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『台灣教科用書國民讀本』當中所呈現的 

從國語教科書之承繼情形 

甲斐雄一郎 

筑波大學大學院人間總合科學研究科准教授 

 

摘要 

 

  1900 年發行的日本小學校用國語教科書以及台灣總督府於 1902～

1904 年作為國民學校用教科書所發行的『台灣教科用書國民讀本』（以

下稱『國民讀本』)，兩者皆刊載著地理、歴史、理科等的教科内容為

題材的内容。先行研究指出，『國民讀本』係以「同化於文明」為目

的而編寫。以上述為前提，本研究以從題材類別檢視『國民讀本』受

日本國語教科書之影響的實際情形為目的。 

  其結果，得知其影響關係可分為承繼、修正承繼、非承繼、另編新

作的四個類別。然後，關於「同化於文明」的内容，除另編新作以外，

同時在承繼、非承繼的兩個類別當中亦可看見。以上所提，在指出「同

化於文明」不只是台灣的學校教育的課題，更是日本的學校教育的課

題的同時，也指出了『國民讀本』當中的承繼、非承繼的選擇方式以

及與從 1904 年開始使用的日本國定國語教科書的編輯方針之共同

點，提出了「國民讀本」方針的「逆流」之可能性。 

 

關鍵詞：『台灣教科用書國民讀本』 國語教科書 「同化於文明」 

   「膨脹的逆流」 
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Aspects of Succession from Japanese Language Textbook in 
“National Reading Book as Taiwan Textbook”  

Kai Yuichiro 
Associate Professor, Tsukuba University  

 
Abstract 

 
 Both of Japanese language textbook(1900) for elementary school and 
"National Reading Book(as Taiwan Textbook (1902~1904))" published as 
a textbook for Taiwan Public school put the contents such as geography, 
history and science course as subject matters. The precedent researches 
point out that "National Reading Book" aims at assimilation into 
civilization. Based on this pointing out, this study intends to review the 
substance of what "National Reading Book" was influenced by Japanese 
textbook by subject matter. As a result, the relation of influence was 
clear to be classified into 4 aspects. And, the contents related to 
assimilation into civilization are shown in 2 kinds of succession. This 
shows that a problem called the assimilation into civilization was similar 
in Japan and Taiwan. Furthermore, I pointed out resemblance with the 
editing policy with "National Reading Book " and the textbook of the 
Japanese Education Ministry editing （ 1904 ）  and suggested 
countercurrent relations. 
 
Key words: “National Reading Book as Taiwan Textbook”, Japanese  
          language textbook, ‘the assimilation into civilization’, 
          ‘countercurrent of the expansion’ 
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『台湾教科用書国民読本』における 

国語教科書からの継承の様相 

甲斐雄一郎 

筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 

 

要旨 

 

 1900 年に刊行された日本の小学校用国語教科書も台湾総督府が

1902 年～1904 年に国民学校用教科書として刊行した『台湾教科用書

国民読本』（以下、『国民読本』）も、ともに地理、歴史、理科な

どの教科内容を題材として掲載している。先行研究は『国民読本』

が「文明への同化」を目指したことを指摘している。この指摘を前

提として、本研究では『国民読本』が日本の国語教科書から受けた

影響の実質を題材別に検討することを目的とした。 

 その結果、影響関係は継承、修正継承、非継承、新規作成の四つ

の相に分類できることが明らかになった。そして「文明への同化」

に関わる内容は、新規作成の教材とともに継承、修正継承の二類に

も認められる。これは「文明への同化」が台湾はもとより日本の学

校教育の課題でもあったことを示すことを指摘するとともに、『国

民読本』における継承、非継承のあり方と 1904 年から使用開始され

た日本の国定国語教科書の編集方針との共通点を指摘し、『国民読

本』の方針の「逆流」としての可能性を示唆した。 

 

キーワード：『台湾教科用書国民読本』 国語教科書  

「文明への同化」 「膨張の逆流」 
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『台湾教科用書国民読本』における 

国語教科書からの継承の様相 

甲斐雄一郎 

筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 

 

１．はじめに 

 1900 年に日本の小学校教育課程に国語科が成立した際、その教材

は「修身、歴史、地理、理科其ノ他生活ニ必須ナル事項ニ取リ趣味

ニ富ムモノタルヘシ」と規定されていた（小学校令施行規則第 3 条）。

この時期、これらの教科は高等小学校にのみ位置づけられており、

尋常小学校の教育課程には修身を除く各教科は位置づけられていな

かった。そこで国語教科書に掲載された地理、歴史、理科など、い

わゆる内容教科的事項を取り上げた教材群が、本来は当該教科が担

う教育内容をも担うこととされていたのである。教科書制度は 1904

年に検定制から文部省が編集・刊行する国定制に移行したものの、

国語教科書が内容教科的教材を掲載するという構図に変化はない。 

 第一期国定国語教科書（1904 年、全８巻、以下、国定教科書）は、

編纂趣意書によるならば各教材はそれぞれ「修身ニ関スル材料」を

はじめとして理科、地理、歴史、実業、国民教科、それぞれに関連

する教材に分類されている1。それらは先行する検定教科書群に掲載

されたものと題材と趣旨において共通する教材、すなわち先行する

教材の継承とみなされる例が少なくない。〈表１〉は国定教科書に

掲載された内容教科的教材の数、そして先行する検定教科書教材か

ら継承したと考えられる教材の数とその比率を挙げたものである2。

この結果は国定教科書がとくに地理的教材、歴史的教材、実業的教

材において、先行する検定教科書の教材を継承し、国語科の教科内

                                                 
1 文部省（1904）『尋常小学読本編纂趣意書』（『近代日本教科書教授法資料集成』

第 11 巻、東京書籍、による。以下同じ。）   
2 甲斐雄一郎（2005「国語教材を決める論理」中央教育研究所『教科書フォー

ラム』4 号）に若干の修正を加えた。  
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容を構成したことを示すものといえる3。 

