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 今日の美術教育史研究の成果は、制度・政令研究、制度面に影響を与えたとされる教育論者たちの論述研究、教科書研

究などによって一定の到達点を迎えているものの、その時代に生きた子どもの活動に焦点を当てた研究は殆ど行われてい

ない。臨画教育から自由画教育への転換は山本鼎の主張が起こしたとされている。しかし、教育の転換点は、そのような主

張から起こったのだろうか。当時の教育現場では、山本鼎の主張以前に様々な動きがあったのではないだろうか。当時の教

育現場での動きに焦点を当てた研究は先達の研究がある。そこで、本論文では、臨画教育から自由画教育の転換期に生き

た子どもの図画活動の資料に焦点をあて、子どもの姿から美術教育史を捉えなおすための予備的研究を行うことを目的とし

た。本論文では、特に『骨肉』に掲載されている「作文」作品に描かれている挿絵に焦点を当て、分析を行った。挿絵の描か

れている位置が様々であること、日常的な作文には記憶画的な絵が多いこと、枠の中に描いている挿絵とそうでない挿絵に

は違う特徴があること等が判明した。以上のことから、挿絵を描く位置は当時の刊行物の影響であること、児童は普段の生活

では記憶画的手法を用いて図画に親しんでいること、枠の有無が記憶の切り取り方（構図の取り方）に影響を与えること、以

上の 3点を推測として導き、今後の研究課題とした。 

 

 

はじめに 

 

  今日の美術教育史研究の成果は、制度・政令研究、制度面に影響を与えたとされる教育論者たち

の論述研究、教科書研究等によって一定の到達点を迎えている。しかし、それらの研究にはその時

代に生きた子どもの姿は見えてこない。これらの問題点は、制度の施行＝教育実践・学習者の実態 

―――――――― 
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を前提にする点にある。このような前提に立てば、美術教育史は全体像として歴史的事実とずれた

ものになるだろう。例えば、現在の美術教育史では、山本鼎（やまもとかなえ・1882～1946，以下

敬称略）が提唱した自由画教育（大正 7（1918）年開始）が、それまでの臨画教育から大転換を起こ

したという見方が一般的である。一方、工藤友治や大野直志の研究1)は、大正 7（1918）年以前に、

日本各地の教育現場においてすでに臨画教育からの転換が図られていたことを指摘している。この

ような指摘がある中、山本による「自由画教育」論争のみを論点に美術教育の進展を考察しても、

当時の実践方法や子どもの様子は浮上せず、美術教育史の全体像としての進展は明らかにならない。 

 そのような中、本稿執筆者は大正期福岡県で実施されていた雑誌作りに着目し、その雑誌『骨肉』

に掲載されている図画を研究対象としている。雑誌『骨肉』は、向野堅一の息子らが大正 2（1913）

年12月から作成を始めた家庭内手作り回覧雑誌である。『骨肉』には、学校での図画の課題が所収

されているとともに、自由画教育運動が開始される 5年前からすでに臨画教育から脱した作品が家

庭内で多く描かれていたことを先行研究は実証している2)。『骨肉』を研究することは、前述の諸氏

が教師側の実践を研究しているのに対し、当時の教育を受けていた子ども側の姿を研究するもので

ある。山本鼎の「自由画教育運動」が起こる必然性を考察することができるのである。ここに『骨

肉』の研究意義があると考える。 

 

 

1 問題と目的 

 

拙論（先行研究Ｌ）では、大正期の子どもが書いていた日記（大正4（1915）年『啓助日記』）に

添えられた挿絵に注目し、その挿絵について分析した。そこでは日記に添えられた絵(挿絵)には日

記を書いた啓助本人が描きこまれた挿絵が殆ど存在しないことに、現代の一般的な児童画との差を

感じ、この実態に疑問を覚えた。啓助の特徴が当時の児童画に共通した特徴なのか、という点を追

究課題として挙げた。 

 一方、唐沢富太郎が、絵日記が学

校で開始されたのが大正期である、

と述べている3)ことは上記研究にお

いて無視できない。少なくとも、大

正4（1915）年の『啓助日記』（以下，

Ｔ4『啓助日記』）の用箋の形式は、

現代の絵日記のように上段に余白、

下段に罫線という形式（図１）だか

らである。Ｔ4『啓助日記』が書かれ

ている時にすでに学校で絵日記が始

まっていたと仮定すると、絵日記開

始当初から上段に余白、下段に罫線

という形式が確立されていたのだろうか、という疑問が生まれる。 

 しかし、手がかりとして、『福岡県教育會々報』4)（大正3（1914）～6（1917）年）5)の掲載記事を

図１ 『啓助日記』（大正4年1月2・3日の頁） 
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見てみても、絵日記について触れられた記事は見当たらない6)。さらに『福岡県教育史』7)をみても、

