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Jo芭lLebeaume

償島 大地 訳

要約 :

本論における歴史は､1882年から1923年まで学校教科として定義された､男子のための手工科を解説

し､理解することに焦点を合わせている｡それは､下層階級の人々とその進歩のために学校が設立されて

いった時期の､内容を調査している｡三つの特有の教授法が解説されている｡すなわち､各職業の徒弟制

度のうえに成 り立った ｢技能的初歩の教授法｣､家庭内や手工芸の領域における技能訓練の発見のうえに成

り立った ｢日用品の教授法｣､この教育の知的概念から設計された ｢幾何学的初歩の教授法｣である｡.この

発展は､職業上の目的を持たない､手工科の種々の発想によって特徴づけられている｡まず､幼稚固にお

いて以前より存在 したフレーベル方式を拡張する必要があったこと､また､初等学校以降に徒弟学校を準

備する必要があったことから､手工科は学校に導入されている｡次第に､それは技能的訓練との関連なし

に､主として教育的になっていく｡ その実際的な目的と教育的な目的との間に当初存在 した緊張は､土の

学校教科の弱点であると思われる｡1923年､それは応用.幾何学あるいは応用科学の具体的な教授一学習に

とっての､単なる教育学的手段になってしまう｡

キーワー ド:

学校教科､歴史､カリキュラム､技能教育

1.歴史的研究

フランスにおいて､初等学校は 1882年の学校諸法において広範に組織される｡すなわち､初等学校は

無償､義務､世俗となるのである｡ しかし､これ らの諸法が学校に手工科を創設 したわけではない｡それ

らはフランスにおいて､また他のいくつかの国､とりわけスウェーデンと合衆国において､いくつもの試

みを普及させる｡1887年の公文書は､各学校教科の内容を組織 した｡この時期は､進歩的なカリキュラム

によって共和制の機構を､すなわち幼稚園､小学校､高等小学校を､建設する時期に相当している｡初等

学校はこれ ら三つの段階であり､みな同じ目的を､すなわち､下層階練に日常生活のための初歩を与える

という目的を､持っているo Lかし､この有用かつ実際的な発想と､もう一方の､上流階級向けの中等教

育にみられるようなより教育的な発想との間には､緊張がある｡1923年､新 しい文書は､初等学校の当初

の基盤を再現し､学校教育の進歩を集約 している｡(ProSt,1968)

この歴史的研究は､種々の諸資料の分析から実現されたものだ｡それらはすなわち､教科書､政治講演､

行政文書および各教科課程である (BuiSSOn,1887;Leblanc,1889;Panthier,1906)｡それはこの学校教科

の存在とその基盤だけでなく､手工科の学校版に結びつけられた根本的な緊張をも､明らかにするもので

ある｡

この 40年の間､手工科は年少の生徒たちにとっての普通教育のように定義されている｡本論の目標は､

その発展､その日的あるいは目標､その発想､その束縛､そしてその内容を解説､分析することである｡

本論はこれ らの変化について解説を加えている｡まず､それは徒弟制度 と教育､ふたっの言説の交差する

地点における､この学校教科の始まりを分析する｡ 次に､知的教科における手工科の変形を分析する｡最

後に､この歴史の主な要点を吟味する｡

2.二つの言説の避退

2.1.幼稚園における手工科

19世紀後期､子どもの概念が変化する (Badinter,1980)｡ この変化はしかるべきものであり､フランス
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の幼稚園のためのいくつもの教育学的主張の結果である｡ ルソー､フレーベル､ペスタロツチらは､子ど

