
日本・チェコ交流100周年

コメニウスへの新たな接近
～没後350年を記念して～
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　17世紀チェコに生を享けたヨハネス・アモス・コメニウス（ヤン・
アーモス・コメンスキー）――。日本ではもっぱら教育者として知ら
れる彼には、宗教改革者、民族主義者、世界市民といった多様な
顔がある。冷戦後の研究の進展と国際交流の深化は、コメニウス
のイメージをさらに広げている。没後350年を記念し、チェコとの
外交関係の樹立から100年を迎える日本から、新たなコメニウス
像を模索する。

　コメニウスは、1592年に南モラヴァに生まれた。彼の名はチェコ
語ではコメンスキーと記されるが、そのように名乗ったのは青年期
以降のことである。三十年戦争の渦中に祖国を離れ、ヨーロッパ
各国で活動し、ラテン語名のコメニウスとして知られた。劇的な人
生の果てに、1670年にオランダのアムステルダムで死去した。

　チェコをはじめヨーロッパで「諸国民の教師」と称されるコメニ
ウスの名が日本で広く知られるようになったのは、19世紀後半か
らの教育の近代化の過程においてであった。しかし、彼の活動は
教育にとどまるものではない。彼はヤン・フス以来のチェコ宗教改
革の伝統を継承する兄弟教団の指導者であり、チェコの独立のた
めに弛まず活動した。そして、民族の独立と共生を模索したトマー
シュ・ガリグ・マサリクに多くのインスピレーションを与えた。コメ
ニウスの著作は、教育はもちろん、宗教、政治、文学、哲学、言語、歴
史、さらには音楽や自然学にまで及ぶ。

　20世紀末の冷戦終結によって研究の自由の確立と国際交流の
深化がもたらされ、コメニウスへのさまざまなアプローチが試みら
れている。彼の思想の豊かな可能性は、冷戦後の新たな秩序を模
索する世界に何をもたらすだろうか。コメニウスを通して改めて
チェコの歴史と文化の奥深さを味わい、そこから得られる未来へ
の糧を共有したい。

C O N T E N T S

今年2020年、コメニウスの没後350年に際し、本来であればチェコセンターの主催で
シンポジウムイベントを行い、映画上映やフィビフの楽曲演奏も行う予定でおりました

が、感染症拡大防止のため、残念ながら実施を見送ることとなりました。 没後350周年という大きな節目ですので、記念誌は
予定通り発刊する運びとなりました。 中止となりましたイベントに関しまして
は、状況を見ながら何らかの形で皆様にお届けできればと考えております。

記念行事の中止に関して

http://tokyo.czechcentres.cz
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プシェロフのコメニウス像

　ヨーロッパの最も偉大な思想家の一人であ
り、また教育学者として国際的に名を知られ
ている人物について、駐日チェコ共和国大使
が刊行物に寄稿する機会は、そう多くはあり
ません。さらにそれが、巡回展や国際会議が
世界で開催され、このチェコ人哲学者の没後
350周年に思いを馳せている時期に当たる
のは、さらに稀な機会でしょう。
　日本におけるヨハネス・アモス・コメニウス
（チェコ語表記では、ヤン・アーモス・コメンス
キー）に対する認識は、その発端を17世紀初
頭にまで遡ることができますが、日本の教育
学者へ彼が与えた影響の足跡は、長きにわた
る入り組んだチェコ日関係における数多くの
重要な貢献の内のひとつと言えるでしょう。
　このたび、佛教大学教授・相馬伸一氏およ
びチェコ倶楽部の協力を得て、チェコセン
ターとしてコメニウス没後350年の記念行事
を開催し、あわせて記念冊子を発行できま
すことは、日本とチェコ共和国の外交関係樹
立100周年を迎える年において、誠に喜ばし
く、時宜にかなったものといえるでしょう。ご
協力をいただいた皆様に感謝の念を抱いて
おります。
　コメニウスの保守的で全体論的なアプ
ローチは、過去と現在、そして将来の世代に
亘って、あらゆるものが全てと結びついてい
る、ということを前提としています。一般的に
古典的保守派の父と見なされているエドマン
ド・バークと同じように世界を理解していた
ことにより、コメニウスは、この思想の祖とさ

れています。コメニウスの著作には、チェコの
宗教改革者のヤン・フスや、ゴーレム伝説の
創造者であるプラハのラビ・レーヴの教えや
方法論が入り交じっています。
　チェコの政治思想には真実という概念に
ついて長い伝統がありますが、何人かの現代
作家が記した著作におけるその真実の概念
は、コメニウスにその源を辿ることができま
す。フスと同じく、コメニウスは真実を何より
もまず神学的側面と結びつけました。一方、
約300年後のマサリクによる道徳概念では、
真実は嘘の逆だと認識されました。チェコ共
和国大統領の標語「真実は勝つ」とは、何人
かの歴史家によれば、以下のフスの言葉から
導かれたとのことです。

　「真実を探しなさい、真実に耳を傾けな
さい、真実を学びなさい、真実を愛しなさ
い、真実を語りなさい、真実を保ちなさい、
真実を守りなさい、死に至るまで」

　この言葉は、プラハの旧市街広場に立つ、
チェコ人説教師・フスの銅像群の台座を囲ん
で刻まれています。またこの標語を日本国民
が初めて目にしたのは、ボリシェビキとの戦
いで成功を収めたチェコ軍団兵が、日本列島
を横断して故郷に帰還する時に掲げていた
彼らの旗でした。
　プラハの白山の戦いと、それに続いてチェ
コの地で起きた強圧的なカトリック回帰の
結果、プロテスタントの倫理の最も重要な創

始者の一人として、コメニウスは不安定な状
況に陥り、その状況が彼をプロテスタントの
国オランダへの出国へと導きました。コメニウ
スよりやや上の年代に属するチェコのイエズ
ス会宣教師、カレル・スピノラが日本でカト
リックの布教に努めていたのとほぼ同時期
に、コメニウスは、国境によって区切られた国
家や宗教的集団という形以外のまとまりを目
指して、全方位是正型努力という思考に取り
組んでいました。彼が目指したのは一体と
なった全人類であり、人々を繋ぐあらゆるも
の、そして人々を切り離すものの非暴力的な
撤廃を探求していたのです。
　日本の学者が、既に19世紀からコメニウス
の教育学に関する著作に触れていたという
事実は、チェコの私たちにとっては喜ばしい
ことです。入手できた情報源によると、伝記
を含むコメニウスに関する最初の記事が、
1882年に千葉教育会の雑誌に掲載されまし
た。1904年には、『近代教育の母コメニウス』

