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序章 コルチャックの思想および実践に関する先行研究の成果と本論文の課題 
 
1．はじめに 

本論文はヤヌシュ・コルチャック（本名ヘンルィク・ゴールドシュミット 1878-1942 年）

の教育実践の展開を歴史的に明らかにすることを目的とする。 
ヤヌシュ・コルチャックは、ポーランドがロシア、プロイセン、オーストリアの三国に

よって分割され独立を失っていた時代、ロシア支配下のワルシャワに生まれたユダヤ系ポ

ーランド人 1である。ポーランドの教育学者を代表する一人であり、作家、小児科医、孤

児院の院長、教育家、社会活動家として幅広く活動した。1942 年 8 月、ナチス・ドイツ

によるホロコーストの犠牲となり、院長を務めるユダヤ系の孤児院ドム・シエロット（孤

児の家 1912-1942 年）の子どもたちと共にその生涯を終えた。 
日本においては、コルチャックの著作の翻訳書は極めて稀であるが 2、1990 年以降、伝

記を通して活発に行われた人物紹介や、A.ワイダ監督の映画『コルチャック先生』の公開

により、彼の名が広く知られるようになった 3。また、1989 年に採択された国連子どもの

権利条約に影響を与えた人物としても注目されている 4。このような流れの中で、コルチ

ャックは貧しいユダヤ人の子どもたちに献身し最後まで守り続けた英雄的人物、また子ど

もの権利を主張しそれを実現した偉大な人物というイメージが出来上がった。その一方で

塚本智宏、石川道夫、小田倉泉はコルチャックの著作をもとに、彼の子ども観や子どもの

権利思想、教育思想について明らかにしてきた。しかし、これらの思想の形成や深化に影

響を与えた、またそれを体現する孤児院の教育実践についてはほとんど明らかにされてい

ない。そのため、コルチャックのこれまでのイメージ―貧しいユダヤ人の子どもたちに献

1 19 世紀、ポーランド人との同権を求めるユダヤ人の知識層や富裕層の中から、ポーラ

ンドに同化する人たちが出てきた（フェリクス・ティフ編著／阪東宏訳 2006）。医者であ

る祖父、弁護士である父を持つコルチャックもまたポーランドに同化したユダヤ人であっ

た。 
2 日本で出版公開されているコルチャックの著作の翻訳書は以下のものがある。中村妙子

訳（1988）『子どものための美しい国』晶文社、近藤康子訳（1992）『王さまマチウシⅠ世

‐コルチャック先生のお話』女子パウロ会、近藤康子訳（1993）『もう一度子供になれた

ら』図書出版社、塚本智宏（1993）「子どもの権利の尊重」『季刊教育法』92 号、A.フリ

ットナー／H.ショイアール編・石川道夫訳（1994）「誰が教育者になることができるか」

『教育学的に見ること考えることへの入門』玉川大学出版部、大井数雄訳（2001）『マチ

ウシⅠ世王』影書房、サンドラ・ジョウゼフ編著・津崎哲雄訳（2001）『コルチャック先

生のいのちの言葉』明石書店、塚本智宏（2007）「コルチャック先生の教育者教育・若い

教育者へのメッセージ―著作からの抜粋・論文集」『名寄市立大学紀要』1 号、塚本智宏・

鈴木（大澤）亜里共訳（2008）「教育の瞬間」『名寄市立大学紀要』2 号。 
3 伝記、映画の他、劇団ひまわりによる演劇やテレビ番組、1995 年に発足した日本コル

チャック記念実行委員会（現、日本ヤヌシュ・コルチャック協会）による展示会や講演会、

HP 等を通してコルチャックの名が広く知られるようになった。 
4 1989 年に採択された国連子どもの権利条約の草案をポーランドが国連に提出したとい

う経緯がある。この草案の作成・審議にあたった人権委員会ワーキング・グループの議長

である A.ウォパトカは、コルチャックの影響について言及している（喜多 1993a, 喜多 
1993b）。またユニセフがコルチャックを「子どもの権利の思想の父」としたといわれて

いる（近藤 2005:16）。 
1 

 

                                                   



身し彼らを守り続けた英雄的人物、子どもの権利を主張しそれを実現した偉大な人物とい

うイメージ―に対して、具体的には子どもたちのために何をなし得たのかという実際のと

ころについては証明できずにいる。 
そこで本論文では、孤児院ドム・シエロットにおけるコルチャックの教育実践の展開を

歴史的に明らかにし、先行研究で明らかにされてきた彼の思想が実践の進展に伴ってどの

ように形成され深化したのか、あるいは彼の思想がどのように体現されていたのかを解明

することを目的とする。 
 
2．ポーランドおよび日本のコルチャック研究 
（1）ポーランドにおけるコルチャック研究 

コルチャックがドム・シエロットの子どもおよび職員たちとともに、ホロコーストの犠

牲となった第二次世界大戦が終わってから現在に至るまで、本国ポーランドでは数多くの

研究が行われてきた。戦後は、コルチャックと直接関わりのあった人物を中心に、彼の生

涯や業績に関心を寄せる人たちが伝記等を通してその周知に努めた。しかし社会主義国ポ

ーランドにおけるコルチャックの評価はその時代の社会・政治的影響を強く受けながら、

ある時は偉大な人物として称賛され、またある時は批判にさらされ排斥された（Theiss 
1994）。そのような中で、ユネスコがコルチャック生誕 100 周年にあたる 1978 年をコル

チャック年と定め、国際カレンダーに記録した。これを機にコルチャックに対する関心や

評価は一気に高まり、歴史家や文学者、宗教家、評論家、教育学者など様々な学問分野の

人たちが彼の生涯や業績について研究を始めた。さらに 1989 年にポーランドの社会主義

体制が崩壊し体制が転換された後は、上述したような研究者のみならず、子どもと関わる

仕事に従事する人や大学生など、コルチャックに関心を寄せるより多くの人たちが、彼の

生涯や思想、実践や文学作品などについて研究、報告するようになった。また 1992 年以

降、『コルチャック全集（Janusz Korczak Dzieła）』の編集・出版が開始され、研究環境

が整えられてきたこともこれを後押ししている。では具体的にどのような研究が行われて

きたのだろうか。 
コルチャックに関する研究の中でもっとも多いのは伝記研究である。最初のまとまった

伝記は、1949 年に出版されたモルトコヴィチ・オルチャコーヴァによる『ヤヌシュ・コル

チャック』である（Mortkowicz-Olczakowa 1949）。彼女は、コルチャックの著作のほと

んどを世に出した出版社の娘であり、コルチャックを直接知る人物の一人である。オルチ

ャコーヴァによる伝記はその後何度も再版され、現在においても頻繁に引用されている。

また最新の詳細な伝記としては、オルチャコーヴァの娘であり、劇作家のオルチャク・ロ

ニキエルによる『コルチャック』がある（Olczak-Ronikier 2011）。数多くの伝記の他に、

ファルコフスカは、コルチャックの生涯と教育活動、社会活動、執筆活動の成果を細部に

わたって年代順にまとめた『ヤヌシュ・コルチャックの人生と活動と作品の暦（Kalendarz 
życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka）』を発表した（Falkowska1989）。ま

たドム・シエロットの出身者や元職員、コルチャックの知人・友人らによる回想録『ヤヌ

シュ・コルチャックの回想録（Wspomnienia o Januszu Korczaku）』も出版されている

（Barszczewska, Milewicz 1989）。 
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伝記研究に次いで多いのは、教育家コルチャックに着目した研究である。その中では特

にコルチャックの教育・養育観や子ども観、教師・教育者観、家族観などに関する研究が

多い。これらのほとんどは、コルチャックの著作をもとに彼の思想について論じている 5。

また後に詳しく見ていくが、彼の教育実践に関する研究も少なからず存在する。その他、

コルチャックの思想に基づいて行った自身の実践報告や当時の教育学者―たとえばマカー

レンコやフレネなど―との比較研究なども行われている 6。 
また作家コルチャックの業績に関する研究も多く、それらは彼の児童文学作品―最も頻

繁に取り上げられるのは『王様マチウシ 1 世（Król Maciuś Pierwszy）』―や小説、詩、

脚本などといった著作の特徴や教育的価値、そこに見られる道徳観などについて論じてい

る 7。その他、小児科医コルチャックに着目した研究や彼の宗教性に関する研究などもあ

る 8。 
以上、戦後長年にわたって行われてきた研究の蓄積により、コルチャックの生涯や思想、

業績が明らかにされている。しかし、コルチャック研究の第一人者である A.レヴィンが自

身の研究の集大成ともいえる著書『既知の、そして未知のコルチャック（Korczak znany i 
nieznany）』（1999 年）を通して指摘しているように、まだ明らかにされていない問題が

多数残っている。本論文のテーマである教育実践に関する彼の指摘については本章第 3 節

で述べる。 
 
（2）日本におけるコルチャック研究 

日本で初めてコルチャックという人物について紹介したのは、彼の生涯および児童文学

作品に魅了された劇作家の大井数雄である（大井 1978）。その 10 年後、コルチャックの

代表的な児童文学作品『王様マチウシ 1 世』の翻訳本が出版され（中村 1988）、作家とし

てのコルチャックが日本で知られるようになった。 
1990 年代には、近藤二郎、近藤康子らによる伝記、またアメリカのジャーナリストであ

る J.B.リフトンや、ドイツの児童文学作家である M.ペルツによる伝記の邦訳が出版され、

教育家および孤児院の院長としてのコルチャックに関心が集まった（近藤二郎 1990, 近藤

康子 1995, リフトン 1988, ペルツ 1994）。また 1989 年に採択された国連子どもの権利条

約の成立に影響を与えた人物としても注目され、コルチャックの生涯および思想と子ども

5  Theiss, W.の「ヤヌシュ・コルチャックの賢明な愛の教育学（ Janusza Korczaka 
pedagogika „mądrej miłości”）」（2003 年）や Pindera,M.と Wojciechowski,J.の「ヤヌシ

ュ・コルチャックによる教師―教育者（ Nauczyciel-wychowawca według Janusza 
Korczaka）」（2003 年）などがある。 
6 Lewin, A.の「コルチャックとフレネ―彼らの共通点と相違点は？（Korczak i Freinet-co 
ich łączy, a co różni?）」（1997 年）や『3 人の教育理論家―コルチャック、マカーレンコ、

フレネ（Tryptyk pedagogiczny-Korczak, Makarenko,Freinet）』（1986 年）などがある。  
7 Szymański,M の「王様マチウシ１世について、あるいは民主主義に向けた教育について

（O król Maciusiu Pierwszym albo o wychowaniu ku demokracji）」（2002 年）や Prorok, 
L.の「王様マチウシの長編小説はユートピアか？（Czy saga o Król Maciusiu jest utopia?）」
（1998 年）などがある。 
8 Jaczewski,A.の「医師としてのヤヌシュ・コルチャック（Janusz Korczak jako lekarz）」
（2007 年）や Starczewska, K.の「ヤヌシュ・コルチャックの宗教的意識（Świadomość 
religijna Janusza Korczaka）」（1991 年）などがある。 
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の権利条約との関係に着目した著作が発表された（西井 1991, 樋渡 1994, 新保 1996, 他）。

これらは概して上記の伝記を手がかりに、コルチャックの思想がいかに子どもの権利条約

に反映されているかについて論じている。以上 90 年代を通してコルチャックの伝記が出

版され、それに基づきながら彼の子どもの権利思想に関する研究が行われたが、それらは

コルチャックの著作に直接アプローチしたものではなかった。 
その後 2000 年代には、外国語に翻訳されたコルチャックの著作を通して、彼の思想を

明らかにしようとする研究が出てきた。以下に、主にロシア語の文献をもとに研究を行っ

ている塚本智宏、ドイツ語の文献をもとに行っている石川道夫、英語の文献をもとに行っ

ている小田倉泉が明らかにしてきたコルチャックの思想を概観する。 
 
1）塚本智宏による子ども観および子どもの権利思想に関する研究 

塚本智宏は、主にロシア語に翻訳されたコルチャックの著作をもとに、彼の子ども観や

子どもの権利思想、またこうした思想の歴史的形成過程に注目し研究を進める。 
コルチャックの子ども観について、塚本は、子どもはすでに人間であり、それ自体尊重

に値する存在であること、しかし大人とは質の異なる人間であるため、私たち大人は子ど

もを知らないということ、それゆえ観察によって子どもの世界を探求することが必要だと

考えていたことを挙げる（塚本 2004, 2006b, 2007b, 2011）。塚本は、子どもはすでに人間

である―ここには尊重されてしかるべきとの意味を含むとする―という思想の形成につい

て明らかにする中で、この認識はコルチャックの子ども観において「最も重要なテーゼ」

であり、その後も、「彼の思想のほぼ中心に位置し続け」、「新たな思想・概念を伴いながら

深化、拡張させられていく」と指摘する（塚本 2011:36-37）。そして、この子どもの中に

“人間”を見るというコルチャックの態度は、スペンサーやペスタロッチ、フレーベルと

いった先行する教育家たちから学び、継承したものであり、当時の新教育の流れに沿った

ものであったと述べる（塚本 2011:37-38）。しかし、例えばルソーのように子どものなか

に子どもを見るのではなく、人間を見ていた点にコルチャックの独自性があったと分析す

る（塚本 2011:40）。 
コルチャックの子どもの権利思想については、「自由のマグナカルタ」と呼ばれる三つ

の基本的な子どもの権利―「子どもの死に対する権利」、「今日という日に対する子どもの

権利」、「子どもがあるがままで存在する権利」―に着目し、これを「大人と子どもの関係

において深く考えぬかれた“子どもの権利”論」であり、コルチャックの子どもの「権利

思想を支える際の重要な源泉」であり、そして「子どもの生、生活、一生の様々な場面に

おいてそこなわれている“子どもの権利”のもっとも核心的な部分」であると指摘してい

る（塚本 2004:62）。塚本は、この三つの基本的な権利の他に、ドム・シエロットにおける

教育実践と観察に裏付けられた子どもの主体的な権利の保障をコルチャックは大人（社会）

に要求しているとする（塚本 2004:72-75）。そして以上にあげた権利を含め、コルチャッ

クが子どもの権利として主張したものをリストに整理している（塚本 2008-2010,2018）。 
 
2）石川道夫による教育思想研究 
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石川道夫は、ドイツ語に翻訳されたコルチャックの著作や、ドイツのコルチャック研究

者であるダウンツェンロート（Douzenroth,E.）やハインペル（Heimpel,E.）、バイナー

（Beiner,F.）らによる先行研究をもとに、特にコルチャックの教育思想について研究を行

っている。 
塚本と同様に石川も、コルチャックが子どもはすでに人間であるという見解を一貫して

持っていたことを指摘しつつ、彼の「教育学的な実践の出発点」は「私たちは子どもを知

らない」という信念にあったと述べる（石川 1997a:101-102,104-105）。それゆえコルチャ

ックは「医学の世界と同様、教育学でも観察、説明、関連づけ、推論などに基づいた教育

的行為の診断学を確立」しようとしていたとし、小児科医の経験がコルチャックの教育思

想に大きく影響していると指摘する（石川 1997a:98,100,102）。またコルチャックは「命

令」や「規律」、「管理」によって、高い目標や理想に向けて引っ張っていくような既存の

教育に対して批判的であり、「個々の実践の積み重ねのなかで、子どもに自立や自己決定の

余地を提供することを要求し、自分を発見し、自分の意思を実行し、自由や自律の行使を

援助することを教師の使命」と考えていたと、彼の教育思想を分析する（石川 1997a:110）。 
 

3）小田倉泉による思想研究 
小田倉泉は、主に英語に翻訳されたコルチャックの著作や英語圏のコルチャック研究者

コーエン（Cohen,A.）やボルノウ（Bollnow,O.F.）他、多数の先行研究をもとに研究を行

っている。そして博士学位論文では、コルチャックの教育思想の形成過程を丁寧に追うと

同時に、その根底にある子ども観を構造的に明らかにし、さらに次節で紹介するように実

践の教育的意義について考察した（小田倉 2005）。 
小田倉は、コルチャックの子ども観にはユダヤ教思想が影響しているとする。彼女によ

れば、コルチャックは子どものあるがままの姿を尊重し、子どもを大人に優るすぐれた存

在とみなしているが、子どもは完全に善ではなく「悪へと走る」こともあるということを

認めており、ここにユダヤ教思想における「人間の本性を完全な悪としないまでも、“悪”

を犯しうる存在とする人間観、子ども観」が影響しているという（小田倉 2002:34, 
2005:39-40）。 

またコルチャックの思想において、先に言及した三つの基本的な子どもの権利は極めて

重要なものであり、この「人間に与えられるべき権利であるにもかかわらず、子どもに与

えられていない権利を主張することによって、子どもが“すでに人間であること”を繰り

返し訴えている」と述べる（小田倉 2005:95）。さらに、塚本が「主体的な子どもの権利」

として言及しているものを、小田倉は「市民としての権利」と呼び、子どもを大人と同じ

権利を有する「市民」と捉え、自分に関わる事柄に関して意見を述べる権利を持つこと、

その“子どもの意見”は取り入れられるべきであること、つまり「施策において反映され

る権利」をコルチャックは要求していると指摘する（小田倉 2005:100,102）。 
教育思想については、石川と同様に小田倉も、医師としての経験がコルチャックの教育

思想の形成やその研究方法の確立に影響していること、特に小児科医としての経験を通し

て徹底的かつ綿密な観察という子ども理解の方法を身につけたことを強調する（小田倉
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2005:145-149）。またコルチャックは教育を通して、世界を改善することと 9、頽廃した大

人社会から子どもを保護することを目指していたと指摘する（小田倉 2005:149）。小田倉

によれば、コルチャックの教育体系の中心には「あるがままの子ども」一人ひとりがおり、

それぞれの子どもが自身の経験を通して価値観を形成していくことで世界を改善すること

を、また教師がそれぞれの子どもの現在の生に責任を負うこと、つまり「あるがままの子

ども」の「今日という日」、幸福な子ども時代を保障することで社会の悪から子どもを保護

することを目指したという（小田倉 2005:149-152）。 
また小田倉は、先行研究をもとにコルチャックの教育思想を「尊敬の教育学」と呼んで

特徴づける。これは「個人の価値が最大限に尊重される教育学」であり、「教師と子どもと

が互いの人間性の尊厳を尊重する関係によって成立」するものであるという（小田倉

2005:153）。そして、このような関係を築くためには「従来の権威主義的な」関係、つま

り「子どもの存在の在り様自体を否定し、教師に対する子どもからの尊敬を求め」るので

はなく、まず教師が子どもを尊重することが必要だとコルチャックは考えていたと小田倉

は述べる（小田倉 2005:153）。この子どもへの教師の尊敬には「子どもへの信頼と理解と

愛情」があり、それがコルチャックの教育学の基本であると指摘する（小田倉 2005:155）。 
 

以上、塚本、石川、小田倉の研究により、コルチャックの思想が徐々にではあるが、明

らかにされつつある。しかし、以上の研究は外国語に翻訳された文献に依拠したものであ

り、原語であるポーランド語の文献、外国語に翻訳されていない多数の著作をもとに綿密

かつ詳細に研究したものは未だ日本に存在しない。また次節で詳しく述べるように、先行

研究で明らかにされてきたコルチャックの思想を形成し深めた、あるいは思想を体現した

ドム・シエロットにおける教育実践についてはほとんど明らかにされていない。 
 
3．コルチャックの教育実践に関する研究の到達点と課題 
（1）ポーランドにおける教育実践研究 

コルチャックの教育実践について、孤児院ドム・シエロットの“仲間裁判”や“議会”、

“週刊ドム・シエロット”といった教育方法に代表される子どもの自治組織に着目した研

究が多い中で、M.ヤクボフスキはコルチャックの教育体系 10を全体的かつ詳細に明らかに

し、その意義を検討している。M.ヤクボフスキは著書『保護教育学の古典学者 第 1 巻 ヤ
ヌシュ・コルチャックの保護教育体系（Klasycy Pedagogiki opiekuńczej tom 1 System 

9 石川も同様に「教育を変えていくことで世界を改革」するというコルチャックの願望を

指摘する（石川 1997a:99）。 
10 ポーランドにおいて korczakowski system wychowawczy と呼ばれているものを、本論

文では「コルチャックの教育体系」と訳す。また、コルチャックの教育体系を構成する諸々

の組織や技法を「教育方法」と呼ぶ。原語 wychowanie には「教育」や「養育」という意

味があるが、本論文では基本的に「教育」と訳す。育てるという意味合いが強いが、家庭

や施設のみならず、学校においても行われる行為である。第 1 章で言及する「新教育」と

いう場合にも wychowanie が用いられている。ポーランド語において教育を意味する言葉

は多数存在し、wychowanie の他に、pedagogika（英語：pedagogy）、edukacja（英語：

education）、wykształcenie（高等教育機関等における教育、教養の意味）、nauczanie（教

科等に関する教育、教授の意味）、nauka（学問）、oświata（啓蒙）などがある。 
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opiekuńczo-wychowawczy Janusza Korczaka）』（1989 年）の中で、教育実践に関する先

行研究の多くが「断片的でジャーナリスティック」なものであり、「秩序立て、本質的に深

めて、総合的に」描いたものはないとして、その教育体系の全体像の解明に取り組んでい

る（Jakubowski 1989:7-8）。彼はドム・シエロットおよび、コルチャックが専属医兼教育

アドヴァイザーとして関わったポーランド系の孤児院ナシュ・ドムで取り入れられた様々

な教育方法を機能別に 5 つの組織に分類し分析を行っている。その分類では、「自治組織」

として“仲間裁判”、“自治評議会”、“子ども議会”を、「自己教育活動組織」として“賭け”、

“早起きリスト”、“けんかリスト”、“公証簿”、“感謝と謝罪のリスト”、“落し物入れ”、“郵

便箱”、“思い出”を、「社会的教育活動組織」として“後見委員会”、“ブルサ”、“週刊ドム・

シエロット”、“住民投票”、“市民の等級づけ”、“掲示板”、“売店”を、「労働と学業の組織」

として“係り仕事”、“責任ある仕事”、“学校の仕事”を、そして「自由時間と休暇の組織」

としてサマーキャンプ、手仕事などの活動、“静寂の部屋”を位置づけた。M.ヤクボフス

キは以上の教育方法について明らかにし、各組織の関連を示した上で、コルチャックの教

育体系には「診断」、「予防」、「補償」、「修正」という意義があると指摘している。 
また B.マティヤスは著書『ヤヌシュ・コルチャックの教育理論および実践における子ど

もと青年の文化的活動（Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce 
pedagogicznej Janusza Korczaka）』（1996 年）の中で、従来のコルチャックの思想・実

践研究は、彼の実践の中の「文化的活動（aktywność kulturalna）」が果たす機能につい

て明らかにしていないと指摘する（Matyjas 1996:8）。彼女は、コルチャックの教育実践

は、認識、感情、身体の発達、また社会文化的発達など、あらゆる領域における「発達の

機会や自己改善の機会を子どもたちに保障し、自己教育に向けて準備」したと評価した上

で、「文化的活動はこの過程において重要な役割を果たした」と述べる（Matyjas 1996:159）。
そしてこの「文化的活動」として“後見委員会”、“賭け”、“公証簿”、“記念絵葉書”、“週

刊ドム・シエロット”、“日記”といった教育方法の他、毎年行われたサマーキャンプや祝

日および式典に向けての準備、コンサートや演劇などの催しといった取り組みについて言

及しながら、これらには「補償」、「治療」、「統合」、「社会化」、「個性化」、「活性化」、「鼓

舞」といった機能があると指摘し検討している。 
1937 年から 1939 年にかけてドム・シエロットで働いた経験があり、戦後はコルチャッ

ク研究の第一人者として多くの著作を発表し、長年にわたりコルチャック選集および全集

の監修を務めた A.レヴィンは、自身の研究の集大成ともいえる『既知の、そして未知のコ

ルチャック（Znany i nieznany Korczak）』（1999 年）の中で、コルチャックの教育実践

についても言及している。A.レヴィンによれば、コルチャックは、教育に関する様々な問

題は、その解決に子どもたちが積極的に共同参加するときにのみ解決できるかもしれない

ということを、したがって、そのためには教育方法が自治の原則に立脚していなければな

らないということを理解していた。そして、コルチャックは、「共同家政」、「共同管理」、

「世論による感化」という三つの要素で構成される子どもの自治に基づく教育体系を見出

した（Lewin1999:290）。A.レヴィンは、「共同家政」の方法として“係り仕事”を、「共

同管理」の方法として“仲間裁判”と“自治評議会”を、そして「世論による感化」の方

法として“週刊ドム・シエロット”と“住民投票”を挙げている（Lewin1999:290-294）。
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また、これら三つの要素に集約される全ての組織や方法が、またドム・シエロットにおけ

る全生活の構造が、より良くなるための内省と自己教育を子どもたちに促し、それは“早

起きリスト”、“清潔の等級づけ”、“市民の等級づけ”、“賭け”といった方法を通して実現

されたと述べる（Lewin1999:295）。 
一方で A.レヴィンは、以上の三者の研究を含む教育実践に関する先行研究の限界につい

て次のように指摘する。コルチャックの実践に関する研究は、それが展開された二つの孤

児院、ドム・シエロットの院長コルチャックの著作『子どもをいかに愛するか―養育施設

11編、ドム・シエロット編（Jak kochać dziecko. Internat, Dom Sierot）』（1920 年）と

ナシュ・ドム（私たちの家 1919 年設立）の院長マリア・ファルスカの著作『養育施設ナ

シュ・ドム―施設の概要（Zakład Wychowawczy „Nasz Dom” Szkic informacyjny）』（1928
年）に依拠している。これら二つの資料はドム・シエロットおよびナシュ・ドムの教育体

系の原則や、それを構成する各教育方法について説明しているが、二つの「孤児院の歴史」

や教育方法の「発展段階」、「普段の生活の実情」については描いていない。したがって、

この二つの資料に依拠してきたこれまでの研究はコルチャックの実践を「静的に把握」し

ているだけだと指摘する（Lewin 1999:260-262）。そして、このような「静的な把握」で

はなく、ドム・シエロットが存在した 30 年間を通して教育実践がどのように展開された

のか、その複雑なプロセスを描き出し「より動的に把握」することが必要だと述べる（Lewin 
1999:262）。 

ポーランドにおける教育実践に関する先行研究の中で、以上に紹介した三者の研究は、

コルチャックの教育体系について、それを構成する各方法を機能別に分類し構造的に把握

した上で、その意義を検討している。しかし A.レヴィンが指摘するように、これら先行研

究は、各教育方法がどの時期にどのような経緯で導入され、実際の生活のなかでどのよう

に機能していたのか、またその後どのように展開されたのかという実践の変遷について明

らかにし考察しているとはいえない。コルチャックは様々な教育方法を導入し、試行錯誤

しながら実践していったと考えられる。したがってその展開を歴史的に把握することで、

彼の思想がどのように形成され深化したのかを、あるいは彼の思想がどのように体現され

ていたのかを明らかにすることができると考える。 
 
（2）日本における教育実践研究 

コルチャックの思想に関する研究を進める塚本、石川、小田倉はそれぞれ、コルチャッ

クの思想は「彼の経験、また、実践に裏打ちされたもの」（塚本 2004:48）、コルチャック

の教育思想は「経験からくる信念であった」（石川 1997a:101）、孤児院での実践は彼の教

育思想の「体現である」（小田倉 2005:177）と指摘する。その上で、塚本と小田倉は彼の

子ども観や子どもの権利思想を念頭に置きながら、とりわけ子どもの尊重、子どもの権利

11 原語 internat は現在、「寄宿舎」という意味で用いられているが、当時は入所型の児

童保護施設である、「閉鎖的な養育施設（zamknięty zakład wychowawczy）」という意味

で用いられていた。孤児院や乳児院といった孤児や貧困家庭の子どものための施設を指す

ことが多いが、広くは障害児や非行少年のための入所型施設も含まれるため、本論文では

「養育施設」と呼んでおく。なおドム・シエロットやナシュ・ドム、その他特定の孤児院

を文中で示す場合には「孤児院」と記す。 
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の尊重という現代的な課題からコルチャックの教育方法を分析し、その意義を検討してい

る。 
塚本は、ドム・シエロットにおける自治組織の中で、コルチャックが最も重視したもの

として“仲間裁判”を取り上げ、その目的や意義について考察している。塚本によれば、

この“仲間裁判”の目的は、ドム・シエロットにおける子どもたちの生活をより良くする

という目標のもと、「子ども間のトラブルや教育者と子ども間のトラブル」を、公正に解決

していくことであった（塚本 2009l:46）。またこの“仲間裁判”では、仲間の過ちや罪を

許し承認し合うこと、犯した過ちや罪を正して成長していける人格として仲間を信頼し合

うことが目指された。このように“仲間裁判”は、仲間を許し承認し信頼し合うという「相

互の関係を打ち立てながら、自他の尊重」を探求するプロセスであり、「子どもの中の人間

を承認し尊重するためのコルチャックの実践的試みだった」と塚本は評価する（塚本

2010b:49）。 
小田倉は、ドム・シエロットにおける自治組織のうち、「子どもの権利尊重の思想が反

映されている組織」として、“学校新聞（週刊ドム・シエロット）”、“掲示板”、“郵便箱”、

“仲間裁判”、“子ども議会”に着目し、それぞれの教育的意義を検討している。小田倉に

よれば、“学校新聞”、“掲示板”、“郵便箱”には、「子どもたちが“自分たちに必要なこと

を言う権利”をもち、“子どもの意見”は取り入れられることを教える」という意義が、“仲

間裁判”には、「裁くことよりも、法と個人の権利を尊重することを教えると共に、それに

よって正義についての考えを伝え、子どもたちが正義に従って行動するよう導く」という

意義があるという（小田倉 2005:116,138-139）。また“子ども議会”は、「子どもの思考や

意見はおとなと比較され得ず、尊厳をもって取り入れられること」を示し、子どもたちが

身近なところから自分たちの「日常生活を切り開いていく」上で重要な役割を果たしてい

ると述べる（小田倉 2005:142）。このように説明した上で、これらドム・シエロットにお

ける自治組織は大人と子どもの同権に基づいており、この同権の体制は「子どもの権利を

尊重するための基盤であった」と小田倉は評価する（小田倉 2005:156）。そして、これら

諸組織は、「意見を表明する」権利や「情報を発信する」権利、「自分たちの生活を作り出

す権利」といった権利を行使する機会を子どもたちに提供し、こうした権利を享有してい

るという自覚を各自に促すという意義をもっていたと述べるように、諸組織の機能の多様

性について考察している（小田倉 2005:156-159）。 
以上、塚本と小田倉はドム・シエロットの自治に着目し、その一部の組織および方法の

意義を検討しているが、教育体系の全体像の把握には至っていない。またポーランドの先

行研究と同様に、各方法がいつどのような経緯で導入され、実際の生活の中でどのように

機能していたのか、またその後どのように展開されたのかという具体的実践の変遷につい

ても明らかにしていない。コルチャック研究者によって思想と実践の関連が指摘されてい

るにも関わらず、日本においては孤児院における実践やそこでの経験に関する研究はまだ

初期の段階にあるといえる。 
 
4．本論文の課題と方法 
（1）本論文の目的と課題 
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以上のポーランドと日本における先行研究の成果および課題を踏まえ、本論文では以下

の課題に取り組みながらコルチャックの教育実践の歴史的展開について明らかにすること

を目的とする。 
課題の一点目は、コルチャックの教育体系を構成する各方法が孤児院の生活の中でどの

ように実践され機能していたのか、またそれはどのように変化していったのかを明らかに

することである。ポーランドにおいてはコルチャックの著作『子どもをいかに愛するか』

（1920 年）とファルスカの著作『養育施設ナシュ・ドム―施設の概要』（1928 年）をもと

にコルチャックの教育体系の全体について、また日本においては上記のコルチャックの著

作をもとに一部の組織や方法について明らかにし、その意義を検討している研究が存在す

る。しかし両国の先行研究は、各教育方法がいつ、どのような経緯で導入され、実際の生

活の中でどのように機能し、その後どのように展開されたのかについては明らかにしてい

ない。そこで本論文では、ドム・シエロットにおける教育方法の導入の経緯とその後の展

開について、失敗や困難も含めて具体的に描くことを課題とする。そのために先行研究が

依拠してきた上記資料にとどまらず、コルチャックがドム・シエロット開設前および開設

時、また 1920 年以降に執筆した著作の他、ドム・シエロットの職員および子どもたちが

執筆したものや実践の記録などを活用する。また分析の際には、先行研究のように機能別

に教育方法を分類するのではなく、ドム・シエロット設立時にコルチャックが示した「活

動計画」の 3 点―ａ）健康な子どもの発達について知る、ｂ）大人から子どもを解放する、

ｃ）養育施設の精神を改革する―に対応させて教育方法を分類した以下の 7 つの視点を用

いる。ａ）に対応する方法は①子ども観察とその記録で、ｂ）に対応するのは②生活に必

要な家事仕事および年少者の養育を子どもたちが担う方法、③子ども自身が生活上の様々

な問題解決や決定を行う方法、④情報や意見を伝達・交換・共有する方法、⑤自分自身に

ついて理解し自己教育を促す方法、ｃ）に対応するのは⑥外の世界との交流、⑦子どもの

プライバシーや財産を保障する方法である。このようにコルチャックの教育実践の展開を

7 つの視点で歴史的に把握することで、設立時に考えていた 3 つの「計画」が、どのよう

に具体化されていたのか、そこではどのような試行錯誤があったのか、また実践していく

中でこの「計画」は変更されたのかどうかを把握することができる。つまりコルチャック

の思想の体現と、コルチャックの思想の変化や深化を捉えることができる。 
課題の二点目は、ドム・シエロットおよびその設立団体である孤児救済協会の運営につ

いて明らかにすることである。ドム・シエロットにおける教育実践はコルチャックの考え

がそのまま現実のものとなったわけではなく、ドム・シエロットの運営やそれを支えた孤

児救済協会の事業の影響を受けながら展開されたと考えられる。したがって実践の変遷を

捉える上で、それを可能にした孤児院の運営状況について明らかにする必要があるが、そ

のような先行研究は日本には存在せず、ポーランドにおいてもコルチャックのもとで働い

た経験のある A.レヴィンおよび I.メルジャンがドム・シエロットの歴史を概観するに留ま

る（Lewin 1999, Merżan 1982）。そこで、これまで積極的に用いられてこなかった孤児救

済協会の活動報告書等をもとに、同協会の児童保護事業とその一環であるドム・シエロッ

トの運営について明らかにする。 
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課題の三点目は、当時の植民地下のワルシャワ、また独立後はポーランド国家における

児童保護の状況について明らかにすることである。日本ではこれまでコルチャックの思想

および実践は概して教育の分野で議論されてきた。しかし、ドム・シエロットが孤児院で

あり孤児や貧困家庭の子どもを保護し養育・教育する場であり、子どもたちにとっては生

活する場であったことを考慮すると、児童保護の歴史の中に位置づけて議論する必要があ

ると考える。またポーランドにおいても、当時の社会状況や児童保護の具体的状況につい

てほとんど言及することなくコルチャックの思想や実践を評価してきた。コルチャックの

思想や実践は当時の社会の要求や制約の中で様々な影響を受けながら編み出されたもので

あると推測できる。それゆえ当時の児童保護分野の歴史的事実を確認し、その中にコルチ

ャックの思想や実践を位置づけて、その意義を考察することが必要である。そこで、児童

保護問題に関する文献や関連法令および統計資料、またこれらを補足するために児童保護

の歴史に関する先行研究を参考にしながら、19 世紀末から両大戦間期までのワルシャワお

よびポーランド国家の児童保護の状況について整理する。 
本論文ではコルチャックがドム・シエロットの院長になる 1912 年以前から第二次世界

大戦が勃発する 1939 年までを 5 つの時期に区分し、各章に位置づける。各章では以上の

三点の課題に取り組みながら、ドム・シエロットにおけるコルチャックの教育実践がどの

ような背景の中、どのような条件のもと、どのように展開されたのかを明らかにする。ま

たコルチャックはポーランド系の孤児院ナシュ・ドムの運営にも携わったが、その教育実

践についてはこれまで日本で取り上げられることがなく、ポーランドにおいてはドム・シ

エロットのそれと区別されることなく描かれてきた。そこで本論文ではナシュ・ドムの教

育実践についても明らかにする。本論文の構成は以下の通りである。 
第 1 章は、ドム・シエロット設立以前（1912 年以前）を対象とする。コルチャックは

孤児院院長になる前の医学部生および小児科医時代に、サマーキャンプに指導員として参

加し（1904 年、1907 年、1908 年）様々な実践を試みたが、そこで子どもたちとどのよう

に関わっていたのか、またこの経験を通してどのような教育思想を形成したのかを明らか

にする。 
第 2 章は、ドム・シエロットの設立時期（1912 年）を対象とし、どのような経緯でド

ム・シエロットが設立されたのか、また設立時、院長のコルチャック自身は何を目指し、

それをどのように実現しようとしていたのかについて明らかにする。 
第 3 章は、ドム・シエロット設立から第一次世界大戦を経てポーランド国家が独立し国

境が定まるまでの時期（1912-1920 年）を対象とする。運営開始後、コルチャックはどの

ような教育方法を導入し実践したのか、またそこでどのような困難に直面し、それに対し

てどのように立ち向かったのかについて明らかにする。 
第 4 章は、ポーランド・ソビエト戦争（1919-1921 年）終結後の三月憲法制定から経済

危機に陥る前の時期（1921-1928 年）を対象とする。ドム・シエロット設立から形成され、

『子どもをいかに愛するか』（1920 年）に示された教育方法は、その後どのように展開さ

れたのかについて明らかにする。 
第 5 章は、1919 年に設立された孤児院ナシュ・ドムの教育実践を対象とする。コルチ

ャックはドム・シエロットでの経験をもとに、ナシュ・ドムの教育方法を院長のマリア・

11 
 



ファルスカと共に考案したが、それはどのようなものであり、どのように機能していたの

かについて明らかにする。 
第 6 章は、ポーランド経済が危機に陥り、第二次世界大戦に向かっていく時期

（1929-1939 年）を対象とする。コルチャックは 1933 年にドム・シエロットから住まい

を移すが、それに影響を与えるような変化がドム・シエロットの生活や実践にあったのか

なかったのか、あったのであればそれはどのようなものであったのかを明らかにする。 
 
（2）研究資料 

本論文の第一の課題については、主として①コルチャックの著作、②ドム・シエロット

関係者の著作と実践の記録、③マリア・ファルスカの著作とナシュ・ドムに関する記録等

を参考にしながら取り組む。①では、院長になる以前に文芸・社会・政治等に関する一般

雑誌に掲載された論文、両大戦間期に児童保護関係雑誌やコルチャックが編集長を務めた

子ども向け雑誌『小評論（Mały Przegląd）』に掲載された実践等に関する論文、ナシュ・

ドムに関する記事、またドム・シエロット出身者や知人に宛てた手紙の他、単行本として

出版されたものの内、サマーキャンプでの体験記である『モシキ、ヨスキ、スルレ（Mośki, 
Joski i Srule）』（1910 年）12と『ユスキ、ヤシキ、フランキ（Józki, Jaśki i Franki）』（1911
年） 13、従軍中の経験をもとに執筆した『教育の瞬間（Momenty wychowawcze）』（1919
年）、家庭や養育施設、サマーキャンプ、そして院長を務めるドム・シエロットにおける養

育・教育について書いた『子どもをいかに愛するか』の「家庭の子ども編（Dziecko w 
rodzinie）」（初版 1918 年、第二版 1920 年）、「養育施設編（Internat）」（1920 年）、「サ

マーキャンプ編（Kolonie letnie）」（1920 年）、「ドム・シエロット編（Dom Sierot）」（1920
年） 14、『子どもの尊重される権利（Prawo dziecka do szacunku）』（1929 年）などを参

考にする。②ではドム・シエロット関係者として、教育主任ヴィルチンスカや補助的職員

として働いていたブルサ 15の青年、子どもたちの著作を活用する他、“仲間裁判”の記録

や、“掲示板”に張り出された通達、“記念絵葉書”といったドム・シエロットの実践の記

録などを参考にする。③ではナシュ・ドムの院長マリア・ファルスカが執筆した教育実践

に関する論文や単行本『養育施設ナシュ・ドム―施設の概要』（1928 年）の他、ナシュ・

ドムの実践の記録やナシュ・ドム協会の定款（1921 年）、活動報告書－1921 年 11 月 24

12 ユダヤ系の少年のためのサマーキャンプ村ミハウフカでの体験記『モシキ、ヨスキ、ス

ルレ』は、1909 年に子ども向けの雑誌『小さな光（Promyk）』で連載され、1910 年に単

行本として出版された。 
13 カトリック系の少年のためのサマーキャンプ村ヴィルヘルムフカでの体験記『ユスキ、

ヤシキ、フランキ』は、1909 年から 1910 年にかけて雑誌『小さな光（Promyk）』で連載

され、1911 年に単行本として出版された。 
14 『子どもをいかに愛するか―家庭の子ども編』は 1918 年に出版された。その後、「家

庭の子ども編（第 2 版）」に、「養育施設編」と「サマーキャンプ編」と「ドム・シエロ

ット編」を追加した『子どもをいかに愛するか』が 1920 年に出版された 
15 当時、ポーランドの孤児院は一般的に 14 歳までの子どもを対象にしていたため、中

等・高等教育や職業教育を受けている 14 歳以上の青年の生活を保障するためにブルサ

（bursa）と呼ばれる入所型施設が広くつくられた。ドム・シエロット内にもブルサが併

設されており、14 歳以上（実際には 16 歳以上）の青年が、そこでの生活費の代わりにド

ム・シエロットで 3、4 時間働きながら生活していた。 
12 

 

                                                   



日から 1923 年 10 月 30 日までのものと、1935 年度、1936 年度のもの―がある。先行研

究ではほとんど取り上げられてこなかった多数の資料をもとに、教育方法が普段の生活の

中でどのように実践されていたのか、それがどのように変化していったのかを把握する。 
第二の課題については、④孤児救済協会の定款や⑤活動報告書の他に、⑥ユダヤ系日刊

紙『新しい新聞（Nowa Gazeta）』やその他の雑誌に掲載された孤児救済協会およびドム・

シエロットに関する記事をもとに取り組む。④の孤児救済協会の定款は 1907 年に作成さ

れ（Ustawa Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” w Warszawie 1907）、その後 1926 年と 1936
年に改定された（Statut Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” w Warszawie 1926, 1936）。⑤

の協会の年次活 動報 告書（ Pamiętnik Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” あるいは

Sprawozdanie Towarzystwa „Pomoc dla Sierot”）は、1910 年度から 1937 年度まで発行

され 16、協会設立 10 周年にあたる 1918 年には『孤児救済協会の 10 年間 1908-1917 年

（Dziesięciolecie Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” 1908-1917）』が、協会設立 25 周年に

あたる 1933 年には『孤児救済協会の 25 年間の活動 1908‐1933 年（XXV lat działalności 
Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” 1908-1933）』が発行された。活動報告書の内容は年度に

より多少異なるが、協会が従事している事業内容の報告、会計報告および予算案、理事会

および各種委員会の名簿、寄付金および寄贈物と寄付者の氏名、医療や歯科医療、文化的

援助など様々な援助と援助者・団体の名前、会員名簿などからなる。⑥のポーランド語に

よるユダヤ系日刊紙『新しい新聞』には 1909 年から 1917 年にかけて、孤児救済協会やド

ム・シエロットに関する記事が合計 16 掲載された。その他、雑誌に掲載されたドム・シ

エロットに関する記事も活用する。以上の資料から、孤児救済協会の会員数や収支、事業

内容の他、ドム・シエロットに在籍する子どもの数や職員の数、そこでの生活様式など、

教育実践を可能にした具体的条件を把握する。 
第三の課題については、⑦児童保護に関する当時の文献、⑧児童保護に関連する各種法

令、⑨統計年鑑、⑩ポーランドの児童保護の歴史に関する先行研究をもとに取り組む。⑦

の児童保護に関する当時の文献については、児童保護分野に限らず教育学や医学、衛生学

の分野で精力的に活動していた人物による著作や論文を活用する。また⑧の当時の児童保

護に関連する法令については、現在のポーランド下院議会のホームページにある「法令文

書（Akt prawnych）」のインターネットシステム（http://isap.sejm.gov.pl/）から取得可能

な 1918 年以降に出された法律や大統領令、省令を参考にする。⑨の統計年鑑は 1921 年に

初めて出版され、以降 1930 年までは『ポーランド共和国統計年鑑（Rocznik Statystyki 
Rzeczypospolitej Polskiej）』という名称で発行されていた。この『ポーランド共和国統計

年鑑』には社会的保護に関する統計データはないが、それに代わって 1930 年から 1939
年まで発行された『小統計年鑑（Mały Rocznik Statystyczny）』には社会的保護に関する

統計データが掲載されている。これらの資料と⑩児童保護の歴史に関する先行研究をもと

16 1919 年度、1922 年度、1923 年度、1929 年度は発行されていないか保存されていない。

1927 年度までは 1 月 1 日から 12 月 31 日までの一年間の活動報告が翌年に発行されてい

たが、1927 年の大統領令「保護機関の活動の管理・監督」および労働・社会保護省令「保

護機関の活動・会計報告」により、1928 年度からは 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの一

年間の活動報告がその年に発行されるようになった（第 4 章参照）。変わり目となる 1928
年度は 1928 年 1 月 1 日から 1929 年 3 月 31 日までの活動について報告している。 
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に、当時、児童保護活動を担っていた民間団体や養育施設の状況、またこれらに関する法

令等について整理し、コルチャックが実践を展開した時代の具体的背景を把握する。 
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第 1 章 青年コルチャックの実践経験と教育思想の形成（1912 年以前） 
 
1. はじめに 

本章では、コルチャックの青年時代における教育実践経験としてサマーキャンプ

（kolonie letnie：夏季コロニー）への参加（1904 年、1907 年、1908 年）を取り上げ、

そこで彼が子どもたちとどのように関わっていたのかを明らかにする。またこの経験を通

してどのような教育思想を形成したのかを明らかにする。 
コルチャックは 1912 年、彼が 34 歳の時に孤児院ドム・シエロットの院長となり、以後

30 年間にわたる子どもたちとの共同生活をスタートさせる。本章が対象とするのは、その

前段階にあたる時期で、コルチャックの医学部生時代および小児科医時代におけるサマー

キャンプでの教育実践である。当時彼は、家庭教師をする中で裕福な家庭の子どもと関わ

る一方、無料読書室でのボランティアやスラム街の訪問を通して貧困家庭の子どもとも関

わり 1、彼らの運命や生活環境の改善に関心を持つようになった。そしてその後に参加し

たサマーキャンプでは、子ども集団と初めて関わった。孤児院の院長となった後、コルチ

ャックはこのサマーキャンプを通して、「（子どもたちの）自主的な活動の中で教育実践の

イロハを知った」と述べているように、ここでの経験がその後のドム・シエロットでの実

践に大きな影響を与えた（Korczak 1920b:220）。 
コルチャックが青年時代にサマーキャンプに参加したという事実は、ほとんど全ての伝

記の中で言及されている。またそこでの彼の実践については、一部の伝記や先行研究が、

彼の著作であるサマーキャンプ体験記『モシキ、ヨスキ、スルレ（Mośki, Joski i Srule）』
（1910 年）と『ユスキ、ヤシキ、フランキ（Józki, Jaśki i Franki）』（1911 年）、そして

当時のことを回想して執筆した『子どもをいかに愛するか―サマーキャンプ編（Jak 
kochać dziecko. Kolonie letnie）』（1920 年）をもとに紹介している 2。しかし概していえ

ば、彼のサマーキャンプでの活動は、日本のみならずポーランドにおいてもこれまで積極

的に研究されてこなかった領域といえよう。またサマーキャンプ事業の起源や当時の活動

の実態に関する研究もほとんどないため、彼の活動の背景については明らかにされてこな

かった。 
またコルチャックはサマーキャンプに参加した同じ時期、雑誌『社会評論（Przegląd 

Społeczny）』およびその後身である『社会（Społeczeństwo）』に「生活の学校（Szkoła życia）」
（1907-1908 年）と題する作品を連載した。ここにはキャンプで実践をしながら考え出し

たと思われる、理想的な学校や教育について描いたが、これについてはまだ日本で紹介さ

れていない。 

1 この経験をもとに貧困家庭の子どもを描いた『街頭の子どもたち（Dzieci ulicy）』は 1901
年に雑誌『声（Głos）』で連載され、同年単行本として出版された。また裕福な家庭の子

どもを題材にした『サロンの子ども（Dziecko salonu）』は 1904 年から 1905 年にかけて

同雑誌で連載され、1906 年に単行本として出版された。 
2 例えば日本では、塚本智宏の「コルチャックの教育実践と子どもの権利（その一）‐子

どもの要求する権利‐」（2009 年）がある。またポーランドでは Jundziłł, E.の「ヤヌシ

ュ・コルチャックのサマーキャンプにおける子どもの保護（Opieka nad dzieckiem na 
koloniach letnich Janusza Korczaka）」（2006 年）がある。 
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そこで本章では、まずサマーキャンプ事業の起源やその展開について、またコルチャッ

クが関わっていたワルシャワサマーキャンプ協会の活動について明らかにする。その上で

サマーキャンプでのコルチャックの実践の試みを具体的に紹介しながら、それを通して子

どもたちとどのように関わっていたのか、またそこから何を学んだのかについて検討する。

次に「生活の学校」（1907-1908 年）から、コルチャックが当時思い描いていた教育の目

標やそれを実現するために重視していたことを読み解き、サマーキャンプでの実践経験が

教育思想の形成にどのように影響していたのかについて検討する。 
 
2．サマーキャンプでの教育実践 
（1）サマーキャンプ事業の起源 

サマーキャンプとは、人口集中や工業化が進む都会に住む貧困家庭の子どもたちを夏、

郊外に連れて行き、そこで長期間過ごさせ、彼らの健康回復と心身の発達を保障すること

を目的とする社会事業であった。1853 年、デンマークのコペンハーゲン市が病弱な子ども

たちを田舎のホストファミリーのもとに送ったのがその始まりである 3（Ziółkowska 
2004）。このコペンハーゲン市の取り組みに続いて、1876 年にはハンブルク市が家族キャ

ンプを実施した 4（Ziółkowska 2004）。同年、スイスのチューリッヒでは聖職者の W. ビ
オンがサマーキャンプを企画し、貧困家庭の子どもたち 68 人を山間部に連れて行った 5

（Ciesielska 1997:301）。その後、サマーキャンプ事業が最も盛んに行われたといわれて

いるドイツでは、1878 年に医師の G.ファレントラップがフランクフルトに住む 97 人の子

どもを農村部に連れて行き、翌年の 1879 年にはドレスデンとシュトゥットガルトの子ど

もたちが、1880 年にはベルリンの子どもたちがサマーキャンプに出かけた 6（Ciesielska 
1997:301）。そして 1885 年にはドイツ各地の取り組みを調整する機関としてベルリンにサ

マーキャンプ中央事務局が設立された（Demel 1963:320）。サマーキャンプ活動はフラン

ス、イギリス、デンマーク、イタリアなどにも伝わり広まっていった 7。 

3 当時デンマークとプロイセンとの間で二度にわたるシュレースヴィヒ・ホルシュタイン

戦争が行われた（一度目は 1848 年から 1852 年、二度目は 1864 年）。コペンハーゲン市

のサマーキャンプ実施が第一回目の戦争終結の翌年にあたることから、この取り組みが戦

後の児童保護政策の一環であったと考えられる。その 4 年後、デンマークのサマーキャン

プ事業の数は約 700 に達した（Ziółkowska 2004）。 
4 コペンハーゲン市およびハンブルク市のサマーキャンプ事業の主導者など詳細は不明で

ある。 
5 一般に W.ビオンがサマーキャンプ事業の先駆者として知られており、世界教育事典に

は「ビオン、チューリッヒ小学校生徒中下層社会の病弱児童に対しはじめて休暇聚落組合

を作り 3 週間転地させ良好な成績をおさめる（スイス）」とある（平塚 1972:611）。 
6 これらドイツでの取り組みが、誰によってあるいはどの機関によって行われたのかは不

明である。 
7 ジウウコフスカによれば、19 世紀の後半にヨーロッパ各地で始まり展開していったサ

マーキャンプについて、当時の公衆衛生に関するジュネーヴ条約（1883 年）は「（前略）

貧しく病弱な子どもたちが、風通しの悪い住宅から離れ、林間もしくは臨海で指導員によ

る専門的なケアのもと、しばらくの間過ごすことを可能にする。彼らに栄養のある食事を

与え、出来る限り多くの時間を屋外で過ごせるようにしなければならない。そうすれば、

病弱な子どもたちは生き生きと元気になり、都市生活の有害な影響を受けないようになる

だろう」と、その意義を唱えたという（Ziółkowska 2004）。 
16 

 

                                                   



このようにヨーロッパ諸国で展開されていたサマーキャンプ事業は、人口集中とスラム

街が拡大するワルシャワにも伝わった 8, 9。特に医師や公衆衛生士がサマーキャンプ活動

の健康回復効果に注目した。その内の一人で、サマーキャンプの実現に大きな役割を果た

した S. マルキエヴィチは、1879 年の「学校と健康について」と題する講義の中で、先述

の G.ファレントラップのキャンプ活動に言及し、その効果について報告した（Markiewicz 
1882:14）。S.マルキエヴィチは医学と公衆衛生学を学ぶためドイツに留学をしており 10

（Hanecki 1970:120）、そこで同じ分野で活躍する G.ファレントラップの活動に関心を寄

せたと考えられる。その 2 年後、彼は「貧しい子どものためのサマーキャンプを望む

（Chcemy mieć kolonje letnie dla ubogich dzieci）」というタイトルの記事を『ワルシャ

ワ新聞（Gazeta Warszawska）』に掲載し、その考えの普及に努めた。また仲間の医師た

ちに声をかけ、具体的な計画を立て資金調達に奔走するなど、サマーキャンプ実現に向け

て本格的に動き始めた。この医師たちのグループが、後にコルチャックも関わることにな

るワルシャワサマーキャンプ協会を設立した。こうした努力が実を結び、1882 年の夏、ワ

ルシャワで初めてのサマーキャンプが実施された（Markiewicz 1882:14-24）。最初のサマ

ーキャンプに参加したのは 8 歳から 13 歳の子ども 54 人（男子 31 人、女子 23 人）であっ

た。子どもたちはワルシャワ郊外にある 5 か所の宿泊施設に分かれて、夏季の 4 週間、親

元を離れて過ごした 11（Markiewicz 1882:24-35）。 
 その後、ポーランドの他の地域でもサマーキャンプが実施された。ワルシャワで初めて

実施された同じ年、ポズナンでも 8 日間と短期ではあるがキャンプが行われた

（Ziółkowska 2004）。また 1883 年にはルヴフで、1884 年にはクラクフで同様の取り組み

がなされた(Demel 1963:329)。ポーランドがロシア・プロイセン・オーストリアの 3 国に

よって分割されていた時代は、サマーキャンプ事業の広まりは緩やかであったが、1918
年に独立を回復すると、政府から積極的な援助が得られるようになり、両大戦間期を通し

て著しく発展した 12。 

8 塚本は 19 世紀末、工業化と都市化を背景にしてワルシャワの人口が急激に増加したと

指摘している（1882 年―382,964 人、1897 年―624,189 人）。そしてこの人口集中や、

それに伴う労働機会の不足が貧民街を増大させ、そこにたむろする孤児が増加していった

と記している（塚本 2011:42）。 
9 当時のポーランドにおいて著名であった作家 B. プルスがヨーロッパでのこうした動き

により早く興味を示し、1876 年には自身の年代記の中でサマーキャンプ事業について言

及し、その後、サマーキャンプ事業の運営を精力的に支援した（Demel 1963:320）。 
10 マルキエヴィチはワルシャワで医学部と薬学部からなる外科医療大学、またその後身

