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(1)本論文の目的

本論文は,スウェ-デンの男子のスロイ ド教育を確

立 したことで知 られるオットー ･サロモンのスロイ ド

教育システムに関する主張の特徴を解明することを目

的とする｡ 具体的には,彼が機会あるごとに繰 り返 し

指 し示 したスロイ ド教育 システムの要点を簡潔にまと

めた文章 (以下 これを ｢テーゼ｣という)の中から,

その発展の時期を画 したと思われる三っをとりあげて

紹介 し,そこで彼が展開し強調 したスロイ ド教育の諸

要素の特質を分析 し,スロイド教育が発展 していった

経過と背景などをスウェ-デンの近代的教育制度の発

展との関連で解明する｡

(2) 本論文執筆の背景

サロモンのスロイ ド教育に関する主張は生前から海

外で広 く知 られた｡その背景には,サロモン自身が国

内の教師たちにはもちろん,関心を抱 く国外の研究者

たちに対 して,スロイ ド教育の本質的な課題とその内

容と方法を広めるために,ことばによる説明と同じく

らいあるいはそれ以上に,生徒たちに製作させる作品

群を提示 しようとした経緯がある｡ これは,彼の主張

の発表の方法にみられる重要な特徴の一つであった｡

その目的のためにサロモンは,生徒に製作させるべき

スロイ ド教育の教材 (-作品)(群)を体系化 し, そ

れを生涯にわたって絶えず整理 し編成 し直す努力を続

け,それを機会あるごとに積極的に発表 した｡その結

果,オットー ･サロモンのスロイ ド教育の教材集成は

何種頬 も知 られることになった｡ しか し,スウェーデ

ン語で書かれたそれらに原史料にもとづく分析がなかっ

たために,後年の研究者たちには,幾種類 もの教材集

成に見られる教材体系の発展の前後関係などが解明さ

れて来なかったきらいがある｡ こうした経過からみれ

ば,サロモンによるスロイ ド教育の発展過程を教材休

系の変化,発展にそくして詳細に分析することも,サ

ロモンのスロイ ド教育に関する主張の特徴を解明する

有力な方法の一つである｡

筆者は別稿 l) において,『ネ-ス ･スロイ ド教育時

報』(以下,『スロイド教育時報』とする)2) などの原

史料にもとづいてオットー･サロモンの全生涯にわたっ

た数多 くのスロイ ド教材の集成の発展過程を関連する

事実経過を詳細に追い,その内容を年代を迫って整理

し,それぞれの段階ごとの特徴について明らかにした｡

その結論のみを要約すれば,大きくはまずモデルを集

成 したに過ぎない筆者のいう ｢モデル集成｣の段階と,

モデルをさまざまな原理で休系化 した ｢モデルシリ-
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オットー ･サロモンのスロイド教育システムのテーゼ

ズ｣の段階に区分され,それぞれの段階はさらに以下

のように純分されることを明らかにした｡

｢モデル集成｣の段階

Ⅲモデル集成 Ⅰ (1876年に成立〕

t21モデル集成Ⅱ 〔1880年に成立)

｢モデルシリーズ｣の段階

川モデルシリーズ Ⅰ (1882年に成立)とその

修正版

は)モデルシリーズⅡ (1888年に成立)とその

修正版

(31モデルシリーズⅢ (1902年に成立)

ところで,オットー ･サロモンのスロイ ド教育に関

する主張 の特徴を解明す るには,｢モデル集成｣や

｢モデルシリーズ｣を調査,整理,分析す るだけでは

不十分で,少なくとも彼自身がスロイ ド教育に関する

主張の要点をテーゼのような形式で述べた文書の内容

も 彼が生きた時代の,スウェーデンの教育制度の近

代化の発展状況との関連で,詳細に分析することが必

要である｡ この場合に困惑するのは,サロモンのスロ

イド教育に関する主張が ｢モデル集成｣あるいは ｢モ

デルシリーズ｣の発展過程がそうであったように,さ

まざまな形式で機会あるごとに展開されてきたことで

ある｡そのためにスロイ ド教育に関するテーゼと称す

べき文書 も少なからぬ種類に及んでいる.スウェーデ

ン語で書かれたこれらの諸文書にみられるサロモンの

スロイ ド教育に関する主張を克明に迫 って調査 し分析

することは,海外の研究者には容易ならない課題とし

て残されていた｡サロモンのスロイ ド教育に関する主

張とその発展過程を詳細に分析 した先行研究が見られ

なかった所以である｡

(31 本論文の研究課題の限定

以上に略述 した先行研究の状況に鑑みて, 本稿では

スロイ ド教育に関するサロモンの主張をその別の表現

方式である教材集成あるいは教材シ11-ズの発展過程

にそくして三っのテーゼをとりあげて紹介 し,教科教

育思想史の観点から,スウェーデンの近代学校制度の

発展との関連において,それらを調査,分析すること

を目的とする｡

最初に,1876年に成立 した ｢モデル集成 Ⅰ｣の段階

における文書にみられるオットー ･サロモンによるス

ロイ ド教育 システムの諸要素を紹介 し,その内容を分

析するo あらか じめ一つの見通 Lをいえば, この文書

で展開されたサロモンの思想は,彼の ｢スロイ ド教育

システムのテーゼの萌芽｣というべきものであった｡

次いで本稿では,1880年代前半にモデルシリーズを

創出し,それを媒介として ｢教育的スロイド｣の理念

と教授法を普及させることを目的として.教師にわか

りやすい形で示すためにこれらの諸要素を1つのシス

テムとして体系的に整理 した文書日に注目する｡ この

文書は,1885年 9月に 『スロイド教育時報』に発表さ

れたもので,スロイ ド教育システムの諸要素を簡潔に

かつ体系的に述べたサロモンの最初の文書であり,か

つその後に現れる同種の文書の基本形とみられる｡ 本

稿ではここに示されたスロイ ド教育システムの諸要素

の特徴をやや詳細に分析する｡

ところで,後に触れるようにオットー ･サロモンの

スロイ ド教育システムの最 も重要なキーワー ドの一つ

は ｢教育的スロイ ド｣であるが,この1885年文書には

この言葉はまだ登場 しない｡このことについてあらか

じめ説明を加えておくと,『スロイ ド教育時報』 でみ

るかぎり,サロモンが ｢教育的スロイ ド｣という言葉

を使用 し始めたのは1886年頃からであったことがわか

る4㌔ しかし,たしかに言葉が使用されたのは1886年

からであったとしても,別稿において明らかにしたよ

うに,｢教育的スロイ ド｣が実態として成立 したのは

1882年の ｢モデルシリーズⅠ｣か らであったとみな

すことができる｡ この ｢教育的スロイ ド｣とモデルシ

リーズとの関係は,モデルシリーズが ｢教育的スロイ

ド｣の理念と教授法を教材というレベルにおいて具体

的な形態で表 したものと考えられる｡

本稿では最後に,1888年に成立 した ｢モデルシリー

ズⅡ｣の段階におけるスロイ ド教育システムに関する

サロモンの主張を分析する｡ これは,モデルシリーズ

を練 り上げる過程で整理された主張である｡この後さ

らにモデルシリ-ズは改良されて筆者がいう ｢モデル

シリーズⅢ｣が成立する｡ しかしこの ｢モデルシリー

ズⅢ｣に対応するスロイ ド教育システムの諸要素を整

理 した文献は知 られていないので,｢モデルシリーズ

Ⅱ｣の段階に対応 した文書を ｢スロイ ド教育システム

の完成段階｣と称することができる｡ちなみに,サロ

モンは1902年に心臓を病み倒れたので串,｢モデルシ

リーズⅢ｣の段階に対応した教育システムに関するテー

ゼというべき文書は存在 しないことを書き添えておく｡

*Han岩JoachimReinCkeはその著書において

｢櫨のむしばまれた健康状態 (1899年に社は最初

の心筋梗塞に襲われ, 1902年には2回日の発作)

が1°902年から課題に満ちた作業を継続することを

不可能にした｡発病 してから,サロモンには時折

車椅子が必要になった｡｣と述べている5)0

以下では, サロモンのスロイド教育システムに関す

るテーゼをスウェーデンの国民教育の発展との関連に

おいて分析する｡筆者はすでに別稿において, 近代学

-46-



名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要 (教育科学)

