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授業書「明治政府の国づくり・国民づくり」の開発 

― 美術・音楽政策を組み込んで ― 

 

A Development of a Study Book “Nation Building by Japanese Government in Meiji Era” 

--  including the policies of Art & Music  -- 

 

 

 

 

Abstract 

 The purpose of this paper is to develop a “jugyosho” (a sub-reader including both key questions and the 

answers with explanation) for learning nation state building in Meiji Era, in order to make pupils 

understand what the Meiji government did for both making Japan a modern state and changing people into 

civilized one in the field of art, especially music and fine arts.  

In chapter 1, conventional teaching plans of nation state building in Meiji Era are criticized for their 

lacking the viewpoint of teaching that the government struggled to build the nation state in the field of both 

music and fine arts, letting bureaucrats research Western countries’ music, fine arts and the policy for art 

such as building an art museum. In chapter 2, from the viewpoint of developing pupils’ ability to 

understand the nation state building in Meiji Era comprehensively, it is discussed what problems the 

descriptions on cultural history of Meiji Era in current social studies textbooks for junior high schools have. 

The latest research we did discovered that even university students could not relate the revival of Japanese 

traditional culture such as Japanese style painting with the policy of the government which had struggled 

to make Japan a nation state having as much modern political and economic system as the contemporary 

Great Powers, when they read the description on cultural history of Meiji Era in current social studies 

textbooks for junior high schools. So we have to create the “jugyosho” which could make pupils notice that 

Tenshin Okakura and Fenollosa, E. could succeed to revive Japanese traditional art thanks to both their 

own ability and their social status as bureaucrats. In chapter 3, “jugyosho” is shown, which is made up to 

teach Meiji government’s policy for nation state building, including policy for art such as founding schools 

for arts and museums. In the last part, some problems we could not adressed in this paper are stated. 
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本論は、明治期の国民国家形成について、生徒の認識を拡大・深化できる「授業書」（中学校社会科歴

史用）を開発することをねらいとしている。ここでいう認識の拡大・深化とは、文化、なかんずく音楽・

美術を国民国家の形成と結びつけて見ることのできる視点を育成することを意味している。 

こうした視点（の育成）は、従来の社会科教科書・授業実践には欠落しているものである。例えば、「日

本画」が国民国家形成のなかで創出されたものだということを指摘している中学校社会科歴史教科書は、

今のところ皆無である。だが、「日本画」は昔からあったものではない。明治になってから創り出されたも

のである。さらに言うなら、音楽学校、美術学校、そして美術館や博物館なども明治政府が国民国家形成

上、不可欠のものとして創出したものなのである。こうした視点を欠落させたまま、明治期の文化（形成）

について教えてしまうと、フェノロサや岡倉天心は「偉人」としてのみ思念されてしまい、彼らがある社

会的地位にあり、その社会的役割を果たした――たしかに常人以上の働きをしたのだが――という側面が

認識されないのである。 

本論は、こうした状況を改め、生徒の「国民国家」形成についての認識を多面的なものにし得る授業書

案を示そうとした。 

キーワード：国民国家形成  伝統・文化、 日本画  唱歌、 



2 

 

Ⅰ 問題の所在 

 

 本論の目的は、明治期の国民国家形成について、

生徒の認識を拡大・深化できる「授業書」（中学校

社会科歴史用）を開発することである。ここでい

う認識の拡大・深化とは、文化、なかんずく音楽・

美術を国民国家の形成と結びつけて見ることので

きる視点を育成することを意味している。 

こうした視点（の育成）は、従来の社会科教科

書・授業実践には欠落しているように思われる。 

例えば、「日本画」が国民国家形成のなかで創

出されたものだということを指摘している中学校

社会科歴史教科書は、現在、皆無である。だが、

「日本画」は昔からあったものではない。明治に

なってから創り出されたものである。まさにホブ

ズボウムいうところの「創られた伝統1」なのであ

る。では、その創出に貢献したのは誰なのか。そ

れが、岡倉天心でありフェノロサである。天心は

文部官僚であり、フェノロサはお雇い外国人であ

った。彼らの仕事は国家のめざすところであり、

国家に支えられていた。だが教科書は二人をとり

あげても、美術と国民国家創出政策とを結びつけ

るものになっていないのである。 

これが音楽になるとさらに顕著である。どの教

科書も伊澤修二を取り上げていないからである。

文部官僚であった伊澤は、西洋諸国民と肩を並べ

ることのできる国民を育成するために音楽（当時

の言葉では「唱歌」）を初等教育の教科とする必要

性を早い時期から唱えていた。すなわち、西洋の

音楽を取り入れること、ナショナル・ミュージッ

ク（＝国楽）を創り出すことのできる音楽家を育

成すること、音楽教育を学校教育に取り入れるこ

と、こうした提言をしていたのである2。だが、伊

澤を取り上げている中学校社会科教科書はない。

いずれも滝廉太郎とその作品を取り上げているの

である3。しかし、滝が学んだ東京音楽学校を創設

するに功があったのは伊澤である。伊澤がいなけ

れば、また西洋音楽に負けないナショナル・ミュ

ージックを興す方針を政府が打ち出さなければ、

音楽家としての滝は存在しなかったろう。 

明治政府が文化面において、西洋諸国の目を意

識して、「伝統」を創出したのは美術と音楽だけで

はない。「能楽」もその一つである。幕藩体制下、

能は「御能」として特別な地位にあったが、明治

維新により幕府・大名といった保護者を失い衰退

した。それを岩倉具視や久米邦武が、「能楽」とし

て蘇らせたのである4。欧米を回覧した際、西洋諸

国の宮廷には外国使節をもてなすためにオペラが

あることを知った岩倉たちは、日本のオペラたり

得るものを探し求め、能に行き当たったのである。 

要するに、文化も国民国家形成（国づくり・国

民づくり）のための装置だったのである。 

本論では、国民国家形成が芸術や感性の領域に

おいても行われたのだということを生徒に理解さ

せるために、音楽と美術を教材とする。 

それは次の二つの理由による。 

先ず、音楽と美術が児童・生徒にとって身近な

ものだからである。日常的に接するものが、実は

近代の国民・国家の形成のために創出されたもの

であったことを知った時の驚きは大きいであろう。 

今一つの理由は、その二つが「ともに早い時期

から明治国家の政策対象となった点で、特別な芸

術領域であった5」からである。塚原康子はそのよ

うに言う理由を次のように書いている6。 

 

明治二十年（一八七七）に官立の専門教育機関である

東京美術学校と東京音楽学校が設立されるが、これらに

匹敵する官立の演劇学校、舞踊学校はついに置かれなか

った。この一事をもってしても、美術・音楽とそれ以外

の芸術領域との格差は歴然としている。 

 

西洋諸国に負けない「文明的」な趣味・感性を

持つ国民と美術館や博物館など文明国にふさわし

い文化施設を持つ近代国家の創出のために、音楽

と美術が明治政府の政策課題となったのである。 

中学校の教科書に明治の文化が載っている以

上、授業でもとりあげられるだろう。だが、その

創出・変容が政府の政策課題であったということ

を認識させようとしているものは、管見の範囲に

はない。参照したすべての文献・論文7を取り上げ

るのは、本論を冗長なものにするだけであろう。

ここでは次の三つについて論述する。 

まず、砂澤喜代治たちの『明治維新の授業』で

ある。これは 1970 年以降に発表された明治維新
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関係の実践記録のうち最も包括的なものである。

