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近代日本における‘国語'
1教科書と指導書から見る 

韓国認識 

 

 

朴 素瑩  

 

 

本稿では近代日本の国語教科書と指導書に記述された韓国内容を分析し、

教科書にあらわれた韓国に対する認識を考察することを目的とした。日本

で国定教科書制度が実行された第一期(1904年)から第五期(1945年)までの

国語教科書と指導書が主な分析対象であり、その当時の韓国談論を把握す

るために教育雑誌の記事も参考にした。分析対象の国語教科書には韓国の

風俗を始め、京城の様子、田舎の独特な風景、釜山から京城までの汽車旅

行を通じて韓国の自然や人々の様子を伝えている。植民地である韓国（朝

鮮）に関して基本的に学習すべき事項を国語という教科の特徴を生かして、

手紙·紀行文のような形式を借りたり、文学的な表現や効果を生かしながら

朝韓国の情取を描いている。この際、韓国の‘典型的’であるといわれる様子、

即ち前近代的かつ後進性を表す要素はすでにパターン化されて、指導書、

教育雑誌の発表記事は決まった枠で繰り返されていることがわかった。こ

れは日本の植民支配によって変化する韓国の様子と混在していることで、

日本の優越性と韓国の前近代性を同時に伝えており、つまり両極化された

認識が形成されていったと言える。 

 

 

1. はじめに 

近代日本における一般的な韓国認識は否定的な側面が支配的であった。それ

は幕府末期、日本の対外情勢による危機感から政治的な目的として台頭した

「征韓論」をはじめ、‘文明化した状態（civility）＝ヨーロッパの慣習と風俗’

を基準に‘野蛮’と‘文明’に人種と民族の類型を確定した福沢諭吉のような思想

家の影響が広まったことによる。また、福田徳三は日本の発展過程が西洋と同

様に‘秩序ある進化’のプロセスを踏んだことを証明するため日本と韓国を比

較しながら論理を展開した。日本の優越性を映す鏡として朝鮮（アジア）を比

                                                      
1 本稿で使う‘国語’という用語は近代日本の教育における教科目の一つであった国語を意味する。 
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較の対象とし、韓国を日本の藤原時代に当たる‘停滞状態’であると述べており

2、このような見解は大正•昭和時代における日本人の韓国に関する多くの研究

に韓国を認識する出発点となった3。 

もちろん、韓国に対する否定的な認識が澎湃していた中で肯定的な認識を見

せた人物も存在する。柳宗悦、浅川巧、吉野作造は人道主義を基にした世界観

から韓国の実像を記録したり韓国の芸術品への深い関心を見せるなど、当時漫

然した韓国に対する蔑視観からは離れた認識を持つ人物であり、正岡子規は韓

国の文物によせる好意的な思いを表現した作品を残した4。 

しかしながら近代期日本において韓国認識や感情が混在していたといえ、否

定的な方に傾いていたことは間違いない。そのうえ、このように当時の日本人

が一般的にもっていた韓国認識がだんだんステレオタイプ化5されていったと

いえる。韓国がどのようにステレオタイプ化されたのかを調べる対象は様々で

あろうが、ステレオタイプの研究対象として通常的な史料をはじめ、旅行記、

教科書、新聞記事、各種辞典、絵、写真、挿絵など多様な言語テキストと視覚

資料まで拡大されている6。その中で本稿では近代日本で使われていた教科書

に注目したい。教科書は他の媒体に比べて教師と生徒との直接的な対面という

関係の中で交わされる疎通を基本としているからである。さらに教科書はその

                                                      
2 姜常中(2004)『オリエンタリズムの彼方へ』 ｐ.104 岩波書店 
3 旗田巍(1974) 『日本人の韓国観』 p.35 勁草書房 
4 その中で正岡子規の『仰臥漫録』にみる韓国への視線は温かくて肯定的である。『仰臥漫録』に

は、「朝鮮少女の服」の絵も描いており、韓国服の美に対する最高の感動を表現するなど韓国

の文物によせる思いは非常に好意的であった。（孫順玉(2009)「子規と異文化」 『韓流百年の

日本語文学』 pp．58-61 創栄図書) 
5 ステレオタイプとは固定観念と同義であり、アメリカのジャーナリスト、Walter Lippmann が彼の著

書『Public Opinion』(1922)で最初に‘我々の頭の中のイメージ（Pictures in our head）’という社会

学的な概念として使用したのが始発である。語源は印刷に用いられるステロ版にあり、同じもの

が何枚も印刷できることから、学校や社会といった集団や性別、職業、民族などの社会的カテゴ

リーに対して「型にはまった考え方」、「固定観念を持つ」という意味で使われている。ステレオタ

イプは一度形成されると集団内でなかなか変わらない属性を持っており、割と長い生命力を持

ちながら適応力も高いということから世代から世代まで伝達される傾向がある。(花光里香 外

(2013) 「ステレオタイプに学ぶ異文化理解と読み取る力の育成 －映画に見る二項対立‐」 

『映画英語教育研究』18  ｐ .110 ；박재영(2008) 「역사적 스테레오타입연구의 현황과 

전망」『역사학보』198 ｐ．355) 
6 前掲書 p.373 
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存在自体が公式的で標準的な解釈のために作られており7、特に近代期におい

ては知識と認識の拡散においてもっとも重要な媒体であったといえる。 

本稿は近代日本の韓国に対する認識を探るために近代日本の国語教科書と

指導書での韓国内容を分析することを目的とする。この試みを通じて当時の韓

国認識がどのような様相で国語教科書に描かれており、指導においての主眼点

はいかなるものであったのかを探りたい。 

 

2. 近代日本における国語教育 

1873年、日本文部省が最初の国定教科書である『小学読本』を発行した以来、

近代日本における国語教科書は教育·教科書政策の変化に従い教科書としての

性格と役割が変化してきた。1903年から小学校の教科書を対象に開始された国

定教科書制度により、1945年終戦まで5回にかけて国語教科書の改訂が行われ

た。各時期の教科書の構成、内容、伝えようとするメッセージは当時の教育方

針、日本の国内外の情勢による時代の要請によって大きな影響を受けた。国定

教科書制度が施行された初期の日本は日露戦争に勝利した時期であり、当時の

日本に国語教育は日本が世界の列強と肩を伍していくための‘国民の啓蒙’を

重要な目標とし、それを達成するための国民の形成、軍国主義·国家主義の涵

養、世界観の拡大、超国家主義の強化など、国語教育の役割が強調された。 

この時期の国語教科書は修身·文学·歴史·地理·理科·農業·工業·経済·公民のよ

うに幅広い領域の内容を網羅する総合読本としての性格をも持っていた8。 

国語読本が収録している内容は国語教育の目的に沿って、様々な形式が取られ

ているが、その中でも他国に関する情報は‘手紙’、‘報告文’、‘紀行文’などの形

式をとる特徴があった。これは国語教育を通じた‘世界観の拡大’とも深い関わ

りがある。他国には朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島のように当時の日本

の植民地も含まれている。しかしこの場合、植民地に関する記事はいうまでも

                                                      
7  김영훈(2010)「개화기교과서 속 세계와 역사: 만국지리와 만국사를 중심으로」  『비교 

문화연구』16-2 pp.5-10 
8 石田一正(2012)「教科書に見られる児童像の転換－明治期の国語読本を中心に－」 『日本常

民文化紀要』29 ｐｐ.175－204 
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なく‘帝国主義·国家主義の涵養’まで拡大された。 

