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1. はじめに
本稿のテーマは、昭和 30 年代における奄美大島・名瀬地区の小学校で行われ
た話しことば指導の実態についてである。
鹿児島県は、戦前より学校教育を通じた標準語指導に注力しており、戦後も国
語教員らによって構成された研究会が話しことば指導（共通語指導）に関する活
動を牽引した。このような鹿児島県の取り組みの背景には、近代から現代まで引
き続いている「国語」をめぐるイデオロギーの問題がある。例えば前田達朗氏が、
戦中に出版された『鹿児島県話言葉指導書』と戦後の国語教育研究誌『鹿児島県･
国語教育』を用いて分析したように、戦前・戦中期と戦後で推進力が異なっても「正
しいことばを話す正しい国民を創出する」という目標は変わっていない。特に鹿
児島県の場合は、自分たちのことば（アクセント）の特殊性を自認し、教員でさ
え標準語・共通語とはなにかを具体的に掴みきれないまま、方言を矯正・排除す
るという活動をも呼び起こしたことが、鹿児島における言語イデオロギー形成の
土台の一部となっていたという前田氏の指摘も、本稿が共有する問題意識のひと
つである 1。
筆者は、こうした前提を踏まえつつ、実態として鹿児島県下での話しことばの
指導がどのように行われたのかについて明らかにするため、県内各地域での調査
を進めている。調査自体は現在も進行中であるが、今回はそのなかから、奄美群
島最大の都市部といえる奄美大島・名瀬地区の小学校のうち、奄美小学校と名瀬
小学校、2 校を取り上げる。
1

･ 以上、前田達朗「鹿児島県の国語教育における標準語 / 方言イデオロギー―戦中の「指導
書」と戦後の教育雑誌をてがかりとして」
（『日本語・日本学研究』vol.3、東京外国語大学
国際日本研究センター、2013 年）を参照。
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2. 当該期の奄美大島における話しことばに関する状況
戦後の鹿児島県の小学校における話しことば指導は、昭和 30 年代に広がりを
見せている。この時期に話しことば指導が促進された理由について、新名主健一
氏は、国語科の学習指導要領による影響を指摘している 2。新名主氏がいうよう
に、まず、1951 年（昭和 26 年版）の学習指導要領から「標準語」という用語が「共
通語」に変化している。そして、
「人にわかるようにはっきりと共通語を話すこと
ができるようにする」という具体的な方針が打ちだされた。1958 年（昭和 33 年版）
には、共通語を「全国に通用することば」、方言を「その土地でしか使われないこ
とば」と言い換えているが、いずれにしても、公に使うことばは地域語ではなく
正しいことばを使うための指導が必要だという見解が、戦後の教育方針にも反映
されたことが明文化されている。これはもちろん、米軍政下から復帰した奄美群
島の小学校でも展開されていった。
奄美群島は、いわゆる県本土（薩摩・大隅地方）の方言とは異なるシマグ
チ と 呼 ば れ る 地 域 語 を 持 つ が、2009 年 に 発 行 さ れ た ”Atlas･ of･ the･ World’s･
Languages･ in･ Danger”
（世界消滅危機言語地図）でも示されたように、現在、シ
マグチ継承の危機を迎えている。このような事態につながった原因としては、戦
前・戦中の標準語指導の遂行以外にも、
「日本本土」への出稼ぎ人口の多さが挙げ
られている。近世の薩摩藩による支配期より続いた植民地的社会構造によって、
奄美群島では、近代になっても地域内産業の発展が乏しく、仕事を求めて島外へ
出稼ぎに行く人々が絶えなかった 3。そして、ひとたび故郷へ戻った人々によっ
て語られたのは、ことばのちがいによって明確化される社会の壁であったという。
この経験は、本土でシマグチを話すとばかにされるとか、標準語（共通語）を話
せないと仕事先で困るといった言説として持ち帰られてきた 4。つまり、当該地
では、上掲した学習指導要領に示されたような、公として「正しいことば」と地
域語の関係が、より具体的で身近にある深刻な問題としてとらえられてきたとも
いえるだろう。こうした問題が中心地から離れた場所ほど明確化されるというこ
とは、改めて指摘するまでもない。本稿は、奄美群島のもつ社会的背景は踏まえ
2

