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Transcultural collaboration for
personal development in early childhood education: 

Tetsu Yasui and Elizabeth Hughes

Yoko Yamasaki11） and Peter Cunningham2）

Keyword :  Transcultural collaboration; children’s self-development 
（Froebelian ideas and practices） ; teachers’ training; 
women’s cultural role.

Introduction

The school system ordinance ‘Gakusei’ to enlighten people was 

promulgated by the Japanese government in 1872. Following the Meiji 

Restoration, and its opening of extensive dialogue between intellectuals and 

educationists in Japan and the West, foreign advisors for teaching （oyatoi 

gaikokujin） were hired by the Japanese government in order to modernize 

Japan.1 Fujimaro Tanaka （1845-1909）, a member of Iwakura Mission,2   

encouraged and supported founding of a Women’s Higher Normal School, 

and promulgated the Education Ordinance in 1879 to replace an earlier 

school system ordinance. He supported young teachers sent to study abroad, 

such as Shuji Izawa （1851-1917） the third principal of Tokyo Normal School 

for Men in Tokyo from 1879 to 1881, and Hideo Takamine （1854-1910）, the 

fourth principal of Tokyo Higher Women’s Normal School from 1897 to 

1910.3

Froebel’s writings were translated by a Buddhist monk Shinzo Seki （1843-

1880）4 who had visited England and Europe to research religion and 

Christianity in 1872.5 He founded the first Japanese kindergarten, attached to 

１）　Mukogawa Women’s University, Japan. 
２）　Homerton College, University of Cambridge, UK.
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the Tokyo Higher Women’s Normal School in Tokyo in 1876，and translated 

The Kindergarten into Japanese （See Fig. 1）. He became its first headteacher 

with Clara Matsuno, a senior teacher, and Fuyu Toyoda, the first Japanese 

kindergarten teacher. In 1880 Annie Lyon Howe （1852-1943）, female 

missionary from Chicago, founded Shoei kindergarten in Hyogo in 1889 with 

the Kobe Christian Association for Women.6 The Japanese government 

continued to send fresh young scholars to study abroad, especially in order 

for them research public education systems and theory and practice of 

pedagogy.

Yujiro Motora （1858-1912）, who had taken a doctorate under G. S. Halle’s 

supervision at Johns Hopkins University, was the first person to introduce 

John Dewey’s ideas into Japan from 1888. He and his friends founded the 

Japan Education Research Society in 1890, in 1902 it was renamed the Japan 

Child Study Society.7 In 1901 the Japanese Froebel Society was founded and 

published a journal Fujin to Kodomo （Women and Children）.8

Based on such a historical background this paper draws on biography and 

cultural interaction to examine a particular moment in the adoption of 

Froebelian methods by Japanese teachers and educationists. Three key texts 

from the first volume of Fujin to Kodomo provide a focus for analysis in this 

paper. In March and April 1901 two previously untranslated articles by Tetsu 

Fig. 1: Adolf Douai, The kindergarten（1871）, 
translated by Shinzo Seki, 1876.

D11642-71002598_Ⅰ-yamasaki＆peter.indd   2 2019/10/30   9:27:03



－3－

Transcultural collaboration for personal development in early childhood education: Tetsu Yasui and Elizabeth Hughes

Yasui （1870-1945, occasionally Tetsuko Yasui） who studied as a younger 

scholar in Cambridge, described kindergarten in England on the two volumes 

of Fujin to Kodomo （See Fig. 2, 3）, offering significant insights, for example, 

on the training of teachers. Elizabeth Phillips Hughes （1851-1925） who was 

sent to Japan by the UK government, gave several lectures to teachers of 

various types of schools, including Shoei kindergarten, translated her lecture 

about the early childhood education by Yasui （See Fig. 4, 5）, and visited a 

few prisons in Japan from August 1901 to November 1902. Our attention in 

this paper focuses especially on understanding the translation of these ideas 

across languages, cultures and across time. Reference will also be made to 

Fig. 4: Cover （left） and back cover （right） 
of Fujin to Kodomo, vol. 1, no.11, 
1901 Nov.  

Fig. 5: E.P. Hughes on Fujin to Kodomo, 
vol. 1, no.11, 1901 Nov.  

Fig. 2: Cover （left） and back cover （right） 
of Fujin to Kodomo, vol. 1, no. 3,  
March 1901. 

Fig. 3: Cover （left） and back cover （right） 
of Fujin to Kodomo, vol. 1, no.4, 
April 1901. 
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related trends in the cultural role of women.

Brief sketch of transcultural collaboration 

between Tetsu Yasui and Elizabeth Hughes

In 1896 Tetsu Yasui9 （See Fig. 6, 7）, a promising young graduate of Tokyo 

Women’s Higher Normal School, was despatched by the Japan Ministry of 

Education to investigate schools for three years, January 1897-July 1900, in 

Britain.  As a part of this tour, in October 1897 she visited the Cambridge 

Training College for Women （f.1885）10, rated at that time one of the best 

training institutions in England （See Fig. 15）.

There she began to study Pedagogy and the History of Education under the 

renowned E. P. Hughes, its first principal from 1884 to 1899（See Fig. 9）, 

with whom she formed a strong personal and professional relationship （See 

Fig. 10）. 

After her retirement in 1899 Hughes was sent to Japan by the UK 

Government, visiting over 75 schools, and speaking to Japanese teachers 

about radical new teaching methods.11 One of Hughes’s lectures at Tokyo 

Higher Normal School for Men was published in Japanese, entitled 

Fig. 6: Graduation Ceremony, Tetsu 
Yasui （second from the right in 
the front row）, 1890 March.

Fig. 7: Tetsu Yasui in 
youth.

Fig. 8: Tetsu Yasui as a 
teacher at her alma 
mater, March 1914, 
Tokyo Women’s 
Higher Normal School.
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Kyojuhokogi （The Art of Teaching）, 1902 （See Fig. 11, 12）,12 and another 

was published entitled ‘Home of England’ as the first chapter in Katei no 

Mohan （Exemplification of Home）, 1902（See Fig. 13）.13

Fig. 9: Elizabeth P. Hughes （centre） and her first cohort 
of students at Cambridge Training. College for 
Women

Fig. 10: Tetsu Yasui （centre）, 
E.P. Hughes （right）, 
an Amrican visitor, at 
Snowdon in Wales, 
1898.

Fig. 11: Inner cover of 
Kyojuhokogi 

（Lectures on 
pedagogy）, 1902.

Fig. 13: Inner cover of 
Katei no Mohan 

（Exemplification 
of Home）, 1902.

Fig. 12: E.P. Hughes on 
Kyojyuhokogi and Katei 
no Mohan 

（Exemplification of 
Home）, 1902.
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Yasui’s account of the kindergarten system in England

Yasui wrote about the kindergarten system in two articles, entitled ‘The 

condition of the English kindergarten’, March and April 1901,14 in the journal 

Fujin to Kodomo（See Fig., 2,3）, contrasting two types of school for young 

children aged 3-6: first the Infant School or infant department of a public 

Elementary School for children of poorer families or the working classes; and 

secondly the kindergarten for children of middle-class society, usually 

attached to a girls’ Secondary School to provide training for adolescent girls 

and a source of apprentice kindergarten teachers.

The subjects （Hoiku kamoku） for trainees were the teaching of reading, 

counting, writing, the use of Froebel’s ‘Gifts’ （Gabe）, games, and songs, in 

addition to the three Rs. Yasui commented: “it seems that teaching the three 

R’s is difficult, but writing is likened to drawing, and counting is taught 

through work with the ‘Gifts’, and this differs from teaching subjects and 

methods in Japan, with their emphasis on intellectual education”.15

She asked the question why kindergartens did not enjoy more emphasis in 

England. In answer, she quoted comments by Ms Weldon, head teacher of 

the kindergarten training course at the prestigious girls’ school in Cheltenham, 

Cheltenham Ladies’ College:

In the UK there are two reasons why kindergartens are not recognised 

by English people: first, kindergarten teachers are so young, and 

second, many kindergarten teachers do not understand the true spirit 

of nurturing. In other words, not many kindergarten teachers know 

how children's mental power （ 心 力 ＝ shin ryoku） develops or why 

children’s independent play, and their play with the Gifts have deep 

meanings which are not appreciated or valued from outside. Thus, in 

the thoughtful kindergarten educator’s view, the work of children in 

kindergarten by such younger teachers has no critical aims or goals as 
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Transcultural collaboration for personal development in early childhood education: Tetsu Yasui and Elizabeth Hughes

teaching ［no specific knowledge and skills］. Even newly trained 

kindergarten teachers, after completing their training, emphasise only 

their practice and assume this is all that’s required for kindergarten 

teaching. But this attitude is not the true spirit of nurturing or 

education, and it is not sufficient for managing, studying or improving 

the art of caring for children in kindergarten.16

Yasui noted that in this context two types of training course were set up at 

Cheltenham: one solely concerned with skills, and another for skills and 

principles of nurture. She explained that the former was a one-year course, 

for a kindergarten assistant, teaching such skills as methods of indoor play, 

childcare schema, sewing of children’s clothes, and handling the Gifts; the 

other was a course of 7 terms, two years and one term, to include subjects 

such as Religion, Psychology, the Art of teaching （Pedagogy）, Ethics, 

Physiology and Hygiene, Animals and plants, Chemistry, Geometry, Drawing, 

Gymnastics, following which trainees gained the full qualification as a 

kindergarten teacher.

Regarding the curriculum and method of the two infant school types 

distinguished above, Yasui’s explanation is summarised in Table 1 below. 

Table 1　Policies of two types of schools for infants in England17

Training Policies
Infant School or 
Infant Department 
of Elementary 
school 

1. exercise eyes and hands for habituating accurate and 
precise movement.

2. enjoy play and songs,  and develop a spirit of deep 
affection （Shin ai no seishin）, because of a lack of 
education for parents of the worker class.
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Kindergarten 1. gradually develop intellect, virtue and physical fitness 
in parallel, then integrate for the development of 
mental power （Shin ryoku）.

2. create a childcare method developing the three aspects 
of intelligence, emotion and will, in harmony.

3. offer an atmosphere of warmth and goodness.
4. project the idea of each child as member of a group.
5. draw on the rich imagination of each individual child. 

The kindergarten teacher, according to Ms Weldon, needs to understand 

something of Psychology, Physiology and Hygiene, and in this way evidently 

differs from a mere child-minder.

Yasui explained that:

Some children in their homes learn piano or French, situations that 

are different with Japanese children. But in my view it seems like a 

little too much teaching.18

Yet her description and rationalisation of the UK kindergarten system 

influenced Japanese more than a little, indicated by continuing trends of 

middle- and upper-class parents choosing kindergarten for their children – 

two streams still working in parallel, and not yet integrated, even in the 21st 

century.19

“Development and care of children’s individuality

in the kindergarten” by E. P. Hughes

The progressive idea of kindergarten was promoted also by Hughes. One 

lecture by Hughes we focus on here was for kindergarten teachers.20   

Hughes’ topic was children’s individuality as nurtured and developed in the 

kindergarten. For this she discusses children’s individuality in contrast with 

traditional coercion by men, dangerous as a means to manipulate 
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administrative control. Its danger lies especially in a great power gap between 

adult males on one hand, and children on the other, in terms of physical 

strength, intellect and abilities, in a society where legislation, administration 

and justice are gathered to one person or a small group. In her opinion 

administrative coercion is of two kinds, conscious and unconscious, which are 

typically exercised.21 She insists on her aim as follows:

We educate children for reasons of their human nature, and children need 

to develop their own individuality, and in this way, children might grow as 

mature adults who become the most influential people in the world.22

This means that children grow not by slavishly following a model imposed 

by educationists.23 Developing children’s individuality, Hughes suggests the 

importance of rights of freedom and choice,24 so that simultaneous or ‘class’ 

teaching is not the only method employed in the school.25 She exemplified 

these opinions by a lesson observed in a kindergarten in Italy. There she 

observed a lesson on frogs, in which a teacher talked briefly about frogs, 

before asking children to choose a task from drawing, working in clay, 

composing a story or poem, or reading a poem about frogs. The teacher in 

that process chose to support their discussion as much as possible, and this 

kind of selective activity by children was seen as the most important 

educational means in kindergarten.26

Nurture and development of individuality for ages 4 - 8 were most 

important in terms of psychology, and it was thus dangerous to adopt 

coercive attitudes in working with children. Holding to this idea, teachers 

must love children, administration in kindergarten should aim at children’s 

happiness, and teachers need to study their children to complete a state of 

preparedness for education in kindergarten.27
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In conclusion she posed four questions:28

• Is the development of children’s individuality a necessary topic in 

kindergarten or not?

• Whether teachers behave coercively with intention because teachers as 

adults have power?

• How can eager teachers try to block their coercive behavior, if coercive 

behavior is dangerous?

• How can we help the development of children’s individuality?

Hughes’ final invitation to her audience was that she would be happy if 

any of her listeners would express an opinion in answer to these questions, 

thus encouraging them to reflect critically on the principles that she had 

outlined.

This convergence of English and Japanese minds is a fitting lens through 

which to evaluate the important and influential collaboration of Tetsu Yasui 

and Elizabeth Hughes at very beginning of the ‘Century of the Child’.

Conclusion

Transcultural collaboration

We offer this account of transnational dialogue about Froebelian principles 

and practice as part of our continuing research in the evolution of educational 

policy and pedagogy worldwide. As historians we value the opportunity to 

examine critically the ways that ideas have been developed within and 

exchanged between different cultures in varying circumstances across time. 

Alongside the innate fascination of how societies care for young children and 

prepare them for adult life, we believe that reflection in historical perspective 

can enrich and sharpen our understanding. Across time and across 

geographical space this forum provided by the IFS in Hiroshima 2018 was a 
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welcome opportunity for transcultural collaboration.29

So that is the first theme we want to emphasise regarding the narrative 

that we have explored. Hughes came to Japan with an enquiring mind, in the 

wake of Yasui’s journey to her own country, recounting her experiences and 

her beliefs, observing and asking questions. Both did this at the behest of 

their respective national governments who were recognising the need to learn 

from around the globe, more than a hundred years before we meet here and 

now as professionals and academics in our globalised century. How do these 

changed contexts colour our historical and our pedagogical work?

Children’s self-development

Children’s spontaneous and natural growth, too often tragically ignored in 

political discourse and institutional management, was persuasively embodied 

in Froebel’s philosophy and his followers’ educational programmes. Sadly 

mass education as routinised instruction remains a dominant model despite 

the evident negative impact on young people’s health and well-being. It is 

salutary and helpful however to reflect on the changing political contexts in 

which reformers have worked to spread their enlightenment and improve the 

quality of early childhood care, so that the contributions of Yasui and Hughes 

can continue to encourage the work of educators in this century.  Yasui was 

appointed as lecturer of Tokyo Women’s Higher Normal School in 1910 and 

director of its attached kindergarten, and became professor in 1912.

Teachers’ training

Yasui and Hughes found a shared belief in the need for sophisticated 

training of teachers at an advanced level of higher education. We have seen 

how they promoted the importance of theory to support skills, of 

philosophical and psychological understanding as well as a broad cultural 

education to underpin the work of the kindergarten. This should hardly need 
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defending in the 21st century, yet a combination of diminished public 

expenditure and diminishing respect for intellectual expertise are negative 

economic and cultural trends, in the opposite direction to those of Japan or 

of England 100 years ago.

Women’s cultural role

Such economic and cultural challenges have recurred in relation to the 

status accorded teachers of young children, a dilemma perhaps enhanced by 

Froebel’s modeling of the kindergarten teacher on the mother’s role. 

Mothering was an unpaid occupation and one seen as ‘natural’ requiring no 

special training.  Yet these assumptions were beginning to be challenged. In 

1909 an English writer on motherhood described the role as a ‘scientific’ one 

and called for the state to recognise its economic value; and she quoted the 

President of Tokyo University encouraging women as university students to 

‘study and master by their own effort, and think and judge for themselves’ 

instead of ‘blindly submitting to their instructors’ words and passively yielding 

to an author’s views’.30

In 1916 Yasui criticised the ‘conventional idea in Japan that educated 

women lose their motherhood … Women who have trained their intelligences 

and have wide interests and developed abilities of judgment might make a 

good wife.31 At the request of Inazo Nitobe （1862-1933） she therefore moved 

to Tokyo Joshi Daigaku （Tokyo Woman’s Christian College）（f. 1918） as a 

college supervisor, where prominent thinker and educator Nitobe contributed 

as first president, whom she followed as second president in 1923, devoted 

to teaching women for opportunities to nurture children in the future （See 

Fig. 14）. This was two years before the death of Hughes. In 1949 the 

Cambridge Training College for Women was renamed Hughes Hall in honour 

of its first principal （See Fig. 15）.
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now Hughes Hall.
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Transcultural collaboration for personal development in early childhood education: Tetsu Yasui and Elizabeth Hughes
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April 2019.
Tetsu Yasui, The situation of kindergarten in the UK （Oversea bulletin）, Froebel Society in Ja-
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ultystaff/hyuji/jsspf/kadai/yukawa2.pdf, accessed 27 Aug. 2018.
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言語文化研究所　秋季言語文化フォーラム

――大学間教育研究連携プロジェクト「綴り方教育と言語文化」――

１．「綴り方教育と言語文化――フォーラムの開催にあたって――」

玉井　　暲（司会者、言語文化研究所長）

ことばを「綴る」という営みは、言語と知力の活動が一つに結びついた営

みである。子供は、生まれおちると、「自然に」ことばを操ることができる

ようになると見えるが、じつは、そこには、その言語的無垢なる子供をとり

巻く言語的環境のなかで働いている言語使用のさまざまな型が重要な役割を

果たしているにちがいない。特にことばを「綴る」、「書く」という営みは、

言語使用のなんらかの「型」あるいは「慣習」があらかじめ整っていなけれ

ば、十分に機能しないのではあるまいか。この言語使用の型の形成に、言語

文化が深く関わっていると想定すれば、綴り方教育の理念とその実践につい

ての検証は言語文化の諸原理や諸相を解き明かすプロジェクトして、極めて

興味深いものとして浮上する。綴り方教育と言語文化が交差する磁場を探る

ことを通して、新しい知の地平を拓いてみたい。

以下に、フォーラムの発表講師の方々の発表要旨を記載する。

２．フォーラムにおける研究発表者の論文／発表要旨

①「言語文化研究としての兵庫県下の「綴り方教育」研究の可能性」

山﨑　洋子（武庫川女子大学客員教授）
綴り方教育は、戦前戦後を通じて展開された日本固有の教育事象であ

り、それは海外で取り組まれている作文（composition）教育とは様相

を異にしている。また、この実践は、地域や実践者によって表現や意味
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づけも微妙に異なるため、歴史事象として一義的に定義づけることは容

易ではない。ただし、「綴ること」によって、学習と発達の根底にある

生活認識に迫り、アイデンティティを育む、という教育目的は共通して

いるように思われる。実は、兵庫県には、「綴方は自己を綴ることである」

と述べた芦田恵之助、『村を育てる学力』を著した豊岡の東井義雄、『学

級革命―子どもに学ぶ教師の記録』を著した丹波の小西健二郎、『学級

というなかま』を著した西宮の戸田唯巳など、著名な綴り方教師がいた。

本発表では、日本の綴り方教育の一翼を担った兵庫県の綴り方教育の事

象からいかなる言語文化の知見が出てくるかを意識しつつ、綴り方教育

研究の可能性について考えてみたい。

②「綴り方教育の背景としての新教育運動」

渡邊　隆信　（神戸大学教授）
「新教育」とは、19世紀末から20世紀初頭にかけて国際的に展開した

教育改革の理論と実践の総称です。先進諸カ国においては19世紀後半

に近代の学校教育制度が確立していきます。当時は、教師が子どもに対

して一方的に教科書の知識を詰め込むようなスタイルが一般的でした。

そうした教師中心、教科書中心の教育（いわゆる旧教育）に対して、子

どもの興味、関心や主体性を重視した教育（新教育）が、私立学校や師

範学校附属学校を中心に徐々に広がっていきました。そこでは「子ども

から」や「児童中心主義」をスローガンとして、諸能力の調和的な発達、

教科横断的な学習、共同体としての学校、生活と学習の結合、といった

ことが強調されました。子どもが生活のなかから自己の思いや考えを書

く綴り方教育もまた、こうした新教育の運動のなかに位置づけることが

できます。本発表では、綴り方教育の背景としての世界と日本の新教育

運動について考えたいと思います。
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言語文化研究所　秋季言語文化フォーラム

③「東井義雄の教育評価論と綴り方・作文教育」

川地亜弥子　（神戸大学准教授）
東井義雄（1912-1991）は、日本のペスタロッチーと呼ばれ、綴り方

教育だけでなく、学力論、教育評価論、学校づくりなどで、全国に名を

知られた兵庫県の教師です。村を捨てる学力ではなく「村を育てる学力」、

「一番はもちろん尊い　しかし一番よりも尊いビリだってある」のよう

な、平明でインパクトのある言葉で自らの教育論を語りながら、日本の

教育に影響を与えてきました。子どものありのままのいのちを重視する

「いのちの思想」を提唱すると同時に、子どもの「生活の論理」の高ま

りを評価すべきと考え教育評価についても発言を行ってきました。学校

では評価をしなくてはならないから、という消極的な理由というよりも、

子どもから生まれる思考に注目するからこそ、そこを評価できる方法が

必要だと考えていたのです。本発表では、東井の教育論、実践記録を紐

解きながら、教育評価論と綴り方・作文教育についてみなさんと一緒に

考えます。

④「文章表現と SNS」

岸本　千秋　（言語文化研究所研究員）
文章表現に関する大学の授業で、「作文」あるいは「文章表現」につ

いての印象を尋ねると、ほとんどの学生が苦手意識をもっていると答え

る。しかし、同時に、文章を書く能力をもつことは、大学生にとって、

また、これからの人生において大切で必要なことだと考えており、その

能力を上げたいと思っていることも事実である。他方、LINE や Twitter、

ブログなど、いわゆる SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）と呼ばれる媒体上では、記号を駆使した勢いのある文章が綴られて

おり、SNS 上においては、「作文」に抵抗が少ないと言えるだろう。

SNS の文章には、記号類が多く使われていることが、大きな特徴の一

つであるが、そこで使用される記号類は、その出現状況に一定の傾向が
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認められることが分かっている。本発表では、「作文」、「文章表現」に

苦しみ、苦手意識をもつ若者が、「抵抗なく饒舌に」綴る SNS の文章の

特徴を、記号類の使われ方という点から明らかにする。
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言語文化研究としての

兵庫県下の「綴り方教育」研究の可能性

山　﨑　洋　子

Keywords：言語文化、綴り方教育、作文、芦田恵之助、東井義雄、小西健

二郎、戸田唯巳

・・・歴史とは、事実を編輯することではなくて、動きつつあ

る生活過程を洞察すること・・・。さらに、こういう洞察は、パ

ノラマ的調査や鳥瞰図的概観だけの使用によって得られるもので

はなく、ある特殊なできごとをクローズ・アップの手法で見通し

探索することによって、つまり強調的に孤立させながら考証する

ことによってなしとげられるものである。こういう手続きによっ

て、ある一つの文化を、外面からだけでなく、内面からも評価す

ることが可能になる１。

１．はじめに

ギーディオンの言う「ある特殊なできごと」の一つに、本稿で取り上げる

「綴り方教育」がある。子どもが自分の身の回りのことや生活について自分

の言葉で素直に綴る教育活動は「綴り方教育」（生活にのみ特化した場合は「生

活綴り方」「生活綴方」とも称される）と称されているが、「綴り方教育」の

歴史編纂は、「動きつつある生活過程を洞察」し、「クローズ・アップの手法

で見通し探索する」ことによって可能になる。本稿が対象とする「綴り方教

育」研究は、こうしたギーディオンの見解に期するところが大きい。

さて、「綴り方教育」は、19世紀末に生起した国際的な新教育運動の影響

を受けつつ、日本で戦前戦後を通じて独自に展開された教育史の事象である。

それは、端的に言うならば、子どもが生活の中で見たり聞いたりしたこと・
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思ったこと・感じたこと・考えたことのありのままを文にさせ、それを用い

て授業を展開し、自己認識と社会認識を深め、子どもをより良い社会の構成

員へと育てる一連の教育的営為である。それゆえ、海外で取り組まれている

作文（composition）教育とは様相を異にしている。また、この実践は、地

域や実践者によって表現や意味づけも微妙に異なるため、歴史事象として一

義的に定義づけることは容易ではない。ただし、「綴ること」によって、学

習と発達の根底にある生活認識に迫り、アイデンティティを育む、という教

育目的は全ての「綴り方教育」に共通しているように思われる。

ところでそもそも、「綴り方」という名称が型を教え込む形式主義の「作文」 

に代わって学校教育に公的に登場したのは、1900年の改正小学校令の小学

校令施行規則においてである２。そこでは、「国語」の教科の中身を「読み方」

「書き方」「綴り方」の三つに区分して相互に関連づけ、「他の科目で学んだ

こと」「子どもの日常の見聞」「生きるために必須の事柄」を記述し、「平易

で明瞭」な文にすること、といったことが明示された。この改革に尽力した

のは、日本の新教育運動をリードした当時の文部官僚・沢柳政太郎（1865-

1927）である。しかしながら、「綴り方教育」、とりわけ東北地方の「生活

綴り方教育」は、貧しい生活を見つめ直すことに意義を見い出したため、子

どもたちが反体制的な思想を受け入れやすくなると判断され、1940年頃か

ら警察による取り締まりや弾圧が始まった。困難な生活を見つめることは社

会体制批判を生むとして、戦争とファシズムの進行するなか、終戦までに全

国で多くの教師が検挙されたのである３。

実は、兵庫県には、「綴方は自己を綴ることである」と述べて、作文の題

目を教師が与える課題主義ではなく「随意選題」の論を展開した丹波地方の

芦田恵之助（1873-1951）、『村を育てる学力』を著した豊岡地方の東井義雄

（1912-1991）、『学級革命―子どもに学ぶ教師の記録』を著した丹波地方の小

西健二郎（1924-1995）、『学級というなかま』を著した西宮市の戸田唯巳

（1919-2009）といった著名な教師がいた。

本稿では、日本の「綴り方教育」の一翼を担った兵庫県下の「綴り方」と

いう歴史事象に光を当て、それに取り組む教師の実践からいかなる言語文化
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言語文化研究としての兵庫県下の「綴り方教育」研究の可能性

の知見が出てくるかを念頭に置きつつ、「綴り方教育」研究の可能性につい

て考えてみたい。言うまでもなく、本稿で取り上げる四名の教育実践家は、

生活綴り方の歴史においてだけでなく、日本の近代教育史に大きな足跡を残

した著名な教師であり、それゆえ、彼らを同時に取り上げることは極めて無

謀である、との誹りを受けるかもしれない。しかし、ギーディオンが述べて

いるように「ある特殊なできごとをクローズ・アップの手法で見通し探索す

ることによって、つまり強調的に孤立させながら考証することによってなし

とげられるものである」ならば、兵庫県という地域の「綴り方教育」にアプ

ローチし、彼ら四名全体を視野に入れて捉えることも許されよう４。以下、

その言語文化研究としての可能性を探る予備的作業に歩を進めることにした

い。

２．芦田、東井、戸田、小西の教育活動における場所と時間

まず本節では、四者が教育活動を展開した場所（space）と時間（time）

に目を向け、そこからどのような特徴があるかについて考えてみたい。

芦田恵之助は、1873年、兵庫県氷上郡竹田村樽井（現在の丹波市）で、父・

小笠原儀兵衛、母・かなの２女２男の末子として誕生した。よく知られてい

るように、彼は16歳で、故郷の竹田村（現在の市島）の竹田簡易小学校の

授業生という呼び名の教員になって教職生活をスタートさせ、芦田家の女性

と結婚して芦田姓となった５。彼は、福知山や京都の学校で訓導として働く

が、子どもの自発活動による「活動主義」を提唱していた樋口勘次郎（1872-

1917）を紹介してもらい、妻子を福知山に残して1898年に上京し、樋口が

勤務していた東京高等師範付属小学校の訓導となった。樋口は、彼の講演を

口述筆記した芦田の助力を得て、翌年『統合主義教授法』（1899）を刊行する。

この樋口に学んだ芦田は「綴り方教育」を提唱した。やがて彼は兵庫県に戻

り、1902年に兵庫県姫路中学校の助教諭となり、ここで国語教育の実践を

展開した。そして、晩年には、竹田に戻って過ごし、そこで没することにな

る。このように彼の活動舞台は、竹田だけでなく、福知山、京都、東京へと

広がり、やがて教団行脚で足を伸ばした全国各地にまで及ぶ。
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東井義雄は、1912年、兵庫県出石郡合橋村（但東町）佐々木の東光寺（浄

土真宗本願寺派東光寺）の長男として生まれ、幼少期に過ごした京都や姫路

師範学校時代を除いて、生涯を豊岡但東町で過ごした６。1927年に姫路師範

学校に入学し、1932年に師範学校を卒業して20歳で豊岡市豊岡尋常高等小

学校訓導となり、1947年、母校の相田小学校に転勤する。ここでの教育実

践記録が、『村を育てる学力』に収められるわけであるが、彼はずっと生家

の東光寺を守り、地域の教育に専念する人生を送った。そのため、彼の活動

舞台は、豪雪地帯でもある兵庫県北部の豊岡盆地に限定されている。

戸田唯巳は、1919年、兵庫県美嚢郡吉川町（現兵庫県三木市）の農家の

家庭で、５人きょうだいの４番目として誕生した７。1939年に兵庫師範学校

（現神戸大学国際人間科学部）を卒業して小学校教諭となり、西宮市立の瓦

木小学校、安井小学校、名塩小学校、大社小学校と、西宮市を拠点に公立小

学校の教諭、教頭、校長職を務めて教職生活を終えている。

小西健二郎は、1924年、兵庫県氷上郡春日町で誕生し、大阪第一師範学

校（現大阪教育大学）で学び、1943年９月に同校卒業後、大阪府や兵庫県

で公立学校教師として働くが、1975年から兵庫県氷上郡青垣町の芦田小学

校（現丹波市立芦田小学校）、氷上郡春日町春日部小学校（現丹波市立春日

部小学校）で教頭や校長を務め、丹波地方を拠点に教育活動を展開した。彼

の生活拠点は現在の丹波市春日町柏野であり、阪神間で教職生活に勤しんで

いた戸田との交流機会も容易であったことが窺われる。

このように見てくると、彼らが活躍した地域は、芦田が兵庫県中部を拠点

にしつつ全国各地、東井が兵庫県北部、小西が兵庫県中部、戸田が兵庫県南

部というように、兵庫県の各地域をバランスよくカバーしていることがわか

る。この状況は、兵庫県の地形的特徴と対応している。兵庫県は、日本海と

瀬戸内海の双方に面し、その地形は県域の約８割以上を占める山地と山麓部

の丘陵・台地、河川流路に形成される扇状地と河口低地、山間盆地などによっ

て作られている。中央の中国山地に沿って、県北に円山川、県南に加古川・

市川・揖保川・千種川があり、北部に豊岡盆地が、中央部に六甲山地北方の

篠山盆地がそれぞれあり、南部に播磨平野、その東方に武庫低地が広がって
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いる。こうした兵庫県の地形的な特徴は日本全土の縮図として捉えることも

