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【論文】 

1960年代から 1980年代の中国大学専攻日本語教科書と 

日本の小・中・高等学校国語教科書との関わりと教科書内容の変遷 

文章の様式・題材を中心に 

田中 祐輔*  

（東洋大学） 

概要 

本研究は，1960 年代から 1980 年代までに発行され，広く利用された中国大学専攻精読用

日本語教科書について，掲載作品の様式と題材に関する計量調査を行い，中国の日本語教

育と日本の国語教育との関わりと教科書内容の変遷を明らかにするものである。調査の結

果，年代ごとに教科書の内容は大きく異なり，（1）1960 年代の日本語教科書に掲載され

た文章は，国語教科書との重なりが見られ，様式としては「随想」「小説」「民話」，題材

としては「文学」「言語」「歴史」に集中していること，（2）1970 年代は，書き下ろし作

品と中国の事象や作品を日本語で記述したもので構成され，国語教科書との重なりは見ら

れず，様式としては「対談・座談」「紀行・記録」「伝記」，題材としては「文学」「歴史」

に集中していること，（3）1980 年代は，国語教科書との重なりが見られ，様式としては

「評論」「解説・鑑賞」「随想」，題材としては「文学」「言語」「自然科学」に集中している

こと，以上が明らかとなり，これらには各時期の中国の国内情勢や日中関係の深化の影響

もあることが示唆された。 
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1．研究の背景 

近年，複数の先行研究によって中国の大学専攻

日本語教科書は，日本の国語科で取り扱われる内容

と関係を持ち，所謂学校文法が用いられていること
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や（彭，2006），教科書掲載作品として，日本の国

語教育で取り扱われる作品・作家が用いられている

ことが指摘されている（篠崎， 2006；田中，

2012a）。国語教科書との関わりが特に顕著である高

年級段階1の教科書については，その内容的実態に

ついても研究が行われており，掲載文章の題材は
                                                           

1  主に大学 1・2 年次が「基礎段階」，大学 3・4 年次が
「高年級段階」とされる。 
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「文学」が全体の 62.7%を占め，様式は「評論」「随

想」「小説」が大半で（「古文」「短歌・俳句」が続

く），その内 7 割強は高等学校の「国語教科書重複

作品」であることが明らかとなっている。作品の年

代については，1970 年代から 1990 年代の間に発表

された作品が，全体の約 50%を占め，初出年が古

い作品ほど「国語教科書重複作品」の割合が高く，

掲載文章の題材・様式・年代からも国語教育との関

係性が窺えることが指摘されている（田中，

2013a）。また，こうした特徴を持つ教科書がどのよ

うに指導されているかについて設問分析を用いた考

察も行われている（田中，2014a）。さらに，これら

の背景として，田中（2013b）は文学を重視する教

育思想の存在を指摘している2。王（2011），加古

（2013）では，国語教科書を用いた教育の普及に大

きな役割を果たした日本の地方自治体教育委員会に

よる国語科教諭派遣事業について，教師の貢献とエ

ピソードが記されており，田中（2013c）では，

1979 年以降，実際に中国に赴き，日本語教育に取

り組んだ国語科教諭への聞き取り調査から，担当科

目とその内容等について明らかにされている。事業

実現の発端と経緯，現地での評価についても当事者

への聴き取り調査から考察が行われている（田中，

2014b）。 

 

2．問題の所在 

中国の大学専攻日本語教科書は，国語教科書との

近似性を持つ実情が明らかにされ，その特徴や背景

についての調査が進んでいるといえる。しかしなが

                                                           

2  文学教育と中国の日本語教育とに関しては阪倉
（1981），简（1988）等で検討され，それらの論議の通
時的変遷が田中（2013d）で整理されている。日本語
の模範的な表現形式，日本文化，日本人の思考を文学
作品の内に見出し，古典文学から近現代文学までを学
ぶことを重視する考えとその影響については田中
（2013b）において調査と考察が行われている。 

ら，現行日本語教科書の内容が，どのような変遷を

たどりながら現在の形に定着したかについては，教

科書の内容的実態の側面からは明らかにされていな

い3。 

 現行教科書の内容は，今日突如として形作られた

ものではなく，必ず何らかの形で過去の教科書の内

容や，時々の社会背景等の積み重ねの上に成ってい

るという歴史的側面を持つものである。であるなら

ば，過去の教科書も視野に入れた史的考察なしに議

論を展開しても，教科書の実態を十分には捉えられ

ないであろう。現代中国の日本語教育が，長年，国

語教育との関係を保ってきたことが明らかにされた

現在，その内容がどのような歩みを経て現在に至っ

たかについても考察しなければならない。とりわ

け，先行研究によって明らかにされた現行教科書の

内容的実態（掲載文章の様式，題材）が，どのよう

な変遷をたどってきたかについて，過去の教科書を

対象にした研究が必須であるといえる。そのため

に，現代中国における日本語教育の発展が見られる

                                                           

3  中国の大学専攻日本語教科書の基礎段階については曹
（2008）において，教科書コーパスの構築，文法項目
の大規模な分類が実施され，教科書研究の重要な指標
となっている。高年級段階については前述の田中
（ 2013a）が調査を実施している。また，田中
（2012b）では，1960 年代から 1980 年代までの過去の
大学専攻精読用日本語教科書 14 冊と，日本の小学
校・中学校・高等学校国語教科書掲載作品に対し，取
り扱われた作品と作家の重なりについての比較調査が
行われ，国語教科書との内容的近似性は，文化大革命
の影響を受けた 1970 年代を除く各時期に見られ，
1960 年代に発行された日本語教科書は小学校の国語教
科書と，1980 年代は中学校の国語教科書と，そして，
1990 年代以降は高等学校の国語教科書との重なり度合
いが高いことが指摘されている。これらに対し，過去
の教科書に掲載された文章はいかなるものであったの
かを調査する研究は十分には行われておらず，本研究
が主題とする過去の日本語教科書の文章様式と題材と
いった内容的実態とその変遷については，管見の限り
言及されていない。 
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とされる 1950 年代4から 1980 年代5までに発行さ

れ，過去に広く利用された中国の大学専攻精読6用

日本語教科書の調査と分析が急務であると考えられ

る。 

 
                                                           

4  修（2008）では，1950，1960年代を中国の高等教育機
関における日本語教育の「低速発展期」（p. 3），1970

年代中期からを「快速発展期」（p. 3），さらに 1990年
代後期からを「高速発展期」（p. 3）と区分している。
また，徐（1997）では，1962年に陳毅副総理が北京外
国語学院にて行った「外語人材」の養成による国家現
代化に関する講演や，1964 年の教育部『外語教育七年
発展綱要』の発表等を契機に，1950 年代から 1960 年
代にかけて，中国の日本語研究と日本語教育事業は発
展してきたと述べられている。以上から，1950 年代以
降に着目し，後述する対象教科書選定基準に基づいて
教科書を抽出した結果，1960 年代から 1980 年代に発
行された教科書が調査対象となった。 

5 「現行」の教科書として，田中（2012a，2013a）は，
現在広く利用されている大学専攻精読用日本語教科書
を調査しているが，それらは 1980 年代後半に発行さ
れたものも含まれる。そのため，「過去」の教科書と
しては 1980 年代中頃以前までに発行された教科書を
対象とすることとした。 

6 「精読」もしくは「総合日語」と呼ばれ，中国の大学
専攻日本語教育のカリキュラムの中心を担う主幹科目
とされている（堀口，2003）。一般的には大学 1 年次
から 4 年次まで設置され，時間数は，基礎段階で週 8

コマ（1 コマ 45 分），高年級段階で週 6 コマ開設され
ている。なお，中国の大学は 2 学期制を採用してお
り，1学期は約 16週となっている（金，2011）。 

3．研究の目的 

 本研究では，現代中国において過去に広く利用さ

れた大学専攻精読用日本語教科書に掲載された作品

の様式と題材について計量調査を実施し，日本の国

語教科書と中国の大学専攻精読用日本語教科書との

関係性の観点から，過去の日本語教科書の内容的実

態とその変遷を解明することを目的とする。 

 

4．研究の方法 

本研究では，調査対象を，1980 年代中頃以前に

中国国内で発行され，過去に広く利用された大学専

攻精読用日本語教科書 14 冊に設定する（以下，

「過去の日本語教科書」とする）。調査と分析の手法

は，現行教科書掲載作品の様式と年代，題材に関す

る考察から，その内容的実態を明らかにした田中

（2013a）と同じくし，調査項目を次の 3 項目とし

た。（1）過去の日本語教科書に掲載されている作品

の様式，及び，国語教科書との関わり。（2）過去の

日本語教科書に掲載されている作品の題材，及び，

国語教科書との関わり。（3）過去の日本語教科書に

掲載されている作品の様式と題材相互の関係と特

徴。以上である。 

表 1．調査対象とした過去の日本語教科書 
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対象とする日本語教科書は，各年代を代表するも

