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はじめに
本論文の目的は、棚橋源太郎（1869-1961）の手工科教育論とそれをもとにおこなわれた活
動を東京高等師範学校の附属施設であった東京教育博物館が学校教育へ果たした支援活動に注
目して明らかにすることである。
棚橋の活動の主たる舞台となった東京教育博物館に関する先行研究には、『国立科学博物館
百年史』1）などがあり、その組織と運営の発展のあらましが論じられている。この研究では、
博物館の設立前史からはじまり、「教育博物館」の設立（1877 年）を出発点に、第二次大戦を
経て現在の国立科学博物館にいたる道程が示されている。同館で棚橋が果たした役割は、「教
育博物館の衰退」期に主事となったが、「特別室の設置」や「通俗教育館の開設」などをとお
して「科学博物館の萌芽」を育んだ人物として位置づけられている。
棚橋は、東京高等師範学校の教授として、学校教育の分野では、①理科教育の教授方法の発
展に尽力したこと、②手工教育の「大恩人」2）と呼ばれた岡山秀吉と共著『手工科教授書』3）を
著し手工科教育の理論と実践の発展に寄与したこと4）、などが評価されている。
ところで棚橋は、1909 年より 1911 年にかけて欧米へ留学しており、それが彼の教育論、特
に理科教育論に実験教育法の導入という点で重要な影響を与えたことが解明されている5）。ま
た、棚橋がその後半生を捧げることとなる博物館活動についても、この留学で多くの博物館を
見学したことなどから、特にミュンヘンのドイツ博物館、ベルリンのウラニアの展示法に影響
を受け、留学後の東京教育博物館での展示活動に大きな影響を与えたことも明らかになってい
る6）。このような留学は、教育論に大きな影響を与え、それらを斟酌して教育活動が実施され
たことが一般に示唆されている。手工科教育に関する先行研究においても、後藤牧太がスウェー
デンで学んだネース式手工を「1886 年に高等師範学校に設けられた理化学科中の一科目であ
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る手工科の授業」で実施したこと7）、あるいは岡山秀吉が外国で実際の手工科教授の様子を見
聞することにより、教育論の一層の深化があったこと8）、などが既に指摘されている。
しかし、棚橋の手工科教育論に注目してみれば、彼の留学という契機を考慮して検討されて
きたとはいえない。棚橋が留学の際にスウェーデンにまで足をのばし、ネースに設置されてい
たオットー・ソロモンの手工科師範学校を訪問したこと、アメリカ合衆国において岡山秀吉と
待ち合わせ、彼を先導するようにして手工科に関しての施設見学をしたことなどは指摘され、
棚橋自身によって紹介されているものの9）、帰国後の手工科教育論は必ずしも注目されてこな
かった。むしろ、留学前の手工科教育論、とくに『手工教授書』にあらわれた教育論のみが対
象とされる傾向にあった。そこで、留学の影響を考慮し、帰国後の手工科教育論を分析するこ
とは重要な課題であると判断される。
留学後の棚橋の手工科教育論が分析された上で、それが彼の教育活動にどのように反映され
たのかを検討する必要もあるだろう。棚橋の教育博物館論が、教育博物館は学校教育の発展を
目的にしている10）、とみなすことから論じられていた点を考慮すれば、手工科教育論が博物館
論の形成と博物館活動に与えた影響を分析することも主要な課題である。
本研究では、棚橋の教育研究活動を基準に時期設定をする。すなわち、高等師範学校の訓導
に任じられてから（1899 年 4 月）、論文「高等小学校に於ける手工科」
（『教育界』第 15 巻 9 号）
を執筆し、東京教育博物館で「虎列拉病予防通俗展覧会」を皮切りに、特別展覧会を頻繁に開
催し始めた 1916 年までとする。1917 年以降では、『手工研究』誌上に「岡山教授と私」（第
157 号）、「黎明期の手工教育」（第 186 号）を寄稿するものの、積極的に手工科教育と携わっ
た形跡は、管見の限りみられないからである11）。

