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YouichiSATOI※SantiagoOHIGGINSJr※※

構成は複雑だといわれる。主にキリスト教を信じ

るタガログ族やイロカノ族等の８つの新マレー系

人種が人口の９割を占め、イスラム教を信じるマ

ラナオ族、タウスグ族等の13の新マレー系人種が

１割弱を占める。また山岳地帯にはアミニズムを

維持しているプロトマレー系の人々が住み、言語

学的には100を超える民族に分けられている。ま

た中国系の人々も全人口の１％弱をしめる。イス

ラム系の民族や山岳民族の大半はフィリピン人だ

というIDENTITYをもたないという(4)。それだけ

に前述した三つの概念を教化することは「民族統

一」を課題とするフィリピン国家の重要な施策と

なっていろ。したがって、フィリピン、小学校社

会科を、国家施策「民族統一」を意識して考察す

ることにしたい。

I．はじめに

1993年９月から、里井洋一は滋賀大学教育学部

に内地留学することができた。すでにSantiago

CHigginsJrは４月から滋賀大学に留学し、木全

清博氏〈滋賀大学教育学部社会科教育）とともに、

フィリピン社会科授業の研究をはじめていた。里

井洋一はこのフィリピン社会科教育実践研究会に

加わった。その後、SantiagoC・HigginsJjP、里井

洋一ともに留学期間が終了する1994年３月まで定

期的に研究会を行った。その成果の一部は里井洋

一「フィリピンの小学校社会科教科嘗の分析

一日本統治下における人々のくらし－－｣(1)

として発表した。

1994年８月７日-15日、木全清博氏、Santiago

CHigginsJr、里井洋一は、フィリピンイロイロ

市およびギンバル地区で､小学校､セカンドスクー

ル（日本の中・高校にあたる〉の学校調査．i魔料

収集、セプ、ダバオ、マニラでは資料収集をおこ

なった(2)｡・

小論は、西ビサヤ州立大学付属小学校三年生の

社会科授業「アメリカ支配による変化」と、今回

の調査で入手した教科書から、フィリピン小学校

社会科の実態を考察する。

1983年以後現在実施されている新小学校カリ

キュラム（TheNewElelnentarySchoolCurri‐

culum）によると、フィリピン小学校社会科の習

得すべき一般概念は、NATIONALIDENTITY、

NATIONALUNITY、ＮＡＴＩＯＮＡＬＬＯＹＡＬＩＴＹで

ある(3)。フィリピン諸島の諸民族（ETHNIC〉の

Ⅱ小学校３年生教科i閏｢にみる｢ナショナリズム」

教育の内容

１，３年生社会科教科｣n$３種の目次榴成比較

小学校３社会科の教科名は「市民・文化科

(CIVICSANDCULTURE)｣(5)となっている｡｢市

民・文化科｣は第１学年から第３学年でおこなわ

れる教科で、毎日40分授業が設定きれている(6)。

私たちが訪れた西ピサヤ州立大学付属小学校では

昼の休憩前10時35分から11時15分の間、月鬮日～

金蝿日まで毎日おこなわれていた｡４年生以後｢市

民・文化科｣は｢地理・歴史・文化(GEOGRAHIY

・HISTDRY・CIVICS）科」となり、教師は学級

担任から教科担任へと変わり、分化した内容を学

※Dept，ofSocialScience，CollegeofEducation，UniversityofRyukyus．

※※DeptIofSocialScience，WestVisayasStateUniversity
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ぶようになる。A1VGBANSANArlN3（BatayangAkalatsaSibi‐

小飴では､1993年７月に西ビサヤ州立大学付属kaatKulutura)』，RexBookstore，１９８５（以下

小学校でおこなわれた「市民・文化科」３年生のrRex』と表記）である。前者二点は英語版、

授業「アメリカの影響」を考察する。授業分析す三つめはプィリビノ調仮で西ビサヤ州立大学付腐

る前提として使用する「市民・文化科」３年生の小学校で使用されているものである。

教科替は３種類。－つめはROSELLAGOLLOSO，但し、全文を今回の調査で手に入れることがで
ANDOTHERS『CrⅥCSANDCULTURE3．きた教科書は英語版rVIBAL」とrPHOENIX」

OneCOUNTRYOnePEOPLEJVIBALPUBの二種類である。したがって、教科醤全体の内容

LISHINGHOUSE､1994(以下rVIBAL』と表記)、構成の分析については英語版にみるものであると

二つめはIEONISAA､MOnKALEONIDIAいうことを予め記しておく。

Ｍ・SALAＬＩＭＡ『CivicsandCultureworktext3.」 国定のフイリビノ語版小学校３年「市民・文化

PHOENIXPUBLISHINGHOUSE、１９８７（以下科」教科醤と、英語版二種類の目次櫛成を比較し

「PHOENIX」と表記)、三つめは、BALARDEてみると次のようになる。

ANTONIOBANLAYCAS・FLORArPHILIPINAS
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国定教科書 rVIBAL』1994年 『PHOENIX』1987年

単元１ ､
●

フィリピンを知１０誇り

をもとう。

第１課フィリピン群島

第２課三つの主要諸島

第３課地域の自然的特徴

第４課自然の特徴と地域開発

第５課地域社会

単元１、フィリピン、私たちの

母国

第１課フィリピン、群島

第２課フィリピンの気候

第３課ルソンの生活様式

第４課ビサヤの生活様式

第５課ミンダナオの生活様式

単元１，国民的一体感と文化的

遺産

第１課フィリピン人のほこり

第２課フィリピン文化におけ

る外国の影響

第３課フィリピン賭島－美し

き島一

第４課いろいろな地域の生活

第５課国の象徴

第６課伝統文化の保持

第７課歴史的な人と場所

単元２、偉いフィリピン人を見

習う ◎

第１課私たちの祖先

第２課フィリピンに住みつい

た渡来者達

第３課フィリピン人の伝統

第４隈正しい態度と進歩

第５課フィリピン人の典型

単元２、フィリピン人、人種の
混合

第６課私たちの祖先

第７課フィリピン諸島へ来た

外国人

第８課私たちの祖先への外国
からの影瀞

第９課フィリピン人の目印と
なる特徴

第10課私たちフィリピン人一

体感の保持

単元２，民族のきずな

第１課結びつく家族

第２課学校の人々は父母のよ

うだ｡

第３課神に近づくこと

第４課人民の奉仕者と保護者

第５課地域で働く人々

第６課地域における救いの手
第７課協同は必要である
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ＥＦＬｊＬＯ、雨

原ﾌﾟlFrC

藷２課人々の能力の開蕊

蕊３課十

写ＣＤＺ二四ワ@

Bｉ室内＆

7F；〕７．

三つの教科書の目次構成では、フィリピノ語版

国定教科誉と『VIBAL』が近いことがわかる。

ちなみに国定教科轡もrVIBAL」と同様、VIB

ALPUBLISHINGHOUSEで印刷されている。

そこで、「国定教科書」に目次構成で近い｢VIBAL

｣を中心の素材として、三年生「市民・文化科」

全体の内容を考察することとしたい。また、

｢PHOENIX｣は考察との関連でとりあげることに

する。

フィリピンは私たちが生まれた土地です。神が

私たちに与えた唯一の土地です。フィリピンは私

たちフィリピン人にふさわしい。私たちは国を愛

するべきです。私たちは、国のために神に感謝す

べきです。

▼「私が学んだ裏｣(8)

