
１．問題意識

日本における戦前の「公民教育」あるいは「公民科教育」に関する研究はさまざまな成果が蓄

積されてきた。多くの研究者は戦前日本における「公民・公民科教育」の制度に関する構想・理

念は主にドイツの国家の構成者・国家の形成者・国家に忠実な人間である「staatsbürger」を育

成する理念、およびアメリカの自分の住んでいる地域、社会を理解する「citizen」を培養する理

念から影響を受けてきたと指摘した。（大森・森 1968）

松野修（1990）の研究により、戦前の「公民・公民科教育」の性格については主に三つの見解

が挙げられる。「公民・公民科教育」を臣民教育、皇民化教育と同一視する見解もあれば、初期の

「公民科」にはたしかに進歩的な側面があったことを認めなければならないと評価する見解もあ
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本研究は戦前日本の学校教育による「公民」概念に関する公式的な定義を明確にすることを通
して、戦前日本政府による「理想的な公民像」に関する見解および構築意図を明らかにすること
を目的とする。諸先行研究による戦前日本の「公民・公民科教育」に関する政策およびカリキュ
ラムを概観する以外に、多様・多元的な内容構成の中、「公民」という新しい身分・概念は如何に
論述され、構築されてきたのかを探究するため、本研究はさらに政府による公式に発表された法
令、教授大綱・要旨、現場で使用される教科書、そして実際に政策の制定に関わる官僚・有識者
の見解の調査・分析を通して、戦前における「公民」概念に関する定義を究明することとする。
考察として、1930年代から満州国独立、国連脱退、天皇機関説など国内情勢の激動を分水嶺と
し、「公民」概念は主に二つの発展傾向が見られる。1880年代後半、「市制・町村制」の発表と共
に注目を浴び始める「公民」概念は、基本的にアメリカによる「citizen」およびドイツによる
「staatsbürger」という二つの概念を取り入れながら本土の「市町村公民」概念と融合し、地方自
治の参政・活動主体としてと構築されることとなる。すなわち、「公民」は、国民や臣民との違い
が強調され、立憲制・地方自治の発展による格別な身分として、義務・権利を担うこと以外に、
積極的・主動的な政治参加が求めらるようになった。
しかしながら1930年代国内外の情勢の変動に応じて、再構築された「公民科」は欧米の自由主
義、個人主義に関する価値観の否定・修正および新体制の確立に伴う国家、皇室への帰属、忠誠、
敬愛などの意識・自覚の強化という目的が新たに樹立された。このような方向性の転換に伴い、
「公民」概念による欧米の政治理論との関連性が改めて否定され、古来の「オホミタカラ」概念を
継承し、国民、臣民、御民、皇民とは同義であると改めて強調されるようになった。
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る。そしてこの教科は本質的に上述のような二つの性格を具現したものであるという総合的な見