というタイトルの
もと、日本語で
初となるコメニ
ウスに関する書
籍が発行されま
した。
　すでに第二次
世界大戦前に
は、コメニウスは
文部省の教員
検定試験にもそ

の名前が登場し、30本以上の論文や記事が
書かれたということです。1962年には、ラテ
ン語から日本語に訳された『大教授学』
（Didactica magna）が出版され、コメニウス
の教育学は頻繁に参照されるようになりまし
た。すべての日本人研究者には、心から感謝
しております。皆さんのご努力により、日本に
おけるコメニウスは、単に200チェココルナ紙
幣の顔としてだけ知られずにすんでいるので
す。
　現在まで、コメニウスの著作物は62残って
います。その中で日本人読者にとって馴染み
があるのは、彼の教育学に関連した部分で
しょう。哲学と教育学に関する文書に加え、
コメニウスは教育の持続可能性にも言及して
おり、既に17世紀初頭には休暇の導入を推
奨しています。彼の願いはその後100年以上
の時を経て、1774年にマリア・テレジアが学
生に向けた21日の休暇制度を導入したこと
により実現しました。
　コメニウスが中世に発信した指針の多く
は、今日でも通用するものです。特に、次の指
針は、約400年が経過した今でも、ソーシャ
ルネットワークの時代において、一層身につ
まされるものではないでしょうか。

　「信じろと差し出されたもの全てを信じ
るべからず。あらゆるものを自分で見て確
かめ、納得しなさい」

駐日チェコ共和国特命全権大使

マルチン・トムチョ

コメニウスと350年



05 06

コメニウス『闇からの光』の扉絵
（ウヘルスキーブロト、コメニウス博物館 蔵

コメニウスの肖像 （版画家・
ホラー 作）

　日本教育学会は、会員約３千人を有してお
り、教育学にかかわる研究領域を対象とす
る学会としては、日本国内で最大規模の学
会です。幼児教育、初等中等教育、高等教
育、生涯学習など、人生のさまざまな段階で
の教育を扱う研究者が、会員になっていま
す。また、研究上のアプローチに関しても、
教育哲学、教育史、教育社
会学、教育心理学、教育行
政学、教育経営学、教育方
法学、カリキュラム論、比
較教育学など、多様なア
プローチの研究者が集
まっています。 
　毎年８月に学会の年次
大会を開催していますが、
その中でコメニウスを主題
とした会員の学会発表は
いろいろとあります。コメ
ニウス研究を主題とするラ
ウンド・テーブルもしばし
ば企画されて開催されて
きています。それは教育のさまざまな分野
においてコメニウスが先駆的な立場に位置
づけられていることとも無関係ではありませ
ん。近代教育を歴史的に見たとき、そこで考
えるべきさまざまな主題や要素を始原的な
位置で凝縮して体現しているのがコメニウ
スである、といってもよいでしょう。 

　日本教育学会は、教育学関連学会の中
で、最も総合性や包括性をもった性格の学
会であり、より大きな視野での議論やより広
い研究ネットワークを提供することに貢献し
ています。そしてこの総合性や包括性という
特質は、コメニウスの思想とも共通するもの
であり、大きな視野での議論や広い研究

ネットワークの提供もコメ
ニウス自身がめざした方
向性と重なるものだと言え
ましょう。 
　1970年のコメニウス没
後300年に際して、日本
教育学会は『コメニウス関
係文献目録』を発行しまし
た。また、日本チェコ協会
との共催で記念講演会を
開催しました。1992年の
生誕400年には、チェコス
ロヴァキア大使館主催の
行事に大田堯会長（当時）
からメッセージを贈りまし

た。
　現在私たちは日本の教育について解決す
べきさまざまな課題に直面しています。最
近では、経済格差や地方格差を拡大するよ
うな入試制度への転換が大きな社会問題と
なりました。すでに400年も前に家庭の経
済的な事情や居住地、性別などにかかわら

日本教育学会会長
日本大学文理学部教授

広田 照幸

コメニウス没後350年に
寄せて

ず、学ぶ機会の
均等を訴えたコ
メニウスの理念
を今こそ思い起
こしたいもので
す。
　また、コメニ
ウスは学ぶ者
の困難だけで
はなく、教師の
教える労苦を

軽減することも提案しましたが、最近の「教
員の働き方改革」をめぐる議論は、コメニウ
スの思いに立ち戻って、教師の教える労苦
の軽減を真剣に考える必要性を私たちに思
い起こさせるものです。
　今日のグローバル化が進んでいる状況の
中で、それぞれの国の教育の課題について
の研究が相互に参照されたり、教育改革の
アイデアや成果が相互に影響を与え合った
りすることが増えてきています。教育学の研
究者はもはや国内の教育について考察して
いればよかった時代は終わりました。「我々
の社会における教育」というとき、「我々の
社会」の意味は、グローバルなコミュニティ
を指す時代になっています。私たち日本の
研究者も含めて、世界中の教育学の研究者
が、人類全体のよりよい未来社会を作り出
す営為としての教育を追い求めていかねば

ならない時代がやってきているのです。
　このような時代を迎えて、平和のための
教育を片時も忘れないものとしてきたコメニ
ウスの教育理念について、没後350年とい
う機会に改めて想起したいものです。
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ストラージュニツェの住宅 スカリツァで滞在した家

　コメニウスは、チェコ、スロヴァキア、ドイ
ツ、ポーランド、イギリス、スェーデン、ハンガ
リー、オランダの8つの国を訪問し、滞在し
た。それぞれの国にはゆかりの場所も多い。
現地を訪ねて気のついたことを紹介したい。

　①生誕地の候補とされる3つの場所の中
ではコムニャとニヴニツェよりもウヘルス
キーブロトに地元の熱意を感じた。それは
遺跡の保存状態から受けた主観的な印象
にすぎないものだが。

　②孤児として親戚に預けられたストラー
ジュニツェではコメニウスが当時住んでいた
住宅を見て、ある伝記に書かれているよう
な「割合に幸福な時代」とは思えなかった。

　③ブランディ―ス・ナド・オルリツィーの洞
窟にコメニウスが4年間住んでいた、と伝記
には必ず書かれており、夏に中へ入った日

本人研究者も「煙抜きの穴もあって意外に
広く、ある程度の生活はできただろう」と言
う。しかし、2月と3月に訪ねた私の印象は異
なるもので、とてもこの中では4年間も継続
して生活できないだろうと思った。

④ハプスブルク陣営に追われていたコメニ
ウスの逃亡先であるチェコ北部のビーラー・
トゥシュメシュナーやホルニー・ブラナーは
とても不便な場所であったが、ここなら追
手が近づいてきたとしても潜伏した場所か
ら別の場所へ密かに移ることも可能な場所
だと理解できた。