次に、2000年以降に発表された明治時代あるいは

国民国家形成に関する文献を二つ取り上げる。 

『明治維新の授業』は、実験授業の結果とその

考察についてまとめたものである。その単元構想

の基本方針は次の二つであった8――「歴史を動か

した民衆の力を中軸とする」「そのためには、従来

の政治の動きを主とする扱い方をとらないで、経

済の動きを主とし、それにかかわる社会、政治の

動きを扱うことにする」。 

小樽市の潮見台中学校の松浦茂子たちがこの

基本方針を受けて指導案をつくり、実際に授業を

行った。第 7 時間目から第 11 時間目が「国家統

一の動き」となっている。ここで取り上げられて

いるのは政治面からの国づくり（廃藩置県、富国

強兵政策など）、経済面からの国づくり（殖産興業

政策など）、軍事面からの国づくり（徴兵令、軍備

の充実）、文化・教育面からの国づくり（文明開化、

学校制度の充実）であり、これに民衆一揆や士族

叛乱の授業が続いている。政府の国づくりが人々

を犠牲にするものであったことを掴ませようとし

ているのである。「上から」の視点だけで明治の国

づくりを見るのではなく、「下から」の視点によっ

ても見られるようにするという包括的な学習計画

であるが、第 7時以降の主発問（同書、pp.74-84）

を見ても、美術・音楽の面における国づくり・国

民づくりは取り上げられていない。 

次に、2000年以降のものを見てみよう。 

まず、加藤好一の『歴史授業プリント（下）』（地

歴社、2005 年）にある「11 教育の発展と国民

文化の形成」（pp.30-1）である。ここでは、「明治

教育の発展とは」という見出しの下、明治の文化

が「たとえ東京が発信地であろうとも、各地に広

くいきわたった国民文化」（下線は、原文）であり、

その発展を可能にしたのは「国家統一と国民教育

の全国的普及」だったことが述べられている。次

に「代表的人物や作品を調べよう」という見出し

の下に、文学者、画家、音楽家などが取り上げら

れる。画家は黒田清輝、横山大観、音楽家は滝廉

太郎である。岡倉天心もフェノロサも、また伊澤

修二も取り上げられていない。したがって作家に

ついての面白いエピソードとその代表作は何かを

暗記するだけの学習になるであろう。よくてもこ

うした作品を受け容れる層が国家の整備した教育

によって生み出されたという学習が展開されるだ

けで、“音楽や美術の創出に国家が関わっていた・

なぜか”という学習が展開される可能性は低い。 

さて、中村真人「『フランス革命と国民国家の

誕生』の教育内容開発9」をみてみよう。中村は、

この単元の目的を「国民国家論という理論を習得

し、その理論を使って現代世界を考察し追求する

ことができる（力の育成）」（p.77；括弧内は引用

者）とし、次のような指導計画を示した（同上）。 

① 「平等な国民」という意識の芽生え―フラン

ス革命のはじまり―（1時間） 

② 「平等な国民」という意識の強化―反革命勢

力との戦争―（1時間） 

③ 国民統合を図る装置―生活のなかのフランス

革命―（1時間） 

④ 国民国家の輸出―ナポレオン戦争とその正当

化―（1時間） 

⑤ 国民国家の射程―ナポレオン戦争とイラク戦

争―（1時間） 

本論に関係が深いのは「③ 国民統合を図る装

置」である。この小単元の主発問は「なぜ、フラ

ンス革命で、人々は『国民』としてまとまってい

ったのでしょうか」（p.80）であり、知識目標は「国

民を一つにまとめるうえで、異質なもの（干渉す

る外国、封建的なものを象徴する空間、封建的な

ものを象徴する時間）の排除」（p.81）が徹底的に

行われたことを理解することである。そこで、メ

ートル法が封建的・不合理的な空間認識を改める

ものとして制定されたこと、封建的時間を改める

ものとして共和暦がつくられたことが教えられる。 

このように生活文化が変えられたということ

は教えられているが、美術は取り上げられていな

い。また国歌として「ラ・マルセイエズ」が歌わ

れるようになったことが教えられているが、芸術

としての音楽が作り変えられていったということ

も教えられていない10。したがって、フランスの

国民国家は、国民統合のために生活文化を作り変

えた・創造したという知識は習得されても、国民

国家形成のために芸術が政策課題となるという視

点は育成されていないのである。 
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以上みたように、明治期を取り上げた従来の授

業プラン・実践には、音楽と美術の創出を国民国

家の形成と結びつけて見ることのできる視点を育

成しているものは見られない。また世界史のフラ

ンス革命の授業プランにも見られないのである。 

以下、本論を次のように展開する。先ず、美術

史学等によって「日本画」に関連してどのような

ことが明らかにされてきたのかを示すとともに、

現行の中学校教科書にある明治期の文化史記述を

大学生に読ませた時に、どのような読み取りをし

たのか、フェノロサ・岡倉天心・日本画について

示す11。これによって、現在の教科書記述では、“音

楽・美術を国民国家の形成と結びつけて見られる

ようにはならない”ことを確認し、その問題点を

述べる。これは教材についての論述でもある（Ⅱ

章）。次に、授業プランを授業書形式で示す（Ⅲ章）。

教科書や市販の資料集にはない大量の事実を生徒

に示さすためには、「発問－選択肢の提示－答（自

作読み物資料）の提示」という形式をとる授業書

が適切である。最後に、成果と今後の課題につい

て述べる（Ⅳ章）。 

 

Ⅱ 教科書記述に対する学生たちの反応 

 

 各社の教科書記述は、国民国家の形成と美術と

の関わりという観点からするとどのような問題を

持っているのか、まずこれについて述べ、次に、

教科書を学生に読ませたときどのような読み取り

をしたか・またその問題点は何かについて論ずる。 

 

（１）平成 23年版教科書の問題点 

 

 「日本画」関係記述において各社教科書が取り

上げているのは、フェノロサ、天心、狩野芳崖、

横山大観である。本稿では、国民国家形成と美術

との関係を検討するということで、フェノロサと

天心に関する記述をとりあげる。 

 国民国家形成と美術という観点からすると、天

心については「文部官僚」だったということ、フ

ェノロサについては「お雇い外国人」だったとい

う社会的属性の付与が不可欠である。だが、これ

が行われている教科書は少ない。 

また、「日本画」については、そもそも「日本

画」という概念が明治以前にはなかったことを明

示しているか否かがポイントである。西洋画と在

来画とが対置され、そこから新しい日本絵画の創

出が天心らによってめざされたということ、また

それがある時期までは政府高官によって支持され

た美術政策であったということにつないでいくた

めに必要な知識だからである。しかし、こうした

記述が見られる教科書は、現在、皆無である。 

 

