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｢財団法人仏教児童博物館」の研究

その設立と活動について

川北典子

l.はじめに

近年、各地で博物館の建設が相次ぎ、その内容も多様化を極めている。いわゆる村おこし、

町おこしの一環として、人口流出の歯止めや地場産業見直しとのかかわりのなかで計画され

たもの、企業が主体となったテーマ・パーク的なもの、自然や環境をテーマとした生涯学習

的な意味あいをもつもの等々、設立の契機や目的はさまざまであるが、人々の生活により密

着した施設となりつつあることは確かなようである。

そして、それらの博物館のなかには、「子どもを」対象としている、あるいは「子どもも」

対象としているものが数多く見られる。また、すでに欧米で開設されている種々の「子ども

の博物館(Children!sMuseum)」に刺激を受け、現代の子どもをとりまく文化的･教育的･社

会的環境等を考えていくなかで、それらの必要性を感じ、設立に取り組む市民の活動も注目

されている(1)。

ただし、日本においては、いまだ「子どもの博物館」に対する理解度は低く、個々の運営

団体が、欧米での活動を参考にしながら独自に取り組みを進めていくしかない状態であると

いわれる。関係者の認識のなかでも、日本の「子どもの博物館」の歴史は今始まったばかり

だとされているようである。

しかし、第二次世界大戦前の京都においては、「ボストン子どもの博物館(TheChildren's

Museum,Boston(TCM))」と深い関連をもつ、子どものための博物館がすでに開設されてい

た。ここでは、その「財団法人仏教児童博物館」の概要を明らかにすることによって、戦

前の京都における児童文化活動の状況のひとつとして把握し、それら先達から学びうること

について考察していきたい。そしてまた、今日、子どもをめく．るさまざまな問題が取り沙汰

されるなかで学校教育外における子どもの文化施設や活動の意義および必要性が論じられる

機会も多いが、そのような面からも、今後の「子どもの博物館」が担うことのできる多くの

可能性について展望していきたいと考えている。

|'．「子どもの博物館」の概要

世界の「子どもの博物館」の歴史は、およそ100年前に糊る°アメリカのニューヨーク、

ブルックリンで開設されたのが、1899(明治32)年のことであった。むろん、それまでにも、

(かわきた・のりこ）
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おとなとともに子どもも利用できる博物館は数多く存在したが、子どものための独立した博