でき、またそれゆえ、彼ら四者の教育思想を俯瞰するならば、その特徴は日

本の「綴り方教育」全体の特徴を示している、と敷衍することができるかも

しれない。また、ちなみに、丹波市の石生（いそう）には、本州一標高の低

い中央分水界があり、京都府北部を通って日本海に流れる由良川水系と瀬戸

内海に流れる加古川水系に分岐する「水分かれ」という所があり、それは、

兵庫県の地形的特徴の１つとなっているのである。

次に時間的な観点から彼らにアプローチしてみたい。その特徴と差異はど

のような点にあるのであろうかのである。

冒頭に挙げたように、芦田は1873年に誕生し1951年に78歳の生涯を閉じ

た。その人生は明治、大正、昭和の時代にわたっており、その過程には、日

清戦争（1894-1895）、日露戦争（1904-05）、第二次世界大戦（1939-1945）

といったように様々な戦争があった。その社会的影響は少なくないであろう。

彼は1913年に主著となる『綴り方教授』を刊行した後、『綴り方教授に関す

る教師の修養』（1915）、『読み方教授』（1916）を刊行するが、1917年に文

部省嘱託兼務の訓導として『尋常小学国語読本』を編集し、1921年には、

朝鮮総督府編集官として『普通学校国語読本』、1924年には南洋庁嘱託とし

て『南洋諸島国語読本』の編集にあたり、植民地での国語教育をリードした

体験をもっている。そして、公職を退いた1925年以降、各地を巡業して講

演や授業をおこない、授業研究や教材研究、教科書編纂や綴方研究、さらに

は読方教授研究、児童読み物の創作など、日本の国語教育の発展において多

岐にわたる影響を与えた。全国各地での彼の活動は教壇行脚と称され、その

思想は「同志同行」と概念化された。そして、『同志同行』誌（1930年創刊）

は、彼の教育思想を伝える媒体となったのである。

東井は芦田よりも約39歳若いが、ほぼ同じ年数を生きている。また、彼

の生きた1912年から1991年までの約79年間のエポックメーキングも、第二

次世界大戦であったことは軽視し難い。彼は大戦前の1927年に姫路師範学

校に入学し、日本軍が中国軍に対して総攻撃を行った1932年に卒業して教

師になった。この彼が最も苦悩したのは、よく知られているように国民学校
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時代であった。国民学校令及び国民学校施行規則（1941年）では、綴り方は、

「読ミ方」・「書キ方」・「話シ方」とともに「国民科国語」に位置づけられ、

教育勅語体制下の臣民になるために「適正ナル指導」が重視されたのである。

戸田は、1919年に生まれ2009年に没するまでの約90年間を生きており、

存命期間は四者の中で最も長い。彼の教師としての活動が着目されるのは、

戦後の1950年代後半から1960年代、1970年代の学級経営に関わる論考を公

開した時期である。彼は日本の社会が急速に変化していく時代にあって、サ

ラリーマンの家庭の子どもの多い都市部の学校で、綴り方を用いた学級経営

に取り組み、民間教育団体の一つ「兵庫作文の会」８で指導に励んでいった。

最後の小西は、四者の中で最も若い。彼は、1924年に誕生し1995年に亡

くなるまでの71年間を教育活動に専念するわけであるが、彼の活動した時

代は戸田とかなり重なっている。現代化が急速に進行する状況下、丹波地方

も若者が都会に出て行くことを余儀なくされた。そんな時期に小西は、「兵

庫作文の会」に寄せられた子どもの作文の文章指導において、生活綴り方の

手法を活かして子どもの自己形成を促そうと尽力したのである。

このように彼らはそれぞれの環境下で教育活動を展開したわけであるが、

その時間的差異は約50年間に及ぶ。そのため、教育的課題もそれぞれの時

代の社会的・政治的・経済的な影響を受けている。ただ、いずれも戦争を経

ているという時代的共通点がある。また、東井、戸田、小西が活動し始めた

1954年には、教員の政治活動を禁止する教育二法、すなわち「教育公務員

特例法の一部を改正する法律」および「義務教育諸学校における教育の政治

的中立の確保に関する臨時措置法」が成立し、教員の政治信条を表に出すこ

とは不可能になった。それゆえ、彼らの働いた時代は、自らの生活の実態を

綴って客観視し、より良い社会へと変革する見通しを前面に掲げる綴り方は

受け入れられなくなったのである。それはまさに教育における「逆コース」

の時期に相当する９。

３．芦田、東井、戸田、小西の教育活動の特徴

では、彼らの教育活動はどのようなものだったのであろうか。以下、四者
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の教育活動の特徴をそれぞれの著作活動からその状況を取り出してみたい。

芦田は日本の「綴方教授の建設」を目指したが、その彼にとって綴ること

は「自己の思いを綴る」こと、素直に「自己を綴る」ことであった。ただ、

その際に彼は「内省を伴う記述」を重視した。それゆえ、彼の立場は、近代

自然主義を土壌にしつつ、個人の存在を前面に押し出す立場、と捉えること

ができる10。

次の東井は、芦田が教壇行脚に専心していた頃に青年期を過ごし、教師を

目指して姫路師範学校で学んだ。そして、戦前の1944年に自らの実践記録

をまとめた『学童の臣民感覚』を刊行するわけであるが、実は、戦後、彼は

この戦時中の教育を悔い、沈黙を守って求道者的な教育実践を続けていた。

その心情を彼は、「ものを書くということが、どんなに責任のあることかと

いうことを、思い知らされた・・・よほどのことでなければ、書くまいと思

い、自戒しつづけて来た」と述べている11。この彼の背を押したのが京都府

指導主事の佐古田好一である。そして、東井は、芦田没７年後、『村を育て

る学力』（1957）を刊行する。その著作の斬新さは、「生活の論理」と「教

科の論理」という概念を用いた点にある。彼が強調したのは、子どもの「生

活」に教科の普遍妥当な価値体系を通さなければ「学力」にならないという

ことであり12、それは、学力と生活との関連づけである。その後も彼は、綴

方のもっている独自の機能を存分に発揮して、子どもの力を育てていくこと

が、「綴方」の独自性を尊重することになる、と考えた13。そして、「文章以

前の綴方、つまり感じ方、思い方、考え方、生活行動は、形にあらわれない、

意識の中の綴方であるから、そのままにしておけば、やがて消えさっていく。

それを消え去らせないで、大事にし、もっとねうちのあるものに育てあげて

いくためには、形を与える必要がある。「書く」ということは内面的な綴方

に形を与える方法である。」14と考え、書く行為が、形を与えることだと規定

するのである。

東井のこの著作に先んじて、自らの実践を書籍として刊行したのは、戸田

と小西である。戦後、再び、生活経験に基づくプラグマティズムが重視され

はじめた時期、小西は芦田没年の1951年に『学級革命』を、戸田は1956年
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に『学級というなかま』を刊行するが、彼らの著作は、いずれも東井の『村

を育てる学力』に先んじている。東井よりも７歳から12歳若い公立学校の

現役の一教師が、自らの教育実践をまとめて刊行したという状況は、彼が苦

悩していた時期であっただけに、東井の内面に何らかの感情をわき起こらせ

たことは想像に難くない。

戸田と小西に共通するのは、学級という概念や組織に光を当てていること

である。ただ、戸田と小西の綴る内容やその書きぶりは異なっている。小西

の『学級革命』には、文字通り子どもによって学級が革命を起こしたことが

記されており、個としての子どもたちと向かい合う小西の姿が現れている。

それは「教育の原点と学級からの教育改革の原像をさぐる好著」と称された

ことに示されている。こうした評価は、「子どもひとりひとりが、書く作業

によって自己と対決し、自我を確立することができる」15と彼が考え、子ど

もに自らの日常生活を綴らせ、そのなかで子どもの生活と真実の姿をつかも

うとしたことにある。また、小西は、「たんばの子」に彼らの住む丹波での

生活やそこで育まれた自己をつかませ、学級のなかで信頼関係を築かせよう

とした。それゆえ、小西の学級の子どもたちは、彼らの住む農村地域の経済

状態の認識に基づいた社会体制との対峙を余儀なくされるのである。

一方、『学級というなかま』を著した戸田は学級という集団に着目してい

るが、しかし、指導上のスタンスは、少し異なっている。戸田の著作の多く

は戦後15年から20年たった阪神間の都市部の新興住宅地に住んでいる子ど

もやその母親を対象にしたものであり、都市部の子どもが抱えている問題状

況への戸田自身の取り組みがテーマとなっている。戸田は、「映画を見たり、

ピアノを習ったりすることのできる子どもにも精一杯の生活がある」と考え、

子どもを取り巻く生活環境に光を当てた指導を展開している。また彼は、「ぼ

くは３年生になった」という作文は書かせない。」、「けさ、来る時、友だちと、

どんな話をしたか」と尋ねると言う16。つまり、彼は子ども個人の日常生活

に着目しつつ、個としての子どもの集合体としての学級という捉え方をして

いるのである。そのため、話し合い学習では、高度経済成長期の課題に対峙

する「市民」に育てようという戸田の意識が内在していることがわかる。と
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いうのも、これはその一例であるが、彼は主婦として切り盛りする母親の内

職の様子を綴った作文に着目し、その現実に関連づけて税金のことを考えさ

せるという授業展開を紹介しているからである17。このような授業は、第一

次産業で働く親の子どもを対象にした東井や小西の「綴り方教育」とは異な

る局面に光を当てた点に特徴がある。

こうした戸田の教師としての姿は、当時の都市部の社会的ニーズと合致し、

小西に比してかなり多くの著作を刊行する結果をもたらしたと推察されるが、

その背景には、日本の社会の急速な変化がある。1970年代末、西宮には田

畑もまだ残っていたが、しかし、彼は、新興住宅地が増え、核家族化が進行

する中で、専業主婦の母親が抱えている子育てに対して、母親の立場になっ

て、具体的でわかりやすいメッセージを子どもの綴り方を介して伝えたので

ある。

以上の四者の主な著作活動をまとめると、巻末の「表１」のようになる。

紙幅の関係上、ここでは収録した著作に関して逐一、コメントや解説をする

ことはできないが、付言しておきたいのは、表１で挙げた著作以外にも彼ら

は多くの教育雑誌を介して自らの実践記録を公開しているということである。

例えば、芦田は、教育雑誌がメディアとしての役割を担う状況を積極的に

作り出した時代に多くの論考を著した。同文館『教育文庫』（1898～1900）、

関西教育社『関西教育』（1899～1901）をはじめとして、初等教育研究会編『教

育研究』には、1902年より没するまで継続的に論文を投稿し、その後、博

文館『少年生活』（1912）、自らが主宰となった月刊誌、同志同行編『同志

同行』（同志同行社、1940）といったように、教育メディアをうまく使い、

出版社を作り先駆的な役割を果たした。東井は、戦前には、大日本學術協會

編『教学』（モナス、1939）、文芸春秋『文芸春秋』（1943）を、戦後には、

教育科学研究会編『教育』（教育科学研究会、1955）、『児童心理 』（1958） 、

日本生活教育連盟編『カリキュラム』（誠文堂新光社、1958）、教育技術連

盟編『教育技術』（小学館 , 1958）、『総合教育技術』（小学館 , 1961）といっ

た媒体を使った。その数は芦田ほど多くはない。一方、戸田は、教育科学研

究会編『教育』（1954）に加えて、『小四教育技術』、『小三教育技術』（小学館 , 
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1955～）、日本学校劇連盟編『たのしい教室劇 ５年生』、『たのしい教室劇 

６年生』（国土社 ,1956）、日本学校劇連盟編『学校劇』（国土社 , 1956）、日

本生活教育連盟編『カリキュラム』 （誠文堂新光社 , 1957）、現代学級経営研

究会編『学級経営資料』（明治図書出版 , 1966） といった既存の雑誌をうま

く使って論考を公開している。また、戸田ほど多くはないが、小西も、戸田

同様に、日本学校劇連盟編『学校劇』（国土社 , 1955）、『小一教育技術』（小

学館、1957）、『４年の学習』（学習研究社 , 1959）といった教育雑誌上で実

践記録や論考を公開している。こうした彼らのリアルな言葉を用いた教育実

践記録は、日本の教師の共感を呼び、綴方の実践として受容され、教育文化

として蓄積されていったのである。

４．おわりに

以上、四者の教育活動を場所、時間、そして著作に着目して概観してきた。

ここで残された課題は、彼らの教育活動を言語文化研究として俎上に載せる

には、どのような研究枠組みが可能かという点である。

そもそも言語はその言葉を発する人々が生きている社会の文化に影響を受

け、同時に創られる。また、逆に文化は言語によっても創られる。言語と文

化の相関性、相互性、相補性にアプローチすることが言語文化研究であるな

らば、教師や子どもの用いる語彙、語彙数、語彙の類型化に光を当てること

によって言語と文化の関係に迫ることも可能である。また、どのような言葉

を選んで自らの内面世界を綴るかは、その子どもの自己を表象するため、言

語は単に内在する文化的背景を表出するだけでなく、書き手（子どもや教師）

のアイデンティティをも表現する。

後者の観点に着目するならば、子どもが取り上げているテーマ（＝対象・

客体）に対して書き手である子どもや教師（＝主体）がどのような言葉を用

いて生活状況や内面世界を語っているか、という観点でそれぞれの綴り方を

解釈することもできる。また、その際に、テーマや語りを時代的変遷、地域

的差異に位置づけることができるならば、綴り方あるいは「綴り方教育」を

言語文化の文脈で捉えることもできよう。文末の「図１」は、そのような見
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通しをもって時間軸と場所軸を設定し、仮にそこに様々な要素や諸概念を位

置づけるとどのようになるか、ということを示したものである。マッピング

した諸概念は、現時点では仮のものであるが、これらは、「綴り方教育」で

取り上げられたり、用いられたりする言葉を抽象化・類型化することによっ

て創出できよう。もし各諸概念が相互にどのように関連しているか、どのよ

うに齟齬をきたしているか、どれだけ距離があるかなどを解明することがで

きるならば、言語文化研究としての「綴り方教育」研究が成立するように思

われる。長いスパンで見通す必要があるが、これらについては、他日に期し

たい。

表１．主な著作活動歴 ※ 太線は各著者の生年、没年を示している。
年 芦田恵之助

（1873‐1951）
東井義雄

（1912‐1991）
戸田唯巳

（1919‐2009）
小西健二郎

（1924‐1995）
1873 芦田誕生
1889 竹田村小学校授業生
1898 東京高等師範学校附属小学

校訓導
1902 兵庫県姫路中学校助教諭、

「随意選題」提唱。『小学校
に於ける今後の日用文及教
授法』刊

1912 『尋常小学綴り方教科書教授
の実際』刊

東井誕生

1913 『綴り方教授』刊
『尋常小学綴り方参考書』刊

1915 『綴り方教授に関する教師の
修養』刊

1916 『読み方教授』刊
1917 『綴方十二ヶ月１月の巻』（兒

童圖書館叢書）刊。編『尋
常小学国語読本』刊

1918 『綴方十二ヶ月３月の巻』刊
『綴方十二ヶ月５月の巻』『綴
方十二ヶ月７月の巻』（兒童
圖書館叢書）刊

『尋常小学綴方教授書』（巻
１‐４）刊

1919 『綴方十二ヶ月 ９月の巻』 
（兒童圖書館叢書）刊

戸田誕生

1921 編『普通学校国語読本』刊
1924 編『南洋諸島国語読本』刊 小西誕生
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1925 公職より退き、教壇行脚開始
1927 姫路師範学校入学
1930 『同志同行』誌創刊
1932 姫路師範学校卒業

兵庫県豊岡尋常
高等学校訓導

1933 『小学国語読本と教壇』
（巻１，巻２）刊

1934 『小学国語読本と教壇』
（巻３，４，６）刊

1936 『小学国語読本と教壇』
（巻７）刊

1937 『静坐と教育』『小学国語読
本と教壇』（巻9，10）刊

1938 『小学国語読本と教壇』
（巻11）刊

1939 兵庫師範学校卒。
西宮市立瓦木小
学校教諭

1943 大阪第一師範学
校卒業

1944 『学童の臣民感覚』刊
1951 芦田没 『学級革命―子

どもに学ぶ教師
の記録』刊

1956 『学級というな
かま』刊『三つ
の鐘』（遠藤啄郎
絵）刊

毎日出版文化賞

1957 『村を育てる学
力』刊

『子どもをのばす
生活綴方』（寒川
道夫、佐古田好
一との共著）刊

「小砂丘忠義賞」
受賞

1958 『学習のつまず
きと学力』刊

『子どもについ
て行く』刊

『たんばの子―
1,2年生の目とこ
ころ』刊

1959 相田小学校長、
「ペスタロッチー
賞」受賞

1960 「小砂丘忠義賞」
受賞

『子どもを伸ば
す条件』刊

西宮市立安井小
学校教諭

1961 但東町立高橋中
学校長

『授業の探究』刊

西宮市立安井小
学校教頭
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1962 神戸新聞社より
「平和文化賞」受
賞

『国語授業の探
究』刊

1964 八鹿町立八鹿小
学校長

『中学生を持つ
親へ』刊

1965 西宮市立名塩小
学校校長

1966 『主体性を育て
る教育』刊。『村
を育てる学力』
再刊

1967 兵庫県知事「教
育功労賞」受賞、
学習研究社「学
研教育賞」

1968 『つよい心やさ
しい心：学級革
命の子らとその
弟たちの作文と
詩集』刊

1971 文部省「教育功
労賞」受賞

1972 定年退職
『子どもを活か
す力「豊かさ」
の中の教育ポイ
ント』刊

『東井義雄著作
集』（全７巻別
巻 ３ ）（～
1973）刊

（①村を育てる
学力他、②学習
のつまずきと学
力他、③子ども
を伸ばす生活綴
方他、④授業の
探究・授業の技
術、⑤国語授業
の探求他、⑥子
どもを伸ばす条
件他、⑦学級経
営 と 学 級 づ く
り）

① 『○は大きく×
は小さく－小西
健二郎・学級通
信15年』刊
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1973 『教式と教壇；綴り方教授』
（国語教育名著選集２）

西宮市立大社小
学校校長

『作文＝どのよ
う に 書 か せ る
か』刊

1974 『ぼくも父母も
一年生―手づく
りの教育』刊

1975 兵庫県氷上郡青
垣町芦田小学校
教頭

1976 『 授 業 技 術 入
門』刊

『東井義雄著作
集 別 巻 』（ 培 其
根）（全３巻）刊

『根を養えば樹
は自ら育つ』刊

『子どもの求め
ているもの』刊

『綴方と教師』刊

1978 『学校と家庭の
間』刊。『子ども
の心をつかむ話
ポケットの話』
刊

1979 『いのちの芽を
育てる』刊

『子どもの何を
知っているか』
刊

1980 『 子 ど も の 目・
子どもの芽 いま
教育に心がある
か』刊

1981 但東町「教育特
別功労賞」受賞

『教師つまずき
からの出発』刊。

『こんな一言が
子どもをダメに
する』刊

1982 内 閣 総 理 大 臣
「勲五等双光旭
日賞」受賞

『怒らないでき
いて現代子ども
目安箱』刊

1983 『どの子も必ず
救われる 私の家
庭教育論』刊

『母のいのち子
のいのち』刊

1984 『家 にこころの
灯を』刊

『若い教師への
手紙』（１‐３）

（～1987）刊

『子どもの世界
１（ 子 ど も の
待 っ て い る 一
言）』

氷上郡春日部小
学校長退職
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1985 『子どもの世界 
２（子どもの目
は 澄 ん で い
る）』刊。『子ど
もの世界３（手
紙で訴える子ど
も）』刊

1987 芦田恵之助［著］，寺田清一
編『恵雨語録：芦田恵之助
先生の人と教育』刊

『いのちの根を
育てる学力人間
の回復』刊

『子どもをダメ
にする教師』刊

1988 古田拡ほか（編）『芦田惠之
助国語教育全集』（全25巻）

「 正 力 松 太 郎
賞」受賞

『輝くいのち輝
く子ども』刊

1989 『 東 井 義 雄 詩
集』刊

1990 『老よ、ありがと
う』刊

『子どもの思い 
シリーズ子ども
を読む』刊

1991 東井、豊岡病院
にて没す。内閣
総理大臣より叙
位「従五位」
菅原稔編『東井
義雄』刊

『喜びの種をま
こう誰でもでき
る無財の七施』

（教育論集成）
刊

『あせらないで
お母さん “ 学業 ”
だけが全部では
ない』刊

1992 『東井義雄「いの
ち」の教え』刊

『子どもと学校 
お母さん、これ
だけは』刊。『「作
文嫌い」はこう
して生まれる』
刊

『 学 級 革 命： 子
どもに学ぶ教師
の記録』（現代教
育101選；43） 刊

1994 『お母さんと先
生 の つ き あ い
方』刊 

1995 小西没
1998 『芦田恵之助研究（野地潤家

著作選集；第10巻）』刊
2001 宇治田透玄監修

『東井義雄「ここ
ろ」の教え』刊

2007 米田啓祐、西村
徹編『東井義雄
一日一言いのち
の言葉』刊
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2008 『自分を育てる
のは自分10代の
君たちへ』刊

2009 戸田没
2010 園田雅春著『い

ま『学級革命』
から得られるも
の：小西健二郎
の実践思想とス
キル』刊

2013 『子どもの心に
光を灯す―父母
と教師はいま何
をなすべきか』
刊

図１：「綴り方教育」研究の一枠組み

１　G. ギーディオン著，太田實訳『空間・時間・建築 1』丸善，2001，p. xi. 
２　柿沼肇「生活綴方」細谷俊夫・奥田真丈・河野重男・今野喜清（編）『新教育学事典』第一法

規 , 1990，p. 396.
３　成田忠久、村山俊太郎、滑川道夫、国分一太郎などによる北方性生活綴方運動と、南方で活躍

した小砂丘忠義（後に上京して雑誌『生活綴方』を刊行）の教育思想は反体制的だと捉えられ
た。生活綴り方の英語文献としては、川地亜弥子による研究がある。See Ayako Kawaji, Daily 
Life Writing in school: creating alternative textbooks and culture, in Yoko Yamasaki and Hiroyu-
ki Kuno (eds.), Educational Progressivism, Cultural Encounters and Reform in Japan, Oxon: 
Routledge, 2017, 109-124.

４　先行研究者の菅原稔は、『戦後作文・綴り方教育の研究』（2004, 渓水社）において、戦後の兵
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その他の参考文献

１．野地潤家（1983）『芦田恵之助研究　３綴り方授業編』明治図書

２．奥平康照（2008）「戦後生活綴方教育全盛の時代－1950年代前半の子ど

もの生活と戦後教育実践」『和光大学現代人間学部紀要』第１号

庫県下で展開された作文・綴り方教育を第一次資料にもとづいて丹念に論じている。それは、
「戦後の兵庫県における作文・綴り方教育の展開の具体的な姿を記述する」ことを通して「わ
が国の作文・綴り方教育の実態をとらえ」、その全容を解明することに迫ろうとしたものであ
る。なお、菅原は本書で5人の実践家、すなわち東井義雄、戸田唯巳、小西健二郎、黒藪次男、
黒藪豊子を取り上げている。

５　芦田恵之助『惠雨自傳 上』実践社 , 1972，p.91. 芦田惠之助『惠雨自傳』（開顕社，1950）も
参照。

６　東井義雄記念館の情報より引用。https://toui-yoshio.org/ryakureki, accessed 26 Mar. 2019.
７　星川佳加「戸田唯巳の教育実践に関する研究－第二次大戦下に発行された文集に焦点をあてて

－」関西教育学会『関西教育学会年報』通巻第41号，2017, 31. 星川佳加「戸田唯巳の生活指
導実践に関する一考察－先行研究をてがかりに」神戸大学『研究論叢』24, 2018, pp. 49-55.

８　「兵庫作文の会」は、菅原によれば、1951年4月に結成された。また、「日本作文の会」は、1950
年に同人組織「日本綴方の会」として発足した組織が翌年「日本作文の会」となって成立した。
菅原稔「戦後生活綴り方教育実践史研究－兵庫作文の会の児童詩教育実践と「きりん」誌との
かかわりについて」参照 , https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokugoka/34/0/34_KJ00004918629/_
pd, accessed 26 Mar. 2019.

９　生活綴り方の指導では、政治や経済への疑問、批判が出てくることは回避できず、「逆コース」
の状況下において、彼らがどのようにそのことを受け止めたかの研究課題も重要であるが、こ
こでは取り上げない。

10　芦田恵之助に関する研究を公刊した山田直之は、芦田の「随意選題」の方法には、東洋的で前近
代的な人間形成思想を継承したものであるという視点があり、「同志同行」は東洋の前近代的な
人間形成思想への芦田の回帰を特徴づけている、と論じている。山田直之「芦田恵之助の教育思
想に関する研究－随意選題を中心に－」（広島大学大学院教育学研究科教育人間科学専攻学位論
文要約 , 2018）を参照。https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/46102/20180713111928948600/
k7518_4.pdf，accessed 26 Mar. 2019.

11　東井義雄『村を育てる学力（教師の仕事1）』明治図書 , 1957, p.315.
12　同上書 , p.171.
13　寒川道夫，東井義雄，佐古田好一『子どもをのばす生活綴方（教師の仕事3）』明治図書，

1957, p.14.
14　同上書 , p.16.
15　小西健二郎『学級革命』国土社，1992，p. 96.
16　戸田唯巳『学級というなかま』牧書店 , 1956, p.32.
17　Ibid., pp.91-106.
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綴り方教育の背景としての新教育運動

渡　邊　隆　信（神戸大学）

Ⅰ．はじめに

はじめまして、神戸大学の渡邊と申します。本日は、「綴り方教育の背景

としての新教育」と題してお話をさせていただきます。

本題に入る前に、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は1967年に

兵庫県加西市に生まれました。1996年まで広島大学大学院博士課程で学び、

1997年から約17年間、兵庫教育大学に勤務しました。2014年に神戸大学に

異動し、現在に至っています。専門は、教育史、教育哲学、教師教育です。

主著は、『ドイツ自由学校共同体の研究─オーデンヴァルト校の日常生活史

─』（2016年）です。社会的活動として、加西市教育委員を務めるとともに、

兵庫県教育委員会の月刊『兵庫教育』にコラムを連載中です。

さて、本日のシンポジウムのテーマは、「綴り方教育」です。その実践事

例の内容や特徴については山﨑先生と川地先生がお話されます。私は少し広

い視点から、綴り方教育が生起してくる背景についてお話したいと思います。

綴り方教育の背景には「新教育運動」があります。大正期から昭和初期に広

まった綴り方教育という実践は、同時代に展開した新教育運動に大きな影響

を受けています。したがいまして、新教育運動を知ることを通して、綴り方

教育の理念や実践について理解を深めることができると思います。

本日お話しすることは次の３点です。第1は「新教育」とは何か、という

こと。第２は、新教育の実践として、世界と日本で具体的にどのようなもの

があったのか、ということ。第３は新教育の運動化、つまり、新教育の個々

の実践が集まって新教育「運動」となったということです。
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Ⅱ．新教育とは

「新教育（New Education）」を定義しますと、19世紀終盤から20世紀初頭

にかけて国際的に展開した教育改革の理論と実践の総称のことです。国に

よって別の呼称があり、イギリスやアメリカでは「進歩主義教育（Progressive 

Education）」、ドイツでは「改革教育（Reformpädagogik）」、日本では大正期

に広まったので「大正自由教育」と呼ばれることがあります。

新教育が生起した背景として、２つの事柄を指摘することができます。ま

ず第１は、当時が近代の最初の絶頂期にあたっていたことです。先進諸国で

は社会の工業化、都市化、情報化、国際化が進展し、そうした社会の変化に

対応できる人間の育成が目指されます。そのために旧来の教育とは異なる新

しい教育が模索されます。第２は、19世紀後半に先進諸国で近代学校教育

制度が成立していったことです。義務性、無償性、中立性を基本原則とする

公教育制度が初等教育段階でできあがります。学校にくる生徒数が急上昇し

ますが、学校の数は少なく、教師の数も少ないなかで、効率重視の詰め込み

教育が支配的でした。こうした２つの課題が先進諸国に共通した問題で、そ

れを克服する理論的・実践的努力が各国で共時的に起こります。それが新教

育です。

図１をご覧下さい。「現今教育の欠陥」と題

されたこの絵は、日本の新教育の代表的実践

家の一人である中村春二の手によるものです。

中村は成蹊学園の創設者です。新教育が当時

の教育の何を批判しようとしていたのかを、

端的に読み取ることができます。まず大きな

白い袋が妻子を表していますが、それを抱え

た教師の視線が、権力、名誉、お金に向かっ

ています。児童など見ていません。一つひと

つのコップが生徒を表していますが、コップ

のなかでは、学校外で得た知識と、学校で教

師が教える知識とが完全に分離してしまって
図１　中村春二による教育批判

（中野 2011: 187）
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います。コップの口からは児童の自発的に学習しようとする「自発の精神」

が気化して失われています。こうした学校教育の現状に対して、中村が教育

改革の方法として、①コップのなかの汚物を除去すること、②教師の視線を

児童に向けること、③生徒に自発の精神を回復させること、を要求していま

す。当時の教育を風刺したとても興味深い絵だと思います。

こうした当時の教育への批判は、日本だけでなく、先進諸国でさまざまな

形でなされます。そのなかでもっとも有名な文章の一つが、アメリカのデュー

イのものです。プラグマティズムの代表的思想家であるデューイは、1896年、

当時勤めていたシカゴ大学に実験学校を創設します。1899年、同校での実

践の成果を『学校と社会』という本にまとめ、出版します。そのなかで従来

の学校教育を「旧教育」と呼び、こう批判しています。

「旧教育は、これを要約すれば、重力の中心が子どもたち以外にある

という一言につきる。重力の中心が、教師・教科書、その他どこであろ

うとよいが、とにかく子ども自身の直接の本能と活動以外のところにあ

る。それでゆくなら、子どもの生活はあまり問題にならない。子どもの

学習については多くのことが語られるかもしれない。しかし、学校はそ

こで子どもが生活する場所ではない。」（デューイ 1958: 45）

このように旧教育を批判したあとで、目指すべき「新教育」への転換を次

のように求めます。

「いまやわれわれの教育に到来しつつある変革は、重力の中心の移動

である。それはコペルニクスによって天体の中心が地球から太陽に移さ

れたときと同様の変革であり革命である。このたびは子どもが太陽とな

り、その周囲を教育の諸々のいとなみが回転する。子どもが中心であり、

この中心のまわりに諸々のいとなみが組織される。」（デューイ 1958: 

45）
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この一節は、旧教育から新教育への転換を象徴的に表現しており、一般に

教育におけるコペルニクス的転回と呼ばれます。ただし、教育という営みは

教師中心か子ども中心かというような単純な二項対立としては理解できませ

ん。デューイもまた子どもの学習を深化させるべき教師の役割を重視してい

ました。

そのうえでやや図式的ではありますが、旧教育との対比で新教育の特徴を

見てみたいと思います。表１をご覧ください。

表１　旧教育と新教育の対比（渡邊 2011: 133を改変）
旧教育 新教育

前提 「教材・教師から」 「子どもから」
授業 各科目ごとの授業 教科横断的な学習
生徒 授業の客体として 授業の主体として
教師 訓練・学習過程の組織者として 教育的な生活環境の組織者として
学校 子どもの学習の場として 子どもの生活の場として

綴り方教育は生活綴り方教育とも呼ばれますが、それとの関連で言えば、

新教育において学校が単なる学習の場ではなく、生活の場として理解されて

いることが重要です。このことは決して学習の否定ではなく、生活と学習の

統合、つまり生活のなかから学習を立ち上げ、学習したことを生活へと返し

ていくような教育が目指されたと言えます。

なお、以上のような新教育の理念は、この時代に初めて生まれたものでは

ありません。新教育の時代から100年あまり前、すなわち18世紀の後半から

19世紀の初めにかけて、ルソーやペスタロッチー、フレーベルなどが打ち

だしていた思想が、旧教育的なものが支配的になった19/20世紀転換期に改

めて注目され、実践化されたと言えるでしょう。

Ⅲ．新教育の諸実践─世界と日本─

新教育の思想や実践は、最初は先進諸国のさまざまな国や地域で、共時的

に、しかし組織的な連携はないまま、個々バラバラに生起しました。それゆ

え、新教育の最初の実践が何であったのかを言い当てることは容易ではあり

ませんが、他の学校に影響を与えた重要な実践の一つはイギリスのアボッツ
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ホーム校です。レディが1889年に創設した寄宿制の男子中等学校です。イ

