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Ⅰ　青少年教育に関連する民間施設としての

　漢学塾

　本稿のねらいは，明治前期の漢学塾につい

て歴史上存在した青少年教育に関連する民間

施設ととらえ，その青少年教育上の役割につ

いて，社会における結合をつくる基礎となる

文芸上の教養育成という側面から検討するこ

とである。

　明治前期において漢学塾は，読・書・算と

いった基礎的な教育内容を修めた青少年が学

ぶ場として，多数存在していたことが知られ

ているが (1)，青少年期の教育研究では主に

発展過程にあった中等教育の不足を補う補完

的な教育施設としての側面が注目され，やが

て中等教育の確立とともに解消される存在と

みなされてきた (2)。しかし 1890 年代前半に

至るまでは，各地の議会で中等教育以上の公

立学校縮小論・廃止論が唱えられ，制度上の

中等教育自体が人々に受け入れられる素地を

確立しておらず，制度外に多数の塾が存在し

明治の漢学塾と青少年の教養形成

－新潟県長善館における文芸教育を事例として－

池　田　雅　則

The Role of Private Tutoring Schools of Chinese Classics in the Meiji Era in Building Educated Youth
――A Case Study of Literary Education in Chou-zen-kan in Rural of Niigata Prefecture

IKEDA Masanori

東京大学大学院教育学研究科、日本学術振興会特別研究員 (Graduate School of Education, The University of TokyoResearch 
Fellowship for Young Scientists, Japan Society for the Promotion of Science)

【要旨】

　本稿では明治前期の漢学塾について，現在の青少年教育施設の設立に影響を与えた歴史上

存在した青少年教育に関連する民間施設ととらえ，その役割について，社会における結合を

つくる基礎となる文芸上の教養育成という側面から検討した。地域指導者層の日常的交流で

高水準な漢詩文の素養が必須であったことを前提に，第一に漢学塾での作詩文教育や集団生

活での詩文会などを通して，青少年が親世代と同水準・同形式の文芸上の教養を習得してい

たことを明らかにした。第二に，文芸教育を受けた青少年は文芸上の教養としての漢詩文の

価値を認め，地域内や遊学先で「仲間づきあい」を広げる目的で，漢詩文を実践していたこ

とを明らかにした。本稿が指摘した漢学塾の役割は，中等教育の補完にとどまらない役割で

ある。また，集団に共有される知や規範を，正規の学校教育外における指導や集団生活のな

かで育成する役割は，現代の青少年教育施設にも期待されているといえる。
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ていた (3)。こうした実態からは，ほぼ中等

