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序論

音図の歴史的な成立と現代語における役割の解明をめざすにあたって

1.本研究の課題
本研究は日本語の五十音図について近代国語教育での役割を解明し、併せて歴史的な
観点からシンハラ語の音図（ホーディヤ）との対照を行うものである。シンハラ語の音図
をシンハラ語で「ホーディヤ」といい、本研究では、「シンハラ語のホーディヤ」という名
で扱う。
五十音図の歴史的な研究といえば、馬淵和夫（1993）の『五十音図の話』が重要である。
馬淵（1993）では、日本語の「五十音図」がインド音声学「悉曇学」の影響を受けて作ら
れたことが明らかにされている。悉曇学の原点は奈良時代にインドから中国を経て渡って
きた仏教である。仏教上の言語意識として奈良時代よりすでに渡来していた「陀羅尼」や
漢字音韻学の理論は、元来反切に代表される中国固有の学であったとされる。漢字音韻学 2
の理論はさらにインド語学の影響を受けて、精密・複雑になって日本に伝来した。
同様にスリランカのホーディヤがインド音声学「悉曇学」（古代サンスクリット語）の影
響を受けていることもすでに明らかにされている。現存する証拠によればシンハラ語を最
初に記録したのは紀元前 307－267 年 Dewanampiyatissa 王朝においてインドからの僧侶
Mihidu（Mahinda）が持ち込んだ文字 Brāhmī Akṣara である。僧侶 Mihidu が持ち込んだこと
により、それまで記述することができなかった仏教の記述が可能になり、スリランカに仏
教が定着した。仏教徒の書物では 269 箇所に書かれた 1276 の古代の碑銘は Brāhmī Akṣara
で書かれているとしている。シンハラ語は時代とともに変化してきたが、言語学ではシン
ハラ語の元になったのはパーリ語とサンスクリット語であると考えられている。シンハラ
語の「pa」「cha」の音節がサンスクリット語の「wa」「sa」との対応を示すことなどから、
シンハラ語とサンスクリット語の密接な関係を説明できる。
シンハラ語のホーディヤと比較すると日本語の五十音図は現代国語教育において重大な
役割を果たしている。しかし、日本語の五十音図が国語教育史上いかにその位置づけを変
化させてきたかについては、これまで教育史においても日本語学説史においても具体的な
考察がなされていない。明治 4 年 に文部省が設置され、それまでにあった寺子屋などの民
間教育が再編成された。教科課程として全国的に統一された基準が実施されたことで国語
1

教育の重要性が高まったことを受けて、この時期に五十音図が教育に導入されたと推察で
きる。
本論の第二章において詳述するように、五十音図の位置づけはいろは歌との関連のみな
らず初等国語教育・国語国字問題についての議論と関わりつつ、仮名遣い・平仮名・片仮
名の導入順などと関連して変化する。よって本研究では、
「平仮名・片仮名」
「いろは歌」
「仮
名遣い」などに注目して五十音図の位置づけを明らかにしていく。

2.本論の内容
本論の構成を以下に示す。
第一章では、ともにサンスクリット語音声学を参考にして作られた、日本語の「五十音
図」とシンハラ語の音図「ホーデイヤ」について考察し、それぞれの特徴をより明確にす
るための対照研究を行う。五十音図とホーディヤの比較対照研究はこれまでに見られない。
そこで本稿の第一章では両者を比較することで五十音図の構造や発展、五十音図に関する
音韻学の歴史を新たな観点から見ることを目的とする。
第二章では、現代国語教育（2009 年の国語教科書と指導要領）において五十音図をどの
ように学習するかについて考察する。そのために実際に使用されている小学校の国語教科
書を見ていく。現代の小学校において使用されている国語教科書は 5 種類あり、それぞれ
「教育出版」「大阪書籍」「学校図書」「東京書籍」「光村図書」という出版社が発行してい
る。これらの教科書とその指導要領を見ながら、現代日本の児童が日本語の音声をどのよ
うに理解するのかについてや、、日本語教育での五十音図の使われ方についても考察する。
第三章では、明治以降の「自由編纂期」「検定制度期」「国定国語教科書期」の三つの期
間に教科書が区分されるうち、明治の初年から検定制度期までに焦点をあて、明治時代か
ら国語教育において五十音図がどのような役割を果たしてきたのかについて考察する。そ
れらの内の代表的な国語教科書を取り上げ、五十音図の扱われ方について観察する。資料
として『日本教科書大系・近代編・国語』に収められているものを扱う。
第四章では、国語・国字問題と仮名遣いについて先行研究に基づいて整理を行う。仮名
遣い問題は明治維新後に国語教育の普及とともに漢字の問題として重要視され、五十音図
の比重が高まるとともに表音的な仮名遣いの賛否が行なわれた。よって四章では、明治以
来の国語国字問題について考察する。
第五章では、第三期国定国語教科初期から第六期国定国語教科初期までの国語教科書に
2

焦点を当て、国語教育での五十音図の位置づけについて観察する。資料として『日本教科
書大系・近代編・国語』に収められているものを扱う。
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海後宗臣（1963‐1964）
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社出版
海後宗臣・仲新編（1972.1）『日本教科書大系・往来編・第七巻・語彙』講談社出版
馬渕和夫（1993）『五十音図の話』大修館書店
文部省（昭和 28 年）
『明治以後におけるかなづかい問題』三報社印刷
文化庁国語シリーズⅠ（1973）『国語問題』教育出版
J.B.Disanayake（2006）Sinhara Akṣara Wicharaya(シンハラ語の文字評論)Sumitha 出版
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第一章
日本語の五十音図とシンハラ語の音図（ホーディヤ）

1. はじめに
本章で筆者が課題とするところは、ともにサンスクリット語音声学を参考にして作られ
た、日本語の「五十音図」とシンハラ語の音図「ホーデイヤ」がいかなる由来をもってい
るかである。課題を明らかにするためにそれぞれの特徴をより明確に示すことができる対
照研究の手法を用いる。五十音図とホーディヤの比較対照研究はこれまでには見られない。
両者を比較することで五十音図の構造や発展、五十音図に関する音韻学の歴史を新たな観
点から記述する。

2. 日本語の五十音図とシンハラ語のホーディヤ
馬渕（1993）『五十音図の話』では、日本語の「五十音図」がインド音声学「悉曇学」の
影響を受けて作られたことが明らかにされている。その原点は奈良時代頃にインドから中
国を経て渡ってきた仏教である。仏教の教え（法）を説き伝える際の言語意識として、奈
良時代よりすでに渡来していた「陀羅尼」の解釈文や漢字音韻学があったと言われる。こ
れらは元来中国固有の学であったらしいが、それがインド語学の影響を受けて精密かつ複
雑になって日本に伝来した。
馬淵（1993）によると、悉曇学とはインドから中国を経て日本に伝わったサンスクリッ
ト語すなわち梵語についての学問である。悉曇とは梵語 Siddham の音訳であり、本来スイ
ッダムであるべきところであるが、日本語では促音の後に濁音が来ることがないのでシッ
タンと言われる。日本に悉曇学が渡来したのは弘法大師空海の時である。真言密教では、
真言（短い梵語の呪文）
・陀羅尼（やや長い梵語の呪文）を唱えることが宗儀の一つであっ
て、梵語の正しい発音、梵文の正しい読み方が研究・教授された。弘法大師空海が唐土で
学習した悉曇を日本へ持ち帰ったことによって日本でも梵語本文の学習が始まる。その中
心的な僧は入唐八家（最澄、空海、円仁、常暁、円行、慧運、円珍、宗叡）である。その
中でも中天（中天竺、中インド）の音を伝えた空海は真言宗悉曇の祖、南天（南天竺、南
インド）の音を伝えた円仁は天台宗悉曇の祖とされている（p.45,46）
。
同様にシンハラ語のホーディヤがインド音声学の影響を受けていることもすでに明らか
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にされている。スリランカの史書である Mahāvaṃsa1（大史）によると、シンハラ語を最初
に記録したのはインドから僧侶マヒンダ（Mahinda）が持ちこんだブラーフミー文字（Brāhmī
Akṣara）である。僧侶マヒンダの渡来後スリランカに仏教が定着した。古代スリランカの
269 箇所に書かれた 1276 の古代の碑銘もブラーフミー文字で書かれている。
ブラーフミー文字によって記述されて以降、シンハラ語は時代とともに変化した。言語
学の蓄積によればシンハラ語の変化にはパーリ語2とサンスクリット語3の影響があると考
えられている。
シンハラ語のホーディヤと日本語の五十音図の仕組みは非常に類似している。これは両
者の音韻理論が共にパーリ語、サンスクリット語の音韻学の影響を受けているためである。
シンハラ語のホーディヤは 12 の母音文字から構成される。その内訳は、「あ」にあたる音
を示す文字が短音と長音を併せて 4 文字、「い」「う」「え」「お」それぞれにあたる音
を示す文字が短音と長音の 2 文字ずつで、併せて 12 文字である。「あ」の音が多いのが特
徴であり、シンハラ語に影響を与えたパーリ語、サンスクリット語にもほぼ同じ｢あいうえ
お｣の母音構造があるが「あ」音を示す文字は短音と長短併せて 2 文字しかない。
シンハラ語の最初のホーディヤである純成ホーディヤにおける子音文字数は 20 で、日本
語の五十音図の文字群と比べると甚だ少ないと思われるが、これはシンハラ語のホーディ
ヤが「あ」の文字のみで構成されるからである。 他の列である「いうえお」の各子音文字
は 「あ」列の子音文字に文字を構成する符号を加えて構成され、実質的には合計 240 文字
となる。シンハラ語の音節は日本語の音節より多いのである。

3.日本語の「五十音図」の歴史
日本語の歴史的な変遷について段階的に区分をすると、上代・中古・中世・近世・近代
とされている。上代語の時代は日本史の歴史区分における奈良時代に相当し、古事記・日
本書紀・万葉集を主たる資料とする。中古にあたるのは平安時代である。鎌倉時代から室
町時代は古代から近代への移り変わりの時期で、鎌倉時代はまだ古代語のおもかげを強く
残している時期、室町時代、安土・桃山時代は近代語的な特色の目立ち始めた時期といえ

Mahāvaṃsa 1

― 紀元 6 世紀頃マハーナーマ僧によってパーリ語で書かれた歴史書
パーリ語とは古代インドのマガダ（māgadha）というところで話された言語に基づく言語である。マガダは釈迦が長い
間説法が行われた所であって、当時のインドでは釈迦がマガダ語（māgadhī）で説法が行われていた。そのマガダ語に近
い言語がパーリ語であり、２世紀にスリランカに渡ってきたと考えられている。
3
サンスクリット語は、 Brahmi（ブラーフミー）文字を元に作られた。ブラーフミーとは、古代インドのバラモン教の
最高神・ブラーフマー（梵天）が作った文字という意味である。aaaaa
2

5

る。これらの時代を合わせて中世とする。武家政権による統一支配によって特徴づけられ
る安土桃山時代（織豊時代）と江戸時代を「近世」と呼ぶ。
「近世」以降明治前期から総体
的に「近代」と呼ぶ。本稿では以上の日本語の歴史的な変遷区分を前提として五十音図の
変遷を見ていく。
本章では日本語の「五十音図」の成立における仏教との関係について先行研究を踏まえ
て見ていく。

3.1 中古の「五十音図」
（妙覚以前）
3.1.1 『孔雀経音義』
現存する最古の音図が醍醐寺所蔵の『孔雀経音義』の末尾に書かれた音図（図 1.1）で
ある。『孔雀経音義』とは「孔雀経」すなわち「仏母大孔雀明王経」の音義である。平安
中期ごろの写本である醍醐寺本は墨附僅か 23 丁の小冊子で著者は未詳である。当時は天
台宗・真言宗等で主として用いられた。
「孔雀経」は密教の経典である。図 1.1 の音図では
配列が現在の五十音図の順序と異なっており、各行に於いてキコカケク・シソサセスつま
り、母音がイオアエウの順序になっている。また行の順序はカサタヤマハワラになってお
り、ア行とナ行が欠けている。「孔雀経」には四十文字しかないので「五十音図」と言わ
ず「音図」と呼ばれていた。（古田東朔・築島裕 1980）

図 1.1『孔雀経音義』の末尾に書かれた音図

『五十音図の話』馬渕（1993
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p.172）

馬渕（1993）においては、
『孔雀経音義』はたしかに四十字しかないものの「五十音図」
と何らかの関係があると指摘し、五十音図を通時的な文脈で述べるにあたって解決すべき
問題として以下の 5 点を挙げている。
1.

ア行とナ行が無い。
（ワ行も実は無い）

2.

行順がカサタヤマハワラである。

3.

段順がイオアエウである。

4.

各行カタカナであるが、その上に漢字一字（イ段）が冠せられている。

5.

「此」の行にハ行とワ行が並記されている。

3.1.2 『悉曇学要集記』
馬渕（1993）によると、仁和華蔵院の寛智の『悉曇学要集記』奥文の中に「五音又様」
と悉曇学との関係を示すものがあるとしている。この本は真言宗系悉曇の大要を記したも
の（『日本韻学史の研究』p.379『悉曇学書選集』第２巻）である。

図 1.2『悉曇学要集記』の「五音又様」

『五十音図の話』馬渕（1993 ｐ.170）

ここで挙げられている図(図 1.2)は一見「五十音図」のようであるが「同音者」と記述さ
れているように「五十音図」とは区別されている。掲載した図（図 1.2）以外にも『悉曇
7

学要集記』の「五音又様」においては次の記述が見られる。
阿等の十二
同音
迦等の十二
同音
以下凡そ十二字は其同音と為す
ということで、その十二とは梵語の十二摩多のことである。そのことは以下のようになる。

a
ka

ā
kā

i

ī

u

ū

e

ai

o

au

aṁ

aḥ 同音

ki

kī

ku

ku

ke

kai

ko

kau

kaṁ

kaḥ 同音

これら十二音が同頭音だとすると前の「同韻」はアカサタ（ナ）の順が梵語の順序と同
じということになる。しかし梵語は a 母音だけでも 34 字になる。また母音は a だけではな
く 12 字あり、34×12 なので全文字で 408 音になる。このことから考えると 408 の梵語音の
中から日本語の「仮名」にあるものだけを拾い上げて縦横相通に並べたもの音が日本語の
仮名表になったということになる（馬渕 1993 p.168）。

3.1.3 『金光明最勝王経音義』
大東急記念文庫に蔵する金光明最勝王経音義一帖の巻末に五十音図が掲載されている。
その音図が図 1.3 である。

図 1.3『金光明最勝王経音義』の音図

『五十音図の話』馬渕（1993 p.170）
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図 1.3 を見るとこの音図を「五音」と称したことが分かる。この「五音」においては、段
の順も行の順も現在の五十音図と異なっている。
「五音又様」では段の順は現在と同じだが、行の順が現在と異なっている。梵字の一覧表
である「悉曇章」の摩多（母音字）においては「a

ā

i

ī

u

ū

e

ai au

aṃ

aḥ」

の順に十二字が並べられており、日本語の母音を示す五文字を抜き出すとアイウエオの順
になる。この点から「悉曇又様」における段の順は悉曇に通じた学僧の手によって整理さ
れたとものだと考えられる。（古田東朔・築島裕 1980）

3.2. 中古の音図（明覚以後）
馬渕（1993）によると、明覚には「五十音図」という意識が見られ、明覚以前の『孔雀
経音義』、『悉曇学要集記』、『金光明最勝王経音義』などの図は「前五十音図」と言ってよ
く、「前五十音図」から「五十音図」発生の手懸りが見出せるとしている。
明覚の五十音図に関わる著述には『反音作法』とその所論を再論した『梵字形音義』及
び『悉曇要決』がある。『反音作法』には五十音図が掲載されており、神尾本では片仮名、
東寺観智院本では万葉仮名で書かれている。東寺観智院本の万葉仮名は『梵字形音義』の
五十音図のものと同じであるから、はじめ片仮名であったものを後の人が『梵字形音義』
に習って万葉仮名に改めたとされている。このように後世において同一視された片仮名と
万葉仮名の音図であるが明覚が書いた原本の段階では異なる音図であったと考えられる。
万葉仮名で書いた『梵字形音義』の「五十音図」は「反字」としているのに対して片仮名
で書いた『反音作法』は「反音」として挙げられている。つまり明覚の意識では「字」と
「音」とは違ったレベルのものであり、「音」は音声、「字」は文字として理解するほうが
よく解けると考えていたと解釈されている。五十音図について、
『反音作法』の本文では以
下のように述べられている。

初ノアイウエオノ五字ハ是諸字ノ通韻也。ア字ハカヤサ等ノ響ナリ。イ字ハキイシ等
ノ韻ナリ。ウ字ハクユス等ノ韻ナリ。エ字ハケエセ等ノ韻ナリ。オ字ハコヨソ等ノ韻
ナリ。世人多此ノ五韻ノ字ヲ知ラズ。反音多ク謬ル（p.156）
。

上記の「世人多く此の五韻の字を知らず」ということから、
「反音多く謬る」というのは
一字一字がそれぞれ子音と母音に分かれていることが多くの人には理解できなかったとい
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う事だと解釈されている。
明覚の発見した反音の方法については馬渕（1993）では以下のように述べられている。
董ノ字ハ多動反。動字トウノ音ナリ。トノ字ハオノ響ナリ。上ニ多ノ字有リト雖モ、
オノ響ヲ取ルト為ス。タチツテトノ五音ノ中ニトヲ取ル。トウノ字の終ノウニ合セテ
トウノ音ヲ成ス。

「董」の字に「多動反」がある。「多動反」から「董」の字の音を出すわけであるが、
「タ＋ドウ」で「タ」と「ウ」を合わせればよいというものではな。
「董」はトウとい
う音であるから、反切によってトウという音が出なければならない。どうして「ト」
の音がでないかというと、反切上字の「多」は［ta］であるが、反切に使うのは最初の
[t]という字だけである。反切下字の「動」の字も d’ung の d’を捨てた残りの ung をつか
って、上字からでた t と結び付けるのである。つまり、
多＋動 →董
タ

ド

ウ

Ta+d’ung →tung
となり、ta の t と d’u の u とを仮名で求めようとすると、タの音の行で、トの音の段
との交点にある字を探せばよいわけである。とするこれを「五十音図」を使えば容易
に求めることができる。これが明覚の発明した方法なのである（p.157,158）
。

上記のように明覚は五十音図を使って漢字の反切方法を発明したのである。

4. 中世の音図
馬渕（1993）によると、中世の音図では『悉曇相伝』『悉曇少雙紙』等に東褝院流の「五
十音図」が見られるとされている。中世には心蓮の思想が五十音図配列に大きな影響を与
えていると考えられており、その思想にもっとも近い『悉曇相伝』の図として図 1.5 が挙げ
られている。図 1.6『悉曇少雙紙』と比べると、『悉曇相伝』では五音を横に並べているも
のに対して『悉曇少雙紙』では上下二段に書いていること、小字の位置が大字の左右に入
れ違っていること、
『悉曇相伝』において発音部位の書き込みがあることを除けば、概ね同
系であると説明されている。
『悉曇要決』の五十音図の構造に関する部分が図 1.4 である。
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図 1.4『悉曇要決』の五十音図の構造に関する部分

『五十音図の話』馬渕（1993 p.144）

図 1.5『悉曇相伝』の五十音図

『五十音図の話』馬渕（1993 p.104）
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図 1.6『悉曇少雙紙』の五十音図

『五十音図の話』馬渕（1993 p.105）

4.1 中世異流の「五十音図」
4.1.1 『五音生紀』の「五音」
馬渕（1993）によると『五音生起』（図 1.7）という本に「五音の前にア行・ヤ行・ワ行
がそれぞれ掲載されている」五十音図が書かれていると述べられている。中世においては
アヤワ行が現在の基準に照らして正しく配列されているのは稀有であり、五音の前にア
行・ヤ行・ワ行がそれぞれ置かれているものが全て「正しい」のであるとされている。『五
音生起』にみられる五十音図配列の思想は心蓮のものとされている。中世において「正し
い」とされた「五十音図」についてみると、ア行が本音、カ行が未音とされている。明覚
流の正しい音図が天台悉曇学に流れていたことから心連の系列に置かれるものとされてい
る。この「五韻次第」は大矢博士によって心連の流れにおける最古の音図とされ、その後
森岡健二氏によって明覚以前に遡るものではないことが明らかにされた。また山田孝雄博
士が心連の流れに属する中世の音図のオとヲの位置について正しく修正を施した『文字反』
というものもある。
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図 1.７『五音生起』

『五十音図の話』馬渕（1993 p.112）
4.1.2 承澄の『反音抄』
中世以降の韻学に大きな影響を与えたのは承澄である。
『反音抄』に「五音」の図（図 1.8）
が揚げられている。

図 1.8『反音抄』の「五音」

『五十音図の話』馬渕（1993 p.116）

この五十音図については馬渕（1993）で以下のように述べられている。
1.細字が東禅院流と一致する。
2.各行の細字の外側右にヤイユエヨ、左側にワヰ○エヲが加わっている。
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3.三内の標示は行段とも『悉曇相伝』と同じ。
4.「本」
「末」は「東禅院流」と一致する。
5.相通説を整理している。
承澄の「五音」の図における考えをみると、平安時代の諸説を受け継ぎ、さらに呉音漢
音についての考慮を付け加えたもので、以降の「五十音図」の手本となったと説明されて
いる。
（馬渕.1993 p.126）

4.2 了尊『悉曇輪略図抄』中の「五十音図」
子尊は『悉曇輪略図抄』で図１.9 のような五十音図を提示している。馬淵（1993）によ
ればこの音図は承澄の『反音抄』の図と概ね同じであると述べられている。中世以降の五
十音図とは縦横が反対になっていること、字母を漢字にしていることに大きな相違があり、
特に縦横が反対になっていることから中世以降の世の中ではこの種の「五十音図」を「声
字惣表図」と呼んだとされる。その下に割注で「新訳花厳経ノ音義ニ云ク、孟康註史記ニ
曰ク、南北ヲ縦ト為シ東西ヲ横ト為ス。
」といっていることからすると、五十字を万葉仮名
にしたのは、文字であるという意識で、細字は音であるという意識などであるとされる。
馬渕（1993.p.130）

図 1.9『悉曇輪略図抄』の五十音図

『五十音図の話』馬渕（1993 p.130）
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4.3 直・拗について
馬渕（1993）では、直・拗という概念について中古の『悉曇蔵』880 年以来の歴史がある
としている。
『悉曇蔵』から信範の『悉曇字記聞書』に至るまでは、直韻拗韻といって韻（一
語の音）の下位概念であり、『悉曇蔵』によると a
au

ā

i

ṝ u

ū

の六を直韻、e

ai o

ṛ ṝ ḷ ḹ の十を拗韻といった。a から ai までの八韻を直響とし、ṛ から aḥ までの

八韻を拗韻とする説もある。つまり直拗というのは十六摩多を６若しくは８の韻で区切る
考え方であるとされる（p.134,135）。

4.4 直音拗音図
馬渕（1993）によると、
『悉曇初心抄』の元来の情報を保持していると考えられている高
野山大学図書館蔵金剛三味院寄托文明十四年写本では、
「五十音図」が図表の形を取らず文
章で示されているとされている。これが時代を経るにつれて字母が梵字（図 1.10）になっ
たり、片仮名で一々に直拗（図 1.11）の概念に従って書かれたものになったりして、五十音
図らしい形に整えられていき、江戸時代初期に「直音拗音図」として形が定まる。さらに
「直音拗音図」が『韻鏡』諸本に附せられた「五音五位之次第」
（図 1.12）となることが明
らかにされている。

図 1.10『悉曇初心抄』の拗音直音の図

『五十音図の話』馬渕（1993 p.140）
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図 1.11『悉曇初心抄』の拗音直音の図

『五十音図の話』馬渕（1993 p.140）

図 1.12『韻鏡』の「五音五位之次第」

『五十音図の話』馬渕（1993 p.140）
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5.近世の音図
馬渕（1993）によると、江戸時代には漢字音韻学が盛んになり、その中心となったのが
『韻鏡』である。『韻鏡』は四十三枚からなる中国語音韻図表であり、唐末に作成されて鎌
倉時代初期に日本へ渡来したと推定される。寛永五年本以降は「五音五位之次第」という
音図が巻頭に付けられるようになった。
「五音」とは中国語において宮・商・角・徴・羽の五つの音から得られる、漢字音の頭
音の唇・舌・牙・歯・喉のことを指す。日本では「五十音図」の各行の五つの音を指すが
五十音図を指すこともある。「五位」は中国では五行の順序による位置を指したが、日本で
は中国の事情とは異なり韻学上で大きな位置を占めた。
『悉曇蔵』に詳しく述べられたとこ
ろによると、承澄の『反音抄』の裏書に「五音」
「五位」の在り方について一つの例が示さ
れている。
「五音五位」とはアイウエオ、カキクケコなどの「五音」がそれぞれ正しい順序
で上から一位・二位という様に配置させられていることであり、要するに五十音を正しく
配列した図である。
（図 1.13）（馬渕・1993.ｐ.32）

図 1.13『韻鏡』の「五音五位之次第」

『五十音図の話』馬渕（1993 p.33）
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5.1 江戸時代初期の五十音図
江戸時代においては契沖の五十音図が重要である。浄厳の『悉曇三密鈔』
（図 1.14）が契
沖の五十音図への示唆に富んでいる。
『悉曇三密鈔』の五十音図は梵字の「五十音図」であるとされている。書かれている文
字も梵字である。

図 1.14『悉曇三密鈔』の五十音図

『五十音図の話』馬渕（1993 p.41、42）
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5.2 契沖の五十音図観
契沖の「五十音図」については『和字正濫鈔』4と『倭字正濫通妨抄』のものがあり、そ
れぞれ異なった図が挙げられている。
『和字正濫鈔』の「五十音図」については、すべての音の最小単位が音韻であるという
考えが表わされている。その故に漢字・平仮名・片仮名のいずれでもない字を作成し「五
十音図」に付加することで縦横相通の理が分かるように示した。
『倭字正濫通妨抄』と『倭字古今通例全書』の「五音五位」の五十音図を図 1.15 で示す。
また契沖は「定家仮名遣い」の誤りを正し、
『和字正濫鈔』で新しい仮名遣いを説いた。

図 1.15『倭字正濫通妨抄』の五十音図

4

語学書。契沖著。5 巻。1695 刊行「定家仮名遣」の誤りを正し、歴史的仮名遣を初めて基礎づけた語学
書
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『倭字古今通例全書』の「五音五位」

『五十音図の話』馬渕（1993 p.53、58）

5.3 本居宣長の言語観
本居宣長は中世以来誤って掲載されてきた「五十音図」の「オ」と「ヲ」の行所属を正
しく復元したことで後世において高く評価されている（馬渕 1993、釘貫 2007 など）。
『漢字
三音考』において、エアオウの五音について口の開きの開と合の有り様を図示し音声学的
な観察を下していることが分かる。また『字音仮字用格』では、漢字仮字の開合を軽重の
概念に置き換えて詳説し、五十音図をもって説明する。軽重概念による開合の説明は「字
音開合指掌」から「字音仮字三会図説」
（図 1.16）の三つの図へと受け継がれる。馬渕（1993）
では宣長が「五十音図」で国語音や字音仮名遣いについて考えていたといえると述べられ
ている。

図 1.16「字音仮字三会図説」

『五十音図の話』馬渕（1993 p.84）
20

6.近世語学書・文法書での「五十音図」利用
宣長以降、音韻学だけではなく文法書にも「五十音図」が現れるようになった。しかし
本居宣長『詞の玉緒』（1785）や本居春庭『詞の八衢』（1808）などでは日本語の活用につ
いて五十音順に説明しているが、五十音図は提示していない。

6.1 『語意考』
『語意考』は 1769 年に賀茂真淵によって書かれた語学書で、漢字で書かれた「五十音図」
（図 1.19）が示されている。

図 1.18 賀茂真淵『語意考』の「五十音図」

イツラノコエヒビキノカタ

富樫広蔭によって書かれた『辭玉欅』では、「五十音図」が「五十連音韻圖」（図 1.17）
として活用表の上に記載されている。

図 1.17 富樫広蔭の『辭玉欅』の五十連音韻図
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6.2 『あゆひ抄』
『あゆひ抄』は 1778 年に冨士谷成章が日本語の「助詞・助動詞」の体系的記述を試みた
語学書である。冨士谷成章は上接語との接続を重視して活用の研究を行い、活用の説明「經
緯圖」と名づけた「五十音図」
（図 1.19）を用いている。

図 1.19『あゆひ抄』の五十音図

7. 近代以降の「五十音図」
本項では日本語の「五十音図」に関する明治期の文法書の記述を見る。

7.1 田中義廉『小学日本文典』
『小学日本文典』は 1874 年に田中義廉によって書かれた文法書である。田中義廉は五十
音図の「アイウエオ」の五つの文字を母音、その他四十五の文字を子音としている。また
五十音図の外に二十字の濁音と六字の半濁音があると説明し、それらのうち清音の字の右
肩に（ ゛点）がついたものを濁音、
（ ゜ 丸）がついたものが半濁音であると説明する。

7.2 中根淑『日本文典』
『日本文典』は中根淑によって 1876 年に書かれた文法書である。いろは四十七字中から
音韻相通するものを類別し、縦横に配列したものを「五音」というとしている。配列にお
いては「イウエ」の三文字が重複しており四十七文字で五十音を示している。『日本文典』
本文では、
「五音」の音の配列は中古インドより伝来した五十音図を原本として作り出した
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としている。「アイウエオ」の五音は母音とされ、残りの音は子音と母音で形づくられてい
るとされている。

7.3 大槻文彦『広日本文典・同別記』
『広日本文典・同別記』は大槻文彦によって 1897 年に書かれた文法書である。日本語に
は漢字と仮名の二種類の文字があると説明している。仮名は四十七あり「カタカナ」と「ひ
らがな」の二種類があると説明する。平仮名をいろは歌の形で、片仮名を五十音図の形で
記している。片仮名の図では同韻を同段とした上で「此ノ図ハ語学上ニテ音ノ種類、用法
及ビ動詞ノ語尾、活用等ヲ覚ユルニ、甚ダ用アルモノナレバ同行ト同段トノ音ヲ、縦横、
自在ニ暗誦シ置クベシ」とし、音の数が五十あるので「五十音図」というと説明する。さ
らに、五十音の外に濁音、半濁音と拗音（清濁）があるとしている。ここでは「単純音、
成熟音、母音、発声、気息ノ声帯ニ触レ顫動シテ耳ニ聞ユルモノヲ「声」トシ、声ノ一気
息ニ成レルモノヲ「音」トス」と説明する。

8.「五十音図」のまとめ
以上、現存する最古の五十音図とされている『孔雀経音義』、『金光明最勝王経音義』か
はら近代までの「五十音図」について先行研究に基づき整理した。中古では、「五十音図」
が漢字音の反切に使用された。それが中世初期に至り梵字の音や日本語の仮名遣いを理解
するために使うようになった。近世では契沖が日本語の音韻学に、宣長が日本語の音声の
説明に「五十音図」を使用している。その後「五十音図」は日本語の文法における活用の
説明にも使われるようになり、文法書にも「五十音図」が現れるようになっていた。
そして明治期においても「五十音図」は重大な役割を果たしている。明治以降の五十音
図の国語教育での役割については第三章で述べる。

9. シンハラ語のホーディヤの歴史
シンハラ語が最初に記録されたのは紀元前 307 年に僧侶マヒンダが伝えたブラーフミー
文字によってである。J.B.Disanayake（2006）では T.W. Rhys David, Buddist India（1978）を
引用し、当時のインドにおいてブラーフミー文字が Brāhmī

Lipi と呼ばれていたと紹介し

ている。
古代シンハラ語において僧侶マヒンダが伝えたブラーフミー文字をそのまま使用してい
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たことについては先行研究によって明らかにされている。Penalaboda Premananda（2004）に
よると、ブラーフミー文字で書かれたスリランカに現存するもっとも古い記録は Mihintare
という場所にある寺院“Kanthaka”にあるエピグラフである。そこで発見された文字を図 2.
１に示す。このエピグラフは紀元前 207－197 頃に書かれたものとされている。現在のシン
ハラ語の文字は、ブラーフミー文字が変化して生み出されたと考えられている。

図 2.1 Kanthka

Chetiya Lipiya

Penalaboda Premananda（2004 p.27）

紀元前 307 年にスリランカに入ってきたブラーフミー文字は 900 年間そのまま使われた。
そして 7 世紀から 8 世紀にかけ、インドの Pallawa という地域との政治的な関係や仏教との
関係の上で入ってきた Pallawa grantha Akṣara（パッラワ グランター文字）の影響を受け
て変化したことが図 2.1 によって確認できる（Penalaboda pemananda.2004）
。図 2.2 は 7，8
世紀の Pallawa grantha Akṣara と当時のシンハラ語の文字を比較したものである。左側が
Pallawa grantha Akṣara、右側がシンハラ語の文字である。

