
入門・明治（文化史）１ 

Ⅰ.文明開化 

 ・政府による上からの近代化、西洋文明の皮相的な摂取 

１）新しい思想 

 ・天賦人権の思想：人は生まれながらに人間としての権利がある（自然権）という考え 

  ⇒自由民権運動の指導理論につながる 

 ①おもな思想家と著書 

 ・【１ 福沢諭吉】：『西洋事情』、『学問のすゝめ』、『文明論之概略』など 

 ・中村正直：『西国立志編』・『自由之理』など（翻訳書） 

 ・【２ 中江兆民】：『民約訳解』（ルソーの『社会契約論』の一部を漢訳） 

 ②【３ 明六社】：1873年設立 

 ・森有礼を社長とする啓蒙的思想団体 

 ・参加者：福沢諭吉、中村正直らの洋学者 

 ・機関誌『明六雑誌』を発行 

２）生活の変化 

 ・【４ 太陽暦】の採用：西洋諸国にならう。旧暦（太陰太陽暦）を廃止 

 ・その他：牛鍋、ガス灯、人力車、鉄道馬車などの普及 

  ※都市部中心の変化。農村部では従来とあまり変わらず 

 

Ⅱ.政治思想とジャーナリズム 

１）さまざまな政治思想 

 ①平民主義 

 ・貴族的・表面的な欧化政策（貴族的欧化主義）や国粋主義に反対 

 ・平民的欧化主義を主張：地方の実業家など平民による近代化・欧化 

 ・1887年、【１ 徳富蘇峰】は民友社を設立し、雑誌『国民之友』を発行 

  ※徳富蘇峰は日清戦争を機に国家主義・対外膨張主義に転向 

 ②国粋主義（国粋保存主義、近代的民族主義） 

 ・日本的な伝統や美意識を強調する思想。欧化政策への批判から盛んになる 

 ・1888年、【２ 三宅雪嶺】・志賀重昂らは【３ 政教社】を設立、雑誌『日本人』を発行 

 ③国民主義 

 ・国家の独立、公共の利益、ナショナリズムなどを主張する思想。欧化政策に反対 

 ・1889年、【４ 陸羯南】は新聞『日本』を発行 



入門・明治（文化史）１空 

Ⅰ.文明開化 

 ・政府による上からの近代化、西洋文明の皮相的な摂取 

１）新しい思想 

 ・天賦人権の思想：人は生まれながらに人間としての権利がある（自然権）という考え 

  ⇒自由民権運動の指導理論につながる 

 ①おもな思想家と著書 

 ・【１     】：『西洋事情』、『学問のすゝめ』、『文明論之概略』など 

 ・中村正直：『西国立志編』・『自由之理』など（翻訳書） 

 ・【２     】：『民約訳解』（ルソーの『社会契約論』の一部を漢訳） 

 ②【３    】：1873年設立 

 ・森有礼を社長とする啓蒙的思想団体 

 ・参加者：福沢諭吉、中村正直らの洋学者 

 ・機関誌『明六雑誌』を発行 

２）生活の変化 

 ・【４     】の採用：西洋諸国にならう。旧暦（太陰太陽暦）を廃止 

 ・その他：牛鍋、ガス灯、人力車、鉄道馬車などの普及 

  ※都市部中心の変化。農村部では従来とあまり変わらず 

 

