
１．和歌山県師範学校旧蔵文書

本学部藤本清二郎教授およびそのゼミ生の尽力によ

り、多数の旧制和歌山県師範学校関係の資料が整理さ

れ、平成21(2009)年度末に目録が作成された 。明治初

期の創立の頃から、教授要目が初めて制定される明治

後期を中心に、昭和に至るまでの、「教務日誌」などの

各種表簿、「生徒研究」と題する冊子など総数約1400点

に上る。

それら資料の中に、当時中等教育の一翼を担った師

範学校の、数学教育の内容を具体的に知ることができ

る、次のような文書が残されている。

⑴「本科第一年 生徒試験問題集」

「本科第二年級 生徒試験問題集」

「本科第四年級 生徒試験問題集」

⑵「明治38年度教授細目(数学科)」

「数学科教授細目」(作成年不詳)

「女子部 数学科教授細目」(作成年不詳)

⑶「教授予定及進度週録」

⑴は各学期に行われた定期試験の問題で、実際に行

われた試験を目の当たりにできる貴重な資料である

(写真１、２)。

例えば、写真２は明治36年、１

年生２学期の幾何の試験で、「⑴三

角形の二辺の和は合わせて他の一

辺より大なり(を証明せよ)」とい

う、今日の中学校では全く扱わな

い重要定理が登場していることが

わかる。

保存されている の は 明 治

34(1901)～43(1910)年のおよそ10

年間の１、２、４学年のもので、

問題は１年生で51種類、２年生50

種類、４年生26種類、計127種類の

多くに上る。３年生や、他の時期

が残されていない理由については

不明である。

⑵は年間の授業計画を週ごとに詳細に記したもので、

１冊は「明治38年」と明記されているものの、他の２

冊は作成年不詳である。

資料整理の段階では周囲の文書などからの推測で

「明治38～41年ころ」となっている。しかし、中に「本

科男子第二部算術教授細目」という項目があり、少な

くとも師範学校に第２部が設置された明治41(1908)年

以降のものであると考えられる。また、１年生に幾何

のあることや⑶の資料との比較から、明治44(1911)年

明治・大正期の師範学校の数学教育

和歌山県師範学校旧蔵文書から

Mathematics Education at Normal Schools in the Meiji and Taisho Era
 

Based on the Archives of Wakayama Normal School

片 岡 啓

Kei KATAOKA

(和歌山大学教育学部)

2011年８月22日受理

要 約

本学部の前身である和歌山県師範学校の保存文書の中に、数学の授業の内容を知ることのできる３種類の資料の

あることがわかった。定期試験の「試験問題」と「教授細目」、及び「授業予定及進度週録」というものである。明

治33(1900)年～大正６(1917)年の時期の文書である。本稿では、三種類の資料を用いて、この時期の数学の教育課

程が短い間にたびたび改編され、教授要目の制定や入学年齢の引き下げ、学校制度の変更などに対応し、生徒の実

情に沿って柔軟に教育課程を編成していた様子を明らかにした。当時の新しい考え方にも留意し、小学校教員の養

成と中等教育の一角という両面の社会的使命に応えようと努力する姿をうかがい知ることができた。

写真１ 「試験問題集」表紙(１年)

