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京免 徹雄 

 
本稿は，現在パリ第 5 大学教授（教育科学）であるジョエル・ルボムが，1993 年 2 月にパリ第 11 大学

に提出した博士論文『小学校における手工教育百年史：教育的視点から』第 1 部の書評である。同書は，

小学校手工教育の成立とその変遷について，公文書，教育雑誌，関係者の証言，製作された作品に基づい 

て精密に調査し，この教科の多様な形態およびその正当性と存在条件を明らかにしている。大きく 2 つの

パートから構成され，第 1 部では男子学校における歴史（1882 年~1990 年）について，第 2 部では女子

学校における歴史（1882 年~1923 年）について，第 3 部では手工教育の教材や実践の変遷（1882 年～1990

年）について，考察されている。また，それらに先立つ「イントロダクション」では，調査に用いた資料 

が，「基本原理と法規」「教科の本質と内容」「学校教育のための教授ツール」「実践」の 4 つに分類され

て列挙されている。 

本稿では，第 1 部「男子学校における手工教育」（pp.65-291）に着目して，限られた紙幅ではあるが内

容を紹介した上で，その特色と研究的意義について若干の解説を加えたい。第 1 部の構成は表 1 の通りで

ある。 

第 1 節（pp.70-179）では，主に 1880 年代~1920 年代が扱われている。手工科の創設に至る背景には，

2 つの対立する言説がある。1 つは，フレーベル（御物）やペスタロッチ（測量の技能）を観念的根拠に，

手を使った遊び―教育的手工芸を通して子どもの感覚や生活力の育成を目指すもので，保育学校において

発展した。もう 1 つは，労働を通して職業能力の育成を目指すもので，徒弟学校で実践された。1872 年

に公教育視学官グレアール（O.Gréard）は，初めてとなる中級技術教育機関（「ディドロ学校」）をパリに

開設している。当初は理論と実践のバランスのとれた教授と学習による生徒の身体的・知的・道徳的発達

を想定していたが，実際には「技術的要素」（élèments techniques）メソッドによる職業訓練，具体的に

は金工と木工の段階的練習が行われた。 

1882 年に義務教育の開始とともに導入された手工科（各学年週 2~3 時間）は，このような教育と労働 

という，相反する 2 つの異なる言説をバックボーンとしていた。この教科を担当したのは公教育視学官サ 

リシ（G.Salicis）であり，学校への作業場の導入を積極的に推進した。それは，当人がかつて 1873 年

に徒弟学校（トゥルネフォール学校）を設立したときの手法である。彼は，手工科は職業訓練ではなく， 

｢感覚の正確さ，環境に対する経験的理解，手作業に対する嗜好の三者を結びつける｣ものあると考えた。

ゆえに，「遊び」ではなく手作業の性向を教え込むことを重視したが，一方で活動の技術的専門性に無関

心であった。ゆえに，「技術的要素」メソッドは継承せず，「役立つ製品」（objets utiles）メソッドを採

用した。1885 年には教授法に関する通達が出され，幼年課程（6～7 歳）では編み物・組みひも・折り紙，

基礎課程（7～9 歳）では紙や段ボールをハサミで切って幾何学的な立体を組み立てること，中級課程（9

～11 歳）では段ボールで木と箱を，粘土で立体や装飾的な形状を，針金と道具でかごや格子をつくるカリ

キュラムが整備された。 

しかしながら，現実には財源不足によって作業場の設置は進ます，1887 年時点で小学校の 60％が専用

施設をもっていなかった。また，教員養成も極めて不十分であり，1886 年から夏季休暇中に師範学校で

行われた 29 日間の｢手工｣の特別講座は，1889 年に消滅した。このような状況の中，1890 年にサリシの

後任となったルブラン（R. Leblanc）は，「作業場なき手工科」（travail manuel san atelier）という方

法を見出した。中等教育と競合関係にあった初等教育の精神を守ることを尊重し，手工科を｢上級課程へ

のアクセス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｣と考えたのである。以降，手工

科は知育，特に科学法則の発見に急速に接近していく。それは，企業，職人的技能，製品などの技術的・

職業的 

基準（外部基準）ではなく，学校的基準（内部基準）を重視することを意味していた。｢木工｣｢金工｣は教

育内容から排除され，｢レイアウト｣｢切り取り｣｢模型製作｣が残された。 
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1900 年には，手工科は「図画」（dessin）と「幾何学」（géométrie）との混合科目になり，ノートにク

