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はじめに 

地球上のさまざまな民族同士が、戦争をすることなく、平和的に
共存し合う関係を築くこと。これが、外国語教育の究極の目的であ
る。そのためには、言語の壁を越えて意思疎通を図り、異なる言語
と文化を尊重し、相互に理解し合う必要がある。
そうした理想に向かうためには、理想を阻むものを取り除かなけ

ればならない。そのために必要不可欠な課題のひとつが、過去の
「戦争と外国語教育」の関係を明らかにすることである。その基礎
作業として、次の3点を解明する必要がある。

（1）学校教育において、英語などの外国語教育が若者をどう戦争
に駆りたてたか。

（2）外国語教育関係者が、戦争と外国語教育との関わりについて
どのような言動を行ったか。

（3）陸海軍で外国語がどう教えられ、敵を攻略するための戦いの
武器として利用されたか。

このうち、（2）については、太平洋戦争期に限ってではあるが、川
澄哲夫が『資料日本英学史2　英語教育論争史』（大修館書店、1978）に
おいて、英語教育関係者などの発言を詳細に収録している。また英
文学者の言動については、宮崎芳三が『太平洋戦争と英文学者』（研
究社出版、1999）で見事に検証している。（3）については、筆者が本書
の姉妹編である『英語と日本軍』（仮題）を刊行予定である。
そこで本書は（1）に焦点を絞り、日本の小学校や中等学校などの
外国語教育（ほとんどは英語教育）において、〈戦争〉をどう教えて
きたのかを明らかにすることを目的とした。
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その際に、本書では〈戦争〉を広義の意味でとらえ、敵国と戦闘
状態にある狭義の戦争に限定せず、戦争に至るまでの過程をも対象
とした。若者を戦場に動員するためには、学校教育を通じて、民族
的・人種的偏見、天皇や軍人への崇拝、軍隊や軍事技術への憧れ、
対外領土への欲望、愛国心と国家に殉ずる精神などを刷り込む必要
があるからである。そのため、本書では括弧付きの〈戦争〉と表記
することで広義の意味であることを示し、以下の諸要素を含めた。

1. 戦闘、軍隊、軍人、兵器、植民地、戦争の社会的影響など
2. 戦争を誘発する民族的・人種的な差別や偏見など
3. 戦争に関係するシンボルとしての天皇、日の丸などの国旗、教
育勅語、靖国神社など
4. 対極にある平和、民主主義、国際協調、民族解放など

考察に際しては、できるだけ主観を排し、事実に徹した記述を
心がけた。そのため、実際に使われた英語教科書、とりわけ文部
省の検定済および国定の英語教科書を主な対象に、それらの教材
内容を分析することで、実態を明らかにすることに主眼を置いた。
戦前の教育においては、教科書「で」ではなく、教科書「を」教え
ることが学校教育の中心であり、教科書の中のトピック（題材）こそ
が、いかなる人間を育てようとしていたのかを雄弁に語りかけるか
らである。
平成の現在、学校教育では英語の運用能力の指導ばかりが強調

されている。しかし、教科書の題材論に目を向けるならば、英語教
育を通じて子どもたちをいかなる人間に育てるのか、という大問題
を考えざるを得なくなる。
ただし、戦前の教科書史的な研究には大きな困難が立ちふさがっ

ている。生徒たちが手にした英語教科書（供給本）を包括的に所蔵
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している機関が存在しないからである。
そうした事情から、筆者は約30年をかけて、生徒たちが実際に
使用した「供給本」などの教科書類を数千冊収集してきた。本書で
は、そうした供給本の教材を優先的に採用し、それ以外の教科書は
補足的に利用するにとどめた（序章参照）。
執筆に際しては、事実をして語らしめるために、各時代の教科書

の本文や挿絵を忠実に再現した。それらを実際に読み解くことで、
当時の子どもたちと学びの体験を共有し、教材の内容がいかなる精
神的な効果をもたらすかを味わっていただきたい。掲載した英文は
各テーマの代表的なもので、なるべく難易度の異なるものを厳選し
た。すべて教科書に収録されたままの原文であるため、今日の視点
から見れば差別的な表現や古い語法も散見されるが、資料的な価
値を尊重してご容赦いただきたい。
教材を読み解く上での補助として、英文のあとに参考訳（大要を

