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序章 研究の目的と方法  

 

第１節 本研究の問題意識 

 

日本と韓国1の地理的な近さから、日本と韓国は古来より文化·経済·政治·教育·人的交流など多

方面において密接な関係にあった。両国は古代から現代まで歴史展開において、互いに至大な

影響を与えあい、世界の各国の中で日韓両国のように特別な隣国関係である国は少ない。両国

が認識する相互の表象は、その認識の主体の立場、歴史的な状況、対外情勢などによって変遷

してきたが、認識が集団化し表象されるのは近代に入ってからである。 

近代になると、国家·国民という意識が一般に広がるようになり、他者·他国を眺める際、‘自国と

他国’との対比観点が一層明確になる。明治維新によって近代化を成し遂げた日本においても、

既存の中世的な秩序から脱却し国民国家を形成するが、この過程で国民を統合するため国民

教育が行われるなど、公教育の役割が重大になっていく。 

公教育を受けることで国民に提供される知識、その知識が内面化していく過程で形成される認

識は漸次的に集団化していく属性があるが、それは近代における公教育自体が持っている素性

的な特性であるともいえる。さらにこのような近代期における公教育の特性に基づくと、特定の国

について学習することで形成される認識も集団化していくといえるだろう。 

近代日本が韓国を認識する媒体は多岐にわたり、例えば、近代雑誌·新聞などが最も大衆的

である。それ以外にも、葉書·パンフレット·写真集のような視覚媒体、旅行書、韓国をテーマとした

単行本などがある。しかし、公教育の場で使用された教科書は、何よりも重要な意味を含む媒体

といえるだろう。それは近代期の公教育は、国家権力の統制から逃れることはなく、自由とはかけ

離れていたことは勿論、さらに支配イデオロギーが教科書に反映され国民の知識体系と思想に

莫大な影響を及ぼした為である。 

一方、「教科書が日本人を作った」2、「学校教育では、教科書を通じて教え学ぶということが基

本であって、教科書が果たす役割と影響はまことに絶対で、歴史、文化、社会、経済、政治、国

際関係などあらゆる方面において教科書の内容が国民の教養や意識、価値観の形成に圧倒的

                                           
1 本稿では、一般的な韓国を指称する際は‘韓国’、特定の時代又は国名を明らかにする必要がある場合

には、‘朝鮮’、‘新羅’のように表記する。引用の際には原文の表記に従う。そして植民地時期の韓国の

公式的な名称は朝鮮であるが、文献では韓国と混用することも多いことから本稿では韓国と表記する。 
2 唐澤富太郎 『教科書の歴史－教科書と日本人の形成－』 創文社、1頁、1956。 



   

2 

な影響を及ぼした」3との言及もあるように、近代期における教科書の影響は常に強調されている

ことも注目すべきである。  

このようなことを踏まえると、近代日本の支配イデオロギーが公教育を通して国民知識体系と

思想形成に影響を及ぼしたという前提が成り立つ。国民に共通知識と模範的な思想を拡散させ

るもっとも基本的な媒体は、公教育における教科書であるといえるだろう。つまり、支配イデオロギ

ーは一次的には教科書という媒体を通して国民の思想に投入された為である。 

一方、近代日本が韓国をはじめとするアジア国家を認識する際、オリエンタリズム論議を避け

ることはできない。エドワード·サイードによる「オリエンタリズム」概念は東洋と西洋との間に設けら

れた存在論的·認識論的区別に基づく思考様式であるが4、西洋内部、あるいは非西洋における

日本と他のアジア地域などのような中心と周辺など、非対称的·不平等な関係性の中で、類似の

イメージが反復的に再生産され5、「オリエンタリズム」の概念が拡大したといえる。つまり西洋の東

洋に対する差別的な視線が近代日本のアジア国家に対する視線にも適用されたのであり、日本

帝国主義イデオロギーの理論的な根拠を提供したからにほかならない。 

本研究では上述したことを踏まえて、オリエンタリズムに基盤を置いた支配イデオロギーによっ

て規定された韓国認識が教科書にどのように投影されており、その教科書内容が韓国と関わる

知識として生徒に習得されていく過程、そしてそこから一般的に韓国がどのように表象化された

のかについて考察する。近代期は日本が世界列強と伍して帝国主義化していった時期であり、

国家統制が漸次強化された時期でもある。日本が韓国を植民地化していく過程で、支配イデオ

ロギーを投影し、韓国がどのように表象化されていったのかを考察することは、近代日本における

韓国認識の原型を究明する意味からも不可欠な作業だと考える。 

 

第２節 先行研究と問題の所在 

 

本研究では、近代期における支配イデオロギーがいかに韓国と関わる知識体系と思想形成に

影響を及ぼし、韓国がどのように表象化されたのかを教科書を通して考察することを目的として

                                           
3 滋賀大学附属図書館 『近代日本の教科書のあゆみ』 サンライズ出版、2006。 
4 オリエンタリズムは、オリエントが西洋より弱かったためにオリエントの上に押つけられた政治的な教義(ド

クトリン)でもあった。Edward W. Said Orientalism, Vintage Books, 1979. 岩木秀樹 「オリエンタリズム

論議と自他認識」『Sociologica』35(1·2)、 創価大学社会学会、2011, 52頁から再引用。 
5 岩木秀樹、前掲書、53頁。明治日本のオリエンタリズムの眼差しは、大陸アジア、西洋(オクシデンタリズ

ム)、そして日本それ自体の過去に対する三本の文化·政治的軸に沿って動いていたと見る観点もある。

ジョルダン·サンド、天内大樹 訳 『帝国日本の生活空間』 岩波書店、2015、36頁。 
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いる。このことから本研究の主な研究対象は近代期の教科書であるが、先行研究の集積が少な

いのが実情である。近代という特定の時期に限らず、‘教科書’に表れる韓国表象に関する研究

も多くない。このような実情から、まず、新しい学問領域としての教科書研究の淵源や研究成果を

考察し、それから特定の主題を設定して行われた教科書研究の考察を通じて教科書分析方法と

研究の傾向を確認する。そしてこれを基に、日本の教科書に記されている韓国関連叙述に関す

る先行研究を考察して問題の所在を明らかにし、本稿の研究内容と方向性について述べたい。 

  

第１項 教科書研究の淵源と成果 

 教科書研究の淵源を考察する際に、まず、国際教科書比較研究に注目したい。教科書の国際

比較研究は第一次世界大戦の経験に遡れる。当時の教育が敵のイメージ形成や他民族に対す

る偏見を広めたりステレオタイプを固定化しやすいということが明らかになった。このような認識か

ら、第一次世界大戦後、国際社会は「国際連盟」を設立した。そして、国際的な専門家委員会を

設置し、相互に教科書を比べ、国際関係、特に近隣諸国との関係を改善することに益する勧告

をだすように加盟諸国に呼びかけた。6 

さらに、第二次世界大戦後の国際連合·UNESCOは、「国際平和」の追求の一環として教科書

研究を発展させて、自らの研究活動を位置づけた。1950年に西ドイツとイギリス、フランス間の教

科書共同研究が再開され、1970年には、西ドイツの政権の「東方政策」によりポーランドと領土問

題を解決し、両国間の外交関係が正常化した。このような政治的背景のもとで、1972年に西ドイ

ツとポーランドの共同の教科書会議が開かれるようになるが、両国の教科書への勧告において

西ドイツ側の作成の責任になったのが、ゲオルク·エッカート国際教科書研究所（Georg-Eckert 

Institut für Internationale Schulbuchforschung）であった。7 

その後、ドイツのゲオルク·エッカート国際教科書研究所を中心に教科書国際共同研究が進め

られ、教科書研究が一つの学問領域となってきた。ゲオルク·エッカート国際教科書研究所副所

長であるエックハート·フックスは、教科書研究が比較的新しい学問領域であり、教科書研究は、

まずは様々な教材のなかのステレオタイプや敵イメージを点検するための勧告を提示することを

目的としてしていると述べている。さらに、今日こうした課題が特に重要な意味を持つ地域として、

                                           
6 国際連盟は、教科書の国際比較を通じて、国家間の相互関係、即ち民族間の関係の記述から作業を行

い、敵国というイメージを壊し、平和な共存関係への展望を示すような記述を促すことを自らの課題とし

た。ファルク·ピンゲル「教科書研究は平和教育へ貢献できるか」『関西大学人権問題研究室紀要』56、2

008、13頁。 
7 田中史郎 「研究ノート：西ドイツ、Georg-Eckert Institutについて－社会科教科書の国際比較共同研

究についての一考察－」『社会科研究』38、1990、144頁。 
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バルカン半島、中近東、潜在的な教科書対立が存在する東アジアを取り上げている。8  

教科書国際共同研究の歴史的起源は前述しているように「国際平和」の追求の一環として教

科書研究に取り組んだことである。ゲオルク·エッカートを始めヨーロッパ国家が中心になって進め

られた共同教科書研究は、国際平和を目指して自国及び対象国家の教科書記述の改善を勧告

する側面から行われた。このような教科書研究を通して教科書に取り込む方法が少しずつ発展さ

れてきた。 

しかし教科書研究は今も明確な学問的ディシプリンとして確立されたというにはほど遠い状況

にある。このような実情の中で、教科書研究における一つの方法として社会学的な方法が取り上

げられている。社会学的な方法は、教室における教科書の受けとめられ方とその影響に関心を

寄せる研究、教科書とカリキュラムのグローバルな発展を説明するモデルを提供する研究のよう

に二つの方向性が見られるという。前者の場合、特に歴史教科書や地理教科書の中で始まった

ばかりであり、教科書が教室の中でどのように使用され、生徒の歴史意識の形成にどのような影

響を及ぼしているかに注目が集まっている。なお、これらの研究は、歴史の授業では今も教科書

が知識の伝達において中心的な役割を果たしていることを改めて確認するものである。また図像

分析も大いに注目を集めているが、図像はその内容が注目されるだけでなく、それらの図像によ

って随行的に意味が構成されるプロセスとその機能の分析がテキスト分析と結びつけられている。

この図像分析においては、授業の中で図像を学ぶプロセスや図像の複雑さ、そして生徒による

その理解などを扱う、いわゆる図像教育学が必要になると見られている。9 

日本の場合は、1974年UNESCO第18回総会で採択された『国際理解、国際協力及び国際平

和のための教育、並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧告』を基に社会科を

中心に教科書研究が行われた。魚住氏はこのUNESCOの教育への勧告が日本の学習指導要

領と教科書においてどのほど具体化されているかについて研究を行っており10、それから社会、

英語教科を中心に国際理解の側面からの研究11もあらわれるようになった。 

以上のように、先行研究を通して、教科書記述は一国の問題を超え、国際理解ひいては国際

                                           
8 エックハート·フックス「ドイツにおける教科書研究」『カリキュラム研究』22、2013、60頁。 
9 同上書、60-64頁。 
10 魚住忠久「社会科教科書にみる国際理解教育 -‘国連’の取り扱いに関する若干の分析と検討-」『愛

知教育大学研究報告』32(教育科学編)、1983。 
11 大野連太郎「社会科教科書の分析を通してみた国際理解のための教育の進め方-アメリカ、イギリスを

例にして(国際理解教育に関する総合的比較研究) -」『日本比較教育学会紀要』4、1978；中澤浩一「地

理における国際理解教育の現状と問題点-概括と考察-」『川村学園女子大学研究紀要』9‐2、1998；野

村真理子「国際理解を深める視点から見た英語教科書：文化面に着目して」『鳴門英語研究』10、1996 

等。 
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平和にかかる問題認識が重要であることが拡散されている。但し、前述しているように、教科書研

究が新しい学問領域であることから学問的な研究方法を定立していくことが現在の課題であると

いえる。 

  

第2項 教科書研究に関する先行研究 

幕藩時代の教育機関である藩学校と寺子屋で使用した教科書12を始め、明治維新以後、近代

教育の体制下で刊行された教科書、そして戦後、民主教育が始まった以来現在の教科書に至る

まで教科書を対象とした研究は様々な観点から行われてきた。教科書は刊行時代の国内外の情

勢によりその時代像が反映される傾向があるが、その傾向の明らかな分岐点となるのは1945年で

あると考える。それは先行研究からも指摘されているように、戦前における教科書には国家が教

科書にかけた期待が大きく、国家政策推進の一翼という重要な使命を担わせられたからである。

13 このようなことから戦前教科書と関わる研究においては、当時の支配イデオロギー又は当時の

教育哲学·教育観が教科書にいかなる形で表出されていたのかに関する研究が多くあり14、その

外、各分野における学界の研究成果と教科書編成·執筆内容との関係を明らかにする研究など

がある。15 

戦後教科書と関わる研究においては、第二次世界大戦直後、ＧＨＱによる教科書政策やその

以後の教科書編纂の変遷をたどる研究をはじめ、各教科単位で教科書記述に関する様々研究

がなされている。16 また戦前·戦後を問わず、枝葉的には特定のテーマを決めて教科書叙述の

                                           
12 身分階級制度の支配していた幕藩時代の学校組織は、武士階級の子弟に対しては藩学校、町人の階

級に対しては寺子屋というように二元的に厳然と区別されていた。したがってそこで使用された教科書も

教育目的の異なるままに、その種類をことにしている。唐澤富太郎 前掲書、18頁。 
13 唐澤富太郎 前掲書、2頁。 
14 滋賀大学附属図書館 前掲書； 唐澤富太郎 前掲書； 外池 智「明治検定期の修身教科書にみる徳

目の多様性」『筑波大学図書館報』27-2、2001；姜 華「明治中期以降における高等女学校教科書に見

る良妻賢母教育－国語読本の分析を中心に－」『早稲田大学大学院教育学研究科紀要 別冊』19‐2、

2012；石田一正「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、2012 等。 
15 近藤裕幸 『わが国旧制中学校の地理教育成立過程における地理学研究者の役割－地理教科書の分

析を通して－』（早稲田大学大学院教育学研究科博士論文）、2005；尾崎乕四郎「戦中·戦後地理教育

史への証言 ‐国定教科書執筆経験を通じて-」『新地理』27-1、1979 等。 
16 梅野正信「GHQ占領政策期における日本史教科書－中等国史教科書編纂委員会と3つの日本史」『史

潮』35、1994；田中和江「高等学校家庭教科書のジェンダー視点からの分析」『教育研究室紀要：「教育

とジェンダー」研究』12、2015；石井正彦「‘新しい歴史教科書’の言語使用:中学校歴史教科書8種の比

較調査から－」『阪大日本語研究』24、2012 等。 
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特徴に関する研究も多くあり、教科書の図像が与える影響に関する研究17も断続的ではあるが行

われている。さらに外国の教科書に描かれた日本の表象に関する研究18、日本の教科書に描か

れた特定国家の表象に関する研究19も進められている。 

このような研究は教育学分野にとどまらず、社会学·政治学·歴史学·地理学·国語学など幅広い

分野の観点から行われている。 

 

第3項 日本教科書の韓国関連記述に関する先行研究 

日本の教科書の韓国関連記述に関する先行研究は比較的に韓国で多く行われた。それは日

韓両国の歴史·経済·文化などにおいて交流が盛んに行われてきたことはいうまでもなく、韓国が

日本の植民地であった歴史的な事実も重要な要因であると思われる。 

実際に、日本教科書には韓国関連記事が他国と比べて記述頻度が高いが20、それは両国間

の歴史で、互いに密接な影響を受けざるを得なかったことに起因する。その中でも、韓国が1910

年から1945年まで、35年間日本の植民支配下であったため、日本教科書ではこの事実について

扱っていることから歴史教科書における韓国又は日韓関係記事に関する研究は歴史学界では

重要な研究テーマの一つになっている。 

戦前の日本教科書を対象とした研究では、皇国史観に裏付けられた韓国史記述21、教科書に

                                           
17 高野裕之『小学校国語教科書における挿絵の役割について』（茨城大学修士論文）、1994；近藤均『文

学教材の挿絵が読みに与える影響』（上智教育大学修士論文）、1988；平野和子「小学校国語教科書の

挿絵の研究」『横浜国大国語教育研究』4、1996；韓炫精「教科書における歴史の視覚的演出」『東京大

学大学院教育学研究科基礎教育学研究室研究紀要』38、2012 等。 
18 張原銘「台湾の歴史教科書における日本認識の一考察 －『歴史』と『認識台湾』を中心に－」『立命館

産業社会論集』第39巻第3号、2002；王雪萍『教科書から見る対日認識 －中国と台湾の教科書の比較

－』（慶応義塾大学 政策修士論文）、2001；出野 伶「海外出版の日本語教科書にみる日本文化」『龍

谷大学大学院国際文化研究論集』8、2011；上野隆生「イタリアの地理教科書にみる日本イメージの変

遷」『和光大学現代人間学部紀要』第3号、2010；上野隆生「ドイツの教科書に見る戦後日本像の変遷」

『敬愛大学国際研究』第9号、2002；上林喜久子「日米の高校用歴史教科書における記述の比較－日

本史におけるアメリカとアメリカ史における日本に関する記述について－」『国際基督教大学学報、I-A、

教育研究』20、1977 等。 
19 黄幼欣「近代日本の‘他者’像研究－第一期国定教科書(国語読本)に書かれた台湾先住少数民族像

－」『南台人文社会学報』、2009；ナステイオン·土屋武志「近代教科書にみる日本とインドネシアのナショ

ナリズム」『愛知教育大学教育実践総合センター紀要』6、2003 等。 
20 韓国の教科書にも他国と比べて日本関連記事が多く登場するのは同様である。 
21  윤소영「일제강점 초기 한 일 초등학교 교과서의 한국인식」『한국독립운동사연구』36、2010；  

朴傑淳「일본 역사교과서에 기술된 한국사 관련 내용의 사학사적 검토: 국정 역사교과서를 

중심으로」『한국독립운동사연구』16、2001 等。 
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挿入されたビジュアルイメージ22に関する研究などがあり、1945年以降の教科書を対象とした研

究は、日本歴史教科書をめぐる日韓の歴史認識の差異に関する研究23が高い比重を占めている。 

このように日本教科書の韓国関連記事に関する研究は、主に歴史教科書が中心になっている

が、地理、国語のような教科にあらわれた植民性の考察に関する研究も蓄積されている24。 

 

第4項 問題の所在 

本研究で究明しようとする支配イデオロギーによって規定された韓国認識と、教科書記述内容

との関連性、韓国の表象化に関する先行研究は各教科単位で行われており、教科書が主な対

象となっていることが確認できる。しかも教科書におさめられている支配イデオロギーとその投入

プロセスを究明した研究はほとんど見当たらない。 

それゆえに、支配イデオロギーの教科書への投入プロセスを科学的かつ論理的に究明するた

めには、支配イデオロギーが社会的に拡散されていく様子を具体的に考察しつつ、さらには教

育現場に提供される様相を考察する必要がある。 

ここで注目するのは、教科書と国民（生徒）を仲介する教師用指導書と近代雑誌である。当時

の支配イデオロギーを近代雑誌の中から検討し、教師用指導書がガイドする指導指針には支配

イデオロギーがどのような形で内在化されているかを確認する為である。 

このことから本研究では教科書を中心に据え、その一方で指導書から抽出される支配イデオロ

ギーの投入過程を見極め、各教科との関連性を踏まえながら韓国認識に対する総合的な考察を

試みることにしたい。 

 

 

                                           
22 신수경「일제강점기 지리교과서의 삽화연구 –내재된 이데올로기와 표현방식의 변형－」『미

술사논단』29、2009；박소영 외「근대 일본지리교과서 삽화에 나타난 일본의 한국인식 -서양

인의 기록물과의 비교를 중심으로-」『사회과교육연구』21-3、2014 等。 
23 原田智仁「東アジアの近代化と歴史教育(１) -日本の歴史教科書に記述された中国と韓国(朝鮮)の近

代化過程-」『兵庫教育大学研究紀要』第2分冊、1996；角田将士「歴史教科書問題 の 脱構築 -社会科

教育学的視点からのアプローチー-」『立命館平和研究』9、2010； 연민수「일본 역사교과서의 古代

史 서술과 対韓認識 -2012년도 고등학교 일본사·세계사 검정본을 중심으로-」『일본학』35、

2012；나행주「일본중학교 역사교과서의 역사관과 고대사 서술 -2011년 검정통과본의 분석을 

중심으로-」『동국사학』51、2011；정재정「일본사 교과서에 기술된 식민지지배와 민족운동」『한일

관계사연구』 31、2008 等。 
24 박삼헌 외「고등소학독본(1888-1889)을 통해 본 근대일본의 심상지리」『일본학』 39、2014；이병

담「일제강점기 초등학교 지리 교과서에 나타난 일본주의와 식민성」『일본어문학』47、2010；박

소영 외「근대시기 일본의 국어과 교과서에 나타난 한국」『한국콘텐츠학회논문지』15-3、2015 

等。 
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第 3 節 本研究の目的と方法 

第1項 研究の目的と研究対象 

本研究の目的については前節でも述べているが、近代期の支配イデオロギーは韓国認識をど

のように規定し、その規定された認識が教科書にどのように投影されているかを究明することであ

る。この際、その教科書の内容が教師用指導書という仲介プロセスを経て生徒に投入され、最終

的に韓国をどのように表象化していく過程を考察することである。 

このような考察を行うため教科書に関わる総合的な要素、すなわち教科書の記述内容と掲載

挿画、指導書、各教科との関連性、教育雑誌との相互連関性·相互作用に焦点を置きたい。日本

が帝国主義化していく過程で、多くの植民地·委任統治地域·租借地を確保し、各外地で使用す

る教科書を日本が主導して製作したが、本研究の目的は、韓国に対する近代日本の眼差しを内

地用の教科書を通して明らかにすることである為、内地で製作された日本生徒向けの教科書を

研究範囲と定める。 

日本では、1904年から小学校における国定教科書制度が実施され国語読本、修身、日本歴

史、地理の教科書が優先的に作られて使用された。さらに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延長され、就学年限が6年になった。これに従い、教科目と教授要

目なども改定され、義務教育の過程で修身·国語·歴史·地理·算術が重要科目として履修された。 

そして、時代的には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％を上回ったのが、1907

年には97％まで至った。25 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

国定制度により生徒は同一の内容で教育を受けることになった。  

特に、修身·国語·歴史·地理教科は国民思想形成に大きな影響を与えたとは万人の認めること

である。それゆえに、日本歴史、地理、修身の教科書が第2次世界大戦後すぐにGHQの命で回

収が実施されたことからも、容易に納得されよう。 

このようなことから、本研究では、国定教科書をめぐる当時の事情や重要性を鑑みて、一次的

には国定教科書制度が実施された1904年から1945年までの国語·歴史·地理教科書を主な分析

対象としたい。そして支配イデオロギーが規定した韓国認識、韓国をめぐる言説を確認するため、

当時の教育雑誌を中心に発表された記事も共に分析する。教育雑誌も研究対象に含める理由

は、その雑誌に寄稿しているオピニオンリーダーの韓国認識は支配イデオロギーを基盤にしてい

る傾向があるだけではなく、自然に教育にたずさわっている人々の認識形成にも大きな影響を及

                                           
25 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 『教科書でみる近現代日本の教育』 東京書籍、2013、53頁。 
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ぼす可能性が高いと推察できる為だ。そして教師用指導書を分析対象に含めるのは、指導書が

教科書と支配イデオロギーの反映されている言説との関係を確認できる媒体の機能を帯びてい

たと考えるからである。 

研究対象の時期と教科目をより詳しく述べると、小学校用国定教科書は4年の義務制であった

第1期国定教科書においては、尋常小学校4年、高等小学校4年となっていたことから、国語の教

科書は16冊(各学年2冊)、歴史と地理の教科書は各4冊(高等小学校各学年1冊)で、合わせると8

冊が発行された。6年の義務制であった第2期から5期においては、国語の場合、使用対象1学年

から6学年用の第2期から第5期まで48冊(各学年2冊、読本のみ)を発行しており、地理は使用対

象5学年から6学年用の第2期から第6期まで10冊を発行した。そして歴史は使用対象5学年から6

学年用の第2期から第6期まで12冊が発行された。26 

このことから小学校用国定教科書は総94冊が研究対象となるが、その中から韓国関連記述が

ある教科書のみを取り出すと次の〈表1〉のように25冊に絞られる。地理教科書研究においては中

学校用教科書も対象に含めているが、中学校用教科書の場合、検定教科書制度が適用されて

いたことから小学校用国定教科書のように正確な発行冊数の把握は難しいのが実情である。し

かし国定教科書よりはるかに多く発行されていたことの推察は難しくない。 

 

〈表1〉 研究対象教科書と指導書目録 

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 巻十一 - 文部省 1910 

国語 

教科書 

（小学 

校用） 

2 尋常小学国語読本 巻八 - 文部省 1918 

3 尋常小学国語読本 巻十 - 文部省 1918 

4 尋常小学国語読本 巻九 - 文部省 1933 

5 尋常小学国語読本 巻十 - 文部省 1933 

6 初等科国語 六 - 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 

国語 

指導書 

（小学 

校用） 

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 

12 尋常小学地理 巻二 - 文部省 1910 地理 

教科書 

（小学 

13 尋常小学地理書 巻二 - 文部省 1919 

14 尋常小学地理書 巻二 - 文部省 1938 

                                           
26 歴史の教科書においては、1911年南北朝問題が起き、一部修正が加えられることになったことで、第2

期の歴史教科書は修正本まで入れると4冊が発行されたことになる。 
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15 尋常小学地理書 巻二 - 文部省 1939 校用） 

16 初等科地理 上 - 文部省 1943 

17 
国定地理教科書挿画解説： 

附 研究法と教授法 
椚茂策 開発社 1912 

地理 

指導書 

（小学 

校用） 

18 尋常小学地理挿画精説 高野松次郎 東京寳文館 1913 

19 小学歴史地理教授細目 
初等教育 

研究会 
培風館 1923 

20 
尋常小学地理学習指導案 

（尋常六） 
明治図書 稲森禎蔵 1931 

21 
小学教科書解説総攬 

（尋常六学年用） 
南光社 

東京府青山師範

学校附属小学校 

教育研究会 編 

1936 

22 新訂小学地理教授書 尋六 明治図書 北垣恭次郎 1940 

23 
最新中学地理教科書 

－外国之部 上巻－ 
大日本図書 山上万次郎 1902 

地理 

教科書 

（中等用） 

24 改訂新編日本地理教科書 三省堂 中目 覚 1914 

25 普通教育日本地理教科書 東京開成館 山崎直方 1919 

26 帝国地理 帝国書院 地理教授同志会 1928 

27 
新訂改版中等教育 

最新日本地理 
三省堂 三省堂編輯所 1931 

28 現勢 日本地理 冨山房 石橋五郎 1941 

29 小学日本歴史 一 - 文部省 1903 

日本歴史 

教科書 

（小学 

校用） 

30 小学日本歴史 二 - 文部省 1903 

31 尋常小学日本歴史 児童用 巻一 - 文部省 1909 

32 尋常小学日本歴史 児童用 巻二 - 文部省 1909 

33 
尋常小学日本歴史 児童用 

（改訂版）  巻一 
- 文部省 1911 

34 
尋常小学日本歴史 児童用 

（改訂版）  巻二 
- 文部省 1911 

35 尋常小学国史 上巻 - 文部省 1920 

36 尋常小学国史 下巻 - 文部省 1921 

37 尋常小学国史 上巻 - 文部省 1934 

38 尋常小学国史 下巻 - 文部省 1935 

39 小学国史 尋常科用 上巻 - 文部省 1940 

40 小学国史 尋常科用 下巻 - 文部省 1941 

41 初等科国史 上 - 文部省 1943 

42 初等科国史 下 - 文部省 1943 

43 尋常小学日本歴史教授新案 啓成社 
国民教育研究会 

編纂 
1910 

日本歴史 

指導書 

（小学 

校用） 
44 

尋常小学日本歴史教授書 巻二 

（毎時配当 教案適用） 
松邑三松堂 

普通教育研究会 

編纂 
1911 

 

 

第2項 研究方法 

前述しているように、教科書研究が今も明確な学問的ディシプリンとして確立されておらず、教
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科書が人の認識形成にいかなるメカニズムによって影響を及ぼしているかについて科学的な観

点から明らかに究明はなされていないのが実情である。 

教室における教科書の受けとめられ方とその影響に関心を寄せる研究が社会学的方法として

始まっている。しかし、この社会学的方法は、現行教科書と教室での調査が可能な状況の下に、

実現できる方法である。従って、本研究では歴史の一部分として残されている近代期の教科書を

めぐり、当時の韓国の表象を考察することから‘歴史表象学的方法’を提示したい。この歴史表象

学的方法は本研究を通してはじめて取り上げる方法であるが、近代日本が韓国をどのように表象

化したかという総合的な歴史が研究対象となる。 

〈図1〉歴史表象学方法による本研究のプロセス 

 

〈図１〉で提示しているように、研究プロセスは、まず、当時の支配イデオロギーがオピニオンリ

ーダーが主導する言説にいかなる形態で表され、それが教育現場に投入される過程を究明する。

そのため、教育雑誌の韓国関連記事を通して支配イデオロギーが規定した集団知識を確認し、

それが指導書にはどのように反映されているのか、そしてその指導書を基盤にしながら生徒に支

配イデオロギーがどのように投入されていくかを教科書の記事とも関連させて考察する。以上の

プロセスを通し、支配イデオロギーが規定した知識体系により、韓国がどのように表象化されたの

かその過程を究明する。 
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第１編 近代日本における教育と教科書 

 

近代期は日本の教育史において重要な転機点となった時期である。周知のように明治維新の

以後、日本政府は各分野において画期的な改革を積極的に進めていった。教育の分野におい

ても改革のモデルとして西欧の制度を積極的に導入し、漸次日本の事情や対外の情勢により変

遷を重ねていった。 

本稿の主な研究対象である近代日本の教科書における韓国の表象を把握するため、本編で

はその背景として近代日本における教育と教科書の変遷、そして教科書が果たした役割につい

て考察する。教育学界ではすでに近代日本の教育と教科書に関する膨大な研究成果を出して

おり、本篇ではそれを土台に考察を行うことにする。 

近代日本の教育と教科書に関する代表的な研究としては唐澤富太郎27、海後宗臣·仲新·寺崎

昌男28、滋賀大学附属図書館29、片桐芳雄•木村元•木村政伸•橋本美保•高木雅史•清水康幸30な

どの研究がある。唐澤氏は著作『教科書の歴史‐教科書と日本人の形成‐』の序文で「教科書が

日本人を作った」と記すほど教科書の影響を強調した。当時の教科書が国家政策推進の一翼と

いう重要な使命を担ったという見解を提示したのである。海後氏は教科書を通じて近代日本の教

育史を考察しており、片桐氏は社会史的な視覚から日本教育の歴史をまとめた。その際、「教育

は社会と歴史によって規定され、時代の刻印を受ける」と述べた。その外、滋賀大学附属図書館

では『近代日本の教科書のあゆみ』を発刊し、「学校教育では、教科書を通じて教え学ぶというこ

とが基本であって、教科書が果たす役割と影響はまことに絶大で、歴史、文化、社会、経済、政

治、国際関係などあらゆる方面において教科書の内容が国民の教養や意識、価値観の形成に

圧倒的な影響を及ぼしてきた」と序文で記している。 

本篇は二つの章で構成される。第1章では近代日本において教育と教科書の変遷を確認しな

がら当時において教育と教科書が果たした役割について考察する。第2章では近代期において

教育と教科書が国民の思想や価値観の形成に重要な影響を果したということを前提に教科書に

おける対他国への認識形成のメカニズムについて考察する。 

 

 

                                           
27 唐澤富太郎 前掲書。 
28 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 『教科書でみる近現代日本の教育』 東京書籍、2013。 
29 滋賀大学附属図書館 前掲書。 
30 片桐芳雄•木村元 『教育から見る日本の社会と歴史』 八千代出版、2008。 
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第1章 近代日本における教育と教科書制度の変遷 

 

唐澤氏は明治初期の翻訳教科書から昭和16(1941)年の国民学校の国定教科書に至るまで、

日本の戦前の教科書の歴史を8期に区分して考察した31。その区分は、（1）翻訳教科書〔開化啓

蒙的性格の教科書〕:明治5(1872)年-明治12(1879)年、（2）儒教主義復活の教科書〔儒教倫理復

活の反動的教科書〕：明治13(1880)年-明治18(1885)年、（3）検定教科書〔ナショナリズム育成の

教科書〕：明治19(1886)年-明治36(1903)年、（4）国定1期教科書〔資本主義興盛期の比較的近

代的教科書〕明治37(1904)年-明治42(1909)年、（5）国定2期教科書〔家族国家観に基づく帝国

主義段階の教科書〕：明治43(1910)年-大正6(1917)年、（6）国定3期教科書〔大正デモクラシー期

の教科書〕：大正7(1918)年-昭和7(1932)年、（7）国定4期教科書〔ファシズム強化の教科書〕：昭

和8(1933)年-昭和15(1940)年、（8）国定5期教科書〔決戦体制下の軍事的教科書〕：昭和

16(1941)年-昭和20(1945)年である。日本教育史の研究において唐澤による教科書の区分は重

要な基準となっており、本章でもこの基準に沿って日本の教育と教科書の変遷についてまとめた

い。教科書の変遷に関しては、本研究の主な分析教科である国語、地理、歴史を中心に各期の

特徴と時代的な変遷を中心に考察する。 

 

第１節 国定制以前時期における教育と教科書制度の変遷 

 

第1項 翻訳教科書〔開化啓蒙的性格の教科書〕:明治5(1872)年-明治12(1879)年 

（1）教育の特徴 

  この時期は1872年の「学制」が発布され、近代的学校制度を導入した時期で日本の教育史上、

重要な位置を占めている。周知のように明治維新以後、各分野において近代化を進めていった

日本は教育分野においても公教育を通して近代国家の市民形成のための土台を整えた。 

 「学制」による学校体系は大学、中学、小学の3等で区分し、さらに小学校は4年ずつ上·下の2

等に区分した。特に小学校においては尋常小学を標準とし、教科については尋常小学について

だけ定めている。32 

この期の教育の特徴は「開化啓蒙的な性格」である。明治初期は時代的な潮流からもわかるよ

うに欧米の物事が先進文化として取り入れられ、国民の文明開化に力を注いでいた時期である。

                                           
31 唐澤富太郎 前掲書。 
32 文部省では、学制実施の順序として、中学校、大学よりも、まず小学校の設立に力を注いだ。海後宗臣·

仲新·寺崎昌男 前掲書、29頁。 
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したがって教育分野の改革においても西洋の学校制度をモデルに適用したのである。特に教科

内容においても文明開化の性格を持つものが中心になった。例えば、自然科学などの西洋の実

学が主流をなしており、小学校でも地理･物理学･幾何･博物･科学･生物などを基礎として教える

ようになっていた。しかしこのような内容は庶民の生活とはかけはなれていたのである。33  

それに学校行政においても、地方教育の行政単位である学区制を採用し、全国を大学区、中

学区、小学区のように区分して適用しようとしたが、現実的な事情とはまたかけ離れていたので困

難に直面せざるをえなかった。 

 

（2）教科書の特徴 

前述したようにこの時期の教育の特徴を一言でいうと「開化啓蒙的な性格」である。この特徴が

もっとも表れているのはこの時期の教科書である。文部省は「学制」発布を通して、まず小学校の

設立に力を注いだが、その一環として「小学教則」を定めた。 

この「小学教則」には、「学制」のなかに列挙された教科について、学級別に毎週の時数と教

授の要旨および標準教科書が指定されている。「小学教則」では各教科における教育をさらに具

体化し、そこで教授する内容と、使用される標準教科書を示した。この小学教則のなかに示され

た教科書の多くは欧米の近代文化を内容とする文明開化の啓蒙書や翻訳書などである。34 

当時の小学校は府県のもとにおかれており、文部省は教科書の翻刻を許可するなどの方法に

よって府県を指導したが、「小学教則」や教科書については全国画一的に統制や監督をすること

はなかった。したがって地方によって教育はかなりまちまちであり、教科書も様々なものが用いら

れた。師範学校と文部省で編集出版した教科書は一応標準的なものとされ、次第にひろく普及

したが、そのほかに民間出版の啓蒙書やその地方独自の教科書なども用いられていた。35 

歴史の教科書は、当時は日本史のほかに外国史も多く出版された。それらは欧米の翻訳書又

は抄訳して編集されたものであった。地理の教科書は欧米の地理風俗などを紹介した翻訳風の

                                           
33 このような理由から庶民が学校になじめなく、授業料への負担などで子供の就学をさまたげる原因とな

った。実際、1873年の小学校の児童数を見ると、男子生徒39.9％、女子生徒15.1％で合計28.1％にとど

まっていた。 片桐芳雄•木村元 前掲書、110頁；海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、30頁。 
34 学制の本文では下等小学の教科として、綴字、習字、単語、会話、読本、修身、書牘(手紙文)、文法、

算術、養生法、地学大意、理学大意、体術、唱歌(当分欠く)の14教科が定められている。上等小学では

このほかに史学大意、幾何学罫画大意、博物学大意、化学大意が加わることになっており、さらに土地

の事情によって加設する教科として外国語、記簿法、天球学(天文)があげられている。これらの教科は

欧米の学校における教科目のたてかたを参考として定められたものである。海後宗臣·仲新·寺崎昌男 

前掲書、31-34頁。 
35 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、37頁。 
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教科書が多かった。福沢諭吉は国民啓蒙のために明治2年（1869）に『世界国尽』という本をあら

わしたが、これが民衆にしたしみやすい往来物の形式で世界の地理を述べたものである。国語

の教授ではまず『単語図』『連語図』などの入門教材を授けると、つぎは『小学読本』を教えた。こ

の『小学読本』には通訳型と日本風の二種があったが、明治10年ごろまでは文明開化の波にの

って、翻訳型の小学読本のほうが広く普及した。36 

  

第2項 儒教主義復活の教科書〔儒教倫理復活の反動的教科書〕：明治13(1880)年-明治

18(1885)年 

（1）教育の特徴 

 前述したように、1872年発布の「学制」は現実情とは離れていたことから教育現場や学区内で

画一に適用するにおいて問題に直面した。これらの問題を解決するため文部省の内部ではヨー

ロッパと米国の教育行政制度に関する研究を始め、その研究結果を基盤として「改訂教育令」を

1879年に公布した。この新しい教育令の特徴は地方分権による方針をとったものである。すなわ

ち、就学期間と授業方式を各地方の事情によって自由にまかせたが、このようなことから「自由教

育令」とも呼ばれた。 

その結果、国民が学校から離れる傾向が段々高くなり、それに連れて、就学率も低くなるなど

の状況になっていった。このように教育の不振をまねくようになり、「自由教育令」は激しい非難を

受けることになった。結局、教育令が公布されて1年3か月である1880年12月に新しい教育令が

改訂された。この教育令は一般的に「第2次教育令」とも呼ばれた。37 この「第2次教育令」は、小

学校教則や教科書、就学の督促、教員の資格、学校の管理などについて詳細な規定を設ける

など、教育令に比べて厳しく規定した。明治14年（1881）5月に定められた「小学校教則綱領」で

は、教科別に教科書を示しており、各教科について教授の要旨と程度を定める外、各学年、各

教科別の毎週教授時数、教授内容を例示している。38  

 一方、この時期の教育は「儒教主義復活」と特徴づけられている。時代的に明治10年代は明治

維新から10年ほど過ぎた時点で、文明開化と洋風尊重に傾いていた社会的な雰囲気に批判が

出始めた頃である。39 このような批判の裏には東洋思想を中心とする日本固有の道徳を重視す

                                           
36 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、41－45頁。 
37 片桐芳雄•木村元 前掲書、113頁。 
38 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、55頁。 
39 唐澤はこの外、儒教主義復活は自由民権運動の抑圧の一策として、教育においては封建的儒教道徳

への復帰という前近代なものへと逆コースをとりはじめたことであると述べている。唐澤富太郎 前掲書、

121頁。 
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る復古的傾向が強くなったことがある。40 

この儒教主義復活時代においては翻訳教科書時代よりも遥かに教科書が強力な影響を与え

るように進められ、政府の教育意図がより明確に出るようになったといえる。すなわち儒教主義復

活時代になると、ここに明確な政府の上からの意図が現れるようになってきたのである。そして更

に、次の検定教科書時代になると、一層この線が強くでるようになった。41 

 

（2）教科書の特徴 

儒教主義的復古思想にもとづく教育政策は、明治13年（1880）からの教科書に対する施策に

もあらわれた。文部省は編輯局をおいて新しい教科書の編集にとりかかるとともに、教科書取掛

を設けて教科書の調査をはじめた。調査の結果、教科書として不適当と認めたものは府県に通

達して使用を禁止した。42 その後、小学校においては文部省が小学校教科書を定めて届け出

るように府県に指示した。いわゆる教科書の開申制度（届出制）が実施されたのである。教科書

の統制はその後さらに強化され、明治16年（1883）から認可制度となり、文部省の許可を得なけ

れば使用できないことになった。これが進んで明治19年（1886）には検定制度が設けられることに

なる。43 

この時期の教科書の特徴の一つは‘修身と国語の重視’、‘地理と理科の弱化’、‘日本史中心

の歴史教育の登場’であるといえる。この時期は前述したように西洋文化の摂取という一方的な

状況について批判が提起されるようになり、儒教主義を基に仁義忠孝が重要な基本徳目として

強調された。従って‘修身’科目が強化されるようになっていった。44   

歴史の教科書においては、戦前の歴史教育の目的の中核となった「尊王愛国の志気」の養成

は、この期規定されたといえる。「教学聖旨」は強烈な天皇制イデオロギーの発露であったが、歴

史教育はこのイデオロギーを支える教科として重要視されることとなった。1881年度の「小学校教

                                           
40 滋賀大学附属図書館 前掲書、16頁。ちなみにこのような儒教主義への復古の動きは‘皇国思想への

転換’が図れるようになるが、この転機となり、方向を提示したものが「教学聖旨」であった。 明治11(187

8)年の秋、明治天皇は各地を巡幸し、学校を巡回して教育の実情をつぶさに視察した。その後、国民教

育の根本方針として、教学聖旨を内務卿や文部卿に示し、ここに文教の改革が要望されることになった

のである。教育聖旨は国民教育の根本方針が聖旨としてはじめて示されたもので、教育勅語の前段階

をなすものであった。海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、56頁。 
41 唐澤富太郎 前掲書、139-140頁。 
42 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、57頁。 
43 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、61頁。  
44 改正教育令では小学校の教科のはじめに「修身」が置かれており、明治14年(1881)、中学校と師範学校

の教則大綱も定められたが、学科のはじめにやはり修身がおかれた。海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲

書、57頁。 
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則綱領」以後、「歴史科」は独立教科となった。小学校の外国史教育は廃止され、小学校では日

本歴史のみと決定されたのである。歴史教育の内容構成の中心は、天皇を中核として忠良賢哲

の人物を伝記的に扱って、天皇と国家への忠誠心を育成することにおかれた。45 

地理の教科書は、文明の地理に代わって、第二の立場である生活実用のための地理教育が

主流となっていった。小学校の地理教育から文明開化の地理教育が姿を消し、地理学の入門的

教科書も使用されなくなる。明治10年代後半から20年代にかけて、地理教育の中心は、郷土地

誌（地方誌）、日本地誌の地誌的知識に力点がおかれた。 

 

第3項 検定教科書〔ナショナリズム育成の教科書〕：明治19年(1886)-明治36年(1903) 

（1）教育の特徴 

明治18年(1885)にはじめて内閣制度が設けられたが、そのとき、初代の文部大臣に就任した

のは森有礼であった。森有礼は日本を興隆させるためには教育が何よりも大切だとはやくから考

えていた。文部大臣に就任すると、直ちに学校制度の改革に着手し、明治19年(1886)3月に帝国

大学令、ついで4月には師範学校令·小学校令·中学校令が公布された。これによって日本の近

代学校制度の実質的な基礎がおかれるようになり、その意味で森文相の学制改革は、日本の近

代学校制度の基礎を確立したものとして画期的な意味をもつものであった。46 

明治19年(1886)の学校令以後の様々な改革には、全般的に教育を国家の管理のもとに総括

しようとする方針が強くあらわれており、さらに明治22年には「大日本帝国憲法」の発布をきっか

けに教育についても憲法とならんで国民教育の根本を明示すべきであるとする動きが高まり、明

治23年には「教育勅語」が発布された。47 

一方、明治20年代から近代産業はいちじるしく発達をとげた。近代産業の発達、資本主義経

済の発展は、日本の社会の様々な方面に大きな影響をおよぼし、国民生活も大きく変わった。教

育の面でもその影響は大きく、就学率が急速に上昇するにつれて、近代学校制度も次第に整備

されていった。48 

                                           
45 滋賀大学附属図書館 前掲書、43頁。 
46 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、71頁。 
47 『教育ニ関スル勅語』は、明治23年（1890）10月30日、明治天皇が芳川文相と山県総理に対し、教育に

関して与えた勅語である。国民はこれを「奉戴」し、各学校では直ちに奉戴式を行った。その後、教育勅

語は徳育の基本となり、これによって日本の教育の基本方針が示されることになった。海後宗臣·仲新·寺

崎昌男 前掲書、74頁。 
48 明治26年(1893)に就任した井上毅は実業教育振興政策を強力におしすすめた。井上文相は小学校の

就学者の増加、教員養成の改善充実、女子教育の改革、帝国大学の講座制などの政策も実施した。同

文相の在任期間はわずか一年半たらずの短期間ではあったが、退任後に実現されたものもあり、その
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小学校については、明治33年(1900)に小学校令が改正され、尋常小学校を四年に統一し、高

等小学校を二年、三年または四年とした。この改正は日本の学校制度史上きわめて大きな意味

をもつもので、これによって、四年の義務制がはじめて実現した。すなわち、全国民に共通な四

年の基礎教育課程が成立したわけである。さらに二年制の高等小学校をなるべく尋常小学校に

併置することを奨励し、近い将来に義務教育六年制を実現するための準備がなされた。改正小

学校令とともに、「小学校令実施規則」がはじめて定められるようになり、既存では個々の省令に

よって規定していたものを、これによって総括統一するようになった。その後、中学校その他にも

この形式がとられることになった。施行規則には各教科目の要旨とともに、毎週の教授時数を定

めている。49 

 

（2）教科書の特徴 

前述したように、明治19年(1886)の学校令以後の様々な改革には、全般的に教育を国家の管

理のもとに総括しようとする方針が強くあらわれている。このことから小·中学校等の教育内容につ

いても中央政府による規制が進み、教科書もこのときから検定制度が実施された。 

小学校の場合、教育内容については、明治24年11月、「小学校教則大綱」が定められるが、こ

れを通じて、教育勅語の趣旨の徹底をはかった。このことはさらに教科書に対する政策としてもあ

らわれている。教科書の検定制度は明治19年（1886）の学制改革と同時にはじめられた。小学校

だけではなく、中学校、師範学校についても、教科書の検定が行われることになり、同年5月「教

科用図書検定条例」が定められた。50  

検定制度の実施とともに、文部省では積極的に教科書の編集をはじめた。これは民間の教科

書に一つの標準を示すことによって、教科書の改善をはかろうとしたものである。文部省は編輯

局を設け、国語読本を編集したほか、歴史と地理の教科書については、「編集旨意書」を公示し

て初稿の公募も行った。51 

歴史の教科書においては、万世一系と忠君愛国とを強調する教科書の編纂となって表れてき

た。この種の歴史教科書が出現するに先立って、明治22年（1889）に「大日本帝国憲法」が制定

され、明治24年（1891）には「小学校教則大綱」が出された。その「小学校教則大綱」に示された

歴史科に関する規定は次のようである。 

                                                                                                                               

政策を基礎として、明治30年代のはじめころまでに諸学校の規定が制定され、近代学校制度が整備さ

れた。同上書、90頁。 
49 同上書、91頁。 
50 同上書、77頁。 
51 同上書、81頁。 
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日本歴史ハ本邦国体ノ大要ヲ知ラシメテ国民タルノ志操ヲ養フヲ以テ要旨トス 

尋常小学校ノ教材ニ日本歴史ヲ加フルトキハ郷土ニ関スル史談ヨリ始メ漸ク建国ノ体制 皇統ノ無

窮 歴代天皇ノ 盛業、忠良賢哲ノ事跡、国民ノ武勇、文化ノ由来等ノ概略ヲ授ケテ国初ヨリ現時ニ

至ルマテノ事歴ノ大要ヲ知ラシムヘシ（以下略） 

 

 これに基づいて出来上がった教科書は、「大日本帝国憲法」に定められた「万世一系ノ天皇」を

中核としての、建国神話から王政復古に至る「尊王愛国」史という特質を持つに至ったのである。

52 

 

地理の教科書においては、明治33年（1900）の「小学校令」の改正と「小学校令施行規則」によ

り、地理科は歴史科とともに尋常小学校（1‐4年）では受けられず、高等小学校の必修科目にな

った。地理と歴史が高学年の教科目に定着したのは、この改正以後である。高等小学校第1、2

学年は日本地理、第3、4学年では外国地理の大要が授けられることになった。1900年以後、検

定期の地理教科書には国家主義的傾向のものが多くなる。1890年代の主流であった府県地誌

中心の地方誌教科書が発行されなくなり、個人の生活のための地理から国家本位の立場の地理

教科書が増えて、それらが採択されていくようになる。小学生にとって、身近な観察しやすい郷土

地誌を扱うことなく、いきなり日本全体の地勢、気候、区画、産物、交通などの断片的かつ羅列的

な知識を教えられることになった。53 

 

第2節 国定制時期における教育と教科書制度の変遷 

 

小学校教科書の国定制度を成立させる直接の契機となったのは、教科書事件54であった。し

かし、時代の一般的な傾向が国定制度を成立させたことも看過できない。日本は明治20年代の

はじめころから国家行政の体制を整え中央集権的な傾向が強まっていた。教育勅語の発布によ

って国民思想の統一、義務教育の国家統制は急速にすすめられ、ことに日清戦争のあとは国家

主義の思想が強められた。そこで小学校の教科書、なかでも修身教科書を国定にすべきである

                                           
52 唐澤富太郎 前掲書、184‐185頁。 
53 滋賀大学附属図書館 前掲書、52‐53頁。 
54 明治35年(1902)の暮れ、全国にわたって教科書発行者と行政関係者の双方にまたがる大規模な摘発

