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はじめに 

米国の visiting teacher は今日のスクールソーシャルワーカーの源流で、20 世紀初頭・革新主

義時代にニューヨーク市などで活動を開始した。本稿は、セツルメント運動を母体とする黎明

期（倉石 2010）、ニューヨーク市などでの教育行政による制度化の試みの時期（倉石 2011）を

経て、コモンウェルス財団非行予防プログラム(Commonwealth Fund Program for the 

Prevention of Delinquency)の一部門に位置づけられることで、visiting teacher 活動が全米に広

がっていく 1920 年代を検討対象とする。 

本稿で焦点となる問いは、visiting teacher の活動において「予防」という軸が鮮明となるこ

の時期の特徴をどのように位置づけるか、である。コモンウェルス財団支援時代の visiting 

teacher を論じたいくつかの先行研究(Richardson, 1989; Horn, 1989; Cohen, 1999, Shaffer,2006)

があるが、いずれもこの問いには十分に答えていない。一方で、その誕生時点から visiting 

teacher は「予防」への志向を伏在させており、コモンウェルス財団のプログラムはその傾向が

全面に出るきっかけを与えたに過ぎない、とする解釈が考えられる。他方で 1920 年代の活動展
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開は、いくつかの点で革新主義期の visiting teacher にはなかった側面が見られ、「一線」がこ

の時期に踏み越えられたとの解釈も考えられる。本稿ではこの両面からの考察を試みたい。 

 

1. プログラム開始直前の visiting teacher の概況 

 Visiting teacher は 1906 年にニューヨーク、ボストン、ハートフォードの三都市でそれぞれ

独立した形で活動を開始し、特にニューヨークにおいては市民改革団体のニューヨーク市公教

育協会と結びついてその活動を発展させていった（倉石 2010）。当時移民子弟が大量に教室に

あふれ、怠学や長欠、低学力などさまざまな問題に頭を悩ませていた市内の学校が相次いで派

遣を要請し、市教育当局もその働きぶりの価値を認め、1913 年以降公費による雇用も始まった

（倉石 2011）。こうした地方公教育システムへの取り込みによる visiting teacher の制度化は、

1910 年代後半を通じて徐々に各地に広がっていた
1)
。 

 制度化の動きと並んで注目されるのが、地域横断的な全国組織の結成である。1919 年に「ビ

ジティングティーチャー･ホームアンドスクールビジター全国協会」が結成をみた。この連盟は

1921 年に全米の visiting teacher の状況を調査するサーベイを行い、そのレポート”Visiting 

Teacher in the United States”はコモンウェルス財団の非行予防プログラム開始直前における

visiting teacher の置かれた状況を示す貴重な資料となっている。 

 

2. 「非行予防プログラム」の全体像と visiting teacher の位置づけ 

 コモンウェルス財団は 1918 年、アンナ･V･ハークネス夫人を創始者に、「人類の福祉向上の

ため(for the welfare of mankind)」設立された民間財団である。1921 年 11 月９日、同財団は非

行予防のための５年間のプログラムの採択を決めたが、その特徴は「伝統的な非行予防策であ

る住環境改善や組織的レクリエーションを非実践的として退け、その全精力を･･･戦略的拠点と

しての公立学校にふり向けた」ことにある(Cohen,1999:191)。 

 非行予防プログラムは４つの部門から成り立っていて、visiting teacher 派遣事業はその一角

をなしている。各部門のプロフィール
2)
は以下の通りだが、これらの部門間のかかわり合いの

解明が、本プログラムを理解する上で鍵となると思われる。 

 

第Ⅰ部門：ニューヨーク社会事業学校(New York School of Social Work) 

第Ⅰ部門は、精神医療ソーシャルワーカー、訪問教師、保護観察官を養成するコースと

奨学金を提供する。その傍ら、問題児に対する一貫した精神療法的な研究と措置の有効性

を占めそうとしている、児童相談局の臨床家との連携を維持する。研修生に対して実地研

修の機会を提供する。 
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第Ⅱ部門：全国精神衛生委員会･非行予防部会(National Committee for Mental Hygiene –The 

Division on the Prevention of Delinquency) 

第Ⅱ部門は、デモンストレーションとして、選定されたいくつかの町で精神医療クリニ

ックを提供する。また学校･社会機関･少年裁判所･保護者らによって措置された子どもに対

処する、地域によって支えられた恒久的なクリニックの確立を目標とした、現地相談サー

ヴィスの提供を行なう。 

第Ⅲ部門：visiting teacher 全国委員会(National Committee on Visiting Teachers)3) 

ニューヨーク市公教育協会と提携関係にあるこの部門は、全米 30 のコミュニティの地域

学校委員と協力し、visiting teacher を派遣する。その目的は、本人の行動、環境、心的条

件から学校において十分な便益を得ることができないでいる子どもの適応にとって、その

働きがいかに価値あるものかを示すことにある。この部門は、visiting teacher が公費で賄

われる恒久的な制度として採用することを期している。 

第Ⅳ部門：非行予防の方法に関する共同委員会(Joint Committee on Methods of Preventing 

Delinquency) 

この委員会は、プログラム全体の統一性をはかり、プログラム下の諸活動を調整し、関

連する調査やフィールド研究を実施し、そしてプログラムの目的、方法、成果などを特定

の利益集団や広く公衆一般に対して分かりやすく広報するために組織されている。 (Ellis, 

1925:203-205) 

  

この部門構成からは、まず、コモンウェルス財団が visiting teacher の派遣のみならず、第Ⅰ

部門のニューヨーク社会事業学校との連携を通して、その養成に強い関心をもって関与したこ

とが分かる。次に重要な点は、第Ⅱ部門「全国精神衛生委員会」の存在によって精神医療クリ

ニックもしくは児童相談クリニックと、visiting teacher 事業が密接な関係を持ったことである。

これらのクリニックで活動していた精神療法家たちはもともと、少年裁判所に措置されたいわ

ゆる非行少年･少女に関心を持ち、かかわりを有していたが、当時かれらの間で絶大な影響力を

もった「精神衛生(mental hygiene)」論（後述）を介して、学校に身をおくすべての子どもたち

にまで触手を伸ばしていく。ここに visiting teacher との接点が生まれることになる。また刊行

物の発行を担った第Ⅳ部門を通じて visiting teacher のケースレコードやその活動に関する研究

書を精力的に刊行し、啓蒙に努めた (Oppenheimer,1924; Ellis, 1925; Sayles, 1926; Culbert, 1929)。 

つまりコモンウェルス財団は、単なる財政的スポンサーの役割を超えて、全国委員会を司令

塔として visiting teacher の業務の質をコントロールする、ナショナルレベルでの体制構築を行

ったということができる。全国委員会委員長のハワード･ナッドによれば「［委員会は visiting 
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teacher たちに］中央事務所から仕事に関する技術的な教示(supervision)を与え、毎年ニューヨ

