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明治期における社会教育・通俗教育概念の検討

松　　田　武　雄

　　はじめに

　　　社会教育という言葉と社会教育と称される社会的な現象がどのように起こり，それぞれの時代の政

　　治経済的・社会的・文化的な関係性の中で，どのような歴史的な経過を経て今日に至っているのかを

、　明らかにすることは，社会教育の歴史研究の重要な領域である。つまり，それぞれの時代的特質の中
x

　　で，誰がどのような意味合いで社会教育という言葉を用いて，それを社会的に意味づけようとしてい

　　たのか，どのような社会的な現象が社会教育と称されていたのか，政策当事者はそれらの現象をどの

　　ように選択し，計画化して行政制度として組織しようとしたのか，あるいは組織されていたのか，と

　　いうことを歴史経過的に明らかにし叙述していくということである。こうした手続きをとることによっ

　　て，それぞれの時代における社会教育の多様な側面と可能性，その歴史的な意味を描くことができる

　　し，逆に時代の推移とともに多様性のなかのある側面が打ち消されていく様子も見ることができるの

　　である。

　　　かつて大蔵隆雄・橋口菊・磯野昌蔵「わが国における社会教育思想の発生とその本質」は，社会教

　　育思想を分析するための方法論として，次のように述べていた。「通俗教育，社会教育という言葉を，

　　それがいかなる形態，内容，方法等を含んでいるかといった観点のみから分析しようとすることは余

　　り意味がなく，そこから通俗教育，社会教育という言葉の持つ本質を明らかにすることは到底出来な

　　い……社会教育，通俗教育がいかなる歴史的社会的事態に対していかなる立場から行われたものであっ

　　たかという視点から分析することによって，我が国における社会教育の本質を旧い出さなければなら

　　ない。」

　　　通俗教育，社会教育という言葉が，その時代の中でどのような意味合いで用いられていたのか，と

　　いうことを実証的に明らかにすることよりも，その時代の「社会的事態に対する立場」がどうであっ

　　たのかを問うことによって，「社会教育の本質」を明らかにできるとする方法論の提起であった。こ

　　の方法論に基づいて同論文は，「社会教育の本質は，明らかに労働者貧民対策としての社会改良主義に

　　あった。逆に言うならば　社会改良主義的労働者貧民対策の一環としての教育対策的側面が社会教育

　　と名付けられたと考える事が出来る。」（D（傍点は大蔵）と結論づけている。

　　　確かに，社会教育は「労働者貧民対策の一貫として」の性格もあったことは事実であるが，それが

　　社会教育の本質であるというのは一面的な結論であり，「立場」に焦点づけた分析方法に基づく限界

　　であった。しかし，何らかの意味合いで「立場」を重視した方法論は，その後の社会教育（思想）史
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研究において大きな地歩を占めてきたのであり，現在，そのような方法論の再検討は重要な課題となっ

ている。単に事実や言説の羅列ではなく，それぞれの時代の政治経済的・社会的・文化的な関係性の

なかで，社会教育や通俗教育という言葉がどのような意味合いで用いられ，どのような社会的な現象

を対象としたのかを丹念に検証し，その事実や言説に即して社会教育の歴史像を明らかにしていく作

業は不可欠である。「立場」に焦点化しない新たな方法論の構築が求められるところである（2）。

　本稿は，このような社会教育（思想）史研究の方法論の再検討という問題意識をもって，明治期に

おける社会教育・通俗教育概念の検討を行うことを目的としている。すなわち福沢諭吉の「人間社会

教育」の思想から，山名次郎の社会教育論が登場する以前の社会教育・通俗教育の思想や論について，

その実際の活動とも照らし合わせながら再検討し，初期社会教育論・通俗教育論の歴史的な意味や特

質を明らかにしていくことを課題としている。

1．福沢諭吉の「人間社会教育」の思想

　社会教育という用語は，日本に特有なものであると言われてきたが，そもそもそれは，いつ誰によっ

て，どのような意味合いにおいて使われ始めたのであろうか。これまでの研究で実証されたところに

よると，福沢諭吉が1877（明治10）年11月10日に三田演説会で行った演説のなかで，「人間社会教育」

という言葉を用いたのが最初の用例であるとされている。この演説はその後，1879（明治12）年に刊

行された『福沢諭吉文集二曲』のなかに「空論止む可らず」と題して収録された（2）。しばしば引用さ

れている文章であるが，その小論の冒頭で，福沢は次のように述べている（3＞。

　百聞一見に若かず，百論一業に若かず。一事にても其実に当れば，一事に就て実着なるは無論，

…を推して百に及ぼし，百事皆迂闊の識を免かる可し。百度工業の説を聞き，百度器械学の理を論

ずるも，其実際に益する所は，一度家を建てたる大工に若かず。一度家を建てたる大工なれば，唯

大工職の業を知るのみに非ず，左官の事も，土方の事も，屋根屋の事も，瓦師の事も，悉皆其大略に

通ぜざるはなし。假令ひ自ら手を下だして壁を塗り屋根を葺くこと能はざるも，其事の実際を知て

迂闊の識は免かる潔きなり。

　世事皆斯の如し。事々物々，蓋く其実に当たらんとするは能くす高きに非ざれども，一事の実に

当れば，其実を他に及ぼして，百事皆実に近づくを得べし。故に人間社会教育（学校の教育のみを

云ふに非ず）の要は，一事にても人をして早く実に当らしむるに在り。細り而して其これをして当

らしむ可き実事の種類如何を躍るに，其人の性に於て最も好む所のものを選で之に遜ること緊要也

とす。」

　これは，福沢が「今の有志の士」（中流人士）に対して，「実学」に基づいて「人間社会」から学ぶ．

ことの大切さを語っているのであり，福沢の思想を貫く「社会の形成力を重視する考え」（4）を表現し

たものである。ここで「人間社会教育」とは，学校教育も含めて「人間社会」における経験に基づく
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教育的作用を意味しているものと思われる。「社会教育」という用語は，他の箇所では用いていない