検挙が行われた。これがいわゆる「教科書事件」あるいは「教科書疑獄事件」とよばれるものであり、教育

史上前例のない一大不祥事件であった。この事件により、知事をはじめ視学官や師範学校長など、地

方行政および地方教育界の上層部の人々が数多く検挙された。そのため教育界に対する世間の批判

はきわめてきびしいものとなった。海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、96頁。 
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という意見がはやくからあらわれていた。それらは、教科書の検定制度に対して、採択上の不正

行為をきびしく批判したり、制度そのものについても根本的に批判する意見であった。すなわち

国民教育の立場からみて、義務教育である小学校の教科書は統一した思想によって国家で作

成すべきであり、民間の手にその編集をゆだねるべきではないという考えにもとづいての批判で

あった。55 

小学校教科書の国定制度は、明治36年(1903)4月に、小学校令を改正して、その第二四条に、

「小学校ノ教科用図書ハ文部省ニ以テ著作権ヲ有スルモノタルヘシ(以下略)」と規定し、これにも

とづいて関係法令をととのえて確立された。しかし、小学校令ではすべての教科書を国定と定め

たのではなく、修身·日本歴史·地理の教科書と国語読本のほかは、文部大臣の権限にゆだねる

ことにしたのであった。 

文部省は実施規則の改正により、さらに国語の「書キ方手本」、算術と図画の教科書を国定に

加えた。新しい国定教科書としては、国語読本·書キ方手本·修身·日本歴史·地理の教科書がつく

られ、明治37年(1904)4月から使用された。つまり日本における教科書国定の制度化は明治36年

(1903)であるが、子供たちが実際に国定教科書を手にしたのは明治37年4月ということになる。国

定制度では、教科書の著作は文部省が行い、翻刻発行と供給は民間にまかせることとした。56 

本節では小学校教科書の国定期における教育と教科書の特徴について考察する。小学校の

教科書は教科目によりその期の区分が相異であるが、本節でも唐澤による教科書歴史の区分に

基づいてまとめる。 

 

第1項 国定1期教科書〔資本主義興盛期の比較的近代的教科書〕：明治37年(1904)-明治42

年(1909) 

（1）教育の特徴 

明治33年（1900）には小学校令が改正され、尋常小学校を4年に統一し、高等小学校を2年、3

年または4年とした。この改正は日本の学校制度史上、きわめて大きな意味をもつもので、これに

よって、4年の義務制がはじめて実現した。さらに2年制の高等小学校をなるべく尋常小学校に併

置することを奨励し、近い将来に義務教育6年制を実現するための準備がなされた。 

改正小学校令とともに、「小学校令施行規則」が初めて定められた。これまで教育課程につい

ては「小学校教則大綱」、設備については「小学校設備準則」」などのように、個々の省令によっ

て規定していたものを、これによって総括統一したものであった。その後、中学校その他にもこの

                                           
55 同上書、94頁。 
56 同上書、97頁。 
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形式がとられることになった。施行規則には各教科目の要旨とともに、毎週の教授時数を定めて

いる。明治20年代の後半から30年代にかけて、義務教育の就学率が急速に上昇した。これは近

代産業の発達にともなう国民生活の向上と近代教育の国民生活への定着によるものである。57 

 

（2）教科書の特徴 

 国語の教科書は、二年生からはじめて「ひらがな」を授け、はじめは「かたかな」とならべて提出

し、次第にひらがなをふやしている。この期の読本(『尋常小学読本』(八冊、各学年二冊)、『高等

小学読本』(八冊、各学年二冊)）は素材の配列が整然としていて、論理的である。また道徳·地理·

歴史·理科·産業·政治·軍事などの内容を素材として偏りなく広く取り入れる考慮がなされている。58 

最初の国定歴史教科書『小学日本歴史』の編集作業は、きわめて短期間の間に行われたの

であり、それまでの検定期の民間版の日本歴史教科書を参考としつつ編集したといわれる。すで

に検定期に定型となった「人物と歴史的事件」を中心に叙述する方法がとられた。 

最初の国定地理教科書である『小学地理』は、高等小学校の4年間、各学年1冊ずつ計4冊か

ら成っている。第1·2学年用の一、二は日本地理、第3学年用の三が外国地理、第4学年の四は

日本地理と外国地理の補習用であった。当時多くの生徒は高等小学校2年までで就学を終える

のが通例であったので、外国地理は学ぶことができなかった。小学校上学年では日本地理だけ

しか学べなかったのである。59 

 

第2項 国定2期教科書〔家族国家観に基づく帝国主義段階の教科書〕：明治43年(1910)-大

正6年(1917) 

（1）教育の特徴 

明治40年(1907)3月小学校令が改正され、義務教育の年限が6年に延長された。近代産業の

発達と資本主義経済の発展につれて国民生活も変化し、日清戦争後は学齢児童の就学率が急

速に高まった。 

日清、日露の両戦争によって国民教育の重要性が改めて認められるとともに、日露戦争後は

世界の先進国に列する意味でも、義務教育年限の延長がさらに強く要望されることになった。そ

こで明治40年(1907)に尋常小学校の就業年限を6年として、義務教育年限を一挙に2年延長した

ものである。 

                                           
57 同上書、90‐91頁。 
58 同上書、101頁。 
59 滋賀大学附属図書館 前掲書、44‐53頁。 
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義務教育年限の延長は、年限が2年間延長されたということだけでなく、学校体系の全般に対

して重要な制度的意味をもつものであった。すなわち、6か年の義務教育がすべて国民に共通な

基礎課程となり、その後さらに進学する者は、この段階からはじめて分離し、中学校、高等学校、

実業学校、高等小学校などに進むことになった。その後、中等教育段階への進学者がふえるに

つれ、中等学校制度の改革が問題となってくるが、初等教育段階についてはこのとき基礎がかた

められたわけである。60  

 

（2）教科書の特徴 

明治40年(1907)に改定された義務教育年限の延長にともなって、教科目や教授要旨なども修

正された。尋常小学校が4年から6年になったので、高等小学校の第1，2学年を尋常小学校の第

5、6学年に改めたことが主な改正であった。しかし、小学校令施行規則の改正によって教授要旨

に修正を加えたので、教科書の内容もこれによって改められた。教科書の修正はすべての国定

教科書にわたって行われ、第2期の国定教科書が新しく編集され、明治43年(1910)以降使用さ

れた。この修正では、最初の国定教科書に対する各方面の批判や実際上の経験などをとりいれ

て行われたが、この修正はとくに日露戦争後高まった国家主義思想をはじめとする時勢の変化

を反映している。 

国語の読本は、書名はこれまでと同様に『尋常小学読本』 『高等小学読本』であるが、内容は

かなり変っている。この読本は童話、伝説なども多くとりいれ、また文学的教材をふやしている。

優美な韻文体のものも多く、教材の文学化、趣味化の傾向が強い。一方、日露戦争後の国家主

義思想を反映し、また軍事教材がふえていることも、この読本の特徴である。 

 歴史の国定教科書も義務教育年限の延長にともなって、『尋常小学日本歴史』と『高等小学日

本歴史』となり、明治43年(1910)から使用された。ところが昭和44年（1911）にいわゆる「南北朝問

題61」が起こった。南北朝問題と一部修正なども加えられて、明治45年(1912)から新教科書として

使用された。62 

 第2期国定地理教科書は、日露戦争後の国際情勢の変化を受けた改訂である。この改訂では

「外地と外国地理を概観する教材」が6年の終わりに加えられた。巻1では関東地方より各地方地

                                           
60 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、106‐107頁。 
61 南北朝問題は明治43年春の国会で問題になったことで、教科書における南北朝と、その両立を述べて

あるところを取り上げ、政府の責任を問うこととなったのである。これが大逆事件と結びつけられ、国体·天

皇についての国民の思想を明確にしなければならない時に国定教科書が南朝北朝と天皇が両統あっ

たと教えるのは甚だしい誤りであるとして、この点を問題とした。海後宗臣『日本教科書大系 近代編 第

20巻 歴史（三）』 講談社、1978、754頁。 
62 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、120頁。 
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誌を扱い、巻2では台湾地方、樺太地方、朝鮮地方、関東州附満州のように日露戦争以後にお

ける外地すべてを加えて日本地理とした。63 

 

第3項 国定3期教科書〔大正デモクラシー期の教科書〕：大正7年(1918)-昭和7年(1932) 

（1）教育の特徴 

この時代はいわゆる大正デモクラシーの時期であり、社会思想のうえにも大きな変化が起こっ

ていた。教育思想の上では、児童の生活と心理が尊重され、その自発活動や自由学習を重んず

る世界的な新教育思潮が日本でもようやく盛んになった時代であり、その教育説や教育方法など

がこの期の教科書修正に反映されている。また、臨時教育会議の答申でも国民道徳の徹底が要

求されており、国家的見地に立つ思想も引き続き教科書の内容に影響を与えた。 

第1次世界大戦後であったこの時期における教科書の修正は、大正7年(1918)から各教科に

わたって行われ、第3期の国定教科書が編集された。この修正では実際教育家の意見も参考とさ

れ、大戦後の国民生活や国民思想の変化に対応するように行われた。 

一方、この時期は臨時教育会議の答申にもとづいて第一次世界大戦後の教育改革が行われ、

とくに高等教育機関の大拡張が実現された。その後各段階の学校は学校数、生徒数ともに急速

に増加して発展をつづけた。このような状況のなかで満州事変前後から時勢の変化にも対応し

て、教育制度全般についての改革が特に問題とされ、多くの学制改革案が民間から提出された。

文部省でも昭和8年(1933)には教育調査部を設け、教育制度の調査研究を行うことになった。64  

 

（2）教科書の特徴  

国語の読本は、これまでの『尋常小学読本』が修正されるとともに、新しく『尋常小学 国語読

本』が編集され、二種のうちどちらを使用してもよいこととしたが、実際には新編集の『尋常小学 

国語読本』を用いた府県が多かった。この『尋常小学 国語読本』は田園趣味的な傾向が強く、

また、理科関係の教材や新しい社会生活、海外発展などに関する教材も加わり、さらに、国家的•

軍事的な色も濃くなっている。 

 歴史の教科書は大正10年(1921)から『尋常小学国史』となり、その後『高等小学国史』も編修さ

れた。この修正は臨時教育会議が「国史」の教科を重くみて、「建国ノ精神国体ノ要義ヲ児童ノ脳

裡ニ徹底セシメ国民道徳ニ資セシムルノ要アリ」と答申の文中に述べていることと関連している。  

 第1次世界大戦後領土を拡張した第3期の教科書のうち、特色のあるのは地理教科書である。

                                           
63 滋賀大学附属図書館 前掲書、55頁。 
64 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、134‐144頁。 
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この時期は第1次世界大戦、国際連盟の成立、ワシントン、ロンドン両会議などの問題を通して世

界的視野が開けた時期であり、同時に資本主義が帝国主義国家の体制を整えたのである。この

ことからこの期の地理教科書は国際的、経済的な傾向が目立った。65 

 

第4項 国定4期教科書〔ファシズム強化の教科書〕：昭和8年(1933)-昭和15年(1940) 

（1）教育の特徴 

第1次世界大戦後の大正デモクラシーと新教育運動の流れが昭和10(1935)年代にまでおよん

でいるが、満州事変後は国家主義思想が強くなり、これらの運動は形を変えるかまたは解体せね

ばならなくなっていた。これにかわって国体明徴が唄えられ、皇国思想が興隆して教学刷新が叫

ばれるようになった。これとともに教育学でも「日本教育学」などが主張されるようになり、ことに日

中戦争以後は次第に戦時体制化して、国粋主義、軍国主義的な思想が教育界を支配するよう

になった。 

明治8年(1933)から使用を開始した小学校の国定教科書は、みた目にもそれまでのものとはま

ったく異なる色刷りの教科書となった。これは世界的な新教育思想がこのころになって教科書の

上にも端的にあらわれたものといえる。内容についても、とくに低学年の教材の取り扱いなどには、

児童の心理と生活を重んずる新教育思想による教育方法上の工夫がこらされており、その面から

みて当時は世界的水準の教科書であるとさえいわれた。しかし、一方満州事変でとくに高まって

きた国家主義思想の影響を内容の上に強く反映し、その方面の教材が多くとり入れられた。66 

 

（2）教科書の特徴 

国語の読本は、書名も変って『小学国語読本』となった。巻1の巻頭は、見開き2ページをとり、

「サクラ」が出る。その内容は、日本の国民性を象徴するものとして尊ばれていた桜の花であり、

文章は感動的な表現を用いている。教育方法からみれば、新教育思想のあらわれであるとともに、

内容上は満州事変後の「日本精神」が反映されているとみることができる。一般に世界的思潮で

ある教育方法上の「新教育」と日本独自の国家主義思想を結合しようとしているのが、この読本の

一つの特徴であるといえる。このことは国語読本だけでなく、この期の他の教科書についてもい

えることである。例えば、前の読本では巻7にあった「大連だより」が、この読本では巻8に移ってい

るが、内容もかなり変わっている。前には遠い国からのたよりで、異郷のありさまを客観的に知ら

せる表現であったが、この読本ではいかにも日本の勢力圏内にある満州への拠点として、そこに

                                           
65 唐澤富太郎 前掲書、417‐424頁。 
66 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、149‐150頁。 
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親しみと誇りを感じさせようとしている。 

 歴史の教科書も、国民思想と深い関係のあるものとして修正を重ねている。昭和9年(1934)及び

10年に修正された『尋常小学国史』(上·下)は文語文を口語文に改めたほか、下巻の終わりに満

州国の承認などをつけ加え、また「国民の覚悟」の一章を設けた。「国民の覚悟」は、前の教科書

では、最後の課の一小節にすぎなかったが、この修正では「御歴代天皇の御盛徳」「国民世々の

忠誠」「文化の発達国運の進歩」「国民の覚悟」の四小節となり、国史を概観して国民の覚悟をさ

とし、結びの課としたものである。このことは満州事変後の時勢の変化によるものといえる。 

国史教科書はその後、国体明徴の思想、日華事変の発生による時代の変化などによって、さ

らに修正が加えられた。そして昭和15年(1940)に書名も改めて『小学国史』となった。この修正で

は、まず巻頭に「神勅」がかかげられた。『日本書紀』の神代紀による神勅で、天孫降臨の際に天

照大神が瓊瓊杵尊に対して永久に日本国を治めよと示した言葉とされたものである。全体として

皇国民の育成を目標とし、日華事変後の時勢の変化に応じ、国民精神の自覚をまとめ、国体明

徴を徹底させる方針のもとに編集されている。 また「支那事変が起る」「日満一体」「ドイツ·イタリ

ヤと同盟する」などの頁が付け加えられた。最後の「国民の覚悟」の課でも、小節中の「文化の発

達」はけずられて「国運の進展」となり、「国民世々の忠誠」は叙述が詳しくなるとともに、「国体明

徴」の観点を中心に修正が加えられている。このように引き続き修正が行われたことは、当時は国

民の思想形成の観点から歴史教科書にとくに感心が向けられていたためである。67 

 

第5項 国定5期教科書〔決戦体制下の軍事的教科書〕：昭和16年(1941)-昭和20年(1945) 

（1）教育の特徴 

昭和12年(1937)に設けられた教育審議会は、日中戦争のもとで学校制度全般にわたってどの

ように改革するか、その方針を審議して、大綱を答申したが、その多くは教育目的および教育内

容の改革についてであった。しかし、小学校に関する答申では、学校制度の改革についても提

案された。そのなかでとくに注目されるのは、「小学校」という明治初年以来の名称を改めて、「国

民学校」としたことである。この名称の変更は、日中戦争のさなかであり、またこの制度を実施した

昭和16年(1941)4月は、まもなく太平洋戦争が起こる前夜ともいうべき時期であった。それゆえ国

民学校という名称を用いたことは、この名のもとに名実に皇国民教育の非常時体制をつくる出発

点にしようとする意味をもっていたのである。 

制度としては尋常小学校、高等小学校を改めて、国民学校を初等科と高等科とに分けることと

した。その場合、修業年限はこれまでと同様に6年と2年をあわせた8年の制度となっていた。昭和

                                           
67 同上書、151‐159頁。 
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18年(1943)にはこれまでの中学校、高等女学校、実業学校の3種の学校を一つにして「中等学校」

とし、国民学校と同様に皇国民の練成を目標として教育目的および教育内容を定め、中等教育

全般を刷新する方針がうちたてられた。その際、中等学校の修業年限は4年を原則として従来よ

り一年短縮された。しかし修業年限については、昭和17年(1942)から各学校とも四年に短縮され

ており、戦時下の非常時体制がとられていた。68 

 国民学校令は制度を改めたばかりでなく、教育の内容や方法を教学の根本である皇国精神を

もって編成し直したものであった。このような改革の基本方針は中等学校以上にまでおよんだが、

当時は国民学校の教育の改造に主力がそそがれた。まず国民学校令は、50年余りにわたって

動かなかった小学校令第一条を改めて、まったく新しい目標をかかげた。その第一条には「国民

学校ハ皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ、国民ノ基礎的練成ヲ為スヲ以テ目的トス」と定め

られている。この「皇国の道」というのは、教育勅語に示された国体の精華と臣民の守るべき道の

全体をさすとされ、端的にいえば皇運扶翼の道であると解説されている。したがって教育全般に

わたって皇国の道を修練させることをめざして教育が行われることになった。 

 

（2）教科書の特徴 

 国民学校制度は、教育目標からいって、教科の構成や教育方法の原理などを改めるという方

針で進められたが、その際にどのような教材を用いて皇国化の基礎的練成をするかは、大きな問

題であった。教育内容や教材の問題は、主として国定教科書をどのように改めるかということに集

中された。文部省は昭和16年(1941)から18年にかけて初等科の教科書を発行したが、それは旧

教科書を全面的に修正して新しく編修したものであり、この大修正で戦時色を強く示した教材が

盛り込まれ、上級の学年に進むにつれて戦時版として非常時教材の姿をとっている。 

国語の教科書は第1学年用は『ヨミカタ』(一•二)、第2学年用が『よみかた』(三•四)、第三学年か

ら『初等科国語』(一～八)で、各学年二冊である。このほか第1•2学年用として『コトバノオケイコ』

（四冊）があった。この国語の教科書にも当時の情勢を反映した教材が多くもりこまれていて、こ

の時代でなければみることのできない読みの教材が用意されていた。 

 戦時版の教科書としてその内容•構成および述べ方が全般にわたっていちじるしく改変された

のは、国史の教科書であった。これは皇国思想をつくるためにはもっとも重要な役割を果たすも

のと考えられていた。初等科の国史教科書は、『初等科国史』(上•下)二冊であった。 

 地理の教科書は、初等科には『初等科地理』(上•下)二冊であった。上巻は日本地理であるが、

下巻は当時の日本がめざしていた「大東亜」の地域を取り扱い、ヨーロッパやアメリカなどははぶ

                                           
68 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、160‐162頁。 
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かれている。 

戦時下の国民学校の教科書の中で、修身、国語、国史では多くの戦時教材をとりいれた。しか

し、まもなく終戦となったので、これらの教科書の使用された時間は長くなかった。69 

 

  

                                           
69 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、168‐178頁。 
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第2章 教科書における対他国認識形成のメカニズム 

 

本研究が目指しているのは近代期の支配イデオロギーが規定した韓国と関わる知識体系と思

想形成が教科書に投入される過程を究明し、それを通して韓国がどのように表象化していったの

かを考察することである。そのため人の知識習得の過程、知識と支配イデオロギーとの関係、教

科書で代表される学校知識の形成過程、他国を認識する重要な媒体として教科書がステレオタ

イプ化に及ぼす影響などに関する考察が行われる必要がある。 

このことから本章では、教科書における対他国認識形成のメカニズムを考察するため、‘知識

習得のメカニズム’、‘他国認識形成の主な媒体として教科書の役割’に関する節を設けて論旨

を展開していくことにする。  

 

第１節 知識習得のメカニズム 

 

知識は資料や情報による個人の経験、価値、状況そして洞察力が結合されている動的（dyna

mic）なもので、人間が学習活動を行う過程で得られる一つの産出物である。この際、学習活動と

知識は過程と結果という関係から説明できる。個人は学習という過程を通して知識、技術、態度

を新しく習得したり変化していくからである。70 学習という過程は様々な場、又は多様な方法によ

って行われるが、学校教育を通して行われる学習は一次的かつ基本的であるといえる。学校とい

う現場で教われる「学校知識」はその社会を支配する思考に深い影響を受けると考えられる。 

人間が知識を習得及び創出する活動に関わる教育界の研究では客観主義と構成主義という

二つの観点からアプローチすることが一般的である。客観主義的なアプローチでは「知識の不変

性、固定性、定型化」を強調する反面、これに対した反発からあらわれたのが構成主義的な観点

であるが、この構成主義的な観点は、「知識は認知的な相互作用により持続的に構成、再構成さ

れていく」ことを主張する。1980年代に登場した構成主義に基づく観点は現代においても重視さ

れているが、その以前は客観主義的な観点が重視され、知識はすでに固定されているもので歴

史性からはなれた客観的な状態であると考えられた。 

教科書観も上述した二つの観点に沿って考察できる。客観主義からみる教科書観では教科書

は絶対的な真理として考えられ、教育の内容も教科書という媒体に限られていることから教科書

への依存度が高い。また、学校教育の内容を選択することは学習者の意思とは別に権威体制に

                                           
70 Dale H. Schunk Learning Theories: An Educational Perspective, Prentice Hall, 2007. 강명희 외「개

인의 지식창출과정 분석을 위한 사례연구」『교육공학연구』17-2 2001、4頁から再引用。 
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よって一方的に決められることが多いということから近代の公教育においては採択された教科と

その内容は需要者の必要ではなく、供給者の判断によって選択•組織されるべきであるというのが

原則であった。反面、構成主義の教科書観からは教科書を学習するのではなく、‘教科書のテキ

ストを読む’こととして学習者が教科書のテキストを解釈できる能力を強調する。71 

一方、人間の思考と知識の「存在拘束性」72に基盤して思考構造と社会構造の相関関係を研

究する学問である知識社会学では、人間は自分が所属した集団の思考類型に従って思考したり、

時には他集団の思考類型と対立して思考するのが一般的であるため、思考は本質的に集団的

であり、社会的な活動であると考えられている。このようなことから学校で授けられている知識と思

考体系も、その観念や知識体系を支えている社会的、歴史的な脈絡との関係を通してどのような

意味が含まれているかを検討する必要があると見られている。73 

「学校知識」の生産と供給の場である学校が社会構造の中でどのような機能と役割を果たして

いるかについて多くの学者からの異論が存在する。まず、T.Parsonsは成就の価値を学ばせ、成

就による分化を機会への平等原理として認識させることにより、社会的価値と規範を内面化させ

る場が学校であるとし、学校は社会構造の一つの部分としてその均衡と存続のために機能すると

見た。74 これに対し、S.BowlesとH.Gintisは学校教育を資本主義の経済構造に対応させ、経済

構造及び階級関係構造の再生産に寄与することで資本主義的な秩序を維持し存続させると見

た。75  

P.BourdieuとB.Bernsteinなどは教育が物質的な土台から影響は受けているが、直接的につな

がっていないとみており、教育を主にイデオロギーの領域と関連つけた。P.Bourdieuは学校が支

配集団によって‘任意で’選択された支配集団の文化を客観的なものとして規定して教えることで

文化資本（cultural capital）76の分配構造を再生産し、それは社会構造の再生産に寄与している

                                           
71 신미나『객관주의인식론과 구성주의인식론에 기초한 교육관 비교연구』（淑明女子大学大学院修

士論文）、2002、17-43頁。 
72 知識社会学は広義の知識（認識、思想、意識、知的所産、文化的上部構造）と社会的存在との相互関

係を究明する社会学の一分野であると定義される。マンハイム（Mannheim）は、このような広義の知識が

社会的存在に制約されるあり方を〈存在拘束性〉と呼んだ。福武直 監修、徳永恂 編、 『社会学講座1

1、知識社会学』、東京大学出版会、1976、1頁。 
73 李英孝「교실역사지식의 내용과 형식」『歴史教育』59、1996、30頁。 
74 T.Parsons The School Class as a Social System Harvard Educational Review 29, 1959. 李英孝 

前掲書、25頁から再引用。 
75 S. Bowls and H. Gintis Schooling in Capitalist America, Basic Books, 1976. 李英孝 前掲書、26

頁から再引用。 
76 P.Bourdieuが指す‘文化資本’とは支配的な集団のスタイル、言語、文化的な傾向性などは学校で成績

として切り替えられ、結局彼らの優勢が維持されるという意味である。 李英孝 前掲書、26頁から再引用。 
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と見た。77  

M.Appleは、学校教育は基本的に不平等の創出の機制であり、学校が不平等な構造に合わ

せて学生を選抜、準備させ、階級関係を再生産する役割を果たしているにもかかわらず、教育の

機会は資本や雇用の機会より一層平等に分配されていると見た。78 

 つまり学校の機能と役割について観点の差は存在するが、社会的な価値と規範を内面化する

役割を果たす一方で、学校で生産される学校知識は、その社会の支配集団が規定した知識体

系を反映していることから支配イデオロギーの影響を強く受けていることがわかる。さらにこの学

習知識を通して知識体系と思想が集団化していくのである。 

このことから学校で実際にどのような知識が教われているか、どのような知識が社会的に正当

な知識として考えらているかという問題は学校の文化的、経済的、政治的な位置を理解する上で

重要性を持つ。特に、学校の教育課程に込まれているイデオロギー的な内容を明らかにすること

に関心が寄せらえているが79、指導書に反映されているイデオロギー的な内容にも関心を向ける

べきである。このイデオロギーが最も表面的に出されているのは教師が参考する指導書又は解

説書である。指導書には教科書におさめられている知識の意図が明らかに提示されるからである。

特に指導のために参考文献が現在のように多様化していなかった近代においてはその指導書

に対する依存度が一層高かったと推察できる。 

一方、現代社会において教科書はマスメディアの氾濫のなか、伝える内容と適時性において

限界を持っているが、時代を近代まで遡るとその時代の教科書は特に近代国家の正当性を作り

出すイデオロギー装置として働いていたと見なせることから、授業において大きな役割を占めて

いたことは想像に難くない。日本の場合、第2次世界大戦後すぐにGHQにより教科書の回収がな

されたことを考えても、教科書が学校教育において影響力をもっていたと見なしうる。80 

現代でも活字化した教科書に対する社会の一般的な信頼度は高いと言える。生徒にとっても

教科書は常時所有しており、必要な場合に活用しやすい学習媒体である。さらに教科書は、ある

社会や国で通用される規範と価値体系及び法的な枠の中で叙述される。そのゆえ、その社会の

                                           
77 P.Bourdieu＆J.Passeron、trans.by R.Nice Reproduction in Education, Society and Culture, Sage, 

1977. 李英孝 前掲書、26頁から再引用。 
78 Michael W. Apple Teachers and Texts, Routledge, 1986; Martin Carnoy and Henry Levin Scho

oling and Work in the Democratic State, Stanford Univ. Press, 1985, 24項。 李英孝 前掲書、26

頁から再引用。 
79 Michael W. Apple Education and Power, Routledge, 1995.  
80 近藤裕幸 『わが国旧制中学校の地理教育成立過程における地理学研究者の役割－地理教科書の分

析を通して－』（早稲田大学大学院教育学研究科博士論文）、2005、6頁。 
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倫理及び法的に通用する価値などが直接·間接的に含まれているわけである。81 

このようなことから教科書に記されている他国に対する情報は、支配イデオロギーが規定した

知識であり、一般化された集団的な知識でもあるといえる。その知識を通して形成される他国認

識は集団化·定型化していくのである。 

 

第２節 教科書を通した他国認識形成 

 

前節では、知識を習得する過程が‘存在拘束性’に基盤すること、「学校知識」もその社会を支

配する観念や知識体系を支えている社会的、歴史的な脈絡との関係であること、支配イデオロギ

ーが規定した知識体系を支える学校知識が創出される場として‘学校’もその社会の文化、政治

的な影響下であることを明らかにした。 

このことからある社会が学校知識として共有している他国に対する認識は、その社会の思考類

型に従って特定の認識から形成される可能性が高いと推察できる。本節では、前節での考察を

土台に、教科書とステレオタイプとの関係を設定し、教科書情報を通してステレオタイプ化された

他国認識が集団化されていく過程を考察する。 

 

第1項 ステレオタイプとは 

固定観念と同義であるステレオタイプは、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となった。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。Lippmann

によれば、我々は特定の対象を認識する際、客観的で価値中立的な経験と知識によって思考を

行うのではなく、対象について持っていた個人の主観的な表象とフィルタを通して認識するという。

82 彼はまた、「文化が既に定義したものを選び、それを私たちの文化によってステレオタイプ化さ

れた形で知覚しがちである。」83と指摘し、つまりステレオタイプの問題は、一度形成されるとそれ

に合った情報のみを選んで認知し、情報を歪めて取り入れてしまうため、事実の正確な把握を難

                                           
81 마석한 「역사교과서와 교과서분석」『実学思想研究』第9号、1997、244頁。  
82 花光里香 外 「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

英語教育教育』紀要18、2013、110頁；박재영「역사적 스테레오타입연구의 현황과 전망」『歴史学

報』198、2008、355頁。 
83 W. Lippmann Public opinion, BiblioBazaar, 2007, 73頁。花光里香 外 前掲書、110頁から再引用。 
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しくすることにあると述べている。84 

一方、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、世代から世代へと伝達される一方、ステレ

オタイプの耐性と長い持久力にも関わらず、長い時間の流れの中で新しく再構成されることもあり、

意味内容が変わることもあるという。 

またステレオタイプの社会的·心理的な機能はステレオタイプの対象との脈絡から理解される。

ある集団の構成員は同一したステレオタイプを共有しており、これを通して‘我々’という感情が派

生する。すなわち特定の社会集団のステレオタイプは共同体で一致する傾向があり、このような

ステレオタイプは同一した感情、同一した内容として共有するものである。これと同時にステレオ

タイプは‘自我’と‘他者’との間の差別した境界を強調し固定化するのである。85 

 このようなステレオタイプの属性について丸山真男も‘イメージの一人歩きの問題’として取り上

げた。丸山は‘我々が現実と離れたイメージという厚い層の世界に生き、多くの人がそれを頼りに

物事を判断して行動し、イメージがどんなに間違っていようとも、そのイメージが新たに作り出す

現実、イリュージョンをより一層リアルな現実として受け止める’ と指摘した。86  

 つまり、ある対象を認識する際、個人の主観的な表象とフィルタを通すという‘ステレオタイプ化’

された形態で知覚することで、情報や事実を歪めて取り入れる傾向があり、さらに集団構成員も

同一したステレオタイプを共有するということである。このような現象は前節で取り上げたように人

間の思考は本質的に集団的で社会的な活動であるという‘人間の思考と知識の存在拘束性’と

同一戦上にあるといえる。 

 

第2項 ステレオタイプと教科書 

前項ではステレオタイプの形成過程とステレオタイプの集団化という属性について確認した。

本項では、人間が知識習得過程においてもっとも基本的かつ一次的な媒体が‘教科書’であるこ

とを前提とし、教科書がステレオタイプの形成にどのような影響を与えているかについて考察する。 

 ステレオタイプは日常で起こる社会化と教育、家庭、学校、大衆媒体、広告などを通じて生成·

波及される。ステレオタイプ研究の特徴と方法論に精通したドイツの学者、Hans Henning Hahn87

                                           
84 花光里香 外 前掲書、110頁。 
85 박재영 前掲書、370頁。 
86 山本美津子「言語教育の教科書におけるステレオタイプ化について」、『JACET Kansai journal』 15、2

013、92頁。 
87 ステレオタイプ研究は、1922年以来、約80年という比較的に短い歴史を持っている。ドイツの場合、歴史

的ステレオタイプ研究において注目を浴びるような研究成果を出しているのがニダージャクセン州にある
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はステレオタイプ化された認知の仲裁者として、メディア媒体だけではなく、ことわざ、格言、文学

テキスト、歴史書、料理書、行政官庁の指令、出版物、百科事典、旅行書、建築、風刺挿絵など

多様な形態の分析対象を紹介している。88  

  Hansは、ステレオタイプは自我と他者に対する知覚が客観的であるのままの実体と同様のも

のであるというより、対象を認識する主体の認知的·感情的な要素による固定観念と偏見というフィ

ルタを通した結果物であるとみた。そのため、歴史的なステレオタイプを研究する際に、何を分析

対象として選択すべきかという問題に出会うことになるという。歴史的なステレオタイプ研究の分

析対象は通常的な史料の領域以外にも旅行記、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る。このように拡大した対象を分析することで、

現在まで社会の底辺に持続的に影響を与える表象、固定観念の実体を究明することができると

述べている。89 

 ステレオタイプという固定的なイメージが生成される傾向は、幼少期に知識として取り込まれたり、

個人の経験やマスメディアなどを通して社会システムの中で強化されたりしながら、私たち誰もが

必然的に持ってしまうものである。90 特に幼少期及び青少年期においてステレオタイプに大きい

影響力を及ぼす媒体は様々である。絵本、子供向けの雑誌のような読物、絵葉書など日常生活

で身近く接せられるものも重大な影響を及ぼすが、学校教育の主な媒体である教科書を通して

得られる「学校知識」も注目される部分である。山本氏は‘アラスカ’に対するステレオタイプを研

究したが91、いつでも自由にアクセスできる情報の中で暮らす現代の日本の大学生が持つアラス

カに対するステレオタイプ研究で、彼らが得たアラスカに対するイメージや知識の出所は、「マス

メディア」の影響に次いで「教科書や学校での授業」であったことを明らかにした。 

この研究は教科書がいまなお他国へのイメージ形成に重大な影響を与えていることを示して

いると言える。メディアが今のように普及されていなかった近代において教科書が他国イメージ形

成に果たした影響は一層大きかったことへの推察は難しくない。 

 このように教科書の内容が他国認識を形成する過程で重要な影響を与える可能性があることが

明らかになっているが、教科書の構成要素、すなわち言語的な媒体であるテキストと視覚的な媒

                                                                                                                               

オルデンブルク大学の史学科が中心となった‘歴史ステレオタイプ研究会（Die Arbeitsstelle ‘Historisc

he Stereotypenforschung’〈AＨS〉 am Institut für Geschichte der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg）がある。この研究会は設立から現在まで歴史的ステレオタイプ研究方法論の正立のための

模索を行い、具体的な事例研究も積極的に発表している。박재영 前掲書、362頁。 
88 同上書、368頁。 
89 同上書、373頁。 
90 山本美津子 前掲書、93頁。 
91 同上書。 
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体である挿絵がステレオタイプに及ぼす作用は、その受容過程が相異に表れる。特に、挿絵は

教科書内容の理解を深化させるだけではなく、時には文章で説明が難しい内容を補う機能も果

たしており、文章での説明より視覚的に認知させることから学習者の興味を引き出し、長く覚えさ

せる役割も果たしている。挿絵を含む図像が与える‘直感’の原理は、近代教授法においても不

可欠なものであると見られていた。92 

 

書物の挿画は、読者に深い印象を与へるもので、文章よりも永く頭に残ることがある。（中略） 即ち

先づ挿画は、児童の興味を喚起して、情操教育に資することが多い。次に挿画によって、児童の知

識を的確にする上、時には本文に記述せぬ事実をも、挿画によって、諒解せしめることが出来る。

尚ほ、挿画を直観させ、又説明をかへることによって、幾多の教訓を児童に与えて、徳性を涵養す

る効が頗る大きいのである。93 

 

以上、ステレオタイプの属性、ステレオタイプ研究の分析対象の中に教科書が含まれること、そ

して教科書がステレオタイプ化において重要な影響を及ぼすことについて確認した。さらにステ

レオタイプ形成に与える教科書の構成要素として図像があげられること、そして図像が人に直感

的なイメージとして刻印されることで、ステレオタイプ化に深く関与するメカニズムについて確認し

た。 

教科書が集団的なステレオタイプの形成において、一定の影響を及ぼすということは、その教

科書を製作をする主体が広めようとする知識は－しかしこの知識と思考体系は厳密にいうと‘知

識の存在拘束性’に基盤したものであるが－支配イデオロギーによって規定されたものであると

いえる。つまり‘支配イデオロギーが規定する思考体系と知識→集団化された思考体系と知識→

教科書で代表される学校知識への投入→ステレオタイプ化’が循環されることで、教科書を通し

てある対象へのステレオタイプが生産される側面と拡大·再生産される側面が共に見られるのであ

る。 

                                           
92 今井康雄「教育において伝達とは何か」『教育哲学研究』97、教育哲学会、2008、124‐148頁。 
93 藤岡繼平、『挿絵を中心とする国史教育；尋常小学国史挿画の開設と其の精神』目黒書店、1938。香曽

我部 秀幸、「明治大正期の小学校教科書における挿画の考察：歴史·修身·国語教科書に描かれた英

雄像（その1）」『教育専攻科紀要』10、神戸親和女子大学、2006、43-55頁から再引用。 
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第２編 近代日本における韓国表象 

 

第3章 近代日本における韓国をめぐる言説 

 
本研究では、近代日本における支配イデオロギーがいかに韓国と関わる知識体系と思想形成

に影響を及ぼし、韓国がどのように表象化されているかを教科書を通して考察することを目的とし

ている。そのため、優先的に支配イデオロギーが韓国と関わる認識をどのように規定しているかを

確認する必要がある。 

この必要性から本章では近代日本における韓国をめぐる言説について考察する。言説の事典

的な意味は「意見を言ったり物事を説明したりすること」94であるが、1960年代以後、ミシェル·フー

コーの言う「特定の社会的·文化的な集団諸関係に強く結びつき、それによって規定される言語

表現、もの言い」の含意が加えられた。それを受けて、今日「言説」（discours）は、ある「もの言い」

の文化的、社会的文脈の意で使われることが多いという。95 このことから韓国をめぐる言説は‘韓

国と関わることを文化的、社会的な文脈から説明したり意見を言うことである’と定義できる。 

言説の理論に関する研究は多様な観点から行われているが、社会学的な傾向を持っている学

問分野では社会的な脈絡を考慮すべきであると見ている。その中で、言説とイデオロギーとの関

係についてAlthusserは、イデオロギーが言論を始め、宗教·教育·家族·法律·政党·労組·文化など

のイデオロギー的な国家機構という物質的な実体の形態として作動すると分析し、言説がイデオ

ロギーに従属された直接的な道具となりうることを提示した。96 

一方、近代期の知識人は雑誌と新聞などを通して社会の変容と状況について受容又は否定

する行為を見せてきた。このような行為は単に、個人の立場を表明すること以上の意味を持つも

のである。オピニオンリーダーとしての近代期の知識人はメディアと受容者との間に介入し影響

力を及ぼしたからである。97知識人を筆頭とするオピニオンリーダーによって発表される言説はそ

                                           
94 デジタル大辞泉の解説、出典：小学館 
95 知恵蔵2015の解説、出処：井上健 東京大学大学院総合文化研究科教授、2007。 
96 Althusser, L. Ideology and Ideological State Apparatuses Lenin and Philosophy and other Essay, 197

0. 이영윤『지역언론의 담론 및 생산구조 분석』(済州大学校大学院修士論文)、2011、7頁か

ら再引用。  
97 コミュニケーション学におけるオピニオンリーダーに関する研究は、Lazarsfeldなどによって初めて紹介さ

れており、オピニオンリーダーに関する殆んどの研究では大衆媒体と一般受容者との間で情報を伝播し

影響力を及ぼす主体として見られている。Katz E. & Lazarfeld P. F. Personal influence: The part pl

ayed by people in the flow of mass communications, Free Press, 1955. 최윤정 「온라인 커뮤니

티 속 오피니언 리더 집단 검증」『韓国言論学会』53-4、2009、373頁から再引用。 
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の受容者の認識形成に重要な影響を及ぼしており、これらの言説は支配イデオロギーを伝播す

る機能を果たしてきたこともある。 

このような言説と支配イデオロギーとの関係を念頭に置きながら、本章では近代日本における

韓国をめぐる言説について考察する。言説はそれを主導する者の認識の表出であるとみることが

できる。即ち、近代日本社会における韓国をめぐる言説を考察することは、当代の個人又は集団

の韓国認識、韓国観を明らかにすることであるともいえる。 

本章では、近代日本における韓国に関わる言説の変容、一般化されていた言説、そしてそれ

とは対照的に小数の知識人によって形成されていった言説で、韓国を異なった観点から認識し

た事例も取り上げ、当時の韓国をめぐる言説の実体を考察する。このような考察は、次章で取り

上げようとする‘支配イデオロギーが投入されたオピニオンリーダーが主導する認識の教育現場

での投入様相’を明らかにするためにも必要なプロセスである。 

 

  第1節 韓国をめぐる言説の変容 

 

近代日本における日本人の韓国認識に関する研究は幅広く行われた。その中で旗田巍は韓

国観の原型を考察しているが、彼は近代史学者の韓国観である「日鮮同祖論」が長く日本人の

思考を支配してきたと述べている。98 この「日鮮同祖論」は、明治以後、日本が帝国主義化して

いく過程で、特に韓国支配期においては、日本の韓国侵略の有力の観念的支柱になったと旗

田は指摘している。 

南富鎭は近代日本における韓国人像の形成過程を時代的な要請に観点をおいて韓国認識

が変容したことを明らかにした。明治初期には否定的な韓国·韓国人像が支配的であったが、併

合以降は美徳要素を示す韓国人像も登場するようになったという。それは「日鮮同祖論」を基に

する植民政策により、一方的に否定されていた韓国像と植民政策との両立が不可能になったか

らであると指摘している。99 

  このように近代日本における一般的な韓国認識は否定的な側面に傾いていたといえる。江戸

時代の国学者が中心になって日本の建国神話、すなわち、神皇正統記などの記録で太古の日

本の神と天皇が韓国を支配したという説話に基づいて日本の優越な地位を主張したのが日本人

の韓国観の原型になっているのである。100  

                                           
98 旗田巍 『日本人の朝鮮観』 勁草書房、1974。 
99 南富鎭 『近代日本と朝鮮人像の形成』 勉誠出版、2002。 
100 日本人が朝鮮にいって朝鮮人になり、日本の神が朝鮮にうつって朝鮮の神になり、また日本人や神が
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幕府末期には外勢による圧力と危機感から韓国観に大きな変化が起こるようになる。吉田松陰

の思想を基に国防の充実とアジア進出の必要性に関わる論議が起こる中で、韓国への攻略が主

張されるようになり、明治初期は「征韓論」が政府首脳部で現実性のある政策論として発展するよ

うになる。 

一方、 近代日本人の思想形成と意識に大きな影響を及ぼした福沢諭吉は「脱亜入欧論」を

主張し、それにより韓国と中国への否定的な認識は広がっていくが、彼は文明史観の同一線上

で「野蛮文明の別」にもとづいて人種と民族の類型を確定した。101 韓国は中国の属国として‘未

開’の状態であり、このような表象は学術的な、評論的なテクストのなかに配分されるとともに、テ

クスト関連の中で参照されることで実体化されていくことになる。102 つまり韓国の未開な表象は

多様な媒体の形態で反復·再生産されていったのである。 

韓国認識において重要な影響を及ぼした人物として福田徳三もあげられる。福田の韓国経済

に関する研究は大きな影響を与えたが、彼は韓国の政治組織·土地所有関係·商業機構·工業形

態などを検討したのちに、韓国経済の著しい後進性、その後進性の根源として、封建制度の欠

如を指摘し、韓国の現状は日本でいえば封建制度が成立していなかった藤原時代の段階に相

当すると主張した。さらに韓国は封建制度成立以前の極めて幼稚な段階にあるから、近代社会

への自主的発展は望めないと評価した。しかしこれが後の研究に及ぼした影響は大きく、大正·

昭和の日本人の手による韓国経済史の研究の多くが、彼の論文を出発点とした。103 

一方、日本人の韓国への渡航が増加する1880年代に入ると、韓国に対して観察する機会も増

加し、日本にその情報を発信する機会も共に急増するようになった。日清戦争を前後にして、目

につくほどに急速に登場した日本人旅行者による韓国旅行記は日本人の韓国のイメージ形成に

も大きな影響を及ぼした。104 日本人の韓国旅行記が出版物として登場するのは1890年代に入

ってからであり、日清戦争の前後の時期である。これらの韓国旅行記で最も目に入るのは韓国人

が不潔であるという印象の記録である。日本人の旅行記でもっとも古いと見られている東邦協会

の『朝鮮彙報』に収録されている2件の朝鮮紀行文には、‘朝鮮人は不潔と清潔の区分をしない

                                                                                                                               

朝鮮の国王や建国神になり、朝鮮人は日本に投降·帰化して日本人になり、天皇の世になると神功皇后

が三韓征伐をして朝鮮を臣従させたなど、朝鮮は太古から日本に服属していたという。さらにこの歴史認

識が根底にある『国史眼』は、小学校や中学校の日本史教科書の手本となり、そこにしめられた日鮮同

祖論的歴史認識は全国の生徒にうえつけられた。 旗田巍 前掲書、36-38頁。 
101 姜尚中 『オリエンタリズムの彼方へ』 岩波書店、2004、104頁。 
102 同上書、105頁。 
103 旗田巍 前掲書、34-35頁。 
104  박양신「明治시대(1868-1912)일본삽화에 나타난 조선인 이미지」『정신문화연구』28-4、2005、

317頁。 
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人種である。’と言及し、その不潔像が並べられている。105 このような衛生に関する言説をはじめ、

いわゆる‘文明史観’から韓国の風俗、社会像を描写し、評価する種の書籍は一般大衆に多く読

まれていくようになった。  

南富鎭は個別の判断的なものにすぎなかった明治初期の韓国人像が国民性の形で大きく総

体化されていくのは日清戦争以降のことであるとみた。106 日本国内の情勢としては、日清戦争

の勝利で日本は新しいアジアの盟主としての自意識が形成されるようになる。この自意識の異面

にあらわれたのが従来のアジア的な封建主義に対する蔑視であり、このようなアジア観の大変換

により従来の韓国·韓国人像も変容したという。 

さらにこの時期になると韓国民族性に対する論議が、以前の印象主義的な性格107から漸次的

に体系性を整い始め、過去の歴史と文化を論拠として提示しながら民族性自体を普遍的な要素

として把握する態度を見せ始めるようになる。このような論議は、最初は主に政治的な無能と腐敗

を問題化しているが、漸次的には韓国人の無能な歴史的な原因を追跡する方式に変化していっ

た。このような論理は植民史学者が主張した停滞性論や他律性論と同一した論理線上に置かれ

たのであるが、時間が経つにつれて韓国をめぐる言説は教育、衛生、風俗、政治、風土などに分

化しながらその論理は精巧に体系化を図る様相を見せるようになった。108 

一方、韓国併合以後は、既存の韓国観に一部変化が起こる。韓国併合という政治的な変化を

意識し、既存では韓国人と支那人を同一視する傾向を見せていたのが、併合以後になると両民

族間の性格·気風の差異は非常にあるとされ、むしろ韓国人を日本人側に寄せ付ける傾向を見

せることもある。109 次のような記事からその変化がわかる。 

 

支那人の方は不潔を好み、不変化を好むと云ふ程でなくとも少くも厭はない。然るに朝鮮人は清潔

を好むといふ点に以ては少々如何であるが、変化を好むと云ふ点に於ては、支那人よりも余程よく

日本人に似て居る。110 

 

このような併合以後の韓国·韓国人像の変化は、「日鮮同祖論」を基にした同化政策によること

であるといえる。南富鎭は併合以後の韓国人像の変化を‘政策的な建て前としての変化’と言い、

                                           
105 박양신 「19세기 말 일본인의 조선여행기에 나타난 조선상」『歴史学報』177、2003、105-130頁。 
106 南富鎭 前掲書、9頁。 
107 日清戦争以前は単純旅行記や体験記を中心に散発的かつ断片的な印象記が主に提出される傾向が

あった。 
108 이선이 「일제강점기 한국과 일본의 조선민족성 담론 비교」『비교한국학』10-2、2008、453頁。 
109 南富鎭 前掲書、40頁。 
110 鶴原定吉 「併合後の朝鮮統治問題」『太陽』1910.10 
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同化政策と日鮮同祖論という論理が浮上すると、従来の韓国人像と正面衝突することになること

から韓国民族の後天性論が主張されたと見ている。111 

 

第2節 分化·一般化された言説 

 

 前述しているように日清戦争と日露戦争を経てから韓国をめぐる言説は分化されていく様相が

あらわれる。民族性をはじめ、教育、風俗、衛生、歴史、風土、植民地経営による変化の様子に

至るまで韓国に関する記事が雑誌、新聞などの言論媒体を通して発表され、これによって韓国を

めぐる言説が形成されていった。 

 本節では、教育雑誌の記事を中心に韓国をめぐる言説を考察する。近代における教育雑誌は

教育政策や学校教育などの‘教育に関する’情報を取り扱っており、学校教員や教育学研究者

を主な対象とした雑誌であった。112 教育雑誌におさめられている様々な情報は学校教員にとっ

て主な情報源となり、指導においても主な参考資料として活用された。このことから教育雑誌の記

事の分析は、一般的に拡散されていった韓国認識を確認することであると共に、支配イデオロギ

ーが投入された言説が教育雑誌を通して韓国をどのように規定しているかを明らかにすることで

ある。 

 

 第1項 民族性 

韓国の民族性は劣等民族として取り上げられることが多いのが実情である。最初の韓国民族

性は悪徳·未開·無気力·無能な気質として一貫されていた。このような民族性をめぐる言説が併合

以後になると同化政策と日鮮同祖論という論理が浮上することにより修正されていった。 

  民族性に関する言説は最も政策的な目的をもって形成されていった。前節でも述べているよう

に、併合の論理の根拠である「日鮮同祖論」が説得力を確保するためには既存の悪徳の民族性

を変容させる必要があったのである。このことから韓国人の気質又は気風として取り上げられてい

た欠点は先天的なものではなく、韓国の悪政が原因であると主張されるようになったのである。 

 