校の発展過程におけるスロイド教育一一とくにスロイ

ド学校のそれ-一の位置付けについて,国民学校制圧

の1877年改革前後状況とその時期のスロイド学校の状

況との関連をサロモンの著作から解明することを試み

た61｡ したがって本稿では,･この点については簡略に

指摘するにとどめることになる｡

1870年代に農村部にスロイド学校が多く創設される

が,その多くは国民学校と連携 して組織されていた｡

また,その目的や教育内容なども職業的な技能を育て

ることにではなく,｢目と手の練習を与え,労働への

尊敬を育てる｣ことにおかれるなど,一艇的な技能や

労働観を育てることにおかれていた｡それゆえ,その

後多くのスロイド学校は1877年改革によって国民学校

と統合されていくことになった｡

したがって,サロモンは, ｢スロイ ド教育 システム

のテーゼの萌芽｣としてとりあげる早い時期に刊行さ

れた 『スロイド学校と国民学校 第 1巻』では,スロ

イ ド学校のあり方について論 じていたのであり, ｢ス

ロイド教育システムの形成｣及び ｢完成｣の段階とし

てとりあげる1882年以降の文章,後述のように国民学

校に導入された教科としてのスロイドのあり方につい

て論 じていることに注意しなければならない｡

なお冒頭に述べたように,本論文は男子を対象とし

たスロイド教育に関するオットー ･サロモンの言動に

限定される｡スウェーデンにおける幼児学校や国民学

校は,それが創設された当初から,都会の大規模校を

例外として,一般的には男女共学であった｡ しかし,

そのスロイド教育については,19世紀から20世紀半ば

までは,男子生徒に対するものと女子生徒に対するそ

れ- 手芸,裁縫, 総じてテキスタイル ･スロイド-

とは別個のものとして発達 してきた｡つまりスロイド

に関する限り長期にわたって別学であった｡こうした

措置が一般化 した背景に実生活における性別役割分業

という事情があったことはいうまでもない｡本稿が男

子生徒に対するスロイド教育のみを対象とするのは,

サロモンが関心をもったのは一貫 して男子生徒に封す

るスロイド教育に限られていたからである｡

スウェーデンに発達 した女子に対するスロイド教育,

及びスロイド教育における共学の成立過程などの問題

紘,それ自体が大きなテーマなので,別 の機会に論 じ

ることとする｡

以下の文章においてはオットー ･サロモンの言葉は,

竜 )の中に開んで引用するo

第53巻第1号 (2006年度)

1.オットー ･サロモンによるスロイ ド教

育システムのテーゼの萌芽

- ｢モデル集成｣段階 (1876-)の文書から-

サロモンは,1876年12月に 『スロイド学校と国民学

校 第 1巻』を著 した.サロモンがネ-ス･少年スロ

イド学校の指導を始めてから4年目である｡この副題

｢スロイ ド学校はその目的を充たすためにいかに組織

されるべきか.そしてそれは国民学校と統合されるべ

きか ?｣が示すように,この冊子はサロモンが描いて

いたスロイド教育の骨格と,■おりから漸く ｢日程にの

ぼってきた｣国民学校制度改革とそこでの論点の一つ

である ｢実習教科としてのスロイドの国民学校への導

入問題｣に対する理解を広げるために執筆された｡

同時にこの冊子では,スロイド学校での140種類の

製作品が例として示された｡サロモンがスロイドの本

質的特徴を示すために例示 した最初の製作品群である｡

並べられたモデルの種類は多数で,羅列的で整理され

ていない観が強い｡別稿年表に示 したように,筆者は

これを ｢モデル集成 Ⅰ｣と名付けている｡

この冊子において,サロモンは国民教育におけるス

ロイ ド教育システムの位置付けに関する故のまとまっ

た構想を初めて述べた｡後述する後年のスロイド教育

システムに関するテーゼ成立の経過からみれば,ここ

に述べられたものはサロモンによる ｢スロイド教育シ

ステムのテーゼの萌芽｣と呼ぶべきものであった｡

この冊子に展開されたスロイド教育についてのサロ

モンの思想を要約すると,以下のごとくである｡まず

サロモンはスウェーデン,デンマーク,フィンランド,

ノルウェーなど夏が短 く,冬になると日照時間も短い

北欧の農民の冬の過ごし方を問題にし,スロイド (被

は道具を扱うことと定義 している)の技能を身につけ

ることによって,農閑期の時間をヘムスロイドに当て

る重要性を説いている｡ここには,実生活のなかでの

ヘムスロイドの位置を見定めているサロモンの碓かな

目を読みとることができる｡

その次にサロモンはスロイド学校の目的について論

じるOそれは 宅一つあるいは複数の種類のスロイ ドの

技能を教えること藩によって, 首生徒に労働に対する

好みと喜びの感情を呼び起こし,秩序や正確さの重要

さと喜びと利点を教えることとともに,注意深さや勤

勉さ;忍耐聴きの必要性を身につけさせること)であ

り,そのことによって 電生まれつき持っている人もい

る怠惰への志向を克服させることである蒼とする7)o

ここには, 宅一つあるいは複数の種類のスロイドの技

能を教えること蒼というようなスロイド教育の方法に
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オットー ･サロモンのスロイド教育システムのテーゼ

塀する事項も混在 しているが,ここに示した目的を学

校の課題とすることが提案されている｡ここには,労

働と教育とを結びっけようとする. 後々まで続 くサロ

モンの確固とした見解を読みとることができる｡

サロモンは,スロイド学校と国民学校とを統合する

必要を主張するが, その根拠を以下のように述べる8)0

｢よく知られているように,肉体労働者の両親はし

ばしば自分の子どもの教育にあまり時間を割くことが

出来ないし,またそれを望んでいない｡国民学校の生

徒の年齢は14歳を超えることは概 してほとんどない｡

子どもたちが両親と一緒に住んでいる家に実際に役立

つものをっくることができる体力ができ次第,できる

だけ早 く親の仕事を手伝うことを両親たちは望んでい

るし,子どもの助けなしには両親はやっていけない｡

したがって,多くの場合最低限の知識を学校で学んだ

後は,子どもたちは本とペンを置き,学校教育を中断

し,それに代わって自らの時間と体力を自分の家や他

人のところでの労働にささげざるを得ないのである｡

この残念な事実によって,スロイド学校はその生徒を

なにか特別な補償なしには国民学校の在学生のなかか

ら募集することが求められる｡｣

1870年代のスロイド学校は,貧しい農民の子弟を対

象としていたので, 国民学校と統合してはじめて生徒

を確保できるという実態が存在 したのであった｡

その後サロモンはスロイ ド学校でとりあげられるべ

きスロイドの種類など,スロイド教育の課題について

検討する｡ サロモンはまず男子と女子に要求されるス

ロイドの種類は異なるとする｡これは,おそらくは筋

肉労働は男子,家事や裁縫は女子という実生活におい

て従事 している男女の労働の違い- 性別役割分業

を反映 したものであろう｡

この後でサロモンは,学校における男子のスロイド

について以下のように述べるo i農業にとって,鍛治

の技能は重要ではあるが, 施設設備に財源を要すると

い う問題点 があ る.) それ に対 して, 竜木 工

(snickeri)と木工旋盤 (馴arrning)をスロイ ドと

してとりあげねばならない藩とするo その理由は,

電それらは日常生活でしばしば使用され,家具や道具

や家庭用品がそれによってつくられ,原材料である木

が豊富にあり,道具も安 く,また,生徒の体力の発達

にとっても木工は適切であるからである)とする9)0

サロモンはスロイド教育において一貫 して木工を重

視 してきた｡ しかし,この文章によると,サロモンは

当初は鍛治などの金屑加工の学習をもスロイド教育の

なかに位置付けることも視野に入れていた｡ しかし,

施設設備を整える財源措置に難点があり,日常生活に

有用なものが多いだけではなく,材料費が安価であり,

手作業が容易であることなどが木工品を重視する背景

になっていたことがわかる｡

続けてサロモンはスロイド学校を組織するための基

礎として, 1.教師 2.実習室 3.教科 4.坐

徒 5.授業時間 6.設備の各項目について,彼の

考える最低条件について議論 している ｡

サロモンは 電6.設備瀞において, ≪スロイド学校

での製造の価値は木材 (材料)にあるのではなく,作

業そのものにある藩10)と述べ,さらにスロイド学校が

備えるべき設備について論 じ,その設備は 電道具,モ

デル 〔作品例),原材料から構成される蒼とするoそ

のモデルについては 竜それにしたがって学校において

作業されるべきもの卦とし, 電多様に異なる種塀 と性

質からなるものでなければならない瀞と述べている｡

ここでのサロモンのモデルの基準は, 宅容易に販売可

能なもの》 宅材料の消費が少ないもの昔であり, 電初

心者がまねるのに適切なもの藩としている. また,

iスロイド学校は,よく利用される修理作業場として

機能 し,生徒の親や学校に関心をもっている人たちが

修理や再生をほどこしたい単純な家具や家財をもって

くるところである)ことを想定している11㌔ 生徒が製

作する作品は実用的なものでなくてほならないとする

サロモンの主張は,この当時から最後まで一貫 してい

ることが注目される｡

サロモンがここでスロイド学校を組織するための基

礎として掲げた諸項目は,後にさらに拡充されるので,

詳細は次節で分析する｡ここでは,モデルのあり方の

理論的枠組みがまだ整理されていないことをのぞくと,

国民学校との関連でスロイド学校を組織するために配

慮すべきだとするサロモンの主張の枠組みや論点がほ

ぼ網羅されている｡筆者がここに示されたテーゼを,

サロモンによる ｢スロイド教育システムのテ-ゼの萌

芽｣と特徴づけた所以である｡

2.オットー ･サロモンによるスロイ ド教

育システムのテーゼの形成
- ｢モデルシリーズⅠ｣段階 (1882-)の

文書から-

サロモンは,1882年に100種靖のスロイ ドのモデル

〔作品別)を示 した｡これは,前時期の ｢モデル集成｣

のようなモデルの単なる集成ではなく,一定の原理に

そって整理されたシステムであり, サロモンのスロイ

ド教育論の発展を画するものなので,筆者はこれを

｢モデルシリーズI｣と称することとした｡ この ｢モ

デルシリーズⅠ｣は,当初はこれが発表された講習会
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に参加 したスリュイによる解説とモデルそのものを通