である中央学校で学んだ後、さらに学びを深めるためにヴュルツブルクとウィーンとプラ

ハに留学した（Hanecki 1970:120）。前述のファレントラップもまたヴュルツブルクで医

学を学んだ。マルキエヴィチは 1879 年にワルシャワに戻ると、中等学校の学校医および

鉄道医として働く傍ら、公衆衛生協会や子ども保護協会などに入会、社会活動家としても

活躍する。 
11 数人の地主から滞在施設提供の申し出があり、その中から協会は各施設やその周辺環

境などを吟味して、5 つの場所を選んだ（Markiewicz 1882:24-28）。子どもと引率の指導

員は 7 月 1、3、4 日にそれぞれの場所に向けて出発した（Markiewicz 1882:42）。 
12 当時のポーランドの教育百科事典には、ポーランド全体におけるサマーキャンプ利用

者が 1923 年の 20,000 人から 1937 年には 400,000 人に増えたと記されている（Łempicki 
1937:554）。第 6 章参照。 
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（2）ワルシャワサマーキャンプ協会の活動 

1882 年にワルシャワで初めてサマーキャンプが実施された後も、主に医師たちからなる

慈善グループによって、貧困家庭の病弱な子どものためにサマーキャンプを実施する努力

が継続して行われた。1897 年、当時ワルシャワを支配していた帝政ロシア政府によって、

この団体はワルシャワサマーキャンプ協会として正式に認められた。ワルシャワサマーキ

ャンプ協会は「ワルシャワ市の貧困層に属する病弱な子どもの健康改善の世話をすること」

を目的として、5 月半ばから 9 月半ばにかけて 4 週間にわたるキャンプを合計 4 回実施し、

毎年 3,000 人前後の子どもたちをキャンプ村に連れて行った 13（Ciesielska 1997:303）。 
キャンプ村はワルシャワ郊外にあり、協会が管理運営するものが 3 か所と地主から借用

している宿泊施設が 10 か所ほどあった。協会所有のキャンプ村のうち、1901 年につくら

れたヴィルヘルムフカは 1904 年まではカトリック系の女子が、その後は男子が利用し、

ゾフィウフカは 1904 年までカトリック系の男子が利用し、その後は女子が利用した。1902
年につくられたミハウフカはユダヤ系の子どものためのもので、前半 2 期は女子が、後半

2 期は男子が利用した 14。その他の宿泊施設は、地主の寄付や寄贈などで維持していた

（Ciesielska 1997:308, 312）。キャンプ村の選定において、協会は、近隣の樹木の多さや

飲料水の質、下水処理設備、水道水による入浴の可能性、鉄道までの距離、大都市から離

れていること、教会・医者・薬局までの距離、良質な製品の購入しやすさ、健康に良い空

気、建物の広さなど、衛生面だけでなく生活の便宜性も考慮して適切な場所を選んだ

（Ciesielska1997:308）。 
サマーキャンプには毎年 3,000 人前後の子どもが参加したが、希望者はその倍の数ほど

いたため 15、協会は子どもの健康状態や家庭状況を事前に調査し、その結果をもとに参加

者を選考した。健康診断はキャンプから帰ってきた後にも行われ、キャンプの前と後での

身長や体重の増減などに関する膨大なデータが、毎年刊行される協会の年次活動報告書に

掲載された（Ciesielska 1997:304）。実際にキャンプに参加できたのは希望する子どもの

13 サマーキャンプへの参加人数の変遷は以下の通りである。1882 年：54 人、1883 年：

84 人、1884 年：136 人、1885 年：204 人、1886 年：246 人、1887 年：288 人、1888
年：296 人、1889 年：417 人、1890：450 人、1891 年：493 人、1892 年：884 人、1893
年：1,368 人、1894 年：1,821 人、1895 年：1,875 人、1896 年：1,961 人、1897 年：

2,135 人、1898 年：2,222 人、1899 年：2,586 人、1900 年：2,970 人、1901 年から 1913
年までは 2,700 人から 3,400 人の間で増減を繰り返し、1914 年に 2,503 人に減少し、第一

次世界大戦中は 1,000 人以下であった（50 lat działalności Towarzystwa Kolonii Letnich 
dla Dzieci 1932:21）。 
14 3 つのキャンプ村にはそれぞれ 1 シーズン通して約 600 人の子どもが訪れた（1 回につ

き約 150 人）。1904 年度の協会の活動報告書によると、参加者 3,001 人の内、781 人が

ユダヤ系の子どもであった（Ciesielska 1997:371）。 
15 例えばコルチャックがサマーキャンプに参加した年について言えば、1904 年は 6,726
人が申し込みをし、5,399 人が適性検査を受け、3,001 人がキャンプに参加、1907 年は

8,066 人が申し込みをし、5,761 人が適性検査を受け、2,742 人がキャンプに参加、1908
年は 6,679 人が申し込みをし、5,392 人が適性検査を受け、2,920 人がキャンプに参加し

た （Ciesielska 1997:304）。 
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半分以下であったが、貧困家庭の子どもに関する大規模な調査を実施したことは、当時に

おいて画期的な試みであったといえる 16。 
キャンプには家事全般を担う家政婦と 30 人の子どものグループを担当する指導員数名

が同行した 17。協会はこの指導員に対して特に高い期待を寄せており、1882 年の活動報

告書には以下のように記されている。「サマーキャンプが順調に発展していくかどうかは、

指導員が自身に課せられた任務を遂行するかどうか、またどのように遂行するかにかかっ

ているであろうということを私たちは十分に理解していた」(Markiewicz 1882:35)。では

指導員に課せられた任務とは一体何だったのだろうか。初めてサマーキャンプが行われた

1882 年、協会は指導員の「手引書」を作成し 18、キャンプ村の日課や指導員の 3 原則お

よび具体的任務を詳細に示した 19。 
 
1）キャンプ村の一日 

キャンプ期間中、子どもたちは毎朝午前 6 時に起床する。支給された服に着替え、顔を

洗い終えたら集合し、新鮮な空気を浴びながら皆で祈祷を唱える。それが終わると宿舎の

清掃をし、朝食が出される午前 7 時までベランダや庭に腰を下ろし、外気に当たって過ご

す。朝食を食べてから正午の昼食までは自由時間である。昼食後、小休憩をはさんで午後

2 時からは課業の時間 20に充てられている。午後 4 時におやつが出され、その後は午後 8
時の夕食まで自由に過ごす。夕食後には夕刻の礼拝が行われ、それが終わると子どもたち

は就寝する。天候と道のりさえ許せば、日曜・祝日は教会に出かけた  （Markiewicz 
1882:69-70）。 
 
2）指導員の 3 原則と具体的任務 

「手引書」には指導員が特に心得ておかなければならない 3 つの原則について以下のよ

うに示されている。 
 

1．サマーキャンプの課題は何よりもまず都会に住む病弱な子どもの身体に栄養

を与えることである。それは新鮮な空気、適度な運動、しかるべき食事によって、

16 1880年代からポーランドでは心理学者である W.ダヴィドや A.シツヴナらによって実証

的な子ども研究が体系的に行われ始めた。こうした背景の中で、サマーキャンプ協会は特

に貧困層の子どもに焦点を当てて家庭状況および健康状態に関する調査を行った。 
17 報酬として指導員には 25 ルーブル、家政婦には 30 ルーブルが支払われた（Ciesielska 
1997:307）。 
18 その後、指導員のみならず両親、家政婦、監査官（inspektorek）、食事を提供する事

業者のための手引書も作られた（Ciesielska 1997:305）。 
19 ここでは 1882 年度の活動報告書に掲載された「手引書」を参考にする。その後、指導

員に課せられた任務の内容に多少の広がりと深まりはあったかもしれないが、サマーキャ

ンプ事業開始 25 周年を記念してワザロヴィチが執筆し出版した活動報告書にも同様の記

述があることから、その内容に大きな変化はなかったと考えられる（Łazarowicz 1907）。 
20 授業が行われていたという記述は見当たらないため、この時間は読書やお話、散歩や

川泳ぎといった活動に充てられていたと考えられる。 
19 

 

                                                   



またできる限り清潔に保つことによって、さらにはキャンプに参加するそれぞれ

の子どもに対して出された医師の指示にきちんと従うことによって達成される。 
2．子どもが敬虔な態度で規則正しく振舞うようにさせなければならない、行儀

の悪い遊びや言い方はどんなものであれ許してはいけない、また子どもの心や体

に不名誉をもたらすようなあらゆる悪習を厳しく監視しなければならない。 
3．そして最後にこれまで田舎暮らしの楽しみや自然の美しさとは全く無縁の世

界にいた都会の子どもたちの知性を、神の賢明な摂理がこの上なく素晴らしく現

れている生き物の細部全てに向けさせ、また田舎の農場で働くことで、田舎およ

び都会に住む人たちのために、人間が自然の生命から得ているあらゆる利益に向

けさせなければならない（Markiewicz 1882:67-68）。 
 

そしてこの 3 原則を遂行するための具体的任務として、一点目の健康増進に関しては、

外で一緒に遊ぶ、病気や怪我・事故を避け、身体に悪い影響を及ぼす可能性のある全ての

ものから子どもの身を守る、食事が美味しく清潔に調理されているか監督すると示されて

いる。二点目の原則である規律正しさの指導に関しては、反抗的な子どもや他人に迷惑を

かける子どもには厳しく注意し、それでも効果がない場合は罰を与えたり親のもとに返し

たりするとされている。そして三点目の知的好奇心の喚起に関しては、自然や田舎の人々

の営みに触れさせたり、読み・書きや物語を聞かせるなどの知的活動を行ったりするとい

う任務が記された（Markiewicz 1882:69-72）。 
このように、指導員にはキャンプ期間中の子どもの健康状態、食事や運動などの生活習

慣、規律正しさや行儀の良さといった生活態度、自然に対する興味・関心など、子どもの

生活について広く注意を払うことが求められていた。 
貧しい人たちを無料か安く診察・治療するという医師たちの慈善活動は 19 世紀の半ば

頃から行われていた（Hanecki 1970:121-126, Podgórska 1970:145）。こうした医師たち

の活動から発展したサマーキャンプが、貧困家庭の子どもの健康の回復や増進、発達の保

障を主たる目的としていたことは容易に理解できる。しかしワルシャワサマーキャンプ協

会はこのような医療・衛生活動にとどまらず、4 週間の共同生活を通して生活態度を身に

つけさせ、知的好奇心を喚起するなど、養育・教育活動も積極的に行っていた。 
 
（3）サマーキャンプ事業に対するコルチャックの評価と期待 

サマーキャンプがポーランドに伝わり、その活動がワルシャワにて本格的に始められる

ようになった時、コルチャックはワルシャワ大学の医学部生であった。1900 年、大学 2
年生の時にコルチャックはワルシャワサマーキャンプ協会に入会し、以降 1915 年まで所

属する（Falkowska 1989:63）。医療活動および衛生活動に携わる先輩医師などの刺激を受

けたと考えられるが、どのような経緯でサマーキャンプ協会の活動に関わるようになった

のかは不明である。しかし、協会に入会する以前からサマーキャンプ事業に一目置いてい

たことが、彼の著作からうかがえる。 
ワルシャワサマーキャンプ協会がロシア政府によって正式に認可された翌年の 1898 年

には、雑誌『みんなのための読書室（Czytelnia dla wszystkich）』の中の論説で、「ワル
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シャワでは今日 3,000 人近くの子どもたちがこの機関のサービスを利用している。3,000
人近くもの子どもが！（活動を始めてから）15 年も経っていないのになんて進歩だ！（中

略）いつの日か病院や幼児託児所 21を必要としなくなり、サマーキャンプが矯正施設にと

って代わる日が来るだろう」と述べ、協会によるキャンプ事業の目覚ましい発展に驚嘆し、

またそれが子どもの一時的保護・養育を担い、病気や非行の予防・回復・改善につながる

であろうと期待している（Korczak 1898:10-11）。またその翌年には、同雑誌の中で、サ

マーキャンプ協会を「神聖な機関」と称し、貧困家庭の多くの子どもに「きれいな空気と

健康的な食事、爽やかな感じと適切な保護を保障している」として、その活動に強い関心

を寄せていた（Korczak 1899a:122）。その一方で、「病弱な子どもや、何かの病気の初期

症状なのかもしれないが生気のない子ども、神経質な子ども」など、依然としてこうした

機会を利用できない子どもが多数いることも指摘する（Korczak 1899a:122）。 
このようなサマーキャンプ事業に対するコルチャックの評価や期待は、協会入会後も変

わらない。例えば次のような記述がある。「（ワルシャワサマーキャンプ協会の）会員数は

数百人にのぼる―数千人でないのが残念だ―、田舎での 5 週間〔原文ママ〕の滞在に送ら

れる子どもの数は 3,000 人を超えている。これはかなりの数であるが、同時に少ないとも

いえる。かなりの数というのは、協会が自分たちの持っている力および資金以上に活動し

ているからである。少ないというのは、ワルシャワの街路には 10,000 人もの子どもたち

がおり、その内のわずか一握りの子どもたちしか（キャンプに）行けないからである」

（Korczak 1901b:353）。 
サマーキャンプを必要としている子どもが多数いる中で、実際に参加できる子どもの数

の少なさに不十分さを感じながらも、この事業の価値を認めるコルチャックは、こうした

活動が一時の流行で終わってしまわないようにと訴える（Korczak 1902:116）。また、「公

衆衛生協会の会員でありながら、サマーキャンプ協会の会員でない者」や「医師でありな

がらサマーキャンプ協会の会員でない者」を批判するなど、医師や公衆衛生士はこうした

活動に積極的に取り組むべきだと考えていた（Korczak 1904a:25）。 
以上のようにサマーキャンプ事業を評価したコルチャックは、その後、指導員としてサ

マーキャンプに参加し、子ども集団と初めて関わることになる。 
 
（4）青年コルチャックの実践の試み 

1904 年、コルチャックは指導員として初めてサマーキャンプに参加した。当時、医学部

の学生だった彼は、後の勤務先となるベルソン・バウマン小児病院の外来診療所で助手を

していた 22。1904 年は 2 期にわたってユダヤ系の少年たちと共にキャンプ村ミハウフカ

にでかけ、その後、医師として働くようになってからも 1907 年にユダヤ系の少年たちの

21 幼児託児所（ochrona）とは、貧困家庭の 3 歳から 7 歳までの子どもを日中預かる施設

である。そこで子どもたちは遊んだり、体操をしたり、祈祷を唱えたり歌を歌ったり、手

作業をしたり、読み書きの初歩を学んだりして過ごした。第 2 章参照。 
22 コルチャックがキャンプに参加したきっかけについて、一説では、指導員に対する高

い要求に応えるべく素質ある若者を協会員自らが探しており、ベルソン・バウマン小児病

院の医師でサマーキャンプ協会の積極的な活動家である J.クラムシュティクが、助手をし

ていたコルチャックに声をかけたのではないかといわれている（Ciesielska 1997:307）。 
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キャンプに、1908 年にはキャンプ村ヴィルヘルムフカで行われているカトリック系の少年

たちのキャンプに参加した。 
指導員として参加したコルチャックは、子どもたちが頭や顔や体をきちんと洗えている

か、部屋は整理整頓されているか点検するなど衛生面に配慮する他、川で泳いだり、体を

動かして遊んだりして健康な身体づくりにも気を配った。また森や野原に出かけて自然に

触れ、物語を聞かせるなど、「手引書」に示された任務を忠実に果たしていた。さらにコル

チャックは「手引書」の任務にとどまることなく、子ども集団と関わり、その中で後にド

ム・シエロットで取り組むことになる様々な実践をすでに試みていた。そして、三度にわ

たるキャンプ参加後にドム・シエロットの設立に向けて精力的に動き始める。以下では、

サマーキャンプにおけるコルチャックの実践の試みを具体的に紹介する。 
 
1）子ども観察とその記録 

初めてキャンプに参加した時の初日の就寝時の様子を、コルチャックは次のように記し

ている。 
 

4 列に並んだベッド、38 人がそれぞれの部屋に入る。時刻は午後 8 時半。つい

さっきまで騒々しかった―今はところどころで小さなささやきが聞こえるだけ。

（中略）後もう少し―静寂、寝ている。ある子どもたちは掛け布団を頭まで被っ

ている、起こさないように気をつけながら私はその覆いをはがす―初めて参加す

る子どもの極度の不安、眠ったまま口を開け、深く空気を吸い込み、何かブツブ

ツ言っている―そして心もとなくゆらゆらと手を動かす―寝ている、頭はもう掛

け布団で包まれていない。（中略）数人の子が帽子を被ったまま寝ている。私はそ

れを脱がせながらその子どもの名前をノートに記す。（協会の事務所の）庭で最初

のペアが編成された時から、私は全てを記録している、耳がきれいなのは誰か、

頭にシラミがいるのは誰か、事務所あるいは駅に遅刻してきたのは誰か、1 人で

駅までやってきたのは誰か、母親からキャラメルやジンジャークッキーを道中の

おやつにもらえなかったのは誰か、前掛けあるいはスモックを身につけているの

は誰か―誰が初めてで、誰が 2 回目の参加か、禁止されているにも関わらず、車

両の窓から身を乗り出しているのは、文句を言っているのは、ペアの子の手を振

り払って逃げ出したのは誰か。（後略）（Korczak 1904b:242）。 
 
コルチャックは子どもが朝起きてから夜寝るまで、そして眠りについてからも彼らの様

子を観察し、それをノートに記録した。そうすることで、その子どもの「生活環境や家族、

そして最終的にはその子自身を診断」することができ、また「子どもと知り合いになる」

ことができると考えていたからである（Korczak 1904b:242-243）。このようにコルチャッ

クは観察と記録を通して、一人一人の子どもを理解しようとしていた。先行研究では医師

としての経験がコルチャックの教育思想や実践に影響していること、特に小児科医の経験

を通して身につけた観察という方法で子どもを理解しようとしていたことが指摘されてい
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るが（石川 1997a, 小田倉 2005）、医学部生の時に参加したサマーキャンプですでにこの

徹底した観察を試みていた。 
 
2）生活に必要な家事仕事を子どもたちが担う“係り仕事” 

コルチャックは、集団生活の場では子どもたち自身が助け合いながら生活に必要な家事

仕事を担う必要があるとして、初めて参加したサマーキャンプから“係り仕事”を導入し

た。この“係り仕事”について次のように述べる。「150 人の子どものために 2 つの部屋が

あるため、子どもたちは自分たちでベッドを整えたり、食事を出したりする。―全ての子

どもがベッドを整えることができるというわけではないので最初のグループには 2 人のベ

ッド係りがいた。―続いて、食事を出す係りが 2 人で、5 人目はホールの前の秩序を守る

係り、6 人目は飲み物を出す係りであった」（Korczak 1904b:272）。その後に参加したキ

ャンプでは、タオルがきちんとかかっているか点検する係りや、針や糸などを貸し出す裁

縫係りなどもあった（Korczak 1910:29-30, 1911:176）。 
コルチャックはこの“係り仕事”について、「子どもにとってあまり負担にならないよ

うなある任務を引き受けることには良い面があるだろう」と指摘するが、この「良い面」

については特に示しておらず、まだ確信をもっていないことがうかがえる。また、飲み物

係りが「自分にとってどうでもいい子どもや喉が渇いている子ども」よりも先に親友に飲

み物を配り、配膳係りがよりきれいな食器や料理が多く盛られた皿を親友に配る場面をし

ばしば目にしたことから、係りの者がその任務を遂行する際に「その仕事に特有のある特

権を利用しない限りにおいて」という条件をつけた（Korczak 1904b:272）。 
コルチャックは“係り仕事”の取り組みを通して、そのマイナス面、つまり係りの者が

その仕事の特権的地位を利用したり、係りの者の意見は他の人の意見よりも大きな価値が

あるという錯覚に陥ったりするということに気づいた。それゆえ、この仕組みを廃止すべ

きか、それとも監視すべきかと悩みながら試みていた（Korczak 1904b:272, 1911:176）。 
 
3）子どもたち自身が生活上の様々な問題を解決する“キャンプ裁判” 

コルチャックは、「150 人の少年がいるところでは、毎日 30 件の言い争いと 5 件の乱闘

が起こるはずだ。言い争いや殴り合いが起こるところには、裁判がなければならない、裁

判は公正でなければならず、また信望と信頼を得なければならない」と述べ、サマーキャ

ンプにおける子どもたちのもめごとや過失などの問題を解決する機関として“キャンプ裁

判”の導入を試みた 23（Korczak 1910:21）。裁判官の 3 人は子どもたちであり、週に一度

行われる投票によって、子どもたち自らが選出した。裁判は森の中もしくはベランダで行

われた。裁判官は机の前に、被告と証人は長椅子に座り、傍聴人はその後ろに立った。指

導員であるコルチャックは、検察官・原告または弁護人・擁護者として裁判に参加すると

同時に、訴訟内容を記録する役割を担った。それぞれの証言が終わると裁判官たちによる

審議が行われ、判決が下された（Korczak 1910:21-22）。 

23 サマーキャンプ協会の刊行物には、何か特別な事件が起こった場合に指導員によって

行われた“緊急”裁判のことしか書かれていないため、子どもによる“キャンプ裁判”は

コルチャックが取り入れたと考えられている（Ciesielska 1997:360）。 
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では具体的にどのような問題が裁判に訴えられたのだろうか。1907 年のキャンプ中に行

われた裁判についてコルチャックは次のように記している。「1 シーズン通して、43 件の

訴訟があった。（その内の）19 件は私が起訴した：キャンプ村の外に勝手に出て行った件

で 3 人の男の子を、夜、部屋で騒いだ件で 3 人を、気違いじみたユダヤ人に砂や松ぼっく

りを浴びせかけた件で 5 人を、窓ガラスを割った件で 1 人を、汚い水を飲んだ件で 4 人を、

ウソの証言をした件で 1 人を、係り仕事を怠けた件で 1 人を、花をテーブルから投げ落と

した件で 1 人を訴えた。（残りの）24 件の訴訟は子どもから出されたもので、その内 16
件は両者の和解によって決着がついた」（Korczak 1907a:290）。 

裁判には指導員が子どもを訴える場合と子どもが子どもを訴える場合があり、その数は

約半々であったことが上記の記述からうかがえる。裁判は生活上の様々な問題を解決する

方法として利用され、多くは両者の和解や謝罪によって解決に至るか、あるいは無罪判決

が下されたが、中には有罪判決を受け、“監禁”や“ひざつき”などの罰が課されることも

あった 24。また、「私は 1 件について控訴した、というのも、よく顔の知られた男が少年

を罪もなく打ち、それが無罪となったからである」というコルチャックの記述が示してい

るように、判決に対して不服がある場合には控訴することもできた 25（Korczak 
1907a:290）。 

24 有罪判決が下された訴訟内容について、『モシキ、ヨスキ、スルレ』（1910 年）と『ユ

スキ、ヤシキ、フランキ』（1911 年）からいくつか紹介しておく。 
①ある子どもがある子どもを訴えた件：F の投げた石が O に当たり、O が泣いた件につい

て、裁判官は F がまだ年少であることを考慮して 10 分間の“監禁”を命じた（Korczak 
1910:22）。3 人の男の子が鳥の巣を壊した件について、これが初めてであったこと、悪気

はなかったこと、正直に全て話したことを考慮して内 1 人を許し、残りの 2 人にはその日

の夕食を皆とは別々にとるよう命じた（Korczak 1911:129-130）。W が蛙を苦しめたあげ

く殺した件について、授業中に画像で見た蛙の心臓を実際に見たかったという W の興味、

キャンプへの参加は初めてであり、動物を苦しめることが禁じられているとは知らなかっ

たことを考慮して 10 分間の“ひざつき”を命じた（Korczak 1911:130）。Z が 2 匹の蛙

を殺した件について、理由もなくやったので 20 分間の“ひざつき”を命じた（Korczak 
1911:131）。 
②子どもが互いに訴え合った裁判の中で特に多いのは、相手を不快な気分にさせるあだ名

で呼ぶことに関するものであった（Korczak 1911:132,135）。それ以外で、有罪判決が下

されたものには以下のようなものがあった。朝、布団を畳んでいる時に起こった争いごと

について、どちらから吹っ掛けたのか証明できる人がいず、両者とも譲らないため、仲直

りすることを提案した（Korczak 1910:23）。殴り合いの喧嘩について、両者は仲直りを

して決着つけることを望んだが、血が出てあざが残るほどの傷を負ったため 15 分間の

“監禁”を命じた（Korczak 1910:23-24）。 
③指導員が子どもを訴えた件：就寝時間に吠えたり、口笛を吹いたり、手を叩いたりして

騒いだ件について、誰がやったのか尋ねたところ、2 人の男の子だけが白状し、その他の

子どもたちは黙ったままだった。そこでこの 2 人を特別に罰するのではなく、グループ全

員を有罪とし、その日のおやすみのバイオリンを禁じた（Korczak 1910:27-28）。ラッパ

が鳴っても森から帰って来ず、いつも遅刻する S に対して、20 分間の“ひざつき”が命

じられた（Korczak 1911:131）。 
25 “控訴裁判”は各グループから 1 人選出された 5 人の裁判官で構成された（Korczak 
1907a:290）。 
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では裁判の審議はどのように行われたのか、具体的にみていく。以下は、検察官役であ

る指導員が 2 人の男の子プィヴァックとシドウォフスキを、キャンプ村から遠く離れた野

原まで行き、鐘が聞こえず朝食に遅刻した件で訴えた時の裁判の様子である。 
 

「キャンプ村の森の彼方まで出かけてはいけないということをあなたたちは知

らなかったのですか。なぜなら道に迷うかもしれないし、川で溺れるかもしれな

いし、牛が角で当たってくるかもしれないし、犬がかみつくかもしれないからで

す。朝食後に私たちは泳ぎに行かなければならないため、朝ご飯に遅れてはいけ

ないということを知らなかったのですか。何をしに森の彼方まで行ったのですか、

いつからここが遊び場としてうんざりするものになったのですか。」 
プィヴァックとシドウォフスキは花を摘みに行ったのだ。 
「裁判官！この少年たちは間違いなく悪いことをしました。朝ご飯にも、昼ご

飯にも、おやつにも、夕ご飯にも遅れてはいけません、100 人が 1 人あるいは 2
人を待つなんてことはできません。森でそれぞれを別々に探し出し、鼻を引っ張

ってテーブルまで連れてくることもできません。だから鐘があるのです。そして

その鐘に注意していなければならないのです。したがって、彼らを罰しなければ

なりません、しかしながら…プィヴァックとシドウォフスキは花を摘みにキャン

プ村の森の彼方まで行ったのです。田舎では花を摘んでもかまいません。それは

食べることを忘れてしまうほどに彼らを喜ばせたのです。プィヴァックは初めて

キャンプに参加しています、シドウォフスキはチエホチネクのキャンプに参加し

ましたが、そこには花はほとんどありません。だから彼らのこの初めての出来事

を許すことはできないでしょうか。」 
裁判官たちは短い話し合いの後、2 人の被告を無罪にした（Korczak 1910:24）。 

 
コルチャックは 1907 年に参加したキャンプでの裁判を通して、「子どもたちは、あなた

たち（大人）のように許すことができ、あなたたちのように誠実に、私心なく一心に自分

の任務を果たすことができる」と主張している（Korczak 1907a:290）。このような子ども

の力を確信し、また子どもたちは「公正」を求め、「信望と信頼」を得るために努力できる

と信じて、子ども自身が自分たちの問題を解決する裁判の仕組みをつくり、試みた。 
サマーキャンプには指導員が裁判官となる裁判もあり、コルチャックが“最大の違反行

為”と呼んだ、子どもたちだけで川に泳ぎに行った件については指導員による裁判が行わ

れたという。コルチャックはその違反行為を告げる手紙を子どもたちの両親宛てに書いた

が、今後二度と自分たちだけで泳ぎに行かないならば、その手紙は送らないと子どもたち

に約束した。この約束を守り抜いた少年たちの姿について、コルチャックは以下のように

述べる。「（両親宛てに書いた）手紙は勇敢な 5 人の少年の思い出の品として、今日まで保

管され私の引き出しに入っている。この少年たちは過失を認める勇気と、川が彼らを誘惑

してもあの約束を守り抜く不屈の精神をもっていた。彼らは勇敢な人間に成長している！」

（Korczak 1911:131-132）。 
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このように“キャンプ裁判”を行う子どもたちの様子を観察して、コルチャックは、子

どもたちの中にある「過失を認める勇気」や「不屈の精神」にも気付いた。 
 
4）出来事や情報を伝達する“サマーキャンプ新聞” 

コルチャックはサマーキャンプでの出来事や子どもたちが興味をもつような記事を掲

載した新聞を作成していた。新聞には、例えば「男の子たちがスティックボールをしてい

て窓ガラスを割った。家政婦さんがとても怒った」、「ヴァインベルグは帽子に穴を開けた。

新しいのはもらえないので穴の開いた帽子をかぶって歩くだろう」といった日常の出来事

や、サマーキャンプに関する記事など子どもにとって身近なことをテーマにした記事が掲

載された（Korczak1910:47-48）。キャンプに参加しているユダヤ系の子ども全てがポーラ

ンド語を理解しているわけではないため 26、美しく書くことよりも簡単な表現で書くこと

が必要であった（Korczak1910:49）。また全ての子どもが字を読めるわけではないので、

全員の子どもの前で新聞を読み上げた。 
コルチャックの次の描写からは、子どもたちが読み上げられる新聞を興味深く聞いてい

た様子がうかがえる。「エルヴィングはミハウフカの新聞がワルシャワから来たのではない

ということをすぐに理解した。そして、指導員たち自身が書いて、まるでワルシャワから

届けられたかのようにわざと封筒に入れているだけだと推測した。しかし、彼は聞いてい

る、全てのニュースが最新で、とても興味深いということを認めているに違いない」

（Korczak1910:47）。 
コルチャックは、サマーキャンプで新聞を発行した意図については特に述べていないが、

この試みを通して、子どもたちが自分たちの身の回りで起こった出来事や社会の仕組みに

関心を持っていることを理解した。 
 
5）子どものことを理解する手段としての“好感度評価” 

コルチャックは、ある女学校に仲間や教師に対する好感度を示す習慣があるということ

を知り、それがキャンプに参加している子どもたちにも役に立つだろうと考えた。これは

子どもが仲間に対して、とても好感がもてる場合は 5、好感がもてる場合は 4、どちらで

もない場合は 3、少し嫌な場合は 2、嫌な場合は 1 として、自分の気持ちを表明するもの

である。これをキャンプで試みたコルチャックは以下のような感想を記している。「日に日

に 5 の数が増えていった。当初、嫌いあるいはどちらでもないと評価された者は、すぐに

好感がもてるやとても好感がもてる者に変わった。そして、最も好感がもてると評価され

たのは、1 週間、（指導員が持っている子どもの）名簿に“？”マークがついていた者であ

ろうということを私は確信した。たくさんの子どもたちの中からやっとの思いで彼らを見

つけ出し把握しなければならなかった。大人しい子どもは脇に放っておかれていたのであ

る」（Korczak 1904b:275）。 

26  ポーランドのユダヤ系住民の約 90%はイディッシュ語を使用している（ティフ

2006:23）。この時期は義務教育制度も成立していないため、貧困家庭のユダヤ系の子ど

もがポーランド語を学ぶ機会はほとんどなかったと考えられる。 
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コルチャックは“好感度評価”を通して、子どもたちの評価が日を追うごとに良くなっ

ていることや、指導員の目にとまらない大人しい子どもが皆から好かれていることに気付

くなど、子どもたちが見る子どもの姿を教えてくれるということを学んだ。 
 
6）自分自身についての理解と自己教育を促すきっかけ 

指導員の「手引書」には天気の悪い日には本を読んだり、お話を聞かせたりして過ごす

ようにと書かれているが、コルチャックは天候に関わらず、子どもたちに色んな話をして

聞かせ、また子どもたち自身が話をする機会を設けた。以下に引用するのは、コルチャッ

クが子どもたちに話を聞かせようとしていた時のエピソードについて記したものである。 
 

「子どもたちよ、こっちにおいで、とても面白いお話をしてあげよう。」ある時

一人の指導員（コルチャック自身のこと、以下も同様）が言った。おそらく 100
人ほどいる男の子たちの中から、たくさんの子どもが面白い話を聞くために走っ

てきた。「ここに座ろうよ」と 1 人の男の子が提案する。「いや、森の先へ行こう」

と指導員が決める、彼は、これほどたくさんの男の子たちが話を聞くために走っ

てやってきたことを誇らしく思っているのだ。そして森の外れまでたどり着くと、

男の子たちはそこに大きな半円を描いて座った。「押し合うんじゃない、全員が聞

こえるように大きな声で話すから」と指導員が言うと、最も良く聞こえるように

一番近くに座ろうとして、押し合ったり言い合ったりしていた男の子たちは満足

した。「よろしい、静かに―では始めるよ。ある時…」。その時、ブロンベルグが、

（中略）「あ、あそこ、羊が歩いている」と知らせた。事実、羊の群れが追い立て

られていた。羊たちはもうもうとした砂埃の中を、乱雑にひしめき合いながら歩

いていた、それはこっけいで、また驚くようなあり様だった。男の子たちは（中

略）、面白い話のことなど忘れて飛び上がり、羊を見に走り出した。指導員はそこ

に 1 人残された。確かに、しばらくの間、彼はそれを少し不愉快に感じていた。

だが、その時から彼は子どもたちの前で面白い話ができるという自分の才能をあ

まり信じなくなり、そのおかげで以前より謙虚になった。したがってより賢明に

なったのだ。羊は彼に分別を教えたのだ。（中略）指導員は子どもたちに教え、子

どもたちは指導員に教える（Korczak 1910:63-63）。 
 

以上のように、サマーキャンプで子どもたちの言動に教えられ、自身を見つめ直し改善

した経験を通して、コルチャックは子どもによる教育を通じて自分自身について理解し、

自己教育する重要性に気付いた。 
 

コルチャックはサマーキャンプ活動に指導員として参加し、初めて子ども集団と関わり、

以上で見てきた様々な実践を試みる中で、これまで知らなかった子どもの世界や彼らの力

を発見した。その中でも特に、子ども社会との出会いが彼にとって画期的な出来事であっ

たといえよう。その時の印象をコルチャックは次のように記している。「（子どもたちは）

バラバラの集団を、協力や互いの譲歩、共同作業、そしてまともな意見が必要であるとい
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うことを理解する社会へと作り変えた」（Korczak 1907a:290）。この子ども社会との出会

い、そして子どもたちは協力したり、譲歩したり、共同したり、まともな意見が必要だと

いうことを理解できるという気付きが、後に孤児院の院長という提案を受ける動機になっ

ていった。また以下で見ていくように、この子ども社会を念頭に置きながら、理想とする

教育のあり方について考え始めた。 
 

3．コルチャックが理想とした学校・教育―「生活の学校」（1907-1908 年）から― 
（1）「生活の学校」（1907-1908 年）について 

コルチャックは 1907 年から 1908 年にかけて学術・文学・社会・政治に関する週刊誌『社

会 評 論 （ Przegląd Społeczny ）』（ 1906-1907 年 ） お よ び そ の 後 身 で あ る 『 社 会

（Społeczeństwo）』（1907-1910 年）で「生活の学校（Szkoła życia）」というタイトルの

作品を 33 回にわたって連載した。この作品の冒頭には、「生活の学校、それは空想の物語

であり、少数の有産階級のためではなく全人類の目的に適うように改革されたという実在

する模 範 的 な学校 を もとに つく られた 物 語であ る」と 書か れ ている （ Korczak 
1907-1908:6）。つまりコルチャックはこの作品の中で、新しい模範的な学校について、ま

たそこでの理想的な教育について描いた。 
「生活の学校」は二部で構成されており、第一部には生活の学校の設立の意図や原則に

ついて、第二部には生活の学校に併設されてあるコロニー（林間学校）や読書室、宿泊所、

乳児託児所、幼児託児所、相談所、農場、工房、病院、食堂、労働ホームなどにおける具

体的教育実践について書かれている。 
以下、生活の学校の教育目的を明らかにしながら、そこでの教育実践の要となる「労働」

の意味について検討する。その上で、生活の学校では「労働」がどのような形で実現され

ていたのかを、いくつかの教育方法を紹介しながら明らかにする。 
 
（2）教育の目的と「労働（praca）」 

この作品の舞台である生活の学校とは、「子どもたちが実用性のない薄っぺらの紙に書

かれた実用性のない文字を学ぶところではなく、その代わりに人々がどのように生きてい

るのか、なぜそのように生きているのか、どのように違った生き方ができるのか、完全に

自由な精神で生きるために何ができ、何をしなければならないのかを学ぶところ」であっ

た（Korczak 1907-1908:13）。このような学校をつくった理由として、既存の一般的な学

校に対する次のような批判が述べられている。「各クラスには 40 人の生徒がいて、全員が

同じことを学んでいる。各自、他の子どもたちとは少しずつ違うはずなのに。そこでは、

それぞれが別のことを考え、違ったふうに感じ、違うことを切望している 100 人の人間が

同じ作業をしている工場と同じことが起こっている。（中略）各クラスには 40 人の生徒が

いて、全員同じことを学んでいる。生活（人生）はそれぞれの生徒に別のことを要求する

にも関わらず。何のために彼ら全員がドイツ語を学んでいるのか、この外国語が必要にな

るのはごく一部の生徒で、その他の者は忘れてしまうのに。5 人の少年に必要なことをな

ぜ 40 人が学ぶのか？」（Korczak 1907-1908:18）。また「学校は子どもの清潔さを検査す

るくせにどのように洗うのかは教えない」とも述べている（Korczak 1907-1908:43）。こ
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のように一斉授業で同一の知識を教え、管理監督するだけで、生活や人生について必要な

ことを何一つ教えない当時の学校教育に対する批判から生まれた生活の学校は、生活や人

生について学ぶところであった。 
「生活の学校」が書かれた当時、欧米では知識の詰め込みや規律、従順を重視する伝統

的な学校教育に対する批判から新教育運動が生まれ、広まっており、子どもの自主的な活

動を重視した様々な教育実践が各国の学校や施設で試みられた。こうした新しい教育の流

れに影響を与え、コルチャックも学んだとされるペスタロッチ（1746-1827 年） 27は、「生

活が陶冶する」という教育の原則を主張し、「子供を取り巻く自然や、子供の日常の要求や、

いつも活潑な子供の活動そのものを、陶冶の手段として利用」すべきだとした（ペスタロ

ッチ 2009:53）。またデンマークのグルントヴィ（1783-1872 年）は、既存のラテン語学

校を「死せる学校」と批判し、それに対して市民的生活のための学校である「生のための

学校」の設立を提唱し、その学校は生の関心を目的とし、現存する生の有益さを啓蒙し促

進する施設であるべきだとした（グルントヴィ 2014:132-134,145）。そして 19 世紀末から

新教育が展開していく中で、例えばデューイ（1859-1952 年）やケルシェンシュタイナー

（1854-1932 年）らは教育内容が生活と結びつき、具体的活動（作業、労作）を通して学

ぶべきだと主張した。例えば実験学校を創設したデューイは、1899 年に『学校と社会』を

出版し、その中で「子どもの生活をすべての中心」とし、「（学校の）学習は生活すること

をとおして、また生活することとの関連においておこなわれる」と記している（デューイ

2008:52）。直接的な関係については不明であるが、コルチャックはこうした新教育の思想

やその源流から学びながら、新しい学校、新しい教育のビジョンを描いたと考えられる。 
本作品の「生活の学校」が対象とする子どもは「社会に抑圧された（中略）貧しく不幸

な孤児たち」であり、冒頭に書かれているように「少数の有産階級のため」の学校ではな

く、「無産階級のための、無産階級向けの」学校であった（Korczak1907-1908:26-27）。そ

して、「学校をつくり、教え子の正常な発達に役立つ養育施設を設立しよう。正常な精神の

組織にとって合理的な唯一の教育的ファクターは適切な労働である。（中略）教育者の課題

は正常な発達に協力すること、また正常な発達を妨害しているものを取り除くこと、そし

て治療することである」として、「労働」を通して教育する重要性と正常な発達を保障する

という教育者の課題が強調された（Korczak 1907-1908:42）。 
ではここでいう「労働」とはどのようなものだったのだろうか。コルチャックは次のよ

うに説明する。「（子どもの）労働、活動―それは生活（人生） 28と同義語である―健康的

27 コルチャックはペスタロッチから大きな影響を受けており、例えば次のように述べて

いる。「ペスタロッチ、フレーベル、そしてスペンサーの名は、19 世紀の最も偉大な発明

者たちの名と比較しても、決してその輝きで劣ることはない。彼らは、ますます多くの未

知なる自然の力を、また未知なる人類の半分、つまり子どもたちを発見したのだ」と

（Korczak 1899c:226）。また 1894 年 8 月 15 日の日記には「スペンサー、ペスタロッチ、

フレーベルなど。いつしか自分の名前もその列に並ぶだろうか」と記している（Korczak 
1914:155）。そして 1899 年の夏にはペスタロッチの生まれ故郷であるチューリッヒを訪

れ、そこで学校や小児病院、無料読書室を見てまわり、その素晴らしい環境に感銘を受け

た（Korczak 1899b: 180-183）。 
28 原語 życie には「生活」という意味の他に、「人生」、「生命」、「活力」という意味

もある。 
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な生活、普通の生活、強健な生活」（Korczak 1907-1908:33）。また次のようにも述べる。

「それぞれの活動はある身体的な能力、つまりある一定の力を要する。またそれぞれの活

動はある知的な能力、つまり知性や知識、経験、熟練を要する。そしてそれぞれの活動は

ある精神的な能力を要する」と（Korczak1907-1908:27）。 
このような「労働」を体現するものとして、生活の学校では、寝室の整理整頓や起床時

間、食事の時間、休み時間に関する規則といった学校の規則を生徒と教育者が「共通の利

益のために一緒に作成し、そしてほぼ毎日変更している」という（Korczak 1907-1908:42, 
70）。もちろん間違うことや失敗することもあるだろうが、「働きながら何が不可欠なのか

を学ぶのだ」と主張するように、子どもと大人が生活している共通の場の運営に従事し、

自分たちがより良く生活するためにはどうすればいいのかを学ぶことが重視された

（Korczak1907-1908:23）。したがって、生活の学校には「規律はなく、あるのは社会化で

あり、また従順はなく、あるのは共同生活や共同作業を調整する原則の必要性の理解」で

あった（Korczak 1907-1908:70）。そして、このような「労働」を通して、子どもたちは

「年齢や性分、過去の全てが異なるバラバラの集団から、内部の生活において互いに譲歩

すること、用心深く監督し合うこと、共同することの必要性を理解する社会を形成し始め、

そして責任と意欲の団結を理解し始めることになる」という（Korczak 1907-1908:43）。 
以上、生活の学校は孤児や貧困家庭の子どもが、生活や人生について学ぶ場であり、そ

こでは決められた枠の中で規律正しく従順に生活するのではなく、子どもたち自らが生活

している場の運営に従事し、仲間や教育者と共同しながら生活し生きること、つまり「労

働」が重視されていたといえる。また、この「労働」を重視する教育思想の根底には、「子

どもは最も誠実で、最も無欲で、最も熱心で、最も積極的な働き手」であるという子ども

観があった（Korczak1907-1908:15）。この子ども観は、サマーキャンプでの子ども社会と

の出会いを通して、つまり様々な実践の試みの中で、バラバラの子どもたちが協力や譲歩、

共同作業、そしてまともな意見の必要性を理解する社会をつくっていった姿を観察して形

成された。先行研究では、コルチャックが、子どもはすでに人間であり、尊重されて然る

べきとの子ども観を持っていたこと、またそれは「新たな思想・概念を伴いながら深化、

拡張させられていく」ことが指摘されているが（塚本 2004, 2011）、サマーキャンプでの

教育実践を通して、この「働き手」としての子どもという子ども観を形成していった。こ

の子ども観や、「労働」を通してより良い生活について学ぶことを重視する教育思想は、新

教育の影響を受けながらも、コルチャックの実践に基づく彼独自のものであった。 
 

（3）生活の学校における教育方法 
「生活の学校」には、子どもの「労働」を基本とする教育実践がどのようなものである

か体系的に描かれているわけではないが、「労働」を体現する教育方法として、サマーキャ

ンプで試みた“係り仕事”や“裁判”、“新聞”に関する記述がある。“係り仕事”について

は以下のように書かれている。「難易度の低い整理整頓の仕事、つまり、単純で責任が重く

なく、簡単に管理できる活動を少し行わなければならない」と。その内容とは、「1）廊下

を湿らせて掃き掃除をする、2）洗面所や蛇口を拭く、3）タオルを交換する、4）講義室

のドアにかかっている掲示板を交換する、5）授業が始まる 3 分前に教室を開ける、6）（季
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節などに応じて）何分間か換気をする、7）次の係りの者に破損箇所について知らせ引き

継ぐ」などである。“係り仕事”は、最初は 1 日 1 時間を 5 日間続けて行い、子どもたち

がより複雑でより責任ある活動に自ら従事するようになれば、その期間は延長される

（Korczak1907-1908:124-125）。このように生活の学校では子どもに無理がかからない程

度の仕事を担うことが義務づけられており、その内容はどれも自分たちの生活を営む上で

必須のものであった。 
“仲間裁判”は、子ども同士の些細な言い争いを解決する機関として設置され、子ども

たちで構成される裁判官は、訴えられた件について調査、審議した後、非のある方に対し

て、謝罪をするあるいは一定期間、共同作業から外れるという判決を下す。言い争いはた

いてい年少の子どもの間で起こり、それもごく僅かであること、また意見の不一致により

生じていることがほとんどであるため、裁判がその仲裁をすることで解決するという

（Korczak1907-1908:127-128）。また勉強や“係り仕事”を過剰にしていた子どもが、生

活の学校の規則に違反するとして訴えられた時、その子どもは弁護人を立てて、好きなだ

け勉強や“係り仕事”をする特別の権利を獲得したという例も作品の中で紹介されている

（Korczak1908-1909:110）。 
“仲間裁判”がどのような形態で行われることになっていたのか詳細は不明であるが、

「私たちの刑罰法典は犯罪者の罪を緩和する事情を寛大に認める」とあるように、サマー

キャンプでの実践のように罰することはなく、許すことを前提に子ども同士の関係を調整

したり、不明な点を解明したりしながら、生活の学校の規則や秩序を守る機関であった

（Korczak1907-1908:66）。また、ある子どもに特別の権利を認めるなど、問題を解決する

だけでなく、そのために必要なルールをつくったり決定したりする機関でもあった。 
生活の学校の“新聞”には、欠員がでた職務（“係り仕事”）に関する広告や、それぞれ

の職務についての短い情報、授業や会議に関するその日の知らせや今後の予定などが掲載

されている（Korczak1907-1908:127）。子どもたちは、この“新聞”から生活に必要な情

報を得て活動することになっていた。 
サマーキャンプで試みた以上の方法の他に、生活の学校では新参者に“指導員―パトロ

ン”がつき、生活の規則を教えるという仕組みが構想されている。年少の新参者とすでに

長くいる年長の子どもとの間にこのような関係を築くためには、「年長者が年少者を従える

特権」ではなく、「年少者の世話を引き受ける必要性」を理解しなければならないと記され

ている（Korczak1907-1908:48）。このように生活の学校には教育者が子どもに教え諭すの

ではなく、年長の子どもが年少の子どもを助けたり、教えたりしていた。 
また教育者が子どもたちの意見や質問を聞く仕組みとして、“郵便箱”が設置されてお

り、そこに集められた子どもたちの意見や質問は、授業の報告書や 1 日の生活の報告書に

記載されることもあった（Korczak1907-1908:83）。この“郵便箱”は、子どもの意見を教

育者に伝えると同時に、他の子どもたちと共有する機会を提供するという役割を果たして

いた。 
 
4．小括 
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本章では、ドム・シエロット設立以前（1912 年以前）のコルチャックの実践経験として

サマーキャンプを対象に、その起源とワルシャワサマーキャンプ協会の活動内容、そして

コルチャックが指導員として参加した時の実践の試みについて、またこのサマーキャンプ

での経験を通して形成していった彼の教育思想について検討してきた。本章では、第一に

医療・衛生活動として医師たちが始めたワルシャワのサマーキャンプ事業は、養育・教育

活動も積極的に行っており、コルチャックは医師の道を歩む中でこの事業に関心を持ち、

関与するようになったこと、第二にコルチャックは指導員として参加したサマーキャンプ

において独自の教育実践を試み、その中で子どもたちの持つ様々な力を発見し、子ども社

会と出会ったこと、第三にサマーキャンプにおける子ども社会との出会いを通して教育実

践の要となる「労働」という概念、また「働き手」という子ども観を形成したことが明ら

かとなった。 
第一の点について、貧困家庭の子どもの健康回復と心身の発達の保障を目的とするサマ

ーキャンプ事業が 19 世紀末ポーランドに伝わった。その後、医師や公衆衛生士らが立ち

上げたワルシャワサマーキャンプ協会（1897 年設立）が精力的に活動を展開し、この事業

の発展に大きな役割を果たした。ワルシャワサマーキャンプ協会は、子どもの健康を改善

するという目的を達成するために、実施場所の選定や対象とする子どもの選考を入念に行

った。また 4 週間子どもたちと生活を共にする指導員には特に大きな期待を寄せ、子ども

の健康状態、生活習慣や生活態度の他、知的好奇心の喚起など子どもの生活について広く

指導することを求めた。このようにサマーキャンプ事業は、医療・衛生活動のみならず、

養育・教育活動も重視し、積極的に行っていた。サマーキャンプ協会が設立され活動を展

開していた時期、コルチャックはワルシャワ大学の医学部に進学し、先輩医師たちが携わ

っているサマーキャンプ事業に関心を持つようになった。コルチャックはサマーキャンプ

を必要としている子どもが多数いる中で、その内の一部しか利用できていないことに不十

分さを認めながらも、事業の意義を高く評価し、その発展に期待を寄せた。そして 1900
年にワルシャワサマーキャンプ協会に入会し、医学部生として助手をしていた 1904 年と、

医師として小児病院で働いていた 1907 年と 1908 年に、指導員としてサマーキャンプに参

加した。 
第二の点について、指導員としてサマーキャンプに参加したコルチャックは、「手引書」

に示された任務を忠実に果たすだけでなく、後にドム・シエロットで取り入れることにな

る様々な教育方法を導入し試みた。先行研究で指摘されてきた、観察と記録を通して子ど

もを理解するという方法は、医学部生の時に参加した初めてのサマーキャンプですでに試

みていた。“係り仕事”では「あまり負担にならない」程度の家事を子どもたちが担うこと

の意義を感じながらも、その「特権的地位を利用」するという問題にコルチャックは頭を

悩ませた。また生活上の様々な問題を解決する“キャンプ裁判”では、子ども同士が互い

の過失やもめごとについて訴えるだけでなく、指導員が子どもの過失を訴える場合も多く、

また身体的な罰が課されることもあった。しかし、子どもたち自身が解決していく中で、

コルチャックは子どもたちの持つ様々な力、例えば許したり誠実に任務を果たしたり、過

失を認めたり、約束を守り抜いたりすることができると確信した。その他にもコルチャッ

クはキャンプ中の出来事や情報を伝達し共有するために“キャンプ新聞”を発行し読み上
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げたり、子ども同士が好き・嫌いを表明する“好感度評価”を取り入れて大人が知らない

子どもの姿に気付いたりした。このような様々な実践を試みる中で、コルチャックは子ど

もたちが「協力や互いの譲歩、共同作業、そしてまともな意見が必要であるということを

理解する社会」を形成していくことを発見した。後に、サマーキャンプで「教育実践のい

ろは」（Korczak 1920a: 220）を学んだと述べるように、ここでの実践の試みを通して子

どもの世界や子どもが持つ力、子ども社会を発見したことが、その後のコルチャックの実

践に大きな影響を与えることになる。 
第三の点について、サマーキャンプでの経験をもとに、また当時の新教育の思想やその

源流に学びながら執筆された「生活の学校」には、コルチャックの理想とする学校や教育

のあり方が描かれた。コルチャックが理想とする生活の学校は、一斉授業によって知識を

教え込む場ではなく、「労働」を通して生活や人生について学ぶところであり、教育者の任

務は生徒を管理監督することではなく、生徒の正常な発達を保障することであった。コル

チャックが「合理的な唯一の教育的ファクター」として重視する「労働」とは、子どもた

ち自らが生活している場の運営に従事し、仲間や教育者と共同しながら生活すること生き

ることであり、それは身体的、知的、精神的な力を要するものであった。そして、この「労

働」を通して、子どもたちは「互いに譲歩すること、用心深く監督し合うこと、共同する

ことの必要性を理解する社会を形成」することになるという。コルチャックの「労働」を

重視する教育思想の根底には、「子どもは最も誠実で、最も無欲で、最も熱心で、最も積極

的な働き手」であるという子ども観があり、これはサマーキャンプにおける様々な実践の

試みの中で、バラバラの子どもたちが協力や譲歩、共同作業、そしてまともな意見の必要

性を理解する社会をつくっていった姿を観察して形成された。 
初めて子ども集団と出会い関わる機会となったサマーキャンプについて、コルチャック

は後に次のように述べた。「貧しい家庭の子どものためのサマーキャンプ。太陽、森、川、

子どもたちは歓喜と礼儀と思いやりを吸収する。昨日は小さな野蛮人、今日は愛らしい遊

びの参加者。自信がなくおどおどして、臆病で、鈍い子が、1 週間後には勇敢で、活気が

あり、自発性と歌声に満ちている。こちらでは時々刻々と変化し、あちらでは週ごとに変

化する（後略）」（Korczak 1918:57-58）。自然に囲まれた田舎で仲間と共に滞在する中で

発達していく子どもたちの姿を見たコルチャックは、サマーキャンプに魅了され、ドム・

シエロットでもその実現に向けて努力することになる。 
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第２章 孤児院ドム・シエロットの設立（1912 年） 
 

1．はじめに 
本章では、コルチャックが院長を務めた孤児院ドム・シエロットがどのような経緯で設

立されたのか、また設立時コルチャックが何を目指し、それをどのように実現しようとし

ていたのかについて明らかにする。その際に、これを当時のワルシャワにおける児童保護

の歴史の文脈の中に位置づけながら、ドム・シエロットの特徴について検討する。 
前章で見てきたように、コルチャックは初めて子ども集団と関わったサマーキャンプで

様々な実践を試み、その中で子どもたちが社会を形成していく様子を観察した。そして、

この経験を通して執筆した「生活の学校」には、子どもたちが「労働」を通して生活や人

生について学ぶという新しく理想的な教育のあり方を描いた。さらにこの後、ベルリン

（1907 年）、パリ（1909 年）、ロンドン（1911 年）に短期留学ないし滞在をし、ヨーロッ

パの先進的な小児病院や学校、養育施設や無料読書室を訪れ、その実践に触れた 1。ワル

シャワのそれとは異なる理想的な施設環境や新しい教育方法に刺激を受けたことが、改め

てこれまでの自身の経験を踏まえて思い描いていた理想の教育を実現すべく孤児院ドム・

シエロットをつくる動機につながったと考えられる。 
ドム・シエロットの設立過程に関する研究は日本に存在せず、伝記の中で言及されてい

るだけである。近藤による伝記では孤児救済協会が設立したということと、コルチャック

が「家庭と学校が一つになったホームの設立」を夢見ていたとの言及があるが、その出典

は確認できない（近藤 1995:54-55, 近藤 1990:58）。邦訳された伝記では、リフトンが、孤

児救済協会の主要メンバーであったエリアスベルグ（Eliasberg）夫妻がコルチャックの協

会入会と孤児院ドム・シエロットの院長になることを促したと指摘し（リフトン 1991:63）、
ペルツが、当時の孤児院の劣悪な生活環境について言及した上で、その改善を目指してド