                                           
111 朝鮮人の様々な悪徳が先天的なものであるとすれば、それは同祖をもつ兄弟関係である日本人の性

質にもそのまま当てはまる。これを回避するために用意されたのが、朝鮮人の悪徳は先天的なものでは

なく、長い間の悪政と失政によって本来の性質が歪められたものという論理である。南富鎭 前掲書、38

-39頁。 
112 小林優太「‘教育雑誌’とは何か –教育辞典類·出版統計資料·教育ジャーナリズム史研究の検討を通

して-」『教育論叢』52（名古屋大学大学院発達科学研究科教育科学専攻）、2009、41頁。 
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政治家のもうしますには韓国の人民は人間と云ふよりは二本の足で歩くところの動物とした方が適

評であると書いてございます。(中略) 韓国にては生れてりより死ぬるまで医者にかかることをしない

衛生のことなどは少しも知らない故に人民は虚弱で殆んど病人でありさうなものであるに拘らず身

体が長大にして甚だ強健であることはちょっと考へると不思議のやうであるが是が即ち動物と云ふ

所以である。(中略) 韓国の人民は何等の趣味を有せず上下貴賎白い衣服を着て居る。如何にも

可笑しいさうして惰け者で遊ぶことばかり考へて居る。貯蓄心と云ふものは少しも無い。113 

 

 上記の記事は併合以前である1905年に発表された記事でその筆者の江原素六は教育者·政

治家である。この記事は『太陽』のような一般雑誌にも掲載されている。114この記事では韓国人の

健康な体質を動物に比喩するほか、怠惰の気質、貯蓄心の無さのような性向を一般化して述べ

ている。この種の気質を韓国人の一般的なものとする類似した記事を通して、韓国人の民族性は

規定化された言説として広がっていった。 

しかし、併合以後になると、民族性の問題点を指摘していた既存の傾向から相異した様相が

見られるようになる。次の記事からも分るように、否定的な民族性が生まれた背景として社会体制

の不合理性、政治の無能力を取り上げるようになる。 

 

予が此の多少の経験よりすれば、朝鮮人は世人の云ふ如き悪意のある人種ではなく、寧ろ実に穏

当な、懐き易い国民であると云ふことを断言するに憚らないのである。勿論、遊怠の気風が一般に

漲って居ることも事実であり、嘘をつく人間であることも疑ひはないが、然し之れは朝鮮人本来の性

質ではなくして、今迄の朝鮮民としては、又止むなき理由が存じて居ることを知らなければならぬ。

何が故に彼等は遊怠を好み、虚偽を何とも思はぬ人種になったかと云へば、第一是れ迄が朝鮮に

於いては私有財産の保護と云ふものが全然ついて居なかったのである。(筆者注:以後の内容は租

税制度の問題点を取り上げている)。115 

 

一方、韓国民族の美徳に関する言説も徐々に登場するようになるが、その背景として韓国併

合による心理的な余裕と植民地政策的な意図からつくり出された側面が強いとされている。116植

                                           
113 近代アジア教育史研究会 『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第1巻 龍溪書舎、1999、

350頁。(源出処:江原素六「韓国の外観と素教育に就て」『教育公報』300、1905。) 
114 この記事は1905年9月発行の『太陽』でも「韓国の教育につきて」という題目で発表されている。 
115 近代アジア教育史研究会 『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第2巻 龍溪書舎、1999、

72頁。(源出処:宇野重喜「朝鮮教育及び教育者の態度:朝鮮人の本質」『教育実験界』27-1、1911。) 
116 朝鮮民族の美徳として取り上げられている要素は、(一) 親を大切にする事、(二)長上を尊敬する事、

(三)血族結婚をせざる事、(四)未婚婦女の操行正しき事、(五)よく官庁の命令を導守する事、(六)隣保協
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民地政策的な意図というのは前述しているように「日鮮同祖論」の説得力を得るためにもあるが、

他方では、様々な韓国人の悪徳の側面ばかりが強調されると、そのような韓国に植民者として移

住しようとする日本人が誰もいなくなってしまう問題が起こる可能性があることから既存の悪徳で

暴力的な韓国人像とは異なる韓国人像が必要になってきたのである。117 

 

 第2項 歴史 

前項で取り上げたように、問題とされる韓国人の気質は先天的な属性ではなく、悪政と矛盾的

な社会体制により後天的に形成されたものであると見ており、固有な美徳の側面について関心を

向けることもあった。しかしこれは日本人の韓国への移住奨励という戦略的な目的が含まれてい

たことについて確認した。このように民族性をめぐる言説からは、韓国の統治体制、社会制度を

変えれば、問題化される民族性は改善できる可能性があるという見解を導くこともできると考えら

れる。 

このような民族性に対する見解は韓国歴史の展開と関連つけて考えられる。何故ならば歴史

の主体はその民族であり、その気質は歴史が展開されていく中で形成されていくからである。こ

のことから本項では韓国歴史をめぐる言説を考察する。日本が韓国の歴史展開をどのような観点

から認識·評価しているかを確認することで、統治能力、国家の発展能力をどのように解釈してい

るかが明らかにされる。 

古代から日本が韓国の優位であったという観点は、両国の歴史を語る際に背景として必ず登

場する要素である。特に韓国併合直後は、その必要性と正当性を確保するために、史学者を筆

頭に社会著名人士は、あらゆる分野における植民政策の方針について活発に寄稿し、併合に至

るまでの両国の関係史の中でその正当性を確かめようとしたのである。その正当性の根源となる

のは次の記事でも言及されている古代史における‘神功皇后の三韓征伐’である。 

 

東洋の形勢日に非にして、風雲益急なり、仰欧州今日の跋扈は、其暴横悪むべしと雖も、其由りて

来る所、豊に偶然ならんや見よ。古来我帝国の利権を阻害し、東洋の平和を撹乱せしものは、蓋し

長白の山麓、鴨緑の江邊ならん。史の示す所に従へば、景行天皇の御代、熊襲王化に抗し、仲哀

天皇に至りて已まず。之れ止た熊襲の強勇なるの故のみならず。新羅之れが御援をなすならん。

(中略) 神功皇后の建策にあらずや、されば皇后は新羅に到る。新羅王我が大兵の来るを聞き出

                                                                                                                               

同の風、(七)恬淡晏如なる事、(八)社交の辞令に巧なる事などがあげられている。南富鎭 前掲書、80-

83頁。 
117 同上書、36頁。 
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て降り（後略)118 

 

一方、次の記事のように古代において韓国は日本に文教を伝えるなど、日本の文化上に貢献

した歴史を取り上げることで古代史において一方的に優越な位置を強調する他の記事とは異な

る観点を取っている事例もある。しかしながらこのような文教における貢献は別のことで、依然とし

て日本に得られた益は少なく、‘日本帝国の厄介国’なる存在として認識している。 

 

韓半島は、我が外交史上の最旧国なり。古昔は樹木に富み、又白銀黄金に富みたる国にして我れ

を益し、又儒仏二教をも我れに傳へて、我が国の文化上、貢献したることは少からざるが如し。然れ

ども我れの益を得たるは實に少なくして、其の後韓半島は我れの持て餘まし国となり、以て今日に

至るまで、千数百年、韓半島は實に我が帝国の厄介国たるなり。119 

 

つまり古代から韓国は日本の利権を阻害してきた存在として見ており、このような見解は韓国

の国家運営の能力の不足、それによる韓民族の不幸、ひいては日本、東洋の平和に阻害となる

という形で発展·膠着化されていった。特に、次の記事は国定日本歴史教科書の編纂を主導した

歴史学者120として知られている喜田貞吉が発表したものであるが、日本歴史教育においてもっと

も影響力のある人物の韓国歴史に関するこのような思考体系はそのまま拡散されていったのであ

る。 

 

我が国は、古来屡々非常なる犠牲をも忍んで兵を動かすの止むを得ざる場合が少くは無かった。

古くは神功皇后の征韓、近くは日清日露の両大戦役の如き皆是れである。我が国は決して他の土

地を侵略して、自国の強大を図ると云ふ様な野心は無い。けれども、韓国が確かりとして居ないが

為に、韓民自ら不幸なるのみならず、更に我国の安寧を破り、東洋の平和を紊すに至ることは、到

底之を傍観するに忍びないのである。121 

 

 

 

                                           
118 近代アジア教育史研究会 前掲書(第1巻)、77頁。(源出処:河村竹三郎「韓半島」『教育時論』667、190

3、10。) 
119 同上書、150頁。(源出処:「対韓策」『教育時論』809、1907、10。) 
120 喜田貞吉「国定教科書小学日本歴史に就いて」『国史之教育』、三省堂、1910、321頁。 
121 近代アジア教育史研究会 前掲書(第2巻)、251頁。(源出処:喜田貞吉「韓国の併合と国史の教育」『教

育界』9-12、1910.10。) 
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 第3項 教育 

韓国を併合した日本では韓国における教育問題について様々な議論が行われた。その議論

の中で最も頻繁に登場するのが同化教育である。それは他民族を同化するのが新経験であるこ

とから、同化の可能性、同化教育の必要性、同化教育の具体的な方向、同化教育のための教員

の養成政策に至るまでその議論の内容は様々である。 

この同化教育についての議論は当然ながら忠良な臣民の育成という終結点に到達する。この

ような議論は特に併合初期に活発に展開されるが、韓国併合による韓国での抵抗に対応するた

めの教育について議論されることもあった。韓国併合の必要性と正当性を韓国の生徒に認識さ

せることの重要性を主張する記事も発表されるようになるが、次の記事は政治家であり、文部大

臣·帝国教育会長などを歴任していた鎌田榮吉が発表したものである。 

 

朝鮮人にして、此の併合の自然的結果なることを信ぜしめることが必要である。世が進歩すると共

に小区域の領土が大なる法に会して、共に強固なる国家を組織するは世界の大勢上、且つ人類の

平和、幸福を増進する上に已むべからざる当然の結果である。殊に歴史、言語の近き国は相寄っ

て大なる一の国体を形造り、其の中心に帰依してその存在を確立せなければならぬと云ふことを了

解せしむることが大切である。122 

 

 このような論理は当代の帝国主義的な思考に基盤したものであるが、政治指導者のこのような

思考が一般に広がっていくことで韓国併合は国際秩序に従った結果として認識されていたので

ある。一方、同化教育の成功の可能性を韓国の歴史の展開と関連つけて主張を展開する記事も

発表されるが、東洋史学者である白鳥庫吉は次のような記事を発表した。白鳥は韓国が独自的

な文化を発展させてきたのではなく、先進文化をそのまま吸収してきたことから、今後は日本の優

秀な文化を吸収していくと見ており、このことから同化し易い民族であると断定している。 

 

我国民が他国民を同化するということは新経験である。乍併其成功の予期は充分確実である。(中

略) 彼は同化せらるべき素質ある国民なるかといふ事を考へて見よう。一体朝鮮といふ国は文化

発達の点に於て、我国と同じ経路を取ったのであって、自国で発生した文化といふものが少なく、

古から支那の文化を伝へるを以て満足してをつたのである。(中略) 朝鮮では支那伝来の文化を

奴隷的に採用した。故に朝鮮の風俗などを見れば支那其儘のものもある。かく朝鮮人は他の優秀

なる文化を採用する国民である。而して従来の文化が優秀であったからして、彼等はそれを採用し

                                           
122 近代アジア教育史研究会 前掲書(第2巻)、70頁。(源出処:鎌田榮吉 「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、1911.1.5。) 
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たのであるが、今や我国の文化の優秀なることを知れば、則ち飜然従来の方針を変じ、我文化を採

用するに至るべきことは甚だ察知に難からざる所である。123 

 

 その外、教育の形態及内容に関しても議論が行われているが、実業教育を奨励するような意見

もあれば、実業教育よりは普通教育の拡張を通して皇国臣民としての資質を涵養することを強調

する意見もある。実業教育を奨励する理由として‘理屈好きな気質’であるため抽象的な理論は

避けるとしているが、結局は高等教育を廃し、普通教育を拡張する主張と一脈相通する部分であ

る。つまり、韓国人の教育においては忠良した臣民を育成することが最終的な目的であり、高等

教育•日本への留学の廃止に関する主張を通して日本の植民経営に妨げる要素は源泉的に排

除しようとする狙いがあったのである。 

 

実業教育の奨励：由来朝鮮人は極めて理窟好なるを以て今後朝鮮人を教ゆるには抽象的の理論

は成るべく之を避け専ら実際に適切なる実業教育の奨励を可とすべし。是れ独り朝鮮民族を矯正

しする良法なるのみならず、実に朝鮮国を富すの第一捷径なりとす。124 

 

朝鮮の教育は一変する必要あると共に、大に其普通学校を拡張増設して、少くとも朝鮮人を本国

民と同様に養育する事を、最も緊急の仕事としなければならぬ。即ち之れに向って全力を盡す為

には、高等学校を廃し、実業学校乃至外国語学校を廃するのも、敢て悪くはない。况して日本留学

生の如きは宜しく速やかに全廃して然るべしである。吾人は所謂普通学校の改革に就て、及び今

後の教育方針に就いて多少の意見を有する。125 

 

 以上のように、韓国の教育をめぐって形成された言説は、新植民地になった韓国における教育

方針として同化教育を強調し、韓国の生徒に併合の必要性を伝播すること、そして高等教育より

実業教育又は普通教育を奨励することの主張が中心であった。このことから韓国人を日本帝国

の臣民として養成し、今後、日本帝国の発展のために韓国人をどのように教育させて活用するか

という意図が含まれていたことが確認できる。 

 

 

                                           
123 近代アジア教育史研究会 前掲書(第1巻)、190頁。(源出処:白鳥庫吉 「日本は果たして朝鮮を感化し

得べきか」『教育時論』915、1910.9。) 
124 同上書、208頁。(源出処:水野練太郎 「新領土の教育」『教育時論』915、1910.9.15。) 
125 同上書、183頁。(源出処:喜田文学 「併後の朝鮮教育」『教育時論』914、1910．9。) 
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第4項  風俗  

韓国の風俗については多様な主題で取り上げられている。基本的な文化要素である衣·食·住

をはじめ人の通過儀礼である冠礼·結婚·葬礼風習を取り上げることは少なくない。その中で家の

様子、韓国人の衣装は韓国を旅行する人にもすぐ目に付く要素であることから、頻繁に取り上げ

られている。次の記事を見てみよう。 

 

一般に屋根の勾配が少ない。これは冬寒むいために屋根に土をおく。土をおくためには急勾配で

は土が乗らないといふやうなことから来た訳で、一般に勾配が低いのである。勾配の低く上に壁の

高さも低いと来て居たからまるで日本の小家である。（中略）韓国の家は粗末ではあるが、とこまでも

防寒的に工夫されて居る。韓国の家屋は、外観の美もなければ室内の装飾もない。/衣服の色は

白、淺黄、赤、緑、水色などである、着物に模様ものや縞ものは一切用ひない。皆無地である色物

のも僅かに子供の服に用ふる位である。従って模様や色に対する美感などいふものは少しもない。

126 

 

 この記事は「韓国旅行」という題目で発表されたもので、韓国の家と服に関して述べている。韓

国の家を冬の気候と関連させて説明しており、衣服についても模様や色を言及しているが、両方

とも美意識が全然反映されていないと評価している。 

この外にも韓国人の生活様子、慣習についても多く取り上げられているが、殆んどが文明化さ

れたという日本からみると前近代的な様子、後進的な状態として受け止められている。その中で

男尊女卑に関する記事も比較的に多く発表されている。 

 

男尊女卑は東洋一般の風習であるが、朝鮮は殊に此弊害が甚だしい。婦人は狭い暗い内房とい

ふ一室にのみ籠城して日々の業務としては只裁縫と洗濯とのみで男子の命令は綸言汗の如し

唯々諾々として命之れ奉せざるはなしといふ有様である。127 

 

このように韓国の女性がいかに差別·抑圧されているかを述べる記事をはじめ、女性が出かけ

る際に長衣を被る様子、冬の酷寒の日でも小河などで洗濯する女性の様子を描写するなど、韓

国の女性の辛苦な生活はよく登場する素材である。特に女性の出かける様子、小河で洗濯する

様子、頭に水かめを置いて歩く様子は写真や葉書などにも載せられて代表的な韓国の風俗とし

                                           
126 近代アジア教育史研究会 前掲書(第2巻)、351頁。(源出処:阿部山斗「韓国旅行」『教育研究』68、190

9。11。)  
127 同上書、60頁。(源出処:椚茂策 「新領土の風俗習慣」『教育実験界』26-11、1910。) 
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て広く知られている要素であった。このような風俗をめぐる言説は民族性とも関連させて形成され

ることもある。次の記事は雨の日には韓国人がどのように過ごしているかを描写している。 

 

朝鮮人と雨:朝鮮には雨が少いから偶に雨が降ると其日は満事を放擲して終日家の中に居る。降

雨の日は日で無いといふ考で児童は学校を欠席し人を訪問する約束があっても雨が降ると当然違

約の理由となる。128 

 

当時韓国人に対して怠惰、無気力という認識が広められていたが、降雨の日の様子を描写す

る上記の記事は韓国人の気質として知られている否定的な認識をより固着化させるに充分であ

る。このような視線は西洋の東洋に対するオリエンタリズム的な思考体系が日本においても韓国

に向かう視線として作動していたといえる。 

 

第5項 衛生 

衛生は文明の指標として認識される傾向があり、帝国主義的な支配を正当化する効果的な手

段とされた。韓国で衛生に関する論議が本格的に展開されたのは1900年代であり、衛生関連政

策の施行はそれだけ遅れることになり、韓国を訪れた外国人が残した記録文にも衛生観念がな

いと指摘した内容がよく発見できる。 

韓国における衛生状態は、日本でも韓国旅行記をはじめ、韓国の風俗、国民性を論ずる際に

も必ず登場する要素である。韓国民族の衛生観念の無さ、不潔な都市風景などは韓国を代表す

るイメージになってしまい、これは自然に韓国人·韓国文化が未開した状態であるという論理とし

て発展していった。 

 

今日の朝鮮人の生活程度は実に低くて不潔などといふ事は何とも思って居らぬ。元来河流の治水

法など不行届である。否寧ろ放任してあるのだから凡て其濁水を呑んで居るのだ。小便や大便など

が交ざって居っても一向平気である。京城あたりでも一寸横町へはいると大小便は到る所、路の真

中に一面である。129 

 

この記事は「新領土の風俗習慣」という題名で発表されたものであるが、この種の記事には汚

                                           
128 近代アジア教育史研究会 前掲書(第1巻)、204頁。(源出処:「東西南北:朝鮮雑談」『教育時論』915、1

910.4。) 
129 近代アジア教育史研究会 前掲書(第2巻)、59頁。(源出処:椚茂策「新領土の風俗習慣」『教育実験界』

26-11、1910.12。) 
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染された水を飲用する様子、路の不潔さ、沐浴しない習慣、主婦が非衛生に食事を用意する様

子が描写されている。これを通して韓国人の衛生観念がないことを一般化させている。 

衛生に関する論議は韓国を訪れる日本人に‘警告’という形で衛生に注意を払うべきこととして

語られることもある。「満韓修学旅行者に警告す」という題名で次のように修学旅行者に満韓旅行

の際に衛生に注意することを記すほど、韓国の衛生観念をめぐる言説を通して韓国は未開国と

して捉えられていたのである。 

 

唯ここに注意を要するは衛生の困難なる事にして、旅行者が単に内地に於いて二三泊の修学旅行

を為すが如く、此の挙を容易視し、其の愉快なるべき事のみを想像して、深く衛生上に注意すると

を怠らば、其の所期を達し得ざるのみならず思ひがけなき失敗を招くべき事明がなり。130 

 

第3節 韓国における非主流の言説 

 

前節では、日本で主流の言説として広められていた韓国の民族性、歴史、教育、風俗、衛生

に関する認識を中心に考察した。諸分野において否定的な面が浮き彫りされていたことは各記

事の内容からも確認できた。 

ところが、韓国をめぐる言説が否定的な側面に偏っていたのは事実であるが、韓国の美意識を

通して深い理解を表していた柳宗悦をはじめ柳宗悦の友人で、韓国の文化芸術に関する研究

者である淺川巧、韓国を視察して植民統治の不合理性を認知し、韓国人との交流を通して韓国

への認識を深めようとした吉野作造など、韓国認識をめぐって多様な観点も存在していた。 

しかしながらこれらの観点から形成された言説は既に一般化されている認識を変化させるには

力不足であった。ところが、このような非主流の言説について確認することで、韓国をめぐる言説

の全体像が見られると考えられる。 

柳宗悦は韓国を22回に渡って旅行し、韓国の美意識を発見し、日本·中国における美意識と

の差異点を強調するだけではなく、新聞への寄稿を通して韓国の独立を認め、自立的な韓国人

の精神を認めるべきであると主張した。それは韓国の芸術とそれを生み出した韓国民族への限り

ない愛情と日本の朝鮮併合と同化政策に対する厳しい批判精神であった。131 さらに韓国をはじ

め他国を理解する望ましい方法は‘科学や政治上の知識ではなく、宗教と芸術的な内面に対す

                                           
130 近代アジア教育史研究会 前掲書(第1巻)、134頁。(源出処:「満韓修学旅行者に警告す」『教育時論』

765、1906.7。) 
131 丁貴連 「もう一つの旅行記‐柳宗悦の朝鮮紀行をめぐって-」『宇都宮大学国際学部研究論叢』15、20

03、1-14頁。 
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る理解'であると彼の考えを披瀝した。132  

柳宗悦が韓国の芸術に関心を持つようになった導火線であり、韓国の文化芸術の研究に心酔

した淺川巧の韓国認識については彼の日記と随想を通して確認できる。例えば、一般的に広め

られた韓国人の怠惰な気質について淺川巧は次のように述べている。 

 

朝鮮人はなまけものだと評する人があったらその人はこの三福を見たら即座にその評を訂正しなく

てはなるまい。俺はこの外にも勤勉な朝鮮人を多く知ってゐる。自分は朝鮮人の前途に望みを嘱し

てゐる。133 

 

 さらに浅川は韓国人の平凡な生活の中で韓国独特の美しさを発見し、次のように記している。 

 

道へ出ると美しく着飾った子供達が喜々として従来してゐる。朝鮮人の子供の美しさは又格別だ。

何となく神秘の美しさがある。今日は何となく朝鮮の天下の様な気がする。134 

 

長い間、韓国人と日常を共にしていた淺川は韓国に対する表面的な認識ではなく、具体的で

深みのある韓国観を形成していたのではないかと思われる。韓国の衣服が素朴でありながら美し

いことについて正岡子規は『仰臥漫録』でいくつかの記録を残した。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ったことがわかる。次の作品からも表れているのように正

岡子規が韓国の文物によせる思いは非常に好意的であり、それは政治感覚とは違った文化感覚

から生まれた思いである。135 

 

九月五日 雨 夕方遠雷 

午前 陸妻君巴さんとおしまさんとをつれて来る陸氏の持帰りたる朝鮮少女の服を巴さんに着せて

見せんとなり 服は立派なり 日本も友禅などやめてこのようなものにしたい 芙蓉よりも朝顔よりもう

つくしく 

 

十月一日 晴 

夜陸翁来る 支那朝鮮談を聞く 曰く支那の金持は贅沢なり 曰く北京のような何の束縳もなき処に

                                           
132 高崎宗司 「日本知識人の朝鮮紀行を読み直す(下)」『論座』116、2005、224-231頁。 
133 高崎宗司編 『浅川巧全集』 草風館、1996、124頁。 
134 同上書、20頁。 
135 木村一信·崔在喆 『韓流百年の日本語文学』 創栄図書、2009、59-63頁。 
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住みたし 曰く朝鮮にては白い衣を山の根方の草の上に干すなり 持統天皇の歌の趣あり 日本

人は昔朝鮮より来りしかの心持せり 

 

韓国の美意識については、韓国建築をめぐっても論じられている。1920年代前後は、古代朝

鮮の美術への関心が高まった時期となっていたが、そのきっかけになったのが建築史家で美術

史·考古学にも精通していた関野貞が編集につとめた『韓国建築調査報告』であるとされている。

これは、政府の命令で1903年6月から8月まで韓国に滞在しながら韓国の建築を調査し、その翌

年に調査したものを纏めたものである。この報告書は韓国の慶州に関することを本格的かつ具体

的に紹介している最初のものであった。関野貞はこの報告書で韓国の建築の美的価値を主に

「優美」においたのである。さらに考古学者である浜田耕作は関野貞の報告書に影響を受け、後

に慶州への旅行を通して実際に韓国の美術品に触れ、新羅の古い瓦の模様のなかに「優美」を

見出し、これは日本にも支那にも見ることのできない産物であると讃えた。136 

 一方、吉野作造は、併合以後、韓国を視察し韓国人との交流を通してその実状を記録し、『満

韓を視察して』を残している。この『満韓を視察して』を通して吉野の韓国認識をたどることができ

る。吉野は政治学者であることから、韓国での視察は遊歴ではなく明瞭な政治的な目的意識を

持っていたという。彼は‘朝鮮視察の主たる目的は、日本の統治に対する朝鮮人の批評を聞くに

あった’としている。137 

 当時、韓国併合について、韓国民族が日本との併合を希望したという見解が広がっていたが、

吉野は‘事実上は日本から併呑されたのである’ことを明らかにし、武断統治政策に対する問題

の提起、日本人と韓国人との平等な権利の保障の必要性を主張した。吉野は韓国の人から聞い

た植民統治に関する意見を記録し、望ましい統治方向を示している。彼の記録は、当時、美化さ

れていた韓国併合の論理について、併合による変化を現地の被支配者である韓国人民から直

接聞いて、改善すべき事項を記している。 

 

予は或る偶然のことから、相当の教養と見識とを有する二三の朝鮮人を知って居る。これらの人を

通して予は、朝鮮におけるいわゆる識者、殊に一般朝鮮人民の上に大なる精神的感化力を有する

階級の人々の中に、案外に日本の統治を有難く思わないものがあり、しかもこれらの人は、容易に

その意見を発表もせず、又決して日本人と接触することをも欲しないということをしばしば聞いて居

                                           
136 梁知英 「‘民芸’の成立と朝鮮の美の変化-柳宗悦の‘不二論’を通して-」『文学研究論集」24、2006、

162-163頁。 
137 高崎宗司 前掲書、224-231頁。 
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る。138 

 

上記の内容は『満韓を視察して』のはしがきに記されているが、植民地状態に置かれている韓

国人民の世論を取り上げ、韓国視察に意味を付与している。韓国人が語る不平、植民経営に携

わる日本人の思考を批判し、改造方向を提示する内容が登場している。 

 

土民に物質上の利益を与え又その開発を促す為にいかにいろいろの施設をしても、やりようによっ

ては却って有難迷惑に思わるる事もあるものである。この点について最も多く聞いた不平は、各地

方における〈道路の建設〉である。（中略） 道路の建設その事には固より朝鮮人になんらの異議は

ない。ただこれを建設するに要する土地の収容に、或は補償を与えなかったり、或は殆んど没収に

近き所置を取ったりするというので土民に文句がある。かつ又道路の建設の為には地方の土民は

ただで使われ、しかも下級の役人は官権を笠に着て、土民の都合いかんに拘らず、命令した日に

は必ず出て働けと迫ると不平を言うで居る。彼等は言う。「夫役という事は昔もあった。けれども昔の

官吏はさすがに地方産業の繁閑の時期を弁え、あんまり土民の迷惑にならぬような時を択んで夫

役を命じた。今日はそんな斟酌はない」と。かくて日本統治の横暴を唄うるのである。139 

 

 一般的に併合以後の韓国において、各種産業や施設面における変化を支配者側で述べる傾

向が濃く、施恵論的な要素が主に浮き彫りされる傾向があった。しかし上記の内容ではこのような

一方的で表面的な見方を避けて、その過程で行われた強圧な植民経営の実状を述べている。 

 

国民が全体として一般の文化に触れて来ると、国民全体の科学的理解力というものも、自ら非常に

進むものと見える。日本でも米提督ペルリの浦賀に来た当時は、我が邦人の知識も至って低かった

と見え、（中略）即ち当時の日本人の科学的知識というものは、人と鬼との区別を弁えなかったので

ある。これ専ら皆一般の文化に触れなかった結果である。これを以て国民の素質が悪いの、或は科

学的能力が国民性として本来欠けて居るのと速断することは出来ない。予は朝鮮人の理解力を以

て敢て日本人に劣らないなどと断ずるほどの積極的の根拠を持って居る者ではないけれども、ただ

一般の文化に触れて居ない今日の朝鮮人が著しく日本人に劣って居るからと言って、彼等を以て

全然日本人とは別種な劣等民であるかの如くに断定するの論には、甚だ慊焉たるものがある。140 

 

                                           
138 吉野作造著·松尾尊兊編 『中国·朝鮮論』、平凡社、1980、53頁。 
139 同上書、56‐57頁。 
140 吉野作造著·松尾尊兊編 前掲書、59頁。 
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 当時の一般的な認識は、韓国人について知的能力の不足、文明の程度の低さなどが代表的

であったが、上記の思考、即ち、一般的な文化－これは近代化過程で欧米から受容した文物を

意味していると考えられるが－に接する機会、又はその文化に接した時期は、民族の先天的な

能力と関わることではなく、さらに近代化以前の日本人においても同様な現象であったという論

旨の展開は当時の一般的な言説からは見られないことであった。 

 

 第4節 小結 

 

  本章で韓国をめぐる言説を考察した目的は、当時の支配イデオロギーが韓国をめぐる言説に

どのように投入されているかを明らかにするためであった。韓国認識の歴史的な変容の考察を通

して、帝国主義化していった日本が韓国侵略への正当性と論理性を確保するために『古事記』、

『日本書紀』の神話に基づいて古代期から日本が韓国より優越な地位であったということを強調

すること、文明史観に基づいて韓国を未開の状態であるという認識を拡散させていったことを明ら

かにした。 

 さらに民族性、歴史、教育、風俗、衛生のように分化された個別の言説についても教育雑誌に

発表された記事を取り上げながら考察した。特に、政治指導者、教育者、歴史学者のようなオピ

ニオンリーダーが発表した記事を通して、支配イデオロギーが反映された言説が形成されたと推

察できる。さらにオピニオンリーダーが発表した記事は、教育雑誌だけに限らず、一般雑誌を通

しても重複発表されることで、支配イデオロギーが投入されている主流の言説は当代の日本社会

で一般化·膠着化されていったのである。 

一方、韓国の美意識については、柳宗悦と淺川巧のような特定の芸術人が深い理解を示した

り、韓国の美への高い評価を論ずる発表もあった。そして政治学者であった吉野作造は韓国を

直接視察して植民経営の実情に関する調査内容を発表したり、日本社会で一般的な言説として

広がっている要素と実際に発見した要素との差異点について述べるなど、支配イデオロギーとは

距離をおいた観点を提示した。 

韓国の美意識においては、‘衣服の単調から美意識が無いとみる観点’と‘その単調から美し

さを発見する観点’が対照を成している。文化の受容においても、独自的な受容より‘中国文化を

そのまま受け入れたとみる認識’と建築芸術において‘中国と日本とは異なる独自的な美的水準

を認める評価’が対照を成している。韓国人の気質においても‘怠惰と知られている側面’と実際

には‘韓国人皆がその気質を持っているのではないという主張’のように相反した観点が見られて

いる。しかも併合以後、行われる開発政策においても強圧的な推進による韓国内での不満、財
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産権の没収などの問題点も取り上げられている。 

このように韓国をめぐる言説は相反していることが確認できるが、韓国を認識する全体的な像

から眺めると、より積極的に世論を主導し、併合をめぐる韓国政策により直接的に参与した政·官·

学界の人士が形成していった言説が巨大化していったと考えられる。 
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第4章 国語教科書と指導書から見る韓国表象 

 

前章では韓国をめぐる言説について教育雑誌に発表された記事を中心に考察した。その結

果、政治指導者、教育者、歴史学者などのオピニオンリーダーが主導する多くの言説には支配

イデオロギーが投入される傾向があることが明らかにされた。この考察を土台に、支配イデオロギ

ーによって規定された集団知識と思考体系が教育現場ではいかなる形で学校知識として教われ、

学校での知的活動を通して韓国がどのように表象化されているかを考察する。本章では国語教

科書と指導書に記されている韓国関連の記事を分析し、韓国がどのように表象されているかを考

察する。 

 

第1節 国語教科書研究の必要性と目的 

 

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。 

国語という教科のみに限られているわけではないが、各時期の教科書の構成、内容は当時の

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。 

 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持っていた。141 国語読本に収録された学習内容は

国語教育の目的を充足させるために様々な形式をとっているが、その中でも世界各国に関する

情報は‘手紙’、‘報告文’、‘紀行文’などの形式をとる特徴があり、これは国語教育を通した‘世

界観の拡大’とも深い関わりがある。他国には韓国、台湾、樺太、南洋州のように当時の日本の

植民地·委任統治地域·組借地も含まれているが、この場合、これらの地域に関する記事はいうま

でもなく‘帝国主義·国家主義の涵養’まで教育の意図が拡大された。 

 一方、 1903年から小学校を対象に国定教科書制度が実施されるようになり、国語の場合には

第1期国定国語教科書(1904年発行)から第5期国定国語教科書(1941年発行)まで5回にわたっ

て改定された。そして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。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。そして時代的にも教育に対する社

                                           
141 石田一正 「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、2012、175-204頁。 
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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のである。142 

 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生徒は同

一の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得する点から多くの時間

が与えられたが、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ことから教科書の内容

は当時の学生に重要な影響を及ぼしたといえる。 

さらに総合読本の性格を持っていた国定国語教科書の韓国関連記事には、前章で取り上げ

た韓国に関する言説からも影響を受けると考えられる。それと同時に指導書で提示されている指

導事項、指導上の参考資料などは教育を通して生徒に韓国をどのように認識させてきたのかをよ

り具体的に確認できる媒体である。 

このことから韓国をめぐる言説が指導書にどのように投入されており、その指導書を媒体に教

科書の韓国記述がどのように生徒に受け入れられ、韓国を表象しているかを考察するのが本章

の目的である。 

 

第2節 研究範囲と方法 

 

第1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。143 

第2期から第4期までは義務教育が6年と規定されていた時期で、各期の教科書は各学年2冊

で総12冊より成っている。第5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1期から第5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の中で、韓国に関して収録されている教科

書を中心に調べる。さらに韓国内容が記されている教科書の指導書の並行分析を行う。 

                                           
142 海後宗臣·仲新·寺崎昌男 前掲書、92頁。 
143 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 『日本教科書大系 近代編 第六巻 国語(三)』 講談社、1963、

620頁。 
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指導書は一般的に指導要項、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目的を取り上げている。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。 

指導書は教師と生徒を仲介する重要な媒体であり、その社会が規定した集団知識を生徒に伝

播させる媒体でもある。その集団知識はその社会に広がっている言説の投影であり、さらに支配

イデオロギーが規定したものである。このことから指導書の分析は教科書の内容だけでは把握し

得られない支配イデオロギーが投入された教育的な意図を把握することになる。 

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

4-1〉であり、韓国が取り上げられている教科書と指導書の目録をまとめたのが〈表4-2〉である。こ

れらの教科書と指導書が本章の主な研究対象となる。 

 

〈表4-1〉 各期における韓国関連内容 

    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。 

 

 

 〈表4-2〉 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 巻十一 

（第二期） 
- 文部省 1910 

教 

科 

書 

2 
尋常小学国語読本 巻八 

（第三期） 
- 文部省 1918 

3 
尋常小学国語読本 巻十 

(第三期） 
- 文部省 1918 
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4 
尋常小学国語読本 巻九 

(第四期) 
- 文部省 1933 

5 
尋常小学国語読本 巻十 

(第四期) 
- 文部省 1933 

6 
初等科国語 六 

(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 

 

研究方法は、一次的には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。分析において韓国を取り上げている各課別に主な内容、内容を構成する素材、教科書に

掲載された挿絵、そして指導書の指導事項又は指導の主眼点を総合的に考察する。この際、記

述内容と関係のある言説が指導書と教科書を通してどのように投入されて教われているかを明ら

かにする。このことから国語教科書を通した韓国表象に投入される支配イデオロギーの究明がで

きると考えられる。 

 

第3節 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4-1〉を見るとわかるように、韓国に関して扱っているのは第2期教科書

『尋常小学読本』（巻11）の「韓国の風俗」、第3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4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5期教科書『初等科国語6』の「朝鮮のゐなか」である。各課における教科書·指導

書の内容が韓国をめぐる言説とどのように相互連動しながら韓国を表象しているかを考察する。

144 

 

 

 

 

                                           
144 国定国語教科書は海後宗臣によって集大成された『日本教科書大系 近代編 第5巻 国語(二)』、

『日本教科書大系 近代編 第6巻 国語(三)』（講談社、1978）に収録している記事と挿画を参考してお

り、引用文の出処については同書を提示する。 
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第1項 韓国の風俗 

教科書  
〔第2期『尋常小学読本 巻十一』〕145 

指導書 

〔『尋常小学読本教授要鑑 

第六学年用、第三輯』〕146 

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。（75頁） 

‐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。（77頁） 

 

‘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。’という内容から始まるこの

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·地

域·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’147である。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1期

から第5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。 

次は‘第二に目につくのは白い着物である。’という叙述ではじまる韓国の衣服に関する内容

である。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、

                                           
145 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第5巻 国語(二)』 講談社、1978、223-224頁。 
146 佐藤富三郎 『尋常小学読本教授要鑑 第六学年用、第三輯』 平井平治、1910、75-77頁。 
147 デジタル大辞林(第三版)の解説参照 
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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付けて

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を述べて

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’を指摘していることである。まず、‘小馬’はこの課だけに限らず、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の

イメージを使っているものである。次に‘衛生に不注意である’という指摘であるが、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ひ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。 

 

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かるが、上記の雑誌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、これと比較できる特異の要素であることを伝える方式で説明している。すでに観

念化されている要素であることがわかる。 

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

地方の婦人がたまに外出する時には、うちかけの様なものをかぶって、目だけ出している。上流
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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。 

以上の内容が教科書の叙述であるが、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相違した風俗があるとして扱われている。この内容が収録

されている第2期国定国語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。この教科書の指導書『尋常小学読本教授要鑑 第六学年用、第三輯』148にはこの課を

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。 

 

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

共に吾人の新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。 

 

 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。 

 

・ 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を指導することであるが、情報源が今日のように多

                                           
148 佐藤富三郎 『尋常小学読本教授要鑑第六学年用、第三輯』 平井平治、1910、75-77頁。 
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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「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’という叙述があるが、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ることを伝えるという

類似した説明パターンの繰り返しである。 

 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報を与えているこ

とに違いはない。第2期の国定国語教科書の特徴の一つは‘地理的教材’の性格を持っているこ

とである。唐澤は‘このような地理的教材は、地理教科書の教材に比すると一層詳細で且つ活々

と描かれているから、当時の地理教科書が平板的でつまらないものであっただけに、これらの教

材が児童に与えた地理的知識も大きなものがあったのである。’と記しており、この課を地理的教

材として取り上げている。149さらに本書の執筆者の一人である三土忠造150は、1906年韓国学政参

与官として京城に赴任したこともあり151、韓国現地の事情に誰より詳しかったことから生き生きした

情報を与えている。しかしながら小馬の挿絵の掲載や韓国人の衛生に対する無観念さの強調の

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意図性も発見される。 

 

第2項 朝鮮人参 

教科書 
〔第3期『尋常小学国語読本 巻八』〕152 

指導書 

〔『国語読本 各課取扱の着眼點 

尋常科第四学年』〕153 

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

人参 

 

<朝鮮人参 

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。（200頁） 

                                           
149 唐澤富太郎 前掲書、319頁。 
150 第2期国定国語教科書の執筆者は芳賀矢一、乙竹岩造、三土忠造である。 唐澤富太郎 前掲書、29

7頁。 
151 吉田裕久 「明治三十年代初期の国語教科書論 -「小学読本編纂法」(三土忠造稿)のばあい-」『国語

科教育』29、1982、53-54頁 
152 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第5巻 国語(二)』 講談社、1978、404-405頁。 
153 芦田惠之助 『国語読本 各課取扱の着眼點 尋常科第四学年』 蘆田書店、1928、199-204頁。 
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て、それを子どものように育

てたとの話である。 

の絵> 

 

 

 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取り上げながら朝鮮人参の栽

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、そし

て人参の栽培に約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。 

 

この課は朝鮮人参に関する情報を客観的に伝達する役割をしており、珍貴な価値に多くの意

味を置いていることがわかる。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’と説明することで生徒に日本の統治範囲を確認させる一つの要素となっていると考えら

れる。 

 

第3項 京城の友から 

教科書 

〔第3期『尋常小学国語読本 巻十』〕154 

指導書 

〔『国語読本  

各課取扱の着眼點  

尋常科第五学年』〕155 

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

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

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

                                           
154 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第5巻 国語(二)』 講談社、1978、470-471頁。 
155 芦田惠之助 『国語読本 各課取扱の着眼點 尋常科第五学年』 蘆田書店、1929、224-232頁。 
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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

領域が拡大した様子や秋と冬の気

候について述べている。 

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 

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。(225頁） 

 

 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’という叙述で始まるこの課は、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

になっていたのだそうです。今でも城壁は大部分昔の面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、
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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、指導書には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

きなのかが明確に提示されている。まず、一次的には次のように‘内鮮融和’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。 

 

‘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156。 

 

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」という表題

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。157 

 

                                           
156 近代アジア教育史研究会 前掲書(第1巻)、213頁。(源出処:「日韓併合通牒」『教育時論』915、1910.9.

15。) 

157 近代アジア教育史研究会 前掲書(第2巻)、71頁。(源出処:鎌田榮吉 「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、1911.1.5。) 
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 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2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3期

教科書からは‘内鮮融和’の要素が基本的に登場するようになっていく。 

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。まず次の

記述を見てみよう。 

 

・ 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ということである。 

・ 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

地域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、朝鮮王朝に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。 

第3期の国定国語教科書は世界性を強調した性格を持つことでよく知られている。このことから

緒外国をテーマにしたものが多く取り上げられている。韓国は日本の植民地ではあるが、風景·気

候·都市の特徴が日本とは異なっていることから大枠から見ると世界性を強調する性格から設けら

れた課であると見ることもできる。しかしながら第3期の教科書には伝統的な軍国主義、国家主義

の性格が濃厚に残されている158と評価されていることから本課が取り上げようとした内鮮融和、植

民性の強調もこの側面から見ることができる。 

 

                                           
158 唐澤富太郎 前掲書、389頁。 
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第4項 京城へ 

教科書 

〔第4期『尋常小学国語読本 巻九』〕159 

指導書 

〔『小学国語読本指導書 

尋常科用 巻九』〕160 

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 

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。（275頁） 

‐準備：朝鮮地図、教材に現

れたる名所地の絵葉書（275

頁） 

‐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。（276

頁） 

 

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。 

                                           
159 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第6巻 国語(三)』 講談社、1978、95-96頁。 
160 秋田喜三郎 『小学国語読本指導書 尋常科用』巻九 明治図書、1938、275-290頁。 
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 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。指導書で記されているこの課の主眼点を見て

みよう。 

 

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について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ふここ

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

報そして植民地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
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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

広い道路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、頭に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取り上

げている。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2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、韓国文化の表し方は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し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ことで‘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植民地経営

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

市と対等に挙げられていることに疑問が持たれる部分である。しかし成歓は日清戦争で重要な戦

場として、日本は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持つ場所である。教科書の叙述からその意味を考えさ

せているのである。 
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「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

ことである。 

 このようにこの課では‘朝鮮特有の風景’と‘開拓による繁栄する朝鮮文化’を理解し、‘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2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。このように

新旧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

項の「朝鮮の田舎」でも同様に表れている。 

 

第5項 朝鮮の田舎 

教科書 

〔第4期『尋常小学国語読本 巻十』161、第5期『初等科国語 六』162〕 

指導書 

〔『小学国語読本指導書 

尋常科用 巻十』〕163 

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

児童がとんぼとりを

する様子や秋の典

型的な田舎の風景

を、‘冬の夜’では

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

 

<一郎と貞童の蜻蛉追い> 

 

<水汲みの女> 

‐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。（163頁） 

‐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（163頁） 

‐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

                                           
161 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第6巻 国語(三)』 講談社、1978、125-127頁。 
162 同上書、594-595頁。 
163 秋田喜三郎 『小学国語読本指導書 尋常科用』巻十 明治図書、1938、163-173頁。 
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ある家庭の日常生

活の様子を描写し

ている。 

話、父子がかますを

織る様子、母女がき

ぬたを打つ様子。 

 

<砧打> 

せて行くようにしたい。 

(164頁） 

  

‘朝鮮の田舎’は第4期と第5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様子を描写しながら、韓国の秋の情趣

も共に表現している。‘冬の夜’も田舎での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、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。 

 

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。 

 

この中で ‘巻9「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」は前項で取り上げたように、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描写している。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。’という文章から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。
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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2期教科書の「韓国の風俗」や第4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。挿絵を注意深く観察してみると、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ことは、よく考えてみると単に韓国の地方色を表す以上の

意味を持っていると考えられる。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

味をあらわしている。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。 
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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。 

 

一郎と貞童は日常を一緒にする友達である。内地人、外地人の区分はなく、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、これを通じて‘内鮮融和’の理想形を描いたのではないかと考えられる。 

この課が設けられているのは第4期·第5期国定国語教科書である。前項の「京城へ」も第4期教

科書に設けられている。ここで第4期国定国語教科書の特徴について述べると、教科書編纂の

基本方針は児童主義である。全体的に児童の心理に即した教材を採用し、また生活に直結した

教材を選択している。164このことから日韓児童の遊び、韓国の田舎の風景、子供の生活様子を文

学的表現を生かしながら取り上げている。第4期教科書の特徴のもう一つはファシズム的性格で

ある。満州事変を契機とした日本のファッショ化の嵐が吹き荒れていたのである。国語は児童の

情操を養う教科の中でも、最も重視されていた教科であったから、美しい文学的表現のうちに、

児童に知らず知らずのうちに国家主義的なものに引き入れようとする試みがなされた。165すなわ

ち教科書を貫く中心思想がファシズムでありながら、大正デモクラシーの思潮を受けて児童中心

の配慮がなされている。このような第4期教科書の特徴から前項の「京城へ」と本項の「朝鮮の田

舎」では内鮮融和の深化、植民地経営の成果の強調を通して臣民教育の強化が図られていたこ

とがわかる。 

  

  第4節 小結 

 

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

指導書の記述を教育雑誌の記事と関連つけて韓国の表象を考察した。時代順に韓国の表象の

変化様子と韓国表象の全体像を把握するため、〈図4〉のように考察内容をまとめてみた。 

1910年に発行された第2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

                                           
164 唐澤富太郎 前掲書、468-46９頁。 
165 同上書、452-453頁。 
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るという時代的な必要により、日本の新植民地である韓国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が、衣服の清潔だけには気を付ける’と

いう説明と男性の服装を取り上げる際に、‘朝鮮馬’に乗っている男性の姿が挿絵で使われてい

ることである。しかも‘昔の人に会った様な気がする。’と記している。 

 1918年に発行された第3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

徒に日本の統治範囲を確認させ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校し、

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4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。前節で取り上げているように、「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4期の教科書が発行された1930年代の時代的な要請、す

なわち、ファシズム台頭による内鮮一体と臣民教育の強化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、一見、京城の重要場所について淡々

と書いているように見えるが、植民地経営による変化に重要な意味を与えている。 
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〈図4〉 時代順に見る韓国表象 

 

1933年に発行された第4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5期教科書にも同じ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3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」では様々な色彩や音

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。 

国語教科書は他教科に比べて韓国の多様な要素について叙述している。もちろんそれは自

国の植民地であることから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、これを通し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 前近代性として代表される典型的な韓国の表象は文明という尺度から見た伝統の一部
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の要素であり、日韓併合により近代化されていく韓国の表象は植民地経営の当為性とその成果

を現す要素である。両方の要素は対照を成しながら指導書と教科書を通して生徒に伝播されて

韓国の表象を形成していったのである。そしてその表象には支配イデオロギー、すなわち同化政

策、併合の正当化、植民地経営の成果がそのまま投入されている。 
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第5章 地理教科書と指導書から見る韓国表象 

 

第1節 地理教科書研究の必要性と目的 

 

  近代日本における地理教育の役割は、国民が自国を認識することと、または鎖国によって流

入されなかった諸外国の知識を知ることであり、そこで目覚めた意識が国民国家形成において

重要な意味をもった166と見られている。 

近代における地理教科書は国際情勢と時代的な要求を反映した改訂が持続的に行われてお

り、それによって地理教育が追求する目標も変化した。特に、地理科目は日本国土と日本と深い

関係を持つ世界を扱う教科として日本の外交情勢の変化の影響を最も敏感に受ける科目である

ことから国家の対外政策の意向が最も表れやすいとも言われている。167 

一方、欧米では植民地の拡大に伴い、19世紀末から20世紀の前半にかけて近代地理学が登

場·発展するようになった。この近代地理学を通して欧米国家の探検、植民地獲得への高い競争

の中で、探検家、貿易商人、植民主義者に全世界に関する正確な情報が提供されていた。168 

 このような欧米の近代地理学の影響は日本にも伝われるが、欧米の列強と同様に日本も対外

膨張に地理学的な思考を導入し、植民地に適用した。169 Hongによると、帝国主義の道具的な

性格が強かった近代地理学は主に、進化論、環境決定論、資本主義、そして民族主義から影響

を受けて来たと見られている。170日本はこのような欧米の近代地理学を導入し、政治的·社会的な

                                           
166 唐澤富太郎 前掲書、149頁。 
167 白恩正 『日本統治下朝鮮における地理教育に関する研究－地理教科書の分析を中心に－』(創価大

学博士論文)、2010。 
168 Folke,S. Geography, empire, and environmental determinism Geographical Review 82(2),1992、143-

153頁。홍유진（You Jin Hong） 「서구제국주의 지리학의 영향을 받은 19세기 말 20세기 초 한

국과 일본의 근대 지리학적 사고에 대한 비교학적 고찰」『지리교육논집』54、2010から再引用。 
169 Hudson,B. The new geography and the new imperialism 1870-1918 Antipode 9(2), 1977, 140-153頁

