住居 の教育 内容 にお け る変遷 の様相 (第 2報 )
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This second study is concerned with the contents of Housing, in the qeriod of
Household Education being subjected to, and then being independent of, Science. The
results were:
1 . At the end of the Period of the Establishment of Household Rlucation, the contents
were encyclopedic and were of a fragrnentary heap of knowledges.Those features
became more distinct in this period.
Z . Studies on Household Education were done more widely and deeply, which were
chiefly focused on Critical investigation of the contents.
緒

家庭科教育 に関する歴史研究 は,従 来,教 育制度や教育思想の視点からの成果 に比べ ると
教育内容および教授法の研究成果 は,さ ほど多い とはい えない。 この傾向は,戦 前 における裁
縫教育 の研究 に比 して家事教育研究 の場合 に,よ り顕著だ といえる。筆者 は,家 庭科教育 にお
ける住居の教育内容 の編成原理 を求 める基礎研究 として,戦 前,戦 後 を通 して,家 事教育 およ
び家庭科教育 における住居の教育 内容 の変遷 の様相 を整理検討 しているPと くに,教 育内容 の
,

特徴 を論理性,系 統性 の視点から把 えることを試みてきた。 その成果 を,明 治初期 の家事教育
から明治 44年 に理科家事 の制度化がなされるまで を家事教育 の創設期 として第 1報 にまとめ
て報告 した?
今回は,創 設期末 においてみられた住居の教育内容構成上の特徴が理科家事教科書の中で定
着 した状況およびその後 の家事教育への影響,ま た家事教育 についての研究 の状況 をみる こと
によって家事教育が制度上確立し進展 していつた時期の特徴 を明 らかにしたい。
とりあげた主な資料 は,大 正 3年 発行の高等小学理科家事教科書 (教 師用および児童用),昭
和 8年発行 の高等小学家事教科書である。 この期 の教科書 は国定であり,こ の二書が全てであ
る。 そして,こ れらに対する当時の意見や研究 の到達点 を表わすもの として,全 国の師範学校
教諭や,家 事教育 の理論的指導者 などの著作を用いた。
教育内容 の分析 は,ま ず目次 によって構成 を概観 し,主 に系統性の有無 を検討 した。その際
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単純 と複雑 ,抽 象 と具体 ,一 般 と特殊 な どの関係 に注 目 して分析 した。算数や社会 科 ではすで
に試 み られて きた これ らの視点 による分析 の方法のが家事教育 におい て も有効 か どうかの仮設
的な検証の意味 も含 まれて い る。

結 果 お よ び考 察

1.高 等小学理科家事教科書
1)教 育内容 の構成
明治 44年 に理科 の一部 に家事が復活 して以来初 めて,文 部省 か ら教科書が発行 された。それ
は大正 3年 の高等小学理科家事教科書第一学年用である。次 いで大正 4年 に第二学年用,大 正
6年 に第二学年用が発行 された。これ らの教師用教科書の凡例 には,「 本書 は理科の毎週教授 3
時間の中 1時 間を家事の教授に当つるもの」 とあり,実 際 に教授をすすめる中で,後 述するよ
うに理科 との関係のあり方や,実 習時間の 配当さらには教材精選の提言 となってあ らわれるこ
とになる。住居 についての内容 は第一学年用 にのみ設けられてお り,そ の 目録 を表 1に 示 した。
表 1の 目録 でまず気がつ くことは,住 居 に関する教育内容の範囲が不明確な ことである。教
師用書の凡例では「住居並 びに器具 に関す る教材」 と一括 されていて,日 録 のどこか らどこま
でが そうなのか をあらわしてはいない。明治初期の教科書の目次は, 1つ の節 をい くつかの項
で構成 した型になっていた。 それは,例 えば,大 きなまとま りとしての「住居」の節が,「 住居
の 目的」「住所の選択」「間取 り方」
「住居 の購入」
「住居 の衛生法」
￨な どとい う小項 目で組 みた
てられていた。 この場合は,「 住居Jの 範囲は明示 されているわけである。
表 1に みる内容構成の特徴 は個々の事項が並列 した型になっていることが,住 居 の教育 とし
て も他 の領域 にして も範囲 を不明確 にす ること
につ なが っている と思われ る。 この ような事典

を可 とす。 もし然 らざ る ときは相営 のエ
夫 をなす こと肝要 な り。室 の数 ,廣 さ
,

並 びにその配置 は,家 族 の多少 ,職 業 の
̀種 類 お よび生計の度 によ りて異 るべ しと
雖 も,空 気 の流通 ,日 光 の射入,使 用 の
便否等 を考 え適宜諸室の用 い方 を定 むベ
し。又戸 ,障 子 ,襖 等 は成 るべ く質素 に

住居 ⁝⁝⁝・
⁝⁝ ︒
⁝⁝ ︒
⁝⁝ 一 士 二 衣服 の洗沼 ⁝⁝⁝⁝⁝︒
⁝⁚九
住居 の修 理保存 ⁝⁝⁝⁝⁝ 一 十四 し み抜法 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 一〇
戸締及び火 の用心⁝⁝⁝⁝ 二 十五 寝 具 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 一一

勿論 ,土 地 高燥 にして水質の佳 良 なる所

十六 看病 の心得 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 一二
十七 薬 用及び介抱 ⁝⁝⁝⁝⁝ 一三

り。住所 は職業 に應 じて適 当な るべ きは

掃 除 ⁝⁝⁝ ⁝⁝⁝ ⁝⁝⁝ 二
石鹸洗及び灰汁洗 ⁝⁝⁝⁝三

,

十八 病 人 の衣食住 ⁝⁝⁝⁝⁝ 一四
十九 応急手当 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 一五