1．棚橋源太郎の手工科教育論と博物館活動
1 － 1．東京教育博物館での活動
（1）棚橋源太郎の博物館活動
棚橋は 1899 年に訓導として高等師範学校に赴任し、1903 年に東京高等師範学校の教授に任
ぜられた後、1906 年 1 月より同校の附属東京教育博物館の主事を兼務するようになった。
先行研究において、当時の棚橋の博物館運営は、「教育的」であり、博物館の資料収集の内
容やその展示方法を工夫するばかりでなく、教育雑誌への投稿などで博物館の利用方法を具体
的に紹介し、教育関係者の博物館利用を考慮していたと分析されている12）。しかし、「棚橋は
つねに『教育的』な視座から博物館をとらえていることがわかる」と指摘されているものの、
その活動が学校教育をどのように支援しようとしていたのかという点について、手工科教育と
の関連をとりあげた研究は、管見の限り無いようである。
（2）博物館運営の特徴－特別室の設置
展示方法の改善ということからすれば、主事就任直後の活動では、特に「特別室」の設置を
注目すべきであろう13）。「特別室」の目的とそこでの展示資料は、「特別室規程」に記されてお
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り、第 1 条では、「特別室ハ直接教育ニ関係アルモノニ限リテ入場セシメ徐ニ観覧調査スルノ
便ヲ得シムル所トス」とその目的が定められた。第 2 条では、
「特別室」に展示する資料は、
「内
外国学校生徒成績品」、「教育図画及ヒ教具ノ目録」であると定められた。
この第 1 条にいう「直接教育ニ関係アルモノ」は、別に定められた「特別室観覧人取扱規程」
の第 1 条に具体的に説明されている。それによれば、該当するのは、「学校長教員教育関係ノ
吏員」、「師範学校生徒及ヒ公私立ノ教員養成所生徒」、「前記ノ外特ニ教育ニ関係アルモノ」で
あり、これらの人のみが入場を許可された。つまり、この「特別室」は、教育関係者のみを対
象としていた。
そして、「特別室」設置などに見られた博物館の展示方針は14）、「学校教育及家庭教育上直接
参考トナラサルモノヲ撤去シ代フルニ専ラ教育関係者及教具製造業者等ヲ裨益スルニ足ルモ
ノ」であった。棚橋は、教育博物館を主として教育関係者のために、学校教育に参考となる資
料を展示するための施設であるべきだと考えていた15）。「特別室」を設置したことは、彼の博
物館論を反映しているといえよう。
実際に「特別室」へ展示されていたのは、教具、生徒成績品類であった。同室の展示品は、
「現
在、及、過去の教科書」をのぞき、国内外の学校生徒の成績品が大半を占めていた16）。「学校
備品」や「教授用具」ではなく、規程通り、「生徒成績品」が主として展示されていた。規程
には「幼稚園幼児製作品」や「学校生徒作文習字」などの成績品も含められていたけれど、
1906 年の 10 月頃の時点では、「図画手工裁縫等諸科」の成績品のみが展示されていた。くわ
「特別室」は、生徒成績品によって、
えて、手工科や図画科教育関係者の反応から判断すれば17）、
諸外国の教授方法、とりわけ図画や手工、裁縫に関する教授方法を研究するうえで役立つ施設
であったことがわかる。
1 － 2．『手工教授書』と「教育品の研究」での手工科教育論
（1）『手工科教授書』
棚橋源太郎の手工科教育論を分析するにあたり、『手工科教授書』に注目する。同書は、「以
後の手工教育の理論書との比較で重要な意味を持つ、我国で最初の体系的な手工教育の理論書」
と位置づけられており18）、留学以前の棚橋の手工科教育論を示す材料である。
棚橋は、小学校における手工科を「直観的教授」と「実物的教授」を発揮する教科として評
価している。手工科は、「自然科学的智識」を実際生活の上で役立たせるための「実際的熟練」
を得る上で必要な教科であり、
「技能を与ふる」ことが目的という19）。ここでいう「技能」とは、
「自然科学的修養の一方面にして、手指を用ひて自然科学的智識を実物上に」発揮させる能力、
「実際的熟練」だという。そして手工科は、理科・図画科・数学科などの知識の「応用的のもの」
であるともいう。
（2）「教具の製作保存」のための手工科
棚橋は、教具が「教授の進行上に貢献する」こととして、3 つの点をあげている20）。
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第一に、教具は児童に「豊富にして明確なる直観」をあたえるという。したがって、実験に
よって示される「現象変化の観察と実物標本の細密なる吟味」を得るためには、教具の準備が
なければならないという。
第二に、教具は児童の「想像を活発ならしめて、明確なる理解」を与えるという。児童にとっ
ては、他人の談話の全体を誤りなく正確に理解することは難しいので、たとえば、「絵図地図
標本模型」によって文章の足らないところを補い、「想像を明瞭にし、理解を正確ならしむる」
からである。
第三に、教具は児童の「記憶を確実ならしむ」という。児童が観察や思考によって得た知識
を整理し、系統性を与え、永く記憶にとどめることは難しいので、「各種の図表」、たとえば
五十音図など、「特殊の教具の補助」に依存しなければならないからである。
このような効果をもつ教具も、限りある経費の中で、多数のものを収集することは「一大難
事」であり、「教具蒐集の方法を攻究することは教授上経済上実に一重要の問題」だという21）。
そして、その解決は教員の工夫に期待されている。
また、教具の収集、製作ばかりでなく、教具の保全修繕にも、教員の役割が期待されてい
22）

