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Ⅱ.戦後沖縄の教育実践素描 一 敗戦直後の学校 ･授業 ･教科書 -

(戦後沖縄数学教育実践史研究ノー ト)

表題の ｢戦後沖縄｣は､わが国の戦後数学教育の歴史的到達点と課題について考察するにあ

たって､沖縄という歴史的､地理的､文化的な特殊性を切 り口にするということである｡沖縄

いう地域に個別な現象を記述する手法をとるが､沖縄という文化地域の歴史的到達点と課題を

明らかにすることにとどまるものではなく､その現象の背後に透けて見えるわが国の戦後数学

教育の歴史と到達点を顕在化させていくところに､表題に掲げた研究の目的がある｡敗戦は戦

前戦後の歴史的連続性の切断を必ずしも意味しないが､敗戦による変革は新憲法に象徴され､

その ｢新 しい｣価値観に基づく再建は零からの出発と表現できるものである｡地上戦が行われ

た沖縄ではなおさら､そう言い方がてせきる｡その再建の枠組みの中で､教師は新たに教育実

践を起こし､発展させてきた｡表題で ｢教育史｣ではなく ｢教育実践史｣としたのは､戦後の

変革を教師はどう受けとめ､実際に教育実践をどう創造してきたのかという点に特に関心をお

くからである｡本稿では､表題の研究の一環として､戦後直後､新学制が実施される前 (本土

より一年遅れて実施)､学校教育が再び行われるようになる様子を､数学教育に関心をおきなが

ら記述 し整理する｡なお､戦後の教育現場の様子については､当時の関係者の話としてこれま

で多々語られてきたが､それらの物証となる教育実践関係資料は多くが散逸してしまっている｡

それらの資料を収集 し記録 しておくことが何をおいても必要なことであり､教師をはじめとす

る当時の関係者の話を記録 し物証化しておくことが､戦後半世紀を経た今 日必要な作業となっ

ている｡ -)

戦後直後の学校

米軍は､1945年 3月 25日慶良問列島に上陸し翌26日同列島を占領､4月 1日沖縄本島中部

沿岸に上陸した｡激 しい地上戦の後､6月 23日沖縄戦は終結 した｡

沖縄本島では､米軍は日本軍と交戦しつつも､住民を収容所に保護し､早くも1945年 5月､

収容所内で学校を開校することを命 じた｡後に城前初等学校､そして城前小学校となった石川

学園がそれである｡ 2) 3)その様子について､初代城前初等学校長山内繁茂の 1946年 7月 25

日付報告に ｢開校当時ノ児童数七九〇-但シ四年生以下 トス･-五月七日-･事務室ヲ建設シ開校

ノ運ビトナレリ｡-校舎ナク教科書､学用品モナク只燃ユルガ如キ教育愛ノミ-五年以上ノ生

徒モ-児童教育ノ将来二面自力ラザル結果ヲ来タサンコトヲ恐レ水曜日､日曜日ノ二回午後出

校制ヲ トリ-･｣とある｡ 4)沖縄戦終結とともに､住民は各地の収容所に収容され､仮校舎が建

てられた｡テン トを張り､木陰を求め､そこに子どもを集めて授業がはじめられた｡このよう

に沖縄本島各地で､学校教育が再開された｡ 5)経験者ばかりでなく上級学校卒業の志願者を含

めると､無資格ではあったが教員の確保はなんとかできた｡ 6)

宮古地域では地上戦は行われなかったものの､学校の建物は､その約 8割が爆弾により破壊

されたり､日本軍兵舎建築のために取り壊されていた｡ 7)1945年 8月 26日､米陸軍 2000人

が進駐 し武装解除を始めた｡10月6日武装解除を完了､12月 7日米海軍も進駐 し軍政が布かれ

た｡学校は､9月 15日に一斉に二学期の始業をした｡ 8)校舎はと言えば､旧軍の兵舎を解体 し
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て古材を運び､カヤを刈りとって掘っ立て小屋の屋根をふき､米軍払い下げの野戦用テン トを

はって教室にした｡9)