･ 新名主健一「鹿児島県国語教育史Ⅳ：昭和二十・三十年代の共通語教育」
『鹿児島大学教
育学部研究紀要 . 教育科学編』39 号、鹿児島大学教育学部、1988 年、pp.322
3
･ 奄美群島からの人的移動の傾向については、拙稿「近代における奄美群島からの渡台者
について」
（『交錯する知 衣装・信仰・女性』、思文閣出版、2014 年）にまとめた。
4
･ 前田達朗「『経験』としての移民とそのことば―「奄美人」とシマグチを事例として」
（『こ
とばと社会』12 号、三元社、2010 年）を参照。
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つつ、鹿児島県における話しことば指導の事例研究としての側面も重視し、奄美
群島のなかでも関連史料が確認できる 2 つの小学校のケースを取り上げて考察す
る。

3．『ことばのほん』の使用―奄美小学校での状況
本項では、鹿児島県の話しことば指導用副読本の使用についてみていく。
戦後、鹿児島県の話しことば指導を牽引した鹿児島県国語教育研究会（以下、
鹿国研と略す）は、1949 年に結成された鹿児島国語文化研究会を前身とした、国
語教員によるグループである。この鹿国研の研究誌『鹿児島県

国語教育』6 号

（1958 年）では、共通語指導に関する特集が組まれた。この特集では、鹿国研メ
ンバーが勤務する各学校での共通語指導の取り組みについて、いくつかの報告が
なされており、
「指導の態勢」というセクションには、吉村次雄氏が奄美小学校で
の事例について「ことばの本の効果的指導」という報告を寄せている。
1922 年生まれで指宿出身の吉村氏は、台北師範学校を卒業し、1940 年に台湾・
新竹州の公学校で訓導として採用された。その後徴兵されて、1946 年に復員す
るとすぐに鹿児島市の八幡小学校に赴任している。1955 年に鹿国研が主催した
第二回夏季研究集会には、吉村は共通語班のメンバーとして参加し、同班の討議
記録係を担当した。その記録は『国語通信』第 10 号に掲載されているが 5、この
研究集会での共通語班の討議の中心は、
『ことばのほん』の制作・編集に関するこ
とであった。
『ことばのほん』とは、鹿国研と鹿児島県教育委員会が共編した、県
内児童向けの共通語指導用テキストである。上述の研究会では、このテキストの
作成に向けて、単元の構成や内容、使用方法などについての具体的な議論がなさ
れていた。1956 年 3 月に低学年用と高学年用を分けた初版が完成し、同年 6 月に
はこの『ことばのほん』初版を使って、鹿児島市立八幡小学校で第一回鹿児島県
話し言葉指導研究大会が行われている。この時、吉村氏は同小学校で国語主任を
務めており、研究大会においても中心的存在であったことが確認できる 6。吉村
氏は、この時期の鹿国研の若手メンバーとして話しことばの指導の最前線で活躍
する存在だったといえよう。その吉村氏が奄美小学校に赴任したのは、研究大会
5

･「共通語班の記録」
『国語通信』第十号、鹿児島県国語教育研究会、1955 年、pp4-6
･ 新名主健一「鹿児島県国語教育史Ⅴ：上原覺市・上原森芳・西村義雄の話しことば教育
を中心にして」
『鹿児島大学教育学部研究紀要 . 教育科学編』40 号、鹿児島大学教育学部、
1989 年、pp.402-403

