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ソピ、エト学校初期の誤|育理論の探求

一 生徒自治の形成を中心として一

桑原 清

H!∞JleAOBaHHe TeOpH迎 BOcrr蕊TaHHflCOBeTCKO聾 IIIKOJlblB Ha'laJlbHI油

田予週明 oBOrrpoCaX ItOpM時O草加問 caMoynpaBJleHHfl yqaIII;Hxcfl 

K班邑CHI¥YBa6apa 

目 次

はじめに……...・H ・H ・H ・-……………………………………………………一………...・H ・-… 149

I ソビエト学校における生徒自治の模索・H ・H ・..…………………ー……・・…ー………… 150

1. ソビエト学校への生徒自治導入の最初の試み…………………・…H ・H ・-………… 150

2. 統一労働学校令，基本原員IJにおける生徒自治の規定.....・ H ・………………………… 152

3. ソビエト学校での生徒自治の模索・実践……ー…...・H ・.....…ー・…………・……… 152

1)生徒自治にかんする二つの構想.....・H ・...・H ・-一…………・一一……一…………… 152

2)ソビエト学校での生徒自治の実銭一……ー………………-………一・・……… 154

n ソビエト学校における生徒自治の f宣言Jと到達点'..・H ・..…...・H ・..…...・H ・.....・H ・...159

1. 国家学術会議教育科学局「学校自治iとかんするテーゼjの作成・....一…・・……...159

2. ソビエト学校における「テーゼj以降の生徒自治の状態…………...……・・…… ..161

結びにかえて・H ・H ・…………………………・…………………………………………・…一 163

はじめに

わが国のみならず，ソビエトの言11育論，生徒自治論については，マカーレンコ (A.C. MaKa叩

peHKO)のコローニャ，コムーナにおける実践・理論が遍く知られている lio さらにクループス

カヤ(H. K. KpyrrcKa冗)の説育論，生徒自治論，ピオネールの活動も紹介されている。ソビ

エトでのこれらの実践は，世界中に大きな感動を呼びおこし，それに「学んJで訓育論を構築し，

実践に役立てようと考えた教育者は数多い。マカーレンコの理論，実銭は，自治的な集屈の形成

において普遜的な価値を有するものであろうが，当時の社会状況，政治体制等に規定されて成立

したものである以上， r学ぶJ場合にはそれらを検討する乙とが前提となる。

クループスカヤは、児童および生徒の庄倒的多数を教育していた統一労働学校の初等科，中

科における実接について数多くの言及をおこなっている。しかしながら，わが閣において，乙れ

らの統一労働学校における訓育の理論と実接については若子の翻訳と研究があるのみである 2'。

その研究もクループスカヤの思想・理論を中心に叙述したものであって、ソビエトにおいて彼女

の思想・理論がその通りに実現されたのかどうなのかにはまったく答えてはくれない。クループ



150 教育学部紀要望 第46号

スカヤの思強・理論が如何なる現実において形成され，また実践の中で再吟味されたのかをこそ

検討する乙とが今日の訴脊論研究には不可欠と恩われる。

本稿は，ソビエト学校初鶏の訓育理論の形成がどのような歴史的現実の中からお乙ってきたの

かを，生徒自治の形成を中心に考察する。生徒自治の形成は，統一労働学校以外の教育施設での

解明が進んでいるものの，統一労働学校においてはほとんど知られていない状況である。統一労

働学校を含めて生徒自治を考察することが課題となる。

今日のわが閣の学校における生活指導や生徒自治について考察する際にも，社会体制の異なる

ソピエトの生徒自治を，その臆史的規定性のもとで解明する乙とは意義ある乙とであろう。今後，

統一労働学校における説育の実践と理論の系統的解明そ蓄積する乙とによって，マカーレンコの

校外教育施設での詔l情，実接と理論を土台として構築された全生研の「築関づくり jの理論体系

に対し，間接的ながら，将来，新たな視点を提起しうるであろう。

設

1) rマカレンコ全集J，第 1-8巻，明治図書， 1964-1965年。

ソビエト教育学研究会綴訳， rマカレンコ研究J，第 1-2巻，明治図書書，1965年。

矢川徳光訳， r集団主義と教育学上世界教育学選集第 3巻，明治図書， 1960年。

藤井敏彦， rマカレンコーー集陸主義教育のパイオニア一一J，r現代iζ生きる教脊思想、J6一一ロシ

ア・ソビエトー-，t!ょうせい， 1981年。

2) rクルプスカヤ選集JI，第 1-10巻，明治関警， 1969-1978年。

勝田昌二訳， r国民教育論JI，tを界教育学選集第 5巻，明治図書， 1969年。

伊集院俊媛， rクループスカヤの旅JI，新読書社，1979年。

村山士郎， rロシア革命と教育改革上労働旬報社，1980年。

I ソピエト学校における生徒自治の模索

1. ソビエト学校への生徒自治導入の最初の試み

専制下のロシアの学校では，生徒たちは，評点，競争等により，互いに嫉妬心や虚栄心をつの

らせ，パラパラにさせられ，仲間たちからひき離させられていた U 。乙のような学校，生徒の状

態の中で，教育界では自治教育論の支持者たちが雑誌『自由教育J ，ζ結集し，専制の教苦手，学

校を厳しく批判していた。 r自由教育J誌は，西欧諸閣やアメリカ合衆国の教育理論・実践を積

極的に翻訳，紹介しており，生徒自治や兜意裁判についても言及している。

しかしながら，当時の学校では，学校の各構成員が自らの手で学校，学級の管環・運営問題を

処理し，生徒もその必須部分としてそれらに関与するというレベルの生徒自治は，実現するはず

もなかった。 1905年からの第一次ロシア革命の遺産としての学生・生徒の「自由jなサークル組

織，または学校規律の維持を自的とした種々の生徒集団のみが存在していた 3)言11育論の主要な

契機として，学校自治および生徒自治を定立させ，実践してゆくには，十月革命を待たねばなら

なカ〉っfこ。

革命の翌年の1918年には，生徒自治を論じた著作が出版されたが，クループスカヤは，それ

らが新しいソビエトの学校には馴染まないものであると断定し，厳しい批判を展開した。批判

の対象となったものは，イリイン， r労働学校における生徒の自治J ( H. H. I1JIbHH， CaMか

yrrpaBJIeHHe y'IaIUHXC兎 BTPY.llOBO益IlIKOJIe，M.， 1918 r. とコノレニーロフ， r生徒共和睦憲法』

( H. K. KOPHHJIOB， KOHCTIlTyu:mI pecrry6JIHKH y四 IUHXClI， M.， 1918 r. )である。
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クループスカヤは，イリインの著欝に対する書評の中で，この著書は「規律の確立という視点

