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－沖縄における家庭文庫活動の実践を通した考察一

〔第一部総論的序章一文庫開設に至るまで〕噸
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本稿をすべての子どもたちの現在と未来に棒ぐ
人間の心の鏡の中に

共同体の全容が姿をむすぶとき

そのときにのみ治癒の力は働き，
共同体の中で

個々の心がいのちを持つ。
－ルドルフ・シュタイナー…

。本稿は，１９８３（Ｓ、５８）年３月．大阪教育大学を当．。、epLofArtsandCrafts，ＣｏｌｌｏｆＥｄｕｃ・Univ、
番校に開催された第５回美術科教育学会の席上で，そoftheRyukyus

の要旨を口頭発表したほぼ同題の研究の全文である。…《心の手当を必要とする人びとのための治癒教育研
但し，本巣にはその第一部として本文第一章（駐解・資究実践施般協会》綱，新田義之・賞代訳ｒ人智学を基
料・写真付）を禍戦し，第二章以降は第二部として次盤とする治癒教育の実践一心の手当を必要とする人

集に発表することとした。本稿の全体の櫛成並びに趣ぴとと共に生き．学び，働く」Ｓ、５０．７．３０，国土社．
旨は，冒頭の序言及び目次の通りである。ＰｌＯ６より。
－２８３－
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ある。母のない子，貧しい家の子，裕福ではある

序言

が「崩壊している家庭」の子，本の好きな子，絵
や工作の好きな子，円満な子,暗い子川粗暴なＦ，
おとなしい子Ⅲそして発達に障害を持った子ども

第一章《ゆうな文庫》誕生の経緯
第一節……開設の動機
第二節……開設に向けての準備

……たちである。

第二章開設後の動態

本稿は，この文庫に集い，本と出会い,思考し，
創造し，遊び戯れるこれらの子どもたちの個々の
「生」のありようを，その作品とともに紹介しな

第三章文庫の日々の活動内容

第一節……読書Iこかかわるもの
第二節……造形Iこかかわるもの

がら，様々に検討してゆく……。そして，終

第三節……遊びIこかかわるもの

章において）文庫の中心的メンバーとなったある

第四節……その他

地域の子どもたちを育んだ伝統的な地縁共生体が，
今沖縄に押し寄せつつある「近代化」の大津波

第四章子どもたちの個々の様相とその作品
第一節……二人の姉妹Ｈ優子と友子

によって押しつぶされ崩壊させられてゆくまでの

に）麻衣子と千秋

－年間を辿る。

第二節……さやかとまこと

そして，本稿はⅢここに全体を貫くこれら観察

第三節……その他の子どもたち

と実践に基く諸考察の中から，一つの結論一美
術「教育」が、単に学校教育や一教科教育の枠内
に目閉するのではなく，地域における人々の
共生の深まりと広がりの中で，高い人格形成へと
総合しゆく人間集団の「共育」の一契機としてま

第五章ある地域における人々の共生とその崩壊
結語

（註解・資料・写真・謝辞）

さにとらえられるべきであること－を導き主張

序言

するものである。

論者は，自身の大学教育の過程で所謂「教育」
に関する学及び実践技術・技能を何一つ修得しな
かったにも拘らず，本学の教育学部で小学校教員

第一章《ゆうな文庫》誕生の経緯

を目指す学生に対し，Ⅷ小学校における美術教育
の学蝋とも言うべき「図画工作科教材研究」を教

第一節文庫開設の動機

授する立場となった。

自己に欠けている教育実践経験を補うためと，

また，かつて絵本美術館に勤務しいつかは自分も
＊１

自宅で｢家庭文庫｣を開きﾌﾟiﾆいと切望していた妻の願

論者はⅢ１９８１（昭和５６)年７月，沖縄県の琉球
大学教育学部中学校教員養成課程（美術工芸科）
に、担当学科目「美術科教育」の助手として採用

いも相俟って，我々は，1981年の11月，自宅の一
室を週一回近隣の子どもたちに開放する《子ども

され赴任した。

図書館ゆうな文庫》を誕生させた。

以後，毎年，前・後学期の二期，それぞれ120

蔵書約1,300冊(開設時２００冊)を並べての閲

名前後の学生を３クラスに分けて，小学校教員免
許取得上必修であるところの「図工科教材研究」

覧・貸出・絵本の読み間かせ｡「お話」の語り

を講義し，内容を修めた者に対し２単位を授与す

聞かせ・紙芝居・指人形……といった家庭文庫本

ることとなった。

来の活動に加えて，この文庫の特色は，論者の開

しかしながら論者自身は出身大学において，

設の動機に沿って各種の「図画工作」用用具・材

この「図工科教材研究」はもとより，凡そ一切の

料が常備され，それらを子どもたちが自由に取り

教職にかかわる単位を何一つ修得せず，従って如
何なる種類の教員免許状も保持しておらず，従っ
て当然のことながら小・中・高いずれの公教育の

出して造形表現活動を行なっている点にあるだろ
う。

現場においても教育に従事した経験を有してはい

ここに毎週集う子どもたちの個性や家庭の事情，
その抱える問題は，当然のことながら種々様々で

ない:２

－２８４－
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大学における自己の担当授業科目~この場合
は「図工科教材研究」－に関する研究活動と，
それを通しての学生への教育活動を展開していく

上で，従って論者に決定的に欠けていたのはⅢ教
育一般及び当該分野の理論的・歴史的側面の研究
経験もさることながら（それらはある程度書物に
よって急追可能だが）より以上に己教育現場（この
場合はとりわけ小学校）における実践的研究の経
験、であった｡それがどれほど｢教科教育学｣にとっ
て重要であり必要であるかは今更言うをまたな

いが

大学教員が在職しつつこの、実践蝋を新たに経
験するためには，大別して二つの方法がある。一
つは，宮城教育大学の武田忠氏が先駆的に行なっ
たように，小学校に長期（６ヶ月間）にわたって

内地研究に入るという方法である:4或いはま

た元宮城教育大学学長，林竹二氏の名高い実践の
ように，－回分の教材をもって，小学校の－クラ
スに必要に応じて授業研究のための研究授業に入

るという方法であるｆ５いずれも，期間の長．

短の違いはあれ，既存の公教育の現場に「入る」
もしくはその場を、借りる、という方法である。
しかしこの方法は,論者にとっては,初めから考慮
の対象外であった(教育に関する全くの素人であっ
た当時の論者は，武田氏や林氏の存在をも全く知
らなかった）。仮りに，この方法が論者のような

小学校教諭の免許を保持していない者に対しても
法的に開かれていたとしても，様々な物理的障
害と，心理的なためらいがあったであろう。
心理的なためらいとは，すなわち，いみじくも
責任ある公教育の現場に，論者のような免許不保

持者が，長期は論外としてたとえ一回限りにせよ，
人って「授業」を執り行なうことへの良心と責任
に関わるそれである。

物理的障害とは，まず第一に，大学教官に認め
られている内地研究制度が大学教官全体に対して
十分な機会均等を保障されてはいないという問題
である。研究員の数は限定されており，－人の教

を上げた教授･助教授クラスに予め限定されていると

言ってよい｡従って,論者のように，前任者の退官の
穴を埋めて早速に教育活動に従事するべく採用さ
れた助手が，着任後早々に長期にわたって職務・
任地を離れることは不可能だし許されることではない。
また，武田氏が述べているように，この文部省の
「内地研究員制度」は元来大学や研究機関での研究
のためのものであり，小学校への内地研究には適

用される性格のものではなく，氏の場合，その実
現に際してはⅢ時の文部大臣永井道雄氏の特別の

配慮があったというｆ６

またⅢもとより沖縄県の教育界に何らの縁故も
なく，教員免許は勿論のこと何の教育実践の業績
も経験もない無名の論者が，いきなりあれこれの
小学校に赴いて，研究授業をさせて下さい，と申
し出ても，簡単に聞き容れられる筋合のものでも
ない。前述した心理的なためらいは,論者の要請を
受ける側にもあろうし，またⅢ論者の希望は，あ
くまで長期にわたる恒常的・日常的な不断の研究
態勢にあったからである。その意味で’との一回
限りのその都度の必要に応じての研究授業もまた’
論者には初めから念頭には無かったものなのである。
●●●●●●

以上のように，この第一の方法は，論者には不

可能なものであった。論者に唯一可能な方法は，
第二の方法一すなわち，瓜自己の教育実践研究
の現場を，自己の身辺に，自らの手で新たに創り

出すこと、にほかならなかった。それは必然的に，
非公教育，すなわち民間における，或いは地域社
会における，自由な立場からの私教育，「学校外
教育」とならざるを得なかったのである。
以上は論者の側の，云わは「教育研究と，それ
を通しての学生の教育を仕事とする教員養成大学

の教師として，切実にその必要に迫られて」＊7の

、教育実践研究の現場鰹づくりの動機であるが，
この動機だけであるならば，そのい現場、’よ殊更
「家庭文庫」である必要はない。事実,非公教育・
学校外教育としての魁教育実践研究の現場．づく
りには，幾つかの方式・形態が考えられ，実際い