じて広まった｡

サロモンは,彼のスロイド教育の理念と教授法を普

及させることを目的として, 1885年 9月に ｢ネ-スで

使われているスロイド教育システムのための基礎の体

系的な提示｣を 『スロイド教育時報』に発表 した1㌔
これは,彼のスロイド教育の理念と教授法の原則をわ

かりやすい形で現場の教師たちに示そうとしたもので

ある｡ その意味でこの文書は ｢サロモンによるスロイ

ド教育システムの最初のテーゼ｣というべき性格をもっ

ていたので,この文書に注目する｡

サロモンはこのテーゼを 竜A.スロイ ド教育 の目

的港と ≪B.スロイド教育の組織)の 2つに分けて,

以下のように定式化 している｡若干の節に区切ってそ

の特徴等を分析する｡

《A.スロイ ド教育の目的》

竜基礎的な教育施設は生活のために間接的に準備を

しなければならないので,スロイ ド教育の目的は, 主

として形式的陶冶- 精神と肉休の諸力の発達 -

を達成することであり,これに,実質的な目的として

一般的な技能を育てることが加わる｡

スロイド教育が目指す形式的陶冶とは,

一般的に労働への噂好と愛を育てること

肉体労働への敬意を育てること

自己活動を発達させること

秩序,凡帳面さ,清潔さ,整理整頓に慣れさせる

こと

注意深さ,勤勉さや忍耐強さを育てること

体力の発達を促すこと

眼と形態感覚を訓練することであるoB
ここでは,前述の1876年のテーゼと比較 して, 竜一

つあるいは複数の種類のスロイ ドの技能を教えるこ

と)とされていた部分を 竜一般的な技能を育てるこ

と)と修正 して目的が明確化されている. また, 竜眼

と形態感覚を訓練すること)のようなスロイド教育に

固有の目的が新たに加えられていることも注目される｡

この文書全体としては,近代学校が育成をめざす近

代的な労働者像の形成を目的とすることをいっそう明

確にしているといえよう｡ このようなテーゼの発展の

背景には,シグネウスに示唆されてサロモンが学んだ

西欧の近代的教育思想が反映 しているといえるのでは

ないであろうか｡

《B.スロイ ド教育の組織瀞

次の 電B.スロイド教育の組織茅は,｢Ⅰ.一般的

基礎｣から ｢Ⅱ.教師｣,｢Ⅲ.生徒の年齢｣,｢Ⅳ.敬

科｣,｢Ⅴ.生徒の数｣,｢Ⅵ.モデル｣にいたるまで,

第53巻第 1号 (2006年度)

それぞれをさらに詳細に分節化 して展開されている｡

前述の1876年のテーゼでは ｢1.教師, 2.実習室,

3.教科,4,生徒, 5.授業時間, 6.設備｣ とさ

れていた部分なので, これと比較すると,｢Ⅰ.一腹

的基礎｣.t ｢Ⅵ.モデル｣とが新たな項目とLて詳細

に論 じられ,これがこのテーゼの大きな特徴となって

いるoこれに対 して,以前のテーゼから ｢2.実習室｣

｢6.設備｣の2項目は削除されている｡ サロモンが

スロイド教育のための実習室や設備を軽視するように

なったとは考えにくいし,またそうみなす証拠もない｡

｢実習室｣や ｢設備｣を整備することを厳 しく求める

ことがスロイド教育の発展の障害になることを危倶 し

てあえて削除したのではないであろうか｡

《Ⅰ.一般的基礎》

電スロイド教育への参加は,生徒の自由意志にまか

せるべきである｡そのうえで上述の目的の達成のため

には,僅業は

1)有用であらねばならない

2)生徒を疲労させる ｢前練習｣(farafningar)

を組織してはならない

3〕変化に富むものでなければならない

4)生徒が自分自身で独立 して遂行することができ

るものでなければならない

5)実際の仕事であって,遊びであってはならない

6)賛沢品の製作であってはならない

7)製作した作品は生徒のものにならねばならない

8)作業者の能力と体力に対応したものでなければ

ならない

9)注意深く遂行される性質のものでなければなら

ない

10)清潔で整理整頓の習慣を養うようなものでなけ

ればならない

ll)思考活動が要求され,それゆえ機械的に運行さ

れることがないようなものでなければならない

12)体力を強化し,発展させることができるもので

なければならない

13)形態感覚の訓練に貢献するものでなければなら

ない

14)できるだけ多くの道具と操作を使うことを要求

するものでなければならない｡》
冒頭に掲げられた 宅スロイド教育への参加は,生徒

の自由意志にまかせるべきであるO卦というテ-ゼは,

スロイド教育は生徒の自由意志による選択に任せる教

科とすべきで,国民学校のいわゆる必修教科とはすべ

きではないというサロモンの主張を示しているo スウェー
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表 1 国からの補助金を受け取った学校数 (男子のみ)の変化

1878 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 18日8 1889 1890 1891 1892 1893 1894

103 300 367 469 584 727 872 991 1167 1278 1392 1492 1624 1787 1895

表 2 国からの補助金を受け取 ったグループ敷

く男子のみ)の変化

1895 1896 1897 1898 1899 1900

2483 2743 2960 3157 3342 3489
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図 1 1894年から1919年までの間に,幼児学校,国民

学校,低学年学校においてスロイ ド教育をうけ

た割合の変化

デンにおいて1877年改革13)が国民車校の教育課程にス

ロイドを導入する契機となり,1878年の ｢国民学校と

幼児学校のための教授プラン｣14)においてこの教科は

選択教科として位置づけられ,その後も1955年にスロ

イ ドが必修教科になるまで約80年間,選択教科のまま

であった｡ しかし,この教科の設置学校数は確実に増

え続けたことも事実であった｡蓑 1に ｢国からの補助

金を受け取った学校数 〔男子のみ)の変化｣を示す1㌔

ただし,1895年からは,補助金が15名以上のグループ

に対 して提供されるように変化 したので,そのグルー

プ数を蓑 2に示す｡また,図 1に ｢1894年から1919年

までの間に,幼児学校, 国民学校.低学年学校におい

てスロイ ド教育をうけた割合の変化｣を示す16㌔ なお,

国庫補助金は,1896年からは女子のためのスロイド教

育 (テキスタイル ･スロイド)の実施 した学校へも提

供されたが, その基準は男子とは同 じではなかった｡

男子の場合は15名以上の生徒に対 してスロイドの授業

を実施 した学校に対 して75クローネの国庫補助金が提

供されたが,女子の場合は25名以上の生徒に対 してス

ロイド教育を実施 した学校に対 して30クローネの国庫

補助金が提供された｡

表 1及び表 2から,男子に対するスロイド教育は着

実に前進 していったことが読みとれる｡ 図 1からは,

女子に対するスロイド教育への国庫補助金制度が発足

する1896年以前から,スロイ ド教育をうけた女子の割

合は,スロイド教育をうけた男子の割合よりも常に高

かった (約 2倍であった)ことがわかる｡

なお,このテーゼは.後述する1891年のテーゼでは,

｢教師の側からも生徒の側からもその選択にまかせる

べきである｡｣という表現になっており,サロモ ンは

その学校にスロイド教育にかかわる教科を開設するか

どうかについてもその学校の教師の判断に任せていた

ことを示している｡その背景には,1882年に改訂され

た国民学校に関する法令において次のようにスロイド

が位置づけられていたことが関係 している｡

｢スロイドの授業は,それに有能な教師の同意のも

とで,スロイドを教えることを希望する学校地区によっ

て,親または,保護者によってスロイドの授業をうけ

るように登録された児童のために組織することができ

る｡｣17)

