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『20世紀メキシコにおける農村教育の社会史─

農村学校をめぐる国家と教師と共同体』（溪水

社、2015年）-広島大学・青木利夫

本書は、わたしが学生のころから続けてきた

20 世紀前半のメキシコにおける農村教育史研

究をまとめたものである。このテーマに関心を

もった背景には、19 世紀後半から公教育制度

の整備を進めていったメキシコと日本の両国の

あいだで、公教育の普及のありかたに違いが生

じたのはなぜかという素朴な問いがあった。日

本の教育に疑問というか違和感のようなものを

抱いていたわたしは、メキシコの教育史を研究

することによって、日本の教育問題を相対化す

るためのなんらかの視座を得ることができるの

ではないかと考えたのである。本書の「あとが

き」にやや詳しく書いたが、ちょうどそのころ、

日本においては学校教育をめぐるさまざまな問

題が噴出していた。また、メキシコのクエルナ

バーカでセミナーを開いていたイバン・イリイ

チの『脱学校の社会』の翻訳が出されるなど、

日本においても近代制度としての学校教育制度

が厳しい批判にさらされるようになった。こう

した状況のなかで、わたしはメキシコ教育史研

究に取り組むことになったのである。

しかしながら、これも「あとがき」で少しふれ

たが、当時、日本においてはラテンアメリカの

教育にかんする研究は限られており、現在にい

たってもなお、ほかの地域の教育研究に比べる

と、ラテンアメリカの教育研究はけっして多い

とはいえない。教育学研究の領域においては、

ラテンアメリカへの関心は必ずしも高くはない

し、一方、ラテンアメリカ研究の領域において

は、教育、とりわけ教育史にたいする関心が薄い

というのが現状であろう。その背景には重要な

問題が潜んでいるように思われるが、それはさ

ておき、わたしは、当時学んでいた大学の資料室

に所蔵してあったメキシコ史研究の学術誌であ

るメキシコ大学院大学（El Colegio de México）

のHistoria mexicanaすべての目次を確認し、教

育史関連の論文を集めた。20世紀前半は、メキ

シコの革命政権が農村教育の普及に力を入れ、

学校が全国規模で拡大しはじめた時期であり、

教育史研究はこの時代の農村教育にかんするも

のが多かった。

こうして先行研究を少しずつ読み進めていく

うちに、革命期の農村教育政策や制度に関する

大枠を把握することはできるようになった。し

かし、日本においては一次史料を入手すること

は難しく、また、当初は現地に史料調査にいく

余裕もなかった。そのため、先行研究に依拠し

た政策や制度の整理をする程度のことしかでき

ず、どのように研究を進めるか悩んだ。そして、

指導を受けていた先生の助言もあって、まずは

メキシコの初代公教育大臣となったホセ・バス

コンセロスの思想を検討する作業に着手するこ

とにした。その後、20世紀前半の農村教育に携
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わっていたマヌエル・ガミオ、モイセス・サエ