ギリスには古くからパブリックスクールと呼ばれる、ジェントルマン育成の

ためのエリート中等学校が存在しました。レディはそこでおこなわれていた

知的学習の過度な強調、とりわけ古典ギリシャ語・ラテン語の偏重を疑問視

しました。近代化が進展する社会において、時代に即応した新しいエリート

の育成が必要であると考えました。そこで彼は、知的学習のみならず、芸術

的活動や身体的活動などにも目を向け、諸能力の調和的な発達を目指しまし

た。特に、現代外国語の学習や、勝利至上主義ではなく人格形成につながる

ような体育に力を入れました。図２は同校におけるクリケット観戦席を生徒

たち自らが建築している様子です。生徒が物理や数学、生物などで学んでき

た知識を総動員して、手足を動かしながら、仲間と協力して観戦席を作成し

ました。従来のパブリックスクールでは、一般に労働者階級が担っていた技

術・工芸的な活動が学習内容に取り入れられることはありませんでした。

イギリスではアボッツホーム校に直接、間接に影響を受けながら、ビデー

ルズ校（1893年：J.H. バドレー）、聖クリストファ校（1920年：B. エンソア）、

図２　アボッツホルム校におけるクリケット観戦席の建築（レディ 1989）
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サマーヒル校（1921年：A.S. ニール）などが創設されていきました。

ドイツでは、イギリスの影響を受けながらも、独自の新教育の実践が多種

多様に展開していきました。アボッツホルム校に派遣されていたドイツ人教

師、リーツはドイツに帰国後、1898年にドイツ田園教育舎という寄宿制の

中等学校を創設します。生徒の増加にともない、年齢ごとに初級のイルゼン

ブルク校、中級のハウビンダ校、上級のビーバーシュタイン校に分けました。

ドイツ田園教育舎の理念はその学校名にプログラムされています。大都市で

なく「田園」地帯で、通学制でなく寄宿「舎」での共同生活を通して、知的

学習だけではなく人格的な「教育」をおこない、新時代の「ドイツ」のリー

ダーとなる若者を育成するというものでした。

リーツの学校で働いていた教師のなかには、独立して自分の理想とする学

校を設立する者もいました。ハウビンダ校で教鞭をとっていたヴィネケンと

ゲヘープは、1906年にヴィッカースドルフ自由学校共同体を作りました。

その後、ゲヘープはヴィネケンと袂を分かち、1910年にオーデンヴァルト

校を創設しました。当時ドイツでもっとも自由な学校と言われたオーデン

ヴァト校について少し説明します。

オーデンヴァルト校はヘッセンのダルムシュタットに創設された私立の寄

宿制中等学校です。ドイツの中等学校で最初に徹底的な男女共学を実施した

学校として知られています。校長のゲヘープは同校をヴィッカースドルフ自

由学校共同体よりも完全な「自由学校共同体」にしたいと考えていました。

彼は「自由学校共同体」という理念のもとで、生徒の自由な発達を重視しま

した。その一方で、生徒のなかにできるだけ早いうちに、強固な責任感を育

成することを目指しました。そのための制度として導入されたのが「学校共

同体」と呼ばれる一種の全校集会でした。約２週間に一度開催されるこの会

議には、学校のすべての教師と生徒が参加して、学校での学習や生活に関す

るさまざまな問題について議論しました。議論の手続きはこまかく決められ

ていて、教師と生徒が自由かつ平等に話し合うことができました。議論を通

して合意に至らない場合には多数決となりますが、評決に際しては教師にも

生徒にも同じ一票が与えられました。
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オーデンヴァルト校では、一人の教師と数人の男女生徒が「ファミリー」

を作り、同じ建物で生活しました。授業は「コース組織」と呼ばれる選択制

の授業でした。午前に知的学習が２コマ、午後に園芸、木工、金工などの実

際的活動が１コマありました。おもしろいのは、それぞれの授業を約４週間、

学び続けることです。生徒はゆったりとした時間のなかで、基礎的な学習か

ら応用的な学習まで継続的に学習し、コースの最後に学習成果を学校全体に

発表しました。図３は同校での理科の授業風景です。当時支配的であった対

面式の一斉教授ではなく、生徒たちが自分たちで実験を行っています。図４

は徒歩旅行の一場面です。当時のドイツで広まっていたワンダーフォーゲル

の活動を学校に取り入れています。右から４人目は教師です。生徒と同じ格

好でリュックサックを背負っているところにもオーデンヴァルト校らしさが

現れています。

オーデンヴァルト校とヴィッカースドルフ自由学校共同体以外にも、田園

教育舎系の学校は他にも存在しました。ザーレム城校（1920年：K.ハーン）

や海辺の学校（1925年：M. ルゼルケ）などです。また田園地域だけではく

都市部にも数多くの新教育の学校がありました。ハンブルクのリヒトヴァル

ク校（1921年：P. ペーターゼン）等の共同体学校、ベルリンの家庭教師学

校（1906年：B. オットー）や生活共同体学校（1923年以降：15-16校）、シュ

トゥットガルトの自由ヴァルドルフ学校（1919年：R.シュタイナー）等です。

イギリスとドイツ以外の国にも目を向けてみますと、アメリカでも、先に

図３　オーデンヴァルト校における理
科授業（渡邊 2016:253）

図４　オーデンヴァルト校における徒歩旅
行（渡邊 2016: 257）
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述べましたシカゴ大学附属実験学校（デューイ・スクール）（1896年：Ｊ．

デューイ）以外にも、ゲーリー・プラン（1910年代：A.W.ワート）、リンカー

ン・スクール（1917年：A. フレクスナー）、ウィネトカ・プラン（1919年：

C. ウォッシュバーン）、ドルトン・プラン（1920年：H. パーカースト）な

ど多様な新教育の実践が展開されました。フランスは比較的数は少ないです

が、ロッシュ校（1899年：E.ドモラン）やフレネ学校（1935年：C.フレネ）

があります。

新教育の動きは西洋以外にも広がりました。インドにはシャーンティニケ

ターンの学校（1901年：R. タゴール）、中国には暁荘師範学校（1927年 : 陶

行知）が設立されました。

日本でも大正期から昭和初期に数多くの新教育の学校が生まれました。例

えば、東京には成城学園（1925年：澤柳政太郎）、玉川学園（1929年：小原

國芳）、トモエ学園（1937年：小林宗作）、自由学園（1921年：羽仁もと子・

吉一）、池袋児童の村小学校（1924年：野口援太郎）などがありました。関

西では、明石女子師範学校附属小学校（1907年：及川平治）、奈良女子高等

師範学校附属小学校（1919年：木下竹次）が有名です。

綴り方教育との関連で言えば、池袋児童の村小学校が重要な役割を演じま

す。1929年に同校の志垣寛、野村芳兵衛、小砂丘忠義らが中心となって『綴

方生活』という雑誌が創刊されました。同雑誌は戦前の綴り方教育の実践や

思想の発信と交流の場になりました。後に「大正期新教育のいわばクライマッ

クス」（梅根悟）と呼ばれることになる池袋児童の村小学校のなかから綴り

方教育の中心的な雑誌が出されたということは、重要な事実としておさえて

おく必要があります。

Ⅳ．新教育の運動化

これまで見てきたように、先進諸国を中心に、19世紀末から20世紀初頭

にかけて、新教育の個々の実践や思想がさまざまな形で生まれました。それ

らは当初、相互のつながりはほとんどありませんでした。むしろ個々の実践

家や思想家は独自の教育観や学校観をもっているがために、他の実践家や思
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想家に対して無関心であったり、時に敵対的な場合もありました。そうした

ばらばらの実践や思想が徐々にネットワークを形成し、互いに連携して活動

するようになります。新教育が自覚をもったひとつの「運動」になっていっ

たと言えます。

大きなきっかけは第一次世界大戦です。大戦後、教育による国際平和の実

現という願いを基盤にして、国際的な教育組織が結成されていきます。その

代表が「新教育連盟（New Education Fellowship）」です。新教育連盟の創

設大会は1921年にフランスのカレーという街で開催されました。中心人物

はイギリスのエンソアという教育家でした。ドイツのロッテンとスイスの

フェリエールがドイツ語圏とフランス語圏を代表してエンソアに協力しまし

た。主な活動は、機関誌の発行と世界会議（国際会議）の開催でした。機関

誌は英語版、ドイツ語版、フランス語版の３種類が発行されました。世界会

議はほぼ２年に一度の割合で、ヨーロッパの各地で開催されました。図５は

1932年にフランスのニースで開催された第６回世界会議の参加者の記念写

真です。日本からも羽仁もと子らが参加していました。機関誌と世界会議を

通じて直接的、間接的に新教育の情報を交換し、時に生徒や教師の交流もな

されました。

新教育連盟には、子どもの個性や興味の尊重、協力の精神の重視、自治的

活動の推奨、男女共学の推進などいくつかの原則がありました。しかし、そ

れらは、満たされるべき絶対的な基準ではありませんでした。強制力はなく、

国や学校によってその力点の置き方もまちまちでした。その意味では、個々

の実践や思想を尊重したうえでの、ゆるやかなネットワーク組織でした。逆

に言えば、1930年代以降ドイツなど一部の国で新教育の実践が抑圧されて

いった場面で、組織として抵抗を試みるだけの統一的な力は持ち合わせてい

なかったということです。

1920年代にはそれぞれの国内でも新教育の運動化が進んでいきます。日

本では「八大教育主張講演会」がその大きなきっかけとなりました。同講演

会は1921（大正10）年8月1日～8日に東京高等師範学校講堂で開催されまし

た。及川平治、小原國芳、手塚岸衛、樋口長市、河野清丸、稲毛金七、千葉
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命吉、片山伸という８人の新教育家がそれぞれの実践や思想を紹介しました。

会場には全国から2000人を超える教師らが集まったと言われています。講

演内容はその後、本にまとめられて出版されました。当日参加できなかった

多くの教師もその本を通して新教育の熱気を感じ取ったに違いありません。

1920年代後半以降、新教育連盟の支部が各国で結成されていきます。日

本支部は1930年に設立されました。支部設立の中心人物は野口援太郎でし

た。彼は兵庫県の姫路師範学校で校長を約19年間務めたあと、東京で池袋

児童の村小学校を開設していました。日本支部の設立によって、国内の新教

育がこれまで以上に組織的な連携を強めていくことになりました。

Ⅴ．おわりに

以上、かけ足で新教育の生起と展開について説明してきました。改めてま

とめますと、19/20世紀転換期に新教育と呼ばれる教育改革の理論と実践が

国際的に生起しました。日本でも新教育が私立学校や附属学校を中心に広が

りました。第一次世界大戦の終結後の1920年代に、新教育の個々の実践や

思想がネットワークを形成し、公立学校を巻き込んだ運動となっていきまし

た。新教育運動では子どもの生活を基盤にした学習が重視されました。そし

て、日本の新教育ネットワークの中心に位置していた池袋児童の村小学校か

図５　新教育連盟の第６回世界会議（ニース）（渡邊 2016: 301）

D11642-71002598_Ⅱ-2-02渡邊隆信.indd   50 2019/12/16   13:37:30



－51－

綴り方教育の背景としての新教育運動

ら雑誌『綴方生活』が発行され、（生活）綴り方教育の実践を推進していく

ことになりました。
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子どもの生活と表現にねざし文化を創造する生活綴方
―1930～1950年代を中心に

川　地　亜弥子（神戸大学）

はじめに

生活綴方は、生活に取材した作品を子どもたちに綴らせる過程や、できた

作品をみんなで読み合い、話し合う過程を中心におく教育実践である。この

指導を通じて、子どもたちの生活の不安や悩み、喜び、悲しみを明らかにし、

学級で共有する。さらには、子どもたちに確かな表現と認識の力を育て、人

と響き合い信頼関係を築くことを励まし、生き方の指導を行う。生活綴方に

取り組む教室では、多くの場合、子どもたちの書いた作品を印刷、製本して、

文集を作成する。作った文集は、クラスの全員に配布して、丁寧に読みあう。

それがきっかけとなって様々な学習が展開されることもよくある。文集は子

どもたちが自ら作成したオルタナティブな教科書であり、教室の文化を形成

する重要な学習材である。

「綴方」は、日本で1900年から1947年ごろまで、国語科における一領域名

として使用されたことばである。日本の国語科は、1900年の小学校令改正

に伴い、習字・作文・読書の３つの科が統合されて成立した。国語科は読み

方・書き方・綴り方・話し方で構成された。1904年に文部省が発表した『尋

常小学読本編纂趣意書』では、「文章ハ口語ヲ多クシ用語ハ主トシテ東京ノ

中流社会ニ行ハルルモノヲ取リカクテ国語ノ標準ヲ知ラシメ其ノ統一ヲ図ル

ヲ務ムルト共ニ出来得ルタケ児童ノ日常使用スル言語ノ中ヨリ用語ヲ取リテ

談話及綴リ方ノ応用ニ適セシメタリ」と記述されている１。

こうした状況のなかで、書くことについての形式主義的な教育が展開され

る一方、芦田恵之助は随意選題綴方を主張して、子どもが自ら書きたいこと

を見つめて書くことを重視した。「正しい」日本語の形式にのっとった書く

力の獲得か、自ら書きたいことを書く力の獲得かという問題が、綴方教育で
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さかんに議論されていったのである。綴方には国定教科書がなかったため、

比較的自由に議論・実践することが可能であったことも影響しているだろう。

読み方の教科書への問題意識も高まり、子どもたちのためのよい読み物、よ

い文化を形成する児童文化運動が鈴木三重吉らを中心に展開された。

子どもの実感や書きたいことを重視した指導は、徐々に綴方を通じた子ど

もの生活指導へと広がり、綴方を重視する教師たち（綴方教師）は生活教育

のための科目として位置づけるようになった。1930年頃には、雑誌『綴方

生活』、『北方教育』が創刊され、綴方を通じて獲得されるリアリズムや子ど

もの意欲、知性について議論が深められた。この議論に参加したのはごく普

通の尋常小学校教師であったが、研究者からも注目され、後に論争も展開さ

れた。残念なことに、1940年には東北・北海道を中心に綴方教師が弾圧を

受け、議論も実践も行うことができなくなった。しかし、戦後に生活綴方は

再興し、地域の生活を見つめて書くことの意義、本物の学力、生活指導など

の観点から、多くの実践に注目が集まった。現在でも熱心な教師たちが議論

と実践を続けている。

本研究ノートでは、当日の発表にいくつかの論点を付け加え、主に小砂丘

忠義、東井義雄の表現指導と生活指導、そこで形成される学力、能力をめぐ

る議論に注目しながら、1930年代から1950年代の生活綴方の理論と実践に

ついて整理をしていきたい。

１．生活綴方前史――自由発表主義、随意選題、児童文化

大正期における作文教育の変化に大きな影響を及ぼしたのが、樋口勘次郎

（1871-1917）による自由発表主義であった。彼は、作文教授の中心に自作文

（子どもが自ら書いた文）をおき、児童に自由に文を作らせる自由発表主義

作文教授法こそが重要であると主張した２。

続いて、芦田恵之助（1873-1951）は、「随意選題」という言葉を使用し、「自

作」（子どもが自ら文を書くこと）に価値をおいた３。「自作」については「随

意選題」によるものとした。「随意選題」について、芦田は「随意選題とい

ふと、世人はただちに無指導、無処理のやうに解して、攻撃の矢をむけるが、

D11642-71002598_Ⅱ-2-03川地亜弥子.indd   54 2020/01/07   10:55:23



－55－
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……随意選題とは書くべき想を自ら選定する義」４と説明する。つまり、な

んでも自由に書いてよいという意味ではなく、表現したいという欲求が起き

るような状況に子どもをおき、自然に起こる欲求を指導して、自分が書きた

いこと、書くべきことは何かを見定めながら書かせるという意味である。

これに対して、友納友次郎（1878-1945）が、子どもに題を選ばせるので

はなく、表現技術習得のために指導体系を重視すべきであると主張し、「芦

田―友納論争」が起こった。友納は、綴方には固有の練習順序があるはずで

あり、そのため子どもに「課題」（書くべき題を課すること）をするべきで

あると主張した。この論争は、両者が直接に対決した小倉講演立会演説会

（1921年１月）でクライマックスを迎えたものの、すっきりとした解決には

至らなかった５。友納による随意選題と自由選題の混乱や、芦田自身の論争

に対する妥協もあり、随意選題の意義が十分理解されないままとなった。し

かし、この論争そのものは、この後の綴方教師たちの「子どもたちが書きた

いことを見定めて、自由に書くとはどういうことか」という議論を先取りし

たものとして位置づけることができる。

２．生活綴方始祖・小砂丘忠義の教師時代――真実の表現と人間の自由

小砂丘忠義（1897-1937）は、「生活綴方の始祖」６と呼ばれ、綴方の芸術

性に注目しつつも、『赤い鳥』とは異なる信条をもって綴方に注目した。彼は、

1917～1925年に高知で教師をしており、そのころから、人間を自由にする

ものとして綴方を重視した。高知は自由民権運動が盛んな地であったことも

影響しているだろう。小砂丘は、教育において綴方を重視する理由として、

第一に人間を自由にする点を挙げている７。

彼は自分の教室で文集を発行し、そこには、表紙やイラスト、曲譜、童話

など、子どもたちの作品を掲載した。できた文集は、「二三時間割いて読ん

だり雑談したり」して、「修身にも地理にも歴史にも代用」した８。つまり、

教科書代わりに使ったのである。当初は教師である小砂丘が編集していたが、

次第に子どもたちが編集・発行するようになった。彼のクラスで発行してい

た文集『蒼空』では、第六号（1924年２月発行）以降「蒼空係り」という
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奥付が見られる。

その後、小砂丘は志垣寛に代わって『教育の世紀』の編集者として招かれ、

それに応じて上京した。上京後は教師をせずに、教師向けの綴方研究雑誌『綴

方生活』（1929年10月創刊）の編集も志垣寛から引継ぎ、さらに子どものた

めの雑誌『鑑賞文選（のちに綴方読本と改題）』に携わった。『綴方生活』

1930年９月の同人宣言では、小砂丘が筆頭の同人として記され、以下のよ

うに記述されている。

社会の生きた問題、子供達の日々の生活事実、それをじつと観察して、

生活に生きて働く原則を吾も掴み、子供達たちにも掴ませる。本当な自

治生活の樹立、それこそ生活教育の理想であり、又方法である。

我々同人は、綴方が生活教育の中心教科であることを信じ、共感の士

と共に綴方教育を中心として、生活教育の原則とその方法とを想像せん

と意企する者である。

このように教師も子どもも共に原則をつかみ、自治生活を樹立することが

重要だと考えたからこそ、彼は雑誌発行を通じて教師の研究文化を支えるだ

けでなく、子どもが書くことや生活について考えるための雑誌を発行した。

戦前の日本において、自ら優れた綴方教師として活躍しただけでなく、教師

を自ら研究する主体として位置付けたこと、子どもを文化創造の主体として

位置付けたこと、理論だけでなくそれを支えるためのメディアを生みだし、

継続に尽力したことは高く評価されてよい。彼はこれらを通じて、教育を通

じた社会改造を目指していた。

しかし、彼は東京に来てまもなく、教育を通じた社会変革を信じていた自

分について、「のんきものの僕」と考えていたとも言う９。教育は完全に政

治に隷属しており、国家やその時代に順応する人間を育てるものとなってい

るところに問題があると感じていたというのである。しかし、時代の情勢に

善処して教育を行うことは国家が許していると指摘し、その線にそって実践

することはできるのではないかとも展望している。ここには、当時の日本の
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政治と教育に対する冷徹なまなざしと、その中で可能な取り組みを模索しよ

うとする小砂丘の姿勢が表れている。

しかし、日本の経済状況が悪化する中での雑誌の発行は小砂丘の過労に結

びついた。小砂丘は41歳の若さで亡くなり、そのことによって上記の雑誌

も廃刊となった。

３．戦後日本における生活綴方のインパクト

戦後、子どもたちの生活に根ざした指導を求めて生活綴方運動が復興した。

1950年７月、日本綴方の会が発足、1951年９月に日本作文の会と改称し、

現代に至るまで全国的な生活綴方研究・運動を支えている。

戦後の生活綴方の実践記録の嚆矢として注目されたのが、山形県の寒村の

新制中学から生まれた生徒の作品集、無着成恭編『山びこ学校』（1951）で

ある。小西健二郎『学級革命』（1955）では、子どもによるいじめの克服―

―子どもによる学級内の権力関係の変革、革命――と、そのプロセスにおけ

る指導が丁寧に描かれた。兵庫県の山村部の実践であり、当時の日本の生活

指導論に大きな影響を与えた。

生活綴方は「貧乏綴方」と揶揄されることもあったが、都市の比較的豊か

なの子どもたちが多く在籍する学校でも行われていた。そうした実践記録と

しては、戸田唯巳『学級という仲間』（1956）が興味深い。これらの実践を

ふまえ、1950年代半ばごろから、生活綴方は普遍的な教育方法的価値を有

したものとして位置づけられ、「生活綴方的教育方法」として、他の教科指

導等にも広められるべき方法として注目された10。この中で、小川太郎は、

生活綴方の原則として、自由（リベラリズム）、リアリズム、ヒューマニズム、

集団主義の４つを端的に指摘した11。さらに、生活指導との結びつきも課題

となった。子どもたちに文章を書かせることが認識の確認にとどまり、教科

で学んだ知識と生活への意識との結びつきを軽視したものになるならば、そ

れはリアリズムの精神に反したものにならざるを得ないからである。国分一

太郎は、教育評論家、児童文学者として活躍した。彼が著した『新しい綴方

教室』（1957）はベストセラーとなり、多くの教師に影響を与えた。国分は
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この書で、生活綴方に二つのリアリズムがあることを指摘している12。一つ

は、子どもをまるごと受けとめ、寄り添いながら指導をするという指導と研

究のリアリズムである。もう一つは、そのような指導を通して、生活に対す

る主体的意欲に支えられた子どもたちの認識と表現のリアリズムである。

綴方教師たちは、この二つのリアリズムを実践の中心に位置づけ、子ども

が自立した生活の主人公となることを目指して指導した。それを支えたのが

「作品研究会」であった。彼らは自主的に集まり話し合い、また、文集交換

などを通してお互いの指導作品や実践の悩みを共有・研究する中で、このよ

うな教育方法とそれを支える思想を、拡大、深化し、教育全体の改革を目指

す生活綴方運動を展開していった。

４．東井義雄の「村を育てる学力」

こうした動向の中で、リアリズムの精神に基づいた新しい学力論や指導論、

教育評価論を提示したのが東井義雄である。彼は、子どもたちがもともと持っ

ているものの見方・考え方――「生活の論理」――を土台としながら、科学

的・系統的な教科学習――「教科の論理」の学習――を子どもたちに保障し

て、自分のものになったほんものの学力を育成しなければならないこと、し

かもそのとき身についた力を自己一身の利益のために使うのではなく、学級

や学校、共同体の発展に役立てるものとして使うような態度を合わせて育て

なければならないと主張した。東井はこのような学力論を著書『村を育てる

学力』に発表し、大きな反響を呼んだ。さらに、こうした学力をとらえるた

めには相対評価ではなく、目標に基づいた評価が必要だと主張し、実際に通

知票を作成した13。

東井が教科の理論を重視した背景には、彼自身の戦前の教育実践に対する

痛切な反省がある。戦前に、社会、国家全体が軍国主義に陥っていく中で、

子どもからも「理くつや思想以前の日常感覚の中に『臣民感覚』とでもいう

べきものを感じ」た結果、本気の戦争協力をしてしまったというのである。

東井は、生活綴方の本質を「子どもの真情」のみにおくことの危険性を指摘

して、以下のように主張している。「『真情』を支えている背後のものが何で
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あるかを、常に見きわめねばならぬ。そのためには、どうしても『理知』の

媒介を通さねばならぬ。その『理知』は自己の『真情』に対してだけでなく、

相手の真情をも『理知』に照らして一応の認容が出来るような、『理知』で

なければならぬ」14。このような「理知」を育てるためにも、彼は教科学習

を重視したのである。ただし、彼は教科の論理については学問の専門家であ

る学者にまかせるとは言っていない。教師も学問しつつ、あくまで、子ども

の生活の論理をよく知り、その地域の生活をよく知っている教師自身が研究

し実践するべきであると述べている。

東井は学校新聞を発行し、それを村中の家庭に配り、学校に通う子どもが

いなくとも、新聞に投稿したり、学校へ意見を言ったりしやすい土壌をつくっ

た。東井はもともと村の僧侶であり、地域の問題について目配りのしやすい

立場であったが、それだけでなく、教師としても地域の問題をしっかりつか

み、何が学校に必要なのかを考えていった。

なお、フォーラム当日の議論の中で、東井の「そのまま受けとめる」こと

と「ねうちづけ」の重要さ、しかもそれが教師だけではなく子ども同士の中

で行われることの意義について指摘があった。東井の言葉で言えば、「わけ

あい・みがきあい」にあたる部分への言及であり、この点は今後ぜひ検討し

ていきたい。その際に、教師の事前の準備と授業、さらにその後と整理して

分析していく必要がある。豊田ひさきが指摘している通り、東井が子どもた

ちの学習帳（自主学習ノート）を丹念に読み、授業に生かしていたことはよ

く知られている。こうした事前の準備がなければ、「わけあい・みがきあい」

も深まりを欠くものになりかねない。教師の「働き方改革」の重要性が認識

される中、教材研究に加え、子どもの学習帳の研究を行い、その両方の道筋

から授業の構想ができるような時間の確保が求められる。

５．おわりに　――“教育の世界遺産 ”――

　こうした生活綴方を、教育学者大田堯は「教育の世界遺産」と呼ぶ。それ

は、生活綴方が、自由とリアリズムを重視しており、「過剰情報というか、

上からたっぷり降りてくる硬直した国定情報、その降ってくる情報・言葉を
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逆用して、自分を表現する手段に変えるという転換をはかる」、「作文教育を

とおして人間、人格をとりもどすという道を切り拓いていく」15点に特徴が

あるからだという。文字の読み書きや文化の受け入れが困難な人に対する識

字運動としての面を有すると同時に、読める・書ける人の人間性の回復とい

う役割も果たしているというのである。

その一方、東井の戦前の反省に見られるように、子どもの実感、意欲に根

ざすというだけでは、主流の思潮に飲みこまれ、そこに子どもを適応させて

いくだけの教育にもなってしまう。『綴方生活』にも書かれていたように、

子どもと共に、大人も社会を見つめ、考えることを続けなくてはならない。

教育におけるメディアの活用という点でも、戦前の綴方は興味深い。和紙と

筆ではなく、子どもたちに鉛筆、安価な西洋紙が普及したこと、学校に謄写

版が普及したというメディア革命が生活綴方の発展を支えた。子どもたちが

自由に書き、書いたものを印刷して読みあうことが可能になったのである。

絵も印刷できたため、教師たちは子どもの絵を写して表紙やカットにしたり、

自分自身がイラストを描いたりもした。人間の自由、芸術的表現を広げるメ

ディアとしてこれらを活用したのである16。一方、このメディア革命は、宿

題や受験勉強の過酷さを生んだとも指摘されている17。現代もメディア革命

期である。私たちは子ども達に知識や技術を詰め込むために新しいメディア

を使うのか、人間の思想や表現の自由を広げ、生活を前進させていくために

使うのか。そこが問われている。

※ 　本稿は、2018年12月25日に武庫川女子大学中央キャンパス 日下記念マ

ルチメディア館で開催された「大学間教育研究連携プロジェクト　武庫川

女子大学言語文化研究所フォーラム　綴り方教育と言語文化」における発

表内容の要約である。当日の発表は1920年代の綴方の取り組みにも言及

したこと、その際、当該教師たちは自分たちの取り組みを「綴方」と表記

することが通例であり、「綴り方」とは書かなかったことを踏まえ、本稿

でも「綴方」の表記を採用している。引用文中の漢字は、可能な限り新字

体にあらためた。
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文章表現と SNS

岸　本　千　秋

１．はじめに

本稿は、2018年12月に行われた「言語文化研究所フォーラム」での発表

予定として準備した資料を掲載したものである。

発表要旨：

文章表現に関する大学の授業で、「作文」あるいは「文章表現」につい

ての印象を尋ねると、ほとんどの学生が苦手意識をもっていると答える。

しかし、同時に、文章を書く能力をもつことは、大学生自身にとって、ま

た、これからの人生において大切で必要なことだと考えており、その能力

を上げたいと思っていることも事実である。他方、LINE や Twitter、ブ

ログなど、いわゆる SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

と呼ばれる媒体上では、記号を駆使した勢いのある文章が綴られており、

SNS 上においては、「作文」に抵抗が少ないと言えるだろう。SNS の文章

には、記号類が多く使われていることが、大きな特徴の一つであるが、そ

こで使用される記号類は、その出現状況に一定の傾向が認められることが

分かっている。本発表では、「作文」、「文章表現」に苦しみ、苦手意識を

もつ若者が、「抵抗なく饒舌に」綴る SNS の文章の特徴を、記号類の使わ

れ方という点から明らかにする。

芦田恵之助『数式と教壇　綴り方教授』（昭和48, p.116）

「綴り方とは精神生活を文字によつて書きあらはす作業」

東井義雄『東井義雄著作集3』（1972, p.139）

「子どもというものは、自由に文章を書かせておくと、ぐんぐん文章

力をのばしていくもののように思われるが、実際は、だんだんマンネリ
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ズムに陥ってしまうことのほうが多いように思われる。よく、「子ども

に書く自由を与える」などということばを聞くことがあるが、これを単

純に受けとって「なんでもいいから書きなさい。ありのまま書けばいい

のです」式の「自由」を与えておくと、文章はどんどんいじけてしまっ

て、「不自由」をおしつけたのではないかと思われるような結果さえ招

くものである。

日記の場合などでも、うっかりしていると、しらずしらずのうちに身

辺雑事の記録集みたいなものになってしまって、取材の範囲が、家事・

学校・交友関係等の間をぐるぐるまわりするようなことになりやすいも

のである。こうなると、それを書く子ども自身、おもしろくなくなって、

ついに日記をやめてしまうというようなことにもなってしまう。」（「八　

社会行事を書く文の指導」より）

１．はじめに

ブログは「日記」として説明されている。

「インターネット上で公開する、日記ふうのホームページ」（『三省堂国

語』第七版）

ブログの発信量

『ブログの実態に関する調査研究～ ブログコンテンツ量の推計とブログ

の開設要因等の分析 ～』総務

省情報通信政策研究所（2009

年）。

米国 Technorati 社の調査によ

ると、2007 年3月時点で同社

が追跡するブログ数は、世界

全体で 7000 万以上、日本語に

よる記事は全体の 37％と、英

語（36％） を超えて世界一位の

発信量と報告されている（図1）。 図１　言語別ブログの発信量
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http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/

telecom/2009/2009-02.pdf

「あらゆる児童・生徒がブログを持つべき」

総務省設置の「情報フロンティア研究会」（座長：國領二郎・慶応大学

教授）が提言。

理由：IT 社会で日本が優位に立つには、義務教育段階からネットワー

クで個人が発言する作法を身につけさせることが必要。

（「情報フロンティア研究会報告書」2005.6、総務省情報通信政策局情

報通信政策課）

２．大学生にとっての作文

作文、文章作成、文章表現　についての印象を尋ねると…、

・得意・好き　2～3％

・小学校の夏休みの読書感想文のつらい思い出。

・ある程度の文章量が求められる宿題は後回しにしていた。

・書けない

　　  

・SNS なら書けるのに…

　→媒体の変化、表記や表現の選択の広がり（ex. 記号の使用）

３．ブログを綴る

ブログの大きな特徴

一般的な書きことばとは異なる特殊な記号類の使用

＝ウェブ記号（カッコ付き文字・フェイスマーク・絵記号）

ウェブ記号と文との関係に注目

記号類の出現傾向を、終助詞とウェブ記号、言いさし文とウェブ記号の

2点から探る。
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表１　対象データ
ウェブ記号アリ（文） ウェブ記号ナシ（文） 計（文）

女 1,108 1,108 2,216
男 1,373 1,373 2,746
計 2,481 2,481 4,962

 