物館はこれがU嵩矢であるとされている。

「ブルックリン子どもの博物館(T11eBrooklynChildren|sMuseum)」設立計画は、ブルック

リン芸術科学研究所の移転に伴う所蔵品整理のなかから生まれたといわれる。開館当時には、

｢子どもたちの自然な好奇心を刺激し、満足させる」（目黒、1996)ことを目標として掲げて

おり、その後、全米で約300にもなった現在の「子どもの博物館」の基礎を築いたとも考え

られる。現在では、アメリカの主要都市には必ず存在しているといわれている「子どもの博

物館」であるが、これは、おりしも「教育界に新風を巻き起こした」（目黒、1996)ジョ

ン・デューイやマリア・モンテッソーリの理論とあいまって、その重要性が認識されたので

あった。（2）（3）

その結果、子どもの自発的な探求心を重視し、子どもの目線を中心とした施設づくりが進

められたのである。日本では、明治期の終わり、子どものための文学や絵本、口演童話や演

劇など、ようやく子どもというものの本質を捉え、その文化的環境を整えていこうとする動

きが起こりつつある時期のことであった。

さて、現在の「子どもの博物館」は、参加体験(hands-on)が中心になっているが、その

改革をもたらす契機となったのが、子どもたちが実際に体験することの意義を唱えたジャ

ン・ピアジェ(JeanPiaget、1896～1980、スイスの心理学者）の児童発達理論であり、それ

を「子どもの博物館」において見事に具現化したのが、1962(昭和37)年に「ボストン子とﾞ

もの博物館」の館長に就任したマイケル・スポックであった。（4）それによって、資料展示

とその研究を主としていた従来の博物館は、子どもたちの自発的な体験学習を援助していく

場へと大きな変革を遂げることになる。

その後、欧米の「子と．もの博物館」の多くが、個々に模索しながらも、「ボストン子ども

の博物館」に倣った参加体験型へと、内容の転換を図っていった。そのような世界の「子と．

もの博物館」の歴史的な歩みについて見直すことは、今日の子どもをとりまく教育や文化の

諸問題に、多くの示唆を与えてくれるものであると思われるが、今後さらに考察を深めてい

きたいところである。

本稿では、特に、「財団法人仏教児童博物館」と関連をもち、前述のように現代の「子

どもの博物館」の先駆者的役割を果たすとともに、現在もさらなる変革を求めて活動が続け

られている「ボストン子どもの博物館」のおおよその沿革を辿るにとどめておく。

「ボストン子どもの博物館」は、1913(大正2)年に、ボストン市周辺の子どもたちの

｢科学思想の発達を助長する」（棚橋、1930)目的で、大学の科学の教授グループによって設

立された。当初は、住宅街の一角に建設された大邸宅風の建物であったが、1979(昭和54)

年、ボストン埠頭の再開発地域に移転、展示スペースだけでも全米第2位の規模となった。

開館当時は、生物や鉱物の展示と自然科学に関する活動を主としていたが、倉橋惣三は、こ

の「ボストン子どもの博物館」を訪れた感想を、次のように述べていたという（棚橋、1930)。

殊にボストンにある児童博物館の活きた働きの如きは、実に羨望にたえないものである。

私はこの児童博物館から年々美しい年報を送られているが、それを見る毎に、あの森の多
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い、池の広いアルステッドの公園を背景として、真に我等の博物館に集る少年少女達の幸