図 2.2

（Penalaboda premananda.2004 p.40）
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J.B.Disanayake（2006）によれば、Anuradapura 時代に書かれた散文からシンハラ語に大き
な変化が見られるという。紀元 2 世紀に書かれた散文書 Dampiya Atuwa Gatapadaya はその
一つである。この書を見ると、当時のシンハラ語はパーリ語とサンスクリット語の影響を
受け、その時代以前にはなかった[ṛ][ṝ][ḷ][ḹ]といった文字が導入されたことがわかると述べられて
いる。
先行研究に基づくと初期のホーディヤは散文や詩を書くためだけに使われ、文法書に掲
載されることはなかった。13 世紀においてシンハラ語の文法の規則がsidath sagarawa 韻文
で書かれた文法書によって定式化され、それにホーディヤが掲載されたことによってそれ
以降の文法書にも使われるようになった。パーリ語やサンスクリット語の影響を受け、新
しい音の文字が増加したり、必要性がなくなった音の文字が消滅したりして、様々な形に
分化した。スリランカでは国語と仏教科が深いかかわりをもっているので、古代から現代
までの仏教に関して書かれた本にもホーディヤが記載されている。
Wimal g. Balagalle（1992）によると、シンハラ語の変遷について大まかに時代の区分をす
ると以下のようなる。
Sinhala Prakurthi Yugaya

― 紀元前 2・3 世紀から紀元 4・5 世紀までの時代

Puratana Sinhala

― 4 世紀から 8 世紀までの時代

Mdya Sinhala

Yugaya

― 8 世紀から 13 世紀中期までの時代

Yugaya

Sambawya Sahithya Yugaya
Nutana Sinhala Yugaya

― 13 世紀中期から 17 世紀までの時代
― 17 世紀から現代までの時代

また、王領の支配域によって以下のように区分できる。
（Ananda Kulasuriya.1961）
Anuradapura 王朝

―

Polonnaru 王朝

― 1056 － 1215 年の間

Dabadeniya

王朝

Krunagala 王朝

－ 1017 年の間

― 1236 － 1283 年の間
― 1310 － 1344 年の間
― 1344 － 1410 年の間

Gampola 王朝
Kotte 王朝

― 1412 － 1551 年の間

Seetawaka 王朝

― 1521 － 1593 年の間
― 1592 － 1815 年の間

Mahanuwara 王朝
Colaba 王朝

―

1815 －

1948 年の間
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Anuradapura 王朝当時のシンハラ語にはパーリ語の影響が見られることは先に述べた。パ
ーリ語とはパーリ語とは古代インドのマガダ（māgadha）というところで話された言語に基
づく言語である。マガダは釈迦が長い間説法が行われた所であって、当時のインドでは釈
迦がマガダ語（māgadhī）で説法が行われていた。そのマガダ語に近い言語がパーリ語であ
り、2 世紀にスリランカに渡ってきたと考えられているこの時代には Brāhmī Akṣara でシ
ンハラを書き表していた。当時は Sellipi5Hodiya という文字表があり、これは Tonigala とい
う場所にある Tonigala Sellipiya というエピグラフ（図 2.4）に見ることができる。

図 2.3 Tonigala Sellipiya

Thiyodor g.Perera（1992）によると、当時のシンハラ語において[ta][tha][da][ra]を表す文
5

Sellipi―エピグラフ
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字はデーワナガリ文字6に類似するという。図 2.3Sellipi Hodiya ではすべての母音が短母音
である。
Anuradapura 王朝の崩壊とともに Polonnaru 王朝が始まる。この時代の代表的なシンハラ
語の散文の書物には Kausirumina と Amawatura がある。この時代に使われていた Sellipi
Hodiya は Parakramabahu sellipi7図 2.4 に見られる。

図 2.4 Parakramabahu sellipi

デーワナガリ文字とは古代インド語サンスクリット語の文字である。
Polonnaru 王朝 の Parakramabahu 国王の時代に書かれた手紙。

6

7
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J.B.Disanayake（2006）によると、Dabadeniya 王朝に書かれた代表的な書物はである Sidath
saňgarā はシンハラ語の散文と韻文を書くための規則として「Kau lakiya」「Leu Lakiya」と
いう二つがあったと説明されている。その規則を説明するために、Sidath saňgarā が書かれ
たという。Sidath saňgarā は「Kau lakiya」という規則に準じて「Kau lakiya」に使われてい
た単語で記述されたと説明される。
Dabadeniya 王朝、Krunagala 王朝、Gampola 王朝ではシンハラ語の文字に大きな変化は
なかったとされている。Kotte 王朝では「Kau lakiya」が崩壊し、
『Hansa Sandesaya』とい
う詩書にサンスクリット語の[cha] などの音や気音文字が見られようになった。Seetawaka
王朝と Mahanuwara 王朝になると、シンハラ語の書き言葉と話し言葉の間に差ができたと
される。

10. シンハラ語ホーディヤの意味
J.B.Disanayake（2006）によるとシンハラ語の文字を「Akṣara」というが、
「Akṣara」はサ
ンスクリット語からの借用語であると説明されている。
「Akṣara」をパーリ語では「Akkara」
といい、その語から派生したシンハラ語が「Akuru」である。現代ではパーリ語の「Akkara」
とシンハラ語の「Akuru」が使われている。シンハラ語の「Akṣara」または「Akuru」を用
いた音図を「Hodiya」という。
「Hodiya」という単語が最初に見られるのは、コーッテ王朝
において僧侶 Totagamuwe Rahulani によって書かれた Kawayasēkaraya という詩書である。

11. シンハラ語に存在する様々なホーディヤ
シンハラ語の音や文字は時代によって様々な変化をしてきた。最初にブラーフミー文字
で記載され始めたシンハラ語は時代が下るに従って文字や音が増えた。よってシンハラ語
には、時代に応じて数多くのホーディヤが存在する。これらのホーディヤでは使用されて
いる文字や音が多少異なっているため、ホーディヤによって時代を把握することができる。
多数あるホーディヤの中から本稿では重要なホーディヤのみ取り上げることにする。

11.1

Sidath saňgarā Hodiya

Sidath saňgarā は紀元 13 世紀に僧侶 Pathiraja Piruwan によって書かれたシンハラ語の韻文
書である。J.B.Disanayake（2006）では、この時期のスリランカではパーリ語の音図とサン
スクリット語の音図が使われており、Sidath saňgarā Hodiya はその形式の影響を受けている
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とされる。根拠は以下の 3 点であり、詩の本文においてはシンハラ語特有の音や文字が用
いられているが、音図には掲出されていないという。
１．シンハラ語の音の特徴とされている母音の[æ][ǽ]を表す文字や母音である[ṛ][ṝ][ḷ][ḹ]
などを表す文字を用いていない。
２．子音においては[kha][gha][cha][jha][ṭha][ḍha][tha][dha][pha][bha]の 10 つの気音を表す
文字を用いていない。
３．サンスクリットの Visarga「aṃ または

aḥ」を用いていない。

Sidath saňgarā Hodiya には母音 10 と子音 20 が見られる。合計 30 音素文字からなる
Sidath saňgarā Hodiya は以下の様相を示す。10 の母音が 5 つの短母音と 5 つの長母音に
分類されている。
母音

短音

長音

a

ā

i

ī

u

ū

e

ē

o

ō

Sidath saňgarā Hodiya に用いられている 20 の子音は以下の通りである。
ka

ga ja

ṭa

ḍa

ta

da

pa

ba ma

ya

ra

sa

ha ḷa

ṇa

na

la

va
aḥ

Sidath saňgarā Hodiya にはシンハラ語の全ての音が用いられているわけではなく不完全
であると、多くのシンハラ語の研究者が指摘している。不完全なものであることからこの
音図は体系的な記述を目指したものではなく韻文を書くために書かれたものであるとされ
る。
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11.2 Amisra Sinhala Hodiya（純成シンハラホーディヤ）
コーッテ王朝（1415－1551）の国語学者である僧侶 Wiidaga は長い間使われてきた Sidath
saňgarā

Hodiya になかった[æ][ǽ]の音を付け加えた純成シンハラホーディヤを作り出し

た。純成シンハラホーディヤでは母音 12 と子音 20 の合計 32 文字となった。Sidath saňgarā
Hodiya と純成シンハラホーディヤとの違いは母音が二つ増えていることである。子音は
Sidath saňgarā Hodiya と同様である。純成シンハラホーディヤの母音は以下の様相を示す。
母音

11.3

短音

長音

a

ā

æ

ǣ

i

ī

u

ū

e

ē

o

ō

Misra Sinhara Hodiya（混成シンハラ語ホーディヤ）

混成シンハラ語ホーディヤは 18 の母音と 36 の子音で形成される。20 世紀に書かれたす
べての文法書にこのホーディヤが掲載されている。J.B.Disanayake（2006）は 54 の文字のう
ち 9 文字がサンスクリット語からの借用語を書くために必要とする文字であると主張する。
9 文字の内訳は[ṛ][ṝ][ḷ][ḹ][ai][au]の 6 つの母音と[śa][sa][aḥ]の 3 つの子音である。混成シンハ
ラ語ホーディヤは以下の様相を示す。
母音

短音

長音

a

ā

æ

ǣ

i

ī

u

ū
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子音

ka kha

ḷ

ḹ

e

ē

o

ō

ga gha

ca cha ja

jha ňa

ṭha ḍa ḍha

ta

tha da dha na

ya

au

ňda

ṭa

pa pha

ai

ba bha

ṇa

ma

ra

la

va

śa ṣa

sa

ha ḷa

aṃ または aḥ

12. シンハラ語の母音と子音
12.1 シンハラ語の母音
J.B.Disanayake（2006）によると、現代の文法の研究者や考古学者によるシンハラ語の母
音の分類法には以下の５つがある。
1.Sarala-Sanuktha Bedaya（単母音―複母音）
シンハラ語の母音を形成する音素によってさらに Sarala Pranakshara（単母音）と Sanuktha
Pranakshara（複母音）に分類される。Sarala Pranakshara とは[i]のように音一つの音素で形
成される。Sanuktha Pranakshara とは[ai][ṛ]8のような母音＋母音で形成される。
2.Hraswa-Dirga Bedaya（短母音―長母音）
母音を発音するために必要な時間によって２分類される。短時間で発音できる[a][æ][u]
のような音が Hraswa Pranakshara（短母音）で、 Dirga Pranakshara（長母音）とはより
長い時間が必要な[ā][ǣ][ū]などの音のことである。いわゆる短母音と長母音のことである。
3.Purwa-Apara Bedaya

（前舌―後舌）

発音をするときに舌のどの部分を使うかによって２分類される。舌の先頭を使用する[e]
の音が Purwa

8

Pranakshara（前舌）で、舌の後の方を使用する[u]などの音が Apara

ṛ は［r］と「e」の音で形成される
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Pranakshara（後舌）である。
4.Kewara-Vṛddhi Bedaya

（低音―長音）

シンハラ語の単独音節である[a][e][u]の音が

Kewara Pranakshara（低音）で、、母音二つ

から形成される[ā][ai][au]などの音が Vṛddhi Pranakshara（長音）である。
5.Saṁvṛta-vivṛta Bedaya（開放音―閉鎖音）
シンハラ語の母音[a]のみに関係する。用いる場所によって発音が異なり[a]の音が２種類
になる。
Saṁvṛta（開放音）[a] （
Mama）―

私という単語の最初の「ma」の「a」の音のことであ

る。ここでは発音が[a]になる。
vivṛta（閉鎖音）[a]（Mama）― 私という単語の最後の「ma」の「a」の音のことである。
ここでは発音が「e」に近い「a」で発音する。

12.2 シンハラ語の子音
J.B.Disanayake（2006）によると、シンハラ語の子音は書き順によって２つに分類するこ
とができるとされる。シンハラ語の書き順において右で終了する文字[ka][ga][ta][na][sa][ha]
（Dashinantha Akṣara）と、左で終了する文字[cha][ta][da][ba][ma][va]（Wamantha

Akṣara）

である。子音は発音するときに口内において接触する場所によって表１のように分類され
る。

表１・シンハラ語の子音
Sparsha 接触

Nasikya

Sajyaka

Ushma

鼻音

鼻音・帯

歯擦音

気
Agosa

無声音

Gosa

有声音

Alpaprana

Mahaprna

Alpaprana

Mahaprna

無声・無気

無声・帯気

有声・無気

有声・帯気

Kantaja
軟口蓋音

ka

kha

ga

Taluja
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gha

ṅa

ňga

śa

硬口蓋音

ňa

ňja

ṣa

ca

cha

ja

jya

ta

ṭha

ḍa

ḍha

ṇa

ňda

sa

ta

tha

da

dha

na

ňda

sa

pa

pha

ba

bha

ma

m̆ba

fa

Murdaja
反舌音
Dantaja
歯音
Ustaja
唇音

J.B.Disanayake（2006 p.280）

12.3 シンハラ語における符号体系
シンハラ語の母音字は単語の語頭に使用するか語中や語尾に使用するかで、文字の形が
変化する。母音は単独で音節を構成し、母音＋子音でも音節を作る。母音が語頭以外に用
ピ リ

いられる場合に必要な符号を「PILI」という。J.B.Disanayake（2006）では母音の

i [i]を例

として以下のように説明している。
語頭の場合

ඉ[i] →

[irida-日曜日]

語中・語尾の場合

ú

[ｋ] + ඉ[i] =

û

[ki]

[kiyata-のこぎり]

シンハラ語は単音にあたる 60 文字を覚えても書くことができるようにならない。書くた
めには母音符号の使い分けを理解する必要がある。シンハラ語は 18 の母音と visargaya の 2
音を子音に結合させるので、ひとつの子音に対して 20 文字形態が見られる。音と符号は以
下のものがある。（例：k [ka]の音）

母音

結語する子音

a

ka

ā

kā

æ

kæ

ǣ

kǣ

i

ki

33

ī

kī

u

ku

ū

kū

ṛ

kṛ

ṝ

kṝ

e

ke

ē

kē

o

ko

ō

kō

au

kau

án

kaṃ

áh

kaḥ

ピ リ

シンハラ語の「PILI」あるいは符号は以下で示す

『シンハラ語入門』野口（p.17,18）
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上記の符号の中で子音のみに用いる符号は halkirima

という。

13. 日本語の五十音図とシンハラ語のホーディヤの比較対照
以上にみてきたように日本語の「五十音図」とシンハラ語の「ホーディヤ」が非常に似
ていることが歴史的な背景から明らかである。
日本語の音韻体系である五十音図は「アイウエオ」の５つの母音が担う縦軸を 5 段と「カ
サタナハマヤラワ」の 10 の子音が担う横軸 10 行で構成される、清音のみの五十音の図表
となっている。近代以降では濁音、半濁音、拗音も表に含める場合が見られる。
「五十音図」
が図の形式をとるに対して、シンハラ語のホーディヤは図になっていない。その理由は、
シンハラ語の文字は上述のように子音に付く符号で母音変化を表し、子音部分に共通する
元の文字があるからである。しかし日本語の子音は子音と母音の記号が分離されず 5 つの
異なった文字を使われている。
シンハラ語の純成シンハラ語ホーディヤに基づけば 12 ある母音文字の内訳は「あ」が短
音と長音を合わせて 4 文字、「いうえお」が短音と長音の 2 文字ずつ併せて 12 文字、子音
が 20 文字である。
以下において日本語の五十音図とシンハラ語のホーディヤの比較を行う。

13.1 音素構造及び文字体系
上述したようにシンハラ語の母音文字は日本語の母音文字より多い。最初のシンハラ語
の純成シンハラ語ホーディヤの文字は 32 のみであった。しかし、 シンハラ語ホーディヤ
ではパーリ語の気音文字やサンスクリット語からの単語を借用するようになり二重母音な
どが増加した。その 結果、現在は二重母音文字が 6,

気音を含む子音文字が 16、鼻音を示

す文字 5 と摩擦音を示す文字１が加えられた合計 60 文字で構成されている。
日本語の音素数は母音 a i u e o 5 種、
子音は /k, g, ŋ, s, ʃ, ʒ, z, t, d, n, ɲ, h, ç, ɸ, b, p, m, j, r, w, ɴ
/の 21 種で合計 26 種である。
一方、シンハラ語の母音 18 種、子音 36 種の合計 54 種である。また、シンハラ語の文字
では母音と子音の概念が文字で以下のようにはっきりと把握できる。

子音（k）+

母音（a） =

（ka）

日本語の場合、かな文字表記は母音および子音の区別が分かりにくい。ローマ字で書く
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場合においては母音子音の区別がシンハラ語と同様に理解できる。
子音 「か」＝（k）+

母音（a） = （ka）

また、日本語ではローマ字という表記方法の中にもヘボン式、日本式、訓令式などとい
った様々な方式がある。ヘボン式の方が日本式と対立する英米の規格であり、日本式系統
中に訓令式が位置するのである。
また、シンハラ語に比べ、日本語の母音音素は少ないといえる。その理由はシンハラ語
では長母音や二重母音が通常独立した母音音素として扱われているのに対して日本語では
標準音素と母音音素と拗音素の 3 種のみ五十音図に音素として扱われている。大阪（ōsaka）
にみられるような長音や海岸（kaigan）にみられるような二重母音の性格を持っている特殊
モーラ音が存在しても音素として音図に扱っていない。加えて、
、日本語では母音との関係
により、[si][ti][tu]などの音が使用されているが五十音図ではこの点を意識していない。
シンハラ語の文字は音素文字であり、アブギタの形で表せる。アブギタとは子音字に

母音がつく場合に子音字に母音記号を書き足す形になることで、子音字のみだと子
音+[a]の音を表す。ただし一部の子音字については特殊な変形をするものも存在す
る。それに対して日本語の平仮名・片仮名文字は音節文字であるため上述した子音または
母音の区別が文字で表せない。

13.1.1 日本語の子音配列
日本語の配列は[ka][sa][ta][na][ha][ma][ya][ra][wa]となっている。音声学的に観察すると日
本語の子音配列の調音点と調音法は次のようになる。
[カ]→ 軟口蓋 － 破裂音
[サ]→ 歯茎

－ 摩擦音

[タ]→ 歯茎

－ 破裂音

[ナ]→ 歯茎

－ 鼻音

[ハ]→ 声門

－ 摩擦音

[マ]→ 両唇

－ 鼻音

上記からは日本語の子音の配列の順序は調音点と調音法による違いであって、母音と同様
に声道の奥から手前に移動するという順になっていることが分かる。
[ヤ]接近音 － 硬口音
[ラ]弾き音 － 歯茎音
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[ワ]接近音 － 両唇音
また、 日本語では半母音として「カサタナハマ」の後ろに「ヤラワ」を置いて五十音
図が形成されているが、それもサンスクリット語の[ya][ra][la][va]が半母音として
[ka][ca][ṭa][ta][na][pa][ma]の後ろに置かれていることの影響であると既に明らかにされてい
る。

13.1.2 シンハラ語の子音配列
シンハラ語の配列は[k][c][ṭ][t][p][m]の順になっている。音声学的に観察すると調音点と調
音法は次のようになる。
[k 行]→ 軟口蓋音 － 破裂音 [ṅ]→ 軟口蓋音 －鼻音、[ňg]前鼻音化閉鎖音
[c 行]→ 硬口蓋音 － 破裂音 [ñ]→ 硬口蓋音 －鼻音、[ňj]前鼻音化閉鎖音
[ṭ 行]→ そり舌音 － 破裂音 [ṇ]→ そり舌音 －鼻音[ňḍ]前鼻音化閉鎖音
[t 行]→ 歯音

－ 破裂音 [n]→ 歯音

[p 行]→ 両唇音

－ 破裂音 [m]→両唇音

－鼻音、[ňd]前鼻音化閉鎖音
－鼻音、[m̆ba]前鼻音化閉鎖音

[y] →硬口蓋音 －接近音
[r] →そり舌
[v] →

－接近音

唇歯音 －接近音

[ḷ]→

そり舌音 －側面音

[l]→

歯音 －側面音

[ś] → 硬口蓋音 － 摩擦音
[ṣ] → そり舌音 － 摩擦音
[s] →歯音 － 摩擦音
[h] →声門音 － 摩擦音
以上、シンハラ語のホーディヤと日本語の五十音図の調音点や調音法についてまとめた。
シンハラ語の子音配列も日本語と同様に声道の奥から手前に移動するという順になってい
ることが明らかである。配列について比較すると日本語の五十音図では「サ」行がシンハ
ラ語のホーディヤ[ca]の位置、「ハ」行が[pa]の位置に配列されている点が特徴的であるた
め、配列の違いについて歴史的観点から先行研究を見ることにする。

13.2 日本語の[サ]行
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日本語の[サ]行音についての歴史は複雑であり、8 世紀の発音について以下のような様々
な推定が行われている。慈覚大師円仁はサ行子音について『在唐記』において以下のよう
に説明している。

cɑ 本郷佐字音勢呼 レ之。下字亦然。但

皆去聲。此字輕微呼 レ之。下字重

音呼 レ之。

cha 斷氣呼 レ之。

śa 以 ニ本郷沙字音 一呼 レ之。伹唇齒不

大開 一。合呼 レ之。

ニ

ṣa 以 ニ大唐沙字音勢 一呼 レ之。伹是去

聲唇齒不 ニ大開

。合呼 レ之。

一

sa 以 ニ大唐娑字音勢 一呼 レ之。但去聲

呼 レ之。

慈覚大師円仁はここで本郷佐字音と本郷沙字音を区別し、梵音の ca の音に「佐」
の字をあて、śa の音に「沙」の字をあて、ṣa の音に「沙」の字をあて、sa の音に「娑」
の字をあてている。
また、有坂秀世は『国語音韻史の研究』において「上代に於けるサ行の頭音」として
万葉仮名に用いられた漢字の古い中国音をはじめ、諸文献の記述、形態論、方言等を総合
的に考察し、サ行音がそれぞれサ[tsa]シ[si]または[ʃi]セ[se]または[ʃe]であると推定した。
馬淵和夫は有坂の説を『日本音韻史の研究』において評価し、有坂の論文を次のように
要約している。

1.サ行音の万葉がなは、精 ts 清 ts、 従 dz、照等三 ts、穿等二 tṣ、牀等二 dẓ、のような
アフリカータ系統の字母と心 s 邪 z 審等二 ṣ 等三 ś 禅 ź の様な摩擦音系統の字母とが混
じっている。
2.しかし、平安時代末期の関西方言おいては、サ行の頭音はたしかにある種の sibilant、す
なわち[s][ʃ]類の摩擦音であった。これは東禅院心蓮の『悉曇口伝』および、『鷦林玉
露』にしるした日本語彙の用字によってわかる。
3.これよりさき、平安時代なかごろからあらわれたサ行のイ音便も、シの音が単純な摩擦
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音であった方がふさわしい。
4.現代琉球方言、および日本木土の諸方言でも、サ行の子音としては、ほとんどつねに摩
擦音があらわれている。
5.奈良時代以前の朝鮮・中国の史籍でも、日本語のサ行の音を音訳するには、すべて摩擦
音系統の字をのみもちいている。
つぎにこれらの事実に反するかの様にみえる資料をあげて考察をすすめていられるので
あるが、このところは重要であるので、原文をそのまま引用する。
6.以上の材料のみによって考える時は、サ行の子音はずっと古くから摩擦音であったこと、
殆ど疑ふ余地もないようにみえるであらう。然るに、ここにこの想像の正当なることを
疑わしめるに足る有力な材料がある。即ち、慈覚大師の在唐記の記載がこれである。

cɑ

本郷佐字音勢呼之。下字亦然。但皆去聲。此字輕微呼之。下字重音呼之。

cha

斷氣呼之。

śa

以本郷沙字音呼之。伹唇齒不大開。合呼之。

ṣa

以大唐沙字音勢呼之。伹是去聲唇齒不大開。合呼之。

sa

以大唐娑字音勢呼之。但去聲呼之。

まずここで、本郷佐字音と本郷沙字音との区別されていることが注意を惹く。その
上、梵語の sa に近い音節は当時の日本語には無かったものとみえ、その説明にはわざ
わざ大唐娑字音（心母
二等

s）を用ゐて居る。而して、本郷沙字音は、大唐沙字音（審母

ṣ）とは違ひ、寧ろ口蓋的（palatal）な性質を持ってゐたものと見えるのである。

として、普通のサは佐の方であろうということを、音図のサにあてられた梵字が ca で
あること、および上代万葉がなにおいて、サがもっとも普通の字であることから証明
していられる。そして、それが[tʃ]か[ts]かという、現代音の[s]になるためには、[ts]の
方が可能性がある、として、ここにサ行音の頭音は[ts]であったという説が成立したの
である。
（『国語音韻史の研究 「上代・中古におけるサ行頭音の音価 p.一四（1090），
一五（1091」』）

有坂の論を土台にして馬渕は日本語のサ行音について次のように述べる。
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ś は口蓋音で悉曇対注漢字においても審母三等字等と一致し、口蓋音[s]であらわして大
体まちがいないものと思われる。
ṣ はそりした音で有気ではない。悉曇対注漢字では山母二等字を持っている。
s は歯音で普通の[s]であり、悉曇対注漢字では心母一等字を持っている。

梵語の c は英語の church[tʃ∂：tʃ]における ch[tʃ]の音であり、唐代の中国語では[tʃ]の頭音
を表す字母はなかったため、悉曇対注漢字では、しょう遮・者[tśa]という左[tsa]という照母
三等[tś]、精母一等[ts]を表している。したがって[tʃ]を表す方法としては[ts]に若干の工夫を
凝らしても表せるし、[ʃ]に若干の工夫を凝らしても表せるのである。中国人にとっては[ts]
舌に接近の方が容易に発音できるであろうが、日本人にとっては、[ts]または[tʃ]という短音
がないことから[ʃ]はよりも舌に接近させる方が自然であるとされている。[ts][tʃ][ʃ]の三音を
発音してみると[ts][tʃ]の舌の位置が[ʃ]より近いことを示し、このことから平安時代のサ行の
頭音が[ʃ]という音価であったであろうと指摘する。
またサ行音の頭音については、亀井孝がすずめの鳴き声の記述が「シウシウ」から「チ
ウチウ」への変化していることに注目し、破裂音の（[ts、tʃ]）であった可能性を述べている。
そのほか[ʃ]とする説、後接母音によって[ts

t

ʃ s]の違いが存在したと見る説もあった。

また、キリシタンのローマ文献はサ行、ザ行音を「sa xi su
zo」 と表記しており、それは当時の発音が「sa

ʃi su

xe so」 「za ji zu je

ʃe so」 「za ʒi zu

ʒe zo」

であったことを示している。ロドリゲス『日本大文典』では Xe(シェ)の音節は Se（セ）ま
たは、Se（セ）で発音されていたという説もあるとの記述がある。

13.3 日本語の[ハ]行
日本語の「ハ」行音に関して変化の生じた時期は古くなく次のような説がある。
慈覚大師円仁はハ行子音について『在唐記』で以下のように説明をしている。
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一

淳本有

pa 唇音、以 二本郷波字音 一。呼 レ之。下字亦

然。皆加 二唇音

pha 波。斷氣。 考
呼之二字

慈覚大師円仁は本郷波字音 pa と pha に焦点をあて有気音と区別している。日本語の[ハ]
の音が当時においては存在せず、梵字の[パ]の音を日本語の波の字を持って説明している。
その他、ハ行音については以下に挙げられる事実が確認されている。
キリシタン資料のローマ字では、
faru(春)、fito（人）fune（船）fuya（部屋）foxi（星）のように f で書き表している。
『鶴林玉露』（1248）、『朝鮮板伊路波』（1492）などの外国文献においては、当時の中
国語や朝鮮語の音で書き写された日本語も、現在と異なる両唇音であったことを示してい
る。
奈良院選の『何曽』をはじめとした 16 世紀の文献にはハ行音が両唇音であったという記
述がある。
11 世紀には母音間のハ行子音に w 化が一般化していることから推して、17 世紀以前のハ
行子音は後接の母音と無関係に無声両唇摩擦音[ɸ]だったと推定される。
現代東京方言などにおける「フ」の子音は、直続の母音[u]との調和によってそれが保
存されたものと考えられると主張されている。
現在の発音を[h]で代表させると、ハ行子音は p>ɸ>h という推移をたどったと考えられ
る。
以上の記述からも分かるように、現代における日本語の「サ」行がサンスクリット語の[ca]
の位置に属していることや「ハ」行が[pa]の位置になっていることなどの字象は、当時のサ
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ンスクリット語の子音配列、万葉仮名に用いられた漢字の中国語音や悉曇の音韻学を取り
入れる際の複雑な理解、当時の日本語の音価などの理由よって生じたものである。
本項においては、同じサンスクリット語が元となって作られているにもかかわらず日本
語の五十音図とシンハラ語のホーディヤの子音配列は類似点と共に異なる点があることを
明らかにした。異なる点というのは日本語の五十音図では[サ]が[ca]の位置に、[ハ]が[pa]の
位置に来ている点である。先行研究に基づき日本語の歴史をみて当時ではサ行がサ[tsa]音で
あったという有坂の説やサ行の頭音が[ʃ]という音価であったと推測されるという馬渕の説、
ハ行の音がパの音であった等の点について確認した。シンハラ語のホーディヤがサンスク
リット語の音声学の秩序をそのままなぞっているのに対して日本語の五十音図はサンスク
リット語の音声学と漢字音韻学の音声原理を受けていると結論づける。
日本語のハ行についての先行研究についてより明細に見ることができなかったため、今
後の課題とする。

13.4 音節構造
シンハラ語では基本的に独立した子音文字はなく、子音＋母音に符号をつけて形成する。
シンハラ語の音節構造は以下のようである。

母音の音節

― 短母音

－ a

長母音

－ ā

半母音

－ 母音 i

半母音 y

＋母音 a ＝

→ 半母音

ya

二重母音の音節

― 母音＋母音

－ a ＋ i ＝ ai

子音の音節

― 子音＋母音

－ k +

a ＝

ka

二文字または三文字から成る、子音＋子音 k + sa =

ksa

以下に示すように、日本語の音節構造も基本的に独立した子音文字はなく子音＋母音と
いう形を取る。

母音の音節

― 母音

－ ア（a）

子音の音節

― 子音＋母音

－ カ（k + a）
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半母音の音節 ― 半母音＋母音 － ヤ（y + a）
拗音の音節

― 子音＋半母音＋母音 － キャ（k + y + a）

上記から日本語とシンハラ語の音節はともに母音で終わるという特徴があり、開音節の
言語であることが分かる。しかし、日本語にはモーラという概念がある。日本語の音節と
モーラのずれは促音（っ）、撥音（ん）や長音（－）などに露呈しているにもかかわらず、
五十音図においては撥音（ん）が扱われているのみで促音や長音は扱われていない。それ
に対して、シンハラ語ではすべての音素がホーディヤに取り上げられている。
また、シンハラ語も日本語と同様高低アクセント（pitch accent）を持っている。

13.5 順序
五十音図は二つの座標をもっている。それは、「あいうえお」に代表される段と、「あか
さたな…」に代表される行である。日本語は二つの座標軸でかな文字が決まる構造をもっ
ているが、シンハラ語のホーディヤは体系的な表になっておらず単音表である。
ホーディヤと違って日本語の五十音図は座標を活用する。それ故にそれぞれの段と行を
指示する記号としてアルファベットが使用されている。また、日本語では平仮名、片仮名
の二種類の文字が存在する。行と段を指示する座標軸があるとともに、文字であるという
二重性を持っている。以下の表１に現代の代表的な五十音図を示す。

表１小学校国語教科書に掲載する「ひらがなのひょう」
清音：
段

a段

i段

u段

e段

o段

ｋ行

か

き

く

け

こ

ｓ行

さ

し

す

せ

そ

ｔ行

た

ち

つ

て

と

ｎ行

な

に

ぬ

ね

の

ｈ行

は

ひ

ふ

へ

ほ

ｍ行

ま

み

む

め

も

行
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ｙ行

や

い

ゆ

え

よ

ｒ行

ら

り

る

れ

ろ

ｗ行

わ

ゐ

う

ゑ

を

ん
また日本語には補助的な音図として濁音・半濁音と拗音の図がある。その構造は以下のよ
うである。濁音・半濁音：

段

a段

i段

u段

e段

o段

ｇ行

が

ぎ

ぐ

げ

ご

ｚ行

ざ

じ

ず

ぜ

ぞ

ｄ行

だ

ぢ

づ

で

ど

ｂ行

ば

び

ぶ

べ

ぼ

ｐ行

ぱ

ぴ

ぽ

ぺ

ぽ

行

拗音：
きゃ

きゅ

きょ

しゃ

しゅ

しょ

ちゃ

ちゅ

ちょ

にゃ

にゅ

にょ

ひゃ

ひゅ

ひょ

みゃ

みゅ

みょ

りゃ

りゅ

りょ

ぎゃ

ぎゅ

ぎょ

じゃ

じゅ

じょ

びゃ

びゅ

びょ

ぴゃ

ぴゅ

ぴょ
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また、日本語では用言において語形が変化する「活用」が五十音図における同じ行の段
の入れ替えとして把握されている。例えば用言である動詞「行く」の場合、活用を五十音
図の段によって説明することができるようになっている。

