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大学で教員養成の仕事に従事 している者は,大学が立脚している地域の教育のあり方とそ

の有力な担い手である教員のあり方に関心を寄せ､少 しでもそれに貢献しなければならない｡

このように考える沖縄在住の大学数員が集い､そのことについて議論を進めていくうちに､

沖縄の地域的な個性が着目されると同時に､沖縄の個性を否定して本土への同化を強いる役

割を果たしてきた近代学校のあり方を問い直す必要を感 じるようになっていった.そこで､

琉球大学教育学部の村上研究室で毎月､沖縄と近代学校に関する文献を読み合うようになっ

た｡そのうち誰とはなしに､科学研究費の配分を申請し,広い視野からこの研究を進めよう

ということになり､埼玉大学の船橋一男氏と､国学院大学の田嶋-氏にもメンバーとして加

わって頂いたのである｡そして､幸いなことに申請が認められ､平成 9年度から3年間 ｢沖

縄教育と近代学校に関する研究｣を共同で行なうことになったのである｡

我々は､近代学校が成立し普及していく過程で沖縄人 (ウチナーンチュ)を形成してきた

地域の生活 ･文化 ･芸能 ･教育 ･生活言語が否定されたのはなぜか､そのことに対 して沖縄

人はどのような対応をしてきたのか､その時否定された地域の生活 ･文化 ･芸能 ･教育 ･生

活言語とはどんなものであり､今日の行き詰まった学校教育を改革するための何かにならな

いか､と考え､それに迫るために ｢聞き書き｣の方法に着目した｡近代学校が書き言葉を中

心とした文化によって成立していると見る時､書き言葉をもたないで生きてきた沖縄人の存

在は､その対極にあると考えられたからである｡言い換えれば､書き言葉を知らなくても､

話し言葉の文化や芸能など豊かな文化を身につけて沖縄人として形成されているその内実を



探ることによって､書き言葉の文化で成 り立っている近代学校の抱える問題を解決 していけ

るのではないか､と考えたのである｡そ して､そのことを探 り当てることができるならば､

今日の近代学校の担い手である教員の養成において､参考にすべ き多くのことが兄いだせる

のではないかと考えてきたのである｡

そこで､我々は､近代学校の担い手であった教員がどのような教育活動を行なっていたの

かを聞き､さらに近代学校の影響をあまり受けなかった人々からその生活のしぶ りや共同体

での体験 を聞いてきた｡その成果は､村上の研究 と狩野の研究に生かされている｡村上の研

究は､シマ (共同体)の文化と近代学校の関係を､声の文化対文字の文化､ジンブン (知恵)

の学力対学問という対抗軸において捉え､シマ文化の豊かさを明らかにした｡狩野の研究は､

沖縄における学校 と子 どもの学力に光を当てるもので､ ｢沖縄第三土曜の会｣の教育活動を

聞き書きをしたことを踏まえて書いたものである｡これまであまり取 り上げられてこなかっ

た ｢沖縄第三土曜の会｣の活動の意義を明らかにした｡

また､長谷川と梶村は､沖縄教職員組合の那覇支部の協力を得て､教員の仕事に関する調

査を行なった｡その調査からは､沖縄の教員の特徴を検討するデータを得ることができた｡

さらに､長谷川は､バーンアウ トからその特徴を解明 した｡梶村は､沖縄教育会の機関誌の

発掘 を行いその目次を示すとともに､機関誌 『沖縄教育』の性格を創刊の事情や発行状況の

解明を通 して検討 した｡その結果､ 『沖縄教育』の性格の解明に新 しい視点を示 した｡また

田嶋の研究は､広い視野から沖縄教育を捉えるもので､沖縄教育を検討 していく時に参考に

なる枠組みを提出している｡

以上が今回共同研究を進めてきた結果の報告であるが､多 くの資料や聞き書きを生かすこ

とができなかった｡その点は今後の研究活動において生かしていきたいと思 う｡お世話にな

った各教育 ･研究機関と皆様にお礼を申し上げます｡

2000年 3月 10日

琉球大学教育学部

梶 村 光 郎
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シマ と ｢近 代 学 校 ｣

村 上 呂 里

はじめに

近年､ ｢日本｣｢日本人｣や ｢国民｣｢国民国家｣をめぐる研究のなかで ｢沖縄｣や ｢沖

縄人｣がとりあげられることが多い｡それは､たとえば ｢『日本人』の境界変動｣を関心の

対象とし､ ｢国民国家が 『国民』の境界を設定するさいにおける力学を検証する｣意図のも

とに ｢沖縄｣や ｢アイヌ｣｢台湾｣｢朝鮮｣などの場で働 く包摂と排除の政治学を暴こうと

するものである (小熊英二 『(日本人)の境界』新曜社､ 1998)｡こうした政治学は､とり

わけ ｢沖縄｣という場において､ ｢沖縄戦の実相｣の改窺問題や米軍基地移設をめぐり､ま

さしく ｢いま ･ここ｣の事態であり､これらの研究から学ぶべ きことは深い｡

｢包摂 ･排除｣の政治学を "被"の側の意識からとらえるとき､それは ｢日本｣や ｢日本

人｣に自ら組みこまれようとしたり､あるいは抗ったり､さらに多様で複雑な象 (すがた)

