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はじめに

ウノ･シグネウス(1810･1888掴二当時のフィ.ンラン ドにおける預言者であった019世紀の半ばにおいて､

彼は工作教育の未来-と続 く道を整えたといえる｡フィンラン ドにおいて工作教育は 140年を越える歴史

が存在 しているが､フィンラン ド国民学校の父と呼ばれるウノ ･シグネウスもその歴史の中の-人物であ

る｡彼は神学と科学､歴史を学び､牧師としての修行をし､複数の言語を使いこなし､広く海外で働いた｡

彼は新 しい状況にすぐに適応 し､革新的で､勤勉で辛抱強い人物でもあった｡かつてフィンラン ドは巨大

なロシア帝国のはずれにある一部であり､そのような地理的状況は､他国との交流や他国からの影響を受

ける機会を保障しなかったが､このような中､シグネウスは海外で働 く事を通 じて大衆教育の基礎を得た｡

しかし､この時期はフィンラン ドが国際化を進める時期であり､フィンラン ドは社会経済的基金をつくり､

国内で何か新しいものが発展されるとすぐに知れ渡るようになってお り､国際的ネットワークを持つこと

が必要不可欠となっていた｡当時､フィンラン ド語を話す事ができる知識人はほとんどいなかったが､そ

の中でも話す事ができたのが､スネルマンやシグネウスと､ヨーロッパのそのネットワーク内の者であっ

た｡このスネルマンについては後述する｡ところで､職業教育を制度化するべき時期が来ると､ナショナ

ルスクール制が作られた｡当時は工業化が明らかであり､職業のための教育の発展が重要であった｡19世

紀の終わりに種々の国で導入された最初期の職業教育は北欧諸国における発展により触発されたものであ

る｡工作教育の創設者としてのシグネウスについては､例えば Laurila､Ottelin､Salo､Harni､Gladh､

Ju呂Bila､Nurmmi､Kananoja､Kantola､Lakotievaによっていくつかの論文が発表されている｡ また､

KantolaとLakotievaの研究が本稿の基礎となっている｡

工作教育(Ⅰ亡antola､1997)には長期にわたって燦然と輝いてきた国際的評価がある｡イギリスの学者 D.J.

whittaker(1965)はイギリスにおける最初期の工作教育について研究したが､彼は400ページを越える大

規模な論文 『TheSloydSyStemtAScandinavianContributiontoEducationwithSpecialReferenceto

Britain』の中で 19世紀の終わりに勃興したスロイ ドと呼ばれる運動について論証 している｡ より正確に

述べる年らば､｢女子と男子のための必修の工作教育がフィンラン ドの 406校の国民学校にて始まった｣(同

p.128)として述べられている｡ そしてその後に､運動がフィンラン ドの外､つまり最初にスウェーデンと

他の北欧諸国に広まり､続いてイギリス､そしてその他のヨーロッパ諸国とアメリカに広がったとしてい

る｡Kananojaは､他の国の研究者についても､その国の工作教育の根源は同じであるとしている｡また､

スウェーデンでは､多くの要素が工作教育に付加されているoその第一段階では､オットー ･サロモンが

その理由であるとされている｡Kananoja(1990､8-9)はシグネウスとサロモンの工作教育の発展について

それぞれの意義を比較したが､彼によればシグネウスの意義は普通工作教育の導入にあり､サロモンの中

心的意義はその教育学的発展と､それを国際的に広めたという点にあるとしている(Herrera&Ybkoyama,
2002)｡これはシグネウスにはそこまでを行 う時間がなかったためである｡ところで､Whittal亡erや前述の

研究者たちはシグネ ウスが学校工作の創始者であると国際的に認知 されている事は示 してお り､

WhittakeHま彼の 1965年の論文の中で北欧の工作運動について ｢Thechiefe叩OnentOfthemovementin

thebeginningwaSaFinn,UnoCygnaeu昌(この運動の初期における代表はフィンラン ド人のウノ ･シグネ

ウスであっ･た)｣と述べている｡またこの意見は ドイツ人の名誉教授 Rappkeの博士論文の序文においても

｢EingrossesVerdienStdeSFinnenUnoCygnaeuslieg上darin,dieArbeitspadagogikdesSl軸lindie

allgemeineSchuleintegriertzuhaben･alSemanZipatori告ChesPrinEip,wieerglaubte｣･として述べられ

ている(Reincke､1995､8)0Reinckeが訳すところによれば､Rappkeはウノ･シグネウスの主たる意義は

工作を普通教育の中に､自由な形で統合 した事である､というように考えている､とのことである｡
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1.高度に実践的な方向性における大衆教育の発展

