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アジアのユネスコ加盟国における

子どもの本の共同制作の評価と課題

ユネスコ アジア文化センターの共同出版事業を通して

大貫美佐子

はじめに

ユネスコ・アジア文化センター(1)(ACCU)では、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）

の基本的な方針にそって、1971年からアジア地域のユネスコ加盟国と共同で、児童向けの教

材・本を共同企画し、制作してきた。20世紀は、とりもなおさず、戦争と紛争の世紀であっ

た。第二次世界大戦後誕生したユネスコは、その憲章前文で「戦争を生み出すのは人の心で

あり、平和を達成するためにはまず人の心の中に平和の砦を築かなければならない」「相互

の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸国民の間に、疑惑と不信をお

こした共通の原因。この疑惑と不信の為に、諸国民の不一致があまりにもしばしば戦争とな

った」と記している。その後東西冷戦終結により、ベルリンの壁の崩壊、旧ソ連邦の解体で

平和の期待が高まったが、ポスニア・ヘルツェゴビナ紛争をはじめ、ヨーロッパ、アフリカ、

アジア各地で民族間の極地的紛争が、相次いで勃発した。

子どもは、常にその国のコミュニティ、文化の中で影響を受けながら発育し、成人する。

民族的、宗教的不寛容の種は、子どもが幼いうちにまかれる。子どもは、まわりの人間に潜

在的にある意識、またはさらに厳しい社会環境から偏見や差別の意識を受け継ぐ。そのため、

早期に平和教育や異文化理解教育を行い、寛容や、暴力によらない紛争解決の姿勢を学ぶこ

とが必要である。この共同出版プロジェクトは、ユネスコの理念をアジア・太平洋という地

域において具体化したものである。1970年代当初、本の飢餓状態にあったアジア地域におい

て、このプロジェクトは、アジア人の手自らによって共通の読み物を廉価で出版・普及し、

幼児期から学校や保育の現場や家庭で広く活用すること、そして戦争を二度とくりかえざな

いためにも、子どもたちの心に異文化に対する知識を普及させる教育の徹底的な普及を目的

に始まった。その試みは、民族同士が根源的に理解を要するエネルギーを必要とするもので、

プロセス自身が、参加した国々にとって意義ある経験となり、また大きな挑戦にもなった。

21という数の国が、伝統や文化、過去および現在の歴史的垣根を乗り越えて挑むプロセスに

(おおぬき・みさこ（財）ユネスコ・アジア文化センター）
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は、子どもの本だからという甘い認識はなく、時として凄まじい議論が繰り広げられた。そ

