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沖縄の作文教育運動
一 沖縄作文教育協議会を中心に -

梶 村 光 郎

OnMovementofLanguageEducationThrogh
CompositioninOKINAWA

- WithaSpecialFocusonOkinawaKyouikuKyougikai

(CouncilfわrLanguageEducationThroughCompositioninOkinawa)-

KAJIMURA Mitsuro

はじめに

沖縄 とい う地域に根 ざす作文教育を意図的 ･計画的に､かつ組織的 (集団的)に追究 し

てきた民間の教育研究団体は､沖縄作文教育協議会 (1976年 7月結成) とそれに繋がる各

地域のサークルである｡ しか し､これ ら生活綴方教育の立場に立つ､沖縄の作文教育運動

に関する研究はこれまでなされてこなかった｡わずかになされた先行研究も､主に沖縄作

文教育協議会の会員の作文教育実践に焦点をあてたもの (1日)であり､沖縄作文教育協議会

の性格やその組織的活動に焦点をあてた研究は見あたらないという状況である｡ただ､｢あ

とがき-沖縄県の児竜詩指導の歩み｣(以下､｢あとがき｣ と称す｡ 日本作文の会編 『日本

の子どもの詩 沖縄』岩崎書店､1983年)は､沖縄作文教育協議会のことについても触れ

ている｡ しかし､その論稿では､頁数の関係 もあってか､具体的な様子までは明らかにさ

れていない｡

そこで､小論では､沖縄作文教育協議会が推進 してきた沖縄の地域に根 ざす作文教育運

動とはどのようなものであったのかを､沖縄作文教育協議会の機関誌 『おきなわの作文と

教育』(1977年 8月創刊)などを手がか りにして､明らかにしていきたい｡

1.生活綴方教育との出会い

沖縄作文教育協議会は､生活綴方教育の立場に立つ作文教育の教育研究団体である｡同

協議会の組織化 と運動の意味を明らかにするためには､沖縄の教師達と生活綴方教育との

出会いがどのようなものであったのかについて述べなければならない｡なぜなら､以下の
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関係者の証言からも明らかなように､沖縄作文教育協議会-至る生活綴方運動や同胞議会

を中心に展開された沖縄の生活綴方運動は､生活綴方教育との感動的な出会いを抜きには

語れないからである｡

沖縄作文教育協議会の会長であり､沖縄の生活綴方運動のリーダーであった田盛正雄は､

生活綴方教育との出会いについて､次のように述べている｡

｢今わたしたちは､ほれて生活綴方教育と名誉ある貴重な対面をすることができました｡

この対面は､歓喜と感動の対面ではあるが､しかしそれは三十年の空白を忘れた対面であっ

てはならないと思います｡ この空白を埋め尽くし､さらにすすんで子どもの全面発達に貢

献するには､その原動力となる教師の自己確立こそが､最も重要なことだと思います｡ゆ

がめられつつある子どもを､真に教師の手にとりもどすには､第一に教師自らが､自らを

とりもどす自己確立をはかることが緊急に解決されねばなりません｡ このことを強く主張

したいと思います｡そ してこのことは､生活綴方教育を探求する過程で果たされる課題で

あると考えます｡｣ (注2)

ここには､生活綴方教育との出会いが ｢名誉ある貴重な対面｣であり､｢歓喜と感動の対

面｣であることが述べられている｡ と同時に､生活綴方教育との出会い-対面は､｢三十年

の空白を忘れた対面であってはならない｣とも述べられている｡生活綴方教育を探求する

ことが､教師の自己確立に繋が り､教師の自己確立が子どもの全面的な発達に繋がるとい

う生活綴方教育観 と ｢三十年の空白を忘れた対面であってはならない｣ということが､ど

のように関係 しているのか｡沖縄の教師にとっての生活綴方教育観を考える上で見逃せな

い発言である｡それでは､田盛の言 う ｢三十年の空白｣とは､何を意味するのだろうか｡

田盛に言わせると､それは ｢生活綴方教育をはじめ､民主的で進歩的な民間教育研究団

体の研究者､実践家に接 し､新 しい日本の建設を目ざす 日本の真実の教育に学ぶ機会に恵

まれなかった｣ (注 3)期間のことである｡その辺の事情を ｢あとがき｣は､次のように述べ

ている｡

｢一九五〇年に 『各地区教育会選抜文集』(沖縄教育後援連合会､当間重剛)を､初等 ･

中等 ･高等の学校種別の三冊のガリ刷で発行 したが､翌五一年､翌五二年にかけて､本土

で 『生活綴方』のさかんな復興をみたとき､『沖縄タイムス』紙は､県内にもその普及を望

み､東京から講演者を招 く計画をたてたが､占領軍の渡航許可が得 られず､そのため､そ

の後 しばらくのあいだ本土との結びつきは実現されぬこととなった｡｣ (旺4)

そして続けて､次のように述べる｡

｢わずかに一九五四年､国分一太郎企画の 『綴方風土記』 《九州 ･琉球篇》 (平凡社)､

一九五七年-同上 《全国綜合版》､一九六六年- 『沖縄の子ら』(日教組 ･沖縄教職員会共

編)､一九七〇年-詩人会議 (壷井繁治)の 『沖縄一九七〇』､一九七一年- 『沖縄の子本
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上の子』(本土と沖縄の作文交流実行委員会)などの出版を通 じ､また､沖縄の 子の詩が岩