る 。棚橋は、「教具の製作保存の上より、事に師範教育に従ふ教育家に対して、特に注文」
しなければならないことがあるという。それは、「教具の製作保存に関する知識技能の如きは、
当然師範教育に於て授くべき課業の一部」だということである。したがって、「師範教育の手
工科に於ては、各種細工の応用として簡易なる教具を製作せしむるを可とす」と提案している。
ここで棚橋がその教育論の参考として紹介しているのは、ライプチッヒの手工教員養成所の
所長であったヴォルデマル・ゲーツェ（Woldemar Goetze, 1843-1898）の理論であった。ゲーツェ
が校長となった同校の手工教育に関する理念は、「実用作業によつて学校教育の不足を補ひ、
自己の筋肉運動によつて物品製作の喜悦を味はせるのを根本精神とした」と位置づけられてい
る23）。棚橋は、ゲーツェの著作に展開されている手工科教育論と手工科教授細目に即して自身
の手工科教育論を展開している。彼は、「ゲーツェ氏の主義を賛し、採りて之れを我が師範学
校教授細目の編纂上に適用し、各細工の応用として種々なる教具の製作を試みしめんことを希
望して止まず」24）と述べている。
従来の師範学校の手工科教授では、「教具の製作修理といふが如き事に全然注意を払はざり
し」状態であり、「理化学の教授に於て実験器械材料の取扱並に器械の修繕といふが如きこと
を等閑」にしていたので、その「結果、今日小学校教員の多数は、器械の取扱に熟せず、為め
に之れが破損を来たし易く、而して軽微なる損傷を生ずるも、如何とも為し能はず、空しく朽
敗に帰せしむること今日の通弊なるが如し」25）であるともいう。
これは、理化学方面の教育活動ばかりでなく、博物学の教育においても当てはまることであ
り、師範教育の反省すべき点として指摘されている。当時の棚橋の手工科教育論は、その教科
の目的に他教科の補助を担うことが設定されていたといえよう。それとともに、その手工科の
位置づけが他教科、とりわけ理科との関連によって規定されていたと判断されよう。
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（3）留学前の手工科教育論
棚橋は、『手工科教授書』で、手工科を尋常小学校、高等小学校の教科のひとつとして、そ
の内容の確立に貢献した一方で、師範教育で手工教育を学ぶことの必要性をその実用性、とく
に理科教育への貢献によって強調する傾向にあったといえよう。

2．留学後の博物館活動
2 － 1．海外の手工科教育への関心とそれらの分析
（1）棚橋源太郎の留学の行程
理科教育法の改善や学校施設の整備、将来的には社会教育施設の運営に示唆を与えた 1909
年から 1911 年までの棚橋の留学に注目してみる。以下に示す留学の行程は、『棚橋源太郎－博
物館にかけた生涯－』26）にまとめられた成果をもとに、新たに棚橋論文の記述などから本論文
と関連する項目を増補したものである。文頭の「1909 ⑩ 05」は、コロン以下の出来事が、
1909 年 10 月 5 日になされたことを示す。
1909 ⑩ 05：神戸港から出発。
1909 ⑪：ベルリンへ到着。ベルリン市内に宿をとる。ベルリン大学へ通う。
1910 年秋：南欧を旅行した際、ミュンヘンに滞在27）。
1911 ⑧：ベルリンを離れる。
1911 年：ドイツ博物館の仮陳列館時代に、創設者ミラー博士を訪ねる28）。
1911 年：ベルギーのブリュッセルで開催の第 1 回児童万国会議へ出席。
1911 年：オランダ、デンマーク、スウェーデン視察。
1911 年夏：スウェーデン、ネースの手工師範学校の講習所を訪問29）。
1911 ⑩：フランスからイギリスへ。
1911 年：約 1 カ月ロンドンに滞在。
1911 ⑩末：英国リバプールを出発してニューヨークに着く30）。
1911 年秋：ニューヨークで岡山秀吉と落ち合い、
「相携へてボストンにラルソン氏を訪ねて種々
教を受けた」31）。
1911 年秋：「各都市の手工教育に定評のある学校十くらゐも見学したやうに覚えて居る」32）。
1911 年秋：アメリカの「紐育、フイラデルフイヤや、ワシントン、ボストン等各地の視察は」、
「手工中心で技芸教育に特に重きを置いた」33）。
1911 年秋：
「エシカル