もの知的素質を発展させるために､材料および物体の線描および操作を主張する教育学関係の著書の中で､

主として言及されている (deCrombrugghe,1860)｡これらの最初の活動は､読み書き算および幾何学の

学習にとても有用であると考えられている｡三つの側面､すなわち ｢測量の技能｣｢技能的いろは｣そして

｢愚物と仕事｣ が､手工科と直接に関連 している｡

ペスタロツチにとって､｢測量の技能｣は図画と書き取 りの能力の主要な構成要素である｡線 と角､弧の

区別は､チビもたちに固形と文字を分析することができるようにする｡ 彼は図形 とその名称を同時に学習

するために､単純な役割を伴った種々の遊びを示している｡フレーベルの ｢愚物｣は同様のものを積み木

によって提案している｡段階的な練習は､量と面､線を利用する｡立方体､直方体､四角形､三角形､棒

がある｡子どもたちはテーブルや椅子のようなありふれた物体を作るかもしれないし､装飾的な配列を作

るかもしれない｡図形についてのこの熟知は､初歩的な身振 り√の熟知とつなげられている｡ このペスタロ

ッチの｢技能的いろは｣は初歩的な動作によって構成されている｡すなわち､打っ､叩く､運ぶ､動かす､

投げる､押す､引く､回す､振 り回す､絞る等々である｡この教育学的概念の中では､実際的な技能とは

初歩的な身振りや動作の構成物のようなものであると定義されている｡ フレーベルは同様の意図で､手の

運動と指の遊びは､子どもたちを身体的にますます機敏にさせると考えている｡同時に､感覚的手法によ

って､二つと物体の識別を発達させる独特の練習を示している｡ 視覚､聴覚､触覚は､物の性質と特徴を

認識 し識別するために､同時に起こる｡この知的発達の基底が､図形の外観-の熟知を完全なものにする

のである｡

家庭や幼稚園における教授一学習の基本的な原則は､役割と物体を伴った遊びを提示することである｡

この教育的発想は､教育の三つの側面､すなわち､身体的 ･知的 ･道徳的側面に､焦点を当てている｡も

し ｢愚物｣が主として積み木であるならば､フレーベルは他の物体理解の活動をも示すであろう｡これ ら

の活動は大人の仕事や労働の観念を与える｡これらチビもたちによって作られた物体は､遺徳教養の発達

に寄与する｡というのも､作ることによって､チビもたちは労働 というものを理解できるからである｡そ

れは実際のところは､これらの仕事は伝統的なものであるのだから､フレーベルに始まる革新というわけ

ではない｡ しかし､フレーベルの貢献というのは､これらの手を使用する活動を教育学的に分析 したこと

にある｡ 紙の紐を編むこと､または紙片を折ることは､用語､形状あるいは面の比較､そして感覚的な経

験を学ぶための練習である｡これら紙細工は､チビもたちに他の側面を理解させる｡すなわち､彼らが紙

のきれはしを使 う場合は経済的なことを､彼らが切ったり集めたりする必要がある場合には技能的な手順

を､何か美 しいことをしなければならない場合は倫理的側面を､作ったものを両親に差し出す場合には道

徳的意義を｡

これらの教育的発想は､｢フランスの幼稚圃｣において実行される｡種々の手工科は､主として貧 しい家

庭の子どもたちのための基礎的な教育である｡これらの活動は､彼らの発達と､また､日々の生活の実践

的な準備のために役立っ｡職業訓練的な観点なしに､手工科はフランス共和制の学校の構成要素である幼

稚園に導入されるのである (Dajez,1994;Plaisance,1986)0

種々の公文書が､手を使用 した活動一一縫 う､編む､折る､織る一一を規定している｡しかし､1881年､

子どもたちを疲弊させ うる手工芸は禁止される｡この方針は､学校の目的には職業訓練的な観点がなく､

作業所とは異なることを確認 しているOこの頃､ ドイツの提案は最後の戦争の理由から､フランスの学校

にとってよい方針であるようには受け取られていない.Gread〔1887)あるいは Pen-Carpantierは ドイ

ツの教授法および主として幾何学に焦点化されたその発想を批判 している｡そして､フランスの教授法は､

遊びと仕事をフランスの文脈と哲学に適応させるのだ｡すなわち､教育的手工芸である｡

手を使用 した練習は､子どもたちを発達させ､彼らの目と指､彼らのすぐれた審美感を教育し､徐々に

彼らに模倣そして設計ができるようにするための､教育学的手段である｡これらの原則を伴っているため

に､酎 可学の知音削ま主要な価値 とはならない｡そこには三つの種類の教育的手工芸がある｡すなわち､動
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作と指の技能を発展させるためのもの (手でいじることや指遊び､歌)､感覚を識別するためのもの (感覚