として現れる｡ ｢包摂 ･排除｣の指向が働 く "場"は､折々の政治に組みこまれつつ自律的

な文化や関係性が育まれてき､これからも育まれる "場"でもある｡それゆえ､その複雑な

象 (すがた)は､ "被"という立場に収赦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

てゆくという陸路を抱えこむことになってしまうことはないだろうか｡

たとえば旧 ｢琉球王国｣地域の ｢旧被支配層の大半も､文化的断絶にねぎした異質感をか

かえこみながらも 『日本人』になろうという指向性を基本的に維持 してきた｡｣と結論づけ

られる注(1)とき､それは ｢イデオロギーとしての 『日本』｣の頑強さを暴きだした証として

必然の結論である一方で､ (あえていうならば)そうした結論づけは､否応なく ｢イデオロ

ギーとしての 『日本』｣に呪縛され､そこに自ら ｢主体的に｣組みこまれようとしながらも､

深層に息づ くかもしれない (他者の声)を封 じこんでしまうかもしれない痛みをも抱えこん

でしまわないだろうか｡ ((他者の声)とは､共同性を想定される ｢日本｣や ｢日本人｣に

とって､という意である｡)そうした (他者の声)は､自覚的 ･意識的な存在にのみ息づ く

ものではなく､たとえば冨山一郎がつかみだしている注(2)ように ｢生死の境を前にして｣ふ

いに浮かびあがってくる ｢個的な実感｣なのかもしれない｡ ｢日本｣｢日本人｣のイデオロ

ギー性を暴きだすためには､さまざまな "場"で働 く ｢日本｣｢日本人｣-の ｢包摂 ･排除｣

の政治学を暴 く作業の一方で､その "場"の深層に潜められた､あるいはそこここに息づ く

(他者の声)に耳を澄まし､意識化 していく作業も併せて必要なのではないだろうか｡

わたしがそんなことを考えるようになったのは､たとえば小浜島で出会った前本良書さ

ん (1907 (明治40)年生まれ)のつぎのお話からである｡前本さんからお話をうかがった際､
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戦争中徴用され､石垣島で朝鮮人と仲良 く働いた話がでてきた｡そのとき当然のように､前

本さんは朝鮮人が使っていたことばについて ｢シマク トウハ､使っておったよ｣ と語った｡

｢シマク トウバ とは､石垣島のことばですか ?｣ というわた しの質問に対 し､ ｢違 うさ､あ

っちのシマク トウバさ｣ と当然のことだろうというふうなニュアンスで答えられた｡前本 さ

んは､わたし (たち)がふだん ｢朝鮮語｣ と認識することばを ｢シマク トウバ｣ と表現 した

のである｡ ｢シマク トウバ｣ とはシマのことばのことである (シマグチとも表 される)｡そ

のときわたしは (国民国家 ; ｢日本語｣あるいは ｢国語｣- ｢方言｣)としての (国民国家 ;

単言語 )を単位にする (世界 ;言語)観が異化 され､ヴァナキュラーな単位であるシマのつ

らなりとしての世界があることに気づき､そうした (それぞれのシマ ;シマク トウバ)とい

う (世界 ;言語 )観が琉球弧の深層で息づいていることを感 じた｡

シマとは､琉球文化圏で独特な意味あいを持つ｡以下､ 『沖縄大百科事典』 (沖縄 タイム

ス社､1983)より ｢シマ｣の項目を引いてみる｡ (比賀政夫担当)

琉球方言ではシマは文字通り島を意味するだけでなく､村落をもさしている｡ (中略)村落とし

てのシマは､社会的にも宗教的にも､自己完結的な単位であるかつての村落は､内婚率のきわめて

高い自律的 ･閉鎖的な社会であり､数十戸の小さな村落でも､独自の祭紀行事をもち､はるかかな

たから神を迎えたり､村落の出入り口に呪力をもった縄をはることにより､外からの悪しきものを

閉めだすというシマクサラシの行事などにみられるように､神も妖怪も幸も災いも存在する混沌と

した外界とは対照的に地縁 ･血縁の紐帯で強固に結びついた村人たちの住む内なる世界､小さなコ

スモス (宇宙)としての性格をもっていた｡ (中略)

沖縄のシマということばは､内部的結束-の愛着､生まれた土地への執着心のシンボルとなって

いる｡シマウタ (島歌)は土地土地の民謡であり､シマザキ (島酒)は村々の地酒であり､沖縄の

文化はそのようなシマごとの多彩な文化の集積であるとみることができる｡

シマグヮ

また､つ ぎのような喜納昌吉の ｢島小｣ という歌 を引いてみる｡注(3)

わし

忘しんなよ 忘しんなよ 忘しんなよ へイヘイ 忘しんなよ

シマグワ(島小)シマグワ シマグワ シマグワ ヘ-イ

シマグワ(島小)シマグワ シマグワ ヘイ ヘイ ヘイ ヘイ ヘ-イ ヘイ

忘んなよ

(くる し

心や捨ていんなよ ホ-イ 情きゃ捨ていんなよ ホ-イ

我んねえシマグワ ハ-イ

シマグワ(島小)シマグワ シマグワ 捨ていんなよ ホ-イ ヘイ忘んなよ
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ンマは､急速にすがたを変え､食われつつあるも､今なお琉球弧の多くの人びとの文化や精

神世界の土柱でありつづけているといってよいだろう｡そうして世界中を見渡 した場合､植

代地化の､そして ｢閲発｣化の波にさらされ､国民同家や市場原理の ｢包摂 ･排除｣の力学

のただなかにlTlIかれながら､沖縄 と本質的には同様な痛みの記憶と矛盾 ･葛藤のもと､この

ようなシマは坐るところに存在 しているといえるだろう｡シマという単位から世界を見ると

き､また違った世非が広がってくるのではないだろうか｡無論､このシマは､郷愁に満ちた

｢近代とは無縁の小宇宙｣ではなく､先に述べたような痛みの記憶 と矛盾を学んだシマであ

る｡そうした矛盾ぐるみ国民国家に抱え込まれ､より矛盾を深 くする可能性にも満ちている｡

がそうした緊張関係のもと､シマとシマという次元から世界を見るときに､冨山のいう ｢新

たな共同性｣注(+)につらなる思想を見出していくことができないだろうか｡ (このようなシ

マ世界観ともいうべき世界観を意識的に展開しているのが､喜納昌書であるということもで

きるだろう｡)

この小論では､こうした問題関心を教育の場で考えてい くために､不可避的に国民国家

(帝国)形成とのかかわりからとらえられることの多い沖縄の ｢近代教育｣について､シマ

という "場"の意味 ･あり様の側にベースにおきながら､そこで育まれてきた文化や教育シ

ステム (この場合の ｢教育｣とはむろん広義の教育である)と ｢近代学校｣とのかかわりに

関心を持ち､考察を試みたい｡

1､先行研究をめぐって

沖縄の近代教育史をめ ぐる先行研究の全体像を描 きだすことは､今できない｡森田俊男

『個性としての地域 ･沖縄』 (1988)注(5)が､地域から教育の可能性をとらえるという意味

では本論の関心と近いかもしれない｡が､この書は ｢沖縄において地域 ･沖縄を個性とみ主

体的なものととらえる自覚 ･思想｣の展開を､知識人伊波普猷らの思想を中心にとらえよう

とするものであり､直接に沖縄の ｢近代教育｣と広 くそれにかかわる人びとの意識について

述べるものではない｡本論は､琉球弧の人びとがシマという "場"で育んできた文化や教育

システムと ｢近代学校｣への意識とのかかわりに関心を持つが､ ｢近代学校｣-の意識やあ

り様をめぐっては､前近代から ｢近代｣への連続性を重視する立場 (浅野 ･佐久川(1976))