① 岡倉天心に関する教科書記述について 

天心が文部官僚であったことを示しているの

は、7社中 1社のみであり、他の 6社では天心の

社会的地位についての言及はない。 

岡倉天心（1862～1913）は明治 13年７月に東

京大学を卒業し、９月に文部省に入った。当時、

文部省で実権を握っていたのは、同年２月から文

部少輔となっていた九鬼隆一（1852～1931）であ

り、「九鬼の文部省」と言われる時代が明治 13年

から 17年頃まで続いた12。天心の日本美術復興の

活動は、九鬼の下で職務として行われたのである。 

天心は、明治 17 年に法隆寺の秘仏をフェノロ

サやビゲローとともに開扉させるが、それは文部

省の美術行政の一環として行われたものである。

一介の青年が、僧侶たちの反対を押し切って、秘

仏を開扉させることなど出来るはずがないのであ

る。また天心は、明治 17 年、それまでの鉛筆画

による美術教育を毛筆画教育に切り替えるが、こ

れも文部官僚として行ったことであり、明治 22

年2月開校の東京美術学校のカリキュラムを伝統

画（＝「日本画」）中心にしたのも、文部官僚とし

ての仕事である。天心の文部官僚としての伝統美

術復興・発展のための活動は、明治 31 年 3 月、

東京美術学校の校長職を退くまで続く。 

したがって、日本文教出版社の教科書に見られ

る「文部省の職員であった岡倉天心」（p.171）と

いう記述は瞠目されるべきものである。こうした

記述がない限り、天心の事績は総てその個人的力

量によるかのごとくとらえられてしまい、政府が

国策として伝統美術の復興に力を入れていたとい

うことを生徒に伝えられないであろう。 
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② フェノロサに関する教科書記述について 

これはフェノロサの場合にも言えることであ

る。フェノロサの場合、「東京大学の外国人教師」

としているのが 1 社、「アメリカ人教師」として

いるのが 1 社、「文部省の職員」・「ボストン美術

館東洋部長」としているのが 1 社である。他の 4

社は単に「アメリカ人」としている。天心に比べ

れば、フェノロサに関する記述の方が国家の美術

行政に子どもたちの目を向けやすいものが多いが、

全社の記述がそうなっているわけではない。また、

「東京大学の外国人教師」ましてや「アメリカ人

教師」だけでは、「お雇い外国人」との違いが十分

に分かりにくく、「お雇い外国人」というフェノロ

サの社会的属性を正確に理解させるためには、教

師による補足説明が必要である。 

 フェノロサと政府の美術行政との関わりについ

て、研究者たちがどのようなことを明らかにして

きたのか。簡単に見てみよう。 

 ハーバード大学の大学院を出て間もないフェノ

ロサ（1853～1908）が妻のリジーとともに来日し

たのは、明治11年であった。フェノロサは26歳。

東京大学の政治学・理財学の教師として招かれた

のである。美術学校にも通ったことのあるフェノ

ロサは来日早々、日本の伝統美術に興味を示し、

谷中辺りの骨董店に顔を出し古美術品を買い集め

た。他方、当時隆盛だった洋画にも興味を示し、

洋画界のリーダーの一人、高橋由一を訪い、絵画

について講演させてくれと依頼してもいる。 

しかし、次第に伝統美術の方に傾斜し、明治13

年の夏休みには、卒業を目前にした天心を通訳と

して、狩野友信、住吉弘賢等と共に奈良の法隆寺、

唐招提寺、京都の東福寺、大徳寺などを訪れ、彼

等に古画を模写させるほどになる。さらに明治15

年 5月、龍池会に依頼され、“伝統画復興‐洋画

排撃”に大きな弾みを与えることになった講演を

行う13。これに一枚噛んでいたのが天心であり、

九鬼隆一であった。そこで保坂清などは「フェノ

ロサは、その（伝統美術復興）運動に動員された

講師の一人であったに過ぎない14」と言う。これ

が中村愿になると、今泉雄作の次のような回想を

引用してフェノロサは文部官僚たちの操り人形に

すぎなかったとまで言うのである15。 

 

ソレ〔文部省の美術戦略〕を知ってるのは、浜尾（新
あらた

）

男爵、九鬼男爵、岡倉、ソレに私位なものですよ。浜尾、

九鬼両男爵が上の方を働き、その下働きを岡倉がし、そ

の書記を私がして、ヤット日本に美術学校も、博物館も、

その他美術に関する色々などが、あるに至ったものです。

全く此の四人がやったものです。／外に一名、仏(ママ)

人でフェノロサというのがある。西洋人の口から日本美

術を称賛さゝぬと、日本の大官達が美術のことに力を貸

して呉れぬので、フェノロサに仕切りに日本美術を称賛

さしたものです。フェノロサを抱き込んだのも岡倉の策

です。 

 

 講演会場には福岡孝弟文部卿以下貴紳数十名が

招かれていた。フェノロサは、油絵と南画（文人

画）を芸術的価値の低いものときめつけ、「日本画」

（狩野派などの伝統絵画）を称揚した。フェノロ

サがこの演説を行った頃は文人画と洋画が勢いを

持ち、伝統絵画は両者に押され苦しい状況にあっ

た。フェノロサの演説は、文人画の人気を凋落さ

せ洋画派を追い込み、伝統画を復活させる契機と

なったのである。 

その後、フェノロサは、狩野芳崖（1828～1888）

に出会い、彼に西洋画の技法等の摂取を勧めた。

こうして、フェノロサは伝統絵画が「日本画」に

変貌していく道を、芳崖、天心等とともに拓いた

のである。だが、東京美術学校の教授となった橋

本雅邦（1835～1908）16の手により、横山大観、

菱田春草、下村観山などが育って行くと、多くの

「お雇い外国人」と同じくフェノロサも明治政府

によって切り捨てられていったのである17。 

 

③ 「日本画」について 

北澤憲昭によれば、明治10年代半の「日本画」

をめぐる状況は次のようなものであった18。 

 

  …（略）…、しかし、それでは、そのとき（フェノロ

サが講演を行った明治 15 年）「日本画」というものは、

いったいどこに存在していたのか。…（中略）…。（こ

の頃には）「日本画」という語は未だあまり見なれぬも

のだったと思われるし、それはともかくとしても、当時

の日本絵画の内実たるや、さまざまな画派が、もつれた

麻のごとく入り乱れているといった状態であり、とうて

い統一的な存在として思念されるようなものではなか
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ったのである。…（中略）…。たとえば『真説』出版の

前月に当たる（明治）一五年一〇月に開催された農商務

省主催の内国絵画共進会では、国粋主義の風潮を承けて

洋画の出品が拒絶され、在来画派ばかりが一堂に会する

ことになったのだが、その内容は次のように分類されて

いた。 

 第一区 巨勢、宅間、春日、土佐、住吉、光琳派等 

 第二区 狩野派 

 …（以下、第六区まで示されているが省略）… 

 