に関する練習)､子どもたちの作る必要に応じて工芸品を作るためのもの､である｡いくつもの著書､たと

えば､｢紙の世界｣(Koning&Du柑nd,1889)がこれらの活動を示 しているが､しかし､それらは酎 可学

的進歩については､点から線そして面-と迫っているのみである｡

幼稚園のための手工芸のこの最初の発想は､遊びを労働と対立させている｡この区別は教育学の言説の

中で決まって述べられているものだ｡学校では､チビもたちは仕事の世界を発見しなければならない｡遊

びと為すことによる学習は､学校の基本原則である｡

2.2.若年者の徒弟制度の側の言説

当初の問題というのは､徒弟制度の論点､とりわけ Greard(1872)によって論議された非常に徹底的

な論点である ｢徒弟制度の論点｣から研究された､Legoux(1972)によるものである｡この研究によれば､

見習い工のための学校とは､熟練工の親方から仕事を学ぶという課題における第一の解答である二確かに､

国家の将来を担 う若者たちを保護することは重要だ｡しかし､慣習上､見習い工たちは学習をしないうえ

に､職業上の作業に向けて訓練されるわけでもない｡概 して､彼らはモラル､知性､身体の点で､粗悪な

環境にある｡Greard(1872,p.14)はパ リにある学校の主任であるが､彼は ｢作業所は､彼の身体を自然

がそれを形成 し終える前にすり減らし､学校が目覚めさせ始めた彼の知性を眠らせ､彼の想像力と心を枯

れさせ､仕事-の意欲を損なっている---｣と述べている｡

それ以前のいくつもの解決策を相互に比較することは､1866年以来､北フランスのLeHavreで実験さ

れた徒弟制度の学校の事例を記憶しておくよう､Greardを導いた｡徒弟制度のこの発想は､学校と作業所

あるいは商社との間の連関の､特別な観点のうえに築かれており､そこにはつまるところ､三つの発想が

ある｡すなわち､いくつかの大工業商社の中にあるような作業所の内部-の初等学校の統合､いくつかの

教会組織の中にあるような学校-の作業所の設置､あるいは､初等学校と日常的に職業訓練のできる作莱

所との交替制による接合である｡

1872年､Greardは自身の解決策を試すために､"1'Ecole-type"という新学校をパリ(LaⅥlletteavenue)

に創設する｡この特別な学校には二つの原則がある｡すなわち､見習い工たちの身体的 ･知的 ･道徳的発

達の調和と､理論的 ･実践的に平衡のとれた教授一学習である｡親方たちとの関係性は､まずは満足でき

る賃金を伴わせたこの職業訓練を認めることの一助となっている｡この最初の職業学校は､初等学校の発

展と､チビもたちの発達や知識 ･技能にとって効果的な期間内に徒弟制度を変換させることに､貢献して

いる｡

労働者階級思想の当時における発展が､この選択を決定し承認 している｡このイデオロギカルな位置づ

けは､種々の技能形態における労働が認められたことによって導かれたものだ｡それはまた､労働者たち

の間に団結を創 り出す意志でもあり､初等学校の草創期に発展したものである｡

この新しい徒弟学校は､内容と教授法との教育学上の選択を合意している｡確かに､これらの学校の目

的とは､ただ職業指導というにあらず､仕事全体に役立っための全般的な訓練でもある｡この方針は､ひ

とつの仕事一一ただしそれは雇用の巽東にしたがって､将来､変化する可能性を伴っている一一に対する

準備という.視座の上に成 り立っている｡それは､労働者を保護するための労働に関する新しい蔭律に適合

した､準備的な徒弟制度である｡同じ学校の中の種々の専門技能の仕事に向けた訓練は､材料 と道具によ

って様 ･々な人間の生産における､結束の決断を合意しているoquemied(1865)は工業技能の一種のまと

めとして､内容を組織したものを提示している｡この訓練者は木工と金工が､見習い工たちに他の技能過

程にも習熟させると考えている｡彼は､材料 ･工具の原理 ･身振 り･動作の初歩的原理 ･基本的な技能工

程を分類 してみせている｡この内容構成において､酎 可学は中心的なものである｡確かに､工芸品は初歩

的な形状によって構成されているし､その晶質は設計と測量に左右される｡この酎 可学的視点は､初歩的

な形状を習得するための技能工程を明確にすることを可能にしている｡ 計画､調整､回転､製図は工芸品
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の形状の構成を習得するために行われる過程を明確にすることから､選択された工程である｡材料､その