「行く[iku]」は
行かない
行きます
行く
行け(ば)
行こ(う)

このように日本語の五十音図が動詞の活用や音韻の体系的な把握につながっているのは
〈五十音図〉が図表という手段を用いた仮名文字による日本語の音韻体系化であって、縦
に母音、横に子音の違いを配して、縦横の交差するところに該当する音が位置する仕組み
になっている（仁田・工藤ほか 2005、p.171）からであるといえる。シンハラ語のホーディ
ヤと比べ、日本語の五十音図の優れたところはこの仕組みである。
一方、シンハラ語のホーディヤの配列は母音「a,ā,æ,ǣ,i,ī,u,ū,e,ē,,o,ō」の順、子音は
「ka,ga,ja,ta,da,na,ta,pa,ba,ma,ya,ra,la,wa」の順に取っている。五十音図の配列は母音「あいう
えお」で子音は「かさたなはまやらわ」の順である。両音図の配列はほぼ同じであるとい
える。このことからも両言語の音図がサンスクリット語の音図を基本に作られていること
が明らかである。五十音図もホーディヤも文字の配列表であると同時に文字からとらえた
音韻体系を表示したものといえる。

14.五十音図の利用
日本語の五十音図は音声に裏付けされた平仮名、片仮名の表記の図である。長い歴史を
持つ日本語の「五十音図」は、近世後期以降の音韻・文法観察の枠組みとして用いられ、
現代国語教育においても様々な面で重要な役割を果たしているといえる。小学校の国語教
科書を観察すると、小学校一年から五十音図が教育の枠組みとして重要な位置を占めてい
ることがわかる。五十音図の国語教育への導入について歴史を探るうえで、明治期の教育
政策が重要であると推測される。文部省が設置され、それまでにあった寺子屋などの教育
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が再編成され、統一した教科課程として実施された。馬渕（1993『五十音図の話』）では、
いろは歌は「音韻完備セズ、変化の作用ナク」と述べ、逆に「五十音図」には音韻組織に
ついての配慮があることから、学理的にすぐれていると以下のように述べている。

夫レ五十音ハ右ノ如ク、経ニ五音ヲ列ネテ唇歯舌顎喉ノ五音相通シ、緯に十字ヲ
列ネテ阿伊宥衣於ノ同韻相通ズ、又将然言、連用言、截断言、連体言、已然言と
分カレ加フルニ形容辞、副辞、助辞、及ビ過去、現在、未来ノ時刻等自在ナル活
用一トシテ備ラザルナク、而カモ厳正ニシテ殊ニ大便利ナルコト支那及ビ欧羅巴
ニモ卓越ノモノナレバ、童蒙ヲ教育セムニハ須ク五十音ヲ以テ基礎トナシ、先
ジ音義語法ヲ学バシムベシ。
（ｐ.19）

以上から明治期になって五十音図に対する認識が高まったことが明らかである。五十音
図の教育の導入もこの時期に行われたと推察される。日本語の五十音図は特に国語教育や
言語としての日本語の特徴把握において、シンハラ語や他の言語に見られない重大な役割
を果たしているといえる。

15.まとめ
日本語の五十音図とシンハラ語の音図（ホーディヤ）の比較対照研究を行った結果、五
十音図は二つの座標軸でかな文字が決まる構造をもっており、それは音の構造でもあるこ
とがわかった。また、五十音図は日本語の仮名(平仮名と片仮名)文字を母音に基づき縦に五
字、子音に基づき横に十字ずつ並べるものである。元来、漢字の音を示す手段である反切
を説明するものとして五十音図が考案されたが、その子音と母音を分析的に配した体系は、
現在の日本語の文字を体系的に表示するものとして利用されるようになった。このことか
ら日本語の「五十音図」は日本語の音節構造を把握するために使う表であると考えられる。
また、五十音図によって日本語の発音と文字（平仮名・片仮名）の学習、活用など文法的
なしくみの把握が行われていることから、現代日本語においても様々な面で重要な役割を
果たしているといえる。しかし、こうした利用はシンハラ語には見られない。国語教育の
導入において重要な位置を占めていることは共通する。しかし目的は主に文字の導入にあ
り、音節構造の把握や文法の説明の導入等には用いられない。これには図表化していない
ことが影響していると思われる。
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シンハラ語のホーディヤは僧侶マヒンダがインドから導入したブラーフミー文字から作
り出されたと考えられている。時代によって変化してきたシンハラ語のホーデイヤは、現
代では 60 文字である。母音符号を理解していなければ単音にあたる 60 文字を覚えてもシ
ンハラ語を書くことができない。母音符号を勉強してもそれらの使い分けをしっかり覚え
ないと文書を書くことができるようにならないのである。このことからシンハラ語のホー
デイヤは単音の表であると考えられる。
上に見て来たようにシンハラ語においては時代によって様々なホーディヤが使用されて
いる。日本語の五十音図も時代によって使用される文字に違いがあった。
古代インド音韻学が日本にもたらされ、日本語の音節構造を把握するために使う表をも
たらした。同様に僧侶マヒンダがインドからもたらしたブラーフミー文字からシンハラ語
のホーディヤと文字が作り出された。両国の国語においてこれらの音図が重大な役割を果
たしているが、五十音図にはシンハラ語にはない利用が見られる。日本語の五十音図は伝
統的な音韻学・文法学から国語教育まで歴史上重大な役割を果たしている。この理由とし
て縦横の座標を持つ図表であることが、最も大きな理由であると考える。
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第二章
現代日本とスリランカ両国の国語教育における音図の使用

1.はじめに
第一章では日本語の「五十音図」とシンハラ語の「ホーディヤ」を歴史的な観点から見た。
その結果、両言語の音図はインドの音声学の影響を受けて作られたことが分かった。
インドの音声学「悉曇学」を基本にして作られた「五十音図」は同子音の仮名を縦に五字、
同母音の仮名を横に十字並べたものである。つまり「あいうえお」の段と「あかさたなは
まやらわ」の行という、二つの座標軸で仮名文字を決める構成を取っている。本来、
「五十
音図」は漢字の音を示す手段である反切を説明するものとして考案されたものだが、現在
では日本語の音韻体系の説明に使用されるようになった。このことから日本語の「五十音
図」は音節構造を把握するために使う表であると考えられる。
一方、シンハラ語の「ホーデイヤ」は単音に当たる 20 の母音字と 40 の子音字により構成
されている。この 60 文字を学習したところで、シンハラ語を書くことはできない。書ける
ようになるためには母音符号や文字の使い分けなどを学習しなければならない。このこと
からシンハラ語の「ホーデイヤ」は単音の表であると考えられる。
本章では、サンスクリット語の影響を受け作られた日本語の「五十音図」とシンハラ語の
「ホーデイヤ」が現在両国の国語教育ではどのような役割を果たしているかを考察するた
め、両国で現在（2009 年の国語教科書と指導要領で）実施されている初等国語教育におけ
る音図の学習や把握方法等の学習の様式、学習指導における相違点や障害などについて考
察したい。また外国人学習者は日本語の「五十音図」をどのように理解し習得するのかと
いう点についても考察の視野にいれている。

2.問題点
日本語の「五十音図」は長い歴史を持っており、しかも現代国語教育では重大な役割を
果たしている。しかし現代国語教育における「五十音図」の重要性に対しての研究は少な
い。シンハラ語のホーディヤについても同様である。よって本章では両国の音図が国語教
育で果たしている役割を探る。まず両国の現代国語教育での音図の役割を探る為に音図を
どのように学習するかについて考察する。ここでは現代において使用されている小学校の
国語教科書を対象に調査を行う。スリランカで使用されている教科書は文部省によって指
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定された一種のみであるが、日本では文部省検定済の国語教科書が 5 種類ある。初等学校
で使用されている、教科書は教育出版の『ひろがることば』、大阪書籍の『国語』、学校図
書の『こくご』、東京書の『新しい国語』、光村図書の『こくご』である。中学校において
は教育出版の『ひろがることば』が『言葉の手引き』に、学校図書の『こくご』が『中学
国語』に教科書名変えている。また、高等学校で使用されてい教科書として東京書籍『精
選国語総合』がある。これら今の学校教育で使用されている教科書と教師用の指導要領を
本研究での研究対象とする。

3.日本の国語教育における五十音図
3.1
3.1.1

教育出版『ひろがることば』
小学校

日本では小学校一年次においてまず「あいうえお」の 5 音の発音練習を行い、次に「あ
いうえお」を含んだ単語をいくつか覚える。その後、「つ、り、こ」などの簡単に書ける文
字から習得させていき、習得したのちに書き順を覚える。書き順までの学習の後にしりと
りなどで文字の習得を促すとともにその音が入った単語を学習する。そして縦列と横列の
文字色が異なる「五十音図」によって縦の読みと横の読みについて認識させる。縦と横の
読みを確認する際しては「か」の音を伸ばすと「あ」で終わるので「か」と「あ」が同じ
仲間であること認識させる。この指導に用いられる五十音図が以下の図 3.1 である。

図 3.1

教育出版『ひろがることば』小学一年・上 p.22
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その後それまでの学習において未習得の文字を五十音図によって学習する。教科書には
「あいうえおのうた」が記載されており、それによって「五十音図」の平仮名すべてを覚
えるのである。それから濁音、半濁音と拗音を学習する。
「五十音図」について理解した後、
片仮名を学習した後に漢字の学習が始まる。小学一年の国語教科書の最後のページには五
十音図が「かたかなのひょう」と「ひらがなのひょう」という名称で記載されている。
片仮名については書き順を学習したのちに音や泣き声といった擬音語、食べ物や乗り物
などの片仮名で書かれやすいことばから学習する。その後、
「を」と「お」といった音の近
い文字や「わ」と「は」といった口語において同音になるものなどの使い分けについて理
解できるように学習する。さらに間違えやすい片仮名と平仮名について学ぶ。
教育出版による教師用指導書では、
「あいうえお」について母音を正しく適切な声の大き
さで発音できるようにさせ、鉛筆の持ち方から文字の大きさも含めて基本的なことを丁寧
に身につけさせたいとしている。また字形の簡単な平仮名による基本的な線の練習から始
めるとしている。まず、母音で始まる二音節の言葉の絵を使った学習、母音の字形を示す
写真を使った学習から始める。そこで学習する平仮名の順序は画数に応じている。例を以
下に示す。
一画の平仮名「く」
「し」
「つ」
二画の平仮名「い」
「う」
「え」
「こ」
三画の平仮名「あ」
「お」 （小学一年・上、p.11）
なお、平仮名「五十音表」色別に示された縦の読みと横の読みを習いながら、母音の発
音を再認識させるとしている。さらに「やいゆえよ」と「わいうえお」の特徴についても
触れるようにするとされている。助詞の「を」「は」とオ列長音に充てられる「う」とエ列
長音に充てられる「い」を脚注で取り上げているが、それらについての音読・視写をそれ
ぞれの段階で丁寧に指導したいとしている。さらに「かたかなのひょう」学習の際には「ひ
らがなのひょう」との違いを考え、音としてはまったく同じだが文字が異なることに触れ
ておくとよいとする。また、五十音の表は辞書を引く際にも覚えておく必要があると指導
することとしている。
「か・蚊」、「が・蛾」のように清音、濁音、半濁音の違いにより意味が異なるものを学
習した後で、促音や長音が適切に使えるよう学習する。これらの指導に際しては音声言語
と文字言語の両面から理解を深めるようにしたいとしている。
小学二年では、片仮名は外国から日本語に入ってきたことばやものの音や動物の鳴き声
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などを記す際に用いることを習う。さらに正しい音声を発する練習によって五十音図をよ
り深く学ぶ。
教育出版による『ひろがることば』の教師用指導書では、二年次の学習について内容に
よって構成するとしている。
1.詩を音読することで、子供が自分から発音しにくい言葉を見つけて、学習を進め
ていくことによって正確に発音できるように展開したい。
2.発音しにくい音を含んだリズミカルで親しみやすい言葉や文、早口言葉を示して、発音の
練習をする。
「イ」と「シ」
「ス」と「サ」などの発音がまぎらわしい音の区別については、
早口言葉による練習において正確に発音することや同音を繰り返しに発音することによっ
て学習するようにしたい。
小学三年では、国語辞典の見出しの配列が五十音順になっており、清濁の違いや拗促の
あるものはそれぞれ清音、濁音、半濁音、拗音、促音の順をとることを学習させる。
教師用指導書によると、動詞の活用における送り仮名を正しく使うことができるように
するために五十音図を用いて指導を行うことを以下のように説明している。
五段活用の動詞の場合、五十音表の五段にそって語形が変化する点を教える。

例：ラ行五段活用
帰る
帰

マ行五段活用
読む

（ら）ない

読

（ま）ない

（り）ます

（み）ます

（る）とき

（む）とき

（れ）ば

（め）ば

（ろ）う

（も）う

（っ）た

（ん）だ
（教師用指導書・小学 2 年・上・研究編、p.109）

また、コンピュータで文字を入力する際のローマ字の入力方法について五十音図を使用
し学ぶ。長音、促音、発音などの入力方法も同時に学習する。教師用指導書によると、ロ
ーマ字は音素文字（単音文字）であり、表記は各母音及び子音の組み合わせによることを
理解させるとしている。ローマ字の学習に際して、児童は初めて母音と子音という概念に
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ついて認識する。
小学四年では五十音図をローマ字で習う。その際に用いられるのが訓令式のローマ字の
表である。
「ローマ字表」の名称で提示されている表ではローマ字の下に平仮名文字を小書
きで提示している。
「Rômazi-hyô」という名称で用いられている五十音図はローマ字のみを
提示し、異なるつづり方があるものは小文字で提示している。教師用指導書によると教材
の組織は以下のように形成されている。図 3.2 はローマ字表及びに Rômazi-hyô である。

図 3.2 ローマ字表と Rômazi-hyô

教育出版『ひろがることば』小学四年・下 p.86、95

ローマ字 1

直音（清音・濁音）の表し方

ローマ字 2

長音の表し方

ローマ字 3

撥音・促音・拗長音の表し方、音切りの意味

ローマ字 4

固有名詞の表し方、大文字の書き方

ローマ字 5

ローマ字のつづり方一覧表（表一）

ローマ字の筆順（ローマ字とコンピュータ）
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ローマ字 6

第二表式のつづり方、大文字だけの表記

ローマ字 7

ローマ字のつづり方一覧表（第一第二表のまとめ）

上記のリストにおける表一がローマ字表で、第二表式が Rômazi-hyô である。
小学四年次のローマ字の学習においては、五十音図中に存在する音のみにローマ字を当て
るので「Ｆ」「Ｊ」などの文字については習わない。また五十音図を使用して「点字」の学
習も行う。点字は六つの点の組み合わせで五十音を示す一種の表音文字である。濁音と半
濁音はそれぞれのもとの清音を表す文字の左に決まった点を一つ加えて示す。図 3.3 が点字
の表である。

図 3.3 点字の表

教育出版『ひろがることば』小学四年・上 p.61

小学五年では五十音図を使用する単元がない。小学六年では送り仮名の決まりを学習す
るほか「日本語の文字」として、漢字、万葉仮名、平仮名と片仮名の使い分け、ローマ字
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や漢字と平仮名の組み合わせについて学習する。現代語の仮名遣いで気をつけることにつ
いては以下のように触れている。

「え」段の音を伸ばすとき
「え」をそえて書く

例： 姉（ねえ）さん

「い」をそえて書く

例： 政治（せいじ）

「お」段の音を伸ばすとき
「う」をそえて書く

例：

統一（とういつ）

「お」をそえて書く

例：

ほお

氷（こおり）

「じ・ず」と発音するとき
「じ・ず」と書く

例：

「ち・づ」と書く

同じ

よく日（じつ） 一か所ずつ

１.一つの言葉のなかで二つ続いた「ち・つ」の後のほうが「じ・

ず」と発音する
２.二つの言葉が合わさったために、あとの言葉の「ち・つ」が「じ・
ず」の発音に変わるとき
以上において教育出版による現代初等国語教科書とその指導要領について観察した。そ
の結果、教育出版『ひろがることば』を使用している小学校では、初等教育において音を
中心にした学習ができるように配慮しているといえる。小学校一年で、平仮名文字を学習
するとともに清音、濁音、半濁音、拗音などを習得した後に、片仮名について音や泣き声
といったいわゆる擬音語や擬態語等に用いることについて習い、さらに仮名遣いについて
も学習できるように教材を提示している。小学校一年で日本語の「音声」について理解す
ることができるように教材を提示しているといえる。
しかし、注目すべき点は小学四年次にローマ字を学習する以前の小学三年次にローマ字
入力を学ぶことだ。ローマ字を学ぶ前にキーボードでのローマ字入力を学ぶという順番で
児童は理解できるのかという疑問が生じる。

3.1.2

中学校

中学一年からは古典の学習がはじまる。教師用指導書によると、まず古典について知り、
現代語との違いを確認し、古典の仮名遣いや言葉を学習させるようにしている。
中学一年では日本語の音と文字を学ぶ。小学校では日本語の文字を中心とした教育だった
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が、中学校では日本語で使われている音について学習する。日本語が不自然にならない程
度にできるだけ短くくぎった音の単位を音節であると説明し、五十音図は日本語の仮名文
字を規則的に並べたものであると同時に、日本語の音節を規則的に並べたものということ
もできると説明している。またその原則として横の列（段）に同じ母音が、縦の列（行）
に同じ子音が並べられ、ア行は母音のみ、ア行以外は「ｔｏ」「ｒｉ」のように「子音＋母
音」で作られていると説明している。日本語の音節は五十音図に示されているもののほか
に、
「が」
「ぶ」のような濁音、
「ぱ」
「ぷ」のような半濁音、
「きゃ」
「じゅ」のような拗音、
促音、撥音などもあると説明する。
一方で教師用指導書では、日本語の音節が五十音図にならって以下のように規則的に並
べられている。

ラ

マ

ハ

ナ

タ

サ

カ

リ

ミ

ヒ

ニ

チ

シ

キ

ル

ム

フ

ヌ

ツ

ス

ク

レ

メ

ヘ

ネ

テ

セ

ケ

ロ

モ

ホ

ノ

ト

ソ

コ

ダ

ザ

ガ

濁

ピビ

「ジ」ヂ※

ジ

ギ

音

プブ

「ズ」ヅ※

ズ

グ

・

ペベ

と

デ

ゼ

ゲ

半

ポボ

同

ト

ゾ

ゴ

濁

パバ

※

清
音

じ

音

音
リャ

ミャ

ピャビャヒャ

ニャ

ヂャチャ

ジャシャ

ギャキャ

リュ

ミュ

ピュビュヒュ

ニュ

ヂュチュ

ジュシュ

ギュキュ

拗

リョ

ミョ

ピョビョヒョ

ニョ

ヂョチョ

ジョショ

ギョキョ

音

ここでは清音と濁音、半濁音との関係や拗音が「ア行」「ヤ行」「ワ行」以外のイ段の音
に「ヤ」
「ユ」
「ヨ」を添えて作られるのが原則であることを提示している。また、
「ゐ（ヰ）
」
や「ゑ（ヱ）
」などを五十音表に位置づけたり、オノマトペや外来語に用いられている拗音
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を挙げさせたりして、文字が固定された不変のものではないことに気づかせるとしている。
日本語の音韻についても学ばせる。五十音図について教師用指導書では、
「音韻を体系化した図表である。縦に子音の違い、横に母音の違いを配し、交差する点に
該当する音を仮名で表している。また、[仮名で示す]という仕組みであるため、五十音図の
音をすべて網羅することができないのが日本語の特徴である。濁音・半濁音、拗音、促音、
撥音がそれにあたる」と説明している。
また中学一年では、品詞分類について学習し、品詞について自立語と付属語、活用があ
るものやないものがあるということを説明する。活用がある自立語は用言で、活用がある
付属語は動詞であると簡単に説明する。
また、「五十音図」によってローマ字が示され、「ローマ字のつづり方」について「ヘボ
ン式」
「日本式」
「訓令式」などがあると学ぶ。
中学二年では一年で学んだ品詞分類の活用について五十音図で学習する。ここでは動詞
の活用は五種類にまとめられると以下に示すように説明している。
五段活用は五十音図のアイウエオの五つの段にわたって活用する。

五段活用

→ ア段 －「話す」は 「サ行五段活用」

上一段活用

→ イ段 －「おきる」は「カ行上一段活用」

下一段活用

→ エ段 －「開ける」は「カ行下一段活用」

カ行変格活用 → 「来る」の一語
サ行変格活用 → 「する」と「○○する」のみである。

さらに、歴史上の仮名尽くしについても学習する。五十音図以外に日本語の仮名や音節
を整理したものとして「いろは歌」、「たゐにの歌」や「あめつち」を取り上げている。い
ろは歌については、五十音図の五十文字からヤ行の「い」「え」、ワ行の「う」の三文字を
抜いた四十七文字を重複させずに使って作った歌で、これによって全ての仮名を書くこと
ができるため、主に文字の練習をするための手習い歌として平安時代以降に用いられたも
のであると説明する。そこでは現代と違い「い」「え」という仮名とは別に「ゐ」「ゑ」と
いう仮名があったことから、当時には「い」と「ゐ」、「え」と「ゑ」がそれぞれ別の音で
発音されたと考えられると述べている。いろは歌以前に存在するものとして「たゐにの歌」
を取り上げ、いろは歌と同様に四十七文字を織り込んだ五・七調の歌であると説明する。
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さらに古い歌として、五音と七音で構成される「歌」の形式を取らず二音の言葉の羅列
でできた「あめつち」を説明する。
「あめつち」ではア行の「え」とヤ行の「え」を区別し
ているため四十八字で構成されていると考えられると述べ、
「あめつち」が作られた当時は
ア行の「え」とワ行の「ゑ」のほかにヤ行の「え」も別の音で発音されたと考えられると
述べている。仮名遣いでは「歴史的仮名遣い」と「現代仮名遣い」との異なる部分につい
て以下のように「五十音図」で説明する。
１
2

語中・語尾の「はひふへほ」 → 「ワイウエオ」 あはれ ― アワレ
「む」
「なむ」 → 「ン」
「ナン」

次のような母音の連続 →

伸ばす音に

ア段＋「う・ふ」

→ 「オ段」の長音（au →

イ段＋「う・ふ」

→ 「○ユウ」 （iu →

エ段＋「う・ふ」

→

yu）

（eu →

｢○ヨウ｣

4

「ゐ」
「ゑ」
「を」 → 「イ」「エ」「オ」

5

「ぢ」
「づ」→「ジ」
「ズ」

6

「くわ」「ぐわ」→ 「カ」
「ガ」

o）

yo）

中学三年では二年で学んだ「仮名遣い」を念頭に置きながら古典文学を学習する。

上述の内容から中等学では小学校で学習した項目を念頭に置きながら初めて五十音図を
使用し、日本語の音韻体系を学ぶと同時に歴的仮名遣いなどを学ぶことが分かる。また、
五十音図の歴史の学習も取り入れている。

3.1.3

高等学校から大学

高等学校では中学校で学んだ現代仮名遣いと歴史的仮名遣いについて復習し、歴史的仮
名遣いの読み方の原則を学び、古語と現代語の違いについて学ぶ。
大修館書店による『国語総合・古文編・教師用指導資料Ⅱ』では、五十音図についての
歴史的な背景を以下のように述べている。

平安時代に、漢籍や仏典を読むために中国語や梵語（サンスクリット）を学んだ日本人
の僧や学者たちが、その知識を使い、日本語の仮名を、試みに子音と母音の組み合わせと
して分析したのが、五十音図の始まりである。「五音（ごいん）」などと僧や学者たちの中
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で呼ばれていた表は、アイウエオ順の母音とアカサタナ順の子音の組み合わせに固定して、
五段十行として定着したのは江戸時代である。（そして、すでに江戸時代の古語の用言の活
用を説明するためにこの五十音図が用いられていた。
）もともと子音と母音の組み合わせに
よってどのような音になるかの解説表なので、ア行のイ・エがヤ行（yi、ye）にもア行のウ
がワ行（wu として）にも重複して配置され、合計五十音になっている。撥音の「ン」が子
音「Ｎ」あり、一音節として確立した時期が遅いため、本来の「いろは歌」や「五十音図」
に入っていない。「ゑひもせす・ん」や「ワヰウヱヲ・ン」のように最後に追加することが
多い（p.33）。

なお、実際指導においては、まずワ行の仮名ゐ・ゑの位置と片仮名での書き方をしっか
り確認し、この順序が古典古語辞典の配列順であり古典文法で動詞など用言の活用をと
らえる基本にもなっていることに気づかせたいとしている。
また、高等学校では古典文法について五十音図を使用しで学ぶ。古典文法中学校よりも
学習する動詞の活用の種類が増える。古典語から現代語への動詞の活用の変遷を以下のよ
うに学ぶ。

古典語

現代語

四段活用
ナ行変格活用
ラ行変格活用
下一段活用

五段活用

上一段活用
上二段活用

上一段活用

下二段活用

下一段活用

カ行変格活用

カ行変格活用

サ行変格活用

サ行変格活用

高等学校では、五十音図の発生についてサンスクリット語の音声の影響を受け作られた
ことを学び、古代語と現代語の違いについても学ぶ。現代では、五十音図についての知識
として音韻を体系化した図表であることや横に子音の違い、縦に母音の違いを配し交差す
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る点に該当する音を仮名で表していることについてはごく一般的に知られている。日本語
の歴史において非常に重要である五十音図の歴史について発達段階に応じて高等学校の国
語教材にしていることが極めて重要であると考えられる。

3.2
3.2.1

東京書籍『新しい国語』
小学校

小学一年生では「あいうえお」の 5 音の発音練習をした後に「あいうえおのうた」によ
って「五十音図」を覚える。次に「あいうえお」を含めた単語をいくつか覚える。「いし」
「うし」などの簡単に書ける文字によって文字の書き方を学ぶ中で「あいうえお」の書き
順を覚えるのである。そして濁音・半濁音を含む「五十音図」が示され、縦の読みと横の
読みについて文字の色の違いで認識させる。その後はまだ書き方を習ってない文字を五十
音図によって習い、濁音、半濁音と拗音も習う。このようにして「五十音図」を身につけ
る。小学一年の国語（下）教科書の最後のページに五十音図が「ひらがなのひょう」とい
う名称で記載されている。その後、簡単な文から片仮名の学習を始め、片仮名の書き方を
習う。全ての清音を片仮名で習った後に「ノート」などの例から長音符を学習し、
「マッチ」
などの単語から促音を学習する。教科書の最後のページに片仮名の五十音図を「カタカナ
のひょう」として提示している。
教師用指導書で「あいうえお」で音節を意識させてから、
「じをかこう」という項目で書
く活動をする展開になっていると述べている。そして、平仮名を書く練習をしていき、六
月上旬には五十音すべての平仮名を書けるように学習を進めていくとしている。
「あいうえ
お」については、母音の発音練習ののち、ひとまとまりの語として発音ができるようにし
ていくとしている。また、言葉のおもしろさを感じ取り、濁音・半濁音の学習を楽しく進
めることができるようにしたいとしている。
「みんなであいうえお」という項目において縦横が色別された五十音図で縦読みと横読み
の練習をする。教師用指導書には縦に読むことで行としてのまとまりを意識し、横に読む
ことで、段としてのまとまりを意識するようにするとしている。さらに、各行をのばして
読むことで、それぞれの行の母音が「アイウエオ」となることを知ることで、五十音表の
構成を確実に理解していくようにしたいとしている。
小学二年になり、片仮名で外国の地名、人の名前、外国から来た言葉などを書くことを
習い、片仮名についてより深く学習する。教師用指導書では片仮名で書く言葉にどんなも
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のがあるかを整理し、片仮名への理解をより深めるとしている。
小学三年では、国語辞典の配列が五十音順になっていることを学習する。教師用指導書
では「五十音順並べ替えゲーム」を提案している。言葉を並べ替えて国語辞典の引き方を
学ぶことにより辞書を引く速度を上げるなどとしている。さらに点字の表を五十音図で提
示している。
小学四年では、まず、ローマ字のみの「Rômazi-hyô」を習った後に、平仮名が書き加え
られている「ローマ字の表」を学習する。小学五年では「ローマ字の表」からコンピュー
タで日本語の入力方法を学んでいく。小学六年ではローマ字の表を再び学習する。
教師用指導書によると、長音を表記する場合、ローマ字では母音の上に[ ^ ]をつけて
表すこと、平仮名ではオ列の長音（お父さん―おとうさん）は、発音と同じように表記する
ことを指導するとともに、ある程度ゆるやかに判断するように配慮するとされている。

3.2.2

中学校

中学一年では歴史的な仮名遣いと現代仮名遣いについて学習する。それから五十音図で
用言の活用や平仮名とローマ字などを学習する。その際に平仮名の表とローマ字の表を並
記し、ローマ字表と比べることで平仮名の表の音は母音及び母音と子音が結びついたもの
であると学習させる。中学二年では用言の活用をより深く学習する。中学三年で送り仮名
を学習する。

3.2.3

高等学校

東京書籍による『精選国語総合』では歴史的な仮名遣いと現代仮名遣いについて学ぶ。
歴史的な仮名遣いで書かれた文章を読む際に注意すべき点については、教育出版と同様の
説明をしている。五十音図については以下の説明がある。

古文では四十七文字の仮名が用いられ、その全ての仮名を音声の種類によって配列した
表を五十音図という。五十音図は、動詞・形容詞・形容動詞・助動詞の活用を理解する
うえでも重要である。なお、四十七字の仮名を重複しないように用いて作られたものに
「いろは歌」がある（p.217）。

東京出版発行の教科書である『新編国語総合』と『国語総合』でも同様の説明がされて
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いる。五十音図によって古典文法や古典語や現代語の動詞の活用をより深く学ぶのである。

3.3
3.3.1

学校図書『こくご』
小学校

学校図書が発行する教科書である『こくご』は小学校と中学校のみで用いられる。高等
学校用の教科書は出版されていない。
小学一年では、
「あいうえお」の母音を練習した後に「あいうえおのうた」からさらに母
音を学習する。その後、
「つくし」
「ことり」
「つの」といった単語から文字の学習を始める。
清音を身につけた後に濁音、半濁音を学習する。
「おばさん」と「おばあさん」などののば
す音によって意味が変わる単語から長音について学んだ後に平仮名で五十音図を提示する。
縦横が色違いになっていることを利用し縦読みと横読みを学習する。また長く伸ばして縦
に読んだり横に読んだりもする。それから「は」と「わ」、「を」と「お」、「へ」と「え」
の違いを学ぶ。
「きつね」と「きって」のような「つ」と促音の違いにおいて意味が変わる
単語から促音について学ぶ。平仮名で五十音図を把握した後に、文中に片仮名の単語を提
示することによって片仮名を学習する。最後に平仮名の五十音図を「ひらがなのひょう」、
片仮名の五十音図を「カタカナのひょう」という名称で提示している。
教師用指導書によると第一学期における五十音図の指導の要点については以下のように
述べられている。
平仮名の清音・濁音・促音・拗音について読み書きできるようにする。さらに、入門期
全体を三期に分け、
「入門編」「基礎編 A」「基礎編 B」であり、それぞれの指導の時期とお
よその観点は次のようである。
「入門編」
（四月いっぱいの扱い）
発音・発声のしかたと、学校生活の基本を身につける。
「基礎編 A」
（五月から六月中旬までの扱い）
平仮名五十音が読め、ある程度書ける。
「は・を・へ」の使い方が分かる。
「基礎編 B」
（六月中旬から七月までの扱い）
これまでの学習をもとに、文章を書く活動にはいる。
これからの学習の基礎になる読解学習材に取り組む。
一学期の初期国語学習は「話すこと・聞くこと」活動が主体になる。学習指導要領では
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音声言語の重視を強く打ち出しているとしている。
また「ひらがなのひょう」では、五十音図について教師に育てさせたい力について以下
のように述べている。
1.五十音表の組み立てを理解しようとする。
2.口形に注意し、正しく発音しようとする。
3.五十音表を縦横に読むことで組み立てがわかる。
小学二年では片仮名についてより深く学び、片仮名で書く言葉は動物の鳴き声などであ
ることを習う。小学三年では国語辞典の配列について五十音順になっていることを学習す
る。
教師用指導書では国語辞典の見出しの配列について以下のように説明している。
1.五十音順に並んでいる。
2.清音、濁音、半濁音の順に並んでいる。
3.促音、拗音は、清音の後に並んでいる。
3.片仮名書きの言葉で、のばして発音するものは、五十音に置き換えたうえで、五十音
順に並んでいる。
小学四年では「Rômazi50-on」を学習する。その際にローマ字のところに平仮名を小書き
で提示している。ローマ字で書くときには長く伸ばす音に[ˆ]のしるしをつけること、つま
る音は次に来る字を重ねて書くことについて学習し、小さい「や・ゆ・よ」を記述する方
法に関しては「biyôin」「byôin」の例から覚える。ローマ字の他に五十音図によって点字の
表も学習する。
学校図書の教科書では、小学五年と六年において五十音図に関連した単元がない。