 홍유진（You Jin Hong） 前掲書から再引用。 
170 進化論は有機体論と人種主義に分けられるが、有機体論は有機体が互いに競争し、自然により選択さ

れるという思考であり、人種主義は人種的な差を文明の差として認識することである。この中で有機体論

は政治地理学と地域地理学に影響を及ぼしたが、国家を有機体として捉え、有機体の生命現象が空間

征服を特徴とすることで国家又は領土征服という基本的な属性を持つと見られることもある。‘人間と環

境の関係’からみる地理学は環境、特に気候と人種、文明を一つとして認識し、帝国主義的な植民支配

を合理化していった。‘資本主義の展開過程’は資源分布を地図化できるような地理学的な知識は帝国

主義の有用な道具として認識された。‘民族主義’意識はこの時期の近代地理学の性格をよく説明して

いる要素であるが、海外に植民地を持つということは対内的には民族意識を高めると共に、対外的には

国威が高められるという考えである。ドイツを始め欧米の国は軍事力を強化し、国民の忠誠心や一体感
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必要により変形を加えていった。例えば、日本の民族的な統合を強化し、植民主義を正当化す

るために国粋主義と人種主義が地理学的な思考に反映されたり、‘人間と環境の関係’における

環境結論的な視覚を変形して植民地の地形的な様子を問題とし、植民地化の正当性を得たこと

である。171 

本章では、帝国主義の道具的な性格を持つ近代地理学的な要素が地理教科書を通して韓国

をどのように表象化しているかを明らかにする。すなわち、進化論、環境決定論、資本主義、そし

て民族主義から影響を受けた近代地理学が韓国の自然•人文地理的な要素をどのような観点か

ら認識しているのかを教科書を通して考察する。 

このような考察を通して、近代日本の支配イデオロギーが近代地理学的な視覚をどのように変

形させ、韓国を認識しており、その支配イデオロギーが地理教科書を通して韓国がどのように表

象化されているかを明らかにする。 

  

第2節 研究範囲と方法 

 

本章の分析対象の教科書は小学校と中学校の地理教科書である。前章でも述べているが、

教科書の採択及び使用において本格的な国家次元の規制が定められるようになったのは、小学

校を対象に国定教科書制度が取られるようになってからである。 

小学校の地理教科書は国定第1期から第6期まで各期ごとに共通的に巻1,2が発行された。172

地理教育は尋常5、6学年から受けるようになっていたが、第1期の教科書が使用された時期は義

務教育の年限が4年までであったため、この時期の地理教育の対象は高等小学生であった。小

学校における分析対象の教科書と指導書は次の〈表5-1〉のようである。 

 

〈表5-1〉分析対象の小学校用の地理教科書及び指導書 

番号 書名 代表著者 発行者(発行所) 発行年度 分類 

1 尋常小学地理 巻二 - 文部省 1910 地理 

教科書 2 尋常小学地理書 巻二 - 文部省 1919 

                                                                                                                               

を引き出すための民族主義の理念を大衆化しようと勤めたが、この際、地理学が有用な道具として取ら

れたという。 
171 韓国においては‘半島停滞性論’を作り出して植民化を正当化した。アジア大陸の中心部に近く付着さ

れているこの半島は政治的にも文化的にも大陸から起きる変動の余波を必ず受けると共に、周辺という

位置にあるため常に本流からは離れているということである。홍유진（You Jin Hong） 前掲書、34-35頁。 
172 第1期のみ巻3、4も発行され、高等小学校3、4学年が使用した。巻3は外国地理、巻4は地理を補習す

るための教科書として作られた。 
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3 尋常小学地理書 巻二 - 文部省 1936 （小学 

校用） 4 尋常小学地理書 巻二 - 文部省 1939 

5 初等科地理 上 - 文部省 1943 

6 
国定地理教科書挿画解説： 

附 研究法と教授法 
椚茂策 開発社 1912 

地理 

指導書 

（小学 

校用） 

7 尋常小学地理挿画精説 高野松次郎 東京寳文館 1913 

8 小学歴史地理教授細目 
初等教育 

研究会 
培風館 1923 

9 
尋常小学地理学習指導案

（尋常六） 
明治図書 稲森禎蔵 1931 

10 
小学教科書解説総攬 

（尋常六学年用） 
南光社 

東京府青山師範学校附属

小学校教育研究会 編 
1936 

11 新訂小学地理教授書 尋六 明治図書 北垣恭次郎 1940 

 

第1期教科書『小学地理』は4冊で構成されている。巻1、2は日本地理を、巻3は世界地理を扱

っており、巻4では日本地理と世界地理を総括して扱っているが、当時の韓国は取り上げられて

いない。 

 第2期教科書は時期的に日露戦争以後の変化を反映して改訂が行われた。‘日本地理’を扱う

巻1では愛国心涵養を強調し、巻2では臺灣、朝鮮、関東州と日露戦争以後の植民地を追加して

‘日本地理’に編成している。巻2の後半では日本と関係の深い外国地理について略述している。

第2期教科書の‘日本列島’に関する編成は以後、第3期、第4期、第5期まで大きな変化はなく173、

世界地理を扱う部分では第3期からは大陸別に編成してより詳細に扱っている。 

 1941年、小学校を国民学校と名称を改めたことから第6期の『初等科地理』上、下は国民科5,6

学年に使用された。この教科書は戦争と軍国主義に奉仕する目的を徹底して追究した教科書と

いわれており、編制においてもこれまでの地理教科書と大幅に転換させた。174 

一方、中学校は検定制が持続的に維持されたが、1943年に国定制に転換するようになった。 

中学校用の教科書においては1902年2月に制定された「中学校教授要目」（文部省訓令第3号）

に中等地理教育の詳細な内容が初めて規定された。175 これにより地理教科書の発行冊数及び

出版社が1902年を起点として急激に増加し、その以後、持続的に進められた教育制度と法令の

改訂により、その内容を反映するため教科書の発行数が急増する現象もあらわれた。また、中学

校への入学者が増加することで既存の‘指導者教育機関’から‘大衆教育機関’へと中学校の機

能が変化するようになり、それに従う多様な種類の中等用の教科書が発行されるようになった。 

                                           
173 第3期から第5期までは基本的な教科書の体系には大きな変化はなく、南洋郡島が委任統治地域にな

るにつれて、その事項を反映する程度であった。 
174 滋賀大学附属図書館 前掲書、57頁。 
175 文部省 『学制八十年史』、1954、60‐61頁。 
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このような教育環境の変化により、教科書の執筆は山崎直方、石橋五郎、小川琢治のように地

理学界の著名な学者が代表者として執筆するか、三省堂編輯所、六盟館編輯所などのように在

野の地理学研究者で構成されている編集部が執筆することもあった。176 

 このことから中学校用の教科書の分析においては、教育内容が最初に国家により本格的に統

制されたと見られている1902年から戦前まで発行された教科書を研究範囲とする。中学校の教

科書は検定制に基盤していたことから発行教科書の種数が多様であった。この中で、時代別の

按配と著者及び出版社の多様性も考慮し次の〈表5-2〉のように分析教科書を選定した。 

 

〈表5-2〉分析対象の地理教科書 

番号 書名 代表著者 発行者(発行所) 発行年度 分類 

1 
最新中学地理教科書 

－外国之部 上巻－ 
大日本図書 山上万次郎 1902 

地理 

教科書 

（中等用） 

2 改訂新編日本地理教科書 三省堂 中目 覚 1914 

3 普通教育日本地理教科書 東京開成館 山崎直方 1919 

4 帝国地理 帝国書院 地理教授同志会 1928 

5 
新訂改版中等教育 

最新日本地理 
三省堂 三省堂編輯所 1931 

6 現勢 日本地理 冨山房 石橋五郎 1941 

 

研究方法は、まずは小学校用、中学校用の教科書を区別し、各教科書と指導書の韓国関係

の記述を分析する。分析においては、各教科書と指導書の韓国関連記事の特徴を明らかにする

が、各教科書は類似した内容で構成されており、時代の変化により人文地理的な要素は変化様

子があらわれる。このことから、各教科書の叙述特徴と叙述の変化様子に焦点をおいて考察する。

そしてこの分析を土台に、近代地理学に影響を及ぼしたと見られる進化論、環境決定論、資本

主義、民族主義的な要素を確認し、これらの要素を通して当時の支配イデオロギーが地理教科

書を通してどのように表出されているかを考察する。そして小学校用、中学校用教科書の韓国関

係記述の時代的な変化、それによる韓国認識の変容についても考察する。 

さらに教科書の挿画のみを取り出して主題別に再分類し、各主題の挿画提示の変化も一緒に

確認する。このような考察を通して教科書の挿画からみる韓国表象がどのようにステレオタイプ化

されていったかを明らかにする。 

 

 

                                           
176 近藤裕幸 『わが国旧制中学校の地理教育成立過程における地理学研究者の役割－地理教科書の

分析を通して－』（早稲田大学大学院教育学研究科博士論文）、2005、34‐48頁。 
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第3節 小学校国定地理教科書と指導書に表れる韓国 

 

韓国は小学校国定地理教科書第2期から日本地理に編成されて登場するが、台湾、樺太、関

東州と同様に日本の地方又は外地の一つとして取り上げられている。〈表5-3〉は第1期から第6

期までの教科書の編成や韓国が登場する部分を表したものである。 

 

〈表5-3〉 小学校用地理国定教科書の目次構成 

 区分 

 

 

巻号 

第一期 

(1903) 

第二期 

(1907·1910) 

第三期 

(1918·1919) 

第四期 

(1935·1936) 

第五期 

(1938·1939) 

第六期 

(1943·1943) 

『小学地理』 

一、二 

『尋常小学 

地理』 

巻一、二 

『尋常小学 

地理書』 

巻一、二 

『尋常小学 

地理書』 

巻一、二 

『尋常小学 

地理書』 

巻一、二 

『初等科地理』 

上、下 

一

（上） 

1.総論 

2.関東地方 

3.奥羽地方 

4.本州中部 

地方 

1.大日本帝国 

2.関東地方1 

3.関東地方2 

4.奥羽地方1 

5.奥羽地方2 

6.中部地方1 

7.中部地方2 

8.近畿地方1 

9.近畿地方2 

10.中国地方1 

11.中国地方2 

1.大日本帝国 

2.関東地方 

3.奥羽地方 

4.中部地方 

5.近畿地方 

6.中国地方 

7.四国地方 

1.日本 

2.関東地方 

3.奥羽地方 

4.中部地方 

5.近畿地方 

6.中国地方 

7.四国地方 

8.九州地方 

1.大日本帝国 

2.関東地方 

3.奥羽地方 

4.中部地方 

5.近畿地方 

6.中国地方 

7.四国地方 

8.九州地方 

1.日本の地図 

2.本州·四国·九州 

3.帝都のある 

関東平野 

4.東京から 

神戸まで 

5.神戸から 

下関まで 

6.九州とその島々 

7.北陸と山陰 

8.中央の高地 

9.東京から 

青森まで 

10.北海道と樺太 

11.朝鮮と関東州 

12.台湾と 

南洋群島 

二

（下） 

5.近畿地方 

6.中国地方 

7.四国地方 

8.九州地方 

9.北海道 

10.臺灣 

11.地球 

1.四国地方1 

2.四国地方2 

3.九州地方1 

4.九州地方2 

5.臺灣地方1 

6.臺灣地方2 

7.北海道地方1 

8.北海道地方2 

9.樺太滋養 

10.朝鮮地方1 

11.朝鮮地方2 

12.関東州 

附満州 

13.世界1 

14.世界2 

15.世界3 

1.九州地方 

2.臺灣地方 

3.北海道地方 

4.樺太地方 

5.朝鮮地方 

6.関東州 

7.大日本 

帝国総説 

9.アジア州 

9.ヨーロッパ州 

10.アフリカ州 

11.北アメリカ州 

12.南アメリカ州 

13.大洋州 

14.世界と日本 

15.地球の表面 

1.北海道地方 

2.樺太地方 

3.臺灣地方 

4.朝鮮地方 

5.関東州 

6.我が南洋 

委任統治地 

7.日本の総説 

8.アジア州 

9.ヨーロッパ州 

10.アフリカ州 

11.北アメリカ州 

12.南アメリカ州 

13.大洋州 

14.世界と日本 

地球の表面 

1.北海道地方 

2.樺太地方 

3.臺灣地方 

4.朝鮮地方 

5.関東州 

6.我が南洋群島 

7.日本の総説 

8.アジア州 

9.ヨーロッパ州 

10.アフリカ州 

11.北アメリカ州 

12.南アメリカ州 

13.大洋州 

14.世界と日本 

地球の表面 

1.大東亜 

2.昭南島と 

マライ半島 

3.東インドの島々 

4.フィリピン 

の島々 

5.満州 

6.蒙疆 

7.支那 

8.インド支那 

9.インドとインド洋 

10.西アジヤと 

中アジヤ 

11.シベリヤ 

12.太平洋と 

その島々 
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16.世界4 

17.帝国地理 

概説 

※ 太字は筆者によるものである。 

 

本節では各期の地理教科書の韓国関連内容、挿画、指導書の内容を土台に各期の教科書

の韓国に関する叙述の特徴や韓国を認識した視線について分析する。177 

 

第1項 第2期 『尋常小学地理  巻二』（1910年11月発行）   

教科書178 指導書 

主な内容 関連挿絵 指導要旨 

位置、面積、人口、地

勢、気候、産業、交通、

都邑について叙述して

いる。山脈、代 表的な

川、港、海岸線の様子を

説明しており、主な産業

として農 業を あげてい

る。牛の飼養やよく取れ

る魚種、金の産額が多

いことを言及している。

商業については、内地と

の移出、輸出する品目

を列挙しており、主な鉄

道として京釜、京義線を

取り上げる。都邑として

は京城、仁川、釜山、鎮

 

‣『国定地理教科書挿画解説 附研究法と教授

法』に提示されている挿絵の説明内容179 

－ 鴨緑江上流:鴨緑江の長さと支流、周辺の大

山林地、樹種、森林の経営の権利を日本が持っ

ていることを示している。(239-241頁) 

－朝鮮人と商店:商店の構造と参考資料として

‘朝鮮人の風俗習慣’に関する記事を載せてい

る。(241‐252頁) 

－京城市街と総督府:倭城台（筆者注:南山公

園）から眺める京城の様子を説明し、参考資料と

して京城の主な建物の位置や歴史、主な通りや

遺跡など詳細な説明が加えられている。 (252‐

256頁) 

－釜山港:挿絵に描写されている釜山の主な場

所を説明しており、参考資料では良港としての立

地、京城鉄道の起点、貿易項目など詳細が説明

 

 

 

                                           
177 国定地理教科書は海後宗臣によって集大成された『日本教科書大系 近代編 第16巻 地理(二)』、

『日本教科書大系 近代編 第17巻 地理(三)』（講談社、1978）に収録している記事と挿画を参考して

おり、引用文の出処については同書を提示する。 
178 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第16巻 地理（二）』 講談社、1978、418-419頁。 
179 椚茂策 『国定地理教科書挿画解説：附 研究法と教授法』 開発社、1912、239-261頁。 
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海、開城、平壌、鎮南

浦、新義州、元山、永興

が 上 げら れ て お り 、 政

治、経済、軍事、開港

場、交通、戦略上の重

要な要素について述べ

ている。 

 

が加えられている。(256‐257頁) 

－人参畑:人参の薬用効果や栽培のための装置

を詳しく説明している。参考資料として栽培方法

及び期間、人参の価値などについて説明が加え

られている。(257‐261頁) 

‣『尋常小学地理挿画精説』で提示されている各

挿画の説明内容180 

－鴨緑江の上流:鴨緑江上流の流筏の実況を示

して、森林欝蒼たる有様を推測させる。(267頁) 

－朝鮮人と商店:朝鮮の商業の有様と風俗の大

畧とを知らしめる。(272頁) 

－京城市街と総督府:京城市街の重なる建物配

置の概況と総督府の壮大なことを示す。(275頁) 

－釜山港:釜山港の碇泊に便利なことと船舶輻

溱の実況とを示す。(278頁) 

－人参畑:朝鮮の特産物人参栽培の方法と盛況

とを示す。(280頁) 

 

第2期の地理教科書『尋常小学地理』は巻1で本州の地理を完了するようにし、巻2では四国、

九州、台湾、北海道、樺太、朝鮮などの地方と外国地理を扱うように構成されている。181  

この教科書の特徴は頁数を増加しており、挿絵が旧教科書と比較して三倍半が増加している

ことである。これは挿絵によって生徒の関心を引くことを考えての新しい方針によるもので、この後

の地理教科書の内容編成の一つの型をつくることとなった。182 しかしながらこのように急増した

挿画の指導において教師は苦心した為、183 挿画説明書も発行されるようになった。 

本項では第2期地理教科書『尋常小学地理 巻二』に編制されている‘韓国’に関する内容と

                                           
180 高野松次郎 『尋常小学地理挿画精説』 東京寳文館、1913、267-286頁。 
181 是新教科書ニハ新ニ樺太·朝鮮ノ二地方、其ノ他関東州附満州及ビ世界ノ主要ナル諸国ヲ加え（後略）

文部省『尋常小学地理巻二 小学地理編纂趣意書』 1919、1‐3頁。 
182 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第16巻 地理（二）』 講談社、1978、676頁。 
183 某教育実際家曰く、新国定教科書は実に教員泣かせであると、其理由に曰く、地理教科書の如きは旧

本と比較すれば其挿画の数に於いても俄然として三倍以上の増加を来した。（中略） 説明書が無けれ

ば到底其何の意味たるや了解に苦しむものが実に多いのである。それが教授者自身で撮影し蒐集した

ものなら兎に角であるが、第三者が何れの場所の何を写したものやら更に明瞭ならざるものを出して、尚

且何等説明もされてないものを教授せよとは教師泣かせと云わずして将又何とかいはんと。椚茂策 前

掲書 開発社、1912。 
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挿画の指導法を案内している『国定地理教科書挿画解説附研究法と教授法』と『尋常小学地理

挿画精説』を中心に分析する。 

韓国に関する内容は第2期の『尋常小学地理 巻二』に‘朝鮮地方’という題名で日本の地方の

一つとして扱われている。「朝鮮地方一」と「朝鮮地方二」の二つの課が設けられている。まず、

「朝鮮地方一」の主な内容は韓国の位置、地勢、気候、産業、交通に関する事項である。位置に

ついては‘亜細亜大陸の一大半島にして’という叙述から始まる。清国の満州、ロシアとの地理的

な関係から取り上げられている。地勢においては南北•東西の地形、川の流れ、山脈や平野の分

布、主な山と川、海岸の様子と港の発達に関する内容を中心に説明している。 

 産業については、農業を主な産業として取り上げており、金の産額や水産物の多いことを言

及している。商業は近年に発達するようになったことと内地との貿易品目について列挙している。

交通に関しても半島の南北を貫く鉄道として‘京釜線’と‘京義線’を取り上げており、‘従来不便

を極めたりし交通は近時頻る其の面目を改めたり。’と叙述している。 

「朝鮮地方二」では、京城、仁川、釜山、鎮海、開城、平壌、鎮南浦、新義州、元山、永興が上

げられており、各都邑の政治、経済、軍事、開港場、交通、戦略上の重要性について述べている。

例えば、京城は韓国第一の都会でありながら朝鮮総督府が所在していること、平壌は北部第一

の都会であり日清戦争以来よく知られた所として説明している。仁川·釜山·元山·鎮南浦は開港場

として、新義州は京義線の終点として、鎮海·永興は軍港として言及されている。そして開城は人

参の生産地として取り上げられている。 

一方、地理教科書は他教科と比べて挿画が豊富に使われており、生徒にはその挿画が記憶

に刻印され、ある対象へのイメージを形成していくようになる。184この教科書に収録されている挿

絵の教育において、教師は挿画説明書を参考にすることもあることから、その挿画説明書から得

る情報も教師を通して生徒に普及されることが多くあると推察される。このことから本教科書に収

録されている韓国と関連した挿画「鴨緑江の上流」、「商店と朝鮮人」、「京城市街と総督府」、「釜

山港」、「人参畑」についてその説明書にどのように述べられているかを確認する必要がある。 

本教科書の挿絵解説書である『尋常小学地理挿画精説』では、「鴨緑江の上流」の挿絵につ

いては鴨緑江を中心とした韓国北部の森林の経済的な価値に焦点が置かれている。指導の要

点が‘鴨緑江上流の流筏の実況を示して、森林欝蒼たる有様を推測させる。’となっていることや

森林の経営の権利についても説明していることからこの観点が読み取れる。 

                                           
184 小学校の児童に地理を教授するに当たり、記憶を明確にし、観察を精密にし、発表を明瞭ならしめて、

地理科の要旨を達するには、挿画と地図との利用を巧にしなければならぬ。高野松次郎 『尋常小学地

理挿画精説明』 東京寳文館、1913、3頁。 
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・ 参照：朝鮮総督府施設政年報抄録 

営林庁：経林庁は従来統監府に所属し、旧韓国政府の協約に基つき鴨緑江及豆満江沿岸に於

ける森林事業に関する事務を掌り来りしが、朝鮮併合の結果統監府の廃止と共に総督府の所管

に帰し、明治43年10月新官制実施と共に朝鮮総督府営林庁と改称し、引続き鴨緑·豆満江流域

に於ける森林経営に関する事務を掌理せり。(後略)185 

 

 本書の挿画の中で注目されるものは「朝鮮人と商店」である。この挿画については‘朝鮮の商業

の有様と風俗の大畧とを知らしめる’ことを要点として提示しており、韓国の商業が幼稚な水準で

あることや挿画に描写されている韓国の家、人、服装などに関して詳細に説明している。これを

媒体として韓国の風俗についても述べている。ここで注目したい部分があるが、『国定地理教科

書挿画解説 附研究法と教授法』では参考資料として韓国の風俗について‘朝鮮の結婚’、‘朝

鮮の男と女’、‘朝鮮人の服装’、‘朝鮮人の食物’という小項目を設定して述べていることである。

しかしこの参考資料について「朝鮮人の風俗慣習に就ては、朝鮮併合当時予が某雑誌のため筆

を執りたるものを茲に再録する事とする。」と記されている。 某雑誌というのは『教育実験界』26-

11(1910.12.5)で、この解説書の著者である椚茂策が 「新領土の風俗習慣」という題名で発表し

た記事である。しかしながら韓国に関する椚茂策のこの記事には一貫して否定的な視覚で韓国

の風俗が述べられている。その例を見ると次のようである。 

 

・ その気質はよくいえば温良従順であるが悪くいえばボンヤリで道を歩む時でも悠々閑々として別

に急ぐという要事もないらしい。 

・ 今日の朝鮮人の生活程度は実に低くて不潔などという事は何とも思って要らぬ。 

・ 上流社会は勿論常民でも婦女子は容易に外出しないが、（中略）日中は多く長衣（チャーゴツレ

ー）という袖のある長き被衣を頭上から被り僅かに両眼のみ出して歩んで居る様は全く鎌倉時代

を明治の今日に於て見るようの心持がする。 

・ 飲用水は極めて乏しく日本内地人が半島に行って最も困却する所であるが、彼の地の住民は

平気で濁った悪水を飲用して居る。 

 

『尋常小学地理挿画精説』にも挿画に登場する要素について詳細に説明している。挿画には

いろんな人が登場し、それぞれ異なる身分であるため様々な服装を着ている。また商店には食

                                           
185 高野松次郎 前掲書、270頁。 
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料品などの雑貨が並べられている。この挿画の説明を通して韓国の住、衣、食文化や身分制度

について生徒に理解を求めていることがわかる。 

説明方法は前で取り上げた『国定地理教科書挿画解説 附研究法と教授法』とは異なって、

挿画に登場する要素自体のみを詳細に説明している。例えば、‘頭から長衣と云う覆を被って居

るのは既婚の婦人である。長衣は我が国古代の衣被に同じく顔を隠すもので（後略）’、‘朝鮮は

一般に飲用水に乏しく普通は此の人夫から水を買わなければ成らぬ。京城には明治41年に280

万円で水道を設けたから汲水夫も少くなった。’と述べられている。 

 「京城市街と総督府」については、『尋常小学地理挿画精説』 では‘京城市街の重なる建物配

置の概況と総督府の壮大なことを示す’ことを指導要点とし、倭城台（筆者注:南山公園）から眺

める京城の様子を説明し、参考資料として京城の主な建物の位置や歴史、主な通りや遺跡など

詳細な説明が加えられている。また京城の地図を載せて重要な場所の位置を示している。 

 「釜山港」については、‘釜山港の碇泊に便利なことと船舶輻溱の実況とを示す’ことが指導要

旨であり、挿絵に描写されている釜山の主な場所を説明している。そして参考資料では良港とし

ての立地、京釜鉄道の起点、貿易項目などの詳細な説明が加えられている。 

 「人参畑」については‘朝鮮の特産物人参栽培の方法と盛況とを示す’ことが指導要旨であり、

人参の薬用効果や栽培においてよい環境を与えるための栽培道具を詳しく説明している。参考

資料では栽培方法及び期間、人参の価値などについて説明が加えられている。さらに‘紅参·水

参’を取り上げて人参の種類や紅参の製造は官業として管理されていることを述べている。又人

参で有名な開城が高麗の旧都であったと敷延している。 

 このように第2期の国定地理教科書には、韓国の自然地理的な要素以外にも天産、資源などの

経済的な価値にも重点が置かれている。韓国の文化や風俗については直接的に言及はしてい

ないが、掲載挿画そして挿画解説書で取り上げている。しかしその殆んどは前章の国語教科書

で取り上げている風俗に関する要素であり、その観点も前章で指摘しているように文明という尺度

から眺めた前近代的な様子の範囲内にあった。 

  

第2項 第3期 『尋常小学地理書  巻二』（1919年2月発行） 

教科書186 指導書 

主な内容 関連挿絵 指導要旨 

                                           
186 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第16巻 地理（二）』 講談社、461-464頁、1978。 
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区分、地勢、山脈、河川、海岸、住

民、産業、農業·牧畜、林業、鉱業·

水産業、鉄道、海上の交通、南部

の都邑、中部の都邑、北部の都邑

について叙述している。 

13道の行政区域、主な山と川、半

島の様子、山脈と平野の分布、海

岸などの地形を説明している。韓

国人と内地人の人口分布、寒暑の

強い気候とそれによる北·南部の産

業について述べている。農業、林

業、豊富な鉱物、近海の魚種を列

挙している。京釜線、京義線、京元

線、その外、幹線について説明し

ており、日本との連絡船、主な港に

ついても述べている。南部の都邑

として釜山·大邱、中部の都邑とし

て京城·龍山·仁川、北部の都邑とし

て平壌·鎮南浦·元山·清津を取り上

げて其々の立地と特徴について述

べている。 

 

『小学歴史地理教授細目』187 

－連絡すべき事項(47頁) 

·国語読本巻8第10課：朝鮮人参 

·同巻第13課：京城の友から 

·尋常小学歴史上第4神功皇后 

·同下巻第34豊臣秀吉 同明治天皇  

－注意事項：(二)併合以後政治·産業·

交通·其の他各般の事業に進歩を来し

たることと開発事業の概略を授くること

に留意す。(47頁) 

『尋常小学地理学習指導案 尋六』188 

－学習の主眼：朝鮮地方は昔におい

ては我が国史の上に極めて密接な関

係を有つ兄弟の国であったのである。

（中略）けれど合併後の日時の経過は

尚充分ではない。我々はより深くその

軍事、経済的な位置、内地と異なる行

政区分、地勢の特相、面目を更新しつ

つある産業、重視すべき交通を会得し

て両国合併の実のあがりつつあること

を伺うことによって新同胞の啓発親和

を図るべき深き責任を悟らぬばならな

い。(111頁) 

 

 

 

 

 

第3期の地理教科書『尋常小学地理書』は巻1で本州と四国の地理を完了するようにし、巻2で

は九州、台湾、北海道、樺太、朝鮮、関東州などの地方と外国地理を扱うように構成されている。

時期的には第1次世界大戦後の日本及び各国情報の変化が各教科書の改訂を求めていたが、

地理教科書においてはその必要に迫られており、部分の補修ではなく、全面に渡って書きかえ

て新装の教科書を成立させたものである。さらに分量も増やしているが、巻2においては51頁増と

なっている。これは児童に理解しやすい記述としたこと、台湾、北海道、朝鮮などの著しい経済的

                                           
187 初等教育研究会 『小学歴史地理教授細目』 培風館、1923、45-48頁。 
188 稲森禎蔵 『尋常小学地理学習指導案（尋常六）』 明治図書、1931、111-151頁。 
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発展によって教材を、多くしなければならなかったことによるものであった189とされている。 

また挿画の掲載量も増加しているが、これについては‘巻2で五割を増加させている。特に挿

絵の他に帯形の図を加えて、内容を直感的に理解させるようにしたことは旧書にはなかったこと

である。名所、旧跡、市街や風景などの挿絵を少なくして、新たに図を揚げたことは注目すべき

進歩である。190'と評価している。 

本項では第3期地理教科書『尋常小学地理書 巻二』に編制されている‘朝鮮’に関する内容と

指導書である『小学歴史地理教授細目』と『尋常小学地理学習指導案 尋六』を中心に分析する。 

第3期の『尋常小学地理書 巻二』では「区分·地勢」、「住民·産業」、「交通」、「都邑」の項目に

大別して記述している。導入部分で‘朝鮮地方は朝鮮半島と其の属島とを占めて、十三道に分

たる。朝鮮総督府は京城にあり’と記している。 

地勢の導入部分では‘朝鮮半島は北より南に突出’していることを述べており、第2期の『尋常

小学地理 巻二』と説明の展開がほぼ類似している。四方に接している国や地域を取り上げてか

ら南北·東西の地形、主な山脈と山、川の流れと平野の分布、海岸の特徴と港の発達に関する内

容が中心となっている。「住民·産業」においては韓国人と内地人の居住人数を提示し、寒暑共に

強いことを述べている。産業においては森林業、農業、鉱山の分布と製鉄、水産や製塩につい

て述べている。第2期の教科書と比べて、製材所、製鉄所、製塩場などのような産業施設の言及

が新しく登場する。 

「交通」においても第2期で取り上げた‘京釜線·京義線’の以外にも京城から元山まで至る‘京

元線’、大田より木浦に至る‘湖南線’の説明を付加するなど、韓国で鉄道路線が広がる様子を

伝えている。さらに釜山より下関まで連絡できることや新義州よりは直ちに満州の安奉線に接続

することも取り上げるなど、第2期の教科書と比べて交通施設の新しい変化が反映されている。 

「都邑」では日本と連絡できる釜山から説明が始まる。釜山→大邱→木浦·群山→京城·龍山·

仁川→平壌→鎭南浦→元山·清津→羅南の順に沿って説明している。釜山は韓国の門戸と内外

貨物の盛んな出入地、大邱は農産物の集散と定期大市、木浦·群山は主なる港として農産物の

積出地、京城は政治·交通の中心と総督府の所在地、龍山は一箇師団所在地、仁川は京城の門

戸で船舶の碇泊に安全であること、平壌は朝鮮北部の主要都市で農産物の集散地、鎭南浦は

要港で鉄鋼の積出地、元山·清津は要港、羅南は一箇師団所在地として言及されている。第2期

と比べて各都邑を多く取り上げており、産業の発達程度、日本への移出·積出に適合した港の立

地、軍事上の価値に説明の観点が置かれている。 

                                           
189 海後宗臣 前掲書、676-677頁。 
190 同上書、677頁。 
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このような叙述傾向は、前述した第3期教科書の改定の趣旨にも附合しているが、指導書『小

学歴史地理教授細目』の注意事項として「併合以後政治·産業·交通·其の他各般の事業に進歩

を来したることと開発事業の概略を授くることに留意す。」と記されているのである。これによりその

改訂の趣旨が生徒に明確に伝達される。これは『尋常小学地理学習指導案尋六』で記している

‘朝鮮の沿革’で提示している併合への経緯と意味付けに関する内容とも関連つけて考察する必

要がある。 

 

・ 朝鮮はもと大韓帝国と称していたが明治四十三年八月九日、日本と併合して朝鮮と称する様に

なったのである。元来朝鮮は国史の物語る如く日本とは極めて密接な関係があった。即ち歴史

的に利害休成を同じうする友朋であったのである。しかるに韓帝国の末路は国勢疲れて、政治

は乱れ国民の永遠の福祉を増進するに難く、引いては同様の禍乱の源たる状況にあったので両

国皇帝陛下は遂に合併の策をとり両国々民の永遠の福祉を増進させ給うことになったのである。 

 

上記の内容を基に、教師は生徒に韓国を併合したことに納得を与えるとともに、産業に関する

説明では次の例のように併合前後の様子を二分して展開することでこの課の指導事項の内容を

充実に実行しているのである。 

 

・ 米質は会っては極めて不良であったが、総督府の指導よろしきを得て現在では内地米に劣らな

いまでにこぎつけた。 

・ 多年自由濫伐の結果禿山化して植林さるることもなく放任されていたのである。よって併合後は

政府は国費をもって大いに造林に努めているので現在林野地一千六百四十七万町歩(中略)に

達する様になった。  

・ 従来は漁具、漁法、漁政、すべて見るべきの良法施設がなかったので漁業はきわめて貧弱であ

った。併合以来、当局は大いにここに意を用い或は水産組合をおこし、或は補助金を交付し、

(中略) 保護奨励に大いにつとめたので現今ではその面目を一新し産額も増加するに至った。 

 

 第3期国定地理教科書では、産業施設に関して言及し始めており、交通施設の新しい変化も

取り上げるなど、実に本格的な植民地経営による変化を積極的に記しているのである。都邑も前

期と比べて多く取り上げて経済·軍事的な重要性を述べるなど、植民地として様子が書かれるよう

になった。191 

                                           
191 第3期国定地理教科書における時代的な背景は、第1次世界大戦、国際連盟の成立、ワシントン、ロン
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第3項 第4期 『尋常小学地理書  巻二』(1936年2月発行) 

教科書192 指導書 

主な内容 関連挿絵 指導要旨 

山、川·平地、海岸、

農業·牧畜、林業、鉱

業、工業、水産業、

陸上·海上の交通、区

域·住民について叙

述されている。主な

山 と 川 、 半 島 の 様

子、山脈と平野の分

布、海岸などの地形

を説明している。韓

国人と内地人の人口

分布、寒暑の強い気

候とそれによる北·南

部の産業について述

べている。農業、林

業、豊富な鉱物、近

海の魚種を列挙して

いる。交通について

は、 京釜本線、京義

本線、主な幹線、満

州や日本との連絡線

  

『小学教科書解説総

攬（尋常六年用）』193 

－事項別の指導要

旨 

·区域·地勢：本地方

の位置組成行政上

の区分、地勢を明ら

かにし、国防上緊要

にして、内地人の密

接なる関係を知らし

む。(32頁) 

·産業：本地方に於け

る産業の現状を明ら

かにし、且之と地勢と

の密接なる関係を理

解せしめ、併せて本

地方の産業が我が

国の経済上重大なる

地位を占むる所以を

会得せしむ。(35頁) 

·交通:本地方の交通

  

  

  

 
 

                                                                                                                               

ドン両会議等の国際的問題を通して世界的視野が開けた時期であり、同時に資本主義が帝国主義国

家の体制を整え、金融独占資本の成熟を見る時期であったことは注目すべきことである。こうした軍事、

外交、経済の面に於ける各国の競争激化の中にあって、地理教育もまたそれに対応すべしとする主張

が強く起ったのである。このことから第3期地理教科書は国際的·経済的な性格が特徴であると見られて

いる。唐澤富太郎 前掲書、422-424頁。 
192 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第16巻 地理（二）』 講談社、1978、533-537頁。 
193 東京府青山師範学校附属小学校教育研究会 編 『小学教科書解説総攬（尋常六学年用）』 南光社、

1936、31-39頁。 
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について説明してい

る。釜山、群山、仁川

などのように船の出

入りによい貿易上の

要 地 も 列 挙 し て い

る。 

  

体制について学習さ

せ、その現勢を明ら

かにし、特に西部及

南部に発達している

理由を推理させる。

(37頁) 

·住民·都邑:朝鮮に於

ける住民の種類及そ

の人数を知らしめ、

多数鮮民の此の地

方開拓、維持につと

めることを覚らしめ、

各都邑の発達原因

並に現在に於ける活

躍状況を知らしめる

こと。(38頁) 

 
 

 
 

 

 前期では巻2に編制していた九州地方を第4期の教科書『尋常小学地理書』では巻1にあげて

おり、巻2では外地と世界地理を扱うように構成している。改訂の背景としては明治初年よりの情

勢、殊に満州事変以後におけるアジアの地理事情の変化は、第4期地理教科書として全体にわ

たる修正を要求していた。前期の教科書を使用し始めてから17年を経て行われた大きな修正で

あった。この改定により分量にも変化があるが、全体にわたって前期教科書を書き改め、以前に

はなかった多くの教材を加えたからである。このように全く書き改められていることは、昭和十年を

過ぎた新しい日本の情勢に応ずる編集をしたとみることができる。特に産業の発達について詳し

く述べ交通貿易などにも多くの説明を加え、日本の国力が著しく向上してきていることを認識させ

るように述べてある。分量の増加に従い、挿絵も前期と比べて多数揚げられるようになったが、挿

絵の内には前期教科書と同じものもあるが、全体として新しい挿絵が多数揚げられている。194 

 本項では第4期地理教科書『尋常小学地理書 巻二』に編制されている‘朝鮮’に関する内容と

指導書『小学教科書解説総攬（尋常六年用）』を中心に分析する。 

第4期の『尋常小学地理書 巻二』でも‘朝鮮地方’は 「区域」、「地勢」、「産業」、「交通」、「住

民·都邑」の項目に区分して記述されている。導入部分で‘朝鮮半島とその近海の島々とを合わ

                                           
194 海後宗臣 前掲書、678-679頁。 
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せて朝鮮地方という。この地方は行政上13道に分たれ、これを総轄している朝鮮総督府は京城

にある。’と述べている。「地勢」についても第3期の教科書と同様に‘朝鮮半島は日本海と黄海と

の間に北から南に向って突き出た半島’と記している。韓国の地勢を説明する際、日本海方面と

黄海方面、黄海方面と朝鮮海方面との分水嶺としてそれぞれ太白山脈、小白山脈を取り上げて

いる。それから各方面の地勢、山勢、水勢の特徴を説明し、産業や交通の立地にどのような影響

を与えているかについて述べている。 

 

・ 日本海方面は海岸線の出入りが少なく、その南部は陸上の交通が開けず、良港にも乏しいから

産業もあまり発達していない。しかし北部には元山·清津·羅津等の良港があり、陸上の交通も発

達しているので、近時産業が次第に盛んになってきた。 

・ 黄海方面と朝鮮海峡方面とは、海岸線の出入りが多く、良港が多い上に、産業も進み、陸上の

交通も便利であるから、釜山·仁川をはじめとして商港も多く、鎭海は海軍の要港となっている。 

 

このように半島を囲む3つの海岸の特徴と交通、産業の発達要件と関連つけて説明している。

前期の教科書における地勢に関する内容は地勢と交通発達の立地説明にとどまっているが、今

期の教科書には産業の発達立地や軍事上の重要性まで連関させて述べている。195 

このような内容の展開は指導書『小学教科書解説総攬（尋常六年用）』に提示されている‘区

域·地勢：本地方の位置組成行政上の区分、地勢を明らかにし、国防上緊要にして、内地人の密

接なる関係を知らしむ。’という指導事項からも確認できる。 

「産業」については前期の内容に比べて叙述分量も増加し、説明方式も産業ごとに以前との比

較を通して近年発達してきたことを強調するとともに生産から加工又は内地への移出まで詳細に

述べる傾向がみられる。次の例を見てみよう。 

 

・ 近年水源の涵養や灌漑の工事が進んで、耕地が著しく広まったので、農産物の産額が大いに

増加して来た。農産物の主なものは米·麦·大豆である。米は釜山·群山·仁川·鎭南浦·木浦から、

大豆は主に仁川から多く内地へ積出される。 

・ 工業は近来頓に活気を呈して来た。中でも北部の高原を流れる河川の水を堰止めて、大規模

な水力電気を起こし、咸興の南東にある興南では人造肥料その他の工業が盛んに行われてい

                                           
195 第4期国定地理教科書の特徴の一つは、にわかに軍国的、国家的色彩が強くなってくることである。満

州事変勃発後のこの期の教科書にはアジア洲に関する頁がにわかに増大しており、北海道、台湾、樺

太、朝鮮なども各期の中で最も多くなっている。 唐澤富太郎 前掲書、424-425頁。この第4期教科書の

特徴は3年後に改訂された第5期教科書にもそのまま継承されていった。 



   

91 

る。水産業は近年著しく発達して、いわし、さば、めんたい、ぐち等の漁獲高が多く、水産製造物

の産額も少なくない。 

 

産業に関する指導においては‘本地方に於ける産業の現状を明らかにし、且之と地勢との密

接なる関係を理解せしめ、併せて本地方の産業が我が国の経済上重大なる地位を占むる所以

を会得せしむ。’と指導書にも提示していることからもこの期の地理教育では外地の産業発達の

現況に注目していたことがわかる。 

 「交通」についても前期の内容に比べると叙述分量も増加しており、新しく敷設した鉄道や各鉄

道の出発と帰着点について説明している。海上の交通についても前期の教科書より詳細に述べ

ている。まず、鉄道においては、京釜線、京義線が中心になって日本の下関との連絡、満州の安

東とのつながりについて説明し、京元線、咸鏡線などについても述べている。さらに釜山、仁川、

清津·羅津·雄基をそれぞれ内地、支那、満州への門戸となる港として説明している。 

 「住民·都邑」に関する叙述内容をみると、まず、「住民」においては前期と同じく韓国人と内地人

の人口を提示しており、今期の教科書では住民は主に黄海方面の平地と朝鮮海峡方面の平地

に多く居住するとの説明が加えられている。この両方面の平地に都邑が多いと言及し、大邱→京

城→仁川→平壌→鎭南浦→元山·咸興·羅南·清津·羅津·雄基の順で説明している。大邱は米の

主な集散地で定期大市が開場すること、京城は政治·交通の中心地で京城帝国大学が所在する

こと、仁川は黄海方面の重要な港であること、平壌は朝鮮北部の重要な都会で鎭南浦はその門

戸であること、元山·咸興·羅南·清津·羅津·雄基は日本海方面の主な都邑として羅列している。指

導書では‘朝鮮に於ける住民の種類及その人数を知らしめ、多数鮮民の此の地方開拓、維持に

つとめることを覚らしめ、各都邑の発達原因並に現在に於ける活躍状況を知らしめること。’と提

示されている。 

 第4期国定地理教科書は17年ぶりの改訂でもあることから、その間の変化様子が反映されてい

る。産業に関する叙述分量も増加し、叙述内容もより詳細である。挿画も主な港、工場、天産物、

市場、内地風になっていく京城など分析教科書の中で最も多く掲載している。 
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第4項 第5期 『尋常小学地理書  巻二』(1939年3月発行) 

教科書196 指導書 

主な内容 関連挿絵 指導要旨 

区域、地勢、気候·産業、交通、住

民·都邑に区分して説明している。 

区域では行政上、十三道に区分さ

れること、地勢では周辺知識との境

界、地形の特徴について叙述して

いる。特に三面の海岸線の特徴と

主な港、周辺地域との連絡関係を

説明している。 

気候·産業では南北の気候の特徴

とそれが与える主要産業への影

響、主な産業について説明してい

る。取り上げられている産業として

は、農業（綿の栽培、煙草、人参、

養蚕も含む）、牧畜、森林、鉱業、

工業（水力電力も含む）、漁業（水

産製造業も含む）などについて詳

述している。 

交通では幹線として京釜本線、京

義本線を取り上げており、特に京

義本線は満州の鉄道と連絡される

こと、満州の鐡道はシベリアや欧亜

を連絡されることを述べている。そ

の他、主な鉄道を並べている。 

住民·都邑では、まず韓国人と内地

人の構成について述べ、それから

各都邑の地理·経済における特徴

を詳述している。 

 

 

『新訂小学地理教授

書 尋六』197 

※この指導書は、指

導事項又は指導要

旨を提示していなく、

教科書叙述の解説

及び挿画の説明が

主な内容である。 

  

 
 

  

 
 

  

 

第5期の地理教科書『尋常小学地理書』巻1，2は前期から僅か3年を経て全面改訂を起こった

                                           
196 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第16巻 地理（二）』 講談社、1978、624-628頁。 
197 北垣恭次郎 『新訂小学地理教授書 尋六』 明治図書、1940、211-260頁。 
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異例の教科書である。時代的な背景としては1937年支那事変が起こり、アジアにおける日本の

位置、国内の情勢などに大きな変化が起こったため、地理教科書はこうした地域の事情に深い

関係をもった教科を用意して、時勢に即応しなければならないとの方針で改訂がなされたものと

みられる。198 内容面においては、特に産業の部分についてはその発展に即した修正や追加が

多くなされており、統計上の数字も修正を加えたところが多い。また神社の所在を追加し、神社の

挿絵も挙げられており、ここに国民思想の基本を置こうとしたものであることが推測されるといわれ

ている。199 

 本項では第5期地理教科書『尋常小学地理書 巻二』に編制されている‘朝鮮’に関する内容と

指導書『新訂小学地理教授書尋六』を中心に分析する。 

第5期『尋常小学地理書 巻二』に編制されている朝鮮地方は「区域」、「地勢」、「気候·産業」、

「交通」、「住民·都邑」の小項目にわけられている。前期の「産業」が今期の「気候·産業」に変更し

た以外は項目は同様である。「区域」や「地勢」は前期の叙述と比べて大きな変化は見られるない

が、前述したように今期の教科書の一つの特徴である‘産業部分についての発展の追加叙述’

が目立つ。 

これと関連して、工業は韓国の北部で盛んになっていたこともあり、北部の地勢に関する説明

がより長くなっている。例えば、‘日本海沿岸線の出入が少なく、島も殆んどない。殊に南部は陸

上の交通が開けず、良港にも乏しいから、産業も発達していない。しかし北部には元山·清津·羅

津·雄基などの良港があり、又この方面の鉄道と満州の鉄道との連絡が開け、満州との関係が

益々密接となったので、産業も活気を呈するようになり、内地との船の交通も盛んになって来た。’

と述べるなど地勢、産業、交通を関連つけて有機的に説明している。 

 韓国の産業について、農業、養蚕業、製糸業、牛の飼育、製材業、鉱業、工業、人造肥料工業、

水産製造業、製塩などについて詳細に述べている。殆んどの叙述は併合以後の植民地経営及

び内地人の流入などによって改善されていく様子が強調される傾向があり、その生産物の内地

への移出·積出についても詳細に記されている。 

 

・ 雨量が少なく、平地も灌漑の便に乏しいが、夏は気温が割合に高く、地味も概ね肥沃であるから、

農業は昔から朝鮮第一の産業であった。近年、水源の涵養や灌漑の工事が進んで、耕地が著し

く広くなったので、農作物の産額も大いに増加してきた。（中略） 米は釜山·群山·仁川等から、大

豆は主に仁川から、多く内地へ積出される。 

                                           
198 海後宗臣 前掲書、679頁。 
199 同上書、680頁。 
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・ 朝鮮の工業は従来は主として小規模の家内工業であったが、近年内地人によって各地に大規

模の工業が勃興し、頓に活気を呈し、工業は農業に次ぐ朝鮮の重要な産業となってきた。 

・ 金は平安南道及び平安北道を主産地とし、近来その産額が著しく増加してきた。鉄鉱は黄海道

が主産地で、兼二浦でも製錬されるが、八幡の製鉄所に送られるものも多い。 

 

 韓国の交通については前期と比べて線路や海上の船路への付加的な内容は見られないが、

その連絡の範囲が広くなったことが強調されている。京釜本線が内地の下関まで鉄道連絡船で

繋がっていることや京義本線が満州の安東まで至るということについては前期でも述べられてい

るが、本書では京義線が安東で満州の鉄道と連絡し、更に満州の鉄道はシベリヤを経由する欧

亜連絡の鉄道の幹線と連絡することなどが詳細に記されている。また今期の教科書には航路に

ついてはじめて言及していることが注目すべき部分であるが、‘東京から大連·新京·天津·北京な

どに至る定期航空路はいずれも朝鮮を経由している。’と述べられている。 

 第5期国定地理教科書は、産業部分における叙述を加えることが主な改訂目的であったことも

あり、韓国においても植民地の経営による産業進歩が強調される中、韓国の北部は鉄道、航路

を通じた満州、中国との連絡基点として以前の教科書より重視されている。この現象は前項で考

察した第4期国定地理教科書が持つ軍国的·国家的な性格がより深化してあらわれていることと考

えられる。 

   

第5項 第6期 『初等科地理 上』(1943年2月発行) 

教科書200 指導書 

主な内容 関連挿絵 指導要旨 

山林の様子、地形の特徴による各地域の交

通と産業の発達程度などを日本と違う点に焦

点をおいて取り上げている。植民地経営によ

  

－ 

                                           
200 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第17巻 地理（三）』 講談社、1978、46-49頁。 



   

95 

る変化を説明しており、韓国が半島として重

要な位置を占めていることを述べている。《釜

山から新義州まで》という小主題で下関→釜

山→大邱→京城→平壌→新義州→満州まで

繋がる鉄道を説明しており、京釜本線や幹線

についても言及している。《南部と西部の平

野》では各地で盛んでいる産業や生産物につ

いて述べている。また主な都市を列挙し、各

都市の特徴を説明している。《鉱山と工業》で

は鉱物の生産と製錬などの工業や水力発展

所の電力による新しい工業が行われることを

述べている。 

  

 