れは異文化を理解すること、偏見や差別のない心を異民族間に育てるためには、いかなる視

点が必要なのかを考える過程となった。

本実践論文の目的は、この共同出版のプロジェクトを担当している著者が、(1)当時のケ

ーススタディをとりあげ、(2)共同出版の果した成果をまとめ、これまでの成功と問題点を

整理・分析、(3)共同出版を通して認識されたアジアにおける国際理解のありかた、今後ア

ジアにおける共同で教材開発をする方向性をまとめてみることにある。

1共通読み物の出発点と経緯

(1)開始当時のアジアの状況

1966年にユネスコは、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの世界3カ所において、出版の

専門家等を招いて出版専門家会議を開催し、独立まもないこれらの地域において、何が最も

緊急の課題であるかを明確にし、その課題に応えてゆくことを目指した。そこで途卜国が最

も重要な課題として主張したのは、「本の飢餓」的状態一特に児童書や教科書の深刻な不足

を打開するための方策を打ち出すことであった。議論の末、途卜国が協力し出版コストを分

担し合って制作し、共通に利用でき、しかも平和に貢献できる児童書を制作できないものか

という提案がまとめられた。これが共同出版プロジェクトの発端である。

当時報告された顕著な例をいくつかあげてみたい(2)。まずシンガポールでは、国内市場が

限られているために児童書の出版部数が極端に少なく、そのため出版社は出版意欲を持って

国内のニーズに対応した本を制作していないということ、さらにこの国の言語の多様性が、

一言語における図書の市場を制限していると報告された。結果として、シンガポールの出版

社はアジア、アフリカ、ヨーロッパ、西インド諸島など幅広い外国市場に目を向けて児童書

を制作・販売せざるを得ず、シンガポールの子どもたちにとって本当に必要とされている内

容の本がなかなか制作されていなかった。これが、国内の題材や内容を扱った絵本や物語が

不足している理由であると報告された。当時のシンガポールの代表は、「アメリカの民話や

アンデルセン、ペローなどのおとぎ話の翻訳本が出回り、地元の作家や画家が育たないとい

う悪循環をまねいている。神話、伝説、民話など、我々の児童作家が材料を引き出すことの

できる伝統的文学の遺産は、数限りなく存在する。これから始まろうとするアジアのための

共通読み物計画が、やがて子ども達のために本当に必要な本を作り出すことを心から望んで

いる」と訴えた。フィリピンでは、教科書の問題が深刻であった。1946年の独立以前は、こ

の国の教科書はほとんどアメリカで制作されていた。第二次大戦後、政府は最も深刻な教科

書の不足に陥り、当時教科書一冊を5人から10人で使用するという有り様であったと報告さ

れた。政府はこのような状況にあって副読本、参考言、児童書などの一般書にまで手がまわ

らず、予算から除外せざるを得なかった。その後、アメリカを中心とした輸入書による児童

書が普及した。そのため、長い間この国では自国の文化を児童に伝える作家やイラストレー
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ター、出版社が育たないという事態を招いた。著者が2000年にフィリピンを訪れて驚いたこ

とは、書店や図書館の本の約8割以上の児童書が、アメリカからの輸入書で占められていた

ことである。4世紀半にわたりスペイン、アメリカ、日本の3か国によって統治された、こ

の国の最も深刻な状況は、いまだに児童書の8割以上が、自国で出版きれた本ではなく、ア

メリカからの輸入書によって占められているという大きな矛盾を、21世紀までひきずること

になったことではないだろうか。

一方タイの報告によると、政府が比較的早期に児童書の普及に力をいれ始めていたことが

わかる。1845年、タイ文部省は教師協議会に対し、児童図書を出版する権限を与え国家をあ

げて普及に力を注いだ。この協議会はクルサパ(Kurusapa)と呼ばれ、おとぎ話、創作もの、

ノンフィクション、教科書補助用の図書や児童用参考図書を着実に出版し、成人向け、児童

向けの一般題目に関する図書を出版する独自の計画も持ち、実行した。後にクルサパの後に

続いて、民間の出版社が児童図書の出版を始めた。タイの出版社の多くは、同時に印刷会社

であり、できるだけ販売価格をおさえて一般への普及をはかることに力を注いだ。しかし価

格を抑えることに力を注ぐあまり、内容の質を重視して魅力的な本にすることが軽視されて

いたことが報告された。タイがこれほどまでに販売価格を押さえることにこだわったのは、

出版コストが非常に高くついたことに他ならない。その主な原因は、輸入される紙や他の印

刷資材の価格が高かったことや、lタイトルごとの印刷部数が非常に少ないために本の単価

がどうしても上がってしまうことであった。さらに円滑に普及が行われるように配給業者と

販売業者に対し、卸値を相当安〈していたため、その分制作費がかさんでいたことも、本の

価格を高くしていた一因であったことが報告された。同じ東南アジアでも、マレーシアでは、

デヮンバハサダンプスタカ(DewanBahasaDanPuStaka=マレーシア言語文学研究所）が、出版公社

として独立後マレー語による教材や児童書、一般書の普及を行った。深刻な問題としては、

図書に対する需要がなかなか上がらなかったことで、これが児童書の出版を魅力のないもの

にしている、と報告された。教科害は普及しても、それ以外の本を読むという読書に対する

基本的興味や関心が、子ども達の間に充分に作り出されていなかったこと、テレビ番組なとﾞ

図書以外の娯楽が増えて子と､も達の興味が多様化したこと、また図書館、特に学校図書館の

設置が進まないこともあって、強力な読書推進活動が必要であることが指摘された。

(2)実現に向けての模索

異なる民族が理解し合える本や教材を制作できないか、かつ出版を共同で行うことにより

途上国がコストを下げて児童書を普及できないかという提案は、1968年マレーシアのクアラ

ルンプールで開催された図書出版会議にてCommonReadingMaterials(共通読み物）のアイデ

ィアとして具体化された(3)が、その条件として、単に読み物を共同出版するだけでなく、ク

オリティの面で高く、子どもにとって魅力的でわかりやすい内容のものを、大量に印刷し、

普及させることが必要であることが叫ばれた。その後1970年の国際会議(TheFirstExPertS

MeetingofPlanningtheCommonReadingMaterialsinAsia,August,1970)では、さらにCommonReading

Materialsの条件として、「アジアの作家によるアジアの文化に根付いた本」であるべきことが、
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参加国の一致した意見で採択された。しかし、一口に共通読み物を開発し、大量普及をめざ

