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ファブリック・アートを包摂した自由学園の
美術工芸教育

―同時代の芸術運動との関連に着目して―

清　重　め　い＊

　本研究は、戦前の自由学園における美術工芸教育について、同時代的な芸術運動の動向との
関係に着目しつつ、その特徴と歴史的意義を検討した。本実践は、その背景には羽仁もと子の
生活と芸術を融合させる思想や山本鼎の農民美術があり、裁縫を芸術に包摂したファブリッ
ク・アートを推進し、婦人工芸運動としての性格を有していたことが明らかになった。

＊きよしげ　めい　　東京大学（院生）
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1 ．はじめに
　本稿の目的は、自由学園における美術工芸教育
について、裁縫を芸術に包摂してファブリック・
アートを推進したという点から、その特徴と歴史
的意義を検討することである。その際に、同時代
的な芸術運動の動向との関連に着目する。
　自由学園は、1921年に羽仁もと子（1873-
1957）・吉一（1880-1955）夫妻によって西池袋に
設立された高等女学校令に依らない私立学校であ
り、大正新教育運動の一角を担う学校として位置
付けられている 1。学園における独自の教育実践
の一つとして、美術工芸教育が挙げられる。美術
工芸教育とは、絵画・彫刻といった一般的な美術
科で取り上げる内容にとどまらず、染物や木彫な
どの工芸的な内容、さらには機織や刺繍などの女
性の手仕事的な内容を含めた教育だった。また、
学校における造形行為全般を扱っていたためか、
実用的な意義が強く本来「美術」に分類されえな
い裁縫も、1920年代後半には木彫科や塑像科等と
並ぶ裁縫科として、その中に包摂されていた 2。
　学園草創期は、美術教育にも新たな潮流ができ
た時期であり、山本鼎（1882-1946）が主導した
自由画教育運動がその代表例である。それは当時
主流だった手本をそのまま模写する臨本模写教育
を否定し、対象を自ら選択し表現する美術教育を
目指したものだった 3。山本は、学園の美術教育
の土台を形成した人物でもある。また、これらの

教育と同時代において、欧州ではアーツ・アン
ド・クラフツ運動に端を発する近代デザイン運動
が、その影響として日本でも民芸運動が展開され
ていたことから、こうした周辺の芸術運動と学園
の美術工芸の関連を検討する必要があるだろう。
　自由学園の美術工芸教育に関する研究には、村
上民の研究がある 4。村上は、山本と羽仁夫妻の
間に共有された「教育＝運動」という認識のもと
で学園の美術工芸教育は展開され、学園の中で教
育活動を完結させるのではなく、社会とのつなが
りを生徒に意識させ学園の外へと拡張していくこ
とを芸術の方面から後押ししたと指摘した 5。ま
た、世界の芸術運動と学園の活動の関連を考察し
た研究として、塚田耕一は、学園教育自体にでは
なく学園の学舎に焦点を当てた。学園の旧校舎は
「明日館」と呼ばれ、近代建築の巨匠フランク・
ロイド・ライト（1867-1959）がその設計を手掛
けており、モダンな威風の学び舎が生徒たちの創
作活動にも影響を与えたことを示唆する 6。アー
ツ・アンド・クラフツ運動以降の欧州において、
モダンデザイン運動を牽引したバウハウスより独
立したイッテン・シューレからの影響については、
今井和子や山室光子といった留学生たちの動向を
追った菅靖子が明らかにしている 7。菅は主に今
井の工芸活動を、第一次・第二次大戦戦間期の日
本における工芸産業、ジェンダー、ナショナリズ
ムの三方向と関連させて論じており、今井の工芸
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活動が女性の工芸を広めるというジェンダー的な
要素も相まって、西洋におけるジャポニズムの復
活を企図した国家主義的な輸出工芸信仰の思惑と
絡んでいったことを指摘する。
　以上のような学園の美術教育関連の先行研究の
状況を概観するに、学園の美術工芸教育の歴史的
意義の検討は十分とは言えない。具体的な美術工
芸教育の発展過程は、すでに村上の研究によって
丹念に描出されているが、その特徴といいうる、
女性の造形行為である裁縫との関係や女性の工芸
としてのファブリック・アートの確立という可能
性の観点は抜けている。ここでの「ファブリッ
ク・アート」は、布地を使ったインテリアデザイ
ンといった意味ではなく、布地を使った手工作品
全般を指す意味で使用する。また、このような教
育活動が成立した背景として、もと子独特の芸術
観があると考えられるが、そうした思想そのもの
と実践との関連が検討されていない。もと子の代
表的な人物史を描いた斉藤が「生活と美術の融合
はもと子の年来の主張であった」 8と指摘してい
るが、この思想の詳細と学園の美術教育を牽引し
た山本の思想・実践との関連も明らかにする必要
がある。さらに、外部の芸術運動との関連の一部
は上記の塚田や菅の研究のようにすでに検討され
ているが、女性の工芸としてファブリック・アー
トにその特徴が見出せる学園の美術工芸との関連
として、アーツ・アンド・クラフツ運動やスウェ
ーデンのヘムスロイド 9運動との関連を検討する
必要がある。
　以上より、学園の美術工芸教育が持っていた歴
史的教育史的意義を明らかにするためには、⑴実
践の背景にあるもと子の「生活」と「芸術」の融
合という思想の詳細と、山本の美術思想との関係
は何であったか、⑵カリキュラム上の編成の観点
から見た自由学園における「美術工芸」の特徴と
は何か、⑶芸術運動としての学園の取り組みはど
う位置付けられるのか、の 3点を明らかにする必
要がある。これらの問いに応えるべく、第 2節で
は、学園の教育の根底の思想として、羽仁もと子
の「生活」と「芸術」を融合させようとする思想
と、学園の美術工芸教育実践に実際に従事した山
本鼎の思想を明らかにする。第 3節では、具体的
な美術工芸教育の展開を裁縫教育との関係に着目
して描出する。第 4節では、外部の芸術運動との
関連を検討することで、美術工芸教育の運動とし