官がこれに当る確率は，機械的に割り算して、５０

ろいろに試みられてもいる。

年に一度、とも言われている。従って必然的に一
大学によってその連用の規程は種々であろうが－

る。これが「主要教科」（国語・算数・理科・社

大体において，応募と審査の対象は，長年大学で
の教育及び自治運営活動に貢献し研究活動に成果

その一つは，所謂「私塾」と呼ばれる形態であ
＊8＊９

会）を対象としたものであれば「学習塾」

となり，当該問題であり論者の関心事である美術

－２８５－
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小林：地域におけるⅢ共生,,と美術をふくむ「共育」
児童教育の鳩の構造
捉鰹学校

統合教可

｢どの子も地域の学校へ」連動
｢こころみ学園」

のための活動・迎動（経懲よりも迎助が主眼）

国家・社会・地方自治体一行政（施錠・施設）

家庭・グループ・地域文111【，子どもの本研究会
ラジオ体操
ゎ③べＯカ

バンド，鼓笛隊，mIHl迎mlI1中lii淳興砥ギター出iiij、

………爽繍…’二
-

セツルメント，学菰保荷・共同保育

指人形劇・ペープサート１大学学生児童文化研究会

少年の船（梅洋少年liID1戸塚ヨットスクール〕
敬育研究活動・巡勤・剛体

一lili導一健全育成迎動

密察

学校・地域迎絡瞳窪会
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分かち難いむづかしい問題と言える。また，これ
ら諸組織の多くは，所謂「民主的･国民教育権的」
立場や発想に立ったものが殆どだが，なかには明
らかに非民主主義的・反国民教育権的一すなわ
ち軍国主義的・国家主義的・全体主義的一な立
場や思想に立ったものや，或いは逆に、無政府主
義的轡傾向のあるものなど様々であり，また個々
の運動や組織の内部にも，これらの立場や思想の
せめぎ合いがあり，事はそう単純でないことは断
るまでもないだろう。そういった全ての要素が，
互いに浸透し合い，せめぎ合い，有機的にからみ
合って）「学校外教育」のみならず教育の構造全
体を動的に構成しているのである。それは，「子
ども」や「社会」という複雑に錯綜した複合体が

教育一小学校教育課程においては｢図画工作科」
＊１０
教育一のみを対象とすれば「児童画塾（児童

美術教室)*'１１となろう。

この第一の方式・形態が,所謂学校の「教科(教
育）」に即応ないし直結した直接的な「教授＝学
習」の場という性格が強く，その主宰者・指導者

も，場の性格上当然のことながら教育関係者もし
くはその道の専門家（例えば画塾であれば美術家
や美術関係者）－総じて子どもの立場からの呼称
で言えば「先生」－である場合が多いのに対し，
第二の方式・形態は，言うならば広く「児童文化・
児童福祉（福利厚生）・体育スポーツ・レクリエ
ーション」等を対象領域とした，学校教育とは間

接的な対応関係にある魁地域の子どもを取りまく
それら環境の整備，地域におけるそれらの研究・
創造・普及・伝承を主目的・内容とした活動・運
動ないし組織、といった性格が強く，その、担い
手、もごく一般の家庭の主婦（母親）や父親一
すなわち子どもたちの呼称でいえは地域（近所）

そうであるのと同じようにである。

これらの場の中で，しかし,論者の当初の動機・

目的一Ａ－１），２)－に合致するものは，以下
のＢ－１）～５）である。

の「おじさん．おばさん｣－である場合が多いfl2

Ａ－１）主として「図画工作（科）教育」の「教
授＝学習」法・教材等が実験的に研究で

図Ｉは，この大別して二つの方式・形態にそれ
ぞれ属して多様に展開されている種々の「学校外
教育」の場を，学校の教育課程と，家庭における

Ａ－２）、自己の身辺に日常的・継続的に心一換
言すれば、自己の生活の現場，生活の只

きる場であること。

寺スコミ

中に鴨一開設しうる場であること。

教育，及び子どもﾌﾟこちを取りまく大衆(大量伝達）

Ｂ－１)児童画塾，２）家庭文庫，３)私設児童館

児童文化状況と国家・地方自治体が行なっている
児童文化・福祉・厚生行政（施策・施設）等々と

に関連させ，それらの対応・即応・直結関係を構

造的に図示したものである:]３

しかしこのような分類や図式化は，もとより極め

て便宜的なもので,文字通り「図式的｣なものにすぎ

ない。何故ならば例えは，学習塾や音楽教室に児

童図書が置かれ，子どもたちの閲覧や貸出に供さ
れれば，それは文庫的性格を帯びるし，反対に家

庭文庫や｢学童保育所｣の中で児童画塾や､私設児童

館flhような活動も展開されうるし，また現に展
開されてもいるのである。そして，これらそれぞ
れの「場」が主たる活動の場を離れてどこか別の

場一例えは劇場・映画館・山野・キャンプ場・

海の家，等々－に出かければ，それらは一日に
して「親子映画鑑賞・子ども劇場運動」にも「少

（「小さな小さな児童館」），４)地域子
ども会，５）学童保育所

これらの中から，しかしなおも論者の場合をし
て「家庭文庫」方式を採用するに至らしめた要因
一今一つの決定的要因は－今一つの動機，す
なわち他者の動機であった。そしてこの動機は，
今まで述べて来た論者の動機のはるか以前に既に
存在していたものなのである。

論者の妻恵子は，かねてから子どもと絵本をこ

よなく愛し，それがために1978年９月から'79年

７月にかけてりそれまでの職場を勇躍辞して，当
時東京練馬に開設後まもなかったくいわさきちひ

ろ絵本美術館＞＊'６に勤務した経験を持つ。

それ以前に彼女は，自身の母校東北学院大学で，

年団」ともなるのである。また，二つの方式・

恩師川端純四郎同大助教授（宗教哲学）の夫人英
＊１７
子氏を通し，家庭文庫の存在やその意義・目

という境界線の問題も，実はそう簡単に裁然とは

親しく見聞していた。

形態を原理的に分かつ所謂「経営か運動か｣＊'５－

的・その社会的役割及び運営上の実際等に関し，

－２８８－
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そしてこの二つの経験が，いつしか彼女をして，

我々の文庫開設への意欲は増した。

いつかは自分も，自宅の一室に，絵本の楽しさ・

開設を決意してから，児童文学響を約３０冊ほど

素晴らしさとそれを共に見る喜びを通して多くの
子どもたちに出会う場としての家庭文庫一《ゆ
うな文庫》-(この名称は既に古くから彼女が決め

新たに購入して補い，更に我々所蔵の大人向けの
図書も合せて総数約200冊の個人蔵書でくゆうな

ライフ●ワーク

ていﾌﾟと)*'８－を開設し，それを生涯の仕事の一
つにしたいという夢を抱くに至っていた。

角,して，まさに，その｢ゆうな」の花の故郷沖

縄が，はからずもこの夢を，実現させてくれたの
である。

ここに’両者の動機の一致と協力協同になる－

つの事業一私設児童館的・画塾的性格を併せも
った家庭文庫一の開設に向けての準備活動が開
始された。それは，着任後の荷物整理も一段落し，
我々の生活がようやく平常の状態に落ち着いた，
あの沖縄の残暑きびしき初秋の頃のことであった。

文庫＞は出発した。（その後，各方面からの寄
贈等もあり，現在では約，,300冊を数えるまでに

至っている）。*２０

スペース

（二）場所・空間

年度途中（７月）の，それも急な赴任のため，
我々には十分な住居選択の対象と余裕がなく，比
較的広い現住居（所謂「３．ＤＫ」）に落ち着か
ざるを得なかったことは，文庫開設という点では
好都合であった。（図Ⅱ、写真，）

第二節開股に向けての準備

文庫開設に必要な物的・人的条件はおおむね以

下の四つである。－Ｈ図書，口場所・空間，Ｅ）
主宰者，四利用者｡－以下，各個にわたって準備
の経過を述べていきたい。
Ｈ図書

我々は来沖以前に約150冊の絵本を個人蔵書と

して収集していた。これは，絵本を愛する妻が，
特にくいわさきちひろ絵本美術館＞に勤務してい
た際に，同人の絵本を中心に（同人の絵本はほぼ
網羅して）買い集めたものが主となっている。

書物のうち，とりわけ絵本は，所謂「愛好家」
－(今日特に若い女性を中心に絵本を愛好し収集
する人がふえている)－がこれを「私蔵」してい
ても，必ずしもその真の目的は果たしえないしそ

の真価も発揮しえない。絵本は多くの子どもたち
に広く開放されてこそ本当に意味があるのである。
そしてこの沖縄においては，あの過去から現在に
●●●●●●●●●

至る数々の不幸な経緯のために，この開放の機会
●●●●●●●●●●

と場所の何と貧しく少ないことであろうか。

転居後の,住居の書棚に整然と並べられた全く汚

赤平大通り

損されていない新本同様の絵本を見るにつけ，ま
ずまい

ﾌﾟご住居（沖縄県那覇市首里赤平町２－２１－３）周
辺の子どもを取りまく劣悪な環境を目の当りにす

図Ⅱ住居平面図

るにつけ，我々はこの二つの点を改めて確認し，
－２８９－
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力協同して主宰している例はまだまだ少ないと言
える。別名「母親文庫」とも呼ばれるように，多