住居 は風雨寒暑 を凌 ぎ,家 財 を保護 し
且 一 家 の秩序 を保 つ に必 要 な る もの な

畳 ・建具 の手入⁝⁝⁝⁝⁝ 四
木製器具 の手 入⁝⁝⁝⁝⁝四

の とお りで あ る。

服 ⁝⁝ ⁝⁝⁝⁝ ⁝⁝⁝ 七

分析 した。 まず,第 一課「住居」の記述 は,次

It+JL/\t-AEEq=-金属器・
陶磁器・
ガラス器の手入・
⁚五
雑具 の手入⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝六

￨が ある。 この 内容 と他 の住
第一課 に「住居」
居 お よび器具 に関する と思われ る課 との関係 を
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衣服 の整理保存 ⁝⁝Ｉ⁝⁝七
白布類 の洗濯⁝⁝⁝⁝⁝⁝八

的な構成では,単 純 と複雑 ,抽 象 と具体 ,一 般
と特殊 な どの 関係 も読 み と りに くい と言 えよ
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して丈夫な るもの を用 ふべ し。
ここに記 された事柄 を,教 育 内容 の要素 として抽出す ると,住 居 の 目的,立 地条件 そして間
取 り方があ り,間 取 り方 について は,家 族 や職業 ,生 計 な どに応 じる事 とともに,衛 生 ,便 利
さの基 準が とられて いる。 また建具 についての価値 としては,質 素 さ と丈夫 さをあげてい る。
そ して この課 の内容 は,一 般的,抽 象的 な記述 で あ る こと,総 括的 で あ る ことか らして,こ
れ らの規定が他 の課 において どのように展開 され るのかを分析す る。
第 四課
室内を掃除 す るには先 づ戸 ,障 子 1襖 を開放 して,は た こにてよ く室内 の塵 を排 ひ
成 るべ く畳 の 目に沿 ひて静 か に掃 き寄 せ,塵 取 にて取去 るべ し。 か くして後 ,固 く搾
りた る雑布 にて先 づ柱 を拭 き,次 に敷居 ,縁 側等 を拭 くべ し。床 の間,柵 等 は乾 きた
,

る布 にて拭 くを可 とす。門前及 び庭 は毎朝早 く掃除 すべ し。又下水及 び雨水 を排水す
べ き濤・ 土管 は落葉 ,塵 芥等 にて塞 が ることな きや う注意すべ し。
以上のように「掃除」 の課 の記述 は,各 個所別 に「掃除 の しかた」だけを内容 としてお り
とくに,掃 除 の必要性 とその根拠 に相 当す る内容 が皆無 で あ る。掃除 の必要性 とその根拠 に相
当す るような内容 が もしも設 けられ てい る とす るな らば,そ れによって,こ こにあ る「掃除 の
,

しかた」 と第一課 の「住居」 の内容 を関係 づ ける ことがで きよう。す なわち,衛 生や便利 ,質
つ
素 や丈夫 さ とい う「価値」 の実現 を,さ らには「住居 の 目的」 を充たす ためのひ と の具体化
とい う形 で,記 述 内容 の展開がみ られ るはずである。 そ こには「住居」 の課 を一般的・ 抽象的
な もの として対照 し,「 掃除」の課 を個別化 ,具 体化 した もの とす る系統的内容 を構成 す る こと
がで きよう。 しか し,実 際 の記述 のあ り様 は,各 々の課 だけで独立完結する構成 だ と言 わざる
を得 ない もので あ る。 この ような傾 向 は
表 2 理科家事教科 書 に対 す る意見
は資料参照 「住居 の修 理保存」の課 ,「 畳,建 具 の手入」
瘍
の課 にお いて も同様 で あ る。 また教師用書
実用 重視
重視
こと
科学性
で,教 授事項 や注意,備 考 の事項 。をみ る
主 に教科論 にかかわ る
,

①②③

その他

①②③④

主 に方 法 にか か わ る こ と

①②③

主 に 内容 にか か わ る こ と

附加事項
削除事項
合併事項
排列 ◆配 当
土地 の事情
理科・他科 との連絡
図解・ 挿画

と,よ り詳細 に,薬 品 を用 いた り,理 科知
識 を応用す る ことによって「手入法」 の合
理化 を意図 していることがわか る。 この点
では家事教育 の創設期 よりも発展 した とも
考 えられ る。 しか し,他 方 では,前 述 の よ
うに課 ごとに独立完結型 の内容構成 にな つ
てお り,系 統性 のない,事典 的知識 の羅列
といわざ るを得 ない。家事教育 の創設期末

にみられた傾向りが国定教科書の上 に定着 したものといえよう。
.
2)国 定教科書意見報告彙纂0
か ら提
本書 は大正 5年 と7年 に,文 部省図書局から発行 されたものである。全国の師範学校
出された,国 定各科教科書 についての意見報告 を編集 したものである。 この中から家事教科書
について提出された意見を通覧 し,分類 したものが表 2で ある。 さらに,分類 した項 目に該当
する代表的意見 を選 んで資料 に示 した。
表 2に 示 した意見分類 は,師 範学校関係者 の理科家事教育 を実践す る立場での積極的な問題
関心,研 究課題だ と考 える ことができる。そ こでは,家 事教育 の目標・ 内容・ 方法 など教育課