写真２ 問題例
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ころのものと考えられる 。また、

「女子部数学科教授細目」には「第

４学年」が記されており、やはり

明治41年から４年制が実施された

４年目である明治44年以降である

と思われる 。写真３は男子の表

紙で、写真４は１年生１学期の第

１週に幾何の様々な定義を扱った

ことを示している。

⑶は、何月何日にどの組の授業

が、予定に沿ってどこまで進んだ

かを記録するもので、今日こうし

た内容が公簿として残されること

は少ないのではないだろうか。明

治41年から大正６(1917)年までの10年間の分が保存さ

れており、学期ごとにすべての教科がすべての学年に

わたってまとめられている。写真５は明治43年の「進

度週録」の表紙で、写真６では第１週に予定通り進ん

だことが記されている。

和歌山県師範学校旧蔵文書における、以上３種類の

文書の年度別所蔵状況を一覧にしたものが表１である。

筆者はこれまで、こうした資料をもとに明治

43(1910)年師範学校の教授要目が制定される前後の実

際の授業の様子を調査し、主に幾何の分野について分

析を試みた 。本小論は、やや範囲を広げ、資料の残さ

れた明治後期から大正にかけての時期の、幾何に限ら

ず数学全体の教育課程の内容についてできるだけ具体

的に明らかにすることを目的としている。

２．明治大正期の師範学校制度

１で述べた文書の残されている明治後期から大正期

にかけては、全国的にも師範学校の拡大期に当たる。

文部省『学制百年史 資料編』(帝国地方行政学会、1972

年)によれば、師範学校の数は図１のように変化してい

る。制度の整備される明治19年からしばらく一定数を

保ち、31年ころから大正期にかけてその数をおよそ２

倍にまで増やすのである。

明治５(1872)年東京に師範学校が創立されて以来、

同12(1879)年の教育令によって、「師範学校ハ教員ヲ養

成スル所トス」として各府県に公立の師範学校を設置

することが決まる。しかし、制度的な不安定は続き、

ようやく明治19(1886)年、中学校令などと並んで、「小

学校・中学校・帝国大学とは全く別個に独立した教員

養成のための師範学校制度を確立しようとした」 師

範学校令が定められた。「師範学校ヲ分チテ高等尋常ノ

二等トス」として、尋常師範学校では基本的に17歳以

上の入学を認めた。１県１校の体制がようやく整備さ

れたのである。

ただ、今日の学習指導要領にあたる教授要目は定め

写真４ 内容例

写真５ 「進度週録」表紙 写真６ 内容例

表１ 試験問題、教授細目、進度週録の所蔵

写真３ 「教授細目」表紙
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られず、同じ明治19年に「尋常師範学校の学科及其程