のとするために，次の 2つの条件のいずれかを満た

すものとした。（1）現代中国の日本学研究関連書籍

をまとめた北京日本学研究中心（1991）に掲載さ

れた 1949 年から 1990 年までの日本学関連書籍の

内，精読に利用されたと考えられる日本語教科書。

（2）現代中国の日本語教科書を通時的に論じた曹

（2008），川上（2011）に掲載された 1960 年代から

1980年代までの主要精読用日本語教科書。 

対象とした日本語教科書を表 1に示す。分析を行

う掲載文章は，「文」「本文」「課文」「課外閲読」

「課外読物」のいずれかとして掲載されたものとす

る。日本の小学校・中学校・高等学校国語教科書と

重なる作品の集計には，戦後の小中高等学校国語教

科書掲載作品データベースである日外アソシエーツ

（2008）7及び，阿武（2004）8掲載の作品・作家を参

照した。 

前掲 3 項目を明らかにするために，PT1-1 から

PT4-4 に示す計 14 冊の主要大学専攻精読用日本語

                                                           

7  現代日本における国語教育とその教材について把握す
るために作成され，1949 年から 2006 年の間に発行さ
れた小・中学校国語教科書掲載作品（小説・戯曲・評
論・随筆・詩・古文など）がリスト化されている。 

8  1950 年から 2002 年の間に発行された国語科教科書の
内，1952 年度から 1964 年度使用の「言語編」，1984

年度から使用の「国語表現」，1994 年度から使用の
「現代語」の教科書を除く全ての検定教科書 1,829冊の
教科書番号，単元順序，単元名，使用学年，使用開始
年・期，掲載作品名，作者名，作品ジャンルを収録し
たデータベース。 

教科書に掲載された文章計 259 作品（「文」「本文」

「課文」「課外閲読」「課外読物」のいずれかとして

掲載されたもの）を分析対象とした9。調査は以下

の手順で行った。 

（1）各作品の様式を明らかにするために，阿武

（2004）に基づいて大きくフィクション，ノンフィ

クションという 2つの分類に分けた。さらに，フィ

クションを小説，民話，脚本，の 3 項目に，ノン

フィクションを随想，評論，対談・座談，記事・放

送，解説・鑑賞，紀行・記録，伝記，日記，書簡の

9項目に分け，集計した。 

（2）各作品の題材を明らかにするために，図書の

内容分類法である日本十進分類法10の類目に基づ

き，作品を分類し集計した。日本十進分類法の類目

標一覧は表 2の通りである。 

（3）以上の（1）から（2）を行い，過去の日本

語教科書全体の内容的特徴を明らかにした上で，日

                                                           

9  本調査では，過去の大学専攻精読用日本語教科書全体
の内容的実態とその特徴について分析・考察すること
が主旨であるため，各教科書を個別に集計することは
しない。 

10 日本の図書分類法の 1 つ。対象資料の主題に基づい
て分類を行うもので，全国の公共図書館や大学図書館
で広く用いられている（国立国会図書館，2010）。日
本十進分類法を用いた図書分類は図書館ごとに異なる
場合もあるため，本研究では基準を一定に揃え，国立
国会図書館の分類結果に準拠することとした。具体的
な手順としては，調査対象となった日本語教科書計 14

冊に掲載された計 259 作品の出典を，国立国会図書館
サーチ（http://iss.ndl.go.jp/）を用いて分類し集計し
た。 

表 2．日本十進分類法類目表一覧 

分類番号 項目名 詳細内容 

0 総記 図書館，図書，百科事典，一般論文集，逐次刊行物，団体，ジャーナリズム，叢書 
1 哲学 哲学，心理学，倫理学，宗教 
2 歴史 歴史，伝記，地理 
3 社会科学 政治，法律，経済，統計，社会，教育，風俗習慣，国防 
4 自然科学 数学，理学，医学 
5 技術 工学，工業，家政学 
6 産業 農林水産業，商業，運輸，通信 
7 芸術 美術，音楽，演劇，スポーツ，諸芸，娯楽 
8 言語 言語 
9 文学 文学 
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本の国語教科書との関わりを明らかにするために，

ロジスティクス回帰分析法を用いて，国語教科書と

重複する作品が占有する度合い（以下，「国語教科

書連関係数」とする）を算出した11。国語教科書連

関係数は，本研究が収集した質的変数の関係性の強

さを示すもので，以下の式で定義する。数値の最大

値は 1 とし，y の数値が 1 に近くなるほど，「国語

教科書重複作品」との関係性が強いことを示す12。 

 

y = f(x) ∈［0,1］ 

x1 =国語教科書重複作品, x2 =日本語教科書のみ

掲載作品 

⇒ y1= f(x1)= f(国語)=1,  y2= f(x2)= f(日本語)=0 

 

上記調査結果に基づき，考察ではさらに一元的な

調査では見えづらいデータ同士の関係（日本語教科

書で取り扱われている文章の様式・題材相互の年代

別関係）を理解するために，文章の様式と題材のク

ロス集計を行った13。加えて，以上の調査結果と考

察を踏まえ，各時期に日本語教育に携わり日本語教

科書の利用，もしくは，作成に取り組んだ経験を持

つ教師へのインタビュー調査結果も参照し，各時期

の中国における日本語教育を取り巻く背景や情勢と

の関わりについても検討した。 

 

                                                           

11 国語教科書掲載作品と重なる作品を，「国語教科書重
複作品」とする。国語教科書と重ならない作品を「日
本語教科書のみ掲載作品」とする。 

12 例えば，60 年代の日本語教科書に掲載された「小
説」（計：12）について，「国語教科書重複作品」は 5

作品であり，一方で，「日本語教科書のみ掲載作品」
は 7 作品であった。これを本研究が設定する数式を用
いて計算すると，y=(5×1+7×0)/12≒0.42となる。 

13 その題材がどのような様式に偏っているのか，ある
いは様式については，その様式がどのような題材に
偏っているのかといった文章の様式・題材の相互の年
代別関係を明らかにするために集計する。 

5．結果と考察 

5．1．過去の日本語教科書の様式的特徴 

掲載作品の様式的特徴について，教科書の発行年

代ごとに分析した14。日本語教科書掲載作品の各様

式の年代別作品数，各年代の作品総数に占める各様

式の割合15，様式ごとの年代別国語教科書連関係

数，作品の具体例16を表 3 に示す。各年代の総数に

占める各様式の割合の変遷を図 1に示す。 

5．1．1．「随想」「小説」「民話」が 67.4%を占め

る 1960年代―基礎的な日本語力の育成 

1960 年代の教科書掲載作品の様式としては，全

体に占める割合の高い 3 項目として「随想」（13 作

品，28.3%），「小説」（12作品，26.1%），「民話」（6

作品，13.0%）となっている。「随想」と「小説」

のみで過半数を占め，「随想」「小説」「民話」で実

に 67.4%を占めることが明らかとなった。具体的な

作品を見ると，「随想」では「茶わんの湯」（寺田寅

彦）や「母の思い出」（朱徳『解放日報』1944 年 4

月 5 日付），「小説」では「菜の花と小娘」（志賀直

哉）と「級長の願い」（小林多喜二『小林多喜二全

集』第十巻），「民話」では「みっつのおの」（志賀直 

                                                           

14 過去の日本語教科書の内容的実態とその変遷を明ら
かにするために，10 年ごとの区切りを設け各年代の分
析を行う。年代に区切った理由は，（1）中国における
日本語教育の現代史を論じた皮（2002）等で，年代を
切り口とした時代区分が設けられており，日本語教科
書の現代史を論じた曹（2008）においても，年代を一
つの区切りとした時代区分が設けられていること。
（2）中国の日本語教科書の通時的分析を行っている川
上（2011）や田中（2012b）が年代を一つの区切りと
して用いた考察を行っていること。（3）本研究は，そ
うした先行研究に基づく後進研究として，先の研究手
法を踏まえ，設定を揃える形で区切りを設けること。
以上である。 

15 調査結果の数値（小数点以下）について，割合は小
数第 1 位まで，連関係数は小数第 2 位までを四捨五入
して記載した。 

16 作品名の表記と出典情報は，日本語教科書の記載に
基づく。 
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表 3．各年代の作品様式の数・各年代の総数に占める割合・国語教科書連関係数と作品の具体例 
  具体例 

様式 年代別 
 

作品数 割合 
連関
係数  国語教科書重複作品 日本語教科書のみ掲載作品 

60 
 

1 2.2% 0.00   
「アメリカの記者アンナ・ルイズ・ス
トロングとの談話」（毛沢東『毛沢東
選集』第四巻） 

70  59 67.0% 0.00   「日本訪問を語る」（書き下ろし） 

対談 
座談 

80  8 6.4% 0.00  

（なし） 

 「わたしたちのクラス」（書き下ろし） 

60 

 

5 10.8% 0.20  
「文の組み立て」（柳田国男
編『中学一年の新しい国
語』1960年版） 

 