ーク市で全スタッフを集めての年次集会を開き、職務上の諸問題について討議した」

(Nudd,1926:279)。これは同じ全国単位の組織であっても、1919 年結成の前述の「協会」が主と

して、全米に散らばる visiting teacher どうしの横のつながりを確立するネットワーク的組織で

あったのと対照的である。 

ところで先に、このプログラム全体において特に、第Ⅱ部門「全国精神衛生委員会」が占め

る位置の重要性に触れた。その主たる理由は、精神衛生論(mental hygiene)という理論的な心棒

を visiting teacher の活動に対して与えたことにあるのだが、もう少しこの辺りを詳しく述べて

おきたい。Visiting teacher はそれまでも広く、問題行動にかかわりを持ってはきた。しかしな

がら「予防」に重心を置いたかたちでの非行問題へのかかわりを、自覚的に追求してきたわけ

ではなかった。むしろこの分野で一歩先んじていたのは、ウィリアム･ヒーリーやバーナード･

グリュックなどを先駆者とする精神療法家たちであった。かれらはすでに、「適切に導かれた治

療法による、非行少年たちの社会的リハビリテーションとその結果としてのコミュニティにお

ける非行の減少」(Commonwealth Fund, 1925:15)という実績をあげていた。だがそれにとどま

らず、非行や逸脱は「衝動制御の失敗と生活上の要求への適応の失敗の結果」(Horn1989:21)

との理論を掲げ、幼少時の介入によりその発生を未然に防ぐ「予防」への野心をたぎらせてい

た。 

この野心は、コモンウェルス財団のプログラムにおける「クリニックが地域の学校、諸機関、

家庭との間に直接的なコンタクトを確立すること」、「地域の子どもたちに対する、より一般的

なタイプの臨床的サーヴィスまでカバーすること」(Commonwealth Fund, 1925:15)等の目標と

なって結実した。ここに、問題の徴候を示す子どもを速やかにクリニックに照会する visiting 

teacher の役割が、欠かせないものとして想定されていることに注意したい。そして非行少年か

ら子ども全般への、対象拡大の背景にある理論的支柱が精神衛生論(mental hygiene)にほかなら

ない。そもそも精神衛生論とは狭義には、精神病院における患者への過酷な処遇を告発、改善

を求めた運動とそれに呼応した精神医学界の新しい動きを指す。プログラム第Ⅱ部門を占める

「全国精神衛生委員会」はこの動きの中で 1909 年に結成された
4)
もので、最初から子どもや教

育の問題に関わっていたわけではなかった。それが、第一次大戦後の児童中心主義的な進歩的

教育思想の高まりのなかで、精神衛生論においても、子どもへの関心が次第に高まっていった

(Harvey & Abrams,1986:37)。学校や家庭など子どもがかかわる主要な場面で、できる限り心理

的重圧を軽減し、精神状態を健全に保つことが、その中心的主張となった。しかし本文脈で重

要なのは、その「予防」思想としての一面である。「問題行動を呈している子どもへの対処は、

もしもその行動が、なんらかの訴追的な対応が必要になるほどに深刻化する前に問題が認識さ
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れ、対応がとられていたなら、より効果的なものになるであろう」(ibid:15)とのコモンウェル

ス財団の認識に見られるように、精神衛生論は、人間のパーソナリティが人生の早期すなわち

子ども期に完成をみるとの前提を含意し、そこからは早期「発見」、早期「治療」によって、成

人期に予想されるより深刻な不適応を予防すべし、との実践論が派生した
5)
。精神療法家たち

は、当時の流行思潮であった精神衛生論と、コモンウェルス財団の資金提供という波にのって、

非行問題の「予防」という新たな仕事領域をより確固たるものにしようとした。 

 

3. プログラム第Ⅲ部門の事業の展開  

 プログラム第Ⅲ部門「visiting teacher 全国委員会」は、全米 30 の地域においてその費用の三

分の二(Nudd,1926:279)を財団が負担して visiting teacher 事業のデモンストレーションを行っ

て意義と効果を各地域の教育当局に認識させ、デモ期間終了後に各地域の教育当局がこの事業

を継続、採用するよう促すことを目的とするものであった。 

合計５年間に及んだこの事業は当初の計画では visiting teacher の派遣は３年間が予定されて

おり、１年目は 10 地域への派遣が考えられていた。1922 年４月までに全米 270 のコミュニテ

ィから応募があり、同年９月に 19 地域を決定した。そのうち財政的算段がつかなかった４地域

を除く 15 地域に visiting teacher が派遣された
6)
。そのうち４地域がミシシッピー川以西、ま

た２地域が農村部であった。一方 15 のポストに対し 83 名の候補者がノミネートされ、そのう

ちの相当数がニューヨーク社会事業学校で訓練を受けた（Commonwealth Fund, 1923: 17-18）。

その後 1923 年になってさらに 15 のコミュニティ
7)
が追加され、合計 30 地域において事業が展

開することになった。そして期間終了後、24 のコミュニティにおいて地元の教育当局が visiting 

teacher を独自に雇用し、事業を継続することになった
8)
。デモンストレーションとしてのねら

いは概ね達成されたと言えよう。 

 

 それではもう少し活動の内実に踏み込んでいってみよう。この点で有用な資料が、財団によ

って刊行されたケース･レコード(Sayles,1926)の巻末に集録されたハワード･ナッドの論文

「visiting teacher の仕事の目的と射程」である(Nudd, 1926)。ナッドはプログラム第Ⅲ部門

「visiting teacher 全国委員会」の委員長であり、また visiting teacher 事業の全米における「総

元締め」とも言うべきニューヨーク市公教育協会の事務局長も兼ねていた人物である。いわば

この事業全体における最重要キーパーソンと言って過言でないだろう。そのナッドがここで述

べているのが、visiting teacher が取扱う問題のタイプ、および対処法のタイプについてである。

まず取扱う問題については、以下のように述べられている。 
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  Visiting teacher の献身が第一義的に向けられるのは、学業上の問題、もしくは困惑させ

