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Abstract

　The purpose of this paper is to clarify institutional transition of the National Qualifying Examination for Normal 
School Teachers of manual training. 
　The Official National Examination for Normal School Teachers of manual training was carried out at least 
47 times from 1886 to 1942. The system of that was one-step selection till 1904, and became two-step selection 
from 1905. In the examination, the prep student was burdened with teaching methods, practice, and the oral 
examination as a thing about manual training. And as the examination committee who manages it, Uehara, Gotou, 
Okayama, Abe, Itou, Mitoma, Yamagata, and Matsubara which taught manual training at Tokyo Higher Normal 
School were appointed.
　The total number of the peoples who took the examination was 2727, and 387 of them passed it from 1895 to 
1940.
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1．はじめに

1.1　問題の所在

　生産技術に関する知識と技能をあたえる教育とさ

れる技術教育１）は，近代社会において，職業教育

や専門教育としてばかりでなく，身分・職業にかか

わりなくすべての国民が等しく受けるべきものとさ

れている基礎的教育という意味での普通教育２）と

しても享受されてきた．

　現在，こうした普通教育としての技術教育は，国

際的にみれば，実施形態は異なるものの，多くの国々

で初等教育から中等教育まで，教科指導として行わ

れている３）．

　しかし，今日の日本の場合，普通教育としての技

術教育を行う教科は，中学校の技術・家庭科の技術

分野に限られており，小学校では，ごく少数の先駆

的な実践を除いては，教科指導としての技術教育は，

実質上，行われていない．小学校の教育課程には，

図画工作科が設置されているけれども，それは，年

の経過とともに，技術教育の側面は薄れ，美術教育

的性格を濃くし，また，それを当然視する観念が一

般化しているといわれる４）．

　そして，この背景には，図画工作科に関わる「教

員養成大学・学部の教官や学科システムが，美術の

教員養成のためにのみ構成され」５），「今日の小学校

教員養成課程では，工作に関する知識・技能は全く

授けられていない」６）という教員養成の問題が指摘

されている．

　しかし，このように小学校教員養成において，工

作に関する知識・技能が授けられなくなったのは，

戦後のことである．戦前，「わが国において技術教

育を学校に導入した最初の運動」７）とされる手工科

教育は，（尋常）師範学校で，1886（明治19）年に

農業手工科としてすべての男生徒に課され，1892（明

治25）年から，加設科目として男生徒に課されるよ

うになった．その後，1907（明治40）年に，師範学

校の手工科は必修化され，これ以降は，一度も途切

れることなく，男女すべての生徒に手工科が課され

ていた．これらの歴史的遺産を適切にふり返ること

が今，求められているのではないか．

　ところで，学校における教育実践は，教師に依存

する部分が大きいといえ，戦前日本の（尋常）師範

学校における手工科の教育実践も，師範学校で手工

科を担当していた教師（以下，「手工科担当師範学

校教員」と称する）に依るところが大きいと考える

ことには根拠がある．こうした文脈において，手工

科担当師範学校教員の養成や供給の実態の解明は，

重要な課題になっているといえる．

1.2　研究の目的

　師範学校で手工科を担当していた教員の養成シス

テムは，次の３つに大別される．

　第１に，教員養成を目的とする官立学校を卒業す

る方法である．手工科の場合，高等師範学校理化学

科，東京高等師範学校図画手工専修科（高等師範学

校手工専修科），東京美術学校図画師範科，第二臨

時教員養成所図画手工科がこれにあたる．

　第２に，文部省が指定あるいは許可した官立，公

立，私立学校卒業者の内，免許取得に必要な学科目

を修了している等，ある一定条件を満たしている者

は試験を行わずして教員免許状を取得できた無試験

検定である．手工科の場合，手工科が設置された

1880年代後半から1890年代にかけて，東京工業学校

機械科特別生の卒業生や東京工業学校卒業生，工業

教員養成所卒業生，元東京職工学校卒業生などが，

無試験検定の認定を受けていた．

　第３に，文部省が「文部省師範学校中学校高等女

学校教員検定試験」（いわゆる「文検」）を実施して，

学力試験，身体検査等で被検定者に直接接すること

により，教員の適格性を判定する方法である．

　これらのうちの第３の方法が，本小論で対象とす

る「文検」である．

　「文検」は，「旧教育制度下では最大の資格試験と

言うべきものであり，教育界に広く影響力をもって

いた」８）とされる教職資格国家試験である．この一

部に組み入れられていた手工科の検定試験（以下，
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「『文検』手工科」と称する）の内容や結果を分析す