このように生徒がスロイドの授業を受けるためには,

教師,鶴,学校地区の同意が必要という条件を満たさ

なければならなかった｡そのうえで,生徒の選択にし

たということは,この教科が定着 していくためには生

徒から好かれる教科であってはじめてそれが可能にな

るという思いをサロモンはこのテーゼに込めたと考え

られる｡

1)から14)までの諸項目は,スロイド教育の内容

というより生徒に行わせる作業の構成に関する留意事

項を注意深く並べている｡ しかし,その順序はやや羅

列 した観があるので,より分析的に考察する必要があ

ろう｡

まず, 2)は,職人養成のためにはある場合には不

可欠となる製作目的のない単なる練習のための練習は

スロイド教育では排除すべきだとしている｡ サロモン

はそれを ｢前練習｣(farafningar)と表現 しているが,

それはいわゆるロシア法にいうオペレーションに相当

すると考えられる｡サロモンは別の文献においてフラ

ンスやデンマークで行われている手工科の方法をこの

点で批判 している｡｢前練習｣は生徒のやる気をそぐ

というのがその理由である｡

7)は注目される｡前述の萌芽の段階ではサロモン

は ｢容易に販売可能なもの｣としており.実際に別稿
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で示 したようにIB),1870年代の多くのスロイ ド学校で

紘,生徒の作品を販売することが行われていたからで

ある｡それに対 してこのテーゼの7)は作品は生徒自身

のものにならねばならないとしているので, 作品を販

売する方式を排除 していると理解される｡ これはスロ

イド教育の実施方法の大きな転換を示唆していると考

えられる｡

4),8),ll),12)などの諸項目は,生徒の体力

の発達段階への配慮,発達を促すことへの配慮をもと

めている｡これらは,スロイド教育は職人による教授

ではなく,教育に専門的知見をもった国民学校教師が

担当すべきだとするスロイ ド教育のいわば根幹にすえ

られているサロモンの主張に通底するものである｡

竜4)生徒が自分自身で独立して遂行することがで

きるものでなければならない〉 (13)形態感覚の訓練

に貢献するものでなければならない 14)できるだけ

多くの道具と操作を使 うことを要求するものでなけれ

ばならない)などの項目は,製作させる題材に関する

配慮で,モデルシリーズの構成に際して貫かれている

原則である｡

《Ⅱ教師卦には次の2項目か述べられている｡

宅1〕授業は教育学的な訓練をうけた人物によって,

また他の知識教科を担当する教師によって担当される

ことがのぞましい｡

2)教師は指導 し,監督 し,統制するが,生徒の作

品に直接に介入することは注意深くさけなければなら

ない.)

この1)項には,スロイド教育を担当する教師の制

度上の位置付けに関する事項が述べられている｡他方,

2)項は,スロイ ドの授業に際して担当教師が配慮す

べき事項であり, 1)項とは異なる角度からの論点で

ある｡

1)項は,単に教師の資質あるいは指導上の問題で

はなく,国民教育 〔制度)におけるスロイド教育の位

置付けにかかわる問題である｡スロイド教育を近代学

校のなかに制度化するに際して, その担当する教師の

養成システムを制度化することは大きな課題であっ

た*｡

*スウェーデンにおけるスロイド教員養成の始ま

りはネ-スのスロイド教員養成セミナリウム 〔1

年制)であり,1874年からであった｡最初の年は

4名の卒業生がいたが,主に当時蘇生 しっっあっ

たスロイド学校の教師になった｡その後,サロモ

ンは1878年 1月から国民学校教師を対象とした,

スロイ ド教員養成のための短期の講習会 (最初は

第53巻第 1号 〔2006年度〕

5週間,後に6週間)を開始 した｡

サロモンは,1882年に出版した 『スロイド学校と国

民学校 第4巻』において,｢教育的な観点から正 し

く組織されたスロイド教育｣を実現するためには ｢教

育学的な訓練をうけたスロイド教師への要求｣が ｢絶

対的な条件として現れる｣と述べていた1㌔ これに続

けてサロモンは ｢国民学校への手の労働の一般的な導

入の最大の障害は,資金や場所や時間にあるのではな

く,適切な教師を見っける困難さにある｡そのような

教師はどこにいるか?その返事は国民学校教師である｣

と述べていた和.それゆえ,その養成機関である国民

学校教員養成所 (folkskoleseminarie)の教育課程

にスロイドを導入することが制度上の課題でもあった｡

しかし,そのための法案は1877年に国会で審議された

ものの, 廃案とされた｡同様の動議は3年後の1880

年にも提出されたが,否決された21).

これらの法案が否決されたことは,国民学校のスロ

イド教育の担当者をめぐって意見が分かれていたこと

を示 している｡1880年代前半まではストソクホルム市

やイェーテポリ市などの大都市部においては職人がス

ロイド教育を担当していた｡それらの都市でも, ネ-

スのスロイド教員養成講習会で学んだ国民学校教師が

次第にスロイドを担当するようになっていった♯O

*このことについては,以下のような事情が知 ら

れている｡

イェーテポリ市において国民学校におけるスロ

イド教育は1972年から実施され,当初は作品を販

売することを目的として,その意味では職業教育

の性格をもっ教科として位置づけられ,職人がス

ロイドを教えていた｡その後1887年にこの方針が

転換され,国民教育の一環として位置づけるサロ

モンの理念が受け入れられたことが,各年度の国

民学校に関する報告書から読みとれる2㌔

ス トックホルム市では,1870年からスロイド教

育への取 り組みが始まった｡当初は職人が教えて

いたが,1882年 4月にア ンダーシュ .ペ リエ

(AndersBerg)がスロイド担当官になったころ

から方針が変わり始めた｡被は,1882年4月にネ-

スを訪問し その後サロモンと手紙で交流を続け

た｡1882年度の市への報告書でアンダーシュは

｢多くのスロイド学校では,販売するためにもの

がつくられており,できるようなそのような製品

に限定している 需要によってつくられるものが

決められている｡ときには簡単なもの,ときには

難 しいものをっくっている｡ 可能な限り,生徒が

できるところをやり,残りを教師がっくっていた｡
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そのような状態のもとでは,スロイドは本質的に

その教育的影響力を失う｡ 経済的に計画を立てる

ことが教育的なものを不可能にする｡｣ と述べて

いる｡さらに社は ｢ネ-スのスロイド施設で適用

され,発展させられたものを一番論理的に正 しい

もの｣と考え,オットー･サロモンをストックホ

ルムに招待 し,1882年秋にストックホルムの国民

学校の教師会議を招集 した｡それに参加 した国民

学校教師のなかでは,意見は分かれていた｡すな

わち,｢スロイドの教育的重要性については誰 も

否定する人物はいなかったが,国民学校教師のス

ロイ ド教師としての適切性と国民学校の他の教科

に対するスロイド教科の対等性については鋭 く意

見が分かれた｡｣｢スロイドはこれまで国民学校に

あった教科よりも馴染みがない教科であるので,

必修教科にすべきではない,むしろスロイド学校

が特別な教師をもっているはずである｣ という国

民学校教師ステファンソン (A.班.StefanSOn)

の提案が多数派を獲得 した｡少数派にとどまった

のは,プリチューブ ･ペリエ (FridtjuvBerg)

による提案で,｢国民学校の目標 は生涯のための

基礎教育を与えることであり,すべての人間の生

活は肉林労働と精神労働の両方を要求するもので

あるから.スロイドが職業的にではなく,教育的

に扱われるという前提のもとに,スロイドは国民

学校の教科の中に含まれるべきだ｣とするもので

あった｡ しかし,その後アンダーシュは,｢スロ

イド担当教師であった3名に奨学金を支給し,ネ-

スのスロイド教員養成講習会に派遣 した｡そこか

ら2名が資格をもっスロイド教師として新たに採

用した｣.また,｢ネースのモデル ･シリーズが調

達され,それはストックホルムの状況にあったモ

デルに置き換えることを適 してよりよく適応する

ようにされていった｣｡このようにしてス トック

ホルム市においても次第にネ-スの方法が浸透 し

ていった23㌔ Tj:秦,プリチューブ･ペリエはアン

ダーシュ･ペリエの息子で,後に文部大臣になり,

学校制度改革を進めていった｡

国民学校教員養成所での男子のスロイドの授業への

国家補助金の導入案が国会で通過 したのは,1887年の

ことであった.その後,カールスタッド(Karlstad).