3.3.2

中学校

中学一年では、歴史的仮名遣いや現代仮名遣いとはどういうものかについて学習する。
歴史的仮名遣いで書かれた文を現代の発音で読むときの注意点として以下の３つの点が取
り上げられている。
1.ワ行の「わゐうゑを」は「ワイウエオ」と発音する
例：まゐらす → マイラス
2.語中や語尾にあるハ行の「はひふへほ」は「ワイウエオ」と発音する。
例：食はず → 食ワズ
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思ひ

→ 思イ

3.次のように母音が重なる場合には長音で読む
例：1.「アウ」 →

「オー」 「やう」 → 「ヨ－」[yo:]

2.「イウ」 →

「ユー」 「言ふ」 →

3.「エウ」 →

「ヨー」

4.「オウ」 →

「オー」 おもふ（思う）→「オモー」[omo:] [ou]→[o:]

[yu:]

→ [yo:]

[eu]

4.助動詞「む」、助詞「なむ」などの「む」は撥音で「ン」と読む
例：造となむ → ナン[nan]
試みてむ → ン[n]
5.長音・撥音（ン）・促音（ッ）で発音する場合
例：こよなう → コヨノウ
うつくしうて → ウツクシュウテ
何せむ → 何セン
あつぱれ → アッパレ
教師用の研究・解説では、日本語の仮名遣いの歴史について上代仮名遣い、定家仮名遣
い、契沖によって書かれた『和字正濫鈔』による歴史的な仮名づかい、現代仮名づかいな
どがあると説明している。また「歴史的仮名遣い」とその読み方を一括して学習させてい
くことを学習の狙いとしている。
中学二年と三年では、動詞の活用について五十音図で学習する。その際に五十音図を提
示し、五十音図の段と行で動詞の活用を説明している。また点字や指文字についても再び
学習する。教師用指導書では日本語の音の体系を確かめると共に、それを表わす文字「点
字・指文字」を知識として身につけさせたいとしている。あらゆる日本語の表現の学習に
資するために日本語の五十音図があり、点字や指文字といった表現方法は日本語の使い手
として知っておいてよいと述べている。

3.4
3.4.1

光村図書『こくご』
小学校

光村図書による『こくご』は小学校と中学校に対応している。高等学校用の教科書は出
版されていない。
小学一年生は「あいうえお」の発音の練習の後に簡単に書ける文字から平仮名を書く練
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習を始める。次に濁音・半濁音・母音を学習し「あいうえおのうた」から五十音について
習う。教師用指導書では、
「あいうえお」を使った言葉や遊びうたなど「あいうえお」の魅
力が詰まったユニークな本などを読み聞かせると述べている。その際に目や耳の不自由な
人と伝え合うことのできる言葉である手話や点字の「あいうえお」を紹介するとしている。
また、アルファベット「ABC」を紹介し、外国の児童も日本の児童と同様に文字を学んで
いることを伝えるとしている。外国籍の子供がいるときはその国の文字を児童に知らせる
とよいとしている。
その後に縦横の文字列が色分けされた五十音図を用いて縦の読みと横の読みを練習し、
未習の平仮名をすべて学習する。平仮名はすべて学習したその後に「は」「を」「へ」など
の違いや拗音について学習する。そうした学習の後に拗音も含めた五十音図を平仮名で提
示する。それから片仮名についての学習を始め、片仮名の書き順を習う。長音については
片仮名については「ハンバーグ」が平仮名については「おばあさん」が例として提示され
ている。長音まで学習した後に片仮名での五十音図を提示している。
小学二年では片仮名についてより深く学習する。小学三年では国語辞典の使い方を学ぶ。
また外国の文字を使って日本の言葉を書き表すことができるとして、ローマ字で五十音図
を提示している。
教師用指導書ではローマ字表記の理解について以下の点を押さえるべきとしている。

１.ア段は「a」
、イ段は「i」
、ウ段は「u」
、エ段は「e」オ段は「o」がつくということ。
２.ア行は右の一文字で表し、カ行以降はそれぞれの子音が頭につくということ。
３.キーボード上で「あいうえお」にあたる「a i u e o」の位置を知らせる。
４.五十音順に実際にキーを打ってみる。慣れてきたら、濁音・半濁音、促音や拗
音なども打つ。
５.前時の学習を振り返り、五十音をローマ字入力する。

小学四年では再びローマ字表を学習し、パソコンでの入力方法についてより深く学習す
る。ローマ字表については以下のように述べている。

ア行の音は a i u e o と１字で表している。カ行から下の音は２文字以上が組み合わされ
ている。ア段の音には全部「a」が付いている。横に読むとカ行の音に全部「k」が付い
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ていると説明し、他の行と段にどんな特徴があるか探させる。

ローマ字の学習の後に点字の「あいうえお」を習う。
小学五年では仮名遣いの決まりについて学習する。仮名遣いの決まりについての学習指
導上の説明を以下に示す。
言葉を仮名で書くときの書き表し方を「仮名遣い」という。普通は発音どおりに書く
が次のような場合には、決まった書き方がある。
1.伸ばす音を書く場合
●ア段・イ段・ウ段・エ段の音を伸ばす場合、

「あ」
「い」「う」「え」をそえて書く
おかあさん（お母さん）
、ちいさい（小さい）
、ふうせん（風船）
●オ段の音を伸ばす場合は、
「う」をそえて書く

おとうさん（お父さん）

きのう（昨日）

2.「言う」を仮名で書く場合。
「言う」は「ユー」と発音することがあり、その場合「ゆ
う」と書かずに「言う」と書く。
どういうふうに

いうまでもない

3.「ジ・ズ」の発音は、普通は「じ」
「ず」と書くが次のような場合「ぢ」
「づ」と書く。
●もともと「チ」
「ツ」と発音する言葉の前に、ほかに言葉が付いていて、発音が

「ジ」
「ズ」に変わる場合
はな＋ち

→ はなぢ（鼻血）

て＋つくり → てづくり（手作り）

4.「ワ・エ・オ」の発音を「は・へ・を」と書く場合
ぼくの夢は、教師になることだ。
銀行へ、お金を預けにいく。
小学六年では日本で使う文字として漢字、平仮名、片仮名とローマ字の由来について
学習する。
教師用指導書では仮名文字についての歴史と知識を得ることが古典と出会うを準備にな
るとしている。中学生になるための準備という意味もあり、ワ行の「ゐ」が出る時限があ
ればワ行の仮名などについても簡単に説明しておくとよいとしている。

3.4.2

中学校
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中学一年からは古典の学習が始まる。古典の学習の中では「いろは歌」が記載されてお
り、
「いろは歌」について四十七文字の仮名を一回ずつ使って作られていると説明している。
「いろは歌」の歴史についても述べている。中学二年と三年では動詞の活用を学習する。

3.5

大阪書籍『国語』

3.5.1

小学校

大阪書籍の『国語』は小学校のみに対応している。中学校と高等学校用の教科書は出版
されていない。
小学一年生は「あいうえお」の発音を単語の発音によって練習する。
「あいうえおのうた」
からも発音の練習をする。それから「うし」
「こし」「くつ」などの単語や「と」「て」のよ
うに、簡単に書ける字から学習を始める。すべての文字について書き順まで学習した後に
五十音図が提示され、縦横色分けされていることによって縦の読みと横の読みを練習する。
大阪書籍の五十音図には濁音・半濁音も含まれている。拗音を学習した後に、文章から「わ」
と「は」、「え」と「へ」、「お」と「を」の違いを学習する。その後に文中に片仮名を提示
し、文章から片仮名の学習を始める。片仮名の書き順を習った後に片仮名での五十音図を
提示している。教科書の最後に平仮名の五十音図と片仮名の五十音図を「ひらがなのひょ
う」と「カタカナのひょう」として提示している。
教師用指導書では「あいうえお・口形」の主な学習活動として以下の点を取り上げてい
る。
○ 口形に注意しながら、母音を中心に、一字語、二字語、三字語、四字語の発音の
練習をする。
○ 清音をはっきりと発音し、一つの語句が何拍でできているかを理解する。
○ 濁音・半濁音を含んだ語句についても発音し、何拍でできているか調べてみる。
また五十音図については「五十音表は、一人で読む、グループで読む、例とともに読む、
全員で読む、ゆっくり読む、速く読む、大きな声で読む、小さな声で読むなど基本的な口
形や発音のしかたを大切にしたうえで、様々な読み方の工夫をしたい」と述べている。
小学二年では、片仮名でついて外国から入ってきた言葉を書くと説明し、教科書の最後
に片仮名の五十音図を提示している。
小学三年では国語辞典の引き方を学習する。そして点字の表を五十音図によって学習す
る。また五十音図によって《指文字のれい》を学習する。その際に、指文字について以下
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のように説明している。
指文字は指の数、手の表やうら、かたむきや動きの組み合わせによって、五十音を表
す。例えば、てのひらを相手のほうに向けて、親指だけを立てるようにしたら「あ」で
ある。
《指文字のれい》の五十音図は以下に図 3.4 で示す。
教師用指導書では、国語辞典の配列における「五十音図」は濁音・促音・拗音を全て清
音に置き換えて考えたものであることに留意する必要があると述べている。またその原則
は以下のように示されている。
1.

五十音順
「火」（ひ・・一文字）→ 「ピアノ」
（ひあ・・）

2.

清音→濁音の原則
「ひ」→「び」
（→「ぴ」）
一般の辞典には、促音、拗音の配列を小文字→大文字（「っ」が「つ」）としている場

合もあると説明している。

図 3.4《指文字のれい》

大阪出版『国語』小学三年・下 p.52
小学四年では、「ローマ字１」の表を学習する。その際に提示する表に用いられている方
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式は、訓令式である。ローマ字表には平仮名を小書きで提示している。ローマ字を使って
パソコンのキーボード入力も学習する。その後に「ローマ字２」の表を提示し、訓令式以
外のつづりを示している。教師用指導書では、仮名による音の表し方に対してローマ字で
は次のような表記の違いがあることが分かるようにすると述べている。

一字一音

a

i

u

e

o

二字一音

ka

ki

ku

ke

ko

三字一音

kya

kyu

n

kyo

小学五年では、「仮名づかいのまとめ」として現代語の仮名遣いについて以下のように説
明している。
1.「ワ・エ・オ」と発音する場合
普通は「わ・え・お」と書くが次のような場合は「は・へ・を」と書く
犬は川へ肉を落としました。
「セー・ネー・レー」など五十音のエの段を伸ばすとき
ねえさん（姉さん）
ねえ

ええ

音読みの言葉の場合「い」と書く
うんえい 運営

ぜいきん 税金

「ユー」と発音するとき
普通は「ゆう」（とかく（ゆうがた

夕方）が「言うだけは」「いう」と書く

2.長く伸ばして発音する場合
「オー・コー・ソー」など、五十音のオの段をのばすとき
普通は「おう・こう・そう」と、
「う」を下に添えて書く
おとうさん（お父さん）
次のような言葉は「お」を下に添える。
おおい

多い

おおきい 大きい
3.「ジ」「ズ」と発音する場合
普通は「じ」
「ず」と書くが、(もみじ)
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二つの言葉が合わさって、後の言葉の「ち」
「つ」がにごった音になったとき
はなぢ － はな（鼻）＋ち（血）
「ち・つ」が続き、後の「ち・つ」がにごった音になったとき
ちぢむ

つづく

教師用指導書では、現代仮名遣いについては上記した三つの条件が学習活動の指導のポ
イントとしている。現代仮名遣いについて学習を終えた後に歴史的仮名づかいを学習する。
小学六年では、平仮名と片仮名の歴史的な成り立ちについて学習する。指導書では、万葉
仮名から平仮名または片仮名へと、文字が生み出された過程を様々な資料を活用しながら
理解できるようにしたいとしている。また仮名の成り立ちや成立の理由、必要性の理解を
促すことが教材の狙いとしている。
「思い出辞典」を作ろうという項目では、国語辞典や百
科事典が五十音順になっていることについて学ぶ。
以上、日本初等国語教育における国語教科書を観察した。日本の初等教育では使用され
ている教科書の教材が部分的に異なる点もあるが、一般的にどの教科書でも小学校におい
て五十音図を使用して仮名文字（片仮名と平仮名）の学習を終わらせた後に、五十音図に
よって日本語のすべての音韻体系や音韻構造を学習するところが共通する。
しかし、教育出版の教科書『ひろがることば』は小学校四年次にローマ字を学習する以
前の小学三年次にローマ字入力を学ぶのに対して、東京出版による『あたらしいこくご』
の教科書を使用している小学校ではローマ字の表を習ってからコンピュータ入力を学習す
る。このことから『あたらしいこくご』では学習者への負担が少なくなるように配慮して
いるといえる。
学校図書による教科書では小学五年と六年に五十音図に関連した単元がない。つまり小
学四年までに五十音図の学習を終わらせているということが伺える。ローマ字の表は
「Rômazi 50on」という独自の名称について、一般的な「Rômazi 50on」とした方がよいので
はないかという疑問が生じる。「Rômazi-hyô」と一般的に使われる名称を取り入れ、児童へ
の学習負担を少なくした方がよいのではないだろうか。
光村図書による教科書では「あいうえお」の魅力が詰まったユニークな本などを読み聞
かせ、その際に目や耳の不自由な人と伝え合うことのできる手段である手話や点字の「あ
いうえお」を紹介するとしている。また、アルファベット「ABC」を紹介し、外国の児童
と日本の児童と同様に文字を学んでいることを伝えるとしている。社会的な知識を与え、
手話や点字という伝達手段があるということについての理解をさせることも必要であると
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いうことが改めて感じられる。
大阪書籍による教科書では縦横列が色別された五十音図に濁音・半濁音を含めて提示し
ている。また「指文字のれい」を五十音図で示している。濁音や半濁音の区別を色を持っ
て説明していることは児童にわかりやすいと思われる。
各教科書において最初は「ひらがなのひょう」「カタカナのひょう」として五十音図を提
示するが、辞典の引き方の指導に際しては突然「五十音順」という表現が使われる。また
五十音図については「五十音表は、一人で読む、グループで読む、例とともに読む、全員
で読む、ゆっくり読む、速く読む、大きな声で読む、小さな声で読むなど基本的な口形や
発音のしかたを大切にしたうえで、様々な読み方の工夫をしたい」としている。つまり、
日本の初等教育では発音が重視されていると考えられる。

3.6

外国人の日本語学習

外国人の日本語学習者が日本語を学ぶ際に多く使用している『みんなの日本語』では五
十音図について「日本語の発音」という名称で仮名と拍の説明に用いられている。五十音
図を平仮名と片仮名の両方の文字で教科書の最初に提示している。長音については「おば
さん」と「おばあさん」や「カード」などの例を取り上げられている。また撥音「ん」と
促音「ツ」については「ぶか」と「ぶんか」
「ぶっか」などの例から説明する。また拗音に
ついては「ひやく」と「ひゃく」などの例を取り上げている。
『新日本語の基礎』では「日本語の発音」という項目において、「日本語の音節」として
五十音図を取り上げる。また母音を短母音と長母音に分け「おばさん」と「おばあさん」、
「え」と「ええ」などを例として取り上げる。二重子音（促音）には「おと」と「おっと」
のような例を、子音＋や、ゆ、よ（拗音）には「ひやく」と「ひゃく」のような例を取り
上げ、
「ざ、ず、ぞ」と「じゃ、じゅ、じょ」の違いを示す際には「ざあざあ」と「じゃあ
じゃあ」の例を取り上げている。「す」と「つ」については「いす」と「いつ」などの違い
から説明している。
外国人の日本語学習の際によく使用されるこの二冊では濁音と半濁音については説明し
ていない。
『みんなの日本語』の教師用教え方の手引きでは、五十音図によって「あいうえ
お」の練習をさせ、その後「カ行」以下の清音を順番に練習させ、次に「゛」のある濁音、
「

゜」のある半濁音の練習に移り、その次に小さい文字「ゃゅょ」の拗音の練習をする、

と述べられている。ここでは発音の仕方と注意点を学ぶが仮名の書き方についての指導は
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特に行わないとしている。『みんなの日本語』での、「あいうえお」の練習の仕方は以下の
ようである。ここで使われている「T」は「Teacher(先生)」、
「S」は「Student(学生)」の意味
であると思われる。

母音

例 T: あ →

S: あ

T: い →

S: い

T: あ い →

S: あ い

T: い う →

S: い う

T: あ い う え お →
子音

例 T: か →

S: か

T: が →

S: が

T: か き く け こ →
が ぎ ぐ げ ご →

S:あ

い う え お

S: か き く け こ
が ぎ ぐ げ

ご

これらの二冊の教科書の日本語版では日本語の「五十音図」の発音を記載していないが、
英語版ではローマ字で発音が記載されている。現在訳されている他の外国語版では各言語
で発音の符号を付している。

4.スリランカの国語教育中でのホーデイヤ
スリランカの学校制度は日本の学校制度と異なるので、スリランカの学校制度を最初に
紹介する。スリランカで日本の小学校に当たるのは「プライマリ スクール」である。「プ
ライマリ

スクール」は５つの学年で構成され、各学年についてそれぞれ「グレード１」

という名称を用い「何年生」という呼び方はしない。日本の中学校に当たるのは「ジュニ
アセカンダリ スクール」であり、グレード 6 から 8 までが該当する。日本の高等学校に
当たるのは、
「シニアセカンダリ スクール」でグレード 9 から 11 までが該当する。グレー
ド 11 では G.C.E(O/L)レベル試験という国家試験があり、その試験に合格すればさらにステ
ップを進むことができ、、二年間専門的に学習した後に G.C.E.(A/L)という国家試験を受験し
て一定以上の点数を取ることで大学へ進学できるという制度になっている。スリランカの
国語教育では『Sinhala』という、スリランカの文部科学省によって決定された一つの教科
書を使用する。スリランカは多民族国であり、公的に用いられる言語が複数存在している
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が本稿ではスリランカの公用語であるシンハラ語を対象とする。

4.1

プライマリ

スクール

一般的にスリランカでは、幼稚園でシンハラ語の母音「[a][ā][i][ī][u][ū][e][ē][o][ō]」の発
音の練習をする。簡単に書ける子音から発音とともに書き順を学習した後で母音の書き順
を習う。シンハラ語の母音文字は書くのが難しいため、子音から書き順の学習を始めるの
である。
スリランカのプライマリ

スクールのグレード１では、シンハラ語の音という名称で、

母音 12 字と子音 23 字で構成される純成シンハラホーディヤ「Amisra Sinhala hodiya」の文
字すべてを習う。まず、子音の文字から学習を始め、その後に母音を順番に気にせずに習
う。しかし、シンハラ語では文字を書くために必要な符号を覚える必要があるので、最初
に符号がついていない文字を簡単な単語によって学習してから符号を学び、先にに学んだ
文字に符号を付けながら学習を進める。ここでは子音に母音を当てながら符号の学習を始
める。文字全体に符号を与えるのではなく、簡単に書ける文字に符号を与えるのである。
グレード１では最初の子音である「k」の音に母音が付くことで、「かきくけこ」が構成さ
れることを学び、符号を付けて音の変化についても学ぶ。その後、ホーデイヤの順番を気
にせず子音いくつかに符号をつけることで音が変化することを単語によって習う。教科書
の最後にグレード 1 で学習する文字で構成されたホーディヤを提示している。
グレード２では、グレード１で覚えた文字に符号を付け、音の変化や複数の符号の付け
方を理解し、その音の単語を覚える。教師用指導書では、グレード 1 である程度文字を把
握しているため、グレード 2 では符号についての学習に注意すべきであるとしている。
グレード３では、シンハラ語のホーディヤの[kha]等の気音文字を学び、その文字にも符
号を付けて練習する。それから[śa][ṣa][sa]と[na][ṇa]と[la][ḷa]の音の違い、文字の違い、文中
の使い分けなどを学習する。
グレード 4 と 5 では、パーリ・サンスクリット語から借用した[ňga]などの合字とその発
音や複数の文字から成立する文字の各音を結合して一文字を構成する合成文字[ksa][kra]や
英語の「f」を発音するために近代に作られた[fa]の文字などを含め、シンハラ語ホーデイヤ
の全ての音と文字の学習を終了する。こうしてシンハラ語の母音 20 と子音 40 から構成さ
れる現代シンハラ語ホーディヤ「Nutana Singhala Hodiya」について理解した後に文法の学習
を始める。
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4.2

ジュニアセカンダリ スクール

ジュニアセカンダリ

スクールのグレード６では文字と文字の正しい配置を把握する。

グレード６のシンハラ語教科書の最初のページにシンハラ語の全ての母音と子音を入れた
現代シンハラ語ホーディヤ「Nutana Sinhala Hodiya」を提示している。それからグレード３
で習った[śa][ṣa][sa]や[na][ṇa]、[la][ḷa]などの音の違いを把握しながら単語や文での正しい使
いわけを学習する。グレード６では気音文字の正しい書き方や用い方について学習する。
この学年で気音文字を新たに習う理由はグレード 6 以降に始まるシンハラ語やスリランカ
の歴史の学習に必要であるからである。
グレード７では、60 文字で構成されるホーデイヤを再確認しながら正しい発音や文字の
使い方についてマスターする。また、シンハラ語の無声音、有声音、鼻音、摩擦音につい
て認識する。
グレード７まではホーデイヤの全体を学習してきたが、グレード 8 では母音と子音につ
いてより深く認識する。シンハラホーデイヤの母音と子音の区別について以下のように把
握する。

swara（母音）
a

ā

æ

ǣ

i ī u ū
ṛ ṝ ḷ ḹ
e ē
o

ai

ō au

wiyanjana（子音）
Alpa prana Akṣara (無気音文字)
Mahaprana Akṣara（有気音文字）

sañyaka

Usmakshara（摩擦音文字）

ṭha

ṇda ňa

Akṣara（鼻音・有気子音文字） ňga

Antastha Akṣara（半母音）

ḍa ta

kha gha cha jha
ḍha

Nyasikya Akṣara（鼻子音文字）

ca ṭa

ka ga ja

ya
śa
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jkj pha
ṇa na ma

ňḍa
ra

ňda
la

ṣa sa

wa
ha fa

bha
aṃ

da pa ba

シンハラ語の文字の書き方には三種がある。
「Madya
「Arohana

Akṣara」
（行の真ん中に書く文字）
、

Akṣara」（行の下の方から上に向けて書く文字）、「Awarohana

上の方から下に向けて書く文字）である。
「Madya

Akṣara」（行の

Akṣara」
（行の真ん中に書く文字）は行

の真ん中の線の高さに書かなければならない。「Awarohana

Akṣara」（行の下の方から上に

向けて書く文字）は行の真ん中の線から上の線までの間に書かなければならない。
「Awarohana Akṣara」
（行の上の方から下に向けて書く文字）は真ん中の線から下の線まで
の間に書かなければならない。この書き方の違いについて、図 3.5 で示す。

図 3.5 シンハラ語の文字の書き方の三段
行の 真ん中 下から上

上から下

行の下から上に書く文字

行の真ん中に書く文字

行の上から下に書く文字

Sinhala Bashawa ha Sahitya (Grade8 p.26)

[na][ṇa]と[la][ḷa]の区別については、発音する場所の違いであることを学ぶ。ホーデイヤ
の清音に符号を付ける際に、発音の変化とともに使用する文字も異なってくるのでその点
についても学習する。

4.3

シニアセカンダリ スクールから大学

グレード 9 と 10 では[na][ṇa]と[la][ḷa]の区別について、それらを区別する際に生じる問題
点を含めて再び学習する。シンハラ語の全ての母音と子音を入れた「Nutana Sinhala Hodiya」
によって再び母音、子音の認識やその符号について学習する。
グレード 11 ではシンハラ語のホーデイヤの歴史について学習する。また、母音、子音や
その符号についてより深く学習する。シンハラ語のホーディヤの子音の段の使い分けにつ
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いて以下のように学習する。
1.

Swara(母音)
声帯の振動を伴う呼気が、口腔内で著しく通路を妨げられることなく、通過して発
せられる音である。シンハラ語ホーディヤには[a]から[au]までの 18 の母音がある。

2.

Wiyanjana(子音)
発音器官で作られる妨げを息が通過することによって発せられる音。シンハラ語の
ホーディヤの[ka]から[fa]までのすべてが子音である。

3.

4.

Wargakshara（子音の区分）
ṅda

[ka]タイプ

ka kha

ga

[ca]タイプ

ca cha

ja

[ṭa]タイプ

ṭa ṭha

ḍa ḍha

[ta]タイプ

ta tha

da dha na

[pa]タイプ

pa pha

ba

gha

jha ňa

bha

ṇa

ma

Anuswaraya ha Wisargaya
母音につく[aṃ]が Anuswaraya であり、[aḥ]が Wisargaya である。

5.

Usmakshara
摩擦音文字である[ṣa][śa][sa][ha][fa]の文字のことである。

6.

Nyasikya
鼻子音文字 である[ňga][ňa][ṇa][na][ma][aṃ]のことである。

7.

Sañyaka
鼻音・帯気子音文字である[ňga][ňja][ňḍa][ňda][m̆ba]のことである。

8.

Antastha
半母音である[ya][ra][la][va]のことである。

9.

Mahaprana Akṣara
気音文字である、[kha][gha]などのことである。

なお、スリランカでは仏教の学習も必須科目になっている。シンハラ語と仏教には密接
な関係があり、仏教の教科書の最初のページには現代において使われているホーディヤが
記載されている。

5.日本語の「五十音図」とシンハラ語の「ホーデイヤ」の学び方の対照
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両国の国語の教育について見た結果、日本は「あいうえお」から学び始め、単語からカ
行以下の音や文字を覚えていく。それから五十音図を縦に読んだり、横に読んだりして五
十音図の全体を把握する。スリランカでも同様に「あいうえお」から学び始め、単語から
音や文字を覚える。その後、母音と子音という認識は与えず「k」の音が「アイウエオ」の
段によって音が変化することなどを学習する。ホーデイヤは五十音図とは異なり表になっ
ていないため、ホーデイヤの全体を把握するのはグレード 5 になってからである。
五十音図は日本語のすべての音韻構造を表わす音韻体系とされているが、ホーディヤは
シンハラ語の「音韻体系」であるとともに「文字体系」をも指すものであるといえる。

6.まとめ
本章では五十音図とホーデイヤについて、日本スリランカ両国の国語教育の始まりであ
る小学 1 年生からどのように学習し、理解していくかについて考察した。その結果、日本
の小学校では日本語の発音と文字として平仮名と片仮名を五十音図によって学び、その知
識に基づいてコンピュータで文字を入力するためのローマ字の使用法やローマ字の「点字
の表」
「指文字のれい」などを学習することが明らかとなった。
中学校では、五十音図は日本語の仮名文字を規則的に並べたものであると同時に日本語
の音節を規則的に並べたものであるということもできることや、またその原則として横の
列（段）に同じ母音、縦の列（行）に同じ子音が並べられ、母音のみのア行以外は「ｔｏ」
「ｒｉ」のように「子音＋母音」で作られていること、日本語の音節は五十音図に示され
ているなどのことを学習し、五十音図についてより具体的に把握していく。次に五十音図
によって古典文法の活用を学習する。その時に五十音図の歴史もおおまかに学び、五十音
図で歴史的仮名遣いと現代仮名遣いについても学ぶ。
高等学校では五十音図により現代仮名遣いと歴史的な仮名遣いについて学び、大学では
専門により歴史などを学ぶのである。
一方、スリランカではグレード１から１１まで学年とともにホーデイヤについて学んで
いき、その符号や気音文字なども学習し、日本の高校に当たるグレード 11 になるとシンハ
ラ語のホーデイヤはインドの音声学の影響を受けて作られたことも把握できる構成になっ
ている。両国の音図を上述した国語教育制度から見ると、日本もスリランカも子供の成長
とともに段階的に身に付けていると判断することができる。
教育制度から考えると、日本の高等学校を卒業した人でも、五十音図の歴史を知らない
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のではないだろうか。スリランカでは国語だけではなく仏教の学習も必須科目になってい
ることから、シニアセカンダリ

スクールを卒業すればホーデイヤの歴史についてはある

程度把握している。また日本では五十音図でローマ字を把握するが、スリランカではロー
マ字はローマ字で学び、シンハラ語はシンハラ文字で学ぶ。日本の小学生は「点字表」や
「指文字のれい」等も学習するがスリランカの国語教育では学習しない。
最後に、上述の内容から日本語の五十音図が国語教育で重要な役割を果たしていること
が明らかであるが、日本語教育ではこれを国語ほど重要視しておらず、ごく初級段階の発
音と文字の導入で扱うに留まる。教育上重大な役割を果たしている五十音図は日本語教育
でももっと活かすべきではないだろうか。一方、ホーデイヤは五十音図とは異なり縦にも
横にもすらすらと読める表になっていない。また五十音図のように国語教育で担っている
役割も少ないと言える。これらの両国の対照が際立つ点については歴史的な背景を見る必
要があると考える。

参考文献
大阪書籍（2004）『国語』国語教科書・小学校一年から六年まで
大阪書籍（2004）『国語』教師用指導要領・小学校一年から六年まで
学校図書（2005）『こくご』国語教科書・小学一年から六年まで
学校図書（2005）『こくご』教師用指導書・小学一年から六年まで
学校図書（2006）『中学国語』教科書・中学校一年から三年まで
学校図書（2006）『中学国語』教師用指導書・中学校一年から三年まで
教育出版（2005）『ひろがることば』国語教科書・小学校一年から六年まで
教育出版（2006）『伝え合う言葉』国語教科書・中学校一年から三年まで
教育出版（2006）『国語総合』高等学校・国語教科書
教育出版（2006）『新国語総合』高等学校・国語教科書
教育出版（2005）『ひろがることば』教師用指導要領・小学校一年小学六年まで
教育出版（2006）『伝え合う言葉』教師用指導書・中学校一年から三年まで
教育出版（2006）『高等総合』高等学校・教師用指導書
東京書籍（2005）『新しい国語』国語教科書・小学校一年から六年まで
東京書籍（2005）『新しい国語』国語教科書・中学校一年から三年まで
東京書籍（2007）『新しい国語』教師用指導書・小学校一年から六年まで
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東京書籍（2007）『新しい国語』教師用指導要領・中学校一年から三年まで
東京書籍（2007）『精選国語総合』高等学校・国語教科書
東京書籍（2007）『精編国語総合』高等学校・国語教科書
東京書籍（2008）『精選総合国語』高等学校・古文編・教科書
東京書籍（2008）『精選総合国語』高等学校・現代文編・教科書
東京書籍（2008）『精選総合国語』高等学校・古文編・教師用指導書
光村図書（2005）『こくご』国語教科書・小学校一年から中学校まで
光村図書（2005）『こくご』教師用指導要領・小学校一年から中学校まで
スリーエーネットワーク（2005）『みんなの日本語』
スリーエーネットワーク（2005）『みんなの日本語』・教師用教え方の手引き
スリーエーネットワーク（1990）『新日本語基礎』
スリランカ文部省(2000-2006)Sinhala スリランカの国語教科書・グレード 1 から 11 まで
スリランカ文部省(2000-2006)Sinhala スリランカの国語教科書・教師用指導書・グレード 1
から 11 まで
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第三章
日本の近代国語教育における五十音図の役割
―明治期の国語教科書中心に―

1. はじめに
第二章では、日本スリランカ両国の国語教育において五十音図とホーデイヤを小学 1 年
生以降どのように学習、理解していくかについて考察した。その結果、日本の小学校では
日本語の発音と文字（平仮名と片仮名）を五十音図を使って学ぶ。またコンピュータで文
字を入力するためのローマ字の使用方法やローマ字、「点字の表」「指文字のれい」なども
五十音図を使って学習することが分かった。また、五十音図は「日本語の仮名文字を規則
的に並べたもの」であると同時に「日本語の音節を規則的に並べたもの」であることを学
ぶ。具体的には、横の列（段）に母音を同じくする文字が、縦の列（行）に子音を同じく
する文字が並べられていること、母音のみで構成されるア行以外は「ｔｏ」
「ｒｉ」のよう
に「子音＋母音」で作られていることを学習し、五十音図も「音」という視点から把握し
ていくのである。
中学校以降は五十音図という体系への理解を利用して現代語の文法を勉強する。同時に
五十音図の歴史もおおまかに学ぶ。また歴史的仮名遣いと現代仮名遣いについても学ぶ。
高等学校では現代仮名遣いと歴史的な仮名遣いを学び、古典文法も学習する。
一方スリランカではグレード１から１１まで各学年の発達状況に応じてホーデイヤにつ
いて学んでいき、符号や気音文字などを勉強する。日本の高校に当たるグレード 11 になる
とホーデイヤがインドの音声学の影響を受けて作られたことも学ぶ。国語教育制度から見
ると、日本もスリランカも子供の成長とともに音図を段階的に身に付けていくといえる。
また、日本では高等学校を卒業した場合であっても五十音図の歴史を知らない場合が多
いと考えられる。スリランカのシニアセカンダリ

