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台湾社会科研究Ⅱ

小学校社会科教科書における「台湾化」の動向

里井洋一・山口剛史蕊

AnalysisｏｆＳｏｃｉａｌＳｔｕｄｉｅｓｉｎＴＡＩＷＡＮｖｏＬ２

Ｚγ9ｅｌＤａＺｂｍａ池Z1AIW'Ａ１ＶＺＺＡＴＹＯ１Ｖｊ〃SDciaJStzEdies
m2〕GtboO脆允『aemeFDU'、噸SbHIoOJ

ＳＡＴＯＩＹｏｕｉｃｈｉｌ

はじめに

台湾では1987年の戒厳令解除以後民主化がおお

きくすすんだ。その中の大きな潮流の一つに「台

湾の台湾人」としての「認同（identity)」の確

立の問題がある。この潮流をうけて、台湾の国民

中学において「認識台湾』という台湾認識を深め

る教科が発足した。その教科欝が1997年試用本、

1998年正式本として使用されるにいたったことが

日本においても、報道されている注１．

本研究は「認識台湾」以前、台湾をどのように

国民教育（小学６・中学３年）では教えられてき

たのかという問題意識から出発したものである。

台湾を教科内容とする教育は「認識台湾」以前に

なかったのではない。小学社会科においては光復

(日本敗退）以後教科内容とされてきた。ただし、

戒厳令解除直後からその教育内容にたいしては本

論で後述するように強い批判が行われた。国が定

めた課程標準に準拠しない、台湾省国民学校教師

研習会がつくった社会科教科轡（教育課程）が教

育部審査決定のもと、1989年から使用されるよう

になる。新教科書では第６研（３年下）と第７研

(４年上）が「郷土」教育の核心部分で、第６研

で「家郷｣、第７冊で「台湾」が展開されている注2．

第一章では、地域台湾を台湾小学校社会科にお

いてどのように教えられてきたのかその歴史を概

観し、台湾省国民学校教師研習会がつくった社会

科教科書が出現した背景を明らかにする。第一章

を山口が素描し里井が加筆しまとめた。担当責任

は里井にある。

第二章では、台湾学習の前提としての「家郷」

ＹＡＭＡＧＵＣＨＩＴａｋｅＢｈｉ

学習を、現行社会科教科書第６研を中心にすえ、

現行以前の社会科教科醤との比較からその特徴を

明らかにする。第二章の担当は山口である。

第三章では、台湾に関する内容のうち台湾史に

限定して、現行社会科教科替第７冊を中心にすえ、

現行以前の社曾科教科轡との比較からその特徴を

明らかにする。第三章の担当は里井である。

なお、文資は章ごとにそれぞれの執筆者が負う

ものである。

第一章台湾小学社会科の歴史と民主化の

動き

１．台湾初等教育の歴史

台湾社会科の起源を師範専科学校教科書「杜會

科教學研究」は清末の高等小学堂、中華民国初期

の「修身」「瀬經」「歴史」「地理」から説き起こ

す麹３．しかし台湾は清末中華民国初期には日本の

植民地支配下にあった。台湾の近代初等教育制度

は日本支配下で始まる。

1896年台湾の各重要都市に「国語簿習所」が設

置きれ、台湾住民に日本語日本文化が教授される。

1898年「台湾公学校令」が公布され、「国語傳習

所」は公学校と改められ台湾住民の初等教育機関

となる。1899年から1918年（台湾教育令発布前年）

までで公学校の数は94から394校へ、学童数は

9,817から107,659人へ、就学率は204から15.71パー

セントへと増加している。この時期の授業科目は

修身・礼儀・国語（日本語）・会話.･算術・習字・

体操・農業等で、国語と修身で台湾住民の日本人
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を公布し、教育塵を設立した注'2．教育塵によって

初等教育は次のように改革きれた｡①課程第１号、

第２号、第３号の差別を撤廃し、すべて国民学校

とすること。②初級４年、高級２年の６年を就学

期間とすること。①高等科を廃止し、各県市に初

等中学を設けること性卿。

1945年９月中華民国教育部全国教育善後復員會

餓において台湾教育の「祖国化（中国化)」が決

識され、1946年１月には「台湾省國民學校暫行教

學科目及教學時間表」が頒布された。「台灘省國

民學校暫行教學科目及時間表」によると武道は廃

止され、修身は公民、理科は自然、習字は國語に

編入、工作は労作と名称を変更、國語、國史、地

理の名称はそのままで内容が日本から中国に変更

のうえ時間数力贈やされ、農・工・商・水産は５．

６年生の選択に、家事は高学年の女子に残され

た住Ⅱ。

「中国化」教育の主要科目になったのが国語、

歴史、地理等の科目で、台湾行政長官公署及特設

國民學校教材編輯委員倉は1946年８月「初高級小

學国文」「高級小學歴史」「高級小學地理」を発行

し、３月には「初小學常識」等を出版している注'５６

１９４７（民国36）年、台湾省行政長官公署が廃止

ざれ台湾省政府が成立し、教育塵は教育畷に改め

られた。それにともない中等、國民學校教材編輯

委員倉は中等、國民學校教材編審委員曾となった。

同年７月同委員会は国立編課館と任務が重なると

いうことで廃止されたため、台湾省は教科書印製、

配発等のため台湾書店を成立させた鑓'6．

その後、1968年９年制の國民教育が実施され、

國民學校は國民小学、後期３年國民教育を國民中

学と区分して現在に至っている麹7．

化が進められたという注0.

1919年、台湾教育令が頒布された。台湾教育令

は「同化主義」を採用し、台湾住民を天皇の「忠

良臣民」化することを趣旨とするものであった。

1922年には台湾教育令が修訂され日本児童、台湾

児童ともに同じ教育法令のもとに置かれることに

なったという礎５．．

台湾教育令で公学校の就学年限は６年（地域に

より短縮可能）となった｡ついで、修訂台湾教育

令では２年制の実業科を、公学校の敷設施設とし

て「台湾公立簡易実業学校」と改めた。1922年に

は「日台共学」政策のもと「台湾公立公学校規H1」

が公布され、公学校卒業生も小学卒業生と同じ資

格が与えられ、形式的には中学への進学の道が開

かれたという塵`。「台湾公立公学校規則」では、

地域の状況に応じて３年IliI1、４年IliIj、６年Hillの公

学校が認められ、４年剛の上に２年利の補習科、

６年制の上に高等科あるいは補習科があった住，。

また３，６年制課程の中に日本歴史、日本地理が

増加され、４，６年制課程の漢文が必修から選択

に変更された。1933年の「台湾公立公学校規則」

修訂により実業科、６年制の家事、裁縫、高等科

の図画を必修とし、日本歴史を国史と改称した。

1937年には漢文が廃止されるに至った。1928年前

後各地方の公学校で漢文が排除されてることに対

して教師や親たちが反対したという注8.

1941年国民学校令により台湾教育令が改定され、

小学校は課程第１号表国民学校、公学校は課程第

２号表国民学校、先住民学童の公学校は課程第３

号表国民学校となった｡世。この1946年段階での就

学率は第１号表国民学校は99.55パーセント、第

２号表国民学校は57.46パーセント（男70.57,女

43.42)、第３号表国民学校は68.40パーセント（男

70.92、女65.58）であった榊.。

また第２号表国民学校、第３号表国民学校とも

に教科は第１号表国民学校と同様となり、軍国主

義・国家主義教材が使われ、修身科の教科書では

｢阿福」「阿香」など台湾地域を意職した名前から

｢太郎」「花子」に変わり、午後には軍事訓練が行

われるようになったという鱗lIo

1945年８月、日本が降伏し、台湾は中華民国の

統治を受けることになる。１９４５（民国34）年９月

20日、国民政府は「台湾省行政長官公署組織M:例」

２．課程標準の変遷

前述してきたように1945年日本降伏後の台湾に

おける中華民国の教育政策は「祖国化（中国化)」

であった。その中心科目である「初高級'１學國文」

｢高級小學歴史」「高級小學地理」「初小學常識」

などの教科響があいついで出版された。一方この

時期は中華民国においては1942（民国31）年「小

學課程修訂標準」が施行されていた。１９４２〔民国

31）年「小學課程修訂標準」では教科として衛生

訓練、國語、算術、労作、圃鍵、音樂、膿育、高

－１９４－
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定、公布された「國民小學暫行課程標準」となる。

｢國民小學云々」となったのは1968年から中學が

義務化され、９年制國民教育が施行されるように

なったためである。

この課程標準下における社会科の枠組みを見て

みると、社会科学系の科目は、國民小学において

は、「常識」科及び「社會」科となっており、小

学一、二年が「常識」科、三～六年が「社會」科

となっている。

時数は、毎週分鐘数（－週間の時間数）で計算

され、「常識」科は120分、「社會」科は三寸四年

が60分、五、六年が90分となっている。

教科番は、「國民小學暫行課程標準実施辮法」

によれば、「國民小學暫行課程標準」により、一

律改編ざれ各校に提供された。また、教科嘗及び

教學指引の編集は、国立編課館により招聰された

専門家、授業経験豊かな國民小学教師からなる國

民小学教科書編輯委員曾が各学年ごとに行ったと

なっている｡“

1968年版「國民小學暫行課程標準」には「常識」

科、「社會」科の変遷が記されている。その内容

は以下のようになっている…。

級社會、高級自然、初級常識が設定されていた他'周。

したがって前述の「台湾省國民學校暫行教學科目

及時間表」と教科書は1942（民国31）年「小學課

程修訂標準」にそったものと推察できる。

1948年（良風37年）には「小學課程第二次修訂

標準」が発布されている。この「小學課程第二次

修訂標準」編成過程では1942（民国31）年「小學，

課程修訂標準」で原則となった闘語と常識の合科

授業の分科選択の余地が決定されている鱗１，・台湾

では1942年課程標準の原則に従い、初級小學鬮語

常識課本（台湾版）全８冊（初級１～４学年用）

が台湾省政府教育膳から発行されている。例えば

初級小學鬮語常識課本第７冊（４年前期）第４単

元では常識で鄭成功を國語では台湾省を連携して

学習できるよう設定されている…。

その後、１９５２（民国41）年に「國民學校國語、

社脅二科修訂標準」が発布された。その要点は次

の点にあった。１９４８（民国37）年「小學課程第二

次修訂標準」を発布したが、あくる1949年中華民

国政府は台湾に移った。この課程標準を２年間試

行した結果、「國語」「社會』の両科の課程標準は

国策を満たすには不十分だということで、１９５２

(民国41）年「國語｣、『社會』の両科の課程標準

を修訂したという注'1゜

この課程標準で初めて國民學校・・標準という

名称が登場する。「國民學校法」（1944年）の規定

による改称だという髄２．

では両教科修訂のねらいはどこにあるのであろ

うか｡1968年課程標準修訂経過によれば、國語は

教科内容として中華民族精神の高揚、反共産抗ソ

ビエト、三民主鍵が強調されている。社会科の内、

公民の教科内容に関しては子どもの要求を参考に

して「個人」「家庭」「學校ｊ「社會」「國家」「世

界」から帰納きせる方法をとっている。歴史地理

の教育内容に関してはソビエトの「中国侵略」の

歴史と反共抗ソビエト意識の強化が調われてい

る趣。これらの事から、國語と社会科が反共政策

の中核教科として位置づけられたことによる「國

民學校國語、社會二科修訂標準」の発布と言うこ

とができよう。

その後、民族精神教育の強化と科学教育の改進

をはかった1962（民国51）年の「國民學校修訂課

程標準｣嬢2`を経て、1968年（民国57）年１月にiiリ

▼常識科の変遷

楕末中華民国初めの初級小学において、社會や自

然に関する初歩的常識は、各教科及び國語科讃法

で教えられるか甚だしい場合には教えられなかっ

た。ただし、中華民国初期の江斯等の省立師範附

属小学において、「郷土」科が設けられ、郷土の

歴史、地理、自然が教えられた。

１９２３（民国12）年以後、国語科読替教材の内容

は、児童文学を中心とすべきとの主張があり、ま

た各教科で教えられる社會・自然も無限定である

ことが嫌われたことから、「社會」「自然」の二科

が設けられ、専ら常識が教えられた。

１９２９（民国18）年以後、課程を簡略化きせたた

め、低学年及び中学年の「社曾」「自然」両科をＦ

を合併し、「常識」と称した。

１９４８〈民国37）年課程標準の修訂時、低年級

｢常識」では教科瞥は不用と規定きれた。

1954（民国43）年に「國民學校低年級常識教學

要目」が領布され、各校これに基づき教えられた。

1962（民国51）年、「常識」科は改めて、低学

－１９５－
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度の修訂と一度の改編が行われている。つまり、

課程標準発布後、三つの異なる教科轡が発行され

たことになる。

１９７５（民国64）年國民小学課程標準による社会

科教科轡（第１研）は1977（民国66）年編集が完

成した。教育部は台湾地区の65個所の小学を社会

科教科書（第1111）の実験佼として指定した。こ

の１年間の試用期間の後、座談・研討を経て修訂

され、１９７８（民国67）全国に配布された。１９８３

(民国72）年、社会科教科書（第12冊）までの実

験工作は終了した。国立編謬館が教科書を全国展

開する前に先行試用した初めての事例となった礎20。

(以下この教科書群を64教科書と便宜上名付ける｡）

６４教科轡は、使用後一部内容が古くなったり疑

義があるなど各方面から多くの反響があった。そ

こで1984（民国73）学年度から再修訂作業が行わ

れ、修訂は学年進行に従い1989（民国78）年に全

部完成した鹸輿。（この教科轡を64修訂教科書と便

宜上名付ける｡）この修訂作業時期は台湾社会が

大きく変貌を遂げた時期であったため、各界から

社会科の課程にたし､する意見は百家争鳴の状況で

あった。編纂館社会科専科用瞥編審委員會の委員

人選においても数度の調整が行われ、１９８７（民国

76）年（戒厳令解除）以後は教科瞥修訂の幅は大

きくなった。

この修訂の方向は二点、一点は教科内容の軽減

をはかり、児童の負担を減らすことにあった。も

う一点は生活上の実際問題や思考を促す教材を組

み込み、児童が操作する学習によって認知、技能、

情意という授業の三大目標を達成することにあっ

たという住"･

百家争鳴とは、台湾省國民學校教師研習会・辮

理課程実験教師進修工作所の集約意見、国立編課

館各科繍審委員會の教材研討や内外の専門家学者

の教材研討意見、社会各界の批評や建議、教師、

学生、父母の投書や質疑、教師の教学研究会や各

県や市の教育輔導団から問題や建議が寄せられた

ことである。これらの意見は国立編認館が収集後、

国立編議館編審委員によって分類され、各教科の

編者で研究処理された。特に各界の批評建議、教

師や父母に対して回答が行われ、1987年（民国76）

年創刊「國立編認館通訊」においては質疑にたい

する専用欄が設けられることになったという噸!。

年の授業科目となり、内容は社愈・自然の初歩常

識を包括するもので、學校、家庭、郷土などの範

囲を主としていた。１９６８（民国57）年の修訂では、

安全衛生の教材を新設した「健康教育」科に割い

た。

▼社会科の変遷

清末の高等小学堂、中華民国初期の後期小学、

高級小学校においては、「修身」「識經」「歴史」

｢地理」などの科目が分立していた。

中華民国初期には誼經が廃止になった。

１９２３（民国12）年、「修身」科は「公民」科に

改められた。

１９２９（民国18）年、歴史、地理、公共衛生が合

併し「社曾」科ができた。

１９３３（民国21）年、衛生科が増やされた。

１９３６（民国25）年、社会科が公民、歴史、地理

三科に分科され、衛生科が廃止され、衛生科教材

は公民訓練、常識、自然科に分けて配列された。

１９４８（民国37〉年、社会科の内容を分けて公民、

歴史、地理三項とし、合併することも、分立させ

ることもできるとした。

１９６２（民国51）年、國民小学課程標準の修正に

当たって、中学年の「常識」を「社曾｣、「自然」

両科に分けた。その結果「社曾」は以後、歴史、

地理及び日常生活知識を主たる内容とし、合科授

業を取り入れることになった。そして低学年常識

科と密接な連携がはかられた。高学年社会科では

公民知識部分は、「公民與道徳」科に入れられ、

｢史地」科と改められた。

１９６８（民国57）年、鬮民小学課程標準は修訂で

は、「史地」科を「社脅」科に改め、教科内容も

歴史、地理及び公民を融合させ、児童の生活範囲

の広きに合わせることを、各学年の教育内容の重

点とした。

３．１９７５（民国64）年國民小学課程標準と教科書

１９７５〈民国64）年國民小学課程標準では、低学

年「常識」の中の「社會」の部分、と中・高年級

の「社曾」を統合して「社會」科とした。１年生

から社会科の授業が始まることになった｡函

この課程標準発布後、次の1993（民国82）年９

月発布の鬮民小学課程標準まで社会科教科脅は－
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４．６４教科醤批判

