下の試験規則では多くの府県が修身科の評価とかかわって「行状点」を
導入しており、明治 10 年代後半には修身科の成績のなかに占めるその比重が増していっ
た。品行・行状の評価は多くの場合、生徒の平素の勤惰・素行を観察し、減点法で評定さ
れ記録されている場合が多いようであった。しかし、修身科の評価に行状点や出席点、努
力点を単純加算して「知徳の合一」を図ったり、判定を教師の主観的な観察に大幅に委ね
ざるをえない行状点を重視したりすることは、修身科の性格を一層あいまいなものにする
要因となった。
修身科の試験が格言や事実についての知識の有無の評定に終始することは、修身科の目
標である徳育（実践力）にとって障害であると教育関係者に認識されるようになり、1884
（明治 17）年頃から修身科試験法の改善が課題となって、試験規則の改正が多くの府県
で行われるようになった。例えば、1885（明治 18）年 7 月改正の長野県「小学各等科試
業法」には「各等科試業心得」が掲げられており、「④ 勤惰品行は修身科より独立させ
て別項とし百点を配当する」（３） とあるように、修身科の成績評価から行状点を独立させ
ている。このことは、のちの森文政期における「人物評価」の実施とも関わり、明治 20
年代に入って発行されるようになる通信簿に「操行」欄が設けられることにも影響を与え
た。
「人物」の養成に主眼をおいていた森はその方法の１つとして、学校における試験の在
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り方に注目し「学校ニ於テ施行スル試験ノ方法ヲ学力試験ト行状観察ノ二トスルニアリ」
（４）

と説いている。すなわち、従来行状点を学力の成績に加減して評定してきたが、もと

もと異質なものを混合することは不合理であり、「行状ハ行状トシ学問ハ学問トシテ之ヲ
分タサルヘカラス」（５） と主張した。このように、そもそもは修身科の成績評価の一部と
して扱われていた行状点が、試験規則の改正や森の人物評価の実施によって修身科の評価
から独立し、明治 20 年代以降に発行される通信簿に、新たに操行として記載されるよう
になったことが操行の成り立ちと言える。
「操行」の項目が通信簿に設けられて以降、修身科の成績考査を考える際には操行との
関連が考えられるようになった。大正時代における修身科の採点方法には、①知識的方面
のみを考査して成績を定める法、②操行の方面を加味する法の二つの主張があった （６）。
それぞれの主張点を挙げてみると、①では、実行的側面は修身科に限らず他教科に於いて
も必要であることから、修身科に操行を加味するならば他の教科においても加味すべきで
あるとし、②では修身科のみに加味する理由は、修身科が他教科における道徳的方面を整
理統一する本部と見ることができるからであるとされている （７）。この修身科と操行の成
績評価の関係については様々な意見が出されていたが、通信簿の項目から見ても修身科と
操行の評価は別々に行われていたことが推察される。ここで問題となるのがそれぞれの考
査の対象であるが、両者の関係を比較、考察することでそれぞれの対象を明らかにしたい。
まず、両者ともに児童の道徳的生活を対象としながらもその範囲に関しては広狭の差が
ある。修身科はある期間修身科の授業において指導した結果について考査するのに対して、
操行は修身科及びその他の教科や学校、家庭、社会全環境によって行われた道徳的結果の
全部を対象とする。すなわち、修身科が道徳的生活の一部分を対象とすることに対して、
操行は道徳的生活の全体を対象としていると言える。また、道徳的知見が道徳実践の基本
としての価値を持つ以上、修身訓練一体の考査こそが理想であると言えるが、実際は修身
科が道徳的知見、道徳的情操の陶冶に重きを置いている一方で、操行では道徳の実践その
ものに重点を置いている。したがって、対象範囲の広狭に加えて、その重点の置き所にも
差異があると言えよう。その他、操行査定は主に児童の現在の道徳的生活を対象とするが、
修身科では将来の道徳的生活への知見等も加わるという違いもある （８）。このように、修
身科と操行の成績考査においては同じく道徳的生活を対象としながらも、その範囲や重点
等において差異があったと考えられる。以下では、山口県玖珂郡麻里布第一尋常高等小学
校を例に、修身科に加えて操行の考査についても、その具体的方法などを紹介していく。
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（２）修身科の成績考査
＜考査の方面及び配点＞
面方的意

面方的情

面方的知
考査方面

１、道徳の実践

１ 、 道

１、道徳的知識の広狭・深浅・

状況

徳 的 感

正否

イ、道徳実行
に対する工夫努

情 の 強

イ、道徳的理想の高低

弱

ロ、道徳的理由、道徳的常識

力

（ 生
ロ、作法上の

の理解記憶

善愛好、

ハ、理想実現の方法的知識の

実技巧拙

邪 悪 嫌

多少と正否

２、学習態度の

忌）

２、道徳的判断の確否・遅速

(心)(答)

(心)(答)

良否
(心)(成)

方法

(答)
(実)
(心)(答)
(心)(答)
三
二

尋

配

一、

点

二
一

四

三

尋
一

三、
四

一

五
四

一

一

尋五
以上

二
一
一
二
＜引用：山口県玖珂郡麻里布第一尋常高等小学校編『道徳教育の指針』山口県玖珂郡麻里布第
一尋常高等小学校、1936、130-131 頁＞。
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＜考査の方法＞
１、心証法（観察法）
イ、特質、常に児童の学習態度、生活状態等を観察し教師の心証にうつる成績を基
として直覚的に考査する方法である。教師の観察による直覚を核心とするのが特質で
ある。
ロ、適用、答案法を用ひる事の困難な情意方面の考査は主として之によらねばなら
ぬ。道徳的感情の如きは平素の学習時に表す児童の感情的表現、口問口答の際の状況
によつて考査し実践状況は児童と生活を共にし、家庭訪問、家庭への照会、保護者会、
参観日等より得る資料を基にして直覚的に判断する。
○特に児童の修養的態度が着々向上しつゝあるか。
○学習した教材の実践事項が児童の生活を規正し着々実行されてゐるか。
○教師の発問、説話、訓戒等に如何にして反応してゐるか。
２、答案法
イ、特質、之には口問口答、口問筆答、筆問筆答の三法があるが、何れも答案を求
めて考査を行ふものである。
ロ、適用、答案法の性質上、道徳的知見方面の考査に適し情意方面には適用困難で
ある。即ち道徳的理想や、道徳的理想実現の方法的知識の多少を検し、道徳的判断の
遅速確否を査定するのに便利である。
３、成績物法
児童の学習ノート。生活記録、反省表…等の道徳的生活の記録中から、其の学期間の
教材と対照して考査する。之は実践状況考査の重要な方法である。此の際文字の美記
事の多少に拘泥せず実質をみること。
４、実演法
作法の実演により採点するが如きである。特に考査するからと言はず、平常のもので
考査するがよい （９）。
＜考査問例題＞
１、智的方面
（１）道徳的知識
イ、道徳的理想
△皆さんの崇拝人物をあげその崇拝する理由を書きなさい。
△自分は自分に対していつもどんな心掛をもつてゐなければならぬか。
△左記五人につき善い又はえらいと思ふ順序に(1)(2)(3)…を入れなさい。
（ ）太郎は勤勉で倹約家で一代に数十万円の財産を作つた。
（ ）次郎は勇気があつて身体強健、競技の選手である。
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（ ）三郎は家は貧しいが正義の念に厚く、国家のためとあれば私事をなげうつて
つくす。
（ ）四郞は自ら働いて蓄へた金を身分相応に公共慈善の事業に寄附する。
（ ）五郎はいつも身体の清潔に留意し学問はあるが一人の親友も持たぬ。
ロ、道徳的理由、常識の理解記憶
△国民の三大義務とは何か。
△我が国体の他国に勝れた点如何。
△我が国の家と外国の家との差異如何。
△伊能忠敬の勤勉につき感じた事を書け。
ハ、理想実現の方法的知識の多少と正否
△慈善をする時どんな注意をしないと却つて不徳となるか。
△貧乏であつても慈善は出来るか、できるとすればどうしてするか。
△親の教へに矛盾のあつた時如何にして孝道をつくすか。
（２）道徳的判断
△次の十行為に最高一〇最下一で点をつけよ。
（ ）自分の家の評判をよくするため近所の人の悪口を言ふ人。
（ ）他人の秘密をあばかぬ人。
（ ）病人や貧乏人を助けるために銀行の金をぬすむ人。
（ ）親族に病人や貧乏人がある時自分が多年心血をそそいでためた金を出してきて
与へる人。
（ ）自分に借りた金は必ず却す人。
（ ）兄弟けんくわをする人。
（ ）平素自分を悪口いふ友達が危険な場合敵弾を冒して危険を救ふた人。
（ ）共に不正をしながらも友達をだます人。
（ ）自分より幸福な人をうらやむ人。
（ ）道路におとし穴を発見してすぐそれを埋める人。
２、情的方面
道徳実行に先だつて、正善を愛し邪悪を悪む程度。実行後正善を行つて自己満足を感
じ邪悪を行つて不満を感ずる程度又一面から言へば敬愛、仁愛、感謝等の道徳的感情
の強弱を常に注意深く観察し主観的とならぬ様にする。
３、意的方面
道徳を実行する前に実行する工夫や注意を如何に払いつゝあるか、実行しつゝある事
に如何に執意しつゝあるか、実行後如何に反省批正しつゝあるかを考査する答案法に
よる問題例を次に
△常に心掛けてゐる格言・修養句をあげ且それはどういふ時に浮かぶか。
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△本学期善行したらそれを記せ。
△毎日実行する君の修養行事は何ですか （１０）。
上で挙げた考査問題はあくまで一般的な例題であり、次に示すものが、山口県玖珂郡麻
里布第一尋常高等小学校の尋常 6 年で行われていた考査である。
尋六
一、皇太神宮について左の問に答へよ。（一五）
１、何所に在るか。
２、祭神はどなたか。
３、私どもが尊崇するわけ。
二、我が国運は維新以来僅か六十余年間に非常な発展をしたがそれは何に基くか。又
あなたは我が国の将来に対して大いなる責任がある、如何にして国運の発展に尽く
さうと思つてゐるか、その覚悟をのべよ。（二〇）
三、我が国が国際連盟を離脱したのは何故か。（一五）
四、楠木正行は忠孝両道を全うした人として最も尊敬されてゐるが、その正行の行ひ
でどんな所が忠孝一致になるか。（一五）
五、家を重んずるには、日常どんなことを心掛けてゐなければならぬか。（一五）
六、次の三人の各々について最も感心してゐる所を簡単に記せ。（二〇）
１、佐久間艇長。
２、高田屋嘉兵衛。
３、井上でん （１１）。
以上のような試験により修身科の成績は考査され、通信簿には甲乙丙の三段階で評価さ
れていた。
（３）操行考査
＜操行考査の目的＞
（一）教授訓練等に於て児童の心操及び行状に及ぼした効果を検証して、教育上の参
考に資す。
（二）児童の操行成績を明かにして、一は保護者の注意を促し一は個別指導其他の資
となす。
（三）児童をして自己の操行について自覚させ自奮自励の態度を作興させること（１２）。
＜操行考査の方面＞
一、心操と行状の方面
心操の内容は多種多様であって尽くをあげ尽くすことは困難であるけれ共、その代表
的なものを挙げると
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（一）個人的心操としては