(baffling)常軌を逸した(erratic)面倒な(troublesome)あるいは怪しい(suspicious)行動を呈

するような子どもたち、あるいは通常の学校スタッフが手助けなしに理解することも対処

することも不可能な、明白なネグレクトもしくは他の困難の徴候を示す子どもたち個々人

の、ニーズである。･･･そのような子どもたちは、もしも早期の調整(adjustment)がなされ

なかったら、学校が提供する利益を完全な形で受けとることができないだけでなく、悪か

らより悪(bad to worse)へと流され、あまりにも早く少年裁判所かあるいは他の矯正施設の

門へと到達してしまうかもしれない。･･･これらのケース各々で必要とされているのは、

子どもへのより良い理解と、子どもの生活を改善する側にいる者全てが緊密に連携･協力

することである。Visiting teacher が特別に備えている力は、これらの子どもたちの生活/

人生において物事がうまく進まない理由を特定するだけでなく、学級担任や親や他の援助

機関に対し、その子どもたちの不足分(limitations)を満たすために肝心な情報を還元する力

である。(ibid: 257-258) 

 

上の抜粋からまず読み取れるのは、visiting teacher のターゲットとして想定される「困難児」

が大きく二種類、すなわち学習･学業に困難を抱える子どもと、行動面に問題を抱えるいわゆる

「問題児」とに二分されることである。特に前者のカテゴリー（学習面での問題児）が視野に

入っていることが、従来の児童福祉事業と異なっている点であり、のちの「学校」ソーシャル

ワークの源流となっていく所以でもある。次にこうした子どもへのまなざしに目を移すと、そ

こには顕著な子ども観を見出すことができる。すなわち、当該の子どもにとって現時点におい

て必要な visiting teacher の介入を受けないことは、学校教育に関連するなんらかの不利益を現

時点で被っているだけでなく、今後将来において非行、犯罪者の道を歩んでいく可能性を保持

し続けたまま年齢を重ねていくことになる、というのだ。Visiting teacher の最大の効用として

病根の「早期発見、早期予防」を強調するこのロジックは、次のようにナッドによって雄弁に

語られている。「visiting teacher の仕事の価値は、当然ながら、彼女がトラブルに早期に対処で

きるその程度に比例するものである。早期とは、それがまだ予防的段階(preventive stage)にあ

って、手に負えない問題に転化してしまったり、解決策のないような深刻な退行を引き起した

りしてしまうより前の段階のことである」(ibid:260)。この点に関連してホーンは、visiting 

teacher が果たした役割の一つに、「学級担任教師を指導して、子どもたちが示す情緒的･行動的

破綻の初期徴候を認識し、その子を然るべき治療のために［精神医療］クリニックへと照会で

きるよう導くこと」(Horn,1989:10)を挙げている
9)
。 

他方でナッドは、学校関係者の間に visiting teacher のこうした真価の認識が十分に浸透せず、
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目の前の危機への対応のみを期待する傾向があることに危惧を表明してもいる。「visiting 

teacher の採用時点においてしばしば、また時に雇用後も一定期間のあいだ生じる誤謬とは、一

見微細(remote)に見える問題への、それゆえその時点では深刻さや重大性に劣るような問題に

対する彼女の取り組みの重要性を過小評価する一方、過去の見過ごしや不作為ゆえにその問題

が、すでに手のつけられないほど大きくなってしまった子どもへの対応の価値を過大評価する

ことだ」(ibid:261)。この予防的子ども観については、次節で再度たち戻りたい。 

 さらにナッドは論稿のなかで、visiting teacher がとるべき対処法を列挙している。すなわち

家庭に関することでは「食事や睡眠時間の改善、家内労働の軽減、不法労働の停止、子どもに

対する態度やしつけ法の改善、学校での出来事にもっと関心を持たせること」、他の社会機関に

子どもたちをつなぐという面では「低俗な三文小説や不健全な娯楽映画の代わりの楽しみを用

意してくれる遊技場運営者やクラブリーダー、不適切な親のかわりの役を果たす里親ホーム

(convalescent home)、年上の子どもたちを、労働中の母親がわりに弟妹の世話をする重荷から

解放するためのシッター、精神科医や内科医」などが挙げられている(ibid:257-8)。これらは総

じて、ソーシャル･ケース･ワークの基本であるところの「環境調整」(Richmond,1922)、すなわ

ち環境に働きかけて問題の諸原因を除去していく働き、に忠実に沿って考えられていると言え

よう。 

 

4. ケースレコードから透かし見る visiting teacher の活動ぶり 

 プログラムの部門構成を概観した際に確認したように、コモンウェルス財団非行予防プログ

ラムは広報活動に力を入れており、書籍やパンフレット類を精力的に刊行してその事業の成果

を社会に対してアピールした。その中でも最も興味深いのが、visiting teacher たちが書き記し

た膨大なケースレコードを参照し、そこから 26 の「物語 narratives」を抽出、配列したメアリ

ー･B･セイルズの『学校のなかの問題児』である(Sayles,1926)。参照されたケースレコードは全

て、プログラム第三部門「Visiting teacher 全国委員会」のスーパーバイズを受けた visiting 

teacher たちのものである(ibid:8)。 

 以下の表は、本書所収の 26 の物語から４つを選び、その標題、主たる登場人物、ストーリー

の概要を表にまとめたものである。26 の物語は大きく５つのグループに分けられ、それぞれが

章を成している。１章「親の態度 Parental Attitudes」（ストーリー１～５）、２章「劣等性の感

覚 Feelings of Inferiority」（ストーリー６～11）、３章「様々な課題 Diverse Issues」（ストーリ

ー12～15）、４章「誠実さにまつわる問題 Questions of Honesty」（ストーリー16～22）、５章「性

にまつわる問題 Sex Problem」（ストーリー23～26）、という構成である。このうち本稿におい

て取り上げたのは、１章「親の態度 Parental Attitudes」と２章「劣等性の感覚 Feelings of 
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Inferiority」からそれぞれ２つずつである。 

登場人物の名前は全て仮名であり、個人の特定を避けるために必要な範囲で、事例中の「職

業、国籍、その他の背景」を改変しているが、「子どもの問題やそれと学校や visiting teacher

との関わりにまつわる本質的な要素」については手を加えないよう配慮されている(ibid:9)。ま

た登場人物欄における VT は visiting teacher の略である。 

 