当時絵日記が教材として実践されていたという記述も見当たらない8)。よって、上記の疑問を解くた

めの手掛かりは現状見当たらない。そして、現在ではこれら『骨肉』関連の資料に見られる絵日記

は、子どもによる絵日記の資料としては、比較的初期の実践例として貴重な資料と言えるのではな

いだろうか。 

よって、もう少し啓助の関係資料を分析する必要性があると考える。ここに、まだ分析していな

い資料を示すと、啓助が『骨肉』に投稿している「作文」作品を挙げることができる。「作文」作品

には題字の装飾や挿絵が多く描かれていることが先行研究Ｉで明らかにされている。「作文」に描か

れている挿絵は、文章に添えられているという点で絵日記と共通点がある。そこで、今回は、『骨肉』

所収の啓助の「作文」作品を研究対象9)とし、当時の子どもが文章に添えた絵について考察を深める

ことを目的とする。 

 

 

2『骨肉』内に掲載されている啓助の作文作品について 

 

『骨肉』については、前述のように諸氏が様々な観点で研究を進めてきた。拙論（先行研究Ｌ）

でも簡単にまとめているので『骨肉』の概要はそちらを参照いただきたい。ここでは新たに、『骨肉』

内に所収されている「作文」作品の概要について述べる。 

『骨肉』の中に所収されている「作文」作品中、4兄弟（晋、有二、元生、啓助）のものを集計す

ると、159作品になる（著名ありで、明確に作者が分かっているもののみ集計）。そのうち、啓助の

「作文」作品は、46 作品である。さらに、その中で挿絵が描かれているものは 19作品である。つ

まり、「作文」作品に挿絵が描かれている割合は約 41％である。ちなみに、Ｔ4『啓助日記』に挿絵

が描かれている割合は26％である。毎日書いている日記の挿絵と月刊発行における「作文」作品の

挿絵の有無を単純に割合で比較することはできないものの、日記に毎日挿絵を描いていない、とい

うことと、「作文」にすべて挿絵を描いていない、ということを比較した時違和感は覚えない。つま

り、「作文」にはすべて挿絵を描いているのに、日記には挿絵はまちまち（もしくはその逆）という

ことだと、なぜ日記だけ挿絵が描かれている日がまばらなのだろう、という疑問が生まれる。デー

タ上では少なくともそのような違和感はない。 

次に「作文」作品の種類についてである。種類には、日記的文章、理科的な文章、物語を自分の

言葉で書きなおした文章、宣言・決意を述べた文章、道徳的な文章、衣食住について書いた文章等

様々であり、明確に分けづらい。そのため、「図画」作品のように統計を取る事は難しい。一見日記

のように思える文章も、『啓助日記』のように明確に日付が書かれていない物が多く、日記とは断定

できない。そんな中、日付が書かれている「作文」作品が 3つある。「地蔵松原の一部」（第 2巻 1

号掲載）と「今日の遠足」（第 2巻2号掲載）、「満洲旅行日記」（第 4巻4号掲載）である。これら

は日記と言える。しかし、前者２つには挿絵は描かれていない。 

次に「作文」作品の形式と筆記具（画材）についてである。形式については、Ｔ4『啓助日記』の

ような用箋（上段に余白、下段に罫線）は用いられておらず、どれもまっさらな紙、もしくは原稿

用紙が用いられている。すべて縦書きである。原稿用紙が用いられている大正 8年の『啓助日記』
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（以下，Ｔ8『啓助日記』）同様、原稿用紙が用いられている「作文」作品には挿絵は描かれていな

い。白紙が用いられている作文には、1 段組と 2 段組で書かれている作品がある。2 段組のものに

は、上段と下段の間に隙間を設け挿絵が描かれているもの、漫画のように枠を区切って挿絵が描か

れているものに大別できる。後者は、Ｔ4『啓助日記』の用箋にある上段の余白が自由に場所を移動

している感じである（日記の方は余白が上段に固定された状態と表現することもできる）。この形は

ポンチの形に似ているともいえる。筆記具には、鉛筆、黒インク、青インク、墨汁が用いられてお

り、基本的に文章に用いた筆記具で挿絵も描かれている。そのため、水彩絵の具で描かれた挿絵は

存存しない。これは、Ｔ4『啓助日記』に水彩絵の具で描かれた挿絵が存在しないことに共通する。 

 

 

3 文章に添えられている挿絵について 

 

２章では、「作文」作品の概要を確認した。続いて３章では、具体的にどんな挿絵を描いているの

か分析していく。 

【第1巻5号（1914年5月）掲載「キツネと島（ママ）」（図2）：8歳】 

 本文の内容から、題名は正式には「キツネと烏」

であると分かり、『伊曾保物語』の「烏と狐」を自分

なりに言い換えて書いたものと推測する。 

 形式は1段組１頁分。鉛筆で書かれている。漢字

以外はカタカナ表記。文字数は約 138字。挿絵（図

3）は、左側の余白に縦長の長方形の枠を設け、その

中に描かれている。挿絵には、烏と木、狐が物語通

りの配置で描かれている。他に、文中に言及がない

草や鳥（烏）が3羽描かれている。 

 