欧用生は爾立編課館が編集した64教科醤、６４修

訂教科書を「舟山模式｣鹸躯の教科醤と位樋づけ、

目標面と内容iHiから次のように批21:Ｉした。

目標面穣鋤

１．社会科学は社会科の蕊礎である。社会科学は

系統的に人類および人類の行為（あるいは生活）

を研究する。したがって研究の重点は「人」にあ

り、一個の「生物人」であり、転じて「社会人

(公民)」である。そして一人一人が国家意識や世

界観を持った「國民」である。ところが現行の國

民小學社会科の目標は「生活」に偏重しすぎてい

る。すなわち「個人」の存在を軽視しているので

ある。このため社会科教育は「社会が期待する國

民」を強調するだけである。すなわち「個性の発

展」を見すごしているのである。

２．現行社会科課程標準は「公民」「歴史」「地理」

と教育目標が確定されている。そのため教科内容

がすこぶる偏り、教科内容は社会学がもっとも多

く、歴史がこれに次ぎ、両方で３分の2以上をし

め、政治学と経済学は極めて少なく、文化人類学

や心理学に至っては欠如している蟻劉。

３．社会科の教育目標は内容目標に偏重し、過程

目標を軽視している。すなわち認知や価値、態度

を重視し、低いレベルの認知と情意目標に偏重し、

技能領域、知を求める技能、批判的思考、価値判

断、決定能力や問題解決能力が軽視されている。

しかし衝突や対立が充満し、多元的、多変的な現

代社会においてこれらの技能や能力は不可欠なも

のである。

４．他国と比較して欠如している目標が二つある。

一つは社会行動、社会参与である。これは民主社

会に必要な資質である。動態的な社会科は児童に

判断、決定能力、行動選択、積極的社会参与を要

求する。現代社会は生涯学習社会・国際化社会だ

けでなく、民主社会でもある。民主社会に必須な

知識と技能態度は現代公民に必ず備えてなければ
ならない資質である。二つの目標、民主的素養と

社会参与の必要を付加しなければならない。

内容面…

１．単元が事実の陳述や羅列に終わっていて体系

的要素が欠けている。

２．単元全体が独立していて、何が始まりでどこ

で終わるのかわからない。すなわち継続性と順序

性に欠けている。

３．叙述性やばらばらな事実が重視されているた

め相互関係が軽視され、記憶や暗証に偏重してい

るため行動が軽視される。

一方、黄炳煙は64教科書､６４修訂教科轡の元になっ

た1975（民国64）年國民小学課程標準の目標を欧

用生批判とほぼ同様の視点で批判している。飲用

生が批判しなかった点で重要と思われる批判点は、

｢大漢民族主義」を強調し、先住民族と先住民族

の文化を軽視している点を指摘したことである瀧調。

５．「板橋模式」が生み出した改編版教科書

欧用生や黄炳煙を始めとする多くの批判、要求

もあって、教育部は民国78学年度（1989年）から

小学校教科書を全面的に瞥き換えることにした。

新教科書には、台湾省國民學校教師研習会が編集

した実験教材がつかわれることになった函。

台湾省國民学校教師研習会は1959年（民国48）

年９月から1961（民国50）年７月まで國民學校高

年級社会科教學実験工作を行った。これは台湾初

の國民小学社会科課程の実験であった憧廻。1970年

代以後世界各国があいついで教育研究組織と機構

を整備ざせ課程研究を行っているのを受け、台湾

も同様の動きを始めた。１９７２（民国61）年教育部

國民教育司長はアメリカ・日本科学教育考察団の

建議をうけ、台湾省國民學校教師研習会に小学科

学課程研究を依頼した。台湾省國民學校教師研習

会は国小自然科と数学科の課程実験研究をする中

で、独自の研究方法を生み出した。これを「板橋

模式｣繩という鑓⑳。「板橋模式」は群体性（共同

研究)、長期性、系統性、発展性、整体性（完成

後の長期的な指導)、研究性に優れていると評価

されている住仙。この国小自然科と数学科の課程実

験研究は第１期七年計画終了後、教科書として全

国に流布されることになる桟00.

1980（民国69）年４月、教育部は社会科第一期

人年計画を審査し決定した。台湾省國民學校教師

研習会は、社会科理想の内容調査と台湾児童の社

会行為の研究を始めた。その成果から、目標、課

程綱要の確定と、１学年から各単元の授業活動設

計を行い、試教、修訂、実験、さらに修訂、再修

訂を行い４，５学年の実験まで進めた。

－１９７－
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具体的には1981（民鬮70）年より1984年まで、

低学年教材は台湾椅十の學校において二度にわた
り試教され、教IIli、児童に評判がよかったという。
１９８４（73）年９月より、「板橋模式」社会科課程
は逐年台湾地区および金'''1の41個所の学校におい

て二度にわたり、爽験授業が行われた。授業観察、

評価作業、教材修訂のための資料収巣が行われ、
修訂教材を進行苔せたという慰劇。

１９８７（民鬮76）年７月、教育部は台湾省鬮民雛

校教師研習会の社会科針IMiiの続行を決定した。あ
くる１９８８（民鷹176）年７月、前述したように教育

部は台湾街1鰯災難校牧l1iii研習会版社会科緤穐の試

用を決定した。爽験および修紺.の教師乎冊、救科

轡および習作などの初協が鰯立綱瀞館に逆られ僻

遜修訂･され、１９８９（災|i(178）年９月から余剛で使

用ざれることになった't``。これが1998年10))段階

で４年生以上が仙)1几ている現在の社会科教科鵬：

である。

したがって、この教科轡は1975（民国64）年に

教育部が公布した鬮民小学課穏標蝋に準拠しない

教科響ということになる。現に64教科瞥及び64修

訂教科脅には鰯民小学課程標準を遵照して鯛輯し

たとあるが、この教科瞥にはそのような記述はな

い。ただ、1997年８月発行小学社会教科槽の奥轡

には中華民国七十年初版、中華民国八十一年改繍

版初版、中華民国八十六年改簡版五版とあるだけ

-である。一応64教科瀞を初版と認めているに過ぎ

ないのである。（この教科醤を便宜上「板橋模式」

改爾教科番と呼ぶことにする。）

６４麩科轡及び64修訂教科轡と比較して「板橋模

式」改爾教科醤の特色は次の４点にあると陳玉娘

はいうIMS。

１．６４教科弊及び64修訂教科紳は、児撒に民族ｊＷ１ｉ

神をうちたてることを１１棟にしている。そのため

歴史地瓢の知澱が多い。しかし「板櫛棋式」改撚
教科譜は馳澗化するための知繊の提供、すなわち

｝恩童が現代生活に適応するための技能習僻が目標
となる。したがって歴史地理知識の他、政治経済

文化人類学等の社会科学の概観i功nわることになっ
た。

２．，６４教科瞥及び64修訂教科響は学生が精読すべ

き誉である。授業内容は教科響が主題と釦、教
師は補助的役割を果たすだけである。しかし「板

橋模式」改繍教科轡は教師手冊を主題とし、児童

のもつ教材（教科番）を補充資料とする。児童は

いたずらに暗記しなくてもよくなったのである。

３．６４教科轡及び64修訂教科響は講述する方法が

とられているが、「板橋模式」改繍教科響は活動

力綬業の主要内容で、その方法はグループに分け、

討競、調査、観察などを含みこんでいる。教師手

冊は１時間ごとの授業活動を助けるよう設計され

ている。教師が教材をもってすぐに授業活動がで

きるようになっている。

４．評価方式にも差がある。６４教科轡及び64修訂

教科轡では紙と躯で測定するが、「板橋模式」改

繍教科聯では３分１が従来通り、３分ｌが教師が

観欝した児蹴の行為の改まった点。３分ｌが教師

が見た児散の発表点である。

上記の点から「板橋模式」改繍教科響は授業櫛

遭そのものを変革するカリキュラムとして登場し

たことがわかる。この認識の成熟は飲用生等が

｢板橋摸式」を援護する形で「舟山模式」すなわ

ち64教科轡及び64修訂教科醤を批判した成果とも

いえよう。また、「板橋模式」が教育部の手によっ

て実験が長期になされていたことから、教科書の

民主化は、1987年の戒厳令解除後、突然進んだわ

けでなく、政府内部においても着々とその準備が

なされていたともいえよう。教科轡批判が「板橋

模式」を含む形で議論沸騰することによって「板

橋模式」改繍教科鶴が出現したといえよう。

６．民国八十二年（1993年）「国民小學課程標準」

現行のカリキュラムは、１９９３（民国82）年に修

正発布された「國民小學課程標準」のもとにある。

この後学年進行で教科轡が改訂されおり、1998年

９月の新学期には小紫三年4晶前jMl分まで初版力澆

行されている。なお、この時期より教科轡が国立

編騨鮪の独占から検定となり、民間出版社の教科

普も発行されている。現行カリキュラムは小論の

直接的な対象としない。分析の対象として想定し

た台湾史を含む教科書がまだ出版されていないた

めである。出版され次第、現行カリキュラムを含

めて分析する予定である。

なおこれまでみてきた、１９６８（民国57）年版、

1975（民国64）年版、１９９３（民国82）年版の科目
時数を比較すると以下のようになる。

－１９８－
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１９７５（民国64）年以後社会科の時間数は低学年られている。

80分（２時間)、中簡単年120分（３時間）があて
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民圃五十七（1968）年允月睡|民小學静行課程標準

生活輿倫理 健康教育 図譜 欺學 珠算 常識 社曾 自然 唱遊 工作 圏鰻活動 合計

一年級 120 6０ 390 9０ 120 180 120 120 1200

二年級 120 6０ 390 9０ 120 180 120 120 1200

三年級 120 6０ 420 150 3０ 6０ 9０ 150 1440

四年級 120 6０ 420 150 3０ 6０ 9０ 150 1440

五年級 120 6０ 420 180 9０ 120 150 1500

六年級 120 6０ 420 210 9０ 120 150 1530

民国六十四（1975）年八月国民小學誓行課程標準

生活輿倫理 健康教育 国語 数學 社曾 自然科學 唱遊 美努 圏腿活動 合計

音樂 髄育

一年級 120 400 120 8０ 120 160 8０ 8０ 1160

二年級 120 400 120 8０ 120 160 8０ 8０ 1160

三年級 120 400 160 120 160 8０ 120 120 8０ 1360

四年級 200 400 200 120 160 8０ 120 120 8０ 1480

五年級 200 400 240 120 160 8０ 120 120 8０ 1520

六年級 200 400 240 120 160 8０ 120 120 8０ 1520

民図八十二（1993）年九月国民小學誓行課程標準

道徳輿健康 国禰 敷學 社曾 自然 音樂 髄育 美勢 圏髄活動 輔導活動 隠士散皐活Bｉ 合計

二個 2４ 112 5２ 3２ 4４ 2４ 3２ 3２ ８ ８ ８ 376

一年級 ２ 1０ ３ ２ ３ ２ ２ ２ ０ ０ 0 2６

二年級 ２ 1０ ３ ２ ３ ２ ２ ２ ０ ０ 0 2６

三年級 ２ ９ ４ ３ ４ ２ ３ ３ １ １ １ 3３

四年級 ２ ９ ４ ３ ４ ２ ３ ３ １ １ １ 3３

五年級 ２ ９ ６ ３ ４ ２ ３ ３ １ １ １ 3５

六年級 ２ ９ ６ ３ ４ ２ ３ ３ １ １ １． 3５

※一節は40分授業
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進」國立教育資料館繍印「教育資料築刊第十六輯」

１９９１（民国80）年、５７ページ

注２１「國民小學課程標準」教育部編印１９９３（民国

８２）年９月修正発布附録341頁より

注２２「國民小學課程一本小學暫行課程標準修訂経過」

333ページ

注２３「國民小學課程標準一本小學暫行課程標準修訂

経過」332ページ

注２４「國民小學課程標準」教育部繍印１９９３（民国

８２)年９月修正発布附録342頁より

注２５「圏民小學暫行課程標準」目次の前ページ教育

部編印１９６８（民国57）年元月公布。

注２６「園民小學課程標率」８～９ページ教育部

１９６８（民国57）年元月公布

注２７「國民小學課程標準」教育部１９７５（民国六十

四）年８月７日397頁

注２８呂若職「我國國民小學社曾科課程発展之研究」

８３ページ、國立台湾師範大皐教育研究所碩士論文

１９９４（民国83）年１月

注２９呂若暗「我國國民小學杜曾科課程発展之研究」

８４ページ

注３０屠炳春「四十年来我国鬮民小學的社曾科教育」

國立教育資料館編印「教育費料築刊第十六輯、杜

曾（學）科教育専輯」３９～40ページ、１９９１（民国

８０）年６月

注３１呂若瑠「我國國民小學社曾科課程発展之研究」

８４～５ページ

注３２国立鰯瀞館が台北市舟山路にあるのでこの名が

ついた。

注３３飲用生「國民小學社会科課程嚢展模式」「國民教

育第二十九巻第五・六期」４５ページ、１９８９（民国

７８）年１月

注３４歓用生「社曾科挙と社曾科」（「國民教育第27巻

第10期」１９８７（民国76）年４月）の中でアメリカ、

日本、台湾の小學校社曾科の内容量を領域（社曾

科学）別に比較している

注３５飲用生「國民小學社会科課程発展模式」「圏民教

育第二十九巻第五・六期」４６～７ページ

注３６黄炳慢「杜曾科教育目標與功能之研究」國立教

育資料館繍印「教育資料集刊第十六輯、社曾尊輯」

１０～11ページ、１９９１（民国80）年６月、賞炳煙は

同文の批判を1987年「國民小學社曾學科教育目編

研究報告提要」（「中小學人文及杜曾學科教育目標

注１産経新聞1998年９月19日潮流、１０月24日正鵠

注２徐雪霞「試評圏小新社曾科第七冊一由教師手冊

談起」圃立塞爾師範学院「國教之友第44巻第４

期』８ページ、1993年４月30日

注３園立編灘館編『社曾科教學研究』３ページ、

1985年２月初版、1990年第９次印行

注４葉憲峻「台湾初等教育之演道」徐南鱸主繍『台

湾教育史」1993年、増訂1996年、師大書苑９６

～99ページ

注５葉懸峻「台湾初等教育之演進」「台潤教育史」

100ページ

注６葉憲綾「台湾初等教育之演運」「台淘教育史」

101ページ

注７台濁省文猷委員会綴「璽修台溝省通志巻六文教

志教育行政鯛」1994年380ページ

注８葉憲峻「台潤初等教育之樹進」「台湾教育史｣、

101～102ページ台漁民報、１９２８．１０．２８をみよ。

注９「重修台湾省通志鐘六文教志教育行政編」

383～４ページ

注１０.「愈修台湾省通志巻六文教志教育行政網」

385ページ

注１１蕊憲峻「台湾初等教育之演進」「台湾教育史ｊ

ｌＯ３～105ページ

注１２司埼「四十年来我國國民小學社曾科教科響的演

避」園立教育資料館繍印「教育費科集刊第十六輯」

１９９１（民国80）年６月、５５ページ

注１３「重修台湾省通志巻六文教志教育行政編」

491ページ

注１４葉遥唆「台湾初等教育之演進」「台湾教育史」

110～111ページ

注１５葉憲唆「台溝初等教育之演進」「台濁教育史」

112ページ

注１６司埼「四十年来我国國民'1､學杜曾科教科瞥的槙

進」国立教育資料館編印「救育資料巣刊第十六輯」

１９９１（民国80）年、５４～55ページ

注１７葉憲峻「台濁初等教育之演道」「台溝教育史111

４ページ

注１８「國民小皐暫行課程標準一本暫行課程標準修訂

経過」328ページ散育部國民教育可１９６８（民国

師）年９月

注１９民国五十七年「國民小學暫行繰程標準一本暫行

課程標箪修訂経過」330～331ページ

注２０司埼「四十年来我鬮國民小學社曾科教科嘗的滴

－２００－
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教育」を中心にその時代背景を概観することは、