総合読本の性格まで持っていた日本の国定国語教科書は言語教育と共に当

時の価値観を反映した核心的なコンテンツとしての影響力も持っていた。した

がって当時の日本の国定国語教科書に書かれている韓国の様子を探ることは

教科書を通じて拡大·普及される‘韓国を見る日本の代表的な認識’であったと

いえる。 

一方、1907年3月に公布された小学校令の改定により日本の義務教育は就学

年限が6年に延長された。義務教育年限の延長に従い、教科目と教授要目など

も改定された。尋常小学校が4年から6年に延長されることにより高等小学校

1,2学年は尋常小学校5,6学年に置かれることになった9。 義務教育の過程で修

身•国語•歴史•地理•算術などが重要科目として履修されるようになり、その中

で国語は教授時数において圧倒的に多い時間が割かれた10。 

 

 〈表1〉 尋常小学校教科目別の授業時数(1週当たり) 

 修身 国語 算術 体操 総授業時間 

1学年 2 10 5 4 21 

2学年 2 12 6 4 24 

3学年 2 15 6 4 27 

4学年 2 15 6 4 27 

 

 そして時代的にも教育に対する社会的な関心も高まり、1900年前後には児童

が小学校教育を受けることが社会的な慣行となった。1891年、学齢児童の就学

率が50％を上回り、1907年には97％まで至るようになった11。 

このように1900年代から小学校の就学率が急速に増加し、教科書も国定制度

により同一な内容で教育を受けたことになる。その中で国語は母国の言語を習

                                                      
9 海後宗臣·仲新·寺崎昌男（2013） 『教科書でみる近現代日本の教育』 p.105 東京書籍  
10 石田一正（2012） 前掲書 ｐｐ．175－204 
11 海後宗臣·仲新·寺崎昌男（2013） 前掲書 p.92 
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得する点から多くの時間が与えられており、さらに国語教育が近代国民形成と

いう重要な目的も持っていただけに教科書の内容は当時の生徒に至大な影響

を及ぼしたといえよう。 

 

3. 研究対象と方法 

第一期国定国語教科書は4学年までが義務教育段階の‘尋常小学校’で使われ

た『尋常小学読本』であり、各学年で2冊ずつで8冊で構成されている。『高等

小学読本』は4年制高等小学校で使えるように8冊より構成されているが、2年

制の高等小学校と3年制の高等小学校でも使用できるように巻4又は巻6までも

まとめができるように編集されている。12
 

第二期から第四期までは義務教育が6年と規定されていた時期で、各教科書

は各学年2冊で総12冊より成っている。第五期は第1,2学年の児童のために『コ

トバノオケイコ』と『ヨミカタ』が各4冊より成っており、第3学年からは既存

の‘読本’の題目が廃止され『初等科国語』として各学年2冊ずつ総8冊から構成

されている。このような構成により第一期から第五期まで使用された各学年の

国語教科書は64冊に至り、本章ではこれらの教科書で韓国に関して記されてい

る教科書を中心に探ることにする。さらに韓国内容が記されている教科書に該

当する指導書の並行分析も行う。指導書は「教授案」、「教授書」、「学習指導書」、

「教師用書」、「各課取扱の着眼点」のような書名として発行されている。指導

書には指導要項、授業時数別の指導進行内容、準備事項、注意事項、本文研究、

指導過程、参考資料などで構成されている。このように指導書は教科書の記述

内容をどのような点に主眼をおいて教えるべきかを提示したり、それぞれの課

を設けた意味を取り上げている。また教師が指導において事前知識として知っ

ておくべき資料が載せられることもある。従って指導書の分析は教科書の内容

だけでは把握し得られない教育的な意図の把握ができるといえる。 

                                                      
12 1907年3月に公布された小学校令の改定により日本の義務教育は就学年限が6年に延長され

るようになる。従って第一期の時期は尋常小学校課程は4年であり、その後は高等小学校課程

に入ることになっていた。しかし1907年の小学校令の改定により既存の高等小学校1,2学年は尋

常小学校5,6学年に置かれることになったのである。（海後宗臣 外（1963） 『日本教科書大系 

近代編 第六巻 国語(三)』 p.620 講談社）   
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日本の国定国語教科書に韓国を主題として取り上げている部分をあらわし

ているのが次の〈表2〉であり、韓国が取り上げられている教科書の指導書の

目録をまとめたのが〈表3〉である。これらの教科書と指導書が本稿の主な研

究対象となる。 

 

〈表2〉 各期の分析対象の国語教科書及び韓国関連内容の登場様子 

    区分 

 

学年 

第一期(1904) 第二期(1910) 第三期(1918) 第四期(1933) 第五期(1941) 

『尋常小学読
本』(1-8)、 
『高等小学読
本』(9-12) 

『尋常小学 

読本』(1-12) 

『尋常小学国語 

読本』(1-12) 

『尋常小学国語

読本』(1-12) 

『初等科国語』 

(1-8) 

1 
巻1      

巻2      

2 
巻3      

巻4      

3 

巻5（1）*      

巻6（2）      

4 
巻7（3）      

巻8（4）   10.朝鮮人参   

5 

巻9（5）    19.京城へ  

巻10（6）   13.京城の友から 11.朝鮮の田舎 5.朝鮮のゐなか 

6 
巻11（7）  26.韓国の風俗    

巻12（8）      

* ( )の数字は第五期教科書（『初等科国語』）の巻号を意味する。 

 

研究方法は、まず〈表2〉の韓国に関わる内容が登場する教科書と指導書の

記述内容の分析を行う。分析においては各課別に主な内容、内容を構成する素

材、教科書に掲載された挿絵、そして指導書で主眼点として取り上げている部

分を総合的に考察する。このような考察を通して近代日本の国定国語教科書を

媒体に韓国を学んだ生徒に形成された韓国認識を探る。 
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〈表3〉 分析対象の国語教科書と指導書 

番

号 
書名 代表著者 発行者(発行所) 

発行年

度 
分類 

1 
尋常小学読本 巻11 

（第二期） 
 文部省 1910 

教 

科 

書 

2 
尋常小学国語読本 巻8 

（第三期） 
 文部省 1918 

3 
尋常小学国語読本 巻10 

(第三期） 
 文部省 1918 

4 
尋常小学国語読本 巻9 

(第四期) 
 文部省 1933 

5 
尋常小学国語読本 巻10 

(第四期) 
 文部省 1933 

6 
初等科国語 6 

(第五期) 
 文部省 1941 

7 
尋常小学読本教授要鑑 

第六学年用、第三輯 
佐藤富三郎 平井平治 1910 

指 

導 

書 

8 
国語読本 各課取扱の着眼點 

尋常科第四学年 
芦田惠之助 蘆田書店 1928 

9 
国語読本 各課取扱の着眼點 

尋常科第五学年 
芦田惠之助 蘆田書店 1929 

10 
小学国語読本指導書 

尋常科用 巻九 
秋田喜三郎 明治図書 1938 

11 
小学国語読本指導書 

尋常科用 巻十 
秋田喜三郎 明治図書 1938 

 

4. 小学校国定国語教科書と指導書に表れる韓国 

前節で取り上げた〈表2〉を見るとわかるように、韓国に関して扱っている

のは第二期教科書『尋常小学読本』（巻11）の「韓国の風俗」、第三期教科書『尋

常小学国語読本』（巻８、巻10）の「朝鮮人参」と「京城の友から」、第四期教

科書『尋常小学国語読本』（巻９、巻10）の「京城へ」と 「朝鮮の田舎」、第

五期教科書『初等科国語』（巻6）の「朝鮮のゐなか」である。各課については

3～5 ページの分量で比較的に詳しく記されている。本節では各課の主な内容

とその内容を成すために使われている素材について調べることにする。 
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（1） 韓国の風俗 