から， r市民』教育の視点から，学校自治の効用について述べている。そして， ζ の点では，か

れはブ、ノレジョア教育学者たちが語っている ζ とそ繰り返しているにすぎないJ4'と述べ，そして

「労働学校における自治について語る場合には，その労働学校の制度がどのようなものであるか，

またその制度から学校の社会生活のどのような形態が生まれてくるかを示さなくてはならないの

であったJ5) と結論づけた。

乙乙で，クループスカヤは，酉ヨーロッパやアメリカ合衆国などの資本主義諸国において行な

われている「憲法ゴッコJや「裁判コーッコjなどが，政治的平等の外見によって経済的不平等を

つつみかくしている fフ守ルジョア共和国J，ζ対する畏敬の感情を子どもたちの中に育成するもの

であり，それらの本質は常に規律の維持を毘的としている乙とにあると指摘した。それに対して

労働学校においては，労働活動を通じて物を管理する能力が育ち，集団的に作業する ζ とを覚え，

そして学校生活を組織することができるという皇室望を述べている。クループスカヤは，新しい学

校への自治の導入は，イリインのように， r憲法Jの作成， r共和国大統領jの権離の規定から

はじめるのではなく，子どもたちの集団的活動から組織化がお ζ り， r憲法Jが作成されるよう

にしなくてはならないとしたのである。

コルニーロフの F生徒共和国憲法』について，クループスカヤは，著者が青年を「議会主義的

共和国J6'の精神で教育することを;意図していると述べ，彼の思想は何も新しいものではないと

した。 18世紀中葉にスイスでマルチン・プランタが提起した「学校共和国jの思想の域を出るも

のではないとしたのである。

コjレニーロフの見解の概要は以下のとおりである。

彼は，ロシアの旧制度の学校を厳しく批判し，そのもっとも苔定的な揺を生徒の完全な無権利，

自己活動・創意性の抑圧とみた。それ故，生徒に広範な自己活動を許可すること，市民的自

識，社会的感性を発展させる乙とを要求した。そして，乙れらを麓得する最良の方法として生徒

による独自の自治の組織，および国家管理に近い鴎式によってたてられた学校集団の組織がある。

その図式に従えば，クラスは自治の単位，自治列、同:あり，小さな共和国であり，学校全体はこれ

らの自治州の連邦，共和田連邦である。乙の共和国連邦l乙入っている全てのメンバーは，年齢に

関係なく，52全なる平等と全ての自由を行使することができる。

そこには議会と，それに責任をもっ内閣，およびそれから独立している裁判所がある。学校自

治の憲法にそこから多くの条文が採用される現代国家の進歩的な憲法の本質を，うまく獲得する

ために，会生徒によって選出される憲法制定議会によって，乙の学校憲法が採択される。憲法の

採択， r生徒の権利の宣言jの作成公布後，憲法制定議会は解散し，議会の選挙が行なわれ，

内閣が発足し，裁判官が選出される。

生徒共和国憲法は， 4部46条から成っている。第 l部一一政治形態について，第 2部一一学

校権力について(立法権，行政権，可法権から成る)，第 3部一一クラス自治について，第 4部

一一憲法改正について，である"。

ζのコノレニーロフの自治論，図式は，当時もっとも進歩的な政治制度をもった国とみなされて

いたアメリカ合衆E惑を範としていたのである。クループスカヤは，アメリカの倒すべてが模倣に

値するものではなく， ζの図式は「現体制に忠実な市民を育成するJ6'必要から学校に導入され

たものであるとみなしていた。問題は，乙の図式がヨーロッパの多くの学校で導入されている規

律維持のための自治，またはアメリカでの現体制iζ忠実な市民の育成のための自治というレベル
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を打ち破るものとなっているかどうかという点にあるだろう。

コルニーロフの母式は，第 1!ζ，選出された生徒一一リーター一層のための自治であり，リーダ一

層と一般の生徒との業離，反日がおこり，偲人主義的な競争原理を排除できない。第 2!ζ ，学校

裁判，警察制度の導入により生徒の過失等に対し非同志的な対応、を行なう危慎を払拭できない。

第31ζ，全体にかかわる乙とであるが，自治のあり方，形態を論じる場合，学校における生徒の

活動や課題，生活の必要から，即ち，何よりも詰11脊内容とかかわって論じられなければならない

のに，生徒自治の方法や形態のみを切り離して論じられている ζ とである。コ Jレニーロフの構想

は，乙れらの当然普及があって然るべき問題に触れずに，アメリカ型の自治の形態の無批判的導

入を試みたものであり，クループスカヤによる f模倣j の批判は当然であった。

ソビエト政権下で最初に現われた生徒自治論は，かくてクループスカヤによって新しい労働学

校には馴染まず，導入する乙とができないと退けられたのである。しかし，批判を加えたクルー

プスカヤやソビエト政権の教育学者の側も生徒自治についての体系的な提起をおこなう乙とがで

きたわけで1まなかった 9)。

2. 統一労働学校令・基本渡期における生徒闘治の規定

ソビエト政府は，政権護得後，臨時数府が実施してこなかった教育の民主主義的な諸方策 10)を，

連続して法制化，実行してきた。それらを包摂し，社会主義にふさわしい学校体系を構想したも

のが， 1918年10月16日公布の f統一労働学校令J(以下， r学校令Jとする)， r統一労働学校基

本原則J(以下， r基本隊則Jとする)であった。学校自治にかんして， r学校令jは，第 4章

f統一労働学校の自治の基本原即j第26条-32条において，学校集団，学校ソビエトの構成，権

限等について競定している。それによれば，学校集団は当該の学校のすべての生徒とすべての学

校勤務員から成り立ち，学校自治の責任機関である学校ソビエトの構成の中K，学校勤務員のy4

の定員でI識以上の上級学年の代表が入る11)乙とは明示されているものの，生徒自治については

これより他に言及がない。

f基本原員IJJでは，生徒自治は 3つの要素にわけられている。第 1は， r学校令Jの規定にし

たがって，生徒たちが学校指導会議12)Iζ参加する乙とである。第 2は，乙の生徒自治は純粋に生

徒たちのグループによる自治である。学級にしろ，他のし、かなる生徒集団にしろ，全大衆によっ

て自治がおこなわれなければならず，そのためには数多くの織務が定められる必要がある。そし

て，その職務は一定期聞にわたらねばならず，職務の交替は順番か，クジによるかにしておこな

われなければならなし、。第 3は，あらゆる種競の団体を組織する際には，それが恒常的なもので

あれ，完全な自由が生徒たちに与えられなければならなしい:

「基本原良IJJは， r学校令JIζ比べると生徒自治の特徴づけをおこなっていたものの，その組

織形態などについては実践が存在していなかった以上，明確な規定をお乙ない得なかった HJO

「学校令J，r基本原則Jにしたがって，この後，種々の教育施設で生徒自治の多様な実接がとり

組まれるのである。

3. ソビエト学校での生徒良治の模索・実践

1) 生徒自治にかんするニつの構想、

「学校令J以後，生徒自治の理論化がなされなかった乙ともあり，各地方，学校ごとに様々な

型の生徒自治が試行されていた。それらの中で，一方で学校の管理・運営をほとんど生徒自身の
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権限でお乙なおうとする見解と，他方で学校ソビエトの生徒参加をも否定する両極の見解があら