18世紀の終わりに､国際的認識と共に､大衆教育をより役立っものにする､とい う試みが始められた｡

そこでは全ての少年に工作､主に木工を教えることが重要であると考えられ､また農業に関する知識を増

やす事もねらいとして存在 した｡重農主義の精神から､農業の発展と交易のさらなる自由化を任務 とした

経済協会が設立された(Ⅵrrankoski､1975､41)｡またフィンラン ドにおける啓蒙運動的理想の最初の支援

者の一人であるH.G.Porthanはフィンラン ド経済協会のメンバーでもあり､彼によって経済協会の事業

の一部は大衆教育の拡大となっていた(Halilal､1949､96･97)Oさらにアールマン学校を設立する事によ

って､経済協会は大衆教育を増やす事を意図していたくKytisti6､1955)oこれらの学校では､教育の大陸的

観念とともに､教育は実践的 ･実例的､また楽しめるものとなるよう計画されたが､計画は実現せず､ま

た Heporauta(1945､28)によれば生徒はただ読み書きとキリス ト教の教義だけを教えられていた｡ただ､

ひとつアールマン学校の注目すべき特徴として､それが散会ではなくフィンラン ド経済協会によって経営

されていたという点がある｡アールマン学校によって､大衆教育の再編成もまた関心の輪を広げっっ始ま

った｡

2.シグネウスー教育的スロイ ドの支援者

1858年の夏と秋の間､シダネウスはフィンラン ドの民衆教育の状況の自身の理解を深めた｡彼はスネル

マンより15年も早く同じ結論に到達していた :人々の言故字能力というものは見かけだけのものであって､

読んだものの理解は行われていないのだ(CygnaeuS1910､27･29;ⅠtyoStO1955､169).フィンラン ドを旅

行中に､シグネウスは産業の教授という考えを基礎としたであろう国民学校の支援者であった｡このよう

にして職業と農業の教育という異なる形式のものがカリキュラムの中に組み込まれていった｡

自治政府は､それが中央ヨーロッパに研究旅行に誰を行かせるかを決定する権利を保有することを定め

ていた(Halila､1､1949､262･264)0Nurmi(1983､75)は､個人的な良い関係によって､シグネウスが選

ばれたのではない かと推測 している｡海外への旅行の道順は､スウェーデンとデンマーク経由で中央ヨー

ロッパに入るというものであった(Cygnaeus､1910､38)｡この方田子は､シグネウスに産業の教授について

意見に見切月 をつけさせ､彼を教育的な工作の教授の支援者にしたという影響を与えた｡フレーベル主義

の幼稚園(就学前学校)とLevanaの改善が彼の思想の変化に主に影響を与えた(ibid､1910､29)｡シグネウ

スは Levanaを良いモデルとはしなかったが､現在の教授法が全教育システムの改革を行いえたとしてい

る(ibid､1910､105)｡旅行の間彼は自分の感 じた印象を書き綴った文章を出版社に送 り､影響力のある行

政の役人と連絡を取っていた｡このようにしてシダネウスは人々が民衆教育の改革を忘れてしまうことを

防いだ(Nurmi､1979､111)0

1861年の春､自治政府はシグネウスの研究旅行の報告書を出版 した｡その報告書をもとに､自治政府は

シグネウスに彼の最終的な計画を提出する事 と同時にシグネウスの計画を調査し民衆教育の最終的な計画

を作成するための委員会を任命 したGbid.115･116)｡シグネウスの計画では国民学校は一般的な基礎学校で

あるとみなされていた｡国民学校の目的は若者を､神-の畏怖があり､分別がつき､心身ともに調和の取

れた状態に発達することで社会のために役立っよう教育することであった｡生徒たちは正 しい行動を理解

し労働骨尊敬するように導かれた｡学校はただ知識を与える事だけに専心するのではなく､全員が学校卒

業後にも役立っ､そのような一般的な器用さを与えられるようにするとされたOシグネウスは､器用さこ

そ労働者にとって非常に重要なものであるとした(Cygnaeus1910.295)0

自治政府によって任命 された調査委員会の意見は､シグネウスの意見とは三つの基本的な点で異なって

いた.それ らは､一般的な基礎学校としての国民学校であるという点について､工作の意味について､そ

して国民学校における手工のための教育について､であった｡調査委員会の意見では､工作は職業的な性

質に関するものであるべきであり､それは単に目的を刺激するだけのものであるとされた(CygnaeuS1910,
346)0

3.シグネウスの作業学校

シグネウスの意見では､国民学校は中等学校のような 『知識の学校』ではなかった｡実例的な教授 と実

践的な作業 とが一体化された､作業学校であると考えられた｡この方法にしたがって､生徒たちは､理論

的な知識を実践とつなげて､充実した熟練-と変換される(Cygnaeusl910,228,403,411,413,444)｡国民
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学校では､工作は他の教科と同等に考えられ､職業能力を得るという意味では教えられず､形式陶冶のた

