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 明治期の英語授業過程に関する一考察  
―広島高等師範学校附属中学校の教育実習教案下書をもとに― 

 

 

馬 本  勉 

 

１．はじめに 

 英語科の教授法が科学的に試みられるようになったのは明治 40 年頃のことだと言

われている。「明治 20 年前後」から「大正 5 年前後」までを 4 期に分けて英語科教授

方針の変遷を述べた金子(1923: 387)によれば、明治 40 年前後に「特に中学校の初年

度の英語教授法が著しく科学的に進歩して来た。中学三年級あたり迄の英語各分科の

授業は分析的であると共に綜合的であるやうにと教授者が努力するやうになつて来

た」という。金子(1923)に見られる記述から判断すると、彼の言う「科学的」とは、

発音本位、分析と総合、系統的などの意味で使われていることが窺える。この頃には、

文法・会話・訳解などを別々に教える「分科教授」が徐々に統合される動きを見せて

きたという(金田 1986: 15-16)。また、授業の型に関する意識が現れてきたのも明治の

末年頃である(金田 1986: 19)。例えば松田(1909)は、明治 41 年に愛媛県師範学校で教

えた教案を公開しているが、そこには、第１部・復習、第２部・新教授(I.予備、II.

教授、III.練習)という形式が存在する。こうした形式に沿った段階的な授業展開が行

なわれ始めたこともまた、金子の言う「科学的」を支えた要素であるかも知れない。 

 このように明治末期の頃に英語教授に大きな進展が見られたとは言え、実際の授業

展開について十分明らかにされているとは言えない。そこで本研究では、明治 40 年

代に行なわれた教育実習の教案下書をもとに、その授業の「型」を考察し、当時の英

語授業過程を解明する一助としたい。 

 

２．教案下書発見の経緯 

 広島県比婆郡口和町(現在は広島県庄原市口和町)の旧家で英語教科書や辞書、自筆

のノートなどが発見され、2003 年 11 月にその調査を依頼された。ノートの記名、葉

書、学割証などから、それらは広島高等師範学校英語部出身の世良壽男(1888-1973) 1) 

の所持品であることが判明した。世良は旧制三次中学校から広島高等師範学校(以下、

広島高師)へ進み、卒業後は旧制小倉中学校で 3 年間英語の教師として勤めている。そ

の後京都帝国大学で哲学を修め、大谷大学の教授として西洋哲学を講じた。 

 彼の所持品の中に、広島高師時代の自筆ノート 21 冊が含まれている。当時の教育

内容を残す貴重な資料として、今後の分析が待たれるところである。そのうち、「栗原

教授・英文学史」と書かれたノートに挟み込まれていた紙片 3 枚が、明治 44 年 2 月

14 日に行なわれる教育実習での授業の教案下書であった。 
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３．明治 40 年代の広島高等師範学校 

 世良の学んだ広島高等師範学校は 1902(明治 35)年に開校した。予科の上に 1 年か

ら 3 年まである 4 年制の学校であった。『広島高等師範学校一覧 従明治四十年 至明

治四十一年』(1907) によると、入学志願者資格は師範学校、官公立中学校、私立中学

校の優等卒業者・卒業見込者(上位 4 分の 1 の順位)、年齢 25 年以下であり、地方長官

による推挙、学校長による選抜を経て入学したという。 

 世良が入学した明治 40 年当時の英語教員は、教授として長屋順耳(海外留学中)、杉

森此馬、栗原基、小日向定次郎、永野武一郎、菱沼平治、傭外国教師としてウィリア

ム・エリオット、ピー・エー・スミスの名前がある。英語部の卒業生には、第 1 回(明

治 39 年卒業)の池田多助、飯島東太郎、第 2 回(明治 40 年卒業)の岡本圭輔、牧一、在

学生には第３学年に丸山英一、松田與惣之助、第２学年に上田畊甫、須貝清一、第１

学年に長田新らの名前がある。また世良と同期の予科には、竹中利一、浅地昇らが名

を連ねている。 

 広島高等師範学校創立八十周年記念事業会(編)『追懐』(1982) によると、広島高師

では海外の教育事情に通じうる中等教育教員養成のため、予科では英語が重視され、

本科英語部では週総時間数 28～26 時間のうち半数以上が英語に当てられた。講読、

文法、作文、会話、読方のほか、上学年では修辞学や英文学、英文学史が課されたと

いう。 

 明治 44 年、3 年生の世良は卒業を目前に控えた 2 月、教育実習生として附属中学校

(以下、附中)の教壇に立つ。附中が開校したのは 1905(明治 38)年、広島高師の第１期

生が卒業年次を迎えた年である。第６期生である世良の卒業年度については、『広島高

等師範学校概覧 自明治四十三年 至明治四十四年』(1911) に詳細な記載がある。それ

によると、附中における「教育演習」(教育実習)について、「中等学校ノ教師タルベキ

資格ヲ一層完全ニセンガ為、特ニ第三学期ニ於テ第三学年生徒ニ対シ教育演習ヲ課シ、

実地授業・仮設授業・参観視察・課題・講話・実務・会合等ノ諸項ヲ修メシム。」(p.28) 