3.1．ウェブ記号と終助詞との共起

終助詞別「記号の有無別の出現頻度数」・「出現頻度数の合計」・「対数尤度

比（Ｇ２）」１

表2　終助詞とウェブ記号の有無（頻度／対数尤度比）

終助詞 記号アリ
（男女）

記号アリ
（男女） 頻度合計 G２

カ 19 28 47 17.87＊＊＊

ナ 113 39 152 11.86＊＊＊

ヨ 75 50 125 1.75
ネ 160 114 274 0.92
ワ 19 8 27 0.12

その他
（サ／ヤ／ゼ）等 28 7 35

計 414 264 660
＊＊＊＝ p ＜0.001２

ウェブ記号と終助詞との共起関係の強さ

「カ」（Ｇ２＝17.87）：ウェブ記号とは共起しない傾向

「ナ」（Ｇ２＝11.86）：ウェブ記号と共起する傾向

3.1.1．終助詞「ナ」

（1）　けどけど、覚えててくれてうれしかったなぁ（*´ ▽｀ *）

１　ある現象が二つの別の母集団で出現するときに、それらの出現頻度の差が有意であると推測す
るもっともらしさ（尤度）を統計学的に検定するために用いる指標。実測値と期待値の差に注
目し有意差を判定する検定であり、対数尤度比における基準値統計量はカイ二乗検定のそれと
同じ。

２　表1の終助詞「カ」の対数尤度比は17.87であり、これは、0.01％水準（p=0.0001）での基準値
統計量を上回るが、表内での煩雑さを避けるための表示である。
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（2）　やっぱりマンションはいいよなぁ～～～（＞＜）

（3）　早くミンナでワイワイ出来るようになるとイイナッ (^Q^)/^

（4）　友達としては絶対にうまくやっていく自信があるのにな。

（5）　明後日は県南あるからそれに向けてがんばんないとな。

・感動や願望を表す際：ナァ」や「ナッ」――ウェブ記号が付加する傾向

3.1.2．終助詞「カ」

（6）どうやって別れたらいいんだろうか。

（7）どれだけ強く心をもてるのかで人はかわるのではないか？

（8）一晩天王寺に放置は無謀だったのか _| ￣ | ○

（9）嗚呼、あたしのあゆへの愛はこんなモンなのか～（涙）

・ウェブ記号ナシ：疑問符「？」の存在

　疑問符とウェブ記号とが重複して用いられている例がほとんどない。

3.2．ウェブ記号と言いさし文との共起

（10）ほんとは一人で静かに行けたらもっとよかったけど (^_^;)

（11）なぁ～～んも用意してないのにね（爆）

表3　接続助詞とウェブ記号の有無（頻度／対数尤度比３）
記号アリ
（男女）

記号アリ
（男女） 頻度合計 G２

ケド 92 27 119 8.04＊＊

ト 6 9 15 4.91＊

ノデ 18 3 21 3.90
テ 20 16 36 2.40

カラ 21 16 37 2.00
タリ 6 6 12 1.59
ノニ 8 6 14 0.66
シ 58 28 86 0.00
ガ 33 16 49 0.00
計 262 127 389

＊＊＝ p ＜0.01　＊＝ p ＜0.05

「ケド」（Ｇ２＝8.04）：ウェブ記号ともっとも共起しやすい

D11642-71002598_Ⅱ-2-04岸本千秋.indd   67 2019/12/16   13:38:40



－68－

（12） 最後の方は、殆ど更新も無く、ひたすらただ存在していただけだっ

たけど（苦笑）

（13）まぁこれと一緒にブリトラとか借りようとしてたけど（邪）

（14）まぁ、今までもそうだったけど┌ ( ￣０￣）┐

「ケド」の機能

参照情報の提示

①前言の補正 / 訂正 / 補足…含意のキャンセルのために但し書き的に付加

②相手の知識の状態についての想定

③相手の認識状況への改変の促し 白川（2009）

データのほとんどは、①前言の補正 / 訂正 / 補足…含意のキャンセルのた

めに但し書き的に付加

（15） 先週の一週間で勝ち総額は４万になった（ｗ　ただ、友達におごっ

たり、ＧＷ中に使った生活費などでほとんど消えたけどね（汁

（16） 先輩の家に泊まっちゃった。えへっ。おっき～いくまさんとかお

るし！全体的に薄い茶系な部屋やった。うちなんか豹柄まみれや

（笑）と、いってもじゅーたんとカーテンと座椅子が豹柄だけな

んやけどな（笑）

（下線は発表者）

・ 補正や訂正を行う必要があることとウェブ記号が共起しやすいことの関

係

（15） 前言：「一週間で勝ち総額は４万」何かのギャンブルで臨時収入

があったこと。

３　ある現象が二つの別の母集団で出現するときに、それらの出現頻度の差が有意であると推測す
るもっともらしさ（尤度）を統計学的に検定するために用いる指標。G ２（G-square）や G ス
コアなどとも呼ばれる。実測値と期待値の差に注目し有意差を判定する検定であり、対数尤度
比における基準値統計量はカイ二乗検定のそれと同じである。
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補正・訂正： 「いったん手に入った臨時収入を自分以外のことに

も使ったために消えてしまい、手元にはまったく

残っていないという状況」を示す。

（16）前言：「うちなんか豹柄まみれや」

補正・訂正：一部だけしか豹柄の物はなく「まみれ」ではない。

前言　――　誇張された表現。表現が強過ぎてしまう可能性。

補正・訂正　――　その強さをケド節によって和らげ。ケド節の緩衝機

能４。

緩衝機能があるケド節にウェブ記号が有意に多く付加

　→ウェブ記号は緩衝機能と強い関係性をもつ。

ウェブ記号の機能は、記号単体で確定するのではなく、文脈に依存する場

合が多いと考えるべき。

→ウェブ記号は、直前のケド節がもつ緩衝機能を引き継ぎ、ケド節と共

に緩衝機能を担っていると考えられる。

・ ウェブ記号は、叙述内容を補足したり強く表現したりするだけではなく、

緩衝機能や緩和する働きもある。

参考文献

石川慎一郎（2008）『英語コーパスと言語教育』、大修館書店。

岸本千秋（2018）「ウェブログの計量的文体研究―文末表現とウェブ記号と

の関係を中心に―」、『阪大日本語研究』30、大阪大学大学院日本語学

講座。

白川博之（2009）『「言いさし文」の研究』、くろしお出版。

渡部洋・鈴木規夫・山田文康・大塚雄作（1985）『探索的データ解析入門

４　たとえば関西弁では「あんなにシュッとしてる人やねんから絶対めっちゃモテるはずや。（よ
う）知らんけど」（筆者作例）のように、言いさし表現のケド節として「（よう）知らんけど」
を付加させることがある。このような場合も、強い表現で言い切る前言に対して、それを和ら
げるためにケド節が付加しているととらえられる。ケド節に緩衝機能が認められる例である。
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‐ データの構造を探る ‐ 』。

朝倉書店
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Ⅲ．言語文化研究所シンポジウム
「ネーミングのコトバ学」（パートIII）

　　（平成30年度 武庫川女子大学
特別公開講座：共同企画）
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シンポジウム「ネーミングのコトバ学」を開催するにあたって

玉井　　暲（言語文化研究所長）

言語文化研究所は、平成30年度におけるシンポジウムのテーマとして

「ネーミングのコトバ学」を取り上げた。その主たる理由として、平成28年

度と29年度に開催した同テーマにもとづくシンポジウムが大変好評であっ

たため、その第３弾として、今年度も、同じテーマでありながら、新機軸を

模索しつつ開催した。

ちなみに、このシンポジウムは、原則、言語文化研究所の研究員の全員が

参加して、おのおの自分の研究成果を披露するのを旨としている。

本年度より新たに本研究員に加わった藤井達矢氏には、氏の専門である芸

術学・美術教育の分野から、言語文化を映像文化との関わりにおいて検証し

てもらい、新しい研究の地平を拓いてもらった。また、設樂馨氏には、氏の

専門である現代日本語の世界において、子供新聞やその中に登場する人物た

ちの活動の舞台・場所においてネーミングをめぐってどのような現象が起

こっているのか、日頃の研究成果を発表してもらった。

言語文化研究のテーマとしてのネーミングをめぐる問題は、文学や芸術の

世界を取ってみても、タイトルの付け方や登場人物・場所の名前の付け方を

はじめ、多方面に及んでいる。同じ課題は、映画や漫画や絵画などの視覚芸

術であれ、クラシック音楽から現代のポップ音楽に至る聴覚芸術にあっても、

避けられない課題となっている。

同じようなネーミングに関わる問題は、世界地図、領土問題、商品名、広

告界などの社会的・経済的な世界においても、また子供の命名やニックネイ

ム等の人間の個人的なレベルにおいても、綿密で配慮の行き渡った意識化が

不可欠の営みとして求められていよう。

今年度も、こうしたネーミングをめぐる多様な問題を取り上げ、検討した

次第である。
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また、本シンポジウムは、武庫川女子大学特別学期公開講座との共同企画

として開催され、言語文化に関心をもつ専門の研究者の他に、本学の学生・

大学院生、附属中高の生徒、一般市民などを含む、多彩な層からの参加者が

多数あった。質疑応答も活発に行われ、極めて有意義なシンポジウムとなっ

た。

今年度における「ネーミングのコトバ学」のシンポジウムは、以下のとお

り行われた。

日時：平成31年（2019年２月15日〔金〕）、10：45～16：20

場所：武庫川女子大学中央キャンパス　文学２号館　L2‐11号教室

プログラム：

第１部　公開講座　10：45～14：35

１．「子ども新聞とネーミング」　10：45～12：15

　　　――設樂　馨（言語文化研究所研究員、日本語日本文学科講師）

２．「実験映画にみる言葉と記号」　13：05～14：35

　　　――藤井達矢（言語文化研究所研究員、教育学科准教授）

第２部　公開講座／シンポジウム（討論）　14：50～16：20

１．問題提起：ネーミングのコトバ学について

　　講師　設樂　馨（日本語学）

　　　　　藤井達矢（芸術学・美術教育）

２．コメンテイター

　　　　　玉井　暲（言語文化研究所研究員、英文学）

　　　　　佐竹秀雄（言語文化研究所研究員、日本語学）

　　　　　冨永英夫（言語文化研究所研究員、英語学・英語教育）

　　　　　福本由紀子（言語文化研究所研究員、英語圏児童文学）

　　　　　岸本千秋（言語文化研究所研究員、日本語学）

　　　　　柴田清継（言語文化研究所研究員、中国文学・漢文）

　　　　　山崎洋子（言語文化研究所研究員、教育史）
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シンポジウム「ネーミングのコトバ学」を開催するにあたって

３．申し込み方法：参加無料。当日の参加も歓迎。

なお、シンポジウムの各パネリストの発表報告／発表要旨は、以下のとお

りである。
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ドラえもんのひみつ道具のネーミング
―人為的に結びつけた、名前と名づけられたものとの場合―

設　樂　　　馨

１．「ネーミングのコトバ学」パートⅡをめぐって

ものに名前を与えるとき、何らかの意味をこめる、あるいは、その音声が

指示するイメージと関係づけることがある。昨年度の本研究所公開講座

（2018年２月16日）では、冨永英夫教授の発表「名前の正しさ―言語と思考

及び世界との関係について考える―」や、あるいは、佐竹秀雄研究員の「名

は体を表すか」でもそういった問題に触れていた。

冨永教授が触れた「名は体を表す」の説明に続く部分から一部を抜粋して

みる（冨永2018）。

このようなことわざがあるということは、日本語には、あるいは日本の

文化には、名前とそれが指示するものには関係があるという考え方が存

在することがうかがえます。もちろんそういうことわざがあるというだ

けで、名前とそれが指示するものには関係があるのだと断定することは

できません。通常はそうではないからこそ、ことわざとして使われると

いうこともあるからです。（中略）親が命名するときに、どういう名前

がいいか、あれこれと考えるのも、そういう人であってほしいと願って

いるからでしょう。ただ、それだからと言って、親は、名前と子どもに

必然的な関係があると確信することはないでしょう。

続いて、佐竹研究員「名は体を表すか」（佐竹2018）より抜粋する。

子供の名づけでは、主に、その音声が表す対象の語彙的な意味と、その

音がもつイメージとが考慮されるようだ。

昨年度の筆者の発表では、「名前の正しさ」や「名は体を表す」ことを扱っ

ていない。筆者は、『ドラえもん１』のひみつ道具（タケコプター、どこで
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もドアなど）を「ポケットモンスター」、通称「ポケモン２」のキャラクター

名（ポッチャマ、パチリスなど）と比べて観察してみたとき、ドラえもんと

ポケモンの両者に共通して、子どもにとって親しみやすい擬音語や擬態語を

使ったもの、形状や特性が理解できる単語を含むものを認めた。一方で、ド

ラえもんとポケモンの両者で異なる点として、外来語に注目した。具体的に

は、ドラえもんのひみつ道具の外来語については、日本語に定着した単語、

例えばヘリコプターやドアといったものばかりであることを指摘した（設樂

2018）。ネーミングに使用された語彙が、読者である子どもにとって親しみ

があるだろうか、という点を観察したものであって、ネーミングにおける「名

前とそれが指示するもの」、あるいは、「その音声が表す対象の語彙的な意味」

を考察したわけではない（引用語句の下線は筆者による）。

２．「名前の正しさ」を手がかりに

そこで、今年度はテレビ朝日による『ドラえもん　ひみつ道具カタログ』

から、名前と名づけられたもの、つまり、指示するものとの関係性を考えて

みることにした。

なお、冨永教授は関係性を哲学面から捉え、慣習説と本性説を挙げた（冨

永2018）。佐竹研究員は子どもの名づけにおいて必然の結びつきを確認した

うえで、漢字という表意文字を使う日本語の特性においては（本性説のよう

に）自然に結びつく関係ではなく、「人為的に結びつけようとする関係が認

められる」と述べた（佐竹2018）。

ドラえもんのひみつ道具で有名なもの、例えば、歌詞３にも登場する「タ

ケコプター」や登場回数の多い「どこでもドア」から考えてみよう。「タケ

１　『ドラえもん』は、小学館から全45巻（大長編含まず）で発売されているマンガで1970年に連
載がスタートした。2019年現在も、アニメや映画ほか多くの作品が生まれている。「ひみつ道
具」は、作中に登場する、未来からもたらされて現代に存在しないはずのもの。

２　ポケットモンスター、縮めてポケモンは、モンスターボールを使って捕まえ中に入れて持ち運
べるモンスター。1996年に発売されたゲーム第１作は、通信やバトルをすることでボケモンを
集める。ほかに、アニメ、映画、カードゲーム、アプリなど幅広いコンテンツが展開されている。
ポケモンは、技を覚えて、その技を駆使して闘って強くなり、形状を進化させるものもある。

３　「ドラえもんのうた」作詞：楠部工、作曲：菊池俊輔
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ドラえもんのひみつ道具のネーミング

コプター」は、竹トンボとヘリコプターの組み合わせで名づけられており、

竹トンボの形状をしている。初期のマンガでは「ヘリトンボ」だった。この

場合、後先の語順の入れ違いはあるが、竹トンボとヘリコプターの組み合わ

せであることは、はっきりしている。また、「どこでもドア」は、ドアの形

状をしていて、そのドアを開くときに頭に思い浮かべたどこへでも、行くこ

とができる。これらのように、形状も名前もすっかりお馴染みになっている

ものは、一見、名前と名づけられたものとがぴったり重なって、必然の結び

つきを前提にしていて、それが名づけられたものの本性かのように感じられ

るかもしれない。

続いて、例えば筆者が『ドラえもん　ひみつ道具カタログ』で初めて知っ

たひみつ道具があるのだが、上述の２種に比べれば、ドラえもんの読者や視

聴者の大勢に知られているのではない、名前を聞いただけで使い方や形状が

思い出せない、といったひみつ道具ではないか、と思われるのだが「やりク

リ」「わりこみビデオ」がある。こういった道具が、漫画で、あるいはアニメー

ションで、絵やアニメを見たり名前を聞いたりする登場シーンでは、何がで

きるだろう、どうやって使うのか、ストーリーで問題になっていることの解

決策としてのひみつ道具の働きを想像すると思われる。本稿では、道具の働

きの面よりも、どうしてこの名前なのか、という問いを立てて注目すると、

登場シーンを知らない場合、ある程度、その登場シーンの説明を調べなくて

はどういったものか、わからない。そこで、『ドラえもん　ひみつ道具カタ

ログ』に加えて、もう少し詳しい使用方法や登場シーンが説明してある、書

き込みによって更新されるサイト『ドラえもんひみつどうぐデータベース～

世界最強道具検索サイト～』『ドラえもんのひみつ道具を一つもらえるとし

たら』なども参考にまとめてみる。すると、「やりクリ」は槍を持ち擬人化

されたクリの形状をした、金銭管理をするロボットであること、「わりこみ

ビデオ」はパソコンが普及していない、インターネットもなく YouTube も

存在しない時代、ビデオを編集して人物を入れ替える合成映像が作れる機械

であることがわかる。

こうして、形状や目的を知ると、おそらく大概のひみつ道具には、名前と
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名づけられたものとに必然の結びつきがあるのだ、と予想がつく。とはいえ、

「タケコプター」か「ヘリトンボ」か、といった名前の語順の入れ替えから

考えれば、そういう名前でなくてはならない本性的なものとまでは言えない。

ひみつ道具の見た目、もしくは、ひみつ道具の役割を、その名前が表すよう、

人為的に結びつけようとしている、とは言えそうだ。

３．人為的な結びつきが生まれる語構成

人為的に結びつけることについて、もう少し精緻に考えてみたい。子ども

の名づけでは、表意文字としての漢字の特性があった。ひみつ道具は必ずし

も漢字を使用しないが、実質語を組み合わせた複合語になっている（ことが

多い）ため、一つの名前の中に複数の意味を見出せる。その意味の組み合わ

せが、子どもの名づけとの大きな違いになりそうだ。

改めて、意味の組み合わせを振り返ると、一部が竹トンボの形状をした「タ

ケコプター」、全体的にドアの形状をした「どこでもドア」、栗を擬人化して

槍をもたせ、槍と栗を組み合わせた形状の「やりクリ」、ビデオの形状をし

た「わりこみビデオ」といったように、ひみつ道具の形状は、名づけにとっ

て重要な特徴になっている。

そして、空を飛ぶための「タケコプター」の場合、複合語の一つ「竹トン

ボ」で人は飛べないが、もう一つの単語「ヘリコプター」ならば人が空を飛

べる。「どこでもドア」の複合語の一つ「ドア」に、通常、場所を示したり

人を移動させる役目があったりするわけではないが、もう一つの「どこでも」

という語句には場所性が伴う。「やりくり」を複合語と捉えれば、先述の形

状の「槍」と「栗」だが、名詞「やりくり」は金銭管理に関わる。「わりこ

みビデオ」は性質と形状の組み合わせという点で「どこでもドア」に似てい

るが、「ビデオ」が録画と再生専用の家電ではなく、編集機能のある装置だ

とすれば、「わりこみ」という特性とともに、どのような役割があるひみつ

道具なのかが明確になる。

つまり、ひみつ道具の名づけでは、形状を名前に含み、その特性や役割を

明確にする単語も同時に含んでいる、そうした二方向の名づけを一語にまと
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ドラえもんのひみつ道具のネーミング

めることが特徴的なのだろう。

４．受講生の分析

しかし、「ドラえもん」に精通しているわけでない筆者が管見で（有名か

無名か）で取り上げた４種だけでなく、ひみつ道具は多彩である（『ドラえ

もん　ひみつ道具カタログ』掲載のひみつ道具は増加し続けているが、1293

種とも1963種とも、または2000種を越えるとも言われている４）。それらには、

まだ考察できていない名づけの方向性が認められるかもしれない。また、以

上の考察についても、筆者の経験の範囲であり、制作時期に照らした考証は

十分でないのかもしれない。そこで、今年度は「公開」講座の特性を生かし、

年代も性別も様々な受講生に「名前とそれが指示するもの」との関係を聞い

てみることにした。手始めに、道具の名前がしっくりくるか、どうしてその

ように思うのか。受講生各位に『ドラえもん　ひみつ道具カタログ』の抜粋

をカード状にして配布し、「名前とそれが指示するもの」との対比を語って

もらった。

4.1　ロビンソンクルーソーは有名？

「ロビンソンクルーソーセット」は、見た目は樽である。この樽の中に、

無人島生活に必要な道具が詰まっていて、漂流のスリルを楽しむためのレ

ジャー用品である。（本稿の道具の説明は『ドラえもん　ひみつ道具カタロ

グ』を中心に、末尾に掲載した複数の「参考 URL」を参照している。）なぜ

樽なのか。なぜ漂流生活が「ロビンソンクルーソー」か。『ロビンソンクルー

ソー』とは、イギリス小説であり、子ども向けのシリーズに入っている（例

えば「岩波少年文庫」「子どものための世界文学の森」シリーズや「10歳ま

でに読みたい世界名作」シリーズ）。しかし、かなりの大部で古典とはいえ、

全ての子どもが読んでいる、とは言い切れないだろう。ただ、受講生は成人

４　作者がファンの子どもに答えた数や、「ドラえもん最新ひみつ道具大辞典」に登場する数、収
集家等が個人的にマンガ作品を数えた数など、様々な説がある。
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ばかりで、そのほとんどがご存知のようであった。また、樽の形状であるこ

とは、18世紀の航海にありそうなものだと言えるのかもしれないが、無人

島生活と直接の類似性があるものではない。

4.2　頻出語句「ユメ」と「ロボット」

「ユメテレビ」は、テレビの形状をしている。別の人が眠っている間に、

このテレビによってその人が見ている夢を映し出し、人の夢を見ることがで

きる。テレビは液晶ではない、旧式のブラウン管タイプだったが、それがテ

レビだ、ということは最年少の学生にも簡単に判別できた。当然かもしれな

いが、テレビの近年の大きな進歩、例えば、前面から見たときの高密度で精

彩な画質と、それに伴う縦横の比率の変化、サイズの大小（手のひらに収ま

るスマートフォンの液晶画面から家で映画館気分を楽しめるプロジェクター

までテレビとして視聴できる）などは、「ユメ」テレビではいずれも問題視

されないのだ。また、ひみつ道具はアイウエオ順にして取り上げたため、「ゆ

めグラス」「ゆめコントローラー」「夢破壊砲」「夢はしご」などが続いた。

子どもはそれほど他人の夢に興味があるのか、私は人がどんな夢を見ている

のか大して興味がない、との意見が出た。

受講生には、「ロボット」も頻出語という印象を与えた単語である。「ロボ

警官　署長バッジ」「ロボッター」「ロボットストロー」「ロボットそうじゅ

うくんれん機」「ロボットのもと」「ロボットペーパー」「ロボット背後霊」。

ドラえもんの世界で想像だったものが、現代社会では実現可能となっている

ものが多いのではないか、との意見があった。

4.3　本当に人為的な結びつきと言える？

「流行性ネコシャクシウィルス」は、試験管に入ったオレンジ色の薬品で

ある。流行させたいことを言い聞かせながら試験管の中に詰まったウィルス

を育て、風に乗せてばらまくと、どんな流行でも生み出すことができる。ロ

ビンソンクルーソーでも話題になったが、名前に使われる単語、この場合は

「猫も杓子も」という慣用句であるが、こうした単語が子どもに広く知れ渡っ
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たものであるのか、疑問が残った。

「わすれとんかち」はとんかちの形状で、頭を叩くと忘れてしまった記憶

が蘇り、思い出したことを目から映し出す。この道具は最も大きな問題をも

たらした。「わすれ」るとんかちならば、叩いたら忘れるのではないか。「わ

すれていたことを思い出す」なら「思い出し」とんかちではないのか。いや、

叩かれた拍子に忘れていたことを思い出してその記憶が映し出されるのなら、

やはり「わすれ」たことに重点があるため「わすれ」とんかちで良いではな

いか。少し、整理しておこう。

名前：わすれとんかち

指示するもの（正）：忘れた記憶をたたき出すもの。

指示するもの（誤）：覚えていることを忘れさせるもの。

５．おわりに

さて、改めて『ドラえもん』のひみつ道具は、作中において登場する。物

語において未来の、現実（今）には存在しない想像上の機器という設定だ。

そのひみつ道具が登場する場面には、前後のストーリーがあり、ひみつ道具

の形状がわかる絵がある。よって、読者はその名前が「指示するもの」を読

みながら（見ながら）、想像していくことになる。読者が想像する「ひみつ

道具」は、物語の展開上、登場場面において必要十分な情報が与えられてい

るはずだ。しかし、もし仮に読者一人ひとりが「私の日常のなかで使うなら

ば」と想像したら、読者のさらなる想像によって「指示するもの」を追加設

定することになる。そうした追加設定ができなければ、言い換えれば、想像

する余地のないフィクション作品ならば、未来からもたらされる「ひみつ」

の何かである価値は半減してしまう。「指示するもの」は、常に読者の想像

の余地を残し、道具や名前と関係づけられそうな不確定要素が必要となる。

「ロビンソンクルーソー」も「ネコシャクシ」も、あまりに厳密な説明は不

要なのだ。子どもが自由に想像を広げ、空想の世界、つまり、創作物の世界

観を楽しむことが重要なのだろう。頻出語句「ユメ」の説明にはならないが、

想像することと、夢を見ることは、語義として近しいものがあるように思わ
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れる。あるいは、子どもに夢を見ていてほしいという、大人の願いかもしれ

ない。ドラえもんの長期にわたる人気からすれば、そういった筆者の空想す

ら包容する世界観があることに至極、合点がいく。

なお、講座後、「わすれとんかち」をさらに詳しく調べると、記憶を失っ

て家に迷い込んできた見知らぬ気の毒なおじさんの記憶を取り戻すため、ド

ラえもんに頼んで出してもらう、というひみつ道具であった。小学生がつい、

もの忘れをしたから思い出そう、というような状況ではなく、大人の記憶喪

失というのは小学生の日常に似つかわしいが、だからこそ、読者・視聴者た

ちの想像をかき立てるのかもしれない。

参考 URL

『ドラえもん　ひみつ道具カタログ』テレビ朝日：

https://www.tv-asahi.co.jp/doraemon/tool/（閲覧日2019/02/12）

『ドラえもんチャンネル』より「藤子・F・不二雄 PROFILE&HISTORY」

藤子プロ・小学館：https://dora-world.com/history（閲覧日2019/04/20）

『ドラえもんひみつどうぐデータベース～世界最強道具検索サイト～』

2000-2015 clammbon：https://www.doraemondb.com/ddb/index.php（閲

覧日2019/04/29）

『ドラえもんのひみつ道具を一つもらえるとしたら』doraemon

https://moshimodogu.com/（閲覧日2019/04/29）

『デジタル大辞泉』（小学館）より（閲覧日はいずれも2019/04/29）

「忘れる」

https://dictionary.goo.ne.jp/jn/238201/meaning/m0u/%E5%BF%98%E3%

82%8C%E3%82%8B/

「とんかち」

https://dictionary.goo.ne.jp/jn/161951/meaning/m0u/%E3%81%A8%E3%

82%93%E3%81%8B%E3%81%A1/

参考・引用文献
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佐竹秀雄（2018）「名は体を表すか」『武庫川女子大学言語文化研究所年報第』

28号、pp.55-64

設樂馨（2018）「ドラえもんとポケモンのネーミング」『武庫川女子大学言

語文化研究所年報第』28号、pp.75-76

冨永英夫（2018）「名前の正しさ－言語と思考及び世界との関係について考

える－」『武庫川女子大学言語文化研究所年報第』28号、pp.55-64

この文章は、2019年２月15日に開催された、平成30年度武庫川女子大学

言語文化研究所公開講座に基づくものである。とりわけ４章は第１部公開講

座１「こども新聞とネーミング」出席者、及び、５章は第２部シンポジウム

参加者を中心に、本公開講座に参加された各位のご協力に深く感謝します。
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実験映画にみる言葉と記号

藤　井　達　矢

１．はじめに

日本の実験映画の草分け的存在とされる飯村隆彦が、龍安寺の石庭を舞台

に制作した「間：竜安寺石庭の時／空間」という映像作品がある。かつて私

はこれを題材に、「美術における時間と空間」について考察した。今回は、

この映像作品に配された建築家磯崎新の言葉や詩を手掛かりにその役割を確

認する。

２．言葉を扱う美術の事例

言葉を扱う美術、言葉を含む美術には、様々な形があるが、表題とした映

像作品の前に、まずはいくつかの事例を紹介する。

田中勇次郎（1914-2012）は幻想的な具象絵画を描いていた画家である。

美術教育の学会誌によせた著述「絵の中の文

字」（1983）の中で、20世紀初頭の立体派（キュ

ビズム）のジョルジュ・ブラック（1882-

1963）や超現実主義（シュールレアリスム）

のルネ・マグリット（1898-1967）が用いた文

字について言及している。

田中はジョルジュ・ブラックの「ギターの

ある静物Ⅰ」図１について「五十号大の縦長の

構図の中央部分に（VALSE）の文字が描き込

んである。～中略～音楽用語のワルツである

ことはわかる。～中略～絵の中の文字を文字

として読んでもらいたいのか、或いはただ単

図１　ジョルジュ・ブラック
「ギターのある静物Ⅰ」
（1920-21）
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に造形要素として文字があるのかは曖昧なところだが～中略～ワルツと読ん

でそこから音楽のイメージをつくり上げていっても悪くない」と、プラハ国

立美術館での秘蔵名画展観覧時の感慨を述べている。立体派に限らずもっと

古い古典的作品にも文字は描き込まれているが、それとは様相が違うと捉え

ている。単なる造形要素としてというよりも、ブラックが意図してこの「ワ

ルツ」という文字を配したと。確かに白地にここまでくっきりと、文字が明

瞭に見られることから、そう考えるのも不思議ではない。

「ギターのある静物Ⅱ」図２は連作の２

枚目だが、何か白いポスターが折りたた

まれているようにも見え、そこに文字が

同じように白地に描かれてはいる。しか

し様々なモチーフに隠れて、全ては見え

ない。

「絵画だって直撃力だと言えなくはな

い。立体派でも野獣派でもポップアート

でも初めて現れた時は、見る人に激しい直撃を与えたに違いない。そして立

体派の作品の中に描かれた文字は、その直撃力に少なからず加担をしている

にちがいない」（田中勇次郎、1983）

読み取れはしないが、やはり白にくっきりと黒く、こちらもかなり意図し

て配したと推察される。こうした文字が、畳半分ほどのこれらの絵画の印象

を大きく左右する「直撃力」になっていることは間違いない。

ルネ・マグリットの「イメージの裏切

り」図３では、パイプの下にキャプショ

ンであるかのように「これはパイプでは

ない」と描かれて（書かれて）いる。こ

れについて田中は「その字は日本流に

言って楷書の字である。絵を見る人に正

確に読んでほしいとマグリットは思っ

ている」「人は虚のものばかり見て実の

図２　ジョルジュ・ブラック
「ギターのある静物Ⅱ」
（1920-21）

図３　ルネ・マグリット「イメー
ジの裏切り」1928-29
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ものを見ない」「逆説的に～中略～パイプの実存を描こうとしている」と述

べている。

マグリット自身はこうした表現を「目に見える思考」であると説明してい

る。詩人や学者の友人もいて、よく題名を考えてもらったりもしていた。多

様な解釈ができる作品だが、哲学的な要素を多分に持つ作風においてやはり

言葉が大きな役割を占めていたといえ、メタ認知的な視点をもたらす重要な

モチーフとなっている。

次に美術史家である野田由美意（1971-）が「パウル・クレーの文字絵」

（2009年）の中で考察したクレー（1879-1940）の「文字絵」を参照する。

クレーは、王僧孺（465-522）の抒情詩と、ハイルマンによるそのドイツ

語訳を下敷きに「文字絵」図４，図５を遺した。この「文字絵」が1916年に生ま

れてきた背景は、まず当時のヨーロッパにおける反戦の機運がある。クレー

自身も出征している。画家、表現者としてより一層鋭く肌で感じたことだろ

う。そんな中で、中国が当初は中立の立場をとっていたこともあり、和平の

象徴と捉えられていた。そういうアジアへの興味も尽きなかったということ

がある。

王僧孺「秋閨怨」

（第四句）月出夜灯吹

（第五句）深心起百際

（第六句）遥涙非一垂

孤独な妻の境遇、月光に浮かび

上がる女性の優雅な雰囲気を落と

し込んだ詩であるが、そのドイツ語訳のアルファベットを重ねて画面に再構

成して、静かに、しかし力強く「反戦」の意思表明をした。

元の詩は全部で第８句まであるが、第４～６句をこの第１部で表現してい

る。絵の上の部分が４句にあたり、５，６句のイメージが下側となる。

図４　パウル・クレー「王僧孺による
中国詩のコンポジション、高く
輝いて月が出る。第1部」(1916)
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王僧孺「秋閨怨」

