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　はじめに
　大正期，日本の教育界では欧米の児童中心的な教育運動の影響や社会のデモクラシー思潮の影響を受け，
いわゆる大正新教育運動が盛んになった。このような教育界の動きのなかで，山本鼎が主導した自由画教育
運動や『赤い鳥』などの児童文学雑誌の発行，総合芸術といえる演劇教育は，芸術教育運動としても総称さ
れる。大正新教育運動を担ったさまざまな学校においては，芸術教育を推進するだけではなく，教育を芸術
的にとらえようとされていた。たとえば，運動を担った代表的な学校である成城小学校のめざす教育方針に
は，「一，個性尊重の教育　付，能率の高い教育

4 4 4 4 4 4 4

」「二，自然と親しむ教育　付，剛健不撓の意志の教育
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」「三，
心情の教育　付，鑑賞の教育

4 4 4 4 4

」「四，科学的研究を基とする教育」とあり３項目めに「鑑賞」が記される 1。「鑑
賞」は，学校教育を芸術的に考えようとしたとき，「表現」とともに欠かせないものであった。「鑑賞」とは，
教科に分化した各教科のうち，音楽，美術などの芸術教科で行われるもののみの学習を指すのではない。ど
の教科でも芸術的に学習することがめざされることがあり，そのキーワードに「鑑賞」があったのである。
　大正期から昭和初期にかけて，奈良女子高等師範学校附属小学校では，主事の木下竹次を中心に訓導たち
が合科学習を実施した。また，合科学習という名称を用いていなくとも，さまざまな学校で既存の教科を統
合するような学習が試みられた。また，上にあげた成城小学校に一時期つとめ，美術教育の研究者，心理学
者として活躍した霜田静志は，図画手工総合論を主張したが，図画手工総合論だけではなく幼年期の合科的
な学習を実践している。
　本稿は大正期から昭和初期，教育を芸術的にとらえようとする「創作」や「鑑賞」に着目し，特に国語書
方等の書字学習や美術鑑賞の学びについて，就学前から小学校低学年の実践を考察するものである。

１　奈良女子高等師範学校附属小学校における書方学習
（１）河野伊三郎の合科学習初期の試みから
　大正期から昭和初期，「学習法」を主張し「合科学習」を推進した奈良女子師範学校附属小学校は「自由教育」
を推進した千葉師範学校附属小と並び，新しい教育運動の中心校であった 2。奈良女高師附小の研究の中心
は合科学習であるが，各教科の研究 3も行っており，全国に名を知られた訓導が複数在籍していた。ここで
はまず訓導の河野伊三郎の実践に着目したい。後に『書方学習原論』を出版するのは，合科学習を研究して
いた訓導の岩瀬であるが，河野は国語教育，そして国語のなかにあった書方教育についての著述が多くあり，
書方研究を主導する立場にあったと考えられるからである。
　河野は主事の木下竹次よりも早く奈良女高師附小に着任していたが，それ以前に鹿児島県女子師範学校で
木下竹次の指導を受けていた。木下は奈良女高師附小に着任してから２年後の1921（大正10）年に合科学
習を１年生の担任に実践させている。河野伊三郎はそのとき1年生を担任しており，木下に提出した河野伊
三郎の「学級経営案」4には木下の添削指導をみることができる 5。
　河野はこの経営案でまず，「緒言」において附属幼稚園との連携や学区についての問題に触れ，「幼稚園教
育ニ対スル余ノ理解」として幼稚園と小学校との区別について意見を述べている。河野が「即チコノ年齢ニ
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達スレバ心身共ニ発達シテ漸次伸張スルカラ，規定セル一定ノ法規ノ下ニ生活シ得ルト認メタカラデアラウ」
と述べている部分の上部には木下が「之ハ小学校ニ限つたことでない　幼稚園も同様だ　年齢が異なるから
内容が異なつて居るだけだ」と添削する。また河野が「即チ智識ヲ収得セシムルタメノ教育上ノ方法トシテ
ハ幼稚園ノ延長ト見ルコトヲ得ンガ，一定ノ下ニ訓練ヲウケテ，人トシテ生存シテ行クタメニ，陶冶ヲ享ク
ルトイフコトハ，コレ小学校ガ幼稚園ト異ナルトコロデアラウ」と記している部分の上部には「今日は幼稚
園でも明日は小学校に行く一日の差でこんな区別が立ちますか　人の子は連続的に発展します」と添削され
る。河野は「陶冶ヲ享クル」ことに幼稚園と小学校の差異があるとしているが，木下の書き込みからは，木
下が幼稚園教育と小学校教育を「渾一的」にとらえよとの意思が感じられる。幼と小について小学校におけ
る「陶冶」で区別をなそうとする論を展開する河野であるが，木下は「幼稚園にも束縛がある　直接の意思
陶冶がある　此等のことは同様に小学校にも要求できる」と添削している。端的にいえば河野の意見は，木
下の期待に添ったレベルの幼小連携理論ではなかったのである。
　そして河野は「合科教授ノ精神ニヨル」また「時間割ヲ定メナイデ児童ノ心身状態ヲ考ヘテ教科ヲ適用ス
ル　従ツテ成ルベク毎日全科ニ亙ル」各教科の課程案を提示している。ここに木下は「合科教授ノ方法ヲ詳
説アリタシ　訓練養護モ考ヘ合セテノベラレタシ」，さらには「児童ノ生活ハ各科ニ関係シテ居ル各科ニワ
ケテ教授スルノハ不自然ダカラ合科ニスル　本案ノ如クナラバ各科教授ニ立脚シテ居ルトモ云ヘル　之ヲ合
科トスルノハ反ツテ時間ヲ空費スルコトニナラヌカ」と手厳しく添削する。この批判にあるように合科の方
法論の提示がなされていないのにも関わらず「合科教授ノ精神ニヨル」教科内容の提示があるのは唐突の感
を否めない。
　木下は終わりに11項目に分けてこの学級経営案を指導している 6。そのなかでは，「八，幼稚園デ行ツテ
来タコトヲ如何ニ利用スルカ明瞭デナイ」というもののほか「五，国語科ニハ稍特色ガアルガホカハ平凡ダ
　今少シク考ヘル余地ガナイカ」という記述がある。国語については多少評価されるがかなり手厳しいもの
であることが読みとられる。河野の国語科の教授案と木下の添削は次のとおりである。尋常１年の内容が主
であるが，次年度以降を見通した内容も含まれる。