タイトル 登場人物 概要 

不安な世界 
(An Insecure 
World) 
 
(Sayles1926:30-3
5) 

エルシー･ラム（12 才女

児）、母親（継母）、おば

（同居人）、ミス･ジョー

ンズ（VT）、ミス･グレイ

（担任教師） 

エルシーは教室で、出来なくないのに課業をやらない問題児

で、担任が VT に委託した。父親は不動産業で家庭は裕福、母

親は子に厳格なしつけをしていた。VT は前の在籍校教師か

ら、彼女が拾われ子であるとの情報をつかむ。家庭訪問時、

母親と会えないが同居のおばと話せた。親の厳格な態度はエ

ルシーの「悪い遺伝」への恐怖に由来し、両親が脅迫的な態

度で接していたことが判明。VT はおばに対し、親から捨てら

れると脅迫されることの子への悪影響を力説、伝言を託す。

その後親の態度が軟化し、エルシーの状態は見違えるほど改

善した。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 

親

の

態

度 

誤解された成功 
(A 
Misunderstanding 
in the Making) 
 
(Sayles1926:35-40) 

ヒュー･ホールデン（14
才男児）、母親、父親、

ミス･ゴードン(VT) 

母親が直接 VT に「息子が学校からまっすぐ帰らず、夜な夜な

悪いツレと遊び回っていて手に負えない」と相談。数ヶ月前

まで何の問題もなかったが、一家が家を購入し引越した先の

エリアで悪い仲間とつるむように。窃盗犯の疑いを町内でか

けられたことから、両親も疑いの目を向け出す。ボーイスカ

ウトの会合後の帰宅が遅いことから親はスカウトへの参加を

禁止、ヒューは不満募らす。しかし VT が学校での様子を調べ

ると校長･教師から好かれ級友の評判もよく上手くやってい

た。VT が家庭訪問したところ滅入っていた母親は歓迎し、父

がヒューにつらくあたることなども喋った。問題の根源が親

の子への不信にあると確信した VT は母親に、ヒューの学校で

の良い評判や好成績を評価しもっと子を信じてやるよう促

す。また VT は校長と協力してヒューの放課後の働き口も探し

出した。結局職は見つからなかったが、VT の説得に応じ母親

は彼がボーイスカウトに戻ることを認め、ヒューも集会後す

ぐ帰宅することを素直に約した。後日父親も学校を訪ね子供

の怠学の責任が己にあることを認め今後の協力を約した。そ

の後ヒューは学校、スカウトの双方で立派に業を務めるよう

になり、模範生になった。 

 

 

 

 

 

「 聡 明 で な い

(Not Bright)」 
 
(Sayles1926:78-82) 

ウィンスロップ･デイン

ズ（男児･9 才）、母親、

ミス･ヘイズン(VT)、ミ

ス･カミングス（担任教

師） 

教室でふてくされ成績も悪いウィンスロップは理解力を疑わ

れ VT の所へいくよう担任から指示された。部屋での面接で家

庭の話題になると敏感になり、長兄から詰られ憎しみを持っ

ていることを語って泣き出した。彼の過去の学校での成績か

らは知能的な問題は読み取れず、ただ先学期にジフテリアで

７週間休みそれが原因で留年した。家庭に母親を訪ね面談し

たところ、二人の兄は仕事で成功を収め特に長兄はめざまし

く、姉も優等生だと分かった。長兄が彼の学校の成績を詰り、
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母に代わって罰を加えることもあることも分かった。母は息

子が「聡明でない」と疑いだし、それを自分の夫がかつて飲

酒癖が強かったことに結びつけていた。VT は母親に、兄たち

が優秀でいつも彼らから非難されることが彼の劣等感を強

め、挑戦する気を萎えさせていることを説明し、知能が劣っ

ていると思わないこと、また周囲の非難を止めさせるよう助

言した。また学校において担任に家庭の状況を説明し、彼が

新クラスで最年長なので後ろの席に座らせモニターをやらせ

るよう提案した。何かに成功したと彼が感じるときその態度

と学業は改善される点を強調した。それを実行した結果彼は

学業に取り組みようになり成績は向上した。学期末にはクラ

スで最優秀生徒とされるようになった。 

Ⅱ 

劣

等

性

の

感

覚 

覚 醒 (Waking 
Up) 
 
 
(Sayles1926:93-98) 

アリス･グールド(14 才

女児)、おじ（医者）、お

ば、ミス･ジョーンズ

(VT)、ミス･キング（担

任教師） 

アリスは知能がやや水準を下回るものの、他の教科について

は特別学級で年齢相応レベルに近づいてきた。だが読みに関

しては一切受け付けず苦痛でしかなかった。また物事全般に

対しても無関心で教師は「覚醒」が必要と感じていた。教師

は家庭に問題の源があるとにらみアリスを VT に委託した。ア

リスは孤児で５才のとき子のないおじ夫妻にもらわれた。幼

少時は普通だったが、長じて学校で落第するにつれグールド

夫人はアリスの遅滞が気になりだした。近所に住む二人の従

姉妹の優等ぶりと比べさらにその思いつのる。こうした家庭

背景は担任から VT に伝えられた。VT はまずアリスの興味の

所在を探り、観察力に優れ、１年の時砂盤で作った農場風景

の優れた描写ができ、農場に関連づけた日常生活上の問題解

決に興味を示した。家事と裁縫が好きなことが分かった。ア

リス不在の時に VT がグールド夫人に会うのを嫌がったため

VT はアリスと一緒に下校して家を訪ねた。夫人は露骨に冷た

い態度をとったが、VT はアリスの裁縫の巧さなど長所を話題

とし夫人のプライドを再生させた。夫人は気をよくし、また

アリスが楽譜は読めるので視力に問題ないことも分かった。

VT がお気に入りの絵本をもって来させ絵の説明を求めると

アリスは巧く２文を作れた。VT はアリスに必要なのは読みの

練習と励ましと考え、夫人に毎夕 30 分アリスの音読を聴いて

やるよう助言。またそれまでおばと同じビジネス世界しか将

来像を思い描けず悩んでいたアリスに、VT は幼児教育や家政

科という道を示唆、それで「扉」が開けた。この訪問以来毎

週 VT に報告、読みの練習をおばと行い短期間でめざましい向

上をとげ学校の練習でも読みをするようになった。VT はアリ

スと同様「覚醒」が必要な少女を集めた毎週のクラスを始め、

外国での暮らしの話題をもちよらせ話し合った。しばらく参

加するうちアリスは夕食時にグールド氏に新聞の海外のニュ

ースを読んで聞かせる役をするようになった。 

 