ンスの著作を読み、「混血化」という視点から

３人の思想を検討した。それが本書の第 1部と

なった。

第 2部では、第 1部で論じた「混血化」の思

想を背景に、具体的にどのような教育政策がつ

くられ実践されようとしたのかを明らかにし、

そこにはどのような問題がはらまれているのか

を考察した。そして、第 1部、第 2部で検討し

た思想や政策、すなわち、農村教育をめぐる国

家の意図と制度にたいして、教育を受ける側の

住民たちがどのように対応したのかを第 3部に

おいて明らかにしようと試みた。とくに、農村

地域に派遣される「農村教師」に焦点をあてて、

教師が国家と住民とのあいだでどのような立場

にあったのかを検討した。本書を簡単にまとめ

るならば、第 1部、第 2部では、国家が、教育を

つうじて同質的な国民を育成してそれを国家に

統合し、メキシコの社会的、経済的発展をめざ

そうとしたことを論じた。そして、第 3部にお

いては、農村学校が、みずからの利益や価値や

権力を維持、拡大しようとする住民と国家との

あいだでかけひきが繰り広げられる社会空間と

なり、教師が、その両者のあいだにたつ仲介者

としての機能をはたしていたことを指摘した。

ここにいたるまで、長い時間がかかった。そ

れはもちろんわたしの力量不足によるところが

大きいが、そしてこれもわたしの力量不足にお

おいにかかわるが、史料収集の問題にも関係し

ている。いうまでもなく、歴史研究である以上、

史料をどうするかという点は研究を左右する最

大の問題である。第 1 部であつかった 3 人は

20 世紀前半のメキシコを代表する著名人であ

り、教育以外の分野でも活躍していた。そのた

め、彼らの著作は比較的入手しやすい。メキシ

コ教育史研究を志した当初、教育政策に深くか

かわっていた彼らの混血化思想の研究からはじ

めたのは、そうした史料上の問題が大きな理由

のひとつであった。

第 2部で論じた教育制度や政策については、

すでにさまざまな研究がなされており、それら

の先行研究から多くを学んだ。さらに、公教育

省からは公報や報告書などが数多く出版されて

おり、当時の資料にあたって分析することが可

能であった。また、これらの刊行物には、メキ

シコ各地でおこなわれていた教育活動を撮影し

た写真が掲載されており、当時の活動の様子を

うかがうことのできる貴重な資料となっている。

ちなみに、本書の表紙のカバーや各部の扉に掲

載した写真は、第 1部の扉のものを除き、すべて

は公教育省が出版した報告書から転載したもの

である。写真は本書の内容を考慮して選択した

が、複数の報告書には非常に多くの写真が掲載

されており、ほかにも当時の様子がいきいきと

伝わってくる写真がたくさんあって、どの写真

を使用するかはおおいに悩んだところである。

本書の第 1 部と第 2 部において利用した資

料・文献の多くは刊行されているとはいえ古い

ものであり、バスコンセロスの著作など新しい

版が出されているものを除いては、図書館や文

書館に所蔵されているものを探すしかない。し

かも、その古さゆえにコピーが認められていな

い場合が多い。そのため、必要なところをメモ

したり、デジタルカメラによる撮影が認められ

る場合は写真をとったりするしかないが、限ら

れた調査期間のなかではすべてに目をとおすこ

とは難しい。できれば現物を入手したうえで、

じっくりとそれを読みたいと思う。そこで、そ

うした刊行された資料を求めて古本屋を巡り歩

くことになる。

メキシコ・シティには、Centro や地下鉄

Miguel Ángel de Quevedo駅近く、そのほか多く
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のところに古本屋がある。また、毎年、Centro