［教授案本文］
（二）国語科
１，実物，絵画ニヨツテ観察シタコト及経験シタコトヲ発表サセテ言語ノ練習ヲナサシム。
２，対話ニヨツテ話術ヲ練習セシム。
３， 読本ノ文章ハ其ノ言語練習ノ一部分又ハ一ツノ場合トシテ提出シ，読，綴一元ノ主張ニヨツテ取扱
フ。故ニ入学当初ヨリ綴ルトイフコトヲ重クミネバナラヌト信ズ。読ムコトハ自己ノ思想ヲ綴ルコ
トダト言ヒタイ。

４， 児童ハ文字ヲ読マナイデ想ヲ読ム。コレハ文字教授ヨリ見レバ一ツ欠点デアルニハ相違ナイガ，余
ノ主張デアル，己レノ表現ニヨルトイフ立場ヨリ見レバ，コレ喜ブベキ現象トイハネバナラヌ。故
ニ，文字教授ノ場合ト，自己表現ノ場合トヲ区別シテ児童ノ国語力ヲ伸バサネバナラヌ。

５，ヨツテ課外ノ読ミ物ヲナサシム。
６，観察力ヲ練ラネバナラヌ。事物ノ総合観察，分解観察，及行動ノ順序的観察等。
７，観察事項ヲ，文字図画言語等ニ発表サセ思想表現ノ練習ヲスル。
８，書方ヲ廃スル代リニ鉛筆ニヨル書キ方ヲ丁寧ニスル。
９，易イ漢字ハ読本ノ文章仮名ノ右側ニ書キ現ハサセテ漢字ヲ早クカラ教ヘル。
10， 平仮名モ二年カラトセズ第三学期ノ当初ヨリ片仮名五十音表ニ平仮名ヲ振リテ読ムコトハ充分ニナ

シテ置ク。斯クシテ上学年ノ読本ヲ早ク読ミ易カラシムル様ニシテオク。而シテ五年生ニ於テハ六
年生ノモノヲ終ル様ニスル。コレハ主トシテ優等生デ中学校入学モノニ。

［添削書込］
国語科ノ時間ハ特ニ多クシテアルガ如何ニ考ヘテ国語教授ヲスルカ　＜（二）国語科上部＞
綴レバ読メル様ニハナラウガ読ムコトハ綴ルコトデハ無イ－読ムコトハ他人ノ思想用語ヲ自分ノモノト
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シテ創作スルコトダト云フノデスカ　表現ガ不完全デアル　＜３波線上部＞
語簡ニシテ意義不明　文字ヲ読マナイデ想ヲ読ムノガヨイト云フノカ　余リ主観ニ偏スルキラヒナキカ
言語文字ノ想ニツイタモノデナイノカ　内容ト形式トノ関係ニツイテ兄ノ詳説ヲ得タシ　＜４上部＞
第三学期に定メル理由如何　＜10上部＞
 （波線は木下によるものと思われる。＜＞は書込のおおよその箇所を示す。）

　４の添削にあるように，真意がつかみにくい部分もあるが，「読，綴一元」や図画の活用など合科的なも
のをめざそうとしていたことは読み取られよう。８には書方を廃するとあるが，これは毛筆書方のことであ
ろう。奈良女高師附小では1919（大正８）年ごろから尋１から尋３程度の毛筆廃止が検討され，1927（昭和２）
年ごろには，毛筆書方の開始時期がおおよそ４年生ということが訓導たちの共通理解となる 7。先にのべた
ように河野は書方研究を主導する立場であったこともあり書方についてここに記述したのだろう。しかしな
がら単に丁寧にするという記述からは，低学年合科による書方学習のビジョンを描いてはいないことがわか
る。

（２）「話方」を起点とした自律的書字学習
　河野のほか訓導の池田などによる合科学習の初期の検討から５年後，木下竹次は『学習各論』8を出版し，
ここで合科学習の方法を詳説し，低学年で「人生全体に亙つて順次に生活単位を定めて行く」大合科学習，
中学年で「人生全体を文科理科技能科の如く幾つかに範囲を定め其の同一範囲内で順序に系統を立てて生活
単位を選定する」中合科学習，高学年で「人生全体を更に小さく区分し現時の各学科の如く定立して其の各
範囲内で生活単位を定めて行つて其の間に系統を立てる」大合科学習を提示する。そしてこの著述から10

年弱の時を経て，木下は『低学年合科学習概論』9を出版する。ここではこの２つの著書を中心に低学年合
科学習の書字学習の実際についてみることとしたい。
　それではまず『学習各論』をみることとする。低学年に取り入れた大合科学習は，「家庭に於ける幼児生
活の様式を低学年に延長したもの」であり，教科には分けず，国語の四分野を別々に学習しない。木下は大
合科学習のなかで，「国語生活」がどのように発展するかを解説する。出発点は話方にあり，ここから文字
を知る必要性は自然と生まれるとする。話すことが書くことよりも先に発達するため，それを起点とするの
である 10。入学当初子どもは自然と文字を読むだけではなく書こうとし，文字の読みや書きは，教師や学友
に教えてもらうとする。また環境から知ることもでき，これらを教師が支援するのである。その後の学びは
次のように記されている。

　五十音図もいろはの掛図も眼に触れると熱心に読む。大人から見て何等の興味がないと思はれること
も相当に熱心に読み書きする。普通の児童でも方法宜しきを得れば第一学年の第二学期も終れば大抵は
片仮名平仮名と多少の漢字とは読みもすれば書きもする。
　児童が自律的に文字を学ぶと書く順序などを間違へる。此の如きことは始は寛大に見て居れば宜しい
が，教師は勿論自分は正しく書き，時に児童に教へても宜しいのみならず，成るべく早く正当の順序で
書く様に導入せねばならぬ。
　片仮名平仮名及び漢字を同時に学ぶこと右の如き学習法では止むを得ないことであるが之には何等の
不都合もなくなつて便利で経済なことがある。方形の文字板の一面に片仮名を書きそれに相当する平仮
名を他の一面に書いて置けば恰も漢字に振仮名をした様な関係で其の一方を記憶すれば他は容易に記憶
出来る。漢字の記憶は仮名に比して必ずしも困難でない。且漢字は記憶した以上は仮名で綴つたよりは
読み易いから，児童は必ずしも漢字を嫌はない。寧ろ漢字を早く知ることを誇として居る 11。
 （傍線引用者）