ようであるが，「社会の教育は独り学校のみならず」（5）というような，社会の教育的作用を強調する論

旨は，時期を問わず随所に見ることができる。

　また，同じような趣旨において，学校教育以前の家庭教育を社会の形成力の要素と位置づけて「社

会の学校」と称している。「上等社会，銭に不自由なき良家の子供を学者仕立に教育するの心得」と

して書かれた一文の中で，次のように記されている（6）。

　人間社会は家内の集まりたるものなり。其悪事の元素は早く家内に在て存するものなり。家内は

社会の学校なり。社会に撃て専制を働く物は此学校の卒業生なり。故に曰く，社会の有様を改革せ

んと欲せば，先ず其学校を改革す旧きなり。

　このような「社会の教育」「社会の学校」を重視する考えは，福沢が中心となり「知識を交換し世

務を諮言旬する」（7）ことを目的として，1880（明治13）年に設立された交詞社の活動のなかで具体化さ

れているが，その交詞社の第13回大会において演説した内容は，次に紹介するように「社会の教育」

の意味合いをよく表している。この演説は，山名次郎が『社会教育論』を刊行したのと同年の1892

（明治25）年に行われたものである（8）。

　人生の教育大切ならざるに非ず……甚だ盛なりと難も，其教育とは少年子弟を学校に入れて数年

の間教場の教を受けしむるの意味にして，其前後に於ける学校外の関係には重きを置くもの少なき

が如し。抑も学校の教育は三，四年置り七，八年間を限り，人間生涯の一小部分にして，其間に学ぶ

所は読書推理の粋ならず，此短日月に学び得たる智識見聞を以て居家処世終身の資に供せんとする

が如き，固より望む早き事に非ず。幼にして家に在れば父母の訓あり，梢や長じて学校に入れば教

師の教を受け，学校を去て社会に出れば社会の教育あり。古人の言に学問は生涯せよとは是等の意

味なる可し。……御同前に家庭の教訓は一夢のむかしに属し，学校の教育も亦既に過ぎ去り，今は

正に社会学校に入学の身分にして，其学科を見れば，家に居るの法，人に交るの法，子孫を教るの法，

生計を聴するの法より，商売工業，尚進んで政治の事に至るまで，千差万別，限りなき繁雑なれども，

之を教るに定まりたる教師とてはなく，唯自ら工平して社会の事情を視察し，物に触れ事に当りて

一聞一見の智識を利するの外ある可らず。浮世の事相を軽々看過すれば誠に意味もなく，風声水色，

我利害に関せざるが如くなれども，子下に之に注意するときは，其風声水色の中に無限の意味ある

を発明す介し。百姓の一言，以て年の豊凶をトす早し。車夫の嘆息，以て商界の景況を察す平し。

都て是れ社会学校の教師にして，其これを口に発する者は無意なるも，之を耳に聞く人の心に明あ

れば不亀手の薬として利用す可きものなり。

　生涯にわたって学び続けるという古典的な思想に基づいて，学校教育の「前後に於ける学校外」で

の「社会の教育」，とりわけ「学校を去」つた後の「社会の教育」「社会学校」の重要性について語っ
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ているのであり，それは「実学」の思想に基づいたものである。

　このように福沢は，「中流人士」つまり「中産階級」（堀秀彦）を対象にして，「人間社会教育」とか

「社会の教育」とか「社会の学校」という言葉を用いることによって，学校教育だけでなく社会の教

育的作用の重要性について主張し続けたのである。一方，「下流一般多数の人民」は，社会教育の枠に

は入らず，特に1880年代以降は，「宗教（仏教）による教化」の対象としてとらえられている（9）。福沢

の初期の啓蒙の思想が後退し，教化の思想が現れてくるのであり，福沢の思想的推移について「啓蒙

は教化に収慨する」簡といわれる所以である。

　福沢にとって社会教育とは，確立途上にあった日本の資本主義社会を担うべき「中流人士」の，個々

人の社会経験に基づく自己教育を意味していたのであり，「愚民」としての「下流一般多数の人民」

には「低度の教育」Ul）で十分であって，生涯にわたって学ぶ社会教育は必要ないと認識されていたの

である。福沢の「人間社会教育」における「人間社会」の「教育」は，新たに構築されるべき資本主

義社会（二市民社会）を担う人間（＝中産階級）の，主として学校教育終了後における社会での教育

（後の言葉でいえば自己教育）であったということができる。

　こうして明治初期における社会教育という言葉の誕生は，「一国独立」「富国強兵」という大きな国

家的課題のもとに包摂されながら，「中産階級」による市民社会の形成という近代日本社会の課題と

も結びついていたと思われる。欧米のように学校的な形態による成入に対する知識教育としての成人

教育，民衆教育ではなく，新たな近代国家の確立のために未成熟な社会をリードしていくべき中間層

が，社会経験を通して生涯にわたって自己教育をしていくような教育のあり方が社会教育と称された

のである。おそらくこれが，社会教育という用語の最も原初的な意味合いを示しているであろう。

　このような福沢諭吉の用法が，日本における社会教育の使用例の最初であったかどうかは断定する

ことはできないが，少なくとも福沢諭吉は，近代日本の社会教育史上において最初に注目すべき人物

として，戦前からしばしば取り上げられてきた。

　川本宇之介の大著『社会教育の体系と施設経営』（1931年）の「体系編」において，福沢は，「明治

初年の学校教育のみならず，社会教育上に於いても，最も大きい影響を与えたもの」（’2）として，その思

想が紹介され，批評されている。また，堀秀彦は，1940年に出版した著書のなかで，「社会教育には二

つの種類が大別出来る」と述べて，「啓蒙としての社会教育」と「忠良な国民，伝統の墨守者を作るも

のとしての社会教育」を挙げており，前者の代表的な社会教育家として福沢諭吉を取り上げている（13）。

戦後になると，橋口菊が社会教育思想史として本格的に福沢研究を行い，その後，松村憲一，北田耕也

などが取り組んできている（14）。

　これらの討論は，それぞれ評価，分析の視点は異っているが，福沢が近代日本社会教育における

「啓蒙と教化」の思想史の起点をなす人物であるという見方は共通している（’5＞。福沢のいう「人間社

会教育」「社会の教育」は，彼の「啓蒙と教化」の思想の最も重要な構成要素の一つとして唱導され

ているのであり，そのような文脈からすれば，社会教育という概念の歴史的な起点を福沢に求めるの

は，間違ってはいないであろう。
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2．「自治の教育」としての社会教育論から学校教育の「補翼」としての社会教育論へ