前章で記述した社会科の変遷を深める意味でも意

味があると考えられる。

黄は、郷土教育の発展の社会的要因を時期ごと

に、１．戦後推行國語運動時期、２．四十年代社

会中心教育時期、３．六十年代本土意識發展時期、

４．解巌後政治開放時期とわけ分析を行っている。

【１．戦後椎行国語運動時期】

日本敗戦直後の「祖国化（中国化)」の中で、

國語（北方系標準語）教育が推進される時期であ

る。この時期の教科替は「まさに「中国中心』の

内容であった。そのため、この時期の郷土教育の

指す「郷土」も台湾人民が50年以上前に離れた中

国の土地であり、台湾ではなかった。「郷土教育』

という名はあわず、学童の生活経験からつくりあ

げることは困難｣鰹２であった。

【２．四十年代社会中心教育時期】

民国4０（1950）年代は、アメリカの「社會中心

学校運動」（CommunitySchoolMovement）の

影響をうけた時期である。学校の目標は「社麗生

活の改進であり、最終的には全民社曾の実現」と

された。具体的には教育館の設立、生産展覧会の

実施、郷土教材の編集が出され、彰化県、台南県

等の地方政府により教材が編集きれた。

しかし、この時期の教材は「社歴服務」に偏っ

ており、社塵の自然、人文環境の教育と研究は不

足していた。

【３．六＋年代本土意職護展時期】

民国6０（1970）年代は、台湾において大きく政

治状況が変化した時期である。まず1971（民国60）

年に国連脱退、1972年のニクソン米大統領の訪中

である。これらの政治的事件により本土文化の基

礎がつくられるようになったときれている。その

典型として、台湾文学界におこった「郷土文学論

戦」をあげ、「台湾意識」がつくられてきたとし

ている。

６０年代の本土意識の芽生えの影響は広く各層に、

特に文化、蕊術の方面で著しかった。各種の台湾

本土の研究が続々と出された。台湾郷土の蕊術、

民俗に注目力藻まり、その影響で、郷土教育もま

研究総報告』三民瞥局）で行ったという（陳臆華、

周憐噸、張益に「健検圏小社曾科新課程標準『初

等教育學刊第五期」187ページ、銅と市立師範難院、

１９９６（民圃85）年12月）

注３７棟玉蝿「小學社曾科新教材的特色」「師友輔254

期」４７ページ、1988年（民図77）年８月

注３８層炳春「四十年来我國鬮民小學的社曾科教育」

国立教育涜料館繍印「教育資料築刊第十六輯、社

曾（単）科教育駆鮒」２３ページ、１９９１（民国80）

年６月

注３９台湾省國民學校教師研習曾は板橋市にあるため

この名がついた

注４０泰葆端「｢板橋模式』課程発展工作簡介」「現代

教育第４巻第２期」３０ページ、１９８９（民国78）年

４月

注４１泰葆崎「｢板橘模式」課程発展工作簡介」「現代

教育第４巻第２期」３２～５ページ

注４２泰葆崎「『板橋模式」課程発展工作簡介」「現代

教育第４巻第２期」３１ページ

注４３國立編祷館主網「國民小學社曾教師手冊第

六冊（民国70年初版、民国81年改編本初版)」

注４４泰葆崎「｢板橋摸式」課程発展工作簡介」「現代

教育第４巻第２期」３１ページ

注４５陳玉嬢「小學社曾科新教材的特色」「師友第254

期」４８ページ、１９８８（民国77）年８月

二．小学校社会科教科醤にみる地域

本章では「板橋模式」改編教科響における「郷土」

学習の特徴を民国57年課程標準初版教科書（1970

年初版以下57教科醤という)、６４教科書（1980年

初版)、６４修訂教科響（1988年修訂初版）の比較

より記述する。

１．郷土教育の概観

具体的な比較に入る前に、台湾における「郷土

教育」について、黄玉冠の分析礎】を紹介し、その

発展過程を見ることにしたい。．

「郷土教育」は、「台湾化」の動向を追ううえ

で、欠かせないものであり、前章で記述した社会

の変化にも関わる所が大きい。そのため、「郷土

－２０１－
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成家、就業、工作、養老の場は違う。このよ

うな高度に流動的な現代社會では、一個人の

止濫空間を郷土とする。言い換えれば、自分

が一定時間を過ごし、親近感があり、自分の

生活にとって意義のある地方を自分の郷土と

する。

また、王啓宗は、講演の中で、郷土教材の範囲

は国民小学で郷鎮を主とし、国民中学で県市を主

とし、高級中学では省を主とするとしたうえで、

｢近代交通の発達により、人々の往来は頻繁になっ

ている｡今日、「郷土」という二文字は地区概念

としては腐大となり、出生地にとどまらず、就学

や仕辮地は第二の故郷となる｣雄‘としている。

最後に郷土教育は、カリキュラム上でどのよう

に位置づけられているかみてみることにする。

周瑞雲によると国小新課程における郷土教育の

内容とされているものは、「専設された郷土教學

活動以外に、社會、道徳と健康、音楽、美勢、髄

育、圃髄活動などの科目にみることができる｣腱７

としている。

周瑞雲は分析の中で、以下のような項目を社会に

おける郷土教育の内容としている。

１．家郷（一）－郷鎮市厘（家郷的自然環境、

人文環境、習俗活動、環境習俗輿生活的閥係)。

２．家郷（二）－縣市（同上）

３．各行各業（本国的主要行業及其和生活及交

通的関係）

４．選湾的地理環境（位置、地形、氣候、産物、

交通、人口分怖)。

５．豊潤的民俗與藻文活動（傅承､現況與展望)。

６．蕊潤的開發（台湾開發史的重要時期、各期

重要人物典事件)。

７．豊潤的自然資源（種類、利用與生活的関係)。

８．憂溝的経済護展（特色、策略、問題與展望、

環保、公共建設、水資源和土地利用)。

９．憂濁的社會鍵遷（背景、現象、適應愛遷)。

１０．社會的経済活動（生産、儲蓄投資輿経済發

展、個人経済活動)。

１１．習俗奥生活（生活常見的習俗、外地習俗、

正確習俗甑、民俗活動審與)鱗8．

た重視された。しかし、郷土教育は「中国意識』

が前提とされ、民族精神教育となっていた。これ

は、民国六十四年の課程標準修訂の中では、依然

として郷土教育は社会科の課程の下で、郷土地理

認識から郷土愛を養い、環境改善の知能と地方建

設を刺激し、国家が願う建設をするのが、この時

期の郷土教育の精神であり、其の討論、表彰は獲

得できなかった蝿。

【４．解巌後政治開放時期】

１９８７（民国76）年、戒厳令が解除された。その

後の県市長選における民進党の躍進もあり、地方

方言（本土言語)擁‘教育教材などがつくられるよ

うになる。各地（県市）において同様の郷土教材

が編集されることになった。具体的には宜蘭県、

台北県、屏束県、新竹県、新竹市で郷土教学が実

施されている。

その後、１９９５（民国85〉年、國民中学における

｢認識台湾」科、國民小学における「郷土蕊術活

動」「郷土教學活動」の実施となるのである。

上記のことから、黄は郷土教育はたしかに戒厳

令後に活発になったが、その前段には民国40年代

の生活社厘の理解の強調を起点として、民国60年

代の台湾郷土意識のおこりがあるしている。そし

て国の制度下では地方行政が推進してきた郷土教

育の動きは少なく見えるが、中央教育政策の変化

に影瀞を与えているのではないかと述べている。

次に、「郷土」概念の変化を夏黎明の分析鱗6よ

り挙げ、教科欝分析の素材としたい。夏は、台湾

社会の変化により、以下のような概念の変化を挙

げている。

１．属人主義一家を中心とした郷土観念

伝統的中国社愈では郷土とはその人たちが

出生した故郷であり、幼年、少年期を過ごし

た地方である。この概念は、中国の「家」制

度、小農經濟での主要な土地経営単位に関係

があり、この経済制度のもとで、人は長年そ

の土地を守り生活をする。

２．属地主義一生活実践の場を強調した郷土概

念

現代社会では、一個人の出生､成長、求学、

－２０２－
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服務業

行業間的關係

行業與生活

本章では、上記の１－３の部分、いずれも三年

級下学期に尖施きれる単元の教科轡記述を上記の

｢郷士」概念も踏まえつつ分析していくことにす

る。

分析方法は、各時期の単元構成の変化、教科轡

の代表的な記述を取り上げ、記述内容及び方法の

違いとそのねらいを分析する。その上で、第１章

の「板橋模式」改編教科書の特徴点を踏まえ、郷

土学習の特徴点を明らかにする。

この単元栂成から、学習者の「家郷」を題材と

してとりあげ、「家郷」の特徴、問題の提示を読

み取ることができる。この点について、教科醤冒

頭の「編者的話」では以下のように説明する。

第一単元「認識我fii的家郷」

児童の生まれ育った県市を家郷として、家

郷の環境とあゆみを知り、並びに家郷環境と

生活の関係を理解し、家郷を愛する心を育て

る。

第二単元「愛護我fl的家郷」

家郷の汚染問題とその生活への影響につい

て調べ、家郷を愛する知能と心を育てる。

第三単元「各種行業的人」

家の人の仕事（行業）を通じて、家庭の経

済活動を理解し、「本地」の主要な仕事とそ

の仕事の相互関係を知り、職業に対する基本

概念を育てる騰,。

上記のような単元構成は、この「改編本」から

である。

また、教科書の編集方法、授業方法について、

同じく「編者的話」では以下のように説明する。

本書は、本文、図表と問題の三部分からなって

います。本文は項目・大筋を取り上げています。

図表は授業の補助として使われます。問題は児童

の思考を引きだすものです。

第一と二単元は郷土教材となっています。先生

方は各県市と郷鎮市区の郷土教材を主要な内容と

し、授業をすすめます。本文は最低限の内容のみ

を提供しているため、郷土学習の目標を達成する

には不足しています。先生方は教師手冊に提供さ

れている各種の活動例や参考資料を参考にして授

業をし、各単元の学習目標を達成してくだきい゜

保護者（家長）の方にもやはり教科の問題を使っ

て、お子さんの復習を指導してください｡麓１０

上記は「板橋模式」改編教科轡を端的に説明し

たものということができるだろう。

２．「板橘模式」改編教科

改編教科響第六冊（三ｆ

成は、以下の通りである。

改編教科讐にみる郷土学習

豈冊（三年級下学期）の単元の櫛

第一単元「認識我椚的家郷」

我椚的家郷

家郷的位置

家郷的平地和山地

家郷的河川和湖泊

家郷的特産

家郷的名勝古蹟

家郷的交通

家郷的文教機構

家郷的政府機関

第二単元「愛郷我椚的家郷」

話我家郷

環境在改愛

環境中的汚染問題

水的汚染

土壌的汚染

騒音

家郷的汚染問題

維護家郷的環境

第三単元「各種行業的人」

家人的行業

家人的行業與生活

常見的主要行業

農牧業

漁業

製造業

-203-
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この第一単元「我佃的家郷」の特徴について、林

潔儀は「本単元は各地の郷土性質によっての差が

甚大な単元である｣膝皿と述べる。

６４修訂教科瞥の第三冊「郷土奥習俗｣、第五冊

「社麗的組織｣、第六冊「杜塵的発展」の編集方

式薩胞とは相当大きな差異がある住'3。

「改編本第六冊第一単元においては、郷土地理

の位置を紹介し、地形、水文、経済（特産)、交

通、政治、及び郷土歴史と教育文化､郷土の気候、

土壌、生物、人口、聚落までを学習する住'４゜つま

り、どこか架空の「社厘」を通じて学習するので

はなく、「家郷」という児童が現在生活している

場を学習の素材としていることが、大きな特徴と

考えられる。

具体的に「家郷的特産」という題材よりみてみる

ことにする。

本文：家郷には多くの異なる物産があります。

いくつかある物産の中でみんなに喜ばれているも

のが、家郷の特産となります。

図表：屏東の蓮霧

雲林、嘉義の米

高雄の美濃紙傘

新竹米粉

膨湖海産

台中梨山水蜜桃

台東の釈迦果

苗栗三義木藤

台北鯆歌陶器

（上記のそれぞれの写真）

問題：私たちの家郷の特産にはどん左ものがあ

るでしょう｡蛇'‘

これだけの文章と図表（この場では写真）で、

40分の授業を行うように*Pっている。

この小単元の授業のすすめ方は、教師手冊によ

れば以下のようになっている。

なお、→は教師への解説文である。
(一）調査（10分）

１.児童に自己調査を１６とに本県（市）の有名

産品とその産地を出させ、教師は板書する。

２．教師は板書した一品ごとに、これらの産品

に投票した学生の人数を統計調査し、記録を

とる。

３．もしもその産品で児童の半数以上が投票し

たものがあれば、この産品をみんなが好きな

ものとして、家郷の「特産」とする。

→また、児童に自分の報告する特産品または、

図を展示することもできる。本県の地図上に

その産地を指し示す。

(二）問答（20分）

１．家郷の特産はどんなものがあるだろう？

→教科書杜會18-19ページの図文を利用する。

もし本県市の特産の写真がない場合、教師は

実物或いは自分で調べた写真を引用する。

２．あなたはよくこれらの特産を食べ（或いは

使用し）ますか？なぜですか？

３．あなたはこれらの特産にはどんな背影があ

るか知っていますか？

→児童にこの特産と産地、故事、地方の特徴

の関係をださせる。

４．これらの特産以外に、家郷にはどんな特別

なもの・ことがありますか？

→児童に特殊な活動、習俗等を随時発表させ

る。

(三）習作活動（10分）

児童に習作二をさせる注10．

習作二は以下の通りである。

【習作二】

小朋友、諸回答左列的問題…

１．我個的家郷有耶些特産？諸任意鳶出雨種。

答…（）（）

２．在家郷的特産中、休最喜歎郷一種？欝篤出

乞的名稲及理由。

答…我最喜歎的家郷特産是（）、

我的理由是（）鱗'7.

→児童に次節の本県（市）名勝古積での遊覧

の写真やそれに関係する図を提示する。教師

はそれらを準備する。

－２０４－
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兇と解決方法を考えあう単元である。

小項目は以下の通りである。

第二単元「愛郷我椚的家郷」

話我家郷

環境在改愛

環境中的汚染問題

水的汚染

土壌的汚染

騒音

家郷的汚染問題

維護家郷的環境

この項目は、５７教科書、６４教科書、６４修訂教科

書においては、すべて各社区の問題及び社区組織

の学習の際に取り上げられたものであり、とりわ

け台湾の現代化に伴い、出された項目であると考

えられる。

教科轡の構成は、人間と環境の関係、とりわけ

人間が環境を変えてきたこと、その意味について

考えた後、空気、水、土壌と問題を具体的に見る。

その後で「家郷的汚染問題」として、自分たちの

家郷の問題を出し合い、解決する方法を考えあう

という構成である。

以下、実際の教科響の記述内容を取り上げ、授

業の方法について述べる。とりあげたのは、「家

郷的汚染問題」という項目で、問題の発見方法と

解決方法を考えあうというこの単元の中で、重要

と考えられる部分である。

家郷的汚染問題

私たちの家郷の環境は変えられ続けており、さ

まざまな汚染問題が生まれています。私たちは自

分の家郷の汚染問題について調べ、その原因をき

ぐD、その解決方法を考える必要があります。

観察したり、先生に聞いたりして、資料を収集す

ることによって、私たちは家郷の汚染問題を調べ

ることができます。

（上記をイメージする絵を三枚掲載）

上記からすると、調査を持ち寄り畿徒自身が生

活経験や自分なりに調べたものから出発し、討論

を経てクラスの中での「特潅」をつくっていく課

程は、自由度の高いものとみることができるだろ

う。

しかし、特産を投票（選んだもの）で決めてし

まい、その課程に議論が存在するわけではないこ

と、調査以降の展開で、教師から再度「家郷の特

産にはどんなものがあるだろうか？」と教科轡の

写真、「中華民國憂閥地区各縣市名勝古積と将産

蕊隅」という資料を使っての発問があり、前段の

調査とは連続性のない授業構造になっているので

はないだろうか？教科書の写真は台湾の多くの県

の特産を網羅している。その中に該当するものを

選択することが求められてしまう。その後、教師

の準備した「特産」に関して、「特産」の背景を

学習するという流れのため、子どもにとって現実

感、生活感のあるものになるのかという点が懸念

される。

この点について、地理学習の視点から周素卿は

教科書叙述について、学習過程は相当、現実生活

の経験より行われるため、教科書の文、図はみな

現実を反映せずあまりに分離しすぎていると批判

している｡麺ｏまた、作業、発問との関わりにおい

て、その他不適切な地図の多いことも挙げている。

その理由は、家郷の自然環境、名勝古積など家郷

を対象としつつも教科書の地図は中華民国台闘地

区云々となっており、子どもにとって現実感のな

いものとなっているという点である。

この点は、次の点から検討されるべきであろう。

第一に、この「板橋模式」改編教科瞥の特徴であ

る「現代社會に適応するための技能習得」の点か

ら、授業全体が現実感、生活感のあるものになっ

ているのか、第二に、「教師手冊を主題としてい

る」という点から補充資料としての教科瞥の位置、

活用方法についてである。

（写真、以下の文章は写真のキヤプシヨン）

汚水下水道は治水の汚染を防ぐ方法の一つ

ごみ処理工場

次に、この教科轡の第二単元「愛護我椚的家郷」

は、家郷のさまざまな問題、基本的には汚染問題

(環境問題）を中心とし、各地域での問題点の発

－２０５－
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汚水処理工場は汚水をふせぐのに有効である。

無鉛ガソリンを使用しないことは空気をよごさ

ない。

機車の消音は騒音を減らす

ごみのうめる処理は、水質汚染をふせぎ、土

壌、空気汚染をふせぐ（ごみぶくろ）の使用は

環境汚染をへらす

自ら環境保全の活動をすることは、汚染問題

を解決する方法のひとつ

汚染の事実を告発することも方法のひとつ環

境保全活動に参加することも私たちができるこ

と

問題は（）

原因は（）

影劉は（

(二）観察：教科瀞52-53ページの図の内容の

観察により児童を以下のことに導くこと（10分）

１．誰もいない川くりにごみの山があったら忠

告する

２．ごみ掃除をして遊楽地を離れる。

３．電話で住居付近の騒音の告発を関係部署に

行う

４．社区の瀕境保全活動に参加する…資源回収

→ビデオ「大地的変貌」第17集「構水獅渓護

河通勤」をみることもできる

(三）問答（５分）

１．あなたは問題の解決方法についてどんなも

のをみましたか

２．これらの方法が問題をどのように解決でき

るか知っていますか

３．あなたはほかにどんな方法があるか知って

いますか

→児童が原因を考え、解決方法を出せるよう

に導くこと。

(四）分組討論（15分）

１．グループで前節のいくつかの問題について

家郷の汚染問題を－つ選び、共同で解決方法

を討論する。

２．討論は、みんなに報告する方式とする。次

の時間に報告できるように準備をさせる。

→口頭報告、ポスターを描く、OHPなど。

(五）帰納：つくられた問題の原因をまとめ、

解決方法を提出する（５分）

（討論）

あなたは家郷の汚染問題の原因を見つけるこ

とができますか

あなたは解決方法を提案できますか麓1,

この時間の授業の進め方は「教師手冊」から見

てみると、以下のような5時間の構成となってい

る。

１．溌現家郷的汚染問題（--）

２．發現家郷的汚染問題（二）

→家郷にどのような問題があるのか、教科轡

の例を参考に出し合い、それぞれ（水汚染、

空気汚染、土壌汚染、騒音）について、家郷

の問題を出す。

３．探討家郷的汚染問題

→調べてきた問題の原因を考えあう。

４，解決家郷的汚染問題（一）

５．解決家郷的汚染１１１１題（二）

→それぞれ解決策について考え、発表する。

ここでは、その最後の解決方法を探る授業に

ついて、細かく見てみることにする。

解決家郷的汚染問題（二）

本時は、時間数を増やすことができる。

(一）提示：本節は各班が家郷の汚染問題の解

決方法について報告する（５分）

(二〉報告：各班ごとに選んだ家郷の汚染問題

と論議したその解決方法について提出する（１５

分）

→各班の報告内容を教室内に掲示する。

解決家郷的汚染問題（一）

(一）復習：習作三の内容を復習する（５分）

【習作三】

家郷の汚染問題について選んで、原因と影瀞を

誓きなさい。
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（三）討論：提出きれたその方法について、自