この住居の南西側の，《赤平大通り》に面した
一室（六畳畳敷）に本棚と座卓を並べて文庫専用
の部屋とした。

くはいごく普通の家庭の主婦、のみの活動であり，
そうである以上’何よりも今日の日本の女性の－
究極的には男性の－自立の問題ともからまって，
彼女らは，その、ごく普通の家庭．にあって主た
る家計保持者として家庭外で就業する夫（「主人｣）
の「許し」を得て初めて文庫活動（のみならず社
会的活動全般）が可能であるという現状にある。
●●

（その後，すぐに利用者が増加してこの六畳一
間では子どもたちを収容しきれなくなり，また畳
部屋が水彩絵具ｄ泥粘土・木工材料等の使用には
不適なこともあって，この六畳間は図書の収容・

閲覧・貸出・紙芝居・絵本の読み間かせ．「お話」
の語り聞かせ・その他汚れの少ない造形活動や遊び

にのみ使用を限定し，他の活動はその内容に合せ
て随時玄関前の戸外空間や，隣接する八畳板敷の

勿論，家庭を（－部にせよ全部にせよ）開放する
以上，その構成員の了解を得ることは当然のこと

に）主宰者

ではあるが，それ以上に,理念上の問題として「家
庭文庫」が「家庭」文庫である以上，家庭の全構
成員の積極的な協力協同・主宰が不可欠であると

言うまでもなく我々夫婦，論者と妻恵子である

言える。

ダイニング・ルームを開放して行なうようになっ

た。－写真７．９．２１）

（但し，子どもたちは論者を「おじさん」，妻を
「おれえちゃん」と呼んでいる）。

今日の日本の「崩壊家庭」激増という現実の中
では，この、夫婦で協力協同して主宰すること
の意義は大きい。「父は光を与え，母は熱を与え
る」（ジャン・パウル）という言葉のように，

子どもは両性の互いに相補う良き特質の交差の中
で初めて「人間」－分類学的「ヒト」から社会的
人間へ－となるのである。また，今日の日本の小
学校・幼稚園・保育園等にあっては，教諭及び保
育者の男女比は，著しく女性に片寄ってもいる。
こうした「片寄り」や「欠損」や「崩壊」を，今
日の日本の教育は，－体どこで補償し，回復させ
ようとしているのであろうか……。それぞれの現

実がそれぞれの場でどうにもままならぬ時，そし
て行政もまた著しく立ち遅れている時，その行政
を叱陀激励しつつ，我々地域社会に生きる者が－
地域共同体の個々の成員たちが－その役割を事情
の許す者から買って出なければならないのだと言
える（そしてこのようなことは，かっての日本社
会においては，どこででもごく普通に行なわれて
いたことであった）。

いずれにせよ，人間の社会（世の中）が，男女
の協力協同相補によって初めて成立しうるのだと
いうことを，あらゆる場所において子どもたちに

主宰者に加えて協力者の存在は，子どもたちに
とっても主宰者にとっても大きな意味がある。育
児及び子どもの教育・発達に関する一般論から言
っても，「子どもが健全に育っていくためには…
…対人関係の訓練とか，社会性の向上などとくに
……子どもはなるべく多くの大人や子どもと接触
し，話し合ったり，一緒に働いたりする必要があ

る」*２１のである。

我々の経験から言えば，まず第一に，狭い家屋
空間に20～30人（くゆうな文庫＞の一日の最多訪
問者数は38名である）もの子どもたちが押しかけ，
押し合いへし合いし，てんでIこ別個の要求や質問
を発するとⅢ二人でも天手古舞となり，－これは
気付いて憎然としたことだが－知らず知らずの
うちに、子どもたちを手際よくさばくⅢ（事務的
に）処理して行く瞳といった管理主義的な態度に
●●●

●●●●●●

陥ったり，イライラして子どもを叱ったりしてし
まうのである。こういう時，協力者が居て，手
分けして￣人一人の子どもたちの要求や発問に応
え，面倒を見てもらえることは何物にもまして有
難い。

《ゆうな文庫》では，開設後間もなく，論者が
初めて卒業研究を指導した学生のＴ君が，卒研完

成後，卒業までの４ヶ月間という短い期間ではあ
ったが毎週協力してくれ，子どもたちにとっても

知らしむるという一般的な意味でもこのことは重

我々にとっても本当に有難かった。＿「おじさん」

要だが，残念ながら今日の日本の多くの家庭文庫・
私設児童館においては，夫婦（または男女）が協

加わったのだから子どもたちは大喜び。このＴ君

と「おれえちゃん」に加えて「おにいちゃん」が

－２９０－
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<にもと

カゴ卒業して故郷へ帰る時，子どもたちは，全て自
分たちで自発的に企画した素晴らしい送別会を行

感情（小鳥や金魚，亀，昆虫類は，これが明確で
はない）を表現し伝達する。この点で言えば，魚
類，鳥類，爬虫類，節足動物等とは異って！より
人間に近い哺乳類たる、四つ足、動物たちは子ど
もたちに近似ないし類似しており，また事実子ど
もたちもその系統発生的親近感と個体の大きさの

なったのである。（写真２）

しかしその後は，残念ながらこのような形での

学生の協力，或いは地域の人々からの積極的な協
力はない。これは，我々から地域の人々に働きか
けていく今後の課題として残されている問題であ

問題も相俟って，彼らを自己と等しい存在と感じ

る。

るのである。

’８２年１０月，わが家に一匹の雌の捨て猫が迷い
込んだ。生後一ケ月ほどのこの身寄りのない、孤

ところでこの、子どもたちと動物との関わり、

に関する今日の日本の現代社会（地域・家庭）に

児、Ｉま，すぐにわが動物好きの「家庭」の一員と
なり，従って文庫の重要かつ有力な協力者（子ど

おける意味……すなわち教育的にはこの問題はど

《ゆうな文庫》は「猫の手も借り」ているわけで

まず第一に何よりも重要なことは，動物！特に
犬や猫は，所謂ｎ生命なき、玩具や，「インテリ

もたちの遊び相手）となったのである。文字通り

のように意味づけられるであろうか。

ある。

我々夫婦は，共に子ども時代に動物を飼ってい
た経験がある。論者の幼・少年時代，家には必ず

数匹の犬や猫が同居していたし，妻も子ども時代
に一匹の雌の仔猫を飼っていた（それを或る事故
で死なせてしまった思い出から，この迷いこんだ仔猫
には同じ「ミー刊という名前がつけられた)｡然るに

ア・アクセサリー的な存在」としての金魚や熱帯

魚，「オタカラ・コレクション」たる亀・カニ・

昆虫類とは自ずからそのａ生命、の意味が異って，
明白な喜怒哀楽の感情とその表現・伝達力を持つ，
子どもにとって剛自己に等しい存在．．「仲間｣・
「きょうだい」としての、真の生命、、真に現実

的なる生命、であるということである:妬

今日では，犬や猫を飼っている子どもたちは，思

勿論，子どもの周囲には，各種の生命―特に
父母・きょうだい・家族・身近な人々－が存在
しているが，種の異なる生命であること，そして
その生命の在りようが純粋にして文字通りい生き

子どもは生き物一動物ことに犬・猫一が好
きである:２３

生き、としていることが，その生命感を一層際立

周知のように，Ｊ・ピアジェはじめ多くの心理
学者が明らかにしたように，一般的に７才以前の
子どもは，自己と自己を取りまく客観的現実世界
を意識的に区別できない，言わば「未分化」な心
的状態にある。動物はじめ植物，鉱物，その他諸
々の自然現象一森羅万象の一切を自己と「同一
視」する。彼らの心的世界にあっては，あらゆる
ものが－生命なきものまでが－生命を持ち，

るのである。

いのほか少なくなっている－否，飼いたくても
飼えない情況（社会）になってしまったと言うべ
きであろうｆ２２

人間と交流し会話さえするのであるγ‘

たせ，子どもに潜在する生命への意識を覚醒させ

ここから，子どもが動物を飼うこと－否，動
物と「共生」すること＝家族の一員として共に暮
らすことは，子どもたちにその、真の，現実的な
る生命、の存在の意味と価値を発見させ，自己の
生命に対する自愛の念を含むかけがえのない生命
全体への畏敬の念を生じさせるという、教育的意
味、が生じる。そしてこれは教育の究極至上の目
的でもある。

動物の，表面的な生の在りよう・その行動の諸
形式は，一見して極めて単純にしてかつ純粋であ
る。彼らは「本能」と呼ばれる一般的原理に従っ

て，圃何のわずらいもなく、食べ，眠り，遊び，
そして生きる。仔の時代にあっては，親の無償に
して絶対的な－文字通り「動物的な」－愛と
庇護を求め，その許で充足し，全身で喜怒哀楽の