福に輝く顔を思い出さずにいられない。そこに定期の実物講話の行われていることは、英

米の博物館の当然の仕事として勿論であるが、その他子供たちの一隊をつれて、季節々々

の自然研究に公園内をめく．ってくれるエキスカーションの婦人講師がおり、また蝶クラブ

とか、木の実クラブなどと名づけて、それぞれの自然研究のための小さい室が用意されて

いたりする。かれ等は実に思う存分にその科学興味に浸ることが出来るのである。

そして、倉橋の「ボストン子どもの博物館」への感慨は、「わが国の少年少女達の為にも、

こうした社会的施設を与えたい」と結ばれているが、ここに記されている実物講話やクラブ

の活動は、「子どもの博物館」の特徴的な運営方法として「財団法人仏教児童博物館」に

おいても継承されている。その後、「ボストン子どもの博物館」は、先にも述べたように大

きな変革を遂げるが、このような子ども自身の自発的活動や豊かな自然のなかでの体験等を

考えてみれば、その変革の素地はすでに作られていたともいえよう。なお、現在の「ボスト

ン子どもの博物館」の活動内容については、染川香澄や目黒実の著書において詳細に紹介さ

れている。

Ⅲ．「財団法人仏教児童博物館」の概要

(1)設立

「財団法人仏教児童博物館」（以下、「仏教児童博物館」とする）は、1928(昭和3)年、

当時、龍谷大学教授であった中井玄道によって開設された。中井は、1902(明治35)年から

6年にわたり、開教使として渡米し、シアトルに仏教会を設立して、現在のシアトル本願寺

別院の基礎を築いた。その後、眼病のため帰国したが、1920(大正9)年より龍谷大学教授

に就任して真宗学を講じている。また、同年4月には、足利浄円、上山善治、佐々木円梁ら

と共に、月刊誌「親鷲主義」を発刊、1934(昭和9)年4月に180号をもって終刊するが、

その間同誌には｢仏教児童博物館」関係の記事が多数掲載された。

さて、その「仏教児童博物館」設立の契機となったのは、ボストンに住む、J.M.シャーウ

ッドと中井との出合いであった。シャーウッドは速記とタイプライティングの事務所を構え

る親日家であり、かつてカリフォルニア州において排日運動が盛んであったときも、その実

情を把握し、米国人の親日思想を明らかにするために、ボストン日本協会を創立していた。

後に同協会とは関係を絶つことになるが、当時は、日本人留学生のために自宅開放の日を設

けるなど日米親善運動に尽力していた。

シャーウッドは、「日米親善の根本的方法は両国児童親善の道を開くにあり」と主張し、

まず、アメリカの子どもたちが日本の生活習慣を知ることのできるよう、雛人形の寄贈を希

望した。中井玄道は、そのシャーウッドの考えに共鳴し、彼女の親日運動を側面から援助す

るために、さっそく京都の中外日報社主であった真渓涙骨に諮り、寄附金を集めて、1925

(大正14)年10月、雛人形や着物等一式を贈った。そして、翌年4月には、ボストンにおい

て雛祭りが開催され、子どもたちや教育者に、「日本児童の趣味感情」（｢仏教児童博物館設
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写真1

立趣意書並館則」1928)が紹介されたのである。

ボストンには、前述したように、現在世界有数の「子どもの博物館」であるとされている

｢ボストン子どもの博物館」が、すでに1913(大正2)年より開設されていた。日本から寄

贈された雛人形もその所蔵品のひとつとなり、その後は、同館からアメリカ国内の他の「子

どもの博物館」に貸与されて、一定の期間、各地の子どもたちの観覧するところとなった。

(写真l)

そしてその後、シャーウッドは、アメリカの子どもや篤志家より人形を蒐集し日本の子ど

もたちに寄贈した（5）。（写真2）これらの人形は、京都女子高等専門学校の講堂に雛人形

の段組によって展示され、1928(昭和3)年10月14日には、五百人余りの子どもたちが集い

｢米国人形歓迎会」が開催された。

さらに、これに影響を受け、日米親善のひとつの方法として、人形交換が各地で行われる

ようになり、また、野口雨情作訶の「青い目の人形」等によっても日本各地に一大ブームを

巻き起こしたといわれる。

シャーウッドは、「若し、日本にも米国にあるが如き児童博物館が設立されるならば、両

国の児童は之を仲介者として互に諒解を深くし、親善を厚くするに至るべきを信じ、切に之

が設立を念じている」と述べ、アメリカにおける「子どもの博物館」の概要を示した。そこ

には、当時の「ボストン子どもの博物館」の沿革が詳細に記されている。それらは、日本の

子どもの教育等に携わる人間にとって、相当魅力的なものであったに違いない。

児童教育、とりわけ宗教教育に造詣の深かった中井玄道は、すでに訪米中に自ら見学した
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それらの「子どもの博物館」に感銘を