教育の補完としての役割のみが期待されてい

る現代の学習塾や予備校とは異なり，漢学塾

が中等教育の補完という役割に収まらない役

割を持つ，青少年教育に関連する民間施設と

して意義を有していたと推察される。

　すなわち国立中央青年の家所長であった足

立浩によれば，漢学塾は現代の青少年教育施

設の設立に影響を与えた「わが国の伝統に根

ざすもの」の１つに挙げられている。足立に

よれば，「教育の内容としては一般教養が重

視され」，「同門の契が堅く然も師弟同行の協

同社会性の教育が行なわれた」漢学塾での「共

同生活」が青少年の「人格形成にすぐれた効

果を及ぼし」ていた側面が，現在の青少年教

育施設の源流として認められるという (4)。

そして足立は，塾の教育は「インフォーマル

な仲間づきあい，相互交歓の面」よりも「フ

ォーマルな教育訓練」な側面が強いとする
(5)。このように漢学塾の教育を現在の青少年

教育施設の源流として認める足立の指摘は重

要である。本稿ではこの指摘を踏まえつつ，

むしろ「フォーマルな教育訓練」においても，

足立が指摘したような青少年の「仲間づきあ

い，相互交歓」を発展させる「一般教養」教

育が，「共同生活」の中でなされていたこと

を史料に基づいて指摘したい (6)。漢学塾に

おいて「仲間づきあい，相互交歓」のための

教育が実践され効果をあげていく仕組みを明

らかにしていくことは，現代の青少年教育施

設における実践を歴史的・系譜的に根拠づけ

る上で意味ある作業であるといえる。

　そして本稿では，漢学塾における「仲間

づきあい，相互交歓」の役割について，塾の

文芸教育の検討を通して明らかにする。近世

後期以来，漢学の素養は武士や上層庶民にと

って必須なものとされた。それは政治上・行

政上からの必要性にとどまらず，指導者層特

有の文化的嗜好であった漢詩文による文芸上

の交歓に参入する上でも必要であった (7)。

明治時代に入ると学術としての漢学は，西

洋からの学術の流入により急速に影響力を

失い，学術上の主流から脱落していったとさ

れる (8)。しかし一方で漢語が，西洋伝来の

諸概念の翻訳語，雑誌の文章，建白書や政府

の法令文に用いられたため，漢文読解と作成

の能力は当時の指導者層にとってなお必須で

あった (9)。そしてこうした漢語重視の風潮

の中で，漢詩文による文芸も都市農村を問わ

ずに詩社や文会での交流において活発にされ

た (10)。

　先行研究では上記の文化史の蓄積を参照し

て漢学塾の文芸教育に注目し，そこから当時

の漢学塾の役割を検討していない。また，文

化史研究で対象とされた漢詩文の交歓は，維

新期にすでに成人していた者を対象にしたも

のに限られ，文芸上の教養が明治生まれの青

少年にどのように育成されたのかという，教

育研究の観点からの考察はされていない。

　ゆえに本稿では漢学塾の文芸教育につい

て，第一に塾周辺での指導者層における交歓

の実態との類似性に注目しながら検討する。

第二に，塾内外および退塾後の集団生活にお

いて，塾生たちが習得した文芸上の教養を交

歓のために活用していた実態を検討し，漢学

塾が青少年の「仲間づきあい，相互交歓」を

育成する役割を担っていたことを明らかにす

る。

　本稿では具体的事例として，新潟県農村の

漢学塾長善館における 1880 年代の教育を取

り上げる (11)。当塾は宿泊施設を備え，寄宿

生と通学生のどちらも受け入れた。そして天

保期から明治末に至る塾の史料が大量に現存

し，その中には師匠や塾生が残した漢詩文作

品や交流の記録も多く含まれている (12)。漢

学塾の文芸教育が青少年に果たした「仲間づ

きあい，相互交歓」育成の役割を見出すとい

う課題に応える貴重な対象であるといえる。
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Ⅱ　長善館について

　まず長善館に関わる基礎的な性格につい

て，明治前期を中心に概略したい。

　本研究が対象とする長善館は，長岡藩領の

粟生津村（現燕市）に 1833（天保 4）年から

1912（明治 45）年まで存続した，宿泊施設を

持つ男子のみの塾である (13)。越後平野西部

に位置する村は，稲作中心の平民層のみの村

であった。塾は同村医師二男である鈴木文台

（陳蔵，1796 ～ 1870）が，大田錦城門下生に

詩書を学び，江戸での独学を経て帰郷後開塾

した。明治期になると長善館入門後に鈴木家

に婿入りした惕
てきけん

軒（健蔵，1836 ～ 96）が塾

を継いだ。そして塾は東京の同人社卒業後に

帰郷した二男（長男は早世）の柿
し

園
えん

（鹿之介，

1861 ～ 87）を教員に迎え，85（明治 18）年

に英学と数学を加える塾則改正をした。その

内容は東京専門学校卒業後に塾を継いだ惕軒

三男の彦
げんがく

嶽（時之介，1868 ～ 1919）に引き

継がれた。

　塾は明治前半期に最も隆盛している (14)。

すなわち 1880 年代前半には，開塾以来 85
年の塾則改正までの入門者 677 人のうち 2
割以上の入門者が集中し，81 年には塾舎と

寄宿舎の新築をした。入門年齢は 8 割以上が

「小学校教則綱領」上の小学校中・高等科か

中学校在学に当たる 11 歳から 17 歳で，入

門以前の学習歴は当時の小学校中等科中退と

いう経歴を持つ者がおり (15)，塾生には一定

の就学経験があったとみられる。また塾生の

出自は，過半数が衆議院選挙権を持つ地主や

医師や僧侶という地域の指導者層であった。

館主惕軒もまた地主層の一部を構成してお

り，その地位は塾生の多くと共有していた。

　同時期の郡内には，ともに 82（明治 15）
年創立の郡立西蒲原中学校と中学校相当の

学科を持つ私立明訓学校という，長善館と同

年代の子弟を対象に中等教育を施す学校が存

在した。ただし 83（明治 16）年の統計で比

較すれば，郡中学校が 40 人，明訓学校が 94
人の生徒数に対し，長善館は漢学単科だが

72 人という両校に劣らない塾生を集めてい

た (16)。

　周辺地域に中等教育学校が存在したにも関

わらず，長善館は漢学教育の側面で権威ある

地位を保ち多くの塾生を集めていた。そして，

その背景として地域指導者層がその漢学教育

に中等教育学校では果しえない役割を期待し

ていたことが推測されるのである。次節では，

その重要な背景とみられる地域指導者層の濃

密な交流について取り上げたい。

Ⅲ　地域指導者層の交流

　塾生の多数を構成していた地域指導者層た

ちは，近世以来，地域共通の問題に対して関

心を共有し，時には共同歩調を取る深い関係

にあった。

1. 政治上・経済上の交流

　まず政治上の側面では，近世長岡藩支配

下の村では出先機関である代官所移転に関

し村落を越えて，粟生津組総代庄屋，同組割

元格，吉田組総代庄屋，同組割元格，佐渡山

組総代庄屋，同組割元格にて連名で請願して

いる (17)。この内粟生津組総代庄屋（粟生津

村和田家），同組割元格（下粟生津村長谷川

家），吉田組総代庄屋（西大田村庄屋富所家）

は，明治前期に長善館入門者を輩出する家で

あった。また明治 10 年代の西蒲原郡では自

由民権運動が活発化し，旧塾生の中には運動

に参加した者もいた。80（明治 13）年には当

時自由党県会議員であった旧塾生の小柳卯三

郎（東中村）や高島良宣（山崎村）などの地

主層が，国会設立を求める署名への賛同を郡

内に呼び掛けた (18)。惕軒も「高島良宣使其

男精一郎来説国会同議」（80.9.29）と署名を

求められている。ただし惕軒は賛同しなかっ

た (19)。当時の塾では同時期の「民権私塾」
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のように民権運動につながる教育内容を伝授