＊２６

「犬や）苗の寿命は，人間よりずっと短い｣－つ
まり生の裏返しの死によって，その生命＝教育的
意味は一層鮮かなものとなる。
周知のように，今日の日本の「核家族化社会｣・
「マス・メディア化社会」にあっては，子どもが

(共生の中で愛を獣だ)家族の具体的.現実的

な死に直面してその真の意味を身体的に理解する

－２９１－
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多くの個人文庫の主宰者が開設当初に抱くこの
不安と懸念は，しかし，この世に，その地域に，
子どもが存在する限り，全くの杷憂に過ぎないの

機会が甚だし〈減少する一方で，テレビや漫画等
の大量伝達媒体を通じて，虚像としての映像の中
の非現実的な死一否，公然,･平然たる生命の殺
傷や暴力が，洪水のように子どもを襲っているの
である。その恐るべき影響は，多くの識者の指摘
マス・メディア

イノーゾ

●●●●●

●●●●●●●●●●

である。我々｝大人＝類とは異なる心的惑星

に住まい，全く異質の文明を持ったこの心優しき

異星人たち､(よ,常に我々､大人=類､との護

EzIrョＴＰＴＴＥＭｒｕ■ｌ

する通りであり，何よりも，その被害者たる子ど

齪灘を求め,無償の愛と庇護を求め,我々の

もたちの一部が，生命や死の意味を全く身体的に
経験しなかったが故に，平然と人間を殺傷した最
近の多くの事件によっても立証されている。
動物を飼うことが，この状況から子どもたちを

身辺をさ迷っているのである。我々にはただそれ
が見えない，否，時として見ようともしないだけ

●

●●●●●●●

である。

子どもたちにとっての家庭文庫の魅力とは，た
だ単に、面白い本があるから，本を借してく
れるから，面白いことをして遊べるから，猫が居

救い出す唯一万能の特効薬でないことは無論言う
までもないことだが，少なくとも，自己と共に生
いつく
き，慈しみ愛した生命を永遠Iこ失った経験を持つ
子どもは，その経験を全く待たぬ子どもよりも，

るから……．等々といった理由でやって来るので

より多くより豊かに生命の意味を知ると言えるだ
ろう。

この点においても，今日，家庭はしてや学校）
で，動物と共生する機会を奪われた子どもたちに
は，とりあえず地域社会がその機会を補倣する以
外に道はなかろう。

このことは，今日の「少産・少子化社会」にお
ける「きょうだい」と「友だち」の，地域社会に
おける補倣の問題と相俟って，今日一層重要な

現代的・教育的意味を帯びているといえよう:２７

はなく，もっとそれ以前の，より本質的な欲求と
しての－画異なる心の星に住みながら共生せね
ばならぬ者同士の人間的なふれあい，心のつなが
り，その暖か味と喜び轡を求めてやって来るので
ある。

＜東京子ども図脅館＞館員の根岸貴子氏が'８３
年７月の来沖の際に当文庫を尋ねてみえられた時，
懇談の中で「子どもというものは，とにかく，
うち
よそのお家lこ上がって中を覗いてみたいものなの
よね。家庭文庫の魅力って案外そんな所にあ
るんじゃないかしら」と語られていたが,このⅢ

（但し我々は，このこと（＝現代的・教育的意味）

のために動物と同居しているわけでないことは言
うまでもない。）

ＵｍＩ利用者

利用する子どもたち－が居なければ，文庫は
成立しないし，存在する理由もない。あらかじめ
利用者が確定・想定されていたり，或いは何人か
の利用者（子どもたち自身や或いはその父母たち）

の要求によって創出された文庫（グループ文庫・
地域文庫・団体文庫）と違って，転居して
来たばかりで地域に何のつながりもなく，ま

子どもに特有の－あの成長するものだけがもつ
－未知のものへのわくわくするような好寄心の
背後には，今述べた子どもの心の奥深<に潜む人
間としての熱い願望が隠されていると言うべきで
あろう。

だから，たとえ間近に沢山の蔵書をかかえた立
派な公共の児童図書館や児童館があろうとも，そ

れはそれとして，やはり子どもは「家庭」文庫を
求めてそこにやって来るのである。ここに家庭文
raI…礎tに
庫の不動の「存在理由」がある。家庭文庫|ま，そ

た自分の子どももいない我々夫婦にとっては，これが家庭文庫であるということだけで，既に何物

れが最大の問題であった。－果たして，この地にも代え難い魅力を備えているのである。
●●●

域に，文庫への切実な要求が潜在しているのだろさて⑧この世に，その地域に，子どもが存在す
●●●●●●●●●●●●

うか。我々の抱いた夢は，ただただ勝手な理想とる限り画一と論者は先に述べたが，しかし，その
甘い幻想の上に築きあげられた白日夢に等しい蟹子どもたちにどうやって文庫の存在を知らせるか
気楼・砂上の楼閣に過ぎぬのではなかろうか………。多くの文庫が開設に当ってポスターや看板
････我々の努力は空回りに終り，無残な結末を迎の掲示・「口コミ」宣伝・チラシ配布等を行なつ
タテ

えるのではなかろうか……。ているが，我々の場合も無論その例にもれなかつ
－２９２－
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た。しかし我々には，その前にある回り道があっ

文庫印も版木に彫りつけた。

たのである。

こうして準備も万端整い，いよいよ開庫の曰を

我々が入居した住宅は，一戸建て風の二階建て

迎えた。-1981年11月２８日，土曜日のことで

アパートで，我々が入居した－階と全く同じ間取

ある。

りの二階には既に別の家族が住んでいた。夫婦と

小６，小４，小１の三人姉妹である。この三人の

第一回目の参加者は，前述の二階の三人姉妹が
集めてくれた子どもたち計10名一小学校１年生

子どもたちは，あけつぴろげで人見知りしない，

２名・３年生１名・４年生２名・６年生５名一

明朗活発な子どもたちであった。引っ越し作業の

全て那覇市首里《城東小学校》の女子児童であっ

時から，興味しんしん,好奇心に眼を輝かせて,い

た（ここに実は大きな落し穴があったのだが，そ

ろいろと気さくに質問したり話しかけて来て，す
っかり我々と仲良しになってしまった。本土の人

間一沖縄の言葉で言えばf美ｉｉｉｿi:PILをこれほ

ど間近に見，ロをきいたのは彼らにとって殆んど

初めての経験であり，しかもその人たちが自分た
ちの階下に住もうとは思いもかけなかったことだ
ったようである。

妻は，引っ越しの荷物を片付けるかたわら，さ

っそく那覇市立図書館から何篇かの紙芝居を借り
てきてリ三人の子どもたちに読んできかせた。子

れは後述する）｡。

子どもたちが集って来たところで，論者自慢の
看板取りつけ式を行なった後，庫内で帆入会手続
き、（カード記入），２階の子どもたちの即興に
よる瓜祝開庫・参加者歓迎、の指人形劇，妻によ
＊２８
る絵本「スーホの白い馬｣の読み間力〕せ(写真3)･紙芝
＊２９
居rﾒ二つのこたろうｊの上演,二階の次女による紙芝

居｢黒いﾊﾟﾝﾂOの上演一と続き，以後はてんで

Iこ折紙や描画，上級生はグループを作って当時学

校で大流行の「こっくりさん」遊び等をして，第

どもたちは，大変よろこび，妻もまた，その経験

一日目は滞りなく終った。子どもたちも大いに満

を通して文庫への期待をふくらませていった。
ある日，紙芝居を読み終った後，妻は，三人の
子どもたちに相談をもちかけた。これが自分の夢

足していたようで，我々もよろこんでいた。（翌

だったこと，文庫の内容などを話すと，三人は瞳
を輝かせて聞き，手を叩いて賛同してくれた。

「おもしろいよ，おもしろいよそれ。絶対やろ
うよ。私もみんなに紙芝居読みたい。」
「カードつくって会員制にすれば。」
「会員は学校で集めるから。」

日の日暇日も遊びに来たのには苦笑してしまった。

文庫は土暇日だけ，と話したら「文庫しなくてい
●●●●●●●

しＪ１樋，遊ばせて」というのである。）

ところが，次の週の第二回目，前の週に来た子
が一人も来ず，新しい子どももまた来ずⅢ我々は
止むなく二階の次・三女と四人で淋しく文庫を
開く仕儀となった。これが《ゆうな文庫》が直面