レヨンで作図し，折り紙を貼り付ける作業が中心となった。1902 年版の教科書には模型製作が掲載され 

ておらず，折り紙をメートル法と関連づけて示す内容に終始している。1909 年，個人の表現の自由を志

向した新しい「図画」が科目として独立すると，手工科は次第に幾何学と同一視されるようになった。

1923 年には全国統一の教育課程基準が導入されたが，「手工・幾何」は準備課程 1.5 時間，基礎課程 1

時間，中級課程 1 時間，上級課程 1 時間に削減された。このように，手工科は「つくる」教科（実習）か

ら「書く」教科（座学）に変容し，その存在意義は「幾何学」によって（応用幾何学・応用科学の具体的

な教授手段として）正当化されたのである。 

 

表 1 『小学校における手工教育百年史』第 1 部（pp.70-179）の目次 

第 1 節 手工科の設置 

2 つの言説の遭遇 

手を使った遊びと仕事 

 Ⅰ．教育的言説 

 Ⅱ．初歩的練習 

 Ⅲ．幼稚園において 

 Ⅳ．2 つの語の意味 

手工科 

 Ⅰ．徒弟学校のモデル 

 Ⅱ．学校と作業部のジレンマ 

 Ⅲ．初等学校から男子のために 

 Ⅳ．技術的要素の方法 

初歩的な手工科 

 Ⅰ．カリキュラムに関する提案 

 Ⅱ．教員の養成 

 Ⅲ．遊びの性質から作業の性質への変容 

 Ⅳ．前段階からの内容の一貫性 

 Ⅴ．法令の精神 

 Ⅵ．活動と方法 

 Ⅶ．手工科の短所と長所 

作業場なき手工科 

 Ⅰ．新たな一貫性 

 Ⅱ．学校教育的手工科 

 Ⅲ．作業場なき手工科 

 Ⅳ．パリ市での方法の影響 

 Ⅴ．言葉のパラドックス 

学校教育的・実践的手工科 

 Ⅰ．疑問視される手工科 

 Ⅱ．一貫性の議論 

 Ⅲ．手工科の再定義 

 Ⅳ．1923 年の文書 

補足 

 

第 2 節 学校と作業場のジレンマ 

単数形から複数形に 

手工科 

Ⅰ．魅力ある手工科 

Ⅱ．ブリキ製造 

 Ⅲ．役に立つあるいは楽しい手工科 

 Ⅳ．指導付きの娯楽 

 Ⅴ．手工科 

 Ⅵ．いくつかの新しさ 

手工活動 

Ⅰ．現代性 

Ⅱ．学校の変容 

Ⅲ．初等学校におおて 

Ⅳ．芸術的かつ手を使った活動 

Ⅴ．装飾的活動か創造的活動か 

Ⅵ．日曜大工か手工か 

Ⅶ．教育的手工活動 

学校と作業場のジレンマ 

 

第 3 節 再構築に向けて 

新たな言葉 

技術製品 

 Ⅰ．科学的な覚醒に関する活動 

 Ⅱ．手を使った技術的活動 

テクノロジー教育 

 Ⅰ．児童と製品 

 Ⅱ．基本原理 

 Ⅲ．2 つの提案 

科学とテクノロジー 

 Ⅰ．チャレンジするために学習する 

 Ⅱ．テクノロジー活動 

再検討されるテクノロジー教育 

 

第 1 部の解釈的提案：100 年間の一貫性の探求 

Ⅰ．総体的な変遷 

Ⅱ．存在の条件 

Ⅲ．基準となる一貫性と対立 

 

第 2 節（pp.181-242）では，1930 年代～1970 年代について記述されている。手工科が「幾何学」の付 

属科目を脱したのは，新教育，特に児童中心主義の影響が大きい。1938 年に国民教育大臣ゼイ（J.Zay）
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は，児童心理学に基づく子どもの自主性・主体性を重視し，「指導付き活動」（activités dirigées）を導入

