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１コメニウス幼児教育論についての先行研究
コメニウス幼児教育論の研究は、大きく、二つ
に区分することができる。

的な面が重視される。もとより幼児における遊戯

的活動を重視しながらも、その遊戯的活動が、知
的な面に関係することにおいて重視するのである。

一つは、幼児教育学研究者のがわからのコメニ
大橋岑吉・小川正通が次のような論文を発表して

遊戯そのものの意義づけがないように思われる。」
「コメニウスの幼児観には、幼児の創造性につい
ての見解がないように思われる。」(1)。ただこれ

いる。

らの指摘は思いつき的・外在的であって、コメニ

ウス幼児教育論の研究である。1960年代後半から

①大橋岑吉「コメニウスの幼児観」『大阪樟
蔭女子大学・論集』６号、1968年。

ウスの論に立ち入って検討したものではない。論
拠が弱い。検討の余地がある。

②大橋岑吉「コメニウスの幼児教育思想につ
いての試論（そのＩ）」「大阪樟蔭女子大学・

育思想を述べたものである。

児童学研究』４号、1968年。
③大橋岑吉「コメニウスの幼児教育思想につ

幼児教育思想を述べたものである。

いての試論（そのⅡ）」『大阪樟蔭女子大学・
児童学研究』５号、1969年。

②は、『大教授学』における教育思想・幼児教
③は、『母親学校指針』におけるコメニウスの
⑤は、「教師としての母親」という角度からコ
メニウスの幼児教育思想を検討したものである。

④小川正通「コメニウスにおける幼児教育思

母親学校と青少年期学校の混同がみられ、またブ

想の展開一一生涯教育と家庭・集団保育の提

ルーナーなどの現在的・外在的視点をもとにして

唱一一」『

検討していて、論文としては問題を残している。

18号、

1971年。

⑤大橋岑吉「『教師としての母親』－コメ

コメニウスの弱点として、次のようなことを指摘
している。「「母親の膝』という言葉を使用して

ニウスを中心とした－」『大阪樟蔭女子大

いることは、母子関係をいくらか情緒的関係とし

学・論集』１３号、1976年。

て把握していたとも考えられないことばないけれ

①は、『大教授学』『母親学校指針』、教育』

ども、むしろ母子関係を、いみじくも『母親学校』

を素材にして、コメニウスの幼児観を論じたもの

と名づけたごとく、学校における教師と生徒との

である。コメニウスの欠落部分として、次の点を

関係として、知的な教育が行われるべき関係とし

あげる。「もとより、コメニウスにおいては、子
子どもの社会性の発達という点についての考慮は

て考えたのである。それ故に、母親が子どもに対
して、いかなる知識を、いかなる教授するかとい
う教授内容と方法とに最大の関心が払われたので

全然みあたらない」「その幼児教育はきわめて知

ある。………公的な学校教育においても教師と生

どもたちを一カ所に集めて、一緒に教育する場合、

＊DepartmentofEducation，CollegeofEducation，UniversityoftheRyukyus．
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徒との情緒的関係はかなり重要であるが、家庭教

ウスの『教育的配慮』」『教育哲学研究』５３号、

育においては、とりわけ重要なものである。いや

1986年。

もっと重視されなくてはならないものである。に

⑫藤田輝夫「〔解題〕コメンスキーの幼児教

もかかわらず、情緒的関係よりも、知的な教育関

育思想と「母親学校の指&ｕ」、コメンスキー

係として、母子関係を把握したところに、コメニ

（藤田輝夫訳）栂親学校の指針』玉川大学

ウスの家庭教育思想の弱点があったといえる｡｣(2)。

出版部、1986年。

検討すべき論点の一つであろう。

井谷善則の⑦論文は、コメニウスの汎教育思想

④は、コメニウスの三著作をとりあげて、その

から出発し、『母親学校指針』を中心にコメニウ

展開過程にそってていねいに分析している。「コ

スの幼児教育思想を整理し、『最新言語教授法』

メニウスにおける幼児教育思想の展開」を概観す

から幼児教授原則を概括的にまとめている。

るのに好適である。論文の章立ては、次のように

幼児教育に関する主著『母親学校指針」につい

なっている。

ては、⑥⑨⑫がとりくんでいる。幼児教育の教科
書『世界図絵』については、⑩⑪の論文がある
（なおこれについては、ほかに、高橋勉、江藤恭
二、梅津勝、佐藤令子の論文がある(3)）。
井ノロ淳三の⑧論文は、コメニウスの幼児教育
論の展開過程を的確にまとめていて、参考になる。

Ｉ序論幼児教育関係の３著作の由来
Ⅱ「大教授学」における幼児教育の地位と
「母親学校」の理念

Ⅲ「母親学校指針」の幼児教育体系とくに
教育内容

Ⅳ「汎教育論」の幼児教育の構造と集団教育

同じ主題を扱ったdvll正通の④論文と比較すると、
汎知学思想を視野に入れ、当時の社会的・政治的

二つには、若手教育史研究者によるコメニウス

幼児教育論の研究である。日本のコメニウス研究
(よ、戦後、鈴木秀勇・江藤恭二・堀内守らの原典

背景を考慮し、それらとの関わりで幼児教育論の
位置づけの変化・発展を考察している点に大きな

（チェッコ語・ラテン語）にもとづくすぐれた研

特色がある。教育史研究者ならではの研究視角で

究によって飛躍的に発展した。これらの成果を継

あろう。

承しながら、藤田輝夫・井ノロ淳三（および井谷
善則）がコメニウス幼児教育論の研究に精力的に

２コメニウス幼児教育鑑における前期と後期

とりくんでいる。かれらの研究論文には、次のも

コメニウスの幼児教育論は、『教授学』（1628

のがある。

～32年執筆）、『大教授学』（1633～38年執箪）、
「母親学校の指針」（1629～32年執筆）、『汎教
育』（1657年～執筆）のなかに論述されている。
これらの著作にみられる幼児教育論をていねいに
読み取り、検討していくことが必要になるのだが、