特徴､その加工可能性を熟知することは重要である｡それらは技能過程に従って等級づけられている｡す

なわち､火を使用あるいは不使用で加工できる可能性､金属のようにプレス加工できる可能性､ガラスや

ゴムのように溶解する可能性､粘土のように湿 り気によって加工できる可能性､木材や皮革のように切断

できる可能性､石のように削ることのできる可能性である｡同じ要領で､五種の主要な工具も選ばれてい

る｡衝撃を与える工具､刃あるいは歯のついた切断する道具､やす り､ろくろである｡これら五種の初歩

的な工具は､Guemiedにとっては､全ての･異なる工具を発見するための手段なのだ｡しかし､道具を使用

することは､それらの使用方法を知 り､扱いを学ぶことを内に含んでいる｡共通の動作とは､均整がとれ､

抑制的で､ リズミカルかつ規則正しい筋肉の運動として定義されている｡かんなの使用は､よい胴体の姿

勢と規則正 しい運動を前提とすることから､もっともよい練習と考えられている｡指の正確さや手の調和

に伴う無数の動作の技能は､特定の補足的な練習によって身につけられるだろう｡

職業訓練は､これ ら技能的な観点から定義されているOこの選択が､学校における一般的な内容と作業

場における専門化された内容を､技能教育へと定義づけることを可能にしている｡木工と金工は､これら

の作業が幾何学の知識を含むという知的側面が理由となって選択されている｡

2.3.初等学校のための手工科

幼稚固の中の手工芸と11-12歳の若年者のために専門化された学校における徒弟制度との存在は､初等

学校における手工科の発展の必要という観念の根拠となる｡ しかし､この可能性はひとつのポリティカル

な選択肢である｡ふたっの立場は相反 しているのだ｡パ リの学校の主任である Greardは､初等学校は基

本的に子どもの発達のための学校であると考えているO彼は､学校 というのは子どもの年齢に従って段階

的に組織されるものであり､その最初の普通教育の後に徒弟制度は始まるものだと考えている｡義務学校

の設計のこの時期に､彼は手工科の導入は混乱となり､長期欠席の理由になると考えている｡ 総合査察官

である SaliciB(1886)は､｢学習はチビもにとって重要だが､彼らを混乱させず､職業教育-の噂好を彼

らに保つことはより重要だ｣と考えている｡彼もまた､学校改革は 1870年戦争の軍事的敗北の後に訪れ

た経済危機に対抗しうる､ ドイツにおけるような産業化された軍隊を作 り上げるために､この導入を統合

しなければならないと考えている｡

この対立において､Greardは若年男子のために有用な活動を紹介 し彼らのいい加減な出席を避けるため

に､木曜日の放課後にのみここの教授一学習を認める｡この手工科は 12歳未満のチビもたちのための導入

の第一段階だDsalicisは 1873年､Tパ リ (33Toullllefort通 り)に徒弟準備学校を創設する｡この学校は若

年の生徒のために整えられた手工科の実験に代わるものとなる｡ 教科は､一方では一般的な内容であり､

もう-･方では､線図､工作室における物学課､工学といった､実践的な内容である｡模型製作と彫刻､建

具､木製および金属製の車輪､錠前および鍛治の 5つの課程がある｡それゆえ､それは量と形状のアプロ

ーチを伴った､木工および金工の技能的領域における教育なのである｡この実践的な教育は､親方たちに

よって与えられ､子どもの年齢に従って進行する (6-7歳 :週 2時間 ;8-9歳 :過 4時間 ;10-11歳 :

過 5時間 ;12-13歳 :週 7時間 ;14歳～15歳 :過 10時間)(Boubueret&Laubier1886)｡

この学校では､教育学的教授法とは作業所の教授法である｡生徒たちは道具を使用 し､実際の役に立っ

諸要素を身につける､ないし身につけるよう努力しなければならない｡この訓練は身体的能力と､抑制的

な動作に焦点を当てている｡練習は生徒たちに､最初の技能的習熟､最初の能力に挑戦 し稽古しそれらを

獲得するために､材料や道具､備品に触れることを可能にしている｡

この最初の実験はパ リにまで広がっている｡1879年､パリの地方議会は初等学校内に他の手工作業所を

創設するための､予算案を可決する｡1880年､学校内の作業所 と作業所内の学校との問題について研究す

るために､ある委員会が組織されるo 議員であるCorbonは､｢生徒たちに手工練習をさせるためには､各

学校に作業所を接続するのが適切であろう｡すなわち､laⅥ11etteavenueに最初につくられたような徒弟

学校を創設することが必要である｣ と結諭 した報告を提出している (Corbon,1880)｡これらの結論は学校
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における手工科の機能を明らかにしていることから､非常に重要である｡それらは本質的には理性の教育

