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David Salmon コレクション
－書籍が人をつなぐ－
高野 和子∗

明治大学図書館の書庫に静かにおさまっている書籍たちによって、異国
の地で人と結びつけられるような体験をした。書籍は、2003・2004 年度に
文学部・佐藤清隆教授（西洋史）と連名で申請して購入していただいた「サ
ーモン蔵書」である。

出会い
2007 年 6 月下旬、在外研究で滞在中だったロンドン大学教育研究所の入
り口ロビーで、私は客員教授であるロイ・ロウ Roy Lowe 教授と並んで 6
時からの講演会の開会を待っていた。ロウ教授は、イギリス教育史学会の
会長もつとめた研究者であると同時に、バーミンガム地域の教員養成につ
いてはいわば歴史を生きぬいてきた大学人であり、その日は、1960 年代後
半以降のイギリス高等教育改革の荒波を教員養成の担当者としてどのよう
に漕ぎわたってきたか、という体験を 2 時間余りも語って聞かせてくださ
った後だった。
前の週に初めて言葉を交わしたばかりの年長の方で、こちらは英語が十
分でないとなると、本題の話が終わった後の雑談は途切れがちになる。ロ
ウ教授がバーミンガム大学退職後にウェールズのスウォンジ大学教育学部
長をつとめたと聞いたばかりだったので、ふと思いついて「そういえば、
∗
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何年か前にうちの大学図書館でスウォンジから古書をまとめて購入しまし
た」と言うと、リラックスしていた氏の目の色が変わり、次の講演会には
君にぜひ引き合わせたい人が来るはずだと言いだされた。お茶の用意が出
来た会場に入ると、スウォンジ大学のモーリス・ホワイトヘッド Maurice
Whitehead 教授に紹介され、
「先ほどの話をしろ」と促された。そこで、ぽ
つぽつと説明し始めると、今度はホワイトヘッド教授の顔がみるみる輝き
だし両手が大きく拡げられた。実は、明治大学図書館が購入した古書は膨
大なコレクション全体の一部であり、おふたりにとっては、行方がわから
なくなっていたその部分が日本に渡っていたことがわかり、目の前にひょ
っこり現れた私が購入に関わっていたというわけだったのである。

David Salmon コレクションの運命
明治大学図書館で購入していただいた書籍は、ウェールズのスウォンジ
師範学校校長を長く務めた David Salmon のコレクションの一部である。

写真：David Salmon のコレクションの
蔵書票の例
購入書籍のほとんどには写真のような蔵書票がつけられている。本学に
納品された後、書店側担当者・椿敏和さん（本学文学部卒業）とふたりで
図書館事務室へ行って、まだ整理のすんでいない書籍を段ボール箱から
次々と取り出したときに受けた“とても大事にされ、丁寧に扱われてきた
本たち”という印象は今でも鮮明である。
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David Salmon は師範学校校長という教育者であると同時に書籍収集家で
あり、校長として着任した初年度から、予算を確保して学生のための図書
館整備を開始した。コレクションは Salmon の関心を反映して、教育をメ
インとしながらも哲学・宗教・歴史・英文学・ウェールズ文化などの幅広
い分野にわたり、Salmon の退職時には 12,000 巻に及んでいたという。
Salmon は、
「本に引きつけられなさい、使いなさい」と学生たちに教えた
と言われ、本学購入の書籍でも、学生がそれらの本を使って勉強した証が
使い込まれた様子や場合によっては書き込みなどとなっている。
スウォンジ師範学校 Swansea Training College は、時を経て、工科カレッ
ジ・芸術カレッジと統合されて West Glamorgan Institute of Higher Education
の一部となり、さらにこの学校が 1992 年に Swansea Institute of Higher
Education、2008 年 1 月には大学格を得て Swansea Metropolitan University と
なった。このコレクションは、スウォンジ師範学校をルーツとする教育機
関に所蔵され続けていたが、所有機関が手放すことになった際、三つのパ
ートに分割された。バスの古書店の 1999 年付けの文書によると、(1)前期
の本：1860 年以前に印刷された書籍、(2)後期の本：教育の理論・実践・歴
史に関わる 19 世紀、
20 世紀初期の書籍、
(3)立法府・行政府の文書
（1816-1920
年の期間のものだが、特に 1870-1920 が充実している）である。*1本学図書
館が所蔵するのは(2)の部分であろうと思われる。
高等教育全体の改革とそれにともなう機関統合・再編のプロセスの中で、
かつてのスウォンジ師範学校にかけられた校長の思いの結晶ともいえる書
籍群が売却されたことは、同国の高等教育のなかでの教員養成の扱われ方
を象徴しているようにもみえる。
ホワイトヘッド教授はロウ教授の後任としてスウォンジ大学教育学部
長を引き継いだが、実は彼は最後の教育学部長となってしまった。大学が
教育学部廃止を決定したためである。おふたりは教育学部の存続を求めて
大学の決定を覆すために力をつくしたが及ばなかったとのことである。ウ
*1