⑥藤田輝夫「、子どもっぽいやり方〃の教育
方法一一Ｊ．Ａ・コメンスキーの『母親学校
の指針』研究一」『東京教育大学大学院・
教育学研究集録』１２集、1973年。

⑦井谷善則「コメニウスの幼児教育思想｣『幼
児の教育』７２巻６号、フレーベル館、1973年。
⑧井ノロ淳三「コメニウスにおける幼児教育
論の展開とその背景」『京都大学教育学部紀

前三箸と後一箸のあいだには共通（ないし連続）
している面だけでなく、いくらかの微妙なちがい
もみられる。

「前者（『大教授学』『母親学校の指針』－
引用者）においては、コメニウスは６才までの幼
児を各家庭で直接母親が教育することを理想とし
ているが、後者（『汎教育』－引用者）では、

要』２２巻、1976年。

⑨井ノロ淳三「『母親学校指針』における年
齢区分に関する考察」『島根県立島根女子短
期大学紀要』１９号、1981年。

⑩井ノロ淳三「汎知教科書としての『世界図
絵』」『島根県立島根女子短期大学紀要』２２
号、1984年。

⑪井ノロ淳三「『世界図絵』におけるコメニ

必ずしもそれに固執していない。また『汎教育』
では、それ以前のコメニウスの著作における幼児
教育への視点を基本的にうけつぎつつも、幼児だ
けでなく幼児を教育する成人の教育にも多大な関
心が払われている｡｣(4)のであり、コメニウスの幼
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児教育論は前期と後期とでは連続しつつも微妙な
ちがいを見せている。

そういう意味では、『教授学』『大教授学』、

『母親学校の指針』、『沢教育』とに一応分けて、

連続と非連続という二側面に着目してていねいに
考察していく必要がある。

（『大教授学』は実践書である『教授掌』を継承・
発展させ体系づけたという側面があるにしても、

基本的には、『教授学』のほん訳である(5)。そこ
で、以下では代表して『大教授学』を取り上げて

検討する。）

談です｡｣U､）、をあげる。

３『大教授学』における幼児教育輪
（１）幼児教育の必要性

コメニウスは『大教授学』第７章で「人間形成
は、人生の．最初の時期に行なわれるのが最も適
切であり、またこの時期を失しては行なわれ
ないこと」ことを述べ、幼児教育の重要性を説く。
その根拠として、①人間の生命の不確実性（
「現世の生命に別れを告げなくてはならないこと

は確かですが、どこでいつということは不確
かです。………私たちが肉体を持って生きている

間に魂は神を認識し神に参ずるように形づく
られるのではありますが、肉体のある間にそれが
できていなければ、肉体を離れたあとにはもはや
そのための場所も時間も残ってはいないのです｡」
(6)）、②人間の学習課題の多さ（「人間が一生の
うちにおびただしい事物を認識し探究し追究しな
くてはならない以上、事物を考察するための。さ

まざまな感覚が早くから開かれなくてはならな

いことになるのであります｡｣(7)）、③幼児の陶冶
性の大きさ（「すべて育ち行くものの本性とは、
柔軟な間は実にたやすく曲げたり形をつけたりで
きるけれども硬くなったらいうことをきかなく
なる、ということです｡｣(8)）、④人間における成
長期間の長さ（「人間だけが２０年３０年かかっ
てようやく一人前になるのです。………この（教
育）の期間のうちは、私たちは家政や国政のこと
に心を使うのが苦手ですが、それというのも実は、
このことによって私たちが生涯の。残りの時間の
仕事を（いや永遠性を）なしとげる能力をえる
ように、という神の摂理があるわけです｡｣(9))､⑤
幼児の習慣形成の重要性（「曲げてから硬くなっ

た輪たがをまつすぐに戻そうとすれば、たちど
ころに幾千の破片に砕けてしまいます｡同じよう
に人間の場合でも、最初に刻みつけられたもの
が完全に定着するのですし、これを変えること
は奇跡に近いのです｡｣u､）、⑥幼児の魂の汚染の
危険性（「役に立つ事柄に心を奪われなければ自
分から進んで下らぬ事柄に、いや（破滅の時代の
悪例にそまれば）有害な事柄にさえ心を奪われ
て行くのであります。………あとになってからこ
れを振りすてようと思っても、もはやできない相
上記の①から⑥には神学からの演縄的規定だけ
でなく、コメニウスのこまやかで的確な人間およ
び幼児の観察が反映されていて、説得力のあるも

のとなっている。

（２）幼児教育の構想
①母親学校の設置

またコメニウスは、『大教授学』第27章で、
「年令と発育との段階にしたがって構築された゛
学校の四階程」について述べている。幼年期の学
校を「母親の膝」とよび、母親学校は各家庭に置

いてほしいと述べている。そして「最初の母親学

校ではなによりもまず外部感覚の訓練が行なわ

れるでありましょう」⑫としている｡
②母親学校の教育内容
第28章では、まず、この学校で注ぎこまねばな
らない事物の目録として、２０項目をあげる。形而
上学、自然学、光学、天文学、地理学、編年史、
歴史、算術、幾何学、計重学､工作労働、弁証法、

文法、修辞学、詩、音楽、家政学、政治学、倫理
学、宗教である。「ここにあげられた学科の名称
は、幼児の学校にしては大仰であるが、コメニウ
スの示している内容をみれば、彼がけっして無理
なことを要求しているのではなく、今日からみて
も妥当なものであることがわかる」⑬といえよ
う。

さきにも述べたように、コメニウスは教育目的
などでは聖書を手がかりにして一方で神学的見地
から論を展開しているが、他方では、現実世界の
細かな観察をもとに多くの例を引き、それらにも
依拠して論を展開している。学科の名称は母国語