☆フィリピンは多くの島から構成せれている群

島です。

☆フィリピンの面積は約115,830平方マイル、

もしくは300,000平方キロメートルです。

☆フィリピンは熱帯気候です。二つの季節があ

ります。乾期と雨期です。

☆しばしば台風が太平洋で発生します。普通私

たちの国を襲う台風の方向は東から南にかけ

てです。

☆フィリピンは三つの大きな島々に分けられま

す。ルソン、ビサヤ、ミンダナオです．

３，教科書の概要

rVIBAL」に記載されている各単元の｢前瞥き」

と、最後の｢私が学んだ事｣から、３年生｢市民・

文化科」で学ぶ目標概念と内容が概観できる。

（太字は原文どおり）

単元１、フィリピン、私たちの母国

▼「前書き｣(ｱ）
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単元３，統一と進歩

第１課進歩的生活へ

第２課人々の能力の開発

第３課仕事にたいする能力と

価値

第４課統一と協同

単元３、フィリピン人は統一と｜単元３、色々な地域における生

進歩のために共に働く

第11課フィリピン人地域にお

ける生活の源

第12課私たちの能力を発展さ

せるための地域協力

第13課よりよい生活のための

フィリピン人の仕事

第14課共同を通して成就すべ

き目標

活資源

第１課地域の種類

第２課農業地域

第３課漁業地域

第４課鉱業地域

第５課林業地域

第６課商業地域

第７課家内鉱業

第８課私たちの生活の源の保

護と発展

単元４，権利と責任

第１課政府の奉仕

第２課奉仕の価値

第３課市民の権利

第４課法律

単元４、フィリピン人は国と仲

間を愛する。

第15課私たちの地方政府

第16課若い市民としての権利

と義務

第17課私たちの国における

フィリピン女性の役割
第18課私たちの天然資源に気

をつける事

第19課私たちの仲間を助ける

こと

単元４、私たちの国と人々に翠

仕すること

第１課地方政府

第２課権利を享受する事

第３課市民としての義務

第４課税金を払う理由

第５課仕事を愛する理由

第６課他者への奉仕の方法

第７課他者を助ける事は才能

を発展させる
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☆ルソンには七つの地方があります。ナショナ

ル首都圏、イロコス地方、コルディリェラ行

政区、カガヤン・バレー地方、中部ルソン地

方、南部タカログ地方、ピコル地方

☆ビザヤには三つの地方があります。南部ビサ

ヤ地方、中部ビサヤ地方、東部ビサヤ地方

☆ミンダナオには五つの地方があります。西部

ミンダナオ地方、ムスリムミンダナオ自治地

方、北ミンダナオ地方、南ミンダナオ地方、

中部ミンダナオ地方

人々は同じ目標のために共に働いた時結びつきま

す。他人を助け、共に働き、人々は進歩を求めて

働きます。

▼「私が学んだ事｣鯛

☆地域における人々はよりよい生活を求めて、

そして進歩を獲得するために、共に働いてい

ます。

☆地域における人々の生活方法は土地、気候、

天然資源によって決まります。

☆地域における教育､市民､宗教､慈善組織は、

私たちの才能と能力を開発することを助けて

います。

☆フィリピン市民は協同を通して目標を達成し

ます。

☆協同は全てのフィリピン人によって実践され

るべきである。なぜならば

・協同は人々を共に結び付けるからです。

・協同は人々を幸せにするからです。

・協同は平和と秩序をもたらすからです。

・協同はよりよい地域をつくるからです。

・協同は進歩に人々を導くからです。

単元２、フィリピン人、人種の混合

▼「前替き」（９）

私たちは、偉大な先祖に誇りを持ちます。

私たちは、先祖を愛し、尊敬します。

あなた方は分かりますか、なぜ、先祖を誇るぺ

きなのかを

▼「私が学んだ事」（'０〕

☆私たちの先人は我々に多くの事を教えた．私

たちは彼らを誇りにすべきです。

☆ネグリート、インドネシア人、マレー人は、

私たちの国に初期に渡来しました。

☆私たちの先人は肉体的特徴や文化の変化に貢

献しました。

☆初期フィリピン人はインドや中国、アラビア

等の外国と貿易関係を持ちました。

☆スペイン人やアメリカ人や日本人のような外

国人が窓たちと共に生活するためにやって来

ました。彼らもまた私たちの生活の方法に影

響をあたえました。

☆私たちフィリピン人は私たち自身を区別でき

る特徴をもっています。私たちはこれらのよ

い特徴を保持し、使う､べきです。

☆私たちは私たち自身のアイデンティテーを

もっています。私たちはフィリピン人として

のアイデンティテーに誇りをもつべきです。

☆私たちはフィリピン人の固有のアイデンテイ

テーである神に感謝するべきです。

単元４、フィリピン人は国と仲間を愛する。

▼「前書き｣⑬

私たちはどのようにして､私たちの国に役立ち、

国民を助けましょうか。

私たちはどのようにして、私たちの地域を生活

するのに良い場所にしましょうか。

なぜ、私たちは私たちの国や仲間を愛するべき

なのでしょうか。

▼「私が学んだ事｣“

☆人々は、人々をよく守り、政治を行うよい指

導者を必要としています。

☆私たちの政府は、能力ある指導者や公務員を

通して、人々によって統治されています。

☆全ての町や州は人々によって選挙された公務

員によって政治が行われています。

☆これらの指導者や公務員とともに協同し働く

ことによって、私たちは政府とともに、協同

しています。

☆すべてのフィリピン市民によって喜ばれる権

利は私たちの憲法の中の権利の法に見出され

ます。

単元３､フィリピン人の結合と進歩のために共に

働く

▼｢前書きＪｌｕ

結合は他人を助ける人々によって示されます。
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☆私たちは私たちの国の市民としてなしとげる