恵

程全般にわたって問題関心があることを示 している。
とくに注目されるのは,理 科 との関係 についての多様 な意見である。それらは,家 事教材 は

,

理科知識の応用 または活用であ り,理 科 と家事教育は区別せず,極 端な場合 には,家 計簿記 の
つとまで考 えられている。
ような「理科 卜関係 ナキ教材ハコンプ省 キテ他 ノ教科書二譲ル コ ト」
いずれにして も,理 科 との連絡 に留意す ることが言われているが,こ のことは実習 に重 きを置
くとい う教授法 にもつながっている。
実習 に重きを置 くとい う場合 に,一 面では,明 治期の注入主義的教育方法を克服する志 向を
もっているが,そ のような認識論的価値 よ りも,多 くは「実際的」 とい う意味で価値がおかれ
ている。 そのために教材は成るべ く卑近 の教材を選びP記 述 は抽象的記述をさけてP教 材 の排
1つ
列 には季節 と関係 をさせて1の また「実習 ノ必要 ヲ感 ズル卒業当時二」
となるのである。実習時
間は多 くを要 し,し かし住居 の掃除等の実習 は衣類 の洗濯の実習 に比べて多 くの時間を要 しな
い し,「 日々実習セシメツツアルモノナ ンバ」教科書からは省 きたい123と なるのである。他方で

は,際 限な く事項を附加する旨の要請 も出されるのである♂
このように実習重視の精神 は,「 実用的 ノ意味二妙 テ重大ナル価値 ヲ有 スルコ トナラン」ので
10
あって「知識 プ興へ理論 ノ證明 トナス プロ的 トスルガ如キ実習 ヨリハ時間 ヲ多 ク要 スルコ ト」
)

にな り時間が多 くとれないならば教材を減少することを考えるとも言われてい る。以上の考え
方 は実習授業 とい う教育方法を重視す る立場から教育内容を構想 した り,実 習で取 り扱 う教育
内容を実用性を最優先す る立場か ら構想 している。
しかしなが ら,い ますこし異なる考え方がみられる。 それは,東 京府豊島師範学校 か ら出 さ
れた意見である。
教材 ヲ普通 ノ家庭 二妙 ケル 日常生活 ノ事実二求 メ,極 メテ平易ナルモノヲ採用 シタル
貼ハ最モ其 ノ要 ヲ得 タルモノナルベ シ。平易ナル習慣的事実 プ単二排列 シ記述 スルノ
ミニテハ動 モスレバ教科書二深 ミナクシテ其 ノ価値 卜権威 トフ損 スル コ ト少 カラズ
(中 略)日 常卑近 ノ習慣的事実ニモ科学的理法 ノ潜ムコ トフ知ラシメ,探 求考察,日
常生活ニモ十分改良 ノ余地アルコ トフ知 ラシメ,其 ノ発奮努勉 プ促 スニ足ル様 ナル記
述 ノ方法 フトラザル可 ラズ
この意見は,教 材の価値 について前述 した実用のみ最優先 とい う考え方 と同 じではない と思
われる。 もちろん実用 につながる発想 は見 うけられ,そ の平易 さにおいて価値 をおいてはいる
が,そ こに留 ることの問題点を提起 している。 そして現実の日常生活 と科学的な理を照合する
ことを重視 し,そ の上にたって探求 し,日 常生活 の改良 に向い,発 奮できる人格の養成 を主張
している。同様 の主 旨で,「 家事科 ノ意義 ヲ知 ラシメ将来二妙 ケル研究的精神養成 二資 スル内容」

0
が必要だ との意見 もあるも
これらは,実 用 とい う教育価値 を出発点 とし,そ こに立ちかえる教育目標をもっているのだ
が,科学的,探求的,研究的精神を重視 している点で実用一点張 りの実用主義的考え方 とは異 っ
ているといえよう。 それは,今 日にい うところの「教育 と科学の結合」 とい う教授学的原則 に
つながる理念 の萌芽 だと理解できよう。
また,鹿 児島県師範学校の意見にあるように,教 授を,「 易 ヨリ難二及 ボシ,児 童 ノ心理 二適
セルガ如 シ」
,他 教科 との重複を避け密接な関連 を持たせる必要を説 く例 も多い。児童 の心理に
適 った教授を求めることと関連 して,詳 ラカニ,具 体的二,自 由二,教授す る方途 を探 ってい
る。それらは,図 解や挿画を用いること,土 地や地方の事情 に応 じる説明がなされることなど
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で あ る。 すなわ ち,児 童 の学習心理 を重 ん じる立場 か ら,易 か ら難 へ の指導,重 複 を避 ける教
育内容 の精選 ,個 別具体化 の展開,視覚 を利用す る直観性 の原理 な ど,指 導,教 授 にお ける系
統性 の考 え方 をうかが う ことが で きる。
以上 の ことか ら,理 科家事時代 の教育課程 の考 え方 を,大 き く 2つ の思潮 として まとめる こ
とがで きる。 ひ とつ には理科的知識 の応用 を含 めて,実 用性 を最重視 した実用 主義的考 え方 で
あ り,こ れが時代 の主流 をなす もの と思われ る。 これに対 して,他 のひ とつ は,「 教育 と科学 の
結合」 につなが る考 え方,指 導 の系統性 を追 究 しようとす る考 え方な どの萌芽 で あ る。

2.高 等小学家事教科書
1)教 育内容 の構成
大正 8年 2月 に小学校令 が改 正 され,同 年 3月 の小学校令施行規則 中改正で家事科が理科 か
ら独立 し,制 度上 の確立 をみた。 そ こでは教科 としての 目的,内 容等 の要旨が明 らか にされ大
正 15年 には小学校令改正 によって家事科 は裁縫科 とともに女子 の必修教科 となつた。
これ らの改正 に先 だって,寺 内内閣 の時設 けられた臨時教育会議 は「教育 二関 シ改善 スベ キ
モ ノナキカ,若 シ有 リ トセバ ,其 ノ要点及方法如何」とい う諮問 に対 し大正 7年 10月 に次 の よ
うな答 申を出 した。すなわ ち
―、女子 二妙 テハ,教 育 二関 スル勅語 ノ要 旨ヲ十分 二体得 セ シメ,殊 二 国体 ノ観念 ヲ輩固
ニ シ,淑 徳節操 ヲ重 ンスル ノ精神 ヲ涵 養 シ,一 層体育 ヲ励 ミ9勤 労 プ尚 フノ気風 ヲ振作 シ
虚栄 ヲ戒 メ奢修 ヲ慎 ミ,以 テ我家族制度 二適 スルノ素養 ヲ与 フルニ主カ ヲ注 グ事。
二、高等女学校 二妙 テハ,実 際生活 二適切 ナル知識 二家事 ノ基礎 タルベ キ理科 ノ教授 ニー
,