受けており、シャーウッドの進言に対

しても真蟄に受けとめたと考えられ

る。また、当時、小学校の国定教科書

に仏教関係の記述が掲載されることが

増加していたが、師範学校を卒業した

教員のなかには、それらに無縁のもの

も多かった。（6）そこで、ひろく仏教

を中心とする教育資料を蒐集展観する

写真2
場としても、博物館設立の必要性が感

じられていたこともあり、計画は積極的に推進されたのである。

そして、中外日報をはじめ、教育、宗教関係者から寄附金や資料が集められ、1928(昭和

3）年4月に、おそらく日本で最初の子と警ものための博物館であろう「京都仏教児童博物館」

が開設されたのであった。開設当初は、資料展示のための適切な会場が得られなかったこと

もあって、中井が館長を務めていた龍谷大学図書館内に事務所をおき、展示物を各機関に貸

与して巡回展観させるという方法をとっていた。

開設にあたって同年2月には、仏教児童博物館設立趣意書が出されていたが、そのなかで

は「学校に於ける耳よりする教育と相待って、眼よりする教育の機関として仏教児童博物館

を設立し、広く仏教を中心とする教育資料を蒐集展観し、以て児童をして仏教の思想歴史及

びその文化を完全に理解せしめ」ることを目的として掲げている。また蒐集資料として、

(1)仏教二関スル教育資料（イ)釈尊並二高僧ノ伝記二関スルモノ。（ロ)仏教史二関スルモ

ノ。（ハ)仏教ノ行事二関スルモノ。（二)仏教ノ服飾及ビ用具。（ホ)仏教流布地ノ歴史、地理、

風俗、習慣二関スルモノ。（へ)仏教ノ美術。（卜)仏教中ノ動物、植物、鉱物等ノ標本。（チ）

平易ナル仏教書籍。（2）一般ノ歴史美術二関スル教育資料（3）科学二関スル教育資料と

定め、第一年度予算を寄附金等の収入3千円に対して、資料購入費、陳列用並運搬用器具費、

印刷費、巡回展覧会費等を支出として計上している。

仏教児童博物館館則は、次のとおりである。

第一条本館ハ仏教児童博物館ト称ス。

第二条本館ハ主トシテ仏教二関スル教育資料ヲ蒐集シ、児童ヲシテ仏教ノ思想歴史及ビ

其ノ文化ヲ理解セシムルヲ目的トス。

第三条本館ハ大凡左記ノ事業ヲ行う。

（一）学校寺院会館等二於テ巡回展覧会ヲ行うコト。

（二）小学校日曜学校等ノ希望二応ジテ資料ノ貸出ヲナスコト。

（三）資料ヲ応用シテ随時児童ノ為二講話会ヲ開クコト。

（四）児童ノ作品ヲ展観スルコト。

（五）外国ノ児童博物館卜教育資料ヲ交換シテ児童ノ国際的親善ヲ計ルコト。

第四条本館ノ経費ハ館友ノ酸金及ビ寄附金ヲ以テ之二充ツ。
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第五条本館ノ趣意ヲ賛成スル者ヲ館友トナシ、之ヲ維持館友卜通常館友ノー種二分ツ。