ることは，手工科担当師範学校教員の養成の内容や

性格を鋭く解明できると考えられる．

　しかし，「文検」手工科については，その内容だ

けでなく，いつどのように実施されたかについても

全く解明されておらず，課題が山積しているといわ

ざるを得ない．

　以上のような問題関心と状況から，本小論は，日

本の普通教育としての技術教育の教員養成史研究の

一環として，戦前期に文部省によって実施されてい

た「文部省師範学校中学校高等女学校教員検定試

験」のうちの手工科の検定試験に着目し，その全体

像を解明するための基礎的作業として，「文検」手

工科の制度的変遷を解明することを目的とする．

1.3　先行研究の検討

　「文検」の制度史についての研究には，寺崎昌男・

「文検」研究会『「文検」の研究−文部省教員検定試

験と戦前教育学』９）がある．

　寺崎らは，『官報』や『文部省年報』などの公刊

資料，および教育関係雑誌を用いながら，「文検」

の法制度上の規定，各回の試験科目や日程，受験者

数や合格者数などの「文検」制度の全容を明らかに

している．

　同書によれば，「文検」は1884（明治17）年の「中

学校師範学校教員免許規程」（文部省達第８号）に

おいて初めて法制化された後，1948（昭和23）年ま

でにわたって通算81回実施され，これらは，次の５

つの時期に区分できるとされている．

１）導入・模索期（1885年第１回〜1899年第13回）

　「文検」制度が創設されたけれども，法制度の整

備が不十分であった時期．

２）整備期（1900年第14回〜1908年第22回）

　1900（明治33）年の「教員検定ニ関スル規程」（文

部省令第10号）によって試験の実施に関する事項が

定められた時期．

３）拡充期（1909年第23回〜1932年第57回）

　1908（明治41）年の「教員検定ニ関スル規程」（文

部省令第32号）によって「文検」の受験資格が定め

られ，制度の整備が完了した時期．

４）安定期（1933年第58回〜1943年第78回）

　「文検」制度が安定していた時期．

５）終末期（1947年第79回〜1948年第81回）

　「文検」が消滅した時期．

　また，1895（明治18）年から1939（昭和14）年ま

での受験者数および合格者数は42万名以上，合格者

数は累計20万名以上であったとされている．

　さらに，寺崎らは，各年度の「文検」と無試験検

定の合格者数を比較し，ほぼ毎回75％以上であっ

た無試験検定の合格率の高さに比べて，「文検」の

合格率がほぼ毎回10％以下でかなり低いことから，

「文検」が「セレクティブな資格試験であり，いわ

ゆる『難関』であったことを示している」10）と特徴

づけている．

　そして，「文検」については，全体の制度史だけ

でなく，佐藤由子による「文検」地理科の研究11），

寺崎・「文検」研究会による「文検」教育科12）・数

学科・英語科・裁縫科・家事科・歴史科の研究13），

小田義隆・土屋基規14），および鈴木正弘による「文

検」歴史科の研究15），竹中暉雄による「文検」公民

科の研究16），小笠原拓による「文検」国語科の研

究18），井上えり子による「文検」家事科の研究18）な

ど，試験科目ごとの実施形態や試験問題の特徴，お

よび受験生や合格者の実態などの中身にふみこんだ

研究が蓄積されてきている．

　ところが，前述したように，本小論が対象とする

「文検」手工科については，これまで本格的に研究

しようとしたものは皆無であり，未着手の状態にあ

る．

1.4　研究の方法 

　こうした状況をふまえ，本小論では，師範学校の

学科課程に手工科が存続していた1886（明治19）年

から1942（昭和17）年までに実施された「文検」（第

３回〜第77回）を分析対象とし，この間における「文

検」手工科の実施実態を，①試験制度，②検定委員，



−18−

疋田　祥人 「文検」手工科の制度的変遷4

③受験者および合格者，の３側面から分析する．

　具体的には，

　第１に，「文検」手工科の試験制度について，『官