6
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の翌年、1957 年 4 月のことであった。
吉村は、先に掲げた実践報告「ことばの本の効果的指導」のなかで、奄美大島
ではシマグチの語彙が共通語と大きく相異していると指摘している。
「これを共
通語と混同させて話されると、本土の人には、全く通じない話し方」7 であり、
多くの児童が共通語を使えない状況だという。吉村氏は奄美小学校に、自身が作
成に携わった『ことばのほん』を持ち込んで、担任だった学級で話しことばの指
導に着手した。鹿国研の重鎮であった鹿児島大学教育学部教授蓑手重則によれば、
『ことばのほん』は 1956 年から 4 年の間に鹿児島県下の 214 校が採用したという。
これは、鹿児島県下のおよそ 30 ％程度の小学校にすぎなかった 8。現在のところ、
奄美群島でこの『ことばのほん』を使った話しことばの指導が行われたケースは、
吉村氏による奄美小学校での事例以外確認できていない。つまり、奄美小学校に
は当時の奄美群島で初めて、鹿児島県における話しことば指導の最新教材が持ち
込まれたとみることができる。また、
『国語通信』に掲載されている鹿国研の名簿
をたどると、1957 年までは奄美群島の学校教員に入会者はおらず、鹿国研のメ
ンバーとして初めて奄美群島に赴任したのが吉村氏だったようである。
『ことばのほん』は、1958 年 8 月に改定されて低学年・高学年用の 2 部編成で
はなく、1 冊にまとめられた。初版は現存が確認されていないが、改訂版の『こ
とばのほん』は鹿児島県立図書館に所蔵されており、この改訂版には、編集委員
に吉村氏の名が記されている。初版は低学年版 30 単元、高学年番 26 単元で、本
文のみの構成であったようだ。改訂版は 39 単元（7 項目の付録つき）で、各単元
は基本的に学校や家庭、友人関係のなかで想定されるシチュエーションでの対話
型の本文になっており、下段には、発音・アクセント・ことばづかいなどの注意
が掲載された 9。奄美小学校で使用されたのは、時期的に考えて初版であると推
察できる。
吉村氏が行った『ことばのほん』を使った指導の中心は、その後、校内放送を通

7

･ 吉村次雄「ことばの本の効果的指導」
『鹿児島県 国語教育』6 号、鹿児島県国語教育研究
会、1958 年、pp182
8
･ 蓑手重則「2. 九州南部―鹿児島を中心に―」
『方言学講座』第四巻、東京堂、1961 年
9
改訂版の下段の項目は、例えば、発音の注意で「せんせい」という単語を挙げて、傍注と
して「×シェンシェイ」と記されている。こうした注意は、いずれも鹿児島の方言を標準
語に正すことを目的としたものである。改訂版のポイントである下段の構成は、そもそ
もシマグチが地域語である奄美群島での使用を考慮していない構成であったことを付記
しておく。
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じた全校指導へと発展している。原田大樹氏はこれを音読指導であると指摘してお
り、
「
『ことばのほん』の音読指導の実際は、共通語アクセントの模範を聞いて、繰
り返し練習するという、いわば共通語アクセントを体得させていくような指導」10
であったと位置づけている。
吉村氏の実践報告によれば、火曜から金曜までの朝の 10 分間をことばの指導
の時間として設定し、前半 5 分は範読を含めた校内放送で、後半 5 分は各教室で
の担任による指導が行われたという。教材は、吉村氏が『ことばのほん』からとっ
ていた。指導の方針としては、原田氏が指摘するような、正しい発音の練習、抑
揚に気をつけて話す練習やアクセントの違いを聞き分ける練習などを経て、
『こ
とばのほん』の最後部に付録されている文章などの朗読練習へと進めていった。
そして吉村氏の担任学級では、最終的に、後半 5 分を朝の話し合いの時間とし、
児童に持ちまわりで司会をさせるという、音読指導から離れた積極的な発話の機
会へとつなげていたことが、吉村が編集した学級文集『そてつ

お別れの文集』

に収録された作文から確認できる 11。
1958 年度に 5 年生で吉村学級に在籍していた松畑瑠美子氏への聞き取りによ
れば、吉村氏による実践報告のような指導を受けた記憶は残っており、アクセン
トと鼻濁音についての言及が多かったという 12。しかし、吉村学級以外では吉村
のような熱心な指導を行っていたとは思わないとの回答を得た。松畑氏は 6 年生
の際には校内放送による朝のことばの時間はあったが、その後の担任による指導
は吉村学級だったころのような密度の濃い指導ではなかったと記憶していた。確
かに、吉村氏が 1959 年 4 月に鹿児島市内の山下小学校へ転任して以後は、奄美
小学校における話しことばの指導について、教育関係の雑誌類に報告が挙がるこ
とはなかった。また、吉村転任以後は、
『ことばのほん』の使用についても、当時
の児童への聞き取り調査による確認はとれなかった。1958 年当時の『奄美小学校
学校要覧』によれば、校内放送担当で国語部の教員であった大野竜一氏は「話
しことばの系統的指導をどのようにするか」を研究テーマとしており、吉村氏の