と ｢学校｣- ｢大和化の拠点｣としてとらえる意識 を重視する立場 (近藤(1993)) とがあ

る｡

浅野 ･佐久川(1976)は､ ｢国家｣の形成という外的条件は内的条件を媒介にして展開する

として､このような内的条件-沖縄の ｢近代｣化のあり様を明らかにする必要があるとする

立場に立つ｡沖縄の ｢近代教育｣の成 り立ちにかかわる内的条件として､鋸巷 (1966)注(6)

等を受け､その担い手とさせられた地方役人層の動向に注目する｡地方役人層が学んだ筆算

稽古所は役人養成機関でしかなく､広 く庶民の実学への要求に基づき近代的教育要求の基盤

となりえた本土の寺子屋とはその性質を異にすること､この筆算稽古所がそのまま新設小学

校に移行された場合が多く､連続 して認識されていたこと､地方役人層が主な就学者および
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就学督促者であったが､彼らは旧来の地位､権益を保持するために､行政の末端として協力

していたにすぎないこと等を理由に､沖縄の ｢近代教育｣の成 り立ちにおいて､前近代から

近代への転換という緊張感が薄かったと指摘する｡さらに浅野 (1983)は､このような沖縄

の ｢近代学校｣の出発が､現代に至るまで沖縄の教育のあり棟 (｢本土｣を基準とし､自律

的な教育実践が生まれにくい､教師の地位が高 く､啓蒙的位置にあるなど)に基本的に引き

継がれ､影響を及ぼしているとする｡

一方､近藤 ｢学校が 『大和屋』と呼ばれた頃- 琉球処分直後の沖縄における学校- ｣

(1993)は､ ｢琉球処分｣直後の日本国家の統治政策と意図を明らかにしながら､ ｢琉球処

分｣直後の沖縄における就学率の ｢圧倒的な 『低さ』｣について､階級差や地域差など ｢沖

縄内部の差異に注目する視点には賛成している｣としつつ､ ｢沖縄内部の階級差や地域差を

超えて､就学 しなかった共通要因を兄いだすことも必要｣であるとし､その ｢共通要因｣を

｢沖縄人は､学校を大和化の中心機関であり､また統治を遂行するための治安対策をも兼ね

た大和による沖縄統治の拠点であるととらえていたからこそ､積極的に就学を拒否した｣こ

とに求めている｡近藤の論旨は多岐にわたっており､単純化には留意が必要だが､ ｢学校が

『大和屋』と呼ばれた頃｣という題名からも読みとれるように､沖縄の内的条件より対 ｢大

和｣-の意識を重視 し､基本的には ｢沖縄人｣対 ｢大和｣という軸のもとに､ ｢沖縄人｣の ｢

近代学校｣-の意識を説明しようとするものととらえてよいだろう｡

近藤の論について少し検討 してみる｡阿波根 (1979)注(7)が農村の貧困に原因を求めて沖

縄人に ｢一種の 『学校嫌い』の意識｣があったと述べているのに対 し､近藤はその意識の由

来を農村の貧困に求めるだけでは不十分であるとし､ ｢積極的に就学を拒否した｣ことを示

す根拠として､学校が ｢大和屋｣と呼ばれた事実や伊波普猷や崎浜秀主､上聞漁舟の3者の

回想等をあげ､ ｢学校は沖縄社会において大和そのものであった｣としている｡

この3者のうち伊波普猷や峰浜秀主は士族層であり､上聞漁舟は地方役人層であり､上聞

の文中にある ｢一般人士｣には､一般農民層は入ってはいないだろう｡琉球王府の支配階層

として誇 り/アイデンティティを持ち得た士族層 (首里那覇に住む者と､地方に居留人とし

て住む者とでは異なりがあるだろうが)と､権力者の動向を窺い権益確保 ･階層上昇の利害

のあった地方役人層と､貧困のために日々の生活に追われていた一般農民層とでは､ ｢学校｣

への意識はかなりの異なりがあったと考えられる｡前近代､寺子屋のなかった沖縄において

一般農民層にとって､ ｢学校｣とは自らとは無縁の役人養成機関でしかなかった｡階層毎に

立場や利害が相違するともに､その育んできた文化も戟然と異なっていた｡そうした経済的､

文化的はじめ諸々の要素が､ ｢近代学校｣への意識に反映していたと考えられ､この3者の

回想を以て､階層を超えて ｢積極的に就学を拒否｣する ｢沖縄人｣の共有の意識を反映する

ものととらえることはできないのではないだろうか｡

阿波根 (1977)注(8)が指摘する ｢学校に対して 『恐怖心』を抱 く例｣を受けて､近藤が注

目した学校が ｢大和屋｣と呼ばれた事実は､当時の人びとの意識を考えるうえで､重要で興
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味深い｡

当時私は結髪大帯で勤務してゐたから､間切の人々は私を呼ぶに主の前小､秀才前､里之子の前

といひ学校を大和屋といってゐた前任者は佐賀県吉村喜平次であったからである注 (9)

この松元維栄 (那覇出身､士族)の回想 より､近藤は､一般農民層が学校教員を役人と見な

し､琉球王国時代からの学校が持っていた地域行政機関としての性格を連続的に認識 してい

たことと､ ｢大和人｣教員や ｢標準語｣の支配する学校の本質を ｢大和そのもの｣と直感的

に認識 していたことを結びつけ､ ｢つまり沖縄人は､学校を大和化の中心機関であり､また

統治を遂行するための治安対策をも兼ねた大和による沖縄統治の拠点であるととらえていた

からこそ､積極的に就学を拒否 したのである｣と結論づけている｡この指摘は重要であるが､

一般農民層が明確に ｢大和による沖縄統治の拠点｣と認識 して ｢学校｣を ｢積極的に｣拒否

したとする､そのニュアンスについては疑問が残る｡学校に対する ｢恐怖心｣ とは､琉球王

府時代封建制度のもとでの役所や役人-のおそれ (恐れ､畏れ)と､ ｢学校｣-役人養成機

関という前近代からの連続的認識のもと自らの世界とは無縁だという ｢学校｣への隔絶感､そ

の延長上に､前近代から人びとの意識にあった異人たる侵略者 ｢ヤマ ト｣へのおそれ (恐れ､

畏れ､そして虞れ)が加わるといったような､沖縄内部の支配者と外部の支配へのおそれが

相乗的に絡みあった ｢学校｣への直感的な忌避感 ･恐怖感 とでもいうべ きものではなかった

のだろうか｡

たとえば時代はかなり下るが､1904(明治37)年生まれの女性の回想につぎのようにある｡

注(10)