学校をモデルにしているためにおおげさなものと

なっているが、その内容をみれば、概して幼児に
-195-
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無理のないものである。幼児であればあるだけこ
まやかな観察が必要になったのであろう。
たとえば「編年史」では、時間・曰・週・年を
理解させることにその土台があるとし、「歴史」
では、そのきっかけはいまなにがおこったか、こ
のことあのことについて思い出させることにある
としている。また、算術では、多い少ないを、幾

何学では、大きい小さい、長い短い、広い狭いを
問題にしており、おおむね無理のない内容だとい
えよう。

教え方についても、一見すると知識の詰め込み
のようにも感じられるが、コメニウスの論述をみ
るとそうではない。子どもの自発性や自発的活動
を重視している。

たとえば工作労働のところで、「ものをあちら
こちらに動かしてみる、いろいろに並べてみる、

組み立てたり結び合わせたりほどいたり等
々、この年頃の子どもが面白がってやるとおりに

させておく、そしてそれをやっている最中に教
えて行く、というところから始まるのです」と述
べていることからわかるように、「知りたいとい

あることからみて、興味深いものがあると同時に、
コメニウスの属している同胞教団の教育観の反映
をうかがわせるものであり｣uQ、注目に値しよう。

神への帰依・敬神の心の学習については、教理
問答の・主な項目のうち、年令に応じてのみ込め
る箇所や実際に練習できる箇所を暗唱させるとし
ている。これは、「子どもの発達段階にいっそう

即した教育が主張されている｣⑪ことを示すもの
である。

③母親学校の特殊性
コメニウスは、『大教授学』第28章の最後で、
母親学校はそれ以降の学校と同じようにはいかな
いと述べている。その理由として、二つあげる。

一つは、「両親の場合には家庭の用事があります
から、学校のような順序をしかもそんなに精密に
守るわけにはいきません」ということであり、二
つには、「子どもの知能の発達や学習への熱意
の現われ方は、ある者は早くある者は遅く実にま
ちまちです。二才でよく口がまわりどんなものに
も生き生きとした関心を持つ子どもがあるかと思
えば、五才になってもそうはならない子どももあ

う子どもの自然な気持ちを抑えることなく伸ばし
てやるという原則が貫かれていることに注意しな
ければならない」“のである。

コメニウスは、徳性の教育については、①ほど

を知ること、②i宵潔、③目上の人への尊敬、④い

るわけです。」ということである（_コメニウス

は実にこまかく子どもを観察している）。こうし
て、「この・幼児期の。最初の教育は全体とし
て、両親の思慮にまかせるほか仕方がありません」
ということになる。０３

いつけられたことの実効・遵守、⑤真実をいうこ

そこでコメニウスは、両親および乳母のための

と、⑥正義の心､⑦友愛､⑧仕事に没頭する訓練、
⑨始終おしゃべりをせずけじめをつけること、⑩
忍耐心、⑪他人に奉仕する心、⑫動作の上品さ、
をあげている。これらが、徳行についての知識
（倫理学）の本当にたしかな土台になる、という

手引書を刊行することと、子ども用に小さな絵入
りの本を書くことを予告して、第28章を終えてい
る。ここで触れられている両親および乳母のため
の手引書が『母親学校の指針』であり、子ども用
に書かれた絵入りの本が『世界図絵(可感界図示）

のである。

』（1653～54年執筆）である。

これらの項目の多くはとりたてて目新しいもの
ではないようにみえるかもしれない。しかし当時

にあって、尊敬・正義・友愛などを折り込んでい

るのは、コメニウスのまわりの民主的大衆運動の
諸傾向を反映したものだ、といってよいであろう。

市民的道徳ともいえる内容を含みこんでいるとい
える｡胴また仕事に没頭する訓練の強調は、「こ

４『母親学校の指針』における幼児教育鯰
（１）コメニウスの前期幼児教育論と『母親学
校の指針」

『教授学』『大教授学』『母親学校の指針』の
三著作は1628年から1638年にかけて書かれたもの

れは、人間が他と出会い、己れを知るのは、積極

で、「ほぼ同一の時期に、共通の理念と目標の下
にかかれたものである」。そして「コメニウスの

的な労働を介してであり、この他とのかかわりに
おける自己の位置と責任を学ぶのが倫理の基本で

関心は、『教授学』とか『大教授学』という題名
からも明らかなように、いまだに罪と悪に汚され
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ていない子ども達すべてに対して、すべての必要

な知識を同じように教えるための学校と教授の体
系の完成に注がれていたのであり、したがって、
幼児の教育も本質的に学校前教育という位置づけ
で考えられているといえる｣09．大局的にいえば、
たしかにこのような特徴があるといえよう。

と同時に『母親学校の指針」は新しい内容と構
想も提示しており、後期の著作『汎教育』につな
がる側面をもっているとみざるをえない。

「『母親学校指針』では、胎児に与える母親の

形で学芸の内容が構造化されてきている点に注目
したい。⑫

そして最後に、これらの事柄についてこまかな

カリキュラムを作るのではなく、一般的な言及に
とどめておくとしている。その理由として、「す
べての親にとって、自分の家で、後の公共学校の
場合のように、そのような配慮をさほど十分にな
し遂げられるわけではないからです」「この幼児
期には、知能の個人差にすごく支配されるからで

たりしているなど、『教授学』や『大教授学』に
はしめされなかった新たな論述も見られ、しかも

す｣⑬の二点をあげている。そこから、以下の章
で、①認識能力、②作業能力と実践的知識、③言
葉、④作法と品性、⑤敬虚な心、⑥生命と良い健
康、について述べている（①②③は認識・行為・
言語に対応している）。これらについて、第５～