ての側面を描き出す。最後に、これらの検討から
浮かび上がってくる学園の美術工芸教育の歴史的
意義を考察する。
　なお、本稿では、当時の生徒たちによって執
筆・発行されていた“The Gakuen Weekly”や『学
園新聞』の1931年 7 月 1 日から1943年12月30日ま
での活字版印刷物、“Our life in the Jiyu Gakuen”、
もと子らが婦人之友社から創刊した雑誌『婦人之
友』の当時の記事を主な一次史料とし、他にも学
園がまとめた『自由学園の歴史Ⅰ』等の関連本を
史料として使用する。

2 ．美術工芸教育の思想的背景
　本節ではまず、生活における実用として位置づ
く裁縫と芸術が融合し得た背景を探るべく、学園
設立前後の時期にあたる1920年代の羽仁もと子と
山本鼎の思想を明らかにする。もと子の思想は美
術に限定した理念というよりはむしろ、学園生活
全体で実践していく「生活」と「芸術」の融合の
根本となる思想であり、美術教育における具体的
な実践の土台的な思想は山本が形成していった。

⑴　羽仁もと子の「生活」と「芸術」の融合思想
　もと子の生涯や思想に関する研究は一定数存在
するが 10、その描き方としては、生活合理化運動
の旗手の一人として、家庭における主体としての
主婦像を『婦人之友』を通じても積極的に発信し
たという功績への言及が多かった。では、具体的
にどのような主婦を想定していたのか。また、学
園の教育へとその思想を具体化したとき、どのよ
うな別の思想が重なっていたのだろうか。
　もと子が描いた具体的な主婦像として、自らの
手をしっかり動かすことができるという要素が盛
り込まれている。この主婦像の背景には、「中流
の生活がだんだん苦しくなるにつけて、いよいよ
ますます主婦は手の人でなければならない」 11と
いうもと子の意向がある。この「手の人」とは自
ら家事に積極的に参与し、女中らを効率的に使い
こなす主婦の理想の状態を指す。合理的な思考に
至る「頭の人」になるにはまず、体を動かして
「手の人」となり実感をもって学んでいく「修養」
が肝要だとする。また、関東大震災や不況といっ
た社会不安の中、奢侈を控え質素倹約を目標とす
る時代の潮流の中「生活合理化」という言葉が溢
れ 12、もと子は家庭の中で生活を営む積極的な主
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体として主婦を認め、その生活をより充実したも
のとする意味での「合理化」を唱えた。主婦が有
能な家庭経営者である前提として、有能な家事実
践者であることがもと子の構想の中にはあった。
「手の人」になる、すなわち「手早くまめやかに
働く習慣」を身に着けることは、時代に求められ
ている合理的な女性を生み出すと同時に、思考す
ることの前提に位置づくものとして、もと子は捉
えていた。こうしたもと子の思想について立川は、
「性別役割分業を認める良妻賢母主義の系譜に属
する」としながら、「儒教的な」良妻賢母ではな
く、「現実に即して理想実現を謀る中庸思想」と
しての良妻賢母主義であると指摘した 13。女性の
役割を男性のそれとはっきり区別しつつも、女性
を従来のありようとは別種の主体性を持った存在
として提示したのである。
　以上のような思想の下、学園での教育において
も、自身で生活する技術の獲得が目指されたが、
それと同時に、もと子はその生活が美的であるこ
とも目指していた。学園の教育目標を記した文書
には、「実際と芸術が溶け合って、一つの流れに
なることが出来るように、自由学園の他の全ての
学科も方面もまた、密接な関りを持って一つに融
合することができるように、これがまた私どもの
最も大いなる努力の一つでございます」 14とある。
もと子は学校における教育を、「手芸」「洋裁」
「和裁」と「料理」を含む「実際科」と、「絵画音
楽、上の組になるとそれに文芸を加へた諸学科を
もとにして養い育てて行こうとする芸術教育の方
面」、すなわち「芸術」の 2つで捉えた。これら
を授業の中で、あるいは授業外での生活の中で融
合させようとした点において、自由学園の実践は
非常に特徴的といえる。
　もと子の芸術観、とりわけ美に対する認識は、
「質素ということは、決して趣味の敵では」なく、
「多くの費用をかけないで、できるだけ見よく、
美しい服装をすることは、家庭を美しくし、学校
を美しくし社会を美しくする為に、婦人の一つの
大切な務め」であるという言葉に表れている 15。
つまり、もと子の求める「美」は、「華美」では
なく「趣味的」な美であり、質素や簡素な生活に
親和的な美であった。ここでもと子が言及した服
装における「趣味」とは、洋装に関する文脈であ
ることから「西洋的」であり、別稿の服装教育観
で述べた「清楚」あるいは品の良さ 16といったニ