　⑤スロヴァキアのスカリツァでは、1650
年4月にコメニウスが1か月間滞在したとい
う家が残されており、彼が亡命後もチェコ
やスロヴァキアに立ち寄っていたことが確
認できた。亡命後は「再び祖国の土を踏むこ
とができなかった」と書いている書物もあ

　ヨーロッパの真ん中に位置するチェコ。世
界地図を広げてみると、決して大国とは言え
ないでしょう。しかし、その小さな国チェコで
は、いままでに数多くの偉大な人物が生まれ
ました。フス、ドヴォルザーク、スメタナ、マサ
リク、ムハ、クンデラ、ハヴェル、チャペックと
いった名前は、チェコから遠く離れた日本で
も聞いたことのある方が多いのではないで
しょうか。
　今回の記念行事で焦点を当てる人物も例
外ではありません。「近代教育の祖」と位置づ
けられているチェコの思想家ヨハネス・アモ
ス・コメニウスもまた、チェコの歴史を語ると
きに欠かせない存在です。コメニウスは17世
紀、主に教育者としてヨーロッパ各国で高く
評価され、のちに彼の功績は海を渡って日本
にも伝わりました。日本とチェコが外交関係
樹立から100周年の節目を迎える今年、日本
の近代教育に影響を与えた人物であるコメ
ニウスにもう一度目を向けることは、とても大
きな意味を持っていると思います。
　1990年代以降、『世界図絵』をはじめとす
るコメニウスのいくつかの著書が邦訳されて
います。彼の思想は教育だけでなく、政治、
哲学、音楽など多岐にわたり、現代でもなお
多くの人々に学ばれています。チェコ、そして
ヨーロッパにとどまらず、日本でもこうして彼
の思想にふれられるのは大変喜ばしいこと
です。
　日本語に翻訳されているコメニウスの代
表作のひとつに『地上の迷宮と心の楽園』が

あります。昨年1月、チェコ倶楽部とチェコセ
ンターは、東京の霊南坂教会で、この物語の
世界をパイプオルガンの演奏と朗読により
表現するコンサートを共催しました。演奏さ
れたのは、チェコの現代音楽を代表する作曲
家ペトル・エベンが『地上の迷宮と心の楽園』
をもとに1991年に完成させた楽曲で、日本
では初の公演となりました。オルガン奏者ル
ツィエ・ジャーコヴァー氏をお招きしたこのコ
ンサートには多くの方々が足を運んでくださ
り、日本における、人々のコメニウスへの関心
の高さを実感しました。
　そんな昨年のコンサートに引き続き、今年
は、コメニウスの没後350年を迎えるなか、相
馬伸一教授とチェコ倶楽部のお力添えで記
念行事を開催することとなりました。本行事
では、記念講演のほか、音楽や映画を通して
「コメニウスへの新たな接近」を試みます。節
目の年にこのようなイベントを企画・実現す
ることができたのは、相馬先生、そしてチェコ
倶楽部代表の林幸子様をはじめとする皆さ
まのご尽力があってこそだと思っております。
心より感謝いたします。
　コメニウスが活躍したのは17世紀ですが、
その思想は、様々な課題に直面している現代
の教育現場にも受け継がれています。日本・
チェコ交流100周年、そしてコメニウスの没後
350年を迎えた今年、このイベントがより多く
の人々にとってコメニウスを知るきっかけとな
れば嬉しく思います。

チェコセンター東京所長

エヴァ 高嶺

「コメニウスへの新たな接近」に
寄せて

追手門学院大学名誉教授

井ノ口 淳三

コメニウス  追っかけの楽しみ
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ナールデンのコメニウスのお墓

プシェロフのコメニウス像の前で

子どもたちとコメニウスの立像
ドイツ・ベルリンのコメニウス
庭園

ランド、ハンガリー、ドイツなど各国にある。
そしてそれらの場所には必ず学校があり、
コメニウスがどこでも主に教育者として見ら
れていることがうかがえる。
　コメニウスとの直接的な関係がわかりに
くい町、たとえば、クロムネジーシュ、リトミ
シュル、テルチ、ブルノ、オロモウツなど世界
遺産の町にもモニュメント等が見られるし、
日本人のほとんど訪ねることのないような
小さな町にもコメニウスの像が建てられて
いる。これまで私は、ジーチャニー、ロシ
ツェ、イチーン、ホジツェ、コリーン、フラデ
ツ・クラーロヴェー、ムラダー・ボレスラフ、ベ
イコフ・ナド・イゼロウなどを訪ねたが、立
像、座像、胸像、頭像などそれぞれにおもむ
きの異なる興味深い像を見ることができ
た。スロヴァキアのレヴォチャ、プレショフ、
コシツェ、トルナヴァなどでも彼の足跡を認
めることができる。
　実はこれらの多くの像や記念碑は現在イ

ンターネット上
でも見ることが
可能である。し
かし、現地を訪
ねて、それらの
像の建立され
ている位置を
確認することに
も意味がある。
ナールデンの
銅像は、かつて
は町のはずれ

にあったが、現在では中心部の教会の前に
建てられている、というような変化もある。
以上のようにコメニウスゆかりの土地を訪
ねる追っかけの旅を通して、私は伝記で学
ぶのとは異なる印象を各地で抱くことがで
きた。歴史の現場に立つことはとても重要
である。

るが、実際はそうではなかった。

　⑥コメニウスは演劇による教育を実践し
たが、ハンガリーのサーロシュパタクのお城
では、生徒によって演劇が上演される様子
を推察することができた。建物全体の構
造、当時の舞台や観客席の配置、その規模
までも理解できた。

　⑦ポーランドのレシュノでは、コメニウス
が在住していた当時のポーランド側住民が
抱いていたわだかまりが現在では解消して
いる様子が納得できた。
　1655年頃のポーランドはスウェーデンの
軍隊に占領されており、コメニウスらチェコ
からの亡命者にとっては、同じプロテスタン
トの陣営であるスウェーデン側の動きに期
待を寄せていた。しかし、占領に反対する
ポーランドの勢力が反撃を強め、戦乱の中
でレシュノも大火に覆われた。コメニウスら
亡命者の側からすると「被害者」となるが、
ポーランド側からすれば占領軍に味方をす
る者は焼き討ちされても当然のこととなる。
　現在のレシュノにはチェコ兄弟教団の建
てた教会や学校も残されており、コメニウス
広場には彼の胸像も建てられている。