すといっても、複雑な民族構成、伝統・文化が多様であるアジア地域でと．のような方法で、

どのように合意点を見い出し、出版すればよいのか。これらについて、具体的な本のイメー

ジと制作方法を議論したが、ここでは何も見出すことができなかった。1971年に入り、第2

回目の国際会議TheSecondExpertsMeetingofPlanningtheCommonReadingMaterialsinAsiaが

開催され、そこではまず、たくさんの国が参加するのであるから、まずモデルとなるような

テスト版を制作し、実験的にアジア地域のいくつかの学校で使用し、その評価をそれぞれの

国で行うことで具体的な編集方法、各国間の協力体制の確立方法を探ってみてはどうかとい

うことになった。そこで1972年テスト版として、日本で出版されている2タイトルの本を選

び、各国の言語に翻訳して出版し、現場の調査を実施することにした。2タイトルとは、当

時福音館書店から出版されていた「たろうのともだち」「ちのはなし」で、それを、前者15

言語、後者14言語で翻訳出版、アジア地域の選ばれた地域の小学校に配布した。

(3)テスト版の調査結果とその分析

約半年の間に、調査結果がまとまった。主な結果をまとめると以下の通りである。

a，調査対象・機関・内容について

調査対象／以下に示すアジア17か国26校の小学校の生徒

アフガニスタン、バングラデシュ、インド、インドネシア、イラン、日本、クメール、韓

国、ラオス、マレーシア、ネパール、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリラン

カ、タイ、ベトナム。

調査機関／アジア17か国にあるユネスコの責任機関（教育省、民間出版社など）

調査内容／「ちのはなし」「たろうのともだち」（福音館書店）の母国語版を上記17か国で使

用した場合、そのl)内容2)イラスト3)ブックフォーマットの評価と問題点（現地で

受け入れられるかと．うか）

b・調査結果

「ちのはなし」は、タイトル通り「血」がテーマの子ども向けのやさしい科学の本である。

肌の色や言葉、宗教が違っていても体の中を流れる血液はみな同じという普遍性を持ってお

り、内容的に間違いなくどんな国のどんな民族でも文句なしに受け入れられるであろうこと

が予測された。同じく「たろうのともだち」についても、友愛がテーマであることから、民

族の違いを越えて受け入れられるであろうと予測し、テスト版として選んだ。そのため、調

査以前は、このようなスタイルの本がアジア各国で比較的受け入れやすく、共同出版にふさ

わしいのではと期待されていた。回収率は60パーセントとすべての国から回答をもらうこと

はできなかったが、結果を以下に記す(4)。調査としては十分な結果は得られなかったが、宗

教、伝統文化の異なる国または民族がこれらの本を共有することがいかに難しいことかを知

ることができた。今回は、異文化という点に焦点をあてて比較を行う論文であることから、

上述した調査内容の1)及び2)に絞ってまとめた。また、この場合、調査対象はあくまで
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も当該国の政府を通じて民間または公的学校に調査を依頼したため、当該国の多様な民族を

