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摘 要 

“摇摇篮的手推动世界”
1

 

，母亲的素质影响着人类和民族的未来。高素质的

国民是一个国家的人力资源，女性则是人力资源之母。现代化进程之中，核心是经

济技术的发展，主体是人的现代化，而衡量一个国家现代化水平的重要标志则是占

人口一半的女性的知识水平与教养。女子教育对于促进人类社会生存和发展具有重

要的现实意义，女子教育思潮仍然是当今世界一大教育思潮。  

阅读了新华侨报网发布的关于 2012 年瑞士达沃斯论坛发表的《男女地位差异

报告》，让我产生了研究日本女子教育的兴趣。而且女子教育是女权运动的基础，

只有接受了教育才有能力争取自己的权利。在日本教育史上，明治时期的女子教育

可谓是现代女子教育的源头。日本明治时期是日本从封建社会走向资本主义社会的

时期，而中国清朝也是封建社会的最后一个时期。日本与中国是隔海相望的近邻，

对明治时期女子教育状况的探明，自然而然地就想进一步对同时期中国清朝的女子

教育状况加以了解。本文分别对日本明治时期的女子教育状况和中国清朝的女子教

育状况从女子的生活状态以及女子接受教育的内容和形式进行详细概述。进而对两

国的女子教育进行对比研究，得出自己粗浅的见解。希望通过历史性研究能够为我

国发展女子教育提供一些有价值的信息，也希望两国能够继续增进彼此的交流。 
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1  李卓  张冬冬  《近代日本女子教育发展原因探析》南开学报（哲学社会科学版） 2012 年第 2 期 
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要 旨 

ゆりかごを揺り動かす手のように、母親の教養が人類と民族の将来に大きな影

響を与える。高い気質を持つ国民は国の一番の資源だとしたら、女性はこの資源

の母親である。社会の現代化の過程では、核心は経済の発展であって、主体は人

間の進化である。古今東西、国の現代化を計る一つの標準は、人口の半分を占め

る女性達の知識程度と教養である。だからこそ、女性向けの教育は、社会の生存

と発展に大きな役割を果たし、相変わらず世界の重要な教育思潮の一部分である。 

新華橋新聞のホームページに掲載された、2012 年スイスダボス経済会議で発

表した男女地位不平等報告書を読んで、日本女子教育を研究する欲望を起こした。

女性教育は女権運動の基礎なので、教育を受けない限り、権利を求める能力がな

いのである。日本教育歴史上では、明治時代の女性教育は現代女性教育の始祖で

ある。日本の明治時代は日本が封建社会から資本主義社会に入る画期的な時代で

もあるし、同じ時期の中国の清朝も中国の封建社会の最後の時期なのである。日

本と中国は一衣帯水の関係の近隣であり、明治時代の女性教育状況を研究すると

ともに、同時期の中国清時代の女性教育の状況も、より自然に調べてみる事にす

る。本論文は日本の明治時代の女性教育状況と、中国清朝の女性教育状況を、女

性の生活状態及び女性達が教育を受ける具体的な内容と形式から、詳しく分析し

述べていく事にした。そのうえで、両国の女性教育を対照して研究し、自分なり

の見解を得る事により、歴史に対しての研究を通して、我が国の女性教育に取り

いれかいのあるものを見い出して、中日のお互いの交流を進めることが出来る事

を願っている。 
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一 序論 

1.1 研究の背景と意義 

女子教育は女性自身の解放と関係があり、また社会の和睦の発展にも影響があ

る。授業で明治時代の女性作者の文章をたくさん勉強した。彼女たちの書いた文

章で、その時期の女性の苦しい生活状態が描かれている。同時に、そんな生活状

態をされていても、女性は現実に屈服せず、抵抗していた。作品中の女性達は圧

迫に反抗した意識を持ち始めた。女性の作者も女権解放思想を持ち、女性の自己

解放を唱えた。例えば、中島湘煙はエリットの女性として、「同胞姉妹に告ぐ」

と言う文章を書いて男女同等論を提唱した。「従来我が国の習慣では、この夫婦

喧嘩をすべて女の罪とし、女の嫉妬や口がはしたないことから起こった物ばかり

のように言いなしてきたのは、たいそう不公平な裁定で、いたく不服なことであ

る。男がもし男女同権の道理を知り、身を慎み、礼を正しくして、女に対する道

を尽くしたら、心やさしく、かよわい女の身で、どうして猛々しく言いののしっ

て争いを求めようか」。ここで、中島湘煙は女性への不公平を批判し、男女同権

を提唱していた。啓蒙思想家福沢諭吉は『新女大学』で、婦人独立の条件と家庭

生活における夫婦の「自ら屈すべからず、また他を屈伏せしむべからざる」と言

う、人性の天然に従った両性関係の確立、再婚の自由、娘の結婚に当たって、財

産贈与などによる婦人の経済的自立性の保護などについて説いた。その時代の日

本は、思想と理論から女性を見れば、その先進の度合いに驚くのである。同時期

の中国の清における女性を見たら、彼女たちはとたんの苦しみに生活していた。

人間としての権利を一切持っていなかった。個人として自分自身の権力を闘い取

る意識もなかった。付属品として暮らしていた。その原因を考えてみれば、教育

が根本原因だと言う事が良く解るのである。女性が教育を受けると、先進的な思

想を受け入れ、意識的に人間としての権利があるべきことがわかるようになる。

だから、中国の清の時代の女性と日本の明治時代の女子教育を研究しようと思う。

もちろん、日本の女子教育は非の打ちところがないとは言えない。新華僑新聞に

よって、スイスのダボス論壇に発表された 2012 年の「男女地位の差異報告」に

は、日本の男尊女卑の程度がまだ深くて、聞かれた 135 個の国家で 101 位に日本

が 101 位の順番に置いてあって、そして、世界の重要な国家のランキングでどん

尻になったと指摘された。このニュースを見て、女子教育におけるまた不足なと

ころがあるとわかった。中国と日本明治時代の女子教育を研究して、女子教育は

それぞれの時代、社会における女性観や、女性の社会的地位と深くかかわりがあ
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ることが分かるようになった。根本的に女子教育のレベルをあげようと、教育の

観念から手を入れるはずである。 

1.2 先行研究 

中国の清の時代の女子教育を研究したが、より全面的な資料は熊賢君の『中国

女子教育史』である。この本は系統的に太古から 20 世紀半ばまでの、女子教育

の発生、発展、変化の歴史過程を述べている。清の時代の女子教育に関して、

『中国女子教育史』では、女子教育観念の変化、女子教育の実践などを表した。

女子に対する従来の観念を紹介し、女性に向ける説教本も紹介した。説教本の内

容から見れば、清の時代の支配者は統治のために、女性に対しての思想コントロ

ールの方法を取った。女性の教育形式も紹介した。その時期の女子教育の場所が

家庭に置かれ、内容は三従四徳などの封建社会の伝統的な思想であった。教育内

容が変化しても、ただ二番煎じのものであった。のち、西洋諸国の侵略によって、

西洋の先進的な思想も中国に入った。有識者は西洋のものを勉強して、西洋諸国

の強さの原因が教育にあることを認識した。宣教師の到来も中国に新しい思想を

もらした。宣教師は教会の女子学校を建て、女子教育のことに努めていた。キリ

スト教主義の女学校の発展とともに、中国の民間に女子教育を提唱する呼び声が

高くなった。梁啓超などの有識者は女子教育を重視する主張をした。まして、梁

啓超は国家を強くすることが女学から始まるとも主張した。中国人に初めて建て

られた女学校――経正女学校のことは、女子教育に熱心だった人を一層励ました。

民間で女子教育を発展させる勢いが盛んに起きたが、政府の方が女子教育を支持

しなかった。民間と政府との間の戦いで、女子教育は困難に満ちて前に進んだ。 

熊賢君の論文「中国女子教育の伝承と変化」では、果てしない封建社会の女子

教育に対する不平等や、不公平な現象を表していた。女子教育価値観の進展とい

う部分で、三従四徳、三綱五常は男性が女性を圧迫する根拠であった。その価値

観の影響の下で、女子の地位が明と清の時代に一番谷の底に落ちた。女子教育に

対する新しい価値観は、列強の銃声と一連の不平等な条約のサインの発生に伴っ

て始まったのである。内憂外患の状況で、やっと女子教育の重要性に注意した人

が現れた。彼らは思想において女子教育の価値を提唱し、実践において西洋諸国

に学んで女学校を積極的に建てた。女子教育内容の開拓という部分で、女子に対

する教育内容は、婦徳礼儀を強調し、「女子に才能がないこそ徳になる」形式の

教育内容であった。アヘン戦争の爆弾に伴って、女子教育の内容が近代化してき

た。宣教師たちは中国で女学校を設立して、聖書、算術などを教えた。これも中

国人が女学校を建てることにモデルを提供した。内憂外患の苦境で、中国人は伝
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統的な教育内容が諸悪の源だと認識した。女子教育内容の近代化は不可逆の勢い

になった。女子教育形式の変更という部分で、キリスト教主義の女学校が建てら

れる前に、中国女子教育の形式はただ家庭に拘った。女子学校の設立は単一の女

子教育形式を破って、質的な飛躍を遂げた。 

近代中国社会の変遷が女子学校教育の発生と発展に条件を創造し、キリスト教

主義の女学校の創立は近代中国女子教育に先鞭をつけた。維新思想の影響とキリ

スト教主義の女学校の刺激の下で、民間で女子教育を行うブームが起きた。国内

の女子教育のブームに伴って、女子留学の教育も発展してきた。中国の留学生が

選んだ国は日本であった。日本へ留学した事により、かえって中国女子教育を更

に発展させたのである。そういうことは程利という副教授が書いた「近代中国社

会の変遷と女子教育の発展」に記載された。この論文の論述から見て、近代中国

女子教育の発生と発展は、近代中国社会変遷の産物であった。 

任向陽の論文「戊戌時期の女子教育理論とその実践」では、戊戌変法の時期に、

女子教育理論が形成した背景や、戊戌時期の女子教育理論の基本的な内容と、戊

戌時期の女子教育の実践などを論述している。古代女子教育が発達していなかっ

たのは、「三従四徳」「女子には才能がないこそ徳になる」という観念のせいで

あった。アヘン戦争から戊戌時期までの半世紀の間に、女子教育はだんだんと重

視された。その原因は、民族危機の深まりが女子教育理論の動因となり、女学校

の生まれが中国女学校の創立を起こしたことと、中国の早期の維新派の教育主張

が、女子教育に理論を提供したことである。女子教育理論の基本的な内容という

部分で、封建理論を批判し、男女平等を提唱したことと、国民質素を高め、新型

の良妻賢母を作ろうとも主張したこと、民族危機を救うために女子教育を重視す

ること等を述べた事である。戊戌時期の女子教育実践という部分では、維新派は

教育理論を実践に運用して、女子学校を積極的に設立し、そして、女子教育を推

し進めるために、新聞とか女子教育組織とかも利用した。戊戌変法の時期、維新

派のおかげで、中国近代女子教育理論はだんだんと体系を形成した。戊戌変法に

は教育についての変革が足りないところがあったけれど、女子教育事業の発展に

貢献し、後世の教育事業に基礎を打ち立てた。維新派教育変革の特徴と影響を論

述する論文がある。また、戊戌変法の教育者梁啓超の女子教育思想及びその日本

的要素を研究する論文もある。これらの論文は戊戌変法の時期、女子教育をめぐ

って取った政策と理論を研究している。 

日本の方については、我が国の学者は近代日本の女子教育を多く研究した。杜

学元の『外国女子教育史』（四川人民出版社、2003 年 1 月第一版）は日本の女

子教育を世界女子教育の一部分として、上古から現代までの女子教育を紹介した。
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梁忠義の『日本教育』（吉林教育出版社）と朱永新、王智新の『当代日本教育シ