【第1巻5号（1914年5月）掲載「大風のもやう」

（図4）：8歳】 

「きのうは台風がふきましたがあなた

の方いかがでございましたか」という書

きだしと「おばあさんによろしく申し上

げて下さいませ」という結び、「信ちゃん

もぶじですから」と実の妹の名前が書か

れていることから、実際に書かれた手紙

の文章の下書き、もしくは手紙を模して

書かれたものと推測する。 

形式は 1段組１頁分。鉛筆で書かれて

いる。文字数は約 157 字。挿絵（図 5）

は、ほぼ正方形の枠を紙の中央に設け、そ

図2        図3 図2の 

      挿絵部分拡大 

図5 図4の挿絵部分拡大 図4 
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の中に描いている。挿絵には、文中に言及がある台風で倒れた柿の木が描かれていると推測する。

切り株状になった幹と、その下に折れた方の幹が横たわっている。周りには実が散乱している。左

下に描かれている器の様な物は何を描いたものか分からない。 

 

【第1巻9号（1914年9月）掲載「夕焼け」（図6）：9歳】 

 夕焼けの情景を書いた作文である。即日的に書かれた日記的作文か、不特定の日を思い出して書

かれた作文かは判別できない。「海の夕焼ははなはだ美くしい」や「西公園も赤くなり水はちをなが

したやうに赤々となった」というように、形容詞を用いて情景を述べたり、比喩を用いたりする文

章は、少なくともＴ4『啓助日記』や後述する「満洲旅行日記」には見られない表現である。 

 形式は1段組２頁分。墨汁で書かれている。文字数は約 71字。挿絵（図7）は図5同様、ほぼ正

方形の枠を設け、その中に描かれている。枠は左中央に寄っている。多数描かれている横線は海面

の表現と思われ、海の夕焼けを描いた挿絵と推測する。小高い岩場らしきものも描かれている。 

【第1巻9号（1914年9月）掲載「海草の効用」（図8）：9歳】 

 海の中に生えている海藻について、例えば

「てんぐさはところてんとなる」などのよう

に述べている。理科的な内容の作文である。

「効用」と題されているものの、効用について

の言及はない。学校で習ったことや本などで

見聞きしたことを書いたものと推測する。 

 形式は 2 段組１頁分。青インクで書かれて

いる。文字数は約 99字。挿絵（図 9）は二段

目の左端、つまり文末に、ほぼ正方形の枠の中

に描かれている。描かれているのは、挿絵の脇

に「みる」と書かれていることからミルという

海藻を描いた絵と推測する。 

 

【第1巻12号（1914年12月）掲載「かんげい」（図10）：9歳】 

図6 図7 図6の挿絵部分拡大 

図8 

図9  

図8の挿絵部分拡大 
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 1914年青島の戦い（10月31日から11月7日）にて、陸軍青島要塞攻囲軍が青島を攻略したニュ

ースを受けて書かれた文章と推測する。「四十八れんたいよくも青島をおとした。名譽ある四十八れ

んたい」と記されている。「四十八れんたい」とは、陸軍青島要塞攻囲軍に参加した歩兵第 48連隊

（福岡の久留米所属）のことだろう。 

形式は1段組２頁分（文章は 1頁

目まで）。墨汁で書かれている。一文

一文改行がされている。文字数は約

115字。2頁目に挿絵（図11）のみ

描かれている。「いつもかんげいに

いった。學校からももう四五へん行

った」と書かれていることから、そ

の歓迎に行った際の情景を描いた

絵と推測する。機関車から手を振

る軍人が描かれている。この挿絵

にもＴ4『啓助日記』の挿絵同様、

「こゑがかれるほどおらんだ」という啓助自身は描かれていない。 

 

【第2巻1号（1915年1月）掲載「冬景色」（図12）：9歳】 

「綿雪ニ因幡町ノコラズ包マレタ」と書かれ

ているように、自分の住む町に降る雪の情景が

書かれている。「サザン花ガサビシソウニ咲イ

テヰル」「金魚ハウレシサウニ上ッタリ下ッタ

リシテ遊ンデヰル」など、形容詞が多用されて

いる。前述のようにＴ４『啓助日記』にはあま

り見られない表現であり、珍しい。 

形式は2段組2頁分。青インクで書かれてい

る。漢字以外はカタカナ表記。文字数は189字。

題字の前の余白に人物の絵が描かれている。自

分を描いている絵かどうかは判然としない。腕

の曲がり方は関節を無視した描写になってい

る。上段と下段の間に装飾が認められる。 

 