 1943年に発行された第6期の国定地理教科書『初等科地理』上、下は第5期の国定地理教科

書が発行されてから5年を経て発行された。背景としては1941年から国民学校制度が実施された

ことにより教科の目標や全体としての教科·科目の編制が改められ、初等科には地理の教科がな

くなり、国民科の一科目として地理が加えられ、国民科地理となったことによる。さらに1941年から

始まった太平洋での戦争によって、特に地理教科を改造しなければならなくなったことによる。201 

 第6期の『初等科地理』上、下は第5期の『尋常小学地理書』とは内容が全く異なっている教科

書で、新しい目標によって内容の筋書きをつくり、新しい視点から教材を書き直したものである。

この教科書の全般的な性格は、戦時下地理教材として編制してあることで、全部の内容がこの意

図でみたされているといわれている。日本は神の生んだ国で、栄えていく国であるなど日本の歴

史性を認識させるための教材が各所に織りなされていることや大東亜政策に基づいていることで

ある。202 

 このように戦時下であるために、アジア各地域や国々を日本軍がいかに占領して支配している

かについて述べている。また戦時下における産業の重要性について明らかにし、特に鉱工業生

産の地理を多く述べ、アジア各地の資源とその利用についての教材を集めている。また挿絵もす

べて新しくなり、従来の地理教科書の挿絵の形式を破って、独特な提示を考えて、工夫している

跡がみられる。殊にアジア各地の写真や挿絵が多く入っていることは、教材内容と共にこの教科

                                           
201 同上書、485頁。 
202 同上書、486頁。 
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書の特徴として認められる。203 

 第6期の国定地理教科書『初等科地理』では韓国については上巻で取り上げられている。前述

したようにこの期の教科書は構成の面においても前期の教科書と比べて大きな変化がある。日本

及び外地の地理は全部上巻でおさめており、下巻では大東亜や太平洋とその島々、そして世界

の五大州と国々の地誌で構成されている。 

 『初等科地理』上巻で韓国は「朝鮮と関東州」として編制されており、‘朝鮮と関東州とは、ともに

満州の南に続く大陸の一部ですから’という文章から説明がはじまる。前期の教科書とは異なっ

て、地誌的な項目を置いて説明するのではなく、まず、韓国の地勢、気候、人口を最初に説明し、

「釜山から新義州まで」、「南部と西部の平野」、「鉱山と工業」を小題目として設定している。導入

部分で提示されている韓国の地勢、気候、人口については前期の教科書で取り上げる内容とほ

ぼ同様である。 

「釜山から新義州まで」では既存の韓国の交通の内容が、「南部と西部の平野」では農業、養

蚕業、人参のような特産物、果物の生産、牛飼育、漁業、綿糸と陶器の製造などの産業について

説明しており、これらの産物の取引や内地への積出を言及しながら主な都邑についても紹介して

いる。「鉱山と工業」は別の項目として取り上げられているが、前述しているように戦時下における

産業の重要性から特にアジア各地の資源とその利用に注目していたことも関連付けられる。叙述

事例は次のようである。 

 

・ 金は、半島の北西部の山地で多く掘り出され、最近その産額が非常に増加しています。鎭南浦

では、金の製錬が行われます。兼二浦の南の山地には、大きな鉄山がいくつもあって、鉄鉱は兼

二浦の製鉄所で精錬されるほか、八幡の製鉄所へもたくさん送られます。 

・ 金や鉄鉱の産地に近く、石炭の利用に便利な平壌附近では、金属の精錬を始め、様々な工業

が行われています。従って、平壌は近年非常に発展し、今や人口約三十万、京城につづく朝鮮

第二の大都市となりました。 

 

 挿画の中では朝鮮神宮が掲載されていることは注目する部分である。小学校国定地理教科書

の中で神宮が登場するのはこの教科書が最初であり、教科書の改定趣旨にも取り上げているよう

に、‘神が生ん国で、栄えていく国’という日本の歴史性を強調していることが確認できる。204 

                                           
203 海後宗臣 前掲書、486頁。 
204 第5期国定地理教科書の挿絵は前期と一変して写真となり、極めて写実的になって来る。それと同時に

「皇国」の冠絶した風土、産業を誇示するものが多くなって来るのは、5期の性格を端的に示している。唐

澤富太郎 前掲書、427頁。 
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  第6項 近代地理学的な観点から見る韓国表象 

 以上、小学校国定地理教科書と指導書の中で韓国を扱う第2期から第6期の内容を考察した。

これらの教科書は基本的に位置、地形、気候、住民、産業、交通、都邑を小主題として取り上げ

ている。この内容を本章の冒頭で取り上げた近代地理学の帝国主義的な性格からまとめてみよう。 

 まず、進化論的な要素であるが、進化論は国家の利益や能力の尺度によりその政治的な領域

を拡張又は縮小する傾向があるということから、帝国主義国家の植民地拡大に対する理論的な

背景を提供したと見られている。205この進化論的な観点から韓国併合がどのように取り上げられ

ているかをみると、教科書では直接的に記述しないが、第3期教科書の指導書『尋常小学地理学

習指導案(尋六)』では‘即ち歴史的に利害休成を同じうする友朋であったのである。しかるに韓帝

国の末路は国勢疲れて、政治は乱れ国民の永遠の福祉を増進するに難く、引いては同様の禍

乱の源たる状況にあったので両国皇帝陛下は遂に合併の策をとり両国々民の永遠の福祉を増

進させ給うことになったのである。’206と記されている。韓国が国家運営能力不足により政治的な

領域が縮小されたことを示しているのである。このような観点は第3章の韓国歴史をめぐる言説で

も取り上げているように統治能力、国家発展能力の欠如が日本、ひいては東洋の平和を阻害す

るという認識と同一線上であるといえる。 

 次に環境決定論であるが、これも本章の冒頭で述べているように日本で変形された‘半島停滞

性論’と関わりがある。喜田貞吉は韓国の地形的な様子を問題化し、‘西北側からは中国、東南

側からは日本とつながる地理的な状態では強固な独立国に成れない。’207と述べたのである。分

析教科書又は指導書には韓国が日本、満州、ロシアと隣接している様子を地理的な位置を説明

する脈絡から取り上げており、前述した‘半島停滞性論’まで拡大されてはいないと思われる。但

し、韓国北部の満州•中国さらにはヨーロッパとの連絡基点として重要性が強調されることは、地

政学的な観点からみると周辺国から影響を受けざるを得ないという環境に置かれていることを意

味している。 

 そして資本主義的な要素であるが、分析教科書で最も多くの比重を示す部分である。韓国は

日本の外地として資源普及のための主な地域であることから、各地域の特産品について詳細な

情報を記している。1次産業の水準での生産を工業化を通じて加工品として変化する過程、そし

てそのために作られた工場施設に関する内容は特に第3期の教科書から頻繁に取り上げられて

いる。さらに生産品が日本に移出、積出される港についても詳細に説明している。すなわち、韓

                                           
205 홍유진（You Jin Hong） 前掲書、29頁。 
206 稲森禎蔵 『尋常小学地理学習指導案（尋六）』、明治図書、1931、117頁。 
207 喜田貞吉 『韓国の併合と歴史』、三省堂、1910。 
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国を物資を得るための手段として取り上げており、山勢、水勢、地勢などに関する説明も産業と

日本への移出のための立地にどのような影響を及ぼしているかについて焦点が置かれている。 

 この資本主義的な観点は分析教科書と指導書においては植民地施恵論的な要素も共に見ら

れるのが特徴である。産業に関する記述は併合前後を比較する方式を取り、交通•通信の新しい

変化を取り上げるなど、植民地経営による変化を積極的に記している。 

 最後に民族主義意識であるが、これについても前述しているように、海外の植民地を持つこと

で国民意識を高めると共に、対外的に国威を高めることである。これは既に教科書体制からも韓

国が日本帝国の中に含まれており、日本勢力圏の拡大を実感できることである。また、韓国が 

資源普及地として日本の国力が著しく向上していくことを認識させることになっており、さらに日本

国力の向上のため韓国人がつとめることとして認識されることは、民族主義意識の高揚として帰

結されるのである。 

 このように国定地理教科書に表れる韓国認識は帝国主義に立脚した思想と意図が充実に反映

されているといえるのである。つまり近代日本の支配イデオロギーが近代地理学的な視覚に影響

を及ぼして韓国を表象していたのである。 

 

 第4節 中学校地理教科書に表れる韓国 

 

韓国は 中学校用の地理教科書に、併合以前は外国地理に、併合以後は日本地理に編成さ

れて登場しており、台湾、樺太、関東州と同様に日本の地方又は外地の一つとして取り上げられ

ている。〈表5-4〉は分析対象の中学校地理教科書の編成や韓国が登場する部分を表したもので

ある。 

 

〈表5-4〉 中学校用地理教科書の目次構成 

書名 

『最新中学 

地理教科書 

－外国之部 

上巻－』 

『改訂新編 

日本地理 

教科書』 

『普通 

教育日本地理 

教科書』 

『帝国地理』 

『新訂改版 

中等教育 

最新日本地理』 

『現勢 

日本地理』 

発刊

事項 

1902年発行 

大日本図書 

山上万次郎著 

1914年発行 

三省堂 

中目 覚著 

1919年発行 

 東京開成館  

山崎直方著 

1928年発行 

帝国書院 

地理教授 

同志会編纂 

1931年発行 

三省堂 

三省堂編輯所編 

1941年発行 

冨山房 

石橋五郎著 

構成 

第1編 アジア  

第１章 アジア総

論－地文地理 

第2章 韓 

第3章 清 

第4章 アジア洲

第1編 続論 

第 1 章 位 置 及

び境界 

第 2 章 面 積 及

び区画 

第2編 地方誌 

緒論 帝国の位置 

第1編 地方誌 

第1章 日本列島 

第1節 関東地方 

第2節 奥羽地方 

第3節 中部地方 

緒論 

第1編 地方誌  

第1章 関東地方 

第2章 奥羽地方 

第3章 本州中部地

 方 

前篇 地方誌 

第1章 関東地方 

第2章 奥羽地方 

第3章 中部地方 

第4章 近畿地方 

第5章 中国地方 

第一篇 序説 

第二篇 地方誌 

第1章 樺太地方 

第2章 北海道地

 方 

第3章 奥羽地方 
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中の独立国 

第5章 アジア洲

中の附属国 

第6章 アジア総 

論－人文地理 

第2編オセアニア 

第1章 オーストラ

リア連邦 

第2章 マライシア 

第3章 ポリネシア 

第1章 関東 

第2章 奥羽 

第3章 中部 

第4章 近畿 

第5章 中国  

弟6章 四国  

第7章 九州 

第8章 臺灣 

第9章 北海道 

第10章  樺太

南部 

第11章 朝鮮 

第3編 総括 

第1章 地勢及

び近海 

第2章 気候及

び天産 

第3章 生業及

び物産 

第4章 住民及

び都会 

第5章 政治 

第6章 教育·神 

社及び宗教 

第7章 交通 

第4節 北陸地方 

第5節 近畿地方 

第6章 中国地方 

弟７章 四国地方 

第8章 九州地方 

第9節 臺灣 

第10節 北海道 

第11節 樺太 

第2章 朝鮮 

第1節 地文 

第2節 人文 

第3節 地方誌 

第2編 括論 

第1章 地文 

第1節 地形 

第2節 海洋 

第3節 気候 

第4節 動植物 

第2章 人文 

第1節 住民 

第2節 政治 

第3節 教育·神社·

宗教 

第4節 産業 

第5節 交通 

結論 帝国国勢の

発展と国運の進

歩 

第4章 近畿地方 

第5章 中国地方 

第6章 四国地方 

第7章 九州地方 

第8章 臺灣地方 

第9章 北海道地方 

第10章 樺太地方 

附 北樺太 

第11章 朝鮮地方 

第12章 関東州 

第13章  委任統治

南洋群島 

第2編 総括 

第1章 自然地理 

第2章 人文地理 

結論 

第6章 四国地方 

第7章 九州地方 

第8章 北海道 

第9章 樺太(南部)

附北樺太  

第10章 臺灣 

第11章 朝鮮 

第12章 関東州、

南洋群島 

後篇 総説 

第1章 版図 

第2章 地勢 

第3章 海洋 

第4章 気候·生物 

第5章 産業 

第6章 交通 

第7章 住民 

第8章 政治 

第4章 関東地方 

第5章 中部地方 

第6章 近畿地方 

第7章 中国地方 

第8章 四国地方 

第9章 九州地方 

第10章臺灣地方 

第11章朝鮮地方 

第12章 関東州 

第13章南洋群島 

第三篇 綜説 

第1章 地勢 

第2章 海洋 

第3章 気候 

第4章 生物 

第5章 産業 

第6章 交通 

第7章 商業 

第8章 住民  

第9章 政治及び

文化 

第4篇 結論 

 

中学校用の地理教科書は小学校の地理教科書と比べると、叙述分量は多く、内容的な面に

おいても扱う主題が多様である。その中で、韓国の政治、風俗、言語、韓国人の容貌·気質など

について述べるとともに関連挿画も掲載されており、この点は小学校用地理教科書では殆ど扱

われていないことから本節で注目したい部分である。但し、中学校教科書の指導書の収集が困

難であったため、本節では各分析対象の教科書にあらわれる韓国関連事項を中心に考察する。 

 

 第1項 『最新中学地理教科書 –外国之部 上巻‐』、1902年発行 (大日本図書) 

教科書208 

主な内容 関連挿絵 

「地文地理」、「地方誌」、「人

文地理」に区分して叙述して

いる。「地文地理」では境域、

  
 

 

                                           
208 山上万次郎 『最新中学地理教科書 －外国之部 上巻－』 大日本図書、1902、13-23頁。 
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沿岸、地勢、水系、気候、天

産について述べている。「地

方誌」では区画、中部（京畿·

黄海·江原）、南部（忠清·全羅·

慶尚）、北部（咸鏡·平安）に分

けて説明している。「人文地

理」では住民、政治、生業、

交通について述べている。 

  
 

 

 1902年発行の『最新中学地理教科書 ‐外国之部 上巻‐』は併合以前発行された中学用の地

理教科書で、外国地理に‘韓’という課名で編制されている。この上巻には‘アジア’と‘オセアニ

ア’が収録されている。アジアの国で独立した章として登場するのは‘清’と‘韓’のみである。 

‘韓’について「地文地理」、「地方誌」、「人文地理」に区分して叙述しており、「地文地理」では

「境域」、「沿岸」、「地勢」、「水系」、「気候」、「天産」を、地方誌では「区画」、「中部（京畿·黄海·

江原）」、「南部（忠清·全羅·慶尚）」、「北部（咸鏡·平安）」を、人文地理では「住民」、「政治」、「生

業」、「交通」を小項目に設定して述べている。 

地文地理においては小学校の国定地理教科書とほぼ類似した内容が記されている。ただし、

韓国の輪廓に関して‘全体の輪廓は恰も兎の遼東半島に向て飛ばんとするに似たり（恩師小藤

博士による）’と記述しており、‘韓国輪廓の譬喩’の挿絵を提示している。地理学者である小藤文

次郎は1903年『朝鮮三脈論』を発表し、韓半島の形状を兎に比喩し、1904年矢津昌永が『韓国

地理』の編纂においても小藤文次郎の韓半島の兎の形状化理論を継承することで、以後の地理

教科書にも影響を及ぼしてきたと見られている。209 

地方誌では中部、南部、北部に大別して記述している。その中で「中部地方」を扱う部分で京

城の様子について次のように略述しているが、与えられる印象から不潔な都市のイメージが強く

刻印されるのである。関連挿画としては‘京城南大門’を提示している。 

 

本名は漢城と称す。街路は不規則にして狭く、頗ぶる不潔を極め、周囲は繞ぐらすに城壁を以てし、

我が居留地には公使館及び領事館の設けあり。 

 

                                           
209 정민 「한반도 호랑이 지도론」『 한국학 그림을 그리다』 태학사、 2013、 342頁； 목수현 「국

토의 시각적 표상과 애국 계몽의 지리학 –최남선의 논의를 중심으로-」『 동아시아문화연구』

57、2014、19-21頁。 
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 「住民」」に関しては人種、言語、教育、衣服、葬礼文化について簡単に述べているが、その中

で‘人種は蒙古人種の一支にして我が大和種族に似たり’、‘教育は旧時の状態に安んじ更らに

進歩せず、上流は孔孟の教を口にするも、一般に妖教行わる。’、‘厚葬の弊習久しく墓地の地

積大なるを以て、鉄道の敷設、鉱山の採掘など、利源の開発に故障少なからず。’と記している。

関連挿画では‘韓人（結婚の礼装）’を掲載しているが、‘普通の人民は沐浴せず一般怠惰にし

て朝寝午睡を貪る’と付加説明を付けている。 

「政治」に関しては、君主専制を中心とした体制を説明し、‘各道には視察使を置くも、中央政

府の命令十分に行われず、地方官は賄賂を貪り、重税を課し、人民はこれが為めに赤貧洗うが

如し’と述べるなど、当時の政治の腐敗を取り上げている。 

このように「住民」と「政治」の叙述では、韓国の教育や葬礼風俗が近代に向いていないことや

政治体制の問題点を露出しており、韓国の人々が不潔で怠惰であると描写している。民間信仰

とも見られるものを‘妖教’と定義したり、墓地を大事に思う慣習を‘利源の開発においては障害に

なる’と簡単に述べてしまう。特に、政治と衛生における記述は第3章の韓国をめぐる言説で取り

上げている内容と脈絡が同様であることがわかる。 

一方、「生業」では林産、水産、農産について略述し、‘金鉱に富み、各国争ひて其の採掘の

権を得たり’と述べている。貿易は主に日本と行われていることや仁川·釜山·元山が重要な開港

場としてあげられている。「交通」に関しては、京釜鉄道が開発着手中で、日本が経営に関わって

いることや近時に至り交通が少し面目を改めることになったと言及している。 

このように、『最新中学地理教科書 –外国之部 上巻‐』は、併合以前の1902年に発行された

もので、‘韓’という異国の地文、人文、地方誌に関する事項が述べられている。地理的な特色、

経済的な面から見る価値、文明の視線から見る前近代的な要素や問題の指摘が含まれている。 
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第2項 『改訂新編日本地理教科書』、1914年発行 (三省堂) 

教科書210 

主な内容 関連挿絵 

構成は「沿革」、「地勢·気候及び

生物」、「住民及び産業」、「交通

及び都会」から成っている。 

「沿革」では韓国が日本の植民

地になるまでの経緯を略述し、

「地勢」では山系、水系、海岸に

区分して説明している。。「気候」

については寒暑の差が大きいこ

とや北部の冬の酷寒を説明して

いる。「住民」では体格、文明の

程度、教育について述べており、

「産業」は農業·鉱業·水産業·工業

に区分して説明している。そして

釜山、大邱、大田、京城などの

「都会」についても取り上げてい

る。 

 
 

 

  
 

   

  

1914年発行された中学用の『改訂新編地理教科書』は、1911年7月発布の文部省訓令中学校

教授要目に準拠して中学校の日本地理教科用に充つ目的をもって編纂された。構成は地文·人

文地理的事項、各地方誌から成している。導入部分に「沿革」を設けて、韓国が日本の植民地に

なるまでの経緯を略述し、「地勢」では山系、水系、海岸に区分して説明している。特に黄海岸と

朝鮮海峡の出入り屈曲に富むことや鎭海湾の国防上の重要な位置、済州島の漢羅山が森林の

富むことなどが取り上げられている。「気候」については寒暑の差が大きいことや北部の冬の酷寒

を説明しながら‘河水の結氷したる状’を挿絵で提示している。 

 「住民」では‘体格·容貌内地人に酷似すれども、文化の程度稍低い’と描写し、‘一般に教育普

及せず迷信の徒多きを以て、普通教育を奨励し、現今は各地概ね学校の設あるに至れり’と述

べている。関連挿画としては‘朝鮮婦人洗濯の状’を掲載しているが、独特の韓国の風俗を見せ

る目的もあるだろうが、‘文化の程度稍低い’という叙述とも関連づけられている。 

                                           
210 中目 覚 『改訂新編日本地理教科書』 三省堂、1914、141-153頁。 
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「産業」は農業·鉱業·水産業·工業に区分して説明しており、農業と鉱業については主な生産物

や生産地が列挙されている。これと関連して、米·麦·大豆·牛の産額を付加的に提示したり、麻·牛·

大豆·金の産額を韓国と内地と比べる円グラフを通して韓国の産額がはるかに多いことを提示し

ている。「交通」については京釜線·京義線や支線が取り上げられており、‘朝鮮の鉄道系’が提示

されている。 

そして釜山、大邱、大田、京城を始めとする「都会」についても取り上げられているが、その概

説として‘地勢·産業及び位置上の関係より人口は半島の西斜面と南斜面とに多し。従って都会も

多く此の地方に集まり。市街は概ね支那風を帯び燒らすに城壁を以てし、樓門を設けて出入の

便にし、家屋は一般に矮小にして陰欝なり’と記されている。この際、一緒に掲載している挿絵は

‘朝鮮人と其の住居’を描写しているものであるが、それが一般的な様子であるとは言い難いので

ある。この挿画に関しては次節で詳細に述べることにする。 

 このように『改訂新編日本地理教科書』では併合して僅か4年しか経っていないが、教育面にお

ける進歩を記し、農業·鉱業での生産物と産額を取り上げながら内地と比較してはるかに高いこと

を提示している。その外、交通においても鉄路の追加的な附設様子を説明するなど、植民地経

営による変化や資源の宝庫として韓国を認識させている。 

  

第3項 『普通教育日本地理教科書』、1919年発行 (東京開成館) 

教科書211 

主な内容 関連挿絵 

構成は「地文」、「人文」、「地

方誌」から成っている。「地文」

では境域、地形、気候に分け

て説明しており、「地形」では

南北の地形の異なることを提

示している。「人文」は住民、

政治、産業に分けて述べてい

   

  
 

                                           
211 山崎直方 『普通教育日本地理教科書』 東京開成館、1919、155-170頁。 
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る。住民に関しては文明の程

度について低いと述べてお

り、教育は近年進歩している

と説明している。 

「地方誌」では南部·中部·北部

に区分して説明している。各

地域の地理的な立地、主な

都会、各都会の特徴、地域間

又は日本との交通連絡の事

項などについて述べている。 

 
  

 
 

 

 

 この教科書の著者である山崎直方は国家人文発達の程度は其位置·地形·気候等自然の形勢

と関係する所が多く、本書も地文·人文に関する教材の配合に注意を加えたことを述べている。そ

して‘第3期の小学校国定地理教科書と連絡し、適当の範囲に於て其程度の高いことを期待する

こと’や‘挿画·図式などは精選を加えて斬新にして特色あるものを載せたこと’を述べている。212 

「地文」では境域、地形、気候に分けて説明しているが、まず境域では‘朝鮮はアジア大陸の

東部に突出せる半島’と述べている。「地形」では南北の地形の異なることを提示し、主な山脈や

それが地形や地域の区分にどのような影響を与えているかについて説明している。また、三面の

海岸の様子、平野の分布、主な川の流れなどについて叙述している。 

 「人文」は住民、政治、産業に区分しているが、まず住民に関する記述をみると次のようである。 

 

・ 半島住民の大部分は朝鮮民族にして、容貌大和民族に酷似す。其体格·気質半島の南北により

て異なり、(中略) 北人は沈著·頑固なれど、南人は軽噪·巧慧なり。 

・ 朝鮮民族は概して文明の程度低かりしが、近年教育の普及に力め、各種学校の設備を見るに

至りたれば、人文亦漸く進歩せり。 

 

  住民と教育においては前項の『普通教育日本地理教科書』でも取り上げられているが、韓国

人の文明の程度が低いことは本書でも言及されており、教育面においての改善と人文の進歩に

ついて述べている。そして‘諺文の例’を表す挿画を提示し、‘諺文は朝鮮民族固有の文字なり’

と付加説明を付けている。 

 「政治」については併合以後の朝鮮総督府設置により変化した政治体制や行政体系について

                                           
212 同上書、1-3頁。 
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説明しており、「産業」では農業·鉱業·水産業について述べている。農業では森林と牧畜、果樹の

栽培まで含めて説明し、水産業では三面の海の代表的な魚類を挙げている。工業においては近

時、製鉄·製錬·製紙が興ることについて言及し、貿易においても中国や内地との主な交易品につ

いて列挙している。交通においても京釜·京義を始め京元·湖南などの鉄道の開通や海路も言及

するなど‘水陸の交通漸く不便なきに至れる’と記している。 

 「地方誌」においては南部·中部·北部に区分して説明を展開している。各地域の地理的な立地、

主な都会、各都会の特徴、地域間又は日本との交通連絡の事項などについて述べている。各地

域の説明は‘前項の『普通教育日本地理教科書』’より詳細に記しており、提示されている挿画も

‘釜山船車連絡停車場’、‘京城市街’、‘開城附近の参園’、‘仁川港’、‘載零鉱山’、‘平壌の市

街’、‘元山の市場’、‘清津港’などで、この教科書に登場する挿画の大部分がこの地方誌と関

連するものである。 

 このように本書では併合して約10年が経った時点で発行されたこともあり、本書の内容は、その

間、植民地として経営した結果に焦点が置かれていると見ることもできる。韓国人の文明の程度

は低いと前提し、教育面における進歩を記しており、原料生産を中心に述べた以前の教科書と

は違って、産業がより細分化され生産·加工段階まで至り、この生産物の内地までの移出·積出に

ついても述べられている。交通においても韓国の各地まで至る鉄路網について記しているなど、

植民地としての韓国の様子が提示されている。 

 

第4項 『帝国地理』、1928年発行 (帝国書院) 

教科書213 

主な内容 関連挿絵 

構成は「自然地理」、

「處誌」、「人文地理」

から成っている。「自然

地理」は位置、地勢、

気候に区分して説明し

ており、「處誌」では南

部、中部、北部に区分

している。「人文地理」

   

  
 

   

                                           
213 地理教授同志会 『帝国地理』 帝国書院、1928、155-167頁。 
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では産業、交通、住民

に区分している。 

  
 

 

 1928年に発行された『帝国地理』は緒論、第一編地方誌、第二編総括、結論との四部より構成

されており、この本の特徴として‘記事を厳撰すると同時に内容を増加し、特に文化的事項に注

意して記述していること’と‘乾燥無味に陥らないことを努め、殊に趣味の喚起の為に、挿絵·挿図

の数を多くしたことで、知識の直覚的注入に資することを得る’と示している。そして生徒に‘愛国

的·経済的に向うことにより健全な帝国の国民性を発場させることを期待する’と編纂の意を示して

いる。214 

 韓国における内容は自然地理、地方誌、人文地理に区分して叙述している。まず、「位置」に

関しては‘亜細亜大陸東部の大半島にして’という記述から始まり、周辺の国や地域との関係に

ついて略述し、‘今や我が国に併合せられ政治·経済·交通·軍事上、頗る重要なる地方となれり’と

記述する。「地勢」に関しては山地と河湖·平野に区分しており、主な山脈や山、江の分布から成

り立つ地形、三面の海岸の特徴などを説明している。気候についても気温と降水量のグラフを提

示して説明している。「處誌」では併合後、総督による行政の編制や管理について説明しており、

南部地方·中部地方·北部地方に区分している。各地域の地理的な立地、主な都会、各都会の特

徴、地域間又は日本との交通連絡の事項などについて述べている。また本書では各都邑に関す

る詳細な説明より、多くの都邑とその特徴について略述する方式を取っている。関連挿画は南大

門、仏国寺、群山港、大邱の市場、釜山の棧橋、仁川港、平壌の市街などである。 

「産業」は農業、牧畜業、林業、水産業、鉱業、工業、商業に区分して説明しており、農業にお

いては‘朝鮮の主業にして、内地人の移住と共に、次第に改善せられた’と書かれている。工業

においても‘朝鮮人の工業は近時著しく其の面目を改め、内地人の経営は堅実となり、新工業漸

く盛んなり’と書かれている。商業においては内地との取引や満州との貿易品、そのための主な

港や開市について略述している。関連挿画としては綿摘み、明太魚、大邱定期市が提示されて

いる。 

 「交通」については、鉄道の発達の様子を説明しているが、特に京釜·京義二線が安奉線に連

れて欧羅巴に至ることやこの二つの線と支線を通して全通することが強調されている。さらに無線

電信局の設置と京城のラジオ放送局設置についても述べている。このように「産業」、「交通」に

おいては、併合以後植民経営により進歩したことが強調される傾向がみられる。 

                                           
214 同上書、1-4頁。 
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 「住民」に関しては、内地人の移住が多く、重要都府は‘内地と同様の観を呈するに至った’と

述べており、さらに民族については‘朝鮮族は住民の殆ど全部を占め、顔貌、大和民族と相似た

るも、生活状態に異なる処少なからず’と書いている。また‘中流以上は漢文、一般人民は諺文を

用いるが、内地的教育の普及につれて国語·国文の普及著し’と説明している。関連して提示し

ている挿画は韓国の児童の様子であるが、既存の教科書とは違って、上流層の子供の様子を提

示している。 

 このように『帝国地理』では韓国が日本において政治·経済·軍事的に重要な位置を占めている

ことや長年の植民地経営による産業·交通·教育面における変化を詳細に述べている。産業は生

産品目が多様化し、交通においては内地→韓国→満州→ヨーロッパまで至ることを言及するな

ど植民経営により着々変化していく様子を説明している。この際、併合前後の状態をその以前と

比較しながら併合以後の進歩を強調する説明方式を取っている。  

 

第5項 『新訂改版中等教育最新日本地理』、1931年発行 (三省堂) 

教科書215 

主な内容 関連挿絵 

構 成 は 「 通 説 」 、 「 地

形」、「気候」、「産業」、

「 交 通 」 、 「 住 民 と 都

会」、「處誌」から成って

いる。「通説」では日本

との関係、併合までの

経緯を説明している。 

「住民と都会」では、内

地人の韓国への移住

現況、韓国の身分制度

や悪弊が併合により改

善される過程、庶民の

生活及び住居の変化

について述べている。 

  
  

   
 

   
 

  
  

 
  

 

 

 1931年に発行した『新訂改版中等教育最新日本地理』は地方誌と総説との二部より構成されて

                                           
215 三省堂編輯所 『新訂改版中等教育 最新日本地理』 三省堂、1931、170-18４頁。 
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おり、本書の編纂の要点として‘小学教育の連絡に考慮し内容の程度を高め、教材を有機的に

総合して総括的知識を養成すること’と提示している。また‘挿画は厳密に選択して一々略解を

附し、殊に多数の産業図を加えて総括的記述の本文と対照し、その了解会得に便ならしめた’と

提示している。216 

 「通説」では‘朝鮮は日本海と黄海との間に突出する大半島’と様子を記し、さらに日本との関

係については‘我が国とは遠く神代の頃から往来があり、その後も関係は密であったが、明治43

年、終に我が国に併合するに至った’と併合までの経緯を説明している。 

 「地形」では他教科書と同様に主な山脈とそれによる地域の区分、川の流れと平野の分布、三

面の海岸の様子などについて説明している。「気候」についても気温と降水量のグラフを提示し

て韓国の寒暑共に烈いことについて説明している。産地、台地、平地、山などを示した‘地勢概

要’や‘白頭山’、‘氷上の釣魚’、‘気温のグラフ’などの挿絵を一緒に提示している。 

 「産業」では導入部分で‘我が国に併合以来、政府の保護·奨励によって各種の産業が大いに

面目を改めたが改善の余地は尚多い’と記し、農業、林業、水産業、鉱業、工業、商業に区分し

て説明している。まず、農業では米作が第一として水田の分布を表す地図も載せられており、そ

の外の穀物の主産地や内地への移出について述べている。この際、群山に於ける米の積出の

挿画も載せている。その外、綿、煙草、人参、果樹の栽培や養蚕、牧畜についても言及している

が、人参の栽培、綿畑、綿分布、牛分布の地図も一緒に掲載されている。水産業では東岸、西

岸、南岸で主に捕獲する魚種について列挙し、天日製塩も行われることと中心地も言及している。 

鉱業では主な鉱物と埋蔵地分布を列挙し、工業では次のように変化様子を記している。 

 

工業は未だ盛でない。鮮人の事業としては僅に古から行われた綿·摩等の織物·陶器·紙等の手工を

見るに過ぎないが、近年内地人の経営せる新式工場が処々に勃積·製紙·製材·セメント·製糖などに

は頗る大規模のものがある。 

 

 一方、商業においては内地から多くの加工品を移入して、原料品を移出するという内地との取

引や満州との貿易状況、主な開港場、定期市などについて述べている。この際、挿画は‘大邸の

市場’を載せており‘定期市の光景で街路に白く見えるは白衣の鮮人が群集しているのである’と

略解している。交通においても以前との変化様子が導入部分で登場するが次のように記している。 

 

往時は道路が著しく荒廃し、專ら馬又は轎を用いていたが、近年その修築がよく行われて、自動車

                                           
216 同上書、1-2頁。 
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の往来も盛になった。 

 

この外、鉄道と海運、航路を通して内地·支那·シベリヤなどとの連絡状況を説明しており、無線

電信局や内地及び大連間の航空輸送が行われることについても述べている。この際、韓国や満

州まで繋がる鉄道、韓国各地に繋げる支線を表す地図も掲載されている。 

前で述べているようにこの教科書の筆者は‘小学教育の連絡に考慮し内容の程度を高めた’と

提示しているが、この教科書の発行年度は1931年で、第4期小学校国定地理教科書が発行され

る5年前であり、アジアの地理事情の変化を反映する修正が求められていたのである。この時代

的な要求がこの教科書にも反映されており、韓国の産業、交通の変化様子が充実に記されてい

る。 

住民と都会においては、内地人の韓国への移住現況、韓国の身分制度や悪弊が併合により

改善される過程、庶民の生活及び住居の変化について述べている。 

 

朝鮮族の間には従来厳重な階級制度があって、職業を世襲し、その弊も少なくなかったが、近頃

次第に改善された。庶民は生活の程度が低く、概ね藁葺の陋屋に住み、温突を設けて冬の寒気を

凌いでいる。（中略）主要都市は周囲に城壁を繞らし、家屋にも特色があるが、近年都市の建築様

式は内地風に改る傾向が著しい。 

 

韓国人の生活又は文明の程度が低いということは時代の変化を問わず、持続的に取り上げら

れており、生活様子を描写する際によく登場する家屋は挿画であれ、叙述であれ陋屋の様子が

一般的である。 

「處誌」では朝鮮を南朝鮮、中朝鮮、北朝鮮に大別して説明しているが、他教科書と同様に各

地域の地理的な立地、主な都会、各都会の特徴と重要性、地域間又は日本との交通連絡の事

項などについて述べている。その中で、京城については‘南大門通の光景で内地風の建物が櫛

比している’と解説を付けており、‘政治上·経済上·総て半島の大中心で、城廓を一変した’と叙

述するなど、日本の植民支配を強く受けた様子に変化していくことを明らかにしている。 
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第6項 『現勢日本地理』、1941年発行 (冨山房) 

教科書217 

主な内容 関連挿絵 

構成は「位置·沿革·区

画」、「地形·気候」、「産

業」、「交通·商業」、「住

民·處誌」から成ってい

る。その中で「交通」につ

いては陸運、水運、航空

·通 信 に 区 分 し て 説 明

し、、「住民」では、皇民

化、韓国人の気質、生

活の様子などを略述して

いる。 

   

   

   

 

 1941年に発行された『現勢日本地理』は、1937年4月より実施せられた中学校改正教授要目に

基いて新たに編纂した教科書である。教授要目改正の趣旨の主な内容は‘国民精神の作興、愛

国心の涵養の上に重点を置き、我が国の現勢を説くと共に我が国の特質と世界における地位と

を理解せしめる’であった。218 

 他教科書のような地文、人文の大別はなく、位置、地形、産業、交通と商業、住民と處誌のよう

に叙述項目が羅列されている。「地形·気候」については他教科書と同様に主な山脈とそれによる

地域の区分、川の流れと平野の分布を説明しており、この際‘朝鮮地方地形図’も一緒に掲載し

ている。北部地方にある長津江などの水を利用した発電所は新しい内容である。「気候」につい

ても大陸性であるため寒暑共に烈いことを‘京城府·福島市1月最高気温比較表’を一緒に提示し

て説明している。 

「産業」についてはこの教科書でも農業、牧畜、林業、水産業、鉱業、工業に区分している。農

業では併合以来、耕地·農作物が増加したことや主な収穫品目について列挙し、特に人参と綿花

の分布を地図で表している。水産業では各海岸の主な魚種、海苔の養殖、水産製造物、天日製

塩業について言及している。鉱業では主な鉱物やその生産地を取り上げている。この際、水産漁

獲·製造高表や主要鉱産額表、砂金の採掘様子の挿絵も提示している。工業においては併合以

                                           
217 石橋五郎 『現勢日本地理』 冨山房、1941、179-195頁。 
218 同上書、１頁。 
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前と比べて大工業が盛んになっていることを言及しており、空中窒素工場内部の写真が提示さ

れている。 

 「交通·商業」については、陸運、水運、航空·通信、商業に区分して説明している。陸運としては

鉄道が朝鮮内は勿論、内地·満州·ヨーロッパ州までの通ずることを強調し、‘朝鮮地方鉄道図’を

一緒に提示している。水運では内地·満州国と海路や水運が盛んであることを述べており、航空

においては韓国の航空の要地を並べ、内地と大連及び満州国などとの航路を説明している。通

信では海底電線が内地まで至ること、無線電信局設置により韓国各地、内地、満州国と無線電

話が通ずることについて述べるなど、この分野における進展に比重を置けている。 

一方、「住民·處誌」では、人口における韓国人と内地人の分布、皇民化、韓国人の気質、都市

及び生活の様子などを次のように略述している。この際、‘朝鮮に於ける内地人分布図’や‘朝鮮

の民家と温突’が挿画として提示されている。 

 

朝鮮族の身体·容貌は大和民族に酷似しているが、文化はまだ及ばない。中部及び北部には火田

民と称する流浪者がある。満州国及び内地に移住する者が多く、今日、半島人は全く我が皇化に

霑い、兵役志願さえも認められるに至った〔教科書補充説明:内地風の氏名も許された。〕（中略） 

昔時政治の中心となった都市には支那式の城壁をめぐらすものが多かったが、現在は殆ど取除か

れて僅かに城門などを残すのみである。朝鮮の民家には温突と称する保温の設備がある。 

 

 韓国人の文化の程度が低いということは時代を問わずに殆んどの分析対象の地理教科書で登

場する内容であり、京城を中心とした都市の変化様子を反映している。 

  處誌においては他教科書と同様に南部·中部·北部に大別して説明しており、各地域の地理的

な立地、主な都会、各都会の特徴と重要性、地域間又は日本との交通連絡の事項などについて

述べている。 

 前でも述べているように、この教科書の編纂の意が‘愛国心の涵養や日本の現勢の理解’であ

ることもあり、韓国における現勢や経済·産業·交通における事項が詳細に記されており、以前時

期の教科書では言及していなかった韓国人の皇民化が登場したり挿絵で朝鮮神宮を提示するこ

とは注目する部分である。 

 

 第7項 近代地理学的な観点から見る韓国の表象 

以上、中学校地理教科書で取り上げている韓国関係の内容を考察した。前節で考察した小学

校国定教科書と同様に殆んどの教科書が韓国における地文地理、人文地理、地方誌に大別し

て記述している。これらの内容を近代地理学の帝国主義的な性格からまとめてみよう。 
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 まず、進化論的な要素であるが、韓国の沿革を設けて韓国が日本の植民地になるまでの経緯

を略述する程度でこの進化論的な観点が直接には表れてはいない。反面、環境決定論的な要

素としては、小学校用の国定地理教科書と同様に韓国と隣国との位置関係について述べる内容

が一般的であるが、併合以前である1902年発行の『最新中学地理教科書-外国之部 上巻-』で

韓国の全体の輪郭を兎に比喩していることに注目する必要がある。兎に比喩したのは教科書に

も明記しているように小藤文次郎博士219により取り上げられたのが教科書にも反映されている。兎

に比喩していることは兎の属性、即ち幼弱な動物で保護が必要な動物のイメージを韓国に適用

させているのである。その他、1928年発行の『帝国地理』でも‘其の位置•支那•露西亜両国間に介

在するを以て半島の歴史は此の地理的位置に支配せられしこと大なり。今や我が国に併合せら

えれ、政治•経済•交通•軍事上、頗る重要なる地方となれり’と記している。このように韓半島の地

理的な外郭線、地政学的な位置のため、韓国が植民地化されたと見ている。つまりこの環境決定

論に立脚して植民地になることへの宿命的な‘地理的決定論’が反映されている。 

 資本主義的な要素は、小学校教科書と同様に韓国の経済的な価値と産業の変化過程に関す

る内容である。そしてこの資本主義的な要素に最も高い比重が置かれていることも小学校教科書

と同様な現象である。また取り上げる産業、交通と関係する記述はより深化されている。例えば、

農業と鉱業の生産量を示したグラフを掲載したり、鉄道の連絡様子を鉄道図と共に提示すること

でより詳細な情報を与えている。さらにこの資本主義的な観点は、小学校教科書と指導書と同様

に植民地施恵論的な要素も共に表している。韓国の産業が併合後の政策、内地人の移住により

改善又は盛んになったと評価している。 

 民族主義意識を高める要素として、韓国が漸次的に内地風に変化し、成功的に植民地を経営

していると考えさせる側面、資源の豊富な植民地を持っていることに対する自負心を高める側面

を教科書記述を通して提示している。さらに皇民化政策の施行において‘兵役志願を認める’、

‘内地風の氏名を許す’のような記述方式を通して皇民化政策をめぐる韓国人の反発は取り上げ

ず、むしろこの政策に順調に従っているように述べている。このように日本の国勢、世界における

地位を確認することで、自国·自民族に対する愛国心と自負心の涵養を図っていることが明らか

にされる。 

  

  

                                           
219 小藤文次郎は明治時代の日本地理学を代表する地理学者で、韓国地理と関連する著者として『朝鮮

山岳論』、『朝鮮の地質地理的旅行記』などを残した。 
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第5節 地理教科書における韓国表象の変遷 

 

 以上、小学校国定地理教科書と中学校地理教科書に記されている韓国関連記事と近代地理

学的な特性が反映された韓国の表象について考察した。本節ではこれらの考察内容を時代順

に並べ、時代による韓国表象の変遷を明らかにする。 

 

〈小学校国定地理教科書〉 

 

 

年代 〈中学校地理教科書〉 

 

第六期(1943) 

戦時下、資源提供及び利用地としの韓国 

  

 

 

 

 

 

·産業:鉱工業生産と資源利用 

·満州と繋がる大陸の一部として地政学的な重要性 

 1940 『現勢 日本地理』 (1941) 

皇民化の強調、韓国の現勢 第五期(1939) 

経済·軍事上の重要な存在 

（朝鮮北部の浮彫） 

 ·韓国民族の文明程度の低さ 

·交通:陸路（内地→ヨーロッパ）、 

水運·航路（内地→満州） 

·皇民化の表面的な登場:朝鮮神宮、韓国人の兵力

志願、日本式に改名 

·産業:植民地経営による発展象の強調 

·交通:鉄路·航路の主な基点として北部の韓国強調 

（満州との緊密性の協調） 

 

 

第四期(1936) 

経済·軍事上の重要な存在 

·産業:細部的な説明、叙述量の増加 

（併合以後の発展の様子の強調、生産→加工→ 

移出） 

·交通:咸鏡線附設（内地→朝鮮→満州まで連絡） 『新訂改版中等教育 最新日本地理』 (1931) 

 1930 堅固なる植民地としての韓国 
·植民地影響下で内地風に変化する都市の様子 

·交通:既存の交通網＋航路 

·産業:内地人による経営、工場建設の増加 

（産業関連挿絵の増加） 

 

 

  『帝国地理』 (1928) 

植民地経営の進歩 

(経済·軍事·政治上の重要性の強調) 

·中国·ロシアと境界である地政学的な位置：宿命的

な植民地 

·内地的な教育普及（日本語の普及） 

·産業の細分化、生産品目の多様化 

·交通:内地→韓国→満州→ヨーロッパまで連絡 

·通信:無線通信、京城でのラジオ放送 

 1920  

第三期(1919) 

植民地としての韓国の様子の提示 

 『普通教育日本地理教科書』 (1919) 

植民地としての韓国の様子の提示 
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·国力の衰退：併合に至る原因 

·産業の成長（併合前後の比較） 

·産業生産品の内地への移出·積出 

·交通:京元·湖南線敷設などで朝鮮内での交通網拡

大（韓国↔内地） 

·文明程度低い、近年の教育改善強調 

·産業の細分化:原料生産のレベルから加工まで 

·交通:鉄道（京釜·京義·京元·湖南）、海路 

⇒韓国内の鉄道網拡大 

·各都邑の詳細な説明、豊富な挿画の提示 

 

  『改訂新編日本地理教科書』 (1914) 

併合以後の変化象の登場 

·文明の程度低い、教育の未普及、迷信 

·日本による普通教育の奨励 

·農業·鉱業生産物に関心 

·交通:鉄道の敷設進行中 

第二期(1910) 

併合以前の韓国の様子 

1910  

·天産·資源の自然的な状態:経済的な価値 

·交通:京釜線、京義線（敷設中） 

·文化·風俗:挿画を通して前近代的な様子提示 
 

『最新中学地理教科書－外国之部上巻－』  

(1902) 
 1900 併合以前の前近代的な様子の強調 

·韓国の輪郭を兎の比喩：惰弱な国家イメージ 

·風俗·教育の前近代性 

·都市の停滞と不潔 

·民族の怠惰と不潔 

·交通:日本による開発と経営（進歩様子の強調） 

〈図5-1〉地理教科書に表れる韓国表象の変遷 

 

まず、併合以前である1902年発行の中学校用の地理教科書では、韓国の典型的な様子とし

て風俗と教育の前近代性、京城の停滞と不潔の様子を描写し、民族の怠惰と不潔の様子も付加

的に述べると共に、韓国の輪郭を兎に比喩することで惰弱な国家という認識を形成させている。

反面、日本による開発及び経営されている鉄道事業の進歩を強調している。 

1910年に発行された第2期の小学校国定地理教科書では、併合直後であったため、併合以前

の韓国の様子が記されている。依然として文化や風俗において前近代的な要素が強調される傾

向があり、新しい植民地の天産や資源について経済的な価値が取り上げられている。 

 1914年の中学校用の教科書は、併合して僅か4年が経った時点で発行されたもので、植民経

営の影響が目につくほど現れてはいない。鉄道敷設における進展や普通教育の普及が言及さ

れる程度の記述である。 

 1919年に発行された第3期の小学校国定地理教科書と中学校地理教科書は植民地としての様

子が一層現れている。産業の成長の様子を併合以前と比較しながら記しており、産業分野はより

細分化し、原料生産のレベルから加工、それから内地への移出段階まで述べている。交通にお

いても韓国内に鐡道網が拡大し、内地と韓国との連絡現況について記している。しかしながら依
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然として韓国民族の文明程度の低いことは時代を不問して登場しており、教育の改善様子は強

調されている。 

 1928年発行の中学校地理教科書は本格的に植民地経営による変化を述べている。産業によ

る生産品目が多様化し、交通においても内地から韓国、満州そしてヨーロッパまで繋がることを

述べており、内地的な教育普及を日本語の普及の観点から言及している。一方、中国·ロシアと

境界である地理的な位置から韓国の歴史が支配されてきたと述べるなど、植民地になったことを

地理的決定論の観点から記している。 

 1931年発行の中学校地理教科書は日本の植民地としての堅固なる様子が描写されている。内

地風に変化する都市の様子、内地人の経営による産業の変化が強調されている。特に挿画にお

いても産業に関わるものが数多く提示されている。交通においても既存の鉄道網が韓国中の

所々まで至って、さらに満州、ヨーロッパまで繋がることの外にも航路の主な経由地であることも

言及している。 

 1936年と1939年に発行された小学校国定地理教科書第4期及び第5期の教科書では日本の

経済·軍事上における重要な位置を占める植民地として強調されている。特に満州に対する膨張

政策により韓国の北部地域の経済·地政学的な重要性が浮彫りされているなど、満州との緊密性

が強調されている。このような叙述は、第3期国定地理教科書から表れる経済的な側面を強調す

る傾向と共に、第4期·5期に至ると軍国的·国家的色彩が強くなっていく傾向とも関連付けられる。

220  

 1941年の中学校教科書と1943年発行の第6期小学校国定地理教科書では、戦時下であるとい

う特殊な背景から産業、鉱工業における生産と資源利用に関心が置かれている。このような現勢

に焦点を置きながら皇民化要素が表面に登場するようになる。 

 このように地理教科書には近代地理学の要素が全体的に表れているが、各時代によって強調

している要素は少々異なる。環境決定論·進化論的な側面から韓国の輪郭、地政学的な位置が

韓国の歴史に影響を及ぼしたと見ている中で、漸次的には併合以後、本格的に実施された植民

地政策により産業·交通における改善が図られてきたことが強調されており、これは日本による恩

恵であることが叙述のベースになっている。さらに日本が軍国主義化していくと、韓国における産

業の重要性がより明らかにされるようになり、軍事的に重要な位置、戦時物資となる鉱工業生産

にも関心を置くようになる。そして韓国人の皇民化政策により民族主義はより強化していくことに

                                           
220 1936年と1939年に発行された小学校国定地理教科書第4期及び第5期の教科書では日本の経済·軍

事上における重要な位置を占める植民地として強調されている。特に満州に対する膨張政策により韓国

の北部地域の経済·地政学的な重要性が浮彫りされているなど、満州との緊密性が強調されている。 
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なっている。 

 

第6節 地理教科書における挿画から見る韓国表象 

 

 中学校用の地理教科書では‘民族’又は‘住民’のような項目を設けて韓国人の容貌、気質、風

俗、文化、言語などについて述べている。そして韓国の首都である漢陽（京城）も代表的な都市

であり、朝鮮総督府が所在していることで殆んどの教科書で捉えられている。この際、挿画も提示

されることが多くある。本節ではこれらの挿画を中心に挿画の付加説明も確認し、韓国がどのよう

に表象されていったのかについて考察する。 

 

  <表5-5> 中学校用教科書の韓国民族と文化に関する挿画 

教科書名 挿画 関連記述内容 

『最新中学 

地理教科書  

－外国之部  

上巻‐』、1902、

 大日本図書 

韓人 

（結婚の礼装） 
普通の人民は沐浴せず一般怠惰にして朝寝午睡を貪る。 

『改訂新編 

日本地理 

教科書』、 

1914、 

三省堂 

朝鮮婦人 

洗濯の状 

概して婦女は男子に比すれば勤勉にして一般に衣服の洗濯に忙

はし 

朝鮮人と 

その住居 

·朝鮮民族は其の体格·容貌内地人に酸似すれども文化の程度稍

低く、古来上流には漢文、下流には諺文行はるれども、一般に教

育普及せず迷信の徒多き(後略) 