した最初にして最大の、誤算□であり、落とし穴ｐ

次の日，三人は学校から帰ってくるなり，「今
日，友だち７人会員にしてきた。」と報告してく

であった。

れた。－ここに，最初の文庫の「会員」（＝「友

この事態を招いた原因は，この最初に呼びかけ
た子どもたちが，《ゆうな文庫》を包みこむ－つ

だち」）が誕生したのである。

の「地域共同体」（、共生空間画）たる小学校区

一方，論者の方は，看板の製作に取りかかった。
包装材の白い発泡スチロールの板に，シンナーを

とは異なる校区の子どもたちであったということ

ふくませた筆で「ゆうな文庫」と大脅し（シンナ

ーが発泡スチロールを溶かし刻字される),その彫
レインボーカラー

に尽きる。わが文庫は，《城北小学校》の校区に
位置しており，《城東小学校》は，文庫を取りま
く三つの小学校の中で最も遠い所に位置している。

こめた。、子どもたちの真白い心に虹色の夢を描

二階の子どもたちは，実はここに移り住む以前，
《城東小学校》の校区に住んでおり，転居後も，

いてほしい．という我々のささやかな願いをこめ

現住居とは校区の異なる遠い《城東小学校》には

リ込まれた字の溝Iこ油彩で虹のスペクトノレを塗り

るばる通っていたのである。（この状態は，学年

て……。

また，蔵書及び子どもたちの個人貸出カード
（「友だちカード｣－資料Ｉ）に押印するための

が変った機に鳳校区の小学校に通う、という原則
に従って'８２年４月に転校するまで続いた。）

－２９３－
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もたちもまた，我々のことを……《ゆうな文庫》
での日々のことを，きっといつまでも憶えていて
くれるだろう。そしていつの日か，彼らが大人に

つまり我々は，文庫活動の中心的対象一

否，この同じ地域共同体の中で、共に学びあ
い，共に生きる鱗べき人々－我々が最も接

なった時，それぞれの共同体の中に株分けされた
「ゆうな」の木を根づかせ，美しい「ゆうな」の

触し連帯し依拠しなけれはならない文庫周辺の子
どもたちとその家族との間に，全く何らの関係

花を咲かせてくれるのではないだろうか－．我

も作り上げてはいなかったことになる。

々はただそれを心から願っている。

我々はこの教訓に学び，以後，新ためて近隣地
(第一部了）

域の子どもたちに呼びかける努力を始めた。二階
の二人の子どもたちにポスターを書いてもらい,地域の
あちこちに貼って回り，妻はチラシ（資料Ⅱ）を
作って様々な所に配った。

〔註解〕

また我々は，子どもを持つ地域の人々とのわず
かなつながりも頼った。地域生協の共同購入で

凡例

毎週顔を合わせる同じ班のお母さんたち，子ども

参照文献からの引用文の取扱いについて

たち……，我々がよく利用する自然・健康食品
店のお母さんとその子どもたち，その友だち……

さやか，恵，志麻，そして我々が轍沖縄の象徴、

．……は途中省略を示し，その長さは省略部分の長さ
に拘らず一律にした。

・改行箇所も全てつなげて引用した。

と呼ぶ共同体の子一みどりと友美。

本が好きな姉妹の麻衣子や千秋，近くの高層ア

パートに住む嶋子，真理，子猫の「ミー子｣が､連
れてきた．利恵子や干咲,久美,由美，美樹，由樹

・漢数字は適宜算用数字に改めた。

・停点は特に断わらぬ限り論者が付した。
・旧漢字，旧仮名遣いは改めた。
文献の発行年月日を示すデータについて

……たち。

文庫の最初の「友だち」となった城東小学校の

子どもたちは，第３回目からまた再びやって来た
が，やはり遠いのか－次第に足は遠のい
て，今では全く関係が途絶えてしまった。バスで

遠方から通って来た子どもたちも同様である。ま

た，妻が配ったチラシの内，那覇《国際通り》(当
市のメイン・ストリート）の児童図書専門店，Ｕ
書店に置かせていただいたチラシを見て，母親と
いっしょに通って来た子どもたちも,また足は遠
●●●

●●●●●

のいた。

．Ｓ……昭和、Ｔ……大正，Ｍ……明治を示す。

・数字の配列は年．月日の順で，年月日の文字は省
略した。

燕】石井桃子『子どもの図轡館』岩波轡店（新徴）
’65.5.20,長崎源之助「本のある遊び場一文卵づ
くり入門』公文数学研究センター，Ｓ、５６．１１２６
が概念把握に最適。

燕２論者の全担当授業科目は下表の通り。論者本来の

変らないのはⅢ地域における共生の絆で結ばれた

人間と人間との自発的なつながりである。－今，
文庫を訪れた300名にのぼる子ども/i二ちを想い起
●●●●

こす時，このつながりを手繰りよせて出逢った子
どもたちこそが，文庫との最も永く固い結合を築

専攻は西洋美術史だが，本学部には「美術理論・美

術史」の学科目がなく，美術科教育の学科目担当者を
もってこれに代替させる観があり．論者の採用にも
この点が考慮されたと思われる。

きあげていることに気付く……。我々が，この子
どもたちの個々の運命や様相を果たしてどれほど

永遠に忘れることはないだろう。そして多分子ど
－２９４－

Ａ

後学期

Ａ

年間受餌希飲

約刎0人

いずれも週100分日塾.

各２｣11位

Ｂｉｃ
Ｃ

疑問だが，少なくとも我々は，この子どもたちを

IIrI学Ｗｌ

Ｂ

深く輝かしく捉え得たか，また捉え得ているかは，

図工科軟材研究 西洋美術史
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小林：地域における“共生”と美術をふくむ「共育」
］「美術科教育」におけるこの重要性・必要性に関

巌３

しては，和歌山大学，長谷川哲哉氏の論考「美術科

経て元宮城教育大学学長。各地の小・中学校での二

教育法に関する諸問題」（美術科教育学会前身，大

百数十回にわたる「人間について」・「田中正造」等

学美術教科教育研究会「報告・第２号.１９８０．３」

の授業実践はあまりに有名である。－「湊川に入

Ｓ、５５．１１．３．ｐｐ３４－４３）も等しく強鯛すると

るまえ，私は六，七年にわたって，方々の土地の小

ころである。しかし，氏の場会，「美術教育学が実

学校や中学校で授業をつづけていた。それは原則と

証性という学問として必要な条件をも満たすもので

して初対面の子どもに対する，－回きりの授業であ

あるなら，まさに医学が臨床的研究をも包含してい

った｡」（林竹二ｒ学ぶこと変ること－写真集・教

ると同様に，美術教育学は理論的並びに歴史的研究

育の再生をもとめて」筑摩瞥房'７８．１１．２０，Ｐｌ２０

のみならずいわゆる実践的研究をもその－部とせね

ｒあとがき」より)。

ばなるまい。それ故に実践的研究の成果をその内容

因みに．前荘武田忠氏の小学校留学は，この林竹

とする講義も必要」としながら，「筆者のように教育

二氏の授業実践に深く触発されてのものである（武

現場の諸問題を未だ充分に考察していない者がそれ

田忠，前掲轡，序章ＰＰｌ７～８)。

氏は，この状況打開の具体的な方途・解決策を

※※※

講義担当者を求めざるをえない」－としている点，
論者にはいささか異論のあるところである。

６７８

をすることに無理があるとすれば新たにこの方面の

武田忠，前掲慾．序章ＰＰｌ８－９・
武田忠，前掲鱒，序章ｐ１０゜
これら四教科（中学校ではこれに英語が加わって

五教科となる）を「主要」と見なす発想は，言うま

（学内に新たな教官定員が配分されない以上，また，

でもなく現代日本の受験中心の教育状況（体制）

自らに求めぬ以上，結局外部に頼らざるを得ず)，

－遡っては明治以来近代日本に支配的な教育功利

Ｓ、５４年度から教風養成系大学・学部に配分され始

思想一一の反映としての俗論である。

めた文部省の「教員養成実地指導非常勤鋼師」予算

「主要」と言うならば．むしろ美術も含む広範な芸

の活用に求めている。成程これは確かに結栂な制度

術（教育）こそが，あらゆる教育の雑礎であり，源

で，当科も毎年教育実習生への学科オリエンテーシ

泉であり，統合の鍵なのである。

ョンの性格を兼ねて県教育委員会指導主蛎を招聰

その人間学的・精神科学的根拠を，今世紀股大の

し，活用している。しかし我々大学人は．果たして

"オルフィック,．（Orphic）な教育思想家ルドルフ・

これで事足れりとしてそれで良いのだろうか。~

シュタイナー(RudolfStemerl861-1925）は．誰

この制度はある意味では大学の教育能力・内容への不

よりも見駆に，誰よりも詩的に明らかにしたが．彼

信と墜干渉爾と受け取れなくもない……。氏が一方で，

が自ら創立した学校は，彼の死後もなお，それを実

｢美術教師に必要な研究的態度の形成」を説きなが

践的に証明し続けている。令嬢をこの学校に入学さ

ら．一方で`・大学教官に必要な実践的態度形成,、の

せ，以後日本へのシュタイナー教育の批璽な紹介者

欠損補(iiをこのように専ら他に一人的役剛分担

となられた早稲田大学教授，子安美知子氏は，その

一に求めるのは不`思議な片手落ちと言わざるをえ

原理的な意味を次のように適確に要約されている。

■●●●

0●●●

※４

ラ林竹二氏は，東北大学教育学部教授・同学部長を

豪５

ない。まさに氏も指摘する通り，「公の制度上」美術

「シュタイナー学校では，一貫して『芸術」を教育

科教育は「実験学科目と規定され｣，予算（教官研究

の中心においている……いや『芸術』はここの教育

公費等）も理論・歴史・実践の「三分野の研究・教

の生命なのである。……芸術は不可欠なのである。

育のため」に非実験系より多く配分されているので

とくに……７，８歳から13,14歳，つまり思春期に

ある。

むけての時期において，芸術は決定的な意味を持つ。

武田忠ｒ私の小学校留学記』日本放送出版協会

それは目的意職として必要なのではなく，すべてが

(ＮＨＫブツクスハＳ、５３．１０．２０。

そこから芽を出していく土壌として，どの人間にも
－２９５－
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必要なものである。あらゆる教育の源泉としての芸