含む）を付けた。しかし、あくまで参考であり、まずは英文をお読
みいただければ幸いである。このことは、学びの追体験に加えて、
当時の英語教育の水準を知る上でも欠かせない。たとえば旧制中学
の3年生は現在の中学3年生と同じ学齢であるが、英語の水準は現
在の検定教科書とは比較にならないほど高度であることに気づか
れるだろう。そうした事情を知る上で必要な戦前の学校制度や外国
語教科書の発行状況などについては、序章を お読みいただければ
幸いである。
なお、戦前にも今日の学習指導要領にあたる「教授要目」など
が存在したが、題材内容までは指定しなかった。そのため、〈戦争〉
教材をまったく含まない英語教科書も存在した。つまり、ほとんど
の〈戦争〉教材は、軍や政府からの命令で盛り込まれたのではな
く、著者や出版社が自分たちの意思で盛り込んだのである。もっと
言えば、民間発行の検定教科書は市場原理が働く「商品」だから、
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〈戦争〉教材を盛り込んだ方が売れるとの判断が働いたのである。
つまり、〈戦争〉教材の背後には、〈戦争〉教材を求める「民意」が
あった。最大の問題は、まさにこの点にある。
そのため、それぞれの教材に接する際には、想像力を働かせ、ぜ

ひ各教材が掲載された時代状況の中に身を置いたつもりで読み解い
ていただきたい。戦後民主主義の地平に立って戦前の〈戦争〉教材
を批判することは簡単であろう。しかし、それぞれの教材はどのよ
うな社会的・歴史的な状況の中で執筆され、使用されたのか。なぜ、
〈戦争〉教材が盛り込まれたのか。他の選択肢はなかったのか。批判
は許されたのか。などについて、自らを各時代にタイムスリップさせ
て考え、「当時の教師・生徒だったら、自分に何ができたか」という
発想で読むことをお勧めしたい。同じ過ちを繰り返さないためには、
自分を安全圏に置いてはならない。
2015（平成27）年は敗戦から70年目にあたる。明治初期に誕生した

陸海軍は1945（昭和20）年の敗戦とともに約70年で終焉したから、戦
後の70年は近代日本のちょうど後半部分となる。戦争に明けくれた戦
前の70年とは反対に、戦後の70年は幸いにして日本国民が戦争の前
線に立つことはなかった。戦争に対する厳しい反省をふまえ、平和主
義と戦争放棄の原則に立つ日本国憲法に護られてきたからである。
しかし、戦後70年を経過した今、過去の悲惨な歴史を忘れ、あ
るいは改

かいざん

竄・美化し、日本国憲法第9条を改変して、戦争を可能に
する体制に変えようという動きもかつてなく強まっている。
外国語教育の本務は国境を越えたコミュニケーションと国際的

な平和・友好親善である。そうである以上、自らの過去の歴史を謙
虚に振り返り、戦前の英語教育が子どもたちをどのように〈戦争〉
へと向かわせたのかを検証し総括することは、今こそ行わなければ
ならない責務なのではないだろうか。
それは「自虐」などではない。健全な教育へと再生するための切
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開手術であり、病根を摘出するために避けては通れない痛みなので
ある。
敗戦から70年も経過したが、これまで英語教科書における〈戦争〉
教材の検証作業はほとんど行われて来なかった。あまりに遅きに失
したが、病根を放置したまま知らないふりをすることは、後の世代
に対して、また諸外国の人々に対しても、あまりにも無責任である。
そう考えて資料収集と考察を進めてきたが、もとより本書はその
第一歩に過ぎない。あとに続く人々が次なる一歩を進めるための踏
み石となれば幸いである。