 では、誰が・何のために「日本画」という概念

を創り出したのか。これに対する北澤の答えは明

快である――「維新に至るまでそれぞれの共同体

に割拠し、またそれぞれの身分にあまんじてきた

民心を一つに統合して、維新＝明治の指導者たち

が、幻想共同体としての国民国家を形成＝虚構し

ていったように、『日本画』（それはまた当時から

『国画』とも呼ばれていた）も、それから『日本

美術』も政治的につくりだされていったのだ19」。 

 要するに、美術も国民の創出と統合の装置だっ

たのである。 

「美術」ばかりではない。それを研究し、日本

の美の伝統を学的に跡づけていく「日本美術史」

もそうした装置の一つとして生み出されたもので

ある。高木は次のように述べる――「高等学校の

日本史の教科書にある、飛鳥・白鳳・天平文化と

いった美術史の時代区分は、いつ頃からあったの

だろうか。あるいは教科書で枠に囲まれ暗記した、

法隆寺金堂の建物や釈迦三尊像を飛鳥文化の『主

な美術作品』（…略…）とする美術史の方法論はど

こに起源するのか。／結論から述べると、日本が

欧米列強に伍して肩を並べていこうとする一八八

〇～九〇年代に、自らの自画像として日本美術史

が描かれた。オーストリアやイギリス、ロシアと

いった列強が独自の文化的『伝統』を誇示する国

際社会において、日本も独自の歴史的・文化的『伝

統』を誇示できることが、『一等国』たる条件であ

った20」。 

 さらに言えば、「日本美術史」において貴重なも

のとされた作品を収蔵・展示する場所として博物

館や美術館が政府の手によって創られたのである。 

 

④ 小括 

僅か数行の教科書記述に、上述のようなことを

総て書きこむことは無理である。だが、天心やフ

ェノロサの社会的属性を明示すること、また明治

以前にはなかった「日本画」が「西洋画」に対す

る概念として新たに生み出されたこと。これらは

２～３行程度の増加となるだけであり、決して無

理ではないし、必要なことである。その必要性は

次節の大学生たちに行った調査結果をみれば明ら

かである。 

 

（２）教科書記述に対する学生たちの反応 

 

 ① 調査について 

平成 29年 5月 2日（火）、Ａ大学（仮名）2年

生 98 名に、中学校社会科歴史教科書の記述（各

自に見開き2ページ分のコピーを配付）を読ませ、

次の質問に回答を求めた（調査時間 25分）。 

 

1）岡倉天心についてどんなことを思いましたか。 

2）フェノロサについてどんなことを思いましたか。 

3）日本画についてどんなことを思いましたか。 

4）日本画はいつごろ出来たと思いますか。次の選択

肢の中から一つ選んで○で囲んで下さい。「その他」

と答えた人は、ではいつ頃（誰の頃）だと思うか、

カッコのなかに書いてください。 

弥生時代（卑弥呼の頃）、奈良時代（東大寺の大仏ができ

た頃）、平安時代（藤原道長の頃）、鎌倉時代（頼朝の頃）、

室町時代（足利義満の頃）、安土・桃山時代（織田信長の

頃）、江戸時代（元禄文化の頃）、その他（      ） 

5）なぜその時代と思ったのか。理由も書いて下さい。 

 

 学生たちの多くは小学校教員を志望している。

学生を大きく二つに分け、第 1 グループ（62名）

には帝国書院のものを、第２グループ（36名）に

は東京書籍のものを読ませた。東京書籍の教科書

を選んだのは、その市場占有率が圧倒的だからで

ある。また、帝国書院を選んだのは文化史記述が

他社とは異なり「国民の形成」という見出しの下

に収められているからである。帝国書院の方に回

答者を多く充てた理由はこれによる。 

 さて、両社の記述は以下の通りである。 
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《東京書籍の場合》（pp.170-1；括弧内は引用者。

フリガナは省いた。／は原文における改行） 

 

〇「近代文化の形成」という見出しの下、「日本の美と欧

米の美」という小見出しで： 

  19世紀の終わりごろ、日本の文化の課題は、それまで

の宗教や道徳にしばられることなく、欧米の文明を取り

入れつつ、いかに新しい日本の文化をつくり出していく

かというところにありました。／美術では、明治維新の

時期にいったん否定された日本の伝統の価値が見直さ

れるようになりました。アメリカ人のフェノロサが岡倉

天心と協力して日本の美術の復興に努め、日本画の横山

大観や狩野芳崖、彫刻の高村光雲などが、近代的な日本

の美術を切り開きました。／その一方で、欧米の文化を

取り入れた新しい文化も生まれ、…（以下、省略）…。 

〇本文とは別に： 

・問いかけ＝「日本画と洋画の違いは何かな。」 

・記述＝「新しい美術 明治時代には、日本画と洋画の技

法などを調和させた、新しい美術の流れが生まれました。

1887 年には、岡倉天心などによって東京美術学校（今

の東京芸術大学）が創立されました。 

《帝国書院の場合》（pp.168-9；括弧内は引用者。

フリガナは省いた） 

〇「形成される日本国民」の見出しの下、「欧米文化と伝

統文化」という小見出しで（但し、括弧内は引用者）： 

（この前に、“「国民」化の政策”という小見出しが置か

れ、そこでは生活文化に起こった変化がおよそ次のよう

に記述されている⇒政府が国民として同じような考え

や生活習慣を身に着けるように求める政策を進めた；そ

の政策の下、学校で「標準語」が教えられたりするよう

になった；時間遵守の習慣も国民に教え込まれ徐々に国

民の新しい生活文化が出来上がっていった） 

明治維新後、人々は欧米の思想や文化を積極的に受け

入れるなかで、個人の主張や…（中略）…。 

美術の分野では、黒田清輝・高村光雲・荻原守衛らが

西洋の絵画や彫刻を学び、新しい表現を広めました。一

方、日本の伝統的な文化は、維新後しばらくかえりみら

れませんでしたが、日本美術に深い関心を持ったアメリ

カ人フェノロサらの外国人の目によって、その芸術性が

見直されるようになりました。フェノロサに学んだ岡倉

天心は、日本美術の良さを海外に広め、横山大観らと日

本画の近代化に努めました。…（後略）…。 

 

 ② 結果と考察 

 

Ａ．岡倉天心の場合 

東京書籍の教科書を読んだ 36 名の反応で最も

多かったのは、「伝統の復興に携わった人」（男3、

女 11、合計 14件21）、それ故に「すごい人・偉大

な人」（男 2、女 5、合計 7件）であった。両者を

合わせると「伝統復興」関係の反応は 21件（58.3

＝21/3622）である。 

次が、「東京美術学校を創立した人」（男 0、女

6、合計 6 件；16.7＝6/36）であり、それに続い

て「日本の芸術（の近代化）に貢献した人」（男 1、

女 3、合計 4 件；11.1＝4/36）であった。この三

つで、およそ 86.1＝31/36となる。 

後は「引き出しの多い芸術家」（天心の社会的

属性を誤認）、「なぜフェノロサと力を合わせるこ

とができたのか」など様々であった。  

帝国書院の場合には、最も多かった反応は、「日

本美術の良さを海外に広め」という部分に関わる

ものであった。「海外に日本美術の良さを広めた人」

といった事実的回答記述（男 2、女 8、合計 10件）、

「それはすばらしい・すごい」といった評価的回

答記述（男 11、女 7、合計 18 件）、「だから日本

文化に誇りを持っていた」「愛国心を持っていた」

という推定的回答記述（男 0、女 2、合計 2 件）

を合わせると 30件（48.4＝30/62）である。 

次に多かったのが「日本画の近代化に努めまし

た」という部分に関わるものであった。すなわち、

事実的回答記述が 12 件（男 7、女 5）、評価的回

答記述が 6件（男 5、女 1）、推定的回答記述（「明

治の人らしいことをやった」）が 2件（男 1、女 1）、

「日本画の近代化とは何か」「近代化をどう実現し

ようとしたのか」といった疑問的回答記述が 4件

（男 1、女 3）である。すなわち合計 24件（38.7

＝24/62）であった。 

したがって、「海外への広め」と「近代化」と

いうこの二つの事柄に関わる反応だけで 87.1＝

54/62となる。 

後はさまざまであるが、その中で一つだけ、本

論のテーマと関わって注目すべき反応があった。

それは体育専修Ｓ女のもので「政治の仕方が変わ

った時代、作品はその影響を受けたのかな、と思
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った」というものである。帝国書院の美術・音楽