スクールでは、仏教等の勉強が必須科

目になっているため、ホーデイヤの歴史をある程度理解する必要がある。
以上を踏まえ、本章では近代日本の国語教育における五十音図の扱われ方を考察する。
馬渕（1993）では、明治期の国語教科書について以下のように述べている。

明治初年に国語科を国民教育の柱としようとした時に、その「国語科」をリードして
いたのは洋学派と国学派であったのであろう。これは当時の風潮からいって当然のこ
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となのであろうが「五十音図」一つにもそれが現われているところがおもしろい。
（p.17 ）

また、馬渕（1993）では、明治初年の「国語科」は田中義廉に代表される洋学派にリー
ドされていたが、児童教育では国学派の力を借りなければならず、古くからの文字教育の
伝統を引き継いで「いろは歌」か「五十音図」から文字の学習に入らざるを得なかったと
述べている。また、古田東朔氏が片岡淳吉によって明治六年に書かれた『小学綴字編』の
「附説」を引用していることを述べその中から以下の記述に注目している。

伊呂波四十七字ノ如キハ、音韻完備セズ、変化ノ作用ナク、又上文ニ論ゼシ如ク
た やす

さと

作者ノ深意アルモ容易ク初学ノ暁リ難キ不便ナルモノナレバ、今ヨリ後之廃スル
か

モ亦妨ゲナカラム乎

「音韻完備セズ、変化の作用ナク」という部分について、逆に「五十音図」については
音韻の変化の作用があることをいっているわけであり、上記の文の前には

夫レ五十音ハ右ノ如ク、経ニ五音ヲ列ネテ唇歯舌顎喉ノ五音相通シ、緯に十字ヲ
列ネテ阿伊宥衣於ノ同韻相通ズ、又将然言、連用言、截断言、連体言、已然言と
分カレ加フルニ形容辞、副辞、助辞、及ビ過去、現在、未来ノ時刻等自在ナル活
用一トシテ備ラザルナク、而カモ厳正ニシテ殊ニ大便利ナルコト支那及ビ欧羅巴
ニモ卓越ノモノナレバ、童蒙ヲ教育セムニハ須ク五十音ヲ以テ基礎トナシ、先
ジ音義語法ヲ学バシムベシ。（p.19）

とある。つまり、五十音図には音韻組識についての配慮があるので、いろは歌よりも学理
的にすぐれているという判断を下しているのである。
本章では、明治期から現代までの国語教科書を考察し、「五十音図」の国語教育上の役割
を歴史的に探る。明治期の国語教育教科書制度の変遷を確認しつつ、その当時における初
等国語教科書の在り方を見ていく。
『国語教育史資料・第二巻・教科書』に従い、近代以降の義務教育に関する教科書制度
の変遷はおよそ次の期間で区分される。
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1.自由編纂期

明治五年八月の「学制」頒布から明治十八年まで。

2.検定制度期

明治十九年五月の「教科用図書検定条例」制定から明治三十五、
六年まで。

3.国定教科書期

明治三十六年四月の小学校令改正によって国定教科書制度が成立
してから太平洋戦後の昭和二十三年まで。

4.新検定制度期

昭和二十三年四月の「教科用図書検定規則」制定によって新検定
教科書使用が開始されてから現在まで。（国語教育史資料・第二
巻・教科書・p.3）

また『国語教育史資料・第二巻・教科書』によると、当時の中学校、（のちの中学校・
高等学校）に関しては、上記の時期区分が教育制度上適合しない。特に 3 の国定教科書制
度への移行は遅れ、太平洋戦争末期、昭和十八年の敗戦直前になって漸く整えられた。
本研究では、「自由編纂期」と呼ばれる明治初年から明治十年代「検定制度期」と呼ばれ
る明治十九年から三十五、六年まで、「国定教科書期」と呼ばれる明治三十六年から昭和二
十三年まで、の三つの時代区分について五十音図の扱われ方を考察していく。本章では、
明治時代にあたる、
「自由編纂期」「検定制度期」
「国定国語教科書期の第二期国定国語教科
書期」までの教科書を取り上げていく。

2.明治期の初等国語教育の教科書
『国語教育史資料・第二巻・教科書』によると、明治初年から明治十九年までに出版さ
れた初等国語教科書は 13 点存在しており、本研究で資料とする『日本教科書大系・近代編・
国語』に代表的な教科書として提示されているものはそのうち 11 点である。明治十九年か
ら大正期までに出版された初等国語教科書は 34 点である。本研究で資料とする『日本教科
書大系・近代編・国語』に代表的な教科書として提示されているものはそのうち 10 点であ
る。
明治期を通して出版されたすべての初等国語教科書数は全 47 点である。本章では、それ
らのうち五十音図が記載されている教科書を取り上げ、五十音図の扱われ方について詳細
な考察を進めていく。

3. 自由編纂期
3.1 初等国語教科書
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3.1.1 『うひまなび』
『日本教科書大系・近代編第４巻・国語』の教科書解題によると、『うひまなび』は幕末
から明治初頭において海外の知識を移入し啓蒙書などを著作した柳河春蔭によって編集さ
れた教科書である。本書は春蔭が明治三年二月に死亡していること、文部省の明治五年小
学教則に本書名が挙げられていることから明治三年までに出版されたと推定される。小学
初学年の生徒に綴字を教える代表的な教科書の一つであった。
『うひまなび』は片仮名と平仮名で書かれている。本文中の単語にはすべて平仮名が用
いられている。単語はすべて和語で歴史的仮名遣いで表記されている。本書の編集方法は
外国のスペリングの教科書に学んだものであり、かな文字の組み合わせを学習させること
によって国語学習の基礎を作ろうとしている。『日本教科書体系・近代編第４巻・国語』に
は、学習の基礎を狙うという点で初学者のための綴字初等教育教科書としての役割を果た
していると記述されている。
内容は「平仮名」「片仮名」「かずのもと」「五十いん」「にごりがな」「かなづかひ」「か
なふたつのことば」
「にごりがなあることば」
「かなみつのことば」
「からもじのこゑのかな
づかひ」と分類されている。「平仮名」「片仮名」ではいろは歌が平仮名、片仮名で示され
ている。「五十いん」では片仮名、平仮名、濁音の図が片仮名と平仮名の両文字で示されて
いる。しかし「かなづかひ」に関しては平仮名では示されず、片仮名によって五十音順に
示されている。以下に、その冒頭部分を示す。

アカ アサ アタ アナ アハ アマ アヤ アラ

アワ アキ アシ

アチ・・・・
省略

上記に示したように掲出される例は全て二文字である。まず、一文字目の「ア」を固定
して二文字目を「カサタナハマヤラワ」と変えていく。二文字目が「ワ」まで行くと、次
は、一文字目は「ア」に固定したまま二文字目を「キシチニヒミイリヰ」と変化させる。
以降も同様に二文字目のみをウ段、エ段、オ段と変えていく。「アヨ」までいくと次は、一
文字目を「イ」に固定したうえで「ア」の時と同様に二文字目のみを変化させる。最後は、
オヨ オロ オヲで終わる。
一文字目はアイウエオの順であり、二文字目はア段、イ段、ウ段、エ段、オ段の順であ
る。『うひまなび』の｢かなづかひ｣は一文字目も二文字目も五十音図の段と行を基準として
並べられているといえる。
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「かなふたつのことば」は以下の図 4.1 のように示す。

図 4.1『うひまなび』
・かなふたつのことば

『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語 』（p.30）

示される例は全て二文字であり、いろは順に並べられている。ここで用いられている単語
は全て意味のある和語である。
「にごりがなあることば」
「かなみつのことば」も同様の方針で提示している。以下に図 4.2
で示す。

図 4.2『うひまなび』
・にごりがなあることば・かなみつのことば

『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語 』（p.3Ⅰ）
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以上の資料が平仮名で示されているのに対して「からもじのこゑのかなづかひ」は片仮
名で示されている。以下に図 4.3 で示す。

図 4.3『うひまなび』
・からもじのこゑのかなづかひ

『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語』（ p.34）

「からもじのこゑのかなづかひ」では、五十音図によって清音、濁音、半濁音、拗音な
どを含めた「字音仮名遣い」を提示している。片仮名で示している語には意味がなく音が
扱われていると思われる。

3.1.2 『絵入智慧の環』
古川正雄によって明治三年に編集された一学年用の綴字の教科書である。本書の「初編」
は「詞の巻」と表題がつけられており、｢上｣という項目において初めにいろは歌を平仮名
で示している。濁音のことを「にごり」と呼び「いろは歌」に入れこむ形で以下の図 4.4 の
ように示している。
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図 4.4『絵入智慧の環』初編（詞の巻）いろは歌とそのにごり

『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語』（ p.9）

その後に単語をいろは順に平仮名で並べ、それぞれ漢字と絵を「いぬ 犬」
「ろ 櫓」の
ように示している。「下」では、いろは歌を片仮名で示し、「いつらのこゑ」として「五十
連音」また「五十音｣という名で五十音図を掲載している。また「にごり」（濁音）と「な
かばのにごり」
（半濁音）を片仮名で示した後、平仮名の五十音図を掲載している。以下に
図 4.5 で示す。
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図 4.5『絵入智慧の環』初編（詞の巻）片仮名と五十音図

『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語』（ p.17）

3.1.3 『ちゑのいとぐち』
古川正雄によって明治四年に刊行された綴字の教科書であり、『絵入智慧の環』の姉妹編
として編集された『ちゑのいとぐち』は『絵入智慧の環』の前段階の学習を担う教科書と
して編集されている。一章では平仮名いろは歌と濁音、片仮名いろは歌と濁音を提示して
いる。また二章は「ひとよみきり」
「ふたよみきり」
「み

よみきり」と分類されている。
「ひ

とよみきり」では「いろ、いは、いほ」のように｢い｣を語頭にもつ単語をいろは順に取り
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上げている。「ふた よみきり」と「み よみきり」も同様である。本書は単語がいろは順
に平仮名で示される。五十音図 は記載されず、平仮名も片仮名もいろは順に示している。

3.1.4 『単語編』
文部省によって明治五年に刊行された単語を教授するための教科書である。当時は『単
語編』という書名がなく、綴字の次に単語を教授する教科書として認識、呼称されていた。
本書の第一巻にはいろは歌が平仮名で、五十音図が片仮名で記載され、四種活用図が掲載
されている。以下に図 4.6 で示す。
図 4.6『単語編』
・第一巻・四種活用図

『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語 』（p.37）

3.1.5 『小学入門』
『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語』教科書解題によると、文部省によって明治六
年に初歩国語学習のために作られた教科書である。明治六年に刊行された『小学教授書』
が明治七年に改訂され、
『小学入門』として改めて出版されたことで一般に普及した。本書
では最初にいろは歌、その次に五十音図と濁音、次清音（半濁音）を提示している。いろ
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は歌は平仮名で示され、五十音図は片仮名で示されている。単語図では「イ」と｢井｣、
「イ」
と「ヒ」、「ヱ」と「エ」、「ヱ」と「ヘ」などの発音の類似がある単語を絵や漢字とともに
提示している。

3.1.6 『小学綴字書』
『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語』教科書解題によると、文部省によって明治七
年に刊行された国語初歩教科書である。
「学制」によって小学校に新しく設けられた「綴字」
という科目の教材としての教科書であるという。また、本書の初めに伊呂波仮名字という
項でいろは歌を平仮名で示し、
「国音五十字」「濁音」「半濁音」は片仮名で示し、いろは順
に「仮名字別體」
、
「片仮名字別體」を示している。その後に五十音順に｢あか、あき、あす、
あせ・・・｣などの仮名二字の単語とその単語に当たる漢字を小書きで掲載している。次に
濁音を頭文字にした「げた、ぜに、だす」などの仮名二字の単語を取り上げている。仮名
二字の単語と同様に五十音順に「あかね、あきや、あくび、あげば」などの仮名三字の単
語を挙げている。その次に字音部を五十音順に記載している。字音部は五十音順に従い第
一から第四十三に分類されている。第一部は「ア」
、第二部は「カ」から始まり、第三十三
部の「ワ」まで続く。第十一は「きゃ、きゃう、きゃく」のように「拗音表」を提示し、
第四十部は「ゐど 井戸」
、第四十一部「ゑふ 酔卒」のように歴史的仮名遣いを示し、第
四十三部は「げた 下駄」のように濁音を示し、巻末に音便呼法を付録として示している。

3.1.7 『小学読本』
『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語』によると、文部省によって出版され、全五巻に
ついて巻１，2，3 は榊原芳野、巻 4，5 は那珂通高、稲垣千頴の撰となっている。明治七年
に出版された教科書である。
本書の首巻には「伊呂波四十七音 併濁音次清音」が以下の図 4.7 のように記載されてい
る。いろは歌が平仮名で示され、五十音図が片仮名で示されている。
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図 4.7『小学読本』

『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語 p.167』

濁音と次清音を「

」のように右下と左下に小書きで挙げている。首巻の

「五音五十字」についで漢字単語を提示している。第一巻から伊呂波順に各文字を頭文字
とする単語とその単語を表した絵を示し、その絵の上に平仮名で単語の名称を記し、下に
簡単な説明を加えている。第十七巻の後には第一巻「あ」から第四十七巻「を」まで五十
音順に単語を並べている。これらは全ての文字が片仮名で記されている。

3.1.8 『小学読本』
明治十五年に原亮策によって刊行された初等科のための国語教科書である。明治十七年
五月に「小学校教則綱領」が制定され、初等科の読方は伊呂波、五十音、濁音、次清音、
仮名の単語、短句から始めて仮名交じり文の読本に入ると定められたため、本書はこの基
本方針によって編集されている。首巻は伊呂波、五十音、濁音、次清音を挙げている。い
ろは歌が平仮名で示され、五十音図が片仮名で示されている。

3.1.9 『読方入門』
文部省によって明治十七年に刊行された国語初歩教科書である。本書ではいろは歌を平
仮名と片仮名で、五十音と濁音と次清音を片仮名で示している。本書の第一課より第十課
までは平仮名の正変二体を習熟させ、その変音と濁音を教える。第十一課から第十六課ま
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では拗音及び次清音を加えている。この教科書ではいろは歌を片仮名と平仮名の両文字で
示しているが、五十音については片仮名のみで掲載している。
『日本教科書大系・近代編第 4 巻・国語』によると、本書の巻頭に「教師須知六則」が
あり、その中において五十音図についての指導上の留意点を以下のように示している。

五十音ハ。專ラ発音を正スヲ旨トシ。且前に授ケタル所ノ片仮名ヲ練習センガ爲メニ。
之ヲ授クルモノトス。其課業ハ濁音。次清音ヲ併セテ。概ネ二週間以下ノ時日ヲ要ス
ベシ。

3.2 自由編纂期の国語教科書における平仮名と片仮名の使い分け
平仮名と片仮名について上記の教科書の使い分けを見ると、『うひまなび』『絵入智慧の
環』『ちゑのいとぐち』の三つの教科書では、いろは歌が最初に平仮名と片仮名で示され、
そのあとで五十音図も同様に平仮名と片仮名で示されている。明治初年から明治五年まで
のこれらの教科書はいろは歌と五十音図を平仮名と片仮名の両文字で学んだといえる。し
かし、明治五年に文部省で出版された『単語編』から明治十五年に刊行された『小学読本』
までの教科書では、いろは歌を平仮名で提示し五十音図を片仮名で提示している。『日本教
科書大系・近代編第四巻・国語』
（p.706）では『単語編』について以下のように述べている。

文部省の単語編教科書の編集は、外国の単語教材の編集を参照し、わが国江戸時代の
単語編としての教科書の素材と編集方法を受け継いだというべきである。

本教科書の本文は平仮名や漢字で書かれている。平仮名のいろは歌と片仮名の五十音図
について歴史的な背景を『日本教科書大系・第七巻・語彙』では以下のように述べる。

｢五十音図｣の成立と普及も、かな文字に、基準と統一とを与える強い圧力をもっていた
点から、国語史のうえばかりでなく、初等教育史の立場からいっても、画期的な事件で
あった。（p.18）

しかし、明治十七年に文部省によって編集された『読方入門』では五十音図は片仮名で
示されているが、いろは歌は明治初年と同様に平仮名と片仮名両文字で示される。自由編
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纂期の国語教科書の特徴を以下に表１で示す。

表１ 自由編纂期の教科書
教科書

うひまなび

絵入り智慧

単語編

小学入門

綴字書

の環

小学読本

小学読本

明・七年

明・十七

項目

読方入門

年

いろは歌

平仮名片仮

平仮名

名

片仮名

平仮名

片仮名

片仮名

平仮名

平仮名

先に学ぶ

片仮名
順番

五十音図

意味のある

平仮名

平仮名

平仮名

平仮名

平仮名

平仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

いろは歌

いろは歌

いろは歌

いろは歌

いろは歌

いろは歌

いろは歌

いろは歌

五十音図

五十音図

五十音図

五十音図

五十音図

五十音図

五十音図

五十音図

平仮名

平仮名

平仮名と

平仮名と

平仮名

平仮名と

平仮名

平仮名

漢字

漢字

と漢字

漢字

単語
濁音、半濁

五十音図

いろは歌

五十音図

五十音図

五十音図

いろは歌

五十音図

五十音図

音

平仮名

平仮名

片仮名

片仮名

片仮名

平仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名
五十音図

仮名遣い

歴史的仮名

歴史的仮名

歴史的仮名

歴史的仮

歴史的仮名

歴史的仮

歴史的仮

歴史的仮

遣い

遣い

遣い

名遣い

遣い

名遣い

名遣い

名遣い

3.3 明治自由編纂期の国語教科書における五十音図の位置、使い方
明治初年から明治十七年までの代表的な国語教科書を見た結果、音声を取り上げるとき
に片仮名の五十音図によって説明されていると分かった。いろは歌は平仮名の和語に使わ
れていたが、濁音、半濁音、拗音、日本語の音声に関係する「かなづかひ」については五
十音図で把握してきた。
『うひまなび』をみると五十音順に並べられた単語は全て意味がな
く、音声の変化を示したものであると思われる。
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『うひまなび』、
『小学入門』などの教科書では、
「かなづかひ」を五十音図に基づいて片
仮名で示している。
「かなづかひ」は「音」に関わる問題である。また教科書で示している
単語を観察すると平仮名でいろは順に提示した単語は意味がある和語であり、片仮名で示
している語には意味がない。音声については片仮名と五十音図に基づいて示されるといえ
る。以下に『うひまなび』の「かなづかひ」の例を挙げる。

エヨ エロ オヲ オカ

オサ オタ

「エヨ」や「エロ」などの単語には意味がなく、機械的に文字を並べているように見え
る。つまり、意味ではなく「音声」を重視しているといえる。このことと片仮名が五十音
図で示される事実と照らし合わせると、片仮名は「音声」を表示するものであり、それに
よって示される五十音図も「音声」に関わるものといえる。
『絵入智慧の環』の「いつらのこゑ」では、五十音が平仮名と片仮名で示されるが「に
ごり（濁音）
」や「なかばのにごり（半濁音）」は片仮名のみで示されている。
『うひまなび』
では「五十いん」、「にごりがな」を平仮名と片仮名で示しているが「かなづかひ」は片仮
名のみである。
『小学入門』の「単語図」第一では「イ」と「ヒ」
、「エ」と「へ」
、「ハ」と
「ワ」などの違いの説明も片仮名でされている。
『綴字書』ではいろは歌が平仮名で示され、
「五十音図」、「清音二十文字」「次清音」は片仮名で示されている。『小学読本』も同様で
ある。以上より、明治期には「音声」の説明に片仮名を使用する傾向があるといえる。
明治初年から明治五年までの各教科書には、いろは歌と五十音図が平仮名・片仮名両方
で示されていた。しかし、明治五年に出版された『単語編』から明治十五年までは、いろ
は歌を平仮名、五十音図を片仮名で示していることが明らかになった。明治十七年に出版
された『読方入門』では、いろは歌は片仮名と平仮名の両文字で、五十音については片仮
名のみで示されているものの、一般的にこの時期においていろは歌は和語の把握に用いら
れ、「かなづかい」などに見られるように音声的事象については濁音、半濁音、拗音など含
めて五十音図で把握してきたことが分かった。

3.4 自由編纂期の国語教科書のまとめ
本項では、明治期の十年代までの国語教科書について考察した。その結果、明治初年か
ら明治五年までの各教科書には、いろは歌と五十音図が平仮名と片仮名で示されていたこ
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とが分かった。しかし、明治五年に出版された『単語編』から明治十五年までは、いろは
歌を平仮名、五十音図を片仮名で示していることも明らかになった。明治十七年に出版さ
れた『読方入門』では、いろは歌は片仮名と平仮名の両文字で、五十音については片仮名
のみで示されている。また、いろは歌は和語の把握に用いられ、
「かなづかひ」などに見ら
れるように日本語の音声については濁音、半濁音、拗音など含めて五十音図で把握してき
たと言える。

4. 検定制度期
4.1 『読書入門』
『日本教科書大系・近代編第４巻・国語』によると、検定制度期の代表的な初等国語教
科書は『読書入門』である。文部省は検定教科書制度を実施するにあたって、規範となる
初歩国語教科書として『読書入門』を刊行した。本書について『国語教育史資料・第二巻・
教科書』・講談社出版（p.6）では以下のように述べられている。

検定制度実施にあたって、文部省は教科書の基準を示すために、編集局において、規
範教科書を編集刊行することになる。明治十九年湯本武比古がその任に当たり、ドイ
ヨミカキニュウモン

ツの入門書フィーベルにならい、苦心編集の結果、画期的入門書『読書 入 門 』を完成、
同年九月文部省図書課より刊行した。これより、国語学習における、片仮名先習、読
み書き同時学習の伝統が確立することになる。

湯本の業績をみると、明治十七年に文部省御用掛となり、編集局に勤務していることが
分かった。その翌年、明治十八年に森有礼が文部大臣になり、編集局の改革を施した。検
定制度の実施については、十九年四月に公布された小学校令中第一三条において「小学校
ノ教科書ハ文部大臣ノ検定シタルモノ」のように示している。
師範学校令では教科書は文部大臣の定めるところによると規定している。その当時の編
集局長は伊沢修二であった。文部大臣森有礼の命によって湯本武比古はドイツの教科書を
参考にし、
『小学読本』の前段階として『読書入門』を編集した。
巻頭の「教師須知」によると、
『読書入門』は年齢六歳以上の初学者を対象に最初半年間
に言語を学び、文字を読むことと、字形を石盤上に書くことを教えるために用いた教科書
であるとされる。
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また、教師用指導として以下のように述べられている。

此書、第一課ヨリ第十一課マデハ、實物ノ名稱性質及ビ作用等ニ就キテ、片仮名
文字ヲ教フベキ者ナリ。而シテ其始メハ、新ニ教フベキ字數ヲ少クシ、漸ク進ム
ニ從テ、漸ク其數ヲ增シ、五十音ノ文字ハ、錯擧互見シテ、一モ教ヘザルナキニ
至リテ、更ニ五十音図ニ就キテ、前ニ学ビシ所ノ者ヲ練習シ、且其撥音ヲ正シク
セシメンコトヲ用セリ。
第十二課ヨリ第二十課ニ至ルマデハ、濁音次清音轉音數字及疊字ヲ教ヘ、第二十一
課ヨリ第二十二課マデハ平仮名ヲ以テ清音濁音次清音ヲ教フベキ者ニシテ、第三十
三課ヨリ第四十課マデハ、片仮名平仮名两體ノ練習ニ供センガ爲メニ設ケタル者ニ
シテ、拗音及音便等ヲモ混合シテ教フベキ者ナリ。

『読書入門』の教材はすべて片仮名で文字を提示し、「片仮名部」、「平仮名部」、「片仮名
と平仮名部」の三部に区分される。「片仮名部」は最初に「ハト」「トリ」のような事物の
名称から入り、片仮名の単語、短い句、それから簡単な文に進むように編成されている。
『読
書入門』の最後に用いられている挿絵を以下に図 4.8 で示す。

図 4.8『読書入門』第一課と二課

『日本教科書大系・近代編・第 5 国語 p.8』

片仮名の提示が終ってから初めて片仮名の五十音図を示し、五十音図に従い片仮名の学
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習を行なうように編成されている。その後は短文に濁音、次清音、数字などを加えている。
「平仮名部」は「片仮名部」と同様の方針で編まれている。その際に濁音、次清音も交
えて教えるようになっている。平仮名の全ての提示が終了したところで平仮名の五十音図
を示している。その際に片仮名も右下に揃えられている。
「平仮名と片仮名部」では両文字による単語を用いた後に平仮名でいろは歌を提示して
いる。

4.2 『日本読本初歩』『日本読本』
『日本読本初歩』は新保磐次が中川謙二郎、三宅米吉、河村重固などの協力を得て著し、
明治二十年に金港堂より出版された。本書は片仮名、平仮名、濁音、半濁音、撥音、入音、
音便、拗音、漢字を教える目的で作られた。
『日本読本初歩』についで第二学年より第四学
年までに使用する国語教科書として編集された。例言には「平仮名ヲ教フルニハ先ヅ生徒
ヲシテ片仮名ニテ書カシメ、然後之ニ相當スル平仮名ヲ授ケヨ」と述べられている。本教
科書も『読書入門』と同様の方針をとっているといえる。
『日本読本初歩』の最初に一文字の片仮名単語を絵とともに示し、次いで二文字綴り、
三文字綴りの単語を提示している。本書は単語によって片仮名を教授してから片仮名でい
ろは歌と五十音図を提示している。また平仮名を単語から教授した後、平仮名でいろは歌
と五十音図を提示している。その後に片仮名を主とし、平仮名をそえて両文字が学習でき
るようにしてある。また片仮名の文章の次に平仮名の文章を提示するように編集されてい
る。それから片仮名によって濁音と半濁音を提示している。

4.3 『帝国讀本』
『帝国讀本』は学海指針社の編集によって明治二十六年九月に集英堂から出版された小
学校用の国語教科書である。
『日本教科書大系・近代編・第四・国語』によると、明治二十年代後半に刊行された検
定教科書中に広く使われた代表的な読本の教科書であるという。その第一巻において指導
について以下のように述べている。

初歩ノ間ハ、物ニヨリテ詞ヲ教ヘ、詞ニヨリテ文字ヲ教へンヲ主トシ、先ヅ片仮名ヨ
リ始ム。
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要するに『読書入門』と同様の方針をとっているといえる。
『帝国讀本』は片仮名から始め、片仮名は「ハ」「タ」「ナ」のといった文字から始めて
すべての清音の文字を学習する。その後に五十音図を片仮名で提示している。「五十音図」
という名称は用いてない。それから「ガン」
「スズメ」といった単語によって濁音、半濁音
を提示している。片仮名で五十音図を学んだ後に平仮名の学習を始める。平仮名の教材と
しては簡単な短句によってその文字を教えるようになっている。平仮名の学習の最後にい
ろは歌を平仮名で提示している。しかし、五十音図については平仮名での提示がない。

4.4 『尋常小学讀書教本 巻一』
本書は明治二十七年に今泉定介、須永和三郎両名の共編で普及舎より出版された。まず
「ハ」「トリ」「ハナ」といった単語で清音の片仮名を学習した後に五十音図を提示してい
る。それから「ダイコン」
「ニンジン」といった単語によって濁音を提示し、濁音図と次清
音図を提示している。片仮名で五十音図を学習した後に「うし」
「うま」といった単語によ
って、平仮名を学習し、最後にいろは歌を平仮名で提示している。第二巻の前半には変音、
拗音、促音などを提示している。

4.5 『尋常国語讀本』
本書は明治三十三年に金港堂株式会社が新しく編集して刊行した国語教科書である。尋
常科用の第一巻、第二巻には甲、乙の二種があり、甲種では第一巻前半に片仮名、後半に
平仮名を提示し、乙種では第一巻は片仮名のみで、第二巻から平仮名を提示している。
（『日
本教科書大系・国語・第５巻』p.615）
『尋常国語讀本』の最初は「ハ」
「ハナ」などの単語で清音の片仮名を学習する。清音を
学習した後に、五十音図を片仮名で提示している。次に「ゲタ」「ザル」「ペンサキ」など
の単語で濁音や半濁音の片仮名を学習し、濁音及び半濁音図を片仮名で提示している。片
仮名を把握したところで「くり」「うし」「うま」などの単語で平仮名を学習し、最後にひ
らがなでいろは歌を提示している。転呼音や拗音は第二巻の前半に提示している。

4.6 『国語讀本』
本書は明治三十三年に富山房に依嘱された文豪坪内雄蔵が従来の教科書を調査した上で
独創的に編集した国語教科書である。
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『国語讀本』の第一巻では「ハト」「アリ」などの単語で片仮名を学習する。片仮名を学
習した後に、濁音と半濁音を含む五十音図が片仮名で提示されている。片仮名を把握した
ところで「しか」「はし」「つり」などの単語で平仮名を学習し、最後に平仮名でいろは歌
を提示している。

5. 第一期

国定国語教科書期

5.1 尋常小学読本
明治三十六年四月、小学校令が改正され、小学校の教科書は文部省において著作権を有
するものに限られることになった。国語教科書も国定として速やかに刊行することになり、
翌三十七年度より使用するために『小学読本』が急いで編集された。
『尋常小学讀本』の編集には教科書審査官の吉岡郷甫が主としてあたり、各学年に二冊
ずつ八冊より成っている。
本書は国定教科書編集の方針によって、使用すべき文字の数や大きさ、言語、文章、わ
かち書き、符号、さらに教材の選択、配置をはじめ、装訂、定価に至るまでが国家的見地
より検討された。国語の初歩学習方針としては次のように述べてある。

発音ノ教授ヲ出発点トシテ皃童ノ学習シ易キ片仮名ヨリ入リ而シテ從來第一学年間又
ハ第一学年ノ前半期ニ兩體ノ仮名ヲ提出シ、皃童ノ頭脳ヲ混乱セシメ、且習熟ノ度カ
不十分ナリシ等ノ弊ニ鑑ミ、明治三十六年文部省第三四號ノ趣意ニ依リ二箇学年ニ走
リテ兩體ノ仮名ヲ提出スルコトトセリ。故ニ第三冊ニ至リテ始メテ平仮名ヲ提出シ、
以後ノ諸冊ニハ兩體ノ仮名ヲ併シタリ。
『日本教科書大系・国語・第６巻』
（p.620・621）

『尋常小学讀本一』は「ス」
「シ」「イ」「エ」などの単独の片仮名と日本語の音声の学習
から始まる。ある程度片仮名を習った後に五十音図のアイウエオ順に片仮名の単語を示し
五十音図を把握し、最後に清音、濁音と半濁音を含む五十音図を片仮名で提示している。
『尋常小学讀本二』では、簡単な文章に現れる「オチャ」「オキャク」「オチョサン」な
どの単語から拗音について学んだ後に拗音図を提示している。『尋常小学讀本一』と『尋常
小学讀本二』は全て片仮名で示されている。
『尋常小学讀本三』は片仮名で書かれている文章に平仮名をあて、平仮名を学習した後
に平仮名の五十音図を提示している。『尋常小学讀本三』は片仮名と平仮名の両文字を使っ
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て文章を提示している。平仮名を提示した後、平仮名のいろは歌が用いられている。片仮
名も平仮名も五十音図によって学習している。

6. 第二期

国定国語教科書

6.1 『尋常小学読本』
『尋常小学読本』は日露戦争以降の社会情勢の変化によって修正を要することになり、
他教科と同様に明治四十年代に入って第二国定国語教科書を刊行することになった。読本
の修正については文部大臣官房図書課で検討を始めた。明治三十三年八月二十一日に文部
省令１４号をもって小学校令施行規則が公布され、明治三十四年四月に実施された。小学
校令施行規則においては字音仮名遣いが改定され、教育上指導すべき漢字が 1200 字に制限
され、仮名字体の統一が規定された。漢字制限に関する規定が明治四十一年九月に廃止さ
れたのにともない、歴史的かなづかいが用いられるとともに漢字なども旧字体が用いられ
るようになった。
『尋常小学讀本』の巻一では「タコ」
「コマ」
「カラカサ」などの単語で片仮名を学習し、
最後に片仮名の五十音図が記載されている。
『尋常小学讀本』の巻二では、最初のページに
記載された片仮名による五十音図によって片仮名をより詳しく学べるように編集されてい
る。『尋常小学讀本』の巻三では、平仮名を徐々に学習した後に、平仮名で五十音図を提示
している。本書の巻一と二は全て片仮名で提示し、第三巻から片仮名と平仮名両文字で文
章を提示している。本書の第三巻には平仮名でいろは歌を提示している。