ム・シエロット設立に至ったと指摘している（ペルツ 1994:51-53）。しかしこれら伝記に

おける記述では、孤児救済協会が何を目的とした団体で、どのような活動を展開していた

のかは分からず、また出典も明らかにされていないため事実確認が必要である。 
ポーランドにおいては、孤児救済協会の主要メンバーであり、ドム・シエロットの運営

に積極的に関わっていた S.エリアスベルゴーヴァと、かつてドム・シエロットで働いた経

験があり、コルチャック研究の第一人者でもある A.レヴィン、そしてドム・シエロットの

ブルサに在籍していた I.メルジャンがドム・シエロットの設立について言及している。 S.
エリアスベルゴーヴァは設立の経緯や自身とコルチャックのやりとりなどについて回想し

ている（Eliasbergowa 1946:236-238）。A.レヴィンはコルチャックが孤児院事業に関与す

1 ベルリンに 1 年間留学した際、コルチャックは乳児医療や発育不全の子ども研究の成果

について学ぶと同時に、養育施設も訪れたと記している（Korczak 1907b: 344-363）。こ

の時の経験を振り返り、「ベルリンの病院とドイツの医学書は私に、私たちが知っている

こと、そしてゆっくりと順序だって前に進んでいくことを教えてくれた」と述べている

（Korczak 1920a: 210）。パリには約半年間滞在し、後に「パリは私に、私たちが知らな

いことや知りたいこと、知らなければならないこと、そして知るであろうことについて教

えてくれた」と言及している（Korczak 1920a: 210）。ロンドンには 1 カ月間滞在し、フ

ォレストヒルの近くにある学校と孤児院を訪問した。ワルシャワにあるそれらとは異なる

環境に感嘆した様子が当時の手記に記されている（Korczak 1912: 255-259）。 
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るようになった動機を、それまでの経験をもとに指摘している（Lewin 1999:256-260）。
I.メルジャンはドム・シエロット建設の経緯とコルチャックが当時考えていたドム・シエ

ロットが果たすべき課題について指摘している（Merżan 1982:84-85）。A.レヴィンと I.
メルジャンは共に孤児救済協会の年次活動報告書とドム・シエロット開設式典でのコルチ

ャックのスピーチが掲載された同協会の冊子『ドム・シエロットの開設に向けて（Ku 
otwarciu Domu Sierot）』（1913 年）を参考に設立過程について明らかにしている。これ

ら三者による記述からドム・シエロットの設立に関しては概ね知ることができる。しかし、

孤児救済協会の規模や活動内容などは明らかにされておらず、また当時のワルシャワの児

童保護活動に関する言及もない。したがって、どのような社会的背景の中で孤児救済協会

ができ、ドム・シエロットが設立されることになったのかを明らかにし、その上でそれが

当時においてどのような意義があったのか検討することが必要である。 
そこで本章では、まず 19 世紀後半から 20 世紀初頭におけるワルシャワの児童保護活動

の状況について、また当時の孤児院の特徴について概観する。次に孤児救済協会の設立過

程と活動内容、またドム・シエロット設立に至る経緯について明らかにする。そしてドム・

シエロットの建設から完成までの状況を概観した上で、ドム・シエロット設立当初、院長

のコルチャック自身は何を目指し、それをどのように実現しようと計画していたのか、そ

れは当時の孤児院と比較したとき、どのような特徴があったのか明らかにする。 
 
2．19 世紀後半から 20 世紀初頭におけるワルシャワの児童保護 
（1）民間団体による保護活動の展開 

19 世紀、他の西欧諸国が経験したようにポーランドでも資本主義の波を背景として都市

化、工業化が進んだ。ワルシャワでは人口が急激に増加し 2、劣悪な環境のもと低賃金で

働く労働者や失業者、また貧しさゆえに働きに出る女性労働者の数が増加した。こうした

状況の中で 19 世紀後半にはそれまで以上に、孤児や棄児、浮浪児など、生活の困窮から

親の養育を十分に受けられない子どもの保護が社会の課題となった。しかし 18 世紀末の

ロシア、プロイセン、オーストリアによる三国分割でワルシャワは帝政ロシアの支配下と

なっており、公的機関による保護は期待できない状況であった。そのため社会団体、宗教

団体といった民間の慈善団体が児童保護活動を担っていた。しかしこれら民間団体も支配

国の圧力を受けていたため、十分に活動を展開できたわけではなかった。 
1832 年以降、ロシアに実質的に支配されるようになったワルシャワでは 3、その年に出

されたロシアの法令により、民間団体の管理監督を行う機関として中央保護評議会（Rada 

2 一月蜂起で人口が減少し、1863 年のワルシャワの人口は 211,000 人であったが、翌年

の 1864 年には 223,000 人に増加した。その後も増加し続け、1875 年には 300,000 人を超

えた。1885 年から 1894 年にかけては毎年 4,000 から 7,000 人が増加、1897 年には約

600,000 人に達した。1904 年から 1907 年にかけては経済危機および不安定な政治により、

移住する者が増加したためワルシャワの人口は一時的に減少するが、第一次世界大戦前に

は 900,000 人以上が住んでいた（Encyklopedia Warszawy 1994:441-443）。ワルシャワ

に住むユダヤ人は 1897 年に 220,000 人であった（ティフ 2006:62）。 
3 1795 年にロシア、プロイセン、オーストリアによる三度目の分割が行われた後、1807
年にナポレオンによってワルシャワ公国が建国された。1815 年のウィーン議定書により、

ロシア皇帝を国王とするポーランド王国が建国され、ワルシャワはその首都になった。そ
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Główna Opiekuńcza）と特別評議会（Rady Szczegółowe）が設置された 4。ただ、これら

の評議会のもとでは、民間団体は未だロシア政府の支配をさほど受けることなく活動する

ことができた。しかし 1863 年から 1864 年まで続いたポーランド一月蜂起の失敗後、ロシ

アの支配が強化され、1870 年 6 月に出された法令より、ワルシャワの民間団体は内務省

に直属する公的慈善市評議会（Rada Miejska Dobroczynności Publicznej）の管理監督下

に置かれた 5。その結果、民間団体は組織および運営面においてかなりの制約を受けるこ

とになった。また公的機関からの補助金はほとんどなく、活動資金を寄付などに頼らざる

を得なかったため、財政基盤は脆弱かつ不安定であった。 
このような状況の中、ワルシャワ慈善協会（1814-1950 年）は 19 世紀を通してワルシ

ャワで最も精力的に活動を展開し、児童保護分野においても大きな役割を果たした。この

協会は、ロシア皇帝を国王とするポーランド王国設立以前の 1814 年に、伯爵夫人である

ゾフィア・ザモイスカを中心とする貴族階級の人たちによって設立された。その目的は「物

乞いを無くし、（救済を）受けるに値する真に不運な人々に仕事と援助」を与えることであ

った。設立当初は、貧しい人たちのための施設を運営し、「物乞い」の根絶に従事する部門

と、治療および天然痘の予防接種や、貧しい妊婦の保護に携わる医療部門の 2 部門で構成

された（Podgórska 1970:144-146, Mazur 1999:20）。児童保護に関しては、1817 年から

貧しい人や老人、身体障害者のための施設に孤児を収容するという形で従事していた。

1838 年に児童保護部門が設置されてからは、孤児および貧困家庭の子どもの保護活動はワ

ルシャワ慈善協会の活動の中で重要な位置を占めるようになった（Podgórska 1970:162）。
一月蜂起（1863-1864 年）後、ロシアの支配が強化されたが、ワルシャワ慈善協会は活動

領域を広げ、1891 年の定款改正時には 16 の部門が設置された。その内、児童保護に関す

るものは孤児院部門と、幼児託児所および乳児託児所部門、技術教室および裁縫教室部門、

そして無料読書室部門の 4 部門があった（Grotowski 1910:190-193）。会員は貴族や聖職

者、医師、弁護士、資本家など専門職に就く富裕層の人たちから一般市民まで様々な立場

の後、1830年の 11月蜂起が失敗したことで、1832年にポーランド王国は実質的にロシア

に支配されるようになった。 
4 ロシア皇帝を国王とするポーランド王国が設立した 1815 年、ツァーリ政権は内務・警

察委員会（Komisja Spraw Wewnętrznych i Policji）を組織し、その第二課が慈善団体の

問題を取り扱うようになった。1816 年にはポーランド王国内の病院の経営および衛生状

態を調査する委員会（Komisja Rewizyjna Nadzwyczajna dla Miast Krajowych）が組織

されたが十分に機能しなかったため、翌年、全体監督評議会 （Rada Ogólna Dozorca）が

それに取って代わった。しかし健康問題や社会的保護に関する専門性を欠く官吏で構成さ

れたこの評議会は、課せられた課題に対応することができず、1832 年に解散した。その

後 1870 年まで慈善施設や病院の管理監督を行ったのが、中央保護評議会（Rada Główna 
Opiekuńcza）と特別評議会（Rada Szczegółowe）であった（Mazur 1999:14-15）。中央

保護評議会はロシア政府によって任命された官吏を長とし、市長、聖職者、建設と法に関

する補佐人の他、医師や病院の後見人などで構成され、病院および慈善施設の職員の任命

やこれらの施設の管理に関する法規の発布、財産の管理などを行った。また特別評議会は、

病院および慈善施設の後見人、医師、中央保護評議会によって任命された 2 名の市民から

なり、病院および慈善施設の全財産を監督したり、これらの施設の経営を監督したり、あ

らゆる事柄に関して決定を下す権限があった（Mazur 1999:15-16）。 
5 ワルシャワ以外の地域ではそれぞれの県あるいは郡評議会の管理監督下に置かれた。 
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の人たちで構成され 6、その数は、1890 年代後半に 1,000 人を超え、1904 年には 2,000
人以上になった。このようにワルシャワ慈善協会は規模、活動領域ともに当時のワルシャ

ワにおいて最大の慈善団体であった。 
一月蜂起に失敗して以降、ロシア革命が起こる 1905 年まで民間団体にとって厳しい状

況が続いたが、そのような中でも貧困家庭の子どもや孤児、浮浪児などの保護に取り組む

新しい民間団体が設立された。第 1 章で紹介したワルシャワサマーキャンプ協会もこの時

期に設立され、保護活動を展開した民間団体であった。また比較的大きな団体として、1884
年には貧困母子保護協会が設立された。貧困母子保護協会は、医師や法律家、教育学者ら

が中心となって立ち上げたもので 7、その目的は、生まれてくる子どもの扶養が困難な臨

月および出産後の貧困女性を支援することにあった。そしてこの目的を達成するために、

妊婦に対する金銭的援助や、妊婦のための施設および乳児を日中預けることができる施設

の運営、その他、母親が育てられない場合には慈善家や農村の乳母に引き渡すという事業

を行った（Moldenhawer 1890:9-11）。これら子どもの保護を目的とする団体には、医師

や公衆衛生士が中心となって行っていたものが多くあった。 
ワルシャワ慈善協会は活動の一部として児童保護に従事していたのに対し、サマーキャ

ンプ協会や貧困母子保護協会は、それを専門とする団体であり、対象および活動内容が限

定的であった。ロシア政府は、ワルシャワに対する支配を強化した一月蜂起後から 1905
年のロシア革命までの間、ワルシャワ慈善協会のような活動範囲が多岐に渡る団体を新た

に設立することを認めていなかった（Szenajch 1917:52）。このことが影響してある領域

に特化した団体がこの時期に設立されたと考えられる。これら社会団体以外に、宗教団体

―例えばユダヤ共同体 8やプロテスタント共同体など―も、貧しい人たちを救済する取り

組みの一環として、孤児や貧困家庭の子どもの保護に従事した。 
1905 年のロシア革命の結果、ポーランドに対する様々な制限が撤廃され、ある程度の自

由が保障されるようになった。そして 1906 年 3 月に出された「同盟および団体に関する

暫定法」により、ロシア政府の許可を得なくても登録するだけで団体を組織することが可

能になった（Kępski 1993:220-223）。また広範囲に渡る活動を展開することもできるよう

になった（Szenajch 1917:52）。実際の運用においてはまだ制約や困難さを残しつつも、

ロシアの圧力が緩和された中で、1906 年以降には様々なタイプの団体が多数組織された 9

6 1902 年の会員 1,687 人（男性 1,242 人、女性 445 人）の中には、貴族が 38 人、聖職者

が 52 人、領事官が 5 人、医師が 139 人、弁護士が 117 人、公務員が 178 人、作家が 118
人、技師が 42 人、建築家が 18 人、公証人が 26 人、教授が 28 人、銀行家が 19 人、工場

主が 53 人、実業家が 56 人、商人が 102 人、資本家が 8 人、年金受給者が 46 人、その他

ワルシャワ市民等が 225 人いた（Podgórska 1970:155）。 
7 1880 年に医師や法律家、教育学者らが、「母性の責任感を喚起し、母親に精神的・物質

的援助をすることで、若い世代の正常な発達に資する」ことを目的とする子どもの友協会

を組織しようとしたが実現しなかった。貧困母子保護協会はこの目的の一部を引き継ぐ形

で設立された（Niedole dziecięce 1882:257）。 
8 ユダヤ共同体（gmina グミナ）は 13 世紀末からポーランドの地に形成され、シナゴー

グや宗教学校を設立、維持したり、慈善活動を行ったりしていた。18 世紀には 800 余り

のシナゴーグがポーランドにあったという（ティフ 2006:48）。 
9 どのくらいの数の民間団体が存在したか定かではないが、例えば 1913 年にブリュッセ
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（Kępski 1993:223）。また経済状況が好転したことにより、既存の民間団体の財政も良好

であった（Kępski 1993:242-243）。次節で詳しく述べるように、コルチャックが理事のメ

ンバーとなり、ドム・シエロットを設立、運営した孤児救済協会も、こうしたロシアの圧

力が緩和されたこの時期に設立されたユダヤ系の社会団体であった 10。 
 
（2）貧困家庭の子どものための通所型の児童保護施設 

民間団体は、生きる上で不可欠な衣食の提供や金銭的援助、託児施設の運営、乳母や育

ての親の斡旋などを通して孤児や貧困家庭の子どもの保護に従事した。ここでは、先に紹

介したワルシャワ慈善協会の児童保護に携わる各部門の名称にも現れ、当時、ワルシャワ

で創設され普及した通所型の児童保護施設である乳児託児所（ żłobek）、幼児託児所

（ochrona）、技術教室（sala pożytecznych zajęć）、裁縫教室（szwalnia）、無料読書室

（czytelnia bezpłatna）について概観する。 
乳児託児所は、両親が共働きあるいは何らかの理由で日中養育をすることができない 3

歳までの子どもを預かる施設である。1858 年に最初の乳児託児所ができたが、その後閉鎖

と開設を繰り返し、その数は増加しなかった（Podgórska-Klawe 1970:179）。その理由と

して E.マズルは、低年齢の子どもの保護が難しく死亡率が高いこと、母親自身に幼い子ど

もを預けるという習慣がないことを挙げている（Mazur 1999:85-86）。その後、医学およ

び公衆衛生学の発展により 20 世紀初頭に乳児託児所の数が微増した。ワルシャワ慈善協

会は一番多い時期で 5 か所の乳児託児所を所有しており、合計約 300 人が登録していた 11

（Grotowski 1910:235-237）。しかし実際に利用していた子どもの数はかなり少なかった

と E.マズルは指摘する（Mazur 1999:85-86）。 
幼児託児所は、主として 3 歳から 7 歳の子どもが通う施設で、1839 年に最初の幼児託

児所がつくられた。その後少しずつ増加し、20 世紀初頭にはワルシャワ慈善協会が所有す

る幼児託児所が約 40 か所あり、合計約 7,000 人の子どもが登録するなど、広く普及した

施設であった。幼児託児所では子どもたちは絵を描いたり、製作をしたりする他、年齢に

応じて簡単な読み書きや体操、宗教について学習した（ Grotowski 1910:234-235, 
Podgórska-Klawe 1970:164-170, Mazur 1999:86-88）。このように幼児託児所は貧困家庭

の子どもにとって唯一の学習場所であったと同時に、食事や衣服も支給されたため、その

活動は高く評価されていた 12。 

ルで開催された国際児童保護会議において、ポーランド王国における児童保護に関する報

告がなされ、その中で 193 の様々な児童保護施設を保持する 26 の団体が列挙されていた

と、当時の医師シェナイフは述べている。しかしそれはワルシャワとワルシャワ周辺地域

に限られているため、ポーランド王国全体ではその数は 2 倍以上になるであろうと指摘し

ている（Szenajch 1917:53）。 
10 ユダヤ系の団体の数について、1904 年までは不明だが、1910 年の時点で 30 の団体が

あったと見積もられている（Kępski 1993:208）。 
11 ワルシャワ慈善協会は 1892-1897 年に 1 か所、1898-1899 年に 3 か所、1900-1902 年

に 5 か所、1903 年に 4 か所の乳児託児所を所有していた（Grotowski 1910:237）。 
12 1 日 1 コペイカの利用料が課せられたが、最貧困層の子どもは無料で利用することがで

きた（Mazur 1999:86）。 
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これら年少の子どもを対象とした乳児託児所や幼児託児所に対し、技術教室や裁縫教室

は年長の子どもを対象とした施設であった。技術教室は 1879 年に初めて設立され 13、1900
年代の初めにワルシャワ慈善協会が管理していたのは 11 か所で、1,000 人以上の男子が利

用していた 14（Grotowski 1910:229）。ここでは 7 歳から 14 歳の男子が、大工や鍛冶、

金具業の他、革製品やわら製品の作成、靴の仕立てといった職業教育と同時に、国語、算

数、製図、宗教などの一般教育も受けていた（Grotowski 1910:226-227, Podgórska-Klawe 
1970:183, Kępski 1993:166-167, Mazur 1999:103-104）。これに対し、裁縫教室では 7 歳

から 14 歳の女子が裁縫、料理、洗濯、アイロンがけといった家事仕事の他、体操、音楽、

図画などを学んでいた（ Grotowski 1910:230-231, Podgórska-Klawe 1970:179-183, 
Kępski 1993:165-166, Mazur 1999:100-102）。1882 年に最初の裁縫教室が設立され、ワ

ルシャワ慈善協会が所有するのは 1902 年時点で 13 か所あり、1,000 人以上の女子が利用

していた（Grotowski 1910:230, Podgórska-Klawe 1970:183）。 
これら貧困家庭の子どものための幼児託児所や技術教室、裁縫教室は、義務教育制度が

施行される 1918 年以前の学校教育が有料だった時代に、利用料を徴収しない教育機関と

して機能していた。またロシア政府によって制限されていたポーランドの歴史や文化、言

語などを秘密裏に学ぶ場でもあった 15（Lepalczyk 1988:16-17, Kępski 1993:164, Mazur 
1999:88）。 

無料読書室は 1860 年に創設され、1870 年以降に広まったが、ここはロシア政府の検閲

により一般には手に入れることができなかったポーランド語の書籍を、貧困家庭の子ども

に無料で貸し出す場として重要な役割を果たした（Podgórska-Klawe 1970:150-153）。 
以上、ワルシャワ慈善協会が中心となって設立、運営した施設について概観したが、こ

れと同様の施設は宗教団体であるプロテスタント共同体やユダヤ共同体などによっても運

営されていた（Niedole dziecięce 1882:160-161,164-165, Grotowski 1910:226-228, Mazur 
1999:102-104, 他）。 

このように貧困家庭の子どもの保護、養育、教育機関として、乳児託児所や幼児託児所、

技術教室、裁縫教室、無料読書室が 19 世紀半ば以降につくられ、20 世紀初頭にかけて普

及していった。しかしこれらは現代の概念でいえば、通所型の施設であったため、食事や

衣類の支給があったとはいえ、部分的かつ一時的な保護であり、貧困家庭の子どもの生活

を十分に保障するものではなかった。次節で見ていくように、コルチャックはこのような

部分的な保護ではなく、孤児および貧困家庭の子どもの生活全体を保障し、正常な発達を

13 1879 年に創設されたワルシャワで最初の技術教室はユダヤ系の男子のためのものであ

ると思われる（Mazur 1999:103, Grotowski 1910:226）。 
14 Cz.ケンプスキは、1887 年に最初の技術教室がつくられ、1901 年時点で 11 か所、全体

で 285 人が利用していたと述べる（Kępski 1993:167）。 
15 ロシア革命後の 1905 年に出された法令によりポーランド人に対する様々な制限が廃止

され、その中にはポーランド語による宗教教育やポーランド語教育も含まれた（Kępski 
1993:221）。しかし 1905 年の革命後も、ポーランド語やポーランドの歴史、文学などの

授業は秘密裏に行われた（塚本 2006:81）。ロシア支配下にあった地域の教育については、

塚本智宏（2006）「地下学校の教師―一九世紀後半～二〇世紀初頭ロシア帝国領ポーラン

ドの教育―」が詳しい。 
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保障することを望んだ。それゆえ当時一般に広まっていた通所型の施設ではなく、入所型

の孤児院事業に乗り出していったと考えられる。 
 
（3）孤児および貧困家庭の子どものための孤児院 

では孤児や貧困家庭の子どもの生活全体を保障する孤児院は当時どのようなものだっ

たのだろうか。ここでは 19 世紀ワルシャワに存在した孤児院の内、ワルシャワ慈善協会

が運営する孤児院、修道女会が運営する孤児院、宗教団体が運営する孤児院について概観

する。 
ワルシャワ慈善協会が運営する孤児院は、男子用と女子用があり、それぞれ 1842 年に

設立された 16。男子の孤児院には 160 人から 220 人が、女子の孤児院には 80 人から 140
人の子どもが入所していた（Grotowski 1910:232-233）。受け入れ時の年齢は 3 歳から 9
歳までとされ、男子は 14 歳になると退所し職人のもとで働き、女子は 16 歳になると使用

人として働くというのが一般的であった。孤児院には遊び部屋や体操室はなかったが、寝

室や食堂、教室、病人のための部屋、クロークルーム、浴室が備えられていた。また 1 日

4 度の食事と季節に応じた衣服が支給された他、学習機会も保障されていた。7 歳未満の

子どもは指導員 17の監督のもと、遊んだり簡単な学習をしたりして 1 日を過ごした。7 歳

以上の学齢期の子どもについては、男子は読み、書き、計算、体操、音楽といった授業の

他、職人になるための教育を 6 時間受け、その後 2 時間の予習復習を行った。女子は 4 時

間の授業を受け、使用人になるために裁縫や洗濯、掃除、台所仕事といった家事仕事に 6
時間従事した（Połkotycki 1896:88-94）。 

愛徳修道女会が運営する聖カジミエシュ孤児院は 17 世紀につくられた。この孤児院の

入所条件はカトリック教徒で、両親が亡くなっている 9 歳から 12 歳の健康な女子であっ

たが、空きがあれば貧困家庭の女子も入所することができた。施設には大体 100 人の子ど

もが居住しており、宗教、読み、書き、計算、裁縫や刺繍、その他あらゆる家事仕事につ

いて学んだ。シスターは常に―夜中でさえも―子どもたちの行動を監視していた 18。子ど

もたちは 16 歳になると孤児院を退所し、使用人として働きに出るか、家族のもとに戻っ

て貧しい家計を助けるか、養子になるなどした（Niedole dziecięce 1882:151-157）。 
宗教団体が運営する孤児院には、プロテスタントのルーテル派共同体が運営するものと

改革派共同体が運営するもの、そしてユダヤ共同体が運営するものがあった。ルーテル派

共同体は、1846 年に貧しい高齢者と孤児のための施設を設立した。入所できるのはルーテ

ル派の信徒で、両親のいない孤児であったが、例外的に両親のどちらかがいない場合や貧

困家庭の子どもも受け入れられた。施設には男女合わせて約 40 人が暮らしており、職員

16 ワルシャワ慈善協会はこれら 2 つの孤児院の他に、慈善家たちのイニシアチブによっ

て設立された孤児院も管理していた。その数は多い時で男子用 5 施設、女子用 7 施設あり、

各施設の入所者数は十数人から 100 人以上と施設により、また年度により様々であった

（Grotowski 1910:232-233）。 
17 原語 dozorca/dozorczyni には見張り人、監視者という意味があるが、ここでは指導員と

訳しておく。第 1 章のサマーキャンプの指導員についても同じ語（dozorca）があてられ

ている。 
18 この施設は清潔で整理整頓されており、食事も充実していたという（Niedole dziecięce 
1882:151-157）。 
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は養育および管理の全体方針を決める監督者（nadzorca）と、男子の指導には男性の、女

子には女性の指導員とその助手、さらに家事全般を担う家政婦がいた。孤児院内での学習

活動はなかったが、年少の子どもは幼児託児所に、年長の子どもは教区内の学校に通うこ

とができた 19。子どもは堅信礼が行われる 14 歳まで施設に滞在することができたが、14
歳を過ぎると職人のもとに弟子入りするか、使用人として働きに出なければならなかった

（Niedole dziecięce 1882:157-161）。 
改革派共同体の孤児院は 1881 年に設立された。他の孤児院と同様に、両親がいない孤

児を対象としていたが、空きがある場合はそのどちらかがいない子どもも受け入れるとさ

れた。施設内での学習活動はなく、子どもたちは教区内の学校に通い、堅信礼を迎える年

齢に達すると、施設を出て職人のもとに弟子入りするか、使用人になることが期待された

20（Niedole dziecięce 1882:161-162）。 
ユダヤ共同体は 1840 年に高齢者施設の中に男子のための孤児院をつくった。受け入れ

時の年齢は 5 歳から 9 歳までで定員は 60 人であったが、入所者数はその半分程度であっ

た。職員はあらゆる決定を下す監督者（intendent）と男女の指導員、秘書、家政婦、そし

てより低位な使用人からなった。孤児院では読み、書き、計算、宗教に関する学習の他、

職人になるための教育が行われた。この孤児院は設立当初は高齢者施設と同じ建物内にあ

ったが、後に分けられた（Niedole dziecięce 1882:162-165）。ユダヤ共同体の孤児院では

他の孤児院よりも早く、12 歳になると施設を出なければならなかった（Mazur 1999:95）。 
以上から、当時の孤児院の特徴として、多くが男女別々であったこと、指導員の管理監

督のもと生活していたこと、100 人以上の子どもたちと共同生活をしているかあるいは高

齢者などと同じ施設内で生活していたこと、読み、書き、計算の他、宗教について学習す

る機会が保障されていたこと、そして孤児院を退所した後働けるように男子は職人仕事を、

女子は家事仕事を学んでいたことがあげられる。当時、「孤児は早くから労働、服従、規律

に慣れ、つつましい生活環境に適応するべきだ」と考えられていた（Lepalczyk 1988:19）。
そのため孤児院では、指導員の厳格な管理監督のもと、自立に向けて職業訓練を受けなが

ら、従順で規律正しい生活を強いられていた。 
 
3．ドム・シエロット設立に至るまで 
（1）孤児救済協会の設立 

1900 年に設立されたユダヤ系の社会団体である同胞援助協会 21は、衣服や食料の供給、

金銭的援助や職探し、医療の保障を通して貧しい人たちを援助する他、貧しい孤児の保護

にも携わっていた（Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia 1902:349）。1901 年には 108
人の子どもが同協会の保護を受けていたが、翌 1902 年には 180 人、1903 年には 204 人と

保護する子どもの数が増加した。そのため、同胞援助協会は 1907 年 12 月に行われた総会

19 この孤児院は子どもの生活に適した設計であったが、食事は十分でなかったという

（Niedole dziecięce 1882:157-161）。 
20 この孤児院について記している資料は、この孤児院が設立した 1 年後に出版されたた

め、詳細についてはわからないとしている（Niedole dziecięce 1882:161-162）。 
21 同胞援助協会は第一次世界大戦が始まる 1914 年まで活動を続ける。 
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で、児童保護活動を専門的に担う組織を設立することを決定した。これが孤児院ドム・シ

エロットを設立し運営することになる孤児救済協会である。 
孤児救済協会の 1907 年の定款によると、協会の目的は、「性別・年齢・出自に関係なく

ワルシャワに住むユダヤ系の未成年の孤児、また可能な範囲で貧困な子どもを保護し、生

活手段を与えること」にあった（Ustawa 1907:186）。活動内容は、①衣類・食料・住居の

提供および金銭的援助、②医療費や埋葬費の支給、③収容施設や託児所、孤児院、手工業

学校や教育施設に入れること、④職探しや手仕事に必要な道具および材料を買い与えるこ

と、また製品が売れるように協力することであった（Ustawa 1907:186-187）。このような

多岐に渡る活動に加えて、資金が増えれば「安価食堂や、喫茶店、住居、孤児院、幼児託

児所、賃労働ホーム、工房、初級コースから用意された手工業学校、読書室、宿泊所、乳

児託児所、2 歳以上の子どものための昼間施設を設立する権利」が協会にあると定款に記

載されている（Ustawa 1907:187）。帝政ロシアの支配下では、民間団体は多岐にわたる活

動を展開することが禁じられていたが、ロシア革命後に出された 1906 年の法律により、

それが可能となったため、孤児救済協会もこのような計画が可能となった。 
孤児救済協会の会員には性別・出自・地位・宗教の別なく誰でもなることができたが、

年次活動報告書の巻末につけられた協会員名簿を見る限り、ほとんどがユダヤ出自であっ

たと推測できる（Ustawa 1907:187）。また活動資金は、会員からの年会費（4 ルーブル）

の他、協会の資金や財産に対する利子、寄付金や現物による寄付、遺産や遺贈物、協会主

催の講演会や催しなどによる事業収益、公的機関の補助金などから得るとされている

（Ustawa 1907:188）。孤児救済協会の活動内容やそれを支えた財政状況については次章以

降で述べる。 
1905 年から正式に医師としてユダヤ系の子どものためのベルソン・バウマン小児病院に

勤務していたコルチャックは、1908 年に孤児救済協会の会員となり、1909 年には理事会

のメンバーとなった。このコルチャックの入会を後押ししたのは、同じ病院の先輩医師で

ありユダヤ社会の中では慈善家として有名であったイザック・エリアスベルグ（1861-1929
年）であると考えられている。エリアスベルグは孤児救済協会の中心メンバーであり、1913
年から 1929 年まで長年にわたり会長を務め、またその妻ステラ・エリアスベルゴーヴァ

（1879-1963 年）も同協会の中心メンバーとして熱心に活動していた。エリアスベルゴー

ヴァは後に「ロシア政府によって承認され、学校や工房を設立することが許可された、ま

た子どもの保護を全面的に引き受けている協会の定款がコルチャックを誘惑した」と回想

している（Eliasbergowa 1946:237）。 
前章で確認したように、コルチャックは理想的な学校・教育について描いた「生活の学

校」の中で、食堂や労働ホーム、工房、読書室、宿泊所、乳児託児所や幼児託児所の他、

病院や相談所、農場について言及するなど、こうした施設や設備を通して子どもの生活や

正常な発達を保障することを重視していた。したがって、将来的に「安価食堂や、喫茶店、

住居、孤児院、幼児託児所、賃労働ホーム、工房、初級コースから用意された手工業学校、

読書室、宿泊所、乳児託児所、2 歳以上の子どものための昼間施設を設立」することを目

指した孤児救済協会に期待して積極的に関わるようになったと考えられる。 
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（2）ドム・シエロット設立に関する決定 
孤児救済協会は設立時に同胞援助協会が所有していた孤児院の運営を引き継いだ。当時

孤児院の運営に携わっていたエリアスベルゴーヴァの回想によると、ワルシャワのジカ通

りに位置するこの孤児院は、不衛生でひどい住環境であったという（Eliasbergowa 
1946:236）。そこで孤児救済協会はこの孤児院を閉鎖することを決定し、1908 年にワルシ

ャワから約 30 キロメートル離れたグロジスクに孤児院を構え、そこに年少の子どもを移

した。グロジスクの孤児院では 40 人の子どもが生活していた。それ以上の受け入れは不

可能だとする理事会の決定にも関わらず、その後 2 人の子どもが入所した（Korczak 
1913a:115）。孤児院を必要とする子どもの増加に、既存の建物では対応することができず、

また以前の孤児院に比べて住環境はある程度良くなったものの、近くに工房や学校、病院

などがなく養育環境としては相応しいとは言えない場所にあった。そこで 1909 年にワル

シャワのフランチシュカインスカ通りに位置する建物を賃貸し、そこに孤児院を移した。

ヨーロッパ風に改装されたその建物は、以前よりも広く、新たに 10 人の孤児を受け入れ

ることができた（Eliasbergowa 1946:237）。 
このフランチシュカインスカ通りの孤児院で、コルチャックは後にドム・シエロットの

教育主任となるステファニア・ヴィルチンスカと出会った。 
ヴィルチンスカは 1886 年に裕福なユダヤ人家庭に生まれた。ワルシャワでフレーベル

教育を学んだ後、1906 年から 1908 年にかけてベルギーのリエージュの大学で自然科学を

学んだ。1909 年にワルシャワに戻ったヴィルチンスカは、弟嫁の母にあたるエリアスベル

ゴーヴァに、フランチシュカインスカ通りの孤児院で無給で働かせてほしいと願い出た

（Falkowska 1997:6-7）。エリアスベルゴーヴァによると、ヴィルチンスカは懸命に仕事

に打ち込み、後にドム・シエロットで導入される“係り仕事”の実践にも取り組んだとい

う（Eliasbergowa 1946:237）。 
コルチャックもまたエリアスベルゴーヴァの招待を受けて、フランチシュカインスカ通

りの孤児院を訪れた。そこで子どもたちが“係り仕事”やその他の活動に自主的に取り組

んでいる姿に魅了されたコルチャックは、その後何度もこの孤児院を訪問したとエリアス

ベルゴーヴァは回想している（Eliasbergowa 1946:237）。こうしてコルチャックとヴィル

チンスカの二人三脚の仕事は始まった。 
フランチシュカインスカ通りの孤児院に引っ越してからも、入所を希望する子どもが次

から次へと出てきた。そのため、より多くの子どもを受け入れることができる建物が必要

になった。またこれまでのような「その場限りの支援」ではなく、「孤児たちの養育や教育

について考えなければならない」という認識が協会の中にでてきた（Nowa Gazeta 
1910.4.26. nr188:2）。そのためには賃貸した建物ではなく、その目的に適った新しい建物

を建設することが必要だとされた。そこで協会は 1910 年、「孤児のための家」を新しく建

設することを決定した（Pamiętnik 1910:17-18）。これがドム・シエロットである。 
 このように孤児救済協会は、設立当初からワルシャワの街に増大する孤児や貧困家庭の子

どもを目の当たりにしながら、可能な限りでより多くの子どもを受け入れ、適切な生活環

境を保障しようとしていた。その結果がドム・シエロットの設立であった。 
 

43 
 



4．ドム・シエロット開設に際して 
（1）建設から完成まで 

孤児救済協会はドム・シエロット設立のための資金を集めるために、協会の活動報告書

や新聞などを利用して広く寄付を呼びかけた。その結果、1910 年度には寄付金が 41,750
ルーブル集まった。その年、協会はクロフマルナ通り 92 番地の土地を 24,000 ルーブルで

購入し、またエリアスベルグを長とするドム・シエロット建設委員会を設置し、そこにコ

ルチャックや他の理事のメンバーが加わった（Pamiętnik 1911:17-19）。ドム・シエロッ

ト建設委員会は設計図のコンクールを行い、その中で、社会活動家としても広く知られ、

数多くの施設を設計した建築家ヘンルィク・スティフェルマンをドム・シエロットの設計

者に選んだ（Korczak 1913a:118, Wojnowska 2008:342）。設計図は何度も修正、改善され、

1911 年 6 月にドム・シエロットの建設が開始された（Korczak 1913a:116）。また同年に

コルチャックがドム・シエロットの院長に任命された（Pamiętnik 1912:18）。ドム・シエ

ロット設立のための寄付はその後も集められ、1910 年から 1912 年までの総額は約

105,000 ルーブルであった（Dziesięciolecie 1918:58-65）。しかし実際の建設費および土地

代に 114,000 ルーブル必要となり、9,000 ルーブルの赤字となった（Wojnowska 2008:357）。 
コルチャックは「施設を運営する技術は（中略）建物とそれが建てられている地域にか

かっている」（Korczak 1920c:116）と述べるように、孤児院の構造と住環境を重視してい

たため、積極的にドム・シエロットの建設に関わった。エリアスベルゴーヴァによると、

コルチャックは建設現場に何度も足を運び、目的に適った建物となるよう大工の棟梁とも

議論を重ねたという（Eliasbergowa 1946:238）。 
完成した建物は地下と地上 3 階からなり、地下には風呂場、洗濯場、食料貯蔵室などが

あり、1 階には食堂としても利用した大きなホールと教室が 3 つ、2 階には裁縫教室や音

楽室、病気にかかった子どものための隔離部屋と、数人の子どもと貧しいユダヤ人家族が

共同生活をする部屋オグニスコ 22が 2 つ、3 階には合計 106 台のベッド（男子 50 台、女

子 56 台）が備わった男女別の寝室とヴィルチンスカの寝室、そして屋根裏部屋にはコル

チャックの寝室があった（Korczak 1913a:118-119）。 
当時の新聞に「公衆衛生学の最新の要求に応じ、最新の住宅技術を用いて作られた模範

的な設備に感嘆する」と記載されていることからもわかるように、ドム・シエロットは必

要な設備が整った衛生的にも養育的にも優れたと評判の建物であった（Nowa Gazeta 
1913.2.27. nr 97:3）。しかし、コルチャックは後に「ドム・シエロットは子どもと職員に

対する猜疑心のもとつくられた」と非難する（Korczak 1920c:269）。そして続けて「全て

が見え、全てが分かり、全てを防止することができる。大きな遊戯室―これは開放的な敷

地であり、広場である。一人の用心深い者が全てを把握する。大きな兵舎のような寝室も

これと同様だ。このような建物は、素早く子どもを見分けることができるという大きな利

点がある。（中略）そこには“落ち着ける隅っこ”がないということにうんざりする。喧騒、

22 原語 ognisko（オグニスコ）には「たき火」、「囲炉裏」、「中心地」、「団らん」な

どの意味があるが、当時、共同生活する場所をオグニスコと呼んでいた。孤児救済協会が

所有するオグニスコは、5 人から 8 人の子どもと貧しいユダヤ人家族が一緒に暮らす場所

であった。子どもたちの保護者役であるユダヤ人家族は協会の代表や孤児院の院長に協力

することが義務付けられていた（Korczak 1913a:116, 352）。 
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騒動、ぶつかり合い、子どもたちは不平を言う、当然のごとく不平を言うのだ」と述べる

（Korczak 1920c:269）。つまりドム・シエロットの遊戯室や寝室のように、全てを見渡せ、

子どもを管理できるような造りは子どもに対する不信の念の表れであること、またこのよ

うに全員が一か所に集められる場所では自分の空間を持つことができないということを非

難した。後に“静寂の部屋”というものがドム・シエロット内につくられたが、これはコ

ルチャックが、子どもたちには一人で静かに過ごすことができる場所や落ち着いて取り組

める環境が必要だと考えていたからである。また実現することはなかったが、コルチャッ

クは子どもたちの寝室が次のようになることを望んでいた。「将来、1 階増築できるならば、

ホテルのようなシステムにすることを私は支持するだろう。廊下があってその両側に小さ

な部屋があるような」（Korczak 1920c:269）。 
限られた資金の中、可能な限りでより多くの子どもを受け入れるという課題と、それぞ

れが快適に安心して生活できる環境をつくるという課題に応えるのは至難の業であったと

考えられる。しかしドム・シエロット建設へのコルチャックの積極的な関与、また市民か

らの寄付や協会関係者の尽力によって、完璧とはいえないまでもコルチャックの理想に近

く、当時としては最新の設備が整った建物ができたといえる。 
 
（2）ドム・シエロットの教育目的とその実現計画 

1912 年 10 月、フランチシュカインスカ通りの孤児院の子どもと新しく受け入れられた

子どもとを合わせて約 90 人 23が、クロフマルナ通り 92 番地に建てられた新しい孤児院ド

ム・シエロットで生活をスタートさせた。 
その 4 カ月後の 1913 年 2 月にドム・シエロット開設式典が開催された。この開設式典

でコルチャックはドム・シエロットの「活動計画」を述べた。以下はその「活動計画」に

関する部分の引用である。 
 

ａ）私たちは病気の子どもや、バランスが崩れた状態にある子どもについて知っ

ているが、典型的な発達をしている子どもについて知らなければならない。程度の

重い障害について知っているが、わずかな偏りについては知らない。また、子ども

を断片において、子どもの人生のほんの一部について知っているが、多くのタイプ

の子どものことや個性的な変化をする子どものこと、第一、第二の子ども期、成長

期を通して、子どもが身体的・精神的発達の多くの側面を見せるということについ

て知らなければならない。自然から手に入れたどの神秘も―この価値ある獲得物は、

一部の子どものためだけではなく、すべての子どものためになり、またこの瞬間の

ためだけではなく、この先の 100 年のためのものとなる。 
ｂ）私たちの目の前で広がっている、子どもに関する大きな問題を注意深く追跡

しながら、子どもの解放の分野における力強い動きに私たちは気付いている。スイ

スやフランス、ベルギーにおける労働学校；アメリカやイギリスにおける未成年者

23 新しく受け入れられたのは 8 歳から 13 歳の子ども 32 人（男子 19 人、女子 13 人）で

あった。1913 年 4 月 1 日の時点で 88 人の子どもがドム・シエロットに在籍していた

（Pamiętnik 1912r.:20）。 
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の刑罰施設の自治；スカウトやスウェーデンの子どもクラブ、これらは第一級の重

要性ある試みや探究であるというだけではなく―時代の特徴である。ドム・シエロ

ット、それは労働の家、生活の学校として、働き手である子どもの価値を研究でき

るかもしれない。労働の範囲を測定し、限界を示すために。 
ｃ）養育施設の改革―人々は皮肉って言っている―、それは建物の改革であって

精神の改革ではない。つまり養育施設の精神が良くないのだと。100 年前に最初の

子ども病院が設立された時、その結果は、それらを完全に諦めて閉鎖したかったほ

どに悲惨なものであった。警戒心を二倍にし、諸悪の根源を突きとめて改革したの

である、（すると現在は）有用であり、効果をもたらしている。では何が養育施設の

雰囲気を害しているのか、なぜ家庭の子どもは順調に、元気よく発達するのかを見

出さなければならない。これはすでに学問的意義だけではなく、大きな社会的意義

のある課題である。なぜなら、ますます多くの子どもたちが養育施設で育っている

からである。 
このように定めた活動計画はドム・シエロットの子どもたちに利益をもたらすだ

ろうか？疑う余地もない。すべては、子どものことを知り、理解することに尽きる。

子どもが正常に発達するためには何が必要なのか、身体的、知的、精神的発達が躊

躇しているのは何が欠けているからなのかを理解する、もし可能なら適切な時に欠

点を取り除くために（Korczak 1913a:116-117）。 
 

以上の「活動計画」の一点目に関連して、コルチャックはさらに開設式典の翌月 1913
年 3 月に行われた小児科医の会議で、クリニカ 24や学校医、開業医は、健康に「発達し成

長している」たくさんの子どもの「日常生活におけるあらゆる兆候」について観察し知っ

ているわけではない、そこでは「子どもの睡眠や食欲、過渡期、疲労、変わりやすい気分、

貧血といった問題は十分に明らかにされていない」と指摘している。そしてドム・シエロ

ットはそのような子どもの問題を明らかにする「実際の研究領域」、「健康な子どもの
．．．．．．．

クリ

ニカ」（傍点筆者）だとし、そこでの観察から得たいくつかの印象―開設から半年しかたっ

ていないため、それはまだ事実とは言い難いとコルチャックは強調する―について述べた

（Korczak 1913c:501）。このようにコルチャックは、全ての子どものため、そして未来の

子どものためになるよう、ドム・シエロットの子どもを観察し、診断し、健康な子どもの

発達について知ろうとしていた。 
開設当初からドム・シエロットでは、コルチャックとヴィルチンスカによって週に一度

体重測定が行われる。このことに関して、孤児救済協会の年次活動報告書には「体重の増

加を観察することは、規則正しい子どもの成長を管理し、一般的、個別的な食事療法を決

めることを可能にする」と記されている（Pamiętnik 1913r.:27）。またコルチャックは子

どもの睡眠時の様子や夜尿時の様子などについても観察し、詳細に記録する。後に、子ど

もの「微笑み・涙・赤く染まった頬」など「あらゆる兆候」に注目することの重要性を主

張するように、コルチャックは子どもの発達の「神秘」を理解するために、体重の増減や

24 原語 klinika（クリニカ）は、大学病院のように診断や治療以外に、研究や教授も行わ

れる医療施設を意味する。 
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睡眠の様子、その他子どものあらゆる兆候を観察、記録するという方法を用いる（Korczak 
1919:361）。 

以上のように、科学的に観察し子どもを理解しようとする姿勢は、青年時代に指導員と

して参加したサマーキャンプでも見られたことを第 1 章で指摘した。そして、この後も自

身の著作の中で繰り返しその重要性を主張しながら、ドム・シエロットで実践をしていく

25。このようにコルチャックは、子ども観察と記録という方法を通して、正常に発達する

ためには何が不足していて何が過剰にあるのかを診断し、それを治療する「健康な子ども
．．．．．．

の
．
クリニカ」を目指したのである。 
二点目に関連して、第 1 章 3 節の「生活の学校」の中で指摘したように、コルチャック

は当時ヨーロッパで広がっていた新教育運動やその源流に学びながら、「労働」を重視する

教育実践を通して子どもたちが生活や人生について学ぶことを理想としていた。ここでい

う「労働」とは、子どもたち自らが生活している場の運営に従事し、仲間や職員と共同し

ながら生活することであった。コルチャックはドム・シエロットを「労働の家」、「生活の

学校」とし、そこで「働き手」である子どもの価値を研究し、労働の範囲や限界を示そう

としていた。そしてそれを通して、大人が一方的に子どもを管理監督し、子どもが大人に

従うというような関係を終わりにし、「子どもの解放」を実現しようとしていた。 
ドム・シエロットでは開設当初から調理や配膳、洗濯、掃除など生活を営む上で必要な

家事仕事を子どもたち自身が担う。ドム・シエロットの職員は院長のコルチャックと教育

主任のヴィルチンスカ、そして管理人、調理婦、洗濯婦のみであったため、「100 人の子ど

もを 100 人の働き手」にし、それぞれの「年齢や持っている力、質、才能、好みに応じて

協力」することが必要であると年次活動報告書に記されている（Pamiętnik1913r.:25）。
しかし、それは単なる職員の手伝いではなく、サマーキャンプにおいて試み、また「生活

の学校」に描いたように、子どもたちが主体的に生活している場の運営に従事する「労働」

であった。後にコルチャックが「子どもたちの労働が使用人の賃労働にとって代わるよう

なものではなく、子どもたちを養育し、教育するように配慮するならば、私たちはいい加

減にではなく、徹底的に労働について調べたり、試したり、全ての子どもに分配したり、

見守ったり、変更したり、思考にたくさんの時間を費やしたりしなければならない」と述

べるように、子どもたちを養育し教育する「労働」について研究し、その具体的方法を模

索する（Korczak 1920c:287）。 
ドム・シエロットにおける具体的教育実践については次章以降で見ていくが、大きく分

けてそこでは、「労働」の方法として、生活に必要な家事仕事および年少者等の養育を子ど

もたちが担う方法と、子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う方法が用いられ、

また「労働」する上で必要な方法として、情報や意見を伝達・交換・共有する方法と、自

分自身について理解し自己教育を促す方法が用いられた。このような方法を通して、コル

チャックは子どもたち自身が生活や人生について学ぶこと、そして子どもが大人から解放

されることを目指した。 

25 例えば、1919 年に出版された小冊子『教育の瞬間（Momenty wychowawcze）』（日本

語訳については、塚本智宏資料紹介・訳、鈴木（大澤）亜里共訳「ヤヌシュ・コルチャッ

ク著『教育の瞬間』」名寄市立大学紀要 2008 年を参照）や『子どもをいかに愛するか』な

どで観察の重要性について述べている。 
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三点目に関連して、ドム・シエロットの建設が始まる 3 カ月前の 1911 年 3 月に、孤児

救済協会はポーランド語によるユダヤ系日刊紙『新しい新聞（Nowa Gazeta）』に寄付を

募るアピール文を掲載したが、それは以下のような文章から始まっている。 
 

医者である Chartiez は「養育施設は修道院や兵舎の欠点と結びつく。つまり修

道院は子どもの創造的な発意と対立する受動的な服従を求め、兵舎は乱暴な規則

や単調な規律によって、子どもの正常で様々な側面を持つ発達を窒息させるから

である」と述べる。弁護士である Hesse は「養育施設は、子どもは単に番号でし

かない刑務所である」と述べる。教授である Henryk dAlméras は「養育施設は非

衛生的で反自由主義で非人間的であるとさえ言えるだろう」と述べる。「養育施設

の改革といえば今日までただ建物―つまり電気や換気扇、暖房器具の改革でしか

なかった。では誰が養育施設から兵舎の精神を追い出すのか」と多くの人たちが

尋ねている。 
孤児救済協会は、現在の養育施設に向けられた非難を考慮に入れながら、自身

の子どもたちのための家の建設にとりかかった。計画ではすでに、一方で子ども

を各自の特徴によって分類し、もう一方で施設の内部の生活と外部の生活の間で、

つまり（施設の子どもたちが）街の子どもたち、親戚、施設出身者、また家族の

もとで保護を受けている半孤児との間で常に接触を持てるように許可することを

考慮したいと思っている（Nowa Gazeta 1911.3.22, nr 134:5）。 
 

ここで述べられていることは、修道院や兵舎、刑務所のような当時の閉鎖的な養育施設

の精神を改革するために、ドム・シエロットでは子どもが外部の人たちと関わる機会を保

障し、開放的な施設にしようと考えていたということである。ただ、養育施設を必要とす

る子どもが増加している中で、すべての子どもを受け入れることはできないため、入所で

きる子どもの対象を限定することを予告した。 
先述したように、19 世紀後半に乳児託児所や幼児託児所、技術教室や裁縫教室といった

通所型の施設がつくられ 20 世紀初頭にかけて普及していた。ドム・シエロットにも子ど

もたちが裁縫を学びながら衣服や下着類の仕立ておよび修繕を行う裁縫教室が併設され、

そこではドム・シエロットの子ども以外の子どもも裁縫を学んでいた。またユダヤ共同体

がドム・シエロット内の教室を賃貸し設置した初等教育を行う学級―男子用と女子用の 2
クラス―には、ドム・シエロットの子どもだけでなく近隣の子どもも通う（Pamiętnik 
1913r.:25-26）。さらに土曜日の午後には子どもたちが家族や親戚を訪問する習慣が取り入

れられる（Pamiętnik 1913r.:26）。このことは子どもの発達、特に「精神面において重要

な意味がある」として、孤児院の近所に住む子どもたちや離れて暮らす家族と関わる機会

をつくり「外の生活から分離」されないような配慮がされた（Pamiętnik 1913r.:26）。ま

たドム・シエロットに収容できるのは約 100 人であったため、多くの入所希望者の中から

入所できる者を選ぶ必要があった。受け入れ手順については次章で詳しく述べるが、「活動

計画」の一点目の「健康な子どものクリニカ」であるために、また二点目の「労働の家」、
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「生活の学校」であるために、「身体的、知的、精神的に健康な孤児」に入所資格が与えら

れる（Pamiętnik 1913r.:24）。 
そして「活動計画」の三点目では、家庭で育つ子どものように、養育施設の子どもも「順

調に、元気よく発達」するために何が必要なのか、養育施設の雰囲気を害しているのは何

なのかを明らかにすることの重要性についても言及している。次章以降で見ていくように、

ドム・シエロットでは子どものプライバシーや財産を保障する方法を取り入れ、家庭にお

いては当然のこととしてあるが 100 人が共に生活する施設では軽視されてきた自分の空間

や所有物の確保、個別的な対応といった個々の生活を尊重し、こういった方面からも施設

の精神を改革しようとしていた。 
以上、コルチャックは、すべての子どものため、未来の子どものために、子どもの観察

と記録を通して健康な子どもの発達について知ること、「労働」を通して子どもたちが生活

や人生について学び、「子どもの解放」が実現されるように、「働き手」である子どもの価

値を研究し、「労働」の範囲や限界を示すこと、そして養育施設の精神を改革するために、

孤児院の外の世界と交流をしたり個々の生活を尊重したりすることを、ドム・シエロット

設立時に計画していた。先行研究では、コルチャックは教育を通して世界を改善すること

や大人社会から子どもを保護することを目指していたと指摘されているが（小田倉

2005:149, 石川 1997a:99）、このようにドム・シエロットの教育実践を通して、全ての子

どものために子どもの発達の法則を解明し、子どもを大人から解放して自らの力を発揮さ

せ、ますます増えている施設の子どもたちのために養育施設の精神を改革することを目指

していた。そしてこれら世界を改善し子どもを救うための教育実践は、ドム・シエロット

の子どもたちのことを知り理解すること、身体的、知的、精神的発達に必要なものは何か、

不足しているものは何かを理解すること、そして発達を害しているものを取り除くこと、

つまりドム・シエロットの子どもたちの発達を保障することにもつながると考えていた。 
 
（3）ドム・シエロットの特徴 

以上のような「活動計画」のもと開設されたドム・シエロットは、本章で見てきた当時

の孤児院と比べて、教育の目的、それを達成するための指導員・教育者の役割、そして実

際の生活において大きく異なっていた。 
まず教育の目的についてであるが、当時の孤児院では国語や算数、宗教などの一般教育

の他に、家族に頼ることができない孤児や貧困家庭の子どもが早くから職に就き自立でき

るようにと、男子には職人になるための職業教育が行われ、女子には使用人になるための

家事仕事が課された。ドム・シエロットにおいても、家事仕事を子どもたちが担う“係り

仕事”が導入されたり、裁縫教室が併設されていたりしたが、それは職に就くという限定

的な目的のためではなく、「労働」を通して子ども自身が生活や人生について学び、大人か

ら解放されるため、また近隣の子どもとの関わりを通して開放的な施設にし養育施設の精

神を改革するため、そしてドム・シエロットの子どもの発達を保障するためであった。そ

の証拠に、女子のみならず男子も家事仕事に従事し、裁縫教室に通っていた。つまりドム・

シエロットの教育は、施設退所後の来たるべき日に備えるためではなく、全ての子どもの

ために世界を改善すること、そしてドム・シエロットの現在の生活を充実させ、子どもた
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ちが発達に必要な経験をすることに重点があった。先行研究では、「コルチャックは、“現