関係記述が「国民形成とそのための政府の政策・

施策」といった大きな枠組のなかに組み込まれて

いるからこそ、出て来た反応であろう。だが、62

人中ただ 1 件の反応であり、1.6＝1/62 でしかな

い。Ｓ女のような反応は、東京書籍のものよりも

帝国書院の場合の方が出やすいと考え、こちらに

大量の人数を充てたのであるが、結果は上記の通

りであった。 

 

Ｂ．フェノロサの場合 

東京書籍の教科書記述が「アメリカ人のフェノ

ロサが岡倉天心と協力して日本の美術の復興に努

め」となっているからであろう。フェノロサの場

合にも、「伝統の復興に携わった」に関する反応が

最も多かった。その内訳は次の通りである：「伝統

の復興に貢献した」といった事実的回答記述（男

3、女 7、合計 10件）、「それはすばらしい・すご

い・視野が広い」といった評価的回答記述（男 0、

女 8、合計 8 件）、推定的回答記述（だから、「日

本の美術を愛していたのだろう」）が 1 件（男 1、

女 0）、「なぜ、アメリカ人であるフェノロサが（天

心と協力して）伝統の復興に携わったのか」とい

う疑問的回答記述（男 2、女 9、合計 11件）。 

これらの合計は 29件（80.6＝29/36）である。 

次に多かったのが、記述を読んでも「特に何も

思わなかった」（男0、女 3、合計 3件）であった。 

後はさまざまであったが、中には「東京美術学

校を創立した」（女１）、「印象派の画家と一緒に学

んだ」（女１）などの誤認も見られた。 

帝国書院の場合には、「日本の伝統的な文化は、

維新後しばらくかえりみられませんでしたが、日

本美術に深い関心を持ったアメリカ人フェノロサ

らの外国人の目によって、その芸術性が見直され

るようになりました」という個所と関わった反応

が最も多い。すなわち、「日本文化の見直しに貢献

した人」「日本人に自文化の良さを改めて気づかせ

た人」といった事柄に関して、事実的回答記述12

件（男 5、女 7）、「それはすばらしい・すごい・

日本文化が世界に広がるきっかけを作った偉大な

人」といった評価的回答記述27件（男16、女11）、

推定的回答記述（「日本の美術によほど感銘を受け

たのだろう」など）が 7件（男 2、女 5）、「なぜ、

フェノロサは天心を選んだのか」「日本美術のどこ

に惹かれたのか」などの疑問的回答記述 18件（男

8、女 10）であり、これらを合算すると 64 件、

103.2＝64/62 である。すなわち、「日本文化の見

直しに貢献した人」「日本人に自文化の良さを改め

て気づかせた人」といった事柄に学生の反応が集

中しているのである。 

 

Ｃ．日本画の場合 

紙数の関係上、日本画の場合には、いつの時代

に創られたものと考えているか、それはどのよう

な理由によるのかだけを見てみよう。これに関す

る記述は東京書籍にも帝国書院にも見られないの

で、合算したものを示す（分母が 98名になる）。 

○いつ創られたか：平安時代という回答が圧倒的

に多く、39名（39.8％）であった。次が奈良時代

で、16 名（16.3％）、それに室町時代と江戸時代

が続き（いずれも 14名＝14.3％）、さらに鎌倉（7

名＝7.1％）、弥生（5名＝5.1％）と続く。最も少

ないのが安土・桃山で、1 名（１％）であった。

「その他」としたものが 2名（２％）おり、いず

れも「飛鳥時代」という美術史区分で答えていた。 

○平安時代とした理由：最も多かったのは、「国風

文化」（独自の文化）がこの時代に成立したという

知識と結びつけて、この時に「日本画」も成立し

たのだろうとした回答である。14 名（35.9％＝

14/39）がこのように答えていた。このうち 2 名

は「大和絵」を理由に挙げていた。 

これに次ぎ、数的にはほとんど変わらないのが

上記の「大和絵」風の作品を「日本画」ととらえ

ているために平安時代にしたと思われる回答――

絵巻物ができた頃、貴族の生活を描いたもの、百

人一首のイメージなど――である。これは 13 名

であり、33.3％（13/39）となる。 

すなわち、この二つの理由づけ（国風文化、日

本画＝大和絵風の絵画というイメージ）が 69.2％

を占めるのである。これに「（時代が落ち着いて；

平和で）文化が盛んになった時」という回答の 5

人（12.8％）を加えると、82％となる。さらに「な

んとなく」の 4名を加えると、92.3％になる。 
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Ｄ．考察 

 現行の教科書記述では、やはり天心やフェノロ

サの事績は個人的なものとして捉えられてしまう。

天心やフェノロサを「すごい人」「偉大な人」とす

る回答が多く見られるのがその証左である。他方、

天心・フェノロサの仕事を国家政策と結びつけた

回答は皆無である。 

また、彼らの仕事が「日本画」づくりになって

いたことも捉えられていない。回答から判断する

と、学生たちはそもそも「日本画」は江戸時代以

前から存在するものと考えている。したがって、

明治になって諸派伝統画と西洋画を踏まえて国画

として日本画が作られたという考えは、教えない

限りどこからも生まれてこないのである。帝国書

院のように「国民の形成」という大きな括りの中

に入れて、天心・フェノロサの仕事、日本画や日

本美術について記述しても、生徒たちの思考は国

づくり・国民づくりのために日本画が明治になっ

てつくられたというところには至らないであろう。

学生たちの回答状況がそれを物語っている。 

 次章では、こうした教科書の実態や授業実践の

状況を乗り越えるための授業プランを示そう。 

 

Ⅲ 授業書「明治政府の国づくり・国民づくり」 

 

授業の目標及び構成を次のようにした。但し、

紙数の関係からⅠ～Ⅲ次については、概要と主発

問だけを記した。 

 

□ 統括目標：明治政府は日本を西洋列強に負けな

い国家とするために、政治面・経済面・生活文化

面・芸術面など多方面から国づくり・国民づくり

を進めた。 

□ 構成（単元の指導計画概要）  ……全 9時間 

 