層重キ ヲオク事。

とい うものであ つた。
これは,基 本的 には家族国家観 に基づ く家父長
制家族制度 の維持 の精神 と,節 約 や理科 の思想 に

)

一課
第 一
第 二 課
第 一課
第 四 課
第 五 課
第 六 課
第 七 課
第 八 課
第 九 課
第 十 課
第十 一課
第十 二課
第十 二課
第十 四課
第十 五課

事 昭
表3 董
懲
弯替
可和8年
重
星掌

女 子と家事 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 一
二
掃 除⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ・
繊維 と織物 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝六
木綿織 物 ⁝⁝⁝ ⁝ ⁝⁝⁝ 八
白木綿 の漂白 ⁝⁝⁝⁝ 一一
し み抜 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 一二
単衣 の全洗 ⁝⁝⁝⁝⁝ 一四
木綿物 の解洗 ⁝⁝⁝⁝ 一五
麻織物 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 一六
人造絹絲織物 ⁝⁝⁝⁝ 一七
上八
⁝⁝ ︒
住 宅 ⁝⁝⁝⁝・
井戸 と水道 ⁝⁝⁝⁝⁝ 二三
電 燈 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 二五
火鉢 ｏストーブ等 ⁝⁝ 二八
燃 料 ⁝⁝ ⁝⁝⁝⁝ ⁝ 三 二

基 づいた実用的 な家事能力 の育成 をめざして い る
もので あ る。 ここで打 ち出された家事教育観 は
,

前 に述 べ た理科家事時代 における 2つ の思潮 の う
ち,実 用主義 的考 え方 の方が ひ き続 い て主 流 に
録

なった ことを示 している。 そして,科 学性 を重視
した家事教育 の提案 は,理 科 にのみ基礎 をお くこ
とを強調 した型 に矮小化 され矛盾 をはらむ ことと

第十六課 畳 ・建具とその手入⁝二五
第十七課 什器 ｏ履物等 の手入⁝三八
第十八課 料理用具⁝⁝⁝⁝⁝⁝四 一
第十九課 食器とふきん⁝⁝⁝⁝四九
第 二十課 食物 の成分⁝⁝⁝⁝⁝五〇
第廿 一課 米と米飯⁝⁝⁝⁝⁝⁝五四
第廿二課 麦 と麦飯⁝⁝⁝⁝⁝⁝五六
第廿二課 味噌汁⁝⁝⁝⁝⁝■⁝五七
第廿四課 煮 〆⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝五九
第廿五課 澄 汁⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝六〇
第廿六課 すゐとん⁝⁝⁝⁝⁝⁝六二
第廿七課 鶏卵 とゆでたまご⁝⁝六三
第廿八課 いりたまご⁝⁝⁝⁝⁝六四
野廿九課 煮 魚⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝六四
第二十課 焼 魚⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝六六

な った。
昭和 8年 ,よ うや く家事教科書が発行 された。
その 目録 を表 3に 示 した。
目録 を通覧 して気 が つ くのは,「住居」とい う用
語 ではな く「住宅」 と表示 されて い る こと,井 戸
と水道 ,火 鉢・ ス ト∵ブ,燃 料 な どの課 が新設 さ
れてい る。 それは住宅設備 の水 ,光,熱 な どの細
部 についての内容 で あ る。住居 と住宅 とい う用語
につい て規定 や使 い分 けがな されて い る とは思 え
ないが,住 居 を物的存在 として とらえる傾 向が韓