　⑧オランダのアムステルダムでコメニウス
が滞在していた館は、レンブラントの家とは
徒歩でも容易に移動できるほどの近さであ

り、同時代に至近距離で生活していた両者
には接点があったと推測した。レンブラント
は14歳でライデン大学に入学したほどラテ
ン語もよくできたようであるから、二人がコ
ミュニケーションをとることに困難はなかっ
たはずである。レンブラントの描いた「ある
老人の肖像」と題する作品のモデルがコメ
ニウスであるか否かについては議論がある
が、その可能性は高いと思われる。

　⑨アムステルダムで亡くなったコメニウス
は、近郊のナールデンに埋葬された。この
お墓の写真はいろいろな書物に掲載されて

いるが、コメニウスの生涯のエピソードを表
現した複数のモニュメントの配置について
現地を訪ねて初めて理解できた。

　⑩以上は、コメニウス自身が滞在した場
所であるが、その他にもコメニウス名称の広
場や通りなどは、チェコ、スロヴァキア、ポー
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コメニウス『世界図絵』より「神」

コメニウスの遺稿の発見
　コメニウスが「パンソフィア」という題名の
大著に取り組んでいるということは、本人が
予告していたのでよく知られていました（研
究者の間ではこれまで「汎知学」と訳されて
きたのですが、ここではカタカナで「パンソ
フィア」と表記することをお許し下さい｡「すべ
ての知恵」という意味です。百科全書のよう
なものと想像されていました）。しかし完成し
ないまま亡くなったというのが長い間の定説
でした｡ところがその手稿が20世紀になって
発見されたのです｡第二次世界大戦の混乱
期を経てチェコでその研究が始まり、印刷・
公刊されたのは1966年のことでした。
　発見された遺稿には「パンソフィア」だけ
でなく、教育改革を論じた「パンパイデイア」
や、世界統一言語の創設案、さらに世界の指
導者が一堂に集まる「世界会議」の構想も含
まれていました｡それ以来「コメニウスへの新
たな接近」が始まったのです｡
　発見された遺稿群を総括する題名は
Consultatioでした。相談、助言、熟考、会議
などを意味する言葉です｡英語で言えばコン
サルティングです。何か新事業を興す時、専
門のコンサルタントに相談し助言を求めるこ
とです｡日本では当初「勧告」と翻訳されまし
た｡これではコメニウスが「私がこういう構想
を考えたから皆の者、読みたまえ、そして実
行せよ」という感じですね｡真意は「この問題
について、皆さんはどうお考えですか、どうか
お集まりください」でしょうか。チェコ語では

poradaと訳されました｡私は僭越ながら「熟
議」と訳してみました｡

パンパイデイア
　『熟議』は七部から構成されており、各国
のコメニウス研究者がまず注目したのは第
四部の「パンパイデイア（汎教育）」です。とに
かくコメニウスは『大教授学』や『世界図絵』
の作者として知られていましたから、そのコメ
ニウスが教育について何か新しいことを書い
たのかという興味が起こるのは当然でした｡
「パンパイデイア」では私たちの人生は死ぬ
までが学校だという生涯教育の構想が打ち
出されており、教師に必要な資質についても
詳しく述べられています｡『大教授学』では誰
でも教師になって、一斉に百人を教えること
ができると強調されていたのですが、そうい
う観点はでてきません。詳しくはぜひ、拙訳
『パンパイデイアー生涯にわたる教育の改
善』（東信堂、2015）をお読み下さい｡

パンソフィア
　さて『熟議』の中心部分を占める「パンソ
フィア」ですが、とても長い｡コメニウスのもっ
とも良く知られた『世界図絵』には天や地、動
植物の分類、人間、社会の仕組みなどがコン
パクトに収められているのですが、それが百
倍くらいに拡張されているのです。例えば
『世界図絵』では「神」から始まり次に自然界
の説明が続くのですが、「パンソフィア」では
世界を創造したとされる神とはどういう存在

なのか、いやその前にそもそも人間に神や世
界を認識することが可能なのかという議論
が長 と々続きます｡このあたりは中世の神学
論争からデカルトに至る哲学史の背景を踏
まえれば興味深いのですが、今から見れば
何のことやら｡

　この世界を創造した神の意図を人間に伝
える媒介者としての天使の存在を確認した
後で、自然界を構成している諸原理を詳しく
考察し、自然の法則にのっとって人間が活用
する技術の世界が描かれます。『世界図絵』
では動植物の名称が絵によって説明された
だけなのですが、「パンソフィア」では気象や
鉱物や動植物の特徴が詳しく述べられます｡
コメニウスとしては17世紀の最新の成果を
駆使しながら説明しているのですが（ベーコ
ンやデカルトにはしばしば言及しているので
すが、ガリレオを参照した形跡はありませ
ん）、もちろん今日からみれば変な描写が混
じっているのは否めません｡
　私が特に注目したのは、獣と人間の違い

についてです。理性が人間の特徴だと一般
には言われているのですが（たぶん今もそう
でしょう）、コメニウスは違います。自由意志
が人間の特徴だと言うのです｡人間以外の動
物は必然性に導かれて行動するが、人間は
自由意志に基づいて行動するというのです｡
私が深読みすれば、人間はただ考えただけ
で何もしないのではなく、何かをするために
考えるのであり、何をするかは人間の自由意
志にかかっているということでしょう。世界を
改革するというコメニウスにとっては、人間の
自由な実行能力が何よりも重要なのです｡
　自然界の法則にのっとってそれらを人間
がどう利用するか、それが次に詳しく述べら
れます｡その中でも人間に関する技術の説明
はとても詳しい｡教育と学習についての説明
もこの中に含まれます｡
　それに続くのが「道徳の世界」、ここで「道
徳」というのは社会慣習から政治形態まで
含む広い言葉です｡個人、家庭、学校、国の政
治の順で提示されます｡『大教授学』や『パン
パイデイア』ではあまり扱われなかった教育
行政や学校経営の問題にも触れられます｡

宗教の和解
　けれども長大な「パンソフィア」の中でも
一番分量が多いのは宗教と教会のあり方を
論じた最後の「霊魂の世界」です。たしかに
『世界図絵』も宗教の説明で終わっていまし
た｡コメニウスの職業は牧師ですから宗教を
熱く語るのは当然なのですが、当時の戦争

会津大学名誉教授

太田 光一

世界平和を追い求めた
コメニウス
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パンソフィアの草稿が発見されたドイツのハレ（ザーレ）の
孤児院（上）、文書館（下）