これらの点は、後に『汎教育』との関連性の高い

1瞳で詳述されている。

内容を含んだものであると考えられる｡｣剛

（４）教育内容の設定における発達段階の配慮
『母親学校の指針』では、幼児にたし､する学習
目標が生活年齢別に具体的に指示されている。何
歳では何を学ぶ、ということを明瞭に記述してい
る。このことは、「幼児といえどもそれぞれの年
齢にはその発達段階に即した固有の学習課題があ
ることをかれ（－コメニウス、引用者）が認め

影響の問題を論じたり、幼児期における学習目標
について幼児の生活年齢別に具体的な指示を与え

だとすると、『母親学校の指針』はコメニウス
幼児教育論の前期と後期をつなぐ重要な著作であ
り、不連続面だけでなく連続面をもていねいにみ
ていく必要がある。

（２）『大教授学』との関連

『母親学校の指針』は、『大教授学』における
論述と比べて、幼児教育実践の手引書にふさわし

たことを意味する」Ｃｌ)のであって、きわめて重要

く、幼児へのはるかにこまやかな観察によって指
針をとりだし、洗練された心理学的理解によって
説明している恥このこまやかな観察と幼児への心

であるといえる。

コメニウスの教育内容に関する記述を年齢階
段ごとに書きぬいてみると、おもしろいことに気

理学的理解が論述のいたるところに現われている

づく。それは、年齢による発達段階の区切り方で

点に『母親学校の指針』の大きな特徴がある。
（３）母親学校の教育内容

ある。コメニウスは直線的に、明確に線を引いて

『母親学校の指針』は12の章から成っており、

いるわけではない。各科目に即してそれぞれ独自

に学習課題を設定しているのだが、全科目を通し

第４章が内容的に『大教授学』第28章と対応して

てみれば、大局的には、１歳と２歳の間、３歳と

いる。ここでは教育内容を、宗教（敬虐な心）、
道徳（作法）、学芸の順に述べている。

４歳の間の２カ所で大きな区切りをしているよう
に感じられる。ついで小さな区切りが２歳と３歳

宗教（敬虚な心）については説明を省略する。
道徳（作法）については『大教授学』とほとんど

の間、４歳と５歳の間でなされており、５歳と６
歳とはほぼ同じ発連段階としてとらえているよう

変わりなく、「身だしなみ」が付け加わっている

にみえる（資料１）。ここに、ぼんやりとではあ

だけである。学芸については、『大教授学』では

れ、発達段階への自覚の萌芽が感じられる。もっ

やや羅列的に並べられていた学科目は、認識・行

とも『母親学校の指針』は「幼児教育にとって必

為・言語の三部門に整理されている。認識には自

ずしも必要ではない学習課題を科目として設定

然学・光学・天文学・地理学・年代学・歴史・家

し、それぞれの目標を年齢軸上に配慮していると

政学･政治学､行為には算術･幾何学･工作労働・

いう点で弱点を含む」岡が、それを考慮したとし

弁証法・音楽、言語には文法・修辞学・詩が含み

ても、発達段階への自覚の萌芽は大きな意義をも

こまれている。このように、認識・行為・言語の

つ。
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発達段階の区切り方には、コメニウスのすぐれ

まだ良いのです。」という。二つには、「頭脳が

た観察眼がはたらいている。当初は学校教育の延
長上に幼児教育をおいていたし、その構想は『母

予めうまく落ち着いてから、それを酷使し始めた

親学校の指針』にもところどころ現れているが、

六歳になるまでは、鈍いところもまだほとんど正

方が、安全であるからです。子どもの場合、五、

発達段階の区分においては各年齢ごとにどの科目

しく封じ込められてはいませんし、頭脳も堅固さ

も一律に内容を設定するということはしていない。

を身に付けていないからです。ですから、この年

１歳と２歳の間、３歳と４歳の間で大きな区分が
感じられる。このことは、コメニウスが「子ども

遊んでいるかのように、把握できることだけに留

の実際活動の様子を観察することによって得た知

めるべきです。」という。＠mＩ

見を優先させ、自分の理念をそれに従わせた」燭

頃では、家族だけの養育で、滑らかに、栂田各的に、

ここでは、一つめに、集団とのかかわりで、集
団全体を世話し働きかける力量は個々の教師に期

ことを推測させる。
（５）教育方法における配慮

待できないことを述べていて、それとの対比で、

コメニウスは幼児の教育方法においても一定の

養育する母親の優位性を指摘している。この考え

配慮をしている。それは一口でいえば、「子どもっ

は、のちに『汎教育』では変化してくる。二つめ

ぽいやり方」の教育方法である。⑰

にあげているのは、教育的配慮である。幼児の発

一つには、遊びの重視である。『母親学校の指

達過程をふまえて、「遊んでいるかのように、把

針』でも、知育においても遊びを重視し、遊びな

握できることだけに留めるべき」としているのは、

がら学ぶことを推奨している。また、遊具の利用

興味深いところである。

も説かれている。

二つには、幼児同士の交流についても言及して

いることである。「たとえ、乳母や親が子どもを
少なからずうまく育てられるとしても、このすべ

５『汎教育』における幼児教育論

（１）『汎教育』と生涯教育輪
『汎教育』は、『人事の改善に関する総勧告』

てにおいて、彼らと同年齢の子どもたち、すなわ

の第４部として1657年以降に執筆された。『総勧

ち、喋ってくれる者であれ、一緒に遊ぶ者であれ、

告』はコメニウスの生存中には第１部と第２部が

仲間の子の方がもっとうまくできる、ということ

出版されたにすぎなかった。残りの草稿は1935年

を言い添えておきましょう」「子ども同志で集ま

に発見され､『総勧告』全体は1968年に出版された。
『汎教育」では、『大教授学』と比べて、学校
の範囲がいちじるしく拡大されている。「誕生前

り、街路で一緒に遊んだり走り回ったりすること

は、毎日ではあっても、させておくだけではなく、
させるようにエ夫しておくべきことでもあります」

と、コメニウスは述べている。燭（もっとも､『母

親学校の指針』では少年期のようには幼児の集団
教育を重視していないのであって、この側面を過
大評価することはできないであろう。）
（６）母親学校の特殊性一発達段階と教育者一
策11章で、コメニウスは、「私は、６才以前に
母の膝から離して、教育してもらうために教師に
任せるのは、次の事情からお勤めできません」と
述べている。その理由は、一つには、「余りにも
幼稚な時代には、子ども集団全体を世話し、それ
に働きかけるように受け持たされても、教師一人