分たちはどの方法ができるか？どのようにでき

るか？（15分）

→児童に具体的に実行性と行動方式について考

えさせる。時間が必要ならば、時数を増やして

項目を選んで訓練させる。

（四）勉励（励まし）：児童に日常生活におい

て実践できるよう励ます（５分)鱗醐

この時間の授業は、自分たちで調べ方法をクラ

スで吟味し、自分たちでできるのかを考えるとい

う授業スタイルをとっており、その前段までの流

れが重要なポイントとなっている。また、教師が

その解決策の具体性について評価するという点か

ら、教師の力量に大きく左右される授業の形式で

あるということもできる。

この授業構想は地域だけでなく、クラスごとに

かなり自由度のあるものと考えられる。前段の流

れは、教科書の内容、図を読み取ることが要求さ

れており、具体的に家郷の問題を出し合うことよ

りも、教科轡において、設定された問題について

考えあうというスタイルとなっていることがわか

る。

それは、第一に、問題設定を水汚染、空気汚染、

土壌汚染、騒音にしぼっていること、その教科内

容は、教科書の読み取りが重要であること。第二

に、解決方法に関しても、教師の指導方法が細か

く指示され、教科響を解決方法の参考として活用

するようになっていることである。この点では、

教科瞥が生徒の思考を妨げかねないものになって

いる．

この環境問題の取り扱いについて、鄭先祐は解

決方法は個人に委ねられ、政府や科学技術は希望

があり、よいもので、環境汚染問題は一般民衆の

問題であるとなっていると批判する。この単元に

ついても鄭は「重鮎放在汚染上、没有對「自然野

地、野生動植物」的愛護｣柱2’としている。

これらのことから、この単元は家郷での問題点

の発見と解決方法を考えあうのだが、問題発見と

その解決方法についての生徒の自由度と批判にあ

るような自然保護、生態系の保護という幅の広が

りに課題を残しているといえよう。

３．六四課程標準下教科書における「郷土」記述

６４教科醤（1980年初版)、６４修訂教科書（1988

年修訂初版）の両教科瞥では、「社歴」という区

分を郷土学習として、三年級において学習する。

三年級上学期（第五冊）は「社歴的組織」という

タイトルで、「社屋」の自治組織を学ぶ単元となっ

ている。このことは、６４，６４修訂の両教科書に共

通している。

６４教科書第五冊の単元構成は次のようになって

いる。

第五冊社歴的組織

壷我個的自助里

一、自助里的環境

二、自助里的過去

三、自助里的問題

敵熱心服務的一軍人

一、里民大會的新希望

二、社麗理事會的成立

三、解決困難的辮法

参社歴建設的進行

一、大家來築路

二、僻乱不見了

三、活動中心落成了

騨自助里的新面貌

一、共享建設的果賓

二、尊守社麗公約

三、自助里的展望錘

ここでの「自助里」とは、「台湾西北部沿岸に

ある村｣鋤であり、ある地域をモデルとして、教

科雷にとりあげている。この記述方式は、下学期

に学ぶ第六冊「社亙的發展」にもみられる。具体

的に、「社麗」の特徴をいくつかモデルを示し、

杜区の特徴、歴史的背景、地理的特徴について学

ぶ。そのモデルとは、農村、漁村、山地村、都市

の四つである。

その項目は以下の通りである。

６４教科書

萱、農村的自發社麗
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３．部市的生活

４．合作的仕筒

項１１から、各モデルの地理的朴微から生ii1iの111］

題や願いまで総合的な内容になっているといえる

だろう。

実際に、農村を例にとり、教科柵:の記述につい

て見てみる。

六四課程標準初版教科替第六冊

第一単元「農村社願」

盗腱村的I:I發社腿

１１１発村の大部分の(I;民は代々腱耕に従鞭してき

た。彼らは生活'２の共通の願いがあり、また共通

のllI111uを抱え解決している。

政l側は人災｣k満の改糠のため、キt区の発展のた

めにiIF動して、ビ|発村を自発社低にするためにiil・

画した。

自発社区はどのような社区なのであろうか？

自発社区の住民は、どのような共通の願いや問

題があるのだろうか。

かれはどのように自分たちの力で願いを実現し、

問題を解決してきたのであろうか？

彼らの努力の成果はどのようなものであろうか？

一外婆（母方のおばあさん）の家は自發村に

ある

新年が過ぎ、大華、小英はお父ざん、お母ざん

とおばあさんの家にいきました。平たんな高速な

道路を車で三時間ほどいくと自発村につきました。

自発村は、台湾中部の平原にあり、北面には濁

水渓、南面には北港渓があり、中央には虎尾渓が

ある。渓水は東辺の高山より流れ出、支流は木の

枝のように流れでて平原にあり、台湾海峡のある

西に注いでいる。自発村は平原のやや西よりにあ

り、周ＩＩＢは一・面の腱田である。

彼らは、むらに入り、おじいさんの家の門で出

迎えられた。門を進むと、おじいさんは大華と小

英にいった。「またおおきくなって、勉強してい

るかい」

お母さんは「かれらは、勉強は間違わずに、

行いもよく、クラスで模範生なのよ」といった。

大華は「おじいきん、ぼくらは先生に自分た

外婆家在口發材

村民的願望

同心協力好辨Rll

観樂年年

漁村的向強社魑

一個風光秀麗的漁村

辛苦的iMi民/ｌＺ１ｉｌｉ

漁民的癬要

安和樂利的社歴

山地的、力社隔

走向大IHI然

獅llI12的rlﾉﾉ社Mx

山地多繍戯

自ﾉ〕社脚的|lllllu

都市的ＩＰＩｲﾊﾞｷl:１，

榔市的交通

参観百貨公司

都市的生活

合作的社含

●
●
●
●
｛
、
□
●
■
●
Ｂ
●
、
●
●
蝿
■
●
●
ｃ
●

１
２
３
４
散
１
２
３
４
審
１
２
３
．
，
．
鰍
１
２
３
４

64修訂教科轡

修訂版第六冊（３年下）「社廠的溌展」

登、腱村社座

１．自發社腫

２．社歴而臨的問題

３．同心協力好辮事

４．観樂年年

献、漁村社風

１．風光秀麗的漁村

２．辛苦的漁民生活

３．漁民的繍嬰

４．安和樂利的杜鹿

懇、山地社MH

１．走向大自然

２．商山上的社歴

３．山地多砺蔵

４．山地社塵的問題

蝉、都市社圏

１．都市的交通

２．参観百貨公司
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６４修訂教科密第六冊

第一単元「農村社屋」

台湾地区には7000個あまりの村里があり、

430Oあまりのの社屋に分れている。

自発社区は西部平原上にある農村社区であ

り、住民の多くは農業を営んでいる。

自発社区の住民は＄どんな共通の願いと問

題があるのだろうか。

かれらはどのように政府の政策とあわせ、

自分たちの力で自分たちの願いを?を達成し、

問題を解決しているのだろうか。

かれらの努力の成果は一体どんなものなの

だろう。

一、自発社区

嘉南平原は台湾の西南部に位置する。北は

彰化より、南は高雄に到り、台湾最大の平原

となっている。

自発社区は亮南平原之北部にあり、杜厘の

北面には濁水渓、南面には北港渓があり、中

央には虎屋渓がある。渓水は東辺の高山より

流れ出、支流は木の枝のように流れでて平原

にあり、台湾海峡のある西に注いでいる。

自発社区の住民は、察、黄という姓が多い。

三百年まえ、邸成功の光復台湾時、福建小泉

州府（晋江聯）の察、黄の両姓の子弟が渡台

後、まず台南に到達し、その後、北上開墾し、

この大平原上に居住したのである。

嘉南平原は川の泥砂が多く沖積し形成きれ

たものである。北部の主要な濁水渓、中、南

部の其他の川がそうである。

嘉南平原は台湾のもっとも重要な農業区で

あり、主要な農産品として稲米、甘蕨、水果、

花卉と（野菜）などがあり、その産量が非常

に多く、台湾の大穀倉となっている。

嘉南平原に住む四分の一の人口が、かれら

の世世代代よりこの地に住んでいる。

この大平原上には千あまりの杜厘があり、

自発社塵は農村社歴の一つである。

【研究と討麓】

－，地図を見て、斑南平原の位瞳をさしてみよう。

ちの柤籍をしらべてくるように言ったんだ。お

じいさんの祖鯖はどこなの？」といった。

おじいさんはわらって、「おまえのこの質問

はいい。我々、黄家と察家は、この郷の二大姓

なんだ。私の家の祖先は、黄雄といって郷成功

の武将で、300年前、福建泉州府（膏江縣）か

ら台南に到藩し、その後この地に定住したんだ。

私とおまえのおかあさんの祖籍は福建だ。おま

えのお父さんの祖籍は山東だ。私たちの祖先は

大陸から来たのだ｡」

おじいさんは柤籍の故事を多く話してくれた。

おじいさんは本地のことについて、図轡館のよ

うに、どんなことでもしっていた。

一家全員で、ほんとにすごいと話して笑った。

【研究と討議】

一下の図をみて、自發村の位置を言ってみよ

う

二４．５頁の地図をみて、図上の農田、市鎮、

河川、道路をきしてみよう

三５頁の地図上で、濁水渓、北港渓、虎尾渓

はどこになるかさしてみよう

四自發村の地形的特徴、地面は高いか低いか？

どうして？

五福建省の地図上で泉州は本校からどの方向

にあるかさしてみよう

六泉州、台南と自發村の三ケ所はどこが先に

開発きれ、次にどこで、最後はどこか。それ

はどうして？２０

初版においては、主人公が祖父母の故郷を訪ね

るというストーリーより、農村地区の特徴、とり

わけ冒頭の部分においては、台溝人のルーツに触

れるという内容になっている。

【研究と討論】も、地図の読み取りという技能

を獲得させる作業から、六のように移民のルーツ

と移動のルートを考えきせるという歴史の理解ま

で幅広い内容となっている。

これが、修訂版になると以下のような記述とな

る。
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二、自発社区の位置と地形的特徴をいってみよ

う.

三、もし、あなたの社歴が農村ならば、あなた

の社歴の位置と地形的特徴をいってみよう。

四、本地と大陸との関係をいってみよう

１．泉州は本社区のどの方向にあるか

２．泉州、台南、本地（自分の住んでいる社腫)、

どこが先に開発され、どこが後ですか。それ

はどうして趣。

初版と大きく違う点は、記述が客観的説明文と

なっていることである。また、本文の内容も、台

湾人のルーツより、地形的特徴、農業地帯として

の特産と総合的記述になっている。記述の方法も

｢嘉南平原は111の泥砂が多く沖積し形成された」

｢主要な農産品として稲米、甘箙、水果、花卉と

(野菜）などがあり、その産遺が非常に多く、台

湾の大穀倉となっている」など、科学的データを

基にしていると考えられる。

Ｉ研究と討論】は、大枠としては変化がないも

のの、初版では「二４．５頁の地図をみて、図

上の農田、市鎮、河川、道路をさしてみよう。三

５頁の地図上で、濁水渓、北港渓、虎尾渓はど

こになるかさしてみよう６四自發村の地形的特

徴、地面は高いか低いか？どうして？」と具体的

であるのに対し、「二、自発社歴の位鼠と地形的

特徴をいってみよう」となっている。

授業スタイルについて、考えてみるとこの両教

科瞥は、教師と生徒がともに教科轡を読み進める

ことで授業を行うということが想定される。教科

鶴の中に教えるべき内容がすべて盛り込まれてお

り、教師も【研究と討論】の騨えを教科徴の記述

内容より、その多くを導けるものとなっている。

また、物語性を重視していることから、生徒に

とって比較的入り安いと想像できる。

準時とは違い、「国家の位置」「地図等の見方」

｢村の種類」「都市の生活」「村での問題」「公共施

設」とテーマごとに単元をわけるという構成になっ

ている。

民國五十七年版國小第一冊

査可愛的中華

一、我個的國家

二、國旗與國歌

三、國父孫中山先生

四、総統瀞中正先生

敵我ＩＨＩ居住地方

五、我lv的村鎮

六、忽様着地畷

七、魑様倣地形模型

八、道些道路通住那製

参郷村居民的生活

九、農村的生活

十、在森林裏

十一、漁港和漁民

十二、控掘寳蔵

蝉都市居民的生活

十三、從郷村到都市

十四、在百貨公司

十五、都市擴大了

十六、快樂的暇期沈鰯

民國五十七年版國小第二冊

萱河流經過的地風

一、郷村土地的利用

二、豪雨成災

三、水鰯築成丁

四、農村的遠景

敵為社會大衆服務

五、遷移戸籍

六、十字路に’

七、火災

八、探病

参在那遥遠的地方

九、天下大事

-1-、我喜歎的節目

４．５７教科書に見る「郷土」記述

一方、５７教科番（1970年初版）では、郷土教學

にあたる部分は、全く違った構成となっている。

地域を取り扱っている箇所は第一、二冊であるが、

以下の教科番の単元項目を見ろと、六四年課程標

－２１０－
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に閲する記述は存在していない。教科替の中で、

自分たちの住んでいる地域を具体的に調べる、出

させるのは「十三、從郷村到都市」「十六、`決樂

的暇期」の【研究和討論】のみとなっている。

また、「騨擴大我侶的新胸」は、具体的に台

湾につくられた博物館や寺廟をとりあつかってい

るが、台湾を教えるというよりも、中国としての

正当性を強調するために、故宮博物院をとりあげ、

寺廟に到っては「人民には信仰宗教の自由があり、

何人も信仰を強制することはできず、信仰を苔ま

たげることはできない｣…をして、「大陸では、共

産党により寺廟、教堂は破壊され、教徒は迫害さ

れ…｣醜,と政治的な意図が強い記述となっている。

このことから、具体的に、台湾という土地、そ

こに住む自分たちの地域を学習するというスタイ

ルにかならずしもなっておらず、中国の正当性を

強鯛するつくりであるということができるだろう。

十一、温暖的人情

十二、朋友従遠方來

騨披大我佃的心胸

十三、従教室到圃瞥館

十四、大自然和科學館

十五、故宮博物館的國賓

十六、中山鎮的寺廟和教峯桃碗

郷土教学という面から、この教科轡を見てみる

と、「台湾」という具体的場所、地名、地図がで

てくるのは、以下の箇所である。

第一冊

四、総統薄中正先生…台湾光復と大陸反攻の

記述。

九、農村的生活…大陸農村と台湾農村にはそれ

ほどの違いがないことを述べた上で、農村の概況

を記述、【研究和討論】において、「台湾農民の

家でできる小手工芸をあげる」項目あり。

十二、控掘賓藏…【研究和討繍】において、

｢地図において基隆の位置をあげる」項目あり。

十三、從郷村到都市…憂北盆地の地図と都市発

展の記述。【研究和討論】において、台湾省の地

図を出し、都市との交通について出させる。

十五、都市搬大了…台北市の地図と都市発展の

モデルとして台北市の説明を記述。

十六、快樂的暇期…【研究和討論】において、

台湾の地図（本島のみ）より、自分の學校の位置、

好きな場所をだきせる。

第二冊

二、豪雨成災…本文において、「五年前の秋に、

強烈な台風が台湾を襲った」との記述。

六、十字路口…十字路口の説明において、台北

市の写真を使用。

十二、朋友従遠方来…アフリカより来た先生が

台湾の地理について語る。

騨擴大我佃的心胸…台湾にある博物館、寺廟

の写真を六枚列挙。

郷土教学において、自分たちの地域を見る箇所

は、「参郷村居民的生活（村の種類)」「蝉都

市居民的生活（那市の生活)」において、台湾の

諸地域が僅かにでてくるのみであり、金門、馬祖

５．まとめ－改纏本教科書の特徴と課題－

ここでは、第１章でのべた「板橋模式」改編教

科掛の特徴を検証することで、この改編教科轡の

郷土学習の特徴点及び課題について述べてみたい。

(1)教科書の枠組みの変化

比較でみてきたように、「板橋模式」改編教科

啓は第二単元「愛護我lFi的家郷」の存在に象徴さ

れるように、現代社會の問題（とりわけ汚染問題）

を単元化することで、政治学、経済学の要素が強

くなっているものと考えられる。このことは直接

分析は行っていないが第三単元「各種行業的人」

という単元構成からも読み取れる。

冒頭で触れた郷土教育と政治的状況と教科替の

関係に関しては以下の図を参照していただきたい。
(2)郷土概念の変化と教科轡記述

台中県建平国小教師の黄豊昌は、本教科轡の特
色を「教師の相当な自主性が必要」とし、「真っ
先に起こった困惑は家郷の範囲だった｣鍵”と述べ
ている。

また郷土の範囲はできるだけ大きくとれば一国
全部となり、小さくとれば家の周囲（居家四週)、
他に郷、里、学区、郷、鎖、県、市、省、州の行

－２１１－
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図：教科書記述とその背景

を自分の「家郷」とする。

３．（教師が）「家郷」（懸、市〉の名称の由来

について、説明する錘。

黄園昌は学生の経験という面では、「二年級で

行われる「家郷基我佃生長的地方」では、学生の

生活の場を學校及びその周辺としている。（中略）

学生の経験と新しい学習の差は大きく、教材内容

の範囲の学区と県市の距離を、経験から結びつけ

ていくことは、授業上困難である」とし、この教

科替に対して、以下のような意見を述べている。

「1．私たちに土地、時によって弾性、応用を

加えることを肯定して欲しい

２．もし大きな効果が必要なら、私たちは使

用する教材は、小区域である「郷」綱にし

てほしい。できるだけ早く完成させ、よい

ものにするため各校でつくらせてほしい。

３．社会科の研習が少ないが､社会科教学は

技能をもっとも必要としている。新課程上で

の研習を実施する必要がある｡｣趣

教科曾記述は、中国の地域（社区、村）から、

台湾の地域（市、県、郷、鎖）へと移り、その内

政区分での分け方、また地形による区分、台中盆

地や嘉南平原など。生活圏、経済歴、文化圏など

形態の違いによっても区分けされるとし、研討の

結果、学理的要因、学生の経験、學校所在地の特

殊性という三項目から主要な範囲を鏑（この場合

太平襖）とし、地方特性を藤に広げたり、学区や

村に縮めて視ることにしたという廻!。

「家郷」の概念に関して、教科書本文において

は、第一単元の圏頭「我佃的家郷」において「家

郷是我伺的生長的地方」と説明し、「國民小学

社倉教師手冊」では、授業一時限目「家郷的位置」

において、「家郷」を授業の中で以下のように説

明する。

(一）報告

児邇に自分の生まれ育った省（市）と県（市）の

名を出させる。

(二）説明

１．「家郷」は自分が生まれ育った地方である。

２．「家郷」の範囲は村里より県（市)、省

(市）までで、本単元では県（市〉を範囲とする。

自分が生まれ育った或いは長く住んでいる県(市）
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教科轡 記述の特徴 藤史的背景