ュアンスが含まれていると考えられる。
　同時代、もと子による「生活」と「芸術」の融
合という発想に通じる思想が、一つの潮流を形成
していた。例えば、ウィリアム・モリス（1834-
1896）の思想的影響を強く受けた本間久雄による
『生活の芸術化』 17や自由学園と同年に設立された
文化学院の創設者であり建築家である西村伊作に
よる『生活を芸術として』 18などの論考が挙げら
れる。もと子自身による直接的な言及はないが、
こうした時代の潮流に少なからず影響を受けてい
たと考えられる。また、もと子の場合、この思想
を自由学園という学校教育、とりわけ縫製や美術
を専門として多くの時間を割いて行うことのない、
男子の中等教育に匹敵するような教育を行うこと
が想定された場で実践したという点で他の思想家
と異なる。そして、もと子のいう「生活」は女性
の生活を指し、料理や裁縫といった家事を含めた
生活の中に芸術を取り込もうと試みたことで、単
に有能な家事実践者に止まらない展開を見せた点
で特徴的である。

⑵　山本鼎の美術教育思想
　学園の美術教育を語る上で必須の人物が、設立
当初の美術科を担当した山本鼎である。山本は学
園に美術科教師として招聘される前から、創作版
画、自由画教育、農民美術といった芸術に関わる
運動を主導してきた。
　彼の様々な活動とそれに付随する思想の中で、
学園における美術工芸教育の中身に関わる、彼の
美術教育思想として、図案作成への強い拘りを挙
げる。実際、1926年の『婦人之友』誌上において
も「装飾図案講座」と題して毎月（ 5月号は除
く）異なる題材で好ましい図案を紹介している 19。
これは、女性らの手芸に関する技術の向上を称賛
する一方で、デザイン面では輸入した図案の焼き
直しに過ぎない状況を憂い、女性のデザイン能力
の向上を目論んだものである。こうした『婦人之
友』誌上での企画の他、後述の農民美術研究所に
おける意匠図案科の設置、学園の美術の授業にお
ける釘を基にした図案作成の指導 20等から、山本
の図案重視の姿勢が伺える。こうした図案への強
い関心は、山本の「手工」への批判意識の裏返し
であったといえる。山本は「手工」という響きそ
のものに対して嫌悪感を示しており、「手工とい
う文字には、何となく非美術的な感じがあってい
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やだ」 21と述べる。日本における手工の低調は、
「それは工作

4 4

を種にして、意匠図案
4 4 4 4

―即ち装飾的
技能の方面を軽んじて居た（傍点は山本）」こと
に起因するという 22。よって、山本は「意匠図案」
を考える力を養うための「美術教育」が不可欠だ
と考えた。
　上記の山本の美術教育観の形成には、彼の留学
経験が大きく影響を及ぼしていた。洋画家であっ
た山本はフランスへの留学の後、復路で通ったロ
シアにおける子どもの絵画と農民たちが作る芸術
品に魅せられ、帰国後、教科書の手本を描き写す
だけの臨本教育への批判として自由画教育を、農
村の青年たちをその担い手として農民美術の確立
を目指した。
　学園の教育と関係が深いのは農民美術であった。
山本は、1919年に第一回自由画展覧会を開催する
と同時に「日本農民美術建業の趣意書」を書き、
上田に農民美術練習所を立ち上げ、1923年には、
大屋駅北側の高台に北欧風 3階建ての「日本農民
美術研究所」を設立した。農民美術には、農民に
対して副収入が生まれる経済的支援としての側面
と、美術的文化的素養を農民に身につけさせる側
面の 2面があった 23。そして具体的に設置された
科としては、意匠図案科、染織科、版画科、木彫
科、刺繍科、塗術科、機織科、木工科があった 24。
当時の具体的な男女構成の経年変化は不明だが、
初年度は男性 4名、女性 4名であったのに対し、
次年度は女性16名が参加している。農村の女性の
参加者がそれなりの人数確保できたために、刺繍
や機織といった伝統的な女性の手仕事分野が学科
として充実していたのかもしれない。
　図 1は、山本が著した1923年時点の学園の「美
術の時間」備考である。女学校の美術科というこ
とで、「工芸」の項目に「クッション」や「テー
ブル掛」といった女性の「手芸」が含まれている
点が特徴的である。1923年は農民美術研究所が設
立された年でもあり、山本が同時並行で学園の美
術教育にも取り組み、研究所での活動とよく似た
ものを学園でも行っていたことがわかる。
　農民美術は結局、昭和恐慌等の煽りによる財政
難のため、1935年に研究所を畳むこととなる。そ
の挫折の原因として財政上の問題の他、都築の分
析によれば、「美術」と「工芸」のどっちつかず
の方向性が起因した 26。山本の農民美術への関心
は、日用品としての機能性にではなく、意匠・図