   〈表１〉継承した検定教科書教材の数及び比率 

地理的 歴史的 理科的 実業的 国民的
22／24
（91.7）

13／13
（100）

21／28
（75.0）

10／10
（100）

8／13
（61.5）  

 しかし教材継承の淵源を先行する教科書群に求めようとする場

合、内地で刊行された検定教科書のみならず、日本の統治下に組み

込まれた台湾において、台湾総督府が公学校用の教科書として編

集・刊行した『台湾教科用書国民読本』（1901～03 年刊、全 12 巻、

以下『国民読本』）もまた検討する必要があると思われる。 

 台湾総督府による教育政策の解釈の仕方として、内地の方法の展

開という見方が可能である。内地で確立した方針を台湾の実情に合

わせて修正し、適用したというものである。しかし単なる展開にと

どまらず、現地での抵抗・調整を経て何らかの改変を経た内容が内

地に還流する事態も起こりうる。こうしたダイナミズムを「膨張の

逆流」現象と呼ぶことがある4。そこで国定教科書における教科内容

決定の根拠を明らかにするためには『国民読本』からの国語科の教

科内容への「逆流」現象の有無を検討することが必要になる。そこ

で本研究はその前提として『国民読本』に着目し、教材選択の方針

と、内地の読書科用（1900 年以降は国語科用）教科書群における教

材選択の方針、すなわち「展開（膨張）」関係の有無とその実質を

明らかにすることを目的とする5。 

                                                 
3 甲斐（2006）「第一期国定国語教科書の編集方針の決定過程についての調査研

究」（課題番号 16653084 号、科学研究費補助金研究成果報告書）による。  
4 升味準之輔『日本政党史論』第三巻（1967）中の記述を、駒込武（1996）に

おいて「日本帝国主義による多民族支配にともなって生じた諸矛盾が本国の制

度や理念の変革・変質を促すものとなること」として、さらに意味づけた比喩

的表現（374 ページ）。  
5 この当時国語教科書の内容は形式（表記法・使用漢字・文体など）と材料（題

材）として規定されている。前者については機会をあらためて論じることとし、

この小論では内容（題材）における関係のみを検討対象とする。  
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２．『台湾教科用書国民読本』について 

2.1 制度的背景 

 公学校は「本島人ノ子弟ニ徳教ヲ施シ実学ヲ授ケ以テ国民タルノ

性格ヲ養成シ同時ニ国語ニ精通セシムルヲ以テ本旨トス」（1898 年、

公学校規則第一条）と規定されている。生徒年齢は８歳以上 14 歳以

下、修業年限は６年間とされ、その教科目は「修身、国語作文、読

書、習字、算術、唱歌、体操」から成っていた（同規則第三・第四

条）。『国民読本』は公学校における国語・読書の両科に使用する

ための教科書として、台湾総督府が編集・刊行したものである6。こ

の教科書は公学校用第二期教科書としての『公学校用国民読本』

（1912～13 年）の刊行に至るまで約 10 年にわたって使用された。

公学校規則において国語科、読書科は次のように規定されている。 

 一 国語ハ音韻ノ性質言語ノ種類典則応用及会話ノ実習並地理歴 

  史理科ニ関スル講説ヲ授ク（以下略） 

 一 （前略）読書ヲ授クルニハ常ニ国語作文ノ教授ニ伴ヒ文字ノ 

  音訓及語勢ニ注意シ又之ヲ土語ニ訳述セシメテ語句文章ノ解否 

  ヲ検シ能ク全体ノ意義ヲ了解セシメ兼テ智徳ヲ啓発セシメンコ 

  トヲ要ス 

ここでの「智徳」の実質は題材に関わる「地理歴史理科ニ関スル講

説」に関連するものと考えられる。『国民読本』は、この規定のも

とでの使用を前提として編集されたのである。 

 公学校規則は 1904 年３月に改定された。本研究に関連する変更は

教科目の変更である。すなわち国語作文、読書、作文は国語と漢文

とに分かれ、教科目の全体構成は「修身、国語、算術、漢文、体操、

（女子ノ為ニ裁縫）」となった。国語科の教授要旨及び教材規定は

次のように定められている7。 

  国語ハ普通ノ言語文章ヲ知ラシメ正確ニ他人ノ思想ヲ了解シ自 

                                                 
6 台湾教育会（1939）『台湾教育沿革雑誌』257 ページ。  
7 台湾教育会（同上）263 ページ。  
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  己ノ思想ヲ発表スル能ヲ養ヒ兼テ智徳ヲ啓発スルヲ以テ要旨ト 

  ス（中略）材料ハ修身、歴史、地理、理科、産業等其ノ他生活 

  ニ必須ナル事項ニシテ児童ノ心力ニ適シ趣味ニ富ムモノタルヘ 

  シ 女児ニハ特ニ家事上ノ事項ヲ交フヘシ 

この規定は内地における国語科の規定とほぼ同じである。台湾公学

校も日本の尋常小学校も、教育課程に歴史、地理、理科、さらに実

業教科、国民教科などは位置づけられていなかった。このためこれ

ら諸教科が担う「智徳」については、それらの事項を掲載した読本

を用いる国語科の授業を通して教授することが期待されていたので

ある。ただしこの規定の根拠は内地の規定にとどまるものではない

だろう。この規定の改定時期は『国民読本』全 12 巻の完成直後であ

る。したがってここに示された国語科の教授要旨および教材規定は、

この教科書の内容を追認したものとみることができるからである。 

2.2 編集方針 

 ここでは『国民読本』の編集方針として、題材選択と教材配列の

根拠の決定に際しての方針を検討する。 

 題材選択に関する方針を公的に示したものとしては、公学校規則

に加えて台湾総督府民政部学務課（1900）中の「国民読本編纂例」

が挙げられる8。ここに示された全 12 項目にわたる編集方針のうち、

第四番が題材選択に関わる規定である。とくに巻７以降の方針とし

て「徳性ト、普通知識トニ関スル事項ヲ授クルヲ以テ主トスルガ故

ニ、之レニ適スル材料ノ選択ニ注意セリ」としている。ここで強調

されているのは「新国民ノ化導」のために「皇室ヲ尊ビ、国家ヲ愛

スル性ヲ養フ」ことである。そのために挙げられた題材例は以下の

ようなものであった。 

  両陛下ノ御聖徳ハ勿論御歴代天皇ノ下民ヲ愛撫セサセ給ヘル御 

  事蹟ト、古今国家ノ為メ(ﾏﾏ)ニ、生命財産ヲ顧ミザリシ人士ノ 

  小伝逸事トヲ掲グルコト多ク、其他公共心ヲ奨メ、迷信ヲ破リ、 

                                                 
8 台湾総督府民政部学務課（1900 年 12 月）「国民読本編纂例」『台湾公学校国

語教授要旨』22～28 頁。  
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  習俗ヲ矯メ、衛生ノ注意ヲ促ス等ノ諸材料ノ編入ニ力メタリ。 