度」が示されたが、数学については表２のようなごく

簡単なものであった 。

その後、明治25(1892)年「尋常師範学校の学科及其

程度」が表３のように改訂され、内容がやや詳しく表

示されるようになった 。明治43(1910)年師範学校初

の教授要目が定められるまで、各学校での数学教育課

程はこれを原型として作成された。

明治30(1897)年には師範学校令を廃止して新たに

「師範教育令」が定められ、「師範学校ハ北海道及各府

県ニ各一校若ハ数校ヲ設置ス」として、全国的に増設

が始まった。修業年限は男子４年、女子３年とされ、

17歳だった男子の入学年齢を16歳に引き下げた。和歌

山県師範学校の定期試験問題が残っているのは、ちょ

うどこの時期からである。

明治40(1907)年、義務教育年限の延長に伴って、「師

範学校規程」が新たに公布された(実施は翌年４月よ

り)。師範学校を本科と予備科に分けて、本科は従来の

課程を第１部とし、中学校、高等女学校卒業者を受け

入れる第２部を創設した。第１部は入学年齢を男子15

歳以上、女子14歳以上に引き下げ、修業年限を第１部

は男女とも４年、第２部は男子１年、女子１～２年と

した(図２参照)。

各師範学校の教育課程は、明治25年の「学科及其程

度」に基づいて実施されていたが、ようやく明治

43(1910)年に「師範学校教授要目」制定され、詳細に

その内容が規定されることになった。数学でいえば、

明治期の中等教育では標準的であった「代数」、「幾何」

などの区分をほとんど設けていないこと、男女ともほ

ぼ同じ内容の実施を想定していることなどが特徴とな

っている (表４参照)。

大正４(1915)年師範学校規程が改正され、女子に限

り第１部に高等小学校２年卒14歳の入学を認め、予備

科も同１年卒13歳を入学可能として入学年齢の引き下

げが図られた。

大正14(1925)年にはさらに師範学校規程が改正され

て、予備科を廃止し、それを取り込む形で本科第１部

は５年制となった(図３参照)。実際には、予備科は大

正期に入って減少の一途をたどっており、和歌山県師

範学校でも大正２年にすでに廃止していた。

同じく14年、師範学校教授要目が改訂された。欧米

の数学教育改造運動が盛んに研究された大正期に、中

学校や高等女学校の教授要目は改訂されなかった一方、

師範学校でそれが実現したのは注目すべきことである。

その概略を表５に示した。男女統一の教育課程にした

ばかりでなく、次のような新しい内容が取り入れられ

た。１次式、２次式及び比例反比例のグラフ、関数の

グラフと極大極小、順列組合せと確率、図形の入門と

しての作図や立体の製作、測量、投影図と透視図など

図１ 明治・大正期の全国の師範学校数

表２ 尋常師範学校の学科及其程度(明治19年)

表３ 尋常師範学校の学科及其程度(明治25年改訂)

図２ 明治後期の師範学校の学校系統

(『学制百年史 資料編』による)
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である。いずれも改造運動の中で中等教育全体に導入

が求められていた内容である。

教授要目はさらに、中学校や高等女学校と歩調を合

わせて昭和６(1931)年に三度改訂され、昭和18年に官

立に移管されて専門学校程度とされるまでの間、実施

されることになった。

３．明治大正期の和歌山県師範学校

明治８(1875)年に創立された和歌山県師範学校は、

大正に至る時期をのちに振り返って、次のように時代

区分し、その特徴を的確に表現している 。

明治５年～ 第１期 変動時代

明治19年～ 第２期 組織時代

明治31年～ 第３期 膨張時代 第１次

明治41年～ 第３期 膨張時代 第２次

大正14年～ 第４期 師範教育改善時代

これらの区分は主要な法令にほぼ対応しており、全

国的な師範学校の動向を反映している。第１節の資料

の時期を中心に、この時代の和歌山県師範学校の状況

を、定員や入学状況などの資料から概観しておこう。

なお、以下で用いる統計データは和歌山県師範学校の

同窓会誌などをもとに作成し、文末に一覧表にすると

ともに、定員の推移、競争率の推移、及び定員(第１部)

の充足状況について次ページにグラフにした(図４、

５、６)。

創立時は49名でスタートしたという記録があるが、

その後しばらくは生徒の入学者数等の資料はない。定

員の充足は難しかったようで、定員(全学年を合わせた

生徒の総数)を230名に拡大した明治18(1885)年には在

籍192名という記録がある。明治16年には、「入学生の

中には将来の目的を定めて入学せしもののみにあらざ

るを以て中途退学者も多く欠員常に生じたれば」 と

いう記述も見られ、まだまだ師範教育の十分定着しな

い厳しい様子がうかがえる。

「第２期 組織時代」、明治19(1886)年師範学校令で

定員は140名と定められた。女子部が創設されるのは明

治24(1891)年である。志願者数が初めてデータとして

登場するのは明治25(1892)年で、75(男51、女24)人が

志願し、36(男25、女11)人が入学した。今一つデータ

があるのは同28年で、同じく107(男84、女23)人中42(男

表４ 師範学校教授要目(明治43年、本科第１部)

図３ 大正期の師範学校の学校系統

(『学制百年史 資料編』による)

表５ 師範学校教授要目(大正14年、本科第１部)
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図４ 定員の推移

図５ 競争率の推移
⎧
｜
⎩

昭和４年に女子部は日方に移転して独立校となったが

ここでは男女合わせた数を用いている。

⎫
｜
⎭

図６ 定員(第１部)の充足状況
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31、女11)人が入学している。競争率が２倍を超えて、