われてきた。

前者は，E当時，コストロマ市の国民教育部長，ついでコストロマ県国民教湾部長になったネフ

スキー(B.A.託eBC開設)の見解である。ネフスキーは， 1919-1920年のコストロマでの経

験から，著書 f労働青年の学校一クラブJl15
1
(1920年利U)をあらわし，生徒自治案を提起した。

中等科学校は，急速に崩壊してゆき，生徒たちはほとんど授業に出席せず，投機行為にはしり，

無頼漢になっていた。そして学校では，規律はまったく存哀していなかった。学校の崩壊の主要

な原困は，学校に自治が存在しないことにあり，その元闘は不完全な f学校令Jを作成した教育

人民委員部である。

学校の管理・運営にしても「学校令jではすべて教育者の掌中lζ学校を置いている。学校の運

営活動，上級機関とのすべての交渉，内部規俸の制定，教科フ。ランの作成，生徒の知識の到達度

を調べる方法の確定，生徒の進級・休息，生徒に対する制裁措置等が，以前のように教育者の手

l乙握られているままである。これらの仕事のかなりの部分を，教育者から成り立っている学校ソ

ビエトの幹部会がお ζ ない，その他の部分を，学校ソビエトから選出され，例外的に生徒と労働

住民の代表が入りうる各穣委員会が担当するが，学校ソピエトはまれにしか関かれないし，各種

委員会は，通常，まったく開かれていない。

このような状抗にあるため，生徒の自己活動と創造的活動のための場は，まったく残っていな

い。生徒たちは，学校の生活にまったく興味をもたず，管理されていて，学校の活動にいかなる

責任をも負っていない。カソー(江.A. Kacco )教育相の時代の中等学校の生徒でさえも，今

日よりかなり多くの自己活動があった。

乙のように述べた後で，彼は他人の援助をまったく受けることなしに，現実に組織され，最大

眼の岳己活動，創造性，組織能力をもって生活にたちむかい，世間lζ勝利者として登場するため

に，生徒たちは学校において組織される乙とがいっそう重要であるとし，そのために生徒たちは

学校で自ら，自己の会生活を組織しなければならないと述べた。

さらに，生活には「教師jがいない，それ放，学校にも「教師jがいてはならず，学校組織の

全生活を生徒自身で管理する必要があるとした。しかし，教師の中から助言者を生徒が選び，何

か解決できないような問題がおこった時に，彼らの助言を受ける乙とをも考えている。そして教

師は生徒たちによって選び出され，信頼に値しない教師は，ただちに学技を離れる ζ ととされ

た。 r学校令jではあらゆる罷則が禁止されているが，実社会ではそれは存在しており，学校で

は罰則があるべきであり，それが教師の手から生徒自身の手iζ移されねばならないと彼は主張し

た016

ネフスキーの提起は，後のソビエト学校の生徒自治のあり方からは，大きく来離しているが，

そのすべてが否定されるべきものとみなされたわけで、はなかった。ロシア共産党(ボ)中央委員

会組織局の決定を受けて，教育人民委員のノレナチヤールスキー( A.B.瓦抑制apcKHii:)が，地

方の党組織とソビエト機関の活動に援助，指導を与えるために1919年の春にコストロマとヤロス

ラーヴリに派遣されてきた。

コストロマでは， I日学授の解体と新しい社会主義的労働学校の創造を求める「学校革命Jが進

行していた。その原動力となっていたのは中等科学校の生徒たちであったが，彼らはクラス制度

を廃止しグループ制度に移行すること，さらに現行の教鱒の改選等を要求してその要望を国民教

育部iζ送付した。そして、彼らは学校を現実にクラブに変えていった。ネフスキーの指導する国
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員教育部は，そのような改革をのぞまない者たちと彼らとの中間的立場をとり，妥協案を提起し

た。急激な改革をのぞまない者たちはそれを指否した。クラス制度のグルーフ。制度への移行，生

徒集団の権限の拡大が実現し，改事者グループの主張が通ったのである。

コストロマにおける ζのような f学校革命jの状況を紹介した通信(1919年 6月)の中で，ル

ナチヤールスキーは，乙れらの改革者たちのイニシアチブによって創設された学校ーコムーナに

ついて喜びをもってふれている。彼はこの学校を二度訪問していて，その印象について，少年と

少女たちが並々ならぬ熱意をもって学校建設にとりくんでおり，そして彼らがほとんどまったく

独力で、夕、、ループの授業の要目を国民教育部の一定の援助をうけて作成し，さらに約30名の教師の

選定をもおこなったので、あると述べている。

また，コストロマでのこのような運動が成功・発展するだけでなく，飽の都市にも早急に広が

る乙とをも心から希望していると述べた lil。ζζで， )レナチャ-)レスキーが評価した乙とは， 1日

学校を解体し，新しい社会主義的な労働学校を創造するにあたって，生徒自身がその単なる参加

者であるにとどまらずグ組織者，管理者として学校建設を実施しfこζ とに他ならないのである。

ネフスキーの生徒自治構想と正反対の位霞にあるのが，ペトログラード県国民教育部社会教育

局付属学校自治委員会の見解である。委員会は，学校ソビエトに生徒を参加させることに反対を

していた。反対理由は 2つあった。第 Iの反対理由は心E理学的な判断である。学校ソビエトでは

震大な教育学的な諸問題が審議される。年少者にとって理解しがたいような問題状況の中に彼ら

を参加させることは，結果として彼らの精神的能力の過度の緊張と興奮をひきおこす。つまり，

多くの部育・教脊問題についての論議は，性的成熟期にある年少者の不安定な心理lζ，病的な興

奮という形で影響を与えるものであり，それ故，教育者と生徒との重々しい共同活動は，原理的

に有害であり，かっ実擦的にも実現し難いとみなされなければならないというものである。

第 2の反対理由は，法的な判断である。年少者は法律的には責任を負う乙とのない者である。

彼らは，自己の行為や決定には市民的な点で未熟な者であるとして責任を負うことができないの

であり，自己の行為に責任を負う，施設の運命に影響を与える重要な機関のメンバーであっては

ならないのである。そして彼らは，正しい審議のための十分な資料をもってはいないので，暗示

にかかりやすく，彼らの決定は施設の生活と活動に損害を与えることになるのである恥。以上が

反対理由であった。

学校ソビエトの生徒の参加を以上の 2つの理由によって否定した委員会の克解は， r学校令J

で規定された12歳以上の生徒代表(学校勤務員の%の定数)という条項が有している精神(一定

の年齢以上の生徒の自治能力の確信，信頼，そして学校経営・運営は全構成員の意志が反映する

形態でおζなう)をまったく理解していないものであった。

1919-20年のコストロマとレニングラードの生徒自治構想について，特徴的な見解として紹介

してきたが， ζの他にも，学校や地方ごとに多様な形態の生徒自治が実践されていた。次lζ1920

年代初期の生徒自治の実銭について検討する。

2) ソビエト学校での生徒自治の実践
※※ 

ζζ では，学校コムーナと児童コローニャの生徒自治の実践を分析する中で，生徒自治の具体

的な形成過程と到達点を明らかにする。第 1，ま，レペシンスキー名称教育人民委員部学校コムー

ナ(中等科)の実践である。学校コムーナは， 1918年秋，モギリョーフ県内のロガチェフスク郡

リトヴィノーヴィチ村に創設された111919年秋にモスクワに移転し，1920年夏のウスペンスコ

エ村(モスクワから35kmの距離)の国営農場『赤い事原』での労働活動，周年冬のプレチスチェ
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ンスク沿岸のヴチコーフ男爵の織物工場(徒歩で 4-5分)での労働活動の龍始をともなって，