報』に記載された「文検」手工科の実施日程・方法・

内容等をたどり，「文検」手工科はいつ，どのよう

に行われていたかを分析する．

　その際，前述した寺崎・「文検」研究会の時期区

分に依拠して，「文検」手工科の歴史を，次のよう

に４期に区分する．

・導入・模索期（1886年第３回〜1899年第13回）

・整備期（1900年第14回〜1908年第22回）

・拡充期（1909年第23回〜1932年第57回）

・安定期（1933年第58回〜1942年第77回）

　第２に，「文検」手工科の検定委員について，『官

報』や『文検同志会名簿　手工・工作』等の資料に

記載された検定委員の名簿を用い，「文検」手工科

の検定委員の構成およびその特徴を分析する．

　第３に，「文検」手工科の受験者・合格者につい

て，各年度の『文部省年報』に記載された受験者数

および合格者数を用い，「文検」手工科の受験者数

および合格者数の推移およびそれらに含まれる特徴

を分析する．

　これらの分析を通して，「文検」手工科の制度的

変遷を解明し，そこに含まれる特徴について考察す

ることが，本稿での主要な課題である．

　なお，「文検」手工科の試験問題等の具体的な内

容については，別個に検討すべき重要な論点が含ま

れていると考えられる．そのため，ここでは「文検」

手工科の制度的骨格の解明のみとし，その実態解明

については別稿にゆずることにする．

2．「文検」手工科の試験制度

2.1　導入・模索期（1886年第3回〜1899年第13回）

（１）「文検」手工科の始まり

　「文検」が法制化されたのは，1884（明治17）年

の「中学校師範学校教員免許規程」（文部省達第８

号）によってである．同規程により，中学師範学科

もしくは大学科の卒業証書を持っていない者で，中

学校や師範学校の教員になろうとする者は，学力な

どの検定を経て，免許状を授与することとされた．

また，学力は試験によって測るとされ，修身，和文，

漢文など，試験を実施する学科目が示された．しか

し，このとき師範学校の学科課程に手工科がなかっ

たため，同規程では，「文検」の試験科目に手工科

は含まれていなかった．

　そして，手工科が師範学校の学科課程に登場し

たのは1886（明治19）年のことである．同年，「尋

常師範学校尋常中学校及高等女学校教員免許規則」

（文部省令第21号）が制定された．同規則によれば，

高等師範学校の卒業生ではなく尋常師範学校の教員

免許状を取得しようとする者は，文部省によって実

施される検定を受験しなければならないとされた

（第一条）．検定は，毎年１回，学力，品行，身体に

関して行われ，これらのうちの学力は試験によって

測るとされた（第四条・第五条・第六条）19）．

　同規則の下，1887（明治20）年の第３回と1888（明

治21）年の第４回の「文検」が実施された．この間

の「文検」の実施学科目について，『官報』に記載

はないけれども，『文部省第十五年報』によれば，「文

検」第３回の実施学科目は，倫理，教育，国語，漢文，

英語，仏語，独語，数学，簿記，地理，歴史，博物，

物理，化学，農業，手工，家事，習字，図画，音楽，

体操とされ，「文検」手工科が初めて実施されたと

みられる20）．

　また，1892（明治25）年には「尋常師範学校教員

免許規則」（文部省令第13号）が制定された．同規

則では，尋常師範学校の教員免許状は文部省が実施

する検定に合格した者に授与されるとされた（第一

条）．また，教員免許状が，①高等師範学校や女子

高等師範学校の卒業生等の学力や経歴を調査する

「甲種」検定と，試験による「乙種」検定からな

る「第一次ノ検定」に合格したものに授与される「二

等免許状」（第二条・第五条・第六条），②「二等

免許状」を所持して1年以上教職に就いている者の

勤務経歴や学力等を調査する「第二次ノ検定」に合
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格したものに授与され「一等免許状」（第二条・第