ルンド (Lund),ヘルノサンド(Harnasand)の3つ

の国民学校数員養成所 (セミナリウム)の教育年限が

3年制から4年制に延長され, そのカリキュラムにス

ロイドを導入することが可能になった｡

2)項は,指導上,教師が配慮すべき問題である｡

電生徒の作品に直接に介入する藩とは,生徒の作品製

作に教師の手を添えて助けることを排除することを指

していると理解される｡製作させる作品については後

述するかなり紬かな配慮をしており,また 竜監督 し,

統制するが,卦とあるので,この項目を自由放任主義

ということはできない｡

《Ⅲ 生徒の年齢静

電スロイドの授業に参加させるためには, 生徒は一般

的に11歳の発達段階に達 していなければならない.藩

この項目は1876年の 『スロイド学校と国民学校 第

1巻』では,｢木工をスロイ ド教育の内容とするなら

ば基本的には12歳以上でなければならない｣とされて

いた｡1886年のテーゼでは il1歳の発達段階に達 して

いなければならない)とされているが,この変化はは

じめてスウェーデンの国民学校のカリキュラムの内容

が示されたところの1878年の ｢国民学校と幼児学校の

ための教授プラン｣によって,スロイドが国民学校の

上級段階 (第 3及び第 4学年)に位置づけられたこと,

さらに1882年に改正された国民学校令によって学齢が

7歳から14歳に定められ,幼児学校へは7歳から8歳,

国民学校へは9歳から12歳の年齢の子どもが多 く適 う

ようになったことと関連していると考えられる｡

《Ⅳ 教科瀞

i数種類のスロイドを教えるのはよくlj:い.その理

由は,学校ではすでに多くの教科を教えているので,

数種類のスロイ ドを教えることは新 しい教科がその数

だけ増えることになる｡ 授業時間は短 く制限されてい

るので,そのようにすれば,生徒の興味が拡散する危

険がある｡教師にあまりに多くのこと (数種類のスロ

イドを教えること- 引用者)を要求すべきではな

い｡スロイド教授では1つの種類のスロイドを取 り上

げるべきである｡ 上述の段階にもっともふさわしい作

業の種類は,木工スロイド (呂nickerislajd),旋盤作

莱 (svarfning),木彫 (trasnideri)を含めた木の

スロイド (tras沌jd)である｡木工スロイドは,以下

の点において職業としての大工 (Snickriyrket)と

区別される｡

1)製作されるものの性質 - 木工スロイ ドでは一

般的由 まより小さいサイズのものが製作されるのに

対 して.職業としての大工では一般的により大きい

サイズのものが製作される｡

2〕スロイ ドする人 (呂Iajdare)にとって重要な道

具であるナイフは,職人である大工にはあまり重要

な道具にはならない｡
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3)作業のやり方 ;職業としての大工に存在する分業

はスロイ ドではおこなわない｡旋盤作業は,教科と

しては木のスロイ ドから区別される｡》

ここでは,サロモンはスロイドの授業では1種類の

スロイ ド,すなわち木工スロイ ドをとりあげることを

主張 している｡国民学校のカリキュラムにスロイ ドが

入ってきた段階では他の教科の授業時間との関係でス

ロイドに当てることができる時間は限 られているとい

うことが主な理由である｡ また,学校で木工をとりあ

げる際の留意点として,職人ならばあまり重要でない

であろうナイフがスロイドでは ｢最 も重要な道具｣で

あるとされた点や,労働過程の近代化ででてくる分業

は,スロイ ドでは否定される点が,サロモンの教育方

法の特徴である｡

《Ⅴ.生徒の数瀞では,次のことが述べられているo

電一般的に個別指導が推薦される｡スロイ ドの授業

では学級教授は原理的にも実践的にもよくない｡制限

された数の生徒だけが,一人の教師によって同時に指

導できる.)

をⅤ.生徒の数)という項目を特掲 していることは

注目されるoスロイ ドの授業では,一人の教師が同時

に指導する生徒数は少人数でなければならない,とサ

ロモンは強調 している｡ これは,かりに他の条件が整っ

たとしても最終的にスロイド教育の成否を左右するは

どの条件にlj:ると筆者には考えられるo当時のスウェー

デンでは,いくつかの資料でみるかぎりこのサロモン

の主張がかなりの程度尊重 されていたように思われ

る牛｡

*HjalmarBerg'Inforandetochordnandet

av Sl占idundervisning for goSSar Vld

Stockholmsrolkskolor'(1932),8.49や Anna

SorenBen"SueTtSha/oLhsholanshistoriam"

(1942),5.429などに掲載されているスロイ ドの

授業の写真などには十数名の生徒が授業でスロイ

ドに取 り組んでいる様子が示されている｡

サロモンは,次章に述べる ｢完成段階におけるテー

ゼ｣では, いっそう踏み込んで,許容される人数を具

体的に示 している｡ちなみに,日本の小学校への手工

教育の導入に際 しては,この種の条件が軽視されてい

たことをっけ加えておく｡

《Ⅵ.モデル》

電スロイ ドの授業は,図面によってではTj:く,眼で

みてわかりやすいようにモデルによって教えられる｡

モデルの下に紙をおいて直接にうつすか,定規とコン
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パ スに よ って作 図 す る｡ それ に対 して. 型 紙

(schabloner)は使用 してはならないo卦

ここでは,以前のテーゼでは学校が備えるべき ｢設

備｣の項の中で述べていた 篭IV.モデル卦を独立 した

項目として説明 している. ここに述べ られた主張は,

サロモンのスロイ ド教育システムが ｢モデルシリーズ｣

として定式化されるにいたったことを示唆するきわめ

て重要な内容を含んでいる｡

ここでサロモンは,スロイ ド教育システムは図面で

はなく,作品モデルで構成されるべきことを説いてい

る｡たとえば,1882年の 『スロイ ド学校と国民学校

第 4巻』において ｢モデルの利用は,純粋に教育学的

な観点からスロイ ド教育が十分に有用であるためには

絶対的条件｣と述べている2㌔

また,モデルか ら図面を作 ることは容認 される｡

｢たとえ,紙のうえになされていなくて も,つ くる対

象になされた作図をとおして,スロイ ドと製図は多 く

の点で共通点がある｡ スロイ ドはある点では製図を前

提として要求する｡｣25)

しかし,型紙による方式は排除されている｡彼の後々

まで一貫する主張の根幹部分の一つである｡

これに続いてサロモンは, {モデルシリーズを組み

立てる際に,注意すべき諸事項)を a) モデルの選

択と も)モデルの編成に分けて詳細に説明 している｡

《a)モデルの選択については,

1)ぜいたく品は排除する

2)販売目的ではなく,家庭での使用を見出せるも

の

3)作品は他者の援助なしに子どもによって完全に

製作できるもの

4)製作するのに必要なだけの木を加工する

5)モデルには色を塗 ってはならない

6)できるだけ少ない木材が消費されること

7)子どもが堅い木の種類の加工 とやわらかい木の

種類の加工の両方になれること

8)旋盤作業と木彫は例外的に行なわれる

9〕作品は子どもの形態感覚と美的感覚の発達を促

すものでなければならない｡ これに到達するため

には,モデルシリーズはいくっかの形をっくる作

業 (スプーン,ひLや(などのわんさょくLた面

をもっ作品,プリ-- ンドや目でみて評価してつ

くられるようなもの)を含んでいなければならな

い ｡

10)モデルシリーズの作品を仕上げた後で.生徒は

スロイ ドの種類の中にあるより重要な道具をすべ

て利用すべきである｡それらの使用に関する多様
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な知識と多様な接合法の練習を生徒は獲得 してい

なければならない.卦

1), 2)紘,販売目的ではなく, またぜいたく品

ではなく,家庭で用いるものを生徒に製作させるとい

ラ,作品 〔モデル)の種類に関する事項である｡ しか

し, 3)以下では,選択すべきモデルに関する留意事

項ではなく,生徒におこなわせる作業に関する留意事

項である｡ 2種類の留意事項の混在は,サロモンのテー

ゼが熟 していないことを示唆しているのかもしれない｡

なお, 宅5〕モデルには色を塗ってはlj:らない藩は,

生徒の作品についても色を塗ることを排除 しているこ

とを示しているoそのことによって,生徒の道具の使

用具合が隠れてしまうことを避けることを意図 してい

る｡

《b)モデルの編成に関しては

1)シリーズがよりやさしいものからより難 しいも

のへ,より単純なものからより複雑なものへ飛躍

なしに進行 していか ねばならない

2)必要な変化がある

3)それぞれのモデルの位置は,教師の直接の援助

なしに完全にまねることができるような条件を特

別に考慮 して決定する.