八重山地域でも､宮古地域と同様､戦禍と日本軍の作戦計画によって学校施設はほとんど破

壊されてしまっていた｡ 10)石垣島-の米陸軍の上陸は 1945年 10月6日であった｡そして､12

月 23日に米海軍が進駐 し､北緯 30度以南の琉球に軍政が布かれたことが宣言された｡ ll) この

とき大量の医薬品と食料が米軍政府により八重山地域の住民に恵与された｡それまではと言え

ば､治療薬の欠乏のために住民の半数以上がマラリアに雁患しマラリア戦争と言われるほどの

有様で､戦争が終結しても沖縄本島や日本本土との連絡はなく学校を再開しても授業を継続で

きる状況にはなかった｡12)13)14)｢正規の授業などできるはずが｣ない学校教育を補 う形で､｢な

かよし学園｣などの私塾が開園され (1945年 10月)､｢国語､算数､音楽｣などの教科が教え

られた｡普通教育が ｢正常｣に行われること-の要求が､マラリアが流行 し食糧難の状況下で

も存在 した｡ 15)

奄美大島地域でも､1945年 9月 28日､武装解除は完了した｡空襲や 日本軍の資材調用のた

めに学校の建物は破壊されていた｡敗戦後の食糧不足や住宅難という状況はあったが､学校教

育の継続が努力された｡ 16)17)18)19)

授業再開

学校 (国民学校)での授業が再開されるようになったが､その実施状況は地域によって異な

った｡沖縄本島北部などでは､開校したころは ｢マラリアも蔓延 して-このような状態であっ

たが子弟の教育は放置できなかった｡(1945年一筆者)8月頃学校をつくることになった｡-敬

科書や鉛筆､-を集めるため-村々を巡った-生徒の出校も悪く-その中で､体操をやったり､

唱歌を歌わせたり､お話を聞かしたりする位がやっと｣という学校もあった｡ 20)が､1945年

10月には､上で見た沖縄本島中部の石川学園の場合､住民の流入によって城前校と宮森校に分

かれるほどだった｡ 21)そのころ八重山の石垣国民学校の場合､まだ ｢マラリア羅病 卜餓死二近

キ食糧難｣ため､｢出校スル者 僅力三､四十名｣という状態であった｡マラリアの流行がおさ

まり､また引揚者の流入により出校する児童が 300名程度に増加 したのは 11月になってからで

ある｡ しかし食糧難は依然として ｢学校-一週二回出校他-増産日二充テラ｣れた｡昭和二十

年度の授業総日数は ｢六十六日｣と記されている｡昭和 21年度になって ｢五月十日 初等科一

年ノ入学式挙行｡二一七名､之ヨリ当分土曜日ハ職員増産日二充テ授業ヲ行ハズ トノ通牒アリ｡

五月十六日 教室狭除ナル為メ本日ヨリ二部授業開始｣とある｡そして､児童数の急速な増加

のため､大規模学級が出現した｡ 22)宮古でも同様であった｡下地小学校では ｢昭和二十年九月

二十日-全児童ヲ召集シ-授業ヲ始｣めたが､｢欠席者多ク五百人以上ヲ｣数えた｡だが､｢昭

和二十年十二月十日｣からは ｢月水金組､火木土組｣の ｢一週三日登校ノ特殊二部授業｣を行

うようになった｡ 23)いま見てきた状況の中で､1946年 1月､石垣国民学校校区には ｢家塾｣

が出現 した｡｢一週二回ノ出校ニテハ-三月迄二教科ヲ終了スル見込ナキハ-･明カナリ-･父兄

ノ希望モ容シ学級担任ノ希望児童ヲ集メテ家塾ヲ開キ担任学年ノ教科二付キ実力補充ヲ行フ｣

ということであった｡ちなみに､三月には ｢筆答試問｣となった八重山中学校- 23名､八重山

女学校-も23名､八重山農学校- 8孝.が合格した｡ 24)
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カ リキュラム ･教科書等

石川学園開校当時の教育内容について山内繁茂は､｢教科二就キテハ最低限度ノ要求-算数

二於テ暗算掛算九々ノ習得｣と報告している｡ 25)石川学園に続いて沖縄本島では各地に学校作

りが､｢子供達を集めて学校をつくれ｣と進められた｡その頃は ｢もとより建物はない｡教科書

はない｣という状態だった｡教科は ｢国語､算数､理科､体育､音楽､英語｣と既に決められ

ていた｡カリキュラムは ｢校長を中心に､経験者中､然るべき教師が集まって｣決めた｡ある

いは､｢青天井の下で教師が思い思い｣に､｢無手勝流ながら｣｢黒板もチョークも何もない｣か

ら ｢いろいろ工夫して授業｣した｡そのうちに (1946年のはじめごろ)､書写させて授業する

ということができるようになった｡26)あるいは､｢算数や理科国語などは学用品が全くないので､

松の木に ドラム缶の蓋を懸けて､石ころで板書｣し､｢子どもらは地べたに小石で書いて､教師

の思いつき次第のことを教｣えた｡ 27)