運河の対岸から見たアムステルダムのコメニウスが
晩年を過ごした邸宅

　私は子どもの時から歴史が大好きで、歴史
の転換する大きな瞬間をみたいと思ってきま
した。そんな私にとって、夫・故大鷹正が、世
界各国を巡る大使という任務に就いていたこ
とは、願ってもない幸せでした。想像だにで
きない貴重な体験があり、ベルリンの壁崩壊
など、素晴らしい歴史的場面に居合わせるこ
とができたのです。
　特に、チェコとオランダでの生活は、私の人
生に大きな意味を持った時間であり、場所で
した。チェコに夫・正がチェコスロヴァキア大
使として赴任した1983年から4年間は、私が
初めてコメニウスの存在に向き合った時代で
した。正はチェコスロヴァキア赴任後1年を経
て、1988年から1990年には、思いもかけず
オランダ大使に任じられました。そこは、正の
生誕地でもありました。私はコメニウスの生
誕地・チェコと終焉の地・オランダという、コ
メニウスに繋がる両国に住むという幸運に恵
まれたのでした。
　チェコ在住時代に、コメニウスや兄弟教団
に興味を持つオランダ人が、コメニウスに関
連する地域や建物をあちこちと案内してくれ
ました。
　コメニウスが没後に埋葬されたというオラ
ンダの要塞の町ナールデンに初めて行った
のも、チェコ在住時代です。ナールデンの古
いチャペルに行くと、入口近くの部屋では土
が掘り返されて、周りはめちゃめちゃでした。
コメニウスのお墓についての私の質問に、そ
こにいた人は「ここに葬られるのでしょう」と

答えました。奥に事務所がありましたから、コ
メニウスの遺骨はそちらに大切に保管されて
いるのだろう、と秘かに推測したのでした。
　そのチャペルの向かい側にはコメニウス博
物館があり、社会主義時代でしたが、チェコ
とオランダの国旗が並んではためいていたの
を、今でもはっきりと思い出します。
　オランダ在住時代は1988年から1990年

でしたから、世界が急変した時代です。チェ
コが民主化した後に、再びナールデンを訪れ
ました。コメニウスが埋葬されたチャペルは、
きれいに整備されていました。以前、訪れた
時に掘り起こされていた部屋でしょう。鉄柵
の出入り口の中に、美しく立派な墓碑があり
ました。（9頁写真参照）その時には、残念な
がらチェコとオランダ両国の国旗は、立てら
れていませんでした。
　オランダのアムステルダムは、運河の多い
街で、縦横に運河が流れています。コメニウ
スがアムステルダムのどこに住んでいたのか
を知りたくて、アムステルダムの運河のそばに

の最大の原因は宗教対立でしたから、宗教
問題は避けて通れないのです（現代もそうか
もしれません）。キリスト教徒ではない私には
ピンとこない議論がたくさん出てきて当惑し
ます｡新旧聖書からの引用もたくさん。もっと
も、コメニウスと同時代のトマス・ホッブズや
近代政治学の祖とされるジョン・ロックの著
書も読んでみればお分かりのように、聖書の
引用で満ち満ちているのですから、当時とし
ては当然のことだったのかもしれません。
　聖書の引用の中で私が共鳴した部分を引
いておきます｡「彼らは剣を鋤に、槍を鎌に打

ち直す｡もはや戦いを学ぶことはない（イザヤ
書2章4節）」。またイザヤ書11章には、狼と小
羊が、豹と子山羊が、牛と熊が、獅子と牛が、
いっしょに草を食べる場面が出てきます。コ
メニウスはこの箇所を好んで引用していま
す。

平和の追求、世界総会
　つきつめれば、コメニウスが考えた学問や
教育や政治や宗教の究極の目的は「平和」
です。学問は人間の心と外界の事柄との平
和を目指し、宗教は人間と神との平和を目指
します｡政治は国と国の、人と人との平和を
目指します｡また、言葉の違いが人間の交流
を妨げ誤解を生む大きな要因ですので、世
界共通語も平和のために必要です｡
　コメニウスは平和のための世界組織の創
設を『熟議』の第六部「パンオルトシア（普遍
的改革）」で提案します｡学者と宗教家と政治
家がそれぞれ国際組織を創る、そしてその
全体が定期的に会合をもつ、これはまさに今
日の国連総会です｡その世界総会は十年に
一度というのがコメニウスの案であり、これ
は現代では合わないと思いますが、開催地は
ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカと回り
持ちが構想されています｡なかなか面白い提
案ではないでしょうか｡

日本チェコ友好協会名誉会長

大鷹 節子

世界各地で出会った
歴史の中のコメニウス
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『世界図絵』より「思慮深さ」

ブランディーズ・ナド・オルリツィの洞窟

生きる智慧を得るためのはずが…
　日本では、コメニウスは教員採用試験の
教職教養分野であつかわれており、近代教
育学（教授学）の祖、最初の絵入り教科書
『世界図絵』を創案した実物教授（直観教
授）法の祖、『大教授学』で教育の目的・内
容・方法・制度にわたる考察を展開…といっ
た紹介が流布している。こうした紹介が誤り
というわけではない。しかし、覚えても実際
に役立てられるとは思えない断片的な知識
である。
　コメニウスの『世界図絵』の挿絵はどれも
興味深いが、右手に鏡、左手に彼の時代に
発明されたばかりの望遠鏡を持った女神
が、機会をつかもうとうかがっている挿絵が
ある。

　コメニウスは、学習は生きるための智慧を
得るためにあると考えていた。その彼が、
もっとも無意味だと批判していた方法で教
えられているのは皮肉でもあり、何より残念
なことだ。
　思慮深くあるための第一歩は、コメニウス
も教えるように、当たり前に思われているこ
とを改めて見直すことだ。ここでは、日本で
一般化しているコメニウス像を見直す論点を
あげよう。

コメニウスと日本人の出会いとその背景
　「日本人とコメニウスの出会いは明治の近
代化の過程である」という思い込みがある。
しかし、これは正しくない。
　近年、日本語教育の分野では教えられる
ようにもなったが、1730年代初頭、カムチャ
ツカ半島に漂着したゴンザという人物が現
ロシアのサンクトペテルブルクに連れていか
れ、日本語教師として養成されるなかで、コ
メニウスの『世界図絵』のロシア語と日本語
（薩摩方言）の対訳版を編纂した事実があ
る。
　また、コメニウスの文献が明治維新以前
に日本に入ってきたという事実は確認されて
いないが、コメニウス周辺の人物の著作は日
本に流入し、一定の関心を集めていた。
　コメニウスが『世界図絵』を出版したわず
か8年後の1666年、京都の儒者・中村惕斎
は、コメニウスと同様の発想から『訓蒙図