対象とはしていないことを断っておく。

国名

アフカ．二スタン

カブールのDurkhan1

PrimarvSchooI27人の生
ヴ

徒を対象に配付。

インドネシア

ジャカルタ・ジョグジャ

カルタの21の小学校を対

象に行った。

ラオス

地区教育担当官を通じ、

Kaski及びChitwan地区の

小学校と中学校低学年の

7-12才の集団を対象に

本を配付。

フィリピン

｢ちのはなし」は9-12才

の無作為に選ばれた3年－

6年生を対象に行った。

スリランカ

コロンボにある20の小学

校を対象に実施した。

調査で問題になった部分／内容調査対象

(1)「ちのはなし」の中で、血圧をポンプにたとえるシーンがあるが、

へき地に住む生徒たちはポンプさえ見たことがない。このようなたとえ

は、わかりにくい。

（2）ミクロとマクロも同じではないか。

（3）血圧のたとえを交通渋滞におきかえているが、アフガニスタンの

子ども達はイメージできない。羊などの動物にすべき。

（4）血球の形をクッキーに例えるのはふさわしくない。クッキーは、

高価なたべもので、子とゞもたちにとって身近といえない。

（5）子どもの顔が赤くそめてあるのは、アフガニスタンの文化からい

ってふきわし〈ない。未婚の男女だから。

（6）肌の色が白い。日本人的。子ども達の中に混乱を引き起こす可能

性がある。

（7）脈拍は親指ではかっている。これは間違いで、アフガニスタンで

は人さし指ではかるべき。

（8）アフガニスタンでは、緑色は神の色とされている。この色をむや

みに絵本でつかってはならない。

緑色は神の色とされている。この色をむやみに絵本でつかってはならな

いo

1)ラオスでは科学の本が絶対的に不足している。従って、「ちのはな

し」の本が大変人気があった。2）イラストレーションについては、そ

の配色の用い方や、表現の仕方に生徒達はとまどった。例えば、「たろ

うとともだち」の中に登場するコオロギはコオロギのように見えない、

ラオスでは、犬は犬小屋に住まないので奇異な感じがする、など。3）

イラストレーションが、リアリステイックでない。16州にある22教

育の区域に配置されている教育担当官が、ラオス語版を生徒に配付。ネ

パール「たろうとともだち」の表紙に描かれている犬は、水牛のように

見える。

｢たろうのともだち」については、配付した生徒が文字をまだ読めるに

至らなかったため、以下のようなコメント。

1)内容についていけなかった。

2）イラストがよくわからなかった。

3）文章が説明的で魅力的でなかった。

｢ちのはなし」については、配付した生徒が理解できる年令であったた

め、上記よりもよい反応があった。

l)色彩が驚く程、贄沢に使われている。

2）「たろうのともだち」はZaroma小学校及びGomez小学校の6～7才

の生徒から無作為に選ばれた子ども達。文字を読むのは教師とした。

生徒の評判はよかったが、1人の教員は、「ちのはなし」のあるシーン

を見た時、きわめて嫌悪感をもたざるを得なかったと報告。その場面は、

傷ついて血の出た指をとつぎになめるシーンである。スリランカ的にい

えば、このようなシーンは考えられない。
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調査結果をみると、大きく分けて二つのグループにわけることができる。一つは、交通手

段など発展途国の状況差によるもの、もう一つは、イスラム圏を中心とした宗教的タブーに

よるものである。前者は、「アフガニスタンで血圧をポンプに例えた場合、わかりにくい」

｢血圧を交通渋滞に置き換えるとわかりにくい」などである。一方、後者においては、イス

ラムのタブーやモラル、ヒンドゥー教によるタブーが原因となっている。当時マレーシアの

機関が国家の出版政策を担当している機関(DewanBahasadanPustaka=マレーシア言語文学研究所）

では、共同出版をはじめるにあたり、「各国の慣習、伝統、そして宗教信条を特に考慮にい

れるべき」と強く指摘をしたが、参加国は、こうしたテスト版による調査結果によって、そ

の意味を初めて理解することができた。後にこの共同出版では、アジアの遺跡をテーマにし

た､.WONDERSOFOURASIA''(日本語版タイトル『すばらしいアジアの遺跡』）を出版したが、表

紙をタイのスコータイにある釈迦の寝仏にしたところ、偶像崇拝を否定しているイスラム諸

国における普及が非常に難しくなるという結果を招くことになった。さらに、90年代に入っ

て出版した環境の本シリーズ6@THESUN''(『太陽｣）の表紙では、太陽を擬人化し、さらにそ

の下で動物や人間が踊るというイラストレーションを使用したが、マレーシアを中心とした

イスラム諸国からは、イスラムの教義に反するものであるとして、差し換えを要求した。イ

スラムでは、一般に各々の生き物は、神の創造物である。よって地球の進化とともに人類が

誕生したことや、マンモス、動物が進化したという論理はなりたたないからである。しかし

これらの問題を、編集の時点でなぜ議論することができなかったのだろうか。後に、マレー

シアの担当者に聞いてみると、イスラムも国によって様々であること、異なる宗教、アニミ

ズムなどを有する国々が集まった中で、マレーシアの問題をオープンに説明することは避け

たいとのことだった。

「たろうのともだち」に共通しているのが、犬の登場を他の動物にかえて欲しいという指

摘である。これは、ムスリムにとって、犬は非常に注意を要する動物であるためで、調査結

果をシェアリングするにあたって、各国が理解を深めたのは、イスラムを、仏教やキリスト

教なと暑の生活習慣と同じレベルで考えると、大きな誤解を招くということであった。キリス

ト教では教会を世俗国家からはっきり区別する聖俗二元論的であるが、イスラムでは「コー

ラン」そのものの教えに基き、原則的に聖と俗を区別することはないため、宗教は聖なるも

の、存在のある特殊な次元としての神聖な領域だけに関わることではないとされる。人間の

日常茶飯事まで宗教の範囲に入る。朝起きる時間も政治も法律も、およそ人間が現実に存在

するところが宗教の範囲になる。「コーラン」に現れている神の意思を実現していくことが

イスラムの宗教生活である。イスラムでは、ムスリムが信仰者として何を実践すべきかを、

その法律「シャリーア」（イスラム法）で明らかにし、コーランに示された神の命令、禁止な

どに学者たちが解釈を加え、そこから法的規範を導き出し、体系化している。人間存在のあ

らゆる局面を通じて終始一貫して「コーラン」に表われている神の意思を実現していくこと、

それがイスラムの宗教生活である。

日本社会ではイスラムに対するなじみが薄いために、時には保育園や幼稚園、小学校教育
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の現場などで混乱を招く原因となっている。一例を上げるとすれば、1994年のOMEP