ではやって行けず、それよりも、養育をしたり気
を付けてやることの方が必要であるからです。で
すから、その子にとっては、実母の膝にいる方が、
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の学校」から始まり、「幼年期の学校」「少年期
の学校」「思春期の学校」「青年期の学校｣(－こ
の四つの学校は『大教授学』にもあった）を経て、

「壮年期の学校」「老年期の学校」「死の学校」
にまで至る。まさに生涯にわたって壮大に構想さ
れている。この点に大きな特徴がある。

コメニウスの生涯教育構想は、外的には、３０年
戦争の終結と深い関わりがある。３０年戦争終結に
よる祖国解放の絶望、そこから生じた「他力への
依頼と幻想を捨てた現実主蕊的な観点」剛が生涯
教育構想を思い立たせたのである。
と同時に、内的には、コメニウスのこれまでの

研究のなかから生涯教育構想の気運が生じていた。
汎知学の体系化による教授学の拡充である。剛そ
して、この考えに立って1650～54年にかけておこ

藤原：コメニウスにおける幼児教育論の展開

なわれた、パタークでの「汎知学校」（－中・

への追求は、柔かな子どもの心に最も容易に受け

高等学校）の実践である。この実践がコメニウス

入れられることができる。

に自信を与え、かれの幼児教育構想に影響を与え、
「壮年期の学校」「老年期の学校」にも影響をお

５）道徳と敬虐の学級：この両学級の教え方に
は、例示、教示、および訓練の３方法がある。欲
し、拒否し、恐れはじめる頃が、道徳形成の機会

よぼしたと考えられる。⑫
なぜコメニウスは「誕生前の学校」をとりいれ、

なのである。しかし、「訓練は鞭の罰に頼っては

位置づけたのか。おそらく、『母親学校の指針」
の第５章で子どもの健康を述べたさいに、妊婦の
生活についても細かく注意を与えていた点を、さ
らに独立した内容に発展させたものと考えられる。
「コメニウスにとって、子どもの教育への関心は、

いけない」。またすべての家庭は、家族が朝夕祈
る小教会であるべきであって、両親は子どもを教
会へ引率し、あらゆる機会にわれわれが一切を負
うている神につき話し、祈りそしてその方法を教

その必然的展開としてその子を生み育てる親の教
育についての考察へと向かわせることになった」
のであり、「『汎教育』に至って、人間は教育す
る課題を負った存在であるというおとなの側の教
育の責任の自覚にまで深化され、それと同時にこ
れまで教育論の枠外にあったおとなの生活と課題
一般の考察が新たに教育学的思考の射程に組み入

６）最初の共同就学の学級あるいは最初の教授
の学級または最初の共同的・現実的学校としての

れられた」といえるのである。脚

（２）「幼年期の学校」の構想

「幼年期の学校」は、次のような６学級（時期）
に区分して説明されている。ロ!）

１）入門学級、新生児の学級：１カ月半。この
世への新参者に対して、祈りにより、洗礼によっ
てよき教育を開始する。

えなければならない。

母の膝の学級：「この学級は、いわば半公立学校

であって、ここで子どもたちは、互いに交際し、

遊び、歌い、算え、よき道徳的しつけと敬塵的な
態度を培い、まだ読んだり書いたりはせず、感覚
と記憶力の訓練に慣らされるべきである。それら
すべてを誠実な婦人の監督のもとに、子どもたち
が行なうのである。／そして近隣の子どもたちが
参集する集会所が彼女たちのそばに設立される。
この学校の必要な経費は、かような形式によって、
子どもが教育されることを欲し、かつ公立（小）
学校へ準備されることを希望する人々が負担する。
４～６歳児がこのような学級へ出席する。」

２）乳児学級：１年半｡母親の胸のこの期には、

（３）「幼年期の学校」の注目点

母乳を授乳することにより神の恩寵を受け、心に

ここで注目すべきなのは、一つには、年齢によっ

内面的なものを形成する。しかし貴婦人は、乳児
を健康で上品かつ敬塵な乳母に託してもよい。

て学級を種別し、教育内容の重点ポイントを示し

３）哺語と第１歩の学級：知ることと同時に話
すことを教え、事物を示し命名させる。歩行がで

に込めている。この着想は『母親学校の指針』に
おける発達段階への自覚の萌芽を発展させたもの

きるようになれば、遊び走らせる。「活動的な生

だが、当時にあって画期的なことである。

たことである。学級ごとの固有な学習課題を名称

活が真実の生活である」から、運動的遊びを奨め

二つには、幼児教育方法の確立である。「言葉

る。甘やかさず健康と抵抗力を養う。すべて「為

と知覚の学級」「道徳と敬虐の学級」では、『言

すことにより為す」ことを重んじ、「遊びは真面

語の．最新の方法』（1644～47年執筆、1647年出

目な仕事への前戯である」ことに留意する。

版）の第10章『分析的教授学』の方法が適用され

４）言葉と知覚の学級：「認識力の中で、かっ

ている。『分析的教授学』については「種々の注

て感官の中に存しなかったものは皆無」であり、

目に値する教授原則がここにみられ」、「コメニ

全生活の指導も感官に依存するから、感覚教育か

ウスは、分析、総合、比較をもって、認識の方法

らはじめよ。そのさい無用、誤謬、無神を取りあ
げぬよう留意する。最初の印象が一生を支配する

と考え、それをそのまま範例、説明、模倣という
教授＝学習過程とすべきことを指示している。……

からである。しかし、まだ詳細な事物の認識が困

ここに幼児教育の原型をみることができる」もの

難だから、実物を提示して説明せよ。祝福と真理

である。脚『母親学校の指針』にもこれに似た方
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法は部分的にでているが、本格的に確立するのは

