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言 の多 い中国 のことであるから︑ いづれ の地方のことばを基準と
すべきかについて︑にわかに決しかねたが結局 のところ北京語を
標準とすることにな った︒
以上の如き国語運動派は進歩的な知識人︑留学帰りの青年層等

先づ小学校 の 一二一
年生よりその
斯くて政府 は 一九二〇年 一月︑

運動派が勝利を占めることは当然である︒

れ にひるまなかった︒折も折︑我 々が日常話す ことばにかなり近
い体裁で実際に小説を書 いて︑国語 の生きた見木を示した人があ
った︒ これ即ち魯迅である︒理論と実際との合致 によ って︑国語

せるかな︑古文崇拝者を中心とする人 々の間から︑ いやしい町 の
物売りのことば等を真似することは絶対 にならぬ︒と強 い反対 の
のろしが上げられた︒しかしながら国語運動派 の人 々は決してこ

が︑そう順調に賛成者ばかり獲ち得て進むわけにはいかない︒果

の絶大な支持をうけたが︑如何なる運動 にも反対者は必ずあるも
ので︑殊 に中国の場合 の如く︑数千年 の古 い伝統を持 った古文に

持たぬ︒ 恐らくは極く少数 の人 々を対象 として︑ 三字経 ︵上大
入︒孔乙己︒等のようなも の︶又は︑千字文等を手が ゞりに四書
五経等 のむずかしい文語文を教えていたも のであらう︒それは全
く︑国語教育としての意識に基ず いたも のではなく︑た ゞ︑個人
の立身出世 の為 のも のが主であ ったらう︒

を建設せねばならない︒では英 の国語とは︑如何なるも のかとい

ところのことばを整理統 一し︑全国如何なる地方の人 々にも︑理
国語﹂
解される様なも のを作らなければならない︒即ち︑所謂 ﹁

を国語運動派と名付けておこう︒此 の人達の考えるところは︑先
づ中国を進歩向上させる為 には︑思想感情を伝達する用具である

胡適等
民国六年︶
や ヽ具体的な形をとるに至 ったのは 一九 一七年︵
を中心とする文学革命運動以後 のことであ った︒仮りに此 の 一派

的に国語とは如何なるも のか︑又そ の国語の教育には如何なる方
法がとらるべきかに就 いては︑最初はは っきりしなか った︒その

対する絶対的であるとい ってもよい尊敬 の念︑ これをかなぐり捨
て︑日常 口頭 のことばを国語として普及せよといふが 如 ぎ 主 張

う に︑我 々が日常生活 に使用するところの言語であることが望ま
しいと言う のであ った︒然し日常使用する言語とい っても種 々方

倉

中国に於 て︑国語教育が問題 として取り上げられるに至 ったの
は︑清朝末期から民国初年にかけての事であ って︑それは西洋諸
国 の文化と接触して中国の在来 の文化が如何に遅れたも のである
かを悟り︑急 に開化 の道 に進まんとした頃より始まる︒然し具体

民国以前 の中国の国語教育に就 いては︑語るべき多く のものを

五
ロロ

教科書 に国語を用 いるよう全国 に訓令 を発 した︒勿論古文も若干
は行われ たが︑低学年 に於 ては専ら 口語文の教材 がとられ るよう
にな った のであ る︒ これ で中国 の国語教育 は︑ 一応形 を整えた と
考えられ るであらう が︑如何 にも︑漢字 を以 て書き表 わされ た教
科書 の表面 を見ただけ では分らな いが︑試 み に北京 の小学児童 と
蘇州 の小学児童をして︑同じ教科書 の同じ部分 を読 ませて見た時
に︑これ が同 じ文章だらう かと誰 しも 不思議 に感ぜざ るを得な い︒
それ は︑ いうまでも なく︑あ の広 い中国各地方毎 に相違す る ﹁
方
音﹂ のためである︒ これを整 理統 一す る ことは容易 ではな い︒中
国 に於 ても ︑前 にふれた胡適等 とは別 に国音統 一の運動 が熱心 に
続けられ︑そ の為 に中国 の標準音を表 わす為 の発音符号まで発明
され た位 であ る︒新 らし い口語文を採用 した教科書 には︑此 の発
音符号 を漢字 に添え て︑其 の標準音 を表 わす という頗 る行き とど
いた方法が用 いられ た︒ ﹁
方音﹂ の統 一はなか′ヽ 完全 には妻現
でき なか ったが︑ 日語 の普及 は年 と共 に進み︑中国 の文章を読 め
る人 をだ んだ ん増加 せしめてき た︒ これ は大 いに注意す ベキ現 象
であ った のである︒
舞台 が大きく動 いて︑中国本土 は人民政府 が統治す るよう にな
った︒話 は少 し前 にもどるが︑以前 から ソ聯 と住来交渉 のあ った
中国人 等 の間 で︑中国 の進歩 の為 のガ ンであ る漢字を廃止し て英
の代り に ロー マ字を以 て表記す べし︑ といふ意見 があり所謂 ラテ
釧 化運動 として︑ 一部 にかなりやかましく言われ てお った︒
人民政府 の成 立す るや︑当然此 のラテ ン化運動 は大きく取り上
げられ︑色 々と研究 が重 ねられ ている︒今日普通 の中国 の印刷物
等 はまだ此 の ロー マ字 によ っては いな いが︒