めの教育を与え､教育的な性質を持つ教科であるとみなされた｡工作教育が職業能力を得ることに合わせ

られなかったため､教授は教育学の訓練を受けた国民学校教師によって指導されるとも考えられていた｡

工作教育の主たる目的は器用さの発達であった｡生徒たちは､異なるタイプの技術的道具と生活用品の製

作のため､ナイフから始まる単純な道具の使用に関する技能を身につけるよう訓練されるようなっていたI
(Cygnaeus1910,523･524)0

その目的が器用さの発達であるように､学校の課題は基本的な手工技能､つまり道具の使用 と素材-の

知識を与える事であるとされた｡教授の目標は､役に立っ技能の獲得であった｡教育的工作教育と職業的

工作教育を分ける事によって､シグネウスはその唯一の目的が即時的な経済効果である生産ライン作業を

脱 しようとした(Cygnaeus1910,31)｡教育的工作の反対者はその違いを完全には理解 しなかった｡その有

益な視点は直接的な経済効果を生み出すものと解釈され､教育的工作は単にどのような利用もない形式的

なものであると解釈された｡ しかし､シグネウスの考えは､日常生活に役に立っ技能を供給することであ

った｡

シグネウスによれば､工作教育は美的な目的も持っていた｡もし工作教育が正 しく組織されれば､革新

し創作する能力と同じく､形と美に関する感覚も発達するとされたくCygnaeus1910,195･196)｡シグネウ

スは実践的活動 と工作は態度の教育において二本柱であると考えた｡実践作業は手工作業に対する肯定的

態度を育成 し､人びとは卒業後に働 くことに消極的にならないとした｡シグネウスは 『俗者主義』から抜

け出そうとし､労働者も含めたすべての人びとのための国民学校を作ろうとした｡

労働-の肯定的態度の形成は､国民学校の道徳 目的と繋がっていた｡学校の役割は生徒たちがよくなり､

信仰的になり､道値的な市民となるように延ばす事であった｡この目標の達成に､活動的で､よく働き､

役立っ市民を教育するという点から工作教育は寄与した(Cygnaeus1910,441)O工作教育の目標は精神的

に機転が利き､挑戦の精神を増加させることであった(ibid.347-348)｡工作学習は国民学校の目的である道

徳的市民の教育の達成に関して重要な役割を果たしていた｡教育的工作学習は彼らの道徳､審美眼､技能

という目標とともに､正式に道徳的市民の育成を目的としていることに寄与できた｡

技能の訓練は多くの技能の応用と異なる素材に対する専門的知識を必要とした｡それゆえ､教員養成科

にあるモデル校の少年たちは､指物､旋盤､金属加工のための道具の使用も監督された｡その目的は生徒

に家具､生活用晶､農具､機械部晶を製作するための技能を与えることであった｡また馬具製作と靴製作

の基本的技能も教えられた(CygnaeuS1910,284)｡上記に加えて､酎 可苧上の機器 と滑車やポンプのよう

な物理的装置を含む計画や思考を要するような製品が作られた｡

上記を基盤 としてシグネ.ウスの目的は実際に広範囲な工作教育であると主張された｡つまり､その教科

は当時のすべての技術と素材を含んでいた｡ 目標は農民の技術的なノウハウを進歩させ､そ うして彼らの

経済的地位を改善することであった｡シグネウスはただ工作という単語は使わず､教科内容の多様性と技

術的な面の強調のために ｢技術的手工芸｣(technicalhandcraftS)と表現した｡国民学校の教師が工作を教

えることができるのかその能力を疑問に思 う人たちに対して､シグネウスは教師たちは技術者 としての知

織は持つ必要はないが､彼女もしくは彼は､理論的知識を実践へ応用することはできなければならないと

応答 したoこの原則は日々の教授においても貫かれた(Cygnaeus1910,3471348)｡

身体と精神と技術のそれぞれの能力の調和の取れた発達を目的とするシグネウスの教育的工作は､理解

されなかった｡ とりわけスネルマンは 『労働を通 して労働を教える』方式を理解 しなかった｡彼は貧しい

農民の農耕生活にとってこのいたず らに時間を過ごさせる方法がどのような意味を持っのか疑問に感 じて

いた(CygnaeuS1910,408を参照)｡ しかし､スネルマンは直接的には工作教育に反対していなかった｡精

神的な視点からは､それは意味があるとしていた｡ しかし､JusSlla(1968,48)によれば､特別教室を作る

だけの資金がなかったため､実現は不可能であったとしている｡

4.シグネウスの計画の背景

Nurmi(1977,117)は､シグネウスの基礎学校-のアイデアは自由と平等を原則としたアメリカの原則を

基盤にしたものであると結論づけた｡北西アメリカのシ トカ島に住んでいた間に､彼はアメリカの学校制

度について精通するようになり､人びとの教育は､すべての人びとのための国民学校から始まらなければ

ならないと考えるようになった｡国民学校における道徳的課題の強調は､シグネウスの個人的体験によっ
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て生まれた｡シ トカ島とサンタ トペテルプルグで働いている間､彼はもっとも不利な境遇の若者を相手に