焦土と化した沖縄本島で戦前に使用していた教科書を､次々と開校されていく学校に合わせ

て揃えることは難しかっただろうと想像できる｡米軍政府は､1945年8月 ｢教科書編集所を組

織 し｣｢各学年ヲ通ジテ読方及ビ算数ヲ中心 トシテ｣教科書を編集することを指示 した｡この編

集作業は､｢沖縄師範学校附属国民学校の教科書が宜野座の壕の中にあったのでそれをもとに

し､差し当たり算数｣から始められた｡ガリ版刷りされた教科書は ｢各学校に配布された｣｡｢文

教部は各地区ごとに初等学校教科書編集趣旨伝達講習会を開催 し､読方､算数の編集趣旨並び

に実地授業を行って編集趣旨の徹底を期した｡｣ 28)1946年度､沖縄本島の各学校ではガリ版刷

り教科書による授業が行われるようになった｡ 29)

宮古八重山では､教師が使用する分の､戦前の教科書を入手することは､沖縄本島に較べれ

ば難 しくなかっただろうと想像できる｡｢国家主義軍国主義ヲ鼓吹スルガ如キ教材｣を除けば､

戦前の教科書を使用することは許された｡ 30)1945,46年､｢児童の手には教科書はなく学校も

わずかに残った教科書で授業をすすめた｣｡1946年度になって ｢算数読方を印刷することにき

めて､算数は石垣校に読方は登野城校に依嘱し｣た｡その後､沖縄文教部編纂のガリ版刷 り教

科書の送付も求めた｡ 31)1946年度から石垣初等学校 (初等学校令により1946年 7月 1日､国

民学校から改称)に勤めた宮良ハルは､その当時の様子を次のように語った｡｢教科書は学校に

はありました｡子どもたちは持っていませんでした｡それで､教科書から抜き出してガリ刷 り

し､子どもたちに配って授業しましたO戦前の教科書でした｡黒板はありましたが､子どもた

ちは何も持っていませんでした｡ノー トもない｡だから､黒板で説明した後､地べたに書かせ

たり､木の葉や石ころを集めて､足し算を教えた覚えがあります｡ 1,2年生を担当していま

した｡｣32)同年度の与那国島の学校の様子を ｢昭和 21年4月､いまの比川中-行きました｡複

式で､ 70名くらいでした｡ 5･6年生を持ちました｡教科書も､紙もありませんでした｡運

動場に出て地面に書きました｡2,3ケ月たつと､紙などが配給されました｡その後､ガリ刷

りの教科書が入ってきました｡石垣から入ってくるのを待ってました｡｣と嵩西昇は述べ､運動

場での授業について次のように付け加えた｡｢紙がないので運動場に出て､木陰等で､地面に書

いてや りました｡三角形とか､四角形とか｡低学年でば'1"とか"2"とかね｡ところが､"

先生､見えない !"とか､せっかく書いても子どもたちはちょっとふざけたところがあって消

してしまう｡紙があればなあということをつくづく感 じました｡｣ 33)1947年になると沖縄本島
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からの教科書に加えて日本本土からも教科書が入ってきた｡それを見本にして各学校で印刷 し

た教科書を生徒に配布するようになった｡ 34)例えば平良第一小学校沿革誌には ｢一九四七年四

月一四日 教科書不足のため文教部での教科書編纂委員の打ち合せの結果各学年で教科書を編

纂印刷をなし､各学年児童-配布す｣と記されている｡ 35)