案の方にあった。そのため、農民美術は、工芸品
としての機能性、すなわち日常生活における使い
やすさを完備しておらず、「装飾的な要素が強く、
工芸品としての力強さ、密度がなく、実用性が乏
し」くなったのである。
　こうして、自身の活動は頓挫してしまった山本
だが、農民美術の活動の最中に参加した学園の実
践にその思想は引き継がれた。山本自身、学園の
教育を「所謂図画手工教育を、率先して美術教育
の名のもとに行った」 27先駆として高く評価する。
山本は、美術教育の目的を単なる技術修練にでは
なく、「美に対する徳性」の涵養 28に置くことを
学園創立当初から定めていた。つまり、学園の美
術教育は「技能学科ではなく知能学科」であり、
「研究心と独創力の涵養」がその指導精神として
据えられていた 29。
　農民美術では山本の求める「美術」の理想を貫
徹できなかったが、学園においては教育という農
民美術とは異なる舞台装置と羽仁夫妻の後ろ盾が
あったことにより、山本の「美術」や「図案」へ
の拘りをある程度実現することができたのではな
いか。また、学園においては、農民美術から学園
への影響も散見された。例えば、後述する欧州へ

図 1：学園の「美術の時間」備考 25
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の留学生の 2人が留学体験記の中で、訪問先であ
るチェコの工芸品であるボヘミアングラス・レー
ス・陶器に対して「いかにも農民美術的」 30と評
している。さらに、実際に農民美術研究所からの
指導により織物を取り入れることができたと振り
返る生徒の存在も確認でき 31、実際農民美術研究
所の三枝古都が1929年 7 月末に自由学園の機織グ
ループに講習したとも記録されている 32。そして、
農民美術の内容として「クッション」や「テーブ
ル掛」といった糸布に関わる手仕事、すなわちフ
ァブリック・アートが含まれていたことから、後
述するように、学園における美術工芸にもこれら
が自然と包摂されたと考えられる。

3 ．学園の美術工芸教育の展開
　本節では、前節の思想的な背景を踏まえつつ、
学園の美術工芸教育の展開を裁縫教育との関係を
軸に描出する。そのために、学園の美術教育の展
開を描出したうえで、「美術工芸」という言葉の
意味内容を検討していく。

⑴　芸術と裁縫の合流
　まず、美術工芸教育の具体的な中身から、学園
の美術教育と裁縫教育の関係を検討する。学園の
美術教育は当初、自由画教育を山本が推進したこ
とで、絵画主体の美術教育として始まった。学園
は戦前、ほぼ毎年のように美術教育の成果を発表
する場として展覧会を催していたが、その名称の
変遷を表したのが表 1である。
　表 1からも読み取れるように徐々にその教育内
容は拡張されていっており、それらの背景には生
徒たちからの自主的な要望があった。1931年を見
ると、その名称は「美術工芸」となっている。
　1927年、中等科の翌年に開講された高等科でも、
専門的な学問や技術を学ぶための 3つの部に編成
され、「第三部」は洋裁と美術を並列にしてい
た 33。1931年の再編成で五部制になり、洋裁と美
術はそれ独立した部となった 34が、美術と裁縫を
同じ部に包摂していた事実は興味深い。また、
1927年開催の第 5回美術展覧会では、手工芸作品
（クッション、テーブルクロス、バッグなど）や
裁縫科が製作した洋服類も新趣向の一環として展
示品に加わった 35。裁縫科の作品も美術作品の一
つとして位置づいていたのである。さらに、1928
年時点のカリキュラム改定では、 4年生以上の美

術科には木彫科、意匠美術科、手芸科、塑像科、
裁縫科、毛筆科が組み込まれた 36。「手芸科」「裁
縫科」は当時の女子教育における要であり、美術
科とは別個で捉えられていたはずの裁縫教育関係
が包摂されたのが分かる。1929年にはさらに拡張
され、木彫、機、刺繍、染色、木版、革細工、絵
画A、絵画B、塑像の 9つの部に編成された 37。
「裁縫科」「手芸科」の文字は消えたものの、同年
に開催された第 1回工芸展覧会での展示物リスト
には、染色や陶器といった一般的に「工芸」とみ
なされるものに交じって「洋裁」や「手芸」が列
挙されており 38、依然裁縫科の作品も美術作品と
して捉えられていた。
　学園における裁縫と美術の距離の近さは、1930
年に生徒たちによって書かれた” Our life in the 
Jiyu Gakuen”において、「美的、経済的、衛生的
な観点から、自分たちの手で作った服を着ること
ができて、とてもうれしいです。私たちは日常生
活に合わせて衣装を調整する訓練を受け、美術の
授業では実用性と美しさを調和させる方法を教え
られています（筆者訳）」 39と述べられている。洋
裁において、活動着としての機能性はもちろんの
こと、見目も良いように美にも拘っていた。この
裁縫と美術の往還関係が、「美術工芸」への「裁
縫」の包摂という学園独自の「美術工芸」観を形
成したといえるだろう。