あったインフォメーション・センターへ行きま
した。アンネ・フランクが隠れ住んでいた建
物近くの西教会付近に、コメニウスも、友人の
画家・レンブラントも住んでいたということ
を、聞いていたからです。「コメニウスは、どこ
に住んでいたのですか？」という私の質問
は、簡単には回答が得られませんでした。「レ
ンブラントとコメニウスは、朝の散歩友だち
だったのですよ。コメニウスの住居はわかり
ません。兄弟教団に従って、転 と々していまし
たからね」という返事でした。
　ヨーロッパには、あちこちにコメニウスの足
跡があります。私が行ったのは数か所です
が、時々思い出します。彼にまつわる歴史的
遺跡を訪ねて感銘を受けてきたことも、私に
とっては歴史的思想の大きな転換の瞬間に
出会った体験でした。
　まだ東西に分断されていた時代でも、ドイ
ツの首府・西ベルリン市には、兄弟教団の亡
命者を迎え入れた「ボヘミア村」と呼ばれで
いた一郭がありました。
　30年戦争で追われる身となったコメニウス
は、チェコのパルドビツェの郊外にあるブラン
ディーズ・ナド・オルリツィの洞窟に隠れ住ん
でいだ、と言われています。洞窟の小さな入
口の前に立つと、4年間もこの寒い狭い空間
に住んでいだという事実に、思わず身体が震
えました。彼はここで傑作と言われる『地上の
迷宮と心の楽園』を執筆したというのです。暗
く寒い洞窟の中で、かじかんだであろう指先
でペンを握り、執筆していたのかと想像する

と、その悲惨な有様に、心も縮む思いでした。
　コメニウスの教育を現在も実践している各
地の学校、兄弟教団の墓地、彼がかくまわれ
た城等々、彼にちなんだ歴史的遺産があちこ
ちに残され、今でも多くの人々に影響を与え
ながら受け継がれています。
　複雑で混沌とした現在の社会で大切なこ
とを、コメニウスは350年以上も前に提唱して
います。年齢や性別、また国や宗教に関係な
く教育を普及すべきことを主張しました。彼
の汎知学も、自己研鑽を進め、均衡のとれた
物事の考え方、自分自身で考え行動すること
を勧めるものでした。
　コメニウスの教えは、現代の社会や教育を
考える上にも色あせないものとして私たちに
迫ってきます。彼の存在に触れたおかげで、
私自身も多くを学ぶ機会を与えられました。
　人格的にも素晴しいコメニウスを、私は尊
敬しています。コメニウスは世界一偉大な人
物と言っても、過言ではないでしょう。

佛教大学教育学部教授
教育哲学会・教育思想史学会理事

相馬 伸一

コメニウスと日本人

〝チャンスを確実にものにするには、自己
を見つめ、最新の技術を用いて未来を展
望し、慎重に判断することが必要だ″



17 18

『訓蒙図彙』より
国立国会図書館デジタルライブラリー

科学アカデミー哲学研究所にて。
中央右が筆者（プラハ、2014年12月）

土田杏村「信南自由大学趣意書」（1924年）より。
飯田市立中央図書館蔵、傍線筆者

日本の教育者を刺激したのは、教育を哲学
しようとするコメニウスの精神だったといえ
るのではないだろうか。
　そして、それとは矛盾するように思われる
かもしれないが、哲学的精神に基づいたコ
メニウスの情熱も日本の教育者を引きつけ
たに違いない。コメニウスの汎知学（パンソ
フィア）研究の進展によって、コメニウスが、
論理的ではあるが冷淡な哲学者のアプロー
チを批判し、励ましや説得による「民衆的な
方法」を重視していたことが明らかになって
いる。そこから『大教授学』を読み直すと、彼
のエンパワーメントの精神が読みとれる。

アモスとの縁
　私がコメニウスにとりくみ始めたのは、故
藤田輝夫、井ノ口淳三、太田光一の諸先生
がコメニウス研究者の集いを組織された
1987年頃だった。一大学院生の私に、コメ
ニウスの翻訳や海外の情報などを惜しげも
なくシェアしてくださるのに感激した。コメニ
ウスは、世界の問題を解決するためには、あ
らゆる利害関係者が集う「熟議」が重要だ
と訴えた。先生方はその精神に違わない開
かれた場を創ってくださった。
　以来、1992年のコメニウス生誕400年、
2007年の『教授学著作全集』出版350年等
の節を刻むたびに多くの出会いに恵まれ、
2014年にはチェコ科学アカデミー哲学研
究所の受け入れにより、憧れのプラハで暮ら

した。
　滞在中に知り合った才気あふれるチェコ
人女性から、ある時、「あなたはコメニウスを
研究する定めだった」と言われた。理由を訊
くと、「あなたの姓のSOMAを後から読めば
AMOSになるでしょ」と言って悪戯っぽく微
笑まれた。アナグラムよろしくアモスの後塵
を拝するばかりだが、それでも彼から逃れる
ことはもうできない。

彙』という絵入り教科書を出版している。両
者の類似点は単に絵を用いたことにとどま
らない。コメニウスには世界を理解するため
の「神の三書」という世界観があり、中村惕
斎は儒教の三才（天地人）という視点に基
づき、それぞれ世界を解釈して教育に応用
した。
　江戸期に育まれた教育や文化の基盤が、
明治以降のコメニウスをはじめとした西洋思
想の受容を可能にしたことを見過ごすべき
ではないのである。

コメニウスの何が日本人をとらえたのか？
　「コメニウスが日本に影響を与えたのは教
育の方法に関してだ」とい思い込みがある。
これも再考が必要だ。
　明治に入り、コメニウスが日本に紹介され
た際に注目を集めたのは、まず18世紀スイ
スの教育者ペスタロッチであり、次いで19
世紀ドイツの教育学者ヘルバルトとその弟

子たちだった。コメニウスは教育史上の偉大
な存在として教えられたが、すでに彼の方
法論が受け入れられるタイミングではな
かった。
　にもかかわず、コメニウスが注目されたの
はなぜだろうか。中央と地方を問わずに盛
んに発行された教育雑誌を調査すると、コ
メニウスの『大教授学』が繰り返しとりあげ
られている。教育は実践的な分野であり、と
もすれば経験の寄せ集めに終わってしまう
ことが少なくない。『大教授学』には、教育を
根本的に考える必要性が強調されている。