Ⅱ.政治思想とジャーナリズム 

１）さまざまな政治思想 

 ①平民主義 

 ・貴族的・表面的な欧化政策（貴族的欧化主義）や国粋主義に反対 

 ・平民的欧化主義を主張：地方の実業家など平民による近代化・欧化 

 ・1887年、【１     】は民友社を設立し、雑誌『国民之友』を発行 

  ※徳富蘇峰は日清戦争を機に国家主義・対外膨張主義に転向 

 ②国粋主義（国粋保存主義、近代的民族主義） 

 ・日本的な伝統や美意識を強調する思想。欧化政策への批判から盛んになる 

 ・1888年、【２     】・志賀重昂らは【３     】を設立、雑誌『日本人』を発行 

 ③国民主義 

 ・国家の独立、公共の利益、ナショナリズムなどを主張する思想。欧化政策に反対 

 ・1889年、【４     】は新聞『日本』を発行 



入門・明治（文化史）２ 

 ④日本主義 

 ・欧化政策に反対。日本古来の伝統を重視、国粋主義的思想 

 ・1895年、【５ 高山樗牛】は雑誌『太陽』を発行 

 ⑤国家主義 

 ・個人の利益よりも国家の利益を優先させる思想 

 ・対外膨張を支持、日露戦争前には思想界の主流となる 

２）日刊新聞（日刊紙） 

 ・【６ 横浜毎日新聞】：1870年創刊。最初の日刊新聞 

 ・【７ 東京日日新聞】：1872年創刊。福地源一郎が入社、社長となる 

 ・【８ 郵便報知新聞】：1872年創刊。1882年立憲改進党機関紙となる 

 ・【９ 時事新報】：1882年、福沢諭吉が創刊、不偏不党を主張 

 ・【10 万朝報】：1892年、黒岩涙香が創刊 

 ・【11 平民新聞】：1903年、幸徳秋水・堺利彦らが平民社を結成して創刊（週刊新聞） 

 

Ⅲ.科学の発達 

１）お雇い外国人 

 ・【12 クラーク】（米）：札幌農学校に招かれる ⇒内村鑑三・新渡戸稲造らに影響 

 ・【13 ヘボン】（米）：明治学院を開設。ヘボン式ローマ字を考案 

 ・【14 モース】（米）：大森貝塚の発見、ダーウィンの進化論の紹介 

 ・【15 ベルツ】（独）：ドイツ人内科医。『ベルツの日記』を残す 

 ・【16 フェノロサ】（米）薬師寺東塔を「凍れる音楽」と表現 

   ※【17 岡倉天心】とともに東京美術学校を設立 

 ・【18 コンドル】（英）：鹿鳴館やニコライ堂を設計 

２）自然科学 

 ・【19 北里柴三郎】：細菌学者。破傷風血清療法の発見、伝染病研究所の創設など 

 ・【20 志賀潔】：伝染病研究所に入り、赤痢菌の発見 

 ・【21 高峰譲吉】：アドレナリンの抽出、タカジアスターゼの創製 

 ・【22 大森房吉】：地震学。大森式地震計の発明 

 ・【23 長岡半太郎】：物理学。原子構造の研究に寄与 



入門・明治（文化史）２空 

 ④日本主義 

 ・欧化政策に反対。日本古来の伝統を重視、国粋主義的思想 

 ・1895年、【５     】は雑誌『太陽』を発行 

 ⑤国家主義 

 ・個人の利益よりも国家の利益を優先させる思想 

 ・対外膨張を支持、日露戦争前には思想界の主流となる 

２）日刊新聞（日刊紙） 

 ・【６       】：1870年創刊。最初の日刊新聞 

 ・【７       】：1872年創刊。福地源一郎が入社、社長となる 

 ・【８       】：1872年創刊。1882年立憲改進党機関紙となる 

 ・【９     】：1882年、福沢諭吉が創刊、不偏不党を主張 

 ・【10    】：1892年、黒岩涙香が創刊 

 ・【11     】：1903年、幸徳秋水、堺利彦らが平民社を結成して創刊（週刊新聞） 

 