解も示されている1)。また、先行研究を通して、これまでの「戦前の公民教育」に関する諸研究

は学制が発表されて以来重視されてきた「修身科」や市制・町村制の実施に伴い注目されるよう

になった「法制及経済科」を対象とする場合もあれば、明確的に「市町村公民」の育成を目的と

する「自治民育・自治体教育」や1920年「改訂実業補習学校規定」の公布をきっかけに正式に法

的位置づけを獲得した「公民科」に焦点を当てる場合もある。

しかしながら、上述のように、科目の全般的な内容や教材の編纂の仕方
ママ

に着眼する議論は活発

に行われてきたが、政治体制の革新と共に新たに注目され始めた「公民」という身分・概念を中

心とする研究は比較的少ないのである。

帝国臣民、国民、住民など相対的に明確的で固定的な定義を持つ概念と異なり、常に欧米にお

ける国政や地方自治に参与する構成員のあり方に関する議論そして国内の実際の政治情勢、統治

方針などの影響を受け続けていることが「公民」概念の最も重要な特徴のひとつだと考えられる。

公民教育、公民科、公民訓練などの合成語は創作されてから戦後そして今日に至っても持続的に

使用されてきたが、「公民」という単一概念すなわち「理想的な公民像」に関する見解および構築

意図が転換するたびに、それぞれの定義も常に再検討、再構築に直面しなければらないのである。

２．研究目的・研究手法

上述のように、本研究は戦前日本の学校教育による「公民」概念に関する公式的な定義を明確

にすることを通して、戦前日本政府による「理想的な公民像」に関する見解および構築意図を明

らかにすることを目的とする。諸先行研究による戦前日本の「公民・公民科教育」に関する政策

およびカリキュラムを概観する以外に、多様・多元的な内容構成の中、「公民」という新しい身

分・概念は如何に論述され、構築されてきたのかを探究するため、本研究はさらに政府による公

式に発表された法令、教授大綱・要旨、現場で使用される教科書、そして実際に政策の制定に関

わる官僚・有識者の見解の調査・分析を通して、戦前における「公民」概念に関する定義を究明

することとする。

３．先行研究による公民・公民科教育の発展過程

「市町村公民」を対象とする「市町村公民教育」が認識されるようになる以前、日本には「公民

教育」と称される教育制度が存在していたのか。1936年に内務省が出版した「我が國に於ける公

民教育の沿革」により、「公民教育」の地位が認められる端緒は日露戦後において地方自治の経

営・振興が隆盛になる1907年以後となるが、発展の端緒は学制制定当時にあるという見解が示さ

れた。すなわち、「staatsbürger」および「citizen」に関する教育理念が導入された時点から、従

来の修身、経済、本邦法令などの道徳、社会科学教育を「公民教育」の範疇に属するとみなす傾

向があると思われる。

以下は「公民」が正式的にカリキュラムそして教材の中に取扱われるようになった背景・過程
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１) 松野修（1990）「戦前公民科の歴史的性格－「公民科」と「公民教育」」『名古屋大學教育學部紀要．教育学
科』37号



を概観する2)。

（1）法制及経済科

1880年代から、憲政の確立や陪審制の導入や市制・町村制の実施など政治的・社会的環境の変

化に伴う一般人の参政権の拡大を背景に、より系統的な政治教育の必要性が認識されるようにな

った。国民全体の政治的素養を向上するため、「法制及経済科」は順次に実業学校や中学校などの

教育機関に設置された。各法令の内容および科目実施の実績に関する考察を通して、高山次嘉

（1970）は立憲政体の完美のために立憲国民たるの政治的教養を与えることが設置の主要な理由

の一つであるため、専門的知識や制度や原理の説明が中心とされるため、徳育や教化など気風と

陶冶のための要素に乏しい側面を指摘した3)。また、大森・森（1968）も法制及経済の主知主義

的傾向に着目し、このような性格は政治や経済に関する知識の伝達を目的とした欧米諸国の初期

公民教育と軌を一にしていると指摘した4)。

（2）公民科

漓 1920年

一般的に、1920実業補習学校規則の改正とともに「国家公民として心得へき
ママ

事項を授け」とい

う公式的な説明が戦前文部省による本格的な公民科教育の原点だと思われる。具体的な政策とし

ては対象とする「国民公民」が明記される「改訂実業補習学校規定」の公布、「公民教育調査会」

の成立、「公民科教授大綱」の制定など一連の動きを通して「公民科」を学校教育の領域の中に定

着させたことである。

新たに構想された「公民・公民科」教育の対象は従来の「市町村公民」から「全体の国民＝国

家公民」へ拡大し、性別や年齢などの資格を問わず、国民＝公民全体を対象とし、特定的な政治

知識にとどまらぬ、より広い世界観や人間関係、社会全体の共存共栄に関する意識を構築すると

いうような目標が設定されたと考えられる。そして、対象面の転換に応じて、内容面も従来の地

域に関する法制、経済知識だけではなく、立憲君主体制、皇国、国体、愛国精神など社会生活を

送るためにに必要となる知識を取扱うようになった。

このような政策方針の転換について、中野重人はドイツ的か、アメリカ的かという二者択一的

考え方のもとでは成立していない。目指す究極な目標は staatsbürgerであっても citizenである。

最終的には「団体の一員」と規定することにより、両者を止揚すると指摘した5)。

滷 1931年

実業補習学校に引き続き、中学校は1931年に専門的知識に流れや概念の羅列に傾きや日常生活

と縁遠い傾向があるなどの欠陥を補うため、旧来の「法制及経済科」を廃止し、「公民科」を正式

に設置した。
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２) 表１参照
３) 高山次嘉（1970）「国民科から公民教育への展開」『社会科教育研究』30号
４) 大森照夫・森秀夫（1968）「わが国における公民科成立の過程と成立後の展開」『東京学芸大学紀要第３
部門』20集