リーズ』（山西教育出版社）などの著作も日本女子教育に注目した。これらの著

作は大まかに日本女子教育の筋道を整えた。 

論文の方から言うと、日本女子教育の高等教育と職業女子教育に焦点を当てた。

日本の歴史段階から言うと、明治維新の歴史段階に絞っていた。張淑英の『日本

明治初期の女子教育』（貴州民族学院学報、2004 年第三版）は日本明治初期啓

蒙女子教育の具体的な政策や、女子教育思想をめぐって論述した。初めに歴史背

景の江戸時代の女子教育を概論として基礎にし、明治初期女子教育にどんな政策

を取ったのか、その政策がどのような女子教育思想によって作られたのかなどを

論述した。周萍萍の「日本女子教育理念の変遷（1868 年―1945 年）」は、明治

維新の時期から日本女子教育に影響を及ぼした理念を説明した。明治時期の女子

教育理念は西洋諸国の理念をまねて、男女平等の教育を提唱した。のち、女子教

育を発展させるために、良妻賢母主義理念を提唱した。女子教育理念の変遷から

見て、教育の発展には理念の指導が欠かせないことが解った。周萍萍の「日本女

性教育家と近代女子教育」は、日本の女性教育家の教育理念と、女子教育に貢献

したことを記載した。 

日本のある女性教育家は、独り立ちして女子学校を創立、あるいは、女子学校

の創立に参与した。自分の教育思想と理念をはっきりと出した。近代日本の女子

教育の発展に力を傾けた。下田歌子は日本良妻賢母主義教育の代表的な人物であ

った。彼女は良妻賢母主義教育に儒教婦道教育、国家主義教育及び女性に必要な

知識を融合させて、その時期の良妻賢母教育の集大成者になった。三輪田真佐子

は女子本分教育論を提出し、女徳が女子の本分で、徳育教育が女子教育の根本だ

と思って、また、女性の知育教育に気を配るとも提出した。 

名古屋大学大学院の博士韓韡の論文「中国近代女子教育における日本受容」

（名古屋大学大学院国際言語 文科研究科 平成 26 年 3 月）は、中国の女子教

育の近代化過程における明治日本の女子教育の影響を検討するものである。未発

掘資料を調査、収集し、それらを分析、検討することによって、清末の女子教育

制度の制定において日本の教育法令から影響をうけたかどうか、うけたとすれば

それはどのような影響であったのかを分析し、また中国の女子教育の近代化のた

めに日本から取り入れた教科書、雑誌メデイアの役割をも紹介した。則日本モデ

ルの存在とその意味を明らかにする。中部大学大学院の林言禪の卒業論文「良妻

賢母と女性教育について」では良妻賢母の誕生と起源、女子教育の展開及び良妻

賢母がもたらす影響を分検討した。日本は「男女差別」による女子教育を取り入

れ、従来の儒教的女性観を加えて、近代的女子教育の中心的考え方を形成させた。
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そして、この考え方の影響の下で、日本の近代的女子教育に与えた影響を分析し

た。良妻賢母の発展の過程で、「婦人問題」の社会問題が生まれた。その社会問

題を解決した過程に、女子教育に新しい変化をもたらした。 

上述した先行研究は、中国の清の時代の女子教育の発展、変化の歴史過程、女

子教育の観念の変化と、日本女子教育の歴史過程、明治時代における女子教育の

政策、女子教育の実践、及び日本が中国の女子教育に与えた影響と女子教育観念

の変化がまた女子教育にもらした影響という多角的視座から研究している。しか

しながらこれらの研究はただ単に女子教育の発展過程と女子教育の観念などを紹

介しながらも、両国が女子教育における違う道に走った原因の分析が必ずしも不

十分ではなかった。したがって、本研究は詳しいところから清の時代と日本明治

時代の女子教育の状況から分析して、両国が女子教育におけるどんな共通点と相

違点があるかを検討したい。 

1.3 研究方法 

本論は時間を軸にして、中国の清の時代と日本の明治時期の女子教育を調べる。

通時的に見れば、中国の清の時代の女子教育を考察するとき、中国の伝統的な女

子教育思想を検討して、清の時代の前期の女子教育を研究し、あと、アヘン戦争

から戊戌変法までの間の女子教育を調べて、清の末期の女子教育を検討する。各

時期の女子教育を考察するとき、女子教育思想、女子教育の形式などを論述する。

日本の明治時期の女子教育を研究するとき、明治時期前の女子教育と明治時期の

女子教育を分けて検討する。明治時期前の女子教育を研究するとき、歴史背景と

して日本中世の教育状況を論述する。明治時期の女子教育の部分で、国家は女子

教育を発展させるために、教育変革を行って、教育理念を変わらせた。本論の第

四部分で、通時的考察を行って、日本の明治時期の女子教育と中国の清の時代の

女子教育を比較する。同じ歴史段階にあったが、日本も遅れた状態から女子教育

を変革して、足りないところがあっても、教育変革を成功した。中国は女子教育

の変革が困難に満ちて、所期の目的を果たせなかった。この中の原因は日本と中

国の女子教育の比較の中から見出すしかない。 

新華僑新聞によって、スイスのダボス論壇に発表された 2012 年の「男女地位

の差異報告」には、日本の男尊女卑の程度がまだ深くて、聞かれた 135 個の国家

で 101 位に日本が 101 位の順番に置いてあって、そして、世界の重要な国家のラ

ンキングでどん尻になったと指摘された。 

報告に、日本女性が政治への参加度が低く、女性議員も少なく、そして、普通

の企業で管理者として働く人にも、男性が絶対な優勢を占めていると報告した。
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そういうことから、女性が社会中で主導権がなく、自分の利益そのものを守るこ

とが出来ないことが解った。性別よりの仕事配置では、日本女性がいつも家庭に

制限されている。日本社会は良妻賢母を重視しているが、それもちょうど女性が

一旦結婚したら、夫や子供たちに自分を犠牲することを表明する。しかも、女性

は法律上で「無能力者」と定義されている。自分の氏名を夫の氏名に変わらない

といけなく、それに、財産管理権、離婚権、相続権などの一切権利を夫の手元に

渡す。日本女性の法定の結婚年齢は 16 歳だと規定されていた。いまなら、中学

卒業程度の年齢です。学校で、受けてるのは男性と全く違って、良妻賢母式の教

育である。家庭では、女性を縛る決まりが非常に多く、「家にあっては父に従い、

嫁しては夫に従い、夫の死後は子に従う」という言葉で表すのは一番適当である。

ほかには、日本女性は自分の子に母親としての権利がなく、子供がただ父親に属

する。法律上では、日本女性が離婚としても半年内で再婚は許可されない。それ

は、万が一女性が離婚してから、また妊娠して、赤ちゃんの帰属感不明を防ぐた

めなのである。日本女性の社会権利は徐々に高くなって、ある程度で男性を超え

ているくせに、日本人の伝統的な思い方で女性はただ付属品のような存在である。

これらの現象をみて、日本女性の低い地位に驚く。 

ところで、日本の隣国としての中国はどういうような状況でしょう。スイスの

ダボスの調査で中国は「男女地位の差異報告」には、男尊女卑の程度が聞かれた

135 個の国家で 69 位に位置している。日本よりずっと高い。ある企業家の発表

によると、今の中国では男尊女卑の感じはあまりしないと言いうことである。学

校時代から職場、また家庭生活まで、全体的に言うと、私たちは平等の社会で生

活をしている。特に職場では、能力によって、仕事を配置すること、給料を能力

により出すことなどは、男女平等の一番の証拠だと考えられる。家庭での男性も、

女性も自分なりの責任を以て、家庭を幸せにするように二人とも力を尽くしてい

る。これも現代女性の、家庭位置のアップの表現だと思われている。 

しかし、中国古代の女性政策は、女性に三綱五常という規則を厳守させていた。

近代以来、中国はいろいろな変動を経て、群衆の思想解放を行ったので、女性の

地位は段階的に変わってきた。それは思想の指導の下で、行う教育の変化だと思

う。女性も男性と同じ教育を受けて、男性と同じ社会で、各分野で活躍するチャ

ンスを持つようになった。今の中国の発展に貢献している。 

なぜ日本女性はまだそんなに重視されていないのであるか。考えてみると、必

ず女性に対する政策と関係がある。こういう政策は女性にたいする教育の面で詳

しく表している。今の日本の教育方針は大体明治維新時代に固められたと言われ

ている。明治維新の最初は教育の基本的な政策が決められたが、その後実施した
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ら、いろいろな不足が見つかり、何度も本来の政策に基づいて改善された。しか

し、どんなに変わっても、中心的な思想そのものは今まで残っている。だから、

この思想は日本の国民教育を支えてきた。その中で、今までの女性への教育政策

も、明治維新時代に決められて続けてきた。では、明治時代の女性教育政策を見

てみよう。 

二 日本明治時代の女子教育 

2.1 明治時代の女子生活状況 

先に日本の小説家の文章から、明治時期の女子の生活状況を見ておきたい。樋

口一葉の小説「十三夜」に、お関が離婚したがることをめぐって、父親、母親が

そのことにたいした態度から、女子の生活状態を見てみよう。 

主人公お関は上野の新坂下に住んでいた斉藤の娘で、お金持ちの原田勇の妻に

なって、また子供太郎も儲けていた。他人から見て、お関の人生がすごく幸せそ

うであった。お金もちの旦那様もいたし、子供もいたし、幸せな家族を持ってい

た。実はお関は旦那の原田勇に二言目として教育のない身と蔑まれた。最初に、

お関が嫁として原田勇の家に入って丁度半年ばかりの間には、原田勇は「関や関

やと下へも置かぬようにして下さった」 1といった。しかし、「あの子が出てか

らと言う物は丸で御人が変わりまして、思い出しても恐ろしゅうござります、私

は暗闇の谷へ突き落とされたように暖かい日の影というを見たことがない」。

「物言うは用事のある時慳貪に申しつけられるばかり、朝起きまして機嫌を聞け

ば図らずも脇を向いて庭の草花をわざとらしき褒め詞」を言った。「朝飯上がる

ときから小言は絶えず、召使の前にさんざんと私が身の不器用不作法を御並べな

され、夫れはまだまだ辛抱もしましょうけれど、二言目には教育のない身、教育

のない身と御蔑みなさる」。また、「私の為る事とては一から十まで面白くなく

覚しめし、箸の上げ下しに家の内の楽しくないは妻が仕方が悪いからだと仰っ

て」、「一筋に詰まらぬくだらぬ、解らぬ奴、とても相談の相手にはないぬの、

いはば太郎の乳母として置いて遣わす」2

お関は原田勇に叱られて嘲られた日にちを暮していて、ほんとうに「気骨の折

れること」ばかりであった。やっと原田勇の虐待に耐えられなかったから、年の

十三夜に離婚を決心して実家に戻った。作品で、お関が登場するまえに、最初の

段落には、父親の話があった。「いはば私も福人の一人、いずれも柔順しい子供

と嘲った。 

                                           
1 《現代日本の文学１  二葉亭四迷·樋口一葉集》  学習研究社  東京都大田区  1971年 10月 306ページ 
2 《現代日本の文学１  二葉亭四迷·樋口一葉集》  学習研究社  東京都大田区  1971年 10月 309ページ 
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を持って育てるに手は懸からず人には褒められる、分外の慾さえ渇かねば此れ上

に望みもなし、やれやれ有難い」。格子戸の外に立っていたお関は父親の「わが

身の幸せを喜ぶ話」を聞いて、心で「今更にお老人を驚かして是までの喜びを水

の泡にさせまする事つらや、むしろ話さずに戻ろうか、戻れば太郎の母と言はれ

て何時何時までも原田の奥さま、御両親に奏任の聟がある身と自慢させ、私さえ、

身を節倹れば時たまはお口に合う者お小遣いも差し上げられるに、思うままを通

して離縁とならば太郎には継母の憂き目を見せ、御両親には今までの自慢の鼻に

はかに低くさせまして、人の思わく、弟の行く末、ああ此身一つの心から出世の

真も止めずはならず」。お関の母親の話によって、「亥之は今しがた夜学に出て

行きました、あれもお前のお蔭さまで此間は昇給させて頂いたし、課長様が可愛

がって下さるので何れ位心丈夫であらう、何分ともお前が中に立って私どもの心

が筒汁よう、亥之が行く末をもお頼み申して置てお呉れ」 1

作家の書いた小説を通して、その時期の社会の状況が窺える。「十三夜」の主

人公のお関の物語から、その時期の女性の生活状況について、まとめてみる。ま

ず、第一、お関は原田助に叱られ蔑まれた日にちを送り、二言目の教育のない身

で家庭内の楽しくないことも妻のせいだといわれた。それによってみれば、明治

において、女性は夫に重視されなく、尊敬されなかった状況に置かれたことがわ

かった。妻としてのお関は夫に反抗できなかったことから見て、女性は独立の人

格が与えられなく、夫に従うことだけを教え込まれたのだった。第二、「私さえ、

身を節倹れば時たまはお口に合う者お小遣いも差し上げられるに」

。そういうことから

みて、お関の弟も、お関の婚姻に恵まれて、貧しい家の子が夜学へ行け、よい給

料ももらえたということがわかった。 

お関は実家に戻って、親がたに「離婚の状を取ってくだされ」という頼みをし

たとき、断わられて、父親の論理に従い、再び婚家に戻って帰った。ご両親はお

関の要求に直面した時、先にお関の悲しみと苦しみを考えなく、ただ自分のこと、

息子亥子助けの行く末だけを関心して、自分の嘘の幸せの幻想を遠慮し、お関の

ことを全然考えなかったである。お関自身も離婚の前で両親、弟、息子のことを

先に考えてあげた。お関自身に独立の意識を持たずに、ただ両親に従わなければ

ならなかった。 

2

                                           
1 《現代日本の文学１  二葉亭四迷·樋口一葉集》  学習研究社  東京都大田区  1971年 10月 307ページ 
2 《現代日本の文学１  二葉亭四迷·樋口一葉集》  学習研究社  東京都大田区  1971年 10月 306ページ 

この文を読

んで、女性には財産権のないことが分かった。家長権は法律上で女性を社会と家

庭の一番下に置かせ、それに対して、男性が経済、婚姻、財産、相続権での地位

を優位させた。女性には家庭の経済までも権利がなかった。小遣いを自由に使う
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こともできなかった。夫から小遣いをいただくしかできなかった。第三、「十三