(OrganizationMondialepourllEducationPrescolaire)日本委員会による平和教育プロジェクト報告が

あげられる。同報告によると、福岡の保育園の給食についての実例があがっている。それは、

マレーシアの幼児がおやつにハムの入った蒸しパンを食べたことを知った親が、度重なる園

の側の説明や謝罪にもかかわらず、幼児が保育園に来なくなったこと、その件で保母が退職

したという報告である。たかが一度の豚肉、という感想を持つのがごく一般のわれわれ日本

人であろうが、これうした認識を持つことは非常に危険である。著者は、異文化理解教育は、

幼児や児童を対象とする教育に加え、彼等の教育や身の周りのことに関わる大人たちを対象

に行うことが先決かつ効果的であり、必要である。現場の保育に携わる専門家や教育の現場

では、イスラム教徒を始めとするアジアの異文化をもつ生徒を受け入れる場合、このような

バックグラウンドを第二次異文化理解教育としてあらかじめ学んでおく必要があると思う。

その他、アフガニスタンでは、「肌色について、日本人的で白い」という意見があがった。

アジア地域の民族の肌の色を日本人が客観的に描くのは、きわめて難しい。なぜならば、著

者のマレーシア、インドネシア、インド等で行った教材制作ワークショップの際、日本人は

インド人を褐色に描いたりするが、これをインド人に見せると過剰に濃すぎるという反応が

あった。一方で、インド人のイラストレーターたちは、自分たちの肌の色を表現する際に、

きわめて日本人の肌に近い明るい色を使っていた。これは興味深いことであり、双方の肌の

色に対する無意識の優劣意識が現れているといえるのではないか。日本人の場合、複合民族

国家としてアジアの一国家をとらえるという認識はきわめて少なく、今だにテレビではイン

ド人というと頭にターバンをまいたシーク教徒が登場するほどである。国際化といわれつつ

も、メディアから発信されるアジアの民族に対する知識はそれほど変わっていないのが現状

である。

このように、一つの国で出版されたlタイトルの本は、文化的な要素が含まれていないよ

うに見受けられても、気がつかない表現が、タブーとなって受け入れられてしまうことがわ

かった。このことは、ある国で制作された本を多民族間で共有することが、当時始めようと

していた事業のもとでは困難であるのではという意見につながり、そのためにふたたび新た

な共同出版のスタイルを考え出さなければならなくなった。

その後、共同出版にふさわしいスタイルについて、さまざまな議論が展開された。どんな

出版物が相応しいのか、またそれを円滑に地域内で普及させるためには、どのような協力体

制で行えばよいのか。最終的に合意に至ったのは、出版物については、

l)挿し絵が大きな位置を占めている挿し絵絵本を作成し、

2）共同出版というスタイルを取ることで制作費を引き下げ、可能な限りの図書の大量

生産と普及をはかり、

3）文字の部分は各国の母語によって書かれた図書を出版すること、

4）内容についてはそれぞれの国での児童教育および識字運動に最も必要とされるもの

を提供すること、また、これらの図書はアジア諸国の出版業界の間で理解を深め、より

緊密な出版協力体制を打ち立てるのに役立つことができる、

113



子ども社会研究8号

5）アジアの国々に関する知識や情報をもっと提供することを可能にする

などで一致した。さらに、それらを各国の協力の下で効率よく出版・普及するために、そ

れぞれの国で出版活動を行っている公的機関または民間の出版機関（または出版社）にナショ

ナル・エージェンシーとして統括を依頼し、プログラム施行の際に国内のオピニオンをまと

め、出版物の普及をはかるようにすることにした。また、全体の取りまとめをおこなう中央

編集機関を、ユネスコ・アジア文化センターが受け持つことで合意した。普及言語について

は、各国の代表によりそれぞれ以下の言語を必要最小限の言語として定めることとした。

アフガニスタン（2）：パシュトー、ダリ

ビルマ（ミャンマー）：バーミース

スリランカ（2）：シンハリーズ、タミール

中国中国語

インド(15):アツサミーズ、ベンガリ、グジヤラテイ、ヒンデイー、グルマキ、カンナダ、カシミ

リ、マラヤラム、マラテイ、オリヤ、プンジヤビ、シンデイ、タミール、テルグ、ウルドゥ

インドネシア：バハサインドネシア

イラン：ペルシャン

日本：日本語

韓国：コリアン

ク メ ー ル ： ク メール