学校コムーナとしての活動を本格的に罷始したのである 20)

※学校コムーナは，統一学校令によって1918年iζ創設された実験的な教育施設で，新しい教育学と労働

学校を実践的iζ研究する目的をもっていた。学校コムーナは，普通教育学校と付設の寄積舎とから成っ

ていた。ふつうの授業の他IC，学校コムーナの生徒たちは，作業場や農場の生産的労働に参加した

(ソビエト教育科学アカデミヤ版，ソビエト教育学研究会編訳 『ソビエト教育科学辞典J，明治図書，

1963年， 120ページ参照)。

※※兇重量コローニャは，閉鎖裂の教育施設であり，それには1)教育の特殊な諸条件と特別の教育学的日

諜を必要とする浮浪兇や少年少女のためのもの(児蒙教育コローニャ)と， 2)未成年の法律違反者

のためのもの(児童量労働コローニャ)とがある。児童きコローニャは，国内戦の時期f[発生し，児童震の

浮浪を絶滅する運動で大きな役割を果した(向上，132ページ参照)。

乙の学校コムーナの生徒自治の歴史は 3つに分けることができる。第 1，ま，モスクワに移転し

た1919年秋から1921年夏までの時期である。 1919年秋以降の活動の核になったのは，それ以前の

学校コムーナの建設活動を担っていた中等科に進んだ約20名の生能逮であった。彼らは，学校コ

ムーナの暖房装置や下水道の修理，裁縫などの仕事を入学の時からお ζ ない，それらを分担する

朝会(総会)を経験していた。そのような彼らのイニシアチブの下で，生徒の入学，部麗配置，

経営，生活規律等の問題 211i乙，総勢70名の生徒がとりくんだ o

生活を正しく組織するために，総会で 5名から成る執行委員会が，生徒たちによって選出され

た。その活動は 5部門iζ分れ，それぞれの長には各執行委員がなった。各部門委員会の任務は以

下のとおりである。

①労働委員会一一各々 5-6名から成るアjレテリ(共同の目的の為lζ組織される集団)に生徒を

密己龍し，ア jレテリは調理補助，配膳，燃料，連絡，清掃の仕事を受けもつ。

@衛生委員会一一衛生問題全般について各アルテりを指導する。

@学習統計委員会一一各アlレテりの学業の状態を把握する。

④政治教育委員会一一自己教育と政治教育サークノレについて担当する。

@書記一一執行委員会と総会の議事を進行する。

このような活動を指揮する執行委員会に，はじめの何カ月かは職員(成人)の中から 1名が加

わった。生徒たちの%が新しく入って来た者たちであったが， 1921年の 1月までには，一定程度

の課題については自主的に遂行することができると判断され，執行委員会は生徒たちからのみ成

り立つ機関になった。さらに展覧会の組織，夏のウスペンスコエへの移動，じゃがいもの植えつ

け等について，生徒たちは活発な組織活動を自分たちで行なうことができる ζ とを示したごζの

段階では，生徒自身による組織活動の発展がみられるのであるが，し、まだ執行委員と各委員会の

メンバ一等の指導震の生徒自治にとどまっていたのである。

第 2，ま， 1921年秋から1922年夏までの時期である。すべての生徒を学校コムーナの生活の全側

面に引き入れるということから，執行委員会にかわり， 1人の教師を加えた組織委員会が創出さ

れた。組織委員会は以下の 3部門から成り立っている。

①経営部門一一食糧・物資の貯蔵，設備，書類，修理，媛房等を管理する。生徒は ζれらの各仕

事に携わる勤務員の祷佐として「主任jになる。
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@学習部門一一授業，その出席，時間割，遠足，作業場・工場での労働，教室と実験室の管浬等

を受けもつ。

@社会部門一一クラブ，サークル，祝賀会，労働委員会，衛生等を管理する。

ζの3部門にわたって「主任jが存在し，ほぼ半数の生徒が「主任jになったのであるが，扱

いにくさ，可動性の欠如のため，組織委員会は縮小されて可動性のある集団にかわっていった 2410

ζ の時期の特徴は，学校コムーナの生活への生徒たちの参加をいっそう強悶にさせる中で，

徒たちの自治意識を高めようとした乙とにあるだろう。

第 3は， 1922年秋以棒の時期である。乙の時期は，学校コムーナの裂が寄宿生だけであったの

が通学生をも含んだものに変わった時期であり，生徒数の増加(寄宿生60名余，通学生80名)と

もあいまって，自治形態が改善された時期でもある。組織委員会は 5名から成り立ち，①学習部

門，@経営部門，③学術一社会部門，④寄宿部門，@書記を統轄した。 ζの他lζ労働委員会，登

録参与会，援新関編集局がある 25)。

ζの時期は，第 2期の組織委員会の非可動性を払拭し，学校コムーナの全生活i乙対応して生徒

を組織した生徒自治を発展させたのであった。

乙の学校コムーナにおける生徒自治の到達点を確認しておこう o 第 1!ζ，生徒たちがその必要

性を呉体的に認識することができるような岳襟，すなわち，ここでは学校コムーナの生活から要

求される呂襟，任務が設定される場合!<::.，生徒組織が活性化する。第 2!ζ，第 l期において，執

行委員会に当初教訴が入り，活動を方舟づけ，援助を与えたように，教師の指導性が重要になって

くる。生徒集団の自治能力の程度に応じて，課題，任務等を教師が，セーブすることが必要とな

るのである。第 3!乙，第 lの点とも関連するのであるが，生徒たちの学校建設への直接的参加が

強まり，彼らが自らを建設者と感じる時，生徒組織はより強簡なものになってゆく。実擦に，学

校ソビエトには，組織委員会のすべてのメンバー，コムソモール細胞ビューローのメンバー，総

会からの代表者2名が入るが，それ以外にも希望者は審議権をもって参加する ζ とができ，各種

委員会にも参加することができる昨体制をとって，自治意識の発展がめざされていた。

次lζヴォローネシ県の児童コローニャの児童自治について検討してみよう。 1921年に製糖労働

者の発;意によって創設されたコローニャは， 2つの部屋，50の寝台，50の深皿を受けとっただけ

で， 48人の孤児たちと活動をはじめなければならなかった。コローニャの創設者逮は，児童量自治

が生き生きと発展する為に必要な前提を，1)子どもについての教育学的知識， 2)子どもと教

師との間の相互の十分な信頼の雰館気， 3)集団によってたてられた目的に子どもたちの利害が

一致する ζ と， 4)学校の生産的労働 27!と考えていた。

最初の日から，教師と子どもたちは，彼らの活路が生産的労働にしかなく，学ぶのはその後で，

今は fコロ…ニャjを建設することが必要であることを理解した。彼らは共に建設し，共に悩み，

共にその成果を喜んだ。このような労働環境，子どもとの共同の活動，存続のためのたたかいの

中で，自治，棺互の信頼の要素，利害の一致，真の生活との結合も生まれ，鍛えられたのである o

そして自治は労働アルテリの総会からはじまり，学校の建設，強化の活動を彼ら独力でお ζ なう

過程で発展していった o

1923年の春の段階でのコローニャにおける自治の形態は， 1人の子どもの入学に即してみると

以下のようになる。 8歳でコローニャ lζ入学した子どもは，集聞に対して義務をひきうける。そ

の義務は非常に簡単なものであり，寝台の清掃，タオルや石けんの保存などである。それらは偶

人の持ちものではなく，集団によって子どもたちに委託された共向のものとして大切にしなけれ
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ばならない乙と，などのような一連の習慣形成が ζ こでおこなわれる。