10

･ 原田大樹「昭和 30 年代に鹿児島県における共通語指導―副読本『ことばのほん』の使用の
実際―」
『論叢国語教育学』復刊 1 号、広島大学大学院教育学研究科国語文化教育学講座、
2010 年、pp.33
11
･ 吉村次雄編『そてつ お別れの文集』奄美小学校 5 年 7 組、1959 年
12
･ 鹿児島県における話しことば指導では、アクセントと鼻濁音の体得は大きなポイントと
して認識されていた。
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実践報告にも、協力を得た教員として名前が挙がっていた。大野氏の活動や指導
については現在のところ手がかりとなる報告や論文がなく、聞き取り調査からも
成果がないが、いずれにしても、鹿児島県における最新のテキストを使用した話
しことばの指導は、奄美小学校においては継続性は見られなかった。

4. 視聴覚教育の利用―名瀬小学校での状況を中心に
本項では、昭和 30 年代の話しことば指導における、ラジオ学校放送と校内放
送に代表される視聴覚教育の利用についてみていきたい 13。
戦後、GHQ の民間情報教育局（CIE）の教育改革のなかには、視聴覚教育の推
進が位置づけられていた。戦中期に戦争プロパガンダの一翼を担った NHK は、
その存続をかけて GHQ の民主化政策への協力を推し進める姿勢をとり、教育番
組編成に注力している 14。こうした戦後の視聴覚教育史を紐解くにあたっては、
日本における放送教育理論の第一人者である西本三十二氏らが創刊に関わった日
本放送教育協会の機関誌『放送教育』も重要な史料群のひとつである。その 11 巻
11 号に掲載された、
「昭和 31 年度

放送教育特別研修会報告」の学習指導部会・

国語班の報告には以下のような記述がみられる。
国語学習へ放送をとりいれる必要性として次のようなことがとりあげられた。
1.･ことばの純化の確立
教師自身が、方言、訛言が多いのであるから、まして児童の言語活動は不純で
ある。これを放送によって標準の線へもっていきたい。
2.･一般に国語学習は、読む、書くにウェートがかかっている傾向であるが、放
送によって、聞く、話すというようなウィークな点をカバーしてゆきたい 15。
当時、国語教育においては、
「ラジオ国語教室」などの NHK ラジオ学校放送が
活用されていた。鹿児島県の場合はそれに加えて、NHK 鹿児島放送局の協力を
13