以前の時期に比べて定員充足の困難は改善され、中等

教育としての一定の地位を築いた時期であることがわ

かる。

明治31(1898)年からの「第３期 膨張時代 第１次」

は全国的な増設に合わせて、和歌山県師範学校でも本

科で140から480まで定員の急増が図られるとともに、

予備科も設置される(図４参照)。ちょうど第１節で示

した定期試験問題が残されている時期でもある。

この時期、本科の競争率は２倍弱の範囲で推移する

が、新設された予備科(男子のみ)は10倍を超える年も

あるなど、かなりの人気であった(図５参照)。本科の

男子は予備科以外から募集しない年も多く、男子にと

ってはこれが実質的な師範学校への入学機会であった。

明治41(1908)年の師範学校規程実施以降を和歌山県

師範学校では「第３期 膨張時代 第２次」と称してい

る。第２部が設置された以外目立った定員増はないが、

多数の卒業生を県内小学校に送り出すとともに、競争

率も継続的におおむね２倍を超えるなど、教員養成と

中等教育を担う学校としての充実期を迎えていた。「教

授細目」や「進度週録」などの資料の多くはこの時代

の記録である。

第１節で示した資料はおおむね以上の時期までのも

のであるが、それ以降は、大正14(1925)年師範学校規

程改正にともなって５年制になり、女子の第２部も新

設されるなど、最大700人余りまで定員が増大する。和

歌山県師範学校では「第４期 師範教育改善時代」と表

現しており、教授要目の改訂を経て、教育内容の一層

の充実に取り組んだ様子が想像できる。図５に示す通

り入学の競争はますます激化し第１部、第２部とも３

～４倍を超える年が続いている。

ところで、競争率は明治30年代以降１倍以上を維持

しているが、それで定員が充足しているかというと必

ずしもそうではないようである。図６に示したように、

在籍数の資料のある明治18年以降、定員を超えて在籍

者がいたのは明治35年前後の短い期間だけで、多くの

年はやや下回っている。当時、４年前後学習を継続す

るのは、今日考えるほど簡単でなかったことが想像さ

れる。同図からは、昭和に入ってから募集人数を減ら

し充足率を大きく下げていったことも読み取れるが、

理由は不明であり機会を改めて検討したい。

４．和歌山県師範学校の数学教育課程

表１の試験問題の種類を見ると、明治41(1908)年か

ら出題される科目が変化することがわかる。明治40年

以前の入学生について、試験問題が存在する学年に○

印を入れたものが図７左である。(３年生の試験問題は

見つかっていないが、この学年の教授科目はこの後も

ほとんど変化がないため、代数、幾何のところに灰色

で印をした。)

一方明治41年の入学生からは１年生の幾何がなくな

って２～４年生に移り、代わって代数が１～４年まで

を通して指導されるようになる。この年からは「進度

週録」も保存されているので、週当たりの時間数も確

認することができる。その数を入れ、授業のあった科

目と学年を網掛けにしたものが図７右である。大きな

変更であったことがわかる。

この時期は、いずれも表３に示した明治25年の「学

科及其程度」に基づいて教育課程を構成しているはず

である。図７左の明治40年入学生までは、表３とまっ

たく一致する構成になっており、和歌山県師範学校の

「明治38年教授細目」でもちょうどそのカリキュラム

になっているが、同図右はこれらと一致しない。

明治41(1908)年は新たに定められた「師範学校規定」

が実施に移された年である。第２節で見たように師範

学校に第２部を作るなど制度的な整備を進める法令で

あるが、教育課程については、それまでの「学科及其

程度」の廃止を定めただけで、新たなものを制定して

いない。加えて入学年齢を１年引き下げたため、各学

校では対応が必要だったようで、図７右のような変更

はそれを実現したと考えられるのである。

確かに幾何の内容は『ユークリッド原論』に基づく

厳格な論証が中心であり、旧制中学校でも３年生から

の実施となっていた。また、明治40年の入学生までは、

その厳格さで最もよく知られた菊池大麓の『初等幾何

学教科書』を用いていた 。翌年の入学生からは、これ

を林鶴一『新撰幾何学教科書平面之部』に変更してい

る 。この教科書はその序文で、これまでの教科書が

「多くはその主義に因循(古い習慣によりしたがって

改めないこと：『広辞苑』＜筆者注＞)の点多く」と指

摘し、記号を用いて証明を簡単にするなど工夫したと

いう。

幾何を２年生からとした教育課程も、明治44(1911)