 2015年6月23日　沖縄戦終結の慰霊の日に
 江利川 春雄

【凡　例】

一、 教科書の表記に関しては、たとえば武信由太郎著New School Composition 

3（1913年2月10日検定済：師範・中学）とある場合、書名のあとの「3」は

第3巻の意味である。また、「検定済」とは文部省検定済のことで、直後の

「師範」とは使用対象が「師範学校英語科用」、「中学」とは「中学校外国

語科用」である。同様に、「実業」「女学校」「高等小学校」は、それぞれ

「実業学校外国語科用」「高等女学校外国語科用」「高等小学校外国語（英

語）科用」を示す。

一、 引用文の旧漢字は、人名を除き、原則として新漢字に改めた。引用文がカ

タカナ表記の場合は、原則としてひらがな表記に改めた。また、適宜、句

読点・濁点・ルビを補った。

一、 表記については「大日本帝国陸軍」「皇軍」などの当時の呼称を「（日本）

陸軍」「（日本）海軍」に一括し、「支那事変」「大東亜戦争」なども、今日

の歴史学で標準的に用いられる「日中戦争」「アジア･太平洋戦争」などに

改めた。

一、 引用文の明らかな誤植は改めた。本文中の〔　〕は、江利川による補足・

註釈である。
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思想は、日露戦争を正当化し、軍備拡張や植民地再分割戦争を正
当化する上で利用価値があった。

日露戦争

下関条約（1895年）の直後に、ロシア、ドイツ、フランスが日本に
対して遼東半島の清への返還を要求し（三国干渉）、以後日本は対
ロシア戦争に備えて耐え忍ぶ「臥

が

薪
しん

嘗
しょう

胆
たん

」の時期を迎えることに
なる。このとき、日本は対ロシア政策で利害の一致するイギリスと
1902（明治35）年に日英同盟を結んだ。
日露戦争前年の1903（明治36）年6月には、東京帝国大学などの
7人の教授が「七博士意見書」を政府に提出し、桂太郎内閣の対ロ
シア協調外交を軟弱であると糾弾、朝鮮・満州での日本の勢力圏確
保のためにロシアに対する武力強硬路線への転換を迫った。これが
新聞で報じられるや世論は沸騰し、主戦論に大きく傾いた。メディ
アもこれを煽り、政府の「弱腰外交」を批判する世論が形成されて
いった。
当時、東京での最大発行部数を誇っていた『萬

よろずちょうほう

朝報』の創刊者・
黒岩涙

るいこう

香は、当初は日露戦争の開戦に反対だったが、開戦論に傾い
た世論に迎合し、主戦論に転じた。そのため、非戦論を貫く幸徳秋
水、堺利彦、内村鑑三が退社、幸徳と堺は新たに週刊『平民新聞』
を1903（明治36）年11月から発行し、「平民主義・社会主義・平和
主義」の立場から非戦論を展開した。新聞の第1面には英文欄を設
け、敵国ロシアをはじめ世界に情報を発信し、人民の国際的な連帯
を訴えた。日露戦争まっただ中の1904（明治37）年8月には、オラン
ダに世界の社会主義者が結集した第二インターナショナルの大会
の壇上で、日本代表の片山潜

せん

とロシア代表のプレハーノフとが固く
握手を交わし、資本家と帝国主義こそが万国の労働者の敵であると
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するプロレタリア国際主義を訴えた。
しかし、1904（明治37）年2月に政府が日露戦争に踏みきると、非
戦論と社会主義運動の拠点だった『平民新聞』は相次ぐ弾圧を受
けるようになり、1905（明治38）年1月の第64号で廃刊となった。発
行元の平民社も、同年10月に解散を余儀なくされた（荒畑寒村『平民
社時代』）。
こうした公然たる反戦活動が教科書に掲載されることはありえな
かった。逆に、日露戦争直後には日本軍の活躍を賞賛する英語教材
が格段に増えた。まず、 1冊丸ごと日露戦争を扱った英語副読本とし
ては、次の5冊が中学校用として文部省の検定認可を受けている。

○ 玉真岩雄著The Battle of the Japan Sea. 田村奈良吉、1906年3
月1日検定済

〇 玉真岩雄著The Reminiscences of the Russo-Japanese War. 興
文社、1907年4月15日検定済

〇 東郷吉太郎著・高楠順次郎訳 The Naval Battles of the Russo-

Japanese War. 安藤兎毛喜、1907年12月11日検定済
○ 鹿島長次郎著The Russo-Japan War, Land Battles of 1904-

1905. 興文社、1908年8月1日検定済
○ 鹿島長次郎著The Russo-Japan War, Naval Battles of 1904-

1905. 興文社、1908年8月1日検定済

日露戦争後に急増した〈戦争〉教材は男子の中学校用にとどま
らず、高等女学校用や高等小学校用の教科書にも及んだ。たとえ
ば、高等小学校用の英語教授研究会編 New Imperial Readers for 