号。Ｓ５８．４．２０〈特集･美術教育の地平を拓く思想＞

術……そういう芸術にひたされながら，文字が生ま

pl6所収の訳文による。なお、このメッセージは，

れ，数が秘密をあかし，動物や植物のいとなみが感

日本美術教育連合INSEA-JAPAN編，日本文教出

じられ，人間の行為の意味が理解されてくる。つま

版「日本美術教育総鑑戦後編」Ｓ４１．５．２５，ｐ４にも

り，いつのまにか思考活動が芸術の中から結晶する

異なる訳文で収録されている)。

ように，形成されていく。そういう教育の源泉とし

重要なことは。このような極めて普遍妥当な坐芸

ての音楽や絵画は「音楽がよくできる」ことやｒ絵

術一教育地母神一論,，が，リードも述べている

をうまくかける」ことが目的とされるのではなく，

ように，あのプラトンの基本的命題「芸術は教育の

もっとひろく人間の統合性を念頭においたものとな

基礎たるべし」（植村鷹千代・水沢孝策訳「芸術に

る｡」（｢魂の発見一シュタイナー学校の芸術教育』

よる教育」美術出版社’’53.7.10,,66.6.30,改

音楽之友社，音楽選書Ｓ、５６．１１．１，ｐ19,ｐ５１）

訂５版，ｐｌ）以来，連綿と人類教育史を貫いて来

一方，現代資本主義世界の美術教育の中心的イデ

たにもかかわらず，その記憶を人類がいつの間にか

オローグで，日本の戦後美術教育界にも支配的な影

忘れ去り，今や芸術教育を単にいろいろある諸科目

響を及ぼし主流派を形成するに至らしめたイギリス

教育のうちの一つという地位にまで藩としめてしま

の詩人・美術史家・文学美術評論家・美術教育学者

ったことなのである。

サー・ハーバート・リード(SirHerbertReadl893

何故このような永い歴史をもった認識が，今日未

-1968)は，彼の生涯を貫く主張一「芸術による

だに広く教育界及び一般の基本的認識・前提となっ

教育」（EducationthroughArt)による人間回復と

ていないのか……。それは恐らく，近代以降の「芸

平和的世界実現一の立場から，特にその現代的・

術教育」が，学校教育という柳の中に自ら好んで自

文明論的根拠を次のように述べている。

閉し「一教科教育」たることを自認し，充足し，そ

「現代人は自然との接触を失い，疎外された存在

の狭い枠の中の末梢的技術や内部問題のみを堀り下

になって来て居り……過去において人間に筋肉を鍛

げることに汲々として来たためではないだろうか

えさせ，知性を磨かせたあのさまざまな活動が。今

……。芸術教育がかつての権威と支配力を現代によ

や減少してきている。……人間の知性はジャン・ピ

みがえらせるためには，“芸術は苦手,，と公言して

アジェの如きすぐれた心理学者が余すところなく論

恥じぬどころか教育とは関係なきが如〈に考えてい

証してくれたように．`もの.，との関係において発達

る多くの「立法者と教育者に対して明らかにする」

する。……人類を悲劇的結末へと押しやる潮流から

（リード・前掲メッセージ結び）作業を引き続き継続

自らを救う唯一の道は，手を使う技術や感覚的識別

すると同時に，かってそうであったと同じように，

の手順を伴ういろいろな活動に戻ることである。こ

「美術教育」（ＡｒｔEducation)が,学校の狭い枠を出

のような活動は本質的に美学過程であるから，教育

て．より広い文化としての人間の生活の現実の中へ

は感覚面の教育，すなわち“美術を通しての教育,，

－具体的には「地域郷土社会ＪＬｏｃａｌＣｏｍｍｍ

に集中しなければならない……これがわれわれの主

ｉｔｙの人々の生活の現実の中へ－文字通り「草の

張のすべてであり，われわれの強調してやまないと

根」として各所で深く広く根を張らす．そういう

ころなのである｡」（1965年東京で開催された《国際

「美的な教育」（AetheticEducation〉としての民衆

美術教育協会》INtemationalSocietyforEduca

的実践的運動こそが求められているのではなかろう

tionthrougnArt主催第17回国際美術教育会議への

か。今日の学校教育は，むしろ，そこから，逆照射

名誉会長メッセージ。同会議の実行委員長をつとめ

され，批判・検討され，再創造されねばならない．

た現東京学芸大学名誉教授倉田三郎「ハーパート・

※９勿論これは，所謂町の，営利や受験対策や公教育

リードの思想」日本文教出版『形fbnne』誌第125

から切り捨てられた部分を補うための「受験・進学．
－２９６－

小林：地域における“共生”と美術をふくむ「共育」
補習塾」ではなく,純然たる教育実践研究・授業研

れ」てあるのである（註８．子安美知子)｡それは単

究の場としての，.(塾）方式”を指す。

に「合科目授業」といった各教科の枠．境界が先天

例えば，論者の身近の例として，本学部学生有志

的に固定化された上での統合概念とも異なるし，ま

（｢琉大教育研究グループ｣）による“学習塾（学習所)”