教科書（『尋常小学読本』巻11） 

指導書 
（『尋常小学読本教授要鑑』 

第六学年用、第三輯） 

主な内容 使用素材 関連挿絵 
指導時の主な着眼点 

及び準備事項 

韓国の家屋を気

候と連関させて説

明しており、伝統

衣装と婦人の洗

濯様子を描写す

る。また冠礼、葬

礼文化、日常的

な生活の様子を

説明している。 

低くて小さい家、藁

屋根、夏と冬の気

候、オンドルと薪、

服装、小馬、チョン

ガーと冠礼、葬礼

と墓、煙草が好き

な韓人、婦人の外

出様子、衛生に不

注意、婦人の着物

洗濯 

小馬に乗っている

男の人 

 

‐準備：韓国地図、韓人の家

屋、服装其の他風俗を示すべ

き絵画類の容易がほしい。

（p.75） 

‐注意雑件：韓国は我が国の一

部分となって（明治43年8月）朝

鮮と改称されたことを注意する

と共に吾人の新同胞の風俗を

調べるとして取り扱いたい。 

 

 ‘韓国に上陸して第一に目につくのは、家の低くて小さい事である。’とい

う文から始まるこの課は「韓国の風俗」という題名からなっている。‘風俗’と

いう言葉の辞典的な意味は‘ある時代や社会、ある地域や階層に特徴的に見ら

れる、衣食住など日常生活のしきたりや習わし、風習のことを意味する。広く、

思想や生活文化の特色をいう場合もある。’のように記されている。 この課

は韓国を日本とは違った風習を持っている知るべき対象として取り上げてい

るのである。国定国語教科書の第一期から第五期までの教科書の内容で特定の

対象の‘風俗’を取り上げている課は「韓国の風俗」が唯一であることは注目す

る部分である。 

叙述内容の展開を付いていくと、まず韓国の家屋の特色に関する内容が登場

する。その特色というのは‘韓国の家屋は低くて小さくて、町には瓦屋根の家

もあるが、田舎は大抵藁屋根ばかりである。’ということである。このような

家屋の特色は韓国の気候と関連させて説明する。‘韓国は夏も暑いが冬は又案

外に寒い。家の構造は主として寒さを防ぐ様に出来ている。’と説明し、オン

ドルの構造についても付加的に言及する。つまり‘家が広く、天井が高いと温

もりにくいから、成るべく狭く低くする必要がある。是が朝鮮の家の小さくな

った重な原因である。’のようにまとめている。 
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次は‘第二に目につくのは白い着物である。’という文章をはじめ、韓国の衣

服について説明を展開する。男と女の衣装の構成について詳細に説明している。

例えば‘男はゆるやかな股引をはき、胴着を着けて、其の上に長い上衣を着る。

上衣と股引は冬でも多くは白いのを用いる。女は短い上衣を着て、西洋婦人の

用いる様なゆるやかな袴を着ける。男は冠をかぶり、其のひもを長くたらし、

小馬に乗って、田舎道を通るのを見ると、昔の人に会った様な気がする。’と

記されている。 韓国の衣服に関する内容はこの課の末尾に婦人の洗濯様子に

ついて述べることと関連して見ることができる。‘韓人は余り衛生に注意しな

いが、婦人の着物をよく洗うことは感心である。寒風身を切る様な冬の日でも、

氷の下の水をくんで洗濯する。暑い時分汽車に乗って韓国を旅行すると、どこ

の山陰にも白い着物が乾してある。秋の夜長には衣打つきぬたの音が村々相応

じて聞える。’と記されている。韓国の衣文化に関して服装の男女による構成

を詳しく述べており、洗濯にも力を入れる婦人の様子、韓国の独特の風景の一

つとして白い着物を乾かす風景が述べられている。 

しかし韓国の衣文化に関するこの説明では付随的に取り上げている二つの

点について注目する必要がある。男の衣装の叙述部分で‘小馬’が登場すること

と婦人の洗濯様子の部分で‘韓国人の衛生に不注意’を指摘している部分であ

る。まず、‘小馬’はこの課だけに限られず、他の課にもよく登場し前近代性を

表す役割をする。さらにこの課で唯一に掲載している挿絵もこの小馬が登場す

るものである。次に‘衛生に不注意’という言及であるが、この認識は教科書の

みならず当時の雑誌などのメディアにもよく登場する内容であった。その中で

教育分野の雑誌の一つである『教育実験界』には「新領土の風俗習慣」をテー

マに結婚、服装、男女、食べ物に関する記事が載せられているが、その中で‘朝

鮮人の服装’では次のようなことが記されている。 

 

朝鮮は家屋の不潔であるのに反し服装は中々立派で衛生にもかない洗濯も

よく行届いて常に清潔である。(中略) 洗濯は女子の唯一の仕事で水に浸

し木片で打ちよく洗って糊をつけて乾かす13。 

                                                      
13 椚茂策 「新領土の風俗習慣」 『教育実験界』26‐11 1910 
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韓国人が特に衣類の清潔に気をつけることを強調し、またその点が日本にと

っては印象深い部分であったことが分るが、上記の記事の説明からも基本的に

衛生には不注意していることを前提にしており、これと比較される特異な要素

であることを伝えるという説明方式を取っていることがわかる。すでに観念化

されている要素である。 

教科書の内容に戻ると、続いて登場するのは冠礼や葬礼に関する内容である。

成るべく早く冠礼を行う傾向があることや葬礼に関しても日当たりのよい地

を選んで土葬する風習について説明する。それから韓国人は煙草を好むことや

一般的に婦人は室内に引込んでいて、外出することも少ないことについて述べ

ている。特に、外出する際の様子を詳細に説明している。例えば‘京城地方の

婦人がたまたま外出する時には、うちかけの様なものをかぶって、目ばかり出

している。上流の婦人は四方を閉じた輿に乗って、外から見られないようにす

る。’と記している。前で言及した雑誌には朝鮮の女性が差別を受けることを

強調する側面から女性の外出の制限が捉えられているが、教科書にはこのよう

なことが言及されていない。 

ここまでが教科書の叙述内容であるが、教科書に紹介されている韓国の風習

は日本人から見ると隣国でありながらも日本とはかなり異なる風俗があるこ

ととして扱われている 。この内容が収録されている教科書が発行されたのは

1910年で、ちょうど日本が韓国を併合した時期でもある。日本の立場からは新

植民地である韓国について生徒に情報を与える必要があったのである。この教

科書の該当指導書にもこの課を指導する際に念頭に置くべきことを次のよう

に挙げている14。 

 

注意雑件：(一)韓国は我が国の一部分となって(明治43年8月)朝鮮と改称され

たことを注意すると共に吾人の親同胞の風俗を調べるとして取り扱いたい。 

目的：内容では韓国人の家屋、服装その他風俗の一斑を知らするのが主眼で、

形式では、新字新語の読み方意義使用法を知らせ此種説明文の思想組立を

理解さすのが主眼である。 

                                                      
14 佐藤富三郎（1910） 『尋常小学読本教授要鑑第六学年用、第三輯』 pp.75－77 平井平治、 
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また、指導書には「韓人の家」、「夏の暑さと冬の寒さ」、「オンドル」、「白い