ラオス：ラオ

マレーシア（3）：マレー、タミール、中国語

モンゴル．モンゴ リ ア ン

ネパール：ネパーリーズ

パキスタン（2）：ウルドウ、ベンガリ

フィリピン：フィリピノ

シンガポール（3）：マレー、タミール、中国語

タイミタイ

ベトナム：ベトナミーズ

共同出版のプロセスについては、できるだけ各国のニーズと意見を取り入れ、質の高い内

容の本を目指すため、次のような進行の形態がまとめられ、合意された。

l)定期的に国際会議を開催し、21か国はそれぞれの国の代表者を開催地に派遣し、（代表

者は、児童書の編集者、公的機関（ナショナルライブラリーや教育省などの代表とする）最も

必要性のあるテーマを決める。

2）決定したテーマに基き、各国は自国の作家・画家に依頼し、ドラフト原稿（候補作品）

を複数準備する、

3）国際編集会議を開催し、候補作品を吟味し最終収録作品を選ぶ。また内容に若干の問

題がある場合は、コメントをつけ、書き直しを依頼する、

4）最終作品をマスター版（英語版）として編集、出版し、各国へ配付する、

5）各国はそれぞれの言語で翻訳出版し、国内の学校や図書館に流通させ、また、一般の
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書店でも販売する。

初めて共同で制作する本のタイトルは、「アジアの昔話」に決定した。昔話はどの国にも

存在し、親から子どもに語り継がれてきたものであり、民族の伝統文化を表現していること、

相互理解のためにも最も相応しいという意見が大半を占めたことによる。対象年齢について

は、9歳から12歳とすることとした。また、この事業に参加する国が多数を占めることから、

中には国交のない国、歴史的に差別や偏見の対象となった国の民族同士も同じテーブルにつ

く。そのため、必要最低限守るべき約束事をいくつかかわすことが必要であるという意見が

出た。その内容は、以下のようにまとめあげられた。

(ア）作品は、英語で翻訳したものを送付すること。その際にオリジナルの言語で書か

れたものを添付すること。

(イ）作品の内容はつぎの4点を満たすこと

・その国の文化を反映したもの。(=IIshouldrepresentthecultureofthecountry.)

・子どもの心の中に人間愛を鼓舞するもの(=ltshouldinspirehumanvaluesinchildren)

・普遍的にアピールする作品であること(=Itshouldhaveuniversalappeal)

・ある特定の民族をひぼう中傷するものでないこと(=ItshouldnotbeoflbnSivetoany

groupofpeople.)

(ウ）作品のイラストレーションについて

・その国の文化を表現しているもの

・一流の作家によって描かれたもの

(エ）作品の翻訳について

・英語への翻訳は、子どもの本の執筆経験のある適切な人材に依頼すること

(4)編集における問題と評価

こうして初めてのテーマ「アジアの昔話」は、最終的に14か国から3篇ずつ、6分冊の本に

収録され、出版された。これまでに類をみないアジアの作家による、アジアの文化の表現の

場であったために、どの国も熱心に作品を集め、力強い作品が数多くよせられた。シンガポ

ールやマレーシアの代表からは、「これはアジア人によるアジアの子どもたちのために作ら

れた、アジアについての、初めての本であり、その制作過程及び制作物はユニークで意味の

ある試みである｡」との評価が寄せられた。特にインドは、プロジェクト自身はアジアの出

版界にとって「画期的な事件」であると評価した。マレーシアは、教育と文化のフィールド

での協力を可能にした共同出版プロジェクトは、たいへんユニークなも試みとして受け止め

られている、と報告した。一方パキスタンは、テレビやラジオの子ども向け番組のなかで取

り上げたところ、大変な人気と注目を集めたことが報告された。一方、数多くの問題も提

起された。その多くが、次に述べるような収録の過程における問題であった(5)。

l)多文化で構成されている多言語国家の場合、「一つの国として」代表的な作品をl～

2点選ぶことが、極めて困難を要したこと。これは特にインド、インドネシア、シンガ
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ポールなどから報告された。例えばインドでは、50人の作家と編集者に相談してインド