 上の表は、実際のケースレコードに基づき創作された 26 の「物語」から４つを選びその概要

をまとめたものである。一瞥して分かるように、どの物語も問題児の状況が最後には改善され
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る「ハッピーエンド」の形態になっている。ごく少数、visiting teacher の介入失敗例とおぼし

き物語も所収されているが、大半は成功例である。これは、この本の出版元がコモンウェルス

財団非行予防プログラムにおける広報係とも言うべき「非行予防の方法に関する共同委員会」

であったことも考えれば、当然の帰結かもしれない。しかしその点を差し引いても、この高い

「成功率」の背景に、本稿のテーマである visiting teacher の初期と 1920 年代との断絶を読み

取ることが可能かも知れない。つまり、専門化されたケースワークの方法やセラピー的方法の

適用がより容易な、「『神経質』で『気難しい』子どもたち」(Costin,1969:444)を好んで対象と

する方向へと、変化が生じたのではないだろうか。このことが実質的に意味するのは、移民や

貧困層の子どもといった弱者や生活困難層への重点的関わりが薄れ、visiting teacher の関わり

が潜在的に「全ての子ども」へと拡張（拡散）されてしまったということである
10)

。実際、26

の物語を読んでもそこに描かれた家庭生活にはバラエティがありながらも、全体として中産階

級の色合いが濃く見うけられる。 

 初期と 1920 年代との断絶について、ここでは仮説的に「visiting teacher の関わる対象の拡散」

という論点を呈示した。この点は以下の５節・６節で、予防的子ども観についての考察を深め

るなかでさらに検討していきたい。 

 

5. 予防的子ども観に関する一考察 

 ここでは、３節で述べた visiting teacher における予防的子ども観へのコミットを、visiting 

teacher 運動発展の由来と関連づけながらもう少し考えてみよう。このコミットは、アメリカ革

新主義期における怠学･長欠生徒への対処をめぐる「前近代的矯正(correction)から科学的予防

(prevention)へ」のパラダイム転回のなかで、visiting teacher が登場してきた経緯と深く関わっ

ていると考えられる。倉石(2011)で詳述したとおり、それまで処罰的･抑圧的対処法で怠学･長

欠児に接しているとされていた、怠学取締官(truant officer, attendance officer)のあり方が批判

にさらされるなかで visiting teacher が登場した。闇雲に欠席児を裁判所に突き出す怠学取締官

に代わって、最新の人間諸科学を身につけ、欠席や問題行動の原因を科学的にさぐり当て、関

係機関と連携し、都市に蓄積された資源を動員して問題解決へとみちびくとされた visiting 

teacher が時代の期待を担ったのである。 

この転換を象徴するキーワードの「悪徳(vice)から不適応へ(maladjustment)」（倉石 2011）は、

怠学･長欠問題にかかわるエージェンシーの「矯正的エージェンシーから予防的エージェンシー

へ」の転換を準備するものでもあった。悪徳から不適応へというテーゼそのものは、児童問題

の非道徳化、社会化を第一義にうたったものであり、特には時間に関わる問題を含んでいない。

しかし、怠学や欠席を「悪徳」と見なした怠学取締官へのまなざしに、その「場当たり」性へ
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の批判も含まれていたとすれば、時間軸の問題につながる底流が存在していたと言うことがで

きる。怠学取締官の対応はつねに、何かとりかえしのつかない重大な事態が発生してしまって

からの、後手に回ったものでしかなかったのではないか、と。一方、当時勃興著しかった社会

科学の一分野としての社会学や社会福祉学は、いずれもその根幹に時間軸を含み込む学問であ

った。すなわちこれらの学問は、現実社会の社会問題の解決を強く志向し、現在の社会問題が

除去されたあとに来る未来社会のヴィジョンを併せもっていた。また同じく visiting teacher の

発展に深い影響を与えた児童心理学の分野も、知能テストで一世を風靡した L.ターマンに象徴

されるように、成長後の未来の子どものありようを予測するテクノロジーを供給するものであ

った。潜在意識や無意識の役割を強調するフロイドの精神分析の影響がアメリカで拡大するの

は 1930 年代以降のことであるが、プログラム第Ⅱ部門を担い側面から visiting teacher の活動

を援助した精神療法家たちは、先述のように、当時絶大な影響力を持った精神衛生(mental 

hygiene)の議論を通じて、児童期の問題がそれだけで完結せず、より重大な影響を成人期に及

ぼすとする考え方を普及させ、「矯正から予防へ」の動向を後押しした。 

このように、革新主義期から第一次大戦後にかけてのアメリカに強い影響を与えた新興の人

間科学は、いずれも未来へと向かう時間軸を有し、予測や予防という実践的関心と深く結びつ

いていた（あるいは結びつきうる）点が特徴であると言いうる。したがってこうした学問から

多くを吸収し糧とした visiting teacher にとって「不適応(maladjustment)」とは、単に目の前に

あってすぐさま対処を講じるべき現象を意味するだけでなく、むしろその事後に予想されるよ

り重大で決定的な事態の前兆として、早期に介入することで予防的効果を生むことができる現

象をも、意味していたと考えることができる。たとえば学童の怠学･長期欠席や教室内での問題

行動は、それ自体が問題である以上に、それが将来のより重大･深刻な犯罪行為の予兆シグナル

であるという意味において、一刻の猶予もならない対応の対象となるのである。 

 

6. 初期（1900 年代-第一次大戦前）との断絶について 

 前節では、1920 年代の予防的子ども観への visiting teacher のコミットを、その誕生から発展

への経緯と整合的に説明する立場にたって解釈を試みた。Visiting teacher はもともと、その誕

生の地点から「予防」への志向を潜伏させていたが、1920 年代に入ってコモンウェルス財団の

物心両面の援助と出会うことで、一気にそれが全面化した、という説明である。しかしながら

実際には、この解釈では収まりきらない側面も多々存在する。ここでは 1920 年代のコモンウェ

ルス財団傘下での活動が、初期（革新主義時代）との間にもたらした断絶の諸相に焦点を当て

てみたい。このために関連資料の中に現われるいくつかのキーワードに注目することによって、

この時期の特徴を浮き彫りにしていきたい。 
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(1) 「戦略的位置 strategic position」 