創立発起人並二特別ノ援助ヲ与フル者ヲ維持館友トナス。

年額金二円以上ヲ五年間酸出スル者ヲ通常館友トナス。

第六条本館二左ノ役員及ビ職員ヲ置ク。

理事七名評議員若干名

学芸委員若干名館員若干名

第七条理事及ピ評議員ハ本館経営ノ衝二当ル。

学芸委員ハ資料ノ蒐集考案等ノ事二従う。

館員ハ本館ノ実務二従事ス。

第八条評議員ハ維持館友ノ互選ニヨリ、理事ハ評議員ノ互選ニヨリテ之ヲ定メ、各其ノ

任期ヲ二年トス。但シ再選ヲ妨ゲズ。

理事中二於テ理事長一名、司計二名ヲ互選ス。

学芸委員ハ理事会二於テ之ヲ依嘱ス。

第九条維持館友総会ハ毎年一回三月二之ヲ開ク。

評議員会ハ毎年三月二定期会ヲ開キ、必要二応ジテ臨時会ヲ開ク。

第十条理事及ビ評議員ハ無給トス。

館員ハ有給トナスコトヲ得。

第十一条本則変更ノ場合ハ維持館友総会二於テ出席者半数以上ノ同意ヲ要ス。

第一条

第二条

第三条

附則

本館ノ報告ハ中外日報紙上二掲載ス。

本館ノ陳列所ヲ当分京都市東山京都女子高等専門学校内二置ク。

本館ノ事務所ヲ当分京都七条猪熊龍谷大学図書館内二置ク。

（2）活動

前述したように、開設当初の「京都仏教児童博物館」は、所蔵品を各地へ貸与するという

巡回展覧会の方法をとっていたが、近畿圏を中心に、日曜学校関係に貸し出されることが多

かったようである。例えば、神戸明照日曜教園でも、東極楽寺において11月22日、23日の両

日、午前9時から午後4時まで「世界コドモの博物館」と題して展覧会が行われたという記

録があり、このような博物館の取り組みに多大な興味と期待が寄せられていた様子がうかが

われる。

しかし、その後1929(昭和4)年に、中井玄道が大学内の事情によって龍谷大学を退職し

たということもあり、常設展示の場が求められていたが、1931(昭和6)年7月、京都東山

の円山公園内の三井家別邸を譲り受けることができた。かつて三井家別邸は、財界の倶楽部

サロン的な場として活用されていたのであるが、当時京都市内にも大規模ホテルが建設され

はじめ、それらを使用することが多くなったことによるものであった。だが、常々、「子ど

もの博物館」を公園の中に建設したいという意向をもっていた中井にとっては、願ってもな

い立地であったといえる。また建物は元天台宗の名刹隻林寺の塔頭文阿弥、庭園は相阿弥の
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写真4