7.検定制度期以降の国語教科書における平仮名と片仮名の使い分け
明治十九年からの各国語教科書の特徴を表２にまとめる。

表 2 検定制度期の教科書
教科書

読書入門

日本読本

帝国読本

初歩

尋常小学

尋常国語

読書教本

読本

国語読本

項目
いろは歌

平仮名

片仮名

平仮名

平仮名

平仮名

平仮名

五十音図

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名
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平仮名
平仮名

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

片仮名

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

順番

五十音図

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

いろは歌

五十音図

五十音図

五十音図

五十音図

平仮名

五十音図

平仮名

平仮名

平仮名

平仮名

いろは歌

平仮名

いろは歌

いろは歌

いろは歌

いろは歌

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

片仮名

意味のある単
語
濁音、半濁音

平仮名
仮名遣い

歴史的仮名

歴史的仮

歴史的仮

歴史的仮

歴史的仮

歴史的仮

遣い

名遣い

名遣い

名遣い

名遣いと

名遣いと

表音仮名

表音仮名

表音仮名

新定字音

新定字音

遣い

遣い

遣い

仮名遣い

仮名遣い

表 3 第一期 国定国語教科書
教科書

尋常小学読本

項目
いろは歌

平仮名

五十音図

片仮名
平仮名

平仮名

後に学ぶ

片仮名

先に学ぶ

順番

片仮名 五十音図 平仮名

意味のある単語

片仮名

濁音、半濁音

片仮名
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いろは歌

仮名遣い

歴史的仮名遣い

表 4 第二期 国定国語教科書
教科書

尋常小学読本

項目
いろは歌

平仮名

五十音図

片仮名
平仮名

平仮名

後に学ぶ

片仮名

先に学ぶ

順番

片仮名 五十音図
平仮名 いろは歌

意味のある単語

片仮名

濁音、半濁音

片仮名

仮名遣い

歴史的かなづかい
新定字音仮名遣い

上記の表から概ね検定制度期の教科書は、片仮名、片仮名五十音図、平仮名、平仮名五
十音図、いろは歌という順に提示される傾向があったことが分かった。
自由編纂期においては平仮名がいろは歌によって学習され和語のために使用された一方、
片仮名は五十音図によって学習され音声や字音の学習のために使用されていた。検定制度
期になるとこの役割分担はなくなり、片仮名も平仮名も五十音図によって学習するように
なる。検定制度期において自由編纂期と学習の在り方が大きく異なっている理由としては、
『国語教育史資料』では国語学習における、片仮名先習、読み書き同時学習という方針に
基づくとするという内容に留まっている。この方針の徹底が現代国語教育における五十音
図の重要な位置づけにつながったと考えられる。しかし片仮名先習、読み書き同時学習と
いう方針は何によってもたらされたのであろうか。この方針を初めて実践している『読書
入門』では「教師須知」の項目において以下のように述べている。
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読ミ書キヲ併セ授ケンニハ、其文字モ易キヲ先ンジテ、難シキヲ後ニスルヨリ善キハ
ナシ。而ルニ、片仮名ハ、概ネ直線ヨリ成リテ、学ビ易ク、平仮名ハ悉ク曲線ヨリ成
リテ、寫シ難シ、是本書ニ、片仮名ヲ先ニシテ、平仮名ヲ後ニスル所以ナリ。(p.1)
此書ヲ皃童ニ授クルニハ、必ズ各課ノ注意トセル物事（例ヘバ「ハト」
「トリ」
「ハナ」
ノ類）ノ観念ヲ十分ニ起サシメ、又之ヲ言語ニ發シテ、其発音ヲ明ナラシメ、而シテ
後ニ、其音ヲ表ハスニハ、此ノ文字ヲ以テス、故ニ其文字ハ、斯ク讀ムベシ、其形ハ，
斯ク書クベシト、懇到叮嚀ニ教フベシ。是讀ムコト、書クコト、ヲ教フル真正ノ順序
ナリ（p.2）
。

上記の内容から『読書入門』では「観念」
「理解」
「文字例の読み」
「発音」
「文字」
「書き」
の順をとり、読み書きの一体化がなされているといえる。自由編纂期の教科書においては
片仮名を五十音図、平仮名をいろは歌で習うという傾向がみられたが、こと検定制度期に
至っては五十音図といろは歌は同様に分担されたと言える。この時期に「片仮名先習」と
いう方針が徹底されることにより、現代国語教育における五十音図の比重が高くなったと
考えられる。片仮名に比重が移ったことによっていろは歌は平仮名を学習するという利用
価値を失い、習う必要性もなくなり、平仮名を学習した後に付加的に記載されるようにな
った。こうした方向性への流れを決定的としたのが検定制度期に出版された『読書入門』
である。大橋敦夫（1994）では、湯本武比古の『読書入門』に対する評価を以下のように
まとめる。

1.片仮名先習・読み書き同時学習の伝統を確立。
2.易から難への配列・児童の能力段階に応じた教材提示など、国語初歩教材を編集する思
想と方針を確立。
3.児童生活・児童に関心のあるものを教材内容に選んでいる。
4.例文に談話体・韻文を取り入れている。
5.児童の興趣を重んじ、表現が文学化されている。
6.従来の実学的・知識的な無意味乾燥なものから、文学化・児童化への転換の端緒となっ
た。(p.105)

この中で重要なのが「観念」
「理解」
「文字例の読み」
「発音」
「文字」
「書き」という導入、
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学習の順序である。その実現、徹底のために五十音図による片仮名先習という方針がとら
れたといえる。これらの方針は『読書入門』以降の全ての教科書に継承され、大方の教科
書の本文は片仮名や漢字で書かれるようになった。この方針の確立以降の徹底は観察から
明らかであるが、大橋（1994）のまとめからはこの方針が何に由来し、なぜ『読書入門』
で導入されたのかが必ずしも明らかとはいえない。

8.検定制度期以降の国語教科書における五十音図の位置づけ、使い方
明治期の代表的な国語教科書を参照した結果、検定制度期からの国語初等学習方針は発
音の教授を出発点としたことが判明した。発音の教授を優先した結果、片仮名先習という
方式が定着した。
『読書入門』教科書の編集にあたって湯本が対照したドイツの読本について大橋（1994）
の記述から確認する。
ママ

大橋（1994）では『読書入門』について辞書類では、
「ドイツのボックスの著した『フィ
ーベル』ならびに『レーゼブーフ』を参考にした」とされていることについて誤解である
とし、その誤解は『読書入門』に書かれている「読本（Lesebuch
門書（Fible

レーセブッフ）」と「入

フィーベル）」とを同格に扱ったために生じたものであるとしている。ボッ

クの読本が湯本に選択された理由としては明治期のドイツ語の勉強においてポピュラーな
ものであったことを挙げている。
またボックの入門書の仕組みについては以下の 3 点がまとめられている。

1.

授業は、正しい理解と正しい発話を得ることを目標としており、その目標を達成す
るために入門書においては練習を伴っている。そこで重要となるのが直観という教
授法であり、その練習のために一連の挿絵がある。

2.

文章の仕組みを正しく理解し正しい発音を持って練習に取り込むことで、音節から
全文に至るまでの理解を育むことが期待できると考えられている。

3.

第二部は簡単な散文・韻文の読み物からなる。内容が分かるように必要なところに
絵が挿入されている。

上記からドイツの当時の初歩国語学習においては、「文字」「発音」「読み」「書き」とい
う順の関係が明示されていることが分かる。
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また明治期の国語の初歩学習の方針について『日本教科書大系・第 6 巻』では発音の教
授を出発点としたことを指摘している。以下に該当する箇所を引用する。

発音ノ教授ヲ出発点トシテ皃童ノ学習シ易キ片仮名ヨリ入リ而シテ從來第一学年間又
ハ第一学年ノ前半期ニ兩體ノ仮名ヲ提示シ、皃童ノ頭脳ヲ混乱セシメ、且習熟ノ度カ
不十分ナリシ等ノ弊ニ鑑ミ、明治三十六年文部省第三四號ノ趣意ニ依リ二箇学年ニ渉
リテ兩體ノ仮名ヲ提示スルコトトセリ。故ニ第三冊ニ至リテ始メテ平仮名ヲ提示シ、
以後ノ諸冊ニハ兩體ノ仮名ヲ併シタリ。
（以下省略）（p.621）

上述の内容からも分かるように、片仮名は第一学年で、平仮名は第二学年で学習させる
という順序になっており、『尋常小学讀本一』は「ス」「シ」「イ」「エ」などの文字から導
入し意味のある二文字の言葉で発音が類似したものを片仮名によって複数提示し、理解の
補助のためにそれぞれの言葉にそれらを表現した絵を添えている。検定制度期以降の各教
科書では「ハタ」「ハナ」など有意味な綴りを提示している。自由編纂期におけるいろは歌
による平仮名の学習や和語の平仮名提示がなくなり、すべての語彙を片仮名で示すように
なった。片仮名と平仮名の使用上の区別もなくなったといえる。
自由編纂期ではいろは歌が小学校全課程の冒頭に置かれており、教科書によっては指導
する内容の中に濁音、半濁音や拗音を含めなかった。検定制度期では五十音図によって学
習を始めるようになり、濁音、半濁音、拗音を習うようになるが、これは「音声」優先の
方針のあらわれと考えられる。
自由編纂期では平仮名と片仮名の使用方法に区別がなされていた。しかし検定制度期に
なり、
平仮名 ― 和語 ― 意味がある単語 ― いろは歌
片仮名 ― 音

― 字音 ― 五十音図

という順序と対立がなくなり、

五十音図 ― 片仮名 ― 平仮名 ― いろは歌
という指導の順序となったといえる。
いろは歌は各教科書において平仮名を学習した後に記載されているが、これは歴史的な
意味のみ考慮し、形式的に掲載されているに過ぎない。明治十九年以降の検定制度期にお
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いてドイツの国語教育に倣った方針転換が行われたことによって、片仮名と五十音図が国
語教育で重大な役割を果たすようになったのである。

9.検定制度期以降の国語教科書のまとめ
本章では明治期の国語教科書について考察した。その結果、明治初年から十五年まで日
本の小学校ではいろは歌によって学習を始めたが、明治十九年の検定制度期からは五十音
図によって片仮名を学習することから小学校の学習を始めるようになったことが分かった。
明治期の代表的な国語教科書では、ドイツにおいて行われていた国語教育の徹底を背景と
して五十音図が一般化した。

10.『読書入門』の編集の背景
そこで本節からは、近代国語教育の大きな方針転換の契機となり、五十音図の役割を大
きく変えた『読書入門』の編集の背景をみることにする。湯本武比古は明治十七年に文部
省御用掛となり、編集局に勤務した。当時の文部大臣は森有礼、編集局長には伊沢修二が
就いていた。湯本武比古は伊沢局長から小学校最初の国語読本たる読書入門を編集する命
を受け、明治十九年の『読書入門』出版に貢献した。その経緯について昭和三十年『湯本
武比古選集』の(四、五項)において以下のように述べられている。

同書の目的及び性質、竝に編輯の大方針をたてんとし、平素からして、その大体は誠
に然かあるべしと信じ、且つ自ら之を翻訳してをつたドイツ人ボック氏のレーゼブッ
フにつき、その読書入門即ちフィーベルに関する趣旨、目的及び教授法等の部分の翻
訳を伊沢局長に提出し、大体これに依って新読書入門を編輯すべきということを申し
出でたれば、局長はこれを覧て、「これは大変に可い、読書入門は当さに此くの如くな
るべきものである。依ってこの趣旨で、早速編輯に着手するのが可い。

10.1 諸学校令と森有礼の教育思想
文部省御用掛の任にあった森有礼は再改正されたばかりの教育令を廃止し、明治十九年、
学校種別にそれぞれの学校令を制定した。上沼八郎は森の教育に関する関心について次の
ように述べている。
「日本を世界の第一国に高めることであり、そのための先決問題として、
すぐれた国民を育成しようという抱負を持っていた。したがって『師範学校ハ只国家教育
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ノ盛衰ニ関スルノミナラズ、亦国家富強ノ基礎ニ関スルモノナリ』として、明治十九年四
月には「師範学校令」を中心とするいわゆる学校令を出した」。
（上沼（1963）p.120）。森が
当時の日本の教育を米英などの国の教育の在り方と比べたうえで、変えなければならない
という考えに至ったことが確認できる。なお、森文相の階層的な学校制度については、「こ
の階層的学校制度観はヨーロッパことにドイツの影響を感じさせる。そこで森文相と欧米
の関係を見ていくと次のような結論に導き出される。すなわち、森文相が学校制度を教育
段階別の四つの勅令によって分割規定したのは、オーストリアのウィーン大学教授スタイ
ン（Lorenz von Stein）の学説の負うところが多いらしいということである。
」（内田（1968）
ｐ.24）と述べている。また、内田（前掲）によると、明治十五年に憲法制度調査のために
渡欧した伊藤博文9に講義を行ったのが前述のスタインであり、伊藤がスタインを文政顧問
として日本へ招こうとした際に駐英公使としてロンドンにいた森有礼は、パリとロンドン
において伊藤と教育問題について議論しているのだという。このときに伊藤が森の学政に
関する識見に感じ入り、将来的に学政を任せる意志を表明したこと、そして森は伊藤を介
してスタインの学説に触れていると考えられるということについても記述がある。また、
内田はスタインが著した『行政学』中教育編を抄訳した『行政学教育編』が文部省編集局
から出版されたという事実によっても、スタインの学政が明治十九年の学政改革の参考に
供されたという考えが補強されるという旨を記している。以上から『読書入門』だけでは
なく、明治十九年に制定された学校体系もドイツの「学政」の影響を受けていることが明
らかである。
森有礼は慶応元年には十八歳の若さで英国に留学し、欧州大陸を旅行した後に米国に渡
った。こうして幕末から明治初年にかけて海外の文明に接してその高度な実力を知り、こ
れをわが国へ導入することの必要性を痛感した。外交官としての前半生において彼がもっ
ぱら欧米文明を学び、これを日本に紹介し、また日本の旧慣の刷新に力を尽くしたのはこ
のためであると内田（前掲、p.16）は述べている。森文相がドイツの教育制度を手本にし、
明治十九年に各学校段階層の教育制度を規定した背景が窺い知れる。

10.2 伊沢修二
明治十四年六月に文部省に入り、少書記官として会計局副長・地方学務局員を兼勤した。
当時文部省書記官は視学官（巡視官）としての役も勤めるようになっていた。上沼八郎（1963）
9

明治 18 年(1885)内閣制度を創設し初代内閣総理大臣に就任し大日本帝国憲法の制定を指導した。
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によると、伊沢は明治十七年九月に秋田・山形両県の巡視を命ぜられた。随行員であった
湯本武比古はそのときの指導について「伊沢は、この秋田県とは、偶然浅からぬ縁となっ
た。それは例の東北弁（訛音）の問題で、この地方の特有の発音の混合から、例えば「し」
と「す」の区別がなく、
「す」音がなくていずれも「し」と発音するところから読方ばかり
か作文でもこれを反映するのである。」と述べている。
伊沢は随行の県官西宮藤次という老漢学者の説くままに、発音の混成は視話法によって
矯正できるだろうと指導している。後年においては伊沢が秋田県下で吃音と訛音の矯正に
奉仕した機縁はこの頃に根ざすのである。つまり、
『読書入門』の編集以前から、伊沢や湯
本は国語教育において「音声教育」を重視していないことに気づき、巡視官の役割として
方言の影響が大きい都道府県の「音声教育」の必要性について理解し、全国統一の国語教
育のためには「音声を中心」とした教育制度の必要性があることを痛感したのではないか
と考えられる。また伊沢修二は 1875 年（明治 8）に師範学校教育調査のためにアメリカへ
留学し、留学中に英語の発音矯正のための視話法電話の発明者であるアレクサンダー・グ
ラハム・べルから学んでいる。

10.3 湯本武比古
明治十六年七月に仮名遣い研究の団体が合同し「かなのくわい」ができた。「かなのくわ
い」には、雪、月、花の三部があり、その規則第四條に「會中ニ月雪花ノ三部ヲ置ク 月ノ
部ニテハテニハ假名遣ヒヲバ從來ノ格ニ從ヒテ記サントシ雪ノ部ニテハ從來ノテニハ假名
遣ヒヲ改ムル所アリテ記サントシ花ノ部ニテハ五十音ノ原ヲ正シクシ假名文字ノ數ヲ増サ
ントス」とあるようにそれぞれその性質を異にしていた。松岡弘（昭和三十年『湯本武比
古選集』）によると、湯本は雪の部の編集に携わり、発音的な仮名遣いに改めようとするな
ど国語問題に関する研究を早くから進めていた。湯本は早い時期から国語問題に関わって
おり、主に発音的な仮名遣いに改める部に所属したことや伊沢修二と巡視の仕事を介して
経験を得ていることなどから、国語教育における「音声教育」の必要性と「正しい発音」
の重要性を考えていたのではないかと考えられる。また、湯本比古は明治十六年に東京師
範学校中学校に勤めた際に大熊春吉10に師事してドイツ語を学んでいる。

11.ドイツの国語読本とボック氏
10

大熊春吉・明治五年より本郷元町に壬申義塾を開き、明治初期のドイツ語家塾の代表的な存在である。（大橋 1994）
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大橋（1994）は、ボック読本は明治初年ごろからドイツにおいて使われていた教科書と
してポピュラーなものであったために湯本の目にとまったものと説明する。しかし筆者は
明治十九年において検定制度下における教科書の在り方を検討していた森有礼、伊沢修二、
湯本武比古の三人が初等国語教育における「音声教育」の必要性を意識していたことに理
由が求められるのではないかと考えている。ボック読本はポピュラーであったが、ポピュ
ラーな教科書であった理由は、言葉の内容と形を等しく重視しつつ、細かな文法について
は簡略化し音声の要素を考慮したからであると思われる。ボック読本に多様な挿絵が見ら
れるのは、
「ものの観念」を知ることができるように内容と形を重視したためではないだろ
うか。
『読書入門』ではボック読本と同様に挿絵を多用しながら「観念」「理解」「文字例の
読み」
「発音」
「文字」「書き」の順をとり、読み書きの一体化がなされているといえる。教
育制度を検討していた人々が音声教育に高い意識を持っていたことによって、日本の国語
教育は大きく転回した。いわば「音声を中心」とした国語教育となったといえる。それま
で五十音図は片仮名の学習、音声や字音の学習のために使用されていた。検定制度期にな
るとこの役割分担がなくなり、五十音図によって片仮名も平仮名も学習するようになり、
教育における「五十音図」への比重が高まった。
『読書入門』の編集方針はまさに近代ドイ
ツ初等教育の方針の通りになっている。編集にかかわっていた三人の人物は外国語学習の
経験があり、言語を身につけるために「正しい発音」が大切であると考えていたことが示
されている。彼らは自らの経験を生かして「音」を初等国語教育の中心としたと考えられ
る。以上の経緯から明治十九年以降には音声と結び付けられた片仮名先習が確立し、古代
から文字を学習するために使われていたいろは歌に代わって五十音図によって国語の「音
声」も「文字」も習うようになったといえる。

12.『読書入門』とボックの読本の比較

12.1 ボックのドイツ語読本
『読書入門』では、ボックのドイツ語読本をどのように参照しているのだろうか。湯本
が実際に手にしたボックの読本は現在閲覧する手立てがないため、大橋（1994）では後年
の翻刻本によって分析を行っている。大橋（1994）の分析ではボックのドイツ語読本は第
一から第三まであり、湯本が参考にしたのは主として第一読本であるとしている。またボ
ックの入門書の仕組みについて次に挙げられる 3 点を示している。
1.

授業は正しい理解と正しい発話が行われるように音読の練習を伴った入門書を使用
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して行われる。
音節を理解して音声練習を行うことによって文章の仕組みと発音への正しい理解が

2.

期待できる。
第二部は簡単な散文・韻文の読み物からなっている。内容理解の補助のための適宜

3.

絵が挿入されている。
ここから、ドイツの当時の初歩国語学習においては、「音声中心」という教育方針が取ら
れていた点が明示されていることが分かる。日本の『読書入門』でもその「観念」による
直観の重視を反映した教育原理の影響が明らかである。
また、ボック入門書の利用について大橋（1994）は「正確な発音の練習をしたと確信し
たら、文章を話してみて、それを単語に分解し、間を置いてゆっくり話し、子供たちにも
後話させる。それによって子供が言葉の観念をつかみ、最初は一音節、それから二音節の
単語を文から取り上げ、文の中で同じように音分解させてみるとまとめる。この分解は単
語の中の音集約（音節）への準備となる（p.109）
」としている。最後の練習は頭の中で発声
して読むことであるとされている。教科書は子供たちに手書きや印刷された文を読んだり
書いたりすることを学べるよう配列されていると説明されている。大橋（1994）の記述か
らボックはドイツ語の初等教育においては、
「観念」とともに「正しい発音」いわゆる「音
声」中心の教育原理を求めていたことが推測される。また、ボックの入門書の内容は「教
師須知」では以下のように『読書入門』に生かされていると述べられている（p.110）。

一此書ハ、年齢六歳以上ノ初学者ニ、最初半年間、言語ヲ学ビ、文字ヲ読モコト、字
形を石盤上ニ書クコト、ヲ教フル用ニ供シタルナリ。故ニ名ケテ、読書入門ト云フ。
一此書、從前ノ読方入門トハ、大二其趣ヲ異ニシ、單ニ讀ムコトノミヲ主トセズ、同
時ニ書クコトヲモ、併セ受クル方法を設タリ。
一

此書ヲ皃童ニ授クルニハ、必ズ各課ノ注意トセル物事（例ヘバ「ハト」
「トリ」
「ハ

ナ」ノ類）ノ観念ヲ十分ニ起サシメ、又之ヲ言語ニ發シテ、其発音ヲ明ナラシメ、而
シテ後ニ、其音ヲ表ハスニハ、此ノ文字ヲ以テス、故ニ其文字ハ、斯ク讀ムベシ、其
形ハ，斯ク書クベシト、懇到叮嚀ニ教フベシ。是讀ムコト、書クコト、ヲ教フル真正
ノ順序ナリ。

12.2.

『読書入門』
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吉田裕久（1983）では『読書入門』の文章表現について全体を通じて律語的諧調ともい
うべき、ことば、表現に、ある種のリズムを感じ取ることができ、音楽的要素が十分に伺
えるものとなっていたのであると述べ、以下のように説明する。
押韻的表現
第一課
ハ ト
〈頭韻〉
〈しり取り〉
第二課

ハ ナ

ト リ

〈脚韻〉
第三課
キ リ

カ ン ナ

〈脚韻〉
〈類音〉

〈脚韻〉

第四課
ナ シ

ク リ

ミ カ ン

〈しり取り〉

〈同音反復〉

つまり、単語を並べる際に前の単語の音節のいずれかを受けて展開しているという（吉
田 p.18）。このことについて『ボック氏第一読本直譯本』において検討する。『ボック氏第
一読本直譯本』とは湯本が手本にしたボックの読本を三上精一譯氏が直訳したものである。
その冒頭部分は、次のように始められている。

一

イ

エン

エム

ウー、 イン

二

アイ

オイ

アイン

ナイン

三

エス

ザイ

ザイン

ザイ子

四

オ

ア

アウ

ゾー

イム
マイン

アン

ウム ヌウン
アイ子

アム

ザウゼン 省略

吉田（1983）が『読書入門』の文章表現について述べる、全体を通じたことばや表現の
リズムを感じ取ることができるという内容は『ボック氏第一読本直譯本』ひいては『ボッ
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ク読本』にも当てはまっており、音楽的要素が十分に窺える。『ボック読本』ではドイツ語
の母音練習、鼻母音練習、二重母音練習と子音の練習という順が取られている。単語は母
音か子音の単音で構成されている。

13. まとめ
本章では明治期の初等国語教科書に焦点を当て、当期の国語教育において五十音図がど
のような役割を果たしているのかについて考察した。その結果、歴史的にいろは歌を出発
点とした初等国語教育は、明治十九年に湯本武比古によって編集された『読書入門』によ
って大きな変化を遂げたことを確認した。明治初年から十九年までは平仮名を和語に用い
片仮名を音声の表示を目的とした際に象徴的に用いるという区別がなされていたが、それ
以降は全て片仮名によって学習するようになり、初等国語教育は「音声」中心の教育に展
開した。その背景にはドイツの国語教科書の方針がある。絵によって「ものの観念」を知
り、それを言語にして「言葉」を「発音」し、書くために「文字」を学習するという形式
である。当時の社会的な背景から公文書など漢字片仮名交じり文で書かれていたことも、
初等国語教育における片仮名先習と五十音図の役割の拡大に大きく影響した可能性がある。
この点については、第四章で国語国字問題および仮名遣い論との関わりで考察する。
また、現代において使用されている国語教科書を考察した。現代初等教育では母音の発
音を絵を元にして口形から練習し、
「音声」を覚えたところで「文字の書き方」を学ぶ。明
治十九年以降の国語教育の特徴であった「音を中心」とした教育方針が現代まで継承され
ているといえるかもしれない。
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内田糺（1969）
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第四章

明治期から昭和期までの国語教育と国語・国字問題
1.はじめに
本章では、明治時代の国語教育において五十音図がどのような役割を果たしているかに
ついて明治期の初等国語教科書を資料として考察する。第三章までの研究によれば、歴史
的にいろは歌を出発点とした初等国語教育は明治十九年に湯本武比古によって編集された
『読書入門』によって大きな変化を遂げたといえる。明治初年から十九年までは、平仮名
を和語に用い片仮名を音声の表示を目的とした際に象徴的に用いるという区別がなされて
いたが、それ以降は全て片仮名によって学習するようになり、初等国語教育は「音声」中
心の教育に展開した。その背景には湯本武比古が『読書入門』の編集に際して参考にした
ドイツの国語教科書の方針がある。国語教育の大きな課題は、日本語（標準語）の表記に
おいて音と文字を 1 対 1 で対応させようという言語政策の問題（国語国字問題）であった。
よって本章では、国語国字問題について整理するという視点から、「五十音図」の国語教育
上の役割や「音声を中心」とした教育方針について見ていく。仮名遣い実施と対策の時代
について文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』(教育出版)に基づき考察する。

2.仮名遣い問題の興起
明治維新後に国語教育が普及するとともに、仮名遣いの在り方は漢字の問題と関連して
重要視され、国語教育における五十音図の比重が高まるとともに、表音的な仮名遣いの採
用の賛否が行われた。国語国字問題の発端は明治以前に遡る。日本最初の漢字廃止論、前
島密による「漢字御廃止之儀」がその最初である。前島密の「漢字御廃止之儀」がどうい
ったものであるかについて確認する。
慶応二年（1866年）、前島密によって「漢字御廃止之儀」が徳川十五代将軍慶喜に建白
されたことが日本最初の漢字廃止の主張であった。
「漢字御廃止之儀」には「教育普及」という現状に対する問題提起とともに、仮名字（音
符字）について「国家の大体は教育にして其教育は士民を論ぜず国民に普からしめ之を普
からしめんには成る可く簡易なる文字文章を用ひざる可からず、（中略）果たして然らは
御国に於いて西洋諸国の如く音符字（仮名字）を用ひて教育を布かれ漢字は用ひれす終に
は日常公私の文に漢字の用を御廃止相成候様にと奉在候」と書かれている。
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その次に、明治五年の南部義籌によって文部省に提出されたローマ字採用に関する建白
書『文字を改換スル議』
、明治十五年の矢田部良吉による『羅馬字ヲ以て日本語を綴ルの説』
などに代表的な表音文字論が示され、それら 2 冊のローマ字編（欧米式、日本式）、表記編
（仮名遣いの整理部、送り仮名部、かなとかな文の書き方部、法律用語・公用文改善、横
書き、句読法・分別書き方、調査審議事項・方針の部）に依拠した表音文字論が多数主張
されるようになった。

3.国語教育と歴史的な仮名遣い
政府は明治五年に学制を頒布した後に、国語教育自体において教育方針をたてた。その
方針というのは、国語は文語による表記が正規のものであり、仮名遣いにおいては歴史的
仮名遣いを用いるべきであるという性質のものである。当時の国語学はまだ発展段階にあ
り、標準語や表音的仮名遣いに関する研究もなかったため、歴史的に使用されてきた仮名
遣いをそのまま国語教科書に取り入れる運びになった。その例として明治七年に文部省に
よって発行された『単語図』という国語教科書が挙げられる。『単語図』に採用された歴史
的仮名遣いは次節の図 1 に示している。文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』では「単語図
は、かなづかいの区別を教えるようになっており、このようにして、国民教育におけるか
なづかいの規準が古典的なものにおのずから決まってきた。
」と述べている。次節において
『単語図』を詳細に検討する。

3.1 単語図の構成
『単語図』は伊呂波図（平仮名）・五十音図（片仮名）・濁音図（片仮名）
・次清音図（片
仮名）・数字図・単語図（第一から第八まで）・連語図（第一から第十まで）という順で構
成されている。第一では「語頭のイ・語頭のヰ」「語尾のイ・語尾のヒ・語尾のヰ」「語頭
のエ・語頭のヱ」「語尾のエ・語尾のヘ・語尾のヱ」が区分されることによって仮名遣いを
学習できるようになっており、第二は「ワ・ハ」と「オ・ヲ」と「ヲ・ヲ」と「ホ」と「ヂ・
ズ」と「ヅ」が区分されることによって仮名遣いを学習できるようになっている。第三か
ら第八までは「問答」の授業に使う教材であり単語と絵から成っている。その次に短文の
練習の入門掛図として作られた連語図がある。
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図１・単語図「かなづかい」

文部省掛図総覧一（単語図・博物図等, p.46,47）

『単語図』の重点は歴史的仮名遣いの学習であり、当時の文部省は歴史的仮名遣いを国
語教育に採り入れていたことが明らかである。

4.表音的な仮名遣い
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明治十四、十五年に漢字廃止論を主張する仮名専用論の運動が起った。
「かな の とも」
の会員には国語学者が多く、歴史的仮名遣いで仮名文を広めようとした。それに対して「い
ろは

くわい」や「いろは

ぶんくわい」の会員には慶応義塾の関係者が多く、表音的仮

名遣いで仮名文を広めようした。

4.1 「かなのくわい」
「かなのくわい」は明治十六年七月に「かな

の

とも」、「いろは

くわい」、「いろは

ぶんくわい」の三部が合併して組織された。
「かなのくわい」の規則第四条には「會中ニ月
雪花ノ三部ヲ置ク 月ノ部ニテハテニハ假名遣ヒヲ從來ノ格ニ從ヒテ記サントシ雪ノ部ニ
テハ從來ノテニハ假名遣ヒヲ改ムル所アリテ記サントシ花ノ部ニテハ五十音ノ原ヲ正シク
シ假名文字ノ數ヲ増サントス」とあり、雪、月、花の三部がそれぞれその主張を異に存在
していた。
「かなのくわい」は仮名遣いを統一しようとしたが内部の主張の違いによって頓
挫した。そして結局は明治十八年にまた歴史的な仮名遣いを主張する「もと
と表音的な仮名遣いを主張する「かきかた

の

もと」

かいりょうぶ」という二部に分かれたのであ

る。
4.2 「いろは

くわい」

表音式仮名遣いを主張する「いろは
ろは

くわい」が成立したのは明治十五年である。「い

くわい」は肥田濱五郎、丹羽雄九郎、後藤牧太、三宅米吉、小西信八、辻敬之、中

上川彦次郎など主に師範出身の教育関係者によって組織された。
「いろはぶん会」が結成さ
れたのも同十五年であり、その後「いろはぶん会」と「いろはくわい」は合併して「いろ
はぶん会」となつた。
「いろは くわい」の「文の書き方」による仮名遣いの方針をは以下で示す。
1.

促音（つまりおん）は
もじ の した に つ の じ お かき その

ふたつ

の

しるし お つけて あら

もじ の あいだ の

みぎ に （－）この

わす、例えば と‐つくり、 ら‐つぽ
2.

長音（なかおん）は
もじ

の

した

に

その

ぼいん

の

もじ

（あいうえお）

おかき

その

ふつつ の もじ の あいだ の みぎ に（－）この しるし おつけて あ
らわす、 たとえば お‐おき‐い ち‐いさい
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3.

拗音（まがりおん）は
もじ
の

の

もじ

した
の

に

やゆよ

あいだの

みぎ

わす。 たとえば ち‐や
4.

