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序 章 

第 1 節 問題提起および研究目的  

第 2 節 先行研究の検討  

第 3 節 研究方法および本論文の構成  

第 1 節  問題提起および研究目的  

本研究は、20 世紀初頭の中国の女子教育に注目し、その近代化過程における

明治日本の女子教育の影響を検討するものである。具体的には、1907 年清朝学

部によって制定された近代中国最初の女子学校教育法令と明治期の女子教育法

令との関係、清末民初期の女学校で使用された教科書と明治日本の女子用教科

書との関係、そして民国期の『婦女雑誌』（1915‐1919）における日本家政知

識の紹介といった観点から、中国近代女子教育の成立期における明治日本の女

子教育からの影響、すなわち日本モデルの存在とその意味を明らかにする。  

19 世紀末に亡国の危機に直面していた清政府は、日本が明治に入ってから一

躍世界の強国になった理由を近代学校教育の普及と発展に見出し、近代的学校

教育を実施しようとしていた。1905 年に、清政府は隋の時代から行われてきた

官僚登用のための科挙制度を廃止し、近代学校教育を普及するために日本の文

部省の制度にならって学部を創設した。そして、近代学校教育法令として、1902

年に「欽定学堂章程」、1904 年に「奏定学堂章程」を発布した。「欽定学堂章程」

は、それ自体の不備や政府内部保守派の反対によってほとんど実現できなかっ

たが、その後に発布された「奏定学堂章程」によって近代中国の学校教育制度

は正式に成立した。1阿部洋の研究によると、この二つの教育法令は、その制定

の際に日本の教育制度を参照し、特に「奏定学堂章程」は 1900 年の日本の教

育制度を全面的に模倣して作られたものだという。2このことについて、阿部洋

は、「隣国日本の教育近代化の先行経験はつねに良き参考とされ、日本の教育が、

制度、目的、内容、方法など、すべての面において模倣された。その意味で清

朝末期はまさに「日本モデル」の教育改革の時代であった」3と論じている。し

かし、これは男子のみが教育対象とされた当時の一般教育についての指摘であ

り、近代中国の女子教育の成立と明治日本の教育制度の関係については何も言

                                                   
1 阿部洋『中国の近代教育と明治日本』龍渓書舎、 2002 年  
2 阿部洋、前掲書、 31～ 33 頁。  
3 阿部洋、前掲書、 14 頁。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E5%83%9A
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及していない。  

近代中国では、アヘン戦争敗戦後に結んだ不平等条約が欧米諸国に学校創設

の特権を与えたことによって民間で私立女学校が設立されるようになった。

1844 年に中国初の女学校寧波女塾 4が設立されて以来、キリスト教会や中国人

資本家、教育家たちによって数多くの女学校が設けられた。しかし、清朝政府

が正式に女子の学校教育を認めて制度化したのは、1907 年の「女子小学堂章程」

「女子師範学堂章程」発布によるものである。5この二つの女子学校教育法令の

発布が、清末の中国が明治日本の学制システムをモデルとする近代学校制度の

導入と同じ時期であり、その制定において日本の教育法令から影響を受けたか

どうか、受けたとすればそれはどのような影響であったのか。本稿では、その

具体相についての究明を最初の課題としたい。  

そして、制度面のみならず、その教育制度を実施するために使用される女子

用教科書についても注目する。清朝政府が教育近代化のために日本から取り入

れたものには、教育制度のみならず日本の学校で使われていた多くの女子用教

科書も含まれていた。畢苑が『建造常識：教科書與近代中国文化転型』6に挙げ

た「清末民初の漢訳中小学用日本教科書」のリストによると、1890 年から 1915

年までに日本から翻訳された教科書は 507 種類もあるという。女子用教科書は、

主に教育科目、家政・家事科目、手芸科目に集中している。中国近代女子教育

の成立期における日本受容を明らかにするには、日本から翻訳されたこれらの

女子用教科書についても考察しなければならない。  

本研究は、清末民国期の女子教育制度および教育内容と日本との関係を考察

することによって、中国近代女子教育の成立にあたって日本の女子教育がモデ

ルとされたことを論証する。具体的には、まず、中国近代の最初の女子教育法

令と明治期の女子教育法令との関係を明らかにする。そして、「女子小学堂章程」

「女子師範学堂章程」が制定された際に、男女共通科目から区別され、或いは

女子だけに課された「教育科目」・「家政・家事科目」 7・「手芸科目」の項目に

焦点を当て、これらの科目を教授するために、清末民初期に中国に紹介された

明治期の教育学教科書、家政・家事教科書の中国語翻訳版を調査し、それぞれ

                                                   
4 1834 年にロンドンで結成された東方女子教育協進社から、最初に中国に派遣されたアル

ダーシー女史によって創設された女学校である。  
5 清学部が編纂した「第一次教育統計表」（『中国近代学制史料』第 2 輯・下、華東師範大

学出版社、1989 年、649～ 650 頁）によると、1907 年時点で、甘粛、新疆、吉林の三つの

省以外、すべての省に民間の女学堂が設置されており、計 428 校、15498 名の女学生がい

たという。  
6 福建教育出版社、 2010 年  
7 「家政・家事科目」としたのは、法令や学校によって「家政科目」、「家事科目」が混同

して使用され、それに含まれる内容も、裁縫、手芸、女紅、家事、家政などがあり、これ

らをまとめて本研究では「家政・家事科目」と表記する。  



3 

原著との比較考察を行う。そして、その翻訳・出版における日本側の姿勢と意

図、中国側の受容・摂取の実態を解明する。また、「手芸科目」については、教

科書そのものではなく、日本から導入された科目が中国でどのように発展した

のかを探る一つの例として考察する。さらに、民国に入ってからも、日本の女

子教育からの影響がまだ失速していなかったことを示す一例として、『婦女雑誌』

において日本から大量に紹介された家政知識およびその影響を究明する。従っ

て、本研究は、近代中国の女子教育史の領域のみならず、近代日中教育交流史

の領域においても多大な意義をもつものと考える。  

第 2 節  先行研究の検討  

本研究で検討する清末民初期の女子学校教育における「教育科目」・「家政・

家事科目」「手芸科目」と日本の女子教育からの影響関係に直接焦点を当てた先

行研究はほとんどない。また、本研究と部分的に関連する論文もわずか数点し

か存在しない。それらについてはそれぞれの章で言及することにしたい。  

その一方、これまでの中国近代女子教育と日本という課題に関連する先行研

究は、主に①中国教育の近代化における日本の協力、②清末における日本教科

書の翻訳、③近代中国の女子教育史、④良妻賢母主義教育理念の受容史という

四つの研究領域に見られる。これらの研究領域ではすでに数多くの優れた研究

成果が蓄積されているが、本研究の対象である中国近代女子教育の制度、教育

理念および教育内容と明治期の女子教育との影響関係については、上述した先

行研究の直接の焦点ではないため、言及されることが非常に少なく、これまで

はほとんど研究されていないと言ってよい。本節では、以上の四つの領域が本

研究と直接的に関わる部分を中心に検討する。  

①  中国教育の近代化における日本の協力  

近代中国の女子教育が日本から受けた影響については、主に清末の日本女子

教育視察 8、清末の教育制度と日本 9、中国人留学史、日本人教習の派遣という

方面から研究されている。まず、清末中国人の日本留学についてはすでに数多

くの研究があるが、ここでは、本論文の研究対象に直接言及したものだけを挙

げる。まず、実藤恵秀の『中国人  日本留学史』10に取り上げられた留日学生の

翻訳活動については、「教育科目」・「家政・家事科目」・「手芸科目」に関する一

部の翻訳書を紹介するのみで、その内容や翻訳の経緯については何も論じられ

                                                   
8 これについては、〈予備的考察〉において考察する。  
9 清末の教育制度と日本については、前節においてすでに述べたため、ここでは省略する。  
10 実藤恵秀『中国人  日本留学史』くろしお出版、 1981 年  
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ていない。次に、周一川著『中国人女性の日本留学史研究』 11は、清末民国期

の女性留学生が日本で受けた教育を詳細に考察した研究である。同書では、本

研究が扱う「教育科目」関係の翻訳書『第 二

三教育 学

史女子師範講義』の編訳者林歩

荀と孫清如が、日本の成女学校の速成師範班で受けた教育講義およびその翻訳

書が中国に紹介されたことに言及しているが、その翻訳書と彼女たちが成女学

校で受けた講義との関係や翻訳書の内容については記載がない。  

最後に、日本が清末の中国に派遣した教習に関する研究をみる。清末の日本

人教習については、主に汪向栄著『清国お雇い日本人』 12、阿部洋著『中国の

近代教育と明治日本』 13の二冊の著書および論文「東アジアの教育近代化に果

たした日本人の役割」 14において考察されている。これらの考察によれば、清

末の中国各地に招かれた日本人教習が最盛期には 600 名を超えていたという。

15そのうち、女子学校教育事業に携わっていたのは河原操子 16、戸野美知恵、

                                                   
11 周一川『中国人女性の日本留学史研究』国書刊行会、 2000 年、 75～ 76 頁。  
12 汪向栄『清国お雇い日本人』竹内実監訳、朝日新聞社、 206～ 212 頁。  
13 阿部洋『中国の近代教育と明治日本』龍渓書舎、 2002 年、 189～ 205 頁。  
14 阿部洋・蔭山雅博・稲葉継雄「東アジアの教育近代化に果たした日本人の役割」『日本

比較教育学会紀要』 8 号、 1982 年、 51～ 58 頁。  
15 清国に派遣された日本の教員については、明治期の『教育時論』と『東亜同文会報告』

の関連記事から窺える。『教育時論』に関しては、〈予備的考察〉の注 27 を参照。まず、『教

育時論』に掲載された「対清教育策」（『教育時論』「社説」欄、明治 35 年 2 月 25 日、『近

代日本のアジア教育認識・資料編』第 9 巻、近代アジア教育史研究会、龍渓書舎、 2002

年、177～ 198 頁）は、「清国近来各種の学校、各地に設立せられんとしつつありと雖、差

当り最困難とする所は、適当なる教師と教科書と、全く缺乏せる事なり」と当時の状況に

ついて述べている。そして、「我国人を学校教師に傭聘せしむべし」と提唱し、清国が行

った教育改革に関して「到底自国人の力のみを以て、成就し得べきに非ず、必ずや外国よ

り適当なる人物を傭聘し、其翼賛献策に依り、以て各種の事業を籌画経営せざるべからず」

と主張している。また、清朝の女子教育政策に関しては、『東亜同文会報告』「時報」欄の

記事「女学堂ノ教習」（明治 39 年 8 月 26 日、『近代日本のアジア教育認識・資料編』第

17 巻所収、近代アジア教育史研究会、龍渓書舎、2002 年、333 頁）に、「近頃北京付近ニ

於テハ女学漸ク発達シ教習不足ヲ告クルヲ以テ学部ハ外部ニ咨文シ駐日楊公使ニ伝達ヲ

請フテ東京日清女学堂卒業生三十名ヲ選抜シ旅費ヲ給シテ帰国セシメ女学堂ノ教習ニ任

セントス之レ実ニ女学界ノ幸福ト謂ツカシ」とあり、日本政府に協力を求めたことがわか

る。  
16 河原操子（ 1875‐ 1945）は、清朝に派遣された女性教員の代表である。河原は、長野

県の出身で、長野県師範学校女子部卒業後、東京女子高等師範学校に入学したが、中退し

た。その後、下田歌子の推薦で横浜在日清国人教育機関「大同学校」の教師になり、同じ

く下田の推薦により、明治 35 年に上海の務本女学堂、明治 36 年に内蒙古の喀喇沁（カラ

チン）の毓正女学堂で教職に就いた。彼女の活動は、清国における女子教育の基盤形成に

大きな貢献を果たした。また、喀喇沁で女学校を開設したのは、喀喇沁右翼旗のジャサク

郡王が明治 36 年に日本を視察した際に、下田歌子と面談して女子教育の重要性を認識し、

喀喇沁に女学校を開設することを決意したからである。毓正女学堂の校長は粛親王善耆の

妹であり、操子の赴任には粛親王の顧問を務める川島浪速や陸軍の福島安正ら長野県の同

郷人の思惑もあり、日露戦争の勃発を告げる事態に際し、喀喇沁に親日の地盤を築くとい

うことも目的の一つであった。『アジアの曙  憂国の挺身』（田中正明著日刊工業新聞社刊、

1981 年）による。また、彼女の活躍については、当時のメディアに取り上げられ、「日本

女流の雄志」として報道されている。例えば、「日本女子と蒙古王の家庭教師」や「河原

安井二女史の遠行を送る」などの記事が挙げられる。（『教育時論』明治 36 年 12 月 15 日、
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服部繁子、木村芳子等五十名ほどの女性教員であり、彼女らが本研究の研究対

象とする手芸、造花、織物、編物、裁縫、家政の授業を担当していたとされる。

筆者は、これらの教科目の授業が日本人女性教習によってどのように行われて

いたのか、その実態を調査しようと試みたが、現存する資料に限界があり、断

念せざるをえなかった。ただし、服部繁子の中国での教育協力活動については、

第二章において考察する。  

②  日本から翻訳された教科書  

近代中国の教科書が研究対象として注目されるようになったのはつい最近の

ことである。中国では、清末民国期の教科書図録や専門的な研究書が数点出版

されており、図録としては、『百年中国教科書図説』17が挙げられる。また、専

門書としては王建軍著『中国近代教科書発展研究』 18、畢苑著『建造常識：教

科書與近代中国文化転型』19と汪家熔著『民族魂  教科書変遷』20、呉小鴎著『中

国近代教科書的啓蒙価値』 21がある。そのいずれも教会学校による近代教科書

の導入から民国期に独自に教科書を編纂するに至るまでの変遷を辿り、史的考

察を行っている。これらの著書では、清末の日本の教科書の翻訳活動も注目さ

れており、留学生や知識人が翻訳した教科書の資料が徹底的に調査されている。

しかし、これらは、実藤恵秀の『中国人  日本留学史』と同様に、女学校用翻訳

教科書の内容については立ち入った分析が行われておらず、翻訳教科書が中国

の女子学校教育に何を具体的にもたらし、いかなる影響を与えたのかについて

は言及されていない。一方、日本で出版された『近代中国・教科書と日本』22で

は、教科書の変遷という史的な記述のほか、国文・国語教科書や歴史教科書、

地理教科書、修身教科書といった具体的な科目別の教科書を対象とした詳細な

分析がなされている。しかしながら、女学校で使用された「教育科目」・「家政・

家事科目」・「手芸科目」の教科書に関する記述はまったくない。  

③  近代中国の女子教育史  

近代中国の女子教育に関しては、教育史、教育制度史などの方面において膨

大な研究の蓄積がある。ここで最近の研究書を挙げれば、盧燕貞著『中國近代

女子教育史』 23、雷良波著『中国女子教育史』 24、杜学元著『中国女子教育通

                                                                                                                                                     
前掲『近代日本のアジア教育認識・資料編』第 9 巻所収、 260～ 263 頁。）  
17 石鴎・吴小鴎編著『百年中国教科書図説』湖南教育出版社、 2009 年  
18 王建軍『中国近代教科書発展研究』広東教育出版社、 1996 年  
19 畢苑『建造常識：教科書與近代中国文化転型』福建教育出版社、 2010 年  
20 汪家熔『民族魂  教科書変遷』商務印書館、 2008 年  
21 呉小鴎『中国近代教科書的啓蒙価値』福建教育出版社、 2011 年  
22 並木頼寿・砂山幸雄・大里浩秋編『近代中国・教科書と日本』研文研究、 2010 年  
23 盧燕貞『中國近代女子教育史』文史哲出版社、 1989 年  
24 雷良波『中国女子教育史』武漢出版社、 1993 年  
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史』 25、熊賢君著『中国女子教育史』 26、喬素玲著『教育與女性：近代中国女

子教育與知識女性覚醒（ 1840‐1921）』 27、そして、日本で出版された崔淑芬

著『中国女子教育史』 28などがある。これらの著書は、基本的に古代から近現

代に至る各時代の女子教育についての通史的・概説的な研究である。そして、

そのほとんどは、近代の女子教育に関する部分において、1907 年の「奏定女学

堂章程」が規定した教育システムや、教科目について詳細に紹介している。そ

の中では、崔淑芬が「草創期の中国の女子教育が日本の教育制度の影響を受け

ている」 29と日本との関係について言及しているが、具体的にどのような影響

を受けたのかについては立ち入った考察がない。  

④  良妻賢母主義教育理念の受容史  

良妻賢母 30主義教育に関しては、中国側が行った中国近代女性史や女子教育

史の研究において必ず触れられているが、その理念の形成については学術的な

考察がされていない。これに対して、日本では、主に瀬地山角と姚毅によって

近代中国の良妻賢母教育理念の起源が研究されている。  

確認できる限り、中国では良妻賢母の起源に関して唯一言及したのは、20 世

紀 30 年代に出版された陳東源の『中国婦女生活史』である。同書では、中国

の良妻賢母主義の教育理念が、梁啓超著『変法通議・論女学』（1897）によっ

て初めて系統的に提起されたという。31しかし、瀬地山は、『東アジアの家父長

制―ジェンダーの比較社会学』 32において、梁の「論女学」には、「良妻賢母」

という言葉も「賢母良妻」という言葉も使用されておらず、女子教育が必要と

される理由として最初に挙げられているのは妻と母の役割ではなく職業教育し

なければならないことを指摘して、梁啓超による良妻賢母提起論に反論してい

る。 33また、瀬地山は、中国における四字熟語としての賢妻良母の起源を詳し

く考察したうえで、中国の賢妻良母思想が日本からの輸入であることを論証し

ている。その論拠として、1905 年に、日本の外務当局の外郭団体が出版してい

た中国語雑誌『順天時報』に「論女子教育興国之本」という論文が掲載されて

                                                   
25 杜学元『中国女子教育通史』貴州教育出版社、 1996 年  
26 熊賢君『中国女子教育史』山西教育出版社、 2006 年  
27 喬素玲『教育與女性  近代中国女子教育與知識女性覚醒（ 1840‐ 1921）』天津古籍出版

社  、 2005 年  
28 崔淑芬『中国女子教育史』中国書店、 2007 年  
29 崔淑芬、前掲書、 199 頁。  
30 清末中国の出版物に現れた四字熟語としては「賢母良妻」や「良妻賢母」などが並存し、

一つの用語に収束するまでに時間がかかった。現在の中国では主に「賢妻良母」が使用さ

れている。この用語の由来については、終章で触れる。本稿では、史料などからの引用以

外は、日本語の「良妻賢母」で統一する。  
31 陳東源『中国婦女生活史』商務印書館、 1927 年、 323 頁。  
32 瀬地山角『東アジアの家父長制―ジェンダーの比較社会学』勁草書房、 1996 年  
33 瀬地山角、前掲書、 132 頁。  
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おり、そこに初めて「賢母良妻」という形で四字熟語が使われていることを挙

げている。 34 

一方、中国の良妻賢母思想が成立した経緯や思想の特徴を考察した姚毅の論

文では、梁啓超の「論女学」における女子教育の必要性についての言説が良妻

賢母思想の提起ではないという瀬地山の主張に反論し、梁啓超の「論女学」を

詳しく分析して、1904 年の『女子世界』に掲載された丁初我の論文における「賢

母良妻」の使用例や他の記事の使用例も挙げ、「賢妻良母」思想は康有維、梁啓

超などの維新運動をきっかけに成立したという。 35 

このように、中国における良妻賢母主義教育理念の起源については、瀬地山

角および姚毅の間で意見が異なっており、完全に解明されたとはいえない。当

座の結論としては、姚が挙げた 1904 年の丁初我著「女子家庭革命説」は、瀬

地山が提出した 1905 年の『順天日報』の「論女子教育興国之本」より早いの

で、良妻賢母に関する用語の最初の使用例は、1904 年に中国人によるものとい

うことになるだろう。  

しかし、瀬地山角と姚毅はともに、中国の良妻賢母主義教育理念の起源を考

察するために、清末の『順天時報』、『婦女時報』、『東方雑誌』、『新青年』など

の新聞・雑誌メディアに現れた良妻賢母に関する言論を中心に分析している。

これに対して、本稿では、清末に日本から翻訳された女子用教科書を考察対象

とし、清末の中国で誕生した「賢母良妻」の用語がすでに 1901 年に中国語に

翻訳された成瀬仁蔵著『女子教育』（訳書名：『女子教育論』）において中国に紹

介されていたこと、中国の良妻賢母思想の成立が日本の女子教育の受容と緊密

に関わっていることを検証する。  

上述した先行研究は、本研究の対象とした近代中国の女子学校教育と日本の

関係を清末の日本女子教育視察や、中国人女性の日本留学史、日本書籍の翻訳

活動および日本人教員の教育支援活動という多角的視座から研究している。こ

れらの研究は本研究に多くの示唆を与え、本研究の分析の枠組みを提供したこ

とはいうまでもない。しかしながらこれらの研究は、近代女子教育の成立にお

いて日本明治期の女子教育から莫大な影響を受けたという共通の認識を持ちな

がらも、近代女子教育の中核となす学校教育制度と日本の関係については、具

体的な資料調査に基づく検証が必ずしも十分ではなかった。そして、清末の留

日知識人による明治期女子用教科書の翻訳を取り上げながらも、その翻訳史実

の紹介の域を超えず、それらの翻訳書と清末の女子教育法令との関係、原著と

                                                   
34 瀬地山角、前掲書、 133 頁。  
35 姚毅「中国における賢妻良母言説と女性観の形成」『論集  中国女性史』中国女性史研究

会編、吉川弘文館、 1999 年、 121 頁。  
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翻訳書の関係、翻訳書が中国の女子教育に与えた影響などの問題設定は、これ

までの日中教育交流史の研究において見落とされてきた。したがって、本研究

は、中国近代女子教育の成立期における日本モデルの問題を、日本の制度を参

照した教育制度、カリキュラム、教授要旨および教科書といった史料に基づい

て実証的方法で解明したい。  

第 3 節  論文の構成  

本研究は従来ほとんど立ち入った調査が行われてこなかった史料に基づいて、

近代中国の女子教育が日本から受けた影響の実態を明らかにする。筆者は、徹

底的な調査によって清末に翻訳・出版された日本の女子用教科書の実物をほぼ

全種類入手することができた。これを活用することにより、中国近代女子教育

の成立期に日本の女子教育がモデルとされたことを、「教育科目」・「家政・家事

科目」・「手芸科目」の諸側面において構造的に把握し、論述することを試みる。  

本論文は、冒頭で論述全体に関わる〈予備的考察〉を行い、その後、個別の

考察対象を四章に分けて論ずる。まず、中国近代女子教育と日本の女子教育と

の影響関係を検証する出発点として、女子教育に関する法令の条文について比

較・検討を行う。具体的には、中国の最初の女子学校教育法令である「女子小

学堂章程」および「女子師範学堂章程」と、日本明治期の女子教育法令との比

較を行う。そして、民国期の女子教育法令が清末のこの法令から受け継いだも

のを考察する。  

清末および民国初期の中国において、日本明治期の女子学校教育法令をスム

ーズに取り込み女子用教科書を大量に翻訳することができたのは、日本政府が

政治的思惑から清国の教育事業に並々ならぬ関心を寄せていたことが大きかっ

たと考えられる。また、〈予備的考察〉では、主に明治期教育関係のメディアの

一つである『教育時論』（1885‐1934）に掲載された記事を基礎資料として、

中国に対する教育文化面からの働きかけを積極化していった日本側の政策を検

討する。  

第一章では、1907 年の「女子師範学堂章程」における教育科目、教授要旨の

導入および日本から翻訳された教育科目用教科書の内容を考察する。女子教育

を普及するために女性教員の養成が必要であり、そこでは「教育科目」が最も

重要な科目であることが考えられた。本章では、まず、この「女子師範学堂章

程」の「教育科目」およびその教授要旨が、明治 36 年 3 月 9 日文部省訓令第 2

号の「高等女学校教授要目」と明治 19 年 10 月文部省令が定めた「女子師範学

科の学科目」両方の法令における教育科目要目の規定を参照し作成したことを

明らかにする。そして、日本の女子教育法令から導入された「教育科目」の教
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授のために、清朝学部が女子用教育学教科書の編纂に速やかに対応できず、日

本の女子用教育教書を翻訳して使用していたことを考察する。  

日本から翻訳された教育学教科書のうち、まず、長谷川乙彦著『新編女子用

教育学』と槇山栄次著『女子教育学教科書』の二書はその構成から内容までほ

ぼ一致しているにもかかわらずともに翻訳されたことを述べ、その理由につい

て考察する。次に、成瀬仁蔵著『女子教育』および永江正直著『女子教育論』

の翻訳によって、中国の女子師範教育に「徳育・智育・体育・美育」の概念が

導入されたことを論じる。最後に、林歩荀・孫清如が訳した成女学校の教育学

の講義『第 二

三教育 学

史女子師範講義』および下田次郎著『女子教育』が、女子を教

育対象として想定した教育学教科書について分析する。  

第二章では、1907 年「女子師範学堂教育総要」が家政の重要性を特別に強調

していることに注目し、家政およびそれを実現するための家事科目を対象とし

て、日本から翻訳された現存するすべての家政・家事教科書について比較考察

する。まず、「女子師範学堂章程」における「家政」概念と家事科目との関係を

明らかにする。次に、家政学教科書として、下田歌子著『家政学』の四点の中

国語翻訳版、服部繁子著『清国家庭及学堂用家政学』、清水文之輔著『家政学』

の中国語翻訳版を取り上げて、中国に紹介された家政学の知識およびその影響

を論述する。ここでは特に、下田歌子著『家政学』が中国に紹介された際の下

田本人や服部宇之吉、日本の教育を視察した呉汝綸など個人レベルの尽力およ

び明治日本の中国に対する教育利権の狙いという諸事情との関わりを究明する。

本章ではまた、家政学教科書のみならず、塚本はま子著『家事教本』や後閑菊

野・佐方鎭子著『家事教科書』の内容、およびそれが中国で独自に編纂された

家政・家事教科書に与えた影響を明らかにする。最後に、日本から翻訳された

家政・家事教科書が、基本的に明治女子教育の国策であった良妻賢母主義に従

って著されていたため、中国語に翻訳・出版されたこれらの教科書が日本から

良妻賢母理念を受容する一つの重要なルートとなったことを考察する。  

第三章では、清末と民国初期の女学校教育カリキュラムにおける手芸科目が、

明治日本の高等女学校の随意科目「手芸科目」（編物・組糸嚢物・刺繍・造花）

の模倣であることを検証し、清末の女子教育法令に手芸科目を一般科目に編入

した背景を究明する。そして、明治期の女子教育における手芸科目との比較に

よって、中国に導入された女子手芸科目の発展不全の要因を分析する。  

第四章では、近代中国の女性向け雑誌の中で、刊行年数や発行部数、流通範

囲において最も影響力が大きかった『婦女雑誌』（1915 年‐1931 年）に翻訳・

掲載された日本の家政知識を考察対象とする。民国初期の教育関係者は『婦女

雑誌』において、日本の雑誌から、家庭の概念、育児、教育、保健、経済管理
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と内職に関するものを大量に翻訳した。本章では、雑誌というメディアを通し

た日本の良妻賢母教育の受容の実態を明らかにするとともに、その受容によっ

て創出された中国近代主婦像を検証する。  

最後に、終章において以上の各章の研究成果をまとめ、日本から翻訳された

女子用教科書の内容が、中国の伝統的な女徳といかに結びつけられて、中国の

近代的な良妻賢母教育のイデオロギーを形成したのかを総括する。  
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予備的考察 

はじめに  

第 1 節 清末民国期の女子学校教育法令と明治期女子学校教育法令の関係  

1.1 「女子小学堂章程」と明治期の女子学校教育法令の関係  

1.2 「女子師範学堂章程」と明治期の女子学校教育法令の関係  

1.3 民国期の女子教育法令  

第 2 節 日本明治期の清朝に対する教育政策  

まとめ  

はじめに  

日清戦争敗戦後の清政府は、日本を教育近代化のモデルと看做して、 1905

年科挙制度を廃止し、「欽定学堂章程」（1902 年）と「奏定学堂章程」（1904 年）

1という近代的な学校教育制度を作った。だが、「欽定学堂章程」は、男子のみ

を教育対象とした法令である。その後、張之洞、張百熙によって改訂された「奏

定学堂章程」（1904 年）もまた、女学堂の設立については「弊害ばかりで、断

じて宜しくない」2とし、女子に対する教育を家庭教育の中に組み込んだだけで

ある。その一方で、民間人が相次いで女学校を設立し、洋務派官僚の端方、袁

世凱などが女子教育を熱心に発展させようとした。そこで、光緒 32 年（1906）

1 月 28 日に西太后は学部に女学を興すことを諭し、清学部は 6 月 15 日に女学

教育章程を議訂した。 3そして、光緒 33 年（1907）になって、学部の学務大臣

はようやく光緒皇帝に女学堂設立の上奏文「奏陳詳議女学堂章程摺」を進呈し

た。その中には、女学堂設立の経緯と理由について以下のように記されている。  

学務大臣及び学部が設置されて以来、（女学堂の設立を）繰り返し議論して

きたが（その設立は）慎重に対処すべきとされ、試行することができなか

った。それ故、当時は奏定学堂章程中の家庭教育法に、女子教育を組み込

むにとどまった。昨年、女子教育の遂行を法令に明記した。昨今、臣らは

古典籍を詳しく調べ、広く有識者に意見を求めることによって、女学堂の

                                                   
1 この法令が制定した光緒 29 年 11 月 26 日は、西暦の 1904 年 1 月 13 日であるため、本

研究は、「奏定学堂制度」および「奏定学堂章程」の制定を 1904 年と記す。  
2 熊賢君『中国女子教育史』山西教育出版社、 2006 年、 210 頁。原文：「流弊甚多、断不

相宜」  
3 多賀秋五郎『近代中国教育史資料』清末編、日本学術振興会、1972 年‐ 1976 年、84 頁。  
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設立がこの時勢において必要な政策であることを強く認識するに至った。

過去の制度にも女子教育の実施を正当とする根拠がある。さらに、京外の

官吏、商人、知識人といった既存の女学堂の創立者の中には臣部の職に就

いている者もある。章程を制定しなければ、（女子教育に）真剣に従事して

いる者は教育の基準とするものがないことに困惑しており、反対に、虚名

だけのためにこれに従事している者は害をもたらす恐れがある。 4 

こうした過程を経て、三千年来の中国教育史上で国家が初めて女子の学校教

育を認め、女子のために小学堂と師範学堂を設立する法令を公布することに至

った。この法令は、その以降の女子教育制度にも大きな影響を与えた。したが

って、この「奏定女学堂章程」の制定について究明することは、中国近代女子

教育の成立期における日本の受容を解明する鍵となる。  

まず、この法令は、日本明治期の学制システムを模倣して制定された男子向

けの「奏定学堂章程」と比較して、以下のような特徴を持っている。「奏定学堂

章程」は、幼稚園から大学まで一貫した学校教育制度であるが、「奏定女学堂章

程」は、「女子小学堂章程」・「女子師範学堂章程」という二つの章程から構成さ

れており、初級教育と初級教育の教員を養成する学堂だけの設立が定められて

いる。そして、「奏定女学堂章程」の教育方針は、男子向けの「奏定学堂章程」

の方針と基本的に異なっている。まず、女子小学堂については、「女子の徳操、

必須の知識、技能を要請し、ならびに身体の発育に留意することを宗旨とす」5

と「徳操」の養成を強調するのに対して、男子向けの「初等小学堂章程」では、

「人生に必要なる知識を啓発し、倫理に明らかにして国家を愛する根基を立て、

ならびに児童の身体の保護育成することを宗旨とす」6と規定されている。そし

て、「女子師範学堂章程教育総要」は女子教育の目的に関する記述において「女

子教育は国民教育の根基であり、故に凡そ学堂教育は、必ず最も良善の家庭教

育を以て補助として、始めて完備に至る。そして家庭教育の良善を欲せば、専

                                                   
4 『学部官報』第一冊、国立故宮博物院印行、 1980 年、314～ 315 頁。原文：「学務大臣以

至設立学部以来、歴経往復籌商亦復審慎遅回、未敢軽於一試、故前年奏定学堂章程将女学

帰入家庭教育法以為先時之籌備、上年明定官制将女学列入職掌以待後日之推行、惟近日臣

等詳徴古籍博訪通人、益知開辦女学、在時政為必要之図、在古制亦実有脗合之據、且近来

京外官商士民創立女学堂者所在多有臣部職任攸関、若不預定章程則実事求是者既苦於無所

率循、而徒務虚名者或不免轉滋流弊」  
5 『学部官報』第一冊、故宮博物院印行、 1980 年、 319 頁。原文：「女子小学堂以養成女

子之徳操必須之知識技能並留意使身体発育為宗旨」  
6「立学総義章第一」『中国近代教育史資料彙編  学制演変』（璩鑫圭・唐良炎編、上海教育

出版社、 2007 年） 291 頁。原文：「以啓其人生応有之知識立其明倫理愛国家之根基並保護

児童身体令其発育為宗旨」  
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ら賢母に頼り、賢母を求めんと欲せば、必ず完全の女学を要とする」7と述べて

いる。他方、男子向けの「奏定初級師範学堂章程」および「奏定優級師範学堂

章程」は、単なる教育法の習得や教員の養成を目的とする。8教育方針のみなら

ず、「奏定学堂章程」と「奏定女学堂章程」が規定した教科目も部分的に異なっ

ている。女子の小学堂と師範学堂の教科目を男子のそれと対比させてみると、

女子小学堂には「女紅」（初等小学堂：裁縫、高等小学堂：裁縫・手芸）、女子

師範学堂には「家事」「裁縫」「手芸」といった男子にはない科目を課している。

つまり、清末の中国で成立した女子学校教育の教育目的と内容は、男子教育と

は全面的に区別されている。本研究が女子教育をテーマに据えるのは、近代に

成立した女子教育が、一般教育から区別される特定の価値観と意図に基づいて

実施されたことに注目するからである。  

他方、阿部洋の研究においてすでに指摘されているように、清朝政府は教育

改革のモデルを日本に求め、1904 年の「奏定学堂章程」は日本の 1900 年当時

の学制を全面的に模倣して作られた。このような事情から、その後に発布され

た「奏定女学堂章程」もまた、日本の学校教育法令を参照した可能性が十分に

あると考えられる。  

1907 年に発布された「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」と明治の女子

教育制度の関係について指摘した先行研究は管見の限り三つしかない。まず、

汪婉の著書『清末中国対日教育視察の研究』9では、清末の日本への教育視察が

詳しく考察されているが、日本の女子教育事情の視察事例についてはわずか数

ページの記述にとどまっている。その結論において「女子小学堂章程」「女子師

範学堂章程」が「日本の女子教育制度を多く受け、教育の目的から、学科科目

まで日本の制度を大幅に参照したのである」 10と記述しているが、この二つの

学令の制定に日本での視察活動がどのように関わっていたのか、具体的に日本

の如何なる教育制度を参照したのかについては明確な指摘がなされていない。  

他方、近代中国の家事教育について研究した杉本史子の二つの論文では、「女

子師範学堂章程」と日本モデルとの関係が指摘されている。まず、「中国近代に

おける家事科教育―その導入と抵抗」 11においては、「1907 年、清朝政府の学

部（教育部の前身。日本の文部省に相当）は、明治政府が出した高等女学校令

                                                   
7 前掲『学部官報』、 315 頁。原文：「女子教育為国民教育之根基故凡学堂教育必有最良善

之家庭教育以為補助始臻完美而欲家庭教育之良善端頼賢母欲求賢母須有完全之女学」  
8「奏定初級師範学堂章程」、「奏定優級師範学堂章程」、前掲『中国近代教育史資料彙編  学

制演変』、 398 頁、 414 頁。  
9 汪婉『清末中国対日本教育視察の研究』汲古書院、 1998 年、 139～ 144 頁。  
10 汪婉、前掲書、 144 頁。  
11 「民国初期における女子家事科教育―その「近代」性と限界について」『ジェンダーか

らみた中国の家と女』関西中国女性史研究会編、 2004 年、 21～ 42 頁。  
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をモデルとして、「女子師範学堂章程」を公布した」12と記述されている。ここ

では高等女学校令と記されているが、筆者の調査によれば、「女子師範学堂章程」

がモデルとして参照したのは、明治 32 年（1899）に公布された「高等女学校

令」ではなく、明治 34 年（1901）3 月 22 日に公布された「高等女学校令施行

規則」である。  

そして、もう一つの論文「民国初期における女子家事科教育―その「近代」

性と限界について」13では、「女子師範学堂章程」における家事科目の要旨と教

授程度についての規定が、「明治政府が 1901 年に出した「高等女学校令施行規

則」をほぼそのまま引き写したものであった」と家事科目の内容規定が「高等

女学校令施行規則」をモデルにしたことが明確に指摘されている。そのいずれ

も、清末の「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」と日本の教育法令との関係

を全体的に解明したとはいえない。  

本稿では、これらの先行研究においてなされた指摘を確認し、必要な修正と

補足を加えて、1907 年に公布された「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」

と明治日本の教育学令との関係を明らかにする。  

第 1 節  清末の女子学校教育法令と明治期女子学校教育法令の関係  

1.1 「女子小学堂章程」と明治期の女子学校教育法令の関係  

筆者の調査によれば、「女子小学堂章程」は、文部省が明治 23 年（1890）10

月 7 日に公布した勅令第 215 号「小学校令」を基本的な参照対象としたほか、

明治 24 年（1891）「小学校教則大綱」と明治 33 年（1900）「小学校令改正」

をも参照して制定したものであるといえる。具体的には、「小学校令改正」改正

後の教科目を取り入れたが、それら教科目の教授要旨は、「小学校教則大綱」が

規定した教授要旨をほぼそのまま採用している。  

以下に、「女子小学堂章程」が規定した指導方針、教科目および教授要旨とい

った主要項目を挙げ、「小学校令」・「小学校令改正」・「小学校教則大綱」のそれ

と比較して、清学部が 1907 年に公布したこの法令が日本明治期の「小学校令」

およびそれに関連する法令をモデルとして制定されたことを検証する。  

表 11 4：清・「女子小学堂章程」と明治期・「小学校令」などの法令における女子に関する

                                                   
12 杉本史子、前掲論文、 23 頁。  
13 『立命館言語文化研究』 13（ 4）、立命館大学国際言語文化研究所編、 2002 年、 3～ 19

頁。  
14 この表を作成するには、『学制百年史』（資料篇、文部省、 1972 年、 89～ 101 頁）、『学

校管理法：附・教育法令 .付録、教育法令』（寺尾捨次郎［他］編、大日本図書、明治 27

年、 74～ 77 頁）と前掲『学部官報』（第一冊、 319～ 323 頁）を参照した。  
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規定との比較  

日  本  中 国  

小  

学  

校  

令  

( 1 8 9 0 )  

本旨  

女  

 

子  

 

小  

 

学  

 

堂  

 

章  

 

程  

 

( 1 9 0 7 )  

宗旨  

小学校ハ児童身体ノ発達ニ留意シテ

道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活

ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クル

ヲ以テ本旨トス  

女子小学堂以養成女子之徳操必須之

知識技能並留意使身体発育為宗旨  

※小学校令の体・徳・智という並べ

方を徳・智・体に変えた。  

小  

 

学  

 

校  

 

令  

 

改  

 

正  

 

( 1 9 0 0 )  

初等小学校教科目  初等小学堂教科目  

修身、国語、算術、体操トス  土地ノ

情況ニ依リ図画、唱歌、手工ノ一科目

又ハ数科目ヲ加ヘ女児ノ為ニハ裁縫

ヲ加フルコトヲ得  前項ニ依リ加フ

ル教科目ハ之ヲ随意科目ト為スコト  

五科曰修身国文算術女紅体操外音楽

図画二科為随意科得斟酌加入  

高等小学校教科目  高等小学堂教科目  

修身、国語、算術、日本歴史、地理、

理科、図画、唱歌、体操トシ女児ノ為

ニハ裁縫ヲ加フ  

※改正前の小学校令が規定した教科

目には国語がなく読書作文習字の

科目がある。  

凡九科曰修身国文算術中国歴史地理

格致図画女紅体操他音楽一科為随意

科得斟酌加入  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小  

 

 

 

 

学  

 

 

 

 

校  

 

 

 

 

教  

 

 

総要  女  

 

 

 

 

子  

 

 

 

 

小  

 

 

 

 

学  

 

 

 

 

堂  

 

 

 

 

章  

 

 

 

教育総要  

徳性ノ涵養ハ教育上最モ意ヲ用フヘ

キナリ故ニ何レノ教科目ニ於テモ

道徳教育国民教育ニ関連スル事項

ハ殊ニ留意シテ教授センコトヲ要

ス  

知識技能ハ確実ニシテ実用ニ適セン

コトヲ要ス故ニ常ニ生活ニ必須ナ

ル事項ヲ撰ヒテ之ヲ教授シ反覆練

習シテ応用自在ナラシメンコトヲ

努ムヘシ  

各教科目ノ教授ハ其目的及方法ヲ誤

ルコトナク互ニ相連絡シテ補益セ

ンコトヲ要ス  

二「無論何種学科苟有與道徳教育国

民教育相関之事理各教習均当留意

指授之」  

三「教授知識技能須選適於日用生計者

使之反覆練習応用自如」  

七「凡教授学科期無誤其旨趣及法則

尤務使各学科互相連絡以謀補益」  

※第四節の一、四、五、六は、清末

学部が独自に規定したものであ

る。  

修身  修身  

教育ニ関する勅語ノ旨趣ニ基キ児童

ノ良心ヲ啓培シテ其特性ヲ涵養シ人

道実践ノ方法ヲ授クルヲ以テ要旨ト

ス  尋常小学校ニ於テハ孝悌、友愛、

仁慈、信実、礼敬、義勇、恭倹等実践

ノ方法ヲ授ケ殊ニ尊王愛国ノ志気ヲ

養ハンコトヲ努メ又国家ニ対スル責

務ノ大要ヲ指示兼ネテ社会ノ制裁恥

ノ重ンスヘキコトヲ知ラシメ児童ヲ

誘キテ風俗品位ノ純正ニ趨カンコト

ニ注意スヘシ  高等小学校ニ於テハ

前項ノ旨趣ヲ拡メテ陶冶ノ巧ヲ堅固

其要旨在涵養女子徳性使知高其品位

固其志操其教課程度在女子初等小学

堂初則授以孝弟慈愛端敬貞淑信実勤

倹諸美徳並就平常切近事項指導其実

践躬行斬新則授以対於倫類及国家之

責任在女子高等小学堂則拡充前項之

旨趣而益加陶冶之功使之志行更為堅

実  授修身者務援引古今名人及良媛

淑女嘉言懿行以示勧戒常使服膺無忘  

※ここでも女徳を最初に強調する。  
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則  

 

 

 

 

大  

 

 

 

 

綱  

 

 

 

 

( 1 8 9 1 )  

ナラシメンコトヲ努ムヘシ  女児ニ

在リテハ殊ニ貞淑ノ美徳ヲ養ハンコ

トニ注意スヘシ  

 

程  

 

 

 

 

( 1 9 0 7 )  

国語  国文  

読書及作文ハ普通ノ言語並日常須知

ノ文字、文句、文章ノ読ミ方、綴リ方

及意義ヲ知ラシメ適当ナル言語及字

句ヲ用ヒテ正確ニ思想ヲ表彰スルノ

能ヲ養ヒ兼ネテ智徳ヲ啓発スルヲ以

テ要旨トス  尋常小学校ニ於テハ近

易適切ナル事物ニ就キ平易ニ談話シ

其言語ヲ練習シテ（後略）高等小学校

ニ於テハ読書ハ普通ノ漢字交リ文ヲ

授ケ作文ハ漢字交リ文、日用書類等ヲ

授クヘシ（後略）  

其要旨在使知普通言語日用必須之文

字能行文自達其意且啓発其智慧其教

課程度在女子初等小学校初則正其発

音使知字之読書法綴法漸進則及於日

用必須之文字及浅易之普通文又使之

練習言語在女子高等小学堂其程度稍

進則宜従其程度授以日用必須之文字

及普通文之読書法綴法又使之練習言

語（後略）  

算術  算術  

日常ノ計算ニ習熟セシメ兼ネテ思想

ヲ精密ニシ傍ラ生業上有益ナル知識

ヲ与フルヲ以テ要旨トス（後略）  

其要旨在使習熟計算適於日用生計且

練習其心思使進於細密精確其教課程

度（後略）  

日本歴史  中国歴史  

本邦国体ノ大要ヲシラメテ国民タル

ノ志操ヲ養フヲ以テ要旨トス（中略）

歴代天皇ノ盛業、忠良賢哲ノ事蹟、国

民ノ武勇、文化ノ由来等ノ概略ヲ授ケ

テ（後略）  

其要旨在使知中国歴代重要事実兼養

成国民之志操其教課程度則授歴代帝

王之盛業忠良賢哲之事蹟及国民文化

之由来並本国與外国之関係（後略）  

地理  地理  

日本ノ地理及外国地理ノ大要ヲ授ケ

テ人民ノ生活ニ関スル重要ナル事項

ヲ理会セシメ兼ネテ愛国ノ精神ヲ養

フヲ以テ要旨トス（後略）  

其要旨在使知地球表面及人類生存之

情状並本国国勢之大要兼養成其愛国

心（後略）  

小  

 

 

学  

 

 

校  

 

 

教  

 

 

則  

 

 

大  

 

 

綱  

 

 

理科  女  

 

 

子  

 

 

小  

 

 

学  

 

 

堂  

 

 

章  

 

 

程  

 

 

格致  

通常ノ天然物及現象ノ観察ヲ精密ニ

シテ其相互及人生ニ対スル関係ノ大

要ヲ理会セシメ（後略）  

其要旨在使知天然物質及自然形象之

大略並使理会其相互之関係及対於人

生之関係（後略）  

図画  図画  

眼及手ヲ練習シテ通常ノ形体ヲ看取

シ正シク之ヲ書クノ能ヲ養ヒ兼ネテ

意匠ヲ練リ形体ノ美ヲ辨知セシムル

ヲ以テ要旨トス（後略）  

其要旨在使観察通常形体能確実画出

兼養成其尚美之心性（後略）  

裁縫  女紅  

眼及手ヲ練習シテ通常ノ衣服ノ縫方

及縫方ニ習熟セシムルヲ以テ要旨ト

ス  尋常小学校ノ教科ニ裁縫ヲ加フ

ルトキハ運針法ヨリ初メテ簡易ナル

衣服ノ縫方ヲ授ケ又便宜通常ノ衣服

ノ繕ヒ方等ヲ授クヘシ  高等小学校

ニ於テハ初メハ前項ニ準シ漸ク通常

ノ衣服ノ縫方裁方ヲ授クヘシ  裁縫

ノ品類ハ日常所用ノモノヲ選ヒ之ヲ

其要旨在使習熟通常衣類之縫法裁法

並学習凡女子所能為之各種手芸以期

裨補家計兼養成其節約利用好勤勉之

常度其教課程度在女子初等小学堂初

則授以簡易之縫紝以練習其手指使習

塾運鍼之法漸進以簡易衣類之縫法通

常衣類之繕法在女子高等小学堂則進

授通常衣類之縫法兼授編織組糸嚢盒

刺繍造花等各項手芸（後略）凡女紅所
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( 1 8 9 1 )  授クル際用具ノ種類、衣服ノ保存方及

洗濯方等ヲ教示シ常ニ節約利用ノ習

慣ヲ養ハンコトヲ要ス  

( 1 9 0 7 )  用之材料須取日常所用者教授之際宜

示以用具之使用法及各種物類之図様

材料之品類性質並教以各種物類之保

存法洗濯法染彩法等項  

体操  体操  

身体ノ成長ヲ均斉ニシテ健康ナラシ

メ精神ヲ快活ニシテ剛毅ナラシメ兼

ネテ規律ヲ守ルノ習慣ヲ養フヲ以テ

要旨トス  

其要旨在使身体各部発育均斉四肢動

作機敏咸知守規律尚協同之公義  

上の表で示したように、1907 年の「女子小学堂章程」の教科目およびその教

授要旨は、日本明治期の「小学校令」（1890 年）・「小学校令改正」（ 1900 年）・

「小学校教則大綱」（1891 年）を参照して作られたものといえる。  

日本では、明治 5 年（1872）に近代教育制度の創始として、欧米諸国の教育

制度を参照して「学制」が発布された。「学制」の規定によって、小学校は「教

育ノ初級」で「人民一般必ス学ハスンハアルヘカラサルモノトス」と定められ

た。そして、小学校を尋常小学・女子小学・村落小学などに区分し、女児小学

では、尋常小学の教科のほか、手芸科目が課されている。 15しかし、当時の日

本ではこの近代的学校制度を実施することは困難であり、文部省は、明治 12

年に「学制」を廃止し、その改正案として「教育令」を発布した。 16その後、

「教育令」の修正法令として「改正教育令」（明治 13 年）とその細則である「小

学校校則綱領」（明治 14 年）が出され。特に「小学校校則綱領」では、「教育

令」において「歴史科目」の次に置かれていた「修身科目」を首位に置くとい

う重大な改正が行われた。17一方、明治 12 年に発布された「教育聖旨」は、小

学校教育で仁義忠孝を徹底して教育すべきことを明確に提示していた。 18そし

て、明治 15 年以降になると、欧化主義思想より従来の徳育を重視する方針が

議論されるようになった。その結果、明治 23 年、明治天皇は当時の榎本武揚

文相およびその後に文部大臣に就任した芳川顕正に徳育の基礎となる箴言の編

纂を命じ、徳育の大本を立てる方策が急速に進められて教育勅語の成立に至っ

たのである。教育勅語は、総理大臣の山県有朋と文部大臣の芳川顕正の責任の

もとで起草され、明治 23 年 10 月 30 日に正式に発布された。これによって、

国民道徳および国民教育の根本理念が明示され、徳育論争に明確な方向が与え

られたという。 19この教育勅語は、特に小学校および師範学校の教育に大きな

                                                   
15 前掲『学制百年史』（記述篇）、 168 頁。  
16 前掲『学制百年史』（記述篇）、 172～ 173 頁。  
17 前掲『学制百年史』（記述篇）、 178 頁。  
18 前掲『学制百年史』（資料編）、 7 頁。  
19 前掲『学制百年史』（記述篇）、 278 頁。  



18 

影響を与えた。  

他方、小学校に関する教育法令は、「改正教育令」（明治 13 年）の以降に、

明治 19 年、文部大臣森有礼によって実施された教育制度の改革において「小

学校令」が出されたが、教育勅語が成立された明治 23 年に、新しい「小学校

令」が発布された。そして、明治 24 年の「小学校教則大綱」は、明治 23 年の

「小学校令」に準拠して定められたものであり、同時に、教育勅語の趣旨に基

づくものであった。特に「修身科目」に関しては、「修身ハ教育ニ関スル勅語ノ

旨趣ニ基キ児童ノ良心ヲ啓培シテ其特性ヲ涵養シ人道実践ノ方法ヲ授クルヲ以

テ要旨」と記されている。そして、尋常小学校において「孝悌、友愛、仁慈、

信実、礼敬、義勇、恭倹」といった徳目を授け、女児小学校については「殊ニ貞

淑ノ美徳ヲ養ハンコトニ注意スヘシ」と規定している。「小学校教則大綱」が徳

育を重視することは、伝統的な儒教文化を重視する清朝学部の女子教育方針に

一致している。それゆえ、清末の「女子小学堂章程」の教授要旨が制定された

際、「小学校教則大綱」をそのまま踏襲することができた。また、教科目につい

ては見ると、「小学校令」では「読書」「作文」とされた科目が、「小学校令改正」

（明治 33 年）によってそれを削除し、ナショナリズムを反映して「国語」と

変更された。清末の「女子小学堂章程」は、「小学校令」（明治 23 年）の教科

目ではなく、「小学校令改正」（明治 33 年）が改正後の教科目を採用し、「国語」

を「国文」とした。  

このように、「小学校令」およびその細則は、男子と女子を教育の対象として

制定された教育法令ではあるが、女子に対して、一部の教科目を変更して男子

と異なる教育内容を規定している。清朝学部は、「女子小学堂章程」を制定した

際、これらの法令の女子向けの部分を基本的に忠実に採用している。その中で、

一番大きな変更は、「女紅科目」に「小学校令」にはない手芸の内容を追加した

ことである。この手芸に関する内容は「高等女学校令施行規則」（明治 34 年 3

月 22 日文部省令第 4 号）中の「学科及其の程度中」が規定した随意科目の教授

内容であり、清朝学部は、それを女子小学堂および女子師範学堂の女紅科目の

一部として編入している。その詳細については、本稿の第三章において論述す

る。 

1.2 「女子師範学堂章程」と明治期の女子学校教育法令の関係  

筆者の調査によれば、「女子師範学堂章程」もまた、一つの教育法令だけを参

照して作られたものではない。具体的には、女子師範教育の指導方針は、明治

30 年（1897）10 月 12 日に文部省が発布した 24 号「女子高等師範学校規程」

のそれを模倣している。そして、教科目は、明治 34 年（1901）3 月 22 日に公
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布した「高等女学校令施行規則」をベースとしたが、「教育科目」と「手芸科目」

を随意科目から一般科目に変更した。また、「教育科目」の教授要旨は、明治

19 年（1886）10 月に文部省令が定めた「女子師範学科の学科目」および明治

36 年（1903）3 月 9 日文部省訓令第 2 号の「高等女学校教授要目」という二つ

の法令の教育科目要目規定を参照して作成されている。「教育科目」以外の教科

目の教授要旨は、基本的に「高等女学校令施行規則」から取り入れたものであ

る。下の表に、「女子師範学堂章程」（1907 年）と明治期の女子教育制度の関係

について示す。  

表 22 0：清・「女子師範学堂章程」と「女子高等師範学校規程」・「高等女学校令施行規則」

との比較  

日  本  中  国  

学  
校  
規  
程  

( 1 8 9 7 ) 

女  
子  
高  
等  
師  
範  

目的  
女  
 

子  
 

師  
 

範  
 

学  
 

堂  
 

章  
 

程  
(1 9 0 7)  

宗旨  

師範学校女子部及ヒ高等女学校ノ教
員タルヘキ者ヲ養成シ兼テ女子普通
教育及ヒ幼児保育ノ方法ヲ研究スル
ヲ以テ目的トス  

女子師範学堂以養成女子小学堂教習並
講習保育幼児方法期於裨家計有益家庭
教育為宗旨  

※下線部は「女子高等師範学校規程」
にない。  

高  
 

等  
 

女  
 

学  
 

校  
 

令  
 

施  
 

行  
 

規  
 

則  
 

(1 9 0 1)  

高等女学校教科目  女子師範学堂教科目  

高等女学校ノ学科目ハ修身、国語、
外国語、歴史、地理、数学、理科、
図画、家事、裁縫、音楽、体操トス
（場合によって外国語、音楽を欠け
ることが可能）第一項ノ学科目ノ外
随意科目トシテ教育、手芸ノ一科目
又ハ二科目ヲ加フルコトヲ得  

女子師範学堂之学科目為修身教育国文
歴史地理算学格致図画家事裁縫手芸音
楽体操其音楽一科生徒中察有実在学習
困難者可不課之  

※「高等女学校令施行規則」は教育科目を随意科目と規定したが、清学部は一般
科目にした。  

修身  女  
 

子  
 

師  
 

範  
 

学  
 

堂  
 

章  
 

程  
 

(1 9 0 7)  

修身  

修身ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基
キ道徳上ノ思想及情操シ中等以上ノ
社会ニ於ケル女子ニ必要ナル品格ヲ
具ヘシメンコトヲ期シ実践躬行ヲ勧
奨スルヲ以テ要旨トス  修身ハ初ハ
善言善行等ニ徴シ又生徒日常ノ行状
ニ因ミテ道徳ノ要領ヲ教示シ又作法
ヲ授ケ進ミテハ稍ニ秩序ヲ整ヘテ自
己、家族、社会及国家ニ対スル責務
ヲ知ラシムヘシ  

其要旨在涵養女子之徳性期於実践躬行
其教課程度首宜徴引嘉言懿行就生徒日
用常習之故示以道徳之要領次教以言容
動作緒礼儀次教以修己治家及対於倫類
国家当尽之責任  

 

女  

子  

高  

等  

教育  教育  

教育ハ教育ニ関スル普通ノ知識ヲ得 其要旨在使理会女子小学堂教育蒙養院

                                                   
20 この表を作成するには、前掲『学部官報』（第一冊、319～ 323 頁）、『高等女学校関係法

令の沿革』（文部省教育調査部、調査資料、第 2 輯、1941 年、21～ 25 頁）、『尋常中学校・

尋常師範学校・高等女学校教員志望者必携』（松本兼編、1894 年、32 頁）、『女子高等師範

学校  自明治 35 年 4 月至明治 36 年 3 月』（女子高等師範学校出版、明治 1902 年、 1903

年、 28 頁）を参考した。  
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師  
範  
学  

科  
の  
学  

科  
目  

( 1 8 8 6 ) 

女  
学  
校  

教  
授  
要  

目  
( 1 9 0 3 ) 

シメ家庭教育ニ資スルヲ以テ要旨ト
ス  教育ハ教育ノ理論ノ大要ヲ授ク
ヘシ  

保育及家庭教育之旨趣法則並修養為教
育者之精神  

※教育科目の教授要旨は「高等女学校令施行規則」ではなく、明治 36 年 3 月 9 日
文部省訓令第 2 号の「高等女学校教授要目」および明治 19 年 10 月文部省令が定
めた「女子師範学科の学科目」両方の法令における教育科目要目の規定を参照し
た。これについては、第一章で考察する。  

 

 

 

 

 

高  

 

 

 

等  

 

 

 

女  

 

 

 

学  

 

 

 

校  

 

 

 

令  

 

 

 

施  

 

 

 

行  

 

 

 

国語   

 

 

 

 

 

女  

 

 

 

 

子  

 

 

 

 

師  

 

 

 

 

範  

 

 

 

 

学  

 

 

 

 

堂  

 

 

 

章  

 

国文  

普通ノ言語、文章ヲ了解シ正確且自
由ニ思想ヲ表彰スルノ能ヲ得シメ文
学上ノ趣味ヲ養ヒ兼テ智徳ノ啓発ニ
資スルヲ以テ要旨トス  

其要旨在使能解普通之言語及文字更能
以文字自達其意期於涵養趣味有裨身心  

日本歴史  中国歴史  

歴史上重要ナル事蹟ヲ知ラシメ社会
ノ変遷、文化ノ由来ヲ理会セシメ特
ニ我国ノ発達ヲ詳ニシ国体ノ特異ナ
ル所以ヲ明ニスルヲ以テ要旨トス  

其要旨在使知歴史上重要之事蹟省悟羣
治之変遷文化文化之由来及強弱興亡之
故正邪忠佞之分  

地理  地理  

地球ノ形状、運動竝ニ地球表面及人
類生活ノ状態ヲ理会セシメ我国及諸
外国ノ国勢ヲ知ラシムルヲ以テ要旨
トス  

其要旨在使知地球形状運動並地球表面
及人類生存之情状且使理会本国及外国
之国勢  

算学  算学  

数量ノ関係ヲ明ニシ計算ニ習熟セシ
メ兼テ生活上必要ナル事項ヲ知ラシ
メ思考ヲ精確ナラシムルヲ以テ要旨
トス  

其要旨在使習熟計算適於日用生計且練
習其心思使進於細密精確  

理科  格致  

天然物及自然ノ現象ニ関スル智識ヲ
與ヘ其ノ法則竝ニ其ノ相互及人生ニ
対スル関係ヲ理会セシメ兼テ日常ノ
生活ニ資スルヲ以テ要旨トス  

其要旨在使知各種物質天然之形状交互
之関係及物質対於人生之関係俾適於日
用生計有益於技芸職業  

図画  図画  

物体ヲ精密ニ観察シ正確且自由ニ之
ヲ画クノ能ヲ得シメ意匠ヲ練リ美感
ヲ養フヲ以テ要旨トス  

其要旨在使精密観察物体能肖其形象神
情兼要請其尚美之心性  

家事  家事  

家事整理上必要ナル智識ヲ得シメ兼
テ勤勉、節倹、秩序、周密、清潔ヲ
尚フノ念ヲ養フヲ以テ要旨トス  家
事ハ衣食住、看病、育児、家計簿記
其ノ他一家ノ整理、経済等ニ関スル
事項ヲ授クへシ  