着物」、「冠礼とチョンガー」を小題として教師が指導の際、参考できるように

補充情報を与えている。その内容の一部分を見ると次のようである15。 

 

韓人の家：約五六尺が普通である。家に大小があるから一概にはいえぬが、

普通には、三四坪の広さである。之を内房、客房、釜房に分けてあるから

一室の広さに至ては僅かに二三畳に過ぎない。内房というのは婦女の閉居

する所で、決して他人の入るをゆるさぬ室である。 

夏の暑さと冬の寒さ：韓国には「三寒四暖」という諺がある。三日寒ければ

四日暖かいという意で気候の激変をいったのである。要するに寒暑共に激

しくて、処によっては、冬は醤油麦酒の類まで氷結して容器を破壊し、夏

は酷暑堪えがたく蠟燭彎曲するようなところもあるそうである。 

オンドル：温突と書いて韓音でよんだのである。突は煙突の義である。寒気

を防ぐために家屋は泥土石片とを積んで四壁となし床下には、庵の炊煙を

導いてめぐらし、屋後の煙突に出だす装置を成してある。極寒には終日終

夜煙を通ずる故に多料の燃料を要する。 

白い着物：普通木綿製である。韓人は飲食物や家屋には極めて無頓着である

が、衣服の清潔には注意する風習がある。 

 

教師は上記のような内容を参考しながら生徒への指導に任することである

が、情報源が今日のように多様ではなった当時の時代的な事情を考慮すると指

導書の内容を中心に教師が生徒に伝えた可能性が高い。上記の内容から問題と

して指摘される部分がある。上記の「白い着物」でも衣服の清潔に注意する風

習を取り上げながら‘飲食物や家屋には極めて無頓着である’という叙述する

が、これは前述したように韓国人が特に衣類の清潔に気をつけることを強調し

つつありながら基本的には衛生には不注意でありことを伝えるという類似し

た説明パターンを繰り返している。 

この課は言うまでもなく、韓国の独特の文化や風習について生徒に有益な情

                                                      
15 前掲書 pp.75－77. 
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報を与えるていることに違いはないが、 小馬の挿絵の掲載や韓国人の衛星へ

の無観念の強調のように所々に当時の韓国の前近代を浮き彫りにしようとす

る装置も発見される。 

 

（2） 朝鮮人参 

教科書（『尋常小学国語読本』巻8） 

指導書 
（『国語読本 各課取扱の着眼點』 

尋常科第四学年） 

主な内容 使用素材 関連挿絵 
指導時の主な着眼点 

及び準備事項 

貴重な薬用として朝鮮人

参を取り上げて栽培にま

つわる話を紹介している。

朝鮮の一人の婦人が神

様から子どもをさずけても

らう代わりに朝鮮人参の

実を授けられて、それを

子どものように育てたとの

話である。 

人参 朝鮮人参の

絵 

朝鮮の名産として高麗人参を説明

し、その永年の栽培と信仰的でここ

に至った事に着眼して取扱えばよ

い。栽培起原の童話はこの意義に

於て取り扱うべきものと思う。 

 

朝鮮人参に関するこの課では、朝鮮人参が薬用として貴重に認識されている

ことを言及しながら主な内容は朝鮮人参の栽培にまつわる話を紹介している。

挿絵として載せられているのも‘朝鮮人参の絵’である。 

指導書には補充説明教材として、朝鮮人参は生産地やその状態により価値が

異なることや、人参の栽培に約5年という長い時間がかかるため信仰的でここ

に至ったことに着眼することを提示している。その中で高麗人参の価値につい

て次のように述べている。 

 

高麗人参－紅参とは白参を蒸してほしあげたるもの－は、四片一斤から八片

一斤位の優れたものになると百六十園位から二百五十園位までのものがある

という。高麗人参は京畿道の開城を中心として十二郡位の地位に出来たもの

で、その他でも栽培はするが、それは高麗人参とはいわない。紅参は朝鮮総

督府の専売になっていて、他でこれを作ることは許されない16。 

                                                      
16 芦田惠之助（1928） 『国語読本 各課取扱の着眼點、尋常科第四学年』 p.100 蘆田書店 
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（3） 京城の友から 

教科書（『尋常小学国語読本』巻10） 

指導書 
（『国語読本各課取扱の着

眼點』尋常科第五学年） 

主な内容 使用素材 関連挿絵 
指導時の主な着眼点 

及び準備事項 

友だちに送る手紙の形式

で、京城市街地の様子を比

較的に詳しく叙述している。

南大門をはじめ、京城を囲

む城壁、主な通り、南山と北

岳山が向き合っている様

子、新旧の主な建築物(朝鮮

神社、昌徳宮、景福宮、朝

鮮総督府、徳壽宮、朝鮮銀

行など)を説明している。ま

た、龍山の京城への編入に

より京城の領域が拡大した

状態や秋と冬の気候につい

て述べている。 

京城駅、南大門、

城壁、京城の市

街、南山、朝鮮神

社、山にまばらに

生えている木、昌

徳宮、景福宮、朝

鮮総督府、徳壽

宮、公会堂、朝鮮

ホテル、朝鮮銀行、

郵便局、龍山、秋

晴の美しさ、摂氏

零度以下の冬、三

寒四温 

無し この課の着眼を単に安雄

の竹次郎に宛てた通信

文、京城における所見の

報告と見たらそれまでであ

るが、内鮮融和の根本が

理解にある事を知ったらこ

の課が国語読本の一課を

占めている意がよくわかろ

う。その心して取扱うことが

大事な着眼である。 

 

この課は京城に暮らし始めた原安雄（筆者注:この課の書き手）が日本にい

る友達である水野竹次郎に送る手紙の形式を借りて京城の様子を説明する内

容である。‘汽車で京城へ来る人は通常京城駅で下りるのです。’という文で始

まるこの課は、京城の様子を特定の場所や建物を中心に移動しながら描写して

いる。「南大門→城壁で囲まれる京城の市街→京城の一番にぎやかな所として

本町通･黄金町通･鍾路通→南山と朝鮮神社→南山と向き合っている北岳山→

昌徳宮・景福宮→此の付近の一帯の朝鮮家屋→景福宮の構内にある朝鮮総督府

→徳壽宮→公会堂・朝鮮ホテル・朝鮮銀行・郵便局→天主教会堂→京城の西南

部に位置している龍山」という順に沿ってその場所や建物に説明を付けるか又

は単純に列挙しながら内容が展開されていく。さらにこのような場所の移動に

よる描写の外に京城の独特の風景や気候についても述べている。その具体的な

内容をみると次のようである。 

 

·京城の市街は、もと石でたたんだ高い城壁で囲まれ、その處々にこういう門

があって、出入り口になていたのだそうです。今でも城壁は大部分昔の面



111 

 

影を留めていますし、門も主なものは残っています。 

·駅の東の方に南山という山があって、其の一部が公園になっています。此處

には天照大神と明治天皇とをおまつりした朝鮮神社があります。 

·京城の西南部に龍山という處があります。龍山はもと漢江にのぞんだ小さな

町であったが、京城の発展するに連れて次第に広がり、両方が町続きにな

って、今では龍山も京城の中に編入されたのだそうです。此處には軍事司

令部や龍山停車場などがあります。 

·少しはなれて、右の方の小高い岡の上に天主教会堂がそびえて見えます。す

みきった空気の中に煉瓦の赤色や、松の緑色などが鮮かに浮出して見える

のは實にきれいです。 

·こちらへ来てもう三月余りになりますが、よくも続くと思うくらいの天気続

きで、雨というものはごく たまにしか降りません。殊に秋晴の美しさは

かくべつで、遠足好きの君なら、毎日何処へか出かけたくてたまらないだ

ろうと思います。 

·面白いのは、三日四日続いて寒ければ、其の次には又其のくらいの間暖さが

續くというように、寒さと暖かさがほとんど規則正しく交替することです。

こちらでは昔から之を三寒四温といっているそうです。 

 