誠実・熱心・正直・沈着・果断・勇気・忍耐・節制・反

省・自治・自信・快活・清潔・整頓・倹約・丁寧・勤勉・健康・敬虔などであり。
（二）家庭的心操に

孝行・友愛・貞節などをあげられ。

（三）社会的心操に

仁愛・寛大・親切・従順・規律・節操・公正・礼儀・報恩・公

徳・協同・奉仕などを含み。
（四）国家的心操としては

忠義・愛国・遵法などである。

二、総合的方面
Ａ、情意の檢検査
Ｂ、道徳的判断力の検査
Ｃ、性行の評価 （１３）
Ａ、情意の検査に関しては、個性調査が重要な資料となる。個性を知る一方法として知
的素質を測定することもあるが、児童の性行の基礎である情意、性格方面の素質について
の調査は非常に重要であると言える。また、Ｂ、道徳的判断力については、行為において
是非善悪の判断が大きく関わっており、判断力と行為が密接な関係を持ち、人間の人格価
値批判上留意すべき重要な事項となるため、判断力の検査が必要とされる。情意は個人性
行の根源であり、道徳的判断力はある事柄に対して行為を起こすまでの心的態度、または
過程であるため、両者共に外部的には未発動な心的活動である。これらが起因となって具
体的に行動に表出された自己の様相が即ち性行である。このＣ、性行の評価は操行成績考
査の中心部に位置するものであるが、これらにおいては各々真に客観性を有する妥当な方
法を定め難いため、操行考査における困難さが生ずるのである。
＜考査の方法＞
一、直接観察法（心証法）
（一）直接児童について行ふ方法
不断に教室内、運動場等、各種の生活機会に児童と接触して行ふ。
（二）特定時に諸種の検査記録をして行ふ方法
個性調査簿により、又は、テストによる。
二、間接調査法（調査法）
（一）自ら告白させて行ふ。
（二）他人の申告による。
自治会の報告
部落別報徳自治会、学級自治会に於ける交友の報告及びその記録による。
家庭訪問及び保護者会等に於ける保護者の報告職員会に於ける他報告による。
其他一般人よりの報告をも参酌する （１４）。
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考査の方法についてはできる限り主観に囚われないようにするために分析法、測定法、
或は品等法などを考慮の内に入れなければならないが、分析されたもの、個別的に測定さ
れたものの総合、統一がその児童全体であるとは言えない。分析、各種測定はあくまで考
査の一手段に止まるものであり、結局は児童が自然の境遇に対して自然に発動する表情動
作、または言語について、長期にわたる継続的観察を第一義としなければならないのであ
る。
三、成績標示法
こゝに成績の標示法について見るに、従来普通考へられた如く、単に甲乙丙の標語を
示したのみでは、教育利用の途とはならぬ。総合され平均されたこの標語を以て単に
児童或はその父兄に示したのみでは、甲をつけられた場合はとも角、全学級児中の大
多数を占める乙或は丙の児童の場合、父兄には叱責の材料として取扱はれ、児童には
自己卑下の心より自暴自棄を起す材料ともなり、教育的には寧ろ害あつても益はない
ものとなる。茲に我々は、品等法の示す次の如き品等項目をも参酌して、各個人の長
短を内省せしめ、教師自らも、真剣なる態度を以て、その乙となり丙となる理由を暗
示して、人格錬成に心掛けねばならない。
（一）情緒的特性
（イ）情緒の持続‥‥‥‥‥むら気
（ロ）禁止的‥‥‥‥‥表出的
（二）社会的特性
（イ）謙遜‥‥‥‥‥自慢
（ロ）公平に評価する‥‥‥‥‥嫉みうらやむ
（ハ）友達より人望‥‥‥‥‥排斥者
（ニ）服従‥‥‥‥‥反抗
（三）道徳的徳性
（イ）誠実‥‥‥‥‥虚偽
（ロ）同情‥‥‥‥‥残忍
（ハ）規律‥‥‥‥‥放縦
（ニ）共同‥‥‥‥‥利己
（四）意志的徳性
（イ）沈着‥‥‥‥‥軽率
（ロ）不撓不屈‥‥‥‥‥薄志弱行
（ハ）勤勉‥‥‥‥‥怠惰
（ニ）元気‥‥‥‥‥柔弱 （１５）
山口県玖珂郡麻里布第一尋常高等小学校では、以上に挙げたことを基準として２つの段
階を経て操行の査定を実施していた。１つ目は学年査定会である。これは同学年担任教員
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がそれぞれ各自学級より原案を持ち寄って会合し、査定の下打ち合わせを行うものである。
従来、操行が「甲」の児童は学級児童数の約１割であったので、このような割合も原案作
成上幾分考慮しなければならないことであった。操行査定用紙には甲児童及び丙児童のみ
記入し、他は全て乙としていた。学級訓練上、個人指導上の両面から見ても教師が特に関
心を持つべきは操行の甲及び丙の児童であり、故に甲、丙の児童のみを記入することとし
ていた。そして２つ目は全校査定会である。学年査定会を通過した原案は、学年主任がま
とめて校長に提出していた。校長は提出された各学年の原案の全部をまとめて全校職員会
を開き、慎重に吟味研究を重ねて最終決定を行っていた （１６）。

＜図１＞

＜図２＞

＜図３＞
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＜図１＞山口県玖珂郡麻里布第一尋常高等小学校の操行査定において使われていた操行査定票用紙
引用：山口県玖珂郡麻里布第一尋常高等小学校編『道徳教育の指針』山口県玖珂郡麻里布第一尋常
高等小学校、1935、143 頁。

＜図２＞尋常科一年の操行査定表例
引用：村田英吉『尋一の学級経営』厚生閣、1935、114 頁。

＜図 3 ＞昭和初期の尋常小学校における成績表例
引用：高崎伊平「思い出の教育史〔昭和初期〕（二）」37 頁。
http://www.lib.fussa.tokyo.jp/digital/digital_data/connoisseur-history/pdf/08/11/0006.pdf
（最終閲覧日 2014 年 12 月 2 日）