･ 奄美群島でのアナログテレビ放送開始は遅く、1963 年からだったため、本稿であつかう
学校放送はラジオ放送とする。
14
瀧口美絵「視聴覚教育の史的研究―「低迷期」の検討を中心にー」
（『全国大学国語教育学会
発表要旨集』114 巻）参照。なお、NHK のラジオ学校放送は 1935 年に開始されているが、
1945 年以前の内容や問題については稿を改めて論じたい。
15
「
･ 昭和 31 年度 放送教育特別研修会報告」
『放送教育』11 巻 11 号、日本放送教育協会、
1957 年、pp.38
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得て、先に挙げた『ことばのほん』をテキストとしたラジオ番組を放送していた
ことが確認できる 16。しかし、奄美小学校の吉村氏による実践記録においては、
こうしたラジオ番組の使用状況の詳細が確認できなかった。当時の児童らへの聞
き取り調査でも、たまにラジオ番組を聞いた記憶はあるが、どういう内容でどの
授業中に聞いたものかまでは思い出せないという証言がある。よって、毎週決まっ
た時間での継続的なラジオ放送利用の詳細については、現在のところ確認できて
いないが、同じ名瀬地区にある名瀬小学校にはラジオ放送聴取の記録がある。
1956 年、NHK は学校放送 20 年を記念して、僻地にある 200 校の無電灯学校へ
電池式のラジオを贈呈して僻地放送研究委託校に認定しており、ラジオを使った
僻地教育の発展に注目が集まっていた 17。そして、同年 12 月 10 日には僻地放送
教育研究会が名瀬小学校で開催されている。名瀬小学校で視聴覚教育担当教員
だった、名瀬出身の築島成子氏によれば、この年、同小学校は文部省の視聴覚教
育研究校の指定を受けており、ラジオ放送をつかった取り組みが盛んであったと
いう。NHK 教育部の鈴木博氏が書いた参加記によれば、1 年生の公開授業では、
童話の朗読番組「お話たまてばこ」を聴取した後、児童同士が感想などの意見交
換を行っている。高学年の公開授業では、社会科番組「マイクの旅」や生活番組「明
るい学校」などのラジオ番組を聴取して、同様に活発な意見交換が行われていた
という。公開授業は滞りなく終えられたが、通常の授業時においては、ラジオ視
聴は電波が微弱で安定せず、昼間のラジオ放送はどうしてもうまく入らないとい
う実情や、恵まれない電気事情といった問題があった。今回の研究会は、放送を
楽に聞くためにはどうすればよいかという、放送教育の大前提にあたるテーマに
終始したという旨の内容が記されている 18。つまり、この当時は奄美大島のラジ
オ受信事情は未だ安定しておらず、全国的に展開されていた学校放送の聴取にも
少なからぬ障害があったということが看取されるのである。
また、同時期の名瀬小学校における校内放送への取り組みにも注目したい。築
島氏は当時について「既成の番組を受け身の形で聴くことにあきたらなくなって
いた昭和三十三年頃にはクラブ活動の中に放送クラブが誕生。校内放送への足が
16

･ 前掲「鹿児島県国語教育史Ⅳ：昭和二十・三十年代の共通語教育」pp.330
「
･ へき地放研委嘱校決まる」
（『放送教育』11 巻 11 号、日本放送教育協会、1957 年、pp.23）
を参照。その後も毎年僻地校へのラジオ贈呈は行っている。
（例えば、
「NHK から 5 校に
ラジオ」南海日日新聞、1958 年 10 月 29 日、朝刊など）。
18
･ 以上、鈴木博「奄美大島の教師たち」
（『放送教育』11 巻 12 号、日本放送教育協会、1957 年）
を参照。
17
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かりをつくりだしていった」という文章を記している 19。
『放送教育』誌上でも創
刊当初から、校内放送の取り組みについての記事は散見されており、国の動きと
しては、1960 年の学習指導要領に基づく指導書において、校内放送を視聴覚活
動のひとつとして位置づけている。このころは全国的に校内放送の充実がはから
れていった時期だったといえよう。築島氏は、県内で視聴覚教育の実践に定評が
あった鹿児島市立八幡小学校に視察にいった経験を持つ。前項でも取り上げたよ
うに、同小学校は話しことば指導においても視聴覚教育においても先鋭で、他校
から多くの視察があり、同校の活動を範として取り組むケースも多かった。
また、話しことば指導において、奄美小学校でも校内放送を使った朝の 10 分
間の話しことば指導があったように、名瀬小学校でも同様の取り組みが見られ
る。例えば築島氏の作成した 1960 年度の番組計画メモに、朝の「ことばのけいこ」
の時間が記されている。名瀬小学校でのことばの練習は、テキストを作って、朗
『ことば
読・対話・アクセントをポイントとして計画されていたようだ 20。但し、
のほん』は導入されておらず、その都度、国語部の教員がプリントを作成してい
た。なかでも、1943 年に鹿児島県が標準語習得のために東京研修をさせた、第
一回鹿児島県標準語研修派遣教員の 1 人だった古仁屋出身の嘉本文夫氏が中心に
なって作成していたという証言を、1957 年から 1961 年 3 月まで放送担当教員で
あった水間司から得ている。1934 年生まれの水間氏は、両親が奄美大島出身だ
が、自身は日本統治期台湾の生まれである。彼のような引揚若年層は、引揚げた
当初はシマグチを話せず、当時の台湾社会で共有されていた「標準語にちかいこ
とば 21」を自分のことばとしていた。水間氏は名瀬小学校に赴任中は、助手を使っ
て放送の機材などを扱う技術分野を担当していたが、放送劇などの際には、話し
ことばのアクセントについてアドバイスすることもあったと証言している。
さらに、名瀬小学校では、視聴覚教育の一貫として交換放送を取り入れていた
ことが、聞き取り調査から明らかになった。交換放送とは、1955 年ごろから出
てきた、学校同士で児童たちが作成した番組録音テープを交換しあう校内放送の
19