4〕生徒がいかなるレベル (技能のレベルや経験の

有無)であっても運行できる作業であり,さらに

正確な作業をっねに運行できるようにモデルは組

織されなければならない｡

5)最初のモデルの製作のときには少ない数の道具

が使用されるが,シ1)-ズが進むにつれて新 しい

道具と操作が徐々に導入される｡

6)基礎的な道具としてのナイフは最初の段階では

頻繁に使用される｡

7)一般的に最初の段階のモデルでは,やわらかい

種類の木は使用されない｡

8)シリーズの最初の段階のモデルはすぐに完成で

きるものを,その後徐々により長い時間をその製

作に要するモデルに移っていくoy

ここでは, 竜よりやさしいものからより難 しいもの

へ蒼, 竜より単純Ij:ものからより複雑なものへ)など,

モデルシリーズの編成原理が簡潔に示されている｡

サロモンのスロイド教育システムの最も重要な特徴

の一つは,作品例としての ｢モデル｣を重視すること

である｡ これについてサロモンは後年,｢最初のモデ

ルシリーズは 『直観的』につくられた｣と述べていた｡

これは,ネ-ス ･少年スロイド学校での経験をもと

につくられたと考えられる｡ サロモン自身は,1877年

のオスダールでの展覧会において ｢最初に方法的に組

織されたモデルシリーズ｣が展示されたと述べている

が如,これについては資料が見っかっていない｡1878

年に開催されたパリ万国博覧会において出品されたの

紘,その報告書によるt27),ネ-ス .少年スロイ ド学

校の生徒による作品とスロイド教員養成所 (1年制)

の生徒による作品であった｡

またサロモンは,1893年に書いた論文において約15

年前,すなわち1878年頃のスロイ ド学校の活動を回顧

し, その当時は ｢多 くのスロイ ド学校 で は見本

(指rebilder)はなかった｣と述べている的｡

｢教師が描写 したものを生徒に与えたり,生徒と一

緒に作業することによって教えた｡ しかし,そのよう

な計 画 性 の な い教 授 か ら見 本 ま た は モ デ ル

(farebilder-modeller)が利用されるようになって

いった｡スロイド学校で製作されるものが注文や展示

のためのものである限りにおいては,モデルのコレク

ションでしかなかったが,モデルシリーズに発展する

ためには,まず教授の目標を決めることが最も重要に

なった｡ヘムスロイドの振興を目的とするスロイ ドの

モデルシリーズと純粋に教育的な目的のためにスロイ

ド教育のモデルシリーズとは,まった く異なってい

た｣29)と述べている｡ ここに,｢モデル集成｣ か ら

｢モデルシリーズ｣への飛躍が語 られている｡

サロモンにとっての ｢モデル｣は,第一義的には,

生徒にスロイドを教えるために活用されるものである｡

それとともに,セミナーに学びに来る自国や他国の教

師や研究者たちにスロイド教育システムの核心を伝え

る手段とされていることが注目される.

3.オットー ｡サロモンによるスロイ ド教

育システムのテーゼの完成
- ｢モデルシリーズIl｣段階 (1888-)の文書

から-

サロモンは,1891年7月に ｢スウェーデンのスロ

イド教育システムの基本テーゼについての体系的な提

示｣を 『スロイド教育時報』に公表した叫｡サロモン

自身が ｢基本テーゼ｣ と称 していることが注目される｡

これ以降この種の文書は書かれていないので,筆者は

これにより,サロモンによるスロイド教育システムの

テーゼが完成 Lたということができると考えるo

サロモンはこのテーゼを, 電A.基本的概念 B.

スロイド教育の目的 C.スロイ ド教育の組織)の 3

つに分けて定式化 している｡従来のテーゼとの大きな

違いは, 宅A.基本的概念賢を簡潔な文章で独立 させ

ていることである｡そこでは,スロイ ド教育の基本的

概念は, 竜スロイドは,手工職人的な方法ではない方

-54一



名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要 〔教育科学)

法である作業を行なうことである｡ 教育学は,教育

〔uppforstran)と教育技術に関する学説である｡教

育の目的は,人間が生活をよ くしてい くことであ

る.3?とされているO

紬 .スロイド教育の目的罫は,以下のように整理さ

れている｡

鑑基礎的な教育施設は生活のために間接的に準備を

しなければならないので,スロイド教育の目的は,主

として形式的陶冶- 精神と肉体の話力の発達 -

を達成することを試みることである｡

スロイド教育が目指す形式的陶冶は,

一般的に労働への晴好と愛を育てること

肉体労働への敬意を育てること

自己活動を発達させること

秩序,凡帳面さ, 清潔さ,整理整頓に慣れさせる

こと

注意深さを発達させること

勤勉さや忍耐強さに慣れさせること

体力の発達に作用すること

眼を訓練し,形態感覚を発達させること

ある程度の一般的技能を育てること

これに,道具の正 しい使用法に関する技能やよい作

業を運行する技能を育てるという実質的な目的が加わ

る.)

最後の2行は ｢実質的な目的｣であり,前述の形成

段階のテーゼでは,｢一般的な技能を育てる｣ことが

｢実質的なE]的｣とされていた.この ｢実質的なE]的

(materlelltsyfte)｣とは,｢形式的陶冶 (formell

bildning)｣が間接的であるのに対 して,直接的なも

のをさしていると考えられる｡形成段階のテーゼでは,

スロイド教育の形式的陶冶の目的として7項目を掲げ

ていたが,ここでは ｢注意深さ｣と ｢勤勉さや忍耐強

さ｣を別項目として計 8項目に拡充されていることが

注目される｡

《C.スロイ ド教育の組織》

《Ⅰ.一般的な基礎》

電作業は,その重点を完成した生産物におくべきで

はなく,作業それ白棒,それの生徒の発達にとっての

意味におかれるべきである｡すなわち,教師の側から

も生徒の側からもその選択にまかせるべきである｡生

徒にとってなにか有用なものとして理解されること,

必要な変化をまねくものであること,思考においても

作業の運行においても生徒の独立性が認められること,

鷲沢品の製作ではないこと,作業者の能力と体力にふ

さわしいものであること,作業者によって正確に遂行
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される性質のものであること,教師によって注意深く

管理され,統制されるものであること,作業は清潔で

あり,整理されたものであること,思考活動が十分に

要求され,機械的に遂行されるようなものではないこ

と,健康に有害でないこと,動くことをっくり出すか

許容するようなものであること,身体的な発達にとっ

て良いか又は有害でない姿勢で遂行されること,形態

感覚と糞的感覚の訓練に貢献できるようなもの,多く

の道具と操作の使用を要求するもの,方法的に組織さ

れえること,などが留意されなければならない蒼

ここに掲げられた諸項目は,サロモンが掲げるスロ

イド教育の基本的な目標,教授の留意事項が注意深く

列挙されている｡ただし,ここには ｢形態感覚と美的

感覚の訓練に貢献できるようなもの｣など前項 竜B.

スロイド教育の目的)に掲げられた項目と微妙に重複

する内容もふくまれている｡販売目的がのぞかれてい

ることには,繰 り返 し注目しておきたい｡

《Ⅱ.教師》

iスロイ ドの授業は,教育学的Tj:教育を受けた人間

によって,また他の理論的教科を教えている人間によっ

てなされることが望ましい｡》

ここでは,前回のテーゼにみられた教師の指導法に

関する事項は削除され, スロイドの授業を担当する教

師に求められる資質に関する事項に限定されている｡

スロイド教育において教師の役割が重要であることは

終始一貫 したサロモンの主張であった｡

《Ⅱ.スロイ ドの種類》

モスロイドの授業は,それぞれの段階において, 1

種類のものに限定するべきである｡即ち,教育学的な

観点からみて最 も適切なスロイドの種類は,木工スロ

イドである｡〉

スロイド教育システムでは木工が最適だとするサロ

モンの主張が繰 り返されている｡

《Ⅳ.生徒》

iスロイド教育の目的が十分に達成されるようにす

るためには, 生徒は一般的に11歳の年齢に達 していな

ければならない｡教育的スロイドにおいて最大の配慮

が生徒の個性と作業の凡帳面な監督におかれるのであ

れば,一人の教師によって同時に扱われる生徒の数は

8名から20名に限定されるべきである.斎

ここでは,先達の程度からみてスロイド教育を施す

のは一般に11歳からとする従来からの主張と,一人の

教師によって同時に扱われる生徒の数を8名か ら20名

に限定するという教育条件が述べられている｡後者に

ついてサロモンは従来から少人数であるべきことを主

張 しており.ここでは具体的に限定 していることが注
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目される｡