これまで

しきたり

の

またわ
に

わ

の

（－）

じ

この

お

かき

その

しるし

お

お

つぎの

つけて

の

かなもじ

かきかた

いう いふ

の

つかいかた

あらためたる

ゆふ

ゆ‐う

にう にふ

に‐ゆ‐う

りう りふ

り‐ゆ‐う

きう きふ

き‐ゆ‐う

しう しふ

し‐ゆ‐う

ちう ちふ

ち‐ゆ‐う

おう をう

あら

し‐ゆるい

らたむ。
もと

ふたつ

あう あふ

お‐お

わう

わ‐お

やう よう

えう えふ

を‐お

なう のう

なふ

の‐お

はう ほう

はふ ほふ

ほ‐お

まう もう

も‐お

らう ろう

ろふ

ろ‐お

かう こう

かふ こふ

こ‐お

さう そう

さふ

そ‐お

たう とう

たふ

と‐お

くわう

く‐を‐お

ちやう ちょう てう てふ

ち‐よ‐お

にやう によう ねう ねふ

に‐よ‐お

ひやう ひよう へう

ひ‐よ‐お

みやう めう

み‐よ‐お

りやう りよう れう れふ

り‐よ‐お

きやう きよう けう けふ

き‐よ‐お
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かきかた

ごとく

あ

しやう しよう せう せふ

し‐よ‐お

・ ゐゑを わ すべて いえお に あらたむ。
・ はひふへほ

の

もじ

わ

いえお

の

おん

お

あらわす

とき

わ

わい

に したがう。ただし

はた

えお に あらたむ。
・ この ほか わ すべて これまで の しきたり
らきことば

の

ふ

にて

おわる

もの

わ

ふ

お

う

に

あらため

な

がおん の しるし （－） お もちいず、う にて おわる もの も また
この しるし お もちいず。もの お いふ ひと に あふ の いふ
の

ごとき わ あう と

あふ

かきて い あ の もじ お あらためず。
文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』
（p.143,144）

4.2.1 「かな
「かな

の

の

くわい」雪の部の表音的な仮名遣い

くわい」の雪の部は普通教育関係者の旧「いろは

義塾出身者や実業家といった旧「いろは
表音的な仮名遣いを「ぶん

くわい」の人々と慶応

ぶんくわい」の人々からなり、彼らが主張した

の かきかた」
（明治十七年一月「かな の まなび ６号所

掲」）から要録すると歴史的仮名遣いから次の点について改めるとしている（文化庁国語シ
リーズⅠ『国語問題』）。
1.「ゐ」「ゑ」は、すべて「い」「え」に改む。「を」については、「お」をもすべて「を」
に改むべしと言う説と、またすべてを「お」に改むべしと言う説などあり。
2.「は」
「ひ」
「ふ」
「へ」の文字が「わ」
「い」
「う」
「え」の音を表すときわ、その音のと
おり「わ」
「い」
「う」「え」に改む。
「ほ」については、「を」に改むべしと言う説と「お」に改むべしと言う説とあり。
3.四段の活用にして、これまで「は、ひ、ふ、へ」とはたらかしし言葉わ、今改めて「わ、
い、う、え」とはたらかす。例：「あわん、あいて、あう、あえ」
4.下二段の活用にしてもして、
「教ふ」
「添ふ」の如く「へ、ふ、ふる、ふれ」とはたらか
しし言葉、および「植う」
「すう」の如く「え う うる うれ」とはたらかししも
のわ、改めて「え ゆ ゆる ゆれ」とはたらかす。例：「おしえ、おしゆ、おしゆ
る、もちゆれ」
5.中一段（即ち上一段）の活用にして、「ゐ、ゐる、ゐれ」とはたらかししものわ、「い、
ゆ、ゆる、ゆれ」と中二段（即ち上一段）の活用に改めむ。例：「もちい、もちゆ、
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もちゆる、もちゆれ」
6.「あ」「い」「う」「え」「お」「や」「ゆ」「よ」「わ」「ゐ」「ゑ」「を」などの音が、濁音
「ん」のあとにあるときわ、その音をうけて「な」
「に」
「ぬ」
「ね」
「の」
「にや」
「に
か

よ」などとなることあり。斯かるときわ、そのかわりたる音のまま書く。例：
「ぜんあく」
（善悪）を「ぜんなく」、「いんえん」
（因縁）を「いんねん」
また同じ場合にて「ま」「み」「む」「め」「も」とかわることもあり。これもかわり
たる音のままに書く。例：
「さんぬ」
（三位）を「さんみ」、
「おんやう」
（陰陽）を「お
んみよう」

4.2.2 「かな

の

くわい」雪の部の三宅米吉博士の表音的な仮名遣いの主張

三宅は従来のかなづかいの懸案事項について発音的に次のように改めるべきであると主
張している。
1.一音を表す文字は一字に限るべきであるということ。
2.仮名遣いはなるべく発音と文字とたがわぬようにするべきであるということ。

5.井上毅文部大臣の字音仮名遣い説
文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』では、井上氏は明治 25 年に文部大臣に任ぜられ、明
治二十六年にかなの優劣性と字音仮名遣い改定の必要性を述べた諮問案を「問目一則」と
いう題目で帝国大学文科大学及び高等中学校に発し、意見を聴取したと述べている。
「問目
一則」の内容は以下の通りである。

我が国音国字の言霊の幸にかなへるは外国にまさりて簡便なるよるなり
魚を得るための筌なりといへり
をとるこそ必要なれ

況て文字は

故に教育は成るべく文字の学びを簡便にするの手段

我が国の仮名は一種の特性として印度の悉曇欧州「アルハベッ

ク」に遙に優る所ありそは彼の文字には子音母子音の二つありて二文字又は数字を組
み合わせて一音をなす故に生徒に字学の手始めとして先づ反切法即ち綴字を学ばさざ
るベからず

此の反切法を誦むずるために一年又は少なくも三四個月を費すといへり

我が仮名は一字一音なす故に反切法を学ぶの煩労なきはいかに外国に秀でためでたき
簡便の文字ならずや

然るに支那より来られ長音拗音又は入声を写すためには此の簡

便法もなかなかに難渋なることこそ出来ぬる
119

そは彼の先覚の支那音に通ずる人の字

音仮名遣ひといふことを論へるよりひたすら分け難きわざとなりて漢字漢音に深き覚
えある博士ならでは其為に迷はぬものなきこととはなりぬ

今字音仮名遣ひを普通に

しをり

用ゐて少年にその 栞 を学ばしむるの可否は教育の内すておくべきにあらざる問題なり
（省略）

文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』
（p.143,14７）

6.諮問案に対する意見
文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』によると、井上文部大臣の字音仮名遣いに関する諮
問に 6 氏から答申があったと述べている。そのうち三上参次と高津鍬三郎の二氏らは、「字
音仮名遣いを簡易化し、新定する」という意見であった。反対に黒川真頼、物集高見と落
合直文の 3 氏らは「従来の字音仮名遣いを授ける」という意見であった。また栗田寬は「す
べて字音の仮名を普通に知らしむるは難しいければ漢字に従い、より処なく漢字を仮名か
きにせむなら其人々の思ふままにかかしめて宜しい」との見解を示した。
このように井上文相の諮問に対して賛否両論があったが、文化庁国語シリーズⅠ『国語
問題』で井之口有一は「字音仮名遣いの刷新を提唱したことは、教育界及び学界に少なか
らぬ刺激と衝動を与えた」と評価している。

7.上田万年博士の「欧洲諸国における綴字改良論」
上田万年博士は、明治 27 年に「欧洲諸国における綴字改良論」を紹介し、仮名遣い改定
の動きに刺激を与えた。上田氏は「『新文字論、今、再び世に出て来りぬ。新語法論、亦漸々
卓見ある和学者によりて唱へらんとす。
（中略）予は単に欧洲における綴字改良論の顚末を
述べて、聊か以上の大問題に関係する諸視君子の一覧に共し、併せて予輩が早晩履まざる
しょこう

べからざる経歴の前途を照らす曙光たらしめんとす。
』と述べ、次にイタリア・スペイン・
ポルトガル・プランス・オランダ・ドイツ・デンマーク・スウェーデン・イギリスの 9 カ
国における綴字改良を紹介した（文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』p.149）」。

8.帝国教育会の表音的仮名遣い
明治三十三年に帝国教育会国字改良部仮名調査部は仮名遣いを以下に示す通り、発音通
りに改めるべきと発表した。
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１.拗音ハ下ノ字ヲ右方＝寄セテシルス、「きゃ」
「ちゃ」「しゃ」ノ如シュ。
２.促音モ右方＝寄ス、
「ほっす」
「ヨット」ノ如シ。
３.「メートル」「ピーター」等ノ「－」等ヲ廃シテ、「メエトル」「ピイタア」ト記シテ、
引ク音ノ標ニ右ノソバニーヲ付ス。
４.「お、オ」
「ゐ、ヰ」
「ゑ、ヱ」ヲ廃ス。
５.濁音ノ「ぢ、ヂ」「づ、ヅ」ヲ廃シ、「じ、ず」ニテ兼ヌ。
まま

６.従来ノ仮名づかひヲ廃シ、一切発音ノ儘ニ写ス。
７.従来ノ字音仮名遣ひヲ廃シ、発音ノ儘ニ写ス
以上の内容から、帝国教育会の表音的仮名遣いは漢字を中心に字音仮名遣いを取り入れ
ていた国語教育にも大きな影響を与えたと思われる。かな文字をもって表音的な仮名遣い
を改めることによって「五十音図」の持つ音韻的な特性へ教育が依拠する比重も高まった。
また、国語教育だけに影響があったのではなく、国語学全体として日本語の「音声」に関
する研究が盛んになったと考えられる。

9.新定字音仮名遣い実施
明治三十三年八月二十一日に文部省令 14 号をもって小学校令施行規則が公布され、明治
三十四年四月に実施された。小学校令施行規則においては字音仮名遣いが改定され、教育
上指導すべき漢字が 1200 字に制限され、仮名字体の統一が規定された。仮名字体の統一に
ついては小学校施行規則第 16 条に規定されており、小学校の教授に用いる仮名字体は第一
号表に、字音仮名遣いは第二号表の下欄に、漢字はなるべく第三号表に揚げる文字の範囲
内で選ぶべきであるとした。
文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』では、新定字音仮名遣いの新しい点について次のよ
うにまとめている。
1.適用は小学校教育にのみ限られ、中学教育には及ばなかった。
2.改定が国語仮名遣いに及ばなかった。
3.「おー」
「きょー」のように、長音符として「－」を用いた。
（太郎 タロー）
（勉強 べ
んきょー）
4.拗音を書くには「や」
「ゆ」「よ」を、促音を書くには「つ」を右側下に細書した。
5.「か」と「くわ」、「が」と「ぐわ」、「じ」と「ぢ」、「ず」と「づ」との区別を廃して、
「か」
「が」
「じ」
「ず」に統一することを本体としたが、
「従来慣用ノ例ニ依ルモ妨ナシ」
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とした（文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』
、p.152,153）
。

9.1 高等師範学校の仮名遣い調査
明治三十四年三月には「高等師範学校
等師範学校

尋常小学校国語科実施法要領」が発表された。
「高

尋常小学校国語科実施法要領」では口語体の文章においては国語仮名遣いに

ついても新定字音仮名遣いと同様に表音的に整理している。

10.明治三十五年国語調査委員会における仮名遣いに関する諮問
この諮問案は新定仮名遣いに次の補正を行ったものである。
1.日本語化した漢語の音の書き方は、小学校令施行規則第二号表の例によるも、従 来の
慣例によるも妨げない。
（例：蝶

チョー・テフ、囲炉裏 イロリ・ヰロリ）

2.語源が不明であるけれども、普通字音を使って書くものは、小学校令施行規則第二号表
の例による。（例：黒防 クロンボー・ドジョ）
3.字音と国語ともしくは外国語と国語と結合した言葉は、規定に従って各別に書く。
（例：鞆絵 トモエ・青大将 アヨダイジョー）
さらに国語仮名遣いに対して長音表記「ネー」
「ネイ」
「ネエ」の三つと「ザアザア」
「ザ
ーザ」を認めた（文化庁国語シリーズⅠ『国語問題』、p.155）。

11. 明治三十八年文部省の仮名遣い諮問案
教科書調査委員会案の諮問の本案の特徴は次に記載する通りである。
1.「本案ノ改定仮名遣ハ口語文語共ニ適用スル」とした。
2.「本案ノ改定仮名遣ハ現行の国定教科書大修正ノ場合ニ実行スル」とした。
3. 明治 33 年の新訂仮名遣いが小学校教育のみに限られたのに対して、
「本案ノ改定仮名
遣ハ中等教育の学校教授上ニモ実行センコトヲ期ス」とした
4. .明治 33 年の改定が、字音仮名遣いだけにかぎられたのに対して、字音も国語も表音
的な仮名遣いに改定するものとした。
5「本案ノ改定仮名遣実行ニ伴ヒ五十音中阿行ノおハをニ改メ和行ノゐハイニ、ゑハえニ
改ム」とした。
6..助詞の「は」
「へ」も「わ」「え」に改める。
7.長音符「－」を用いる。ただし用言の語尾には「う」を用いる。
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8.拗音を書くには「や」
「ゆ」
「よ」を、促音には「つ」をそれぞれ右側下に細書する。
9.「か」と「くわ」、「が」と「ぐわ」および「じ」と「ぢ」「ず」と「づ」との区別を
廃する。ただし国語における二語の連合の音便または同音の連呼によって生ずる「ぢ」
「づ」はもとのままにした（p.157）
。
また、諮問別案（図書課案）は次の 2 点以外は教科書調査委員会案と同じである。異
なっているのは次の 2 点である。
1.教科書調査委員会案では用言の語尾の長音を表すには「う」を用いたのに対して、諮問
別案では歴史的な仮名遣いのままにした。
2.教科書調査委員会では助詞について「は」
「へ」を「わ」
「え」に改めたのに対して、
「は」
「へ」のままにした。

12. 明治三十八年文部省の仮名遣い諮問案に対する答申
国語調査委員会の答申における仮名遣いに関する内容は以下に示す通りである。
1.長音符「－」を用いることに対して、答申案は「あ」「い」「う」を用いるのを正規とし、
「－」を代用することを許容し、外国語は「－」を用いるのを正規とし、
「あ」
「い」
「う」
を代用することを許容する。
2.拗音を書くには「や」
「ゆ」
「よ」を、促音には「つ」をそれぞれ右側下に細書するという
点に対して答申案では区別の必要に応じて右下に細書し、外国語には右下に細書するこ
とを正規とした。
3.「を」を「お」に改め、助詞の「を」を除くことにした。
4.「は」「へ」は「わ」「え」を正規とし、「は」「へ」も許容した。
5.ウ列拗音の長音「きう」
「しう」などのようにイ列に「う」をつけて表した。
6.「撃・ゲキ」
「学・ガク」などの入声の字音については促音に変えるものは、原音のまま に
書くのを正規とし、転音の形に書くのを許容する。
また、帝国教育会の答申には用言の語尾にも長音符「－」を用いることや助詞の「を」
を除いた「を」を「お」に改めるなどの内容が含まれている。

13.現代仮名遣いの実施
政府は昭和二十一年十一月に「現代仮名遣い」を採択した。同時に「当用漢字表」と一
緒に内閣訓令第 8 号・同告示第 33 号で発表した。現代仮名遣いは国語教科書・公文書・新聞
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雑誌などにも採用された。
以上、において明治以降の仮名遣いの歴史を見た。明治初期では、江戸時代に契沖や
本居宣長などが整理した歴史的な仮名遣いを国語教育にも取り入れていた。明治七年に文
省によって出版された単語図はその代表的な教科書であった。しかし、単語図ではいろは、
五十音図を掲載しているのだが仮名遣いの学習を中心に歴史的仮名遣いのみを説明してい
る。第三章において明治初年からの代表的な国語教科書の特徴を表１から表 4 までにまと
めた。その表に各教科書に使われていた仮名遣いもまとめた。その表の仮名遣いと本章に
まとめた国語国字問題についてのまとめを照らし合わせると以下の点が明らかになった。
自由編纂期の初等国語教科書では歴史的仮名遣いを採用していた。しかし、明治十五年
に「いろは くわい」の「文の書き方」が発表され、また明治十七年一月には「かなの く
わい」と「いろは

ぶんくわい」が歴史的仮名遣いを表音的仮名遣いに改めるべきである

と「かなの まなび 6 号所掲」で発表した。明治十七年に刊行された『読書入門』にはそ
の影響が反映されたことを「いのち、をふる」などの語が提示しており、歴史的仮名遣い
が「てふ、こゑ」の語のように採用されていた。当時において初等国語教科書に歴史的仮
名遣いと表音仮名遣いの両方の仮名遣いを取り入れていた点が明らかになった。
検定制度期の国語教科書において大きな変化をもたらした教科書である『読書入門』で
は、「そのひくい
この

こ

の

へい

いふ

に

こと

あの
を

たかい

いへ

きく」「これ

あり」「いぬ

は、

うめ

と

は

また

すゐせん

よろこんで
と

の

ゑ

なり」のように歴史的仮名遣いを採用していた。
「かな の くわい」雪の部に『読書入門』
の編集者である湯本武比古が在籍したが「かな

の

くわい」が主張する表音的仮名遣い

は『読入門書』に反映されていない。また、
『日本読本初歩』では歴史的仮名遣いと表音的
仮名遣の両方を使用していた。
「みなさん

何 を おぼえましたか」、
「かたかな と ひ

らがな を おぼえました」などの文がその例である。
『帝国読本』では「そろばん に て
もの

を

かぞふ」、「あれ

らつぱ

の

こゑ

が

きこえます」のように歴史的仮名遣

いを取り入れ、
「し―よ―うち」、
「き―や―うだいは」のように「いろは くわい」の主張
する仮名遣いを取り入れていた。『帝国読本』の後に出版された『尋常国語読本』や『国語
読本』では歴史的仮名遣いと当時において「いろは

くわい」、「かなの

くわい」や帝国

教会などが主張していた表音的仮名遣いの両方を初等国語教科書に取り入れていた。
しかしその後、明治三十三年に新定字音仮名遣いが発表され、明治三十三年に刊行され
た『国語読本』から第一期から第二期国定国語教科書までにおいては、歴史的仮名遣いと
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新定字音仮名遣い、いわゆる棒引き仮名遣いを取り入れていた点が明らかになった。その
後、第三期国定国語教科書から第五期国定国語教科書においては歴史的仮名遣いや表音的
仮名遣いを取り入れていた。第六期国定国語教科書においては、現代仮名遣いが取り入れ
られた。

14.まとめ
第四章においては明治期の仮名遣いの規定に関する変化の過程を確認した。仮名遣いの
問題は明治維新後に国語教育が普及するとともに漢字の問題として重要視され、国語教育
における五十音図の比重が高まるともに、表音的な仮名遣いの採用の賛否が論じられるよ
うになった。国語国字問題の発端は明治以前の日本最初の漢字廃止論、前島密の「漢字御
廃止之儀」にまで遡る。政府は明治五年の学制頒布後に国語教育の方針をたてた。その方
針は、国語は文語であるとし、古典的な歴史的仮名遣いを用いるというものである。当時
の国語学はまだ発展段階にあり、標準語や表音的仮名遣いに関する研究もなかったため、
歴史的に使用されてきた仮名遣いをそのまま国語教科書に取り入れた。その例として明治
七年に文部省によって発行された教科書『単語図』が挙げられる。その後、文部省発行の
『単語図』などの教科書の教授に表音的な仮名遣いを取り入れていった。
また、新定仮名遣いについては高等師範学校の仮名遣い調査、明治三十五年国語調査委
員会の諮問、明治三十八年文部省の仮名遣い諮問案とその答申について検討した。文部省
は明治三十三年小学校令施行規則で小学教育に表音的な仮名遣いを実施した。これは仮名
遣い問題上画期的なことであり、新字音仮名遣いの実施と対策の時代となったと結論つけ
られる。また、当時に行われていた表音的仮名遣いは同時期に刊行された初等国語教科書
にも反映されていたことが明らかになった。

参考文献
国語教育研究会（1965）
『国語国字教育』法律書籍印刷
文部省掛図（1986）
『単語図・博物図等』東京書
文化庁国語シリーズⅠ（昭和 48 年）
『国語問題』教育出版
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第五章
日本の近代国語教育における五十音図の役割
―明治以降の国語教科書中心に―
1.はじめに
第三章で明治期の初等国語教科書に焦点を当て、当時の国語教育において五十音図がど
のような役割を果たしているのかについて考察した。その中においては明治期における自
由篇纂期、検定制度期、第一国定国語教科書期と第二国定国語教科書期という区分におい
て考察した。本章では第三期国定国語教科初期から第六期国定国語教科初期までの国語教
科書に焦点を当て、国語教育での五十音図の位置づけについて観察する。資料として第三
章で資料として使用した『日本教科書大系・近代編・国語』に収められているものを扱う。

2.第三期国定国語教科書
第二期国定国語教科書期に教科書として用いられた『尋常小学読本』を修正し、第三期
の国定国語教科書として刊行されたのが『尋常小学国語読本』である。『尋常小学読本』は
大正七年において修正された段階では黒表紙の体裁をとっていたが再編集されたのち白色
に近い薄ねずみ色の表紙の体裁を取ったため白表紙本と呼ばれていた。

2.1 『尋常小学国語讀本』
『尋常小学国語讀本』は大正七年より十二年に文部省によって発行された版本である。
主として八波則吉や高野辰之が編集に関わっている。『尋常小学国語讀本』は巻一から巻十
二まで構成されている。
本教科書は片仮名で「ハナ」「ハト」「マメ」
「マス」などの単語を提示することで文字に
ついての学習する内容から始まる。単語よる文字の学習の上で、片仮名表記によって短い
文章を習得した後に、片仮名による五十音図を提示している。その後[ガ]から[パ]までの半
濁音表を提示している。巻二の冒頭には濁音図を加えた五十音図を片仮名で提示している。
巻三から平仮名の学習を始めるようになっており、ここでは濁音も加えた五十音図を平仮
名によって提示している。巻四にいろは歌を平仮名によって提示している。

3.第四期国定国語教科書
初等国語教育においては大正七年に『尋常小学国語読本』が刊行されて以来、昭和八年
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に『小学国語読本』を発行されるまでの 15 年間は『尋常小学国語読本』が使用されていた。
昭和期に入り、満州事変が起きた後の日本では各方面において変化が生じていたが、国語
教育においても大正期以来の新しい教育運動が継続されていた。また、学校教育において
文芸教育が強調され、童謡、童話、自由詩、自由綴り方、児童演劇等が実践されるように
なった。『尋常小学国語読本』をはじめとするこれまでの国語読本ではこうした新しい文芸
教育要求に応じきれなかったことから昭和八年に『小学読本』が発行される運びとなった。
（『日本教科書大系・近代編第 7 巻・国語』（p.723）
』）。

3.1 『小学国語讀本』
『小学国語讀本』は文部省によって昭和八年より昭和十三年までに発行された版本であ
る。
『小学国語讀本』は発行課長の青木存義や佐野保太郎、大岡育三、井上赳、各務虎雄 な
どを中心に編集された。本教科書は「サイタ

サイタ」
「サクラ ガ サイタ」の短い文章

から片仮名の学習から始めるように提示している。小学国語讀本の巻一の最後に濁音・判
濁音・拗音を含めた形式で五十音図を片仮名によって提示している。巻三から平仮名の学
習を始め、その巻の最後に清音の五十音図、いろは歌を平仮名で提示しその後に五十音図
の順序によって濁音・半濁音を提示している。

4.第五期国定国語教科書
昭和十六年に公布された国民学校令で国語は国民科の一科目となり、第五期国定国語教
科書が国民科国語の教科書として発行された。第五期国定国語教科書の教材は児童の発達
段階によって初等科第一・二学年、初等科第三学年、初等科第四・五・六学年と高等科と
いう四期に分けられた。第一期の初等科第一・二学年の国語科には『コトバ

ノ

オケイ

コ』、『ヨミカタ』などの教科書が編集された。

4.1 『コトバ
『コトバ

ノ

ノ

オケイコ』と『ヨミカタ』

オケイコ』は昭和十六年に『ヨミカタ』と同時に使用されるものとして

文部省によって出版されている。『ヨミカタ』は読みの練習する教材であり、内容は『コト
バ

ノ オケイコ』と変わらない。
『コトバ

ノ オケイコ』は文字を書く練習をする教材

であり、片仮名の書き方から学習を始めるように提示している。『コトバ
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ノ

オケイコ

一』は片仮名の「アカイ」
「アサイ」のように言葉の書き方から学習を始めるように提示し
ている。
『コトバ ノ オケイコ』では五十音図を提示せず、片仮名の学習を終えた後に『コ
トバ

ノ

オケイコ

二』で平仮名の学習を始め、「いろは歌」を平仮名で提示している。

その後に濁音と半濁音を含めた五十音図を平仮名で提示している。『ヨミカタ

二』では五

十音図を濁音・半濁音・拗音も含めて片仮名で提示している。

5.国語教科書における平仮名と片仮名の使い分け
明治十九年からの各国語教科書の特徴を表にまとめる。
表１ 第三期以降の国定国語教科書
教科書

第三期国定国語教

第四期国定国語

第五期国定国語教科書

科書

教科書

コトバ ノ オケイコ

項目

尋常小学国語讀本

小学国語讀本

ヨミカタ

いろは歌

平仮名

平仮名

平仮名

五十音図

片仮名

片仮名

片仮名

平仮名

平仮名

平仮名

後に学ぶ

後に学ぶ

後に学ぶ

片仮名

先に学ぶ

先に学ぶ

先に学ぶ

順番

片仮名 五十音図

片仮名 五十音図

片仮名 五十音図

平仮名 五十音図

平仮名 五十音図

平仮名 五十音図

いろは歌

いろは歌

いろは歌

意味のある単語

片仮名

片仮名

片仮名

濁音、半濁音

片仮名

片仮名

平仮名

仮名遣い

歴史的仮名遣い

歴史的仮名遣い

歴史的仮名遣い

上記の表から検定制度期以来の傾向に基づいて考えれば、第三期国定国語教科書以降の
初等国語教科書には概ね片仮名、片仮名五十音図、平仮名、平仮名五十音図、いろは歌と
いう順に提示される傾向があったことが分かった。
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６. 国語教科書における五十音図の位置、使い方
国語教科書における五十音図の位置、使い方について第三期以降の国定国語教科書を参
照した結果、検定制度期以来の国語初等学習方針をそのまま受けついだ教育方針に基づい
ているといえる。片仮名先習という方式の元に最初に片仮名の五十音図を提示している。
片仮名と平仮名を学習し五十音図を片仮名と平仮名の両方で学習した後に、いろは歌を付
加的に記載しているといえる。

７. 第六期国定国語教科書
昭和二十年、終戦後の教育処理の一つとして国語教科書における極端な国家主義や軍国
主義の内容を削除することが要求された。昭和二十二年四月の新しい学校制度の実施に伴
い、小学校において使用される教科書として第六期国定国語教科書が編集され、同年十二
月に学習指導要領国語科篇が試案として発表された。これらの制作においてはアメリカの
各州に用いられているコース・オブ・スタディを参考するように文部省からの通達があっ
た。前年（昭和二十一年内閣告示第三十三号）には「現代仮名遣い」
「当用漢字表」が公表
された。また太平洋戦争終了後には憲法や法律、その他の日常文にも平仮名が用いられる
ようになり、片仮名の使用は外来語、動植物、擬音などに限られた。主に初等国語教育で
はコミュニケーションを重視するようになり、いわゆる「聞くこと」「話すこと」「読むこ
と」「つづること」の四活動を教育の領域として揚げた。そして昭和二十二年二月から『こ
くご』教科書が小学校の教科書として新しい学校制度の実施に供するために編集された。
国語教科書は全六学年において三学年までは各学年二冊、四学年以上は各学年三冊の計十
五冊で構成され、言語教育全般にわたる教材を集めて編集されている。その編集委員は文
学者石森延男を中心に文学者（麻生磯次、片岡良一、西尾実、吉田精一）
・哲学者(谷川徹三）・
国語学者（岩淵悦太郎、西尾実、吉田精一）
・英文学者（中野好男）文芸評論家（河盛芳蔵）
や矢澤邦彦、輿水實、川端康成、佐藤信衛、小林秀夫の十四名で構成されていた。

7.1 『こくご』
『こくご』教科書は従来の教科書と異なり「おはなを かざる」
「みんな いい こ」や
「なのはな」という平仮名による詩から学習が始まる。
『こくご 一』の最後のページに濁
音・拗音を含めた平仮名の五十音図を、
『こくご 三』の最後のページに片仮名の五十音図
を掲載している。いろは歌の掲載はみられないが『こくご
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四』に「いろはがるた」が掲

載されている。
「いろはがるた」の掲載には歴史的に初等国語教育が取り入れてきた「いろ
は歌」を何らかの形で残したいという意識が推察される。『こくご』の特徴を以下の表 2 で
まとめる。
表 2 第六期 国定国語教科書
教科書

こくご

まことさん はなこさん
いなかの いちにち

項目

いさむさんのうち

いろは歌

掲出されていない

掲出されていない

五十音図

平仮名

平仮名

片仮名
平仮名

先に学ぶ

先に学ぶ

片仮名

後に学ぶ

後に学ぶ

順番

平仮名 五十音図

平仮名 五十音図

片仮名 五十音図
意味のある単語

平仮名

平仮名

濁音、半濁音

平仮名

平仮名

仮名遣い

現代仮名遣い

現代仮名遣い

上の表にみられるいろは歌が掲載されなくなったことや平仮名の五十音図の登場から、
昭和二十二年の『こくご』教科書では明治十九年の『読書入門』教科書以来の「片仮名先
習」の伝統が破られ「平仮名先習」という方針に転換していることが明らかである。本章
では以下において「平仮名先習」になった過程を中心に考察する。

8. 第六期国定国語教科書における、平仮名と片仮名の位置づけ
昭和二十二年の第六期国定国語教科書である『こくご』教科書は明治十九年から「片仮
名先習」の方針を一変し、
「平仮名先習」の方針で編集された。明治期からの国語教科書の
調査によれば、平仮名はいろは歌により学習し和語の学習に使用され、片仮名は五十音図
により学習し音声や字音の学習に使用された。時代を下るに従い、片仮名も平仮名も「五
十音図」によって学習するようになったが「いろは歌」も学習内容に残されてきた。しか
し『こくご』教科書では「いろは歌」が取り扱われず、
「平仮名の五十音図」を初等国語教
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育の出発点とした。この時期になぜ平仮名先習という方針が取られたのだろうか。戦後の
昭和二十二年第六期国定国語教科書で平仮名先習となったのは、法律や公用文を漢字平仮
名交じり文に改めたことが直接的な要因であると国語審議会第 24 回総会にて明らかにされ
ている。そしてさらにその背景には言文一致体が完成したことで実用面において漢文の地
位が低下し社会的な側面からみて平仮名が優先的な事項になったことがあると考えられる。

9. 第六期国定国語教科書における「五十音図」の位置づけ
上述の流れによって平仮名による「五十音図」が初等国語教育に使用されるようになっ
た。第六期国定国語教科書期は戦後処理が行われた時代に位置し、文部省はアメリカの各
州に用いられているコース・オブ・スタディを参考にして教科書を制作するように通達を
行っている。英語の教科書を参考にしたことによってアルファベットしか使わない英語の
ように文字体系を一定の形に定めようという意識が働き、それまでいろは歌、五十音図と
いう複数の形式、平仮名、片仮名、漢字という複数の文字で行われていた初等国語教育に
おいて、発音と表記法がことなる「いろは歌」ではなく平仮名の五十音図を扱うようにし
たのではないだろうか。

10. 第六期国定国語教科書における「いろは歌」の位置づけ
初等国語教育の国語教科書の歴史的な出発点であるいろは歌が昭和二十二年の第六期国
定国語教科書から姿を消すことになった背景には現代仮名遣いの採用が影響していると考
えられる。現代仮名遣いとは現代語を仮名で書き表す場合の基準として、現代の標準的発
音（音韻）に基づいて書き表すように定めたものである。その基準は同じ発音は常に同じ
仮名で書き表し、一つの仮名は常に同じ読み方をするという方針の下で定められている。
つまり一音一字、一字一音という原則である。しかし、現代仮名遣い以前に使用されてい
た「いろは歌」では一音一字、一字一音という原則とのズレが問題となる。以下その様相
を示す。
いろは歌

歴史的仮名遣い

色は匂へど 散りぬるを

いろはにほへと ちりぬるを

我が世誰ぞ 常ならむ

わかよたれそ

有為の奥山

今日越えて

うゐのおくやま けふこえて

浅き夢見じ

酔ひもせず

あさきゆめみし ゑひもせす
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つねならむ

現代仮名遣い
いろはにおえど ちりぬるを
わがよたれぞ

つねならん

ういのおくやま きょうこえて
あさきゆめみじ えいもせず

そもそも仮名遣いの歴史を遡ってみると、歴史的仮名遣いは契沖によって平安時代以前
の仮名遣いに基づいて定められたものである。歴史的仮名遣いが定められた当時は「いろ
は歌」で区別する文字はそれぞれ違った発音を持っていた。時代を経るに伴いこれらの音
が変化し同音となったことで音の区別が失われた。そこに仮名と音の相違が生じた。昭和
二十二年の国語教育では歴史的仮名遣いを適用せず現代仮名遣いに改めたために、歴史的
仮名遣いと深い関係を持つ「いろは歌」を初等国語教育から削除し、清音、濁音の区別も
はっきりしている「平仮名の五十音図」にしたのではないだろうか。いろは歌が「いろは
がるた」の形で「こくご