　傍線部にあるようにこのような学習でまず問題になるのが筆順である。しかし，ここには筆順のほか仮名
と漢字の定着率について記されない。また児童はノートに書くことだけではなく，黒板や小塗板に書くこと
が腕を動かす練習になるとされ，教師が板書を奇麗に筆順にしたがって書くことや「文字の分解直観」の指
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導の必要性についても触れられる。「文字の分解直観」とは文字を点画に分解し，止めはね等を含む点画の
形態に着目するということだろう。ここでは，片仮名と平仮名，漢字が同時に学ばれるような，音声法や書
字の学習系統を考えない低学年合科による学習が発表されたのである。
　つぎに『低学年合科学習概論』における書字学習についてみることとする。『低学年合科学習概論』は時
期的にみて奈良女高師附小の低学年合科研究のひとつの到達点を示すものとみてよい。ここで国定教科書は
使用しないわけではなく，国語としては「国語読本と書き方手本とを摂取し之れを順次に教授しないでしか
も教授したのと同等以上の教育的効果を収めて行かう 12」している。徹底した自律的学習をめざす学習法で
あるが，低学年においても国定教科書を全く使用しないという着地点にはならなかった。また当時，初等教
育刷新案に低学年総合学習が取り入れられることは決定しており，これはその「実施に有效ならんことを主
として記述し」たものである。全体に合科学習の実践について従前よりも具体性をもって解説されている。
そして時局上，国家主義的，国粋主義的な記載が増えている。
　ここで話方は，「合科学習の基本」とされ，就学直後の大合科学習の中核をなしている。話方を起点とし
て環境による書字学習が展開されることに『学習各論』からの変更はないが，書字にいたるプロセスが変化
している。まず話方では，聞方の練習が大切にされ，話方は一種の綴方であり，一種の読方であるとされる。
そして「文字の学習」という指導が章立てられ，文字を読む指導の一例が示されている。範語法が批判され
ていることは従前と同様であるが，「少少無法の様であるが話方を利用して直に文章を書いて之れを読ませ
る。入学の当初に於て朝礼の際「オハヤウ」と挨拶をかはす（傍線引用者）13」とし，そこから「オハヤウ」
を板書し読ませる実践例が紹介されている。『低学年合科学習概論』の出版時，読本は「サイタ」から始ま
るサクラ読本になっており，その影響がある可能性があろう。そして木下は「此の流儀で文字を読ませる様
にすれば極めて早く文字を修得する。其の内には自ら進んで文字を学ぶ者も出て来る」とする。学習環境と
しては児童の中に文字を知っているものの刺激，下足棚や雨具に記された氏名，文字かるた，絵本，掲示が
取り上げられている。当時は片仮名先習であり，結びなど難解な書字技能は必要とされず，書字は平仮名の
場合に比べて行いやすかった。これら「文字の学習」と分けて「書方の学習」が解説されるが「既に片仮名
を知ると求めなくとも児童は之を書くことが多い」とされ，「文字の学習」は「書方の学習」と連動してい
るものとみてよい。
　木下は硬筆書方に学習ノートを方眼紙で作っておき，一年生では１センチ半とするとよいとする。各児童
に直接指導を行ってもよく，「合科学習に於ては児童が自ら進んで学習ノートに書くことが多いから児童の
書写能力は非常に増大する。第一学年の終には従来の第三学年児童位の力量を有する児童の出来ることは珍
らしくない」とする。また，筆順については「始は大目に視て置いて漸次に文字には筆順のあることを知ら
しめ教師が板書する時などには能く之れに注意して正確な書方が出来る様にすれば宜しい」とのべる。木下
は硬筆書方の文字見本について，教師の板書を重視している。板書については，模範を示しながら「黒板上
で綺麗に正斉に書」き，児童の文字を発展させるとし，教師が適宜板書で見本を示すことを想定していると
思われる。木下は読本の文字を手本にするとは記していないが，国定国語読本の文字は，実際のところ書字
練習で参照されたのではないかと思われる。
　環境による学習から出発する「遊戯的」読方の学習の入門期の実践例は，訓導の岩瀬六郎も紹介している。
木下が述べていたのと同様に絵本や五十音図，カード遊び等で文字が読めるようになると，字を書く児童が
あらわれるという流れであり，岩瀬はその後の学習を次のように述べている。

　字形や筆順等は滅茶々々であらうが，黒板にノートに図画用紙に到る所に文字が書かれる。その中に，
文字で語を綴るものや文を綴るものもあらはれる。さういふ子どもが出来れば，教師はそれを全級児童
の前に発表させる。まだ，書いたことのない子供でもその発表などを聞いて居ると，自然にかくべき衝
動を起させられる。
　書字は非常に子供の喜ぶところである。一度書字の世界が展開すると，茲に，多読多書の学習活動は
愈々白熱して大勢はひた押しに一人の子供をも文字学習をせずに眠らせて置かなくなる。（中略）しか
し或は疑ふ人はいふかも知れない。そんな個人本位の無系統な学習では，発音指導もろくには出来まい。
文字もうまくは書けないだろう。
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　成程，発音や書字の筆順などは，最初の中は無茶なところもある。しかし二年三年位には，立派に矯
正され得るのみならず，全体としての国語の学習能率は極めて高い。しかも力の弱い子供は個人指導に
よつて立派に救はれ得る 14。

　ここでは読方の学習から出発し，書字の学習とともに綴方の学習要素が展開していることが読み取られよ
う。最後に学習効果が高いことが書かれるのは木下の場合と同じである。学力の定着は児童中心的な学習で
少なからず問題にされる。奈良女高師附小による低学年合科学習においても，その点には配慮している姿勢
を示してはいる。木下も「第一学年の終には従来の第三学年児童位」の書字能力を獲得すると述べていた。
しかし，筆順の修得率などの具体的な数値は示されなかったのである。

（３）創作的書方の学習
　ここまで述べてきた書字学習はすべて硬筆によるものである。当時は，国定教科書を使用すれば尋常1年
から毛筆書方が学習されなければならない。木下は『学習各論』において独自の創作的書方理論を表明して
いる。木下の「創作的書方学習法 15」を木下が書いた順そのままに，箇条書きで以下にまとめることとする。