10-12歳の年齢の子どもは，クラスと食堂の当直の義務を負い，総会lζ参加し，仲間の小さな

問題を検討するために，グループ車服設をもっ乙とができる。 12-14歳の年齢の者は，種々の経営

組織に積極的に参加し，年長者の仲間のもっとも近い補佐であり，代理である。 14歳以上の者は，

集団lζ対して十分な意識をもって課題をあつかう能力，発達，自己規律性を示したならば， r年
長者JIζ任命され，様々な部門の誼接的管理を順番におこなう。

乙のシェーマが，閤定的なものでなく，生活そのものの変動する諸要求や子どもたちの自己意

識の発展ICrr;;じて，可変的である ζ とが考慮されている却。

乙の児童コローニャの見童自治の実践については，いくつかの興味深い指摘がおこなわれてき

た。第 1は，児童自治，自治組織のないと ζ ろには，生き生きとした学習一部育活動も，創造的

な教育思想の探究iζ重要な動機もありえないという ζ とであるか。

第 2は， r悶志裁判」についてである。コローニャの経験では，仲間による道徳上の判決をお

乙なう乙とは有効であるが，子どもの過失を審議する際には集団以外で行なう乙とは許されず，

個々の子どもに対して制裁によって影響を与える場合には集団を通してのみそれを行なし、加、，儒

別的l乙行なってはならないという乙とである。そして制裁措置は1)グループ会議での同志的な

叱責， 2)総会での同志的叱責， 3)機関紙に掲載することによる同志的叱責， 4)様々な期間

内でのボイコット，であった 310

クループスカヤは，このコローニャの指導者であるクロット( E. KJIo)(T )が必要と認めて

いる「陪志裁判」について，それが一定の条件の下でだけ許されると述べている。そして，フソレ

ジョア的モラルや，子どもたちにとって内的なつながりがなく，理解されないような学校規律が，

守られるべき基準として子どもたちにおしつけられるのか，あるいは，友好や集盟主義の要求の

意識が規準となるかが，そこでは重要である恥と彼女は指掃したのである。

さらに，クロットは教師が罪の審判者になってはならないこのをも述べている。彼の考えでは，

教陣は鋭敏な心理学者ではなく，懲罰機能を果すのにもっともふさわしむ、者ではないというので

ある。

第 3は，恐怖ζそ悪しき教育者であるはという ζと。恐怖や規則ではなく，自己規律が重要な

のである。集罰l乙対する義務意識，責任感が強い場合には，子どもたちは集鵠の利害という観点

から，各々の行為の結果を晃通すことに慣れているので，集団に損失を与える言動をとらなくな

るのである。

設

1) H. K. KpyrrcKalI，“CaMoy6H誼CTBacpe耳目 yqall¥HXClI H cB060.l¥HalI Tpy且OB銅山印刷，"IIe且 COq.，

T. 1， M.， 1957 r.， c. 139. 

矢川徳光訳， r生徒の自治と集団主義J，クルプスカヤ選集第 1送，明治図書， 1969年， 20-21ページ。

翻訳のあるものについては，乙のようにその箆所を示す ζ とにする。しかし，改訳部分もある。

2) r自由教育J (CB060.l¥HOe Bocrr詰T総括e)誌は，トノレストイ(JI. H. TOJICTOII )の後継者とみなされ

ていたコツレブノーフ・パサードフ(H. H. rop6y証oB-IToca且OB)を編集長として， 1907年から1918年

まで発行された (}918年からは誌名が変更になった)。

3) H. K. Kpyrrc槌lI，“瓦eTCKoecaMoyrrpaBJIeHHe B ll¥KOJIeぺITe.l¥. COq.， T. 3， M.， 1959 r.， C.， 432. 

矢)11訳，56ページ(矢川徳光訳， r生徒の自治と集団主義jを以下， ζのように表記する)。
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8) H. K. KpYllcKa5l，“PelleH3H5I. K. KOPHHJIOB， KOHCTHTYlIH5I peClly6JIHKH y可am担XC5I，"c.29. 

9)なお，コノレニーロフは，後lζ国家学術会議(グース)教育科学局のメンバーになり，教授一学習，ilJiI

育理論の研究をおζなった。

10)教育の世俗性，男女共学，教育の地方分権，等にかかわる諸決定。

1 D HapO.llHOe 06pa30BaHHe B CCCP， C60pHHK .lIoKyMeHToB 1917-1973 rr.， M.， 1973 r.， c. 136. 

クループスカヤの訓育理論の研究者コーロトフ (B.M. KOpOTOB)によれば，教育学の文献では f学

校自治Jという術語と岡崎に， r生徒自治J，r生徒(学童)の自治J，r学校の生徒組織j といった術

語が向ーの意味で用いられている(矢)11訳， 168ページ)という。 ζ 乙では，それにしたがいJ学校

自治Jと f生徒自治Jは問ーの内容を指すものとする。

12)乙の学校指導会議(pyKOBo.ll5lmH草COBeTIIIKO品 1)にあたる用語は「学校令jでは見うけられないが，

内容からすれば学校ソビエト(IIIKOJIbHbI員COB巴T)のζ とを指していると考えられる。

13) Hapo瓦Hoe06pa30自aHHeB CCCP， C60予HHK且oKyMeHToB1917…1973 rr.， c. 143. 

14)ソビエト教育史研究の大家であるカラリョーフは， rはじめ，教育人民委員部は，生徒自治の組織的

形態について指示を与えなかったJ (φ ふ KOpOJIeB，UqepKH 1I0 H口OpHHCOBeTCKO員医KOJIbIH lIe.lla-

rorH問 1917-1920rr.， M.， 1958 r.， c.346. )と，乙の時期の乙とについて述べているが，指示を与え

うるような理論的，実践的蓄積はなかったと考えられる。

15) B. A. HeBcKH首， IlIKOJIbI-KJIy6bI TpY.llHmerOCH IOHOIIIeCTBa，担3且・ KOCTpOMCKoro ry60Ho， 1920 r. 

16) C. H. 5eJIoyco百， c.38-40. 

17) A. B. JIYHaqapCKHH，“Hapo且Hoe 06pa30BaHH世話 KOCTpOMe." <<HapO.llHOe lIpOCBemeHHe>> 

(ElKe担e.lleJIbHHK)，M.， 1919 r.， N~39-41 ， c.5. また，1レナチャーノレスキーは，同じ 8月lζ書いたfコ

ストロマ県の児童クラブJ(“)leTcK即日y6bI詰 KOCTPOMCKO首ry6epHHHぺI1e.llarOrHqeCKaH6H白HOTe在a

A.C.JIy狂的apCKH話， M.， 1976 r.)の中で，約8歳からお歳までの少年・少女を統合した裂の児童量ク

ラブを， r今日までわれわれによって達成された最高の裂の学校J (TaM lKe， C. 243. )と評価してい

る。ネフスキーが中等科学校にかえて， r労働青年の学校一クラブJを創設する原型は，乙の児童ク

ラブや成人のためのクラブにあったと考えられる。

18) C. H. 5eJIoycoB， c.40…41. 