台湾総督府内での図書審査会の記録によるならば 1900 年 11 月の時

点で審査が完了しているのは巻 5 までである9。したがってこれらの

項目は編纂結果についての言及ではなく、当時進行中であった巻 7

以降の編集方針についての言及なのである。 

 「国民読本編纂例」は公的な文書であるが、この方針決定の根拠

として想定されるのが「国語教授研究会」における決議内容である。

この研究会は台湾における国語教育を担う人々によって 1898 年９

月から翌年 12 月までの間に 15 回にわたって開催され、さまざまな

問題提起と討議を経て 26 事項についてその方針を決議している。そ

のうち文体、文字、仮名遣いなど文章の表現形式についての決議は

そのまま「国民読本編纂例」のうちの第 7～９の方針として採用さ

れている 10。さらに掲載すべき事項、風俗習慣の扱い、材料の適否

など「公学読本編纂上ノ希望」については、同会幹事の前田孟雄よ

り直接『国民読本』の編纂者である大矢透、杉山文悟に伝えられた

という 11。大矢は 1896 年に小学校教則大綱下に尋常小学校用教科書

として『大日本読本』（大日本図書株式会社）を刊行している。し

たがって『国民読本』の編集にあたっては自らの教科書編集経験に

加えて「公学読本編纂上ノ希望」を勘案したものと考えられる。  
 『大日本読本』と『国民読本』とにおいて題材・趣旨が共通する

教材を対照するならば、文体や表記において異なるものの、掲載巻

にはおおむね１巻から４巻の差が認められる12。これは一～二学年

                                                 
9 酒井恵美子 (1998）405 ページによる。  
10 国語教育会沿革 (1900)「国語研究会会報」第一号所載。「昨年来本会ニ於テ

討論審議ノ上、決議セラレタル各種ノ疑問ヲ、此際一括シテ総督府ニ建議シテ

ハ如何トノ議ハ、町田会長ニ依リテ提出セラレ満場異議ナク可決シ」とある。  
11 吉野秀公（1927）『台湾教育史』台湾日日新報社、176 ページ。  
12 『大日本読本』において巻４に掲載された「枡」「秤」、「桃太郎のはなし」、

「ふじの山」、「米」、「あはれみふかき娘」は、『国民読本』において「ももたろ

お」は巻５、「枡 ハカリ」「あわれみのふかい娘」は巻６、「富士山」、「米」は

巻８にそれぞれ掲載されている。  
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の差に相当する。この差の根拠として想定されるのも「国語教授研

究会」における決議である。同研究会の審議事項の五番目は「六学

年修業ノ学力ハ、内地小学生徒ノ何学年ニ相当セシムベキカ」とい

う問題設定に認められる、内地と台湾との程度差の問題であった。

この問題についての「決議」は「内地小学生徒ノ尋常科三学年四学

年の間ニ相当スル程度ナルベシ」というものであった。外国語とし

ての「国語」による学習の難度は修了時において約二学年分の差と

なるというのが台湾における教育経験者の判断だったのであり、そ

れを受け入れた結果が掲載学年の差となったのであろう13。 

2.3 本研究の方法 

 本研究に関連した先行研究として『国民読本』の内容分析、及び

内地用教科書との比較を行ったものが挙げられる。前者が蔡錦堂

(1993)(2003)である。蔡(1993)は、分析枠組みとして唐澤富太郎

(1956『教科書の歴史』創文社)が設定した枠組みに依拠して『国民

読本』の各教材を分類した。そしてこの教科書の特徴として、総合

読本であること、実学教材が重視され、皇室・国家に関連した教材

が多くはないことを挙げている。陳培豊(2001)はこれらの分析結果

に基づいてこの教科書における教育内容の中心が「“民族への同化”

ではなく“文明への同化”にあった」と指摘している14。後者は中

田敏夫(2003)(2004)である。中田は原田種雄・徳山正人編(1988『戦

前・戦後の教科書比較』ぎょうせい)で設定された枠組みを用いて内

地の国語科用検定教科書のうちの金港堂版『尋常国語読本』(1900)

の課名と対比した上で、それぞれの項目において金港堂と同じく満

遍なく教材を配置していることをもって教材組織の枠組み自体は内

地とほぼ共通していたことを指摘した(2003)。 

                                                 
13 大矢透は『国民読本』巻 8 までの編集が終わった時期に「ご用済解雇」とな

り内地に帰っている（「大矢博士自伝」（『国語と国文学』第 5 巻 7 号、1928 年）。

このためここでは『国民読本』巻 8 までと対照した。他に題材・趣旨が共通す

る教材として「さるとかに」（巻３→巻６）、「小野道風」（巻３→巻５）、「我ガ

国ノ地図」（巻６→巻８）などが指摘できる。  
14 陳培豊（2001）89 ページ。  
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 こうした先行研究の成果をふまえてこの小論で試みるのは、内地

の国語科用検定教科書と『国民読本』との教材における共通性に影

響関係を読み取ることである。そのための分類枠として、のちに国

定教科書で採用された地理的教材、歴史的教材、理科的教材、実業

的教材、公民的内容と皇室・軍事的内容から成る国民教科的教材、

その他の六種を用いることにする。内地における尋常小学校読書科

（1900 年以降は国語科）用教科書も台湾公学校用の『国民読本』も、

これらの内容に関する題材を掲載することによって「智徳ヲ啓発セ

シメンコト」が期待されていた。したがって分類枠をこれら六種と

したならば、教則等に明示された当該教科の教科内容に即して分類

することが可能になる。それによって内地用検定教科書と『国民読

本』、また国定教科書などとの間における同一類型の教材群の継承

関係の有無を見出す根拠として説得力を持ちうることになるであろ

う。そして検定教科書群と『国民読本』とにおける教材の異同を明

らかにしたうえで、陳（2001）が“文明への同化”と指摘する「文

明」について、とくに地理、理科、実業、そして国民教科中の公民

的内容に関連した教材に着目して台湾公学校と内地の尋常小学校に

おける教育内容の異同の問題として明らかにすることにしたい。 

 なお、本研究は『国民読本』と対照する内地用の教科書について

は入門期を脱した第二学年相当の巻３以降を検討対象としている。

先にみたように内地用検定教科書としての『大日本読本』の第２学

年相当教科書（巻３・４）に掲載された教材は『国民読本』では第

三学年相当の巻５以降に掲載されている。このため『国民読本』に

ついては巻５以降の各教材を検討対象とすることにした。 

３．『台湾教科用書国民読本』の教材構成 

3.1 先行する教科書群 

 『国民読本』の成立までに内地で刊行された読書科用（1900 年以

降は国語科用）教科書は、編集・刊行の時期と改訂のあり方によっ

て以下のように分類できる。 
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 Ａ類〈小学校ノ学科及其程度〉下（1886 年～90 年）に編集・刊行 