していた｡Salo(1939,185-186)は､不幸で窮乏にあえぐ人びとを見ていた後にシグネウスは近代市民遺徳

教育の重要性に対しはっきりとした意味をみるようになったと推測した｡サンタ トペテルプルグでは､シ

グネウスは博愛主義者の思想 と､中央ヨーロッパの教育学の文献を研究した｡これらの基盤をもとに､彼

はペスタロツチ-とデイスチルベーダの思想に興味を持つようになった｡ディステルベーグはベル リン大

草の教師で奉った｡

シグネウスは､レヴァナにおいて､作業学校のアイデアと 『労働を通して労働を教える』方式をつなげ

た｡地方改革の監督であったゲオルゲンズは､フレーベルの精神において彼の学校を発展させた(CygnaeuS

1910,52)｡ レヴァナでは､労働教育(召乍業教育)の教育学的重要性がシグネウスにとって最終的にはっきり

とし､Salo(1939,289･303)は彼が産業教育的工作教育を断念 したのもまたこのときであると仮定している｡

ゲオルゲンズはこの意見の変化にとって決定的に重要であった｡彼は､国民学校の少年たちのための工作

の教授を要求 した｡ゲオルゲンズの意見では､工作は職業訓練ではなく､すべての教科に統合 された実践

的な活動であるとされた｡実践的作業では､芸術的 ･身体的教育目標が設定された｡ゲオルゲンズによれ

ば､民衆教育は国民学校における創造的作業の実施を必要とした｡シグネウス自身の教育の計画では､彼

はゲオルゲンズから理論 と実践の統合という考えを取り入れた｡国民学校の第一の課題 としての道徳教育

はレヴァナではっきりとした｡

cygnaeuSは博愛主義者の労働教育を研究することによって､すでにサンタ トペテルプルグで労働と教

授を取 り込みはじめていた｡Cygnaeusは実践作業の技術があったので､工作の教育的効果については何

も疑うことはなかった(Salo1939,3011302;Lonnbecl亡1910,1541155)Oその技術的､また科学的な強調は､

彼の科学の研究の結果であるかもしれない｡彼は大学で物理のcumlaude(教科 レベル)の勉強をしていた｡

Lakotieva(1986)によると､例えばウィーンの産業学校に訪れるなど､魅は技術的な事柄に関して､広範囲

な興味を持っていた｡産業学校は､当時のポリテタニークであった｡

シグネウスは､フレーベルの教育メソッドをすべての段階の学校教育′-応用するという方法で､海外か

らも評価を受けていた｡それは､シグネウスが工作の教育的かつ美的な価値を国民学校-導入 したことに

よるものであると考えられる(Brubacher1966,271)｡シグネウスの作業学校と 『労働を通 して労働を教え

る』方式は､このようにして外国からの影響を基礎としていた｡近代中央ヨーロッパの教育に関する思想

の衝撃は､はっきりと見て取れた｡すでに実行段階においては､ポリテタニーク教育､つまりすることに

よって学ぶのと同じように､理論と実践の適用に関する､はっきりとしたアイデアが見られる｡ 新 しい教

育思想の採用者として､シグネウスはいわゆる進歩的教育の支援者のひとりとしてみなされ うる｡

5.国民学校における工作教育の第一段階

5.1.シグネウスの計画の実行

国民学校令が 1866年に成立した｡それは調査委員会のアイデアを踏襲 したものであった(Nurmi1983,

76)｡この法によって､ユパスキュラセ ミナー(師範学校)の男子学生は職人の技能を身につけるための訓練

を受け､そしてモデル学校の男子たちは器用さと工作について習熟させ られた｡農村部の国民学校の男子

たちは器用さについて指導された(Gladh1968,133)｡この法律はその内容に関するもので､目標や教授法

には言及していなかった｡その一方で､1866年からのセ ミナー(師範学校)に関する法令は､技能を身につ

ける工作の目的は誰にでもふさわしいある課題についての一般的な器用さと技能を達成することにその焦

点を定めていたO男子学生は､いくらかの一般的な家庭用晶を作ることができるようになるため､家具製

作､旋盤､鍛冶の道具の使いかたを教えられることになっていた｡そのセ ミナーに関する法令は､調査委

員会は民衆教育の提案においてはね退けたものの､シダネウスの視点に従ったものであった｡

国民学校の最初の数十年間､工作教育の発展は国民学校の設立によって起こった矛盾により阻害された｡

通商と経済の代表は､家庭内産業の促進のために工作教育を取り入れたO-方その提案の中で､シグネウ

スは､反対者からはその積極的な利益が見られないという､教育的工作を提唱 した｡両者のどちらもが達

成された結果に満足せず､またどちらもがその状況を改善しようとした｡シグネウスは､フィンラン ド自

身の伝統に根ざしたモデル集成を作成することを計画し(Cygnaeus1910,598)､通商と商業の代表である桂

子削窺会(TheEconomicBAsBOCiation)は､サロモンによって発展されたモデルシリーズにより自信を持って

いた｡また､以前にも､経済協会は活発に工作教授の基準を上げようとした｡スウェーデンのネ-スにあ
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るスロイ ド(木工)学校に対して奨学金を与えたこともあり､そしてスウェーデンのモデル ･シリーズと学校