年からの教授要目の実施に伴って、再び１年生からの

実施に戻された。それまで３年間が標準であった幾何

は、表４に示したように教授要目で４年とされたため

である。逆に代数は３年生までとなったため、教育課

程は図８左のように変更された。生徒の実態に即した

明治41年の変更は、わずか３年で再変更となったので

ある。

ところがこの教育課程も同じくわずか３年後、大正

３(1914)年の入学生からさらに改訂される。大正３年

以降の「進度週録」によると、図８右に示したように

図７ 左：明治40年入学まで、右：同41年入学から
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なる。その変更は大きく、算術の時間数が大幅に増や

され、代数、幾何ともに２年生から３年間の履修に変

わっているのである。

全国的な法令上の大きな変化のないこの時期に、教

育課程を改編しているのは、明治45(1912)年度末(大正

２年の春)に予備科を廃止したことと関係しているよ

うである。それまで男子の本科第１部１年生は、多く

の年度で募集を行わず、予備科からの入学に限ってい

た。大正２年度は最後の予備科生徒が入学したが、翌

大正３年からは予備科を経ないで直接１年生を募集す

るようになった。そこで、教育課程上の対応が必要に

なったと考えられるのである。

図８右の算術の週４時間は多いという印象を受ける

が、教授要目上予備科は算術を週６時間実施すること

になっていたことから、それもうなずける。一方、代

数は３年間の履修に変化がないものの、幾何はまるま

る１年分内容の削減を余儀なくされた。第２節で述べ

たように大正14(1925)年の師範学校規程改正による予

備科の廃止では、予備科を吸収する形で５年制に移行

したが、和歌山県師範学校における大正２年の予備科

廃止では４年制を維持していたので、これらはやむを

得ない措置であった。

明治44(1911)年の入学生から、代数の教科書も変更

されている。これも明治を代表する教科書であった藤

澤利喜太郎『初等代数学教科書』 から、「師範学校用

と中学校用を兼ねた教科書は双方に取りて適切なるも

のというを得ず」 として教授要目の制定に合わせて

出版された、吉田好九郎『師範教科代数及算術』への

変更である。この教科書の目次に沿って、「進度週録」

に記された明治45年と大正３年入学生の代数の授業の

扱いを示したのが図９である。ほぼ同じ内容をカバー

していることがわかる。

一方、縮減を余儀なくされた幾何の扱いは図10のよ

うな変化を遂げた。三角関数はおろか、立体幾何まで

全く扱わない構成となったのである。なぜ幾何に大き

な変更を加えたのかは定かでないが、入学生徒の実情

に応じて、たいへん柔軟にカリキュラムを編成したこ

とがうかがえる。

「進度週録」が残されているのは大正６(1917)年ま

でであるが、実はその最後の年にさらに教育課程の組

み換えが行われている。１年生の授業が、明治44～大

正２年の入学生、すなわち明治43年の教授要目に対応

して編成された課程(図８左)と同じに戻っているので

ある。１年生の算術で長年用いてきた藤澤利喜太郎『算

術教科書』 の使用もやめ、算術と代数を通して吉田好

九郎『師範教科代数及算術』に統一している。この点

も明治44～大正２年と一致しているため、おそらく２

年生以降もこの時期のカリキュラムに戻したと考えら

れる。残念ながら大正７年以降の資料はなく、同６年

になぜこうした変更を行ったかも不明である。

以上のように、和歌山県師範学校では明治41(1908)