「文章を正確にいきいきと書くために」
（郭沫若『人民日報』（1958 年 4 月 1
日），『アカハタ』（1958 年 4 月 22
日）） 

70  0 0% ／  （なし）  （なし） 
評論 

80 
 

34 27.2% 0.24  
「疑問は科学を進歩させ
る」（三省堂『中学校現代
国語』） 

 
「新聞の役目」（国際学友会日本語学校
編『日本語学習書日本語読本 2』） 

60 
 

13 28.3% 0.31  「茶わんの湯」（寺田寅彦）  
「母の思い出」（朱徳『解放日報』1944
年 4月 5日付） 

70  2 2.3% 0.00  （なし）  「偉大な祖国」（書き下ろし） 
随想 

80 
 

15 12.0% 0.33  
「千曲川のスケッチ」（島崎
藤村） 

 
「ぼくのゆめ わたしのゆめ」（東京外
国語大学附属日本語学校編『日本語
Ⅰ』） 

60 
 

12 26.1% 0.42  
「菜の花と小娘」（志賀直
哉） 

 
「級長の願い」（小林多喜二『小林多喜
二全集』第十巻） 

70 
 

2 2.3% 0.00  （なし）  
『農夫とへび』の物語（イソップ物
語） 小説 

80 
 

11 8.8% 0.73  「かりんとう」（山本有三）  
「陶奇の夏休み日記」（謝氷心（著）／
倉石武四郎（訳）『陶奇の夏休み日
記』） 

60 
 

1 2.2% 1.00  
「法師を志して」（山本有三
編著『小学六年の国語』
1958年版） 

 （なし） 

70  0 0% ／  （なし）  （なし） 
解説 
鑑賞 

80 
 

23 18.4% 0.09  
「ことわざ」（学校図書『中
学国語』） 

 
「日本の行事」（学研社『あたらしい日
本語』） 

60 
 

3 6.5% 0.00   
「大雪山をこえる」（陳其通『中国画
報』1956年 7月号） 

70 
 

12 13.6% 0.00  
（なし） 

 
「万人坑」（ある日本人の訪中ルポよ
り） 

紀行 
記録 

80 
 

4 3.2% 0.25  
「山の湖―紀行文―」（戸塚
文子） 

 
「京都で」（文化庁編『外国人のための
日本語読本初級 2』） 

60 
 

4 8.7% 0.00   
「偉大なる片山潜」（野坂参三『亡命十
六年』一九四七年版） 

70 
 

6 6.8% 0.00  
（なし） 

 
「魯迅と藤野先生」（『人民中国』1973
年 12月号） 

伝記 

80 
 

9 7.2% 0.22  
「キュリー夫人」（新川和江
『国語 5年下』） 

 
「鄧潁超先生のこと」（園田天光光『日
中月報』第 24号） 

60 
 

6 13.0% 0.50  
「みっつのおの」（志賀直哉
監修『小学一年こくご』
1955年版） 

 「東郭先生と狼」（書き下ろし） 

70  0 0% ／   （なし） 
民話 

80 
 

7 5.6% 0.00  
（なし） 

 
「象の目方」（国際学友会日本語学校編
『日本語学習書日本語読本 2』） 

60 0 0% ／ （なし） 

70 5 5.7% 0.00 
「雷鋒の日記（抜粋）」（雷鋒『雷鋒日

記』1961.7.1／1961.9.22） 日記 

80 

 

7 5.6% 0.00 

 （なし）  
「日記」（早稲田大学語学教育研究所編
『外国学生用日本語教科書初級』） 

60 
 

1 2.2% 1.00  
「てがみ」（柳田国男編『中
学二年の新しい国語』1960
年版） 

 （なし） 

70  2 2.3% 0.00  （なし）  「父への返事」（書き下ろし） 書簡 

80 
 

3 2.4% 0.33  
「手紙」（石森延男編『中等
新国語一』） 

 
「クラス会の招待と通知」（国際学友会
日本語学校編『日本語学習書日本語読
本 2』） 

60  0 0% ／   
70  0 0% ／   

（なし） 

記事 
放送 

80 

 

2 1.6% ／  
（なし） 

 

「新聞より」（国際学友会日本語学校編
『日本語学習書日本語読本 2』） 
「天気予報」（早稲田大学語学教育研究
所編『外国学生用日本語教科書初
級』） 

60  0 0% ／   
70  0 0% ／  

（なし） 
 

（なし） 

脚本 
80 

 
2 1.6% 0.50  

「コタンに生きる―飯塚森
蔵の生涯―」 

 
「ツルの恩返し―テレビ放送―」（東京
外国語大学附属日本語学校編『日本語
Ⅰ』） 
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哉監修『小学一年こくご』1955 年版）と「東郭先

生と狼」が見られた。後述する 1970 年代や 1980

年代との比較において，難解な文章は見られず，ま

た，児童向け作品が他の年代の教科書に比べると多

い。基礎的な日本語力を育成するために適当な文章

として選定されていたことが窺える。 

国語教科書連関係数を算出した結果（表 3：1960

年代「連関係数」参照），様式として大半を占める

「随想」「小説」「民話」は，それぞれ 0.31，0.42，

0.50 の数値を示し，国語教科書重複作品も一定の

割合で存在していたことが明らかとなった。 

5．1．2．「対談・座談」「紀行・記録」「伝記」が

約 9 割を占める 1970 年代―消失する国語教科書

との重なり 

1970 年代の教科書は，それまでの様相とは一変

する。日本語教科書に掲載された文章の様式は，全

体に占める割合の高い 3 項目として「対談・座談」

（59 作品，67.0%），「紀行・記録」（12 作品，

13.6%）となっている。様式の種類そのものが減少

し，1960 年代の教科書で過半数を占めた「随想」

と「小説」は合わせても 5%に満たず（「民話」は

掲載されなくなる），「対談・座談」，「紀行・記録」

が増加する。中国の事象や作品を日本語で記述した

もの（様式は「対談・座談」「紀行・記録」「伝記」

「日記」）が掲載され，国語教科書連関係数（表 3：

1970 年代「連関係数」参照）はゼロを示し，日本

の国語教科書掲載作品との重なりは見られない。 

5．1．3．「評論」「解説・鑑賞」「随想」「小説」が

66.4%を占める 1980 年代―様式の多様化と日中

関係深化の影響 

1980 年代の教科書は，1970 年代のものとは異な

る特長を持つ。日本語教科書に掲載された文章の様

式は，全体に占める割合の高い 4 項目として「評

論」（34 作品，27.2%），「解説・鑑賞」（23 作品，

18.4%），「随想」（15 作品，12.0%），「小説」（11 作

品，8.8%）となっている。1970 年代にはゼロで

あった「評論」「解説・鑑賞」だけで半数近くを占

める。さらに，「随想」「小説」も少なくない割合を

示した。また，それ以外にも，「記事・放送」「脚

本」といった様式に「天気予報」（早稲田大学語学

教育研究所〈編〉『外国学生用日本語教科書初級』）

や「ツルの恩返し―テレビ放送」（東京外国語大

学附属日本語学校〈編〉『日本語Ⅰ』）といった作品

が見られ，教科書掲載作品に多様化の動きが見られ

る。 

図 1．各年代の作品様式の割合 
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国語教科書連関係数を算出した結果（表 3：1980

年代「連関係数」参照），「評論」「随想」「小説」

「解説・鑑賞」が全体の 66.4%を占め，それぞれ

0.24，0.33，0.73，0.09 の数値を示した。「小説」は

大半が国語教科書重複作品であることが判明した。 

以上から，教科書の発行年代によって掲載された

文章の様式的特徴が異なることが明らかとなった。

1960 年代の教科書は，「随想」と「小説」のみで過

半数を占め，「随想」「小説」「民話」で実に 67.4%

を占めること。1970 年代の教科書は「対談・座

談」，そして「紀行・記録」が増加し，教科書の内

容が一変すること。1980 年代の教科書は，「評論」

「解説・鑑賞」が半数近くを占める一方で，掲載さ

れる作品に多様化の動きが見られることが明らかと

なった。 

 

表 4．各年代の作品題材の数・各年代の総数に占める割合・国語教科書連関係数と作品の具体例 
 具体例 

題材 年代別 
 

作品数 割合 
連関
係数 国語教科書重複作品 日本語教科書のみ掲載作品 

60 

 

7 15.2% 0.00  

「文章を正確にいきいきと書く
ために」（郭沫若『人民日報』
（1958 年 4 月 1 日），『アカハ
タ』（1958年 4月 22日）） 

70 
 

73 83.0% 0.00

（なし） 

 
「日本語の授業」（書き下ろ
し） 

言語 

80 
 

32 25.6% 0.13
「話しことばと書きことば」
（中村通夫『中学国語一』
学校図書株式会社） 

 
「敬語とその使い方」（東京外
国語大学附属日本語学校編
『日本語Ⅰ』） 

60 
 

30 65.2% 0.43
「文の組み立て」（柳田国男
編『中学一年の新しい国
語』1960年版） 

 
「陶奇の夏休み日記」（謝氷心
（著）／倉石武四郎（訳）『陶
奇の夏休み日記』） 

70 
 

11 12.5% 0.00 （なし）  
「魯迅と日本の青年」（書き下
ろし） 

文学 

80 
 

45 36.0% 0.36
「日本昔話について」（坪田
譲治） 

 
「すぐれた文学とはどういうも
のか」（桑原武夫『文学入門』
岩波書店） 

60 
 

1 2.2% 1.00
「なぞを解くよろこび」（石
原純／山本有三編集『中学
二年の国語』1954年版） 

 （なし） 

70  0 0% ／ （なし）  （なし） 
自然
科学 

80 
 

19 15.2% 0.16
「生物のいる星といない星」
（鈴木敬信） 

 
「雪の多い地方」（日本事情シ
リーズ『日本の地理』） 

60 
 

6 13.0% 0.00  
「偉大なる片山潜」（野坂参三
『亡命十六年』一九四七年版）

70  4 4.5% 0.00
（なし） 

 「偉大な国際主義者」 
歴史 

80 
 

8 6.4% 0.25
「キュリー夫人」（新川和江
『国語 5年下』） 

 
「中国の近代一〇〇年と中国革
命の思想」（日本旅行開発編
『中国紀行案内』） 

60 
 

2 4.4% 0.50
「雪国の生活」（山口弥一郎
／金田一京助編修『中等国
語一』1962年版） 

 
「アメリカの記者アンナ・ルイ
ズ・ストロングとの談話」（毛
沢東『毛沢東選集』第四巻） 

70  0 0% ／ （なし）  （なし） 
社会
科学 

80 
 

14 11.2% 0.21
「太陽の沈まぬ国」（本多勝
一） 

 
「内閣と政府」（美濃部亮吉・
稲田正次 文化庁編『外国人の
ための日本語読本中級 4』） 

60  0 0%  
70  0 0% 

／ 
 

（なし） 
技術 

80 
 

4 3.2% 0.00
（なし） 

 
「煙突」（文化庁編『外国人の
ための日本語読本初級 5』） 

60  0 0%  
70  0 0% 

／ 
 

（なし） 

産業 
80 

 
3 2.4% 0.00

（なし） 
 
「農具の今と昔」（文化庁編
『外国人のための日本語読本初
級 7』） 

60   
70   総記 
80  

0 0% ／ （なし） 
 

（なし） 

60 
70 哲学 
80 

 
0 0% ／ （なし）  （なし） 

60   
70   芸術 

80  
0 0% ／ （なし） 

 
（なし） 
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5．2．過去の日本語教科書の題材的特徴（1960 年