１　硬筆書方が書方の正統であり，毎時間のノート記述が練習となる。毛筆書方の大字練習は本体にならない。
２　書方の創作的学習は，自由画の創作的学習を参考にするべきである。
３　模書，臨書，暗書，攻書の学習順序をとらず，最初から最後まで「攻書法」で一貫する。「攻書法」は既習
の書法を応用して文字の書き方を創作し，之を批評訂正して漸次に練上げる方法。攻書では，古人の書法を活
用し，自身の個性を表出する。また創作文字を美的標準に一致させる。書の書き方に創作を加えるだけではな
く「敏速書方」「堪久書方」等にも及ぶ。

４　形態の美から入り，結体練習をなし，点画は自然に熟達させる。点画の書方指導はするが，この方法で行う
と少々の指導で点画がかけるようになる。これに類することは図画で成功している。

５　文字を美的に構成し，鑑賞批評し，形態の美醜を感じさせる。それとともに毛筆硬筆の性質，用法を研究す
れば美的作用が漸次進歩する。

６　環境を整理し，指導方案を立てて放任せずに指導する。観察鑑賞批評実習等が欠くことのできないものであ
る。図画の学習を参考にすべきである。

７　手本は必要であるが，むしろ鑑賞用である。鑑賞に使用するものには手本及び名家の書，児童同士の書がある。
作品は相互に比較して観照し鑑賞する。書の動機を惹起し書の批評に応じるためである。手本の模倣を行って
もよいが，創作資料を得るためのものであれば差し支えない。模倣に終わるのでは面白くない。

８　創作的書方の学習順は次のとおり。図画にならって比較観察鑑賞批評を多く行うべきである。
　　１．各種の文字を直観する。
　　２．自ら工夫して美的或は敏速に文字を書く。
　　３．児童自ら自分の文字について批評訂正する。
　　４．児童相互に各自の文字を比較し鑑賞批評する。
　　５．相互仮習の研究を利用し更に第二次の独自学習を行う。
９　初期には姿勢，持ち方，使い方に特に注意せねばならないが，なるべく間接に指導する。
10　創作的書方学習の指導では図画の学習法を参考にすべきであり，書は強いて言えば思想画に近い。古人の書
を学ぶのは，臨模するだけではなくその心を養うためである。

11　書の学習は直観を第一要件とする。読本，書方手本，教師の板書文字，新聞，雑誌等で毛筆や硬筆の文字を
直観する。この直観を創作に導くのである。

12　書の直観には用筆直観と形象直観がある。それぞれには正面直観と反面直観がある。教師は度々敏速に直観
させ，表現と連絡させ記憶に導くこと，文字の直観を助けるために環境を整理組織しておくことが必要である。
特に板書には注意する。

13　文字表現は内部芸術品として工夫し構成されそれが外部芸術品として表現される。書は意思的動作である。
それは心理的に10の径路をたどる。（10の径路は省略。）内部芸術品として表出された文字は，努力工夫して
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書写することにより目的の外部芸術品が完成する。予想した文字と比較し，満足又は不満足を表する。満足の
結果は進取心或は高慢心となり，不満足の場合奮闘心又は萎靡心となる。

14　文字の表現は上のように心理的条件の具備を必要とするが，ともに生理的条件の具備も必要である。身体の
運動は生理的法則の支配を受けるばかりでなく物理的法則の支配を受ける。姿勢，運腕，運指のごとき何れも
物理的法則を顧慮せねばならない。

15　技術の学習に用具の良否は大いに関係がある。学習用具は次のとおり。用筆（ペン，鉛筆，白墨，毛筆）用
紙，インキと墨，硯，机腰掛，学習指導の用具（黒板及び小黒板）示範用紙，示範用筆。

16　書方の姿勢は，学校では多く腰掛姿勢をとる。立姿，膝姿，立姿であるが腰を屈める姿（示範用），整姿法
もあり。

17　執筆法には，双鉤法，単鉤法，撮管法，段玉裁法，握管法がある。
18　用筆法のうち腕法では，懸腕が大字，提腕が小字中字，硬筆書方は提腕。臂関節を動かす練習には始め立ち
姿が多い。筆毫は字画の正中を通る。直鋒直管が無難であるが，常に必ずしも直なることを要しない。用筆で
は遅速を考慮する。

19　結体を学ぶ間に点画を合わせて学習させる。結体法について，教師は古来の研究を知るべきだが，児童は以
下を知るとよい。

　　１．点画の分布を整正にすること
　　２．点画の分布に変化があること
　　３．文字の左右両側に均整を保つこと
　　４．複雑結体に於ては文字の中心点と各部分との関係を正当にすること
　　５．隣接する上下左右の文字との関係を考へて結構すること
　　６．文字を書く局面の関係から文字の結構原理を種々に変化して書くこと
20　学習者は結構原型と結構原理とを考えて文字を美的に表現する。表現の目的を以て自ら表現する。之を訂正
して表現し，各自の鑑賞を経て更に之を訂正する。

21　点画は，結体の後，自然に書けるよう学習する。初学者には技巧的な書方をさせないようにする。硬筆は鉄
筆で謄写版に書くように点画に技巧を施さないほうがよいが，書方の発展に伴って自ら点画に技巧を加えるの
は差し支えなし。点画を書くときの心得は10にまとめられる。（10の心得は省略）幾分か基本の点画及び文字
を学習すれば，他は応用で書くことができる。文字を書く機会は硬筆毛筆の場合を合わせると非常に多い。注
意して学べば書の上達は困難でない。

22　正格と捷格の布置法があるが，初等教育では正格の布置法を学ばせる。基本の布置の６パターンは練習とし
て必要である。また掛け軸や色紙等の布置について心得るべきである。

23　創作的学習でも教師が示範することは必ずしも不要ではない。結体は黒板での示範をしてよいが，微妙な作
用を示すときには個人又は分団に示範する。図画教室には黒板が無くなった。書の創作的学習が行われれば書
方教室にも黒板の使用は無くなるだろう。