【第2巻1号（1915年1月）掲載「汽車の旅」（図14）：9歳】 

「汽車に乗って行くのはまことに面白いもので私は大そうすきであります」という出だしにはじ

まり、汽車に乗った時のことが色々書かれている。例えば、「まどから外を見て居ますと山も川も野

も森も皆後へとんで行くやうに見ます」や「鐡橋の上を行く時はかみなりのやうな音がします」と

記している。「後へとんで行くやうに」「かみなりのやうな音」という比喩表現や、「面白い」「おそ

ろしい」という形容詞も多く使われている。 

図10 1頁目 

図11 

2頁目挿絵部分拡大 

図12 図13 図12の 

挿絵部分拡大 
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形式は 2 段組 2 頁分。青インクで書かれて

いる。文字数は約210字。図 13と同じく題字

の横に人物が書かれているほか、兎の顔が複

数描かれている。人物は正面を向く人物と背

面を向く人物で、前者の方が大きく描かれて

いる。前者は革靴に黒のマント、後者は着物姿

に傘をさしている。図13とは違い、題字と絵

が枠で囲まれており、挿絵というより、装飾つ

き題字の形を成している。また、上段と下段の

間に挿絵（図14）が描かれている。1頁目には

建物群が、2頁目には機関車が描かれている。

Ｔ4『啓助日記』に描かれている建物の挿絵（図15）

が窓を四角形で描いているのに対し、図14の建物の

窓は縦棒で描かれている。図14には階数・幅が様々

な建物が描かれている。2頁目の機関車の挿絵に注目

すると、客車の窓の数は 3 両とも同じ数で描かれて

いる一方、車輪の数が異なっていることがわかる。

窓の数は統一されていることから、無数に同じ形を

並べる「ムカデ描法」10)からは脱していることが伺える。 

 

【第2巻4号（1915年8月）掲載「梅雨の時」（図16）：10歳】 

 短い文章なので全文引用する。 

   もう梅雨は晴れたが梅雨の時は生糸の様な雨

が降ったりやんだりそれはそれは大そうしる

しい。この雨はやさしい様だがそれがかびをわ

かしたり又この雨にあたると病にかかるとい

ふ事ださうだ。 

 この文章にも「生糸のような雨」と比喩表現が使わ

れている。「しるしい」（日田弁で「気持ち悪い」の意）

や「やさしい」という形容詞も用いられている。 

 形式は、1段組 1頁分。鉛筆で書かれている。文字

数は約 88字。挿絵（図 17）は左端の余白に設けられ

た2つの枠にそれぞれ描かれている。枠は、上図はほ

ぼ正方形、下図は縦長の長方形である。上図には「日

がさしてふとん・たんぜんをほしてある所」、下図には「梅雨のもやうの所」と説明が書かれている。

上図は説明通り、物干し竿に十字模様の布団と丹前が描かれている。右上には半円から斜線を伸ば

した表現によって太陽が描かれている。下図は家の二階部分と雨、上部に雲が描かれている。「生糸

のような雨」と表現しているように、途切れなく細い斜線を引いて梅雨の雨を表現している。挿絵

図14 

図17 図16の 

挿絵部分拡大 

図16 

図15 Ｔ4『啓助日記』（2月7日の頁） 
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に説明を付けているのはこの作文が初めてである。 

 

【第2巻4号（1915年8月）掲載「學校のにかいより」（図18）：10歳】 

 この作文も短いので全文を引用する。 

學校のにかい向ふを見ると二つの大きな山が

見える。何山だらう私はわからない。今日はか

すみで分らない。私は今日は見えるかと思っ

てみると又見えない。今日もかすみかハハハ

ハハハ・・・・・・・・ 

 特に比喩表現や形容詞は使われていない。 

 形式は 1段組 1頁分。鉛筆で書かれている。文字

数は約92字。挿絵は文と文の間に設けられた 2つの

枠にそれぞれ描かれている。枠は、上図は縦長の長方

形、下図はほぼ正方形である。上図には「山が見える。

向ふの室は唱歌室」、

下図には「かすみて山がわからない」と説明が書かれている。上図

の絵は説明の通り、教室の窓から見える風景が描かれており、向か

いの教室や２つの峰が描かれている。教室内の机や窓枠も描かれて

いる。下図は、上図の絵にちょうど霞をかけ、山が見えなくなった

様子で、上図とほぼ同じアングルの絵である。しかし、枠が上図と

違い正方形であるため、上図の絵の上部は下図において切り取られ

ている。また、教室内の窓枠、向かいに見える教室の窓枠は簡略化

させている。上図と同じ構図の絵だから枠の縦横比を同じにしよう、

という意図は見受けられない。 

 