作といわれ、それら自体が貴重な文化財でもあった。

そして、その建物をなるべく原形を残すよう配慮しながら増改築をし、同年10月に、「仏

教児童博物館」は開館した。（写真3）民法第34条によって関係省庁に申請し、1933(昭

和8）年2月6日付けで、当時の鳩山一郎文部大臣より認可を受けている。館長中井玄道、

館員は中井に師事していた日野大心（現松尾幼稚園園長）のみという小規模なものではあっ

たが、英語が堪能な中井が、自らアメリカでいくつかの「子どもの博物館」を見てきていた

こと、シャーウッドの積極的な後援があったことなどから、様式としては、当時の「ボスト

ン子どもの博物館」のものを踏まえた本格的なものであった。（写真4）

また、中井は、1932(昭和7)年6月18，19日に東京上野の科学博物館において行われた

日本博物館協会主催の全国博物館大会の席上で、「仏教児童博物館」の施設状況について報

告しているが、そのなかで、創立に当たっては「ボストン子どもの博物館」の経営法に範を

とったこと、アメリカ博物館協会会長コールマンによる「小博物館手引」や博物館・図書館

事業の先駆者とされていたダーナの著書等から指導を受けたことを明らかにしている。

実際の運営については、開館は、毎日午前9時から午後5時までとし、当初は子どもは無

料、おとなは5銭の入館料を徴収していた。しかし、門前で、子どもは入館を希望している

にもかかわらず、親が5銭を惜しんで子どもを引っ張るようにして連れて帰る姿を目のあた

りにしてからは、おとなも無料とするようになったといわれている。

資料分類については、次のとおり、さらに本格的なものとなり、また、後援会会則なども

定められた。

1.宗教仏教（仏蹟、仏像、寺塔、法具、経典、行事)･WI嘱教・神道・基

督教・其他宗教

2．教育小学校教科書（明治以前、明治以後）・外国小学校教科書・教育用

双六（日本、支那）・児童成績品（内地・植民地・諸外国）学校用読物・羅馬字読物

9
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写真5

3．歴史歴史画・肖像・伝

記・考古学

4．地理地図・外国風景写

真帖

5．理学植物（動物の名に

因める植物標本百種、仏典

中の植物標本、果樹果

実花卉写真）・動物（標本、

写真）・鉱物・天文（古今

の暦、外国の暦）

6．文学小説・物語・童

謡・文学

7．実用技術衛生・工芸・兵事・建築

8．社会政治法律・通信・貨幣・新聞

9．風俗内地風俗・植民地風俗（アイヌ、台湾、朝鮮）・外国風俗（支那、西蔵、印度

米国、欧州、南洋）

10.玩具日本郷土玩具・外国玩具

資料の展観については、「普通に博物館は貴重品や珍奇な物を保管する倉庫のように考え

られていますが、博物館は一般民衆の為には社会教育の機関となり、専門家の為には学芸研

究の機関となり、学生の為には学校教育の補助機関となるべきが当然」（｢財団法人仏教児

童博物館要覧｣）であるという姿勢が明確にされていた。これは、資料の蒐集・展示を目的

としていた従来の博物館の在り方から、市民のための社会教育の機関としての現代の博物館

の捉え方により近いものであった。

実際には、来館者が引率教員を有する団体である場合も、個々の子どもであっても、館員

が案内し説明することを基本としていた。（写真5）ただし、近隣に住む1週間に何度も

訪れるような子どもに対しては、1，2の陳列ケースについてのみ説明し、あとは随意に観

覧させていたようである。いずれにしてもこれらは、博物館を単に品物の貯蔵庫に終わらせ

るのではなく、常に活きた働きをなさしめるという館の方針によるものであった。

資料展観以外の実際の活動内容としては、以下のものが挙げられる。

1.児童文庫の開設

本来、博物館と図書館は姉妹関係を有し、両者は共に学校教育の補助機関となるものであ

ると位置づけ、児童文庫を開設することによって、博物館の利用効果を増大させることを目

的とした。具体的には、「小学生全集」「日本児童文庫」等の叢書をはじめ、子どものための

読み物を多数揃えて、その読書欲を満たすとともに、資料に関する参考書も準備し、実物研

究に役立てるよう意図していた。なかには、放課後、それらの参考書を利用して自主的に学

習する子どももいたという。

10
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2．資料応用講話

展示資料に関して、子どもたちにより深く理解させるための活動として、毎週土曜日午後

3時には、ホールにおいて「土曜お話会」が開催された。資料を陳列ケースから取り出し、

種々の項目について話をするもので、出席者は、多い時には150名にものぼったといわれる。

また､ただ単に話を聞かせるだけではなく、毎週上級下級2種の問題を用意して、子どもた

ちに答案を書かせるというケーム的なものも取り入れていた。これは、展示資料に対してよ

り正確な観察をさせることを目的とし、陳列品を注意深く見て、説明札をよく読めば、誰で

も容易に解けるような問題ばかりであったから、子どもたちは積極的にこのケームに参加し

ていたようである。さらに、子どもの言語動作や品性の面において、学校教育や家庭教育の

一助となるよう、毎月の「お約束」を掲示し、お話会にはその説明も行い実行を奨励してい

た。すなわち、「食べる前には手を洗い、食べた後には口すすぐ」「言葉は奇麗にはっきりと」

｢電燈が家に帰れと光り出し」「御飯は兎よりかめ」といった子どもの日常生活の身近なとこ

ろで注意を促すものであった。

その他、経済的余裕ができれば、幻燈会や映画会を定期的に開催することも計画されていた。

3．児童作品展観

子どもの手による図画や書方、手工品はもとより、子どもが随意趣味として蒐集している

品物を展示し、それらの活動を奨励した。

4．趣味の会

同種の趣味を持つ子どもたちに会を結成させ、活動の援助をしていた。基本的には、子ど

もたちの自主的な活動とし、必要があれば、館員や篤志家がその指導にあたった。図画の会

(隔週日曜日に「童画会」を開催)、唱歌の会、ボーイスカウトの会、手工の会、園芸の会な

どが作られた。その他、植物の採集を行ったり、新聞雑誌から絵を切り抜いたり、郵便切手

を蒐集する会などもあり、それぞれ一定の日を決めて活動していた。博物館の敷地は約四百

坪あり、庭園の一部を子どもたちに提供し、花壇を作るようなことも可能であり、また、周

辺も緑多い公園であったので、市街地に住む子どもにとっては有意義な活動が展開されたと

いえる。

5．国際的親善

「仏教児童博物館」の設立目的のひとつとして「仏教の世界同胞主義に基き、児童の国際

的親善を計りて世界平和の基礎を築かんとする」（｢財団法人仏教児童博物館要覧｣）こと

が掲げられていた。また、設立の契機となった日米の人形の交換に倣って、以後も世界各国

の博物館や学校等を通じて、子どもの図画や手工品など作品の交換が行われた。また、イギ

リス博物館協会やアメリカ博物館協会とも資料や通信を交換し、ロンドンの「子供新聞」に

同博物館の事業が紹介されたこともあった。それによって、海外から絵葉書や郵便切手の交

換などを個人的に求める声もあがり、そのような個人レベルでの交流にも対応し援助してい
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く方針をもっていた。