を代表する昔話としてふさわしい作品を選択してもらい、さらに選択委員会を設けてそ

れらを審議するという過程をへて決定したことが報告された。最初にあがったのは、ア

クバル皇帝の王室の道化師になるはずだったバーバルについての有名な昔話であった。

しかし、バーバルは北インドの昔話のキャラクターだったため、編集委員会は、公平で

はないとしてこれを却下し、最終的に白いゾウの物語を選んだ。

2）伝統的な信念と現在の信念を反映している作品を選ぶのが難しかったこと。

3）昔話を、対象年齢にあたる児童のための英語の文章に翻訳して提出することが、難し

かったこと｡(ある国では子どもに翻訳させるのが一番適切であるとして、12歳の子どもに翻訳さ

せたことが報告された）

4）児童書の制作に関る人材の不足のため、子ども向けに作品を書き下ろした作品を探す

のが困難な状況だったこと。

5）昔話については、アジアにおいては共通のもの（似通ったもの）が多く、その国を代表

するもの、その国独自のものを探すのが難しかったこと。

6）中央編集委員会が設定したガイドラインにみあった昔話を探すのが難しかったこと。

例えば、昔話の長さ。各国に割り当てられた長さにするために、大幅に長さをカットし

なければならなかったことなど。

7）編集上の問題では、英語の編集に携わった英国人の編集者から、問題が指摘された。

それは、昔話を子ども向けに出版することが、アジア地域では経験が浅い国が多かった

ため、また、読み物としていかにまとめあげるかについても経験が不足していたため、

なかには採話した一部始終を提出してくる国があった。そのため、編集者の裁量で作品

として収録するにあたり、どのように内容をまとめたらよいのか、戸惑ったという。編

集者は、最初の会議の時点から加わることが、編集方針や各国の文化の違いを学ぶきっ

かけにつながり、それが作品の編集上、必要であることを主張した。

8）昔話としての文体がまちまちで、統一がとれていないものがみられた。

このような軒余曲折を経て、共同出版事業は、29のタイトルを産み出すに至った。そのテ

ーマは絵本から文学、環境問題をテーマにした本まで多岐にわたり、これまでに29タイトル、

420万部がアジアの27言語でアジアで出版された。

まとめ（課題と成果）

共同制作プロジェクトの成果は、独立間もないアジア諸国の中で、単に「本がないから本

を」ではなく、戦争という歴史を振り返り、二度と同じことをくり返さないために共通の教

材を政府と民間のスタッフが協力して制作・普及する試みを続けていったことにある。その

意味において、果した役割は大きい。そして何よりもそれら制作の過程で、異なる国の人々

が、相互理解のために多大なエネルギーを費やして話し合い、一つ一つのテーマを確実に本
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という形にしていったことが、何よりも貴重な経験となった。先にも述べたとおり、30年間