カルチュア

スクール」という有名な学校と「ホーレスマン

（ママ）

スグール」

というコロンビア大学の師範部の練習学校を見学34）。
1911 ⑫ 23：横浜港へ帰国。
この行程から、米国等において、意識的に手工関係の施設が見学されていることがわかる。
論文「岡山教授と私」35）に記されているとおり、岡山秀吉と一緒に、そしてむしろ岡山を先導
するように、手工科教育に関連する施設を見学した状況が現れている。
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（2）手工科教育への関心
訪問国で意識的に手工科教育に関する施設を見学したと同時に棚橋は、①ネースのスロイド
学校を訪れたこと、②米国でグスタフ・ラーソン（Gustaf Larsson）と面会したこと、③直接
的な交流の記述は管見の限りみられないが、ドイツでアルヴィン・パープスト（Alwin Pabst）
と知遇を得たこと、にみられるように、いわばそれぞれの地の手工科教育の中枢に迫っている。
ラーソンには、1911 年の秋にボストンの「手工師範学校 Sloyd Training School」36）で面会し
ている37）。棚橋は、ラーソンが手工教育家として名声を有していたことを知っていたようであ
る。ラーソンは、⒜スロイドをスウェーデンから米国に輸入した人であり、⒝学校教師を集め
て盛に手工の講習を行い、手工教育の普及と手工教員の養成に尽力した38）。なお、このスロイ
ド養成学校にはスロイドの教員養成課程だけでなく、「初等学校文法級」の生徒で希望する子
どもたちにスロイドを教える課程もあった39）。
パープストは、ゲーツェの跡を継ぎライプチッヒの手工教員養成所の校長になった人物であ
る。棚橋は、1914 年 2 月発行の論文「校具教具及び学校設備に関する独文の雑誌」40）のなかで
（ママ）