　これは主として毛筆書方について論じたものであるのだが，硬筆書方と毛筆書方が分断して章立てられて
いるわけではないことに着目できよう。木下は１にあるように硬筆が書字の中心である以上，初等教育の書
方の中心は硬筆でなければならないという考えであった。硬筆は５にあるように毛筆と同根のものとして書
かれている。「由来硬筆書方と毛筆書方とは非常に多く共通点を持つて居るもので，硬筆書方によつて文字
は大部分の学習が出来るのである」とものべており，当時の書方教育者たちが書方教育について語るとき，
毛筆と硬筆は分けてとらえられるのが基本であったのとは異なっているのである。
　木下はここで「初学年から文字に注意すれば毛筆書方の如きは第四学年から初めても従来に比して成績は
落ちない」とのべている。この考えは『低学年合科学習概論』にも継続されているが，毛筆と硬筆を分けて
論じている。毛筆と硬筆を分断してとらえない考え方は後に後退したということができよう 16。また木下は
「低学年の合科学習に於て児童から毛筆書方の必要を感ずる様なことは容易に起らぬから強ひて毛筆書方を
課するのならば変則ながら特別に時間を設けて学習せねばならぬ。併し学習環境中に毛筆書方の修練が出来
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る様に施設を為て置いて児童が必要に応じて学習の出来る様に為て置くことは如何なる場合でも必要である
17」とする。つまり3年生までの完全な廃止を主張していたわけではないのであり，興味をもった児童には
いつでも学習ができるようにとの配慮があった。低学年の場合でも毛筆を扱う場合は，創作的に学ぶことが
めざされたとみてよいだろう。
　毛筆と硬筆を分断せずにとらえようとしていたことのほか，木下の創作的書方学習にはいくつかの特徴が
ある。環境を重視すること，観察から出発すること，また鑑賞を多く取り入れ，批評力の向上をねらってい
ること，独自学習から相互学習に進み再度独自学習を行うという，学習法理論にもとづいていると思われる
ことである。また文字を点画からではなく結体（現在言うところの字形）から学ばせるなども大きな特徴で
ある。
　木下の毛筆書方の学習法理論は，ある程度附属小内で共有されていたと思われ，研究成果として，訓導の
岩瀬らが記した『書方学習原論』が出版されている。また明らかに女高師附小の影響を強く受けた岡本清徳
『硬毛併用　新しい書方学習法』などでは，分団学習，相互学習などについて詳しく論及されている。書方「学
習法」はある程度の広がりを見せていたといえよう。ただ，木下の創作的書方学習論における臨本主義をで
きるだけ廃し，書方を自由画のように学ばせようとする毛筆書方の学習が，附属小内であったとしても着実
に実践されていたかについては疑問が残る。岩瀬らの著述や河野の著述では臨本主義をほぼ廃した書方学習
論が展開されないからである。

（４）『学習原論』にみる創作，模倣，鑑賞
　創作的書方とは，多様な文字を直観してから文字を美的に工夫し，或いは敏速に書くものである。また，
手本は鑑賞用である。ただし，創作資料を得るための模倣は許される。木下がこのような学び方を提示でき
たのは，木下が模倣と創作の関係について研究を重ねていたためではないかと考えられる。木下は『学習原論』
18目次細目で，学習の性質を「発動的学習」「創作的学習」「努力的学習」「歓喜的学習」の４つに分けている。
木下は創作とは「創造の意味に取つてあらゆる独創的の作用を包含させることにしたい」と解説している。
自律的学習で重視される個性の教育が「創作」にあるとするのである。
　木下は，「芸術的生活とは自己表現と創造的活動とを本質として居るものとすると，創作による動的学習
は学習を芸術化するものである。それは同時に生活を芸術化するとも云へる。芸術的学習によつて清新な知
覚も，豊富な創造も，鋭敏な感受性も，濃厚な情熱も，篤実な実行力も養へる。」と述べている。また，木
下は「創作的」に学習するために，創作と一見相反するとも思われる「模倣」について次のように記している。
　　
　　 　創作的学習を尊重するものは模倣，注入，練習を軽視するばかりで無く多くは之を排斥せうとする。
それは誤つて居る。創作は模倣に資けられる。模倣は創作の敵ではない，寧ろ大切な見方である。模倣
を全く排斥しては自発成長の学習は殆ど不可能である。（中略）模倣と云うても盲目的の模倣もあれば
批評的の模倣もある。又外形的に模倣することもあれば精神的に模倣することもある。更に意識的に模
倣するときと無意識的に模倣するときとあつて一概には云はれない。創作と模倣とは性質に於ては異
なって居るが，実際に於いてはその何れとも定めがたい場合が沢山ある 19。 （傍線引用者）

　これは，創作と模倣とを「渾一的」にとらえようとするものとみてよいだろう。ここでは模倣にさまざま
な段階や場合があることを想定し，それを学習に取り入れる姿勢をみせている。しかし方法としては，教師
による注入主義，直接的な指導をできるだけ排除している。当然ながら図画の模倣，すなわち臨画を復活さ
せようなどというものではない。音楽科では「自由に作曲し歌謡することに於て一般に唱歌の出来る様に導
くが宜しかろう」とものべる。
　また，自由に学習させることは，「規範を無視することでは無い。学習の目的を遂げる爲に適切な規範を
自ら発見し自己の規範を以て自己を規正する様にしようと云ふのである」とし，「自由学習に対しては相当
に指導が要る。其の指導は出来るだけ間接的であつてほしい。（中略）指導者が環境を整理し又環境を整理
させ，学習者の批評眼鑑賞眼を養ひ，自律自為を本体する創作的学習に導けば，直接指導は多く避けられる
20」とのべる。このように環境によって児童自身による自律的学習を促すようにするのが「学習法」の特徴
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である。環境を整理しながら，創作的学習では学習者が「批評鑑賞」の能力を養うことが必要ともされるの
である。ここに「批評」とともにある「鑑賞」からは，学習材を吟味しようとする姿勢がみてとれる。また
学習が行き詰ったときの解決方法の一例として「各自の学習結果を厳密に考査し，更に他と比較して批評し
鑑賞させる」ことや，「学習者自ら常に学習を行ひ学力識見と鑑賞批評との能力を養成する」ことが挙げら
れている。「鑑賞」と「批評」による自己評価活動が行われていたのである。なお木下は，学習者だけでは
なく，教師にとっても，「批評」と「鑑賞」の能力が十分でなければ「創作的学習は早くも行詰る」とし，「批
評」と「鑑賞」を教師に必要な資質能力として位置づけていた。