代・1970年代・1980年代） 

掲載作品の題材的特徴について，教科書の発行年

代ごとに算出した。日本語教科書掲載作品の各題材

の年代別作品数，各年代の作品総数に占める各題材

の割合，題材ごとの年代別国語教科書連関係数，作

品の具体例，を表 4に示す。各年代の総数に占める

各題材の割合の変遷を図 2に示す。 

5．2．1．「文学」のみで 65.2%を占める 1960年代

―「文学」中心と題材の偏り 

1960 年代の日本語教科書に掲載された文章の題

材は，全体に占める割合の多い順から「文学」（30

作品，65.2%），「言語」（7 作品，15.2%），「歴史」

（6 作品，13.0%），「社会科学」（2 作品，4.4%），

「自然科学」（1 作品，2.2%）となっている。圧倒的

に「文学」が占める割合が大きい。先に，1960 年

代の教科書の様式としては「随想」「小説」「民話」

が 67.4%を占めることを述べたが，題材としては

「文学」が大きな比重を占めている。次に，題材と

様式のクロス集計17結果を表 5，図 3に示す。 

                                                           

17 クロス集計結果をまとめた図 3，図 4，図 5では，各
年代の特徴を明確に示すために，z 軸の最大値を図ご
とに設定した。 

題材として最も多い「文学」（30 作品，65.2%）

について，割合の多い様式としては，「文学×小説」

（12 作品，26.1%／例：「おさなものがたり」（島崎

藤村『島崎藤村全集 19』筑摩書房），「文学×民話」

（6 作品，13.0%／例：「東郭先生と狼」），「文学×随

想」（5 作品，10.9%／例：「土の少年詩人」（山本有

三〈編著〉『小学六年の国語』1958 年版））であ

り，小説や民話，そして随想について，文学に属す

る題材で書かれたものが中心であることが明らかと

なった。題材「言語」（7 作品，15.2%）について，

割合の多い様式としては，「言語×随想」（6 作品，

13.0%／例：「なぞを解くよろこび」（石原純））で

あった。題材「歴史」（6 作品，13.0%）について，

割合の多い様式としては，「歴史×伝記」（4 作品，

8.7%／例：「偉大なる片山潜」（野坂参三『亡命十

六年』1947年版））であった。 

1960 年代は限られた題材（「文学」）について，

限られた様式（「随想」「小説」「民話」）で記された

文章が日本語教科書に掲載されていたことが明らか

となった。 

5．2．2．「言語」「文学」「歴史」の 1970 年代―

進む題材の偏り 

1970 年代の日本語教科書に掲載された文章の題

図 2．各年代の作品題材の割合 
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材は，全体に占める割合の多い順から「言語」（73

作品，83.0%），「文学」（11 作品，12.5%），「歴史」

（4 作品，4.5%）となっている。先に，1970 年代の

教科書は様式の種類が減少し，「対談・座談」「紀

行・記録」「伝記」で約 9 割となることを述べたが

（5．1．2 参照），題材の種類も減少し偏りが顕著と

なる。題材と様式のクロス集計の結果を表 6，図 4

に示す。 

題材として最も多い「言語」（73 作品，83.0%）

について，多い様式としては，「言語×対談・座

談」が突出している（59 作品，67.0%／例：「なん

と言いますか」）。その他，題材「文学」（11 作

品，12.5%）について，「文学×日記」（3 作品，

3.4%／例：雷鋒の日記（抜粋））（雷鋒『雷鋒日

記』1961.7.1／1961.9.22）），「文学×小説」（2 作

品，2.3%／例：「『農夫とへび』の物語」（イソッ

プ物語）），「文学×紀行・記録」（2 作品，2.3%／

例：「万人坑」（ある日本人の訪中ルポより）），

「文学×伝記」（2 作品，2.3%／例：「魯迅と日本

の青年」），「文学×書簡」（2 作品，2.3%／例：

「先生への手紙」）となっている。さらに，題材

「歴史」（4 作品，4.5%）について，「歴史×伝

記」（4 作品，4.5%／例：「偉大な国際主義者」）

となっている。 

1970 年代は，極めて限られた題材（「言語」

「文学」「歴史」）と様式（「対談・座談」「紀行・

記録」「伝記」）の文章が日本語教科書に掲載されて

いたことが明らかとなった。 

5．2．3．「言語」「文学」「自然科学」「社会科学」

の 1980年代―題材の多様化 

1980 年代の日本語教科書に掲載された文章の題

材は，全体に占める割合が多い順から「文学」（45

作品，36.0%），「言語」（32作品，25.6%），「自然科

学」（19 作品，15.2%），「社会科学」（14 作品，

11.2%），「歴史」（8 作品，6.4%），「技術」（4 作

品，3.2%），「産業」（3 作品，2.4%）となってい

る。先に，1980 年代の教科書に様式の多様化が見

表 5．作品の様式と題材のクロス集計結果（60年代） 

 
 

図 3．作品の様式と題材のクロス集計結果（60年代）
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られることを指摘したが（5．1．3 参照），題材も

多様化していることが明らかとなった。様式と題材

のクロス集計の結果を表 7，図 5に示す。 

題材として最も多い「文学」（45 作品，36.0%）

について，「文学×小説」（10 作品，8.0%／例：「か

くれんぼう」（志賀直哉『少年少女日本文学全集第

4 巻』講談社）），「文学×評論」（7 作品，5.6%／

例：「日本昔話について」（坪田譲治）），「文学×民

話」（6 作品，4.8%／例：「竹取物語」），「文学×随

想」（4 作品，3.2%／例：「故郷」（魯迅著／竹内好

訳）），「文学×解説・鑑賞」（4 作品，3.2%／例：

「すぐれた文学とはどういうものか」（桑原武夫『文

学入門』岩波書店）），「文学×伝記」（4 作品，3.2%

／例：「啄木について」（学研『現代日本の文学』之

六）），「文学×日記」（4 作品，3.2%／例：「ある日

曜日（日記）」），「文学×書簡」（2 作品，1.6%／

例：「手紙」（石森延男〈編〉『中等新国語一』）），

「文学×脚本」（2 作品，1.6%／例：「ツルの恩返し

―テレビ放送」（東京外国語大学附属日本語学校

〈編〉『日本語Ⅰ』）），「文学×紀行・記録」（1 作

品， 0.8%／例：「山の湖―紀行文」（戸塚文

子）），「文学×記事・放送」（1 作品，0.8%／例：

「新聞より」（国際学友会日本語学校〈編〉『日本語

学習書日本語読本 2』））となっている。次に題材と

して多い「言語」（32 作品，25.6%）について，「言

語×対談・座談」（8 作品，6.4%／例：「『ありま

す』と『います』」），「言語×評論」（7 作品，5.6%

／例：「敬語の使い方」（柴田武）），「言語×解説・

鑑賞」（6 作品，4.8%／例：「ことわざ」（学校図書

『中学国語』）），「言語×随想」（4 作品，3.2%／例：

「故事から生まれた言葉」（国際学友会日本語学校

〈編〉『日本語学習書日本語読本 4』）），「言語×紀

行・記録」（3 作品，2.4%／例：「東海道」（文化庁

〈編〉『外国人のための日本語読本初級 2』）），「言語

×日記」（2 作品，1.6%／例：「買物」（国際学友会

日本語学校〈編〉『日本語学習書日本語読本 1』）），

「言語×小説」（1 作品，0.8%／例：「水のたび」（文

表 6．作品の様式と題材のクロス集計結果（70年代） 

図 4．作品の様式と題材クロス集計結果（70年代）
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化庁〈編〉『外国人のための日本語読本初級 1』）），