【第2巻6号（1915年10月）掲載 

「このえはがき 思い出」（図20）：10歳】 

「このよい繪葉書はいつか三谷さんと母あさんたちと箱崎へ参

った時三谷さんから買ってもらった繪葉書だ」と出だしに書かれて

いる。また、その絵葉書が元寇の様子を描いたものであると説明が

あり、絵葉書に描かれている絵について言及している。「わるい」

「よい」「ぞっとする」など形容詞や副詞が用いられている。 

形式は２段組1頁分。青インクで書かれている。文字数は160字。

挿絵は上段と下段の間と、文末の余白に描かれている。前者はおそ

らく元寇との合戦の様子を描いた絵と推測する。後者は絵葉書が綴じられたものの絵だと推測する。

Ｔ4『啓助日記』に描かれている本の挿絵（図21）同様、斜めの構図で描かれている。また、両者は

ともに、斜め構図ながら遠近法は用いられていない。題字には装飾がなされている。 

 

図18 

図19 図18の 

挿絵部分拡大 

図20 

図21 「静物⑤」3月15日 
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【第2巻6号（1915年10月）掲載「石坂」（図22）：10歳】 

石坂というクラスメイトについて

書かれている。「私の級で一番せいの

ふとく、又目方の重い者で（中略）

一番算術の下手な者で大きなことを

いふ者である」と書かれている。 

形式は 2段組 1頁分。青インクで

描かれている。文字数は約 117字。

挿絵は文末の余白に描かれている。

「ポンチ」と書かれているように、6

コマ構成でポンチの形を成してい

る。おそらく雪だるまのようなシル

エットの方が「石坂」で、もう一方

の人物が啓助本人、もしくは別のクラスメイトだろう。石坂との一悶着の様子が描かれている絵と

思われる。図13と違い、この挿絵に描かれている人物には関節がある。 

 

【第4巻4号（1917年8・9月）掲載「満洲旅行日記」（例：図24）：12歳】 

『骨肉』第 4巻 4号は「朝鮮満洲旅行記念

号」と銘打たれ、兄弟たちそれぞれの約一ヶ

月に及ぶ朝鮮満洲旅行11)についての作文を所

収している。その中の一部が啓助による「満

洲旅行日記」である。先行研究Ｄでも述べら

れているように、唯一啓助の「満洲旅行日記」

のみが旅程に沿った細かな日記となってい

る。「満洲旅行日記」は8篇、合計 15頁で、2

段組構成、内 8 頁分、真ん中のスペースに挿

絵が描かれている（例：図 24）。すべて青イン

クで描かれている。総文字数は約 6100字（400

字詰め原稿用紙約15枚分）。作文の文章から、

奉天を中心に様々な場所を訪れたことが読み取れる。 

奉天においては、西塔寺、新市街公園、奉天神社、忠魂碑、奉天城、給水槽や上水道タンクなど

の上下水道設備、小西門、満鉄公司、交渉局、皇居、正金銀行、北陵、小川沿及び蓮の名所などを

見学している。また、撫順では、撫順炭鉱の諸坑道、撫順神社、永安橋など、金洲では、三崎山、

民政署、南金学堂、旅順では、白玉山の表忠塔、納骨社、戦役記念館、東鶏山北砲疊、工科学堂、

203高地などを見学している。行きは関釜航路で門司港から釜山へ、帰りは大連埠頭から門司港へ、

というルートで大陸間を往復している。 

挿絵を①から⑦の項目に分け、それぞれみていく 

 

図22 

図23 図22の 

挿絵部分拡大 

図24 
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① 機関車 

1 頁目と 6 頁目にそれぞれ機関車

の挿絵が描かれている（図 25、26）。 

機関車の種類の特定には至っていな

いものの、図 25 は福岡を走る機関

車、図26は満洲を走る機関車を描い

たものと推測する。特に後者は、啓

助の日記の記述と絵の特徴が一致す

る点が興味深い。つまり、「支那の汽

車は英国式なれば煙突長く我々には

変に思われたり」と記し、図 26の機関車の煙突は図 25のそれより（細）長く描かれている。印象

に残った点と記憶がよく絵に表れている挿絵である。 

 

② 鉄橋 

2頁目には鉄橋の挿絵が描かれている（図 27）。描かれている鉄橋の候補として、筑豊本線上の遠

賀川を渡るときに通る鉄橋（図 2812)）と鴨緑江の鉄橋（図29）が考えられる。鉄橋のシルエットに

注目すると、その特徴は遠賀川の鉄橋を描いているように思われる。 

しかし、当時の地図を見ると、博多－門司間

の列車はこの鉄橋を通ってはいない。シルエ

ットは異なるが、異郷の鴨緑江の鉄橋を描い

た挿絵の可能性が高い。 

 