（４）考察
以上、山口県玖珂郡麻里布第一尋常高等小学校における事例を基に修身科の成績がどの
ように評価されていたのかについて論述してきたが、修身科の成績評価は修身訓練一体を
理想としつつも、その対象を知識的方面に限り、実践的方面に関しては操行査定によって
評価していたことが本研究を通してわかった。ここで、現代の道徳の教科化における評価
に関する記述を見てみると、「児童・生徒に対する評価は、教員が、学習状況や成長の様
子を総合的にみて、通知表などに記載する」（１７） とあるように、指導要録に専用の記録欄
を設け、道徳性に関わる子供たちの成長の様子を多面的、継続的に文書で記述することを
提案している。これは、道徳性は極めて多様な児童生徒の人格全体に関わるものとし、数
値などによる評価は不適切であると強調されているためである。確かに、自己の道徳性を
仮に五段階で評価された場合、その数字によってはそれこそ父兄の叱責の対象になりかね
ないし、自己卑下を引き起こさせてしまう可能性があるという点から、記述式の評価は生
徒にとっては良いと考えることもできる。しかし、今回の答申では評価の観点などに関す
る記述は見られず、またその範囲や対象についても曖昧な部分が多い。本章を通して、道
徳という教科を評価するうえで、その観点、範囲、対象は、その教科の性格をはっきりさ
せるという点で非常に重要な要素であると感じたため、教科化に向けてこのような点をよ
り具体的に示す必要があると感じた。
最後に、山口県の尋常小学校のみを事例として挙げたわけだが、当時の教育制度は府県
によって異なる部分も多く、修身科の評価方法に関して一方向からの研究に留まり、多方
面からの分析を加えることができなかった点を本節の限界として述べたい。

〔註〕

（１）文部省『文部省日誌明治十四年』第二十五号（『文部省日誌十四』日本史籍協会、1986 年、
所収）、145 頁。
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（２）同上、145-146 頁。
（３）長野県教育史刊行会『長野県教育史』第 10 巻、長野県教育史刊行会、1975 年、302 頁。
（４）大久保利謙編『森有礼全集』第 1 巻、宣文堂書店、1972 年、524 頁。
（５）同上。
（６）長崎県西彼杵郡教育会編『小学校長講習会講演録』長崎県西彼杵郡教育会、1918 年、241 頁。
（７）同上、241-242 頁。
（８）山口県玖珂郡麻里布第一尋常高等小学校編『道徳教育の指針』山口県玖珂郡麻里布第一尋常
高等小学校、1935 年、130 頁。
（９）同上、131 頁。
（10）同上、132-134 頁。
（11）同上、137-138 頁。
（12）同上、139 頁。
（13）同上、140-141 頁。
（14）同上、141 頁。
（15）同上、141-142 頁。
（16）同上、142-143 頁。
（17）日本経済新聞（2014．10．21）mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASDG21H15_R21C14A0CR8000/
（最終閲覧日 2014 年 12 月 2 日）

（工藤夏姫）
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第二節

昭和戦前期における評価事例（その二）

（１）成績評定の総論
修身の評価方法を考察する際に、当時の成績評価方法について総体的に大きな枠組みで
捉えてみたい。文部省より 1941（昭和 16）年 8 月 21 日附第 1336 号を以って「国民学校
ノ学令簿及学籍簿ニ関スル件」が通牒された。その学籍簿ニ関スル事項第二項に記入上の
注意というものがある。
各科目ノ成績ハ平素ノ情況ヲ通ジ其ノ習得、考察、処理、応用、技能、鑑賞、実践
及学習態度等ノ各方面ヨリ之ヲ総合シ厳正ナル態度ヲ以テ公正妥当ナル評定ヲナシ評
語ヲ以テ表ハスコト。
評語ニテ表ハスコトト為シタルハ国民学校教育ノ本旨ハ皇国ノ道ノ修練ニ在ルヲ以
テ其ノ成績ヲ従前ノ如ク十点法ニヨリ数量的ニ表ハサントスルハ教育ノ本質ヨリ見テ
妥当ナラザルモノト思料シタルニ依ルモノナリ （１）。
ここから、1941（昭和 16）年に成績の表し方が従来の十点法から変えられたことが分
かる。学籍簿は成績を十点法で表し、学校が保管していた。これに対して、生徒児童に通
知する、通知表の評価記載法は甲乙丙であったことに気を付けたい。十点法が使用されな
くなったのは、教育の本質から考えて、児童の成績を数量的に判断し決定付けるのは妥当
ではないという判断からである。変更された表記の仕方はどのようなものだったのであろ
うか。
成績ノ評語ハ優、良、可トシ「良」ヲ基準トス。
イ

「良」…「良」ハ当該学年相応ノ程度ニ修メ得タリト認メラルルモノ（之ガ程
度ハ概ネ国定教科書ノ内容ニ示サレタル程度ト理解スベキコト）ニ対シ与フル
評語

ロ

「優」…「良」ニ比シ優レタリト認メラルルモノニ対シ与フル評語

ハ

「可」…「良」ノ域ニ達セザルモノニ対シ与フル評語

ニ

「優」ニ関スル具体的基準ハ之ヲ示サザルモ成ル可ク其ノ程度ノ區々タラザル

マ

マ

様留意シ之ヲ与フル範囲ニ於テモ妥当ヲ失セザルコト、「良」ノ域ニ達セザル
モノヲ「可」ノ評語ヲ以テ表ハスコトトナリタルモ、義務教育ノ本旨ニ鑑ミ担
任職員ノ努力ニ依リ成ル可ク「良」ノ域ニ達セシムル様指導ヲ怠ラザルコト
ホ

或ル科目ニ付稀ニ見ル優秀ナル能力ヲ有スル児童又ハ特別養護ヲ要スルモノト
認メラルルモノニ対シテハ教科欄、教科概評欄等ニ具体的ニ其ノ旨記入スルコ
ト （２）

この成績評定方法は文部省から発せられた通牒により整備された。重要な点としては、
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一つに「良」を基準とした評語を使用して成績を表すようにした事。従来の十点法は児童
の過失があるごとに減点していくという考えが基準であったため、全ての児童に国家の期
待する一定水準の修練を施そうとする主旨には合致していなかったのだ。もう一つは成績
を考慮する際の視点をはっきりと明確にした事。これまでの紙上考査法ではなく「習得、
考察、処理、応用、技能、鑑賞、実践及学習態度等ノ各方面ヨリ」成績を考慮する方法へ
と改訂された。
成績評価というのは、現代の様に児童生徒の学力や能力の発達達成度合や程度を判定す
る為の物ではなく、上述した評語解説のニの項にあるように、児童の発達修練がままなら
ないのは、その内容を享受する側である指導者にも大きな責任があるという認識があった。
そのため、「可」から「良」になるように教師担任が日々反省を繰り返して、指導し続け
なければならないのである。児童の評語は教師の指導と関係が深い事と義務教育という点
から、否定的な語である「不可」の判定（評語使用）はしないように求めている （３）。
現代の感覚以上に成績評定にかかる教師担任の指導的裁量の比重が大きい事は、後述す
る国民科修身の具体的考査法のひとつである日々の反省帳の児童と教師の反省に反映され
た結果であると考えられる。
（２）国民科修身成績評定の意味
国民科修身の成績評定は、修身教授の使命を全ての児童に達成するための一つの手段と
して行われる。教師側の立場から見れば、修身成績評定を下す事によって、教師自身の反
省の機会とする事が大きな目的の一つである。教師は修身科において要求する基準に照ら
して修身指導を行った結果、指導が目的通りに行われたのか、方法に誤りが無かったか、
目的そのものが正しかったのか、教材の精神把握に誤りが無かったかなどの反省考察をす
る機会として捉えられた。更にそれらは今後の指導方針・指導方法の改善に努める必要が
あるとも考えられていた。反対に評定を受ける児童の立場から見れば、知識的にあるいは
実践的に復習整理の機会を与え、そして児童自身の現状を知悉して目的に応じた教育を施
し最大限度の効果を挙げようとすることなどが考えられる （４）。児童の成績評定を元に児
童自身と教師の双方に影響を与えていたようだ。
児童の姿を正しく明らかにする方法として、①家庭状況、②社会状況、③身体状況、④
素質程度等、様々な方面から調査しなければいけないのであるが、国民科修身の成績評定
はどの程度まで確実に修身的「知識を獲得」し、どの程度まで「実践」できているかを調
べ、その現状に即して児童を皇国臣民として最大可能程度の発展を遂げるように指導する
為、国民科修身の成績評定は下されるのである （５）。
それでは、当時の文献を元に実際の教育現場である国民学校では、教科としての修身を
どのような方法において考査し、児童の習得レベルを判断したのかを探っていきたい。
（３）国民科修身成績考査方法概説
本節で取り上げる修身評価 2 点目の事例は、主に島根県師範学校付属国民学校著作の事
例を取り上げる。
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事例２
一般的に採られてきた修身成績考査方法は概ね以下のようなものであったようだ。
１．道徳の意識的考査
（１）知的理解の考査
主として徳目の意味の理解の例話理解記憶の度
（２）情的意体得の考査
感銘、反省、判断、決意の度
主として口答又は筆答を求めての考査
２．道徳の実践的考査
（１）日記、反省帳、綴方等を通じての観察
（２）教師の直接観察又は家庭訪問其他よりの報告に基づく制定
主として児童生活の観察による判定 （６）
上記の様に考査方法は、口答・筆答によるものと日常生活の観察によるものの二種に分
かれていたようである。しかし、学校により修身教育観の相違があったため、１の道徳の
意識的調査を中心として評価しようとしたもの、及び２の道徳の実践的考査を中心として
評価しようとする立場を取るもの、また、考査方法の時期とその方法等、実際においては
様々な相違があったようである （７）。
（４）国民科としての修身と学年的考慮
「国民科修身の任務は聖訓の実践的奉体という点にある。即ち他の国語・国史・地理の
三科目と相俟って国民科修身に於いては実践という事を中核として国民科の目的達成に参
ずべきものである。従って国民科修身の成績考査は只に狭い科目修身という立場のみなら
ず国民科という立場に立ち、特に聖訓の実践的奉体如何の点を考査せんとするのがその根
本的立場でなくてはならぬ」（８） とあるように、修身という科目は実践的奉体の直接指導
の科目として捉えられていたが、国民科の国語・国史・地理の各科目がその実践的奉体の
大きな力となってそれぞれに効果を期待されていようだ。国民学校教育の一切が皇国民の
基礎的錬成を目的に据え、一貫しているとすれば、教科の内容と任務は、錬成されるべき
皇国の資質から規定されてくる事が分かる。その求められた資質を錬成する為になされた
教育内容の大分節が「教科」であり、それぞれ国民科・理数科・体操科・芸能科・実業科
と称した。この教科の区分は、従来のような学問上の分類によるものではなく、教育の目
的から見た区分であり、五教科の間には順位や優劣などはなく、所教科の有機的共働によ
って皇国民の錬成、すなわち「聖訓の実践的奉体」が達成されるとしている。
しかし、上記の修身という科目に対する期待はあまりにも大体論であって更に細かく検
討するならば、そこには学年的考慮がなされていた。「考査の対象は又漠然たる児童の道
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徳生活という事ではなく、その指導事項の体得如何という事であるが故に、学年的にその
指導の重点を明らかにならしめることにより自ら考査の対象と範囲も明瞭となってくる」
（９）