した。複数形の「手工科」（travaux manuels）もその中に含まれ，そこでは「魅力ある製品」（objets 

attrayants）メソッドが採用された。児童たちは自分の好きな物を興味関心に沿って製作することにな

り，技術的生産活動は，審美的領域（芸術）にのみに出現した。この新たな手工科は，1940 年代に入ると

第二次世界大戦の影響で，一端は教育の経済的価値（職業訓練）を重んじる方向性にシフトするが，戦後

になると再び「魅力ある製品」メソッドが中心となる。 

1969 年，国民教育大臣ギシャール（O.Guichard）による改革で，午前中に基礎科目（知育），午後に 

目覚まし教科（disciplines d’éveil）と体育を行う 3 区分教授法が導入されると，手工科は週 6 時間の「目

覚まし教科」（子どもの興味や好奇心に訴える知育）の 1 つとして位置付けられた。それは，自然的，社 

会的，文化的環境に対する児童の興味をトータルに目覚めさせることを重視しており，手工科においては 

プログラムに基づいて活動を行い，そのプロセスを発表する「論理的要素」（élèments logiques）メソッ

ドが主流となった。さらに，細分化されていた授業科目の区分が 1975 年に廃止されたことで，週 7 時間

の「目覚まし活動」（activités d’éveil）の一部として教育的手工活動（activités manuelles éducatives）

が実践されるようになった。ここに，新教育的な「活動の教育学」（pédagogie de l’action）との一体化を

確認することができる。 

第 3 節（pp.243-281）は，国民教育大臣シュヴェーヌマン（J.-P. Chevènement）によって 3 区分教授

法が廃止された 1985 年以降を対象にしている。「目覚まし活動」の消滅によって，新たに生物・物理・

テクノロジーをまとめた新教科「科学・テクノロジー」（sciences et technologie）が 1～2 年生で週 2 時

間，3～5 年生で週 3 時間配当された。このうち，テクノロジー活動の分野は，人間の構築した世界に子 

どもをアクセスさせ，人類の進歩に参画しチャレンジする意思をもたせることを目標にしている。準備課 

程（第 1 学年）では，児童は観察・分類・操作・製作を通して，多様な製法や適切な道具の使用方法を学 

習する。また，単純な技術製品を分解したり組み立てたりする。基礎課程（第 2～3 学年）では，技術プ

ロジェクトを考案・計画して，実用的で遊びに使える技術製品をつくる。中級課程（第 4～5 学年）では，

問題を構築し，仮説を立て，それを解決するために思考する。さらに，児童はコンピューターに関する製

品やシステムを対象に，そのメカニズムや電気機械技術を学ぶことで，情報処理に関する教養の初歩を習

得する。 

このように，中級課程に情報科学が含まれたため，小学校はコンピューター設備を備えなければなら

ず，また情報処理に関する教員研修も大量に行われた。さらに，教員の授業実践を支援するために，教材 

のサンプルを提供してくれる「テクノロジー手提げかばん」も登場した。以上のような「科学・テクノロ 

ジー」は，「技術プロジェクト」（projet technique）メソッドに則っており，児童心理学に留意しつつ学 

校機能からのニーズもふまえて，真正で妥当な内容に基づいて構成されている。個人の発達と社会の形成 

の両方をバランスよく目指している点が大きな特色である。 

最後に「第 1 部の解釈的提案：100 年間の一貫性の探求」（pp.283-291）では，第 1 部のまとめと結論

が述べられている。図 1 は，手工教育の変遷とその特徴について示したものである。その背景には，2 つ

の要因を見出すことができる。第 1 に，構造や組織における学校の包括的な変化である。技術教育の制度

化と義務就学の延長に伴って，学校が徐々に統一されてきた。子どもの発達する場所，公平な教育・訓練

の場所として徐々に規定されるようになった小学校は，学校が生徒の知育のための場所でしかなかった時

代と同じことを教えることはできない。第 2 に，子ども観の変化である。手と目がかかる不十分な「小さ

な大人」から，「特別な存在」としての子どもへのシフトに伴い，命令された訓練を行う教理教授学的方

法ではなく，計画された活動を共同で個性的に行う方法が重視されるようになった。 

その上で，手工教育の「存在条件」に関して，2 つの視点から考察が展開されている。第 1 に，それが

導入された背景，すなわち授業の意義と機能である。図 2 は，手工教育の社会的役割の変容を表してい

る。縦軸は「教育の目的」のバロメーターであり，社会的存在や労働者になること（経済的価値）と個人 

や人間の発達のどちらを優先するかを示す。普仏戦争（1870 年），占領期（1940 年~1944 年），1980

年代の経済不況などの際には前者が優先され，人民戦線内閣（1936 年）や 5 月革命（1968 年）では後者

が優先された。横軸は「教育の内容と方法」のバロメーターであり，実践知と理論知のどちらを優先する

かを示す。以上のような 2 つのベクトルで学校における手工教育を分析すると，活動の真正さを重視する

「技術的活動」（実践知優先），学校システムへの適合を重視する「学校的活動」（理論知優先），そして
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個人の発達を重視する「子どもの活動」の 3 つに分類される。しかし，総体的にみると 4 つの次元のうち