在”を十分に生きることだけが、明日訪れる“現在”をも充実させるために必要であると

主張している」と指摘されているが（小田倉 2005:88）、この現在を重視する態度がドム・

シエロットの教育に表れている。 
次に指導員・教育者の役割であるが、当時の孤児院においては、実際に子どもたちの教

育および養育に携わる職員は指導員―原語では見張り人、監視する人という意味を持つ

「dozorca/dozorczyni」―と呼ばれ、子どもたちが従順で規律正しく生活するように管理

監督していた。一方、ドム・シエロットでは子どもたちの教育および養育に携わるコルチ

ャックとヴィルチンスカは教育者―原語では養育者、教育者という意味を持つ

「wychowawca/wychowawczyni」―と呼ばれていた。そこでは「労働」、つまり子どもた

ち自らが生活している場の運営に従事し、仲間や職員と共同しながら生活することを通し

て、生活や人生について学ぶこと、そして「子どもの解放」を実現することが目指された。

したがって、ドム・シエロットの教育者の役割は子どもを管理監督することではなく、子

どもと共同して管理、生活することであった。 
最後に孤児院における生活についてであるが、当時の孤児院は男女別々の建物で、100

人以上の子どもたちと共同生活するか、あるいは高齢者などと同じ施設内で生活するなど、

無秩序に入り混じった環境で生活していた。ドム・シエロットも定員 100 人の施設であっ

たが、男女一緒に生活をし、また子どものプライバシーや財産を保障する方法を取り入れ

て個々の生活を尊重する環境を整えようとしていた。さらに近隣の子どもたちや施設出身

者、家族や親戚などと交流をする開放的な施設にしようとしていた。 
以上、ドム・シエロットは当時の一般的な孤児院とは大きく異なり、そこでコルチャッ

クはドム・シエロットの子どものみならず、全ての子どものためになるような教育実践を

展開しようとした点で、特徴的な施設であったといえる。 
 
5．小括 

本章では、ドム・シエロット設立時期（1912 年）を対象に、当時のワルシャワの児童保

護活動の状況とドム・シエロットの設立過程について、また院長コルチャックの教育目的

とその実現計画について検討してきた。本章では、第一にロシア支配下にあったワルシャ

ワでは、公的機関の保護を期待することはできず民間団体が保護活動を担っていたこと、

第二にロシアの圧力が緩和され、多数の民間団体が組織された時期に設立された孤児救済

協会は、可能な限りで孤児や貧困家庭の子どもに対して生活全体を保障し、適切な養育・

教育環境を保障するためにドム・シエロットを設立したこと、第三にコルチャックはドム・

シエロットの教育実践を通して、健康な子どもの発達について解明し、子どもを大人から

解放し、養育施設の精神を改革しようと計画していたこと、したがってドム・シエロット

は教育の目的、教育者の役割、実際の生活において当時の孤児院とは異なる特徴的な施設

であったことが明らかとなった。 
第一の点について、18 世紀末の三国分割により帝政ロシアの支配下となったワルシャワ

では、深刻化する孤児や棄児、浮浪児など生活の困窮により親の養育を十分に受けられな

い子どもの保護が問題となった。しかし、公的機関の保護を期待することができなかった
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ため、社会団体や宗教団体など民間の慈善団体が大きな役割を果たした。特にワルシャワ

慈善協会（1814 年設立）は精力的に活動を展開し、孤児院の他、乳児託児所や幼児託児所、

技術教室や裁縫教室、無料読書室といった施設を多数運営していた。またユダヤ共同体や

プロテスタント共同体といった宗教団体もこれらの施設を運営し、孤児や貧困家庭の子ど

もの保護に従事していた。 
第二の点について、ロシアの支配は一月蜂起（1863-1864 年）の失敗後に強化され、そ

の結果、民間団体は組織および運営面においてかなりの制約を受けていたが、ロシア革命

（1905 年）後はその圧力が緩和され様々なタイプの団体が多数組織された。このような中

1907 年に設立された孤児救済協会は、将来的に安価食堂や喫茶店、労働ホームや工房、手

工業学校や読書室など多様な施設の設立を視野に入れていた。多様な施設によって子ども

の生活や発達を保障することを重視していたコルチャックは、孤児救済協会の活動に関心

と期待を持って入会した。孤児救済協会は同胞援助協会が所有していた孤児院の運営を引

き継いだが、そこの住環境はひどく、また増加する入所希望者に対応することができなか

ったため、場所を移しながらこれらの課題の解決に努めた。そして 1910 年、協会は「孤

児たちの養育や教育」に適した新しい孤児院ドム・シエロットを設立することを決定し、

翌 1911 年にはコルチャックを院長に任命した。1912 年 10 月、必要な設備が整った衛生

的にも養育的にも優れていると評価された建物が完成し、約 90 人の子どもが生活をスタ

ートさせた。 
第三の点について、1913 年 2 月に開催された開設式典のあいさつの中で、コルチャッ

クはドム・シエロットの「活動計画」について言及し、ａ）すべての子ども、未来の子ど

ものために、健康な子どもの発達について知ること、ｂ）子どもたちが生活や人生につい

て学び、「子どもの解放」が実現されるように、「働き手」である子どもの価値を研究し、

「労働」の範囲や限界を示すこと、ｃ）養育施設の精神を改革するために、施設の雰囲気

を害しているもの、子どもの発達を妨害しているものを明らかにすることを、そしてこれ

らは全てドム・シエロットの子どもたちの発達を保障することになると主張した。一点目

のａ）については、毎週の体重測定や、睡眠時など普段の子どもの様子の観察とその記録

を通して実現しようとした。二点目のｂ）については「労働」を通して、つまり生活に必

要な家事仕事および年少者等の養育を子どもたちが担ったり、子ども自身が生活上の様々

な問題解決や決定を行ったりする中で実現しようとした。三点目のｃ）については、裁縫

教室や学級で近隣の子どもたちと関わったり、毎週土曜日の午後に家族を訪問したりする

など外の世界との交流を通して、また子どものプライバシーや財産を保障し個々の生活を

尊重する環境を整えることで実現しようとした。 
このような計画のもと設立されたドム・シエロットの教育は、全ての子どものために世

界を改善すること、そしてドム・シエロットの子どもの発達を保障するために現在の生活

を充実させることを目的としており、退所後の来たるべき日に備えて職業教育を行ってい

た当時の一般的な孤児院とは大きく異なっていた。また教育および養育に携わる職員は、

一般的な孤児院において指導員と呼ばれ、子どもたちを管理監督する立場であったが、ド

ム・シエロットでは教育者と呼ばれ、子どもたちと共同する立場であった。さらに一般的

な孤児院では無秩序に入り混じった環境での生活を余儀なくされたが、ドム・シエロット
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は子どものプライバシーや財産を保障する方法を取り入れて個々の生活を尊重する環境を

整え、外の世界とも交流しようとしていた。 
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第 3 章 ドム・シエロット開設後の教育実践―多様な教育方法の試みとその実際―

（1912-1920 年） 
 
1．はじめに 

本章では、1912 年から 1920 年までの間にドム・シエロットではどのような教育方法が

導入され、それが実際どのように展開されていたのか、またそこでコルチャックはどのよ

うな困難に直面し、どのように対応したのかについて明らかにする。 
前章で明らかにしたように、コルチャックは健康な子どもの発達について解明すること、

大人から子どもを解放すること、養育施設の精神を改革すること、そしてこれらを通して

ドム・シエロットの子どもの発達を保障することを実現するために、ドム・シエロット開

設直後から様々な教育方法を取り入れた。ドム・シエロットの教育方法について、先行研

究はコルチャックの著作『子どもをいかに愛するか―ドム・シエロット編』（1920 年）に

依拠しながら紹介している。第一次世界大戦から帰還後、1920 年にかけて執筆されたこの

資料には 1、ドム・シエロットで適用された教育方法がどのようなものであったか記され

ている。第一次世界大戦により 1914 年から 1918 年までコルチャックはドム・シエロット

を不在にするが 2、その間、教育主任のヴィルチンスカがこれを引き継いだ。戦地から帰

還し、2 年間実践に携わった後に出版された上記の著作に示された教育方法の内容は開設

から 8 年間の実践の成果であり、一つの通過点として捉えることができる。したがってポ

ーランドの先行研究が明らかにしてきた 1920 年までに導入され実践されたドム・シエロ

ットの教育方法を改めて紹介することは、それがまだなされていない日本においては意味

のあることだと考える。しかし、上記の著作だけではそれぞれの教育方法がいつどのよう

な経緯で取り入れられたのか、また実際の生活の中でどのように展開されたのかについて

は分からず、先行研究でも明らかにされていない。そこで本章では、これまで積極的に活

用されてこなかった資料のうち、コルチャックが執筆した“裁判新聞（gazeta sądowa）”
やヴィルチンスカの記録、雑誌に掲載されたドム・シエロットの実践の記録などをもとに、

1920 年までの教育実践の展開を具体的に明らかにする。 
本章が対象とするのは、ポーランドが第一次世界大戦、独立、そして戦後の混乱期を経

験し、社会体制が大きく変化していく時期である。このように社会が不安定だった時期に、

孤児救済協会は設立したばかりのドム・シエロットをどのように運営していたのか、また

その当時、ワルシャワではどのような児童保護活動が展開されていたのかを明らかにする

ことは、ドム・シエロットの実践がどのような制約あるいは支えのもとで現実のものとな

ったのかを理解するために不可欠である。 
そこで本章では、まず第一次世界大戦中のワルシャワの児童保護活動の状況について概

観する。その上で 1920 年までの孤児救済協会の児童保護活動とその運営状況を明らかに

し、どのような条件のもとでドム・シエロットが運営されていたのかを把握する。そして

ドム・シエロットの多様な教育方法を概観した上で、「労働」、つまり子どもたち自らが生

1 『子どもをいかに愛するか―ドム・シエロット編』（1920 年）の中に収められている“仲

間裁判法典”は 1917 年に書かれたといわれているが、それ以外についてはワルシャワに

帰還してから書き始めたと推測されている（Cichy1993:468）。 
2 1918 年 6 月には戦地から帰還していた（Falkowska1989:166-167）。 

53 
 

                                                   



活している場の運営に従事し、仲間や職員と共同しながら生活する上で重要な役割を果た

した“係り仕事”と“仲間裁判”が実際にどのように展開されたのかを明らかにする。そ

してこの“係り仕事”や“仲間裁判”を通して、設立時にコルチャックが目指したこと―

子どもたち自身が生活や人生について学び、大人から解放されること―が実現されていた

のかどうか検討する。 
 
2．第一次世界大戦期におけるワルシャワの児童保護 

18 世紀末の三国分割以降、帝政ロシアの支配下にあったワルシャワでは公的救済を期待

することができず、民間の団体が様々な制約の中で児童保護活動を展開していた。1905
年のロシア革命後はロシア政府の圧力が緩和され、先に述べたように民間団体の活動が以

前に比べて活発に行われるようになった。だが当時の子どもを取り巻く問題に対して十分

な保護活動を展開できていたわけではなかった（Szenajch1916:53-58）。このような状況

の中で第一次世界大戦が開戦し、児童保護の必要性はさらに高まった。 
孤児や捨て子、飢えや貧困に苦しむ子どもを目の前にして、既存の団体や施設は活動を

拡大させる一方で、新しい団体も組織された。その中で特に重要な役割を果たしたのは、

ロシア政府の認可を受けて 1914 年 9 月に設置された中央住民委員会（Centralny Komitet 
Obywatelski）であった。この中央住民委員会は設置から 1915 年 7 月までの 10 カ月間に、

定住型施設を 108 か所運営し、そこで 10,000 人以上の子どもおよび大人を保護した他、

一時的収容施設において 3,700 人の子どもを保護したり、20,000 人の子どものための託児

所を 250 か所組織したり、500,000 人の子どもおよび大人に対し現金および食料を支給し

たりした（Balcerek1978:61-62）。 
このように多数の子どもの保護に尽力した中央住民委員会であったが、1915 年 9 月に

ドイツがロシアに代わってワルシャワを占領すると、中央住民委員会は解散させられ、

1916 年 1 月にその活動を引き継ぐべき総保護評議会（Rada Główna Opiekuńcza）がドイ

ツ政府の認可を受けて設置された。その翌月、総保護評議会の中で子どものための保護活

動を専門に担う機関として設置された児童青年保護部門は、1918 年 11 月時点で 1,430 か

所におよぶ様々な施設を管理し、そこで 125,700 人以上の子どもを保護していた（Balcerek 
1978:62-63）。 

第一次世界大戦の結果、ポーランドは 123 年におよぶ三国支配から解放され 1918 年に

独立を回復した。しかし、それと同時に多大な戦争被害を受け、特に子どもと青年が最も

困難な状況に置かれていた。第一次世界大戦終結直後は、戦時中と同様、総保護評議会が

1920 年 12 月に解散するまで活動を続けた。また民間団体が引き続き子どもの保護活動を

担い、国家や国内外の様々な組織がこれらの活動を援助した。当時の保護活動の特徴につ

いて、児童福祉史研究者であるバルツェレクは、孤児や放置された子どもなど保護に欠け

る子どもを施設に収容するか、あるいは農民の家に送るか、また多子や失業、貧困等によ

り生計を立てられない家庭の子どもに衣類、靴、食料などを配給するといったような生き

るために必要最低限の援助であったと述べる（Balcerek1978:73-74,81）。このように戦時

中および終戦直後は、生命の保持や生活の保障が最優先課題であり、養育や教育といった

問題には目が向けられなかった。 
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3．孤児救済協会による孤児および貧困家庭の子どもの保護 
（1）孤児救済協会の事業 

孤児救済協会は、前章で見たように、ワルシャワに住むユダヤ系の孤児および貧困家庭

の子どもに「生活の手段を与える」ことを目的として、1907 年 12 月に設立された（Ustawa 
1907:186）。この目的を達成するために、協会は孤児院ドム・シエロットの運営のみなら

ず、街頭での保護活動やサマーキャンプ活動、オグニスコの運営など広く児童保護事業を

行っていた。 
 
1）街頭での保護活動 

街頭での保護活動とは、保護を要する子どもに担当者が付き教育や仕事の機会を保障し

たり、現金給付 3や靴、衣類の支給といった支援を行ったりする活動であった（Pamiętnik 
1913r.:29）。協会が設立された当初から行われていたが、保護を受ける対象についてはド

ム・シエロットが設立した翌年の 1913 年度の年次活動報告書で初めて明確にされた

（Dziesięciolecie: 5）。それによると、街頭での保護活動の対象は 7 歳から 16 歳までの、

ⓐフランチシュカインスカ通りの孤児院あるいはドム・シエロットの出身者、ⓑドム・シ

エロットに受け入れが認められたが空きを待っている状態の子ども、©母親あるいは父親

のいずれかがいない子ども、ⓓドム・シエロットの半寄宿生―朝 8 時半から夜 8 時半まで

ドム・シエロットで過ごす子ども―であった（Pamiętnik 1913r.:29）。またドム・シエロ

ットへの受け入れが認められなかった子どもを対象としたケースもあった（Pamiętnik 
1912r.:20）。 

毎年 200 人以上、戦時中は 250 人以上の子どもが協会の支援を受けながら、託児所や裁

縫教室、学校や手工業学校に通ったり、工場や商店、職人のもとで働いたりしていた

（ Pamiętnik1910r.:16, 1911r.:16-17, 1912r.:22, 1913r.:29, 1914r.:10, 1915r.:11, 
1916r.:12, Dziesięciolecie:17）。1918 年以降の活動報告書には街頭での保護活動に関する

記述がないため、この活動は戦時下の 1917 年度をもって終了したと考えられる（XXV lat 
działalności:33-47）。 
 
2）サマーキャンプ活動 

協会は当時ポーランド各地に広まり展開していたサマーキャンプ事業を主催していた。

1910 年に会員から寄付金と施設の提供を受けて 90 人の子どもをサマーキャンプに連れて

行き、翌年はその倍の数である 176 人を連れて行った（Pamiętnik 1910r.:17, 1911r.:17）。 
ドム・シエロット設立後、協会は自身が管理運営するサマーキャンプ施設の創設を計画

していたが、第一次世界大戦の開戦により頓挫した 4（Pamiętnik 1916r.:5）。しかし、協

会はサマーキャンプの実施を諦めることなく、会員の寄付や施設の提供に頼りながら可能

な範囲で行い、戦時中の 1916 年には 75 人、1917 年にはドム・シエロットの子どもが 64

3 子どもの状態に応じて月々2～8 ルーブルが支払われた。 
4 この計画は戦後の 1921 年に実業家からワルシャワ郊外のヴァヴェル地区の土地 10mórg
と建物の寄付を受けて実現した（XXV lat działalności:38）。第 4 章参照。 
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人、戦後の 1919 年には 53 人、1920 年には 90 人の子どもを連れて行った 5（Pamiętnik 
1916r.:5, Dziesięciolecie:15, XXV lat działalności:35-36）。 
 
3）オグニスコ 

オグニスコとは自立を控えた年長の子どもやドム・シエロット退所後の子どもが自立し

た生活に慣れるために共同生活する場として、その敷地の内外につくられた。1910 年度は

8 人、1911 年度は 4 人の子どもがオグニスコを利用した（Pamiętnik 1910r.:16, 1911r.:16）。
その後 1914 年度までオグニスコに関する記述はなく、1915 年度の年次活動報告書に以下

のように記された。「100 人の子どものために建てられたドム・シエロットには 150 人が

住んでいる―ドム・シエロットの建物はこれ以上収容することができない―そこでオグニ

スコを設置した」（Pamiętnik 1915r.:3）。このように戦時中ドム・シエロットで抱えきれ

ない子どもを受け入れるために創設されたオグニスコは、ドム・シエロット敷地内に 3 つ

とマルシャウコフスカ通りに 1 つあり、1915 年度は合計 20 人、1916 年度は 18 人の子ど

もが滞在していた（Pamiętnik 1915r.:3, 1916r.:5）。オグニスコで暮らす子どものほとん

どが仕事をしており、自活していくために必要な金銭的援助のみを協会から受けていた。 
オグニスコが何年まで続いたのかは不明であるが、孤児院の一般的な退所年齢である 14

歳以上の青年を対象とする施設ブルサが 1923 年にドム・シエロット内に設置されると、

敷地内のオグニスコはブルサの青年の居住場所として使用されるようになった（XXV lat 
działalności:39）。 
 
（2）ドム・シエロットの運営 
1）ドム・シエロットへの入所 

ドム・シエロットへの入所条件は、7 歳から 14 歳の身体的、知的、道徳的に健康な子ど

もであること、したがって貧しいが十分な保護を受けている子どもや、障害のある子ども、

病気の子ども―ただし虚弱体質や栄養不良などは除く―は受け入れないとされた。増加す

る孤児や貧困家庭の子ども全てを引き受けることができないため、前章で見た設立時の「活

動計画」を実現すべく子どもが選ばれたと考えられる。受け入れ手順は次の通りであった。

①入所を希望する申請書の提出、②半年間かけて候補者の健康状態や知能、困窮状態や放

置の程度について調査、③受け入れに「最も相応しい」「あまり相応しくない」「相応しく

ない」の 3 つのカテゴリーに分類、④コルチャックを長とするドム・シエロット後見委員

会 6のメンバー2 人が家庭訪問、⑤そして最終的に後見委員会のメンバー全員で入所資格

の有無を決定した。このような入念な手続きを通して、多くの孤児および保護を要する子

どもの中から、最も必要度の高い子ども、かつ設立時の計画を実現すべく子どもが選ばれ

た。入所資格が与えられるとリストに登録され、空きが出ると順番に寄宿生あるいは半寄

宿生―朝 8 時半から夜 8 時半までドム・シエロットで過ごす―として受け入れられた。入

所後は衣食住の他、教育や医療が保障され、退所時期には能力や希望にあった職業の斡旋

5 1917 年度はドム・シエロットの子ども 64 人が参加したと明記されているが、それ以外

の年はドム・シエロットの子どもが何人参加したか不明。 
6 年度により異なるが、23 人から 40 人のメンバーで構成された。 
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や安定するまでの生活保障、街頭での保護活動の対象に移行などの支援が受けられた

（Pamiętnik 1913r.:24-25, 1914r.:5, 1915r.:4, 1916r.:6, Dziesięciolecie:52）。 
表 3-1 に 1912 年度から 1920 年度までの平均在籍者数、申請数、退所者数を資料のある

限りで示した。 
 
表 3-1 ドム・シエロットの在籍者数、申請数、退所者数 
 1912 年  1913 年  1914 年  1915 年  1916 年  1917 年  1918 年  1919 年  1920 年  

在籍 88 100 110~120 150 160 160 101 92 109 
申請 170 204 24 143 135 45 不明 不明 不明 
退所 不明 26 18 22 18 26 不明 不明 不明 
（出典）以下の資料をもとに作成：Pamiętnik 1912r., 1913r., 1914r., 1915r., 1916r., 
Dziesięciolecie, XXV lat działalności 

 
ドム・シエロットは 100 人の子どもが生活できるように建設されていたが、第一次世界

大戦が始まると、その定員をはるかに超えて受け入れざるを得ない状態であったことがこ

こから読み取れる。また戦前から年間 100 件を超える申請があったが 7、その内の半数以

上は入所に至らなかった。1917 年には資金不足により子どもの数を減らすことが決定され

たため、 5 月以降は申請を受けつけず、翌年から定員の 100 人前後に抑えられた

（Dziesięciolecie:56）。  

 
2）職員およびボランティア 

ドム・シエロットでは管理人、調理婦 8、洗濯婦と、無報酬でその任務を勤める院長の

コルチャックと教育主任のヴィルチンスカが働いていた（Pamiętnik 1913r.:25, 1914r.:6, 
1915r.:5, 1916r.:7, Dziesięciolecie:53）。その他に職員の不足を補うために、ドム・シエロ

ット後見委員会のメンバーを中心とする 13 人から 15 人がボランティア（pomoc honorowa）
でドム・シエロットの管理および子どもたちの養育や教育に携わっていた 9（Pamiętnik 
1913r.:27, 1914r.:7, 1915r.:6, 1916r.:8, Dziesięciolecie:54）。実際に何人の職員（ボランテ

ィアを含む）が常時いたのかに関する記述がないため明確な人数はわからないが、年次活

動報告書には子どもおよび職員がドム・シエロットで過ごしたのべ日数が記載されている。

そこから 1913 年度は子ども 9 人に対し職員 1 人の割合であっと推測できる（Pamiętnik 
1913r.:27）。第一次世界大戦が始まると在籍者数が増加する一方、職員の数は減少したた

め、職員 1 人当りの子どもの数は、1914 年度が 19 人、1915 年度が 29 人、1916 年度が

19 人、1917 年度が 16 人と、大幅に増加した（Pamiętnik 1914r.:8, 1915r.:7, 1916r.:9, 
Dziesięciolecie:56）。 
 
3）ドム・シエロットの生活 

7 1914 年度は第一次世界大戦開戦後の混乱から申請がなかったのか、あるいは申請を受

け付けなかったのかは不明であるが、8 月から 11 月までは申請者がいなかった。 
8 後述するが、1918 年に管理人が、1919 年に調理婦が解雇された。 
9 毎年 10 人前後の女性が養育と教育の担当であった。 
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ドム・シエロットは戦後の 1919 年に発行されたある週刊誌で、「教育学および衛生学に

おける最新の成果を取り入れたこの施設はヨーロッパの第一級の養育施設に引けをとらな

い」と評価された（Tygodnik Nowy 1919:6）。このように教育的にも衛生的にも優れたと

評価されたドム・シエロットの生活は実際にどのようなものだったのだろうか。 
1913年度から 1917年度までの年次活動報告書に記載されている「1日のスケジュール」

によると、子どもたちは毎朝 7 時に起床し、8 時半まで家事仕事に従事する。その後祈祷

をし、朝食を食べた後、午前 9 時にドム・シエロット内にある学級や裁縫教室に通った 10。

初等教育を行う学級ではドム・シエロットの子ども 50-60 人が無料で教育を受け、裁縫教

室では女子も男子も、ドム・シエロットで使用する衣類の仕立てや修繕などを行っていた。

また外部の学校に通う子どもや工房などで勉強をしたり職業訓練を受けたりしている子ど

ももいた。日中働いている子どもは、夕方にグループ学習をしたり、ボランティアの教師

あるいは有償の教師のもとで勉強したりしていた。午後 3 時になると靴を磨き、手を洗っ

た後、昼食を食べる。昼食後はグループに分かれてヘブライ語のレッスンを受ける他、歌

のレッスンを週 2 回、絵画のレッスンを週 1 回、体操のレッスンを週 2 回受けていた。午

後 6 時から 8 時までは自由時間で 11、その後 8 時に夕食を食べ、祈祷をする。年少の子ど

もは午後 8 時半に、年長の子どもは午後 9 時半に就寝した。食事は、朝食と昼食の間にと

る第二の朝食を含め、1 日に 4 度提供された。朝食はミルクティーとロールパン 2 つ、第

二の朝食はバターつきパン、昼食はスープと肉料理（週に 6 回）と野菜料理、夕食はミル

クティーとロールパン 2 つで、各食事につくスライスパンは好きなだけ食べることができ

た（Pamiętnik 1913r.:25-26, 1914r.:6-7, 1915r.:4-5, 1916r.:6-7,11, Dziesięciolecie:52-54）。 
毎週土曜日の午後には家族や親戚のもとを訪れ、ユダヤ教の祝日やドム・シエロット開

設記念日には発表会等を行い、家族や協会関係者など大勢の人を招待した。また他の施設

の発表会に行くなどして、ドム・シエロット以外の人たちとも文化的な交流をはかった。

さらに遠足や映画館、コンサート、美術館、博物館などに行く機会も年に数回あった

（Pamiętnik1913r.:28,1914r.:9, 1915r.:8, 1916r.:10, Dziesięciolecie:57）。 
以上、ドム・シエロットの子どもたちは併設された学級や裁縫教室、外部の学校や工房

などで教育を受ける機会が保障され、また放課後には家庭教師のもとで勉強をしたり、様々

なレッスンを受けたりしていた。これらは教育の機会だけでなく、施設外の人たちと関わ

る機会にもなっていた。また子どもたちは週末や祝日などに家族と交流をしたり、他の養

育施設と交流をしたり、様々な文化施設を訪問したりするなど、文化的活動も行っていた。

これら教育活動や文化的活動は戦時中も継続される。このようにドム・シエロットは開設

時に計画した通り、外の世界との交流を重視した開放的な施設であり、戦時中もそれを維

持し養育施設の精神の改革に努めていた。 
 
（3）孤児救済協会の財政状況 

10 1917 年には午前 8 時までに家事仕事と祈祷、朝食を終え、8 時から学級と裁縫教室に

通うと変更された（Dziesięciolecie: 52）。 
11 1916 年には午後 5 時から 8 時まで自由時間に変更された（Pamiętnik 1916r.:6）。 
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協会の事業である街頭の保護活動やサマーキャンプ活動、オグニスコの運営、そしてド

ム・シエロットの運営を可能にした運営費は、会員からの年会費、寄付金、その他に協会

の財産に対する利子や講演会などによる事業収益、公的な補助金などから得ていた

（Ustawa 1907:188）。個人会員の年会費は 4 ルーブルと定款に記されているが、会員数

と会費による収入額から 4 ルーブル以上支払っていた人もいたことがわかる。また寄付金

は 1,000 ルーブル以上の多額の寄付をする人物が毎年数人いた（Dziesięciolecie:58-72）。
その他の収入である事業収益にはステッカーや切手、花などを売った収益やユダヤ共同体

から支払われる学級の賃貸料が含まれ、公的な補助金にはワルシャワ市庁からの補助金が

あった（Dziesięciolecie:24-25）。 
協会が設立された翌 1908 年から 1920 年までの各年度の会員数を表 3-2 に、収支の状況

と収入源である会費と寄付、それ以外の比率を表 3-3 に示す。 
 
表 3-2  孤児救済協会の会員数 

1908 年 1909 年 1910 年 1911 年 1912 年 1913 年 1914 年 
1538 人 1483 人 1457 人 1734 人 2083 人 1798 人 1832 人 
1915 年 1916 年 1917 年 1918 年 1919 年 1920 年 
1721 人 1742 人 1756 人 881 人 961 人 1023 人 

（出典）以下の資料をもとに作成：Dziesięciolecie1918, XXV lat działalności1933 
 
表 3-3  孤児救済協会の収入および収入源の内訳と支出 
 収入 内訳（会費：寄付：その他） 支出 

1908 年 13,300 rb. 53％：26％：22％ 11,700 rb. 
1909 年 14,900 rb. 62％：27％：11％ 13,900 rb. 
1910 年 15,000 rb. 59％：18％：23％ 17,100 rb. 
1911 年 16,800 rb. 63％：24％：13％ 17,000 rb. 
1912 年 19,750 rb. 54％：20％：26％ 21,150 rb. 
1913 年 25,170 rb. 52％：17％：31％ 25,000 rb. 
1914 年 26,700 rb. 41％：22％：37％ 27,650 rb. 

 1915 年 12 24,080 rb. 42％：13％：45％ 28,600 rb. 
1916 年 39,700 rb. 19％： 9％：72％ 43,650 rb. 
1917 年 36,770 rb. 23％：11％：66％ 53,320 rb. 
1918 年 175,552 mk. 16％：38％：46％ 180,592 mk. 
1919 年 232,871 mk. 24％：44％：32％ 227,955 mk. 
1920 年 1,085,910 mk.pol 12％：45％：44％ 不明 

（rb.ルーブル、mk.マルク 13、mk.pol ポーランドマルク 14） 

12 10 年間の活動報告書の巻末に掲載されている収支のグラフには、収入 24,080 ルーブル、

支出 28,600 ルーブルと記されており、ここから赤字は 4,520 ルーブルと算出できるが、

1915 年度の年次活動報告書には赤字が 5,218 ルーブルであったと記されており数が合わ

ない。 
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（出典）以下の資料をもとに作成： 
Pamiętnik1913r.,1914r.,1915r.,1916r.,Dziesięciolecie1918, XXV lat działalności1933 

 
協会設立から第一次世界大戦前までは多少の増減はありながらも、会員数、収入ともに

増加し、黒字あるいは若干の赤字で運営できていた。特に 1911 年から 1912 年にはドム・

シエロットの設立に向けて会員数が大幅に増加し、設立時の 1912 年から運営開始直後の

1913 年にかけて収支共に増加しているのが読み取れる。孤児救済協会は 1910 年にドム・

シエロットの設立を決定し、年次活動報告書や新聞等を通して「人々の献身的精神」に訴

え た が 、 そ れ が 会 員 数 お よ び 収 入 の 増 加 に 影 響 を 与 え た と 考 え ら れ る 15

（Pamiętnik1910r.:17, XXV lat działalności:90）。 
しかし戦争が始まると会員の多くが戦地に赴き、会費による収入が減少すると同時に、

ますます多くの市民が貧困に陥ったため寄付金も期待できなくなった。その結果、戦前に

収入の 7-8 割を占めた会費と寄付金は、1914 年度および 1915 年度は 5-6 割に、1916 年

度および 1917 年度は約 3 割に減少した（XXV lat działalności:90）。一方で、物価の上昇

や保護している子どもの増加により支出は増大した（Pamiętnik 1915r.:3, 1916r.:4, 
Dziesięciolecie:13）。そこで協会は年次活動報告書や新聞等を通してその窮状を訴え、寄

付を募った（Pamiętnik 1914r.:4, 1915r.:3, 1916r.:4, Nowa Gazeta 1917,22.05）。1916
年度以降は、戦争被害を受けたユダヤ人を救済するために設立されたアメリカ・ユダヤ人

共同配給委員会（J.D.C.）を始めとする国内外の様々な団体や個人からの寄付があり、そ

の 他 の 収 入 が 増 加し た が、 そ れ で も 莫大 な 赤字 を 抱 え た （ Pamiętnik 1916r.:3, 
Dziesięciolecie:3-4,14-15）。一方で、ドム・シエロットの経費は年々増加し、1913 年は

12,947rb.（協会の支出総額の 51.8％、子ども 1 人当り 1 日の支出は 39.1kop.）、1914 年

は 14,093rb.（同、51.0％、34.9kop.）、1915 年は 18,474rb.（同、64.6％、41.6kop.）、1916
年は 25,859rb.（同、59.2％、49.4kop.）、1917 年は 41,743rb.（同、78.3％、47.6kop.）
と協会の支出の大半を占めるようになった（Pamiętnik 1913r.:27-28, 1914r.:8, 1915r.:7, 
1916r.:9, Dziesięciolecie:56）。これらの数値から、ドム・シエロットの生活水準を何とか

維持しようとしていた協会の思いが読み取れる。 
終戦時の 1918 年には会員数が半減したため、会費による収入がそれまでの 3 分の 1 に

激減したが、寄付金が増加した（XXV lat działalności:89-90）。また戦後は国内外の様々

な機関やワルシャワ市庁からの補助金に頼りながら、1918 年度は若干の赤字、1919 年度

および 1920 年度は黒字で運営された 16（XXV lat działalności:35-36,90）。 
 

13 1 ルーブル=2.16 マルク。 
14 1919 年まで流通していた 4 種類の貨幣を 1920 年にポーランドマルク（mk.pol.）に統

一した。1 ポーランドマルクが何ルーブルあるいは何マルクであったかは不明。 
15 ポーランド-ユダヤ関係は第一次世界大戦前の時期に尖鋭化したと言われている（ティ

フ 2006:82）。したがって会員や収入の増加はユダヤ出自の人たちによる影響が大きいと考

えられる。 
16 25 年間の活動報告書には、1920 年度の収入総額は 1085,910 ポーランドマルクであっ

たため、45,847 マルクの赤字に当て、さらに 50,785 ポーランドマルクを次年度にまわす

ことができたと記されている（XXV lat działalności:36）。 
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4．ドム・シエロットの教育方法とその実際 
ドム・シエロットでは、健康な子どもの発達の理解、子どもの解放、養育施設の精神の

改革、そしてドム・シエロットの子どもの発達の保障を実現するために、様々な教育方法

が開設当初から導入された。一点目については日々の子どもの観察とその記録が、二点目

については「労働」の方法として、生活に必要な家事仕事および年少者の養育を子どもた

ちが担う方法と子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う方法、そして「労働」

の上で必要な情報や意見を伝達・交換・共有する方法が、三点目については前節で述べた

外の世界との交流、子どものプライバシーや財産を保障する方法が試みられた。以下では、

開設から 1920 年頃にかけて導入された以上の教育方法―先述した外の世界との交流は除

く―について概観する。その上で「労働」の上で重要な役割を果たした“係り仕事”と“仲

間裁判”について、実際にどのように展開されたのかを明らかにする。 
 
（1）子ども観察とその記録 

コルチャックが雑誌『児童保護（Opieka nad Dzieckiem）』に掲載した論文「毎週の体

重（Waga co tydzień）」の冒頭で「ワルシャワのドム・シエロットでは 1913 年から毎週

子どもの体重を量っている。プルシュコヴァのナシュ・ドムでは 1920 年から行っている」

と記しているように、ドム・シエロットでは開設当初から週に一度、体重測定が行われ、

その後もずっと継続された 17（Korczak 1923a:100）。開設当初はコルチャックが男子の、

ヴィルチンスカが女子の体重を量っていたが、1920 年代にはブルサの青年がそれを担当す

るようになったと、ブルサに在籍していたメルジャン 18は述べる（Merżan 1987:31-32）。
上述の論文の中で、コルチャックは 1913 年から 1918 年までの個人の測定記録の一部―体

重の増減をグラフ化したもの―を紹介しながら、多少の増減はありながらも右肩上がりで

増加している様子や、サマーキャンプや療養所での滞在が体重の増加につながっているこ

と、そして第一次世界大戦中の食料不足や伝染病が大幅な体重の減少に影響していること

を示している（Korczak 1923a:100-109）。 
またコルチャックは子どもの睡眠について解明するために、1913 年の 7 月と 12 月に子

どもたちが眠りについた時刻、目覚めた時刻、睡眠時間、入眠するまでの時間、眠りにつ

いた時の状態、目覚めた時の状態について克明に記録することを試みた（Korczak 
1923b:115）。その後開戦した第一次世界大戦により継続できなくなったため、「結果では

なく観察の方法を示す」として、子どもの睡眠の法則についてではなく観察記録を提示し、

雑誌『児童保護』の読者に子ども観察とその記録を促す。また論文の最後には「もし母親

が子どもの不眠に対して不平を訴えるなら、時計を用いて、子どもと合意に達することを

私はお勧めする。2 週間、観察するのである。子どもは寝たい時に就寝し、母親は、子ど

もが何時に布団に入り、何時に入眠し、何時に目を覚ましたのかを記録する。2 週間後に

は彼がどのくらいの睡眠を必要としているのかが分かるだろう」と述べ、子どもによって

17 毎年ではないが、1926 年度、1930 年度、1931 年度、1932 年度の年次活動報告書には、

1 年間の体重増加の平均が記されている（Sprawozdanie 1926:3, 1930:13, 1931:5, 1932:5）。 
18 1927 年から 1928 年にかけてブルサに在籍し、その後“ルジチュカ”の養育施設の職

員となった。 
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必要とする睡眠時間は異なること、したがって個々の子どもについて理解することの重要

性を指摘している（Korczak 1923b:121）。 
コルチャックは、『子どもをいかに愛するか―養育施設編』の中で、「一般的な法則を知

らずに、個々の特徴を語ることができるだろうか」と述べているように、子どもの体重の

増減や睡眠時の様子、夜尿時の様子 19などについて観察、記録しながら、一般的な子ども

の発達の法則や個々の子どもの発達について解明しようとした（Korczak 1920a:213）。 
 
（2）「労働」の方法 

コルチャックは退所する子どもに向けて次のようなメッセージを送った。「長くはるか

遠い旅を前にして君たちに別れを告げよう。その旅の名は、人生という（中略）君たちに

たった一つのことを与える：より良い生活（人生）、それは今ないがいつか訪れる真実と公

正の生活（人生）に対するあこがれである。このあこがれが、君たちを神、故郷、愛へと

導くかもしれない」（Korczak1919b:218）。このようにコルチャックは、子どもたちがより

良い生活や人生、真実と公正の生活や人生を追求することを重視していた。そしてこれら

を追求する仕組みとして、ドム・シエロットでは以下の「労働」の方法を導入し実践した。 
 
1）生活に必要な家事仕事および年少者の養育を子どもたちが担う方法 

コルチャックは、サマーキャンプで試みた“係り仕事（dyżur）”をドム・シエロット設

立当初から取り入れヴィルチンスカとともに実践した。日常生活を送るにあたって必要な

家事仕事を子どもたち自身が担う“係り仕事”の内容は多岐に渡り、寝室や遊戯室、洗面

所やトイレなどの掃除、調理、配膳、食器洗いなどの毎日行われる仕事から、下着の配布

のように週に一度の仕事、布団干しのように 1 回きりの仕事、雪かきのようにその季節に

だけ行われる仕事まで様々であった。係りは月に一度変更することができ、子どもたちの

希望をもとに話し合いで決められた。“係り仕事”の担当はすぐに決まるわけではなく、お

互いに納得できるように話し合いを重ね、交渉が行われた（Korczak1920c:287-288）。前

章でも触れたように、コルチャックは「子どもたちの労働が使用人の賃労働にとって代わ

るようなものではなく、子どもたちを養育し、教育するように配慮するならば、私たちは

いい加減にではなく、徹底的に労働について調べたり、試したり、全ての子どもに分配し

たり、見守ったり、変更したり、思考にたくさんの時間を費やしたりしなければならない」

と考えていた（Korczak 1920c:287）。したがって、“係り仕事”が子どもたちを養育し教

育するようなものであるために、その内容や実施方法を吟味し、試行錯誤しながら実践し

ていた。 
またそれぞれの係りを管理、統制したり、年少の子どもの手助けをしたりする責任者が

各部署に配置された。これについてコルチャックは、「各自が自分自身を監督すべきだが、

生活において、いつも全てが然るべき通りにいくわけではない。ある割合で怠慢な労働者、

不誠実な労働者、軽率な労働者が存在するように、それは子どもの中にもいる。とは言え、

監督するだけでなく、誰かが教えたり助けたりもしなければならない。（中略）各階の責任

19  子どもの夜尿についての観察とその考察に関する論文「養育施設の子どもの夜尿

（Moczenie nocne dzieci internatu）」も 1923 年、同雑誌に掲載された（Korczak 1923c）。 
62 

 

                                                   



者や、重要度の高い家事を担う係り仕事の年長者は毎晩日誌をつけ、自身の係り仕事につ

いて把握する」と述べ、教育者が監督するのではなく子ども同士で監督し合ったり、教え

助け合ったりする仕組みをつくった（Korczak 1920c: 289）。コルチャックはサマーキャン

プで“係り仕事”を試みた時、係りの者がその仕事の特権的地位を利用したり、係りの者

の意見が他の者の意見よりも価値があるという錯覚に陥ったりするということに気付き、

“係り仕事”を継続するかどうか悩んだが、ドム・シエロットでは、以上のような子ども

同士が監督し合い助け合う仕組みをつくることで解決しようとした。 
一部の“係り仕事”には報酬として賃金が与えられたが、それについては「給料を得て

自立することの価値を感じられるように、また（お金を）所有することの悪い面と良い面

がわかるように、そしてお金とは何か、仕事に対する報酬とは何かを、子どもたちに教え

る」とその意義を述べている（Korczak 1920c:289）。 
生活に必要な家事仕事を子どもたちが担うということは、一般的な孤児院でも見られた

が、それは女子が使用人になるための職業訓練であり、また使用人の賃労働にとって代わ

り効率良く運営するためのものであった。一方で、ドム・シエロットでは子どもたちが生

活や人生について学ぶためのものであり、「子どもの解放」を実現するために、大人が管理

監督するのではなく子ども同士が監督し合い助け合っていた。 
またドム・シエロットには、「生活の学校」の中に描かれていた“指導員―パトロン”

と同様の仕組みである“後見委員会（komisja opiekuńcza）”が設置された。“後見委員会”

の後見人は、ドム・シエロットに入所してすぐの子どもが孤児院での生活に慣れるように、

また「やっかいな」子どもが自分自身の行動を改善できるように、教えたり助けたりする

任務があった。後見人は新参者や「やっかいな」子どもとの交換日記を通して相談にのっ

たり要望を聞いたりしながらこの任務を果たしていた（Korczak1920c:290-293）。 
 
2）子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う方法 

生活上の様々な問題を解決したり決定したりする機関として“仲間裁判（ sąd 
koleżeński）”や“裁判評議会（rada sądowa）”、“議会（sejm）”があった。 

サマーキャンプでの“キャンプ裁判”、また「生活の学校」の中で描かれた“仲間裁判”

は、ドム・シエロットでも開設後の早い段階で設置された。“仲間裁判”の目的は、塚本が

指摘しているように、ドム・シエロットにおける子どもたちの生活をより良くするために、

「子ども間のトラブルや教育者と子ども間のトラブル」を、公正に解決することであった

（塚本 2009l:46）。したがって、子どもが子どもを訴えるだけでなく、職員が子どもを訴

えることも、逆に子どもが職員を訴えることもできた。また自分自身を訴えることもあっ

た。原告は自分と訴えたい人の名前、そしてその内容を“掲示板”に書き込んだ。その後

“仲間裁判”の書記を務めるヴィルチンスカがそれをノートに記録し、翌日から証言を集

め始めた。“仲間裁判”は週に一度開かれた。裁判官になるのは子どもで、50 件の訴訟に

対し 5 人の裁判官が、その 1 週間誰からも訴えられなかった子どもの中からくじ引きによ

って 選 ば れた 。 判決 はコ ルチ ャッ ク が作 成し た “ 仲間 裁 判法 典 （ kodeks sądu 
koleżeńskiego）”に従って下され 20、その結果はノートに記録され、全員の前で読み上げ

20 第 1 条から第 99 条までは無罪とする、あるいはその件について審議しないとする条文

63 
 

                                                   



られた（Korczak1920c:298-299）。“仲間裁判法典”の冒頭には次のように書かれている。

「もし誰かが悪いことをしたら、一番良いのは許すこと、そして彼が改善するまで待つこ

とだ。（中略）裁判所は秩序が保たれるように配慮しなければならない、なぜなら無秩序は

善良な人や大人しい人、誠実な人々に害を与える最たるものであるからだ。裁判は公正と

は限らないが、公正を目指さなければならない。裁判は真実とは限らないが真実を望んで

いる」（Korczak1920c:298）。ここから明らかなように、コルチャックは、過ちを犯してし

まった者を罰するためではなく、許し、改善させるために、また秩序を保ち善良な人や大

人しい人、誠実な人を守るために“仲間裁判”を導入し、裁判を通して子どもたちが公正

や真実を追求することを要求した。この点については、すでに先行研究でも指摘されてお

り、塚本は“仲間裁判”では仲間の過ちや罪を許し承認し合うこと、犯した過ちや罪を正

して成長していける人格として仲間を信頼し合うことが目指されたと（塚本 2010b:49）、
また小田倉は「裁くことよりも、法と個人の権利を尊重することを教えると共に、それに

よって正義についての考えを伝え、子どもたちが正義に従って行動するよう導く」と述べ

ている（小田倉 2005:138-139）。 
さらにコルチャックは“仲間裁判”を導入することについて、「子どもには自分たちの

問題に対し真摯な態度を取る権利があり、公正に判断する権利がある。今日に至るまで全

て教育者の善意とご機嫌に左右されてきた。子どもには抗議する権利はなかった。専制に

けりをつけるべきである」と述べているように、この方法が「子どもの解放」にとって大

きな意味を持つと考えていた（Korczak1920c:297-298）。 
後述するように、この“仲間裁判”は最初からうまく機能したわけではなかった。そこ

で改善策の一つとして第一次世界大戦後に導入されたのが“裁判評議会”であった。教育

者 1 人と投票によって選ばれた子ども 2 人で構成される“裁判評議会”は、任期の 3 か月

間にわたり、“仲間裁判”では解決が困難な問題や控訴された件について審議したり、全員

が守る義務のある法律を作成したりした（Korczak1920c:299,331-332）。また全員が聞き

知り、その上で検討されるべき案件があった場合には“裁判会議（posiedzenie sądowe）”
が開かれた（Korczak1920c:299）。 

“議会”は、生活上の様々な問題について決定を行う機関として 1920 年ごろに設置さ

れ、その議員は選挙によって選ばれた子ども 20 人で構成された。“議会”の具体的な任務

は、“裁判評議会”が作成した法律を承認あるいは却下する他、“暦（kalendarz）”といっ

で、第 100 条以上は有罪とする判決である。第 100 条から第 1000 条まであり、以下のよ

うに定められている。「第 100 条、裁判所は許さず、A が起訴されたことを行ったと立証

する。第 200 条、裁判所は A が間違ったことをしたと認める。第 300 条、裁判所は A が

悪いことをしたと認める。第 400 条、裁判所は A が非常に悪いことをしたと認める。第

500 条、裁判所は A が非常に悪いことをしたと認める。判決は新聞で発表される。第 600
条、裁判所は A が非常に悪いことをしたと認める。判決は新聞で発表され、掲示板に貼り

出される。第 700 条、裁判所は A が非常に悪いことをしたと認める。判決は新聞で発表さ

れ、掲示板に貼り出され、A の家族に伝えられる。第 800 条、裁判所は A の権利を 1 週間

剥奪し、家族を呼び出し話し合う。判決は新聞で発表され、掲示板に貼り出される。第

900 条、裁判所は A のために後見人を探す。2 日以内に後見人が見つからなければ A は退

所させられる。判決は新聞で発表される。第 1000 条、裁判所は A を施設から追放する。

判決は新聞で発表される」（Korczak 1920c:306-313）。 
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てドム・シエロットにおける特別な日―例えば、冬至の日は“起きなくてもいい”―を決

めたり、“記念絵葉書（pocztówki pamiątkowe）”の発行―例えば 2500 フントのジャガイ

モ の 皮 を む い た ら 花 の 絵 葉 書 が も ら え る ― を 承 認 し た り す る こ と で あ っ た

（Korczak1920c:352-357）。コルチャックは“議会”の導入に至った経緯を次のように述

べる。「多くの施設で厳しい試練として経験された係り仕事は、ドム・シエロットではすで

に 7 年の歴史がある。台所、洗濯場、貯蔵庫、建物の管理、年少者の監督、これらは 10
歳の当番から 14、15 歳で職員となった子どもたちに委ねられた。施設の新聞は継続し、

裁判は 2 年間中断することなく機能している。子どもの自治を試してみる時がきた。―こ

のよう な経緯で議会ができた。それについてまだ何も言うことはできないが」

（Korczak1920c:352）。コルチャックはドム・シエロット設立後、様々な方法を導入し、7
年間、試行錯誤しながら取り組み、ようやく子どもの「自治（samorząd）」の仕組みを導

入したのである。しかし導入したばかりで 1920 年の時点ではまだその意義や効果につい

ては分からないとして言及していない。 
この“議会”とは別に、生活に関するあらゆる問題について子どもたちが議論する場と

して、任意参加の“会議（posiedzenia）”が開設当初から行われていた 21 。コルチャッ

クは「子どもが、自分は発言権を得ることができるということと得るべきだということ（中

略）そして自分は理解されるということ」を知る必要があり、そのために教育者は“会議”

において「子どもの意見に注意深く、誠実に耳を傾ける」べきであると主張する

（Korczak1920c:293-294）。そして「会議は集団の良心を目覚めさせ、共通の責任感を強

める」として、子ども社会を形成し運営する上での“会議”の重要性を指摘すると同時に、

各 自 が そ れ ぞ れ 意 見 を 持 ち 、「 個 別 に 生 活 す る 」 こ と も 重 要 で あ る と し た

（Korczak1920c:294）。 
またドム・シエロットの子どもたちが参加した 1917 年のサマーキャンプでは、“娯楽サ

ークル（kółko pozytywnej rozrywki）”が結成された。“娯楽サークル”はチェスやチェッ

カーなどの玩具や楽器、ボールなどの運動用具の管理をする他、ユダヤ教の祭りであるハ

ヌカやプリムの時に伝統的な遊びや発表を企画する子どもの自主的な組織であった。 
 
3）情報や意見を伝達・交換・共有する方法 

上記の方法によって「労働」する、つまり生活している場の運営に従事し、仲間や職員

と共同するためには、各自があらゆる情報を得ること、その上で社会の一構成員として自

身の意見を持ち、それを発言することが必要である。この「労働」する上で必要な方法と

して、あらゆる情報や自身の考えなどを日常的に伝達、交換、共有する“掲示板（tablica）”
と“週刊ドム・シエロット（tygodnik Domu Sierot）”が導入された。 

“掲示板”はそれほど高くない見えやすい場所に掛けられており、職員だけでなく子ど

もも指示や知らせ、質問など、皆に知らせたいことは何でも掲示することができた

（Korczak 1920c:276-279）。コルチャックは「すべての子どもが聞いているわけではなく、

21 1913 年に発行された“週刊ドム・シエロット”に「週刊ドム・シエロットに関する会

議が行われた」とあることから、この時点で“会議”が行われていたと考えられる

（Korczak 1913b:142）。 
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またすべての子どもが理解しているわけではなく、すべての子どもが正確に分かっている

という確信を十分に持っているわけではなく、そしてついには教育者も騒がしい中で何か

を見落としてしまうかもしれない」と述べ、そのような場合の対応として“掲示板”の必

要性を主張する（Korczak1920c:279）。実際、“掲示板”には「明日 10 時に新しい服が配

られます。（後略）受け取るように」といった指示や「昨日、男の子たちの寝室がまた汚れ

ていました」といった通知の他、「黒いリボンがついたカギを見つけた人や見かけた人はい

ませんか？」といった質問などが貼り出された。このように“掲示板”は、正確に情報を

伝える手段、尋ねたいことを皆に聞く手段として機能していた。それだけでなく、「暦や気

温、新聞の重大なニュース、絵、（後略）」など「一度には全部思いつかないほど」多くの

様々な情報が発信されており、「教育者と子どもの発意の場」であるとコルチャックはその

意義を述べる（Korczak 1920c:280）。 
また“掲示板”には、各自のけんかの数を示した“けんかグラフ”や、何かを壊したり

傷つけたりしたことを示す“損傷グラフ”、“仲間裁判”で下された判決の条項の総数を示

した“判決グラフ”が掲示されていた。このように自分の言動やその結果が公表されるこ

とで、子どもたちは自分自身の行動を見つめ直すことができる。様々なグラフの意義につ

いてコルチャックは特に述べていないが、サマーキャンプで自分自身を理解し自己教育す

る重要性に気づいた彼は、それを実現する方法としてこのような方法を導入したと考えら

れる。また孤児院という子ども社会の構成員として、自分がどのような人間か、仲間から

どのように思われているのかを知り、自分自身をより良くするために努力することは「労

働」する上でも必要になるであろう。 
サマーキャンプで試みられ、「生活の学校」にも描かれた“新聞”はドム・シエロット

でも取り入れられ、“週刊ドム・シエロット”と呼ばれた。“週刊ドム・シエロット”は分

厚いノートに書かれており、子ども自身が編集し、コルチャックが毎週金曜日の午後、ド

ム・シエロットに住む全ての人に知らせるために全員の前で読み上げた。1913 年 8 月 8
日に発行された第 1 号の冒頭には次のように書かれている。「昔、町で起こっていること

を知りたい時は、人々は集まり、見たことや他人から聞いたことを各々に話した。しかし

それは非常に時間がかかり、また一番重大な出来事を誰も知らなかったり、誰かが真実を

言っていなかったり、誰も何も知らなかったり、あるいは間違って理解していたりという

ことがよくあった。全く同じようなことが私たちのところ（ドム・シエロット）でもある、

なぜなら新聞がないからだ。（中略）新聞があれば、各自それを読み、即座に全てを知るこ

とができるだろう」（Korczak1913b:136, 1920c:297）。このようにして始まった“週刊ド

ム・シエロット”には学校やドム・シエロット内で行われるレッスンや裁縫教室の様子、

“仲間裁判”や“会議”の話題、病気にかかった子どもの状況など 1 週間の出来事につい

て、また変更点や改善点、苦情など様々な情報が掲載された。これらあらゆる情報を伝達、

交換、共有する上で重要な役割を果たした“週刊ドム・シエロット”に対して、「1 週間と

1 週間をつなぎ、子どもたちと職員、雇われ人を不可分な一つの総体に結び合わせる強い

きずな」であるとコルチャックが述べているように、これらは子どもと子ども、また子ど

もと職員（大人）をつなぐ役割を果たしていた（Korczak1920c:297）。 
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以上、生活に必要な家事仕事を担う“係り仕事”や年少者等の養育を担う“後見委員会”、

生活上の様々な問題解決や決定を行う“仲間裁判”、“裁判評議会”、“議会”、“会議”、そし

て文化的活動を企画、管理する“娯楽サークル”は、子どもたちが生活している場の運営

に従事し、仲間や職員と共同しながら生活することを可能にしていた。また“掲示板”や

“週刊ドム・シエロット”を通して、子どもたちは生活している場、つまりドム・シエロ

ットで起こっているあらゆる出来事や情報を知ることができ、また一緒に生活する仲間や

職員に向けて自身の意見や考えを伝えることができた。 
ドム・シエロット開設後から 1920 年にかけて導入された以上の教育方法の成果につい

て、コルチャックは次のように評価している。「組織化の 1 年は私たちの勝利で幕を閉じ

た。100 人の子どもに対して 1 人の家政婦と 1 人の教育者、そして管理人と調理婦。私た

ちはどんな職員からも、また孤児院の職員のどんな暴君からも独立した。子どもがここの

経営者になり、労働者になり、管理者になった。以下に記すこと（教育方法による実践）

は全て子どもたちの仕事であり、私たちの仕事ではない」（Korczak1920c:276）。このコル

チャックの言葉から、ドム・シエロットでは教育者の監督のもと従順に生活するのではな

く、子どもたち自らが生活している場の運営に従事する「労働」を基本とする実践を通し

て、子どもは大人の「暴君」から解放されていたといえるだろう。 
 
（3）個々の生活の尊重―子どものプライバシーと財産を保障する方法― 

コルチャックは「子どもたちは集団で生活する権利と同時に、自身の努力と自身の考え

で個別に生活する権利を持っている」として、個々の生活を尊重すべきとの考えを持って

いた（Korczak1920c:294）。そしてこれを実現するために、子どものプライバシーや財産、

所有物を保障する方法として、“郵便箱（skrzynka do listów）”、“落し物入れ（szafa 
znalezionych rzeczy ）”、“ 売 店 （ sklepik ）”、“ 貸 付 ・ 貯 金 窓 口 （ kasa 
pożyczkowo-oszczędnościowa）”、“公証簿（księga notarialna）、“静寂の部屋（pokój ciszy）”
を導入した。 