べき義務をもっています。

☆私たちの国家は就職、生活を発展きせ楽しむ

ための機会を男性にも女性にも平等に与えて

います。

☆市民は国の重要な資源です。

☆国家は多様な機関を通して人々を助けていま
す。

なっている。教科害内容としては、法を遵守する

誠実さqgI、国家に対する誠実さ“、社会にたいす

る誠実さ剛、女性の誠実さと女性にたいする誠実

さ函、天然資源にたいする誠実さ㈲、国家社会の

誠実さ關を叙述している。

４，単元２「フィリピン人、人種の混合」の内容

この単元記述の中で、全てに共通することは、

フィリピン人の多様な祖先はもちろんのこと、貿

易相手国のインド人、中国人、アラブ人、フィリ

ピンを支配したスペイン人、アメリカ人、日本人

の人種的特徴が詳細に記述されていることであ

る。ここで、フィリピンの子供たちは、フィリピ

ン人は多様な人種によって構成されている。しか

し、どのような人種を祖先をもつ人々でもフィリ

ピン人としての「IDENTITY」があることを学

ぶことに目標がある園。

以下､各課の具体的記述を要約して紹介する。

単元１の目標概念は、単元の「前替き」による

と、生まれた土地、すなわちフィリピンにたいす

る祖国愛酒養にあるといえよう。しかし、教育内

容は自然景観、気候、各地域の自然と生活の様式

等の客観描写が主となっている｡なお､｢少数民族」

との関連では、先マレー系の人々が住むルソン島

山岳地域がコルディエラ行政区⑬、イスラム系の

人々が住む地域はイスラムミンダナオ自治地方ｕｅ

となっている。しかし、本文には、その地域の自

然と生活の説明はあるが、その地域が他の地域と

異なり、なぜ、行政区、自治地方と呼ばれるのか

という説明はない。

単元２は、「フィリピン人､人種の混合｣がテー

マである。一言でいうならば､歴史的な経過から、

フィリピン人としての｢NATIONALIDENTITY」

を見出そうという単元である。フィリピンを構成

してきた多様な人々の功績を誇りに思い、文化を

伝えてくれた外国人への感謝の気持ちが強鯛され

る。

単元３叩はフィリピン社会科の基本概念

「NATIONALUNITY」を学ぶ場として設定さ

れている。その「UNITY」に結びつくキーワー

ドが「協同（COOPERATIVE)」である。フィリ

ビノ語では、「協同」をBAYANIHAN⑬といい、

報酬をうけることなしに、他人のために奉仕した

り働いたりする概念だという。聴同」は、人々

を結び付け、人々を幸せにし、平和と秩序をもた

らし、よりよい地域をつくりだし、進歩に導く、

フィリピン人の実践課題だという。

単元４はフィリピン社会科の基本概念

rNATIONALLOYALITY」を学ぶ場として股定

されているようである。したがって、この単元の

「前書き」は如何に国に役立ち、人々を助け、地

域をよくしていくのかという行動を促す内容と

①祖先への誇り

第６課では、フィリピンを構成した人種を説明

している。パラワン島で発見された石器時代人タ

ポン人を、フィリピンに住み着いた最初の住民と

している。ついで、現在フィリピンを構成してい

るネグリート人の祖先､インドネシア人(二つの先

祖グループ)､マレー人〈三つの先祖グループ閥）
が移住している。彼らを初期のフィリピン人とし

ている。彼らの功績を、フィリピン人の肉体的形

質を変え、文化の質や生活の様式（例えば、ネグ

リートは山に住み、弓矢、火おこし等。インドネ

シア人は低地に住み、ナイフと吹き矢、草で葺か

れた木の上の家、土器、米やガビ等の採集や豚や

山羊等家畜の飼育等｡マレー人は銅や青銅､漁業、

農業、鉱業、窯業、貿易等｡）を、発展、向上き

せたことは、現代の湛たちに対する貢献だとして

いる｡

②インド、中国、アラビアの影響

第７課では、前述の初期のフィリピン人はイン

ド、中国、アラビアと貿易関係にあり、インド、

中国、アラビア商人がフィリピンにやってきて､ｉ

次のような文化的影響を与えたという。インド人

からは、結婚式のヴェールと紐の使用、妊婦が双

-177-



琉球大学教育学部紀要鰭46集I

子バナナをたべれば双子が生まれろという迷信な偉大な貢献であったという。その他に、国中に公

ど､中国人からは金細工､火薬爾豚の丸焼きやラー立学校が置かれ､英語が教えられたこと､バスケッ

メン等｡アラビア人からは､ミンダナオ・スールート等のスポーツ、映画、ロックンロール、食べ物

の人々力蠣じろイスラム教、彼ら力蠣用するアラ（コーラ等)、健康管理（種痘の接種）などの影

ビア文字等。そして、これら三国の言葉がフィリ響があげられている。スペインからアメリカが支

ピノ語の幾つかの単語になっているという。文末配を引き継いだことに関しては次のような記述が

では、「新しい事をもたらしてくれたこれら外国あるだけである。「300年以上も私たちの国をスペ

インが支配した後、アメリカがやってきました。

アメリカはフィリピン人の戦いを助け、スペイン

を追い払いました。スペインは敗北しました。し

かし、アメリカは私たちの国を支配することをス

ペインから引き継ぎました｡」

日本支配は、たった４年間（1942-45）であっ

たという記述で始まる｡ついで日本人の性格は｢礼

儀と敬意を表すためにお辞儀をします。日本人も

また勇敢な人々です｡」とある。日本の影響に関

しては、アヒルの飼い方、魚の繁殖のきせ方を産

業化し、アヒルの卵や干魚を外国貿易の商品とし

てフィリピン人が売ることを助けたことや、皮の

なめし方（TheJapanesealsotaughttlleFilipinos

howtotantheirskin,）や武器等の使い方を教

えたとある。

の人々に感謝しています｡」と結んでいる。

③植民地支配国の影響

第８課では、フィリピンを植民地として統治し

たスペイン、アメリカ、日本の影響について記述

している。

第８課の冒頭には次のような記述がある。「私

たちは初期の御先祖様力M71国と貿易をしていたこ

とを既に学びました。御先祖様は平和に生活して

いました。しかしながら、ある侵略者が我々の土

地にやってきました｡この人々が、私たちの初期

の御先祖様の平和な生活をかきみだしました｡」

と。その侵略者とはマゼランと、その後にやって

きた五人のEXPEDITIONである。フィリピン人

は当初友好な関係をマゼランともったが、マゼラ

ンがフィリピンをスペインの支配下に置こうとし

たので、ラプラプに代表されるフィリピンの人々

が怒って、マゼランと戦って、マゼランを戦死さ

せたと記述している。ラプラプに続く文には「そ

の後、やってきたEXPEDITION4人が征服に失

敗し、最後の５人目がやっと成功しました」とい

う記述がある。この記述からはスペインの征服に

対しては抵抗したと解釈できる。一方、つづいて

「フィリピン人は簡単にスペイン支配下に置かれ

るようになりました｡」という記述がある。この

記述からはその支配体制への組み込まれ方は容易

に行われたという意味のように小論では読み取っ

た。

スペインによる支配は300年以上に及び､フィ

リピン人の心と生き方に大きな影響を及ぼしてい

るという。その影霧の内、最もよい贈り物がカト

リック信仰だと記述されている。その他にフェス

タ、言葉､服装､教育(最古のサントトマス大学)、

建築も闘鶏等の影響があげられている。

～アメリカの支配は50年以上におよび、フィリピ

ンに民主主義の重要性を教えたことがアメリカの

④NATIONALIDENTITYの教化

ここまでの記述は人種的相違とそれぞれの歴史

的遺産を学ぶことで構成きれてきた。ある意味で

は適いを学んできたことになる。これを、「市民・

文化科」の基本概念の一つ、NATIONAL

mENnTYに近づけていく学習が第９課と第10課

でおこなわれる。まず、第９課では祖先から受け

継いだ性格こそが、世界の諸外国の人々と異なる

特性であるとし、フィリピン人共通の特性を次の

ようにあげる。

(1)、異なる宗教を信じていても、フィリピン人

すべては唯一の神を信じている。

(2)､礼儀正しく、年長者を尊敬している。

(3)､訪問者に対するあたたかいもてなし

(4)、良いことにたいする感謝

(5)、忍耐づよく勤勉

(6)､芸術(歌・ダンス・文学・絵画）を愛する。

(7)､民族的で勇敢（自由と祖国のために闘う〉

(8)､平和を愛する(1986年の革命で示された阿）
(9)、家族の絆が強い。
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⑩、陽気な性格（苦難に対して）①比米戦争①比米戦争