した記録もなく，彼は民権運動からは距離を

おいていたようだ。

　また経済上の側面では，85（明治 18）年の

不作に際して粟生津村では，和田家や鈴木家

一族はじめ，長善館に塾生を輩出している地

主層が小作人たちに施米を行っている (20)。

2. 文芸上の交流

　地域では文化活動も活発で，指導者内で美

術品や茶を介す交流があった。「〔地蔵堂村豪

商富取家〕主人示余輩以杉華及萱其昌書逸雀

画軸，又見古墨，玉等」（83.10.28）や「会於〔鈴

木〕宗家茗遊，和田〔高木村元組頭〕片桐長

谷川同席」（82.3.13）という記録がある。

　この文化活動の中に文芸上の交流があっ

た。長善館のある西蒲原郡南部では 18 世紀

前半より地域指導者層の文芸活動が開花し，

粟生津村では和田家や鈴木家宗家を中心に俳

諧が流行した。そして 18 世紀末になると漢

詩文が流行する。この漢詩文の定着を決定づ

けたのは，三島郡出雲崎出身で国上山五合庵

を拠点に活動をした僧良寛である。初代館主

文台をはじめ，長善館に塾生を輩出する地域

指導者層は良寛との関係を通じて交流を深め

た (21)。

　この漢詩文による「仲間づきあい，相互交

歓」は，1880 年代でも活発であった。80 年

から 84 年までの 5 年間の惕軒の日録より，

塾内外で惕軒を含む複数人が参加した漢詩文

を伴う交流の場面を数えると，計 112 回に

及ぶ。そして交流に 7 回以上登場した者を表

1 にあげると，彼らは長善館入門者の傾向と

重なる農村の指導者層であった。

　そして交流の範囲は，表中の多くの者は塾

のある粟生津村から 5 キロ圏内に収まって

いたが，漢詩文の交流自体はこの狭い範囲に

限られた活動ではなかった。すなわち，塾か

ら 50キロ近く離れた片貝村での会合でも「会

者井上宗観号半渓細見清逸，安達八洲等也，

遜堂欠席，席上分韻以時吹遅ノ字」（83.5.12）
とあり，塾周辺での交際の場面に現れない

人物が多数参加している。つまり，80 年代

の新潟県では地域指導者層の広範な漢詩文

の文化圏の構造が存在しており，漢学教養は

指導者層内部で汎用性のある教養であったこ

とが指摘できる。この構造は他地域の研究結

果とも一致しており，全国的な傾向といえよ

う (22)。
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Ⅳ　漢詩文を伴う交流の内容と程度

　この漢詩文の「仲間づきあい，相互交歓」

は趣味的な場面に限らない多くの場面でなさ

れた。そして，その程度もたいへん高度なも

のであった。以下，詳しく述べたい。

1. 文芸上の交歓を主たる目的としたもの

　まず漢籍の学習を主目的とした交際に「不

息社」という結社があった。不息社は 80 年

に「宮〔路〕乕二郎冨所兵八中島宗伯和田次

郎片桐重雄長谷〔川〕勝二郎来，〔…〕議不

息社則」（80.7.5）と，粟生津村近隣の指導者

層と惕軒により結成された。宮路は中野村，

長谷川は下粟生津村の戸長である。富所は西

大田村元庄屋で，中島は西大田村の医者であ

る。その活動は，「不息社員冨所兵八中嶋宗

伯和田次郎来会，午後二時日本外史輪講ス，

席上分韻」（80.7.15），「不息社集会，於和田，

宮路乕二郎中嶋宗伯冨所兵八長谷川勝二郎出

席，左伝開講」（80.8.3）と，具体的な内容は

不明だが『日本外史』と『春秋左氏伝』とい

う史書が学習されていた。そして「席上分韻」

と詩会も開かれていた。

　第二に「品梅筵」という，文芸を含む文化

活動全般を通した懇親が目的である結社があ

った。品梅筵は，78 年に「片桐〔重雄〕和田〔次

郎〕同伴訪地蔵堂〔…〕于時午后一時也各買

小瓶梅欲以投於十二月観梅社也」（78.11.24）
と，梅の鉢植えを買った親交の厚い友人とと

もに，近隣へ結社を呼びかけたことから始ま

った。84 年の会の記録には，

嬋妍タル玉蕋馥郁タル薫香宛然独山ノ風

趣アリ，茶爐颯々松風ノ聲ヲナシ囲碁局

中丁々ノ響ヲナシ高談朗吟四隅ニ起リ分

韻揮毫各宜ニ適ス，嗚呼夫レ是ノ如ク人

ヲシテ心楽ミ目悦ハシムル者ハ果シテ何

ソヤ，其始非常ノ培養ヲ尽シテ此ニ至ル，

希クバ我同盟諸君協力切磋永ク梅花ノ清

操ヲ競ハンコトヲ (23)