夜」でこういう話がある。「良人は一昨日より家へとては帰られませぬ、五日六

日と家を明けるは平常の事、左のみ珍しいとは思いませぬ」 1

「十三夜」での物語を読んで考えると、「女の一生は夫しだい」

。この文からみて、

原田勇は浮気していた。けれども、夫の不貞はお関にとってはただ「彼ほど働き

のある御方なり、男の身のそれ位はありうち」と考えて認めていた。女性はどれ

ほど可哀そうな生き物であったかがわかっただろう。夫の浮気に対して、女性は

当たり前の気持ちで認めなかったしかない。家長権の下で、夫は妾をもったり外

で遊んだりすることが自由であり、そして、妻は夫のそういうことに口出しはで

きなかったにもかかわらず、離婚を要求をする権利もなかった。第四、お関は夫

のことを鬼の性たる夫だと思って、とうとう夫に耐えられなくなり、自ら離婚の

要求を願って、かえって親から賛成してくれば離婚できるそうであった。その時

代の女性には離婚権がなかった。第五、お関は離婚のことを考えたとき、子供太

郎のことを思い出した。離婚したら、もう太郎の母親としてではなく、今後も太

郎と会えないことになる。このところから見れば、女性には親権がないことがわ

かった。 
2

2.2 明治以前の女子教育 

ことと、 

女は男に抑圧された存在であったことがわかるようになる。女には人間としての

もっとも基礎的な権利もなかった。子供と無力者と等しく思われた。その時期、

日本はまだ社会の転換期にあって、封建思想に深く影響され、文明が開化してい

なかった。その時期の社会背景に影響され、女子には教育権利がなかった。女子

は教育を受けるチャンスがなく、思想的に開化していなく、尊敬されない地位に

立たれた。  

明治時代の女子教育の発展には、それなりの社会背景があった。日本は明治維

新のお蔭で、封建社会から資本主義社会に入ったけれども、女子に対する思想は

まだ中世·近世の政策に深く影響された。 

 日本の中世は鎌倉、室町時代と江戸時代を含めていた。鎌倉、室町時代では幕

府将軍は日本の実際の権力を握っていた。だから、日本の中世紀の前時期は武家

時代だと言われた。武士階層の拡大につれて、武士教育と寺院教育が生まれた。

文化教育も社会の下層に伸び広がった。庶民出身の武士はもともと文化レベルが

                                           
1 《現代日本の文学１  二葉亭四迷·樋口一葉集》  学習研究社  東京都大田区  1971年 10月 309ページ 
2 井上理恵 「無限の闇―『十三夜』」（日本文学協会、新 ·フェミニズム批判の会 編『樋口一葉を読み

直す』 学芸書林 1994年 6月）170ページ 
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低く、教育された内容も武士道の精神と武芸であった。家臣が主君に忠誠心を持

つことが教育の中心とされて、主君に忠誠をつくし、死を視ること帰するがごと

く武士の精神が重視された。武家は教育の大切さがわかったから、積極的に教育

を進んで、「学問所」も建てた。その後、寺院は一般庶民も受け入れ、読むこと

と書くことを教育させた。だが、女子は家庭を中心にして教育を受けた。                                                                                                                                                                                   

貴族階層の没落の代わりに、武士階層が出世した。それとともに、「男尊女

卑」の理念もいっそう発展し強化された。そのせいで、女性の社会地位がだんだ

ん下がった。従順、貞操、慎重を強調した女子教育がやられた。中国の「女は学

なきを徳とす」の思想に影響されて、日本は長期間で女子が男性と同じように平

等的に教育をうけることができなかった。女性がいずれは嫁になって、嫁入りの

あと、夫に服従されるようになった。だから、女性は男性と同じように教育を受

けたことはなかった。また、女性は知識を持てば縁と遠くなるという話も流行っ

ていた。教育水準が低かったところで、女子が読むことと書くことができると、

良いことわけではなく、多分家庭の発展と和睦の邪魔になる思いはその時期でみ

んなのこころに定着しているだろう。『浮世風呂』に「華道、琴などは不必要な

もの。料理、縫製、掃除、妻の仕事は少なくない」1

                                           
1 式亭三马 《浮世风吕（三编卷之下）》[M]  岩波书店 1957年，215页 

と記載した。江戸時代に、

経済の発展とともに、幕府は教育を重視し始め、女子教育も発展させた。教育機

関として、幕府に直接的に属した学校を別にして、藩校、寺子屋、塾などの教育

機関が建てられた。だが、それらの教育機関が女性に開けなかった。江戸末期に

なって、藩校の一部が 7 歳から 16 歳までの士族女子にあけはじめた。一般庶民

と武士は父か兄、あるいは師匠に頼んで、家で女子に教育を与えた。また、庶民

女子にむけ、女子に対した専門的な女子寺子屋も現れた。しかし、それがわずか

の現象であった。全体的に、女子教育はやはり家庭で伝統的なものを勉強してい

た。江戸時代で、女子の活動範囲が家庭内部に制限され、女子も絶対的に夫の意

志に従って、思想的に男性に従っただけではなくて、封建思想が女性に出した思

想をも身を以て実践していた。中国の儒教思想に影響され、女子の道徳教育が重

視された。武家統治時期、女性の道徳教育が目立っていた地位に置かれた。武家

の支配者は武士に主人を忠誠したことを要求した。それと同時に、武家の女子た

ちにも夫を天として、謙遜、従順の美徳を持たせた。室町時代になった時期、女

性に三従四徳の要求を出した。三従とは「家にあっては父に従い、嫁としては夫

に従い、夫の死後は子に従う」ことで、四徳とは「品徳、言葉、姿態、家事」を

指す。三従の思想は儒家の男尊女卑を宣伝し、女性に徹底的に男性を中心として

思わせ、女性の独立と自主を否定した。四徳は女子の道徳におけるいっそう女性
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の従順と操を強調した。そういう思想に応じて、女子道徳を説教した本が出た。

代表的なのは貝原益軒の『女大学』であった。『女大学』は十九章を含めて、女

子が嫁になる前の行動規範と人妻になった後の道徳規範を詳しく説明した。第六

章の婦人が「必ず夫を君主として視る」という内容を書いた。婦人が夫のことを

天として、絶対に男性に従順すると要求された。夫婦関係における婦人は一つだ

けの君主がいて、夫に対する言葉が慎重、尊敬すべきである。女性はどんな時で

も、夫の話を聞き、もし夫に反抗したら、天罰を受けられる。『女大学』に「七

出」と「三従」などの封建社会の男尊女卑の思想が貫いていた。「七出」は夫が

妻を実家に帰させる七個の条件であった。すなわち、「親孝行しないと出て、子

がないと出て、操を破ると出て、嫉妬すると出て、悪疾があると出て、よけいな

言葉を出したら出て、盗むと出て」のことであった。そういう規定は全面的に女

性の自主性と独立性を否定した。「三従」は盛んに封建礼儀を宣伝していた。女

性一生の主旨は従順であった。女性は家庭と社会の一番下に置かれていた。『女

大学』は男性の専制を表し、女性が男の権利に屈服すべき、女性自分自身の独立

や人格を無視した。 

女性はまた法律における弱い位置に置かれた。日本社会を統治した「家長」制

度は女性を家庭の一番下に置き、夫の家庭の支配権を保障した。男性は家庭のい

ろんな事項に主導権があり、家庭の経済、婚姻、財産、相続権、子供におけるこ

の上もない権利があった。夫は自由に妾がもらえ、妻は口を出すことができなか

った。そして、女性には離婚権がなかった。離婚権はただ夫に属した専門的な権

利であった。江戸時代で、男は女性を実家に帰させるやり方は非常に簡単で、た

だ一枚の離婚状を書けば十分であった。もし夫は字が書けないなら、紙に三行半

の直線を描けば、夫婦関係が終わる。だから、離婚状はまた三行半とも言われた。

離婚の規定から見たら、あの時の女性は社会地位がどれほど低かったか、解るよ

うになるだろう。 

その時期、女子教育はまだ社会の伝統的な思想に影響され、そして、中国の

「女は学なきを徳とする」思想にも影響された。社会全体は女子に教育権利をあ

げることを賛成しなかった。女子自分自身も教育を受ける意識もなかった。 

2.3 明治時代の女子教育 

19 世紀後半、日本は深刻な社会変革を行った。すなわち、明治維新。明治維

新は日本社会の発展と民族の進歩を推進した。新たに建てた明治政府は徳川幕府

260 年間の統治を覆させ、資本主義の道を走って行った。明治政府の前に置いて

あた民族危機と強大な資本主義国家を建てた問題は明治政府に「富国強兵」の目
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標を設定させた。こういう目標を実現させるために、明治政府は政治、経済、社

会と文化教育などの面から一連の改革を実施した。 

19 世紀日本の教育は著しく泰西の国家に遅れていた。維新まで、教育に対し

ての軽視と教育の古いしきたりにこだわった政策のゆえ、日本の教育は必ず同時

期の欧米諸国に遅れていた。歴史のままに、伝統的な教育体制をやり続けるか、

先進的な資本主義を取って発展するのかは、日本歴史上の要になった。そういう

正念場で、幕末の志士は後者を選んで、画期的な革命——明治維新を行った。日本

の歴史の発展に推し進めさせ、日本女子教育も勢いに乗って進んで行ってきた。 

1871 年（明治 4 年）7 月 18 日、新政府は文部省を設置し、国家の教育行政管

理機構として、全国各府県の教育事情を管理することにした。文部省が建てられ

たあと、直ちに国民教育制度の創立に着手した。欧米諸国の教育を調べ、一方で

は国内の教育を調査していた。その後、文部省は「学制」を設定して、1872 年 8

月に公布した。明治政府は「富国強兵、殖産興業、文明開化」の政策を提出した。

その政策を推し進める方法は国民の教育と人材の育成であった。「学制」の前書

きで、「学問は立身出生のもと」を指摘して、教育の重要性を強調した。同時に、

「邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめん」の目標を出した。その目標を実

現するために、「幼い子供を男女問わず一緒に勉強させる」、「女性にも八年の

小学校を終わらせるはずである」 1

明治政府は初等教育を普及することを教育の主な問題として、初等教育が教育

の一番の重要な部分で文明開化の鍵だと思っていた。「学制」は「国民全員勉

強」と「男女共学」の原則を表すために、8 年の初等教育を定めた。教育内容は

江戸時代の婦道の養成と家事の教育から知育の重視へ変わった。統計によると、

1875 年（明治 8 年）女性就学率が 19％に立ち、男子就学率が 51％に立った。そ

の後、政府は強制的な手立てを取って、1880 年女子就学率が 22％に立ち、男子

就学率が 59％に立った。全体的に見れば、女子就学率を上げったのは低く、男

子より半数以上ひくかった。その原因は何でしょうか。その時期の庶民は娘に知

識を勉強させたより、家庭生活に関する基礎技術を勉強させたほうがいいと思っ

ていた。そんなことを見て、古い伝統観念はまだ民衆の中に根が深かった。アメ

などの男女をともに勉強させた手立てを定め

た。「学制」は人材を養うことに大きな役割を果たす角度から、女性教育の重要

性を強調した。まず、女子に男子と同じように教育を施すべきである。さらに、

「子どもが賢明になれるかどうかは母親しだい」というような指摘をした。だか

ら、女性が勉強しない風紀を治そうと規定し、「賢母」を養成することを女子教

育の新目標として確立した。  

                                           
1  新村出  广辞苑第五版电子词典【M】 日本岩波书店  株式会社系统软件  1999 年 
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リカ教育課程と教育規則を真似した「小学校教育規則」で、縫製と手仕事に何の