其要旨在使能得整理家事之要領兼養成
其尚勤勉務節倹重秩序喜周密愛清潔之
徳性其教課程度授衣食居処看病育児家
計簿記及関於整理家政之一切事項並授
以教授家事次序法則  

※この規定から清学部は、家事と家政
の概念を混同していることがわか
る。  

裁縫  裁縫  

裁縫ニ関スル智識技能ヲ得シメ兼テ
節約利用ノ習慣ヲ養フヲ以テ要旨ト
ス  裁縫ハ普通ノ衣類ノ縫ヒ方、裁
チ方及繕ヒ方ヲ授クヘシ  

其要旨在使習得関於裁縫之知識技能兼
使之節約利用其教課程度授普通衣類之
縫法裁法及修繕之法並授以教授裁縫之
次序法則  

手芸（随意科目）  手芸（一般科目）  
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規  

 

 

 

則  

 

 

 
(1 9 0 1)  

女子ニ適切ナル手藝ヲ習ハシメ指手
ノ動作ヲ巧緻ナラシメ兼テ勤勉ヲ好
ム習慣ヲ養フヲ以テ要旨トス  手藝
ハ編物・組糸嚢物・刺繍・造花等土
地ノ状況ニ適切ナルモノヲ授クヘシ  

 

程  

(1 9 0 7)  

其要旨在使学習適切於女子之手芸並使
其手指習於巧緻性情習於勤勉得補助家
庭生計其教課程度可就編織組糸嚢盒刺
繍造花等項酌擇其一項或数項授之此外
各種図様凡有適切於女子之技芸者均可
酌量授之並授以教授手芸之次序法則  

※「高等女学校令施行規則」は手芸科目を随意科目と規定したが、清学部はそれ
を一般科目にした。これについて、第三章で考察する。  

音楽  
（「高等女学校令施行規則」・1901 年） 

 音楽  
（「女子師範学堂章程」・ 1907）  

音楽ニ関スル智識技能ヲ得シメ美感
ヲ養ヒ心情高潔ニシ兼テ徳性ノ涵養
ニ資スルヲ以  

テ要旨トス  

其要旨在使感発其心志涵養其徳性凡選
用或編製歌詞必擇其有裨風教者  

体操  
（「高等女学校令施行規則」・1901 年） 

体操  
（「女子師範学堂章程」・ 1907）  

身体ノ各部ヲ均斉ニ発育セシメテ之
ヲ強健ナラシメ四肢ノ動作ヲ機敏ナ
ラシメ容儀ヲ整ヘ精神ヲ快活ニシ兼
テ規律ヲ守リ協同ヲ尚フノ習慣ヲ養
フヲ以テ要旨トス  

其要旨在使身体各部均斉発育動作機敏
挙止厳粛使知尚協同守規律之有益  

上の表で示したように、「女子師範学堂章程」の教科目およびその教授要旨は、

「女子高等師範学校規程」（明治 30 年）・「高等女学校教授要目」（明治 36 年）・

「女子師範学科の学科目」（明治 19 年）・「高等女学校令施行規則」（明治 34 年）

を模倣して制定したものといえる。  

「高等女学校令施行規則」（明治 34 年）および「高等女学校教授要目」（明

治 36 年）は、明治 32 年に公布された「高等女学校令」の細則である。この「高

等女学校令」は、明治 30 年代の初頭に諸学校制度を改革した際、高等女学校

を独自の学校令によって規定しようと、中学校令から高等女学校に関する部分

を独立させたものである。そして、「高等女学校令」の教育目的は、「女子ニ須

要ナル高等普通教育ヲ為ス」と定められている。さらに、当時の文部大臣樺山

資紀が同法令について「賢母良妻タラシムルノ素養ヲ為スニ在リ、故に優美高

尚ノ気風、温良貞淑ノ資性ヲ涵養スルト俱ニ中人以上ノ生活ニ必須ナル学術技

芸ヲ知得セシメンコトヲ要ス」 21と語っている。これらのことから、高等女学

校の教育対象が中流以上の社会の女子とされており、その特質がいわゆる「良

妻賢母主義」の教育であったということができる。 22 

一方、「女子高等師範学校規程」（明治 30 年）は、明治 30 年公布の「師範教

育令」で規定された高等師範学校の女子部に関する法令である。「女子高等師範

学校規程」は、女子高等師範学校の学科を文科、理科、専修科の学科に分けて

                                                   
21 前掲『学制百年史』（記述篇）、 348 頁。  
22 前掲『学制百年史』（記述篇）、 348～ 349 頁。  
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おり、それぞれの学科における教科目は少しずつ異なったものとなっている。

清朝学部は、女子学校教育の創始当時、女子の初級教育のみを計画しており、

その教員を養成するために女子師範学堂を設置したのである。その際、「女子高

等師範学校規程」（明治 30 年）と比べて、「高等女学校令」（明治 32 年）およ

びその細則の方が清朝学部の女子教育方針により近かったため、「高等女学校令

施行規則」（明治 34 年）が規定した教科目の教授要旨を採用したのである。そ

して、女子師範学堂において最も重要な「教育科目」の教授要旨だけは、「女子

師範学科の学科目」（明治 19 年）と「高等女学校教授要目」（明治 36 年）の二

つの法令から取り入れることとした。  

他方、清末の二つの法令が明治期のこれらの教育法令に対して独自に行った

大きな修正は、「女子小学堂章程」が「女紅科目」に「兼授編織組糸嚢盒刺繍造

花等各項手芸」を追加し、「女子師範学堂章程」が一般科目に「教育科目」と「手

芸科目」を追加したことである。「女子師範学堂章程教育総要」は、日本の教育

法令に見られない「家政」を重視する方針をとっていることも注目に値する。

以下にその内容を引用する。  

家と国とは密接な関係にあり、家政が修められれば、国風も繁栄する。家

政を修めるためには、まず女子にあまねく教育を授け、礼法を守らせるこ

とが必要である。 23 

この「家政」を重視する方針は、上の表で示したように「女子師範学堂章程」

の規定によれば「家事」科目によって実現が目指されていることがわかる。  

「手芸科目」のほか、この「女子師範学堂章程」について「教育科目」と「家

事科目」も注目しなければならない。「教育科目」・「家事科目」・「手芸科目」は、

女子教育を男子教育と区別する上で最も重要な教育内容であるため、日本明治

期の女子教育の受容を究明するには、本稿ではこの三つの教科目をあげて考察

する。  

このように、中国の近代女子学校教育は、まず制度面において日本の明治期

の女子教育に関する法令を参照することによって成立したものである。本稿は、

制度面のみならず、その教育制度を実施するために使用される教科書、教育内

容および教育理念をも注目して、分析を進める。  

1.3 民国期の女子教育法令  

                                                   
23 前掲『学部官報』第一冊、 315 頁。原文：「家国関係至為密切故家政修明国風自然昌盛

而修明家政首在女子普受教育知守礼法」  
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中華民国成立後、臨時大統領の孫文が蔡元培（ 1866‐1940）を教育総長に任

じ、1912 年 1 月 9 日に教育部が成立した。そして、1912 年から 1913 年まで

に蔡元培を中心として、「教育主旨」「学校管理規定」「学校制服規定」「学校系

統」および小学校・中学校・師範教育に関する規定など一連の教育改革法を発

布した。これらの教育法令は「壬子癸丑学制」と称され、1922 年の「壬戌学制」

の発布まで実施された。「壬子癸丑学制」の制定によって、教育方針が「軍国民

教育、国民教育、実用主義教育」と大きく変わったが、当時の教育部には日本

留学経験者が多く、清末の学部からそのまま教育部へ転じた者も多かったため、

民国初期の教育制度も清末同様、日本の教育制度に類似した点が多かった。24例

えば、「壬子癸丑学制」中の「小学校令」の教育宗旨は、清末の教育制度に取り

入れられた日本明治期の「小学校令」（1890）の教育宗旨をそのまま受け継い

でいる。特に女子の教育内容は、清末の女子学校教育法令の規定をほぼそのま

ま採用しているのである。このように、1907 年の「奏定女学堂章程」の発布か

ら、「壬子癸丑学制」が実施された 1922 年まで、中国の女子学校教育は、日本

の女子教育を範として教育の近代化に努めたといえる。  

しかし、1915 年に日本政府が袁世凱政権に対して二十一ヶ条の要求を突きつ

けたことを契機として、排日感情が高まり、この流れはさらに 1919 年の五四

運動によって反帝国主義運動へと発展した。その中で、教育の領域では教育権

の回復や日本から取り入れた学制の改革が行われるようになり、 1922 年 11 月

の学校系統改革案「壬戌学制」の発布によって日本の教育制度や理念からアメ

リカ式の教育体制へと指針が切り換えられた。「壬戌学制」は、教育機会の均等、

男女差別の撤廃、中等教育の開放、師範教育の充実、職業の重視などと近代化

への方向を明確にした。この学制は中華人民共和国成立以後の 1951 年まで実

施されていた。以下に、民国期の教育法令における女子学校教育に関する内容

を表にまとめる。  

表 325 民国期の教育法令における女子学校教育に関する規定  

法令  学校の種類  教科目  

 

壬  

 

 

小学校  

（初等・4 年） 
修身、国文、算術、手工、図画、唱歌、体操、裁縫  

小学校  

（高等・3 年） 

修身、国文、算術、中国歴史、地理、理科、手工、図画、唱歌、

体操、裁縫  

                                                   
24 崔淑芬『中国女子教育史』中国書店、 2007 年、 242 頁。  
25 この表を作成するには、『中国近代教育史資料彙編  学制演変』 (璩鑫圭・唐良炎編、上

海教育出版社、1991 年 )、『中国女子教育史』（崔淑芬著、中国書店、2007 年）、『民国教育

史』（李興華主編、上海教育出版社、 1997 年）、『中国女子教育通史』（杜学元著、貴州教

育出版社、 1995 年）を参考した。  
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子  

 

 

癸  

 

 

丑  

 

 

学  

 

 

制  

 

1912 年  

1913 年  

中学校  

（ 4 年）  

修身、国文、外国語、歴史、地理、数学、博物、物理、化学、

法制経済、図画、手工、家政、裁縫、園芸（随意科目）  

手工：編物・刺繍・摘棉・造花  

家政：衣食住、看病、育児、家産管理、家計、簿記  

師範学校  

（本科・4 年） 

修身、教育、国文、習字、歴史、地理、数学、博物、化学、法

制経済、図画、  

手工、家政、園芸（随意科目）、裁縫、音楽、体操、外国語（随

意科目）  

教育：教育要旨在授以教育上之普通知識、尤当詳于小学教育之

旨趣方法、習其技能、并修養教育家之精神。教育首宜授

以心理学、論理学之要略、進授教育理論、哲学発凡、教

授法、保育法、近世教育史、教育制度、学校管理法、学

校衛生及教育実習  

手工：編織・刺繍・造花  

家政：衣食住、看病、育児、家産管理、家計、簿記、調理実習  

師範学校  

（予科・1 年） 
修身、国文、習字、外国語、数学、図画、音楽、体操、裁縫  

高
等 

小
学 

校
令 

小学校  

（高等・3 年） 

修身、読経、国文、算術、歴史、地理、理科、手工、図画、唱

歌、体操、家事  
1915 年  

国
民

学
校

令 小学校  

（ 4 年）  
修身、読経、国文、算術、手工、図画、唱歌、体操、裁縫  

1915 年  

※ 1916 年 10 月 9 日に発布された教育部令第 19 号によって「読経」科目が削除されること

になった。  

予
備 

学
校 

令 

小学校  

（前期・4 年） 
修身、読経、国文、算術、手工、図画、唱歌、体操、裁縫  

小学校  

（後期・3 年） 

修身、読経、国文、算術、歴史、地理、理科、手工、図画、唱

歌、体操、家事  1915 年  

※ 1916 年 10 月 9 日に発布された教育部令第 18 号によって「予備学校令」が廃止されるこ

とになった。  

 

壬  

 

戌  

 

学  

 

制  

 

1922 年  

小学校  

（ 6 年）  

国語、算術、衛生、公民、歴史、地理、自然、園芸、工用園芸、

形象園芸、音楽、体育  

中学校  

（初級・3 年） 

公民、歴史、地理、国語、外国語、算学科、自然科、芸術科（図

画、手工、音楽）、体育課（生理衛生・体育）  

中学校  

（高級・3 年） 

第一類：普通科  

第二類：職業科（農科、工科、商科、師範科、家事科）  

師範大学  

（ 4 年）  

教育哲学科、中国文学科、西洋文学科、歴史学科、数学物理科、

動物学地質学科、物理化学科、家政学科、音楽科、体育科  

※女子師範大学の学科の分類と教授科目は、教育部の規定に従

うが、学校の状況に基づいて設置することとなっている。ここ

で挙げたのは北京女子師範大学の学科である。  

職
業

学
校

各
課

程
表 職業学校  

初級家事科：割烹、洗濯、造花、裁縫、刺繍、理髪、育児、雇

用  

高級家事科：高級家事科：裁縫、刺繍、看護、助産  
1934 年  

この表で示したように、「壬子癸丑学制」は、女子に「手工、裁縫、家事」の

教科目を課し、「壬戌学制」は、中学校に「家事科」、女子師範大学に「教育哲

学科」や「家政学科」を設け、業学校では「家事科」を設けている。女子学校
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教育において家事・家政教育を重視する民国期の方針に関しては、特に、1919

年の第 5 回全国教育連合会において、「普通教育注重職業科目及実施法案」を

定め、教育部は各省女子中学校に家事の訓練を指示したことが注目される。さ

らに、1924 年 10 月、教育部は再び「今年度秋季から家事科を設け、習練させ

よ」と催促の令を下した。翌年 9 月には、北京臨時政府教育部も各省教育部に

対して、「女子学校は地方の情況に合わせ、速やかに職業授業を加え、学生に必

修科目として職業科目の一つを取得させなければならない。それによって生活

の実力を身に付け、また特に割烹、裁縫、洗濯、家庭衛生、簿記など、家事に

関する訓練、実習を重視すること」という訓令を出した。 26このように、民国

期には幾つかの学校教育に関する法令が発布されたが、女子の学校教育におけ

る家事・家政を重視する方針は一貫したものであった。  

第 2 節  日本明治期の清国に対する教育事業およびその政策  

清末および民国初期の中国において、日本明治期の女子学校教育法令をスム

ーズに取り込み女子用教科書を大量に翻訳することができたのは、日本政府が

政治的思惑から清国の教育事業に並々ならぬ関心を寄せていたことが大きかっ

たと考えられる。日清戦争後の日本政府は、近隣諸国への教育文化面からの働

きかけを積極化していった。アジア諸国の教育に対するその積極的な関与や教

育主権奪取の構想は、このような政府の意向を反映し、当時の各種教育関係の

雑誌において形成されていったといえる。本節では、主に明治期教育関係のメ

ディアの一つである『教育時論』 27に掲載された記事を基礎資料として、清国

での教育事業に関する日本側の政策を検討する。  

まず、明治 35 年 2 月から 4 月までの『教育時論』の「社説」欄に連載され

た「対清教育策」28についてみる。「対清教育策」は六回に分けて以下の十二個

の項目を取り上げ、詳しく論じている。  

（一）清国教育問題研究の必要、（二）清国教育革新の気運、（三）清国

教育調査会を設立すべし、（四）我教育家は陸続清国に渡航すべし、（五）

清国要地に我国語学校を設立すべし、（六）支那語科及支那学科を拡張す

                                                   
26 前掲『中国女子教育史』、 280 頁。  
27 『教育時論』は教育振興団体である開発社により、明治 18 年（ 1885）から昭和 9 年（ 1934）

の約 50 年間にわたって 1700 号以上も発行され続けた教育雑誌である。この雑誌は戦前の

教育界を代表する雑誌で、「教育関係者間で評判が高く、また幅広く流通していた」（橋本

鉱市・丸山和昭「近代日本における「教育界」の構造分析」『東京大学大学院教育学研究

科紀要』第 49 巻、 2009、 86 頁）。  
28 『近代日本のアジア教育認識・資料編』第 9 巻所収、近代アジア教育史研究会、龍渓書

舎、 2002 年、 177～ 198 頁。  



26 

べし、（七）「我国人を学務顧問に傭聘せしむべし」、（八）我国人を学校

教師に傭聘せしむべし、（九）清国の学校教師たるべき者を養成すべし、

（十）清国留学生を収容すべき予備校兼寄宿舎を設立すべし、（十一）彼

我教育上の連絡を謀るべし、（十二）「訳書局を設立すべし」 29 

これらの項目からみると、清国での教育事業を展開するための研究調査活動か

ら清国や日本での具体的な実施策に至るまで、かなり詳細に計画していたこと

がわかる。ここでは、項目（一）の「清国教育問題研究の必要」を取り上げて、

清国における日本の教育事業の一端を予め把握しておきたい。  

「清国教育問題研究の必要」30では、研究の必要について五つの目的を挙げ、

その中の第二条は「東方の先進国東西文明の調和者として」、第四条は「日本人

事業経営の為め」としている。ここでいう「事業経営」とは、「彼四億萬の人民

は、悉く我邦精製品の好需要者となり、二十一省無限の物産は、亦我有力なる

工業家の好材料とならん。且我邦人が彼国に渡航して、各種の事業を経営し、

次第に我勢力を其地に扶植せん」ことを意図している。また、清国教育問題の

研究については「今日に於て、鋭意熱心に清国教育問題を研究し、過去の成績

より、現時の状態に及び、更に進んで将来の趨勢に考へ以て其大勢と必要とに

応ずるの準備を為すこと、実に我国家の一大利益と謂はざるべからず」と清国

での教育事業経営の政治的重要性と将来的利益を力説している。そして、その

ような目的から、「必ず先づ彼国人民の智識を開発せざるべからず、即ち教育に

依りて、以て彼等の蒙昧を啓発し、世界文明の軌道を進歩せしめざるべからず」

と述べているのである。  

日本側は清国教育問題の研究を通して、「唯其新学堂の創設に際し、適当なる

教師と教科書との缺乏せるは、各省共に均しく大に苦慮しつつある所なり」と

いう清国の教育改革の課題をはっきりと認識していた。項目（三）の「清国教

育調査会を設立すべし」
31
の記載によると、このような課題を解決するために、

清国教育調査会の調査事項には「（五）旧式教育上に用ふる実際の教科書及参考

書、（十二）内外人の清国教育又は清人及其児童等に関する著書評論」など、教

科書に関する調査項目が列挙されている。そこでは、女子教育の現状について

も調査対象とされており、論者は「調査の結果に基き実際の事業を経営せざる

べからず」と主張している。  

                                                   
29 同上。  
30 項目（一）に関する引用は、『教育時論』「社説」欄、明治 35 年 2 月 25 日、前掲『近

代日本のアジア教育認識・資料編』（第 9 巻所収、 177～ 182 頁）による。  
31 項目（三）に関する引用は、『教育時論』「社説」欄、明治 35 年 2 月 25 日、前掲『近

代日本のアジア教育認識・資料編』（第 9 巻所収、 182～ 184 頁）による。  
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『教育時論』は「対清教育策」を連載したほか、清国での教育事業に関する

論説を数多く掲載している。例えば、明治 31 年 12 月に掲載された「清国扶植

策の実行」 32には、東亜同文会 33が清朝を啓発、改進、扶植するために清朝に

対する事業の方針を議定して、善隣訳書館を設立し、有用の書籍を漢訳したこ

とが記されている。  

また、明治 34 年 9 月の「文部省と清国教育問題」34においては、文部省が清

国政府に交渉し、清国での教育主権を手中に収めるべきことが主張されている。

さらに、鎌塚勝治の「北清の教育」35、辻武雄の「清国両江学政方案私議」36、

五十嵐生の「支那教育調査会設立に就て」
37
、「清国教育問題に就て菊池文相に

望む」
38
などの記事は、清国における日本の教育事業の各方面について論説し、

文部当局者に清国教育事業に応ずる準備を呼び掛けている。  

次に、清国での教育事業実施の重要な手段となる翻訳書籍に関する内容につ

いてみる。上記の「清国教育問題の研究」で指摘されたように、清国では新し

い学校教育制度が実施され始めたが、教科書の不足という喫緊の課題に直面し

ていた。日本の教育界は、清国に「我邦教科書を其儘使用する」 39ことを提唱

する一方で、「対清教育策」で取り上げられた事業内容の一つである「訳書局を

設立すべし」40においては、清国人を教育するために、「我邦及欧米各国の日新

                                                   
32 「清国扶植策の実行」『教育時論』「時事寓感」欄、明治 31 年 12 月 5 日、前掲『近代

日本のアジア教育認識・資料編』（第 13 巻所収、 78 頁）による。  
33 東亜同文会（ 1898‐ 1946）は、康有為・梁啓超らの改革支援を主目標に掲げた「東亜

会」と大陸での事業経営などの活動を目的として発足した「同文会」及びアジア主義団体

「興亜会」や「東邦協会」、「善隣協会」の一部を吸収合併し、成立された民間外交団体お

よびアジア主義団体である。東亜同文会は、中国の保全を会の目的として掲げている。そ

の中国保全論とは、「日清戦争後にあって帝国主義的侵略という形勢の下に醸成された東

アジア国際社会の政治的・経済的局面の特殊歴史的な在り方に、正に特殊日本的に対応し

た対外政策」であり、ここでの中国保全という用語は、その後の日中関係において日本に

よる中国への進出を正当化するスローガンとして使用されていた。「東亜同文会の中国「保

全」論に関する一考察：『東亜時論』における議論を中心に」（『九大法学』85 号、2003 年、

161～ 186 頁）を参照。  
34 『教育時論』「時事寓感」欄、明治 34 年 9 月 5 日、前掲『近代日本のアジア教育認識・

資料編』（第 13 巻所収、 141 頁）による。  
35 『教育時論』「内外雑纂」欄、明治 34 年 11 月 5 日、前掲『近代日本のアジア教育認識・

資料編』（第 9 巻所収、 156～ 167 頁）による。  
36 『教育時論』「学説政務」欄、明治 34 年 11 月 15 日、前掲『近代日本のアジア教育認

識・資料編』（第 9 巻所収、 161～ 163 頁）による。  
37 『教育時論』「内外雑纂」欄、明治 34 年 12 月 5 日、前掲『近代日本のアジア教育認識・

資料編』（第 9 巻所収、 169～ 172 頁）による。  
38 『教育時論』「時事寓感」欄、明治 35 年 7 月 15 日、前掲『近代日本のアジア教育認識・

資料編』（第 9 巻所収、 205 頁）による。  
39 「清国の教科書」『教育公報』（帝国教育会が明治 18 年から明治 37 年までに創刊され

た機関誌）「時報」欄、明治 35 年 7 月 15 日、前掲『近代日本のアジア教育認識・資料編』

第 10 巻所収、 248 頁）による。  
40 『教育時論』「社説」欄、明治 35 年 4 月 15 日、前掲『近代日本のアジア教育認識・資

料編』（第 9 巻所収、 197 頁）による。  
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有益なる著作を翻訳し、若しくは新智識に関する書を著はして、普く国内に頒

布すること甚肝要なりとす」と訳書局の設立が呼び掛けられた。そして、「一般

の書籍は勿論、学校教科書参考書等にして、彼国官民より相当の依頼ありたる

ときは、快く之を承諾し、十分に注意して、著作翻訳を為し、以て彼等の需要

に応ずる所なかるべからず」と清国の学校教育に使用される教科書の翻訳への

協力が主張されている。教科書の翻訳は、清国に対する教育事業の扶植という

政治的目的のほか、「彼地に輸入すべき書籍の著訳出版に着手せんとする者ある

を見る、是れ固より彼我の利益とする所」 41という経済的認識にも基づいてい

る。  

しかし、当時の清国は万国版権同盟に加入していなかったため、教科書のみ

ならず、各種の翻訳書については版権問題の解決が不可欠だった。『教育時論』

に掲載された「清国開発と版権問題」
42
の記事は、翻訳書籍の版権問題につい

て「我邦人にして今後盛んに有益なる各種の書籍を著訳出版し、廣く各省内地

に輸入せんと欲せば、必ず先づ我政府と彼政府との間に於て、版権保護の條約

を締結し、煩雑なる手続を要せずして、容易に書籍を彼地に輸入するの良法を

取らざるべからず」と版権の保護を強調すると同時に、清国に翻訳書籍を速や

かに提供する方策を検討している。  

以上の記事から、明治期の日本教育界の清国教育事業に対する積極的協力の

背景には、政治的かつ経済的な思惑があったことが分かる。日本側はこの思惑

を実現するために教育関係のメディアを通じて各種の方策を検討していたので

ある。  

まとめ   

「奏定女学堂章程」が制定された際の上奏文には、「朝廷は鋭意女子教育を振

興し、日本や欧米の規制を採用する」 43と記されているが、以上の考察によれ

ば、教科目およびその教授要旨については、日本の女子教育法令以外に外国の

ものを参考にした形跡が見られない。清朝学部が日本の法令のみを参照した詳

細な経緯については、ここでは立ち入らないが、第 2 節に述べたように、日本

側の政治的・経済的思惑からの積極的な働きかけも作用していただろう。いず

れにしても、清末の日本教育事情視察団が中国に持ち帰った日本の教育資料に

                                                   
41 「清国教育問題と我国民」『教育時論』「時事寓感」明治 34 年 12 月 5 日、前掲『近代

日本のアジア教育認識・資料編』第 9 巻所収、 176 頁）による。  
42 『教育時論』「時事寓感」欄、明治 34 年 12 月 5 日、前掲『近代日本のアジア教育認識・

資料編』（第 9 巻所収、 170 頁）による。  
43 「奏陳詳議女学堂章程摺」、前掲『学部官報』第一冊、 314 頁。  原文：「朝廷鋭意興学

兼采日本欧米規制」  



29 

は上述した法令が存在し、それらの法令が「女子奏定学堂章程」の制定者に報

告されたことは確実である。 44そして、この二つの法令からは、外国の先進的

な教育システムを積極的に導入しようとする一方で、それらが伝統的な礼儀や

風俗に合致したものでなければならないという慎重な態度も窺える。このよう

な清朝の方針と一致するのは、同じく儒教的婦徳観を持つ明治日本の女子教育

だけであった。  

民国成立以降、民国教育部は新しい教育法令を発布したが、それは清末の教

育法令を基礎にして修正を加えたものであった。そのなかで、本稿で取り上げ

る「教育科目」・「家政・家事科目」・「手芸科目」を重視する方針は、民国に至

っても清末の規定のままに引き継がれたのである。

                                                   
44 汪婉『清末中国対日本教育視察の研究』汲古書院、 1998 年  
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第一章 清末の女子学校教育における明治期女子教育教科書の導入  

はじめに  

第 1 節 高等女学校および女子師範学校用教育学教科書  

1.1 長谷川乙彦著『新編女子用教育学』の翻訳  

1.2 槇山栄次著『女子教育学教科書』の翻訳  

1.3 「教育科目」の教授要旨と「高等女学校教授要目」の関係  

第 2 節 「徳育・智育・体育・美育」概念の導入  

2.1 成瀬仁蔵著『女子教育』の翻訳  

2.2 永江正直著『女子教育論』の翻訳  

第 3 節 女子を教育対象とした女子用教育学教科書  

3.1 林歩荀・孫清如編訳『第 二

三教育 学

史女子師範講義』  

3.2 下田次郎著『女子教育』の翻訳  

まとめ  

はじめに  

近代以前の中国では、『女誡』（班昭）、『烈女伝』（劉向）、『女孝経』（鄭氏）、

『女訓』、『女児経』（賀瑞麟）等といった家庭内において女子を教育する道徳教

科書が数多く存在していた。近代になってからは、近代の女子教育思想を提唱

する鄭観應の『女教』（ 1892 年）や梁啓超の『論女学』（1897 年）『新民説』（1902

年）などが挙げられる。しかし、これらの近代の論説は、外国の女子教育を紹

介して、中国にとって早急に女子学校教育を導入することの重要性を強調し、

進化論や男女平等の観点から女子教育思想を紹介したものであり、具体的に女

子教育の内容に触れたものではない。また、近代の中国において初めて女子教

育事業を展開した宣教師たちは、キリスト教の教義を教会女学校の女子教育指

導理念としていた 1。したがって、女子学校教育がまだ制度化されていなかった

時期に、中国人自身による女子学校教育の指導方針を理論的かつ系統的に論じ

たものはほとんどない。  

一方、1907 年に制定された「女子師範学堂章程」は、女子小学堂の設置に備

えて教員養成のための女子師範学堂に関する法令である。その設置の主旨は、

「女子小学堂教員の養成とともに幼児保育の方法を講習し、家計を補うことと

                                                   
1 熊月之『西学東漸與晩清社会』中国人民大学出版社、 2010 年、 229～ 232 頁。  
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家庭教育に有益であることを期する」 2としている。このように、「女子師範学

堂章程」は家庭教育と学校教育における女子の役割を認め、女子に教育者とし

ての責務を与えた上で、その育成のために、以下の科目を設置した。  

修身、教育、国文、歴史、地理、算学、格致、図画、家事、裁縫、手芸、

音楽、体操 3 

そして、これらの科目の教授要旨についても詳しく規定したが、教科書につい

ては、「図書は教科用に使用できるものを準備し、兼ねて参考書も準備しなけれ

ばならない」4と言及するにとどまった。その一方で「女子師範学堂章程」と同

時に制定された「女子小学堂章程」は、女子小学堂において学部の検定による

著作権のある教科書の使用が必須であると規定している 5。この規定からみれば、

学部が女子師範学堂用教科書については、まだ編纂を呼び掛ける段階にあった

ことがわかる。教科書だけではなく、師範学堂の授業を担当できる教員も不足

していたため、外国人女性教員を招聘することもこの法令で明記されている 6。

つまり、当時の学部は、女子師範学堂設立の法令を制定する一方で、その実施

のための知的および人的準備をまったく整備していない状態で女子師範教育を

発足させたのである。  

この状況については、劉鍳 7著『曽氏女訓』（1908 年）の序文からその一端が

窺える。  

朝廷は東西各国の法令を取り入れ、女子学校教育設立の議論を行っている

が、その主旨は礼教の保存にある。より完全な伝統的教育を施すだけでな

く、知識を啓発してその不足を補う必要があるため、女子教育に関する法

の制定は慎重に行わなければならない。そして、旧来の女子用道徳書は、

その趣旨こそ素晴らしいものであるが、文章表現がまちまちであるため、

                                                   
2 「女子師範学堂章程・立学総義章第一」、前掲『学部官報』第一冊、 135 頁。原文：「女

子師範学堂以養成女子小学堂教習並講習保育幼児方法期於裨補家計有益家庭教育為宗旨」 
3 「女子師範学堂章程・学科程度章第二」、前掲『学部官報』第一冊、 315 頁。原文：「女

子師範学堂之学科目為修身教育国文歴史地理算学格致図画家事裁縫手芸音楽体操」  
4 「女子師範学堂章程・編制設備篇第四」、前掲『学部官報』第一冊、 138 頁。原文：「図

書当備可供教科用者兼須備可供参考用者」  
5「女子小学堂章程・学科程度章第二」、前掲『学部官報』第一冊、323 頁。原文：「女子小

学堂所用教科書須経学部所検定有著作権者」  
6 「女子師範学堂章程・監督教習管理員章第五」、前掲『学部官報』第一冊、318 頁。   原

文：「学堂教習許聘用外国女教習充之」  
7 劉鍳の義理父は、曽国藩の弟である。  
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教科書としては適当でない。 8 

この記述は、当時の状況を如実に描写しており、伝統的な女訓類の女子教本が

近代的な女子教育理念に合わなくなり、それに代わる相応しい教材を緊急に求

めなければならなかったことを示唆している。  

それでは、学部の編訳図書局が成立したばかりの段階で、女学校用教科書の

需要に対していかに対応していたのか。以下に、『学部官報』に掲載された宣統

2 年（1910）9 月 29 日の「本部章奏」を引用する。  

皇上は、何度も中学堂教科書、初級師範学堂教科書および女子小学堂、女

子師範学堂教科書と官話教科書の編纂を命じ、臣らの選別委員が編纂を監

督し、初稿はできたがまだ審査が必要である。年内には成書ができあがる

だろう。初級師範学堂の教授細目は、京師督学局および各省の学司の採用

のために送付した。 9 

ここから、「女子師範学堂章程」が発布された 4 年後の 1910 年に、学部の編纂

図書局はようやく女子小学堂、女子師範学堂用教科書の編纂に取り組み始めた

ことがわかる。このように、学部による女子師範学堂用教科書の編纂活動が遅

れたため、成立直後の官立女子師範学堂とそれ以前の民間女学校では民間出版

社の教科書や外国語から翻訳した女子教育理論書および教科書が使用されてい

たと考えられる。 10 

一方、日本側は、清朝学部の女子用教科書の編纂事情や動向について、当時

の教育関係の雑誌において速やかに報道していた。例えば、明治 40 年（1907）

26 日の『東亜同文会報告』の「時報」欄には、「学部ニテハ今回女学章程ヲ制

定シテ奏請シ已ニ允許ヲ得タルニ依リ吏員ヲ任命シテ女学教科書ヲ編制シ、（中

略）現ニ烈女伝、誡女、訓女、孝経、家範、内訓、温氏母訓、女教、経伝通纂、

                                                   
8 原文：「朝廷取法東西各国，有設立女学之議，大旨在保存礼教，完其所固有啓発知識，補

其所不足，立法  

至矜慎矣。而旧時女学諸書，義雖純美，章句参差，類不適于教科之用」  
9 「本部章奏」、前掲『学部官報』第四冊、 524 頁。  原文：「皇上縷晰陳之査単開中学堂教

科書初級師範学堂教科書及女子小学女子師範教科書以至官話課本経臣等遴選妥員督飭編

纂已成初稿尚須審校年内当可陸続成書其初級師範学堂教授細目已行京師督学局及各省学

司編訂送部以備採択」  
10 筆者が、清末および民初期の出版事情を調査した結果、欧米の女子教育論の中国への紹

介は、民国 20 年以降に見られるようになり、日本の女子教育論教科書の翻訳よりだいぶ

遅れたことがわかった。例えば、『新女性教育』（原著はアメリカで出版された著書、何学

民訳、上海大東書局出版、 1933 年）、「女子教育論」『世界教育名著提要』（査士元・査士

驥編訳、上海新文化学会出版、 1928 年）、欧陽祖経著『欧米女子教育史』（商務印書館、

1926 年）等が挙げられる。  
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教女遺規、女学、婦学等ノ諸書ヨリ其精華ヲ取リテ編纂シツヽアリト云フ」11と

いう記事が掲載されている。つまり、日本側は清朝の女子用教科書についても

（男子用教科書と同様に）大いに関心を示し、清朝学部の編纂した女子用教科

書の内容がすべて中国の伝統的な女徳の教科書の再編であることなどを中心に、

日本の女子教育界に情報を提供して、そこへの参入を促していたと考えられる。 

清末の中国では科挙教育制度が崩壊しつつあり、それに代わるべき新しい教

育観が未だ形成されていないという状況の中で、日本から教育学関係の著書が

大量に翻訳・出版された。中国近代教育史において日本の教科書が最も多く翻

訳されたこの時期に、女子教育においても同様に明治の女子教科書が翻訳され

た。本章では、清末の女子師範学堂や教育者が日本の女子教育教材を必要とし

た事情を踏まえて、日本から翻訳された明治の女子師範講義および女子教育に

関する理論書が草創期の中国近代女子教育に果たした役割を究明する。  

日本の女子教育学教科書が中国語に翻訳されたことについては、日中文化交

流史や中国の近代教科書史の研究が数多く言及している。 12しかし、それらの

翻訳書を取り上げた研究は、筆者が調べた限りでは、中国で発表された黄湘金

の「三部日訳『女子教育（論）』在晩清中国」 13と大浜慶子の「中日両国女学交

流起点新探－以成瀬仁蔵『女子教育論』的著訳流伝為中心」14の二点しかない。

黄論文は、成瀬仁蔵著『女子教育』、永江正直著『女子教育論』と下田次郎著『女

子教育』の中国語翻訳版を取り上げているが、それらの翻訳内容については概

説するにとどまっている。大浜慶子の論文は、成瀬仁蔵著『女子教育』の中国

語翻訳版を考察するものであるが、中国に紹介されたその著書の内容に立ち入

って論じていない。本章では、この二点の先行研究の考察結果を参照しつつ、

成瀬仁蔵と永江正直の中国語翻訳版を考察する。また、長谷川乙彦著『新編女

子用教育学』、槇山栄次著『女子教育学教科書』、林歩荀、孫清如編訳『第二三

教育学史女子師範講義』、下田次郎著『女子教育』をも含めて、それらの著書の

翻訳史実と翻訳内容を考察し、その上で、近代女子教育制度成立期において日

本の女子教育学著書の翻訳が及ぼした影響を検討する。  

清末民初の教科書について研究した畢苑著『建造常識  教科書與近代中国文化

転型』 15の調査によると、清末民初（1901 年‐1924 年を指す）に翻訳された

                                                   
11 「女学教科書ノ編纂」（『東亜同文会報告』「時報」欄）、『近代日本のアジア教育認識・

資料編』第 17 巻所収、近代アジア教育史研究会、龍渓書舎、 2002 年、 376 頁。  
12 畢苑『建造常識  教科書與近代中国文化転型』（福建教育出版社、2010 年、290～ 300 頁）、

実藤恵秀『中国人留学日本史』（譚汝謙、林啓彦訳、香港中文大學出版社、 1982 年、 144

頁、 146 頁、 184 頁）による。  
13 『河北師範大学学報』（教育科学版）、 2007 年 7 月、第 9 巻第 4 期、 56～ 60 頁。  
14 『婦女研究論叢』 63 号、 2005 年 1 月、 51～ 57 頁。  
15 畢苑、前掲書（ 290～ 300 頁）による。  

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/808889
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/808889
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日本の教育学教科書は計 88 種あり、そのほとんどが 1901 年から 1907 年の間

に集中し、特に 1903 年の一年間に 24 種も翻訳されたという。これらは、明治

日本の教育学を代表する最高レベルの専門書の翻訳である。この時期には、「欽

定学堂章程」（1902 年）と「奏定学堂制度」（1904 年）によって近代教育が法

令化されたため、教育学の専門書の需要に備えて日本の教科書を大量に翻訳し

たと考えられる。その中に、女子教育学の教科書の翻訳は七種類ある。以下の

表にそれらの原著と翻訳書の書誌情報をまとめて示す。 16 

表 1：清末に翻訳された日本の女子師範学校用教育学教科書  

原著者  原著タイトル・出版社  訳者  訳書・出版社  

成瀬仁蔵  
『女子教育』・青木嵩山

堂、明治 29 年（ 1896）  

楊廷棟・周

祖培編訳  

『女子教育論』、譯書編彙社版、明

治 34 年（ 1901）、作新譯書局版、明

治 34 年（ 1901）初版、明治 35 年

（ 1903）再版  

永江正直  
『女子教育論』・博文館、

明治 25 年（ 1892）  
銭単士厘訳  

『女子教育論』、『教育世界』光緒

28 年（ 1902）12 月～光緒 29 年（ 1903）

1 月連載  

長谷川乙彦  

『新編女子用教育学』三

松堂、明治 36 年（ 1903）

10 月  

覃壽恭編訳  

『女子師範教育学』湖北新学界書局

発行、翔鸞社（東京）印刷、光緒 32

年（ 1906） 9 月  

佐口美都子  不明  靄辰訳  

『女子師範教育学』、『直隷教育雑

誌』光緒 33 年（ 1907）年～光緒 34

年（ 1908）連載  

宮田修講述  不明  
林歩荀・  

孫清如編訳  

『第二三教育学史女子師範講義』東

京並木活版所、光緒 34 年（ 1908） 3

月発行  

槇山栄次  

『女子教育学教科書』・

金港堂、明治 37 年（ 1904）

2 月初版、同年 5 月再版、

明治 42 年（ 1909）三版、

明治 43 年（ 1910）四版  

陳 憲 鎔 編

譯、許家惺

輯補  

『女子教育学教科書』群学社、光緒

34 年（ 1908） 12 月初版、宣統元年

正月（ 1909）三版  

下田次郎  
『女子教育』金港堂、明

治 37 年（ 1904） 12 月  
賈豊臻訳  

『女子教育』舌耕社、上海商務印書

館、宣統 3 年（ 1911）  

これらの教科書は、タイトルや序文において女子師範学校用教科書と明記され

ているか、或いは女子高等師範学校の教授が著したものである。上の表では中

国語に翻訳された時代順に沿って並べたが、本章では、それらを内容によって

「高等女学校および女子師範学校用教育学教科書」、「徳育・智育・体育・美育

概念の導入」、「女子を教育対象とした女子用教育学教科書」という三つの節に

分けて考察する。また、佐口美都子著『女子師範教育学』の原著および中国語

                                                   
16 この表を作成するには、前掲『建造常識：教科書與近代中国文化転型』を参考した。  
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翻訳版の所蔵は現在までのところ不明であるため、考察の対象から外す。  

第 1 節  高等女学校および女子師範学校用教育学教科書  

1.1 長谷川乙彦『新編女子用教育学』の翻訳  

長谷川乙彦（1870‐1939）は、愛知県の出身である。1891 年 3 月に愛知県

師範学校、1895 年 3 月に愛知県高等師範学校を卒業後、大分県師範学校と福井

県師範学校の教諭になった。1899 年から 1901 年まで教育制度及び教育学を学

ぶために東京高等師範学校研究科に入った。卒業後は学習院教授、東京高等師

範学校教授となり、1903 年 9 月に愛知県第一師範学校の教諭、1905 年からは

広島県高等師範学校教授を務めた。 17『新編女子用教育学』の表紙に「学習院

教授長谷川乙彦著」と記されているので、同書は彼が学習院教授を務めた時代

中に著したものと判断できる。  

長谷川は、『新編女子用教育学』について、文部省所定の教授要目に従ってい

るので、高等女学校教育科のほかに、女子師範学校及び女教員の講習用書にも

使用できると述べている。そして、教育学は「独り教師となる人にのみ必要の

学にはあらず、家庭に於て子女教育の天職を帯べる女子たるものは、必其の梗

概に通ぜざるべからず」18と考えて、「本書は、特に世の母たる人に向ひて、其

の一読を冀ふなり」 19としている。また、「従来の教育学教科書は、主として、

学校教育の方法を説き、家庭及び幼稚園の教育を節略せり、これ女子の教科用

に適せざる所以なり。本書は、特に重きを家庭幼稚園の教育に置きて論述した

り」20と女子に家庭教育法を教授する重要性を強調している。ここから、『新編

女子用教育学』は、女子高等学校や師範学校用教科書としてだけでなく、家庭

教育の重任を担う一般の女性も使用できるように意図されていることがわかる。

『新編女子用教科書』はこの性質を有していたからこそ、清国留学生の覃壽恭

（1875‐1938）に注目されて中国語に翻訳されたと考えられる。覃の翻訳書『女

子師範教育学』の凡例から彼が原著に求めるものが窺える。  

一、文部省の検定と女子高等師範教授黒田の校閲を経た女子師範学校用教

科書である。  

二、世の中の教育学論者の多くは学校教育を重んじる。が、原書は家庭を

教育の基とし、幼稚園が家庭を出る第一歩であり、これを教育の第一

歩としている本書だけが家庭と幼稚園に注目する。  

                                                   
17 長谷川乙彦に関しては『教育人名辞典』（Ⅰ、上、日本図書センター、1989 年）による。  
18 長谷川乙彦『新編女子用教育学』三松堂、序言による。  
19 同上。  
20 同上。  
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三、原書には幼稚園の編が非常に簡単であるため、編訳者は塚本岩三郎が

新しく出した幼稚園用手芸掛図とその図説を訳して追加した。 21 

つまり、訳者は、長谷川の著書を女子師範学校のみならず家庭教育の教科書と

しても使用することを目的として翻訳したのである。  

覃壽恭が『新編女子用教科書』を翻訳した時点では、前述した「女子小学堂

章程」「女子師範学堂章程」がまだ公布されていなかった。女子を対象とした教

育は、「奏定学堂章程」中の、「奏定蒙養院章程及家庭教育法章程」（光緒 29 年

11 月 26 日、西暦：1904 年 1 月 13 日）によって、蒙養院と家庭教育の範疇に

収められたのである。蒙養院は、三歳以上、七歳以下の幼児を保育し、教導す

る場所であり、各省府庁州県、および、大市鎭にある育嬰堂や敬節堂において

附設される。 22蒙養院では、女子師範生 23が保姆として、『孝経』『列女伝』『女

誡』『女訓』および『教女遺規』といった官編女教科書や家庭教育書を幼児に教

授する。同章程は、蒙養院教育と家庭教育のために、これらの伝統的な女子道

徳書のほか、下田歌子著『家政学』のような外国の家庭教育用書を翻訳して広

く配布する方針も採っている。 24これについて、多賀秋五郎は「小学堂にさえ

女子の入学を拒否している実状で、保姆の養成は困難であり、蒙養院の発展も、

あまり期待することが出来なかった。それで、幼児教育と女子教育は家庭に責

任を負わせるほかなかった」 25と述べており、当時の女子教育は主に家庭教育

として行われていたと考えられる。このように、女子を学校教育制度に取り入

れず、蒙養院や家庭での教育のみを認めていたこの状況において、覃壽恭によ

る『新編女子用教科書』の翻訳は、当時の女子蒙養院と家庭教育での家庭教育

書の需要に応えるだけでなく、将来の女子師範学校設立後にも備えて、教科書

                                                   
21 覃壽恭編訳、『女子師範教育学』の発凡の一条から三条による。原文：「一、経文部省之

検定與女子高等師範教授黒田氏之校閲為現下女師範通用之書、二、原著者之意謂世之言教

育学者多注重於学校而本書即以家庭為教育之始基而幼稚園為出家庭而就教育之歩初故独

注意於此二者、三、本書原本幼稚園一編至為簡単編訳者採塚本岩三郎氏本年新出之幼稚園

手技掛図並訳図説増入較為完備」  
22 「奏定蒙養院章程及家庭教育法章程・第二節」『中国近代教育史資料彙編  学制演変』(上

海教育出版社、1991 年、394 頁 )による。原文：「為保育 3 歳以上至 7 歳幼児之所、令女師

範生為保姆教之」  
23 官立の女子師範学堂が設立されるまえの女子師範生とは、外国の女子師範学堂や教会女

子師範学校の卒業生を指している。  
24 「奏定蒙養院章程及家庭教育法章程」は、下田歌子の『家政学』と記しているが、筆者

の調査によると、当時、中国に翻訳・紹介されたのは『家政学』（博文館、 1893 年）では

なく、下田の『新選家政学』（金港堂、 1900 年）である。同章程の外国書刊行、配布に関

する規定の詳細は、本研究第二章第一節「下田歌子著『新選家政学』の翻訳について」の

部分で扱う。  
25 多賀秋五郎著『近代中国教育史資料』（清末編、日本学術振興会、 1972 年、 49 頁）に

おける「蒙養院及家庭教育法章程」についての説明による。  
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として提供することもできるものであった。また、畢苑の著書に挙げられた清

末民初に翻訳された日本の教育学教科書のリストには、光緒 30 年（1904）に

長谷川乙彦原著の翻訳『新編童蒙養正教育学』（原名『女子用教育』、厳献章訳、

湖北訳書官局）の記載もあり 26、この翻訳タイトルからも、「奏定蒙養院章程及

家庭教育法章程」の公布に合わせて日本の家庭用教育学教科書を翻訳した当時

の状況が窺える。 27 

次は、訳者の覃寿恭についてみる。覃は、字達方、湖北省赤壁神山の出身で

ある。光緒 28 年（1902）に挙人 28となり、その後すぐ日本へ留学し、法政大

学を卒業した。帰国後、法政科の挙人となり、度支部財政学校の教授に任命さ

れた。民国成立後、国会参議院参議員、上海第二特区法廷の書記官、湖北省政

府官吏、湖北省秘書処の編集者、北平国立法政学校の教員、湖南官立法政学校

の教員を務めた。その著書として、『商業政策』、『経済政策要論』『日・仏産業

結合法令会編』などが挙げられる。このように、覃は直接女子教育に携わった

経験はないが、留学中に日本の女子教育事業に感心し、その翻訳によって中国

の女子教育を啓発しようとしたのである。日本に留学した清国知識人は、それ

ぞれの専攻分野を学び取るだけでなく、清朝を亡国の危機から救うためにさま

ざまな分野の先進的な知識に目を付け、中国に紹介するという役割も果たした。

このことは、湯化龍がその翻訳書に付した序文からも読み取れる。湯（1874‐

1918）は、覃と同じく日本の法政大学の卒業生であり、1914 年 5 月に民国教

育部の教育総長になった人物でもある。湯は序文において、中国の伝統的な婦

徳観による女子への束縛を批判し、日本の女子教育を見て、女子が国民の母で

あり女子教育は国民教育の基礎であるという認識を得たと表明している。彼は

覃の翻訳に対して、「覃が志のある人で、日本に留学して、女子師範教科書を最

初の翻訳対象とした。中略、女子師範教育を以って国民教育の胚胎とした」29と

その翻訳を評価し、「幼児教育を普及する根拠ともなり、女子師範教育を導入す

る源ともなる」 30とこの訳書への期待を表している。この翻訳書に関しては、

湯化龍だけでなく、法政大学の後輩や広東省学務公所に務めていた従弟らの支

持を得て序文を記し、また、東京に留学していた十数名 31の協力を得て校訂を

                                                   
26 畢苑、前掲書、 295 頁。  
27 長谷川乙彦の翻訳書に関しては、他に、『教育世界』において光緒 31 年（ 1905）2 月か

ら 3 月まで（第 93 号～第 95 号）連載された『教授原理』がある。畢苑、前掲書（ 294 頁）

による。  
28 明・清代では郷試に合格し中央で行う会試に応ずる資格を得た者を挙人といった。  
29 覃壽恭、前掲書、原文：「覃子者有心人也留学日本首取其女子師範教科書而訳之、中略、

以女子師範教育為国民教育之胚胎」  
30 覃壽恭、前掲書、原文：「由前之説則幼学普及之理之所根拠也。由後之説則女子師範之

理所導源也」  
31 翻訳書の凡例によると、彼らは法政大学、早稲田大学の留学生各 2 名および東京の女子



38 

行った。訳者の覃とこれらの清国留学生は、日本の女子教育を「文明国の教育」

と見なし、同書が清国女子教育の振興に貢献することを期待していた。  

1.2 槇山栄次著『女子教育学教科書』の翻訳  

同じ時期にもう一冊の女子師範学校用教育学教科書、槇山栄次著『女子教育

学教科書』が中国に紹介されている。この著作は、筆者の比較調査によって、

前項で挙げた長谷川乙彦著『新編女子用教育学』と形式から内容まで非常によ

く似ていることが判明した。槇山栄次（1867‐1933）は、山形県米澤市の出身

で、1886 年山形師範学校卒業後、東京高等師範学校に入り、 1891 年に卒業し

た。1897 年 10 月、29 歳で秋田師範学校長となり、ヘルバルト教育学の紹介や

秋田県の教育事業に大きな貢献を果たした。1900 年 1 月、北海道師範学校の校

長に転じた後に、1902 年女子高等師範学校 32の教授を務めた。『女子教育学教

科書』は、彼が女子高等師範学校に在職中の著作であり、1904 年に金港堂から

出版されている。槇山は、1905 年から 1908 年まで教育学教授法研究のために

ドイツとアメリカに留学し、帰朝後、文部省視学官となり、東京女子高等師範

学校教授を兼任した。1919 年から 1932 年までは奈良女子高等師範学校長を務

めている。教育学者としての槇山は、生涯教育研究の第一線に立ち、数多くの

教育理論書を著した。1897 年から 1899 年までに『新説教育学』、『新説教授術』

『各科教授法』、『実践教育学』、『新説学校管理法』などの教科書的な小冊子を

出し、明治 41 年に海外留学を終えた後に、その研究成果を著した『教育教授

の新潮』（1908 年）は影響力が大きかった。そのほか、『教育の段階に関する研

究』（1906 年）、『教授法の原理及実際』（1917 年）など数多くの著作を残して

いる。 33 

編訳者の陳憲鎔および許家惺に関しては、経歴は不詳であるが、許家惺は近

代教科書の翻訳や編集に携わった人物である。 34筆者が入手した翻訳書『女子

教育学教科書』は群学社が宣統元年（1909）正月に出版された第三版であり、

同書奥付の記載によると、初版は光緒 34 年（1908）に出されている。1908 年

12 月から 1909 年 1 月までの短期間に三版まで出されたことからも、 1907 年

以降に女子師範学堂の設立に合わせて、女子師範用教科書が大量に必要された

                                                                                                                                                     
留学生 9 名であるという。  
32 女子高等師範学校は、1886 年に東京に設置された最初の高等師範学校の女子部が、1890

年に独立した学校である。  
33 槇山栄次については、『図説教育人物事典』（上、唐澤富太郎編、ぎょうせい出版、1983

年、707‐ 709 頁）および『日本現代教育学大系』（第 11 巻、日本図書センター、1989 年、

1～ 2 頁）による。  
34 例えば、許は『最新女子修身教科書』（群学社、 1906 年初版、 1909 年再版）、  

『初等小学女子国文課本』（群学社、 1907 年）を編集した。  
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ことが窺える。原著者の槇山は、当時の高等女学校の教育科について「未来の

母をして、其職責を全くせしめんか為めなり。（中略）教育の本尊は、寧ろ家庭

に在り、而して母は実に其中心たり。中略。母の教育が、児童の発達に対して、

至重のものたること」 35は言うまでもないと家庭教育とそれを担当する母の役

割の重要性を指摘している。そして、著書『女子教育学教科書』に関しては、  

従来出でたる教育学書は、多くは学校教育を主眼としたるものにて、家庭

教育を主眼としたるものの如きは、実に寂寥の感なき能はず。（中略）本書

は高等女学校の教科書として編纂したるものなり、教師の用に供せんが為

めに非ずして、母の用に供せんが為なること、固より云ふまでもなし。故

に以て、重きを家庭教育に置き、且つ成るべく実用に適せんことを期した

り。 36 

と現行の教育学教科書が家庭教育を重視していないことを批判し、この著書を

家庭教育にも使用できるように考慮して編纂したことを強調している。ここで、

槇山が高等女学校の教育科や教育学教科書について示した認識は、前項でみた

長谷川乙彦のものとまったく同じである。また、長谷川の翻訳者が『新編女子

用教育学』の家庭教育用教科書としての使用を念頭においたのと同様に、槇山

の著作の翻訳者も同じ点で当時の中国の女子教育に役立つと考えている。  

女子高等学校には教育科が設けられており、その宗旨は教員の養成であっ

て、家庭教育者である母の養成ではない。それ故、教育学教科書の編集は

学校教育に偏重し、家庭教育を軽視している。しかし槇山栄次が著した『女

子教育学教科書』は、学校教育にも家庭教育にも使用できる。その上言葉

が簡潔で宗旨が正統であるため、我が国の女子師範学校、家庭教育および

保姆管理者用教科書として適切である。 37 

前項で論じたように、ここからも、中国の当時の状況が窺える。1907 年に「女

子師範学堂章程」が発布されたとはいえ、その頃の女子教育事業は主に蒙養院

や家庭教育によって実施せざるをえなかったため、学校教育だけでなく、家庭

                                                   
35 槇山栄次著『女子教育学教科書』金港堂、 1904 年、序言、 1 頁。  
36 前掲書、 2 頁。  
37 陳憲鎔・許家惺訳『女子教育学教科書』例言（ 1 頁）による。原文：「女子高等学校設

有教育一科是科宗旨所以養成師範而非養成母範也故編輯教育学教科書亦偏重学校教育而

畧於家庭教育惟日本槇山氏所著女子教育学教科書於学校家庭両方面皆極周密実兼師範母

範完備之教育且其詞旨簡賅宗旨純正適合我国師範女学及家庭教育保姆管理者之用」  
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教育と蒙養院でも使用できる教育教科書が必要とされたのである。  

訳者は、原著に女子の特性および女子ための特別教育に関する内容が少ない

ため、一部を付加し補ったという。そして、この編訳書を女子師範学校で使用

するために、清末の女子学堂の章程が規定した課程表や、女子師範、女子小学

堂の教育総要も付録とした。他分、長谷川乙彦著『新編女子用教育学』を翻訳

した覃は、「本書は原著から取り入れた箇所あり、削除した箇所あり、そして不

備な箇所を補い、（中国の実情に）適切かどうかを求めた」38と原著の内容に対

して翻訳の加減を行ったと記しているが、筆者が比較対照したところ、覃は下

表の第四編「幼稚園保育」の附編「幼稚園教育法」を追加した以外には、添削

した箇所はごくわずかであり、基本的に原著の項目に従って忠実に翻訳してい

ることがわかる。このように、原著者の長谷川乙彦も槇山栄次も同じ配慮と意

図から女子師範学校および家庭用教科書を著し、また、同じ理由から中国語に

翻訳されたといえる。  

1.3「教育科目」の教授要旨と「高等女学校教授要目」の関係  

ところで、前述したように、槇山と長谷川の著書は、その意図のみならず、

内容までほぼ一致している。このことは一体何を意味しているのだろうか。以

下に、それぞれの著書の目次と項目を表にまとめて示す。  

表 2：長谷川および槇山著書内容の比較 3 9  

 長谷川乙彦著『新編女子用教育学』  槇山栄次著『女子教育学教科書』  

第

一

編  

緒

論  

教育の意義、必要、限界、目的、

教育者、時期、教育学  

緒

論  

教育の意義、目的、時期、教育者、注意

事項  

第

二

編  

心

意

の

状

態  

心の観察法、心意状態の区別、意

識、注意、感覚、知覚及び直観、

知覚の発達及び教育、観念、記憶、

想像、概念、言語の発達、断定、

推理、感情、情緒、情操、意志及

び品性、心身の関係、個性  

心

の

状

態  

心の研究法、意識、注意、心の作用、感

覚、知覚及び直観、観念、観念の再生及

連合、記憶、想像、概念、言語の発達、

断定、推理、情感、情緒、情操、意、衝

動及本能、欲望及意志、知的陶冶徳的陶

冶、心身の関係、男児及女児、個性  

第

三

編  

家

庭

教

育  

家庭教育の要義・時期・方法、養

護、運動、鍛練、訓育  

家

庭

教

育  

家庭教育の必要（家庭教育之関係）、作

用、身体の養護、遊戯及手技、説話、命

令、賞与、処罰、家庭に於て防遏すべき

悪習、家庭の教育者  

第

四

編  

幼

稚

園

保

育  

幼稚園の本旨、保育の方法  

【附編：幼稚園教育法】  

幼

稚

園

保

育

法  

幼稚園之要義及びその目的、幼児保育法  

                                                   
38 原文：「本書於原本有節取処有竟刪去処有補其所不週備処務求其斟酌之適当」  
39 【】の中は、それぞれ翻訳者が翻訳書において新たに追加した内容である。  
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第