プシェロフのコメニウス像の前で
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ズデニェク・フィビフ

　チェコ現代音楽を代表する作曲家・音楽
学者の一人でアントニーン・ドヴォジャーク
[Antonín Dvořák, 1841-1904] の作品目録
（所謂 B. 番号として知られる）を整備した
ヤルミル・ブルクハウゼル  [ J a r m i l  
Burghauser, 1921 - 1997] はその著書で、ス
メタナ、ドヴォジャークとフィビフ [Zdeněk 
Fibich] の3人がチェコ国民楽派を代表する
作曲家であるとして彼らを称えた。
　フィビフはアウエルスペルク伯爵
[Auersperg] に仕える森林管理官ヤン・フィ
ビフ[Jan Fibich]とヴィーンの織物業者の娘
マリエ・レミショヴァー  [ M a r i e  
Römischová] の間の4人姉弟の第2子とし
て、1850年12月21日、ボヘミアのフシェボジ
ツェ [Všebořice] に生まれた。1863年頃か
ら1870年にかけてプラハ、ヴィーン、ライプ
ツィヒ、マンハイム、パリなどで音楽修行を
し、その間スメタナ、ヤダスゾーン、モシェレ
スなどに学んだ。
　音楽修行を終えたフィビフは、主にプラハ
を拠点に活動した。プラハ時代は仮劇場
（国民劇場の前身）で1875年から3年間音
楽副監督と合唱監督、1899年から翌年にか
けて国民劇場のオペラ演出を務めたが、そ
れ以外の主な仕事は、作曲と演奏活動（指
揮とピアノ）、プライベート・レッスンでの後
進の指導であった。
　「国民音楽」の在り方を巡って当時プラハ
楽壇を二分した保守派と進歩派の対立の

中、フィビフは進歩派の立場を取り、スメタ
ナの正統な後継者と看做されていた。チェ
コ民族舞曲の芸術音楽化、民族の伝説に
基づくオペラやメロドラマの作曲、当時ボヘ
ミアやモラヴィアを支配下においていたハプ
スブルク君主国（＝オーストリア帝国）に於
いてまだ公用語の地位を得ていなかった
チェコ語の台本や詩を自作に用いるなど
チェコ国民音楽の推進者の一人であった
が、同時に彼は必ずしも国民主義的な題材
だけに拘ることのない、コスモポリタニスト
の側面も持っていた。
　肺炎を一週間患った末、1900年10月15
日に死去。
　門下には、指揮者・作曲家のオタカル・オ
ストルチル [Otakar Ostrčil] やカレル・コ
ヴァジョヴィツ [Karel Kovařovic]、後にチェ
コスロヴァキア社会主義共和国文化大臣や
チェコスロヴァキア科学アカデミー総裁を
歴任し、その一方で「ドヴォジャーク批判」
によってネガティヴな影響を楽壇に及ぼし
たズデニェク・ネイェドリー [Z d e n ě k  
Nejedlý] らがいる。
　作品は、室内楽、器楽、交響詩、交響曲、メ
ロドラマ、オペラ、声楽を中心に遺している
が、そのうち最も重要なものは、「ステージド
ラマ三部作《ヒッポダミア》」を含むメロドラ
マである。

　1892年3月26日から28日にかけて、コメ

ニウスの生誕300年を記念する行事がプラ
ハ、ピーセク、パルドゥビツェ、フルヂムをは
じめボヘミアやモラヴィアの多くの街で開催
された。その多くは、コメニウス生誕300周
年を記念するスピーチを伴うコンサートの
形式を取った。
  これらの為に幾つかの音
楽が作曲された。フィビフ
は「祝典序曲《コメニウ
ス》」 op. 34 / Hud. 302 
&  6 2 3  [ K o m e n s k ý,  
Slavnostní ouvertura] と
「コメニウス生誕300年の
活人画のための音楽」
Hud .  3 03  [Hu d b a  k  
živému obrazu při oslavě 
3 0 0 .  n a r o z e n i n  Ja n a  
Ámose Komenského] を、
カレル・クニットル[Karel 
Knittl, 1853 - 1907] は「コ
メニウス生誕30 0年祭のカンタータ」 
[Kantáta na oslavu 300 letých narozenin 
J. A. Komenského]を作曲し、それぞれこの
期間に上演された。
　「祝典序曲《コメニウス》」の作曲にあた
り、スメタナとフィビフの支持者の一人であ
り、フィビフにとっては終生にわたって良き
助言者であった美学者オタカル・ホスチンス
キー [Otakar Hostinský] は、コメニウスが
1659年にアムステルダムで刊行したチェコ

語の賛美歌集„Kancyonál”（現代語表記で
は„Kancionál”）をフィビフに紹介した。作
曲家はその中から „Studně nepřevážená 
všech božských milostí“ をこの序曲の冒
頭とCoda の前の2箇所で引用した。このよ
うな古い時代の音楽へのオマージュは、後

のオペラ《アルクンの陥
落》におけるグレゴリオ聖
歌《テ・デウム》の引用でも
示された。
　作曲家はこの作品を、管
弦楽とピアノ連弾の２種類
の編成で書いた。管弦楽
版のスコアが完成したの
は、初演が間近に迫った3
月10日、その10日後の3月
20日にはピアノ連弾版も
書き上げた。
　初演は、管弦楽版は
1892年3月26日プラハ国

民劇場に於いてアドルフ・チェフ [Adolf 
Čech] の指揮、ピアノ連弾版は翌27日午後
にロウトニツェにて H. チェルナー [H. 
Černá ] と J. ペトジーク [ J. Petřík ] のピ
アノで行われた。同日夜には、 ピーセクの市
民劇場に於いて M. ドヴォジャーコヴァー 
[M .  D vo ř á k o v á]  とイェレミアーシュ 
[Jeremiáš] のピアノによっても演奏されて
いる。

国際マルティヌー協会  日本支部

堀内 和幸

ズデニェク・フィビフ：
祝典序曲《コメニウス》
op.34/Hud.623
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【譜例１】

【譜例２】

　曲は、通常のソナタ形式に拠っている。
ニ短調の序奏に続き、コラールが奏される。
これは前述のコメニウスの賛美歌集にある
„Studně nepřevážená všech božských  
milostí“ を5度高く移調し、ニ短調の主和
音で開始する和声を付したものである。この
コラールの5～6小節目（第18～19小節。管
弦楽版では第1オーボエ）に、作曲者により
挿入された音形が現れる。これは後に第一
主題【譜例１】の動機の原型となり、曲中
様々に形を変えて繰り返し現れる。
　コラールに続き、第29小節から第1主題

が始まる。a tempo の第101小節から第2
主題【譜例２】が B-Dur で開始されるが、
この冒頭の音形も第1主題同様、コラールの
中に挿入された音形の一つに基づいてお
り、更には第1主題の素材にも由来する。
　展開部と再現部を経て、第330小節の 
„Q u a s i  p r e s t o “から、再び„ S t u d n ě  
nepřevážená  všech  božských  milostí“ 