「パーブスト氏の如きは生が知人」であり、彼は、「独国を通じての作業教授及び男児手工科の
泰斗」であると紹介している。またパープストは、「独逸の手工教育家で、普通教育に於ける
手工科の教育的価値を明らかにし、独逸の手工教育を建設した殊勲者で、作業教育史上忘れる
ことの出来ない人」と位置づけられている41）。棚橋は、世界の教育史上で、手工教育の発展に
寄与したと目される人物と交流していたことがわかる。
2 － 2．留学後の手工科教育論
（1）教育思想上からみた「作業主義」の隆盛
留学先で棚橋源太郎が見学した欧米、とくにドイツの初等学校は、作業主義ともいうべき教
育思想に影響されて運営されていたという42）。作業主義とは、「作業」を教育方法上の一段階
として重視するものであり、教授上のひとつの主義である。日本では、「作業といふことを、
手工科の中に含ませてありますけれども」、彼はこの 2 つを区別して用いている。「作業」は、
手工科と同様に紙、粘土、木材等を使い、いろいろと細工する点では同じであるけれど、「作
業はあらゆる学科に普遍的な教授上の一の主義」として実施されるという。その主義の目的は、
「教科で与えた知識観念を、主として作業に依つて明確にしやうとする」ところにあった。
ドイツの教育が以前は主として精神的陶冶に重きを置いていたのに、当時作業主義の教育が
盛んになった理由を、棚橋は 2 つの点に求めている43）。第一は、英米における職業主義教育の
影響であり、第二に当時の実験心理学、実験教育学の影響である。
職業主義教育の隆盛によって、理科や手工科、それに類する教育の実施について、英米はド
イツよりも「先進国」であったという。また、実験心理学と実験教育学の研究が進展した結果、
「運動神経を使へば、脳中枢の発達が助長されて行くものであるといふことが明瞭になつてき
た」ことも作業主義隆盛の理由だという44）。つまり、手指を使うことによって頭脳の生理的発
達が促され、それが精神の発達に影響する。しかし、むやみに作業を課せばよいのではなく、
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発達段階相応の手仕事をさせる必要も述べている45）。「幼稚園時代から小学校初年度程度に於
ける児童発達の生理的心理的方面」の研究からすれば、その程度の年齢の児童に対して細かい
仕事を強いる事は不合理であり、それよりも手先を大きく使うか、腕全体を使用するような大
きい仕事が適当であるという。
（2）批判的態度の養成
さらに、「作業」などをとおして知識の定着と身体と精神の発達を促すばかりでなく、「学習
教授最終の目的」として、「批判的態度」、「独立的に思考する習慣」を児童に養う必要がある
という46）。これは、普通教育の諸教科では共通の目的であり、それが「知識的」教科であって
も、「手芸科」や図画科のような「技能的」教科であっても同じである。
その教授活動の方法が「技能科」のうち、「手芸」を例に取って説明されている。「手芸」の
教授などでは、「教師の側から悉く其の細工の順序方法などを教えて了つて」いたため、「生徒
の方では単に機械的に之れを模倣するに止つていた弊」があり、教育上の効果が乏しかった。
そこで将来は、「問題の形で仕事を課し」、ある程度までは解説を加えて生徒を導くものの、そ
れ以上は「生徒各自の工夫発明に任せた方が可い」という。なぜなら、「生徒は、種々な場合、
事情から概括して或る原理に到達し、或はこれまでの学習経験で以て決定した原則から演繹し
て独力で其の問題を解決し、細工の方法順序といふものを工夫発見するに至る」からである。
そういった学習活動を重ねることによって、「教師指導の下に生徒独力で判断の標準になる
原理原則といふもの」を概括的に身につけて、その「応用に依つて新しい事情問題に対しては
独立的に能く判断し、解決させ」るようにして、最終的に「生涯を通しての習慣たらしめるこ
と」になるという。
このように、教育活動の実施の上で「問題」を利用することは、当時の教授法のひとつであ
り、「合理的批判的態度を養成する方法」のうち、有力なもののひとつであったという。
（3）手工科教育の目的
手工科がどのような役割と目的を与えられていたかといえば、それは「産業の発達」に関す
るものであった47）。「産業の発達に直接関係ある学科」は、その第一に「言ふまでもなく理科」
であり、それに次ぐのが「手芸図画」であるという。産業の発展を計るためには、「理化学的
智識」を身につけ、「意匠装飾の趣味並に手先の器用」を養成しなければならないとされる。
なぜなら、国の生産物の大部分を占めているのは「工芸製造物」であり、その原料は「天産物」
である。したがって、産業の発展を計るためには、①「天産物に関する智識博物学的智識」が
豊富でなければならない。次にこれらの原料を加工するためには、②「理化学的智識の応用」
が必要である。しかし、その製造品を需要者の嗜好にあわせ、「世界の市場に雄飛」させるた
めには、製品に「適当な意匠装飾」を施さねばならない。そこで、この③「意匠装飾等を施す
に必要な伎倆」を身につける必要があり、それは「手芸や図画」の学科によって行われるとい
う。この考え方は、留学での見聞にくわえて、第一次世界大戦開始後の国内状況が影響を与え
ているようである。
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ここにおいては、理科教育のための手工科ではなく、理科教育とともに、日本の産業化に役
立つものとして「手芸」、手工科が想定されていることがわかる。
（4）教育方法の改善と教員養成