⑵　自由学園における「美術工芸」
　次に、学園における「美術工芸」の特異性を明
らかにするために、当時の「美術工芸」の実態と

11(1922) 6
13(1924) 11

14(1925) 11
15(1926) 11
2(1927) 11
3(1928) 11

4(1929) 11

6(1931) 5 6
7(1932) 11
8(1933) 10 10
11(1936) 11

表 1：展覧会の名称の変遷
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比較してみる。学園は自身の教育をあえて「美
術」という言葉を用いず「美術工芸」と表し、さ
らに英字新聞でも“Industrial Art”  40と表現してい
る。この「美術工芸」という表現が一般的に指し
たものは、何だったのか。
　そもそも日本において「美術工芸」という言葉
は、日本に近代化以前より見られた「工芸」とい
う造形ジャンルを、西洋由来の「美術」と同格に
位置づけようとする流れの中で生まれ、1927年の
帝展において正式に絵画や彫刻と並ぶ一分野とし
て認められた 41。木田拓也によれば「工芸」概念
も、西洋由来の「美術」との整合性を模索する中
で、「美術」と「工業」の中間的な領域として新
しく概念形成されてきたものである 42。「美術工
芸」という概念は、西欧からの輸入された「美
術」概念に対抗する日本独自の造形分野を位置付
けるために成立した「工芸」を、さらに「産業と
しての工芸」ではなく「美術としての工芸」を強
調するために成立した概念である 43。さらに、明
治中期の京都の産業美術を対象として「美術工
芸」を検討した平池睦子は、「工芸」と「美術工
芸」の違いに接近している。「美術工芸」は「工
芸」との区別において検討され、その明確な分岐
は第三回内国勧業博覧会における「美術工業」、
そして第四回における「美術工芸」という出品区
分において顕現する 44。そして、日本独自の価値
観を多分に含み、文化の保護を担う存在として
「美術工芸」を、市場から消費者・大衆の手へと
広がりを持ち産業を担う存在として「工芸」を描
き出した 45。とするならば、先述の山本の「手工」
批判とも重なるが、学園で用いられた「美術工
芸」とは、上記のように「美術的なもの」を包摂
した概念としての「工芸」をさらに強調する意味
合いが含まれていたのかもしれない。
　また、美術科講師の山本は、「普通教育として
の工芸教育をこれほど積極的にやって居る女学校
は日本に類がないだらう。工藝教育を単に手藝の
お稽古とせず、是れを民俗教育として重視する點
も又特色であろう」 46と述べ、学園の実践に、女
性と工芸の結びつき、そして従来の女性の手仕事
としての手芸を超えた工芸という手仕事に意義を
見出している。学園の「美術工芸」はこうした
「手芸」概念をも包括しており、手仕事における
ジェンダー的住み分けを乗り越えた実践としても
捉えられる。

　では、「工芸」あるいは「美術工芸」と呼ばれ
る分野に「裁縫」や「手芸」が包摂されることは、
当時一般的だったのか。比較として、工芸・デザ
イン教育の先駆者として知られる納富介次郎が創
設に携わった 4つの工業・工芸学校の学科編成を
確認してみる。納富は、1887年に金沢区工業学校、
1894年に富山県立工業学校、1898年に香川県工芸
学校、1901年に佐川県立工業学校の 4校の創設に
関与した。これらの中で金沢区工業学校のみ、学
科が専門画学部・美術工芸部・普通工芸部の 3部
構成であり、このうち普通工芸部には色染科や鋳
銅科と並んで裁縫科が設置されていた 47。つまり、
「美術」や「工芸」と呼ばれる学科に「裁縫」や
「手芸」分野が包摂されるカリキュラムは非常に
珍しかったといえる。男子生徒が大半を占めた工
業・工芸学校では木工・金工への比重が大きく、
当時は女子の教科であった裁縫が入ることはまず
なかったのである。
　「手芸」は当時、女子教育下における「美術」
との親和性の高さによって、「女子の美術」とい
う特化した枠組みの中に位置付けられ、周縁化さ
れていた 48。そうした「手芸」を含む学園が想定
する「美術工芸」は、木工や金工を中心とする男
性的工芸にとどまらない、刺繍や機織りといった
女性的工芸はもちろんのこと、洋服という裁縫分
野も含んだ、より広義の「美術工芸」であったと
いえる。

4 ．運動としての学園の美術工芸教育
　学園の美術工芸教育は、ただ学園内での活動に
とどまることなく外部に向けた活動を展開してい
くことになる。展覧会において作品を積極的に販
売したほか、卒業生が更なる美術工芸の勉強を望
んだことに端を発して1930年には「工芸研究所」
が発足した。工芸研究所を設立するにあたり、留
学生を 2人欧州へと派遣し、その知識・技術を摂
取した。学園全体の芸術活動は、直接何らかの外
部の運動の影響を受けたということは一次史料に
おいて明示されていないが、外部からの評価の中
には常に海外の芸術運動との比較の視点が内包さ
れていた。実際、当時の生徒によれば、吉一が
度々生徒たちに「世界の新工芸運動の思潮」につ
いて語っており 49、海外の動向に対して一定程度
目を配っていたと考えられる。本節では、工芸研
究所を軸としながら、世界の芸術運動との関係に
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着目しつつ、学園の美術工芸の運動的側面を描出
する。