冒頭の13ページ分は比米戦争の叙述である。

1898年、フィリピンがスペインと独立戦争をして

いる時、アメリカが助けにきてくれました。アメ

リカはマニラ湾の戦いでスペインに勝ちました。

フィリピン人は独立できると大変喜びました。し

かし、アメリカはスペインからお金でフィリピン

を買い取りました。フィリピン人はスペインがア

メリカにフィリピンを売る権利は無いと怒りまし

た。フィリピン人たちは団結しフィリピン共和国

の設立を決意しました。大統領にはエミリオアギ

ナルドを選びました。しかし、アメリカはフィリ

ピン共和国の独立を認めず、フィリピンを植民地

にしようとしました。フィリピン人たちはアメリ

カに抵抗しました。戦争は三年間続きました。ア

ギナルド大統領は捕虜となりましたがフィリピン

人は戦いをつづけました｡彼らは勇敢に戦い､フィ

リピンに忠誠をつくしました。しかし、アメリカ

の戦力はフィリピンを上回り、多くのフィリピン

人はアメリカの統治を受け入れる事を強いられま

した。あるものはゲリラ戦に転じ、あるものはペ

ンをとってアメリカに反対しました。

この記述部分からは｢NationalLoyalty｣を鼓舞

し、「Nationalldentity｣を醸成しようということ

が銃み取れる。練習問題には「スペインがアメリ

カにフィリピンを与えた時、フィリピン人はどう

感じましたか｡」「どのように、フィリピン人がア

メリカ人と戦ったのか絵にしよう｡」とか「｢フィ

リピン人の勇鈍を歌おうとか｡」と学習したこ

とを感性化しようとしている。このrRe】ｕの叙

述との関連では、rPHOENⅨ」は「アギナルドは

スペインを敗った後フィリピン共和国を宣言しま

した。しかし、スペインはアメリカにフィリピン

を売りました。それでアギナルドと彼の軍隊は彼

が捕まるまでアメリカと戦いました｡」と比米戦

争記述ではアギナルドとその軍隊の戦争と描き、

rVIBAL」は「しかし、アメリカは・・・支配

を・・スペインから引き継ぎました」と比米戦争

にはふれずに終わっている。

これらの諸点が諸外国人と異なる特性といえる

かどうかは未確潔だが、学習者にこれらの特性を

保持し、使えるようになることを求めている点に

留意しておきたい。

ついで、第10課で、いかにしたらフィリピン人

としてのIDENTITYを保持維持できるかという

問題意識が冒頭に提示される。フィリピン人の

IDENTITYを示す方法として、フィリピン語を話

す事をあげる。またIDENTITYを保持する方法

として、民族音楽､民族ダンス、民話を語ること、

民族衣装をつけること、フィリピン食を食べろこ

と等があげられている。フィリピン語に対して、

各地域語があり、また、民族音楽やダンス、民話

といっても各地域のものもあることから、フィリ

ピン民族のIDENTITYが客観的に存在するかは

疑問である。しかし、ここでも、学習者に対して、

NATIONAL1DENTITYを保持し、維持すること

が求められている。すなわちIDENTITYを教化

する内容になっていることに注意しておきたい。

、、授業「アメリカの影響」をとおしてみる「民

族統一」教育

これから分析する授業は、1993年７月に、西ビ

サヤ大学付属小学校３年生、「市民・文化科」で

おこなわれたものである。「VIBAL』でいうと、

単元２「フィリピン人、人種の混合」第３課「私

たちの祖先への外国からの影響』の内、スペイン

支配の影響と日本支配の影響の間に位置づく「ア

メリカ支配の影響」の部分の授業である。

１，授業前時の教科書記述

この授業で使用されているフィリピン語教科替

rRequ、アメリカ支配の部分は30ページで構成

されている。ＭBAL」が３ページ、rPHOENIXJ

が半ページで構成されているのに対してwRexJ

は極めてその量が多い｡特にrV田AL｣が軽く扱っ

たスペイン支配からアメリカ支配に変わる点に関

して、’8ページが割かれている。この部分は本授

業の前時にあたる部分である。rVIBAL｣、

「PHOENIX」記述とくらべながら要約して紹介

する。

②アメリカ支配下におけるフィリピン人の主体性

続く、４ページはアメリカ支配化のフィリピン

人の生活を描く。
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アギナルド指導下のフィリピンは、1901年アメＩ土英寵からきた言葉です。フィリピン人はこれら
リカに敗れました。フィリピンはアメリカの総督の言葉を修正して、フイリピノ語の一部にしまし
の支配下に置かれました。しかし、あるフイリピた。多くのフィリピン人の名前はアメリカ人から
ン人はゲリラとなり、あるフィリピン人はペンをとったものです。例えば、Mary,Ann,Mike，
もって戦いました。しかし彼らは牢獣に入れられPete,Johnなどです。他に英語からきたフイリビ
ろか、遠くへ追放されました。アメリカを追い出ノ語には何がありますか。
せないと悟ったフィリピン人はフィリピン人自身宗教：プロテスタントはアメリカ人によってもた
に統治能力があることを示そうと全力をだしましらされました。一部のフィリピン人はプロテスタ
た。フィリピン人はアメリカ人がやる悪い事を批ントに改宗しました。プロテスタント信仰につい
判しながらも、フィリピンにとってよいと思われてあなたは何を知っていますか。
ろ事業には協力しました。1934年、全国の代表が服装：衣服もまたいくつかの変化を受けました。
集まって、フィリピン愈法制定会譲が開かれ、男性はポロシャツ、アメリカ風スーツとネクタイ
1935年憲法は完成しました。同年フイリピンコモを藩けました｡女性は短いドレスを着け、ハンド
ンウエルス政府が成立し、ケソンが大統領になりバックを持ち、ハイヒールを履きました。アメリ
ました。力が来る前はフィリピン人は何を着けていましたか。
この部分は、アメリカ支配下といえども、ブイ食ぺ物：食べ物の変化もありました。多くの食品
リビン人の主体性を通そう努力したという叙述でが付け加わりました。フィリピン人は、ステーキ、
ある。この記述部分は英語版rVIBAL｣、コンビーフ、サラダ､ホットドッグ､ハンバーガー
『PHOENIX」には全くない。 等の食品を学びました。

踊りとレジャー：フィリピン人はアメリカダンス

２，授業部分の教科1露日述「アメリカ支配によるを学びました。フィリピン人は、ブギ、フオック

変化」ストロットを踊りました。フィリピン人は他にど
のような踊りを踊っていますか。

次の叙述力綬業該当部分「アメリカ支配によるフィリピン人はアメリカ人から映画を見ること

変化」である。以下全文を紹介する。６学びました。私たちがアメリカ人から学んだこ
フィリピンは40年間、アメリカによって支配さとは、よかったですか､それとも悪かったですか。

れました。一方この時代は多くの変化がフィリピフィリピン人はバスケットボール、野球、テニ

ン人の生活におこりました。ス、ボクシングをアメリカから学びました。私た

アメリカ人の助力によって、フィリピン人は多ちがアメリカから学んだ競技は他にありますか。

様な地域に公立学校を設立しました。学校でブイ経済：アメリカ人の協力によって、フィリピン人
リピン人は英語で話し、読み、醤くことを学びま’よ近代農法を学びました。また、近代的な機械も

した。民主主義社会での生活の技術や生き方をも使いました。フィリピン人とアメリカ人は共に、

学びました｡道や橋を建設しました。あるフィリピン人は近代
フィリピン師範学校は1901年に成立しました。的な輸送方法をあみだしました。彼らはパスやト

これは教師養成学校でした。フィリピン大学はラックや自動車に乗りました。ジープは改良苔れ

1908年に成立しました。アメリカ支配時代に他にて､ジプニーに変わりました｡電気も使いました。

どんな学校が成立しましたか。ラジオや飛行機で、フィリピン人の生活や情報伝

6図康：フィリピン人は人々のために病院と診療所運は速くなりました。

を開きました。アメリカはフィリピン人が近代医アメリカ人によってもたらされた生活の変化
学や股備を習得することを手伝いました。Ｉま、よいことですか、悪いことですか。これから

曾葉：アメリカ支配はフィリピン人の置蕊に影稗のことを貴方は悪いと考えますか。どうして。

を与えました｡Klase(class)､drowmg(drawing)、

epoPlmlo(airplane>、Keudi(candy)、ｄｙｉｐ(jeep）
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３，授業過程大学付属小学校３年生の授業を記録したビデオを