にある Palacio de Minería で開催される Feria

Internacional de Libroにあわせて、近くの建物

のなかで古本市が開かれる。とくに、Centroの

Donceles通りには古本屋が多く並んでおり、ど

の店にも本棚が天井にいたるまで壁一面にしつ

らえてあり、そこに古本がぎっしりと収められて

いる。わたしは、留学中、あるいは資料調査のた

めの出張のさい、なるべく古本屋をみてまわり、

ときには店においてある脚立やはしごに登って

高いところにある本までも手に取りながら、研

究テーマに関係のありそうなものを探した。本

書の第 1部と第 2部で利用した文献は、図書館

などでコピーしたものもあるが、その多くがこ

のように古本屋巡りをして集めたものである。

ほこりをかぶった本を一冊一冊手にとって、手

を真っ黒にしながら古本をめくることはかなら

ずしも気持ちがいいとはいえないが、興味のあ

る文献に出会ったときの喜びは大きく、宝探し

をしているような感じである。Donceles通りに

ある古本屋を一軒一軒巡り宝物を手に入れたあ

とは、古本屋の近くに店を構える家族経営らし

き古いカフェに入り、手を洗ったあとに expreso

dobleを飲みながら一休みする。これが、わた

しの資料収集のひとつのかたちであった。

こうして教育思想や制度・政策にかんする研

究を進めていったのであるが、わたしの関心は、

そうした制度や政策を、教育を受ける側の人び

とがどのように受けとめたのかという点にあっ

た。子どもがひとりだちをしていく過程におい

て、「学校」に重要な意味をみいだし子どもを学

校にかよわせるようになるには、学校にたいす

る人びとの考えかたに変化があるに違いない。

世界の歴史研究、とりわけ教育史研究に大きな

影響を与えたフィリップ・アリエスは、その点

について、「…この隔離（子どもをおとなから分

離して学校に囲い込むこと─引用者注）は、家庭

内での意識の変化をともなっていないなら、現

実のうちで可能であったはずはないであろう」

（杉山光信・杉山恵美子訳『＜子供＞の誕生─ア

ンシャン・レジーム期の子供と家族生活』みす

ず書房、1980年、p.3）と述べている。

学生のころにこれを読み、メキシコにおける

「家庭内での意識の変化」をなんとかつかみ取る

ことはできないかと考えてきた。しかし、社会

史、心性史といった歴史の研究手法が日本にお

いても導入されはじめたとはいえ、日本におい

てメキシコ史研究を進めることは史料の問題な

どから多くの困難があった。そこで、古本屋で

すでに入手していた小学校教師たちの回想録を

読む作業をつうじて、そこからなにか手がかり

をつかむことはできないかと模索しはじめた。

第 3部で利用したおもな史料のひとつが、当時、

農村教育に従事していた農村教師たちのこの回

想録である。これは、公教育省の公募によって

集められた教師の回想録 124人分を研究者らが

選別し、うち 41人分の回想録が全 5巻にまと

められて 1987年に出版されたものである。

近年、回想録のほか、日記や手紙、聞き取り

などを史料とする研究が増加している。こうし

た資料は、それらを収集することの難しさに加

え、どのようにあつかうか慎重な検討が必要と

されるが、当時の関係者の生きた歴史を明らか

にする貴重な史料であることは間違いないであ

ろう。本書においても、公教育省の公募に応じ

た元教師たちの回想録という性格上、慎重なあ

つかいが求められるということに留意しながら

も、彼らの回想録を、実際の教育現場において

国家と住民とのあいだに立たされた教師がどの

ような立場にあったのかを明らかにするための

史料とした。

また、同じく第 3部と第 2部の一部において
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は、古文書館に保管されている公文書なども史料

として用いた。ご存じの方も多いと思うが、メキ

シコにおいては、国立文書館（Archivo General de

la Nación）をはじめ政府機関や地方自治体など

に、非常に多くの文書館が設置されており、研究

者はそれらの資料を自由に閲覧できる。本研究

においては、とくに公教育省歴史文書館（Archivo

Histórico de la Secretaría de Educación Pública）

に保管されている住民の請願書、教師や視学官

の報告書などを調査収集し、それらを史料とし

て、人びとが教育制度をどのように利用しよう

としたのか、その生きられた歴史を明らかにし

ようと試みた。

最近、公教育省歴史文書館は国立文書館に統合

されたが、わたしが調査をはじめたときはCentro

にあり、のちに地下鉄 Politécnico駅の近くに移

転した。国立文書館に統合される以前は、資料

を出し入れする専門の職員がひとりおり、こち

らの研究テーマを説明すると、その職員が関連

すると思われる文書が保存されている箱をすぐ

に出してくれた。1921年の公教育省創設以後に

出された文書は、関連するものが一緒にファイ

ルされ、さらにいくつかのファイルが箱に入れ

られて部局ごとに整理されていた。わたしは、

メキシコに出張するたびにこの歴史文書館に足

を運び、箱に収められていたファイルをあけ、

文書を一枚一枚読みながらどのような内容が書

かれているのかを確認する作業を続けた。

歴史研究をするものはみな同じような作業を

していると思われるが、この作業も古本屋めぐ

りと同じように、ある意味、苦行でもあると同時

に宝探しでもある。研究テーマに関係すると思

われる文書に出会うことを期待して文書を繰り、

そうした文書が見つかったときにはどこか楽し

い気分になる。幸い、この当時の公教育省歴史

文書館では、必要な文書については、その場で

コピーを依頼すると、例の職員がすぐにそれを

コピーしてくれた。本書の最後に資料として添

付したのはその一部である。ときどき、コピー

機が故障して翌日まで、あるいは数日またされ

ることもあったが、それもほんのご愛嬌である。

国立文書館に統合されてからは、公教育省の資

料調査には行っていないが、国立文書館の体制

であれば、以前よりは使い勝手は悪くなっただ

ろうと想像される。いうまでもなく文書館とい

うのは、歴史を検証するうえでなくてはならな

い施設であるが、それを維持することは非常に

大変なことであろう。文書館なくしては本書を

書くこともできなかったであろうと思うと、メ

キシコの関係機関には感謝したい。

メキシコ史研究をはじめてほぼ四半世紀にな

るが、現在では、Historia mexicanaのバックナ

ンバーをはじめさまざまな学術雑誌やメキシコ

連邦政府の官報（Diario Oficial）など多くの文

献や資料がデジタル化され、インターネットで

入手することが可能になった。そのため、資料

収集のありかたも大きく変化している。しかし

ながら、歴史的資料となるものは文書に限らず

無数にあり、すべてがデジタル化されることは

ないだろう。苦行でもあり宝探しでもある史料

収集の醍醐味を、今後も味わいながら研究を続

けたいと思う。 □■

『創造するコミュニティ―ラテンアメリカの社

会関係資本―』（石黒馨・初谷譲次編、晃洋書

房、2014年）-神戸大学・石黒馨

本書は、ラテンアメリカのコミュニティにつ

いて社会関係資本という点から検討した共同研

究の成果である。資本のグローバリゼーション

の進展と共に深刻化する社会的排除の問題に対

して、ラテンアメリカのコミュニティはどのよ