このような叙述内容は京城の外見的な様子や秋と冬の気候の特徴を圧縮的

によくまとめていると見ることもできるが、指導書を見ると、この課を設けた

意味やどの点に主眼をおいて生徒に教えるべき七日が明確に表れる。まず、一

次的には次のように‘内線融和’を重要な事項として取り上げている。 

 

この課の着眼を単に安雄の竹次郎に宛てた通信文、京城に於ける所見の報

告と見たら、それまでであるが、内鮮融和の根本が理解にある事を知った

ら、この課が国語読本の一課を占めている意がよくわかろう。その心して

取り扱うことが大事な着眼である17。 

 

                                                      
17 芦田惠之助（1928） 『国語読本 各課取扱の着眼點、尋常科第五学年』 蘆田書店 p.225 
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このような‘内鮮融和’の標榜は他の課でも繰りかえられているが、韓国併合

以後、日本は教育において主眼を置くべき部分の一つとしてこの‘内鮮融和’を

持続的に強調してきた。文部省は日韓併合の直後、全国各直轄の学校長や府県

道長官に次のような通牒を行った18。 

 

文部省にては今回の日韓合邦に関し、全国各直轄学校長、並に府県道長官に

宛て、岡田次官より左の通牒を発せり。 

“今回韓国併合に付ては、便宜全校生徒を集めて詔書の御旨趣を説明し、且つ

朝鮮人も併合の日より、我帝国臣民となりたるものなれば、之に対して同

情を表し、之を同化して共に帝国の光輝を発揚せんことを、努めざるべか

らざることを講演して、克く聖旨のある所を知らしめ、朝鮮人に対する吾

人の心得を了解せしむる様致度、此段依命通牒候也。” 

 

また、1911年『教育実験界』に「朝鮮教育及び教育者の態度：朝鮮の併合と

其教育」というテーマで次の記事が掲載されている。 

 

朝鮮併合と共に、日本全体の教育上に顧みなければならぬ点は、日本領土

の拡張と共に教育上の範囲も非常に大きくなって来た。 最早今日では日本

領土内に支那朝鮮露国の人種が含有され居るので従って我国民教育も大に

其の襟度を大にして余りに偏狭なるは宜しからず19。 

 

この記事は韓国が日本の領土内に入ることにより日本の生徒に与えられる

教育の範囲を植民地まで広げると共に植民地の民族との融和の必要性を力説

しているのである。この種の記事は他の雑誌にも多く登場しており、当時の懸

案でもあったことがわかる。このような記事は併合直後は数多く発表されたが、

第二期の教科書には反映するような時間が十分でなかった。しかし第三期教科

書からは‘内鮮融和’の要素が基本的に登場している。 

                                                      
18 「日韓併合通牒」 『教育時論』915 1910.9 
19 「朝鮮教育及び教育者の態度：朝鮮の併合と其教育」 『教育実験界』27-1 1911.1 
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一方、指導書には、教科書の教材研究として補充的な情報を与えたり、教科

書の記事の必要な部分に傍線を引いてその意味を提示するような方法を取っ

ている。‘内線融和’の要素は次のように指導案内で言及されることもある20。 

 

東京より京城に至るに東京を第一日の午前九時三十分下関行一二等特急に

乗ったとして下関着は第二日の午前八時二十五分、その日午前十時三十分

に下関を出帆したとすると釜山につくのは午前六時三十分。午後八時の釜

山発京城行の急行に乗ると第三日の午前七時京城に着く。これらも斟酌し

て知らせたいと思う。 

 

東京から京城まで移動方法、経路、所要時間を詳細に記しているが、それも

生徒にも与える内容として提示していること。東京と京城までは三日間の移動

で到着できる距離で当時の基準にすればそれほど負担を感じなくて行ける所

であることを認識させようしていることがわかる。実際に生徒は韓国併合以前

から韓国への修学旅行が行われているのである21。 

 

·南大門通から本町通･黄金町通（内地人多し）鍾路通（鮮人多し）にかけて

の一帯が京城での一番にぎやかな處です。 

·すみきった空気の中に煉瓦の赤色や松の緑色などが鮮やかに浮出して見え

るのは實にきれいです。（日本一かと思う）22
 

 

 また、上記のように教科書の内容に傍線を引いて内容を補っているが、この

例も確かに‘内線融和’という観点に通ずると思われる。京城の中心地域である

町に内地人が既に定着して彼らのコミュニティが形成されていたことがわか

る。そして当時、日本によって導入された建築法は赤レンガを主に使用する傾

                                                      
20 前掲書 p.229 
21 日韓併合の以前から既に満韓修学旅行が実施された。『教育時論』には満韓旅行に参加した

学生総数が報告されたり、‘旅行者に衛生の面に注意すべきことへの警告’に関する記事も頻繁

に掲載されていた。 「満韓修学旅行に警告す」『教育時論』765 1906.7．；「満韓旅行学生総

数」『教育時論』767 1906.8 
22 前掲書 pp.230‐231 
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向があったことを考えると、煉瓦の赤色と松の緑色の調和も両民族の融和を強

調するための比喩なのではないかと思われる。 

 一方、この課の指導指針の中で注目する部分のもう一つは‘植民性の強調’で

あるといえる。まず次の記述を見てみよう23。 

 

·京城の三大名建築物といったら京城駅と朝鮮神社と朝鮮総督府だどいうこ

とである。 

·龍山はもと漢江畔の沙洲地であったが明治三十七年鐵道監部がここを京釜

鐵道の出発點としてからだんだんに發達し、陸軍もこの地に其の首脳部を

おいてから、兵營•社宅•官舎などの建物が立って、新龍山の市街は出来た。

つまり内地人の開いた町だ。 

 

京城の三大名建築物として取り上げているのは京城駅、朝鮮神社、朝鮮総督

府である。これらは建築物という観点からは当時の建築様式を導入して日本人

が設計し、日本が主導して建てたものであり、建築物の意味という観点から見

ても日本が韓国を植民地として運営するために新しく建てたものである。すな

わち、‘内鮮融和’を強調しながらも‘植民性’を強調しているのである。 

続いて述べられている龍山も軍事·交通の要衝地として併合以後開発された

地域で日本人の町も作られた。京城の主な所として龍山が取り上げられている

のは植民地経営においても重要な部分であることを示している。 

このように「京城の友から」は、一見、京城の様子を紹介して韓国的な情趣

を描写しているように見えるが、‘内鮮融和’要素が所々に存在しており、朝鮮

王朝の首都としての姿は歴史の中に残したまま、日本の植民経営による変貌に

重要な価値を置かせて叙述している。 

 

 

 

 