「言語×書簡」（1 作品，0.8%／例：「クラス会の招

待と通知」（国際学友会日本語学校〈編〉『日本語学

習書日本語読本 2』））となっている。その他，5%

以上を占める題材については，「自然科学」（19 作

品，15.2%）が，「自然科学×評論」（8 作品，6.4%

／例：「疑問は科学を進歩させる」（『中学校現代国

語』三省堂）），「自然科学×解説・鑑賞」（6 作品，

4.8%／例：「蜜ばちの生活」），「自然科学×随想」

（4 作品，3.2%／例：「四季」（荒垣秀雄）），「自然科

学×記事・放送」（1 作品，0.8%／例：「天気予報」

（早稲田大学語学教育研究所〈編〉『外国学生用日本

語教科書初級』））となっている。「社会科学」（14

作品，11.2%）が，「社会科学×評論」（9 作品，

7.2%／例：「『生まれ』による差別」（宮沢俊義）），

「社会科学×解説・鑑賞」（3 作品，2.4%／例：「内

閣と政府」（美濃部亮吉・稲田正次）），「社会科学×

随想」（2 作品，1.6%／例：「太陽の沈まぬ国」（本

多勝一『カナダ・エスキモー』））となっている。

「歴史」（8 作品，6.4%）が，「歴史×伝記」（5 作

品，4.0%／例：「毛主席と傷兵」），「歴史×評論」

（1 作品，0.8%／例：「中国の近代一〇〇年と中国革

命の思想」），「歴史×解説・鑑賞」（1 作品，0.8%／

例：「日本人の名字」（古川清行）），「歴史×民話」

（1 作品，0.8%／例：「象の目方」（国際学友会日本

語学校〈編〉『日本語学習書日本語読本 2』））と

なっている。 

1980 年代の教科書に掲載された文章の様式と題

材のクロス集計結果からは，1960 年代や 1970 年代

よりも，複数の題材について複数の様式で書かれた

文章が日本語教科書に掲載されるようになっていた

ことが明らかとなり，現代中国の大学専攻精読用日

本語教科書は，年代を経るごとに，多様な文章が掲

載される傾向にあることが分かるのである。 

 

5．3．年代ごとの大きな変化と背景 

本研究が行った過去の教科書の内容的実態調査の

結果，確かに先行研究の指摘通り大学専攻日本語教

科書は日本の国語教科書と重複する作品があるが，

表 7．作品の様式と題材のクロス集計結果（80年代） 
言語 文学 自然科学 歴史 社会科学 技術 産業 総記 哲学 芸術80 年代 
32 45 19 8 14 4 3 0 0 0 

対談・座談 8 8(6.4%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

評論 34 7(5.6%) 7(5.6%) 8(6.4%) 1(0.8%) 9(7.2%) 0 2(1.6%) 0 0 0 

随想 15 4(3.2%) 4(3.2%) 4(3.2%) 0 2(1.6%) 1(0.8%) 0 0 0 0 

小説 11 1(0.8%) 10(8.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

解説・鑑賞 23 6(4.8%) 4(3.2%) 6(4.8%) 1(0.8%) 3(2.4%) 3(2.4%) 0 0 0 0 

紀行・記録 4 3(2.4%) 1(0.8%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

伝記 9 0 4(3.2%) 0 5(4.0%) 0 0 0 0 0 0 

民話 7 0 6(4.8%) 0 1(0.8%) 0 0 0 0 0 0 

日記 7 2(1.6%) 4(3.2%) 0 0 0 0 1(0.8%) 0 0 0 

書簡 3 1(0.8%) 2(1.6%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

脚本 2 0 2(1.6%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

記事・放送 2 0 1(0.8%) 1(0.8%) 0 0 0 0 0 0 0 

 

図 5．作品の様式と題材のクロス集計結果（80年代）
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作品の題材と様式の傾向は年代ごとに異なることが

明らかとなった。これらの年代別の異同や変化の要

因は複雑かつ多層的なものであり，それらを具体的

に特定することは困難であるが，以上の調査結果と

考察を踏まえ，対象教科書掲載文章と，各時期に日

本語教育に携わり日本語教科書の利用もしくは作成

に取り組んだ経験を持つ教師へのインタビュー調査

結果も参照し，各時期の中国における日本語教育を

取り巻く背景や情勢との関わりについて考えてみた

い18。 

5．3．1．日本語教育に求められた育成レベルと題材 

5．2．1 で述べたように，1960 年代の日本語教

科書に掲載された文章は，様式としては「随想」

「小説」「民話」，題材としては「文学」「言語」「歴

史」にそれぞれ偏りが見られ，これらは国語教科書

との重なりが強い。具体的には，「みっつのおの」

（志賀直哉監修「小学一年こくご」1955 年版によ

る），「かぐやひめ」（志賀直哉監修「小学二年生の

こくご」1955 年版による），「富士登山」（柳田国男

〈編〉「小学五年の新しい国語」1955 年版による），

「土の少年詩人」（山本有三〈編著〉「小学六年の国

語」1958 年版による），志賀直哉「菜の花と小娘」

（新潮文庫「志賀直哉集」による）等の文章であ

る。冒頭で述べた田中（2012b）によると，1960 年

代の日本語教科書掲載文章の内訳は，書き下ろし作

品 28％，中国語原文翻訳掲載作品 15％，日本語原

文掲載作品 57％となっており，日本語原文掲載作

品（計 26）の中で国語教科書重複作品と重なりが

                                                           

18 時々の中国の日本語教育を取り巻く事象がどういっ
た形で日本語教科書と関わりを持つのかについて，孫
（1994）や曹（2006），李（2007），曹（2008），田中
（2012b）等の研究が行われており，本研究でも，教材
分析を用いた調査で明らかになった各年代の教科書の
特徴について，時々の日本語教育において教科書編纂
に携わった人々や教科書利用者の証言，収集された資
料を用いて，現代中国における日本との交流も含む事
象がどういった形で教科書の背景としてあったのかに
ついて考察する。 

見られる作品は計 15 であり，そのうち 53％が小学

校の国語教科書となっている。1960 年代当時は日

中国交が本格化しておらず，1970 年代後半以降と

の比較においては，日本語人材に求められた能力が

それほど複雑ではなかったことと，こうした作品が

妥当だとされたこととは無関係ではないだろう。ま

た，発行されている教科書は主に基礎段階で用い，

高年級段階についてはガリ版刷り教材を用いた機関

もあった19ことも要因の一つとして考えられる。実

際，1964 年から遼寧省大連市の高等教育機関で日

本語を教えながら日本語教科書編纂に携わった経験

を持つ教師 B 氏20によると，教科書編纂の過程で日

本の小学校の教科書を参照する場合もあり，基礎段

階の学生が利用する教科書に，小学校の国語教科書

掲載文章を掲載したこともあったという21。川上

（2011）は 1950 年代から 1960 年代の中国で出版さ

                                                           

19 1964 年から 1966 年にかけて遼寧省大連市にある高
等教育機関で日本語教育に携わった日本人教師 A 氏の
証言（派遣：大連・ 1964～ 1966 年／調査日：
2012.02.08，2012.02.15）。なお，発行されている教科
書の設定するレベルが初級段階に多く置かれる傾向
は，中国に限らず，また時期に限らず存在する。吉岡
（2012）が作成した 1946 年から 2010 年までの日本国
内で出版された日本語教科書リストの中で，レベルが
明記されている総合日本語教科書のうち「初級」は，
それ以外の総合日本語教科書のレベル（「初中級」「中
級」「上級」の総和）との比率でも 6：5 と上回ってい
る。また，庵（2012）は国立国語研究所の蔵書目録を
用いた調査を行い，1960 年から 1979 年までに市販さ
れた中級の総合教科書は 2 冊，1980 年から 1999 年ま
では 13 冊，合計 15 冊程度となっており，同時期に市
販された初級総合教科書との量的比較においては少な
いことを指摘している。 

20 在職：大連・1964～1984年／調査日：2014.03.07 

21 「日本人の小学校の教材なんですよ。（中略）それを
写してから，それから自分の学校の教科書として，そ
れを教科書を自分で日本語で作る『一から教科書を作
る』っちゅうのは，これはちょっと，もちろん，難し
いわけですね。（中略）学生が二年生に入ってから
は，私たちが日本人の学校の教科書を見て，それを写
して，それから，二年生の教科書としてたわけなんで
す。」（B 323-325・335） 
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れた日本語教科書の分析を行い，「日本語教科書に

は日本との関係性を示すものも見られた。それは，

科学技術に関する文章やプロレタリア文学，日本人

との交流，日本における言語研究の知見である。日

本語を原文とする科学技術に関する文章やプロレタ

リア文学は，日本語教科書の本文などに採用されて

いたが，学習者はこのような教科書を通して日本と

いう国に間接的に触れていたといえる。特に，日本

のプロレタリア文学は，建国以前から受容されてい

たが，1950-60 年代には日本語教科書の主要な題材

の一つとなっていた。」（p.73）と述べているが，本

研究が対象とした教科書にも「偉大なる片山潜」

（野坂参三），「級長の願い」（小林多喜二）といった

作品が見られた。このことについて，1960 年から

2003 年まで北京の高等教育機関において日本語教

育に携わった教師 C 氏は「授業で取り扱われた作

品は，夏目漱石，芥川龍之介，それからプロレタリ

ア文学作家の小林多喜二，徳永直など」（C 29）と

述べている。 

さらに，1960 年代の日本語教科書に掲載された

作品には日本語原文掲載作品以外に，教科書作成者

が日本語で書き下ろしたと見られる作品と，中国の

事象や作品を日本語で記述した日本語翻訳作品とが

見られるのも特徴である。これらについて，1961

年から 1966 年まで北京市の高等教育機関で教科書

編纂に取り組んだ教師 D 氏22によると，北京週報社

に教科書編纂のための資料収集に出かけることも

度々あったという 23。同じ時期に，1964 年から

1966 年まで遼寧省大連市にある高等教育機関で日

本語を学び，その後教師となった E 氏も，教師が

新聞記事等を書き直したものが教材として用いられ

                                                           