　福沢の「人間社会教育」「社会の教育」という用法は，その後，交詞社の社員相互の「知識を交換し

世務を諮序する」ための場として1880（明治13）年2月に創刊された『概言旬雑誌』のなかで，「社会

教育」という用法で改めて登場する。1883（明治16）年12月15日の同誌第140号に掲載された巻頭の

論説「教育論」において，「社会教育」「社会の教育」という用語が使われている（16）。

　この論説は，「社会ヲ組織スルニ当」っての教育の重要性を説いているものであり，基本的には福沢

の論旨に沿った内容である。すなわち，「教育ハ知識ヲ与へ技芸二熟覧シメ徳行ヲ養フモノ」であり，

そのために「学校ヲ起シ教育ヲ盛二」しなければならないのであって，かつ，「政体や法律や社会制度

ノ組織ヲシテ其真正ノ組織ヲ得セシメント欲セバ必ズヤソノ制度ノ下二立ツ所ノ人民ヲシテ知識徳行

ヲ進歩セシメザルベカラズ」と論じて，「社会教育ノ政事上二重ンズ可ク貴フベキ」ことを主張する

のである。ただ，ここでいわれている「社会教育」「社会ノ教育」の担い手は，福沢のように中間層と

して明示されているわけではないが，論旨からすると中間層を念頭に置いたものと思われる。

　この時期以降，「社会教育」という用語が雑誌等に散見されるようになる。国生寿は『七一雑報』

や『女学雑誌』等の雑誌の論説，新聞記事を調べて，この時期における「社会教育」の用法について

検討しているが（17），それによると，『七一雑報』に最初に「社会教育」という用語が登場するのは，先

の『交詞雑誌』の論説に先立つ1年前の1882（明治15）年12月15日発行のものである。これは，同月

9日に大阪博労町劇場で行われた学術演説会を紹介した記事のなかにみられるもので，竹村和民（浮

田和民）による演説の演題として「社会教育ノ理」が掲げられている。ただ，その演説内容に関する

紹介はない（18）。

　『七一雑報』には，「社会教育」という言葉は使われなくても，「学校以外の教育機能への着目が既に

広く明治10年代初めから随所に認められる」（19）と指摘されている。たとえば，1882（明治15）年12月

に「師弟ノ教育」という三回にわたって連載された論説では，「天下師弟ノ教育ヨリ急ナルハ莫シ」

という立場から教育学を展開しているが，その一回目では，次のように記されている（20）。

　政体ハ何程自由ナリト云フモ人民蒙昧ニシテ理非ヲ弁ゼズンバ其ノ中心既二暗愚ノ奴隷タルヲ免

レズ……配下自由ノ進歩ト十二自治ノ精神ヲ発達スルニ至ラザレバ一国ノ文明ハ到来覚束ナキモノ

ト確定セザル却下ラズ而シテ自治ノ精神ヲ発達スルモノハ天下只ダ教育ノー事アルノミ

　……師弟ノ教育トハ唯二学校ノ教育ノミヲ云フニ非ズ我邦ニテー般二学校ト教育トハ共二同一ニ

シテ相終始スベキモノト誤認シタルが為二勉強中学校二在ル問ノ事ノミ日限リ父兄タル者モ学校二

入ルマデハ更二師弟ノ教育ヲ慮カラズ学校ヲ出レバ亦タ之ヲ放任シテ省ミザルが如キハ是レ我邦学

問ノ振ハザル所以ナリ是レ師弟教育ノ興ラザル所以ナリ

　「一国ノ文明」を進めるために「自治ノ精神ヲ発達」させる必要があり，そのために教育が最も重

要であって，その教育とは学校教育だけをいうのではない，そして「師弟ノ教育ハ父母ノ教育二始」
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まると言っているのである。このような問題意識から，最終回では，次のように生涯にわたる自己教

育を提唱している（21）。

　教育ハ人間一生ノ教育ナリ父母教師ノ薫陶ハ僅々教育ノ初段二止マルモノニ過ギザルナリ到底ハ

師弟ノ自治二任ジ自治ノ教育二依ラザル可カラズ故二世界バー大学校ニシテ人生バー大教場ナリ……

人間タル者一生ヲ終ルマデ発達進歩ノ目的ヲ忘レテ可ナランヤ

　こうして「師弟ノ教育」は，「小バー身ノ独立ヨリ大バー国ノ独立二関スルモノ」であるので，「父

母教師」の「義務責任」は重大であると結論づけている。学校を教育と同義的にみる見方を戒め，学

校外の教育的機能，とりわけ「自治ノ教育」いわゆる自己教育に着目し，人間の生涯にわたる「発達

進歩」を期待しているのである（22）。「師弟ノ教育」という観点からではあるが，社会における教育的

機能や生涯にわたる自己教育を一般的に強調するという点では，福沢や交詞社の社会教育の論と共通

しているといってよい。

　福沢や交訥社の社会教育の論は，新たな近代社会を組織するために，それを担う人々が学校外，と

りわけ学校教育終了後に継続する教育であった。しかし，その後，1887（明治20）年前後には，学校

教育の近代的な制度化に伴って学校教育を側面から支援するものとしての社会教育の論が現れてくる。

そこでは，中間層が主体的に担うものとしての社会教育ではなく，「下流人民」を啓蒙の対象とする社

会教育として論じられている。

　『教育報知』の1886（明治19）年11月20日の社説では，「子弟教育」のために，学校教育だけでなく

家庭教育，とりわけ社会教育の必要性について次のように述べている（23）。

　世人ノ多クガロニ筆二喋々トシテ措カズ孜々トシテ務ムル所ノ者主二学校教育ノー途二止リ其家

庭教育二対スルノ思想ハ甚薄ク而テ一般ノ教育所謂社会教育ナル単二至リテハ殆ド全ク相知ラザル

が如ク貌トシテ顧ザルノ傾向アリ然ルニ家庭教育ノ必要ハ言フマデモナク我邦今日ノ現状二於テハ

社会教育ノ改良進歩ハ甚至急ヲ要スルノ事情アル急呈ズや教育ノ進歩ハ特リ学校教育二依頼シテ其

大成ヲ望ムベキ電導ズ必ズや家庭ノ教養之が素ヲ為スアリ社会ノ教育間接二之が補翼ヲ為スアリ相

助ケテ発達ヲ促ス……

　何ヲ以テ社会教育ノ改良ハ今日二至急ヲ要スルト云フカ……我帝国ノ独立ヲ牢固ニシ我同胞ノ幸

福安栄ヲ永遠二保持セントスル藩中……社会ノ教育ヲ以テ其唯一必須ノ策ナリトシ其ヲシテ益改良

進歩シテー方二於テハ児女少年ノ教育ヲ補翼セシムルト同時二他ノー方二於テハ其父母タル者ヲ教

導熱暑シテ以テ其迷夢ヲ醒シ其見聞ヲ拡メテ……

　如何二学校教育二於テノミ其力ヲ尽シ其精ヲ極ムトモ其成功や実二覚束ナキヲ如何セン而テ是等

父母ノ頑迷ヲ覚破シ其風習ヲ矯正シ其レヲシテ文明教育ノ何タルヲ悟ラシムルノ策ハ独リ社会教育

ノー途アルノミ
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明治期における社会教育・通俗教育概念の検討

　「教育ノ進歩」は，学校教育を中心にして，家庭教育がその「素ヲ為」し，社会教育は「間接二補翼

ヲ為」して，「相助ケテ発達ヲ促ス」ことによってなされると説いているのである。そして，社会教育

は「児女少年ノ教育ヲ補翼」するだけでなく，他方で，父母の教育においては社会教育こそが有効で

あると力説している。

　後にみるように，庵地保の『通俗教育論』が出版されたのが1885（明治18）年のことであり，これ

以降，通俗教育の用語も普及していくことになるが，この社説は親に対する教育としての通俗教育の

意味合いを含んだ社会教育の論であり，それ以前の社会教育の意味内容とは異なってきている。そし

てこの頃から，子どもの教育をめぐる環境を改善していくという観点から，学校教育・家庭教育・社

会教育という三分法に基づいて，社会教育の重要性を説くという論が見られるようになってくるので

ある。

　1887（明治20）年4月発行の『教育時論』第73号には，「社会教育の慨目」と題し，社会改良的な視

点から，社会教育としての具体的な媒介物や活動を例示しつつ，先の三分法に基づいて次のように論

じられている（24＞。

　幼年教育を分ちて学校教育，家庭教育，社会教育の三となす就中人の性行を左右するに最も勢力

ある者は家庭教育を以て第一とし社会教育之に次ぎ学校教育は其勢力極めて薄弱なるものなり小学

教師にして能く此点に注目し所謂教室外の教育なる者に向て矯正の術を運らさば必ずや学校教育の

一を以て其他の二教育を動かすに足るべきものあらん今社会教育の細目を夕ぐれば次の如し

　　　社会教育の細目

　　い．父母教師の躬行（飲酒，喫煙，服飾の如何，内割，言語，動作，約束，等の規律守時，勤勉，

　　　　耐忍，節倹，決断静粛，謹慎等の諸徳）よりするもの

　　ろ．周囲に囲続せる庶人の習俗よりするもの

　　は．世上の流行物よりするもの

　　に．俗間の歌舞演技音曲等よりするもの

　　ほ．家屋の構造衣服の製方等よりするもの

　　へ．宴会並に交際の模様等よりするもの

　　と．必要外の修飾等よりするもの

　　ち．新聞並に絵画等よりするもの

　著者は「信濃　細川兼太郎」となっており，長野県の教師もしくは教育関係者の投稿ではないかと

思われるが，この当時，「社会教育」の用語が地方の教育界にも広がっていたことを示すものである。

内容は，子どもの教育をめぐる環境の改善を意図したものであり，やはり学校教育に対する「補翼」

という観点から，その親である庶民を念頭に置いて説かれた社会改良的，風俗改良的な，あるいは生

活改善を促す社会教育論である。教師とりわけ地方の小学校教師の立場から社会教育を解釈しようと

すると，新しく興つた中間層ではなく，このように庶民（「下流の人」）を念頭に置いた社会教育の論
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になるのは自然であったろう。これが，その後の社会改良的な社会教育論の早い段階での登場である。