十三条），の２種に分けられた．さらに，同規則では，

男教員および女教員の試験科目が示され，男教員の

試験科目の中に手工科が加えられ，その程度は「高

等師範学校ノ学科目ノ程度ニ準ス」とされた．女教

員の試験科目には，手工科は加えられなかった（第

八条・第九条）21）．

　同規則の下，「文検」第６回の試験が1893（明治

26）年に実施されたけれども，実際に手工科の試験

が実施されたかについては，『官報』等には記載さ

れておらず，不明確である．

　さらに，1894（明治27）年には「尋常師範学校尋

常中学校高等女学校教員免許検定ニ関スル件」（文

部省令第８号）が制定され，「二等免許状」および 

「一等免許状」という教員免許状の等級はなくなり，

「第二次ノ検定」は廃止された（第一条）22）．

　そして，1894（明治27）年に第７回，1895（明治

28）年に第８回，1896（明治29）年に第９回の「文

検」が実施され，それぞれ４月に１日または２日間

かけて手工科の試験が行われた（表１参照）．

（２）予備試験・本試験方式と「文検」手工科

　1896（明治29）年に「尋常師範学校尋常中学校高

等女学校教員免許規則」（文部省令第12号）が制定

され，「文検」試験制度が大幅に改められた．同規

則によると，尋常師範学校，尋常中学校，高等女学

校の教員免許状は，高等師範学校卒業生などの一部

の者を除き，原則として文部省の試験による検定に

合格した者に授与されるとされた（第一条）．試験 

は，地方で行う予備試験と，東京で予備試験合格者

に対して行う本試験に分類された（第二条）．また，

検定を行う学科目が示され，「尋常師範学校教員検

定」の学科目中に手工科が加えられた（第九条）．

さらに，試験の程度は「高等師範学校ノ学科程度」

に準ずるとされ，「教授法」を課すことが義務づけ

られた（第二条）23）．

　同規則の下，1897（明治30）年の第10回「文検」

から1900（明治33）年の第13回「文検」が予備試験

と本試験の２段階方式で行われた．ただし，同規則

では，試験学科目によっては「予備試験ヲ省クコト

アルヘシ」（第二条）とされており，手工科の予備

試験は行われず，本試験のみが実施されることに

なった．本試験は，「教授法」と「実地」を２日間

かけて行うこととされていた（表１参照）．

2.2　整備期（1900年第14回〜1908年第22回）

（１）「文検」手工科の中止

　1900（明治33）年には「教員免許令」（勅令第134

号）が制定された．同令によれば，教員免許状は，

教員養成の目的をもって設置した官立学校を卒業し

た者，または試験検定と無試験検定に分けられる教

員検定に合格した者に授与されるとされた（第三

条・第四条）24）．

　「教員免許令」に基づき，同年「教員検定ニ関ス

ル規程」（文部省令第10号）が制定され，教員検定

の実施に関して規定された．同規定によれば，「文 

検」は従来の通り，予備試験と本試験の２段階方式

で行い，毎年少なくとも１回は行われることとされ

た（第三条・第七条）．試験の程度は，「其ノ教員タ

ラムト欲スル学校ノ学科目ヲ教授スルニ足ルヘキ程

度ヲ標準」とされ，「教授法」を課すこと義務づけ

られていた（第八条）．ただし，検定を行う学科目

は，「法令ニ規定アルモノニ限ル」とされたのみで，

具体的な学科目名は示されなかった（第二条）25）．

　そして，「教員検定ニ関スル規程」は，1901（明

治34）年に一部改正（文部省令第12号）された．同

規程では，検定を行う学科目が示され，手工科もそ

のうちの１つに加えられていた（第二条）26）．

　しかし，1900（明治33）年の第14回から1904（明

治37）年の第18回の「文検」では，手工科の試験は

実施されていなかった（表１参照）．

（２）予備試験・本試験方式での実施

　その後も，1903（明治36）年にも「教員検定ニ関

スル規程」が一部改正（文部省令第２号）され， 

「文検」制度が整備されていく．こうした中で，
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1903（明治36）年の第17回から1908（明治41）年の