《Ⅴ.方法》

昔徐々に進んでいく方法は, スロイ ドの種類に含ま

れる練習にもとづいて組み立てられる｡練習は ｢前練

習｣として抽象的に運行されるのではなく,実際の作

業に含まれるものでなければならない.一 目でわかる

よ うにす るため に は, 授業 は主 と して モ デ ル

(modeller)加囲面 (teckningar)に したがってな

される｡スロイ ドは図面と組み合わせることができる｡

図面はフリー- ンドかまたは設計によってなされるo

それに対 して型紙 〔schaもloner)は使用 されてはな

らない｡決められた寸法を遵守することがきわめて重

視される｡授業の対象は,大工 〔呂nickeri)ではなく,

木工作業 (snickerislojd)であるので,基礎的で,

もっとも普通にある道具としてのナイフが含まれるべ

きである｡最初の作業は小さなもので, 短時間で完成

されるものであるべきで,次第により長い時間と体力

を要求されるものに移行 していく｡ 作業の遂行につい

ての授業は,個別指導によるべきであり,学級指導と

してなされるべきではない.蒼
ここでは,いくつかの事項が注目される｡ i徐々に

進んでいく方法は,スロイ ドの種類に含まれる練習に

もとづいて組み立てられる藩というテーゼはここでは

じめて登場するoサロモンが ｢練習｣(avning)とい

う概念を発見 したのは,1887年頃であったと考えられ

る｡『スロイド教育時報』にはじめて この概念が使用

されたのは,1887年 5月であった31)O この ｢練習｣ と

いう概念でモデルを製作するときに含まれる作業を分

析 し,それをもとにモデルの配列を設定 してシリーズ

を作 り上げたものが ｢モデルシリーズII｣であるo こ

れが,練習にもとづいて組み立てられた最初のモデル

シリーズであった｡ このテーゼにはこの事実が反映さ

れている｡

またサロモンのスロイ ド教育においては当初からモ

デルを重視 していたことは周知のところであるが, こ

こではモデルと図面とを併用することが勧められてい

る｡大きな変化の一つといえよう｡

個々の授業で指導する生徒の人数を制限すべきこと

は,早い時期からのサロモンの関心事であり,これは

以前のテ-ゼでは 竜生徒の数音の項に述べられていたo

今回のテーゼでは, 竜Ⅴ.方法音の項に入っている｡

サロモンは,周知にように,スロイ ド教育において

ナイフを活用することを重視 していた｡このことは,

次の 竜Ⅵ.道具)の項ではなく, iv.方法蒼 に入 っ

ていることが注目される｡

《Ⅵ.道具》

電子ども用の特別の道具ではなく,実際の生活に存在

する道具が作業に際して使用されるべきである｡生徒

には自分が使用する道具を自分で準備し,研 ぐように

することになれさせるO卦

ここで, ≪子ども用の特別の道具ではなく,実際の

生活に存在する道具を激使用させるという主張は, 1

つの重要な見識である.当時,デンマ-クのコペンハ-

ゲンでは,子どものための特別な道具を開発 して,早

れをスロイ ドの授業で使用することがアクセル ･ミケ

ルセン (AkselMikkelsen) という人物によって提

唱され,実践されていた｡サロモンは1891年 ごろには

ミケルセンとスロイ ド教育をめ ぐるい くっかの問題

(個 別 指 導 か そ れ と も一 斉 教 授 か , 前 練 習

〔faravningar)の是汎 道具はナイフから始めるか,

のこぎりから始めるか,製作 したものをやすりやサン

ドペ-パーで磨 くことの是非など)について論争を展

開することになるが,このテーゼにはその一つが反映

されていると考えられる｡

i生徒には自分が使用する道具を自分で準備 し,研

ぐようにすることにTj:れさせる.)という点 は,大人

と同じように道具を使 うことを教えようとする姿勢が

うかがえる｡

《Ⅶ.材料》

(多様なかたさと性質の木材が加工されるべきであ

る｡木材 も他の材料も教師の世話のもとに用意される｡

生徒は作業の運行にもっともふさわしい材料を取得す

るey

以前のテーゼでは,｢材料｣という項 目はなく′,｢モ

デル｣の項目の中に入れられていたが,このテーゼで

は独立 した項目となった｡また, 前回のテーゼでは,

｢子どもが堅い木の種類の加工 とやわ らかい木の種類

の加工の両方になれること｣とされていたが,ここで

はより簡潔な表現となっている｡

《Ⅷ.完成 した製作物》

竜製作物は子 どもによって,または彼 らの家において

利用されるものでなければならない｡いわゆるぜいた

く品であってはならない.製作者のものになるo藩

この実用品を製作 し,家庭で使用するという点は,

サロモンの一貫 した主張であった.
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4.まとめにかえて

- サロモンにおけるスロイ ド教育システムの骨

枯とその展開-

川 一貫 していたサロモンにおけるスロイ ド教育 シス

テムの骨格

以上の分析から判明する重要な結論の一つは,サロ

モンにおいては,按がこの事業に着手 したかなり早い

時期- 少なくとも ｢モデル集成｣ が構想 された時

期には,早 くもスロイド教育システ■ムの思想の ｢萌芽｣

というべき骨格が形成されていたとみなされることで

ある｡ネ-ス ･スロイ ド少年学校を開始 してから4年

経過 した段階で,そのときサロモン自身は27歳であっ

たが,このような骨格を作りえた事実は驚 くべきこと

であるように思われる｡

第二に.そのわずか数年後に ｢モデルシリーズⅠ｣

の形成と相まって, スロイ ド教育システムの理論的な

枠組みは飛躍的に強化されたことが注目された｡筆者

はこれを ｢サロモンにおけるスロイ ド教育システムの

形成の段階｣と特徴づけた｡それは, ｢萌芽｣ の段階

の理論を精轍化 し,部分的には発展 ･変更 したもので

あったが, 全体としての基本的な枠組みは変更される

ことなく,一貫 していたことが注目される｡

第三に,｢モデルシリーズⅡ｣｢モデルシリーズⅡ｣

への変更 ･発展 とともに,サロモンにおけるスロイ ド

教育システムの理論は,｢形成｣の段階か ら ｢完成｣

の段階に到達 したとみなされた｡それは,後述するよ

うに ｢形成の段階｣への部分的な変化を含むものであ

るが,基本的な枠組みを変更するものではなかった,

といえる｡

このことは,スロイド教育の目的や内容などに顕著

に認めることができる｡すなわち,スロイド教育の目

的の中で,形式的陶冶として掲げられた諸項目は本稿

でみたようにほぼ最初から同じ内容であった｡スロイ

ド教育の内容について,｢萌芽｣の段階では ｢木工 と

木工旋盤｣,｢形成｣の段階では ｢木工スロイ ド.旋盤

作業,木彫を含めた木のスロイ ド｣.｢完成｣の段階で

は旋盤作業 と木彫は除外 して.｢木工 スロイ ド｣だけ

に限定 していた｡多少の変化はあるものの,木工を重

視することでは一貫 していたといえよう｡

以上が, 本稿の最 も重要な結論の一つである｡

(2) サロモンにおけるスロイ ド教育システムの展開過

程の論点

こうした特徴を生み出し,可能ならしめた背景につ

いての感想を以下に略述する｡

サロモンにおけるスロイ ド教育システムの展開過程

第53巷第 1号 〔2006年度)

を段階区分する際の主要なメルクマールは,本稿の冒

頭にのべた彼のモデルの ｢集成｣段階から ｢モデルシ

リーズIJ｢モデルシリーズⅡ｣｢モデルシリ-ズⅢ｣

への発展であった｡そこにみられる主要な変化は,モ

デルシリーズの数量原理,構成などであった｡

これを,彼がそれぞれの ｢シリーズ｣の展開にそく

して述べたスロイ ド教育 システムの理論に注目してみ

ると.上記tlIに略述 したように基本的枠組みは変わっ

ていないが,以下に述べる若干の点で変化,発展を認

めることができる｡

最初に指摘すべきことは,1887年以降になるとモデ

ルを製作するときに含まれる共通作業を分析 し,それ

を ｢練習｣と名づけ,それをもとにモデルの配列を設

定 してモデルシリーズを作り上げるという方法を作 り

上げたことである. そのことが ｢完成｣の段階のテー

ゼに反映されている｡

また,｢萌芽｣の段階では,製作 した作品を販売す

るという方式であったもの中書,｢形成｣ の段階以降 は

｢作品が生徒のものになる｣ことへ大きく転換 した｡

さらに,製図の位置づけに変化がみられることであ

る｡サロモンは.スロイ ド学校創設当時から製図の教

育を重視 していた幸｡

*サロモンは1876年に当時の国民学校とスロイ ド

学校のための用器画教科書 (Korthandledning

Hinearritning砧rrol血-ochsl凸jdSkolor)杏

執筆 して,製図の教育に取り組んでいた｡

1878年から開始されたスロイド教員養成のための講

習会 〔最初は5週間,その後6週間)においても当初

は製図の教育は重視されていた｡ところが,モデルの

製作に時間が不足 しているという講習会参加者の声か

ら次第に製図は講習会では教えられなくなった辛｡

*サロモンは,1897年 6月30日に行なわれた25周

年記念講話において ｢私たちの最初のモデルシリー

ズがあまりにも島すぎて,生徒が完遂することが

難 しかったこと｣｢モデルのみを一方的に使用 し

て見本としての図面の意味を見落としたこと｣を

ネースでのスロイド教育の不十分点として述べて

いる3㌔

本稿でみたように,｢形成｣の段階ではサロモンは

スロイド教育システムが図面ではなく,作品モデルで

構成されるべきことを説いていた｡ところが,｢完成｣

の段階ではモデルのみで教える方法からモデルと図面

とを組み合わせて教える方法への変化がみられる｡
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蓑 3 オッ トー ･サロモンの外遊に関する年表
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～6年

5月-6月にはフィンランドのヘルシンキ,エケネース, ヴィポルデ,ユペスキュレ (師範学

校)を訪問,ロシアのサンタ ト･ペテルブルク 〔観光旅行として)0

4月パ リ 〔フランス)を訪問｡サ リシーと会う｡

3月～4月にはコペンハ-ゲン,ベル リン, ライブチッヒ,アムステルダム,-ーデ,ブリュッ

セル,パ リ,オスナプリュックを訪問｡ ライブチッヒでは,カール ･ビーダーマンと,パ リで

はサ リシーと会 う｡

コペ ン-ーゲン,アムステルダム,ハーグ,ブリュッセル (フレーベル式子ども園), パ リを

訪問. コペンハーゲン,キール,ゲッチ ンゲン,アムステルダムにおいて講演oオスナプリュッ

クでは手工教育に関する会議に参加｡

4月～5月はウィーンに滞在｡プラハとブタペス トの学校を訪問｡その後,ベルリンで滞在｡

同年8月オスロで開催された教師会議に参加 して講演｡

デンマーク, ドイツ,スイスにて講演｡イタリアを訪問｡その後, ドレスデンとマタデプルグ

で開催された手工教育に関する会議に参加｡秋には, コペンハーゲンを訪問,そこで講演｡

コペン--ゲ ンのアクセル ･ミケルセン巷訪問｡マタデプルデにて開催された ドイツ少年手工

教育協会の会議に参加｡

5月にロンドンに滞在｡ コペンハーゲンでの展覧会の審査員 として参加｡

イングランドの学校を訪問｡その後,パ リ万国博覧会に参加｡9月にはハ ンブルグで開催 され

た手工教育会議に参加｡

コペンハーゲンの学校を訪問.オスロで講演o

デンマークのアスコープ国民高等学校を訪問｡その後コペンハーゲンを訪問.