大正末期頃までの島の校長先生は全部他府県人で､女子師範学校でも校長先生は勿論､先生方も

半数位いは内地人だった｡

巡査も同様他府県人で村民が裸になっているのを見つけると殴られたものである｡又年に一度の

大掃除は巡査が各戸を回って検査していたが､若し掃除が悪いとその家の人はお尻を叩かれた｡明

治末期の或巡査は家の祖父と仲良しだったが､無学の祖父には巡査の本名を呼ぶことはむつかしく

ヤマトウと呼んでいた｡島の童名のヤマタをもじって呼んでいた｡大掃除の時ヤマトウが来ると祖

父は馬小屋の前にある砂の上に土下座してヤマトウに最敬礼していた｡

時代をかなり下っても､この島では教員と巡査が管理者 ･啓蒙者として同様の位置を占め､

それがヤマ トチュで多 く占められていたことがわかる｡明治以前の生まれであろう祖父の

｢ヤマ トウ｣への土下座と最敬礼は､封建身分制のもとでの役人への姿勢が ｢近代｣になっ

ても引き継がれたものと考えられよう｡このエ ピソー ドからも､統治者 ｢ヤマ トゥ｣-の

｢積極的な拒否｣というよいうよりも､前近代から引き継いだ役人へのおそれと ｢ヤマ トゥ｣
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へのおそれが連続 して相乗化されたようなニュアンスが感 じられる｡直接に ｢学校｣への意

識を示 したものではないが､この祖父のエピソー ドは明治初期を生きた人の ｢ヤマ トウ｣へ

の意識を示すものとして ｢学校｣への ｢恐怖感｣にも敷宿されるものとしてとらえられるだ

ろう｡

近藤の論は､ ｢琉球処分｣直後に時期を限ったもので､今後沖縄の内的条件にかかわる論

の発展があるかもしれない｡が ｢近代学校｣の出発をどのようにとらえるかは､その後の沖

縄の ｢近代教育｣の展開をとらえるうえで重要である｡統治の側の意図として ｢学校｣が

｢大和化の中心機関｣であったことは明らかであるが､これに呼応させるかたちで､ ｢沖縄

人｣の ｢学校｣への意識を総体として対 ｢大和｣という軸に収赦させることにより､浅野 ･

佐久川 (1976)が述べる内的条件 (沖縄内部の階層間葛藤等)と外的条件 (｢帝国｣形成の

ための支配-｢ヤマ ト化｣)との複雑な絡みあいとその展開をとらえる視点が弱 くなり､今

日にも引き継がれる問題として浅野 (1983)が提起した沖縄の ｢近代化｣および ｢近代教育｣

のあり様を問う地平が閉ざされてしまわないだろうか｡さらに､外的条件のもと沖縄内部の

階層間の ｢学校｣観や文化の矛盾 ･葛藤が､シマの文化や教育システムの維持や変容の自律

的な展開､あるいは ｢近代的教育要求｣の生成とどのようにかかわったかなどの課題をとら

えにくくさせるのではないだろうか｡これらの課題を深めることは､日本の ｢近代学校｣が

育んできた文化や教育システムのあり様を対象化してとらえるうえでも重要と考えられる｡

本論文ではこれらの課題について深める端緒として､ある島をとりあげ､考察する｡時期

区分については､シマの文化や教育システムの自律的な展開というとらえがたいものに関心

を寄せるために､3-4世代にわたるかなり長いスパンを対象とすることになる｡どのよう

な時期区分が必要で妥当であるかについては､今後こうした考察を重ねたうえでの課題とし

たい｡

2､シマと ｢近代学校｣
以上に述べたような問題関心に基づき､この章ではある沖縄本島周辺の島をとりあげ､そ

の ｢学校｣観をめぐって島内部の階層間葛藤がどのようであり､またそうした葛藤が､シマ

の文化および教育システムの自律的展開にどのようにかかわったかを描き出すことを試みた

い｡ ｢島｣と ｢シマ｣の使い分けについては迷いが残るが､ひとまず地方役人層と一般農民

層を含む行政の単位を表すときは ｢島｣と表し､ ｢はじめに｣で述べたような精神世界と一

体となり､共同性が想定される小宇宙を指すと考えられるときは ｢シマ｣と表し､論を進め

る｡

(1) ｢学校｣の成り立ちと地方役人層

この島には士族層はいない｡琉球王府はバンジョー (番所)をおき､農民代表のジトウデ

ー (地頭代)を通 して島を統治し､ジトウデーを冠とする地方役人層と一般農民層とはしだ

いに戟然と分化 していった｡この二階層に応 じて､有筆 (テクイゴ (文子)以上)無筆の区
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別､敬語の相違をはじめとして､教育のあり様も文化のあり様も画然とした異なりがあった｡

琉球王府時代バンジョー (番所)役人 (地方役人)を養成する学校は､この島ではクェ-

ジュ (会所)と呼ばれた｡学ぶのは十五才以上の若者で､入所できるのは門閥の子息に限ら

れていた｡師匠は､首里那覇の士族を招いた｡琉球全体がそうであったように､学校 とはす

なわち役人養成機関であった｡注 (‖)