五

編  

学

校

教

育  

小学校の本旨、体育、教授、訓練、

家庭教育と学校教育、家庭教育と

国家の関係  

学

校

教

育  

学校教育の要義、小学校教育の要旨及び

方法、教授【附女子初等高等小学課程表】、

訓練  

   
結

論  

家庭教育と学校教育、家庭教育と国家【附

女子師範学堂教育総要、女子初等高等小

学堂教育総要】  

上の表に挙げたように、二書はほぼ同じ構成をとっており、また、それぞれ

の項目についての記述を比較してみたが、これもほとんど同じような内容であ

る。管見の限り、長谷川乙彦著『新編女子用教育学』と槇山栄次著『女子教育

学教科書』の類似関係を指摘する先行研究はない。しかし、槇山栄次著『女子

教育学教科書』には、明治 37 年（1904）5 月の再版の表紙に女子師範学校教

育科用教科書として「明治三十七年六月六日  文部省検定済」の記載があり、明

治 43 年（1910）の訂正 4 版にも高等女学校教育科用教科書として「明治 43

年 1 月 31 日  文部省検定済」の記載がある。他方、内容的に非常によく似てい

る長谷川乙彦著『新編女子用教育学』には「文部省検定済」の記載がなく、再

版もされていない。  

他方、長谷川乙彦は『新編女子用教育学』の序言に「本書は文部省所定の教

授要目に遵った」と述べ 40、また、「本書は、文部省の高等女学校教授要目中教

育科の立案者たる、黒田女子高等師範学校教授の校閲を経、其の懇切なる指示」

41を受けたとも記しているので、同書は当時の女子高等師範学校の教授要目に

準じて構成したのではないかと推測される。そして、槇山栄次著『女子教育学

教科書』訂正 4 版の「訂正緒言」には、「本書は元来教授要目に據りて編纂せ

られたるもの」 42という記述がある。そこで、明治期の女子高等師範学校の教

授要目を調査した結果、長谷川乙彦および槇山栄次の著書の構成は、明治 36

年 3 月 9 日文部省訓令第 2 号の「高等女学校教授要目」が規定した「教育」科

目の内容とまったく同じであることが明らかになった。その規定は以下のよう

である。  

緒論  

心ノ状態  

心ノ観察法、意識、注意、感覚、知覚、観念、記憶、想像、概念、言語

ノ発達、断定、推理、感応、情緒、情操、衝動、本能、欲望、意志、知

的及徳的陶冶、心身ノ関係、男児及女児、個性  

                                                   
40 長谷川乙彦、前掲『新編女子用教育学』（ 1 頁）序言一による  
41 前掲『新編女子用教育学』（ 2 頁）序言五による。  
42 『女子教育学教科書』（訂正 4 版、明治 43 年 1 月）の「訂正緒言」（ 4 頁）による。  



42 

教育  

家庭教育、児童心体ノ養護、遊戯及手技、説話、命令賞罰  

幼稚園保育、其ノ方法  

学校教育、教授、訓練、家庭教育ト学校教育、家庭教育ト国家 43 

表 2 と比較してみると、長谷川の著書は下線部の内容を扱っていないこと以

外に、長谷川と槇山の著書は完全にこの高等女学校教授要目に従ってそれぞれ

の女子用教育学教科書を著したといえる。長谷川と槇山は、この教授要目は、

高等女学校や女子師範学校といった学校教育にも家庭教育にも用いることがで

き、女子を教育者として育成するに適切であると認識している。このように、

この二書の原著者も翻訳者も女子を学校および家庭の教育者として育成すると

いう立場においては共通しており、また、具体的な育成法に関する認識も一致

している。この二書の内容を具体的に考察する前に、「女子師範学堂章程」（1907

年）の教育科目の教授要旨と明治の高等女学校の教育科目教授要目の関係につ

いて指摘しておきたい。  

1907 年に女子学校教育を最初に制度化した「奏定女学堂章程」中の「女子師

範学堂章程」は、女子師範学堂の宗旨を「女子小学堂教習を養成し、ならびに、

幼児保育の方法を講習する。そして、家計を補い、家庭教育に有益であること

を期す」 44と規定している。つまり、女子を教育者として育成するために制定

したものであり、同じ「奏定女学堂章程」が規定した女子小学堂の教授科目と

比較すると、女子師範学堂は女子小学校の教員を養成するために、「教育」とい

う科目が特別に設置されている。しかも、「教育」はもっとも重要な科目「修身」

の次に置かれており、女子師範教育におけるその重要性が窺える。また、教育

科目の要旨については、以下のように規定している。  

その要旨は、（女子生徒に）女子小学堂教育、蒙養院保育、および家庭教育

の趣旨と法則を会得させ、ならびに教育者の精神を修養させる。その教授

程度については、まず、教育原理を教えることで心理学の大要と男女の区

別を了解させ、ならびに徳育知育体育の知識を明解にさせる。次に、家庭

教育法、蒙養院保育法、小学堂の一切の教授管理訓練法を教授する。そし

て、（女子生徒に）家庭教育と学堂教育の関係および家庭教育と国家の関係

を理解させる。また、（女子生徒に）附属女子小学堂および蒙養院で生徒と

                                                   
43 『高等女学校関係法令の沿革』文部省教育調査部、調査資料、第 2 輯、1941 年、72 頁。  
44 「女子師範学堂章程」「立学総議章第一」、前掲『学部官報』第一冊、 315 頁。原文：「女

子師範学堂以養成女子小学堂教習並講習保育幼児方法期於裨補家計有益家庭教育為宗旨」 



43 

幼児の保育を実習させる。 45（引用者下線）  

この下線部の内容を、明治 36 年（1903）3 月 9 日文部省訓令第 2 号の高等女

学校教授の教育科目要目の規定と照合すると、清国の「女子師範学堂章程」の

教育科目教授要旨は、明治の高等女学校の教育科目教授要目を全面的に取り入

れた内容となっていることが分かる。これは、1907 年以前に中国に翻訳された

長谷川乙彦著『新編女子用教育学』の記載から「女子師範学堂章程」に組み込

まれたのか、あるいは清政府が派遣した日本教育考察団の紹介活動によって中

国に導入されたのかは判断できないが、日本から取り入れたものであることは

確実であろう。  

このような事情から、「女子師範学堂章程」の教育科目に対する要求を、清末

に紹介された長谷川と槇山の著書が完全に満たすことができたのは当然であっ

たといえる。  

次に、長谷川と槇山の著書についてみる。  

まず、二書ともに三つの教育法を紹介する前に「心の状態」の編が設けられ、

人を教育するにはまずその心、特に児童の心意状態を研究する必要があるとい

う。そこで挙げられたものは当時の教育心理学の内容と思われる。日本では、

明治初期にすでに西欧の心理学専門書の翻訳が始まった、例えば、最初に体系

的な心理学の知識を日本に持ち込んだ西周は、約瑟
ジョセーフ

・奚般
ヘーヴン

の『心理学』（ 1875

年‐1876 年）を翻訳し、井上哲次郎は『倍因
ベ イ ン

氏心理新説』（1882 年）を翻訳し

ている。さらに、同志社英学校や東京師範学校などの教員養成学校においても

教育心理学が一つの科目として教授された。しかし、日本における心理学の受

容と展開を研究した佐藤達哉 46によれば、その時期に日本に紹介された心理学

は、実証に基づく経験的な心理学ではなく、概念的・規範的な学説であった。

一方、清末の日本教科書翻訳ブームの中では、心理学の教科書も翻訳対象とな

った。47例えば、大瀬甚太郎・立柄教俊著『心理学教科書』（金港堂、1902 年、

訳書は張云閣訳、直隷学務処排印局印行、1903 年）、服部宇之吉が清国京師大

学堂師範館のために著した『心理学講義』（東京東亜司、1905 年初版、1906 年

再版。商務印書館の版もある）などがある。これらの教科書が扱っている心理

                                                   
45 原文：「教育其要旨在使理会女子小学堂教育蒙養院保育及家庭教育之旨趣法則並修養為

教育者之精神其教課程度先教以教育原理使知心理学之大要及男性女性之別並使明解徳育

智育体育之理次教以家庭教育之法次教以蒙養院保育之法次教以小学堂一切教授管理訓練

之法並使知家庭教育与学堂教育之関係及家庭教育与国家之関係次使於附属女子小学堂及

蒙養院実地練習教授生徒及保育幼児之法則」  
46 佐藤達哉・溝口元編著『通史  日本の心理学』北大路書房、 1997 年  
47 畢苑、前掲書（ 298～ 299 頁）に収録された翻訳書リストによると、清末民初に翻訳さ

れた日本の心理学教科書が計 11 種類あったという。  
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学の内容は、長谷川と槇山の著書の内容と基本的に一致し、佐藤が指摘した実

証に基づく経験的な心理学ではなく、当時の教育心理学の基本用語についての

解説である。だが、これらの心理学教科書の翻訳には、女子を対象としたもの

が一冊もないので、女子師範学堂における心理学の教授は、長谷川乙彦と槇山

栄次の著書に扱われた「心の状態」の部分のみによって実施されたと推察され

る。長谷川と槇山の著作も含めて、清末の日本の心理学教科書の訳者が忠実に

翻訳したこと、そして清末民初の学校教育でそれらが教授されたことによって、

教育の領域における心理学の基本理論が定着し、その基本用語はいまでも使用

され続けている。  

長谷川と槇山は、このような心理学の理論を基礎に、家庭教育、幼稚園保育

法、学校教育について論を展開している。まず、家庭教育については、父母を

家庭内の主たる教育者として、身体上の養護と精神上の訓育の二つの分野に分

けて「養護、運動、遊戯、手技、説話、命令、賞与、課罰」といった項目を説

明している。次の幼稚園保育の編では、二者ともに幼稚園教育の重要性を強調

し、具体的な保育方法としては家庭教育で行われる「遊戯、唱歌、説話、手技」

という四つの教育法の実施上の注意点を説明している。『新編女子用教育学』を

訳した覃は、この部分の補説として塚本岩三郎著『幼稚園手技図説』を附し、

幼稚園で行われるべき手技の教授内容を加えた。最後の学校教育に関しては、

二者ともに小学校教育を取り上げている。小学校の教育要旨は、「児童身体の発

達に留意して、道徳教育及国民教育の基礎、并其生活に必須なる普通の知識・

技能を授くる」48ことであり、二者ともにこれを、「教授・訓練・（体育）」に分

け、以下の項目を設けてその方法を紹介している。  

表 3：『新編女子用教育学』と『女子教育学教科書』の内容比較  

 長谷川乙彦『新編女子用教育学』  槇山栄次『女子教育学教科書』  

教

授  

目的、興味、教科目、教則（教授内容）、教科の

排列（課程表）、教授法（直観、予備、提示、思

考、連結、統括、応用）教授の方式（提示的、開

発的）教師の心得  

教科目、課程表、教授細目、教

授案、教授段階（予備、提示、

総括、応用）、教授の形式（提

示的、開発的）  

訓

練  

目的、要儀、方法（示例、看護、命令、勧告及戒

論、承認及避難、褒賞、懲罰）  

手段（命令、勧戒、示例、看護、

賞罰）  

体

育  
光線、空気、清潔整頓、姿勢、休憩、復習、運動  

 

この表で示したように、槇山が体育の方法を省き、全体的に簡潔化している

                                                   
48 槇山栄次、前掲書、 104 頁。  長谷川乙彦の著書にも同要旨を引用した。  
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が、基本的に両者は同じ教育方法を取り上げているといえる。最後に、学校教

育と家庭教育・国家教育との関係をまとめている。清末の中国に翻訳された長

谷川と槇山の著書は、女子教育関係専門書において初めて家庭・幼稚園・学校

での教育方法とその注意点について論じたものであり、女子が家庭教育・蒙養

院教育・学校教育の担い手になるための専門知識を提供し、女子教育における

心理学の知識の普及に寄与したのである。また、中国人の訳者たちは、槇山と

長谷川の著書の内容が非常に似ていることに気付かないままに翻訳・出版した

とはいえ、日本に留学することで得た見識によって中国の女子教育に役立つ知

識について共通の認識を持っているといえる。  

第 2 節  女子師範教育における「徳育・智育・体育・美育」概念の導入  

前項で考察したように、1907 年の「女子師範学堂章程」が規定した教育科目

要旨の大半の内容は、日本の明治 36 年 3 月 9 日文部省訓令第 2 号の高等女学

校教授の教育科目要目を模倣したものである。しかし、その残りの部分は、明

治 19 年 10 月に文部省令が定めた「女子師範学科の学科目」 49の教育科目の教

授要旨とほぼ同じであることがわかった。先の引用文中の「徳育知育体育の知

識を明解にさせる」 50「小学堂の一切の教授管理訓練法を教授する」 51「生徒

と幼児の保育を実習させる」 52という部分である。この内容は、明治 19 年 10

月文部省令「女子師範学科の学科目」中の「教育」科目についての規定「智育

徳育体育ノ理、学校管理法、教授法、教育史、批評及び実地授業」 53（引用者

下線）と重なっている。ただ、日本側の「智育徳育体育ノ理」という箇所の順

序が「使明解徳育智育体育之理」と変更されており、日本側の「智育」重視に

対して、中国のほうは「徳育」に重きを置いたことがわかる。女徳の重要性に

ついては、「女子師範学堂総要」の第一条において以下のように記している。  

中国は代々女徳を崇重し、娘として妻として母としての道理は、先代の知

識人が諸経典史書において記述している。今日、女子師範生徒を教えるに

は、第一にこれ（女徳）を重視し、在学中は、貞静・順良・慈淑・端倹な

                                                   
49 明治 19 年 4 月、文部省は「師範学校令」を発布し、同年の 10 月に高等師範学校生徒

募集規則、卒業生服務規則、学科及其程度を定められた。桜井役『女子教育史』（日本図

書センター、 1981 年、 96 頁）による。また、この師範学校令ならびにその後これに関連

して設けた諸規定によって、小学校・中学校・帝国大学とは全く別個に独立した教員養成

のための師範学校制度が確立されたという。『学制百年史』（記述篇、文部省、 1972 年、

382 頁）による。  
50 原文：「使明解徳育智育体育之理」  
51 原文：「小学堂一切教授管理訓練之法」  
52 原文：「実地練習教授生徒及保育幼児之法則」  
53 同上。  
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どの美徳に勉め、中国古来の礼教と風俗に背いてはならない。一切の放縦

および自由に関する言説（原文注：男女の区別を慎まないこと、自由に結

婚相手を選ぶこと、あるいは、政治上の集会や演説を行うなどのこと）を

厳重に取り締まり、風俗習慣を維持すべきである（原文注：中国の男は、

女を低く看做し、或は女に対する公平さを失っている。これも弊習である

ので男子教育において矯正し改良するべきである。女子教育に関しては、

父母と夫に従うことを主に教育すべきである。） 54 

清朝廷は、女子に学校教育の機会を提供する前提として、先祖代々重んじてき

た道徳の修養を第一位においた。よって、清学部は、徳育を重視するこの女子

教育方針に基づいて、日本の教育科目を導入した際に「徳育」を「智育」の前

に配列したのである。  

清学部による日本の女子教育法令の模倣の姿勢は、「女子師範学堂章程」の制

定を皇上と西太后に奏請する「奏陳詳議女学堂章程摺」に、「朝廷は鋭意学校教

育を振興し、日本と欧米の規則を兼ねて採る、（中略）東西各国の教育法のなか

に、中国の礼儀風俗に合致し、教育に有益なものがあれば模倣する」 55という

文面からはっきり窺える。この採用の基準からみれば、女子師範学堂に導入さ

れた明治女子師範学校の「教育」科目とその教授要旨は、中国の「礼俗」に合

致し、中国の女子教育に有益なものと判断されたことがわかる。  

よって、清末の「女子師範学堂章程」の教育科目の教授要旨は、明治 19 年

10 月文部省令「女子師範学科の学科目」の教育科目要目と明治 36 年 3 月 9 日

文部省訓令第 2 号の高等女学校教授の教育科目要目の両方を盛り込んで制定し

たもとといえる。 56 

このように、清朝学部は、明治日本の女子高等学校や女子師範学校の教育科

目をモデルとして女子師範学堂の教育科目内容を作成したが、それを教授する

                                                   
54 「女子師範学堂教育総要」、前掲書、『学部官報』、 315 頁。原文：「中国女徳歴代崇重、

凡為女為婦為母之道、徴諸経典史冊先儒著述歴歴可據、今教女子師範生首宜注重於此務時

勉以貞静順良慈淑端倹諸美徳、総期不背中国向来之礼教与懿媺之風俗、其一切放縦自由之

僻説（原文注：如不謹男女之辨及自行択配或為政治上之集会演説等事）」務須厳切屏除以

維風化（原文注：中国男子間有視女子太卑賤或待之失平充者此亦一弊風但須於男子教育中

注意矯正改良之至於女子之対父母夫婿総以服従為主）」 315 頁。  
55 「奏陳詳議女学堂章程摺」『学部官報』第一冊、国立故宮博物院印行、 1980 年、 314～

315 頁。原文：「朝廷鋭意興学兼采日本欧米規制、（中略）凡東西各国成法有合乎中国礼俗

裨於教育実際者則倣之其於礼俗実不相宜者則罷之」  
56 民国 8 年（ 1919）年 6 月の教育部訓令第 239 号「北京女子高等師範学校暫行簡章」が、

国文部・外国語部・史地部・数物化学部・博物部・家事科の預科と本科の科目設置に、倫

理科目の次に教育科目を置いていることから、清末に日本から取り入れた女子師範学校の

教育科目は少なくとも民国初期まで引き継がれていたことがわかる。『中国近代教育史  資

料彙編』（実業教育、師範教育、璩鑫圭、童富勇、张守智编、上海教育出版社、 2006 年）

による。  
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ための教科書がまったく準備できていなかったため、日本で実際に使用されて

いた女子用教科書の訳書に頼るしかなかった。以下に成瀬仁蔵著『女子教育』

および永江正直著『女子教育論』の中国語翻訳版を取り上げて、中国の女子教

育に「徳育・知育・体育・美育」の概念が導入されたことについて考察する。  

 

2.1 成瀬仁蔵著『女子教育』の翻訳  

成瀬仁蔵（1858‐1919）は、山口県吉敷藩士小左衛門の子として生まれた。

1877 年大阪浪花教会で受洗し、同年梅花女学校の相談役となり、翌年に主任教

師になった。その後、奈良の郡山教会、新潟教会の初代牧師を務めた。 1888

年に新潟女学校を創立し、キリスト教の立場から独自の教育を開始した。そし

て、北越学館創立にも関係した。1890 年、成瀬は女子教育の考察と宗教を研究

するために、アメリカに渡り、アンドバー神学校、次いでクラーク大学で勉学

して 1894 年に帰朝した。1896 年女子大設立を宣言し、1901 年に日本女子大

学を設立した。 57成瀬は、日本の女子高等教育の開拓者であり、明治の女子教

育に多大な貢献を果たした人物である。  

『女子教育』は、青木嵩山堂から 1896 年に出版された。成瀬は、例言にお

いて「本書の目的は主として高等女子教育を論究する」ことであると明言して

いる。彼は、アメリカから帰国後、1894 年に梅花女学校第四代の校長となり、

梅花女学校を女子高等教育の拠点としてアメリカ留学で得た女子教育構想を実

践するためにさまざまな改良を行ったが、諸般の事情でうまくいかなかった。

その後彼は、長年女子教育に携わった経験や研究、そしてアメリカでの心得を

『女子教育』にまとめた。その内容は、明治女子教育の方向を示し、女子高等

教育を実施するための理論を説いたものである。中嶌邦の考察によると、『女子

教育』は、成瀬が梅花女学校校長を務めた二年目の夏期休暇中に構想し、同志

社で教鞭をとっていた麻生正蔵の実家に通い、二人の共同作業で二か月を費や

して完成させたものである。が、麻生正蔵の固辞によって、著者としては名前

を記さなかった。58同書は出版されて間もなく、『六和雑誌』、『女学雑誌』、『同

志教育』など教育関係の雑誌に書評が相次いで出て、好評であった。  

『女子教育』は、二つの出版社によって『女子教育論』というタイトルで中

国語訳版が発行された。それぞれの奥付は以下の通りである。  

                                                   
57 成瀬仁蔵については、『図説教育人物事典』（下、唐澤富太郎編、ぎょうせい出版、1983

年、 908～ 919 頁）および『成瀬仁蔵』（中嶌邦著、吉川弘文館、 2002 年）による。  
58 中嶌邦『成瀬仁蔵』吉川弘文館、 2002 年、 98 頁。  
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このように、両者は、発行所が異なるほかは、編輯者、発行者、印刷所、印

刷と発行の日付（初版）がすべて一致していることがわかる。ただし、作新譯

書局のほうは再版が出ている。また、筆者が、中国首都図書館と東京都立図書

館で収集した二つの版を比較した結果、両者はもともと同じ編訳者なのでその

内容までも全く一致していることがわかった。編輯者の楊廷棟と発行者の周祖

培 59は、譯書編彙社 60が成立した当初の主要メンバーであり 61、また、『女子教

                                                   
59 楊は、字翼之、南洋公学の出身で、周は、字仲蔭、天津水師学堂の出身である。二人は

清国第一期の留学生として日本に派遣され、文部省が中国人留学生のために設立した予備

学校で勉強した。その後、二人とも東京専門学校に入学した。『女子教育』が翻訳された

当時は、楊はまだ在学中で、周はすでに卒業していた。楊は、 1902 年に帰国し、商務大

臣が設立した南洋公学訳書院に雇用され、『路索民約論』（ 1903 年）『政教進化論』（加藤

弘之著、 1903 年）を翻訳した。  
60 実藤恵秀（前掲書、『中国人留学日本史』、145～ 148 頁）によると、譯書彙編社は、1900

年に在日の留学生団体「励志会」が東京で設立した翻訳・出版の団体である。社長は、東

京専門学校を卒業した戢翼翬である。上海に総発行所を、北京、香港、台湾、浙江省等十

数か所に販売処を設けた。この出版社は、日本の書籍や日本語に訳された欧米の書籍を中

国語に翻訳したものを、定期刊行物『訳書彙編』（月刊）に連載し、一冊の連載が完結す

ると単行本として出版するという形をとった。第 11 期で終刊を迎えている。同社の分社、

教科書訳輯社からは、東西の新教科書を編訳し、各省学堂の採用に備えている。譯書彙編

社の翻訳・出版活動は清末の思想啓蒙運動に大きな役割を果たした。その影響力について、

梁啓超は、「能輸入文明思想、為吾国放一大光明、良可珍誦」（梁啓超「清議報一百冊祝辞

並論報館之責任及本館之経歴」『飲氷室合集・飲氷室文集之六』中華書局、1989 年、53 頁）

と評価している。  

譯書彙編発行所版『女子教育論』奥付  
（中国首都図書館所蔵）  

 

 

 

作新譯書局版『女子教育論』奥付  
（東京都立図書館実藤文庫所蔵） 
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育』の中国語訳が刊行される前に、すでに同社の出版物『譯書彙編』の 1901

年第 3 期（3 月）「譯書彙編社発行書目」の広告に掲載されている 62ので、『女

子教育』は、譯書編彙社によって中国語に翻訳されたと考えられる。その後、

譯書編彙社の社長戢翼翬 63は、下田歌子と共同で作新訳書局を設立したため、

『女子教育』の翻訳はこの二社から出版されたことになったと推測される。ま

た、二社ともに東京並木活版所という印刷所を使用し、東京で印刷を行ったが、

譯書編彙社は主に日本で発売したのに対して、作新訳書局 64は中国国内で販売

活動を行った。また、この訳版『女子教育論』は、1902 年に上海で復刊された

『女報』において第一期（1902 年 5 月 8 日）から第九期（1902 年 12 月 30 日）

まで連続して広告が掲載され、宣伝されていた。このように、成瀬の『女子教

育』は中国近代女子教育事業が発足する前の段階において、当時の日本の最も

先進的な女子教育論として中国に紹介され、中国で初めて系統的に女子教育理

論を紹介した翻訳書であったといえる。  

成瀬は序文において「近時の形勢と本邦女子教育の現状とは、余をして沈黙

の徳を破り筆を執て」『女子教育』を著しめたと執筆理由を記している。また、

第一章「女子教育の方針」でその「現状」を詳しく説いている。  

本邦現時の高等女子教育は、頭初より専門様の実用教育に重きを置き、智

識藝能、悉く直接に妻たり、母たるものに、実益を興ふるものを尊ぶに外

ならず。而して其の目的は賢母良妻を養成するに在りと云ふ。（中略）鳴呼

是れ果して東方新興国たる日本の賢母良妻を造るの道なるか。（中略）真正

の賢母良妻を得る能はざるもの多きは、抑も何ぞや。是れ他をし余りに女

子教育を狭隘にし、女子の発達を障碍するに由らずんばあらず。 65 

成瀬が帰朝した当時、公教育における男子優先政策や、特に中等教育以上は男

女別学の制度が女子教育の遅滞をもたらしていた 66。彼は、この状況（成瀬が

いう高等女子教育は実際には中等教育に当たる）について、良妻賢母主義とい

う教育理念のもとで、実用教育を偏重し、知育を軽視する方針を批判し、裁縫

                                                                                                                                                     
61 実藤恵秀、前掲書、『中国人留学日本史』、 146 頁。  
62 同上、 175 頁。  
63 戢翼翬（ 1878‐ 1908）は、湖北省の出身で、1896 年に総理各国事務衙門によって最初

の留日学生として選抜された。 1899 年に、嘉納治五郎の亦楽書院（後、宏文書院と改名

した）を卒業後、東京専門学校に入学した。  
64 作新社については『西学東漸與晩清社会』（熊月之著、中国人民大学出版社、 2010 年、

514 頁）による。  
65 成瀬仁蔵『女子教育』青木嵩山堂、 1896 年、 9～ 10 頁。  
66 深谷昌志『良妻賢母主義の教育』、黎明書房  、 1981 年  
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や手芸などといった実用的な教育内容を、女子教育と女子の発達を妨げるもの

と認識している。このような現状に対して、成瀬は以下の三つの方針を提示し

た。  

一、重きを普通教育に置くべし  

二、女子の天職を盡すに足るの資格を養はしむべし  

三、国民たる義務を完うするの資格を養ふべし 67 

彼は、女子を人として、つまり男女を区別せず教育することを第一位に置い

たが、その次に強調したのは、女子の良妻賢母としての養成である。さらに、

その良妻賢母が国民としての資格を全うできるようにするためには道徳・知識

芸能などを身に付ける教育を施さなければならない。  

成瀬の以上の認識に対して、中国語翻訳書は、「欧米の女子教育が目覚ましく

進歩している。近頃はその船が太平洋に来航し、東にある日本はその利益を受

けたのに対して、我が中国はまだなにもかも昔のままである」 68と中国におけ

る女子教育実施の遅れを批判する一方、「家に良妻と賢母があれば、それも人生

極楽の境である」 69として、従来の良妻賢母の教育を批判する成瀬の立場を踏

襲せず、女子を良妻賢母として養成することに満足する自らの立場を表明して

いる。成瀬著『女子教育』の翻訳について訳者は、「中国の女子教育を振興しな

ければならない、これは、のどが渇いた者に対する水、飢餓の者に対する食の

重要性と変わらない。よって、中国女子教育の嚆矢として本書を訳す。『女子教

育』の観点は先進的なところがあるが、これに関しては有識者とともに検討す

る」 70と記して、成瀬が主張する高等女子教育が中国の現状に適さない点があ

ることを認めたうえで、『女子教育』が中国の女子教育に与える好影響を期待し

て翻訳したのである。  

次に、中国語に翻訳された『女子教育』の内容についてみる。以下に、原著

と翻訳書の目次を対照させて比較する。  

 

                                                   
67 成瀬、前掲書、 12～ 25 頁。  
68 『女子教育論』（本章における『女子教育論』の引用は、すべて譯書編彙社蔵版による）

の序文による。原文：「欧米女学日新月異近且航太平洋而東日本甞稍受其益靦吾中国猶罔

如焉」  
69 原文：「夫室有良妻有賢母亦人生極楽之境」  
70 原文：「中国女学之不可不興與渇者之飲飢者之食無殊矣因譯是編為中国言女学之嚆矢雖

其説猶有進乎此者願與有志之士共肩斯任可耳」  
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表４：成瀬仁蔵著『女子教育』とその翻訳版の内容比較  

 成瀬仁蔵著『女子教育』  楊廷棟訳『女子教育論』  

第一章  女子教育の方針  宗旨  

第二章  
智育：（智育と女性、本邦の高
等女子教育の方針、本邦高等女
子教育の程度）  

徳育：（総論、女徳、培養女徳之法） 

第三章  
徳育：（徳育の目的、女徳、女
徳養成の方法）  

智育：（総論、日本女子教育法、日
本高等女子教育之程度）  

第四章  

体育：（体育と智徳両育との関
係、女子体育の本邦に必要なる
所以、本邦体操の改良振起の必
要、体育の略史、欧米現行の体
操法、体育の目的、方法、本邦
女子体育の振起策）  

体育：（総論、女子体育、体操、体
育略史、欧米現行体操法、体育之宗
旨、方法、振興日本女子体育策）  

第五章  実業教育   

目次からみると、訳者は、まず、原著の「智育・徳育・体育」という配列の

順序を「徳育・智育・体育」に変更した。これは、「女子師範学堂章程」を制定

した学部官僚が日本女子師範学校の科目を導入した際に「教育」科目に対して

行った変更とまったく同じである。ここから、清朝政府も日本に留学した知識

人も中国の女子教育事業を展開するうえで最も重視したのが道徳の教育であっ

たことが窺える。そして、訳者が序文において記した原著の「先進的」な観点

には、おそらく削除された第五章の「実業教育」も含まれていたと考えられる。

また、筆者が両者の内容を照合した結果、訳者は成瀬の基本的な観点に従って

原著の内容を忠実に翻訳したことが判明した。よって、以下は、翻訳版の目次

を追って中国に紹介された成瀬仁蔵の女子教育理論を考察する。  

訳者は、成瀬が提出した「智育・徳育・体育」という女子教育方針の順序を

修正して、徳育を第二章においた。よって、まず、第二章「徳育」の内容から

考察する。成瀬は「徳育の目的は凡て女子を傑女烈婦となすにあらず」 71と儒

教的な婦徳観をはっきりと否定し、以下の三点の特性を検討して、独特な「女

徳」観を提出した。その特性を以下にまとめてみる。  

一、慈悲と残忍：女子は慈悲心に富み、慈善事業に参加し、病人を看護し、

弱者を憐み、扶助する傾向がある。残忍さについては、復讐心や、僕

婢を虐待し、継子を呵責するなど。  

二、愛情と嫉妬：女子の夫に対する情、両親や兄弟姉妹に対する愛と、愛

するものが奪われると愛情が嫉妬となる。  

                                                   
71 成瀬仁蔵、前掲書、 120 頁。  
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三、勇気と懦弱：女子の勇は、主に道徳的、及び情緒的である。女子の懦

弱は、肉体の微弱という。 72 

ここから、成瀬は「将来の日本が希望する所の女子は、その慈悲心の範囲を拡

大し、以て日本帝国を包含し、優美に加ふるに精神上の勇気を以てし、従順な

るも而かも見識あるもの是れなり」 73という「女徳」の理想像を得た。このよ

うな「女徳」は、儒教が規定した女徳と同様、女子に娘として、妻として、母

としての役割を求める一方で、儒教の「三従四徳」 74観を退けるものである。

「三従」は、女性の意思を抹殺し、一方的に「従う」ことだけを要求する。成

瀬が提出した「女徳」は、「従う」ことではなく、女性の特性に基づいた「愛情」

であり、その「愛情」によって日本に貢献する能力である。この「女徳」を養

成するには、万有（宇宙）・学芸・社会・国家・宗教に接触し、各人が自発的・

自立的・積極的に自己を開発育成する方法をとる。そして、従来の外からの道

徳の注入を批判し、自己の内からの属性の養成を主張している。儒教的女徳観

を否定する成瀬の「女徳」観は、清朝の留学生であった訳者にとって「先進的」

観点であったことが想像されるが、彼らはその「女徳」観を認めて原著のまま

に中国に紹介した。ただし、訳者は原著の「女徳」の節で扱われる教員と寄宿

舎に関する内容は省いている。  

次に、「智育」の章をみる。成瀬は、第二章の冒頭において「高等女子教育の

主要なる部分は智育にして、其の智育の主眼は知力即ち思考力を発達せしむる

に在り」75と女子高等教育における智育の重要性を指摘している。訳者は、「智

育」の章より「徳育」の章を優先して配列したにもかかわらず、「智育」の重要

性に対する成瀬の指摘を改変せずその内容を忠実に紹介した。成瀬は、日本の

高等女子教育のレベルが尋常中学以下という問題点を指摘し、欧米諸国の女子

高等教育の発達状況を紹介して、日本の女子のために智育を主旨とした高等教

育の必要性を論じた。成瀬は、まず、第一節において、アメリカの考察で得た

研究資料と実際の女子高等教育実施例に基づいて、女子の脳力・女子の健康・

女徳・遺伝・男女交際・女子の教育事業・女子の社会事業といった項目と智育

の関係を論じ、女子高等教育に反対する考え方に反論する。そして、第二節で

は、欧米の高等女子教育をそのまま模倣するのではなく、日本の国勢に適した

                                                   
72 同上、 121～ 134 頁。  
73 同上、 139 頁。  
74「三従」は幼時には父に従い、嫁いでは夫に、老いては子に従えという教えである。こ

れに対して「四徳」は日常の心がけ、婦徳（道徳）、婦言（言葉遣い）、婦容（身だしなみ）、

婦功（家事）を指す。  
75 成瀬仁蔵、前掲書、 31 頁。  
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教育方針を提出した。具体的には、現行の実用、実利主義ではなく普通教育を

実施すべきことを説き、普通教育の必修科目に「修身、国語、漢文、作文、数

学、地理、歴史、文学、理科、並に裁縫、習字、家事、唱歌、体操」、選択科目

に「外国語学、音楽、図画、及び其他の美術諸芸」を設ける必要性を説いてい

る。特に、女子に理科と外国語科目を課する理由と重要性を論じ、外国語・読

書科・書き取り・翻訳などの科目教授法について詳しく紹介した。さらに、女

子が高等教育を受ける意義として、教育・政治・宗教・社会のさまざまな活動

に参加する可能性があることを述べている。最後に、第三節「本邦高等女子教

育の程度」では、高等女子教育の期限を四年とする理由を述べたほか、修業期

間を三年とする一種の専門学校の設立構想を提出した。その学科は、家政部・

教育部・文学部・音楽部とし、場合によっては理化学部・商業学部・体操学部・

美術学部を加えることも可能としている。『女子教育』のこのような内容を忠実

に翻訳した訳者は、女子に高等教育を授けることがこれから女子教育制度を作

る中国にとっても重要な意味を持つことを認識していたといえる。  

そして、第四章「体育」で成瀬は、体育と智徳両育との関係を論じた後に、

欧米の体育の現状および方法を紹介してその問題点を批判した。最後に、女子

に体育をさせることがもつ国民の体格・国民の美貌・家庭及び社会の幸福秩序

における重要性を指摘し、日本女子体育の振興策などについて具体的に論じて

いる。この部分も『女子教育』の中国訳版に忠実に訳されている。  

最後に、第五章に取り上げた「実業教育」において、成瀬は智育および徳育

と結びついた手工教育の実施によって、女子の自活技能を養成するだけでなく、

女子の労働が社会および国家に貢献をもたらすことを論じた。しかし、訳者は、

この部分を完全に省略している。その理由として、女子が家を出て教育を受け

ることさえも許されない当時の中国では、女子に男子とともに労働させること

の実現可能性は非常に低いと判断されたことが考えられる。  

このように、成瀬は、欧化主義と国粋主義の間に動揺していた日本の女子教

育を批判し、アメリカ視察で得た知識に基づいて、女子の天性とその能力およ

び、将来の労働可能な分野を研究し、日本の国情を踏まえたうえで女子に高等

教育を施すという教育方針を打ち出した。そして、女子高等教育を実施するた

めに、智育・徳育・体育・実業教育といった内容を提案した。成瀬の視察記録

から、「智育・徳育・体育」の三育の提案はアメリカでの視察項目に基づくもの

であったことがわかる 76。成瀬がアメリカで得た女子教育に関する知見を日本

の国情に合わせて改変したこの構想は、当時の日本の最も先進的な女子教育理

                                                   
76 影山礼子『成瀬仁蔵の教育思想：成瀬的プラグマティズムと日本女子大学校における教

育』風間書房、 1994 年、 173～ 174 頁。  
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論として、楊廷棟の翻訳によって清末の中国に紹介された。その影響力につい

ては、顧燮光（1875‐1949）が民国 23 年（1934）に編集した『訳書経眼録』

77において、唯一の女子教育理論書としてその内容を紹介していることからも

窺える。また、この点については、次項で永江正直著『女子教育論』を考察し

てからさらに検討する。  

2.2 永江正直著『女子教育論』の翻訳  

成瀬仁蔵の『女子教育』が中国に紹介されてまもなく、銭単士厘が翻訳した

永江正直の『女子教育論』（普通教育全書、博文館、1892 年）が光緒 28 年（1902）

12 月（第 40 期）から光緒 29 年（1903）1 月（第 42 期）まで教育専門誌『教

育世界』において三回に分けて連載された。その後、この著作は教育世界出版

所の「教育叢書」78の一冊として収録された。まず、著者の永江についてみる。

永江正直著『女子教育論』は、成瀬の『女子教育』より四年ほど早く出版され

ており、現在は日本図書センターから出た『近代日本女子教育文献集』（第 3

巻、1983 年）に収録されているが、永江正直の人物像やその著作に言及する資

料は極めて少ない。『女子教育論』を著した当時、東京府立第一高等女学校の教

頭であり、1901 年 2 月 15 日に兵庫県第一神戸高等女学校の校長となっている

こと、また、1904 年に中国湖南省の明徳学校長胡元倓の招請で同校の博物科目

の教員を務めたこと 79などわずかな経歴が知られるだけである。  

次に、訳者の銭単士厘について紹介する。銭は夫の姓であり、単士釐（1858‐

1945）は、浙江省蕭山の出身。幼年時代に良好な家庭教育を受けた。夫の銭恂

80（1853‐1927）は、清国の外交官であり、欧州、日本 81等の国々に駐在した。

                                                   
77 『訳書経眼録』（顧燮光（ 1875‐ 1949）撰、八巻、民国 23 年（ 1934）広州金佳石好楼

石印本）『近代訳書目』（王韜、顧燮光編、北京図書館出版社、 2003 年、 498 頁）に収録。 
78 「教育叢書」は、『教育世界』に連載された教育史、教授法、学校管理法などの教育関

係の日本書の翻訳を 3 集に分けて各集に 10 冊ずつ収録している。  
79 饶懐民『胡元倓与民徳学堂』中華書局、 2006 年、 109 頁。  
80 銭恂は、字は念劬、浙江省呉興の人。銭は、伝統的な学問と西学の双方に通じ、 1884

年、李鴻章の幕僚であった薛福成の門人となり、その門下で外交官としての活動に必要な

知識と技能を身に付けた。 1890 年に薛が駐英・仏・意（イタリア）・比（ベルギー）四国

公使となり、銭は薛の「随員」に起用されて渡欧した。1891 年から 1893 年までは「参賛」

（二等書記官）としてベルリンとペテルブルクに駐在、1894 年に再び四国公使の「参賛」

として渡欧した。日清戦争の直後の 1895 年に湖広総督張之洞の要請に従って帰国し、張

が湖北省で推進していた「自強新政」のブレーンの一人となった。 1897 年に湖北を訪問

した日本の陸軍大佐神尾光臣らの「日清英提携論」の影響で、銭は張之洞に湖北省が率先

して留学生を日本に派遣するよう提言する。 1899 年、銭は湖北省留学生派遣の事前準備

で初めて訪日し、同年、単士厘も子供を連れて訪日した。銭恂に関しては『癸卯旅行記訳

注‐銭稲孫の母の見た世界』（銭単士厘撰、鈴木智夫訳注、汲古書院、 2010 年）による。 
81 銭の日本への出向ついては、『日本外務省記録』に収録された「清国人日本教育視察関

係文書（目録）」：「張之洞湖広総督秘書官銭恂氏留学生監督ヲ兼ネ本邦渡航ノ件」、「青木

外相より桂陸相・参謀総長宛通知（明治 32 年 4 月 24 日）および「瀬川漢口領事より都築
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1899 年に日本に駐在した際、単は、二人の息子を連れて初めて海外の旅を経験

した。その後、夫に同伴してヨーロッパを歴訪した彼女は、自分の外遊見聞を

『癸卯旅行記・帰潜志』82（1903）という著書に記録した。『癸卯旅行記』序文

には、日本について「（引用者注：1899 年以降、日本へ）歳として行かざる無

く、或いは一航、或いは再航す。往復既に頻にして、寄居（日本での滞在と生

活）も又た久しければ、東国（日本）を視ること郷井（故郷）の如し」 83と頻

繁に日本を訪問し、日本に対する特別な感情を抱いていると語っている。単は、

1903 年 3 月 16 日、大阪博覧会の教育館を見学し、その感想について「日本の、

今日の世界に立ち、由りて亡（滅亡）を免れ列強に躋る所以の者、惟だ教育有

るが故なり。（中略）年来、外子、教育界に於いて、極めて心得を有す。故に（予

に与える）指示（教示）、詳を加うれば（予）、始めて「国の由りて立つ所、人

に在り、人の由りて立つ所、教育に在る」を信ず。教（教育）有れば、必ず育

有り、育も亦た、即ち教に出る。謂う所の徳育、智育、体育なる者、之を尽す

矣」 84と記している。このように、単は、日本に駐在した際に日本が西欧の教

育を模倣することで成功したのを見した夫の影響によって教育の重要性を認識

した。その結果、銭恂夫妻は、二人の息子（銭稲孫、銭穟孫）、娘婿（董鴻褘）

と息子の嫁（包豊保）を日本へ留学させたのである。 85 

単自身も、女子教育に関心をもち、中国にいた頃には上海の務本女学堂校長

呉懐疚の夫人および日本女教師河原操子を訪問し、日本滞在中には、愛住女学

校校長小具貞子や実践女学校校長の下田歌子など女子教育者と交流を持ってい

た。 86また、日本と西洋の女性について「東アジアの女性は婦徳を守り、教育

を授けることで世に役立つ。これは貴いことである。（中略）西洋の女性は、徳

操が乏しいわけではないが、ただ違反者が多い」 87と西洋の女子教育より東洋

の女子教育を提唱している。単は日本の女子教育に感心し、1902 年に永江正直

                                                                                                                                                     
外務次官宛通知」（明治 34 年 4 月 1 日）による。  
82 1904 年に東京の同文印刷舎より刊行された鉛印本がある。銭単士厘『癸卯旅行記・帰

潜記』湖南人民出版社、 1981 年  
83 訳文は、前掲書、『癸卯旅行記訳注‐銭稲孫の母の見た世界』（ 5 頁）による。原文：「無

歳不行、或一航、或再航、往復已頻、寄居又久、視東国如郷井」  
84 銭単士厘、前掲書、『癸卯旅行記・帰潜記』、 24 頁。日本語引用は、前掲書『癸卯旅行

記訳注‐銭稲孫の母の見た世界』（ 12～ 13 頁）による。原文：「日本之所以立於今日世界、

由免亡而躋於列強者、惟有教育故。（中略）年来外子於教育界極有心得、故指示加詳、始

信国所由立在人、人所由立在教育。有教必有育、育亦即出于教、所謂徳育、智育、体育者

尽之矣」  
85 銭単士厘、前掲書、『癸卯旅行記・帰潜記』、 40 頁。  
86 銭単士厘、前掲書、『癸卯旅行記・帰潜記』の 2 月 20 日（ 29 頁）と 3 月 1 日（ 35 頁）

の記述による。  
87 銭単士厘、前掲書、『癸卯旅行記・帰潜記』、31 頁。原文：「東国人能守婦徳、又益以学、

是以可貴。（中略）西方婦女、固不乏徳操、但逾聞者究多」  
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の『女子教育論』のほか、下田歌子の『家政学』も翻訳して中国に紹介した。88 

『女子教育論』の翻訳が載せられた『教育世界』は、中国教育近代化事業に

関心を持つ湖広総督張之洞および両江総督劉坤一といった洋務派官僚の支援に

よって、羅振玉 89が 1901 年 5 月（1866‐1940 年）に上海で創刊した中国最初

の教育専門誌で、1908 年 1 月まで 7 年間にわたり毎月 2 回、第 166 号まで刊

行された。その刊行目的は、清末当時における近代教育の普及、発展に必要な

情報を系統的に提供することにあった。『教育世界』は、明治期日本の教育事情、

教育法規・条例、教科書及び教育理論著作を大量に翻訳・紹介し、清末の学部

が近代学校教育制度を制定した際の参考資料として大きな役割を果たした 90。

黄の考察によると、単の翻訳した『女子教育論』が、唯一の女子教育に関する

著書として『教育世界』に連載され、その後単行本まで刊行されたのは、原著

の内容が『教育世界』の編集方針に合致していたことのほかに、単の夫銭恂が

張之洞の幕僚であったこと、『教育世界』の編集者羅振玉と彼との間柄とも関わ

っていることがわかる。「念劬（引用者注：銭恂の字）先生、清季持使節、為当

世聞人、又貞松公（引用者注：羅振玉の字）夙好了」 91という単の紹介から、

銭と羅の関係が窺える。また、単自身も羅振玉が創設した『農学報』の編集に

従事した藤田豊八（1869‐1929）の運営していた日本語学校・東文学社の卒業

生であった。このようなわけで、永江正直の『女子教育論』は単自身および銭

恂の影響力によって清末で最も重要な教育専門誌に掲載され、中国に紹介され

たのである。筆者は単の翻訳版 92と原著を比較調査することによって、単が基

本的には原著の内容を忠実に訳したことを確認した。次に、永江正直の『女子

教育論』の内容に基づいて詳しく考察する。  

永江は『女子教育論』を著した時期に、東京府立第一高等女学校の教頭を務

めており、女子教育を実施する上での問題について最も詳しいと思われる。彼

は、総論において「（女子教育ハ）乱リニ欧米ノ主義方法ヲ模写シ来リ再ビ男子

教育ノ覆轍ヲ履マントスルノ傾キアル（中略、）予等ハ決シテ欧米諸国教育ノ主

義方法ヲ非難スルモノニ非ラス之ヲ模擬シ来リテ人情風俗貧富ノ度異ナル我国

                                                   
88 下田歌子著『家政学』の翻訳については、本研究第二章第一節を参照。  
89 羅振玉（ 1866‐ 1940）は、浙江省上虞県の人。農業を振興するために農学会及び機関

誌『農学報』（ 1897‐ 1906）を主宰していた。彼は、湖広総督張之洞の幕僚として、 1901

年に張之洞と両江総督劉坤一の共同出資事業として開設された江蘇編訳局の編集顧問に

なり、彼らの要請で『教育世界』の編集をも務めた。さらに、その年の冬、劉坤一の依頼

で日本の教育事情を視察し、その報告書として『扶桑両月記』を 1902 年に刊行した。そ

の後、 1906 年に学部の視学官、 1909 年に京師大学堂の農科監督になっている。  
90 蔭山雅博「教育専門誌『教育世界』の基礎的研究‐清末期中国の教育近代化過程と文化

情報」『専修大学人文科学研究所月報』 227 号、 11～ 29 頁。 2007 年  
91 『受茲室詩稿』単士厘著、陳鴻祥校訂、湖南文芸出版社、 1986 年  
92 テキストは、京都大学人文科学研究所および中国国家図書館が所蔵している同一版（銭

単士厘訳、教育世界出版所出版）を使用する。  
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ニ適用セントスルモノヽ愚ヲ笑フノミ」 93と指摘している。その背景には、明

治の教育政策における欧化主義に対する反省や批判という当時の社会風潮が存

在している。そこで、永江は、女子の本分として「一般の義務」と「特種の義

務」を呈示した。「一般の義務」とは、つまり母として子女を養育する責務であ

り、そして、「乳ヲ與ヘ之ニ服ヲ着セ其飢餓凍餒ヲ防グノ責ニ任ズルハ之レ只養

フノミ教フルニアラザルナリ之ニ兼ヌルニ心性ノ発達如何ニ注意シ之ヲ警腥シ

之ヲ鼓舞シ智徳完美セル一個人タラシムルニ至リテ始メテ能ク教へタリ」と養

うだけではなく教育の責務もあることを指摘している。一方、「特殊の義務」と

は、社会上の責務であり、国や習慣風俗に従って職業に従事すべきだという。

そして、日本の国情をアメリカと比較したうえで、以下の三点を女子教育の目

的としている。  

一、児子ヲ完全ニ教養スルニ足ルノ学識才幹ヲ賦与スルヲ主トシ兼テ一家

内ノ事務即チ衣食住ニ関スル事柄ヲ尤モ経済的ニ処辨シ積極的ニ夫

ヲ助ケサルモ消極的ニ家事ヲ整フコト、（中略）節倹儲蓄ニヨリテ間

接ニ一家ノ所得ヲ増加スルコト  

二、自然ニ女子ニ適スル職業ヲ習得セシメ自活ノ方法ヲ講セシムルコト  

三、浮華ニ流レス虚飾ニ陥ラズ身分相応ニ容色ヲ整ヒ以テ自然ノ美ヲ発揮

シ小ニシテハ一家内大ニシテハ社会ノ緩和剤タラシムルコト 94 

つまり、永江は、女子に対して優良な次代の国民を育てるに足るだけの知識

を持つ母として、また家政を管理し夫を助ける妻としての役割を求めているこ

とが明らかである。そして、女子が自活できるための教育を否定はしないが、

職業のために女子に専門教育を施す必要はないと主張している。彼は、この目

的を「普通ノ民度ニ適シ且ツ今日実際ニ利益アルベキ主義」 95であると述べ、

その目的を達するために「管理」と「教授」という二つの方法を提案した。「管

理」は、「男女七歳同席せず」というような中国の伝統的な行為上の管理法を否

定し、身体と意志を鍛え、経験や知識を積み、そして妬み嫌うことを防ぐため

に家を出て社会活動を行うことを称揚する。そして、教授法については、各種

女学校の規則書にある「淑女良妻ヲ養フ」や「女子ニ実用ノ知識芸能ヲ授ク」

などの教育方針が、実際は、「外国語、音楽、絵画」等に重きを置き、「育児ノ

法家事経済裁縫ノ術等ハ却テ軽ンズルノ傾向ガアル」と指摘している。したが

                                                   
93 永江正直『女子教育論』博文館、 1892 年、 4 頁。  
94 同上、 13 頁。  
95 同上、 14 頁。  
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って、現今の普通女学校の科目に対する修正意見として、「今日ノ英語ヲ全廃シ、

算術ノ程度ヲ低クシ其余レル時間ヲ以テ裁縫家事育児法ニ充ツ可シ、又博物理

化モ可成簡易ニシテ生理衛生ノ一科ヲ精クス可シ小学校ニ育児法ノ大意ヲ加フ

ル」 96ことが提案されている。このような家政・育児・教育学・生理・衛生を

普通女学校の課程の首位に置く科目設置の目的は、母として妻としての責務を

全うすることである。そして、このような女子の本分を果たすために、「体育、

智育、徳育、美育」といった教育法を主張した。永江の論説を、成瀬仁蔵が提

出した「智育、徳育、体育」の教育理論と比較するために、両者の目次を表に

して示す。  

表 5：永江正直著『女子教育論』と成瀬仁蔵著『女子教育』との比較  

 永江正直著『女子教育論』  成瀬仁蔵著『女子教育』  

第一章  
総論（緒言、女子ノ本分、女子
教育の目的、女子教育の方法） 

女子教育の方針  

第二章  
女子ノ体育（女子ノ不健康ヨリ
生ズル影響、食物、衣服、住居、
運動、婚姻）  

智育：（智育と女性、本邦の高等女子教
育の方針、本邦高等女子教育の程度）  

第三章  
女子ノ智育（学科ノ選択、育児
法、家政術）  

徳育：（徳育の目的、女徳、女徳養成の
方法）  

第四章  
女子ノ徳育（徳育ノ目的、行為
ノ起原、行為乃制裁、従来ノ女
子徳育、現今ノ女子徳育）  

体育：（体育と智徳両育との関係、女子
体育の本邦に必要なる所以、本邦体操の
改良振起の必要、体育の略史、欧米現行
の体操法、体育の目的、方法、本邦女子
体育の振起策）  

第五章  

女子ノ美育（従来と現今ノ女子
美育、美ノ養成ニ関スル諸学
科、間接ニ美ノ思想ヲ養成スル
事情）  

実業教育  

第六章  結論   

まず、配列について、永江と成瀬はまったく異なる見解を示している。成瀬

は智育を最も重視するのに対して、永江は、「先ヅ其身体ヲシテ完全ノ発育ヲ遂

ケシメ常ニ健康ノ状態ニアラシメサル可ラズ」と体育の重要性を強調している。

だが、永江が主張している体育は、成瀬が取り上げた「体操」や現在の「体育」

の範疇ではなく、「食物、衣服、住居、運動、婚姻」といった視点から、保健衛

生と健康を含めて論じていることに注意しなければならない。  

また、永江は、「女子ノ智育」の章において、スペンサーが五つに分けた学識

の価値のうち、第三条「児子ヲ生育訓導スルノ事業」を選んで、女子教育の最

も重要な目的とした。この目的を達成するために、まず、女子向けの科目とし

                                                   
96 同上、 13 頁。  
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て「生理学、衛生学、教育学、数学、読書、博物学、地理学、理化学」を選択

しているか、それらを深く習得する必要はなく、児子の生育訓導に必要な知識

だけを学ばせればよいと強調している。次に、「胎教、嬰児の体育（健康）、人

工養育法、嬰児の智育、嬰児の徳美育、玩具」といった項目から育児法を中心

に論じる。そして、「能く家政ノ整フタル人民多キ国ハ其国政モ亦従フヲ整頓ス

可シ実ニ国風ハ家風ノ映像ナリト云フ可シ」 97として、女子に「家政術」の習

得を要請し、具体的には、「物品ノ経済、家事衛生、婢僕使役法、金銭ノ経済、

応接」について説明している。  

次に、第四章「女子ノ徳育」についてみる。永江は、まず「従来女子ノ為ニ

物シタル書籍ハ多クハ来レ徳育及家政等ニ関スルモノニシテ殊ニ細末ノ礼儀作

法ヲ説クコト頗ル詳カナリ今日ヨリ之ヲ見レハ其所説固ヨリ時勢ニ適セザル点

多シ、（中略、）維新後、女徳ハ漸ク動揺シ将ニ軽佻浮薄ノ底ニ沈淪セントスル

ニ至レリ」と従来の女徳教育と現在の女徳の状況を批判する。次に、それを改

善するために、必要な「体欲、欲望（生存の欲、所有の欲、智識の欲、交際の

欲、名誉の欲、勝他の欲）、情緒（愛の情、本国の情、君臣の情、恐怖の情、忿

怒ノ情、同情、習慣）」という行為の起原とそれらを道徳的に制限する知力（善

悪是非を識別する力）と意志（動機、選択、実行の総称）について説明し、徳

育として採るべき主義方法を提示している。以下は、その内容をまとめたもの

である。  

一、是非善悪を判断し、それを決行する勇気と習慣を養成する。  

二、外部と積極的に接近させることによって「意志」を修練する。  

三、道徳上の智力を養成する。  

四、智力を養成するための、古今の聖賢の事績に関する材料を判断すべきで

ある。  

五、学校と家庭が同一の方針を採るべきである。  

六、理論より実際の生活にある行為に対して研究し、教授させるべきである。  

七、従来の行儀作法や教訓書を現状に合せて使用すべきである。  

永江は、女子の徳育方法に関して、従来の「男女七歳にして席を同じうせず」

というような男子との接触を厳しく管理する方針を否定し、社会との接触によ

る道徳観の養成を称揚する一方で、伝統的な女子用修身教科書の中から、現状

に適した部分は踏襲する方針を採ったのである。  

最後に、第五章「女子ノ美育」では、「形態、光彩、音声、比例、調和、均斉、

                                                   
97 同上、 99 頁。  

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=aIgnLmpV3ihfDYhKpnDA5zhUflm6YBfhAb9.2bGrGnpRFi6wfUtLpgndQ7ZoR2lC6kQxG94pxXeBZ.8dSXmkMubMxymx8xcg8Ybhu62QTJzi3IelO7FK2hHwZyE8uINXw0nzyk9cvxtcDFwn7Q9U24nI5kS1tgAcvGYwM3ndQAvay6ZbOxxNCKSDCcTa3DcmHu7wOP11wOlGcjg4GQcIVBAeC307rpWG/_ylt=A3aX6ElqWHtSAOcAQziDTwx.;_ylu=X3oDMTBtdTY1Z3BjBHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=120vbhbq4/EXP=1383916074/**http%3A/kotowaza.avaloky.com/pv_lov06_04.html
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統一、雑駁」の項目から女子の美育を総括した。そして、従来の女子美育が徳