SantiagoC,HigginsJrが通訳し、木全清博氏、

授業を記録したのが次の表である。この表は、里井洋一がメモをとり、そのメモを元に里井洋一

滋賀大学社会科授業実践研究会の中で、西ビサヤがまとめ、研究会で確誕したものである。

1993年７月、西ビサヤ大学付属小学校３年生「市民・文化科」授業記録

授業テーマ「アメリカ統治による変化」

痔ＩＴ:の中での社会０

■Ⅲ剣Ⅲ

ど領は何年間綴

３－４０年のHｆ

ｘは 照

変でＩ可

ｊ－Ｅ＝枚

ＤＢ莚てた学校で一報
７１

Ｍ
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|U蕊1１
４，ｍｒｔｙ

５，ａｐａｔｎａｐｕ

６，アイパン， goodmanners (ｺﾞｰ’

教師の動き 子供の動き その他

導
入

１，ジョルビーヘよくいきますか。

何を食べますか。

２ Ｐ そうですね。いいです。

次はマーロンジュン

３

４ 、

コークを食べますか。

ハンバーガーはフィリピンの

食べ物ではありません。

どこからハンバーガーの作り方

を習ったか知っていますか。

５ そうです。

１ ルドルフ，フライドチキン、

ハンバーガーです（子どもたちは

一斉に挙手）

２ マーロンジュンスパゲティ、

ハンバーガー、アイスクリーム

コーク

(コークに笑い）

３ アメリカ人から習った◎

、

マーロンジュンはメモを

見て答える。
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がいます。１J蕊に トーマスサイツという船

にのってきた600人の教

師達

1899-1906年比米戦争。

15，二番目の変化は病院と診療所

をたてました。

病院と診療所はどんな穏類のサー

ビスを提供してくれましたか。

16,病気の人を病院へつれていき

ます。

17,ルドルフの答も，イーセンジェ

ンの答も同じでした。いいです。

次は

18，もっと大きい声で言って下さ

し、◎

19,けがした人も病院へ運ばれて

治療を受けます。

20，みなさんがいうのをまとめて
いうと掴院と診療所は私たちの健

康に役立っている。

21,健康を保持するために雄が私
たちをたすけてくれますか。

9．イーセンジェン病気になっ

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
変
化
２

た人を助けます。

ｌｑルドルフ，病気になった人を
助けます。

11,（小さい声）

12．けがした人も病院へ運ばれま

した。

13,病気になった人々を助けます。

14,エンニ，・・・

15,ジョルダーニ，お医者さん

16,歯医者さん

医
療

22,エニーアイアンあなたのお
母ざんは病院で働いていますね。
何とよばれますか。 17,看護婦（他の子が答えた）

18,先生 先生＝guro
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里井：フィリピンにおける小学校社会科(１）

菱騨蝋脳|…は健康です。

医者＝manggagamot

25，アメリカ時代の他の変化は何
ですか。クリスティーヌ

26,フィリピンの伝統的な服です。

この写真について意見があります

か。（二枚の写真をみせながら）

27,この服は何からつくりますか。

28，この服は何とよばれています

か。

29，アメリカが来てどんな場所に

どんな変化がおこりましたか（三

枚目の写真をみせながら）

30,昔のサヤは、今のスカートと

比べて､どの部分がちがいますか。

31，他に気がついたことはありま

せんか。

32,今でも着けていますか。

33,今でも、このような（一枚目

の写真をさして）服を着けていま

すか。

34，なぜ、イメルダというの。み

なさんの回りで着ているのは誰で

すか。（笑いながら）

35，皆さんは、サヤを着てみたい

ですか。

36，どれを着たいですか。（上下

二つの絵をさして）

37,デニムを着けたいですか。

38，私の希望はあなた方にサヤを

着けて欲しいのです。

20,クリステイーヌ衣服です。

ア

ネストーきれいだと思いま

服がきれいです。

jusi

21，

す。

22,
〆

jusi（フシ）パイナップ

ルの葉の繊維やアバカの

繊維と絹を混ぜてつく

る。

リ
23,バロとサヤ

24,彼女はスカートを着ています。
力

に

25,今のスカートはサヤに比べて

短いです。

26,ポロシャツとズボンをはいて

います。

27，はい

よ

ろ

変
化 28,イメルダ・マルコスがはいて

います。（笑い）

３
29，お年寄りの女の人です。

30,いや（多くの子どもが笑いな

がら元気よく）衣
服

31，上の方がいいです。

32，はい

39,今、もう一つ変化があります。

言葉です。アメリカ人はどんな言

葉をもってきましたか。

40,例を言ってください。・

41,クラセという言葉は英語で何

といいますか。

42,今度は手をあげる前によく考

えてからあげてください。

43,さっきの質問、クラセは英語

で何といいますか。

44，もっとありませんか。

45，もっとありませんか｡手をあ

ロ

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
一
変
化
４

33,英語

34,アンドルワーklase

35,（アンドルワーは答えない｡）

（多くの子ども挙手）

36,class

37,education

言
葉
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■墓
38,レイアンschool
－－－－－￣-

39,．リーディング、トラgノスポル
クッション

40,トランスポーテーション

41,エルプラノ

42,AJRPLANE

43，HI1HELLO

44，ＫＯＭＵＳＴＡ

日常つかっている外来語

を要求しているらしい。

’
この質問にたいして多く

の子どもが元気な声と挙

手

49,ジープ

エディ

マイク

ジョン

ジュンです。
０
０
Ｏ
０

ｎ
ｖ
３
Ｌ
の
ク
■
わ
く
Ｊ

』
恥
凹
Ｒ
ｕ
Ｅ
一
Ｊ
Ｅ
ｕ

マナナヒは仕立て屋とい

う意味がある。

54，メリーとかわります。

55,アントーニア

56，ピーター

i蕊に｣,Ⅷ

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
変
化
５

■
。

食
べ
物
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里井：フィリピンにおける小学校社会科(１）

証べ4Hzの#

６４－値Ｉ協町

内省

-185-

|iIf1llJ
缶に入ったたべもの

ﾐルク（ガタス）

魚鰯）

コンビーフ

ビーフローフ

ココンビーン

ポークとピーンズ 二J

１１

ア
メ
リ
カ
に
よ
る

変
化
６

宗
教

6６ スペイン人はフィリピンに来

た時､カトリックを布教しました。

アメリカの場合にはどんな宗教を

広げましたか。

67,カトリックじゃない｡カトリヅ

クはスペインから。

68，正しいです。

あなた方の中でプロテスタントは

誰ですか。遠慮しないでいってく

だきい。

69,プロテスタントについて何か

知っていますか。

70,神様を信じないなら誰を信じ

るのですか。

71，アラーはイスラム教の神様で

す。

72,プロテスタントは聖者を信じ

ない｡マリアも信じない｡カトリッ

クはマリアを信じる｡プロテスタン

ﾄでは､神に導くものは何ですか。

73,イロイロ市ではどんな学校が

プロテスタントの学校ですか。

74,ＣＰＵとはどういう意味ですか。

75,セントラルフィリピン大学。

ドーンパプティスト小学校と言っ

ていましたね。

6９

７０

７１

Ｄ

Ｂ

クリスチャン

BAPTIST

カトリック

72,プロテスタント

7３，

(何人か挙手）

74,神様を信じない。

75・アラー

76・アンドルプロテスタントは

聖者を信じない。

77,聖書です。

7８

７９

８０

、

Ｐ

CPU

セントラルフィリピン大学。

ドーンパプティストスクール

無言
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生徒姿勢を一時的に正

す。

教師、制止して席につく

よう促す。

:|灘;蝋 93,たべもの

94,たべもの食べたら元気になる。
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里井：フィリピンにおける小学校社会科(１）

92,ああそうですか｡ハンバーガー

とかソーセージをたべたら元気に

なりますか。

こういう食品をJUNK

FOODという。学校の食

堂で売っている。休憩時

間に子どもたちは食べて

いる。

95,たべものです｡食べ物がなかっ

たら私たちは死にます。

93，もちろん、ぜんぜんなかった

ら死にます。

94，どうしてですか。

96,ネストール教育です。
￣■－－－

９７，ネストール他の国の言語を

私たちにおしえてくれました。他

の国々とコミニケーションをはか

ることができます。

95，いいです｡姿勢を正しなさい。

グリルちゃん。だいぶ眠そうで

すね。

グリルちゃんといっしょに手をプ

ラプラさせましょう。グリルちや

んまだ眠いですか。

みんな立ってください。

左むいて。前むいて。ゆっくり

座りなさい。

96,蝦初アメリカから来た先生は

何といいました。

97,アメリカ人が建てた学校の例

を一つ言いなさい。

98,グリルはい

99,トーマスサイッ

99,ジーナマリ-.....