のである。

教則並びに教師用書に示されている物をまとめるとおおよそ以下の様になる。

＜引用『国民学校成績考査方法の研究』島根師範学校付属国民学校編、明治図書、1942 年、22 頁。＞

学年が進むにつれ成績考査の態度や何に重点を置かれていたのかが読み取る事が出来
る。上の表によると、国民道徳の実践から徐々に道義的使命の徳性を理解させようという
目的が伺える。更に、学年的考慮の項目には、第一期は躾、情意的錬成が、第二期は、情
操涵養、国民的自覚の喚起、道徳的理想構成、第三期には、自律的道徳判断、最終学年の
第四期には、自律的道徳判断、職分奉公、道徳的使命の自覚と書いてある。
高学年になるにつれ、道徳判断を自分で行える様にさせ、更には社会人としての職分を
わきまえて行動する等、徐々に構造的に又、指導目的が複雑になっている事が分かる。
ここで実践を中核とした考査の実施の具体例を挙げる。
尋常小修身書巻四『第十四

わがまゝを言ふな』の指導の際、

１．高崎正風の話によってどんなことを感じましたか。（口問口答又は筆問筆答）
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各自の行為（特に我がまゝという点）についての反省の度を平素の児童観察の結
果と比較して査定する。
２．そしてどんなことをしようと考へましたか。（口問口答又は筆問筆答）
実践意欲発動の度を査定する。
３．実践そのものの指導と査定。
先ず各自の実践意欲に即し実践事項を決定し実践表を作成せしめ、平素における
児童観察と相俟ってその後における実践表を通じ、或は家庭連絡その他の方法に
よってこれが実践の指導をなし、その問において実践の態度を査定する （１０）。
上記の指導の中で、修身成績考査の中核は３にあり、それが身に付くまで繰り返し指導
され、その実践に対する児童の修身態度の如何を考査する事が国民科修身考査の主体とな
るべきものである （１１）。
そして１や２は国民科修身考査観においては、児童の生活全般を土壌として道徳的意欲
を「積極的に啓培する事」と「実践する事」とは別個のものではないという立場で考査が
なされるところに国民科修身成績考査のあるべき姿、即ち実践を中核としての考査という
ことの真意が存在するのだ （１２）。
（５）具体的方法
何をどのような角度から考査しようとしていたのか、具体的に採られた方法を把握した
い。国民科修身という科目を考査する際、指導事項の中の狭く限られた範囲で査定を行う
考査基準ではなく、指導事項全般を見渡し得る窓、すなわち、国民科修身成績考査の 4 つ
の窓に焦点を当てられた考査指針がつくられていた。以下にその４つの窓を示す。
１）しつけ
根本は自我を否定して国民生活に現る規範に喜んで服従する事。
躾ける者の権威に無条件に服従する事、すなわち素直さの程度、躾はどの程度身に
付いたものとなっているか、躾を邪魔するわがままの度合い、躾けるもの（教師、父
母、その他長上）への素直さ、友人相互への協同的態度の程度などを教師の絶えない
児童観察及び家庭連絡などで見極めようとした。従って児童生活のすべてが考査対象
となり、特に第一期児童においてこの点の考査が国民科修身成績の中心となった。
２）こころね
情意的錬成の度、道徳的情操涵養の度。学年相応に善を善として喜び、悪を悪とし
て憎みあるがままの感情を道徳的に浄化しようとする事。
こころねの度合いを見極める事は非常に難解であるが、必ず児童の実践に表れ、修
身指導を成す過程において看取する事が出来る。児童の例を一つ見ても、躾の点が伺
われると同時にこのこころねも看取され、次のたしなみの点についても知る事が出来
る。そのため、こころねは国民学校全期を通じての修身考査の窓となるべきものであ
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る。特に第三、第四学年の修身考査の窓として重視されなければならない点であった。
３）まなびぶり
修身を学ぶ態度。修養を経た反省的態度並びに習得の工夫。
まず教材内容に即して、平素の品行、学習時の態度並びに実践意欲の発動の程度、
修養の工夫が自覚的かつ積極的か否かなどの点を、平素の児童観察、或は課題提出に
対する処理態度、又は日記、反省帳、綴り方などを使用して考察しようとした。基本
的に全学年を通じての考査の中心となるべきものではあるが、特に第三期以降の学年
において重視すべき点であった。
４）たしなみ
武士のたしなみ、女子のたしなみ等、そのそれぞれの道が身に付いた境地の事。
即ちここで言うたしなみとは、常にその道の事を考え、その実践に苦しみ、心掛け、
反省し工夫して修養してはじめて得られるものの事である。従って、修身における指
導事項の体得、即ち道徳的理想の構成力道徳の自律的判断力、国民的の自覚、皇国の
道義的使命の自覚の徹底の程度を図ろうとしていた。
たしなみが出来る為には、それぞれの事柄について一定程度の知識が伴っていなけ
れば、行動に表れないし、単なる盲目的な動作であってはならないという立場にあり、
そもそも知るという事は何かしらの実践という立場が無くては成立せず、それは常に
聖訓の実践という国民科修身の鏡により照らされ判断されたものでなくてはならなか
った。
従ってたしなみの考査は児童の日常観察が中心であったが、特に各課修身指導の立
場より観察する場合は勿論、偶発的事項を通じて観察する事が重要な意味を持ってい
た。また、知識が行動の基盤になるという考えから、課題による考査も可能であり、
公民的素養、或は歌・格言等の教養の度合いを測る事もあった （１３）。
国民科修身考査の 4 つの窓は、それぞれが関係しながらも、「児童の心理的段階に即し
ての査定たること」（１４）という立場を取って、それぞれの児童の発達・発展段階に即した
修身教育考査の基準を想定していた事が分かる。4 つの窓を児童の修身評価の際の指針と
していたことは、後に掲載する国民科修身成績考査簿（第 1 学年）の資料に示されている
ことからも理解できる。
国民科修身の成績判断、考査はいつ、どのような項目を取り上げ想定されて行われてい
たのか。先に修身成績考査方法概説として、道徳の意識的考査と道徳の実践的考査の 2 点
に分けられると挙げたが、それを判断する為、平素における考査と計画的な考査の 2 つに
分けて詳細を紹介する。
○平素における考査
日常の態度を観察するのに、教師は反省表というものを使った。反省表は児童との日々
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の行動を互いに確認し、反省する材料としても用いられていた。具体的に観察対象となっ
た日常の態度は以下の様に分けられる。
学校生活状況の内、
〔登校態度〕姿勢歩行、奉安殿奉拝、校門での礼、持物傘の整理、教師及び友人と
の挨拶、教室への出入、窓の開閉
〔朝会態度〕整列、無言、服装、遥拝、体操、姿勢
〔学習訓練〕教師への礼、姿勢、教科書学用品の取り扱い方、机の開け方、起立、
着座、姿勢、言葉使い、返事、態度、休憩中における様子、友人との
関係、作業状況
〔帰宅態度〕登校態度と同様
家庭生活状況の内、
〔生活一般〕学校で指導されている事く規律的に行為されているか、朝の遥拝、体
操、起床、着床等に於て。週間努力点を家庭に於て実行しているか
〔父母、家族に対して〕礼法、返事、仕事等
〔家庭学習〕時間、姿勢、整頓
社会生活状況の内、
隣近所に対し、友人に対し、公衆道徳、時局と銃後の子供として （１５）
などが挙げられる。