（５）まとめ
　本稿で取り上げた自律的な入門期書字学習がこの後どのように展開したかの詳細については今後の課題と
したいが，社会科教育学の研究者であり，社会科だけではなく，習字（時期により名称は異なる）のすぐれ
た教育実践を残した長岡文雄は「あるべきものは「ぜひ書きたい，書かねばならない」という生活が育つと
いうことである。もちろん筆順を教えたりすることは必要である。生活が育てば，教師が教えても根本的学
習の態勢はくずれない 21」とのべる。文検習字科に合格するなど高度な書字技能を有しつつ生活による学習
を深く理解する長岡の実践に裏付けられた証言である。
　木下は独自の創作的書方理論を展開した。臨本主義をできるだけ廃し自由画のように学習する合科学習の
要素を有する創作的書方学習論は，主として毛筆について述べられていたが，硬筆とは分けて論じない部分
が多々みられる。今日，入門期から各種の文字を直観して模倣をできるだけ行わずに，工夫して美的にある
いは迅速に書くという活動は，容易に実行できないだろう。木下は創作的書方学習において教師の力量を重
視する。少人数，かつ教師の高い能力があればこのような方法は遂行できる可能性もあろう。毛筆の学習は
4年生から始めるとされるが，低学年でも毛筆の学習環境は整備し常に書ける状態にしておき，希望する児
童には毛筆で文字を書かせてもいたのであった。

２　霜田静志の幼年期における鑑賞教育　　
（１）霜田静志の芸術教育
　霜田静志（利平）は大正期から昭和にかけて活躍した教育家である。生涯にわたり教育学，心理学，美術
教育学に精通して研究を続けた。海外の教育の紹介にも力を注ぎ，特に1928年に渡欧した際，教育者ニイ
ルと出会って以来，ニイルの教育に感銘を受け，日本にニイルの教育を広めた人として知られている。美術
教育においては，1920年代に谷鐐太郎，赤津隆助，本間良助らと新図画教育研究会を結成した後，成城学園，
明星学園で教鞭をとり，芸術自由教育運動の象徴的実践を手掛けていった。また合科教授の研究が活発化す
る中で「図画手工総合論」を唱えた人物としても知られている。
　しかしながら彼の美術教育における功績は，多岐に渡り，先駆的な実践および研究をしているにも関わら
ず驚くほど十分な研究が見受けられない。霜田は自らの明星学園に在職時の実践を『芸術を基調とせる低学
年の教育記録』22として書き残しており，その記録によれば芸術教科と他教科との積極的な関連付けがあっ
たことや鑑賞教育が教科の枠組みにとらわれずに行われていたことがわかる。彼の実践は今日の美術教育に
も極めて示唆的な意義をもたらすと思われる。霜田は芸術教育について次のように語っている。

　芸術教育とは之を狭義に言ふならば，芸術の創作及び鑑賞の教育である。（略）併し乍ら，広義に言へば，
単に教育上に於けるそれらの芸術を意味するのみならず，芸術的精神，芸術的方法による教育のあらゆ
る方面を意味する。この意味からすれば，如何なる教育も芸術教育ならざるば（原文ママ）ない。（略）
私はかくの如き広義狭義一切を引きくるめて之を芸術教育と呼ぶ 23。

　霜田は芸術教育をこのように捉えて他教科と関連付けながら活用していた。その際，鑑賞教育は積極的に
用いられたようである。ここでは，霜田が特に美術鑑賞をどのように捉え，実践していたのか，いくつかの
美術鑑賞法について明らかにしながら，その今日的意義について検討していく。
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（２）幼年期を対象とした鑑賞教育
　霜田の実践記録を見ると，鑑賞教育に関わるものとして「絵とお話」という項目がある。紙芝居のように
絵をめくりながらお話を進めるという方法は，予め指導者が話そうとするお話を絵に描かなければならない
として，より簡単な方法を勧めている。それは簡単な線描で黒板に絵を描きながらお話を進めていくという
方法で，「お婆さんと豚の子」という題材を挙げている。霜田はこの題材を尋一の一学期に実施し，子ども
たちから喝采を浴びたと記されている。そして最後に彼は次のようにまとめている。

　絵に現して図解しつつ話していく事は大変面白いことで，斯様な方法による事を適当とするお話は此
の外にも尚澤山あろう。そして之等は，幼稚園や尋一の児童等には特に必要であると思ふ。（略）併し
お話を絵画化する事は，単に教師がやつて見せるばかりでなく，児童自身にもやらせるといい。（略）
低学年児童の図画や手工は技巧の練磨を図る事よりも，児童の思想生活の指導を目標としなければなら
ぬ。さればこの意味からして，お話を絵画化して表現せしむる事は，彼らの思想を整理し，観念を確実
にせしむる上に，極めて大切なる仕事であるから，私は今日まで此の種の仕事に対しては常に重きを置
いて取り扱って来た 24。

　この方法は，指導者の表現をそばで子どもが鑑賞するという表現と鑑賞が融合した形になっている。子ど
もたちは指導者が描いていくその過程を楽しみ，想像し，観察することになる。指導者の描画のスキルが必
要とされるという問題はあるが，目の前で絵が変化していく面白さがあり，完成された形の作品を見せるの
とはまた違う成果を生むと推測できる。ここでは物語を基盤として子どもたちにとって身近な指導者の絵を
鑑賞するため，親しみのある生活の中での鑑賞であると言える。一方で，霜田は鑑賞を身近な作品や友達同
士の作品を鑑賞することだけに留めておくとは考えていなかった。幼年期から美術作品に触れ，鑑賞するこ
とを推奨しているのである。霜田は次のように述べている。

　内容的興味で見る時期には，内容的興味から美術を味はせたらいゝ。そしてその興味の中から次第に
名作品に親しませ，芸術家の生活に触れさせる事が最も大切である。此の意味からして，私はお話によ
る美術鑑賞の教育を試みて居る。作品を示し，その絵の内容を語り，作家の生活を語ってきかすと，尋
一の児童でも教師の取扱い次第で，相当に興味を持ってきくものである。美術鑑賞の仕事は，単に美術
そのものを味はせること丈けが目的ではない。作品を通じて人生を知らしむることである 25。