19)φ.φ. KOpOJIeB， C. 373. 

20) M.口HCTpaK，“皿豆OJIaHφa6p部 a(qepHoBbleHTom OllbITa II CTylleHH臨KOJIbHO韮 KOMMY詰bI

HapKOMlIpoca)，" <<Ha lIyTHX K HOBO誼IIIKOJIe>>，1922 r.， N~2 ， c. 48-50. 

21) M. I1HCTpaK，“MaTepH制 bI 1I0 caMoyllpaBJI問問 y羽 捌XCH(瓦Ba rO.lla lK耳3HH II…員 cTylleHH

IlIKOJIbHO員K側 MYHbIH. K.口.)，"<<Ha lIyTHX K HOBO誼IIIKOJIの， 1922 r.， N~3， c. 91-92. 

22)φ.φ. KOpOJIeB， C. 377. 
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23) M.I11!仰昌弘“MaTepl!aJlbI no caMoynpaBJleHI!IO yqallUlXCll (瓦BarOlla lKI!3HI! II誼 cTyneHI!

IllKOJlbHOH KOMMYHbI H. K. 11.)"， c. 92-93. 

24) TaM lKe， C. 94-95. 

25) TaM lKe， c.96-97. 

26) TaM耳<e， c.98. 

27) E. KJlOl¥T，“OrrbIT pa3BI!TI!耳 caMoyrrpaBJleHI!5!B瓦EτCKO誼KOJlOHI!I!COぬ3aCaXapHI!KOB"パHarryT5Ix 

K HOBO員lIIKOJle>>，1923 r.， N~7司8. ， c. 162. 

28) TaM lKe， C. 164. 

29) TaM lKe. 

30) TaM lKe， C. 165. 

31) TaM lKe， C. 166. 

32) H. K. KpyrrcKall，“日onOBOl¥Y pyKonl!cl! CTaTbl! E. KJlOl¥Ta <<OnbITa pa3BI!TI!茸 caMoyrrpaBJleHl!llB 

民 TCKO長KO占OHI!I!COI03a CaXapHI!KoB>>，" I1e且.CO可け T.10， c. 156. 

33) E. KJlo瓦T，‘OnbITpa3BI!TI!1l caMoynpaBJleHl!ll B且eTCKoIIKOJlOHI!I! COI03a CaXapHI!KOB，" C‘166. 

証 ソピエト学校における生徒自治の「宣言」と到達点

1. 国家学術会議教育科学局「学校自治にかんするテーゼjの作成

1918年10月の「学校令J以後， 1920年代になっても，生徒自治の形態意義づけは，地域およ

び教育施設によって様々であった。 1920年代に入って，そのような状況を打破し，新しい生徒自

治の理論的構築をお乙なう試みを，教育人民委員部は追求していた。 1921年 7月12臼l乙教育人民

委員部参与会によって採択された「中等科学校生徒組織令J(以下 f組織令J)は，その最初の

試みで=あった。 r組織令Jの生徒自治の目的は，集団主義・社会的創意・積極性の育成，組織者

的カ能の形成であった。 r組織令Jは，生徒自治のあり方における放任主義と自然発生性の克服

という点で前進をもたらすものであったが，学校の内部組織の構造，それらの組織の相互関係，

及び学校に提起されていた学習・百11育的な課題の解決におけるその役割等を明確にするものでは

なかった l'。

革命後から1920年代はじめの生徒臼治のソビエト学校における実践の状況をふまえながら，生

徒自治についての基本的位置づけ，目的，方向を明確にしたものは，グース教育科学局の「学校

自治にかんするテーゼ"J (以下， rテ…ゼJ)である。 rテーゼJは， 1923年 3.Ii Iζ公表され，

13条から成り立っていた。以下，各条項についてみよう."

第 1条は，資本主義諸国の自治の本質についてである。これらの国での「学校への自治の導入

は，教師とクラスの間のたたかいをそらし，教師の権威を高め，規律，教師の指示を遂行する

視機能を子どもたち自身に転嫁し，そうする乙とによって彼らを教師に従属させる ζ とを目的と

しているJと述べ，このタイプの自治のもっとも著名な支持者はスイスのフェルスターであると

した。

第 2条は，アメリカ型の白拾の本震・目的についてである。 fブノレジョア民主主義共和艇がしっ

かりと根づいている諸国(アメリカやスイスのような)Jでは，別のタイプの自治が学校に導入

されていることはまれではなく，乙のタイプの自治は fブルジョア共和国JI乙誠心誠意奉仕する

「市民jを育成することを目的としていると述べている。

第 3条は，ソビエト学校lζ提起される目的と「ブルジョア学校Jのそれとの差異は，自治の形
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態と目的に決定的な影響をもたらすという乙とである。