1948年になると､日本文部省発行の教科書がさらに入手されるようになった｡ 36)だが､沖縄

文教部編纂教科書は依然 として大きな役割を担っていた｡すなわち､｢一九四八年四月十一 日

これまで教科書なく･-今年度より沖縄本島内に使用せる教科書 (算数､読方)に擦 り各学校に

於て印刷使用することになり-･五月十六日 全児童-｣(下地初等学校)37)｢教科書がない｣授

業から ｢教科書がある｣授業-と変っていく過渡的な様子を次のこ証言はよく物語っている｡

｢昭和 23年は白保初等学校でしたが､教科書はありました｡本土からのものでした｡ ノー ト

などもあったように思います｡チョークは配給でした｡｣(崎山用喜)38)また､｢昭和 24年､伊

良部小でした｡教科書､紙､鉛筆などはあったと思います｡その他の教具は十分でなかったと

思います｡｣(池間信男)39)

奄美群島の場合も宮古八重山の場合 と同様な状況にあった｡1945年 ｢戦前の国定教科書に墨

を塗って使ったが､二十一年度にはタブロイ ド版の新 しい教科書に変った. しか し､その教科

書は､学級の児童数の半分 しか配給がなく､授業するのに大変困った｡｣ 40)1947年､鹿児島か

ら教科書が取 り寄せ られ､1948年には深佐源三と森田忠光が密航 し､教科書はじめとする教育

関係資料を持ち帰った. 41)日本本土から持ち込まれた教科書は､各学校に配られたO一字一句

忠実に写本 した教科書で子どもたちは学習 した｡ 42)

米軍政下におかれた沖縄で普通教育がどう再び起こされたのかを､数学教育に関心をおいて､

戦後直後の学校の事実関係を整理 しながら述べた｡米軍による命令だけでない普通教育を受け

させること-の､親 と教師のこだわりと､｢教科書｣を不可欠な要素とする教育実践観が浮かび

上がっている｡

注

1)r戦後沖縄の数学教育実践に関する実証的研究｣を研究課題にして 1997年度から3年間文部省の科学研

究井の補助を得て資料の収集と整理を行っている｡

2)『沖縄の戦後教育史』沖縄県教育委員会1977pp.3-5

3)F石川市立城前小学校創立五十周年記念誌しろまえ』同記念事業期成会 1995pp.1

4)前掲教育史 pp.7

5)｢米軍区隊長の内示によって学校創立はしたものの-教科書おろか学用品とて無く､-カ所に集めて世話

を見るという程度であって､先生は児童生徒の治療と遊び道具の製作に明け暮れていた｡八月には戦争

も終わり･･･職員は学校設営のために寝食を忘れて･･･こうした献身的な努力によって､児童生徒の教育は

いち早く開始された｡･･･翌四十六年三月までには何とか学校らしい型が整ってきた.それに並行して職

員も自主的研修態度が旺盛になり､-英語講座を閃いて-運動会を運営して-学芸会を催して-各種の

校内競技会を行って-しかし学校に対しては (1946年一筆者)二月の終わりまで何の指示指令もなく適

宜年長者が校長になって自発的献身的に頑張る私立的学校運営であった｡｣(『玉城村誌』1977pp.273)
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その他参照資料は以下｡

大里村史編集委員会 『大里村史-通史編』大里役場 1982 pp,239

浦添市史編集委員会 『浦添市史 第一巻 通史編』浦添市教育委員会 1989 pp.156

今帰仁村史編纂委員会 F今帰仁村史』今帰仁村役場 1975 pp.335

喜如嘉誌編集委員会 『喜如嘉誌』喜如嘉誌刊行会 1996 pp.63,297

6)前掲教育史 pp.428,430

｢ほとんど女性教員であった｣(上記 『喜如嘉誌』297)

7)前掲教育史 pp.435

8)『宮古教職員会 20年史』沖縄県教職員組合宮古支部 1973 pp.260

9)上掲 20年史 pp.2

10)前掲教育史 pp.438-439

ll)『登野城小学校百年の歩み』登野城小学校創立百周年記念事業協賛会 1981pp.94

12)吉野高善,黒鳥直規 ｢一九四五年戦争における八重山群島のマラリアに就いて｣(『石垣市史一資料編 ･

近代 3 ｢マラリア資料集成｣-』1989所収)

13)八重山保健所 r八重山群島のマラリア撲滅事業の沿革 と其の成寮について｣(上記市史所収)