Ⅲ.科学の発達 

１）お雇い外国人 

 ・【12     】（米）：札幌農学校に招かれる ⇒内村鑑三、新渡戸稲造らに影響 

 ・【13    】（米）：明治学院を開設。ヘボン式ローマ字を考案 

 ・【14    】（米）：大森貝塚の発見、ダーウィンの進化論の紹介 

 ・【15    】（独）：ドイツ人内科医。『ベルツの日記』を残す 

 ・【16      】（米）薬師寺東塔を「凍れる音楽」と表現 

   ※【17     】とともに東京美術学校を設立 

 ・【18     】（英）：鹿鳴館やニコライ堂を設計 

２）自然科学 

 ・【19      】：細菌学者。破傷風血清療法の発見、伝染病研究所の創設など 

 ・【20    】：伝染病研究所に入り、赤痢菌の発見 

 ・【21     】：アドレナリンの抽出、タカジアスターゼの創製 

 ・【22     】：地震学。大森式地震計の発明 

 ・【23      】：物理学。原子構造の研究に寄与 



入門・明治（文化史）３ 

３）人文科学 

 ・【24 西周】：西洋哲学の紹介 ※明六社に参加、軍人勅諭の起草も 

 ・【25 加藤弘之】：天賦人権論を紹介するが、のち『人権新説』にて否定 

 ・【26 田口卯吉】：『日本開化小史』を著す。文明史論歴史観の革新 

 ・【27 久米邦武】 『米欧回覧実記』：岩倉使節団に随行した際の記録 

          論文「神道は祭典の古俗」が神道家や国学者の非難を受け帝大教授を辞職 

Ⅳ.近代文学の発展 

１）小説 

 ①戯作文学：江戸文学の継承。勧善懲悪など 

 ・【１ 仮名垣魯文】：『安愚楽鍋』を著し、流行の牛鍋店に出入りする客の開化風俗を描写 

 ②政治小説：自由民権論の宣伝など 

 ・【２ 矢野竜溪】：『経国美談』を著す 

 ・東海散士：『佳人之奇遇』を著す 

 ③写実主義：明治20年前後 

 ・【３ 坪内逍遙】：文学論の『小説神髄』を発表 

 ・【４ 二葉亭四迷】：言文一致体（口語体の文章）の先駆となる『浮雲』を著す 

 ・【５ 尾崎紅葉】：小説の『金色夜叉』を著す。連載中に死去し未完 

 ・【６ 硯友社】…尾崎紅葉・山田美妙らが結成した文学結社 

   ⇒回覧雑誌『我楽多文庫』を発行 

 ④ロマン主義：明治20年代～日清戦争前後 

 ・【７ 北村透谷】：文芸雑誌『文学界』を創刊 

 ・【８ 森鷗外】：軍医・小説家。小説の『舞姫』など 

 ・【９ 樋口一葉】：女性作家。『たけくらべ』など 

 ⑤自然主義：日露戦争前後 

 ・【10 国木田独歩】：短歌集『武蔵野』、小説『牛肉と馬鈴薯』を著す 

 ・【11 島崎藤村】：小説『破戒』を著す 

 ・【12 田山花袋】：小説『蒲団』、『田舎教師』を著す 

 ⑥反自然主義：明治末期 

 ・【13 夏目漱石】：『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『こころ』など 



入門・明治（文化史）３空 

３）人文科学 

 ・【24   】：西洋哲学の紹介 ※明六社に参加、軍人勅諭の起草も 

 ・【25     】：天賦人権論を紹介するが、のち『人権新説』にて否定 

 ・【26     】：『日本開化小史』を著す。文明史論歴史観の革新 

 ・【27     】 『米欧回覧実記』：岩倉使節団に随行した際の記録 

          論文「神道は祭典の古俗」が神道家や国学者の非難を受け帝大教授を辞職 

Ⅳ.近代文学の発展 

１）小説 

 ①戯作文学：江戸文学の継承。勧善懲悪など 