                                                      
23 前掲書 p.225 
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（4） 京城へ 

教科書 （『尋常小学国語読本』巻9） 指導書 

主な内容 使用素材 関連挿絵 

指導時の主な着眼点 

及び準備事項 

（『小学国語読本指導書』 

尋常科用 巻九） 

汽車で出会った

韓国人と日本人

が会話を交わす

形式で釜山から

京城に着くまで

の二人の会話と

窓の外の風景

への感想が表

現されている。

‘釜山→大邱→

大田→成歓→

水原→永登浦

→京城’という移

動経路に沿って

目に入る景色、

感想などを述べ

ている。 

連絡船、京城行

の汽車、(韓国人

と日本人との )名

刺の交換、沿道

の景色、低くてな

だらかな山、深く

ない下草の茂り、

水田、藁ぶきで小

さい家、乾してい

る白い服、赤い土

の色、広い道路、

鉄道、植込まれて

いる並木、荷物を

積んだ小さい朝

鮮馬、大きい包を

頭の上にのせた

女、松崎大尉の

碑、草取りしてい

る子供、漢江の鉄

橋 成歓（日清戦

争の戦場）、釜山

から京城まで450

粁を7時間もかか

らないで走って到

着すること 

‐関釜連絡船 

 
‐朝鮮の道路 

 
‐漢江の鉄橋 

 

‐要旨：釜山より京城までの紀

行文を読ませて、その趣味深

き筆になれる朝鮮特有の風

景、開拓により着着繁栄する

朝鮮文化を読み味わせ、日

鮮融和を図ることが主眼であ

る。 

‐準備：朝鮮地図、教材に現

れたる名所地の絵葉書 

‐注意：（2）本課はまた地理的

教材として、朝鮮文化を紹介

している所が少なくない。地

理の学習として興味的に指

導することを忘れてはなら

ぬ。（4）日鮮人融和に留意

し、特に鮮人大き地方におい

てはその取扱に注意しなけ

ればならぬ。 

 

この課は日本から連絡船で釜山に着いた日本人兄弟が京城行の汽車に乗っ

て旅行する内容である。話の展開は日本人兄弟が汽車で出会った韓国人（筆者

注:金俊泰）と釜山から京城に着くまで話を交わす形式を取っており、窓の外

の韓国独特の風景への感想も述べられている。‘釜山→大邱→大田→成歓→水

原→永登浦→京城’という移動経路に沿って目に入る景色、感想などを述べて

いる。 

このような展開から予想できるが、韓国の独特の風景や通り過ぎる各地域の

特色などを生徒に伝えることがこの課の狙いであることはすぐわかる。指導書
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で記されているこの課の主眼点を見てみよう24。 

 

釜山より京城までの紀行文を読ませて、その趣味深き筆になれる朝鮮特有

の風景、開拓により着着繁栄する朝鮮文化を読み味わせ、日鮮融和を図る

ことが主眼である。 

 

この課は京城まで旅行する日本人兄弟が汽車の中で韓国人に出会う場面か

ら始まり、韓国人が先に話しをかけたり名刺を渡すなどの積極的な態度を見せ

ることから本格的に内容が展開される。 

 

兄と私は並んで席を取った。前の席には朝鮮服を着た人が腰掛けた。そし

て、「どちらへいらっしゃいますか。」と、私たちに話しかけた。「京城へま

いります。あなたは。」「私は京城で乗り換えて、元山へまいります。」兄は、

その人と早速仲好しになって、話し合っている。もらった名刺には 金俊泰

とあった。 

 

指導書にはこの導入部分の解説を含め、この課の重要なポイントを次のよう

に記している。 

 

本文はこうした意図の下に、尋五位の作者をして朝鮮風景を観察せしめ、

これが説明役として鮮人金俊泰を配している。馴々しく作者兄弟に話しか

け、名刺交換までして忽ち仲よしになって終うここに日鮮融和の問題も潜

み、未知の旅行者に好感を与えている。紀行文として地理的教材として、

国民的教材として重要な文章である。 

 

 すなわち‘内鮮融和’を優先して標榜しながら釜山から京城までの韓国的な

風景、地理的な情報そして植民経営により変化する韓国の様子を生徒に読ませ

る教材として重要であることを強調している。それでは実際に韓国の風景や変

                                                      
24 秋田喜三郎（1938） 『小学国語読本指導書、尋常科用 巻九』 p.275 明治図書  
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化像がどのように描写されているかを見てみよう。指導書の解説も一緒に提示

すると次のようである。 

 

·近くの山々は、岡といいたい程低くなだらかである。下草の茂りはあまり深

くないので、所々に地面の赤い色さえあらわれている。いたる所水田がよ

く開けて、稲が青々とのびている。(指導書：水田の至る所に開けているの

は開拓事業の進歩を語るものである。) 

·山のふもとや、小高い岡のそばに村が見える。家は、みんな藁ぶきで小さい。

ひょろひょろとの びたポプラの下の一けん家、垣根にかけた白い干し物、

赤い土の色などを見ると、なるほど朝鮮だなという感じがする。(指導書：

朝鮮村落の民家を写しているが、その朝鮮らしい民家の特徴を把えている

所がよい。) 

·廣い道路が、鐡道と並んで通ってゐる所が多い。並木がよく植込まれてゐる。

(指導書：これは朝鮮の開拓を示したもので、‘朝鮮の道路’の挿絵はその

大道路を示したもので広い道と植え込まれた並木で一種の風致を与えてい

る。) 

·荷物を積んだ小さい朝鮮馬が行く。並木の日かげに、大きい包を頭の上にの

せた女が、休んで汗をふいてゐる。時には砂ぼこりをあげて自動車も走る。 

  (指導書：これまた朝鮮特異の風景で、旅行者の眼を惹くものである。) 

 

‘山が低いこと、草木が茂っていない様子、藁葺きの小さな家、垣根に干し

ている白衣、赤い土地の色、小さな朝鮮馬、頭の大きな包みをのせた女’を韓

国の代表的な風景や文化として捕らえている。反面、‘開けてある水田、広い

道路、鉄道、よく植え込まれている並木’は指導書の表現を借りると「開拓に

より着々繁栄する朝鮮文化」なのである。 

 韓国の独特な風景や文化は1910年発行の第二期教科書の「韓国の風俗」に登

場する内容との変化はあまり見られない。すなわち、韓国文化の表し方がパタ

ーン化して時代が変ってもそのパターンは変らなく持続的に継承されている

ように思われる。これと対照的に日本の植民経営によって変る要素、例えば鉄
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道·道路の敷設、農地開墾などは「繁栄する朝鮮文化」として捉えており、そ

の変化は教科書に直ちに反映されている。さらにこれは指導書を通じて指導指

針として明らかに提示されている。 

このような叙述方式は掲載されている挿絵の内容を通じて再度確認できる。

この課では‘関釜連絡船’、‘朝鮮の道路、‘漢江の鉄橋’が挿絵で提示されている

が、‘関釜連絡船’は日本と韓国を繋げる交通手段としての意味を持っているだ

けに‘内鮮融和’の延長線上で使われている挿絵である。‘朝鮮の道路’と‘漢江の

鉄橋’は併合以後に建設されたものでまた指導書の表現を借りると「開拓によ

り着々繁栄する朝鮮文化」なのである。つまり挿絵の提示方法からも庶民経営

の変貌を浮彫りしている。 

一方、汽車旅行の移動経路に‘成歓’に注目する必要がある。‘釜山→大邱→大

田→成歓→水原→永登浦→京城’の移動経路で‘成歓’は一般的に都市の規模や

知名度を考えると他の都市と対等に捉えられていることに疑問が持たれるの

である。しかし成歓は日清戦争で重要な戦場として、ここで大勝利を得てから

以後の戦勢を有利な方向に展開させていった。従って‘成歓’は日本史において

重要な意味をを持つ場所である。教科書の叙述でのその意味を考えさせる。 

 