三つには、最後の段階である４～６才までの子
どもを、家庭の枠を越えて集団的に保育すること

同胞教団の伝統もさることながら、『大教授学』
以来、『愉快に、容易に、確実に』という教授法
の原則にてらして個人教授よりも集団教授の方が
適切であるというコメニウスの最初からの一貫し
た立場である。しかし、この時期に幼児の段階に
までその考えが延長されたという背景には、コメ
ニウスの教授学および汎知学思想の内在的展開だ

が提唱されていることである。新しい変化である。
『母親学校の指針』の立場とは、明らかに異なっ
ている。集団保育を容認するにいたった契機は何

けではなく、先に触れた三十年戦争の推移との関
連において愛国者としてのコメニウスが痛感する
に至った人生のパースペクティブをはなれてはあ

か。

りえない。そこに『汎教育』におけるコメニウス

－つの契機は、ボヘミア同胞教団の教育経験で
ある。コメニウスは、『汎教育』で、集団保育の
考えを、ドイツの言語教師ハーゼンミュラ-から

れる。

『汎教育』においてである。この方法とならんで
『汎教育』でも、『母親学校の指針』にあった遊
び的方法も強調されてはいるが、相対的には範例・
説明・模倣の方法が強調されているといえる。

の幼児教育論の独自な位置がある」図とも考えら
三つめの契機は、内的には、「汎知学校」の実

示唆を得た、と述べている。ハーゼンミュラ_は、
幼児を年齢によって三つの集団に分け、それぞれ
の段階に応じて読み書きの教育を考えていた。し
かし、コメニウス自身の言明にもかかわらず、チャ
プコヴァは、ハーゼンミニラ－の影響よりも、母
親が働きにでている間に、就学前の子どもを小学

践である。１－汎知学校」の成功がその試みを幼児
期まで拡張させたとも考えられる。卿「母親の教
育からすぐ小学校へ進ませるのではなく、集団で
の経験的教育から系統的教育への緩やかな移行」

校へ送り出すボヘミア同胞教団の経験の方を重視

（Unterricht）がおこなわれる。そこでは読み
書きの基礎を学ぶ。遊びながら文字に親しむよう

して、コメニウスはハーゼンミニラ－の思想とは

根本的に異なった概念を発展させたのだ、と述べ
ている。鯛この点は注目に値しよう。
二つめの契機は、３０年戦争終結にともなう幼児
教育への期待である。コメニウスが『汎教育』を
書いた時期は、ボヘミア民族の独立を認めないと
いう内容を含むウニストファリァ条約が締結され、
三十年戦争が終結された時期でもあった。このこ

とは『汎教育』の構想にも反映していて、「壮年
期の学校」において、成人生活を、職業の選択と、
実行と、職業生活を退く段階の三つに分けてそれ
ぞれの課題を詳述している。これに関わって、

「晩年の悲境の中で書かれた『汎教育』の人生観
に、他力への依頼と幻想をすてた現実主義的な観
点と自主独立の基礎としての職業労働の重視が、
前にもまして強められていたとしても不思議では
ない」「コメニウスが『汎教育』において、幼児
に対しても集団保育を行なうべきだと思い至った
背景には、おそらくこうした成人の課題の認識と

一日も早いそれへの参加という期待がこめられて
いたのではないか」と考えられる。剛

また、「子どもを集団で教育するという考えは、
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㈹をはかるには、共同学校の形態が必要になっ
たということである。実際、共同学校では教授

にさせ、たとえばアルファベットが書かれたサイ

コロで遊んだり仰、絵本を読んだり、歌を歌った
りするのである。このことが移行途上の形態とい
う説を裏づけている。コメニウスにおける集団保
育の容認は、このような観点からもみていく必要
があろう。

おわりに－－今後の課題一一

これまでコメニウス幼児教育論の展開過程を見
てきたが、今後の検討課題として、次のことをあ

げておく。それは、コメニウスにおける「幼児道
徳性の発達」論を究明していくことである。
本論文では、コメニウスの幼児教育論の展開過
程を主題としたために、この側面の究明は不十分
であった。今後の大きな課題である。究明の視点
としては、狭義の道徳性だけでなく、広くみてい
く必要があろう。その場合、『大教授学』第４章
でコメニウスが徳性を「人間の．自然にたいする、

自己自身にたし､する、隣人にたいする合理的関係」
､つまり自然物の合理的利用・自己規制・合理的
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社会関係として理解していることは、大きな手が
かりとなる。また、集団教育における道徳性の発
達も後期幼児教育論にみられるので、このことの
詳細な検討も大きな課題となろう。

大学研究年報・社会学研究』３号、1961年､131
ページ。

(6)コメニウス（鈴木秀勇訳）『大学教授・１』
明治図書、1963年、８８ページ。
(7)同上、８９ページ。

(8)同上、８９ページ。
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(1)大橋岑吉「コメニウスの幼児観」『大阪樟蔭
女子大学・論集』６号、1968年、６１ページ。少
しコメントすれば、コメニウスにおいて「子ど

もの社会性の発達という点についての考慮は全
然みあたらない」「遊びそのものの意義づけが
ない」とするのは、言い過ぎである。社会性へ
、の配慮、遊びの教育的意義は、さほど重くはな
いにしても、コメニウスにみられる。

(2)大橋岑吉「『教師としての母親』－コメニウ
スを中心とした－」『大阪樟蔭女子大学・論集』
１３号、1976年、194ページ。これについても、
コメニウスは知識の教授だけでなく、徳性や敬
慶な心の教育にもつとめているのであり、コメ
ニウスの幼児教育論を知育に一元化するのは、
一面的な見方であるといわざるをえない。