右上の次元（子ども・理論知優先）が多く，社会的側面は軽視されている。これは，労働から切り離され

た学校が，児童に純化された理想的な世界ばかりを紹介することで，学習経験の職業的意義を喪失させる

という深刻な問題を孕んでいる。 

 

図 1 手工教育の変遷（Lebeaume, 1993, p.283 に一部加筆） 

 

 

図 2 手工教育の社会的役割の変容 （Lebeaume, 1993, p.287） 

第 2 の視点は，教科固有の特徴，具体的には脆弱な専門性である。先に分類された 3 つの形態はいずれ

も不安定であり，社会的背景によって変遷を余儀なくされた。そうした中で手工教育としての一貫性を保
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つことができたのは，方法論の修正による。方法論の多様性は，単なる時代の流行や精神の表出ではな

く，「真正の手工」と「学校の手工」（travail manuel authentique / d’école）のバランスの追求の帰結で

ある。環境に関わる実践を学校システムに統合する困難ゆえに，教科基盤は脆弱であったが，実践が当初

の意義を失った場合や，過剰な学校的処理によって他教科に統合された場合，外部基準（真正の手工）が

新たな価値を提供してきた。したがって，手工科の歴史は，「手工」の学校化および社会実践の教育的統

合プロセスにおけるダイナミズムとして捉えることができる。 

以上が同書の概要である。ここからは，その研究的特色について 2 つの論点をとりあげてみたい。第 1

に，技術・職業教育史の観点からの意義である。フランスの技術・職業教育史に関しては，その第 1 人者

とされるレオン（A. Léon）によるものをはじめ（1961 年刊行の『フランスの技術教育の歴史』は邦訳さ

れ，白水社から出版），いくつかの通史的研究が残されているが，中等段階以降の専門教育を対象とした

ものが多く，普通教育としての手工教育には充分に光が当てられていなかった。戦前の成立期から戦後に

至るまで 100年という広大なスパンでもって分析を行い，その連続性と断絶を顕在化させたのは，同書な

らではの成果といっても過言ではあるまい。さらに，これまでは思想，政策，カリキュラムに関する記述

が中心であったのに対して，同書は膨大な数の一次資料を丹念に分析することで，具体的実践にまで踏み

込んで論じている。一方，同書は日本の技術・職業教育史研究の立場からみても興味深い。フランスは手

工教育をいちはやく学校に導入した｢先進国｣であり，その実践は 1885 年にルアーブル（Le Havre）で開

かれた｢小学校教員万国教育会｣を通して日本に紹介された。それは，スウェーデンのスロイド手工と並ん

で大きな影響を与えたとされるが，その実態については主に日本側の資料を中心に分析されたこともあ

り，まだ不透明な部分がある。同書は日仏の影響関係には全く言及していないが，これを解明する貴重な

手がかりの 1 つになるのではないだろうか。 

第 2 に，やや評者の興味・関心に寄せることになるが，職業指導・キャリア教育研究の立場からの意義

である。同書の最大の特徴は，歴史的事実の列挙にとどまらず，手工教育の社会的役割にまで言及したと

ころにあると考える。それは，単なる社会情勢の反映ではなく，まさに筆者が指摘するように，手を使う

労働行為を知育中心の普通教育といかに融合していくのかという奥深いテーマに関わっている。元々異な

るロジックを基盤とする両者が適切に融合したとき，キャリア形成支援としての機能が効果的に発揮され

るのではなかろうか。第三共和政期の手工科も，当初は職業指導（orientation professionnelle）としての

役割を期待されていたが，知育への傾斜によって，その機能は急速に失われていった（拙著『フランスに 

おけるキャリア教育の成立と展開』風間書房，2012 参照）。学校における普通教育の範囲内において労働 

者を育成するためにはどうすればよいのか，同書は考えるヒントを提供してくれる。やや飛躍するかもし 

れないが，日本でも小学校に図画工作科，中学校に技術科が設置されているが，キャリア教育としての意 

識化は極めて弱いように思われる。幼少期に「手を使うこと」がキャリア形成にどのような影響を与える 

のか，科学的な検証が待たれる。 

最後になるが，唯一日本語で読めるルボムの研究成果として，「フランスの初等学校における男子のた

めの手工科の歴史」が『技術教育学の探求』第 4 号（2007 年 9 月）に掲載されていることに言及してお

きたい（原文は英文で第 3 号に収録）。この論文は，同書の第 1 部第 1 節を要約した内容になっており，

博士論文の一端に触れることができる。本書評も第 1 部のみを対象にしており，第 2 部「女子学校におけ

る手工教育」および第 3 部「学校における手工教育の現実」については，稿を改めて論じたい。 
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