｢琉球処分｣後､この島では沖縄のなかでも早 く､1880(明治13)年6月に､小学校が設

置された (以下､Ⅰ小学校)｡東会所焼失に伴い､ ｢琉球処分｣直後に派遣された当時の番

所在勤県属内藤寛輔 (ヤマ トンチュ)が､県に小学校建設を申し出たという｡これに伴い東

会所へ閉鎖されたが､西会所は明治20年の後半まで残った｡Ⅰ小学校設立当時は､番所入 り

を目的とした首里の奉公帰 りの壮年の者 (地方役人層)もお り､就職の目途のない学校 とし

て中退 したという｡注(12)浅野 ･佐久川 (1976)が指摘するように､ ｢学校｣の出発点におい

て､その意識は役人養成機関のククェ-ジュ (会所)と連続 し､前近代 と近代の緊張感は薄

かった｡

1880年の Ⅰ小学校設立に土地を提供するなど尽力 したのが､東江実助であった｡実助は､

｢江戸上 り｣帰 りで汽車の開通式等を見､近代的な学問の必要性を感 じたという｡実助は後

に (1895(明治28)午)最後のジ トウデー (地頭代)となり､この一門は､以降もこの島の

行政や学校教育に重要な位置を占めることとなった｡1898(明治31)年には､師範学校卒の

息子の意を受けたジトウデーにより､義務教育制の導入にむけて､学校移転がすすめられた｡
クオリ

このときの地均 しの作業の賦役がたいへんで ｢倒れ学校｣ と呼ばれたという｡地方役人層と

一般農民層の ｢学校｣への意識の差がほの見えるエピソー ドであるOこの新 しい学校の中庭
ウタキ

には､御森が残された｡この当時､ ｢近代学校｣がシマの精神世界を侵すことはできなかっ

た事情がうかがえる｡

この島では､琉球王府時代 と同様に小学校設置以降も､行政機関と学校 とが密接に連関し

あっていた｡ジ トウデー (地頭代)- トーチ ョ- (島長)-村長の一門が教員であったり､

教員が校長から村長となった りという関係にあったのである｡たとえば､この島出身の初め

ての Ⅰ小学校校長であるN･K氏 (1926(大正15)年より校長)は､ジ トウデー東江実助の次男

の息子にあたる｡N･K氏は､のちに村長 となった (1938(昭和13)午)｡そうして､この

N･K氏の娘N･M氏 (1916(大正5)年生まれ女性)は､1947(昭和22)年より長 く島の小学

校の教員として勤めた｡琉球王府時代の地方役人層と教員層､さらに ｢琉球処分｣以降の為

政者との連続性が典型的に見られる一門であるといえるだろう｡この前近代からの連続性に

もとづき､教員の地位は､島において非常に高かった｡以下､N･M氏へのインタビューよ

り､その回想である｡注(13)

｢チョ-イン ドウ ヤンシェリ (教員ですか)｣ていって､昔のチョ-インっていったら､も

う神様みたいに｡ (略)
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この-､今も笑い話に出るんですがね､学校の先生はね-､トイレにも行かれるか12-というく

らい､みんなね (笑い)､おしっこも出されはするかね-つて､神様みたいに､もうあがめてい

たから｡

教員層の家庭と一般農民層の家庭とは､服装から､家族の呼び方､名前もちがった｡琉球王

府時代の文化の相違に加えて､その違いに､今度はヤマ ト風 という要素が加わることになっ

た｡

私達は､小さいときから教育界にいたから､ずーっと後ろ結びでね｡そしてね､みんなと一緒に

したくて､前に｡そうしたらね､父におこられて､後ろにしなさいといって､後ろにさせられて｡

後ろ結びは､ヤマ ト風であ り､N･M氏以外の一般農民層の子ども達は､朝､学校の前で後

ろ結びにし､学校が終わり校門を出るとまた前結びにした｡注(14)N ･M氏は､教員の子ども

は上級学校に進むのであるから､ヤマ ト風にすべきだと思っていたという｡

もう学校出たら (出席したら)､みんなヤマト風でしょ｡学校の学問､教育もみんな､だからそ

うすべきだといって｡ (中略)

学校で教科書に教えられるっていっても､みんなあれ (ヤマト風)でしょ｡だから､この方がい

いって､私たちは､将来､上の学校にも進むから､私たちは｡

この一門において､支配者の文化である ｢ヤマ ト風｣の文化に抵抗感はなく､その文化を身

につけることが自らの立場 (前近代からの連続性に基づ くもの)において当然であり､それ

が ｢学校｣への意識と一体 となっていたことがよくわかる｡

また､農民の家庭はおとうさんのことをチヤツチャー､おかあさんのことをアンマ-と呼

んでいたが､N ･M氏の家では､ヤマ ト風におとうさん､おかあさんと呼んでいた0 (ただ

し､祖父母に対 しては､各々パッパ､ウブシュと一般の人と同様の呼び方で呼んだという｡)

また､童名 (このシマでは ｢シマナー｣)はあったが､N ･M氏はヤマ トナ- (大和名)で

｢ちゃん｣づけで呼ばれたという｡

N ･M氏の父N･K氏は､台湾 (より ｢進んだ｣日本の教育が行われていたという)での

教員体験より､たいへん ｢本土びいき｣であったという｡姓も､N･K氏のときに､ヤマ ト

風に変えている｡さらし木綿からパンツ-の指導をはじめ､島では ｢近代｣化への啓蒙的指

導者であった｡

総 じてとらえるならば､この一門のあり様には､その折々の支配 (権力)者の文化に親和

的な地方役人としての心性 と､島の啓蒙的指導者としての ｢近代｣化指向 (それはとりもな

おきず ｢本土びいき｣と同義だった)の双方が入 り混 じって見られるといえるだろう｡そう
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して､それは沖縄の教員層のあり様の典型ととらえることもできるだろう｡

上級学校進学は､こうした i地方役人一致貞一村の為政者f層の一門の子どもたちにほぼ

限られた｡ (一般農民層の進学者もごく少数いた｡この人達についての考察も必要だが､今

後の課題としたい｡)

この島では､階層間移動がほとんどなく､前近代からの 】地方役人-教員-村の為政者i

層と一般農民層の二極分化が昭和に至るまで基本的に引き継がれた｡こうした二極分化が､

シマンチュ (鳥人)の ｢学校｣観の二極分化- すなわち ｢学校｣文化に親和的で学歴を得

ていく層と､そうではない層を生み出し､それがさまざまに今日のシマンチュの ｢学校｣観

に影響を及ぼしていると考えられる｡ (たとえば､この島では高校中退者が しばしば青年会

会長に選ばれるなど､今日においても ｢学校｣的価値 とは異なるシマの自律的な価値基準が

息づく｡こうした背景に､このような島の内的条件があるのではないだろうか｡詳 しくは照

本祥敬 ･長谷川裕 ･村上 ｢『中退』が交差する場 - A島でのインタビュー調査 より-｣

(科学研究費補助研究成果報告書 『沖縄県における高校中退者 ･不登校生徒の進路意識に関

する総合的研究』 (研究代表者 藤原幸男､1998)を参照されたい｡)