原

崇

まった と考えることもできる。掃除や器具・ 什器 の手入 についても同様 で,実 用的・ 事典的な
様相 をもっている点では理科家事教科書 の傾向を引き継 いでいると思われる。 しかし,第 一課
10が
「女子 と家事」
設けられた ことが注目に値す る。ひとつには,前 述 した師範学校 による意見
に応 えてもお り,ま た臨時教育会議の答申の主旨が貫ぬかれているわけである。家事科を学ぶ
者 の認識 は,女 子が家事 のいろいろを勤 めることが,国 家 の盛衰 にかかわる国家的意義をもつ
ものであるとい う家事観 ,女 性観 に総合 される もの と推測 される。
第十一課「住宅Jで は,冒 頭 に「一般 に望 ましい黙」 として,衛 生的である こと,そ のため
に日当り,風 通 しがよ く,寒 暑を避け,清 潔を保ち易いなどの条件 をあげている。第 2に
,用
心がよく堅牢,安 全であること,第 3に ,便 利 であることが述べ られている。 ここでは,一 般
的抽象的記述であるが,続 いて台所,便 所,庭 園を対象にして例えば,便 利 さの具体化 として
動線理論が導入されるなど,内 容 の構造 には一般的・ 抽象的条件を個別的空間 において具体的
に展開する型をみることができる。
ここでは二階建住宅建築設計図1つ があ り,建 図,三 階平面並―階屋根伏図,一
階平面図がそれ
であ り,住 宅間取図符号 も紹介 されている。 このような内容は,明 治初期以来 の教科書の で
中
は極 めて珍 しく,筆者の調査 したところで は全 く新 しい材料だ と思われる。しかしなが ら,せ っ
か くの具体的で詳細な資料ではあるが,こ の図を用 いて,何 を教授 し,学 習すべ きかは記述 さ
れてはお らず,住 宅の各空間や間取 りの解説 もないのである。
大正期の理科家事教科書に対する意見の中で,挿 画の意見があ り,そ れを受けいれていると
思われるのだが,何 を教えるための資料なのか不明であり挿画 と記述内容の間に不整合がある
といえよう。
住宅の空間の中で,と りあげられているのは前述 したように台所,便 所,庭 園であって,衛
生的であること,安 全であること,便 利 であることなどを具体化 してある。 それは,例 をあげ
ると,竃 に煙突をつ け,燃 えやす くする ことであった り,庭 園利用 に実用性を見 い出す ことだっ
た りするのである。確 かにそれらの方法は,労 力や資源 の節約 につなが る ことであって,合
理
的な生活の方向を示 している。すでに大正期 の住宅改善運動の中で勧 められた ことが らである。
ここで問題 にしたいことは,当 時の家父長制家族制度の下での家族関係について
科学的精神 に
基づいた合理性の是非を問わずに大前提の肯定事項になっている点である。
能率や便利 さの追究 によって生活を合理的 に改良 してい く積極的な内容をもってはいるもの
の,他 面では,女 子が家事 に専念す ることが国家的に意義あることとして,家 族制度め温
存
秩序化 に貢献するとい う部分的生活合理化の内容であるといえよう。
第二課「掃除」は,ま ず,汚 れた住居 は不愉快であるばか りでな く,衛 生上にも保存上 に も
甚だよくない。掃除の仕方にはいろいろある,と 掃除の必要性を一般的 に述べてあるものの以
下全ては掃除の方法で占められている。 はたき掃除,掃 き掃除,洗 い掃除 とい う方法 とその際
に用い る道具の扱 い方が教育内容 である。風向きや湿 り気の利用など細かい,実
際的な方法が
記 されてお り10「 実用書」の観 さえある。
掃除道具の外観図 に 1ペ ージをさいてあ り,精確 ではあるがぜひとも必要な挿画 とは考 えら
れないのである。
この課の内容構成 の特徴 は,理 科家事教科書 と同じく実用主義的な事典的事項の
羅列 した型
であつて,個 々の掃除の方法に終始する独立完結型 になっている。
以上,昭 和 8年 の家事教科書 にみる住居の教育内容は,理 科家事時代の主な思潮をいっそ う
,
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きわだたせて,科 学性 の尊重は,理 科的範囲 に限 られていたとい えよう。他方,科 学性が適用
されない ところで,国 家主義的家族観,女性観 に収飲 する家事教育 の性格が顕著 になつた。

2)家 事教育研究 の状況

19が
昭和 2年 4月 1日 に,東 京で月刊雑誌『家事及裁縫』 発刊 された。その発刊の辞 をみる と
当時の家事教育研究 の視点をうかが うことが出来 る。それらは,「 将来社会状態が進歩 し,女 子
「家事及裁縫 の両科 は
の地位が伸展す るにつれて念々益々生活問題 の研究が促進 されて くる」
『
は醇美なる家
「
が
こと
が
る
家事及裁縫』
出来 」 我
女子教科 にお ける凡ての教科 を洗練綜合す る
庭生活 の建設,活 躍せ る学校教育 の完成 を期す るために適切有益なる理論 と実際 を紹介 し,昭
,

,

和 の時代 における女子教育 に向って,一 層の努力 を棒 ぐべ く (後 略)」 とある。すなわち,生 活
問題研究の必要性や女子教育,教 育研究 の交流 の必要性が謳われてお り,関 係者 にとつては
衆知 を集 める場が提供 され享受できることになった。本論では,発 刊 の事実 をもつて,前 時代
と画す る積極的評価 をもたせるが,真 の歴史的評価 は別 の機会 にゆず りたい。
ところで大正期か ら昭和初期頃の家事教育 は,未 だ読本的,暗 記物的扱いでなされていた と
,

思われる。昭和 12年 に,『 家事及裁縫』の発刊 10周 年記念号 にある回顧録で,当 時の状況 をう
かがいi識 ることができる。
『いぼた蟻』 これは或 る女學校 の家事科教師 に奉 つたニ ックネームである。 その由来
が面 白い。印 ち家具の手入 の時間 に 『先生 ,塗 机 を綺麗 にす るには どうした らよろし
うござい ますか』『い ぽた蝋 で手入 をします』『それでは長火鉢 は』『いぼた蟷 で』 (中
略 )然 し生徒達 はその 『い ぽた嘘』 が どんな もので あるか知 らなかつた と云 ふ。読本
的家事 の実例 を比虎 に見 る ことが 出来 る響
しか しまた,こ の時期 は新 しい家事教育 の提 案や理論化 がなされて,そ れ を歓迎 す る土壌 が
、
熟 していた とも思われ る。 た とえば,
『
とか 『 日常生活 に印 した』 とか い
云
えば
実際的』
く
き
の
りも
(中
略
)よ
教科書 書 振
)

ふ ことが 出来 よう。注 入的 に教 えて練習 させ ようとするのが主眼 で あ つた。石澤先 生
の家事新教科書 の出現 は科学的工夫創造力 の啓培 といふ ことを渇望 してゐた もの には
早天 の慈雨の感があ つた:⇒
と述 べ,続 いて,井 上氏 ,近 藤氏 の著書が 出 されて「家事教育 上の革新期 であつたや うだ」
と回顧 されてい る。

先行研究 では,新 福氏が,吉 村千鶴,石 澤吉麿,近 藤耕蔵 らが著わした高等女学校用書 を分
析 した。そ こでは,主 に住居の教育内容 と現実生活 の変化 の対応 を分析 してあつたPこ こでは
高等小学校 の家事教育理論の指導的立場 にあった,東 京女高師附属小学校関係者 の著書 を検討
した。 それは,高 等女学校用書ではみえに くい と思われる児童観や児童の生活の とらえ方をみ
ることができること,さ らに,こ れらの点 と家事教育,住 居 の教育 との関係のとらえ方などを
,

