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研究発表

ア.学会誌等

･村上呂里 ｢地域の言語文化 と近代学校一 八重山地域における近代学校出立の頃- ｣､

『琉球大学教育学部紀要』第63集､平成15年 9月

･梶村光郎 ｢宮良富壮と 『日本の言葉』｣､『琉球大学教育学部教育実践センター紀要』

第 9号､平成14年 3月

･梶村光郎 ｢沖縄の作文教育運動一沖縄作文教育協議会を中心に-｣､『九州国語教育懇話

会紀要』第4号､平成16年発行予定

ィ.口頭発表

･梶村光郎 ｢沖縄近代教育のなかの共通語と方言｣､多言語教育研究会第 5回沖縄例会､

平成15年 3月23日

本研究の目El加ま､｢言葉｣､｢教育｣､｢文化｣､｢地域｣､｢国家｣とい うキーワー ドを手がか

りにしながら､日本本土とは歴史的に異質な歩みを辿ってきた沖縄の国語教育史を示 して､

従来の本土中心の国語教育史像の相対化を試みようとするところにある｡辺境､弱者の視

点から､中央を視点に据えた国語教育史を見つめてみると､その本質や意外な側面が見え

てくると考えられる｡そのことで､国語教育史は豊かになり､その歩みの質が再検討 され

るかもしれない｡それを具体化するためには､中央から地方-とい う国語政策を背景に し



て実践された地域の国語教育史だけでなく､地域の言語文化に根ざした国語教育史を実証

的に研究 した り､民間の教育団体が推進 している国語教育 ･作文教育の理論や実践､運動

の実態を解明 して､新たな国語教育史像を提示 しなければならないだろう｡ とりわけ､今

回の研究の対象である沖縄 という地域は､琉球王国という日本本土とは異なる歴史を歩み､

さらに言語文化 として､近代以前民衆 レベルでは ｢話 しことば｣だけで ｢書きことば｣-

文字を持たずに生活 してきたとい う歴史がある地域である｡ 日本という国民国家の国民の

境界領域に属する沖縄人の行動に着 目してみると､｢『日本』や 『日本人』に自ら組み込ま

れようとしたり､あるいは抗ったり､さらに多様で複雑な象 (すがた)は､ "被"という

立場に収致されゆくものではないだろう｡その象 (すがた)を､もし 『包摂 ･排除』の指

向⇔ "被"という観点からのみとらえていくと､もしかしたらその "場"がひらくかもし

れない意味や可能性を対 『日本』『日本人』という軸に回収させていくという陸路を抱え込

むことになってしまうことはないだろうか｡｣(村上呂里 ｢シマと 『近代学校』｣､『沖縄教育

と近代学校に関する研究』平成 9年度～平成11年度科学研究費補助金 (C)(2)､研究代表 :

梶村光郎､平成12年 3月)という問題も考えてみなければならない｡そ ういう課題意識を

村上と梶村は二人で共有 しながら､一つひとつ資料を掘 り起こしながら､論文としてまと

めたものを編集 して､報告書とすることにしたのである｡芦田恵之助の沖縄における教育

活動の資料や 『児童の産業』など､一定程度資料が集まったものもあるが､論文にまとめ

るには事実の確認が必要なために保留 しているものもある｡それらに対する研究は､今後

の課題である｡

ここに収録 した､村上の ｢地域の言語文化 と近代学校- 八重山地域における近代学校

出立の頃- ｣は､八重山地域の作文教育資料や近代学校観を示す資料に基づき､前近代

に文字文化を持つことを許 された士族層男性､許されなかった士族層女性､農民層各々に

とって近代言語教育が意味したものを検証 している｡また､村上は､｢戦後沖縄 『学力問題』

における 『言語問題』- 上村 (1978) を中心に- ｣というもう一つの論文で､戦後沖

縄民間教育運動における ｢言語問題｣に関する言説をとりあげ検証 している｡両者とも､

沖縄地域にとって近代言語教育とは何であったのかという問いを､近代出立期については

主に文字文化をめぐって､戦後については ｢『学力問題』における 『言語問題』｣をめぐっ

て追究しようとしたものである｡

梶村の ｢宮良富壮と 『日本の言葉』｣は､八重山出身の言語学者宮良富壮が発刊 した 『日

本の言葉』を紹介 しながら､それが科学的な言語研究に基づく､日本語の言語改良を目指

す総合的な国語学関係の雑誌であり､戦後の国語教育を規定する日本語の改革に呼応する

ものであったことを検証 したものである｡ と同時に､この雑誌で表明されている彼の方言

肯定の立場は戦前の方言論争に対する彼の評価や位置とも関わってお り､さらに琉訳聖書



に観 られる琉球方言の研究は､沖縄の国語教育史の上からも見逃せないことを指摘 してい

る｡また､梶村の ｢沖縄の作文教育運動- 沖縄作文教育協議会を中心に- ｣は､民間

教育運動である生活綴方運動をとりあげ､主体である沖縄作文教育協議会がどうい うR的

をもってどのように結成 され､運動を進めていったのか､地域に根 ざす作文教育の実践を

どのように考えていたか､関係資料を掘 り起こしながら､検証 しようとしたものである｡

もう一つの ｢沖縄の標準語教育史｣は､多言語社会研究会の第 5回沖縄例会 (2003年 3月2

311)において ｢沖縄近代教育のなかの共通語 と方言｣と題 して報告 したものに加筆 したも

のである｡沖縄の標準語教育 (普通語教育､共通語教育とも時期によって呼び方が異なる)

の実態を了･どもの作品と ｢方言札｣の使用状況の二つの面から検証 しようとしたものであ

る｡

いずれの論稿も､新 しい資料を発掘 しながら､沖縄の国語教育の歴史を明らかにしよう

としたものである｡国家､口本､ 日本人を意識 しつつも必ず しもそれにとらわれない､地

域沖縄の言語文化や言語教育の実態を示 し､その意味を探ってきた｡ただ､今回の報告書

だけでは､沖縄の国語教育史の全体像を描 くまでにはいたっていない｡やは り､沖縄戦の

影響が資料の発掘を困難にしていることは否めない｡ しか し､少 しずつでもねぼ り強く調

査をし､全国をかけめぐっていけば､新 しい資料の発掘 もあり得るとい う体験をすること

ができた｡その成果の一朝が､今回の報告書である｡

最後に､これまで収集 した多くの資料を生かすことができなかった｡今後の研究活動に

生か していきたい｡調査の過程でお世話になった､那覇市市民文化部歴史資料室､沖縄県

公文書館､琉球大学図書館､国立国会図書館､国立国語研究所附属図書室､ 日本教職員組

合教育図書館､法政大学沖縄文化研究所､東京大学教育学部図書室､筑波大学中央図書館､

石垣市立図書館､沖縄県立図書館､同宮古分館､同八重山分館､他聞小学校､狩俣小学校､

西辺小学校､大神小学校､平良北小学校､上野小学校､城辺小学校､大神小学校､伊良部

小学校､佐良浜小学校､石垣小学校､登野城小学校､白保小学校､宮城盛雄夫妻､故田盛

正雄家､宮良愛子 ･孫立夫妻､大浜敏夫､大仲睦万､江口季好､太田昭臣の皆様には改め

てお礼を申し上げる次第である｡