波書店の 『世界』にのるなど､限られた範囲でつながるのにとどまったoJt':''

つまり､生活綴方教育についての木上との交流は､｢限られた範囲でつながるのにとどまっ

た｣のであり､田盛に言わせると他の分野の民主的で進歩的な民間教育教育団体との交流

も同様な状態であったというのである｡ しか し､それは本当だろうか｡小川太郎の次の言

葉を見てみよう｡

｢一九七一年の暮れに､八重山の教育長をしておられた田盛正雄先生が神戸の拙宅を訪

ねられて､石垣島とその周辺の被災地の子どもが綴った被災の体験 と訴えの作文を本にす

ることについて､協力を求められた｡/田盛先生は､まえに西表島で校長をしておられた

ときに､口本教職員組合の教育研究全国集会からの帰途､拙宅を訪ねられたことがあり､

そのときからの知友である｡そのときは､生活綴 り方の教育や労働の教育など､わたしが

かねてからその理論化を試みてきた教育実践上の諸問題について､先生の学校の話などを

ききながら語 り合ったのであるが､とくに教育二法闘争についておききした印象は強烈で

あった｡｣ 川 6-

小川によれば､1971年以前に田盛と知 り合い､生活綴方教育について､意見の交換をし

ているのである｡

また､北海道作文教育協議会の副会長であった斎藤全も､田盛との交流について､著書

『北風 ･教師の旗四十三年』の中で､次のように述べている｡

｢昭和五十年二月､校内の学事視察 (旅費 2万円)の順番が､少々だしぬけに私にまわっ

てきました｡私はとっさに､『沖縄-いく｡石垣までいく｡田盛先生にあってこよう｡』 と

決心 しました｡/田盛正雄先生は､六年前の第八回道民教合研岩見沢大会で､本土復帰前

の沖縄の教育状況についての特別報告をしてくださった方です｡ -･先生は離道のお り､

『沖縄でも民教を』といいのこされましたが､はたしてその三か月後には､八重山生活指導

研究会誕生の祝電を感動をこめてうったほどでした｡まもなく､地域の圧倒的支持をうけ

て､当時は公選制の教育委員会教育長に選出せられた田盛先生の民主教育-の情熱と献身

は､ひきつづき結成され強化されていく八重山民教発展の原動力になったことを伝え聞い

ておりました.｣ {'l-7'

これによれば､1969年 8月頃､田盛は ｢道民教合研岩見沢大会｣に招かれ､本土復帰前

の沖縄の教育状況について報告 したとある｡同年の8月頃に静岡市で開催された日本作文

の会主催の第18回全国作文教育研究大会で､当時沖縄教職員会の会長であり､沖縄祖国復

帰協会長であった喜屋武真栄が ｢日本の教育に関する沖縄からの証言｣と題する報告を行っ

ているが､その報告の中に田盛が ｢道民教合研岩見沢大会｣に招かれた理由らしきものが

うかがえる｡
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｢日教組が立ち上がりまして､沖縄を教える運動がくりひろげられています｡沖縄総学

習､総抵抗運動とい う名のもとに､四十六都道府県でオルグが計画され､沖縄から六〇名

が散発的にお じやましています｡｣ (往8)

つまり､日本教職員組合の提唱による ｢沖縄を教える運動｣の一環として､田盛らの沖

縄の教育状況についての報告が行われたということである｡ と同時に､報告者である田盛

は､北海道の ｢道民教合研岩見沢大会｣で北海道の民間教育研究団体に関わっている教師

たちと交流 し､民間教育研究団体の主催する研究集会のよさを学んで､八重山に帰ってい

る｡｢沖縄でも民教を｣と言い残 し､三か月後の1969年11月頃に八重山生活指導研究会が結

成されたことを､田盛は斎藤全に報告 していることからもそのことが言えよう｡そして､

喜屋武の言葉に従えば､田盛以外にも､こうした形で本土の民間教育運動と出会い､そこ

から色々学んで沖縄に帰ってきた教師たちがいたのである｡(rln'田盛が自分自身のことも

含めて､本土にオルグに行って帰ってきた教師たちのことが視野に入っていれば､｢三十年

の空白｣とい うようなことは言わなかったのではないか｡ この点を別な角度､八重山の

｢民教｣運動と本土の民間教育運動との繋がりという点からも検証 してみよう｡

八重山の ｢民教｣運動については､斎藤全が 『北風 ･教師の旗四十三年』の中で ｢八重

山の教育状況｣としてとりあげている｡それをもとに簡単に紹介する0

八重山で最も早く結成された民間教育研究団体は､歴史教育者協議会八重山支部である｡

歴史教育者協議会は､本土に本部を置く全国的な民間教育研究団体の一つである｡歴教協

八重山支部は､1967年に結成 されたが､歴史教育者協議会の支部 という位置づけからもう

かがえるように､本土の民間教育研究団体との交流-繋がりをもっているのである｡八重

山には､この他に､1972年の本土復帰以前に結成された組織 として､教科書裁判支援の会

(1968年10月結成)､八重山生活指導研究会 (1969年結成)､八重山作文の会 (1972年2月結

成)があるOいずれも本土との繋がりのある組織である｡(rilO)