＜引用『国民学校成績考査方法の研究』島根師範学校付属国民学校編、明治図書、1942 年、32 頁。＞
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この表は、教師が学校の教壇近辺に置き、児童の学習態度・発問に対する応答ぶり・休
憩時における遊びの態度などを観察し、随時その記入をして、毎日の終礼などその他の機
会に児童と共にその日その日を反省した。一人一人と向き合って反省する時間を設けてい
たことから見ると、現在の絶対評価的性格が強いものと考察する事が出来る。この反省表
は主に学校内でのものであるが、家庭でもその日々の行為を正しい躾に導くべく協力を求
めようとした。家庭訪問や通信による意見交換や連絡が随時行われていた。通信による連
絡の一例として、「お子様は大概○時○頃休みますか。朝起きて宮城遥拝を致しますか。
朝夕のご挨拶が正しくできますか。お勉強の時間は○時○分位ひですか。何か毎日行ふお
仕事が決まっていますか」（１６） 等であった。以上の観察を学級児童観察録に記しておくと
ともに、より具体的にするために、児童に反省表を持たせ、忘れ物・ご注意などを記入さ
せたり、教師に於いてもこれを控えて、忘れ物表、善行表等を作成していた。児童と教師
の間を繋ぐ日々の行為を改善するツールとして使用されたのが反省表であった事が分か
る。反省表の一例を以下に載せる。

＜引用『国民学校成績考査方法の研究』島根師範学校付属国民学校編、明治図書、1942 年、33 頁。＞

この表を使用するにあたって、家庭への教育の意図周知徹底と密接な連絡を取る事を意
識して行っていたようだ。
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○計画的な考査
考査簿の活用
実践を中心とした指導や日常態度の観察にとどまらず、計画的な考査も行っていた。一
つは課題による考査、もう一つは問題を出題し、筆答又は口答を求める考査の二種であっ
た。
イ、課題による考査
課題により、それを如何に処理し、実行するかを前記四つの角度より考査し、考査
簿の上にその結果を記入すると同時に将來の指導に質するあらんとするのである。
（イ）詔書、御製 （１７）、御歌等の勤写を課す。
（ロ）指導事項中或る特殊の点を課題として課し、その工夫、実行の点を考査する。
（ハ）協同、勤勉等の考査を特に作業を通してなす。
（ニ）道徳的判断を必要とするが如き場合に直面せしめその態度を見極める。
（ホ）礼法の実践的体得の度を考査するため、その機会を与へて之が考査をなす。等。
ロ、問題を提出し、筆答又は口答を求める考査
この場合提出する問題は単なる教授事項の記憶を要求するのではなく、何処迄も実
践を中核となし、児童のこゝろねを知り、たしなみの度等を考察し得るやう工夫する
事が必要である。
（イ）例話或は偶発事項等に対する感想を求める。
（ロ）指導事項に対し、その指導前に於て過去の行為についての反省を求める。
（ハ）指導事項に対するその実践への決意を求める。
（ニ）修身指導後に於てその指導事項の実践に対する反省を求める。
（ホ）道徳的判断を要する問題を提出しその解答を求める。
（へ）公民的知識の点を考査する。
（ト）歌、格言等を暗誦又は暗写せしめる、等 （１８）。

計画的な考査をしていても、実践を中核とした査定の立場を取る為、口答、又は筆答の
結果が修身成績に直結するわけではなく、いかにその答えが完全であっても、その日常行
為の実践に照らして、適切な判断がなされなけらばならない。即ち、その答えの処理は点
数表示は避け、その答えを通して、前記四つの角度（窓）より総合的にこれを判断し、考
査簿の上にその活用を求めるのである。
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＜引用『国民学校成績考査方法の研究』島根師範学校付属国民学校編、明治図書、1942 年、37 頁。＞

（６）考察
第二節では、国民科修身の評価について具体的な成績考査表を取り上げながら、事例を
紹介してきた。国民科修身としての性格を尊重しながらの評価方法は、時期や地域によっ
て異なり、一貫した明確なものは存在しない事が分かった。さらに、教育現場である学校
では、成績考査の方法や改善の仕方など、生徒を考査する教師の裁量に大きく任されてい
た事が明らかとなった。教師の裁量次第だったからこそ自分自身の教師的価値が大きく問
われる問題であったために、公正で教育的に妥当な判断や評価が下せたのかという所に大
きな疑問が残った。教育を施す側である教師が、果たして完璧な国民科修身を理解・体得
・実践する必要性に駆られていたのかというのは、想像に難くない。今回評価方法の事例
を一つ上げるに留まったが、評価方法のそれ自体が適切かどうかを考察する事により、
（具
体的には考査簿や反省帳の使用、それらの教材や思考法等）、その評価方法は教育的に妥
当であったのかを確実に判断するには、判断材料の不足から難しい結果となった。評価方
法の形式と教育の実態が一致していたとも限らないところにこの研究の限界を感じる。改
めて道徳教育を導入する現代の教育に向けて、今一度過去の教育事例や評価方法について
深く検討し、道徳教育そのものについて、様々な角度から再考する必要性を感じた。
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頁。
（２）同上、 2 頁。
（３）『国民学校国民科国語の研究―言語活動主義と軍国主義の相克―』、早稲田大学大学院教育学
研究科博士学位審査論文、黒川孝広、2007 年、290-292 頁。
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（寺岡真希）
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第七章