　このような考え方は欧米の鑑賞教育の影響もあったと考えられる。霜田はミュンスターベルヒ（Hugo　
Münsterberg）の「Principles of Art Education26」を読んで感銘を受け翻訳している。また「図画教育の真の
目的は全ての人々に対する鑑賞力の養成である」としたダウ（Arthur Wesley Dow）の主張についても言及
しており，様々な美術教育の主張を検討している。そうした欧米の美術教育を研究しながら霜田は鑑賞教育
を重視していたと考えられる。美術鑑賞に関して霜田の実践記録にはいくつかの方法が記されている。
　例えば，もう一つの例として「お話による美術鑑賞教育」の項がある。絵を見せながら大まかな内容につ
いて説明した上で絵の中に登場する人物のポーズを実際に子どもが模倣してみるという方法が紹介されてい
る。この方法は米国ではすでに実践されていた方法であることがわかっている 27。
　さらに霜田は鑑賞教育を非常に早い段階，就学前から行うことを推奨していたことは注目すべき点である。
彼は幼稚園主事として幼児教育に携わり，1933年に井萩児童研究所を設立してからは子どもの分析的心理
治療を行い，1938年からは主婦の友社の嘱託として母の教育相談も担当していた。それゆえ幼児期の教育
に関する著作も多く残している。幼児期の子どもたちを対象として，つくりだす活動については従来，多く
の研究がなされてきたが，幼児期からの鑑賞となると十分な着目がなされてきたとは言い難い。しかしなが
ら霜田は幼児期の鑑賞教育の重要性についていち早く気づき，推奨していたと思われる。

（３）観察と美術鑑賞―知識の導入をめぐって―
　霜田は動植物，自然現象，物理現象の観察にとどまらず，幼児が様々な絵本，美術作品を鑑賞することを
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勧めている。彼は，子どもの鑑賞能力について子どもは大人と同じように見ることはないとしながらも，幼
い時から美術品に親しむことが一生美術を愛好し，親しむ基盤となるのであるから，その影響力は計り知れ
ないと主張する。そして美術作品をできるだけ子どもが最も目にする場所にかけ，その作品について話をし
てあげるようにと述べている。彼はその際，親や保育者がどのような話をしたら良いのかということについ
て触れており，例をあげて述べている。以下に引用するのはラファエルの「椅子によるマドンナ」について
のお話である。

　[絵見せ乍ら子供と問答的に ]

1．今日は此の絵のことをお話しませう。
2．此の絵は何を描いたものでせう？
3． さあよく見てごらん，お母さんが赤ちゃんを抱いて居るでせう。その後にもう一人のお兄ちゃん見
たいな子が居ますね。

4． 此の抱っこして居る赤ちゃんはイエス・キリスト，神様のお子様で，教会に行くとイエス様，イエ
ス様つて教へます。抱いて居るのはお母さんのマリア様，後に居るのはイエス様のお友達でヨハネ
といふ人です。（以下略）28

　この問答例をみると，指導者が積極的な観察を促しながら注目すべきポイントを述べて誘導していること
がわかる。観察の対象となる人物に着目させた後，それぞれの人物の説明を行っている。そしてこのような
問答をした後，さらに「絵の話」を語って聞かせるようになっている。その詳細な内容については紙幅の関
係上省くが，キリストの生誕についてとその場面を描こうとした画家の制作の背景に触れたものである。つ
まり霜田は美術作品の知識，背景を子どもたちに伝えることについて肯定的な立場をとっていた。彼はその
理由を次のように述べている。

　芸術作品は到底言葉で説明し得るものではない。その作品の真価は見る人の心に言はず語らずの間に
体得さるべきものである。（略）だから芸術品の説明は害あって益なきものである―と云ふ様な考の人
もある。併し斯様な考へ方にも一面の真理はあるけれども，之は結局，芸術作品の説明し得べき部分と
し得べからざる部分を混同する所から起る弊を指摘したものにすぎない 29。

　現代では美術作品の知識を与えるということについて様々な議論がなされるようになっている。対話の中
で美術作品の知識を盛り込むというのは一般的な方法であるが，敢えて一切の情報を与えないことに終始す
ることを貫く方法もある。彼は美術作品については情報を与えることに賛成派であったが，一方で幼児の知
識の導き方としてはすぐに知識や情報を与えることに反対であった。例えば「愛育」という雑誌に幼児の知
識の導き方として様々なことを書き残しているが，幼児期から観察力を高めるようにすることを促している。
特に観察力については次のように述べている。

　大事なことは多くの知識を詰め込むことではなくて，真の意味での知性を高めることである。それが
為には実事実物について常によく観察させる，それについて考へさせる，又それについていろゝと工夫
させる，といふ事が必要である 30。

　観察にあたっては，幼児の身の回りにある事物，動植物をはじめとして自然現象，物理現象にも注意を向
けさせ，幼児とともに研究する態度をもって導くことが必要であるとしている。特に，すべてのものを実際
に自分が観察して学ぶことで科学する態度が育まれると述べている。霜田の考えではそのような科学的態度
にもとづく観察は，創造性をも育てることにつながっていく。そのような考えであるならば，美術作品につ
いても観察するということがはじめの一歩であるとして幼児自身の観察と思考のプロセスを尊重し，自分で
見つけ出すことを促し，美術作品の知識を導入しない方針であってもおかしくない。しかし霜田は美術鑑賞
に関しては，上述したように幼児期であっても，早期に作品の情報を与えることに積極的であったと見られ
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る。このような矛盾ともとれる点が生まれたのはなぜなのか。この問題は，霜田自身の考え方の変化，自然
の鑑賞と人工物の鑑賞という違い，欧米の教育理論や美術教育の影響など幾つかの理由が想定され，現在の
ところ十分な答えを出すことが困難であるように思われる。　
　ただし霜田は欧米の美術教育に精通しており，特にエステル・ハール（Estelle Hurll）の『How to show 