こうした状況や田盛のような個人 レベルでの繋がりも考慮 して言えば､決 して本土の民

主的で進歩的な民間教育研究団体との交流に関しては ｢三十年の空白｣というようなこと

はないだろう｡確かに､注 3で紹介 した富田哲の言 うような ｢沖縄が米軍支配下にあった

二十七年間は､ 日本における民間教育研究団体は知 らされなかった｡民間のすぐれた実践

家は沖縄-渡ることさえ禁止されていたのである｡｣という状況であっただろう｡ しかし､

閏盛や八重山の ｢民教｣運動の展開は､そ うした状況を打破 したものであり､田盛や富田

の認識が絶対のものでないことを示 していると言えるだろう｡ それでは次の田盛の言葉を

どう考えたらよいだろうか｡

｢沖縄の教育水準が低いといわれる要因を､教師の側面から考えるならば､第-に､ア

メリカの統治下で主権在軍のさまざまな支配に抗するたたかいに､しかも鎖国的な状況の

-70-



三十年間､巨大なエネルギーをそれに消耗 したことがあげられると思います｡そのために､

内を省み､専門的な力量をたかめるゆとりを失ったことはいなめない事実でした｡第二に､

米軍占領以後さらに復帰後もひきつづいて文部省派遣講師などによる､長期または短期の

官制教育研修で､子どもを道具視する実用主義的生物学主義的なアメリカ仕込みの考え方

が注入され､それによって沖縄全教壇の一手支配の占領をゆるしたことだと思います｡｣ ("ll)

ここには､沖縄の教育水準の低さについての分析があるが､教師として米軍の支配との

戦いで ｢内を省み､専門的な力量をたかめる｣ことができなかったことと､｢官制教育研修

で､子どもを道具視する実用主義的生物学主義的なアメリカ仕込みの考え方が注入され｣

｢沖縄全教壇の一手支配の占領をゆるしたこと｣についての深い反省がある｡ しかし､すで

に見てきたように､本土の民間教育研究団体との交流においては､必ず しも ｢三十年の空

白｣ではなかった｡ とすれば､田盛の言 う ｢三十年の空白｣とは､次のような生活綴方教

育-の期待や ｢民教｣運動-の献身という事実を踏まえて言えば､これまでの自分たちの

教育実践に対する深い反省 と沖縄の民主主義教育のために､生活綴方運動を推進 しようと

いう決意を示す言葉だったと考えられる｡

｢沖縄作文教育協議会に結集 し､連帯する会員のみなさん､生活綴方教育は､何よりも

何よりも､子どものいのちとくらしをこよなく愛 し､尊び､かつ豊かにする道です｡真実

と自由をさしてらし､子どもを解放するまっすぐな道です｡すべての子どもの今 日と未来

に､希望と勇気をあたえる生甲斐のある道です｡/ほんとうの民主主義教育-生活綴方教

育の創造的発展のために､子どもたちとともに､堂々と進みましょうO｣ '̀jlZ)

沖縄の教師である田盛にとって､沖縄の教育水準が低いということは我慢できることで

はない｡教師としての専門的力量を高め､アメリカ仕込みの子どもを道具視する教育を打

破 して､｢ほんとうの民主主義教育｣を沖縄において創造発展させるものとして､生活綴方

教育が把握され､その探求において､教師としての自己確立が果たされていくと考えられ

ていたのである｡そ して､自己確立がなされた教師達によって､子どもたちが解放されて

いくと信 じられていたのである｡

一方､田盛以外の教師にとって､生活綴方教育との出会いは､どのようなものであった

か｡八重山作文の会の会員であり､沖縄作文教育協議会の会員でもあった宮良愛子の場合

を見てみよう｡

宮良は､｢みんながこの子とともに｣(『作文と教育』第318号､1977年 3月)という実践

記録の中で､生活綴方教育との出会いについて書いている｡それによれば､1971年の3月

中旬から9月下旬まで､雨滴一粒も落ちない大干ばつが続き､八重山諸島の被害は大変な

ものだったという｡そ うした状況にあった6月頃に､当時八重山郡区の教育長であった田

盛が､｢今こそ､八重山に生活綴方を !｣と提唱し､｢ひで りと生活｣の文集を作ろうと呼
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びかけた｡この時宮良は､｢はじめて聞く生活綴方ということばに大きなとまどいを感 じた｣