14)与那国小学校の学校沿革史には ｢昭和二十年 九月十 日 第二学期授業開始｡十月二 日 悪疫流行 し児

童出席甚だ不良 (各級 10名以下出席)につき､当分の間授業中止をなす｡十一月五日 本 日より授業を

開始す｡午後三時より宮崎兵団長閣下の講演ありたり｡｣とある｡

また､｢出校 日ヲ制定シ出席の督励ヲナスモ児童モ父兄モマラリヤ羅病 卜餓死二近キ食粗難二禍 ヒサレ

児童ノ出校スル者偉力｣ とある｡(『百年誌-石垣小学校』石垣小学校 1982 pp.203)

15)『戦後八重山教育の歩み』石垣市教育委員会 ･竹富町教育委員会 ･与那国町教育委員会 1982 pp.31,32

16)前掲教育史 pp.441

17)名瀬小学校について ｢第2次世界大戦終結､国民学校再開｡教室は当初職員室と2教室以外は､高千穂

神社周辺の空地を利用 し授業開始｣とある｡(名瀬市教育委員会 『戦後の奄美教育史一復帰 40周年記念』

同委員会 1993 pp.106)

18)1945年 9月以降の ｢昭和二十年度｣､授業が継続的に行われていたのか､亀津小学校 (徳之島)､和泊小､

内城小 (沖永良部)などの各学校沿革史では確認できなかったが､大城小 (沖永良部)の学校沿革史に

は 10月～12月について ｢学習二精励｣そして ｢授業 日数 一四六日､但シー学期ハ計上セズ｣とある｡

また､亀津国民学校学校 日誌には 1946年二月十九日の柵に ｢前期教科書不足冊数ヲ配当ス｣とあり､教

育活動を継続させていこうとする努力がうかがえる｡

19)1946年 2月､大日本教育会鹿児島県支部大島郡分会にかわって大島郡教育会が設立された｡(大島教育事

務局 F戦後の奄美の教育一祖国復帰 10周年記念誌』1964)

20)前記 『今帰仁村史』pp.336,337

21)｢石川市立城前小学校学校沿革史｣『創立 35周年記念誌』1980 pp.10

1946年 1月 26日付の文教時報第一号では授業時数について次のように指示 している｡

r一週六日､一日四時間ヲ最低 トシテ教授スルコトニナッティマス-校舎其ノ他設備不充分ノ時ハ午

前八時ヨリ十二時迄 卜午後一時ヨリ五時迄ノ二部教授 トスルモ差支アリマセン｡校舎其他ノ施設充分

ナル時ハ一 日五時間授業 トシ･･･マス｣(前掲教育史 pp.18)
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この ｢通牒｣は､沖縄本島ではこの当時すでに二部に分けて授業をしなけけば子どもたちを収容 しき

れないという学校があったと (前記 『玉城村誌』pp.225)､また､城前初等学校 (石川学園)などで

は毎 日少なくとも4時間程度は授業 していた､そういう学校運営が可能になっていたと解釈できる｡

22)『百年誌一石垣小学校』石垣′ト学校 1982 pp.203-205

前記 16)参照

マラリア禍は沖縄県下全域にあった｡先島地域では米軍からの医薬品や食料の配給が遅れた｡沖縄本島

では早い段階で住民は各地の収容所に保護 された｡(『具志川市誌』具志川市役所 1970 pp.898)