規定もなかったけれども、各府県の教育には違う現象が出た。伝統家庭生活技術

の教育が重視された。各県が公布した教育規則より、男女問わず教育を受ける視

点から 5 種類があった。A＝男女は同じ教育規則、B＝男女は同じ教育規則けれど

も、女子は縫製と手仕事を加えた。C＝男女は原則的に同じ教育規則であるが、

決まった時間を女性の縫製勉強に使い、男子は別の課程を勉強する D＝同じ教育

規則をとったが、縫製以外の内容は性格より違った。E＝男女は違う教育規則。

明治前期に、男女教育にはまだ区別があった。 

明治初期、日本は中等教育学校を設定した。しかし、今まで設定された機構は

男子のためであった。明治新政府は「賢母」を養うために、初等教育と同じよう

に女子中等教育を励ました。1871 年には、明治新政府は五十三名の男子留学生

に加えて、津田梅子、山川捨松たち五名の女子留学生を海外に送った。翌年には、

明治政府は東京に、国立の東京女学校を開校した。「知識がある母親こそ役に立

つ人材が育てられる」という主張を信じてたから、国立女学校は直接外国人の女

教師を招き入れて、教育を行った。明治初期の女子中等教育は私立学校により行

われた。それらの私立学校は上流社会の士族の娘たちだけを募集、温和上品な女

性を養うための儒教学校で、また、後世女学校の見本になった。明治初期に、女

性に家庭生活技術を教える学校もあった。学生はあさ 8 時から午後４時まで技術

を学んで、休み日と夜間翻訳書と婦道の講義を聴いた。1877 年、国立と私立学

校は合わせて 136 所、2744 名の女学生が勉強していた。これでわかるように、

そういう種類の学校は明治時期前の伝統教育を受け入れた。 

明治中後期は日本国家主義教育の確立期と強化期であった。何十年の模索と努

力を通して、日本の資本主義制度はだんだんと健全してきた。明治憲法の公布は

日本資産階級立憲君主制の確立と日本なりの国家主義の形成を示した。明治後期

には、日露戦争と日清戦争が日本の政治、経済、文化思想に深刻な影響を与え、

日本の教育も帝国主義の特徴を表し始めた。明治政府は天皇の統治を守って政治

と経済の調子に乗れるために、国家主義の精神を教育に入れて、「教育勅語」を

公布した。「教育勅語」は「天皇制」が「国体の粋」で、教育の根源でもあった。

その後、全国で国家主義教育の体制が築いた。この時期の女子教育はずっと国家

主義の思想に影響され発展していた。1900 年 8 月、「小学校令」が発布され、

無料の義務教育が実施された。おかげで、男女の就学率の差は小さくなった。

1907 年、男の子の就学率は 98.53％、女の子の就学率は 96.4％になった。1

                                           
1 栗玲《日本近代女子教育历史进程的研究》 硕士学位论文 2008 年 5 月 第 26 页 

1899

年、文部省は「高等女学校令」を公布し、高等女学校を男子中学校から分けさせ、
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独立的な女子中等教育機構を形成させた。高等女学校は女子に「高等普通教育を

あげる」学校で、終業年限 4 年でした。高等女学校の目的は男性の中学校で施し

た「高等普通教育」と同じだが、教育方針が違い、「良妻賢母主義」の教育を実

施していた。1890 年、「教育勅語」が公布した。「教育勅語」には儒教理論を

中心にしての教育方針を確立、女性の温和、従順がもう一度重視された。文部省

大臣菊池大麓は儒教を中心としたの良妻賢母を認め、同時に「我が国にいて、女

子の職業は結婚し良妻賢母になる」ことと高等女子学校の校長会議で言った。女

性に対する要求は知識と社会の事に重きを置かなく、婦道、従順のことに重きを

置いた。1899 年、「高等女子学校令」は政策に良妻賢母主義を確立し、そして、

女子自身の修身の事を強化しただけではなく、家事、縫製、手仕事などの課程も

加えた。それから、良妻賢母主義を基礎としての近代教育体制が日本に確立され

た。明治政府は女子教育の肝要な役目が国体の観念と国民道徳を強固し、家庭主

婦と母親としての品格を女性の身に定着させると思っていた。それらの思想は天

皇家族国家観念にも基づいたのである。 

日本明治維新のすすめに従って、文明開化の響きは確かに人権思想と男女平等

の観念が日本に伝えてきた。しかし、女性と男性は教育の内容と場所上では区別

されていた。それに、下記資料に記載されてるように、女性は参政権と公民権で、

平等に対処されていなかった。田中克信より書かれた『教育史』の中で、次のよ

うに指摘した。明治 22 年に制定した帝国憲法で（１）天皇は神聖にして侵すべ

からず（２）天皇の相続権はただ男子にはある。過去の女性天皇は廃止された同

時に天皇の多妻制を認めた。（３）財産をとわず、女性には参政権と国民権がな

い。「教育勅語」の公布は天皇に忠誠を中心とする軍国主義教育が日本で広げっ

ていたことを示した。こんな政治背景のもとで、女性は天皇制と家父長制に操ら

れていた。良妻賢母主義教育が定着した。しかも、女性はただ国の力を強めるた

めに労働力を作る役目だとされた。だから、人権思想と男女平等の観念が日本に

伝えたが、本当的に男女平等と女性人権は実現できなかった。 

明治時代は日本社会が封建社会から資本社会に転換した時期であった。その時

期は封建的な思想に影響され、また、新しい思想観念にも影響された。転換期の

女子教育だと言える。女子教育について進歩があっても、ある程度で良妻賢母の

教育へ偏った傾向があった。   

2.4 良妻賢母という教育 

明治三十年代の初めといえば、日本の近代社会が、一応の基本構造を確立させ

て、新しい段階に入ろうとしていた時である。封建的なものを維持·温存しなが
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ら、むしろかえってそれを跳躍台として、日本は、遅ればせながらせながら世界

の資本主義的諸列強にわりこんで、帝国主義的侵略を始めた時代であった。封建

的家父長制に支えられた「家」を社会の基本単位として、同時に家父長制的国家

観をそのイデオロギーとして、日本の近代社会がこの時代に確立する。良妻賢母

を建前とした戦前の女子高等教育体制も、この時代に、形を整えるのである。 

津田梅子が、女性に英語を教育して、専門的職業人の養成のための塾を創立し

たのは、明治三十年九月のことであったし、吉岡弥生が東京女医学校を作ったの

は明治三十三年であった。封建的な家の中に閉じ込められていた女性が、近代社

会の一市民として生きるために専門的職業知識を身に着けるというこれらの創立

者たちの考えは、当時だけでなく、今日でさえ優れた識見であったと言える。し

かしこうした理念は、「家」制度を基本的建前とする明治の社会には、明治だけ

ではなく戦前の日本には、全面的に開花する土壌はなかった。女子高等教育の主

流は、良妻賢母をたてまえとする国家主義的教育体制の中にあった。 

明治三十四年に設立された日本女子大学にしても、それよりさらに一世代も後

に、大正デモクラシーの中で設立された東京女子大学にしても、津田や吉岡の理

念とは違って、家庭を出て行く職業人ではなく、家庭の中に閉じこもる主婦の教

育を主眼とした。東京女子大学は特に、近代的で自由主義的な性格を帯びて、儒

教主義的良妻賢母教育とは相いれないものであったけれども、「家庭」を支える

教養ある主婦を作り出す点では同じであった。しかしここでは、良妻賢母主義教

育がイメージとしていた「家」ではなく、近代的「家庭」主婦を主眼としていた

ことを付け加えねばならない。またそれらは、専門的職業人としての独立したっ

人格の育成を目指すものではなかったとはいえ、良妻賢母主義教育に象徴される

ように、国家の手による国家主義的、軍事主義教育の圧倒的支配の中で、あだ花

のように咲いたブルジョア的な、その意味で人間的な女性教育であった。国家の

手による良妻賢母主義教育の推進は、同じ明治三十年代に全国的に設置された高

等女学校に置いて実現する。「人の妻となっては誠に良妻であるといわれて、姑

に善い嫁を取りましたと言われる人を造らせる。家の役に立つ人を造り、それを

推広めまして、愛国という精神を基礎にする」、すなわち、良妻で国のために役

に立つ人材を育てる賢母たる女性を作り出すのが、高等女学校の理念であった。

具体的な教育内容は、小笠原文部大臣が述べているように、「家庭科に重きを置

き、良妻賢母主義に依って訓育を施し、我が国民固有の道徳を以て、其の精神を

涵養し、我が国の家庭制度に適する温良貞淑の女子を養成せざるべからず」とい

うのである。つまり、「家」を治めるのに必要な家事十八般の技術修得と、儒教
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主義道徳と、それに必要な愛国心＝国家意識の教育が、良妻賢母主義教育の中味

であった。 

明治二十年～三十年を堺に、すぐれて、上から強引におこなわれた日本の近代

化は、その実質的な中味を独立で自由な小生産者ではなく、封建的家父長制的

「家」のままにしながら、外側では、一応の資本主義的再生産を確立し、海外の

帝国主義的侵略を生み出すまでになった。こうしたゆがんだ日本の近代社会の発

展のなかから、良妻賢母主義教育は、一つの国家的要請となったのである。日本

の近代公教育体制は、明治五年に、あ学制が発布されたときからきわめて国家的

要請の色こいものであった。人間らしく生きるために教育を受けるのではなく、

絶対主義国家の担い手として、つまり兵隊や労働力にするために教育をあたえる

のであった。女子高等教育が、家父長制的国家を支える「家」の担い手を造ると

いうきわめて体制的イデオロギーに縛られたのも、特別なことではなかっのであ

る。 

こうした国家的要請の体現であった良妻賢母主義教育は、軍国主義教育へとな

だれ込んでいく戦前の女子教育を強固に支配し続けたのである。ところが、敗戦

に伴う日本の社会の民主化によって、決して自主的なものではなかったけれども、

良妻賢母主義教育の基礎そのものが破壊された。「家」の解体とマイホームの成

立である。教育は民主化され、行き止まりの袋小路を持つ複線コースが、単線の

六·三·三·四の一本に絞られた。女性は男性と平等に、同一の教育を受けること

が認められた。人間らしく生きるための教育が実現したのである。しかしこの実

現は、あくまで机上のプランの実現であり、今日では、その机上プランさえもが

かき消されようとしている。女子大や女子短大という特殊部落の存在はこのいい

例であり、高専の設置や、教員養成大学の特殊化もその例である。 

良妻賢母主義教育は、理念として解消されながら、ふたたび家政学教育を中心

とする女子大学や短大で、型をかえて復活したのである。愛国心とか儒教主義道

徳とかいう強制的なわくぐみは外されて、きわめて自由主義的見せかけをもって、

新しい良妻賢母教育＝マイホーム花嫁教育が行われているのである。理性の開発

や、理性に基づく教育を否定し、何も考えないで夫と子供のマイホームだけを考

える女性をつくるのは、実は、社会の矛盾や不合理に何の反応も示さない従順な

女性をつくることである。ささやか家事のための技術を習得し、夫と子供のため

に楽しいマイホームをつくるのに専念する女性、これは、今日の日本の資本主義

生産の要請する「低賃金」と「人づくり」のために有益な役割を果たす。良妻賢

母主義は、花嫁教育となって、復活したのである。 
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このように見て、日本の女子の社会地位は低く、教育を受ける権利がなかった。