の補完における手工練習であって､直接的には職業的な視座を持たない｡Corbonとその同僚であるTolain

は､初等学校における手工練習と専門学校における職業訓練との間の区別を伴 う徒弟学校創設のプロジェ

ク トを擁護 している｡

初等学校にとって､手工科は職業的な徒弟制度なしに､練習によってのみ定義されている｡ しかし､こ

の特性は､専門学校における職業教育と結びついて発展することによって､完成されるのである｡

共和制下の学校教育の時代に､手工科が準備され､共通認識となっていく｡四つの主張が支持されてい

る｡最初の三つは､全ての生徒たちのための手工科の観念を提示 し､教授を任意にするとの提案には賛成

しなかった､PaulBert(1880)の､全国集会での演説におけるものである｡

｢かんなやのこぎりの使用を学習 しながら･･ヰ どもは､彼にとって常に有用であり､彼を徒弟制度全て

に対して準備 させる手工技能を､身につけるのである｡知的利益も同様だ｡なぜなら､彼が出会 うであろ

う無数の小さな困難は､観察と熟慮とに彼を慣れ させるからである｡さらには､社会的利益である｡なぜ

なら､己を試 した後に､彼は､職業訓練をや り遂げ､habileな労働者になるために必要な資質を､正 しく

理解するだろう｡まったく心配なく､もし彼が豊かになったとしても､その高い身分とは関係なしに､彼

はずっと肉体労働をしている彼の友人を軽蔑 した りはしないのだ｣

1870年代､手工科は､産業化された軍隊を準備 し､男子たちの全人教育を発展させるために､労働者階

級の大志のもと､ゆっくりと形づくられる｡徒弟制度の公共制度化は､特殊化された段階的な三つのレベ

ルー-すなわち､幼稚園における第一の教育､初等学校における第二の教育と､それ以降の第三一-に従

って学校機構を組織 している｡そして､学校における手工科を義務制にしないままでは､いられなくなっ

てくるoこのコンセンサスは､この国際的な関心事を益するものともなっているo Salici呂は事あるごとに

スカンジナ ビアにおける｢スロイ ド｣の体験について言及している(SaliciB,1882,1886a,1889a,1889b)0

3.初歩的な手工科

3.1.手工科の一般化

1882年､学校法が ｢手工科｣を規定し､GuStaVeSalicisがこの新しい学校教科の総合査察官となる｡

彼は､教育学的教授法を設膏十し､教員養成のための師範学校を組織することを当局より任 されるOこの教

員専門学校は 1883年にパ リに設立され､1885年には理科教員養成学校と統合される｡Sallcisは､物理学

と化学における学士教員 となった初等学校教師であるReneLebrancと､博物学の専門家であるPhilippon

によって補佐されている｡同僚らとともに､SaliciSは内容､教員研修､設備､それらの財政面とともにカ

リキュラム研究を発展させている｡彼は 1885年に新しい教育を打ち出している｡ 内容には四つの部門が

ある (SaliciS,1885)0

1.木工

2.調整､ろくろ､鍛治

3.線国､模型製作､鋳型､審美的かつ酎 可学的方法を志向した彫刻

4.操作､化学における化学体験､物理､博物学

手工科は､徒弟制度の内容に近いこれらの内容によって構成されている｡すなわち､木工と金工､形状

認証､科学的法則の知識である｡ しかし､1885年にはJule畠Ferryは大臣とならず､手工科の履行を停止

させる政治的変化がある｡SaliciBは 6歳の生徒から始めることの必要性を主張するために､彼の手工科の

コンセプ トを単純化 しなければならない｡牡の主な主張というは､労働における技能や知能､噂好や愛の

発達である｡彼は､手工科が生徒たちにとって有用であり､職業訓練そのものではないことを､教師たち

に説明しなければならないのである｡｢初等学校における手工科の教授は､その本来の大いなる志を忘れて

はならず､それ以上を望んではならない｡すなわち､未来の労働者の手に器用さを与え､感覚の正確さと､
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環境に対する経験的理解 と､そして手工労働の噂好とを結びつけることである｣と彼は繰 り返 している

(salicis,1886,1889a)o彼の新しい公式文書 (1886)がこれらの教育学的基礎を要約 している.