た単に芸術を各教科教育のための‘､手段鏡と成す発

などはその典型である。これは，本学部の小学校教

想でもない。

員養成課程教育学専修を中心とする学生８名が，ＩＨＩ

大人にとっての「美術」．「芸術」の概念．用語と

覇市松川の民家の二階を借りて，週３回，′I､５．'１，

子どもにとってのそれとが異なる，とする考え方も，

６．中１の三クラスの子どもたち23名に．､授業,､や

＿見妥当なようでいてしかし問題をはらむものであ

行事指導をし，月に一度お互いの豊授業”を見て批

る。そもそも今世紀の大人の「美術」が．まさに発

評会を行っているもので，その開設の目的は.｢受験

見し、そこから絶大なるインパクトを亨受したもの

のための勉強ではなく，.`生活指導や教材研究とそ

こそ，あの原始及び未開（すなわち人類の子ども時

の実践の場”として，子どもたちと接すること」に

代）の芸術であり，そして子どもの「芸術」が持つ

あり，開設の重要な契機の一つに，先の（雄５）林

驚くべき純枠性と「芸術性」であったことは周知の

竹二氏の沖繩での研究授業に対する感動体験がある

通りである（ロバート・ゴールドウォーター、日向

（以上，沖抑タイムス社「沖縄タイムス」紙，：82年

あき子MRr20世紀美術におけるプリミテイヴイズム」

１２月１日付ルポルタージュ記事「熱中先生の卵たち」

岩崎美術社，美術名著選書２０，，７２．１２．２５)｡そし

より)。

て今や，今度は逆に，そのようにして展開して来た

澱1ｏ何故，小学校教育課程の中で所謂「美術」を「図

「現代美術」の諸理論，技法，問題をそのまま子ど

画工作」と称する力､の理由や沿革に関しては，松原

もの「美術」に返していく試行が，大阪教育大の那

郁二『美術教育法」誠文堂新光社，Ｓ、44.120．

賀負彦氏を中心とするグループによって新たに展開．

特にＰＰ４～５，PPl4-15，ｐ87,Ｐ.Ｐ194～５及

模索されてもいるのである（大阪教育大学池田分校

び，戸田忠吾「美術教育のあゆみ」造形社．Ｓ３７．

那賀研究室．アトラス企画室「アトラス通信」誌

４１．,特にｐｐ９３－４，ｐ､130がわかりやすい。

ｆｆＮｏｌ)。

以上簡単に要約すれば，大人にとっての「美術」

また，「美術」と「技術」が未分化であるというこ

或いは「芸術」の概念・用語は，そのまま子どもに

とは、まさにその状態こそ本来の－（歴史的には

は適用できず，子どもにとっては芸術性と技術性は

近代の資本主義的分業以前，ルネッサンスのＦ全

未分化であり．分科的には意識されていない。従っ

人」．「万能の人」．`uomouniversale"を頂点とした）

て，科目名も，所謂「アート」ではなく，「お絵か

＿「芸術」の在り方だと言えるのである（｢アー

き」と「いろいろな物をつくる」という名称になら

ト」Ａｒｔ〔Ｅ・〕の語源Ａｒｓ〔Gre〕は，元来「技

ざるを得ないが，これが，中学校に至ると，初めて

術」の意であった)。

はっきりと純枠な「美術」（科）が分科・独立し同

いずれにせよ，この「図画工作科」なる名称は，

時に「技術」（科）が分離・誕生する－ということ

それが単に明治以来の旧態依然たるものであるが故

らしい。

に変更されねばならない．或いは「現代美術」の理

しかし．これは，よく考えてみると極めて奇妙な

論的．実践的進展に即応して「現代化」されねばな

理由といわざるを得ない。「未分化」ということを

らない＿という理由以上に「教科」という発想そ

言うならば，子どもの認識樽造にあっては．あらゆ

のものを懐疑するところの，芸術をその根源的原理

る「教科」－否，人間の知恵の諸領域一そのも

とする新たな教育のパラダイム（枠組み）への組み

のが未分化なのであり，しかもそれらの諾領域は，

替えの中で再考されねばならないと言えよう｡

土壌としての美術も含む広範な芸術の中に「ひたき

※,，新潮社ｒ芸術新潮』誌，1980年５月号，〈アート．
－２９７－

琉球大学教育学部紀要第２７集
用は同書の各ｐ212,ｐ１６より。

ニューズ＞特集「児童画塾」（ｐｐ５～36)、及び日

本文教出版ｒ形fbrmej誌'80,104号（Ｓ，５５．７．

※１３本図作成にあたり参照した文献は，前註の「児童

２０）〈特集・実践記録＞ＰＰ２０－３，井上隆夫「お絵

文化』の他，個々の項目にわたって多々あるが，多

かき教室からの提言｣，美育文化協会編集部「美育

数にのぼるため，ここに一々列挙はしない。著者諸

文化」誌'81,ＶｏＬ３ＬＮｏｋ３（Ｓ５６．３．１）「特

氏の御寛容を願い，謝意を記すにとどめたい。

集<第１１回世界児童画展＞－優秀作品の生まれた

※１４芸術教育研究所縄，多田信作・益田禰子「誰にで

背景」pp12-13，荻原まつえ「静岡県駿東郡長泉町

もとI）くめる学校外教育「小さな小さな児童館」づ

長泉画塾」等参照。このうち，荻原氏の画塾は，公

くり」鳩の森書房，鳩の森文庫'７９．８参照．

教育に携わっている教師が公務としての教育とは別個

灘１５毛利子来「いま，子を育てること』筑摩書房'７７．

に－すなわち「中学校の美術の教師」である氏が，

９－同書の第四・五章は野本三吉編集・解説「地

「朝早くから夜おそくまで学校に勤めるかたわら近所

域からの教育づくり－教育実践の記録８」筑摩薔

の子どもたちを相手に，日曜日に家の狭い自分のア

房'81.7.30の第Ｉ章「地域でともに生きる(1)」Ｐｐ

トリエ……仕事部屋を開放して絵を……教えるとい

３２～77に同題で再録され，論者はこの再録（｢経営か

うよりはむしろ子どもの純真さを絵の中に見出して

運動か」の問題に関してはｆｆｐ４７）を参照した。
※１６《いわききちひろ絵本美術館》（東京都練馬区下石

心を休めている……全く奉仕といっていい画塾」で

神丼４－７－２）は．童画家・絵本作家として知ら

ある。

※１２「児童文化」の概念・定義は一様ではなく，また

れる画家いわききちひろ氏（本名松本知弘1918～

必ずしも地域や社会の占有物でもなく，学校教育の

’74）の死後，原画の公開を求める声の高まりの中

中にも存在し，かつ決してそれと対立するものでは

で，逝族を事務中心者として記念事業団が設立され，

ない。－例えば「教科書そのものが……ある意味

善意の人々1,300人からの寄附700万円を集めて1977

では一番重要な，一番立派な児童文化財｣(波多野完

年９月，自宅の庭に開館した。総工費約４千万円の

治）－城戸幡太郎他監修「児童文化」Ｓ、１６，と

禰酒なレンガ張り鉄筋コンクリート２階建ての建物

も言えるのである。しかし，「海外諸国には，「児童

は，早川洋氏の設計になる。絵本作家の個人美術館

文化」という統一概念を表す用語がない」ように，

という点では世界でもあまり例をみない同館は，ち

この極めて日本的な用語・概念は，何よりも維新以

ひろの原画約7,000点を収蔵し，それらを１～２ケ月

前のアジア的貧困とそこからの後進資本主義国的脱

の周期でテーマ毎に企画展示するほか，他の絵本作

却として，明治以降の近代日本公教育が辿った不幸

家の原画展や音楽会･講演会などの事業活動を行なっ

な偏向（｢富国強兵」・「殖産興業」政策への御奉公

ている。館内には絵本及び絵本関係出版物約3,000

のための「知」青・「徳」育偏重教育｣）のために，

冊を集めた図書室もあり，訪れる人の閲覧に供して

それへのアンチ・テーゼとして学校外・非公教育一

いる。館長は劇作家飯沢匡氏。理事の－人に「窓ぎ

即ち地域.ごく一部の富裕家庭・大衆児童文化一

わのトットちゃん」（講談社．’８１．３．５）の著者黒

の側から対抗的に，かつ形態としては「】運動」の形

柳徹子氏がいる（同書の表紙絵･挿絵はちひろの絵)。

で誕生し，推進発展させられて来たという経緯をも

※１７川端英子氏は，1970年，宮城県仙台市向山の自宅

つ。この対立的な図式と国家の児童文化政策の貧困

に《のぞみ文庫》を開いて以来，御自身の言葉を借

は，戦後においても基本的に継承されている。これ

りて言えば「毎週変わりばえもせず，読みきかせと

ら，歴史的・理念的な選本構造の総括的把握は．上

紙芝居を続けて，休むことなく，発展もせず，とに

笙一郎「児童文化政策と児童文化述動」（滑川道夫・

かく毎週必らず開くことをかたくなに守り続け」て

中川正文編「児童文化」東京書籍Ｓ、５２．１０．４（４

来られている。その間，’73年には，市内の他の８つ

剛）の第６章pP206-34）を参照｡なお，上記の引

の文庫と語らって《仙台手をつなぐ文庫の会》結成
－２９８－

小林：地域における“共生”と美術をふくむ「共育」

に参画。（同会は同年，公式名称を《仙台家庭文､ｉｔ

月報６』（平凡社Ｓ、５０４．２３，ｐｐ６－８）所収の

巡絡協鍛会》とし，翌'74年，２７文庫を集めて正式

金城芳子ｒ安けく師よねむりませ」で，該当部分を

に設立された)｡以後，ほぼ継続して同会代表委貝を

引用すると－「大正２年私の12,13鐡頃，先生は

務められている。氏の文庫開設のきっかけは，’７０

那覇西町の旧家，伊波家の大座敷を開放して子供の

年，仙台で全国公共図書館児童奉仕研究集会が開か

会を組織なさった。小学校の校長先生や同志の方々

れた際（石井桃子氏講演)。小河内芳子（児童図謝

が動貝され，そこでおどぎ噺をきかせたり，歌を唄

館研究会長）・斉藤尚吾（日本親子読書センター）iihj

ったり．子供たちに自由発表させたりして，とても

氏が仙台市周辺各地で親子読書・地域文庫の必要性

珍らしく楽しいものだった」（ｐ６）－とのこと

を説く小集会を開かれたが，その斉藤氏の講話を聞

である。森田氏は引用していないが，同全巣第11巻

いてのことという。（以上は，仙台手をつなぐ文庫