歴史時代の発展とともに、近代の教育に基礎を建てる教育機関は出来たけれど、

女子向けの教育機関はなかった。明治時期になった時、西洋諸国に影響され、日

本は女子教育を重視してきた。最初の政策レベルの重視から国家レベルの重視ま

での過程を見れば、日本国家が、どれ程女子教育を重視したかがわかるのである。

その時期の女子教育は良妻賢母を培うために行った為、男女教育には差があった

が、最後には女子に教育権を与え、女子教育の変革に成功した。では、日本の明

治時期に相当する中国の時代―清時代はどうだったのだろうか。 

三 中国の清王朝の女子教育 

3.1 中国の伝統的な女子教育思想 

孔子孟子の教育思想に影響され、男尊女卑の思想が形成された。「女子と小人

は養い難し」のせいで、女子の教育権を奪った。女子は家庭に籠って、家庭生活

の技術だけを勉強した。孟子の教育思想は、女子の婦道の勉強を重視した。彼が

言った婦道とは男尊女卑、即ち女が男に頼ると言う思想をもたらした。孟子の目

で見れば、女は社会の中でも、経済に関しても独立的な思想を持ってはいけない

訳で、もし女が社会に独立的な地位を持てば、経済的に支配権を持つ様になり、

自由観念が次第に生まれて、旦那と対等に振る舞うようになるのだと主張した。

女の子が生まれた時、母親は年齢によって教育した。『礼記·内則』に「貴族家

庭では、生まれた時からの教育で、食事ができる様になれば、右手の使い方を教

え、話せる様になれば、その反応を訓練してきた。六歳にして数字と方向を教え、

七歳にして男女席を同じうせず、食をともにせず、八歳にして年上の人の後に食

事をし、九歳にして一か月間の日数を教え、十歳にして内のドアを出ないこと、

出る場合には必ず頭巾をかけて顔を見せず」とある。女の子が年を取って、嫁さ

んになる三か月まえには、母親として、妻としての教育を受ける。姑へのつかえ

方、家事のやり方などである。女の子には必ず女性としての意識を持って、男の

子と違う暮らし方を持つ様に要求する。十歳以前に、男女が同じ教育内容を受け

たあと、十歳からは、女の子は家政科を勉強し始めた。繭の養い方、布を織るこ

と、お酒を造ることなどが教えられた。普通の家庭の女性にとっては、漢字、文

章を勉強するのは彼女たちの生活と距離があった。彼女たちが受けた教育は、た

だ女性として備えなければならない知識であった。けれども、道徳の勉強はとて

も大切なことであった。女子教育理論における三綱五常、三従四徳を実行してい



青岛大学硕士毕业论文 

 18 

た。三綱とは、君臣、父子、夫婦の道、五常とは普通に「仁、義、礼、智、信」

のことをいう。君は臣に、父は子に、夫は婦に絶対の支配権を持っていた。後者

は前者にただ服従の義務を持っていた。仁における大切な内容は己の欲せざる所

は人に施すなかれ、中心に置く意味は人を愛すること、義における中心は封建社

会の道徳の規範、礼とは封建社会の身分差別を守ろうとした礼儀、制度のこと、

智とは封建社会の統治に合った能力と才気のこと、信とは人と付き合うときに信

用を守って、人を欺かないこと。三綱は韓非子に提出され、法治の内容に属し、

のち儒学者に使われた。前漢の時期、儒学者董仲舒は三綱を生かして、陰陽の学

問と融合させ、五常のことを提出した。三綱五常の中身から見て、男性の社会で

の地位が尊重され、女性が男性に服従するしかない、また、三界に家無しという

ことがはっきりわかった。三綱五常が女性の首に縄をかけ、独立的な人格を失わ

せたことに成功したと言える。もし三綱五常が女性に空間を少しあけたなら、そ

れでは三従四徳は女性に向けた法律となり、女性を徹底的に地獄に落とさせるの

である。その原因を三従四徳の内容から探してみよう。三従とは「家にあっては

父に従い、嫁しては夫に従い、夫の死後は子に従う」ことで、四徳とは「品徳、

言葉、姿態、家事」を指す。女性は三綱五常、三従四徳のような文化背景で、政

治権力、氏族の権力、神の権威、夫の権力の下に圧迫されて従属し、人間として

の権力を失い、軽蔑されたような生活をしていた。三従四徳は秦と漢王朝時代の

女性の言行規範にもかかわらず、中国の二千年間の女子教育の大切な教育内容で

ある。 

封建社会の中国では、女子の教育の形式は家庭内に限定されていた。女子に向

けた学校がなかった。学校教育は男性のみの特権となっていた。家庭教育は普通

の家庭教育と宮廷教育を含んでいた。普通の家庭教育では、一部分は師匠が教え、

一部分は両親が教えた。師匠が教える事は商王朝から既に行っていた。大部分の

師匠は知識があり、品徳がよい女性であった。人を雇う家庭は経済的に豊かな家

庭であったから、子供に封建礼儀や女の道徳だけではなく、詩も文章も教えた。

両親が教育を務めたのは主な、また重要な形式であった。普通の生活で、両親は

身を以て知らず知らずに子供を教育した。その時期で、家庭では子供に対して、

学齢前と小学校程度の教育を教える責任を担った。また、女性にとっては、これ

が多分彼女達の生涯での、唯一で全ての教育内容であった。貧乏な家庭では、師

匠を雇うお金がないから、まして、女子に対して教育しなければならないと言う

意識もないので、女子はただ労働のうちに女性としての婦徳、手仕事を身に付け

るしかなかった。十歳前に、男女が同じ教育内容を受けたあと、十歳からは、女

の子が家政科を勉強し始めた。繭の養い方、布を織ること、お酒を造ることなど
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が教えられた。普通の家庭の女性にとっては、漢字、文章を勉強するのは彼女た

ちの生活と距離があった。彼女たちが受けた教育は、ただ女性として備えなけれ

ばならない知識であった。けれども、道徳の勉強はとても大切なことであった。 

宮廷教育は実際家庭教育から伸びたもう一つの形であった。宮廷教育とは宮廷

の女性に提供した教育であった。支配者は王宮での女子を教育する必要があると

深く認識した。宮廷の女性には身分差別があり、個人なりの教育を受けることに

なった。皇帝の妾たちは定期に教育を受け、受けた教育も女官のより広さと重さ

があった。女官を養うために行った教育は、内容にも規模にも幅が広く、教えた

内容は経書であった。宮廷教育はある王朝でにぎやかにやっていた。宮廷教育は

沢山の才女を培った。例えば、中国の第一目の女性の女子教育聖人と言われた後

漢の班昭は、有名な女子教科書『女誡』をつくった。 

3.2 清王朝前期の女子教育 

清王朝の前期は中国封建社会がどんどん弱体化していた。支配者は中央集権政

治を強くするために、大きな力をこめて未亡人の操を表彰し、またそういう人を

称えるために鳥居を建てたり、婦徳を教育化させ、社会化させた。多くの女性は

政権、族権、父権と神権の下に置かれ、もがいて、屈辱の生活をしていた。そう

いう背景の下の女子教育は、ある程度は女性を慰める事にはなったが、同時に女

子を圧迫する共犯者にもなった。 

清王朝時代に、女子の婦徳と才能に深刻な変化が起こった。そういう変化が女

子の婦徳と才能の関係を、対立的な関係へと変らせ始めた。才能と婦徳がもとも

とべつべつにある程度の比例を占めた状況から、婦徳を重視し才能を軽蔑した状

況、あるいは婦徳を重視し才能をあきらめた状況へと変わっていった。女子の婦

徳と才能の関係は「女子に才能がない事こそ徳がある」の言葉で表すのが一番良

く合った。『女四書』に「男子には才能がある事こそ徳がある。女子には才能が

ない事こそ徳がある」と記載した。 明王朝の末期、宣教師の思想に影響され、

資本主義の芽生えとともに、朦朧としていた民主の個性意識がうまれた。そうい

う意識が人間性を取り戻そうとしていた。女性の才能と個性が、良い教育を受け

た女性の身に十分に発揮された。彼女たちは詩歌の領域に一席をしめ、いろんな

形を通して女性を圧迫していた論理に反対した。儒教が女性を縛る規則に不満を

抱いて、「女子には才能がない事こそ徳がある」の理論に挑んだ。そういうこと

に対して、儒学者は女子が詩を作ると言う事が、自分自身が女性であることを忘

れる可能性があると思って、女子がそんなことを勉強すべきではないとも思って

いた。儒学者は、もし女性に才能があると、次第に頭角を現し、社会風俗を壊す



青岛大学硕士毕业论文 

 20 

ような由々しい結果になってしまうと考えて、女子の教育に反対していた。清時

代の儒教学者は彼らのいびつな女子教育観を宣伝した。明確に女性を愚かにする

様な政策も出した。「女子には字を読むことだけを教え、本の意味は解らせなか

った。字さえ読めれば、家事とか計算とかができ、それで十分である。本の意味

をわかっても無用のものである」と単刀直入に言った。そういう女子教育観はそ

の時期の教育政策に影響した。女子の教育は男子のとちがい；男子の博学と反対

に、女子はただ従順、手仕事をする以外には知識は要らないと考え、儒学者は女

子には読書をさせないと言う観点をはっきりと表した。「女子には才能がない事

こそ徳がある」の思想は、人を殺しても血を見せぬ小刀みたいなもので、多くの

女子の知恵の息の根をとめた。女子の知能を発掘する事はできず、毎日やってい

たものは家事ばかりである。本は読まず、家事以外のことは何も知らず、だんだ

ん分からず屋になって、それゆえにもっと男子に頼る様になった。清時代の女性

は今まで歴史上一番下に置かれた。 

女子の見かけを重んずる時代は、往々にして女子の地位が低い時代である。清

時代、女子の社会的地位が一番低いところに落ち、女子の見かけも過去の時代よ

り重視された。清時代は女子の見かけにいろんな要求があり、要求のレベルも高

かった。場所により、対象により違う容貌を見せる。秦漢王朝以来、女性の容貌

に関する美意識は病的になっていた。清王朝の時には、こういう病的な美意識は

限界に達していた。小さい足が美人の条件とされ、南宋のごろから流行してきた。

一足の纏足は女性の階級背景と女性の特権教養だということを明確に示している。

「きれいな纏足は男性の役員の長衣や優美な気質等と同一に比べる女子のもので

ある」。纏足するかどうかは、漢族の支配者の考え方で、これが重要なことであ

り、纏足を婦道、婦人の容貌の内容として、三寸の小さな足が理想とされ、三寸

の小さな足も持つ女性こそ教養があり、美しい事であると考えられた。だから、

纏足するかどうかは、女性の身分地位と関係がある。本質からいうと、纏足は上

流階級が女性をもてあそぶ為の要求に従っていた訳で、女性の心身を傷付けた。 

3.3 アヘン戦争から戊戌変法までの女子教育 

女子教育の価値への正しい認識は、列強の大砲と一連の不平等な条約と同時に

行われた。アヘン戦争の失敗から、西洋諸国から中国に来た宣教師たちは、キリ

スト教の宣伝、新聞、女子学校を通して、中国社会を西洋化させることに努めて

いた。西洋の近代思想を中国に伝えて、特に男女平等の思想は、中国の伝統思想

に大きな衝撃を与えた。男女平等思想が、中国の伝統的な文化や女子を縛る規則

と鋭く衝突した。そして、封建勢力も抑えられた。宣教師はただの説教から学校
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を開いて教育するような形に変わった。最初に貿易の港に女子学校をたて、のち、

内陸にも女子学校を建てた。1847 年から 1860 年まで、五か所の貿易港に何十箇

所もの女子学校を建て、その後、女子学校がすばやく発展して何百箇所にも達し

た。教育内容は『聖書』、数学、英語を基本にして、中国の伝統的な裁縫のよう

な手仕事も含めた。1844 年、女の宣教師が寧波で初めての女子学校を建てた。

学生を募集した時、女子学生の入学を賛成してくれるように、校長が自ら家庭を

訪問して親を説得した。入学した学生たちに、本とか服とか、学費までもサポー

トしてあげた。中国の伝統的な思想に深く影響されていた人々は、全面的にこう

いうものを受け入れなかった。だから、最初に入学した学生は出身が貧しい人で

あった。それにしても、キリスト教主義の女学校は、中国の伝統的な男尊女卑の

封建教育形式と激しくぶつかった。女子に学校教育がない状況を終わらせると同

時に、女子学校教育の先制に火をつけた。この事は、女子教育の転換の基礎を打

ち立てたと言う事であり、その後の女子教育に模範と参考の役割を果たしたと言

えるのである。 

アヘン戦争の失敗は外の世界を見ようとした人に教訓をくみ取らせ、人口の半

分を占める女子の教育問題に注意を促した。女子は富国強兵の強大な力なのだと

認識した。康有為は女子は男子と同じ様に、学校へ入って教育を受けるべきだと

悟った。梁啓超は「天下における貧弱の源は、必ず婦人が勉強しないことから始

まる」、「女子教育が一番発達した国は、国力が一番強い」と明言した。だから、

「国を強くするためには、女子教育を興さなければならない」。1898 年、上海

で中国人が建てた最初の女子学校—経正女学校が開設された。設立者は女子に教

育をさせるのは国を強くする方法で、中国人口の半分を占める女性が読書しなけ

れば、あるいは朗読しなければ、自分の半分を捨てるのと同じようなことだとも

思っていた。経正女学校は教育方針で西洋のものと中国伝統的なものとを同様に

重んずる政策をとった。一方、伝統的なものに結びつけ、良妻賢母教育を実施し

た。一方、未来に着目して西洋のものを勉強させた。そういう時期、志がある

人々については、女子教育を社会改良の一部分だとして、女子教育権を重視した。 

戊戌変法のうちに、梁啓超、康有為などの戊戌人が中国伝統理論と西洋の進化

論、天賦人権、民衆平等などの理論を使って、積極的に女子教育理論を宣伝した。

最初に、封建理論道徳を批判し、男女平等を提唱した。戊戌時期の知識人が西洋

の理論を手本にして、男女平等の理念を提唱した。例えば、康有為は『大同書』

において、封建社会による女性に対するいろんな不平等な待遇を批判すると同時

に、封建社会における礼儀と道徳たる「三従」と「四徳」を論難した。彼の目か

ら見れば、女性と男性は「ともに人間の体を持っていて、人間の知恵をもってい
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る」。当時、学校は女性を拒否したことに対して、「人材を抑制し、文明を塞ぎ、