22 在職：北京・1961～1966年／調査日：2014.03.07 

23 「調査に行くのよくありますね。材料を集めるため
に。文章を集めるために。（中略）北京週報とかによ
く行ってね。」（D 559-561） 

たと述べている24。 

5．3．2．国内情勢の変化の影響 

1970 年代は，書き下ろし作品や中国の作品を日

本語に翻訳したものが多く，国語教科書との重なり

は見られない。様式も題材も前の年代との比較にお

いて大きな変化が見られるが，文化大革命による国

内情勢の変化の影響もあったものと考えられる。掲

載された文章のタイトルは，「団結と友情の盛会」

「ひきつづき前進」「中日両国人民はいつまでも仲よ

くしていこう」「中日国交正常化三周年を迎えて」

「プロレタリア文化大革命の中で生まれた昼夜商店」

「自力で工業を発展させよう」「文化大革命は工業の

発展を推進した」「雷鋒の日記（抜粋）」「誠心誠意

人民に奉仕する」「毛主席の教え」「革命のために勉

強します」「人民公社を訪ねる」といった作品が日

本語教科書に掲載された。様式としては「対談・座

談」「紀行・記録」「伝記」，題材としては「言語」

「文学」「歴史」に集中している25。1970 年から

1974 年に遼寧省大連市の高等教育機関で日本語を

学び，その後教師となった F 氏26によると，「空白

期27」の名残や影響により教科書や資料が容易く入

                                                           

24 在学：大連・1964～1966 年／調査日：2014.03.08

「その教科書というのはですね，日本人の先生はです
ね，例えば中国の新聞記事をですね，それを基にし
て，それを書き直した。（中略）ダムありますよです
ね。で，働きにですね，そんなですね，シーンとかで
すね，そんな場面をですね，書いた。」（E 109） 

25 本田（2007）は 1970年代の教科書の分析を行い，教
科書の内容から 1970 年代初期から末にかけての日本
語教科書の目的・役割について，変化した側面と変化
しなかった側面について考察し，1970 年代初期に発行
された教科書について，初級開始段階から読解に重き
が置かれた構成となっていることを指摘している。 

26 在学：大連・1970～1974年／調査日：2013.03.13 

27 1966 年から 1970 年代初頭は「空白期」（魯，2008，
p. 313）と称され，プロレタリア文化大革命の影響に
よる高等教育機関における日本語教育の中断時期とさ
れる。 
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手できる状況ではなく28，日本語の教科書を作成す

るための教材として，『人民中国』や『北京週報』

を参照したという。そうしたこともあり，1975 年

に研修で清水造船所と三菱造船所とに赴いた際に，

日本の中学校の国語教科書を記念に購入して持ち帰

れたことを今でも印象深く記憶しているという29。 

5．3．3．日中間の本格的な交流推進と題材の多様化 

1980 年代は，国語教科書との重なりが見られ，

様式としては「評論」「解説・鑑賞」「随想」，題材

としては「文学」「言語」「自然科学」が多い。

1972 年の日中共同声明，1978 年の日中平和友好条

約を経て本格的な交流が進む中で，求められる日本

語人材像も高度化・複雑化し，教科書に掲載される

文章もそれまでに比べ様式と題材に多様化の傾向が

認められる。1970 年代後半から 1980 年代初頭にか

けてのこうした動きについて，1979 年から 1981 年

まで，自治体の教育委員会による国語科教諭の派遣

事業30として，江蘇省南京市の高等教育機関に日本

                                                           

28 本田（2009）は，1970 年代の中国の日本語教育につ
いて，「現在の中国の日本語教育を支える基礎を作っ
た。当時の時代背景は，必ずしも日本語教育に向いた
ものではなかった。日本に関する情報も乏しく，じゅ
うぶんな教材も資料も教育機器も得られなかった。し
かし，その中でおこなわれた日本語教育は意外にもレ
ベルの高いものであった。」（p. 90）と述べている。 

29 「国語，中学国語。それではじめて外国［日本］の
教科書を買ってきた。（中略）セットになってる。1，
2，3 年生まで。今も持ってる。私の先生はみんな貸し
てくれっていってた。（中略）言葉はこういういい方
するのかとか，日本人はこういう考え方するのかと
か。これは生きてる言葉だと思うから，それをすごく
覚えてる。」（F 139-141・148） 

30 1978 年の日中平和友好条約の調印と改革開放政策の
推進は，高等教育機関の日本語教育現場において，日
本在住で社会や文化事情に精通したネイティブ教師の
必要性を高めることとなった。これまでに，様々な形
で派遣事業が展開され，自治体の教育委員会や日中技
能者交流センター，国際交流基金，文部科学省，JICA

等の機関と，中国国家外国専家局との共同事業として
実施された（蘇，1980；森田，1983；園田，2004）。 

から派遣された教師 G 氏31によると，日本語教科書

が少なかったため日本から持参した書籍や国語教科

書を用いて現地の教科書作成を行ったという。当

時，G 氏に教育を受けた H 氏32によると，日本から

持ち込まれた高等学校の国語教科書をもとに，学生

が手分けしてガリ版刷り教材の作成を手伝ったこと

もあったと述べている。江蘇省南京市の高等教育機

関に日本から派遣された教師 I 氏33は，赴任期間中

も日本に一時帰国する度に副教材となる映像や音声

資料を収集して中国へ持参したという34。 

こうした資料は教材として用いられただけでな

く，教師の学びにも役立てられた。1977 年から

1989 年にかけて，上海市の高等教育機関で日本語

教育に携わった J 氏35によると，派遣された教師と

共に，日本から寄付された国語教科書等をもとに教

育内容や方法の検討会等を開催するようになったと

いう36。 

1980 年代に入ると，本格的な日中国交の深化の

流れの中で37, 38，日本の各種団体からの教師派遣，

                                                           

31 派遣：南京・1979～1981年／調査日：2012.02.22 

32 在学：南京・1978～1982年／調査日：2014.03.01 

33 派遣：南京・1987～1989年／調査日：2012.03.26 

34 「日本に帰ってくると，日本語教材で，色々な日本
のドキュメンタリーとか，テレビドラマとかを録画し
て，その当時こういうカセットの録画テープが中国で
ものすごい高かったんですよ。中国国内は。それを日
本に来るともう本当にね，飛行機で預けちゃうと重量
オーバーになっちゃうので，機内持ち込みで，こんな
大荷物で，もう本当に担いで。」（I 212） 

35 在職：上海・1977～1989年／調査日：2011.12.27 

36 「週に一回，中国人先生の集会があって，（中略）日
本人の先生に色々勉強したんです。（中略）言葉の意
味とか，そして，高校の教科書。高校の教科書もね
え，その時からやっと，見ました。入って。もう全
部，たくさん，持ってきて，それで，中国人の先生は
一生懸命勉強したんです。（中略）勉強会，みんな，
日本の高校の教科書を見てました。」（J 140-144） 

37 1979 年 12 月，大平正芳首相（当時）が訪中し「対
中国日本語教育特別計画」が調印され，「日本語研修
センター（通称「大平学校」）が 1980 年に設立され
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寄贈図書39なども増えた。先に挙げた県教育委員会

などの公的機関や教師個人によるものは無論のこ

と，民間団体によるものもあった。例えば，横尾正

信，植山利昭らが設立した「中国に日本語の教材を

送る会」は，日本全国に中古書籍（小学校から高等

学校までの教科書・絵本・辞典・年鑑・日本の風俗

や文化を紹介した図書・料理や旅行案内書・専門書

                                                                                             
 
 
 
 

た。5 年間に約 600 名の教員の再教育を行った本事業
について，孫（2013）は「大平学校を通じて，当時の
外国語教育の最新の理念と日本事情が中国に紹介され
たのである。」（p.45）と述べている。また，酒井
（2012）では，1970 年代末に四个现代化実現には，科
学技術の発展が急務であり，大規模での海外留学事業
が重視されたことが指摘され，その実現までの戦後日
中文化交流史のプロセスが分析されている。1980 年代
から活発化した研修事業や留学プログラムもまた，日
本の文物をはじめとする様々な情報の中国における充
実に大きな影響があったものと考えられる。 

38 日本学関連の学会も設立されるようになり，全国日
本経済学会（1978），日本文学研究会（1979），中国日
本史学会（ 1980），東北地域中日関係史研究会
（1980），全国日本哲学会（1981），上海市日本学会
（1985），中国中日関係史研究会（1986），中国高等院
校日漢語研究会（ 1986），中日比較文学研究会
（1988），中華日本学会（1990）などが設立された
（銭，1997：2）。1982 年には，日本語教育を主要テー
マに据える中国日語教学研究会も設立された（修，
李，2011）。徐，吉岡ほか（2011）は，改革開放・国
際化・情報化といった取り巻く環境の変化に伴い中国
の高等教育機関における日本語教育の転換が起きたと
指摘している。 

39 例えば，1979 年に日中両国政府共同で立ち上げられ
た中国赴日本国留学生预备学校（东北师范大学）の関
連事業として，日本政府は 4,700 万円の視聴覚設備と
約 8,000 冊の資料を提供している（源元，2010，p. 