第22回の「文検」が予備試験と本試験の２段階方式

で行われていった．

　「文検」手工科は，1905（明治38）年の第19回「文

検」より，再び実施されるようになり，予備試験と

本試験の２段階方式で毎年継続して行われるように

なった．予備試験では手工科のほかに，師範学校，

中学校，高等女学校の卒業生，および小学校本科正

教員，小学校准教員，尋常小学校本科正教員の教員

免許状所有者でない者は，予備試験に国語が課され

た．また，本試験では手工の「実地」試験が行われ

た（表１参照）．

2.3　拡充期（1909年第23回〜1932年第57回）・安

定期（1933年第58回〜1942年第77回）

（１）試験内容の拡大

　1907（明治40）年の「教員検定ニ関スル規程」の

一部改正（文部省令第13号）では，原則として「文

検」の受験者には当該学科目の「教授法」と「教育

ノ大意」の試験が義務づけられるようになった（第

九条）27）．

　さらに，「教員検定ニ関スル規程」は，1908（明

治41）年に全面改正がなされた後，1916（大正５）

年に再び一部改正（文部省令第８号）され，原則と

して受験者には，当該学科目の「教授法」と「教育

大意」および「国民道徳要領」の試験が義務づけら

れるようになった（第九条）28）．

　このように「文検」を受験する者に対する試験内

容が拡大し，すべての受験生に教育や道徳の知識が

要求されていく中で，1909（明治42）年の第23回か

ら1921（大正10）年の第35回の「文検」が行われた．

「文検」手工科は，この間，毎回実施され，予備試

験では手工のほかに「教育大意」，「国民道徳要領」（第

30回以降），本試験では「実地」，「教授法」，「口述」

（第32回以降）の試験が行われた（表１参照）．

（２）受験生の増加と「文検」手工科

　1920年代に入り，「昭和経済恐慌による教職志願

者全体の増大と連動」29）して，「文検」の受験者は

急激に増加し，1920年代後半にはピークを向かえた．

そのため，1922（大正11）年の第36回から1943（昭

和18）年の第78回まで，「文検」は１年間に前期・

後期の２回実施され，試験学科目によって割り振ら

れることになった．

　こうした動きの中で，「文検」手工科は，前期に

割り振られ，概ね５月に予備試験，７月に本試験が

行われた．試験内容は，従前の通り，予備試験では

手工のほかに「教育大意」および「国民道徳要領」，

本試験では手工の「実地」，「口述」，「教授法」が課

された．そして，こうした方式と内容が，1942（昭

和17）年の第77回の「文検」まで踏襲されていった

（表１参照）．

3．「文検」手工科の検定委員

　「文検」の試験は，「学力試験委員」や「検定委員」

と称する委員によって運営されていた．この「検定

委員」については，『官報』に所属や氏名が記載さ

れているけれども，各委員の担当学科目については

記載されていない．

　ところが，「文検」手工科の合格者を中心に構成

される「文検同志会」発行の『文検同志会名簿　手 

工・工作』30）によると，「文検」手工科の検定委員

として，上原六四郎，後藤牧太，岡山秀吉，阿部

七五三吉，伊藤信一郎，三苫正雄，山形寛，松原郁

二があげられている．

　こうした委員の構成をみると，全員が東京高等師

範学校図画手工専修科（またはその前身の高等師範

学校理化学科）で手工科を担当していた教員であっ

たといえる．「文検」では，出題内容などは多くの

場合，検定委員の裁量に委ねられていたとされる．

この点から，「文検」手工科の試験問題と東京高等

師範学校図画手工専修科における手工科教育の内容

とは，何らかの関係性があったのではないかと推測

できる．
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4．「文検」手工科の受験者・合格者

　表２は，各年度の『文部省年報』より，「文検」

手工科の受験者数および合格者数を示したものであ

る．

　これによると，「文検」手工科の受験者数は，