それは天理にもとり、公理に逆行している」だと主張した。だから、女性は男性

と同じように独立心を持つために、充分な国民になるために、勉強しなければな

らない。戊戌変法の変革者たちは、康有為、梁啓超を中心にして、女子教育理論

における西洋諸国の進化論、天賦人論、民衆平等などの理論をつかって、中国伝

統理論と合わせ、女子教育理論を宣伝した。最初に、封建論理の道徳を批判し、

男女平等を提唱した。女子教育を普及するために、封建思想を批判したことに基

づいて、知識人たちは積極的に西洋の前進的な理論を勉強し男女平等の観念を宣

伝した。康有為は『大同書』において、封建社会による、女性に対して不平等な

待遇を指摘し批判した。同時に、封建社会における礼儀と道徳たる「三従」「四

徳」を論難した。彼の目から見れば、女性と男性は「ともに人間の体を持ってい

て、人間の知恵を持っていて、しかも皆最も親愛する人がいる」。人間人格の独

立のために、人種改良のために、男子と同じように権力を持つように、女子教育

を重視しなければならない。当時、女子を拒否していた学校に対して、「人材を

抑制し、文明を塞ぎ、それも天理にもとり、公理に逆行している」事だと主張し

た。次に、国民の素養を高くし、新型の良妻賢母を作る。男女平等理念によれば、

戊戌派は女子教育の現実意義を述べた。梁啓超は女子に教育の場を与えると、女

子が家庭で役立つようになれると言った。妻として、夫をよく助けられ、母親と

して、学問の根本に通じる上に、教育方法に長けて、子供の性情に応じてうまく

導き、適切な教育を行うことが出来れば、子供は成功する事になりやすいと主張

した。戊戌の知識人は女子教育における論理の面に貢献しただけではなく、理論

を実践に移すことにも貢献した。女学校を積極的に開設した。1898 年、上海で

中国人によって初めの女子学校—経正女学校が、開設された事が一番良い例であ

った。次に、「女学新聞」を創刊した。1898 年 7 月に創刊した『女学新聞』は

中国で女性が主筆として、女性を話題にした女性に向けた専門的な新聞であった。

主筆者は合わせて 18 人で、彼女たちが女性の目で女子教育を評論し、男女平等

の思想、愛国思想を宣伝していた。そのほか、女学新聞は、婚姻自由の主張や古

い規制の批判、その他女性の参政権にまでも及んだ。戊戌変法は短時間で失敗し

たけれど、変革者たちは女性の教育権力に努力した。変法により、女子教育問題

に対しての第一の呼び声を起こし、女子教育の新時代を開いたのである。そして、

社会人の女子教育に対しての認識を変わらせ、女子教育転換の直接的な原因と原

動力になった。 
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3.4 清の末期における女子教育 

戊戌変法が失敗した後、変革者たちが採用したたくさんの政策はまた元に戻し

たが、康有為、梁啓超などは国のために、民族のために女子教育を重視し、女子

学校を開設するような呼び声はもとに戻したわけではなく、清の末期の時期には

まだ余韻が残っていた。おかげで、女子教育の価値も人の心に定着し、女学校も

根を下ろした。女子教育はかつてない規模と情勢で発展してきた。清の末期の

「新政」時期は女子教育観念が早く変わった時であった。女子教育について、保

守派はまだ積極的ではなく、戊戌変法のある観点も封建の伝統的な思想にとらわ

れていた。しかしながら、「新政」以降、留学生の派遣、帰国及び宣教師の宣伝

等に伴い、女子教育観念が急激に変わった時期へと入っていった。 

周知のとおり、新聞はいつも世論を宣伝することに役立つもので、その時期で

も例外ではなく、女子教育に関心を持った知識人や、日本へ渡った留学生達は刊

行物を創刊し、女子教育の問題を明らかにした。この時期に創刊された刊行物は

男女平等、女子解放などの思想を宣伝した。資産階級の急進派は「女界鐘」に、

女子が七種類の権利をなんとなく取得し：参政、入学、友人と付き合うこと、営

業、財産権、出入りの自由権、婚姻の自由権を主張した。また女子の生まれつき

の素質は男子より優れていることも主張した。現実で、女子の知力が男子に及ば

ないのは、男尊女卑のせいで、今まで女子の受けた教育が奴隷を培う古い教育で

あったからなのであり、資産階級の急進派はまた「女子世界」において、女権を

解決する根本は女子教育にあるとし、女子を教育するのは女子に良妻賢母の資格

を取らせる為ではなく、他人に頼る本性を変えさせ、独立的な人間人格を培わせ

ようとするものであるとした。この時期の新聞及び刊行物は長々と纏足の害も公

開しており、文章の中で纏足が国家の強さと関係があると言う事を認識していた。

纏足の問題は実は女性の体の素質の問題なのである。女性の体の素質を言えば、

体育が女子教育に対して、重要な意義があるのだと言う事を認識し始めた。女性

が元気な体を持てば、外の世界に行ってみることが出来る。清の末期に創刊した

刊行物は女子の権利、婚姻の自由権、女学校の開設、婦道を批判した事などの、

思想を宣伝することを助けた。そして、新しい女子教育理念をばらまいて、人々

の心に定着させた。 

清の末期、情勢に迫られて、政府は新政に着手した。新政の後、女子教育の問

題に空きが出来た。このとき、私立女学校や政府によって建てられた女学校は、

雨の後の竹の子のように発展してきた。戊戌変法を経て、女子教育の作用と地位

が更に多くの知識人に認識され、教会女子学校のモデルも参考意見を提出してく
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れた。それゆえに、女子教育に熱心な有識者達は、やってみたくなったと言う訳

である。初めに、各省の大きな町に女子学校を創設し、次に沿海地方にまで推し

進めた。その様にして私立女子学校はうしおのように発展した。しかしながら、

私立女学校は当時の人にとって、新しいもので、女子教育を反対した人には反対

された。ある人は女子学校の開設が、良い風俗習慣をけがすものと思っていた。

さらに、女子学校の開設を取り消した人もいた。当時、政府は女子の教育に対し

て態度にせよ、政策にせよ、賛成してはいなかったのである。新たに現われたも

のとしての女子学校は紆余曲折していた。今の私立女子学校はまだ封建的な教育

に影響され、女性の温良善良を重視し、料理、裁縫の事を重視し、良妻賢母の主

義に限っていた。おまけに、それらの女子学校は女子が独立人格を培うことを重

視し、女子に愛国精神を注ぎ込んでいた。私立女子学校の成功につれて、多くの

民間の人々は女の子を学校に送るようになった。女子学校を創設する意欲性は高

くなったのだが、政府の方からの反対者は少なくなく、また折衷者が少なくなく、

沈黙を守った人も大勢いた。彼らから見て、「女子教育に弊害がないところはた

だ家庭教育だけである」彼が行いたい女子教育は実は家庭教育であり、開設した

い女子学校は実は「幼稚園」であった。そういうところをみると、彼らは女子教

育問題においては、保守で時代遅れの特徴を十分に表し、民間の開設者には遥か

に及ばなかった。そういうことばかりでなく、政府側はまた女子学校に刃を突き

つけた。それでも、民間は政府の力に屈する事なく、女子教育の価値についての

討論を、まだ言い尽くしていた訳ではなく、女子学校の開設を主張しようという

呼び声が高くなった。また、「女子世界」に「女子は国民の母であり、新しい中

国を作ろうとするなら、必ず新しい女性をつくる必要があり、中国を強くしよう

とするなら、必ず女子を強くする必要がある。また、中国を文明国家にしようと

するには、必ず先に我が国の女子を教育する必要がある。中国を救う為には、必

ず先に女子を救う」と指摘した。同時に、様々な刊行物は相変わらず女子教育の

問題について論争し、女権、女学者のことを提唱した。義和団運動が失敗した後、

清の政府の危機感はますます重くなった。中央から地方までたくさんの役人達が、

変革の道を選ぶしかないとしみじみ感じた。政府は世論に逆らい難いと見て、女

学振興の政策を出し、また、立法の形式で義務教育を強調した。政府のこの態度

は一層民間の女子学校を促進した。政府は情勢に乗って、女子教育を振興するし

かなかった。政府は「女子学校の規則」を出して、女子小学校への要求を決めた。

女子には修身を重視しなければならないと要求した。家政科を設置した。家政科

は中国の女子に対する専門的な古い手仕事と違って、手仕事の操作も主にしたけ

れど、手仕事の理論知識を重視した。女子学校の開設者は、家政科を伝統的な女
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子の手仕事と等しく認識したから、女子学校に「家政科」が重要な地位を占めた。 

女子学校の出現には数多くの教師が必要となる。しかし、当時の状況は女子学校

に女教師が不足していた。清の政府は女子学校には男性の教師を雇うことはでき

ないと決めた。このことは女子教育の発展に影響を及ぼした、現実的な問題であ

った。国内には完備な制度が決まっておらず、短時間でたくさんの女教師を養成

することもできないし、有識者は女子を留学させ、国内の女教師を充実させるよ

うに主張した。清の時代に、留学した女子は現実のことを考えると、日本が優先

と考えた。原因は日本の女子の文化レベルが我が国と大体同じで、我が国の女子

が努力すれば間に合うこと、日本は我が国と近く、往復しやすいこと、学費が節

約できることにあった。日本へ留学した女子学生は多くは父兄、夫に伴って、あ

るいは自費で、あるいは外国宣教師に引き連れられてという形であった。当然、

日本へ留学できた女子は上流社会の家庭からでた人である。普通の家庭の女子は

文化教育を受けたことがないし、留学出来る文化レベルに達しておらず、外国へ

行って勉強する思想を、受け入れてはいなかったからである。女子の自費での留

学の発展につれて、政府からお金を出して貰ったような形の留学形式も生まれた。

最初に政府から派遣した女子留学生は、1905 年に湖南省からの 20 名の女子であ

った。年齢は一番上が 53 歳で、一番下が 14 歳であった。我が国から日本へ留学

した留学生は主に日本の有名な女子教育家下田歌子が建てた、青山実践女子学校

に集められた。青山実践女子学校の勉強内容は、この時期の留学生の勉強内容を

代表している。実践女子学校の留学生規定は明確に表わされていて、学校は「清

の女子が教育者として責任を取れる人と、家庭の大黒柱になれる人を養成するこ

とを目的とする」と指摘されていた。勉強の内容は師範、家政、手工芸を含め、

文科、理科と家政科に及んだ。課程の設置から見て、良妻賢母教育の必要性を表

すと同時に、女子の全面的な発展要求にも気を配っていた。女子の留学は、国内

の女子教育と女性権利意識の目覚めを促進することと、日中文化の交流に不滅の

貢献を与えた。留学を通して、女子留学生は日本の民主思想に影響され、女権を

争うことと纏足を反対することに努めて、女性解放運動のパイオニアになった。 

清の末期、変革を経て女子教育は封建的な思想とだんだん分離し、宣教師のお

かげで、西洋の思想を受け入れて、大きな発展を遂げたけれど、封建的なものが

まだ残っていた。女子教育は豊かな家庭に限られ、上流社会に限られていて、ま

だまだ全国民的なものにはなっていなかった。五·四運動の発生で、我が国の教

育は斬新的な局面に入った。思想面における我が国は自ら西洋の教育を受け、出

来るだけ西洋の教育を追いかけた。おまけに、民主思想の伝播で、女性解放運動

が行われた。男女平等を目的とした教育の変革も行われ、平民の女子教育も教育
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の変革に組み込まれて、全面的に女子教育を進めようと考えた。女子教育は伝統

的な‘良妻賢母’を批判した上に、女子の独立人格を発展させ、女子には自分自

身が完全な人格を持つ人間として、他人に頼るのではなく、人間としての権利を

得るべきだと言う事を認識させた。五·四運動のおかげで、中国の女性はだんだ

んと自分自身の素質を磨いて、人格を向上させれば、古い教育思想から解放され

る事ができ、もっと高いレベルの、自由と権利を求められるのだと言う事を自覚

した。五·四運動から我が国の女子教育は健康的な道に入り始めたのである。 

 以上の文章から見て、中国の清の時代は、伝統的な女子教育思想に深く影響さ

れたことがわかる。まして、女子教育思想は病的な状態になった。「女子には才

能がないこそ徳がある」と言う観念が生まれた。西洋諸国の侵略と西洋の宣教師

の到来のおかげで、中国の有識者は女子教育を重視する意識を出した。先進的な

女子教育思想を提出し、女子学校の創立に努めた。民間では女子教育を重視した

ブームが生まれたが、中国の政府は女子教育を重視しょうとする思いがなかった。

清の政府はやむなく女子教育をサポートした。女子に向ける私立、官立女子学校

が出てきた。女子教育は大きな発展を遂げたけれど、特定な階級に限定された。 

四 中日女子教育の共通点と相違点 

第二章において、日本の明治時期の女子教育を説明した。女子の生活状態から、

女子教育の実践まで話した。第三章において、日本の明治時期に相当した中国の

清時代の女子教育を解説しました。第四章に同時期の中国と日本においての女子

教育を比較しようと思っている。 

4.1 中日女子教育の共通点 

4．1.1思想根源 

中国は孔孟の故郷である。最初から孔子と孟子の思想に影響されて、礼儀を重

視していた。孔孟思想の発展が進んでいるうちに、おのおの王朝は孔孟思想を自

分の利益の為や、統治に有益な為の思想に形成させた。男性が社会の統治権を固

めたために、女性に婦徳、礼儀を要求した。女性は男性と同じように教育を受け

ることができなかった。女子は家庭で教育を受けるしかなかった。女性に向けた

専門的な学校がなかった。まして、受けた教育の内容は、ただ婦道とか礼儀とか

の家庭の基本技術の勉強だけであった。たくさんの女子は知識の外にうろうろし

ていた。だんだんと無知蒙昧になり、独立の人格が失われ、男の子と家庭及び社

会の付属品になった。子曰く、ただ女子と小人とは養い難しと為す。これを近づ
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くれば則不遜なり。これを遠ざくれば則怨む。この言葉を間違って導いたので、