一方︑人民を対象 とす る政治を進 める当然 の結果 とし て︑人民

の教育 の為 に正し い国語を普及させ︑地方 の文盲 にも最低限 に必
要なる文字を教 えよう とし て︑各種 の行き届 いた方法が講ぜられ

ている︒更 に又︑指導的地位 にあ る年若 い幹部達 には︑どんムヽ
文章を書 かせ︑ど んたヽ 文章を読ま せ︑国語教育を普及 せしめる

と同時 に向上せしめんとす る努力も非常 に強力 に推 し進 められ て
いる︒ 最近 の中国 の国語教育 の大き な問題 は︑ 人民政府成立以

来︑非常 に多く の青年 が筆を取り︑自分 の思 いをどん六ヽ書き表
わしていく結 果︑時 としては︑思想 とし ても文章 としても未熟な
ま ヽが発表されたりして困 る︒ど んムヽ書く のはよ いが︑如何 に

して正しく書 かせるか︑書く人 の余 り にも多く し てこれを正しく
修 正してやる人 の少き を歎ず るという嬉 しい悲鳴さえあ が って い
る︒新聞 ・雑誌 ・ラジオあらゆ る機関を利用 して ﹁祖国 のことば

を正確 に使 い︑ ことば の純潔 と健康 とのためにた ヽかえ﹂ と いう

ス ローガ ンを掲げ て努力 しているが如き状態 であ る︒

一九 五 一年十月人民政府 は学制改革を発表 した︒ これ によると
小学校教育 は従来 の初級 四年︑高級 二年︑計 六年を改 めて五年制
一本 とした︒そ の理由 は今までの制度 では稽︑もす ると初級 四年

のみでやめる者 があ った のでこれを防 がん為 である︒此 の新学制
に於 て特 に我 々の注意を ひくも のは︑小学校 より中学校 に至 る間

に普通 の小学校以外 に種 々の華 別なる学校 が設けられ ている事 で

あ る︒ それらは児童 のみならず ︑ す でに社会人 として働 いてい

る成人 をも教育 の対象 としたも のであり︑従 ってそ の授業 は夜間
そ の他 の余暇 に於 て行 われ るよう にしてあ る︒そ してか ゝる学校
と普通 の昼間授業 の学校 の卒業生 はそれぞれ同等 の資格 を得 るも

も年若き人 々にと っては 一九四五年以後 の事 である ので詳 し い結
︲
果 は分 らな いが︑新 た に中国語を以 て国語 とす ると いう 一大変革

のであ って︑上級学校 へ進ま んとす る場合 は︑何れ へなりと己 の
好む方 へ行く事 が許され ている︒更 に叉農村等 に於 て晨開期 を利

政府制定 の教科書 を見る にこれ は印刷 は先 の人民政府 のそれ より
は給︑きれ いであ るがそ の内容 に至 っては戦争以前 は我 々が見た

以上求 めらる ヽま ヽに病中強 いて稿を成す︒
漢字 の運命﹂ ︵
此 の問題 に就 いては倉石武四郎博 士著 ﹁
岩波新
書 ︶を 一読 せられ ん事を願う︒ 二七︑八︑ 一七
Ｌ大阪市 立大学教授︱

実際 の教育 が如何に行 われ ているか については私 は知 らな い︒

に加わ っている人 々の文章 が除き去られ ている のみの様 であ る︒

処 の上海版 の教科書 と殆 んど異 ると ころなく︑た ０今日人民政府

華僑 の子弟 に ついて我 々はそ の 一理を推す ことが出来 るが︒国民

の後 であ るから其 の苦心 は並大低 ではなからう︒台湾出身 の在 日

用す る短期教育も新学制 の 一環 として︑ とり上げられ て いる︒ こ
れらはす べて中共 が奥地 に於 て実 際に試験ず み のも ののみであ っ
︒
て︑新学制 はた ゞこれを法文化したまで ヽあ る か ︑る新学制 の
下 に実施され つヽある小中学校 の国語教育 の実 際 は如 何よう であ
らう か︒ 未だそ の結果を見 る に足 ろ資料 は見 ていな いが︑ 人民
︑
政府 の手 によ って編纂され た国語教科書 に ついて これを見る に
︒
そ の体裁 はかなりお粗末なも のであ るが内容 は著 るしく新 し い
戦争中及 び戦争以後 に於 て名 をあらわした新進作家 の作品はも と
より甚だ しき は無名作家 の手 になる文章ま でも︑荀 しくも そ の内
容 がヽ新 し い社会 にふさわし いも のなれば思 いき ってとり入れ て
いる︒毛沢東 のも のを始 めとし政治的色彩 の強 いものが多 いこと
も目立 つ︒従来 の文学的文学作品 が中心 であ ったも のに較 べると
非常 な相違 である︒戦前 の作家 の作品 にして採録され ているも の
は魯 迅等︑極く少数 の人 々に限られ て居 る︒文語文 は書く事 は要
求 されず︑ た ゞ読 めればよ いので中学 の上級 に於 て始 めて課 され
て居 る︒全体 とし てそ の内容 は稽︒雑然 として居 るがしかし極 め
て新鮮 であ る︒ か ︑る教科書 を教 えさ せられ る教師 はなか″ヽ 容
易 で．
はな い︒時 としては自分 の思想 では扱 つか い衆ねるも のも あ
り︑生徒 達 の反 撃 に苦 しむ事さ えあ ると いう︒ これ が為 か教材研
︒
究も極 めて盛 んでこれ に関す る雑誌類も種︑出 て いる これら の
新ピ Ｌ文章 は先 に述 べた ﹁祖国 のことばを正確 に使 い︑ ことば の
純潔 と健康 との為 にた ヽかえ﹂ との ス ローガ ンに照ら して再吟味
さ るべき部分も若千あ るよう に思われ る︒台湾 の国語教育 は少 し