6．資料貸出

資料陳列会場は、本館と別館をあわせて約5()坪に過ぎず、1935(昭和10)年の所蔵資料総

数が10,480点となっていたことからも、すべての資料を展示することはできないため、2ヶ

月ごとに部分的に陳列替えをしていた。そして、使用していない資料については、随時希望

機関に貸与していたが、しだいに貸し出しの範囲も広がり、北海道のある日曜学校へは定期

的に異なった資料を送っていたとされている。

運営にあたっては、先にも述べたように、館長、館員、財団法人の役員の他に学芸委員が

嘱託され、資料の蒐集、製作、利用、その他の事業全般にわたってかかわっていくこととさ

れていた。また、学芸委員は、海外在留者にも委嘱し、館を代表して各国の対外的交渉にあ

たるなど、その事業の後援を担うものとして欠かせない存在であった。

特に、J.M・シヤーウッドは、同館設立の契機をつくった人物でもあり、設立後は顧問とし

て、アメリカ博物館協会とを結ぶ重要な役目を果たした。

1935(昭和10)年度の「財団法人仏教児童博物館現勢」によれば、利用状況として、開

館日数361日、入場人員43,571人(1日平均121名弱)、資料応用講話42回、出席者

2,165人(1回平均52人)、資料貸出20箇所6,681点、特別展覧会7回という数字が挙

げられている。修学旅行等の団体利用が増加していたとはいえ、利用者数としては決して少

ないものではなく、「仏教児童博物館」が市民のなかに定着してきたことを示している。

IV.まとめと課題

「仏教児童博物館」は、資料展示の方法こそ、陳列ケースを使用した従来の博物館の様式

であったが、内容面においては、資料を用いての「お話会」の開催、児童文庫の設置、クラ

ブの結成等、参加体験型の要素をも備えていたといえる。だが、戦後、中井玄道が亡くなっ

てからは、日野大心が園長を務めていた円山幼稚園、さらには松尾幼稚園の付属施設となり、

その規模は縮小していき、活動も停滞してしまった。そこには、次のような要因が考えられ

る。（写真6）

写真6

1句
土色

①当時の日本の社会的状況のなかに、「子ど

もの博物館」に対して、明確な位置づけを

していく素地ができていなかったこと

②戦争という、時代の流れのなかでの大き

な障壁

③個人の経済的基盤の限界

すなわち、近代日本が経験したことのなか
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った大規模な戦争に直面するなかで、真筆に子どもの文化・教育を考えていた人々の活動に