と書かれている。 

 

４．明治 40 年代の広島高等師範学校附属中学校 

 『広島高等師範学校附属中学校一覧 明治四十三年一月』(1910) によると、当時の

附中の英語教諭は野上源造、助教諭には飯島東太郎、杉浦邦司、丸山英一、嘱託とし

て上田畊甫の名がある。野上は東京高師、そのほかの英語教員は皆、広島高師の出身

である。英語教授の目的は「読書力ヲ養ヒ知識界ノ鍵ヲ與フルコト」「思想交通ノ道ヲ

開クコト」「新シキ思想界ニ入リ固陋偏頗ノ思想ヲ打破スルコト」「高尚ナル思想ノ感

化ヲ受ケシムルコト」(p.41) の４点が挙げられており、前の 2 点を実用的、後の 2 点

を訓育的と呼んでいる。また第１学年では、「各分科ニ時間ヲ配當セズ」(p.148) と謳

ってある。 

 当時の附中の英語教育は、「学習上ノ心得」の「4. 英語科」(pp.198-199) にその特

徴を見ることができる。 
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  予習心得 

   一、一学年生ハ予習スル必要ナシ二学年第二学期以後ニ於テハ必ズ予習スベシ 

   二、字書ヲ用フル時ハ発音、意義、活用及変化、同意義ノ語等ヲ調フベシ 

   三、予習ノ際ハ読方ヲモ練習シオクベシ 

   四、予習ハ前日ニナシ置クハ勿論必ズ当日ノ朝再ビ之ヲナスベシ 

  受業心得 

   一、教場内ニテ成ルベク英語ヲ用フベシ 

   二、教師ノ問ニ対シテハ躊躇ナク明瞭ニ答フベシ 

  復習心得 

   一、一学年生ハ予習ヲナサザル代リニ復習及ビ練習ニ全力ヲ注グベシ 

   二、復習ニハ精粗ノ二法アリ常ニ之ヲ並用スベシ 

   三、学習事項ハ全部暗誦シ得ル程度マデニ復習スベシ 

   四、英語ハ練習ノ学科ナリ単ニ記憶スルニ止メズ自由ニ之ヲ使用シ得ルニ至ル 

     ヤウ注意スベシ 

 

 英語は練習の教科であると謳い、暗誦し自由に使えるまで徹底した復習を求めてい

る。1 年生は予習なしとしている点も興味深い。同書の教授要目の第１・２学年の項

に、「耳ト口トヲ練習シ音声及ビアクセントノ正確ナル弁別ト之ヲ発表シ得ル熟練トヲ

養ヒ」(p.43) とあるが、入門期に自己流の癖が付かないようにする配慮だったのかも

知れない。 

 当時の附中の英語教育は、広島高師の教授陣と附中教官とが相計って案を練り上げ

たが、その中心となったのは、附中の主任教官・野上源造であった。彼の教授法に対

する卓見を丸山(1969: 4)は次のように回想している。 

 

在来の訳読方式に加えて、hearing、speaking、writing 方式を多分に取り入れて、

「生きた英語」を教えるという趣旨のものであった。この方式に基づいて新教授

法を組み立てることに、教授の方々も中学の教官もみな賛意を表し、下級生に対

しては出来るだけ oral approach を行い、発音を正し、聴き取り力を養い、話し

方を奨励し、学年が進むに従い、その土台の上に reading を積み重ねていくとい

うことに一致した。 

 

５．教案の内容 

 こうした学校で実施された世良の教育実習生としての授業を、彼の残した教案下書

を元に見ていきたい。下書の内容は次ページの通りである。 

 

 まず、｢予備」は前時間の復習である。授業では、New English Drill Book No.2 の

前課(Lesson 16)の本文を一部入れ替えた英訳練習を課したものと思われる。 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

附属中学校第二学年英語教授案 

 二月十四日(火曜日) 第三時間目 

            教生 世良壽男 

教材 熊本氏ノ New English Drill Book  

   No.2  Lesson XVII, (P32-33.) 