 第一のキーワード「戦略的位置」は、コモンウェルス財団非行予防プログラムが、学校をど

のように位置づけるかを語る際の頻出語彙である。なぜ学校が、非行予防において戦略的に重

要な位置を占めるのか。そして visiting teacher がそこにどう関係するのか。その手がかりとし

て、1921-1922 年度版年報に記された、プログラムの目的に関する記述を見てみよう。 

 

    Visiting teacher の活動を発展させること。それによって、アメリカの学校システムが全て

の子どもとの間に持つことができる貴重な接触の機会を利用して、子どもの理解と成長へ

とつなげることが期待される。(Commonwealth Fund,1923:11) 

 

この文章は、全米の子どもたちに何らかの働きかけをしようとする際、隅々まで普及した学校

制度網をその回路として利用することの効用を説いたものである。コモンウェルス財団の学校

制度（義務教育制度）に対する認識を示したものであるが、プログラム第Ⅲ部門の全国委員会

委員長であるナッドは同じ認識を、学校の占める「戦略的位置」としてより明瞭に語っている。 

 

  学校は明らかに、子どもの行動と情緒的反応に関して、それがどこで表面化されるもので

あろうともその強力で活発な、影響源へと至る戦略的位置(strategic position)を占めている。

また、助けとなる全ての機関を利用することによって、災厄に至るような環境を除去する

のに資するところの、健全な諸条件を強化するための戦略的位置を占めてもいる。(Nudd, 

1926: 275，下線は倉石による。) 

 

しかしナッドは続けて、学校のこの戦略的位置を活かせるようにするためには、まず学校その

ものが変わらなければならない、と論を展開する。 

 

  もしも学校の側に、学校の壁の外にあって教育過程を助長したり妨害したりする諸条件を

きちんと認識できる準備と、個々の子どもたちに及ぶその影響を正しく評価する準備がで

きていないとすれば、そうした諸条件に関する正しい知識を学校が得ることはできないで

あろう。またもし学校が、明確で限定された目的のために協同できる準備を整えていない

とすれば、その教育過程それ自体を再調整したり、外部の資源を動員してそれらの子ども

たちのニーズを満たす一助としたりすることは不可能であろう。(ibid: 275) 
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つまりは学校が、自らが占めている「戦略的位置」の重要性をまず認識し、その位置の効用を

活かして子どもたちに影響力を行使する体制を整えることが先決だ、というのである。そして

その要を担うものとナッドが想定するのが、visiting teacher であることは言うまでもない。 

 ナッドのこの議論の構成において特徴的なのは、visiting teacher の存在と学校システムとの

一体性･同一性に、微塵の疑いも差し挟まれていない点である。Visiting teacher の配置形態に

ついてはさまざまな型がとられたと考えられるが、たとえ一校配置型でなく巡回･派遣型であっ

たとしても、当該コミュニティの教育委員会を通しての派遣であり、学校システムの側に立つ

人間というその立場はほとんど自明に近い。しかし、学校システムの一翼に組み込まれ、制度

化がはかられる以前の visiting teacher の活動ぶりを知る者にとっては、そのことは決して自明

なことではない。 

 そもそも visiting teacher の起源は、ニューヨーク市に典型を見るように新来の移民が押し寄

せて旧来の秩序が大きく揺さぶられていた大都市における、自発的市民によるセツルメント運

動にある。倉石(2010)で明らかにしたように、移民街の子どもたちに関わっていたセツルメン

トのワーカーの中から、子どもたちが通う（はずの）学校を訪ね、教師はじめ学校側と接触･

情報交換を重ねることにより、それまで風通しの悪かった移民コミュニティと学校側との関係

改善に努める者がでてきた。その他にもさまざまな「ソーシャルアクションやコミュニティ組

織活動」が展開され、そこで visiting teacher が用いていた方法は「コミュニティと学校の変革

community and school change methods」(Shaffer, 2006:250)とも呼ぶべきものだった。その価値

にいち早く気づいたニューヨーク市公教育協会がこうしたワーカーたちを組織し、その活動を

本格化させた。ニューヨーク市公教育協会はもともと、市内最大の移民街であるロアーイース

トサイド地区の子どもの問題に非常に大きな関心をもって活動してきたため、いち早くこうし

た動きをキャッチできたのだ。当初、コミュニティの側に軸足があった visiting teacher の活動

は、ニューヨーク市公教育協会による組織化（1906 年）以降、学校とコミュニティ･各家庭と

を股にかけて両者をつなぐインタプリターもしくは結び目 liaison（倉石 2011）を自らのポジシ

ョンに定め、大いに諸問題の解決に寄与していったことは周知の通りである。 

このように visiting teacher の初期の歩みにおいて、学校システムとの一体性･同一性という

立場は決して自明のものではなく、学校との間にはむしろ「つかず、離れず」の距離感が存在

した、と言った方が真実に近いのではないだろうか
11)

。ただこうした距離が保たれた時期は長

くは続かず、visiting teacher の価値が認められ学校システムの触手が伸びるにつれ、限りなく

短く詰められていったことは言を待たない。またこの距離感の変化を説明する因子は、visiting 

teacher 周辺の世界だけでなく、アメリカ公教育進展史のより大きな文脈のなかにも存在する。

革新主義の時代は、アメリカにおいて義務教育制度が完成に向かう最終段階にあたる時期であ
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り、1918 年のミシシッピー州をもって全 50 州で義務教育が法制度化された。それにとどまら

ず、全米においてハイスクールへの進学率が高まりを見せ、端的に「より多くの子どもが、よ

り長いあいだ学校に在籍する」現象が全米を席捲した時期であった。子どもが「学校にいる」

ことの自明性が、一気に極限まで高まった時代、である。こうした自明性の高まりの中で、学

校との距離感が消失し、むしろ戦略的にそのシステムをいかに利用するかという、プラグマテ

ィックな発想が生まれていったのかもしれない。 

 

(2) 「24分の 5」の壁 

 ここで検討するキーワード「24 分の 5」の壁は、前項の「戦略的位置」とは一見正反対にみ

える認識を語ったものである。やはりコモンウェルス財団非行予防プログラム関係の資料に頻

出するフレーズで、当時のアメリカで子どもが学校で過ごす平均時間が約 5 時間であることに

ちなみ、その僅かの時間に比して残りの 19 時間については、学校が影響力を行使できないこと

の無力さを指摘する言説
12)