と，会の目的が梅の品評を通した社中の親睦

にあったことがわかる。そして会合では梅の

品評とともに，点茶や囲碁や書画の揮毫など

と併せて詩吟や分韻の詩会が行われていた。

　第三に，地域指導者層は園芸にも興味をも

ったことが知られるが，園芸の鑑賞に関わっ

た詩文を伴う交流もみられる。たとえば「応

招到笹川氏，被供酒飯，時ニ桜花満開有詩」

（82.4.18），「佐々木忠造来，時宗家主人〔有

本〕来，三時皆去，解良仲固〔右一郎〕帰，

寄寒桃並大梅，有贈詩」（80.3.1）とあるよう

に，季節の花の観賞と詩文の贈答が伴う場面

がある。前者では，花見に招かれた惕軒が満

開となった桜を鑑賞しながら詩を作り，後者

では会合にて桃と梅の花を評した詩が作られ

ていた。

　そして第四に，新年の祝宴においては次の

漢詩のやり取りが残されている。

五日晴，午后一時川上祐覚来賀，地蔵堂

兜屋来乞反金延期，和田氏贈余詩曰

今日新年宴会辰　衛門更不見来賓　諸君

侵雪挙瓊趾　淡飯 茶共賞春

五時伴鹿児到和田氏，主人供以牛羹，余

歩主人韻曰

王暦今朝属嘉辰　故人亦愛苦吟賓　相迎

一笑旭旆影　椒酒傾来雪裏春

九時帰（83.1.5）
　このやり取りでは，和田は宴会の開催を単

に告知する訳ではなく，七言絶句を用いる技

巧を凝らし，ともに新年を祝いたい気持ちを

表現しつつ宴会の招待をしていた。そして宴

会に出席した惕軒は，和田の韻を借りて宴会

の楽しみを表現した。

2. 文芸上の交歓を主たる目的としないもの

　以上は文芸の交歓自体が目的であった。し

かし詩文を伴う交流はそうした場面に限られ

ない。まず 83 年 12 月の日記には「夜訪内

田氏，議寄柄澤省三之草案，禾
（ママ）

田翁亦来会，

席上分韻，主人団飯」（83.12.4）とある。こ
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れに先立つ 10 月 14 日に，三島郡年友村の