育の一部としての嗜みであることを説き、女子美育を養成する科目として「音

楽、絵画、描写の巧拙、画工の意匠、手芸、女礼式」を挙げている。また、間

接的に美の思想を養成するために、「学校の周囲、教場、教師の感化」について

も説明している。これらの内容もすべて単の翻訳によって中国に紹介された。  

このように、成瀬も永江も智育、徳育、体育を女子教育の内容としたが、そ

の三育の範疇と内実はかなり異なったものであることがわかる。成瀬は、従来

の男女の性差教育を批判し、良妻賢母ための教育目標にとどまらず、女子に男

子と同じ教育を実施すべきことを主張している。その課程設置もアメリカでの

教育の実情を視察した成果に基づいたものであり、欧化した女子教育論といえ

る。一方、永江は、天性の教育者である母と良妻を女子の本分として、これを

育成するために、従来の教育法の革新を呼びかけ、現状に適した「体育、知育、

徳育」の教育方法を提案した。その科目設置も児子の生育訓導に必要な知識で

あるかどうかという実学的基準で定められた。成瀬や永江が「智育、徳育、体

育、美育」といった概念を提出した背景には、明治以降の日本におけるカント、

スペンサー、ヘルバルトなどの西洋の哲学者、教育学者の著作の翻訳と紹介が

ある。それらの教育学説は、清末における日本書籍の翻訳によって中国にも紹

介されていた。 98しかし、女子教育における「智育・徳育・体育・美育」の概

念は、楊廷棟や単士厘の翻訳によって、はじめて中国に紹介されたのである。

その内容は、成瀬の先進的かつ理念的な女子教育論にしろ、永江の現実主義的

な女子教育論にしろ、ともに欧米の教育理念を日本の情勢に合せて考案した女

子教育論である。前節で考察したように、清末に初めて女子師範教育を制度化

した「女子師範学堂章程」はその教育科目に日本の「徳・智・体」の三育を取

り入れた。筆者が調査した限りでは、清末民初期に出版された教科書や翻訳書

目の資料のうち、女子教育論に徳育・智育・体育を専門的に取り上げたのは、

成瀬仁蔵著『女子教育』と永江正直著『女子教育論』のほか、本章第 3 節に取

り扱う林歩荀・孫清如の編訳『女子師範講義』しかないため、成瀬著『女子教

育』と永江著『女子教育論』の中国語翻訳書は、この法令が発布されて以降の

教育教科書として採用され、実際に使用されたことが十分に考えられる。そし

て、民国成立後、教育部の初代教育総長となった蔡元培の指導のもとで制定さ

れた最初の「教育総旨令」（1912 年）は民国の教育主旨を、軍国民教育、実利

教育、公民道徳教育、美観教育および世界観教育としていた。蔡は、「教育界

                                                   
98 例えば、王国維による立花銑三郎『教育学』（ 1901 年）、牧瀬五一郎『教育学教科書』

（ 1902 年）の翻訳等。方光鋭『中国清末民初期の修身教科書と日本』（博士学位論文、2013

年、 94 頁）による。  
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の「三育」〔徳育・知育・体育〕という見方からすれば、軍国民主義は体育に、

実利主義は智育に、公民道徳と美育は徳育にかかわり、世界観は三者を統合す

る働きをもつものと考えられます」 99と説明している。つまり、民国の教育界

の方針は体育・智育・徳育の三育であったと言い換えることができる。また、

中華人民国が成立してからも、「徳育・智育・体育」は教育方針として制定さ

れた。教育史において「徳育・智育・体育」概念が定着したその原点に、成瀬

仁蔵著『女子教育』と永江正直著『女子教育論』の中国語翻訳書が存在したと

いえるだろう。  

第 3 節  女子を教育対象とした女子用教育学教科書  

その一方で、1907 年「女子師範学堂章程」の制定をめぐり、第 1 節、第 2

節に取り上げた女子用教育教科書や教育論教科書より、さらに内容が充実した

日本の女子用教科書も翻訳された。それらは、林歩荀・孫清如の編訳した『第 二

三教

育 学

史女子師範講義』および下田次郎著『女子教育』の翻訳版である。  

3.1 林歩荀・孫清如編訳『第 二

三教育 学

史女子師範講義』  

清末における日本の教育学に対する需要は大きく、中には教科書の翻訳のみ

ならず、清朝の女子留学生が日本に留学した当時の講義まで翻訳した例もある。

それは、林歩荀と孫清如が宮田修の行った講義を編訳した『第 二

三教育 学

史女子師範

講義』である。この著書は、光緒 34 年（1908）3 月に東京並木活版所で印刷・

出版され、東京と北京、上海、雲南で販売された。『第 二

三教育 学

史女子師範講義』

は、教育学に関する様々な分野をまとめた『女子師範講義』シリーズ中の一冊

であり、現在、9 冊が確認されている。その内容は、第一冊「修身学」、第二冊

「教育学・教育史」、第三冊「家政学・教授法」、第四冊「学校管理法」、第五冊

「学校制度・西洋歴史」、第六冊「外国地理」、第七冊「算学」、第八冊「物理学・

科学鉱物・音楽学」、第九冊「造花朮」といったものである。 100筆者が入手し

た版の奥付には販売価額のところに「全部十冊  毎冊五角」と記されているので、

全部で 10 冊が出版されたと推定できる。  

編訳者の林歩荀と孫清如に関する情報は非常に少ないが、林歩荀（ 1863‐

1936）は、林則徐の孫娘であり、もう一人の孫清如は、雲南省の出身であるこ

とがわかっている。二人とも 1906 年に成女学校の速成師範班に入学した。101こ

                                                   
99 和訳は、『中国の近代化と教育』（石川啓二・大塚豊編、明治図書出版、1984 年、90 頁）

による。  
100 張莉「天津図書館両部特藏叢書概述」『図書館工作与研究』 145 期、 2008 年第 3 期、

54～ 56 頁。  
101 周一川著『中国人女性の日本留学生研究』国書刊行会、 2000 年、 75 頁。  
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の成女学校の速成師範班は、湖南省の張漢英と湖北省の匡君一という二人の留

学生の努力によって同年に設立されたものである。当時の女子留学生の雑誌で

ある『中国新女界雑誌』第 1、2、3 期に煉石の署名で書かれた「留日女学界近

事記」によれば、この速成師範班の課程科目には、修身、漢文、日文、教育（教

育学史、教授法、管理法）、心理大要、論理大要、世界地理、世界歴史、算術、

代数初歩、物理、化学、博物大意（動植鉱物）、生理衛生があり、随意科目には

音楽、唱歌、家政学、算術、体操、編物、造花、裁縫があった。 102これらの科

目は、前述した孫清如の発行した『女子師範講義』シリーズの内容と一致して

いる。そして、この講義を行った宮田修 103は、1908 年に成女学校が成女高等

女学校に格上げされるとともに第三代の校長に就任している。104孫らが速成師

範班に入学した 1906 年頃は宮田が学監を務めており、教育史・教育学の講義

を担当していたと推定される。また、卒業後の林歩荀の履歴はわからないが、

孫清如は、帰国後 1908 年に設立された雲南省女子師範学堂の監督に命じられ

ている。  

本節で取り上げるのは、『女子師範講義』シリーズの第二冊「教育史・教育学」

である。内容は以下のとおりである。  

表 6：林歩荀・孫清如編訳『第 二

三教育 学

史女子師範講義』  

第一編  教育之理論  

教育の成立、意義、教育之可能及限界、教育術之練習、

教育上の注意、教育思想之変遷（上世之教育、中世之教

育、近世之教育、十九世紀之教育）形式之決定（関係社

会ための教育、完全人格ための教育、国家思想ための教

育、人群差別ための教育）  

第二編  教育之目的  
体育之目的（食物、衣服、校舎、体操、休息）智育之目

的、徳育之目的  

第三編  教育之実際  

教育之基礎実際、教授之材料実際、（材料之選択、教材

之排列、日課表及教授案、教材之連絡）家庭之生活実際、

学校之生活実際、社会之生活実際、命令之威権実際、懲

罰之実際、賞与之実際、個性変化之実際）  

これらの内容は、同書のタイトルが示すように、第一編は教育史に関する記

述、そのほかの内容は教育学に関する部分である。そのうち、第二編の「教育

の目的」では、成瀬仁蔵と永江正直が取り上げた「体育・智育・徳育」と同じ

項目を論じている。孫らが論じた体育の項目には、永江が論じた「衣・食・住」

                                                   
102 周一川、前掲書、 75 頁。  
103 宮田修の経歴は詳らかではないが、成女高等女学校校長を務めた当時に『良妻賢母論』

（婦人文庫刊行会、 1916 年）が出版された。同書は、『近代日本女子教育文献集』（ 13、

中嶌邦監修、日本図書センター、 1984 年）に収録されている。  
104 『成女二十五年』  成女高等女學校編、 1924 年  
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の衛生、保健面の要素と、成瀬が挙げた「体操」の要素も含まれている。しか

し、「智育」と「徳育」については、それぞれの目的だけを論じ、具体的な教授

方法には触れていない。そして、第三編は、長谷川乙彦と槇山栄次の著書が扱

った学校教育の一部の項目と一致している。そのほか、家庭、学校、社会での

実際生活における教育上の注意点についても論述している。  

この『女子師範講義』叢書は出版された一年後に、学部の教科書審査に提出

され、宣統元年（1909）8 月 5 日に審査結果が出ている。『学部官報』に掲載

されたその審査結果、「審定書目・留学日本女学生孫清如呈女子師範講義請審定

批」 105第二冊『教育史・教育学』について、「（本書の）教育学は簡明で女子師

範教育教科書に適用し得ることを認定する。教育史の第一編、第二編の論述は

明瞭であるが、第三編はやや簡略である。第四編は日本の教育について挙げた

が西洋教育史というタイトルを付しているのは不適切であるので、これを改め

た後で参考に使用できる」 106という意見が出されている。この意見を受けて、

修正後の第三冊教育史・教育学の『第 二

三教育 学

史女子師範講義』は、『女子師範講

義西洋教育史目録』の別冊を編集し、その内容を「第一編・上古教育史、第二

編・中古教育史、第三編・近世教育史、第四編・日本教育史」とした。このよ

うに、清朝学部の審査を通過したこの教科書は、当時の女子師範学堂で使用さ

れ、清末の女子師範教育に大きな役割を果たしたことが推測される。 107 

3.2 下田次郎著『女子教育』の翻訳  

下田次郎著『女子教育』は、女子師範学校のために著された教科書ではない

が、その内容は第 1 節で挙げられた女子師範学校用および家庭教育用教科書と

酷似している。また、著者の下田次郎はこれを著した当時、女子高等師範学校

の教授を務めており、『女子教育』の表紙に「女子高等師範学校教授文学士下田

次郎著」と記されている。このような理由から、この著作を本章の考察対象と

した。  

長谷川乙彦と槇山栄次の著書は、女子を教育者として育成するために心理

                                                   
105 前掲『学部官報』第四冊、 9 頁。  
106 原文：「教育学簡明適用堪審作為女子師範教育教科書教育史第一二編称述有序第三編稍

嫌率略四編専挙日本教育按之西洋教育史之名殊属不類俟改正後作為参攷之用」  
107 清末学部は、1902 年と 1903 年に近代学校教育制度を確立する目的で『欽定学堂章程』

および『奏定学堂章程』を頒布し、そこで使用する教科書の審査判定制度を定めた。しか

し、学部は審査・認定の権限をもつが、認定された教科書を強制的に採用させる権限はな

かった。またこの時点では女子学校教育がまだ法令化されていなかったので、女子学堂用

書についての規定がない。一方、 1907 年以降に女子の学校教育が制度化されたが、女子

師範学堂用教科書に対しては審査制度が作られていない。したがって、清末の民間の女子

師範学校や官立女子師範学校における教科書の選定はかなり自由度があったと推定でき

る。  
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学・家庭教育・幼稚園教育・学校教育の内容を取り上げたが、その教育を受け

る対象の性別に応じた教授法の区別について何も記述していない。この二書と

同じ時期に中国に紹介された下田次郎著『女子教育』は、長谷川および槇山著

書が取り扱った心理学や家庭、学校教育といった内容のほか、主に女子を教育

対象とした教育法について論じている。まず、著者の下田について紹介する。  

下田次郎（1872‐1938）は、広島市の出身である。1896 年に帝国大学文科

大学哲学科を卒業後、大学院において元良勇次郎 108の指導を受けて教育心理学

を研究した。そして、東京女子高等師範学校の嘱託を務めていた 1899 年 8 月、

文部省から教育学と女子教育法研究のために留学を命ぜられ、 1899 年から

1902 年までドイツ、イギリス、アメリカ、フランスへ留学した。留学先のドイ

ツのイエナ大学で、教育学、近世哲学史のほか、テオドール・ツィーエンの生

理的心理学の講義を受講し、現地の女学校を見学した。彼は、渡欧中の 1899

年に東京女子高等師範学校の教授となり、1936 年に退官するまでの 37 年間、

女子の中等教員養成のために尽くした。109下田は、初めて女子中等教育必要論

とからめて良妻賢母思想を理論化した人であり、良妻賢母思想の一典型を理論

化した人物とされている。 110 

彼の著書『女子教育』は、欧米留学から帰国後、1903 年に文部省および東京

府の夏期講習会で行った講義を加筆修正したもので、1904 年に金港堂から出版

された。当時としては、女子教育について最も体系的に論じたものと評されて

いる。 111下田は、序文において、「我が女子教育に関する言説には、科学的研

究的のものが少なく、殆んど同じ事を違ふた言葉で繰り返して居るだけ」112と

指摘し、自分の著書について「女子の身体及び精神の特色を述べ、次に其教育

に説き及ぼした。其身体の研究は生理学を主とし、傍ら解剖学、人類学等の知

識を籍り、其精神の研究は心理学に依る」113と科学的根拠に立って論じたこと

を説明している。そして、下田自身の記述によれば、彼が著した『女子教育』

は、日本で最初の女子の身体及び精神に関する系統的論述であるという。また、

女子教育の目的については、良妻賢母のほかに「良姑」を入れ、その精神の独

立および人格の形成に重きを置いて、美的趣味を要求し、活動主義をもって一

                                                   
108 前掲『通史  日本の心理学』（ 74 頁）によると、元良勇次郎（ 1858‐ 1912）は、日本で

は心理学研究者として最初に自立し得た人物という。  
109 下田次郎については、『図説教育人物事典』（下、唐澤富太郎編、ぎょうせい出版、1983

年、 945～ 949 頁）による。  
110 小山静子「近代的女性観としての良妻賢母思想―下田次郎の女子教育思想にみる一典

型」（『女性学年報』第 3 号、日本女性学研究会、 1982 年、 1 頁。  
111 平塚益徳『人物を中心とした女子教育史』帝国地方行政学会、 1964 年、 290 頁。  
112 下田次郎『女子教育』金港堂、 1904 年、 2 頁。  
113 下田次郎、前掲書、 4 頁。  
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貫する点において当時の女子教育者の主張と異なっている。  

この『女子教育』は、1911 年 9 月に賈豊臻による中国語訳が上海の舌耕社か

ら出版された。前述した黄湘金の論文「三部日訳『女子教育（論）』在晩清中国」

114がこの翻訳の史実に触れているが、訳書の内容については考察していない。

訳者賈豊臻の履歴についてはいまだに不明であるが、『教育雑誌』に当時の教育

状況について頻繁に投稿しているため、教育関係の仕事に携わっていたことが

推測される。 115賈は、翻訳書の序では、当時の中国の女子教育について、「女

性の身体および精神の特徴については研究せず、その規範や母教の目的が確立

されていない」 116という問題点を指摘し、そのために下田著『女子教育』の翻

訳を思い至ったこと、しかし、ただ、下田の原著は八百ページ近くもあるので、

その内容を簡潔に翻訳したと述べている。以下は下田原著および賈の翻訳書の

具体的な内容である。賈は、下線を引いた部分は省略しているが、そのほかは

基本的に原著の項目に従ってその内容と理論を簡潔にまとめて翻訳している。  

表 7：賈豊臻訳『女子教育』（下田次郎原著）の内容  

緒論  女子教育の必要、男子及び女子の教育学  

第一編   

女子の身体  

身体の成長、身体諸機関の重量の増加、臓器、骨盤、頭、身体の新

陳代謝及び出産と死亡、男女の体力  

第二篇   

女子の心理  

智的作用：知覚及び直観、観念の進行、女子における観念の進行、

言語と言語の内容との関係、注意、記憶、想像、女子と

美術、夢、思考、概念、判断、推理  

感情：形式的感情、智的感情、美的感情、道徳的感情、自我の感情

及び同情、女子の感動性）  

意志：欲望、選択、実行、品性陶冶  

第三篇  

女子の教育  

女子教育本論：女子教育の目的、家庭、学校、境遇、教授の意義、

教授の要件、教授の方法、教調  

女子教育と衛生：体育、食物及び衣服、精神の衛生、学科過重、時

間割、試験、女子の機能的循環、睡眠  

欧米の女子教育：古来教育の趨勢、独逸の女子教育、佛国の女子教

育、英国の女子教育、米国の女子教育、  

付録  女性について、男女の交際について  

この表からわかるように、下田は、女子の身体と心理の特徴についてかなり

詳細に考察したうえで、女子を教育対象とした教育方法を論じている。当時の

女子教育に関する言説では、男子を対象とする教育と区別して論じる際に男女

の身体構造上の差異について触れることが多いが、下田の『女子教育』におい

                                                   
114 『河北師範大学学報』第 9 巻第 4 期、 2007 年 7 月、 56～ 60 頁。  
115 例えば、「修身教授革新之研究」（ 1918 年 1 月、3～ 6 頁）、「修身教授及操行調査説」（ 1913

年 6 月、 55～ 61 頁）、「実施職業教育之注意」（ 1917 年 2 月、 3～ 5 頁）がある。  
116賈豊臻訳『女子教育』序文による。原文：「未能研究其身体精神之特色、確定其規範母

教之目的」  
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て初めて女子の身体的特徴が系統的に論じられており、賈の翻訳によって清末

の中国にもっとも先進的な女子の身体に関する知識が紹介されたのである。他

方、女子の心理についての記述は、長谷川と槇山が明治 36 年に「高等女学校

教授要目」の規定した教育科目要目に沿って編集した内容と同じように見える

が、下田自身は、「通例の心理学のように、静的に唯心的作用を其要素に分解す

るばかりでなく、成るべく動的にその要素が互いに如何に働くかを明らかにす

る」 117と日本従来の心理学書の趣旨と少し異なっていることを強調している。

下田は、女性の身体と精神上の特徴に基づいて、女子を対象とした教育論を展

開している。具体的には、長谷川と槇山が取り上げた家庭教育や学校教育、成

瀬仁蔵と永江正直が扱った体育といった内容のほかに、欧米各国女子教育の歴

史と現状を紹介する内容も含まれている。この部分は、「古来教育の趨勢」の節

を除いて、すべて中国語に翻訳された。ただし、原著の付録にある「女性につ

いて、男女の交際について」の内容は賈の翻訳書では訳されなかった。これは、

おそらく 1907 年「女子師範学堂章程」において男女の区別を慎まないこと、

自由に結婚相手を選ぶことを厳重に取り締まり、風俗習慣を維持すべきという

規定を違反したからと推測される。  

まとめ  

女子の近代学校教育システムが制度化された 1907 年に、女子の初級教育の

教員を育成するための法令「女子師範学堂章程」が発布され、女子師範学堂が

設立されるようになったが、その際、特に教員を育成するための女子教育学理

論の蓄積がなく、教育教科書の不足が喫緊の課題となった。そのため、 1902

年から 1911 年までの十年間に、日本から六種類の女子師範学校用教育学教科

書が翻訳され、中国に紹介された。本章では、「女子師範学堂章程」の科目設置

および教育科目の教授要旨が、明治 19 年 10 月文部省令「女子師範学科の学科

目」、明治 36 年 3 月 9 日文部省訓令第 2 号の「高等女学校教授の教育科目要目」

を参照して作成されたこと、また、日本から翻訳された女子師範学校用教育教

科書は、「女子師範学堂章程」が規定した教育科目の教授要旨を満たすものであ

ったことを検証した。そして、中国語に翻訳されたそれらの教科書と原著を比

較したうえで、中国に紹介された女子教育学の内容を詳しく分析した。その結

果、著者によって取り扱われる項目が少しずつ異なるが、具体的には、女子の

生理上、心理上の特性や、家庭教育、幼稚園教育、学校教育を実施するための

理論と方法、そして、徳育・智育・体育・美育といった教育法によって家庭教

                                                   
117 下田次郎、前掲書、序文、 4 頁。  
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育および学校教育の教員を育成することが期待されていることが明らかになっ

た。つまり、これらの翻訳教科書によって、近代中国の女子師範学校における

教育理論が構築されたといえる。  
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第二章 清末民初期の女子学校教育における明治期家政・家事教科書の導入 

はじめに  

第 1 節 下田歌子著『新選家政学』の中国語翻訳版  

1.1 下田歌子と中国  

1.2 『家政学』と『新撰家政学』  

1.3 清末における『新選家政学』の翻訳  

1.4 『新選家政学』翻訳版比較  

1.5 『新選家政学』の影響  

第 2 節 服部繁子著『清国家庭及学堂用家政学』  

2.1 清国における服部宇之吉と服部繁子の女子教育事業  

2.2 『清国家庭及学堂用家政学』の内容  

第 3 節 清水文之輔著『家政学』  

3.1 清水文之輔と『家政学』  

3.2 『家政学』の内容  

第 4 節 日本の家事教科書の翻訳および中国の家事教科書の編纂への影響  

4.1 塚本はま子著『家事教本』  

4.2 日本から翻訳した家事教科書の影響  

まとめ  

はじめに  

1907 年になって初めて女子教育を制度化した清末学部の「奏定女学堂章程」

において「女子師範学堂教育総要」は、家政について「家と国とは密接な関係

にあり、家政が修められれば、国風も繁栄する。家政を修めるためには、まず

女子にあまねく教育を授け、礼法を守らせることが必要である。また女子教育

は国民教育の根基であるが故に凡そ学堂教育は、必ず最も良善の家庭教育を以

て補助として、始めて完備に至る。そして家庭教育の良善を欲せば、専ら賢母

に頼り、賢母を求めんと欲せば、必ず完全の女学を要とする」1と記し、家政を

修め、良妻賢母を養成することの重要性が示されている。また、家事科目の要

旨は、「家事を整理する要領を得させ、兼ねて、勤勉、節約、秩序、周密、清潔

                                                   
1 『学部官報』第一冊、故宮博物院印行、 1980 年、 315 頁。原文：「家国関係至為密切故

家政修明国風自然昌盛而修明家政首在女子普受教育知守礼法又女子教育為国民教育之根

基故凡学堂教育必有最良善之家庭教育以為補助始臻完美而欲家庭教育之良善端頼賢母欲

求賢母須有完全之女学」  
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を重んじる徳性を養成させることであり、その内容は、衣食住、看病、育児、

家計簿記および家政整理にかかわる一切の事項、ならびに家事の順序法則を教

授する」（引用者下線） 2ものと規定した。家事科目の教授内容は、家政学の内

容と同様であり、「女子師範学堂章程」においては、「家政」と「家事」の概念

を区別せず同一視していることがわかる。  

この学令が発布されると、官立女学校のみならず私立の女学校にも家政科目

が設けられるようになった。『学部官報』 3に記載された「京外学部報告」によ

ると、民立女子初級師範、公立旅甯第一女学校、公立恵甯第二女学堂、民立培

淑女子小学堂などほとんどの女学校のカリキュラムに家政科目の設置がある。

そして、民国成立後も学部は、女子中学校および女子師範学校の家事科目の教

授内容を家事の整理、家事衛生、調理、看病、育児、家計の管理と規定してい

た。これは、清末の家事科目の内容とほとんど変わらず、中華人民共和国が成

立する直前まで継承されていた。さらに、家事科は民国三十年代になると職業

教育の内容としても規定された。つまり、清末・民国期の女子教育における良

妻賢母の育成には、家政・家事科目が非常に重視されていたといえる。  

これまで入手が困難であったため内容にまで立ち入って研究されることのな

かったものであるが、本章では、清末民初期に中国に翻訳・紹介された明治期

の家政・家事教科書を考察対象とする。筆者はこれらの翻訳版を調査し、その

多くを入手することができたので、それぞれの日本語原著との比較分析を行い、

その翻訳・出版における日本側の姿勢と意図及び中国側の受容・摂取の実態を

明らかにしたい。  

第 1 節  下田歌子著『新選家政学』の中国語翻訳版  

「家政」という言葉は、古くから中国語の中に存在していた。東漢末年の著

書『釈名』 4（巻三）には、「父之兄曰く世父、言為嫡統、継世也、又曰伯父、

伯、把也、把持家政也」5という語句がある。だが、古典中の「家政」とは、一

家を治めること、家計、家生の意味であり、家長である男性による家全体の運

営と管理を意味し、家庭における女性の役割とされた家事に関わり、近代女子

                                                   
2 「女子師範学堂各学科要旨程度」『学部官報』第一冊、国立故宮博物院印行、 1980 年、

316～ 317 頁。原文：「家事其要旨在使能得整理家事之要領兼養成其尚勤勉務節倹重秩序喜

周密愛清潔之徳性其教課程度授衣食居処看病育児家計簿記及関於整理家政之一切事項並

授以教授家事之次序法則」  
3 『学部官報』第三冊、国立故宮博物院印行、 1980 年、 100～ 101 頁。  
4 中国の後漢の時代劉熙が著した字書。27 編。《爾雅》形式の訓詁の書で、その構成も〈釈

天〉〈釈地〉以下、解説を伴った分類語彙集の形を取る。  
5 原文：「父之兄曰世父，言为嫡統，継世也；又曰伯父，伯，把也，把持家政也」  
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教育を構成する重要な科目となった家政 6とは異なっている。伝統的な中国社会

では、古くから家庭教育において母から娘に、家事以外に養蚕や糸取りの生産

活動あるいは祭祀の儀式等を伝授していた。このような母から代々の生活経験

を娘に伝授するという家庭内の女子教育方法が近代まで続いていたのである。  

明治の家政学教科書が中国語に翻訳されたことに言及した先行研究は、管見

では、下田歌子著『家政学』の翻訳に関するものに限られ、中国で発表された

黄湘金の「従江湖之遠到廟堂之高―下田歌子《家政学》在中国」7と、杉本史子

の「民国初期における女子家事科教育―その「近代」性と限界について」8の二

論文しかない。黄の論文は、三つの翻訳版を概説するだけにとどまっているの

で、本節は、黄の考察成果を参考にしつつ、その翻訳における下田歌子と日本

教育界の働きかけを究明する。また、杉本の論文は、清末と民国初期の家事科

教育について考察したものであり、家政学教科書については、本論で取り扱う

下田歌子著『家政学』の翻訳版のひとつ、曽紀芬訳『聶氏重編家政学』と、服

部繁子著『清国家庭及学堂用家政学』の存在だけに触れ、その翻訳の経緯や内

容についての考察がないのでその部分を明らかにしたい。  

さらに、筆者の調査の結果、黄が取り上げた三点の翻訳版のほかに、もう一

点の翻訳版が存在しており、これらはすべて、1893 年に出版された『家政学』

ではなく、下田が欧米の女子教育を考察した際の見識に基づき一部の内容を改

訂して、1900 年に再出版した『新選家政学』の翻訳であることがわかった。黄

論文も杉本論文もそれらの翻訳版が下田歌子の『家政学』初版の翻訳であると

誤認している。9したがって、以下の考察では、第 1 節から第 3 節において、下

田歌子著『新選家政学』の四点の中国語翻訳版、服部繁子著『清国家庭及学堂

用家政学』（1908 年）と清水文之輔著『家政学』（1890 年）の翻訳版、第 4 節

では、家事教科書を取り上げる。  

1.1 下田歌子と中国  

下田歌子（1854‐1936）は、美濃地方岩村藩の藩士の家に生まれ、幼いごろ

                                                   
6 近代女子教育における家政という言葉は、近代日本の良妻賢母思想と共に中国に紹介さ

れ以来、日本の「家政」の影響を受けて、漢語の「家政」の元来の意味とも伝統的女徳教

育とも異なる新たな意味内容をもつ概念として用いられるようになった。  
7 山西師大学報社会科学版、 2007 年 5 期、 88～ 92 頁。  
8 杉本史子『立命館言語文化研究』立命館大学国際言語文化研究所編、13（ 4）、3～ 19 頁。  
9 黄論文は、单士釐と曽紀芬の中国語翻訳版目次を挙げて比較しているが、それと下田原

著の実物との比較を行っていないため、『家政学』の翻訳ではないことわからなかった。

杉本の論文では、「近代家政学の書として紹介された最も初期の代表的なものは、曽国藩

の末娘である曽紀芬が翻訳した『聶氏重編家政学』（ 1903 年）であろう。これは一八九三

年に出版された下田歌子の『家政学』を翻訳したものである」と記している。杉本、前掲

論文、 6 頁。  

http://cjjc.weblio.jp/content/%E5%84%80%E5%BC%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E8%97%A9
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から儒学の教養を身につけ、18 歳の時に女官に抜擢されて宮中に出仕した。そ

の後、和歌の才能が昭憲皇太后に認められ、「歌子」の名を賜って、宮中で和歌

を教えるようになる。明治 17 年に自ら設立した桃夭女塾の実績と皇后の推薦

で、華族女学校の教授になり、以来 20 余年にわたり華族子女の教育に尽くし

た。その間、1893 年から二年間英国王室の皇女教養事情や欧米の女子教育事情

を調査するため渡欧した。帰国後、「帝国婦人協会」を設立し、その事業の教育

部門として一般女子の教育のために実践女学校を創立した。その後、下田歌子

は、愛国婦人会の会長や、順心女学校及び明徳女学校の校長をも兼ね、明治・

大正期における日本女性の指導的立場にあった。彼女の著書は数多くあるが、

主として家庭教育に関するものとしては、『家政学』（博文館、1893 年）、『婦女

家庭訓』（家庭文庫第五編、博文館、1898 年）、『家事要訣』（家庭文庫第七編、

博文館、1899 年）、『新選家政学』（金港堂、1900 年）が世に出された。明治か

ら昭和までの時期を代表する教育家として下田が女子教育事業に与えた影響が

大きい。 10 

下田歌子は、日本の女子教育だけでなく、近隣清国の女子教育にも積極的に

意欲を示した。陳姃湲 11の考察によると、下田は欧州訪問を通して、西欧から

の脅威に対する東洋の隣国に強い連帯感を感じ、「東漸する西洋文明に対応する

ためには、東洋女徳の美という精神性を、日本だけではなく、東アジア全体と

連帯して守っていかなければならない」 12という女子教育理念を確信し、東洋

全体の女性を対象とする教育構想を描いたという。1904 年実践女学校の清国女

子留学生のために盛大に行われた卒業式で、下田は「私はすでに七、八年も以

前からして、早く貴国の女子を教導しようとして居りましたから、わが校の教

員数名を特に選抜して、支那語を習得させて居りました」 13とその心中をはっ

きり語っている。  

この構想は、まず、彼女が設立した実践女学校が清国女子留学生を受け入れ

たことによって実現された。下田は、開校したばかりの実践女学校において清

国の男子留学生とともに来日した彼らの娘や姉妹を積極的に受け入れ始めた。

また、「隣邦老大国女子入学志願者のために、その門戸を開く大決心をせられた」

14下田は、1904 年 11 月に湖南省からの 20 名の女学生の留学志願を機に、翌年

                                                   
10 下田歌子については、『図説教育人物事典』上（唐澤富太郎編、ぎょうせい出版、 1983

年、 898～ 902 頁。および『下田歌子先生伝』（故下田校長先生伝記編纂所、 1989 年）に

よる。  
11 陳姃湲『東アジアの良妻賢母論』勁草書房、 2006 年  
12 陳姃湲、前掲書、 92 頁。  
13 前掲書、『下田歌子先生伝』、 400 頁。  
14 前掲書、『下田歌子先生伝』、 394 頁。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E6%97%8F%E5%A5%B3%E5%AD%A6%E6%A0%A1
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7 月に赤坂に分教場を開設して、正式に「附属中国女子留学生師範工芸速成科」

を設立し、女子留学生の教育課程として一年制の師範速成科を設けた。その後、

実践女学校の留学生部は、1908 年に校舎を移転すると同時に師範速成科を廃止

し、文部省から「清国留学生教科規定」の認可を得て正規課程を設けた。 15実

践女学校は、1920 年までに総計 200 余名の中国人女子留学生を受け入れた。16

下田が中国の女子留学生を意欲的に受け入れたのは、東洋全体を視野に収めた

女子教育構想実現の一環としてであった。 17 

隣邦清国の問題に対しては並々ならぬ関心をもっていた下田は、日本にいな

がら、東京専門学校（その後の早稲田大学）を卒業後に清国公使館に勤めてい

た戢翼翬 18に中国語を習い、来日した清国の教育視察官僚や留学生監督と親交

していた。また、革命運動の援助要請活動で来日した孫文とも接触し 19、孫が

一人の中国人女学生の教育を下田に託す書簡も残っている。 20下田が、新しい

中国政府のトップとなる可能性をもつ人物との交流を求めていたことから、そ

の教育構想を中国で実現しようとしたことが推測できる。  

下田の教育構想については、彼女自身の日本での活動によってだけでなく、

当時清国にあった服部宇之吉もそれをサポートしようとした。服部宇之吉 21は、

清国管学大臣張百熙の要請を受けて、文部省が派遣した人物で、1902 年 9 月か

ら 1908 年 1 月まで京師大学堂 22師範館の総教習を務めていた。服部の夫人繁

子は下田の弟子であり、夫とともに中国滞在中に実践女学校に中国人留学生を

紹介するなど、下田と頻繁に書信を交わすほど親交が深かった。服部は、日本

の文部省を代表して京師大学堂師範館で教育事業の近代化を指導する立場にあ

                                                   
15 阿部洋『中国の近代教育と明治日本』龍渓書舎、 2002 年、 100 頁。  
16 周一川『中国人女性の日本留学史研究』国書刊行会、 2000 年、 85 頁。  
17 陳姃湲、前掲書、 93 頁。  
18 戢翼翬（ 1878‐ 1908）は、湖北省の出身で、1896 年に総理各国事務衙門によって最初

の留日学生として選抜された。 1899 年に、嘉納治五郎の亦楽書院（後、宏文書院と改名

した）を卒業後、東京専門学校に入学した。  
19 小野和子「下田歌子と服部宇之吉」（『近代日本と中国』上、竹内好・橋川文三編、朝日

新聞社、 1974 年、 207 頁）の記載によれば、下田を孫文に紹介したのは、黒竜会（ 1901

年 1 月に設立された国家主義団体であるが、1946 年 GHQ 当局によって、最も危険な影響

力のある国家主義団体として解散させられた。）の清藤幸七郎の妹秋子であり、下田と孫

文が日光で会談したという。  
20 前掲書、『下田歌子先生伝』、 418 頁。  
21 服部宇之吉（ 1867‐ 1939）は、漢学者であり、生涯を通して現実の中国と密接にかか

わりつづけていた。彼は「対華文化事業」の関連で 3 回にわたって中国に滞在し、そのつ

ど中国と日本とを結ぶ架け橋としての役割を果たした。  
22 京師大学堂（ 1898‐ 1912）は、中国最初の近代的大学であり、1905 年に学部が設立さ

れるまで、近代的な教育体制における頂点として位置づけられていた。全国の最高学府で

あり、全国の学校を統轄する最高教育行政機関でもあった。『清末中国対日教育視察の研

究』（汪婉著、汲古書院、 1998 年、 194 頁）による。  
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ったが、北京に滞在中に下田の教育構想の実現を支援していたのである。 23 

服部が下田歌子を追悼するために書いた「下田先生と西太后」 24によると、

彼は北京に到着後、女子教育事業を始めようとして各方面に働きかけてみたが、

容易に見通しが立たなかった。その際、恭親王に清国で大きな権限を持つ西太

后を説得するよう勧められた服部は、「女子教育を興すの道は、西太后の口から、

女子教育の必要を仰せらるるにある。それには皇太后の心を動かす人がなけれ

ばならぬ。而してその人は女子であって、上流社会の女子教育に、経験を有す

る人でなければならぬ。下田先生を措いては、適当な人がない。下田先生なら

ば、この場合唯一の適任者である」 25と考えたという。そして、下田歌子を西

太后に推薦するために、その通訳として妻の繁子に中国語を習わせた。この努

力の結果、西太后から「清国の女子教育は一切を下田の指導にゆだねること、

自分の宮殿を女学校として提供し、またその資金もすべて負担するから、ぜひ

渡清して力を貸してもらいたい」26と下田への認可が下りた。しかし、1908 年

に西太后が急逝したため下田との面会は実現しなかった。  

このように、服部による下田歌子の清国女子教育事業支援は現実のものとは

ならなかったが、下田の教育理念は彼女が予想していなかった別の形で中国に

導入されることになった。それは、中国の知識人による『新選家政学』の翻訳

である。まず、次節において、下田著『家政学』と『新撰家政学』についてみ

る。  

1.2『家政学』と『新撰家政学』  

『家政学』 27（博文館、1893 年）は、華族女学校や実践女学校で実際に行っ

た講義を校補したものである。内容としては、上巻の「家事経済・衣服・飲食・

本邦料理・西洋料理」および、下巻の「住居・礼法・装飾・書簡・贈品・看病

                                                   
23 陳姃湲、前掲書、99～ 103 頁。また、服部が北京で女子教育事業を展開したのは、下田

歌子への協力以外に、文部官僚として自身の教育構想もあったと考えられる。これについ

ては、『教育時論』（「時事彙報」欄、明治 37 年 8 月 5 日、『近代日本のアジア教育認識・

資料編』第 12 巻、近代アジア教育史研究会、龍渓書舎、 2002 年、 297 頁）に掲載された

「服部博士歓迎会」から窺える。この記事によれば、帝国教育会は服部の夏休み帰朝の機

に関係講談会を開き、服部が清国の教育現状および日本の清国教育事業について講演を行

った。この講談会に出席したのは、植民地教育の先頭に立っていた伊澤修二や、帝国教育

会の会長辻新次および教育界の関係者、沢柳政太郎、小牧昌業、関義臣、嘉納治五郎、野

尻精一、湯本武比古（明治 27 年から『教育時論』主幹）などである。ここには明治期の

代表的な教育者たちと共同で清朝の教育事業を実施しようとする服部宇之吉の立場およ

び服部の清国教育への意図が窺える。  
24「故下田校長先生追悼号」『なよ竹』第 25 号、1936 年 7 月、前掲書、『下田歌子先生伝』

に収録。  
25 前掲書、 415～ 416 頁。  
26 前掲「下田歌子と服部宇之吉」 217 頁。  
27 テキストは『叢書  近代日本のデザイン 5』（ゆまに書房、 2009 年）に収録される初版

の『家政学』上・下（博文館、明治 26 年）を使用する。  
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法・母親の衛生および小児教養法・婢僕の使役」から構成されている。当時の

日本には家政学に関する著書として『家事要法』（シー・イー・ビーチャル、エ

ッチ・ビー・ストウ著、海老名晋訳、有隣堂、1881 年）、『通信教授女子家政学』

（瓜生寅著、通信講学会発行、1889 年）、『家政学』（清水文之輔著、金港堂、

1890 年）などがあった。しかし、これらは、西洋の家政学の翻訳、もしくは外

国書を参照して著したものであり、下田著『家政学』によって初めて、日本人

女性の立場から思考した日本の家政学はようやく最初の一歩を踏み出したと評

されている。 28 

この『家政学』は読者の支持を得て、公刊後わずか四か月で増補訂正第二版

が出された。第二版の凡例に「刊行後、未だ数月ならざるに、書肆、既に、欠

耗を訴へて、再刊を促すこと頻りなりし」29との記述から、その評判が窺える。

この増補訂正版は、誤植や文字の修正をしただけで大幅な改訂をしていない。

その後、下田は、欧米の女子教育視察で得た知識や体験を加えて『家政学』を

大幅に改版し、家政学の体系化と内容の科学化を心がけて『新選家政学』（金港

堂、1900 年） 30を出した。『新選家政学』の目次を挙げると、上巻は「家内衛

生・家事経済・飲食・衣服・住居」、下巻は「小児教養・家庭教育・養老・看病・

交際・避難・婢僕使役」となっている。つまり、『新選家政学』は、上巻の家事

経済と衣食住に優先させて家内衛生の項目を置き、下巻では小児教養と家庭教

育を第一章と第二章として取り上げ、以前の「礼法・装飾・書翰・贈品・母親

の衛生」の部分を削除して、かわりに「養老」と「交際」の章を追加した。そ

のほか、衣服についての記述を簡略化し、それまで下巻の「住居」の章に組ま

れていた火災・風災・水害・震災の内容を「避難」という新たな章にまとめた。

また、内容的には『家政学』が日常生活の実際を主体にして書かれた実用的な

教科書であるのに対して、『新選家政学』は、家政学の基礎的な内容を総括する

家政学概論といえる。31改訂後の『新選家政学』は、「女子師範学校、師範学校

女子部及び高等女学校、家事教科用の為、並びに、家事を教ふる者の参考」32の

ために著されたことを凡例に明記している。下田は、当時の中流階級の生活改

良と子育てを家庭の主婦の中心的役割として考えるようになった時代の変化に

伴い、家内衛生や児童教育に関する知識を重視し、それぞれを上巻と下巻の第

                                                   
28 飯塚幸子・大井三代子「下田歌子と家政学」『実践女子短期大学紀要』 28、 2007 年、 5

頁。  
29 第 2 版、博文館、 1893 年  
30 テキストは、『復刻  家政学叢書 4』（第一書房、1982 年 6 月）に収録されている『新選

家政学』（金港堂、 1900 年）を使用する。  
31 前掲論文、「下田歌子と家政学」、 p.7。  
32 下田歌子『新選家政学』（『復刻家政学叢書 4』第一書房、 1982 年）の凡例から引用。  
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一章に据えた。改訂後の家政学は、家事全般を整えるための基本的な知識体系

を構成しているといえる。  

また、家政と女性の関係については、総論において以下のように述べている。  

男の外を理め、女の内を整ふるは、実に天賦の職責にして、能く其性情体

質に適当せるものといふべし。故に女子は、専ら家事内政に與りて、常に、

細密周到なる注意を以てし、其外に出でて、大事に当り、心を碎き、力を

竭す、男子の業を陰に助けて、毫も内顧の虞なからしむるこそ、其本分を

尽せりとはいふなれ。されば、女子が、家事を整へたる功績は、男子が国

務の上に顕したる名誉に、聊も変ること無し。 33 

このように、下田は、家政学を単純な学問として論じたのではなく、家政の管

理を女子教育の本質的内容としている。彼女は国家主義的見地から明治期の良

妻賢母主義女子教育を進めた教育者の一人として、「男は外、女は内」という儒

教的な性別役割分業観に基づいて家政能力を女子だけに求めているのである。  

1.3 清末における『新選家政学』の翻訳  

日本で評価された『新選家政学』は、中国においても下田歌子の影響力とと

もに知識人に注目され、1902 年から 1903 年までの短期間に、四点の中国語翻

訳版が現れた。以下の表にそれぞれの書誌情報を整理してみる。  

表 1：『新選家政学』の中国語翻訳版 34 

 タイトル・訳者  出版社・出版年月・所蔵  

1 『家政学』・銭单士釐  
不明・初版：光緒 28 年（序文は 5 月に作成）・中国国家図書

館蔵  

2 『新編家政学』・不明  作新社・初版：光緒 28 年陰暦 10 月 16 日・上海図書館蔵  

3 『新撰家政学』・湯釗  
廣智書局・初版：光緒 28 年 11 月 15 日、再版：光緒 31 年、

光緒 33 年、民国 31 年・首都図書館蔵・上海図書館蔵  

4 『聶氏重編家政学』・曾纪芬  
浙江官书局・初版：光緒 29 年 5 月、再版：光緒 30 年・中国

国家図書館蔵・東京大学東洋文化研究所蔵  

出版社・訳者によって訳書のタイトルはそれぞれ異なるが、筆者が原著と照

らし合わせた結果、多少の改訳はあるが四点とも『家政学』ではなく『新選家

                                                   
33 下田歌子、前掲書、 4～ 5 頁。  
34 この表の作成は、「従 “江湖之遠 ”到 “廟堂之高 ”―下田歌子《家政学》在中国」（黄湘金、

『山西師大学報』社会科学版、第 34 巻第 5 期、2007 年 9 月）、『建造常識：教科書與近代

中国文化転型』（畢苑著、福建教育出版社、 2010 年）および筆者が中国国家図書館・上海

図書館・中国首都図書館・東京大学東洋文化研究所から収集した原本に基づいて作成した。 
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政学』を翻訳していることを確認できた。また、2、3 二版は再版も出され、廣

智書局の版は増版が四回まで出された。この時期は、日本の書籍が大量に中国

語に翻訳された日中文化交流の隆盛期であったとはいえ、四つの出版社から訳

書が出された例はごく稀である。本節では、この四点の翻訳版の訳者や出版経

緯について詳しく考察する。  

銭单士釐（銭は夫の苗字であり、以下は本名の単士釐と記す）が翻訳した『家

政学』は、洋風の装丁を採用せず旧装本のままであり、奥付もないため出版社

や出版年月についての記載がない。夫銭恂が書いた序文の日付が光緒 28 年 5

月（西暦：6 月）であることから判断すると、作新社および廣智書局の出版日

より五か月ほど早いため、本研究では、『新選家政学』の最初の中国語翻訳版を

单士釐の『家政学』と見なす。  

単士釐（1858－1945）は、浙江省蕭山の出身。幼年時代に良好な家庭教育を

受けた。その夫である銭恂 35（1853－1927）は、清国外交官として欧州と日本

36等の国々に駐在した。彼が 1899 年に日本に駐在した際、単は二人の息子を連

れて初めての海外の旅を経験した。その後、夫に同伴してヨーロッパを歴訪し

た彼女は、自分の外遊見聞を『癸卯旅行記』・『帰潜志』 37（1903）という二冊

の著書に記録した。『癸卯旅行記』序文には、日本について「（引用者注：1899

年以降日本へ）歳として行かざる無く、或いは一航、或いは再航す。往復既に

頻にして、寄居（日本での滞在と生活）も又た久しければ、東国（日本）を視

ること郷井（故郷）の如し。」38と記し、頻繁に日本を訪問して、日本に対する

特別な感情を抱いていたことが分かる。また、単は、長男の妻を実践女学校最

初の中国人女子留学生として入学させ、下田歌子と親密な関係を築いた。単が

                                                   
35 銭恂は、字は念劬、浙江省呉興の人。銭は、伝統的な学問と西学の双方に通じ、 1884

年、李鴻章の幕僚であった薛福成の門人となり、その門下で外交官としての活動に必要な

知識と技能を身に付けた。 1890 年に薛が駐英・仏・意（イタリア）・比（ベルギー）四国

公使となり、銭は薛の「随員」に起用されて渡欧した。1891 年から 1893 年までは「参賛」

（二等書記官）としてベルリンとペテルブルクに駐在、1894 年に再び四国公使の「参賛」

として渡欧した。日清戦争の直後の 1895 年に湖広総督張之洞の要請に従って帰国し、張

が湖北省で推進していた「自強新政」のブレーンの一人となった。 1897 年に湖北を訪問

した日本の陸軍大佐神尾光臣らの「日清英提携論」の影響で、銭は張之洞に湖北省が率先

して留学生を日本に派遣するよう提言する。 1899 年、銭は湖北省留学生派遣の事前準備

で初めて訪日し、同年、単士厘も子供を連れて訪日した。銭恂に関しては『癸卯旅行記訳

注‐銭稲孫の母の見た世界』（銭単士厘撰、鈴木智夫訳注、汲古書院、 2010 年）による。 
36 銭の日本への出向は、『日本外務省記録』に収録された「清国人日本教育視察関係文書

（目録）」：「張之洞湖広総督秘書官銭恂氏留学生監督ヲ兼ネ本邦渡航ノ件」、「青木外相よ

り桂陸相・参謀総長宛通知（明治 32 年 4 月 24 日）および「瀬川漢口領事より都築外務次

官宛通知」（明治 34 年 4 月 1 日）による。  
37 銭単士厘『癸卯旅行記・帰潜記』湖南人民出版社、1981 年。そして、1904 年に東京の

同文印刷舎より刊行された版もある。  
38 訳文は、前掲書、『癸卯旅行記訳注  銭稲孫の母の見た世界』（ 5 頁）による。原文：「無

歳不行、或一航、或再航、往復已頻、寄居又久、視東国如郷井」  
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1906 年の帰国直前に下田歌子との別れを惜しんで作った「丙午秋留別下田歌子」

という詩から、二人の友情と『新選家政学』の翻訳について窺うことができる。  

六載交情幾溯洄、一家幸福荷栽培。扶持世教垂名作、伝播徽音愧訳才。全

国精神基女学、隣邦風気頼君開。驪歌又唱陽関曲、海上三山首重回。 39 

単は、まず、六年にわたる二人の親交を回顧し、長男の妻が下田のおかげで実

践女学校を卒業したことへの謝意を表す。そして、下田の著作（『新選家政学』）

を「扶持世教」の名著と高く評価し、その名著を翻訳して中国に紹介した自分

の才能の拙さを恥じる。最後に、一国の精神は女学に基づくので、この翻訳が

隣国の中国に新しい気風をもたらすことを期待するという。また、銭恂はこの

訳書の序文において妻の翻訳について以下のように述べている。  

予が妻単士釐は、少々日本語に通じており、日本の学者下田歌子著『家政

学』から平易で日用に役立つ内容を選んで漢文に逐語訳し、それによって

中国人を啓蒙すること、（中略）女子教育の嚆矢になることを期待している。

40 

銭は、また、国民の育成に家庭教育が重要であることを強調し、母親が家庭教

育の責務を担当するために、女子教育を振興しなければならないという考えを

示している 41。そして、女子教育の振興については、「女学が一気に振興できる

ものではなく、まず女子の家事の切り盛りや育児養老の能力の養成から始めて、

規則に従えば旧習が捨てられる、それでだんだんと文明の国になっていく」42と

いう。つまり、女子に家政学を習得させることが文明の国民を育成するための

基礎であることを認識している。  

次に作新社が翻訳した『新編家政学』についてみる。作新社は、下田歌子が

中国人留学生と積極的に交流する中で知り合った戢翼翬との共同で設立した出

版社である。戢翼翬は、在日留学生団体「励志会」が東京で設立した翻訳・出

版団体である訳書彙編社 43の社長を務め、東京で『国民報』 44を創刊した経験

                                                   
39 『受茲室詩稿』単士釐著、陳鴻祥校訂、湖南人民出版社、 1981 年、45 頁。引用は、前

掲「従江湖之遠到廟堂之高―下田歌子《家政学》在中国」による。  
40 原文：予妻単士釐稍通日本文読彼邦女学者下田歌子所著『家政学』取其浅近而切於日用

遂訳為漢文欲以誘啓華民、（中略）抑即此以為女学之嚆矢未可知也  
41 原文：「養成国民者、所謂家庭教育者非為母者之責而誰責耶欲為母者暁然担任此責而無

愧又非大興女学不可」  
42 原文：「女学非可以驟興則先求婦女於持家育児養老数大端能従規則能去俗習即浸浸乎漸

入文明之域」  
43 1901 年に設立された訳書彙編社は、主に定期刊行物『訳書彙編』（月刊）において、日

本の書籍や日本語に訳された欧米の書籍を中国語に翻訳して連載し、その後一冊の連載が

完結すると単行本として出版するという形をとった。上海に総発行所を、北京、香港、台
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もある。下田歌子が 1901 年に戢翼翬と共同で設立した作新社は、雑誌『大陸』

を発刊したほか、主に日本の書籍を大量に翻訳・出版した。45 作新社によって

翻訳・出版された『新編家政学』の奥付には訳者の項目がないが、著者と発行

者はすべて作新社と記載されている。その序文は、呉汝綸 46が寄せたものであ

る。呉は、西太后清政府が変法政策に転換した際 47、1901 年に管学大臣張百熙

の要請によって京師大学堂の総教習に就任し、1902 に自ら申し出て日本の教育

事情調査のために 5 月 15 日（西暦：6 月 20 日）から 10 月 20 日（西暦：9 月

19 日）まで訪日した。呉が日本訪問を記録した『東遊叢録』 48には、日本の政

府機関および官・私立大学と各種学校が行った清国教育考察団に対する協力に

ついて詳しく記している。それによれば、日本側は、管学大臣張百熙が近代学

校教育を構想していることを知って、文部省において呉一行のために日本の学

制を講義する講学プログラムを作って対応した。その際、文部大臣菊池大麗、

外務大臣小村寿太郎、元老・政友会総裁伊藤博文をはじめ、京都帝国大学、東

京帝国大学、女子高等師範学校、高等師範学校の校長といった日本教育界と政

界の要人が、呉に面会し、清国の教育事業に対して莫大な助言を与えたことが

わかる。 49 

                                                                                                                                                     
湾、浙江省等十数か所に販売処を設けた。第 11 期で終刊を迎えている。  
44 『国民報』は、 1901 年 5 月 10 日に日本で創刊された新聞であり、愛国主義に基づく

中国民族の独立と民権の確立を宣伝することを目的とする。  
45 『中国人留学日本史』実藤恵秀著、譚汝謙・林啓彦訳、香港中文大学出版社、1982 年、

14 頁。  
46 呉汝綸（ 1840‐ 1903）は、安徽省出身の著名な古文派の学者であり、洋学にも造詣が

深かった。そのため、曾国藩や李鴻章に重用され、天津府知府や深州直隷州知州などを歴

任、蓮池書院院長も務めた。  
47 京師大学堂師範館は、戊戌改革のとき、孫家鼐を管学大臣、アメリカ人宣教師 W・A・

P・マーチンを西学総教習として発足したものであったが、その後の保守政治の復活、さ

らには義和団事件の勃発によって閉鎖状態になっていた。 1902 年 1 月、管学大臣に任命

された張百熙は、総教習に桐城学派の学者として著名な呉汝綸を任命して京師大学堂の再

開にとりかかるのであるが、その際、本科はしばらく置かず、まず予備科および速成科を

もって発足、速成科には師範館及び仕学館をおき、日本のやり方をモデルにその運営を行

うこととした。そのため、マーチンなどの教習を解雇、かわりに服部ら日本人教習を招聘

した。この転換は、速成教育から着手し、新教育人材の早急な養成および若手現職官吏の

再教育という考えに基づくもので、日本人のアドバイスが反映されている。京師大学堂が

招聘した日本人教習は、服部のほか、古田達人、高橋勇、鈴木信太郎、西村熊三、氏家謙

曹、坂本健一、矢部吉禎、桑野久任がいた。（阿部洋、前掲書、 156～ 158 頁）による。  
48 呉汝綸著、三省堂、 1902 年、近代デジタルライブラリー所収  
49 呉汝綸の日本の教育についての考察が日本の教育界に重視されたことについては、『教

育時論』に掲載された「呉汝綸氏の来朝」（清国の教育視察特命使）（「時事寓感」欄、明

治 35 年 7 月 5 日、203 頁）という記事から窺い知ることができる。具体的には、「今般北

京政府の命を奉じ、我邦教育制度視察として来朝せり、従来彼国地方総督衙門より派遣せ

られ」た考察者と異なるため、「我教育当局者は、呉氏一行に、十分の便宜を与へて、我

教育制度の調査に便し」、「我識者の呉氏と会談するもの、亦能く親切に、其抱持する意見

を吐露して参考に供し、以て帰国後の教育施設に資せしむる所なかるべからず」と記載さ

れている。また、『教育時論』（「社説」欄、明治 35 年 4 月 15 日、 196 頁）に掲載された
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この折に、日本側は、呉に女子教育の情報についても提供した。例えば、前

山陽高等女学校校長望月興三郎が、伝統を重視しながら女子の特性に適した近

代的な教育法を取り込むという日本の経験を提供した。 50これは、清国がその

体制を維持するために必要とした伝統維持と近代化のバランスをとるための方

策であったといえる。張百熙へ充てた呉の書簡には、「昨日の交詢社の宴会では、

社長の大鳥圭介（引用者注：学習院院長兼華族女学校校長、駐清特命全権公使

を経て、当時は枢密顧問官）が女学校を興すことが大切だと私に勧めた。私は

どれもが今の中国にとって必要でその制度化が急務であると考え、これを直ち

に管学大臣に伝えるべく、手紙をしたためる次第である」 51とあり、その助言

を早急に張百熙に報告したことがわかる。  

また、呉は下田歌子によって実践女学校の見学にも招かれ、「女子の教育に就

て」という題の講演を行った。その中に以下のような文章がある。  

（我が国は）文明的科学的教育は未だ曾て受けて居らぬので御座います。

御国に於ては、早くより女子教育の必要なることを認められ、女子の人材

を養ふことに務められたるは、実に感服の外有りませぬ。殊に家政学裁縫

等の学科を上下貧富の区別なく教養せらるることは、実に処世上肝要のこ

とと思ふ、又、其他化学理学衛生などに至るまで、ソレソレ研究せらるる

は是れ又缺くべからざる科目と思ひます。 52（引用者下線）  

呉は講演において、日本の女子教育の振興ぶりに感心し、特に日本の女子家

                                                                                                                                                     
記事「彼我教育上の連絡を謀るべし」によると、当時の日本の教育界では、日本政府の思

惑を背景に、「彼国（清国）の教育家にして、我邦に来遊するものあるときは、我教育家

及団体は、成るべく彼等に種々の便利を與へ、学校参観、其他彼等の希望せる事柄に対し、

或は紹介の労を執り、或は案内指導を無し以て彼等の智見を開き、彼等の欲望を充たさし

めざるべからず。夫の教員傭聘、書籍器械の購入の如き、亦成るべく簡易に之を辨理し、

彼等をして大に便利を感ぜしむる所なかるべからず」と、積極的な協力方針をとっていた

と思われる。  
50 呉汝綸、前掲書、『東遊叢録』の「函札筆談」に収録された「望月與三郎筆談」（ 49～

50 頁）による。原文：「問：有論勧與女学聞貴国十年前女学尚未大行、後用何法鼓励遂有

今日之盛望示知。答：愚按欲策女子教育之良法須参照者有三。一、過去歴史今日之教育、

不可不與已往女子之教育連絡一貫。二、現在状態今日之教育要基於女子之現状、鑑男子之

程度且照於文明諸邦之女子教育法。三、未来之進歩、当予想国家将来之進歩並世界文明之

趨勢而立案、此外更有一事則国家之観念、即愛国心之涵養是也、蓋女子最富愛情而其愛也

僅止於一身一家、而未有及国家者以其闇於歴史且不識列国対峙之形勢、故便女子養愛国之

心不可不待於教育之力也。受教育富愛国心之女子他日為人母於膝下撫育之子女受其感化其

愛国心矣、天下養愛国之美有過於家庭者哉。是故於女子教育涵養国家観念之方針甚属重要

之事也」  
51 「尺牘」巻 4、 392～ 394 頁。（『呉汝綸全集』呉汝綸撰、施培毅・徐寿凱校正、黄山書

社、 2002 年）による。日本語訳の引用は、董秋艶「日清戦争後中国における日本の女子

教育情報  : 呉汝綸 (ウルゥルン )による日本視察 (1902)を通して」（『日本の教育史学 :教育史

学会紀要』 55 号、 2012 年、 72～ 84 頁）を参考。  
52 呉汝綸氏講演、大澤豊子速記、『日本婦人』36 号、帝国婦人協会、1902 年 10 月 25 日、

25～ 28 頁。  
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政教育に関心を寄せて、中国の女子教育に家政科目を入れたいという考えを示