読 む ことができるからである。
戸澤 イマは,家 事教育 の目的,内 容,方 法上 の問題 を児童の側 に立って指摘 しているF)
児童 は他山の月 を眺むる調子 にて,児 童自身の家庭 にあてはめて,実 地 に練習 し,改
良を加 えて行 くといふやふな気持 は少 しも起 らない。
その理由は,た とえば,住 居を定むるにつ き,場 所 の選定 につ き:條 件 を列挙す るのみであつ
て,如 何 なる土地が衛生上危険が多いか,如 何 にせば衛生上危険なき土地 となるか,な どの具
体的事項 について研究 させない様 な教授態度だからだ とい う。 そのような教授 によって児童は

なるほど家 はあんなところに建 てると宜 しいのだな。併 し私の家 は貧乏で,そ んな條
件 の適 った ところは一つ もない。 どうせ私 の家なんか,学 校 で習 つた通 りには行 かな
いのだから,ま あ六ケ條だけ覚えてゐれば,試験 の答案 は出来 る
とい う心理になると分析 している。さらに教材選択上の問題 として,家 庭 に任せ得べ き事項
他教科 にゆづ り得べ きものを編入していること,土 地の状況に不適当であることを指摘 した。
,

これらの主張 は,1980年 代 の現代 において も留意 されるべ き教育課程の重要事項 である。 と
に
く ,児 童の学習心理ゃ生活実感を重視 した立場か ら「児童・ 生徒を研究者 の立場 に立たしめ
て」とまでいわせる教育観 は,大 正期の児童中心主義 の発展 と理解す ることができよう。 また
,

家庭 での教育や他教科教育 との相対的な独 自性への問題関心 も家事教育の理論的確立 にとって
必須の要件であると考 える。
同 じく東京女高師教授で附属小学校校長だった堀七蔵 は,「 家事を虎理する方法を単に実習せ
しむるのみでな く,そ の方法のよって来 る原理をよく理解せ しめ,原 理に基づ く方法をよく理
→
解 してその技 に熟するや う指導せねばならぬ」 と主張 した急
大正期の理科家事教科書 に対す る意見書で,実 用主義に陥いる実習重視がみられたが,堀 七
蔵 の場合 は,家 事 を処理する方法的技 と原理 とを結合 させることを重視 してい る。 それは教育
内容 において も教育の方法上 において も,い わゆる実践 と理論の統一 といわれる教授学的原則
につながるものである。 この教授学的原則 は,戦後 (1950年 代以降)の 教育論争 (経 験主義教
育,問 題解決学習などの論争)の 成果 のひとつであることを思えば,堀 七蔵の主張 は,先 駆的
なものだった といえよう。
戸澤,堀 の児童観や教授論は新福論文では分析 の対象ではなかったものである。ここでわかっ
た ことは,戸 澤,堀 の考え方 には大正期 に発展 した自由主義,児 童中心主義,ま た 自然科学の
を背景 にした科学的精神を基 にして,い わゆる子 どもと科学を結びつけるところの考
発展などヽ
え方である。 それは,今 日でい うところの「教育 と科学 の結合」 につながる考え方の系譜に位
置づ くものであろう。
結

=

① 国定教科書である理科家事教科書の内容構成は,家 事教育 の創設期末 にみ られた傾向が定
着 していた。住居の教育内容 は,住 居 についての概念形成への収飲 されるような系統的な内
容構成ではな く,実 用的な事典的知識が量的 に拡大 してい く羅列 された型である。
理科的知識 の応用や活用によって生活改良の精神を養成するとい う教育観 と,家 族制度 を
維持す るための教育観 は矛盾する側面をもつに もかかわらず,女 子が家事 を合理的 に遂行す
ることは,国 家的に意義あることだ とする家事教育観 に統合 されて,家 事教科書 (昭和 8年
発行)に 明示 された。
理科的であることは,実 習重視 の思潮 となって,児 童の学習心理を尊重する思想 と相俊 っ
て,よ り実際的,具 体的な家事教育のあり方が求 められた。家事教科書 (昭 和 8年 )に は詳
細 な挿画が多 く採用 されたところなどに反映されている。住居 の教育内容は,掃 除や修理保
存,手 入れ法などに限られてお り,原 理や根拠 について追究するものではなかった。
② 家事教育 についての雑誌,研 究書が発刊 されたことによって実践研究の全国的な交流 の場
がひらかれた。研究書は当時の家事教育 に対す る問題提起 か ら出発 しているものであった。
すなわち,家 事教育 の主流 となる思潮が実用主義的なものであるのに対 して,児 童の心理 と
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科学 を結びつける考え方や,実 習 と理論を結びつける考え方があつた。 これらは,後 世の教
授学的原則の系譜を形づ くる底流であつたとも考 えることができる。
③ 家事教育が制度上確立 し,実 践,研 究上,進 展の時期だといえよう。
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拭,前 掛,欅 ,は た き,帯 ,塵 取9雑 布 ,樋 等 を用意 し適宜実習 をなさしむべ し。備考.等
,・

の汚れたるときは石 鹸水 にて洗 ひ水 にて濯 ぎたる後之 を吊して乾 すべ し。便所 の樋箱 ,朝 顔
に固 く附 きたる汚物 は硫酸又 は盟酸の稀薄な る溶液 を用ひて擦落 せば容易 く取去 るを得,但
し酸類 はたた きを侵 す ものなれば,こ れを落 とす ことなきや う注意すべ し。又,金 属 を侵す
ものなれば,之 を容 るには金盟 ,バ ケツ等 の金属器 を用ふべか らず。