「生活の学校」に描かれた“郵便箱”はドム・シエロットにも取り付けられ、子どもた

ちがコルチャックやヴィルチンスカに対して質問や要求、不平や謝罪、告白などを個人的

に伝えるのを可能にした。“郵便箱”に投函された手紙には、「明日伯父さんが来るので外

出してもいいですか？」といったお願いや、「子どもたちが私のことをいじめる」といった

告白、「先生は不公平だ。先生はみんなの鉛筆を削ったのに、僕のはやりたがらなかった」

といった不平などが書かれていた。時には短い詩や不愉快な悪口が書かれた手紙、脅迫的

な手紙が匿名で投函されていたという。コルチャックは、“郵便箱”は子どもたちに「返事

を待つこと」や「些細で一時的な悲しみや悩み、願望や疑問と重要なそれら（悲しみ、悩

み、願望、疑問）とを見分けること」、「考えたりやる気を起こしたりすること」、「望んだ

りできるようになったりすること」を教えると、その意義を述べる。また手紙を通して子

どもたちと意思を伝え合うのは事務的すぎるという批判に対して、「長い話や秘密の話、心

のこもった話や真剣な話をする必要がある子どもを見つけ、そのための時間を都合の良い

ときに設定することができる」と述べ、個別的な対応のためにも必要なものだとした

（Korczak1920c:280-281）。 
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ガラスケースの“落し物入れ”は子どもの所有物を守るために取り入れられた。落とし

物があると、“落し物ポスト（skrzynka dla znalezionych rzeczy）”に入れられ、係りの者

がそれを“落し物入れ”に移し、持ち主が現れたら決まった時間に返していた。コルチャ

ックは“落し物入れ”の必要性について次のように述べる。「教育者は子どものポケットや

引き出しの中身を興味なさそうな眼差しで眺める」が、子どもがそこにしまい持っている

「絵や葉書、紐や釘（後略）」など、「どんなに小さなものにも、しばしばとても複雑な歴

史があり、異なる出所があり、様々な価値、時にそれは子どもの心にとってとても貴重な

価値がある」、そして「どんなに小さなものにも持ち主がいる。（したがって）テーブルの

下に落ちている物も、窓辺に忘れられている物も、砂で半分まで覆われた状態で庭にある

物もこのケースに入れられるべきである」と。このようにコルチャックは教育者には取る

に足りないものでも、持ち主である子どもにとっては貴重な価値のある「宝」が「焼却炉

に投げ捨て」られないようにと“落し物入れ”を設置し、子どもの価値ある所有物を守ろ

うとしたのである（Korczak 1920c:283-284）。 
子どもたちの生活や学習に必要なものを提供するために設置された“売店”は、1 日に

一度決まった時間に開けられた。そこでは「ノートや鉛筆、巻尺、紐、縫い針、指ぬき、

ボタン、石鹸」などの文房具や生活用品が無料あるいは安く手に入れることができた。“売

店 ” を 利 用 し た 時 に は 、 い つ 、 誰 が 、 何 を 受 け 取 っ た の か が 記 録 さ れ た

（Korczak1920c:284,287）。 
“貸付・貯金窓口”は子どもたちが家族を訪問する時などに必要なお金を借りたり、ま

た手に入れたお金を貯めたりするなど、子どもたちがお金を管理するために設置された

（Korczak1915:158）。 
“公証簿”には子どもたちの所有物の交換、譲渡、売却、貸付に関する情報が記された。

コルチャックは、子どもたちが自身の所有物を交換したり、譲ったり、売ったりするのを

好むことを指摘すると同時に、子ども自身の財産であるのだからそれを禁止してはいけな

いと主張する。そして不正なやり取りを防止するために“公証簿”を導入した（Korczak 
1920c:282）。 

以上、“郵便箱”は子どもと教育者との個別的なやり取りを可能にし、“落とし物入れ”

や“売店”、“貸付・貯金窓口”、“公証簿”は、子どもの所有物や財産を守り、管理した。

また集中して勉強や読書などに取り組めるように、私語が禁止されている“静寂の部屋”

を設置し、個別の空間を保障した。ドム・シエロットではこれらの方法を通して、一般的

な孤児院において軽視あるいはほとんど無視されている個々の生活を尊重する環境をつく

っていた。 
 
（4）“係り仕事”および“仲間裁判”による「労働」の実現 

以上に見てきたドム・シエロットの教育方法は開設当初から徐々に取り入れられ、第一

次世界大戦中のコルチャック不在の間も継続して実践されていたと考えられている。その

時の様子について、1914 年度の年次活動報告書には「ゴールドシュミット（コルチャック）

博士によって創りだされ愛された教育体系と事業はステファニア・ヴィルチンスカさんが

完全なる献身と理解でもって継承している」と記されている（Pamiętnik 1914r.:4）。しか
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し戦時中の困難な状況の中で実際にどのように実践されていたのかを示す資料は存在しな

い。唯一、ヴィルチンスカが 1920 年に記した“係り仕事”に関する記録では開設からの

取り組みの様子がうかがえる。また第一次世界大戦後にコルチャックが記した“裁判新聞

（gazeta sądowa）”では、“仲間裁判”に対する子どもたちの反応やコルチャックの試行

錯誤の様子がうかがえる。そこで、以下ではこれらの資料をもとに、“係り仕事”と“仲間

裁判”の実際の展開を見ていく。 
 
1）“係り仕事”―1912 年から 1920 年までの取り組み― 

ドム・シエロット開設当初から導入された“係り仕事”は、ヴィルチンスカが中心とな

って行っていたため、コルチャックが戦争で不在の間も彼女によって継続された。しかし

“係り仕事”の内容や形態はその時々の運営状況の影響を受けて、また子どもの実態に応

じて変化していった。 
例えば、それぞれの係りを管理統制したり、年少の子どもを手助けしたりする責任者は、

最初 1 人で全ての領域を担当していたが、担当範囲が広すぎたため 2 人で担当するように

なった。その後、地下と地上 3 階からなる建物の各階と屋根裏部屋、そして中庭を 2 つに

分けて、それぞれの場所に“各階の責任者”が配置された。また 1918 年に管理人が、1919
年に調理婦が解雇された後は、その代わりを務める“年長の責任者”が増員された。さら

に職員の減少や変更に応じて、洗濯や病気の子どもの看病、事務所での仕事などに携わる

“年長の責任者”が配置された。このように“係り仕事”の中には変更されたり、新しく

作られたりしたものがあった。その一方で、例えば手洗いや靴磨きの監督、最年少の子ど

も の 世 話 、 授 業 の 復 習 の 手 伝 い の よ う に 廃 止 さ れ た 係 り も あ っ た

（Wilczyńska1920:177-178）。 
毎月の終わりに子どもたちは“係り仕事”を継続するか、あるいは変更するか決めるこ

とができた。年長の子どもたちは 1 年あるいはそれ以上、同じ仕事をすることを望んだが、

年少の子どもたちや入所したばかりの子どもたちはすぐに飽きたり、よく考えずに選んだ

ため自分の生活時間に合わなかったり、同じ係りの仲間と喧嘩をしたりして変更を求める

ことがあった。中には「移り気な子ども」や「好き嫌いの激しい子ども」、「（仕事を）やり

たくない子ども」などもいたが、その場合は簡単に変更することはできず、ヴィルチンス

カに説得されてその仕事を継続した（Wilczyńska1920:174-176）。 
子どもたちはジャガイモの皮むきや寝室の床磨き、配膳などの“係り仕事”を好まず、

担当者が決まらないため、年長の女子にジャガイモの皮むきを、年長の男子に寝室の床磨

きを当番制でするよう義務づけたり、それらの担当者を調整したりする必要があった

（Wilczyńska1920:177,180）。 
「労働」の方法として開設当初から取り組んだ“係り仕事”はコルチャックが不在の間

も中断することなく行われたが、それはその時々の運営状況や子どもの実態に応じて変化

しながら展開された。また子どもの主体性を重視しながらも、時には教育者が介入し、調

整する必要があった。この“係り仕事”を通して、子どもたちは仲間と共同しながらドム・

シエロットの運営に携わっていたが、一方でそれは戦時中の厳しい財政状況により、少な
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い職員で運営せざるを得ないという現実に対応するための手段としても機能していたとい

える。 
 
2）“仲間裁判”―1918 年から 1920 年までの取り組み― 

1913 年 8 月 8 日に発行された“週刊ドム・シエロット”の第 1 号には、「“裁判所”か

らの報告―先週は 1 件の訴訟もなかった」と記されているため、“仲間裁判”は開設当初

から試みていたと思われる（Korczak 1913b:142）。しかし戦前および戦時中における“仲

間裁判”に関する記録はこの一点のみであるため、詳細は不明である。第一次世界大戦が

終結し、コルチャックが戦地から帰還した後、“仲間裁判法典”に基づく“仲間裁判”が始

動した（Cichy1993:467-468）。その 5 週間後、おそらく 1918 年に執筆されたと思われる

“裁判新聞”には「私たちの裁判はすでに 5 回開催した。毎週招集され、261 件審議した」

とある（Korczak1920c:314）。ここから第一次世界大戦後に新しくなった“仲間裁判”で

は、毎週平均 52 件の訴訟について審議されたことがわかる。したがって 1 週間を通して 1
件の訴訟もなかったと記されている戦前の“仲間裁判”は、積極的に利用されていなかっ

たと思われる。 
 “仲間裁判”を導入して 5 週間が経過した時、コルチャックはそれが効果的だと感じた。

同じ判決でもその受け止め方が子どもによって違ったり、自身の非を訴えなかったり、冗

談で誰かを訴えたりといったような問題はありながらも、良くない行動を押し止める効果

があると感じたのだ（Korczak1920c:317-319）。しかし半年後、子どもたちから「裁判は

役に立たない」、「裁判なんか怖くない」、「裁判は何もしない」という声が上がり、何か良

くないことがあっても、“仲間裁判”に訴えなくなった。このような状況に対してコルチャ

ックは、「（子どもたちは）考えたり、自分自身を評価したり、自分自身を改善するために

努力したりすることを望んでいない」（Korczak1920c:325-326）と、また「裁判は効果を

もたらさず、逆に害をもたらす、裁判は秩序をもたらさず、逆に混乱を引き起こす、裁判

は誰も改善せず、逆に価値のある人たちをだめにする」（Korczak1920c:328）と述べ、“仲

間裁判”を一旦中断することを決意した。 
しかし“仲間裁判”に対して批判的な子どもはごく一部であり、実際には多くの子ども

た ち が 「 裁 判 は 効 果 が あ る が 、 手 直 し す る 必 要 が あ る 」 と 感 じ て い た と い う

（Korczak1920c:350）。そこで 4 週間の中断の後、新しく“裁判評議会”を設置し、次の

ような改善をはかって“仲間裁判”を再開した。「1．判決を不服とする者は 1 ヶ月後に控

訴する権利がある、2．訴訟の内容によっては裁判で審議せず、“裁判評議会”に委ねる、

3．子どもは大人や職員を訴える権利がある」（Korczak1920c:351）。その後“仲間裁判”

は中断することなく毎週行われた。 
コルチャックは『子どもをいかに愛するか―ドム・シエロット編』の中で、設立直後の

状況について次のように告白している。「子どもたちは、新しい建物や新しい環境、賢明な

保護とともに、共同生活のための新しい規則もすぐに受け入れるだろうと期待した。しか

し（中略）、子どもたちは宣戦布告したのだ。（中略）要求に対して、子どもたちは断固と

して抵抗する立場をとった」と（Korczak1920c:274）。このことは以上の“仲間裁判”に
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対する子どもたちの批判的な反応から明らかであり、試行錯誤を重ねながら展開されたこ

とがわかる。 
コルチャックの帰還後に本格的に始動した“仲間裁判”は、最初彼が考えていたように

はいかず中断を余儀なくされたが、その後、子どもの意見を取り入れて改善したことによ

りうまく機能し始めた。このような過程も含めて、“仲間裁判”は子どもたちに、生活の場

で起こるあらゆる問題を自分たちで解決し、より良く生活するためには何が必要かを考え、

それを実行する機会を与えていたといえる。 
 
5．小括 

本章では、第一次世界大戦中のワルシャワの児童保護活動の状況と、1920 年までの孤児

救済協会の児童保護事業とその運営状況について、またコルチャックの著作『子どもをい

かに愛するか―ドム・シエロット編』（1920 年）を主な資料として、運営開始から 1920
年までに導入された教育方法と、“係り仕事”と“仲間裁判”の実際の展開について検討し

た。本章では、第一に第一次世界大戦中および戦後直後の児童保護活動の最優先課題は生

命の保持や生活の保障であり、養育や教育の保障には目が向けられていなかったこと、第

二に戦時中、孤児救済協会は活動を拡大し莫大な赤字を抱えたが、ドム・シエロットの生

活様式は戦前と大きく変わらず、教育活動や文化的活動が継続されたこと、第三にドム・

シエロットが運営を開始した 1912 年から第一次世界大戦が始まる 1914 年までの 2 年間、

また戦後コルチャックが帰還した 1918 年から 1920 年までの 2 年間という短い期間に、サ

マーキャンプでの実践経験を踏まえながら実に多様な教育方法が導入され、試行錯誤を重

ねながら展開されたことが明らかとなった。 
第一の点について、第一次世界大戦が始まり児童保護の必要性が高まる中、既存の民間

団体は活動を拡大し、また新しい団体も組織された。その中でも特にロシア政府下の中央

住民委員会、またそれが解散した後に活動を引き継いだドイツ政府下の総保護評議会は、

多数の施設を運営し子どもの保護に尽力していた。終戦直後は、総保護評議会が活動を継

続し、また独立したポーランド国家や国内外の様々な組織の助成を受けながら民間団体が

活動していた。このように戦時中および終戦直後は多数の民間団体が保護活動を展開させ

たが、保護を必要とする子どもの増大や資金不足のため、施設への収容や物質的援助によ

って生命や生活の保障が最優先課題であり、養育や教育の保障には目が向けられなかった。 
第二の点について、孤児救済協会はワルシャワのユダヤ系の孤児および貧困家庭の子ど

もの生活を保障するために、ドム・シエロットの運営の他に、街頭での保護活動やサマー

キャンプ活動、オグニスコの運営に従事していた。こうした協会の活動は会費や寄付金等

に支えられており、戦前は黒字あるいは若干の赤字で運営できていたが、戦争が始まると

収入が減少した。また協会は可能な限り多くの子どもを保護しようと、ドム・シエロット

の定員をはるかに上回る数の子どもを引き受けた結果、経費は年々増加し莫大な赤字を抱

えることになった。ドム・シエロットの職員は院長のコルチャックと教育主任のヴィルチ

ンスカの他に、管理人と調理婦、洗濯婦だけであったが、ドム・シエロット後見委員会の

メンバーがボランティアで子どもたちの養育や教育に携わりながら、衣食住の保障のみな

らず、学校に通ったり、施設内でヘブライ語や歌、絵画、体操等のレッスンを受けたりす
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るなど教育の機会が保障されていた。また祝日や記念日には発表会等を催したり、他の施

設と交流をしたり、遠足や映画館、コンサートや博物館に行ったりするなど文化的活動の

機会もあった。こうした教育活動、文化的活動は戦時中も行われ、戦前の生活を何とか維

持しようとしていた。 
第三の点について、ドム・シエロットでは一般的な教育活動や文化的活動のみならず、

独自の教育方法を通して、子どもの発達について知ること、子どもの解放を実現すること、

養育施設の精神を改革することが目指された。この計画を実現するために、ドム・シエロ

ットに入所できるのは身体的、知的、精神的に健康な子どもとされ、綿密な調査および選

考が行われた。子どもの発達について知るために、コルチャックは毎週体重測定を行い、

また子どもの睡眠時の様子やあらゆる兆候を観察、記録した。そして、子どもの発達の法

則や個々の子どもの特徴の解明に努めると同時に、観察と記録を通して子どもを理解する

ことを、教育者や母親にも訴えた。子どもの解放を実現するために、コルチャックは「労

働」の方法として、生活に必要な家事仕事を子どもたちが担う“係り仕事”や新参者や年

少者等の養育を子ども自身が担う“後見委員会”、子どもたち自身が生活上の様々な問題解

決や決定を行う“仲間裁判”、“裁判評議会”、“議会”を導入した。ここでの職員の役割は

限定的であり、子どもたちが主体となって行うことを原則としていた。また子どもたちが

「労働」する上で必要な方法として“掲示板”や“週刊ドム・シエロット”を導入し、あ

らゆる情報や自分の意見を伝達、交換、共有することを可能にした。さらに個々の生活を

尊重するために導入された“郵便箱”は子どもと教育者との個別的なやり取りを可能にし、

“落し物入れ”や“売店”、“貸付・貯金窓口”、“公証簿”は子どもの財産や所有物を守り、

“静寂の部屋”は個別の空間を保障した。コルチャックは 1914 年から 1918 年まで従軍医

として戦地に赴いておりドム・シエロットを不在にしていたため、1912 年から 1914 年ま

での 2 年間に上記のほとんどの教育方法を導入し、1918 年から 1920 年までの 2 年間に裁

判制度を改善し、“裁判評議会”と“議会”を新たに導入した。 
コルチャックが不在の間も中断することなく行われた“係り仕事”は、その時々の運営

状況や子どもの実態に応じて内容や形態が変化していった。また子どもの主体性を重視し

ながらも、時にはヴィルチンスカが介入し、調整することもあった。“仲間裁判”は開設当

初は積極的に活用されていなかったと思われるが、コルチャックが戦地から帰還した後、

“仲間裁判法典”に基づいて行われるようになると、たくさんの案件が寄せられるように

なった。しかしコルチャックが期待したような効果は見られず、半年後には中断をした。

その後、子どもの意見を踏まえながら裁判制度を改善し再開したところ、うまく機能し始

めた。この改善では、判決に対して不満がある場合に控訴することや子どもが大人を訴え

ることが可能になるなど、子どもが大人から解放される上で重要な事項が含まれていた。

また“仲間裁判”は子どもたち自身があらゆる問題を解決し、より良く生活するためには

何が必要かを考えたり、公正や真実とは何かを考えたりそれを追求したりする機会を与え

ていた。以上、“係り仕事”や“仲間裁判”は、コルチャックがサマーキャンプで試み、「生

活の学校」で描き長年考えてきた教育方法であったが、このようにドム・シエロットで導

入した後も試行錯誤を重ね、変更改善されながら展開された。 
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第 4 章 独立国家ポーランドにおけるドム・シエロットの教育実践の展開（1921-1928 年） 
 
1．はじめに 

本章では、ポーランド・ソビエト戦争（1919-1921 年）が終結し国境が定まった後、ポ

ーランド国家の社会情勢が比較的落ちついていた時期を対象に、ドム・シエロット設立以

降形成され、『子どもをいかに愛するか―ドム・シエロット編』（1920 年）に示された教育

体系が、その後どのように展開したのかついて明らかにする。 
ドム・シエロットの教育方法の概要について記した上記資料が出版された後も、その方

法に基づく実践が行われたとされているが、1921 年以降のドム・シエロットの教育実践に

ついて記したまとまった資料は存在しない。一方、ドム・シエロットでの経験に基づきな

がらコルチャックの助言のもと行われたポーランド系の孤児院ナシュ・ドム（1919 年設立）

の教育実践については、その院長であるマリア・ファルスカが小冊子『養育施設ナシュ・

ドム―施設の概要』（1928 年）で紹介をしている。コルチャックの教育実践に関するポー

ランドの先行研究は、これら 2 つの孤児院に関する 2 つの資料に依拠しながら、1912 年

から 1920 年までのドム・シエロットの教育実践と、1919 年から 1928 年までのナシュ・

ドムの教育実践を区別することなく描き、検討している。ドム・シエロットとナシュ・ド

ムの教育方法には共通する部分があるが、全く同じというわけではなく、それぞれの孤児

院の子どもの実態に応じて変化し、実践されたと考えられる。またそれは 2 つの孤児院を

運営する団体や、その時々の社会情勢の影響を受けながら展開されたと考えられる。した

がって、当時の社会の状況や運営団体の状況を踏まえた上で、それぞれの孤児院の各時期

における教育方法について、またそれが実際にどのように実践されたのかについて明らか

にする必要がある。そこで本章では、コルチャックがポーランド・ソビエト戦争から戻り

1教育実践に完全に復帰した 1921年から 1928年までのドム・シエロットにおける実践を、

次章では 1919 年から 1928 年までのナシュ・ドムにおける実践を取り上げる。 
本章が対象とする 1921 年から 1928 年までは、独立国家ポーランドの「三月憲法」が採

択され、子どもの保護と教育が国家の問題として取り上げられるようになった時期であり、

また世界大恐慌の影響を受けて本格的な経済危機に陥る前のポーランド経済が比較的安定

していた時期である。以下では、このような状況下のポーランド国家の児童保護をめぐる

状況について概観した上で、孤児救済協会の事業やその一環であるドム・シエロットの運

営状況について明らかにする。その上で、ドム・シエロットにおける教育実践がどのよう

に展開されていたのかを明らかにする。 
 
2．独立国家ポーランドにおける児童保護 
（1）児童保護に関する法令の制定 

ポーランドは第一次世界大戦後、123 年ぶりに独立を果たしたが、戦争により多くの孤

児を抱え、児童保護は喫緊の課題であった。1921 年の人口調査で初めて把握された 16 歳

1 ポーランド・ソビエト戦争中、コルチャックはウッチとワルシャワの伝染病院で働き、

そこでチフスに感染する。コルチャック自身は回復するが、看病をしていた母親がチフス

に感染し、1920 年 2 月に亡くなる（Falkowska1989:181）。 
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以下の孤児の数は 1,561,300 人で（16 歳以下の子ども全体の 15％）、その内、両親ともい

ない「完全孤児」が 115,200 人、父親あるいは母親のいずれかがいない「半孤児」が 1,447,100
人であった 2（Kępski 1991:15）。また、この人口調査後の 1921 年から 1924 年の間にソ

連から引き揚げてきた孤児が 15,000 人、1921 年から 1926 年にドイツ・フランスから引

き揚げてきた孤児が 16,667 人いたと報告されている（Kępski 1991:16）。以上の孤児以外

に、両親とも生きてはいるが社会的保護を必要とする「婚外子」が両大戦間期を通して約

500,000 人 3、両親から十分な養育を受けられず「放置された子ども」は数千人から一万

数千人いたと見積もられている 4（Kępski 1991:21-23）。ポーランド国家は、この膨大な

数の孤児および社会的保護を要する子どもに対応するため、1921 年以降、児童保護関連の

法令を制定した。以下では 1920年代に制定された児童保護関連の法令について見ていく。 
独立以前、ポーランド領域には各支配国の議会で定められた 5 つの法律がそれぞれの地

域に存在していた（Starczewski 1937:1）。それを統一したのが、フランス第三共和制の憲

法をモデルとした民主主義の原則に基づく「三月憲法」（Dz.U.RP, 1921, nr 44 poz.267）
であり、1921 年 3 月 17 日に採択された。この憲法では「ポーランド国家は、出自、民族、

言語、人種、宗教に関係なくすべての人に対して、生命、自由、財産の完全な保護を保障

する」（第 95 条）とされた。つまり、ポーランド人だけでなくユダヤ人などの少数民族 5も

同じ市民として平等の保護の権利を有するということが明記されたのである。子どもの保

護については、「両親の十分な保護を受けられず養育放棄されている子どもは、法で定めら

れた範囲において国家の保護と救済を受ける権利を有する」こと、また「15 歳未満の子ど

もの賃労働を禁じる」ことが示された（第 103 条）。教育については、普通学校における

教育の義務化（第 118 条）と国公立学校における教育の無償化（第 119 条）、宗教教育の

義務化（第 120 条）が明記された。このように「三月憲法」は、すべての子どもの保護と

教育の保障はポーランド国家の義務であることを定めた。 
その後 1923 年 8 月 16 日には「社会保護法」（Dz.U.RP, 1923,nr 92 poz.726）が制定さ

れた。この法律でいう社会的保護とは「自己の物質的手段または自己の労働によっては、

恒常的または一時的に、生活に必要なニーズを充足することができない人のそのようなニ

ーズを公的手段によって充足すること、またこのような状態の持続を防止すること」（第 1

2 ケンプスキの著作にはこのように記されているが、「完全孤児」と「半孤児」の数を合

わせると 1,562,300 人になり全体の孤児の数と合わない。この調査以降、両大戦間期を通

して孤児の数は把握されていない。 
3 両大戦間期を通して毎年 50,000 人から 60,000 人の「婚外子」が生まれたとされている

が、その死亡率は非常に高く、50％と推測されている。ここからケンプスキは戦間期の

「婚外子」の数を見積もる（Kępski 1991:21）。 
4 「放置された子ども」は「社会的孤児」―その最たるものは「街頭の子ども」―と呼ば

れ、その数は明らかにされていないが、バルツェレクは各県の都市に 1,000 人から 2,000
人いたと推測している（Balcerek 1978:207）。ケンプスキはこの数字をもとに、戦間期

のポーランド全体における「放置された子ども」の数を見積もる。 
5 当時ポーランド国家にはユダヤ人や周辺諸国の人などが多数居住しており、1921 年に

は全住民の 30％以上が少数派民族であった。1921 年の総人口は 27,176,717 人で、ユダヤ

教を信仰しているのは全体の 10.5％（イディッシュ語を話すユダヤ人は 7.8％）であるた

め、ポーランドにおけるユダヤ人の人口は約 2,850,000 人であったと考えられる（伊東

1988:100-101）。 
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条）であった（小森田 1998:239）。その対象として「乳児、子ども、青年、とりわけ孤児

や半孤児、養育放棄されている子ども、捨て子、非行少年、有害な環境の影響にさらされ

ている子どもの保護」（第 2 条）が第一に挙げられた 6。生活に不可欠なニーズとして、衣

食住の提供、仕事で必要な道具を入手するための援助、保健衛生に関する支援、労働能力

回復のための援助の他、「子どもにおいては宗教・道徳的、知的、身体的教育」を、「青年

においては賃労働の準備段階での援助」を保障することが明記された（第 3 条）。また、

この社会的保護を遂行する義務は地方公共団体にあるとされた（第 4 条）。これまで児童

保護活動は主に民間団体が担ってきたが、この法律により公的機関も関与すべきとされた。 
この法律は現在において「概括的法律」と呼ばれているように、ここに定められた事項

は一般論で漠然としていた（Balcerek 1978:123-125, Kępski 1991:30, Domżał 2009:33）。
そのため、これを具体化する大統領令や労働・社会保護省令 7がその後多数制定された。

以下、順にこれを追ってみる。 
まず 1923 年 8 月 11 日付の労働・社会保護省、軍務省、財務省の合同省令「戦争傷病兵・

戦死兵の孤児の養育施設収容に関する件」（Dz.U.RP,1923,nr 84 poz.662）では、兵士の孤

児の生活や教育にかかる費用は国家が負担すると定められた。 
続く 1924 年 7 月 2 日付の「未成年者・女性労働法」（Dz.U.RP,nr 65 poz.636）では、

15 歳から 18 歳までの未成年者の労働条件が詳細に定められた。当時の孤児院は一般に 14
歳以下を対象としており、それ以上の子ども・青年は自ら生計を立てるために仕事をする

ことが求められていたが、この法律はそうした未成年者の過剰な労働搾取を規制するもの

であった。 
1925 年 3 月 20 日に労働・社会保護省が発表した「児童・青年保護施設の再編」に関す

る回状では、教育的、医療的に特別な支援を要する子どもとそうでない子どもの施設を分

け、病気の子どもや障害を持つ子どもなどはその専門施設に入所させることとされた。ま

た年齢に応じて施設を 4 段階―3 歳までの子ども、学齢前の子ども、学齢期の子ども、中

等教育を受ける青年―に分けること、さらに年長の子どもに関しては男女別にすることが

勧告された（Kępski 1991:34, Domżał 2009:35-36）。1920 年代には障害を持った子どもな

どに対する特殊教育の必要性が認識されるようになったが、この回状はそのような流れの

中で出されたものだと考えられる。 
さらに 1927 年に至っては、4 月 22 日付で大統領令「保護機関の活動の管理・監督」

（Dz.U.RP, 1927, nr 40 poz.354）が出され、また労働・社会保護省からは 10 月 12 日付

で省令「保護施設規則」（Dz.U.RP,1927,nr 100 poz.867）と 11 月 23 日付で省令「保護機

関の活動・会計報告」（Dz.U.RP,1927,nr 2 poz.13）が出された。以上の大統領令および省

令によって、保護や援助を目的として活動している組織は 4 月 1 日から 3 月 31 日までの 1
年間の活動報告書と会計報告書を報告年度終了後 3 か月以内に監督機関に提出することが

6 その他、妊婦、高齢者や障害者、労働能力のない者、ホームレスの戦争被害者、服役を

終えた者の保護、物乞いや浮浪、アルコール依存症、売春との闘いが明記されている。 
7 第一次世界大戦直後の混乱期の中で、行政機関は何度も再編を繰り返した。子どもの保

護に携わる省としては 1918 年 2 月に社会保護・労働保護省が設置され、その後労働・社

会保護省となった。そして 1932 年には社会保護省に改編された。 
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義務づけられた 8。特に児童保護施設を運営している組織については、保護している子ど

もの属性―性別・年齢・宗教・民族・在籍学校―と施設の教育体系を明記することが定め

られた 9。また保護施設を創設する際は、施設の目的や定員、入所および退所条件、主な

日課について示した規則を作成し、それを監督機関に提出することが義務づけられた。同

年 10 月 10 日付の省令「保護施設長の適性」（Dz.U.RP,1927, nr 100 poz.866）では、施設

長の適性として 25 歳以上で少なくとも 2 年間、社会保護分野において社会活動を行って

いるか、教育者または公衆衛生士として保護施設で働いていることが原則必要であるとさ

れた。以上の法令の制定により、これまで民間団体任せであった児童保護施設の運営を国

家あるいは地方公共団体の監督機関が管理統制するようになった。その結果、施設の生活

や教育の質がある程度保障されるようになったと考えられる。 
1928 年には 3 つの大統領令が出された。1 月 26 日付の「県立保護養育施設の建設及び

維持」（Dz.U.RP,1928,nr 8 poz.56）では、国家財産を県立の養育施設の建設と拡充に充て

ることが定められ、3 月 6 日付の「地方公共団体の保護義務」（Dz.U.RP,1928,nr 26 poz.232）
では、県・郡・市および町村自治体の任務が明示され、同日付の「社会保護委員と社会保

護委員会」（Dz.U.RP,1928,nr 29 poz.267）では、各町村自治体に社会保護委員および社会

保護委員会を設置し、管轄地域のニーズを把握し援助するよう示された 10。これら一連の

大統領令によって、地方公共団体が社会的保護を遂行するための具体的な内容が示された。

このように 1921年から 1928年にかけて児童保護に関する法令が制定され制度の確立が目

指された。 
 
（2）養育施設の数とその種類 

入所型の児童保護施設である養育施設は、戦後の膨大な数の孤児および社会的保護を要

する子どもの生活を全面的に保障する上で重要な役割を担ったが、その数は両大戦間期を

通して―特に 1920 年代は―正確に把握できていない。以下の表 4-1 には、1921 年から 1928
年までの養育施設数およびその利用者数を資料のある限りで示した。 

 
表 4-1 養育施設数および利用者数 

 1921 年 1922 年 1925 年 1926 年(?) 1927 年 1928 年 1928 年 
施設数 699 621 920 1,175 922 968 1,011 

ワルシャワ  151 不明 91 114 不明 不明 82 
利用者数 42,727 41,419 46,049 83,712 46,641 51,546 53,727 
ワルシャワ  11,071 不明 6,694 12,661 不明 不明 5,273 

8 キリスト教会を除くすべての協会や連合、団体等を国家機関あるいは地方公共団体の機

関が管理、監督した。キリスト教会についてはその地域の司祭が管理、監督を行った。 
9 この法令に従い、孤児救済協会も 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年度とする活動

報告書を作成するようになり、監督機関に提出した。また「ドム・シエロットの規則」も

1933 年に公表する。 
10 この社会保護委員と委員会の権限並びに任務の範囲については 1929 年に出された 2 つ

の省令「社会保護委員の決定及び任務遂行方法」（Dz.U.RP. nr 30, poz.291）と「社会保護

委員と国家警察機関との協力」（Dz.U.RP. nr 43, poz.358）で定められた。 
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（出典）以下の資料をもとに作成：Sprawozdanie MPiOS 1921 r.,1922r., Krakowski 
1925,1926, Mały Rocznik 1930,1931, Kacprzak i Rudzińska 1933, Rudzińska 1935 
 

労働・社会保護省子ども・青年保護部の活動報告書によると、1921 年は高地シロンスク

とヴィリニス県を除くポーランド全域に養育施設は 699 施設（利用者 42,727 人）であっ

た（Sprawozdanie MPiOS 1921 r.:128）。1922 年は 621 施設（同 41,419 人）であったが、

これは国家から補助金を得ている施設（581 施設）と国家の経費で維持されている施設（40
施設）のみの数であるため、ここに含まれていない施設が多数存在すると考えられる

（Sprawozdanie MPiOS 1922 r.:122-123）。 
1925 年の全国調査では 920 施設（46,049 人）から回答があったと子ども・青年保護部

長を長年務めたクラコフスキが発表した（Krakowski 1925:155）。また翌年にはシロンス

ク県を除くポーランド全域に 1,175 施設（同 83,712 人）あったと発表しているが、その

調査時期については明記されていないため、 1926 年の数値であるかは不明である

（Krakowski 1926:149）。 
『小統計年鑑』（1930 年、1931 年）に示された 1927 年の養育施設数は 922 施設（利用

者 46,641 人）であり、その内、3 歳以下の子どものための乳児院が 59 施設（全体の 6％）、

4 歳以上の子どものための孤児院が 555 施設（60％）、14 歳以上の青年のための施設ブル

サが 308 施設（33％）であった（Mały Rocznik 1930r.:116, Mały Rocznik 1931r.:116）。
先に述べたように、1925 年に出された「児童・青年保護施設の再編」に関する回状では、

年齢に応じて施設を 4 段階に分けることが勧告されたが、この時期にはまだ学齢前の子ど

もと学齢期の子どもを分けることが一般化していなかったことがうかがえる。また同回状

では、教育的、医療的に特別な支援を要する子どものための専門施設を設立するよう勧告

されたが、この専門施設の数については 1930 年代に入ってから把握されるようになる。 
1928 年に関しては 968 施設（利用者 51,546 人）という報告と（Kacprzak i Rudzińska 

1933:374）、1,011 施設（同 53,727 人）という報告がある（Rudzińska 1935:577）。前者

ではシロンスク県が調査対象から外れているため、少なくなっているのではないかと考え

る。 
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施設の運営団体については、1925 年の調査でしか把握されていない。それによると地方

公共団体が運営するのは全体の 20％にあたる 186 施設（ワルシャワ市は 4 施設）、社会団

体および私人が運営するのは 43％の 400 施設（同 56 施設）、宗教団体 11は 23％の 216 施

設（同 19 施設）、ユダヤ教の施設は 13％の 118 施設（同 12 施設）であった（Krakowski 
1925:156-157）。 
 
3．孤児救済協会の児童保護活動 
（1）孤児救済協会の事業の拡大 

孤児救済協会はワルシャワに住むユダヤ系の孤児や貧困家庭の子どもを保護すること

を目的とし、また構成メンバーもほぼ全員がユダヤ出自であったが、ユダヤ社会以外から

も資金を得て活動をしていたため、前節で確認をした養育施設の運営団体の中で最も多い

社会団体に分類できる。ここではまず孤児救済協会の財政状況と児童保護事業について見

ていく。 
 
1）協会の財政状況 

一般に社会団体の財政は不安定であったが、孤児救済協会も例外ではなく常に資金調達

に奔走していた。収入源の一つは会員からの会費であったため、年次活動報告書などを通

して新会員を呼びかけたが、1917 年まで 1,700 人以上いた会員は戦後に半減し、その後の

1921 年から 1928 年までは 600 人から 900 人の間で推移した（表 4-2）。 
 

表 4-2 孤児救済協会の会員数 
 1921 年 1922 年 1923 年 1924 年 1925 年 1926 年 1927 年 1928 年 
会員数 933 人 675 人 795 人 915 人 808 人 778 人 796 人 812 人 
（出典）以下の資料をもとに作成：XXV lat działalności 1933 
 

以下の表 4-3 には、孤児救済協会の収支の状況と、収入源である会費と寄付、それ以外

の比率を示している。 
 
表 4-3 孤児救済協会の収入および収入源の内訳と支出 
 収入 内訳（会費：寄付：その他） 支出 
1921 年 7,895,070 mk.pol. 25％：56％：19％ 5,951,312 mk.pol. 
1922 年 33,405,244 mk.pol. 32％：26％：42％ 27,649,603 mk.pol. 
1923 年 不明 34％：47％：19％ 2,504,451,695 mk.pol. 
1924 年 70,485 zł 46％：28％：25％ 60,820 zł 
1925 年 85,451 zł 50％：16％：33％ 85,451 zł+15,214zł(?) 
1926 年 119,038 zł 38％： 9％：53％ 119,038 zł 

11 宗教団体はキリスト教の団体を指すと考えられる。1921 年の宗派別構成比は、ロー

マ・カトリックが 63.8%、ギリシア・カトリックが 11.2%、ロシア正教が 10.5%、プロテ

スタントが 3.7%、キリスト教諸派が 0.3%、ユダヤ教が 10.5%である（伊東 1988:100）。 
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1927 年 164,194 zł 32％：15％：52％ 158,837 zł 
1928 年 245,814 zł 32％： 7％：61％ 267,197 zł 
（mk.pol.ポーランドマルク、zł. ズォティ 12） 
（出典）以下の資料をもとに作成：XXV lat działalności 1933 
 

当時のポーランド経済は、ポーランド・ソビエト戦争（1919-1921 年）の軍事費を賄う

ための増税、対外借款、内債発行、紙幣増刷によりインフレが進み、1923 年半ばにはハイ

パー・インフレに転じた。その後の財政改革で 1924 年にはインフレが収束し通貨も安定

したが、1925 年には再び経済状況が悪化した。続く 1926 年から 1928 年は景気が回復し

たものの、その後は世界大恐慌の影響を受けて 1936 年まで経済危機に陥った（田口

2001:43-45,48）。 
孤児救済協会の財政状況は、こうしたポーランドの経済動向の影響を大きく受けている

ものの、第一次世界大戦直後はアメリカ・ユダヤ人共同配給委員会（J.D.C.）を始めとす

る国内外の様々な団体や個人からの寄付があり 1921 年度と 1922 年度は黒字であった

（XXV lat 1933:36-38）。続く 1923 年度の収入額は不明であるが、「経済ショックが協会

の収入に大きな影響を与えた」との記述から、またハイパー・インフレに伴う膨大な支出

から赤字であったと考えられる（XXV lat 1933:39）。1924 年度には再び黒字となったが、

1925 年度は後に述べる“ルジチュカ”に、60 人用の寝室二つと屋根つきの広いベランダ

がある建物を建設するために投資し、少なくとも 15,214 ズォティの借金があった

（Sprawozdanie 1926r.:2-3, XXV lat 1933:40-41）。その後 1926 年度から 1928 年度は、

ワルシャワ市庁やワルシャワ市行政監察官（Komisarz Rządu m.st.Warszawy）などの公

的機関からの補助金が一つの大きな収入源となり収入総額が増加した（ XXV lat 
1933:41-44,90）。 

しかし 1928 年には経済危機が影響を及ぼし始めたため赤字となり、以降活動報告書で

確認できる 1937 年度まで赤字状態が続くことになる（XXV lat 1933:42-47）。このように

1921 年から 1928 年までの孤児救済協会の収入は、支出に対して十分であったとはいえな

いが、第一次世界大戦中の莫大な赤字を抱えていた時期に比べると安定していたといえる。

そして財政が比較的安定していたこの時期に協会は新たな事業を展開した。 
 

2）事業の拡大 
1921 年、孤児救済協会は戦前から計画していたサマーキャンプ施設をワルシャワ郊外の

ヴァヴェル郡チャプロヴィズナ村につくった。この計画の実現のために土地 10モルゲン 13

と建物を寄贈した実業家 M.コーン氏の、早くに亡くなった娘の名前から、この土地は“ル

ジチュカ” 14と名付けられた（Sprawozdanie 1921r.:3, XXV lat 1933:38）。“ルジチュカ”

でのサマーキャンプは 1921 年から第二次世界大戦が開戦した翌年の 1940 年まで、毎年 5

12 財政改革の一環で 1924 年にズォティ（zł）が導入された。180 万 mk.pol.が 1 zł とさ

れた（田口 2001:45）。 
13 1 モルゲン=約 0.56 ヘクタール。 
14 原語 różyczka には「小さなバラの花」という意味があるが、ここでは M.コーン氏の娘

の名前がルージャ（Róża）で、その指小辞であるルジチュカが土地の呼び名になった。 
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月から 9 月の夏期に行われた。ドム・シエロットを含む孤児救済協会が保護する子ども 100
人から 200 人の他に、ワルシャワにある孤児院やサマーキャンプ協会の子ども 200 人から

400 人がこの施設を利用した 15（Sprawozdanie 1924r.:2, 1925r.:2, 1926r.:5, 1927r.:5, 
1928/29r.:6, XXV lat 1933:38-44）。 

サマーキャンプ施設ができた翌 1922 年には冬期キャンプ施設であるジモヴィスコ

（zimowisko）と農場が“ルジチュカ”に創設された。ジモヴィスコは病弱・身体虚弱児

のための施設であり、9 月から 5 月まで運営された。ドム・シエロットやワルシャワの他

の孤児院の子ども 18 人から 35 人が利用したが、その滞在期間等については不明である

（Sprawozdanie 1924r.:2, 1925r.:2, 1926r.:5, XXV lat 1933:38-44）。農場では野菜や果物、

穀物などを栽培する他、家畜を飼育して収入を得た。この収入は先述した協会の収入とは

別に運用され、農場の経費やサマーキャンプの経費で清算された（ Sprawozdanie 
1926r.:12-13, XXV lat 1933:38-44）。 

1927 年にはジモヴィスコにとって代わる常設の養育施設が創設され、病弱・身体虚弱児

やドム・シエロットの空きを待っている 7 歳以上の子ども 20 人が受け入れられた。ここ

ではドム・シエロットと同様の教育方法が適用され、3 学年以上の子どもは地域の普通学

校に通い、それ以下の子どもは施設内で教育を受けた（Sprawozdanie 1927r.:5, XXV lat 
1933:41-42）。さらに翌 1928 年からはワルシャワのオグロドヴァ通りにある孤児院“保護

の家”から 3-4 歳の子ども 19 人を受け入れ、学齢期の子どもと合わせて 39 人が“ルジチ

ュカ”の養育施設で過ごした（Sprawozdanie 1928/29r.:6, XXV lat 1933:42-44）。 
労働・社会保護省が 1925 年の回状で、特別な支援を要する子どものための専門施設を

創設するよう勧告したその年に、孤児救済協会は「ドム・シエロットはこのような子ども

の保護を諦めてはいない」と年次活動報告書の序文に記した（Sprawozdanie 1925r.:2-3）。
また翌年には「健康な子どもの施設や病気の子どもの施設、知的あるいは精神的に発育不

全の子どもの施設、そして学齢前の子どもの施設と年長の子どもの施設など、様々なタイ

プの施設の専門化が必要だということがますます明白になっている」と記している

（Sprawozdanie 1926r.:2）。このように社会の要請を受けて孤児救済協会は新たな事業を

展開し、病弱・身体虚弱児や学齢前の子どもを受け入れた。 
 
（2）ドム・シエロットの運営 
1）入所している子どもの数 

以下の表 4-4 には、1921 年から 1928 年までの在籍者数および退所者数を資料のある

限りで示した。 
 
表 4-4 ドム・シエロットの在籍者数および退所者数 

 1921 年 1922 年 1923 年 1924 年 1925 年 1926 年 1927 年 1928 年 
在籍 不明 120 人 106 人 106 人 107 人 107 人 107 人 107 人 

15 孤児救済協会以外の団体や施設が利用する場合は、施設利用料（月額）がかかった。そ

の額は、1926 年が 60-65 ズォティ、1927 年が 75 ズォティ、1928 年が 90 ズォティであ

った（Sprawozdanie 1926 r.:5, 1927 r.:5, 1928/1929 r.:6）。 
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退所 不明 不明 不明 不明 不明 25 人 29 人 21 人 
（出典）以下の資料をもとに作成： Sprawozdanie 1924r., 1925r., 1926r., 1927r., 
1928/1929r., XXV lat działalności 1933 
 

1922 年度は 120 人の子どもが在籍していたが、1923 年度以降は 106 人から 107 人（女

子 56 人、男子 51 人）で一定していた。1921 年度から 1925 年度までの退所者数は不明で

あるが、退所した子どもと同じ数の子どもを新たに受け入れ、在籍者数を一定に保ってい

たことがわかる。1926 年度以降の退所者の年齢や時期などの詳細は明らかではないが、退

所後の行先に関する報告から、退所年齢に達したために仕事を見つけて出ていく子どもや

青年のための施設ブルサに移る子どもがいる一方で、“ルジチュカ”の養育施設に移ったり、

家族のもとに帰ったりする子どももいたことがわかる（Sprawozdanie 1924 r.:2-4, 1925 
r.:4-5, 1926 r.:3-4, 1927 r.:3-4, 1928/1929 r.:4-5, XXV lat 1933:36-44）。第一次世界大戦

中は定員をはるかに上回る数の子どもが在籍しており、その分支出も増え財政を苦しめた

が、戦後は人数調整を行うことで運営の安定をはかっていた。 
 
2）ブルサの創設と職員の充実 

1923 年、青年のための施設であるブルサがドム・シエロット内につくられた（XXV lat 
1933:39）。ここには 16 歳から 26 歳の青年が、1924 年に 16 人、1925 年に 16 人、1926
年に 18 人、1927 年に 20 人、1928 年に 19 人在籍しており、その中にはドム・シエロッ

ト出身者もいた。ほとんどが中等および高等教育を受けており、フレーベル式教育者養成

学校や教員養成学校などに通ったり、聴講生としてワルシャワ大学や音楽大学等に通った

りしていた。ブルサの青年には生活費の代わりに毎日ドム・シエロットで 4 時間、家事仕

事に従事するか、3 時間子どもの教育に携わることが義務づけられていた（Sprawozdanie 
1924r.:2, 1925r.:2, 1926r.:4-5, 1927r.:4-5, 1928/29r.:5-6, XXV lat 1933:39-44）。 

1928 年の年次活動報告書によると、ドム・シエロットには養育や教育に携わる職員が 3
人、管理運営に携わる職員が 9 人、レッスンを担当したり学校の授業の復習をみたりする

職員（ブルサの青年）が 8 人いた（Sprawozdanie 1928/29r.:7）。両大戦間期を通して孤児

院では一般に、30 人の子どもに対して 1 人の教育者、10 人の子どもに対して 1 人の職員

がおり（Kępski 1991:90-91）、ドム・シエロットもその限りで典型といえるが、それに加

えて家事仕事および教育に携わるブルサの青年がいた。このようにドム・シエロットの運

営に携わるブルサの青年を孤児救済協会は「補助的職員」と位置づけ、財政が厳しくなっ

た時にもブルサを閉鎖しなかった（Sprawozdanie 1925r.:2-3）。一方で、「ドム・シエロッ

トのブルサでの 1 年間とサマーキャンプでの 2 か月間の実践は教育問題に関心のある青年

が地方の孤児院の仕事に志願する前に、その環境について知ったり力試しをしたりするこ

とを可能にする」と青年にとってのブルサの意義についても記している（Sprawozdanie 
1926r.:2）。このようにブルサは、限られた資金の中で職員の数を充実させると同時に、教

育問題に関心があり中等・高等教育を受けている青年に対して生活を保障し、コルチャッ

クの孤児院での実習機会を与える場として機能していた。さらにブルサの青年とコルチャ
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ックが様々な教育問題について議論する機会が週に一度設けられており、教育者を目指す

青年に彼の考えを直接伝える可能性も持っていた。 
 
3）ドム・シエロットの生活 

1925 年の年次活動報告書の序文には「ドム・シエロットの事業の成果は順調とみなすべ

きだろう。子どもたちの健康状態に問題はなく、体重増加も標準的で、学校の成績も満足

のいくものである」と記されている（Sprawozdanie 1925r.:3）。またドム・シエロットの

見学者は「ドム・シエロットは、その用途や衛生上の最も細かな要求に適応しており、訪

問者に魅力的な印象を与える」という感想を雑誌に投稿している（Rosenzweig 1923:4）。
ではこの時期、ドム・シエロットの子どもたちは実際どのような生活を送っていたのだろ

うか。 
年次活動報告書に示された 1 日のスケジュールによると、子どもたちは午前 6 時に起床

し、午後 7 時半に就寝した。朝食は午前 7 時にココアとパンを、第二の朝食は午前 11 時

に卵かフルーツとバターつきパンを、昼食は、午前に授業があるグループは午後 1 時半に、

午後に授業があるグループは午後 4 時にスープと肉料理と野菜料理を、夕食は午後 7 時に

紅茶か牛乳とバターつきパンを食べた。週に一度、入浴することが義務づけられ、また定

期的に体重測定が行われた（Sprawozdanie 1926r.:3）。食事の内容は以前とほとんど変わ

りないが、以下で見るようにこの時期は併設された学級ではなく、地域の学校に通ってい

たため起床時間が早くなり、またそれに伴い就寝時間も早まった。院長のコルチャックが

小児科医であったことが、このような衛生的で健康に配慮された生活を可能にしたと考え

られるが、先に見たように、比較的安定していた財政がこれを支えていた。 
 
4）教育機会の保障 
「三月憲法」に義務教育の無償化が明記されたが、施設の子どもを地域の学校に通わせる

ためには教科書や筆記用具、冬には防寒着などの出費がかさむため、施設内に 2 学級ある

いは 4 学級を併設しそこで教育を受けさせるのが当時一般的であった（ Kępski 
1999:121-122）。しかし施設内学級に対する社会の批判が高まり、1925 年に労働・社会保

護省から可能な限り施設外で教育を受けるようにとの通達が出され、以降、都市部など近

隣に普通学校がある場合は、ほとんどの子どもが地域の学校に通うようになった（Kępski 
1999:122-123）。ドム・シエロットにも設立当初、初等教育を行う学級が併設されていた

が、この通達より早く、1920 年には施設内学級が閉鎖され、ほとんどの子どもが地域の学

校に通っていた。1925 年までの詳細な人数は不明であるが、1926 年は 107 人中 90 人が、

1927 年は 99 人が、1928 年は 94 人が普通学校に通っており、それ以外の子どもは手工業

学校や職業学校、ギムナジウム等に通い、学校に通わずにドム・シエロット内で教育を受

けている子どもはごくわずかであった（Sprawozdanie 1926r.:3, 1927r.:3, 1928/29r.:4）。 
これら学校での教育以外に、ドム・シエロットでは毎日 30 分の体操と 1 時間のヘブラ

イ語のレッスンが、また週 2 回、1 時間の歌のレッスンが行われた。その他、年長の女子

はドム・シエロット内にある裁縫教室で 1，2 時間裁縫を学び、一部の子どもは 1 時間製

本について学んでいた（Sprawozdanie 1926r.:3）。1923 年の「社会保護法」において、子
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どもには「宗教・道徳的、知的、身体的教育」を、青年に対して「賃労働の準備段階での

援助」を保障することが明記されたが、ドム・シエロットでは以上のようなレッスンや活

動を通して教育の機会を提供していた。 
この時期、児童保護制度の整備が進む中、ドム・シエロットでは在籍者数を一定に保ち

運営の安定をはかると同時に、ブルサの青年が家事仕事あるいは子どもの教育に携わるこ

とで職員の充実をはかりながら、子どもたちに衛生的で健康に配慮された生活や教育の機

会を提供していた。 
 
4．ドム・シエロットの教育体系の発展 
（1）「労働」の方法の確立 
1）生活に必要な家事仕事および年少者の養育を子どもたちが担う方法 

前章で見てきたように、ヴィルチンスカが主となって取り組んできた“係り仕事”は、

ドム・シエロット開設から数年間かけて変更や改善が行われてきた。その後、年長の子ど

もが担う“各階の責任者”の役割が明確になり、子どもたち同士で監督し、教え助け合う

仕組みが機能し始めてからは、大きな変更はなく継続された。担当する係りも基本的には

子どもたち自身が話し合って決め、ヴィルチンスカは各自の希望と、年齢や学業、健康状

態などの観点からその仕事の遂行が困難でないか、見守り調整する程度であった

（Wassercug1927-1928, Merżan 1987:55）。 
“後見委員会”の意義について、コルチャックはこれまで表立って明確に述べていなか

ったが、1927 年に雑誌『小評論』に掲載された後見委員イツェクの日誌に対する解説文の

中で次のように述べた。「最も困難だったのは新しく来た子どもたちである。一方はすでに

慣れており、新しく来た子どもたちにはまた最初から教えなければならない。しかし、同

じことを常に繰り返すことはできない。（中略）そこで新しく来た子どもの世話を前からい

る子どもがするという習慣を取り入れた」と（Korczak1927d:271）。このように職員が子

どもを教え導くのではなく、年長のあるいはすでに経験のある子どもが、新しく来た子ど

もの世話をするという仕組みをつくり、子ども同士で助け合う関係性を築いた。後見人は

基本的には 3 か月間新しく来た子どもの世話をするが、適応の度合いによって 3 か月より

短くなったり長くなったりした。期間中、後見人はその子どもの振る舞いや 1 日の生活の

様子をノートに記録し、教育者はそれを確認した（Korczak1927d:271）。 
 
2）子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う方法 

コルチャックはドム・シエロット設立後“仲間裁判”を導入し、第一次世界大戦から帰

還した後に裁判制度を改善して“裁判評議会”を、そして 1920 年に“議会”を組織した。

その翌年の 1921 年、コルチャックは“議会”について次のように述べる。「子どもたち自

身が統治しなさい。もしうまく統治できれば彼らにとって良いものになるだろう。もしう

まく統治できなければ、彼らにとって悪いものになるだろう。したがってうまく統治する

ことを学び、注意深くなるだろう。彼らにとって良くなってほしいだろうから。（中略）私

たち大人は子どもについて多くを知っているが、間違うこともある。しかし、子どもは自

分にとって良いか悪いか分かっている。それぞれが落ち着いて眠ったり、落ち着いて祈っ
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たり、落ち着いて食べたり、勉強したり、遊んだりできるようにするためにどうしたらい