Ⅰ次 パラレル・ワールド「ウソアニア」を救え！  

幕末～明治期の日本が置かれたのと似た状況――

先進資本主義国・軍事強国・異文化国（これらを一

括してウェスタン諸国とする）による強い通商要求

に国家として応えざるを得ない、また異文化を受容

せざるを得ない――にある「ウソアニア」を救うに

はどうしたらよいかを考える。   ……（2時間） 

〇 主発問＝「ウェスタン諸国に対抗するために、

政治・経済・軍事・教育面・生活文化、それぞれ

の面で、ウソアニアの人々は一丸となって何がで

きるだろうか」 

〇 学習内容と活動＝政治グループ、経済グループ

などに分かれて、グループ毎に 10以上の対応策を

考える。他グループが、対応策にコメントを付す。 

〇 資料=教科書（東京書籍平成 23 年版の場合は、

pp.134-45；幕末の日本と西洋列強のアジア進出）、

読み物資料=「危機のウソアニア」（教師自作；省

略） 

 

Ⅱ次 明治政府に学ぼう！ 

「ウソアニア」と似た課題を抱えていた明治政府

がどのような対応策を打ち出したのかを知り、それ

と自分たちの考えた「ウソアニア」改造プランを比

べ、日本の政策のよい所を学ぶ。悪いところは批判

する。   ……（３時間） 

〇 主発問＝「日本が採った対応策でウソアニアが

取り入れた方が良いものはあるだろうか・取り入

れるべきでないものはあるだろうか」 

〇 学習内容と活動＝政治グループ、経済グループ

などに分かれて、明治政府の行ったこと（生活文

化の改革＝文明開化；政治制度の改革＝廃藩置

県・憲法制定・議会開設など；外交＝遣欧使節の

派遣・朝鮮などとの条約締結；経済振興策＝殖産

興業・北海道開拓；交通・通信整備＝郵便制度・

電信網；教育改革；軍事改革など）を教科書等で

調べ、グループごとに取り入れると良いと思った

もの・明治日本がやるべきではない、と思ったこ

とを発表する（判断基準として：国が強くなるか、

豊かになるか、西洋諸国に追いつくのに必要か；

国民の経済的負担はどうか；国民の権利は守られ

ているか）⇒判断基準に基づいて、学級全体で討

論する。教師は生徒が問題にしたもの以外に、次

の論題を必ずとりあげる。民主政を可能にする国

民とはどういうものかについて考えを深めるた

めである： 

・「ウソアニア憲法」も大日本帝国憲法と同じ内

容にするべきか。 

〇 資料=教科書（東京書籍平成 23 年版の場合は、

pp.146-69）、市販の資料集（『アドバンス中学歴史

資料』帝国書院、2011 pp.130-41）、読み物資料

「中江兆民はこう言わせたが……」（「三酔人経綸
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問答」より、『日本の名著 中江兆民』中央公論社、

1970 pp.203－72） 

〇 読み物資料「中江兆民はこう言わせたが……」

（自作） 

中江兆民は、「三粋人経綸問答」という著書の中で、

絶対平和主義と民主主義を説く「洋楽紳士君」、軍事

力充実重視・大国主義を説く「豪傑君」そして「南

海先生」に次のようなことを言わせています。あな

たが明治時代に生きた人だとすると、どの説に賛成

しますか？ 

洋楽紳士君：君主を置かないで、大統領制のような

民主政をとる国の政治の仕組みは、理屈の上で

は大変良いが、実際にはよくないという人たち

がいる。民主政ができるのは、国民の知識が進

んでおり、一人ひとりがきまりやルールをきち

んと守るような国でなければ混乱を招くだけだ

というのだ。でも本当にそうだろうか。たとえ

ば、アメリカ人はみんなが進んだ知識を持ち、

りっぱな人格の持ち主なのだろうか。そんなこ

とはない。でも、アメリカは民主政でりっぱに

やっているではないか。君主と議会の二つを置

く立憲君主制――君主やそれを助ける知識・人

格共に優れた人たちが片方にいて、もう一方に

一般の国民から選ばれた人々からなる議会があ

る――の方がいいという人たちがいるが、それ

は間違っている。なぜなら、その国民が持って

いる自由とか平等といった権利は君主から与え

られたものだからだ。…（後略）…。 

 

Ⅲ次 「ウソアニアよ、銃を取れ！」 それでいい？ 

「ウソアニア」と東の大国「チョチョン」との雲

行きが怪しくなってきた。ちょうど、日本が清国や

ロシアと戦った時のようにである。 

〇 主発問＝「ウソアニアの大思想家、大江万民先

生が書いた本に出てくる二人の人物の主張をもと

に、ウソアニアはチョチョンと戦争すべきか否か

を考えよう」 

〇 学習内容と活動＝自作読み物資料「ウソアニア

よ、銃を取れ！」を読んで、ピースさんに賛成す

るかゲバルトさんに賛成するか、クラス全員でパ

ネルディスカッションを行う。立場は三つ、ピー

ス派・ゲバルト派・迷ってる派。これによって、

日本が日清戦争に向かっていったときの国民の思

想的雰囲気を掴ませたい（特にゲバルトさんの考

え方）。それと同時に戦争に至らないようにするた

めに、外交というものがあることに気づかせたい。 

〇 読み物資料=「ウソアニアよ、銃を取れ！」 

大江万民先生は、「ウソアニアよ、銃を取れ！」の

なかで二人の人物に議論させています。一人はピー

スさんで「ウソアニアは平和主義と民主主義を採る

べきだ」と主張しています。もう一人はゲバルトさ

んで「強力な軍事力を持ち、経済もしっかりしてい

て領土も大きな国家でないと国際社会のなかでは独

立国としてやっていけない。だから世界の文明から

遅れているチョチョンと戦争し、その領土を取って

ウソアニアは大国になるべきだ。ピース君の平和主

義や民主主義は理想論に過ぎない」と言います。 

先ず、ピースさんの主張を詳しく聞いてみましょ

う。 

ピース：民主平等の制度は、あらゆる制度のなかで

最も進んだものであり、理想的なものです。ですか

ら、いつかは世界中の国が採ることになる制度なの

です。今のウソアニアのような弱小国が富国強兵策

をとってもたかが知れています。軍事力や経済力で

ウェスタン諸国に対抗できるようになるなんていう

ことは考えられません。それなら、いっそ、理想に

徹して世界一の平和で民主的な国をめざすべきです。

軍事に回すお金も教育や科学、国民の福祉に回して、

学問の進んだ、一人ひとりの国民が幸せに暮らす国

を目指すべきです。宝石のようなすばらしい国がで

き、世界中から尊敬されるようになれば、どこの国

もウソアニアを侵略しようなんて考えなくなるでし

ょう。…（後略）…。 

〇 生徒たちの話し合いを深めるための発問＝外交

努力で戦争を避けることは無理なのだろうか。 

 