   された読書科用教科書。 

 Ｂ類〈小学校教則大綱〉前期（1891 年～96 年）に編集・刊行され 

   た読書科用教科書。 

 Ｃ類〈小学校教則大綱〉後期（1897 年～99 年）に編集・刊行され 

   た読書科用教科書。沖縄県用、北海道用尋常小学読本（文部 

   省、後述）も含む。 

 Ｄ類〈小学校令施行規則〉（1900 年）によって新たに編集・刊行 

   された国語科用教科書。いずれも検定通過・刊行年月日は 

   1900 年 12 月。 

台湾総督府内での図書審査会の記録によるならば、巻５についての

審査会は 1900 年 11 月 28 日、29 日の二回にわたって行われ、巻６

についての審査会が開催されたのは 1901 年の 4 月 13 日、16 日、22

日の三回である15。これらのことから『国民読本』の編者たちは、

巻５の編纂までは内地におけるＣ類まで、巻６以降は 1900 年 12 月

に検定を通過したＤ類の教科書もまた参照することが可能だったこ

とが知られる。そこで本研究では中心的な比較の対象をＤ類の教科

書群とし、Ｃ類以前のものについては必要に応じて参照することに

した。文部省が当該地域のために編集・刊行した『北海道用尋常小

学読本』（1897～98 年刊、以下『北海道用』）『沖縄県用尋常小学

読本』（1897～99 年刊、以下『沖縄県用』）は地域を特定して編集

された教科書として検討対象とする。 

 〈表２〉は『北海道用』、『沖縄県用』と、Ｄ類の教科書のうち

文学社、普及舎、金港堂、集英堂、冨山房の各社版尋常小学校用の

教科書に掲載された巻３～８までの各教材を、その題材と記述内容

によって分類し、各領域における教材数と、それぞれの領域の教材

が全教材に占める比率をみようとしたものである。分類項目は、2.3

で挙げた六種とし、「その他」には修身的教材、説話、児童生活の

                                                 
15 酒井恵美子（1998、前掲）による。  
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描写など含めた。この表からはＤ類の各検定教科書が比率において

は開きがあるものの、小学校令施行規則における教材規定に即して

それぞれ内容教科的教材を掲載していること、そしてＣ類の時期に

編集・刊行された『北海道用』『沖縄県用』も、その内容構成にお

いて大きな差がないことが指摘できるだろう16。 

    〈表２〉内容教科的教材数とその比率（巻 3～8） 

地理的 歴史的 理科的 実業的 国民的 その他 計
北海道
（C類）

26
（17.8）

25
（17.1）

21
（14.4）

15
（10.3）

14
（9.6）

45
（30.8）

146

沖縄県
(C類)

18
(13.2)

27
(19.9)

20
（14.7）

6
(4.4)

17
(12.5)

48
（35.3）

136

文学社
（D類）

22
(14.7)

18
(12.0)

25
(16.7)

13
(8.7)

14
(9.3)

48
(32.0)

150

普及舎
（D類）

20
(13.3)

25
(16.7)

20
(13.3)

8
(5.3)

20
(13.3)

57
(38.0)

150

金港堂
（D類）

21
(15.4)

23
(16.9)

17
(12.5)

14
(10.3)

14
(10.3)

47
(34.6)

136

集英堂
（D類）

18
(15.0)

29
(24.2)

11
(9.2)

6
(5.0)

13
(10.8)

43
(35.8)

120

冨山房
（D類）

21
(14.4)

17
(11.6)

25
(17.1)

11
(7.5)

8
(5.5)

64
(43.8)

146
 

3.2 内容教科的教材の比率 

 2.1 で述べたように公学校国語科の教材に関して「修身、歴史、

地理、理科、産業等其ノ他生活ニ必須ナル事項」とする教則の規定

は『国民読本』全 12 巻の完成直後であり、この教科書の内容を追認

したものとみることができる。そこで、内地用教科書と同様のこの

                                                 
16 検討対象とした教科書は下記の通り。国定教科書使用に移行する直前の時期

におけるこれらの教科書採択状況は、『教育時論』第 639 号「時事彙報」（1903
年 1 月 15 日）によるならば、金港堂 19 府県、普及舎 11 府県、集英堂 10 府県、

冨山房 8 府県、文学社 7 道県となっており、ほぼ全国で使用されていることが

知られる。  
 文学社 同社編『小学新読本尋常科用』  
 集英堂 学海指針社編『小学国語読本尋常小学校児童用』  
 普及舎 同舎編『国語読本尋常小学校用』  
 金港堂 同社編『尋常国語読本』  
 冨山房 坪内雄蔵編『国語読本尋常小学校用』  
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枠組みによって各教材を分類したものが〈表３〉である。この表か

らは先行研究による指摘を再確認することができる。「実学教材」

の重視に対し、「皇室・国家に関連した教材」が多くはないとする

蔡（2003）の指摘は、「実学教材」をこの表における理科的教材、

実業的教材として読み替え、また「皇室・国家に関連した教材」を

国民教科的教材として読み替えても確認できるのである。 

    〈表３〉内容教科的教材数とその比率（巻 5～12） 

地理的 歴史的 理科的 実業的 国民的 その他 計
22

(14.8)
19

(12.8)
29

(19.5)
17

(11.4)
12
(8.1)

50
(33.6)