が奏される。ここでは冒頭での引用とは対
照的に、長音階的和声を伴って力強く鳴り
響く。コラールはしばしば、第2主題と第1主
題の断片が挿入される。

コメニウス略年譜
3月28日、チェコ東部のモラヴァに誕生。

　　父母を失う。

モラヴァのプシェロフで学校教育を受け
始める。

ドイツ・ヘルボルンで学ぶ。

ハイデルベルク大学で学ぶ。

プシェロフに戻り教師となる。

フルネックで兄弟教団牧師となる。

結婚。プラハで窓外放擲事件。

『天への手紙』刊。

ビーラー・ホラの戦い。

逃避行の渦中に妻子と死別。
『孤児について』執筆、34年刊。

『地上の迷宮と心の楽園』草稿執筆。
31年刊、63年現題再刊。

二度目の結婚。

『平安の中心』執筆、33年刊。

兄弟教団ともにポーランド・レシュノへ。

『開かれた言語の扉』刊。

チェコ語による『教授学』執筆。

『自然学綱要』、『母親学校の指針』刊。

盟友のハートリブ、コメニウスの汎知学
構想を出版

この頃、『大教授学を完成。

イングランド（42年まで）、『光の道』執筆。

イギリス内戦、スウェーデンへ。途上、デカル
トと会談。
スウェーデン女王クリスティナ、宰相オクセ
ンシャーナと会見。
現ポーランド・エルブロンクへ(48年まで）。

1592
1602-04
1608

1611
1613
1614
1616
1618
1619
1620
1622

1623

1624
1625
1628
1631
1632
1633
1637

1638
1641
1642

1644
1645
1646
1648

1649
1650
1654

1656
1657
1658
1662

1665
1667
1668

1670

パンソフィア大系の執筆に着手。

ポーランドの宗教会議に参加。

『言語の最新の方法』刊。

ウェストファーリア講和。
兄弟教団の主席監督となりレシュノへ。
妻と死別。

三度目の結婚。

『死に逝く母なる兄弟教団の遺言』刊。

現ハンガリーのシャーロシュパタクへ
（54年まで）。
『遊戯学校』執筆、56年刊。レシュノに戻る。

レシュノで戦火に遭いアムステルダムへ。

『教授学著作全集』、『闇のなかの光』刊。

『世界図絵』刊。

『人間的事柄の改善についての総合的熟議』
第1部、第2部刊。

『闇からの光』刊。手稿『エリアの叫び』執筆。

ブレダ平和会議にあてて『平和の天使』提出。

ロンドン王立協会に『光の道』を献呈。
『必須の一事』刊。

11月15日、アムステルダムで死去（78歳）。
ナールデンに埋葬される。
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日本語で出版された
コメニウス関係書籍

真田幸憲 『近世教育
の母 コメニウス』 金
港堂書籍

辻幸三郎 訳 『聖の世
界と教育』 目黒書店
（『大教授学』の抄訳）

佐佐木秀一  『コメニウス』 岩波書店

兵藤三平  『新教育の先駆者コメ
ニュース』 交友社

梅根悟  『コメニウス』 牧書店

稲富栄次郎 訳 『大教授学』 玉川大
学出版部（英訳からの完訳）

R．アルト/江藤恭二 訳 『コメニウス
の教育学』 明治図書

長田新 編 『国際理解の教育 －コメ
ニウス三百年記念祭を迎えて－』 育
英書店

鈴木秀勇 訳 『大教授学』１・２ 明治
図書（ラテン語原典からの初の全訳）

堀内守 『コメニウス研究』 福村出版

鈴木琇雄 『コメニュウス「大教授学」
入門』 上・下 明治図書

堀内守 『コメニウスとその時代』 玉
川大学出版部

藤田輝夫 訳 『母親学校の指針』 玉
川大学出版部

井ノ口淳三 訳 『世界図絵』 ミネル
ヴァ書房（1995年に平凡社ライブラ
リーとして再刊）

藤田輝夫 編 『コメニウスの教育思
想』 法律文化社

貴島正秋 『コメニウス教育学 －流
浪から平和を求めて－』 一の丸出版

1904年 

1924年

1939年

1949年

1956年

1959年

　

1962年 

1970年

1982年 
 

1984年 

1986年 

1988年
 

1992年 

井ノ口淳三 『コメニウス教育学の研
究』 ミネルヴァ書房

相馬伸一 『教育思想とデカルト哲学 
－ハートリブ・サークル知の連関
－』 ミネルヴァ書房

藤田輝夫 訳/相馬伸一 監修 『地上
の迷宮と心の楽園』 東信堂

相馬伸一 編訳 『ヤン・パトチカのコ
メニウス研究』 九州大学出版会

太田光一 訳 『パンパイデイア』 東信
堂

北詰裕子 『コメニウスの世界観と教
育思想』 勁草書房

太田光一 訳 『覚醒から光へ －学
問・宗教・政治の改善－』 東信堂

井ノ口淳三 『コメニウス「世界図絵」 
の異版本』 追手門学院大学出版会

相馬伸一 『ヨハネス・コメニウス』 
講談社

相馬伸一 『コメニウスの旅 －〈生け
る印刷術〉の四世紀－』 九州大学出
版会

井ノ口淳三 『コメニウスの生涯と謎
を追う－通説の疑問を歩いて考え
る－』 文理閣

太田光一 訳『パンソフィア 普遍的
知恵を求めて』東信堂

太田光一・相馬伸一 共訳『正義の再
構築－17世紀における世界会議の
構想－』東信堂

相馬伸一 『オンライン教育熟議オ
ン・コメニウス』晃洋書房

1998年
 

2001年
 

2006年
 

2014年
 

2015年

 

2016年
 

 

2017年
 

2018年

 

2020年



偉大な人物の後ろ姿を追う。必死にその真

似をしたがる。そして、少しはましな人間

になれたかな…と思いあがる凡人の自分に

思い当たる。その偉大な人物として、コメ

ニウスは最高であろう。没後 350 年とい

う 歳 月 と 思 想 が、今 に 繋 が っ て い る。

この小冊子の編集をさせていただいた幸運

に、感 謝している。編集にあたって、井ノ

口淳三 先 生の 貴 重 で 素 晴しい 写 真を 使わ

せていただいた。また、相馬伸一先生にも

写真と資料をご提供いただいた。心から御

礼申しあげます。（林）
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コメニウスへの新たな接近
～没後 350 年を記念して～