という｡ しか し､教育が危機にひん した子どもの生活と生命 と無関係に進められていくこ

とに疑問をもっていた時だったので､関係図書を読みふけりながら､ひでりとそれに追い

つめられている生活をありのままに書きつづらせることに夢中になっていく｡そ うした時

期の8月に ドル政策の転換が行われ､円相場が大変動する｡その結果､高物価 と不況のど

ん底に追いや られ､復帰前なのに本土資本により島々の要所要所が買い占められるという

状況が生まれた｡その上､ 9月22日大型台風が襲い､農家の惨状は目を覆 うばかりであっ

た｡それで､最初の ｢ひでりと生活｣のテーマが､｢ドルと円と生活｣に繋がり､さらに

｢台風と生活｣-と繋がっていく｡ しか し､そうした中で､子ども達は､綴方を書く意欲も

これまでになく真剣になり､他の教科学習も一段と生気に満ちた活動になっていく｡作品

にも目に見えるような成果があらわれ､台風を主題にした作品が地元の新聞に取 り上げら

れる｡市長や教育長が､台風で困っているという子どもの訴えに応えるということもあっ

ても､子どもらの表現意欲はさらに増すという状況が生まれていったという｡

生活をありのままに表現 し､生活に対する認識が深まっていく子どもらの変化を見て､

官良は生活綴方教育のよさを知るのである｡宮良の場合の生活綴方教育との出会いとは､

田盛の呼びかけもさることながら､地域の生活現実と結びつく教育の探求という過程にお

いてだったと言ってよいだろう｡

以上のように､田盛と宮良の生活綴方教育との出会いは異なるが､沖縄教育の質的な発

展を実現するものとしての生活綴方教育の価値やよさについてはその認識を共有できたの

であろう｡ その後､田盛 らは､八重山作文の会を結成 し､沖縄作文教育協議会を組織する

活動を展開していくのである｡その歩みについては､次節で述べる｡

2.沖縄作文教育協議会の結成

｢八重山､宮古､那覇で各々の地域に根ざした作文の会が誕生 しています｡ 日本作文の

会につなが りながら､作文教育の研究と実践を深め､かつ高める目的で､自主的に結成さ

れた研究団体です｡ この各サークルでは､会員があいたずさえながら､今新 しい意欲に燃

えて､力強く動き出しています｡/わた したちの沖縄作文教育協議会は､これら三つの作

文の会が､相寄って結んだ連帯の組織体です｡ちょうど日本作文の会の､第二 卜五回作文

教育研究全国大会が､京都で開かれる前夜 ともいうべき一九七六年七月二十三 日に発足 し

ました｡無論それは､なんびとのさしずも受けずに､自発的な結合によるもので､沖縄に

生まれるべくして出現 した民主主義と歴史の子だといえます｡十 川

このロ盛の言葉からも分かるように､沖縄作文教育協議会は､1976年 7月23l二l八重山と
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那覇に誕生 した二つの作文の会によって結成された｡そこで､この会の活動内容や性格を

把握するために､その母体となった二つの作文の会の結成の状況や活動の内容を見ていく

ことにする｡

二つの作文の会の中で一番先に結成されたのは､八重山作文の会である｡八重山作文の

会の結成について､｢あとがき｣は次のように述べている｡

｢復帰直前一九七二年一月､生活綴方教育の精神 と伝統を継承発展させる目的で 『八重

山作文の会』が結成された｡小川太郎の著書に共鳴 し､師事する教師たちがいて､生活綴

方と日本作文の会の存在を知ったのがその動機であった｡小川が沖教組教研の講師として

来県するのを機に､八重山まで来島を願っての発足であった｡生活綴方の有意的組織的研

究集団としては､沖縄では初の旗あげだった｡｣ (…

八重山作文の会の結成の事情について､分か りやすくコンパク トに整理されているが､

事実と相違 している点があるのでそのことを指摘 しておきたい｡それは､結成の期 日のこ

とであるO｢あとがき｣では､｢一九七二年一月｣となっているが､実際は ｢一九七二年二

月｣である｡小川太郎の論稿 f̀lL5) や宮良愛子の ｢一九七二年二月小川太郎先生のご来島を

機に 『八重山作文の会』が結成 されました｡J(洲 ) という言葉からも分かるように､八重山

作文の会が発足 したのは､1972年 2月のことである｡

1960年代の後半頃田盛は､民間教育運動-の理解を深め､特に小川太郎の著作をとお し

て､生活綴方教育や 日本作文の会の活動に関心を寄せるようになっていく｡個人的に小川

の家を訪ねて生活綴方教育の話を聞いたりしていたが､1971年の暮れに小川の家を訪ね､

石垣島とその周辺の子どもたちが綴った干ばつや台風などによる被災とそれに対する訴え

の作文を本にするための協力を依頼 し､合わせて八重山に生活綴方教育を興そ うという考

えを述べ､賛同を得るのである｡当時八重山郡区の教育長であった田盛は､干ばつによる

救援の対策と運動が叫ばれはじめた1971年 6月頃､｢今こそ､八重山に生活綴方を !｣と提

唱 し､｢ひでりと生活｣の文集を作ろうと呼びかけていた｡だから､単なる思いつきや勢い

からでなく､計画的に八重山に生活綴方運動を興そ うとしていたのである｡次の田盛の呼

びかけからも､そのことが読みとれるであろう｡

｢このたびは天災プラス人災プラス天災のただ中で､子どもたちに 『ひでりと生活』を

すんだひとみでさび しく問いつめさせ､子どもたちの胸の扉を思いきりひらかせて､ひで

りのしゃく熱にも似た心の炎を燃や し､清純､率直､ありのままに､そ してきめこまかく

綴る学習を通 じて､ひでりにめげず､社会のゆがみに屈 しない強い子に育てあげたいと念

じ､指導行政の側面から､その推進の役割を果たすべくこの計画をいた しました｡｣ (rl'7'

｢『ひでりと生活』の文集をつくることが､いく分でも本郡作文教育振興のきっかけとな

り､あるいは､子どもたちの小さな手で綴る作品が､一つの歴史的記録の役 目をはたし､
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過去をふ りかえる資料ともなり､また文集の広域交かんによって､連帯の心をみがき合い､

新 しい世界-の開眼が期待でき､さらに地域開発 と教育の結合をはかる機会ともなれば､

その貢献度は大きいものと考えます.｣ (f-】8)