1899（明治32）年までわずか10名未満であった．そ

の後，実施されなかった時期をはさんで，1905（明

治38）年以降は徐々に増加していく．1929（昭和４）

年には100名を越え，1938（昭和13）年には187名ま

で増加した．そして，1895（明治28）年から1940

（昭和15）年までの間に，少なくとも2,727名が「文

検」手工科を受験した．その内訳は，男性が2,720名，

女性が７名と，男性がほとんどを占めていた．

　他方で，「文検」手工科の合格者数は，1923（大

正12）年まで10名以下で，1924（大正13）年以降

は徐々に増加していくものの，最も多い1936（昭和

11）年においても33名（受験者の21.4％）であった．

そして，1895（明治28）年から1940（昭和15）年の

間に少なくとも387名が合格した．合格者のすべて

は男性で，女性は１人も合格しなかった（表２参照）．

　このようにみると，「文検」手工科の受験者およ

び合格者の特徴として，次の２点が指摘できる．

　第１に，「文検」手工科の出願者および合格者は，

ほとんどが男性であり，著しいジェンダー差がみら

れる点である．師範学校においては，1907（明治

40）年から男女ともに手工科が必修で課されてお 

り，学科課程上では，ジェンダー差がみられなく

なった．ところが，その教員養成の段階では，1895

（明治28）年から1940（昭和15）年までの間におい 

て，継続してジェンダー差がみられている．

　第２に，「文検」手工科の合格率の低さである．

特に，1905（明治38）年以降は，継続して１割から

２割程度の合格率であり，1895（明治28）年から

1940（昭和15）年の間を平均しても，14.2％にしか

すぎない合格率であった．このことは，「文検」手

工科が他の学科目と同様に，「難関」な試験であっ

たことを示していると考えられる．

5．おわりに

　以上のように，「文検」手工科は，師範学校の学

科課程に手工科が存続していた1886（明治19）年か

ら1942（昭和17）年までの間に，少なくとも47回実

施されたとみられる．

　そして，この試験制度には，徐々に発展的傾向が

あることを指摘できる．「文検」手工科が実施され

始めた頃は，試験は本試験のみの１段階方式で行わ

れていたけども，1905（明治38）年の第19回「文検」

より，手工科の試験も予備試験および本試験の２段

階方式で行われるようになった．また，試験内容の

点においても，手工科に直接的に関わるものとして，

「教授法」と「実地」が受験生に課せられていたけ

れども，1918（大正７）年の第32回より，「口述」

の内容が加えられた．さらに，手工科だけでなく，

1909（明治42）年の第23回「文検」からは「教育大

意」，1916（大正５）年の第30回「文検」からは「国

民道徳要領」も全受験生に課せられた．

　こうした試験制度の整備・発展が，受験者数の増

加にもつながり，「文検」手工科が継続的・発展的

に営まれていくことになったと考えられる．

　このように，本稿を通じて，「文検」手工科の制

度的骨格は解明されてきたと考えられるけれども，

これらは，「文検」手工科の実態を解明する上での

極めて基礎的作業にすぎない．

　そこで，最後に，「文検」手工科の実態解明のた

めの課題について考察する．

　第１に，検定委員について，東京高等師範学校の

手工科担当教員であった上原，後藤，岡山，阿部，

伊藤，三苫，山形，松原が検定委員に任命されてい

たけれども，その担当時期については不明確であっ

た．受験雑誌や参考書などを手がかりに，特定しな

ければならない課題であるといえる．

　第２に，試験問題について，「文検」手工科の内

容の特徴を，最も顕著に表しているものが試験問題

であると考える．こうした試験問題の内容を展望し，

歴史的な出題傾向や形式を分析し，それらを検定委
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員の教員養成論や手工科教育論との関連で考察する