大地主柄澤家（93 年現在 13,696 円の地価を

所有）出身の鈴木本家有本の妻が死去した。

「柄澤省三之草案」とは有本の継室選びにつ

いて，柄澤家現当主の省三と議論するための

議案である。この日の会合はその議案づくり

のために開かれた。この場面は家の存続に関

わる重要なものであるが，ここでも「分韻」

の詩会が開かれた。

　また同年 6 月の日記には，「三時会于冥加

屋，会者滋野大橋解良鹿之介及余也，大橋滋

野頗乞余出勤，至情亦不忍，遂枉以三十日間

延期，以七月廿日為解約，但鹿之介交代，席

上分韻得箏」（83.6.8）とある。この会合は，

私立明訓学校に出張講義をしていた惕軒が，

出張講義の中止の可否と，息子の柿園を代講

として出校させる件について，学校側と話し

合うために開かれた。記述からは滋野や大橋

といった明訓学校関係者の説得に応じて，惕

軒はやむなく出勤を延長した様子がうかがえ

る。この会合は契約上の重大事案を話し合う

重要なものであったが，ここでも分韻詩会が

開かれていた。

3. 文芸上の教養の程度

　さて，これら漢詩文を伴う交流では「分韻」・

「聯句」という作詩形式が盛んに用いられて

いた。漢詩文を伴う交流のうち，「分韻」が

34 回，「聯句」が 6 回みられる。分韻は参加

者で韻字を分け合い各自作詩する形式であ

り，聯句は参加者が前者の句を受けて次々と

作詩していく形式である。これらの作詩形式

は「席上分韻以時吹遅ノ字，限以香一 ，各

二首」（83.5.12）と，参加者すべてに即興で

の作詩を義務付けるため，各々に相当な作詩

の技量が必要となる。こうした作詩形式が盛

んに用いられた事実からは，地域における文

芸上の教養水準の高さが如実に示される。さ

らに本章で示したように漢詩文の交流が幅広

くなされていた実態からは，地域指導者層に

とって「仲間づきあい，相互交歓」のために

文芸上の教養としての漢詩文を習得すること

が，生活上不可欠であったことが示される。

Ⅴ　地域指導者層に応える塾の文芸教育

　高水準の漢詩文の素養が地域指導者層に深

く浸透している状況において，塾ではその内

容に応える内容と程度を持つ教育を塾生に施

していた。教育内容より検討したい。

1. 教育内容の概観

　明治前期の長善館の教育内容は (24)，明治

期の他の漢学塾同様に学派にとらわれない幅

広い教育内容をもっていた (25)。すなわち「漢

学ニシテ古学派ナリ，文詩ヲ兼教フ」塾であ

ると自らを位置づけつつも，内容は「素読ハ

合刻四書論〔語〕孟〔子〕詩〔経〕書〔経〕

易〔経〕礼記文選皆ナ山子点ヲ用フ。史ハ

十八史略　蒙求　世説　春秋左氏伝　国語　

十七史　通鑑　大日本史　〔日本〕外史ノ類。

経ハ十三経注疏ヲ根拠トシ歴代諸賢ノ説ヲ取

リテ折衷シ義理ノ至当ヲ求ム〔…〕子ハ荀〔子〕

晏〔子〕管〔子〕賈〔子〕韓非〔子〕老〔子〕

荘〔子〕」としており，『大日本史』や『日本

外史』という和漢書や「老荘」など幅広い書

目を含んでいた。また漢籍の学習とともに教

育内容上重要な地位を与えられていた漢詩文

学習は，「集ハ文選李〔白〕杜〔甫〕韓〔愈〕

白氏〔文集〕，他ハ力ノ及フ所」という詩文

集の学習に加え，定期的な課題と指導を通し

て「フォーマル」な形で学習されていた。

2. 漢詩文教育の内容と形式

　上記書目に基づいてなされた塾の教育につ

いて，その実態が詳細に分かる詩文課題と塾

生の作品についての史料を手がかりに検討し

たい。

　まず課題と作品の内容をみると，その内容

は塾周辺の文芸活動と共通していたことが示
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される。下記は 82 年に週一回出題された詩

文課題を性質により分類したものである (26)。

　○歴史人物論：「柴田勝家論」「熊谷直実論」

「源右府覇業ヲ聞クノ基何ニ

カ在ル源廷尉身ヲ亡スルノ

端何ラ以テ首トナス」「蒲生

氏郷佐々成政小早川隆景加

藤清正加藤嘉明黒田如水前

田利家伊達政宗右八将中尤

優ナルノ論」「文覚論」「泰

時論」「新田義貞論」「伯夷

伊尹柳下恵優劣論」

　○四季の自然：「春遊」「春雪」「観梅記」「惜

落花説」「薔薇ヲ観ル記」「挿

苗記」「書楼望神剱峯記」

　○交際：「賀友人及第文」「弥彦集り誘之文」

　　　　 「夏日訪友人山荘記」「友道論」

　○題画：「題荘周夢胡蝶図」「題富士山図」

　○その他：「観弥彦ノ社舞楽記」「碁ノ説」「夢

　　　　　 ノ記」「才徳論」

　このうち最も多い課題は『日本外史』など

の史書に基づく論評であり，塾の歴史教育へ

の高い関心がうかがえる。前章で取り上げた

結社不息社では『日本外史』と『左氏伝』が

学習されており，歴史への関心の高さは地域

にて関心ある学習の内容と共通していた。

　次に多い課題は四季の自然を題材した課題

であり，「梅」「落花」「薔薇」「苗」といった

季節の植物が題材となっていた。前章で述べ

たように，地域では品梅筵や花の鑑賞といっ

た場で詩文が作られていた。また記録には「夜

和田氏来，与諸子分韻賦詩，冠以菊有黄花四

字」（80.7.10）「分韻以松有春色四字為毎句冠

字」（82.1.23）とあり，植物を題材とする分

韻詩会も催されていた。この点でも詩文課題

と地域での交流の内容は共通している。

　また，書画や囲碁を題材とする課題があっ

た。これらの遊興は「此日午前塾会計，午後

四時別宴，各賦詩揮毫」（80.7.19）「解良右一

郎同勝二郎中村達太来賀，囲碁賦詩」（84.2.3）

と記録され，既述した品梅筵の活動にみるよ

うに，交流の場で詩作と同時にされていた。

そして交際に関わる課題も，地域の実態と共

通していた。前章では技巧を凝らした会合へ

の招待の漢詩を取り上げたが，塾生の作品で

も同様な特徴をもつ招待文が存在する (27)。

籬下の菊花十分に開き，幽姿露に宜く，

月にも宜し。陶家の故事想見すべきなり。

余も亦た一壺酒あり。君其れ意あらは琴
4 4 4 4 4 4 4 4

を抱て来れ
4 4 4 4 4

。（傍点は原文）

　この作文は「陶家の故事想見すべきなり」

と，陶淵明が菊を愛で重陽節に酒宴を欲した

故事を想起させることを意図し，作文に自ら

の漢詩文の素養を表現している。作文に対し

て添削者の惕軒は，後半部に傍点を打ち「結

得妙」と評価した。琴を伴う酒宴の現実性

は別として，惕軒は現実の交際に応用可能な

修辞を凝らした作品に高い評価を下したので

ある。ここからは，単に塾の教育が地域の交

流の内容と見かけ上共通していたにとどまら

ず，師匠自身が漢詩文教育を実際の交流で有

効であると認識していたことが示されよう。

　つづいて塾生の作品の形式を検討しても，

地域での漢詩文の活動の実態との共通性が示

される。塾生の詩文集の中には，次の漢詩 2

首が残されている。

　Ａ：「賞菊　分韻但し姿　明治十四年十一

月二日作　和田悌四郎

百草寥々凋落時　一篇秋色傲霜竒　牡

丹当日居王位　不及此花有逸姿」(28)