この呼びかけに応えて､八重山の教師たちは､宮良愛子のように､生活綴方教育の勉強

をしながら､子ども達に干ばつや ドル政策の転換による生活苦､台風による被害や生活を､

ありのままに表現させ､その作文をとお して生活の現実を学習 していった｡そして､生活

綴方教育をとお して八重山教育の発展を考える教師たちが集まり､小川太郎を顧問とする

八重山作文の会を結成するのである｡この時結集 した教師たちは､田盛正雄､新正元､池

城安伸､宮良孫立､宮城健徳､宮良愛子､宮良ス工､村田克子､嘉禰異慶吉､池田豊吉､

向井進などであった｡

八重山作文の会は､八重山群島連合区教育委員会と協力 して236点の応募作品を集めると､

顧問の小川と部落問題研究所の佐古田好一の協力を得､『季刊 ･教師のはぐるま 沖縄県 ･

八重山の子ども』(第17号)という文集を､1973年 8月に発行 した｡そ して､作品一つひと

つについて書かれた小川の指導語 (評語)に学んでいった｡

また､田盛が1974年 4月に石垣小学校に校長 として赴任すると､翌年 2月に ｢生活綴方

教育の授業の成立と子どもの生活｣という研究主題で､北海道作文教育協議会の副会長斎

藤全を講師とする作文の授業研究会を､主催八重山作文の会､石垣小学校､同PTA､後

援石垣市教育委員会､竹富町教育委員会､八重山教育事務所､沖教祖八重山支部とで行っ

た｡また同校では､1975年の6月から､作文朗読会や作文教育研究 (毎週水曜 日)が行わ

れた｡そ して､1976年の 1月に日本作文の会より大塚達男を迎えて一週間の校内研修会を

もつ授業研究や講演会を行ったり､ 3月には八重山教育研究所主催の研究発表大会で ｢石

小ひとりひとりの子どもに-まとまりのある文章をかかせるのに作文教育はどうあらねば

ならないか｣を発表 したり､学校文集 『石小の作文』を発行するようになったのである｡

さらに､1976年12月15日から1週間､子どもの詩についての講演会や授業研究が行われた

り､同月の25日に開催 された八重山教育研究所主催の研究発表会で作文教育研究について

発表 した｡

この頃､八重山作文の会は､石垣小学校の生活綴方教育の研究や実践を推進 したり､八

重山教育研究所主催の発表会 とタイアップ したりしながら､確実に根を下ろしていったの

である｡

那覇作文の会は､1976年 7月12日に発足した｡田盛は､｢沖縄の作文教育｣(『作文と教育』

第337号､1978年 8月)の中で､｢それは宮城健徳､西江重勝の二人で出発 したようなもの

であった｡｣と述べている｡そして､八重山作文の会の会員であった宮城健徳の ｢各地区だ

より｣(『おきなわの作文と教育』創刊号､1977年 8月)によれば､1977年 2月23日の那覇
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作文の会の総会までに70余名の会員が入会 した｡

この間､那覇作文の会は､八重山作文の会と一緒になって1976年 7月23日に､沖縄作文

教育協議会を結成する｡ このことからも分かるように､那覇作文の会の結成から､沖縄作

文教育協議会の結成に至るまでの活動は､わずかに10日余 りであり､それは同協議会の結

成に向けての活動であったように考えられる｡

以上のような経緯により､沖縄作文教育協議会が結成 されるが､八重山作文の会の宮城

健徳が与那国から那覇に転勤になったことを契機に､田盛に支援 されて那覇作文の会が結

成 され､八重山作文の会 と一緒になって同協議会が結成 されることになったとい うのが実

情であろう｡｢七月一二 日に沖縄で二番 目の那覇作文の会が結成 された｡わずか三人の仲間

で､田盛正雄先生のたび重なる御理解もあり､ささやかながら結成 された｡｣('LJn という宮

城健徳の言葉は､そのことを裏付けるものである｡

それでは､次に沖縄作文教育協議会の活動内容 と性格について見てみよう｡

3.沖縄作文教育協議会の活動と性格

1976年 7月23日､沖縄作文教育協議会の結成総会が開催 され､｢沖縄の生活台の正 しい認

識にたって､生活綴方教育､作文教育の目的を実現 して､民主主義教育の進歩発展に貢献

する｡｣ことが確認 された｡そ して､役員が次のように選出された｡

･会長 田盛正雄 副会長 池田豊吉 ･宮城健徳

･事務局長 大山 トヨ 会計 宮良愛子

･常任委員長 西江重勝

･監査員 唐真美智子 ･太田綾子

那覇作文の会が誕生 して間もないことと､会員が 2- 3名 とい う状況だったので､将来

の協議会の発展と運営を考え､次のような決議がなされた｡

｢役員の任期は､組織が拡大強化 される時期までの暫定期間とし､那覇地区会員増加の

時点で､円滑な会運営をはかるため､主として那覇地区から選出する｡選出の交渉決定を

-E)]会長に一任する｡｣ 川20)

それでは､沖縄作文教育協議会はどのような活動を行ったのだろうか｡同協議会の活動

内容と性格を見るために､同協議会の規約の中の必要な条項を示す｡

沖縄作文教育協議会規約

第一条 この会の名称を ｢沖縄作文教育協議会｣とよぶ｡

第二条 この会は､ 日本作文の会の綱領､規約の精神を汲み沖縄の地域に根 ざす作文教
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青の振興を図り､以って沖縄教育の進歩発展のために努める｡