役割の重要性を認められていた手工科であるが、その教科は教育経営上、充分な効果をあげ
ていたかという点で、棚橋は不満であった。
つまり、日本の教育界は、「著書でも雑誌上でも、講習会などでも、新思潮の紹介」や受容
に非常に熱心であるけれど、その「実行の方面の工夫を怠つて居るのでは、事業の上に何等の
効果をも見ることができない」と批判している48）。教育の新思潮の受容は、「教育事業の発展
向上の上に欠くべからざる要素」ではあるものの、「常に新思潮の追究に忙殺されてばかり」
いるのではないかという。「実行の方面の工夫」が怠っている例に手工科があげられ、同科は「随
分早くから着手されて居るに拘らず、その実際の効果を挙げる上に於ては、甚だ遺憾な状態に
ある」と槍玉にあがっている。とくに市外の高等小学校などでは、「吾々が要求と遠かること、
極めて遠い不備な状態にある」という。それは、英米国での小学校手工科教授の実際と比較す
ると、「殆ど有名無実といふ憐れな状態」だという。
この状況を打開すべく、「実際効果のある手工科」を教授するためには、手先の器用さばか
りでなく、機械の使える腕前があり、高等工業の学校あたりの素養があり、それに教師として
の経験がある人をいれなければならないという49）。
教員養成の課題については、欧米の例を考慮しながら日本の制度の改善を求めている。たと
えば、
「欧米の小学校で図画科を担任して居る教師は、たゞの師範学校の卒業生そのまゝのもの」
ではなく、「必ずその上のに二三年の特別な教育を受けたものか、或は図画教育養成の学校で
修業した実際腕のある教師が多数を占めて居る」という50）。欧米では、教員養成ばかりでなく、
教員になった後の学力補充も重要視されており51）、棚橋はそのなかでも「図画手工体操と云ふ
やうな特別な技能教科」の教員養成に関心を寄せている。
（5）中央教室制への期待
棚橋は、効果的な教授をするために、教師の問題ばかりでなく、設備の問題も取り上げてい
る52）。「二三校共同してなりとも、金工木工の特別な細工場らしいものを設けて」、「木工金工
の旋盤の二三台位は、是非備へたい」ともいう。しかし、日本の手工科教室の貧弱さを克服し、
「本式の特別教室の設備を整へて本科設置の趣旨を発揮せんとするには、非常な経費を要する」
という問題点があった53）。
そこで棚橋は、日本においても「少なくとも都市の小学校に於ては」、「中央教室制を採用し
実行せんことを希望」している54）。この小学校における「中央教室制（Center system）」とは、
当時「英国及び米国に相当に普及して居て大都市は勿論、地方にも追々行はれて」いた教育経
営上の制度である55）。この制度は、「手工科、家事科、理科、図画科等の特別教室を数校聯合
して、適当な通学に便利な場所に建設して、共同的に交番に使用する」ものである。
この中央教室制の利点は、数校にひとつの施設でよいのだから、「建物や内部の設備、教授、
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実験実習に要する用具の節約となる」ことである。その結果、①「比較的安全な校舎の建築内
部の設備」ができるうえ、②「立派な教師を雇ひ入れることが出来る」という56）。棚橋は、施
設設備が充実してもそれを活かす教員が養成されていなければ効果がないという認識から、中
央教室制を採用することによって、
「数校掛持の専科教師の立派なのを置いて、十分意義のある、
効果のある教授をさせたい」と希望している。
（6）棚橋の手工科教育論
以上みたように、留学でかなり意識的に手工科教育の深淵にふれるような施設を訪れ、世界
的にみても手工科教育論の構築に重要な影響を与えた人物に面会している。
その成果は、各種の手工科教育論として発露されていることが明らかである。棚橋の「技芸
教育」一般への関心は高く、欧米の手工科教育の実態を斟酌した上で、その目的にはじまり、
教員養成、施設設備など多岐にわたって手工科教育論を開陳していたことが明白である。
2 － 3．東京教育博物館での学校教育を支援する活動
（1）教育品の研究
1910 年の大逆事件を直接的な契機として、社会問題、思想問題の取締を強化するため、通
俗教育調査委員会の発足が 1911 年にあった。この委員会からの通牒によって、東京高等師範
学校でも通俗教育に関する活動を開始することになり、それは附属東京教育博物館で行われた。
具体的には、「通俗教育館」の設置であり、理化学的な知識を多くの人々にわかりやすく紹介
することが目的にされた。その展示内容の変化にくわえ、展示方法も西欧の博物館の実態を採
り入れていた。それは、今日の博物館展示の源流というべき性格をもっていた57）。この通俗教
育館の盛況もあり、東京教育博物館は、1914 年に東京高等師範学校の附属からはなれ、文部
省普通学務局の所管におかれた。
「通俗教育館」の設置にともない、「東京教育博物館規則」の一部が改正されたが、附属東京
教育博物館の目的は変更されなかった。それどころか同博物館の対象とする資料は、「学校備
品」、「教授用品」の 2 点が「校具」、「教具」、「学用品」の 3 点へと分化されるなど、その対象
はむしろ拡大している。通俗教育の喧伝される中でも、教育博物館として、教具を対象とする
研究の役割は維持、発展されていた。
ところで、棚橋と教具の関係を論じるにあたっては、教具の改善を図ることを目的としてい
た研究活動58）の概略も紹介する必要がある。この活動をしていた組織は、附属東京教育博物
館を拠点とした教授用品研究会（後の東京教育品研究会）である。椎名仙卓の先行研究におい
ても、東京教育品研究会への言及がみられるように59）、同研究会が当時の教育界において、教