している。また、呉は、華族女学校を見学した際、下田について、「（引用者注：

五月）二十九日家族女学校に訪れ、学監の下田歌子は従四位で、皇女常宮周宮

の教育も兼ねている。そして、教育学に対する造詣が深く、華族女学校で二十

年あまり務めている。我が国の女子教育にも興味を示している。」53と語ってい

る。このような経緯から見れば、『新撰家政学』が作新社によって翻訳・出版さ

れた際に、清国学部で影響力のある呉汝綸に序文が依頼されたのは当然であっ

たといえよう。  

下田の女子教育理念に賛同する呉は、その序文に「（下田）は我が国（中国）

では万事が革新の最中と聞き、女子教育が最も緊要だと認識している。家政学

の本を賛助して中国語に翻訳し、我が国に輸出しようとするその思いに感動せ

ざるを得ない」 54と記し、また、呉は中国の古典「国を治めんと欲する者は、

先ずその家を斉 (ととの )う、家は国の本である」を援用して、「論者は西洋の富

強が家庭教育に基づくものであるという」 55と下田の家庭教育重視の態度に賛

意を示し、家政学と国家富強の関係を強調している。  

中国の近代的教育制度を策定するために来日した呉汝綸の教育視察団に対す

るこのような対応ぶりからも窺えるように、日本は清国の教育制度改革に積極

的な協力政策をとっていた。下田歌子もこの機会を生かし、自分の教育理念が

清国の教育政策に組み込まれるように努力した。  

作新社版が上梓された僅か一か月後に廣智書局 56も湯釗による同書の翻訳を

出した。廣智書局は、当時、梁啓超が実際の運営に当たっており、訳者の湯は

梁の弟子でもあった。湯の序文は「下田歌子著『家政学』は、家庭の義務につ

いてかなり詳しく記述し、我が国の『少儀』『内則』の遺風を継いでいる」 57と

述べている。ここから、湯が下田の家政学と中国の伝統的な女子教育思想との

一致を認識していたことがその翻訳の大きな理由として考えられる。廣智書局

のこの訳書は、光緒 31 年（1905）、光緒 33 年（1907）と民国 31 年（1942）

に三度版を重ねた。  

                                                   
53 「摘鈔日記」『東遊叢録』日本三省堂書店、1902 年、24 頁。原文：「（引用者注：五月）

廿九日赴華族女学校学監下田歌子従四位兼教皇女二人謂之常宮周宮其人深於教育学此学

校主辦廿余年頗以吾国女学為意」  
54 原文：「今聞吾国万事更新以為莫急於女教尤欲有所賛助家政学一書、（中略）訳為漢文欲

以輸之吾国其意可感也」  
55 原文：「論者謂西人之富強乃一源於家教」  
56 光緒 24 年（ 1898）に、香港の馮鏡如・何澄らによって上海で設立された出版社である

が、実際には梁啓超が運営していたという。広智書局は、西洋や日本から思想と科学に関

する書籍を大量に翻訳して出版した。  
57 原文：「日人下田歌子著『家政学』於家庭義務言之詳矣駸駸乎吾『少儀』『内則』之遺意

焉」  
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筆者の調査によれば、清末に出版された『新選家政学』の最後の翻訳版は、

曽国藩の末娘曽紀芬（ 1852‐1942）が訳した『聶氏重編家政学』 58である。曽

紀芬は、号を崇徳老人と称し、湖南省湘郷県の出身、24 歳で湖南衡山の聶緝椝

（1855‐1911）と結婚した。曽は、翻訳の経緯について以下のように述べてい

る。  

五月に、日本の下田歌子著『家政学』（引用者注：『新撰家政学』）を読み歓

喜した。だが、その内容は吾国の国情に合わないところがあるので、中国

人に紹介するためにその優劣を検討し、息子の其昌、其傑及び姪婿の劉寿

霖に写し取ることを命じて、安慶抏署に於いて印刷した。 59 

曽が下田の著作に示した強い関心は、おそらく彼女が受けた教育と深く関わっ

ている。父である曽国藩は「仁、義、礼、智、信、温、良、恭、倹、譲」をも

って子女を教育し、女子に対しては一日になすべきことを詳しく規定し、調理、

女紅、紡績を常に検するほどの厳しさである。 60このような家で育てられた曽

紀芬は嫁してからも家訓に従い、『聶氏重編家政学』の叙言では「十年の間、舅

姑に仕え、夫を助け、子を育て、嫁同士と付き合い、そして息子の嫁、妾と婢

僕との間にわずかのわだかまりや齟齬もない」 61と述べている。このように中

国女性の伝統的道徳を実践してきた曽紀芬は、翻訳書の叙言において「国の隆

盛は家庭に基づき、そして家庭の振興は教育に関わっている」 62との認識を示

し、下田歌子の著作に「女子を啓発することと国の綱常を整えること」 63を期

待した。曽紀芬は、一族の女子のために『聶氏重編家政学』を翻訳して出版し

た 64が、翌年の夏にすでに再版が出ていることから、家政学に対する需要と社

会的関心の大きさを推測することができる。  

本節で考察したように、清末の中国では下田歌子の『新選家政学』が大きな

注目を浴び、二年間の間に四点の中国語翻訳版が出版され、版を重ねた。これ

                                                   
58 テキストは、浙江官書局の光緒三十年夏（ 1904 年）の再版を使用する。凡例には、再

版の際に補校を行ったことについての記載がないため、 1903 年の初版と同じものであっ

たと考えられる。  
59 原文：「五月間、読日本下田歌子所著『家政学』而喜之。稍嫌其與吾国国情不合、因為

斟酌損益以餉国人、命其昌、其傑両児及侄婿劉寿霖写定之、刻於安慶抏署」、『曽宝蓀回記

録』（曽宝蓀、岳麓書社、1986 年）に収録された曽紀芬「崇徳老人自訂年譜」（ 42～ 43 頁）

から引用。  
60 曽紀芬「崇徳老人自訂年譜」『曽宝蓀回記録』（曽宝蓀、岳麓書社、1986 年、15 頁）に

よる。  
61 原文：「十余年来侍姑嫜相夫子処妯娌姑嫂間及近年児媳妾婢輩従無纖芥齟齬」  
62 原文：「国脈之隆盛基乎家庭而家道之振興関乎教育」  
63 原文：「近閲東洋下田氏所編家政学緒論閎深條目縝密於家庭義務一帰重於主婦未始不可

以開通閨媛整飭坤綱」  
64 原文：「是編率爾付梓為贈致親友而非求問世」（凡例）  

http://cjjc.weblio.jp/content/%E3%82%8F%E3%81%A0%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%82%8A
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は、女子の学校教育制度がまだ確立されていない 1902 年から 1903 年までの早

い段階に、一部の有識者が女子教育に関する先進的な理論と教材を切望してい

たことを示している。訳者たちは、国家の富強を実現するために女子教育の重

要性を十分に認識し、東洋女性の美徳を称揚する下田の『新選家政学』を中国

に紹介して近代的な中国女子教育の嚆矢とした。次の節においては、四つの中

国語版の内容に立ち入り、それぞれの訳者がどのような取捨選択を行い、それ

によって中国の女子をいかに啓発しようとしたのかを詳しく考察する。  

1.4『新選家政学』翻訳版比較  

まず、『新選家政学』と四点の訳版の目次を表にまとめて比較してみる。  

表 1：下田歌子著『新選家政学』の中国語翻訳版  

巻  章  『新選家政学』 『家政学』 『新編家政学』  『新撰家政学』 『聶氏重編家政学』 

  下田歌子  銭単士釐  作新社  湯釗  曽紀芬  

上

巻  

第一章  総論  総論  第一編：総論   一：総論  

第二章  家内衛生  家内衛生  第二編：家人之監督（教育

幼 児 、 家 庭 教 育 、 小 学 教

育、養老、病者之看護）  

 二：教育初基  

第三章  家事経済  家事経済   三：教育漸次  

第四章  飲食  飲食   四：教育総義  

第五章  衣服  衣服  第三編：一家之風範（家庭

習 慣 、 児 女 儀 範 、 温 良 之

徳、規則秩序習慣、早起利

益 、 家 庭 之 陳 設 、 戸 内 快

楽、交際）  

 五：家庭表率  

第六章  住居  住居   六：理財  

下

巻  

第一章  小児教養  小児教養  小児教養  七：養老  

第二章  家庭教育  家庭教育  家庭教育  八：治病  

第三章  養老  養老  第四編：衛生（光線空気土

地、室内運動身体之清潔、

飲食、衣服、住宅、避難）  

養老  九：衛生  

第四章  看病  看病  看病  十：交際  

第五章  交際  交際  交際  十一：避難  

第六章  避難  避難  
第五編：一家之財政（財政

之要旨、出納、貯蓄、購求

物品）  

避難  十二：婢僕使役  

第七章  婢僕使役  婢僕使役  婢僕使役   

目次だけから見れば、原著を忠実に訳したのは单士釐の『家政学』だけであ

る。湯釗の『新撰家政学』は原著の下巻だけを翻訳している。曽紀芬の翻訳版

は『聶氏重編家政學』というタイトルを使用し、原著の「飲食」「衣服」「住居」

の三章を「衛生」に編入し、「教育」の部分を増やして三つの章を立てた。また、

原著にない家庭における礼儀作法を「家庭表率」として一つの章にまとめた。

作新社の『新編家政学』は、原著の章立てに従わず、「家人之監督」「一家之風

範」「衛生」「一家之財政」という四編を立て、原著の内容を再編した。 65さら

に編訳者は、第二編「教育」の部分に「小学教育」、「風範」編に礼儀や徳育に

関する内容を新たに書き加えた。つまり、曽紀芬と作新社は下田の『新選家政

                                                   
65 筆者の調査によると、このような編集方式は清水文之輔著『家政学』（金港堂、1890 年）

を参照したといえる。  
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学』を翻訳した際に、当時の中国の実情に合わせて初等教育をも含めた女子教

育の啓発と道徳の重視が不可欠と考えていたことがわかる。  

また、各翻訳版の内容を原著と比較した結果、原著を忠実に翻訳したのは、

单士釐の『家政学』と湯釗の『新撰家政学』であることが明らかになった。作

新社の『新編家政学』は原著の目次を大きく再編し、「一家之風範」という一節

を付け加えた以外には、原著の内容をそれほど変更していない。これに対して、

曽紀芬が翻訳した『聶氏重編家政学』だけは、中国の実情に合わせて大胆な編

訳を施している。以下に、そのまま中国に紹介された家政観念と知識および曽

の改訳について詳しく考察する。  

まず、原著第一章の「家内衛生」は、『家政学』から『新選家政学』への増補

改訂に際して新たに設けられた独立の章である。『家政学』は、母親の衛生につ

いて少し触れているだけだが、『新選家政学』の第一章では、「光線、空気、土

地、用水、食物」を「家内衛生」の内容として論じている。下田は、「文明の民

は能く衛生の必要を知るのみならず、又、能く之を実行す」 66と衛生観念を文

明の一要素と捉えている。「家内衛生」の章で挙げられた注意事項には、伝染病、

新鮮な空気、清潔な水、土地、衣服の選択、身体及び衣食住等の清潔、運動が

ある。また、「土地」の節では「各種の伝染病中、腸窒扶斯虎列拉、赤痢病の類

ひは、必ず土地と関係を有す」 67と述べている。衛生における伝染病への注目

は、欧米での見聞に触発されただけでなく、当時の日本の社会情勢とも関わっ

ている。日本では明治初年にコレラ・赤痢・腸チフスなどの伝染病が大流行し

て多くの命が失われたため、学校やメディアによる保健衛生の啓蒙活動が盛ん

に行われていた。下田は、『家政学』の改訂を機に「家内衛生」を家政学の最も

重要な内容として盛り、主婦の保健衛生意識を促すことによって「公衆衛生」

を改善しようとしている。このような意図について、作新社の版は「家内衛生」

の内容を第四編「衛生」に取り入れ、原著の内容を忠実に翻訳した。「衛生」を

総括した最後のまとめに「このように家庭の衛生は家政学の中の重要な部分で

ある。それ故著者はこの篇に最も注目している」 68と下田の意図を特別に強調

している。これに対して、曽紀芬は「衛生」を第九章におき、衛生と文明の関

係や伝染病への用心を省き、中国の「飲食」「衣服」「住居」をあげ、中国の伝

統的な衛生法の観点からその内容を置き換えた。例えば、原著は食物に含まれ

る澱粉質、蛋白質、脂肪分、水分、糖分、塩分といった近代栄養学に基づいた

                                                   
66 下田歌子、前掲書、 12 頁。  
67 下田歌子、前掲書、 53 頁。  
68 『新編家政学』作新社、光緒 28 年陰暦 10 月 16 日（西暦：1902 年 11 月 15）、126 頁。

原文：「家庭之衛生為家政学中之枢要如此故著者於此篇尤注意焉」  
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健康観念を紹介しているのに対し、曽は、漢方に基づく食養生の視点から各種

類の食物が持つ効用を述べている。  

次に、「家事経済」の章では、主婦に国家の視点から節約の重要性を説き、収

入を計って支出を考えること、家計簿記法、貯金の方法などを紹介している。

日清・日露戦争後の日本では、資本蓄積と軍事力拡大の方針が強く打ち出され、

この国策のもとで、家庭における主婦の節約管理が重要視され、「家政学」とし

て女性に簡単な経済管理の方法を伝授することが求められた。このような知識

は中国の女性にとっても必要であった。  

下田の原著では近代的な衛生知識や家庭経済観念を取り入れながらも、「飲食」

「衣服」「住居」の三つの章において、日本固有の衣食住文化と風習をあげ、衛

生面、環境面、経済面を考慮してその大要を説いている。前述のように曽紀芬

だけはこの部分を「衛生」の章で取り上げた。  

また、下田の「小児教養」の章では、胎育・哺育・幼児の衣食住・病気・運

動の項目から育児法について紹介し、次の章では、家庭教育の必要性や目的と

方法を説いている。日本では日露戦争後、子供を国家の有用な国民に育てるた

めに、その健康管理と教育が主婦にとって最も重要な課題となった。曽は育児

と教育をもっとも重要視し、総論の次の第二章「教育初基」に原著「小児教養」

の内容を取り込んだほか、次に二つの章「教育漸次」と「教育総義」を新たに

設けて、勉学ではなく主に生徒の品行と性質、賞罰や懲戒の規則、倫理、言動、

客に対する礼義、食事の作法、外出の規則と制約の要点について論じている。

原著では知育も徳育も重要であると主張するが、当時の中国では、男子向けの

学校教育体系が作られたばかりで、女子向けの学校教育はまだ制度化されてお

らず、家庭教育の担い手となる主婦自身も教育を受けていなかったため、実際

には原著が主張する家庭での知育教育は極めて困難であった。それゆえ、曽紀

芬は教育の内容を殆ど徳育にすり替えたのだと考えられる。  

また、下田の家政学においては家庭医学知識と看護法も取り入れられている。

これも、戦争の影響によって主婦にも基本的な医学知識と看護方法の習得が要

求されたからである。その後、このような技能は、戦時だけでなく普段の家庭

生活においても必要と認識されるようになった。このような知識は、当時の清

国にとっても非常に重視されため、各翻訳版はこの部分を忠実に訳している。  

そのほか、下田の原著では明治という開化の時代にふさわしい交際法とその

注意点も紹介されている。また、日本では自然災害や火災が多発するため、防

災知識も家政学の内容として盛り込まれており、これもそのまま中国に伝えら

れた。  

このように、下田歌子著『新選家政学』は、明治時代に起きた社会変化が女
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性に求めた近代的な家政管理法を伝授し、その習得によって良妻賢母を養成す

るための教科書である。具体的に、衛生・栄養・保健観念、育児方法、家族管

理、経済観念、家庭看護法など近代的科学知識に裏付けられた家政運営の原理

を説いたものである。原著はさらに、智識の伝授だけではなく、一家経営の担

い手でもある主婦の家政運営が家庭の幸福をもたらし、それが一国の富強にも

つながることを強調している。清末の中国に紹介された『新選家政学』の四つ

の翻訳版は、一部の内容の書き換えはあるものの、原著が主張している家政管

理理念および、家政の国家への影響とその重要性を変更せずに伝えたのである。

要するに、この家政学教科書は、家政の運営を国家の視点で捉え、女性に国民

としての自覚を持たせることを目ざしていた。明治政府は近代教育を普及させ

ることによって富国強兵の国家を建設しようとしていた。そのため、女子教育

も、男性の生産活動を支え次世代を育てることにより女性が間接的な国民とな

ることを目ざした。『新選家政学』の内容が、基本的に国策の良妻賢母主義に沿

って展開されていることは明らかである。このように、日本から翻訳された下

田の『新選家政学』は、知識の導入と共に国策と結びついた日本の良妻賢母の

女子教育思想をも中国に紹介したのである。  

近代中国における良妻賢母主義については、清末維新派の担い手であった梁

啓超が女子教育の必要性を説いた「論女学」（『変法通議』、 1897 年）が嚆矢と

されている。69梁は「分利之害」（女子職業教育の提唱）、「無才の累」、「母教」、

「胎教」という四つの方面から論を展開したが、『新選家政学』はそれと部分的

に対応している。また、「論女学」の中核となる主張は、女子教育の発達が内助

をもたらし、国家の富強に結びつくことである。つまり、梁の「論女学」と下

田の『新選家政学』は、ともに近代の国家主義に基づく良妻賢母女性観を体現

している。梁の理論的な言説に対して、『新選家政学』の翻訳は清末の良妻賢母

言説に新しい具体的・実質的な内容と意味を付与しただけではなく、良妻賢母

の教育方法をも呈示したのである。  

1.5『新選家政学』の影響  

上述したように、下田歌子の『新選家政学』は、中国の女子教育がまだ制度

化されていない時期に四点の翻訳版によって紹介され、再版も加えて考えるな

らば、その影響力の大きさが容易に察せられる。湯釗は翻訳版の凡例に「近年、

中国の女子教育が次第に発展し、女学校の設立もさほど遠くはない。将来、本

書（筆者注：『新選家政学』）が教科書或は参考書として有益なものとなること

                                                   
69 姚毅「中国における賢妻良母言説と女性観の形成」（『論集  中国女性史』中国女性史研

究会編、吉川弘文館、 1999 年） 118～ 119 頁。  
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を信じる」 70と記して、女子教育への期待を表明している。  

また 1902 年から 1903 年にかけて、下田歌子に対する清国メディアの関心も

非常に高かった。例えば、『選報』の第 19 期に「下田歌子の同文学校での演説」

71（1902 年 6 月 16 日、その後『女報』第 4 期、1902 年 8 月 4 日に転載した）、

『江蘇』「教育訳叢」第 1 期の「欧米諸国女子の体育―下田歌子の欧州女子教

育視察日記」72（1903 年 4 月 27 日）、『杭州白話報』「日本女史下田歌子の演説」

73（1903 年第 10 期から第 12 期まで連載）などの記事が見られる。特に 1903

年第 9 期の『女報』は、成瀬仁藏著『女子教育論』の中国語訳連載を中止し、

同じ欄に「日本華族女学校学監下田歌子論中国女学事」を掲載した。同記事は、

半月前にすでに『遊学訳編』の論説欄にも載せられていた。 74メディアにおい

て「日本女子教育の大家」 75と呼ばれた下田歌子の教育活動は中国の教育界に

注目され、清朝政府当局も、彼女に厚い信頼を寄せた。1902 年に公布された「欽

定学堂章程」には女子教育についての規定が何もなかったが、1904 年に張之洞、

張百熙が改訂した「奏定学堂章程」は女子教育を家庭教育の中に組み込み、「蒙

養家教合一」の学令が家庭用教科書について以下のように規定している。  

中国古来の婦人道徳を説いた『女誡』などを適宜に編纂して各家庭に配布

し、また外国の家庭教育書のうち、平正簡易にして中国の婦職と相悖らざ

るもの（例えば日本下田歌子著わす所の『家政学』の類）を翻訳して広く

刊行、配布する。 76 

つまり、下田の『家政学』（ここでは『家政学』と記されるが、前述したように

『新選家政学』を指していると考えられる）を、『孝経』などの官製女子用教科

書と並べて女子修身書として推奨したのである。  

下田は、幼少期に儒教的教育を授けられ、桃夭女塾では、『女四書』『本朝列

女伝』『劉向列女伝』などの教科書を使用して、儒教的女徳の涵養を前面に押し

                                                   
70 原文：「中国女子教育近来漸趨隆隆女子学校之設計当不遠将来此編或供教科或資参考信

其必有益焉」  
71 原文：「擬請下田歌子来同文学校演説書」  
72 原文：「欧米諸国女子之体育―録下田歌子視察欧州女子教育日記」  
73 原文：「日本女士下田歌子演説」  
74 黄湘金「三部日訳『女子教育論』在晩清中国」『河北師範大学学報』（教育科学版）、2007

年 7 月、第 9 巻第 4 期、 56～ 60 頁。  
75 「大陸発刊之辞」『大陸』第 1 号、 1902 年 11 月  
76 『中国近代教育史資料彙編  学制演変』上海教育出版社、 1991 年、 395 頁。原文：「保

姆学堂既不能驟設，蒙養院所教無多、則蒙养所急者仍頼家庭教育，惟有刊布女教科書一法。

応令各省学堂将《孝経》《四書》《列女伝》《女誡》《女訓》及《教女遺規》等書，択其最切

要而极明显者，分別次序深浅，明白解説，編成一書，并附以図，至多不得過两卷，每家交

給一本，并選取外国家事教育之書，択其平正簡易与中国婦道婦職不相悖者（若日本下田歌

子所著《家政学》之類）广為譯書刊布。其书卷帙甚少，亦宜家置一編」  
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出していた。77彼女は、つまり、「良妻賢母」を「東洋女徳の美」を引き継ぐ女

子教育の理念として理解したのである。『東方雑誌』 78（1906 年第 6 期）に掲

載された「論女学宜注重徳育」は、女子教育における徳育の重要性を強調し、

下田歌子著『家政学』（同前、『新選家政学』を指していると考えられる）は和

愛慈善を主としているので、女子教育の責任者がそれを参照すればなすべきこ

とがわかると記している 79。つまり、下田の『家政学』を徳育の模範として中

国の女子教育者に推薦しているのである。このように、下田の女子教育理念が

西太后及び清朝学部に認められたのは、従来の婦徳観との連続性を重視し、そ

こからさほど逸脱しない範囲で新学問を身に付けた女性を養成するという当時

の清朝政府の女子教育の方針と一致していたからだといえる。また、下田とそ

の著作が、清国で異例ともいえるほどの影響力を発揮できたのは、下田や服部

宇之吉の尽力、日本の教育経験から学ぼうとする呉汝綸ら清政府の代表的官僚

や一般知識人の存在以外に、明治日本が諸般の事情から中国における教育の利

権を狙っていたこととも深く関係していたといえる。  

第 2 節  服部繁子著『清国家庭及学堂用家政学』  

2.1 清国における服部宇之吉と服部繁子の女子教育事業  

『清国家庭及学堂用家政学』は、服部繁子が 1908 年に出版した家政学の教

科書である。その例言によると、服部は、光緒 28 年（1902）に夫の服部宇之

吉 80が清国管学大臣張百熙の要請を受けて 9 月に京師大学堂総教習の赴任に同

行して渡清した。清国では、高位の婦人との交流で中国の風俗人情及び家庭の

状況を見聞し、中国の国家富強を実現するには中国人家庭の改良が急務と考え

ていた。しかし、中国では、女子教育が始まったばかりで年齢の高い婦女が学

校に行くことは困難であり、また教科書も不足していたため、家政学の教科書

を著して「家庭及学堂用」というタイトルを付けたという。  

繁子の夫である服部宇之吉は、京師大学堂師範館の総教習として、日本の文

部省を代表する立場で中国の教育近代化を指導していた。彼は、その滞在期間

中にこの職務のほか、下田歌子の女子教育事業を実現する役目を担った。服部

                                                   
77 深谷昌志『良妻賢母主義の教育』黎明書房、 1998 年、 63 頁。  
78 『東方雑誌』は、商務印書館によって 1904 年 3 月 11 日に上海で創刊され、1948 年 12

月に週刊となった、計 44 巻、 816 期、 810 冊が刊行された近代中国史上最大の総合雑誌。

内容は 20 世紀前半の中国社会の政治、経済、軍事、文化の諸方面を反映したものである。  
79 「論女学宜注重徳育」『東方雑誌』、 119 頁。原文：「日本下田歌子著家政学亦以和愛慈

善為主任女教之責者可以知所従事矣」。同記事は、 1906 年第 13 期の『北洋学報』にも掲

載された。  
80 服部宇之吉（ 1867‐ 1939）は、漢学者であり、生涯を通して現実の中国と密接にかか

わりつづけていた。彼は「対華文化事業」の関連で 3 回にわたって中国に滞在した。  
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は、西太后や清朝廷に学校教育の制度化を繰り返して進言したが、清朝廷が「女

子の学校を設けることは流弊が甚だ多く、断じて宜しからず」 81という方針を

とったため、官立女子学校の設立による下田の教育構想の実現は極めて困難で

あった。そこで、服部は、1905 年 9 月に清朝高位官僚の女子を対象とした豫教

女学堂を北京で開設して、下田歌子が日本で試行していた中国人女子教育の理

念を実践したのである。  

豫教女学堂は、服部夫婦と沈鈞夫婦が共同で設立したものである。沈鈞が総

経理であるが、「北京豫教女学堂章程」には、「創修本堂各項章程幇助経理人大

学堂総教習の服部宇之吉」82、「女幇経理本堂一切事務服部繁子」83と規定され、

主に服部夫妻が学則の起草、教師の任用など、教育課程や授業内容を決定する

学務にかかわっていたことがわかる。また、同章程は、「本学堂ハ中等以上ノ女

子ニ普通教育及ビ高等普通教育ヲ施シ、賢母良婦ヲ造就スルコトヲ以テ目的ト

ス」 84とその教育目的を明記している。  

服部は、自分が設立した豫教女学堂だけでなく、良妻賢母という日本の女子

教育方針が中国の女子教育制度にも取り入れられるように努力した。彼は、江

亢虎 85（1884‐1954）が設立した女学伝習所 86の開校式（1906 年 9 月 30 日）

で講演を行い、良妻賢母の教育方針について以下のように語っている。  

予が昨年の秋に豫教女学堂を創設した当初、良妻賢母を養成することを教

育宗旨に掲げましたことも、大方深い意義がある。凡そ一国の女子教育の

目的を定めることは非常に難しく、かならずその国の文明の性質と程度を

研究し、また、古来の風俗と習慣、および将来的な変化をも踏まえて、は

じめて可能になるもので、むやみに外国の例を援用するべからず。（中略）

西洋各国の女子教育は、独立自活できる女子の養成を目的とし、（中略）我

が東アジアは、文明の性質と風俗習慣が本来西洋とは似ていないだけでは

なく、その将来的な変化の様相も彼等とは異なっている。（中略）それゆえ、

予が中国の女子教育は必ず賢母良妻を養成することを目的としなければな

らず、もっぱら独立自活できる女子を養成するのではないと申しましたの

は、ここにこそその理由があったわけで、むやみに日本の例を援用したわ

                                                   
81「奏定学堂章程」（ 1904 年）の規定による。  
82 「北京豫教女学堂章程」『東方雑誌』第 2 期第 12 号、 1905 年 12 月、 343 頁。  
83 同上。  
84 「北京豫教女学堂章程」『東方雑誌』第 2 期第 12 号、 1905 年 12 月  
85 江亢虎は、 1904 年から 1908 年まで京師大学堂で日本語を教えていた。当時、ちょう

ど服部宇之吉が同校の総教習を務めていた。  
86 女学伝習所は、普通教育ではなく職業教育を行う女学校である。  
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けではない。 87 

服部は清国の女子教育問題を語る際に、下田歌子と同じく、西洋の風俗習慣と

異なる「東亜」の伝統の継承という点で日中の連帯を強く意識している。この

演説文の最初に、「予思女子教育之当務端唐二公言之詳矣」の語句があるが、「端

唐二公」というのは両江総督の端方（1861‐1911）と吏部侍郎の唐景崇（1848‐

1914）を指しており、この開校式にはこの二名のほか、礼部尚書の戴鴻慈、粛

親王の姉である葆淑芳などが出席した 88。また、講演の末尾に「皇太后聖明」

という用語があるので、そのほかにも高位の清朝廷官僚或は学部の官僚が同席

した可能性が非常に高い。このように、服部は、教育界の集会の機会も利用し

て日本的良妻賢母主義の女子教育方針を宣伝している。その努力の結果、1906

年 11 月に西太后の誕生日に合わせて催された豫教女学堂開校１周年記念式典

での演説では、「ありがたいことに、今皇太后さまが昼夜をおかずに苦心して、

国家の様々な改革に取り掛かり、賢母良妻になるべしとの詔書をだしました」89

と述べており、西太后から良妻賢母の教育理念の承認を得たのである。この式

典が、当時のメディアにも報道され、服部の演説全文も載せられている。服部

が女学伝習所の式典での講演全文が『学部官報』にも掲載されるほど、服部が

語ったこの良妻賢母という教育方針の影響力の大きさが窺える。良妻賢母の育

成を目的とした豫教女学校は、宣教師が設立した教会女学校を除いて、北京地

域で最初に設立された日本の女子教育理念に基づく女学校であった。  

一方、服部繁子は、漢学者の島田重礼の娘であり、竹橋女学校および成立学

舎女子部で学び、結婚前は教職についていた。彼女が著した『清国家庭及学堂

用家政学』が日本の冨山房から出版されたのは明治 41 年（1908）5 月である

が、例言には、日本語原著の翻訳を陸紹治に依頼し、挿絵を京師大学堂の教習

高橋君勇に描いてもらったと記されており、また、豫教女学校高等科の「家事」

科目程度には「養老育児看病家政」という内容が見られるので、実際にはその

出版より以前の清国滞在中（1902 年 9 月‐1908 年 1 月）に執筆され、すでに

使用されていたと考えられる。 90中国で女子学校教育を制度化したのは 1907

                                                   
87 「女学伝習所開学演説」（『学部官報』第一冊、国立故宮博物院印行、 1980 年、 103～

104 頁）による。日本語訳は、陳姃湲、前掲書（ 112～ 113 頁）参考。原文：「予去秋開辦

豫女学堂之初即掲造就賢母良妻為要旨蓋有深意存焉夫定一国女子教育之目的為事綦難必

考究本国文明之性質與程度又斟酌其古来風俗習慣與将来之変化然後能之非可妄援外国之

例、（中略）西洋各国之女子教育専以造就能独立自活之女子為目的（中略）我東亜則文明

之性質及風俗習慣本不似西洋（中略）故予謂中国女子教育必以造就賢母良妻為目的而不可

専造就独立自活之女子者職是之由非敢妄援日本例也今」  
88 「開学紀盛」『大公報』、光緒 32 年（ 1906） 8 月 23 日  
89 「豫教女学堂慶賀万寿並周年記念会演説」『順天時報』、光緒 32 年（ 1906） 1 月 12 日  
90 原文：「光緒壬寅秋外子博士膺管学大臣張文達公聘来京師余亦随焉得與中国名媛閨秀往
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年のことであるが、服部繁子が帰朝後にわざわざその教科書を出版したのは、

新しく設立されることになった清国の官立女学堂での使用を意識していたと推

測される。次に『清国家庭及学堂用家政学』の内容を考察する。  

2.2『清国家庭及学堂用家政学』の内容  

まず、繁子は総論において、女子教育の方法と目的はその特質に合わせて女

子の智徳を修養し完全な国民を養成することであり、それによって女子は男子

と内外を照応して国民としての資格が促進できると述べている。女子は、家を

治めて子女を教育することにより男子の内顧の憂いを無くすことができる。具

体的には、繁子は「家政学の講習を先務として、家政学者が各種の知識を用い

て婦徳を練磨する」91ことを目ざし、「現在中国の女子は学術を重んじて、家政

科目を軽視しているが、余はこの書を著して中国の女子に家政整理の要を心得

させ、その本分を尽くさせ」 92たいと記している。服部繁子が中国の女子に対

して国家主義的見地から教育を行おうとしたことは、基本的に明治の女子教育

理念である良妻賢母主義を踏襲するものといえる。  

『清国家庭及学堂用家政学』は、計十三章からなり、「家庭・主婦・祖先崇敬・

父母奉養・子女教養・用人（婢僕使役）・家庭経済・家庭衛生・衣食住・交際・

主婦之教育・婦人の娯楽・婦人の修容」という構成となっている。下田歌子の

『新選家政学』の目次と比較すれば、同じく家庭の衛生・経済・教育・養老・

衣食住・交際・婢僕使役の項目を取り上げているほかに、主婦の教育・娯楽・

修容を盛り込んだことがその特徴である。  

内容についてみれば、繁子は、第一章「家庭」で、日本と中国の家庭が欧米

とは異なり、父母が家庭の長者であり、孝が立国の本であるという中国の伝統

的な倫理道徳観を踏まえた家庭観を述べる。第二章「主婦」では主婦に「仁愛」

と「忍耐」を求める。「仁愛」とは、義理の親への孝行と夫への従順であり、「忍

耐」とは家政を経営するに必要な精神力である。続く、「祖先崇敬」と「父母奉

養」の章でも、主婦の実践すべき徳目として祖先の霊を祀ることと義理の両親

への孝行を挙げる。ここまで、繁子は、中国の家風と伝統を尊重して家政にお

いて主婦に求められるべき徳目を挙げ、道徳面についてのみ記述している。こ

れに対して、第五章「教養子女」から記述内容の変化が見られる。「教養子女」

                                                                                                                                                     
来考求其風俗人情及家庭現状慨然以為希図中国国家之富強者必以改良中国家庭為当務之

急」、「中国女学方開婦女年歳較大者既歎不便入学又苦無課本可資今専欲為此補其缺陷故標

其題曰家庭及学堂用」服部繁子『清国家庭及学堂用家政学』冨山房、 1908 年、 1 頁。  
91 原文：「余特以講習家政学為先務蓋家政学者利用各種知識之法焉練磨各種婦徳之機有焉」

服部繁子、前掲書、 5 頁。  
92 原文：「余見中国現今女子専注重於学術而軽視家政一科、於此著作此書使中国女子心得

整理家政之要以便尽其本分」服部繁子、前掲書、 7 頁。  
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の章では、「胎育」「家庭教育」「小児之遊戯」の項目に関しては、妊娠中の注意

事項や子女に対する徳育などを簡潔に述べ、そのあとの「哺育」の節ではほぼ

全章の三分の二のページを当てて以下のように記述している。まず、中国の伝

統的な哺育方式の問題点を指摘し、衛生面と科学面から乳児の入浴の必要性と

その方法、母乳とミルクの授乳時の注意点、幼児の生歯時期の注意点、離乳食

と幼児の食品の栄養と作り方、幼児のなりやすい病気と簡単な治療法について

かなり詳しく述べる。また、ここで扱われる知識と器具は当時の清国では未聞

のものがほとんどであったため、繁子は、哺乳瓶の消毒器具、哺乳器、ミルク

を温める器具、咳などを治療するための蒸気吸入器などの挿絵を使用して細か

な説明を施している。  

近代的科学知識に基づいた記述が最も特徴的な部分は、第八章の「家庭衛生

附生理大要」である。繁子は、中国の婦人が家庭衛生の知識をマスターすれば、

一家の幸福を増し、一国富強の基礎ともなると衛生の重要性を強調し、主婦に

一家の衛生管理の責務を求めている。その内容としては、まず、「生理大要」の

節で、20 枚以上の人体構造図を使用し、人体の骨格・筋肉・皮膚・循環・呼吸・

消化・泌尿・神経・五官器・子宮の系統について、医学書に近い専門的な記述

がなされる。このような科学的な理論に基づいて、その後の節では順次家庭衛

生の要旨・看護法及び救急法・出産衛生について詳述されている。これらの内

容は、下田歌子の家政衛生の内容と比較すると、衛生知識についてより専門的

な記述が見られるだけでなく、清国の実際の衛生状況と問題点に合わせて系統

的かつ実用的に説明していることが特徴的である。また、この部分の分量は、

53 ページにわたり、本書全体の四分の一以上を占めていることから、家庭衛生

は、繁子が中国での生活経験に即して最も問題視した課題であることがわかる。

そして、第九章「衣食住」の内容は、基本的な衛生知識を紹介したうえで清国

の衣食住における問題点を指摘し、その改良方法を紹介している。  

次の第十章では、中国人と外国人との交際を前提として、外国人との交際礼

儀が詳しく記述されている。また、第十一章から第十三章までは、下田歌子の

『新選家政学』には見られない主婦の教育・娯楽・修容についても簡潔に記さ

れている。さらに繁子は、今後振興されるべき女子教育に期待し、学校に通え

ない主婦のための教育にアドバイスとカリキュラムなどを提示してもいる。  

このように、服部繁子が清国女子教育のために著した『清国家庭及学堂用家

政学』は、清国での自分の生活経験を踏まえ、当時の清国の生活レベルに合わ

せて近代科学に基づいた家政知識を紹介している。また、繁子も下田と同じよ

うに、女性に家政知識の習得だけではなく、同時に「東洋女徳の美」を要求し
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ている。繁子は第二章で「仁愛忍耐二者以為体常識以達其要」 93と述べ、伝統

的な道徳観を体とし、近代的な科学知識を用とするという認識を示した。これ

は、19 世紀後半に清国洋務派が提出した「中体西用」のスローガンにそのまま

つながるものであり、清国の知識人と積極的に交流活動を行った繁子が、清国

の外来文明摂取の方針を十分に熟知していたことを証している。また、この教

科書を官立の女学校で使用できるように、その記述には学部の「知識の啓発と

礼教の継承が互いに妨げないことを宗旨とする」 94という伝統女徳重視規定に

対する配慮も読み取れる。  

第 3 節  清水文之輔著『家政学』の翻訳  

3.1 清水文之輔と『家政学』  

清水文之輔（1868‐1955）は、福井県の生まれである。1885 年福井県立中

学校を卒業し、第一高等学校を経て帝国大学法科大学に学び、後渡米し、ホノ

ルルでアメリカ人と共同で法律事務所を設けながら、邦字新聞も発行した。

1897 年に帰朝し、第二高等学校教授に任じられ、その後、商業・銀行業・生命

保険事業の役員を歴任した。彼は、早くから当時の日本の家政のあり方を不合

理なものと見ており、帝国大学法科大学在学中にもかかわらず、1888 年 9 月に

『新婦人』と題する女子教育雑誌を創刊し、1890 年には『家政学』95（金港堂）

を出版した。同書の自序によれば、「余曽って『新婦人』と云える女子教育雑誌

に家政学と題して寄稿したることあり。本巻間々之れを修正して採用したるあ

り、或は直ちに之を転載したるあり」 96と『家政学』が『新婦人』に寄稿した

記事を修正して出版したものであると述べている。著者は、『家政学』が教科書

として書かれたことについては明記していないが、第一書房の復刻版に付され

た亀高京子の解説によれば、同書の目次と内容から見て、当時の高等女学校用

教科書とする意図から出版されたものであるという。また、同書の 1901 年第

六版末尾に附された「金港堂書籍株式会社発行教科用図書販売所」の一覧から

も、金港堂がそれを教科書として出版したことが推測できる。また、二年間に

すでに六版も出ており、その教育界での評価も窺える。  

清水文之輔著『家政学』が初めて中国語に翻訳された年は現在のところ不明

である。筆者が入手した翻訳版は、廣智書局が宣統 2 年正月（1910 年 2 月）

                                                   
93 服部繁子、前掲書、 18 頁。  
94 原文：「以啓発知識保存礼教両不相妨為宗旨」、光緒 33 年「奏陳詳議女学堂章程摺」（『学

部官報』第一冊、国立故宮博物院印行、 1980 年、 315 頁）による。  
95 本論に使用する清水文之輔著『家政学』のテキストは、『復刻家政学叢書 2 家政学』（第

一書房、 1982 年）を使用する。  
96 清水文之輔、前掲書、自序、 7～ 8 頁。  
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に出した第八版であり、また、廣智書局が成立したのは 1898 年であるから、

初版は 1898 年から 1910 年までの間に出されたことが確定できる。訳者の馮霈

は、同書について「西洋の家政教育や衛生と教育に関する学説を取り入れ、家

政を務めるのが婦女の天職であることを繰り返して謂う」 97と紹介し、中国の

有識者が女子教育を振興するには家政の改良を謀ることが重要であり、それに

よって個人及び大衆の幸福を増進することができるので、清水文之輔著『家政

学』を翻訳したという。筆者が馮霈の翻訳版と原著を比較した結果によれば、

馮は原著に対する改変をまったく行わず、逐語訳したことが明らかである。  

3.2『家政学』の内容  

清水文之輔著『家政学』は、「総論・一家の健康・一家の経済・家人の監督・

一家の風儀」という五つの篇からなり、各篇にまたいくつかの章を設けている

が、それぞれの章は下田歌子著『新選家政学』と服部繁子著『清国家庭及学堂

用家政学』が設けた家政項目とほぼ同じである。しかし、このような構成は、

下田と服部のものとは異なり、第一節で取り上げた作新社の下田歌子著『新選

家政学』翻訳版の章立てを想起させる。ここで、清水の原著と訳者の章立てを

表にして比較してみる。  

表 2：清水文之輔著『家政学』とその中国語翻訳版との比較  

 清水文之輔著『家政学』  作新社訳『新編家政学』  

第一篇  
総論（一家における主婦の務、家政学の

目的、家政の分類）  
総論（家政之関係、必要、責任、大綱）  

第二篇  

一家の健康（健康上の注意、滋養なる食

物、清浄なる空気、適理の通気法、滋養

なる飲料、戸内運動、身体の清潔、衣服） 

家人之監督（教育幼児、家庭教育、小学教育、

養老、病者之看護）  

第三篇  一家の経済（費用と計算、貯金）  

一家之風範（家庭習慣、児女儀範、温良之徳、

規則秩序習慣、早起利益、家庭之陳設、戸内快

楽、交際）  

第四篇  
家人の監督（赤児の保育、老者の看護、

病者の看護、奴婢の使用、児童の教育）  

衛生（光線空気土地、室内運動身体之清潔、飲

食、衣服、住宅、避難）  

第五篇  

一家の風儀（家庭慣行、幼者の行儀、温

良なる心得、規則と秩序の慣行、早起き、

家の飾り、戸内快楽）  

一家之財政（財政之要旨、出納、貯蓄、購求物

品）  

この表から、以下の結論が得られる。  

一、 両者の章立てはまったく同じタイトルを使用し、その配列だけが異なる。 

二、 清水文之輔著『家政学』は、一家の衛生と健康を最も重視し、総論の次

                                                   
97 原文：「清水文之輔所撰家政学一書備取西国家政教育衛生経済各学説、書中要旨復謂主

持家政乃婦女天職」  
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に「一家の健康」編を置き、全書のほぼ二分の一のページ数（ 104）が当

てられている。衛生に対する重視姿勢は、明治初年の伝染病流行にの経

験に基づく保健衛生知識の普及啓蒙活動とかかわっている。  

三、目次からみると、作新社訳『新編家政学』第二篇の「一家の風範」の内

容は、清水著『家政学』第五篇の「一家の風儀」の内容とほとんど同じ

である。「一家の風範」は、下田の原著にない内容であり、また、作新社

訳『新編家政学』（1902 年）が清水の『家政学』（1890 年）と馮の翻訳

版（1898 年‐1910 年）より遅く出版されていることから判断すれば、

作新社訳『新編家政学』は、形式と一部の内容について清水文之輔著『家

政学』を参照したと考えられる。  

次に、清水著『家政学』の内容について考察する。まず、総論では、主婦と

家政の関係について「一家を整理して一家の繁栄と幸福とを図るは主婦の家に

対する務なり」 98と記し、下田と服部繁子の論調と一致している。清水著『家

政学』が取り上げた家政項目は非常に多く、一部の節のタイトルには英訳が付

けられている。これは、その内容が西洋から翻訳されたことを示しているが、

『新婦人』に掲載した記事を集めてまとめたものなので、下田や服部繁子の著

書と比べると、やや知識の系統性と全体性が欠けている側面もある。たとえば、

第二篇『一家の健康』には、まず「健康上の注意」の章を設けている。そこで

は、人体の筋・骨・血管・神経の機能だけを記述し、家庭でよく発生する病気

及びその注意点については紹介がない。また、その次に取り上げた衣食住の部

分との関連性も低い。一方、馮の翻訳は、原著の内容に関する改訳が行われず、

そのまま八版まで増版されたため、家政専門知識と用語の導入、普及の定着に

果たした役割は測り知れないものがあった。  

また、本章のはじめに述べたように、「女子師範学堂章程」は家事科目を設け、

その教授内容については家政と混同して説明した。その結果、家事科目に対応

するために、家政学教科書以外に、家事教科書も翻訳された。しかし、日本に

おいても、明治期に入って、家政学が一つの学問として女子の学校教育及び家

庭教育の重要な内容となったにも関わらず、その概念については明確に規定さ

れていなかった。例えば、本章で取り上げた下田と服部の家政学の著作も清水

の『家政学』もこのような特徴を有している。「家政学」と名付けたのは、下田

歌子著『家政学』が最初であるが、家政学の誤については何も述べていない。

また、明治 31 年に著した『家事要訣』でも、「家政ノ学ヲ務ムベキコトノ女子

                                                   
98 清水文之輔、前掲書、 2 頁。  



95 

ニ最モ必要ナル」と家政学と家事科を混同している。同様に、次節で取り上げ

る塚本はま子も、1900 年著した『家事教本』では、「一家を斉へ、且、児女を

教育する方法を講究する学科を家事」としているが、明治 39 年に出版された

『実践家政学講義』では、「家政学とは一家を斉へ、かつ子女を教育していくと

ころの方法を研究して行くものであります」と、「家事科」と「家政学」につい

て同じ定義をしている。つまり、教育内容としての家事科と家政学は混同・混

乱して理解されている。これについて、『家政学成立史』は、「明治時代には、

教育としての家事・家政（家事科）と、研究としての家政・斉家（家政学）と

が区別されなかった。家政学とは、「家政を学ぶこと」であり、「家政上の教育

をうけること」の意であったから、「家政科」（家事科）と「家政学」とを区別

するほどに、理論的理解が進歩しなかった」 99と指摘している。  

このように、当時出版された家政学専門書は、教育としての家政学と科学と

しての家政学の区別を明確せず、本章で取り上げた下田歌子、服部繁子、清水

文之輔の著作はすべてこのような混乱した特徴を有している。その一方で、こ

れらの著書は、具体的な家政知識を教育・指導すると同時に、女性に家政管理

の責務及び家庭内での精神面の道徳・倫理面の指導責務を求めるという点で一

致している。  

第 4 節  日本の家事教科書の翻訳および中国の家事教科書の編纂への影響  

清末民初期の中国の家事教科書については、杉本史子の「民国初期における

女子家事科教育―その「近代」性と限界について」 100において取り上げられて

いる。ここでは、主に中国の出版社が独自に編纂した二冊の家事教科書の内容

が考察されている。本節では、清末民初期における明治日本の家政・家事教育

の受容およびその影響という全体像を捉えるために、杉本の研究を参照しつつ、

まだ考察されていない項目を補い、中国語に翻訳された明治の家事教科書につ

いて再整理する。  

4.1 塚本はま子著『家事教本』の翻訳  

塚本はま子（1866‐1941）は、東京の出身である。1887 年 9 月、東京女子

高等師範学校第一回生として、東京師範学校より選抜された 13 名のうちの一

人として入学した。1890 年大阪師範学校女子部教諭兼舎監として就任し、その

後、婦人教育雑誌を発刊した。1898 年東京女子高等師範学校女教諭に任官し、

                                                   
99 常見育男『家政学成立史』、 1971 年、 70 頁。  
100 『立命館言語文化研究』 13（ 4）、立命館大学国際言語文化研究所編、 2002 年、3～ 19

頁。  



96 

1900 年『家事教本』（金港堂）を発刊した。それ以降も、私立淑徳高等女学校

教員や、県立静岡高等女学校教頭次席、青山女学院で務め、1906 年に『実践家

政学講義』、1912 年に『新撰家事教本』『新式家事教本』『生活改善家事教本』

等を出した。 101 

これらの著作の一つである『家事教本』は叢琯珠の翻訳によって光緒 32 年

（1906）に中国に紹介された。 102訳者の叢琯珠は、1903 年に清政府によって

選ばれた 40 名の留学生の一人として日本へ留学した人物である。彼は、 1905

年東京同文書院を卒業後、早稲田大学の政治経済科で学んだ。その後、東亜鉄

道学院にも在籍したが、1909 年帰国してから、山東省師範学校の教員を務めた。

103筆者が入手した翻訳版は、羣益書社から出版された宣統 3 年（1911）4 月の

再版である。杉本の研究で用いられたのは、同じ叢琯珠の翻訳が中国新女界雑

誌社から 1907 年に出されたものである。このように、塚本はま子の『家事教

本』は少なくとも二つの出版社から三つの版が出されている。  

叢の訳書、『新編家事教科書』というタイトルで、その序文は留日女子学生が

創設した中国新女界雑誌社の記者、燕斌が記したものである。燕斌は序文にお

いて、中国の家事教育不振の現状を批判し、家事教育の重視を日本の国勢が強

くなった根本的な理由として挙げている。そして、中国の女学校で使用できる

良い家事教科書が乏しいので、叢が翻訳した日本の高等女学校用家事教科書に

大いに期待すると述べている。  

叢は凡例において翻訳およびその目的について以下のように記している。  

本書を翻訳した目的は、中国の女学校で使用するためであり、その（日本

の）風俗と習慣は我が国と異なるところがあるが、本書の教授科目は我が

国にとってどの一つも欠かすことができない。我が国は、女子学校教育が

不振で、女子の智力が発達していない。中国の女子教育界において、徳育、

智育、体育および衛生などの大要について何も知らない状態であり、科学

知識の学習が当然行われていない。この書物の翻訳が、熱心な女子教育の

従事者に教科書として採用され、大いに役立つことを期待している。 104 

                                                   
101 塚本はま子については、『実践  家政学講義』（塚本はま子著、『復刻  家政学叢書 5』1982

年、 4 頁）の解説による。  
102 筆者が入手した羣益書社が宣統 3 年（ 1911）に出した再版の奥付には、初版は光緒 32

年（ 1906） 11 月 1 日に出されたことが記されている。  
103 叢については『中国留学生大辞典』（周棉主編、南京大学出版社、 70 頁）による。杉

本の研究では、叢琯珠を女性と誤認している。  
104 原文：「訳本書之目的為供我国女学之用其風俗習慣雖與我国有不同之処而本書之教授科

目実我国所缼一不可焉我国女学不興女智益浅其於徳育智育体育及衛生諸大端俱未有所聞

況講求是等科学乎今譯是書以供熱心女学者採用作教科書亦当稍有裨益云」  
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ここから、叢は、女子の智力発達を重視しない教育方針に異議を述べており、

塚本はま子著『家事教本』のなかで、科学知識および徳育、智育、体育、衛生

についての記述にもっとも関心を払っていることがわかる。  

次に、叢が翻訳した『新編家事教科書』の内容についてみる。叢は、原著の

章の順序を配列し直しているが、内容については編訳を行っていない。そして、

原著第一章にある僕婢についての記載は新たに設けた章に編入された。叢が変

更した後章の配列は、「家族之健全、家内之平和、胎児法、家庭之整理、一家之

経済、交誼」となっており、家族全体に関わる大きな側面から先に取り上げる

という編集方針が窺える。以下の表にその内容を示す。  

表 3：叢琯珠訳『新編家事教科書』の内容  

第  

一  

章  

家  

族  

之  

健  

全  

一、衣服（材料、洗濯、奢侈及時尚、裁縫及補綴、保存法）  

二、食物（人体之成分、食物之成分、消化及吸収、食事之心得、作食之方

法、食品鑑別法、調理法、食品貯蔵法、食器）  

三、居住（居住之選択、建屋之方法、保存方）  

四、日常之衛生（身体清潔法、眼之摂養、歯之摂養）  

五、守病法（医者、病人精神之安静、病室及病蓐、用薬、病者之身体清潔、

排泄物、日常多病之看護、病人之食物）  

第  

二  

章  

家内  

平和  

一、養老（老人之遇待法、媳之対於舅姑）  

二、主婦之対於家長  

三、対於良人之兄弟姉妹及同居人  

第  

三  

章  

 

胎  

児  

法  

一、胎児之保護（衣服、食物、居住、運動及身体清潔、精神之安静）  

二、分娩及産後之摂養（産婆及産科医、産科之準備及消毒、産婦之休養及

食物、清潔法及衣服、精神及身体之安静）  

三、体育（安置初生児之注意、衣服、食物、居住、身体清潔法、睡眠、排

泄物、運動、小児之看管）  

四、徳育（徳育之模範、児童之教養法、賞罰）  

五、智育（諸官能之修養、玩具、絵画、言語之修養、談話）  

六、学齢児童（就学之注意、入学後之注意、復習及予習之注意、試験、成

蹟及競争、朋友、服装及携帯品）  

七、女子之教育  

第  

四  

章  

家庭  

整理  

一、規律  

二、僕婢（僕婢必要之関係、選択法、雇人之方法、使用方、監管法、撫愛

及教育法、奨励法及散工）  

第  

五  

章  

一  

家  

之  

経  

済  

一、経費之予算  

二、負債  

三、貯蓄及債券（貯蓄、保険）  

四、節倹  

五、家計簿（家計簿之必要、簿記法）  

第  

六  

章  

交  

誼  

一、交際之真価  二、人人有特別之関係  三、交際法（顔色、言語、坐作

進退之心得）四、訪問  五、待客  六、公会及宴席（招待、在礼場之時、

在会場及宴席之時、会主幹事及主人主婦、答礼）  七、書信  八、贈物及

回礼（贈物、返礼）  九、対於国家之義務  十、維持社会之公安  

塚本は総論の冒頭で「家事」について「一家を斉へ、且児女を教育する方法

を講究する学科」と定義している。つまり、「家事」のなかに、一家を治めるこ
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とだけではなく家庭教育も含めている。これらの項目をみれば、本章の第 1、2、

3 節で考察した家政学教科書の内容とほぼ同じであることがわかる。前述した

ように、明治期には家政学と「家事」の定義について厳格な区別がなく、した

がって家政学教科書と家事教科書の内容にもはっきりとした区別がない。ただ、

塚本の著書には、前項で挙げた家政学教科書には見られない「体育・徳育・智

育」の項目がある。訳者の叢もこの部分を最も重視しているため、本節では、

主に「体育・徳育・智育」の内容について考察する。  

塚本の著書では、「体育・徳育・智育」の項目が「育児法」の章に編入されて

いる。塚本は、育児の範囲を「胎児の保護より、生後の体育、徳育、智育につ

きて、十分の注意を與ふべき箇條及び、学齢児の家庭教育」 105までと規定して

いる。第一章で考察したように、成瀬仁蔵と永江正直は女子教育学において「徳

育・智育・体育」を紹介しているが、これに対して、塚本はそれを家庭教育の

一環として取り上げているのである。まず、「体育」の節には、「初生児取扱い

方・衣服・食物・住居・身体清潔法・睡眠・排泄物・運動・小児の看護」があ

り、永江正直が紹介した体育の内容に近い。つまり、近代の栄養観念や衛生知

識に基づいた保健法を中心とした体育の観念である。次の「徳育」の節では、

両親や家族と周りの環境がすべて徳育の模範であることをいい、児童に従順、

誠実、勇気、慈愛、自立の美徳を躾けること、そして賞罰の教育法を紹介して

いる。最後の「智育」においては、五感を磨くことや、玩具、絵画、言語の修

養とお伽話による智能の啓発を提唱している。徳育と智育の部分は、教育対象

が異なるため、成瀬仁蔵と永江正直著書のこの部分の内容と異なっている。  

このように、塚本著『家事教本』の内容は非常に充実しており、叢琯珠の翻

訳書は 1906 年から 1911 年までの五年間に三つの版が出されていることから、

その影響力が窺える。そして、『教育雑誌』に掲載された記事「天津教育講演録」

によれば、この翻訳書は 1910 年代半ばまで使用され続けていたようである。106 

4.2 日本から翻訳した家事教科書の影響  

叢琯珠が翻訳した塚本はま子著『家事教本』の訳本『新編家事教科書』は、

清末の女学校で使用されただけでなく、民国になってからの家事教科書の編纂

にも大きな影響を与えた。民国の教育界では日本から翻訳された女学校用家事

教科書がその内容に中国の習慣に合わないところがあるという批判を受け、こ

れに応じて民間の出版社が独自の家事教科書を編纂するようになった。107ここ

                                                   
105 塚本はま子『家事教本』、金港堂、 190 頁。  
106 侯鴻鑑「天津教育講演録」『教育雑誌』第 8 巻第 8 号  
107 杉本史子前掲論文、 7 頁。  
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では、清末民国期に最も代表的な教科書出版社、中華書局と商務印書館が出版

した二冊の家事教科書を取り上げて、叢琯珠の訳書『新編家事教科書』が与え

た影響を明らかにする。  

この二冊とは、中華書局が民国 3 年（1914）8 月に出版した『新制家事教本』

（顧樹森編）108と商務印書館が民国 4 年（1915）1 月に出版した『家事教科書』

（王程之・張世杓・蔣維喬編）である。『新制家事教本』の編集大意は「本書は

実用を重視し、選んだ教材はすべて本国の一般的な風俗習慣に従っており、日

本の教科書を抄訳したものとは全く異なる」109と記し、他方、商務印書館の『家

事教科書』の編集大意は「本書の著者はすべて実地に教授した経験に基づいて

これを編纂した。日本や西洋の長を採り、以って我国の家庭の短を補った。よ

って我国の習俗で優れているところは特に注意して残すようにした」110として

いる。杉本が指摘したように、両者とも従来の翻訳教科書との違いを強調し、

中国独自のものであることを主張している。111杉本は続けて、この二冊の構成

について以下のように指摘している。  

『新制家事教本』は総論、衣服、食物、居住、衛生、病人の看護、養老、

育児、家庭教育、家庭の管理、家計の整理の計十一章から成る。『家事教科

書』の方は、家庭の健康維持、家内の平和、育児法、家庭の整理、一家の

経済、円満な交際の合計六章である。こうした構成自体は日本の家事科教

科書とほぼ同じて、清末の頃より大きな変化はない。 112 

以上のように、杉本は、『新制家事教本』と『家事教科書』についてそれぞれの

構成を紹介し、これらの構成が日本の家事教科書の構成と酷似していることを

指摘している。しかし、杉本の論文では、この二冊が具体的にどの家事教科書

の構成に似ているのかについては何も言及していない。筆者が調査・対照した

ところによれば、この二冊の家事教科書は、叢琯珠の訳書『新編家事教科書』

の構成と内容をほぼ踏襲していることが明らかである。以下に、まず、その三

冊の章と節のタイトルを表にして比較する。  

 

                                                   
108 上・下二冊があるが、下は民国 5 年（ 1916） 4 月に発行された。  
109 日本語訳は、杉本史子前掲論文（ 7 頁）から引用。  
110 『家事教科書』、編輯大意、 1 頁。原文：「本書著者悉本実地教授之経験編纂而成兼採

東西洋家事之長以補我国家庭之短於我国習俗之優良者則加意保存」日本語訳は、杉本史子

前掲論文（ 7 頁）を参考。  
111 杉本前掲論文、 7 頁。  
112 同上。  
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表 4：『新制家事教本』・『家事教科書』と『新編家事教科書』との比較  

叢琯珠・『新編家事教科書』  中華書局・『新制家事教本』 商務印書館・『家事教科書』  

総論   

上

冊  

第一章：総論  総論   

第一章  

家族之健全  

一、衣服、二、

食 物 、 三 、 居

住、四、日常之

衛生、五、守病

法  

第二章：衣服  

第三章：食物  

第四章：居住  

※附日用食物分析表  

第一章  

家族之健全  

一、衣服、二、

食 物 、 三 、 住

居、四、日常之

衛生、五、看病

法須知  

第二章  

家内之和平  

一、養老、二、

主 婦 之 対 於 家

長、三、対於良

人 之 兄 弟 姉 妹

及同居人  

 

 

 

 

 

下  

 

 

 

 

 

 