　Ｂ：「歩片桐貫一郎君韻　但し菊花　鈴木

時之介

色欺氷雪形如絲　玉貌仙姿香更竒　記

否今春桃李夕　與思同硯闘文時」(29)

　2 つの漢詩のうち，塾生はＡでは地域で盛

んになされた「分韻」による形式で，Ｂでは

題名より，前章で取り上げた他人の韻を借り

る形式で作詩をしていることがわかる。

　以上より塾の漢詩文教育が，内容と形式に

おいて地域における文芸の交流の実態と強い
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共通性をもっており，さらには師匠自身も交

流上における漢詩文の素養の有効性を認識し

ていたことが示される。長善館では，館主の

実際的な指導とそれに応じる塾生の詩文作成

によって，実際に応用できる高水準の文芸上

の教養を身につけさせていたといえる。

Ⅵ　青少年による文芸上の教養の実践

　このように文芸教育を受けた青少年は，習

得した素養を塾内外の集団生活で実践した。

かれら自身の「仲間づきあい，相互交歓」の

ために重要な意味をもっていたからである。

1. 塾内外での実践

　まず塾生は，身につけた文芸の素養を塾内

の共同生活の中で活発に実践した。すなわち

「夜於講堂使生徒分韻題除夜之諦」（82.12.31）
「於小室煮茗，招坂田〔俊三郎〕及時之介〔笹川〕

良造，席上分韻，以山月照蘿窓五字」（83.2.18）
「学席黜陟，且為生徒説為弟子之道，又席上

分韻各賦十二首」（83.7.11）と，大晦日，師

匠との茶会，試験採点後という共同の場で，

師匠と塾生は作詩を実践した。ここでは「分

韻題除夜之諦」「席上分韻，以山月照蘿窓五字」

などと，地域の交際と同様に「分韻」による

作詩形式も実践されている。

　また塾生は，地域の場合と同様に文芸の

交歓が目的ではない場面でも詩文を実践し

ていた。81 年末に在塾生の 1 人である南須

原伝次郎の急死の訃報が塾に届いた。この

際，塾生たちは惕軒に「批塾生諸子ノ祭文」

（81.12.26）と作文の添削してもらい，翌日「於

講〔堂〕祭南須原伝次郎霊，諸子亦皆読祭文

及詩」（81.12.27）と講堂で葬祭を開催した。

　そして塾生は，親世代に当たる地域の有力

者とも詩会を催した。「夜和田氏来，与諸子

分韻賦詩，冠以菊有黄花四字」（80.7.10）「夜

梅室招今井〔善平〕坂田小林〔智淵〕村木〔禎

四郎〕及時児， 禾
（ママ）

田翁亦来席上分〔韻〕観

花在半開時論詩要微醉後十二字」（84.1.21）
という記録では，塾に来た和田次郎が塾生と

詩会を開いた。「夜携男鹿次男時之介及坂田

今井四子訪 禾
（ママ）

田翁，席上分韻以苦吟如狂梅

花笑人八字，十時各吟成，十一時酌醒而帰」

（83.2.14）「到和田氏，有本兄亦来，塾生等亦

集，応招也，喫稗飯，又聯句」（83.2.20）と

いう記録では，地域の詩会に塾生が参加した。

そして，いずれでも分韻や聯句による作詩が

された。

　このような地域における漢詩文による交流

は，1890 年代初頭でも根強かったようであ

る。すなわち，「住木信平来訪，示余其帰郷

述情詩二首，余亦次韻」（90.1.15）といった，

館主と帰郷した元塾生との間の漢詩のやり取

りが記されている。

2. 地域における文芸を通した「仲間づきあ

　い」の継承

　ここまで繰り返し取り上げてきた分韻や聯

句による作詩は，複数人の参加が前提とされ

ていた。ゆえに，この作詩形式を用いた教育

や実践では，親世代同様に指導者層における

「仲間づきあい」，すなわち社会上の結合関係

自体も，次世代の青少年に引き継がれた。上

述のＡとＢの漢詩および表 1 に現れた人名

をもう一度取り上げて，検証したい。

　まず塾生への作詩課題について，作品Ａの

作者和田悌四郎は，館主惕軒が最も密接に交

流した和田次郎の嗣子であった。作品Ｂの作

者である惕軒三男の彦嶽が韻を借りた片桐貫

一郎も，館主と深く交流した片桐重雄の嫡男

であった。2 つの漢詩からは，地域で活発に

文芸交流をしていた世代の次世代にあたる子

弟が，塾での文芸教育の中で親たちと共通し

た漢詩文の素養を学びながら人間関係をも深

めていく過程が見える。また表 1 に登場した

地域の文芸の担い手は，「午後四時招和田父

子内田兄弟小島父子宗家父子，勘太郎善八松

下笹川父子片桐重雄，而宇三郎善二郎宗久善
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八不参，片桐宿，此夜各分韻題数首」（84.1.8）
と，惕軒の元に親子で集い詩会を開いていた。