　ところで，久木幸男は，『教育報知』が先に引用した社説に基づいて，「家庭ノ教育」「学校ノ教育」

「一般ノ教育」という三つの欄を新設したことに注目し，「教育雑誌として事実上の社会教育欄を特設

したのは，本誌が最初であろう」（25）と指摘している。先の社説では，卜一般ノ教育所謂社会教育」と記

しているので，この欄は社会教育の欄として見ることもできるが，「社会教育」ではなく「一般ノ教育」

と命名したことや，そこに掲載されている雑多な内容からすると，学校教育や家庭教育に該当しない

ような，社会において教育的な作用をもった様々なものを集めた欄と考えた方がよいであろう。

　この欄は，1886（明治19）年11月13日の43号から始まり，！888（明治21）年6月23日の124号で終わっ

ているが，1887（明治20）年10月29日目90号以降になると，本欄が未掲載の号もあり，内容的にも社

会教育的なものではなくなってくる。その内容を一覧すると，図書館，通俗書籍館私立書籍館，新聞

雑誌縦覧所，教育博物館，児童遊戯場，公園などの施設，音楽会・慈善音楽会，演劇改良会・改良演劇，

寄席などの娯楽的な事業，そのほかに幻灯会や大学通俗講談会，婦人団体，衣服改良会・贈答廃止会

心生活改善の活動など，後に社会教育と総称される活動も紹介されており，この時期に，このような

具体的な諸活動が社会教育という概念と結びつき始めていることを示している。

3．就学促進のための通俗教育論と成人教育としての通俗教育論

　社会教育という用語の登場に少し遅れて，それに類似したものとして通俗教育という用語が現れる。

「通俗」という言葉は，「福沢諭吉の通俗民権論・通俗国権論に代表されるように，学問的高度な知識

内容を，…般人民誰でもが理解出来るようにやさしくくだいたものという意味」（26）をもっており，文部

省においても，1882（明治15）年12月に府県学務課長・学校長を招集した際の教育施設に関する示諭

のなかで，「通俗軽易ノ図書ヲ備存シテ庶民ノ展覧二供セシメ以テ読書修行ノ気味ヲ下流人民二心与

セントスル」ための通俗図書館の設置を促している（27）。

　1885（明治18）年2月刊行の庵健保樋俗教育論』が，通俗教育と題した最初の図書であった。野

地は，既に1880（明治13）年に『民間教育論』を著して，「普通教育の要領を平易の文字にして書き綴」

っていたが，「其の謬見の少なからざる」ことを反省し，「其の大体の主義」は異なることなく「普通

教育の要用益切迫の事情ありと信」じて，新たに樋俗教育論』を刊行したという。本書は，「殊に大

切の事情に差し迫りたる……普通教育」について，「俗談平話を旨とし以て民間の父兄に便に」する

ために著されたものである（28＞。つまり本書は，普通教育（小学校教育）の重要性について，親に対し

て通俗的にわかりやすく書かれたものであり，教育論の通俗化であって，親に対する教育活動として

の通俗教育を説いた論ではない。実際画地はその頃，東京における普通教育推進の指導的立場にあっ

た。本書刊行の前年1884（明治17）年5月25日に，東京府教育会の前身である東京府教育談会の副会

長に就任し（29＞，その後，1886（明治19）年に東京府学務課長になっているのである（30＞。

　1880（明治13）年の教育令の改正において就学義務が強化されたが，この高地の本が出版された頃，

小学校の就学率は50％を割っていた。188！（明治14）年の政変によって大蔵卿となった松方正義のデ
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明治期における社会教育・通俗教育概念の検討

フレーション政策（松方デフレ）により∫米・繭・生糸の価格は下落し，農村は未曾有の不景気に陥

るとともに，租税負担の過重によって多くの農民が小作農に転落していった。そうした状況の中で，

1883（明治16）年をピークに就学率が減少していくのであり，鷹野が「普通教育の要用益切迫の事情

あり」と記したのは，そうした背景があったからである。

　この不就学の問題については，本書の序文において文部省書記官の吉村寅太郎が，「下流の人」を念

頭において，次のように記している。自分の子どもを小学校に入学させることを嫌悪したり，たまた

ま勧誘されて入学させても人のために苦役をしているように思ったりする親がいるが，これは「父母

たるもの自ら無学文盲に安し普通教育の何者たるを弁へさるに因る」のであり，また，「国家の上に就

て之を観るも初等教育の普及するに階て其安寧福祉を増すこと愈々大なるものな礼は一人にても此教

育を受けたる者の多からんことを要」するのである。そこで，「行文平易引証即実」に書かれている

本書が，「通俗に行はる・に至らは全国一般に普通教育の大切なることを知り皆競ふて子女を小学校

に入学せしめ」るであろうと期待しているのである（31）。

　このように通俗教育の最初と思われる用法においては，普通教育について，「下流の人」に属する親

に通俗的に語ることを意味していたのであり，ある特定の教育活動を指していたわけではなかった。

　この頃，就学促進のための親に対する教育活動を表すものとして，「父兄教育」という言葉が用いら

れることもあった。たとえば，1885（明治18）年の「兵庫県学事検閲規則」のなかで，「検：閲スル事項」

として「学区全体」「学校全体」「教員」の三種に分けられているが，「学区全体」の第一項において

「父兄教育ノ向背」があげられ，その第二項において「就学不就学の景況」があげられているのであ

る（32）。

　門地のような用法ではなく，特定の教育活動を示す用語として通俗教育が用いられたのは，『通俗

教育論』が刊行されて10カ月後，1885（明治18）年12月28日に定められた文部省の事務章程において

である。この文書の中で，通俗教育が文部省の管掌事項として初めて登場する。この規定が設けられ

た経緯については不明であるが，声誉の当時の社会的位置からして，庵地との何らかの関連性が推測

される。

　この事務章程で学務局第三課は「師範学校小学校幼稚園及通俗教育二係ル事」（33）を処理すると規定

され，翌1886（明治19）年2月に定められた各省官制（勅令第二号）においても，「第三十二於テハ師

範学校小学校幼稚園及通俗教育二関スル事務ヲ掌ル」（第十条）とされて，「通俗教育」が教育行政の

具体的な対象として設定された。しかし，学務局第四課の分掌事項は，「専門学校其他諸学校書籍館博

物館及教育会学術会則二関スル事務」（第十一条）（34＞であり，通俗教育は，当時，成人に対する通俗的

な教育活動を担っていた「書籍館博物館及教育会」とは別に，師範学校・小学校・幼稚園との関連で

位置づけられていることがわかる。つまり，この規定で通俗教育は，成人に対する通俗的な教育活動

というよりも，小学校への就学を促進するための親に対する付随的，手段的な教育活動ととらえられ

ていたということができよう。

　このような意味での通俗教育が，この時期に行政施策として成立したのは，日本の近代学校教育制

度の成立と関連している。1885（明治18）年12月に伊藤博文首相のもとで森有礼が初代文部大臣に就
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任したが，森文相の主要な仕事は「学校体系の整備と系統化」であり，「国家啓蒙主義」の立場から学