５) 中野重人（1969）「戦前における初期公民科の性格」『社会科研究』NO. 17



澆 1937年

1930年代から満州国独立（1932）、国連脱退（1933）、天皇機関説（1935）、2･26事件

（1936）など激動する国内情勢に対して、これまでの比較的アメリカの価値観寄りの公民教育

が批判されるようになり、再構築されることになった。天皇主権体制への根本的な侵害の恐れが

あると指摘される自由主義、共産・左傾思想に関する内容は排除され、新たに構想された公民科

の内容は政治知識以外に、大日本帝国国民が備えるべき徳操・資質を育成する方向性に切り替え

られた。この期間に重要な役割を果たしたのは教育刷新委員会、国民精神文化研究所、帝国公民

教育協会などの機関である。諸機関はこれまでの公民科の構成内容に対して、自由主義・個人主

義の傾向が強い、国体や憲政の本質の説明が足りない、内容不均等性・重複性が高い、情意の陶

冶に関する内容が少ないなどの問題点を批判し、本質的に天皇主権に反する民主主義、共産、左

傾思想に行き着く恐れがあると指摘した。これらの批判や検討を踏まえ、文部省は1937年に新た

に改訂された「公民科教授要目改訂の趣旨」、「公民科教授事項取扱上の参考」を発表した。この

政策の転換に関して、斉藤利彦（1987）は、公民科そのものが次第に修身科的要素を強め、ある

いは「国家総動員法」の施行などにより法治国家の原理が掘り崩されるにつれ、公民科存立の基

盤は解体されていくと指摘した6)。

３．調査・分析による「公民」概念

以上、諸先行研究による戦前日本の「公民・公民科教育」に関する政策およびカリキュラムの

構成を概観した。多様・多元的内容構成の中、「公民」という新しい身分・概念は如何に論述さ

れ、構築されてきたのかを探究するため、本研究は政府による公式に発表された教育関係の法令、

教授大綱・要旨、現場で使用される教科書、そして実際に政策の制定に関わる官僚・有識者の見

解の調査・分析を通して、戦前における「公民」概念に関する定義を究明する。

（1）政策方針に関する調査・分析

教育関係の法令および教授大綱・要旨による公式的な見解に関する調査結果として、戦前の

「公民」概念は1920年から実業補習学校規定の改定など一連の動きに伴い、初めて公式的な定義

および法的位置づけを獲得したと思われる。まず、「改正実業補習学校規定」第８条の説明によ

り、「公民」は初めて学校教育を受ける主体であると明言され、そして、国民や臣民以外に、「理

想的な公民を育成すること」は学校教育の任務のひとつであると認められることになった。次に、

「公民教育調査委員会」の成立および「実業補習学校公民科教授大綱」の発表もさらに政府が理想

的な公民を育成する教育を重視する傾向を示した。そして、1931年の中学校令施行規則の改正に

伴い、「公民科」の法的位置づけはさらに確立されたのである。

1893年に公布された「実業補習学校規定」第１条の説明により、実業補習学校は実業に従事す

る若者を対象とし、小学校教育の補習および職業に必要な知識技能の授受を提供する役割として

創設された。大森・森（1968）は日露戦争後社会環境の停滞および国民の華美な生活様態を改善
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６) 斉藤利彦（1987）「公民科の変質－昭和12年における公民科教授要目改訂の内容と性格」『学習院大学文
学部研究年報』34号