5)前 掲書 2)に 同 じ
6)文 部省編 大正 5年 , 7年 発行 の もの。教科別,地 方別 に編 まれてい る。
以下 7)〜 15)は ,国 定教科書意見報告彙纂 か ら。意見提出元 の師範学校名。
7)大 阪府天王寺師範学校
8)大 阪府女子師範学校
9)香 川県女子師範学校 鹿児島県師範学校
10)京 都府女子師範学校 香川県女子師範学校 長崎県女子師範学校
11)前 掲 7)に 同 じ
12)福 岡県女子師範学校
13)東 京府青山師範学校 福島県師範学校
14)石 川県女子師範学校
15)茨 城県師範学校 福岡県小倉師範学校

'

16)第 一課 「女子 と家事」 の記述
衣服・食物・ 住居 に開す るい ろい ろの事 か ら,子 女 の養育、病人の看護 ,家 計 の庭理等 に至
るまで,女 子が娘 とし,妻 とし,母 として,引 受 けて篤すべ き家庭内の務 は甚 だ多 い。其 の
勤 め振 りのよしあしは,直 ちに一家 の幸不幸 に関係 し,ひ いては一 國の盛衰 に も響 くもので
ある。
されば,そ れ等の務 を完全 に果すには如何 にするのが最 もよいか,家 事科 は此の事 について
調べ る學科 である。

17)一 階平面図 をみ ると中廊下型の都市型中流住宅 で ある。女 中室 もある。
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18)第 二課 F掃 除」 の記述 か ら掃 き掃除の部分
帯 は,も ろこし 。粽欄・竹 の枝 0篇 草等 の材料 で作 られ る。帯で屋内 を掃 く事 は,大 きな ご
みに封 して有効 で あるが,舞 立 ち易 い細￨か いごみに封 しては,は た き掃除 と同 じ快 尉がある
か ら,や は り風向を利用 して行 ふが よい。風向の悪 い場合 には,戸 障子 をしめて行ふ事 もあ
るが,掃 き終 つたならば暫時開放す るが よい。
又場合 によつては,茶 殻・ もみ殻・ 鋸肩等 に適度 の瀑 りを興へた ものをわざわざ撒 いて,然
る後 に掃 く事 もよい (後 略)

′

19)現 『家庭科教育』の前身 ともい えるも出版社 は『家事及裁縫』社 で現,家 政教育社

20)渡辺君子

(東 京)「 思 い出ばな し」『家事及裁縫』発刊

10周 年記念号 家事及裁縫社

昭和 12年

21)倭 の野守 (二 重)「 家事科 10年 前の回顧 」
:前 掲書 20)に 同 じ
22)新 福祐子「家庭科教育 における指導内容 の歴史的考察 (第 2報 )一 大 正・昭和戦前 にお ける住居 の
領域一大阪教育大学紀要第 25巻 第 Vtt

No.2 昭和 51年

(1976)

23)戸 澤イマ『家事教授 の実際的新主張』 モ ナス蔵版 昭和 3年
24)堀 七蔵 『研究 自在家事実験室』中交館 大正 15年
資料

国定教 科書意見報 告彙 纂 か ら作成― 意見 の例一

1.主 に教 科論 にかか わ る こ と
① 実用重視 の考 え方 成 ル可ク卑近 ノ教材 ヲ選 ビ特 二実習二重キヲ置 クベ キ必要 ヲ認 メ
(大 阪府女子師範学校)教 材ハー般二時間 ノ割合 二其量過多 ノ感アリ,実 際的即 チ実用的 ノ
意味二妙テ重大ナル価値 ヲ有 スルコ トナラン而 シテ之ガタメニハ実習二重 ヲ置 カザルベ カラズ
カクス ンバ従来 ノ唯知識 プ興へ理論ノ證明 トナス ヲロ的 トスルガ如キ実習 ヨリハ時間 ヲ多 ク要
スルハ論 プ俊 タズ而 シテ時間ノ増加ハ不可能 ノ事 トセバ勢教材 ノ減少 ヲ必要 トスベ シ (石 川県
女子師範学校)抽 象的記述 プサケテ実際的二記サ ンタシ (香 lll県 女子師範学校) 各課 ノ記
述理論 二走 セタルガ如 シ故 二実際的二記述 シ実習 ノ便 二供 シ挿画等 プモ加 へ具体化サ ンタシ
(鹿 児島県師範学校)

② 科学性重視 の考 え方 家事教科書ハ教材 ヲ普通 ノ家庭 二於 ケル ロ常生活 ノ事実二求 メ
極 メテ平易ナルモノヲ採用 シタル貼ハ最 モ其 ノ要 ヲ得タルモノナルベ シ,然 ン ドモ斯 ル平易ナ
ル習慣的事実 ヲ単二排列 シ記述 スルノミニテハ,動 モスンバ教科書二深 ミナクシテ,其 ノ価値
卜権威 トフ損 スルコ ト少 カラズ,真 二有効 ナル教科書 トシテハ常二道具及 ビ材料 ノ取扱等ニツ
キテノ要領即チ俗 二言 フ「 こつ」 ヲ教へ,又 ハ ロ常卑近 ノ習慣的事実ニモ科学的理法ノ潜 ム コ
,