で29タイトルを企画、共同編集、出版し、アジア21か国が27言語で420万部を出版した。し

かしながら、国を巻き込んでの運営と協力体制は、この事業の限界も生み出した。カンボジ

アやインドネシア等では、ひとたび政情不安定になるとたちまち本の普及が滞り、数年後に

安定すると今度は担当者が新たなカウンターパートを探すことから始めなければならなかっ

た。政権に左右されることもしばしばであった。ベトナムと中国の間に国交がなかった時代

には、ベトナム側が中国のテキストを断りなく削除してベトナム語版を出版、4万部以上を

地方の学校教材として普及した。これに対しその他のメンバー国からは、民族の垣根を越え

て制作した本であるのに、そのようなことが行われたことは誠に残念であり、プロジェクト

の精神と目的を著しく逸脱した行為であるとして、抗議の声が上がった。後に開催された国

際編集会議では、国交がないから1か国を除外することを独自に判断するのではなく、オー

プンに解決策を議論すべきであるとの意見が出、共同出版の本を国際機関ユネスコの名のも

とで普及することの意味を再確認し会い、この意見をまとめてベトナム政府に書簡で伝えた。

また、環境問題を扱った本の共同企画の際には、水質汚染について中国の地方のジャーナリ

ストが取材した工業廃水による河川の汚染により、エナメル質のない歯の幼児が増えている

こと、地元住民が立ち上がり、行政に調査を求めたこと等を報告した原稿が中国の代表から

寄せられ､、また似たような記事がネパールなどから提出された。しかしこれらのテキスト

は、印刷直前になって取り下げるよう、当事国の政府がフアツクスで直接要求してきた。こ

れらの背景には、環境汚染の実態を国家の恥部とみなす政府の考え、汚染に抗議する地域住

民の活動の実態を公開することを好まない政府の意図があり、著者は、事務局としての限界

の中での交渉を行ったが、結果として掲載が困難になった。

21世紀に入り、プロジェクトが始まった1970年代に比べ、アジアの教科書や出版を取り巻

く環境は大きく変化した。一部の国家では市場経済の導入により、民間の出版社が増加し、

児童向けの物語や教科書を出版する国が増え、共同出版のシリーズにたよらなくともよいと

いう声さえ関係者より上がり、新しい内容と展開を求める声が出てきた。これまでのような

プロジェクトのスタイルを持続することが必要かどうか、加盟国の中で再度議論することが

求められている。しかし注目しなければならないのは、出版事情がよくなったということは、

かならずしもいろいろな国や民族を理解するための本や教材が増えたということにはならな

い。韓国やタイ、インドネシアのカウンターパートは、その意味において出版社はますます

商業主義的な傾向が強くなり、海外の、特に日本のコミックや欧米の民話や映画の原作など、

一時的な販売効果をねらったものが出版される傾向がますます高くなっている。2001年9月

11日の同時多発テロとそれに続くアフガニスタンの攻撃は、イスラムについてどう理解すれ

ばよいのかを再認識させられた。同年の11月、ユネスコは秋の総会で「文化の多様性」

(culturaldiversity)を尊重する宣言を採択、人権と同様に民族のもつ多様な文化を尊重しあっ

た市民社会を築いていくことこそが、平和の構築に必要であると主張された。松浦ユネスコ

事務局長は、総会の挨拶で「今必要なのは、世界的な規模で文化の多様性を保つということ

である。そのためにはまず、ひとつの文明、例えばイスラムならその文化・文明の中で対話
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をすべきだと思う。まずそれぞれの中での対話、異文化間の対話こそが重要」と述べている

がこれはあたりまえのようで大変示唆的であるように思う。日本的には「郷に入って郷に従

え」という古来からの表現があるが、内なる国際化が進みつつある日本では、逆の発想が必

要とされる時代になったといえるのではないだろうか。

共同出版は、このような時代において、民族間の対話の促進を施し、成果物の普及は教育

の現場で大きな効果が期待できると思うが、更なる効果的な二つの視点を提案したい。一つ

は、パキスタンーインドーネパール、韓国一日本、カンボジアーベトナムーラオスなと過去

に歴史的・政治的に緊張関係にあった国、民族紛争・戦争で関係した国の協力体fllを敷き、

共同で異文化理解のための教材開発・普及を行っていく地域集中型の戦略的なプランをつく

る必要があると考える。これは、これまでのスタイルよりもはるかに多大な労力とエネルギ

ーを必要とするに違いなく、成功の確率も少ないものとなるかも知れない。二つ目に、異な

る宗教間における教材開発である。イスラム、ユダヤ教、キリスト教、仏教、ヒンドゥー教

などの宗教と日常生活のかかわり、教義の違いなどを共有することのできる教材開発を共同

で行い、普及する。それらを必要に応じて各国の保育、教育に関わる現場の教師たちが利用

することを奨励することが必要であると思う。

（2）日本においては、国民が複数の民族構成を持つアジアの国に対し、さらなる理解が望

まれる。インドには代表する「インド人」という民族はなく、多くの民族から成っていると

いう多様性を伝え、さらに保育の現場、学校の現場で生活様式の違う幼児や児童の行為を、

単に日本の様式に変更させるのではなく、その背景にある考え方を理解し、プラスに認めて

ゆける方向が必要である。外国人に対する差別や偏見は、人間の潜在意識の中に刻まれてい

るものである。それにはメディアの影響が大変大きな役割を果たす。日本では、アジアの国

にたいする情報は、マスメディアを通じてぐっと身近に触れることができるようになった。

地方自治体、学校やNGO,ボランティアグループによってアジアと関わりをもつ人々が、増え

ていることも事実である。しかしメディアの多くによって私たちの中に作られていくのは、

かわいそうな国、恵まれない子どもたちのいる国なと手を差し伸べる必要があるアジア像で

あり、貧困、災害のイメージから抜けきることがなかなかできない。人々にとっての「アジ

ア」が、いつまでもこうした「援助」の対象のイメージである限りにおいては、潜在意識の

中に入り込んだ創造性豊かな異文化理解教育は、難しい。今後保育や学校教育の現場で子ど

も達に接する大人自身の異文化をポジティブに受け入れていくための活動と教材の開発が必

要である。

注

(1)ユネスコ・アジア文化センター(ASia/PacificCulturalCentreforUNESCO)は、ユネスコの基本方針に沿

って、アジア・太平洋地域の文化の振興と相互理解を目的として、出版界を中心とする民間の有志と

日本政府の協力によって1971年に設置された財団法人。全ての事業は、日本がイニシアティブをとる

のではなく、各国が平等に参加し、共同でプログラムを実施していく「共同事業|方式を取っている。

(2)1969Report@TheMeetingofthePublishingExpertsinAsia",UNESO/TokyoBookCentreによる。
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(3)1973Report"TheFirsIMeetingofthePlanningandEditingCommilteeoftheAsianAreaCommonReading

MaterialsDcvelopmentProgramme'',AsianCulturaICentreforUNESCO/TokyoBookDevelopmentCentreに

よる。

(4)1974Reporl"TheSecondMeetingofthePlanningCommitteeandThcSecondMcelingoftheCentral

EdilorialBoard",AsianCultul･alCen汀eforUNESCOによる。

(5)1975Report"TheThirdMeetingofthePlaningCommittee",AsianCulluralCentl･cforUNESCOによる。
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