これらコレクションに関わる記述は、バスの古書店のカタログ "The Collection of Books
Relating to Education formed by David Salmon"の解説文書'Introduction by Dr.Christopher
Stray' による。この文書の入手については、ホワイトヘッド教授及び極東書店・大池聡さ
んのお手を煩わせた。
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ェールズの教育学研究で重要な拠点的役割を果たしてきたスウォンジ大学
教育学部の廃止は、結果として多くの貴重な研究資料の売却・散逸をもた
らした。Salmon コレクションはスウォンジ大学教育学部の所蔵ではなかっ
たが、それと他の資料の同様の運命とは、この間、イギリスの教育学（と
りわけ、教育史）が直面している困難と重なっているように映じる。

教育史のなかでの David Salmon
David Salmon は 1852 年、ペンブロークシャー（ウェールズ）の農家に生
まれ、1870 年に内外学校協会 British and Foreign School Society が設置する
バラ・ロード師範学校の学生となった。
内外学校協会の設立者は、モニトリアル・システムの考案者（のひとり）
、
ジョセフ・ランカスターである。年長の生徒が年少者を教えることで、ひ
とりの教員が大人数の生徒を担当しうるモニトリアル・システムは、19 世
紀イギリスの公教育学校の拡大を支えた教育方法である。バラ・ロード師
範学校は、内外学校協会がこのモニトリアル・システムを担う教員をつく
るために設立した最初の師範学校であった。ここで学んだ Salmon は、師
範学校の向かい側にある学校で教員・校長をつとめた後、1892 年にスウォ
ンジ師範学校の校長となり、30 年勤めた。スウォンジ師範学校は、内外学
校協会がウェールズの学校で教える女性教員を養成するために 1872 年に
設立した学校であった。*2つまり、David Salmon は約半世紀余りのあいだ、
学生として、教員として、そして師範学校校長として、内外学校協会の教
員養成とともにあった人物ということになる。
David Salmon がバラ・ロード師範学校に入学したのが 1870 年基礎教育法
（フォスター法）の年。これは、バラ・ロード校への願書・推薦文を分析し
た優れた先行研究*3をもとにすると、同校が「長期の 18 世紀」を脱した約
10 年後、学生比率での女性優位が定着する時期である。彼のスウォンジ師
範学校校長在任期(1892-1922)は、出来高払い制のもとで統制されていた初
*2

Ibid.
松塚俊三『歴史のなかの教師－近代イギリスの国家と民衆文化－』山川出版社、2001
年、第 5 章 民衆の教師・教育観。

*3
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歩学校のカリキュラム規制が緩和され、子ども中心主義が広まる時期であ
る。また、教育行政面でも、1902 年教育法（バルフォア法）を受けて、ス
ウォンジ師範学校が内外学校協会から新設の地方教育当局へと移管された
時期を校長として経験していることになる。そしてこの経歴の中で、
Salmon は書籍を収集するだけではなく、自身も多数の著書を出版している。
内外学校協会(非国教会系)は国民協会（国教会系）とならんで、国家と
の複雑な対抗・妥協関係の中でイギリス公教育を形づくっていった任意団
体であり、イギリス教育史における存在は大きい。その内側で教員養成を
担った人物が、19 世紀から 20 世紀へと移る時代の流れにどう対応したの
か。とりわけ、子どもたちに対する機械的な統制のありかたから身体の規
律化・道徳的訓練の装置とみなされる*4モニトリアル・システムについて、
その隆盛期から約 1 世紀後にどのような取り上げ方がされているのか*5、
また、彼がどのような教授法の書籍を集めているのか、さらに自身の教授
法の著作*6の中にモニトリアル・システム的な要素をどのように組み込ん
でいるのか、
など本学所蔵資料を活用できる興味深い追究課題は多くある。