 ・【１      】：『安愚楽鍋』を著し、流行の牛鍋店に出入りする客の開化風俗を描写 

 ②政治小説：自由民権論の宣伝など 

 ・【２     】：『経国美談』を著す 

 ・東海散士：『佳人之奇遇』を著す 

 ③写実主義：明治20年前後 

 ・【３     】：文学論の『小説神髄』を発表 

 ・【４      】：言文一致体（口語体の文章）の先駆となる『浮雲』を著す 

 ・【５     】：小説の『金色夜叉』を著す。連載中に死去し未完 

 ・【６    】…尾崎紅葉・山田美妙らが結成した文学結社 

   ⇒回覧雑誌『我楽多文庫』を発行 

 ④ロマン主義：明治20年代～日清戦争前後 

 ・【７     】：文芸雑誌『文学界』を創刊 

 ・【８    】：軍医・小説家。小説の『舞姫』など 

 ・【９     】：女性作家。『たけくらべ』など 

 ⑤自然主義：日露戦争前後 

 ・【10      】：短歌集『武蔵野』、小説『牛肉と馬鈴薯』を著す 

 ・【11     】：小説『破戒』を著す 

 ・【12     】：小説『蒲団』、『田舎教師』を著す 

 ⑥反自然主義：明治末期 

 ・【13     】：『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『こころ』など 



入門・明治（文化史）４ 

２）詩歌 

 ①新体詩：西洋の詩にならった詩型 

 ・【14 島崎藤村】：ロマン主義的な詩集『若菜集』などを著す 

  ※島崎藤村はロマン主義詩人から自然主義作家へと転身 

 ②短歌 ※明星派 

 ・与謝野鉄幹が詩歌中心の文芸雑誌『明星』を創刊 

 ・【15 与謝野晶子】：詩集『みだれ髪』 

 ・【16 石川啄木】 『一握の砂』、『悲しき玩具』など 

          評論『時代閉塞の現状』（死後発刊） 

 ③俳句 

 ・【17 正岡子規】が俳句革新運動を展開。万葉調和歌の復興 

 ・俳句雑誌『ホトトギス』：正岡子規が創刊に協力 

 

Ⅴ.明治の芸術 

１）演劇 

 ①歌舞伎 

 ・明治初期：歌舞伎作者の河竹黙阿弥が文明開化の風俗を取り入れた新作を発表 

 ・明治中期：団菊左時代。９代目市川団十郎、５代目尾上菊五郎、初代市川左団次が活躍 

 ②新派劇：古い歌舞伎に対する新しい劇 

 ・壮士芝居を興した【１ 川上音二郎】が創始者 

   ※川上音二郎は自由と民権を宣伝するオッペケペー節でも有名 

 ③新劇 

 ・歌舞伎・新派劇に対するヨーロッパ流の近代劇 

 ・西洋の作品を翻訳劇として上演 

 ・【２ 文芸協会】：坪内逍遙・島村抱月らが結成 

 ・【３ 自由劇場】：小山内薫らが結成 

 

２）音楽 

 ・東京音楽学校：1887年設立 

  ⇒作曲家の【４ 滝廉太郎】を輩出：「荒城の月」・「花」などを作曲 

 



入門・明治（文化史）４空 

２）詩歌 

 ①新体詩：西洋の詩にならった詩型 

 ・【14     】：ロマン主義的な詩集『若菜集』などを著す 

  ※島崎藤村はロマン主義詩人から自然主義作家へと転身 

 ②短歌 ※明星派 

 ・与謝野鉄幹が詩歌中心の文芸雑誌『明星』を創刊 

 ・【15      】：詩集『みだれ髪』 

 ・【16     】 『一握の砂』、『悲しき玩具』など 

          評論『時代閉塞の現状』（死後発刊） 

 ③俳句 

 ・【17     】が俳句革新運動を展開。万葉調和歌の復興 

 ・俳句雑誌『ホトトギス』：正岡子規が創刊に協力 

 