五七課程標準初版教科書

1970年初版

正当中園を意識した教科番記述

中華民国(大陸を含む)の一部分としての地域

教育内容として台湾地理、歴史はなし

国家を中,し､とする「中国

意識」づくりの強化

六四課程標準初版教科書 蕊i母の特定地域をモデルとした郷土学習 台湾の国迎脱退

1980年初版 鱒話による子どもへの入りやすきを意識 識のおこり

地方布 政の郷士教育推進

六四課程標準修訂教科書

1988年修訂初版

憂溝の特定地域モデルとした郷土学習の継続

鱗話形式ながら、物語性の減少

戒厳令の解除

｢板橋模式」改編教科脅

1992年改網本初版

自分たちの地域から出発する救科轡記述

授業方法を意識した教科書・教師手冊へ

教科轡を読む授業から調べる授業への変化

民主化のiii進
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容も具体化されてきた。しかし、これまでの像」

を軸とした郷土概念を残した記述となっているの

ではないだろうか？郷土概念の変化にあった現代

化、とりわけ個人の生活空間に依拠した多様な郷

土概念という点は、この改編本の教科番記述から

は見いだせない。これはただ単に周素卿の言うよ

うな現実感のない記述のためだけでなく、林潔儀

がその研究“動機で述べたような、「国人的移民、

資金外流、出国旅遊活動、反映出對自己出生的家

郷認同的危機」意識が存在しているのではないだ

ろうか？

をぎす。

注５周瑞雲「郷土教育之賢施典検討一基北市懲例」

揚思偉主編「新教脊賓践一開放教育、郷土教育、

田圃教學之分析」師大轡苑1997年.２月.74ペー

ジ

注６王啓宗「國小社會郷土教材教學」国教輔導第

269期第28巻３期1989年１月７ページ

注７周瑞雲「郷土教育之賓施與検討一憂北市爲例」

７８ページ

注８同上

注９國立編縄館主縄「國民小學社曾第六冊（三

年級下學期)」１９９２（民国81）年改網本初版

注１０同上

注１１林潔儀「国民小學社曾科改網本第六冊第一単元

『謬議我佃的家郷」教學及其成效之研究」「初等教

育研究第四期」國立屏東師範學院印行１９９２

（民国81）年12月246ページ

注１２同論文の原文では「組織方式」と表現

注１３同２４６

注１４林潔儀「國民小學社曾科改網本第六冊第一単元

「誕識我偏的家郷』教學及其成效之研究」247ペー

ジ

注１５國立編課館主鬮『圏民小學社曾第六冊（三

年級下學期)」１９９２（民国81）年改網本初版１８～

９ページ

注１６國立編認館縞『國民小學社曾教師手冊第六

冊」１９９２（民国81）年改網本初版注２５～６ペー

ジ

注１７國立編關館主編「國民小學社曾習作第六冊

（三年級下畢期)」１９９２（民国81）年改網本初版

６ページ

注１８周素卿「社曾科一地理」呉密寮・江文竃糧「胆

検國小教科嘗」1994.3初版７８ページ

注１９國立鰯認館主編「國民小學社曾第六冊（三

年級下學期)｣．５０～53ページ

注２０園立網認館綴「國民小學杜曾教師手冊第六

冊」６５～66ページ

注２１鄭先祐「生態欧和環保欧」呉密察・江文玻縄

「題検國小敬科香」1994年３月初版．150ページ

注２２國立繍認館主繍『國民小學杜曾第五冊（三

(3)活動中心の授業方法

「板橋模式」改編教科瞥では、教師手冊主体の

授業櫛成が特徴ときれ、その授業スタイルも活動

中心のものとされた。．

この点は前述した通り、以下のような課題点を

含んでいると考えられる。

授業スタイルが活動主体になってはいるものの、

生徒の活動を中心に授業がすすむわけではなく、

教えたい地理概念、知識を教科書から読み取らせ

るというつくりになっていることである。このこ

とが、教科書の記述を観念的にし、周素卿のよう

な批判を生む原因となっていると考えられる。

次に、林潔儀も指摘している通り、教育内容の

面において具体的に家郷の自然、生活環境等を学

習させるには、具体的資料がなく、各県市力編纂、

発行する郷土教科書が必要である。具体的な地形、

特産、文教機関、政府機関、交通路及施設、名勝

古積等を資料などがその内容となるであろう。こ

れらの研究と授業における活用を「教師手冊」に

おいても触れることが必要であろうし、黄が言う

ように研修倉等の実施も不可欠なのであろう。

注１黄玉冠「郷土教材登展與賓施之分析研究一以宜

蘭懸爲例」（國立台湾師範大学教育研究所硯士麓文

1994年.６月４１ページ）・

注２同上.43ページ

注３同上.47ページ

注４客家語や原住民の旨膳（排滑語、河洛語）

－２１３－
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第７１１１（四年級上学期）に位置づけられている。

第７W｝（凶年級上学期）の目次櫛成は次のように

年紙上熱期)」１９８０（民回69）年初版目次

注蝿國立総繍館主繍「鬮民小學社徹蟻五冊（三

年級上鍋期)」１９８０（民臆'69）年初版６ページよ

り。原文では、「向助里在台i鱒西北in櫛Ｊとあり、

具体的地理、交通躯hliのiMtlﾀﾞIがある。

注２４鰯立綴ii緬I:|：鵜「醐民小染社竹鰯.Ii1iI（三

年級上雛川)」１９８０（民IjH169）年初版４～９ペー

ジを翻釈

iil:２５園立網iW館主編「MII民小學杜曾第六IIB（宮年

級1:､學期)』1988(InIiil77)年修訂初版４～９ページ

注２６ＭＭ【綱iiWl館主繍『鯛民小染祉徽第一冊（ご

り:紙上染１Ｍ)」】969(民旧57)年８）]初版．１１次より

ｉ１ｉ〃剛:1k綱繍飢|{糊「IilルI､雛社！＃鯲二111心ミ

イ|乳級下鍋１W)」1969(ld1iil58>ｲﾘﾓｰﾉIMI版、「|次より

注２８ｉＲｌｆ綱繍鮒ｊｉｌＭ「剛民'1,染杣徽卵YIlll仏

年級上鍋1m)」１９８０（lG1Hl69）年初版７１ページよ

り。

注２９閥立繍鰯餓主綴「國民小學社村第五冊（三

年級上學剛)」1980(民図69)年初版７２ページより。

注３０費墜畠「三下杜曾科教材「潔鰄我椚的家郷」落

灘教學惰境」「研習資訊鰯11巻第５期」１９９４（民国

８３）年10月15日６３～４ページ

注３１同上６４ページ

注３２園立繍灘館主繍「國民小鵬社曾教師手冊第

六冊ｊＩ９９２（民剛8】）年改縄本初版、１６ページ

注３３賛豊凰「三下社併科教材「認識独椚的家郷」藩

街教學梢塊」６８ページ

性３４林潔催「鬮民'1,雛杜ｆＷ;}改編本第六'1)輔--.単元

「認繊我旧約家郷」教學及:腿成效之研究」「初等枚

行研究第１､１１W」耐１ｋ脈束Bili範架院印行1992

（民図81）年12)】245ページ

なっている｡'１１

第１単元台濁的地測1環境

地理位傲

ilii積典行政lUm城

主婆地形

地形典生活

台侭的気候

１２典的施物

輔２１ｉＭｂ台i倒的｢l然うhi源ｲⅡ利用

台潤｢|<j''１然溢ｉＭｉ

１地iffilliuli1利ｊｌｌ

水溢illilM利川

nＭ満iMi典利用

ＨＭｊ杣物fMjIi與利川

愛護自然資源

第３単元台潤的開發

了解台潤歴史

我佃的祖先多従大陸來

早期的台湾

荷西占領時期

明鄭時代

１W朝前期的治現

情沈葆禎治理台潤

滑劉銘仰建設台濁

日本占搬時期

Ｈ擬時期的抗日迎動

台澱再次光;複

Ⅱ次からは第ｌｌＩｉｊｂを台湾の地理、第２lii允を

台湾の'1然溌ilM1の利用、第３１ii)CをfT湾の膝史で

教ｹﾞﾄ鱒が榊成されていることがわかる。また第３

単元は時|}Ij軸に沿って構成されていることも読み

取れる。

しかし、上記みるような、台湾を中心とする櫛

成には、当初1989（民国78）年８月に第１研（一

年級上学期）を出版した時にはなっていなかった

のである。その移動の様子を下記の表から見てい

ただきたい１浬。当初、１９８９（民国78）年８月段階

第三章小學校社會科教科綴にみる台湾史

本章では64教科瞥・６４修訂教科識と「板橋模式」

改編教科書における台湾史記述の比較から「板橋

模式」改編教科醤の特徴をI川らかにする。

1．「板橋模式」改編教科轡にみる台湾史の構成

台湾史記述は現行小學校社會教科轡において、

－２１４－
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国小新社会科単元名称移動図

IlJljLmJL
－２１５－

1989(良風78)年８月 1990(民鬮79)年1月

第一次修正

1990(民国79)年８月 1991(民国80)年６月

第二次修正

1992(民国81)年８月

第三次修正

》
年
級

我１１W的班級

我椚的学校

Tjr愛的家慶

良好的生活習慣

我又長了一歳

快楽的学習

･大家都平安

歓楽榮的假期

我佃的班級

我IFi的学校

可愛的家庭

良好的生活習慨

快楽的学習

大家都平安

歓楽榮的假期

我椚的学校

可愛的家庭

良好的生活習慣

快楽的学習

大家都平安

歓楽榮的假期

我門的学校

可愛的家庭

良好的生活習慣

快楽的学習

大家都平安

歓楽楽的優期

我個的学校

可愛的家庭

良好的生活習慣

快楽的学習

大家都平安

歓楽榮的優期

刊
年
級

有憩貌的咳子

和親友交往

遇膨l髄生活

我(門的習俗

為我佃服務的人

我佃的地方

美化我椚的生活環境

倣個好該子

我又長了一歳

和親友交往

遇団体生活

我椚的習俗

為我佃服務的人

我住的地方

我在長大

和親友交往

遇団体生活

我椚的習俗

為我椚服務的人

我住的地方

我在長大

和親友交往

遇団体生活

我門的習俗

為我門服務的人

我住的地方

我在長大

和親友交往

遇団体生活

我禰的習俗

為我個服務的人

我住的地方

三
年
級

我(門的班会

在学習中成長

倣個好学生

可愛的家郷

勤労的人個

倣個好居民

我椚的班会

在学習中成長

倣個好学生

可愛的家郷

勤労的人個

倣個好居民

我偶的班会

在学習中成長

倣個好学生

可愛的家郷

勤労的人佃

倣個好居民

班級的自治

我個一起来学習

大家都是好朋友

麗鐡我椚的家郷

愛護我椚的人家郷

各種行業的人

遜級的自治

我椚－起来学習

大家都是好朋友

麹溌i我佃的家郷

愛護我個的人家郷

各種行楽的人

四
年
級

安全与生活

有秩序的生活

和讃的生活

自然資源与生活

発明与生活

伝統与生活

安全与生活

有秩序的生活

$[1譜的生活

自然資源与生活

発明与生活

伝統与生活

安全与生活

有秩序的生活

和譜的生活

自然資源与生活

発明与生活

伝統与生活

台湾的自然環境

自然資源与生活

人与自然的和讃

発明与生活

伝統民民芸与生活

有秩序的生活

台湾的自然環境

台湾的自然資源和利用

台湾的開発

発明与生活

民俗与生活

有秩序的生活

年
級

′'1蕊民族的融合

111稚民鬮的建立

民 血与法治

台 露的建設

経済与生活

台湾与大陸

中華民族的融合

Flj華民国的建立

民主与法治

台湾的開発

台湾的経済建設

経済与的生活

中薙民族的融合

中華民国的建立

民主与法治

台湾的開発

台湾的経済建設

経済与的生活

中華民族的生活環境

中華民族的融合

中華民国的建立

台湾的開発

台湾的経済建設

台湾的社会変遷

中華民族的生活環境

中華民族的融合

中華民国的建立

台湾的経済建設

台湾的社会変遷

中国人的前途

六
年
級

環境与生耐

文化的接触

我佃生活中的伝統思想

中國与世界

I剰心我椚的地球

倣個小小社会科学家

環境塚生活

文化的接触

我佃生活中的伝統思想

我佃的地球材

倣個現代的好国民

環境与生活

文化的接触

我椚生活中的伝統思想

Jli佃的地球

倣個現代的好国民

我佃的地球

文化的接触典傅播

我佃生活中的伝統思想

民主与法生活

環保与生活

我佃的世界

我椚的憾統文化

文化的接触与伝播

民主与法生活

我個的地球村
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第２単元台湾的自然資源和利用

児童は３年で家郷周辺の環境問題をすでに

探求し、第１単元で地形や気候が生活環境に

及ぼす影響を学んでいる。本単元では台湾の

自然とその利用状況を探求し、児童に自然資

源と生活の関係を理解させ、すすんで自然資

源を愛護する態度を養う注`。

では台湾関係は第10冊（五年級下学期）に第１単

元台潤的建設、第３単元台潤與大陸という形で二

単元で位置づけられていた。

１９９０（民国78）年１月段階、すなわち第２研

(一年級下学期）が出版された第１次修正段階で

は、台湾関係は同じく第10冊（五年級下学期）に

台湾輿大陸が台湾的開發として第１単元に、台灘

的建設は台潤的経済建設となって第２単元に位置

づけられた。

そして1991（民国80）年６月、すなわち第５研

(三年級上学期）が出版される直前の第２次修正

段階では、台湾関係は第10冊（五年級下学期）に

第三単元に台灘的社會変遷が位置づけられ、第１０

冊〈五年級下学期）は台湾関係で構成されること

となり、その上第七研（四年級上学期）にも台潤

的自然環境が第一単元に位置づけられることになっ

た。

１９９２（民国81）年４月、すなわち第７研（四年

級上学期）が出版きれる前の第３次修正段階では、

第10冊（五年級下学期）には台湾関係二単元が残

され、第７研（四年級上学期）すべてが台湾関係

で構成されることになり、台湾関係は全部で五単

元となったのである。

徐雪甑はこの変化を郷土教育重視、すなわち台

湾意織の目覚め、それに加えての郷土研究の活発

化、アイデンティティー喪失の危機意識による郷

土教育の勃発的発展によるものだと位置づけてい

る鐘。

「杜會教師手冊（第七研)」では各単元ごと

に次のような単元設計と目標を設定している。

第３単元台溝的開發

児童は４年前期第１単元で台湾の地理的環

境にたいしてはすでに初歩的認識を有してい

る。本単元では歴史的視点をもって、明、精、

日擦時代の台湾開発に関わる重大事件を探求

し、児童に祖先が台湾を開発し守った時の銀

難辛苦と成就を理解させ、祖先に対する崇敬

な気持および歴史を学習する基本能力を養

う“。

以上を表にして整理すると次ページの表の

ようになる。

２．六四課程標準教科書「国民小QB社曾4年第7118」

にみる台湾史の構成

では、「板橋模式」改網教科替以前の台湾関係

の構成はどうなっていたのだろうか。まずは現行

版の一つ前、1988年から1991年まで使用された６４

修訂教科書（1988年修訂初版）を考察してみる。

台湾関係は「國民小學社會4年第7冊」に萱で台湾

地理、威、参､蝉で台湾歴史として構成されてい

る。「國民小學杜會4年第7冊」の目次構成をみて

みよう世，。

壷美麗的賓島

一復興的基地

二山多平地少

三欣欣向榮的賓島

四海峡期的屏障-金門、馬祖

威追尋我棡的根

一金門懐古

二夷洲、流求與台溝

三一個性的故事

四我佃都従大陸来

参多少台潤蔑事

第１単元台湾的地理環境

児童は３年下学期で学習した「我椚生活」

｢誕識我個的家郷」「各種行業的人」などの単

元から自分の生活環境の基本的謹識はすでに

形成された。本単元では学習範囲を台湾まで

広げ､台湾の自然・人文環境と生活の関係を

理解させ郷土を愛護する情操を養う由。

－２１６－
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一三百年来的台湾

二沈葆槙功罪台湾

三劉銘傳治蔓新政

照愛鬮史學家運横

捧光複台灘的両位偉人

一鄭成功光複台湾

二台溝是我國海上的保塾

三先総統蒋公光複台湾

四國民革命與台湾

この目次櫛成は下記に示すように1981年から８７

年まで使用された64修訂教科書（1980年初版）と

ほぼ同じ構成である。

萱美麗的賓島

一台潤一復興的基地

二在玉山頂上展望

三欣欣向楽的寳島

四反攻的前哨-金門、馬祖・

散追尋我椚的根

一金門懐古

二夷洲、流求輿台湾

三～一個姓的故事

四我椚都従大陸来

参多少台潤奮事

一三百年来的台潤

二沈葆槙功罪台灘

三劉銘傳治蔓新政

四愛國史學家運横

騨光複台潤的両位偉人

一先総統蒋公光複台湾

二國民革命與台潤

三鄭成功光複台湾

四台潤是我國海上的保塗

６４教科書「國民小學社會４年第７冊」は初版、

修訂ともに台湾地理・歴史を素材とする教科内容

で構成されている。教科内容は地理歴史であるが、

その配列は学問（科学の体系）と関係なく、国家

の要請と児童の興味（生活）をひくための工夫

(家族の会話）から構成されているが、修訂版は

－２１７－

小學４年社曾教師手冊【第七研）単元構成

第１単元憂欝的地理環境
第２単元遷欝的自然資源

和利用
第３単元憂欝的開發

前提単元
3年下学期自分の生活環境

の基本的認識

3年家郷周辺の環境問題、

4年第１単元で地形や気候

が生活環境に及ぼす影響

４年前期第１単元で台湾の

地理的環境初歩的認識

探求 台湾の自然とその利用状況
明、精、日櫨時代の台湾開

発に関わる重大事件

理解
台湾の自然・人文環境と生

活の関係
自然資源と生活の関係

先祖が台湾を開発し、守っ

た時の銀難辛苦と成就

目標 郷土を愛護する情操 自然資源を愛護する態度
①先祖に対する崇敬な気持

②歴史を学習する基本能力
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称賛感動（可歌可泣）に値する事実がある。それ