なぜ「修身」は復活しなかったのか

（１）終戦後の修身の動き
1945（昭和 20）年 8 月 15 日、ポツダム宣言の受諾を告げる「終戦の詔書」が発表され
たことによって、太平洋戦争はその終結をみるにいたった。同日太田耕造文相は訓令を発
し、敗戦は天皇のために忠誠を尽くすことが足りなかったためである （１） とし、教育関係
者に「国体護持ノ念」に徹するように求めている。その一ヶ月後、文部省が発表した「新
日本建設ノ教育方針」にも「国体ノ護持」（２） を「平和国家ノ建設」（３） とともに掲げてい
るのであった。ここには、総花的な抽象的な理想が並べらながら国体護持を唱えているの
である （４）。
しかしポツダム宣言に反映した日本の民主主義化を求める国際輿論を背景として、戦後
日本の教育改革は 1945（昭和 20）年 10 月以降、連合国軍最高司令官総司令部（以下総司
令部）の「四大教育指令」（５） を起点に本格的な歩みを始める。これらを見ることで占領
政策がいかに我が国の軍国主義的及び極端な国家主義的な思想と教育の払拭に徹底してい
たかが窺える （６）。敗戦を契機として我が国の国政全般は総司令部の占領下におかれ、教
育文化などを担当する民間情報教育局（CIE）が総司令部の特別参謀部の一つとして設立
された。そして CIE 成立の直後から連合国あるいは米国より教育専門家の教育顧問を招
聘するよう計画した。
なお日本では総司令部の指示により、米国教育使節団に協力するための日本側教育家委
員会が組織された。この米国教育使節団に協力した日本側教育家委員会を母体として我が
国の教育改革につき自主的に検討する合議制機関として、1946（昭和 21）年 8 月に内閣
に教育刷新委員会が設置された。同委員会では学校教育、社会教育、国語改革、教育行財
政など教育文化に関する重要問題をほとんど全て取り扱うこととし、自主的審議を進める
必要上、この委員会と民間情報教育局（CIE）、文部省との連絡調整のために、その三者
の代表各三名からなる連絡調整委員会が定期的に開催された。なお、1949（昭和 24）年
この教育刷新委員会は教育刷新審議会と改称されている。
前述した「四大教育指令」の最初のものが、1945（昭和 20）年 10 月 22 日の「日本教
育制度ニ対スル管理政策ニ関スル件」である。「教育内容は左ノ政策ニ基キ精密ニ検討、
改訂、管理セラルベキコト」（７） とあり、「軍国主義的及ビ極端ナル国家主義的イデオロギ
ーノ普及ヲ禁止スルコト」（８） や「軍国主義的乃至極端ナル国家主義的イデオロギーヲ助
長スル目的ヲ以テ作成セラレタル箇所ハ削除セラルベキコト」（９）、「教育アル平和的且ツ
責任ヲ重ズル公民ノ養成ヲ目指ス新シキ教課目、教科書、教師用参考書及教材ハ出来得ル
限リ速カニ準備セラレ現行ノモノト代ヘラルベキコト」（１０）等が示されている。
また同年 12 月の「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘
布ノ廃止ニ関スル件」にも注目しなければならない。なぜならそれは宗教、具体的には軍
国主義と極端な国家主義の鼓吹に利用された神道の国家からの分離を命ずるものであった
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からである。これらの指令との深い結びつきを持って 1946（昭和 21）年 5 月から翌年 1947
（昭和 22）年 2 月にかけて、文部省によって現場の教師のための手引書として、『新教育
指針』が発表された。この指針は附録を含む 5 冊にわけて発表された。一部ではあるが内
容的には、
「序論―日本の現状と国民の反省」、
「軍国主義及び極端な国家主義の除去」、
「人
間性・人格・個性の尊重」、「科学的水準及び哲学的・宗教的教養の向上」、「民主主義の
徹底」等について述べられている。これは総司令部の指令と密接に関連するもので、多く
の点で、CIE の指導を受けたものである （１１）。
また、1946（昭和 21）年 11 月には、日本国憲法が公布され、第一章の第一条において、
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く」（１２）ことが示されている。翌年 3 月には、教育基本法が制定され
た。これは日本国憲法の精神に則って制定されたもので、これらの文書には、平和と民主
主義を基調とする日本の再生と教育改革の理念をみることができる （１３）。
平和や民主主義を基調とするこの新しい教育の理念が日本において宣言される中で、教
育勅語はどうなったか。教育基本法の制定に至る中の 1946（昭和 21）年 2 月の田中耕太
郎文部省学校教育局長の発言を一例として、政府当局者による教育勅語擁護論が相次いで
いる。これは地方教学課長会議における訓示である。
次に終戦後教育の根本たる教育勅語に対し疑を持ち又は一部教育者が元旦の詔書に依
つて教育勅語が廃止せられたかの疑問を抱いて居る事を耳にして居ります。然しなが
ら教育勅語は我が国の醇風美俗と世界人類の道義的な核心に合致するものでもありま
していはゞ自然法とも云ふべきであります。即ち教育勅語には個人、家族、社会及び
国家の諸道徳の諸規範が相当網羅的に盛られて居るのであります。（中略）勿論其の
徳目の列挙に於て又道徳意識の宗教的内面化に於て勅語は必ずしも完全であるとは申
せないのでありますが、然し不完全は決して誤謬では無いのであります （１４）。
この教育勅語をもって一種の自然法とする田中の発言は、当時の『読売報知』社説その
他による批判も招いた （１５）。他方、1946（昭和 21）年 3 月の第一次米国教育使節団の来日
に先立ち、総司令部の指令に基づき設けられた日本側教育委員会の「米国教育使節団に協
力すべき日本側教育委員会の報告書」は、新勅語奏請説をとっている。
しかし、同委員会の委員の多くが引き続きその委員のなった教育刷新委員会では、1946
（昭和 21）年 9 月 25 日の第二回会議で「教育勅語に類する新勅語の奏請はこれを行わな
いこと」を挙手多数で決定している （１６）。このように教育勅語の精神は日本の中で占領下
においても重要視されていたことがわかる。同会議での承認も得て、同年 10 月 8 日文部
省は式日等に教育勅語の奉読をさしとめる次官通牒を発したのである。ここでは、「之を
神格化するやうな取扱をしないこと」（１７）が述べられている。しかし、教育勅語そのもの
については、1947（昭和 22）年 3 月第 92 回帝国議会における教育基本法案の審議過程に
あたってなお、高橋誠一郎文相の答弁は、教育勅語を敢えて廃止する考えはないものとし
た （１８）。
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しかし 1948（昭和 23）年 6 月、ここでついに教育勅語の排除あるいは失効確認の決議
が衆参両院でなされた。衆議院の「教育勅語等排除に関する決議」では、「ここに衆議院
は院議を以つてこれらの詔勅を排除しその指導原理的性格を認めないことを宣言する。政
府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し排除の措置を完了すべきである」（１９）とされた。
さて、戦前・戦時、首位教科として我が国の学校教育に君臨した修身は、かの「四大教
育指令」の一つとして 1945（昭和 20）年 12 月末日に発せられた総司令部の指令によって
授業の停止が命じられた。これが、「修身、日本歴史及ビ地理停止ニ関スル件」所謂「三
教科停止指令」である。ここでは官公私立学校を含む一切の修身、日本歴史、地理の授業
が停止された。「日本政府ガ軍国主義的及ビ極端ナ国家主義的観念ヲ或ル種ノ教科書ニ執
拗ニ織込ンデ生徒ニ課シカカル観念ヲ生徒ノ頭脳ニ植込マンガ為メニ教育ヲ利用セルニ鑑
ミ茲ニ左ノ如キ指令ヲ発スル」（２０） とあり、「日本歴史及ビ地理ノ総テノ過程ヲ直チニ中
止シ司令部ノ許可アル迄再ビ開始セザルコト」（２１） とある。戦後教育史の記述で、この指
令によって「修身科」が「廃止」されたとするものがあるが、これは明らかな誤りである
（２２）

。この基本的な立場はあくまでも修身教科書の「書き直し」を命じたものであり、修

身科を改訂し、教科として再開することを前提としていた。修身科の改訂再開とする立場
は、1946（昭和 21）年 3 月 30 日の『第一次米国教育使節団報告書』の内容において確認
することができる。
このやうに国民自身が立派な道徳的資産を持つてゐるのだといふことにその眼を向け
て、それらのものを教材として用ひるやうに勧めても、また決して非礼ではあるまい。
（中略）この点に関しては日本は相当の資産を持つてゐる。日本が実際民主主義的に
なるのなら、民主主義的な倫理が当然教へられるものと思ふ。我々はただそれが平和
について教へられ、民主主義の方向に向けられさへすれば、その教へ方は日本人に任
せておいてよいのである。しかし若し倫理が単独な一つの学科として教へられるべき
ものとすれば、我々は次のことをすすめる。（一）真の平等に相反しないやうな日本
の習慣はできるだけその教材として保存するように極力努めること （２３）。
またこの時の勧告で、「日本人の現在持っているもの即ち礼儀を以って修身科をはじめ
るなら、それはよかろう」（２４）ともある。
この停止された三教科に対する結論を先に述べておくと、1946（昭和 21）年、政府は
文部省が新たに準備し、総司令部が承認した教科書を使用する場合、中止されている地理
科の再開を可能とする通知を受けた （２５）。同年 7 月 6 日、文部省は学校当局者に対し、配
布中の新しく印刷された暫定教科書が行き渡り次第、地歴科を再開するべき旨の通知を行
った。
また、日本歴史の授業再開には、長期の準備が必要となったが、1946（昭和 21）年 9
月文部省は歴史の授業の再開許可を求め、10 月 12 日文部省によって準備され、総司令部
の承認を得た教科書のみを使用することを条件に認可された （２６）。しかし一方 CIE は「修
身科」の教科書分析を通して、「修身科」は「『教育勅語』の諸価値を具体化する役割を
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果たすもの」として「教育勅語」と一体的に捉えられていた （２７）。すなわち「教育勅語」
と「天皇制」の問題とは密接に関わっており、「教育勅語」と「天皇制」の結論が出るま
では、「修身科」に対する対応も不明確にならざるをえなかったのである （２８）。そして当
該停止教科において、修身科の再開許可がなされることはなかった。
（２）公民科の成り立ち
三教科停止の指令が出される前に既に、1945（昭和 20）年 10 月文部省では公民教育刷
新委員会が設けられて、道徳教育に関わる自主的改革の歩みが起こされていた （２９）。この
委員会は、GHQ とはなんらの関係なく、自主的に成立し、運営されたものであったのだ。
主な委員には、文部大臣就任以前に文部省学校教育局長を務めていた田中耕太郎の他、東
京大帝国大学教授戸田貞三、和辻哲郎、田中二郎、大河内一男らがおり、後に宗像誠也が
加わる。文部省から主幹の久保田藤麿、事務担当勝田守一及び教学官ら約 20 名で構成さ
れた。
文部省はこの委員会を 11 月 1 日に正式に設置し、数回の審議を経て 12 月 22 日に答申
第一号を、また 12 月 29 日に答申第二号を出して新しい公民教育の方向を示した。答申第
一号の道徳教育について触れられている部分を見る。
道徳ハ元来社会ニ於ケル個人ノ道徳ナルガ故ニ「修身ハ公民的知識ト結合シテハジメ
テ其ノ具体的内容ヲ得、ソノ徳目モ現実社会ニ於テ実践サルベキモノトナル。従ツテ
修身は「公民」ト一体タルベキモノデアリ、両者ヲ結合シテ「公民」科ガ確立サルベ
キデアル （３０）
この答申で示された方針に従って、文部省は 1946（昭和 21）年 5 月 7 日に、「公民教育
実施に関する件」という通達を発することでより明確にした。また、同年 9 月には『国民
学校公民教師用書』、翌月には『中等学校・青年学校公民教師用書』を発行している。こ
の二つは GHQ の指令とは無関係に編集されたものであった。当初 GHQ は「指令」を逸
脱するものとしてこの公民教師用書を認めなかったが、文部省側は「修身」に関する暫定
教科書をつくらず、公民教育に関する教師用書の作成に代えたいとする要求を変えず、結
局 CIE 担当官の承認を得るに至った。『国民学校公民教師用書』の内容を見てみる。
さきに通牒があつたように、これまでつかつてきた修身・地理・国史の教科書は、そ
の内容が全体として適当でないとみとめられたため、その授業は一時停止されること
となつた。そこで修身教育はいま新しい出発をしなければならないことになつたので
ある。（中略）たとへこんな事情がなくても、もはやこれまでの修身教育は、深く反
省して改革しなければならない時になつてゐたといふことは、だれでも、これを認め
ることができよう。授業の停止は新らしい教科書が完成するまでの臨時の処置である。
（中略）そこで新らしくこれまでの修身教育に代つて、これからやつてゆかうとする
公民科教育を、できるだけはやく始めることを目ざして、その参考に本書をつくつて
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その教育への指針を供することとした （３１）。
このように従来の修身教育に反省を見ながら、新しい公民教育の構想について以下のよ
うに述べられる。
新らしい公民科教育は、このやうな点にも反省して、児童や生徒が社会生活をするに
あたつて、正しい行動をすることができるやうにすることと、その社会生活がどんな
ものであるかを理解させることを重く見る立場に立たなくてはならない。そこに修身
教育に代る公民教育の立場があるといふべきである。（中略）しかしこれを実際にど
うやつて行つてゆくかといふことについては、教師の研究と工夫によるものが多いし、
それが効果をあげるかどうかは、その識見と、熱意とによるといはなくてはならない
（３２）