(2)シマの文化をめぐって

N･M氏の一門に代表される 1地方役人-教員l層と一般農民層 とでは､シマの文化に対

する対 し方も､画然と異なっている｡以下､ ｢学校文化｣にかかわるものとして､(1)声の文

化と文字の文化､(2)ジンブン､という視点から､シマの文化のあり様について述べる｡

(1) 声の文化と文字の文化

｢声の文化と文字の文化｣ という表現は､W-J･オングに拠る注(15)｡もともと文字の文

化がなく､シマウタに象徴 されるシマのことばの文化の特質は､基本的に ｢声の文化｣とと

らえられよう｡ ｢声の文化｣は､表情や声の調子､身振 り手振 りなど身体性に根ざした表現

であり､ ｢人間的な生活世界 lifeworld｣により根ざし､人と人のいる対面的な場で即興的

に展開され､人と人との ｢共有的なcommunal一体化｣への関係性をつくりあげていく｡一方､

｢文字の文化｣は､個一弧的で硬ぼった身体のもと､ ｢人間的な生活世界 1ifeworld｣とい

ったん切 り離された場で表現される｡里見実はオングを受け､ ｢学校教育の歴史は､つまり
リテラシー

は文字文化の歴史であるといっても過言ではない｡ここでいうリテラシーとは､ (中略)そ

の読み書き能力や習慣の上にかたちづ くられる文化のありようの総体を意味 している｣とし

たうえで､ ｢口頭によるパロールがすぐれて統合的であり､話者の思考を生活世界と､それ

が語られる生きた場につなぎとめるのに対 して､読み書きは語ることと生きることの連続性

をたちき｣ると述べる｡注(16)｢声の文化と文字の文化｣をめぐって､さまざまな場の意味を

超えてこのように本質を定めていくことについては検討が必要だが､ここではひとまずこう

したとらえ方にしたがい､シマの文化について見ていくことにしたい｡

一般農民層の暮らしの文化を彩ってきたシマの文化として､モーアシビ (毛遊び)があげ

られるだろう｡モーアシビは､王府の命を受けたバンジョー (番所)によってたびたび取 り
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L. r

締 まられたが､若者の抵抗は強 く､ ｢琉球処分｣以降も長 く行われた｡ ｢昼の取仕事 気張
′､ンノ1-イー

て働ちん 夜のひま遊び 御止めみせみ/夜んゆるさぬ 番所の仰せ事や あんまでやっさ
シトリナ

あ 地頭代の主｣などの千一アシビ唄が､ その間の事情 を物語っている｡モーアシビは､
サ /ン/ イキカ ミヤラビ

｢早 く弾 さみ しょり 三線や男 歌や美童 も 連れて しゃべ ら｣で､始まったという｡注 (17)

筆者のインタビューの際､東江マガさん (1911(明治42)午)と崎浜竹 さん (1914 (大正

3)午)は､つ ぎのように語っている｡注 (18)

サ ンシン

東江 モーアシビーは､カチャーシーしてよ､踊ったよ｡昔はね､三線なかったからよ､畑から

もどるときに､鍬の､鎌であれして､またクバ笠かぶって､クバ笠また鎌で打ってね､弾きよっ

たって｡ ｢キープドゥ｣といってね､木で作ったよ､煙草入れ､作って､ 打ってね､三線がな

いからよ､口三線でよ､トウントウンテン､ トウントウントウ､つてして｡キシェル (煙管)打

ってよ､行き帰り､畑の帰りによ､三線の､男が トロントロンしたら､女は唄してよ｡戦前､働き

盛りにね｡

崎浜 お祝いも､昔は朝まで三線と唄したよ｡帰さなかったよ｡

｢キープ ドゥ｣や鎌 を打ち､口三線を伴 う唄は､このシマ独特のものであったという｡この

あと､マガさんと竹 さんは ｢オバーが唄 うから聞いてね｣ と､つ ぎからつぎ- と ｢キープ ド

ゥ｣で唄われた唄を唄って くださった｡

勤勉な働 きぶ りで知 られる島の人々だが､労働の間にまに､暮 らしを楽 しんでいた歌や踊

りの声の文化のすがたが､マガさん､竹 さんの姿の向こうにつらなって想像される｡こうし

た暮 らしが､戦前 くらいまでつづいたらしい｡注(19)このような共同性を確保 し､育む声の文

化は､シマウタ文化に象徴 されるように､この島に限らず､琉球弧のシマに､さらに言うな

らば世界のシマに広 く見られる文化の特質といえよう｡

一方､地方役人層の子 どもたちには､このような歌や踊 りの遊びは許されなかった｡

地方役人層の子女であるN ･M氏は､モーアシビについてつ ぎのように述べている｡

(踊りについて)上の学校に行く人は､それには参加しなかったんですよ､ (中略)これは､一般

の､下の人達の踊りだからやるなっていって｡

子守歌とかね､モーアシビね､それは歌はいっぱいありますが､これも一般の､下々の人達がや

るもんであって､そんなのはしないように､いわれていたんですけどね｡

｢琉球処分｣以降も､歌や踊 りの声の文化が一般農民層にしか許 されず､地方役人層はこう

したシマの文化 を ｢下々の人達｣のものとして低 く見､ ｢学校文化｣ と対置させていたこと

がわかる｡

-10-



前近代､文字の文化を学ぶことは､地方役人層の子息にしか許されなかったが､ ｢琉球処

分｣以降も､学校⊇文字の文化 ;地方役人層､声の文化 ;一般農民層という関係が基本的に

引き継がれた事情がうかがえる｡

先にも述べたように､前近代､沖縄では文字の文化は統治機構とのみ結びつき､またそも

そもシマグチを文字で表記することは困難であり､一般農民層の間では､生活語 (シマグチ)