「今過ぎた駅は成歓だよ。明治二十七八年戦役の古戦場だ。」「そうです。松

崎大尉の碑もあるはずです。」 金さんの指さす方を立上がって見たら、岡

の青葉がくれに、それらしいものが見えた。 

 

移動経路に成歓を含めて、松崎大尉を連想させることで‘愛国心の涵養’を狙

っているといえる。この点は、前で取り上げたこの課のポイントの中で‘国民

的教材’としての意味付けとつながることではないだろうか。 

このようにこの課では‘朝鮮特有の風景’、‘開拓による繁栄する朝鮮文化’、

‘日鮮融和’を図ることを主眼に置いている。しかし、‘朝鮮特有の風景’は依然

として1910年発行の第二期教科書の内容の水準にとどまっており、扱う主題の

範囲も変わっていない。しかし‘開拓による繁栄する朝鮮文化’は日本によって

変貌していく様子も朝鮮文化として範疇化しているのである。このように新旧



119 

 

が共存する京城の様子は二分法的又は対照的に構造化されているが、このよう

な現象は次の「朝鮮の田舎」でも表れている。 

 

（5） 朝鮮の田舎 

教科書 （『尋常小学国語読本』巻10） 

指導書 
（『小学国語読本指導書』 

尋常科用 巻十） 

主な内容 使用素材 関連挿絵 
指導時の主な着眼点 

及び準備事項 

田舎の様子と日

常生活の様子が

載せられている。

‘秋’と‘冬の夜’と

いう二つの小題目

でそれぞれの様

子が描写されて

いる。‘秋’では日

本と韓国の児童

がとんぼとりの遊

びの様子や秋の

典型的な田舎の

風景を、‘冬の夜’

ではある家庭の

日常生活の様子

を描写している。 

一郎（日本人の子

供）と貞童（韓国人

の子供）のとんぼと

りの遊び、オンドル

と紫色の煙、藁屋

根、屋根に干して

ある唐からし、紅

葉、市場帰りの朝

鮮馬、雁の郡、水

汲みに来た女、オ

ンドル部屋の中の

薄暗いランプの

火、おじいさんが

孫に聞かせる昔

話、父子がかます

を織る様子、母女

がきぬたを打つ様

子 

‐一郎と貞童の蜻蛉追

い 

 
‐水汲みの女 

 
‐砧打 

 

‐要旨：朝鮮の田舎の風景

を叙した文章を読ませ、秋

及び冬の情景並に純真素

朴な生活を把握させ、か

ねて内鮮融和の思想を養

うことが眼目である。 

‐準備：オンドル、アカシ

ヤ、朝鮮馬、うるし、ラン

プ、かます等の絵画 

‐注意：（5）内鮮人融和に

ついて、互いに親睦すべ

きことを文中の子供の遊に

より語らせて行くようにした

い。 

 

‘朝鮮の田舎’は第四期と第五期の教科書に登場する内容で、韓国の秋と冬の

田舎の様子が写されている。‘秋’と‘冬の夜’のように二つの小テーマを設けて

それぞれの独特の風景を物語っている。設定も‘秋’は駐在所の庭で日韓の子供

が一緒に遊んでいる様子を、‘冬の夜’はある一家で家族構成員が夜を過ごして

いる様子を描写している。‘秋’は設定だけを見ても内鮮融和を標榜しているこ

とがすぐ分かる。日韓の子供が一緒に遊ぶ行動を描写しながら、韓国の秋の情

趣も共に表現している。‘冬の夜’も田舎では長い冬の夜の家庭風景を写してい

る。 

指導書ではこの課の要旨について‘朝鮮の田舎の風景を叙した文章を読ませ、
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秋及び冬の夜の情景並に純真素朴な生活を把握させかねて内鮮融和の思想を

養うことが眼目である。’と記されており、さらに注意事項としても次のよう

に記している25。 

 

注意：（2）巻九「京城へ」と連絡し、朝鮮の認識を一層深くさせなければ

ならぬ。（3）朝鮮の田舎を「秋」「冬の夜」の二編で代表させ、前者は昼（午

後）の郊外、後者は夜の一家を以て示している。その構想についても取り

扱うことが大事である。（5）内鮮人融和について、互いに親睦すべきこと

を文中の子供の遊により悟らせ行くようにしたい。 

 

その中で ‘巻九「京城へ」と連絡し、朝鮮の認識を一層深くさせなければな

らぬ’という事項を取り上げているが、「京城へ」は前項で探ってみたように、

地理的な観点から‘韓国独特の風景と文化’、‘日本の植民経営によって変化する

様子’、‘内鮮融和’に関する内容で構成されていた。この課ではこれと連絡して、

‘朝鮮の認識を深める’ことが注文されているが、より文学的な観点から韓国の

秋と冬の風景や田舎の家庭の様子を感覚的に書き下ている。学習において準備

事項は ‘温突、アカシヤ、朝鮮馬、うるし、かますなどの絵画’が提示される

など、視覚的な学習を通して生徒に理解を深めようとしている。 

‘秋の空は実に高い。そして色が深い。紺青の大空には昼の月が淡く出て、

日は西に傾きかけている。もろこしの葉をかさかさと秋風がゆする。’という

文章で始まるこの課は韓国の秋の雰囲気を視覚·聴覚など感覚的な表現で伝え

ている。このようにこの課は韓国の秋と冬の季節感や田舎の風景を色、音など

の感じをよく生かして描写しており、文章表現にも気を付けていることが分る。

具体的内容を見てみよう。 

 

·紫色の煙が村中にただよっている。其の煙の中に、ぽかりぽかり藁屋根が浮

いて見える。まだ西日を受けている屋根に、干しているとうがらしが真赤

だ。高くのびたポプラや茂ったアカシヤは、あざやかな黄色。桜の紅葉し

                                                      
25 芦田惠之助（1929） 『国語読本 各課取扱の着眼點、尋常科第五学年』 p.164 蘆田書店 
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て、みんな赤い夕日を受けている。 

·二人はじっととんぼを見ている。市場帰りの朝鮮馬がけたたましく鳴いて過

ぎる。夕の光をかすかに残した大空を、雁の群が渡っている。 

 

韓国の田舎の家屋や唐からしの干す様子、黄色と紅色で染まる自然など、秋

の典型的な風景を読んでいれば、表現の豊かさが感じられる。しかし、第二期

教科書の「韓国の風俗」や第四期教科書の「京城へ」で韓国の独特な風景とし

て取り上げられているもの、すなわち‘藁葺の家、唐からしを干している様子、

朝鮮馬’はこの課でも典型的な韓国文化として登場している。それでは冬の風

景を描写する文章からは特有の韓国文化としてどのようなものが取り上げら

れているかを見てみよう。 

 

夜になっても薄青い空、その空に、星が一ぱい氷りついたようにまたたい

ている。井戸端のうるしの木がぬうっと立っている。ぽこん、ぽこんとい

う音が通っていく。水汲みに来た女の頭の上の水がめが、ゆれて鳴る音だ。

寒さが骨身にしみてしいんとする。 

 