対して、それらを十分に理解し、継承させていくだけの素地を、当時の日本の社会はまだ持

つことが出来なかったといえる。しかしながら、仏教についての啓蒙という特別な目的が課

せられていたにしても、「仏教児童博物館」の活動内容等については、日本の「子どもの博

物館」の先駆者的存在として評価できるものであると思われる。

今日、日本においても、子どものための博物館設立が、ようやく話題にのぼるようになっ

てきた。それは、やはり、主として欧米の「子どもの博物館」に刺激を受けたものが殆どで

あるが、今後それらの博物館はいっそう増加していくだろうといわれている。確かに、欧米

の「子どもの博物館」に学ぶところは多い。しかし、今後、日本において、日本の子どもた

ちのための博物館建設を考えていくならば、現状に合わせた独自のものとして考えていく必

要があろう。

目黒実は、「子どもの博物館」設立の必要条件として次のように述べている。

①地域の子どもたちのものであること

②ソフト先行であること

③展示方法に優れ、魅力的であること

④ワークショップのプログラムと専門のスタッフが充実していること

⑤研究機関併設が理想的

⑥参加体験型展示に頼らない

⑦適切なインストラクション

すなわち、利用者としての子どもの現状を適切に把握し、彼らが抱えている興味や問題に、

より密接なかたちで関わっていける施設であること、たとえ小規模であっても、地域の特性

が生かされることが望ましいといえる。子どもたちに必要なのは、博物館の建物ではなく内

容である。特に、行政を初め、いわゆるハード面において専門家が関わっていく場合は、利

用者の立場に立って考慮していくことが忘れられてはならない。

また、参加体験型のプログラムは、今後も主流となっていくと思われるが、子どもにとっ

て「体験」とは何かが、今一度問い直される必要があろう。博物館が学校教育の補助的機関

であるという位置づけは、「仏教児童博物館」でもされてきたし、従来の関係者の多くの捉

え方でもあった。しかし、現代の学校教育において不足しているいわれる「体験」を、単に

博物館によって補うという考え方では、博物館の将来的展望がないように思われる。

梅棹忠夫は、博物館を、学校教育にしばしばありがちな「既成の価値体系をおしつけるた

めの」ものではなく、「市民の知性を刺激し、人間精神を挑発することによって、未来の創

造にむかわしめるための、刺激と挑発の装置」であると述べているが、これは、「子どもの

博物館」の今後を展望するにあたっても、示唆に富んだものであるといえる（梅棹、1987)。

学校教育と子どもの文化的環境の関係については、さらに検討を深めていく必要があるが、

少なくとも、学校と博物館は相互に連携し、子どもの生活、そして「生きる力」を、さまざ

まな角度から援助していくべきであろう。子どもの「生きる力」は、子どもが自らの頭で考
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え、自らの足で立つところから生まれる。そして、他者との関係を結んでいくなかで、より

豊かに自分自身を表現できる必要があろう。

子どものための博物館は、決して子どもだ’

子どもとおとなのつながり、さらには、ひと

tない。子どもと子どものつながり、

つながりを体験できる場としても、

決して子どもだけのものではない。

とひととの

｢子どもの博物館」に期待されるものは大きい。

1951(昭和26)年、博物館法が制定され、博物館の社会教育施設としての位置づけが明確

になった。さらに、現代のいわゆる博物館ブームのなかで、「子どもの博物館」の今後を展

望していくとき、そこには前述のような種々の問題が顕在している。本稿では、残存する文

献から「仏教児童博物館」の概要を明らかにすることが中心となったが、さらに、当時の具

体的な活動状況について調査を進めることによって、今後の「子どもの博物館」の方向性に、

確かな手がかりが得られるのではないかと考えている。

注

（1）チルドレンズミュージアムー「児童博物館」「子ども博物館」とも呼ばれる。ここでは、染川香

澄が「こどものための博物館」（岩波ブックレットNQ362、1994)で用いている「子どものための」と

いう思いをこめた「こどもの博物館」を「子どもの博物館」として用いた。

(2)JohnDewey(1859～1952)アメリカの哲学者、教育思想家。1899年出版の『学校と社会」におい

て、学校教育は子どもの生活を中心に組織されなければならないと提唱。さらに、学習における個人

の経験の重要性を強調する理論を展開した。

(3)MariaMontessori(1870～1952)イタリアの教育家、医学博士。異年齢のクラス編成、個別指導、ま

た、教師の働きかけを抑え、子どもの自発的活動を重視すること、独自の教具による感覚の訓練、日

常生活の重視など、「モンテッソーリ法」と呼ばれる教育方法を確立した．

（4）「スポック博士の育児書」を著したベンジャミン・スポックを父に持つマイケル．スポックは、少

年時代いわゆる「難読症児」であったが、両親の考えにより、参加体験プロジェクトに基く教育を行

っていた小学校で学んだことによって、それを克服する。それらの体験と、少年時代のミュージアム

ヘの興味、そして、後に、大学で学びながら様々な職業に就いた経験が、「ボストン子どもの博物館」

の大改革を実行せしめたといわれている（目黒1996)。

（5）人形は、ワシントン、リンカーン両大統領、インディアン酋長マサソイト、ボーイスカウト及びガ

ールスカウト人形、黒人人形、少女人形、その他附属品等であった。

（6）当時の教科書には、神道、仏教を中心とした宗教教育的項目が多数掲載されていた。後には、教師

向けの仏教教材種本まで作られたという。
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仮名遣いはすべて新仮名遣いに直している。
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