トプ知ラシメ,之 ヲ探求考察スンバ,日 常生活ニモ十分改良 ノ餘地 アルコ トヲ知 ラシメテ,其
ノ発奮努勉 ヲ促 ス■足ル様 ナル記述 ノ方法フ トラザル可 ラズ,(東 京府豊島師範学校)教 師用
教科書二おテハ成ルベ ク事実 ノ原理 プ記載 シテ教授 ノ参考二資セランタシ (千 葉県師範学校)
③ その他 内容 ブ教師用程度 二詳記 シ児童キ業後 モ参考 シ得 ルモノタラシメラ レタキ ヨ
ト,読 本 二出デザル文字多ク読方困難ナ ンバ成 ル可 ク多 ク振仮名 ヲ附 シ且ツ文章 モ平易ナラシ
メランタキコ ト (茨 城県師範学校)
2.主 に内容 にかかわること
① 附加 されたい事項 第一課二女子 卜家事 ノ項 ロヲ増加 シテ以テ家事研究 ノ立場ナラシム
ル コ ト (福 岡県小倉師範学校)教 科書 ノ初 メニ第二学年用書 ノ終 リノ課 卜対照 シテ家事科 ノ
意義必要ヲ知ラシメ将来二於 ケル研究的精神養成 二資スルー課 ヲ加ヘ ランタキヨ ト (茨 城県師

住居 の教育内容 における変遷 の様相 (第 2報 )

範学校)第 一課「住居」 ノ項 二住居 ノ衛生 トシテ採光,採 暖,換 気 ノ方法及 ビ注意 ヲ加ヘ タシ
尚室内 ノ整理,装 飾 ノ方法及 ビ注意 プ加ヘ タシ。第二課「住居の修理保存」 ノ項 二「庭園,盆
栽等の手入」 トイフ事項 ヲ加ヘ タシ (東 京府青山師範学校)第 二課「戸締及 び火の用心」 ノ
課二於テ火災,地 震 ノ場合 ノ外水害時 ノ心得 プモ説 カ ンタシ (理 由)水 害ハ年々全国各地二亘
リテ之 ヲ見而 カモ其度数地震 ノソンヨリモ多 キガ故ナリ 第 四課「掃除」 ノ仕方中特二大掃除
ノ場合 ノ注意 ヲモ加ヘ ランタシ (福 島師範学校 )
② 削除 されたい事項 理科二関係 ナキ教材ハコンヲ省 キテ他 ノ教科書二譲ル コ ト (例 家
計簿記)イ 。第一課 住居(1)住 居 の目的 (2)住 所,口 。第二課 住居 の修理保存 (1)屋 外 の注
意 (大 阪府天王寺師範学校)第 四課 掃除 本課ハ児童 プシテ日々実習セシメツツアルモノ
ナンバ。
③ 合併 されたい事項
(略 )

3.主 に方法 にかかわること
① 排列・ 配当 実習教材ハ特二季節 トノ関係 ヲ重ゼランタシ,例 ヘバ障子 ノ手入 (京 都府
女子師範学校) 実習時間 ヲ多 クシテ其徹底 プ図ルベ キモノハナルベ ク早 ク授 ケタシ。児童 ノ
程度 ヲ顧慮 スベ キゴ ト (栃 木県師範学校) 実習ハニ時間以上連続 シテ行 フニアラサ ンバ,其
ノ価値 フ発揮 スル コ ト難 キモノ ト認 ム,殊 二家事 ノ研究二興味 ヲ有 シ,実 習 ノ必要 ヲ感 ズルキ
業当時二家事教材 ヲ配列 スル時ハ教授 ノ結果ハ更二有効 ナルベシ
② 土地 ノ事情 殊二家事 ノ方法二関スル記事 ガ土地 ノ事情ニ ヨリテ自由二具体的説明 ヲナ
シ得ルヤウニ記サ ンタルハ地方的事情二適応 セシムベ キ本科 ノ教科書 トシテ最モ適当ナリト認
ム (石 川県師範学校) 児童用書第一課住居 ノ選揮二関スル事項 ヲ今少 シ詳 カニセランタシ。
都会二妙 ケル家屋選揮 ノ必要ハ云フマデモナシ都邑ノ何 レヲ問ハ ズ土地ノ状況二応 ジ教授者ニ
妙 テ掛酌ダニナサバ必要ナキガ如 シ併 シ田舎 トシテモ必要ナキニハ アラズ祖先伝来 ノ家屋 卜雖
モ其 ノ保存 プ図ルニハ家屋選揮上ノ諸注意 ヲ心得常二其 ノ修理 プ怠ラザル様カ メザルベ カラズ
(長 崎県女子師範学校)

③ 理科・ 他科 との連絡 理科 トノ連絡ハ留意サ ンタシ (埼 玉県女子師範学校,鹿 児島県女
子師範学校)教 師用書二於 テ理科 トノ連絡関係 プ記載 シ家事二妙ル理科 ノ応用方面 ヲー層明
ラカニセランタシ。教師用書二於テ他教科ニテ学 ビシ家事的材料 ヲ調査 シ参考 トナルベ キ様記
載サ ンタシ。家事 ノ範囲ハ廣大ニ シテ各学科 ヲ含 メリ故二各教科二妙 ケル家事的材料 プ調査 シ
連絡アル事項ニハ其関係 ヲ記載 シ教授上参考二資 スル必要 ヲ認ムルガ故ナリ (徳 島県女子師範
学校)
④ 図解・ 挿画 挿絵 プ多 クシ且記載 ヲ具体的二 (千葉県,香 川県女子,佐 賀県,各 師範学
校)第 四課「掃除」室内装飾 ノー部 (床 ノ飾 り方等),第 六課「建具」戸及襖 ノ種類 (栃 木県
女子師範学校) 間取 0台 所 ノ設備 (京 都府女子,大 阪府天王寺,各 師範学校)住 居 ノ図
戸締 ノ参考図,台 所参考図,玄 関設備 ノー例 (大 阪府天王寺,香 川県女子師範学校) 家屋及
居室 ノ構造設備,障 子 ノ張 り方 (長 崎県女子師範学校 )室 内ノ設備 (福 岡県小倉)な ど
,
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