149
 

 ただしそれは『国民読本』が内容教科的領域における教材選択の

方針において内地用Ｄ類の検定教科書や『北海道用』『沖縄県用』

とかけ離れているということを意味するものではない。国民教科的

教材が全教材に占める比率を他の教科書と比べるならば『沖縄県用』

や集英堂版などよりは少ないものの、冨山房版よりは多いという結

果になる。理科的教材、実業的教材も他の教科書に比べて突出して

多いというわけではない。この意味で内容教科的領域における教材

選択の方針は内地用、また『沖縄県用』の教科書から大きく逸脱し

たものではないことが知られるとともに、中田（2003）による「教

材内容を組織する枠組み自体は内地とほぼ共通したものを設定して

いた」とする指摘が本研究で採用した内容教科的枠組みにおいても

あてはまることが確認されるのである。 

3.3 読書（国語）科用教科書教材からの継承 

 次の課題は『国民読本』における内地用教科書教材の継承の有無

である。ここでは『国民読本』に掲載された各教材における題材と

その掲載の趣旨において共通する教材が内地用教科書に見出せた場

合に継承関係を認めることにした。〈表４〉はその結果を示したも

のである。内容教科的教材全体における継承率は 99 教材中 64 教材

に達する。しかしこの表からだけでは不分明なのが各領域に即した



『台灣日本語文學報 22 號』ＰＤＦ版 
PDF 版は、広く業績を共有するためにインターネットでの検索と個人の閲覧の便に供す

る目的で公開しています。インターネット、印刷物、その他いかなる形でも、許可なく転

載・複製・印刷・刊行・公開することを禁止します。 
 

 322

『国民読本』には継承されていない内地用教科書の教材群、そして

『国民読本』固有の教材群の数と比率である。そこで次項では領域

に即して内地における当該教科の規定と対照させつつ教材の異同を

検討することにする。 

    〈表４〉継承を指摘できる教材数と比率（巻 5～12） 

地理的 歴史的 理科的 実業的 国民的 　 計
12／22
(54.5)

15／19
(78.9)

20／29
(69.0)

11／17
(72.2)

6／12
(50.0)

　
64／99
（64.6）  

４．内容教科的教材の構成および特徴 

 ここでは内容教科的教材について、小学校令施行規則における当

該教科の規定に即して分類して検討する。 

4.1 地理的教材 

 地理は「地球ノ表面及人類生活ノ状態ニ関スル知識ノ一斑ヲ得シ

メ又本邦国勢ノ大要ヲ理会セシメ兼テ愛国心ノ養成ニ資スルヲ以テ

要旨トス」と規定されていた。このうち「本邦国勢ノ大要」につい

ては、地勢、気候、区画、都会、産物、交通等の「大要ヲ理会セシ

メ」ることになっている。そして内地における尋常小学校用国語科

の検定教科書において、地理的領域については（１）日本全国にわ

たる総論、（２）地域別の解説、そして（３）都市、港、旧跡など

主要地区の解説の三種類の方法で教育課程には位置づけられていな

かった「本邦地理」の内容を網羅しようとしていたのである。 

 『国民読本』には地理的教材 22 編のうち「本邦地理」に相当する

教材は 17 編を見出すことができる17。それらのうち内地の教科書か

らの継承が指摘できる教材を、（１）～（３）に即して次に挙げる。 

 （１）日本ノ地図⑧、我国の気候⑫（数字は収載巻、以下同じ） 

 （２）台湾⑨  

                                                 
17 他に地理一般・交通機関に相当する教材として海⑧、河流⑫、蒸気車⑦、海

外地理に関する教材として隣国⑫、世界⑫がある。これらのうち「河流」のみ

台湾固有の情報を付加しているが、他は内地用教科書教材の継承といえる。  
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 （３）富士山⑧、東京⑨、上野公園⑨、京都⑩、景色⑫ 

一方、以下に示す９編が日本地理に関する『国民読本』固有の教材

である。 

 （１）生蕃⑨ （２）基隆ト神戸一・二⑨、台北カラ台南マデ一 

  ・二⑩、台湾一周一・二⑪ （３）台北⑩、台南⑩ 

とくに（２）の領域については１編にとどまる継承教材と６編に及

ぶ固有教材との差異が顕著である。このことは内地の教科書に（２）

の教材がなかったことを示すものではない。内地における（２）に

関する教材は、冨山房版を例にとるならば国内の各地域を旅行体で

記載した、鹿児島より門司まで⑦、門司より神戸まで⑦、神戸より

東京まで⑦、東京ヨリ函館マデ⑧、函館より鹿児島まで⑧という教

材群によって概説しているのである。この方法はＤ類で検討対象と

した五種のうち、我が国の地理一斑（一～三）⑦の三教材で国内の

地理的事項を網羅しようとした普及舎版を除くすべての教科書で採

用されている。それに対して『国民読本』は旅行体という方法は継

承しているものの、それは内地ではなく、台湾本島そして台湾と神

戸との間の地理的事項を主たる題材として選択しているのである。

これを地理的教材に関する選択的継承と呼ぶことができるだろう。 

 このように『国民読本』では地理的教材の掲載に際して、地理科

の教科内容のうち、（１）と（３）については内地の教科書教材の

多くを継承したものの、（２）については内地についての解説は継

承せず、台湾本島についての独自の内容で構成しているのである。 

4.2 歴史的教材 

 日本歴史は、「国体ノ大要ヲ知ラシメ兼テ国民タルノ志操ヲ養フ」

ことが要旨として規定されている。そのために「建国ノ体制、皇統

ノ無窮、歴代天皇ノ盛業、忠良賢哲ノ事蹟、国民ノ武勇、文化ノ由

来、外国トノ関係等ノ大要」が教科の内容として挙げられ、それら

によって「国初ヨリ現時ニ至ルマテノ事歴ヲ知ラシムヘシ」とされ

ている。内地における尋常小学校用国語科の検定教科書において、

歴史的領域については（１）政権交代の概略とそれぞれの時代の特
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色を示した通史、（２）古代、中世、近世、近代それぞれの時代ご