上記の内容からは冬の寂しさや寒さが感じられており、井戸端での水組みや

女の人が頭の上に水がめをおいて歩く様子が描かれているが、これは韓国の

‘風習の著しいものである。’と指導書にも言及している。さらに‘朝鮮でなくて

は見られぬ情景である。ここは挿絵もあって具体的になっているから、文とよ

く結びつけることが大事である。’と述べている。この課で提示されている挿

絵は3点があるが、その一つが‘水汲みの女’である。挿絵を注意深く探ってみ

ると、水がめを頭の上に載せて歩く様子で、そばには井戸と木が見える。家で

使う水を女性が井戸に出て水を汲んで、さらに頭の上に載せて運ぶというは、

よく考えてみると単に韓国の地方色を表す装置以上の意味を持っているので

はないだろうか。女性の労働力を使用する場面を通して男女差別で代表される

封建的な様子を強調したり、上水道の設備という文明が普及されていない様子

を伝えるなどの意味をあらわすのではないだろうか。 
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つまり韓国の秋と冬の独特な情趣を表現するとはいえ、ここでも既にパター

ン化された前近代性を表す素材を捉えているのである。 

一方、日本の子供一郎と韓国の子供貞童が一緒に蜻蛉とりをする様子が描写

されているが、‘内鮮融和’の現れ方の変化について述べたい。まず、関連内容

を見てみよう。 

 

秋の日をまともに受けた駐在所の庭で、一郎と貞童が遊んでいる。「とんぼ、

とんぼ、あっちへ行けば地獄、こっちへ来れば極楽」貞童が歌うと、一郎

は「反対だ。君、とんぼを取るんだろう」「うん、取るんだ」「では、こっ

ちへ来れば地獄じゃないか」「そう言わないと取れないよ」二人は笑いなが

ら豆畠の方へ走っていく。 

 

この課では一郎と貞童は日常を一緒にする友達である。内地、外地の区分無

しに二人の子供はとんぼとりに夢中になって遊んでいる。その中で自然に楽し

さという感情も交わされている。前項の「京城へ」では日本人と韓国人が少し

距離を置きながら配慮する様子であれば、この課では気安い友達同士なのであ

る。提示されている挿絵も各自が伝統的な衣服を着て一緒に遊ぶ様子を反映し

ているなど、このような装置を通じて‘内鮮融和’の理想形を描いたのではない

かと思われる。 

 

5．おわりに 

以上、近代日本の国定国語教科書にあらわれている韓国に関する記述、挿絵、

該当内容の指導指針を案内する指導書の記述を調べていみたが、時期と教科書

（指導書も含む）別の韓国の表象をまとめると次の〈図1〉のようである。 
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〈図1 各期の国語教科書と指導書に現れる韓国表象〉 

 

1910年に発行された第二期の教科書に収録されている「韓国の風俗」は日韓

併合の直後であるという時代的な必要により、日本の新植民地である朝鮮の風

習や文化を生徒に教えるという教育的な目的で設けられた課である。このよう

な趣旨に応じて、韓国の住·衣文化について詳細に扱う一方、冠礼·葬礼文化、

女性の外出様子などについても情報を与えている。日本から見ると、全く異な

る文化要素であるといえる。この点から見ると意味のある情報を提供している

と言える。しかし、部分的には韓国の伝統的で特有な文化要素が後進性や前近

代性を強調する役割もしていることがある。例えば、‘衛生にはあまり注意を

払わないなが、衣服の清潔だけには気を付ける’という言及や男性の服装を説

明する際に、‘朝鮮馬’に乗っている男性の姿が挿絵で載せられていることであ
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る。しかも‘昔の人に会った様な気がする。’と書かれているのである。 

 1918年に発行された第三期の教科書に収録されているのは「朝鮮人参」、「京

城の友から」である。時期的には併合から8年という時間が過ぎ、韓国は異国

という感じより日本の延長線での一つの地方になっていた。「朝鮮人参」では

人参の貴重な薬用作物としての価値や栽培にまつわる伝説を紹介している。こ

の内容からは韓国への特定のイメージが形成されるとは言えないが、指導書の

補充説明で一番価値の高い高麗人参の栽培や販売など朝鮮総督府が専売して

いると説明している。生徒に日本政治範囲を伝える一つの要素となっている。 

一方、「京城の友から」では‘内鮮融和’の要素が登場するが、日本人生徒が

京城に転学し、京城の生活に慣れてから日本にいる友達に手紙を出すような設

定の中で京城の様子を伝えている。ここでは、話者が観察者という立場を取り

ながら内容を展開している。第四期教科書の「京城へ」と「朝鮮の田舎」の設

定と比べると消極的で間接的な方法で‘内鮮融和’が図られていると言える。前

節で探ってみたように、「京城へ」では汽車旅行で日本人と韓国人がお互いに

名刺を交換したり話を交わす設定を取っており、「朝鮮の田舎」では日韓の子

供が一緒に遊んだり、気持ちを共有するなどの設定を取っている。つまり積極

的な設定を取りながら‘内鮮融和の理想形’を提示しているのである。これは第

四期の教科書が発行された1933年頃の時代的な要請が‘内鮮融和’を強化する

こともあったことと無関ではないと言える。 

また、「京城の友から」では京城の様子を伝えているが、対照的な装置が作

動することに気がつく。一見、京城の重要場所について淡々と書き進めている

ように見えるが、京城の以前の歴史、すなわち朝鮮王朝の首都としての歴史は

忘れており、植民地経営による変化には重要な意味を与えている。 

1933年に発行された第四期の教科書に収録されているのは「京城へ」と「朝

鮮の田舎」である。この中で「朝鮮の田舎」は第五期教科書にも同一した内容

が収録されている。この二つの課からは前述したように第三期の教科書より

‘内鮮融和’が強調及び深化されて現れる。そしてこの二つの課では韓国の特有

の風景や田舎の風景を描写しており、特に「朝鮮の田舎」では様々色彩や音で

韓国らしい秋の情趣が書かれている。しかし、韓国の特有の文化として取り上
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げられている要素は依然として後進的で前近代的な性格が浮彫されている。そ

れとは対照的に日本の植民地経営によって変化する様子は‘繁栄する文化’と

して評価されている。 

つまり、併合以前の第一期の教科書には韓国に関する特定の記述はなく、韓

国に関する特定の主題を付与して記述されるのは第二期の教科書からであっ

た。第二期の国語教科書は1910年に発行されたことから時代的に新しい植民地

の文化や風習を学習する必要があった。その内、植民地としての朝鮮に関する

様々談論が発表されるようになり、その談論の中では定型化された韓国への表

象が繰り返されるようにもなった。その一つが前近代的様子を強調したり、否

定的な一部分だけが浮彫されたりすることであった。このようなパターン化し

た韓国への表象は『教育時論』のような教育雑誌にも発表されていた。一方、

京城を中心に植民地経営のために建てられる建築物や龍山のような特定の地

域の発展について教科書叙述と指導への焦点が置かれるようになった。それと

同時に1918年発行の第三期の教科書からは‘内鮮融和’が登場するようになり、

その以後からは一層強調·深化される形になっていく傾向もあった。又、京城

を中心に紹介していた併合以後の変化像はその範囲が拡大していくようにな

った。 

国語教科書は他教科に比べて比較的に韓国の多様な要素について叙述して

いる方である。もちろんそれは自国の植民地であるだけに生徒が基本的に学習

すべき事項として教科書に設けられた意図もあるだろうが、これを通じて日本

の生徒が韓国の文化を理解するにおいてある程度の役割は果たしているとい

える。 

しかし、日本の植民支配によって変化する韓国と前近代的な要素として見る

こともできる韓国の典型的な様子が混在していることで、日本の優越性と韓国

の前近代性を同時に伝えており、つまり両極化された認識が形成されていった

と言える。 
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