「月報11」（Ｓ、５１．１０．８，ｐｐ､３～６）には，魚住千

の会編集・発行「手をつないで一五年のあゆみ」

代氏が同様の回想を寄せている（｢伊波先生の思い

Ｓ５５．５．５所収の「台風と文庫」Ｐｌ９「文庫が手を

出｣）－「大正２年頃先生は，沖縄では始めての

つなぐまで」Ｐ38.以上lIl端英子，「文庫の実態調

こころみで子供の会をつくられて，ご自宅のお座敷

]ＡＥＪｐ６１ｒ資料編一文庫の会年表」pp89-103，

を会場として毎日１１，日に開放された。……子供たち

「資料編.－要望轡など」plO4より。なお．この小

に識美歌をうたわせ，又童話をお話して下さって会

冊子は論者が沖縄赴任前の'80年８月に妻恵子と共

場はいつも満員，子供たちにとっては実に鯵し〈面

に同氏宅を訪れた際，同氏より頂いたものでＩそこ

白かったことは，未だに印象に残っている。その後，

に収録されている20もの文庫のそれぞれにユニーク

先生力<糖尿病を思われて城岳の別荘に隙養されたこ

な日々の活動の報告が，特に我々を励まして文庫開

ともあって，子供の会もいつの間にか立ち消えにな

設に至らしめたことを感謝とともに付記しておく)。

ったｕ（Ｐｐ３－４）

凝,８「自由｣の由と｢平和｣の和を当てて一蹴"｡こ

ぐす《だけばらやあ

また，金城芳子「なIよをんな一代記」（沖縄タイム

の当字は，恵子の恩師梅津恒夫氏夫人純子氏が，自

ス社，’77.9.26,ｐｐＢＯ－９０）には，より詳細な肥

己と沖繩とのある関わりのなかから，やがて生れて

述と，沖抑タイムス記者由井晶子氏の踏査になる付

くる令鎮に予定していた名前で，沖繩の美しい花「ゆ

記資料が収録されている。

うな」ヘの，祈りをこめた“花言葉.､であった。我々

両氏によれば「子供の会」であり，図轡の閲覧・

がやがてその花の故郷沖縄に移り住み，その花の名

貸出しはしなかったようだが，その内容は，自宅を

を冠した擬を実現することになろうとは，当時の我

開放しての蝿広義多角的活動型の家庭文庫・私般児

々にとっては全く思いも寄らないことであった。

童館”と言ってよい。

※l9illI縄は‘､日本の家庭文庫の故郷鱒である。我々は

所8W，封建時代からの「子ども組」や明治・大正

ここに体大な先駆者を見出す。その人こそ，沖繩が

期からの軍部・在郷軍人会による「スカウト型少年

誇る休大な言語・歴史・民俗学者にして偉大な啓蒙

団」或いは，寺や教会が行う「日8K|学校」型布教活

遮動家・思想家でもあった「沖縄学の父」（束恩納

動等は別にして．“近代的な意識に立つ民間の地域

寛惇による顕彰碑銘）－伊波普猷(IFAFuyu

児童教育文化活動としての「子ども会」なり「家庭

l876-1947）である。論者は，この事実を，国民教

文叩・私設児童館少の噸矢というのは、－体いつ頃

育研究所長森田俊男氏の全四巻からなる教育諭築の

であろうか。

第１巻「個性としての地域一沖縄・日本認識をめ

城丸章夫「地域子ども会一つくり方と指導｣(筑

ぐって－伊波普猷・柳田国男・河上肇』（民衆社，

土文化，草土新瞥，、７７．１０．２５）第二章「地域子

’７６，７．１０，ｐｐ７８－９）によって知った。

ども組織の歴史」（pp55-72）によれば，やや性格

氏が引用している原典はア伊波普猷全集第６巻．

は特殊ながら，１９２２（大正11）年頃から始った農民
－２９９－
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運動（小作争議）・労働運動（労働争議）・部落解放

とば’風俗，音楽……神話・伝説……がすべて否定

運動の中で組織されたそれら（｢ピオニール運動」・

的にあつかわれる……。伊波の－つのねらいは，子

｢無産少年運動｣）のようである（1922年「少年少女

どもたちに沖縄の歴史や文化，ことばに誇りをもた

水平社」・1926年新潟県木崎村「無産農民小学校」・

せることによって..…･人間的誇りをとりもどさせ

1972年千葉県野田醤油「労働少年少女軍」等)。

｢母国琉球の憐れなる境遇』にめざめ，だれのため

これは極めて興味深いことである。というのは，

に二そ学ぶのか，を自覚きせたかった，といってよ

第一に伊波普猷の「子ども会」（1913-4）は，これ

いだろう。……そして，伊波が子どもたちに語り伝

らの一種`・階級的・戦闘的魎なものとは異なって，よ

えようとしたものが，専制的な同化教育政策のなか

り啓蒙的・文化的なものだが，明らかにこれらに先

で，「かたっぱしからぶちこわされ』ている、民衆の

立つものであり，第二には，当時の大日本帝国にお

うみ伝えた民話・伝説，民謡・童謡であることをみ

いて労働者・農民・未解放部落民と共に苛酷な差別

るとき．短い期間の子ども会のとりくみの意味は大

と圧制支配下にあったあの沖縄におけるそれであっ

きいものがある.｣（森田俊男．前掲書。ｐｐ６３－８２）
伊彼の上京後，実家の旧家は傾き，彼は所謂「官

た－という理由からである.

途」にもつけず，赤貧の学究生活を続けたという。

「伊波が，その少年時代に明治政府の差別的同化
政策と……対決し，その対決を通して……生涯の課

誰もが歴史的，人間的限界の中にあり，従ってその

題としての，蜂差別とのたたかいとしての学問研究,，

限界を指摘し批判することはたやすい。伊波もその

を自覚し沖縄の個性の思想を確立する……そして，

例外ではないが，しかし今日伊波の学問や思想を批

その学問的成果と思想をふまえて，沖縄の青少年と

判する人々の中で，どれほどの人が，伊波のこの事

大人たちの，人間的な誇り，国民的自覚の形成，を

業を維承し乗り越えようとしているであろうか（金

めざす教育・学習活動にとりくんでいく……。……

城芳子氏は，東京で30年以上の永きにわたって児童

ひそかに心に刻んだ，「侮辱された同胞の為に」と

福祉・保護の事業に槻わって来られたが，借越なが

いう自覚，そのためにも郷里の青年に科学的な「郷

ら．これは伊波のまいた種の一つの実りととれなく

里の知識を」与えなければならない，という学問観

もない。

沖縄ではもはや「啓蒙」の時代は終ったのであろ

に立つ，きわめて実践的な学問のみち－これを啓
蒙の学問意識とするみかたがあるが，むしろ同じ時

うか……。今日の沖縄の子どもを取り巻く状況は，

期の柳田国男の自覚である救荒の学という学問意識

伊彼の時代と比べて果たして進歩し，良くなったの

に近い……。……伊波は1910年に県立図聾館の館長

であろうか……論者には，沖縄の子どもを取り巻く

（嘱託）となった。……いわば伊波の生涯の第二期に

状況は依然として厳しく貧しいものがあり，むしろ

入るのであるが（1925年の上京まで）この第二期の

沖縄の「本土復帰」によって，伊波の時代と類似し

特徴こそ，彼が前期に得た地域……の思想と，青年

た状況に沖縄の子どもたちは今，新しい形で直面し

たちに「郷土の知識を』という考えに立って，図書

ているようにも思える。

館に組織した子ども会や婦人サークル，青年のあつ

なお，所謂通常の形をとった家庭文庫の噛矢に関

まりで活発な教育的はたらきかけをつづけ，とくに

しては，現存最[古のものは，昭和10年佐世保で開設

1919年から数年間，360数回にのぼる方言による講

の（寺屋敷文庫》とのことである（日本図書館協会

徹活動……をつづけたことにあるといってよい。……

調査報告ｒ地域・家庭文庫の現状と課題」Ｓ４７．２．

伊波の前にいる子どもたちには，はなはだしい同化・

－藤本浩之輔ｒ子どもの遊び空間」日本放送出版

皇民化教育がおしつけられていた。それは，子ども

協会，ＮＨＫプックス29,ｓ、４９．４．１０，Pl47による)。

に「精神的自殺」を強いるものであった……。子ど

なお，私事ではあるが，伊波が上京後14～５年に

もが育っている地域の……歴史的文化的環境一こ

わたって移り住んだ小石川戸崎町・白山御殿町界隈
－３００－

小林：地域における“共生”と美術をふくむ「共育」
は、論者が５才の時から沖縄に来るまでずっと住ん

でいた東京都文京区小石川久堅町（いずれも旧町名）

と指呼の間にあり，論者のよく知る所である。

※２０特に《沖純子ども図番センター設立事務所》(新垣
淑哲代表）からの千冊に近い寄蝋と，那珊市立図轡
館（外間政彰館長）からの毎月50冊の団体貸出配本
サーヴィスに心から謝したい。

蟻2l稲村博「地域ぐるみの子育てを」（沖綱タイムス

社ｒ沖縄タイムス」紙'82.9.22．迎救『子どもの四
季」より)。

※２２《子ども鯛迩研究所》代表，高山英男「子どもと
ペット」（同文轡院「現代の子どもの文化~新し
い子どものライフ・スタイルを探る最新燗報一第

一人者50人による実態分析とその指導」Ｓ、５６．６．
２０，PP65-68）参照。

※２３高山英男，前掲轡Ｐ654．「表1.子どもがいちば
ん好きな動物」

※２４フランス・カルルグレン，高橋厳・弘子訳「自由

への教育一ルドルフ・シュタイナーの教育思想と

国際ヴァルドルフ学校運動の教育実践」（創林社，
’82.8.31）Ｐ98参照。

察２５文中の「」内の言葉は全て高山英男氏，前掲轡
より。

蕊２６高山英男，前掲聾p67r・

寮２７高山英男，前掲密ｐｐ６７－６８ｏこの小学４年生の
男の子のしみじみとした淋しげな述懐は，この問題
を痛切にかつ象微的に物語っている。

褒墾モンゴル民話，大塚勇三再話，赤羽末吉画。福音
館轡店'６７．１０．１，（文，絵ともに賊に優れた絵本
である)。

磯２９松谷みよ子原作，瀬川拓男脚本，久米宏一画，童
心社。

※３０アナトール・フランス原作，吉崎正巳画，教育画
劇。
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