である。ハワード･ナッドはこの点を次のように述べている。 

 

  しかし、たしかに学校は教育において戦略的位置を占め、組織された健全な経験を豊富に

提供するに違いないが、にもかかわらずそれは子どもの生に影響を与え、その達成や行動

を決定づけるところの自他に対する態度を形成する多くの力のうちの、一部に過ぎない。

それはときどき、また実際しばしば忘れられているが、学期中において子どもたちは学校

に出席しているが、それは平日の 24 時間のうちのわずか５時間のことにしか過ぎない。

これが意味するのは、子どもは全時間のうちの 12％しか学校にいないということであ

り、････。それゆえ、極めて明白なことは、もしも発達の過程に関係してくる全ての要素

が完全に理解されねばならないのであれば、88％の時間に作用しているところの家庭や地

域における教育上の影響力について、残りの 12％の時間に機能している学校の教育的影響

力との間で、何らかの調整がはかられねばならない(must be coordinated with)。(Nudd, 

1926:255) 

 

学校が子どもに対して及ぼす影響力の小ささを述べたこのナッドの言説は、しかし本当に、前

項で見た学校の占める「戦略的位置」の重視と矛盾するだろうか。ここで彼が言っているのは

むしろ、visiting teacher の存在を橋頭堡として、学校がそれまで未踏だった「88％」の広大な

領域、すなわち子どもの家庭生活や地域での日常生活へと乗り出し、自らの影響下においてい

こうとするプロジェクトの宣言だったと考えられる。 

 初期からの visiting teacher の活動を振り返ると、その起源が大都市におけるセツルメント運
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動だったことからも察せられるように、地域社会の中に深く入りこみ根を下ろすことは visiting 

teacher にとって自明の理であった。しかし同じ「入っていく」ことではあっても、ナッドの「侵

入宣言」とそれは随分ニュアンスの異なるものである。初期においてもたしかに、移民の家庭

生活に影響を及ぼし、そのアメリカ化(Americanization)をはかるという至上命題が、visiting 

teacher 側にあったことは確かである。しかしその一方で、移民集団の言語や文化的特性に対し

て敬意の念をもって接することが、初期の visiting teacher にあって非常に特徴的にみられた姿

勢であることもまた、確かであった（倉石 2010）。前項で述べたように、軸足はむしろ移民コ

ミュニティの側にあり、学校に関する情報やその言い分をコミュニティ側に流す（インタープ

リットする）という役割が重んじられていた。こうしたあり方は、ナッドが想定する visiting 

teacher 像、すなわち家庭やコミュニティを調べ知りえた情報を一方的に学校側に流し続けるだ

けの、いわばスパイ的なイメージとは対極にあるものである。 

 

おわりに 

 これまで本稿は、コモンウェルス財団非行予防プログラムの主翼として位置づけられ、新た

な発展期を迎えた visiting teacher の 1920 年代における活動を検討してきた。軸として、「予防

prevention」という明確な使命をもとに展開していったこの時期の活動が、それ以前の初期の

活動との間に連続性を持つのか、それとも断絶しているのかという問いを立てた。検討の結果、

連続、断絶の双方の解釈がいずれも可能であることが分かった。前者の連続性については、

visiting teacher が「科学性」を標榜し、従来の怠学･欠席取締官の闇雲な懲罰的対応を批判して

登場した経緯の中に、「矯正から予防へ」というパラダイムシフト、あるいは現在への場当たり

的な拘泥から、未来へと向かう時間軸の導入が準備されていた、という解釈である。一方、後

者の断絶については、コモンウェルス財団の非行予防プログラムにおける学校の「戦略的位置」

への認識、また学校外の子どもの家庭生活や地域に対する位置づけの仕方から、初期の visiting 

teacher 活動にあった等価性が失われ、学校からの一方的働きかけへの過剰な傾斜が確認された。 

 こうした連続、断絶という相反する解釈は、一面の真実をそれぞれ言い当てているというの

が実相ではないだろうか。Visiting teacher が登場した 20 世紀初頭、革新主義期のアメリカは、

学校教育というシステムによる子どもたちの包摂が、まさに最終段階に至ろうとしている時期

であった。最終段階であるがゆえに、包摂プロセスにおいて後回しにされてきた、学校にとっ

てはその取り込みに最も困難を要する子どもたちが、この時期の対象となった。そこには従来

の教育の論理に加え、福祉的視点の導入が不可避であった。ここに、学校ソーシャルワークの

原型を形作ったとも言われる visiting teacher の登場が必然化された。そして彼女たちは、その

任を十二分に果たしたと評価して良いだろう。しかし自らが完成の一端を担ったその包摂過程
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の結果として、visiting teacher は学校制度に対する立ち位置を変えざるをえなくなった。登場

直後の初期においてこそ、ときに「包摂に最も困難を要する」子どもやそのコミュニティ側に

立って、学校にその姿勢改善を迫ることが可能であった。しかし 1920 年代の幕開けとともに、

義務教育制度としての包摂は一応の完成をみた。大戦後のネイティビズムの嵐が吹き荒れるな

か、1924 年の移民法改正で移民の新規流入に大幅な抑制がかったことも、革新主義期に可能で

あったような足場を visiting teacher から奪うことに手を貸したかもしれない。いわば、たたか

いを挑める可視的なフロンティアの構造的喪失という危機に直面して、visiting teacher はその

新たなフロンティアを、個々の子どもの未来という、不可視にして茫漠たる対象に求めざるを

えなかったのではないだろうか。 

 

【注】 

1)  1913 年から 1921 年までの間に、以下の地域において教育委員会が公費で visiting teacher を雇用するように

なった(Oppenheimer,, 1925:11)。デトロイト（ミシガン州）、オクラホマシティー（オクラホマ州）、アトラ

ンタ（ジョージア州）、マンハッタン（カンザス州）、デモーン（アイオワ州）、セントポール（ミネソタ州）、

ジャクソンビル（イリノイ州）、ホワイトプレーン（ニューヨーク州）、ニューロシェル（ニューヨーク州）、

ヨンカース（ニューヨーク州）、トレトン（ニュージャージ州）。 
2) この部門紹介は多くの場合、コモンウェルス財団が刊行した書籍、パンフレット類の裏表紙に同じ内容が印

刷されている。 
3)  Visiting teacher 全国委員会の主要メンバーは次の通りである(Sayles, 1926:281; Culbert,1929:viii)。H.ナッド