Ⅳ次 ウソアニア、最後の仕上げ。日本に学べ！ 

明治期の日本は、社会進化論的文化・文明一元主

義の考え方に基づき、自国の文化を欧米人から見て

も恥ずかしくないものにすべきだと考え、国画・国

楽を興す政策を進めた。この学習のために、ウソア

ニアの美術・音楽改革をどうするかという学習課題

を設定し、明治日本に目を向けさせる。                       

……（2時間）     

〇 事象提示＝ウェスタン諸国から来た外交官たち

が、初めてウソアニア帝王に会うために宮廷で待
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っていました。その時、彼らにとっては奇妙とし

か言いようのない音楽が鳴り、それに合わせてウ

ソアニア帝王が現れました。外交官たちはあまり

にも奇妙な音楽を聴いたので笑いをこらえていた

のですが、帝王の様子があまりに風変わりだった

ので、とうとうこらえきれず皆そろって大笑いを

してしまいました。会見はめちゃめちゃになって

しまいました。その後、帝王はじめウソアニアの

役人たちはみなウェスタン風の格好をするように

なりました。さて、ウェスタン諸国の人々が、観

光でウソアニアに来るようになりました。観光客

たちは異口同音に、「ウソアニアの景色はいいけれ

ど、文化施設がないね。博物館もないし美術館も

ない。まあ、そういうものを作ってもウソアニア

には展示できる絵や彫刻がないんだろうなぁ。ま

だまだ文明国じゃあないね」と言いました。 

〇 主発問：ウソアニアは、ウェスタン諸国に負け

ない文明国になるために、どんな音楽や絵画をつ

くり出したらいいのだろうか。そのために、政府

は何をすべきか。 

〇 選択肢（予想される反対意見） 

 １）徹底的にウェスタン諸国の真似をして音楽も

絵画もウェスタン風のものにする。そのための学

校を政府がつくり、そこに外国から教師を招く。

美術館なども政府がつくって、そこには当分、ウ

ェスタン諸国から買った名画などを展示する。（そ

れではウソアニアらしさはなくなってしまう；先

生がみな外国人なんて嫌だなど） 

 ２）政府はウソアニアの音楽や絵画こそが、真の

芸術なのだということを国内外の人々に訴え続け、

従来通りの音楽や絵をつくり出すことを音楽家・

画家に奨励する。 

 （優れた音楽や芸術には国境はないはず；昔から

のものにこだわっていたら進歩しないなど） 

 ３）従来の音楽や絵を完全に捨てることはしない

で、ウェスタン風芸術の良いところを取り入れて、

新しいウソアニア画とウソアニア音楽を創り出す。

（簡単にそんなことを言うけど誰がウェスタン風

芸術の良いところを教えるのか；そんな簡単に異

質なものをくっつけることができるのかなど） 

指示：明治期の日本は、ウソアニアと同じような状

況にありました。資料を配るから読んでみましょ

う。 

〇 資料「明治の日本に学べ！」 

明治になって日本は、西洋諸国の進んだ文明を取

り入れようと政府が積極的に国民に働きかけました。

服装、髪型を西洋風に変えることを国民に勧めたり、

暦をこれまでの太陰暦から太陽暦に改めたりしまし

た。郵便制度も整えました。新橋－横浜間に鉄道も

敷きました。牛乳を飲むことも勧めました。このよ

うに国民のくらしが西洋風に変えられていくことを

当時の人々は文明開化と呼びました。 

福沢諭吉など、当時の知識人のなかには国も国民

も西洋に負けないように文明を創り出さなくてはい

けないと説く人たちがいました。その中のひとり神

田孝平は、明六雑誌に「国楽ヲ振興スベキノ説」と

いう論文を書き、日本は日本独自の音楽を創り出さ

なくてはいけないと主張しました。明治７年のこと

です。神田は「西洋の音楽はすばらしい。それに比

べて日本の音楽は低俗だったり単調だったりで面白

くないものばかりだ。そうかといって音楽に関して

は西洋のものをそのまま受け入れるわけにはいかな

い。何とか頑張って日本の音楽、すなわち国楽を創

り出さなくてはいけない」ということを書いたので

す。その中で神田は相撲は野蛮だからやめさせろと

いうことも言いました。 

政府から欧米の教育制度を学んでくるようにと言

われて、明治８年、アメリカに渡った伊沢修二（文

部省の官吏）は、アメリカの師範学校に入学し唱歌

（音楽）の授業を日本に取り入れようと研究します。

明治 11年アメリカから帰国すると、明治 12年に政

府に小学校で唱歌の授業ができるよう準備をすべき

だという意見書を提出します。政府はそれを容れて

音楽教育の準備を進めます。そのためにアメリカか

らメーソンという音楽教師が呼ばれました。伊沢は

メーソンと力を合わせて、日本の子どもたちが歌え

るような唱歌を作り出していきます。さらに明治 19

年には官立の音楽学校を作るよう政府に提言します。

政府は明治 20年に東京音楽学校を作り、伊沢が初代

の校長に任命されました。音楽学校は、小学校など

の音楽教師を養成する一方、音楽家も養成すること

になっていました。ここで学んだ滝廉太郎は組歌「四

季」を作ります。今も歌われる「春」や「荒城の月」

です。日本の情景を西洋音楽の旋律をもとに歌い上

げ、単なる西洋音楽の物真似でない「日本の音楽」

を滝は作り上げたのです。 



12 

 