校教育を通じて「国民に『国家』の観念を培養する」ことがその大きな目的であった（35）。翌1886（明

治19）年4月に公布された小学校令において，尋常小学校への学齢児童の就学を父母等の義務と規定

されたが，全く同じ時期に教育行政の管掌事項に組み入れられた通俗教育は，その規定と表裏の関係

で，親に対する教育という側面から，近代学校教育制度を確立するための一要素として行政施策のな

かに初めて位置づけられたのである。

　ところで，社会教育と通俗教育との関わりについて『日本近代教育百年史7　社会教育（1）』では，

「明治十年代半ばごろにはすでにある程度一般化していたと思われる社会教育という言葉のかわりに，

文部省が通俗教育という用語を用いた点に，この時期における社会教育の基本的性格を解決する鍵が

ひそんでいるものと思われる。」（36）と記されているが，以上のように通俗教育が文部省の管掌事項となっ

た経緯をみると，「社会教育という言葉のかわりに，文部省が通俗教育という用語を用いた」のではな

いことがわかる。

　子どもの就学率を上げるために，親に対して学校教育の意義を通俗的に語る，あるいは通俗的な教

育を施すことを目的として「通俗教育」が管掌事項となったのであり，当時，使用されていた社会教

育という概念とは異なる。通俗教育と社会教育の意味内容が重なってくるのはその後の時期であり，

社会教育という用語に置き換えることができるようになった時点においても，文部省は通俗教育とい

う用語を組織的には使い続けた。しかし，社会教育ではなく通俗教育という用語が，文部省の管掌事

項として最初に用いられたというのは必然性があったのである。

　たとえば『教育報知』では，1886（明治19）年8月1日発行の第37号において，「父兄ヲシテ学事ノ

必要ナル事ヲ知ラシムルノ方案」と題して読者の寄稿を掲載しているが，通俗教育談話会を開いて親

に学事の必要性を説き，あるいは理化学実験などをして親に実際的な知識を与えるといった意見がい

くつか見られる。また，第40号（同年10月1日）でも，「教育ノ普及ヲ計画スル當二如何ナル方法二擦

ル事最モ宜シカルベキカ」という題のもとで，通俗教育談話会の設置を提案する意見がいくつか見ら

れる。このように，通俗教育が文部省の管掌事項となった時期においては，親に学事の必要性を知ら

せる役割を通俗教育が担ったのである。

　通俗教育が文部省の管轄事項に初めて登場したその翌年，1887（明治20）年10月4日の「文部省官

制中改正」（勅令第五十号）により，学務局が専門学務局と普通学務局に分けられ，「尋常師範学校尋

常中学校高等女学校小学校各種学校幼稚園図書館博：物館主教育会通俗教育」が一括して普：通学務局の

事務となつだ37）。この規定によって，通俗教育は「図書館博物館及教育会」に続けて最後に位置づけ

られ，小学校への就学を促進するための親に対する付随的，手段的な教育活動としてだけでなく，成

人に対する通俗的な教育活動を表す用語としても受けとめられるようになったと思われる。

　一方，この頃は，底地保の書名にあったように，「民間教育」という用語も社会教育や通俗教育と似

たような意味で使われていた。たとえば，1886（明治19）年2月15日発行の『教育時論』の「論説」

において，師範学校の助教諭が学校教師に対して，「民間教育ノ拡充セザルベカラザルコト」を訴えて，

次のように述べている（38）。
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　我学校ヲ取囲ミ終始我学校ト関係シテ我事業ノ成否二大ナル影響ヲ及ボスモノハ何ゾヤー般人民

コレナリコノ人民ニシテ少シモ教育ノ真価ヲ弁膜ズ動モスレバ教育上二大弊害ヲ与ヘントスルアラ

バ如何……学区内人民ノ改良ハ教授上二次グ如クナレドモ実ハ第一着ノ業トセザルヲ得ズ何トナレ

バ民間教育如何ノ我事業二影響ヲ及ボスコトハ莫大ニシテ恰モ表裏ノ二道ヨリ来レバナリ……学校

維持上二大効力アルコレ表路ナリ教養上二稗補アルコレ裏道ナリ例ヘバ学区内人民二教育アリテ人

民個個教育ノ真価ヲ弁ジ自ラ学校ノ改良セザルベカラザルヲ知ルトセンカ政府更二干渉セザルモ各

自奮進其ノ隆盛ヲ期途シテ止マザルベシ

　著者は，「一般人民」の「民間教育」を盛んにすることによって，人民が「教育の真価」を理解して

学校教育の改良に効果をもたらすとともに，人民自身の教養の向上にも役立つと言っているのである。

　さらに，もっと積極的に「父兄」が自ら学ぶことの独自な意味を主張する論も，この時期に現れる。

「父兄学バザレバ文明進マズ」と題された次の論説では，国家を富強ならしめるためには，子どもの教

育以上に親の教育が重要であることを強調している（39）。

　其父兄タル者亦自学バザルベカラザルナリ少年子弟ノ学ブ所ハ数年ノ後ニアラザレバ之ヲ実際二

尊スコト能ハザレドモ父兄ハ今日学ブ所ヲ以テ着着之ヲ実地二戸スコトヲ得ベシ異境父兄ノ教育ハ

子弟ノ教育学リモ急ナリ又父兄ニシテ無識不品行ナルトキハ其子弟教育ダニモナスコト能ハズ凡ソ

国家ヲシテ富強ナラシムルハ学問ヲ実際二施行スルニアリ而シテ此大任ヲ負フモノハ少年子弟二非

ズシテ壮年ノ父兄ナリ然ルニ我国ニチハ其年齢境遇ノ既二学問ヲ実施シ得ベキニ及ビテ俄然之ヲ平

郷スルノ弊風アリ

　国家を富強ならしめるためには，学んだことを実際社会に生かすことが大事で，それができるのは

子どもよりも親であり，従って子どもの教育以上に親の教育が先決である，また親が知識もなく品行

が良くなければ子どもを教育することもできない，そこで，おとなである親がまず学ぶことの重要性

を訴えているのである。単に子どもの教育のためだけではなく，国家発展のために親に対する教育の

独自な意義が説かれていることがわかる。

　親に対する教育活動の独自な意味についての認識が進むなかで，杉浦重剛の通俗教育論にみるよう

に，「人民」に対する学校教育以外の教育的な作用を表すものとして，通俗教育が論じられるようにな

る。杉浦は，徳育論の文脈のなかで，通俗教育について次のように述べている（40）。

　徳育は学校に於て教導する丈けのことにて充分とせらる・や否や……通俗教育の力学ぶる盛んに

して従来の所にては到底学校教育を圧倒するの傾きなきにしもあらず……通俗教育と称すべき範囲

内には演戯，軍談，講釈，浄瑠璃，早歌，新聞，雑誌，角力，玩具等ありて是等は夫の学校に於る御儀

式通りの体育杯とは違ひ面白半分にて見聞する所なれば人の精神に浸潤すること極めて深く階って

若し有益とせんか其益たる尤も大なれども若し有害とせんか其害も亦従って大なるべきは理当に然
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るべき所なり