Ⅴ.明治の芸術 

１）演劇 

 ①歌舞伎 

 ・明治初期：歌舞伎作者の河竹黙阿弥が文明開化の風俗を取り入れた新作を発表 

 ・明治中期：団菊左時代。９代目市川団十郎、５代目尾上菊五郎、初代市川左団次が活躍 

 ②新派劇：古い歌舞伎に対する新しい劇 

 ・壮士芝居を興した【１      】が創始者 

   ※川上音二郎は自由と民権を宣伝するオッペケペー節でも有名 

 ③新劇 

 ・歌舞伎・新派劇に対するヨーロッパ流の近代劇 

 ・西洋の作品を翻訳劇として上演 

 ・【２     】：坪内逍遙・島村抱月らが結成 

 ・【３     】：小山内薫らが結成 

 

２）音楽 

 ・東京音楽学校：1887年設立 

  ⇒作曲家の【４     】を輩出：「荒城の月」・「花」などを作曲 

 



入門・明治（文化史）５ 

３）美術：西洋画 

 ①【５ 工部美術学校】 

 ・1876年、工部省工学寮内に併設。外国人教師を招き西洋美術教育を行う 

 ②おもな西洋画家 

 ・【６ 高橋由一】…西洋画の開拓者。作品は「鮭」など 

 ・【７ 浅井忠】…工部美術学校で学ぶ。作品は「収穫」など 

 ・【８ 黒田清輝】…フランスで印象派の画風を学ぶ。作品は「湖畔」・「読書」など 

 ③【９ 明治美術会】 

 ・1889年、浅井忠らが設立した日本初の洋画団体。1901年解散 

 ④【10 白馬会】 

 ・1896年、黒田清輝らが設立した洋画団体 

 

４）美術：日本画 

 ①【11 東京美術学校】：1887年設立 

 ・岡倉天心とアメリカ人フェノロサが、日本美術の再評価・復興を目指して設立 

 ②【12 日本美術院】：1898年設立 

 ・岡倉天心・橋本雅邦らが創設 

 ③おもな日本画家 

 ・【13 狩野芳崖】：母性愛を象徴的に示した「悲母観音」などの作品がある 

 ・【14 橋本雅邦】：作品は「竜虎図」など 

 

５）彫刻 

 ・【15 高村光雲】：木彫家。作品は「老猿」など 

 ・【16 荻原守衛】：フランスのロダンに学ぶ。作品は「女」・「坑夫」など 

 

６）建築 

 ・【17 コンドル】：イギリス人建築家。鹿鳴館、ニコライ堂を設計 

 ・【18 辰野金吾】：コンドルに学ぶ。日本銀行本店、東京駅を設計 

 

  



入門・明治（文化史）５空 

３）美術：西洋画 

 ①【５       】 

 ・1876年、工部省工学寮内に併設。外国人教師を招き西洋美術教育を行う 

 ②おもな西洋画家 

 ・【６     】…西洋画の開拓者。作品は「鮭」など 

 ・【７    】…工部美術学校で学ぶ。作品は「収穫」など 

 ・【８     】…フランスで印象派の画風を学ぶ。作品は「湖畔」・「読書」など 

 ③【９      】 

 ・1889年、浅井忠らが設立した日本初の洋画団体。1901年解散 

 ④【10    】 

 ・1896年、黒田清輝らが設立した洋画団体 

 

４）美術：日本画 

 ①【11       】：1887年設立 

 ・岡倉天心とアメリカ人フェノロサが、日本美術の再評価・復興を目指して設立 

 ②【12      】：1898年設立 

 ・岡倉天心・橋本雅邦らが創設 

 ③おもな日本画家 

 ・【13     】：母性愛を象徴的に示した「悲母観音」などの作品がある 

 ・【14     】：作品は「竜虎図」など 

 

５）彫刻 

 ・【15     】：木彫家。作品は「老猿」など 

 ・【16     】：フランスのロダンに学ぶ。作品は「女」・「坑夫」など 

 

６）建築 

 ・【17     】：イギリス人建築家。鹿鳴館、ニコライ堂を設計 

 ・【18     】：コンドルに学ぶ。日本銀行本店、東京駅を設計 

 

 