Primary Schools 1（1907年1月10日検定済）では、子どもたちの戦争ご
っこを題材に、簡単な単語の発音練習を行わせている（図2-4）。海
軍水兵にコスプレした先頭の子どもは日の丸を大きく掲げ、おもち
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ゃの大砲を引いている。子
どもたちの背後には凱旋門
が描かれ、日露戦争の戦勝
気分を演出している。
日本最初の高等女学校用
英語教科書である武田錦

き ん こ

子
著 Girls’ English Readers

（女子英語読本）は、日露戦
争前の1902（明治35）年の
4月7日に文部省の検定を
受けている。その第1巻に
は戦時色はほとんどなかっ
た。ところが、日露戦争後
の1907（明治40）年4月4日
検定済の改訂版では内容が

一変し、9編もの〈戦争〉教材が盛り込まれた。巻頭の口絵にも日
本の戦艦が描かれている（図2-5）。その第34課（図2-6）もまた「戦
争ごっこ」である（全文；下線は原文）。

Lesson 34〔戦争ごっこ〕

There was a great war in China.

Let us march.   Play a march.

It is March now.

Don’t beat him.

Keep your drum in the box.

Taiko was a brave general.

Soldiers fight.

We love the Hinomaru flag.
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図2-4　小学校教科書の「戦争ごっこ」
（英語教授研究会New Imperial Readers for 
Primary Schools 1, 1907）
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図2-5　女学校教科書の口絵に軍艦
（武田錦子Girls’ English Readers: Revised Edition 1, 1907）

図2-6　女学校教科書にも「戦争ごっこ」
（武田錦子Girls’ English Readers: Revised Edition 1, 1907）



Let us play war.

That will be fun!

Where are the flags and the drum?

They are in the toy-box in my room.

Go and bring them.

Boys, you are all soldiers ; you may march with your guns and 

flags.

I am a general, a brave general, too.

Goro, you may beat the drum.

Now, go on! March! one two, one two, Rub-a-dub! Rub-a-

dub!

O dear, you don’t keep time at all.

This room is too small. Let us march out.

〔戦争ごっこ〕

中国で大きな戦争がありました。
行進しましょう。進軍ごっこをします。
今は3月です。
バチでお友達を叩いてはだめですよ。
太鼓は箱にしまっておきなさい。
太閤〔豊臣秀吉〕は勇敢な武将でした。
兵隊さんは戦います。
私たちは、日の丸の旗が大好きです。

戦争ごっこをしましょう。
きっと面白いですよ。
旗と太鼓はどこでしょう？
お部屋のおもちゃ箱の中です。
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取りに行きなさい。
男の子は兵隊さんです。鉄砲と旗を担いで行進しなさい。
僕は将軍で、しかも勇敢な将軍です。
五郎は太鼓を叩きなさい。
さあ進め、行進だ。イチニ、イチニ。タンタカ、タンタカ。
あれあれ、歩調がぜんぜん揃っていませんよ。
この部屋は狭すぎます。お外に出て行進しましょう。

このように、躍動感のある英語で、子どもたちが太鼓を打ち鳴ら
しながら行進する風景を描いている。女子用読本なのに、女子は出
てこない。
この課の本文の下には、次のような英作文問題が付けられている。

これ以外にも、この女子英語読本は「乃木大将は其
その

愛児二人を
戦争で失はれました。」や「我々の国の為めに戦ふは我等の義務で
す。」といった英作文問題を盛り込んでいた。
男性だけでは戦争はできない。女性が銃後の守りを固め、母親が

息子を軍隊に差し出す覚悟が必要である。「良妻賢母」教育を進め

Write in English

1. あなた方の大将は誰ですか
   我々の大将は勇敢な大山〔大山巌

いわお

〕大将です
2. 兵士は剣と鉄砲持ちて進み且

か

つ戦ひます
3. 此

この

鉄砲は村田銃です
4. 我々日本人は皆日の丸の旗を愛します
5. 叔父は来る三月頃北京へ参ります
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た高等女学校の英語教育は、
そうした「軍国の母」を育て
る役割をも担っていたので
ある。
井上十吉の Inouye’s New 