·家屋は一般に矮小にして陰欝なり。 

轎に乗りたる状 交通は古来主として轎と馬とによれり 

京城の南大門 

京城は人口17万、久しく王城の在りし処にして漢江に近く、北漢

山と南山との間に位し周園の城壁には八大門ありて市外に通ず。

其の中、南大門と西大門とは殊に宏大なり。 

『普通教育 

日本地理 

教科書』、 

1919、 

東京開成館 

ハングル 諺文は朝鮮民族固有の文字なり。 

慶州付近の 

佛国寺 
其（大邱）東には新羅の旧都慶州あり。其附近史跡に富む。 

京城市街 

京城は久しく韓国の首府たりし処にして漢江に沿ひ、北漢山と南

山との間にあり。人口約25万、市街は城壁を繞らし、規模壯大に

して、総督府·李王の宮殿等あり。 

『帝国地理』、 

1928、 

帝国書院 

京城南大門 
南大門通り中央に五百年の蘚苔を蒸して聳え建つ京城八城門の

一つなり 

佛国寺 

新羅の旧都慶州を距る四里の郊外に在り栄華を極めたる新羅時

代の遺跡多く石垣等は現在修理せられたるも尚ほ昔を偲ぶに足

る。 

韓国の児童  ·韓国の児童 
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   ·住民:朝鮮族は住民の殆ど全部を占め、顔貌、大和民族と相似た

るも、生活状態に異なる処少からず。中流以上は漢文、一般人民

は諺文を用ひしが内地的教育の普及につれて、国語、国文の普

及著し。 

『新訂改版 

中等教育 

最新 

日本地理』、 

1931、 

三省堂 

鮮人の風俗 

·庶民は多く図のやうな矮屋に住み女子は常に洗濯に忙しい小さ

い流でもあると其処には必ず洗濯婦人をみるのは朝鮮の特徴で

ある。 

·朝鮮族の間には従来厳重な階級制度があって、職業を世襲し、

その弊も少なくなかったが、近頃次第に改善された。庶民は生活

の程度が低く、概藁葺の陋屋に住み、温突を設けて冬の寒気を

凌いでいる。 

ハングル 

支那の影響で上流社会では漢文を用ひ、一般には我が国の仮

名に似た諺文が行はれていたが、近年各種の学校を設けて大い

に面目を改め、殆ど内地と等しい教育が施されるやうになった。 

慶州の佛国寺 
慶州には著名な史跡が多く佛国寺もその一つで新羅盛時の昔が

偲ばれる。 

京城の市街 南大門通りの光景から内地風の建物が櫛比している。 

『現勢 

日本地理』、 

1941、冨山房 

朝鮮の民家と 

温突 
朝鮮の民家には温突と称する保温の設備がある。 

慶州の佛国寺 東方の慶州新羅の旧都として知られ(後略) 

 

 〈表5-5〉から分るように韓国の民族·文化と関連してよく登場する要素は、韓国人の容貌、気質、

服装、家屋と温突、ハングル、洗濯の様子、新羅の旧都にある仏国寺、京城などである。これらの

要素を包括的に分類すると、韓国人の容貌や気質については「民族」、風俗、日常生活の様子

に関するものは「風俗」、言語及び文化遺産に関する内容は「文化」、京城の様子は「京城」という

主題に区分できる。各主題の挿画と内容が時代によってどのように描写されて韓国のイメージを

構築していったのかについて見てみよう。 

 

第1項 民族 

1902年発行 
『最新中学地理 

教科書－外国之部 

上巻‐』 

1914年発行 
『改訂新編 

日本地理教科書』 

1928年発行 
『帝国地理』 

1931年発行 
『新訂改版中等教育 

最新日本地理』 

  
  

〈図5-2〉民族関連挿画 
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韓国人に関しては、容貌と服装を表す挿画を通して描写している。まず、1902年発行の教科

書では‘韓人（結婚の礼装）’を提示し‘普通の人民は沐浴せず一般怠惰にして朝寝午睡を貪る’

と解説を付けている。1914年の教科書では‘朝鮮民族は其の体格·容貌内地人に酸似すれども

文化の程度稍低く’と記し、‘朝鮮人とその住居’という挿画を提示している。しかしながら〈図5-2〉

からもわかるようにもっとも身分の低い階層と見られる人を韓国人の代表的なイメージとして与え

ている。 

反面、1928年発行の教科書では‘朝鮮族は住民の殆ど全部を占め、顔貌、大和民族と相似た

るも、生活状態に異なる処少からず’という叙述と共に上流階級の子供の様子を提示している。

1931年発行の教科書では‘鮮人の風俗’の挿画を提示し、一般庶民の生活の様子も一緒に伝え

ている。挿画には男性、女性、子供が登場しており、働く様子、何処かに向けて歩く様子、じっと

座っている様子を描写するなど、他教科書と比べて対象を特定化してはいない。 

 このように韓国人の容貌が日本人に似ていることは各時期とは無関係に共通的に言及されて

いるが、関連挿画は教科書によって提示様相は様々である。しかし韓国人の気質、生活水準を

貶すような説明が持続的に登場するなど、韓国人の否定的なイメージは膠着化されている。 

 

第2項 風俗 

1914年発行 
『改訂新編 

日本地理教科書』 

1931年発行 
『新訂改版中等教育 

最新日本地理』 

1941年発行 
『現勢日本地理』 

     

〈図5-3〉風俗関連挿画 

 

 韓国の社会像を描写する際によく登場する内容は、身分制度による弊習、河川で洗濯する女

性の様子、移動手段としての轎、住居の様子などである。その中で河川で洗濯する女性の様子

はよく登場する素材である。1914年発行の教科書では‘概して婦女は男子に比すれば勤勉にし

て一般に衣服の洗濯に忙はし’とし、1931年発行の教科書でも‘女子は常に洗濯に忙しい小さい

流でもあると其処には必ず洗濯婦人をみるのは朝鮮の特徴である’と叙述している。これは挿画

にも反映されているが、特に1931年発行の教科書の挿画を詳細に見てみると洗濯する女性とじ

っと座っている男性と対照を成している。立っていたり動いたりするのは女性である。この挿画は

‘前項の「民族」’で分析したように‘怠惰’というイメージを連想させる外、‘概して婦女は男子に比
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すれば勤勉’であるという叙述がこの挿画を通しても確認できるようにしている。韓国の男性のイメ

ージを固めるための装置ともなるといえるだろう。 

住居と関連しては、1914年発行の教科書では〈図5-3〉のような挿画のみを提示しており、1931

年発行の教科書では‘庶民は多く図のやうな矮屋に住み’、‘庶民は生活の程度が低く、概藁葺

の陋屋に住み’と書かれている。朝鮮時代は社会構造によって人が居住する家舎に層級を決め、

身分を越える家を建てるのは厳しく禁じられていた。221 しかし、18,19世紀に入ると中人という新

しい階級の形成と中流農民の向上した経済力により、庶民の住宅は規模や空間において質的な

向上が目立った。地方により家屋の構造は相違であるが、開いたㅁ字形の中流家屋が多く立て

られた。222 このような当時の庶民の住居の様子を考慮すると、教科書に描かれた韓国人の家屋

は一般的な様子ではなく、一部の下層民の状況ではないかと思われる。従って、教科書で提示

した家屋の挿絵は落後で貧弱なイメージを与えるのに充分なものである。 

オンドルについては、1930年代は本文で‘温突を設けて冬の寒気を凌いでいる’と説明し、194

1年発行の教科書では<図5-3〉の挿絵の掲載と共に‘朝鮮の民家には温突と称する保温の設備

がある’と説明している。オンドルに対する日本人の認識は1920年代までは否定的であったが、

韓国で暮す日本人が韓国の気候環境に合う暖房システムとして愛用するようになり、1930年に入

ってからはその認識が肯定的に変化した。223  

 

第3項 文化 

                                           
221 박선희 「조선시대 가옥규제 및 풍속」 『한국주거학회지』1‐2、1990、81頁。 
222 김동욱  『조선시대 건축의 이해』 서울대학교출판부、1999。 
223 オンドルへの否定的な認識の理由としては、エネルギー効率と衛生などの機能的な面とオンドルの熱

は起居する人の行動を鈍化させ、生活能率を妨げる弊害があると考えた。강상훈 「일제강점기 일본

인들의 온돌에 대한 인식변화와 온돌개량」 『大韓建築学会論文集計画系』22‐11、2006、255-

257頁。 

1914年発行 
『改訂新編 

日本地理教科書』 

1928年発行 
『帝国地理』 

1931年発行 
『新訂改版中等教育 

最新日本地理』 

1941年発行 
『現勢日本地理』 
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〈図5-4〉文化関連挿画 

 

韓国の文化としてよく登場する内容は、千年古都の慶州、ハングルである。慶州は各都邑を列

挙·説明する中で登場しているが、慶州の代表的な遺跡として提示しているのが‘佛国寺’である。

 1910年代は‘新羅の旧都慶州あり。其附近史跡に富む’という説明と佛国寺の様子を<図5-4>

のように提示しているが、 荒廃した佛国寺の様子なのである。 

佛国寺の修理は日帝により1924年に終わり224、復元された様子を反映したのは1920年代の半

ば以後の教科書である。それにも関わらず、1910年代の教科書に新羅の代表的な文化遺産とし

て荒されている佛国寺を掲載している。1928年発行の教科書以後からは修理された佛国寺が 

登場しているが、慶州を代表する文化遺跡の中で専ら佛国寺のみを挿画として提示している。日

本は慶州を古代日本の一部で旧植民地であったという観点から見る傾向があり、慶州の遺物や

遺跡地は‘日本帝国’の誇りで、慶州の保存が重要であると考えたと見られている。225このことから

佛国寺は古代日本の旧植民地であったという象徴的な要素と廃墟状態の佛国寺を日本が復元

させたことを意味するのではないだろうか。 

 ハングルについては、諺文と称しており、‘上流社会（又は、中流以上）は漢文、一般人民（下

流）には諺文を使う’というのが一般的な叙述である。関連挿絵はハングルの子音、母音、そして

両音の組合せの例を提示している。しかし叙述内容のようにハングルが下流層のみで使われたと

いうのは事実ではない。中国の書籍をハングルで翻訳したり、漢字の音価をハングルで表記した。

また詩歌をハングルで創作·記録するなど上流階層もハングルの主体的かつ積極的な使用者で

あった。226 そして大韓帝国時代に‘国字’として資格が得られ、公文書にはハングル又はハン

グルと漢字を混用するようになった。このようなハングル使用に関する実状は言及されず、教科書

の叙述では漢字とハングルの使用対象を上流層と庶民（下流層）という単純な対照的な構図を提

示している。このことから固有文字であるハングルは下層民の文字であるという偏見を与えている

と考えられる。 

                                           
224 이강근 「佛國寺의 목조건물과 修理·復元의 역사에 대한 연구」『경주문화연구』7、2005、8頁。 
225  윤소영 「식민통치 표상 공간 경주와 투어리즘 -1910‐20년대 일본의 여행기를 중심으로-」  

『동양학』45、2009、159-183頁;김신재 「1920년대 경주의 고적 조사·정비와 도시변화」『신라문

화』 38、2011、331-354頁。 
226 김인회 「조선시대 사대부의 한글 사용과 의미」 『정신문화연구』35‐4、2012、35‐54頁。 
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第4項 京城 

1914年発行 
『改訂新編日本地理教科書』 

1928年発行 
『帝国地理』 

1931年発行 
『新訂改版中等教育 

最新日本地理』 

        
  

〈図5-5〉京城関連挿画 

 

ソウル、当時の‘京城’への描写は首府·王城の所在地という意味、京城を囲む四大門·北漢山

と南山間の位置という都市の構造から見る特徴を始め、併合以後の教科書では総督府の所在地

とその役割、内地風の市街という植民地の観点から説明が加えられている。 

挿画の内容を見ると南大門と京城の市街が中心となっている。南大門は朝鮮時代から漢陽

（京城）の正門の役割を果たした。また、建築様式においても朝鮮の建築史で重要な意味を持っ

ている。このようなことから南大門は京城を代表するランドマークとして日本の教科書によく登場し

ている。一方、‘京城市街’と名付けられる1914年発行教科書の挿画は鐘路附近を、1931年発行

の教科書では南大門通の光景を提示している。南大門通は当時在内地人が居住した‘南村’と

隣接した商圏中心地域として商業化·都市化の影響をもっとも直接的に受けた場所でもあった。

227 この挿画について‘南大門通りの光景から内地風の建物が櫛比している’と解説しているなど、

京城のイメージは植民支配の強い影響を受けた様子に変化していった。このように京城は二重

的な意味を内包している。朝鮮王朝の長い歴史を持つ都城のイメージと植民地化の過程を通し

て植民地朝鮮の‘京城’として変化していく様子である。 

 

第7節 小結  

  

以上、近代における小学校用と中学校用の地理教科書の韓国関係の記事や挿画について分

析した。分析対象の教科書ごとに叙述内容と挿画、指導書の指導事項を考察した。さらにこれら

の教科書の韓国関係の記事を時代順に並べて、時代別の特徴を明らかにし、関連挿画も取り出

して主題別に再分類し、各主題の挿画提示の変化も確認した。 

特に、進化論、環境決定論、資本主義、民族主義から影響を受けた近代地理学が韓国の地

                                           
227 조은주 「경성부 남대문통과 태평통의 이층한옥상가에 관한 연구」『서울학연구』30、2008、99-

138頁。 
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理的な要素をどのように変形させて韓国を表象していたかを考察した。このような考察を通して近

代日本の支配イデオロギーが近代地理学的な視覚をどのように変形させて韓国を認識しており、

その支配イデオロギーが地理教科書を通してどのように表出されているかを明らかにした。 

 進化論は国家の利益や能力の尺度により政治的な領土を拡張又は縮小する傾向があるという

ことから、帝国主義国家の植民地拡大に対する論理的な背景を提供したと見られている。この観

点からは韓国が併合されるまでの経緯を国家運営の能力不足により政治的な領域が縮小された

と見ている。環境決定論は日本で変形された半島停滞性論又は地理的決定論と関連させて韓

国の地形的な様子を問題化し、地政学的な要因から支配されることが多いと断定している。さら

に韓半島の輪郭を兎に比喩して幼弱で保護が必要なイメージを形成させることで韓国植民地化

への論理を構築した。 

 資本主義的な観点としては、教科書では韓国の資源と産業に高い比重を置いており、資源を

産業の進歩のために利用し、内地まで移出する過程に主な焦点が置かれていることである。さら

に韓国を満州や中国地域と繋がる重要な経由地にしていることも交通面においても有用な道具

として認識している。 

民族主義認識は海外に植民地を持つことに対して民族意識を高めることであるが、韓国関係

の教科書叙述では韓国が植民地になるまでの経緯や植民地経営が成功的であり、日本国富が

増強する様子を取り上げている。さらに挿画を通して韓国の前近代性と落後性を提示することで

韓国の文化や社会を低評価し、日本文化に対する自負心を感じさせる役割を果たしている。 
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第6章 歴史教科書と指導書から見る韓国表象 

 

第1節 歴史教科書研究の必要性と目的 

 

 近代国民国家の形成を目指して、日本においても近代的学校教育制度が創始された。この近

代的学校教育制度において、国民統合に不可欠の施策として歴史教育が実施された。この歴史

教育における基本教材である歴史教科書の存在と機能は、近代日本人の歴史認識の展開過程

を解明するうえで極めて重要な研究対象である。この歴史教科書内容上に現れる歴史認識は、

小学校国定歴史教科書の登場で、一つの公的な歴史認識として確定されることになった。その

後この一つの公的な歴史認識は、小学校国定歴史教科書の中で変容していくことになる。228  

 明治期の歴史教育の歴史を追っていくと明治天皇が文部省に指示を与え、それが歴史教育に

直接に影響を及ぼした事実に出会う。1879年(明治12年)の「教学聖旨」はその一つの例である。

「教学聖旨」は、教育全体の方向について欧米の教育思想編重を正し、仁義忠孝の教えを重視

することを主張し、小学校の全ての教科で「仁義忠孝を主とする聖旨」に従った内容の改造を進

めた。こののち、戦前の歴史教育の目的の中核となった「尊王愛国の志気」の養成は、この時期

に規定されたのである。「教学聖旨」は強烈な天皇制イデオロギーの発露であったが、歴史教科

書はこのイデオロギーを支える教科として重要視されることとなり、さらに1886年の検定制、1904

年の国定制へとの教科書制度の編制により、教育において一歩一歩国家統制が強められてい

った。229   

 一方、「教育勅語」の趣旨が反映された1891年の「小学校教則大綱」では歴史科に関する規定

が定められたが230、その内容の中心は、天皇を中核として忠良賢哲の人物を伝記的に扱って、

天皇と国家への忠誠心を育成することに置かれた。以後、満州事変の発生など時代の変化によ

り国民精神の自覚を求め、国体明徴を徹底させる方針のもとに編集されることになった。このよう

に近代期には日本歴史の教育を通して天皇制イデオロギーによる国体観念や忠君愛国の強化

を図り、皇国民の育成を目標としたのである。 

                                           
228 竹田進吾 「近代日本における文部省の小学校歴史教科書統制に関する基本的考察－「調査済教科

書表記」から検定期初期の分析－」『東北大学大学院教育研究科研究年報』54、2006、47頁。 
229 滋賀大学附属図書館 前掲書、42-43頁。 
230 日本歴史ハ本邦国体ノ大要ヲ知ラシメテ国民タルノ志操ヲ養フヲ以テ要旨トス 

尋常小学校ノ教材ニ日本歴史ヲ加フルトキハ郷土ニ関スル史談ヨリ始メ漸ク建国ノ体制 皇統ノ無窮 

歴代天皇ノ 盛業、忠良賢哲ノ事跡、国民ノ武勇、文化ノ由来等ノ概略ヲ授ケテ国初ヨリ現時ニ至ルマ

テノ事歴ノ大要ヲ知ラシムヘシ（以下略） 唐澤富太郎 前掲書、184‐185頁。 
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このように歴史教育が天皇制イデオロギーをはじめとする国家権力を支える重要な役割を果た

してきたことから日本歴史の展開において韓国との関係史をどのように捉えているかを考察する

ことは重要な部分である。 

日本が帝国主義の道を歩むことになり、隣国への勢力浸透が進められていたことから韓国は

日本にとっていかなる関係として表象されているかを明らかにする必要がある。つまり韓国歴史の

展開をどのような観点から解釈しているかを考察することで、近代日本の支配イデオロギーの投

入様相が明らかにされるのである。 

 

第2節 研究範囲と方法 

 

 本章での分析対象の教科書は小学校用の国定歴史教科書である。小学校用の国定歴史教科

書は国定第1期から第6期まで各期ごとに共通的に巻1,2が刊行された。231 歴史教育は地理教

育と同様に尋常5,6学年から受けるようになっていたが、第1期の教科書が使用される時期は義

務教育の年限が4年までであったため、この時期の歴史教育の対象は高等小学生であった。小

学校における分析対象の教科書と指導書は次の〈表6-1〉のようである。 

 

〈表6-1〉分析対象の小学校用の日本歴史教科書及び指導書 

番号 書名 代表著者 発行者(発行所) 発行年度 分類 

1 小学日本歴史 一（第一期） - 文部省 1903 

日本歴史 

教科書 

（小学 

校用） 

2 小学日本歴史 二（第一期） - 文部省 1903 

3 尋常小学日本歴史 児童用 巻一（第二期） - 文部省 1909 

4 尋常小学日本歴史 児童用 巻二（第二期） - 文部省 1909 

5 
尋常小学日本歴史 児童用 

（改訂版）  巻一 （第二期改訂） 
- 文部省 1911 

6 
尋常小学日本歴史 児童用 

（改訂版）  巻二 （第二期改訂） 
- 文部省 1911 

7 尋常小学国史 上巻（第三期） - 文部省 1920 

8 尋常小学国史 下巻（第三期） - 文部省 1921 

９ 尋常小学国史 上巻（第四期） - 文部省 1934 

10 尋常小学国史 下巻（第四期） - 文部省 1935 

                                           
231 小学校用の地理教科書と同様に、日本歴史教科書においても第一期では巻1より巻4まで四冊が刊行

され、高等小学校第一学年より第四年まで、毎学年一冊づつ使用された。巻3、4は高等小学校3、4年

において使用するもので別の方針で編集されている。海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第19巻 

歴史（二）』、講談社、1978、750頁。 



   

125 

11 小学国史 尋常科用 上巻（第五期） - 文部省 1940 

12 小学国史 尋常科用 下巻（第五期） - 文部省 1941 

13 初等科国史 上（第六期） - 文部省 1943 

14 初等科国史 下（第六期） - 文部省 1943 

15 尋常小学日本歴史教授新案 啓成社 
国民教育研究会 

編纂 
1910 日本歴史 

指導書 

（小学 

校用） 

16 
尋常小学日本歴史教授書 巻二 

（毎時配当 教案適用） 
松邑三松堂 

普通教育研究会 

編纂 
1911 

17 初等科国史 上 教師用  文部省 1943 

 

各期の歴史教科書の特徴は、まず第1期国定歴史教科書は国定教科書が決定すると共に文

部省において急いで編集して刊行した教科書である。全般としては明治30年代の初めまでに刊

行されていた検定教科書などを参照したものと推定される。この期の教科書は人物を多く課名と

して揚げていることである。第2期の教科書は、内容の編成についての構想も第1期と同様であっ

て、新しい形で歴史教科書を作り直したものではない。巻2の終わりには時代が進んだことにより

追加的な事項を反映した。この期の教科書における教材選択の方針は小学校令施行規則第五

条の趣旨によったので、神代以来の事暦を教授すること、主として国体の大要を知らしめること、

国民たる志操を養うことであった。232 第3期の教科書は15年間使用され、期間の最も長かった国

史教科書で、以前の教科書を全く新しく書き改めたものである。従来よりも一層人物中心となって

いるが、第一次世界大戦後の状況から歴史教科書が国民精神を作興し、国体観念を明らかに

する教材を盛るように特に考えられたことによる。第4期における改訂は、前期の教科書が15年と

いう長い期間使用されたことで、大正から昭和へと時代が移ったことと満州事変後の諸事情を反

映して修正すべきであるという必要性から行われた。しかし前期の文語体表現を口語体に改めた

程度で、記述の内容や意味を改めたような修正は極めて少なく、全般としては内容を著しく修正

したということは言えない。第5期教科書は、1941年から国民学校の制度が発足し、教科の内容

が全面的に改められる計画が進められる内に改定が行われた。第5期の歴史教科書においては

昭和12年支那事変以後の国運の進展と国民精神の自覚に基いて内容を修正した。既存の個人

伝記の技葉の部分を削除し、皇国民を育成するための学習を生徒に行わせる際にその素材とし

て役立つものであることを求めた。第6期の教科書においては、学校制度の改革があり、小学校

は国民学校と改められ、歴史教科書は初等科5·6年用として新しく編纂された。国民学校初等科

の教科構成によって、国史は国語、修身、地理と共に国民科の中に含まれることとなった。国民

科は国体の精華を明らかにし、国民精神を涵養し、皇国の使命を目覚せしめるための教科であ

                                           
232 第2期改訂においては、第2期国定歴史教科書が南朝北朝と天皇が両統あったと教えるのは甚だしい

誤りであるとしてそれの修正が行われた。 
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ったため、既存の歴史教科書と著しく異なるものとした。この期の歴史教科書は皇国進展の跡を

回想せしむるに適切且つ重要な題目を選んでこれを骨子として編成したものであり、戦時教科書

の内容を最も強く表現したものであると評価されている。233 

そして国定歴史教科書において、事実の有機的関係とその因果的説明を忘れた断片的物語

に陥っている点が指摘されている。皇国主義の宣揚に結始した国定教科書には、史実をその因

果関係に於いて考察し、社会の発達の因果的法則を把握しようとする歴史学としての学問性、す

なわち歴史科学を拒否していたことについての指摘であった。234 

本章の研究範囲は教科書と指導書の叙述内容を中心とした韓国関係の記事である。分析に

おいては韓国と関係する主題を取り出し、主題別に教科書と指導書で主眼点として取り上げてい

る内容と時代による叙述内容の変化について考察する。近代期の歴史教科書においては、天皇

制イデオロギーによる国体観念や忠君愛国を図るという目的が最も強く反映されていることから、

教科書叙述に対する客観的な視点を得るため、現行の日本史教科書、各主題に関する論文と

書籍などの内容を参考しながら記述内容を分析し、韓国関係の記述に投入された支配イデオロ

ギーやそれから形成された韓国認識について考察する。 

 

第3節 小学校国定歴史教科書と指導書に表れる韓国 

 

 韓国は日本歴史の展開において密接に関わってきたことから韓国が登場する課は少なくな

い。単純に国名として登場することもあるが、両国の関係史部分では深く関与されていることもあ

る。〈表6-2〉は韓国が登場する課をまとめたものであるが、歴史教育への時代的な要請によって

各期の教科書の編成は少々異なっている。その中でも第6期に至るとその編成と課名において

大きな変化があったことがわかる。 

 

 〈表6-2〉 各期国定歴史教科書における韓国関連内容 

区分 

 

 

 

 

構成 

第一期 

（1903） 

第二期 

（1909、1911：改訂版） 

第三期 

（1920、1921） 

第四期 

（1934、1935） 

第五期 

（1940、1941） 

第六期 

（1943） 

『小学 

日本歴史』 

一、二 

『小学 

日本歴史』 

（原版） 

一、二 

『小学日本 

歴史』 

（改定版） 

一、二 

『尋常 

小学国史』 

上、下 

『尋常 

小学国史』 

上、下 

『小学 

国史』 

上、下 

『初等科 

国史』 

上、下 

                                           
233 海後宗臣 前掲書、750-756頁；海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第20巻 歴史（三）』、1978、

講談社、469-475頁。 
234 唐澤富太郎 前掲書、412-413頁。 
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巻 

一 

（上） 

4.神功皇后 

5.物部氏と 

蘇我氏 

8.天智天皇 

 と藤原鎌足 

4.神功皇后 

6.物部氏と 

蘇我氏 

7.聖徳太子 

9.天智天皇と

藤原鎌足（つ

づき） 

4.神功皇后 

6.物部氏と 

蘇我氏 

7.聖徳太子 

9.天智天皇と 

藤原鎌足 

（つづき） 

4.神功皇后 

6.聖徳太子 

8.天智天皇と 

藤原鎌足 

（つづき） 

4.神功皇后 

6.聖徳太子 

8.天智天皇と 

藤原鎌足 

（つづき） 

4.神功皇后 

6.聖徳太子 

7.文化の 

改新 

1-3.五十鈴 

   川 

2-2．法隆寺 

2-3.大化のま

つりごと 

5-3. 神風 

巻 

二 

（下） 

９.豊臣秀吉 

10.徳川綱吉 

 新井白石 

15.台湾征伐 

と西南の 

役 

17.明治二十 

七八年戦 

役 

5.豊臣秀吉 

8．徳川綱吉  

新井白石 

13.台湾征伐と 

西南の役 

15 .明治二十

七八年戦役 

16 .明治三十

七八年戦役 

5.豊臣秀吉 

8.徳川綱吉  

新井白石 

13.台湾征伐

と西南の役 

15.明治二十

七八年戦役 

16.明治三十

七八年戦役 

17.平和条約 

 と韓国併合 

35.豊臣秀吉 

42.新井白石 

51-2.西南の役 

51-4.明治二十

七八年戦役 

51-6.明治三十

七八年戦役 

51-7.韓国併合 

35.豊臣秀吉 

42.新井白石 

51-2.西南の役 

51-4.明治二十

七八年戦役 

51-6.明治三十

七八年戦役 

51-7.韓国併合 

33.豊臣秀吉 

38.大石良雄 

 と新井白石 

47-1.明治 

維新 

47-3.明治二 

十 七 八 年 戦

役 

47-5.明治三

十 七 八 年 戦

役 

8 - 3 . 扇面 の

地図 

9-3.鎖国 

12-2.憲法と

勅語 

13-1.日清 

戦役 

13-2.日露 

戦役 

14-1.明治か

ら大正へ 

 

〈表6-2〉で提示しているように巻1（又は上）では中世までの歴史を、巻2（又は下）では近世か

らの日本歴史で編成されている。巻1で韓国が関わって登場する課は‘神功皇后’をはじめ、‘物

部氏と蘇我氏’又は‘聖徳太子’、‘天智天皇と藤原鎌足’などである。これらの課では古代史に

おける日本と韓国との関係史も扱われているが、神功皇后の三韓征伐と大陸の先進文化が日本

に伝来されたこと、百済への軍事支援が主な内容である。巻2で韓国と関係ある課は‘豊臣秀吉’、

‘新井白石’、‘西南の役’、‘明治二十七八年戦役（日清戦争）’、‘明治三十七八年戦役（日露

戦争）’、‘韓国併合’などである。これらの課では近世からの歴史における日本と韓国との関連事

件が登場するが、課名からも分かるだろうが、豊臣秀吉の朝鮮侵略、朝鮮通信使、征韓論、日清

戦争、日露戦争、韓国の保護国化、韓国の併合が主な内容である。このことから本節では「神功

皇后の三韓征伐と先進文化の渡来」、「滅亡する百済へ軍隊支援」、「文禄·慶長の役」、「朝鮮通

信使」、「征韓論」、「日清戦争」、「日露戦争」、「韓国の保護国化と韓国の併合」を分析主題とす

る。235 

 

第1項 神功皇后の三韓征伐と先進文化の渡来 

教科書の内容 指導書の内容 

〈神功皇后の三韓征伐〉 『尋常小学日本歴史教授新案』236 

                                           
235 国定歴史教科書は海後宗臣によって集大成された『日本教科書大系 近代編 第19巻 歴史(二)』、

『日本教科書大系 近代編 第20巻 歴史(三)』（講談社、1978）に収録している記事と挿画を参考して

おり、引用文の出処については同書を提示する。 
236 国民教育研究会編纂 『尋常小学日本歴史教授新案』 啓成社、1910、27-36頁。 
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日本では韓国の地にある三国を‘三韓’と言い、新

羅、百済、高麗がそれである。 新羅を従えば、熊

襲は自ずから平がないと思い、神功皇后は御懐妊

中でありながら新羅に渡り新羅を討ち入った。その

後、百済も、高麗も日本に従うようになった。 

一方、三韓は早くより支那と交通して、学問、技芸

が開いていた。三韓は日本に従いした後はいろい

ろの珍しい貢物を奉った。また学者、工人なども日

本に渡り来るようになり、日本は之がために大いに

進歩した。その学者の中にては、百済より来た王

仁という人最が名高い。 

〈関連挿絵〉 

  

神功皇后はるかに新羅      皇后の御出発 

の方をのぞみ給ふ 

〈第二期教科書〉        〈第六期教科書〉 

 

〈先進文化の渡来〉 

聖徳太子は朝鮮の学者について深く学問を修め

て、朝鮮と支那のよいところを取って新しい政治を

始めた。太子は支那へ使や留学生を送り、以後か

らは支那から直ちに学問や技芸などが伝われるよ

うになった。 

〈課名:神功皇后〉 

－要旨:神功皇后親ら三韓を征伐されて国威を

海外に揮かされ、次で慶神天皇の御代には、始

めて文学の渡来あって、之れより日本の文芸大

に発展する様になりしことを知らしむ。(27頁) 

－教授上の注意:（一）本課は神功皇后の三韓征

伐と文教渡来とが大眼目であるから其の主要の

点を忘れない様に注意す可きである。先づ三韓

の位置を明らかにして、皇后は熊襲の叛は新羅

の後援あることを知り給はられたと云ふ英明なる

ことより、自ら男子の装をされて外征の大事を遂

げられ、三韓をして永く朝貢せしめられた大功を

説き、新羅王降伏の誓言は、注意せしむ可きも

のである。 

（二）次で文教の渡来は、我国文化の発達に大

影響を与えたのだから渡来の時の天皇名、年

代、王仁の名などはよく記憶せしめねばならぬ。

(34頁) 

 

〈課名:聖徳太子〉 

－要旨:推古天皇の御代厩戸皇子皇太子に立た

れて摂政された。太子は頗る聡明の御方で深く

仏教を信じ給ひて多くの寺を建てらる。別けて政

治の才にたけられ有名なる憲法を制定され支那

との交通を開き給ふた。故に聖徳太子と申し上ぐ

るのである。(62頁) 

  

 明治維新により既存の武家階級から天皇家に支配権が移行するようになり、日本は天皇権の

強化という方向に歩みだした。そこでは天皇家の支配の正統性とその由来を確認する必要が生

じていた。教育現場においても江戸期までには省みられることの多くはなかった、8世紀に成立し

た天皇の由来を説く『古事記』·『日本書紀』中の神話部分や説話部分が多くとりあげられることと
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なり、その古代神話や説話群の内容はいわゆる「国民」に拡く普及していくこととなった。237 

 その中で、神功皇后は『古事記』·『日本書紀』·『風土記』等に記載された仲哀天皇の皇后であり、

仲哀天皇が朝鮮半島の新羅を与えるという神の託宣を信じず、それによって崩じた後、皇后自身

が神の託宣どおりに朝鮮半島に攻め入り新羅を降伏させるという、朝鮮半島の征服者として説話

化されている人物である。238 この神功皇后の話は、征韓論から日韓併合に向かう時代状況から

小学校国語読本、歴史教科書において韓国侵略の根拠として取り上げられるようになった。239  

神功皇后の三韓征伐に関する話しは、第1期から第6期までの国定歴史教科書に重要な課と

して取り上げられており、各期による少々の差はあるが上記の内容が基になっている。新羅の降

伏に続いて百済、高句麗も日本に朝貢し、さらには三韓の文教が日本に渡来して日本の文教も

進歩したことについても述べている。 

 三韓の征伐においては、神功皇后の話で代表される古代日本が韓国に対して持っていた優越

な勢力と位置を強調しており、この際、日本は神の加護下であることや戦うことなく神功皇后の威

勢に新羅王が降伏する様子を次ぎのように描写している。 

 

皇后舟いくさをひきゐて対馬にわたり、それより新羅におしよせまたふ。軍船海にみちみちて、御勢

すこぶる盛なりしかば、新羅王大いに恐れていはく、「東の方に日本といふ神国ありて、天皇といふ

すぐれたる君いますと聞く。今来れるは、必ず日本の神兵らん。いかでかふせぎ得べき。」と。ただ

ちに白旗をあげて降参し（後略）（第3期教科書）240 

 

国々からは、勇ましい将兵や多くの軍船が、お召しに応じて、次々に松浦の港へ集って来ます。ま

ことに、細戈千足の国の力づよさを思はせる光景であります。（中略）おどろきあわせたのは、新羅

王です。「音にきく日本の船、神国のつはものにちがひない。」と思って、王はすぐさま皇后をお出

迎へ申しあげ、二心のないしるしに、毎年かならずみつぎ物をたてまつることを、堅くちかひました。

（第6期教科書）241 

 

このような神功皇后の説話は後でも取り上げるが、秀吉による韓国侵略や明治以後の韓国の

                                           
237 及川智早 「神功皇后伝承の近代における受容と変容の諸相－絵葉書·引札というメディアを中心に－」

『国語学研究』 (早稲田大学国文学会) 148、2006、1頁。 
238 同上書、1頁。 
239 吉田修作 「異国へ巡行した〈みこともち〉神功皇后 －新羅出兵·蒙古襲来·朝鮮侵略－」 『福岡女学

院大学紀要』17 2007、39頁。 
240 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第19巻 歴史(二)』 講談社、1978、627頁。 
241 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第20巻 歴史(三)』 講談社、1978、254頁。 
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併合に正当性を与える決定的な論理として提供されるなど、近代日本における韓国観の原型と

なっていたのである。 

しかしながら文教の伝来においては、逆に韓国から渡来した学者、工人などにより日本の文化

が進歩するきっかけになっていることを述べている。次のような叙述事例を見てみよう。 

 

応神天皇の御代に、王仁といふ学者など百済より来りて学問をつたへ、機織· 鍛治などの職人も、

おひおひ渡り来りて、わが国ますます開けしは、全く神功皇后の御てがちに基づきしなり。（第3期

教科書）242 

 

 文明においては韓国の方が日本より進歩していたことは一見、日本の文化の劣等を表している

ように解釈できる部分だと思われるが、第2期教科書の教師用では‘三韓は中国の文物を習い、

日本に伝達する媒介者であったが、実力においては我が国の統治下であり、現在、朝鮮が我が

国の一部になって人民の皇化を被っている状況を説明し、これが偶然ではないという点を喚起さ

せ、我が国の著しい進歩を知らしめる’と述べられている。243 即ち、国家間の優越は文化的な要

素よりも武力的な要素により左右されるという論理に立っており、古代において韓国から日本が

文化を習ったということがけっして日本歴史の劣等性をあらわすのではないという立場である。む

しろ以後の歴史では韓国が漸次退歩していった反面、日本は発展をかさねていったことを対比さ

せる論法の中で韓国併合の必然的な要因としてとらえている。244 

 

第2項 滅亡する百済へ軍隊支援 

教科書の内容 指導書の内容 

天智天皇が政治にあずかる際に、新羅

は唐の助をかりて百済をほろぼそうとし

た。日本は百済を救うため兵を出した

が、 百済は滅びってしまった。天皇はな

がく日本軍を海外に労することは不利で

あるとし、遂に軍を引上あげた。ついで

『尋常小学日本歴史教授新案』245 

〈課名:天智天皇と藤原鎌足〉 

－要旨:（前略）斉明天皇の御代には久しく我が国の朝貢

国たる三韓が全く我れの手を離れたが一方に於て蝦夷を

征服して皇威を東北の地に輝かされた。（御略）(93頁) 

－教授上の注意:（四）三韓は永く日本の朝貢国であった

                                           
242 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第19巻 歴史(二)』 講談社、1978、628頁。 
243 文部省 『尋上小学日本歴史 巻一 教師用』、1912、24頁。윤소영 「일제강점 초기 한·일 초등학

교 교과서의 한국인식」『한국독립운동사연구』36、2010、336頁から再引用。 
244 윤소영 前掲書、336頁。 
245 国民教育研究会編纂 前掲書、93-110頁。 
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高句麗もまた唐にほろぼされ、新羅ひと

り威をふるに至り、これより朝鮮は全く日

本よりはなれた。 

が、斉明天皇の御代に至り全く日本の手を離れて唐国に

帰らした外交史上大事なこと。故へ軽々しく見てはなら

ぬ。又教科書内にも唐と云ふことがあるから地図によりて

日、韓、唐の形勢を明示することを忘れてはならぬ。(104

－105頁) 

 

 神宮皇后の三韓征伐に関する記事に続いて韓国に関して登場する内容は滅亡する百済への

支援軍の派兵と‘三韓の離叛’である。歴史的な背景としては百済の滅亡後の‘白村江の戦い’

に関する記事である。‘朝鮮半島では、660年、唐と新羅が連合して百済を攻め滅ぼした。（日本）

政府は、百済の求めに応じて大軍を派遣したが、663年の白村江の戦いで唐·新羅の連合軍に大

敗した。ついで新羅は高句麗を滅ぼし、唐の勢力も追い出して676年に朝鮮半島を統一した’246

ことが現在の歴史教科書で記されている一般的な歴史事実である。 

 この歴史的な事件について小学校用国定歴史教科書では新羅と唐から百済を救うために出兵

したが、天知天皇は軍を長く海外に留めて置くことは何の利益もないと思い、兵力を引き上げさ

せたとの内容が記述されている。白村江の戦いでの失敗に関しては、第4期、第5期の教科書で

言及されている程度である。第4期の教科書に‘天皇は兵を出して百済をすくはさせられたが、運

わるく我が軍が戦いにまけたので、百済はやがてほろびてしまった。’と記しており247、第5期の教

科書には‘天皇は、兵を出して百済をおすくひになったが、わが将士の忠勇は働もそのかひなく、

百済はやがてほろびてしまった。’と記されている程度である。248 

さらに三韓を統一した新羅は日本からはなれることになったと記しているが、このことを教科書

では‘三韓の離叛’という表現を使うことで、韓国への日本の勢力権限を表している。分析対象の

第2期教科書の指導書『尋常小学日本歴史教授新案』では‘三韓は永く日本の朝貢国であった

が、斉明天皇の御代に至り全く日本の手を離れて唐国に帰らした外交史上大事なこと。故へ

軽々しく見てはならぬ。’のように指導上の注意事項として提示ている。しかし三韓が日本の朝貢

国でないことは現行の教科書でも説明している事実であり249、三韓を統一した新羅は‘日本の手

                                           
246 宮原武夫 外 『高校日本史Ｂ 改訂版』 実教出版、2008、31頁。 
247 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第20巻 歴史(三)』 講談社、1978、17‐18頁。 
248 同上書、136頁。 
249 現行教科書 『高校日本史Ｂ 改訂版』では‘三韓の朝’という主題に蘇我入鹿の暗殺に関する歴史事

件を扱う部分で、次のように三韓の朝貢について述べている。‘実際には、3国（筆者注:高句麗、百済、

新羅）とも倭国に統治されておらず、使者を送る義務はなかった。それにもかかわらず、なぜ倭国は朝を

要求し続けたのだろう。倭国は、推古天皇以降、中国に対して遣隋使や遣唐使を派遣して朝貢したが、

冊封体制にははいらなかった。その一方で、みずからを朝鮮3国や南島·隼人·蝦夷よりもすぐれた国と位
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から離れて唐国に帰らした’と指導することは、韓国歴史の独立性を否定するための装置として

見ることができる。また、第6期の教科書では‘わが国は、わざわざ兵を送って、百済をたすけたも

のでありますが、やがて、百済も高句麗も、あいついでほろびてしまひました。わが国にのがれて

来た、たくさんの百済人は、みな、てあつい保護を受けました。’と述べるなど、日本優越、皇国史

観に基づいて記されていることがわかる。 

 

第3項 文禄·慶長の役 

教科書 
指導書の内容 

主な内容 関連挿画 

秀吉は、国内をすっかり平げたの

で、さらに明と交を結ぼうと考へ、

朝鮮にその紹介を頼んだ。けれど

も、明は日本の申し入れを聴かな

かったので、秀吉は朝鮮に案内さ

せて明を伐たうとしたが、朝鮮は明

を恐れて、これを拒絶した。秀吉の

朝鮮征伐の令により小西行長•加

藤清正らは先手として朝鮮に渡っ

た。釜山上陸の後、連戦連勝し、

わずか三ヶ月で殆んど朝鮮全土を

従えた。朝鮮王は明に救援を要請

し、明は大軍を送ったが、日本軍

が打ち破った。明は行長に和を求

め、秀吉はこれを許して、出征軍を

引き上げさせた。ところが、明から

の講和の使が持ってきた国書に

‘日本王’という言葉があったので

秀吉は明主の無礼な態度を怒っ

て、再び出兵を命じた。行長•清正

らが先手となって朝鮮に渡り、南部

 

 

豊臣秀吉朝鮮征伐軍の 

出発の望む 

〈第二期教科書〉 

 

朝鮮要地図 

〈第三期教科書〉 

 

『尋常小学日本歴史教授書 巻二』250 

課名:豊臣秀吉 

〈第三時〉  

·題目:朝鮮征伐 

·主眼:秀吉、大い国威を海外に輝かさ

んとし明と好を修めんとしたれども応ぜ

ざりより、路を朝鮮にかりて之を伐たん

とし其の旨を朝鮮王に諭しけれども明

の威を恐れて応ぜざりさかば秀吉、遂

に意を決して前後二回朝鮮を伐らしが

宿志を達するに及ばずして薨ぜり。

(128頁) 

·教具：秀吉朝鮮征伐軍の出発を望む

図、地図、朝鮮征伐の地図(128頁) 

·教授上の注意:（一）朝鮮は古来我が

国と親密なる関係あり。我が国の分家

の如き間柄なるにも拘はらず、大陸と

境を接し、常に他の掣肘を受けて我が

国の発展·東洋平和の害となりしによ

り、神功皇后以来屢征韓の挙ありし事

の止むを得ざるを知らしめ、現今合併

                                                                                                                               

置づけ、それらに朝貢を強制した。’ 宮原武夫 外 前掲書、 30頁。 
250 普通教育研究会編纂 『尋常小学日本歴史教授書 巻二（毎時配当 教案適用）』 松邑三松堂、1911、

111-142頁。 



   

133 

の各地を従えた。蔚山の戦いで大

いに明軍を打ち破ったが、秀吉が

病死し遺言により兵を朝鮮から帰し

た。明軍に泗川で逆襲されたが、

大いに明を打ち破った。 
 

清正が蔚山に向かふ 

〈第五期教科書〉 

の素因あるを深く知らしめよ。（二）秀

吉の目的は朝鮮征伐其のものに非ず

して明国にありし事を知らしめよ。（三）

始め、明使名護屋に来りて和を求めし

時、秀吉は大儀名分を重んじ、朝廷に

奏したる事実あり、教授の際注意せ

よ。(136頁) 

 

文禄·慶長の役に関する記事は‘豊臣秀吉’の伝記の一部として扱われている。主な内容は上

記しているように、文禄·慶長の役の背景、展開過程、兵力の引き上げと結末などで構成されてい

る。文禄·慶長の役の背景としては、秀吉は日本を東アジアの中心とする新しい国際秩序をつくる

ことを志していたのであり、朝鮮に対し入貢と明へ出兵するための先導を求めたことである。251 

小学校用国定歴史教科書にもこのような秀吉の野望について次ぎのように述べられている。 

 

秀吉は大いに国威を海外に発揚せんと欲し、国内漸く平定するに及び、先づ明と好を進めんとし、

朝鮮をして旨を彼に通ぜしめ、更に琉球をして之を明に告げしめ、又フィリピン·臺灣へも使を遣は

してその服従を促せり。（第2期教科書）252 

 

秀吉は、海内平定の軍を進めながら、早くも、その次のことを考へてゐました。それは、朝鮮·支那は

もちろん、フィリピンやインドまでも従へて、日本を中心とする大東亜を建設しようといふ、大きな望

みでありました。（第6期教科書）253 

 

そして指導書『尋常小学日本歴史教授書 巻二』の内容に注目する必要がある。まず、日本と

韓国の歴史的な淵源について‘朝鮮は古来我が国と親密なる関係あり。我が国の分家の如き間

柄なるにも拘はらず’のように述べている。前で取り上げた神功皇后の記事と連絡させられる事項

で、古代から韓国が日本に属する国であるという日鮮同祖論に基づいた認識が見られている。 

さらに‘大陸と境を接し、常に他の掣肘を受けて我が国の発展·東洋平和の害となりしにより、神

功皇后以来屢征韓の挙ありし事の止むを得ざるを知らしめ、現今合併の素因あるを深く知らしめ

よ。’と記している。これは神功皇后の三韓征伐の説話→豊臣秀吉の朝鮮侵略→征韓論→韓国

                                           
251 笹山晴生 外 『詳説日本史』 山川出版、2011、165頁。 
252 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第19巻 歴史(二)』 講談社、1978、535頁。 
253 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第20巻 歴史(三)』 講談社、1978、317頁。 
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併合に至るまでの韓国侵略に対する論理の原形があらわれているのである。即ち、韓国は古代

より日本に属した国で、地理的には日本の安危に脅威となる存在として位置付けており、日本が

韓国を経営するのは当然であることを認識させているのである。 

 

第4項 朝鮮通信使 

教科書 
指導書の内容 

主な内容 関連挿画 

白石は又朝鮮の使者の待

遇法を改めることを請し

た。家康は朝鮮と好を修

めた以来、朝鮮は将軍の

代替わりごとに慶賀の使

者を日本に送った。しか

し、その使者が来るごと

に、幕府は其の使者を待

遇することが勅使以上に

厚過ぎたので、白石は、

国の体面にかかわることと

思い、家宣に申し出て、そ

のもてなしを改めるように

した。 

朝鮮の使者の行列 

〈第一期教科書〉 

 

 

朝鮮の使者の行列 

〈第二期教科書〉 

『尋常小学日本歴史教授書巻二』

254 

課名:徳川綱吉 新井白石 

〈第三時〉 

·題目:白石、朝鮮使者の待遇法を

改む。財政制理(201頁) 

·主眼:（一）従来、幕府が朝鮮の使

者を待遇する事厚きに過ぎ我が国

の体面を損する如きこともありしが

之を改めたり。（後略）(201頁) 

·教具：朝鮮使者行列の絵（後略） 

·教授上の注意:（一）朝鮮は我が国

各時代に関係あり合邦の由来する

所、一朝一夕ならざる事を知らしめ

よ。（後略）(207頁) 

 

上記の内容は朝鮮通信使の待遇の縮小などを進めた‘新井白石’の伝記や業績の中で登場

する朝鮮通信使に関する記事である。朝鮮通信使は将軍の代わりごとに慶賀のために送られた

使者として説明し、厚過ぎた待遇は日本の体面にかかる問題としてその程度を縮小した内容で

ある。 

朝鮮通信使の待遇の簡素化の理由について各期の教科書の叙述変化をみると、第1期教科

書では‘ひたすら、礼を厚くして、これを待遇し、費用の多きと、名分のかなはざるとを、かへりみ

ざりしが、白石は、建議して、ことごとく、これを改めたり。’と記している。255ところが、第2期教科書

では‘その使者の来るごとに、幕府は其の使者を待遇すること厚きに過ぎ、中には我が国の体面

                                           
254 普通教育研究会編纂 前掲書、185-208頁。 
255 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第19巻 歴史(二)』 講談社、1978、481頁。 
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を損ずるが如きこともありしが、ここに至りて白石の議を用ひ、之を適当の程度に改めたり’と記し