男尊女卑の観念がうまれた。まして、「女子は才能がないことの方が徳になる」

という思想の影響で、ここでは家庭と個人ともに女性に良妻賢母の責任を守るこ

とと、三従四徳の論理に従うことを要求した。極少ない女子教育を行った家庭で

も、教育内容は女子の知能を軽視し、学問の勉強を重視せず、伝統的な婦徳を特

に重視していた。精神修養が一番大切で、封建的な論理道徳の常識を教え授け、

それは三従四徳、貞操などであった。ほかに、女子に家事、裁縫、刺繍、編むこ

と等を教え授けた。伝統的な女子教育内容は、ただ家庭の暮らし向きを重視する。

勉強した知識はただ家事に役立て、自然科学知識や文科知識等、独立して健全な

人格を作る為のことを、完全におろそかにした。伝統的な女子教育の出発点は家

庭と家族に着目し、教育の範囲と内容は家庭に限り、作用も家庭に終結した。こ

の教育主旨と内容のせいで、女性が無知の束縛から逃れることが難しくなり、全

面的に問題を考える思惟能力と、想像能力を備えることもできなくなった。彼女

たちはただ人妻として、母親としてやるべきことをやり、その意識もただ「家に

あっては父に従い、嫁しては夫に従い、夫の死後は子に従う」のレベルに留まり、

体にも精神にも政治権力、氏族の権力、神の権威、夫の権力の下に圧迫されて従

属し、完全に男に頼り、自分の思想と行為は三綱五常と三従四徳に合うかどうか、

良妻賢母の基準に達するかどうかが、彼女たちが追い求める最高の目的と最高の

思想になった。この伝統的な思想に薫陶され、女子の「一女両家の茶を喫せず」、

「妻は夫の譜代の臣」という思想が根強く揺るぎないものとなったのである。普

通の生活で理不尽な待遇をされても、ただそういうことに甘んじるしかなかった。 

日本は儒教の文化圏の下に影響された国家である。中国の儒教の書物は遠い昔

の大和時代から日本に入った。儒教の女子に対する観念である「三従四徳」が日

本女子の生活基準になったのは幕府時代であった。日本も儒教の男尊女卑の思想

を受け入れ、女子を圧迫する地位に置いた。儒教思想に影響され、日本の女子教

育は家庭に限られていて、専門的な学校はなかった。女子が勉強した内容は男子

のものと違った。道徳における、三従の観念は女子の言行を縛っていた。中国の

劉向の『列女伝』の影響により、おまけに、我が国の儒教の朱子理学にも影響さ

れ、日本は『女大学』という本を提出した。この本は我が国の儒教の女子に対す

る『女論語』、『女の誡』、『女の訓』、『女孝経』の要約をまとめて作ったも

のである。この本は日本女子教育の根拠として考えられた。『女大学』は「三

従」「七出」などの封建的な儒教思想を含めた。「三従」は「家にあっては父に

従い、嫁としては夫に従い、夫の死後は子に従う」と言う事をさした。「七出」

は七種類の場合で夫が妻を実家に帰させることであった。「親孝行しないと出て、
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子がないと出て、操を破ると出て、嫉妬すると出て、悪疾があると出て、よけい

な言葉を出したら出て、盗むと出て」のことであった。この本の作家貝原益軒は

女子が教育を受ける必要はあるが、自分自身の条件に拘って、それなりの教育を

受けると思っていた。女子は男子と違って、家庭の発展のために教育を受ける。

同時に、女子が男子とは異なるのは抵抗できない自然法則である。だから、女子

教育は男子の教育と違うのは当たり前である。そして、この本での「女子を教育

仕方」の章で、「女子はうち、男子は外のこと」の女子教育の根源を強調した。

女子はうちを主宰するには、「四徳」、すなわち「品徳、言葉、姿態、家事」を

持つべきだと思われた。このように、四つの方面からさらに女子を制限した。そ

の中に、「品徳」が一番重視されていた。日本は女子の精神修養を重視し、知能

を重視しないのも中国の儒教思想に影響された。日本の江戸時代に、藩校と寺子

屋が建てられたが、それは男子向けのものであった。上流社会の女子は家庭で師

匠から教えてもらった。普通の庶民の女子なら、家庭で母親あるいは姉から生活

を通して家事技術を教えてもらった。 民営の寺子屋へ行って裁縫を勉強した女

子もいて、大家の家に行って礼儀の見学をした女子もいた。それらの事は今まで

述べた考えに合致している、従順な主婦を培うために行われた。 

4．1.2 社会背景   

世界の東洋はまだ封建的な統治に置かれていた時、西洋の国は封建制度の枠を

突き破って、勢いよく発展した様相が現れてきた。17 世紀の中ごろから、西洋

の国では相次いでブルジョア革命が勃発した。19 世紀 40 年代に、資産階級制度

を確立した。イギリスは 50 年間を経て、立憲君主制を確立し、ブルジョアジー

が世界の舞台に登場した。フランスでは 16 世紀以来資産階級が生まれたので、

封建制度との矛盾がひどくなった。そういう場合に、意識の分野で封建制度に反

対した啓蒙運動が行われた。フランスのブルジョアジーは春を迎えた。ブルジョ

アジーが歴史の舞台に登場した事により、資本主義の宣伝と人類文明の発展を大

いに促進した。それとともに、資本主義の野望も膨張した。 

清王朝は政権を打ち立てた後、門戸鎖国の政策を取った。 中国へ来た外国の

貿易商船はマカオだけに泊められた。また、清王朝は沿海での外国人との通商や

中国人が海外で商売することを禁止した。その政策は全清王朝の対外政策の主流

となった。対外貿易で、清政府は広州などの十三個所の貿易館に限って、貿易独

占の政策を取った。門戸閉鎖の政策は中国を世界と隔絶した状態にした。イギリ

スをはじめとした資本主義国家は中国の市場を打開することを急いだ。清時代は

まだ自給自足の経済で、西洋の製品に対して強い競争力を持っていた。イギリス
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は広州で何回も綿織物を売ったのだが、最後には損をした。そこで、アヘンを売

ることに変え、中国の市場を打開し利益を儲ける手段としたのである。その結果

大量のアヘンが中国に入った事により、我が国の国民の体と精神を、キズをつけ

たにも関わらず、我が国の金銭を外国へ流出させた。そういう事は当然の結果と

して、清政府の財産危機をもたらした。そのことのせいで清政府の統治危険も深

くなった。支配者はアヘンが我が国の社会と経済への損害を認識して、禁煙の命

令を出した。イギリスは我が国の禁煙命令が解った時、兵隊を派遣して、我が国

を侵略しようと思っていた。それで、あわせて二回のアヘン戦争を起こした。二

回のアヘン戦争の後、我が国は国家と民族が滅びた状況になったのであった。同

時に、国内に武装蜂起と暴動があり、そして、太平天国蜂起が行われ、清王朝の

封建秩序が揺らいだ。そういう時に、国内の有識者は変革を主張し、国家を強く

しようと思った訳である。  

我が国の清王朝時代の門戸鎖国を言うなら、日本の門戸鎖国も必ず言わなけれ

ばならない。徳川家康は、関ヶ原での天下分け目の決戦で勝利を収め、世の中を

統一した後、江戸に徳川幕府を開いた。外国貿易を進めるために、かつて一度キ

リスト教の宣伝を黙認したことがある。のち、オランダとイギリスも足を踏み入

れ、幕府はキリスト教への態度が変わった。オランダとイギリスは新教の国で、

カトリックのポルトガル、スペインと仲が悪く、幕府とポルトガル、スペインと

の関係のもめごとを引き起こさせた。そこで、幕府はキリスト教を禁止した政策

をだした。その後、幕府は五回の鎖国の命令をだして、貿易を禁止した。徳川政

府が武力で天下を取って、強権政治を行って、おまけに、カトリック教への禁止

と、国民の反抗を引き起こした。一揆の農民が多くはカトリック教徒で、幕府を

もっとひどく怒らせた。幕府は兵隊を動員し、一揆を鎮圧した。1639 年、幕府

は鎖国令を発布し、系統的な鎖国体制を確立した。日本が鎖国しているうちに、

西洋国家は相次いで資本主義に入った。極東に大切な戦略地位を占める日本は西

洋列強の目標になった。18 世紀末から 19 世紀初めに、西洋諸国の船は日本の近

海に出没した。ロシヤが最初に日本の鎖国を破った国である。そして、イギリス

も何回か試みて日本へ侵入したかった。アメリカも日本を海での自分の補給所に

して、貿易関係を作ろうと希望を日本に伝えたが、断られた。アメリカは武力に

訴えると決めた。1854 年 1 月、アメリカのペリーは黒船を率いて、日本へきて、

日本と契約を定めた。今までの日本の鎖国体系が徹底的に崩壊した。国内に、経

済の発展とともに、幕藩体制に反対した社会群体がでてきた。視野が広く、変革

を要求した有識者がでた。日本の鎖国が崩壊したので、一層国内の局面を不穏な

状態に推した。1868 年 1 月、倒幕派は討幕運動を起こして、天皇制の国家政権
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を建てようと思った。内憂外患の場合で、明治政府は文明開化を提出し、教育の

大切さを重視し始めた。 

このように見たら、中国も日本もその時期の国際背景の下で、資本主義国家に

侵略されて、国家のもともとの状態が壊された。同時に、国内にも混乱があった。

そういう内憂外患の状態はその時期の政府の統治を脅かした。だから、政府及び

社会の有識者は社会の変革に着手しようと思っていた。 

4.2 中日女子教育の相違点 

4．2.1 教育の基礎施設 

清の時代初めの 200 年、清王朝の教育は今までの教育体制とあまり変わってい

なかった。アヘン戦争前後、中国の教育には相わからず伝統の封建的な特徴があ

り、海外との教育交流に欠けていて、自分自身も革新まで気づかなく、更に病的

な状態で発展していく。政府から建てられた教育は名前だけで中身がともなって

いなかった。管理の方法が適切でなかったから、たくさんの学生は官学に滞在し、

学校を身を寄せるところにした。中央の官学について、生徒たちは学校の制度を

守らず、試験の時だけ学校に戻った。試験までもいい加減にごまかした。当時、

清の王朝は相変わらず科挙制度を実施し、これが清の支配者にとっては、知識人

をまるめこむ重要な手段であった。知識人は科挙を通してこそ官吏になれる。教

育の内容は、まだ伝統的な儒学の範囲にとらわれていた。二回のアヘン戦争の打

撃を受けた後、清の政府の無能が徹底的に表面化した。ある目覚めた知識人が封

建制度に対しての不満を表した。彼達は社会変革を主張し、新しい教育風習を開

きたがった。当時の知識人は伝統的な儒学範囲の文章と詩文に熱心で、儒学でな

ければ勉強せず、科挙の道でなければしなかった。勉強の内容は普通の生活に役

立たず、普通に役立ったものも知識の面で勉強できなかった。有識者は変革の要

求を出した。西洋のものを勉強し、役に立つ物を勉強しようと主張した。清の王

朝の体系以外に、太平天国は教育で独自に一家をなした。キリスト教を宣伝し、

清の王朝の統治を覆したために、孔子と封建制度に反対した旗を揚げ、更に、太

平天国の教育を貫いた。女子教育における男女平等の観念を出して実践した。太

平天国は「女子には才能が無いと徳になる」思想の教条を破って、教育上の男女

平等を実施した。太平天国の後期、資本主義国家の教育体系より、新しい学校体

系を建てようと考えていたが、革命の失敗とともに、それらの教育変革は失敗に

終わった。資本主義の勢力が強くなるとともに、宣教師が中国へ来て、伝道した。

ある女子の宣教師は中国の女子の生活状態を見て、中国の女子のことに同情し、



青岛大学硕士毕业论文 

 31 

女子学校を建てたがって、中国の女子を救いたがった。当時の人民はまだ伝統的

な教育観点に影響され、教会学校のことを受け入れなかった。そして、教会の学

校は教会を頼りにして、宣教にサービスしたから、濃厚な文化侵略の味を持って、

中国教育の主流になれないでいたのである。教育施設から見て、古い中国での教

育は男子向けのものであった。その時期の男子教育も衰えた状況になったので、

女子教育の状況も推して知るべしであった。政府は政策にも観念にも、女子教育

に賛成してくれなかった。国民自身も、女子に教育をあげると言う意識はなかっ

た。そんな背景だったので、女子教育に対しての基礎施設もなかったと言えるの

である。 

日本の学校教育は 7 世紀から 12 世紀まで貴族階級にサービスを提供した。12

世紀以後、武士階級が発生した事に伴い、もともと貴族向けだった教育が、武士

階級に変わり始めた。武士教育は主流になった。鎌倉幕府は学問を提唱、人材を

培うために、学校の先鞭として学問所を建てた。学問所は江戸時代の藩校の起源

で、教育内容で道徳と武芸だけを重視した。武士教育以外に、寺院教育も著しか

った。六世紀から仏教が日本に伝わって来て、その後日本の意識に優位を占めて

いた。上層階級の武士は学問所で勉強したが、下層階級の武士はそれほど良い条

件を持っていなかったので、寺院に行って勉強するしかなかった。仏教の伝播と

共に下層武士の教育に対する現実要求が、寺院教育の発展を一層促した。子供は

10 歳になると、入学して、字を書くことと本を読むことを勉強し、また、生活

に役立つものも勉強した。江戸時代以降、特に日本の教育が発展を遂げた。武士

が高い教育を受けた事と共に、字が読める庶民も多くなった。不完全な統計では

あるが、江戸時代末期に、男子では 40％～50％の人が字が読め、女子は 15％の

人が字が読めるようになった。身分制度のせいで、武士と庶民の教育は違うので

ある。江戸時代、武士向けの教育は幕府直管の学校と藩校を含めた。江戸初期に

は藩校が少なかったが、江戸中期以後、各藩は競って藩校を建て、人材を培った。

ある藩校は身分制限を破って、庶民の弟子の入学も賛成してくれた。庶民の学校

教育は寺子屋、塾、農村の学校に分類された。寺子屋は庶民の初等学校で、漢字、

読書、計算を教えた。寺子屋は全国に普及して 1.5 万箇所にも達し、明治維新以

後初等学校に変わる事となり、近代学校の前身になった。塾は学者が資金を出し

て建てた高等専門的な教育施設であった。ここは身分を問わず、入学したいなら

入学できる。塾は儒学、国学、洋学、医学などを教え授け、教師の専門と趣味に

よって課程を設置し、培った目的も違った。塾は日本教育史で重要な地位を占め、

明治維新後の高等学校のもとになった。農村の学校は農村にあった初等教育機関

であった。教育対象は庶民向けで、武士は募集しなかった。農村の学校は道徳教
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育を重視し、読むこと、書くこと、計算することなど生活に必要な知識を教えた。