（ニューヨーク市公教育協会事務局長；委員長）、E.アボット（シカゴ大学社会福祉研究科長）、J.H.ビバレ

ッジ（オマハ市教育長）、E.G.ケース（ロチェスター市教育庁 visiting teacher 部門長）、C.M.エリオット（ミ

シガン州立師範大学特殊教育学科長）、R.G.ジョーンズ（クリーブランド市教育長）、A.B.プラット（ホワイ

ト･ウィリアム財団事務局長）、M.R.トラビュー（ノースカロライナ大学教育研究所長）、J.F.カルバート（ニ

ューヨーク市公教育協会首席 visiting teacher；秘書） 
4) 全国精神衛生委員会は、自らの精神病院入院体験に基づく告発手記を発表したクリフォード･ビアーズによ

って設立された。その活動をサポートした知識人として、ウィリアム･ジェームズ、アドルフ･マイヤー、ト

マス･サーモンらがいる(Richardson,1989:45-55)。 
5)  Visiting teacher の配置が初等教育段階に偏ったものであったのも、この論と関係している。 
6) バーミンガム（アラバマ州）、ブルーフィールド（ウェストヴァージニア州）、バーリントン（バーモント州）、

コロンバス（ジョージア州）、デトロイト（ミシガン州）、ダーラム（ノースカロライナ州）、ハッチンソン

（カンザス州）、ヒューロン･カウンティ（オハイオ州）、カラマゾー（ミシガン州）、リンカン（ネブラスカ

州）、モンマウス･カウンティ（ニュージャージ州）、リッチモンド（バージニア州）、ロチェスター（ペンシ

ルベニア州）、スーシティー（アイオワ州）、スーフォールズ（サウスダコタ州）、ウォーレン（オハイオ州）。

これらの補助対象地域には、都市(city)、町(town)、農村部(rural county)というアメリカにおける大小のコ

ミュニティ形態が全て含まれている。 
7) バークレー（カリフォルニア州）、バッテ（モンタナ州）→のちウィノナ（ミシガン州）と交代、ブーン･

カウンティ（モンタナ州）、コータスヴィル（ペンシルベニア州）、シャーロット（ノースカロライナ州）、

チスホルム（ミネソタ州）、ユージーン（オレゴン州）→のちポートランド（オレゴン州）と交代、オマハ

（ネブラスカ州）、ポカテロ（アイダホ州）、ロックスプリングス（ワイオミング州）、ラシーヌ（ウィスコ

ンシン州）、サンディエゴ（カリフォルニア州）、タクソン（アリゾナ州）、ツルサ（オクラホマ州）。 
8) デモンストレーション期間終了後、独自雇用に踏み切ったのは、以下のコミュニティである(Nudd,1926: 

279)。バークレー（カリフォルニア州）、バーミンガム（アラバマ州）、ブルーフィールド（ウェストヴァー
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ジニア州）、バーリントン（バーモント州）、シャーロット（ノースカロライナ州）、チスホルム（ミネソタ

州）、コロンバス（ジョージア州）、コータスヴィル（ペンシルベニア州）、デトロイト（ミシガン州）、ヒュ

ーロン･カウンティ（オハイオ州）、ハッチンソン（カンザス州）、カラマゾー（ミシガン州）、リンカン（ネ

ブラスカ州）、オマハ（ネブラスカ州）、ポートランド（オレゴン州）、サンディエゴ（カリフォルニア州）、

ラシーヌ（ウィスコンシン州）、リッチモンド（バージニア州）、スーシティー（アイオワ州）、スーフォー

ルズ（サウスダコタ州）、タクソン（アリゾナ州）、ツルサ（オクラホマ州）。 
9) この visiting teacher による教師教育の役割は、社会改革派のソーシャルワーカーであったエディス･アボッ

トも、非行予防に有効として高く評価したという(Horn1989, 29) 
10) タイヤックはこの点を「被抑圧者や逸脱者という顧客の切り離し」と表現している(Tyack,1992:26)。 
11) オッペンハイマーは、この「つかず、離れず」の距離感の効用を次のように表現している。「学校にとって、

制度的に学校スタッフと結びつき、その計画と方法に対して完全に共感的でありながら、なおかつそれらに

対して建設的批判を維持している者の視点に学ぶことができるのは、計り知れないほど大きな価値である」

(Oppenheimer,1925:134; Shaffer, 2006: 250)。 
12) 全く同趣旨のことが、社会福祉学の古典であるリッチモンドの『ソーシャル･ケースワークとは何か』でも

述べられている。「子どもは１日の５時間を学校で過ごし、19 時間は学校外で過ごしている。明らかに、学

童への役に立つ接近方法は、その子が放課後の時間に結ぶ社会関係を通じてである。」(Richmond, 
1922=1991:124) 
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Commonwealth Fund Program for the Prevention of 
Delinquency and the Visiting Teacher 

-Expansion to Wider Areas of the United States during 
1920s- 

 

KURAISHI Ichiro 
 

     Visiting teacher in the Unites States dramatically expanded its coverage during 1920s 

because of the subsidy by the Commonwealth Fund Program for the Prevention of 

Delinquency. While in the age of expansion, the characteristics of visiting teacher apparently 

changed from the earlier days, strongly influenced by the mental hygiene movement. This 

paper focuses on the question whether visiting teacher’s orientation to prevention is the mark 

of definite discrepancy of the characteristics between earlier days and 1920s and explores two 

ways of explanation.  

     One way to explain the discrepancy is that the orientation to prevention of the “evil” 

latently existed in precedence at the earlier days of visiting teacher, in alliance with settlement 

workers or community activists. In those days visiting teacher was often compared with truant 

officer, who had been in charge of problem children and criticized because of his ad hoc-ism 

and the lack of prospects. Visiting teacher was expected to be social-scientifically trained, 

future-oriented worker who could inquire the cause of the problems at earlier stage and 

prevent them from going worse. 

     Another way of explanation is that visiting teacher evidently disassociated herself from 

the earlier days because her relation to public school changed dramatically to be placed in the 

machinery of public school system. In this context the orientation to prevention took a form of 

invasion to children’s home life by the schooling, and the “strategic position” of school was 

emphasized as a bridgehead. Visiting teacher highly identified herself with schooling and had 

already lost the position as “constructive criticizer” to school. 

     The author concluded that both ways of explanation cast light on the partial truth of the 

developmental process of visiting teacher. 

 