とかけはなれた文字の文化への要求は生まれにくく､ヤマ トにおけるような被支配層の間で

の文字の文化をめぐる多様な発展はなされなかった｡近代になっても生活語 (シマグチ)と

文字の文化の乗雛のあり様は変わらず､学校では作文を書 くときは会話文においても標準語

でという指導がごく最近まで行われ､里見が述べる文字の文化の特質がより典型的に顕われ

ている場が沖縄であるともいえよう｡筆者が聞く範囲では､今も作文や手紙を書 くのは苦手

だという人が多い｡浅野 ･佐久川 (1976)が指摘する ｢『近代』教育の一定の基礎 となりえ

る｣要求が生まれなかった要因の一つに､シマのことばの文化のあり樵 (それはヤマ トと比

べるとき特質ともいえるが､一方で世界のシマの文化を考えるとき普遍的なあり様かもしれ

ない)があったといえるのではないだろうか｡ ｢近代学校｣で教えることばの文化が､文字

の文化と国家語-標準語 (;ヤマ トグチ)であったことを考えるとき､こうしたシマのこと

ばの文化のあり様は､シマの人々の ｢学校｣観に大きな影響を与えたと考えられる｡

文字の文化と馴染みにくく､シマウタに象徴 される声の文化を根強 く育んできたシマのこ

とばの文化のあり様は､ ｢近代的教育要求の未成熟｣ととらえられる一方で､シマの生活の

脈絡と切れ､文字の文化と国家語-標準語をその特質とした ｢近代学校｣のことばの文化を

鋭 く照らし返すものでもある｡この島では､階層の二極分化に伴う ｢学校｣への親和性の二

極分化ゆえに､またシマの文化は ｢学校文化｣と馴染みにくかったがゆえに､ ｢学校教育｣

によって襲われることなく､かえってその命脈を生き生きと息づかせたという関係が､仮説

的に考えられる｡

こうした命脈は､たとえばこの島で､近現代がもたらした米軍支配下の歴史の痛みの折に

つぎのような表現となって現れたと考えられる｡ (｢琉歌に託す坐 り込みの心境｣より)荏(a))

カバーぬしちゃ (下) うとうてい (居って) 波ぬ くい (声)どう 聴 (ち)ちゅる

あきよこの憐 り ゆすぬ知ゆみ

(天幕の下にいて 波の声を聞いているこの口惜しさ 憐れき よその人にはわからない)

ちゅむとう (一本)から三ばき 実ぬる真謝原ぬ芋ぬ (んむ)や アメリカぬ鋤よ起こち

(一本から寵に三杯実のる真謝原の芋を アメリカが鋤き起こしてしまった)

親元祖 (うやぐわんす)からぬ馴れ住みぬ真謝や あきよ火ぬ弾ぬ 焼 くちゅら とう

みば

(先祖から馴れ住んだ真謝を 〔アメリカの〕火の弾が焼 くだろうと思えば ああくやし

いことだ) (以下略)

‥it!‥



以上は､米軍に土地を取 りあげられた農民のオバーたちが､強制的に移住させられた幕舎

のなかで､ ｢おさえきれない気拝をこめて｣歌った自作の琉歌である｡また1955年､島の窮

状を琉球政府や本島の人々に訴えた乞食行進の際には､シマンチュがつ くった ｢陳情口説

(くどち)｣が歌われた｡注 Ql)これらはシマで自足的な暮らしが許されなくなった近現代の

新たな事態と出会い､自分たちのシマに根ざした想いを､連綿と命脈を保ち育まれ､身の内

に生きるシマの文化によって､まるごとに表現 したものとして､シマの文化の自律的な展開

といえるだろう｡もしこのオバー達が文字の文化を核とする ｢近代学校｣にすっかり馴染ん

でいたならば､こうした声の文化は彼女達の身の内から喪われていたかもしれない｡

これらの琉歌は､シマに根ざした権利の主張という意味からは近代的な性格を持つかもし
ウヤグヮンス

れないが､一方それは個に根ざすというよりかは､ ｢親元祖｣から引き継いだ土地と結びつ

いた共同性に根ざした表現であり､その意味では近代的とはいえないのかもしれない｡

米軍支配という状況と闘うためには､文字の文化-本の世界に基盤をおく近代的な学問へ

の要求もうまれており注 (zz)､たとえば阿波根昌鴻の歩みには､シマの文化と近代的な学問

との有機的な出会いや深まりが見られる｡もしかしたら浅野 (1983)のいうような ｢『近代

学校』創出と深いかかわりを持つ教育思想｣が､こうしたシマと国家との矛盾のなかで､シ

マ内部に生成 していったのかもしれない｡そうした内的な生成とこのシマにおける ｢学校｣

の展開とのかかわりについては､時期を追い､さらに検討 しなければならない｡一方で､こ

うした闘いの拠 り所となるシマの文化の自律的展開が､文字の文化との桔抗関係のもとに可

能であったとするならば､浅野 (1983)が沖縄の ｢近代教育｣においては ｢未達成のまま残

された｣と指摘する ｢『近代』たりうるために必要な､いくつかの基本的問題｣とそれほど

のようにかかわるのだろうか｡もしかしたら ｢『近代』たりうるために必要な､いくつかの

基本的問題｣が ｢未達成のまま残された｣がゆえにこうした自律的展開がなされたというと

らえ方も成 り立ちうるかもしれない｡今後深めていかなけれなばならないが､西欧発の､文

字の文化を基盤として成 り立ったと考えられる ｢近代｣や ｢近代教育思想｣｢近代学校｣観

ではとらえきれない問題や可能性がそこにはあるように感 じられる｡

(2)ジンブン

もう一つ､一般農民層の文化を彩 り､ ｢学校｣｢学力｣観にかかわるものとして､ジンブ

ン (生きる知恵)というシマグチをあげることができるだろう｡ジンブンとは､語源を遡れ

ば ｢思うところ､考え｡意見｡｣という意の ｢存分｣であるという (『沖縄語辞典』国立国

語研究所)｡いわゆる学問的知識､学校的学力に対置され､生きる文脈に根ざして働かす知

恵の意である｡今も島では､このシマグチはよく用いられ､学歴のある人よりもジンブンム

チャー (生きる知恵をもつ人)が重んじられる｡たとえば山羊 (ヒ-ジャー)をさばく際に

も､いくら大学で畜産を学んでいたとしても､その場でジンブンを働かす人が重んじられる

のである｡また青年会会長を選ぶ際には､学歴や学問の有無より､ジンブンムチャーか否か

が重要な基準となる｡学問や学歴はあっても ｢ムノー シラン (物を知らない)｣という評

価が､今 もよく口に出される｡ ｢ジンブンノ アレー サビシロー カモン (知恵があった
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とばを､昔のおじいちゃん､おばあちゃんはよく言ったという｡貧しい生活を生き抜 く知恵