練習にはふたっの主要な型があるo第-は､本質的には工業用の製図を視野に入れた模型製作が中心と

なっている｡ 第二は､器用さの発達が中心である｡ふたっの主要な目的､つまり秩序 と精密さが､発展さ

せ られている｡

3.2.義務教育の教科

手工科は身体の教育の一部であって､知性の教育とは切 り離されている｡学校数科すべてのように､そ

れも道徳教育の一旦を担うOその時代の精神においては くOgnier,1988)､男子と女子の手工科は､社会的

分業を重んじるために､著 しく分離されている｡

学校組織は保育園､小学校､高等小学校を区別 している｡小学校は三つのコースに分かれている｡公式

文書 (1887)によれば､それぞれの段階に対応するシラバスは､教授一学習を徐々に高度なものにするこ

とに役立っている｡低学年 (5- 7歳)の練習は､編み物､組みひも､折 り紙のフレーベル方式である｡

中学年 (7- 9歳)では､二つの型の練習が定められている｡すなわち､紙やダンボ-ルをはさみで切っ

て､幾何学的な立体を組み立てることである｡ 模型製作はこの画形の知識を反復させている｡高学年 (9

- 11歳)は､それ以前と高等段階との橋渡しとなる段階である｡生徒はダンボ-ルと木で箱をつくり､

粘土で立体や装飾的な形状を作成するO針金と道具の使用においては､一番初めの段階では､たとえばか

ごや格子をつくることが意図されている｡

しかし､Salicisは彼の報告 (1889a)の中で､教師たちに本来の方式で手工科を実行させるには､学校

の設備が不十分であることを述べている｡彼は当初のプロジェク トの縮減を ｢工作室なき手工科｣と断じ

ている｡

こうした授業要目を持つ手工科は､普通教育であるDそれはどのような仕事にも役立っ一般的な技能と

能力を養 うことを目的としている｡それは実用的かつ有用であり､下層階級の生徒のために設計された初

等学校にとっては､その日的にかなっている｡ その主要な観点は製作された工芸品を触何学的に理解する

ことにある｡

1887年から編集 された教科書は1手工科を履行するために､種々の活動を提示 している (Brudenne,

1887;Dumont良Philippon,1887;.Faivre,1887;Planty,1887)｡著者たち 拍audrillard,1888)は初専

学校の教師たちに､履行に必要な設備と､その貧弱な予算について注意を促 している｡同時に､新しい独

特の教授法が定められている｡Schmltt(1887)は､工芸品の製作は初等学校の活動を方向づける主なも

のだと考察している｡この ｢『ありふれたものの教授法』は､本物がどのようにして製作されたかを､生徒

たちに理解させることを可能にしている｡この教授法は､それ以前に徒弟学校で使用されていた 『技能的

初歩の教授法』のみを軸として組織された教授法とは異なっている｣0

しかし､初等学校における手工科は､常に履行されているわけではない｡その主な困難 とは､この学校

教科に､実際のところ異議が差し挟まれているという事情にある｡初等学校の教師たちはこれを層行する

ことに賛同しない｡ とい うのも､初等学校とは生徒たちの発達のために存在 してお り､下層階藤が最善の

状態に到達することを可能にするためのものだと考えているからである｡1885年､教職員組合の大=きな集

会では､この学校教科のねらいと学校の目的を統制するために､初等学校における手工科は初等学校教師

のみが履行すべきであって､職人が行 うべきではない､との提案を出す｡異なる地方においては､立場も

また異なっている｡ たと_えば､初等学校の教師たちに手工科の手ほどきをするための､1886､1887､1888

年の夏期休暇中の講演会の実施に関わって､政治的見解が明確に述べられている｡地方の教育の政治的責

任者の幾人かは､学校の主要な問題 とは不規則な出席であると考えている｡他は､国表には手工科よりも

科学的な農法の訓練の方がより必要であると宣言 している｡また､他にも､基礎教育とは労働者階級を発
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屈させるための読み書きの学習であって､学校とは職業学校なのではない､と考えられている｡ こ_れらの

考えは､初等学校における手工科の存在についての､初期の､そして基本的な論議を呼び覚ますことにな

る (Lebeaume,1993)0

4.工作室なき手工科

4.1J知性の教育

Salicisは 1889年に逝去 し､Leblancが 1890年の総合査察官となる｡手工科を組織するために､Leblanc

は ｢工作室なき手工科｣という新しい手法を発展させる｡彼の主張はそれを学校に完全に導入するために､.