（第七句）徒労妾辛苦

（第八句）終言君不知

第２部では、夫との別離への妻

の悲しみ深さを表す第７句と８句が記されている。先に述べた第１部と同様

に、色面を区切るようにドイツ語の文字が配されており、その単語の意味も

踏まえて構成されている。さらに下部に、改めてその全文を記している。

ハイルマンは「中国の抒情詩」について、漢字は一種の表意文字であり、「基

本的な記号や単純な観念の原始的象徴の連想から哲学的に発展した体系」で

あるとして、中国詩は「絵画的、挿絵的な要素」を持つと述べている。すで

に絵画的（少なくとも西洋人にとっては）である漢字を、漢字のまま画面に

入れるわけには行かなかったのではないか。ドイツ語圏の人に理解されない

のは当然ながら、自身の組み立てようとしている絵画作品の中に既に絵画的

な要素が入ってくると収拾がつかなくなる。もはや記号と化したアルファ

ベットが、扱いやすかったのではないだろうか。もっともアルファベットの

由来もエジプトの象形文字まで遡れば絵画的要素が出て来ようが、当時のク

レーの取捨選択に影響することはなかったであろう。

筆者も美術家であるが、文字を扱うことがある。最近では藤井達矢 + ア

クセル・テップファー + ダニエル・ノイマンの３人で取り組んだ「もくじ

きさんプロジェクト」（2017）図６が、その例である。

江戸後期の遊行僧木喰上人（1718-

1810）は、行道・五行菩薩から明

満仙人と名乗った時代を通して

1000体以上の木造仏を遺している。

全国に現存するものは600体以上

あって、柳宗悦には遅れたが、猪名

川町で昭和26年（1951）に粟野頼

之祐によって見出された木喰仏は実

図５　パウル・クレー「王僧孺の詩の
第2部」(1916)

図６
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に26体。いずれも木喰上人円熟期である文化４年（1807）の作。

この木喰仏を手掛かりとしたアクセルの大判アナログ写真、ダニエルの音

響システム、そして藤井のことばとリサーチが、廃墟の友金アパート301号

室（兵庫県宝塚市）において三位一体となった。今を生きる私たちがおかれ

た状況を顧みる装置として、この作品を提示した。「櫧」「幕」「呻」「菊」と

いう４つのことば（漢字）が相互に関係を持ちつつ、視覚と聴覚の揺らぎと

併せて、複数の時空が301号室内に浮遊することとなった。来場者はその狭

間を縫うように歩いた。

イチハラヒロコ（1963-）は言葉を取り入れるということではなく、言葉

そのもので表現しているランゲージ・アーティストである。感情をことばに

した時、それは気持ちの表象でしかなく、間口の狭いものとなってしまうが、

その背景には様々な思いが隠れている。そうした裏側を見させるアートとい

える。手書き文字ではなく活字に

置換することによって、一旦人の

持つ癖や息づかいを拭い去ってい

る。

1994年に「こんどはことばの

展覧会だ」と題した個展図７，図８を

開催し、そこでは広く一般に「こ

とば」を公募して、それを活字に

して会場にすべて展示した。応募

のルールは、日本語または英語で

１人１点、日本語30文字以内、英

語なら12語以内、他人の中傷や

公序良俗に反するものは断る場合

ありとした。結局873点が展示さ

れた。

イチハラはことばで「～べき」

と主張しているわけではない。具

図７　イチハラヒロコ個展図録（水戸芸
術館現代美術センター、1994年）

図８
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体的な「意見」や「考え」、「問題

提起」ではない。しかし、切実な「た

めいき」のようなことばなのであ

る。日々生きていて、ふと出てく

るためいきや独り言のようなもの

をアートとして提示して、「私を見

て」「私に気づいて」という切実さ

がある。笑えたり、いきどおったり、

共感できたり、反感を持ったり、

そういう些細な日常を「記号」や「目

印」として、社会を変えるような

大仰なことではなく、観る人が自

分の中に新しい気持ちや感覚を読

み込んでいく、取り入れてみよう

という作風である図９。

六甲八幡神社には実際に引くことのできるおみくじとして「恋みくじ」図10

という作品がある。日本語の言葉のアートが日本の神道に組み入れられてい

る。

以上、美術家の言葉の捉え方、作品の中での扱い方のいくつかの例を紹介

した。絵画の中にある文字は「直撃力」と述べた田中。時代背景を反映し意

識の共有をはかる文字絵を生み出したクレー。言葉を記号・道しるべとして、

謎解きさせつつ沈思黙考の時空へ誘うインスタレーション。言葉は気持ちの

単なる表象であり、その間口を介して裏側を見させるイチハラ。各々の視座

で「言葉」を用い、観る者の解釈への糸口を示していたが、本題の飯村隆彦

の実験映画ではどのように扱われたのかを考察する。

３．実験映画にみる言葉と記号

飯村隆彦図11は1937年東京に生まれ、1960年代から実験映画制作をはじめ

た。交友のあった前衛芸術家の協力も得つつ、８ミリや16ミリの前衛映画

図９　イチハラヒロコ個展風景

図10　イチハラヒロコ「恋みくじ」
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実験映画にみる言葉と記号

を制作する。1964年に実験映画集

団「フィルム・アンデパンダン」

を結成し、日本の個人映画史上最

初の実験映画祭を行なう。1965年、

実験映画『AI（Love）』がニューヨー

クの実験映画のリーダー、ジョナ

ス・メカスによって高く評価され

る。1969年にビデオアートの制作

を始め、1974年にニューヨーク近

代美術館、1979年にはホイット

ニー美術館で個展とパフォーマン

スを行ない、個人映画作家として国際的に評価される。代表作に『Observer/

Observed』（1975）、『あいうえおん六面相』（1993）、『SEEING/HEARING/

SPEAKING』（2001）などがある。著書『芸術と非芸術の間』（三一書房、

1970）、『映像実験のために』（青土社、1986）など著述も多数ある。

飯村隆彦は、日本の実験映画、つまり商業的な作品ではなく純粋にアート

としての映画ということになるが、その草分けとして1960年代から日米を

行き来しながら活躍してきた。オノ・ヨーコとも交友がある。いわゆるアナ

ログのフィルムの、８ミリや16ミリでの制作にはじまり、ブラウン管テレ

ビ時代のビデオ、そしてデジタル時代と、映像技術の進歩とともに歩き続け、

今現在も創作を重ねている。映像という時間軸をベースに、果敢に芸術とは

何かという根源的なことさえもレンズを通して暴き出そうという姿勢である。

ニューヨーク・メトロポリタン美術館委嘱作品として制作された『間：竜

安寺石庭の時／空間』（1989年、16分、カラー16㎜フィルム）は、テキスト

を磯崎新が、音楽を小杉武久が担当している。

飯村は、本来動かない石庭をズーミングと移動撮影することによって、時

間と空間における「間」の概念を映像化したという。時間と空間が未分化で

あり、重なり合って浸透している状態が「間」であり、それを体感させる装

置としての映像作品である。

図11　飯村隆彦
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元々16㎜フィルムの作品を DVD 化している。一般的なテレビや教室のプ

ロジェクターの画質は２Ｋだが、今や４Ｋ・８Ｋなど超高画質化が進んでい

る。そういう状況にあって本作品の画質は明らかに見劣りする。それでも、

この作品で目的とした日本独特の「間」の概念を体感させるということ、座

禅を組み瞑想するかのような、そうした境地に鑑賞者を誘おうという用途に

は十分すぎる仕掛けがふんだんに散りばめられている。いわば飯村隆彦が仕

掛けた「罠」なのだが、そこで「言葉」は重要な役割を果たしている。

16分の内容は、10のシーンから構成されている。

①　固定ショット（廊下東端から望む全景）図12

まず初めに、東の端から望む全景。

これが罠への入り口。

次に、この作品の要となる最初の

言葉（詩）が登場する。

②　言葉１（磯崎新による詩）図13

間

庭は瞑想のための

装置である

空白を感知せよ

静寂の声を

聞け

空虚の浸透を想え

磯崎新は日本語で書いているが、

飯村が英訳したものが表示される。

図12　固定ショット（東端から）

図13　言葉１
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実験映画にみる言葉と記号

各ワードの位置や間隔も、飯村が

コントロールしている。

③　 左から右への移動ショット

（望遠レンズ）図14

次に、望遠レンズを使って、一

定速度で左端から右へと移動しな

がらのショットがある。ただ移動

するだけではなく、右端までいっ

たところで下への動きも加わる。

書道の「とめ」のような感覚である。

④　言葉２図15

物ではなく

その間に生まれる

距離を

音ではなく

それが埋め残した

休止部分を

感知せよ

言葉としては２つ目となる。こ

れらの後ろではずっと雅楽のよう

な音が響いて重なる。これも大切

な要素である。

⑤　 左から右へのショット（標準レンズ）図16

図14　左から右へのショット（望遠）

図15　言葉２

図16　左から右へのショット（標準）
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そして再び映像だが、標準レン

ズに変えて同じく左から右への

ショット。

⑥　５群の石へのズーミング（計

５回）図17

次は、白い海原に島のように、

５つの岩のまとまりがあるが、そ

の５群に向かって順にズームイン

していく。岩への距離をぐっと縮

める。

⑦　言葉３図18

地面に置かれた

石は

シュミセンのある

島なのだろうか

白砂は

それをこの世界から

隔てている

大海なのだろうか

（シュミセン＝須弥山）

須弥山というのは、仏教に取り入れられた古代インドの世界観にある世界

の中心にそびえる高い山を指している。禅宗の龍安寺、抽象化された枯山水、

実に的を射たメタファーである。

図17　石へのズーミング

図18　言葉３
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実験映画にみる言葉と記号

⑧　左から右へのショット（広

角レンズ）図19

次に広角レンズで、最も広範囲

が映り込み、やはり左から右へと

移動していく。カメラが左から右

へ移動するので、映像は右から左

へと流れることになる。

⑨　言葉４図20

呼吸せよ

この庭をのみこみ

のみこまれ

合一せよ

クライマックスにこの言葉が来

る。相当に無茶な要求をしている

が、この作品の世界観に入り込め

ていれば、容易なのかも知れない。

⑩　固定ショット（廊下西端か

ら望む全景）図21

最後のショットは出口となる。

現実世界に戻る前に名残を惜しむかのように、廊下の西の端からの庭を眺め

る。

本作品では「言葉」が要といってもよい。飯村は「磯崎新による言葉は＜

図19　左から右へのショット（広角）

図20　言葉４

図21　固定ショット（西端から）
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間＞（MA）においての力強いメッセージとなっている。まず庭が「装置」

というひとつのメディアであると同時に、環境でもある場として捉え、「空

白－感知」、「静寂－声」、「空虚－浸透」という否定と肯定が対となる概念に

よって、否定の積極的な「肯定化」を計っている」（飯村，1993）と述べて

いる。

飯村が作り込んだ石庭の移動する石のショットという視覚が、時間の流れ

を基軸として用意され、その間に意味深な言葉が織り込まれ、その背景では

実時間の軸を超越した音が重なり堆積していくという構造である。ここで、

映像も音も言葉もそれぞれがミニマムな「記号」になっていることがわかる。

もっといえば、石庭も世界中に知られた記号、15個の石もすべて記号、各

ショットも厳格に切り分けられた記号、入口・出口を用意して作品自体も記

号だと宣言している。

ここで言葉の重要さを確認する

ために、その他の要素、音、映像

との関係性を示す図22。映像（視覚）

は、基軸となる一定（一定にみせ

かけた）の時間の流れを示しなが

らも鑑賞者を揺動する。その後方

で響く音（聴覚）は、雅楽的な音

であり、空間を時間に転換し、実

際の音は消えても精神的にはその

場に堆積していく。さらに多様な

感覚に訴えかける「記号」としての「言葉」が配され、それらを手掛かりに、

鑑賞者が意識の中で時間と空間が浸透し合う感覚を味わうことになる。

メトニミー（換喩）とメタファー（隠喩）、シミリー（直喩・明喩）などが、

磯崎新の詩の表現として見て取れる。記号化されたそれが本作品では重要な

役割を担ったわけだが、やはり既存の言語をはみ出し、その言葉のゆらぎを

もって鑑賞者が意識の中を旅する後押しになったといえる。この部分につい

てはさらに考察が必要である。

図22
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実験映画にみる言葉と記号

３．おわりに

最後に彫刻家遠藤利克（1950-）を紹介する。遠藤は「空洞説－言葉とカ

オス」（2014）の中で次のように述べている。

言葉はリアルから隔たり、惰性化し、社会の中で共同幻想として膨張する

ものであり、実体からは剥離したものである。例えば、一旦「石」と命名さ

れた「石」という言葉は、石という現実の物体から離れて、共同体の時空の

内を自在に飛翔（飛び回る）する。

我々の感情や行動は、社会化された幻想（共同幻想）の中で言語や文化を

介在させ続けている。それなくして人類の生は片時も立ち行かない。そんな

不確かなものになってしまった言葉であるが、我々の視覚を支えているもの

でもあるので不可欠でもある。

言語や文化は幻想ではあるが、この幻想なしでは人間社会が成り立たず人

間の生をも脅かすものだという。さらに、社会化された構造の中で生きる人々

は、安全である一方、多くの排除された欲望と衝動つまり「排除された闇」

の存在がある。美術にはそうした排除された部分、情念の領域への注視およ

び再構造化が要求されている。

作品「空洞説－円環⇔壷」図23について遠藤自身は「空洞は、共同体に空

いた、無為で無意志なただの穴である。穴は、共同体成員の思いを吸引する

ことによって生まれ、その蓄積と構造化によって、特異な場となる。あるい

は共同体成員の過剰の蕩尽（とう

じん）の現場において、祝祭の場

において、供養の場において、殺

戮の場において、＜空洞＞は生ま

れる。さらには、苦痛と、恐怖と、

陶酔と、エロチシズムを纏いなが

ら、聖性を伴って生まれ、拡張し、

破壊と恍惚のなかで渦を巻いて加

速する」と説明する。

言葉や文化という共同幻想に支
図23　遠藤利克「空洞説－円環⇔壷」

2012（1.1×3.7m、木・タール・火）
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えられ、社会化された構造の中で生きる危うさを表現すべく遠藤は、その「言

葉」を作品に明示せずに内在させている。この丸い穴に、行き場なく浮遊す

る「言葉」の影が見えないだろうか。

遠藤のいう「共同幻想」の仕組みを、飯村は計算尽くで利用したといえる。

言葉に頼らざるを得ない我々人間の、痛いところを突いた表現である。

この実験映画を言葉という側面からとらえると、「記号」化された様々な

要素を駆使し、「直撃力」を持つ「共同幻想」としての「言語」や「言葉」

を緻密な計算のもとで16分の映像の中に配置したということになる。さら

に日本文の詩を英文で扱ったことによって、鑑賞者が絵画的な背景がある漢

字や平仮名に惑わされることなく、飯村の意図した境地へと「記号」化され

た英文に誘われたといえる。表象に過ぎない言葉ではあるが、まずは視覚や

言葉に頼らざるを得ない鑑賞者は、それを道標として、その間口を介して裏

側へと誘われた。そして飯村の考えるところの「間」の時空に鑑賞者自身が

浸透することとなった。

今回のテーマ「ネーミングのことば学」に照らせば、飯村は敢えて、作品

の中では、明解な「ネーミング」を行わなかったということになろう。作品

のコンセプトを完遂させ、鑑賞者に伝えるためには「言葉」を必要とした。

しかしその言葉は曖昧で理不尽で謎解きのキーワードに過ぎない。言葉を使

いながらも、ネーミングしないことによって、物事が溶け合う「間」の覚知

を目指したのである。
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「種」と「個」を意識した名づけ

佐　竹　秀　雄

１　発表から

この文章は、本研究所シンポジウム（2019年２月15日）での設樂馨研究

員の発表を聴いて考えたことをまとめたものである。

発表では、名づけられる対象として「①ドラえもんの道具」「②ポケモン」

「③子ども新聞に登場する人・キャラクター」が扱われていた。①は現実に

は存在しない道具、②は現実に存在しないモンスター、③はほとんどが、手

書きの線で描かれた、架空のキャラクター（人や動物）である。①～③のい

ずれも、ごくわずかの例外を除いて、現実に存在しないものであり、原作者

やそれに近い立場の誰かが自由に名づけられるはずのものである。

それなのに、①～③のいずれの場合もそれぞれのパターンが認められると

いう。例えば、①に関しては、「タケコプター」「どこでもドア」のように「竹

トンボ＋ヘリコプター」「どこでも行ける＋ドア」と、「形状などの特徴＋モ

ノ」という「A ＋ B」の形式というパターンである。②の例は「パチリス」

「ヒコザル」で、「静電気のパチパチ＋動物のリス」「炎の火＋子ザル」のよ

うに「それがもつ特徴＋形から見た種類」という、やはり「A＋B」のパター

ンである。③の例は「きんちゃん」「グッドちゃん」「タイニャー」などで、

①②と違って、呼称付きの名前や愛称が認められたという。これらは「人間

や動物ふう」の呼び名に近いと言える。

２　バターンの差とモノの違い

さて、①②と③とで明らかに異なるパターンが認められるが、それはなぜ

だろうか。

名づけられるモノの違いに目を向けてみよう。すると、まず、単純なこと

だが、①と②は現実世界に存在しないものであるのに対して、③は、実際に
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は存在しないものの、それに近い人間や動物は実在しているという違いが認

められる。

しかし、それ以上に大きな違いがある。①②は具体的に唯一無二のもので

はない。例えば、①のドラえもんの道具は、世界に一つだけの存在で、それ

がふだんはどこかに仕舞われていて、必要なときに取り出されるというイ

メージにはない。必要に応じてそのたびに出現するものと思われる。また、

②のポケモンに関しても、そのホームページを見ると、モンスターの名前は

いずれも種類の名前であるらしい。つまり、①も②も個体に対する名づけで

はなく、「種」に対する名づけと考えられる。それに対して、③は人物や動

物キャラクターに対する名づけなので、「個」に対する名づけと言える。

この「種」と「個」との違いが、①②「A ＋ B」タイプと③「人間や動物

ふう」とのパターンの違いに対応していると考えられる。我々の生活におけ

る道具、例えば、デジタルカメラはデジタルカメラとしか呼ばない。自分が

所有するデジタルカメラに特別に「リサ」といった名前を付けることはない

（もちろん名づける人が皆無というわけではないだろうが）。ところが、ペッ

トになると、例えば、犬種がヨークシャーテリヤだとすれば、「犬はどこ？」

「ヨークシャーテリヤはどこ？」という言い方をせず、「ポチはどこ？」など

と個体を表す名前を言うのが一般的である。

「種」を表す名前では、種類としての共通性を名づけに反映させようと意

識する。共通性はその特徴が候補になる。①②では、それがもつ特徴が名づ

けに反映された。さらに、①②では、現実に存在しないことが、名づけをよ

り説明的なものにした。その結果、「形状などの特徴＋モノ」や「それがも

つ特徴＋形から見た種類」といった形式の名づけになったと考えられる。

一方、「個」に対する名前では、個体としての独自性が意識される。独自

性の重視は名づけとしての自由と結びつく。③の場合、「種」としての名づ

け条件は、③が人間や動物に近い存在であるため、人間や動物の名前のパター

ンに収めることでクリアできる。よって、③では「個」を重視した名づけが

強く意識された結果、呼称付きの名前や愛称になったと考えられる。
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「種」と「個」を意識した名づけ

３　「種」と「個」を意識する意味

以上から、架空のものに対する名づけでは、対象の「種」を意識すべき場

合と「個」であることを重視できる場合とでタイプが異なることが説明でき

る。これを踏まえて、現実の名づけを振り返ってみる。

現実の人間の名づけでは、当然、「個」が重視される。他と識別できる名

前が望まれる。「種」の意識は、「人間の名前らしいもの」という条件でカバー

できればよいと考えられる。ただ、「個」が強く意識されすぎて名づけが行

われたとき、「変わった、変な名前だ」との評価を受けることになる。

では、新しい商品や製品の場合はどうだろうか。商品全体の名づけなので

あるから、上述の理屈から言えば、「種」を意識した名づけが行われるはず

である。しかし、現実は必ずしもそうではない。もちろん、新しい品物の特

徴とモノを表す語による、先の①②のような名づけが少なくない。「雪見だ

いふく」「グリーンガム」などで、商品がどういうものかを理解できる名づ

けである。しかし、他方で、「個」を意識した名づけも行われている。例えば、

自動車の名前は、これまでずっと自動車であることを示す要素がないままに

名づけられてきた、まさに「個」を意識した名づけである。１台ずつに対す

る名前ではないのに、まるで１台ずつの名前であるかのような錯覚を購入者

に与える効果があるからという深読みもできる。

名づけをしようとするとき、その対象に対して人々はどのような思いで向

き合うのか。より一般的な名称をという「種」を意識した立場に立つのか、

より個性的な名称をという「個」を意識した立場に立つのか。そこに命名者

の命名にこめるこだわりの強さが働くのだと考えられる。
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言語文化と映像文化におけるネーミング―児童文学・児童文化の観点から

福　本　由紀子

はじめに

本稿は、シンポジウム「ネーミングのコトバ学̶言語文化と映像文化にお

けるネーミング」（本研究所公開講座2019年２月15日）において、英語圏を

中心とした児童文学や、児童文化における「名づけ」「名前」について述べ

たものである。

Ⅰ．主人公の名前

児童文学において、登場人物の名前というのは重要な要素であり、その名

前によって作品が認識されていることも多い。たとえば、イギリスの作品で

は『不思議の国のアリス』（Alice’s Adventures in Wonderland, 1865）のアリ

ス、『ピーター・ラビットのおはなし』（The Tales of Peter Rabbit, 1902）の

ピーター、『クマのプーさん』（Winnie-the-Pooh, 1926）のプーやクリスト

ファー・ロビン（Christopher Robin）、『ピーター・パンとウェンディ』（Peter 

and Wendy, 1911）のピーター・パン、ほかにも、カナダの児童文学作品『赤

毛のアン』（Anne of Green Gables, 1908）のアンなど、登場人物の名前その

ものがタイトルになっているものも少なくない。それらの名前の由来が、物

語のなかで語られていることも多い。

ここで、児童文学における印象深い名前とその意味について、いくつか例

を挙げてみたい。最初に、『クマのプーさん』を例にとると、この作品は作

者であるA. A. ミルン（A. A. Milne）が息子のクリストファー・ロビンに語っ

た物語であり、物語のなかに父親であるミルンもクリストファー・ロビンも

登場している。そして、プーやピグレット（Piglet）などの登場人物のほと

んどは、クリストファー・ロビンの子ども部屋にあったぬいぐるみがモデル
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となっている（フクロウとウサギを除く）。「ウィニー・ザ・プー」の「ウィ

ニー」はクリストファー・ロビンがよく行っていたロンドン動物園のお気に

入りのクマの名前であり、「プー」はクリストファー・ロビンが仲良しの白

鳥につけていた名前だと言われる。このように、実在の動物たちと実在のク

リストファー・ロビンとの関わりから、主人公の名前がつけられており、名

前の由来からも、プーとクリストファー・ロビンの絆の強さが窺える。また、

『不思議の国のアリス』は作者のルイス・キャロル（Lewis Carroll）が実在

の少女アリス・リデル（Alice Pleasance Liddell）に語った、彼女をモデル

にして創られた物語である。

Ⅱ．『影とのたたかい』

次に、「名前」をキーワードとして具体的な作品分析をしてみたい。名前

がストーリー展開において鍵となる作品として、言語文化として児童文学作

品から、映像文化としてアニメーション作品から、計二作品を取り上げる。

児童文学作品として、アメリカを代表するファンタジーである、アーシュ

ラ・Ｋ・ル・グウィン（Ursula K. Le Guin）の「ゲド戦記」シリーズに触れ

たい。これは、「アースシー」という架空の世界を舞台にした作品で、そこ

には魔法や魔法使い、竜などが存在する。第一巻『影とのたたかい』（A 

Wizard of Earthsea, 1968）は、主人公の少年ゲド（Ged）が、魔法を教える

学院で学び、大魔法使いへと成長していく物語である。この学院での修行の

ひとつに、「名付けの長」（Master Namer）という賢人が教えてくれる、物

の「真（まこと）の名」（True Speech, true name）を覚えることがある。物

語のなかで、「たったひとつの名前をつきとめるただそれだけのために、こ

れまで何と多くのすぐれた魔法使いがその生涯をかけてきたことだろう」（清

水真砂子訳、以後本文からの引用は清水訳とする。83）（Many a mage of 

great power has spent his whole life to find out the name of one single thing, 

59）と言われるほどに、真の名をつきとめることは難しいことであり、通常、

その名前が知られることはないが、場所や事物や生き物ひとつひとつがもっ

ている「真の名」を覚え、「真の名」を唱えることによって、そのものを支
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言語文化と映像文化におけるネーミング―児童文学・児童文化の観点から

配し、魔法をかけることができる。「真の名を知る」とは「物事の本質を理

解すること」だといえ、間違った使い方をすると、破滅がもたらされること

になる。

ある日、ゲドは魔法学院の先輩に挑発され、功名心から、死者の霊を呼び

出そうとして、同時に死の国に住むものも呼び出してしまい、その後ゲドは

この影に追われることになる。孤独と絶望のなかにいたゲドに、親友のカラ

スノエンドウ（Vetch）は自分の真の名（エスタリオル Estarriol）をゲドに

教える。本名は本来、本人と名付け親しか知らない。「人の本名を知る者は、

その人間の生命を掌中にすること」（124）（Who knows a man’s name, holds 

that man’s life in his keeping. 83）であり、他人に知られてしまうととても

危険なため、よほど信頼している人にしか本名を明かさないためである。け

れども「カラスノエンドウは自分さえ信じられなくなっているゲドに、真の

友人だけが与え得るゆるぎない信頼のしるしを贈り物として差し出してくれ

た」（124）（Thus to Ged who had lost faith in himself, Vetch had given that 

gift only a friend can give, the proof of unshaken, unshakable trust. 83） ので

ある。このように、名前は命そのものであり、また友情と信頼関係の証とし

ても用いられる。

物語の最後で、ゲドと影が向かい合った時、ゲドが大声ではっきりと影の

名を叫び、影もまた、まったく同じ名を叫ぶ。その影の名とはすなわち彼自

身の名、「ゲド」だったのである。ゲドは「両手をさしのべ、自分に向かっ

てのびてきた己の影を、その黒い分身をしかと抱きしめた。光と闇とは出会

い、とけあって、ひとつになった」（316）（Ged reached out his hand, 

dropping his staff, and took hold of his shadow, of the black self that reached 

out to him. Light and darkness met, and joined, and were one. 198）と語ら

れるように、今まで追いかけられてきた自分の負の部分と向き合い、その負

の部分も含めて自分自身であると認め、新たな自分に生まれ変わる。こうし

て、ゲドは「自分の死の影に自分の名を伏し、己を全きものとしたのである。

すべてをひっくるめて、自分自身の本当の姿を知るものは自分以外のどんな

力にも利用されたり支配されたりすることはない」（319）（naming the 
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shadow of his death with his own name, had made himself whole: a man: 

who, knowing his whole true self, cannot be used of possessed by any power 

other than himself, 199）と語られる。

このように、人間には光と闇の両方の部分があり、自身の光の力が闇の力

を抑制すること、その手段として「名前」が使われる。「己の名をになう影

を自らに吸収」したのである。自分自身の真実の姿がすなわち「名前」であ

り、「名前」とは命そのものであるということがわかる。

Ⅲ．『千と千尋の神隠し』

一方で、「影との戦い」と同じように、「名前」の持つ力が象徴的に描かれ

た映像文化を代表する作品として、スタジオジブリ制作の長編アニメーショ

ン映画『千と千尋の神隠し』（宮崎駿監督、2001）がある。別世界に入り込

んだ主人公の少女千尋が、湯屋「油屋」で経営者の湯婆婆と対面し、仕事の

契約を交わすとき、湯婆婆は「千尋」という名前を取り上げ、「千」にする

よう命令する。千尋から「元の名前」を奪うことで、「元の姿」を忘れさせ、

千尋を支配するわけである。「元の姿」すなわち「過去の自分」を忘れてし

まうと、豚に変身してしまった千尋の両親同様、元に戻れなくなる危険をは

らんでいる。

また、千尋を油屋にいれてくれた少年「ハク」も、自分の過去を思い出せ

ず苦しんでいる。ハク自身、「名を奪われると帰り道がわからなくなるんだ

よ」と言うが、名前を奪われると、元の自分に戻れなくなってしまう。ハク

の本来の名前は「コハクがわ」であり、ハクは千尋が小さい頃に溺れた川の

主、すなわち水の神だったのである。千尋がハクに本当の名前を告げると、

竜の体をしていたハクからうろこがはがれ落ち、本当のハクが出てくる。そ

して、「私の本当の名は、ニギハヤミコハクヌシ」だと思い出す。そこでハ

クは本当の自分を知り、千尋とハクとのつながりも明らかとなり、最終的に、

千尋はハクの助けも得て、元の世界、元の自分に戻ることができるのである。

この物語でも、「名前」とは命そのものであり、自分とはなにかというア

イデンティティを示すのは当然のこと、自分自身の生きてきた道を象徴する
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ものとしても使われている。

おわりに

児童文学とは子どもの成長を描くことの多い文学であるが、自分とはなに

かを探求することをテーマとしているものが多い。その過程を象徴するもの

として、「名前」が用いられ、最終的に名前を得たり、名前を取り戻したり

することで、自分の生き方を認識、確認し、進んでいくことができるのだと

いえよう。

テキスト

Ursula K. Le Guin, A Wizard of Earthsea, first published in 1968, Puffin 

Books, 1971

『影とのたたかい』清水真砂子訳、岩波書店同時代ライブラリー、1992

参考文献

定松正編『イギリスアメリカ児童文学ガイド』荒地出版社、2003

本多英明他編『たのしく読める英米児童文学』ミネルヴァ書房、2000

三宅興子・多田昌美『児童文学12の扉をひらく』翰林書房、1999

村瀬学『宮崎駿の「深み」へ』平凡社、2004

本橋哲也『ほんとうの『ゲド戦記』　英文で読む『アースシー物語』』大修館

書店、2007
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ニックネームの名付け２

岸　本　千　秋

１．はじめに

岸本（2018）では、大学生を対象にアンケート調査を行い、学生自身に

付けられたニックネームについて、接辞パタン・命名者・付け方、そして、

そのニックネームについて、自身の好悪の感情がどうであるかを示した。以

下に結果の概略を確認しておく。

まず、接辞の中では「～ちゃん」が群を抜いて多いことが分かった。ニッ

クネームの命名者については、「友人」が最多であり、「家族」「先輩」「部活

仲間」と続く。ニックネームの付け方は、本名をもじった「本名のもじり」、

何らかのきっかけがあって付けられた「動機・きっかけ」、芸能人やご当地

キャラクターなどから付けられた「有名人・キャラクター」、「容姿」「性格」

などがある。また、興味深いのは、ツイッター（Twitter）などで使われる

アカウント名（個人の識別名）が、そのままニックネームとなっている場合

である。従来の家庭、学校、部活などに加えて、SNS が名付けの「場」となっ

ているということである。アカウント名は、そのアカウントをもつ本人が決

定する（ことが多いはずだ）から、まず、本人による名付けがあり、その後

に、他人がそれを使用し始めるパタンである。次に、自身に付けられたニッ

クネームの好悪については、「特に何も思わない」が最も多い。「好き」の理

由は、「ニックネームそのものが好き」と、「ニックネームが良好な人間関係

を作るのに役立つ」の大きく二つに分けられる。前者は「かわいい」「音の

響きがいい」などが多く、後者は「相手との距離が縮まる効果がある」こと

が大きな理由となっている。反対に「嫌い」と回答した理由で多いのは、「容

姿」からネガティブな特徴を取り出して付けた場合である。

本稿では、岸本（2018）と同調査により自身以外（友人など）につけら

れたニックネームについての調査結果の一部を示す。ただし、得られたデー
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タの詳細な分類については別稿とする。