･ 史料 1･ 築島成子氏私蔵メモ･ 全 3 枚中 2 枚目 作成年月日不明。B5 版藁半紙に綴られた
文章で、自身が携わった視聴覚教育に関する原稿の下書きと思われる。
･ 史料 2･築島成子氏私蔵ノート『放送 つきしま No.1』･1960 年
21
台湾引揚若年層の言語経験や、当時の台湾で使われていた「標準語にちかいことば」につ
いては、拙稿「「引揚者をめぐることばの紐帯について―奄美出身台湾引揚若年層を中心
とした聞き取理調査報告」
（『日本語・日本学研究』05 号･ 東京外国語大学国際日本研究セ
ンター･2015 年）にまとめた。
20
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形式である。渋谷区千駄谷小学校の教員であった土橋美歩氏は、そのねらいにつ
いて、教科書では触れることのできない新鮮な録音教材を交換しあうことで生き
た教材を入手し合い、さまざまな地域のことを知るてがかりとすること、生徒間・
教員間の交流をはかることが目的だったと述べている 22。土橋氏の呼びかけに応
じた名瀬小学校の窓口となった築島氏は、当時の交換放送番組の原稿を何編か保
管している。保管された原稿のうちのひとつ、1960 年 2 月 15 日に録音された「南
の島から」と題された番組は、新潟県の新津小学校に向けて、奄美の気候や文化、
近世の圧政や米軍政下からの復帰を経た現在までの歴史について語った内容で、
シマ唄や効果音などを使った放送劇の様相がある番組である。築島氏へのインタ
ビューによれば、交換放送は土橋氏が想定したような視野を広めるという社会科
学習に資する側面もありつつ、名瀬小学校の場合、話しことば指導のひとつとし
ても重要だったという語りがあった。築島氏は、放送クラブのアナウンサーへの
ことばの指導を初めとして、交換したテープから聞こえる、他の地域の児童が話
す共通語を聞くのも話しことば指導につながったと認識している。名瀬小学校の
交換放送に関する地元紙の南海日日新聞の記事に、以下の様な記述がみられる。
両先生（筆者註：放送担当教員）は「学校放送班の活躍によって“島普通語”が非
常に改められている。クラブ員は自主性が強く私たちの方がひきずられる」と
いっている。クラブ員の会話はもちろん標準語。高知県に転校した旧クラブ員
のお母さんから「名瀬小のこども達の発音の正しいことがこっちにきてみては
じめてわかった」という手紙も届いている。クラブ員たちは自分たちが大人に
なったら“島普通語”を追放すると張り切っている。23
「島普通語」とは、昔から使われてきたシマグチと共通語が接触することによっ
て生じた中間言語を指す。今回の聞き取り調査のなかでは、話しことば指導のな
かに、共通語使用の推進はあっても直接シマグチを排除する指導へと結びついた
具体的かつ組織的な活動については確認できていない。しかしながら、当時の社
会において、ことばの指導の推進とシマグチを排除する意識は切り離されていな

22

土橋美歩「交換放送 3 年のあゆみ」
『視聴覚の友』1･日本視聴覚協会 1961 年
「奄美の PR に一役 名瀬放送班 本土とテープ交す」南海日日新聞、1962 年 8 月 17 日、
朝刊