　要は，「徳育の方法を講究する」ために通俗教育の研究が必要であるという主張がなされているの

であり，これは後に通俗教育の重要な課題となる。ここには，もはや就学促進のための親に対する通

俗教育という意味合いは全くなくなり，「成人したる者」を対象とした教育の重要性について語られ

ているのである。しかも，その内容は，先に紹介した風俗改良，社会改良的な社会教育の論に近い内

容となっており，その後の社会教育と通俗教育の概念上の重なりを，既にこの時期にみることができ

る。

　このようにして，通俗教育が教育行政の管掌事項として位置づけられるようになった1885（明治18）

～1886（明治19）年頃に，近代学校教育制度の確立と不可分にかかわって，喜入としての親や「一一・般

人民」に対する教育の必要性が認識され，通俗教育に代表されるような，成人の具体的な教育活動を

示す固有の用語が成立することになる。同時に，学校外の環境の教育的な作用を重視した風俗改良，

社会改良的な社会教育の論と内容的に重なる通俗教育論も現れてくるのである。

4．地域における通俗教育活動を通した通俗教育・社会教育の概念形成

　文部省の事務章程において「通俗教育」が規定されたことにより，これ以降「通俗教育」という用

語が普及するとともに，地域において教師の有志や教育会，郡長・戸長などが主催して，親を対象と

する通俗教育の会（通俗教育談会，通俗教育談話会，通俗教育会などと呼称）が開かれていく。これ

以前にも，地域でそうした活動は行われてはいたが，それほどみられない。たとえば栃木県上都賀郡

では，学務担任の二人の書記が，従来部内の学事を投げ遣りにして顧みないという評があったが，近

頃は頗る教育のために尽力しているようで，有志者の開いた通俗教育談会にも大いに周旋していると

いう事例がみられるのはその一例である（‘0。

　1886（明治19）年になると，当時の代表的な教育雑誌である『教育時論』や『教育報知』などに，

「通俗教育」という言葉が散見されるようになる。大分県西国東郡では，熱心な教育家が課業の余暇

に通俗教育集談会を開き，児童の父兄と共に教育上の談話をし，教育拡張の基礎づくりをする者がい

る，もしこれがうまくいけば良い結果が得られるであろう，という報告がなされている（‘2）。

　また，埼玉県越ヶ谷では，教育の思想を「下等の人民」にも得させて実用の知識を導き入れるため

には，近時流行している幻灯を用いて，極めて簡易な学術上の図解を面白く映し，説明するのが最も

良いだろうということで，越ヶ谷講習会員の協力のもとに幻灯会が開かれ，「通俗の教育談」もなされ

た。500人ほどが集まったが，婦人の来観者が少なく，残念であったという（43）。

　一方，教師に対して通俗教育の必要性を喚起する論も現れる。　『福島私立教育会雑誌』　（1886年6

月31日）に掲載された一文「教育者ノ将二為スベキ事業」（小林満三郎）は，学校への寄付金を集め

るために，「教育ノ功益ヲ広クー般ノ人」に知らせる必要性を説き，次のように述べているC44）。

幻灯力理化学ノ実験：或ハ展覧会等ヲ設ケテ先ヅ其心ヲ留メシメ然後ニソロ～ト教育ノ理ヲ説力子
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バナリマセン医師其他の諸氏ニハ熱心二通俗衛生談話会ヲ開閉レマス教員諸氏ニモ呼号通俗教育会

二御尽力アランコトヲ希望致シマス

　こうして1886（明治19）年以降，教師の有志や教育関係者，教育会などが中心となって，親や地域

の人たちを対象とする通俗教育の活動が，全国的に行われていくようになる。

　特に，東京府は積極的な動きを示しており，早くから親に対する働きかけを行っていた。辻新次

（1886年3月に文部次官，4月に大日本教育会長に就任）は，1884（明治17）年秋に青山小学校教育懇

談会で行った演説の中で，次のように述べている（45＞。

　従来今日ノ如キ此ノ教育上ニツキ生徒ノ父兄等ノ懇談会ナル者ノ設ケモ少ナク又生徒ノ父兄等ト

教員ト親接スルコトモ甚町制ニシテ父兄等ノ教員ノ事二注意ノ厚カラス教育ノ事業未タ大二興起セ

ザル無因ルナルヘシ然リト難解日二至リテ此ノ如キ集会ノ設ケモ漸ク多キヲ加へ父兄等ノ教員二親

接スルコトモ頻繁ナルニ至リ教育上一層ノ親切ヲ加へ教育ノ事業大二興起スルノ気運岸向ハ・漸ク

前記ノ如キ憂慮ヲ除クコトヲ得ヘシ即チ今日ノ如キ教育懇談会ノ必要ナルモ此ニアルナリ

　通俗教育という名称ではないが，教育懇談会を設けて学校教育に対する親の意識を変えようとする

取り組みが，1884（明治17）年の段階である程度行われていることがわかる。

　既に述べたように解同保は，1880（明治13）年に『民間教育論』を著しており，1884（明治17）年

5月に東京府教育談会の副会長に就任している6このような庵地の動向と，この時期に東京でこのよ

うな教育懇談会が広がり始めていたこととは，何らかの関連性があったと思われる。この年の12月に

深川早教育会が，「幻灯を使用して天体の諸写像運転等を幻出し生徒及び父兄等を集めて観覧せしめ

た」会にも，庵地は東京府学務課員として出席している（46＞。その後，庵地は，1886（明治19）年に東

京物学務課長に就任しているのである。それは，官制で「通俗教育」が規定されたのと同年であった。

　この年の7月に東京府の職制の改正が行われ，学務課の所掌事務として「通俗教育二関スル事項」

が示されて，初めて「通俗教育」という用語が使用される（47）。東京府教育談会も，この年の11月の総

集会で，「本会に於て通俗教育会を開くこと」（48）を可決している。その後，東京府下各地の教育会がつ

くられていくのに伴って，通俗教育という名称も用いられながら，親に対する啓蒙活動が行われてい

くことになる。

　京橋区教育会では，尋常部と通俗部の二つの部を設け，交互に隔月で開いていたが，通俗部では，

「生徒及ヒ其ノ父兄ノ傍聴ヲ許ス演説理化学の実見唱歌幻灯等アリテ家庭トノ連絡ヲ図り学校ノ実況

ヲ知ラシムル」という活動を行っていた（49）。

　また，1990（明治23）年2月に日本橋区教育会が設置されるに際して，その趣旨が『東京府教育会

雑誌』に紹介されているが，その記事のなかでは，「近来各区二教育会ノ陸続興起スルハ誠二社会教育

ノ為二賀スベキコトナリ」（50）と，通俗教育ではなく社会教育という用語が用いられている。既に述べ

たように，この時期になると，通俗教育と社会教育という言葉を，同じような意味で使い始める事例
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が見られる。この用例もそれを示しているとも推測されるが，一方で，学校教育，家庭教育，社会教育