第 4条は，ソビエト学校の百的は社会の有用な成員(楽天的で縫康で，労働能力があり，社会

的本能にみちあふれ紐織能力があり，自然と社会における自己の位置を理解しており，当面の出

来事を解明できるような)，そして，労働者暗級の理想のための不屈の劉士，共産主義社会の有能

な建設者，を脊成することである。

第 5条は，ソビエト学校の自治を通じて，子どもたちに何を育成するのかということである。

子どもたちを管理する単なる手段として，また現行の国家体制を実践によって学習する方法とし

てではなく，理性的に生活し，労働することを学ぶ手段として自治を位置づけている。

第 6条は，学校における集団的労働の巣す役割についてである。集団的労働が学校の金生活の

生き生きとした精神になっている学校においてのみ，自治も広範に発展するし，もっとも健康で

合目的的な形態をとることができるとされている。労働学校において集閤的労働をおこなう場合，

それを組織し，計繭化するに際しても，共同の審議，共向の努力，分業が必要であり，乙のよう

な過程で自治が鍛えられる乙とになるのである引。幸か不幸かソビエト学校においては，新たな

教育施設の建設が必要とされていたので，労働活動は広範に存在していた。前記の学校コムーナ，

児童コローニャの経験が，このことを示している。

第 7条は，自治の組織化を如何におこなう必要があるのかという乙とについてである。自治の

形態は，外部から郎成の形でもち込まれたり，そして何か不変のものであってはならない。それ

は学校生活の合理的な組織の必要から生まれて乙なければならないし，発展の過程の必要に応じ

てのみできあがってし、かなければならない。

第 8条は，正しくたてられた自治の機能についてである o 正しくたてられた自治は，子どもた

ちが集団的に白的をたて，それを実現するためのもっとも適切で経済的な方法を考える ζ とを助

けるであろうし，あらゆる状況を正しく考慮する乙とを教えるのである。

第 9条は，発展した自治の形態についてである。そこでは，生徒たちの様々なサークルとかグ

ループが自治の担い手とならなければならない。また学校ソビエトへの生徒の参加は是非とも必

要である。あらゆる生徒の自己活動組織が，学校生活，自治に関与し，実質的に槌い手となる乙

とが必要とされているのである。

第10条は，自治における教師の役割についてである。教師の義務は，学校自治の組織化とその

もっとも合理的な実施を援助する乙とにある。その際，教師は，生徒たちに完全な岳主性を与え，

権威によって彼らを抑圧しではならないのである。乙の乙とは，生徒の過失iζ対して，再びそれ

を繰り返さないためにし、かなる手段をもってするかという擦にも，また「間悲裁辛むをおこなう

場合にも，教師の指導性，指導力が震嬰になってくるのである。

第11条は，自治におけるコムソモールの役艶についてである。コムソモー jレの役割は，生徒た

ちの際での共産主義の普及，その隊列に新しいメンバーを加えること，学校を労働青年の運動，

労働者階級の運動と結合させることにある。

第12条は，学校は一つの学校の枠内にとどまるのではなく，他の学校と結合しなければならな

いという乙とである。それが伺らかの社会事業，共同活動，共通な鵠心というようなことの土台

のよに建てられれば，より望ましい。もっとも望ましいのは，工場の学校と農村の学校の相互協

力の確立である。

第13条は，学校とそれをとりまく労働生活との関係についてである。学校は，もっとも近いと
'1Jt;-~ 

ζろにある工場，作業場，閤営農場と緊密に結び、っき，それらの生活になんらかの関与，参加を
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しなければならない。

以上，みてきたように「テーゼj は，もっとも重要な基本命題を鰭潔に述べただけで，生徒自

治の形態について詳細に規定したものではなかった。 iテーゼJを採択した教育科学局は，生徒

自治が学校および地方の現実の要求に応、じて組織されるべきもので，上から定式化されるべきも

のではないと考えていたからこそ縮かな部分まで規定しなかったのであろう 。

ζ の fテーゼJの公表以陣，それぞれの組織は， iテーゼ]をより呉体化する輝定 5)を作成し，

ソビエト型生徒自治の形成は急速に進行したのである。そして，学級内の班の組織，活動と地域

生活との緊密化，学校でのピオネール組織の自治活動への参加 6)などが， iテーゼj公表以後，

学校で定着してゆくのである。

2. ソピニEト学校における「テーゼ」以降の生徒自治の形態

グース教育科学局の「テーゼJが1923年 3月に公表されたが，統一労働学校の初等科及び中等

科における生徒自治は，急速に改良が進むという訳にはし、かなかった。 1923年の統一労働学校の

生徒自治について述べたイェーシポフ(o. ECHIIOB )の論文 f民衆学校の活動概要Jによれば，

「学校自治はあれ乙れの形態でいたるところ(カルムイク州および、アディゲイスキー州のような

地域を除いて)で実現されているが，しかしそれはさしあたり中等科学校においてだけ，いくら

かは 7年制学校において根づいているものの，初等科学校ではごくまれにしかみあたらないJれ

という状況にあった。学校自治の形態として，級長会，生徒会(学年，学校)が若子の場合見う

けられ，諸委員会(経営委員会，衛生委員会等)，サークル(ふつう学術サーク Jレ，および穣々の

芸術サークル)，そして学校ソビエト代表は，ほとんどの場合，存在している。さらに多くの学校

では学校集問の総会がお乙なわれ，乙れらの総会はふつう当該の学校の自治制度における最高機

関である。

乙れらの他i乙，しばしば学校のクラブが見うけられ，槙劇，コンサートが催され，学校機関紙

が発行され，遠出の見学も車邸哉される。しかし，それらがあると乙ろでさえも，すなわち中等科

学校においでさえも，自治は必ずしも f成功した形態JB'をとっているわけではない。教師たち

は，学校iζ追ける自治の導入の意義を正確には理解しておらず，自治は，生徒自身の援助による

学校での規律の纏立，という目的のために，もっぱら植えつけられている。イェーシポフは，そ

ういう教師たちは時ヨーロッパ諸民の学校が歩んでいる道，ソビエト学校とは異なる道にたって

いると断定しQ¥グースの「テーゼJの方向が多難である乙とを示した。

また，各地の統一労働学校における政治教育の実施状況概要の中で，ロパーチナ(C.耳orraT仏

Ha) は，政治教育を行なうにあたって学校での自治の綴織がその基調としての位置を占めること

の重重要性を指摘したが，その自治のあり方が然るべき状態になっていないことに警鐘を乱打して

いる。都市の中等科学校では自治は存夜するが，大多数の場合，自治の思、懇は民衆学校において

「生徒の参加の下での学校管理の思想J111'，ζ歪められ，変質しているというのであるo いくつか

の国民教育部の学校教育担当者たちが，乙の原田を， i新しい教授要目が過大である為に自己組

織や自治を行なう時間がなくなっていることによるjと説明していることに対して，彼女は次の

ように反論している。すなわち問題は，(3治活動の諸影態が生徒から多くの時閣を奪わない程度

にそれらを単純化することを教師たちができなL、からであると 110 彼女の自治認識は，自治なし

では政治教育は成立せず，自治の縮小は旧制度の学校体制への国婦につながるというものであっ

た12
1

。いまだに，自治の組織状況は苦渋にみちたものであった。
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1923-24年度の各県の国民教育部の報告資料J3)をもとにムリーニク(P. MJIHHHK )は，中等

科学校の生徒自治の状況について次のような結論を与えている。生徒自治はし、たると乙ろに存在

するが，あるべき役割を果さず，あるべき意義をもっていない。それはすべて内容なしに陳腐な

生気のない形態に陥っており，その形態において f学校警察JIζ変賢したのである 14)。

1923-24年度の各県の閤民教育部などの資料を基礎にした上述の 3人の統一労働学校における

生徒自治の状況把握は，初等科学校においては自治はほとんどまれにしか見あたらず，中等科学

校では自治はいたるところに存在するものの萌芽的状態であり，グース「テーゼj とは精神にお

いてかなり異なるものになっているという ζ とであった。

1924-25年度には，グースプログラムが生徒自治とともに農村にまでひろまっていき，初等科

学校にも自治組織が形成されていった。 1920年代を通じて，統一労働学校の初等科・中等科iζ生

徒自治が，生徒会，総会，各種委員会，各種サークルの組織という形態で「定着Jするようになっ

てはいたが，それらの機能，あり方は必ずしも賠持されていたようにはならなかった。自治が管

理的な性格を帯びたり，警察的な任務が優位を占めたり，生徒に課せられる任務が形式的なもの

であったりした。例えば，報告書を作る ζ と， r報告Jをきく乙と，代表を fおくるj 乙と，議

事録を編むζと，通知書を作るζ と，生徒会の予算舎を謂べること，出席率の調査をお乙なう乙

と，仕事の計画をたてることなどである。子どもたちは，しばしば，仕事をどのように計画すべ

きかを知らずにおり，諸条件の調査もしないで計画をたてたりなどしていた日 o

1923年のグース「テーゼjによって，生徒自治についての基本的な理論が形成されていたもの

の，現実の学校における生徒自治の実践は，学校における経験の不足や教師の指導性の過小評価

など、のためにそれ以降，試行錯誤を繰り返してゆくのである。
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のと考えられる(KOHcTaHTHHo聞 aKpyrrcKaH，伽6~Horpaφl!H TpYJlOB H ~HTepaTypbI 0 )間3H耳 H且e-