100,アルテーヤフイリピンノー

礫蹴１$ｗ人腱に１Ｗ

|鍵三．
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⑥⑦③アメリカ人からまなんだ食

べ物を三つあげなさい。

⑨教育、宗教、着物、食べ物のう

ちから大切なものを一つ選んで、

理由を一文で讐きなさい。

104,できたら手をあげなさい。

105,紙を集めなさい。
アトランダムに集めろ。

教師、黒板にまとめを書

く。

生徒の一人（当番）がで

てきて、お祈りをし、見

学者に挨拶をする。

１０６，ノートにまとめを写し取っ

てください。

授業は、導入、展開（アメリカによる変化１．

教育、２．医療、３.衣服、４．言葉、５.食べ

物、６・宗教)、学習の確認、比較、評価、とい

う順に構成されている。

(1)身近な食べ物から（導入）

教師の発言１，ジョルビーヘよく行きますか。

で授業は始まる。ジョルビーは、こどもがよく行

くフライドチキンやハンバーガーを売るお店であ

る。身近で、しかも想像することが楽しい食べ物

からの導入である。

４，授業分析

①、教科嘗フィリピン語版rReXJと英語版

rVIBAL」との比較

教師５の発言から、次の点がわかる。「アメリ

カが支配した時代で、フィリピン社会の何力唆化

したか」という、この授業に望む問題意徽である。

これは教科香rRe期の問題意織と同様である。

rRex』の主語は常にフィリピン人である。英語

版『VlBAL」や『PHOENIX」のテーマは「アメ

リカの影騨」であった。これら教科書の主語はア

メリカである。rRex」は民族の主体性を意職し

て叙述されている。

『VDAL」の教科書分析からわかることだが、

この単元はフィリピン人の,｡entity形成のプロセ

スを学び､函識する単元となっている。祖先がつ

くり出した文化の上に、現在のフィリピンの領域

を支配したスペイン、アメリカ等がおよぼした文

化的「変化」という具体的事実を無視することは

できない。その点をrRex』はアメリカ支配下の

フィリピン人の主体性を描くことによって克服し

ようとしている。しかし、それだけではrRex」

は不十分と考えるのか、「アメリカ人によっても

たらされた生活の変化は、よいことですか、悪い

ことですか。これらのことは貴方は悪いと考えま

すか。どうして｡」と、子どもに、アメリカ支配．

の問題点を探させようとする。

(2)「既有の力｣で解答できる問い（展開）

授業は、教員の問い掛けと、こどもの答えを中

心に展開する。授業過程表にみるようにわずか40

分の授業時間の間に、教師の動き106、こどもの

動き105と、教師と子供のやりとりが活発に展開

されている。

問い掛けは、子供の既有の力で解答できるもの

である。こどもが教科書をみなくては答えられな

い問いかけは、６、アメリカの占領期間、１２．１３、

フィリピン大学とその成立年、３９、アメリカ人が

もってきた言葉､５２､英語に起源を持つ名前､６２、

アメリカ起源の食べ物、６６、アメリカ力端教した

プロテスタント、の七点だけである。しかも、そ

の展開の過程で教科書以外の子供の既有の知織が

飛び出している。

教科書のこの部分ではスペイン支配と日本支配

の間に位置づけられ、歴史の勉強のように構成さ

れている。しかし、授業では、こどもが、体験し②授業の構成
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里井：フィリピンにおける小学校社会科(１）

(5)「ミニテスト」で再び何が大切か理由を問う。

（評価）

授業の最後は「ミニテスト」である。全部で９

問。答えは①英語、②プロテスタント、③フィリ

ピン大学、フィリピンノーマルスクール・イロイ

ロノーマルスクールの中から一つ。④病院、もし

くは診療所､⑤スカート､⑥ハンバーガー､⑦ポー

クとピーンズ､⑧フレンチフライ等､⑨教育､フィ

リピン中に公立学校ができたから。とでもなろう

か。

⑨で再び、「教育、宗教､着物、食べ物のうち、

何が一番大切か、一つ選んで、その理由を一文で

書け｡」という問題がだされる。rRex』ｒＶＩＢＡＬ

」やrpHOENIX」等の教科書中「アメリカの影

響」の中で、真先に出てくるのは教育の普及であ

る。また、授業中の教師の動き、96,97,98,から

もそのことを期待していることが伺われる。そう

いう点から答えは「教育」ということになるのだ

ろう。

たことや、見たもの、すなわち現実から出発して

いる｡日常生活で接している物や事のある部分が、

アメリカによる変化であることを再確認すること

に重点が置かれている。

(3)まとめも問答（学習の確認）

いわゆるまとめの部分である。新しい発見では

なく、学習したことの確認のための問答である。

そのためか、または子供の集中力が限界にきたた

めか、こどもに疲れが目立ちはじめ、８６で教師は

姿勢を正させている。

(4)何が大切か理由を問う（比較）

ここで、「アメリカから習った教育、宗教、服、

食べ物の中で一番大切なものは何ですか｡」と問

う。子どもがこれらを比較して、－番大切だとい

う理由を言わせたいと教師が意職した発問であ

る。この発問の他に理由を教師が問ったのは、

78,94の教育の大切さ、と80の病院と診療所の大

切さの問い掛け、あわせて三回だけである。その

三回とも「大切さ」の理由を問うという点で、

聡問」と関連している。

「発問」は、何が一番大切かという理由を述べ

あう可能性を予想させ、こども同士の討篭を期待

させる。新小学校カリキュラムでは、説明､把握、

比較､叙述､指摘などという言葉とともに、議蹟、

話し合うなど、こども同士の情報の交換も想定さ

れている。

授業では、「発問」に対して、子供は94で、た

べものが大切な理由を「たべものを食べたら元気

になる」と答えた。この答えに対して、教師は子

供の話あいを組織するようなことはしなかった。

むしろ教師の意図と相違したのか、教師が「ハン

バーガーとかソーセージを食べたら元気になりま

すか｡」と切り返している。教師の期待〈こども

９７にみるような教育に対する評価と教師98にみる

ようなだめおし）と次元の異なった答がでてきた

ためであろう。しかし、子供にとっては、アメリ

カ伝来のハンバーガーとかソーセージは身近で大

好きなものだと思われる。特にハンバーガーは導

入で使われたようにアメリカを最も密接に感じさ

せられるものである。

③現在の服装とフィリピンの伝統的衣装の比較を

意職した教師の意図

展開・アメリカによる変化３は衣服が話題に

なっている。ここで､教師は二枚の写真を見せる。

二枚の写真には、フィリピン衣装、バロとサヤが

写っている｡教師はこれを伝統的な衣装だという。

素材は紺とアバカあるいはパイナップルの繊維の

混紡であるフシである。こどもはフシをいいあて

ている。「フィリピンの事典｣｣園によると、こど
もたちが住むパナイ島イロイロ市は、フシやパイ

ナップルの繊維ビニャの織物の供給地であったと

いう。

ついで、教師は「アメリカが来て、どんな変化

がおこりましたか」とスカートやポロシャツやズ

ボンを蒲ている人の写真をみせる。教師は前の写

真のサヤと、今の写真を比較してどの部分が違う
のかと問うと、こどもは、今のスカートはサヤに

比べて短いと述べる。教師が今でもサヤを着けて

いる人がいるかと聞くと、あるこどもはイメルダ

マルコスが藩けていたと答える国。さらにこども
たちの周りではと聞くと、お年よりの女の人がつ

けていると答えた｡rVIBAL｣108ページには｢フィ

リピン人の服装」として次のような記述がある．
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支配国によってうけた多様な外国文化の影騨