ことで，「文検」手工科の内容的な特質が解明され

ると考えられる．

　第３に，「文検」手工科の受験者や合格者について，

受験までの経歴や学習体験，および合格者の合格後

の経歴について，『文検世界』や『手工研究』など

の雑誌に掲載されている受験体験記等で解明される

と考えられる．

　こうした分析により，「文検」手工科の全貌を解

明し，日本の師範学校教員に期待された教科専門の

知識や生産技能（モノづくり）等に関する内容や水

準について考察することが可能になると考えられ

る．

　これらの問題の解明は，今後の課題としたい．
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校ノ学科目ノ程度ニ準ス

　（中略：筆者）

　第十三条　第二次ノ検定ハ二等免許状ヲ有シ一箇

年以上教員ノ職ニ在リタル者ニ就キ其勤務

ノ経験及学力等ヲ調査スルモノトス

22） 「尋常師範学校尋常中学校高等女学校教員免許

検定ニ関スル件」（1894年３月５日文部省令第

８号）抄出

　第一条　尋常師範学校尋常中学校高等女学校教員

免許状ハ自今等級ヲ付セス従テ二次以上ノ

検定ヲ行ハス
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　（後略：筆者）

23） 「尋常師範学校，尋常中学校，高等女学校教員

免許規則」（1896年12月２日文部省令第12号）

抄出

　第一条　尋常師範学校，尋常中学校，高等女学校

教員免許状ハ文部省ノ検定ニ合格シタル者

ニ之ヲ授与ス但左ニ掲クル者ニハ文部大臣

ノ適当ト認ムル学科目ニ限リ当該学校長ノ

稟申ニ依リ教員免許状ヲ授与ス

　　　一　高等師範学校及女子高等師範学校卒業生

　　　一　高等師範学校及女子高等師範学校専修

科，選科卒業生，高等師範学校附属音楽学

校師範部卒業生

　　　一　東京美術学校特別課程卒業生

　　　一　元東京音楽学校師範部卒業生

　　　一　元体操伝習所卒業生

　第二条　検定ハ試験ニ依リ之ヲ行フ但第十条ニ掲

クル者ニシテ試験ヲ要セスト認メタルモノ

ハ此限ニアラス

　　　　　試験ヲ分チテ予備試験，本試験ノ二種ト

シ予備試験ハ地方ニ於テ之ヲ行ヒ本試験ハ

東京ニ於テ之ヲ行フ但予備試験ニ合格シタ

ル者ニアラサレハ本試験ヲ受クルコトヲ得

ス又学科ノ種類ニ依リ又ハ学科目ヲ限リ試

験ヲ施行スル場合ニ於テハ予備試験ヲ省ク

コトアルヘシ

　　　　　尋常師範学校，尋常中学校教員ニ係ルモ

ノハ高等師範学校ノ学科程度ニ尋常師範学

校女子部，高等女学校教員ニ係ルモノハ女

子高等師範学校ノ学科程度ニ準シ総テ教授

法ヲ併セテ試ムルモノトス但学科ノ種類ニ

依リテハ其程度ヲ斟酌スルコトアルヘシ

　（中略：筆者）

　第九条　検定ハ左ノ学科目ニ就キ之ヲ行フ

　　　尋常師範学校教員検定学科目

　　　　　修身　教育　国語　漢文　歴史　地誌　

地文　数学　簿記　物理　化学　植物　

動物　生理　鉱物　習字　毛筆画及用器画

鉛筆画及用器画　音楽　普通体操　

兵式体操　英語　独語　仏語　農業　

商業　手工

　　　尋常中学校教員検定学科目

　　　　　倫理　国語　漢文　歴史　地誌　地文　

数学　測量　簿記　物理　化学　植物　

動物　生理　鉱物　習字　毛筆画及用器画

鉛筆画及用器画　唱歌　普通体操　

兵式体操　英語　独語　仏語　農業　商業