らすぺては歴史である。その称賛感動（可歌可泣）

に値する事実をどのようにして了解するのかとい

う歴史の方法への問い掛けである。

そして、－，文字記録。二、建築．三、図画・

地図。四、遺物等の写真が素材のままならべられ

ている。例えば文字記録（史記、台湾通史、中国

現代史の表紙、総統令の文字記録）の写真には、

｢文字記録先祖の事跡をかきとどめている｡」とい

うキヤプシヨンがついている。台湾を開発してき

た祖先に価値を認め、証拠にもとづいた事実認識、

科学性を意識した教科轡といえよう注閲。

このような「板橋模式」改編教科瞥記述は１章

でのべた欧用生の社曾科学重視、黄炳煙や簡良平

の「大漢民族主義」批判をうけて書かれたものと

思われる。

一方、呉密察は、「板橋模式」改編教科書第７

冊の台湾史叙述を「開發史観」と位置づけ次のよ

うに批判する。

在道種「開發史観」之下、台湾史最主要的内

容便被説成是漢人移民「墓露藍婆、以啓山林」

的歴史、也就是説是漠人爲主髄的歴史、但那

也不是充分地將漢人史的各個側面都呈現出来．

例如、漢人倣爲侵入者、掠奪者的身分、便被

掩蔵或美化了。這様的歴史観、奥社會科敬科

瞥一再出現的「経済護展｣、「科技主義」是相

関連的。週些貫穿教科響的思想傾向、將「拓

荒、掠奪」合理化了。於是、「開山撫番」被

説成是政府積極的政策、而給子正面評憤。其

賛、「開山」是對環境的大量破壊；「撫番」

則更明顛是漢人自以爲是的侵略行爲。我椚認

爲台湾史的欽述懸該脱離「開發史観｣、否則

無法眞正將台濁的人及動植物、環境、全部納

入硯野営中、我椚極需要一個充分照顧到台潤

各族群與生態的台潤史控１２．

呉密察は台湾先住民族と生態系を十分配慮した

台湾史が必要だという立場である。その立場から

｢開発史観」を批判する。「開發史観」とは漢人移

民の開拓の歴史であり、漢人の主体的な麟史であ

ると呉密寮いう。その開拓の歴史には漢人は侵入

教科内容がいくぶんか減少し、会話から説明になっ

た部分（第一単元）もある極。

教科内容では資源問題を除くと、「板橋模式」

改編教科書は途中変動があったものの、元の64修

訂教科醤「國民小學社曾４年第７冊」に近づいた

のではないかという疑問をもつ。以下台湾歴史叙

述に限定して具体的教科内容を吟味していく。

２．教科書歴史観の変化

最初は台湾歴史単元冒頭の記述の比較である。

ここはそれぞれ教科轡の歴史観の相違が色濃くで

るところである。

６４修訂教科書第７冊（四年級上学期)、第二単

元「追尋我佃的根」の冒頭では次のように記して

いる。

第二単元「追尋我佃的根」（36～７ページ）

如果没有水源那有水可飲如果没有根

枝蕊和花朶想能成長如果没有先祖邸有我

佃為什慶有道様的事情為什慶有遺様的情

景迫追追尋尋尋想一想問一

間為什慶曾成為道標總有一個根

水には水源があり、枝葉、花には根がある、そ

して私たちには祖先がいるという。そして中国を

木にみたて、地図のよみとりから台湾、チベット、

モンゴルを含む「中国」の人々は同一の根、すな

わちみんな黄帝の子孫だとしている。この考え方

は64修訂教科書第７勝でも住.同様に地図で示され

ている注脚。

樹良平はこの教科轡が使用されていた1991年、

このような考え方を「漢族中心」意識だといい、

漢族の融合能力を強調する教科轡記述だと批判し

ている住Ⅱ。

「板橋模式」改編教科書第７冊(四年級上学期）

第三単元、すなわち台湾史単元の冒頭は「了解台

灘歴史」（48～50ページ）という題で次のように

記きれている。

我佃的先祖開發台潤留下了許多可歌可泣的

．,事蝋這些過去發生的真涜事蹟都是歴史

我椚要如何了解台灘的歴史岨‘

台湾を開発してきた祖先。その祖先には多くの

－２１８－
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者で、略奪者という事実が隠匿され、かえって美

化されているという。呉密察はこのような「開發

史観」は社會科教科轡で何度も出現する「経済発

展」「科学技術主義」と相関関係にあり、これが

教科書を貫く思想傾向だという。「開山撫番」と

は政府の積極的を評価する立場を意味し、呉密察

は、「開山」を環境大量破壊、「撫番」は漢人によ

る侵略行為だという。

した。膨湖はさらに開発がすすんだ｡」

三一個姓的故事注'５

③（１）祖母の遺影を礼拝後妹が突然開いた

「どうして私たちの家は陳という姓なの?」建

国は言った。「祖父の姓が陳なので当然さ」祖

父は言った「姓は女と生が合わざってできた字

である。大昔は女性にだけ姓があった.」

（２）建国は聞いた「男には姓がなかったの?」

「男には氏があった。氏は本来居住地域をさす

ものである。たとえば朱や鄭や陳は国名、劉や

屑は邑（県）名、さらに範囲を広げて史や師は

官名、卜や巫は職業名である。2000年前姓と氏

は混合してわからなくなった｡」

（３）「陳は国名、陳はどこにあったの?」と

建国は問う。

「陳は河南省にあった。陳と林は天下の半分

といわれるほど大きな姓だよ｡」

（４）「私たちの姓陳はいつ、やっと台湾にき

たの?」と建国はまた問う「1300年前わたした

ちの祖先陳政は河南より南に移り、政の子ども

は元光といい、樟州に669年に移り、子孫が繁

栄し、元光は「開障聖王」と尊敬されている。

300年前鄭成功に従い台湾に来ました。「開輝聖

王」の子孫は南投県竹山に集住している。その

他陳姓各派の子孫は苗栗､彰化､台北にいます｡」

（５）祖父は言う「水には源がある。祖先の功徳

を忘れてはならない」‐

四我椚都従大陸来注１，

④戸政事務所から戸口の定期校正がきた。

（１）建国は問う「國民の身分証には本籍が二

つどうしてあるの?」

「外国人の本籍は自分が生まれた地域にある。

中国人の本籍はもともとは遠く祖先が生まれた

地域を指す。その後は父や祖父の出生地をざす。

たとえば外祖父は福州の人です。お母さんは台

湾で生まれました。本籍は福建福州ということ

になります｡」

（２）「私たちの本籍はどこで.すか｡」と建国

はまた聞いた。「私たち陳家が福建から台湾に

やってきてから12代がたちました。第１の祖先

３．６４修訂教科書第７冊にみる祖先の来歴

６４修訂教科誉第７冊（四年級上学期）は前節で

みたように台湾住民の祖先は全て中国大陸からやっ

てきたという立場である。具体的には第二単元

｢追尋我椚的根」「二夷州、流求和台潤｣、「三

一個姓的故事｣、「四我佃都従大陸来」で次の

ような形で叙述されている。

二夷州、流求和遷湾窪川

①建国はお父ざんに聞いた「台湾の山地同胞

はどこから来たの?」と

お父ざんは「よい質問だ」といって、

琶琶説「遠古時代我國東南的漸江福建等地

散居著越族的人西南的雲南貴州等地散

居著濃族的人台潤的多数山砲和越族膜族

有關他佃是從中國大陸到台湾來的｣。

②「その他の人はいつ台湾にきたの?」

「このような話があるんだよ」と父は話した。

「(1)西暦230年呉国の孫権が将軍衛温、諸葛

直が兵１万を率い、航海して到達したのが夷州

である。夷州とはすなわち台湾である。

（２）400年後階の揚帝が二回人を派遣し航海し

て流求に到達した。流求はすなわち台湾である。

第一次派朱寛何蟹取回流球人的布和戦士衣服

第二次派陳緩和張鎮周率兵一萬多人從贋東

潮州出發到流球招降山胞山胞不服曽在現

在的鹿港附近和大甲渓一帯職門結果附軍大勝

（３）それから400年がたち宋代北方は戦乱で大

陸の居人は海を渡って避難した。那時島上就通

用代發行的銭幣了所以宋代楚漢族移民憂膨的

開始

（４）また300年が過ぎ元代には膨湖に兵が駐在

－２１９－
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期）の一連の先住民記述に対して二点批判してい