主眼 形容詞ノ比較級及最大級ノ練習 

教具 世界地図、辞書及地理歴史書 

 

教法 

予備予備予備予備 前時間ノ練習 

(a) アナタノ兄サンノ名ハ何トイヒマスカ 

 ①コレヲバ次ノ四通リニ英訳セシム 

 (1) What is your brother's name? 

 (2) What is the name of your brother? 

 (3) What is your brother called? 

 (4) What do you call your brother? 

(b) 第一モ第二モ、第三モ、第四モ全ク仝ジ 

  意味ダ 

(c) 仝ジ事ガ四ツノ違ツタ方法デ言ハレル 

(d) コノ白墨ハ雪ノ様ニ白イ 

 

教授教授教授教授     

(1)(1)(1)(1) Which is the smaller, Asia or Africa? 

 Africa is smaller than Asia. 

         the smaller of the two. 

 Which is the smaller, Africa or Europe? 

 Europe is smaller than Africa. 

          the smaller of the two. 

 Then Europe is the smallest of the three. 

○応用 

(a) アフリカトヨーロッパトハドチラガ大キ 

  イカ 

(b) アフリカハヨーロッパヨリモ大キイ 

(c) アジヤトアフリカトハドチラガ大キイカ 

(d) アジヤハアフリカヨリモ大キイ 

(e) アジヤハ三ツノ中デ一番大キイ 

 

(2)(2)(2)(2) Japan is larger than Korea. 

   支那ハ日本ヨリモ大キイ 

of the two, Japan and Korea, Japan is   

the larger,  

but of the three, Japan, Korea, and China, 

China is the largest. 

○応用 

 大坂ハ京都ヨリモ大キイ 

 東京ハ大坂ヨリモ大キイ 

 大坂ト京都トノ二ツノ中デハ大坂ガ大キ 

 イ、ガ、大坂ト京都ト東都トノ三ツノ中デ 

 ハ東京ガ一番大キイ 

 

(3)(3)(3)(3) 次ノ例ニ於テ先ヅ new words, 

 geography, thick, thin ヲ教フ 

 This dictionary is very thick. 

 The book on geography is very thin. 

The dictionary is thicker than any other 

book on the table. 

 It is the thickest of all the books there. 

 The book on geography is the thinnest. 

 It is thinner than any other book. 

○応用 

He is younger than any other student in 

this class. 

彼ハコノ組ノドノ生徒ヨリモツヨイ 

獅子ハ如何ナル他ノ獣ヨリモ強イ 

獅子ハ総テノ獣ヨリモツヨイ 

 

総括総括総括総括     

(1) 教科書ヲ出サシメテ一回範読 

(2) 二三生ヲシテ読マシメ質問ヲキキ、要点 

   ヲ注意ス 

(3) 聴取、又ハ和文英訳 

a) What lesson had we this hour? 

  We had a lesson in English. 

和) Which is harder to learn, English or  

 French? 

b) French is harder than English. 

c) What is the largest country in Asia? 

  China is the largest country in Asia. 

d) Do you know the name of strongest  

 animal? 

e) It is the lion. 

和) Which is harder, iron or gold? 

   Gold is harder than iron. 

   金ト鉄ノ二ツノ中デハ金ガ堅イ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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前時の復習として「予備」で扱ったと思われる Lesson 16 の本文は次の通りである。

rabbit を brother に、rabbit’s fur を chalk にするなど、一部を入れ替えた応用を課し

ていることが分かる。 

 (1) What is your rabbit's name?  (2) What is the name of your rabbit?  (3) What is 

your rabbit called?  (4) What do you call your rabbit?  Number one, number two, 

number three, and number four have all the same meaning.  The same thing is said 

in four different ways.  (5) My rabbit's fur is as white as snow.  (6) My rabbit has a 

fur as white as snow.  (7) My rabbit has a snow-white fur.  Number five, number six, 

and number seven all mean the same thing.  They are the same in meaning.  You can 

say the same thing in three more ways.  Will you try? 

続く「教授」では Lesson 17 の本文を以下の３つに分け、それぞれ講じた模様である。  

(1)(1)(1)(1) Which is the smaller, Asia or Africa?  Africa is smaller than Asia.  Which is the 

smaller, Africa or Europe?  Europe is smaller than Africa.  Europe is smaller than 

Africa.  Europe is the smallest of the three.  (2)(2)(2)(2) Osaka is larger than Kyoto.  Tokyo 

is larger than Osaka.  Of the two, Osaka and Kyoto, Osaka is the larger; but of the 

three, Osaka, Kyoto, and Tokyo, Tokyo is the largest.  (3)(3)(3)(3) The dictionary is thicker 

than any other book on the shelf.  It is the thickest of all the books there.  The book 

on geography is the thinnest.  It is thinner than any other book.  