93）。神奈川県教育委員会中国日本語教師派遣事業で
は，1979 年から 1989 年までの十年間のみでも総額
1,700 万円分の図書寄贈が派遣先大学に対し行われて
おり，また，派遣教師が『毎日新聞』の協力のもとに
全国からの書籍寄贈を仰ぎ，合計 4,800 冊の図書が中
国の大学へ寄贈されている（神奈川県教育庁管理部教
職員課，1990）。 

など）の寄付を呼びかけ，収集した書籍を，日中間

を往来する「友好の船」や「青年の船」で中国へ郵

送した。届けられた書籍は，大连外国语学院を窓口

として中国全土（27 省約 300 箇所）に配布され

た。1980年 8月の段階で 25万冊の発送が完了して

おり，目標冊数が当初の 50 万冊から 100 万冊に引

き上げられている（『朝日新聞』1980 年 8 月 8

日）。1985年 6月の時点で，寄贈図書は 130万冊に

達し，さらに多くの図書を送るために，市民団体や

労働組合，政財界の諸団体も巻き込んだ運動に発展

していく40。中古書籍の送付だけでなく，中国側と

                                                           

40 中国に日本語の教材を送る会の発起人の一人である
K 氏は，寄贈図書の郵送や活動のための費用や保管倉
庫の確保のために，行政や各種団体，政治家等にも協
力を求めたと述べる（「県日中が，神奈川県から毎年
100 万円ずつもらって，それを輸送費に充てて。（中
略）ちょうど 1981 年頃に県が，青年の船みたいな。
それに，最初に載せたの。本を。神奈川県に頼んで。
（中略）それが最初だと思う。それは神奈川県に頼ん
で，青年の船に載せていってくれということで最初
やって，それからそういう色んな船を紹介してくれ
て。神奈川は，長洲知事が民際外交。やっぱりそれを
僕らは使おうと。（中略）例えば，映画監督とか議員
さんとかの寄付と，後は神奈川県からの 100 万円の寄
付と。それとあと中国物産展の店主に手伝ってもらっ
て中国物産展をやったりとかね。（中略）やっぱり
ね，結局倉庫必要なのね。だから倉庫を，さっき言っ
た日中学院の隣に善隣会館って広い建物が残ってて。
もう今新しくなったけど。その地下が使えるというこ
とになって。そこに倉庫代わりに本を置いてたんです
よ。」（K 42・173-175・212-217・232-233））。1986 年
12月 13日『読売新聞』には，公共広告機構を通して，
「中国に日本語教材を送る会」からの「むかし文字を
借りました いま書物をお返しします」と題された次
のような広告が掲載された。「中国の人たちが日本語
の教材を求めています―いまお隣りの中国では日本
語ブームといわれています。なにしろ人口がぼう大な
国。日本語を学ぶ人も一千万人とも見られています。
言葉がわかることは，国際理解の近道。この機会に美
しい日本語を，正しい日本の知識を学んでほしいもの
です。あなたも中国の人たちへお持ちの本を寄付して
いただけませんか。中国全土へ日本の文化・科学の紹
介を―中国で喜ばれる日本の本は，主として国語辞
典，百科事典，自然科学事典，全集（日本の歴史，日
本文学など）ですが，小説やエッセイの単行本や文庫
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調整しながら，『大百科』（全 16 巻／凡人社）・『日

本の歴史』（全 31 巻／中央公論社）・『日本語発音

アクセント辞典』（NHK〈編〉）・『国語大辞典』（角

川書店）・『日本語教材テープ』（全 20 巻）・『日本

の美と文化』（全 18 巻／講談社）などの新刊本 14

種をセットにした「日本文庫」の寄贈も計画し，

5,000 人の賛同者を集めようとしていることが『朝

日新聞』（1985 年 6 月 12 日）で取り上げられた。

日本からの図書寄贈としては最大規模の活動となっ

たが，発起人の一人である K 氏は会設立の動機に

ついて，以前から参加していた日中友好協会の活動

を通して中国への関心や理解を深め，当時少しずつ

出会うようになった中国からの留学生との交流を通

し中国の人々の役に立ちたいと思い，訪中した知人

などによる中国の日本語教材の不足に関する情報か

ら，図書寄贈活動に取り組むことを決めたという41。

                                                                                             
 
 
 
 

本も大歓迎。日本語学習用のテープや教科書も。「中
国に日本語教材を送る会」で受けとった本は，大連，
上海，天津の外語学院へ送り，そこから中国全土へ配
送されます。漢字のふるさとへ日本文化のお返し
を！」（『読売新聞』1986年 12月 13日）これに対し，
5,826 件の反響があり，約 5 万冊の本が送られた（86

年 11 月～87 年 3 月）。内訳は，「（1）広告の申込書で
本の寄贈を申し出た（1,884 件），（2）キャンペーンを
知って，本や浄財の寄付を申し出た（3,362 件），（3）
キャンペーンを知って電話で寄贈を申し出た（580

件）」（AC ジャパン 1986 年度作品「中国に日本の書物
を送る」http://www.ad-c.or.jp/campaign/work/1986/）と
記録されている。 

41 「やっぱり，日本語ブームがすごいっていうことを
聞こえてきて，それを何とか応えようという話をした
のがきっかけですね。僕自身は日中友好協会の会員で
はあったんだけどね。その時は新宿に住んでたから，
東京の新宿日中友好協会というのはすごく盛んだった
のね。（中略）スチューデントパワーというか全国，
全世界のスチューデントパワー，それから中国の文化
大革命とか，そういう時から〔中国を〕知ってるから
ね。（中略）日本に留学生がぼちぼち来だして，まだ
まだそのとき留学生は珍しいんでね，色々日中友好協

1977 年から上海市の高等教育機関で教鞭を執って

いる L 氏42は，「『送る会』。今はもうなくなったん

ですけれども。80 年代の最初の 4，5 年間はとても

大きな役割を。その時中国の図書館には，日本語の

教科書，図書は少ないんですよ。それでこの民間の

組織ですけれども。」（L 115）と述べ，送る会の取

り組みは 1980 年代前半まで非常に大きな役割を果

たしたと述べている。 

このように日本関連の図書の拡充は高等教育機関

や研究所，出版社などでの教科書作成に際し重要な

教育インフラとなった43。北京市の大学で日本語を

学び，1980 年代初頭に日本語教材の研究と開発，
                                                                                             
 
 
 
 

会の京都とか奈良とか，連絡取り合って京都に連れて
行ったりとか，奈良に連れて行ったりした。（中略）
そういうのもあったんでね，ちょうど日本語の勉強も
し出してると。そしたらこっちから日本語の教材にな
るような本を送ったほうがいいじゃないかということ
でやり始めたのね。」（K 51-55・61-63・75） 

42  在職：上海・ 1970 年代後半～現在／調査日：
2014.02.27 

43 1960 年代中頃に遼寧省の高等教育機関で日本語教師
になった M 氏（在職：大連・1960 年代中頃～1990 年
代／調査日：2014.03.09）は，1980 年前後に急激に資
料が入ってくるようになったという。「日本の教科書
はたくさん入ってきたと思うんですが，中国が完全に
解放されて。大平センターを作った前後に，教科書が
いっぱい入ってきたし日本の。まず日本の大学の教授
たちに来ていただいて，日本語を教えてもらった。
（中略）中国が正式に対外開放といって，そういうこ
とで自由に日本の教材が自由に入ってきた。日本から
も。どういうのかな，関係部門が日本からいろんな本
を送ってくれたし，日本から学校の交流ということ
で，高校の先生も大連に赴任する時には日本の文部省
かなんか，日本で使っている教材いっぱいあるらしい
んで，自由に取っていいという。お金出さなくて，自
由に取って帰っていいっていうことで。持ってきて，
使ってた。一年でしょう，交流ってのは。入る時には
ここに，帰って日本で使わないからここに置いてお
くっていう，そういうのが毎年あったし。そのよう
に，図書館の本も内容がだいぶ変わってきた。」（M 

320-324・594-598） 
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出版に取り組む部局を持つ国営出版社に就職した N

氏44は，出版社の図書館に日本語関係の図書が豊富

にあり45，そうした図書を，教科書やシラバス作成

時の資料として利用したという46。1970 年代末から

天津市の大学で教鞭を執る O 氏47は，教材作成に際

しては，図書館の日本関係の図書が利用され，分野

ごとに書籍を選定し，それぞれから学習者のレベル

に合う文章を抽出し掲載したという48。日本の国語

教科書も，教材作成のために参照されることが多

く，実際，当時の教科書の前書きに「本教科書の作

成にあたって，日本の数十社の出版社より出版され

た中学，高校の国語教科書や教材，資料を参考にし

ている。」49（陈生保，胡国伟，陈华浩（1986）p. 