English Readers 5（1913年1月
11日検定済：中学）には、第27
課と第28課にThe Battle of 

Nanshan（南山の戦い）が掲載
されている。その戦闘描写は
生々しい。南山の戦いは、1904
（明治37）年5月に、中国東北
部（満州）の南西に突き出た
遼
リャオトン

東半島の最も狭い部分に
ある南山付近で行われたロ
シア軍と日本軍との激闘であ
る（図2-7）。
日清戦争に勝利した日本は、下関条約で遼東半島を清から割譲
させたが、ロシア・ドイツ・フランスの三国干渉によって返還を余
儀なくされた。ところが、ロシアは遼東半島の旅順・大連の租借権
と、南満州支線の鉄道敷設権を得て、軍港や鉄道を建設し、旅順
には要塞を建設した。日本政府は腹を立てた。同じことを狙ってい
たからである。こうして、この地は日本とロシアの因縁の対決の場
となるのである。
日本陸軍は南山の戦闘で、大砲と機関銃をかまえる近代的なロ
シア軍陣地に正面攻撃を敢行した。そのため、たった1日で日清戦
争の全死傷者に匹敵する4,300人もの死傷者を出したのである。か
ろうじて勝利した後に、半島先端の旅順要塞に陣取るロシア軍との
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（井上十吉 Inouye’s New English Readers 5, 
1913）
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戦闘へと進む。ここでも日本軍はおびただしい犠牲を払いながら、
203高地を奪取し、旅順を陥落させた。その203高地も旅順攻略も
英語教材になった。

日本海海戦

日露戦争の命運を決する一大決戦が、1905（明治38）年5月27日
から28日にかけて対馬沖で行われた。日本海海戦である。この戦
いで、東郷平八郎大将が率いる日本の連合艦隊は、ロジェストヴェ
ンスキー中将が率いるロシアのバルチック艦隊を壊滅させた。ロシ
ア側の損害は、戦艦6隻を含む16隻が撃沈、5隻が自沈、中立国抑
留が6隻で、戦死者4,830名、捕虜6,106名に達した。これに対して、
日本側は小型の水雷艇3隻が沈没しただけで、戦死117名、戦傷583
名という世界の海戦史上まれに
見る一方的な勝利だった。
日本海海戦は日本中を熱狂さ
せた。それと同時に、アジアの
小国と見なされていた日本がヨ
ーロッパの大国ロシアを破った
ことに、世界が驚いた。
当然ながら、日本海海戦は英
語教科書にもよく取り上げられ
た。たとえば、塩谷栄著English 

Composition for Secondary 

Schools 3（1917年12月8日検定済：師
範・中学）の第7課The Battle of the 

Japan Sea（日本海海戦）では、ま
ず海戦に関する対話例文を提示
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図2-8　ロシア艦隊を破った日本海海戦
（塩谷栄 English Composition for 
Secondary Schools 3, 1917）



し、そこでの英語表現を活用して英作文課題を解く構成になってい
る（図2-8）。そうした教材の流れを見るためにも、この課の全体を
紹介しよう。なお、この英作文教科書は、当時の中学校5年生用（現
在の高校2年の学齢）の教材である。まずは対話例文である。

THE BATTLE OF THE JAPAN SEA

How is the 27th of May long remembered? 

As the anniversary of the Battle of the Japan Sea.

The Russian Fleet was utterly defeated by the main squadron 

of Japan in the battle, wasn’t it?

So it was.

Where had the Russian Fleet come from?

From the Baltic Sea to reach the port of Vladivostok.

It had had a long way to come, hadn’t it ?

Yes, it had, indeed.

Where and when did the two fleets meet?

In the north of Tsushima Strait, at two in the afternoon.

How many ships did the Japanese squadron consist of ?

Four battleships and eight armoured cruisers.

How many had the Russians ?

Eight battleships, three armoured cruisers, and three coast-

defence ironclads.

Who commanded the Japanese squadron?

Admiral Togo was in command. 

What did he do on sighting the Russian Fleet?

He gave the order for all his ships to go into action.

What was the famous signal he gave soon?

“The fate of the Empire depends upon this event.  Let 

every man do his utmost!”

In what ship was this run up ?

In his flagship Mikasa.
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What was the result of the engagement? 

It is well known to us. Nearly all the Russian ships were 

either sunk or captured.

How was it about the Japanese ships?