(3)高橋勉「代理経験のメカニズム(3)－代理経
験と教育メディアー＜OrbisSensualium
Pictus＞にみられる視覚表象の特性について」

障術研究（教育・心理）』２０号、早稲田大学
教育学部、1971年。
江藤恭二「"Orbissensualiumpictus,'に

関する－考察一一その成立事情と史的位置につ
いての素描一」、細谷俊夫編『学校教育学の
基本問題』評論社、1973年。

梅津勝「『世界図絵』の認識論的基礎」『北
海道大学教育学部紀要』２５号、1975年。
佐藤令子「普遍的教科書Pambibliaとしての
世界図絵OrbisPictus」『寧楽史苑』２７号、
奈良女子大学史学会、1982年。

なお最近、井ノロ淳三によって『世界図絵』
の邦訳が出版された（ミネルヴァ書房刊、１９８８

年）。

（４）井ノロ淳三「コメニウスにおける幼児教育論
の展開とその背景」『京都大学教育学部紀要』
２２巻、１Ｗ6年、２９ページ。

（５）鈴木秀勇「コメニウス教授学の方法」『一橋

(9)同上90～91ページ。
ＵＯ同上91ページ。
⑪同上92ページ。

⑫コメニウス（鈴木秀勇訳）『大教授学・２』
明治図書、1963年、９６～97ページ。
伽井ノロ淳二「コメニウスにおける幼児教育論
の展開とその背景」、３１ページ。
(M）同上、３１ページ。

⑬アルトは、コメニウスの求めた道徳には、
「一般に、中世においても既に要求されていた
ような諸徳に遭遇するとしても、ここでは社会

生活の変化とか教会の無制約的権威からの離反
とか、民主的な大衆運動の諸傾向などを反映し
た新しい要素が浸透している」とし、「決して
許さるべきでないとされる行動様式の中に、例
えば他人への軽視とか軽蔑とかも考えられる」

と述べている。母親学校の徳育のなかにも、こ
のような新しい要素の萌芽がみられる。Alt，
Ｒ､,DerFortschrittlicheCharakterder

PiidagogikKomenskyも:ＲobertAltPad-

agogischeWerke，1987,ｓ81．（Ｒ・アルト

〔江藤恭二訳〕『コメニウスの教育学』明治図
書、1959年、103～104ページ）。

川井ノロ淳三「コメニウスにおける幼児教育論
の展開とその背景」、３１ページ。
⑰同上、３１ページ。

⑱コメニウス（鈴木秀勇訳)『大教授学･2』､106
ページ。

ｕ９井ノロ淳二「コメニウスにおける幼児教育論
の展開とその背景」、３２ページ。

蜘井ノロ淳三「『母親学樹旨針』における年齢
区分に関する考察」『島根女子短期大学紀要』
１９号、1981年、５５ページ。
GDAlt,Ｒ､,DerFortschrittlicheOharakterder

PiidagogikKomenskyis:RobertAltPiida

gogischeWerke,1987,ｓ56．（Ｒ・アルト
〔江藤恭二訳〕『コメニウスの教育学』明治図
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書、1959年、６９ページ｡）
⑫もっとも、『教授学』および『大教授学』に
おける青少年期の学識領域は、知識・技術・言

語の三つで構成されている。「教授学』におけ
る領域区分が『母親学校の指針』にもちこまれ

たのか。それとも『母親学校の指針』の観点を
『教授学』にもちこんだのか。いずれにしても、
相互浸透関係が考えられる。それにしても、な
ぜ『大教授学』における幼児教育内容が羅列的
なのかは、不明である。青少年期に力点を置い
たために落としたのであろうか。
⑬コメニウス（藤田輝夫訳）『母親学校の指針』
玉Ⅱ|大学出版部、1986年、３７～38ページ。

幽井ノロ淳三「『母親学校指針』における年齢
区分に関する考察」、５７ページ。

無関係ではないのである。」（井ノロ淳三「コ
メニウスにおける幼児教育論の展開とその背景」
、３４ページ。）

⑫藤田輝夫「コメンスキーの幼児教育思想と
『母親学校の指針』」、127ページ。なお「汎
知学校の見取り図」については、堀内守『コメ
ニウスとその時代』玉川大学出版部、1984年、
214～218ページを参照。

倒井ノロ淳三「コメニウスにおける幼児教育論
の展開とその背景」、３３ページ。

“Comenius,』.Ａ:Pampaedia（herausgege
benvonDTschizewskiyu・andere），Ｑｕｅｌｌ

ｅｎ＆Meyer,２.Auflage,1965.小川正通「コ
メニウスにおける幼児教育思想の展開一生涯教

育と家庭・集団保育の提唱一」『大阪市立大学

G5）同上、５７ページ。

家政学部紀要』１８号、1971年、157ページより

鯛同上、６０ページ。

⑰藤田輝夫「、子どもっぽいやり方〃の教育方
法」『東京教育大学大学院・教育学研究集録』
第１蟻、1973年。および藤田輝夫「コメンスキー
の幼児教育思想と『母親学校の指針』」、コメ
ンスキー（藤田輝夫訳）『母親学校の指針』玉
川大学出版部、1986年。

㈱コメニウス（藤田輝夫訳）『母親学校の指針』
、６２ページ。

(29ﾘコメニウス（藤田輝夫訳）『母親学校の指針』
、104～１０５ページ。

帥丼ノロ淳三「コメニウスにおける幼児教育論

の展開とその背景」、３６ページ。
(３Ｄ「汎知の体系化がすすむと、それはもはや教
授内容として教授学の内で理解される段階をこ
えて、逆に教授学そのものも、その展望の一部
としてとりこむような関係に変化する。つまり
このとき汎知学体系は、子どもに対する教授、
子どもによる学習の対象という域を出て、人間