するために、実業補習教育を通して、地域の住民の能力を高め、そして地域社会の自力振興を促

すことが実業補習学校の創設背景および狙いであると指摘した。そして、1920年に公布された

「改正実業補習学校規定」第８条の説明により、実業補習学校は実業教育を提供すること以外に、

さらに「国民公民」が生活を送るために心得るべき知識を授受する役割を課された。このような

政策の方向性の転換に伴い、実業補習学校の対象は地域の住民から国民全体までに拡大されるこ

とになった。

また、諸政策関係者や研究者の見解の調査・分析する結果に関して、1930年代から満州国独立、

国連脱退、天皇機関説など国内情勢の激動を分水嶺とし、「公民」概念は主に二つの発展傾向が見

られる。

1880年代後半、「市制・町村制」の発表と共に注目を浴び始める「公民」概念は、基本的にア

メリカによる「citizen」およびドイツによる「staatsbürger」という二つの概念を取り入れなが

ら本土の市町村自治の発展の必要に応じて新たに構築されたのである。斉藤（1982）は新たに構

築された「公民」という身分について、国家の構成員である国民や臣民概念と区別され、地方自

治体の構成員であり、地方自治体に対して一定の権利・義務を有する者であると理解されるべき

と指摘した。

そして、1920年代に入り、「地方自治の担い手」として認識されてきた「公民」概念は再構築

されることになった。文部省の公民教育普及政策に関与していた、木村正義はさまざまな公民教

育に関する著書を出版し、諸外国の公民教育理念の紹介および自らの構想の説明に力を入れた。

木村（1925）は当時日本国内が直面している普通選挙法の成立、陪審制の導入、婦人参政権に関

する議論などの課題に対して、日本が必要とされる「公民教育」は従来の市町村公民を対象とし、

理論や断片的な知識を授受する政治教育ではなく、各側面に関する知識や問題解決方法を提供す

る総合的な教育にならなければならないと訴えた。さらに、木村は「公民教育」を再定義し、公

民教育は外国の観念であり、従来の「市町村公民」という概念と関連せず、社会生活をしていて、

社会連帯責任を担う人々が対象とする、社会完成のために必要とされる知識の習得、徳操の涵養

する機会を提供する教育であると述べた7)。そして文部省普通学務局長に在任していた篠原英太

郎（1931）は「公民」という単一の概念に対して、「国民参政制度の下に於ける国民其の者が即

ち公民である」と定義し、国家生活、政治生活、経済生活などの側面に参与する国民が公民とい

う身分を有すると指摘した8)。

よって、1920年以降、「公民」概念は「市制・町村制」による「二十五歳以上の帝国臣民男子；

二年以上其市町村の住民たること、二年以上その市町村の負担を分任せること、二年以上其市町

村内に地租を納め若くは直接国税ニ円以上を納むること」という狭義的・法的定義から、国家の

一員、社会組織の一員、社会連帯責任を担う主体などの意味へ拡大することになった。すなわち、
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７) 木村正義（1925）『公民教育』冨山房
８) 文部省編纂（1931）『最新公民科資料精説』帝国公民教育協会



「公民」という身分は、すでに認知されている帝国臣民、国民と異なり、国政そして地方自治活動

に関心を持ち、積極的に参与することが求められた。

しかしながら1930年代国内外の情勢の変動に応じて、公民教育は欧米の自由主義、個人主義に

関する価値観の否定・修正および新体制の確立に伴う国家、皇室への帰属、忠誠、敬愛などの意

識・自覚の強化という目的が新たに樹立された。有識者は「西洋模倣」が中心となる公民科の構

成を批判し、公民教育の日本化、すなわち、翻訳された知識の教育ではなく、日本が必要とする

のは日本・皇室伝統精神や共同体意識をを形成させる修身・倫理教育であることを訴えた。さら

に、後に新設された「修身及公民科」について、諸論者は地方自治に参加するための基本知力以

外に、教育勅語および国体観念を理解させ、忠君愛国や滅私奉公の心操を培養するという役割に

力を入れるべきと強調した。

このような政策の方向性の転換に伴い、「公民」概念による欧米の政治理論との関連性が改めて

否定され、古来の「オホミタカラ」概念を継承し、国民、臣民、御民、皇民とは同義であると改

めて強調されるようになった。換言すれば、市町村の自治を担い、一定の権利・義務を有する者

という1880年代後半から構築されてきた「公民」は国内外の情勢、政府による統治方針そして有

識者の認識により、国家そして社会組織の一員として社会連帯責任を背負う者へ拡大解釈され、

戦時体制期には「私」を捨て、「公」に貢献する皇国民までに転換するようになった。

（2）教科書内容に関する調査・分析9)

国立教育政策研究所にて保管されている教科書による公民概念に関する記述の調査結果により、

教科書による「公民」概念に関する説明は政策方針の転換に応じて調整される傾向にある。以下

に三つの段階に分け教科書内容の調査結果を述べる。

漓「法制及経済科」教科書

1920年代「公民・公民科教育」に関する政策方針が確立される以前、「市町村公民」を育成す

るために設置された「法制及経済科」の教科書は主に「地方自治」の項目において公民概念を取

り扱い、地方自治に関する基本知識および地方自治の主体である「市町村公民」という身分の資

格条件を説明した。調査結果により、個々の教科書は忠実に市制・町村制による「市町村公民」

に関する規定を反映し、詳細から明確に市町村公民という新たに導入された身分を、公権を有し、

二年以上その市町村に在住し、一定の義務および税金を負担する帝国男子臣民であり、「市町村

会」の議員や町村長の選挙に参加し、就任する公民資格を所有する者と定義する。

よって、法制及経済科教育を受けることにより、学習者は「公民」という身分を的確に地方自

治体に対して一定の義務・権利を有する構成員と認識することができると思われる。
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９) 表２、表３、表４参照