冊  

第五章：衛生  

第六章：病人之看護  

第七章：養老  

第八章：育児  

一、胎育、二、分娩

後之注意、三、初生

児之処理法）※第四

節 か ら 第 十 二 節 の

内容は、叢訳書第三

章 第 三 節 体 育 の 内

容と一致。  

第九章：家庭教育  

一、言語、二、談話、

三、玩具、四、遊戯、

五、訓練、六、修学  

この内容は、叢訳書

の徳育、智育、学齢

児童の部分と一致。

※ 女 子 之 教 育 の 内

容がない。  

第十章：家庭之管理  

一 、 家 庭 之 風 範 、

二、僕婢之待遇  

第十一章：家計之整理  
一 、 経 済 之 要 旨 、

二 、 家 産 之 管 理 、

三 、 収 入 及 支 出 、

四、予算、五、貯蓄、

六、保険、七、家計

簿記  

第二章  

家内之平和  

一、養老、二、

対 家 長 之 道 、

三、対夫之兄弟

姉 妹 及 同 居 人

之道  

第三章  

胎児法  

一 、 胎 児 之 保

護、二、分娩及

産 後 之 摂 養 、

三、体育、四、

徳育、五、智育  

六、学齢児童、

七、女子之教育  

第三章  

育児法  

一 、 胎 児 之 保

護、二、分娩及

産 後 之 摂 養 、

三、体育、四、

徳育、五、智育、

六、学齢児童、

七、対男児之注

意（叢訳書にな

い）八、女子之

教育  

第四章  

家庭之整理  

一、規律  

二、僕婢  

第四章  

家庭之整理  

一、規律、  

二、僕婢  

第五章  

一家之経済  

一 、 経 費 之 予

算、二、負債、

三 、 貯 蓄 及 債

券、四節節倹、

五、家計簿  

第五章  

一家之経済  

一 、 経 済 之 予

算、二、負債、

三 、 貯 蓄 及 保

険、四、節倹、

五、家計簿記  

第六章  

交誼  

一 、 交 際 之 真

価、二、人人有

特 別 之 関 係 、

三 、 交 際 法 、

四、訪問、五、

待客、六、公会

及 宴 席 、 七 書

信、八、贈物及

回礼、九、対於

国家之義務、維

持社会之公安  

第六章  

交誼之円満  

一 交 際 之 真

価、二、特別之

関係人、三、交

際 法 、 四 、 訪

問、五、應客、

六 、 公 会 及 宴

会、七、書信、

八 、 贈 品 及 回

礼、九、対於国

家之義務、十、

維 持 社 会 之 公

安  

附録：家計簿記

書式  

この表から、商務印書館の『家事教科書』は、叢琯珠の訳書『新編家事教科書』

の構成と完全に一致していることがわかる。中華書局の『新制家事教本』の構

成は、叢訳書の六章の構成を踏襲せず、その六章の内容を十一章に改編する変

更を行った。そして、筆者がこの三冊の内容を照らし合わせて比較したところ、



101 

商務印書館の『家事教科書』は、第一章第五節「看病法須知」に「伝染病」、第

三章に「対男児之注意」、最後の附録に「家計簿記書式」という内容を追加した

ことを除けば、叢訳書をほぼそのまま写し取ったものであることが分かった。

これに対して、中華書局の『新制家事教本』は、叢訳書第三章「胎児法」の第

七節「女子之教育」と第六章「交誼」を削除し、叢訳書に記された「日本」の

箇所をすべて「我国」に変更し、中国の事情に合わせて少々書き換えている以

外に、その内容は基本的に叢訳書と大きく変わらなかった。しかし、叢訳書の

「家計簿記」の節では、塚本原著に挙げられた家計用の簿記様式を翻訳してい

るだけだが、『新制家事教本』と『家事教科書』は、実際のデータを使用して家

計簿記法を紹介している。杉本の考察によると、この二冊に取り上げられた家

計簿記記載例のデータから、これらの家事教科書は、官僚、実業家などの夫の

月給を主な収入源とする、比較的大人数の都市型中上流家庭を想定して書かれ

たものと判断されている。そして、当時は、女子学生の出身階層が中上流の一

部に限定されていたため、この二冊の家計簿記記載例が当時の中国の実情に合

わせた内容となっているという。  

このように、民国に入ってから、日本から翻訳された家事教科書への批判が

高まるなか、中華書局と商務印書館の家事教科書は中国独自の家事教科書であ

ることを表向きに断言しながら、相変わらず日本から翻訳した家事教科書に依

存して編纂を行っていたことがわかる。これらの家事教科書の表紙には、すべ

て女子中学校、女子師範学校用と記されており、そして、『新制家事教本』は北

京女子師範学校で使用されていたという。 113 

当時は、塚本はま子著『家事教本』だけではなく、後閑菊野・佐方鎭子著『家

事教科書』も、また、『改良家事教科書』というタイトル、張相文・韓澄の翻訳

で、光緒 29 年（1903）に光明書局から出版された。これは、光緒 31 年（1905）

10 月に三版まで出ている。1907 年に中国図書公司から出された『家事課本』

が編纂された際にも、張相文・韓澄が翻訳した『改良家事教科書』と前節で考

察した清水文之輔著『家政学』の翻訳書を参照していた。114筆者が入手した『家

事課本』は、同出版社が民国 16 年（1927）5 月に出した 23 版であり、23 版

まで版を重ねていることからも民国初期において大量に使用されたことが窺え

る。  

 

                                                   
113 杉本前掲論文、 7 頁。  
114 『家事課本』中国図書公司、 1907 年、編集大意による。原文：「本書編輯時応用参考

書以鶴山馮氏所訳家政学及仁和韓氏所訳家事教科書為主」  
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まとめ  

中国近代女子教育が制度化された 20 世紀最初の 10 年間に、女子教育に関心

を持つ清国の知識人と日本人の有識者は、明治日本の女子教育の重要内容であ

る家政学に注目し、その代表的著作を翻訳・紹介した。本稿で取り上げた三冊

のほか、女子留学生の孫清如もまた、留学当時に受けた家政学講義を翻訳して

出版した。これらの家政学教科書は、衛生・栄養・保健観念、育児方法、家族

管理、経済観念、家庭看護法など近代的科学知識に裏付けられた家政運営の原

理を伝授している。さらにもう一つの特徴は、知識の記述のみならず、主婦を

一家経営の責任者と看做し、家政の運営が家庭の幸福だけでなく、一国の富強

にもつながるものと説いていることである。これらの家政学教科書は、家政の

運営を国家の視点から捉え、女性に国民としての自覚を持つよう促しており、

女子教育の目標は、女性に男性の生産活動を支え次世代を育成する任務をまっ

とうさせることによって間接的な国民として養成することであった。本章で取

り上げた家政・家事教科書の内容も、基本的に国策の良妻賢母主義に沿って展

開されていることが明らかである。このように、日本から翻訳された家政学の

教科書は、知識の導入と共に、日本の良妻賢母の女子教育思想をも中国に紹介

していた。これは、清末に康有為・梁啓超などの知識人が維新運動をきっかけ

に中国に紹介した良妻賢母主義思想の輸入ルートとは区別される、もう一つの

近代日本良妻賢母主義の輸入ルートであったといえる。これらの教科書は、梁

らが紹介した良妻賢母主義思想に内実を付与し、女子教育の方針とされた良妻

賢母を実践する手本をも提供したのである。このように、近代国家の実現を目

指した清国は、日本が提供した手本に従って、国家的見地に立つ女子教育の方

向を定め、その内容まで日本と共有していたといえる。  
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第三章 清末民初期の女子学校教育における手芸科目の導入 

はじめに  

第 1 節 清末民初の女子学校教育と手芸科目  

第 2 節 近代日中女子教育における手芸科目の比較  

2.1 中国に導入された手芸科目の問題点  

2.2 明治女子教育における手芸科目の位置づけ  

2.3 日本における造花の発展実態  

第 3 節 手芸の発展と近代産業  

3.1 日本における手芸の発達要因  

3.2 中国における手芸発達不全の要因  

まとめ  

はじめに  

予備的考察において検証したように、清朝学部が 1907 年に公布した「女子

小学堂章程」「女子師範学堂章程」における教授科目の規定は、明治日本の「小

学校教則大綱」（1891 年）の女子に関する科目規定や「高等女学校令施行規則」

（1901 年）の教授科目に範をとって制定したものであった。本章では、日本か

ら導入された教科目が中国の社会的土壌の中で如何なる発展を遂げたのか、と

いう実例の一つとして手芸科目を挙げて考察する。具体的には、清末と民国初

期の女学校教育カリキュラムにおける手芸科目に注目し、明治の「高等女学校

令施行規則」が規定した随意科目「編物・組糸嚢物・刺繍・造花」が中国に導

入された経緯を考察したうえで、明治日本の女子教育における手芸科目と比較

し、中国の女子手芸科目が発展不全の要因であった要因を考察する。  

第 1 節  清末民初の女子学校教育と手芸科目  

1907 年「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」の教授科目には、女子にし

か課さない科目として裁縫や家事のほかに手芸がある。清末の女子小学堂・女

子師範学堂に導入されたこの手芸科目は、民国初期になってからも女学校の教

授科目として引き継がれた。この節では、近代中国において初めて女子教育を

制度化した清末の「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」とその制度を充実さ

せた民国初期の一連の学令において、一般科目として規定された手芸科目が、

明治日本の女子教育に関する一般的な学令ではなく、明治 34 年（1901）に公



104 

布された「高等女学校施行規則」に範をとったことを検証する。最初に、明治

期における女子教育に関する学令には、手芸がその一般科目としてよく取り入

れられているので、学制以前から学校令以降の主な学令を取り上げて比較を行

う。以下に、明治日本と清末民初期の女子教育学令が規定した手芸科目を表に

まとめて両者を比較する。  

表 11：明治日本と清末民初期の女子教育学令における手芸の規定  

日本  中国  

学制以前  

1879 年以前  

・（官）東京女学校  

下等本科：雑工・手芸  

上等本科：手芸  

 

 

 

清「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」  

（ 1907 年）  

 

・女子小学堂：女紅  

  初等小学堂：裁縫  

  高等小学堂：裁縫・手芸  

※手芸内容：編織・組糸・囊盒・  

刺繍・造花等  

・女子師範学堂：家事・裁縫・手芸  

※手芸内容：編織・組糸・囊盒・刺繍・

造花等  

 

 

 

 

民国「小学校令」・「中学校令」・「師範教育令」 

（ 1912 年）  

・小学校：手芸・裁縫  

・女子中学校：手芸・家事園芸・裁縫  

※手芸内容：編物・刺繍・摘棉・造花等  

・女子師範学校：手芸・家事園芸・裁縫  

※手芸内容：編物・刺繍・摘棉・造花等  

学制期  

1879 年‐ 1886 年  

・女児小学校：手芸  

・跡見女学校：裁縫  

・女子手芸学校：手芸  

教育令  

1879 年‐ 1886 年  
・小学校：裁縫  

教育改正令  

1880 年  

・小学校：裁縫  

※最終学年：家事経済  

・高等女学校：  

下等：裁縫  

上等：裁縫・家政・育児  

学校令  

1886 年‐ 1894 年  

・高等小学校：裁縫  

・高等女学校：育児法  

家事整理法  

学校令以後  

・小学校：裁縫  

・「高等女学校規程」（ 1895

年）  

家事・裁縫・手芸（随意） 

・「高等女学校令施行規則」  

（ 1901 年）  

家事・裁縫・手芸（随意） 

※手芸内容：編物・組糸嚢

物・  

刺繍・造花等  

この表からまず、裁縫・家事と手芸が近代女学校の女子科目として両国の女

                                                   
1 中国側の表は『学部官報』（第一冊、国立故宮博物院印行、 1980 年、 321 頁）、『中国女

子教育史』（熊賢君、前掲書）、『中国女子教育通史』（杜学元著、貴州教育出版社、 1996

年）と『中国近代学制史料』（朱有瓛編、第三冊、上、華東師範大学出版社、 1989 年）を

参照し、日本側の表は、『学制百年史』（〔記述編、資料編〕文部省、 1972 年）と『女子教

育史』（桜井役著、日本図書センター、 1981 年）を参照して作成した。  
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性に課されたことが分かる。裁縫と家事はいうまでもなく婦徳涵養という儒教

的な伝統に根ざしており、それがそのまま近代化を目指す当時の中国と日本に

おいて、女性役割と結びついた科目として女学校教育に組み込まれ、継承され

たのである。  

そして、「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」の手芸科目についてみると、

それは明治 34 年（1901）に文部省が公布した「高等女学校令施行規則」とほ

ぼ一致していることがわかる。また、「女子師範学堂章程」の手芸科目の目的と

教授要旨は以下のとおりである。  

其要旨在使学習適切於女子之手芸並使其手指習於巧緻性情習於勤勉得補助

家庭生計（下線引用者）  

其教課程度、可就編織組糸囊盒刺繍造花等項酌擇其一項或数項授之 2 

（和訳）：  

其の要旨は、手芸ハ女子ニ適切ナル手芸ヲ習ハシメ指手ノ動作ヲ巧緻ナラ

シメ兼テ勤勉ヲ好ム習慣ヲ養フ家庭ノ生計ヲ補助シ得ル  

其の教課程度ハ、編物組糸嚢物刺繍造花等ヲ一項或ハ数項選択シ授ケル  

これに対して、「高等女学校令施行規則」の第 15 条は、随意科目とされた手

芸科目について以下のように規定している。  

手藝ハ女子ニ適切ナル手藝ヲ習ハシメ指手ノ動作ヲ巧緻ナラシメ兼テ勤勉

ヲ好ム習慣ヲ養フヲ以テ要旨トス  

手藝ハ編物・組糸嚢物・刺繍・造花等土地ノ状況ニ適切ナルモノヲ授クヘ

シ 3 

このように、両規定は、手芸科の設置目的から授業内容に至るまで、引用の下

線部を除けばほぼ一致している。  

清末の「女子師範学堂章程」は、「高等女学校令施行規則」の 6 年後、1907

年に公布された。日本の随意手芸科目の内容である「編物・組糸嚢物・刺繍・

造花」のうち、「刺繍」を除いて、章程では、「編物」を「編織」に、「組糸嚢物」

                                                   
2 「中国現代女子教育史目録」（程謫凡著、1936 年、中華書局）『中国近現代女性学術叢刊』

14、孫暁梅主編、線装書局、 2010 年、 67 頁。  
3 桜井役『女子教育史』日本図書センター、 1981 年、 132 頁。  
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を「組糸」「囊盒」という二語の中国語訳し分けて必修科目としている 4。これ

らの手芸科目の内容が日本で初めて規定されたのは、明治 34 年の「高等女学

校令施行規則」においてであるが、実際にはそれ以前から、学校教育で手芸 5が

教えられていた。例えば、明治 19 年（1886）に設立された共立女子職業学校

の教授科目には、編物・刺繍・造花・組糸の項目がある 6。また、明治 26 年（1893）

出版された女学全書の第十編『婦女手芸法』7には、すでに編物・造花の項目が

収録されている。一方、1907 年以前に設立された中国の民間女学校、たとえば、

中国女学堂（務本女学）、愛国女学、経正女学などの学校では、裁縫の科目設置

はあるが、編物・組糸嚢物・造花の科目がなかった 8。  

次に、清末「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」における手芸科目の制定

方針について検討したい。学部はこの両章程の上奏文「奏定女学堂章程」（ 1907

年 3 月 8 日）において、「今朝庭得鋭意興学並采日本欧米規則（中略）凡東西

各国成法有合乎中国礼俗裨於教育実際者則仿之其於礼俗実不相宜者則罷之不能

遂行者則姑緩之」9と記している。ここから、積極的に日本と欧米の先進的な教

育システムを導入しようとする当時の清朝政府の姿勢を窺い知ることができる。

中国は礼儀風俗に合致し、教育に益するものがあれば模倣すべきだという具体

的な方針をとったが、この方針に合致したのが同じ儒教的婦徳観を持つ明治日

本の女子教育の内容であった。また、「女子師範学堂章程」によると、女子師範

教育の主旨は「以養成女子小学堂教習並講習保育幼児方法、期於補助家計有益

家庭教育為宗旨」 10（下線引用者）とされ、女子に小学校および家庭の教育者

になることのほかに、家計への補助も求めている。これは、明らかに前述した

ように「得補助家庭生計」と位置づけられた手芸科目によって実現させようと

したものであろう。つまり、清朝廷が派遣した視察者が、明治日本の手芸産業

の発達を実地に見聞してその有用性に気づき、手芸を中国の女子教育に意図的

に組み込んだ結果だと考えられる。  

日清戦争以降、清朝政府は亡国の危機に直面し、日本が短期間に富強な国に

成長した要因を近代教育の普及に見出して、教育改革の方針を日本に求めた。

                                                   
4 「組糸」と「嚢物」は別物であるが、「嚢物」に必ず材料として「組糸」を使用するため、

「高等女学校令施行規則」は「組糸嚢物」の習得を定め、清の学部は、それを別々の技術

として導入した。  
5 学校によって実施された手芸内容はそれぞれ異なるが、文部省が学校教育における女子

手芸内容について初めて明確に規定したのは、明治 34 年発布の「高等女学校令施行規則」

である。  
6 『東京の女子教育』東京都、 1960 年、 184～ 185 頁。  
7 須永金三郎、博文館、 1893 年  
8 熊賢君、前掲書  
9 程謫平、前掲書、 59 頁。  
10 程謫平、前掲書、 63 頁。  
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そこで、張之洞、張百熙、劉坤一、袁世凱といった開明派官僚は、光緒新政の

下で教育の近代化に積極的に取り組み、明治日本の教育事情を調査するために

視察者を大量に日本に派遣したのである。その中で、とりわけ日本の女子教育

に注目し、清末の教育法令の制定に大きく影響した呉汝綸 11と羅振玉の女子教

育調査活動を取り上げて、手芸科目が中国に導入された経緯を考察する。  

まず、呉汝綸の教育調査活動についてみる。呉は、義和団事件で一時期閉鎖

された京師大学堂が 1901 年に再開することになったとき、当時の管学大臣で

ある張百熙によって京師大学堂の総教習に任命された。就任後の呉汝綸は、

1902 年 4 月に日本の学校制度を調査するために訪日した。四か月ほども費やし

たその調査に基づく教育改革案は、清末の教育改革と京師大学堂の発展に大き

な影響を及ぼした 12。呉は、日本の女子教育にも関心をもち、視察中にさまざ

まの女学校や女子師範学校などを見学し、その教授科目や課程表、校則などを

記録した。 13ここでは、明治の女子手芸教育に関わる視察活動だけに焦点を絞

る。日本での教育視察活動を記録した呉の『東遊叢録』の 1902 年 6 月 14 日（西

暦：7 月 18 日）の項に東京共立女子職業学校を見学したことが以下のように記

録されている。  

東京共立女子職業学校は私立で、貧しい家庭で官立の学校に入学できない

女子のために用意された学校である。入学して技能を学び、その技能が商

品になり、商品を売って得た利益は学校と折半することになっている。ま

た学校に行くか家で物を作るかを自分で選択できる。課程は主に裁縫、刺

繍、編物、絵画、造花であり、我が国でもこの種の学校をつくるよう進め

たい。 14 

                                                   
11 呉汝綸については、すでに第二章第一節において論じた。呉は、作新社によって下田歌

子著『新選家政学』の中国語版が出版された際、その序文を記している。  
12 汪婉、前掲書、 194 頁。  
13 『東遊叢録』は、呉汝綸が日本で受けた各種の講義、教育当局者との会談内容と各種学

校の資料を編集した教育調査報告書であり、 1902 年 10 月 15 日に三省堂によって出版さ

れた。その構成は、文部所講（文部省での講義概要）・「摘鈔日記」（日記精選）・「学校図

表」・「函札筆談」（書信や筆談記録）となっている。  
14 呉汝綸、前掲書、「摘鈔日記」 31 頁。原文：「此校乃私立貧家女子不能入官立学校者入

此学中学成各芸所得之利以半帰学校半與本生其退学亦可自由又可在家製成物事交学校評

隲高下寄售得価其課程以裁縫刺繍編物絵画剪綵作花数者為主吾謂此吾国可推行者」。引用

の日本語訳は、「日清戦争後中国における日本の女子教育情報－呉汝綸による日本視察

（ 1902）を通して」（董秋艶、『日本の教育史学 :教育史学会紀要』55 号、2012 年、78 頁）

による。ただ、董は「剪綵作花」を生花と訳しているが、『共立女子職業学校二十五年史』

（共立女子職業学校、1911 年）と呉汝綸が『東遊叢録』に収録された「東京共立女子職業

学校の概則」によれば、当時の教科には生花がなく、造花しかない。よって、「剪綵作花」

は生花ではなく造花を指すと考えられ、引用文の訳語を「造花」に修正した。  
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このように、呉汝綸は東京共立女子職業学校の見学を通して、「裁縫、刺繍、編

物、絵画、造花」のような手芸科目によって女子でも利益を得ることができる

と認識し、中国においても女子職業学校を設立したいと考えたことがわかる。

そして、東京共立女子職業学校の概則である「私立女子職業学校概則」を参考

にするために、「学校図表」の項目に収めた。15汪婉の考察によると、呉汝綸の

調査結果と見聞の成果および教育改革に関する意見は、張百熙による京師大学

堂の改造方針の策定や「欽定学堂章程」（1902 年） 16制定の際に参照されたと

いう。171902 年にはまだ女子のための教育法令は制定されていないが、その後

の「女子小学堂章程」および「女子師範学堂章程」の手芸科目重視の方針には、

呉汝綸の教育調査報告書に記述された東京共立女子職業学校の手芸科目に関す

る意見が反映されているといえる。  

次に、羅振玉の教育視察活動をみる。羅は、1900 年に湖広総督張之洞に任命

されて湖北農務局の総理兼農務学堂監督を務め、1901 年に張之洞と両江総督劉

坤一の派遣で 11 月 4 日から翌年の 1 月 20 日までに日本教育制度を調査するた

めに訪日した。この日本教育視察報告書は『扶桑両月記』にまとめられている

が、その記載によれば 12 月 22 日に共立女子職業学校を見学している。以下に

その見学の感想を引用する。  

この学校は明治 19 年に服部一三等によって創設され、卒業者の数は今日

までに 1176 人に達している。明治 21 年、文部大臣森有礼が学生の製作品

を皇后に献上し、それを御覧になった皇后から奨学金を下賜された。学科

は裁縫、刺繍、編物、造花、図画、割烹の六科に分かれている。（中略）製

作品の陳列処があり、すべての製作品は非常に精緻であるが、中でも造花

が最も精巧で、本物の花と区別できないほどである。海外に輸出されるこ

の学校の製品は日ごとに増え、西洋人に重用されており、販売による収入

の半分は製作者に与えられ、残りの半分は学校の経費に当てられている。

今日も、（引用者注：製作品による収入は）さらに増加していると云う。 18 

                                                   
15 呉汝綸、前掲書、「学校図表」 82～ 86 頁。  
16 「欽定学堂章程」は、 1902 年に張百熙によって制定発布された。この章程は、清末に

おいて最初に発布された近代的な学校教育制度である。しかし、章程自体の不備や満人官

僚の反発によってほとんど実行に至らなかった。張らはそれを改善して、 1904 年に「奏

定学堂章程」を制定公布した。  
17 汪婉、前掲書、 209～ 215 頁。  
18「扶桑両月記」『羅振玉学術論著集』第 11 集、羅振玉著、羅継祖主編、上海古籍出版社、

112 頁。原文：「此校乃明治 19 年服部一三等合同志者所創、至今卒業生至一千一百七十六

人。明治 21 年、文部大臣森有礼以学生製品呈皇后御覧、蒙賚金奨励之。其学科分裁縫、

刺繍、編物、造花、図画、割烹六科。毎習一科、二年而卒業、兼習二科、則三年卒業。有
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羅振玉も、呉汝綸も共立女子職業学校を見学し、二人とも手芸科目が収益を上

げられることに注目している。また、羅は手芸作品が海外に輸出されているこ

とに感銘を受けたことがわかる。彼は、帰国後張之洞に女子教育に関する考察

も含む日本教育視察報告書を提出し、五回にわたって視察事情の説明と報告を

行った。羅のこれらの意見は張之洞によって「奏定学堂章程」において具体化

された。 19「奏定学堂章程」が制定された時点では、女子を対象とする学校教

育については未だ俎上に載せられておらず、呉汝綸と羅振玉の女子教育に関す

る報告書と意見は、その後の「女子小学堂章程」と「女子師範学堂章程」の制

定者である張百熙によって参照されたと考えられる。  

羅が日本で視察した成果および教育改革への意見は、主に『教育世界』にお

いて発表されている。『教育世界』は、1901 年 5 月に羅振玉が張之洞と劉坤一

の支援によって上海で創刊した中国最初の教育専門誌で、1908 年まで７年にわ

たり毎月 2 回、第 166 号まで刊行された。その刊行目的は、清末当時における

近代教育の普及・発展に必要な情報を系統的に提供することにあった。同誌創

刊号に掲げられた編集方針によれば、各号とも、論説、教育規則と翻訳の三部

から構成され、教育法規は主として明治期日本の教育法規・条例類を収録する。

その方針に沿って創刊号（1901 年 5 月）から第 18 号まで、日本の現行教育法

規・条例など合計 84 種が翻訳され、連載されている。清末の教育視察団が日

本で収集した教育情報をより組織的・系統的に中国の教育界に提供したのが『教

育世界』だったのである 20。この『教育世界』においては、東京共立女子職業

学校の手芸科目は特に注目されてはおらず、清末の女子学校教育法令の手芸科

目が直接範をとった「高等女学校令施行規則」が 1902 年 1 月の第 18 号に掲載

されている。 21 

「女子師範学堂章程」の教授科目の制定に当っては「高等女学校令施行規則」

がほぼそのまま引用されているが、手芸科目については、随意科目から一般科

目への変更に加え、一家の家計を助けるという目的が追加されている。これは、

上述したように、清末の教育視察者が東京共立女子職業学校の見学を通して、

手芸科目によって収入が得られることに注目したからではないだろうか。  

さらに、東京共立女子職業学校の校則 22と比べて、「高等女学校令施行規則」

                                                                                                                                                     
成績品陳列処、皆精妙絶倫、其剪綵為花尤精極、與天然者驟不能別。此校製品輸出海外者

日増、大為西人所重、其得価半以酬製品者、半充本校之経費、今日見進歩云」  
19 汪婉、前掲書、 240～ 245 頁。  
20 阿部洋、前掲書、 45～ 46 頁。  
21 『学制演変』（璩鑫圭・唐良炎编『中国近代教育史資料彙編』陳元暉主編、上海教育出

版社、2006 年、228～ 232 頁）に収録された、『教育世界』の第 1 巻から第 68 巻までに掲

載された日本教育法規のリストによる。  
22 呉汝綸が持ち帰った「私立女子職業学校概則」には、裁縫科・編物科・組糸科・刺繍科・
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に規定された手芸科目の教授目的および内容がより詳細であったことも、「高等

女学校令施行規則」の手芸科目規定をモデルにした理由の一つと考えられる。

また、手芸科目は「女子師範学堂章程」だけでなく、同時に制定された「女子

小学堂章程」にも盛り込まれており、その高い関心が窺える 23。  

次に、「女子師範学堂章程」には、「高等女学校令施行規則」の手芸科目にな

い「得補助家庭生計」という部分が追加されたことについて考察する。  

清末の中国において、女子教育について初めて系統的に論じた著作は、梁啓

超『変法通議』（1897 年）所収の「論女学」である。梁は、「論女学」において

女子教育の必要性を「分利之害」「無才之累」「母教」「胎教」という四つの側面

から論じている。「分利之害」の節では、女子を「分利」、すなわち、男性が得

た金銭的な利益を分けてもらっている存在だと述べ、「二億の女子はすべて分利

するもので、利を生む者は一人もいない」24、「一国の一人ひとりに職業を持た

せるべきであり、皆が自活できるようになれば、国を治めることができる」25と

指摘している。彼は、女性が職業に就かず、富を生産できない存在として、男

性が稼いだ収入を分け与えざるをえないことが中国の弱体の原因だという。つ

まり、梁啓超は、女子教育を経済的独立や職業教育の手段として提唱している

のである。この「論女学」の意見が「女子師範学堂章程」の制定に取り入れら

れたことを証明できる史料はないが、「女子師範学堂章程」には、上述した梁啓

超と同じ観点が記述されている。 26その第三条は、女子が職業に就くことや生

計を助けることについて以下のように述べている。  

男女は皆等しく職業を持つべきであり、それによって家計を豊かにすること

ができる。各種の科目のうち、日用の知識や生計および女子技芸と関わるも

のについては、その教授と練習に注意を払わなければならない。ただ（働か

ず）坐って食べるのみで（家計をめぐって）互いに文句を言い合うだけの弊

習を打破すべきである 27 

つまり、梁啓超も含めて当時の女子教育提唱者および女子教育学校制度の制

                                                                                                                                                     
図画科・造花科の教授要旨について規定されているが、教授目的を総説する記述がない。 
23 ただし、「女子小学堂章程」の手芸科目については「得補助家庭生計」を求めていない。  
24 「論女学」（『飲冰室文集類編』梁啓超著、下河辺半五郎〔出版〕、 1904 年、 58 頁）に

よる。原文：「女子二万万全属分利而無一生利者」  
25 前掲「論女学」、 58 頁。原文：「一国之人必当使之人人各有職業各能自養則国大治」  
26 梁啓超が近代中国の学校教育に関わったのは、1898 年に日本の学校制度を参照して「籌

議京師大学堂章程」の草案を起草したときである。大塚豊「中国近代高等師範教育の萌芽

と服部宇之吉」（『国立教育研究所紀要』 115 号、 1988 年、 47 頁）による。  
27 前掲『学部官報』（第一冊、 315 頁）原文：「無論男女均須各有職業家計始裕凡各種科学

之有関日用生計及女子技芸者務注意講授練習力袪坐食交謫之弊風」  
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定者は、女子も職業に従事させるべきこととそれによって富国につなげること

という共通の認識を持っている。ここでは、女子を職業につけさせることを提

唱しているが、それは当時の状況から推しても、男子のように外で働く職業で

はなく、生計を助ける程度の手芸や技芸であっただろう。「女子師範学堂章程」

は、女子に対して生計の補助を求め、それを実現する手段として「手芸科目」

を随意科目ではなく、一般科目に盛り込むに至ったと考えられる。  

そして、日本から導入されたこの手芸科目は、民国初期の教育制度において

も女子科目として採用され続けた 28。しかし、清朝廷が近代女子教育を開始し

た際には、小学校と師範学校しか設立しなかったため、日本の女子職業学校で

実業として大きく発展した手芸は、高等女学校の随意科目であった手芸規定の

「制度」と組み合わせて、女子小学堂および女子師範学堂の教授科目に無理や

り組み込まれたのである。  

第 2 節  近代日中女子教育における手芸科目 29の比較  

第一節においては、清末の中国が近代女子教育制度の制定に当たり、明治日

本主として職業学校で教えられた女子手芸科目「編物・組糸・嚢物・刺繍・造

花」を普通学校教育の女子科目として導入した経緯を考察した。本節では、こ

れらの女子科目と当時の中国の社会状況について検討する。  

2.1 中国に導入された手芸科目の問題点  

日本から導入された手芸科目の実態については、主に『婦女雑誌』の関連記

事を取り上げて考察する。『婦女雑誌』は、上海商務印書館によって 1915 年 1

月から 1931 年 12 まで刊行された女性向け雑誌である。辛亥革命以降の中国新

聞界では多くの女性雑誌が創刊されたが、『婦女雑誌』は、その中で刊行年数や

発行部数、流通範囲において最も影響力を持った雑誌である。よって、中国に

おける手芸科目の実態を考察するには『婦女雑誌』が一番ふさわしいと考えら

れる。  

『婦女雑誌』には、日本伝来の手芸科目に関してもっぱら批判的な意見が寄

せられた。たとえば、第 1 巻第 9 号「女学商榷」欄に掲載された「女学校宜廃

去結線手工注重裁縫刺繍之商榷」 30は、女学校の科目「編物」と「造花」は利

                                                   
28 民国初期には、手芸科目中の「組糸」と「嚢物」を削除し、そのかわりに「摘棉」を入

れた。  
29 これ以降に使用される「手芸」は、特別な説明がない限り「編物・刺繍・摘棉・造花」

を指す。  
30 夢梅『婦女雑誌』第 1 巻第 9 号、 1915 年 9 月、 107～ 108 頁。  
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より害が大きいから削除するべきだと提案している 31。反対理由は以下の四点

である。  

一、使用される糸はすべて舶来品であるため利益が外部へ流出する  

二、実習時間が長く、時間の無駄である  

三、製作品は陳列するだけで家政上無用である  

四、それゆえ、女子高等小学校の卒業生が手芸科目を数年習得しても、衣

服の縫い繕いさえできない例がある。 32 

この記述から、日本から導入された編物と造花は、原材料を日本から輸入しな

ければならなかったことがわかる。輸入は国にとって不経済である。しかも実

習時間を使って作製したものは家政にとって何の役にも立たない。実用性のな

い手芸科目より家政科目をしっかり習得するべきだと主張する。論者は自分が

勤めている正本女学校ではすでに「編物」科をやめたという。  

手芸科目に使用される原材料の輸入については、第 1 巻第 10 号の「女学商

榷」欄に掲載された「説女学之改良」 33でも指摘されている。女子師範学校の

校長である論者は、中国教育界において重視される実用性に沿った、女学校の

実用教科改良を提唱している。手芸科については、次のように述べている。  

師範本科の三、四年に造花摘棉刺繍等がある。（中略）その創始はすべて日

本の真似である。外国の科目が我が国に適切であるかどうかについて検討

する余地がある。その中で刺繍だけが本来我が国の長ずる手芸である。昔

から女子の嗜みとされる習慣があるが、あくまでも奢侈品と装飾品として

裕福な家においてしか使われない。それゆえ、熟練したとしても将来の日

常生活では役に立てないため、削除してもよいだろう。 34 

ここから、当時の中国の一般家庭においては、自国の伝統工芸である「刺繍」

                                                   
31 原文：「余対於我国女学校結線一科以為利不敵害不如速去之為益也（女学校中造花一科

亦無甚実用且所用各物均係舶来品余意以廃去為是）」  
32 原文：「一用各線均係舶来品利源外溢二実習各物多用自習時間虚費光陰三制成物品徒供

陳列於家政上豪無裨益四職是之故有卒業於女子高等小学曾習手工科数年而衣服偶然破砕

竟至不能縫補者」夢梅、前掲書、 108 頁。  
33 山東省立第一女子師範学校校長周幹庭講演、学生荘維明・呉琬記録、第 1 巻 10 号、1915

年 10 月、 90～ 91 頁。  
34 原文：「師範本科至三四年時本有造花摘棉刺繍等然試問造花摘棉従何処創始則均効法日

本者也以外国之科行於我国合宜輿否尚須研究即刺繍一門本為我国特長従前学校未興女子

未有不従事於此者然推其究竟不過為奢侈品装飾品必富貴人家高堂大厦方能用之若中流社

会以下即不常用諸生即学至優美地歩将来日用生活日繁亦必無暇及此鄙見学校中不妨裁去」

91 頁。  
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も含めて「造花・摘棉・刺繍」の全体が、「奢侈品、装飾品」という位置づけで

あったことがわかる。  

さらに論者は、造花と摘棉の問題点を具体的に次のように指摘する。  

造花と摘棉の材料は銅線、絹糸と薄絹の以外、すべて日本から購入する。

日本の材料で我が国の手芸品を作るのは、実用主義の観点と完全に矛盾し

ている。 35 

前の指摘と同じように、「編物」と「造花」は外国から原材料を購入する点で不

経済であり、実用主義から乖離していると主張している。  

また、『婦女雑誌』第 4 巻第 1 号に寄せられた社説「敬告実施女子職業教育

者」 36も、「編物造花絨結線結等僅装飾之美観是不合於実用者也」 37と述べ、編

物・造花・結びなどが装飾の機能しか持たないので実用性がないといい同様の

理由で手芸科目を批判している。  

このように、『婦女雑誌』では日本伝来の手芸科目に対して「不利益」「不実

用」という理由で、教育者からの批判が殺到した。この批判は、1915 年から『婦

女雑誌』に頻繁に現われるようになった。  

しかし、その一方で、清末からの『教育雑誌』 38には、1918 年になっても明

治の実業教育の代表的人物手島精一と女子職業学校の紹介 39や、日本の手芸科

目を積極的に紹介する記事がしばしば見られる。例えば、「参観日本東京学校筆

記」 40、「調査日本職業教育報告」 41、「北京女子師範学校派赴日本考察校務報

告」 42という三つの記事には、ともに共立女子職業学校の見学報告があり、と

りわけ特に手芸科目の先行経験が紹介されている。三つ目に挙げた報告には、

造花原材料の日本からの購入事例という記載もある。  

このように、『婦女雑誌』と『教育雑誌』に見られる女子手芸に関する記載の

                                                   
35 原文：「至造花摘棉之材料除銅線絨線白紗可在本国購買外其余花蕊託花葉及象皮生熟五

色棉等等無不来自東洋、以日本之材料為我国之手工（中略）按之実用主義未免背道而馳故

鄙見以為不如以各省之土産為手工之材料利権既不外溢乏可無慮」 91 頁。  
36 胡宗瑗、 1915 年 1 月、 12～ 14 頁。  
37 同上、 13 頁。  
38 『教育雑誌』は『婦女雑誌』と同じ商務印書館により 1909 年から 1948 年まで刊行さ

れる。近代教育への転換を図り、当時の教育事情を記録して国内の教育の問題点を論じた。

初期は主に西欧諸国と日本の教育理論と教育制度を翻訳し、中国の教育の近代化を先導し

た。  
39 賈豊臻「日本工業教育家手島精一之歴史」『教育雑誌』第 10 巻第 5 号、 1925 年 5 月、

13～ 18 頁。  
40 賈豊臻、『教育雑誌』第 9 巻第 8 号、 57～ 65 頁。  
41 江蘇省第二師範付属小学職業科主任・李廷燮、『教育雑誌』第 10 巻第 5 号、 1925 年 5

月、 17～ 23 頁。  
42 無錫女士・胡周輝、『教育雑誌』第 5 巻 12 号、 1919 年 12 月、 95～ 110 頁。  
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違いから、手芸が教育者に批判されつつも清末民初の女子教育科目として 1918

年という時点でも教えられていたことがわかる。両誌が示す手芸科目への相反

する見解については、以下の理由が考えられる。まず、初期の『教育雑誌』は、

中国の教育近代化を目指す制度寄りの雑誌であり、主に西欧諸国と日本の教育

理論及び教育制度を翻訳・紹介するだけに留まっていた。これに対し、『婦女雑

誌』は、良妻賢母主義の提唱を主旨として、女性問題や女子教育に関する自由

な言論の場を提供する雑誌であった。とはいえ、手芸科目に対する立場の矛盾

は、民国初期の女子教育の未熟さを暴露しているといってよい。  

次に、中国に導入された女子手芸科目が順調に発展しなかった要因を考察す

るには、まず、日本の女子教育における上記の手芸科目の位置づけを確認して

おかなければならない。  

2.2 明治女子教育における手芸科目の位置づけ  

前節で考察したように、女子手芸の「編物・組糸嚢物・刺繍・造花」は、明

治 34 年文部省の「高等女学校令施行規則」によって高等女学校の授業科目と

なった。しかし、これらの手芸科目は、家事と裁縫のように女子の必修科目で

はなく、随意科目として導入された。江戸時代から女性の必須の技術であり嗜

みであった裁縫は、読み書きなどの学問が重視された明治日本の学校教育制度

においても女子教育に受け継がれている。それに対して「編物・組糸嚢物・刺

繍・造花」などの手芸科目は、もともと、私立女子職業学校や実科高等女学校

のような手芸を主とする職業教育機関において教授されていた。  

ここでは、主に共立女子職業学校と女子工芸学校の例を挙げて、私立女子職

業学校の手芸科目について具体的に考察する。  

まず、明治 19 年 3 月に設立された日本最初の女子職業学校である共立女子

職業学校についてみる。その設立趣意書において、設立者は「近頃、女子学校

の設置に乏しからざれども、其の授くる学科は、或は閑雅優美に流れ、或は高

尚深遠に趨り、概文字章句の末に拘り、実用に疎くして日用に適せず」 43と当

時の女学校科目編成の問題を指摘したうえで「吾ら窃に之を憂い、同志の者相

謀りて、女子の職業学校を設け、専女子に適する諸の職業を授け、併せて修身

和漢文、英語、習字、算術の如き日用必需の学科を教授せんとするなり」 44と

述べている。この学校で教授した日用また実用に適した科目とは、裁縫・編物・

刺繍・造花・押絵・組糸・図画である。東京府に提出した設置願には、「女子に

                                                   
43 『共立女子学園百年史』共立女子学園百年史編纂委員会、 1986 年、 3 頁。  
44 同上。  
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適応する諸職業を授け広く世の婦女子に実業を得しめんとするに在り」 45とあ

り、その設置目的は、職業に必要な能力の習得であったことがわかる。  

次に、下田歌子の教育理念と彼女が創立した女子工芸学校について見る。下

田歌子は、中流以下の婦人の教育こそ、国家の隆昌のために不可欠であると考

え、女性の地位向上を図る目的で明治 31 年に帝国婦人協会を結成した。彼女

のこの意識は、「帝国婦人協会創設趣旨」から窺うことができる。  

今や既に各種の職工、電話電信の技手、或商店の売子掛取、及び看護人等

に至る迄、非常に女子を使役するの必要を感じ、而して為に奮ひて其供給

に応ずるの準備なく、且つ其精神を鍛練してよく不抜の主義と目的とを確

定すること克はず、其正業に務めしむべきの女子をして、長へに不正の業

に甘んぜしむるは、まことにわが国の体面を荘厳にし、我が国利民福を増

進するの上に於て一大欠点なりといはざるを得ず。是れ乃ち、一つは女子

が耳目として、機関として其資格を持ち、其品格を高め、尚進みて是の同

胞姉妹の間に謀らんとするは、那の点よりして着手すべきかと云へる事に

向ひて、目下女子が尽すべき急務を考究するの道なきによれるなるべし。46 

下田は、多くの中流以下の女性が労働力となっているイギリスの現状を踏まえ

て、女性の職業教育が日本社会においても実施され、日本の「国利民福」に寄

与するべきであると主張した。そして、自身が主宰した帝国婦人協会の中心事

業として、明治 32 年に女子工芸学校を設立したのである。この学校の学則に

は、「本校は女子に適当なる工芸を授け併せて修身斉家に必要なる実業を修めし

め能く自営の道を立つるに足るべき教育を施す所とす」（下線引用者）47と記し

ている。つまり、工芸技術の習得によって、女性は身を修め家を斉え「自営の

道を立てる」ことも可能となるのである。さらに、上述の学則は、女子工芸学

校が職業技能教育という近代的な産業教育を施す目的を持つことをも謳ってい

る。「工芸」 48科目としては、裁縫・刺繍・造花・挿絵・図画・押絵が挙げられ

ており、同校の運営経費には生徒たちが作った工芸品の売り上げ利益も見込ま

れていたという 49。このように、手芸に関する下田の教育活動は、彼女が帝国

                                                   
45 同上、 7 頁。  
46 下田歌子『帝国婦人協会趣旨』 1898 年  
47 『実践女子学園八十年史』実践女子学園発行、 1981 年、 82 頁。  
48 女子工芸学校はその名称に「工芸」を冠しているが、実際の教科は手芸科目である。下

田の著書『女子手芸要訣』（家庭文庫第八編、博文館、明治 32 年）と『女子の技芸』（女

子自修文庫第 3 編、冨山房、明治 38 年）を検討してみると、彼女が「技芸」「工芸」「手

芸」について明確な内容の区別をしていないことがわかる。  
49 前掲書『実践女子学園八十年史』、 82 頁。  



116 

婦人協会で唱える実利実益主義という教育思想を反映したものとなっている 50。 

最後に、明治期の実科高等女学校における手芸科目の実態を考察する。実科

高等女学校は、明治 43 年 10 月の高等女学校令改正によってその設置が認めら

れた。実科科目の一つとして設置される「実業」に関しては、「刺繍・造花・編

物等女子ニ適切ナル手芸ハ便宜之ヲ裁縫若ハ実業ノ中ニ加説シ教授スルコトヲ

得」とし、その目的を「実業ハ実業ニ関シ生活上必要ナル知識技能ヲ得シメ兼

テ勤労ヲ尚フノ念ヲ養フ」（下線引用者）51としている。当時の状況を把握する

ために、女子職業施設と学科名称を下記の表にまとめた。  

表 252：学校名称  

学校名  技芸  職業  実業  徒弟  工芸  興業  その他  

校数  21 13 11 4 3 2 1 

表 3：学科名称  

学科名  裁縫  手芸  刺繍  編物  造花  嚢物  その他  

校数  34 23 10 7 6 1 46 

この表からわかるように、女子手芸科目はまず、私立の女子職業学校と実科

高等女学校において注目され、大きな発展を遂げたといえる。その背景には、

当時の教育家の女子職業教育に対する認識の深化がある。  

女子職業論を提唱した明治の教育家は少ないが、ここでは、いくつかの女子

職業学校の創設に携わった手島精一（1850‐1918）の例をみよう。手島は、論

説「女子と工業との関係」53で、「理想上より観察すると、女子の工業に従事す

ることは、吾輩は敢て之を奨励することが出来ない」と自身の立場を表明し、

その理由について以下の二点を挙げた。まず、「女子は家庭を離れて労働に従事

するといふ様な体格に出来て居ない」という女性の肉体上の問題と、「女子は妊

娠して児を産み、之を保育しなければならぬ任務を有する」、つまり女性の「母」

役割の問題である。しかしその一方で、彼は、女性が良妻賢母の任務を果たし

つつ工業に接近する方策として、「日本の女子は手芸には最も適当して居る」と

認め、手芸を勧めた。そして、女性の特性を生かした職業とは「第一に裁縫、

次に造花、刺繍、編物、意匠図案といふ所で、これに依つて一家を立てるとい

                                                   
50 山崎明子、前掲書、 104 頁。  
51 桜井役、前掲書。  
52 表 2、表 3 の作成には、『日本の女性と産業教育』（三好信浩、東信堂、 2000 年、 161

～ 162 頁）明治末年の『文部省第三九年報』の「公私立実業学校別一覧」を参照した。ま

た、表 2〔その他〕の内容は、染織・機織・染色・養蚕・技芸・製糸となる。  
53 『なでしこ』大日本女学会、第 6 巻第 5 号、 1906 年 3 月  
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ふことは困難であるが、辛うじて一身を立てることは出来る」54と考えていた。

また、「女子の従事すべき工業の種類といふものは、成るべく家庭を離れずして

出来る工業、即ち内職的な工業が一番適当であらう」 55とも主張している。つ

まり、良妻賢母の役割を妨げない職業として、手島は内職としての手芸を考え

たのである。  

以上の考察から、明治の手芸科目は、普通の女学校ではなく女子職業学校に

おいて本格的に発展したことがわかる。つまり、中国がノウハウを学んだ頃の

日本の女子教育においては、手芸「編物・組糸嚢物・刺繍・造花」の位置づけ

は家政科目ではなく、実業技能であった。手芸が女子の嗜みから実業技能に変

わった背景として、当時の日本の産業発展に伴って、女子にも実業教育が重視

され始めたという状況が存在したと考えられる。  

2.3 日本における造花の発展実態  

本節では中国で特に批判された造花の例を挙げ、明治社会における手芸の発

展実態を考察する。  

造花は古くから仏前の手向けのものや簪として作られていたが、欧化主義期

に女性の洋装や帽子、室内を装飾するのに多く用いられるようになり、女学生

や中・上流階級の婦人を中心に、和装の女性にも広く流行した束髪を飾った。

明治日本では、数多くの手芸専門書が出版された。ここでは、明治 26 年に出

版された『婦女手芸法』 56に記述された造花の項目を見よう。  

造花の細工も亦女子手芸の一に関し高尚にして而も利益ある職業として学

ぶ可きの価値あるものなり而して此造花の目的とする所は全く装飾の一点

にありて女子の頭飾に用ふる花簪乃至床の花籠等に用ひて頗る美麗なるも

のなり 57 

上記のように、開化の趣味に合った造花は〈装飾〉を目的とし、〈高尚〉で〈利

益〉をもたらす職業と捉えられている。また、前節で考察したように、手芸科

目は日本の普通女学校ではなく女子職業学校の主要科目であった。造花技術の

教授は、明治 20 年 9 月、共立女子職業学校において初めて一つの学科となっ

た。その設立の背景は以下のように記載されている。  

                                                   
54 『女鑑』（明治 24 年 8 月 8 日に創刊された婦人雑誌である。家庭における女子の知育

と徳育を啓蒙する「女大学」主義を標榜する）国光社、第 5 巻第 12 号、 1905 年 2 月  
55 同上。  
56 須永金三郎著、博文館、 1893 年。  
57 同上、 137 頁。  
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当時婦人の帽飾及び室内装飾等造花の需要量、多きを加へ舶来品を仰ぐこ

と夥しきを以て一は輸入を防がんが為め又一は此の技の女子に適応せる業

務なるを認めたるが為め特に大阪より教師を聘して其の教授を開始したり

造花を学校の教科に加へたるは実に本校を以て嚆矢とす爾後技芸教育漸く

勃興して女学校に造花科の設置せらるるやその教員専ら本校の供給を待て

り是本校が率先斯業の教授に力めたる結果たるに外ならず 58 

明治 20 年頃からの造花の需要量の増加、欧化主義やその後に続く戦争後の好

景気によって、女性たちの目が細工物の美しさに向けられ、人々の関心も〈装

飾〉に集まったことがわかる。つまり、造花はすでに一つの産業として成り立

っていたといえる。共立女子職業学校は、これまで輸入に頼っていた造花の国

産化を目指すと共に、造花作りを女子に相応しい技と認識している。さらに、

造花という技芸を身につけた人材をいち早く育成をしようとしている。  

明治 20 年に共立女子職業学校が造花科を設置した後、明治 30 年代に入ると、

『婦人職業案内』（明治 30 年）59、『女子の新職業』（明治 38 年） 60、『新撰  女

子就業案内』 (明治 39 年 )61などに、造花業が一つの項目として記載されるよう

になった。とはいえ、『婦人職業案内』は、まだ婦人の職業について明確な概念

区分を持たず、「養鶏や毛筆製造の手伝い」と「学校教員」を分類することなく

並置している。造花業については、ただ「奇麗なる仕事なりされば貴嬢達の慰

み半分の内職にするも宜しかるべし」 62と記されている。  

これに対して、明治 38 年以降の『新撰  女子就業案内』と『女子の新職業』

では、職業がその性質と特徴によって分類され、造花はそれぞれ副業的職業と

技芸的職業の項目として記載されるようになった。造花業の繁盛ぶりについて

は、両誌ともに日露戦争の凱旋軍人の歓迎花馬車を飾った例を記し、造花の流

行を促した要因としては、女学生の髪飾りに用いられたことを挙げている。も

ちろん、造花工業の発展を支えたのは、東京だけを見ても共立女子職業学校の

ほか、神田の女子職業学校、日本女子美術学校、本郷弓町の女子美術学校、女

子工芸学校のような職業学校の卒業生、そして各地に散在する造花店でその技

術を習得した女工たちであった。さらに、『新撰  女子就業案内』は、造花から

得られる利益を、一日普通花 25 輪作れば 25 銭から 37、8 銭の収入がある、と

している 63。よって、造花は、手先が器用な女性たちにとって恰好の職業であ

                                                   
58 前掲書『共立女子職業学校二十五年史』、 16 頁。  
59 林恕哉、文学同志会、明治 30 年  
60 木下祥真編、内外出版協会、明治 38 年  
61 菅原臥竜（晨亭）編、便利店、明治 39 年  
62 林恕哉『婦人職業案内』文学同志会、明治 30 年、 53 頁。  
63 同上、 78 頁。  
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り、国内の産業に留まらず「今後此の造花が海外に輸出せられて、彼の地の紳

士淑女の嗜好に入り、彼の地に於て、我が婦人の嗜味の花の開き栄えんこと」64

までも期待できるものとなった。  

このように明治後期になると、造花は、娘たちが女学とともに嗜みとして修

めるものという明治初期のイメージから脱し、〈高尚なる〉技芸として女性が自

立する手段ともなった。そのようにして、女子の手芸は日本の産業の発展に貢

献するものとなったのである。さらにいえば、近代化と共に西洋から受容した

造花は近代化の一つの象徴でもあった。これに対して、中国に導入された造花

は、生活水準を大きく上回る〈装飾品〉・〈奢侈品〉であったため、女子を浪費

家にし、堕落させるというイメージまで付き纏っていた。  

第 3 節  手芸の発展と近代産業  

前節で挙げた造花の例から、職業と結びついた実業としての手芸の発展は、

当時の社会状況と近代産業の発達に大きく関係していることがわかる。それゆ

え、本節では、手芸の発展と近代産業という観点から、日本における手芸の発

達要因を検討し、そのうえで、近代中国に導入された手芸科目が大きな発展を

見なかった理由を示したい。  

3.1 日本における手芸の発達要因  

明治日本の手芸は、女学校の随意科目としてだけではなく、むしろ女性の職

業教育との関連で注目された。これは、中国に導入された手芸が実現できなか

ったことである。それではなぜ、明治日本において手芸が女性にとって最も実

現しやすい職業となかったのだろうか。  

まず、手芸を女性の職業とすることは、伝統社会が女性に課す規範と衝突し

ない。伝統的な日本社会では、女性の「性」に対する管理が厳しかった。しか

し、明治になると就学や就職に伴って女学生の行動範囲と交際機会が広がり、

その結果として女性の性に対する管理の問題が浮上した。そこで、伝統的な婦

徳の涵養と内職的な家庭内労働という特徴を持つ手芸であれば、女性の経済的

な自立と「性」に対する管理の両立が可能である、として社会的にもクローズ

アップされることになったのである。  

次に、明治の産業の発達と女性の内職の関係について見よう。内職は旧幕時

代から存在するが、明治期に入ると産業の発達と細分化に伴って大きな発展期

を迎え、同時に、家制度下の妻や娘、つまりもっぱら女性たちの労働となった。

                                                   
64 木下祥真、前掲書、 37 頁。  
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明治時代の女性内職者が経済の発展にどれだけ寄与していたかについての調査

資料はないが、前節で挙げた『女子の新職業』によると、造花に携わる人は大

阪がもっとも多く、内職を入れると四千人に達していた。生産高について見れ

ば、東京は一ヶ月三万円ぐらいであるのに対し、大阪はおよそ五万円があった

という 65。当時の造花の従事者と生産高だけから見ても、女性の内職が明治の

産業発展に貢献していたことがわかる。村上信彦は、明治の女性史に関する研

究 66で、明治の産業立国を実現させた原動力は安い労働力にあったと指摘し、

その「安い労働力の根源は独立していない・することを許されない女の働きで

あった」 67として、女性の内職と明治の産業発展との関係を強調している。そ

れは同時に、女性たちは、内職によって「辛うじて身を立てる」ことができる

だけで、完全に自立できなかったことをも示している。  

最後に、当時の社会状況と結び付けて手芸の発達要因を考える。当時の高等

女学校の数とその生徒数の増加を見ると、明治 31 年に 34 校・8589 名であっ

たのが、明治 41 年には 159 校・46582 名と、飛躍的に増加している 68。この

増加をもたらしたのは、従来の旧士族を中心とする上流・中流のエリート層出

身者ではなく、日露戦争後の経済発展で新しく誕生した、俸給生活者や自由業

者といった新中間層出身の子女であった 69。『新女界』 70の記事から、当時の高

等女学校の生徒数が増加した理由の一端を窺うことができる。  

到る処生活難、職業難がおこり（中略）女学校の卒業生など卒業後直ちに

結婚というのが（中略）近来は先ず如何にして独立の資を得可き乎の痛ま

しき事に当人も父兄も心配して手芸なり何なり一つ独立して生活出来る様

にという処から職業学校又は技芸学校が頗る繁昌するという現象を呈する

ようになった。 71 

日露戦争で勝利を収めたとはいえ、その後の増税や物価騰貴のため新中間層の

生活はそれほど裕福ではなかった。女子職業学校が繁昌したのは、女学生本人

も両親も手芸の習得による収入と最低限の自立を考えていたからである。  

また、手芸教育の希望者が増加した理由としては、日露戦争が生み出した社

会問題の一つ、戦争未亡人の生活難が女性に自立できるだけの技能と職業の必

要性を自覚させたこともあった。戦争によって、中流階級出身の若い女性たち

                                                   
65 同上、 31 頁。  
66 村上信彦『明治女性史  中巻後篇  女の職業』理論社、 1971 年  
67 同上、 23 頁。  
68 前掲書『学制百年史』〔資料編〕、 447 頁。  
69 大橋隆憲『日本の階級構成』岩波書店、 1971 年、 23 頁。  
70 新人社より 1909 年から 1919 年にかけて発行  
71 大塚楠男「婦人職業問題」『新女界』新人社、第 2 巻第 8 号、 1943 年 8 月  
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も手に職をつけ、自活の手段を考える必要性が生じたのである 72。他方で、明

治後期になると、女性自身の高等教育機関への進学熱や家からの解放と自立へ

の願望なども、女性の就業を促した要因と考えられる 73。  

以上述べたように、明治における資本主義の発展と日露戦争の影響によって、

そもそも女性の嗜みだった手芸は、女性が収入を得る高尚な手段と見なされる

ようになり、明治女性の職業の一つとして成立したのである。  

3.2 中国における手芸発達不全の要因  

前述したように、『婦女雑誌』において、日本伝来の手芸科目は「今日の教

育は実用性を重んじるようになり、初等、高等小学校及び中学校、師範学校す

べて実用主義を目的にしている」 74という観点から批判されている。この観点

には、民国教育部の初代教育総長 75蔡元培の女子教育思想が反映されている。

彼の女子教育思想については、1916 年に愛国女学校 76で行った演説からその一

端を窺うことができる。  

女子が入学して学問を追求するのは、家庭における固有の天職から離脱す

ることではありません。実用性の追求と学問の追求とは、助け合いながら

おこなっていくことができます。 77 

この実用性を重んじる蔡元培の女子教育思想は、『婦女雑誌』の女子教育に関

する言論に明確に示されており、女子手芸科目にもまた実用性という観点から

のみ評価されうる。  

しかし、その一方で、1912 年に蔡元培の指導のもとで制定された民国最初の

「教育総旨令」は、民国の教育主旨を、軍国民教育、実利教育、公民道徳教育、

美観教育および世界観教育としていた。ところが彼は、民国の教育方針の一つ

として実利教育を規定したにもかかわらず、女子に対しては、男子教育とのダ

ブルサタンダードを認め、女子教育には実利性は求めず実用性のみを要求した。

彼の主張する女子教育の実用性は、女性の天職に帰着するものである。また、

                                                   
72 脇田晴子・林玲子・永原和子編『日本女性史』吉川弘文館、 2002 年、 232 頁。  
73 「女子職業熱の勃興」『東洋時論』 1910 年 6 月号  
74 原文：「今之言教育者莫不趨重於実用無論初高小学及中学師範均以実用主義為目的」、「説