年から大正６(1917)年までの間に、３年ごとに４回も

数学教育課程の改変が行われた。図７、８でいえば、

図７右→図８左→図８右→図８左

のように変わったことになる。入学年齢の引き下げや

教授要目への対応などの場合もあれば、理由の不明な

ケースもある。文部省は明治43年の教授要目について

説明した際にも「大綱を掲ぐるに止めて細節に渉るこ

とを避け以て各地方の事情に応し適宜活用するの余地

を存せり」 として地域の事情に配慮することを認め

ている。今日の中学高校からはあまり想像できないほ

ど柔軟な教育課程の改編は、義務教育年限の延長され

た小学校の多数の教員養成という社会的使命と、進学

希望者の増加に対応した中等教育の担い手としての役

割という、地域からの両面の要望に対応する道を模索

図９ 明治45年と大正３年入学生の代数授業

図８ 左：明治44年入学まで、右：大正３年入学から

図10 明治45年と大正３年入学生の幾何授業
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したと考えることができよう。

５．まとめ

明治後半から大正前半にかけて、和歌山県師範学校

の数学教育の教育課程は、短い間に４回もの改編を実

施していたことが明らかとなった。それはちょうど、

我が国の中等学校が、諸外国の数学教育改造運動の影

響を受け始めた時代でもあった。大正８(1919)年、中

学校や高等女学校、師範学校の数学教師たちが日本中

等教育数学会を設立する。それに至る時期であった。

和歌山県師範学校の教育課程の変更が幾何に顕著に

現れていたのは、厳格な論証幾何からの脱却を重要な

課題とした、当時の改革のうねりと無関係ではないだ

ろう。同じ時期、上級学校の入学試験に強い影響を受

ける旧制中学校では、改革の機運はなかなか浸透しな

かった。大正期に師範学校では実現した教授要目の改

訂も中学校では見送られた。

教育課程の改編や新しい教科書の導入など、生徒た

ちの実情に合わせて機敏に、そして柔軟に対応し、教

員養成と中等教育の担い手という社会的役割に応えよ

うとした努力に頭の下がる思いがする。今後、残され

た資料をさらに詳細に調査し、そうした努力の跡をい

っそう明らかにしていきたいと考えている。
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１）和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター「和歌山県
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出さず修業年限延長の結果なり」とある。

４）文部省『学制百年史』帝国地方行政学会、1972年、p.378

５）教育史編纂会編修『明治以降教育制度発達史』第三巻、昭和

14年、龍吟社、p.499

６）同上、p.604-605(男子)、p.617(女子)
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-73(国立国会図書館近代デジタルライブラリー)

８）和歌山県師範学校校友会『40周年記念号』(大正４年)、同『50

周年記念号』(大正15年)、同『60周年記念号』(昭和10年)に

よる。

９）和歌山県師範学校校友会『40周年記念号』(大正４年)p.13-

14

10）明治41年「進度週録」の２年生の部分にこの教科書を使用し

たことが記されている。菊池大麓『初等幾何学教科書平面之

部』は文部省から明治20年に初版、その後長年にわたり版を

重ねている。菊池大麓は東京大学理科大学の初代数学教授

(明治10年)、のち総長、文部大臣(明治34年)。

11）林鶴一『新撰幾何学教科書平面之部』東京開成館、明治39

年。初版は明治37年。林鶴一は当時東京高等師範学校講師、

明治44(1911)年新設された東北帝国大学教授となり、大正

８(1919)年設立の日本中等教育数学会(日本数学教育学会

の前身)の初代会長。

12）藤澤利喜太郎『初等代数学教科書』大日本図書、初版は明治

31年。藤沢は東京大学理科大学の二人目の数学教授。

13）吉田好九郎『師範教科代数及算術』明治図書、明治43年の

「序」。吉田は学習院教授。

14）藤澤利喜太郎『算術教科書』大日本図書、初版は明治29年。

15）「師範学校教授要目説明」(明治43年11月)教育史編纂会編修

『明治以降教育制度発達史』第五巻、昭和14年、龍吟社、p.

695
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