具の研究に果たした役割は少なくないと予想される。研究会の結成は棚橋が留学に出発する以
前であったけれど、彼の帰国後、会の活動は一層隆盛となった。
教授用品研究会は、1909 年 5 月に結成され60）、その「創立協議会」は、附属東京教育博物
館の事務所で行われた。研究会の目的は、「学用品教具及び校具を研究して之が改善を計る」
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と定められた。棚橋は、この会の創立時からの主要なメンバーであり、同会の事務局は東京教
育博物館にあった。1910 年の後半には、教授用品研究会の活動は「隆運の域に進み」たる状
況であり61）、時代の要求から、教育品の改良進歩の促進は急がれたので、「会の事業も拡張を
はかり、発動的に教育品の研究」に取り組んだという。この機に、名称を「東京教育品研究会」
へと改めている。
東京教育品研究会は、以前から機関誌の出版を意図しており 62）、時運を得て、雑誌『現代教
育』を発行するに至った。創刊は、1913 年 10 月 1 日であり、雑誌編輯人は「現代教育編輯所」
となっているものの、それは附属東京教育博物館内に設置されており、東京教育品研究会が編
集を担当していた。棚橋が同誌の発行に重要な役割を果たしたことも指摘されている63）。第
22 号（1915 年 6 月発行）からは、東京教育品研究会の編集に変更された。『現代教育』創刊時
の研究会会長は後藤牧太であった。『現代教育』には、後藤自身が考案した理化学器械も紹介
されている64）。
東京教育品研究会の活動で注目すべきことは、多数の教具を所蔵する附属東京教育博物館を
会の拠点とした点であり、同博物館で教科教育の改善に直接関わる教育品の研究が実施されて
いたことも重要な点である。
（2）教具のセンターとしての博物館
教育博物館に関する棚橋の理論に注目する。棚橋は、学校教育における教科教育の一環とし
て博物館へ生徒たちを引率することの利点を論じていたけれども、後に、教具を貸し出す事業
を主とする「センター」の有効性を論ずることとなった65）。この意見は、棚橋の論文「教具の
センター」によくあらわれている。
「教具センター」の仕組みは、「全市又は一地方の学校が中央の一ヶ所に多数の教具を備え附
けて置いて各学校交番に使用させる」ようにしているという。これは当時、英米国の小学校で
盛んに行われていた「センターシステム」を「応用」、「拡張」したものであるという。
「教具センター」と教育博物館の関係については、「教具のセンターは即ち一種の教育博物館
と見做す事も出来る」と述べている。また、「教具センター」を巡回博物館と見なすこともで
きるという。もちろん資料の貸出は、博物館の活動の一部であり、「教具センター」は棚橋の
いう教育博物館の機能の一部を果たすものでしかない。そのため、「教具のセンターは之を特
殊の教育博物館又は教育博物館の一事業と見做すべきものである」という。
この「教具センター」の事業が行われるようになった理由について、アメリカのセントルイ
ス市の事例が紹介されている。同市の教育博物館利用に関して、学校からの生徒の見学の際に、
いくつかの問題が生じることとなったという。それは、第一に、遠方の学校から生徒を引率す
ることは、時間が浪費されるという不利益があること。第二には、博物館には、引率者が意図
したもの以外にも生徒の興味を惹くものが多数あるため「生徒の注意を散乱する憂があり」、
その上博物館見学を観光気分で行うため「教室内の様に真面目に課業に従事せしめ難い」とい
う欠点があるという。第一の点は、特別室の中央教室制の欠点と同じである。これら種々の点
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を考慮した結果、セントルイス市では、「博物館に生徒を引率するよりは寧ろ必要に応じて教
具を各学校に借り受けて使用する事」になったという。
「教具センター」の事業が行われる背景には、上述のセントルイス市の例であげられたように、
教育的な見地ばかりではなく、経済上の見地からも考慮されていた。そもそも、
「教具センター」
の見本ともいえる「センターシステム」は、元来、経済上の必要から生じたものであったから
である。この点は、棚橋もよく理解していたことに留意する必要があるだろう。しかしそれは、
単に経費を節減すればいいのではなく、「価値ある豊富な教材」を使って、「諸教科殊に地理歴
史理科と言た様な教科の教育上の効果を十分に発揮する」ためである。「真に其の教科の価値
を発揮するには、従来の様な各学校毎に設備して居る様な不十分なものでは到底其の用をなさ
なくなつて来た」からである。
この論文「教具のセンター」掲載号の巻頭の「主張」欄には、棚橋による「学校経営の経済
的側面」と題した意見も掲載されている66）。ここでは、学校教育にかける「経費の経済的利用
を最大急務」と見なして、当時の課題が考察されている。その頃まで日本の「学校経営に於て
は、人に費す所の経費は随分厳しい節約をして居て、寧ろ残酷な位であるが、其の割合に設備
の点では寛大であった」と述べ、設備についての「余裕」を批判している。米国のゲーリーシ
ステムや英米国のセンターシステムへの取組のような試みが日本では行われておらず、設備上
の無駄があるという。その無駄を省けば、必要な教育品、たとえば生徒用の「器械器具参考用
書実験実習の材料」を備えることができると考えていた。
（3）展示の内容
東京教育博物館の 1915 年 3 月 31 日現在の所蔵資料は、以下の通りであった67）。
家庭及幼稚園用品