第三条 この会は､第二条の目的を達成するため次の活動を行 う｡

1.作文教育に関する歴史的､理論的､実践的研究

2.作文教育の普及と発展のための研究会､講習会の開催

3.機関紙 ｢おきなわの作文と教育｣の編集

4.作文教育に関する出版物の刊行

5.各地域の作文教育サークルとの連携とその育成ならびに組織の確立

6.日本作文の会ならびに自主的民間教育団体および研究者 ･団体との連漢

7.その他活動をすすめるにあたって必要と認めた諸事項

第四条 この会は､県内各地域の作文教育サークルの会員を以って組織する｡また､こ

の会の目的規約に賛同し､一定の会費を納入 したものを会員とするo

この沖縄作文教育協議会の規約と日本作文の会の規約 とを突合させるとはっきりするが､

同協議会の規約は日本作文の会の規約を手本にして作成されている｡比較のために､二つ

の会の活動内容 と性格がうかがえる第四条までを示す｡

日本作文の会規約 (n-2L)

第一条 この会の名称を ｢日本作文の会｣とよぶ｡

第二条 この会は生活綴方の伝統を継承 しつつ､作文教育を中心に全国の実践 ･研究の

交流をはかり､日本の教育の進歩発展のためにつとめる｡

第三条 この会は第二条の目的を達成するために次の活動を行なう0

(1) 作文教育に関する歴史的 ･理論的 ･実践研究

(2) 作文教育の普及と発展のための研究会､講習会の開催

(3) 機関誌 『作文と教育』の編集

(4) 作文教育に関する出版物の刊行

(5) 作文教育研究サークルの育成ならびに組織の確立

(6) 自主的民間教育団体および内外の研究者 ･団体との協力連携

(7) その他会の活動を進めるうえで必要と認めた諸活動

第四条 この会の目的､規約に賛成 し一定の会費を納入 したものを会員とする｡(当分の

間､年額五〇〇円)

この二つの規約を突合 して分かることは､規約の条項の数などの形式と内容がそっくり

ということである｡会の成立の仕方の違いや､活動の舞台の違い､名称の違いがあるので

全て同じ文言でないが､生活綴方教育についての考え方や教育実践 ･運動の進め方につい
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ては､共通であると言えるだろう｡ そして､そのことは､沖縄作文教育協議会の規約の第

二条からもうかがえる｡つまり､同協議会の第二条は､｢この会は､日本作文の会の綱領､

規約の精神を汲み｣と書くことで､日本作文の会の ｢生活綴方の伝統を継承 しつつ､作文

教育を中心に全国の実践 ･研究の交流をはかり､日本の教育の進歩発展につとめる｡｣とい

う立場を共有 していることを示 している｡そ して､沖縄の生活綴方教育に責任をもち､そ

れを振興させるという意味で､｢沖縄の地域に根ざす作文教育の振興を図 り､以って沖縄教

育の進歩発展のために努める｡｣という言いまわ しをしている｡活動の舞台が主に沖縄とい

う地域であるから､それは当然のことである｡以上のことからも分かるように､日本作文

の会に繋がりながら､生活綴方教育の理論や実践に学んで､沖縄の地域に根ざした作文教

育の実践 ･運動を主体的に担 うために､沖縄作文教育協議会は結成されたのである｡

次に第四条の相違についてであるが､同協議会の第四条の ｢この会は､県内各地域の作

文教育サークルの会員を以って組織する｡｣という箇所は､日本作文の会の規約にはない｡

その点が異なっている｡これは､組織の成 り立ちや考え方が違 うところから生 じたもので

ある｡沖縄作文教育協議会の場合は､八重山作文の会と那覇作文の会とい うサークルが連

携する形で結成されている｡ この歴史的な歩みが､上記のような文言を規約に加えること

になったのであろう0-万 日本作文の会の場合は､前身の日本綴方の会 (来栖良夫主宰､1

950年 7月発足)が全国各地の教育実践家の人々を実践研究の主体と考え､同人組織の形で

発足 している他22)ので､サークル単位での加入を認めなかったと考えられる｡そうした成

り立ちと考え方の相違が沖縄作文協議会と日本作文の会の間にはあるのである｡

以 ヒの記述を踏まえて言えば､沖縄作文教育協議会の性格は､①生活綴方教育の伝統を

継承する､② 日本作文の会の綱領 ･規約を汲み､同会の理論 と実践に学んでいく､③沖縄

の地域に根ざす作文教育を振興させながら沖縄教育の発展に貢献する､④サークルの会員

と個人の加盟する組織 として活動する､ということを内実とするものとまとめることがで

きるだろう｡ それでは沖縄作文教育協議会は､どのような活動を行っただろうか｡活動が

行われていた1986年頃まで '̀I-23)の協議会の活動について見ていくことにする.

まず第三条の ｢1.作文教育に関する歴史的､理論的､実践的研究｣についてであるが､

これは同上の2から6 (場合によっては､ 7も含む)の活動と結んで展開された｡ これら

の諸活動が､切 り離 し難く結びついているからである｡たとえば､この ｢1｣の担い手-

主体を形成 ･組織するという問題を考えてみると､対象者は生活綴方教育については何の

情報 ･知識ももっていない人たちである｡その人達を研究や実践 ･運動の担い手にしよう

とするならば､生活綴方教育とは何か､どのような成果があるか､どのように実践をして

いけばよいかなどを､具体的に語 り､その証拠を示さなければならない｡そのために行わ

れたのが､沖縄作文教育協議会が主催 (地域の各サークル と共催)する作文教育研究大会
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であり､各サークルが開催する作文教育の講習会や研究会である｡沖縄作文教育協議会の