２．調査概要

・対象者：兵庫県立大学の学生（１年生～４年生）

・有効回答：130名（計163種類のニックネームが得られた）

・調査期間： 2017年１月。授業時間にその場で調査の説明と依頼を行っ

た上で10分程度の時間を取り、授業終了時に回収した。

・ アンケートの調査項目は森岡・山口（1985：164）を参考にした。依頼

内容及び調査項目１は次の通りである。

〔Ａ〕 あなたは、愛称をつけられたり、あだ名で呼ばれたりしたこと

がありますか。今までのあだ名や愛称を記入してください。複

数ある場合はすべて記入してください。

①愛称／あだ名　②愛称／あだ名を付けられていた時期　③愛

称／あだ名を付けた人（性別）　④その愛称／あだ名に対する感

情（好悪）とその理由　④愛称／あだ名の付いた理由

〔Ｂ〕 知人・友人・先生など、あなたの周囲にいる人の愛称やあだ名

について、記入してください。

①愛称／あだ名　②だれに対する愛称／あだ名か（性別・年齢）　

③愛称／あだ名を付けた人（性別）　④愛称／あだ名の付いた理

由

本稿では、〔Ｂ〕についての結果をまとめる２。

３．調査結果と考察

3.1. ニックネームの対象

まず、ニックネームがつけられている対象である人物を示す（表１）。「友

１　回答は無記名である。また、性別については明記してもしなくてもかまわない旨を口頭で説明
した。性別の記入があったのは122人（女66人、男56人）。

２　なお、森岡・山口（1985：167）では、データをそのまま使用できるのは〔B〕だとしている。
その理由として、〔A〕の場合、陰であだ名がつけられる場合が多いため、なぜそのあだ名が
つけられたのかの理由が、本人では分からない場合があるためとしている。
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人・知人」が110人で一番多い。次いで「学校の先生」

39人、「バイト先の人」５人である。大学生にとっ

ては、身近な存在である学校時代の友人・知人や学

校の先生がニックネームをつける対象となることが

多い。また、友人では高校時代が34人、大学入学後が23人、小中学時代が

９人であった。

3.2．ニックネームの名付け方

ニックネームの名付け方は本名をもじったものが

多い。回答内容の具体例を合わせて示しておく。

JD　じゅ　ぽんた　まろさん　みことのり　

チョウチョ　かっしゃん　ざき　ぼーちゃん　

ヒラッシ　みかりん　やまはる　ショーエイ　かまてぃ　ひかきん　

ハッシー　くわにゃん　やまむー　ゆいっぺ　ぎょうざ　ガースー黒光

り　カクタス　しまん　山ぴー　やぶさん　半蔵　Ｔ　せんとくん　

ちゅうそん　ぬまたん　ちょに　ODA　かわこー　ポーちゃん　キャ

ミ　さばちゃん　美熊幸粉　よーえん　よーえん　まっちゃん　すぎも

ん　がー　とぅー　まさんちゃん　あゆか　すーちゃん　ぬまたん　ま

さたん　もりりん　すみだ　チンタオ　るーりー　あみーご　マッツン　

DK　まっつん　いもちゃん　さっきー　しゅうぞう　のってぃー　い

わげん　きゃの　さーじー　シュガー　げんないさん　ジャニー　ポ

ニョ　せやかて　じむら　ばや　あかみん　やまと　りょーやん　原

ちゃん　こばこば　まゆこん　ちゃんみわ　やすこちゃん　バクちゃん　

バウさん　山Ｐ　つうくん　キンコ　ピヨ　イノセン　すっちゃん・

いーちゃん　なっちゃん　タッキー　ひーちゃん　おかあさん　ほー

ちゃん　スギちゃん　いねみん　夏子様　まきちゃん♂　ドカベン　な

ど

容姿から付けられる場合は、顔、髪型、体型などから、特徴を取り出すも

のが多い。たとえば、体型が細ければ「ポッキー」（同級生）、太ければ「チョ

表１
対象者 回答数

友人・知人 110
学校の先生 39
バイト先の人 5

表２
名付け方 回答数

本名のもじり 99
容姿 34
その他 28
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コボール」（部活の顧問）などである。

ガンチン　ポッキー　チョコボール　おっさん　シャラチオ　ゴリラ　

キング　男梅　ハーゲンダッツ　パパさん（PAPA さん）　ザビエル　

ひらめちゃん　ハリセンボン　ぶーちゃん　熊　ジャム　モアイ　fish　

肉まん　おびさん　アマダー　のび太　バードさん　奈良の大仏　おし

りかじり虫　トマト　マリオ　タピオカ　モフィー　やんさん　カツオ　

ネイマール　ザビエル　　など

その他、趣味や持ち物、口癖、性格、出身地など、人物独特の属性もニッ

クネームになりやすい。

ボブ　アニキ　いなみ先輩　サボ　ターザン　せやす　社長　兄さん　

かこてぃん　まっちゃ　おじさん　オスシ　せやす　ザビ　ブラジル　

めろ子　ばみ子　肝臓　クレイジー　ミンゴ　サリュー友人（女）　ヌー　

ね　百科事典　パセリ　川崎鹿子　ソプラノ　だでぃー　　など

また、SNS 上での名称（自分自身でつけた）が、他人から呼ばれるニッ

クネームとなる場合もあることは、命名の “ 場 ” の広がりと言える。

ここでは具体例を羅列するにとどめたが、それぞれには付けられた理由も

当然ある。他人につけるニックネームは、本人の前では言わず陰で言う場合

もあり、それだけに辛辣でもある。ニックネームをつけた理由についての分

類は稿を改める。

謝辞： アンケート調査には、兵庫県立大学経済学部・経営学部・看護学部の

「文章表現論」受講者（2018年度）の協力を得た。記して御礼を申し

上げる。

参考文献

森岡健二・山口仲美（1985）『命名の言語学　ネーミングの諸相』東海大学

出版会。
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作家におけるペンネームの表と裏
――女性作家の場合

玉　井　　　暲
作家が自分の作品を発表する場合、近代社会では、原則として、本名か、

あるいはペンネームを使うか、あるいは筆者名を無記名にて執筆するか、と

いったぐあいに、３つのかたちが採られている。いずれの場合にも、ネーミ

ングに関わる基本的な問題が関わってくるものと思われる。作家としての名

前の表し方については、特に女性作家の場合、女性が作家活動を行うことに

ついての社会的事情、文学界や出版界における慣習、セクシュアリティ・ジェ

ンダー等の問題にはじまり、作家の個人的事情等をも勘案すると、一般化す

るにはより一層困難な、複雑な条件が絡んでいることが想定できよう。

ここでは、したがって、女性作家における著者名のネーミングの問題を考

えるに当たって、幾つかのケースを紹介し、まず、このテーマに関心の目を

向けてもらう契機を提起することをめざしたい。

イギリス文学の世界では、19世紀ヴィクトリア朝に、ジョージ・エリオッ

ト（George Eliot, 1819-80）という男性名をもった女性作家がいた。代表作に、

『フロス河畔の水車小屋』（1860）、『サイラス・マーナー』（1861）、『ミドルマー

チ』（1871－72）などの小説がある。本名は、メアリー・アン・エヴンズ（ 

Mary Ann Evans ）であった。一般に、名前の性別を判断するには、当該の

人物のもつ文化的背景にもとづいて行なわれる。21世紀の現代にあって、グ

ローバル化が進み、異文化圏諸国の人びととの交流が避けられない状況のな

かで、それらの人びとの名前から性別を判断するのに困難な場合が多くなり、

また、わが国にあっても、特に若い人びとの名前のネーミングについては性

別の判断に戸惑うことが少なくないといった状況が出てきていることは、確

かであろう。しかし、ここ19世紀のイギリスにあっては、そしてキリスト

教西洋文化圏では、「ジョージ（George）」は男性に付けられる名前であっ
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たことは自明であった。

エリオットは、1858年、短篇小説３篇を収めた小説『牧師たちの物語』

をはじめて出版した際、ペンネーム「ジョージ・エリオット」という男性の

名前を使った。その理由として、当時、同棲していた文学批評家ジョージ・

ヘンリー・ルイスの名前を借用したと考えるのが一般的である。以後、エリ

オットは、このジョージの名前で作品を発表し続けることになる。ルイスは

妻子のある身であったが、妻とは離婚が叶わなかったので、ジョージ・エリ

オットとは、彼女のパートナーとして、自らの死去にいたるまで、長く同棲

生活を送った（1855－78）。エリオットは、こうした個人的事情も抱えてい

たが、ジョージという男性名を使った根拠には、もう少しポジティヴな理由

があったものと考えられよう。それは、女性作家というのはロマンスのよう

な、どちらかいうと甘い性格の小説を書くものという世間一般の固定概念が

あったため、これに抵抗したのだと見る見方である。こののち、陸続とつづ

くエリオットの小説群を念頭において見てみると、『ミドルマーチ』をその

代表として、リアリズム小説の典型を完成して見せたエリオットにとっては、

文学活動における野心性をこの男性名にこめていたと想定できるのではある

まいか。ジョージ・エリオットにおけるペンネームをめぐる問題については、

まだまだ検証の余地は残されている。

ジョージという男性名をペンネームにした作家として、隣の国フランスに、

ジョルジュ・サンド（George Sand, 1804-76）がいる。彼女は、ジョージ・

エリオットの少し先輩に当たる作家であったので、その影響がエリオットに

あったのではないかという説もあるようだが、正確なところは不確かである。

ジョルジュ・サンドは、結婚してデュドヴァン男爵夫人と名乗ったが、男装

でパリ社交界に派手に出入りし、大きな話題を提供するのに事欠かない人物

であった。主要作品には、初めてジョルジュの名前で発表した作品『アンディ

アナ』（1832）をはじめ、『魔の沼』（1846）などがある。作曲家のフデレリッ

ク・ショパンとマジョルカ島へ恋の逃避行を行うなど、多数の男性と恋愛関

係をもった作家であった。初期のフェミニストとして評価される人物であっ
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作家におけるペンネームの表と裏

たゆえ、男性名のジョルジュを用いたのもこのあたりにその理由が見つけら

れるかもしれない。ジョルジュ・サンドにおいても、ペンネームにおけるネー

ミングの問題は、まだ検証の余地は残されていよう。

イギリスでは、女性小説家の大家といわれるジェイン・オースティン（Jane 

Austen, 1775-1817）の場合も、作品の発表名をめぐる問題は見て取れよう。

オースティンが、生前、発表した最初の小説、『分別と多感』（1811）は、

作者名は、「ひとりの女性による」（“ By Ａ LADY ”）と記されているだけ

である。また、次作『高慢と偏見』（1813）は、「『分別と多感』の作者による」

となっている。女性が作品を出版する場合、特に、読者の反応や売れ行きに

ついての問題をも含めて、著者と出版界の事情や社会的・文化的文脈との相

互関係にネーミングの興味深い問題が絡んでいることがあるのである。

このように、英文学の世界では、女性作家における著者名をめぐる問題は、

さまざまな検討の余地が残されていよう。この問題を考える上で、ブロンテ

姉妹に出来したケースをもう少し詳しく見てみたい。シャーロット、エミリ、

アンの３人からなるブロンテ姉妹は、共同で１冊の詩集『合作詩集』（1846）

を出版した。このとき、女性の作者であることを隠すために、それぞれ、ペ

ンネームを付けた。長女のシャーロット（Charlotte Bronte, 1816-55）はカ

ラー・ベル（Currer Bell）、次女のエミリ（Emily Bronte, 1818-48）はエリス・

ベル（Ellis Bell）、三女のアン（Anne Bronte, 1820-49）はアクトン・ベル（Acton 

Bell）であった。しかし、この詩集は売れなかった。

そこで、３人はそれぞれが小説を同時に発表する計画をたてた。３冊の小

説が揃うにはかなりの経緯があったが、1847年、３人は、それぞれの小説

の出版にこぎつけた。このときも、３人は、詩集を出版したときつけたペン

ネームで発表したのだった。カラーは『ジェイン・エア』を、エリスは『嵐

が丘』を、アクトンは『アグネス・グレイ』を出版した。

　このとき、３人の著者名をめぐって、さまざまな噂が飛び交い、誤解の

生じる恐れが出てきた。そこで、妹二人が亡くなったいま、シャーロットは、
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実情を明らかにすることになる。エミリの『嵐が丘』の第２版（1850）を

出版するとき、紹介文を付けたのである。それは、「エリスとアクトン・ベ

ルの伝記的紹介文」と題するもので、次のように始まっている――

カラー、エリス、およびアクトン・ベルの名で発表されているすべての

作品は実は一人の人物が書いたものだと思われてきた。この誤りを正そ

うと努め、わたしは『ジェイン・エア』の第三版に否認のことばを数言

序文としてつけ加えておいた。これもまた一般に信用してもらうことが

できなかったようである。そしていまは『嵐が丘』と『アグネス・グレ

イ』の再販に際して、実情はどうなのかをはっきり述べておくのが賢明

であろう。

（中岡洋・芦澤久江訳、ブロンテ全集版『嵐が丘』、みすず書房、1996、p. 

569.）

好評を博した３つの小説が１人の作家による作品だと誤解されたのである。

このように、ペンネームの付け方によって、想像もしていなかった事態が生

じることがあることを、このケースは物語っている。

では、ブロンテ姉妹は、なにゆえ、女性を想起させる作家名でなく、男性

だとわかるペンネームをつけたのであろうか。その理由を、シャーロットは

詳細に述べている――

わたしたちは自身の名前をカラー、エリス、アクトン・ベルという名の

ヴェールで隠してしまった。曖昧な名を選んだのは、はっきり男性とわ

かるクリスチャン・ネームをつけることに一種の良心的なためらいが

あって、そうせざるを得なかったからである。その一方でわたしたちが

女性であると宣言したくはなかった。なぜなら――その当時、わたした

ちの書き方、考え方がいわゆる「女性的」なものではないのではないか

と思いもしないで――、女性作家というものは偏見をもって見られがち

だというぼんやりとした印象を持っていたからである。（同書、p. 571.）
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作家におけるペンネームの表と裏

シャーロットは、女性とわかる名前で小説を発表するのを拒絶することに、

必ずしも強い確信があったとは言えないにしても、女性作家の置かれている

立場の不安と不利な状況をはっきりと認識している。作者名を偽ることに良

心のいくらかの痛みを感じつつも、そして、作品を男性作家のものだと受け

入れてもらうことを必ずしも強くは望まないにしても、自分の小説が、伝統

的、慣習的な女性作家像にもとづいて受け取られることには、明確に異義を

唱えているのである。そこには、３人の姉妹に生じた誤解を解消するための

事情説明や弁明に留まらないものがあるであろう。

ここに伺えるシャーロットの考え方は、それは彼女自身の思想と言えるも

のであって、それ以降、彼女の小説において実践的に表現していくものとな

る。それは、女性という立場を尊重しつつ、小説という文学作品をいかに創

造すべきかという問題に収斂していくものであったと思われる。

女性作家におけるペンネームをめぐるネーミングの問題は、このように、

さまざまなコンテクストが絡みあった、またさらなる検証を誘う興味深い問

題を喚起する。
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IV．言語文化研究所　春季言語文
化セミナー（平成30年度）
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春季言語文化セミナーを開催するにあたって

玉井　　暲（言語文化研究所長）

本年度の春季言語文化セミナーは、本研究所の研究員であり、また本学文

学部日本語日本文学科教授である柴田清継先生にご講演を願った。演題は、

「漢文と日本人」であった。

柴田先生は、実は、平成31年３月末日をもって武庫川女子大学を定年退

職されることもあって、先生のご退職記念最終講義の趣旨をもこめて、ご講

演をお願いしたものであった。

先生は大阪外国語大学（現在は大阪大学外国語学部）の中国語科のご出身

であり、大学院は広島大学の文学研究科にて中国哲学を専攻された。そのの

ち、ご縁があり本学に着任された。したがって本学では、漢文を中心にすえ

て日本文学の研究をなされ、その深い学識にもとづいて学生・大学院生の教

育にあたられた。また、中国古典文学から現代中国文学にまでにおよぶ先生

の幅広い中国学は、日本文学をグローバルな視点から検証するという研究・

教育に新しい途を拓くものであった。

こうした先生の学問的な特質は、私どもの言語文化研究所において実行し

ている二本柱の一本、外国語に基づいた言語文化研究にとって極めて貴重な

ものであって、先生は言語文化研究所に最適任の研究員であったと、確信す

る次第である。先生のわが言語文化研究所への大きなご貢献に心より感謝を

申し上げたい。

講演会は、先生の最終講義を拝聴するために、先生のかつての教え子、現

在の学生・大学院、そして言語文化研究所の研究員、日本語日本文学科所属

の同僚教員と、それにご家族をも含めて、多数の者の参加があった。聴衆は、

漢文が日本文学および日本文化のなかでどのような意味をもっていたのか、

先生の含蓄のある講演に深く聴き入った。

先生は、定年ご退職に当たり、武庫女子大学への多大なる貢献により、名
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誉教授の称号を授与された。

この講演会は、以下のとおり行われた。

日時：平成31年（2019年）３月９日（土）、13：30～

場所：武庫川女子大学中央キャンパス　文学１号館８階　L1‐802教室

講師： 柴田清継（武庫川女子大学言語文化研究所研究員、文学部日本語日

本文学科教授）

演題：「漢文と日本人」

司会・コメンテイター：玉井暲

　　　（言語文化研究所長、文学部英語文化学科教授）

申し込み方法：参加無料。当日の参加も歓迎する。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

柴　田　清　継

はじめに

「漢文と日本人」という題なら、ほかにもいろいろな話題があり得るだろ

うが、筆者はあえてしかつめらしい問題を提起させていただきたい。

その問題とは、

今から120数年前の日清戦争（明治27～28年）の間、及びその前後の時期に、

出征した将兵から国内にいる為政者・文人・一般人に至るまで、多くの

日本人が、日本の勝利を寿
ことほ

いだり、日本軍を鼓舞したり、日本軍の勇敢

さをたたえたり、敵の清国をさげすんだり懲らしめようと唱えたりする

漢詩を詠んだ。日本人が敵国の言語で詩を作り、自国の勝利を喜ぶ心理。

これは一体、何なのか。

というものである。この問題に対する解答を模索し、その模索する過程を通

して、「日本人にとって漢文とは何だったのか、何なのか」を考えてみるヒ

ントでも得られればというのが、本稿の意図するところである。ただ、遺憾

ながら、恐らくすっきりとした、明確な答え（結論）は出せないだろう。そ

の点、ご了解願いたい。

一、「日清戦争漢詩」とは

筆者は本稿において、上述のような漢詩を「日清戦争漢詩」と呼ぶことに

するが、まずその具体例として、次の二作品を挙げておこう。明治の元勲副
そえ

島
じま

種
たね

臣
おみ

（号蒼海。1828－1905）と、日清戦争に第一旅団長として従軍した乃
の

木
ぎ

希
まれ

典
すけ

（1849-1912）の作品である。
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偶吟　　副島蒼海

戦勝餘威震朔河　　戦勝の餘
よ

威
い

　朔
さく

河
が

を震わす

秋高群雁乱行過　　秋　高く　群
ぐん

雁
がん

　行を乱して過ぐ

我兵所向摧枯葉　　我が兵　向かう所　枯葉を摧
くだ

く

韃靼胡王奈汝何　　韃
だっ

靼
たん

の胡
こ

王
おう

　汝
なんじ

を奈
い

何
かん

せん1

この作品の言わんとするところは、「我が軍の朝鮮半島、もしくは大陸沿

岸部の戦
いくさ

での勝利は、内陸地方の大地をも揺るがすほど。我が方は、空飛ぶ

雁
かり

の群れを乱させてしまいそうなほどの勢いで進軍している。向かうところ

敵なく、枯れ葉を砕くようなもの。清国の君王よ、そなたをどうしてくれよ

うぞ（つまり、明日をも知れぬ運命だ）。」といったところ。

明治二十七年十月九日日清役出征途次広島大本営　　乃木希典

肥馬大刀尚未酬　　肥馬　大刀　尚
な

お未
いま

だ酬
むく

いず

皇恩空浴幾春秋　　皇恩　空しく浴する　幾春秋

斗瓢傾尽酔餘夢　　斗
と

瓢
ひょう

　傾け尽くす　酔餘の夢

蹈破支那四百州　　蹈
ふ

み破らん　支那　四百州２

この作品の言わんとするところは、「自分は軍人として長年天皇陛下の御

恩を蒙
こうむ

ってきたが、その厚遇に報いる機会を得られないでいた。今、一斗の

酒を飲み干して高揚した我が胸中に浮かび上がってきたのは、軍人として支

那全土を駆け巡らんとの思いである。」といったところ。

その他、けっこう残酷な表現に出くわすことも珍しくない。安直なやり方

で恐縮ながら、後述する査
さ

屏
へい

球
きゅう

氏の著作の「前言」の挙例を転用させていた

だく（書き下し文で示す）。「斬
ざん

馘
かく

（敵を殺す）無数　血　杵
きね

を漂わす、敵を殺すの

容易なる　羊を屠
ほふ

るが如
ごと

し」とか、「請う見よ　百
ひゃく

煉
れん

の秋水　日本刀、豚尾（清

１　島田薫編『日清戦争実記』（博文館、明治27年）第４編75頁。
２　和田正雄編『乃木将軍詩歌集』、鶴書房、1943年。
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兵に対する蔑称）百万の兵を屠り尽くすを」といった具合である。

こうした作品は当時の新聞・雑誌等に、枚挙にいとまのないほど大量に掲

載されたが、それらの一部をまとめて収録した書物も、柳井絅
けい

斎
さい

編『征清詩

集』、野口寧斎編『大
だい

纛
どう

餘
よ

光
こう

』（いずれも明治28年）等をはじめ、かなりの数に上

る。詳しくは、三浦叶『明治漢文學史』中の「日清戰爭と漢詩」３を参照し

ていただきたい。

このような漢詩作品の存在４が、筆者には奇妙に思われるというか、妙に

心に引っ掛かるのである。日本人が敵国の言語で詩を作り、自国の勝利を喜

ぶ心理とは、何なのだろうかという疑問である。表面的な置き換えに過ぎな

いかもしれないが、太平洋戦争の時、日本人が日本軍を鼓舞し、日本軍の勇

敢さをたたえ、敵のアメリカ・イギリスを懲らしめようという内容の詩を、

英語で作ったとしたら、どうだろうか。実に奇妙な現象だと言わねばなるま

い。

聞くところによると、18～19世紀のロシアではフランス語が崇められて、

貴族の非公式の言語になり、ペテルブルクの社交界のサロンではフランス語

で会話が行われた。トルストイの大長編『戦争と平和』の初めの方の約半分

がフランス語で書いてあるのは、そうした世風の反映であるという。しかし、

ロシアとフランスが干
かん

戈
か

を交えたナポレオン戦争（1803－1815）の時代になると、

さしものフランス語人気も下り坂になり、ロシア人はそれまでよりもロシア

語で話すようになったという。

これに対し、日清戦争漢詩の方は、戦端が開かれそうになった頃
ころ

からどん

どん盛んに作られるようになっていったのである。いよいよもって不思議な

現象と思われる。もっとも、筆者はこれまで、この違和感はひょっとすると

筆者だけの特殊な受け止め方なのかもしれないという気がしていたので、そ

れ以上突っ込んで考えることはせずにいた５。

ところが、一昨年のある日、中国の復旦大学の査屏球氏らによる『甲午日

３　三浦叶『明治漢文學史』（汲古書院、1998年）中篇第三章「日清戰爭と漢詩」。
４　なお、征清を趣旨とする文藝作品は漢詩のみではなく、短歌としても作られた。征清短歌を集

めたものとして、例えば佐佐木信綱『征清歌集』（明治27年10月、博文館）がある。
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５　その後、佐谷眞木人氏が『日本歴史』2015年３月号（802）（2015年）所載の、金山泰志著『明
治期日本における民衆の中国観　教科書・雑誌・地方新聞・講談・演劇に注目して』に対する
書評の中で、「中国（清）と戦いながら漢詩を作るという倒錯した状況」という言葉を使って
おられるのを発見し、意を強くした。なお、佐谷氏は、これに続けて「を理解するためには、「日
本語」がいかに漢文に依存した言説空間であったかという認識が不可欠である」と述べ、齋藤
希史氏の『漢文脈の近代』に言及しておられるのは、参考になるだろう。

６　査屏球編著『甲午日本漢詩選録』（鳳凰出版社、2017年６月）の構成を示しておこう。―前言、
第一部分　別集選録（岡本黄石を筆頭に53人の作品集から選録）、第二部分　専集選録（『明治
漢詩』、『昭代鼓吹』、『征清詩史』、『大纛餘光』、『征清詩集』、『征清詞林』）、第三部分　報刊摘
録（『日清戦争実記』、『風俗画報』、『国民新聞』、『毎日新聞』、『郵便報知新聞』、『萬朝報』、『東
京日日新聞』）、後記。全1272頁。なお、『甲午日本漢詩選録』に収録されているのは、筆者が
上述した「日本の勝利を寿いだり、日本軍を鼓舞したり、日本軍の勇敢さをたたえたり、敵の
清国をさげすんだり懲らしめようと唱えたりする」作品ばかりではなく、戦地へ赴く友人との
別れを惜しむとか、逆に、日本の陸軍武官が操を守って死んだ敵方丁汝昌提督を悼む作等、お
よそ日清戦争に関係のあるあらゆる作品を収録する。

本漢詩選録』という本が出版されたことを知り、再び以前の問題意識が甦っ

てきた。

二、中国人研究者の論評

（一）査屏球氏

『甲午日本漢詩選録』（ここでの「甲午」は日清戦争が勃発した1894年のこと）は、そ

のタイトルから、日清戦争の時の日本人作の漢詩を集めた本だと推し量られ

た。そして、そういう本なら、漢詩を集めるだけではなく、きっとそれらの

漢詩に対する中国人研究者の論評が書かれているに違いないと思い、直ちに

購入した。紐
ひも

解
と

いてみると、果たして相当数の作品が収録されており、巻頭

の解説（「前言」）も大変詳しく参考になるものだった６が、肝心の筆者の受け

止め方にぴったり答えてくれるような記述は見つからなかった。ただ、日本

人が外国語を用いて詩を詠むことに対する査氏の見方が述べられている部分

は、今後の考察の参考になると思われるので、引用しておきたい（原文は中国語）。

それ（日清戦争がきっかけで巻き起こされ、十数年続いた漢詩ブーム）は、間違いな

く侵略戦争によって生じた「悪の華」だった。（中略）（日本人の作品の

中には―筆者補）厳密な近体の律法を標準とするなら、詩として扱うこ

とのできない作品も多い。しかし、日本人作者にとっては、それは全く
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彼らの口語から離れた書面語なのであり、それらの書面語を彼らはすで

に千年余り使ってきたとはいえ、実際にはやはり外国語であり、朝鮮で

の書面語と口語の分離と異なり、日本は６世紀以後自分たちの文字を持

ち、しかも口語と一致する書面語の体系があり、そのうえ仮名で書く文

学形式もあまねく行われたものの、長きにわたってなおも漢詩文を高雅

な文学形式・オフィシャルな言語形式とし、訓読法とそれから生まれる

漢詩文の思
し

惟
い

方
ほう

法
ほう

を発展させ、日本の文人はそのような特殊な読み方と

思惟方式により、中国の中国語と同じ書面語を書き、かつずっと中国と

対話交流できるだけのレベルを保持し、その優れたものは中国の文人の

詩集の中に置いてもほぼ見分けがつかないまでになっている。そのこと

自体が研究に値する一つの文化現象である。（中略）日本漢詩（中略）は日

清戦争の時に至って、噴火口を得て、忽ち爆発したかのようだった。戦

争で危険を冒していく時の順調さ、小を以て大に勝つことの成功は、明

治の詩人の創作の情熱を極めて強く刺激し、上は宰相、下は士卒に至る

まで、漢詩を作って発表した。中国を経営し、中
ちゅう

原
げん

の主となろうとの野

心と政治の雰囲気も中国文化に対する彼らの理解を大きく推し進め、漢

詩芸術を受け入れる彼らの能力を高めた。明治の漢詩はまさしくこうし

た背景の下、長足の発展を遂げたのであり、日清戦争に関係する漢詩は

当時の一つの文化上のホットスポットとなった。日本の近現代教育の体

制転換に伴い、漢詩文の訓練はしだいに基礎教育体系から退いていった

ため、この世代の詩人たちが体系的に漢学教育を受けた最後の世代に違

いなく、この類
たぐ

いの詩も日本漢文学発展の最後の段階を代表する作品で

あり、日本漢文学史という点から言えば、ピークであると同時に、最後

の高まりでもあり、日本漢文学史の研究という点から言えば、ないがし

ろにするわけにはいかない部分であるに違いなく、それは日本の文人の

漢詩文吸収、取り込み能力を余すところなく示しており、中国古典の伝

統の異域における一種特殊な伝承と発展を具体的に表している。（中略）

それらの詩には清を蔑視する言葉が使われており、これより前の時期の

中国文化に対する尊崇と比べると、後の者が先の者を追い越す成り上が
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りの心理が顕著であり、また、脱亜入欧の過程にある日本の近代社会の

心理状態がかなり集中的に反映されている。一部の詩人は儒家の華
か

夷
い

の

弁を勝手に解釈して主客転倒させ、清朝を胡
こ

夷
い

とし、全体としての中国

では依然漢文化が主体であった事実を無視し、儒家文明の主導者を自任

した。清が中原に入り主となってから、朝・日両国は長らく清を儒家の

正朔（を継承する者―筆者補）とはせず、自らも周辺化に甘んじようと

はしなかったが、日清戦争の結果は彼らのこの意識をますます膨張させ

た。７

（二）許時嘉氏

査氏の本に接したことがきっかけで、日本人の漢文を客観的に眺められる

外国人なら、筆者と同様の違和感を覚える人がいるかもしれないと思い至り、

探索を始めることになったのである。可能な限り多くの文献を渉猟してきた

が、今までに見た中で、筆者と似通った違和感を表明してくれている人に、

山形大学の許
きょ

時
じ

嘉
か

氏があった。許氏の「明治日本的漢詩文意識与殖民地統治

――一個社会思想面的考察」と題する論文８の中の次の一節に、筆者は目を

留めた。

1894年に開戦した日清戦争は、その始まりから終結まで、ずっと挙国一

致の、民族的な愛国意識の充満した人民世論に支えられた。しかし敵国

と交戦すると同時に、これら国を愛する人民は大いに「敵性文章」を作

りながら、自らはそれに気づいていなかった。（原文は中国語。以下同じ。）

後の方の一文、表現は異なるものの、筆者の抱いた違和感に通じるものが

ある。ただ、許氏はこの後、「――」でつないで、「とりわけ1895年の『太陽』

にはや漢字漢文排斥論争が現れていたにもかかわらず、また一方では漢詩文

７　査屏球編『甲午日本漢詩選録』（鳳凰出版社、2017年６月）「前言」。やや冗長な文章になって
いるところがあるが、原文がそうなのである。

８　『漢学研究』（台湾、国家図書館漢学研究中心）第31巻第３期、2013年。
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が一世を風
ふう

靡
び

していたのである」と述べ、さらに同じ旨を言い換えて、「漢

詩文を排斥する人がいる一方で、漢詩文を征服し、これを自らの体系に取り

込んでしまおうとする人もいたのである」と続けておられる。この文脈から

見るなら、上に引いた一節は、日本の国民の中の集団意識の違いを述べたも

のであることになる。つまり、盛んに漢詩文を作る人々と、漢詩文は「敵性

文章」だとして排斥しようとする人々とが同時に存在したという意味である。

以上述べた筆者の解釈は、許氏に直接確認した上でのものである。

もう一点。ならば、1895（明治28）年の『太陽』には漢詩文を「敵性文章」

だと主張するような議論が本当に見られるのかという点に興味が持たれるが、

これも許氏に直接確認したところ、そこまでの表現をした排斥論は見られな

いとのことだった９。

許氏は、上掲のような一つ一つの認識を連係して、かなり壮大な議論を展

開していかれる。大変面白く、ためになり、刺激にもなる論文なのだが、そ

の議論はやはり必ずしもぴったりと筆者の違和感に応
こた

えてくれるものではな

かった10。

（三）夏暁虹氏

軍歌集であるが、漢詩や和歌も掲載した『大東軍歌』という本が、戦争が

終結し下関条約も締結された後の明治28年10月に出版された。この本をかつ

て日本滞在中に見た時の感懐を述べられた、北京大学の夏
か

暁
ぎょう

虹
こう

氏の「日本漢

９　当時の『太陽』の論調（主として国語国字問題）については方光鋭「明治期における国語国字
問題と日本人の漢学観」（『言語と文化』第10巻、2009年）が参考になる。