。

しかしこの公民科の教科目の特設は実行されることはなかった。「公民科教育案」の中
には以下のように示されている。
道徳は元来個人の道義心の問題であるが、同時に、それは又社会に於ける個人の在り
方の問題である。従来の教育に於ては、前者を修身科が主として内心の問題として担
当し、後者を公民科が社会の機構や作用の面から扱って来た。新公民科は人間の社会
に於ける「在り方」という行為的な形態に於て、この両者を一本に統合しようとする
（３３）

。

つまり、従来の修身科、修身公民科及び修身及び公民科を「公民科」と改称し、修練を
もこの中に包含する「新公民科」の構想を打ち出したのである （３４）。公民科は、子どもの
生活の現実に即して、日常的に具体的に子どもの自発性と個性を重んじて指導し、合わせ
て合理的な精神への認識をつちかうという方向性を示したものであった （３５）。
このように、日本側による初期の公民教育構想は、「道徳と社会認識の教育とを遊離さ
せない」（３６）という基調に立って、「従来の修身科に代わるものとして」新たな「公民科」
の設置を意図したものであった。これは、「昔あった公民科の考えを民主主義的内容にお
いて復活し、かつて『修身公民科』として二科を統合しようとする考え方のあったのを想
（３７）
起し、これを公民科の名で打ち出そうとしたもの」
であったといえる。さらに「答申」

の重要な性格を示すものとして「わが国民教育が『教育勅語』の趣旨に基づいて行われる
限り公民教育もその立場に立って行われるのはいうまでものない」（３８） という方針を明示
した点である。個性の完成を図りながら、民主主義社会を担う一員としての人間の在り方
の指針は、教育勅語に示されているということを前提としながらの公民教育であった（３９）。
そのことによって、公民教育が修身教育に代わるものとして位置づけがなされたのである。
しかしこのような公民教育構想は CIE（民間情報教育局）の干渉によって徐々に変容し
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ていくことになる。CIE は約二週間の間に「修身科」に代わるものとして「公民科」を容
認し、さらに「公民科」を含む「社会科」の新設を指示したことになる。そしてアメリカ
の「ソーシャル・スタディーズ」の 500 に及ぶ学習項目の草案が提示されている （４０）。こ
れによって新しい「公民科」の提示した「修身科」的内容が大幅に変更されていくことに
なる。「社会科」の導入が決定して以後、占領軍側、日本側双方の関心は学習指導要領と
社会科教科書の作成へと移っていった。1947（昭和 22）年以後、「公民科構想」をめぐる
動きは、ほとんど見られなくなる （４１）。
（３）社会科の新設
社会科の我が国への導入は、CIE 教育課の独自の判断によるものであったといえよう（４２）。
1946（昭和 21）年 10 月 21 日、有光次郎 （４３）とトレイナー（Trainor,J.C）（４４）との会談で
社会科学習指導要領及び教科書問題を討議し、学習指導要領作成のための作業を初等と中
等の二つのグループで行うことを決定した（４５）。初等グループの主担当は重松鷹泰（４６）、CIE
の方は初等がハークネス（Harkness,K.M.）（４７） であった。重松は初等グループの学習指導
要領作成について、次のように述べている。
ハークネス氏が、バージニアの学習指導要領をおしつけたように思われているが、彼
はインディアナ州の案、サンタ・バーバラ市の案そのほか数種の社会科のプランの序
説のごときものをコッピーして、私たちに渡し、どれでもよいものをえらべというの
である。私たちは、共同してそれを検討したが、どうもこれがもっともすじがよく通
っていると考えて、一つのコッピイをえらびだした。するとそれがバージニアの案で
あったわけである。ハークネス氏はそれをもとにして、私たちに社会科を研究させる
のかと考えていたら、バージニアの案の問題をスコープとシークエンスにあわせて表
にしたものを渡して、君たちもこういうものを作成せよというのである。（中略）ハ
ークネス氏は次に、バージニアの学習指導要領の一年生の部分を切り取って、私たち
に渡し、それを参考にして、日本の一年生の部分を作れ、と指示した。これははなは
だ、人を馬鹿にした話で、私たちとしては憤激にたえないが、他に資料がないのでし
かたがない （４８）。
当時の CIE 教育課の基本的姿勢は、学習指導要領の作成を日本人自身の手によるもの
でなければ意味がないというものであった。しかし、実際はそうではなかった （４９）。初等
段階での学習指導要領は、アメリカのバージニア・プランを基礎として作成されたもので
あった。学年の単元配置は「バージニア州学習指導要領と同じ」であった （５０）。もっとも
具体的な学活動の例では、独自に作成された項目が多くなっている （５１）。
このように、「公民教育実施に関する件」や『国民学校教師用書』に基づく「公民科教
育」を臨時の措置として、翌年 1947（昭和 22）年度以降、新学制のもとで小・中・高等
学校に社会科が登場するに及んで、学校における道徳教育（公民教育）はこの社会科を中
心として行われることになった。歴史・地理・公民教育はいずれも新設された「社会科」
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に吸収包含されることとなったのである。先に述べたように「公民科」は戦前の修身科に
代わり道徳教育の領域を担う教科として構想されたものであるが、最終的に成立したのは、
アメリカの「ソーシャルスタディーズ」の「コース・オブ・スタディ」に依拠した「社会
科」であった。道徳性の涵養を総合的に図ろうとする「公民科」と歴史・地理を包括し総
合的に図ろうとする「社会科」では、道徳教育への力点が大きく異なることになる （５２）。
1947（昭和 22）年の「学習指導要領社会科編（試案）」は、その目標を「従来の修身・
（５３）
公民・歴史等の教科の内容を融合して一体として学ばなくてはならない」
としている。