四」に取り上げているのは、歴史的に使われてきたいろは歌を

急に教科書から消すことができなかったためであろう。

11. 国語教科書が平仮名先習になった背景
11.1 第六期国定国語教科書における「現代仮名遣い」
文化庁国語シリーズⅠ国語問題には、
「第二次世界大戦に敗戦後アメリカに国語反省の機
会と言語改革の勧告を与えられた。そして山本有三が主張する「国民の国語運動連盟」が
でき、その月にアメリカ教育使節団のマ元帥への報告、言語改革とローマ字採用との提案
が発表されて、国字・国語問題百年の懸案解決の機会が熟した」
（p.114）と記述がある。そ
して当用漢字の選定や新仮名遣いの議論が行われ、
昭和二十一年十一月に内閣訓令第 8 号、
内閣告示第 30 号で「現代仮名遣い」が公布されたのである。

11.2 日本語の表記法の変化
明治時代の国語教育上では、教育制度の変化と共に多数の新語が発生し、日本国民の読
み書き能力も上達し、読み書きができる国民が増加した。多数の新語は外国との関わりに
よって外国語から借用した、言葉や社会的な変化によって作られたものであった。言文一
致運動による口語体が広く使われるようになった。それらの結果として漢字の使用を制限
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しようという意見もあった。また、外国との接触によって、漢字廃止論や表記の仮名化ま
たはローマ字化の運動などもあった。明治三十三年に文部省は以下の 3 点を改善しようと
した。１と 2 は次第に受け入れられたが、3 は明治四十一年に取り下げられた。
1.平仮名の字体を標準化し、それ以外を変体仮名として排除すること。
2.漢字の字母数制限。初等教育では 1200 字に絞る。
3.実際の発音に合わなくなった漢語のかな表現（字音仮名づかい）の改革
第二次世界大戦後には大きな改革が行われた。改革における重大な点として以下の４つ
の点が挙げられる。
1.現代仮名遣いの全面的な採用
2.当用漢字（1,890 字）の発布
3.教育漢字の統一書体発布
4.人名用漢字の発布
また、GHQ11の一部や日本の文化人からローマ字表記化や全仮名表記化などの主張もあっ
たが実現されなかった。加えて、横書き時の書き順は右横書き12から左横書きに一体化され
た。

11.3 仮名交じり文の歴史
仮名交じり文は平安時代に漢文訓読を行ったために成立した事情を反映して、当初の資
料は訓読と関係が深い。奈良時代中期以降にも仏教の書物に用いられた。院政期になると
説話作品や軍記物語などを書き記するのに利用され、日本語表記の一様式となった。院政
期以降、平仮名文を片仮名に書き換えることが生じ、漢字仮名交じり文の小文字が大文字
で書かれるようになり、複雑な様相をしめした。その後、文学でも仮名交じり文の形式が
用いられようになった。また、仮名の大きさや位置なども漢字と同様になっていた。さら
に平仮名の文章を片仮名に書き直したものや平仮名と片仮名を併用した文章など、当時の

11

連合国最高司令官総司令部（れんごうこくさいこうしれいかんそうしれいぶ） 略称 GHQ。第二次世界

大戦後、日本を占領した連合国の中央管理機構。連合国は、アメリカの主導権のもとに、アメリカの太平
洋陸軍司令官マッカーサーを連合国最高司令官に任命した。（日本大百科全書）
12

戦後（GHQ/SCAP）によるアメリカ教育使節団報告書中のローマ字採用勧告や漢字の廃止の廃止運動など
の社会運動により、西欧の記述に倣う右横書きが衰退し、左横書き化された。
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口語の影響も受け、様々な形の仮名交じり文が発生した。
平安時代後期に成立した和漢混淆文において、仮名交じり文の姿が完成された。鎌倉幕
府が和風化された漢文書式を用いて以降この形式が採用され、漢字片仮名交じり文が公文
書にも採用された。明治期の法令や普通文も漢字仮名交じり文であった。戦後になって法
律や刑法などが口語化し、漢字平仮名交じり文に改められた。

11.4 平仮名先習になった事情について
現行教科書において小学校一年生から平仮名を習うようになった事情について、文部省
発行の初等教育研究資料第Ⅵ集『児童生徒のかなの読み書き能力』（昭和二十九年）から引
用する。
（1）国語教科書における歴史的経過
Ⅰ 国語教科書における文字提出の歴史をふりかえってみると、古くは、小学校
の第 1 学年、カタカナ文または漢字交じりカタカナ文を用い、第 2 学年以上
においては、科学的教材などの特殊なものを除いては、漢字交じりひらがな
文が用いられていた。
Ⅱ 昭和 16 年度以降終戦期まで使用されていた、いわゆる「あさひ読本」におい
ては、小学校 1 学年の前期用は、片仮名文を用い、後期用から平仮名文が加
わり、第 2 学年以上においては、外来語、外国の人名・地名等の特殊な用法
以外は、すべて漢字交じり平仮名文であった。
Ⅲ 昭和 22 年年度以降の新教科書においては、後に述べるような理由等を考慮し
て、小学校第 1 学年の初めから、ひらがな文または、漢字交じりのひらがな
文を用い、第 2 学年から、外来語、外国の人名・地名等特殊な用法を中心に、
片仮名を学習するという方針で現在にいたっている（p.5）。

（2）ひらがなを用いた理由
小学校第１学年から、ひらがなを提出した理由は、だいたい次に述べるとおりである。
Ⅰ

新憲法および法律文が、漢字交じりひらがな文になった。ただし法律文において
も、戦前までのもので、現在でも行われているもの、および国家公用文において、
横書きに限り、カタカナ文を用いている特殊な例外は認められているが、例外を
除いてはすべて漢字交じりひらがな文が用いられている。
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Ⅱ もし従来のように、小学校第 1 学年の前期用だけ、カタカナ文により後期
用以降は主として、平仮名文を用いるとしたならば、小学校一学年におい
ては、片仮名・平仮名・漢字という 3 種の文字の学習によって、児童の負
担が過重になる恐れがある。
そこで現行の方法のようにすることによって、第一学年児童の負担を軽
くし、一応平仮名になれた後、第二学年から、特殊な用例を中心として、
片仮名の学習をさせることが、学力向上の点からも望ましいという考えだ。
Ⅲ 第 3 に、現在の一般社会生活における刊行物や、こどものための絵本・雑
誌・新聞なども、すべてひらがなが用いられているので、第一学年の初め
から、ひらがなを指導すれば、児童の読書力を制限するようなことがない
ばかりでなく、高い程度の読書力へと発展させることがかなうである(p.5,6)。

以上のように文部省は、第六期国定国語教科書で小学校一年生から平仮名を用いる方法
を取っている背景に新憲法および法律文が漢字平仮名交じり文になった影響があることを
明らかにしている。

11.5 国語教科書での漢字片仮名交じり文と平仮名交じり文
国語教科書での漢字片仮名交じり文と平仮名交じり文との比率について、以下で高梨信
博（1989）
『日本語学・（読本のかたかな）』に基づいて以下にまとめる。
明治五年の「学制」に続いて定められた「小学教則」には、
〈読本読方〉および〈読本輪
講〉において教科書として用いることができるものを十点例示している。それらを、用い
られている仮名の種類によって分けると次のようになる。
漢字カタカナ交じり文
西洋衣食住 学問のすすめ

西洋事情

漢字ひらがな交じり文
啓蒙智恵の環

西洋夜話

窮理問答

天変地異

道理図解

西洋新書

物理訓蒙

以上に挙げた十点のうち三点が漢字片仮名交じり文であることからもわかるように、社
会における仮名使用の実態からみても漢字片仮名交じり文のしめる位置は小さくなく、読
本にも漢字片仮名交じり文の課をまじえて、漢字片仮名になれる必要があったと高梨（1989）
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は主張している。
また、国語国定期においては漢字カタカナ交じり文の課と漢字ひらがな交じり文の課と
の比率は次に示す通りである。

第一期

第二期

第三期

第四期

漢字片仮名交じり文

39

32

9

4

漢字平仮名交じり文

61

68

91

96

第五期

第六期

0

0

100

100

高梨氏によると国定読本における漢字片仮名交じり文の位置付けは第二期と三期の間で
大きく変わっている。このことから国語教科書では第三期から平仮名の比重が高まり、第
五期と第六期には漢字片仮名交じり文のしめる割合がゼロとなったことが確かである。

11.6 教育における平仮名・片仮名の重要度
教育における平仮名と片仮名それぞれの重要度の分析については、明星大学戦後教育史
研究センターが保管している国語審議会第 25 回総会でのマツサカ・タダノリ氏の発言に詳
しい。戦後においては「現代仮名遣い」
「当用漢字表」を制定するために国語審議会をリー
ドしたのは表音主義者であり、マツサカは戦前から戦後にかけて活動した、有名な表音主
義者である。以下にマツサカの発言の要旨を示す。

子ドモノ読ミモノト カナ教育
現在ノ、カタカナヲ軽ンズル 教育方式ヲ用シタ 理由ノ 重要ナ 点トシテ、
公用文ガ ヒラガナニ 改メラレタ コトガ アゲラレテ イル。シカシ 公
用文ワ、ドンナ 書キカタヲ シテ イヨｳト、 子ドモノ 生活環境トワ 関係
ガ

ナイ。子ドモラニ 憲法ノ 精神ナドヨ 教エタケレバ、子ドモラニ ワカル

ヨウニ、文字モ、言イマワシモ

改メテ 与エルベキデ アル。ヒラガナ ダケ

教エタ カラ トテ 公用文ガ 理解デキル モノ
マタ、新聞ガ ヒラガナヲ

デワ ナイ。

多ク 使ッテ イル カラ トノ 理由モ 聞クガ

中略
コレマタ、公用文ト
デワ

同様ニ、ヒラガナ

ナイ。カタカナヤ、タクサンノ

ダケ
漢字ヤ
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覚エテモ
サマザマノ

新聞ガ

理解デキルモノ

語種・語法ヤ

広イ社

会常識ガ

必要デ

アル。ソレラノ

要素ヲ、最モ

合理的ナ

手順デ

教エル

ノ

ガ、教育ノ シゴトデ アル。

以上から、当時において平仮名先習に至った過程について把握できる。
戦後の日本の国語教育の改革に至ってはマツサカ以外の教育学者からも様々な議論等が
なされた。国語の仮名を学習する機会として片仮名先習を支持する議論と平仮名を支持す
る議論の両方があった。結果として、当時の社会的な背景から平仮名先習という国語教育
方針になった。

11.7 片仮名・平仮名先習の根拠
岩淵悦太郎（1955）は「片仮名・平仮名それぞれの先習論」に以下のような根拠を挙げ
ている。
片仮名先習論の根拠
1.片仮名が漢字を勉強する基礎になるため片仮名を先に教えるべきという理由
2.平仮名と比べて片仮名が、幼年期の児童にとって取り掛かりやすい、覚え易い、
書き易い、読み易いからという理由

平仮名の先習論の根拠
1.世の中の文章が法律文を含む公用文まで漢字・平仮名交じり文に変わって、片仮
名文を書くのは特殊な場合を除いてはなくなったこと。日本語の正字法として
漢字・平仮名交じり文になったことから子供の世界でも同じ方法を採ろうという
理由
2.教育環境、つまり当時の日本の文字環境においては、漢字・平仮名・片仮名など
があるけれども子供の目に触れられるのは平仮名が一番多く、子供は学校だけで
はなく自然な環境の中でも文字を覚えていくので、平仮名先習の方がよいという
理由

12.『こくご』教科書とコース・オブ・スタディ
アメリカのコース・オブ・スタディでは、小学一年では、人名・地名などを大文字での
書き方から導入している。そして二年では、句読点や引用符疑問符などの使い方を教える
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ようになっている。読み方はカリキュラムの中で最も重要視されている。輿水實（）『国
語のコース・オブ・スタディ』では、音読について「読み方の目標の中に意味を理解する
ときのよい姿勢、他人に対して関心をよびおこし、興味を與え、知識を與えるということ
もふくまれている。それは音読の練習は、よい言語習慣即ち、明瞭なこえ、正確な発音、
心持よいこえ、正しい速度に寄與する（p.188,189）」と述べている。
海後宗臣（1964）『日本教科書大系・近代編・第 9 巻・国語』の教科書解題によると、
国語教科書について「読み方学習のための教材としての性質をも備えていることに配慮し
ていた。学習指導要領によると、第一、二、三学年においては、読みの材料は童話・童詩・
感想・記録・子どもしばいの類であるがいずれもそぼくなごく身近な仮名教材によってい
た多面的な表現と生活とを会得させて、これらについてしだいに読書の理解をふかめてい
くようなものをえらばねばならないとし、

（省略）（p.466）と述べている。このことか

らアメリカ国語教育方針と同じく日本国語教育でも音声教育についても配慮していたこ
とが確認できる。

13.まとめ
第三期以降の国定国語教科書を参照した結果、第三期の国定国語教科書は検定制度期以
来の国語初等学習方針をそのまま受けついでいるといえる。第五期国定国語教科書までは
片仮名先習という方式の元に片仮名の五十音図を提示している。片仮名と平仮名を学習し
平仮名と片仮名の文字によって五十音図を学習した後にいろは歌が提示されていた。
しかし、第六期国定国語教科書からは「平仮名先習」という教育方針になった。明治十
九年から「片仮名先習」としてきた国語教育が一変して「平仮名先習」となった大きな理
由として戦後に決められた正字法があることが先行研究で明らかにされている。鎌倉幕府
が和風化された漢文書式を用いて以降、漢字片仮名交じり文の形式が公文書にも採用され
た。その流れを受けて明治期には法令や普通文なども漢字片仮名交じり文で記述された。
しかし戦後になって法律が口語化し漢字平仮名交じり文に改められ、この社会的な影響か
ら初等国語教育も片仮名から平仮名に展開した点について確認した。
また、戦後日本においては社会システムの大変革が行われたため、社会における価値観
に大きな変化がみられるようになった。外国との関係の深まりによって外国語も多数流入
した。
このような社会変革のなか GHQ の指示の下で日本政府は国語改革の方針を転換した。
戦後の公用文を漢字平仮名交じり文にしたことが国語教育にも影響を及ぼしたと先行研究
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で明らかにされている。なぜ日本の憲法をはじめとする法令を口語化し、漢字平仮名交じ
り文に改めたのだろうか。

歴史的な背景から片仮名と平仮名の特徴は以下にまとめられる。
片仮名

五十音図の発音システム
漢語に対応し漢文を読むための補助的な文字
和歌の記述に用いない
男性文字という意識

平仮名

いろは歌は平仮名で書かれた
和歌を平仮名で書いたので和語に使用するようになった
女性文字という意

漢字学習の基礎は片仮名である。片仮名はいわゆる日本語の発音記号であるともいえる。
平仮名は漢字の草書体から独立し、日本語の文章を記す書記体系として成立した。戦後は
西洋文明の輸入によって日本社会の変革が起こり、GHQ の指示から日本語をより分かりや
すくする必要があった。GHQ が日本に指示をした背景には外国人に日本語を教える必要が
あったことと、外来語や外国人の増加から正字法を決定する必要があったことなどの理由
が考えられる。また、「常用漢字表」「現代仮名遣い」の採用などの影響も受け、歴史的に
仮名遣いと結びついていたいろは歌が過去のものとなった、ともいえる。本章では、昭和
二十二年の第六期国定国語教科書において「平仮名による五十音図」を提示することにな
ったことと、アメリカの影響を大きく受けたことの二点によっていろは歌が姿を消すこと
になったと結論づける。
なお、国語教育の面から考えると当時の文字環境では自然に子供の目に触れるのが漢字
平仮名交じり文であるということから初等国語教育も「平仮名先習」という教育方針を取
ったとされている。しかし、子供の世界で読まれるのは、新聞や法律文ではなく絵本など
である。その点について考慮すると当時はそれまで片仮名先習という教育方針が国語教育
で取られていたために片仮名表記の絵本などが子供の目に触れる機会が多く、
「平仮名先習」
に改められた当時には平仮名表記の絵本よりも片仮名による絵本の方が多かったのではな
いかと推測できる。この点については今後詳しく調査する必要があると考えている。
また、アメリカの各州で用いられているコース・オブ・スタディを参考にしたことによ
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って、アルファベットしか使わない英語のように文字体系を一定の形に定めようという意
識が働き、いろは歌、五十音図という複数の形式、平仮名、片仮名、漢字という複数の文
字で行われていた初等国語教育における文字教育において「平仮名の五十音図」をまずも
って扱う形に改めたといえる。また、発音と記述法がことなる歴史的仮名遣いと深い関係
を持つ「いろは歌」を国語教育から削除し、清音、濁音の区別がはっきりしている「平仮
名の五十音図」にしたともいえる。
ドイツ国語教科書を参考にした明治十九年の日本国語教育は「音声中心の教育」となっ
たといえる。その社会的な背景には、各地別の方言で使用されていた国語を標準語に統一
する必要が生じていたことが挙げられる。平仮名よりも片仮名が音声と結び付いていたた
め「片仮名先習」と言う教育方針をとり、「片仮名の五十音図」を初等国語教育の導入に取
り入れた。
一方アメリカの国語教科書を参考にした昭和二十一年の国語教育は、明治十九年と同様
に「音声中心の教育」方針をとったといえる。外国との交流により増加した日本人の目に
触れる外国の人名、地名を片仮名で表記したこと、現代仮名遣いの採用、文語体から口語
体への展開などの事情に教育も影響を受けた。そして、歴史的な仮名遣いと深い関係をも
つ「いろは歌」は初等国語教科書に掲載されなくなり、学習負担を少なくする必要性から
初等国語教育における教育方針を「平仮名先習」とし、
「平仮名の五十音図」を出発点とす
るようになったといえる。

14.今後の課題
本章で詳細に考察できなかった『こくご』教科書の編集者や当時の国語審議の動きや仮
名交じり文の成立、言文一致運動の問題点などについての考察を今後の課題とする。
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結論
本研究のまとめと課題

1.本論のまとめ
本研究は、古代インド語であるサンスクリット語の音声学の影響を受けて作られた、「五
十音図」とホーディヤがいかに受け継がれ、現在の両国の国語教育でどのような役割を果
たしているかについて考察するため、両国の国語教科書に焦点を当て、時代によっていか
に扱われてきたかを考察した。
第一章では、日本語の五十音図の歴史についての先行研究に基づき、現存する最古の五
十音図とされている『孔雀経音義』、『金光明最勝王経音義』などから現代に至るまでの五
十音図の整理を行った。
ホーディヤの歴史について先行研究に基づいて整理を行った結果、シンハラ語の文字歴
史は古代インドの文字 Brāhmī Akṣara にさかのぼり、古代スリランカでは初めの 900 年間は
Brāhmī Akṣara を使い、次第にシンハラ文字を作るようになったことを確認した。また、最
初期のホーディヤは、13 世紀に書かれた Sidath saňgarā に掲載されたものである。Sidath
saňgarā によってシンハラ語の文法の規則などが定められて、それ以降ホーディヤが文法書
にも使われるようになったことを示した。
シンハラ語のホーデイヤは単音の表である。母音と子音について把握した後に、それら
に付く符号の学習も必要になる。J.B.Disanayake（2006）では、Brāhmī Akṣara がインドで生
まれた全ての文字の元となったと述べている。ヒンディ語、ベンガル語、タミル語、テル
グ語などだけではなく、スリランカ、ミャンマー、チベットなどの国々の文字の元となっ
たとしている。シンハラ語はサンスクリット語の文字を元にして作られたのではなく、サ
ンスクリット語の文字もシンハラ語の文字もその起源を Brāhmī Akṣara にさかのぼる。シン
ハラ語のホーディヤとサンスクリット語の音声に関する学問の文字の配列は同じである。
シンハラ語のホーディヤはスリランカと古代インドの交流によってパーリ語やサンスクリ
ット語の影響を受け、ホーディヤにない音の文字を取り入れた。
第一章で五十音図とホーディヤの比較対照を行った結果、サンスクリット語の音声学の
元に作られた五十音図とホーディヤの子音配列は非常に似ているが、異なる点が存在して
いることについて確認できた。五十音図では[サ]がホーディヤの[ca]の位置に、[は]が[pa]の
位置に来ている点で異なっていうることを明らかにした。その点に関する歴史を調査する
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と、ホーディヤがサンスクリット語の音声学をそのままなぞっているのに対して五十音図
は漢字音韻学とサンスクリット語音声学の音声原理を受けていると結論づけた。
また、ホーディヤは子音（音素）を音声学的に配列するものである一方、五十音図は同
じサンスクリット語由来の音声学的秩序に基づきながらも日本語で使用されている音（音
節）を配置したものであるため、この点で両者に違いができるのである。日本語では母音
との関係により[si][ti][tu]などの音が使用されている。サンスクリット語の音声学的な秩序
をそのままなぞっているホーディヤからみて、五十音図ではサンスクリット語の音声と異
なる秩序に支配されている部分があるということについて意識されていない。その点につ
いては、[サ]行と[タ]行で確認できる。
sa

ṣa（≠si）su

se

so

ta

ci（≠ti）tsu

te

to

上記の点から五十音図はサンスクリット語の配列を参考にして作られたためにホーディ
ヤと似ている点があるものの、五十音図では条件異音や濁音、半濁音や拗音などを考慮に
入れてないため、ホーディヤと比べ、音声的な秩序は未完成なものになっているといえる。
第二章では、日本語の五十音図とシンハラ語のホーデイヤを両国の国語教育において就
学時からどのように習い、どのように把握していくかについて整理した。その結果、日本
の小学校では、五十音図で日本語の発音と文字として平仮名と片仮名を学び、さらに、コ
ンピュータで文字を入力するときのローマ字の使用法、
「点字の表」、
「指文字のれい」など
も五十音図を基礎として指導する項目となっていることが明らかとなった。一方中学校で
は、日本語の音節構造が五十音図に示されていることを学習し、五十音図についてより具
体的に把握していく。その次に、五十音図によって現代語の文法を学習し、その時に五十
音図の歴史もおおまかに学び、歴史的仮名遣いと現代仮名遣いについても学ぶことも確認
できた。日本初等国語教育における国語教科書を観察した結果、日本の初等教育では使用
する教科書により内容が部分的に異なる点もあるが、一般的にどの教科書でも小学校で五
十音図を使用し仮名文字（片仮名と平仮名）の学習を終わらせた後に五十音図によって日
本語のすべての音韻体系や音韻構造を学習するところが共通するといえる。
スリランカではグレード 1 から 11 まで学年とともにホーデイヤについて学んでいき、そ
の符号や気音文字なども学習する。日本の高校に当たるグレード 11 になるとシンハラ語の
ホーデイヤの歴史についてはインドの音声学の影響を受けて作られたことも把握できる状
態になっている。日本語の五十音図が国語教育で重要な役割を果たしているのに対して日
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本語教育では五十音図を国語教育ほど重視していない。外国人の日本語学習者は日本語の
発音のみ五十音図で学習し、文法の説明にはほとんど用いていないことが分かった。
第三章では現代初等国語教育で大きな役割を果たしている五十音図が歴史上どのような
経緯をたどって導入されたかについて確認するために近代国語教育の歴史的背景を見るこ
とにした。明治期の初等国語教科書に焦点を当て、五十音図が国語教育でどのような役割
を果たしているのかについて考察した。その結果、歴史的にいろは歌を出発点とした初等
国語教育は、明治十九年に湯本武比古によって編集された『読書入門』によって大きな変
化を遂げたことが分かった。明治期の初等国語教育を調査した結果から明治初年から十九
年までは、初等国語教育においては平仮名を和語に用い、音声の表示を目的とした際に片
仮名を象徴的に用いるという区別をしていたが、明治十九年以降は全て片仮名によって学
習するようになり、初等国語教育では「音声」中心の教育に展開したといえる。その背景
にはドイツの初等教育における教授法の影響がある。つまり、絵によって「ものの観念」
を知り、それを言語にして「言葉」を「発音」し、その発音を書くために「文字」を学習
するという形式である。また、
『読書入門』の編集に関わった教育学者についても調べたと
ころ、彼らの経歴からも一定した教育方針がなかった日本初等国語教育に新たな方針を立
てうる立場にあったこと、近代国家の国語（標準語）教育」に関して重要な役割を狙うの
は学校教育であって、その中で初等国語教育が極めて重要であることから音声を重視した
教育方針を目指していたことが確認できた。明治十九年まではいろは歌は文字を学習する
ために使われたが、明治十九年以降は五十音図で日本語の「音声」も「文字」も習うよう
になったといえる。また、いろは歌は各教科書において平仮名を学習した後に記載されて
いるが、これは歴史的な意味のみ考慮し形式的に掲載されているに過ぎないと考えられる。
第四章では明治期の仮名遣いに関する過程をみた。仮名遣いの問題は明治維新後に国語
教育の普及とともに、漢字の問題として重視され、国語教育において五十音図の比重が高
まるとともに表音的な仮名遣いの採用の賛否が問われた。当時の方針というのは、国語は
文語体で書かれるべきであり、歴史的仮名遣いを用いるべきであると主張するものである。
当時において国語学はまだ発展段階にあり標準語や表音的仮名遣いに関する研究もなかっ
たため、歴史的に使用されてきた仮名遣いがそのまま国語教科書に取り入れられることに
なった。また、新定仮名遣いについて明治三十三年からの高等師範学校の仮名遣い調査、
明治三十五年の国語調査委員会への諮問を経て、明治三十八年における文部省の仮名遣い
諮問案とその答申、臨時仮名遣い、調査委員会による仮名遣い案の諮問などについて検討
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した。文部省は明治三十三年小学校令施行規則で、小学教育に表音的な仮名遣いを実施し
た。これが仮名遣い問題上画期的なことで、これを機に新字音仮名遣いが実施され、また
実施に際するような対策を立てる時代となったことが分かった。
第五章では、第三期以降の国定国語教科書を参照した。第三期国定国語教科書から第五
期国定国語教科書までは第三章で見た検定制度期以来の国語初等学習方針を受けついでい
るといえる。片仮名と平仮名を学習し五十音図を平仮名と片仮名双方で学習した後にいろ
は歌が提示されていた。しかし、第六期国定国語教科書からは「平仮名先習」という教育
方針になった。これを踏まえ、その歴史的な背景や社会的な背景についての考察を行った。
明治十九年から「片仮名先習」としてきた国語教育が一変して「平仮名先習」となった大
きな理由として戦後に定められた正字法があることは先行研究で明らかにされている。鎌
倉幕府が和風化された漢文書式を用いて以降、漢字片仮名交じり文の形式が公文書にも採
用された。さらに、その流れを受けて明治期には法令や普通文などが漢字片仮名交じり文
で記述された。戦後になって法律が口語化し漢字平仮名交じり文に改められ、この社会的
な影響が国語教育にまで及び、初等国語教育も片仮名から平仮名に展開した点について確
認した。このことによって発音と記述法がことなる歴史的仮名遣いと深い関係を持つ「い
ろは歌」を国語教育から削除し、清音、濁音の区別が明確な「平仮名の五十音図」がよく
扱われるようになったともいえる。
一方アメリカの国語教科書を参考にした昭和二十一年の国語教育は、明治十九年と同様
に「音声中心の教育」方針をとったといえる。外国との交流により増加した日本人の目に
触れる外国の人名や地名を片仮名で表記したこと、現代仮名遣いの採用、文語体から口語
体への展開などの事情に教育も影響を受けた。そして、歴史的な仮名遣いと深い関係をも
つ「いろは歌」は初等国語教科書に掲載されなくなり、学習負担を少なくする必要性から
初等国語教育における教育方針を「平仮名先習」とし、
「平仮名の五十音図」を出発点とす
るようになったと結論づけられる。
本研究で日本の国語教育における五十音図の役割についての考察を行ったことで日本の
国語教育の歴史についても概観できた。初等国語教育にはその当時の社会的な背景が大き
く関わっており、その背景に応じて初等国語教科書の編集が行われてきたことが分かる。
本研究では、これまで国語教育史においても日本語学説史においても具体的な考察がな
されていなかった日本語五十音図の位置づけとその変化について研究を行った。また、日
本語の五十音図の特徴、特に言語学的・教育学的に優れた点を、日本語の五十音図と同様
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に古代インド音韻学の影響を受けたシンハラ語の音図（ホーディヤ）と比較しながら指摘
している点も本研究の独創性である。
特筆すべき点としては、まず日本語五十音図の位置づけとその歴史的変遷について明ら
かにしたことを挙げることができる。つまり、五十音図の位置づけは従来いろは歌との関
連で議論されてきたが、本研究では初等国語教育・国語国字問題に関する議論を踏まえな
がら、仮名遣い・平仮名・片仮名の導入順などと関連しながらその位置づけが変化してい
ることを指摘した。歴史的・社会的背景なの化を踏まえ、五十音図の位置づけの変化を丁
寧に検証したことは特筆すべき成績である。
また、シンハラ語のホーディヤと日本語の五十音図の歴史的な背景について調べた結果、
ホーディヤと五十音図がともにサンスクリット語の影響を受けていることを指摘しつつ、
ホーディヤがサンスクリット語の音声学をそのままなぞることに留まっている一方で、日
本語の五十音図が悉曇学の音声学と漢字音韻学の原理を受けている点で、両者が異なって
いることについて指摘した。そして、日本語の五十音図は母音と子音の二つの座標軸でか
な文字が決まるという構造を持つようになり、単に文字を導入するための表ではなく、音
節構造を把握するためにも、活用など文法的なしくみを把握するためにも使用されている
こと、それに対してシンハラ語のホーディヤは文字の導入を主目的に置き、音節構造の把
握や文法の説明の導入などには用いられていないことを指摘した。このように、日本語の
五十音図とシンハラ語のホーディヤはどちらも古代インド音韻学がもとになって作られて
いるが、五十音図のほうがホーディヤよりも音韻学・文法学から国語教育に至るまで幅広
い範囲で重要な役割を果たしている。音図の比較対照という観点から日本語の五十音図を
評価することができる点も本研究の成果と言えよう。

2.今後の課題
本研究では、日本語の五十音図について現代までに使用されてきた国語教科書と指導要
領を観察した。また、明治以降昭和二十二年までの国語教科書は観察したが、昭和二十二
年から現在までの教科書については観察できなかったため、今後の課題としたい。同時に
各教科書における仮名遣いについて語例を集め、詳細な分析を行うという点で観察の余地
が大きい。
また、現代のシンハラ語のホーディヤについては現代の国語教科書しか観察できなかった。
スリランカの国語教育の変遷についても観察する必要があると考えている。スリランカの
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近代的な教育システムが登場したのはイギリスの植民地支配下にあった 19 世紀のことであ
る。スリランカの教育制度の発端は現在から 2000 年以上前にまで遡るが、現行の教育制度
の出発点は 1941 年の Kannangara Special Committee（カンナンガラ 特別委員会）が出され
た教育改革であり、その中で以前から取り入れていた英語に代って母国語のシンハラ語を
採用するなどの大きな変化がスリランカの教育に起った。よって、今後、1941 年前後から
現代までのスリランカの国語教科書に焦点をあて観察する必要がある。そのようにして五
十音図との比較対照研究をより詳細で説得的なものとし、国語教育における音図の役割を
明らかにしたい。
さらに、五十音図の日本語教育、教授法への活用の可能性についても考察する必要があ
ると考えている。筆者は現在の日本語学習者に効率的かつ効果的に指導できる音声教材の
開発について課題として関心を持っている。音声音節把握と教育の関係を明らかにする研
究の成果を活かした初級・中級及び上級にいたる日本語教材の開発を通じて日本語教育の
発展に寄与できると考えている。
日本の現代初等国語教育では、「あいうえお」の母音の発音の練習で絵を元にし、口形練
習から始め、「文字の書き方」を学ぶ。筆者は日本語の音声音節構造を理解できる「五十音
図」をもって初段階の日本語学習者から日本語の音声の指導を行うことができると考えて
いる。日本語の「五十音図」によって以下に挙げられる点について指導が可能であると考
える。
1.日本語の音声の理解（清音、濁音、半濁音、モーラ音・拗音）
2.日本語の音韻構造の理解 （縦に母音、横に子音）
3.音声と結びついた文字の導入（平仮名、片仮名、ローマ字の書き方・読み方の練習）
4.発音を元に外来語の表記の練習
5.表記と発音のズレやリズムの違い（表記の通りでない発音）
6.擬音語・擬態語の学習（片仮名表記）
7.「を」と「お」や「わ」と「は」の使い分けについての学習（現代仮名遣い）
また、筆者は日本語学習者に五十音図で文法の説明ができるような教材についても開発
の余地があると考えている。本研究のみならず、音声と文法に関する日本語・シンハラ語
両言語の比較対照言語学の成果を活かし、シンハラ語母語話者用の新日本語教材の開発は
を実現することでスリランカにおける日本語教育の発展に寄与できると考えている。
（以上）
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