のための工作物の図を出版 した(Gladh1968,185-186)｡シグネウスはユバスキュラにある臨時教員養成セ

ミナー(学校)を組織するために選ばれ､彼に関する限りは､アイデアの按をなんとか教師教育に持ち込んだ｡

初期の段階においては､国民学校は､ユバスキュラ教員養成セ ミナー(学校)モデル学校の作業の計画に従 う

よう考えられた｡

工作の教授は､国民学校会議の議論のなかでも主要な話題であった05回目の公立国民学校会議では､

議題は ｢国民学校における工作教育の目的は何か､そしてどのようにその目的は達成されるのか｣であっ

た｡家内産業の発達は､当時まだ重要な議題であり､またその会議は､近隣諸国では学校工作の支援のも

とに､家庭内産業の発展においては進んでいるという事が示された(KKK 18町 27)｡この国民学校会議の

期間に､国民学校の歴史において初めて､教育的工作は実践の中でどのように進むのかとい うモデルが提

出された｡教授は､生徒や児童に形や素材に関するいくらかの知識を与える目的で製作された物のモデル

を参考にするように考えられた｡道具の利用に関するiEしい方法は示されるようにされ､表現の強調点は

正確性､努力､順序に置かれた｡

教育的工作は､それぞれの作品が与えられた指導と一致して完成されなければならないとい う前提を基

礎としている｡これ らの目的が定められた教授法を通 して､器用さ､形と美-の感覚､手と目の協応の発

展が達成された(ibid.28)0

それにもかかわらず､モデルを基礎としている工作教育は､適正な道具とよい手本を必要とした｡その

一般的器用さから生ずる利益もまた議論されたoその観点は､一般的器用さは職業的技能の学習に拍車を

かけることと､その発達に関する最大の手段は日常生活で使用する物の作り方を学ぶようにさせることで

あった(KI捕 1881,30)O全体会議は､工作教育は他の教科と同じ地位にあるわけではないということには

賛成 した｡発展への障害は､自治体が道具と手本を購入することをしぶったためであると考えられた｡そ

の会議は､この点において変化が起こることが期待された｡国民学校の啓発者たちにとって､工作教育の

発展は､当時まだ実際に悩みの種であった｡教授は計画された通 りに実行されず､また教育的工作と実践

的工作の間には矛盾が存在するとい う見方も存在 していた｡ しかし､その会議では､教育的工作の間接的

な利益を強調することでその軌畔を減らすことが目指された｡また､その会議は､工作教育の促進につい

て､自治体がいかにそれを不本意としていたかということを強く明らかにLた｡また､組織 されたプログ

ラムのもとに作業に入るというメソッドを紹介することにより､その会議は日々の教授を前進 させた｡そ

れは､スウェーデンのオットー ･サロモンによって発展されたメソッドに従ったものであった(Salomon,

1887,67-77)｡スウェーデンモデルを応用することは､将来の発展において効果的な前例となった｡工作展

覧会における木工製品は､シグネウスのアイデアに一致 した｡ しかし､その展覧会は､鍛治製品と機械道

具の不足という点に留意すべきである｡全体として､その会議は工作教育においてシグネウスの思想を支

持 した｡

最初のプログラムは工作教育が始まって 20年後にやっと出版された｡1880年代の始めまでは､カリキ

ュラムは学校ごとに計画され､それぞれで非常に異なっていた01881年のモデルコース特､シグネウスの

義理の息子であり､シグネウスのもとにいた G,Lonnbeckによって計画され､これによって統合され明確

にされた(Nurmi1988,12)｡そのモデルコースは､シグネウスの思想を示す 1881年の国家教育委員会の回

状をその基盤 としている(KanSakoulunKaSityonopetuS1912,64)｡その回状は､1883年 11月 30日付け

であり､.国家教育委員会は工作教育の組織に正確な指導書をあたえたoつまり､作業案は一年を基本に作

られるようにされ､教授は教育的原理を基礎に行われるようにされ､学習は単純なものからより複雑なも

の-と過程をたどるようにされ､また生徒の現在の技能 と適性を考慮するようにされた｡加えてその回状

は､そのモデルについての使い方の指導書も含まれていた(ibid64-65)｡セ ミナー(教員養成学校)における

工作教育の基準については､不満が残っていた(Gladh1968,151)01880年代半ばには､大公国評議会は工

作教師を育成するための別の機関を設立することを計画 した｡その目的は､工作教師のより効果的な育成

を通 じて家庭内産業を発展させることであった｡BlomqviSt(1886,160-177)によれば､その機関は現在の

西フィンラン ドにあたるオス トロボスニアに建てることが計画された0Lakotieva(198即は､複数の異なっ

た視点は工作教育の発展を阻害したと主張している｡もし国家経済協会が､自国の工作教授の方法の発展

のために経済的資源を使用したならば､結果は明らかによりよいものになっていたであろうoスウェーデ

ンのメソッドが知られたことによって､木工が支配的地位となったのかもしれない｡
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国民学校の始まりのころは､工作の教授法はばらばらで､目標は達成されなかった｡それは他の教科と同