親世代と同様に新世代の塾生達は，漢詩文を

伴う交流を共同して実践しながら「仲間づき

あい」を密接にしていったといえる。

3. 遊学者における文芸を通した「仲間づき

　あい」の広がり

　長善館の塾生の中には，近代専門学を修得

するために都市に遊学した者もいた。そして

塾の文芸教育で習得した漢詩文の素養は，遊

学先で新たな「仲間づきあい」をつくる上で

も重要な役割を果たした。ここでは医学を志

し遊学した塾生たちの活動を取り上げたい。

　長善館から都市の医学校に遊学した者に

は，新潟県出身の近代医学を修める医師や

医学生が加入する北越医会に参加した者がい

た。北越医会とは，「新潟県出身及ヒ之ニ縁

故アル医師医生其ノ他本会ノ主旨ヲ賛成スル

者」(30) が，「互ニ相親睦協力シ其学ヲ講究シ

其智識ヲ交換シ以テ我カ北越医学ノ進歩ヲ図

リ我カ北越人衆ノ福利ヲ増進スル」(31)，近

代医学の職業団体でもある一方で，80 年代

から隆盛した同郷会的性格ももつ団体であっ

た (32)。

　そして，医会では頻繁に親睦の会合が開催

され，「祝詞朗読演説及び祝詩朗吟等あり」
(33) など，即興での漢詩文の交歓が活発にな

され，遊学した塾生も参加していた。たとえ

ば会員の送別会（91 年）に際し，長善館出

身で第四高等中学校医学部に進学した千葉治

策（82 年入門）は「祝文の朗読」をした。

その後の宴会では「酣に紅燈ハ醉顔に映し

耳熱して意愈豪なり起て〔王維の〕陽関三畳

を歌」った (34)。また，第一高等中学校医学

部関係者を中心とした千葉支会が結成された
(35) が，構成員の中心には当時医学部に在籍

した長善館出身の新川俊造（80 年入門）が

いた。彼は会合で下記のような宴会を 90 年

に催している。

〔…〕千葉町出洲長崎楼ニ於テ〔…〕演

説アリ。終テ宴ヲ開ク。吟詩詠歌酒稍々

酣ナルニ際シ新川氏ノ粋意ニ由ル校書ノ

寄付アリ。管弦頗ル興ヲ添エ各自充分ノ

歓ヲ尽シ醉歩蹣珊帰途ニ就ク (36)