張りめぐらされる情報リンクのなかへ
David Salmon のコレクションは前述の三分割されて売りに出されたもの
の他にも存在する。現在、Salmon のコレクションが所蔵されているのは私
の知る範囲では 3 カ所である。まず、ブルネル大学にある内外学校協会の
アーカイブ、第二にスウォンジ大学、そして、残りの 1 カ所が明治大学で
ある。三分割されたもののうち、(3)にあたるものは日本の大学が購入した
と仄聞しているが詳細は知らない。また、2007 年の時点では、(1)を中心と
*4

例えば柳治男『学校のアナトミア－ヴェーバーをとおしてみた学校の実像－』東信堂、
1991 年。
*5
本学所蔵では、Salmon,D., The practical parts of Lancaster's Improvements and Bell's
Experiment (1932)や The educational record with the proceedings of British and Foreign School
Society の offprint。
*6
同じく、Salmon,D., Longmans' object lessons : hints on preparing and giving them, with full
notes of complete courses of lessons on elemetary science(1891) や Salmon, D., The art of
teaching (2nd ed.,1911) 。後者はコレクションでの購入ではない。
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するものであろう書籍群がまだ売れないで古書店の倉庫に眠っているとの
ことであった。
ブルネル大学にある内外学校協会所蔵の資料については、David Salmon
その人と資料についての概説が http://www.bfss.org.uk/archive/archive_salmon.
shtml にあり、資料カタログが http://www.bfss.org.uk/archive/bfss_catalogue.pdf
で閲覧できる。David Salmon の生涯と写真、及び娘 Miss Mary Salmon によ
って氏の死後にスウォンジ大学に寄贈された蔵書については
http://www.sussexbarn.com/wied/gen3/maryff.htm で調べることが出来る。スウ
ォンジ大学には、これらの書籍とは別に David Salmon のパンフレット・コ
レクションが寄贈されており、こちらについては 2009 年に電子カタログ化
される予定とのことである。
また、これらのコレクションとはまったく別に、ペンブロークシャー公
文書館に 369 アイテムが David Salmon 文書として保管されている。詳細は、
http://www.archivesnetworkwales.info/cgi-bin/anw/fulldesc_nofr?inst_id=32&coll_i
d=76245&expand=。*7
本学での購入を申請した際には、書店から紹介されたカタログの範囲で
しかものを考えておらず、三分割の話も、上記のようにイギリスでアーカ
イブが整備されていることも知らなかった。単純に、定評のある師範学校
の校長が集めたコレクションで、初等中等教育だけではなく高等教育の発
展、植民地教育、児童労働問題の検討を含めた職業教育、英語を含む現代
語及び古典語の教授法、女子教育、宗教教育・倫理教育、教育への応用と
関わる心理学といった幅広いテーマの文献が含まれていること、特に、20
世紀初頭から戦間期にかけて発行された公立初歩学校教員向けの手引き
書・学校管理読本的なものが多数含まれている点に惹かれ、この時代のこ
れだけのラインアップの書籍を揃えることは、現在ではロンドンの古書店
に依頼したとしても不可能であり、得がたい機会である、と感じての申請
だった。購入されたコレクションは、本学図書館で通常通りのデューイ分
類で配架され、コレクションとしての形を残さなくなってしまっている。

*7

これらのことは、2007 年 6 月 29 日付及び 2008 年 12 月 23 日付のホワイトヘッド教授
からのメールに教えられた。
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バーミンガムから来たロウ教授、ウェールズから来たホワイトヘッド教
授のおふたりが揃う機会にたまたま居合わせたこと、そしてふと思いつい
て古書の話を出したということに、当時は、なんだか明治の書庫の中でば
らばらになっている書籍たちの意思が働いたような感じを持った。
その後、
様々なことを知るにつれて、自分の無知のせいで、David Salmon の思想と
実践を体現したコレクションの形を崩してしまったことを非常に申し訳な
く思い、深く責任を感じるようになった。
コレクションとして一箇所に集めることができれば最善であるが、それ
が無理だとしても、コレクションとしてのリストを作成して Salmon コレク
ションの存在を外部からも認知可能なようにすることはできないものだろ
うか。前述のように David Salmon の生涯と仕事に関わるものだけでもいく
つもの資料・情報がウェブ上にある。内外学校協会やジョセフ・ランカス
ターに関わるものとなるとはるかに多くなる。こうして張りめぐらされて
いる情報リンクのなかに明治大学図書館の購入したコレクションのリスト
が加わり、関心を持つ人たちが世界中からアクセス可能なようになれば、
コレクションの書籍たちはより多くの人を新たにつなぐことができるだろ
う。そうできるならば、コレクションに海を渡らせたことに対する責めを
わずかでも果たせるのではないかと思っている。
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