等とされたが､しばしば工作の授業は他の目的のために使用された｡さんざんな結果には､多くの理由が

あった｡当初､はっきりとした指導はなく､教授法も地域ごとにさまざまであった｡また､最大の障害は､

道具と工作室の不足であった(Gladh1968,189-190)｡もっとも工業化 した自治体であっても､工作教育を

非常に重視 した｡現在フィンランド東部の北カレリア州にあるKiteeとVartSilaでは､工作は国民学校の

設立時から教えられてきたくibid,196)oKiteeでは､いくつかの製材所と造船産業があり(Karttunen1945,

131)､VartSilaにはひとつの製材所と後に金属加工工場が作られた(Ahonen,S.,Heikkinen,A.,Lindlof,T.,

Rytl止onen,S.&Tiainen,S.1983,131)o Lかし､シグネウスがユバスキュラに臨時セ ミナー(教員養成学

校)の組織をする機会を提供されたとき､彼は自身のアイデアが実行に影響をあたえるというチャンスを得

たくNum i1977,138)01863年に成立したセ ミナー法は､シグネウスの考えに従ったものであった｡彼は

かつて調査委員会によって拒否されたアイデアを､この法の中でもっとも重要なものとして盛 りこんだ｡

･シグネ ウスは､設立されるセ ミナーの中で製図 と工作の教授のポス トのために十分に尽力 したくibld,

159･161)o教師教育はシグネウスによって引かれたラインをなぞるように始まった.工作のためのカリキ

ュラムは作られなかったが∴･Lappalainen(1985,30)によれば､教師たちは口々の教授の中で行われるシグ

ネウスの教育的工作と､そのモデルスクールに従 うことにされた｡実際にシグネウスは､自身が主調査官

とセ ミナーの指導者の両方となっていたことで､いかに彼の思想が現実に使われていくのかをっねに見守

る機会があった｡

全体として､ささやかであった工作教育の結果は､シグネウスと､思想の実践工作学校の代理人のどちら

も失望させるものであった(ladh1988,191)01856年にスネルマンにより言われたその疑いは現実のもの

となった｡Jussila(1968,48)は､工作教育の発展を妨げたもののおもな理由は､経済的なものであるとし

た｡工作教育において多様な異なる技術を強調するシグネウスの思想は実現されず､家庭内産業の促進者

たちが勝利 した｡特に､シグネクスのあとは功利主義 と家庭内産業のアイデアが支配的になった｡

Kananoja(1999,39)によれば､しかしこれは有意義で必要なものでさえあった｡その後者の思想は､プロ

フェッショナ リズムの重要視と製品の実体のなかに見られるようにされた｡

5.2 シグネウスによる工作委員会の 1887年一最初の工作カリキュラム

シグネウスは､最初の工作委員会の委員長になったDその記録は 1887年に出版 された｡委員会の目標

は､工作教育の教育的な視点と実用主義的な視点の統一であった｡このようにして委員会は､工作教育の