③ 京城南大門 

3頁目に描かれているのが図 30の挿絵である。同頁

に「京城大南門（ママ）に着す」と記していることか

ら京城南大門を描いた挿絵と推測する。実際の写真（図

図25 『骨肉』第4巻4号（1917年8・9月）「満洲旅行日記 一」 

図26 『骨肉』第4巻4号（1917年8・9月）「満洲旅行日記 三」 

図27 『骨肉』第4巻4号（1917年8・9月）「満洲旅行日記 一」 

図29 鴨緑江の鉄橋（『釜山鴨緑江間 寫眞帖』 

（朝鮮総督府鉄道局，1900年）） 

図31 京城南大門（『釜山鴨緑江間 寫眞帖』 

（朝鮮総督府鉄道局，1900年）） 

図30 『骨肉』第4巻4号（1917年8・9月） 

「満洲旅行日記 二」 

図28  

http://loca.ash.jp/photo/qsfo/nm/ongagawa01.jpg
http://loca.ash.jp/photo/qsfo/nm/ongagawa01.jpg
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31）を見ると京城南大門の前には路面電車が通っている。挿絵にも同じく路面電車が描かれており、

この点において一致する。一方、京城南大門の 2層の屋根は挿絵においては再現されていない。 

 

④ 奉天駅前 

4頁目には図32の挿絵が描かれている。同頁にお

いて奉天に着いた時のことが記されていることから

奉天の風景を描いた挿絵と推測する。特に、当時、

奉天駅の前に伸びていた三本の大きな道（図 33：3

本の内の1本「浪速通り」）のいずれかを望んだ風景

と推測する。図34にみられるように、当時の奉天駅

の前には馬鉄が通っている。挿絵の中にも馬鉄が描

かれている。建物の細かなシルエットは詳細に描か

れてはいないため、どの通りを描いたのか明確な特

定は難しいものの、馬鉄の客車のシルエットは細か

いディテールを捉えている。馬の描写は苦手なようである。 

⑤ 西塔 

5頁目に描かれている図 35は、西塔（図36）を描いた挿絵だろう。実物通りのバランスには描け

ていない。しかし、啓助の記憶に残った部分が逆によくわかる。つまり、塔のてっぺんにぶら下が

る2つの飾り（図37）と、塔の中ごろの崩れた痕である。特に飾りは、写真（図 37）で見るとかな

り小さいものの、挿絵では大きく描かれている。写真では西塔の台座には浮彫が施されていること

が確認できるものの、挿絵には描かれていない。 

⑥ 北陵  

図33 『復刻 満洲絵葉書寫眞帖』（文英堂書店） 

「浪速通り」 

図32 『骨肉』第4巻4号（1917年8・9月） 

「満洲旅行日記 二」 

 

図34 『絵はがきでみる日本近代』 

（青弓社） 

図36『復刻 満洲絵葉書寫眞帖』 

（文英堂書店）「西塔」 

図35 『骨肉』第4巻4号 

（1917年8・9月） 

「満洲旅行日記 三」 

図37  

図36の西塔の先端拡大 
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8 頁目には 2 点の挿絵が描かれている（図 38）。左の象の挿絵は同頁に北陵の象を見たという記

述があることから北陵の敷地内にある象の彫刻（図 39）を描いたものであろう。象の挿絵で注目す

べきは、実際の象の彫刻と鼻の曲がっている向きが違うことである。記憶をたどりながら描いてい

ることが顕著に表れている。右側

のもう一点の挿絵は北陵の正門

（図40）を描いたものだろう。 

 実物の門の柱は直線的であり、

挿絵とは異なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 旅順の光景 

13 頁目には、4 点の挿絵が描かれている（図 41）。同頁において旅順での見学が述べられている

ことから、どれも旅順で見学したものを描いた挿絵と推測する。一番右の挿絵は白玉山の表忠塔（図

42）の絵である。その左に描かれている黒い突起物や大砲は、同地で見学した鶏冠山や 203高地、

戦役記念館のどこかに飾られていた砲弾や大砲だろうか。この大砲には、弾が発射された時に描く

ような斜線が描かれている。一番左に

描かれているのは、東鶏冠山北堡塁（図

43）と推測する。啓助はこの地を訪れ

「是所露軍の自爆発せしめり所」と記

している。東鶏冠山北堡塁の石碑も

描かれているように見える。 

左：図39 右：図40 『復刻 満洲絵葉書寫眞帖』（文英堂書店）「北陵」 

図38 『骨肉』第4巻4号（1917年8・9月）「満洲旅行日記 四」 

右：図42 左：図43『復刻 満洲絵葉書寫眞帖』（文英堂書店）「表忠塔」と「旅順東鶏冠山砲塁」 

図41 『骨肉』第4巻4号（1917年8・9月）「満洲旅行日記 七」 
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4 形式について 

 