を可能な限り肯定的に（感謝して）受け入れ

る｡そして､このようにして形成された文化・

性格こそが、世界の人々と異なる特性.すな

わちフィリピン人共通の特性だとし、学習者

にその継承を求める。

３、西ビサヤ州立大学付属小学校授業｢アメリ

カ支配による変化｣で使用された教科番､フィ

リピノ語版「Rex』の授業部分記述は、英語

版UVIBAL』や「PHOENIX」と比べると、

比米戦争記述は格段に多く、アメリカ支配下

のフィリピン人の主体性記述にいたっては

『RexJにしかみることができない。また、

rRex」の主語は常にフィリピン人であるの

に対して、英語版二教科書の主語はアメリカ

である。これらの事からrRex」がフィリピ

ン民族の主体性を意識して叙述されているこ

とがわかる。

４，西ビサヤ大学付属小学校授業｢アメリカ支

配による変化｣は導入、展開、学習の確潔、

比較、評価、という順に構成されている。

５，授業の特徴は、教科書は歴史学習のように

構成されている。しかし、導入部分は子ども

の興味関心から入り、展開部分でも子どもの

現実から出発している。これは、過去のこと

であるアメリカの支配が、フィリピンの文化

を変化ざせ現実に至っているのだという授業

者の問題意職によるものだと思われる。

６，授業者は、アメリカ支配による変化四つの

中で何が一番大切かと発問する。比較による

討購が期待できるが､授業ではそこまで至ら

なかった。

７，授業者は、アメリカ支配による変化のひと

つとして衣装をとりあげ、アメリカ以前の伝

統的衣装に誇りを持たせたいと願うが、この

３年生には通じなかった。

以上英語版教科轡からは３年生社会科（市民・

文化科）の全体の内容構成、フイリビノ語版教科．

書からは授業における教育内容をみてきた。英語

版はアメリカに対して受容的で、フィリピノ語版

は主体的であった。フィリピンで民族主義教育の

必要性を説く、歴史家レナト・コンスターティノ

は次のようにいう。フィリピン人はアメリカ人の

琉球大学教育学部紀要

「特別な場合やお祭の場合、フィリピン人はフィ

リピン衣装をつけます｡衣装は､女性用にはbardt

saWa・balintawak,kimonaatpatadyong・男性用

にはbarongTagalogがあります｡」フィリピン衣

装は、日本の着物のようなフォーマルな時に着け

る特別なものになっていることが、この教科書記

述からわかる。

子どもたちに、どちらを藩けたいかと聞くと、

今のデニムだという。どうも、こどもたちにとっ

てフィリピン衣装は、イメルグマルコス、年寄り

の女性をイメージするもので藩けたいものではな

いらしい。それでも、教師は「私の希望はあなた

方にサヤをつけて欲しいのです｡」という。

フィリピンの天然素材が織りなしたバロとサヤ

をつけることによって、フィリピン民族としての

誇りをもたしたいという教師の願いは、３年生の

生徒にはまだ通じないようである。

Ⅳまとめ

小飴によって、フィリピン小学校３年生社会科

(市民・文化粉の次の部分力児えてきた。

１，英語版rVIBAL』の３年生社会科の内容は、

次の四つの題職を深めるために構成きれてい

る。

①祖国愛酒養のための地理潔繊

②｢NATIONALIDENTITY｣を見いだすため

の歴史認識

③｢NATIONALUNITY｣の核｢協同｣の意義

麗識

④フィリピン市民の行動原理｢NATIONAL

LOYALITY」囲識

２，英語版rVIBAL』の３年生市民・文化科

単元３｢フィリピン人､人種の混合｣の目標は、

どのような人種を祖先に持つ人々でも、フィ

リピン人としてIDENTYTYがあることを題

戯することにある。その麓理構造は次のよう

になっている。

その核は歴史的な多様性の肯定にある。す

なわち､フィリピンを構成した多様な祖先が、

～現在に至るフィリピン人の肉体的形質を変
え、文化の質や生活様式を発展向上させた功

績を根底に据える。その上に、貿易や植民地
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目でフィリピンの過去を眺めてきた。フィリピン