いのか、議会が協議しなさい。一方がもう一方に嫌がらせをしたり、邪魔をしたり、叩い

たり、ごまかしたりしないためにはどうしたらいいのか、議会が協議しなさい。私たちの

ところで涙や不平がなく、愉快であるためにはどうしたらいいのか、議会が協議しなさい」

（Korczak1921:238）。1920 年代に入ってから、コルチャックはより良く生活し生きるた

めに子どもたちが問題を解決したり、協議し決定したりすること、つまりこれまで「労働」

と呼んでいたものを「自治」や「統治」という言葉で表現するようになり、ここでは子ど

もたちが自分たちの社会を「統治」、「自治」する意義を主張する。そしてドム・シエロッ

トでは子どもたちが生活している場、自分たちの社会を「自治」、「統治」する裁判制度と

議会制度が、また自分たちの娯楽活動を企画運営する自治サークルがこの時期に確立され

ていった。 
“仲間裁判”は 1921 年以降もその実施手続きを変えずに行われ、ドム・シエロットの

生活にとってますます重要な組織になっていった。この時期、ブルサに在籍し「補助的職

員」としてドム・シエロットで働いていた Wassercug 16は、「5 年間で行われた 50,000 件

以上の訴訟」を通して、“仲間裁判”は経験を重ねたと述べている（Wassercug 1927-1928）。
また、同じくブルサのメルジャンは、当時、頻繁に裁判に上がってくる案件については即

座に決まった判決が下されていたと回想する。メルジャンによれば、例えば初めてガラス

を割ったという件や仲間をあだ名で呼んだ、あるいは叩いたなどの件は、たいてい入所し

たばかりでドム・シエロットの規則をよく理解していない子どもによく起こる問題であっ

たため、「許す」という判決が即座に出されていたという。一方、重大で例外的な案件が裁

判に上がってきた時には、裁判官は長時間にわたり訴訟内容を細部まで分析し判決を下し

ていたと回想する（Merżan1987:48）。 
裁判記録は 2 点しか残っていないが 17、ヴィルチンスカやブルサの青年、また子どもた

ちの記録によると、“各階の責任者”が“係り仕事”を怠けている子どもを訴えたり、ブル

サの青年や職員が子どもの過失―例えば授業の復習をしなかった、“静寂の部屋”で騒いだ

―について訴えたりする他、子どもがブルサの青年を訴えたり―例えば指導の仕方に納得

がいかなかった―、コルチャックやヴィルチンスカを訴えたり―例えば自分を笑いものに

した、後述する清潔のカテゴリーによっておもちゃを使わせなかった―した（Sprawa 
sądowa:75-76, Notanik Arie Buchnera1926:77, Wilczyńska 1927:59-60,64-65,72, 
Merżan1987:48）。 

“裁判評議会”は“仲間裁判”で判決を下すのが困難な重大な件や、“仲間裁判”の判

決に不服があり控訴した件について審議する機関で、Wassercug は「第二審」に位置づけ

ている。1920 年以前は法律の作成も“裁判評議会”の任務であったが、この時期には“議

会”の任務となっていた。また“裁判評議会”を構成する子どもの数は 2 人から 4 人へと

増え、任期は 1 年になったという（Wassercug1927-1928）。すべての子どもが参加する“裁

16 1924 年（？）から 1927 年までブルサに在籍していた。 
17 1924 年にコルチャックが“娯楽サークル”を、ジモヴィスコで使用するボールを届け

ていないことで訴えた件と、何年のものか不明であるが、コルチャックが遊んでいる時に

邪魔をしたバルチアを訴えた件の記録が残っている（Sprawa sądowa 1924:74,Sprawa 
sądowa (?):75-76）。 
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判会議”は「第三審」に位置づけられた。ここで審議される案件は必ずしも重大な過失と

いうわけではなく、すべての子どもに関心を持ってほしい問題について取り扱った

（Wassercug1927-1928）。 
これら裁判制度に対する子どもたちの態度について、Wassercug は次のように記してい

る。「生活は完全に子ども裁判の有用性を証明している。（中略）かつては、裁判に訴える

ということはその人に対して苦情を言うことであり、それは友人たちから軽蔑される恐れ

があった。今では裁判に対する姿勢が変わった。（中略）裁判に対する社会の姿勢は肯定的

なものに変わり、現在では尊敬と敬意に満ちている。そして今では各自の子どもが最も仲

の良い親友を裁判に訴えてもよいということを理解している。ここに敵意は一つもなく、

（ 訴 え る こ と は ） む し ろ 社 会 全 体 の 秩 序 と 合 法 性 を 保 つ た め の 義 務 で あ る 」

（Wassercug1927-1928）。また、1928 年 4 月に書かれたドム・シエロット出身者宛ての

広報 18には「裁判は昔と同様寛容で、数値の大きな（判決）条項は少ない」と記されてい

るように、重大な判決が下されることはほとんどなかった（Komunikaty 1928:187）。1920
年以前、試行錯誤の末に“裁判評議会”を設置し改善された裁判制度は、1921 年以降、「改

善しようと努力すること」を信じて罪を許すことを前提に、ドム・シエロットの生活の秩

序と合法性を保つために運用されていたといえる（Korczak1921:240）。 
ドム・シエロットを「自治」「統治」するために 1920 年頃に導入された“議会”は、そ

れ以降、構成員の人数に変更はなく、20 人の議員を毎年“ルジチュカ”でのサマーキャン

プから帰ってきた後、学校の新年度が始まる時期に子どもたち自身が選出した。議員にな

るためには、後述する“住民投票”で良い結果を得る必要があった。議員の他に、「名誉議

長」のコルチャックと秘書―ヴィルチンスカと思われる―で構成された。議員は 2 週間に

一度招集され、新しい法案を作成したり様々な問題について審議したりした。新しい“議

会”が発足して最初に行われる会議では、“立法評議会”―後に“自治評議会”と呼ばれた

と思われる―を構成するメンバー5 人を選んだ。この“立法評議会”と“議会”の関係は

「上院と下院の関係と同じ」であり、“議会”で審議された法案や問題の解決案は、その後

“立法評議会”で審議され、最終的にもう一度“議会”で審議された後、決定されるとい

う流れであったという 19（Wassercug1927-1928）。また“議会”には、後述する“住民投

票”の結果を受けて、“市民の等級づけ”を行うなど新しい教育方法の導入によって追加さ

れた任務もあった。 
Wassercug は子どもたちが議員に立候補したがらないことを指摘し、その理由を次のよ

うに分析する。「確かに議員であることは偉大な名誉であるが、各議員に要求される責任の

重さは非常に大きい。議員は社会のために多くの自由時間と力を費やさなければならない。

金曜日の夜、夕食後、童話の朗読が行われたり、誰かがバイオリンを弾いたりするのを聞

くために、全員が寝室に急いでいる時に、疲れて眠い議員たちは、いつも興味深いという

わけではない問題について 2 時間の会議に集まる」（Wassercug 1927-1928）。コルチャッ

18 広報はヴィルチンスカが孤児院出身者やブルサ出身者に書いた手紙に同封し送付して

いたものである。“広報”自体はヴィルチンスカではなく他の職員やブルサの青年が書い

ていたと思われる。 
19 一方で、「1928 年 4 月」という日付がはいった広報（脚注 18）には「上院の議員の候

補者がいないので上院はまだない」と記されている（Komunikaty1928:188-189）。 
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ク自身も議員の責任の重さについて、「他の者が遊んでいる時、役員は考えたり、協議をし

たり、記録を取ったり、計算をしたり、様々な問題を処理したりしなければならない」と

述べ、そのため「責任感が強く、粘り強く、献身的な者」が議員に向いているだろうと指

摘している（Korczak1927e:35）。さらに「“自治”―それは真剣なもので、職務はお遊び

ではない」（Korczak1927b:248）と主張するように、子どもたち自らが問題を解決したり、

決定したりすることは責任の重い「労働」であった。一方で、「子どもたちは正直であり、

真剣な問題についても喜んで協議することができる」と、子どもたちは進んで「自治」す

ることができるとコルチャックは信じていた（Korczak1927c:266）。 
1917 年に発足した“娯楽サークル”は、その後も大きな変更はなく、主にユダヤ教の祝

日に行われる発表会を企画運営する他、玩具や楽器、ボールなどの運動用具を管理してい

た。しかし、運動遊びについては積極的に取り組んでいなかったため、運動をしたい子ど

もたちは 1920 年に運動クラブをつくった。しかしメンバーが少なく 1921 年 3 月に一旦は

解散した（Markuze1933:95）。その後、1926 年に 2 つの運動クラブができた。一方は年

長の子どもたちからなる“小さな炎”という名称のチームで、もう一方は年少の子どもた

ちからなる“小さな小さな炎”というチームであった。それぞれのチームはサッカーやバ

スケットボールの練習をしたり、互いに試合をしたりした。そのうちに、年少の子どもた

ちのチームが年長の子どもたちのチームに勝つようになったため、教育者は対立を恐れて

一つに統合するように説得した。このような経緯でメンバー19 人からなる“炎”という運

動クラブができた。1928 年には円滑に運営されていたが 1930 年に解散し、1932 年に再

び結成された時には 30 人のメンバーがいたという（Markuze1933:96）。 
以上、子どもたち自身が自分たちの社会を「自治」、「統治」するための裁判制度と議会

制度、そして娯楽活動を企画運営する自治サークルは、1921 年以降、各組織の任務や権限

を明確にしながら確立されていった。そして子どもたちがそれぞれの組織の意義を理解し

運用していくことで、各組織はドム・シエロットの生活の中に根付いていった。一方、子

どもの「自治」が機能していくことで、子どもたちとコルチャックやヴィルチンスカとの

関係が変化したという以下のような指摘もある。「ドム・シエロットは独自の進路で進んで

おり、何も変化はないように思える。しかし、ここ 4 年かそこらで大きく変わった。裁判、

議会、サークル、若者のブルサ、新しくて若い、そして経験の浅い教育者。これらすべて

が一緒になって子どもと教育者―ここではゴールドシュミット先生とステファさんのこと

が念頭にある―との関係が家庭的なものからますます役所的なものになっていることに影

響を与えていると誰もわかっていない。全ての組織が時間を必要としているので、腹を割

って話をする時間がないのは何も不思議なことではない。もし嫌なことがあったら、子ど

もは（コルチャックやヴィルチンスカのもとに）飛んできて話すのではなく、裁判に訴え

たり、議会に請願書を提出したりする。…実際には、面会の時間が全くなくなり、ステフ

ァさんが夕刻、どこかのベッドに座って子どもと話をする姿は見られない。現在、そのよ

うな時間は全くないのである―しかし、議会や裁判によって教育されている子どもはこの

ことについて深く考えない」（Komunikaty 1926:186）。このようにこの時期には、子ども

たち自身が問題を解決したり決定したりする組織が機能し「自治」が根付いていたが、そ

れには多くの時間を要するため、以前よりもコルチャックやヴィルチンスカが子どもたち
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とじっくりと関わる機会が減ったという。また子どもたちでうまく対処することができる

ようになったため、教育者の介入も少なくなった。 
 
（2）「労働」する上で必要な方法の充実 
1）情報や意見を伝達・交換・共有する方法 

情報や意見を伝達・交換・共有するための“掲示板”には、この時期に導入された様々

なリスト―後述―が貼り出されるようになった。また“週刊ドム・シエロット”はこの時

期、金曜日ではなく 1 週間の節目となる土曜日のお昼前、つまり子どもたちが家族を訪問

する前に教育者が読み上げていた。最初に読み上げられるのは裁判に関する公式の報告で、

「仲間裁判の権威を拡大するために」重大な判決が下された案件について発表された

（Wassercug1927-1928）。重大な案件がない時は、前年の“感謝”―後述―の中で最も興

味深いものが発表された。その次はコルチャックの論説で、いつもその時に話題になって

いることを話した。続いて“議会”や“裁判評議会”、“娯楽サークル”や運動クラブの活

動内容や議事録、決定事項などが報告された。また子どもの作文が紹介されることもあっ

たという。レッスンを担当する職員から日々の様子について報告が行われ、その後、ヴィ

ルチンスカが今週の出来事を展望し、来週の予定を発表する。そして職員の過失―例えば

職員が子どもを教室から追い出したことや、隅に立たせたこと、拳骨で叩いたことなど―

に関する報告、子どもの過失や感謝、交換に関する報告、1 週間のけんかの数、最後にす

べての裁判の判決が読み上げられた（Wassercug1927-1928）。メルジャンは、“週刊ドム・

シエロット”を聴きに協会の理事や関係者の他、ドム・シエロットに関心のある外部の人

たちが毎週訪れ、部屋はとても窮屈であったと回想している（Merżan1987:54）。また、

特に年少の子どもたちが読み上げられる内容に関心をもち、コルチャックの言葉に敏感に

反応していたという（Merżan1987:54）。 
 
2）自分自身について理解し自己教育を促す方法 

1920 年以前は“掲示板”に貼り出された“けんかグラフ”や“損傷グラフ”、“判決グラ

フ”が自分自身の行動を見つめ反省する機会を与えていたと考えられるが、コルチャック

はその意義について特に述べていなかった。この時期になり、自分自身について理解し、

自己教育を促す方法が多数導入された。ここには“掲示板”に貼り出された様々なリスト

の他、“住民投票”や“市民の等級づけ”、“清潔の等級づけ”、“賭け”が含まれる。 
“掲示板”に貼り出されたリストには、“些細な過失リスト”や“感謝と謝罪のリスト”、

“早起きリスト”があった。“些細な過失リスト”には“仲間裁判”に訴えるほどでもない

些細な違反行為について、子どもあるいは職員が書き込んだ。同じ者が同じ行為について

何度も記入されれば裁判に訴えられることもあったという。“些細な過失リスト”は“掲示

板”や“週刊ドム・シエロット”を通して皆に公表されるため、ブルサの青年 Wassercug
は、「リストに書き込まれることは裁判の前に立たされるのと同じくらい重大なことだと捉

えている子どもがいる」と指摘する（Wassercug1927-1928）。実際には 1 週間に平均 60
件 の 過 失 が 書 き 込 ま れ 、 そ の 内 の 何 割 か は 職 員 の 過 失 で あ っ た と い う

（Wassercug1927-1928）。“感謝と謝罪のリスト”は誰かに対して、あるいはある行為に

87 
 



対して感謝をしたり、謝罪をしたりしたい時に記入するものである。「B は A がベッドに

シーツを敷いたことに対して感謝している」や「係り仕事を代わってくれた」、「ズボンに

ボタンを付けてくれた」など、ある行為に対する感謝を示すものや行為の内容を明かさず

に感謝している旨だけが書かれたもの、見知らぬ人の親切な行為に感謝しているものなど

があった。感謝と謝罪の数は、頻繁に裁判と些細な過失の数を上回ったという

（Wassercug1927-1928）。“早起きリスト”は午前 6 時に鳴る起床の鐘の 1 回目で起きら

れたら記入するものである。3 か月間毎日 1 回目の鐘で起きた者は“記念絵葉書”をもら

うことができた。 
次に 1921 年頃に導入されたと思われる“住民投票” 20であるが、これは相手に対する

自分の気持ちを表明するもので、青年時代にサマーキャンプで試みた“好感度評価”と同

様の方法で行われた。“住民投票”は全員が揃っている食事の時に行われ、各自に 3 枚の

カードが配られる。カードにはそれぞれ好きを意味する「＋」と、嫌いを意味する「－」、

どちらでもないを意味する「０」が書かれていた。そしてこの 3 枚のカードから“住民投

票”の対象となる者に対する自分の気持ちに当てはまるものを 1 枚選び投票するのである。

“住民投票”は子どもだけでなく、ブルサの青年や職員も対象となった。“住民投票”はド

ム・シエロットに入所して 1 か月が経過した時と 1 年が経過した時に行われ、その結果を

もとに“議会”が、「仲間」、「住人」、「どうでもいい住人」、「やっかいな新参者」のいずれ

かの名前をつけた。これが“市民の等級づけ”と呼ばれたものである。一度与えられた名

前は永久的なものではなく、年に 1 度、学校の新年度が始まる 10 月に再度調査され、名

前が妥当かどうか審議される。1 年間、皆から好かれるように努力すれば等級を上げるこ

とができたが、“住民投票”でマイナスの数が多くなると下がることもあった。この“住民

投票”は“議会”の議員を選ぶ時にも、また退所する時にも行われた（Wassercug1927-1928）。 
“市民の等級づけ”とは別に、清潔の度合によってカテゴリーⅠからⅣに分類される“清

潔の等級づけ”というものがあった。いつも清潔で服や靴等の身だしなみに配慮している

子どもはカテゴリーⅠに、手を洗わなかったり、服が薄汚れていたり、服を破ったりする

子どもはカテゴリーⅣに含まれた。カテゴリーⅠの子どもには新しくてきれいな服が支給

され、また玩具を優先的に使用できるなどの特権があった（ Wilczyńska1928:64, 
Merżan1987:50）。 

コルチャックは新しく取り入れたこの“住民投票”を通して、自分に対する社会の評価

や、相手に対する自分の気持ちを明確にすることを一番の目的にしていた。その理由を次

のように述べる。「分からないうちは良くなるために何もできない（中略）数は何が存在し、

何が存在しなければならないのかを教えてくれる」と（Korczak1927g:47）。つまり自分自

身を改善し成長させるためには、周りからどのように思われているのかを知ることが必要

だと考えていた。また、「様々な人を様々に好きだが、各自がありのままでいる権利が認め

20 コルチャックは 1927 年に「学校における自治」というタイトルの論文を 5 回にわたっ

て『小評論』に掲載している。その内、第 2 回から第 5 回まで“住民投票”について紙面

を割いており、第 4 回では「6 年前には点数をつけることが子どもにとってどのような労

働なのか、どのような努力を要するのか、どのように真剣に心の告解を扱うのか、まだ分

からなかった」とある（Korczak 1927h:62）。ここから 1921 年頃に、“住民投票”を試

み始めたと考えられる。 
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られており―皆が私と同じでなければならないことはない―、彼らが異なることを尊重し

ているし、自分と似ていないことを嘲笑しない。（中略）点数は、自分を知るようにとは教

えないが、人に対して好きか嫌いかといった自分の気持ちについて真剣に考えることを教

えてくれる」と、自分自身の気持ちや意見を持つことを重視していた（Korczak1927i:75）。
さらにサマーキャンプの時にも主張していたように、教育者が子どものことを理解する上

で貴重な情報を得られる手段であると考えていたことが次の文章からわかる。「投票の結果

が私にとって奇妙なことがよくあった。しばらく経過してからようやく、好かれるはずが

ないと思っていた者が皆から好かれ、好意に値すると確信していた者が皆から嫌われてい

るのがどうしてかわかる。私ではなく子どもたちが正しいということを、長い年月が経っ

て、今ようやく分かった」（Korczak1927f:41）。そして「子どもたちが好き合っているか、

嫌い合っているかを知っていなければならない。もし嫌い合っているのであれば、何をし

なければならないのかを知っていなければならない。（中略）教育者は皆が同じように好き

合うことを要求しながら間違う。全員を同じように好きになるはずがないのだ」と、子ど

もたちの気持ちや意見を理解せずに自身の理想を押し付ける教育者を批判している

（Korczak1927g:50）。 
では実際に子どもたちはこの“住民投票”にどのように取り組んでいたのか。ヴィルチ

ンスカは 10 歳の少年ピンクスを観察し記録した文書の中で次のように記している 21。「（ピ

ンクスは）住民投票に積極的に参加している。“僕が知っている人たちに対する投票はいつ

なの？”、“僕の住民投票はいつあるの？”と。（中略）（ピンクスに対する）住民投票では

プラスが 43 票、マイナスが 39 票、ゼロが 33 票であった。（中略）（マイナスが）39 票も

あったことをとても悲しんでいる。住民投票の後は、（暴れることなく）1 日中落ち着いて

過ごしていた。“次はもっとたくさんのプラスをもらうよ”と。そして、1 か月後の住民投

票と 1 年後の住民投票のどちらがより重要なのかと何度も聞いてきた。（住民投票の結果

に対して）不平を言うことはほとんどなく、皆が彼に不平を言っていることに驚いている

（中略）“どうしてこんなにたくさんのマイナスがあるの？”と」（Wilczyńska1928:67）。
またメルジャンはブルサにいた時に、自分に対して行われた“住民投票”でマイナスが 2
票あったことについて、「私はマイナスが非常に気になった。誰が私にマイナス票を入れた

のか？誰かをそんなに困らせただろうか？どの子どもに対しても自分の罪を感じたことは

なかった。（中略）私はとても悩んだ、そして今日までその残念な気持ちを覚えている。マ

イナスがあったことや誰がそれを投票したかということが問題ではなかった。ただ、何に

対してかを知りたかった。何か重要な事実を見落としているなら、私はだめな教育者だと

思った」と当時のことを回想している（Merżan1987:45）。以上から、子どもも大人も“住

民投票”の結果を真剣に受け止め、自身について内省している様子がうかがえる。サマー

キャンプで子どもたちに教えられ自己改善した経験から、コルチャックは、教育者も自分

自身について理解すべきだと考え 22、子どもだけでなく職員も“住民投票”の対象にした

21 観察と記録を通して子どもを理解することを重視していたコルチャックは、他の教育

者やブルサの青年にも記録することを勧めた。 
22 教育者に対して、「自分自身でありなさい。そして自身の道を探しなさい。子どもたち

を 知ろ う と する前 に 、まず 自分 のこと を 知りな さい」 と述 べ ている （ Korczak 
1920a:145）。 

89 
 

                                                   



と考えらる。またそうすることで、子どもと大人の平等で対等な関係をつくることは、「子

どもの解放」において重要なことであった。 
またドム・シエロットでは自分自身の悪い癖や習慣をやめることができるかどうか“賭

け”をするという方法が取り入れられた。1 週間、悪い癖や習慣の克服のために努力し、

“賭け”に勝った場合は飴玉を 2 つもらうことができた。“賭け”の受け付けは、毎週土

曜日の朝食前にコルチャックが行っていた。コルチャックはノートに誰が、何について賭

けるか、そして 1 週間後に“賭け”に勝ったか負けたかを記録した。“賭け”の内容は「あ

だ名で呼ぶ癖をやめたい」、「嘘をつく癖をやめたい」、「小さい子どもを殴る癖をやめたい」、

「早く起きる習慣を身につけたい」などが多かったようであるが、その内容を秘密にして

おきたい場合は、コルチャックに宣言しなくてもよかった。克服するのが困難な内容につ

いて子どもが賭けた場合には、少しずつ克服していけるように、例えば回数を徐々に減ら

していくようにコルチャックは提案したという（Wassercug1927-1928, Merżan1987:52）。
これは完全に自分との闘いであるため、本当に“賭け”に勝ったか負けたかを教育者は調

べたりはしないが、飴玉を 2 つもらうために嘘をつく者はいないとして、ブルサの青年

Wassercug は次のように指摘する。「教育者は子どもに最大限の信頼を寄せなければなら

ない」、そして「賭けでは完全な正直の雰囲気が漂っている」と（Wassercug1927-1928）。 
以上、“些細な過失リスト”や“感謝と謝罪のリスト”、“早起きリスト”といった様々

なリストを通して子どもたちの行為を公表することで、子どもたちは自ら自分の行動を抑

制したり、鼓舞したりすることができた。また“住民投票”は自分に対する社会の評価を

知らせ、自身について理解することを要求し、“市民の等級づけ”や“清潔の等級づけ”は

自己改善、自己教育を促し、“賭け”はその機会を与えていた。これら自分自身について理

解し自己教育を促す方法を 1921 年以降に多数導入し実践していく中で、コルチャックは

「（子どもたちは）生まれつき改善に向かうことを望んでいる」と述べ、教育者からの働き

かけがなくても子どもたちは自ら進んで自己改善することを確信するようになった

（Korczak1926:140）。 
 
（3）子どものプライバシーや財産を保障する方法の活用 

コルチャックは個々の生活を尊重する環境を整えるために、子どものプライバシーや財

産を保障する方法として、“郵便箱”や“落とし物入れ”、“売店”、“貸付・貯金窓口”、“公

証簿”、“静寂の部屋”を取り入れた。 
“郵便箱”はコルチャックやヴィルチンスカに何か個人的に伝えたいことがある場合に

手紙を書いて投函するために導入された。しかし、ブルサにいたメルジャンは、ドム・シ

エロットの生活の細部まで“仲間裁判”や“議会”といった組織が管理していたため“郵

便箱”は「空っぽ」で、「1927 年から 1928 年にはコルチャックは子どもたちが郵便箱を

利用しないことを残念にさえ思っていた」と回想している（Merżan 1987:25）。先述した

ように、1926 年の広報では、コルチャックおよびヴィルチンスカと子どもたちとの関係が

「役所的」なものに変化したこと、また何か問題があっても子どもたちはコルチャックや

ヴィルチンスカに訴えるのではなく、“仲間裁判”や“議会”で解決しようとしていること

が指摘されていた。このように 1921 年以降、“仲間裁判”や“裁判評議会”、“議会”とい

90 
 



った組織が順調に機能するようになり、子ども自身が様々な問題を解決したり決定したり

するようになった。そのため、教育者の個別的な対応を必要としなくなり、“郵便箱”が活

用されなくなったと考えられる。 
また子どもの所有物を守るために設置された“落とし物入れ”も利用されることが少な

くなったという。時折、庭に放っておかれている物や所定の場所に置かれていない物が“落

とし物入れ”に入れられたが、これは「持ち主の恥」を示すものであり、その持ち主は自

身 の 所 有 物 の 管 理 が 不 十 分 だ と し て “ 些 細 な 過 失 リ ス ト ” に 記 載 さ れ た

（Wassercug1927-1928, Merżan 1987:26）。またこの時期には、大事な物をしまえるよう

に“鍵つきロッカー（kasetka）”が設置され、子どもたちは自分の所有物を保管できるよ

うになった。このように、自分で管理する環境が整ったこと、また管理できていないこと

は“些細な過失”として公表され恥ずかしい思いをするという認識が、落とし物を少なく

したと思われる。 
一方で“売店”や“貸付・貯金窓口”はこの時期も利用され、“公証簿”への記録も継

続されるなど、子どもの財産を保障するための方法は変わらずに機能していた。また個別

の空間を保障するための“静寂の部屋”は、“住民投票”で高く評価され、“議会”によっ

て許可された者だけが利用できた。このような者はたいてい 4 年生か 5 年生の年長の子ど

もであったという（Wassercug1927-1928）。 
 
5．小括 

本章では、第一次世界大戦後に独立したポーランド国家の「三月憲法」制定から経済危

機に陥るまでの時期（1921-1928 年）を対象に、当時の児童保護をめぐる状況について概

観した上で、孤児救済協会の運営状況と、『子どもをいかに愛するか』出版後のドム・シエ

ロットの教育実践の展開について検討した。本章では、第一に 1920 年代、児童保護に関

する多数の法令が制定され、それまで民間団体任せであった児童保護活動に公的機関が関

与するようになったこと、第二に孤児救済協会は社会の要請に応えて事業を拡大すると同

時に、ドム・シエロットの運営の安定と生活の充実をはかったこと、第三に 1920 年まで

に形成してきた教育体系は徐々に確立され、また新しい教育方法が導入され充実していっ

たこと、その一方で子どもと教育者との関係が変わり、機能しなくなった教育方法もあっ

たことが明らかとなった。 
第一の点について、1921 年の人口調査で膨大な孤児の数を認識したポーランド国家は、

それに対応すべく法令を 1920 年代に多数制定した。1921 年採択の「三月憲法」ではすべ

ての子どもに対して保護と教育を保障する義務が国家にあり、また 1923 年制定の「社会

保護法」では地方公共団体に社会的保護を遂行する義務があると定められた。その後、こ

れらを具体化するための大統領令や労働・社会保護省令が多数制定され、それまで民間団

体任せであった児童保護活動に公的機関が関与する体制が整えられていった。この時期の

養育施設数に関する報告は、一部の地域を含んでいないものであったり、特定の施設のみ

を対象としているものであったりと、把握できていない施設が多数あるため実際の数はも

っと多いと考えられるが、ポーランド全域に大体 1,000 から 1,200 施設（利用者は 50,000
から 60,000 人）存在した。その内、地方公共団体が運営していた施設は 20％程度であり、
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社会団体が運営していたものは最も多く 40％以上を占めた。また施設の運営以外にも、地

方公共団体は法令に定められた通り民間団体の管理、監督や補助金の交付を通して児童保

護活動に関与していた。このように 1921 年から 1928 年にかけて児童保護は国家の問題と

なり、それに対応するための制度が整えられていった。 
第二の点について、この時期の孤児救済協会の財政は、ポーランド国家の経済動向の影

響を受けつつも、国内外の様々な団体や個人の寄付、また公的機関の補助金などが大きな

収入源となり、黒字あるいは若干の赤字―その赤字は事業の拡大や施設の補修などによる

ところが大きい―で運営できていた。そしてこのように比較的安定していた財政が、事業

の拡大と充実を可能にした。協会は 1921 年に創設した“ルジチュカ”のサマーキャンプ

施設に、協会が保護している子ども 100 人から 200 人と、ワルシャワの他の孤児院や団体

の子ども 200 人から 400 人を受け入れた。また 1922 年に創設したジモヴィスコおよびそ

の後身であり 1927 年に創設した養育施設において病弱・身体虚弱児や就学前の子ども約

40 人を受け入れた。さらに 1923 年にはドム・シエロットに青年のための施設ブルサを併

設し、16 歳から 26 歳の青年を約 20 人受け入れた。このように協会は、「様々なタイプの

施設の専門化」という社会の要請を受けて新たな事業を展開し、ドム・シエロットが対象

としている 7 歳から 14 歳の「健康な子ども」以外の子ども・青年の保護に従事した。ま

たドム・シエロットでは、在籍者数を一定に保ち運営の安定をはかると同時に、ブルサの

青年によって職員の数を充実させることで、子どもたちに衛生的で健康に配慮された生活

や教育の機会を保障していた。 
第三の点について、1920 年までに導入した教育方法の内、「労働」の方法である“係り

仕事”や“後見委員会”では、子どもたち同士で管理監督し、助け合う関係ができており、

大きな変更はなく継続された。また子どもたちで「自治」、「統治」するための“仲間裁判”

や“裁判評議会”、“議会”や“立法評議会”、“娯楽サークル”や運動クラブといった組織

では、各組織の任務や権限が明確になり、子どもたちはその意義を理解し運用していた。

特に、比較的早くに導入された裁判制度では、ドム・シエロットの社会の秩序と合法性を

保つために、仲の良い友人だけでなく職員も裁判に訴えるなど、子どもと大人の対等な関

係ができており、子どもの解放が実現していた。一方で、1920 年頃に導入された“議会”

では、子どもたちが議員に立候補したがらず、また同じ時期に発足した運動クラブは解散

と再結成を繰り返すなど困難さもあった。コルチャックも認めるように「自治」は責任の

重い「労働」であったが、子どもは「真剣な問題についても喜んで協議することができ」、

また「うまく統治することを学び注意深くなる」と、子どもが「自治」する力を信じてい

た。 
「労働」する上で必要な情報や意見を伝達・交換・共有するための“週刊ドム・シエロ

ット”は変わらず毎週全員の前で読み上げられ、“掲示板”には新たに導入された様々なリ

ストが掲示されるなど積極的に活用されていた。またこの時期には、自分自身について理

解し自己教育を促す方法が多数導入された。この内、“些細な過失リスト”や“感謝と謝罪

のリスト”、“早起きリスト”といった様々なリストは、子どもたち自身が行動を抑制した

り、鼓舞したりすることを可能にし、相手に対する自分の気持ちを表明する“住民投票”

は自分に対する社会の評価を知ると同時に、自身についての理解を深めることを可能にし
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た。また“住民投票”などの結果をもとに“議会”が名前を与える“市民の等級づけ”や

清潔の度合いに応じてⅠからⅣのカテゴリーに分類される“清潔の等級づけ”は自己改善、

自己教育を促した。そして自身の悪い癖や習慣をやめるように“賭け”をする習慣は、自

己改善や自己教育の機会を与えていた。これら自分自身について理解し自己教育を促す方

法が導入され、子どもたちの生活に浸透していく中で、「労働」の方法も定着し機能してい

ったと考えられる。そして「労働」が根付き、「自治」することができるようになっていく

中で、子どもと教育者―主にコルチャックとヴィルチンスカ―との関係が変化し、個別的

な対応や介入を必要としなくなり“郵便箱”は活用されなくなった。また子どもたちの所

有物を守る“落とし物入れ”も、自己理解と自己教育を促す方法の導入および“鍵付きロ

ッカー”の設置により必要としなくなっていった。
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第 5 章 孤児院ナシュ・ドムの教育実践（1919-1928 年） 
 
1．はじめに 

本章では、コルチャックが専属医兼教育アドヴァイザーとして関わったポーランド系の

孤児院ナシュ・ドム（私たちの家 1919 年設立）における教育実践について明らかにする。 
コルチャックがナシュ・ドムの運営および実践に深く関わったことは知られているが、

その院長であり、コルチャックと親交の深かったマリア・ファルスカ（1877-1944 年）に

ついてはその生涯についても、また子ども観、教育観についても日本ではほとんど知られ

ていない。またポーランドにおいては、前章で指摘したように、ナシュ・ドムにおける教

育実践はドム・シエロットのそれと同じとされ、区別されないままコルチャックの教育実

践として描かれてきた。コルチャックはナシュ・ドムの専属医兼教育アドヴァイザーとし

て週に 1、2 度ナシュ・ドムを訪れると同時に、その財政基盤が脆弱であった設立当初か

ら運営にも積極的に関わっていた。またナシュ・ドムでは、ドム・シエロットでの経験を

もとに同様の教育方法が取り入れられたが、コルチャックの助言のもとファルスカと子ど

もたちによって展開されたその実践は、ドム・シエロットのそれと全く同じではないと考

えられる。 
そこで本章では、まずマリア・ファルスカの生涯とナシュ・ドムの歴史を概観した上で、

ファルスカの子ども観や教育観の表れでもあるナシュ・ドムの教育目的、またそれを実現

するために導入された教育方法とその実際について明らかにする。その際、1920 年から

1928 年までの間にファルスカが記したナシュ・ドムの教育実践に関する資料―1929 年以

降に執筆された資料は存在しない―を活用する。 
 
2．マリア・ファルスカと孤児院ナシュ・ドム 
（1）マリア・ファルスカの生涯 

ファルスカは、1877 年に裕福な家庭の 8 人兄弟姉妹の一人としてポドラシエに生まれ

た。兄姉、特に長兄の影響を受けて 17 歳前後でワルシャワに移り住み、当時の地下教育

組織である“移動大学” 1で教養を深めた。また政治活動にも参加し、その中で、後の初

代国家元首であり首相も務めたユゼフ・ピウスツキ（1867-1935 年）を始め、ポーランド

社会党の著名な政治活動家らと出会い、1890 年代の終わりにはポーランド社会党員となっ

た（Ciesielska, Puszkin 2007:7-8）。1898 年には家族と共にウッジに移り住み、長兄が経

営する図書館で働いた。その後 1900 年から 1906 年まで、ウッジとワルシャワで政治活動

に積極的に参加し、その中で数回にわたり逮捕される（Ciesielska, Puszkin 2007:9-10）。
1906 年にポーランド社会党が分裂した時には左派を支持していたが、この分裂を機に政治

活動からは退き、ワルシャワの無料読書室や初等学校、実験学校などの施設で文化、啓蒙

活動を行った（Ciesielska,Puszkin2007:11）。 

1 ロシア支配下にあり、公にポーランド関連の学習をすることが制限されていた時代に、

学生自らが教養を補うために「学術講座」を開いた。1882 年から 1884 年にかけて始めら

れ、1890 年代末に参加者がピークであったという。この「学術講座」はロシアの官憲を逃

れて場所を移動させていたため、ポーランドでは「移動大学」と呼ばれている（塚本

2006a:71-72）。 
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1910 年にポーランド社会党の活動を通して出会った医師レオン・ファルスキと結婚し、

翌 1911 年に娘が生まれるが、その翌 1912 年に夫レオンがチフスで亡くなり、その 2 年後

の 1914 年には娘が亡くなった。第一次世界大戦中はウクライナで社会活動、教育活動に

携わり、1915 年にはキエフにあるポーランド手工業学校の生徒のための寄宿舎の施設長と

なった。コルチャックとはここで出会うことになる（Ciesielska, Puszkin 2007:12-13）。 
1915 年 12 月、数日間の休暇を利用してキエフを訪れたコルチャックは、ポーランド女

子中等学校の創設者であり校長のペレトヤトコヴィチ（Peretjatkowicz）の紹介を受けて、

ファルスカの施設を訪問した。コルチャックはそこに 3 日間滞在し、「立法機能と裁判機

能を備えた子どもの自治」を組織し、新聞を発行したといわれている（Ciesielska, 
Puszkin2007:13）。ポーランド社会党員として積極的に政治活動に参加していたファルス

カにとって、子どもが社会の構成員としてその運営に携わる教育実践は魅力的であったと

考えられる。 
第一次世界大戦が終わると、ファルスカはワルシャワに戻り、コルチャックが院長を務

めるドム・シエロットを頻繁に訪れた。コルチャックからドム・シエロットの近くにある

孤児院を紹介され、そこでしばらく働き子どもたちの生活環境の改善に尽力するが、努力

の甲斐なくその孤児院は 1919 年の夏に閉鎖された（Ciesielska, Puszkin 2007:14）。その

後、労働・社会保護省の視察官を務め、その中で先駆的な養育施設の設立を切望するよう

になる。ちょうどその頃、労働組合中央委員会に労働者階級の子どものための児童保護部

ができ、その中に養育施設課が設置された。コルチャックとファルスカは設置当初からそ

の課の活動に関わり、ポーランド人の労働者の子どもを対象とする孤児院ナシュ・ドムの

設立に尽力した。このような経緯でナシュ・ドムが設立され、ファルスカが院長に、そし

てコルチャックが専属医兼教育アドヴァイザーに任命された（Ciesielska, Puszkin 
2007:15）。後述するように、ドム・シエロットの実践を踏まえ、またコルチャックの考え

に基づきながらファルスカは教育実践を行った。以降、1944 年 9 月に急逝するまでナシ

ュ・ドムの院長を務め、その運営と教育実践に精力的に携わった（Puszkin, Ciesielska 
2007:19）。 
 
（2）ナシュ・ドムの設立と運営 

ナシュ・ドムは、1919 年 11 月にポーランド人の労働者階級の子どものための孤児院と

して、ワルシャワ近郊のプルシュクフに設立された。ナシュ・ドムには民族独立運動や労

働運動、戦争などにより孤児となった子どもや両親の養育を受けられない子ども、貧しい

家庭の子どもなど、7 歳から 14 歳の子ども約 50 人が受け入れられた。ナシュ・ドムの運

営は労働組合に委ねられており、その財政基盤は脆弱であったため、住宅設備も食料、衣

料も不十分な状態であった（Nasz Dom1919-1989:46-47）。 
その後もナシュ・ドムの財政は変わらず厳しい状況にあったため、寄付金や資金を確保

するために 1921 年 11 月ナシュ・ドム協会が設立された。ナシュ・ドム協会は、養育施設

の設立・運営のみならず、教育者の養成や保護者に対する啓蒙、さらには協会のスローガ

ンを広めるための通信活動を行うことを目的とする団体であった。コルチャックもナシ

ュ・ドム協会設立時から理事のメンバーとなり、その運営に精力的に関わった
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（Falkowska1989:190）。ナシュ・ドム協会の活動資金は、会費や孤児院の利用料―無料

の子どもと有料の子どもがいた―、政府や地方公共団体など公的機関の補助金、個人およ

び団体からの寄付や遺産、講演会やコンサート、発表会といった事業収益などから得てい

た（Statut Towarzystwa Nasz Dom:291）。協会設立後もしばらく厳しい財政状況であっ

たが、ユゼフ・ピウスツキの妻アレクサンドラが理事のメンバーに加わったことにより状

況は好転したという。 
財政が好転し安定したことで、協会は住環境を改善するためにワルシャワのビエラヌィ

に土地 17,800 ㎡を購入し、新しい建物の建設に取りかかった。そして 1928 年の夏、ナシ

ュ・ドムの子どもたちはプルシュクフからワルシャワの新しい孤児院に移り、新たに子ど

もを受け入れて、学齢期の子ども 70 人と就学前の子ども 20 人で生活をスタートさせた

（Falska1928:93）。 
ビエラヌィには教育・文化施設がなく、またワルシャワの中心街から離れ交通機関が発

達していなかった。そのためファルスカはこの土地に教育・文化施設をつくる必要性を感

じ、その設立に尽力した。1928 年には中等および高等教育を受けている青年を対象とする、

定員 30 人のブルサがつくられた。ブルサの青年たちはナシュ・ドムでの生活費と食費の

代わりにナシュ・ドムで働き、また週に一度コルチャックとカンファレンスを行った。ブ

ルサはコルチャックがナシュ・ドムの実践から手を引く 1935 年まで続いた（Ciesielska, 
Puszkin2007:17）。1932 年には 2 学級からなる実験学校が設置された。ここにはナシュ・

ドムの子どもだけでなく、近隣にある労働者階級の住宅団地に住む子どもも通った。この

学校は 1934 年に閉鎖されたが、その跡地には幼稚園と集会所がつくられた。近隣に住む 2
歳から 7 歳までの子どもが通っていた幼稚園は朝 7 時 30 分から 15 時まで開園しており、

定員一杯の 160 人が登録していたが、利用者は 1 日平均 117 人であった。9 歳から 14 歳

までの子どもが通っていた集会所は幼稚園が終わった後の 15 時から 19 時まで開所され、

100 人から 120 人を見込んでいたが、実際には 72 人から 90 人の利用であったという

（Towarzystwo Nasz Dom Sprawozdanie1936/1937:329）。集会所では、子どもたちは授

業の復習をしたり裁縫などの手作業をしたり、歌や楽器のサークル活動を行ったりして過

ごした（Towarzystwo Nasz Dom Sprawozdanie1936/1937:329-330）。また 6 週間の夏季

休暇には 8 時から 15 時までの半日サマーキャンプが行われ、7 歳から 14 歳までの子ども

約 250 人が参加した。さらに 1936 年には公立図書館の支部がナシュ・ドムに設置され、

毎月貸し出し利用者がのべ約 290 人と、閲覧利用者がのべ約 821 人いた（Towarzystwo 
Nasz Dom Sprawozdanie1936/1937:330）。 

このようにナシュ・ドム協会は 1928 年以降、孤児院ナシュ・ドムが移った新たな土地

で労働者階級の子どもを広く対象とする様々な事業を展開していった。しかし、その中で

コルチャックはナシュ・ドムと距離を置くようになっていく。1932 年―あるいは 1933 年

―にナシュ・ドムの専属医を辞め、1935 年頃には実践からも手を引き、ファルスカとの交

流も絶ったといわれている（Falkowska1989:276,297-298）。 
1939 年に第二次世界大戦が始まるとナシュ・ドムの在籍人数が 170 人にまで膨れ上が

り、その中には戦後まで匿ったユダヤ系の子どももいた。また財政状況が悪化したため、

他の施設から子どもを受け入れその滞在費を収入源とした。戦時中も幼稚園や図書館の事
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業は継続され、コンサートなども催された。1944 年 8 月にワルシャワ蜂起が始まると、

戦闘に参加したナシュ・ドムの子どもが命を落としたり、ナシュ・ドムの建物が蜂起病院

となり年長の女子や女性職員が働くことになったり、親と離れた子どもを受け入れたりと

混乱を極めた。そのような中、ナシュ・ドムはワルシャワからの立ち退きを命じられる。

しかし、その後すぐ 1944 年 9 月にファルスカが急逝したため、ナシュ・ドムの教育者で

あったスタシェフスカがファルスカの後を引き継ぎ、子どもたちとともにキェルツェ県の

村に移住した。戦後、ナシュ・ドムの子どもたちは職員とともに再びビエラヌィに戻り、

生活を再スタートさせた（Ciesielska, Puszkin2007:18-19, Nasz Dom1919-1989:6）。 
 
3．ナシュ・ドムの教育体系 
（1）教育の目的 

1921 年にコルチャックが「簡潔に表現したナシュ・ドムの教育の方針と基本的な要望」

が 1923 年 10 月 21 日に開催されたナシュ・ドム協会会員の全体集会の議事録に残されて

いる。そこには次のように記されている。「現代の教育の目的は、子どもに生活（人生）の

準備をさせることである。（中略）公正と友好と平等の権利および義務を原則とする子ども

社会を組織することを私たちは望む。さしあたり大人社会が自分たちのために作り上げた

もの以上に良いモデルがないので、それを手本としながら子ども社会の必要や特質に合わ

せていく。秩序が規律にとって代わり、集団生活の様式への自発的な適応が強制にとって

代わり、自己改善や自分との闘いに対する喜ばしい意欲が意味のない教訓にとって代わる

ことを私たちは望む。（中略）（子どもを）形作ったり、作り直したりするのではなく、理

解し、子どもと合意に達することを望む（中略）彼ら自身の人生を作り出し、彼らの力や

精神的な耐性を調べ、発達の傾向を確かめる。（中略）知ることを前提に据えよう。子ども

たちとの共同のもと、注意深く教育し養育しながら、慎重にそしてゆっくりと行わなけれ

ばならない」（Towarzystwo Nasz Dom.Sprawozdanie1921-1923:196-199）。 
また後にファルスカは『養育施設ナシュ・ドム―施設の概要』（1928 年）の第 1 章「基

本的な考えと教育の道」の中で次のように述べている。「強制と放任の間の中間の道を探す、

つまり、合意、交渉、契約を、徐々に形成されている組織の礎とする。個人の自発的かつ

自覚的な集団生活の様式への適応が強制に取って代わる。言葉や教訓ではなく、施設の構

造や雰囲気が、子どもたちが施設での滞在を高く評価できるようなものであり、また自制

したり克服したり社会の要求や必要に適応したり従ったりするために、できる限りの努力

を引き出すことができるようなものであるべきだ。子どもたちにとって簡単で理解できる

形態を探求する。慎重にそして徐々に前進する、目の前の結果を手に入れようとするので

はなく。眼前には常に、子どもの自立と、子どもが率先して自分の意見を述べるますます

新しい可能性を開くことを主な理念として持っている。日々のもっとも些細な事象でさえ

もとりこぼさない注意深い臨床的な観察。もう確実にわかっている、もう子どもを理解し

たという錯覚に用心しなければならない」（Falska1928:32）。 
教育の目的として、コルチャックは「子どもに生活（人生）の準備をさせること」を挙

げ、ファルスカも同様に「子どもの自立」と、さらに子どもが積極的に「自分の意見を述

べる」機会を確保することを挙げている。また二人の発言から、ナシュ・ドムでは第一に
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「合意、交渉、契約」を基礎とする組織を通して、「公正と友好と平等の権利および義務を

原則とする子ども社会」をつくること、第二に教育者が子どもに強制するのではなく、子

ども自ら「集団生活の様式」に適応すること、第三に教育者の教訓によってではなく、子

ども自ら「自己改善」、「自制」、「克服」しようと、さらにファルスカは「社会の要求や必

要に適応したり従ったり」しようと努力することを重視している。そして教育者には、子

どもを「理解し、子どもと合意に達すること」を、そのために「注意深い臨床的な観察」

をすることを要求している。 
コルチャックはドム・シエロット設立時に、子どもの発達について知ること、大人から

子どもを解放すること、養育施設の精神を改革することを宣言した。ナシュ・ドムでも子

どもの「発達の傾向を確かめ」、理解するという教育者の課題について強調されており、観

察によって理解するという考えも貫かれている。それに対して、教育実践において重視し

ようとしたこと、つまり「合意、交渉、契約」を基礎とする「組織」を通して、「公正と友

好と平等の権利および義務を原則とする子ども社会」をつくること、子ども自ら「集団生

活の様式」に適応すること、子ども自ら「自己改善」、「自制」、「克服」しようと努力する

ことは、ドム・シエロットにおける実践経験から出てきたものであるといえる。その証拠

に、一点目については裁判制度や議会制度、二点目については“係り仕事”や“新聞”、三

点目については“住民投票”、“市民の等級づけ”、“賭け”など、ドム・シエロットとほと

んど変わらない教育方法が導入された。しかし、ファルスカが「社会の要求や必要に適応

したり従ったり」することを強調しているように、個々の生活を尊重しようとしたドム・

シエロットに比べ、ナシュ・ドムでは子ども集団や社会により重点があったといえるだろ

う。 
 
（2）教育方法とその実際 

ナシュ・ドムでは、「合意、交渉、契約」を基礎とする組織として“係り仕事”や“仲

間裁判”、“自治評議会”が設置され、子ども自ら「集団生活の様式」に適応するために“係

り仕事”や“新聞”、“広報”が活用された。また子ども自ら「自己改善」、「自制」、「克服」

しようと努力し、また「社会の要求や必要に適応したり従ったり」しようと努力するため

に“住民投票”や“市民の等級づけ”、“名誉回復の裁判”、様々なリスト、“賭け”が用い

られた。そして子どもを理解するためには、「注意深い臨床的な観察」のみならず、“暦”

や“思い出”といった方法が取り入れられた。以下では、これら各教育方法がどのような

もので、実際どのように行われていたのか、またファルスカはそこにどのような意義を見

出していたのかを見ていく。 
 
1）生活に必要な家事仕事を子どもたちが担う方法 

ナシュ・ドムには生活に必要な家事仕事―例えば、掃き掃除や拭き掃除、机や椅子の整

頓、食器洗い、配膳、病人の世話、月々の報告書やリスト、グラフの記入などといった書

きものに関する仕事、図書館での手伝い、使えなくなったものの修理など―を子どもたち

自身が分担して行う“係り仕事”があった。“係り仕事”の数は子どもの数の 2 倍以上あ

り、中には数人の子どもを必要とする仕事もあった（Falska1928:33,36-37）。 

98 
 



子どもたち自身がそれぞれの担当したい“係り仕事”を選び、1 か月間担当する。数名

の子どもが同じ“係り仕事”を希望した場合は、先月もその係りを担当し、よく任務を果

たした子どもに優先権があった。一方で、希望する子どもが誰もいない、あるいはその“係

り仕事”が必要とする人数に達していない場合は、全体集会の時に「交渉」が行われた。

そして「合意」と「契約」のもとで“係り仕事”の一覧表が作成されたという（Falska1928:33）。
“係り仕事”を 30 分行うと 1 ポイント与えられ 2、500 ポイント獲得したら“記念絵葉書”

をもらうことができた（Falska1928:35）。では子どもたちはこの“係り仕事”に対してど

のように取り組んでいたのか、2 つのエピソードを引用する。 
 

R.ヴァツェックは朝から階段を掃除する係りである。彼は他の子どもたちより

も早く学校に行かなければならないため、その“係り仕事”は彼にとって都合が

悪い。そこで教育者が変更するように提案する。「いや、どうにかうまく適応でき

たので大丈夫です」（と答える）。 
J.ユーレックは“係り仕事”や様々な義務を過剰に負っていたので、「これ以上

長く配膳とロッカーのある部屋の“係り仕事”を引き受けてはいけないよ、仕事

の負担がかかりすぎている」と（ファルスカが）声をかけると黙る。それでも 2
月の“係り仕事”の希望を申し出る時―再び両方の“係り仕事”に名前が挙がっ

ている。彼はそれらを手放さなかった（Falska1928:34）。 
 
この例のように、子どもたちは自ら選んだ“係り仕事”に責任をもって取り組んでいた。

しかし中には、十分に仕事をしなかったり、忘れたりする子どももいた。もしそのような

態度が何度も繰り返されるようであれば、教育者は“訴訟リスト”に記入し、その子ども

の“係り仕事”を一時停止するよう“仲間裁判”に申し出た。それが 1 回限りの場合であ

れば、裁判に訴えるほどの問題ではないとして“些細な過失リスト”に記入されたり、“係

り仕事”で得たポイントを減点されたりした。また、中には自分の不注意や怠慢を認め、

自ら減点する子どももいた（Falska1925:183）。 
“係り仕事”のポイントについて、ファルスカは、たくさん働いている、あるいはあま

り働いていないということが一目瞭然であるため、「（“係り仕事”に対して）消極的なある

いは怠けている子どもを急き立てたり叱責したり教え諭したりすることなく、自分からよ

り生き生きと参加したり努力したりする気にさせる」ことができると評価している

（Falska1928:35）。ここから、「合意、交渉、契約」を基礎とする“係り仕事”は、強制

によってではなく自発的に「集団生活の様式」に適応することを促していたといえる。 
 
2）子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う方法 

ナシュ・ドムの生活の中で生じた様々な問題を解決したり決定したりする機関として、

“仲間裁判”と“自治評議会”が設置されていた。子どもたちは、何か嫌なことや不満が

2 30 分で完了する“係り仕事”は 1 日 1 ポイント（1 か月で 30 ポイント）、15 分で完了

するものは 1 日 2 分の 1 ポイント（1 か月で 15 ポイント）、60 分を要するものは 1 日 2
ポイント（1 か月で 60 ポイント）として数えられた（Falska 1928:34）。 
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あった時、“掲示板”に貼り出されている“訴訟リスト”に自分の名前と訴えたい相手の名

前を記入し、“仲間裁判”に申し出る。“仲間裁判”は週に一度行われ、裁判官 5 人はその

1 週間、誰も訴えず誰からも訴えられなかった子どもの中からくじによって選ばれた。教

育者は書記を務めたり、証言を集めそれを裁判の時に読み上げたり、全体集会の時に判決

を読み上げたりするだけで、発言したり判決を下したりすることはできなかった。訴訟内

容は毎日夕方の決まった時間に調査され、教育者が両者の証言や目撃者の指摘などを書き

記した。この時点で訴えを取り下げたり許したりするケースもあった。裁判はコルチャッ

クが作成した“仲間裁判法典”に基づいて行われ、判決は翌日、全員の前で読み上げられ

た。判決に納得がいかない場合は、当事者でなくても再度審議するよう申し立てることが

できた（Falska1928:50-51）。 
ナシュ・ドムでは、1 か月間の訴訟の数と判決の条項を合計したグラフが各自のものと

全体のものに分けて示された（Falska1928:49-50）。“訴訟リスト”に記入された件数は、

例えば 1927 年 1 月 15 日から 23 日までの 1 週間で 59 件、その内、許したり取り下げた

りしたものが 10 件、（事実が）解明され裁判に至らなかったものが 24 件であった。裁判

で審議されたものは 23 件で、その内、10 件に対して有罪判決が下され、詳細に解明する

必要があるとして判決が延期されたものが 2 件、無罪判決が下され許されたものが 12 件

であった（Falska1928:51-52）。 
子どもだけでなく大人も裁判に訴えることができ、全体の半数は大人が訴えたものであ

った。その内、子どもの過失などに対する個人的な訴えは導入当初多かったものの、徐々

に少なくなり、次第にナシュ・ドムの環境―住居が狭いことや庭がないことなど―に対す

る件が増加した。また子どもが大人を訴えることもできたが、そのような訴訟は少なかっ

たという（Falska1928:54）。“仲間裁判法典”に示されている判決の条項の第 1 条から第

99 条までは無罪を言い渡すものであるが、第 100 条以上は有罪を言い渡す条項で、例え

ば第 100 条は、「裁判所は、A が起訴されたことを行ったと立証し、これを許さない」と

いうものであった。第 100 条の判決が下された訴訟内容には、例えば次のようなものがあ

った。「D.ヤンカの事実の解明に関する件：“私たちが踊っている時に、電気を消したのは

誰ですか”。3 人の男子が“僕です”、“僕です”、“僕です”と言って手をあげる」（Falska1928: 
52,57）。また無罪判決が下された訴訟には、例えば「P.ヘニオがヤンカ先生を訴えた件：“僕

が他の人たちよりも遅く学校から帰ってきたので、ヤンカ先生は今日僕におかわりをくれ

なかった”」というものがあり、それに対して、「ヘニオはよくご飯を残しており、また数

日前にも同じようなことがあった」ので、裁判所は彼に責任があるとする第 33 条を言い

渡した（Falska1928: 52,55）。 
当時“仲間裁判”は、子どもに気に食わないことがあればすぐに訴えることを教えると

して外部から批判された。しかし、ファルスカはそれに対して、「裁判ができてからの過去

7 年間の統計は、注意深さが増していることや節度、許す傾向、仲違いしている本人同士

が合意に達していることを示している」と述べると同時に、実際に不満や記入されたいざ

こざの数が減っていることを主張する（Falska1928:53）。 
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“自治評議会（rada samorządowa）” 3は、“仲間裁判”で解決に至らなかった問題につ