10　許氏のこの論文の全体を、論文冒頭の「摘要」の中心部分（初めから約３分の２）を和訳する
ことにより、紹介しておこう。―日本国内でもとは国学者間のみに止まっていた清朝中国蔑視
の風潮が、日清戦争（原文は「甲午戦争」）前後に、あまねく日本の一般民衆にまで広がった。
こうした蔑視の風潮は広まり、欧化主義と国粋主義の二種が相互に引き合う思想上の脈動や、
教育勅語出現後の日本の国体意識の確立に伴って、「漢学」という学問は日本国内で、外部の
洋学者や国学者からの挑戦を受けて、種々の疑問符を打たれることになった。同時に、外来思
想の影響により、「漢学」という学問分野の中にも自己懐疑・自己分裂の傾向が出現した。政
治面で中国を排斥しようとする風潮の影響で、「漢学」に対するこうした懐疑は、しだいに漢
字の使用や漢文・漢詩の創作に対する懐疑にまで広がっていった。なお、許氏は、本論文をも
その土台の一部として、後により壮大なスケールの著作、『明治日本の文明言説とその変容』（日
本経済評論社、2014年）を上梓された。
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詩中的甲午戦争」と題する論評11が興味深いので、取り上げておきたい。

『大東軍歌』は作詞家鳥
とり

居
い

忱
まこと

（1858－1917）の編
へん

輯
しゅう

兼発行に係
かか

り、「此
こ

の集の

部
ぶ

立
だて

は、雪月花の三巻に分
わか

」ち、「雪の巻には君が代を始め、陸海両軍礼式

の歌、文武臣僚の歌、望外名誉の歌。月の巻には読売新聞懸賞の軍歌。花の

巻には将校兵卒貴族貴女紳士学生の歌を掲げ」たもの（「例言二則」）で、楽

譜・歌詞以外の余白の部分が漢詩や和歌で埋められているページも少なくな

い。夏暁虹氏はこの本に対して覚えたくさぐさの違和感をつづっておられる

のだが、その最も中心をなすと見られる部分を引用してみよう。

「軍艦の戦闘」や「要塞砲撃」を歌う海軍軍歌の空白部分に、二段に分

け（て埋め―筆者補）られた、行雲流水のように優美流麗な「春江花月

夜」12冒頭の十六行の詩句を見ても、それを浮いた屍
しかばね

が海を覆う戦争と

結びつけるのはどうしても難しい。にもかかわらず、かくも大きなギャッ

プの中で、詩の選者は故意に悠々たる態度を顕示しているわけであるが、

私はそこに残忍さを読み取った。

日清戦争中、日本の士官の漢詩創作も急激な高まりを見せた。『大東軍

歌』だけでも埋め草として数十首が載録されている。編者は逸事佳話に

よってその事柄を飾りたてて取り上げ、そのたびに「英雄閑日月」と題

したり、「××之風流」としたりしているが、その意図は銃弾砲火の中

での作詞者の落ち着き払った様を浮かび上がらせる点にある。（原文は中

国語）13

軍歌集なのに、そこに場違いな「行雲流水のように優美流麗な」韻文作品

11　夏暁虹「日本漢詩中的甲午戦争」、『読書』1999年第11期。
12　「春江花月夜」は初唐の張若虚の七言古詩（全36句）。「春の川辺に咲きみだれる花に、明月の

照りわたる夜景をのべつつ、旅にある夫と、留守居の女との相思の情をからませて詠じた」作
品（高木正一『唐詩選（一）』、朝日新聞社朝日文庫中国古典選25、1978年、154頁）。

13　ちなみに、上海外国語大学の陳福康氏は夏暁虹氏の文章について、「（日本人が―筆者補）我々
の漢字を用い、漢詩の形式によって、中国侵略を内容とするものを書いたことは、中国人にと
っては、非常に大きなショックであり、辱めである」とコメントしておられる（「掲開日本漢
文学史角落的另一幕」（『日語学習与研究』2008年第３期）。
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が抱き合わされているというのは、たぶん筆者も含め現代の日本人にも

ちょっとした驚きだろうから、夏氏が違和感を覚えたのも無理からぬことで

ある。だが、少し調べてみると、例えばやはり同じ年の日清終戦後に出版さ

れた、大
おお

和
わ

田
だ

建
たけ

樹
き

編『日清戦話　軍人亀鑑』14は、文字通り、軍人としての

手本になる事柄を記したものだが、その目次の一部を見ると、「将卒の孝友、

将卒の正廉、将卒の機略、将卒の沈毅、将卒の度量」等の次には「陣中の閑

日月」が配されている。そして、この本も上方の欄外には漢詩・和歌等の韻

文作品が隙
すき

間
ま

なく埋められている。

以上、３名の外国人（と言っても、結果的にみな中国人）の日清戦争漢詩に対す

る見方を紹介してきた。筆者の覚えた違和感の解消に直結するものではな

かったが、査屏球氏が言及しておられる「華夷の弁の主客転倒」という論理

には有効性が期待できるような気がするので、次に話をこの方向へ進めてみ

たい。

三、華夷の弁の逆転

もし敵の清国人たちが中国語（漢語）を使う漢民族の人たちでなければ、

筆者の違和感は大幅に減殺されるわけである。幸いなことに（？）、清国は漢

語を母語とせぬ女真族の人物（ヌルハチ）が建てて、漢民族及びその他の民

族を支配していた国である。副島蒼海が上掲の作品の中で「韃靼胡王」とい

う言葉を使ったり、その他の日清戦争漢詩作品で「猪尾奴」とか「韃虜」15

とかいった言葉が使われたりするのも、そこから来ている。

お隣の朝鮮半島では、17世紀半ば、清王朝が中国を支配するようになって

以後、女真族を夷
い

狄
てき

として差別して、「中華」の継承者として認めず、自分

たちこそ「中華」であると主張する人たちが現れたというが、日本人の中国

観においても、明朝から清朝への交代期が一つの画期となって、伝統中国へ

14　大和田建樹編『日清戦話　軍人亀鑑』、博文館、明治28年。
15　「韃虜」は漢民族の、もともと北方の異民族たる清朝の統治者に対する蔑称。「猪尾奴」は女真

族の男性の辮髪を豚のしっぽに見立てた言葉。
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の憧
あこが

れと現実の中国への蔑視というアンビバレンスが引き起こされた。

この時期に神国思想に基づき、日本こそ真ん中の国「中国」であると主張

する山
やま

鹿
が

素
そ

行
こう

の『中朝事実』（1669年）が著されたのも、「あってはならない」

「北
ほく

狄
てき

」たる清朝の「中国」支配という現実に直面してのことだろうと言わ

れている16。

しかしながら、日清戦争漢詩の言葉の端々に上記のような民族差別的な言

葉が一定数見られるとはいえ、こうした日本を華とし清国を夷とする華夷観

念をはっきりと前面に打ち出して、つまりそのような思想を作品のメイン

テーマとして詠んだ作品がどのくらい存在するかと言えば、そのようなもの

はほとんど見当たらないと言って差し支えない17。そもそも、そうした論調

自体が、当時の日本の言論界に確固とした形では存在していなかったと言っ

てもいいのではないか。

そうした当時の日本人の清国観の一端を窺うのに役立つ資料があるので、

紹介しよう。それは日清戦争勃発より10年前の明治17年のことだが、この年

の９月初め上海に渡った新聞記者小
こ

室
むろ

信
しん

介
すけ

（1852－1885）は、上海到着早々面

識を得ていた岡
おか

千
せん

仭
じん

（号鹿門。1833－1914）らとともに、月末に船で華北へ移動

した。岡千仭は幕末から明治にかけての日本の漢学界を代表する人物の一人

16　例えば、堤一昭「中国の自画像と日本の中国像――歴史的変遷の画期を求めて――」（『大阪大
学中国文化フォーラム・ディスカッションペーパー』№2009-8、2009年）等。

17　そのような民族差別的な語感をもつ語を多用した作品は見られるが、それらは思想の表明とい
うよりも、むしろ罵詈雑言を浴びせているといった程度にしか感じられない。また、上述した
許時嘉氏は田中青山（光顕）の「送別」詩の「鉄鞭直指古三韓、今日何須髀肉歎。此去期君掃
胡虜、平安道上報平安。」（筆者：参考までに訓読しておこう。―鉄鞭直に指す古三韓、今日何
ぞ須いん髀肉の歎。此れよりさき期す君胡虜を掃い、平安道上平安を報ぜんことを。）という
詩句や、上掲の副島の作の詩句を挙げ、「共通しているのは、これらの詩がはっきりと中国の
古詩の、辺塞の風光や塞外への長征といった、常用の場面を利用し、過去の中国史上「中原の
正統が力を尽くして北方の蛮族に抗う」という対戦のパターンを日本軍（正統）と清兵（胡夷）
の対立へと転化していることである。こうした中国辺塞の軍隊を描く詩という形式の再生産を
通して、イデオロギー上では江戸時代の儒者の間で伝えられた「華夷変態」の思想を展開して、
明朝が清に滅ぼされて全民が辮髪胡服を強制されて200年このかた、中国は蛮夷の地となって
しまったとするとともに、文学の面では、あらためて正統を構築し、再び典範を創始する可能
性を示しているのである。」と述べておられる（前掲論文275-276頁）が、そこまでの明確な意
図や展望が田中や副島の胸中にあったとは考えにくい。もし彼らが著した論説文等にそのよう
な華夷観念が明白に表明されているのであれば、話は別であるが。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

だが、この年の５月に中国に渡り、すでに上海を始め、江蘇・浙
せっ

江
こう

両省の漫

遊を終えていて、次に北方の旅行に出かけたのである。小室が帰国後まとめ

た『第一遊清記』に、船中での二人の次のような会話が記録されている。岡

は当時50歳で、30過ぎの小室に「翁」と称されている。

舟中　談　支那の国情に及ぶ。予　翁に向こうて曰
いわ

く、「支那国の風俗

の頽
たい

廃
はい

　実に甚だしと謂
い

うべし。絶えて書物上聞く所の如くならず。三

代の世は决
けっ

して此
か

くの如くなるべからず。想
おも

うに蒙古満州の如き夷狄　

蹂
じゅう

躙
りん

して　中国　中華の風俗を打ち壊したるものか。翁の失望　想像に

堪えざる所なり」。翁　笑いて答えて曰く、「否。予の想うに　中国　固
もと

より此くの如くなりしなるべし。只
ただ

西洋及び日本の数歩前進したるが故

ならん」と。嗚
あ

呼
あ

翁は純然たる一儒者なり。然
しか

るに一たび渡航するや其
そ

の見解の高きに進むこと此くの如し。驚くべきものにあらずや。予曰く、

「支那の内地に旅行する十里、十年漢籍を読むに勝れり」と。18

「三代」は中国最古の夏・殷・周の三王朝で、後に理想の時代とされるよ

うになった。「夷狄」のうち、「満州」は清王朝を開き、「蒙古」は元王朝を

開いた。さて、書物上の知識だけで形作られていた小室の中国像は、実際に

渡航して現実を目の当たりにすると、木っ端微塵に打ち砕かれた。小室は中

国頽廃の原因を夷狄の中国統治に帰し、岡の失望もさぞかしと忖
そん

度
たく

するのだ

が、岡はこれを一笑に付す。岡に言わせれば、中国は、夷狄による統治の有

無に関係なく、初めからこうだった（つまり、大したことなかった）のだ。

岡千仭は一年余りの中国滞在中、毎日の記録を漢文体の日記に残し、帰国

後それを『観
かん

光
こう

紀
き

游
ゆう

』と名付けて上
じょう

梓
し

した19。その「観光」とは、「他国の

18　小室信介編『第一遊清記』（明治18年１月）。原文は句読点なしの漢字片仮名交じり文だが、分
かりやすくするため、片仮名を平仮名に換え、現代仮名遣いに直し、送り仮名も現代の標準的
な送り方に改め、適宜字間を空け、「　」をつけ、句読点を打った。

19　筆者は『観光紀游』の訳注作成に取り組んでおり、すでに「岡鹿門『観光紀游』訳注――その
一」から同「その六」まで上梓している。掲載誌は『日本語日本文学論叢』第８～11及び13号

（2013～2019年）。小室が登場するのは「その六」。
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光華をよくみる。其の国の文物制度をみる」という本来の意味20でのネーミ

ングなのだが、岡は中国到着早々から、「光華」どころか、正反対の現実を次々

に見せつけられてきたのである。したがって、夷狄による統治云
うん

云
ぬん

どころか、

夷狄とは関係なしに「中華」そのものさえネガティブにしか見られない心境

にまで達してしまっているのだが、話をもとの流れに戻すなら、要するに、

小室が先輩儒者の苦衷を忖度して持ち出してみた華夷の格差という理由づけ

が、存外、一
いっ

蹴
しゅう

されてしまったわけである。この一例だけで断定するのも気

がひけるが、当時の日本人にとって、華夷観念などというものは、知識とし

ては知識人の頭の中にないことはないものの、思考を組み立てる際の一要素

になるほど切実で必要性の高い観念ではなかったのではないか。

この場合、中国を実地に見てきた岡だから、透徹した理解を持っていたと

して特別扱いする必要はないだろう。一般にそのようであったと見るのがふ

さわしいと思われる21。

四、明治開国以来20数年間の日中詩文交流

日清戦争漢詩に対する違和感を理屈の上で解決するために繰り出せる筆者

の「持ち駒
ごま

」は、悲しいかな、「華夷観念の弁の逆転」ぐらいしかない。こ

こで、十数年来、明治～昭和戦前期の日中交流（主として漢詩文）研究のフィー

ルドを右往左往してきた筆者の「実感」もしくは偽らざる気持ちを表明させ

てもらえば、「日清戦争漢詩」を作った人たちがすべて敵国を心底から憎む

とか、蔑視するとかいった気持ちを抱いていたとは、到底思えないのである。

もちろん、肉親が敵の砲弾に当たって戦死したといったような場合には、激

20　『大漢和辞典』巻10の348頁。
21　ただ、当時の言論界の状況は、一度きちんと精査してみる必要があること、言うまでもない。

例えば、たまたま目にした資料であるが、日清戦争の真っ最中の明治27年10月９日から23日に
かけて、『郵便報知新聞』に、史学者久米邦武（1839-1931）の「満清滅亡は支那恢復」と題す
る論説が９回に分けて掲載されている。その中で、日本が優勢であった当時の戦況から、久米
は「満清」の滅亡を確信し、戦後は「泰東に於て最親愛なる国民の病苦に沈み、独立自主の力
に乏しきを介抱し、相提携して永く幸福を全ふする快楽を亨

ママ

んと欲す」とし、「支那革新の三策」
や「支那改革の要点」を提示している。久米の論に、華夷の弁は存するものの、華たる「支那」
に対する崇拝の念は特に見出せない。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

しい憎悪の念が燃え上がり、それが詩として表現されるということがあり得

るが、そのような作品はほとんど見当たらないのである。

敵国否定の思想とか敵国憎悪の感情とか、そのようなものがしっかりと根

底にあったかどうか極めて怪しいという方向の状況証拠の一つとして、外交

官や文人たちによる明治開国以来20数年間の交流の事実を指摘しておきたい。

明治４年に日清修好条規が締結され、同10年末には清国初代の駐日公使何
か

如
じょ

璋
しょう

一行が来日して、それ以後、同20年代初めまで公使館主催や、またその

返礼としての日中文人の詩会がしばしば催された。また、民間ではもっと前

から様々な文人が来日し、詩文や書画等を通じての日本人との交流が行われ

てきた。こうした文化交流、主として詩文交流には、すでに名前の出た副島

種臣や岡千仞をはじめ、伊藤博文、曾
そ

根
ね

俊
とし

虎
とら

、榎
えの

本
もと

武
たけ

揚
あき

等のピッグネームを

含む極めて多くの日本人が参加している。

一つ例を挙げよう。明治17年から23年にかけて駐日公使館の参賛（参事官）

の任にあった陳明遠が任期満了で帰国することになり、日本の友人たちが芝

公園内の紅葉館で餞
せん

別
べつ

の会を開いた。女流南画家野
の

口
ぐち

小
しょう

蘋
ひん

（1847－1917）は「紅

葉館話別図」を描き、副島種臣等日本・朝鮮の友人は送別詩を題し、陳がそ

れらの詩をまとめて「紅葉館留別詩」を編み、２年後に刊行した。その早稲

田大学図書館蔵本は、陳が矢
や

土
づち

錦
きん

山
ざん

（勝之）を通して重野成斎（安繹）に贈っ

たものだという。序は石
いし

川
かわ

鴻
こう

斎
さい

（英）と西島梅所（醇）が書いている。この本

に漢詩作品の載る日本側の人物を列挙すれば、以下の通りである（副島・矢土・

石川は省く）。

佐竹恒堂（義理）、相良扇岳（頼紹）、日下鳴鶴（東作）、巖谷古梅（修）、永

坂石埭（周二）、大島怡斎（正人）、向山黄村（栄）、奥蘭田（元宝）、秋月古

香（種樹）、金井梧楼（之恭）、岡本黄石（迪）、児島随軒（光亨）、宮島誠一

郎（栗香）、本田種竹（幸之助）、森槐南（大来）、円山大迂（真）、邨瀬藍水（緒）、

小川岐山（牧）、福井学圃（　）22

22　以上、明治初期の日中詩文交流については、王宝平主編『中日詩文交流集』（上海古籍出版社、
2004年）を参照されたい。
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ここに名前の見える人たちのうち、下線を付けた人たちは、上述の査屏球

氏編著の『甲午日本漢詩選録』にその作品が見える。つまり、日清戦争漢詩

を詠んだ人たちである。全員が清国を攻撃せよと呼びかけるような作品を詠

んでいるわけではないが、少なくとも日本軍の勝利を喜び祝賀しない作品は

ない。

日本の漢詩人たちの中には、この明治23年の会だけでなく、しばしば催さ

れた会に繰り返し出席した人も少なくない。そのようにして清国人と付き合

えば、国籍の壁を越えて、相手に対する親しみや、相手を尊重する気持ちが

次第に深まっていくのは、人間の感情として当然のことである23。

また、戦争が終わるとすぐ清国から官費の留学生が日本に来る等、日中間

の文化・教育上の交流は再び盛んになっていくのである。上述した伝統的中

国文化の尊重はさほど揺るがぬのに対し、現実としての中国への蔑視の念が

強まっていったのは事実であろうが、だからといって、個人的な親しみや敬

愛の念を抱いている相手が相手国に一人でもいれば、心底からの蔑視や敵
てき

愾
がい

心
しん

は生まれにくいのではないかというのが、筆者の偽らぬ気持ちである。

五、日清戦争の熱狂

事ここに至っては、日清戦争漢詩の大量出現については、ここまでとは別

種の視点を導入して解釈するしかないことになる。傍
はた

目
め

に矛盾して見える行

動を起こさせるものは、論理を超えた何物か、すなわち興奮、熱狂等の異常

23　上掲の人物のうち、矢土錦山、巖谷修（号古梅、一六等）の清国文人との交流については、別
稿がある。―それぞれ「矢土氏澹園を訪れた清国文人―王治本と阮丙炎―」（『書論』第44号、
2018年）、「巖谷一六と清国文人王治本・陳雨農との交遊」（『書論』第43号、2017年）。なお、
あまり知られていないだろうと思われるので、一言しておくが、邨（村）瀬藍水（1861-1892）
は美濃出身の画家で、明治19年11月から翌年にかけて中国に滞在し、杭州の画家戴以恒に師事
するとともに、碩儒兪樾にも面会した人である（浙江工商大学東亜研究院主催『“ 異域之眼―
日本人的漢文游記研究 ” 学術研討会会議資料集』所収拙稿「小山松渓《西湖折柳》初探」37～
38頁。2015年）。奥蘭田（1836-1897）は俗称三郎兵衛、もと大坂東亜貿易商会員だったようで
あるが、その後「東京府下の豪商にて好事家の聞へあ」り、「商業視察として清国へ渡航し」、
杭州滞在中の藍水を訪ねている。以上、『岐阜日日新聞』明治20年10月６日の記事「画家の書信」、
及び同月26日の記事「奥蘭田氏」による。村瀬、奥、いずれも清国人と親しく付き合った人で
ある。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

心理状態である。佐
さ

谷
や

眞
ま

木
き

人
と

氏がその著『日清戦争――「国民」の誕生』24

の中で、この戦争当時の日本を覆っていた「異様な熱狂」をいくつかの方面

から描き出してくださっている。

その時代に生まれ合わせた者にしか分からないような、圧倒的な力、おか

しいことをおかしいと思う間
かん

隙
げき

すら生まれさせる余地のないような圧倒的な

何物かが、国全体を包んでいたのだろうと見るしかない。

六、国民性の問題

以上のように、かなり月並みな話になってしまいつつあるが、この辺りの

事柄には国民性の問題も多少は絡んでくるかとも思われる。

夏暁虹氏が違和感を表明された、戦
いくさ

の場にあって閑日月を楽しむ日本人の

風流（？）については、詩人萩原朔太郎（1886－1942）が太平洋戦争の際に書い

た「日本人の戦争文学」25という文章が参考になると思われ、また、この後

の筆者の行論にヒントを与えてくれたものでもあるので、引用しておきたい。

時局が始まつてから、ジヤーナリズムの俳歌壇は、出征兵士の作品で持

ち切りだが、それらの和歌や俳句をよんで感ずることは、結局日本人の

詩情操といふものが、如
い

何
か

なる場合にも花鳥風月趣味であり、自然吟詠

の風流的述懐以外になく、我
われ

等
ら

の伝統する国粋の「詩
ポ

精
エ ヂ イ

神」といふもの

が、所
しょ

詮
せん

ただ一つの種しかないといふことである。勿
もち

論
ろん

、戦線にある兵

士の作品には、敵前行動の危険な経験を歌つたものや、日常の軍務に関

する事柄や、或
あるい

は決死の報国覚悟を強く表現したものやがあるけれども、

多くそれらの作品の根
こん

柢
てい

となつてゐる詩情は、昔ながらの日本詩歌に伝

統してゐるところの自然吟遊の風流述懐に尽きるのである。例をあげれ

ば、野営の天幕の外で秋の虫が鳴いてるとか、斥候に出た帰途の山路に

月が出て居
い

たとか、或は砲火に壊れた家の軒に、百合の花が咲いてたと

24　佐谷眞木人『日清戦争――「国民」の誕生』（講談社現代新書、2009年）11頁。
25　「日本人の戦争文学」、『新日本』第２巻第５号、1939年５月号。『帰郷者』（1940年）に収録後、

伊藤信吉ほか編『萩原朔太郎全集』第11巻（筑摩書房、1987年）に収載。
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かいふ類
たぐい

のものである。歌や俳句の詩ばかりでなく、（中略）新聞雑誌の

通信記者は、何
いず

れも皆筆をそろへて、戦場における日本兵の風流心を話

してくれる。彼
かれ

等
ら

の兵士は、敵前に居て決死の突撃をする刹
せつ

那
な

にさへ、

路傍に咲く一輪の花を愛
め

で、その匂
にお

ひを嗅
か

ぎ、その枝を折つて帽に挿す

といふことである。（中略）すべての日本兵士は、皆その背に梅花を挿し

て戦つた梶
かじ

原
わら

某26の子孫なのだ。かうした日本兵の詩情や心境は、到底

外国人に理解できない謎
なぞ

であらう。

風流心とともに、筆者が注意しておきたいのは、これと表裏をなすものと

して朔太郎が述べている次のような事柄である。

西洋人の書いた戦争文学といふものは、たいてい戦争の悲惨や、死に直

面する心理やを描写し、且
か

つその間における個々の将兵のパソナリチイ

を点出して、戦争全体を厳粛な人生哲学の問題として提出してゐる。（中

略）日本の戦争文学に「哲学」がないといふことは、つまり日本人の文

学イデーが、俳句に尽きるといふことを語るのである。（中略）勿
もち

論
ろん

日本

の俳句にも、或
あ

る種のユニイクな哲学があり、或る種の人生問題が含ま

れてゐるかも知れない。だが西洋の言葉で意味するやうな哲学（悟性の

提出する思想上の懐疑）といふものがない。なぜなら日本人の文学情操

には、本来「批判」といふものがないからである。（後略）

もし文藝において、朔太郎が言うような、花鳥風月を愛でるばかりではな

く、「戦争全体を厳粛な人生哲学の問題として」思索するような面がもう少

し日本人にあったとしたら、あの狂騒の時代にあっても、醒
さ

めた目で日清戦

争漢詩に疑問を呈する人が少しは現れたのではないだろうかという気もす

26　言うまでもなく、鎌倉時代の武将梶原景季のこと。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

る27。

七、日本人の言語生活と漢文

敵国の言葉で敵国をやっつけようとの作品を作った人たちをして、自分た

ちのやっていることに「倒錯」した面があることに無自覚ならしめたのは、

上述のような彼らを包み込んだ、時代の「狂騒の渦」だとするなら、彼らが

その渦にすぐに入っていけるように長い時間をかけて造成されてきた環境と

いうものも、問題にしておかなければなるまい。以下、そうした日本人と漢

詩文の関係をめぐる様々な事柄のうち、筆者の問題意識に関わりのありそう

ないくつかの面に目を向けてみたい。

（一）　日本人の漢文との付き合いの歴史

日本人の漢文との付き合いの歴史については、これまでに数え切れぬほど

の研究や言及がなされている。それらの最大公約数的なところに基づき、大

昔の漢字・漢文取り入れから日清戦争漢詩出現までの、日本人の内的軌跡を

思い描いてみると、次のようになるだろうか。

まず太古、日本を圧倒的に上回る中国文明の存在があり、文字さえ持たな

かった日本人はこれをお手本にするしかなかった。中国から伝わった、ある

いは将来した本を読み、いわゆる外国語学習上の四技能のうち、少なくとも

「読む」と「書く」の能力は身につけようと頑張った。とはいうものの、中

国語は、その本来の性質上、日本語とは相当な隔たりのある言語であるうえ、

中国人から直接学ぶ機会も、それほどあるわけではなかった。そこで、しだ

いに中国語の書面語を機械的に日本語の書面語に変換する「訓読」という方

法を編み出し、工夫を重ねてきた。

ある時期から、日本人のうち、教養を身につけようとする人たちは、最も

27　日清戦争に対する批判めいた漢詩作品はほとんど見当たらぬ中で、長尾雨山（1868－1926）は、
終戦後数年目の作品ではあるが、この戦争が人民にもたらした生活上の負担をテーマにした作
品を詠んでいる。拙稿「日本漢学家長尾雨山的詩論与詩作―以青壮年期為中心」（『中華詩詞研
究』第５輯、2019年）を参照されたい。
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言語習得力の旺盛な幼少期から青年期にかけて、すでに訓読された形で提供

される中国語の古典詩文の一句一句を、目と耳に、大量に、繰り返し、暗記

してしまうほどまで浴びせられる方式での学習をするようになった。いわゆ

る「素読」である。自力で読解したわけではないものの、視覚と聴覚上、どっ

ぷりと中国語の古典詩文の言語環境に浸る（訓読という形式を通してではあ

るが）ことにより、大抵の者は自然と文言中国語の一定程度の読解力・語
ご

彙
い

力
りょく

・作文力を身につけ、優秀な者なら、中国の知識人が見てもあまり変に思

わない程度の、別の言い方をすれば、いちおう様になっている漢詩文、なか

んずく漢詩を書くことができるようになった。

以上のような長いプロセスを通して、日本人の中で「漢文」を外来のもの

として見る意識がしだいに薄らいでいったことは、間違いないだろう。

なお、ここには日本人の模倣能力の高さも関係しているように思われる。

査屏球氏も上掲の「前言」の中で「日本の文人の漢詩文吸収、取り込み能力」

を特筆しておられたが、王建康氏にも、日本最古の『懐風藻』は「詩の「物

真似」の集大成」であり、

日本人は六世紀に正式に中国の文明を摂取し始めてから僅
わず

か百年余りで

既に自国と全く異なる言語で漢詩を模倣し、作るに至った。全く驚くべ

き「物真似」の能力である。

とのコメントがある28。

（二）　日本人の「漢文」観

そのようにせっせと漢詩文能力習得に励んできた日本人は、漢文を和文に

優越するものと見なし、漢文で書かれたものや漢文がよくできる人を有り難

がる気持ちが強かった。逆に言えば、だからこそ自分もそうなりたいという

気持ちで頑張れたのだろうが。

28　王建康「模倣と想像――日本漢詩と中国古典詩――」（『新日本古典文学大系月報』51、1994年）。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

漢詩文の元素ともいうべき「漢字」について言えば、崇拝する中国から取

り入れたものであるだけに、古来「真名」と称し、「仮名」より一等上のも

のと見てきた。そのような日本人の漢字に対する気持ちとこれに関連する事

柄を高島俊男氏が、半ば書き殴りのような荒っぽい筆致で書いておられるが、

それだけによく筆者の本音を代弁してくださっているようにも思われるので、

少し長くなるが、引用させていただきたい。

（普通の日本人は―筆者補）ことばの素性というようなことは理解しなかっ

たが（あるいは理解しなかったからこそ）、すべてのことばはそれを表記す

る漢字があり、また漢字で書くのが正式である、という意識を持ってい

た。字を知らない人ほどその傾向が強かった（中略）。つまり無教育な者

ほど、漢字を神聖視し、崇拝した。したがって自分が字を知らないこと

を恥じた。だから字を書くことをこわがり、いやがった。日本にはかなと

いう日本語を書くためのりっぱな字がある、なんで外国の文字である漢

字をつかわねばならぬのか、かなで十分ではないか、というような気概

は、無教育な者には金輪際期待できなかった。そもそも無教育な人たちは、

漢字が外国の文字であることも知らなかったし、だからはじめから日本

語を書きあらわすようにはできていないのだということも知らなかった。た

だひたすら、漢字こそが本当の文字であると思い（中略）、字を習うのが

学問だと思い、したがって字をたくさん知っている人が学問のある人だと

信じていた。これはちょうどこんにち、英語のできない者ほど英語を尊敬

し、英語をペラペラしゃべる人間を上等人種だと思うのとおなじである。

日本語も英語も言語として同格である、日本人が英語がわからなくてもす

こしも恥ではない、とはっきり言うのは、英語のできる人、すくなくとも

教育のある人である。明治以後の英語神聖視、英語崇拝、それとおなじ

ことが、あるいはもっと極端な形で、漢字神聖視、漢字ばかりでできてい

る書物やそういう書物をよむ人間に対する尊敬、崇拝としてあったわけだ。

以下、高島氏は「訓読」に言及して、
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日本語で訓読しているのだという意識は、教えるほうにも教えられるほ

うにもなかった。漢籍は支那語で書いてあるのだから訓読というのは一

種の翻訳なのだが、翻訳しているとは思っておらず、そう読むものなの

だと頭から思いこんでいた。

と述べたうえで、さらに次のように続けている。

ではむかしの日本人は、これは自分たちとは何もかもがまるでちがうよ

その国の人間が書いたものであると知っていたのかと言えば（本
もと

居
おり

宣
のり

長
なが

のようなごく一部のすぐれた人たちを別とすれば）そうは思っていな

かった。では日本人が書いたものと思っていたのかというと、そうでも

ない。では日本人ではないけれども日本人と何らことなるところのない

外国人が書いたものだと思っていたのかというと、そうでもない。要す

るに、そういうことは何も考えなかった。何も考えないで、ただ漢字ば

かりがならんでいる本を無上にありがたいものと思い、これを読めば上

等の人間になれると思っていたのである29。

高島氏は日本人のうち、「無教育な者」ほど漢字を「神聖視」し、「漢字ば

かりでできている書物やそういう書物をよむ人間」を「尊敬、崇拝」し、「漢

字、漢文、漢籍を無上にありがたが」り、「漢籍は支那語で書いてあるのだ

から訓読というのは一種の翻訳なのだが、翻訳しているとは思っておらず、

そう読むものなのだと頭から思いこんでいた」とされるが、これは「無教育

な者」だけではなく、知識階層を含め、ほとんどの日本人に共通するメンタ

リティーだっただろう。

こうした「漢字、漢文、漢籍」に対する絶対的な崇拝が、ますます人々を

29　高島俊男『漢字と日本人』（文春新書、2001年）第二章　「日本人は漢字をこう加工した」　３「漢
字崇拝という愚」。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