る。一点目は山地同胞が福建の越族、雲南貴州の

渡族と関係を示す証拠がないということ鱒'１．二点

目は山地同胞の写真や版画が四点（排灘族の彫刻

品、雅美族の木離船、山胞の陶器、魯凱族の酋

長鑓'0）が44～49ページに渡って掲載されているが、

各先住民族の文化的特色の説明がなく、図の意義

が明らかでないという点である。

－点目に関して、許雪姫はさらに詳述して次

のように言う劃，。

台湾の先住民族は南島語系である。（阿美族の

言語はフィリピン語と似ている〉中華人民共和国

の学者は越族渡族はインドシナ半島からフィリピ

ンにいったというが不正確である。すくなくとも

フィリピンからきたことは承認できる、教科讐は

何を根拠にして福建の越族、雲南貴州の濃族と関

係があるというのか。多数の民族が集まって国家

ができ、多様な文化が発展する。すべての民族が

同根だという必要は鞍い゜

②は台湾先住民以外はどこから来たのかとい

う問いである。父の答えは4つの部分からなりたっ

ている。

（1）は三国時代、具の武将が夷洲、すなわち

台湾に到達したという話である。許雪姫は夷州は

台湾であると確定していないと批判している…。

（2）は附代に揚帝が人を二回派遣し、二回目

は台湾先住民と戦争になり階が勝利したという話

である。貯雪姫はこの教科瞥記述に対して一点の

典拠確認ミスと異説があることを紹介している。

典拠確認ミスは鯖の燭帝が派遣した張鎮周という

名前である。随書には張鎖洲とあると指摘してい

る樺１．異説は流求は琉球すなわち沖縄を指すとい

う説である趣。

〈3）は宋代、北方の戦乱を避けるために大陸

の住民が台湾にやつきて、台湾では宋代に発行し

たお金が通用していた。だから宋代が漢民族の台

湾影湖移民の開始時期だという話である。ポイン

トは台湾における宋銭の出土状況に対する解釈で

ある。戚賓村は乾隆年間台湾において宋代の通貨

が通用していたという事実を指摘して宋銭がでる

’よ当然福建です。台湾で創業して久しくたった

ので本籍を台湾と記したのに過ぎません。福建

に住んでいる子孫のルーツを探っていくと彼ら

の本籍は当然河南になります｡」続けて父は言

う。「現在の本籍は台湾の人です。柤籍が福建

の占める割合は83パーセントです。閏南話を話

します。祖先が広東の占める割合は15パーセン

トです。客家話を話します。従って台湾の中国

人は皆大陸からきたのです｡」

（３）建国はまた聞いた「先生が言っていたけ

ど彰化には隣西村があると。

つまるところどうしてこうなったのですか｡」

父は言う「この故事は大変おもしろい。彰化

秀水郷狭西村には侠西國民小学と烏面将軍廟が

あります。300年前、馬という映西出身の将軍

が鄭成功に従い台湾にきました。将軍の部下と

して多くの陳西出身者が台湾にきて秀水郷を開

墾しました。後清の兵が台湾に来ました。侠西

子弟は馬将軍廟をたてたが発覚をおそれました。

それで馬将軍の顔を真っ黒にしたので烏面将軍

といいます。現在秀水郷の住民の風俗習憤特に

演喝される地方劇はすべて侠西の風味がありま

す｡」

以上、見てきたように第二単元『迫尋我IF，的根」

はここで紹介しなかった金門が1949年中華人民共

和国との戦いで戦場となったことを祖父がふりか

えり、国土防衛を強調する第一節「金門懐古」を

除いた部分は自分たちの祖先を追及する単元であ

る。

①は台湾先住民はどこから来たかという子ど

もすなわち建国の問いである。台湾の先住民族の

多数は漸江・福建等の越族と雲南・貴州などの濃

族と関係があり、先住民族は中国大陸から台湾に

きたと父は答えている。

子どもが疑問を抱き、父に質問し、父が答える

という会話形式になっている。学習者が、建国君

の質問に共感した時、学習者は興味をもって父の

答えに聞き入ることができるという教科轡編集上

の特徴を見いだすことができる。

筒良平はこの64修訂教科書第７研（四年級上学

-220-
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在褒潤的住民他偶散居在台i燭各地種植小米玉

米甘薯或芋頭等作物並従事打猟魚扮等活動

各族原住民的傳統服飾各不相同暴行的慶典和祭

把活動也各有意義奥特色」と記されている。

６４修訂教科警で批判された先住民族中国大陸起

源鵜は影をひそめ、先住民族の祖先論には触れず、

文化論に終始し、事実関係があいまいであった呉

派遣論、階戦勝論、宋移民開始論にも触れず、

『明清時代大陸移民来蕊示意圏」で明清時代に福

建広東から移民がきたことを示唆するにとどまっ

ている。

では、実際の授業はどのように展開きれる予定

なのか、「杜會教師手冊第７冊｣注溺からその概要

をみてみることにする。

第二節「我佃的祖先多従大陸來」

（１）子どもは自分の出生地、自分の祖籍、祖

先の出身地を調べてきて発表する。

（２）教師は中国の行政区域図にこどもたちの

祖先の出身地を記入する。児童の出生地と祖

先の出身地が違うこと、各児童の祖先の出身

地が違うことを理解させる。

（３）児童は教科香52ページ「明清時代大陸移

民来憂示意圏」を観察して、次の問題に答

える。１、台湾住民の大部分は大陸のどこ

の両省から来たの。その人々はどういう言

葉をしゃべるの。２，両省の人数が多いの

はどうして、３、位置の遠近以外に彼らを

台湾に来させた原因はないの。

（４）私たち先祖は違う時期に大陸から台湾に

やってきたと結論づける。

第三節「早期的轟湾」

（５）台湾で早期から生活してきたのはどんな

人たちですかと問答する。

（６）授業資料により台湾の早期住民が台湾に

来た経過を説明し、教科番53ページの写真

と本文から台湾原住民が台湾で早期生活し

ていた住民であることを説明する。

（７）児童は53から55ページ写真と教科轡本文

をみて次の問いに答える。

１．原住民の活動から、かれらは何をして

から宋代に移民してきたとは言えないと指摘した

という悠幽。一方許雪姫は、爾来の乾道年間に膨湖

に南宋は守備隊をおき、その後明の中葉、台湾を

｢東番」と呼んでいたとして、早い時期から大陸

と関係があり、台湾は中国の領土であったとして

いる秘。

③はこのお話の陳家の祖先をたどる話になっ

ている。陳家のルーツは河南にあり、そこから福

建障州、そして台湾へ、だから台湾人は戸籍が二

つあるという話につながる。④は③の陳家の祖先

論を一般化し、台湾にいる中国人は皆大陸から来

たとまとめる。大半は福建と広東だが、陳西もあ

るということで隣西村に関する逸話が紹介される。

ところがこの峡西村を巡って、次のような削除要

求が展開されるのである。すなわち翁佳音は「馬

信是不是隣西人待考証」（1990（民國79）年６月）

で烏面将軍は馬信ではなく石頭公だと証明してい

る。険西は平哺族の語音地名の靴りによるもので

ある。科学的研究を踏まえるべきであると…。

４．「板橋模式」改編教科書第７船にみる祖先の

来歴

「板橋模式」改編教科書第７研（四年級上学期）

は祖先の来歴をどのように叙述し「社曾教師手冊

第７冊」ではどのように授業計画をたてているの

かをみてみることにする。

題材は第３単元「憂溝的開發」の２時間目「我

椚的祖先多従大陸来」と３時間目「早期的憂溝」

に相当する。

２時間目「我個的祖先多従大陸来」という題材

は多くは大陸から来たが少数はそうではないとい

う題材名の付け方である。冒頭は「豊潤位在我國

大陸東南方的海上」で始まる。早期住民は先住民

で人数は多くないとし、大部分の住民は大陸沿海

の福建省や広東省から来た人々で、福建省住民は

閏南人が多く、次に広東省出身者の客家人が多い

とし、その他各省から台湾にやって来たとし、彼

らは大陸の言語、風俗、習,慣、生活方式をもって

台湾にきて台湾を開発し貢献したとしている。

３時間目「早期的憂潤」は「原住民是早期生活

－２２１－
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生活しているか知っていますか?、

２．同族でない原住民の伝統服装は同じで

すか?何が同じではありませんか？

３．写真から、どこの原住民の祭りとお祝

いだとわかりますか？

４．あなたは原住民のお祭りやお祝いに参

加したり見たことはありますか。

(8)１．あなたは今日、どこで原住民の生活状

況が同じでないことを知ることができま

すか？

２．生活の仕方が同一でない同胞に対して

私たちはどのようにしなければならない

か？

この第二節「我佃的祖先多従大陸来」の教科内

容は64修訂教科聾第７冊（四年級上学期）第二単

元『追尋我佃的根」のうち「三一個姓的故靭、

｢四我舸都従大陸来」とほぼ同じである。建国

少年が問答したことを、児童各自が家で調査して

くることになっていて、授業はいきなり調査報告

の地図記入から始まる。クラス各児童のルーツが

地図上で具体的に見えてくる。台湾の平均的な分

布を示すクラスもあれば、ある地域だけにしか集

まらないクラスもあるだろう。

そして(3)でみるように「明清時代大陸移民来憂示

意圏」を観察する。自分たちの調査結果と「明惰

時代大陸移民来憂示意圏」の比較による認識の深

まり、すなわち児童が住む地域の個性の読み取り

こそが社會科の醍醐味であるはずである。

ところが、手IIBは教師が問題を発し、子どもが

期待される答えを「明清時代大陸移民来襲示意圏」

や教科轡から探すという形をとる。「手lルル２，に

よると期待きれる答えが１，は福建人は閾南誌、

広東人の大部分は客家話、２，は両省は台湾に近

いから、３、ここは教師が、児童の祖先が台湾に

きて居を定めて台湾を建設した動機を説明する、

となっている。

３の中に、子どもたちの調査の中で調査項目を

越えた具体性が生かされるとよいのだが、場所だ

けの記述ではそれも期待簿で、ともかくクラスの

全員の祖先は大陸から来たという結論と福建人は

閏南話、広東人の大部分は客家話という答えが押

し付けられて1時間が終わりそうである。

しかも、６４修訂教科書の方は読本的な形で「三

一個姓的故事｣、「四我椚都従大陸来」あわせ

て4時間以上は想定される。ところが、「板梼摸式」

改編教科番第７冊（四年級上学期）第３単元第２

節は１時間の時間配分である。たしかに「手冊」

では授業時間の弾性運用が箔われ、１学期は21週

にたいして総時数は13から14週で終わるように設

定はされている。しかも子どもの思考を引きだす

ことを重視すること（｢為什歴」重視）は調われ

てはいる注鯛。しかし上記のような授業展開ではい

くら「為什塵」（どうして）を発しても児童は思

考できない。

第三節「早期的蕊潤」の授業展開は、筋良平が

64修訂教科醤台湾先住民族記述批判で指摘した二

点目、すなわち各先住民族の文化的特色を写真か

ら明らかにしようという試みとみていいだろう。

特に(7)－２の写真をみて、原住民の伝統服装を比

較きせようとする問題は写真を細かく観察させる

上では有効だと思われる。しかし、呉密察が批判

する極ように、本授業は台湾の早期先住民族の歴

史を学習することに目標がある。写真は現在的で

しかも非日常を写したもので、写真の観察からは

(8)－１の問いに答えるような先住民族の生活は浮

かび上がってこない。ちなみに「手冊」が期待す

る答えは教科瞥に響かれている狩猟、作物等であ

る､､。

５．教科書記述新旧比較考察

以下時代順に日本統治時代まで64修訂教科書灘訓

と「板橋模式」改編教科轡の記述内容をみてみよ

う。

①、オランダ支配

○64修訂教科轡噸

明国前310年オランダ人（紅毛番）が膨湖を占

領、大陸との通商を希望していたので退出した。

20年後膨湖を占領した。我軍は反攻、オランダ人

をうち負かした。それからオランダ人は安平に上

陸し台湾を占領した。安平城を築き、赤茨城を根

-222-
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品＝鹿皮と砂糖をあげている点である。

②、鄭氏支配時代

○６４修訂教科書障

鄭成功は偉大な民族英雄である。オランダ人の

手から台湾を取り戻しかつ台湾を建設し、台湾繁

栄の起点となった。

鄭成功の父親は鄭芝髄、福建の人、鄭芝翻兄弟

とともには台湾に来て秩序を維持し、大陸沿海の

人民を激励し台湾を開墾し、人口は増加した。そ

の時代、各地に倭冠が出没した。明朝は鄭芝寵の

実力と海上情勢に熟知していることを認め、福建

の水師、海軍の将軍に任命した。

鄭成功の原名は森、先生は才能を認め、国家の

棟梁となることを希望し、大木と改名する。滴が

山海閥に進入し唐王（明太祖九代孫）が福州で即

位した時、芝龍は成功を連れて皇帝に謁見した。

皇帝は成功の容貌をみて親筆「朱」（皇帝の姓）

の一宇を与え、成功と改名させた。以後鄭成功の

ことを「国性爺」という。

後、情兵が福建に来た時、鄭芝甑は投降準備を

した、鄭成功は反対したが父親は聞かず成功は自

分の兵だけで「反清復明」をはかり長江を遡り南

京まで攻めたが敗退し、匝門まで撤退した。

邸成功は反攻の根拠地として台湾を取ることを

決意し、膨湖から台湾に侵攻した。台南安平近く

の鹿耳門に上陸、安平城のオランダ人はびっくり

したが上陸を阻止することはできなかった。鄭成

功は安平城を包囲し投降を促すための手紙を送っ

た。大意は「台湾は祖先が血と汗を流し開拓した

土地である。私たちに返して欲しい｣。しかしオ

ランダ側は投降しなかった。鄭成功は城への交通、

粗食水道を断ち、そのためオランダ側はしかたな

く投降し台湾を離れた。３８年の台湾支配は終わり、

光復（国土回復）がなった。

◆「板橋模式」改編教科瞥鱗阿

鄭成功は福建の人である。明の末に生まれた。

その時期社曾は混乱し情が明を攻め、明の国土を

占領していた。邸成功は「反清復明」をはかった。

鄭成功は反楕の根拠地を取ることを決意し、オラ

ンダ人が占領する台湾を目標とした。1661年、台

拠地に慶門輝州一帯で海賊行為を行った。オラン

ダ人の台湾占拠の目的は台湾の財富を奪取するこ

とであった。そのため、台湾同胞は圧迫慮待搾取

きれたという。当時愛国志士郭懐一がいて、青年

を集めオランダ人に反攻、安平城を攻めるが訓練

も組織なく失敗した。安平城は抗暴英雄の週跡で

ある。

◆「板橋模式」改編教科書

荷西占領時期

台湾は風光美麗で物産が豊富で海上孤立してい

たので欧州各国の奪取目標であった。オランダ

は1624年安平に上陸、根拠地とし、彼らはある側

面では台湾同胞を搾取し鹿皮と砂糖を日本などに

供給した。別の側面では布教活動に従事した。

スペインはオランダ人のすぐ後、台湾北部の基

隆や淡水に基地を作り、布教活動に従事した。１６

４２年オランダ人は北部のスペイン人を台湾から追

い出した。

▼比較考察

台湾は豊かだからオランダ人が占領し、「板橋

模式」改編は「ある側面」と留保はするものの、

台湾同胞を搾取したという点が共通点である。こ

の共通点にたいして呉密察はオランダ・スペイン

が台湾を占領したのは中国貿易と中国布教の拠点

とすることにあり、教科書記述は誤りであるとす

る．また「台湾同胞」という呼称は中国人が台湾

人を指す言葉であり、台湾人を客体視するような

言葉は台湾の教科書に使うべきでないと指摘して

いる掴。一方、許雪姫はオランダが台湾を「践踏」

(ふみにじる）したことは認めている。ただオラ

ンダが台湾を占領したのは明朝がオランダ人を台

湾に誘導したのではないのか。その原因を教科轡

叙述には番<べきだと言う“・

では、相違点は何か。６４修訂教科轡は中国から

視た視点（明軍＝我軍）をもち、二元論（悪いオ

ランダ、よい愛国志士）で書かれている。対して

｢板橋模式」改編教科書は台湾から視た視点（主

語は台湾）をもち客観的（大航海時代・西暦等）

叙述をしようとしている点にある。特に注目して

欲しいのは一面搾取の証拠としてオランダの貿易

－２２３－
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６４修訂教科書にはこの時期の記述はない。「板

橋模式」改編教科脅は情の政策に関係なく台湾に

入植してきた祖先の像を大陸文化の伝達者たちと

して肯定的に描きだしている。

南安平近くに上陸、安平を包囲し糧食水道を断ち、

オランダ側は二年目にして投降し台湾を離れた。

これが台湾光複(国土回復）である。

鄭成功と彼の子ども鄭経は台湾にあって二十余

年明朝の年号をつかったので明鄭時期という。彼

らは積極的に建設を推進し、屯田政策を行い、各

地を開墾し食料を増産した。福建と広東の住民が

大量に渡海し台湾に居を定め、孔廟を建て、學校

を設け人民を教育した。これが台湾開発史上重要

な段階である。

鄭経没後、情は1683年兵を送り台湾を攻め落と

した。明鄭時代の終了である。台湾はこの時から

清朝の版図に入った。台湾人民は台湾光復の功績

に感動して鄭成功を「開盗塁王」と尊称している。

▼比較考察

６４修訂教科書は台湾を光復した蒋介石とならぶ

英雄鄭成功の略伝として描く。一方「板橋模式」

改編教科瞥は、６４修訂教科書の鄭成功像を光復英

雄として基本は継承はするものの、むしろ明鄭政

権力塩建広東の人々を呼び込んだ点を台湾開発の

転換点だと位霞づけ、台湾開発に重点が置いてい

る。その点と関連して呉密察は「板橋模式」改編

教科書が鄭成功は光復したから「開憂聖王」と言

うのはおかしい、文字通り「開憂」だから台湾を

開いたという意味で尊称しているのではと指摘し

ている麹。

④、沈葆禎論

○６４課程標準修訂教科書鍵`Ｏ

建国の父と母は台湾一周旅行で花蓮、日月揮な

どで山胞の歌舞文物を鑑賞した。電燈のもと父は

山地血開発の故事を講述した。「山地開発という

と沈葆槙を思いうかべる。沈葆槙は福建閏侯の人

である。1874年日本籍を持った琉球人が現在の恒

春牡丹郷山胞によって殺きれた。日本は兵を派遣

し杜寮港より上陸、山胞を打破り、台湾占領の準

備を始めた。精は沈葆槙を台湾に派遣し海防和平

交渉を担当させた。同年日本軍は全部撤退した。

事件後沈葆禎は台湾の位置の重要を深く知った｣。

父は言う。「満清統治の初期、大陸から人民が來

台することを禁じたので、また台湾の山地開発を

禁止したので山胞を「自生自滅」させた。沈葆槙

は來台後すぐ、遠大な山地開発の具体的な方法を

提案した。１、山地を開く。軍事のため北、中、

南に道を作り山地を開発する。道路を修築し、平

路は幅一丈、山路は六尺と規定し、修築した道は

150余里に達した。２，山胞を保護する。山地開

発後、木を切り草を除き、土壌を分別して、開墾

し、村を作り、官吏を置き、郵便を設置し、農耕

を学習きせ、風俗等を改革した。３，移民を許し

た。沈葆損は清廷にお願いして大陸人民の入台と

台湾平地住民の入山開墾を許可してもらった。そ

の後、圃門に招墾局が置かれ、願いにより台湾に

来る人の乗船費用は免ぜられ、食料､耕牛、種子、

農具が発給された。これは台湾開発史上一大変化

である｡」父は言う、「沈葆槙が台湾にいたのは一

年余に過ぎない、彼は眼光と気迫をもち台湾の建

設規模を打ち立てた｡」

◆「板橋模式」改鰯教科書函’

1874年台湾南部牡丹郷原住民は日本国籍を持っ

た台湾に漂着した琉球人を殺害した。日本は兵を

派遣し台湾を長期占領するつもりであった。情政

③、楕朝前期の統治

◆「板橋模式」改鰯教科瞥函

清朝前期的治理

清朝前期、情政府は台湾の位置を辺縁として、

統治しなかった。それで、台湾開墾のため大陸か

ら妻子や子女を台湾に連れていくことを禁止した。

ただ、福建と広東沿海の人民は生活困窮し、より

よい生活を求めて絶えず海を渡り開墾に従事した。

移民人数は増え続けた。なかでも宜蘭の呉沙、彰

化の施世梼、新竹の姜秀麹などは重要な開墾者で

ある．彼らは大陸の農耕水利技術、衣食住などの

生活方式、伝統習俗など全てを台湾に持ってきた。

．▼比較考察

－２２４－
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の巡撫、台湾第一の行政長官に任じた｡」父は言

う「割銘傅は安徽合肥の人、少年時代個性は侠客

のようで、二十歳で従軍し、勇敢善戦し、大功を

打ち立て、大事をなし、読書に発奮した。中仏戦

争が開始した時、清廷は彼を台湾に派適し軍事を

担当させた。1884年夏、劉銘傳力洽湾にきてすぐ、

フランス軍は基隆淡水に侵犯した。一度陥落する

かに見えたが劃銘傳は勇気を出して抵抗し台湾持

久戦を展開した。二年目の春戦争は終結した｡」

建国は言う「劉銘傳はほんとうに勇敢だ｡」「彼は

勇敢だけでなく見通しも持っていた｡」父は言う

｢戦後巡撫に任命され、全力をあげて海防を箪固

にし、省政を革新し、台湾を建設するための仕事

をした。１，海防方面-影湖、基隆、淡水、安平

等の地に十座の砲台を建築し、大砲水雷を備え付

け、駐台していた防衛軍を洋装に改め、台北に機

器局、火薬局を設け、地域治安維持のための民衆

組織を作った。２，省務方面-彼は行政匿域を調

整し、省城を台中に作った。土地の面積を正しく

測量し、地主の漏税を防止し、人民の負担を軽減

し、財政収入を増加させ、建設経費を充足させ、

さらに積極的に山地開発を進め、山胞を教育した。

３、建設方面一(1)基隆新竹間の鉄道を作った。基

隆台北は1891年開通、台北新竹は二年後完成。(2)

輸送船を購入した、上海香港南洋等を航海した。

(3)基隆台南間の陸路電線と淡水福州、安平膨湖間

の海底電線を創設した。(4)基隆炭坑を始め、茶、

栃、桑、養蚕、水利潅薇を提唱し、対外貿易、砂

糖、茶、樟脳などの輸出を激励した。(5)台北大稲

埋（延平北路一帯）を商業埠頭にし､大通､電燈、

水道、病院を建てた。(6冶中に中西学堂を作り外

国教師を招き、外交、理化、算術を教え、中国教

師を招き国文、歴史などの課程を教えた｡」母は

言う。「割銘傳は台湾に六年半いた。彼の考え方

とやり方はほんとうに人を懐かしくさせます｡」

◆「板橋模式」改鰯教科書懐“

1884年中国とフランスはベトナムで開戦した。

フランス軍は機に乗じて台湾を攻撃してきた。劃

銘傳が台湾に派週されフランス軍に抵抗した。戦

後清政府は1885年台湾省を設置し、劃銘博を最初

府は沈葆槙を台湾に派遣し海防と日本との交渉を

担当させ、日本軍を撤退きせた。

沈葆槙が台湾にいたのは一年余である。彼は穣

極的に台湾を開発し台湾建省の基礎を築いた。彼

の貢献は以下の通りである。１，沈葆槙は清廷に

お願いして大陸人民の入台を許可してもらった。

大陸に「招墾局」が置かれ、來台する人民を励ま

した｡２，道路を三本修築し、台湾東部発展に向

かわせ、教育を推進した。３，軍事防御施設を強

化し、台南に「憶載金城」の砲台を築き、恒春に

城を築いた。４、台湾北部に移民が多くなったの

で台湾北部に台北府を増設し、台湾発展の重心は

北部に移動し始めた。

▼比較考察

両教科替とも台湾建設の基礎を築いた人物とし

て評価している。６４修訂教科轡にたいしては許雪

姫が「満清統治の初期、大陸から人民が來台する

ことを禁じたので、また台湾の山地開発を禁止し

たので山胞を「自生自滅」させた（満清治理褒潤

初期禁止大陸人民來台後對褒潤的山地禁止開

發譲山胞自生自滅)」という記述部分をとりあ

げ、この典拠がわからない。もし清朝が先住民に

たいして適当な配慮をつくしていないというなら

ば、なお言うことがあるだろう。もし山胞が自生

自滅するというならば公平に欠けている。輔仁大

学尹章義教授は「台湾開發史」の中で清朝の先住

民政策「護番保産」を再三強調していると言い批

判している柱`2。「板橋模式」改編教科轡では64修

訂教科轡のような山地開墾．先住民族にたいする

施策は記述されていない。

⑤，劉銘傳論

◆６４修訂教科書“

台北市新公園に劉銘傳の銅像がある。また劉銘

博時代の古い蒸気機関車もある。建国一家は新公

園に遊びに行った時、父は劉銘解の故事を講義し

始めた。「ここ百年、台湾は不断に列強に侵略さ

れた。日本軍が恒春に侵犯した10年後フランス軍

も基隆に進攻した。滑廷は台湾の重要ざを感じ、

1885年台湾省を股置した。劉銘博を派還して最初
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の巡撫（台湾長官）に任じた。