2：前書，筆者訳）」と記載されているものもある。 

1980 年代は，日本に関する書籍や資料が中国の

各機関に拡充された時期といえる。先に述べたよう

に，本研究による 1980 年代の教科書に掲載された

文章の様式と題材のクロス集計結果からは，1960

                                                           

44 在職：北京・1982年～現在／調査日：2014.03.06 

45 「仕事があって，成り行きに従うって，行ってみ
て，良かったと思います。一番気に入ったことは，図
書館があった。（中略）出版社内にいろんな本があっ
て，自分が必要な本がほとんどあります。」（N 323-

325） 

46 「この初めての教科書の編集（中略）語彙表作るの
は大変でした。（中略）語彙シラバス。その時出た日
本語の教科書とかいろんな資料から。（中略）例え
ば，日本の教科書とか『あたらしい日本語』とか，ゼ
ロから始まるそういう教科書のなかにどういう語彙が
出てきたか，調べて。」（N 357・367・371・377） 

47 調査日：2011.11.02 

48 「閲覧室とか，図書館にもありますよね。（中略）大
学の高級で使っているのは自分で作ったものでしょ。
やっぱり 5 人の先生が参加したんですけど，例えば，
私の場合は日本の社会担当，文章 3 つくらいですね。
あとは日本の社会とか，企業文化とか。もう 1 人の先
生が日本の文化とか宗教。後は，日本の文学などいく
つかに分けて。」（O 20・48-50） 

49 中国語原文引用：「在编写本教材过程中，利用和参考

了日本几十家出版社所出版的初，高中国语教材，教学

资料和图书。」（陈生保，ほか，1986，p. 2：前書） 

年代や 1970 年代よりも，複数の題材について複数

の様式で書かれた文章が日本語教科書に掲載される

ようになっていたことが明らかとなり，現代中国の

大学専攻精読用日本語教科書は，年代を経るごと

に，多様な文章が掲載される傾向にあることが判明

した。中国国内情勢の変化や日中交流の深化，そし

て，それらに伴う教師派遣や図書寄贈もまた，本研

究の調査結果によって明らかとなった 1980 年代の

日本語教科書の内容的特徴の背景として少なからぬ

影響を与えたものと考えられる。 

 

6．結論と今後の課題 

本研究では，1960 年代から 1980 年代までに中国

で発行され，広く使われていた大学専攻精読用日本

語教科書に掲載された作品の様式と題材について調

査と考察を行った。結果，年代ごとに教科書の内容

は大きく異なり，（1）1960 年代の日本語教科書に

掲載された文章は，国語教科書との重なりが見ら

れ，様式としては「随想」「小説」「民話」，題材と

しては「文学」「言語」「歴史」に集中しているこ

と，（2）1970 年代は，書き下ろし作品と中国の作

品を日本語に翻訳したものが多く，国語教科書との

重なりが見られず，様式としては「対談・座談」

「紀行・記録」「伝記」，題材としては「言語」「文

学」「歴史」に集中していること，（3）1980 年代

は，国語教科書との重なりが見られ，様式としては

「評論」「解説・鑑賞」「随想」，題材としては「文

学」「言語」「自然科学」に集中しており，それまで

に比べ様式と題材に多様化の傾向が認められるこ

と，以上が明らかとなった。現代中国の大学専攻日

本語教育で用いられる教科書が，長年「国語教科

書」との関わりを持ち続けてきた中で，引用される

文章の様式と題材には年代ごとに変化が見られたの

である。これらの結果は過去の日本語教科書の歩み

を明らかにするものであるが，各時期に日本語教育
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に携わり日本語教科書の利用，もしくは，作成に取

り組んだ経験を持つ教師へのインタビュー調査結果

も参照し考察したところ，各時期の日本語教育を取

り巻く背景や情勢と教科書の内容との関わりも示唆

された。 

日本語教科書に関する議論は，これまでにも，現

行教科書で取り扱われる文章の内容や形式，年代，

文法，語彙，設問など，さまざまな角度から活発に

行われており，それぞれが日本語教科書の在り方を

考える上で重要な見識を導き出しているといえる。

一方で，本研究による調査結果から明らかなよう

に，教科書の内容には年代ごとに変化が見られ，そ

うした変化は教科書に関する教育論議からだけでな

く，時々の日本語教育を取り巻く背景や事情からも

大きな影響を受けてきた側面があるといえる。であ

るならば，現行教科書の有効性や課題を詳しく吟味

する調査に加えて，そうした状況に至った内容的プ

ロセスとその背景についても省察されなければなら

ず，過去から現在に至る教科書内容の変遷やそれら

を取り巻く背景も視野に入れた考察を行う通時的研

究50が複数のアプローチから実施されていくべきで

                                                           

50 関（1997）は，言語政策・学習法・教授法・日本語
研究と併せて教科書・教材の変遷を日本語教育の通史
として分析し，「激動する国際化・情報化社会の中
で，日本語教育も新たな時代を迎えようとしている。
日本語教育史研究の重要性が今こそ学界全体の気運と
して盛り上がることを期待したい。」（p. 273）と述べ
ている。平高（1999）は，言語接触，言語政策といっ
た研究領域における日本語教育史研究のこれまでと課
題，可能性について述べ，「一次史料の充実を訴えた
いのは，時間とともに史料の散逸や劣化が避けられな
くなること，日本語教育史という歴史の解釈も史観の
形成も客観的な事実という基礎がない限り不可能なこ
と，などの理由による。これには（1）史料そのもの
の発掘，（2）整理，保存，目録の作成，（3）復刻，刊
行などが含まれる。」（p. 51）というように一次史料の
発掘と整理，保存等の重要性を指摘している。吉岡
（2012）は「本来，教材は消耗品であり，使用した時
点で役目が終わるため処分されることが多く，図書館
でもあまり所蔵されていない。あっても少し古くなる
と処分されるのが普通である。こうした中，戦前はも

あるといえるだろう。 

本研究の成果は，現代中国において過去に広く利

用された大学専攻精読用日本語教科書に掲載された

作品の様式と題材について計量調査を実施し，日本

の国語教科書と中国の大学専攻精読用日本語教科書

との関係性の観点から，過去の日本語教科書の内容

的実態とその変遷を明らかにし，同時に示唆される

各時期の日本語教育を取り巻く背景や情勢と教科書

内容との関わりを明らかにしたことにある。国際交

流基金（2013）には中国の日本語教育の最も大き

な問題として「教材・教授法情報不足」（p. 25）が

挙げられ，曹（2008）では，「時代の変化と社会の

発展に適するような新しい日本語教科書が求められ

るようになり，そのための基礎研究と実践研究は中

国の日本語教育の大きな課題となった。」（pp. 2-3）

と指摘されている。未来に向けた新たな教科書を模

索するという複雑な過程で，教科書の内容や指針の

新規の枠組みは，全く新たに無から生み出されるも

のではあり得ない。むしろそうした作業は，その教

育や教科書の「歴史」に立ち返った通時的思考の中

で達成されると考えられる。本研究が，新たな内容

や指針が検討されている大学専攻日本語教科書の今

後を考える上で必要な過去の教科書の実態を示す基

礎的な資料の一つになればと考えている。 

課題も残されている。本研究では，対象とした過
                                                                                             
 
 
 
 

ちろん戦後でも 1960 年代以前の教材の実物を見るこ
とが難しくなってきており，先人の残した貴重な遺産
が年々失われつつあるのが現状である。こうした現状
を改善するために，早急に対策を立てなければならな
い。」（p. 5）とし，国内外に分散している教材をはじ
めとする日本語教育関連の文献の収集と管理が急務で
あると指摘している。本研究が対象とした中国の高等
教育機関で用いられた日本語教科書についても，史料
の収集や整理，保存，そして，過去から現在にかけた
教科書内容の調査と分析が今後さらに展開されること
が望まれるものと考えられる。 
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去の日本語教科書や，現行教科書がどのように利用

されているかについては扱うことができなかった。

日本の国語教育と中国の日本語教育との関わりの実

態把握のために，教科書の内容だけでなく，それら

の教科書がどのように用いられているかについても

教室への参与観察や教室担当者へのインタビュー調

査を通して，より多角的に分析する必要があると考

えられる。また，中国の日本語教育の国語教育との

近似性，教師・学習者の文学重視の考えと国語教育

への需要・志向性について，それらの背景となった

言語政策や社会背景，教育思想に広く着目し，その

生成メカニズムについて，日中教育交流史の新たな

切り口から描き出す必要もあるだろう。いずれも，

筆者自身の今後の課題として，引き続き調査と考察

を進めて行きたい。 
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The transition of the content of Chinese jingdu textbooks for  

university level from the 1960’s to the 1980’s and its relevance to 

Japanese kokugo textbooks for primary, middle and high school levels: 

With a focus on the styles and themes of the texts 

  

TANAKA, Yusuke* 

Toyo University, Tokyo, Japan 

 

Abstract 

In this paper, I clarify the relation between kokugo education in Japan and Japanese language 

education in China through a quantitative investigation focusing on the styles and themes of the 

texts that appear in jingdu (intensive reading) textbooks for university level published and 

widely used from the 1960’s to the 1980’s in China. As a result, it became clear that the content 

of the textbooks varies greatly from one decade to another, thus: (1) texts that appear in jingdu 

textbooks in the 1960’s are to a great extent similar to those in kokugo textbooks, while the 

styles tend to be “essays,” “novels,” “folk tales,” and the themes to be “literature,” 

“language,” “history”; (2) in the 1970’s, jingdu textbooks contain original works and Chinese 

works translated into Japanese and there is no similarity with kokugo textbooks, while the 

styles tend to be “dialogues / discussions,” “travelogues / records,” “biographies,” and the 

themes to be “literature,” “history”; (3) in the 1980’s, the similarity with kokugo textbooks is 

strong, while the styles tend to be “critiques,” “commentaries / reviews,” “essays,” and the 

themes to be “literature,” “language,” “natural science.” These findings suggest that the 

content of jingdu textbooks varies in the respective periods according to the situation in China 

and to the influence of Sino-Japanese relations. 
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