理解を高めることを目的とした｡委員会は､どのようなタイプの工作が実践されるべきか､どのようなタ

イプの作品が作られるべきかを強く主張した｡作品は､準備段階のカリキュラムの延長上にあるモデル ･

コレクションによって構成されていた｡ しかし､その目的は窮屈で正確なシステムを作ることではなかっ

た(Kom 1887:6,2-3)o委員会によれば､フレーベル主義教育学と一致した編み物作業とテキスタイル作業

は､国民学校の低学年の授業を受ける少年少女にこそあうものであった(ib札 3)｡高学年へは､委員会はナ

イフで行われる木工作業や指し物､木工旋盤などを推奨 した｡ブラシ作 り､やなぎ細工､編み細工､針金

細工､鉄板加工といった地元の伝統工作も含まれた｡他の種類の金属加工は特別な教室で教えられること

になっていた｡新しい構成要素は､木工製品の表面仕上げであった｡よい設備をもつ学校には､製図の追

加を委員会は提案 した｡これら(ibid,3)を通して､モデルのシリーズは多様なものとなり､生徒の技能をよ

り発達させる有能なものになった｡委員会は､製図の読解能力を身につけることは正 しい作業方法を学ぶ

上で重要であると強調 した｡実践作業においては､モデルとモデルから作られた設計図に忠実であること

が重要であった｡より基礎的な製図が以前よりも数えられた(Kom 1887:6,7-8)｡また委員会は､工作の教

授におけるコス トをカバーするための政府の基金の重要性についても指摘 した｡それはまたより効果的で

多面的な教師教育を要求した(ibid,13-17)O国民学校における工作教授は最初の一貫したカリキュラムを作

ったが､その目的は教育的視点と実用主義的視点の統合であった｡そしてのちに教育的工作の教授が有用

でありうるとい うことが明らかになり始めた｡委員会は､フィンラン ド自身の工作教育を作ることを意図

した｡多様な工作の選択はシグネウスの視点に従ったものであった｡スウェーデンでは木工の教育的価値

のみが認められているという点で､はっきりとした違いが見受けられら(Salomon1887,75)｡Laurila(1912,

67)によれば､木工の優位性はデンマークでも見受けられた｡モデルと製図を統合することは委員会の出し

たアイデアであった｡スウェーデンではモデルのみが使われており(Salomon1887,77)､中央ヨーロッパ
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で使われていたメソッドは製図に忠実であることを基礎にしたものであった｡製図の強調は､中央ヨーロ

ッパの影響によるものであった(Kom 1912;0,ll)｡製図の選択は予測されたほど多種多様なものではなか

った｡木工製図が多数であり､機械に関するものは滑車のための台のみであった｡だいぶ後になって､委

員会の提案したブーツジャックが一般的になった(ibid,1887;6,7)o工作の中に製図の基礎を含んだことは

工作教育の進む道を決定した｡工作教育はデッサンに近い科目として見られるようになり､科学的側面は

取り残されるようになった.