劉銘博は台湾に六年いた。いろいろな建設を行

い台湾を当時全中国最進歩の一瞥に変えた．１，

基隆台北新竹間の鉄道を作った。これは中国人が

作った駿初の旅客鉄道である｡２，膨湖．西台古

壁、基隆獅球嶺砲台を建設し防御力を増加させた。

３、台湾と大陸間に電報線を架設し、現代的郵政

局を開き、商人に情報をすばやく提供するだけで

なく軍事情報も提供した。４、台北に全国_早い

電燈を架設し、台湾は我が国一の電燈のある省と

なった。

▼比較考察

台湾をフランスから守り台湾を建設したという

点は共通している。「板樵模式」改編教科轡の方

はフランスの台湾攻撃の原因（ベトナム）を明確

にしている点と、旅客鉄道、電燈が中国－早かっ

たことなどから、当時台湾は中国最進歩の￣省だ

と強調している点に相違点がある。なお64修訂教

科書にある中西学堂の記述にたいして、中西学堂

はなく西学堂であり台北城に設けられた。台中で

はない。外人教授科目にはもう一つ「測絵科」が

あった、漢人が教えたのは漢文だけで歴史はなかっ

た。という批判がある錘。

不断に日本統治に反抗した。苗栗の羅福星烈士は

同志とともに、孫文の國民革命にも応じたが、後

捕まり1914年殺された。逮捕された愛國同胞は幾

千人にも上る。．

◆「板橋模式」改編教科書罰

日本占領時期

1894年中国と日本は戦争をし結果中国は負け、

馬関（下関）条約で情政府は台湾と膨湖を日本に

割議した。

その後も台湾同胞は屈せず「台湾民主国」の準

備をはかり抵抗した。重要な人物には丘逢甲と劉

永福等の人がいる.不幸にして反抗勢力は大変弱

く成功しなかった｡

日本は植民政策で台湾を統治した．厳しい法律

を作って統治手段とした。占領後期には台湾人民

に日本名字．日本語使用を規定し、台湾人民の民

族意識を消し去ろうとした。

台湾生産の茶、米、砂糖、樟脳などの農産品を

日本本土に運ばれた。台湾人民はそれらを享受で

きなかった。商業は日本人に掌握され、人民には

言論の自由もなく生活は非情に貧窮であった。

日擦時期的抗日運動

日本の厳しい統治下にあって、台湾同胞は不断

に反抗活動に従事した。その内、霧社事件、大湖

事件、玉井事件などは規模が最大であった。しか

し全て不幸にも失敗し、多くの人が逮捕きれた。

ただ抗日志士の犠牲的愛国精神は長く人を尊敬さ

せた。この他多くの台湾同胞が中国へ帰っていっ

た。また秘密に漢文を学習し、台湾早期光復を希

望した。

▼比較考察

６４修訂教科醤はオランダ占領と同様、二元論

(悪い日本、よい愛国同胞）で書かれている。こ

の64修訂教科書にたいして、許雪姫は次の三点を

もって批判した性倒。－点目は、日本人が台湾を搾

取したのは情が日本に負けた結果であり、台湾が

犠牲になったからではないか。歴史は客観が大切

である。二点目は抗日烈士の数、何千、何万、教

科書では羅福星力端別にとりあげられる゜余清芳

はさらに価値がある。なのに彼が強調されるのは

⑥、日本統治時代

○６４修訂教科欝幽‘

台湾は光復前､學校で日本語使用が規定ざれ台

湾同胞は小学で読みだけを学習し中学進学は制限

され、大学は医科と工科だけであり人数も少＊かつ

た。経済方面では日本人は農業を重視し、米、砂

糖、樟脳の生産を増加させて、工業原料を日本に

送った。商業は日本人に牛耳られ資本は日本へ運

びさられた。台湾の米生産は毎年増加し、大部分

は日本に運ばれ台湾同胞は米を十分食べることが

できなかった。日本人は台湾の道路と港湾の整備

を重視した。ただしそれは日本に貨物を運ぶ便を

はかるものに過ぎなかった。

台湾が日本に占領きれている間、台湾同胞には

言論集会の自由、生命財産の保証さえなかった。

当時人民の生活は病苦を極め､､多くの愛國同胞は
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國民革命と関係するからである。抗日の本質と抗

日が拡大した事実を探求し拡充すべきである。三

点目、日本台湾占領期、言論集会財産の自由がな

かったと瞥いてあるが、史実は一つの政党台湾民

衆党があった。文化協会の講演も警察の管理下で

あった。制限的自由を享有していた、と。

それをうけてか「板橋模式」改編教科書は－点

目は叙述され、二点目は「日櫨座`，時期的抗日運動」

という節を設けている。この点では64修訂教科脅

よりも台湾抗日運動の意味を重視する立場にある

と「板橋模式」改編教科書はいえそうである。ま

たこの節では台湾人の中国回帰、台湾早期光復を

打ち出している点に注目したい。

「板橋模式」改編教科響に対しては呉密察が次の

ような批判をしている鋤。

１、台湾で生産された米、砂糖、ｌま無償で日本

に収奪されたわけでなく、茶と樟脳は欧米から全

世界へ売られた。２，商業は日本に操られたわけ

でなく、台湾人は島内に関しては日本人よりも比

較的優勢であった。３、台湾の言論の自由は許雪

姫と同様の根拠をあげ制限的自由を享有していた

というべきである、と。

とになる。台湾歴史にひきつけて言えば、私たち

の祖先が開発してきた台湾を理解し、誇りをもつ

という意味で「台湾的開発」という単元名がつい

たと解釈できよう。そういう視点でここまでの分

析をまとめてみると次のようになる｡

１．６４修訂教科書の目次にあった「反攻的前U件

金門、馬柤」「金門懐古」「台湾-復興的基地」と

いう大陸反攻の拠点としての金門馬祖そして台湾

を学習する節は「板橋模式」改編教科轡では削除

されていることがわかる。

２．「我個的祖先多従大陸来」「清朝前期的治

理」という節でみるように多数の台湾人の祖先、

文化の根源としての中国を重視していることは６４

修訂教科書「三一個姓的故事｣、「四我偏都

従大陸来」と変わりがない。

３．「板橋模式」改稿教科瞥は、６４修訂教科響

にはなかった台湾そのものの認織を深めることを

目標とする単元が郷土教育にたし､する議麓の高ま

りの課程で２単元から５単元に増えた。

４．「板橋模式」改編教科轡では台湾を開発し

てきた人々に焦点が与えられ、特に劉銘僻を中国

最進歩の一省に変えたと評価し、台湾の近代化に

誇り（価値）をもたせようとしている。

５．２や４のような中国、台湾開発を重視する

立場に対して、呉密寮のように、漢人移民の開拓

の歴史、漢人主体の歴史観「開発史観」だという

批判がある。

以上のことから「板橋模式」改編教科書台湾歴

史における内容は、漢人の台湾開発に誇りをもた

せる台湾IDENTITY形成ということができよう

②、科学的な歴史

二番目は欧用生が指摘した社曾諸科学（科学）

の体系にもとづいて教科脅が叙述されたかどうか

である。

６４修訂教科響は、「中国統一｣｢大陸反攻」をテー

マとする教科瞥である。したがって、家族の会話

という児童の興味（生活）と「中国統一」「大陸

反攻」という要調によって教科書は構成されたｏ

興味と政治要請が重視されたために、科学の体系

性と事実がおろそかになったといえよう。

６．「板橋模式」改編教科書台湾史叙述の意味と

限界

以上を踏まえて次の３つの視点から「板橋模式」

改編教科書台湾史叙述の意味と限界を考察するこ

とにする。

①、台湾IDENTITY形成の視点

１番目は台湾IDENTITY形成に関わる問題であ

る。この問題にかんして許雪姫は次のようにいう。

政府はスローガンとして「三民主義による中国統

一」を唱えてきた。ところが国際情勢下、すぐに

中国と再統一を実行できるという方法もない、現

在私たちは台湾に「根」をはやさなければならな

い。したがって、政府から民間まで苦慮の結果、

遠い目標といれかえて、本土（台湾）の理解と認

同（IDENTITY）を目標として提示した栓６１.ここ

で言う本土（台湾）の理解と認同（IDENTITY）

とは、台湾認識を深め本土に誇りを持つというこ
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それにたいして「板橋模式」改編教科密台湾史

の記述は、歴史を時代順に並べ、事象の因果を客

観的に叙述して64修訂教科轡の欠点を克服する形

で登場している。例えば、日本支配のところで、

64修訂教科瞥では全て日本人は．、したというよ

うな記述が「板橋模式」改編教科番台湾史では日

本は・・したというように個人と国家を区別して

書いている。ただし、鄭成功を「開台聖王」と台

湾人力呼んだのは光復の英雄だからという記述な

どに、事実よりも「開発史観」優先を感じないわ

けではない。

③、社含参与能力の育成

三番目は欧用生が指摘した民主的、多元的な現

代社曾に参与するのに必要な能力形成が手冊、教

科瞥で構成されているかどうかである。

６４修訂教科轡は家族の会話で教科内容が構成さ

れていて、興味を喚起する物語がはめこまれてい

る。単元の最後には研究と討鏡という形で質問項

目力剰挙されている。必然的に質問項目は「中国

統一」「大陸反攻」を柱とするものとなる。この

質問項目に答えることが児童に要求され、教科書

から正解をさがす形式になっている。それは試験

と連動していて教科書の暗記主義を生み出すこと

になる。教科嘗力物語であるため、暗記しやすい

構成になっているとはいえよう。教科醤＝教育内

容、すなわち教科書を覚えることを求めるのが６４

修訂教科書である。結局「中国統一」「大陸反攻」

という政策にそった知識が擦り込まれることにな

る。

一方、「板橋模式」改編教科書の授業では、具

体的指導を明示した「手燭」が中心となり、教科

替は教材として位置づけられる。「手冊」には飲

用生が求めた児童の参与、児童の思考を引きだす

問題など力f位置づけられている。たしかに「板橋

模式」改編教科轡第７冊（四年級上学期）「祖先

の来歴」の指導案では、子どもが調査したことを

教材とする点に社會参加の側面を見いだすことは

できる。しかし、結局思考を深めることにいたら

ず先生が質問することを教材や教科轡から捜す授

業になってしまっている。

また多元的な社會を学習する「早期的蕊潤」で

は、教材が早期の先住民族の生活を探求できるも

のではないと指摘された。教材の中に意味ある事

実（ここでは先住民族の生活）が含意されていな

いところに「板橋模式」改編教科響の限界性があ

るように思う。

注１「圏民小學社曾４年第７冊」１９９８（民国86）年

・８月改編本六版、１９９２（民国81）年８月改編

本初版、１９８１（民国86）年８月初版

注２徐劉趣「試評国小新社曾科第七船由教師手冊談

起」国立憂南師範学院「国教之友第44巻第４期』

６ページ、1993年４月30日

注３徐雪霞「試評国小新社曾科第七Ｂｉ由教師手冊談

起」国立憂南師範学院「国教之友第44巻第４期」

８ページ

注41992版「社曾数節手冊（第七研）」１８ページ、

1996（民国85）年８月改編本五版、１９９２（民国８

１）年８月改編本初版、１９８１（民図70）年８月

初版、以下1992版『杜曾教師手研（第七研)」と表

示

注51992版「社曾教師手冊（第七冊)」

７０ページ

注61992版「杜曾教師手研（第七冊)」

146ページ

注７國民小學社曾４年第７冊１９８８（民国77）年８

月修訂初版１９８１（民国86）年８月初版

注８第四単元は初版から説明である

注９３６～37ページ

注１０五八繰程標準初版教科瞥１ページでは次のよう

に大陸と台湾の一体化が強調されている。

豊潤和大陸的閥係想骨和肉一般相遮

根和枝一般相通皮和毛一般相附永遠不能分開

注１１，J良平「國小教科書中「漢族中心」意鱗形態之

批判」「現代教育第６巻４期」1991年（民国80）年

１０月１日

注１２歴史家はそれらの文字記録、建築、図面･地図、

遺物等から事実を抽出して意味ある歴史像を描き

出そうとする。しかしいくら歴史家といえども教

科書にある写奥から－つ意味あるものを映し出し
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た写真がなければ旙史像は柚けない。こどもがこ

どもなりに写真から意味あるものを抽出できるよ

うな写真が材料として必要である

注１３呉密察「社愈曾科歴史」（呉密察江文瑠「髄檀

國小教科響」９２ページ、前衛、1994年３月）

注１４國民小雛社曾４年第７冊１９８８（民国86）年８

月修訂初版４５～７ページ。日本語訳、議論に

なった部分は原文のままにしてある。１９８１（民国

８６）年８月初版でも同文。

注１５國民小學社曾４年第７１１１１９８８（民国77）年８

月修訂初版50～53ページ。日本語訳、

注１６國民小學社曾４年第７冊１９８８（民図77）年８

月修訂初版54～57ベージ。日本語釈、

注１７１Wi良平「國小教科轡中「漢族中心」意識形態之

批判」「現代教育第６巻４期」157～８ページ

1991年（民国80）年10月１日

注1８これ－点が版画、のこりは写真．

注１９許雪姫「郷土教材検討一以四年級社曾第七冊為

例」『人文及社曾学科教學通迅第１巻第１期」

126ページ、１９９０（民国79）年６月

注２０許雪姫「郷土教材検討一以四年級社曾第七冊為

例」「人文及社曾学科教學通迅第１巻第１期」

127ページ、１９９０（民国79）年６月

注２１許雪姫「郷土教材検討一以四年級社曾第七研鼻

例」「人文及社管学科教學通迅第１巻第１期」

127ページ、１９９０（民国79）年６月

注遡許雪姫「郷土教材検討一以四年級社曾第七珊為

例」「人文及社曾学科教學通迅第１巻第１期」

125ページ、１９９０（民国79）年６月

注２３徐雪霞（｢我國國小歴史教育研究的回顧輿展望」

「人文及杜曾学科教學通迅第２巻第５期」４６ペー

ジ、１９９２（民国81）年２月）の引用より孫引き、

残念ながら引用文献戟賓材「國民小學社曾科憂

溝史教材之桧討」（憂湾風物38巻２期」1988（民国

７７）年６月）を現時点では入手していない。

注２４許雪姫「郷土教材666討一以四年級杜曾第七研為

例」「人文及社曾学科教學通迅・第１巻第１期」

125ページ、１９９０（民国79）年６月

注２５許雪姫「郷土教材検討一以四年級杜曾第七研為

例」「人文及杜曾学科教學通迅第１巻第１期」

126ページ

注２６國立編認館「國民小學社曾教師手研第７冊

（囚上）」改編本五版１９９６（民国85年）年８月､

151～154ページ

注２７國立編鐸館「國民小學社曾教師手研第７冊

（四上）」改編本五版１９９６（民国85年）年８月、

152ページ

注２８國立編露館「國民小學社曾教師手研第７研

（囚上）」改編本五版１９９６（民国85年）年８月、

７～８ページ

注２９呉密察は「社會曾科歴史」（呉密察江文燈「腿

検國小教科書」116ページ、前衛、1994年３月）の

中で祭りやお祝いの写真では原住民（先住民族）

各族の固有文化の具体的内容がみえてこないと批

判している。

注３０國立編認館「國民小學社曾教師手柵第７冊

（囚上）」改編本五版１９９６（民国85年）年８月、

153ページ

注３１「第四単元光復憂湾的両位偉人」は初版訂版と

も家族の会話では描かれていない。

注３２６４修訂教科書第７研（四年級上学期）８５~89ペー

ジ隣四単元光復憂湾的両位偉人」「第一節鄭成功

光復憂溝」

注３３「板橋模式」改編教科轡第７研（四年組上学期）

荷西占領時期56ページ

注３４呉密察は「杜曾曾科歴史」（呉密察江文Iii「魁

檎國小教科書」116ページ、前衛、1994年３月）

注３５除雪姫「郷土教材検討一以四年級社曾第七慨為

例」「人文及社曾学科教學通迅第１巻第１期」

124ページ、１９９０（民国79）年６月

注３６６４修訂教科替第７冊（四年紙上学期）９３～95ペー

ジ『第四単元光復選濁的両位偉人」「第二筋憂溝是

我圏海上的保曇」

注３７「板橋模式」改編教科轡第７研（四年級上学期）

明鄭時期60～３ページ

注３８呉密察「社會曾科歴史」（呉密察江文職「髄槍

國小教科鱒」117ページ、前衛、1994年３月）

注３９「板橋模式」改編教科鱒第７研（四年紙上学期）

清朝前期的治理64～６ページ

注４０６４課程標準修訂教科轡第７研（四年級上学期）６

-229-
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６４修訂教科轡第７冊（四年級上学期）９６～99ペー

ジ「第四単元光復憂濁的両位偉人」「第三筋先総統

蒋公光復褒湾」

「板橋模式」改編教科瞥第７冊（四年級上学期）

日本占憾時期７３～82ページ

貯蟹姫「郷土教材検討一以四年級社曾第七研為

例」「人文及社博学科教學通迅第１巻第１期」

124～５ページ

日櫨とは日本の植民地時代のことをいう

「社曾科一歴史」（呉密察江文聡『鰻検國小教

科轡」118ページ、前衛、1994年３月）

肝欝姫「郷土教材検討一以四年級社曾第七研為

例」「人文及社曾学科教學通迅第１巻第１期」

注4６９ページ「雄三蝋元多小憂潤薗鰻」「第二節沈葆欄

功在遜潤」

注４１「板橋模式」改編教科櫓鰯７ﾉﾂ）（四年紙上学期）

禰沈傑絢論理憂潤MIF期６７～68ページ

注４２詐瀦噸「郷士散材械肘一以四年級社曾擁七冊為

例」「人文及社曾蛾科枚挙遡迅鋪Ｉ繼鰯１期ｊ

126ページ

注４３６４膳訂敗科鱒第７研（四年級上学期）７２～77ペー

ジ「舗三雌元多小褒潤溌駆」「第三節劉銘傅治懸新

政」

注ｲ４「紋檎樅式ｊ改編教科餅第７研（四年紙上学期）

劉銘卿麹般蜜淘７０へ72ページ

注４５酢欝姫「蝿七敗林檎腓１－以1,年級社勵第七，I為

ル!」「人文及祉衝学ｻﾞﾄ欣鍋通迅鋪１繊鮒１W|」

注4７

注4８

注４９

注5０

tk51

122ページ

126ページ

－２３０－