ている。256このように朝鮮通信使の待遇簡素化の理由を国の体面にかかる問題として捉えること

で、朝鮮通信使に対する意味を単に将軍の代替わりごとの慶賀の使節である側面だけを強調し

ている。 

江戸幕府をひらいた徳川家康は、自分の政権の正統性を国際的にも認めさせようとし、豊臣

秀吉の侵略後、国交が断絶していた明·朝鮮との国交回復を望んでいた。朝鮮側でも、女真族が

朝鮮を征服しようとする状況があり、日本との関係を安定させて再侵略の不安を取り除いておき

たいと考えていたので、日本との国交を回復した。従って、朝鮮通信使は朝鮮の国王と江戸幕府

の将軍とが信頼関係を深めるため、日本を訪れ国書をやりとりする友好親善使節でもあった。257 

しかし国定歴史教科書では朝鮮通信使が単に将軍の代替わりごとの慶賀の使節である側面

だけを強調し、その位相を落としていると見ることができる。このような叙述からも優越な立場で朝

鮮を見ようとしていたことがわかる。258 

   

第5項 征韓論 

教科書の内容 指導書の内容 

日本は、古くから深い関係のある朝鮮に、特

に使を遣はして、維新の政治を告げると共

に、改めて新しい交を結ぼうとした。ところが、

その頃朝鮮は鎖国の方針をとっていたので、

日本が欧米諸国と交を開いたことをあなどり、

容易に日本の好意を受けようとしなかった。そ

こで西郷隆盛は、みずから朝鮮におもむいて

談判し、なお聞き入れないときは、出兵してこ

れを討たうと主張した。 

『尋常小学日本歴史教授書 巻二』259 

課名: 臺灣征伐と西南の役  

〈第二時〉 

·題目:征韓論 

·主眼:明治政府は、外国和親の方針によりて、特に古

来我が国と密邇の関係あり、国土最も接近せる朝鮮に

は懇篤に幾回も修好を勧めたれども彼は勧告に応ぜざ

るのみならず無礼の事も多かりしにより西郷隆盛を始め

として憤慨する人多く、遂に征韓論となり、国内の騒擾

を致し、果ては、西南の役の原因ともなりたり。(325頁) 

 

 明治維新以後、日本の新政府は韓国に国交樹立を求めたが、当時鎖国政策をとっていた韓国

                                           
256 同上書、541頁。 
257 宮原武夫 外 前掲書、140頁。 
258 日本での朝鮮通信使に対する認識は朝貢使節だったという見解から始まり、1960年代に入っては日本

と朝鮮の善隣友好使節に、近年では朝鮮と日本が当時の東アジアの力学関係でお互いの政治的·外交

的安定を保証するための使節だったいう観点でまとめられる。朴都映 「朝鮮通信使の研究に関する史

学史的考察」『大阪学院大学国際学論集』第24巻第１·2号、2013、12頁。 
259 普通教育研究会編纂 前掲書、317-338頁。 
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は、日本の交渉態度を不満として正式の交渉には応じなかった。江戸時代の日本は、韓国と対

等な国交を結んでいたが、明治維新以後になると日清対等を目指すようになり、日本政府は、清

国を宗主国とする朝鮮の地位を一段低くした国交に改めようとしたというのが現行の教科書に記

されている内容である。260 

 分析対象の教科書ではこのような国交樹立の進め方に関する内容が省かれ、日本の好意を拒

否したことに焦点が置かれている。さらに指導書にも‘朝鮮には懇篤に幾回も修好を勧めたれど

も彼は勧告に応ぜざるのみならず無礼の事も多かり’と提示されるなど、結果的に韓国が日本政

府の国交樹立提案を拒否したことが浮彫されている。 

 

第6項 日清戦争 

教科書の内容 指導書の内容 

朝鮮で清国に頼る派が日本に頼る派を打ち破り、日本公使

館を放火して多くの官民を殺傷した。日本政府は朝鮮に厳し

く談判し、償金を出させて謝罪させた。そのうえ天津条約を

結び、両国が朝鮮に出兵する際は必ず互いに通知した後に

出兵することを約束した。清国はその後も朝鮮を属国のよう

に取扱い、清国に頼る党はますます勢を得て、政治は乱れ

た。そのため、人民による乱が起き、清国は属国の難儀を救

うといって出兵し、これを日本に通知してきた。そこで日本も

公使館なとを保護するため出兵し、なお清国に勧めて互い

に力を合わせて朝鮮の悪い政治を改めようと図った。ところ

が、清国はその勧めを聞き入れないばかりか、かえって海陸

の大兵を朝鮮に送り、その年７月には、豊島沖で日本軍艦を

砲撃して、戦いをしかけて来た。日本軍艦は直ちに応戦して

清国を打ち破り、陸軍も清兵と成歓に闘って大勝した。日本

軍は連戦連勝し、清国は日本に和睦を願い出た。下関での

談判で、清国に朝鮮の独立を認めさせた。（下関条約） 朝

鮮は、この条約によってはっきり独立国であることが認めら

れ、ついで国呼を韓と改めた。 

〈関連挿絵〉 

『尋常小学日本歴史教授書 巻二』261 

課名:明治二十七八年戦役と条約改

定 

〈第一時〉 

·題目:朝鮮と修好条約を結ぶ、朝鮮事

変と天津条約 

·主眼:朝鮮との修好は我が政府の鋭

意つとられたるに拘はらず、彼は屢我

に敵対行為をなしたるは清国背後に

ありて事を構ふる関係ありたれば、其

の根本を清むるに非れば、朝鮮を独

立せしめ、東洋の平和を維持し我が国

家の発展を全うする事能はず、即ち、

二十七八年戦役の原因となりたるな

り。(356頁)                 

·教授上の注意:朝鮮の禍乱及び我が

国に対する関係は常に清国が陰に掣

肘し使嗾せるに因る事は豊公征韓の

時も同様なりき。かくては東洋の平和、

韓国の保全を期し難きのみならず、我

                                           
260 笹山晴生 外 前掲書、273頁；宮原武夫 外 前掲書、154頁。 
261 普通教育研究会編纂 前掲書、355-381頁。 



   

137 

 

明治二十七八年戦役要地図 

〈第三期〉 

が国運の発展を阻害せらるる事多し。

即ち廿七八年戦乱の因つて来る所偶

然ならず。又我は止むを得ずして干戈

に訴へるに至りし事を知了せしめよ。

(362‐363頁) 

 

 日清戦争の背景として天津条約を結ぶようになった経緯、韓国で起こった甲午農民戦争262によ

り日·清両国の軍隊が韓国に出兵したこと、韓国政治の改革を巡って清が応じなく日本軍艦を砲

撃したことにより日清戦争が開戦されるようになり、清に大勝したことが主な内容の流れである。 

 このような日清戦争に関わる歴史的な事件について分析教科書では清の韓国への影響力や

韓国も清に依存してきた結果、内政が乱れたことを言及している。指導書でも清国が背後であり、

韓国が日本に対して敵対行為を続けて来たと述べるほか、韓国の独立、東洋の平和の維持、日

本の発展のため日清戦争が起こったと述べている。 

 このような叙述からは、清と韓国は日本にとって悪影響を与える存在で263、特に韓国は清に依

存するばかりの受動的な存在としか認識されないのである。このような韓国、清との関係について

指導書では指導上の注意事項として次のように記している。 

 

朝鮮の禍乱及び我が国に対する関係は常に清国が陰に掣肘し使嗾せるに因る事は豊公征韓の

時も同様なりき。かくては東洋の平和、韓国の保全を期し難きのみならず、我が国運の発展を妨害

せらる事多し。 

 

 上記のように、韓国と清国との関係を‘清国が陰に掣肘し使嗾せる’と記したり、このことが豊臣

秀吉の韓国侵略の際に、韓国が明への先導を拒否したことと連絡させて言及している。さらにこ

                                           
262 1894年、朝鮮で東学の信徒を中心に減税と排日を要求する農民の反乱が起こったが、この事件を‘甲

午農民戦争’という。笹山晴生 外 前掲書、290頁。 
263 このような韓国と清に対する認識は福沢諭吉の「脱亜論」に起因していると考えられる。福沢は1885年

「脱亜論」を発表しアジアの連帯を否定し、清国·朝鮮に対しては武力をもって対処すべきことを主張した。

（福沢諭吉の「脱亜論」:今日の謀を為すに、我国は隣国の開明を待て、共に亜細亜を興すの猶予ある

可からず、寧ろ其伍を脱して西洋の文明国と進退を共にし、其支那朝鮮に接するの法も隣国なるが故

にとて特別の会釈に及ばず、正に西洋人が之に接するの風に従て処分す可きのみ。悪友を親しむ者は

共に悪名を免かる可らず。我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり。） 同上書、289頁。 
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れは東洋の平和と韓国の保全の問題を超え、日本の発展を阻害すると解釈している。 

それでは現行の教科書では日清戦争についてどのように記述しているだろうか。まず、日本軍

の出兵時点、韓国の内政の改革の要求を巡る真義について次のように述べている。 

 

日本軍が到着したときには、反乱は沈静化しており、出兵の名分はなくなった。しかし、このとき伊

藤内閣は、第六議会を解散した直後で総選挙を間近に控えており、国内対策上、何の成果もなく

撤兵するわけにはいかず、外交的成果を得ようと内政改革を要求する強硬な姿勢をとった。264 

 

このように日本内の政治的な問題と関連した日本の強引な行動が日清戦争を触発させる契機

となったと見ることができる。さらに山県首相は対韓国政策として主権線と利益線の守護を主張し

た。主権線は日本領土を意味し、他人の侵害を容れず守禦すること、利益線は隣国接触の勢で、

その焦点は朝鮮であると示した。265 このように日本は韓国を自衛の手段として認識し、その論理

性を得るために韓国と韓国·清国の関係が日本において阻害になる危険要素を持つ存在になっ

ているのである。 

 

第7項 日露戦争 

教科書の内容 指導書の内容 

北清事変が起きると、ロシヤは満州に出兵してこの地を占領

し、進んで韓国をも抑えつけようとする様子を見せた。そのた

め、日本は、清·韓両国の領土の安全をはかり、東洋の平和

を保つために、英国と同盟を結んだ。日本政府は、東洋の平

和についてロシヤに忠告をしたが、ロシヤはこれに応じない

ばかりか、かえって旅順の防備を堅くし、海軍の兵を増して、

少しも誠意を示さなかった。それ故、三十七年二月、日本

は、ロシヤと国交を断絶し、戦争に入った。陸軍と海軍の活

躍で旅順、奉天、日本海などで勝利を得た。 

『尋常小学日本歴史教授書 巻二』266 

課名:明治三十七八年戦役  

〈第一時〉 

·題目:北清事変、日露間の交渉と日英

同盟 

·主眼：（前略）露国はペテロ大帝以来

の政策たる南方に不凍港を得んとする

野心を顯して、満州を占領し、韓国の

独立を阻害し、我が国の発展を妨げ、

                                           
264 脇田修 外 『日本史Ｂ 新訂版』 実教出版、2008、284頁。 
265 国家独立自衛の道二つあり。一に曰く主権線を守禦し他人の侵害を容れず、二に曰く利益線を防護し

自己の形勝を失わず。何をか主権線と謂ふ彊土是なり、何をか利益線と謂ふ隣国接触の勢、我が主権

線の安危と緊しく相関係するの区域なり……我邦利益線の焦点は実に朝鮮に在り。……将来の長策は

……（日清で）連合保護の策に出て、以て朝鮮をして公法上、垣久中立の位置に有らしむべきか、是を

今日の問題とす。（－山県有朋「外交政略論」－）  同上書 、284頁。 
266 普通教育研究会編纂 前掲書、382-424頁。 
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〈関連挿絵〉 

 

明治三十七八年戦役要地図 

〈第三期教科書〉 

東洋の平和を撹乱遷都する行動ありし

より、遂に日英同盟となり、日露間の交

渉となり三十七八年戦役の慘禍の因

をなしたる事(383頁) 

 

  日露戦争の背景となった北清事変以後、ロシアが韓国まで勢力を広げようとし、日本は東洋

の平和のため戦争に入ったことが教科書での主な流れである。このような日露戦争に関わる歴史

的な事件について分析教科書では‘清·韓両国の領土の安全をはかり、東洋の平和を保つため’

に戦争に入ったと述べている。指導書でも‘韓国を我が保護の下に属せしめは東洋平和の基な

ることを知らしめよ’と提示されているなど、ロシアの南下に対して韓国の領土の安全を確保する

ことで東洋平和を保つことが日露戦争に入った主な目的であったと記している。 

 このような叙述からは、前の日清戦争と同様に韓国は日本の自衛と東洋の平和のための手段

に過ぎない存在としてしか認識されていないことがわかる。 

一方、現行教科書では日露戦争の背景として、ロシアが満州の独占的権益を持つようになるこ

とで、日本の立場は‘韓国と陸続きの中国東北部がロシアの手中にいれば、日本の韓国におけ

る権益がおびやかされる’267と見ている。さらにロシアが満州に駐兵を続けたので、日本政府は

対露交渉を続けるかたわら開戦準備を進めていたと記している。 

 つまり日露戦争の背景において、政治·経済的な権益の確保が問題であったにも関わらず、近

代期の国定歴史教科書には国防上の保全を重要な原因として強調し、この際においても韓国は

日本、東洋の平和に脅威になる存在として指導されていたのである。 

  

第8項 韓国の保護国化と韓国併合 

教科書の内容 指導書の内容 

〈韓国の保護国化〉 『尋常小学日本歴史教授書 巻二』268 

                                           
267 笹山晴生 外 前掲書、294頁。 
268 普通教育研究会編纂 前掲書、424-447頁。 
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ポーツマス条約により、露国は日本の韓国に於ける

特別の権利をみとめたので日本は、韓国と協約を結

んで、その外交を取り扱った。韓国は日本の保護国

となり、京城に統監府を置き、次第に韓国の内政を

改めた。韓国は独立の実を挙ぐる能はなく、常に他

国の圧泊をうけ、東洋の平和を破るおそれがあっ

た。 

〈韓国併合〉 

日露戦役の後、日本は韓国に対する他国の干渉を

いっさい除いて、これを保護し、その内政を改めさせ

た。しかし、長い間続いた政治上の弊害は、なかな

か取去ることが出来ず、韓国の人民は、なお不安な

生活を送らねばならない有様であった。それで韓国

の国利民福を進め、東洋の平和を保つためにはどう

しても、韓国が日本と一体にならなければならないこ

とが明らかになり、韓民の中にはこれを願ふものが

少なくなかった。韓国皇帝も、かねてこれをお望み

になっていたので、明治四十三年、天皇に一切の統

治権を譲ることになった。明治天皇は、この申し出を

お聞きに入れて、特に韓国併合を認めた。 また、韓

という名も朝鮮と改り、新たに置かれた総督が、いっ

さいの政務をつかさどることになった。 

〈関連挿絵〉 

 

朝鮮併合 

〈第四期教科書〉 

〈韓国の保護国化〉 

課名:平和克復と戦後の経営 

〈第一時〉 

·題目:平和条約の締結、樺太及び租借地の経

営、韓国の保護と清国領土の保全 

·主眼:（前略）ポーツマス条約に基き、韓国の保

護と清国の領土の保全の実を挙げ、東洋平和

の基礎を確実にせり。(425頁) 

·教授上の注意:（前略）（四）韓国を我が保護の

下に属せしめしは東洋平和の基なることを知ら

しめよ。(436頁) 

〈韓国併合〉 

課名:平和克復と戦後の経営 

〈第二時〉 

·題目:日英同盟の拡張と日佛日露の協約、韓

国併合 

·主眼:（前略）日韓総合の幸福を増進し、東洋

の平和を永遠に確保せんが為に遂に韓国を合

併し朝鮮と称したり。(436頁) 

·教具:世界地図、韓国併合に関係ある重立ちた

る人物の肖像(437頁) 

·教授上の注意:（前略）（二）韓国の併合は侵略

掠奪と異なり東洋永遠の平和の為に止むを得

ざる事を知らしめよ。（三）朝鮮人は我等と同様

に日本帝国臣民となりたれば外国人視し異人

視する等の事なきやう注意せよ。（四）新属国及

び勢力圏に属する地方に関してはよく研究せ

んとする興味を喚起せよ。（後略）(444‐445頁) 

 

 日露戦争を予想した大韓帝国の政府は国外中立を宣言（1904.1）したにも関わらず、日露戦争
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の開始直後、日本政府は韓国政府の中立声明を無視し、日韓議定書を強要して戦争遂行に必

要な土地を収用したり、日本軍を駐留させるなどの軍事行動の自由を獲得した。さらに韓国に対

して、政治上·軍事上の保護の実権をうばい、経済上の利益の発展をはかることを決定した。269  

 日露戦争後の日本は、戦勝で得た大陸進出拠点の確保につとめた。アメリカと非公式に桂·タ

フト協定を結び、イギリスとは日英同盟協約を改訂して、両国に日本の韓国保護国化を承認させ

た。これらを背景として日本は、第2次日韓協約を結んで韓国の外交権を奪い、漢城（現在のソウ

ル）に韓国の外交を統轄する統監府をおいた。270 この協約が強要で締結されたことについて現

行の日本史教科書には次のように叙述している。 

 

1905年、訪韓した枢密院議長伊藤博文は、保護国化に抵抗する韓国皇帝高宗に対し、「日本政府

はこの条約案を確定案として提出しているので変更する余地はまったくない」と承諾をせまった。す

でに韓国政府は皇帝の臨席する会議で条約案拒絶の結論を出していたが、伊藤は韓国駐留の軍

司令官をともなって韓国政府の閣議に出席し、大臣一人ひとりに条約締結の賛否をきいた。総理

大臣と大蔵大臣は「絶対に否なり」とこたえた。外務大臣は黙したがそれは承諾したものとされ、外

の四大臣はしぶしぶ同意した。そこで伊藤は、賛成多数として第二次日韓協約を強要した。271 

 

 このように韓国保護国化までの経緯について、近代教科書では全く触れず、むしろ‘韓国が独

立してゆくだけの実力がない為、とかく他国の圧迫を受け、東洋の平和を破るおそれがあった。’

272 と記している。(第4期教科書) 指導書にも主眼点として‘ポーツマス条約に基き、韓国の保護と

清国の領土の保全の実を挙げ、東洋平和の基礎を確実にせり’と提示、さらに教授上の注意点と

して‘韓国を我が保護の下に属せしめしは東洋平和の基なることを知らしめよ’と提示している。 

 前項でも述べているように、日清戦争→日露戦争→韓国の保護国化に至る過程で、一貫して

韓国が東洋の平和や日本の発展を妨げる存在として繰り返して説明されている。 

 それでは韓国併合に関する叙述内容を見てみよう。近代期の国定歴史教科書には韓国併合

までの経緯について第5期の教科書には次のように記している。 

 

韓国の国利民福を進め、東洋の平和を保つためにはどうしても、韓国が日本と一体にならなければ

ならないことが明らかになり、韓民の中にはこれを願ふものが少なくなかった。韓国皇帝もまた深くこ

                                           
269 宮原武夫 外 前掲書、171頁。 
270 笹山晴生 外 前掲書、296頁。 
271 宮原武夫 外 前掲書、178頁。 
272 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第20巻 歴史(三)』 講談社、1978、112頁。 
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れを望まれ、いっさいの統治権を天皇にお譲りになりたい旨を申し出られた。天皇は、これをお聴

入れになって、明治四十三年八月、特に詔をお下しになり、やがて韓国を改めて朝鮮となへ、(後

略)273 

 

 指導書には主眼点として‘日韓総合の幸福を増進し、東洋の平和を永遠に確保せんが為に遂

に韓国を併合し朝鮮と称したり’と提示、教授上の注意点として‘韓国の併合は侵略掠奪と異なり

東洋永遠の平和の為に止むを得ざる事を知らしめよ。/朝鮮人は我等と同様に日本帝国臣民と

なりたれば外国人視し異人視する等の事なきやう注意せよ’と記している。韓国併合においても

一貫して‘東洋の平和の保全’のためであるとし、それと同時に韓国の国利民福を進めると記して

いる。しかし、現行教科書でも叙述されているように、その真相は異なっている。 

 

1910年、日本政府は、韓国政府に「併合条約」をおしつけ、韓国を日本の植民地とした。そして朝

鮮総督府を設置し（中略）朝鮮語の新聞·雑誌の発行や集会·結社などをきびしく制限するいっぽう、

韓国を朝鮮と改称し、教育勅語の精神を基本として日本語の普及を重視する同化主義教育を実施

した。274 

 

 韓国併合に至る前の第2次日韓協約(筆者注:保護国化するための協約)の無効を主張するた

め、韓国皇帝高宗がオランダのハーグで開かれた第2回万国平和会議に密使をおくったが、そ

のことをきっかけに韓国皇帝から退位させられることもあり、又、植民化に抵抗して義兵運動が起

こるなど抗日情緒が支配的であった。それにも関わらず、近代期の国定歴史教科書には上記し

ているように‘韓民の中にはこれを願ふものが少なくなかった。韓国皇帝も、かねてこれをお望み

なっていた’と記しているのである。 

 

第4節 小結 

 

 以上、第1期から第6期までの国定歴史教科書と指導書の韓国関係記事を中心に叙述傾向と

韓国認識を考察した。歴史教科書の場合には、時期による歴史叙述の方向、傾向が地理、国語

と比べると、大きな変化がない。但し、時代が進むことにより新しい出来事は改訂の際に反映され

ている。 

                                           
273 同上書、224頁。 
274 宮原武夫 外 前掲書、179頁。 
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 国定歴史教科書で韓国関係記事として登場しているのは、古代において‘神功皇后の三韓征

伐’、‘先進文化の渡来’そして‘滅亡する百済への軍隊支援’である。中世においては‘文禄·慶

長の役’、‘朝鮮通信使’が登場し、近代は‘征韓論’、‘日清戦争’、’日露戦争‘、‘韓国の保護

国化と韓国併合’が登場する。これらの朝鮮関係記事を時代に沿って並べ、各記事の叙述傾向

と主な観点をまとめると次の〈図6〉のようである。 

 

時代 歴史的な事件 主な観点 

   

近 

 

 

 

 

 

 

代 

 
韓国の保護国化·韓国併合 

 

 

韓国の 

従属性、 

対中国 

関係を 

日本• 

東洋の 

安保• 

進歩に 

おいて 

阻害 

要素 

として 

認識 

する。 

 

韓国 

侵略の 

論理の 

基盤と 

なる。 

 

 

·ポーツマス条約による韓国の保護国化 

(韓国は独立の実を挙げる能なし) 

·長年の弊政により内政改革の困難、韓国人民の不安な

生活 

·韓国の国利民福、東洋の平和のため韓国併合 

(韓民の願い、韓国皇帝の望みによること) 

 

⇒韓国政府の無能、韓国

併合は東洋平和の土台 

 
日露戦争  

 

 

·北清事変以後、ロシアの南下政策に対し、日本は清·韓

両国の領土の安全、東洋の平和についてロシアに忠告 

·防備、増兵などで誠意見せないロシアと国交断絶、 

戦争に突入(日本の勝利) 

*指導書：ロシアの野心は韓国の独立に阻害、日本発展

の妨害·東洋平和に混乱 

 

⇒韓国は東洋の平和に 

おいて不安要素 

 日清戦争  

 

 

·清国は韓国を属国として扱い 

·天津条約により、韓国での人民の乱(壬午軍乱)の際、

清の出兵に応じ、日本も出兵 

·韓国の悪い政治の改革を清に提案 

·清国による日本軍艦の砲撃、日本の応戦(日本の勝利) 

*指導書：韓国の日本への敵対行動の背後は清国、 

日本の発展·東洋の平和の維持には韓国の清国からの

独立が必要 

 

⇒韓国の日本自衛の 

手段化、韓国の清国へ

の従属性の強調 

 
征韓論  

 
•韓国は明治政府の新しい修交勧告に無応対 

•これを無礼な態度と判断、西郷隆盛をはじめ征韓主張 

⇒無応対の理由を‘韓国 

鎖国↔日本欧米と修交’

から解釈 

近 

 

 

 

 

 
朝鮮通信使  

 

 

•朝鮮通信使に対する待遇の簡素化 

•その理由：朝鮮通信使への待遇が勅使以上で 

日本の体面にかかること 

 

⇒朝鮮通信使の派遣を 

将軍の代替わりごとの 

慶賀の使者のみで見る 
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世 

 
文禄·慶長の役 

 

 

神功 

皇后の 

三韓 

征伐が 

韓国 

侵略 

論理の 

原型と 

なる。 

 

 

•明の征伐のため先導要請に対する韓国の拒絶 

•秀吉、朝鮮征伐の下命、三ヶ月で韓国全土の征服 

•朝鮮王の明への援助要請、明との講和の決裂 

•再出兵、秀吉の死後による兵の引き上げ 

*指導書:韓国は古代日本の分家、常時、他の掣肘を 

受け日本の発展•東洋平和に害：併合の素因 

 

⇒‘神功皇后の服属→ 

秀吉の韓国征伐→韓国

併合’を同一線上に置く 

古 

 

 

 

 

代 

 
滅亡する百済への軍隊支援  

 ·新羅•唐の連合で百済への攻撃に対する軍隊支援 

•敗北と軍隊の引き上げ 

•百済•高句麗の滅亡 

•三韓の離叛、唐国への帰らし 

 

⇒韓国歴史の独立性の 

否定 

 先進文化の渡来  

 
·三韓は支那との交流で学問、技術が進歩 

·学者、工人が日本に渡来、進歩を成す 

⇒武力的な要素>文化的な

要素、日本は漸次発展↔

韓国は漸次後退 

 神功皇后の三韓征伐  

 

·武力を使わず新羅服属、相次ぐ百済·高句麗の服属 

·三韓の朝貢 

·神功皇后の英明、三韓征伐の大功 

⇒神話に基づいた内容の 

事実化 

〈図6〉国定歴史教科書と指導書の韓国関連記事 

 

 神功皇后の三韓征伐においては、武力を使わず新羅を服属し、その後、百済·高句麗も日本に

従うようになり、三韓が日本に朝貢を奉げたことやこれがきっかけに大陸の先進文化が日本に渡

来するようになったことが主な内容である。この際、指導書には神功皇后の英明さ、三韓が朝貢

することになったことへの大功を重要な指導内容として案内している。前述しているように、神功

皇后に関する記事は『古事記』·『日本書紀』の中の神話に基づいているものを教科書に事実化し

ているのではあるが、この記事を通して韓国は古代より日本の支配圏にあったと認識させている。 

 三韓は支那との活発な交流がなされていたことから、学問·技術が進歩していたが、神功皇后の

三韓征伐をきっかけに日本にもこの文化が渡来し、日本においても文教が進歩したことも述べら

れている。文化的な面において韓国が進んでいたことに対して、武力的な側面をより高く評価し

ており、両国の歴史の展開においても日本はその後、発展を続けたが、韓国は後退の道を踏ん

だような論理を展開している。 

 新羅が唐国と連帯し、三韓の統一を進める時期において、百済は日本に軍事支援を要請し、

日本はそれに応じて百済に派兵するが大敗するようになる。その後、百済と高句麗は滅亡し新羅

が統一を成し遂げるが、この歴史事件に関しても、三韓が日本から完全に離れ唐国に帰らせたと
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いうように述べることで、古代から韓国歴史の独立性を否定し、韓国は素性的に日本と中国の力

学関係の中で他律的な歴史を展開してきたような認識が生じるような記述が繰り返されている。 

 ここまでが古代における韓国関係の記述であるが、神功皇后にまつわる説話が古代史を支配

している中で、韓国歴史の独立的な展開が否定されていることが確認できる。 

 中世においては‘文禄·慶長の役’、‘朝鮮通信使’について記述している。豊臣秀吉による戦国

統一以後、明との修交締結が円滑に進まず、明の征伐の方針を決め韓国にその先導を要請す

るが、韓国が拒絶したことで韓国征伐が始まったというのが、教科書での主な内容である。この記

事に関しても指導書には、古代の両国関係において韓国が日本の分家の如きであること、韓国

が常に他の掣肘を受けて日本の発展·東洋平和に害となる存在として位置付けられている。即ち、

神功皇后の三韓の服属、秀吉の朝鮮征伐、韓国併合を同一線上に置かせて韓国侵略の論理を

展開していくのである。 

 ‘文禄·慶長の役’以後、両国の親善を目的で再開された朝鮮通信使の派遣について、教科書

には朝鮮通信使の派遣は将軍の代替わりごとの慶賀の使者のみの意味を持ていることから勅使

以上の待遇に問題があるとし、その簡素化を進めたことを記述している。 

 中世における韓国関係の記事及び指導指針においても神功皇后の三韓征伐の論理が有効で、

韓国の中国への従属が日本と東洋の発展及び平和を阻害する要素であるという認識が生じた時

期であることがわかる。 

 近代における韓国関係の記事は、‘征韓論’、‘日清戦争’、‘日露戦争’、‘韓国の保護国化と

韓国の併合’である。征韓論について、明治政府が韓国との修交を改めようとしたが鎖国政策を

取っていた韓国は欧米諸国と交を開いた日本を侮って新しい修交勧告を受けなかったことに対

し、西郷隆盛を中心に征韓論が取り上げられたことが主な内容である。韓国が修交改定を拒否し

た理由を韓国の鎖国と日本の開港という対照的な方針という側面だけが提示されることで、韓国

の国格を一層低める趣旨の修交改定の真相は省かれている。 

 日清戦争に関しては清国は韓国を属国として扱いし、韓国で壬午軍乱が起きると天津条約に

より日·清両国の軍隊が出兵したことが契機として、韓国の乱れた政治の改革への日本の提案に

清が応じなく、さらに清が日本軍艦を砲撃し、日本がそれに応戦して日清戦争が勃発、日本が勝

利し、下関条約によって韓国を独立させたというのが主な内容である。指導書には韓国が日本に

敵対行動をする背後には清国があるとし、日本の発展、ひいては東洋の平和の維持のためには

韓国を清国から独立させる必要があるということを指導指針として提示している。このような記述·

指導指針を通して韓国の清国への従属性を強調すると共に韓国を日本の自衛の手段として取り

上げていることがわかる。 
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 日露戦争でも韓国は日本·東洋の平和において不安要素として浮き彫りされている。教科書で

は北清事変以後、ロシアは南下政策をとり、日本は清·韓両国の領土の安全、東洋の平和につい

てロシアに忠告したが、ロシアは防備の強化、増兵などで誠意を見せず、日本はロシアとの国交

を断絶し戦争に突入、日本が勝利したというのが主な内容である。指導書にはロシアの野心は韓

国の独立を阻害し、日本の発展を妨げ、東洋の平和を混乱させる行動であると指摘している。 

 日露戦争が日本の勝利に終え、ポーツマス条約によって韓国は保護国化されるが、韓国は独

立の実を挙げる能力がないと記している。保護国化以後でも長年の弊政により内政改革が困難

であり、韓国人民の生活は不安の状態であるため韓国の国利民福、東洋の平和のために韓国を

併合したが、これは韓民の願いでもあり、韓国皇帝の望みによることであると記されている。即ち、

韓国政府が無能であり、韓国併合は東洋平和のための土台になっていると見ている。 

 近代においては‘文禄·慶長の役’の記述から表れている‘韓国の中国への従属が日本と東洋

の発展及び平和を阻害する要素であるという認識’がより拡大·深化され、韓国併合への論理とし

て発展させていったことが確認できる。 
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第7章  韓国表象に関する総合的な考察 

 

 第2編では近代日本における韓国をめぐる言説を確認し、それから本研究の主な研究対象であ

る近代教科書、その中でも近代国民形成に重要な影響を及したといわれている国語、地理、歴

史教科書の韓国内容を通して韓国認識を考察した。 

第3章では韓国認識の変容と分化された韓国をめぐる言説の考察を通して、近代日本で広が

っている韓国認識を確認した。そして第4章から第6章にかけては国語、地理、歴史教科書の叙

述内容と挿絵を考察し、各教科の学習を通して形成されていったと思われる韓国認識を明らか

にした。韓国をめぐる主な言説は各教科の内容にも染み込まれており、その言説と教科書、さら

に指導書での韓国認識は同一線上で相互連動しているように思われる。 

本章ではこれらの考察を総合的に検討するが、この際、韓国を中心に日本·中国との外交的な

関係、その関係の中での韓国歴史の展開に関する認識を考察する。韓国は能動的な歴史展開

よりは日本と中国との関係の中で影響を受けながら他律的かつ受動的な姿勢を取ってきたという

のが韓国の歴史をめぐる当時の主な言説であったため、この点が教科書·指導書にどのように再

現されているかを明らかにする。 

そして韓国歴史の展開における韓国政治への評価、韓国社会の特徴と韓国民族の実状をど

のような観点から捉えているかを確認する。韓国が歴史の展開において受動的·他律的な姿勢を

取っていたという言説では、当然ながら韓国政治の無能力と弊害を指摘している。さらに無能な

統治は自然に国家発展にも悪影響を及ぼすとみている。このことから韓国の社会像と風俗を見る

観点、民族性に関する評価を関連させて考察する。 

それから併合をめぐる論議を中心に韓国の表象を考察する。韓国併合の主な論理の一つであ

った韓国の‘国利民福’が併合以後になるとどのように実現され、これを通して韓国がどのように

表象されているかを明らかにする。 

 

第1節 韓国歴史の展開と韓·日·中関係から見る韓国表象 

 

近代日本において韓国との外交関係を論ずる際に、古代から近代にかけては中国との関係も

重要な部分の一つである。それは近代までは東アジアの外交秩序を中心にこの三国の歴史が

展開されてきたからである。この外交的な関係は各国の観点、置かれた情勢により多様な見方が

あるだろうが、本節では近代日本における韓国をめぐる言説と教科書·指導書に表れる三国の関

係について考察する。 
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古代における三国の関係は、日本は古代においては韓国の優位に置かせており、韓国に日

本の勢力が及んでいたと見ている。神功皇后の三韓征伐、百済の滅亡の際の支援軍の派兵な

ど古来から非常なる犠牲を忍んで兵を動かすことがあったという。文教の伝来については、韓国

からは儒仏二教を日本に伝えるなど文化上の貢献もあったが、日本の益になることは少なかった

と見ている。教科書では日本文化が進歩するきっかけになったと見ているが、それは神功皇后の

恩沢に帰属させている。 

 一方、韓国と中国の関係については、両国は地理的に隣接していることから中国の先進文物

を活発に受け入れており、唐の助けを借りて百済を滅ぼした新羅が最終的には韓半島を統一し、

これによって韓国は全く日本から‘離叛’し、韓国は唐に帰属されたと見ている。 

つまり古代においては、神功皇后の神話に基づいて、韓国は日本の勢力圏下で日本に文教

を伝来し、朝貢も奉げたと見ており、特に百済の有事時には日本の兵力を送るほど、韓国におけ

る日本の影響力を主張する。この関係が終息されるのは新羅による三韓の統一であると見ている

が、新羅と唐との関係設定では新羅が唐の勢力下に入ると断定している。つまり韓国は古代から

日本に、次は唐に従属されていたと見ているのである。 

中世になると、文禄·慶長の役で日本が韓国を侵略するが、これも明との関係からその発端を

論じている。明を征服するために韓国に案内を頼むが、韓国が明を恐れてこの提案を拒絶したこ

とを背景として見ており、明の韓国への援軍要請など、韓国と明を日本との対立構図として設定

している。韓国と明との緊密な関係が一つの主な軸となり、依然として韓国は明に依存、属した関

係として説明している。さらにこのような関係は近代まで日本に影響を及ぼしたと見ている。 

近代においては、西欧の勢力がこの3国に及ぼした影響が至大であり、その様相も非常に複

雑であるため、この3国の力学関係を単純に説明することが難しいのである。このことから表面的

に出されている主な言説と教科書·指導書の内容から3国の関係を考察する。 

この時期になると、日本は清国とロシアとの戦争で勝利を得て、帝国主義の道を歩むことにな

るが、この過程において韓国、清、日本の関係設定は大きく変化するようになる。まず、日本は、

韓国で起こった一連の排日事件についてその背後に清国があるとする外、韓国が清国に依存す

ることにより政治が乱れていると見ており、韓国を独立させることを主張する。 

日清戦争で日本が勝利を得て、韓国を独立させ、韓国は清国から完全に離れるようになったと

評価している。日本は韓国との関係において‘常に清国が陰に掣肘し使嗾しているため’日本へ

の敵対行為が起こっており、それは豊臣秀吉の征韓の時も同様であったと見ている。つまり清に

より東洋の平和、韓国の保全、日本の発展が妨害されていたと見ている。 

一方、南下政策を進めていたロシアに対して日本は、清·韓両国の領土の安全をはかり、東洋
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の平和を保つためという論理でロシアと衝突し、日露戦争で勝利を得た日本は韓国を保護国化

するようになる。 

このような歴史的な経緯の中で、日本は一貫して韓国について依存的で惰弱であるため‘東

洋の平和を撹乱する存在’、‘日本の安寧を破り、東洋の平和を乱す存在’として見ており、つまり

‘日本の厄介国’であるという認識が広められていったのである。 

 日本は韓国の保護国化に続いて、韓国併合まで進めるが、この過程においても日本は決して

他の土地を侵略して、自国の強大を図るというような野心がなく、韓国を保護し、その内政を改め

させたが、政治上の長年の弊害が取り去らず、韓国の国利民福、東洋の平和のため併合したと

いう。また、併合は韓民、韓国皇帝の願いによったものであるという認識を広げている。 

 さらに、韓国歴史の展開における受動的な側面を地理的決定論又は、半島停滞性とも関連さ

せることで、韓国の地政学的な位置が韓国が植民地になる宿命的な原因となっているという認識

も共に拡散されているのである。 

 

第2節 社会の特徴と民族の実状から見る韓国表象 

 

前節では韓国の歴史展開において、日本と中国との関係設定を中心に考察した。古代にお

いては日本が優位の立場で韓国に影響を行使していたが、新羅による三国（三韓）の統一以後

は韓国と中国が緊密な関係を持つようになると見ている。しかし、このような両国の関係は、韓国

が中国に依存しすぎ、もっと否定的な視覚からいうと‘常に清国が陰に掣肘し使嗾している’関係

であったという。韓国人が不安な生活を送っているのは韓国政治力の無能のためであり、これは

つまり韓国の歴史が受動的で他律的に展開されてきたことに因すると見られている。 

本節では、このような韓国政治力に関する言説が韓国社会と人民の生活及び民族性にどのよ

うな影響を与え、当時の韓国社会と人民の実状をどのような観点から捉えていたかを考察する。 

まず、韓国政治の問題は韓国人民の気質と関連させる傾向が著しく表れている。これについ

ては、‘第3章近代日本における韓国をめぐる言説’でも取り上げているが、否定的な民族性の形

成は韓国の悪政が原因であると主張されることが多かったのである。例えば、『教育実験界』で発

表された「朝鮮教育及び教育者の態度:朝鮮人の本質」とう記事では韓国人の気風の形成にお

ける政治の不合理について次のように述べている。 

 

何が故に彼等は遊怠を好み、虚偽を何とも思わぬ人類になったかと云へば、第一是れ迄が朝鮮に

於いて私有財産の保護と云ふものが全然ついて居なかったのである。故に少し金持の風をすれば、
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直ぐに上の者から強奪される。租税の如きも何等一定の標準がなかったのであって、政府は欲する

儘の税金を徴集する。すると直接徴集される者は、其の下の者に対して又過度の租税を貪る。従っ

て重荷は最下の農民に来るのであるからどうせ取られて仕舞ふ位ならば、何と働くには及ばぬ。遊

べるだけ遊んで暮した方がよいと云ふ所から、一般に遊怠の気風が上下に盛になって来たのであ

る。275 

 

このような脈絡の叙述は併合以前発行された中学校地理教科書『最新中学地理教科書 –外

国之部 上巻‐』（1902年発行、大日本図書)でも発見される。韓国の政治について‘各道には視

察使を置くも、中央政府の命令十分に行われず、地方官は賄賂を貪り、重税を課し、人民はこれ

が為めに赤貧洗うが如し’、‘普通の人民は沐浴せず一般怠惰にして朝寝午睡を貪る’と述べる

など、韓国政治と民族性をめぐる言説は長い期間、日本社会に広められており、教科書にも掲載

されていることが確認できる。 

しかし殆んどの分析対象の教科書が併合以後に発行されたのであるが、韓国民族に関する認

識はそれほど変わっていない。つまり韓国併合以前と直後に集中的に形成された言説では韓国

民族の気質は悪い政治から起因したことであることが強調されているものの、このような論理であ

れば、併合による政治と統治の変化で韓国民族の否定的な気質が変わっていくことが当然であ

ることだが、依然としてその気風への変化様子が全然言及されていないという矛盾に出会う。これ

は当時広がっていた断片的な現象を一般化して発表された言説の矛盾又は限界の表れでもあり、

韓国人の劣等性を強調するための装置でもあるのではないかと思われる。 

一方、韓国の社会と人の生活様子については前近代的かつ後進的な要素一色の言説が発

表されており、これはそのまま教科書にも反映されていることは前章でも述べている。衛生、教育、

宗教、衣·食·住、階級社会の不合理性、男女差別などがその代表的な要素である。例えば、韓国

の階級制度について‘その次の第三が（筆者注:第一は皇族、第二は貴族〔ヤンバン〕）常民でこ

ざいます。是は詰り平民のことであって、義務だけを負損して居るけれども、何等の権利を有って

居らない。何時でも貴族の両斑の為に服従されて居った。是亦総督政治と共に此の人権も稍々

発達して来ました’276のように身分制度の不条理と併合以後の改善されていったという評価が発

表されており、教科書にも‘朝鮮族の間には従来厳重な階級制度があって、職業を世襲し、その

弊も少なくなかったが、近頃次第に改善された’277のように類似した脈絡の内容が登場している。 

                                           
275 近代アジア教育史研究会 前掲書(第2巻)、72頁。(源出処:宇野重喜 「朝鮮教育及教育者の態度:朝

戦時の本質」『教育実験界』27-1、1911.1。) 
276 同上書、288頁。(源出処:松井茂 「朝鮮事情」『教育界』10－3、1911．1。) 
277 三省堂編輯所 前掲書、179‐180頁。 
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このような韓国社会と人の生活様子をめぐる言説は教科書に掲載されている挿絵にも表れて

いるが、これらの挿絵の出処は、当時の日本社会で広範囲に流通されている韓国をテーマにし

た写真葉書、観光パンフレット、旅行記の写真が伝えるイメージと類似したものである。 日本の

写真葉書は1900年代の初半、ナショナリズムとアジアへの勢力を拡張しようとする帝国主義を再

現する立派な視覚媒体として大衆に人気があった。日本帝国の一部になった周辺のアジア国家

も写真葉書の重要な素材の一つであった。日本は西洋国家が非西洋国家に投射した差別的な

視線を借用し、内部の他者であったアイヌを始め臺灣や韓国まで写真葉書のイメージとして再現

されていった。日本は後進的な周辺国家と区別するためのイメージを各種媒体を通じて宣伝した。

278 

このような日本の差別的な文化政策が植民地を見る視覚にどのような影響を及ぼしているかは

この時期に発行された写真葉書からわかる。写真葉書と並んで影響力のある媒体として観光パ

ンフレットがある。朝鮮総督府鉄道局では日本人のための観光パンフレットを製作し、韓国に関

する簡略な説明と写真が載せられているが、写真葉書のイメージと類似している形態がほとんど

である。観光地の写真だけではなく、韓国人の風俗に関するイメージが多く使われている。その

中で砧を打つ女性、馬に乗っている男性、川で洗濯する女性の様子、頭に水かめをのせて歩く

女性などの様子は写真葉書が繰り返して生産したステレオタイプされたイメージである。279 

このように写真葉書と観光パンフレットなどを通してステレオタイプされたイメージは、教科書で

韓国の風俗を述べる際、提示される挿絵を通してもそのまま再現されている。次の〈図7〉は、一

般に流通されていた視覚イメージと教科書の挿絵イメージを比較したものである。 

 

番号 一般に流通された写真葉書 教科書の挿絵 

1 

 

‘（京城名所）京

城朝鮮銀行前

より南大門通を

望む’という表

題の葉書 
 

1931年発行『新

訂改版中等教育

最新日本地理』

に 掲 載 し て い る

‘京城の市街：南

大門通りの光景’ 

2 

 

‘（京城名所）京

城市街全景の

一部’という表

題の葉書 
 

第3期国定地理

教科書に掲載さ

れている‘京城の

市街’ 

                                           
278 권혁희 『조선에서 온 사진엽서』 민음사、2005、41頁。 
279 同上書、67-68頁。 
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3 

 

朝鮮総督府鉄

道局が大量で

製 作 し た 朝 鮮

旅行パンフレッ

ト に 登 場 す る

‘小馬に乗って

いる男性’ 
 

第1期国定国語

教科書「韓国の

風俗」で登場する

‘小馬に乗ってい

る男性’ 

4 

 

‘（朝鮮風俗）江

畔の洗濯’とい

う表題の葉書 

 

1914年発行『改

訂新編日本地理

教科書』に掲載し

ている‘朝鮮婦人

洗濯の状’ 

5 

 

‘（韓国風景）韓

人町’という表

題の葉書 

 

1931年発行『新

訂改版中等教育

最新日本地理』

に 掲 載 し て い る

‘鮮人の風俗’ 

6 

 

簡単な韓国語

会 話 が 学 べ る

葉書で、頭に水

かめをのせてい

る 韓 国 人 人 形

イメージの使用  

第4，5期国定国

語教科書「朝鮮

の田 舎」に登 場

する‘頭に水かめ

をのせている女

性の様子’ 

7 

 

‘（朝鮮風俗）荷

負夫’という表

題の葉書 

 

第4期国定地理

教科書に掲載さ

れている‘朝鮮人

のつぼ運び’ 

8 

 

1 2枚で構 成さ

れている「朝鮮

婦人の或日の

生活」シリーズ

の一つで‘午後

8時：砧打の音’

という表題の葉

書 
 

第4，5期国定国

語教科書「朝鮮

の田 舎」に登 場

する‘砧を打つ母

女の様子’ 

〈図7〉 日本で流通されていた写真葉書と教科書の挿絵 

 

 〈図7〉にも提示されているように、教科書の挿絵は、既に写真葉書などを通じて流通されている
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韓国のステレオタイプの再現であることがすぐ分る。写真そのものを筆などのタッチで再加工した

ものもあり、写真のコンセプトを取って新しく描いたものもある。 

 韓国を代表するイメージが形成されるようになったのは19世紀末で、西欧列強の韓国との接触

によるものであった。韓国を訪れた西欧人は現地で販売する写真を購買することが多かったと推

測されており、彼らが購買する写真の多くは日本人が撮影したものであった。当時、日本では風

俗写真帳産業が盛んになり、日本人写真家が韓国まで事業を拡張し、さらに1900年代に入って

からは私製葉書も許容される制度的な装置により、葉書は大衆化されていった。日本人により撮

影された韓国に関する写真は、商業的な商品としての意味を持つ以上に、韓国と韓国人に対す

る知識と情報を創出し表象する強力な道具として機能するようになったという。280 

 このように写真により形成されていく韓国のイメージにはいくつかの類型があるが、その中で韓

国の風俗を写したものがもっとも多数を占めた。韓国風俗でも多様な階層のイメージや文化要素、

例えば衣類に関わる服飾·装身具、各階層の人又は家族写真、芸者(妓女·キセン)のような特殊

の職業の人、韓国女人の生活様子、庶民層の生活様子などである。その中でも庶民層の生活様

子は殆んどが労働と関係する素材が多く取り上げられているが、その代表的なものが〈図7〉にも

提示されている‘荷物を背負っている男性’、‘洗濯する婦人’、‘水かめを頭にのせて歩く女性’、

‘砧を打つ女性’などである。281 

 つまり教科書の中の韓国風俗も、主な言説や視覚媒体を通じて発表されていた要素の範囲を

超えていないのである。しかし分析対象の教科書の発行時期が約35年に至っているにも関わら

ず、韓国の風俗を語る際には、一貫して小馬、洗濯する婦人、のんびりしている男子の様子、水

かめを頭にのせて歩く女性、砧を打つ女性、荷物を背負っている男性を登場させることは文明化

されたという日本が、植民地である韓国を眺める優越意識の反映でもあり、次節で取り上げる植

民地経営による変化を強調するため、対照的機能を果たせる狙いもあったと考えられる。 

 

 

 

                                           
280  권혁희 「사진엽서의 기원과 생산배경」『사진엽서로 떠나는 근대기행』 민속원、2009、20-22

頁；오윤빈 『근대기에 형성된 한국이미지 –사진엽서를 중심으로-』 이화여자대학교대학원 석

사논문、2014、20-25頁。 
281 上流層は服装を通して階層的な特徴を見せる反面、庶民層は主に労働と関連するイメージが多数を

なす。その外、韓国風俗の典型的な様子として、煙草を吸う男子·のんびりする男子、赤ちゃんをおんぶ

する女児など、労働と育児は主に女性が担うことを多く取り上げて、男子は不在又は無能を対比させるこ

とが一般的であった。このような傾向は植民地国の女性化を誘導する意味があると解釈する研究も少な

くない。오윤빈 前掲書、12‐43頁。 
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第3節 日韓併合と韓国表象 

 

前節では、日本の観点からみた韓国社会の特徴と韓国民族の実状について考察した。その

観点は韓国人の悪い気質は乱れた政治によるものであり、全般的な社会像は前近代性から脱皮

されていない様子が中心である。さらにこのような前近代的な様子は写真葉書を通して流通され、

教科書の挿絵を通して再現されていることがわかった。即ち、異文化の様子でありながら前近代

性を含めている素材を中心に韓国を表象していたのである。 

 本節では、第1節で取り上げた日本の観点から見た韓国歴史の展開と併合の論理性、即ち‘政

治上の弊害を改善し、韓国の国利民福と東洋の平和のために併合する’といる論議が併合以後

の主な言説と教科書にはどのように表れているかを確認する。そして第2節で取り上げた韓国社

会の特徴と韓国民族の実状が併合以後はどのように表象されているかを確認する。 

 まず、日韓併合をめぐる当時の主な言説からみると、併合の直後には併合の形式に関する記

事が多く発表されるが、武力によるものではなく両国が合意して成立されたとの内容が主流であ

る。西洋の列強国が武力で植民地を確保したこととは違って日韓併合においては韓国側からも

それを希望したとの趣旨の内容が主流である。282 

 

併合形式：今囘併合の形式に就て聞く処によれば右は日韓併合協約として総て六七ヶ條より成り

寺内統監と李総理との間に締結し其第一條は韓国領土権譲与を規定す。即ち韓国皇帝は一切の

領土権を日本皇帝に譲渡し独立国としての一切の主権を放棄し之と同時に日本天皇陛下及び韓

国皇帝陛下より宣言書を発せられ各国に通牒する手順にして（後略）283 

 

外国の事は能く知らぬが、表面上に現はれている所では、強大なる国がその領土を拡張するため

に、武力を以て他の弱小なる国を征服するのが普通である。優等の国民が劣等の国民を征服し、

文明の低い所に向かって膨張するのが常である。然るに今囘の事といふものは、同民族間に於て、

武力に依らず金力にて購買するにあらで、両主権者の合意の條約に基づくものであって、（後略）

284         

                                           
282 併合の経緯の真偽については既に第7章歴史教科書から見る韓国の表象で現行日本史の教科書の

叙述を基に分析しており、第4章近代日本における韓国をめぐる言説で吉野作造の韓国認識を考察す

る際に、韓国人が併合を希望したような認識があったように知られていたが、事実上から併呑されたと考

えていることを紹介している。 
283 近代アジア教育史研究会 前掲書(第1巻)、181頁。(源出処:「韓国問題解決」『教育時論』913、1910.