⑴　工芸研究所の設立過程
　工芸研究所は、1930年の春に修了した卒業生、
すなわち自由学園 8回生を中心に創始された。研
究所の設立に際して吉一は、「人々の生活のため
に、その美しさのために、その豊かさのために、
その進歩のために」という標語を贈っている 50。
　研究所創設の契機は、1931年に学園開校10周年
として開催された大規模な美術工芸の展覧会にあ
った。 8回生の有志約20名が学園に残って美術の
時間の補助をしつつ、1931年 7 月15日から 1年半
チェコスロバキアとドイツへと留学した 2人の卒
業生今井和子と山室光子を迎え、1932年秋に正式
に研究所を発足させた。1933年の第10回美術工芸
展覧会に際し、「私共の工芸はどうしても実生活
に即した合理的なものでなければならない」 51と
述べ、学生の域を超え、装飾的なデザインから抜
け出した工業的デザインを目指すことを明言した。
工芸を単なる「教育」にとどめず、大量生産可能
な「仕事」として見直し始めるための研究所設立
だったのである。「仕事」としての合理的な実用
工芸を目指したため、留学の目的は、新興国であ
るチェコスロバキアからはその特長ある工芸を、
ドイツからは組織的工芸の生産の状況を学ぶこと
であった。
　 2人は当初バウハウスへの見学を希望したが、
内部紛争の影響でそれは叶わず、代わりにイッテ
ン・シューレを訪れることとなった。バウハウス
は、近代建築の四大巨匠の一人であるヴァルタ
ー・グロピウス（1883-1969）によって創設され、
芸術と産業の統一を構想し、特に建築を中心とし
てあらゆる芸術活動を統合することを最終目的と
し、機能美・合理美を追求した。バウハウスでは
1919年の開校当初、織物工房ではクッション、タ
ペストリー、コブラン織り、ピアノカバーなどの
装飾品が183品目も作られたが、1931年には、「室
内の布類はその機能によって役立つべきである」
とその装飾性を否認した 52。バウハウスは、工場
で働く労働者にも手が届く価格で、機能的で、そ
して美しい工業デザインを目指す方向へと転換し
たのである 53。初期の系譜を受け継ぐ形でバウハ
ウスから1926年にその予備課程として分離独立し
たのが、元バウハウス講師であったヨハネス・イ

ッテン（1888-1967）によるイッテン・シューレ
である。このイッテン・シューレの造形教育を学
んだのが、学園からの留学生として欧州を訪れた
今井和子と山室光子であった。 2人が師事したイ
ッテンは、日本をはじめとする東洋の思想に造形
が深く、独自の「呼吸法」を編み出し、身体の緊
張をほぐすための鍛錬や体操を行うことが作品作
りにとって重要だと考えていた 54。こうした呼吸
法の会得と同時に、明暗・形・色の基礎勉強を行
なっており、これらの技術が学園に持ち帰られて
いる。留学生 2人は報告記において、ドイツ・フ
ランス・イギリスそれぞれの工芸に関する動向を
報告すると同時に、それらすべてを貫いて世界の
工芸情勢が「簡易化、合理化に動きつつある」と
総括した 55。
　また、学園にはイッテン・シューレだけでなく、
留学生 2人が断念したバウハウスの技術も後に流
入する。山脇巌・道子夫妻は、自由学園からの留
学生たちがドイツに行く以前よりバウハウスで学
んでおり、帰国後の1933年に厳は工芸研究所の講
師、翌年には道子が工芸研究所テキスタイル科の
講師として招かれている 56。道子はバウハウスの
織物工房においてグンタ・シュテルツルやアニ・
アルバースといった現地の女子学生の指導により、
一から手織りを習得した。グンタらは女子のため
の手芸クラスから発展させて織物工房を作ってお
り、その試行錯誤の中で、近代的な住空間に調和
するように、色を抑え、素材感を生かした織地に
よる機械織のためのデザインを開発し、複数の紡
績会社とデザイン契約を結ぶに至っている 57。特
にこの織の技術に関しては、根本的な機械の不具
合も含めた研究所の織技術を劇的に向上させたと
研究所自身が証言している 58。
　他方、1931年に欧州へ留学する今井・山室を送
り出した後、学園残留組の織物・布帛グループが
京都など民芸運動推進者たちの仕事場や仙台の商
工省工芸指導所への見学をしていた 59ことから、
民芸運動との関連も指摘できる。村上は、学園の
音楽教師に柳宗悦（1889-1961）の妻である兼子
が着任していたこと、もと子が富本憲吉夫妻と交
流があったこと、工芸研究所に日本民芸協会の機
関誌である『工芸』が所蔵されていたことから、
民芸運動と学園は何らかの関わりがあったと推測
する 60。実際、民芸運動発起人のうちの一人であ
る富本憲吉に陶器の手ほどきを受けたという生徒
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の証言があることから 61、技術的交流は確実に存
在したといえるだろう。民芸運動は柳によって創
始され、アーツ・アンド・クラフツ運動に感化さ
れた日本の芸術運動として一般に理解されている。
柳は、白樺派との交流、陶芸家の富本憲吉、濱田
庄司、河井寛次郎らとの交流を経て、「用と美が
結ばれるものが工芸である」とする「用の美」を
説いた 62。柳の思想を研究する伊藤によれば、「用
の美」とは、装飾性を排する「モダニズム」へ移
行する当時において、機能重視の時代、美が必要
のなかに求められる時代に親和的であった 63。つ
まり、民芸運動は、アーツ・アンド・クラフツ運
動のような装飾性の高いデザインの創造ではなく、
より生活での使用という観点を重視した機能美の
追求を目的とした運動であり、「凡人が凡人のま
まで美を生みだすことのできる世界」 64の実現を
希求した運動であった。先述の留学生 2人は帰国
後、今後の学園が目指す工芸として研究所が明言
したものと同様、「合理的な生活に適はしい工芸、
最小限の持物としての美しくしかも充分に機能的
な工芸」 65と述べた。つまり、 2人の留学と研究
所の設立があった1930年代初頭は、学園のデザイ
ンが山本由来の装飾性の高いデザインから、機能
美・合理美を反映したデザインへと舵を切った時
期であり、その方向性はバウハウスや民芸の方向
性と親和的であった。
　以上のように海外・国内の芸術運動の影響を受
けつつ成立した工芸研究所は、学園の美術教育の
補助に入るほか、『婦人之友』の誌上においてそ
の成果を発表し、全国に学園が追求する生活美を
発信した。また、研究所で生み出された作品は、
三越などの百貨店で展覧会が催されるに至る。明
治末に登場した百貨店は、台頭しつつあった中間
層を取り込みその消費意欲を駆り立てるために近
代的西洋的な消費空間を目指して、大正期にかけ
て拡大しつつあった空間として捉えられる 66。こ
のような百貨店は、同時期にその価値が富本や山
本らによって見直されていた美術工芸品を、人々
の生活に結びつける舞台として機能していた 67。
学園の教育に端を発した美術工芸は、こうした大
衆消費の市場にも参入することとなった。