を重んじた歴史が感 じられる｡シマを生きるうえで必要な学力として､ジンブン学力観は､

今も根強く息づいているといえるだろう｡ この島の場合､単純化するならば､一般農民層

と地方役人層とのあいだに､声の文化 :文字の文化､ジンブン:学校知 ･学問という括抗関

係が見られるといえるだろう｡

(3)まとめ

島では､階層間移動が起こりにくく､前近代における一般農民層と地方役人層の二極分化

は､ ｢琉球処分｣以降も一般農民層と 1教員-村の為政者Ⅰ層の二極分化として持ち越され

た｡そうして i教員-村の為政者‡層は､ヤマ ト化すなわち日本国家に組みこむ側の末端と

しての役割を果たした｡一方こうした階層の二極分化は､文化面においてつぎのような括抗

関係を生み出したと考えられる｡すなわち一般農民層 : 1地方役人-教員‡層間における､

(声の文化 :文字の文化) (ジンブン:学校知 ･学問/学歴) (シマグチ :標準語><シマ

に根ざした文化 :ヤマ ト文化指向>といった括抗関係である｡後者は､ ｢学校｣に親和的な

文化である｡この階層の二極分化にもとづ く文化の括抗関係が､かえって前者のシマに根ざ

した文化を､今日に至るまで息づかせる方向で働いた､という仮説が考えられるのではない

だろうか｡

一章で述べた課題と絡めてまとめるならば､この島においても日本国家の ｢帝国｣形成の

意図のもと､ ｢近代学校｣は外的条件として強制的に成立させられた｡この ｢近代学校｣で

は､出発点から長く､前近代における階層間の関係性がそのまま持ち越された｡そうした内

的条件､すなわち支配者の文化-｢学校文化｣に親和的な 1地方役人-教員-村の為政者l

層と馴染みにくい一般農民層の二極分化は､その桔抗関係のもとかえって一般農民層が身の

内に育んできた共同体としてのシマの文化や教育システムを維持 し､自律的に展開する方向

に働いたと考えられる｡その自律的展開は､たとえば米軍支配に対する土地闘争の際に拠 り

所となる表現を生みだした｡この維持や自律的展開については､折々の島の政治的社会的状

況による時期区分にしたがい､さらに精微な考察が必要だろう｡今後の課題としたい｡

このシマにおける､シマの文化と ｢近代学校｣をめぐって､外的条件による ｢近代学校｣

の強制的出発､内的条件の ｢未成熟｣といった負の要因が､シマの文化の維持の方向に働き､

それが米軍支配の際に闘う文化創造のポテンシャルとなりえたという､弁証法的な関係性が

見られるのではないか｡こうした関係性は ｢近代学校｣のあり様について､根源的な問いを

投げかけるといえるのではないだろうか｡

おわりに

当初の問題関心や構想に比 しあまりにもささやかで､またシマの文化という､身体性に根

ざした文字の文化ではとらえきれないものをとらえようとするには､租っほいものとなって

しまった｡反省するばかりである｡これに加えてシマの文化を豊かに体験 した教員お二方の

歩みを辿ることによって､シマの文化と沖縄の ｢近代学校｣のかかわりの一端について考察

するつもりであったが､余裕がなくなってしまった｡今後の課題としたい｡以下､当面の課
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題をまとめて､結びとしたい｡

(1)近藤 (1993)が､ ｢沖縄人教員は､政策の末端としての性格と 『伝統』的な共同体構

成員としての性格を同時に兼ね備えた存在であ り､彼らに注目することにより､沖縄人の生

きた歴史を解明する手がかりを得ることができるのではないか｣と述べていることに､筆者

も同感である｡今回は地方役人層出身の教員をとりあげたが､今後､シマの文化を豊かに体

験 した教員像について､その歩みを辿ることによってシマの文化と ｢近代学校｣のかかわり

について深めたい｡

(2)浅野 (1983)が指摘する､沖縄では ｢近代学校｣の成立のために ｢『近代』たりうる

ために必要な､いくつかの基本的問題｣が ｢未達成のまま残された｣ということともかかわ

って､シマの文化と文字の文化とのかかわりについて､さらに深めたい｡国家主義的な要求

によって成立させられるにしても､学ぶ権利主体 としての民主主義的な要求に基づき育まれ

るにしても､ ｢近代学校｣の本質は､文字の文化と不可分である｡一方､シマの文化は声の

文化として性格づけられる｡シマで､どのように文字の文化への内的要求が生まれ､それは

声の文化とどのようにかかわりあっていったのだろうか｡

この島のある女性は､つぎのように､文字の文化-の思いについて語っている｡前近代地

方役人層の子どもといえども､女性は文字の文化を身にもつことから外され､ ｢琉球処分｣

以降も ｢学校｣に行かない場合があった｡この女性は､1887(明治18)年､地方役人層の家

に生まれ､初代 トーチ ョー (島長)に嫁ぎ､教員の妻であった｡以下､ ｢伊是名ばあさまの

昔がたり｣注(23)より (表記も訳もすべてこの書に拠る)0

｢アギジヤツビヨー. ヌーデイチ ワノー ウヌグー トウ シ- ガッコ- アイカンナタルヤー.｣

ッこ ヤンマヤケ チムー ヤニュルバー.(中略)

ニヤ ツマ-ラ ティガ ミヌ ツワ-ガキ チ ン ムヌー ミ-ラン. ヌン ドゥ-ヌロナー

チ ョンワハ ラン トウ.

(｢ああしまったなあ.何で私はこんなにしてて 学校に通わなかったんかなあ.｣

今になるまで 心が痛むんだよ.(中略)もお 其処から手紙の宛名が来ても 字が読めない.

全然自分の名さえ分からない.)

この女性は､夫が教員であることにより､文字の文化の有無を意識させられることが､一般

農民層より強かったかもしれない｡一般農民層において､文字の文化への意識がどのようで

あり､文字の文化への要求がどのように生まれたかについてはさらに調べなければならない｡

が一つ言えることとしては､この女性にかぎらず､筆者のこれまでの聞き取 りの範囲では､

｢学校｣-の要求とは､すなわち文字の文化を学ぶことへの痛切な要求であった｡シマのこ

とばの文化と ｢近代学校｣をめぐる事情のもとで､こうした文字の文化への要求がいつ頃ど

のように生まれ､どのような中身であったか､さらにそれがシマの文化とどのようにかかわ

りあっていったかについて､もっと深めていきたい｡

またたとえば阿波根昌鴻に見られるような近代的学問-の要求とシマの文化に根ざした表

現との出会いと深まりのあり様についても､さらに深めたい｡
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