もっぱら教育学的である｡

｢学校において可能な様々な仕事の中では､選択することが必要となってくる--- (中略),･･-この選

択は､学校の要求と必要に準じていなければならない｣(Leblanc,1891b)

この大志にしたがって､牡は ｢小学校の手工科は数学的観念のためになり､経験なるものはこの利益を

伴って物理学と自然科学のためになる｡手工科はそれぞれの生徒たちに観察､比較､測量をさせることに

よって彼らの目と手を鍛えるのだから､これらの課業は感覚と精神にとって､二重のすぼらしい訓練とな

っている｣ と考えている｡Leblancは手工科を知的な学科目のように定義 している｡

この発想の中で､手工科は科学教育と関連させて計画され､知育の中に包含されている｡｢新学校｣の運

動の中で､Leblanc(1888,1891a)は手工科は科学的な教授一学習に結びつけることによって具体的な特

徴をなすと要約している｡操作することは､｢法則の真理と公式の正確さ｣を観察するのに役立っ｡紙を折

ったり切ったりするのは､｢地何学的真理｣の理解-甲手段であるO同時に､手工科の実用的側面は消えて

しまう｡ 他の学校教科との統合によって､手工科は学校の形態をとる｡身体の教育から抽出されたそれは､

その教育的な性質を固定することになる｡

4.2.新 しい手工科

この方針は､パリで 1891年の教科課程と初等学校教師の訓練のための新しい教科課程によって公式の

ものとなる｡新しい教科書は､1888年から1892年までにLeblancによって出版された ｢手をつかった実

験的教授-学習｣という刊行物の中で説明されている諸活動を示 Lている (Jully&Rocheron,1892)O

新しい手工科からは木工と金工が排除され､ただレイアウトと切り取りと模型製作だけが残っている｡

学校での実施にあたって技能訓練は行われない｡用語の使い方に相違が見られる｡｢紙を使った仕事｣は紙

を使った科学となるが､それは労働の科学によれば妥当であろう｡この頃､学校手工科は､学校の中にそ

の付属品を見出している｡生徒たちが公式をメモするノー トは､練習問題や折り紙､盤何学的線描を貼 り

付けるのにも使われる田だ｡ 一

｢幾何学的初歩の教授法｣は､初歩的な練習が徐々に難しくなるように組織されている｡この手工科は

まもなく単純化される｡わずかな学校にしかない工作室を使 うような練習は全くない｡それは言い換えれ

ば､模型製作がなくなるということで ある｡手工科は紙と厚紙を使用 した初歩的な工作にまとめられる｡

｢手工科と莞酎可学｣というタイ トルのついた新しい教科書 (Jully良Rocheron,1902)は､ただ折 り紙を

メー トル法の知識と関連づけて示しているのみである｡手工科は実験的な教授一学習と紹介され七いる｡

というのも､具体的な活動や観察というのは､生徒たちが科学法則を発見することを可能にするからであ

る｡Savineau (1897)は形状を認証させ噂好を教育するために､色紙の使用を提案している0

万国博覧会の催された 1900年､このパ リでの実験は絶賛される｡この試みは他の地域でも規準とされ､

複数の著者 (CazeS,1895;CoSte良Lapassade,1892;Martin,1894,1895,1920)が ｢手工科と線図と幾

何｣を混合させた教科書を提案している｡これら3つの活動の関連は明瞭に定義されている｡手工科は幾

何学的な線図の学習に要約される田だ｡｢この真正の産業言語､それは誰にとっても役立っものだが､とり
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わけ未来の労働者のために｣(dully良Rocheron,1892,p.6)｡幾人かの著者も､実験科学 と応用科学のな