「教授(1)」では教科書本文の提示とパラフレーズを行い、「応用」において本文の一

部を入れ替えた訳文を与え、その英訳を課したものと思われる。なお、ここでは教具

の世界地図を用い、教科書本文の欄外に示された新語 (Africa, Europe, smallest, 

larger, largest)の導入を行なったものと思われる。「教授(2)」では教科書に似た例文

を提示し、「応用」において教科書の訳文を与え、その英訳を課したものと思われる。

「教授 (3)」はまず教具として持ち込んだ辞書ならびに地理歴史書を用いて新語

(dictionary, thicker, thickest, geography, thinner, thinnest)の導入をしたものと思わ

れる。その後、本文を一箇所替えた文を提示し、「応用」において本文と類似の例を挙

げ、日本語を与えて英訳させたものと思われる。 

 最後の「総括」では、教師による教科書の範読、生徒の音読と質疑、続いて聴き取

り、または和文英訳を課している。この授業全体としては、文法・文型を押さえた上

で、できるだけ生徒に英語を言わせたり書かせたりして、英語そのものの表現力を高

める性格の授業であると言えよう。 

 

６．教案下書に見る授業の「型」 

 この教案下書に見られる「予備、教授(提示と応用)、総括」という授業の「型」は、

ヘルバルト学派のいわゆる「形式的段階説」(予備、提示、比較、総括、応用)に影響

を受けたものであることは間違いないであろう。ヘルバルト主義に基づく教授書は明

治 30 年代に多く刊行されたという(稲垣・吉村 1993: 55)。例えば小泉・乙竹(1904)

にもヘルバルト主義の影響が顕著に見られるが、その「英語科」の記述において、口



 

 - 24 - 
  

頭練習を中心とする初歩の一般教授は「示範、練習、応用」、読本を用いる場合は「予

備、教授、応用」の段階を経るよう説かれている。 

 世良は「教育・小西教授」と表紙に書いたノートも残している。様々な教授方法を

書き記したそのノートによると、「教授の段階」という節にある小見出し「今日の状態」

の下に、「現在尤も広く用ひらるる段階」として、「(1)予備、(2)提示、(3)比較、(4)総

括、(5)応用」の 5 段階が示され、「時としては単に予備、提示、応用のみ」と書かれ

ている。また、教科によってその段階に異なりが見られるが、「grammar の如きは五

段にしやすきもの」という記述も見られる。 

 世良の授業における「型」は、先に触れた松田(1909)のものと共通点が見られる。

松田は第１部「復習」において、前時間の新語の発音、綴方、問答や、会話、音読を

課し、第２部の「新教授」において、まず「I. 予備」では会話、「II. 教授」では教授

項目毎に意味、発音、綴方、用法を教えた後に、教科書を教師が範読し、生徒に音読

させている。最後に｢III. 練習」では、会話、Dictation、斉唱をさせている。 

 彼らの英語授業に見られる「型」は、教育実習の指導に当たった教官の考えを反映

したものである可能性が高い。附中で松田や世良の指導に当たった野上は、後に『英

語教授』誌上に発表した「復習練習の必要に就て」(1916) の中で、毎時間に行なうべ

き方法として次の 11 項目を紹介している。復習と練習という段階を毎時間に必ず含

めることを求め、その具体的な方法を示している。 

 

(1)ニウウァーヅの復習。発音、綴字、意義(学級に応じては同意語を挙げしめ又

は英語の説明をなさしむ)  (2)ニウフレイゼズの復習練習。意義、用法(其句を使

つて文を作らしむ)  (3)ニウフォームズの復習練習。(其フォームズを用ひて文を

作らしむ)  (4)読方の練習  (5)暗誦   (6)訳解又は一部のパラフレイジング(予め

家庭に於て準備をせしむれば便利なり)  (7)内容問答  (8)内容を自己の英語にて

語らしむ(予め準備せしむれば便利なり)  (9)聴取。一生徒をして読ましめ其内容

を国語又は英語にて語らしむ  (10)筆写。書物を視て之を写さしむ  (11)書取 

 