女学之改良」『婦女雑誌』山東省立第一女子師範学校校長周幹庭講演、学生荘維明・呉琬

記録、第 1 巻第 10 号、 1915 年 10 月、 90 頁。  
75 日本の文部大臣に当たる  
76 愛国女学は、 1902 年に蔡元培らによって創設された。創設当初は革命の役に立つ女性

の人材を養成する機関であったが、 1907 年一般の女学校へと改編された。  
77 和訳は『中国の近代化と教育』（石川啓二・大塚豊編、明治図書出版、1984 年、90 頁）

による。  
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『婦女雑誌』では、女子に実利教育を求める論説も見られるが、手芸に関して

は実用性すらないと批判されたため、当然ながら手芸が利益を生むことは理解

も期待もされなかった。  

次に、民国成立後 78の女子職業教育の発展史を辿りながら、中国で手芸科目

が職業として成立しなかった原因を分析する。新しく成立した民国政府は、富

国強民のために実業の振興に力を入れなければならない。そのために教育部は

民国 2 年（1913）8 月に「実業学校令」を公布した。これは、男子を中心とし

た教育令であり、女子職業学校については、ただ「地方の情況に合わせながら、

各項の実業学校の規定（引用者注：男子実業学校の規定を指す）に基づいて設

置する」 79と記されたのみである。この「実業学校令」は、女子実業学校の設

置に触れた最初の学令であるが、その実態はどうだったのだろうか。1917 年の

第三回全国教育連合会の「職業教育進行計画案」には、「教育部が女子職業学

校の設置を決定したが、調査によると各省はほとんど実施していない。速やか

に女子実業学校をつくるべし」 80と記されており、この計画案からは、「実業

学校令」の発布から五年経った時点でもまだ女子職業学校が設立されていなか

ったという厳しい実情がわかる。その後、民国の教育部は、女子職業教育を発

展させるためにいくつかの訓令や規定を公布した。例えば、1918 年全国中学校

校長会議で議決された「女子中学校は簡易職業科を附設すべし、女子職業案を

拡充すべし」という提案に基づいて、民国 8 年（1919）5 月 20 日の教育部訓

令は、各省の女子中学校に対して、実用性を強調し、女子中学校における簡易

職業科の設置を要請した。その設置方法は、日本の高等女学校附属実業科を模

倣していたという。 81そして、同年第五次全国教育連合会では、一般教育にお

ける職業科及びその実施方法を議決し、女子に関しては、家事・園芸・手工・

裁縫科の設備をはじめ、その教授法及び実習方法についても詳しく規定した。

その実施の一例としては、北京女子高等師範附属中学校の職業科に造花・摘棉・

編物・刺繍・紙竹木などの細工と簡単な針金細工などの科目を増やしたことが

挙げられる。 82しかし、この議決が発布された翌日に、教育部は女子中学校に

対して家事実習を重視する訓令も出した。このことから、当時の教育部の女子

                                                   
78 清末には、民間教育者によって設立された女子職業学校があったが、女子職業学校の設

立が制度化されたのは民国の教育部が成立した以降のことであるので、本稿では民国成立

後の女子職業学校だけを取り上げて考察する。  
79 「中国現代女子教育史」（程謫凡著、中華書局、 1936 年）『中国近現代女性学術叢刊』

14、孫暁梅主編、線装書局、 2010 年、 206 頁。原文：「女子職業学校得就地方情形與其性

質所宜参照各項実業学校規程辦理」  
80 崔淑芬『中国女子教育史』中国書店、 2007 年、 235 頁。  
81 中央教育科学研究所編『中国現代教育大事記』教育科学出版社、 1988 年、 3 頁。  
82 熊賢君『女子教育史』山西教育出版社、 2006 年、 282 頁。  
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に対する期待が、職業に活かせる能力より家事にあったことがわかる。  

また、民国 17 年（1928）の第一次全国教育会議において、「女性は職業を

持つと生計を立てることができる。男性の負担を軽減し、国家に富をもたらす

こともできる」 83といった六条の理由から平民女子職業教育案が議決された。

女子職業教育を重視し始めたこのような民国教育部の姿勢は、民国 18 年（1929）

の南京市婦女代表大会で議決された、婦女職業学校と夜間婦女職業学校の増設

要求が即座に受け入れられ、速やかに各省に通達されたことからも窺える。  

このように、民国の教育部は、女子職業教育の発展を目指して一連の学令や

規定を公布した。しかし、教育部第五次の統計によると、民国 5 年 8 月から 6

年 7 月（1916‐1917）までの、全国の女子職業学校の学生数はわずか 1866 名

で、全国実業学校の全学生数の 6％に過ぎなかった。また、そのうち手芸科目

を専門的に取り扱う学校は一か所もなかった。次の民国 19 年（1930）の統計

では、全国の女子職業学校は計 69 か所に増えている。ところが、これらは主

に蚕桑・技芸・医学という三種類の学堂であったという。技芸学校としては、

上海速成女工師範伝習所、揚州女工伝習所などの学校が挙げられるが、それら

の学校ではミシンや機械による刺繍・裁縫の技術が伝授され、日本から導入さ

れた「編物・組糸・嚢物・刺繍・造花」という〈手芸〉科目は見当たらない。 84

日本伝来の「編物・組糸・嚢物・刺繍・造花」ではなく、中国の伝統手芸であ

る裁縫・刺繍が女子職業学校の教育科目となったことは『婦女雑誌』の論説に

も記載されている。  

女子職業教育を提唱する『婦女雑誌』の論説は、各地の事情に適した職業教

育を実施すべきであるという観点から中国に導入された日本の手芸科目を批判

する一方で、中国の伝統的な蚕桑と裁縫・刺繍を重視するよう主張している。

たとえば、「女学校宜廃去結線手工注重裁縫刺繍之商榷」（夢梅、第 1 巻第 9 号）、

「敬告実施女子職業教育者」（胡宗瑗、第 4 巻第 1 号）、「普及女子蚕業教育之

意見」（村士、第 5 巻第 1 号）などの論説が挙げられる。  

これらの論説は、中国の伝統的な手芸である刺繍が欧米各国で人気があり、

デザインを改良すれば輸出品として成り立つと主張する。また、『教育雑誌』第

10 巻第 10 号「大事記」欄には「1918 年 9 月 13 日 教育部通咨各省区女校手

工科附授花辺抽糸二項」 85とあり、女子手芸のレース・糸紡ぎ・かつら・刺繍

の欧州での売れ行きが非常に良いため、各省の女子学校の手工科にレースと糸

紡ぎ二科を加えている。  

                                                   
83 前掲書「中国現代女子教育史」、 211 頁。原文：「女子有相当之職業即可以自謀生活一方

面可以減軽男子負担一方面可以増加国家富力」  
84 前掲書、熊賢君、 226 頁。  
85 『教育雑誌』第 10 巻第 10 号、 77 頁。  
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雑誌の記載だけではなく、民国初期の産業と海外貿易を記録したデータを調

べてみると、当時発展しつつあった工業として紡績業・製糸業・製粉・煙草・

製糖・セメント・マッチ・搾油・紙・皮革・化粧品・製材・製鉄・造船・製塩・

ガラス・石鹸などが挙がっているが、手芸科目の習熟によって生産される手芸

品の項目はない。 86そして、『中国海関華洋貿易総冊‐民国 19 年』 87に収録さ

れた民国 18 年 (1929)および 19 年 (1930)の輸出品リストにも、「動物およびそ

の製品」「植物およびその製品」「棉製品」「糸製品」などの詳しい記載があるが、

手芸品は見当たらない。また、1927 年から 1929 年までの輸出統計に現われる

手芸輸出品のほとんどは「絹織物」「棉製品」「棉織糸」である。 88 

これまでに調べた限りの資料で手芸品の生産が確認できるのは、『婦女雑誌』

に掲載された「晋江婦女職業談」において、「造花」が晋江という福建省南部の

町の女性の職業の一つとして紹介されているという一例のみである。そこでは、

「裁縫」・「紡織」・「刺繍」と並んで「造花」も挙げられており、「造花」の日給

は「帽子、靴作り」とほぼ同じぐらいであると記されている。 89このように、

「造花」のような日本伝来の手芸科目が、当時の女性に一定の収入をもたらし

たことは否定できないが、これまでの考察から、中国に導入された手芸科目は、

明治日本とは異なり、女子職業教育として産業及び貿易の製品としても、発展

を遂げなかったといえる。  

近代化への道を歩み始めた民国の経済と教育の発展状況は、明治日本とは比

較にならないほど遅れていた。それゆえ、日本では女子の職業と結びついて大

きな発展を見せた手芸も、中国では職業とは無縁のまま挫折せざるをえなかっ

たと考えられる。  

中国に移植された女子手芸が失敗した要因は、社会状況と経済状況が手芸に

発展の土壌を提供できなかったことだけではなく、当時の教育政策の立案・実

施者にも一定の責任があっただろう。  

清末の「女子師範学堂章程」の女子科目として導入された「編物・組糸・嚢

物・刺繍・造花」は、そもそも明治期の高等女学校においては、家政科目では

なく単なる随意科目であった。手芸は、実際には女子職業学校の科目として考

えられていた。しかし、清末の女子師範学堂およびその後の民国女学校は手芸

科目を家政科目として導入した。ところが、当時の経済・社会状況は、女子教

育に装飾用の手芸ではなく、家事や裁縫のような基本的で実用的な家政技能を

要求していた。しかも、明治日本とは異なり、手芸が家計を助ける〈実利〉と

                                                   
86 大西斉『支那の現状』朝日新聞社、 1928 年、 236 頁。  
87 上巻、総税務司署統計科出版、民国 20 年、 158～ 167 頁。  
88 『日華貿易ノ概況』商工省貿易局出版、 1930 年、 11 頁。  
89 尚實、第 1 巻第 11 号、 192～ 195 頁。  
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なるような環境もなかった。手芸が家政にとって〈実用〉的ではないと批判さ

れたのは、そのためだったのである。  

以上、女子手芸科目が中国の社会的土壌においてうまく成長できなかった要

因の一つは、中国近代女子教育制度の未熟さと産業の未発達であったといえる。 

まとめ  

本章では、日本から導入された教科目が中国の社会的土壌の中で如何なる発

展を遂げたのか、という実例の一つとして手芸科目を挙げて考察した。まず、

清末の女子師範学堂および民国の女子中学校と女子師範学校のカリキュラムに

組み込まれた手芸科目「編物・組糸・嚢物・刺繍・造花」が、明治 34 年文部

省発布の「高等女学校令施行規則」における随意科目の手芸内容の模倣である

ことが明らかになった。富国強兵の方策を模索していた清末の教育視察者たち

は、実業技能として教授された明治期の手芸が女性の職業と結びつき、国家の

産業発展に貢献している状況を見聞し、またそれが伝統的な婦徳にも合致する

ことを確認して、中国でもこれを実現するために意図的に中国の女子教育に組

み込んだのである。  

しかし、中国に導入された手芸は、実用性がないものとして教育関係者から

批判された。手芸が日本のような大きな発展を見せなかった理由の一つとして

は、教育制度の導入に際し、日本の高等女学校では随意科目とされた手芸科目

を裁縫や家事と同様の家政科目として取り入れたことが考えられる。さらに、

日本における手芸は、女子教育の中で実業技能という位置づけであったが、中

国においては近代的産業の未発達が女子実業教育の社会的実利を妨げたため、

実業教育としての手芸が成り立たなかった。また、日本では産業全体と女子実

業教育の発展とが連動しており、手芸の中でも開化趣味に合った「編物」と「造

花」が明治後期にはすでに女性の職業の一つとして成立していた。一方、中国

では、原材料すら日本からの輸入に頼らなければならなかった「編物」と「造

花」は、単なる装飾品・奢侈品として認識されるにとどまった。近代女子教育

に導入された手芸は、当時の社会状況と産業経済の未熟さによって、日本のよ

うな職業と結びついた実業として発展を遂げることができなかったのである。  
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第四章 民国期の『婦女雑誌』における日本の家政知識の紹介 

はじめに  

第 1 節 『婦女雑誌』について  

1.1 創刊期『婦女雑誌』の良妻賢母養成方針  

1.2 『婦女雑誌』家政欄の翻訳記事  

1.3 『婦女雑誌』の翻訳対象  

第 2 節 家政欄における日本からの翻訳  

2.1 女性と家庭経済  

2.2 女性の職業＝天職  

2.3 女性と家庭内副業  

第 3 節 女性と家庭観念  

3.1 称揚された「家」と「旧い女」  

3.2 「家」から「家庭」へ  

まとめ  

はじめに  

本研究の第三章においてすでに明治の家政・家事教科書の翻訳に焦点を当て、

中国に導入された家政・家事知識について考察した。その後、民国に入ってか

らは、女性向けの雑誌も日本の家政知識を吸収するための重要な役割を担って

いた。本章では、民国初期に発刊された『婦女雑誌』が翻訳・掲載した日本の

家政知識に焦点を当てて、雑誌というメディアを通して日本の良妻賢母教育受

容の様相を明らかにするとともに、その受容によって創出された中国近代主婦

像を検証する。  

第 1 節  『婦女雑誌』について  

1.1 創刊期『婦女雑誌』の良妻賢母養成方針  

辛亥革命（1911－1912）以降の中国では多くの雑誌が創刊され、国家の基盤

となる近代的家庭を築くために、女性の主婦としての役割をめぐる議論が盛ん

になった 1。そのような風潮の中で、上海商務印書館は、女性向け雑誌『婦女雑

誌』を 1915 年 1 月から 1931 年 12 月まで刊行した。同誌は、民国期の女性雑

                                                   
1 例えば、『中華婦女界』（ 1915 年‐ 1916 年、梁啓超が上海中華書局から刊行した雑誌）

や科学と民主を唱える『新青年』（ 1915 年‐1922 年、群益書社発行）などが挙げられる。  
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誌史上最長の 17 年にわたって発行されたもので、上海のほか、北京、天津、

奉天、洛陽、西安等 18 か所の商務印書館及び長沙、重慶、広州、香港、シン

ガポール等 15 か所の商務印書館分館で販売されていた。このように、当時、

他に類をみないほどの長期間、広範囲で購読された『婦女雑誌』は、民国初期

の女性に関する文化・思想に強い影響力を持っていた雑誌である 2。創刊当初の

『婦女雑誌』が目指したものは、第 1 巻第 1 号の「発刊辞・二」から窺うこと

ができる。  

この二十年近くの世界情勢を見れば、欧米列強が世界で縦横無尽に活躍で

きるのは、その戦艦と砲弾が強いわけではなく、良妻賢母教育が堅持され、

内において国民の後盾となっているからである。それに比べると、わが国

の女性は依頼心が強く、教育もされていない。（中略）全国婦人界の二億の

心思才力を合わせ、婦女雑誌を徳育と知育についての意見・情報交換の場

として、我が国に利益をもたらそう 3（引用者下線）  

つまり、『婦女雑誌』の女子教育論者は、欧米諸国の富強の理由を「賢母良妻」

を養成する女子教育と緊密に関連付けて捉え、中国でも女子に教育を施して知

識水準を高め、良妻賢母として間接的に国家の発展に貢献させるべきことを論

じている。『婦女雑誌』は、このための情報と議論の場を提供するものと自任し

ているのである。  

そのほか、発刊辞のすぐ後に掲載されている梁啓超の次女梁令嫻の投稿文「敬

述吾家旧徳爲婦女雑誌祝」 4には、彼女の祖母の教育法が回想されつつ、「女性

の最大の天職は、夫の補佐と子どもの養育にあり、本雑誌の発刊意図は、この

天職に従い、我が国のために多数の良妻賢母を養成することにある」5と述べら

れ、良妻賢母の養成が『婦女雑誌』の基本方針であることが強調されている。

また、梁は良妻賢母教育を中国の伝統的モラル「相夫教子」（夫を補佐し、子ど

もを養育する）に沿った教育と解釈している。  

さらに、第 3 巻第 12 号に掲載された改版の予告、「婦女雑誌四巻大刷新広告」

                                                   
2 村田雄二郎「『婦女雑誌』と近代中国女性」『『婦女雑誌』からみる近代中国女性』村田雄

二郎編、研文出版、 2005 年、 5 頁。  
3 「発刊辞・二」『婦女雑誌』第 1 巻第 1 号、 1915 年 1 月、 34 頁。原文：「近二十年中外

大通形見勢絀乃知欧美列強縦横於世界非徒船堅礟利也實由賢母良妻之教主持於内爲國

民之後盾也起視吾國婦女依頼成性失養失教（中略）合我全国婦女界二万万之心思財力以

婦女雑誌爲機関互換徳智以求有益於吾国（後略）」  
4 『婦女雑誌』第 1 巻第 1 号、 1915 年 1 月、 37～ 39 頁。  
5 『婦女雑誌』第 1 巻第 1 号、1915 年 1 月、37 頁。原文：「婦女最大之天職豈非在相夫教

子而雑誌発刊之本意又豈非遵此職志為国中造多数之賢妻良母」  
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6には、『婦女雑誌』の編集宗旨が以下のように補足されている。  

本雑誌は、女子教育による家政補助の提唱を宗旨とし、（中略）良妻賢母の

模範となり、（中略）同時に、研究教育者のための参考書ともなる。（中略）

材料を慎重に吟味し、（中略）学校や家庭での教育に（教材を）提供し、（中

略）さらに東西の各種雑誌の優れた記事を取り集めて読者に紹介すること

によって、彼女たちの「世界観念」〈世界観念〉の向上に寄与する。 7（引

用者下線）  

引用下線部が示すような『婦女雑誌』の編集方針が読者からも大きな支持を得

ていたことは、第 1 巻第 5 号に掲載された、呉県正本女学校長朱周国真の投稿

から窺える。女子教育者である朱は、「最近上海で出版された女子向けの新聞と

雑誌が四、五種ほどあるが、文芸や美術を重視するなかで、『婦女雑誌』だけが

実用を重んじて女子の心に最も適っている。高等小学校以上の生徒が一冊手に

とって日々勉強すれば益するところが大きい」 8と述べ、『婦女雑誌』を自習書

として評価している。また、編集者の王蘊章は、「通信問答」の読者の声に応じ

て、「科学には家庭の実用に適するもののみを求め、通俗教育（引用者注：学校

教育）を縦糸とし、家政の補助を横糸とする」9と『婦女雑誌』が提供する家政

知識の重要性を強調し、「現在の女学生は、『婦女雑誌』を学校の補習、家政の

研究、児童訓育のための教科書と見做している」 10と述べている。そして、第

1 巻第 11 号の通信欄に掲載された四川省の女学生による投稿記事「余之学校生

活」では、その女学生の通う女学校の授業で読まれている雑誌の一冊として、

『婦女雑誌』が挙げられている。このことから、『婦女雑誌』が実際に女学校の

参考書として、学校単位で団体購読されていたことがわかる。  

また、『婦女雑誌』の購読者は、紙面に現れる記事内容や読者の「通信問答」

からみれば、都市家庭の女学生や中間層を中心とした女性たちであることが推

察できる。  

                                                   
6 『婦女雑誌』第 3 巻第 12 号、 135 頁。  
7 原文：「本雑誌以提倡女学補助家政為宗旨而教養児童之法尤為注意既足為一般賢母良妻

之模範童蒙養正又為研究教育者所必当参考之書選材立説均極精審凡所記載皆取有條有理

足供学校之采用家庭之実験者莠言邪説纖語浮詞概従刪削更博采東西各雑誌之精蘊以介紹

於読者俾資切磋観摩之益兼紀中外大事以発達其世界観念」  
8 朱周国真「女学生自修用書之研究」『婦女雑誌』第 1 巻第 5 号、 115 頁。  
9 王蘊章「通信問答」『婦女雑誌』 3 巻 7 号、 158 頁。原文：「科学惟求其適合於家庭之実

用以通俗教育為経以補助家庭為緯」  
10 同上、原文：「今之女学生課余展巻其実能視為学校之補習家政之研究訓育児童之教科書」  
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1.2『婦女雑誌』家政欄の翻訳記事  

当時の女性向け雑誌は、どれもほとんど同じように構成されていたが、家政

欄を設けたのは『婦女雑誌』と『女子雑誌』が最初であった 11。創刊期の『婦

女雑誌』は、図画、論説、学芸、家政、小説、訳海、文苑といった欄を設けて

おり、家庭生活に関する近代的な知識や技能は、主に学芸欄と家政欄に盛り込

まれている。家庭生活に関する知識が、二つの欄に振り分けられたことには理

由がある。陳の研究によると、学芸欄では、洗濯、衣服保管、食品調理に関す

る記事だけでなく、理化学や動植物、数学など基礎科学や化粧品製造までの科

学知識が扱われている。これに対して、家政欄においては、伝統的に女性に必

要とされた衣食住に関する知識ではなく、主に衛生や家庭経済といった、伝統

的に女性の守備範囲とは異なる分野の近代的な知識が中心的に扱われたという

12。また、家政欄は、1920 年から編集方針が良妻賢母の養成へと変更されると

ともに削除された。 13その後、良妻賢母に求められた資質は、学芸欄から家政

欄に反映されていったと考えられる。  

『婦女雑誌』の家政知識を取り上げた先行研究は主に二つある。一つは、『婦

女雑誌』に焦点を絞った研究論文集『『婦女雑誌』からみる近代中国女性』 14に

収録された、游鑑明の「『婦女雑誌』から近代家政知識の構築を見る－食・衣・

住を例として」 15である。遊は、衣・食・住の面から、『婦女雑誌』の編集者が

女性読者にどのような家政情報を提供したか、家政知識の選択にはどのような

特色があったのかについて検討している。しかし、この論考では、外国から翻

訳された家政知識にまったく注目していない。  

もう一つは、陳姃湲著『東アジアの良妻賢母論』 16である。陳は、民国期に

形成された良妻賢母概念を論述する際、『婦女雑誌』の家政欄にも言及している

                                                   
11『東アジアの良妻賢母論』（陳姃湲、勁草書房、 2006 年、189 頁）による。また、『女子

雑誌』は 1915 年に創刊されたが廃刊した時期は不明である。  
12 陳姃湲『東アジアの良妻賢母論』勁草書房、 2006 年、 181～ 182 頁。  
13『婦女雑誌』の編集方針は、 1919 年の五四運動の影響で 1921 年の第 7 巻第 1 号以降、

良妻賢母の養成から、婦人解放思想の提唱に変わった。このため、家政欄も 1920 年の 1

号以降、紙面から削除され、家政園芸美術育児衛生等の記事は常識欄にまとめられた。ま

た、先行研究によれば、この雑誌の編集方針の変化によって、創刊期（ 1915 年‐ 1919 年）、

成長期（ 1920 年‐ 1925 年）、復古期（ 1926 年‐ 1930 年）、再興期（ 1930 年‐ 1931 年）

という四つの期間に分けられる。この区分は、ジャクリーヌ・ニヴァール (Nivard 

Jacqueline“Women and the Women’s Press:The Case of The  Ladies’Journal (Funuzazhi) 

1915-1931” Repubulican China.Vol.10  (November 1984)37～ 55 頁 )によるもので、『『婦

女雑誌』からみる近代中国女性』（村田雄二郎編、研文出版、 2005 年）などの主な先行研

究は、この区分を採用している。本稿が対象とする出版時期は、これによると創刊期にあ

たる。  
14 村田雄二郎編、研文出版、 2005 年  
15 游鑑明、中央研究院近代史研究所、大澤肇訳（前掲『『婦女雑誌』からみる近代中国女

性』、 72～ 103 頁）  
16 前掲『東アジアの良妻賢母論』 173～ 185 頁。  
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が、同欄の記事に関する詳しい考察は行っていない。また、彼女は、『婦女雑誌』

において理想とされた女性像が、日本の女性からアメリカの女性へと変化して

いることを指摘したうえで、アメリカの良妻賢母概念が中国の女性に与えた影

響を中心に論じている。  

筆者の統計によると、家政欄が存続していた 1915 年から 1919 年までの期間

において、計 148 篇の翻訳記事が掲載され、家政欄の総記事数の 70％を占めて

いた。下の表は、家政欄の記事数を国別に示したものである。  

表 1：家政欄国別記事数統計 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

この表から、『婦女雑誌』が家政欄において、英語圏の西欧、アメリカ、イギ

リスと、東アジアの隣国日本から大量の家政情報を翻訳して紹介したことがわ

かる。その中では、アメリカから翻訳された記事が一番多く、70 篇で翻訳記事

全体の 47％、次に多いのが日本から訳された記事、46 篇で、全体の 31％を占

めている。下の表では、家政欄記事のうち翻訳元として一番多い三つの国及び

中国の記事について、その内容を分類して示す。  

表 2：家政欄各国記事内容構成統計 18 

中国  数  アメリカ  数  日本  数  イギリス  数  

家庭衛生、保健  50 児童教育  24 家庭経済、副業  13 育児  13 

調理、家事  40 家庭衛生、保健  11 児童教育  11 家庭救急  3 

児童教育  27 流行病  2 家庭観念と女性  8 その他  8 

女性保健  21 その他  25 家庭衛生、保健  6   

育児  19   女性保健  4   

その他  52   その他  11   

                                                   
17 『婦女雑誌』に基づき、筆者が作成した。  
18 『婦女雑誌』に基づき、筆者が作成した。  

 中  米  日  英  露  独  不明  

1915 年  59 1 7 2 1 0 0 

1916 年  21 6 7 5 0 0 1 

1917 年  35 21 11 12 0 0 5 

1918 年  38 29 16 2 0 1 0 

1919 年  56 13 5 3 0 0 0 

合計  209 70 46 24 1 1 6 
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表 2 から、『婦女雑誌』の記事が家庭内の保健と児童教育の知識の伝達に最

も積極的に取り込んでいることがわかる。また、国別について見ると、各国に

求める知識分野は少しずつ異なり、中国独自の記事は主に家庭内の衛生や調理

及び家事についての内容がほとんどであるのに対して、アメリカからは主に児

童教育の方法を導入している。その中で特に目を引くのは日本から翻訳された

記事で、他の国々の記事には見当たらない家庭経済の管理方法や家庭副業の情

報、また、婚姻や家庭生活に関するものが多い。つまり、『婦女雑誌』で翻訳さ

れた英・米と日本の記事内容は、知識分野が異なっていることがわかる。また、

同じ児童教育分野の知識の紹介といっても、女性に求めるものは必ずしも同じ

ではない 19。『婦女雑誌』が創刊された民国初期は、中国の近代的な女子学校教

育が日本をモデルにして振興された時期でもあり、この関連で『婦女雑誌』で

提供された家政知識を論じる際に、日本からの影響を無視することはできない

20。したがって本論では、家政欄に掲載された日本からの翻訳記事の上位三つ

のテーマ中、アメリカからの翻訳記事の内容と重なる「児童教育」を省いて、

最も多い「家庭経済」と三番目に多い「家庭観念と結婚」についての記事を取

り上げて考察する。そして、それらの家政知識を通して導入された日本の良妻

賢母教育が女性にどのような資質を求めていたのかを究明する。さらに、それ

が、中国の伝統的な「女は内」という規範と如何に融合して中国の女性に適し

た規範を作り出したのかを検討する。  

1.3『婦女雑誌』の翻訳対象  

『婦女雑誌』の家政欄に掲載された日本の「家庭経済」と「家庭観念と女性」

に関する記事は、明治期に創刊された『婦人世界』、『女学雑誌』、『家庭雑誌』

といった女性向けの雑誌から翻訳されたものである。筆者が調査したところで

は、『婦人世界』と『女の世界』からの翻訳記事が一番多い 21。『婦人世界』は、

実業之日本社から 1896 年（明治 39）から 1932 年（昭和 8）までに刊行され

た婦人総合雑誌である 22。日露戦争直後の創刊号発刊の辞によれば、女子に「男

                                                   
19 児童教育の記事については、日本から翻訳されたものは、智育と徳育という二つのキー

ワードをめぐる内容である。家庭教育における知育の教育理念や教育方法が父母両方に求

められているのに対し、児童の非行は母親だけにその責任が求められている。一方、アメ

リカから翻訳された児童教育に関する記事は、主に家庭教育と学校教育の関係や、教育理

論、児童の道徳問題、悪習慣の改善、児童と玩具、居住、貯金、体育などの内容が含まれ

ている。  
20 例えば、『教育雑誌』（ 1909‐ 1948）には、民国初期の女子教育機関の教員が日本の女

学校を視察したことが多く掲載されていた。  
21 『婦女世界』や『女の世界』等の雑誌から翻訳された記事を、もとの日本の記事と照合

した結果、翻訳記事がほぼ逐語訳であることがわかった。  
22 昭和 6 年 12 月より婦人世界社になった。  
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子と協戮して先づ家庭の改良を期図し、併せて国家社会の福利を増進」 23する

こと、そのため家庭を活躍の中心とする点で「良妻賢母たらんこと」をのぞみ、

その役割を十分果たし得る「独立的精神」と社会的活動の能力を持つ「実際的

婦人」が求められている。明治期には家政・料理・育児・衛生等の家庭生活に

必要な基本的・実用的記事が扱われているが、大正期に入ってからは、当時の

世論と相まって婦人参政権や労働問題に関する言説が多くの誌面を占めるよう

になった。  

また、中産階級の家庭を対象とした『家庭雑誌』（ 1892‐1898） 24の家政欄

にも料理・手芸・保育・職業案内等の生活全般にわたる細かな情報が提供され

ている。そして、『女学世界』（1901‐1925）は、「方今の女子教育に欠けた所

を補い、智・徳・情を兼備した女性の育成に役立つ教養雑誌」 25を編集目的と

し、その教養とは、良妻賢母となるために必要な知識を意味していた。  

このように、明治に創刊された女性向けの雑誌は、良妻賢母の養成を目指し

て家庭生活に関する実用的な記事を数多く取り扱っていた。これらの雑誌が提

唱した「独立的精神」や社会的活動能力などを有する女性像は、『婦女雑誌』が

目指したものとは少し異なっていたが、良妻賢母の条件として、家政管理を挙

げる点で両者は一致しており、そこで紹介された家政知識は中国の女性にも是

非とも必要と考えられた。 26それゆえ、当時の日本の女性向け雑誌は恰好の翻

訳対象となり、『婦女雑誌』の編集者は、とりわけ「家庭経済」「児童教育」と

「家庭観念と女性」という三つの分野の知識を紹介したのである。  

第 2 節  家政欄における日本からの翻訳記事  

2.1 女性と家庭経済  

中国の伝統的な家では女性の地位が非常に低く、『女論語』『内訓』などの儒

教規範において女性は家庭経済の主体と見做されていなかった。1904 年に女子

教育を家庭教育の中に組み込んだ学部の「奏定蒙養院章程及家庭教育法章程」

は、中国の婦徳に背反しない外国書を訳して各家庭に配布することを規定し、

その例として下田歌子著『家政学』のみを挙げている 27。注目すべきことに、

                                                   
23 『近代婦人雑誌目次総覧』（中嶌邦監修、近代女性文化史研究会編集、1985 年）による。  

24 主筆は徳富蘇峰、編集者は塚越芳太郎（ 1‐ 62 号）、金子佐平（ 63‐ 119 号）である。

家庭雑誌社。『近代婦人雑誌目次総覧』（中嶌邦監修、近代女性文化史研究会編集、 1985

年）による。  
25 第 1 巻から 16 巻までの編集者は松原岩五郎で、発行人は大橋新太郎、第 17 巻から第

25 巻までの編集兼発行人は岡村千秋である。博文館。『近代婦人雑誌目次総覧』（中嶌邦監

修、近代女性文化史研究会編集、 1985 年）による。  
26 第三章で論じたように、清末の知識人が日本の教育視察活動をした際にすでに日本の女

子教育の実益的側面に注目していた。  
27 「奏定蒙養院章程及家庭教育法章程・蒙養家教合一章第一」による。原文：「並選取外
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この『家政学』は「家事経済」を最初にとりあげて次のように説明している。

「一家の主婦たらん者は、この（家政の）大いなる責任を負ひ、（中略）特に金

銭の出納を綿密にし、能く其入るを納めて、而して後、能く其出づるを計り、

以て余贏あらしむるを、其旨と勉むべき職務なりと知るべし」 28。これ以降、

家計管理を女性に任せるという認識が中国の教育者の間でも定着し始めた。

1907 年に清朝学部が公布した「奏定女学堂章程」は、女子の学校教育を初めて

制度化したものであり、その中の「師範学堂章程」には、家事科目について「そ

の要旨は家事整理の要領を得させ、（中略）その教科程度は、衣食住、看病、育

児、家計
・ ・

簿記
・ ・

、及び家政の整理一切に関する事項を授ける」 29（引用者傍点）

と規定している。女学校の家事科目の一つとして「家計簿記」を履修させる規

定は、民国初期の教育法令まで引き継がれた。学校教育における「家計簿記」

科目の重視と相俟って、『婦女雑誌』も『家計簿記教科書』30を女子の必読書と

して教科書広告に掲載し、家庭経済を女性の必須教養として宣伝している。ま

た、『家計簿記教科書』の広告だけでなく、以下の表に示したように、『婦女雑

誌』は日本から女性の経済活動に関する記事を数多く取り入れていた。  

表 331：『婦女雑誌』の経済活動に関する記事  

 翻訳記事タイトル  訳者  掲載号  

 

経  

済  

知  

識  

 

お  

よ  

実用一家経済法  飄萍  1 巻 8 号  

実用一家経済法（続一）  飄萍  1 巻 9 号  

実用一家経済法（続二）  飄萍  1 巻 10 号  

実用一家経済法（続三）  飄萍  1 巻 11 号  

実用一家経済法（続四）  飄萍  1 巻 12 号  

新発明之婦人自活法・訳日本婦人世界  西神  3 巻 1 号  

物価騰貴與中等之家庭  王庭榦  3 巻 6 号  

物価騰貴與中等之家庭（続）  王庭榦  3 巻 7 号  

                                                                                                                                                     
国家庭教育之書、与中国婦道、婦職不相悖者（若日本下田歌子所著《家政学》之類）广為

訳書刊布、其書卷帙甚少，亦宜家置一编」（『中国近代教育史資料汇編  学制演変』上海教

育出版社、 1991 年、 395 頁）ここは、本稿の第二章第二節で扱った。  
28 下田歌子『家政学』博文館、明治 26 年、 2 頁。  
29 『学部官報』、第一冊、台北故宮博物院印行、 1980 年、316～ 317 頁。原文：「其要旨在

使能得整理家事之要領（中略）其教課程度授衣食居処看病育児家計簿記及関於整理家政之

一切事項」。  
30 商務印書館が発行した教科書の広告はしばしば『婦女雑誌』に掲載された。『家計簿記

教科書』は、はやくもこの雑誌の創刊号から（ 1915 年 1 月）の見返しに『女子修身教科

書』や『女子国文修身詳解』などの教材と並べてその見返しに広告されている。その写真

と宣伝文から、九章もあるかなり大部の本であることがわかる。この広告は、その後の巻

号にも、また『教育雑誌』にも載せられている。  
31 『婦女雑誌』に基づき、筆者が作成した。  
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び  

副  

業  

提唱家庭副業説・訳日本婦人世界  西神  3 巻 12 号  

物価騰貴與家庭養鶏・訳日本家庭雑誌  盧効彭  4 巻 7 号  

簡易生活之実験・訳日本女学世界 32 西神  4 巻 12 号  

廉価滋養物之選擇法・訳婦人世界  西神  5 巻 5 号  

家庭副業養鯉談・婦人世界  西神  5 巻 9 号  

家政欄に掲載された日本の家庭経済に関する翻訳記事の中で特に目を引くの

は、第 1 巻第 8 号から第 1 巻第 12 号まで連続五回に分けて連載された「実用

一家経済法」という記事である。これは、日本法学博士添田壽一『実用一家経

済法』（大学館、1913 年）に基づいて翻訳したもので、その際、同著者の『応

用経済一家之基礎』（大学館、1914 年）、阪谷次郎 33（1863－1941）著『実用

家庭の経済』（大学館、1914 年）及び文部省検定家事課教師巌瀬松子著『日用

家事案内』（大学館、1905 年）などを参照したという。筆者の調査によると、

その内容の殆どは添田壽一の『実用一家経済法』からの翻訳である。添田壽一

（1864－1929）は、明治と大正期の経済学者・実業家・銀行家であり、東京大

学とケンブリッジ大学で経済学と政治経済学を学んだ後、大蔵省の官僚を歴任

した人物である。訳者の紹介文によると、添田の『実用一家経済法』は、出版

の翌年にはすでに第十版が刊行されており、さらに天皇にも献上されたという

34。  

また、その訳者の飄萍（1886－1926）は、本名を邵飄萍といい、民国新聞界

の著名なジャーナリストであった。彼は、日本へ留学した時期（1914－1916）

に日本のトップレベルの家庭経済書に注目し、それを中国語に訳して『婦女雑

誌』に寄稿したのである。その記事の冒頭で彼は一家の家計をまかなう方法に

ついて、以下のように記している。  

実用的な一家の家計を営むには、経済学を根拠とし、現在の社会状況を参

考にして偏を補い、弊を救うべきである。それによって家計の富裕と社会

                                                   
32 筆者の調査によると、この記事は、訳者が記した『女学雑誌』には見つからず、『婦人

世界』第 13 巻第 9 号に掲載された「簡易生活の実験」とまったく同じ内容であるため、『婦

人世界』から翻訳したものといえる。  
33 この記事に大蔵大臣と記載された阪谷次郎とは、第 11 代大蔵大臣阪谷芳郎の誤記と考

えられる。阪谷芳郎は法学博士でもあった。  
34 飄萍「実用一家経済法」『婦女雑誌』第 1 巻第 8 号、 1915 年 8 月、 81 頁。飄萍の翻訳

文はほぼ逐語訳なので、引用文は原著からとった。下同。中国語訳文：「去年出版今已印

至十版曽呈覧於其天皇」  
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の繁栄を期し、国の基礎の長期的強化と富強を図ることができる。 35 

訳者の飄萍は、家計の運営には経済学理論の知識が不可欠であり、それを中

国社会の現状に照らし合わせて導入することを提唱し、家計が豊かになること

が中国の繁栄と富強をもたらすものだと認識していた。  

「実用一家経済法」の翻訳は、全部で 54 頁にわたり、記事は 8 編に分けら

れて、各編に章と節の小見出しが付されている。翻訳記事を原著と照合した結

果、邵は、原著第六編の一部の内容を改訳した以外は、基本的に原著の章立て

と内容通りに翻訳している。原著者は、第六編において当時の日本で盛んに議

論されていた植民政策を取り上げて、移住植民と女性の関係を論じている。中

には、「船ぎらいの母親から船好きの子供は生まれない、ちょっと台湾なり、朝

鮮なり、支那なりへ行って、何か有益の仕事をして見やうと思っても、何うも

船が困ると云ふ方が多いのは、今日の弊害である。婦人自身が船に乗って海を

越えて、国外に出て事業をすると云ふ考へにならなければならぬ」 36というよ

うな中国人読者の反日感情を招く内容があるため、訳者の邵飄萍はその一部を

削除して、女性が家政を担当することの重要さを中心に翻訳した。  

ここでは、まず、各編で紹介されている家計運営の方法を表にまとめる。  

表 437：「実用一家経済法」各編の内容  

第一編  収支、予算、貯蓄と保険、主婦と家庭経済  

第二編  家族制度と家庭経済、家庭の良否と家庭経済  

第三編  生計を立てる方法、家庭経済と負債、日用品の購入方法  

第四編  負債の原因、弊害とその整理法、一家貧困の原因と解決法  

第五編  金銭と個人の関係（金銭の価値、性質、効用、獲得手段と保管） 

第六編  女性と富国の関係、個人と家庭の経済的独立（生活と独立）  

第七編  
奢侈と家庭経済（奢侈の弊害、原因、国家への影響、奢侈の抑
制方法）  

第八編  
義務（義務の定義及び、自身、家族、世の中の人、国家、教義
への義務）  

この表から、「実用一家経済法」においては、家庭経済にかかわる全般的な知

識がかなり詳しく紹介されていることがわかる。54 頁にわたるその内容は、20

                                                   
35 飄萍「実用一家経済法」『婦女雑誌』第 1 巻第 8 号、1915 年 8 月、81 頁。中国語訳文：

「実用之一家経済方法以経済学上之学理為根拠参以現在社会之情状補偏救弊以期家計之

富裕社会之繁栄而国之基礎乃以永固富強庶可図也」  
36 添田壽一『実用一家経済法』大学館、 1913 年  
37 『婦女雑誌』に基づき、筆者が作成した。  
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世紀 10 年代の中国に紹介された女性と経済についてのもっとも重要な知識で

あったといえる。ここでは、女性と家庭経済及び職業との関係について論じた

部分に注目したい。  

訳者は、まず、第一編の第一章と第二章において経済学に基づく家庭経済の

専門知識を紹介している。続く第三章「主婦と一家経済」の一節、「主婦の職分

は此点に存す」は女性と家庭経済の関係について次のように述べている。  

家計を立て、家政を司り、子女を国家にとって生産的な人間に育て上げる

ことが女性の任務である。自然の分業の法則に従って、男性は外で働き、

女性は家を整えるという天性に順応することが重要である。女子の長所は

家政の整理に在り、それが即ち家内経済である。 38 

ここでは、「自然の分業の法則」による男性と女性の役割分担に応じて、女性

の社会での労働を否定する一方で、女性には家庭経済管理上の責任があると主

張している。その理由は、「衣食住の整理や利用、保存はすべて消費に関わる」

39ので、女性がそれをうまく管理できるかどうかによって、経済上大きな損益

の差が生じる。それゆえ、女性の智識を養成する必要があるというのである。

また、同じ章の最後には、女性が運営する家庭経済の重要性について、次のよ

うに述べる。  

（女子の家内労働の有無が経済上重要であることはいうまでもない。）それ

ゆえ、欧米の先進諸国では女性問題が非常に重視されているのに対して、

東洋諸国では従来の習慣として女性を重視せず、経済学が普及していない。

（中略）女性を、社会で適切な地位に就かせて、適切な範囲で働かせ、節

度のある消費をさせて、男性の生産行為を助けさせれば、すなわち、一国

の富強を謀るために益するところは少なくない。一家の幸福と一国の隆盛

はみなこの女性問題と密接に関わっている。 40 

                                                   
38 「実用一家経済法」（続一、69～ 70 頁）飄萍の翻訳文はほぼ逐語訳であるため、引用文

は原著からとった。下同。中国語訳文：「立家計司家政竭誠以養育子女使成長為国家之人

物此女子之任務蓋自然之分業法上男子作為於外女子整理於内所以順其天性也女子之所長

在整理家政即重在家内経済」  
39 同上、70 頁。中国語訳文：「衣食住之整理利用保存等凡消費上婦人注意之得宜與否経済

上乃生莫大之損益」  
40 同上、80 頁。中国語訳文：「女子家内労働之良否経済上有非常之大関係更不待多言也故

欧米先進諸国於婦人問題甚為重視然東洋諸国古来之習慣不重女子経済之学不普及 …中略…

婦人於社会適当之地位使動作於適当之範囲消費有節且能助男子之生産行為即謀一国之富

強所不可少蓋小為一家之幸福大之為一国之隆盛皆與此婦人問題有密接関係者也」  
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中国の伝統社会では、家庭経済の運営と管理は家長である男性の責務であり、

その重責を女性にまかせることは考えられなかった。ここで示したように、日

本からの近代的な女子教育思想は、家政（儒教的「斉家」）の任務を男性の手か

ら女性に譲り渡すことを要請し、中国人の意識転換を促している。ここで特に

注目したいのは、女性に家庭経済の知識を習得させることによって男性の生産

活動を助けるだけでなく、国家の富強にもつながるという考え方が中国の女子

教育を進める知識人官僚だけでなく、一般の読者に広く紹介されたことである。

この観点も、『婦女雑誌』の基本的な姿勢と論調に一致していたといえる。  

2.2 女性の職業＝天職  

前項で論じたように、原著者は経済学の観点から女性を「社会での適切な地

位に置かせて、適切な範囲で働かせ」るべきだという主張を持っている。彼の

いう「適切な地位」「適切な範囲」が具体的に何を指すのかについては、「主婦

與一家経済」 41という節で考察している。  

原著者は、衣食住の整理や家庭内の消費、育児と衛生といった家政は女性に

適した仕事であると述べ、「女性の働くべき場所は家内に在って戸外でなく、其

の働きの方法は消費に在っても生産で無い」 42と主張している。そして、これ

を論証するために、日本及び他の国々の働く女性の職業を調査し、その利害に

ついて研究する必要があるという。まず、彼は男女の身体上、智力上、精神上、

任務上（出産を指す）の差異について説く。次に、道徳、衛生、教育、経済、

社会、政治の各視点から女性が職業を持つことの弊害が利益より大きいことを

詳述している。例えば、女子が工場で働く場合の問題点として、手荒いことに

慣れ、悪風に染み、淑徳を害するという道徳上の弊害がある。また、工場労働

が女性の健康を害して、不健康な子供が生まれる恐れがあり、子供が工場で働

けば就学の時期を失うことになるなど健康面と教育面の問題点をも指摘してい

る。さらに、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアなどの世界の開明国がすべ

て女性の職業を制限している例を挙げて、女性が家を出て職業を持つことに強

い反対の意見を表明している。  

その一方で、論者は「女子の従事すべき職業」の節で、女子が働くことに多

少の弊害があるとはいえ、一切の活動の禁止するわけでもないと釈明する。「女

性は家庭の範囲内で適当な職業を授けられるべきであり、不適当な職業を避け

ることが肝要」43である。「適当な職業」の例として、まず、美術工芸品を作る

                                                   
41 「実用一家経済法」（続一）第 1 巻第 9 号、 1915 年 9 月、 69～ 80 頁。  
42 同上、 70 頁。中国語訳文：「女子活動之場所在家内不在戸外活動方法在消費不在生産」 
43 同上、78 頁。中国語訳文：「余之明確主張女子之職業当以在家庭範囲以内為優授以適当
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ことが挙げられるが、男子と同一の職工場に混入して仕事をするから宜しくな

い。その代わりに彼が推薦するのは、「食物の料理」「子供の養育」「病人の看護」

「裁縫」といった家内の仕事で、戸外の仕事として推奨されるのは学校教員の

仕事のみである。彼は、女性の働くべき場所としては家内がふさわしく、やむ

をえず工場で働く場合には、監督の行き届いた工場を選ぶべきだという。 44 

明治 20 年代後半における日本の産業発展と日露戦争による未亡人の生活苦

によって、添田壽一の『実用一家経済法』が出版された大正 2 年には、工場で

働く女工の数がすでに 54 万人以上に達していた 45。この数は、同じ年に工場で

働いていた男工より 16 万人ほど多い。また、工場で働く他、当時の女性は、

医務、教育、官庁雇傭、遊芸娯楽、商業上雇傭人 46など多岐にわたる分野の職

業に従事していた 47。日露戦争後、公教育制度外の職業・技芸学校の入学志願

者が急増し、女性は多方面の職業に進出するようになっていった。だが、この

ような社会状況において大蔵省の官僚であった添田壽一は、なぜ時代の風潮に

逆らって女性を家の内に留めようとしたのか。ここで当時の女子教育論につい

て少し触れておきたい。  

明治日本の女子教育の基本は言うまでもなく良妻賢母主義の教育である。し

かし、日露戦争後の日本社会に現われた社会変化と女性の職業進出は、良妻賢

母教育への批判を引き起こした。明治末期には、教育者の間で良妻賢母の批判

論と堅持論とが対立し、女性が職業に従事するべきかどうかはその論争の一つ

の焦点であった 48。とりわけ、女子高等師範学校教授下田次郎の『女子教育』

（金港堂、1904 年）、憲法学者上杉慎吉の『婦人問題』（巌松堂書店、1910 年）、

国定教科書編纂者で東大教授吉田熊次の『女子研究』（同文館、1911 年）、京都

帝国大学教授谷本富の『女子教育』（実業之日本社、 1911 年）などによって、

良妻賢母教育が理論化・体系化された 49。これらの人々は、当時の欧米の教育

学の成果を取り入れ、また外国の婦人運動の実状を踏まえて女子教育を論じて

いた。女性の社会進出に関しては、職業に就かざるを得ない場合に備えて職業

教育の基礎を培うべきという意見が出されたが、基本的には家庭内の仕事が女

                                                                                                                                                     
之職業而避去不適当之職業是為至要」  
44 同上。80 頁。中国語訳文：「要之女子之職業総以家内為宜不得己而至工場則必選択適当

之事且必選監督完密工場」  
45 片山清一『近代日本の女子教育』建帛社、 1984 年、 179 頁。  
46 具体的には事務員、店員、タイピスト、交換手などを指す。  
47 片山清一、前掲書、 179 頁。  
48「明治以降における女子教育論の変遷」 (吉田昇、『野間教育研究所紀要』第一輯 )、「安

部磯雄の婦人論」（坂本武人、『キリスト教社会問題研究』（ 13）同志社大学人文科学研究

所、 1968 年、 92～ 122 頁）、「良妻賢母」（久木幸男・鈴木英一『日本教育論争史録』第一

巻、今野喜清編集、第一法規出版、 1980 年）による。  
49 片山清一、前掲書。  
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性の天職であり、その天職によって家庭を守るべきであるという良妻賢母主義

の女子教育論が支持されていた。添田の女性と家庭経済に関する論も基本的に

この良妻賢母支持論であったといえよう。彼も、主婦の本来的職分が家政を整

えることにあると述べ、その職分を「職業」と言い換えている。  

添田のこの主張は、良妻賢母の養成という編集方針を持つ『婦女雑誌』編集

者にとって非常に好ましいものであった。特に、彼が挙げる、欧米の女子就業

の盛んな国々では離婚、流産、堕胎、私生児が甚だしく多いという現象が、就

業が妻となる女性にふさわしくないとされた大きな理由だった。これは、中国

の伝統的な婦徳観念と一致していたため、女性読者や男性知識人の賛同を得た

と考えられる。添田が女性に適した職業＝女性の天職として述べた内容は、当

時の『婦女雑誌』の中国人論者が提唱していた女性の職業観と一致する。例え

ば、第 1 巻第 4 号に掲載された「婦女職業論」50は、「今日語られている女性の

職業は大まかに三種類ある。撫育、管理、操作である」と述べ、育児、家事、

手仕事といった家庭内で従事する活動を女性の職業としている。また、同じ第

1 巻第 4 号の調査欄 51と第 10 号の調査欄に取り上げられた桐邑（現・安徽省の

桐城市）と晋江（現・福建省の晋江市）で女性が従事する職業は、家庭内の手

仕事以外に、農業及び女中、乳母、産婆のような出稼ぎ仕事である 52。つまり、

当時の女性の職業の実態は、主婦が従事する仕事と変わらぬものだったのであ

る。  

また、清末と民国初期においては条件がまだ整っていなかった。民国初期に

おけるその  

不調の理由としては、第三章第三節で述べたように、各地方政府の女子職業教

育に対する資金投入が不十分であったこと、そもそも当時の中国の産業発展そ

のものが未熟であったことが挙げられる。当時の女子職業学校の学科が、主に

蚕桑や紡績のような伝統的女性労働に限られていたことからも、女子の職業に

対する社会的許容度が窺える。このような状況下で、添田が日本女性に勧めた

家内で従事する職業は女性の経済活動にまつわる弊害を回避できると同時に、

貯蓄による金利の収入で家政（家庭経済）を補助するという目的も達成できる

ため、『婦女雑誌』の編集者によって歓迎されたと考えられる。当時の日本の

公教育制度における良妻賢母主義を擁護する添田のこのような論説が、良妻賢

                                                   
50 王三、 28～ 31 頁。  
51 『婦女雑誌』は、第 1 巻第 4 号から各地女学校の状況について報告する調査欄を設けた。  
52 第 1 巻第 4 号の「調査」欄に掲載された「桐邑婦女職業談」（無逸、192～ 194 頁）が紹

介したのは、織物、洗濯、裁縫、刺繍、糸取り、養蚕、栽培、保母、乳母、調理等である。

そして、第 1 巻第 11 号の「調査」欄に掲載された「晋江婦女職業談」（尚實、 192～ 195

頁）が紹介したのは、農耕、林業、牡蠣剥き、裁縫、織物、刺繍、造花、女中、乳母、産

婆等である。  
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母の理念を中国に導入するという役割を果たしたといえる。  

2.3 女性と家庭内副業  

『婦女雑誌』の家政欄に掲載された家庭経済に関するほかの記事も、女性の

就職に反対し、家庭内の経済活動を奨励する「実用一家経済法」に同調して、

家内で家計を潤す方法について懇切に教授している。  

まず、「物価騰貴與中等之家庭」及びその続編 53は、『婦人世界』に掲載され

た特集「物価騰貴と中流家庭」（第 12 巻第 2 号、大正 6 年 1 月）の翻訳である。

『婦人世界』の編集者は、この特集の趣旨として、「近頃は日用品の物価が非常

に騰貴して、生活難を歎く人が多くなりました。（中略）私どもは、先づその原

因を究め、次いで、かかる場合に如何なる処世法を取るべきかについて、名家

の御意見を掲げることにいたしました」 54と記している。具体的には、法学博

士田中穂積の「物価騰貴の原因」、渋沢同族株式会社専務取締役八十嶋親徳の「虚

礼虚飾の廃止」、工学博士田中不二氏夫人田中芳子の「家族の一致が肝要」とい

う三つの記事にそれぞれの立場から見た生活苦の原因と対処法が極めて詳細に

述べられている。物価高騰の原因を分析した田中は、それが「欧州戦争」（第一

次世界大戦）によるものと見ている。当時の日本では第一次世界大戦がもたら

した大戦景気によるインフレが急激に進み、物価の高騰に苦しむ一般民衆も数

多く存在した。これらの記事は、当時の経済状況を、とくに都市で賃金生活を

送る中流階級の生活苦に焦点を当てて解説し、主婦たちに家計のやりくりにお

ける節約、奢侈の誡め及び貯金などを呼びかけている。  

当時の新聞・雑誌には、この社会問題が集中的に取り上げられ、低賃金で家

庭生活を維持するための生活法が盛んに説かれていた。『婦人世界』だけでも「簡

易生活の実験特集」 55、「節約生活号」 56などの企画によって、生活苦を凌ぐ暮

らし方が紹介された。『婦女雑誌』はこれらの生活法も翻訳した。例えば、「廉

価滋養物之選擇法」 57には、穀類、粉類、魚肉と野菜類から安くて体に良い食

物を選ぶ方法が紹介されている。また、「簡易生活之実験」58では、一日二食主

義や絹物を着用しないことおよびアメリカ婦人の日常生活における節約法が取

                                                   
53 王庭榦訳『婦女雑誌』第 3 巻第 6 号、 1917 年 6 月、 71～ 78 頁。続編は、第 3 巻第 7

号、 1917 年 7 月  
54「物価騰貴と中流家庭特集」『婦人世界』第 12 巻第 2 号、大正 6 年 1 月、 2 頁。  
55 第 13 巻第 9 号、大正 7 年 8 月、 19～ 30 頁。  
56 第 13 巻第 12 号、大正 7 年 11 月  
57 5 巻 5 号、 1919 年 5 月、 83 頁。『婦人世界』（第 13 巻第 14 号、 114～ 117 頁）から翻

訳した。  
58 第 4 巻第 12 号、1918 年 12 月、64～ 66 頁。『婦人世界』（第 13 巻第 9 号、19～ 21 頁）

から翻訳した。  
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り上げられている。  

そのほかにも、「消極的な方策を実施して家庭経済を裕福にするより積極的な

副業によって家庭収入を増加したほうがよい」 59として、家内での副業を提唱

する日本の記事を選んでたくさんの翻訳がなされた。例えば、『婦人世界』から

の記事「提倡家庭副業説」 60では、「家政」の経済的意味を重視し、「主婦とし

て努力して労働し収入も増やすために、ぜひ家庭の副業を図る」 61べきである

と述べている。なぜなら、欧州戦争によるインフレの状況下では、女性も国家

の収入を増やす役目を任うべきだからである。副業としては養鶏や鯉の飼育、

そして手芸が勧められている。また、西神が『婦人世界』から訳した「新発明

之婦人自活法」 62「家庭副業養鯉談」 63、盧効彭が訳した『家庭雑誌』の「物

価騰貴與家庭用鶏」 64においては、造花等の手仕事や鶏と鯉の養殖方法につい

て詳しく記述され、女性が家内で従事できる副業よって家庭経済を潤すことが

要請されている。  

日本で女性の内職が大きな発展を見せたのは、日清戦争が始まった明治 27

年以降のことであった。戦争は、明治末期の良妻賢母教育支持者のいう経済的

自立を余儀なくさせた。大量の戦争未亡人の生活難が女性に自立できる技能の

必要を自覚させ、彼女たちは内職によって生計を支えることになった。この時

から、すでに女性による経済活動は国家とのつながりをもった。また、他国の

戦争であった第一次世界大戦による生活苦から抜け出すためにも女性の内職は

大きな役割を果たし、国家経済の発展に貢献するまでになった。  

『婦女雑誌』が女性読者向けに日本の家計を豊かにする方法を紹介した理由

は、翻訳記事「物価騰貴與中等之家庭」の冒頭に置かれた編集者の序文から窺

うことができる。  

それらの記事（日本から翻訳された記事：引用者注）は当時（大正 6 年 12

月：引用者注）の苦境から抜け出すための種々の方策を紹介しており、（中

略）中国は日本の風習に近いので（中略）参考になる。日本では第一次世

界大戦の機運に乗って商品の輸出が急増し、経済が急成長を遂げた。振り

                                                   
59 西神訳『婦女雑誌』第 3 巻第 12 号、 1917 年 12 月、 60～ 62 頁。原文：「與行消極的方

策使家庭中経済寛裕不若行積極的副業以増家庭之収入」  
60 第 3 巻第 12 号、 1917 年 12 月、 60～ 62 頁。  
61 原文：「為主婦者苟肯努力労働亦能増加収入是非力謀家庭之副業不可」  
62 第 3 巻第 1 号、 1917 年 1 月、 72～ 73 頁。  
63 第 5 巻第 9 号、 1919 年 9 月、 78～ 79 頁。  
64 第 4 巻第 7 号、 76～ 79 頁。  
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返ってわが国の情勢を考える必要がある。 65 

その当時の中国は新しい民主国家が成立したとはいえ、たび重なる戦争で経

済は未成熟、国民は相変わらず貧困状態にあった。その実状は、第 1 巻第 4 号

調査欄「桐邑婦女職業談」66に記されたように、「我国は今日財政が窮迫してお

り、経済が衰えている。時々経済恐慌も発生し、社会生活のレベルが激落して

い」 67たのである。このような情勢において、日本の経験と知識は中国にとっ

て非常に重要であった。知識人たちは、近隣日本の成功例を意識しながら、手

本として見習おうとした。日本の例を学んで中国女性が副業に従事する自覚を

促し、一家の経済にとどまらず国家経済の発展に寄与することが期待されてい

た。  

このように、『婦女雑誌』が日本から家庭内の副業や節約に関する内容を大量

に導入したことは、当時の中国の社会情勢に深くかかわっており、女性の経済

活動による生産性向上の必要が重要視された結果といえる。とはいえ、それら

の翻訳記事は、女性の社会進出、経済的自立が避けがたくなっていることに理

解を示しながらも、女子教育の基本が良妻賢母主義にあるという姿勢を貫いて

いた。  

第 3 節  女性と家庭観念  

『婦女雑誌』の草創期であった 20 世紀の 20 年代は、日本では大正デモクラ

シーといわれた時代であり、女性向けのメディアでは新しく誕生したブルジョ

ア階層向けに西洋風の家庭生活様式についてさまざまな紹介と議論が行われて

いた。本節では、『婦女雑誌』の編集者と投稿者が、それらの雑誌からどのよう

な家庭と夫婦関係の理想像を中国の女性に紹介したのかを考察する。まず、そ

れらの記事タイトルを以下の表にまとめて示す。  

表 568『婦女雑誌』に掲載された家庭と夫婦関係の翻訳記事  

記事タイトル  訳者  掲載号  翻訳元  

早婚説  金山望平  1 巻 2 号  不明  

                                                   
65 王庭榦訳『婦女雑誌』第 3 巻第 6 号、 1917 年 6 月、 71 頁。原文：「因為之籌設種種方

法以補助之。（中略）東瀛習尚略近（中略）皆可借鑑。日本利用此時機銀行之貯蓄金急増

巨額輸出品之物価一躍千丈返観吾国則如何」  
66 1915 年 4 月、 192 頁。  
67 引用文の日本語訳は引用者による。原文：「鳴呼吾国今日財政不裕経済不霊時起恐慌社