の三分法に基づく社会教育の重要性について触れているとも考えられる。

　後者について言えば，同じ年の3月頃本郷区教育会が設立されたが，その「設立の主意書」におい

て，そのことが述べられている。つまり，教育の事業は重要なので，単に制度や学校教育だけに頼む

のではなく，「家庭の教育」や「社会の教育」に務める必要があり，三者が互いに助け合ってこそ「良

好の結果」が得られるのである，そのために教育会を設立して「協同一致の方策」をとるのである，

と記している（5i）。

　1880年代の後半に，学校教育を地域に定着させていくことを目的として，親や地域の人たちに対し

て学校教育の意義を理解させる啓蒙活動が積極的に行われ始め，それは通俗教育と称された。一方で，

地域社会における子どもの教育をめぐる環境を改善していくために，学校教育，家庭教育とともに社

会教育の重要性が主張されるようになり，やがてそれは単に重要性の指摘にとどまらず，社会改良的

な活動も含めて具体的な学校外での活動を指すようになってくる。こうしてこの時期，通俗教育と社

会教育という用語が，学校教育制度の確立と不可分の関連性をもち，その意味するところを共有しな

がら，実際の活動を伴った概念としてしだいに形成されてくるのである。

おわりに

　1877（明治10）年に福沢諭吉が初めて「人間社会教育」という言葉を用いて，新しい資本主義社会

を担うべき「中流人士」の，主として学校教育終了後の個々人の社会経験に基づく生涯にわたる自己

教育の必要性について論じた。これに近い社会教育の論は，『交言旬雑誌』などでも見ることができる。

しかし，その後，近代学校教育制度の確立という国家的課題と密接につながって，学校教育（小学校）

を「補i翼」する機能を担うものとして，学校教育，家庭教育と並んで社会教育の重要性が主張される

ようになる。その頃，就学率を促進するために親や地域の人たちに対する啓蒙活動の必要性が自覚さ

れ，通俗教育という言葉でそのことが論じられるとともに，実際に地域で活動が行われていく。その

ような学校教育の普及という課題のもとで，やがて社会教育と通俗教育という用語が，その意味する

ところを共有し始めるようになる。そして，学校教育と関連づけられた社会教育論や通俗教育論の広

がりと実際の活動の広がりを背景にし，資本主義社会の進展に伴う新たな貧困問題への対応も意識し

て，その後，山名次郎の『社会教育論』が登場するのである。

注

（1）大蔵隆雄・橋口菊・磯野昌蔵「わが国における社会教育思想の発生とその本質」，日本社会教

　　育学会編『社会教育と階層』1956年置東洋館出版社，17　一　18頁。

（2）　橋口菊は，「明治前期社会教育思想の系譜一特に福沢諭吉を中心に一」（『聖心女子大学論叢』

　　第28集，1966年）のなかで，「空論止む可らず」における「人間社会教育」という表現に着目して
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　　考察している。この小論の内容が二年前に行われた演説であることは，久木幸男「『社会教育』

　　遡源」（『教育学部論集』第3号，佛教大学学会，1991年）において指摘されている。「福沢諭吉

　　年譜」（『福沢諭吉全集』第21巻，1964年，岩波書店，547頁）を参照。

（3）福沢諭吉「空論止む可らず」（『福沢文集二編　巻一』1879年），『福沢諭吉全集』第4巻，1959

　　年，474頁。

（4）　北田耕也「明治啓蒙と社会教化一福沢諭吉を中心に一」，碓井正久編『講座現代社会教育∬

　　日本社会教育発達史』1980年，亜紀書房，13頁（平押『明治社会教育思想史研究』，学文社，1999

　　年に収録）。

（5）福沢諭吉「日本国会縁起」，『福沢諭吉全集』第12巻，1960年，42頁。

（6）　同上「教育の事」（『福沢文集　巻之一』1878年），『福沢諭吉全集』第4巻，401，405頁。

（7）　『交詞雑誌』第1号，1880年2月5日，2頁。

（8）　福沢諭吉「明治二十五年四月廿四日交詞社第十三回大会に於て演説」1892年，『福沢諭吉全集』

　　第13巻，1960年，354頁。

（9）　松村憲一「福沢諭吉における『啓蒙』と社会教育概念の形成」，『社会科学討究』第16巻第1号

　　（44号），早稲田大学社会科学研究所，1970年，54頁。1879年に出版された『通俗国権論　二編』

　　では，「今の宗教の如きは之を度外視して差支なき」ものという福沢個人の宗教に対する姿勢を

　　示しながらも，「今の愚民の品行を維持する方便」として宗教をとらえている（『福沢諭吉全集』

　　第4巻，672－673頁）。

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

北田耕也，前出，20頁。

松村憲一，前出，50頁。

川本宇之介『社会教育の体系と施設経営　体系編』1931年，最新教育研究会，109－111頁。

堀秀彦『教育学以前』1940年，古今書院，197　一　207頁。

注（2）（4）（9）を参照。これ以外に，松村憲一「福沢諭吉の『社会聞見の教育』観の形成とその

　　展開一『貧富論』前後の論説を中心として一」，『フィロソフィア』71号，1983年。

（15）堀は福沢の思想を，「その基本的原理は最も新鮮な合理主義であり，民衆の知的啓蒙である。も

　　はや，封建時代の社会教育に見受けられたやうな精神修養的な要素や道徳的訓戒は，諭吉の場合

　　にはそれほどには見当らない。」（前出，200頁〉と積極的に評価した。他方，川本は，「福沢翁の

　　思想は一言にせば，啓蒙主義的であり，……他方旧道徳に対して可なり早きびしい批評を下し又

　　儒教に対しても，鋭い批判を加へた」（前出，109頁）と評価しつつ，「士分以下の人々の徳育は，

　　宗教による方が有効であり，且つ道理に適ってみると考へた」（同上，111頁）と述べている。福

　　沢が近代日本社会教育における「啓蒙と教化」の思想史の起点をなすという評価は，既に川本に

　　よってなされていたのである。

（16）『眼下雑誌』第140号，1883年12月15日，1－6頁。

（17）　国生寿「『七一雑報』にみられる社会教育の概念とその萌芽形態」，同志社大学人文科学研究所

　　編『「七一雑報」の研究』1986年，同朋舎出版。同「明治中期における社会教育概念の形成一キ
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リ，スト教系新聞雑誌の分析を中心として一・一」，’同志社大学文化学会編『文化学年報』第37輯，