農村の学校は公費で建てたので、決して多くはなかった。江戸時期の日本庶民の

教育について、日本で何年間もの外国語教師をしていたロシヤ人が、『明治維新

の思い出』に労働者、茶館の召使いなどの社会の下層の人々が、パンフレットを

貪欲に読むのを見て不思議に思った、と記述している。彼はパンフレットを読む

人が、文字から楽しみを感じていることを理解すると、日本の庶民の文字を読め

る高い率に、感歎せずにはいられなかった。江戸時代で、日本文化の教育に影響

した要素としては、儒学、仏教、国学以外、また洋学があった。洋学は主導的な

地位は占めてはいなかったが、後世に深く影響を及ぼした。このように見ると、

江戸時代の教育は明治維新時期の教育変革と発展に、基礎が築かれたと言う事が

出来るだろう。このところで、我が国とは大きな違いがある。 

4．2.2 教育への態度 

日本は儒教文化圏の影響のもとに置かれた国家である。中国の儒教の経典は大

和時代に日本に伝えられた。日本人は儒教の男尊女卑の思想を受けて、女子が圧

迫された地位にあったところでは同じだが、「女子には才能がないこそ徳にな

る」観念は日本に根を下ろさなかった。女子が高い地位を持った奈良時代や平安

時代から、貴族社会の内部に女子を子供から教育する習慣が形成されていた。新

渡戸稲造は『武士道』のなかで、武士階級が女子教育を重視し、女子の徳行と能

力が子供を育てること、夫を手伝うこと、家庭を発展させることに役立つと提出

した。明治時期、日本の政府は女子教育を推し進めただけではなく、民間の有識

者も女子教育の事業に力を入れた。明治政府は「富国強兵」、「殖産興業」、

「文明開化」の国策を提出した。そういう政策を実行させる道は民衆の教育と人

材の育成にしかなかったのである。日本政府は教育法規「学制」を公布し、勉強

の必要性と重要性を強調し、そして、就学における身分上、性別上の差別問題も

批判した。国家に勉強しない家がなくなるような、家庭に勉強しない人がなくな

るような教育目標をやろうとし、また子供を男女の別無く就学させること、女子

も八年間の小学校の課程を、修業させるべきだと強調した。 

「学制」の公布以後、日本政府はまた「学制実施順序」を制定した。実施順序

内容は小学校を発展させ、師範学校を創設し、男女平等の教育をさせることなど

を含めた。女子教育を発展させるために、初等教育を普及させ、女子中等教育を

も発展させた。女教師を培うために、師範教育も重視してきた。明治中期、政府

は国家主義方針で教育制度を変革した。1890 年、「教育勅語」が公布された。

日本全国には国家主義の教育制度を建てた。その時期に、明治政府は教育制度を
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全面的に変革した。義務教育の年限を 2 年、3 年、4 年から 4 年に揃えた。一番

大切なところは小学校を無料にした事である。4 年間の無料義務教育を実施した。

この規定は日本教育史で重要な意義を持っていた。また、義務教育年間の延長の

おかげで沢山の女子が教育を受けることができるようになった。4 年制の義務教

育の実施と義務教育の国費の援助で、日本初等教育は急速な発展を遂げた。1905

年になって、学齢児童の就学率が 95.62％に達し、1907 年になって、97.38％に

達した。明治初期、女子教育政策の制定と女子思想の目覚めに役立つ教育思想を

見てみる。福沢諭吉は『学問のすすめ』に「天は人の上に人をつくらず、人の下

に人をつくらず」をヨーロッパの思想から引用して紹介し、人が生まれながら平

等である観念を主張した。彼はまた賢明と愚痴の差は勉強するかどうかによって、

自ずと現れる事を表明し、彼は人の自分自身の独立が、国の独立のもとであると

も主張し、国家主義の立場から個人独立の重要性を説いた。福沢諭吉は日本の女

子が自衛しようとするなら、必ず女子自身にとって、独立に必要な教育が必要で

ある事。また彼は、自身の権利を守る知識を身に付けるかどうかは、女性生涯の

幸せを決める事だと強調した。政治家であり、教育家でもある森有礼は女子教育

は男子教育と同様に大切で、特に家庭での女子の作用が多きいので、女子教育を

重視すべきであると強調した。そして、森有礼は明六社を設立し、刊行物『明六

雑誌』に西洋の近代思想と科学を宣伝した。また、『明六雑誌』に「善良な母親

を育成する」文章を発表し、絶好の母親がいればこそ絶好の子供がいて、日本は

絶好の国家になれるのだと強調した。 

思想の面にもかかわらず、教育実践にも成果をあげた。アメリカへ留学した津

田梅子によって日本ではじめて、女性のための英語の高等教育を行う為の、女子

英学塾が生まれたのである。津田梅子が育成しようとした女性は、職業人として、

男性に伍して一歩も遜色のない人間であった。佐藤志津は女性の能力を最大限に

開発するように専門的な女子美術学校を設けた。女性自身の手によった学校を除

いて、男性の創設者もいた。成瀬仁蔵は「それ女子は国民の一半を組織するもの

にして、隠約の間に社会を支持運転する力の重且つ大なる、実に予想の外にあり。

されば、女子教育の振否は日本盛衰の由って岐るるところなりというも不可な

し」と話した。社会の一単位である家庭を出発点として、社会改造にたちむかう

婦人をつくろうというのが、成瀬仁蔵の念願であった。成瀬仁蔵が創設した日本

女子大学は、「女子教育」にも述べているように、女子を人間として、婦人とし

て、国民として教育することにあった。このように見れば、日本では、政府も民

間の有識者も女子教育を重視していた。思想からも教育実践からも積極的に女子

教育を実施したのである。 
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何をしても、必ず思想が先に走っている。中国の女子教育も例外ではなかった。

清の時代の鎖国政策が破れたあと、西洋諸国が中国へ侵略してきた。西洋の侵略

に直面した時、有識者は清の時代の遅れを意識した。19 世紀 70 年代ごろ、啓蒙

思想家は日本で「富国の根本は教育にあって、教育の根本は女子教育にある」と

提出した時、中国にはただわずかに、宣教師が女のキリスト教徒を培うために建

てた、女子学校があっただけだった。中国人が自分で建てた女子学校はなかった。

女子教育を提唱した人さえもいなかった。甲午中日戦争の失敗で、康有為、梁啓

超などを代表にして資産階級は「国を強くしようとするなら、必ず学校から始め

る」と認識した。甲午中日戦争で敗北してから、社会危機は一層深刻化され、兵

戦より商戦のほうがましであり、商戦より学戦のほうがましであるという意識を

生み出した。女子教育では国家の存命と発展にかかわる思想も一層重視され、発

展した。女子が教育を受けるべきであると主張した初めての人――梁啓超であっ

た。彼が「女学論」を発表し、国を強くする事は種族を保全する事であり、必ず

女学を発展させる事であるとも強調した。この思想の影響の下で、民営の女子学

校と私立女学校が次々と出てきた。この時、日本の文部省はもう「高等女学校

令」を公布し、中等女子教育を発展させ始めた。中国の女子教育の始まりは日本

より 20 年ぐらい遅れた。民間では女子教育をにぎやかにやっていたが、清の政

府は女子教育を支持しなかった。日本の女子教育は政府の支持のおかげで、速く

発展してきた。明治政府は女子教育の問題を意識した途端に、1871 年津田梅子

など五人の少女をアメリカへ留学させた。1872 年公布された「学制」に、「四

民平等」の精神をもって、国家に勉強しない家がなくなるような、家庭に勉強し

ない人がなくなるような教育目標を達する要求を出した。そして、明治政府は法

律、政令を通して、女子を学校へ行かせた。19 世紀末期、中国には歴史上で初

めて出た女学校ブームは、ただ民間と個人の行為であった。1905 年、清の政府

は学部を設立し、まだ女学を家庭教育の範囲に入れた。1906 年まで、その時期

の社会圧力に迫られて、やっと女学を学部の職権範囲に入れさせた。1907 年、

「女子小学校規則」「女子師範学校規則」をやっと定め始めた。女子教育はここ

から中国の教育系統に、やっと位置が出来たのである。日本は政府から民間まで

女子教育を重視してきた。中国で政府が建てた女子学校は、日本よりおよそ 30

年ぐらいは遅れていたのである。 
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五 結論 

 本論の記述をまとめてみると、以下のような結論を出すことが出来る。 

まず、第二章では、女子教育を変革する前に、中国の儒教思想に影響され、日

本の女子は中国と同じぐらいの状況に置かれていた。当時の女性作者の作品から

見て、女子には人権のないがなかったことが分かる。人間としての基本的な権利

がないのに、まして教育を受けるチャンスもなかった。西洋諸国の先進的な思想

が伝わると同時に、日本は女子教育の重要性を意識し始めた。日本の政府は明治

維新を行って、日本女子教育も社会の勢いに乗って進んできた。明治政府は政策

を打ち出して、思想の面から国民に女子教育を重視する意識を送り込んだ。明治

政府は国内の状況により、相次いで「学制」「教育勅語」を公布し、女子教育事

業を国家主義に昇格させた。政府の努力を通して、女子の就学率が高くなって、

女子教育がはやく発展してきた。しかし、それなりの短所があり、女子に教育チ

ャンスを与えたのは、もともと女子が人間だと見るのではなく、女性自身のため

ではなく、ただ国力を強めるためであった。 

第三章では、中国の清の時代の女子教育は伝統的な女子教育思想を伝承した。

清の前期で、男尊女卑、三従四徳の観念が清の時代に深く影響した。女子の社会

地位が清の時代になって一番下に落ちた。清の中期で、西洋諸国が中国を侵略し

始めて、民族危機の深まりがあった。そういう背景の中で、中国の有識者は目覚

め始めた。西洋の進化論、民衆平等などの理論を使って、女子教育理論を宣伝し

た。そして、積極的に女子向けの女子学校を建て、新しい女子教育観念を宣伝し

た。女子教育はある程度の発展を遂げた。しかし、それは民間の力によって発展

したのである。政府には女子教育をサポートしようとの考えがなかった。清の末

期、政府はやっと女子教育に着手した。しかし、それはただその時期の情勢に迫

られたものである。時勢に順応して、政府は「女子学校の規則」を定め、留学生

を派遣した。それによって、女子教育は大きな発展を遂げたが、「女は学なきを

徳とす」という観念がまだまだ社会の主流で、女子教育の発展にはまだ大きな隔

たりがあった。 

第四章で、中日女子教育の相違点を述べてみた。共通のところでは、中日はと

もに儒教文化圏にあって、儒教の女子教育観に深く影響されていた。三従四徳、

男尊女卑の観念は中日の女子を悲惨な地位に置かせ、女子の教育の権利を奪った。

その時期の中日両国は国内と国際の背景に似たところがあった。国際の背景にし

て、西洋資本主義国家に侵略され、民族の滅亡の危機に瀕していた。国内にして、

いろんな武装蜂起があり、局面が不穏な状態にあった。相違点では、教育基礎の



青岛大学硕士毕业论文 

 36 

施設と教育への態度をまとめた。本論の紹介によって分かるが、女子教育を変革

する前に、女子教育向けの学校がなく、女子教育を重視する意識もなかった。そ

の観念の下で、女子教育の基礎施設が相当的に不足していた。日本の明治時代は

明治以前の教育施設を利用した。まして、江戸時代の塾と寺子屋は明治の教育変

革に基礎を築いた。歴史上に日本は中国ほど女子教育を軽視していなかった。奈

良時代から、貴族の内部で女子に教育をする習慣があった。明治のとき、女子教

育を変革した時、政府は積極的にさまざまな措置を考えて、政策から実践まで強

力に推進した。教育家も全力を尽くして、女子教育理論を提唱して、更に自ら学

校を建て女子教育理論を生かした。中国の清の時代では、政府はやむを得ず女子

教育を重視し始めた。政府の支持がなく、民間の女子教育を重視した有識者の努

力が無駄になった。 

本論は日中の女子教育をめぐって分析が足りないところがたくさんある。力不

足で、問題の研究には深く論述のできないところがある。日中両国の女子教育に

関する共通点と相違点についての分析も詳しくない。相違点については研究する

余地がまだいろいろあると思う。これらの研究は今後の課題にしたい。 
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