⑵『婦人之友』誌上における世界の工芸情勢への
着目と学園への評価

　では、こうした学園の実践は同時代の人々にど

のように受け止められていたのか。例えば、1930
年 1 月号『婦人之友』に掲載された座談会では、
建築家兼民俗学者である今和次郎が、自由学園の
工芸について「農民美術の運動に対して学生美術
というような運動を、つまり英国のウィリアム・
モリスの運動のようなことを将来の目的にしてい
るようだ」 68と述べ、手仕事の復権を目論んだア
ーツ・アンド・クラフツ運動と学園の美術工芸の
類似性を指摘し、学園の実践を運動として捉えた。
　もと子並びに学園における美術工芸への関心の
高さは、雑誌『婦人之友』に掲載された記事のテ
ーマにも現れている。関連テーマを扱った記事と
して、1929年 7 月号の東京高等工芸学校教授の宮
下孝雄の「女性と工芸時代」、1932年11月号の建
築家の中村鎮の「日用品美化運動」、1935年の和
田三造の「世界に於ける工芸興隆の新機運と婦
人」が挙げられる。
　中村は、欧州のモリス、セセッション運動、日
本の山本鼎、柳宗悦らの運動を「新工芸運動」と
位置づけた 69上で、新たに「日用品美化運動」を
提唱した。日用品美化運動とは、「多くの人達が
日常用いる家具類とか器具類とかを、合理化し、
美化し、且つ経済化して、總ての人々の生活を快
適なものとし、潤いあるものたらしめようとする
新しい工芸運動」 70であり、他の運動との違いを
「一、日用品の合理化（機能化）二、日用品の経
済化三、機械製品に依る新しい美の認識」 71と説
明する。中村の説明する日用品美化運動とは、そ
の内容から理念的にはバウハウスの近代デザイン
と近い。
　他方、宮下と和田は、単なる「工芸」への注目
の高まりだけでなく、その担い手としての女性の
台頭を指摘する。宮下は、従来家庭における手す
さびとして位置づけられてきた「手芸」を、もっ
と真剣に職業意識をもって教育・指導をすること
で「工芸」に格上げし、女性が経済的独立を果た
す一助にすべきだと主張する 72。同様に和田も、
商工省の音頭取りに端を発した日本における工芸
興隆の潮流を描出し、スウェーデンの「婦人工芸
運動」を例示した上で、日本では女性の工芸業界
への進出が不十分であることを指摘する 73。
　実際19世紀末のスウェーデンは、農村振興協会
などの活動に加え、ヘムスロイドを守ろうとする
女性たちによる「ヘムスロイド運動」が、農村で
継承されてきた伝統的な美を守るという目的と、
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女性たちが経済的に自立するという目的が結びつ
いて生じていた 74。また、スウェーデンに対して
もモリスのアーツ・アンド・クラフツ運動が波及
し、その先導者としてカール・ラーション（1853-
1919）が登場した。画家であるラーションは1899
年に出版した画集『わたしの家（Et hem）』で有
名であり、妻であるカーリン（1859-1928）と作
り上げたリッラ・ヒュットネースの室内装飾の様
子が描き出され、ダーラナ地方の伝統工芸とアー
ツ・アンド・クラフツ運動のデザインが融合した
新たなデザイン様式が示された 75。ラーションが
日本の浮世絵に影響を受けていたこともそうだが、
日本においても1911年に白樺派が主催した「泰西
版画展覧会」にてその作品がいくつか紹介されて
おり、芸術方面において双方向の影響があった 76。
　和田はこうしたスウェーデンの動向を引いた上
で学園の充実した工芸教育を紹介し、製作から売
買までの一連の組織化、「社会を美化する大きな
使命」の遂行といった学園の大きなシステムやビ
ジョンを示す。それと同時に、彼女たちの作品群
が「日本人ばなれしているという批評」を受ける
可能性を指摘しつつ、それは一方で学園の美術工
芸が「世界感覚に則っている」と評し、世界の工