最後に、以上見てきた文章に添

えられた絵について、描かれてい

る位置に注目して再度形式的な観

点から考察を深めたい。 

上記の啓助の「作文」作品にお

いて描かれている挿絵の位置は、

主に、文中（文の前後をまたぐ形

で配置されているもの：図4等）、

文末（図 2、8等）、上段と下段の

間、の 3つに大別される。例外と

して図13は題字の右（文の一番初

めの位置）に描かれている。同様

の形に見える図 14 の題字は、題字の左に描かれた挿絵ではなく、装飾の一部をなす形になってい

る。兄弟の作品にも同様の例がみられる（図 44）。「文中」「文末」の形は、新聞の形式を想起させ

る。題字の装飾も新聞、もしくはその他の出版物の形式を想起させる。上段と下段の間に描く形式

は見覚えがない。なにかヒントを得た形式があるのだろうか。 

もう１つ、今回考察していないものの、Ｔ4『啓助日記』の形についても、「問題と目的」におい

て疑問を挙げた。大正期、学校現場で行われるようになった絵日記の形式が、現代の絵日記帳に見

られるような上段に余白、下段に罫線（文章）、という形であったとは考えにくい。なぜならば、唐

沢の『図説 近代百年の教育』が示す資料（図 4513)）が巻き物の形式だからである14)。また、外山

卯三郎は「われわれの小学校時代には、毎日毎日のページの中に算術や読み方やつづり方が書ける

ようになっている「夏休みの友」というようなワークブック類が与えられて、そのページのところ

どころに絵が描けるようになっていました。現在の小学校では（中略）図画の宿題として「絵日記」

があります」15)と書かれている。外山は明治36（1903）年生まれである。よって「われわれの小学

校時代」とは、尋常小学校1から6年、つまり明治43（1910）から大正5（1916）年までのことを

指している。気になるのは、この時のことを「そ

のページのところどころに絵が描けるようにな

って」いた、と振り返り、「現在の小学校では（中

略）図画の宿題として「絵日記」があります」と

述べている点である。この文章からは、外山が小

学校時代には、絵を描くフリースペースはあった

一方、現在のような絵日記の形ではなかった、と

いう意味にとれる。 

また、先ほど、文中や文末に挿絵が描かれてい

る形を、新聞紙の形式を想起させる、と述べた件

に関して、唐沢の『図説 近代百年の教育』に興

図44 第2巻1号 図45 例として挙げられている 

絵日記の図版 

図46 第三期国定教科書 
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味深い資料が載っている（図 4616)）。これら第三期国定教科書を見ると、文末部分や上段に挿絵が添

えられており、『骨肉』やＴ4『啓助日記』の形式に似ていることが伺える。しかし、第三期は大正

7（1918）年からであるため、『骨肉』後の資料である。よって、影響を指摘できない。同じく『図

説 近代百年の教育』に示されている『穎才新報』（明治 11年2月）のものは上段に挿絵、下段に

文章の形になっている。また、さらに同時期の資料を引っ張ってくるならば、同じ形式をもつもの

として『三字経読本 仮字絵入』17)を挙げることができる。 

このように、『骨肉』の「作文」作品の形式の原点を明らかにしようとしたとき、現状では『骨肉』

以前の資料を示すことになる。 

 

 

おわりに 

 