人はアメリカがもちこんだ教育がつくりだした資

格主義、功利主義から脱し、フィリピン人の民族

の存続をはかるところからはじめなければならな

いGd･そういう点では「Rex』は民族主義的色彩

の強い教科書かもしれない。しかし、分析した箇

所は授業該当部分のごく－部である。今後、この

点をより明らかにしていきたいと思っている。

２ページ、VIBALPUBLISHINGHOUSE、

1994．

ＶＩＢＡＬ６６ページ

ⅥBAL６８ページ

ⅥＢＡＬ117ページ

ＶＩＢＡＬ１２０ページ

ⅥBAL164ページ

ⅥＢＡＬ166ページ

ⅥＢＡＬ220ページ

コルデイリエラとはルソン島北部を縦貫する

山脈。ADMINISTRATⅣＥを行政区と訳。

ABRA、KALINGA-APAYAO、BENGUET、

IFUGAqMOUNTAlN、計５州から構成さ

れており、イフガオ、イロカノ等の小数民族

と中部ルソンから移住したタガログ人によっ

て構成されていろ｡前掲『フィリピンの事典』

（328ページ、マウンテン・プロビンス、大

崎正治）によると､８７年憲法で、前述の五州

が、「自治区｣を結成することに定められてい

るという。

自治地方、原文ではAUTONOMOUSとある。

前掲ｒフィリピンの事典」（243ページ、トリ

ポリ協定）によると、1976年にフィリピン政

府とモロ民族解放戦線の間に結ばれた平和協

定の中に、フィリピン政府の主権の枠の中で

の南部13州における自治等がうたわれてい

た。

第１課は11ページをついやして、フィリピン

における農業、漁業、林業、鉱業、家内工業

の労働を、神から賜った自然（土地、気候、

資源）に応じた地域社会として描きだしてい

る。一方、rpHOENIX』では３単元の全て、

25ページをあてていろ。基本的な教育内容は

WIBAL』と同じだが、マニラやセプの商

業と工業が加わった事と公害問題が指摘され

ている点に相違がある。公害問題としては、

単元４，第４課、９６ページの鉱業地域記述の

最後に、鉱山開発を続けてきた結果として、

鉱山の近くに住む人々の住環境を悪化させ、

湖や川は毒され、山地もまたは禿げ山となり

洪水、侵食、陥没しているとある｡また第５

課98ページ林業地域記述の最後には、木を伐

採しつづけてきた結果として、森林ばほとん

、
、
、
、
、
、
、
、
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【注】

1、滋賀大学教育学部社会科研究室「社会科教育

の創造」創刊号、1994年３月

２，調査については木全潰博氏が、『滋賀大学教

育学部紀要人文科学・社会科学・教育科学

編、第44号」（1995年３月）で｢現代フィリピ

ンの学校教育一イロイロ地方の初等・中

等教育｣の中で報告している。

3、里井洋一｢フィリピンの小学校社会科教科書

の分析一日本統治下における人々のくら

し－」(滋賀大学教育学部社会科研究室｢社

会科教育の創造』創刊号、６７ページ、1994年

３月）

4、『フィリピンの事典』９～10ページ､宮本勝｢民

族｣、同朋社、1992年

５，ManuelGLacuestaandothersrHISTORICAL，

PHILOsoPmCALANDLEGALFOUNDATIoNS

OFEDUCATION」1986,KATHAPUBLISHING

CO,INC､９４ページによると、「市民文化科」

の学習領域は、①社会・国家に対する人間の

役割（世界市民や国民としての義務と責任・

権利)、②道徳的で糖神的な価値（文化遺産

への誇り等)、③創造的な表現活動（音楽・

芸術・体育）とし、さらに３年生では､地理、

歴史、労働の世界に内容が拡大するとしてい

る。

６，ManuelGLacuestaandothersrHISTORICAL，′

Ｆ１ⅡLOSOPHICALANDLEGALFOUNDAnONS

OFEDUCATION」1986,92ページ｢TheNew

ElementarySchoolCurriculumTimeA11ot・

ｍｅｎｔＭｍｕｔｅｓＰｅｒＤａｙＪ

７、RosellaGolloso，andothersFCIVICSAND

CULTURE30neCOUNTRYOnePEOPLE』

16、

17、
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要第46薬I

されるのは、強固なフィクションである｡」

21、rVIBAL』181-184ページには、資源保持、

税金を払う義務、期限どおりに借金を払う義

務、働く義務、公共財産を大切にすること等

をあげている。

22,「VIBALJ188～195ページ、第17課では、

国家建設における女性の役割を述べていろ。

また、男女に関係なく成功のチャンスがある

事例とし成功した女性をあげている。

23、rwBAL』196～207ページ、第18課では神

から与えられた森林資源、海洋資源、鉱産物

資源、農地資源、水資源、人的資源を大切に

することがあげられている。例えば農地資源

に関しては次のように叙述されている。「植

物や木は肥沃な土壌で育ちます。木々の無い

時、土壌のいくらかは失われます。植物の根

は土壌によって保持されています。根がなけ

れば土壌は侵食されます。土壌が強い風に運

ばれ、雨に流され、失われた時、土壌は破壊

されます。どのようにしたら、土地の侵食を

防ぎ、土壌の肥沃さを維持することができる

のでしょうか。ここにいくつかの方法があり

ます。丘や山に木を植えること。土に肥料を

入れること。大きくって、成長が止まった木

だけを切ること。年ごとに違った植物を交代

で植えること｡」（rVIBAL」２０１ページ｡）

これは熱帯地域におけるアグリフオレスト、

間作等の土質保持策を示すものである。

24､rVIBAL』208~219ページ第19課では､教育、

健康、安全、社会福祉などの国家施策と貧し

く特権をもたない人々を助けるための市民・

慈善組織が叙述されている。

２５、ＶＩＢＡＬ１年｢市民・文化科｣教科替17-18

ページには、「アエタは、アプエグ民族に属

し色は黒く、髪はちじれている。でもアエタ

はフィリピン人。Ｔａｎの父は中国人、でも

Ｔｍはフィリピン人。Claireの父はアメリカ

人。でもClaireはフィリピン人。Abdulはイ

スラム教徒、彼はミンダナオにすんでいる。

でも彼はフィリピン人。ある人々は似ている

し、ある人々は違っている。しかし、全員が

フィリピン人｡」というような記述がある。

どのような人種でも、例え父が外国人であっ

琉球大学敦育学部紀要

ど裸となり、洪水や土壌侵食をもたらすのみ

ならず、森に住む動物たちも危機に瀕してい

るとある。

18、rVIBAL』157ページ

19、rVIBAL」第16課では｢市民の権利と鋳務｣と

してフィリピン国憲法の学習がある｡生存権、

平等権、自由権が叙述きれている。その中で

「移転の自由｣を扱った配述の中には、都会に

やってきたフィリピン農民の問題を考える次

のような発問がある。「農民が家族とともに

マニラにやってきました。彼は金持ちによっ

て所有されている空き地に小さな空き地を建

てました。これは、住居の自由でしょうか。

いいえ。農民は法律を犯しています。その土

地は農民のものではありません。農民は何を

すべきだったのでしょうか｡」（｢VIBALJ

177ページ｡）と法を遵守することの誠実さを

求めている。

２０，８VIBAL」第16課180ページには義務として、

フィリピン国旗・国歌への敬愛がうたわれ、

国家への誠実さ、すなわち忠誠が求められて

いる。この点に関して、中川剛は「海洋型ア

ジア文化の基層」（到草書房、1983年）102-

１０３ページの中で､次のように説明する。｢外

国の支配に対抗するために、支配される領域

と一致した範囲をもって文化的同一性に支え

られた国家と想定するという、無理をともな

うものであったことは否定できない。文化的

均質性が十分でないままのナショナリズムで

あるから、フィリピン国民をつくりあげるた

めのざまざまなフィクションが必要とされ

た。国旗、国歌、憲法、国民的英雄といった

ものは近代国家が共通に有するものである。

その上にタガログ語が､パロン・タガログが、

Ｉ民俗舞踊が、ラプラプが、ナショナリズムの

象徴として必要以上に言及される時期があっ

・た｡後者のような国枠主義は無論成功しない。

というのも、イダシリオ・ソリヤンコにした

がって、ナショナリズムを生活様式と理解す

ずるならば､(現代においてすべて土蒜のものの
！～み受け入れ、外国のものを一切排除するとい

！うごとは不可能だからである。すなわちその

・ようなナショナリズムは存在しない。必要と
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里井：フィリピンにおける小学校社会科(１）

たとしても同じフィリピン人であるというこ

とを１年生から教えようとしていることがわ

かる。

『VIBAL」７４ページ、最初のグループがポン

トク、イロゴット、カリンガス、二番目のグ

ループがタガログ、ビコラノ、ビサヤ、バン

パンゴ、三番目のグループがフィリピンにイ

スラム教をもたらしたスールーやミンダナオ

のムスリム、の祖先であるという。

rPHOEN1XJ（1987年出版）は1986年の革命

を次のように叙述している。「全体として、

フィリピンの人々は一つになった。1986年２

月無血革命の間、民衆が通りに滞在し、民衆

が｢人々の力｣を行使した時、人々は人々の団

結を証明した。人々は異なった信仰であった

けれども互いに助け合った。フィリピン人の

特性は平和を愛する国民になることである。

フィリピン人は平和に問題を解決しようとし

た。フィリピン人は暴力的な民衆ではない。

フィリピン人は挑発きれないかぎり誰とも

めったに闘わない。この賞賛すべき特性は無

血革命時のフィリピン人によって明らかに示

された。

フィリピン人は血を流すことなしに独裁者

を終焉に持ち込んだ。非武装の市民はただロ

ザリオをもち、折る処女マリアを想像するだ

けであった。その祈る人々は完全武装の軍隊

に直面した。人々は、兵士に花やキャンデー

や食べ物を提供することで友達になった。兵

士たちは不意に人々を攻撃しなかった。最後

には兵士は人々ともに参加した。民衆の平和

革命は四日間で終わった。人々が望んだ平和

と安全を成就することができた｡」

（rpHOENIX』５－６ページ)。

28、前述「フィリピンの事典』織物、８２ページ

29、この授業の前年､1992年大統領選挙が行われ、

イメルダマルコスが立候補した。

30,「フィリピン人の受けたえせ教育」（井村文化

事業社『フィリピン・ナショナリズム論上』

78-109ページ。監訳者､鶴見良行、1977年｡）

26、

27、

▲
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