滷「公民科」教科書（1937年以前）

1920年代「公民・公民科教育」に関する政策方針が確立されてから1937年に転換期を迎えるま

で、国家・社会の構成員としての公民を育成するために設置された「公民科」の教科書は「法制

及経済科」の教科書と同様「地方自治」の項目において公民概念を取り扱うが、地方自治に関す

る基本知識および地方自治の主体である「市町村公民」という身分の資格条件に関する説明以外

に、地方自治に関する理念そして地方自治の実践および市町村の発達において一人の市町村公民

としての役割を論じるようにになった。個々の教科書の論述により、市町村自治や住民の生活の

健全・発達は、市町村公民が社会生活の一員として、自主的で積極的な努力、貢献、協力し合う

ことが必要となる。さらに、市町村の自治活動だけではなく、学習者が国家・社会全体の動きに

対しても同様に関心や参加意欲を示すように、論述の中には「社会」や「公共」などの新しい概

念が用いられるようになった。

よって、この段階の公民科教育を受けることにより、学習者は「公民」という身分を地方自治

体に対して一定の義務・権利を有し、国家・社会・市町村の発展を背負う構成員と認識すること

ができると思われる。

澆「公民科」教科書（1937年以降）

「公民・公民科教育」の方針が1937年に再び変更されてから、「公民科」の教科書は地方自治の

項目だけではなく、初章の「国体」という項目においても公民概念を取り扱うようになった。し

かしながら、個々の教科書による地方自治の主体である「市町村公民」に関する説明は再び「法

制及経済科」の教科書と同様、戸籍、性別、年齢などの最低限の資格条件に関する内容にとどま

り、地方自治に関する理念、そして市町村公民の役割が取り上げられなくなった。そして、政府

による公民科教育の政策方針および公民概念に関する見解の転換に応じて、個々の教科書は国体

という項目において、「公民」を「オホミタカラ」と説明することに力を入れる傾向が見られる。

説明により、「公民」は「オホミタカラ」と読み、御民、皇民、臣民と同義である。そして、政治や

経済生活に積極的に取り組むこと以外に、公民は大君の赤子・たからとしての自覚を持ち、大君

および国全体発達のために、与えられた使命・任務を懸命に達成することが求められるのである。

よって、この段階の公民科教育を受けることにより、学習者は「公民」という身分を地方自治

体に対して一定の義務・権利を有し、大日本帝国そして天皇の支配に従う所属者と認識する傾向

にあると思われる。

４．結論

以上のように、戦前日本における公民・公民科教育の発展過程を考察した。

今回の考察の結論として、1930年代から満州国独立、国連脱退、天皇機関説など国内情勢の激

動を分水嶺とし、「公民」概念には主に二つの発展傾向が見られる。1880年代後半、「市制・町村

制」の発表と共に注目を浴び始める「公民」概念は、基本的にアメリカによる「citizen」および

ドイツによる「staatsbürger」という二つの概念を取り入れながら本土の「市町村公民」概念と
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融合し、地方自治の参政・活動主体として構築されることとなる。すなわち、「公民」は、国民や

臣民との違いが強調され、立憲制・地方自治の発展による格別な身分として、義務・権利を担う

こと以外に、積極的・主動的な政治参加が求められるようになった。

しかしながら1930年代国内外の情勢の変動に応じて、再構築された「公民科」には、欧米の自

由主義、個人主義に関する価値観の否定・修正および新体制の確立に伴う国家、皇室への帰属、

忠誠、敬愛などの意識・自覚の強化という目的が新たに樹立された。このような方向性の転換に

伴い、「公民」概念による欧米の政治理論との関連性が改めて否定され、古来の「オホミタカラ」

概念を継承し、国民、臣民、御民、皇民とは同義であると改めて強調されるようになった。
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表１．戦前日本における公民教育の発展過程
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表２．中学校「法制及経済科」教科書による「公民」概念に関する記述（一部）（抜粋）
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表３．中学校「公民科」教科書による「公民」概念に関する記述（一部）（抜粋）



Journal of International and Advanced Japanese Studies    University of Tsukuba Volume 5 / March 2013

64



Li Wan Huei, Study on “civic education” in Japan before World War II

65

表４．実業補習学校「公民科」教科書による「公民」概念に関する記述（一部）（抜粋）
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