いて審議したり、法律を制定したり、あらゆる申し立てについて審議したりする機関であ

った。“自治評議会”は週に一度開催され、構成員は選挙によって選ばれた 10 人の子ども

と、1 人の教育者―おそらくファルスカと思われる―からなった 4。教育者は書記を務め

ると同時に発言権もあった。導入当初は“自治評議会”の委員になるための厳しい条件が

設けられており、決められた条項以上の判決や決められた数以上の判決を受けていないこ

と、後述する“住民投票”の結果や“係り仕事”の態度、“早起きリスト”に対する“記念

絵葉書”の数などが考慮されたが、後にそのような条件は廃止され、“市民の等級づけ”に

応じて定員が割り当てられるようになった（Falska1928:61-62）。 
ファルスカは“自治評議会”と“仲間裁判”の二つの組織の権限に着目しつつ、“自治

評議会”の意義について以下のように述べる。「問題となっている現象が繰り返されるのを

防ぎ、議論し、熟考し、どうすべきかを決めなければならない。そのような（繰り返し裁

判にあがってくる）訴訟に対し、裁判は“この問題を評議会に引き渡す”と述べる。この

ようにして、これまで教育者が処理してきたか、またしばしば直ちに教育者が決定してき

たことが、徐々に、そしてますます教育者から自動的に奪われ、教育者の権限と権利は徐々

に集団の構成員の権限と権利に移っていく。（中略）（教育者の）役割は変化している。今

ではもう子どもの番人や絶対的な権力者ではなく、（子どもの）協力者であり合憲的な教育

者である」と（Falska1925:189）。 
ドム・シエロットで設置されていた“議会”について、コルチャックはナシュ・ドムで

も設置し、12 人の議員で構成することを提案しているが（Korczak1921:238）、その後の

ファルスカの著作には“議会”という名の組織に関する記録がない。しかし“議会”の任

務としてコルチャックが提案した法律の制定は、“自治評議会”が担っていることから、ナ

シュ・ドムでは“自治評議会”が“議会”と“裁判評議会”の両方の機能を持ち合わせる

組織として設置されていたと考えられる。 

以上、ナシュ・ドムでは「合意、交渉、契約」を基礎とする“仲間裁判”や“自治評議

会”を通して、子どもたち自身が生活上のあらゆる問題を解決したり決定したりしながら、

「公正と友好と平等の権利および義務を原則とする子ども社会」を形成することが目指さ

れていた。そしてこれまで教育者の権限や権利であったことが社会の構成員である子ども

の権限や権利となり、教育者が「絶対的な権力者」ではなく子どもの「協力者」となるこ

と、つまり子どもの解放が目指されていた。 
 
3）情報や意見を伝達・交換・共有する方法 

ナシュ・ドムにおいても、情報や意見を伝達、交換、共有する方法として“新聞（gazetka）”
が導入された。“新聞”は週に一度、全体集会の時に読み上げられた 5。その内容は、①様々

なリストやグラフの結果、②ある子どもに関する描写、③基本的な問題に関する記事、④

その時に世話をしている人の批評、⑤“係り仕事”や学業についての概略、⑥先週の出来

3 導入当初はドム・シエロットと同様、“裁判評議会”という名称であった。 
4 1925 年の時点では、構成員は 8 人の子どもと教育者 1 人であった（Falska1925:189）。 
5 何曜日に読み上げられていたのかは不明。 
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事と今後の予定の展望、⑦“感謝リスト”に記入された中で最も重要なもの、⑧第 500 条

以上の判決 6が下された訴訟、⑨“住民投票”の結果、⑩“名誉回復（Rehabilitacje）”―

後述―の結果、⑪各種の活動報告であった（Falska1925: 190-191）。“新聞”は施設全体

の現状や課題を全員が知り、共有する上で重要な役割を果たす。それと同時にファルスカ

は「教育者にとって“新聞”は大きな意味がある、なぜなら週に一度日々の成長を概観し、

それを見つけ出し、気づくよう強いるからである。“新聞”は週と週、月と月、1 年と 1 年

をつなげる」と述べ、コルチャックと同様の評価をしている（Falska1925:191）。 
しかし、1 年間で 52 号まで出るはずの“新聞”は、実際には 1920 年は 29 号、1921 年

は 23 号、1922 年は 36 号、1923 年は 22 号、1924 年は 30 号、1925 年は 23 号、1926 年

は 3 号までしか発行されなかった。その代わりにナシュ・ドムには“広報（Komunikat）”
ノートがあり、“広報―1 週間の概観”が毎週月曜日に読み上げられた。その内容は、①第

500 条以上の判決、②1 週間の訴訟（訴訟の数やそれに対する考察）、③事実の解明に関す

る訴訟（どのような問題が解明されたか、されなかったか）、④“感謝リスト”（その数と

考察）、⑤“些細な過失リスト”（誰がどのような過ちを犯したか）、⑥“係り仕事”や製本、

木工、裁縫の労働について、⑦“係り仕事”の活動報告、⑧“貸付・貯金窓口”―子ども

たちが少額のお金を借りることができる機関―の活動報告、⑨図書館の活動報告、⑩出か

けた者や訪れた者、⑪遊びに関する活動報告と考察、⑫今後の予定、⑬知らせや広告など

であった（Falska1928:71-72, Komunikaty z Pruszkowa:162-177）。 
ファルスカは「“新聞”は教育者の仕事や努力、失敗や困難、そして勝利の年代記であ

りうるし、そうでなければならない」とその意義を見出しながらも「私たちは大変な労力

を要するより困難な道から退き、より簡単な道へ進む：つまり“新聞”ではなく、“広報”

だ」と述べているように、ナシュ・ドムでは“広報”が主として情報の伝達や交換、共有

の手段として機能していた（Falska1928:73）。 
“係り仕事”や“仲間裁判”、“自治評議会”といった組織を通して形成した「子ども社

会」を維持し、その社会の「集団生活の様式」に自発的に適応するためには、社会のすべ

ての構成員が身の回りで起こった出来事や問題を知り、あらゆる情報を得ることが欠かせ

ない。それらを伝達、交換、共有する方法として“新聞”が取り入れられた。しかしナシ

ュ・ドムの“新聞”は教育者や子どもにとって負担が大きかったため、より簡単にできる

“広報”が活用された。 

 
4）自分自身について理解し自己教育を促す方法 

6 第 500 条は「裁判所は A が非常に悪いことをしたと認める。この判決は新聞で発表され

なければならない」、第 600 条は「裁判所は A が非常に悪いことをしたと認める。判決は

新聞および掲示板で発表されなければならない」、第 700 条は「裁判所は A が非常に悪い

ことをしたと認める。判決は新聞および掲示板で発表され、家族に伝えられるべきであ

る」、第 800 条は「裁判所は A の権利を 1 週間剥奪し、家族を呼び出し話し合う。判決は

新聞で発表される」、第 900 条は「裁判所は A のために後見人を探す。後見人は二日以内

に申し出なければならない」、第 1000 条は「裁判所は A を施設から追放する」となって

いる（Falska 1928:57）。 
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ナシュ・ドムでも、子ども自ら「自己改善」、「自制」、課題の「克服」をしようと、ま

た「社会の要求や必要に適応したり従ったり」しようと努力するために、自分自身につい

て理解し自己教育を促す方法として、“住民投票”や“市民の等級づけ”、“名誉回復の裁判”、

“些細な過失リスト”、“感謝と謝罪のリスト”、“早起きリスト”、“賭け”が導入された。 
“住民投票”は相手に対して自分の気持ちを表明する手段として、またナシュ・ドムで

一緒に暮らす仲間が自分のことをどう思っているのかを知る手段として機能していた。各

自に、好きを意味する「＋」、嫌いを意味する「－」、どちらでもないことを意味する「0」
が書かれた 3 枚のカードが配布され、その中から対象となっている子どもに対する自分の

気持ちに一番近いもの選び投票するという手順で行われた（Falska1928:63）。“住民投票”

は、ナシュ・ドムに入所した 1 か月後と 1 年後の“市民の等級づけ”の時、また“名誉回

復”を申し出た時や“自治評議会”の委員選挙の時、さらに退所する時などに行われた

（Falska1925:188）。 
ファルスカは「住民投票は、自分に対する集団の意見を知る機会を子どもに与える」と

その意義を述べ、さらに「ある子はプラスが 35 票、マイナスが 3 票、ゼロが 6 票だった

のに、自分はプラスが 10 票で、その他は全てマイナスとゼロであった。なぜだろう？」

という具合に、「他の者との比較を通して自分自身を知ることを助け、自己統制へと導く」

と述べている（Falska1925:188）。コルチャックは“住民投票”を通して、自分が相手の

ことをどのように思っているのか、自分がどのように思われているのかを知ることを強調

していたが、ファルスカは他者と比較することで相対的に自分自身を知ることを強調する。 
ナシュ・ドムに新しく入ってきた子どもは最初の 1 年間「新参者」と呼ばれる。入所か

ら 1 年が経過したら“住民投票”が行われ、その結果とその子どもの訴訟の数、判決の条

項の合計、“係り仕事”で得たポイントの合計などを踏まえて、“自治評議会”が「仲間」

「住民」「どうでもいい住人」「やっかいな住人」のいずれかの等級の名前を与えた。これ

が“市民の等級づけ”である。与えられた名前は固定ではなく、1 年に 1 度、学校の新年

度が始まる時に上記と同様の方法で“市民の等級づけ”が行われた（Falska1928:63-64）。
この等級によって与えられる権限が異なり、例えば「仲間」や「住民」は他人の世話をす

る後見人になったり、教育者の代わりに責任ある仕事を任されたり、“自治評議会”の委員

に立候補したりすることができた。一方、「どうでもいい住人」や「やっかいな住人」は、

その名が何年も与えられたり、上位の等級に上がるために努力しようとしていなかったり

した場合は、家族のもとに戻される可能性があった（Falska1925:187-188）。 
「どうでもいい住人」や「やっかいな住人」の名前が与えられたことに納得がいかない

場合は、1 年に 1 度だけ“名誉回復の裁判”を“自治評議会”に申し出ることができた。

名誉を回復する手続きは次の通りであった。“名誉回復の裁判”の申請が出されると、まず

“住民投票”が行われる。そして“自治評議会”は申請者に関する意見を述べ、申請者は

それに対して間違いないか、何を改善しようと思っているのかについて答える。その後 3
か月間、“自治評議会”が任命した後見人―「仲間」「住人」の中から選ばれる―の援助の

もとで自分のふるまいを改善するように努める。3 か月後、再び“住民投票”が行われ、

その後“名誉回復の裁判”に入る。裁判では後見人が 3 か月間の様子について意見を述べ、

申請者は 6 つの質問―1．改善したことは何か、2．改善する上で何が邪魔だったか、誰か
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邪魔をしたか、3．改善する上で効果的だったことは何か、4．名誉回復に値すると思うか、

5．名誉回復した後、また怠けたりしないか、6．後見人に満足しているか―に答える。そ

の上で、上位の等級に上がれるかどうか“名誉回復の裁判”を構成する裁判官によって決

定される（Falska1928:64-65）。以下は 1925 年に「どうでもいい住人」に名づけられた 3
年生の男子が“名誉回復の裁判”を申請した件である。 

 
彼に対する“自治評議会”の意見：「お調子者、うるさい、怒りっぽい、図々しい、

悪口をいう、仕事を怠けるが働きたがり、学校での行いが悪い、“静寂の部屋”の行

いが悪い、登校中の行いが悪い」。 
自分自身について：「最後の点を除いて、今言われたことは全てその通り。登校中

の行いは全く悪くない」。 
3 か月後―上述した（6 つの）質問に対して以下のように答える：「1．うるさい

のも図々しいのも改善された。“静寂の部屋”での行いももう良くなった。“係り仕

事”に関してはより良くなった。最初よりも悪口を言わなくなった。もうそれほど

お調子者でもないし、調子に乗ることは滅多にない。2．学校で僕と一緒にいる男

の子が授業中に邪魔をし始め、僕はどうしていいかわからず、怒って何度か叩いた。

3．１番は訴訟。訴訟が無ければうまくいく。訴訟を避け、“賭け”をした。4．名

誉回復に値する。努力した。5．しない！怠けないし、努力する。6．満足している。

いい人で、助けてくれた。」 
名誉を回復し、「住人」の名を得た（Falska1928:65）。 

 
しかしこの少年は、1 年後の“等級づけ”で再び「どうでもいい住人」に名づけられた。

そこでもう一度“名誉回復の裁判”を申請し、その結果「住人」の名を得ることができた。

しかしさらに翌年、今度は「やっかいな住人」の名が与えられ、また“名誉回復”を申請

するということを繰り返した（Falska1928:66-67）。 
以上のような子どもの姿を見ながら、ファルスカは「“市民の等級づけ”は、人間は自

分の態度や行いに対する結果を被るという人生の厳しい掟を知ることを教える。また努力

して一段一段上に向かって登っていくということを教える。そして勝利の喜びを与え、再

び転落するかもしれないという警告をし、新しい勝利の可能性に対する新たな確信を与え

る」と評価している（Falska1928:70-71）。 
また“掲示板”に貼り出された様々なリストや表、グラフも自分自身の理解を助け、自

己教育や自分との闘いを促す機能を果たしていた。それは、先述した“訴訟リスト”や訴

訟の数と判決の条項の合計を示しているグラフ、“些細な過失リスト”の他に、“感謝と謝

罪のリスト”や“早起きリスト”があった。 
“感謝と謝罪のリスト”には誰の何に対して感謝しているのか、また誰の何に対して謝

罪しているのかを記入した。ファルスカは最初、感謝や謝罪を直接言い合える方が良いと

の考えから、この方法に対して反対の立場であった。しかし子どもたちの中に、“感謝と謝

罪のリスト”があった方が、その気持ちを表現しやすく、恥ずかしくないという意見があ

り、取り入れられた（Falska1925:185）。このリストに記入される内容について、ファル
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スカは、「些細なことに対するたくさんの感謝。訴訟と同様に、些細なことについてたくさ

ん。私たち大人にとっては些細なことである。しかし子どもたちにとっては些細なことで

はない。それは彼らの生活なのだ」と述べるように、子どもたちの生活そのもの、つまり

子どもたちにとっては重要なことがたくさん記入された（Falska1925:186）。“感謝と謝罪

のリスト”には、例えば、「M が B に対してありがとう：“私のベッドをしつらえてくれた。

私は指が痛かったのです”。B が T に対してありがとう：“僕がワルシャワに出かけた時に、

係り仕事を代わりにやってくれた”。（中略）“ごめんさない、僕は腹が立っていて彼女の悪

口を言った”」といったものがあった（Falska1925:186）。 
“感謝と謝罪のリスト”に対して、ファルスカは「私たちの教訓や忠告がなくても、具体

的な事実や例を通して良いことを宣伝する。また良いことに気づく注意深さを呼び起こす。

子どもたちは、自分が親切にされたことに対して、また他の人に対する親切に対して、そ

して弱い子どもや幼い子どもの面倒をみたり助けたりすることに対して、互いに感謝し合

っている」と評価する（Falska1925:186）。また「表やグラフは―裁判の資料や訴訟に関

するそれらと同様に―知る手段として教育者にとって重要なものである」とも述べている

（Falska1925:187）。 
“早起きリスト”は朝の 1 回目の起床の合図で起きることができた子どもが、そのこと

を自分で記入するものである。1 回目の合図で起きられなかった数が 3 か月間で 5 回より

も少なかった場合には、早起きに対する“記念絵葉書”がもらえた（Falska1928:88）。以

下は早起きに取り組む子どもの様子である。 
 

ユージォ：最初の月の真ん中ですでに 5 回寝坊をしてしまった。“記念絵葉書”

はもらえなくなった。そのことは分かっているが、それとは関係なしに（寝たい

気持ちを）抑えている。あと 10 週間残っているが、1 回目のベルの音で起きてい

る。「絵葉書はもらえないよ」と友達が言うが、「別にいいよ。だけど改善したよ」

と答える（Falska1925: 193）。 
 
このように“記念絵葉書”をもらうためだけでなく、子ども自身が 1 回目の合図で起き

ようと努力している姿を見て、ファルスカは「早起きリストは自力であらゆること―自分

自身と闘ったり、打ち勝ったり、意思を鍛えたりすること―に挑戦しようという気にさせ

た」と評価している（Falska1925:193）。また教育者にとってこのリストは、「それぞれの

子どもの独自の特徴を再現するための資料が詰まった豊富な帳簿」であり、子どものこと

を知る上で重要なものだと述べる（Falska1928:89）。 
自分自身との“賭け”も自己改善へと導く機能があった。“賭け”とは、ある習慣や悪

い癖をやめたい時、また何か達成したいことがある時に自分自身と“賭け”をするもので

あり、以下の手続きで行われた。“賭け”の受け付けは週に一度、日曜日の朝食の前に行わ

れた。教育者が子どもから、何について賭けるのか、何回までなら大目に見るのかを聞き、

ノートに記す。そして 1 週間後に、“賭け”に勝ったか負けたか、何回そのような行動を

とってしまったのかを聞き、ノートに記す。“賭け”に勝った子どもは飴玉を 2 つ、勝利

の象徴として受け取った（Falska1928:90）。 
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子どもたちが賭ける内容は、例えば口汚くののしらない、悪口を言わない、邪魔をしな

い、嘘をつかない、他人の物を取らない、勉強や“係り仕事”を怠けない、遅刻をしない

といったようなことが多かった。また本を読む、歯を磨くなどのある習慣を身につけたい

場合にも“賭け”をした。中には何について賭けるのかを明かさない子どももいたが、“賭

け”は自分自身との闘いであるため、秘密にしておきたい場合は教育者に宣言しなくても

よかった。何か月も同じことを賭ける子どももいれば、徐々に回数を減らしてゼロを目指

す子どももいた（Falska1928:90-91）。以下は子どもが“賭け”に取り組む様子である。 
 

（子ども）「うそをつく習慣をやめたい」―（教育者）「頻繁にうそをついている

の？」―（子ども）「何度も。今週は 3 回まで大目に見るよ」―（教育者）「頻繁

にうそをついているならもう少し多めにしないと負けるよ」―（子ども）「ううん、

そんな必要はないよ。努力するから」。 
1 週間後。（子ども）「負けた。5 回嘘をついてしまった」―（教育者）「もう少

し多めにしておくように言ったでしょ」―（子ども）「それじゃ意味がない。次も

同 じく 3 回で、 2 回でもいいくらいだけど、もっと気をつけなきゃ」

（Falska1928:90）。 
 
“賭け”に対し、ファルスカは「努力する気にさせるだけでなく、自分の悪いところや

弱点を自覚し、自分の欠点を認める力を身につけるように刺激する」と評価する。そして

子どもたちに次のように訴える「克服しなさい、だがすぐにうまくいくという思い違いは

しないように。（中略）“もう二度と”とは言わないで、それは難しすぎるから。より少な

く、よりまれにする、それでいい。部分的に、段階的に勝利し、徐々に完全な勝利へと向

かうのです。その道が長いことは知っているでしょう。そして戻ることだってある」と

（Falska1925:195）。 
以上、“住民投票”、“市民の等級づけ”、“名誉回復の裁判”は、自分に対する社会の評

価を知り自分自身を理解することを可能にし、自分自身の態度や行いが社会の評価につな

がることに気付かせる。そして社会の評価を良くするために自己教育を促すと同時に、努

力すれば改善することと、怠ればまた社会の評価は悪くなることを子どもたちに教えてい

た。また“感謝と謝罪のリスト”は教育者の教訓や忠告によってではなく、子どもたち自

身が良い行いや親切について学び合うことを可能にし、“早起きリスト”は挑戦したり、努

力したりする気を起こさせ、“賭け”はそれに加えて、自身の欠点や弱点を自覚しそれを認

める力を身につけることを可能にした。このように自分自身について理解し自己教育を促

す方法を通して、教育者の教訓によってではなく、子どもたちは自らが「自己改善」や「自

制」、「克服」を望み努力すること、そして「社会の要求や必要に適応したり従ったり」し

ようと努力することを促していた。 
 
5）子どもを理解する方法 

先に指摘したように、ファルスカは“新聞”や様々なリストは、教育者にとって子ども

のことを知り理解する上で重要なものであると述べているが、これらの方法以外にも、ナ
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シュ・ドムでは“暦（kalendarz）”、“思い出（wspomnienia）”というものが子どもを理

解する方法として取り入れられた。“暦”は、遊んだことや出かけたことなど、その日の出

来事や寝ている時にみた夢などについての子どもたちの描写や感想がノートにつづられた

ものである。毎日行われる夕方の集会の最後に、教育者が「今日はどんな面白いことがあ

りましたか？」と尋ねると、子どもたちは手をあげ、さしあたりそのタイトルだけを伝え

た。そして翌日、学校から帰って来た後、教育者にその内容を話す。一晩経って考え直し

た子どもや、その内容を話すよりも遊んでいたいという子どもは取り消す。教育者は子ど

もが話したことを素早くノートに書き記すが、その時に質問を挟んだり、文体を変えたり、

言葉の間違いを修正したりせずに、子どもの見たこと感じたことを子どもの言葉、文体の

まま記すのである。そうすることで「子どもにとって面白いことや大事なことを知り理解」

することができるとファルスカは述べる（Falska1925:191）。またこれとは別に、子ども

たち自身が語った幼い日の“思い出”もノートに書き留められた。その一部が『プルシュ

クフのナシュ・ドムの子どもたちの幼い日の思い出（Wspomnienia z maleńkości dzieci 
Naszego Domu w Pruszkowie）』というタイトルの本に収められ、1924 年に出版された

（Falska1928:75）。 

これら“暦”や“思い出”を通して、一緒に生活を営む仲間や教育者に自分が経験した

ことを伝えたり、また仲間の経験を知ったりすることができた。この“暦”や“思い出”

ノートができる前、子どもたちは日誌をつけ、教育者はその子どもたちの日誌を夜に読み、

コメントをしていた。しかし子どもが日誌を書くのにも、教育者がそれに目を通しコメン

トを書くのにも多くの時間を要した。そこでナシュ・ドムでは、子どもたちの日々の出来

事や思い出を短時間で書き残せる方法として“暦”や“思い出”を取り入れたのであった

（Falska1928:76）。 
ファルスカは「“暦”は教育者にとって、子どもの知的好奇心という観点から彼らを知

ることができる重要で興味深い方法である。数年後には完全な一連のモノグラフになるで

あろうたくさんの貴重な資料である」と述べる（Falska1925:191）。子どもたちが語った

“暦”や“思い出”には例えば以下のようなものがあった。 
 
“暦” 

初雪（Ch.ステファン） 
「昨日、机の前に座って授業の復習をしていた時、外はとても寒くて風がざわめいて

いた―どうしてか分からなかったんだけど―何と、雪が降ってるの！僕は机から飛び

立ってできるだけ早く窓の外を見たら、雪が吹きつけていたんだ！」（Falska1928:76）。 
 
“思い出” 

パリセーヴァ（地名）で猫を殺した時のこと（ピオトル） 
「僕がまだ小さくて、パリセーヴァにいた時、そこに全身が白で黒の斑点がある綺

麗な猫がいた。鋭い眼差しをしていて賢く、僕と遊ぶことができた。ある時、僕は

その猫と遊びに出掛け、木に登った。だけどその猫はなぜか登れなかった。それで

僕は怒って木から降り猫のしっぽをつかんだ。すると猫は、まるで人間が泣いてい
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るかのようにもの悲しそうににゃあにゃあ泣いた。それから僕は小屋の端まで飛ん

でいき、その小屋の端に猫の頭を打ちつけ…そして猫を殺した。その後、数回もの

悲しそうににゃあにゃあと泣き、動き、そして最後にまるで何かが猫を持ち上げた

ようになり、そして最後に一度にゃぁと泣き、死んだ…。そして僕はすぐに泣き出

してしまったほど、恐ろしくなった。それから一人の男の子が猫を埋めた…。それ

だけ」（Falska1928:81）。 
 

以上、ナシュ・ドムでは子どもの観察のみならず、ドム・シエロットでは見られなかっ

た“暦”や“思い出”といった方法を通して、個々の子どもの経験や興味関心を理解しよ

うとしていた。 

 
4．小括 

本章では、コルチャックが専属医兼教育アドヴァイザーとして関わったポーランド系の

孤児院ナシュ・ドムを対象に、その院長を務めたマリア・ファルスカの生涯とナシュ・ド

ムの歴史を概観した上で、ナシュ・ドムの教育目的とそれを実現するために採用された教

育方法およびその実際について検討した。本章では第一に、第一次世界大戦中にファルス

カがコルチャックと出会い、彼の独特な実践に触れたことが、その後のファルスカの教育

活動に大きな影響を与えたこと、第二にナシュ・ドムが 1919 年に設立してからワルシャ

ワのビエラヌィに移る 1928 年まで、コルチャックは運営および教育実践に深く関わって

いたが、それ以降、ファルスカが近隣の子どもを対象とする様々な施設を設立していく中

で疎遠になっていったこと、第三にナシュ・ドムでは、ドム・シエロットと多少の違いは

ありながらも同様の教育方法が導入され実践されたが、個々の子どもよりも子ども集団や

社会により重点があったことが明らかとなった。 
第一の点について、ナシュ・ドムの院長を務めたマリア・ファルスカは第一次世界大戦

中、キエフの寄宿舎の施設長をしており、その時にコルチャックが彼女のもとを訪れ、子

どもの自治を組織し、新聞の発行を始めた。この時ファルスカはコルチャックの思想、そ

して独特の実践に魅力を感じたと考えられる。終戦後、ワルシャワに戻ったファルスカは

コルチャックのもとを訪れ、一緒に仕事をするようになった。その中で、労働者階級の子

どものための孤児院ナシュ・ドムが 1919 年に設立され、ファルスカは院長として、コル

チャックは専属医兼教育アドヴァイザーとして、その運営と教育実践を共に行うことにな

った。 
第二の点について、ナシュ・ドムは設立当初ワルシャワ近郊のプルシュクフにあり、労

働者階級の孤児や貧しい家庭の子ども約 50 人を受け入れていた。ナシュ・ドムの運営は

労働組合に委ねられており財政基盤は非常に脆弱であったため、1921 年にナシュ・ドム協

会が設立された。コルチャックは理事のメンバーとなりその運営に精力的に携わると同時

に、週に 1、2 度ナシュ・ドムを訪問し、教育実践に関わっていた。ナシュ・ドムの財政

状況は、協会の理事にユゼフ・ピウスツキの妻が入ったことで好転した。ポーランド国家

が経済危機に陥る直前の 1928 年、ナシュ・ドムはワルシャワのビエラヌィに新しく建て

た建物に移り、90 人の子どもを受け入れた。ワルシャワ移転後、ファルスカは孤児院のみ
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ならず、ブルサや幼稚園、集会所の開設、図書館の併設、半日サマーキャンプの実施など、

ナシュ・ドムの近隣に住む労働者階級の子どもを広く対象とする事業を展開した。その一

方で、この頃からコルチャックはナシュ・ドムともファルスカとも距離を置くようになり、

1935 年ころには完全に関係を断ったといわれている。 
第三の点について、1928 年以降のナシュ・ドムの教育実践について記した資料がないた

めビエラヌィでの実践については不明であるが、プルシュクフ時代の実践はコルチャック

の考えやドム・シエロットでの経験をもとにファルスカによって展開された。ナシュ・ド

ムでは、子どもが生活（人生）の準備をし自立することを目的に、また子どもが積極的に

「自分の意見を述べる」機会を確保することを目的に教育実践が行われた。そこでは、「合

意、交渉、契約」を基礎とする“係り仕事”や“仲間裁判”、“自治評議会”といった組織

を通して、子どもたち自らが生活する上で必要な家事仕事を担ったり、生活上のあらゆる

問題を解決したり決定したりしながら「公正と友好と平等の権利および義務を原則とする

子ども社会」を形成することが、また教育者は「絶対的な権力者」ではなく、子どもの「協

力者」であることが目指された。また同じく“係り仕事”を通して生活している場の運営

に参加したり、“新聞”や“広報”を通して身の回りで起こっているあらゆる出来事を知っ

たりすることで、自ら「集団生活の様式」に適応することが目指された。そして“住民投

票”や“市民の等級づけ”、“名誉回復の裁判”、様々なリスト、“賭け”によって、自分自

身を理解し、「自己改善」や「自制」「克服」のために、また「社会の要求や必要に適応し

たり従ったり」するために努力することを促した。一方、教育者に対しては、子どもを「理

解し、子どもと合意に達すること」を、そのために「注意深い臨床的な観察」をすること

を要求していたが、それのみならず“暦”や“思い出”といった方法を導入し、個々の子

どもの経験や興味関心を理解しようとしていた。このようにナシュ・ドムでは、多少の違

いはあるものの、ドム・シエロットと同様の教育方法が導入され実践された。しかし、フ

ァルスカが「社会の要求や必要に適応したり従ったり」することを強調しているように、

また他者との比較を通して自分自身を知ることを強調しているように、ここでは個々の子

どもではなく、子ども集団や社会により重点があった。 
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第 6 章 ドム・シエロットの危機と教育実践の継続（1929-1939 年） 
 
1．はじめに 

本章では、ポーランド国家が経済危機に陥った 1929 年から第二次世界大戦が開戦する

1939 年までの時期を対象に、ドム・シエロットの生活や教育実践がどのように展開されて

いたのかについて明らかにする。 
世界大恐慌から第二次世界大戦に向かっていくこの時期、ポーランド国家は恐慌の影響

を受けて経済危機に陥り、また反ユダヤ扇動や行動が広まっていくなど、ドム・シエロッ

トを取り巻く環境が危機的な状況になっていったと考えられる（ティフ 2006:104-105）。
また、1933 年にコルチャックがドム・シエロットから住まいを移し、1937 年にはヴィル

チンスカも実践から離れるなど、設立から 20 年以上にわたって運営と子どもの養育およ

び教育に従事してきた二人がいなくなった。 
コルチャックは 1932 年にドム・シエロット出身の元教え子に宛てた手紙の中で、「世界

においてもポーランドにおいても、そしてドム・シエロットにおいても悪く賢明でない。

ますます大きな不安が取り巻いている。誰に仕事を委ねようか、得た経験の成果をどのよ

うに人々に伝えようか」と、ドム・シエロットを取り巻く状況が良くないことを指摘し、

仕事を引き継ぎたい胸の内を明かしている（Korczak1932:177）。1933 年 2 月にドム・シ

エロットから引っ越した後、先とは別の元教え子への手紙の中で「疲れて、年老いて、ド

ム・シエロットでは不必要に感じる、だから退いたのだ、というよりむしろ追い出された

のだ」と告白している（Korczak1933:181）。またヴィルチンスカが友人宛てに書いた 1933
年 2 月 12 日付けの手紙には、コルチャックは週に 3 日間、ドム・シエロットとナシュ・

ドムで過ごし、残りの 4 日間は自分の仕事をしていると記されている（Falkowska1997:25）。
その 2 年後、コルチャックは知人宛ての手紙の中で、「月曜日は取り調べの裁判官のもと

で子どもの聴き取り、火曜日と水曜日は図書館、木曜日と金曜日はナシュ・ドム、金曜日

と土曜日はドム・シエロット、日曜日は執筆。その上、講義や会議、その他に色んなやっ

かいな用事がたくさんある」と記しており、孤児院を離れている時にも多忙な生活を送っ

ていたことがうかがえる（Korczak1935:194）。一方でヴィルチンスカは、1931 年に 2 か

月間パレスチナを訪問し帰ってきた際、大きな変化も問題もなくドム・シエロットの秩序

が保たれていたことを機に、自分は必要でないと思い始めたという（Falkowska1997:23）。
ヴィルチンスカは 1932 年にドム・シエロットから退く決意をしたが、1933 年にコルチャ

ックが出て行き、再び彼女に責任が重くのしかかるようになったため、残らざるを得なく

なった（Falkowska1997:24,26）。その後 1934 年と 1935 年にパレスチナを訪問し、3 度

目の訪問後にパレスチナに移住することを決意し、1937 年 7 月に 26 年間過ごしたドム・

シエロットを離れた（Falkowska1997:28-29）。 
この時期コルチャックは様々な仕事を引き受け多忙な生活を送っていた。また 1930 年

の時点で 52 歳であり、疲労や体調不良などが出てもおかしくない年齢である。しかし疲

労や体調不良だけでなく、コルチャックもヴィルチンスカもドム・シエロットにとって自

分は不必要だと感じていたことが手紙の文面から読み取れる。設立から長年にわたりド
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ム・シエロットの運営と実践に携わってきた二人がどうしてこのように感じたのか、その

背景について言及した研究はポーランドにも日本にも存在しない。 
そこで本章では、まず当時の経済危機下のポーランド国家の児童保護の状況について、

続いて孤児救済協会の事業やドム・シエロットの運営状況について明らかにする。その上

で、ドム・シエロットの教育実践がどのように展開されていたのかを明らかにし、コルチ

ャックとヴィルチンスカが自身を不必要だと感じた背景を見ていく。 
 
2．児童保護分野における経済危機の影響 
（1）保護を要する子どもとポーランド国家の対応 

世界大恐慌は、1929 年頃から本格的にポーランド国家に影響を及ぼし始めた。その影響

はヨーロッパ諸国の中で最も深刻であり、特にポーランドの農業や工業に大きな打撃を与

えた。その結果、農民や労働者の生活環境が悪化し、失業者が溢れた 1（伊東 1988:126, 
Balcerek1978:204-205）。それはまた子どもや青年の生活にも大きな影響を与えた。住環

境の悪化や飢えにより病気が蔓延し、医療衛生の欠如から死亡率が高まった。特に乳児死

亡率が高く、1932 年には 712,000 人の出生児の約 13.8％が 1 年以内に死亡したといわれ

ている（Balcerek1978:206）。乳児の中でも特に未婚の母親のもとに生まれた子どもの状

況は厳しく、生活資金だけでなく住む所さえないこともあり、棄児となることもしばしば

であったという 2。また両親から十分な保護養育を受けられずに放置され、極度の飢餓状

態にある子どもは街を放浪していた 3（Balcerek1978:206-207）。労働者階級の子どもは

両親のもとで暮らしてはいるものの、その生活水準は低く、経済的困窮や病気により学校

に通えない子どもが多数いたという 4（Balcerek1978:209-210）。普通学校の就学率は 1929
年から 1933 年にかけて顕著に低下し、1928 年度に学校に通えていない子どもが 121,000
人であ ったのに対し、 1932 年度には 737,000 人以上であったといわれている

（Balcerek1978:222）。このように、戦災孤児の保護が課題であった終戦直後の数年間と

は異なり、この時期は両親とも生きてはいるが必要な保護および養育が受けられない「婚

外子」や「放置された子ども」の全面的保護の必要性と労働者階級の子どもの健康回復お

よび教育の必要性が特に高まった 5。 
しかし経済危機の影響を受けて、ポーランド国家の財政が悪化したため、教育や文化、

健康、社会的保護や労働の保護に対する予算が削減された。そのため労働・社会保護省は、

このような病気の子どもや貧困により学校に通えない子ども、社会的保護を要する子ども

1 国民所得は 1929 年から 1933 年までの間に 25％も下落した（伊東 1988:126）。 
2 未婚の母のもとに生まれた子どもは全出生児の 6％を占め、例えば 1931 年には 57,000
人が「婚外子」であった（Mały rocznik1937:48）。運よく助かり施設で暮らす「婚外子」

の子どもは、1932 年はワルシャワに 1,500 人以上いたと言われている。 
3 家がなく放浪する子どもは各県の都市に 1,000 人から 2,000 人いたと言われている

（Balcerek1978:206-207）。 
4 例えばワルシャワには、経済的困窮により服や靴が買えず、あるいは病気により学校に

通っていない義務教育年齢の子どもが 1930 年に約 20％いた（Balcerek1978:209）。 
5 当時ポーランドでは 300 万人以上の子どもおよび青年が保護と援助を必要としていたと

言われている（Balcerek1978:212）。戦後直後と同様、この時期の保護の性格は生きるた

めに必要な最低限のものを保障するという特徴をもっていた（Balcerek1978:247）。 
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の生活環境を改善すべく有効な対策を十分に取ることができず、またこれまでに築き上げ

てきた児童保護政策を遂行することもできなかった（Balcerek1978:212-213）。唯一、1930
年と 1931 年に労働・社会保護省が出した回状は、仕事に就けず自立困難な施設出身者の

ことを踏まえ、退所後も子どもと連絡を取り、仕事を見つける手伝いや助言、金銭的援助

をするよう施設に勧告し、また入所している間に自立に向けた準備をするよう提案した

（Kępski1991:37, Domżał2009:36）。しかし 1933 年に政府は、集会所、幼稚園、サマー

キャンプ 6などの部分的保護や代理家族による保護養育の教育的効果を根拠に施設外の保

護の充実を目指し、経費のかかる施設保護を抑制することを決定した（Balcerek1978:211）。
そして同年に出された回状では、各地域の当局に対して児童保護分野における“合理的節

約”が義務づけられた。その内容は「同様のあるいは似た特徴をもつ小規模保護施設の合

併」と「厳密な選抜によって、施設で養育されている子どもの数を縮小」し、代理家族の

もとに送るか、16 歳になれば自立させること、そして「食費やその他のニーズに対する保

護・養育施設の経費の削減」であった（Balcerek1978:215）。その結果、国家の財政によ

って運営されている養育施設が特に減少し、1933 年度の夏に 3,600 人いた入所者数は、

1935 年度には 1,600 人に減少した（Balcerek1978:215）。 
ポーランド国家の経済危機は他の西欧諸国よりも長引き、1936 年頃からようやく景気が

回復し始めた。この 1936 年から第二次世界大戦が開戦する 1939 年までは、児童保護関連

の法令が整備されたり、制度が整えられたりしたわけではなかったが、教師や知識人など

が子どもの置かれた状況を改善し、保護の権利を実現するという課題に取り組んだ時期で

あった（Balcerek1978:263-264,289）。1938 年 10 月には「全国子ども大会」が開催され、

教師や活動家、国家および地方公共団体の関係者、社会団体の代表など約 1,500 人が参加

し、子どもや子どものニーズに対する社会の対応や子どもと青年の基本的な権利に関する

問題について議論した（Balcerek1978:278-279）。 
しかし国家および地方公共団体は経済危機から回復した後も児童保護のための支出を

減らしていき、労働者や農民の多子世帯、一人親世帯、失業者世帯などの経済的に厳しい

家庭の子どもに対しては、経費が多くかからない部分的保護で対応しようとした。部分的

保護では物質的援助の他に、親が働いている間の居場所として託児所や幼稚園、児童館、

また子どもの発達や養育について助言、援助をする相談所や診療所、健康回復を目的とす

るサマーキャンプや半日キャンプが、十分ではないものの増加した。また、この時期には

少なくなっていた孤児や「半孤児」、そして増加した「婚外子」や「放置された子ども」な

どに対する全面的保護は、施設保護から経費のかからない代理家族の保護へと移行が促さ

れた 7。その結果、以下に見るように施設数が減少していき、代理家族による保護は 1936
年に 6,175 件（利用者数 8,173 人）だったのが、1938 年には 8,447 件（利用者 15,087 人）

に増加した（Balcerek1978:312）。 

6 この時期、サマーキャンプ活動の効果が注目され、広く展開された（Balcerek1978:249, 
Domżał2009:93-94）。第 1 章の脚注で示したように、1923 年のサマーキャンプ利用者は

20,000 人であったが、1937 年には 400,000 人に増加した（Łempicki 1937:554）。 
7 施設保護の場合、1 人あたり 1 か月に 30-60 ズォティの費用がかかったが、代理家族の

保 護 の 場 合 は 1 人 あ た り 1 か 月 に 10-30 ズ ォ テ ィ の 費 用 で あ っ た と い う

（Balcerek1978:311-312）。 
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また 1930 年代を通して、国家は児童保護活動―特に施設保護―にあまり関与しなくな

っていき、地方公共団体はその地域の保護活動の調整と促進に役割を縮小していった。し

たがって、次で見るように社会団体や宗教団体等の民間団体の活動が再び活発になった 8。 
 
（2）民間団体が運営する養育施設の増加 

以下の表 6-1 には、資料のある限りで 1930 年から 1937 年までの養育施設の数と利用者

数を運営団体別に示した 9。 
 
表 6-1 運営団体別養育施設数および利用者数 
 1930 年 1932 年 1934 年 1935 年 1936 年 1937 年 
施設数(ワルシャワ) 

利用者数 
860 

40,462 
887 (78) 
44,177 

882 (80) 
42,484 

910 (83) 
42,982 

881 (76) 
41,975 

859 
42,013 

地方公共団体 不明 148 (6) 
9,926 

118 (4) 
9,017 

103 (5) 
7,347 

98 (2) 
6,799 

82 
6,072 

社会団体 不明 471 (60) 
19,786 

492 (67) 
19,901 

518 (66) 
20,669 

499 (58) 
20,280 

500 
20,957 

修道会 不明 128 (4) 
6,971 

121 (4) 
6,112 

137 (3) 
6,793 

142 (4) 
7,107 

140 
7,482 

宗派団体 不明 48 (2) 
1,899 

54 (2) 
1,872 

47 (3) 
1,434 

56 (4) 
2,119 

61 
2,333 

財団 不明 68 (6) 
4,588 

59 (3) 
3,828 

71 (6) 
5,022 

61 (7) 
4,503 

65 
4,854 

私人 不明 12 (0) 
525 

11 (0) 
559 

11 (0) 
454 

10 (0) 
195 

10 
221 

不明 不明 12 (0) 
482 

27 (0) 
1,195 

23 (0) 
1,263 

15 (1) 
972 

1 
94 

（出典）以下の資料をもとに作成：Mały Rocznik 1932,1934,1936,1937,1938,1939, 
Kacprzak i Rudzińska 1933, Rudzińska 1935 
 

1929 年、1931 年、1933 年の全体の施設数と利用者数は不明であるが、1935 年をピー

クに減少傾向にあることがわかる。また 1930 年の運営団体別施設数と利用者数は不明で

あるが、1932 年から 1937 年にかけて、地方公共団体が運営する施設の割合が 17％から

10％へと減少し、社会団体が 53％から 58％へと増加していることがわかる。また修道会

は 14％から 16％に、宗派団体 10は 5％から 7％に微増していることから、この時期、社

8 この時期、慈善団体の数がかなり増え、1934 年にはポーランド全体で 1,145の様々な社

会団体、聖職者団体が社会的保護に携わった（Balcerek1978:215）。特にワルシャワやウ

ッジ、ルブリン、ラドムなどの大都市で活動が展開された。 
9 『小統計年鑑』は 1939 年度も刊行されたが、1938 年度および 1939 年度の施設数等に

関する情報は掲載されていない。 
10 宗派団体は修道会を除くキリスト教宗派団体とユダヤ教団体を指すと考えられる。
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会団体や宗教団体などの民間団体が公的機関に代わって児童保護活動を担うようになった

ことがわかる。利用者数についても地方公共団体が運営する施設に入所している子どもは

全体の 22％から 14％へと減少し、社会団体は 45％から 50％に増加した。また私人が運営

する施設に入所している子どもの割合は変わらなかったが、修道会が 16％から 18％に、

宗派団体が 4％から 6％に、財団が 10％から 12％に微増した。このように民間団体の施設

が社会的保護を必要とする子どものほとんどを抱えるようになっていった。さらに 1933
年の回状の“合理的節約”の影響と考えられるが、運営団体別の施設数の割合と利用者数

の割合との比較から、地方公共団体の施設の方が社会団体の施設よりも 1 施設あたりの利

用者数が多かったことがわかる（Mały Rocznik 1934:157, 1935:182, 1936:203, 1937:277, 
1938:278, 1939:289, Kacprzak i Rudzińska 1933:375, Rudzińska 1935:574）。 

1930 年代は施設種別の数も把握されており、それによると乳児院が全体の 5％、孤児院

と青年のための施設であるブルサが合わせて 88-89％、特別な支援を要する子どものため

の施設が 6-8％を占めており、それぞれの割合は 30 年代を通して一定していた（Mały 
Rocznik 1934:156, 1935:181, 1936:202, 1937:277, 1938:278, 1939:289, Kacprzak i 
Rudzińska 1933:374, Rudzińska 1935:573）。1920 年代は、1927 年度を除いて、施設種

別にその数が把握されていないため比較することはできないが、1930 年代になってようや

く 1925 年の回状でその設立を勧告された、教育的医療的に特別な支援を要する子どもの

ための専門施設の数が把握されるようになり、その必要性が認識されるようになったとい

える。 
1929 年以降、ポーランド国家は経済危機に陥り、児童保護分野に深刻な影響を及ぼした。

1933 年の回状で“合理的節約”が勧告された結果、公的機関が運営する施設は減少し、

1928 年の大統領令「県立保護養育施設の建設及び維持」も実現されなかった。その一方で、

この時期は経済危機によって再び児童保護の必要性が高まったため、社会団体や宗教団体

などの民間団体がその役割を担うようになっていった。また経済危機から回復した後も公

的機関の児童保護に対する支出や関与は減少していったため、経費のかかる施設保護から

代理家族への保護へと移行し始め、養育施設数は減少していった。 
 
3．孤児救済協会の事業縮小とドム・シエロットの運営 
（1）孤児救済協会の財政難 

孤児救済協会は設立以降、第一次世界大戦中の 1916 年から 1918 年までを除き、収入の

半分以上を会費と寄付金に頼っていた。しかし、1928 年頃から経済危機の影響を受けて、

会費と寄付金の占める割合が少なくなっていき、収入額も減少していった。そのような中

で協会は何とか会員を確保し収入を安定させようとしたが、第一次世界大戦以前のように

1,000 人を超すことはなかった。 

1931 年の宗派別構成比は、ローマ・カトリックが 64.8%、ギリシア・カトリックが

10.4%、ロシア正教が 11.8%、プロテスタントが 2.6%、キリスト教諸派が 0.5%、ユダヤ

教が 9.8%である。またイディッシュ語を話すユダヤ人は全人口の 7.8％でヘブライ語を話

すユダヤ人が 0.8%とされている。1931年のポーランド国家の総人口は 31,915,779人であ

るため、ユダヤ人人口は約 3,130,000人であったと考えられる（伊東 1988:100）。同じ年、

ワルシャワには約 350,000 人のユダヤ人が住んでいた（ティフ 2006:62）。 
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1933 年 11 月 26 日に協会設立 25 周年の記念式典がドム・シエロットのホールで大々的

に開催され、社会保護省の大臣と副大臣、内務省副大臣、ワルシャワ市長、ワルシャワ県

知事の代理、ワルシャワ市健康局長など関係機関の代表が参加した（Sprawozdanie z 
jubileuszowego obchodu 25-lecia:145）。このように多くの要人が記念式典に参加するほど、

孤児救済協会はポーランド国家において注目すべき特別な団体であり、協会が運営するド

ム・シエロットも特殊な孤児院であったといえる。この式典の影響か 1934 年には会員数

が若干回復した。以下の表 6-2 には確認できる 1929 年から 1935 年までの会員数を示す。 
 
表 6-2 孤児救済協会の会員数 

 1929 年 1930 年 1931 年 1932 年 1933 年 1934 年 1935 年 
会員数 882 人 822 人 759 人 673 人 約 650 人 約 700 人 約 750 人 

（出典）以下の資料をもとに作成：XXV lat działalności 1933, Sprawozdanie 1933/1934, 
1934/1935, 1935/1936 
 

以下の表 6-3 には 1929 年から年次活動報告書が存在する 1937 年までの収支の状況と、

収入源である会費と寄付、それ以外の比率を分かる範囲で示した。 
 
表 6-3 孤児救済協会の収入および収入源の内訳と支出 

 収入 内訳（会費：寄付：その他） 支出 
1929 年 218,028 zł 29％：5％：66％ 228,287 zł 
1930 年 232,508 zł 25％：9％：66％ 238,944 zł 
1931 年 179,466 zł 28％：5％：67％ 190,513 zł 
1932 年 169,961 zł 25％：4％：71％ 175,782 zł 
1933 年 100,207 zł (?) 不明 107,455 zł (?) 

124,668 zł (?) 131,916 zł (?) 
1934 年 86,390 zł 45％：11％：44％ 92,590 zł 
1935 年 81,290 zł (?) 不明 89,296 zł (?) 