の生涯における各年齢段階に照応する課題の位
置を存在の全体との連関の中で示すことになり、
逆にそれぞれの人生課題に対応した教育のあり
方を開示するという機能を帯びてくるのである。
『汎教育』に至って、いわば生涯教育にみあう
シークエンスをもったカリキュラムの具体化の

努力がうかがえるのは、このような汎知学思想
の発展によって逆に触発された教授学の拡充と
-202-

再引用。

㈱井谷善則「コメニウスの幼児教育思想」『幼
児の教育』７２巻６号、フレーベル館、1973年、
７１ページ。

㈱Capkova,，.,Therecommendationsof
Comeniusregardingtheeducationofyoung
children;Comeniusandcontemporary
education,1970,ｐ､26.井ノロ淳二「コメニウ

スにおける幼児教育論の展開とその背景」、３５
ページより再引用。

励井ノロ淳三「コメニウスにおける幼児教育論
の展開とその背景」、３６ページ。

６８１同上、３６ページ。

㈱藤田輝夫「コメンスキーの幼児教育思想と
『母親学校の指針』」、127ページ。幼児教育
への汎知学校の影響について、藤田はこの時期
に『世界図絵（被感物総覧）』が執筆されたこ
とをあげている。そして「『大教授学』で示し
た一貫教育の理念を実際に照らしてみようとし
たとき必要とされるこの『共同学校』の構想は、
その頃生まれたと考えられ」る、と述べている。
㈹同上、127～128ページ。
⑪サイコロ遊びにおいてコメニウスは、音韻論
にもとづく配慮をしている。第一のサイコロに
はａ、ｉ、ｕ、ｅ、ｏの母音を、第二のサイコ

ロにはｈ、９，ｋ、ｃｈ、ｑ、ｘの喉音を、第
三のサイコロにはｗ、ｂ、Ｐ、ｆ、１，ｒの唇
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音を、第四のサイコロには。、ｔ、ｓ、ｃ、ｍ、
ｎの歯音、鼻音を書いておく。そして母音のサ

イコロと他の子音のサイコロを組み合わせて、
発音、読みの練習を遊びながらする、というの
である。太田光一「コメニウスの発達段階論
一コメニウス研究ノート（その４）－」

『高知大学教育学部研究報告』第１部、３７号、
1985年８月、３８ページ。

（付記）脱稿後に次の文献がみつかった。こ
れらについては他日に検討したい。

①秋葉美也子「コメニウスの幼児教育論一一
『大教授学』『母親学校指針』『汎教育』を

中心として－』『人間教育の探究』倉肝!)号、
日本ペスタロッチー・フレーベル学会、１９８６
年７月。

②藤田輝夫「家庭教育から施設教育への集団

指導法の変遷一コメンスキーの幼児教育論一」
『秋田大学教育学部研究紀要（教育科学）』
38集、1988年２月。
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資料１母親学校の教育内容（弁ノロ淳三「『母親学校指針』における年齢区分に関する考
察」、５８～59ページ。）
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くこと｡チョー
ｸやﾄﾞ淡rご線.

めに数えるの
がよいのかを

自分で理解す
る。

ていく。

すること。ｒ
のかわりに１
を発音しない
ように゜

自分達でう
たうことがで

にも十分注意

身ぶりや身
体つきを用い
て質問したり、
話したりしは
じめろ。

若干の詩編
を暗唱するこ
と。これは神
への畏敬の念
を養うことと
も関係してい

アクセント

きる。笛をふ

して発音する

くことや太鼓

こと ｡

かせるもので
ある ｡

をたたくこと

を学ぶ。

る◎

のはよい徴候

ではない。走
、

たうために口

ことを学ぶ。

を開き、神を

７は５より

ほめたたえる

も多く、15は
13よりも多い
こと。どれが
同じであり、
あるいは同じ

いろいろな折
りを学ぶ。
クリスマス、

を速やかに言

復活祭、聖霊
降臨祭などに
祈る詩編を学

い当てること。

ぷ。

ではないのか

ること。

205

乳母などが
｢見てごらん、
りんごがみる
そうだよ」と

韻とは何か
が理解できな
いとしても、
散文との区日リ
は理解できる

持っているの

言う時、それ

ようになる。

か？」「何を

が「幸運が訪
れたこと」の
比Dihであるこ
とをi圏拝する。

しているCpか？

」などの質問
をして正しく

返答ができる
ようにする。

からにおいし

あせる必要は
ない ｡

’
歳

問いと答が
何かを理解し
問いに対して
正確に答える
ように習熟す

きりと数える

言語面で大
変成長する時
期である。
｢それは何
か？」「何を

６

りまわったり

何かをしたり
するのがよい。

賛美歌をう

歳

すわっている

20までばつ

５

手の労働を
十分にするこ
と。子どもが
いつも静かに

歳

十字形・円を
描くこと。

円や十字な
どの図形、指
尺・手幅尺な
どの尺度。液
量単位を理解
し､比較する。

音節や単語
を正しく発音

４

結びあわせ・
解く。曲げた
り.真直ぐに

食率の前後
に祈りの賛美
歌をうたうこ
とを教える。
教会へも連れ

歳

はじめは５

３

倒し.建てる。

歳

バイオリン。
ピアノなどの

行動をする。
走り.跳ね。

げることは何

若干の詩編

を 理解

２

大きいか小
さいか、長い
か短いか、広

容易な単語
を話す。たと
えば、mta、

いろいろな

比'６１ や形容

詩

ること。

になること。

生まれた時
から天国の歌
をうたいはじ
める。つまり
泣き声のこと

からはじめる。

修辞学

歳

期である。手
に何かをつか
まえ、すわり、
立つことを自
然に学ぶ。

になることを

理解する ◎

音楽

１
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