　新川たちは宴会において「吟詩」し，長

善館周辺と同様に漢詩文を伴う交流をしてい

た。加えて支会は金沢の第四高等中学校医学

部にも作られる。ここには長善館出身の関根

倉次（80 年入門）が加入していた。関根は，

91 年に東京で開かれた北越医会総会に「金

沢支会よりは寺西幸作関根倉次の二君より慇

懃なる祝詞来到せり」(37) と祝詞を寄せてい

る。

　こうした会合における漢詩文による交歓の

記述からは，第一に北越医会の構成員はただ

医学の専門性を共有していただけでなく，漢

詩文という文芸上の教養をも共有していたこ

とが明らかとなる。第二に地主などの伝統的

な指導者層が占める郷土を離れて，医学とい

う近代的学問を学んだ長善館の旧塾生といえ

ども，「仲間づきあい，相互交歓」のために

は漢詩文という伝統的な文芸上の教養が不可

欠であったことが示されるのである。

　以上のⅤ節とⅥ節での検討からは，当時

の指導者層青少年の社会における結合が作

られていく仕組みが示される。すなわち，塾

での集団生活の中で地域の文化活動を踏まえ

た内容と水準を持つ文芸教育がされていた。

そして取り上げた多数の事例から明らかなよ

うに，地域に留まるにせよ遊学するにせよ，

塾生たちはその進路に関わらず，新たに「仲

間づきあい」を作る過程で機会があれば漢詩

文の披露をし，塾での文芸教育を活かしえた

といえる。また，新たな「仲間づきあい」の

場で漢詩文の披露がされていた事例からは，

文芸教育に基づいた結合づくりの仕組みが，

塾生に限らず会合に参加した他の指導者層に

も共有されていたとみなすこともできるだろ

う。



10 国立青少年教育振興機構研究紀要，第９号，2009 年

4.「民権私塾」にみられる文芸上の教養形

　成と「仲間づきあい，相互交歓」

　そして，上記のような仕組みは同時代の「民

権私塾」でも指摘しうる。すなわち，神奈

川県の耕餘塾では膨大な塾生の詩文集が残さ

れ，塾周辺では活発な漢詩文による交流がな

されていた (38)。また熊本県の大江義塾でも

定期的に詩会が開かれていた (39)。当時にお

いて漢詩文が組み込まれた塾は，その性質を

問わず広く文芸上の教養形成の役割をもった

のではないだろうか。そして政治的な「民権

私塾」においては，文芸上の交流の広がりは

政治活動上の交流を広げるうえでも重要な意

味をもっていたのではないだろうか (40)。

Ⅶ　青少年の文芸上の教養への認識

　以上述べてきた実態において，漢学塾での

学習者は文芸上の教養についてどのように意

識していたのか。東京へ遊学した館主二男の

柿園は，次のように述べている (41)。

我祖考の我か家を基するや亦た漢学を以

てす。次て家君に至る。子たる者必す其

の業を統く可し。然れとも是井蛙の見に

して井中天を見るに比あり。何となれば

今日の形勢必す洋学に因らすにある可ら

さるなり。〔…〕故に一身の為めに計る

に洋学一課の専門を修め或は官し或教へ

其の家考を起す何の妨けあらんや。〔…〕

是よりして漢学を修めて一身の計を為

さんと欲する人極めて少しと雖とも未た

地を払ふを為す可らす。其の故都下極め

て詩客文人の多きを以てなり。詩文は漢

を以て根本とす故に此の如き不才不学を

以て詩文を作るも唯た人笑を貽する耳。

故に暇日を以詩文を作り漢籍を読む，是

れ一端の学を修めて亦た漢学を修むるな

り。

　柿園は漢学塾の息子という立場にありなが

ら，漢学だけの学習を「是井蛙の見にして井

中天を見るに比あり」と批判し，「今日の形勢」

からみて立身のために洋学の専門学の修得が

必須であると認識していた。しかし立身には

ほとんど不要な漢学も，前節で示したように

漢詩文を作る「詩客文人」が都会に多数存在

しているため一掃されておらず，彼らとの「仲

間づきあい，相互交歓」で恥をかかないため

に学習されるべきであると考えていた。

　彼は別の場面でも次のように述べる (42)。

第一教育なる者は時勢を構造するも亦た

時勢に従て変化なき能はず。漢学の教ゆ

る所美なりと雖も退学の弊あり。邦家の

文明を進めんとせば此に斟酌せざる可ら

ず。而も我国文学の大部分を占むる者は

実に漢学也。伝記な
(ママ )

り，文書也，詩歌小

説也，皆漢字を本として其法之に従ふ。

故に洋学を修むる者と雖も必ず先づ漢籍

を講ぜざる可らず。

　ここでも漢学の衰退が認識されつつも，

なお漢学は学問の大きな部分を占めており，

その代表例の１つとして漢詩が挙げられてい

る。そして，洋学を修めることを目的とする

者でも，必ずまず漢籍を講究しなければなら

ないとしている。

　変容激しい明治の社会において漢学の限界

は明確に指摘されながらも，「仲間づきあい，

相互交歓」のための文芸上の教養の意義と必

要性は高く認識されていたといえる。

Ⅷ　まとめと課題

　本稿では，明治の漢学塾について現代の青

少年教育施設の起源の 1 つに数えられる青

少年教育に関連する民間施設ととらえ，1 つ

の漢学塾を対象としてそこでの文芸上の教

養教育を取り上げた。そして，塾での文芸教

育の成果が当時の青少年たちの「仲間づきあ

い，相互交歓」といった，社会における結合

づくりに役割を果たしていたことを明らかに

した。

　すなわち，地域指導者層の日常的な交流に

おいて高水準な漢詩文の素養が，彼らにとっ
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て必須な教養の一部を成していた。そのこと

を前提として，第一に，漢学塾の師匠による

「フォーマル」な作詩文教育や集団生活の中

での詩文会などを通して，青少年たちが親世

代のもつ内容と同水準・同形式の文芸上の教

養を身につけていたことを明らかにした。第

二に，文芸教育を受けた青少年たちもまた，

文芸上の教養としての漢詩文の価値を認めて

おり，地域内においても遊学先においても，

その会合の性格に関わらず「仲間づきあい」

を広げる目的で，漢詩文の「相互交歓」を実

践していたことを明らかにした。

　本稿で明らかにした青少年の「仲間づきあ

い，相互交歓」につながる文芸教育を施す漢

学塾の役割は，発展過程にあった中等教育を

補完するという役割にとどまらない内容を持

っていることは明らかである。また，「仲間

づきあい，相互交歓」につながる集団に共有

される知や規範を，正規の学校教育外におけ

る指導や集団生活のなかで育成するという漢

学塾の役割は，現代の青少年教育施設にも期

待されている役割の源流として認められるも

のであり，本稿の事例は青少年教育の歴史研

究から現代の実践に示唆をあたえる事例では

ないだろうか。

　本稿が明らかにした社会における結合づく

りのための文芸教育の役割については，遊学

先での宴会で漢詩文による交歓が盛んになさ

れた事例や，「民権私塾」での文芸教育と詩

会の事例をみる限り，かなり広範な塾に広が

っていたとみられる。今後は，本稿の事例に

限らず多くの事例に基づいて，文芸上の教養

育成に基づいて，政治・経済・学術などのさ

まざまな社会における結合がつくられていく

仕組みを明らかにすることが課題となろう。
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