との特別な人物の評伝、またできごとの記述という二種類の方法で、

日本歴史の内容を網羅しようとしていた。 

 『国民読本』には「日本歴史」に相当する教材は 18 編を見出すこ

とができる18。そのうち四課にわたって掲載されている「我国の歴

史⑪～⑫」と「明治の御代⑫」は通史としての（１）を継承したも

のであり、日本の歴史を網羅する方針は継続しているといえる。し

かし（２）については、内地用教科書を継承したものと考えられる

人物やできごとを示す教材は次の９編に限られる。 

  古代：おののとおふう⑤、仁徳天皇⑨、ダイゴ天皇⑩ 

  中世：なし  

近世：保己一⑧、井上でん⑨、天下の糸平⑩、濱田弥兵衛⑪、 

野中兼山⑫  

  近代：黄海の戦⑫ 

その一方で、Ｄ類の内地用教科書のうち三種以上に掲載されていた

以下の人物、できごとについては掲載されていない。 

  神武天皇、神功皇后、日本武尊、菅原道真、源頼朝、元寇、楠 

  正成、楠正行、豊臣秀吉、徳川家康、塩原多助、二宮金次郎 

ここでは人物の選択基準について言及する余裕はないが、とくに中

世における人物が選ばれていないことなどから（２）の方法で日本

の歴史を網羅することが重視されていなかったことは明らかであ

る。それに対し『国民読本』に固有の人物・できごととして見出さ

れる教材群は二種に分けられる。一種は「台湾神社⑧」、「鄭成功

⑩」、「和蘭人⑪」の３編である。この３編はいずれも台湾本島と

日本との関連の深さを示している点に共通性が認められる。もう一

種は工夫と努力によって日本を代表する新たな産物を生み出した眠

龜を取り上げた「花ござ⑪」である。これは「井上でん」に続く産

                                                 
18 『国民読本』には外国史教材に相当するものとして孔子⑫が掲載されている。

これは D 類の尋常小学校用教科書には掲載されていないものの、高等小学校用

の教科書には A 類以降一貫して採用されているので継承教材に分類している。  
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業創始者の小伝である。この教材は管見によれば先行する教材がな

いため『国民読本』固有の教材であるといえる。しかしこれが台湾

固有の教材であることの必然性はうかがえないために、ここではこ

れを「新規教材」と呼ぶことにする。 

4.3 理科的教材 

 理科は「通常ノ天然物及自然ノ現象ニ関スル知識ノ一斑ヲ得シメ

其ノ相互及人生ニ対スル関係ノ大要ヲ理会セシメ兼テ観察ヲ精密ニ

シ自然ヲ愛スルノ心ヲ養フヲ教科として、地理、日本歴史と同じく

高等小学校にのみ位置づけられている。教科内容は（１）「重要ナ

ル植物、動物ノ名称、形状、効用及発育ノ大要」さらに「鉱物」を

内容とする博物的領域、（２）「自然ノ現象」を内容とする地文学

的領域、（３）「物理化学上ノ現象、重要ナル元素及化合物、簡易

ナル器械ノ構造、作用」を内容とする物理・化学的領域、（４）「人

身ノ生理衛生ノ大要」を内容とする生理・衛生的領域、そして（５）

「植物、動物、鉱物ノ相互及人生ニ対スル関係ノ大要」を内容とす

る理科一般的領域とに分けられる。内地における尋常小学校用検定

教科書の教材配置はおおむねこれらの領域を網羅している。『国民

読本』においても以下の 19 編は内地の継承といえるものである。 

 （１）ツバメ⑤、犬⑤、ミツバチ⑤、にわとり⑤、めんどりとひ 

よこ⑤、豚⑧、動物⑨、蜜蜂⑩、柿⑥、草木⑪、石炭⑫ 

 （２）雨⑧、太陽⑪ 

 （３）蒸気⑦、軽気球⑪、電気⑫ 

 （４）飲水⑧、人体⑨ 

 （５）廃物利用⑫  

内地用教科書のうち三種以上に掲載されていたにもかかわらず『国

民読本』で取り上げられていない事項は地理的教材、歴史的教材に

比べて少なく、「金属」「有用な植物」の二種のみである。理科的

な内容については内地の教材をおおむね継承しているといえるだろ

う。その一方で『国民読本』固有の教材として挙げられるのが、博

物的領域の４編と生理・衛生的領域の５編である。 
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 （１）スイギュウ⑤、水牛と馬⑦、芭蕉⑨、朝顔⑪ 

 （４）医者⑦、衛生⑦、阿片⑧、纏足⑨、ペスト病⑪ 

これらのうち、下線を施した題材は内地用教科書にも見出すことが

できる。しかし、台湾固有の内容を付加した教材であるためにここ

では地域情報付加教材として、継承教材としてではなく、地域固有

教材に位置づけることにした（以下同じ）。 

4.4 実業的教材 

 尋常小学校用編纂趣意書（前掲）によれば「実業ニ関スル材料」

は「農工商ニ関スル必要ナル知識」を担う教材である。小学校令施

行規則において高等小学校の随意科目に位置づけられた農業科、商

業科それぞれの要旨は「農業ニ関スル普通ノ知識ヲ得シメ農業ノ趣

味ヲ長シ勤勉利用ノ心ヲ養フ」こと、「商業ニ関スル普通ノ知識ヲ

得シメ勤勉敏捷ニシテ且信用ヲ重スルノ習慣ヲ養フ」こととされて

いる。工業科は位置づけられていないものの、家内制手工業による

製品とその製作過程、また「工業」と題した教材をここに分類した。 

 内地においてはＡ類以降、尋常小学校用の検定教科書に、これら

の領域に関する教材は配置されており、Ｄ類にいたってはその内容

ほぼ共通しているといっても過言ではない。『国民読本』に掲載さ

れた以下の 11 編は、そのいずれもが内地の教科書にすでに掲載され

ているもので、それらを継承したといえるものである。 

  ヒャクショオ⑤、稲⑤、苗代⑦、田植⑦、稲刈⑧、米⑧、砂糖 

  ⑥、鹽⑪、商人⑧、商業⑪、工業⑪ 

内地の教科書の三種以上に掲載されている「養蚕」「漆器と陶器」

の二教材は『国民読本』に掲載されていない。その一方で以下の諸

教材は『国民読本』固有の教材となったものである。 

  茶一・二⑦、織物⑨、樟脳⑪、博覧会⑪ 

これらのうち、たとえば茶についてはウーロン茶の収穫・製法等の

情報を付加することによって『国民読本』固有の教材となっている

のである。胡瓜栽培におけるオバナ、メバナそれぞれの重要性を寓

話風に記載した「おろかな男⑤」は、かならずしも台湾固有の教材
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ではないが、内地において先行する教材も見出せないため、「新規