工業

　　　尋常師範学校女子部教員検定学科目

　　　　　修身　教育　国語　漢文　日本史　

万国史　地誌　地文　算術　代数　幾何　

理科　家事　裁縫　習字　毛筆画　

鉛筆画及用器画　音楽　普通体操　

　　　高等女学校教員検定学科目

　　　　　修身　国語　漢文　日本史　万国史　

地誌　地文　算術　代数　幾何　理科　

家事　裁縫　習字　毛筆画　鉛筆画　音楽

　

普通体操　教育　手芸　英語　独語　仏語

　　　修身ト倫理，音楽ト唱歌ハ同一ノ学科目ト看

做ス

24） 「教員免許令」（1900年３月31日勅令第134号）

抄出

　第三条　教員免許状ハ教員養成ノ目的ヲ以テ設置

シタル官立学校ノ卒業者又ハ教員検定ニ合

格シタル者ニ文部大臣之ヲ授与ス

　第四条　教員検定ハ試験検定及無試験検定トシ教

員検定委員之ヲ行フ

25） 「教員検定ニ関スル規程」（1900年６月１日文部

省令第10号）抄出

　第二条　検定ヲ為スヘキ学科目ハ法令ニ規定アル

モノニ限ル

　（中略：筆者）

　第三条　試験検定ハ毎年少クトモ一回之ヲ行ヒ無

試験検定ハ随時之ヲ行フ

　（中略：筆者）
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　第七条　試験ヲ分チテ予備試験及本試験トス但シ

学科目ノ種類ニ依リ予備試験ヲ行ハサルコ

トアルヘシ

　　　　　予備試験ヲ施行スル学科目ニ在リテハ予

備試験ニ合格シタル者ニアラサレハ本試験

ヲ受クルコトヲ得ス

　第八条　試験ハ受験人出願ノ学科目ニ就キ其ノ教

員タラムト欲スル学校ノ学科目ヲ教授スル

ニ足ルヘキ程度ヲ標準トシ教授法ヲ併セテ

之ヲ行フモノトス

26） 「教員検定ニ関スル規程中改正」（1901年５月９

日文部省令第12号）抄出

　第二条　検定ヲ為スヘキ学科目左ノ如シ

　　　　　修身　教育　国語及漢文　英語　仏語　

独語　歴史　地理　数学　物理及化学　

博物　法制及経済　習字　図画　

家事及裁縫　体操　音楽　簿記　農業　

商業　手工　手芸

　（後略：筆者）

27） 「教員検定ニ関スル規程中改正」（1907年４月25

日文部省令第13号）抄出

　第八条中　「程度ヲ標準トシ」ノ下ニ「教育ノ大

意及」ヲ加フ

28） 「教員検定ニ関スル規程中改正」（1916年３月29

日文部省令第８号）抄出

　第九条　試験ハ受験人出願ノ学科目ニ就キ其ノ教

員タラントスル学校ノ学科目ヲ教授スルニ

足ルヘキ程度ヲ標準トシ国民道徳要領，教

育大意及教授法ヲ併セテ之ヲ行フモノトス

但シ教員免許令ニ依リ授与セラレタル教員

免許状ヲ有スル者ニ対シテハ本文国民道徳

要領及教育大意，小学校本科正教員若ハ尋

常小学校本科正教員ノ免許状ヲ有スル者ニ

対シテハ教育大意，修身科出願者ニ対シテ

ハ国民道徳要領，教育科出願者ニ対シテハ

教育大意ノ試験ヲ行ハス

29） 前掲８），p. 43

30） 文検同志会；『文検同志会名簿　手工・工作』，

改訂５号，（1978）

追記

＊本研究は，科学研究費補助金若手研究（B）課題

番号22730640「『文検』手工科の研究―師範学校

教員に期待された教科専門知識及び技能に関する

分析―」の交付を受けて行った研究成果の一部で

ある．
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