607

物理学器械及製造具

585

実物教授用具数

143

化学器械及薬品

549

数学科教具

110

生理学標本

図画標本及器具

218

動物学標本及器具

10
405

体操遊戯及身体検査用具

78

植物学標本及器具

200

校舎建築図及模形（ママ）

74

鉱物学標本及器具

465

893

手工教具及成績品

1,385

内外国学校撮影類
学校用卓子椅子及寝台
教場用具
生徒用具
賞与品及卒業證書類
音楽科用具

60
118
189
1,507
36

農学標本

15

幻灯及映画

330

工芸材料及製品標本

155

裁縫科教具
諸学校生徒成績品

74
645

歴史科教具

39

雑種標本類

地理科教具

95

図画

9,703

449

星学用具

36

合計

19,058

資料数の傾向として、歴史や地理に関するものなどではなく、手工や物理、化学に関するも
のが多かった。これらの資料をもとに、資料の展示方法を改良しつつ、東京教育品研究会の活
動をまじえ、同館の博物館活動がすすめられた。
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（4）学校教育への支援
1916 年頃の東京教育博物館へは、修学旅行による中等学校程度以上の学生、生徒の団体観
覧が多かったという68）。この傾向は、他の教育博物館を参照すれば、当時の山口県の防長教育
博物館でも同様の例がみられた。
たとえば、1915 年 9 月より実施された、文部省主催第 1 回全国小学校教員手工科講習会の
参加者が、団体で東京教育博物館を参観するということも行われた69）。そこでは、館長事務取
扱であった棚橋から、展示品のうち「特に手工科教授に関係あるものにつき詳細の説明を聴取」
した。教育博物館としての部分ばかりでなく、館内に併設されていた「通俗教育館」も興味深
く観覧したという。
教育博物館において、とくに講習員を満足させたのは、「欧米諸学校生徒の手工製作品と手
工場の設備実習の光景を撮影したる写真等」であった。講習員の中には、1 回の見学では満足
できず、引き続いて「海外児童の手工製作品につきて詳細の調査を遂げ要領を書取り又はスケ
ツチを為して参考の為めにしたるもの少なかざりき」であったという。資料が手工科教員に役
立つものであり、東京教育博物館が学校教育を支援するものであったことを示している。

まとめ
留学前の棚橋源太郎の手工科教育は、『手工科教授法』によって、手工科の教科としての内
容の確立に貢献したという事実の一方で、棚橋は手工科を尋常小学校、高等小学校の教科の一
つとして、その調和的な発展を論じていた。くわえて、師範教育で手工を学ぶことの必要性を
その実用性、とくに理科教育への貢献の面で強調していた。棚橋は、手工科の必要性を認めて
いたものの、それは実用的な教育を行うという点にあった。そして、社会の実用性に応えると
いう点で適していると考えていた理科教育の発展に寄与するという点から、手工科の重要性を
認識していた。つまり、棚橋の理論では、手工科を実施することによって、理科教育が発展し、
それによって社会に有用な人材を教育できるという理論構造になっていた。
留学後の棚橋の教育論では、手工科教育論を第一の主題として直接的に扱うことはなかった
ものの、教科の目的論、教育方法、教員養成、施設設備などにつき広範に手工科教育を論じて
いることがわかった。留学前には、手工科が理科教育の補助であったものから、理科教育を実
際社会に発展させるための教科として、積極的に位置づけられるようになるなどの変化があっ
た。位置づけが向上したことにより、教員養成の問題、施設設備の充実を海外の先進例を取り
上げて、改善策を提示していたといえよう。
棚橋の就任以前から、また棚橋の主事就任後、留学前の時期においても、附属東京教育博物
館では、手工科の資料は、理科教育の資料とともに、重要な展示資料として扱われていた。棚
橋の主事就任後も、「特別室」の設置とそこでの展示にあらわれているように、手工科関係の
資料は重視され、教科教育上の研究教育活動を支援していた。
留学後には、教育品の研究会である東京教育品研究会の活動をとおして、手工科や理科をは
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じめ、学用品や施設設備の研究が進められた。展示資料の大幅な更新はなかったものの、海外
で得た展示方法の活用や、所蔵資料の有効利用などの博物館活動の発展がみられた。
このように棚橋源太郎の手工科教育論は、留学を契機に手工科が有用であるとの認識が高ま
り、東京教育博物館はそれを実際化する場所となっていた。
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