8。) 
284 同上書、202頁。(源出処:大隈重「日韓併合東洋文明の精華」『教育時論』915、1910.9。) 
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 教科書·指導書にも併合までの経緯について言及することがあるが、小学校用第3期国定地理

教科書の指導書である『尋常小学地理学習指導案尋六』には次のように述べられている。285 

 

朝鮮はもと大韓帝国と称していたが明治四十三年八月九日、日本と併合して朝鮮と称する様にな

ったのである。元来朝鮮は国史の物語る如く日本とは極めて密接な関係があった。即ち歴史的に

利害休成を同じうする友朋であったのである。しかるに韓帝国の末路は国勢疲れて、政治は乱れ

国民の永遠の福祉を増進するに難く、引いては同様の禍乱の源たる状況にあったので両国皇帝

陛下は遂に合併の策をとり両国々民の永遠の福祉を増進させ給うことになったのである 

 

 つまり主な言説においても、指導書においても日韓併合までの経過は平和的な方法を取った

韓国人の福祉の増進のための最善の選択であったことを強調していることがわかる。それでは、

併合以後の韓国における変化を ‘発展又は改善’として捉えている観点から取り上げる。まずは

教科書·指導書における併合による変化様子に関する叙述内容を見てみよう。 

 

朝鮮の工業は従来は主として小規模の家内工業であったが、近年内地人によって各地に大規模

の工業が勃興し、頓に活気を呈し、工業は農業に次ぐ朝鮮の重要な産業となってきた。（第5期『尋常

小学地理書』巻2）286 

 

雨量が少なく、平地も灌漑の便に乏しいが、夏は気温が割合に高く、地味も概ね肥沃であるから、

農業は昔から朝鮮第一の産業であった。近年、水源の涵養や灌漑の工事が進んで、耕地が著しく

広くなったので、農作物の産額も大いに増加してきた。（第5期『尋常小学地理書』巻2）287 

 

 併合以後の変化は産業と基盤施設における論議が最も目立つ。併合直後に韓国の経済状況

に関する記事が発表されているが、「韓国併合日本の富力」という記事288では補充題目で｛二大

戦役に五十億の富を併す/国富総計三百億万円を超過す/総富力の比較は列強の第七位/対

人口一の富力は伊国の半額｝という内容を加えて、‘韓国統治権、我日本に帰して以来、我国の

領土及び人口は、玆に著しく増したると共に其の富力も亦大いに加りて’と述べている。そして

                                           
285 稲森禎蔵 『尋常小学地理学習指導案（尋常六）』 明治図書、1931、117頁。 
286 海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第16巻 地理（二）』 講談社、1978、626頁。 
287 同上書、625-626頁。 
288 近代アジア教育史研究会 前掲書(第2巻)、245頁。(源出処:高橋秀臣調査「韓国併合日本の富力」

『教育界』9-12、1910.10。) 
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「朝鮮経済地理」289という記事も発表されているが、韓国の産業（農業、林業、鉱業、水産業、工

業）、商業の現段階と将来の展望について詳しく述べている。 

つまり併合になると、韓国から得られる経済的な価値に関心が向かれていたことがわかる。これ

は当時の帝国主義による第一の目標である植民地の拡張を通して経済的な利益を確保すること

の一環である。教科書の記述を通しても日本の植民地経営力が評価されており、さらに韓国での

生産物が日本への移出·積出される過程も詳しく言及されるなど、富力が益す様子を提示するこ

とで日本の生徒は自国への自負心と愛国心を涵養していくのである。 

一方、韓国人を対象として教育政策への論議も活発に行われていたが、第3章近代日本にお

ける韓国をめぐる言説でも取り上げているように、それはあくまで植民地における教育に焦点が

置かれており、日本語の普及、同化教育、そして労働力の確保のための実業教育を行うことへの

主張の範囲にとどまっていたのである。しかしながら教科書では教育施設の普及など物理的な

環境の改善に焦点が置かれ、教育内容に潜められている植民地経営のための意図は表れてい

ないのである。 

そして農地の開墾、道路と鉄道の敷設、通信施設の導入、工業施設の拡充などで代表される

開拓事業に関しても取り上げる必要がある。‘開拓事業’は外形的には近代化への変貌として捉

えられており、韓国固有の風俗として捉えられている前近代的な要素と対比構造の中で、植民性

を表していると共に植民経営の恩恵として取り上げられている。さらに韓国の風俗は時代が変わ

ってもその表象は変わらぬままでありながら、植民経営による改善で取られている外形的な韓国

の様子は直ちに反映することで、この二つの要素の性質を相互に極大化させているのである。 

つまり日韓併合以後は、植民地としての経済的な価値の評価、それにより日本の富力が増加

されていくこと、これを通して世界列強に伍していくことへの自負心が発表されたのである。教科

書にも併合以後、韓国で行われた開発について具体的に述べているが、併合前後を比較する

方法を取りながら植民経営による恩恵を浮彫りするような叙述が多くある。しかし日韓併合という

観点からみると日本の富力の増強は韓国においても‘国利’であると理論的には主張できるだろ

うが、併合を巡って標榜していた‘韓国の国利民福’と実際には隔たりがあったことには違いない

のである。 

                                           
289 同上書、290頁。(源出処:山崎進 「朝鮮の経済地理」『教育界』10-3、1911.1。) 
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終章 結論 

 

第１節 各章の要旨と本研究の結論 

 

本研究の目的は、近代教科書における韓国表象を考察することである。近代日本が韓国を認

識する媒体は多様であったが、公教育の場で使用された教科書は何よりも重要な意味を含む媒

体であると考えられる。それは近代期の公教育は、国家権力の統制から自由でなかったことは勿

論、支配イデオロギーが教科書に反映されて国民知識体系と思想に莫大な影響を及ぼしたと見

られている為だ。 

公教育を受けることで国民に提供される知識、その知識が内面化していく過程で形成される認

識は漸次的に集団化していく属性があるが、それは近代における公教育自体が持っている素性

的な特性であるともいえる。このような近代期における公教育の特性に基づくと韓国について学

習することで形成される認識も集団化していったと考えられる。 

本研究では支配イデオロギーが公教育に投入されて知識を集団化し、その集団化された知識

は思考又は認識形成に重大な影響を及ぼすというプロセスを「歴史表象学方法」により、近代教

科書における韓国表象に関して考察した。当時の支配イデオロギーが、オピニオンリーダーが主

導的に形成する言説にいかなる形態で表されて、それが教育場に投入される過程を究明したの

である。そのため教育雑誌の韓国関連記事を通して支配イデオロギーが規定した集団知識を考

察し、それが指導書にはどのように反映されているか、そしてその指導書を基盤に、生徒に支配

イデオロギーがどのように投入されていったかを教科書記事と関連させて分析した。このようなプ

ロセスを通して、支配イデオロギーが規定した知識体系により、韓国がどのように表象化されたの

かを明らかにした。 

研究対象は、国家の統制が最も強く反映されたと評価される小学校国定教科書の中で国語•

地理•歴史教科書(地理の場合、中学校検定教科書も包含)が一次的な研究対象となり、支配イ

デオロギーが投入された言説を確認するため教育雑誌(『教育時論』、『教育実験界』、『教育界』

等)の韓国関係記事、その言説と教科書の仲介役として教師用指導書も研究対象に含めた。 

  本研究の結果は、近代期の日本における韓国の表象は巨大な言説を通して投影された支配

イデオロギーが教科書と教師用指導書を通して生徒に伝われており、この際、教師用指導書に

は支配イデオロギーがより具体化、実体化されていたことが明らかになった。近代日本を支配し

たイデオロギーの中心は天皇中心の民族主義、全体主義、帝国主義、亜細亜国家に対する優

越主義であったといえる。これは韓国を日本の植民地に編入させて運営していく過程で、上古時
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代における歴史認識に基盤して韓国歴史の展開を問題化し、西欧文明を重要な尺度として韓国

の諸要素を低評価した。このような韓国の表象は国語、地理、歴史教科書を通して相互連動しな

がら集団的に固着化•拡散されていった。 

教科書、教師と生徒との仲介に位置する指導書におけるこのような韓国の表象は、雑誌•新聞•

書籍などのメディアを通して既に一般化かつ固定化されていた韓国の言説の反映であった。この

韓国をめぐる言説は主に日本の政•官•経済•言論•教育•法曹界等の代表的な知識人によって表

出される支配イデオロギーだったのである。このような論旨を展開するための章立てと各章の要

旨は以下の通りである。 

第1章〔近代日本における教育と教科書制度の変遷〕では本研究の背景として近代日本にお

ける教育と教科書制度の変遷、そして教科書が果たした役割について考察した。教育学界では

すでに近代日本の教育と教科書に関する膨大な研究成果を出しており、本章では先行研究の

中でも唐澤富太郎と海後宗臣の研究成果を主に参考した。近代国家の市民形成の土台を整え

ることで施行された公教育は、時代的な要求により漸次的にナショナリズムが強調され、皇国臣

民としての愛国心涵養という政治性を強く内包するようになる。つまり支配イデオロギーが教育を

統制するようになり、特に義務教育の段階の小学校においては国定教科書制度を実施すること

で、統一された思想で、国家によって製作された内容が生徒に注入されるようになったことを考

察した。 

第2章〔教科書における対他国への認識形成のメカニズム〕では、教科書が他国認識形成に

及ぼす影響に関する論理的な根拠を提示した。本章では教科書がステレオタイプ形成に与える

影響、教科書の構成要素の一つである図像が人に直感的なイメージとして刻印され、より深くス

テレオタイプ化させるメカニズムについて考察した。教科書がある対象について集団的なステレ

オタイプを形成するにおいて一定の影響を及ぼすということは、その教科書を製作をする主体が

広めようとする知識は-しかしこの知識と思考体系は厳密にいうと‘知識の存在拘束性’に基盤し

たものであるが-支配イデオロギーによって規定されたものである。‘支配イデオロギーの規定す

る思考体系と知識→集団化された思考体系と知識→教科書で代表される学校知識→ステレオタ

イプ化’が循環されることで、教科書を通してある対象へのステレオタイプは生産される側面と拡

大·再生産する側面も共に見られることについて考察した。 

第3章〔近代日本における韓国をめぐる言説〕では韓国をめぐる言説の変容、巨大な言説とし

て一般化された認識、非主流の言説について考察した。本章で韓国をめぐる言説を考察した目

的は、当時の支配イデオロギーが一般的な韓国認識にどのように投入されているかを明らかに

するためであった。特に、日本が韓国併合への正当性と論理性を確保するために日本が韓国よ



   

159 

り優越な地位であったということを強調する言説、文明史観から韓国を未開の状態の範疇に入れ

た言説を拡散させていったことを確認した。さらに民族性、歴史、教育、風俗、衛生のように分化

された個別的な言説についても、教育雑誌の記事を中心に考察した。特に、政治指導者、教育

者、歴史学者などのようなオピニオンリーダーが発表した記事を通して、支配イデオロギーが反

映された知識と思考体系を明らかにした。 

第4章〔国語教科書と指導書から見る韓国表象〕では第2期から第5期までの小学校用国定国

語教科書と指導書の韓国関連内容、教科書記事と関わる言説の分析を通して韓国表象を考察

した。国語教科書では風俗を始め、京城の様子、田舎の独特の風景、釜山から京城までの汽車

旅行を通して自然や人々の様子を伝えている。韓国の典型的な要素は文明という尺度から前近

代的な性格として表象化されており、日韓併合による近代化を表す要素は植民地経営の当為性

とその成果として表象化されている。さらに韓国の典型的な要素は時代の変化は反映しておらず、

停滞されるまま前近代性と後進性を表象している反面、近代化の様子は時代による変化が反映

されており、‘繁栄していく朝鮮文化’として取り上げられていた。 

第5章〔地理教科書と指導書から見る韓国表象〕では第2期から第6期までの小学校用国定地

理教科書と指導書、1900年代から1945年までの中学校用の地理教科書の韓国関連記事、それ

と関わる言説の分析を通して韓国表象を考察した。この際、近代地理学が韓国の地理的な要素

をどのように変形させて韓国を表象しているかについて確認した。進化論の観点からは韓国が併

合されるまでの経緯を通して国家運営の能力不足により政治的な領域が縮小されたと見ており、

環境決定論の観点からは日本で変形された半島停滞性論又は地理的決定論と関連させて韓国

の地政学的な位置、韓半島の輪郭を兎に比喩して幼弱で保護が必要なイメージを形成させるこ

とで韓国植民地化への論理を作っていった。資本主義的な観点としては、韓国は物資を得るた

めの手段として取り上げられており、地勢に関する説明も産業発達と日本への移出のための立

地にどのような影響を及ぼすかということに焦点が置かれている。さらに韓国を満州や中国地域と

繋がる重要な経由地として取り上げていることは交通面においても有用な植民地的な道具として

認識しているといえる。民族主義認識からは、韓国が植民地になるまでの経緯、成功的な植民地

経営による日本富力の増強、韓国人の皇国民化に関する記述を通して民族意識の高揚として帰

結させていることについて考察した。 

第6章〔歴史教科書と指導書から見る韓国表象〕では第1期から第6期までの小学校用国定歴

史教科書と指導書の韓国関連記事、それと関わる言説の分析を通して韓国の表象を考察した。

歴史教科書では、古代において‘神功皇后の三韓征伐’、‘先進文化の渡来’そして‘滅亡する

百済への軍隊支援’関連内容が登場しており、中世においては‘文禄·慶長の役’、‘朝鮮通信使’
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が登場する。そして近代では‘征韓論’、‘日清戦争’、‘日露戦争’、‘韓国の保護国化と韓国併

合’が登場している。古代における韓国関係の記述では神功皇后にまつわる説話が古代史を支

配している中で、先進文化の伝達と日本·韓国の歴史的な関係について韓国より日本を優越な

立場に立たせている。中世においても神功皇后の三韓征伐の論理は有効であり、特に‘文禄·慶

長の役’についても韓国の中国への従属を主な背景として設定するなど、両国の緊密な関係が

日本と東洋の発展及び平和を阻害する要素であるという認識をみせている。近代においても‘文

禄·慶長の役’の記述から表れている‘韓国の中国への従属が日本と東洋の発展及び平和を阻

害する要因であるという認識’がより拡大·深化され、韓国併合への論理として発展されていった。

このような教科書の記述は、韓国の歴史をめぐる言説として既に歴史学者によって形成されてい

た内容であり、指導書を通しても繰り返して表れている韓国歴史の表象であったといえよう。 

第７章〔韓国表象に関する総合的な考察〕では、第3章から第6章で取り上げた韓国における言

説、国語•地理•歴史の教科書·指導書の内容から形成されていったと思われる韓国認識を総合的

に考察した。まず、韓国を中心に日本·中国との外交的な関係、その関係の中での韓国歴史の展

開について考察したが、古代日本の影響から離れた韓国は中国の属国となり、近代に至るまで

両国の関係は東洋平和を脅かす要因であったと見ている。さらに韓国は長い間、自律的かつ独

立的な歴史展開が出来ず、韓国の国利民福、東洋の平和のため日韓併合まで至ったと見てい

た。それから韓国歴史の展開における韓国政治への評価、社会の特徴と民族の実状について

考察したが、韓国が歴史の展開において受動的·他律的な姿勢を取っていたという言説からは、

当然ながら韓国政治の無能力と弊害を指摘していた。さらに無能な統治は自然に国家発展にも

悪影響を及ぼすということで、これを韓国の社会像と風俗を見る観点、民族性に関する評価と関

連させた。そして教科書の挿画と一般に流通されていた写真との関連性についても分析した。韓

国社会を見る観点は始終一貫、前近代性と後進性が強調されており、これは提示される挿画を

通してもより明確に刻印された。そして併合をめぐる論議を中心に韓国の表象を考察したが、韓

国併合への論理と正当性を付与しており、併合以後の変化については‘改善·発展’という観点が

展開されたことを明らかにした。 

近代日本における教育現場で生成·伝播されていった韓国に対する知識は、支配イデオロギ

ーが投入された産物であり、集団化というプロセスを通して韓国の表象として固定化していくこと

を以上の考察から確認した。近代日本が韓国に対して形成しようとした表象は、植民地化且つ植

民地運営という政策上では不可欠な要素の表れであると見ることもできる。 

この際、見逃すことのできない部分の一つが、韓国内の情勢の変化であろう。日韓併合以後

の第一の問題は、同化可能性を含む植民地教育政策であった。韓国での教育政策の変遷をま



   

161 

とめると、1911年第1次朝鮮教育令、1922年第2次朝鮮教育令、1938年第3次朝鮮教育令、1941

年国民学校令が重要な変換点となっている。各教育令の主な方針は、(第1次)韓国人·日本人の

差別教育→(第2次)同化政策→(第3次)皇民化教育→(国民学校令)戦争の本格化による皇民化

教育の深化へと変化していった。 

その中で、1922年第2次朝鮮教育令で標榜する同化政策は、韓国で起きた1919年3.1独立運

動がきっかけとなったことである。第1次では設けられていなかった歴史科目を設置し、朝鮮総督

府により歴史教科書が編纂される前までは、日本史の教育においては日本小学校用国定歴史

教科書が一時期使用された。韓国史は臨時教材として『尋常小学国史補充教材』を刊行して使

用した。290さらに第2次朝鮮教育令では、韓国人と日本人が使用する教科書の内容を同様にす

ること291、日本文部省刊行の教科書が韓国でも使用できることを提示している。既存の日本人·韓

国人を区分した教育をこの時期から同様にした。しかしながら実際の教育政策の施行と教科書

刊行においては、韓国の事情を無視することが出来ず、教科書に対する方針が直ちに教科書に

反映されない場合もあった。例えば、韓国で使用する教科書を基本的に日本文部省の刊行教科

書で振り替えようとした政策がこの代表的な事例であった。292しかし文部省は教科書を制作する

際に、内地用のみならず、外地での使用可能性又は外地用教科書の母本となることを念頭にお

いたと推察できる。 

1938年第3次朝鮮教育令により皇民化教育がより強調されていくが、1937年中日戦争で大陸

での戦争のための兵站基地としての韓国の重要性が一層高まっていった。朝鮮総督府として韓

国人が戦争を積極的に支持し協力させる教育が必要であった。この戦争が‘日本の戦争’ではな

く、‘日本と韓国’の共同戦争であると認識させる意図があった。すなわち日本人と韓国人は区分

できない一つの国民であり、皆が天皇の臣民という意識を植え付けようとした。293このような動向

は当然ながら日本の教育政策にも同様に表れているが、時期的には1941年国民学校体制の成

立から決戦体制下の軍事的教科書が登場した。つまり韓国で先立って戦時総動員型の教育政

策が行われたことであり、このことから‘逆植民地化’現象であると見られる。294 

国民学校体制の国定教科書の編纂は軍の圧力下においてなされており、韓国の軍事的·経済

的側面からの重要性、内鮮一体の深化、韓国人の兵力志願、日本式の改名、韓国人の神社参

                                           
290 김한종 「조선총독부 교육정책과 교과서 발행」『역사교육연구』9、2009、309-313頁。 
291 朝鮮総督府 「朝鮮における新施政」（1923.4.29）『集成』10、42-43頁。 
292 김한종 前掲書、327頁。 
293 同上書、318頁。 
294 정규영 「전시동원체제와 식민지교육의 변용:일본 식민지 지배하의 한국교육,1937-1945」『교

육학연구』40-2、2002、56頁。 
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拝などを取り上げることで、精神的·物理的な融和を追及している。 

近代日本の教科書における韓国の表象は、日韓併合の合理化のための否定的な韓国観強

調、併合による韓国人の福利増進、韓国が編入された日本帝国の富力の増加、東洋の平和追

及にまとめられるが、その中に投入されている支配イデオロギーは漸次的に日本人だけではなく

韓国人にも投影されていったと見られる。 

 

 第2節 今後の課題 

  

 本研究は近代教科書における韓国表象を考察することであった。本研究が持つ意味は教科書

を中心にしながら指導書、教育雑誌とのコンテクストの中から韓国認識を考察することであった。

そして分析対象の教科である国語、地理、歴史の教科単位の考察にとどまらず、各教科との相

互関連性、韓国をめぐる言説との関連性を含めた表象を抽出し、総合的な考察を行った。さらに

韓国関連挿画の提示様相に関しても一般に流通されている写真との関係性を明らかにした。 

 本研究では、近代期における韓国認識を中心に考察したが、当時の外地である臺灣、樺太、

南洋などに対する認識との比較考察も必要な部分である。さらに西欧国家認識も加えて、近代

日本の対外認識を総合的に考察し、その中で韓国がどの地点に位置し、どのような観点から認

識されたのかを考察することがより論理的な論旨の展開となると考えるが、これについては今後

の課題とする。 

そして、研究対象は主に教科書としたが、それ以外に絵本、絵葉書、子供雑誌、映像などもス

テレオタイプの形成に重大な影響を及ぼすことから、このような媒体を通してあらわれる韓国表象

の究明も引き続き研究を押し進めたい。 

 さらに研究対象の時代を国定教科書制度が施行されていた1900年代から1945年までを研究範

囲として設定したが、国定期以前と1945年以後、現在に至るまでの韓国認識変化を通時的に考

察する必要もある。特に1945年以後は日本の教育が民主市民育成を主な目標にしていたため、

近代期における教育内容から大きく変化するようになる。そして両国の関係は現在においても多

方面での活発な交流が行われている反面、東アジアの情勢は近年に入って一層急変する様子

でもある。このような時代·両国関係·対外情勢の変化が現代の教科書にはどのように反映され、

韓国をどのように表象しているかに関する考察も着手すべきであるが、これも今後の課題として残

すことにする。 

 

  



   

163 

【参考文献】 

 

〔参考書籍及び論文〕 

・日本語文献 

麻生誠 『教育社会学』 東京大学出版会、1974。 

石井正彦 「‘新しい歴史教科書’の言語使用:中学校歴史教科書8種の比較調査から－」『阪大日本

語研究』24、2012。 

石田一正 「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、2012。 

出野 伶 「海外出版の日本語教科書にみる日本文化」『龍谷大学大学院国際文化研究論集』8、 

2011。 

今井康雄 「教育において伝達とは何か」『教育哲学研究』97、教育哲学会、2008。 

岩木秀樹 「オリエンタリズム論議と自他認識」『Sociologica』35(1·2)、 創価大学社会学会、2011。 

上野隆生 「イタリアの地理教科書にみる日本イメージの変遷」『和光大学現代人間学部紀要』第3号、 

2010。 

       「ドイツの教科書に見る戦後日本像の変遷」『敬愛大学国際研究』第9号、2002。 

上林喜久子 「日米の高校用歴史教科書における記述の比較－日本史におけるアメリカとアメリカ史

における日本に関する記述について－」『国際基督教大学学報、I-A、教育研究』20、1977。 

梅野正信 「GHQ占領政策期における日本史教科書－中等国史教科書編纂委員会と3つの日本史」

『史潮』35、1994。 

魚住忠久 「社会科教科書にみる国際理解教育 -‘国連’の取り扱いに関する若干の分析と検討-」

『愛知教育大学研究報告』32(教育科学編)、1983。 

エックハート·フックス 「ドイツにおける教科書研究」『カリキュラム研究』22、2013。 

及川智早 「神功皇后伝承の近代における受容と変容の諸相－絵葉書·引札というメディアを中心に

－」『国語学研究』 (早稲田大学国文学会) 148、2006。 

大野連太郎 「社会科教科書の分析を通してみた国際理解のための教育の進め方-アメリカ、イギリス

を例にして(国際理解教育に関する総合的比較研究) -」『日本比較教育学会紀要』4、1978。 

尾崎乕四郎 「戦中·戦後地理教育史への証言 ‐国定教科書執筆経験を通じて-」『新地理』27-1、1

979。 

海後宗臣·仲新·寺崎昌男 『教科書でみる近現代日本の教育』 東京書籍、2013。 

海後宗臣 『日本教科書大系 近代編 第5巻 国語(二)』 講談社、1978。 

       『日本教科書大系 近代編 第6巻 国語(三)』 講談社、1978。 

       『日本教科書大系 近代編 第16巻 地理（二）』 講談社、1978。 



   

164 

       『日本教科書大系 近代編 第17巻 地理（三）』 講談社、1978。 

       『日本教科書大系 近代編 第19巻 歴史（二）』、講談社、1978。 

       『日本教科書大系 近代編 第20巻 歴史（三）』、講談社、1978。 

角田将士 「歴史教科書問題の脱構築 -社会科教育学的視点からのアプローチー-」『立命館平和 

研究』9、2010。 

片桐芳雄•木村元 『教育から見る日本の社会と歴史』 八千代出版、2008。 

上瀬由美子 『ステレオタイプの社会心理学-偏見の解消に向けて-』 サイエンス社、2012。 

唐澤富太郎 『教科書の歴史－教科書と日本人の形成－』 創文社、1956。 

姜尚中 『オリエンタリズムの彼方へ』 岩波書店、2004。 

近藤均 『文学教材の挿絵が読みに与える影響』（上智教育大学修士論文）、1988。 

近藤裕幸 『わが国旧制中学校の地理教育成立過程における地理学研究者の役割－地理教科書の

分析を通して－』（早稲田大学大学院教育学研究科博士論文）、2005。 

喜田貞吉 『韓国の併合と歴史』、三省堂、1910。 

木村一信·崔在喆 『韓流百年の日本語文学』 創栄図書、2009。 

近代アジア教育史研究会 『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第1巻 龍溪書舎、 

1999。 

        『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第2巻 龍溪書舎、1999。 

        『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第3巻 龍溪書舎、1999。 

        『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第4巻 龍溪書舎、1999。 

        『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第5巻 龍溪書舎、1999。 

        『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第6巻 龍溪書舎、1999。 

        『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第7巻 龍溪書舎、1999。 

        『近代日本のアジア教育認識・資料編〔韓国の部〕』第8巻 龍溪書舎、1999。 

香曽我部 秀幸、「明治大正期の小学校教科書における挿画の考察：歴史・修身・国語教科書に描

かれた英雄像（その1）」『教育専攻科紀要』10、神戸親和女子大学、2006。 

小林優太 「‘教育雑誌’とは何か －教育辞典類·出版統計資料·教育ジャーナリズム史研究の検討

を通して－」『教育論叢』52(名古屋大学大学院発達科学研究科教育科学専攻)、2009。 

黄幼欣 「近代日本の‘他者’像研究－第一期国定教科書(国語読本)にかかれた台湾先住少数民族

像－」『南台人文社会学報』、2009。 

笹山晴生 外 『詳説日本史』 山川出版、2011。 

滋賀大学附属図書館 『近代日本の教科書のあゆみ』 サンライズ出版、2006。 

姜 華 「明治中期以降における高等女学校教科書に見る良妻賢母教育－国語読本の分析を中心

に－」『早稲田大学大学院教育学研究科紀要 別冊』19‐2、2012。 



   

165 

ジョルダン·サンド、天内大樹 訳 『帝国日本の生活空間』 岩波書店、2015。 

世界教育史研究会 『日本教育史』 講談社、1976。 

高崎宗司 「日本知識人の朝鮮紀行を読み直す(下)」『論座』116、2005。 

       『浅川巧全集』 草風館、1996。 

高野裕之 『小学校国語教科書における挿絵の役割について』（茨城大学修士論文）、1994。 

竹田進吾 「近代日本における文部省の小学校歴史教科書統制に関する基本的考察－「調査済教

科書表記」から検定期初期の分析－」『東北大学大学院教育研究科研究年報』54、2006。 

橘 与志美 「第四期国定教科書時代における教育と思想に関する研究」『大東文化大学紀要』41号、

2003。 

田中和江 「高等学校家庭教科書のジェンダー視点からの分析」『教育研究室紀要：「教育とジェンダ

ー」研究』12、2015。 

田中史郎 「研究ノート：西ドイツ、Georg-Eckert Institutについて－社会科教科書の国際比較共同

研究についての一考察－」『社会科研究』38、1990。 

張原銘 「台湾の歴史教科書における日本認識の一考察 －『歴史』と『認識台湾』を中心に－」『立

命館産業社会論集』第39巻 第3号、2002。 

丁貴連 「もう一つの旅行記‐柳宗悦の朝鮮紀行をめぐって-」『宇都宮大学国際学部研究論叢』15、 

2003。 

朝鮮総督府 「朝鮮における新施政」（1923.4.29）『集成』10 

外池 智 「明治検定期の修身教科書にみる徳目の多様性」『筑波大学図書館報』27-2、2001。 

中澤浩一 「地理における国際理解教育の現状と問題点-概括と考察-」『川村学園女子大学研究紀

要』9‐2、1998。 

ナステイオン·土屋武志 「近代教科書にみる日本とインドネシアのナショナリズム」『愛知教育大学教

育実践総合センター紀要』6、2003。 

南富鎭 『近代日本と朝鮮人像の形成』 勉誠出版、2002。 

野村真理子 「国際理解を深める視点から見た英語教科書：文化面に着目して」『鳴門英語研究』10、

    1996。 

旗田巍 『日本人の朝鮮観』 勁草書房、1974。 

花光里香 外 「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－」

『映画英語教育教育』紀要18、2013。 

原田智仁 「東アジアの近代化と歴史教育(１) －日本の歴史教科書に記述された中国と韓国(朝鮮)

の近代化過程－」『兵庫教育大学研究紀要』第2分冊、1996。 

韓炫精 「教科書における歴史の視覚的演出」『東京大学大学院教育学研究科基礎教育学研究室

研究紀要』38、2012。 



   

166 

朴都映 「朝鮮通信使の研究に関する史学史的考察」『大阪学院大学国際学論集』第24巻 第１·2号、 

2013。 

平野和子 「小学校国語教科書の挿絵の研究」『横浜国大国語教育研究』4、1996。 

福武直 監修、徳永恂 編、 『社会学講座11、知識社会学』、東京大学出版会、1976。 

藤岡繼平 『挿絵を中心とせる国史教育；尋常小学国史挿画の開設と其の精神』目黒書店、1938。 

ファルク·ピンゲル「教科書研究は平和教育へ貢献できるか」『関西大学人権問題研究室紀要』56、 

2008。 

白恩正 『日本統治下朝鮮における地理教育に関する研究－地理教科書の分析を中心に－』(創価

大学博士論文)、2010。 

溝部敦子 「皇国の使命 －国定教科書に見る世界の中の日本－」『法政大学国際文化学部紀要』5

号、2004。 

宮原武夫 外 『高校日本史Ｂ 改訂版』 実教出版、2008。 

文部省 『学制八十年史』、1954。 

      『尋常小学地理巻二 小学地理編纂趣意書』 1919。 

      『尋上小学日本歴史 巻一 教師用』、1912。 

山崎直方 『普通教育日本地理教科書』 東京開成館、1919。 

山本美津子 「言語教育の教科書におけるステレオタイプ化について」、『JACET Kansai journal』  

(15)、2013。 

梁知英 「‘民芸’の成立と朝鮮の美の変化 －柳宗悦の‘不二論’を通して－」『文学研究論集」24、 

2006。 

吉田修作 「異国へ巡行した〈みこともち〉神功皇后 －新羅出兵·蒙古襲来·朝鮮侵略－」 『福岡女

学院大学紀要』17 2007。 

吉田裕久 「明治三十年代初期の国語教科書論 －「小学読本編纂法」(三土忠造稿)のばあい－」

『国語科教育』29、1982。 

吉野作造著·松尾尊兊編 『中国·朝鮮論』、平凡社、1980。 

脇田修 外 『日本史Ｂ 新訂版』 実教出版、2008。 

渡邊宗助 「1910年前後の日本の歴史教育」『韓国独立運動史研究』36、2011。 

王雪萍 『教科書から見る対日認識 －中国と台湾の教科書の比較－』（慶応義塾大学 政策修士論

文）、2001。 

 

  



   

167 

・ 韓国語文献 

강명희 외 「개인의 지식창출과정 분석을 위한 사례연구」『교육공학연구』17-2 2001 。 

カン・ミョンヒ 外 「個人の知識創出過程分析のための事例研究」『教育工学研究』17-2 2001。 

 

강상훈 「일제강점기 일본인들의 온돌에 대한 인식변화와 온돌개량」 『大韓建築学会論文集

計画系』22（11）、2006。 

カン・サンフン 「日帝強占期における日本人のオンドルに対する認識変化とオンドル改良」『大韓建

築学会論文集計画系』22（11）、2006。 

 

권혁희 『조선에서 온 사진엽서』 민음사、2005。 

クォン・ヒョキ 『朝鮮から来た写真葉書』 民音社、2005。 

 

      『사진엽서로 떠나는 근대기행』 민속원、2009。 

      『写真葉書から旅立つ近代紀行』 民俗院、2009。 

 

나행주 「일본중학교 역사교과서의 역사관과 고대사 서술 -2011년 검정통과본의 분석을 

중심으로-」『동국사학』51、2011。 

ナ・ヘンジュ 「日本中学校歴史教科書の歴史観と古代史の叙述－2011検定済本の分析を中心に－」

『東国史学』51、2011。 

 

노르베르트 엘리아스 저, 박미애 역 『문명화과정』 한길사、1999。 

ノルベルト エリアス著、パク・ミエ訳 『文明化過程』 ハンギル社、1999。 

 

김동욱  『조선시대 건축의 이해』 서울대학교출판부、1999。 

キム・ドンウク 『朝鮮時代の建築の理解』 ソウル大学出版部、1999。 

 

김신재 「1920년대 경주의 고적 조사·정비와 도시변화」『신라문화』 38、2011。 

キム・シンゼ 「1920年代慶州の古跡調査・整備と都市変化」『新羅文化』38、2011。 

 

김인회 「조선시대 사대부의 한글 사용과 의미」 『정신문화연구』35(4) 2012。 

キム・インフェ「朝鮮時代士大夫のハングル使用と意味」『精神文化研究』35(4) 2012。 

 

김한종 「조선총독부 교육정책과 교과서 발행」『역사교육연구』9、2009。 

キム・ハンジョン「朝鮮総督府の教育政策と教科書発行」『歴史教育研究』9、2009。 

 



   

168 

목수현 「국토의 시각적 표상과 애국 계몽의 지리학 –최남선의 논의를 중심으로-」『동아시

아문화연구』57、2014。 

モク・スヒョン「国土の視覚的な表象と愛国啓蒙の地理学 －崔南善の論議を中心に－」『東アジア文

化研究』57、2014。 

 

朴傑淳 「일본 역사교과서에 기술된 한국사 관련 내용의 사학사적 검토: 국정 역사교과서

를 중심으로」『한국독립운동사연구』16、2001。 

パク・ゴルスン 「日本歴史教科書に記述されている韓国史関連内容の史学史的検討：国定歴史教

科書を中心に」 『韓国独立運動史研究』16、2001 

 

박삼헌 외 「고등소학독본(1888-1889)을 통해 본 근대일본의 심상지리」『일본학』 39、2014。 

パク･サムホン 外 「高等小学読本（1888-1889）を通して見た近代日本の心像地理」『日本学』39、 

2014。 

 

박선희 「조선시대 가옥규제 및 풍속」 『한국주거학회지』1(2)、1990。 

パク・ソンヒ「朝鮮時代の家屋規制及び風俗」『韓国住居学会誌』1(2)、1990。 

 

박소영 외 「근대 일본지리교과서 삽화에 나타난 일본의 한국인식 -서양인의 기록물과의 

비교를 중심으로-」『사회과교육연구』21-3、2014。 

パク・ソヨン 外 「近代日本地理教科書の挿画に表れた日本の韓国認識－西洋人の記録物との比

較を中心に－」『社会科教育研究』21-3、2014。 

 

       「근대시기 일본의 국어과 교과서에 나타난 한국」『한국콘텐츠학회논문지』15-3、

2015。 

        「近代時期の日本における国語科教科書に表れた韓国」『韓国コンテンツ学会論文誌』1

5-3、2015。 

 

박양신 「明治시대(1868-1912)일본삽화에 나타난 조선인이미지」『정신문화연구』28-4、2005。 

パク・ヤンシン「明治時代（1968-1912）日本挿画に表れた朝鮮人イメージ」『精神文化研究』28-4、20

05。 

 

      「19세기 말 일본인의 조선여행기에 나타난 조선상」『歴史学報』177、2003。 

      「19世紀末日本人の朝鮮旅行記に表れた朝鮮像」『歴史学報』177、2003。 

 



   

169 

박재영 「역사적 스테레오타입연구의 현황과 전망」『歴史学報』198、2008。  

パク・ゼヨン 「歴史的ステレオタイプ研究の現況と展望」『歴史学報』198、2008。 

 

신미나 『객관주의인식론과 구성주의인식론에 기초한 교육관 비교연구』（淑明女子大学大学

院修士論文）、2002。 

シン・ミナ『客観主義認識論と構成主義認識論に基礎した教育観の比較研究』（淑明女子大学大学

院修士論文）、2002。 

 

신수경 「일제강점기 지리교과서의 삽화연구 －내재된 이데올로기와 표현방식의 변형－」

『미술사논단』29、2009。 

シン・スギョン「日帝強占期における地理教科書の挿画研究－内在したイデオロギーと表現方式の変

形－」『美術史論壇』29、2009。 

 

연민수 「일본 역사교과서의 古代史 서술과 対韓認識 -2012년도 고등학교 일본사·세계사 

검정본을 중심으로-」『일본학』35、2012。 

ヨン・ミンス「日本歴史教科書の古代史叙述と対韓認識－2012年度高等学校日本史・世界史検定本

を中心に－」『日本学』35、2012。 

 

오윤빈 『근대기에 형성된 한국이미지 －사진엽서를 중심으로－』 이화여자대학교대학원 

석사논문、2014。 

オ・ユンビン『近代期に形成された韓国イメージ－写真葉書を中心に－』梨花女子大学校大学院修

士論文、2014。 

 

윤소영 「식민통치 표상 공간 경주와 투어리즘 -1910～20년대 일본의 여행기를 중심으로-」  

『동양학』45、2009。 

ユン・ソヨン 「植民統治の表象空間慶州とツーリズム－1910～20年代の日本の旅行記を中心に－」

『東洋学』45、2009。 

 

      「일제강점 초기 한 일 초등학교 교과서의 한국인식」『한국독립운동사연구』36、

2010。 

       「日帝強占初期の韓日初等学校教科書における韓国認識」『韓国独立運動史研究』36、2

010。 

 

 

 



   

170 

이강근 「佛國寺의 목조건물과 修理・復元의 역사에 대한 연구」『경주문화연구』7、 2005。 

イ・ガングン「佛國寺の木造建物の修理・復元の歴史に関する研究」『慶州文化研究』7、 2005。 

 

이병담 「일제강점기 초등학교 지리 교과서에 나타난 일본주의와 식민성」『일본어문학』47

、2010。 

イ・ビョンダム「日帝強占期の初等学校の地理教科書に表れる日本主義と植民性」『日本語文学』47、

2010。 

 

이영윤 『지역언론의 담론 및 생산구조 분석』(済州大学校大学院修士論文)、2011。 

イ・ヨンユン『地域言論の談論及び生産構造の分析』(済州大学校大学院修士論文)、2011。 

 

李英孝 「교실역사지식의 내용과 형식」『歴史教育』59、1996。 

イ・ヨンヒョ「教室歴史知識の内容と形式」『歴史教育』59、1996。 

 

이선이 「일제강점기 한국과 일본의 조선민족성 담론 비교」『비교한국학』10-2、2008。 

イ・ソンイ「日帝強占期における韓国と日本の朝鮮民族性談論の比較」『比較韓国学』10-2、2008。 

 

정규영 「전시동원체제와 식민지교육의 변용:일본 식민지 지배하의 한국교육,1937-1945」『교

육학연구』40-2、2002。 

チョン・ギュヨン「戦時動員体制と植民地教育の変容：日本植民地支配下の韓国教育、1937-1945」

『教育学研究』40-2、2002。 

 

정 민 『한국학 그림을 그리다』 태학사、 2013。 

チョン・ミン 『韓国学の絵を描く』 太学社、2013。 

 

정재정 「일본사 교과서에 기술된 식민지지배와 민족운동」『한일관계사연구』31、2008。 

チョン・ゼジョン「日本史教科書に記されている植民地支配と民族運動」『韓日関係史研究』31、2008。 

 

조은주 「경성부 남대문통과 태평통의 이층한옥상가에 관한 연구」『서울학연구』30、2008。 

チョ・ウンジュ 「京城府南大門通と太平通の二階韓屋商街に関する研究」『ソウル学研究』30、2008。 

 

최윤정 「온라인 커뮤니티 속 오피니언 리더 집단 검증」『韓国言論学会』53-4、2009。 

チェ・ユンジョン「オンラインコミュニティーの中のオピニオンリーダー集団の検証」『 韓国言論学会』5

3-4、2009。 

 



   

171 

한일관계사학회 『한일양국의 상호인식』 국학자료원、1998。 

韓日関係史学会『韓日両国の相互認識』国学資料院、1998。 

 

홍유진 「서구제국주의 지리학의 영향을 받은 19세기 말 20세기 초 한국과 일본의 근대 지

리학적 사고에 대한 비교학적 고찰」『지리교육논집』54、2010。 

ホン・ユジン「西欧帝国主義の地理学の影響を受けた19世紀末•20世紀初における韓国と日本の近代

地理学思考に関する比較学的な考察」『地理教育論集』54、2010。 

 

・ 英語文献 

Althusser L., trans.by Ben Brewster Ideology and Ideolegical State Apparatuses Lenin and Phil

osophy and other Esasay, NLB, 1970.  

Dale H. Schunk Learning Theories: An Educational Perspective, Prentice Hall, 2007. 

Edward W. Said Orientalism, Vintage Books, 1979. 

Folke S. Geography, empire, and environmental determinism Geographical Review 82(2), 1992. 

Hudson B． The new geography and the new imperialism 1870-1918 Antipode 9(2), 1977. 

John W. Creswell Qualitative Inquiry and Reserch Design: Choosing Among Five Approaches, 

SAGE Publications, 2013. 

Katz E.&Lazarfeld P. F. Personal influence: The part played by people in the flow of mass  

communications, Free Press, 1955. 

Michael W. Apple Teachers and Texts, Routledge, 1986. 

      Education and Power, Routledge, 1995. 

Martin Carnoy and Henry Levin Schooling and Work in the Democratic State, Stanford Univ. 

Press, 1985. 

P.Bourdieu＆J.Passeron、trans.by R.Nice Reproduction in Education, Society and Culture, Sage,

1977. 

S. Bowls and H. Gintis Schooling in Capitalist America, Basic Books, 1976. 

T. Parsons The School Class as a Social System Harvard Educational Review 29, 1959. 

W. Lippmann Public opinion, BiblioBazaar, 2007. 

  



   

172 

〔分析資料〕 

-教科書- 

石橋五郎 『現勢日本地理』 冨山房、1941。 

三省堂編輯所 『新訂改版中等教育 最新日本地理』 三省堂、1931。 

地理教授同志会 『帝国地理』 帝国書院、1928。 

中目 覚 『改訂新編日本地理教科書』 三省堂、1914。 

文部省 『尋常小学読本 巻十一』、1910。 

      『尋常小学国語読本 巻八』、1918。 

      『尋常小学国語読本 巻十』、1918。 

      『尋常小学国語読本 巻九』、1933。 

      『尋常小学国語読本 巻十』、1933。 

      『初等科国語 六』 、1941。 

      『尋常小学地理 巻二』、1910。 

      『尋常小学地理書 巻二』、1919。 

      『尋常小学地理書 巻二』、1938。 

      『尋常小学地理書 巻二』、1939。 

      『初等科地理 上』、1943。 

      『小学日本歴史 一』、1903。 

      『小学日本歴史 二』、1903。 

      『尋常小学日本歴史 児童用 巻一』、1909。 

      『尋常小学日本歴史 児童用 巻二』、1909。 

      『尋常小学日本歴史(改訂版) 児童用 巻一』、1911。 

      『尋常小学日本歴史(改訂版) 児童用 巻二』、1911。 

      『尋常小学日本歴史 上巻』、1920。 

      『尋常小学日本歴史 下巻』、1921。 

      『尋常小学日本歴史 上巻』、1934。 

      『尋常小学日本歴史 下巻』、1935。 

      『小学国史 尋常科用 上巻』、1940。 

      『小学国史 尋常科用 下巻』、1941。 

      『初等科国史 上』、1943。 

     『初等科国史 下』、1943。 

山上万次郎 『最新中学地理教科書 －外国之部 上巻－』 大日本図書、1902。 

山崎直方 『普通教育日本地理教科書』 東京開成館、1919。 



   

173 

-指導書- 

秋田喜三郎 『小学国語読本指導書 尋常科用 巻九』 明治図書、1938。 

秋田喜三郎 『小学国語読本指導書 尋常科用 巻十』 明治図書、1938。 

芦田惠之助 『国語読本 各課取扱の着眼點 尋常科第四学年』 蘆田書店、1928。 

芦田惠之助 『国語読本 各課取扱の着眼點 尋常科第五学年』 蘆田書店、1929。 

稲森禎蔵 『尋常小学地理学習指導案（尋常六）』 明治図書、1931。 

北垣恭次郎 『新訂小学地理教授書 尋六』 明治図書、1940。 

椚茂策 『国定地理教科書挿画解説：附 研究法と教授法』 開発社、1912。 

国民教育研究会編纂 『尋常小学日本歴史教授新案』巻二 啓成社、1910。 

佐藤富三郎 『尋常小学読本教授要鑑 第六学年用、第三輯』 平井平治、1910。 

初等教育研究会 『小学歴史地理教授細目』 培風館、1923。 

東京寳文館 『尋常小学地理挿画精説』 東京寳文館、1913。 

東京府青山師範学校附属小学校教育研究会 編 『小学教科書解説総攬（尋常六学年用）』 南光 

   社、1936。 

普通教育研究会編纂 『尋常小学日本歴史教授書 巻二』 （毎時配当 教案適用） 松邑三松堂、19

11。 

 

-雑誌の記事- 

阿部山斗「韓国旅行」『教育研究』68、1909。11。 

江原素六「韓国の外観と素教育に就て」『教育公報』300、1905。 

宇野重喜「朝鮮教育及び教育者の態度:朝鮮人の本質」『教育実験界』27-1、1911。 

大隈重「日韓併合東洋文明の精華」『教育時論』915、1910。 

鎌田榮吉 「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。 

河村竹三郎「韓半島」『教育時論』667、1903。 

喜田文学 「併後の朝鮮教育」『教育時論』914、1910．9。 

喜田貞吉「国定教科書小学日本歴史に就いて」『国史之教育』、三省堂、1910。 

喜田貞吉「韓国の併合と国史の教育」『教育界』9-12、1910。 

椚茂策 「新領土の風俗習慣」『教育実験界』26-11、1910。 

白鳥庫吉 「日本は果たして朝鮮を感化し得べきか」『教育時論』915、1910。 

高橋秀臣調査「韓国併合日本の富力」『教育界』9-12、1910。 

鶴原定吉 「併合後の朝鮮統治問題」『太陽』1910。 

松井茂 「朝鮮事情」『教育界』10－3、1911。 

水野練太郎 「新領土の教育」『教育時論』915、1910。 



   

174 

山崎進 「朝鮮の経済地理」『教育界』10-3、1911。 

「対韓策」『教育時論』809、1907。 

「東西南北:朝鮮雑談」『教育時論』915、1910。 

「満韓修学旅行者に警告す」『教育時論』765、1906。 

「日韓併合通牒」『教育時論』915、1910。 

「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。 

「満韓修学旅行に警告す」『教育時論』765、1906.7.15；「満韓旅行学生総数」『教育時論』767、1906。 

「韓国問題解決」『教育時論』913、1910。 

 

 

 

  



   

175 

【図表一覧】 

 

〈表1〉 研究対象教科書と指導書目録  

〈図1〉 歴史表象学方法による本研究のプロセス  

〈表4-1〉 各期における韓国関連内容 

〈表4-2〉 分析対象の国語教科書と指導書  

〈図4〉 時代順に見る韓国表象  

〈表5-1〉 分析対象の小学校用の地理教科書及び指導書  

〈表5-2〉 分析対象の地理教科書  

〈表5-3〉 小学校用地理国定教科書の目次構成  

〈表5-4〉 中学校用地理教科書の目次構成  

<表5-5> 中学校用教科書の韓国民族と文化に関する挿画  

〈図5-1〉 地理教科書に表れる韓国表象の変遷  

〈図5-2〉 民族関連挿画  

〈図5-3〉 風俗関連挿画  

〈図5-4〉 文化関連挿画  

〈図5-5〉 京城関連挿画  

〈表6-1〉 分析対象の小学校用の日本歴史教科書及び指導書  

〈表6-2〉 各期国定歴史教科書における韓国関連内容  

〈図6〉 国定歴史教科書と指導書の韓国関連記事  

〈図7〉 日本で流通されていた写真葉書と教科書の挿絵  

 