None of them was completely put out of action.

日本海海戦

5月27日は何の日として、長く記憶されるでしょうか？
日本海海戦の記念日としてです。

ロシア艦隊は、日本連合艦隊の主力に完敗したのでしたよね？
その通りです。

ロシア艦隊は、どこから来たのですか？
バルト海を通って、ウラジオストク港に向かっていました。

長距離の航海だったのですよね？
本当に長い航海でした。

ロシア艦隊と連合艦隊は、いつどこで相まみえたのですか？
場所は対馬海峡の北で、時刻は午後2時でした。

連合艦隊の編成はどうだったのですか？
戦艦4隻と、装甲巡洋艦8隻でした。

ロシア艦隊の方は、どうだったのですか？
戦艦が8隻、装甲巡洋艦が3隻、海防艦が3隻でした。

連合艦隊の指揮を執っていたのは誰ですか？
東郷司令長官でした。

ロシア艦隊を発見した際に、司令長官はどうしましたか？
全艦に戦闘開始を命じました。

司令長官が送った有名な合図は何でしたか？
「皇国ノ興廃コノ一戦ニ在リ。各員一層奮励努力セヨ。」で
した。
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以上の対話例文を活用して、続く練習問題Aでは日本海海戦に関
する自由英作文を課している。続くBは和文英訳10題（英文のヒント
も原著のまま）で、この課全体を通して日本海海戦の全体像がわかる
ように構成されている。なお、日本海海戦は海軍兵学校（海兵）や海
軍機関学校（海機）が好んで入試に出題したネタで、この教科書は
それらの入試問題も盛り込んでいる。問題末尾に記されている〔39
海機〕は、海軍機関学校が日露戦争の翌年の明治39（1906）年に出
題した問題という意味である。ただし、実際の入試問題には英語の
補注は付いていない。

その合図を掲げた艦船は何ですか？
旗艦三笠でした。

交戦の結果はどうでしたか？
皆がよく知っています。ロシア艦隊の大部分が撃沈あるい
は捕獲されました。

我が連合艦隊の方はどうだったのですか？
完全に戦闘不能となった艦船は一隻もありませんでした。

（続き）

EXERCISE A

Write a composition on the Battle of the Japan Sea, based on 
the above conversation.

EXERCISE B

1. 露国艦隊が我が主力艦隊の近くにあるといふことを知った
のは、五月二十七日の午後一時半頃であった。
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次に読解教材を見てみよう。佐川春水著New Star Readers 4（1930
年4月11日検定済：中学）の第13課と第14課にまたがるThe Battle of the 

Japan Sea（日本海海戦）では、実に17ページを割いて日本海海戦を
取り上げている。中学4年生用だから現在の高校1年生に相当する学
齢だが、英文のレベルが高度であることに気づかれるだろう。

2. 露国の軍艦は二縦列に平行して（parallel columnsにて）
十二ノット（knots）程［の速力］で走っていた。

3. 露国司令官（Commander）は東或
あるい

は東北より攻撃［せらるる
こと］を期待して、最新の戦闘艦四艘を右の縦列に置いた
（に形づくった）。

4. 霧は幾分か（somewhat）上ったが、その時は海が荒かった。
5. 露

ロ シ ア

西亜側（露西亜人たち）は九千ヤード〔約8.2km〕位で大砲
を開いたが、日本側は最初は応じなかった（応答をしなかっ
た）。

6. 六千ヤード〔約5.5km〕射程（range）以内に来て、日本艦隊は
猛烈なる（tremendous）砲火を開いた。

7. 最初の砲火（砲弾―shot）が三笠より発せられたるは、五月
二十七日午後二時過であった。〔39海機〕

8. 我が艦隊の死傷（casualities）は極めて少数で（少く）千人に
達せぬ（より少き）やうに聞きました。〔39海機〕

9. 八箇月余の間幾多の困難と戦ひて漸
ようや

く極東（the Far East）
に達することを得たバルチック艦隊は、日本海の海戦に於
て僅か二日の間に脆

もろ

くも（容易に）全滅を遂げた（annihilate

された）。〔38海兵〕
10. 此の海戦にて三十八艘の敵艦中ただ二艘若

もし

くは三艘のみが
首尾よくウラヂオストックに着きました。〔39海機〕
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