 附中の教官による英語教授法は、大正 5 年に「中学校初年級英語教授法」、大正 7

年に｢中学校中年級英語教授法」として、広島高師内教育研究会編輯『学校教育』誌上

に発表された。松村(1982)によると、そこに示された「教段」あるいは「教授の段階」

はいずれも｢復習、教授、練習」である。1922(大正 11)年には、附中の英語教授研究

会が開かれた。松村(1971)はその際の実地授業の教案を５つ紹介しているが、そのう

ち３つが、「復習、教授、練習(あるいは応用)」の段階を踏むものであった。 

 この「復習、教授、練習」は、附中において大正期に広く公開されるに至った英語

授業の「型」であると言えよう。この「型」は、松田や世良が教育実習を受けた明治

40 年代にはすでに用いられており、それが発展・定着していったものと思われる。そ

の根底には明治の日本に導入され普及したヘルバルト学派の形式とともに、野上源造

の英語教授に対する信念が横たわっているように思われる。 
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７．おわりに 

 広島高師を卒業した世良は、福岡県の小倉中学校へ赴任する。当時の小倉中学校で

は、英語・数学・国漢の教師は１年生から５年生まで持ちあがりのできる学力ある教

師を採用したいという校長の方針により、新任教師は新卒業生のなかの優秀な者ばか

りを選んだという(松本 1968: 10-11)。そのひとりが世良であった。彼は英語教師とし

て 3 年間勤務した後、西田幾多郎に師事して哲学の道を歩み、後に関西や台湾の大学

で哲学の教師として教壇に立った。「感情の本性」を究明し、深い学識と高邁な人格で

学生を薫育した世良の蔵書の一部は、大谷大学図書館｢世良文庫」として、今なお後進

の研究を支えている(箕浦 1981, 1985)。 

 本研究では広島高師時代の世良が残した教案下書をもとに、明治末年における英語

授業の｢型」解明の糸口を探った。広島高師関係資料の多くは原爆で焼失したが、広島

市から遠く離れた県北の地で発見された世良壽男の資料は、当時の広島高師の教育を

知る上で重要な役割を持つ。明治期の英語授業過程をより詳しく解明するために、ノ

ート等の分析を進めるとともに、類似の資料の更なる発掘を待ちたい。 

 

注 

1) ノートの記名などから、広島高等師範学校時代まで「世良壽男」は「せら かずお」と読ん

でいたようだが、昭和 23 年に大谷大学へ提出された履歴書には「せら としお」とルビが振っ

てある。 

 以下、その履歴書に記載された事項、『三次高等学校同窓会会員名簿』(1988)、大谷大学広報

編集委員会(編)『キャンパスメモランダム』(1985) などを元に、略年表をまとめた。 

    世良壽男 略年表 

 1888(明治 21)年 ８月 広島県比婆郡口北村字大月に生まれる 

 1902(明治 35)年 ４月 広島県立三次中学校入学(第５期) 

 1907(明治 40)年 ３月 広島県立三次中学校卒業 

 1907(明治 40)年 ４月  広島高等師範学校入学(第６期) 

 1911(明治 44)年 ３月  広島高等師範学校英語部卒業 

 1911(明治 44)年 ４月  福岡県立小倉中学校教諭(大正３年３月まで) 

 1914(大正 ３)年 ９月  京都帝国大学文科大学哲学科入学 

 1917(大正 ６)年 ７月  同卒業(専攻 倫理学) 

 1917(大正 ６)年 10 月  京都帝国大学大学院入学 

 1919(大正 ８)年 ９月  京都帝国大学助手(大正 13 年３月まで) 

 1925(大正 14)年 ４月  大谷大学教授 

 1926(大正 15)年 ５月  台湾総督府高等学校教授(この頃、ドイツ、フランスに留学) 

 1928(昭和 ３)年 ７月 台北帝国大学教授 

 1939(昭和 14)年 11 月 文学博士(京都帝国大学) 学位論文「倫理学序説」 

 1945(昭和 20)年 11 月 国立台湾大学に留用される(昭和 20 年 12 月まで) 

 1947(昭和 22)年 ６月  立命館大学講師 
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 1947(昭和 22)年 ９月 大谷大学講師 

 1948(昭和 23)年 ４月 大谷大学教授(昭和 36 年３月まで) 

 1950(昭和 25)年 10 月  関西倫理学会の設立に携わる 

 1973(昭和 48)年  春 逝去 

   世良壽男 業績一覧 

 「仮定としての弁証法的方法」『台北帝国大学文政学部哲学科研究年報』2 (1935): 179-272. 

 「実存的道徳の諸問題」『台北帝国大学文政学部哲学科研究年報』6 (1939): 219-309. 

 「感情の本性と無の問題」『大谷大学研究年報』4 (1951): 3-88. 

 「二種の否定」『大谷学報』36.4 (1957): 1-14. 

 「根拠と根源」大谷大学哲学会『哲学論集』5 (1958): 1-17. 
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