さて、それでは美術の方はどうだったのでしょう

か。 

「日本画」というものは、明治時代になってつく

られたもので、江戸時代にはありませんでした。江

戸時代にはみなさんが思い描く「日本画」に似た絵

を描いている絵師たちがおり、その人たちはいろい

ろな流派に分かれていました。その中で最も力を持

っていたのは、幕府や大名の御用絵師を務める狩野

派でした。御用絵師は城などの襖や屏風の絵などを

描いていました。この人たちは、幕府や大名から禄

をもらい生活していました。 

ところが明治維新が起きると幕府も藩もなくなり、

禄をもらえなくなりました。さらに悪いことに、西

洋の油絵などの方が、本物をよく再現しているとい

うことで、狩野派をはじめとする伝統的な絵画は人

気がなくなり、絵を描いても買ってくれる人がいな

くなってしまったのです。 

幕末から西洋画を学んでいた高橋由一の「鮭」な

どに当時の人々は驚き、弟子入りを希望する人たち

がたくさん出てきました。そこで狩野派の絵師たち

のなかには自ら西洋画を学んだり、弟子になりたい

と言って来た人たちに「洋画を学ぶように」と勧め

たりもしました。 

政府も明治 6 年には工部省の下に美術学校を作り、

西洋画と西洋彫刻を専門に教えるようになったので

す。教師はイタリアから招かれました。高橋由一も

自分の息子をこの学校に入れました。小学校では、

西洋画のデッサンの仕方などが教えられました。美

術学校が工部省という役所の下に置かれたことで分

かるように、政府は芸術教育のためというよりは、

現代風に言えば写真技術やパソコン技術のようなも

のとして西洋画を描く技術を捉え、地図製作などに

役立てようとしていたのです。 

こうして伝統的な絵画は滅んでしまうのではない

かと思われたときに、それではいけないと立ち上が

った人々がいました。そうした人々のなかで、今も

その活躍が広く知られているのが岡倉天心です。 

東京大学を出た岡倉天心は、明治 13年から文部省

に勤めるようになり、上司だった九鬼隆一の命令で

伝統美術の保護のために活躍します。大学時代の先

生だったアーネスト・フェノロサが日本の伝統美術

に興味を持ち、その勉強を始めていたのですが、英

語が得意だった天心はそれを助けて通訳をしたり翻

訳をしたりしているうちに、日本の伝統美術に興味

を持つようになったのです。それを知っていた九鬼

が天心に美術に関わる仕事を与えたのです。 

九鬼や天心たちは、伝統絵画の良さを政府の高官

に訴える演説をしてくれるようフェノロサに依頼し

ます。それに応えて、明治 15年フェノロサは文部卿

など政府の高官を前に日本の伝統画がいかに優れた

ものかという演説をします。この演説のおかげで狩

野派など伝統美術の人気は盛り返し、逆に西洋画の

人気がなくなっていったのです。工部省の下に創設

され洋画を教えていた工部美術学校も廃校とされま

す。明治 16年のことです。政府にやとわれて文明国

からやってきた人間が言うのだから間違いないだろ

うと多くの日本人が考えたのです。 

その後も天心は、フェノロサと力を合わせて伝統

美術復興のために活動します。江戸時代に長府藩の

絵師をしていた狩野芳崖と知り合ったフェノロサは、

芳崖に西洋画から学ぶことを勧めます。フェノロサ

の勧めに従って芳崖は「仁王捉鬼図」や「悲母観音

像」といった作品を完成し、後進の人々に新しい伝

統画の方向を示します。「日本画」がこうして生まれ

ました。他方、天心は文部省の役人として各地の寺

院などを訪ね歩き、仏像・仏画などを調査しました。

政府は、仏像・仏画を信仰の対象というよりも美術

品としてみたのです。日本には古代ギリシア・ロー

マの彫刻やミケランジェロの彫刻のようなものはな

いが、仏像はそうした西洋の彫刻に決して劣らない

美術品作品であると天心は考えました。明治 17 年、

フェノロサたちと法隆寺を訪れ僧侶たちの反対を押

し切って、秘仏である「救世観音像」の封印を解か

せたのもそうした考えからです。 

明治 19年から 20年にかけて約 1年、天心はフェ

ノロサとともにヨーロッパに調査に出かけます。日

本に新たに美術学校を作るためです。明治 21年、天

心たちの調査に基づいて、政府は東京美術学校を開

校します。そこには絵画科、彫刻科、図案科が置か

れました。絵画は「日本画」だけで、西洋画は教え

られませんでした。絵画科に進んだ学生たちのなか

から横山大観など、後の「日本画」を担う人々が輩

出されます。明治 23年 10月、天心は東京美術学校

の校長になりますが、日本美術史の講義も行いまし

た。天心はこの講義の中で、飛鳥時代、白鳳時代と

いった美術史の区分を示します。単に「昔つくられ
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た仏様」が「飛鳥時代につくられた仏像」と言われ

るようになるのです。 

明治 28年、天心は黒田清輝を教授に招き、西洋画

のコースを東京美術学校に開きます。黒田はフラン

スで西洋画を学んできた人でした。当時、文部大臣

だった西園寺公望などが洋画科を作るよう指示した

結果でした。 

明治 31年、天心は東京美術学校の校長をやめ、文

部省も去りますが、日本美術のためにその後も貢献

します。 

他方、東京美術学校の教師になっていたフェノロ

サは、明治 23 年に日本政府との契約が切れ帰国し、

その年の 9 月からボストン美術館で働き始めます。

そして日本美術のすばらしさを海外の人に伝え続け

たのです。 

日本政府は、東京美術学校のほかに東京、京都、

奈良に博物館を作ります。そしてそこに昔から伝わ

る美術品を保管したり修理を任せたりしました。明

治 22年のことです。この時、博物館総長に任命され

たのが九鬼隆一で、九鬼は三つの博物館のトップの

座に就いたのです。 

〇 指示：「日本の歴史に学んで、ウソアニアをウェ

スタン諸国に負けない文化国家にする方針とそのた

めの作戦を考えよう。原稿用紙 1～2枚に自分の考え

をまとめた後、他の人に読んでもらいコメントをも

らおう。」 

 

Ⅳ 成果と課題 

 

 本論では、美術史家などの論述を元に、授業書

を提示した。これが本論の成果である。今後、実

践を通して、授業書の改善を図っていきたい。 

 最後に、さらに大きな課題について述べよう。

それは一言でいえば、明治時代以外についても授

業書を開発することである。以下、敷衍しよう。 

本論はより広い視野で見れば、日本文化史を社

会科歴史としてどう授業化したらよいかという課

題に取り組んだものである。すなわち、本論では、

明治時代を近代国民国家形成時期として捉え、そ

こに美術や音楽といった芸術・文化を位置付けて

単元をどのように構成すべきかを示した。この時

の基本的立場は、社会科では或る時代の社会構成

体が生存・発展を賭けている課題と関連させて文

化や芸術を取り上げるべきだというものである。

端的に言えば社会科文化史は、単なる文化史とし

てではなく、歴史社会学的な観点から内容選択さ

れるべきだと論じたのである。他の時代の場合、

こうした観点から単元構成をするとどのようなも

のができるのか、これを具体的に示す必要がある。 

 社会科が拠るべき社会科学として何を採るべき

かについて筆者と立場を異にするが、中学校の社

会科文化史学習を単に文化の特徴（他の時代との

比較、他文化からの影響など）やその担い手・作

品などを鑑賞的・讃嘆的に学ぶだけのものにすべ

きでないという点では立場を同じくする者に黒羽

清隆がいる。黒羽は今から 50 年以上も前に、お

よそ次のように論じた23――「現行（昭和 34年度

版学習指導要領下）の社会科歴史教科書における

日本文化史の記述スタイルのなかに、『明るくゆた

かな気風の天平文化』とか『伝統にとらわれない

自由ではなやかな元禄文化』とかいう観念表象が

多い」が、これでは社会科学的な学習にはなり得

ない。たとえば「文化史的・芸術史的な個性とそ

の母体となる共同体社会との関連」という視点を

取り入れるべきである。そのようにすると、たと

えば芭蕉の取り上げ方も違ってくる。「蕉風連句の

ゆたかな世界は、松尾芭蕉の旅のゆくさきざ 

きに形成されていた風雅の共同体をぬきにしては

社会科的にとらえられない」からである――。 

 現行の教科書は「観念表象」がずいぶん取り除

かれている。しかしそれでも、「母体となる共同体

社会との関連」は書き込まれていない。たとえば、

教育出版社の教科書（平成 23 年度版）の松尾芭

蕉の記述は次のようなものである24――「松尾芭

蕉は、俳諧（俳句）を和歌と対等の芸術に高め、

東北地方などへの旅をもとに『奥の細道』を書き

ました」。この記述からは、「風雅の共同体」は浮

かび上がって来ないのである。 

 黒羽は、どうしたら各時代の社会科文化史を作

れるかについて示唆を遺している。こうした先人

の業績を参考にして、明治期以外の時代について

も、社会科文化史の授業書開発をさらに進めてい

くこと、これが筆者の大きな課題である。 
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