研究委員会代表の平良初子は､｢第二回作文教育研究大会をもつにあたって｣という基調報

告の中で､そのことを次のように述べている｡

｢第一回研究会の時点では､生活綴方とは全く無えんの人々が多く生活文の指導くらい

に考えている人もあり､ほとんどきいたことがないという返事でありました｡そのような

状況があったので､先ず 『生活綴方とは何か｡』その目的や意義､歴史､性格などを知る基

礎的知識を学ぶための理論的な基礎講座 と､何をどう教えるかの授業の在 り方と､会員の

実践報告､三つを柱にし研究会は運営されました.｣ (注21)

そ して具体的に､表現意欲の喚起､取材､構想､記述､推考､鑑賞 ･批評の指導段階と､

展開的過去形表現形体などの表現諸形体の指導を提唱 していた日本作文の会の文章表現指

導論などを江口や太田の授業実践などをとお して学習 した.'II-25) その結果､｢二学期からの

教壇実践では､少 しでも子どもたちの心や本音を耕 し､ひびき合 う学習にしたいと教師自

身の自己確立をせまられました｡ 日常の生活の事実に目を向けさせて､日記や班 日誌を書

かせた り､書いた作文を学級づくりにいかすような実践が生活綴方教育の感銘にうたれた

教師の間に徐々に実践の輪が広が りつつあるのは､第-回研究会の成果を実践 して結実さ

せたと言えましょう.｣(似1)という状況が生まれたのである.

作文教育研究大会は､1977年 8月の第一回から1986年 8月まで12回､県内各地で巡回し

ながら開催 された｡今手元にある資料で確認できる範囲で言えば､第-回と第二回は那覇

市立城岳小､第三回は石垣少年自然の家 ･宮良孫立宅､第四回は屋我地自然休養村､第五

回は中頭地区 (場所不明)､第六回は南部総合福祉センター､第七回は青少年センター (那

覇市首里)､第八回は那覇市中禄南公民館で開催されている｡(u=27)

こうした大会などに刺激され､1977年12月に宮里幸輝 らが島尻作文の会を､1978年 3月

6日に諸喜田和子 ･平地克己らが中頭作文の会を､田盛会長の協力を得て､それぞれ結成

した｡また､田盛の働きかけにより､第一回大会以前の1976年12月11日に池間昌二 ･真壁

カツ ･安谷屋豪一 ･奥平玄康 ･砂川明芳 ･池問キヨ ･吉浜孝子らが､宮古作文の会を結成

し､同月の26日には同会の会員15名が沖縄作文教育協議会に集団で入会 した｡

また､同協議会の機関誌 『おきなわの作文と教育』が､第 3号まで発行された｡その後

予算の関係で発行がス トップし､第八回大会までの資料を整理 した 『おきなわの綴方教育

実践』(第八回研究会集録)が作成された｡その後機関誌の発行はなされず､1986年8月に

大会を終えると協議会は自然休会の状態に陥 り､機関誌の復刊の目途はなくなった｡

1977年 8月に創刊された 『おきなわの作文と教育』は､沖縄作文教育協議会の結成を焦

点にした編集がなされた｡格調高く ｢自己確立の道の探求を｣と呼びかける同感の ｢巻頭

言｣に始まり､日本作文の会の常任委員の寒川道夫､大塚達男､江口季好､大円昭臣の祝
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辞が並ぶ｡そ して､1977年度の活動方針､日本作文の会綱領 ･規約､沖縄作文教育協議会