6.まとめ

シグネウスによって示された目標の代わり.に､技術的ノウハウの改良と､それを通じた経済的地位の向

上が､国民学校教育の目標となった(Lakotieva1986,32)｡例えば､フィンランド経済協会は教区ごとに違

う新しいモデルを分配することなどによって工作の地位の向上に熱心であった｡このように経済協会は､

家庭内産業の改良であって工作の教育的意味の促進ではないというねらいから､シグネウスの対立者のひ

とつとしてみなすことができる(Salola1909,13-14).J.W▲スネルマンは､ ドイツ-スイス教育学も受け入

れる事ができず､それ自身が家族の役割を引き受ける学校である基礎学校としての国民学校も､̀受け入れ

ることができなかった(KanSallinenelamankerraStO1927,463)oスネルマンは工作も含めて多様な教科の

名前を国民学校に明記したがらなかった｡Halila(1949,1)によれば､スネルマシは､生徒を自発的で独立

した情報の収集者になるよう教育することが主たる目的であると考えた｡この抵抗は､､シグネウスによっ

て示される提案を､調査するための委員会を組織させることとなった｡その委員会では､彼の提案はしば

しば厳 しく扱われたo原理の違いは､カリキュラム上の教科として工作を持ち一般に手工教育を行 う国民

学校を､社会の基礎学校 として扱うかどうか､ということに関するものであった｡また委員会は ｢女性の

ための適切な教育の必要性｣についても疑いを持っていたくKanSallinenelamankerrasto1927,463)｡教育

的活動は､人口中心地の成長とともに､その増加が始まった(Heikkinen1982,115)｡ 自治体を学区に分

割するという 1898年の案は､自治体に国民学校の設立を義務づけた｡これは､農村の学校設備改善によ

って明らかによい影響を与えた(Hunhka1955,38)｡政府の工作教育-の関心は､1873年の家庭内産業の

委員会の覚書に見られる｡それによると､家庭内産業の促進は国民学校における工作教育を基礎としてい

るとされている(Gladh1968,140)｡家庭内産業を発展させる理由としては､フィンランドの貧しい経済状

況によるものがあった｡そこには､農業だけでは人口を伸ばすことができず､新たな生計の糧を発展させ

る必要が生じたという停滞期のことがかかれていた(Halila1949,284)｡国民学校の代表者たちは家庭内産

業の委員会の覚書について評言を頼まれた｡第三回公立国民学校会議において議論された疑問のひとつは､

｢形と美の感覚､一般的器用さの感覚の発達をねらいとした工作の国民学校での教え方と､そしてどの程

度これらの学校が農村部における家庭内産業を促進させることができるか｣ であった｡特別委員会は､自

身の覚書により近づき､より実践的な方向で国民学校の発展を支援 した｡この委員会は､国民学校 とセ ミ

ナー(教員養成学校)において器用さの発達をより強調したがった｡グループは､職業志向の教授は重要であ

るとみなさなかったが､一般的な器用さの発達は十分であった｡このグループはまた､自治体の義務とし

て道具の購入と教室の供給に賛成したが､あまりに要求をつきつける事は､国民学校の設立を止めてしま

う可能性があり､するべきではないと指摘した｡国民学校会議は､その内容に賛成できなかったため､最

終答申を出さなかった｡委員会の覚書は､公的で広範な議論を求め､異なった意見の存在を求めていた｡

国民学校に相応 しい工作の練習の提言は､国民学校会議の議事録に残された｡非常に幼い生徒に相応 しい

練習は､編みものや粘土造形と同じように､木のブロックや木の棒など異なったものを使った積み木であ

った｡年長の国民学校の生徒は､かごあみ､糸のこ､簡単な道具と家具の作成が提案された｡最も技術の

ある者は､風車や水車の模型を作ることもできたくKKK1875,47･68)O

このように､国民学校は､シグネウスが望んだ通りには発展 しなかった｡国民学校の最初の段階において

は､国民学校における工作教育の究極の目的が何かということはまだ不明確であった｡国民学校設立のた

めの条件は､経済発展の上昇まで改善されなかった｡さまざまな思考とつながりのある科学と､技能や菜

的感覚の発達に関わる教育的工作の間に､矛盾があるように見られていた｡農業国にとって､産業社会の

教育学的思想を受け入れることは難 しかった｡シグネウスはすべての教育において平等を支持した｡農村

社会の影響は今日もなお少年少女-の工作教育の分離という形で見受けられる(RaSinenetal.2005,1･9)0

一方､フィンランドのユバスキュラのセミナーの女子学生のうちのいくらかは､スウェーデンでサロモン
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の-もとで工作教育を追究するためにそこを徳にした｡シグネウスが求め戦った平等は､全国選挙で女性が

投票権を得た 1906年に現実となった｡フィンラン ドは女性に選挙権を与えたヨーロッパで最初の国とな

った0-度■の跳躍でフィンラン ドは旧来の代議制の制度から脱却 し､全大陸で最もラディカルな制度を持

っこととなった｡興味深い議論は､他の学校教科に比較した工作の平等制に関するものである｡ 実践的教

科埠､後に含まれ高く評価される理論教科に比較 して､市民･の人間的概念に応 じて普通教育に含まれてい

る｡フィンラン ドの農村共同体は､優れた技能を持っ者を高く評価 したが､国民学校の最初の段階ではこ

の種の評価を学校-持ち込むことは困難であった｡一一･方､工業化や産業生活において､工業製品の拡大と

いう変化は､市民から労働者と新しい技能を要求 した｡景気がよくなるにつれて､自己持続的消費は新し

い消費習慣を引き起こし､家庭で作られたものでないものを買う､ということはいよいよ一般的になった｡
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