しかし、その作成までの過程において修身科のみ個別に検討されることはなく、また、修
身科的な役割を担うものとして構想された「公民科」も大きく変質されていった。したが
って社会科の中では関係する従来の教科の内容のうち修身科については十分な検討をせ
ず、修身科の担っていた道徳教育を等閑視したままで戦後の「社会科」は出発していった
といえよう （５４）。
以上述べてきたように、1945（昭和 20）年に連合国軍に敗戦した日本は、政治、経済、
社会的分野また教育の面において抜本的な改革を迫られた。この具体的な理論は教育勅語
と修身科をどのように評価し、戦後の道徳教育の理念と方法をいかに構築するかという点
に集約された。占領軍が 1945 年（昭和 20）年 12 月 31 日に「修身、日本歴史及ビ地理停
止ニ関スル件」の指令を発する。ここでは、当該教科を占領軍が許可するまで「停止」し、
教科書の「書き直し」を命じたものあった。つまり占領軍は当初修身科の改訂再開を意図
していたのである。こうした占領軍の措置の一方で日本側（文部省）でも戦後の新たな道
徳教育の模索を進めた。これが「公民教育構想」（以下「構想」）と呼ばれるものである。
占領軍が修身科の改訂再開を求めたのに対して「構想」は修身科を公民教育に切り替え
ることを意図していた。公民教育刷新委員会の示した「構想」の方針に対して、当初、占
領軍の民間情報局（CIE）はあくまでも修身科の改訂再開を求めた。しかし、日本側との
交渉の結果徐々に「公民科」の設置に理解を示し、ついにはこれを容認することになる。
そして CIE は 1946 年（昭和 21）年 8 月に、日本側の進めていた『公民教師用書』の作成
内容に細かい修正指示を加えることでこれまで日本側が進めてきた新たな「公民科」の設
置の方針をさらに転換し、「社会科」の設置を強く求めていく。
この「社会科」の導入には「構想」それ自体の大きな変容を意味しており、修身科に代
わる新たな「公民科」が設置されず、社会科が導入されたことは、道徳教育を担う明確な
教科が教育課程からなくなることを意味していた。日本側の「構想」が CIE の関与によ
り社会科へと変容したことは、戦後の道徳教育の在り方に大きな意味を持っていた。何よ
りそれは「構想」が模索した戦後の道徳教育の方向性が「完結」することがないまま挫折
したことを意味していた。また、これによって「戦前までの修身教育を十分清算する機会
を失い、戦後のあるべき道徳教育の理念と内容に「あいまいさ」を残すことになってしま
った」（５５）のであると貝塚は述べる。
（４）考察－修身科の功罪と「特別の教科 道徳」(仮称)の今後－
以上のように戦後、修身科が「停止」へと追い込まれていく過程についてみてきた。修
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身科の運命は、GHQ により「修身、日本歴史及ビ地理停止ニ関スル件」により修身科が
「停止」されてしまい、当該の他教科は再開が許可されたが、修身科に関しては再開許可
がなされることはなかったことと、その後の公民科の「構想」が CIE によって「社会科」
へと変容されていったことで「停止」に追い込まれた。それにより現代でも修身科はあい
まいさを残し、かつ戦前戦中の道徳教育は天皇制イデオロギー教化の「装置」として機能
したと認識されている修身科は、触れることすらタブー視される傾向が今でも残っている、
と貝塚は指摘する。
現在、道徳を教科にすることに向けて審議を進めてきた中央教育審議会は、道徳教育の
充実のため、道徳に検定教科書を導入し、「特別の教科

道徳」（仮称）にするなどとい

う答申をまとめた。これまでたびたび議論になりながら見送られてきた道徳の教科化が、
早ければ 2018 年にも全面的に導入されることとなった。道徳教育の充実に関する懇談会
（第八回）の配布資料では、
「道徳の時間が形骸化しているのは、教科でないからである。
戦後、道徳教育に関する改善の方針は出尽くしており、それでも活性化させるためには枠
組みを変えるしかない」（５６）という意見が述べられているが、ここで言われている枠組み
を変えることを「無駄」にせず、特別教科としての道徳を導入していくためには修身科の
功罪をしっかり踏まえ、それを今後の道徳教育の教科化に活かす必要があると考える。
修身科があいまいなまま停止されてしまったために、修身科が教科それ自体にどのよう
な反省点（批判点）があったのかについても曖昧にされる場合もあるため、天野貞祐の『道
理の感覚』を参考に批判点も考察していきたい。天野は 1937（昭和 12）年に出版された
『道理の感覚』において修身教育に関して三つの点から批判を展開する。天野の道徳教育
に関する内容は膨大であるため、あくまでもその批判点を中心に現代に活かすための参考
として取り上げるということ、そして天野は修身科それ自体の意義を批判していたわけで
はないということを注意点として示しておく。
第一は、修身科が道徳的な行為の方式を教えるに過ぎず、「模範的行為にしても多くは
特別の場合におけるもので日常性に乏しい」（５７）とし、次のように続ける。
模範というのはつねに理想化された模型たるに止まる。現実の生きた人間はそういう
特別な場合に出合うことは容易になく、たとい出合ったとしても範型通りに行動して
は生きて行けるかが疑わしい。現実は不断に流動変化している。（中略）型を知って
いることも場合によっては有益かもしれぬが、道徳に関しては同時に大なる危険も孕
んでいる （５８）。
つまり修身科で学んだことを現実世界において範型通りに行動していけるかどうか疑わ
しいということを述べる。
第二は、「生徒が修身教科書を通じて様々な徳目、様々な有徳的言行を学ぶことには、
生徒の道徳感覚を鈍らす」（５９） 危険があるという指摘である。つまり、たえず道徳の話を
聞いていると、「道徳に関する新鮮な感情を失う恐れがある」ばかりでなく、「教え方に
よっては生徒の反抗心を挑発することさえもありうる」（６０）というものである。
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そして天野が修身科の弊害として批判する第三の指摘は、「修身科担当者をして修身は
自己独占のことごとく思わしめ、他の学科担当者をして修身は全然自己と無関係のごとく
思わせる点」（６１）についてである。
さらに天野は、1950（昭和 25）年 11 月 26 日の朝日新聞において「私はこう考える－
教育勅語に代わるもの－」と題して、「従来の修身授業はとかく単なるお説教となる傾向
があり、その上修身の先生だけが徳育の配慮をするので、学科の先生はそれと無関係であ
るかの如き誤解を生じ易い」と修身科の弊害を指摘する一方で社会科に関しては従来の修
身科の個人道徳にとどまりがちな性格より広い展望を持って一歩進めたものであるがその
成果を十分に上げていないとし、「これまでの修身科と社会科を契機として、茲に新しい
道徳教育の工夫をしようとする」構想も示した （６２）。
これらの批判は今後道徳が「特別の教科」として格上げされるにあたっても考える価値
のある重要な指摘であると私は考える。「道徳に係る教育課程の改善等について（答申）」
では、道徳の時間を「特別の教科 道徳」（仮称）として位置付け、その「内容を道徳の
時間よりも体系的、構造的で明確なものとするとともに、指導方法や評価の在り方につい
ても一貫した理念のもと改善を図ることにより、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教
育の要としての性格を強化し、それ以外の各教科等における指導との役割分担や関連の在
り方等を改善することが必要と考える」（６３）と述べられている。
また、特定の価値観を押し付けることになるのではという指摘に対しては、「多様な価
値観の、時に対立がある場合を含めて、誠実にそれらの価値に向き合い、道徳としての問
題を考え続ける姿勢こそ道徳教育で養うべき基本的資質である」（６４） というように述べら
れている。
「特別の教科

道徳」（仮称）の核となるのは、やはり検定教科書が導入され、数値で

は表さないにせよ評価を行うということであると思うが、その際にいかにして生徒自身が
考え、かつ多様な価値観を得て、主体的に行動することができるように育んでいけるかと
いうカリキュラムの内容に関する側面と、道徳を要として各教科において関連させながら
授業を進めていけるかという学校における機能の側面の 2 点が、今回の教科の格上げで乗
り越えていくにあたり難しい点である、と私は考える。またこのような側面に関する批判
点が、前述した天野の『道理の感覚』にも見られる点でもある。
最後にこの章の限界について述べる。日本の修身教育の移り変わりはアメリカの教育使
節団による影響は大きかった。例えば、宗像誠也・五十嵐顕・持田栄一の三氏による共同
研究『占領下の教育改革』の論文の中で、「戦後の教育改革は、アメリカ教育使節団の報
告書の引いた構図に沿って行われた」（６５）とあるが、この論文の解釈に至っては、①単純
にアメリカの教育を真似したのである、②これを批判的に摂取して前進のために出発点と
しようとする態度を取った、③本質的には不信を抱いていたが、占領軍の圧力により、や
むを得ずそれに従った、との三つの解釈がある （６６）。そのため、アメリカの計画がどれほ
ど日本に影響を及ぼしたのか（日本の修身停止に対して）という程度の研究は必ずしも明
らかにされているものではない。また、時代に大きな差があるため、修身の批判点を必ず
しも現代に置き換えて、今後の「特別の教科

道徳」（仮称）の視座とすることは難しい
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ということを本研究の限界としたい。しかし、いずれにせよ修身科の停止の歴史に向き合
い、構造的な分析を行うことが今後の教科化にあたって様々な重要なヒントを与えてくれ
るに違いない。
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