23)宮古教育誌編集委員会 『宮古教育誌』沖縄宮古連合区教育委員会 1972 pp.201及び 前掲 『宮古教育誌』

pp.3

24)前掲 『百年誌一石垣小学校』pp.203

25)前掲教育史 pp.8

26)前掲教育史 pp.427-431

27)前記 『今帰仁村史』pp.335

ちなみに､英語担当の教師が確保されていたわけでないから (前記教育史 pp.43)､そういう場合は､英

語のかわりに図工が教えられるということもあっただろう｡

28)前掲教育史 pp.442-444

29)｢文教部｣という呼称は､1946年 1月 2日以降 ｢教育部｣から改められ用いられた｡また､｢初等学校｣

という呼称は､1946年 4月の初等学校令の公布にり ｢国民学校｣にかわって用いられるようになった｡

以上から､ガリ版刷 り教科書は 1946年度以降になって普及 したと判断できる｡

30)前掲 『百年誌一石垣小学校』pp.203及び 『宮古教職員会 20年史』pp.3

31)前掲教育史 pp.439,440

｢一九四六年九月上沖の際に沖縄民政府文教部にお厳 し､沖縄文教部編纂の教科書を送付 してもらうこ

とにして帰庁-その後沖縄文教部から一部教科書の送付があった-｣とある｡

32)1982年 12月 22日聞き取 り

33)1982年 12月 23日聞き取 り

34)｢見本を沖縄本島及び 日本本土からとりよせ各学校 と文教部で印刷 して生徒に配布-一九四七 (昭和ニ

ニ)年の配布状況は･.･算数 前期用 (第-学年から第八学年まで)｣とある｡ (前掲教育史 pp.434)

35)前掲 『宮古教育誌』pp.22

36)前掲教育史 pp.440

37)前掲 『宮古教育誌』pp.202

38)1983年 2月 26日 聞き取 り

39)1983年 2月 5日 聞き取 り

40)寿富一郎 『奄美教育』海風社 1983pp.4

41)深佐源三 『うらみの北緯三十度線-アメリカ占領下の苦難の奄美』ホ- トク 1992pp.43,19-61

42)その一冊は､鹿児島県立図書館奄美分館に保管されていて､昭和 22年発行の文部省著作の 『算数 三』

を写 したものである｡
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おわりに

戦後沖縄の学校におけるエピソー ドは､先輩教師から後輩教師-と受け継がれ､藁葺きの小

屋や､あるいは､テン トの校舎で､また､地べたを黒板代わりにして､敗戦後授業を再開した

などと言い伝えられてきた｡ しかし､時の経過は､その言い伝えを暖味に､場合によっては忘

れ去られようとしている｡沖縄と一口に言っても､戦争による被害の程度や内容が地域によっ

て違 うし､｢本土｣との交流の様子も違 うので､敗戦後の学校教育の復興の様子は､地域ごとに

描き出してみることが必要である｡戦後半世紀が経った今､それらの事実を正確に残すこと､

その様子をフィクションにしないこと､とりわけ､復帰までの期間の沖縄の教育実践の実像を

正しく記録 しておくことは､緊急の課題である｡本研究では､そのための可能な限りの､と言

っても継続する必要があめのであるが､資料の収集を行い､その結果を本書に載せた｡今後､

この資料一覧を改訂する形で補足し､整理していくことで､具体的な教育実践事実が積上げら

れていくだろう｡そのことが､結果的に､そのことが日本の教育史研究-の､確かな1つの切

り口になっていくのだと確信するものである｡

資料の収集に当たっては､当時の多くの関係者からお話を聞くことができた｡それらを物証

や状況分析で裏付けていく作業が残っているが､とにかく直接お話を聞くことができことは､

活字によって表現される以上の情報を与えてくれたものと思っている｡関係者諸先輩のお名前

を最後に挙げて､お礼に代えさせて頂きたいと思う｡といっても､お世話になった方の全員を

網羅することもできないので､その失礼をお許しいただきたい｡

先島地域では (順不同)前津栄信先生､ 嵩西昇先生､慶田正介先生､石堂敏先生､宮良ハ

ル先生､国吉長庸先生､嘉弥真慶吉先生､崎山用喜先生､石垣節先生､黒鳥精耕先生､大浜美

好先生､浦崎永二先生､新井敏弘先生､東迎廉明先生､佐久川勲先生､砂川明芳先生､平良恵

和先生､砂川禎男先生､他聞信男先生､砂川道雄先生などにお話を聞かせていただいたり､資

料を提供 していただいた｡沖縄本島地域では､菊池ヒデ先生､西浜良修先生､新城紀秀先生､

仲村昌贋さん (当時生徒)､桑江良善先生などからお話いただいた｡奄美地域では､窪田能久先

生､水間忠光先生､嘉味田洋祐先生､重村節子先生､深佐源三先生 (ご子息が代わりにご著書

を)､田上幸太郎先生 (指導主事)､亀山喜一郎先生､久原秀雄先生 (当時中学一年)､久原秀雄

先生､富津洋夫先生 (当時小4)､大久幸助先生､丸山克介先生､中村一秋先生､大山 安弘先

生､森源吾先生､森節子先生､蘇鉄之進先生､永田忠男先生､田原初雄先生などからお話をい

ただいたり､お世話いただいた｡
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