教材」として扱う。 

4.5 国民教科的教材 

 尋常小学校用編纂趣意書（前掲）によれば「国民教科ニ関スル材

料」は「軍事」と「一般制度」を指す。これらは尋常小学校、高等

小学校のいずれにおいても独立教科としては位置づけられていなか

ったものである。本研究ではこのうち「一般制度」を公民的領域、

「軍事」に加えて皇室関連の題材を国民的領域として内地用教科書

教材を整理した。 

 公民的領域で内地と共通するものは「貯金⑩」の一課があるのみ

で、以下の各教材はすべて『国民読本』固有、もしくは台湾の情報

を付加した教材である。他に新規教材として「家ト国⑪」がある。 

  郵便⑥、学問ト職業⑩、台湾総督府⑪、人民保護⑫、租税⑫ 

公民的領域の教材の多くが台湾固有、もしくは台湾の情報を付加し

た教材であったのに対し、国民的領域教材のうち皇室関連の教材は

以下のすべてが内地用教科書教材を継承したものといえる。 

  天長節⑥、紀元節⑦、宮城⑦、我国⑩、国旗⑪ 

このように皇室に関する教材はおおむね継承されているのに対し、

内地用教科書ではいずれも一教材から四教材を掲載している軍事に

関する教材は、『国民読本』には全く継承されていない。 

５．『国民読本』における教材選択の方針 

 『国民読本』における内容教科的教材の構成は内地用教科書の枠

組みをほぼそのまま継承しており、各領域において選択した教材も

６割以上が内地用検定教科書にみられる教材を継承している。それ

に対し『国民読本』固有の内容教科的教材は３割をこえ、その一方

で内地では内容教科的題材として一般化されているにもかかわら

ず、『国民読本』には継承されていない例も存在する。これらのこ

とは『国民読本』による、先行する教科書教材における「智徳」に

関わる内容の選択的な継承と、そのことに伴う教科内容としての内
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容教科的事項に関する再構築を意味するものと考えられる。ここに

は内地と共有できる教材は用いつつ、台湾固有の教育内容を『国民

読本』において創出しようとした編纂関係者、そして台湾総督府の

意思のあらわれが認められるのである。同じ課題は『国民読本』に

２～３年先行してそれぞれの地域のために編集・刊行された『沖縄

県用』『北海道用』にも見出すことができるはずである。この両者

は渡部董之介（1916）によるならば、井上毅文部大臣の時期に「北

海道や沖縄県は、気候風土言語などが本土と異なつて居るから、一

般の教科書では教育上不都合で宜しくあるまい、特別に編纂した方

がよからう」 という発議によって「言語・風土・気候・農業・漁業

其他の事情」に配慮しつつ企画・編集されたものである19。そこで

以下『国民読本』における固有教材の特質をこの二種の教科書にお

ける固有教材の特質を比較しつつ明らかにすることにする。 

 『沖縄県用』『北海道用』に共通する固有教材の特徴の一つとし

て、それぞれが当該地域の子どもにとって比較的身近な題材であり、

獲得した知識がその地域における日常生活上意味を持つことになる

可能性が高い事項であるということが挙げられる。これは地理的教

材と理科的教材のうち博物的領域、そして実業的教材の多くにあて

はまる。博物的領域の題材でみるならば、『北海道用』の鰊、鮭、

「熊とラッコ」、『沖縄県用』の「わうこてふ」などである。その

一方で歴史的教材においては選択された題材は内地と当該地域との

関連を強調できる人物の評伝が多い。『北海道用』の武田信広、『沖

縄県用』の源為朝、舜天、蕃藷大主、儀間真常などである。 

 『国民読本』についてみるならば、内地用教科書教材からの継承

を避けたものについての理由は上記と表裏をなす要因によるもので

あると考えられる。内地についての網羅的な地理的情報、歴史上の

人物、産業としての養蚕、産物としての漆器と陶器などは台湾の子

どもたちにとってなじみがないのみならず、日常生活や産業とも無

                                                 
19 渡部董之介（1916）「北海道用沖縄県用小学読本編纂事情」『帝国教育』40 
号、帝国教育会  
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縁であった。このために卒業後も意味を持つとは考えられなかった

ために『国民読本』では採用されなかったと考えられる。井上文相

下において「気候風土言語などが本土と異なつて居る」ために、内

地と同じでは「教育上不都合」と考えられたのと同質の題材なので

ある。これは子どもの必要・関心という論理に即した判断というこ

とができるだろう。そしてこのような判断に基づく教材の取捨選択

の方針は『沖縄県用』や『北海道用』とも共通するものである20。 

 その一方で『国民読本』に固有の教材を特徴づけるのは統治者に

とっての必要という課題である。総計において『北海道用』と『国

民読本』とにおける固有教材の数および比率はほぼ同じである。し

かし両者を内容別に検討するならば顕著な差異も際立つことにな

る。それが理科的教材における生理・衛生領域と国民教科的教材に

おける公民的領域である。このうち公民的領域における固有教材は

「台湾総督府」や「人民保護」、「租税」である。これは内地用教

科書でしばしば取り上げられた「政府と議会」「国民の義務」など

の代替教材と考えられる。内地であれ台湾であれ、ともにその制度

を認知させる必要に基づいて掲載された教材であるという点におい

ては変わらない。この意味で地理的教材について『国民読本』が内

地の情報を台湾本島の地理的情報に置き換えて掲載した事情と類似

しているといえる。しかし理科的教材における生理・衛生領域とし

ての「医者」「衛生」「阿片」「纏足」「ペスト病」などは、台湾

におけるその問題の緊急性と重大さにおいて、内地用教科書におけ

る既存の教材の代替というものではなかったものと思われる。「迷

信ヲ破リ、習俗ヲ矯メ、衛生ノ注意」を喚起することは「国民読本

編纂例」（前掲）に記されていたものであり、これらの教材化はそ

の課題の一つの実現とみることができるのである。 

 以上の検討の結果を総括するならば『国民読本』と内地の検定国

語教科書との関係には、直接継承、修正継承、非継承、そして新規

                                                 
20 甲斐（2004）「国語教科書における口語文体選択の契機」筑波大学国語国文

学会『日本語と日本文学』39 号、参照。  
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作成の四類型があることになろう。そしてこの帰結によって陳