HTe~bHOCTH， M.， 1969 r.， c. 62. )。なお， rテーゼJの全文訳は，矢川徳光訳， r生徒の自治と集団

主義』の133-136ページにあるの

3)集団的労働と自治の問題については，クループスカヤ「学校自治と労働の綴織化J (日目 CO可.， T. 3， 

c.55-60.矢JlI訳，72-78ページ)を参照されたい。

4)クループスカヤは，シェー?を定式化しなかった理由を f万事が官僚主義的な鋳裂に流し乙まれはし

なし、かと心配したからJと述べている。(“()praHl!3aUHOHHoeH BocrrHTaTe~bHoe B~l!lIHHe 際問直bI，"

IIeJl. to'l.， T. 3， c. 334.矢川訳，137ページ。〉

5) コーロトフによれば，以下の規程である。

①コムソモーノレ・モスクワ委員会，モスクワ関民教湾部教授法計画会議裁可， r初等科学校における児

童震の自己紹織及びそれへのどオネーJレの参加にかんする規程J

②レニングラード察国民教育部科学的教授法会議裁可， r農村学校における自治にかんする規程J

③コムソモーノレ・モスクワ委員会，モスクワ溜災教育部裁可， r農民青年学校の生徒自治iとかんする規
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程J

④モスクワ国民教育部，コムソモール・モスクワ委員会裁可， rc農民青年学校〕の生徒会及びその諸委

員会の模範活動フ。ランj

⑤レニングラード県国民教育部裁可， r中等科学校における学校生徒自治にかんする規程J (B.M. Ko-

POTOB， c. 112. ) 

6) H. K. KpYllcKalI，“UpraHH3aUHOHHO巴 HBOCIIHTaTe~bHoe B~聞耳He IllKO~bI" ， c. 334.矢JlI訳，137ページ。

7) C. H. Be~oycoB ， c. 53. 

8) TaM )J{e. 

9) TaM )J{e， c.54. 

10) C. JIollaTH註a，“nO~HTH司ec瓦oe BOCIIHTaHHe H 9~eMeHTbI COUHa~bHoro BOCIIHTaHHlI B IllKO~aX 

PecIIy6~HKH (CBO且 110 瓦aHHbIM HHφopMaUHOHHbIX OT可eToB，IIpOTOKO~OB ry6cもe3且a COBeTOB H 

百ellaror附eCKO員 ~HTepaTypbI Meロ)，"<<HapollHoe百pOCBellleHHe>>，1924 r.， N~ 3(12)， C.， 87. 

11) TaM )J{e. 

12) TaM )J{e. 

13) C. H. Be~oycoB， c. 54-55.サマーラ緊国民教育部は生徒会がその役割を十分理解していない，つまり，

それらの活動がふつう，学校での規則の維持に婚していると強調した。またヴャートカ県臨民教育部

は，中等科学校の自治シェーマが全県的lζ問ーであり，その役君事jは規郎と清潔さの維持iζ帰している

ζとを伝えている。そして，その他の燥でも同様な光景が観察されると報告されている。

14) TaM )J{e， c.55. 

15) H. K. KpYllcKalI，“Upra捌 3aUHoHHoeH BOCIIHTaTe~bHoe B~HlIHHe IllKO~bI，" c. 338.矢川訳， 142ベー

ジ。

結びにかえて

ソビエト学校における生徒自治論の形成は，まず第 1，ζ20世紀初めまでの西ヨーロッパ諸国，

アメリカ合衆国の生徒自治論批判から出発した。子どもたちを教師の補佐として秩序，規律を監

視するための手段や現体制(乙 ζでは「フソレジョア共和国j と呼ばれている)に忠実な「市民J

を育成する手段としてではなく，ソビエト学校において，生徒自治は f理性的に生活し労働する

ことを学ぶJ1 手段であった。

その重要な要素として集団的労働が位讃づけられる。確かに集団的労働を行なう場合l乙，それ

を計画し，作業分担をし，共同の活動を遂行しなければ成立しないものなので，子どもの組織・

管理能力，そして連待感(責任感を通しての)の脊成には有効で、あるだろう。労働は成果や過躍

が具体的、感覚的であるので優れた訴育の手段といえるのである。その例証は学校コムーナやコ

ローニャ lζ見ることができる。しかし，あくまで生徒自治の重要な一要素であることを考慮し，

過大な評価は避けねばならない。

別の重要な要素として，学校における自治機関の組織，それへの参加があげられる。学校ソビ

エトへの参加，サークルの運営などへの積極的な関与が震要である。しかし 1920年代後半に至っ

てもクループスカヤや他の教育者たちが生徒自治のあり方に危機感をもって対処しており，単純

には発展するものではなかった。とはし、え，自分たちの学校，施設を自分たちの;鼠昔、によって連

営してゆく過躍を経ることにより，子どもたちの成長が促され，そして彼らの生き生きとした姿

が1920年代前半に存在したζ とも確かなことである。その際，課題の鮮明さと目的の正しさが子
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どもたちの中で確認されていた乙とは言うまでもない。

1923年のグースの「テーゼJIζ至るまでの状況は，生徒自治における教師の指導性の重要さも

明らかにした。教鯨を一切排除した学校運営， I同志、裁判Jなどは，教舗の関与，指導がなけれ

ば，子どもたち花過剰な負担を強いたり， Iブノレジョア的j とかつて批判してきた西ヨーロッパ

諸国などと同じ地平に衝単に立ってしまったりするものなのである。乙れらの乙とは， Iテーゼj

以絡も問題となってくるのであった。

革命後の政治的，経済的状況が安定してくる過程において，教育は社会主義建設にとってその

重要性をますます増大させてくる。経済建設における教育の役割が重視されてくる中で，学習が

より効率的に，高震なものになるように学校における教育活動が改善されてくる。その乙とは体

制の違いを超えた現象であるのだが，そういった意味でソビエト学校も資本主義の学校と同様な

状況に欝かれてくるのである。

1923年の「テーゼjは，当時の資本主義諸国の奇11育理論の重要な要素としての生徒自治論の本

質を鋭くついたものであるとともに，それまでの実践を踏まえて形成されたものであるo Iテー

ゼJIζ皮映した実践も含めて， 1920:年代前半に形成された生徒自治論は，単なる参加者としてで

はなく組織者として自らを位讃づけ，また集団の中の有機的偉人として意味づけるという ζ とか

らすれば最も民主主義的な理論として近代公教育の継承と指捕する乙とができるであろう。

生徒自治と学習，学校の外での活動および政治(体制)との龍わりの解明は，今後の課題とし

なければならないが，ともあれ， 1920年代前半の生徒自治はその他の部門と閉じように実験であ

り，試行錯誤を繰り返しつつ，まずは f成立Jしたのであった。

註

D “Te3剖ChI0 caMoynpaBJIeHIIII， npll耳珂Thle詰ay可Ho-n巴且aro担司eCKo註CeKUlIe員rYC'a，"c.7. 