Pictures to Children』31とフローラ・カーペンター（Flora Carpenter）の『Stories Pictures Tell』32を実際的
な鑑賞方法の本として紹介している為，それらのアメリカの鑑賞教育方法を参考にしていたことは明らかで
ある 33。実際に『Stories Pictures Tell』の内容をみてみると，子どもたちの興味をひく質問や作品の背景に
ついて書かれており，霜田が例として挙げた絵についての質問および絵の話といった構成が類似している。
したがって霜田が欧米の鑑賞教育方法を参照しながら影響を受けていたため，美術作品の知識を導入するこ
とに肯定的な立場をとっていたということは推測できる。
　先述してきたように霜田がかなり欧米の美術教育に影響を受けていたことは確かである。しかし彼はそれ
を直接的に導入するのではなく，その理論を自ら検証することを欠かさなかった。子どもの鑑賞能力につい
て2300人を対象に調査を行い，日本の子どもが欧米の子どもに比べて風景画をより好むことを明らかにし
た。それゆえ彼が鑑賞対象として挙げている作品には風景画も取り入れられている。霜田の実践と理論は，
美術作品の知識をいかに導入するかや，子どもの年齢と作品および鑑賞方法の関係，また時代や国民性，地
域性の違いなど今後検討しなければならない鑑賞の今日的な課題を示唆している。

（４）他教科との関わりにおける美術鑑賞と国語教育
　霜田は美術鑑賞を他教科との関連付けにおいて活用していた例も記している。それは美術作品を綴方に応
用したものである。霜田によれば，この方法はまず絵を見せて観察させ，その絵が何を表現しているもので
あるか判断させる。その後，子どもたちと問答しながら絵の内容，描いた人物について説明し，文章に書か
せるというものである。もっと発展した形では，物語絵を見せてそのお話を聞かせ，後から文章に綴るとい
うやり方をしていた。そのほかにも作品を中心として関連した音楽を聞かせたり，読み物にして読み方の材
料にしたりと様々な形で他教科と関連付けた授業を行っていた。芸術は言葉で語り得ないがゆえに芸術であ
るという立場に立てば，芸術教育と国語教育は関連しないように思われるが，霜田はこれを積極的に関連付
け活用していたのである。
　そして彼は幼児期の言葉の教育について重視していた。幼児期からお話を盛んに聞かせることを奨励し，
『幼児のためのお話』34も著している。彼によれば，言葉の力は単に意味を伝えるばかりでなく感動を呼ぶ
力をもっている。それゆえ言語力を発達させるためにお話を聞かせることは同時に心を育てることにつなが
ると考えていた。生涯を貫く性格の基礎は，幼児期に形成されるがゆえに，幼児期における言葉の教育＝心
の教育を非常に尊重していたのである。近年，感情的知能（EQ）という新しい概念が注目されるようになっ
てきたが，芸術もまた心の成長がなくしては感性を高めていくことが難しいだろう。その意味で幼年期にお
ける芸術教育と国語教育との連携は見直され，将来さらに模索される必要があると思われる。
　これまで述べてきたような霜田静志の鑑賞教育の実践および他教科との関連付けによる教育は大正から昭
和にかけて積極的に実践されていた。霜田静志は，成城学園，明星学園とまさに日本の新教育運動が華やか
に展開された現場で教鞭をとってきた人物であり，時代の先鞭をつけていたといえよう。児童中心主義の
「学習」を重視したその教育方法は，児童の関心に伴って教科横断型の教育を推進していった。鑑賞教育は
そのような教科横断型の教育を実践するにあたって積極的に用いられた。また当時，総合的な芸術として学
校劇も重用されていた。成城学園では特に芸術教育の一環として学校劇が盛んに行われていたことがわかっ
ている。霜田が成城学園に赴任した時期に『学校劇論』35を書いた小原国芳とその教え子であった斎田喬が
学校劇を盛り立てていた。1921年秋には成城中学校で第一回の学校劇発表会が開かれている。霜田は成城
学園で学校劇の活動が盛んに行われていた時期に在職していたため，そのような発表会も目にしていた可能
性がある。学校劇に対する関心も高かったと考えられ，後にハリエット・フィンレー・ジョンソン（Harriett 

Finley Johnson）の『劇化せる各科教授』36を翻訳している。霜田は「児童の学習は，最も自然な状態に於て，
遊戯的であり劇的であり，且つ自学的である 37。」と述べて子どもの学びを引き出す教育を生涯模索し続けた。
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おわりに
　「学習法」による「合科学習」を主張した奈良女子高等師範学校附属小学校の書字学習は，入門期におい
て読方を中心に展開し，範語法を使用せずに文字を読むことへの興味を高め，環境によって文字が自律的に
学ばれることがめざされたものであった。これは，教科に分けない合科学習で行われたものである。毛筆書
方では臨本主義をできるだけ廃し，自由画のように創作的に学習することが木下竹次に提案されていたこと
にも光をあてた。そこには模倣や規範習得の学習が取り入れられており，何もないところからの創造が志向
されていたわけではない。「規範を発見」し，模倣を創作の味方にし，批評力，鑑賞力が高められる学習が
めざされたのである。
　合科教授の研究が進み，活発に行われていた時代において，霜田静志は成城学園や明星学園において美術
鑑賞を他教科と関連させる形で活用していた。また幼児期から観察力を高めること，お話を語るなどして言
語力を高めることに力を注ぎ，推奨していた。そして観察力や言語力を教科や時間割という枠組みの中で養
成するのではなく，幼児の生活，全体の中で総合的に発展させていくことを目指した。具体的な美術鑑賞の
方法については，幼児であっても美術作品の知識を導入することに肯定的であり，欧米の鑑賞方法の影響は
否定できない。一方で自分の眼で観察し，自らの経験を通して学ぶ姿勢をも重視しており，美術作品の鑑賞
と動植物，自然現象の観察との姿勢は異なるように思われる。けれども霜田は絵を巡る対話という方法を早
い段階で取り入れ，誰にでも取り組めるような美術鑑賞の方法や解説書を提供し，調査にもとづいて欧米と
日本の子どもの国民性の違いを検討した。彼は欧米の美術教育をいち早く取り入れながらも日本における芸
術自由教育運動の展開に独自の検討を重ねてきた功績は大きいと言ってよい。
　本稿でとり上げた実践では「鑑賞」や「創作」という用語を用いた分野横断的な学習が行われており，現
在の小学校でいうところの国語や図画工作という枠組みに必ずしもとらわれないものであった。教科にとら
われず，表現と鑑賞を連携させながら批評が創造性や心の成長を涵養していくと捉えられていたことは，今
日でもなお考察すべき課題である。
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