して漢詩文読解能力・作詩文能力の習得・向上のための時として涙ぐましい

ような努力へと向かわせたわけである。これに関連して、感心するのが、作

文はともかくとして、作詩における日本人の頑張りである。中国詩の伝統に

沿った本格的漢詩30は、平
ひょう

仄
そく

・押韻等、音韻面の知識がないと作れない。筆

者のようにある程度まで現代中国語の標準語を習得し、かつ日本語のネイ

ティブ・スピーカーでもある人間ならば、各漢字の平仄はほぼすべてたやす

く推し量れるのだ31が、生の中国語の音声を知らず、ほぼ例外なく訓読だけ

で中国語と付き合っていたかつての日本人たちは平仄字典の類いを何度も引

いて調べなければならなかった。この点だけは、いくら素読を通じて中国人

並みの作文能力を身に着けた人であっても、難渋したに違いない。作った漢

詩は中国人に見せることなど滅多になく、日本人同士で披露し合うのが普通

だっただろうに、にもかかわらず、彼らは頑張ったのだ。江戸時代からすで

にそうであるが、平仄字典の類いは明治に入ってからも、数多く出版されて

おり、日本人が長きにわたり字書を引き引き、苦
く

心
しん

惨
さん

憺
たん

してきた様が髣
ほう

髴
ふつ

と

する。この律義さ、熱心さ。これも国民性か？

そのように難儀なものであればあるほど、頑張って習得した結果博するこ

とのできる人望を目指して頑張るという「律義さ」「勤勉さ」が、日本人に

はあったと言わなければならないだろう32。

（三）　訓読文の価値認定と、漢文世界のイメージ

もう一つ問題にしておきたいのは、漢文を訓読で享受することから起こる

30　ここで、「漢詩」「漢文」の中国語としての含意につき、一言しておきたい。「漢詩」「漢文」は、
もともと、それぞれ漢代の詩、漢代の文という意味であったが、中国において中国だけでなく
日本・朝鮮半島・ベトナム等の漢字文献が研究対象とされる機会が多くなってきた、ここ数十
年の間に、前者は中国以外のものも含め漢語で書かれた詩、後者は主に漢語で書かれたテキス
トの意味でも使われるようになってきた。

31　詳細は省略するが、現代中国語の標準語の声調と、日本語の漢字音に反映されている入声の名
残に関する知識を活用するのである。

32　余談であるが、1972年、日中国交回復のための調印を終えて帰国する際、田中角栄首相が北京
空港で作ったと言われる「国交途絶幾星霜、修好再開秋将到。隣人眼温吾人迎、北京空晴秋気
深」という詩が、平仄が合わず、押韻もしておらず、漢詩の体をなしていないとして、新聞等
で揶揄的に取り上げられたが、どうせ訓読するのだし、目くじら立てなくてもと思ったことを
記憶している。
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のではないかと思われる、独特のイメージ等である。

松浦友久は、

「訓読漢詩」（文語自由詩）の系譜は、『万葉集』以来の「和歌」（文語定

型詩）の系譜とくらべても、ほぼそれと雁
がん

行
こう

する千年以上の長い歴史を

もっていることが確認される。

として、「訓読漢詩」を日本文学の一分野として、そのリズム等の面から研

究した33が、確かに、訓読漢詩文には独特のリズムや調子があり、人を惹
ひ

き

付ける力があることは、筆者も否定しない。

齋藤希史氏がその著書34の中で、徳
とく

冨
とみ

蘆
ろ

花
か

の自伝的小説『黒い眼と茶色の

目』中の一節―詩吟にかけては全校一とされる学生が寒夜に寮舎の間で朗々

と漢詩を吟じ、多くの寮生がそれに聞き惚
ほ

れる場面を引用しておられるが、

蘆花の名文と相まって、その情景がありありと目に浮かび、声の響きが耳に

伝わってくるような気分になる。

訓読漢詩文が人を惹きつける要因としては、〈訓読は原文復元を容易にす

べく、不要な言葉をできるだけ付加しないようにする〉、〈音読みする言葉の

割合が純粋な和文よりかなり多いので、和文とは多かれ少なかれ異なった響

きを帯びるようになる〉等の事柄が挙げられるだろう。訓読漢詩文は、しば

しば簡潔で力強く、引き締まった印象を生み出す。

漢詩文を中国語で音読する場合は、柔和だったり、リズミカルだったり、

抑揚に富んでいたりと、いろいろな受け止め方があり得るのだが、訓読する

場合は、上述のような普通の日本語の音声とはやや異なる音声上の雰囲気が

醸し出され、それが簡潔さとか、力強さとかいった印象として受け止められ

やすいのである。

33　松浦友久『『万葉集』という名の双関語（かけことば）――日中詩学ノート』、大修館書店、
1995年。松浦には、より古くは『リズムの美学―日中詩歌論』という著作（明治書院、1991年）
もある。

34　齋藤希史『漢文脈と近代日本　もう一つのことばの世界』（日本放送出版協会、2007年）70頁。

D11642-71002598_Ⅳ-02柴田清継.indd   146 2019/12/16   13:45:59



－147－

漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

ちなみに、ごく大雑把な言い方になるが、明治期の新聞の文藝欄は、おお

むね短歌、俳句、漢詩という当時の三大文藝で構成されているが、詠まれる

内容から言えば、前二者は比較的軟派、漢詩は硬派といった役割分担がなさ

れているように見受けられるのも、以上のようなことと関係するように思わ

れる35。

（四）　詩吟

こうした簡潔で力強く硬派のイメージにつながる漢文の「特性」（？）をよ

り強く感じさせるのが、蘆花の小説にも出てきた近現代の詩吟ではないだろ

うか。韻文なら吟じるのは当たり前なのだが、訓読する日本での吟じ方は、

中国でのそれとは、随分と感じが異なる。

加藤徹氏による36と、中国で日本の「詩吟」に相当するのは「詠唱」とい

うものである37が、「中国における漢詩詠唱は、一部の地方を除いて特殊な

趣味であり、日本の詩吟のような「全国区」の吟詠スタイルも普及していな

い」という。

筆者は加藤氏の紹介されている「常州（江蘇省）吟唱」をパソコン上で聞い

てみたが、淡々とした感じの常州吟唱と、日本の詩吟とでは印象がかなり違っ

ていた。むしろ、これを聞いてみたことにより、日本の詩吟の特徴が筆者の

感覚の中で際立ってきたと言ってもよい。それは声を張り上げ、抑揚をつけ、

ところどころ声を長く伸ばす点である。伸ばすところは決まっているようで

あるが、往々にして「これでもか」というくらいに伸ばしに伸ばすところが

特徴的に感じられる38。

35　中村幸彦に「日本文学史ではその思想的な部分を実は漢詩が引き受けている」との発言がある。
中村幸彦編『近世の漢詩』（汲古書院、1986年）所収「近世漢詩の諸問題」。

36　加藤徹「漢詩賞玩と中国伝来音楽　日本人は漢詩をどう歌ってきたか」（『明治大学教養論集』
通巻525号、2017年）。

37　中国語に「詩吟」という単語はない。
38　声を自由自在に伸ばせるのは、日本語のシラブルがすべて開音節であることと関係するのかと

思ったが、その後、閉音節が一定の割合を占める言語を使用する韓国にも「詩唱」や「詩調唱」
と呼ばれる、日本の詩吟に似たもののあることを知り、聞いてみたところ、やはりかなり声を
伸ばして吟じていた。この方面の事柄は、今後もう少し研究してみようと思う。
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この伸ばした声の響きから伝わってくるのは、悲
ひ

憤
ふん

慷
こう

慨
がい

の情である39。い

やでも気分を高揚させずにはおかない、というより、むしろ気分を高揚させ

る自体ことが目的のように思われる40。

ここで、歌人（にして詩人、評論家、小説家）塚本邦雄（1920－2005）の文章に、過

不足なく詩吟の特徴を説明してくれているものがある41ので、引用させてい

ただきたい。

私個人の趣味から言へば、詩吟なるものをあまり好みはしない。（中略）

理由を理論的に記さうと思へば、それもある程度可能だが、むしろ生理

的な壓
あっ

迫
ぱく

感
かん

に反
はん

撥
ぱつ

を覺
おぼ

える要素の方が大きい。作り上げられたあの大仰

な悲
ひ

愴
そう

感
かん

と、十首十趣の漢詩につけられた千
せん

篇
ぺん

一
いち

律
りつ

の旋律に、私の神
しん

經
けい

がにはかには融和してくれないのだ。（中略）極端に引
ひ

延
きの

ばされるので、

詩の内容は十中六、七聽
ちょう

者
しゃ

には傳
つた

はらないが、レパートリーとなる詩句

集成を瞥
べっ

見
けん

するに及んで、私は半ば豫
よ

期
き

しつつも、歎
たん

息
そく

を禁じ得なかつ

た。諸流諸派を通じて重用されるのは、まづ以
もっ

て、乃木希典の「金州城

作」すなはち「山川草木轉
うたた

荒涼／十里風
なま

腥
ぐさ

し新
しん

戰
せん

場
じょう

」云云の、あの七言

詩、次が（中略）藤田東湖の「正
せい

氣
き

の歌」は「死しては忠義の鬼と爲
な

り、

極天皇基を護
まも

らん」で終
おわ

る。更に作者名を連ねるなら、石川丈山、（中略）

すべて忠臣、烈士、志士、武
ぶ

將
しょう

、軍人、儒者、禪
ぜん

僧
そう

、それも七割がたが

幕末で占められる。私は危
あやふ

く、昭和十年代後半を錯
さっ

覺
かく

する。詩と言へば

李賀、白居易、王維を思ふ文弱の徒など平
ひら

手
て

打
うち

を食ひさうな、ものもの

しい陣容で、怖
お ぞ け

氣を振
ふる

はざるを得ぬ。（中略）ついでながら詩吟は劍
けん

舞
ぶ

を

伴ふ。白
しろ

鉢
はち

卷
まき

に白扇、あるいは太刀を持ち、舞
ぶ

臺
たい

狹
せま

しと疾
しっ

驅
く

跳躍、殺陣、

39　悲憤慷慨が似合わないような内容の作品を吟じる場合も、悲憤慷慨の雰囲気が伝わってくるの
は、筆者だけだろうか。

40　詩吟はまた、心身磨錬術、健康法としても活用されている。例えば志賀一朗（吟号聖風。元国
士舘大学教授）の『漢詩の鑑賞と吟詠』（大修館書店あじあブックス、2001年）などを参照さ
れたい。

41　塚本邦雄「『和漢朗詠集』から『青猫』へ」（『國語精粹記　大和言葉の再發見と漢語の復權の
ために』、創拓社、1990年）。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

流
りゅう

涕
てい

のミミクリーも凄
すさま

じいあの「踊」に似た「舞」の一種だ。勤王の志

士、戰
せん

國
ごく

の武將の詩に、この舞の合致融和するのは當
とう

然
ぜん

で、『和漢朗詠集』

等の四季に選ばれた詩にはおよそふさふまい。

塚本の好悪の念が混入してはいるものの、詩吟が連想させる時代性、吟じ

られる漢詩作品の傾向、中国古典詩の全体像との齟
そ

齬
ご

、剣舞との結びつき等、

詩吟の特徴的な面がよく伝わってくる。

さて、加藤氏は、前掲論文の中で「現代の詩吟の直接の起源は江戸時代に

始まるが、当時は文人と武士のたしなみであった。明治以後は、武士的文化

に対する庶民のあこがれもあり、詩吟は国民的な趣味として江戸時代上の広

がりを見せた。」と述べておられる42。この「武士的文化」の一つとしての

詩吟という点から、その「戦」「軍事」との親近性が自然に生じるであろう。

（五）　漢詩と軍事・戦争

樋口浩造氏が近代の漢学についてコメントして、

漢詩は男性の詩である。男性の模範が軍人像にとられる時代にあって、

「漢学」は帝国男子の男性性と不可分の問題として考察される必要があ

るのではないだろうか。

と述べておられる43。「漢詩は男性の詩である」とか、「漢学」が「帝国男子

の男性性と不可分の問題」であるとかいうのは、それが実際に論証可能か否

かは別問題として、日本人の多くが抱いてきた「漢詩」観・「漢学」観を代

弁する言葉であるには違いない。

そのような意味で思い合わされるのは、前掲の萩原朔太郎の一文と同じ頃、

42　江戸時代の「文人と武士のたしなみ」については、謡曲等他の藝事や武士内の階層による差異
等も視野に入れ、より細かく考察する必要があるかもしれない。

43　『日本思想史学』第39号（2007年）の［二〇〇六年度大会シンポジウム］特集　「近代の漢学」
におけるコメント。
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朔太郎とは反対に、体制側から発せられた塩
しお

谷
のや

温
おん

『漢詩と日本精神』44の一

節である。

我が国に漢学が行はれると共に、漢詩も亦
また

作らるゝに至り、その濫
らん

觴
しょう

は

遠く天
てん

智
じ

天皇の朝に在り、懐風藻、経国集等の撰
せん

がある。而
しこう

して既に一

千年以上の伝統を有する我が国の漢詩は、その後は渾
こん

然
ぜん

として我が国民

性と同化して、日本文学史上、閑却し得ない地位を占めると共に、その

体裁こそは、支那の形式を模倣してゐるが、思想や用字の上には、能
よ

く

彼
か

の国のそれを摂取し、咀
そ

嚼
しゃく

し、遂
つい

に同化して、遺憾なく、我が国民的

個性を発揮してゐる。（中略）抑
そもそも

、詩は志の之
ゆ

く所である。人情、中に発

して、言葉に形
あら

はれ、嗟
さ

歎
たん

詠歌して足らず、之
これ

を五声八音に叶
かな

へて、

自
おのずか

ら五言七言、四句八句の格調をなし、興の昂
たか

まる所、遂に自ら手の

舞ひ足の踏む所を知らざる、作者自身の楽があるのみならず、その作品

に至つては、世の治乱盛衰に関係し、且
かつ

人想
ママ

の機微にも触れてゐるので、

蓋
けだ

し人心を動を
ママ

し、世俗を移すもの、詩より善きは莫
な

い。詩人の多感な

る、日本精神の実質に触れ、その雄々しい姿に接する時には、忽
たちま

ち発し

て或は二十字、二十八字の短篇となり、或は数百言、数千言の長篇とな

り、幾多の血涙と感激との文字を、汗青に垂れてゐるのである。菅
かん

、楠
なん

二公を始め、備
びん

後
ご

三
さぶ

郎
ろう

、大石良雄、或は金剛山、芳
よし

野
の

山
やま

、湊
みなと

川
がわ

、幾多の

忠臣義士と、その遺跡とは、詩人の胸
きょう

臆
おく

に詠歌せられては、日本精神の

宣揚となり、志士の口中に朗
ろう

誦
しょう

せられては、国体観念の明徴となり、以

て明治維新の原動力となつたのである。例へば頼山陽、藤田東湖等の詩

を読めば、心の底に勃然として湧
わ

き起
おこ

つて来るもの、是
こ

れが即
すなわ

ち日本精

神である。詩こそ心の声なれば、之を朗吟することによつて、心の琴線

に触れ、之が共鳴によつて、感奮興起すべきである。今や非常の時
じ

艱
かん

に

44　塩谷温『漢詩と日本精神』（教学局編纂、内閣印刷局印刷発行、1940年）「三　日本の漢詩」。
教学局は1937年に設置された文部省の局。戦時体制推進の一翼を担って、国家思想の高揚、教
学の普及・刷新を目的とした。
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

際会し、日本精神の益
ます

益
ます

発揚せらるべく、国体観念の愈
いよ

々
いよ

明徴せらるべ

きの秋
とき

に当
あた

り、特に、我が精神、我が国体と関係深く、且つ豪壮にして

明朗なる作品を、我が日本の漢詩中より撰
えら

ぶ所
ゆ え ん

以も、蓋し亦こゝに在る

のである45。

たぶん「漢詩」は「日本精神の実質」、「国体観念の明徴」であり、「明治

維新の原動力」となったという筋道を作り、「非常の時艱に際会し」ている今、

漢詩の朗吟によって「感奮興起しよう」と呼びかけることを狙
ねら

いとしたもの

であろう。理詰めに読み取ろうとすると、行き詰まって先へ進めなくなる文

章だが、雰囲気だけはちゃんと伝わってくる。塩谷温（1878－1962）といえば、

当時東京帝大名誉教授で、かつてドイツ・清国に留学し、中国近世の小説・

戯曲の研究に大きな業績を残した人である。当時としては珍しく、訓読漢文

に歪
ゆが

められることなく、中国語を中国語として読むことができ、したがって

中国語や中国文化をありのままに眺めることのできる人であったに違いな

い46。そのような人にしてこの発言は、漢学側からの時局へのコミットとい

う点で、やむを得なかったのだろうが、ただ、日本人が一般に抱いている漢

詩や、漢詩と日本文化に関する印象をうまく利用して、言葉をつないでいる

ので、「哲学」を持たず「批判」も持たない我々は、ついついそんな物の見

方を植え付けられてしまうのである47。

45　「詩は志の」から「踏む所を知らざる」までは「詩序」に基づく。「古今集序」（真名序は紀淑望、
仮名序は貫之）もこれに基づく。

46　塩谷温の人となりについては『東方學』第72輯（1986年）所載の「座談会「先学を語る」――
塩谷温博士」などが参考になる。

47　子安宣邦氏が『漢字論　不可避の他者』（岩波書店、2003年）中の「武内と「誠の言説」」にお
いて、中国哲学研究者武内義雄（1886-1966）が1942年に発表した『日本の儒教』を取り上げ、「こ
の武内の文章」は「近世日本の儒学史的理解、しかも曲解とみなされる理解を論旨展開の軸と
しながら、「儒教はそのまま日本の道と成った」と結論付け」ていると説明しておられるが、
氏が武内の中に見て取られた「外来儒教の日本化、内部化の論理」というものは、「儒教」の
語を「文学ジャンル」とでも置き換えれば、そのまま塩谷にも当てはまるように思われる。塩
谷、武内、いずれも当時の交戦相手の中国に由来し日本に根付いた文化を「合理的」に位置づ
けるための牽強付会であった印象が否めない。
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おわりに

以上、「日清戦争漢詩」を詠んだ日本人の心理は何だったのかという問題

について、拙い考察を試みた。まとめれば、次のようになるだろうか。

太古、日本人は自分たちをはるかに上回る中国人の文化を取り入れるため、

苦心して漢詩文読解力、漢詩文作成力の習得に励んできた。しかし、もとも

と言語の性質上の大きな隔たりがあり、それに加えて、直接中国人から学ぶ

機会が得にくくなってきたため、日本人は訓読という、中国書面語の一種独

特な読み方を考え出し、長い間実行してきた。その過程で、彼らは訓読され

た漢詩文に言語としての、特に音声面での美を見出すようになった。そして、

その美は、純粋な和文に見出される美とは異なり、特に簡潔さや力強さ、張

り詰めた感じの際立ったものとして受け止められた。そのような言語美が、

忠臣や烈士等が脚光を浴びる時代の雰囲気にマッチし、さらに詩吟で剣舞を

伴い歌い上げられることによって拍車がかかり、ますます軍事・戦争等に直

結する男性的イメージの濃厚な文藝ジャンルとなった。

以上が遠因もしくは間接的要因とすれば、近因もしくは直接的要因は、一

に日清戦争という日本人がほぼ300年ぶりに経験した対外戦争の狂騒、二に

物事の因果関係や相関関係を意識することが比較的少ない、萩原朔太郎の言

葉を借りれば、哲学や批判とあまり縁のない日本人の国民性と言えるのでは

ないだろうか。

話は変わるが、今回の「令和」という新元号は、「国書」から採られたも

のだと首相は強調するが、国書とはいえ、その中の漢文で書かれた部分が出

処であるから、100％国産とは言い難い。これなど１枚皮をめくっただけで、

はや「中国」が顔を覗
のぞ

かせたわけであるが、原始時代を脱して以降の日本の

文化事象で、何枚も皮をめくっても「中国」に逢
ほう

着
ちゃく

しないものは、それほど

多くない。

普段は皮をめくったりしないから意識しないだけで、多くの中国文化が

我々の中に溶け込み、渾然一体となっているのだ。漢詩文もかつてはそのよ

うなものの一つだったのである。また、日本人が中国語の詩や文章を訓読で
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漢文と日本人―日清戦争漢詩をめぐって

読解し、訓読からの復元という形で作文・作詩するというのも、かなりの離

れ業ではあるが、文化の伝播において生じる偏差の中でもユニークな現象

だったと片付ければ、それで終わりである。分かり切った事柄についてしつ

こく穿
せん

鑿
さく

した筆者は、お釈
しゃ

迦
か

様
さま

の掌
てのひら

の上の孫悟空だったのかもしれない。

ただ、交戦相手国の言語で交戦相手国への攻撃や自国の勝利等を詠ずるこ

との異常さに気づくことが不可欠だとの思いは、稿を終える今、この瞬間も

変わらない。
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Ⅴ．言語文化研究所活動の概要　
2018－2019
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言語文化研究所活動の概要　2018－2019

１．刊行物等

⑴　『言語文化研究所年報』28号

次の５部構成として刊行した。Ⅰ．論文２編　Ⅱ．春季言語文化セミナー

（平成28年度）開催内容　Ⅲ．秋季言語文化セミナー開催内容　Ⅳ．言語

文化シンポジウム開催内容　Ⅴ．春季言語文化セミナー（29年度）開催

内容

⑵　『オトナのための日本語塾2018』

LC 倶楽部会員が年間５回の勉強会と話し合いを経て、各自の興味ある

テーマをレポートとして仕上げたもの。今年度は３名のレポートを掲載し

て刊行した。

⑶　研究レポート（LC りぽーと）

第43号「好きな関西弁　嫌いな関西弁」

メディアで取り上げられることも多く、非常に興味深い対象である関

西弁について、「好きな関西弁・嫌いな関西弁にはどのようなことばが

あるか」、また、「その理由はなぜか」といったことを中心に、アンケー

ト調査の結果をランキング形式で報告。

第44号「ビジネスで大切なことってなんですか」

「ビジネス書」には、ビジネスで大切とされることが書かれているの

であろうが、それは一体なんだろうか。ビジネス書の目次を調査対象と

して、ビジネスの世界で重要視されることを探ってみた。

⑷　メディア紹介

研究レポート（LC りぽーと）43号「好きな関西弁　嫌いな関西弁」に

ついて紹介。

・毎日新聞　掲載日：2018年10月27日（土）

・神戸新聞　掲載日：2018年10月28日（日）
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・西日本新聞　掲載日：2019年３月８日（金）

・朝日放送テレビ　放送日：2018年10月31日（水）、番組名：「CAST」

２．「言語文化研究所フォーラム」（大学間教育研究連携プロジェクト）

日　時：2018年12月25日（火）午後１時30分～３時30分

司　会：玉井　瞕（武庫川女子大学言語文化研究所所長）

講　師：山﨑洋子（武庫川女子大学言語文化研究所研究員）

渡邊隆信氏（神戸大学教授）

川地亜弥子氏（神戸大学准教授）

岸本千秋（武庫川女子大学言語文化研究所研究員）

テーマ：「綴り方教育と言語文化」

参加者：14名

概　要：玉井　瞕「綴り方教育と言語文化

　　　　　　　　　―フォーラムの開催にあたって―」

山﨑洋子「言語文化研究としての兵庫県下の「綴り方教育」研

究の可能性」

渡邊隆信氏「綴り方教育の背景としての新教育運動」

川地亜弥子氏「東井義雄の教育評価論と綴り方・作文教育」

岸本千秋「文章表現と SNS」

３．第29回「言語文化セミナー」（春季）

日　時：2019年３月９日（土）午後１時30分～３時30分

講　師：柴田清継（武庫川女子大学言語文化研究所研究員）

テーマ：「漢文と日本人」

参加者：36名

概　要：（柴田清継講師より）

昨夏の西日本豪雨の後、かつて広島県の被災地のあちこちに

建てられていた漢文「水害碑」のことが報道されました。漢文

で書かれていたため、昔の悲惨な経験が必ずしも後の世には生
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言語文化研究所活動の概要　2018

かされなかったようです。

日清戦争のとき、日本の漢詩人たちの多くが日本軍を鼓舞し、

日本軍の勇敢さをたたえ、敵の清国を懲らしめる漢詩を詠みま

した。日本人が敵国の言語で詩を作り、自国の勝利を喜ぶ心理。

考えてみれば、奇妙なことです。

以上のようなことを話の糸口として、日本人にとって漢文と

は何だったのか、そして今、何なのかをいうことを考えてみた

いと思います。

４．第４回「武庫川女子大学言語文化シンポジウム」

日　時：2019年２月15日（金）午前10時45分～午後４時20分

テーマ：「ネーミングのコトバ学」

　　　　本学の特別学期公開講座との共同企画として開催した。

参加者：約60名

概　要：第１部　公開講座

　　　　　設樂　馨「子ども新聞とネーミング」

　　　　　藤井達矢「実験映画にみる言葉と記号」

　　　　第２部　シンポジウム（討論）

　　　　　問題提起：言語文化と映像におけるネーミング

　　　　　講　　師：設樂　馨（日本語学）、

　　　　　　　　　　藤井達矢（芸術学・美術教育）

コメンテイター：玉井　瞕（英文学）、柴田清継（漢文学）、冨永英夫（英

語学・英語教育）、福本由紀子（英語圏児童文学）、佐

竹秀雄（現代日本語学）、岸本千秋（現代日本語学）、

山﨑洋子（教育学）

５．第10回「ことばのサロン」

日　時：2018年７月21日（土）午後１時30分～３時30分

講　師：佐竹秀雄氏（武庫川女子大学　言語文化研究所研究員）
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テーマ：「近ごろ　気になることば」

参加者：15名

概　要：（佐竹秀雄講師より）

聞いたことがないようなことば、意味が自分の知っているも

のとは違うことば、あるいは、違和感を持つことばなどを取り

上げます。例えば、「関係性」。なぜ「性」が付くのでしょうか。

あるいは、「水が流れづらい」。どうして「流れにくい」ではな

いのでしょうか。さらには「今後、注目されるかもしれません」。

「かもしれません」なら、何も言っていないのと同じですよね。

テレビや新聞に限らず、周りの人が使って気になるものはあ

りませんか。おかしい、間違っている、と思えることばも、ひょっ

とすると、そこに深い意味があるのかもしれません。使いづら

いことばの意味と用法の関係性を、みんなのおしゃべりで解き

明かしてみませんか。

６．「オトナのための日本語塾」

概　要：2015年度からの開講である。「ことばのサロン」を体験した

LC 倶楽部会員たちが、自分の興味あることがらについて「自

主的に調べ」、それを「まとめて発表する」ことを目標とする

ものである。

開催日：年間５回、各回10：30～12：30

〈2018年度〉2018年５月26日（土）、同年９月22日（土）、同年

10月27日（土）、2019年１月26日（土）、同年２月９日（土）

成　果：『オトナのための日本語塾2018』（執筆者３名）

７．「日本語相談室」

日本語学を専門とする研究員が日本語表現全般について相談を受け付ける。

相談内容：レポート作成、論文作成の際における日本語表現全般について

対　　象：本学の学部生、大学院生・留学生、若手研究者
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2018年度相談件数：２件（大学事務職員から、日本語表記についての

相談）

８．事務報告

⑴　組織

所　　長：玉井　　瞕

研 究 員：岸本　千秋

研 究 員：佐竹　秀雄

研 究 員：柴田　清継

研 究 員：設樂　　馨

研 究 員：冨永　英夫

研 究 員：山﨑　洋子

研 究 員：藤井　達矢

研 究 員：福本由紀子

事務職員：向井　弥生

⑵　所内会議開催

第１回

日　時：2018年４月25日（水）12：15～13：00

場　所：言語文化研究所（Ｉ－609）

⑴　研究活動について

①　研究成果の出版『言語文化研究所年報』

②　「言語文化セミナー」開催

③　「言語文化シンポジウム」開催

⑵　教育活動について

①　本学学生を対象に言語文化についての講義　上記③

②　「日本語相談室」開設　開室　対応

⑶　社学連携・地域貢献活動について

①　「ことばのサロン」開催

②　「オトナのための日本語塾」開催
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③　特別学期における公開講座

第２回

日　時：2018年７月21日（土）12：00～12：55

場　所：言語文化研究所（Ｉ－609）

⑴　平成30年度特別学期公開講座について

⑵　柴田研究員より、「ネーミングのコトバ学」研究の構想について発表
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執筆者紹介

玉井　　瞕　本学言語文化研究所所長

岸本　千秋　本学言語文化研究所研究員

佐竹　秀雄　本学言語文化研究所研究員

柴田　清継　本学言語文化研究所研究員

設樂　　馨　本学言語文化研究所研究員

冨永　英夫　本学言語文化研究所研究員

福本由紀子　本学言語文化研究所研究員

藤井　達矢　本学言語文化研究所研究員

山﨑　洋子　本学言語文化研究所研究員

渡邊　隆信　神戸大学

川地亜弥子　神戸大学

D11642-71002598_編集後記.indd   163 2019/12/19   11:26:01



－164－

編集後記

言語文化研究所年報第29号をお届けいたします。今号は、論文１編のほか、

「言語文化セミナー」（春季）、「言語文化シンポジウム」（ネーミングのコト

バ学）、「言語文化研究所フォーラム」（綴り方教育と言語文化）の３つのイ

ベントにつき、それぞれの開催内容と講演者の講演要旨、資料報告を掲載し

ております。編集に時間がかかり、発行が遅くなってしまいましたことは、

まことに申し訳なく存じます。ご高覧の上、お気付きの点、著者らへのご意

見などをお寄せいただければ幸いに存じます。

『言語文化研究所年報』の過去全号（PDF）を次の URL でご覧いただける

ようになりました。合わせてご高覧いただければ幸甚に存じます。

http://www.mukogawa-u.ac.jp/~ILC/report/magazine/annual.html

岸　本　千　秋
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武 庫 川 女 子 大 学
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Part Ⅲ. Articles Based on the Forum
　１．Research Possibilities of Tsudurikata-Kyoiku in Hyogo Prefecture for 

Linguistic Cultural Studies Yoko YAMASAKI
　２．The New Education Movement as the Background of Tsudurikata-

Kyoiku Takanobu WATANABE
　３．Seikatsu Tsuzurikata （Life Writing） in School from 1930s to 1950s:

Creating Alternative Textbooks Based on Children’s Daily Life Ayako KAWAJI
　４．Writing and SNS Chiaki KISHIMOTO

Ⅲ．The Symposium on “Linguistics of Naming” （Part Ⅲ）：
　Part I. The Opening Address: “Naming in Verbal Culture and Visual 

Culture” Akira TAMAI
　Part Ⅱ. Panelists’ Papers / Reports:
　１．Naming of Doraemon’s Secret Tools
　　　Intentional Connection between Names and Named Things Kaoru SHITARA
　２．Language and Visual Sign Seen in Experimental Movies Tatsuya FUJII
　３．Naming Based on Type and Individual Hideo SATAKE
　４．Naming in Verbal Culture and Visual Culture: 
　　　From the Viewpoint of Children’s Literature and Culture Yukiko FUKUMOTO
　５．How Nicknames are formed 2 Chiaki KISHIMOTO
　６．Cultural Complexity of Pen Name:

The Case of Woman Writers Akira TAMAI

Ⅳ．The Spring Seminar 2019：
　１．The Opening Address Akira TAMAI
　２．Kanbun and the Japanese People Kiyotsugu SHIBATA

Ⅴ．The Outline of Activities of the Research Institute 2018-2019

Ⅵ．Editor’s Postscript
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