会生活程度之低至今日可謂一落千丈矣」  
68 『婦女雑誌』に基づき、筆者が作成した。  
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嫁之心得  蔡静媛  1 巻 4 号  『婦人世界』 

夫妻和好之秘密  倚鸞  2 巻 2 号  『女子世界』 

女子成人之秘訣  倚鸞  2 巻 4 号  『女子世界』 

舊式女子與新式女子  倚鸞  2 巻 7 号  『女子世界』 

家庭悲劇與其救済法  宗良  4 巻 3 号  『婦人公論』 

余所見美国之婦人與家庭  盧効彭  4 巻 3 号  『婦人世界』 

美国家庭可供取法之優点  盧効彭  4 巻 10 号  『家庭雑誌』 

3.1 称揚された「家」と「旧い女」  

「嫁之心得」 69は、日本衆議院書記官林田亀太郎（1863‐1927）が娘の結婚

を機に記した「嫁の心得  十五条」の翻訳である。訳者は、この内容が中国の

『新婦譜』に類似しているため、それを訳して新婦たちに紹介したいと述べて

いる。内容は以下の通りである。  

第一 女一たび嫁する時は、夫の家は即ち我が家也（後略） 70 

第二 婦たるの道を恪守し、夫に仕ふべし（後略） 71 

第三 夫が一家の主長なり。故に言語挙作においてこれを敬重すべきは勿

論、何事たりとも決してその命令に背くべからず（後略） 72 

第四 夫が夫たる道を尽くさざるも、妻は妻たるの道を怠るべからず（中

略）夫の夫たらざるは、多く妻の妻たる道を尽くさざるに因る也

73 

第十二 舅姑その他の尊長に対しては、夫に対する以上の敬意を表すべし

74（後略）   

林田が娘および新婦に求めているものは、夫への従順と貞節や、老人への奉仕

といった明らかに父親と長男中心の家族制度に基づいた儒教的な婦徳観である。

この記事が『婦人世界』に掲載されたのは明治 44 年のことであり、この意見

は、当時の女子に対する教育政策をそのまま反映している。日本では、文明開

化の初期に福沢諭吉、中村正直、森有礼などの明治啓蒙思想家と教育家たちが、

                                                   
69 蔡静媛訳、『婦女雑誌』第 1 巻第４号、 108～ 109 頁。日本『婦人世界』第 6 巻第 2 号

（明治 44 年 2 月）から訳したものである。  
70 同上、108 頁。中国語訳：「女子嫁時夫家即自家也不可思自家之外尚有生我者之家」、引

用文は「嫁の心得  十五ヶ条」（『婦人世界』第六巻第二号、 80～ 81 頁）による。下同。  
71 同上、 108 頁。中国語訳：「注意恪守婦道以事夫子」  
72 同上、 108 頁。中国語訳：「夫為一家之主長故微論言語動作当敬重之任何事情亦不可輿

違抗即有諫夫者宜徐徐而諫之決不可或詬碎也」  
73 同上、 109 頁。中国語訳：「夫不尽夫道妻亦不可怠於妻道妻一意専心尽其妻道則終必能

感化其夫為良夫蓋夫之不夫者亦多因妻不尽妻道也」  
74 同上、 109 頁。中国語訳：「対於姑舅及其他尊長当以対夫以上敬意示之」  
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西欧での見聞と知識に基づいて良妻賢母の養成を提起した。「高等女学校令」が

公布された明治 30 年代以降、西欧の女性像をモデルにした「良妻賢母」はナ

ショナリズムの高揚のもとで、伝統的かつ保守的な女性像へと変わり、特に明

治後期の歴代の文部大臣は女学校教育を良妻賢母主義と規定してその意味を繰

り返し説いた。中でも、文部大臣の菊池大麓は、良妻賢母主義が主張する「家」

と女性との関係を詳しく論じた。彼は、明治 35 年（1902）5 月 1 日に開かれ

た高等女学校長会議において、「我邦に於ては、女子の職と云ふものは独立して

事を執るのではない、結婚して良妻賢母となると云ふことが将来大多数の仕事

である」という前提に立って女子教育のあり方について訓示を行った。「家」と

女性との関係については、外国では「新婚の夫婦は別に一つの家庭を立てて、

女子が其家庭の主人となって、全てのことを行ふて行くと云ふ有様」であるが、

「日本に於ては普通それはない、即ち女子は他の家庭に這入ってそこに結婚し

ても矢張り子女の位置に居る」ものと家庭における女性の役割を強調している。

また、「若いものと老人と一緒にある場合に於ては、多少家庭の衝突が起る」と、

伝統的な大家族を意味する「家」の老若世代間の摩擦を妨げるために、女性に

は貞淑・従順・忍耐・調和などの徳目による教育が必要だと述べている 75。こ

の正統的な良妻賢母教育観を代弁した林田の論説は、当時、復古政策をとって

いた袁世凱政権の統治下で好都合の女性像と考えられたに違いない。  

他方、林田の論には、女性に家庭の経済や衛生といった近代的な家政知識を

求める内容も盛り込まれている。例えば、  

第八 家の経済は妻の最も重要なる務也、夫の指揮に依り、その月収以内

において、家政の予算を立て、収支必ず予算に依るべし。奢侈は

移り易し、戒しむべし 76（後略）  

第十一 妻は一家の衛生上の監督官也 77（後略）  

第十三 家事の閑には修身および家政に関する書を読むべし 78（後略）  

これらの条項では、前節の添田壽一の論と同様に、家庭経済を妻の最も重要な

仕事と見なし、伝統的な修身を心がけると同時に、読書によって衛生管理や家

政といった近代的な家政知識を身につけることを求めている。中国語訳文は、

                                                   
75 菊池大麓の教育訓示についての引用は、『九十九集  菊池前文相演述』（田所美治編纂、

菊池大麓演述、大日本図書、 1903 年、 70～ 82 頁）による。  
76 同上、 109 頁。中国語訳：「家庭経済為妻之最重要任務当依夫之指揮於其収入以内立家

政之予算支出款目必拠予算奢侈之移転至易易也宜戒之」  
77 同上、 109 頁。中国語訳：「妻者一家衛生上之監督官」  
78 同上、 109 頁。中国語訳：「家事之暇宜読関於修身及家政之書卑史小説則非與夫共之決

不可閲」  
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原著の「家」をそのまま訳しているにもかかわらず、第八条の「家の経済」の

みは「家庭経済」と訳しており、ここには女性に家の財政に関与させることが

伝統的な「家」観念に合わないという訳者の判断が働いたと考えられる。  

このように、日本の衆議院書記官が男性知識人の代表として、妻となる女性

の心構えを記したこの「嫁之心得」は、伝統的な婦徳観を強調しながらも新し

い家政知識の習得を求めており、『婦女雑誌』にとって恰好の教育素材であった

ことはいうまでもない。  

そのほか、「舊式女子與新式女子」 79、「女子成人之秘訣」 80という二つの翻

訳記事も、家庭内における女性の役割について論じている。まず、「舊式女子與

新式女子」において論者は、「男女の平等権利」「女性の参政権」「男女同等の高

等教育権」といった権利を主張する女子を「新式女子」と呼び、平塚らいてう

をその代表者として批判する。その一方、旧式女子については以下のように評

価する。  

大抵の困難を忍耐し、家政をうまく切り盛りして夫に後顧の憂いを無くさ

せ、子女に教育を与えるのは旧式の女子である。こうしてみると、女子た

るに恥じないものは反って旧式女子に求めるべきである。これに対して新

式女子は語るに足りない。 81（引用者下線、日本語訳）  

ここで中産階級の男性を夫とする女性に求められているのは、夫を家政管理

の負担から解き放って最も効率の良い形で賃金労働に専念させることである。

また、女性は、妻としてだけでなく、同時に母親として子供の教育に責任を負

わなければならない。これは、明治政府の教育方針である良妻賢母主義が女性

に対して求めたものである。これに対し、女子教育をめぐって新旧の思想が厳

しく対立した明治 40 年代には、このような良妻賢母主義に抗議し、自由や権

利を主張する女性が出現し、「新しい女」と呼ばれた。この流れを代表した平塚

らいてうは、1911（明治 44）年に『青鞜』を発刊し、婦人の社会的自覚を促し

て、婦人解放運動を唱えた。青鞜社で活躍した人物たちは、「旧い女」を育成す

る良妻賢母主義教育を真正面から非難する立場をとっている。 1913（大正 2）

年 4 月に、文部省は婦人雑誌関係の反良妻賢母主義的婦人論を取り締まる方針

                                                   
79 倚鸞訳、『婦女雑誌』第 2 巻第 7 号、 63～ 66 頁。『女子世界』から訳した。  
80 倚鸞訳、『婦女雑誌』第 2 巻第 4 号、 51～ 55 頁。『女子世界』から訳した。  
81 同上、65 頁。中国語訳：「凡能忍耐艱難勤持家政以堅苦卓絶之行使良人無後顧之憂子女

得教育之効者無一非舊式女子由此観之則真正不愧為女子之人反宜於舊式中求之而新式者

不足以語此也」  



146 

を決定し、評論家や教育者たちによる「新しい女」批判論も多く登場した 82。

「舊式女子與新式女子」は、これらの「新しい女」批判論の一つといえる。著

者は、「新しい女」について、  

人類には男女の別があり、男子は堅い意志と勇気をもち男子たるに恥じな

いものでなければならない。女子は優美で淑やかであることを恥じるべき

ではない。さもないと、女子は男子を真似してその強さをもっておごりた

かぶり、必ず男子に嫌われ、社会に許されないという結果になる。たとえ

終日女権を唱えてもその目的は達成できず、かえってその勢力をますます

縮めて一生窮屈な気持ちになるだけである。 83（引用者訳）  

と良妻賢母主義の役割分担論に基づく批判論を述べて、女子が男子のように社

会で活躍すれば結局自分に不幸をもたらすことになると主張している。  

また、同じような論調は、「女子成人之秘訣」にも見られる。  

英米の婦女は避妊をしていないにもかかわらず出産数が少ない。その理由

は、たいてい結婚後に深閨に安んじず、反って社会に出て精力を無駄に使

用するためである。それに対して、日本の女性は出産の回数が多い。結婚

してからは奥様の義務を謹んで守り、結婚する前にはつつしみ深さという

女訓を守っているからである。 84（引用者訳）  

ここでは、英米の女性が社会活動に熱中して子どもを生み育てるという女性

の義務を怠っていることを批判し、日本の女子の婦徳遵守を称揚している。も

ちろん、このような観点は当時の中国知識人も共有しており、これらが翻訳さ

れたのもその理由からであっただろう。  

3.2「家」から「家庭」へ  

とはいえ、『婦女雑誌』には、伝統的な父子関係中心の「家」の「旧い女」を

称賛する翻訳記事と共に、近代の夫婦関係中心の家庭観念も紹介されている。

                                                   
82 片山清一『近代日本の女子教育』建帛社、 1984 年、 165 頁。  
83 同上、65 頁。中国語訳：「人類既有男女之分則男子須剛毅勇廉不愧為男女子優美幽嫺不

愧為女不然女子一旦模倣男性自恃其剛則必為男子所棄社会所不容矣其結果也縦令終朝奔

走高叫女権而終之目的不達反使勢力益縮局促一生而己」  
84 倚鸞訳、『婦女雑誌』第 2 巻第 4 号、 60 頁。中国語訳：「英米婦人初不避妊而生育則少

蓋嫁人之後不惟不安処於深閨反奔走社会濫用精力所致反之日本婦女生育殊繁此無他既嫁

則謹守奥様之義未嫁則恪遵嫻静之訓有以使之然」  
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第 2 巻第 2 号に掲載された翻訳記事「夫妻和好之秘訣」 85においては、夫婦関

係を円滑に営むための十二箇条の秘訣が紹介されている。その秘訣には、「互い

に干渉しない」「互いを尊重する」「相手の意見を尊重する」といった家庭にお

ける男女の平等を主張する項目が目立つ。「互いを尊重する」の節は、次のよう

に述べている。  

男性は妻に自分の職務を干渉させないと同時に、女性の家政にも絶対に干

渉せず、（家の）女王としての妻の権利を尊重するべきである。妻は、その

勢力が家の中に限られ、家政の範囲から出ないとはいえ、家庭内では一番

重要な地位にあるのだから、夫が口を入れるべきではない。86（引用者訳）  

ここでいう「家庭」とは、夫が安定した賃金を得られる職業をもち、妻が家政

を切り盛りするという典型的な核家族の形態を意味している。夫と妻は、それ

ぞれに「外」と「内」の役割を分担し、妻は夫の仕事に干渉しないと同時に夫

は妻の家政管理という重要な仕事に干渉せず、妻自らの判断と差配に任せるべ

きものと考えられている。また、妻である女性に一方的に要求するのではなく、

「互いに」や「相手」といった相互性を重視し、夫婦双方に対して互いの尊重

を求めている。つまり、この記事は、家庭における夫婦の平等と尊重に基づい

た夫婦関係を中心とした近代的家庭の理想像として、中国の女性に紹介してい

る。  

「家庭悲劇與其救済法」87もまた、「いわゆる家とは、夫婦協同でできた組織

である」 88と定義し、「家は社会の単位でもあり教育の根本でもある」 89と近代

的な家庭観念を提示する。そして、家庭と国家との関係を以下のように規定し

ている。  

家庭とは、社会と国家という大きな建築の瓦や木材のようなものであり、

堅くて精良な材料であればその建築物の質も良いはずである。これ（家）

は根本的な組織であるので、もし不完全ならば各家は風波の絶え間がなく

時には悲劇となり、国家の発展と人類の幸福が得られない。90（引用者訳）  

                                                   
85 倚鸞訳、『婦女雑誌』、 48～ 54 頁。  
86 同上、51 頁。中国語訳：「男子不容妻室干預職務然同時対於女王之家政亦絶勿干渉宜始

終尊重女王之妻権夫為妻者雖其勢力所及不出家政而家庭之内固厳然南面其夫且不得挿一

言」  
87 宗良訳、『婦女雑誌』、第 4 巻第 3 号、 73～ 77 頁。  
88 同上、 73 頁。中国語訳：「所謂家者即夫婦協同形成一定之組織」  
89 同上、 73 頁。中国語訳：「家者社会之単位又為教育之根基」  
90 同上、73 頁。中国語訳：「家庭者社会與国家大建築之甎瓦木料也此材料而堅固精良則建

築物自佳此根本之組織若不完全則家家風波不止時演悲劇国力之発展與人類之幸福皆不能

得」  
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つまり、家庭を国家の基礎として捉え、強国となるためには健全な家庭が不

可欠であると説く。健全な家庭には、夫婦二人が精神上において一致する以外

に、物質上において計画ある家政を営むことも必要であり、具体的には、夫が

職業を持ち、妻が家庭経済の管理を堅実に行うべきことが勧められている。  

『婦女雑誌』の編集者は、日本の良妻賢母教育に基づいた家庭観念を中国の

女性に紹介し、そのような家庭を実現できる女性を理想的な女性像として称揚

している。家政欄において導入した家政知識によって伝達された日本の良妻賢

母教育の理念は、女性の主な活動の場を家庭内としながらも、従来のように家

の中で夫に従い、家の後継ぎを生む受動的役割ではなく、家政管理によって夫

を助け、育児や家庭教育の役割を通して国家に貢献することを求めている。ま

た、そこには家庭における夫婦の平等など大正デモクラシーの先進的な理念が

含まれているが、「新しい女」による女性の参政権や社会進出についての主張は

否定されている。  

また、家庭経済や女性と家の関係についての情報を、アメリカからではなく

日本から翻訳した理由については、日本経由で『婦女雑誌』に紹介されたアメ

リカの家庭生活に関する記事、「美国家庭可供取法之優点」（『家庭雑誌』伊藤著）

と「余所見美国之婦人與家庭」（『婦人世界』樫田十次郎著）からその一端を窺

うことができる。この二つの記事は、アメリカの都市に住む中産家庭の主婦の

生活を紹介している。20 世紀のアメリカでは、産業化によって家庭のあり方が

大きく変化しつつあった。特に、新しい技術の発展によって、電気、上下水道、

ガスなどの整備が進み、また、洗濯機のような電化製品の発明で家事労働の軽

減がもたらされた。女性には調理栄養、家庭教育、社会交際といった一歩進ん

だ家庭運営の能力が求められた。このように中国との経済的な格差が甚だしか

ったため、女性の家政運営によって家計を助けるという点においては、アメリ

カではなく日本が中国の模倣対象としてふさわしかったといえる。また、この

二つの記事はアメリカの例として単に翻訳・紹介されたにとどまり、日本の家

庭経済や家庭観念に関する情報を提供する翻訳のように、中国の女性にも有益

なものとしてそれぞれの家庭に役立てることが期待されたわけではなかった。  

まとめ  

本章は、『婦女雑誌』の家政欄が存続した 1915 年から 1919 年までの五年間

において、中国の女性たちに翻訳・紹介された日本の家庭経済と家庭観念に関

する記事の内容を考察した。近代以前の中国女性は、育児、炊事、裁縫などの

家事を唯一の天職とした。近代的な女子教育の実現を目指す中国の知識人は、

女子教育が国家の富強につながるものと認識し、同じ儒教文化の日本が女子教
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育の導入・発展によって欧米列強に並ぶ強国となったことを踏まえて、女子教

育の近代化モデルを日本に求めた。『婦女雑誌』の編集者はこの主旨に沿って、

中国の伝統的な文化との衝突が少なく、なおかつ中国の実情に合致し、実用的

価値の高い日本からの家政知識を大量に提供した。その結果として、日本の良

妻賢母教育理念の輸入も実現したのである。  

『婦女雑誌』が導入した日本の良妻賢母理念の内実は、一部の伝統的徳目を

引き継ぎつつ、それとは異なる新たな能力をも同時に求めている。また、その

理念に基づいた日本の家政学は、近代的な科学知識の提供だけではなく、女性

に家政の運営と改革の権限を与え、夫婦の精神的及び経済的平等、互いの尊重

など近代市民社会的観念を植え付ける役割も果たした。特に、家庭内における

女性の役割を強調することによって女性を間接的に国家の一員として組み込も

うとする言説と思想には、従来の女性に求められた家内に限定された美徳や規

範とは異なる進歩的な一面があったといえるだろう。  

このように、『婦女雑誌』の編集者は、近代化への抵抗を和らげるために中国

従来の規範との連続性を意識しながら、家政知識の提供によって日本の良妻賢

母理念を中国に導入し、儒教規範の女徳を兼ね備えた上で、主婦として家政管

理能力を通じて国家発展に貢献できる近代的な主婦像を提示したのである。  
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終 章 

第 1 節 近代女子教育成立期における日本受容の特徴  

第 2 節 明治期の女子教育科目の導入による良妻賢母主義教育理念の受容  

第 3 節 今後の課題  

本論文では、清末民初期の女子教育制度と教育内容に焦点を当て、中国近代

女子教育の成立にあたって明治日本の女子教育がモデルとされていたことを論

証した。具体的には、①1907 年「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」②教

育学教科書の翻訳、③家政・家事教科書の翻訳、④女子手芸科目の導入と発展、

⑤民国初期の『婦女雑誌』における日本家政知識の翻訳・紹介記事といった五

つのテーマをめぐって、多くの未発掘史料の分析・検討を通して、上記の事実

を究明した。その結果、①清朝学部が 1907 年に発布した「女子小学堂章程」「女

子師範学堂章程」の教科目と教授要旨が、明治日本の女子教育法令を参照・模

倣したものであったこと、②③「教育科目」および「家政・家事科目」の教授

に際して日本の女子用教科書が翻訳・使用されたこと、④「手芸科目」では、

日本の手芸科目の教授内容が実施されたこと、そして、⑤民国に入ってからも

『婦女雑誌』というもう一つの女子教育媒体を通して日本から大量の家政知識

が翻訳・紹介されたこと、などの史実を明らかにした。  

このように、中国の近代女子教育、とりわけ女子の学校教育システムの成立

にあたっては、日本明治期の女子教育の中でも主に教科目、教授要旨および教

科書が導入されたのである。このうち、女子用教育教科書が近代中国の女子教

育学理論の構築を促したこと、そして、家政・家事教科書が女子家政教育理論

の基盤作りに寄与したことは一つの成功例であるといえる。その一方で、実用

性と実利性をもとめて導入された女子手芸科目は、当時の社会状況と産業経済

の未熟のため当初期待されたほどの発展には至らなかった。  

終章では、まず、近代女子教育の成立における日本受容の特徴についていく

つかの資料を使用しつつまとめて記述する。そして、近代中国の女子教育に導

入された教育理論・家政知識・手芸科目について各章で考察した内容とその成

果をもう一度整理しながら、明治期の女子教育科目の導入による良妻賢母主義

教育理念の受容について概観する。最後に今後の課題について述べる。  

第 1 節  近代女子教育の成立における日本受容の特徴  
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清朝政府が日本から導入した近代教育制度は男子のみを学校教育の対象と規

定していたため、女子に対しての近代学制の導入は非常に遅れた。その理由に

ついては、張之洞、張百熙によって改訂された男子向けの「奏定学堂章程」（1904

年）において、女学堂の設立については「弊害ばかりで、断じて宜しくない」1

と記されていることからも窺える。そして、1907 年の「女子師範学堂総要」に

は、その弊害への対抗策として「一切の放縦および自由に関する言説（原文注：

男女の区別を慎まないこと、自由に結婚相手を選ぶこと、あるいは、政治上の

集会や演説を行うなどのこと）を厳重に取り締まり、風俗習慣を維持すべきで

ある」2と記され、中国の伝統的な女徳について「中国は代々女徳を崇重し、娘

として妻として母としての道理は、先代の知識人が諸経典史書において記述し

ている。今日、女子師範生徒を教えるには、第一にこれ（女徳）を重視し、在

学中は、貞静・順良・慈淑・端倹などの美徳に勉め、中国古来の礼教と風俗に

背いてはならない」3と厳しく要求している。つまり、清朝学部は女子を学校教

育のシステムに組み入れたとはいえ、その思想面において中国の伝統文化・思

想を用いて厳しくコントロールしようとしている。近代国家形成のために先進

的な知識を求めながらも伝統的な女徳を維持するという方針に沿って、清朝学

部は、中国での歴史も長く、すでに浸透しつつあった教会女学校の教育システ

ムではなく、日本の女子教育法令をモデルとして採用したのである。第一章で

考察したように、近代中国で最初の女子教育法令が規定した教科目およびその

教授要旨はすべて日本の女子教育法令から取り入れた。そして、本研究が取り

上げた「教育科目」・「家政・家事科目」・「手芸科目」のほかに、「代数・幾何」

「図画」「音楽」「体操」の科目も日本の教科書を翻訳して使用していた。4その

一方で、「国文」や「修身」科目に関しては中国の古典を使用する方針をとり、

特に女子「修身」科目に使用する教科書についてはすでに明確に規定していた。  

                                                   
1 熊賢君『中国女子教育史』山西教育出版社、 2006 年、 210 頁。原文：「流弊甚多、断不

相宜」  
2 「女子師範学堂教育総要」『学部官報』（第一冊、国立故宮博物院印行、1980 年、315 頁）

原文：「其一切放縦自由之僻説（原文注：如不謹男女之辨及自行択配或為政治上之集会演

説等事）務須厳切屏除以維風化」  
3 前掲『学部官報』、 315 頁。原文：「中国女徳歴代崇重、凡為女為婦為母之道、徴諸経典

史冊先儒著述歴歴可據、今教女子師範生首宜注重於此務時勉以貞静順良慈淑端倹諸美徳、

総期不背中国向来之礼教与懿媺之風俗」  
4 「音楽科目」に日本の教科書が使用されたことについては、『近代中国における音楽教育

思想の成立―留日知識人と日本の唱歌』（高婙著、慶應義塾大学出版会、 2010 年）に論述

されている。また、清末民初期の翻訳書目録には日本の「代数・幾何」「図画」、「体操」

科目の翻訳教科書が何冊も収録されていること、本論文で挙げられた女子用教科書の導入

や高が論じた「音楽」教科書の翻訳事情などから、これらの教科書も使用されていたと考

えられる。  
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およそ修身科目に使用される教科書は、必ず経典史書および列女伝 漢 劉

向 撰女誡

漢 曹 大

家 撰女訓 漢 蔡

邕 撰女孝経 唐 侯 莫 陳 邈

妻 鄭 氏 撰家範 宋 司 馬

光 撰内訓 明 仁 孝 文

皇 后 撰閨範 明 呂

坤 撰温氏母訓 明 温 璜 録 其

母 陸 氏 訓 語女教経伝通

纂 任 啓

運 撰教女遺規 陳 宏

謀 撰女学 藍 鼎

元 撰婦学 章 学

誠 撰などの書および、外国の女子修身書の中で中

国の風俗礼教に背かないものを抜粋して教科書を編集するする 5 

このように、ほかの科目とは異なり、「修身」と「国語」科目に関しては使用で

きる古典の蓄積が豊富にあった。とりわけ、清朝政府は、女子に教育を受けさ

せることが「放縦および自由に関する言説」をもたらすことを危惧し、この二

つの科目によって女性に求める徳目を直接に伝授し、女子の思想をコントロー

ルすることを目指していたので、外国の翻訳教科書を大量に使用した可能性は

極めて低いと考えられる。実際、筆者が調査したところでは、清末に日本から

翻訳された女子用修身教科書は、孫清如が成女学校受けた修身科目の講義を翻

訳して中国で出版された『修身学』（1908 年）の一冊のみである。  

清学部は、「女性は才のないのが徳である」という儒教的価値規範から脱して

女子に公教育を実施させたものの、伝統的な道徳観を守るために儒教的婦徳観

と結びついた教育制度を求めていた。清朝学部が日本の良妻賢母主義に基づい

た女子教育制度に注目したのはこの理由からである。日本の良妻賢母主義女子

教育理念は、近代国家の確立過程において生成したものであり、「古来からの女

性としての徳を兼ね備えた上で、国家への視野の拡がりをもち、優良な次代の

国民を育てるに足りるだけの知識をもった女性の養成」6であったと要約するこ

とができる。この日本的理念が従来の女性の価値規範との連続性を重視するも

のであることは、清学部にとって極めて好都合なことであった。つまり、日本

の女子教育をモデルとして採用すれば、従来の道徳観からさほど逸脱しない範

囲内で女子に新しい学問を習得させることができるからである。  

このように、清朝学部が近代的な教育制度や近代科学を導入しようとした際

に、張之洞の『勧学篇』に記されているように、「日本の文化を学ぶことが地理

的距離、費用、効率、理解度、風俗習慣何れをとっても有利である」7ことは大

きなメッリトであった。しかし、上述したように、女子教育に関しては、下田

歌子の女子教育理念が西太后の厚遇を得たように、日本の良妻賢母主義女子教

育理念に伝統的な女徳と一致する部分を見出したことが、その制度を取り入れ

                                                   
5 『学部官報』国立故宮博物院印行、 1980 年、 316 頁。原文：「凡教修身之課本務根拠経

訓並薈萃列女伝漢劉向撰女誡漢曹大家撰女訓漢蔡邕撰女孝経唐侯莫陳邈妻鄭氏撰家範宋

司馬光撰内訓明仁孝文皇后撰閨範明呂坤撰温氏母訓明温璜録其母陸氏訓語女教経伝通纂

任啓運撰教女遺規陳宏謀撰女学藍鼎元撰婦学章学誠撰等書及外国女子修身書之不悖中国

風教者擷其精要融会編成」  
6 瀬地山角『東アジアの家父長制―ジェンダーの比較社会学』勁草書房、1996 年、127 頁。  
7 張之洞『勧学篇』（上・下）、田中文求堂、 1898 年  
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た最も重要な理由であったと思われる。日本から導入された女子教育に関する

諸要素のかなで、とりわけジェンダー役割と緊密に結びついた「家政」・「家事」

科目と家政・家事教科書、「手芸科目」およびその教授内容は、中国古来のテキ

ストに語り継がれた女性の美徳を同様に求めるものであり、それが清学部の学

務官僚の抵抗感を柔げ、受け入れ易くしたと考えられる。また、日本の女子用

教育学教科書に含まれる「女性の職業」や「男女の交際」に関する内容につい

て、訳者がその部分を削除して翻訳を行ったのも、同じ理由からであろう。清

学部よる女子学校教育法令の制定においても、知識人による日本の女子用教科

書の翻訳においても、日本の良妻賢母主義の女子教育が求められた理由は、伝

統的な婦徳観との連続性を重視しながら近代的な知識を習得させるという目的

に適っていたからである。  

次に、日本の女子用教科書の翻訳と紹介の特徴についてまとめておきたい。

ここで、女子のそれと比較するために、まず、一般学校（男子を対象とする学

校）向けの修身教科書の編纂・出版例を挙げる。清末の修身教科書と日本から

の影響を考察した方光鋭の研究によると、1902 年に発覚された教科書の疑獄事

件をきっかけに 1903 年 4 月に小学校用教科書の国定制度が導入され、その著

作権はすべて文部省が有するようになった。そのため、日本の教科書出版社は、

中国の教科書市場に強い関心を示し、中国に向けた教育・文化事業に取り込ん

だという。8その当時は、伊沢修二が創案した泰東同文局のように日本国内に拠

点を置いたまま中国向け教科書の編纂・出版活動を行う形と、大手出版社の金

港堂が中国の商務印書館と合弁するという形があった。金港堂が商務印書館と

合弁した際には、資金、日本人の専門員および教科書の編纂方法を中国側に提

供したが、『最新  修身教科書』（1905 年）などの教科書編纂活動の現場では、

出版社や編纂者がそれぞれの政治背景や教育理念の違いから編纂方針をめぐっ

て対立する場面が見られる。その相違は修身教科書が伝達しようとする道徳的

内容に直接関する重要な要素であったと考えられる。さらに、もう一点言及す

れば、男子用教科書については、清学部の「教科書の審定制」（検定制）が実施

されていたため、教科書の編纂は基本的に体制側の方針に従って行われていた

ことにも留意しなければならない。  

この男子用教科書と日本との関わりに見られる以上の点に対して、日本から

女子用教科書を翻訳・出版した際には、作新社の下田歌子著『新選家政学』の

中国語翻訳版を除けば、基本的に民間出版社の積極的な参与や日本の出版社の

協力がなく、主として清末民初期の留日知識人によって翻訳活動が展開された。

                                                   
8 方光鋭『中国清末民初期の修身教科書と日本』名古屋大学博士論文、 2013 年、 32 頁。  
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日本へ留学した清末の知識人による明治日本の女子教育学理論や家政・家事理

論の摂取・翻訳活動は、清朝廷や清学部の主導に従うものではなく、あくまで

個人の主体的な中国の近代化への意欲によるものであった。日本の女子教育の

いかなる内容を取り入れ、いかなる部分を切り捨てるかという彼らの判断の基

準は、中国の伝統的な婦徳観に違反しないという一点に絞られていた。それゆ

え、男子用教科書の編纂活動において生じた日本と中国の出版社・編纂者の企

図の相違による対抗と衝突はここには見られない。  

このように、日本明治期の女子学校教育制度を手本としたことは、清朝政府

や官僚知識人の主導によるものであるが、それに対して、女子用翻訳教科書の

導入は主に留日知識人たちの主体的・個人的な取り組みによって展開されたの

である。この女子用教科書の導入活動は、男子のそれとまったく異なる様相を

呈しているといえる。  

とはいえ、清末および民国初期の中国において、日本明治期の女子学校教育

法令をスムーズに取り込み、女子用教科書を大量に翻訳することができたのは、

日本政府が政治的思惑および経済的利益から清国の教育事業に並々ならぬ関心

を寄せていたことと深く関わっている。この点について、予備的考察では、明

治期教育関係の代表的なメディアであった『教育時論』の記事を中心に分析し、

明治期の日本教育界の清国教育事業に対する積極的協力の背景を探った。  

第 2 節  明治期の女子教育科目の導入による良妻賢母主義教育理念の受容  

中国においては、「賢妻良母」が現在も通用するいわゆる良妻賢母の呼び方で

ある。日本の良妻賢母主義が誕生した当初は、「賢妻良母」「賢母良妻」「良妻賢

母」という何種類かの用語が混在しており、それらは清末の中国に紹介された

時期や使用テキストの違いによって、1900 年代の中国に混在したまま伝えられ

た。したがって、中国のメディアに現われた良妻賢母に関する用語乱れを生じ

させ、簡単に一語に定着しなかったのである。このような事情から、本研究で

は、引用以外はすべて「良妻賢母」という表記を統一的に用いた。  

さまざまな先行研究によって指摘されてきたように、「良妻賢母」という語に

は伝統的女性像のイメージが付き纏うが、それは、中国の儒教的価値規範に基

づいて形成された女性像ではない。実は近代において形成された新しい概念で

ある。9そして、瀬地山角の研究によれば、近代中国における良妻賢母の用語及

                                                   
9 これに関する研究としては、瀬地山角・木原葉子「東アジアにおける良妻賢母主義―近

代社会のプロジェクトとして」（東大中国学会『中国：文化と社会』第 4 号、 1989 年）、

瀬地山角著『東アジアの家父長制―ジェンダーの比較社会学』（勁草書房、 1996 年）、陳

姃湲著『東アジアの良妻賢母論』（勁草書房、 2006 年）、姚毅の「中国における賢妻良母

言説と女性観の形成」（『論集  中国女性史』中国女性史研究会編、吉川弘文館、 1999 年、
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びその思想は日本から導入されたものであるという。 10しかし、その用語およ

び思想の受容内容については、まだ決して十分に明かにされたとは言えない。

例えば、「良妻賢母」「賢母良妻」「賢妻良母」という四字熟語の用語の中国での

初出について筆者の異議を述べておきたい。ここで、まず、以下の表に主に瀬

地山角と姚毅の研究における中国に導入された良妻賢母という用語の使用例を

挙げ、本稿での考察結果を加えてその用語が中国に導入された時期を確定した

い。瀬地山の考察成果については『東アジアの家父長制―ジェンダーの比較社

会学』 11を使用し、姚毅については、論文「中国における賢妻良母言説と女性

観の形成」 12を用いる。  

表 1：瀬地山角と姚毅の研究に挙げられた良妻賢母用語の使用例  

論者  使用された時間、掲載誌  使用例  

姚  

1904 年、『女子世界』第 4

期、丁初我「女子家庭革命

説」  

「女学を振興するのは、女子はただ賢母良妻の資格

を取るためではなく、依頼の根性を離脱し、独立の

人格を養成するためである」  

姚  
1904 年、『女子世界』第 12

期、「蘇蘇女校開学の演説」 

「いま、我々の宗旨は、賢母良妻の依頼性を離脱し、

自分一人によりて、（中略）新政府を建設する」  

瀬地山  
1905 年、『順天時報』、「論

女子教育為興国之本」  

「秦漢以降……時に女学は存在したが……未だに士

族の間にあまねく広まってはいない、それが広まっ

て、国家のために国民を養成する責任を担い、賢母

良妻の義務を尽くすことを望まずにはいられない」  

瀬地山  
1907 年、『東方雑誌』、「論

女学宜先定教科宗旨」  

瀬地山の説明によると、その内容は女子教育を賢母

良妻派と非賢母良妻派とにわけて、前者を女子の特

性教育、後者を男女同一の教育と位置付けていると

いう。  

まず、瀬地山の著書では、日本の良妻賢母に関する熟語およびその理念が中

国に最初に伝わった証拠とされているのは、1905 年の『順天日報』に掲載され

た「論女子教育為與国之本」に含まれる「女学といえば賢母良妻をつくること

をその趣旨とする」の一文である。そして、この記事が日本と関係があると判

断するのは、『順天日報』が日本の外務省の外郭団体から出されていたことによ

る。しかし、上の表に示したように、姚毅が挙げた丁初我の「女子家庭革命説」

における「賢母良妻」の使用例は、瀬地山が挙げた使用例より一年が早く、し

かも日本とは何も関連がない。したがって、良妻賢母の熟語およびその理念は

日本から伝わったものであるという瀬地山の論はここでは成立しない。  

しかし、本稿第一章で考察したように、成瀬仁蔵著『女子教育』には「賢母

                                                                                                                                                     
114～ 131 頁）などが挙げられる。  
10 瀬地山角、前掲書、 131～ 143 頁。  
11 瀬地山角、前掲書  
12 『論集  中国女性史』中国女性史研究会編、吉川弘文館、 1999 年、 114～ 131 頁。  
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良妻」に関する論述があり、この本はすでに 1901 年に中国に翻訳・紹介され

ているので、遅くとも 1901 年には「賢母良妻」という熟語が日本から中国に

伝わっていることになる。また、成瀬仁蔵著『女子教育』では、のちに中国で

定着する「賢母良妻」という用語が使用されており、これがそのまま中国語に

訳されている。よって、1907 年頃にはすでに定着していたと思われる「賢母良

妻」の初出は、1901 年から 1903 年までに三版も出された成瀬仁蔵の『女子教

育』の翻訳であったと考えられる。  

他方、下田次郎の『女子教育』では「良妻賢母」が使用され、その訳書にも

そのまま「良妻賢母」と訳されている。下田次郎の『女子教育』が 1911 年以

降に中国に翻訳・紹介されており、そして、「良妻賢母」の用語は、本論文第四

章で分析した創刊期の『婦女雑誌』（1915 年‐1919 年）において頻繁に使用さ

れ、つまり、1910 年代には「良妻賢母」はすでに浸透していたといえる。  

このように、日本から紹介された女子用教科書における「賢母良妻」や「良

妻賢母」といった用語の混在は、そのまま中国語に翻訳され、当時の女子教育

に関する中国の言説にそのまま反映されていたが、最初に導入された「賢母良

妻」のインパクトが強かったために、結局は 1900 年代の時点ではこれに一本

化されることになったと考えられる。  

次に、日本から中国に導入された良妻賢母思想について検討する。序章で述

べたように、先行研究では日本の良妻賢母理念の中国への伝播について、主と

して①清末の日本教育事情視察活動、②日本が近代女子教育事業のために派遣

した女性教員の活動、③中国から日本へ留学した女子留学生が日本の女学校で

受けた教育、④清学部が 1907 年に制定した「女子小学堂章程」「女子師範学堂

章程」などの側面から考察されている。  

しかし、①から③までの項目のいずれも、日本の良妻賢母主義女子教育理念

直接的に伝達されたとはいえない。そして、須藤瑞代の著書『中国「女権」概

念の変容』13および前述した姚毅の論文は、1907 年の女子教育法令を日本から

導入された良妻賢母思想の一つの具体例と見ているが、その根拠について何も

言及していない。  

予備的考察で論証したように、1907 年の「女子師範学堂章程」に含まれる教

科目およびその教授要旨は、明治 34 年の「高等女学校令施行規則」をベース

にして作成されている。この「高等女学校施行規則」は良妻賢母を中心的理念

とする「高等女学校令」（明治 32 年）の細則である。つまり、清末の「女子師

範学堂章程」がモデルとしたのは、日本明治期の良妻賢母主義女子教育理念に

                                                   
13 須藤瑞代『中国「女権」概念の変容』研文出版、 141 頁。  
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基づく教育法令なのである。しかし、「女子師範学堂章程」では、女子教育の方

針が良妻賢母の養成とはされておらず、中国で歴代重んじられてきた娘として、

婦として、母としての女徳の涵養が目指されている。14そして、「賢母良妻」の

四字熟語に近い表現としては、「女子師範学堂章程・教育総要」の第二条に「（前

略）家庭教育の良善は賢母に頼る」 15という一文に「賢母」が含まれているだ

けである。また、この教育総要の第二条は、日本の女子教育法令を参考した形

跡がない。他方、「女子小学堂章程」が参照した「小学校令」（明治 23 年）は、

本来的に男女共通教育に関する法令であるため良妻賢母と関係がない。したが

って、1907 年の「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」の教授内容を検討せ

ずに、その法令自体を日本の良妻賢母思想の導入と見なすのは妥当ではない。  

このように、近代中国における良妻賢母思想の成立についてのこれまでの考

察は、近代日中の教育交流という歴史的な考察やメディアにおける良妻賢母を

めぐる言説に集中しており、その教育内容に踏み込んだ具体的な考察が極めて

不十分であったといえる。このような認識にたって、本研究は、良妻賢母を養

成するための女子科目に注目し、女子学校教育における日本から導入された女

子用教科書や手芸科目の教授内容および、民初期の『婦女雑誌』による日本家

政知識の紹介という受容のルートについてこれまで検討されることのなかった

多くの一次資料をもとに実証的考察を行った。これまでの清朝廷や明治日本政

府が主導した両国の教育交流とは区別される別のチャンネルを経由して良妻賢

母主義が中国に輸入されたことを証したのである。以下に、各章の内容に沿っ

て日本の良妻賢母主義女子教育理念の受容実態についてまとめる。  

まず、第一章で取り上げた六冊の女子教育学教科書は、女子を学校教育或い

は家庭教育の担い手として育成するためのテキストであるが、それはすなわち

良妻賢母主義が求める子女を教育する役割を担うものであった。しかし、女子

教育の目的が良妻賢母の育成であることを明記しているのはそのうちの二冊、

成瀬仁蔵著『女子教育』と下田次郎著『女子教育』だけである。この観点から、

まず、中国に導入された下田次郎の良妻賢母教育論を考察し、次に、成瀬の論

点と比較してみたい。  

下田は、その著書で女子教育の目的について、「良妻賢母の外に良姑を入れ、

其精神の独立及び人格の作成に重きをおき、美的趣味を要求し、活動主義を以

て一貫する」 16と説明している。さらに、性差心理学 17に依拠して、女として

                                                   
14 「女子師範学堂教育総要」『学部官報』国立故宮博物院印行、 1980 年、 315 頁。  
15 原文：「欲家庭教育之良善端頼賢母」  
16 下田次郎、前掲書、 4 頁。  
17 性差心理学は、 19 世紀末に欧米で誕生したばかりの新しい学問であったが、欧米への

留学から帰国した直後の彼は、さっそくその成果を取り入れたのである。小山静子「近代
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の本分を「第一、婦徳。第二、良妻。第三、賢母。第四、女子に適当なる職業

を営むこと。第五、女子の生活を完全ならしむる其他の事を行ふこと是れであ

る」 18と述べている。そのうち婦徳については、伝統的な中国社会が女子に対

して求める「三従四徳」を援用し、「舅姑への仕え、貞操、和順、婦言、婦容、

勇気」 19といった内容を規定している。そして、第二の「良妻」と第三の「賢

母」については以下のように記している。  

良妻とは良く夫の世話を為し、夫をして其活動上後観の憂なからしめ、又

舅姑に良く仕へ、家事を巧に修め、家庭を平和愉快ならしめ、且つ健康な

る良き子を挙げるのが良妻である。  

賢母の第一の資格は、子供を良く教育する事である。賢母は良教育者でな

くてはならぬ。 20 

この「良妻」と「賢母」についての記述は、基本的に当時の「良妻賢母」観

を如実に反映しているといえる。そして、下田は女子がこの本分を尽くすよう

に教育を与えるべきだという。一方、彼自らも主張しているように、女子教育

の目的は良妻賢母を養成すると同時に、精神と人格の養成を重視し、社会活動

や自立するための職業教育をも含むとする点で、下田の論は明治 30 年代の時

点では狭隘な良妻賢母観と異なる積極性を有していると評価されている。 21 

それに対して、成瀬仁蔵は当時の女子教育における良妻賢母の育成理念を批

判し、知育を軽視する方針が女子教育と女子の発達を妨げるものであるという

立場をとっている。そして、男女の性差に応じた差別教育ではなく、女子にも

普通教育を受けさせることを第一位として、その次に女子の天職を尽くすため

の教育を行うべきなど主張している。  

その結果、中国に受容されるに当たっては、下田次郎の良妻賢母観はそのま

ま紹介されたのに対して、成瀬の女子教育についての見解は、当時の実情に合

わないかなり先進的な部分があるとして検討の必要があるという立場が取られ

ている。訳者は、成瀬の原著を改訳することはしなかったが、序文において男

性の視線から家庭に良妻と賢母があれば、人生極楽の境であると良妻賢母教育

を称揚している。  

                                                                                                                                                     
的女性観としての良妻賢母思想―下田次郎の女子教育思想にみる一典型」（『女性学年報』

第 3 号、日本女性学研究会、 1982 年、 2 頁）による。  
18 下田次郎、前掲書、 274 頁。  
19 同上、 274～ 276 頁。  
20 同上、 280～ 282 頁。  
21 小山静子、前掲論文、 5 頁。  
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第二章では、日本から翻訳された四種類の家政・家事教科書を中心に取り上

げて、清末民国期の中国に導入された家政・家事知識について考察を行った。

それらの翻訳教科書には良妻賢母思想に関する論述がないが、家政・家事教科

書そのものは、良妻賢母主義の教育理念に従って作成されたテキストであり、

良妻賢母思想を伝播するメディアであったと考えられる。まず、近代日中の教

育交流が盛んに行われた 20 世紀 10 年代に、明治日本の女子教育の重要な内容

となった家政学の代表的なテキスト、下田歌子著『新選家政学』が中国に翻訳・

紹介された。これによって、家政科目はほぼ半世紀にわたって近代中国の女子

家庭教育及び学校教育の教授科目とされたのである。下田の同著および他の三

種類の家政・家事教科書は、良妻賢母に対して求めるものが基本的に一致して

いた。良き母としては育児や家庭教育の能力、良き妻としては、一家の衣食住、

衛生、健康、家計、看護、養老、交際に関する能力を求められたのである。こ

れらの翻訳教科書は、中国の実情に合わせて多少の改変（一部省略・加筆）が

行われたが、原著が紹介した近代科学に基づく家政知識のほぼすべてが中国に

導入され、それによって良妻賢母が養成され、社会・国家の基盤としての家庭

の運営が近代化を進める重要な役割を果たしたといえる。  

清末民国期に中国に翻訳・紹介された明治期の四種類の家政・家事教科書を

中心に取り上げ、それぞれの日本語原著との比較分析を行い、その翻訳・出版

における日本側の姿勢・意図及び中国側の受容・摂取の実態を明らかにした。  

まず、近代日中の教育交流が盛んに行われた 20 世紀 10 年代に、明治日本の

女子教育の重要な内容となった家政学の代表的なテキスト、中国に翻訳・紹介

された下田歌子著『新選家政学』の四つの中国版を考察した。そして、下田著

『新選家政学』が中国語に翻訳されたことによって、家政科目はほぼ半世紀に

わたって近代中国の女子家庭教育及び学校教育の教授科目とされたことを検証

した。特に、下田歌子著『家政学』が中国に紹介された際の下田本人や服部宇

之吉、日本の教育を視察した呉汝綸など個人レベルの尽力および明治日本の中

国に対する教育利権の狙いという諸事情との関わりを究明した。  

さらに、下田の同著および他の三種類の家政・家事教科書を取り上げ、これ

らの家政・家事教科書が、近代的な科学知識に裏付けられた家政運営の原理を

伝授する内容であることや、中国で独自に家政・家事教科書を編纂したに日本

からの翻訳教科書に依存して編纂を行ったことを指摘した。  

これらの教科書は、知識の記述のみならず、家政の運営を国家の視点から捉

え、女性に国民としての自覚を促すものである。つまり、家政・家事教科書の

内容も、基本的に国策の良妻賢母主義に沿って展開されていることが明らかで

ある。具体的には、良き母としては育児や家庭教育の能力、良き妻としては、
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一家の衣食住、衛生、健康、家計、看護、養老、交際に関する能力を求められ

たのである。このように、日本から翻訳された家政学の教科書は、知識の導入

と共に、日本の良妻賢母の女子教育思想をも中国に紹介した。これらの翻訳教

科書は、中国の実情に合わせて多少の改変（一部省略・加筆）が行われたが、

原著が紹介した近代科学に基づく家政知識のほぼすべてが中国に導入され、そ

れによって良妻賢母が養成され、社会・国家の基盤としての家庭の運営が近代

化を進める重要な役割を果たしたことを明らかにした。  

また、中国語に翻訳された家政・家事教科書は、清末に康有為・梁啓超など

の知識人が維新運動をきっかけに中国に紹介した良妻賢母主義思想の輸入ルー

トとは区別される、もう一つの近代日本の良妻賢母主義の輸入ルートであった

ことを論じた。これらの教科書は、梁らが紹介した良妻賢母主義思想に内実を

付与し、女子教育の方針とされた良妻賢母理念を実践する手本をも提供したの

である。このように、近代国家の実現を目指した清国は、日本が提供した家政・

家事教育の手本に従って、国家的見地に立つ女子教育の方向を定め、その内容

まで日本と共有していたといえる。  

第三章では、日本から導入された教科目が中国の社会的土壌の中で如何なる

発展を遂げたのか、という実例の一つとして手芸科目の発展実態を考察した。

まず、清末の女子師範学堂および民国の女子中学校と女子師範学校のカリキュ

ラムに組み込まれた手芸科目「編物・組糸・嚢物・刺繍・造花」が、明治 34

年文部省が発布した「高等女学校令施行規則」における随意科目の手芸内容の

模倣であることを明らかにした。これは、富国強兵の方策を模索していた清末

の教育視察者たちが、当時の日本で実業技能として教授されていた手芸が女性

の職業と結びつき、国家の産業発展に貢献している状況を見聞し、またそれが

伝統的な婦徳にも合致することを確認して、中国でもこれを実現するために意

図的に中国の女子教育に組み込んだのである。  

しかし、中国に導入された手芸は、実用性がないものとして教育関係者から

批判された。手芸が日本のような大きな発展を見せなかった理由の一つとして

は、教育制度を導入した際に、日本の高等女学校では随意科目とされた手芸科

目を裁縫や家事と同様の家政科目として取り入れたことが挙げられる。また、

日本における手芸は、女子教育の中で実業技能という位置づけであったのに対

し、中国においては近代的産業の未発達によって女子実業教育が社会的実利を

もたらさない状況であったため、実業教育としての手芸は成り立たなかった。

その一方で、手芸科目の導入は、清末および民国の教育者に、女子にも職業教

育を施す必要性を認識させ、それ以降の女子職業教育の発展の引き金となった

と言える。  
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第四章では、近代中国の女性向け雑誌の中で、刊行年数や発行部数、流通範

囲において最も影響力が大きかった『婦女雑誌』（ 1915‐1919）に翻訳・掲載

された日本の家政知識を考察対象とした。そして、雑誌というメディアを通し

て日本の良妻賢母教育受容の様相を明らかにするとともに、その受容によって

創出された中国近代主婦像について論じた。  

創刊期（1915 年‐1919 年）の『婦女雑誌』は、良妻賢母養成の編集方針を

掲げ、中国の伝統的な文化との摩擦が少なく、なおかつ中国の実情に合致し、

実用的価値の高い日本からの家政知識を大量に翻訳・紹介した。とりわけ集中

的に取り上げられた家庭経済、児童教育と家庭観念という三つの分野の内容は、

日本の女子教育理念である良妻賢母思想を中核としたもので、一部の伝統的徳

目を引き継ぎつつ、それとは異なる新時代にふさわしい能力をも同時に求めて

いた。また、良妻賢母理念に基づいたこれらの内容によって、近代的な科学知

識を提供するだけではなく、女性に家政の運営と改革の権限を与え、夫婦の精

神的及び経済的平等、互いの尊重など近代市民社会の核家族的観念を植え付け

る役割をも果たした。特に、家庭内における女性の役割を強調することによっ

て女性を間接的に国家の一員として組み込もうとする言説と思想には、従来の

女性に求められた家内に限定された美徳や規範とは異なる進歩的な一面があっ

たことを指摘した。このように、『婦女雑誌』は、近代化への抵抗を和らげるた

めに中国従来の規範との連続性を意識しながら、家政知識の提供によって日本

の良妻賢母理念を中国に導入し、儒教規範の女徳を備えた女性が、主婦として

家政管理能力を通じて国家発展に貢献できるような近代的主婦像を提示したの

である。  

このように、日本の良妻賢母主義女子教育理念は、清末女子学校教育の現場

で使用された日本の女子用教科書および民初期の女性向け雑誌の日本家政知識

の紹介活動というルートを通しても、近代中国女子教育に受容されたといえる。

この教育理念は、清末・民国初期の中国女子教育成立のプロセスにおいて浸透

していったが、清末民初期の知識人の翻訳と再編によって、より保守的、儒教

的婦徳観に近づいた形で受容・摂取されたといえる。  

第 3 節  今後の課題  

本研究では、中国近代女子教育の成立に際して、日本明治期の女子教育関連

法令、女子用教科書、女性向け雑誌などが直接的に導入・使用されていること

を明らかにした。このような事実から本研究では、中国近代女子教育が日本を

モデルとしていたと結論づけるに至った。しかしながら、未だ十分に考察され

ていない部分がいくつかある。まず、中国が日本の女子学校教育（もちろん男
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子学校教育に付随するかたちではあるが）をモデルとした背景において、明治

政府及び日本の教育界や中国に関心を示していた民間団体がどのような役割を

果たしたのかという問題については、本論文では端緒的な検討にとどまってい

るので、これをより精密に検証する必要がある。それを踏まえて、上記の結論

を補強するため、次の三点を今後の課題としたい。  

①  清末女子教育法令の制定経緯  

「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」の制定については、西太后の信任厚

い満人官僚の端方が 1905 年、海外視察しての帰朝報告で女子教育の必要性を

説き、女学堂開設の勅許を得たのがきっかけであったと言われている。しかし、

その具体的な制定経緯については未だに明らかにされていない。今後、まず、

端方やほかの官僚の日本の女子教育視察活動について調査し、彼らがこの教育

法令の制定に直接関わっていたかどうかについて考察する。また、この二つの

法令が制定される前に、文部省の役人であった服部宇之吉が北京において日本

式女学校の設立をはじめとして、清国の教育事業と関わる大臣や西太后に女子

教育の必要性を説き勧めていた。この女子教育法令の発布に服部宇之吉の果た

した役割とその影響力についてさらに究明する必要があると考えられる。さら

に、「女子師範学堂章程」の教科目および教授要旨を制定した際に、なぜ「女子

高等師範学校規程」（明治 30 年）ではなく、「高等女学校令施行規則」（明治 34

年）を参照のモデルとしたのかについても解明する必要がある。  

②  女子用修身教科書の翻訳・使用  

女子修身教科書は教科書のなかでもとりわけ女子教育の理念や良妻賢母理念

を伝達する最も重要な役割を担っていたと考えられる。第 1 節で述べたように、

清末の「女子小学堂章程」「女子師範学堂章程」は、修身科目に使用される教科

書について中国の伝統的婦徳の重視を要求しており、外国の教科書の導入は難

しかったと考えられる。しかし、当時の女子修身教科書を出版した多くの民間

出版社は、日本明治期の女子用教科書の翻訳と編集を行っていた。そして、儒

教道徳に基づいて編纂された明治の修身教科書は当時の中国の教育関係者にと

っても模倣対象とされた可能性が大きい。  

例えば、第一章で挙げた槇山栄次著『女子教育学教科書』の訳書補修を行っ

た上海群学社の許家惺は、女子用修身教科書の編集にも関与していた。許が編

集した女子教科書の、『官話  女子修身教科書』（1910 年）の例言は、同書が高

等女子小学校および女子師範学校での使用を念頭におき、学堂章程に従い、「女

誡」、「女訓」および東西各国の女子修身教科書から適切な内容を取り入れたと

明記している。筆者の調査によると、同書の第一冊には女子と国家、社会的責

任との関係に関する内容があり、第四冊には女子を家庭教育と学校教育の教育
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者と見なす内容がある。これらは、槇山栄次の『女子教育学教科書』の論点と

一致していることがわかる。  

また、商務印書館が 1903 年から 1914 年まで日本の金港堂と合弁して、数多

くの修身教科書を編集し出版したことはすでに明らかにされているが、両社の

合弁共同事業において女子修身教科書の編集・出版に直接関与したことを証明

できる史料が未だに見つかっていない。とはいえ、筆者が入手した商務印書館

の『女子修身教科書』（1912 年、計八冊）の徳目は、日本の第一期国定修身教

科書徳目の編纂方法を模倣して編集した商務印書館の『最新  修身教科書』

（1905 年）の徳目とほとんど一致している。群学社と商務印書館のこの二つの

例から、女子用修身教科書を編集し出版した際に、日本からの女子修身教科書

をそのまま翻訳・出版することはなかったとしても、一部の内容を取り入れた

り徳目を模倣したりした可能性が高い。今後は、当時両国で使用された女子修

身教科書を比較対照し、清末民初期の女子修身教科書が日本の女子用修身教科

書から影響を受けたかどうか、とりわけ商務印書館と金港堂の合弁事業が女子

修身教科書にまで及んでいたかどうかについて検証する必要がある。もし、影

響関係があるならば、清末と民国初期の知識人が、伝統的な婦徳観の維持と明

治期の良妻賢母理念とを如何に融合させ、女性にどのような資質と修養を要求

したのかについて詳しく分析したい。また、女子修身教科書だけでなく、体操、

絵画、造花などの翻訳教科書をも視野に入れて総合的に考察を加えたい。  

③  翻訳教科書の使用の実態  

清末民初期の中国の家事科教育については、主に杉本史子によって研究され

ている。まず、「中国近代における家事科教育－その導入と抵抗」22では、北京

師範学校の女子教員、曹敏が日本の家事科教育を視察したことや帰国後の家事

実習を中心に考察し、「1920 年代中国における家事科教育－女性と課程とをめ

ぐって」23では、1924 年 5 月、北京の女子師範大学附属中学校の家事科教育を

めぐる弁論会を通して、19 世紀 20 年代の中国の女子教育と家庭との関わりを

考察している。今後、このような先行研究を踏まえて、日本から翻訳された女

子用の教科書の実際の普及度や現場での教育効果などについても検討したい。

さらに、一次資料が入手できれば、学習者が日本から翻訳された女子用教科書

をいかに受け止めていたのかについても明らかにできるだろう。このように、

翻訳教科書の使用状況の解明によって、本稿での成果をもとに研究を発展的に

展開し深めることが可能となるだろう。  

                                                   
22 『ジェンダーからみた中国の家と女』関西中国女性史研究会編、東方書店、 2004 年  
23 『立命館史学』 21 号、 2000 年、 47～ 77 頁。  
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