 以上、今までの美術教育史研究があまり注目してこなかった、当時の実際の子どもの姿を追究す

ることを目的として、啓助の「作文」作品に添えられた絵について分析した。そこで、以下のよう

な推測が成り立った。 

1 つ目は、「満洲旅行日記」に描かれた挿絵等、「記憶画」というにふさわしい絵が多く描かれて

いるということである。「記憶画」という用語について、『日本美術教育史』18)は「（前略）特ニ熟視

シタル実物ヲ追想シテ描カシム」19)と説明している。これは、学校教育において指導する種類につ

いての説明で、臨画についても併記してある。このことから、当時の教育において指導されていた

項目が臨画のみでなかったことがわかる。一方、現場での指導内容は長きにわたり臨画中心であっ

たことは諸氏の研究が明らかにしている。しかし、『骨肉』やＴ4『啓助日記』、今回分析した「作文」

作品、「満洲旅行日記」に描かれている図画や挿絵は、臨画でないものが多く、 特に「満洲旅行日

記」の挿絵は記憶画が中心であることが分かった。これは、普段の生活では、子どもたちが臨画を

嗜むのではなく、記憶画的な手法を主にして美術に親しんでいたことを示しているのではないだろ

うか。つまり、子どもの姿にも「自由画教育運動」以前に、臨画からの脱却の姿勢（というよりは

むしろ子どもの本来の姿）が伺えるのではないだろうか。 

2 つ目は「作文」作品の形式についてである。挿絵を描く位置には決まりがなく、作品ごとに違

う。啓助がどこから枠を設けて挿絵を描く手法を学んだか注目し、4 章において教科書などを取り

上げて検討した。一方、先行研究Ｌの指摘も無視できない。つまり、向野堅一(父)と出版界との浅

からぬ関係と親戚である廣瀬貞一が博文館に務めていたという事実である。さらに隆子(母)が博文

館から絵本を取っていたという事実もある。このことから、皆川は向野家を「教育情報の先進的受

容家庭」として位置付けている。また、『骨肉』には「みつこしタイムス」などの絵を臨画（時にア

レンジ）した作品が掲載されていることも先行研究Ｆ・Ｌで解説されている。このことから、「作文」

作品の挿絵の描き方も、先進的に受容していた当時の刊行物から吸収していたものと推測する。 

また、絵日記の形式に注目すると、特にＴ4『啓助日記』や「満洲旅行記念号」の挿絵は確かに記

憶をもとに描かれた、現代の絵日記に近い姿が伺える。しかし、日記の用箋は年によっても『啓助

日記』や『骨肉』によっても違い、必ずしも現代のような子ども向けの絵日記帳のような形式は見

られない。さらに、挿絵を描こう、という強い意識は感じられない。それは、Ｔ4『啓助日記』にお
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いて、余白を余白のままにしていたり、余白に文章を追加で書いていたりと、必ずしも余白が挿絵

を描くスペ―スとなっていないこと、「満洲旅行日記」においても、挿絵を描いていない頁があり、

「絵日記を描く」という構えが伺えないからである。つまり、これらの資料には子どもの自由な姿

がみられる。以上のことに加え、前述の唐沢が提示している絵日記の図版、外山の証言を踏まえる

と、絵日記が学校現場に登場したのは、早くとも大正期の後期ではないか、という推測に至る。 

3 つ目は絵の特徴についてである。当初より「満洲旅行日記」に描かれている挿絵には対象の全

体像を描いた引きの絵が多いことが気になっていた。今回の分析を通して、2 段組構成の「作文」

作品に描かれている挿絵も全体を捉えた引きの絵が多いことがわかった。逆に枠の中に描かれてい

る絵は対象が切り取られている絵が多い。当初は「満洲旅行日記」に描かれている挿絵は、異国の

地の見慣れない風物のため、細部より全体像の方が描きやすかったのだと推測した。しかし、「満洲

旅行日記」と「作文」作品の共通点から考えると、枠の有無が記憶の切り取り方(構図の取り方)に

関係しているのではないか、という新たな推測が立つ。 

最後に、啓助の文章の書き方について新たな発見があった。先行研究Ｄでは、「満洲旅行日記」の

記述について「簡単に経過を記すのみ」20)と指摘されている。これはＴ4『啓助日記』の記述におい

ても同様の特徴がみられる。しかし、「作文」作品には形容詞や副詞、比喩表現が用いられている文

章が多数確認でき、感情の表現が見られた。この点は新たな発見であった。 

以上、今回の分析は様々な推測と多くの研究課題を残した。本稿は資料紹介的な意義に止まる。

しかし、絵日記に関して歴史的な観点からの研究（論述）が殆どないことから、このように実際の

子どもが取り組んだ作品を元に文章と絵の関係を考察できることは貴重である。唐沢は、絵日記が

開始された背景として「児童の生活を重視する」21)大正期の新教育思想を挙げている。まさに啓助

の取り組みは児童の生活そのものだったわけである。ここに、美術教育史は誰かの教育論で突発的

に転換がなされてきたわけではなく、啓助のような子どもの姿を汲み取って変化してきたのではな

いか、という大きな推測をたてる。今後は、絵日記の歴史についてより深く探求し、これらの推測

を検討していくことが課題である。 

 

 

注 

1) 工藤友治は「大正期の想画指導－青木実三郎の「指導標準」－」『美術科教育学会誌』，7号,1985年，142頁にお

いて「青木実三郎は、これ（執筆者註：山本鼎が自由画教育運動を始める時期）より 10年も前から、子どもの個

性と自由を認め、形にはまった臨画から解放し、臨本を廃止して自由に描かせるという想画の指導を実践してい

た」と述べている。また、大野直志は「尋常小学校における図画教育実践研究に関する考察―尋常小学校における

自由画教育前夜―」『美術科教育学会誌』，5号, 1983年，125頁において「自由画教育の主張が、急速に教育現場

に受け入れられてゆくには、自由画教育運動が展開される以前に、（中略）自由画教育を受け入れる実践が成立し

ていたものと考えられる 」と推測し、実際に愛媛県の大正期の記録からこの推測を裏付けている。 

2) これまでの『骨肉』関連の研究論文、研究ノートを列挙すると以下のようになる。 

A．西部こずえ「『骨肉』における漫画」（茨城大学大学院教育学研究科，2006年）. 

B．向野康江「1900年代の一家庭教育における図画教育の成果」 

『InSEA 2007 Asia Regional Congress Seoul, Korea』，2007年，682-695頁. 

  C．齊藤太郎「『骨肉』―大正期家庭教育をうかがわせる手作り雑誌―」 

  『桜花学園大学人文学部研究紀要』，第 11号，2009年，127-138頁. 

 D．齊藤太郎「一九一七（大正六）年向野兄弟の朝鮮・満洲旅行―『骨肉』・大正期家庭教育をうかがわせる手作り

雑誌（二）」『桜花学園大学人文学部研究紀要』，第12号，2010年，166-176頁. 
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