芸的潮流の反映として評価している。実際図 2と
図 3を比較してもわかる通り、ラーション夫妻の
室内装飾デザインの影響を直接受けたわけではな
いだろうが、学園のクッションやテーブルクロス
といったファブリック製品に施される装飾性の高
いデザインは、カーリンのそれと同じ方向性を示
しているように見える。
　以上のような傾向や外部評価を鑑みれば、自由
学園の美術工芸教育は、日本における「婦人工芸
運動」であったと位置付けることができるだろう。

5 ．おわりに
　本稿の目的は、自由学園における美術工芸教育
について、同時代的な芸術運動の動向との関連に
着目しつつ、その特徴と歴史的意義を検討するこ
とにあった。以上の検討から、明らかになったこ
とを 3点挙げる。
　 1点目は、自由学園の美術工芸教育は、もと子
の「生活」と「芸術」の融合思想に端を発し、山
本の図案重視の美術教育という思想によって具体
化され、糸布を対象とした女性の手仕事を「美
術」に含めていた点で、学園の美術工芸教育と山
本の農民美術運動との類似性が認められた。
　 2点目は、自由学園の美術工芸教育は、木工や
金工といった男性的工芸と、刺繍や機織りといっ
た女性的工芸の両方を扱い、洋服という裁縫分野
を包摂し、裁縫を芸術の一部に位置付けた点で、
ファブリック・アートを確立していたといえる。
　 3点目は、自由学園の美術工芸教育は、欧州等
の様々な革新美術運動の影響を受けつつ、しかし、
特定の運動の影響に止まらず、様々な要素を含み
ながら日本の学校教育しかも専門教育ではない普
通教育という文脈の中で独自の展開を遂げた美術
工芸教育であり、美術工芸運動であったことが指
摘できる。
　以上より、自由学園の美術工芸教育は、従来の
「裁縫」「美術」という教科の枠を乗り越えつつ、
新たな生活様式ないし文化の創造への試みとして
「教育」を展開したことが明らかとなった。この
ように、教育が既存の文化を受容する場としてだ
けではなく、新たな文化を創造する場として積極
的に機能したことは、学校が文化創造の場たりう
る可能性を示した、或いは、再認識したといえる
だろう。また、その展開は、世界や国内の他の芸
術運動の部分的な要素を含みつつも、独自の「美

図 2：カーリンのテキスタイル 77

図 3 ：学園の作品 78
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術工芸」観を構築し発展を遂げていた。特にスウ
ェーデンの婦人工芸運動と同様、女性自らデザイ
ンし制作したファブリック・アートが一つの美術
として位置づき、学園の外へも発信され、学校と
社会をつなぐ営みとしても機能していた。これら
の教育活動は、当時生活に必須だった衣服製作の
単なる技術としての縫う営みに対し、芸術として
の意味を付与する可能性を提示していたといえる
だろう。
　本稿では自由学園の美術工芸教育の歴史的意義
を検討したが、同時代における女子の芸術教育と
して他にどのような実践があったのか、例えば学
園と同年に設立され芸術教育への関心が高かった
とされる文化学院と比較したときに何が見えてく
るのか等は検討できなかったため、これを今後の
課題として挙げておく。
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The Inclusion of Fabric Arts in the Arts and Crafts Education at Jiyu Gakuen: 
Focusing on the Contemporary Art Movement

KIYOSHIGE Mei  (Graduate student, The University of Tokyo)

The purpose of this paper is to examine the 
characteristics and historical signifi cance of the 
arts and crafts education at Jiyu Gakuen in 
terms of the promotion of fabric art by incorpo-
rating sewing into art. To this end, the paper fo-
cuses on the relationship with the trends of con-
temporary art movements. 

Jiyu Gakuen was founded in 1921 by Hani 
Motoko and Hani Yoshikazu, in the midst of the 
Taisho New Education Movement, as a girls' 
school not based on the Girls’ Higher Education 
Law. With the educational philosophy of “life is 
the same as education,” learning was to take 
place throughout school life, including life in the 
dormitory and so on; arts and crafts education 
was established as a unique educational practice 
therein. Murakami (2015) and Murakami (2016) 
have clarified the process of the establishment 
of arts and crafts education, but its historical 
signifi cance in the history of education has not 
been fully examined. Therefore, this paper focus-
es on the fact that the arts and crafts of Jiyu Ga-
kuen included aspects of fabric art, including 
sewing, and examines their characteristics and 
historical signifi cance based on the philosophy of 
Hani Motoko as well as that of the art lecturer 

Yamamoto Kanae, the curriculum, and the rela-
tionship with contemporary art movements.

Here are three things that have become 
clear. 

The fi rst point is that Motoko's philosophy 
of fusing "life" and "art" was behind the establish-
ment of arts and crafts education at Jiyu Ga-
kuen. Yamamoto's philosophy, which realized 
the above in terms of art education, emphasized 
designs passed down from peasants’ visual art. 

The second point is that the arts and crafts 
education at Jiyu Gakuen was characterized by 
its positioning of textile arts such as dressmak-
ing, weaving, and embroidery in sewing educa-
tion and fabric art as the manual work of wom-
en. 

The third point is that while the arts and 
crafts of Jiyu Gakuen are related to and similar 
to various overseas contemporary art move-
ments, they can be positioned as a women's arts 
and crafts movement in Japan because of their 
characteristic of fabric art.  

Keywords: Jiyu Gakuen / arts and crafts educa-
tion / sewing education / Hani Motoko / 
Yamamoto Kanae