規約､所感 (あらたな ｢始ま り｣にあたって 副会長 ･大山政一､田盛先生 との出会い

小禄小 ･平良初子)､子どもの作品 (35点)､実践記録 (題材 と指導過程 白保小 ･池田豊

吉､真の教育の姿を求めて 城西小 ･桃原功子)､会活動経過報告､第一回推薦図書案内､

第一回作文教育研究会要項､という目次構成になっている｡

沖縄作文教育協議会の目的や活動を知ってもらうことと､自分たちが研究 ･実践 してい

く生活綴方教育とその伝統を継承 している日本作文の会の理論と実践の内容をどう普及さ

せるかということに､配慮 した編集になっている｡推薦図書も､常任委員会が選定委員会

を開き､各委員が読後感を出し合 う中で､生活綴方教育関係図書を選定 し､生活綴方運動

の普及浸透-の貢献を目的としていた｡論稿の中で沖縄作文教育協議会結成後の活動状況

を伝える貴重な資料となるのが､安谷屋豪-が執筆 した ｢会活動経過報告｣である｡

これを見ると､会長の田盛が生活綴方教育の目的や意義について講演などをした り､各

地区サークルの結成や会員の拡大に奔走 していたことが分かる｡1976年10月10日の報告に

は､｢那覇作文の会組織拡大対策ならびに総会のもち方を検討する会議-会長参加する｡｣､

同年10月15日は､｢宮古作文の会結成推進のため､会長宮古-渡る｡｣とある｡そ して､197

6年12月11日に宮古作文の会が結成されると､｢この式に会長が参加 して祝辞ならびに沖縄

作文教育協議会の現況と今後の課題について述べる｡｣のである｡翌1977年 1月4日 ｢本会

会長 (田盛)､副会長 (宮城健徳)は､国頭地区の作文の会結成推進のため名護訪問｡比嘉

靖､大西先生らと懇談｣ しているのである｡こういう活動を､田盛を中心にきめ細かく沖

縄作文教育協議会は行っていた｡ しかし､田盛が1983年12月21日に亡くなり､1986年 8月

の大会以降沖縄作文教育協議会の活動は休止状態になり今 日に至っている｡

おわリに

以 ヒ､述べてきたことをまとめる｡本土の民間教育団体 (日本作文の会などを含む)や

小川太郎という研究者などと関わりをもちながら､八重山作文の会が結成され､会員の転

勤により那覇作文の会の結成-と繋が り､両者の協力で沖縄作文教育協議会は､1976年 7

月に誕生 した｡その後この協議会には､八重山作文の会と那覇作文の会の他に､宮古作文

の会､島尻作文の会､中頭作文の会が加わり､12回の作文教育研究大会を開催 したり､日

本作文の会の講師を迎えて研究会を行った｡生活綴方教育の伝統を継承 し､ 日本作文の会

の理論と実践に学びながら､沖縄の生活台を正 しく認識するための研究 ･実践を積み重ね､

沖縄の地域に根ざす作文教育のあり方を提示 した｡その内実は､作品と実践を規約や活動

方針と照らして吟味しなければならないが､今回検討できなかった｡今後の課題である｡
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注

1.渡辺春美 ｢沖縄の国語教育｣(『沖縄における教育の課題一作文教育の成果と課題-』､

沖縄国際大学公開講座11､2002年)も､沖縄作文教育協議会のことを簡単に紹介 してい

るが､氏の論では ｢沖縄作文教育研究協議会｣という別な名称になっている｡

2.田盛正雄 ｢巻頭言 自己確立の道の探求を｣､『おきなわの作文と教育』第 1号､沖縄

作文教育協議会､1977年 8月､P2- 30

3.田感正雄､同上､p2｡富田哲も ｢集団づくりとの出会い｣(日本民間教育研究団体連

絡会編 『教育実践』第35号､1982年夏)の中で ｢沖縄が米軍支配下にあった二十七年間

は､日本における民間教育研究団体は知らされなかった｡民間のすぐれた実践家は沖縄

へ渡ることさえ禁止されていた｡｣と述べている｡このような認識が､沖縄の教師におい

て一般的であったことがうかがわれる｡

4- 5. 日本作文の会編 『日本の子どもの詩 沖縄』第47巻､岩崎書店､1983年､pl08｡

6.小川太郎 ｢八重山に生活綴 り方を｣､『季刊 ･教師のはぐるま 沖縄県 ･八重山の子ど

も』第17号､部落問題研究所､1973年 8月､P7｡

7.斎藤全 『北風 ･教師の旗四十三年』一光社､1977年､P293-2940

8.太田昭臣 ｢構成劇 明日-の道-20年の歴史に学ぶもの-｣ (『作文と教育』第22巻11

号､日本作文の会､1971年10月､P221)で紹介されている言葉｡ しかし､この喜屋武の

証言の後で､伊佐真一と垣花武信が第18回全国作文教育大会に参加 しているという紹介

は､第20回大会の誤 りである｡

9.1971年 7月30日から3日間札幌市で開催 された日本作文の会主催の第20回全国作文教

育大会には､伊佐真一と垣花武信が招かれている｡ 3日目の伊佐の報告 ｢ともに真実を

貫く民主教育をめざして｣は､本土の民間教育運動からこれまで多くのものを学んでき

たことを述べている｡

10.斎藤全､前掲､P316-318｡

ll-12.田盛､前掲論文､P2-3｡

13.田盛､前掲論文､Pl｡宮古作文の会の結成は､1976年12月であり､沖縄作文教育協

議会の結成の後である｡田盛の記憶違いである｡

14.日本作文の会編､前掲書､pl09｡

15.小川太郎 ｢沖縄で考えたこと｣(『部落』部落問題研究所､1972年 4月～ 7月)を参照｡

石垣入 りは2月｡ 1月発会説は､誤 りである｡

16.宮良愛子 ｢みんながこの子とともに｣､『作文と教育』第318号､1977年 3月､P31｡同

報告は､沖縄作文教育協議会主催の第一回作文教育研究大会において､｢実践報告｣され
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たものである｡

17-18,田盛 ｢『ひでりと生活』文集のおねがいと暴風お見舞い｣､『季刊 ･教師のはぐるま』

第17号､P17｡

19.宮城健徳 ｢各地区だより那覇作文の会｣､『おきなわの作文と教育』創刊号､1977年 8

月､P78｡

20.安慶田剛 ｢会活動経過報告｣､『おきなわの作文と教育』創刊号､1977年8月､P80｡

21.日本作文の会 ｢日本作文の会規約｣､『おきなわの作文と教育』創刊号､P28｡

22.梶村光郎 ｢戦後生活綴方の歴史｣､『学級文集の研究』､大空社､1993年､P35｡

23.太田昭臣 ｢沖縄の作文教育実践の特殊な事情｣､『作文と教育』第568号､1996年 1月｡

｢那覇作文の会｣は､現在月例会を琉大教育学部で行っている｡

24-26.平良初子 ｢基調報告 第二回作文教育研究大会をもつにあたって｣､『おきなわの

作文と教育』第 3号､1980年 8月､P13｡

27.無署名 ｢沖縄作文教育協議会のあゆみ｣､『おきなわ綴方教育実践』(第八回研究会集録)

所収｡なお､前掲渡辺春美論文によれば､第 9回は小禄小､第11回は那覇市立与儀小で

あるという｡
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