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はしがき

この報告書は､文部省科学研究費補助金による ｢戦後沖縄の数学教育実践に関する実証的研

究｣(研究代表者 小田切忠人<平成 9年度～平成 11年度>)の研究成果をまとめたものであ

る｡本研究は､これで終わるものではなく､3年間の成果は､戦後沖縄の数学教育実践の実像

を実証的に記述 し考察する研究過程の第一歩である｡

そもそも､沖縄研究は日本研究の視点としての意味を持って行われてきた｡その中で戦後の

沖縄も数多く議論の対象になってきた｡｢小さな日本｣あるいは ｢日本の縮図｣としての沖縄は､

教育とい う領域においても同様の意味と視点を与えている｡そして､沖縄教育史関係の文献も

一通 り発行されている｡ しかし､それ らは日本教育史を見る切 り口として十分に展開されては

いない｡ とりわけ､教育実践とい う教育現場での具体的な教育活動に関心をおいた研究は､進

んでいない｡教育実践史研究の少なさ､浅さが､教育における日本研究の沖縄を切 り口にした

研究の不十分さとなっているという言い方もできるであろう｡

実際､教育行政制度の変遷にたどるだけでなく､｢授業｣という具体的な教育実践 レベルで教

育史を論 じようとする研究は､筆者も加わって行った以下の研究の域を未だに大きく踏み出し

えてはない｡

沖縄教育実践史研究会 (浅野誠､小田切忠人､砂川勝信､田港朝昭､藤原幸男)

｢戦後沖縄の初等中等学校における教育実践 (主に授業と生活指導)に関する実証的研究｣

(1980年度科学研究費補助研究報告書)

つまり､この研究では､教師がどういう授業観を作 り出してきたのかとい うことに着 目して､

沖縄の教師が､復帰前に ｢本土｣とどう関わり､授業で何を課題にしてきたのかなどについて

明らかにしようとし､｢本土｣と ｢沖縄｣との､教育実践の展開における包括的な関係について

明らかにしたが､各教科の教育実践に十分に踏み込むまでにはいたらなかった｡その最大の障

害は､実証的な資料の散逸と不足にあうた｡そのために､算数 ･数学教育を含む各教科の教育

実践について､その歴史を個別に論 じることは､資料の収集を含め､今後の課題 となっている｡

例えば､戦後沖縄の算数 ･数学教育について､筆者は以下のとお りの発言や提案を行ってき

ているが､さらなる具体的な展開には､実証的な資料にもとづく分析がなければ進まない｡

小田切忠人 ｢沖縄県における算数 ･数学教育の現状と課題｣沖数教会誌 10号,1983

おきなわの教育実践編集委員会 ｢沖縄にねぎすたのしい教育実践｣1988

小田切忠人 ｢数学教育 "観"の展開を求めて｣研究と実践 (数教協会誌)No.86,1996

小田切忠人 ｢公教育展開のカリキュラム論試論｣沖縄民間教育研究所会報 No.31,1996

とにかく､教育実践史研究を実証的に進めるための資料の収集 ･保管が急務 となってお り､

そのために教育実践資料を枚挙 しデータベース化を図ることが求められている｡本研究では､



まず､先島地域､沖縄本島､それから奄美地域の学校や図書館､関係者宅などを訪問 し､資料

の収集 ･保管にあたった｡その成果は､戦後沖縄の教育実践に関する資料一覧として､本書に

まとめることができた｡ガラクタの中で発見した資料や､個人の所有物として埋もれていた資

料も､その一覧の中に加えることができた｡次に､収集 した資料にもとづいて､教育実践の様

子を再現する作業に着手 した｡その一部を､本書にも載せた｡

研究組織

研究代表者 小田切 忠人 (琉球大学教育学部 助教授)
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平成 9年度 1,000千円

平成 10年度 600千円
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計 2,300千円
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はじめに

本研究では､戦争終結直後からの沖縄群島全域を対象にして､算数 ･数学の教育実践に関す

る資料を収集 し､表題について研究を進めた｡地理的､文化的な独自性に加え､復帰まで施政

権が米軍にあったという特殊事情の中で日本人としての教育にこだわり､学校教育を展開して

きた沖縄は､地域個別的な課題を超えた､戦後のわが国の学校教育､本研究について言えば算

数 ･数学教育の歴史的課題を整理するのに､典型的な切 り口を与えてくれる｡

本表題に関しては､史料の散逸が実証的な研究を難 しくしているので､教育実践の様子を知

り得る資料の収集と保存が急務となっている｡また､戦後直後からの教育の復興の様子を､教

育実践のレベルで包括的に描き出したものはなく､その作業が待たれている｡

沖縄本島では､戦場になったこともあり､ガリ刷 りの教科書を印刷発行する必要があった｡

そのための米軍の支援もあった｡宮古 ･八重山の先島地域では､ガリ刷 り教科書の編集も計画

されたが､沖縄本島からの刷 りまわし本や戦前の教科書の黒塗り本が使われた｡奄美地域では､

文部省の暫定教科書が教師用として配布された｡最後となった国定教科書も持ち込まれ､その

教科書を親が書き写して児童に持たせた｡地域により､戦後直後の状況は異なり､それぞれに

ついて学校や算数 ･数学の授業の様子を描き出してみる必要がある｡

実証的な教育実践の記述は､地域個別的な記述に終わるものではない｡教育現場での実践課

題が地域 ･学校でどのように立てられ､あるいは､教育課程の課程がどう受け止められ､それ

らの課題にどのように取り組まれたのかという事実に基づいて､地域個別的な課題を超えた教

育実践脈絡を描き出し､歴史的な課題を明らかにすることを視野に入れている｡

本報告書には､その研究過程の第一歩として､授業案や授業で用いられた教材､教科書や､

当時の教師の証言や学校の様子について記述のある資料の収集を主に進めたので､その一覧を､

そして､収集資料に基づき描き出した復興の様子を一部であるがまとめ載せた｡

具体的に言うならば､教育実践資料の収集作業は､先島地域､沖縄本島地域､奄美地域と全

般にわたるように進めた｡また､戦後沖縄の教育状況の特徴を明らかにするために比較資料の

収集を行った｡すなわち､沖縄とは対照的な地域として長野県を選び､比較資料の収集を行っ

た.それらは資料一覧として I部にまとめた｡

資料収集の調査の中で､沖縄本島地域や宮古 ･八重山地域と同様に米軍群島政府下におかれ

た奄美群島において､昭和21年の文部省著作 ｢暫定教科書/折 りたたみ教科書｣が持ち込ま

れていたを確認した｡また､手書きで教科書を写し取り､糸を通して製本し使用した ｢教科書｣

が昭和22年の ｢国定教科書｣であったことも確認 した｡

敗戦直後の様子､学校教育が再開される様子､および､教科書などの充足状況を含むその当

時の教育実践の様子については､本研究の成果として､その一部を以下のタイ トルで発表 し､

Ⅲ部にも載せた｡
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小田切忠人 ｢戦後沖縄数学教育実践史研究ノー ト｣『新しい算数 ･数学教育の実践をめざして』

東洋館,1999,305-314

また､Ⅲ部には､収集 した資料の一部を､その一端を紹介するものとして載せた｡

文教時報 (沖縄文教部)1946(桑江良書氏提供)
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