にほどかを混ぜ合わせた教授法が利用できると提案 している｡

20世紀初頭､手工科 と線図､幾何の間のバランスに重大な変化が直撃する｡実に､幾何学的基礎なしに､

新 しい線図の概念が発展するのである (1909)｡その線図の教授一学習 とは､そ うい うわけで､個人の表

現や自然､自由とい うものを志向する｡ 公式文書には ｢幾何学の事物 と自然の事物｣ を区別す ることが重

要である旨が述べられている (Azais良Michard,1910,'quenioux,1910)oこの変化は三位一体の決裂を

意味するものだ｡線図の教授は独立 したものとなる｡ しかし､手工科は支えを失い､単に幾何の活動のた

めの教育学的手段 となる｡

第一次大戦後､新 しい学校教育方針はこのフランスの変化､とりわけ産業の発展を定毒づける｡科学教

育は最良の手段 として言及され､手工科は単に教授一学習の具体的な手段 としてのみ扱われるoその実用

的な方向性は完全に抹消されている｡

4.3.技能の教授一学習の変化

この変化を理解するには､初等学校の方針に頼るのがよいO実に､Leblancの立場は中等学校 と競争関

係にある初等学校の精神を､いかに守るかと関連 しているのだ｡

フランスでは､1882年法によって､ふたっの学校が組織される｡初等学校は下層階級のための学校であ

り､中等学校は他の社会階級のためにある｡~前者のみが無償であり､その発想 というのは､生徒たちを前

もって運命づけられた社会的な役割に適応 させる七 めに､有用かつ実際的である､とい うものである｡ し

か し､それは､特に高等課程 と結びつくことによって､■生徒がより良い状態-と到達することができるよ

うにするために組織 されている｡この課程は､特に職業科において中等教育-の参加を可能にすることか

ら､それ らの課程 と競争関係を持っことになる (Martel,1889)0

1892年､経済産業省の新 しい要求とは､これ らの分野において､資格を有 した労働者を養成する､とい

うものである｡そ うして､新 しい学校 ｢経済産業実業学校｣が創設 される｡それ らの学校は､通商および

工業のための専門的な能力を､若年者たちに授けるものである｡ しかし､この訓練は実用的ながらも､本

質的には科学的背景を抜きにしている｡そこで､徒弟学校の創設 された 1870年 と同じ論説が再び生 じる

こととなる｡初等学校の熱烈な支持者たちは､薄給の労働者たちの進歩がやってくるだろうと考えていた

のだから､これ らの新 しい実業学校'には反対する｡彼らは､職業訓練は初等学校の高等課程を終えた稜に

始まらなければならない､と考えている｡この頃､それはその根本的に徐々に拡張しつつある組織におけ

る初等学校の新 しい門出だとも言われている｡Leblancはこの学校再組織における主要人物であり､彼は

フランスにおける職業教育についてのレポー トとともに､この政治的討論に参加 している｡

この精神において､初等学校における手工科は Leblancによって､高等課程-の接続 と早期の職業教育

の回避にとって有用な､知育の最初の段階というように､定義されることとなる｡

5.考察

この歴史は学校教科の歴史 (Chervel,1988)-と寄与するものである｡それは内容と教授法の.発展を明

らかにし､このカリキュラムを分析するためのいくつかの基本要素を示 している｡必修教科のような手工

科の導入は政治的な決定であって､その存在はそのイデオロギカルな着想の本質に拠っている｡初期には､

フランスには職業教育についてふたっの政治的な選択肢が存在 している｡問題なのは､その始期､つまり

初等学校の後に始めるか､初等学校で始めるか､ということにある｡子どもたちを保護 し､彼 らの技能 と

知的､身体的､遺徳的能力を発展させるという大志は､最初の初等学校において職業的な目的をすべから

く否定 した｡この基本的な選択は､学校版の技能訓練の発案を合意 している｡ しかし､この発想はある結

果を伴 うのだ｡つま り､技能訓練の縮減あるいは省略と､学校 と作業場との間の分離とが存在する､とい

うことである｡
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この研究はカリキュラムや学校教科を調査するにあたって､有用な知的ツールもいくつか示 している｡

実に､三つの独自の教授法は､生徒の課業､目標､典拠 (Lebeaume,2000,2004)という三つの構成要素

間の関連によって確証されている｡｢技能的初歩､日用品､幾何学的初歩の教授法｣の間の主要な相違とは､

何をその典拠 としているか､つまり､技能訓練か知識の領域か､に関係 している｡それぞれの教授法にお

けるバランスは､たとえば学校におけか｣､規模な工作と本物の技能訓練との､あるいは折 り紙 と幾何学と

の､連関の一貫性に依拠 しているoこのツールによって､研究者は諸変化が､課業と目標､典拠の うちの

どれであるかを決定することができる｡フランスの中学校のための科学技術教育のようなこの学校教科は

(Lebeatlme,1996,2000)､学校における技能的な導入なのか科学技術的な導入なのかという主要な問題

や､製作を伴った包括的なアプローチと､初歩的な動作あるいは観念を伴った言語的なアプローチとの間

のバランスを､明白にしてくれる｡それは常に､学校形態の制限を無視して学校教科の性質を変えてしま

うことなしにカリキュラムを設計するための､主要な問題なのである (Vincent,1998)0
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