1988年。同「社会教育の概念の成立過程と民衆」，福尾武彦・居村栄編著『人びとの学びの歴史』

下，1994年，民衆社。『七一雑報』は，日本で最初のキリスト教週刊紙で，1875年12月27日に創刊

され，1883年6月まで発行された。

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

『七一雑報』第7巻50号，1882年12月15日。

国生寿「『七一雑報』にみられる社会教育の概念とその萌芽形態」（前出），121頁。

『七一雑報』第7巻49号，1882年12月8日。

『七一雑報』第7巻51号，1882年12月22日。

学校外の教育的機能に着目したものとして，「学校外の教育」という言葉も使われた。

多山正一の「女子の教育を論じて併せて耶蘇教拡張の法を説く」と題された論説において，

「教育は教場にて学ぶものに限ると思ふべからず授業外の教育に依て得る所は却て大なるものな

り……社会に生れたる者は学校教育とては左のみ受けざるも其社会上の位置を保ち得る者は学校

外の教育の徳によるなり」と論じている（『教育時論』第44号，1886年7月5日，6頁）。また，

森有礼も，次のように「教室外の教育」の重要性について演説している。「教育二二種アリーヲ

教室内ノ教育ト云ヒーヲ教室外ノ教育ト云フ教室内ノ教育トハ学校二於ケル学問ナリ教室外ノ

教育トハ学校外二在リテ日二己が身目窪スコト又或ハ起臥スルコトノ如キ皆教室外ノ教育二属セ

リ此教育学人生ノ教育中十分六二居リ此教室内ノ教育ハ十分ノ四二居レリ其緊要ナル以テ知ル

ベシ然ルニ日本人ハ元来此緊要ナル教室外教育ヲ怠り日常ノ万事二不規則ナルコト実二甚シ」

（『教育時論』第21号，1885年11月15日，27頁）。

（23）

（24＞

（25）

（26）

（27）

「社説　教育報知ノ改良（承前）」『教：育報知』第44号，1886年11月20日，2頁。

細川兼太郎「社会教育の書目」『教育時論』第73号，1887年4月25日，7頁。

久木幸男，前出論文，13頁。

国立教育研究所編『日本近代教育百年史7　社会教育（1）』1974年，教育研究振興会，382頁。

宮原誠一「日本の社会教育」，『世界の教育』第九巻（世界の社会教育），1960年，共立出版

　　（『宮原誠一教育論集』第二巻所収，1977年，国土社，70頁）。および『明治以降教育制度発達史』

　　第二巻，1938年，社会教育会，515頁。

（28）　甘地保『通俗教育論』1885年，金港堂，序。庵地は前著『民間教育論』（1880年）において，

　　「教育論ノ民間二勢力ヲ得サルノ所ナリ此編や専ラ普通教育ノ要領ヲ摘シ務メテ平易ノ文字ヲ用

　　ヰ以テ民間二告クル所アラント欲ス」と述べている（小引）。

（29）　「本会設置以来の記事大略」『東京府教育談会報告書』第一冊，1884年8月，3頁。東京府教育

　　談会は1883（明治16）年7月1日に，「当府下の学事二直接ノ関係ヲ有スル者ト殊二教育二篤志

　　ナル者トニ就テ府下教育ノ気脈ヲ通暢シ其改良進歩ヲ図ル」ために設立され，！884年2月に開か

　　れた二回目の会において，庵地は演説している。画地が副会長に就任したのは四回目の会におい

　　てである（同上）。

（30）　小川利夫「現代社会教育思想の生成一日本社会教育思想史序説一」，同編『講座現代社会教
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（31）

（32）

（33）

（34）

（35）

（36）

育1　現代社会教育の理論』1977年，亜紀書房，70頁。

　庵地上『通俗教育論』，吉村寅太郎の序。

　『教育時論』第9号，1885年7月15日，6頁。

　『官報』号外，1885年12月29日，1頁。

　『官報』号外，1886年2月27日，1頁。

　沖田行司『日本近代教育の思想史研究』1992年，日本図書センター，145，150頁。

　『日本近代教育百年史7　社会教育（1）』（前出），381頁。ここで，社会教育という言葉が「明治

　　十年代半ばごろにはすでにある程度一般化していた」と記されているが，どのような状況をさし

　　てそのように述べられているのか，判然としない。

（37）　『官報』1887年10月5日，1頁。

（38）　『教育時論』第30号，1886年2月15日，11頁。なお，浮田和民は，「民間教育」のこのような用法

　　とは異なり，政府による公教育に対して，「民間有識の士」による「個人的に社会を啓発」するも

　　の，「個人の私設的経営に由るもの」を「民間教育事業」と称している（同「民間教育」『開国五

　　十年史』上巻，1907年，開国五十年史発行所，766～767頁）。

（39）　『教育時論』第43号，1886年6月25日，7頁。

（40）　杉浦重剛「加藤弘之君の徳育論」，日本中学校校友会編『天台道士著作集』1915年，博文館，

　　119頁。初出は『読売新聞』明治21年5月15日。

（41）　『教育時論』第20号，1885年11月5日，24～25頁。

（42）　『教育時論』第31号，1886年2月25日，14頁。

（43）　『教育時論』第32号，1886年3月5日，20頁。この時期の地方における通俗教育の活動の様子は，

　　『日本近代教育百年史7　社会教育（1）』（前出），蛭田道春「明治二〇年前後における大日本教育

　　会の通俗教育活動」（鈴木博：雄『日本教育的研究』1993年，第一法規）を参照。

（44）

（45）

（46）

（47）

（48）

（49）

（50）

（51）

『教育時論』第49号，1886年8月25日，4頁。

、『東京府教育談会報告集』第三冊，1885年3月20日，25頁。

同上，57頁。

『東京都教育史　通史篇一』1994年，東京都立教育研究所，824頁。

『教育時論』第59号，1886年12月5日，26頁。

『東京府教育会雑誌』第6号，1889年4月30日，21頁。

同上，第12号，1990年3月26日，12頁。

同上，14頁。

付記　本稿は，日本社会教育学会紀要投稿論文「初期社会教育論の再検討」（第36号掲載）が，紙数の

　　　制約上十分に論旨を展開できなかったため，改めて大幅に加筆・修正したものである。
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松　田　武　雄

AS｛し魍《且y　of正調e　C⑰醜ce獲》匙⑪f　Soc員認盈E《丑腿。測t量⑫醜劉粗d］P⑰geesflar　E《i眠ea｛し叢⑪翻置甑N贋e輔員氾va

丁露keo　　I》璽a癒s眼d塾a

　　　　The　methodology　of　the　study　on　the　history　of　social　education　has　its　limit．　It　has　fbcused

on　a　contradiction　between　the　national　policy　and　the　desire　of　people　to　educate　themselves．　Many

studies　based　on　this　methodology　have　not　tended　to　give　fUll　importance　to　the　rea韮ities　of　the

history．　Theτe｛bre，　liUle　is　known　about　an　integrated　whole　of　the　theory，　although　the　early　social

educatio簸theory　has　been　an　o切ect　of　study　fbr　a　long　time．・The　purpose　of　this　paper　is　to

re－examine　the　concept　of　social　education　and　popular　education，　while　reconside血g　the　method－

ology．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　Yukichi　Fu㎞zawa　used　the　te㎜s　human　society　education　education　in　society　in　the

early　Me導i　era．　He　discussed　the　necessity　of　self＝education　of　the　middle　classes　in　their　life

through　their　social　experiences　after　finishing　schoo1．　One　of　the　j　ournal　articles，　which　argued

abou重social　education　in　the　early　Me類i　era，　described　social　education　as　lifelong　self－education，

while　developing　the　idea　of　Fukuzawa．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　Tamo重su　I（’j　i，　who　in　1885　became　the　first　of　many　authors　to　write　a　book　entitled　popular

educa廿on”in　Japan，　discussed　popular　education　as　the　concept　indicating　Popularization　of　educa一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
tion．　At　the　same　time，　the　term　popular　education　was　adopted　as　a　policy　to　promote　the

education　of　parents　as　a　means　of　raising　the　percentage　of　elementary　school　attendanca　　Socia韮

education，　on　the　other　hand，　was　viewed　as　a　supplement　to　school　education　in　the　middle　Me茸i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ござ
era，　dif驚加g倉om　Fukuzawa．　Later，　the　terms　social　education　and　popular　education　were

often　used　in　a　similar　fashion　as　a　concept　related　to　adult　education　and　community　education。

　　　　FinaUy，　this　paper　considers　the　real　activities　of　popular　education　in　local　areas．　As　soon　as

popular　education　was　adopted　as　a　pohcy　in　1885，　many　meetings　of　pGpular　education　fbr　parents

were　organized，　especially　in　Tokyo。　The　puΦose　of　those　meetings，　at　the　beginning，　was　to　raise

the　percentage　of　elementary　school　attendance．　In　the　I　890s，　popular　education　was　organized

primariiy　as　education　of　adults　and　was　extended　to　comm蜘education　such　as　improving

socieけ，　cultUre　and　economy　through　education　in　the　community

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　　　　hthis　co益text，　Jiro　Yamana　wrote　a　book　entitled　social　education　in　1892．　He　dlscussed

social　education　as　the　idea　indicating　the　reIationship　between　education　and　society，　while　fUrther－

ing　the　idea　of　Fukuzawa　and　the　activities　of　popular　education　and　social　education．
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