（2001）の「“民族への同化”ではなく“文明への同化”にあった」

とする指摘を追認した上で、「文明」を担う内容には三つの相が認

められることが明らかになる。第一の相は内地と台湾とで共通する

事項であり、これについては〈表４〉の地理的教材、理科的教材、

実業的教材の継承教材が相当する。第二、第三の相は理科的教材、

実業的教材、そして国民教科的教材のうちの公民的領域の新規教材

にみられた地域固有教材が相当する。このうち第二の相は読者とし

ての子どもの関心、または必要度の高い題材への翻案である。この

場合は地域固有の題材を用いたとしても、内地と同様の課題の実現

を目指しているために、内地とほぼ同質の事項を教育内容とするこ

とになる。第三の相は教科書編集者、またその背後の為政者が、文

明への同化を果たすための前提条件として考えた台湾固有の事項で

あり、理科的教材のうちの生理・衛生領域の一部が相当する。 

 このように『国民読本』にみられる「文明」が、三つの相への拡

散として認められることをふまえるならば、それを「内地の方法の

『展開』」の実質として指摘できるとともに、台湾において教育内

容とされた「文明」は、その多くが内地と共通の課題を担っていた

ことが明らかになるだろう。 

６．おわりに（国定教科書からみた『国民読本』） 

 本研究の目的は『国民読本』における内地の教育課程の「展開」

のあり方の実際を明らかにすることであった。この目的は前項まで

で一応の結論に達したといえる。本研究に残された課題は『国民読

本』における第二、第三の相を内地における国語科教育内容の「展

開（膨張）」とみた場合、そこから国定教科書に対する「逆流」の

有無を確認することである。 

 編纂趣意書によるならば、尋常科用国定教科書は 1903 年 6 月に完

成している。この編集期間に間に合う時期を 1902 年度と考えるなら



『台灣日本語文學報 22 號』ＰＤＦ版 
PDF 版は、広く業績を共有するためにインターネットでの検索と個人の閲覧の便に供す

る目的で公開しています。インターネット、印刷物、その他いかなる形でも、許可なく転

載・複製・印刷・刊行・公開することを禁止します。 
 

 331

ば、それまでに刊行された『国民読本』は巻９までである21。この

間国定教科書への「逆流」を示唆する個別の教材を特定することは

困難である22。しかしそれは『国民読本』からの「逆流」がまった

く認められないことを意味するわけではない。先に〈表１〉に基づ

いて国定教科書の内容教科的教材のうち、地理的教材が 92％、歴史

的教材および実業的教材がそれぞれ 100％、先行する検定教科書教

材の教材を継承していることをもって、検定教科書群が形成した教

育内容の延長上にあるようにみえることを指摘した。しかし検定教

科書の側からみるならば、とくに地理的教材、歴史的教材について

の被継承率はかならずしも高くない。このことは国定教科書による

検定教科書教材からの選択的な継承と、それに伴う内容教科的事項

に関する教育内容の再構築を意味することになるものと思われる。  
 地理的教材についてみるならば検定教科書の多くで採用していた

（１）日本全国にわたる総論、（２）地域別の解説、（３）主要地

区の解説、という三種の教育内容のうち、地域別の解説は採用され

ていない。 

 歴史的教材については検定教科書では（１）政権交代の概略とそ

れぞれの時代の特色を示した通史、（２）古代、中世、近世、近代

それぞれの時代ごとの特別な人物の評伝、またできごとの記述とい

う二種類の方法で歴史的内容を網羅しようとしていた。しかし国定

教科書における通史に相当する教材ではとくに古代についてはふれ

ていない。時代ごとの特別な人物・できごとについても取り上げら

れたのは下記の人物とできごとに限られる。  
 神宮皇后、元寇、豊臣秀吉、日清戦争、北白川宮  

                                                 
21 台湾教育会（前掲）394 ページ。  
22 たとえば『国民読本』における固有教材に、台湾を題材とした台湾神社⑧、

生蕃⑨があった。これらはそれぞれ国定教科書における「北白川宮」⑥、「生蕃」

（高等小学校用④）に継承されたものとすることができるかもしれない。しか

しＤ類の検定教科書のうち、高等小学校用教科書まで視野を広げるならば、北

白河宮能久親王（文学社版高等小学校⑧）、生蕃の土器や風俗について取り上げ

た教材（金港堂版⑤）に見出すことができる。  
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近世の人物は取り上げられていないのである。その一方で、Ｄ類の

検定教科書の三種以上に掲載されていた下記の人物についての教材

はなくなっている。  
神武天皇、日本武尊、菅原道真、楠正成、楠正行、徳川家康、

塩原多助、二宮金次郎 

 以上のことから地理的教材と歴史的教材については検定教科書と

国定教科書との間に教材選択の方針に大きな変化が指摘できる。地

理的教材においても歴史的教材においても国定教科書における掲載

の方針は、検定教科書における当該教科の内容について、網羅から

摘録へと変化しているのである。とくに歴史的教材を先行する教科

書と比べるならば、教材数においても比率においてももっとも少な

くなっている。 

 こうした変化の中に『国民読本』の方針を位置づけてみるならば、

とくに歴史的教材における変化の解釈に有効である。『国民読本』

において、上記の人物は通史教材としての「我国の歴史」では評価

とともに取り上げられている。しかし独立した教材としては取り上

げられていない。そして『国民読本』固有の人物として取り上げら

れた鄭成功（鄭成功⑩、和蘭人⑪）、北白河宮（台湾神社⑧）の二

人は、いずれも日本と台湾との関係から記述されている。沖縄県や

北海道用教科書において固有に掲載された人物も当該地域と内地と

の関わりを担う存在として描かれていた。そうした視点からみるな

らば、国定教科書に取り上げられた人物およびできごとは、対外交

渉史の観点から選択されたものであることが指摘できる23。検定教

科書が人物・できごとの記載によって日本歴史の網羅につとめてい

たのに対し、『沖縄県用』『北海道用』、そして『国民読本』にお

いては二国（地域）間の関係を体現した人物を固有の教材として選

                                                 
23 酒井恵美子（2000）（2002）によれば『国民読本』巻 10・12 の編集過程に

おいて、当初徳川家康、豊臣秀吉、「約束の松」（名和長年）が掲載されていた

にもかかわらず、審査済謄本、刊行本ではそれぞれ、商業や農業をめぐる説話

（二人のあきない、往ケト来イ）、「電気」などに差し替えられている。  
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択していた。そして国定教科書もまた、歴史的な事項についてはそ

のような主題に限定して題材を選択したと考えられるのである。 

 もう一点指摘できるのは、歴史的教材の減少に伴って相対的に増

加したのが『国民読本』においても国定教科書においても理科的教

材だったことである。国定教科書における理科的教材は、その数と

比率において先行するどの教科書にもまさっている。生理・衛生領

域についての課題は『国民読本』とは異なるものの、このことが示

すのは、実際には内地であっても児童の「文明への同化」はこの時

期の重要な課題であったことである。 

 もとよりこれらの解釈はまだ推測の域を出ていない。地理的教材

の変化との間の整合的な解釈が望まれるし、そのような方針を選択

した『国民読本』の編集に関わった諸勢力の意思も明らかにされる

必要があるだろうが、いずれも今後の課題ということにしたい。 
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