82,820 zł (?) 90,826 zł (?) 
1936 年 87,368 zł 47％：16％：37％ 91,033 zł 
1937 年 85,517 zł 48％：17％：35％ 93,145 zł 

（出典）以下の資料をもとに作成：XXV lat 1933, Sprawozdanie1930/1931,1931/1932, 
1932/1933,1933/1934,1934/1935,1935/1936,1936/1937, 1937/1938 
 

1929 年度は寄付による収入が、1930 年度は会費や催しによる収入とワルシャワ市庁か

らの補助金が減少したものの、収入総額はそれ以前と同じ水準に留まった。しかし、赤字

額 は 1929 年 度 が 10,259 ズ ォ テ ィ 、 1930 年 度 は 6,436 ズ ォ テ ィ に 及 ん だ

（Sprawozdanie1930/1931:18-21, XXV lat1933:45-46）。続く 1931 年度、1932 年度は会

費、寄付、催しによる収入およびワルシャワ市庁からの補助金が減少したため収入総額が

落ち込み節約を余儀なくされたが、それでも支出を補うことはできず、赤字は 1931 年度
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が 11,047 ズォティで、1932 年度は 5,820 ズォティであった（XXV lat1933:46-47）。 
1933 年度は「手痛い収入の下落で始まった」と年次活動報告書に記されているように、

会費や催しによる収入、ワルシャワ市庁からの補助金と子どもの委託費が減少し収入総額

は前年よりも 45,293 ズォティ少なかった（Sprawozdanie1933/1934:4）。ここからこの年

の収入は 124,668 ズォティであった思われるが、翌 1934 年度の活動報告書には収入総額

が前年よりも 13,817 ズォティ減少し 86,390 ズォティであったとの情報があるため、

100,207 ズォティの可能性もある（Sprawozdanie1933/1934:4, 1934/1935:3）。1933 年度

はドム・シエロット、“ルジチュカ”の養育施設、サマーキャンプ、ブルサの運営費を節約

せざるをえず、「衣服や施設の修理に対する支出の非常に好ましくない縮小」と「食費の削

減」を行ったが、7,248 ズォティの赤字となった（Sprawozdanie1933/1934:3-5,14）。 
続く 1934 年度も会費と寄付、催しによる収入およびワルシャワ市庁の補助金が前年よ

りも減少し、6,200 ズォティの赤字が出た（Sprawozdanie1934/1935:3,14）。会費につい

ては、それが占める割合は大きくなっているが、実際には収入総額が減少しているため

1932 年度と比較して約 3,600 ズォティ減少している。そのため協会は活動報告書を通して

会員の確保を呼びかけた（Sprawozdanie1934/1935:2-3）。 
1935 年度は会費による収入が約 1,000 ズォティ増加したが、ワルシャワ市庁の補助金が

大幅に減少するなど収入総額は 5,100 ズォティ減少し、赤字は前年より増加し 8,006 ズォ

ティであった（Sprawozdanie1935/1936:3）。ここから、この年の収入は 81,290 ズォティ

と予想されるが、1936 年度の活動報告書には前年よりも収入総額が 4,548 ズォティ増加し、

87,368 ズォティであったと記されていることから、1935 年度の収入は 82,820 ズォティの

可能性もある（Sprawozdanie1936/1937:2）。 
1936 年度はポーランド経済が危機から回復し始めたこともあり、協会の会費、寄付、催

しによる収入が増加し収入総額も増加したが、赤字は 3,665 ズォティであった。「ドム・

シエロットやサマーキャンプ、ブルサを維持するための支出を削減したが赤字を完全にな

くすことはできなかった」とあるように、生活水準をさらに下げることなく何とか維持し

ようとしたことがうかがえる（Sprawozdanie1936/1937:2）。 
1937 年度はワルシャワ市庁からの子どもの委託費が大幅に削減されたこともあり 11、

再び収入総額は減少し、また赤字も 7,628 ズォティに増加した。「ここ数年、収入は支出

をカバーできていない。貯蓄を完全に使い果たした後、赤字は 30 年間存続してきた組織

の活動を引き続き縮小するという脅威となる」と、今後の協会の運営を悲観している

（Sprawozdanie1937/1938:3）。 
このように 1929 年から 1937 年までは、ポーランド国家の経済危機が直接協会の財政に

影響を与えた。特に公的機関であるワルシャワ市庁から支払われる補助金や子どもの委託

費が年々減少し、赤字状態が続いた。毎年、年次活動報告書の序文で厳しい財政状況につ

いて言及し、新会員の獲得を訴えたが改善することはなく 1934 年までは特に大きく減少

11 委託費のみならず、ワルシャワ市庁が生活費を負担する子どもの数も減少した。1932
年度までは約 40 人の子どもの生活費をワルシャワ市庁が支払っていたが、それ以降は生

活費の一部負担になった上、人数も年々減少し、1937 年度は 10 人程度の生活費の一部を

支払うのみであった(Sprawozdanie1930/1931,1931/1932,1932/1933,1933/1934, 
1934/1935,1935/1936,1936/1937,1937/1938）。 
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した。そのため協会は節約を余儀なくされ、また次でみるように、1920 年代に拡大してき

た事業を縮小せざるをえなかった。 
 
（2）“ルジチュカ”における事業の縮小 

孤児救済協会は、ワルシャワ郊外の“ルジチュカ”で病弱・身体虚弱児やドム・シエロ

ットの空きを待っている子どものための養育施設を運営し、また 6 月から 9 月の夏季には

協会が保護する子どもと、ワルシャワの他の施設の子どものためのサマーキャンプ活動を

行っていた。 
養育施設では就学前の子どもと学齢期の子ども合わせて約 50 人が生活していた。就学

前の子どもの数は年々増加し、1929 年には幼児 30 人、学齢児童 20 人であったのが、1932
年には幼児 44 人、学齢児童 5 人であった。養育施設の職員は教育者とその他の職員合わ

せて常時 11 人いた（ Sprawozdanie1930/1931:13, 1931/1932:5, 1932/1933:5, XXV 
lat1933:45）。しかし、「手痛い収入の下落で始まった」1933 年度には、養育施設の運営費

を 25,079 ズォティ削減することになり、その結果、子どもの数が減らされた

（Sprawozdanie1933/1934:4-5）。1933 年 9 月までは 49 人（幼児 44 人、学齢児童 5 人）

の子どもが滞在していたが、1934 年 2 月には 17 人（幼児 15 人、学齢児童 2 人）に減少

し、翌 1934 年度には「資金不足から養育施設は運営」することができない状況となり、

以降、再開されることもなかった（Sprawozdanie1933/1934:8, 1934/1935:2-3）。 
サマーキャンプには毎年多くの子どもが受け入れられたが、その数も財政難により徐々

に少なくなっていった。1930 年度と 1931 年度は 6 月から 9 月にかけて協会が保護してい

る子ども約 400 人とワルシャワのオグロドヴァ通りにある孤児院「保護の家」の子ども 200
人が利用し、1932 年度は 7 月と 8 月の 2 か月間で協会の子ども約 300 人と、「保護の家」

の子ども 100 人が利用した（Sprawozdanie1930/1931:13, 1931/1932:5, 1932/1933:5）。
しかし協会の財政が厳しくなった 1933 年度には、サマーキャンプ事業で 4,415 ズォティ

節約することになったため、「保護の家」の子どもは受け入れず、ドム・シエロットの子ど

もと養育施設の子ども合わせて 159 人を 6 月中旬から 8 月中旬まで受け入れただけであっ

た（Sprawozdanie1933/1934:4-5,9）。1934 年度も外部の子どもは受け入れず、6 月中旬

から 8 月中旬にかけてドム・シエロットの子どもと協会の保護を受けている子ども 123 人

がサマーキャンプ施設で過ごした（Sprawozdanie1934/1935:10-11）。それ以降は、ドム・

シエロットの子どもとその兄弟姉妹、そしてドム・シエロット出身者を対象として 6 月中

旬から 9 月初旬まで行われ、1935 年度は 123 人が、1936 年度は 143 人が、1937 年度は

128 人が利用した（Sprawozdanie1935/1936:7, 1936/1937:4, 1937/1938:3）。 
このように孤児救済協会は財政難により養育施設を 1933 年度末に閉鎖し、またサマー

キャンプに受け入れる対象も 1933 年以降制限し、その数を減らしていった。また食費や

生活費も年々節約され、例えば養育施設における食費は 1930 年度で 1 人当たり 1 日 1.53
ズォティであったが、閉鎖直前の 1933 年度には 1.23 ズォティになり、またサマーキャン

プにおける食費は 1933 年度に 1 人当たり 1 日 1.06 ズォティであったが、1935 年度には

0.77 ズォティに抑えられた（Sprawozdanie 1930/1931:13, 1933/1934:9, 1935/1936:7）。 
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（3）ドム・シエロットの生活の維持 
1）入所している子ども 

“ルジチュカ”での事業は縮小していったが、ドム・シエロットの子どもの数はこれま

でと変更なく女子 56 人、男子 51 人、合計 107 人が在籍していた 12。毎年、13 人から 27
人が退所し、同じ数の子どもが入所した。ほとんどの子ども―100 人近く―が普通学校に

通っており、数人がギムナジウムや手工業学校、職業学校などに通い中等教育を受けてい

た。学校に通わずにドム・シエロット内で勉強をしたり、裁縫教室で働いたりしている子

どもは 2、3 人であった（Sprawozdanie 1930/1931:11-12, 1931/1932:3-4, 1932/1933:3-4, 
1933/1934:7-8, 1934/1935:8-9, 1935/1936:6, 1936/1937:3-4, 1937/1938:5-6）。 

設立当初は 7 歳から 14 歳までの子どもを対象としていたが、14 歳になった時点で 1 年

間の滞在延長を申請することができるようになった 13。申請する際には、今後 1 年間でど

のような勉強をするのか、またドム・シエロットでどのような任務を引き受けるのかを明

確にしなければならなかった。その申請が“議会”で認められると、孤児救済協会の会員

で 構 成 さ れ る ド ム ・ シ エ ロ ッ ト 後 見 委 員 会 で 滞 在 延 長 の 可 否 が 審 議 さ れ た

（XXVlat1933:58-59）。経済危機の影響を受けて失業者が増加する中、労働・社会保護省

は 1930 年と 1931 年に施設出身者に対する援助を勧告する回状を出したが、これに関して

孤児救済協会は次のように言及している。「ドム・シエロットを出ていった子どもたちにと

って有給の仕事を見つけるのは困難なため、自立するまで引き続き子どもを保護する必要

が 出 て き て い る が 、 資 金 不 足 の た め に こ の 課 題 を 達 成 す る こ と が で き な い 」

（Sprawozdanie1935/1936:3）。このようにドム・シエロットを退所した子どもたちの不

安定な生活に対する懸念やその援助の必要性を認識しつつも、その実施は現実的に厳しく、

特別な事情がある場合にだけ 1 年の滞在延長を許可することで対応していた。 
 
2）職員とブルサの青年 

財政難により事業を縮小していく一方で、ドム・シエロットの子どもの数が変わらなか

ったことは上述した通りであるが、子どもだけでなく職員の数も大きく変更されなかった。

以下の表 6-4 に年次活動報告書で確認できる 1930 年度から 1937 年度までの職員種別ごと

の人数を示す。 
 
表 6-4 職員種別の人数 
 1930 年  1931 年  1932 年  1933 年  1934年  1935 年  1936 年  1937 年  

教育  3 人  4 人  3 人  3 人  3 人  3 人  2 人  4 人  
管理  9 人  9 人  9 人  7 人  9 人  9 人  10 人  9 人  

レッスン  5 人  6 人  5 人  4 人  3 人  3 人  3 人  3 人  
医療  0 人  0 人  1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  

合計  17 人  19 人  18 人  15 人  16 人  16 人  16 人  17 人  

12 1936 年度のみ女子 57 人、男子 50 人であった（Sprawozdanie 1936/1937:6-7）。 
13 何年から可能になったのかは不明であるが、1927 年の時点ですでに退所年齢に達した

子どもが 1 年の滞在延長を申請する仕組みを取り入れている（Korczak 1927a:221）。 
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（出典）以下の資料をもとに作成：Sprawozdanie 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 
1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938 
 

1934 年度の年次活動報告書の冒頭に「養育施設にとって信頼でき、責任感が強く、長く

続く職員を獲得することがいかに難しいか、誰もが分かっている。ドム・シエロットの家

政婦、裁縫教室や事務室の職員、女性教育者、男性教育者、調理婦、看護師、これらはみ

な私たちの教え子であることは大きな成果だと認めなければならない」とあるように、ド

ム・シエロットでは出身者が職員として働いていた（Sprawozdanie1934/1935:2）。 
また職員の内、放課後のレッスンを担当したり授業の復習をみたりする職員はブルサの青

年であった。ブルサの青年には生活費の代わりにドム・シエロットの家事仕事に携わるか、

子どもたちの教育に携わる義務があり、「補助的職員」としてドム・シエロットの運営に関

わっていた。以下の表 6-5 に 1929 年度から 1937 年度までのブルサの青年の人数を示す。 
 

表 6-5 ブルサの青年の人数 
 1929 年  1930 年  1931 年  1932 年  1933 年  1934 年  1935 年  1936 年  1937 年  
女  不明  13 人  12 人  7 人  4 人  4 人  6 人  7 人  7 人  
男  不明  5 人  6 人  5 人  7 人  6 人  5 人  4 人  4 人  

計  19 人  18 人  18 人  12 人  11 人  10 人  11 人  11 人  11 人  
（出典）以下の資料をもとに作成：Sprawozdanie 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 
1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, XXV lat 
 

この時期、ブルサには 18 歳から 26 歳までの青年が、1 年間あるいは数年にわたって滞

在した。ほとんどが大学等の高等教育機関に通っていたが、女子の中にはドム・シエロッ

トで実習をしている者が 2、3 人、男子の中には工房で働いている者が 1 人いた。またブ

ルサの青年の中にはドム・シエロット出身者も 1、2 人含まれていた 14。1923 年度から「補

助的職員」としてドム・シエロットの運営に携わり、必要不可欠な存在となっていたブル

サであったが、財政状況の悪化とともに 1932 年以降、受け入れ人数が減少した。そして

1936 年度の年次活動報告書で「資金不足のため、来年には完全に撤収しなければならない」

と予告され、1937 年 6 月に閉鎖された（Sprawozdanie1936/1937:2）。 
 
3）ドム・シエロットの生活 

ドム・シエロットの 1 日のスケジュールはこれまでと大きく変わることなく、午前 6 時

に起床、その後「肝油を飲んだり包帯をまいたりする」など必要な医療処置が行われ、午

前 7 時に朝食を食べた。普通学校に通う子どもは午前の部と午後の部の 2 つのグループに

分かれており、午前の部の子どもたちは朝食後登校し、午後の部の子どもたちはドム・シ

エロット内で授業の復習をしたり、“係り仕事”をしたりした。午前 11 時に午後の部の子

どもたちは 2 回目の朝食を食べ―午前の部の子どもたちは学校に持っていく―、それから

登校し、午後 2 時に学校から帰ってきた午前の部の子どもたちが昼食を食べた。そして午

14 1930 年度のみドム・シエロット出身者が 5 人いた（Sprawozdanie1930/1931:12）。 
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後 5 時に午後の部の子どもたちは昼食を、午前の部の子どもたちはおやつを食べた

（Librader1933:14）。放課後にはこれまでと変わらずドム・シエロット内で様々なレッス

ンを受けたり授業の復習をしたりした。1920 年代は全員が毎日ヘブライ語と体操のレッス

ンを、週に 2 回歌のレッスンを受けていたが、この時期は、ヘブライ語は全員が受け 15、

体操や歌、音楽は任意であった（XXV lat1933:55-56）。 
1935 年度の年次活動報告書に「ドム・シエロット内の生活様式は変わっていない。学習

と遊びが織り交ざった、子どもたちにとって陽気で楽しく有益な時間が流れている。子ど

もたちは幼児期の困難な経験を経て、身体的にも精神的にも成長している」と記されてい

るように、ドム・シエロットの生活様式はこれまでと変わらず、子どもたちの発達の保障

に努めていた（Sprawozdanie1935/1936:4）。 
しかし協会の収入の減少に伴ってドム・シエロットの運営費も節約され、1930 年度に 1

人当り 1日 1.4 ズォティであった食費は 1935年度に最も少なくなり 0.73ズォティに、1930
年度に 1 人当り 1 日 2.71 ズォティであった生活費は 1934 年度に最も少なくなり 1.77 ズ

ォティになるなど、生活を切り詰めていた（Sprawozdanie1930/1931:12, 1934/1935:9, 
1935/1936:6）。また体重増加の平均は 1930 年度が 1.6 kg、1931 年度が 1.7 kg、1932 年

度が 0.5 kg と 1932 年度に極端に減少した。週に一度の体重測定はこの時期も継続して行

われていたと思われるが、年次活動報告書への記載は 1930 年度から 1932 年度までしかな

いため、食費の節約によるものかどうか定かではない。しかし、1926 年度の活動報告書に

示されている体重増加の平均が 3.0 kg であることを考慮すると、この時期の食費の節約の

影響が大きいと考えられる（Sprawozdanie1926:3）。 
以上、この時期は経済危機の影響を受けて孤児救済協会の財政状況が悪化し、その結果、

“ルジチュカ”の養育施設を閉鎖し、サマーキャンプに受け入れる子どもの数も減らして

いった。その一方でドム・シエロットの子どもの数は減らさず 107 人を維持し、また職員

の数もわずかに減少したものの、第一次世界大戦中のように大きく変動することはなかっ

た。ドム・シエロットに併設されていた青年のための施設ブルサは、子どもたちの教育機

会を充実させ、生活を支える上で重要な存在であったが、維持することが難しくなり 1937
年度に閉鎖された。またドム・シエロットにおいても節約を余儀なくされ、食費や生活費

は年々減少していった。このように 1930 年代は孤児救済協会にとっても困難な時代であ

ったが、何とかドム・シエロットの生活様式を大きく変えることなく、子どもの発達の保

障に努めていた。 
 
4．「労働」の継続 

15 「1929 年 12 月 7 日」の日付がある“広報”には「多くの子どもたちがいつかパレスチ

ナに行き、農業に携わりたいと夢見ている。ヘブライ席がさらに 2 つ設けられた。そこで

は食事中、ヘブライ語で話す」と記されている（Komunikaty 7 grudnia 1929:190）。ま

たパレスチナに移住したドム・シエロット出身者も多数おり、コルチャックとヴィルチン

スカは彼らに手紙を送ったり、訪問したりして関わりを持ち続けた。ここからドム・シエ

ロットではパレスチナへの移住を念頭に置き、ヘブライ語の教育をしていたと考えられる

が、コルチャックや孤児救済協会がシオニズム運動を支持していたという記録は見当たら

ない。 
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1929 年以降は新しい教育方法が導入されたという記録はなく、毎週の体重測定は継続さ

れ、また生活に必要な家事仕事および年少者の養育を担う“係り仕事”と“後見委員会”、

生活上の問題について解決や決定を行う“仲間裁判”、“裁判評議会”、“議会”、“会議”、そ

して“娯楽サークル”と運動クラブ、情報や意見を伝達・交換・共有する“掲示板”と“週

刊ドム・シエロット”、自分自身を理解し自己教育を促す様々なリストや“住民投票”、“市

民の等級づけ”、“清潔の等級づけ”、“名誉回復の裁判”、“賭け”、プライバシーや財産を保

障する 16“公証簿”、“静寂の部屋”、“鍵つきロッカー”といった教育方法は変わらずに機

能し、子どもたちは毎週土曜日の午後に家族や親戚を訪問していた（Icek 1932, XXV lat 
1933, Edwin 1933, Librader 1933, Librader 1934）。以下では、コルチャックが正常な発

達にとって「合理的な唯一の教育的ファクター」として、これまで教育実践において重視

してきた「労働」がこの時期、どのように実現されていたのか見ていく。 
 
（1）生活に必要な家事仕事および年少者の養育を子どもたちが担う方法 

“係り仕事”はこれまでと変わることなく継続され、子どもたちはドム・シエロット内

の様々な家事仕事に従事していた。また“各階の責任者”は自分が担当する区域の係りの

子どもを管理監督したり、教え助けたりする他、担当する“係り仕事”の子どもの様子を

日誌に記すという、コルチャックが青年期から特に重視していた観察と記録を行っていた。

以下に、“各階の責任者”である女子ヤジャ・ヴァインシュトク（Jadzia Wajnsztok）の

日誌の一部を紹介する。 
 

（1931 年 3 月 16 日）…Srul は寝室で種を食べ、その皮を窓辺に置いている。Josek
にマットのほこりを叩くように命じたが、鐘がなるまでずっと待ち、授業に行って

しまった。Jakóbek は雑な掃き掃除をしている。Szlojme はものすごくのろのろと

している。私は Josek を裁判に訴えた。Wolf は朝食後、ラシャをきれいにするため

に来なければならなかったが来なかった。 
（3 月 17 日）Szlojme は係り仕事の間、掃除をするよりも遊んでいる方が多い。

Wolf は と て も い い 加 減 に ラ シ ャ の ほ こ り を は た い た （ Zeszyt Jadzi 
Wajnsztok1931:85）。 

 
このように、“各階の責任者”である女子は日誌に、“係り仕事”を怠けている者につい

て記している。また次の日にはコルチャックが自分の日誌に対して返事を書かないことに

ついて不満を述べた。それに対し、コルチャックは次のように答える。 
 

彼らが素晴らしくないのは確かである。もし彼らがこのようでなかったならヘ

ンドルィクさん（ブルサの青年）も各階の責任者も必要ないだろう。種（を食べ

たこと）、ラシャのほこりを払わなかったことなど。君がこのことを書いてよかっ

たと思っている。しかしこれらは些細なことなのである。私にとって重要なのは、

16 1929 年以降の資料には“郵便箱”、“落し物入れ”、“売店”、“貸付・貯金窓口”

に関する記述がないため、継続されたのかどうかは不明である。 
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子どもたちが寝るために、良い空気であるために、咳をしている人や鼻水が出て

いる人がそれほどたくさんいないために―子どもたちが健康で元気いっぱいでい

るために、（何が）どのくらい必要かということであり、これについて気にかけな

ければならないのだ。全てについて時間がなく、私は助けを必要としている。…

君はうまくやっているように見えるから、私にとってはそれで十分だ。口出しを

しない、利益ではなく損害をもたらすだろうから。君に嫌悪を与え始めたら最悪

だから。（中略）（前の係り仕事では）君に対する不平もあった、君は、他のどの

労働者も人間もそうであるように、完璧ではない。（中略）―何のために口出しを

しなければならないのか―これは君の問題だ。失敗をしながら、その結果を受け

ながら、人生において君を待ち受けているより困難な課題への経験を通して成長

するのだ。彼らの、また君の係り仕事は養育し教育する責任がある。もしそうで

なければ、掃除をしてくれる誰かを雇った方がより快適だ（ Zeszyt Jadzi 
Wajnsztok1931:86）。 

 
以上の日誌に対するコルチャックのコメントから、“各階の責任者”が“係り仕事”を

怠ける子どものことを教育者に訴え、教育者がそれを指導するという関係ではなく、“各階

の責任者”やブルサの青年が、管理監督し、援助するという関係が貫かれていることがわ

かる。またそこで問題が生じた場合は子どもたちによる“仲間裁判”で解決していた。そ

してコルチャックは、管理監督をする立場である“各階の責任者”も完璧な人間ではない

ため、“係り仕事”を通して、より良い生活や人生について学んだりしながら成長すべきだ

と考えていた。またコルチャックにとって重要なのは「子どもたちが健康で元気いっぱい

でいるために、（何が）どのくらい必要かということ」であると述べているように、教育者

の役割は発達の保障であるという考えを持っていた。 
また“後見委員会”もこれまで通り機能しており、新しくドム・シエロットに入所した

子どもや“議会”から“やっかいな新参者”の名前を与えられた子ども、第 900 条 17の裁

判判決を受けた子どもに後見人がついた。後見人を希望する者は、全体会議の時に立候補

した上で、投票によって選ばれる。男子の後見人は男子が、女子の後見人は女子が務めた。

新参者の後見人は 3 か月間にわたりドム・シエロットの規則を教えたり、相談にのったり

した。また“やっかいな”子どもの後見人は注意をしたり、助言をしたり、過失の責任を

取ったりするなどして一定期間、面倒をみることが期待されていた。後見人は“各階の責

任 者 ” と 同 様 、 日 々 の 様 子 や 出 来 事 を 日 誌 に つ け た （ XXV lat 1933:54-55, 
Librader1933:12）。子ども向け雑誌『小評論』に掲載されたドム・シエロットに関するル

ポルタージュには次のように書かれている。「後見人は忠告したり、助言したり、落ち着か

せたり、助けたりしなければならない。したがって好かれていて真面目な男子と女子にし

かできない。大変な労働だが、それはしばしば彼らにたくさんの満足を与える。“やっかい

な 新 参 者 ” を き ち ん と し た “ 住 人 ” に 育 て る 、 こ れ は 大 変 な こ と で あ る ！ 」

17 第 900 条は「裁判所は A のために後見人を探す。二日以内に後見人が見つからなけれ

ば A は退所させられる。判決は新聞で発表される」という判決である（Korczak 
1920c:313）。 
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（Librader1933:12-13）。以上の記述から、ここでも教育者が管理監督し指導するのでは

なく、子どもたち同士が管理監督し合ったり、互いに教え合ったりする体制ができていた

といえるだろう。 
ドム・シエロットの生活に必要な家事仕事および年少者の養育を子どもたちが担う方法

である“係り仕事”や“後見委員会”では子ども同士、あるいはブルサの青年が管理監督

をしたり、助言や手助けをしたりしていた。ここではコルチャックは“各階の責任者”や

“後見人”の日誌を確認するだけで、「口出し」はせず、子どもたち自身が考え、行動し、

学ぶこと、つまり設立時と同様に子どもたち自身が生活や人生について学ぶということを

重視していた。しかしそこでは子ども、特に“各階の責任者”や後見人の負担は大きく、

大変な「労働」であった。また発達を保障することが教育者の課題だという考えも設立時

から持ち続けていた。 
 
（2）子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う方法 

生活上の様々な問題や子ども、教育者、ブルサの青年の間で生じたトラブルは“仲間裁

判”で解決された。“裁判”は週に一度、金曜日に行われ、裁判官 5 人はその週に 1 件の

訴訟もない子どもの中からくじで選ばれた。判決は“裁判法典”に従って下され、その判

決に不服がある場合は“裁判評議会”に控訴し、再度審議してもらうように申請すること

ができた。また特に重要な問題も“裁判評議会”に委ねられた 18。“裁判評議会”は重大

で解決困難な問題について取り扱うため、そのメンバー4 人―1920 年代は 5 人であった―

は固定で、毎年全ての子どもの中から信頼のおける者が選ばれた（XXV lat 1933:57, 
Librader1933:11）。また 1929 年の時点で、“議会”から与えられた市民の等級に不満のあ

る者が要求できる“名誉回復の裁判”が行われていたという記述がある（Icek1932:82）。 
“議会”は、この時期“子ども自治”とも呼ばれ、“住民投票”で選ばれた 10 人の議員

―1920 年代は 20 人であった―で構成された（Librader1933:11）。“議会”の任務は、こ

れまで通り法案の審議や承認、“暦”の決定、“記念絵葉書”の発行 19、“市民の等級”の

決定や“静寂の部屋”の利用資格の付与であった。またこの時期には、祝日や夏休みに家

族のもとで滞在する期間の延長やドム・シエロットでの 1 年間の滞在延長など、「あらゆ

る特権や例外的な使用権」を要求する場合も“議会”で審議されるようになったという。

このように“議会”の任務は多くなり権限を拡大しながら、生活上のあらゆる決定を行う

機関として、最も重要な位置を占め、機能するようになっていった。1933 年に発行された

『孤児救済協会の 25 年間の活動 1908-1933 年』に綴じられている「ドム・シエロットの

規則（Regulamin Domu Sierot）」 20には「ドム・シエロットの支出総額の 0.5％は自治評

18 『小評論』に掲載されたドム・シエロットのルポルタージュには、“仲間裁判”は“裁

判法典”の第 700 条の判決までを下すことができ、“裁判評議会”はそれ以上の第 800 条、

900 条、1,000 条の判決を下すことができたと書かれている（Librader1933:11）。 
19 1930 年までに“議会”が発行した記念絵葉書の総数は 4,779 枚であった。その内のわ

ずが 14 枚が大人に対して出されたもので、14 枚中 6 枚がドム・シエロット以外の大人に

対して出されたものであった（作者不明 1930:73-73）。 
20 1927 年 10 月の省令「保護施設規則」を受けての掲載だと思われるが、「ドム・シエロ

ットの規則」自体はそれ以前からあったと考えられる。ドム・シエロットのブルサの青年
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議会の資金に充てられる」との記述がある（XXV lat 1933:57）。この“自治評議会”とは、

おそらく“議会”のメンバーで構成される組織―Wassercug が記している“立法評議会”

―と思われるが、これ以上の情報がないため、どのような機能を果たしていたのかは不明

である。 
以上、子ども自身が生活上の様々な問題を解決したり、決定したりする“仲間裁判”、“裁

判評議会”、“議会”の 3 つの組織が機能し維持されていく中で、子ども、教育者、ブルサ

の青年はどのような関係性を築いていたのか。「ドム・シエロットの規則」には「罪を犯し

た子どもは職員個人にではなく、現行の法に従わなければならない。職員はこの法に精通

し、それに従わなければならない」とあり、さらにその最後には「ドム・シエロットの院

長と教育主任は、（中略）子どもたちに対して、現行の法を厳密に守る責任を負う」と記さ

れている（XXV lat 1933:56,59）。つまりドム・シエロットでは子どもだけでなく、教育者

やブルサの青年などの職員も、孤児院の法や規則に従う義務があった。以下に、子どもも

教育者もブルサの青年も、ドム・シエロットの法や規則に従っている様子がわかる日誌の

一部を紹介する。 
 

（1929 年 5 月 6 日）…ブルサの青年が、僕を仲間裁判に訴えた。土曜日に 700
条 21の判決が言い渡された。つまり、祖父に知らせるということだ。祖父がきて、

話し合わなければならないだろう。それからガラス枠を外してしまい、85 グロシ

ュ払わなければならなかった。次に、僕はマスクを着け、回転式連発ピストルを

手に持って読書室 22に入っていった。ちょうどその時、先生と出くわした。彼女

はまた僕を裁判に訴えた。読書室では話をするのも、騒ぐのも禁じられているの

で、裁判判決に基づいて、僕は名誉を回復するまで読書室に入る権利を失った

（Icek 1932:81）。 
 
このように例えば子どもが何か過失を犯してしまった時も、教育者やブルサの青年がそ

の場で叱責をしたり罰したりするのではなく、“仲間裁判”で子どもたちが公正に審議し、

“裁判法典”に基づき判決を下した。そして過失を犯してしまった子どもはその判決に従

った。また職員が過失を犯した時にも同じように“仲間裁判”で子どもたちによって審議

され、“裁判法典”に基づいて判決が下された。以上のように、ドム・シエロットでは、子

どもも教育者もブルサの青年も孤児院内の法や規則を遵守していた。 
子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う方法の一つである“仲間裁判”では

訴える権利や訴えられる可能性は子どもだけでなく全ての職員にあったが、裁判で審議し

判決を下すのは子どもたちであった。また“裁判評議会”や“議会”においても様々な問

J.Halpern（イスラエル移住後の姓は Arnon）の手書きのノートの表紙には「1919 年のド

ム・シエロットの規則 ワルシャワ」と「ドム・シエロットの規則 ワルシャワ クロフ

マルナ 92 1931 年」と記されている。ここから 1919 年頃までに作成された「ドム・シ

エロットの規則」に 1931 年に修正や追加がされたと考えられる。 
21 第 700 条は「裁判所は A が非常に悪いことをしたと認める。判決は新聞で発表され、

掲示板に貼り出され、A の家族に伝えられる」という判決である（Korczak 1920c:313）。 
22 “静寂の部屋”と考えられるが詳細は不明。 
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題や要望、意見について審議するのは子どもたちであり、ブルサの青年はこれには参加を

せず、教育者は発言権をもたない書記兼議長役として立ち会った。したがって判断をした

り、決まりをつくったり許可を与えたりする権限は大人にではなく子どもにあり、またそ

の子どもの決定に従って大人も生活をしていた。このようにしてドム・シエロットでは設

立時に計画した「子どもの解放」が実現されていた。また以上の組織は、子どもたちによ

り良い生活や、真実、公正といったことを追求する機会を与えていたといえるだろう。 
 
5．ドム・シエロットの教育実践に対する評価 

ドム・シエロットでは設立後から、子どもの発達について知るために、子どもを解放す

るために、そして施設の精神を改革するために、様々な教育方法が導入され、第一次世界

大戦後にその拡充を図りながら展開された。そして 1930 年代には、このドム・シエロッ

トの教育実践に対して様々な評価がなされた。 
1937 年出版の教育百科事典では、コルチャックの教育体系は次のように評価されている。

「ヘンルィク・ゴールドシュミット（ヤヌシュ・コルチャック）博士は独創的な教育体系

を施設養育に取り入れた。コルチャックの施設は、個人のわがままを抑制するあらゆる法

が、子ども集団や集団を支える大人の経験を通して少しずつ作られた子ども共和国である」

（Encyklopedia Wychowania1937-1939:539）。このように評価された教育体系は、当時に

おいて際立って特徴的なものであったといえるだろう。一方で、この教育体系に対する批

判があったことも事実であり、同百科事典には続けて次のように記されている。「コルチャ

ック博士の教育体系にはたくさんの支持者や模倣者がいる一方で、相容れない敵対者もい

る。特に厳しい批判を呼び起こしているのは子どもと同様に教育者や施設の全ての職員も

対象となる仲間裁判である」（Encyklopedia Wychowania1937-1939:539）。このように、

子どもを主体とする「子ども共和国（rzeczpospolite dziecięce）」を支持する者がいる一方

で、大人も「子ども共和国」の法や規則に従わなければならないことを批判する者がいた。

いずれにせよ、独創的な教育方法を導入、実践し、「子ども共和国」をつくったドム・シエ

ロットは、当時において注目すべき特殊な孤児院であった。 
また別の観点からの批判として、次のようなものがあった。「コルチャックの自治にお

いて大きな位置を占める秩序や管理・行政の問題は子どもたちの関心を引かない。子ども

たちの関心を引くのは何よりもまず、遊びやゲーム、発表会や手作業であり、そこでは子

どもたち自身が喜んで統治する。同様の疑義が裁判の問題にも引き起こされている。子ど

もたちは喜んで裁判に参加していない」（Sobel1932:265-266）。つまり、子どもの自治は

子どもたちの関心に即していないという批判である。コルチャック自身も、「“自治”―そ

れは真剣なもので、職務はお遊びではない」と述べ、決して子どもたちが興味関心を引く

ような楽しいことでないことを認めている（Korczak 1927b:248）。その一方で、「子ども

たちは正直であり、真剣な問題についても喜んで協議することができる」と、子どもたち

が社会を構成する一員、働き手として、問題を解決したり決定したりすることができ、ま

た進んですることができると確信していた（Korczak 1927c:266）。 
さらにドム・シエロット出身者の中にもコルチャックの教育体系に対して批判的な意見

があったとエリアスベルゴーヴァは回想する。彼女によると、1930 年代初頭につくられた
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出身者たちのサークルの中には「後に私たちに援助もせず、闘いや貧困を宣告するのであ

れば、何のために私たちの体重を量り、身長を測ったのか」という意見があったという。

それに対してコルチャックは、「ドム・シエロットは単なる百数十人の子どもの養育の家で

はなく、学問的実験室であり試験所であり、他の人のためのテストである」と述べ、ドム・

シエロットの子どもが 1 年間で 146 フント体重が増加する一方で、73 フントしか増加し

ない施設があること、ドム・シエロットの睡眠時間が 8 時間 30 分であるのに対し、他の

施設では 7 時間であることなどを例に挙げながら、「比較の実験室は不可欠だ」と話した

という（Eliasbergowa:243-244）。 
1913 年の開設式典のスピーチでコルチャックは、ドム・シエロットは健康な子どもに関

する様々な問題を明らかにする「実際の研究領域」であり、子どもを観察し、正常に発達

するためには何が不足していて何が過剰にあるのかを診断し、それを治療する「健康な子

どものクリニカ」であるとした。そしてそれは「すべての子どものため」になり「この先

の 100 年のため」になるとした。このようにドム・シエロットが一般的な孤児院ではなく、

すべての子ども、未来の子どものために研究する孤児院であるという考えは設立から 20
年経過した後も持ち続けていた。また「教育者ははるか先の未来に対して責任をとる義務

があるのではなく、完全に現在の今日という日に対して責任がある」と主張するように、

今、子どもの発達を保障することを重視していた（Korczak1925:130）。 
コルチャックがドム・シエロット開設時から形成し第一次世界大戦後に発展させた子ど

もの「労働」を重視する教育体系は、当時の養育施設や学校、あるいは社会一般で当然の

ものとなっていた子どもと大人の関係を覆し、子ども自身が生活している場の運営に関わ

り、大人がそれを調整しながら共同するという関係を築き、そのことが高く評価された。

一方で、共に生活をする大人も子ども社会の法や規則に従うということに対する批判や、

子どもは自治に関心がないという批判、またドム・シエロット内部からもそこでの実践は

退所後の生活を保障するものではなかったという批判があった。 
 
6．小括 

本章では、ポーランド国家が経済危機に陥った 1929 年から第二次世界大戦が始まる

1939 年までの時期を対象に、ポーランド国家の児童保護をめぐる状況や孤児救済協会の運

営状況、ドム・シエロットの生活や教育実践の展開について検討した。その上で、この時

期になされたコルチャックの教育実践に対する評価について言及した。本章では、第一に

経済危機に陥り、子どもの保護の必要性が高まったにも関わらず、ポーランド国家は十分

な対策を取ることができなかったこと、第二に孤児救済協会も経済危機の影響を受けて財

政が悪化し事業の縮小を余儀なくされたが、ドム・シエロットの在籍者数や職員数、生活

様式は何とか維持されたこと、第三にドム・シエロット設立時の「計画」を実現するため

の教育実践はこの時期も継続され、中でも子どもの解放を実現すべく教育方法については

高く評価される一方で、厳しい批判の対象にもなったことが明らかとなった。 
第一の点について、世界大恐慌の影響を受けて、ポーランド国家の経済も 1929 年から

1936 年頃まで危機に陥った。その結果、農民や労働者階級の子どもの生活環境が悪化し、

乳幼児、特に「婚外子」の死亡率が高まり、「放置された子ども」は街を放浪していた。し
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かし、児童保護に対する予算が削減されたため、労働・社会保護省はこのような問題に対

して十分な対策を取ることができず、1933 年には各地の当局に対して“合理的節約”を義

務づけた。また景気が回復し始めた 1936 年以降も、国家および地方公共団体は児童保護

のための支出を減らし、経費のかかる施設保護から経費のかからない代理家族の保護への

移行を促した。また社会的保護を要する子どもの生活を全面的に保障するのではなく、部

分的保護、つまり物質的援助や、子どもが日中あるいは放課後に通える施設や親のための

相談所、診療所の開設および整備、サマーキャンプ事業などの充実を積極的に行った。ま

たこの時期は、予算の削減に伴い公的機関の関与が弱くなっていったため、再び児童保護

活動は社会団体や宗教団体などの民間団体が担うようになった。 
第二の点について、ポーランド国家の経済危機の影響を受けて、孤児救済協会の収入、

特に公的機関であるワルシャワ市庁からの補助金と子どもの委託費が年々減少していき、

1929 年度から年次活動報告書で確認できる 1937 年度まで赤字状態が続いた。その中で、

1920 年代に拡大した“ルジチュカ”での事業の縮小を余儀なくされ、1933 年度末には養

育施設を閉鎖し、サマーキャンプ施設でも 1933 年以降、受け入れる対象を制限し、その

数も縮小していった。またドム・シエロットに併設されたブルサに在籍する青年は、子ど

もの教育機会を充実させ、生活を支える上で重要な役割を果たしていたが、1932 年に青年

の数が減少し、1937 年には資金不足によりブルサも閉鎖された。このように事業が縮小さ

れる一方で、ドム・シエロットの在籍者数は 107 人で変化なく、またその多くがドム・シ

エロット出身者であった職員の数も 15 人から 19 人の間で増減はあったものの、1930 年

代を通して大きく減少しなかった。また生活様式も変えることなく子どもの発達の保障に

努めたが、収入の減少に伴って食費や生活費の節約を余儀なくされた。 
第三の点について、1929 年以降は新しい教育方法が導入されることはなく、これまでと

基本的に変わらない形で実践が行われた。子どもの解放を実現するための「労働」の方法

の内、“係り仕事”や“後見委員会”では、教育者が管理監督をしたり指導したりするので

はなく、子ども同士、あるいはブルサの青年が管理監督をしたり、助言や手助けをしたり

する関係ができていた。またコルチャックは「口出し」をせず、「労働」を通して子どもた

ち自身が考え行動し、より良い生活や人生について学ぶことを要求していた。“仲間裁判”

や“裁判評議会”、“議会”では、子どもたちに決まりをつくったり許可を与えたりする権

限があり、教育者もブルサの青年も、子どもの決定や子どもが作成した法、規則にしたが

って生活していた。このように子どもだけでなく職員も同じ法、規則に従うドム・シエロ

ットの教育実践について、当時の教育百科事典は、「独創的な教育体系」によって「子ども

共和国」をつくったと評価する一方で、そのことに対する批判があることも指摘した。ま

た、ドム・シエロットにおける自治の内、管理や行政に関わるものは子どもの興味、関心

に即していないという批判もあった。さらに、ドム・シエロット出身者からも、様々な実

践が退所後の生活を何も保障していないと批判された。 
1929 年以降は孤児救済協会の財政難により、ドム・シエロットの運営は厳しい状況に追

い込まれた。そのことで、院長のコルチャックや教育主任のヴィルチンスカにかかる負担

や心労は大きかったと考えられる。一方で、ドム・シエロットの教育実践は、子どもたち

によって、またドム・シエロット出身の職員やブルサの青年たちによって維持され、コル
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チャックやヴィルチンスカがいなくても機能するようになっていった。コルチャックとヴ

ィルチンスカが自分自身を不必要だと感じた背景には、ドム・シエロットを取り巻く以上

のような状況があったといえるだろう。 
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終章 
 

本論文は、第一にヤヌシュ・コルチャックが院長を務めた孤児院ドム・シエロットにお

ける教育実践を歴史的かつ具体的に明らかにし、彼の子ども観および教育思想の形成や深

化を捉えることを、第二にドム・シエロットを設立した孤児救済協会の運営状況について

明らかにし、コルチャックの教育実践を可能にした具体的条件を把握することを、第三に

当時のポーランド・ワルシャワの児童保護の状況について明らかにし、その中にコルチャ

ックの思想および実践を位置づけることを課題として取り組んだ。以下、この三点の課題

に沿って本論文で明らかになったことを示す。 
 
1．コルチャックの教育実践の変遷と思想の深まり 

コルチャックは医学部生時代に指導員として参加したサマーキャンプで初めて子ども

集団と関わり様々な実践を試み、その後ドム・シエロットの院長、ナシュ・ドムの教育ア

ドヴァイザーとして「労働」を重視した教育実践を行った。このコルチャックの教育実践、

そして彼の思想は、ドム・シエロット設立以前の試行の段階（1912 年以前）、ドム・シエ

ロット設立時の構想の段階（1912 年）、運営開始後から第一次世界大戦までの形成の段階

（1912-1918 年）、コルチャックが帰還してから『子どもをいかに愛するか』をまとめる

までの改善と新たな試みの段階（1918-1920 年）、その後の拡充の段階（1921-1928 年）、

継続の段階（1929-1939 年）で変化していった。 
第 1 章では試行の段階（1912 年以前）を対象とし、サマーキャンプに参加した年（1904

年、1907 年、1908 年）に発表した体験記や、その後 1910 年と 1911 年に単行本として出

版した体験記を中心に、初めての教育実践の試みを分析検討した。コルチャックは医学部

生の時に参加した初めてのサマーキャンプで、すでに観察という子ども理解の方法を試み、

また指導員の「手引書」には示されていない独自の実践を多数試みた。この内、子どもた

ち自身が助け合いながら生活に必要な家事仕事を担う“係り仕事”では、その重要性を認

めながらも、子どもたちがその特権的地位を利用したり、係りの者の意見は他の者の意見

よりも価値があると錯覚したりするという問題に直面していた。子ども同士のもめごとや

過失などの問題を子どもたち自身で解決する“キャンプ裁判”では、子どもが訴えるだけ

でなく、指導員であるコルチャックが訴える場合も多く、また重大な子どもの過失につい

ては指導員による裁判が行われ審議された。子どもたちにどこまで委ねるか、指導員の役

割は何かを模索しながらの試みであったと考えられるが、この裁判の取り組みを通して、

子どもたちは大人と同じように「許す」ことや、「誠実に、私心なく一心に自分の任務を果

たす」ことができると、また子どもの内には「過失を認める勇気」や「約束を守り抜く不

屈の精神」があると確信した。その他にも、後にドム・シエロットで導入される同様の教

育方法として“サマーキャンプ新聞”や“好感度評価”が取り入れられた。さらに子ども

たちから教えられ自己改善した経験を通して、自分自身を理解し自己教育することを重視

するようになった。このようにコルチャックは独自の実践を試みる中で、子どもたちは「協

力や互いの譲歩、共同作業、そしてまともな意見が必要であるということを理解する社会」

を作るということに気付いた。子どもの世界や子どもが持つ力の発見、そして子ども社会
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との出会いが、この後の教育思想や子ども観の形成、そして孤児院の実践に影響を与える

ことになった。 
コルチャックは、理想とする学校や教育について描いた「生活の学校（Szkoła życia）」

（1907-1908 年）の中で、正常な発達にとって「合理的な唯一の教育的ファクターは適切

な労働である」として「労働」を通した教育の重要性を主張した。彼が教育の要とする「労

働」とは、子どもたちが自ら生活している場の運営に従事し、仲間や教育者と共同しなが

ら生活し生きることであり、この「労働」を通してより良い生活や人生について学ぶこと

を重視した。また「労働」を重視するコルチャックの教育思想の根底には「子どもは最も

誠実で、最も無欲で、最も熱心で、最も積極的な働き手」であるという子ども観があった。

さらに教育者の役割については、「教育者の課題は正常な発達に協力すること」であり、そ

れを「妨害しているものを取り除くこと、そして治療すること」であるとして、子どもの

発達を保障することだとした。 
第 2 章では構想の段階（1912 年）を対象とし、ドム・シエロット開設式典でのコルチ

ャックのスピーチが掲載された孤児救済協会の冊子『ドム・シエロットの開設に向けて（Ku 
otwarciu Domu Sierot）』（1913 年）を読み解き、設立時の「活動計画」を分析検討した。

コルチャックが「活動計画」として示した構想の一点目は健康な子どもの発達について知

ることであり、そのために健康な子どもを観察、記録するとした。二点目は大人から子ど

もを解放することであり、そのために「労働」を通して「働き手」である子どもの価値を

研究するとした。この「労働」を実現するために、生活に必要な家事仕事および年少者の

養育を子どもたちが担う方法と子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う方法、

また情報や意見を伝達・交換・共有する方法と自分自身について理解し自己教育を促す方

法が導入される。三点目は養育施設の精神を改革することであり、そのために外の世界と

の交流や子どものプライバシーや財産を保障する方法が取り入れられることになる。 
第 3 章はポーランドの先行研究が依拠してきた『子どもをいかに愛するか（Jak kochać 

dziecko）』（1920 年）をもとに、ドム・シエロット設立から 1920 年までの教育実践につ

いて分析検討した。第一次世界大戦までの形成の段階（1912-1918）には、「活動計画」を

実現すべく実に多様な教育方法が導入された。一点目の健康な子どもの発達について知る

ために、コルチャックは開設時から体重測定や、睡眠時、夜尿時の観察などを行い、子ど

もの発達の法則や個々の子どもの特徴の解明に努めた。また二点目の大人から子どもを解

放するために、生活に必要な家事仕事および年少者の養育を子どもたちが担う“係り仕事”

と“後見委員会”、子ども自身が生活上の様々な問題解決や決定を行う“仲間裁判”、“会議”、

“娯楽サークル”、情報や意見を伝達・交換・共有する“掲示板”と“週刊ドム・シエロッ

ト”を導入し、子どもたち自ら生活している場の運営に従事する「労働」を実現していた。

そして三点目の養育施設の精神を改革するために、近隣の子どもたちや家族・親戚と関わ

る機会を設ける他、子どものプライバシーや財産を保障するための“郵便箱”、“落し物入

れ”、“売店”、“貸付・貯金窓口”、“公証簿”、“静寂の部屋”を導入し、個々の子どもの生

活を尊重する環境を整えた。 
コルチャックが戦地から帰還した後の改善と新たな試みの段階（1918-1920 年）では、

「許し改善させる」こと、そして「秩序を保ち善良な人や大人しい人、誠実な人を守る」

130 
 



ことを前提とする“仲間裁判法典”に基づく裁判が始動した。新しくなった“仲間裁判”

は最初、積極的に活用されたが、半年後には期待したような機能を果たさなくなった。そ

こで解決が困難な件や判決を不服とする件について審議する“裁判評議会”を設置し、子

どもが大人を訴えることを認めるなどの改善を図った。そして裁判制度を改善した 2 年後

の 1920 年には、「子どもの自治」の試みとして“議会”を導入した。子どもたちが自分た

ちの問題を「公正に判断する権利」や教育者に「抗議する権利」を認める裁判制度は、子

どもの解放において大きな意味を持つとコルチャックは考えていたが、順調に機能するよ

うになるまで試行錯誤を重ねた。また“係り仕事”においても、“各階の責任者”や“年長

の責任者”を配置し、子ども同士が管理監督し教え助け合う仕組みをつくるなど変更や改

善しながら実践された。 
第 4 章が対象とした拡充の段階（1921-1928 年）では、コルチャックは自身の著作の中

で「自治」や「統治」という言葉を使いながら、自分たちの生活をより良くするために様々

な問題を解決したり協議したりすること、つまりこれまで「労働」と呼んでいたものを子

どもたちに勧めた。そしてこれを実現するために裁判制度と議会制度を確立していった。

この「自治」は、コルチャックが認めるように、またブルサの青年や子どもの記録からも

うかがえたように、子どもにとっては責任の重い「労働」であったが、コルチャックは「子

どもたちは正直であり、真剣な問題についても喜んで協議することができる」と考えてい

た。またこの時期には自己教育を促す方法として、“些細な過失リスト”や“感謝と謝罪の

リスト”、“早起きリスト”、“住民投票”、“市民の等級づけ”、“清潔の等級づけ”、“賭け”

が導入され、これらの実践を通してコルチャックは「（子どもたちは）生まれつき改善に向

かうことを望んでいる」と確信した。 
第 5 章ではコルチャックが教育アドヴァイザーとして関わったポーランド系の孤児院ナ

シュ・ドムの教育実践を対象とした。院長のファスルカはコルチャックの考えに学びなが

ら、子どもが生活（人生）の準備をし自立することを、また子どもが積極的に「自分の意

見を述べる」機会を確保することを目的として、ドム・シエロットと同様の教育方法を導

入し実践した。しかし、ファルスカが「社会の要求や必要に適応したり従ったり」するこ

とや、他者との比較を通して自分自身を知ることを強調しているように、ここでは個々の

子どもよりも子ども集団や社会に重点があった。 
第 6 章が対象とした継続の段階（1929-1939 年）では、新しい教育方法は導入されず、

設立時の「活動計画」を実現するためにこれまで築き上げてきた実践が継続されていたこ

とが、この時期の子どもの記録や「ドム・シエロットの規則（Regulamin Domu Sierot）」
（1933 年）から読み取れた。コルチャックはドム・シエロット設立時と同様に、子ども自

身が審議し解決、決定しながらより良い生活や人生について学ぶことを重視し、教育者の

課題は子どもの発達を保障することだと考えていた。したがってドム・シエロットでは子

どもたちが“仲間裁判”や“裁判評議会”において判決や決定を下し、また“議会”にお

いて法や規則を定め、それに従って大人も子どもも生活していた。このようなコルチャッ

クの教育実践は、当時の『教育百科事典（Encyklopedia Wychowania）』（1937 年）にお

いて高く評価されたが、一方で大人も対象となる裁判制度や、子どもの「自治」に対する

批判もあった。 
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2．ドム・シエロットの教育実践を可能にした孤児救済協会の運営 
本論文では従来の教育実践研究が活用してこなかった孤児救済協会の定款や活動報告

書、新聞や雑誌等をもとに、協会の事業内容およびそれを支えた財政状況を明らかにした。

その結果、孤児救済協会は「ワルシャワに住むユダヤ系の未成年の孤児、また可能な範囲

で貧困な子どもを保護し、生活手段を与える」ために、1907 年の設立時から様々な事業を

展開したが、財政が厳しい時も、また比較的安定していた時も、ドム・シエロットの運営

を最も優先し、コルチャックの教育実践を可能にしたことが確認された。 
孤児救済協会は設立時から第一次世界大戦が終わるまでは、孤児院の運営以外に、街頭

での保護活動やサマーキャンプ活動、オグニスコの運営を行っていた。街頭での保護活動

は第一次世界大戦が終わるまで継続して行われた中心的事業であり、その対象はドム・シ

エロット出身者の他に、ドム・シエロットの空きを待っている子どもや半寄宿生、また受

け入れが認められなかった子どもなどであった。サマーキャンプ活動およびオグニスコの

運営はこの時期、継続して行われていた事業ではなかったが、サマーキャンプにはドム・

シエロットの子どもが参加することもあり、またオグニスコは戦時中、増加したドム・シ

エロットの在籍者を受け入れるために開設された。このように協会の事業は、ドム・シエ

ロットへの入所が叶わない子どもやドム・シエロットの子どもを対象として、その運営を

支えたり補ったりしていた。協会の財政は、第一次世界大戦前までは、黒字あるいは若干

の赤字で運営できていたが、戦争が始まると寄付および会費による収入が減少した。その

一方で、物価は上昇し、保護する子どもの数も増加したため支出が増大し、莫大な赤字を

抱えることになった。戦時中はドム・シエロットの経費が協会の支出の大半を占めていた

が、そこでの教育活動や文化的活動は変わらずに継続された。 
第一次世界大戦後、協会の財政は国内外の様々な団体および個人からの寄付や公的機関

からの補助金が一つの大きな収入源となり、比較的安定していた。そして財政が安定して

いたこの時期に、協会は新たな事業として 1921 年にサマーキャンプ施設を、1922 年に病

弱・身体虚弱児のための施設ジモヴィスコを、そして 1927 年にはジモヴィスコにとって

代わる常設の養育施設を創設した。サマーキャンプには毎年ドム・シエロットの子どもが

参加した他、協会が保護している子どもやワルシャワの他の孤児院の子どもなど数百人が

参加した。ジモヴィスコはドム・シエロットやワルシャワの孤児院に在籍する病弱・身体

虚弱児が冬期の間利用し、それにとって代わる常設の養育施設は、それに加えてドム・シ

エロットの空きを待っている子どもや就学前の子どもも受け入れた。また 1923 年には青

年のための施設ブルサをドム・シエロットに併設し、青年には生活費の代わりにドム・シ

エロットで 3、4 時間の家事仕事や子どもの教育に従事することを義務づけた。一方この

時期、ドム・シエロットでは在籍者数を一定に保ち、運営の安定をはかることで、またブ

ルサの青年によって職員の数を充実させることで、衛生的で健康に配慮された生活や、学

校や裁縫教室、レッスンでの教育を保障した。 
世界大恐慌の影響を受けてポーランド国家が経済危機に陥ると、孤児救済協会の財政も

危機的状況に陥り、1929 年度から年次活動報告書で確認できる 1937 年度まで赤字状態が

続いた。収入の半分以上を占めていた会費と寄付金が減少し収入総額の減少に大きな影響

を与えたが、それ以上に公的機関であるワルシャワ市庁から支払われる補助金や子どもの
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委託費が大幅に削減された。その結果、1920 年代に始めた事業の内、養育施設が 1933 年

度末に閉鎖され、サマーキャンプでは対象とする子どもの範囲や数が制限され、1935 年度

以降はドム・シエロットの子どもとその兄弟姉妹、そして出身者のみを対象とした。また

ブルサは、ドム・シエロットの子どもの教育機会を充実させ、生活を支える上で重要な役

割を果たしていたが、1932 年度以降受け入れる人数が減少し、1937 年に閉鎖された。こ

のように、協会の財政が安定していた時に拡大した事業は、経済危機の影響により縮小あ

るいは閉鎖を余儀なくされた。そのような中、ドム・シエロットの子どもの数は 1920 年

代と変わらず 107 人で一定していた。また職員の中にはドム・シエロット出身者の者がお

り、その数は 15 人から 19 人の間で増減はあったものの、第一次世界大戦中のように大き

く変動することはなかった。生活様式もそれ以前と大きく変えることなく子どもの発達の

保障に努めていたが、食費および生活費は節約された。 
以上、孤児救済協会は 1907 年の設立以降、保護を要する子どもに対し様々な事業を展

開し、子どもの生活や発達の保障に努めていたが、それはその時々のポーランド国家の状

況や協会の財政に左右されてきた。しかしドム・シエロットに関しては、これらの影響を

最小限にとどめようと協会は尽力した。このようにドム・シエロットの運営を最優先にす

る協会の方針がコルチャックの教育実践を可能にした。 
 
3．ポーランド・ワルシャワの児童保護とコルチャックの思想および実践 

本論文では当時の児童保護関連の著作や各種法令、統計資料等を活用して 19 世紀後半

から第二次世界大戦が開戦する 1939 年までのポーランド・ワルシャワにおける児童保護

をめぐる状況を概観し、その中にコルチャックの思想や実践を位置づけた。 
ワルシャワが帝政ロシアの支配下にあった時代は、公的機関に頼ることができなかった

ため民間の慈善団体や宗教団体が児童保護活動を展開していた。特に一月蜂起（1863-1864
年）の失敗からロシア革命（1905 年）まではロシアの支配が強化され、民間団体にとって

困難な時代であったが、医師らが中心となって児童保護を目的とする団体を組織した。そ

のような中、当時医学部生であったコルチャックは、先輩医師たちが携わる児童保護活動

に関与するようになった。中でもサマーキャンプ事業には一目置いており、1900 年の大学

2 年生の時にワルシャワサマーキャンプ協会に入会し、その後、指導員としてキャンプ活

動に参加した。コルチャックはこのキャンプで様々な実践を試みながら、子どもたち自ら

が生活している場の運営に従事し、仲間や教育者と共同しながら生活し生きるという「労

働」を通して、より良い生活や人生について学ぶことを重視する教育思想を形成した。当

時、欧米では新教育運動が広まっており、コルチャックもこの新しい教育の流れに影響を

与えたペスタロッチなどの教育学者に学びながら思想を形成したと先行研究で指摘されて

いる（塚本 2011）。この新教育の思想およびその源流には、教育において生活や生を重視

する考え、また具体的活動としての作業や労作を通して学ぶべきとする考えがあったが、

子ども自身が生活している場の運営に携わり現在の生活をより良くすることを何よりも重

視したコルチャックの教育思想は彼独自のものであった。 
帝政ロシアの支配が緩和されたロシア革命（1905 年）後は、民間団体に対する制限も撤

廃され様々なタイプの民間団体が多数組織された。この流れの中 1907 年に設立された孤
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児救済協会に、コルチャックは勤務先の先輩医師であり長年にわたり協会長を務めたエリ

アスベルグの誘いで 1908 年に入会し、1909 年には理事のメンバーとなった。コルチャッ

クが院長を務めたドム・シエロットは、設立時の「活動計画」の内容から、現在の生活を

充実させ子どもの発達を保障するという目的において、管理監督をするのではなく子ども

たちと共同するという教育者の役割において、個々の生活を尊重したり外の世界と交流し

たりする実際の生活において、当時の一般的な孤児院とは大きく異なる特徴的な施設であ

った。 
1914 年から 1918 年まで続いた第一次世界大戦期、また終戦直後は児童保護の必要性が

さらに高まったため、既存の民間団体は活動を拡大させ、また新しく組織された団体も児

童の保護に尽力した。しかし、この時期の児童保護活動は生命および最低限の生活の保障

が最優先課題であり、養育や教育の保障には目が向けられなかった。そのような中、孤児

救済協会も定員をはるかに上回る数の子どもをドム・シエロットに受け入れ、また街頭で

の保護活動やサマーキャンプ活動、オグニスコの運営を通して可能な限り多くの子どもを

保護した。またドム・シエロットでは戦時中も教育活動や文化的活動を継続して行うなど、

養育や教育の充実を図った。 
ポーランド独立後の国家を再建していく時期は、膨大な数の戦災孤児や社会的保護を要

する子どもに対応するために多数の児童保護関連法令が制定され、国家および地方公共団

体が子どもの教育や保護に関与する体制が整えられていった。孤児救済協会もワルシャワ

市庁などの公的機関から補助金を受け、また大統領令や省令に従った年次活動報告書やド

ム・シエロットの規則を作成するなど、新しくつくられた制度の中で運営された。また労

働・社会保護省の勧告を受けて事業を拡大し、病弱・身体虚弱児や就学前の子どもを対象

とする専門の養育施設や、青年を対象とする施設ブルサを創設した。 
またポーランド国家の独立を背景に、コルチャックは、より良く生活し生きるために子

どもたちが協議し、決定し、運営していくこと、つまりこれまで「労働」と呼んでいたも

のを「自治」や「統治」という言葉でも表現するようになった。そして、ドム・シエロッ

トでは裁判制度や議会制度を通してそれを実現し、「子どもの解放」を目指した。 
世界大恐慌の影響を受けてポーランド経済が危機に陥り第二次世界大戦に向かってい

く時期は、児童保護に対する国家予算が削減され“合理的節約”が義務づけられた結果、

特に施設保護に対する公的機関の関与は弱くなり、再び民間団体任せになった。ワルシャ

ワ市庁からの補助金や子どもの委託費も年々大幅に削減され、また会費や寄付による収入

も減少したため、孤児救済協会の財政は厳しくなったが、ドム・シエロットでは設立から

1920 年代にかけて築き上げてきた実践が継続された。この教育実践は、1937 年の『教育

百科事典』において、「独創的な教育体系」によって「子ども共和国」をつくったと高く評

価され、「たくさんの支持者や模倣者」がいると指摘されている。その一方で「相容れない

敵対者」がいることや、子どもの解放の実現において大きな意味を持つ“仲間裁判”に対

して「厳しい批判」があることも指摘されている。このようにコルチャックの教育実践に

ついては当時、評価が分かれた。 
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