5月にコペンハーゲンを訪問｡

4月にオランダの学校を訪問｡7月にノルウェーにてハイキング

ロンドン,パ リ,ベルリンの大学図書館にて遊びの歴史を研究｡オックスフォードでの教師会

議に出席｡そこで講演｡

9月にコペンハーゲ ンを訪問 (自転車で).

デンマークの7スコープ国民高等学校 とバ レキィルデを訪問 (自転車で)0

同年12月から翌年にかけて,ノルウェーのホルメソコ-レンにあるサナ トリウムにて静養

オランダとベルギーをとおってパ リを訪問 〔自転車で)｡ フランスの手工教育の実践家 と交流｡

秋にノルウェーのホルメンコ-レンにあるサナ トリウムにて静養｡

4月～5月はナポリ,ローマ, ヴェネチィ了を訪問0 9月にはバー ド･ノイハイムで滞在. ス

イスのモントローで後車法のために滞在｡スイスでペスタロッチの足跡を訪ねる旅行｡帰国の

途中に, ミュンヘン,ニュルンベルグ, ドレスデン,ベル リンにて滞在｡

4月-5月 ドイツのバー ド･ノイハイムで静養のために滞在｡

南イタリアを通 って,5月はバー ド･ノイハイムとビィ-スパーデンに滞在｡同年秋 には, ド

イツとスイスを旅行oスイスのインテルラーケンとモントローに滞荏

5月-6月はベル リンにある体操教員養成所を訪問.その後 コペンハーゲンへ0

3月-5月にかけての6週間をイタリアで過 ごす｡遊びの歴史の研究と学校請問o

3月-4月はイギ リス各地を旅行Oポー トマスで開催された教員会議で講演oイギ リス各地の

学校の授業を見学O同年 5月にはオランダのハ-レム, ブローメンダ-ル,アムステルダムに

て講演｡同年年末はノルウェーのホルメンコーレンにて滞在｡

05年10月からベル リン, リエージェ 〔ベルギー),パ リに滞在｡06年 4月にバー ド･ノイハ イ

ムで 1ケ月滞在｡

1907年春 バー ド･ノイハイムに滞在｡

(HangThorbjarnsson,Na鮎 ochSalomo托ISlbjdeT"亡hlehen,1990,S.54の蓑をもとに作成)
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t割 サロモンにおけるスロイ ド教育システム思想形成

の背景

以上に略述 したサロモンにおけるスロイ ド教育シス

テム思想形成の背景について,筆者は以下のような感

想巷もっ｡

サロモンのスロイド教育思想の根底には,労働する

ことの大切さを教えること- 労働 と教育 とをむす

ぴっけようとする思想が最初から-害 して横たわって

いた｡スロイド学校は国民学校と統合 してこそ,民衆

から支持されるものになりうる｡ また,国民学校は労

働をきちんと教えることなしには,民衆からの支持は

得られない,という教育思想をサロモンは当時の国民

学校やスロイド学校をめぐる現実から学びとったよう

に思われる｡そして,学校のなかに労働を位置づけよ

うとすれば,それにはスロイドが最適であるとサロモ

ンは考えたのであろう｡ その背景には,当時のスウェー

デンの90パーセントの国民学校が農村部に設立されて

いた事実についてのリアルな認識があったと考えられ

る｡ しかし 本稿で述べたように,サロモンのスロイ

ド教育の目的である,形成すべき人間像は,きわめて

近代的な労働者であった｡

このようなサロモンにおけるスロイド教育システム

思想の背景には,近代の教育思想の影響を読みとるこ

ともできる｡サロモンが近代の教育思想を学び始めた

のは,1877年 5月にフィンランドのシグネウス巷訪問

した後,社に近代の教育思想を学ぶことを勧められて

以降のことであるとされてきた｡これはサロモンが,

ペスタロッチ,フレーベル,ルソー,ザルツマンなど

の本を書店に発注 したことを示す1878年頃のメモが残

されている細ことからも推測される｡ しかし,シグネ

ウスに会う1877年以前の1876年に執筆された 『スロイ

ド学校と国民学校 第 1巻』などの記述からは,サロ

モンはすでに近代の教育思想についての一定の見識を

もっていたことを読みとることができる｡こうした経

過についてのより具体的な解明は,今後の課題として

おきたい｡

さらにいえば,サロモンのスロイド教育システム思

想形成の背景には,近代学校の制度的特質に関する洞

察があったのではないかと思われる｡ スウェーデンに

おいて,国民学校が制度化されたのは1842年であった

が,実態として定着 していくのは,1870年代から1880

年代にかけてのことであったと考えられる｡ サロモン

がスロイドを国民学校に導入していくためにスロイド

教育システムを形成 していった時期は,近代学校の成

立過程のなかであった｡この近代学校の成立過程とス

ロイド教育との関係については,稿を改めてさらに詳

第53巻第 1号 (2006年度)

しく論 じたい｡

最後に,本稿では詳細にふれる機会はなかったが,

サロモンの外遊経験に触れておく必要があろう｡被は,

前述のように1877年にフィンランドを訪問した｡これ

は被の最初の外遊であった｡その後彼 は1881年4月に

はパリにサリシーを訪問し, 交流を深めた｡その後の

サロモンの生涯にわたる事績を調べてみると,故は18

82年をのぞき,最晩年にいたるまではぼ毎年,遠 くは

イングランド,イタリアを含むヨーロッパ各地を訪問

していたことがわかる (蓑 3)019世紀に入ると各国

に鉄道が発達 して外遊も比較的容易になってきたとは

いえ,サロモンの外遊の豊富さはきわだっていたとい

える｡その外遊はたんなる観光や静養のためではなく,

各国に在住するかってのサロモンのスロイド教育講習

会への参加者を訪ね,それぞれの地域の教育事情の視

察と意見交流に費やされることが多かったと思われる｡

本稿の課題との関連でいえば,スロイ ド教育システ

ムに関するサロモンの構想は,上述したように彼の度

重なる外遊以前にすでに萌芽がみられたことがまず注

目される｡その後数多くの外国の教育に関する知見を

もっようになってからも,故の構想はその骨格の基本

的枠組みは変更されず,細部の変更を含みながらいわ

ば次第に精轍になったに過ぎなかったことがわかる｡

こうして彼の洞察は,外国の事情に関する豊富な知見

が加わっても揺るがなかったという点は特筆すべきで

あろう｡ 反面で,スロイ ド教育システムが早い時期か

ら, かっ長期にわたって諸外国の教育関係者から注目

されたのは,サロモンのこうした確固とした構想に裏

付けられていたからであるといえるように思われる｡
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The Thesis of Educational Sloyd system by Otto Salomon

Etsuo YOKOYAMA *

In this paper, the author alms to analyse the characteristics of Otto Salomon's thesis of

Educational Sloyd system. To be concrete, the author introduced three writings (that provide a

thesis) of Salomon's regarding Educational Sloyd system, and analyzing the characteristics of

Educational Sloyd he had developed, illustrating the development process of Sloyd education

amidst the development of a modern educational system in Sweden. The main findings are like

below;

1. For Salomon, in early period, when he designed" model collections" , frameworks thought to be

Hthe sprouts" of Educational Sloyd system.

2. A few years later, forming of "model series I", he intensified a theoretical framework for

Educational Sloyd system. The author defined this as "the period of forming Educational Sloyd

system by Salomon". He elaborated the theory in the "sprouts" period but the basic framework

was not changed.

3. With the change/ development to the "model series IT" and "model series ill", it seemed that

Salomon's theory of Educational Sloyd system arrived at "the period of completion" from "the

period of forming". It included the partial change to "the period of forming", however it did not

changed the basic framework.

key words; Otto Salomon/Educational Sloyd system/thesis/model collections/model series
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