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 ＜ｋａ－ｒｏｎ＞ 

 黒く塗りつぶされたものほど雄弁なものはない。東京電力が福島第１原発の事故時運

転操作手順書などの大半を黒く覆って開示した件だ。組織の体質を端的に物語る。 

 黒く塗るといえば、敗戦後の教科書の墨塗りがある。 

 マッカーサーが厚木に降り立つ２日前の１９４５年８月２８日、文部省（当時）は「時局の

変転」に伴い教科書の取り扱いに十分注意し、省略などの「適宜措置」をするよう通達し

た。さらに９月２０日、教科書の「適当ならざる」ものを削除するよう事例を示し通達した。Ｇ

ＨＱ（連合国軍総司令部）が教育政策方針を示すのは１カ月以上先。手回しがいいが、教

師たちは焦心し、子供たちは困惑した。 

 先ごろＮＨＫの朝のドラマ「おひさま」で主人公の陽子先生が児童たちに教科書の墨塗り

をさせ、戦争中の教えを謝るくだりがあった。現実にはもっと殺伐とした光景も全国にあっ

たといわれる。 

 当時旧制中学生だった児童文学作家の山中恒（ひさし）さんは「ボクラ少国民」第５部

（辺境社）でこう書いている。＜教師たちはきわめて事務的に「なんページなん行、なにな

に以下、なん行目なになにまで」といった調子で墨をぬらせた。薄い墨をぬったものには、

やりなおしが命じられた＞ 

 山中少年は＜教科書を忘れてきたといっては殴り、教科書を粗略に扱ったといっては生

徒を殴打した教師たちが、全く感情を表に出さず事務的にすみ塗りを命じる態度＞に不

信感を募らせる。 

 文部省が９月に示した削除対象は「国防軍備の強調」「戦意高揚」など軍国調が際立っ

た記述・表現が柱だが、中に「戦争終結に伴う現実の事態と著しく遊離し、または今後に

おける児童生徒の生活体験と甚だしく遠ざかり、教材としての価値を減損せる教材」とい

う難解なのがある。 

 官庁通達はしばしば意味不明の言い回しの行間に「わかれ、多くを言わせるな」とにじま

せるが、これもそうだ。とにかく占領軍ににらまれぬよううまくやれと読める。その結果か、

教科書以外でもせっせと塗った学校も相次いだ。戦時中とは見上げる対象こそ違え、忠

誠競争のような心理も働いたかもしれない。 

 子供たちはこの体験で敗戦の現実や大人の変身適応などを期せずして知る。彼らは長

じて「怒れる若者たち」の日本版世代を形成する。 

 木で鼻をくくるような黒塗り開示に、東電内で諫止（かんし）や待ったの動きはなかった

か。あったとせめて思いたい。 

 「おひさま」は、陽子先生の苦渋の心境をこう表す。＜ああ墨で塗られているのは私なん

だな＞（専門編集委員） 
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