23
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かったということが、この新聞記事から読み取れる。

5. 考察
本稿では、昭和 30 年代における奄美大島・名瀬地区の奄美小学校と名瀬小学
校での例をとりあげて、話しことば指導の取り組みをみてきた。奄美小学校に赴
任した吉村次雄氏は、鹿児島県における話しことば指導を牽引する鹿国研の中心
的会員のひとりで、当時の鹿国研の研究成果といえる話しことば指導のテキスト
『ことばのほん』を使用していた。また、名瀬小学校では全国的な学校教育の潮
流に乗った視聴覚教育の取り組みのなかに、話しことば指導を意識していた。し
かし、前者は継続性が認められず、後者は話しことば指導とシマグチの排除とを
切り離せなかった意識がみえる。
以上の 2 校の状況を踏まえて、昭和 30 年代の鹿児島県におけるはなしことば
指導という側面から考察を加えると、そのはなしことば指導は組織的ではありつ
つも、学校や地域ごとに大きな偏りがあったということが指摘できる。鹿児島で
のはなしことば指導を分析する場合は、本稿でも指摘したように『鹿児島

国語

教育』などの鹿国研による資史料にあたる必要がある。ところが、そもそも鹿国
研メンバーによる昭和 30 年代の話しことば指導についての論文や記事には対象
地域や投稿者に偏りがあり、一部地域を除くと、その実態は未だ明らかにされて
いない。鹿国研が深く関わったはなしことば指導用テキスト『ことばのほん』で
さえ、県下の 30 ％程度の学校で使用されたにすぎなかった。しかも、今回の聞
き取り調査によって明らかになった名瀬小学校のケースのように、鹿国研メン
バーではない教員がはなしことば指導の中心的役割を担ったケースを踏まえる
と、鹿国研の資史料のみに依拠した先行研究が、どの程度まで鹿児島県全体にお
けるはなしことば指導の実態を把握できたのかという点においては疑問が残る。
また、奄美群島におけるシマグチの排除問題という側面から今後の課題を考え
ると、奄美大島の名瀬地区以外の地方や群島各島では、同時期にどのような取り
組みがなされていたのかを明らかにする必要がある。今回扱った名瀬地区での事
例はラジオや放送設備などの機材を使ったケースが見られたが、当時の電気事情
や流通の問題を鑑みると、都市部ではない地域でも同様の取り組みを行うことが
できたとは考えにくい。都市部と周辺地域での話しことば指導の共通点や相異点
が、両者における言語意識の相異と連動するのかなど、通底する言語イデオロギー
の背景と広がりをより明確化し、また、それが現代までどのようにつながってい
－ 140 －

るかを詳らかにすることを課題として、これまで照射されてこなかった地域にお
ける話しことば指導について調査を進める必要性が指摘できる。
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Language Instruction Conducted in Elementary Schools
in Naze District 1955-1965
TAKASHIMA Tomoko
Keywords: Kagoshima prefecture, Amami, standard Japanese, dialect, education

This paper aims to explore the nature of the language instruction conducted in
elementary schools in the Naze district of Amami Ōshima between 1955 and 1965.
Prior to the Second World War, Kagoshima Prefecture was committed to instruction
in standard Japanese through education at school, and this activity was extended post-war
by a research group of teachers of Japanese. Behind these kinds of prefectural initiatives
can be seen issues concerning the ideology of Kokugo throughout modern times and up
to the present day. Making reference to these issues, this paper focuses on the case of
Naze district, Amami Ōshima as an example of language instruction under the guidance
of Kagoshima prefecture.
Language instruction in Kagoshima Prefecture became widespread in the late 1950s.
During the same period, language instruction was developed in the Amami Islands, which
had recently been returned to Japan. While it is widely recognized that the issue of dialect
correction in the Amami Islands was directly linked to the language instruction promoted
by Kagoshima Prefecture, thus far attempts have not been made to establish what
actually took place. This paper describes the initiatives of Amami Elementary School
and Naze Elementary School, both situated in Naze district, Amami Ōshima, which can
be considered to be the largest urban area in the Amami Islands. In the case of Amami
Elementary School, the paper focuses on the activities of Yoshimura Tsugio, teacher and
member of the Kagoshima Prefecture Kokugo Education Research Group. In the case of
Naze Elementary School, the paper collects interviews with two teachers responsible for
the language instruction programs promoted as part of the educational broadcasting at the
time.
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