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のことである︒

悉くの毅科を池じ一Ｌ迩徳教育の行はる今へきば言ふ迄もないが︑礎際

維戦後の思切った幽内改革の一つに教育問題が繋げられよう︒そ↑科ｎに迩徳款育を織り込むといふこと︑減に之は常然で粘惟であり
の制度の上に︑或は数課川に︑その取扱法に︑指導法にと悉くが一叩想である︒何を梁ぷものも︑何の単科でも︑何を勝来聴業とする
新された形であるが︑その巾でこ入に老妻Ｌ凡たいものは逝徳教育ものでも︑逝徳が人川に共油する根本をなすものであるとすれば︑

一日睡評叩韮袖稚針斡柚封函禅銅御嘩趣味職嘩坤醍魂池売曇嘩紳か崎問弛恥鉦転唖岬蹄嘩岬唾迦封郵轟銅畔嘩鰹咋唾碓掩睡錘準準線教育

一徒や畢生の喪服を見ると︑一般祉含が乱れて居るからとは云ふものの必要であるといふことに異淡はなからうと恩はれる︒だが問題は

いからである︒

一Ｌも迩徳が教育の面に浮び上って来たことは再ぷべきことで︑教育

の︑生徒達を遡義而から見るとき除りにもなさけないものがあ２Ｌ︑方法論で︑一つの教へを立一Ｌろとか︑修芽科を極くとかい︲で﹂とに
これは何とかならぬものかと云ふ蕊が先づ父兄達から起った︑このば大分ｆ従成の巻があるかに見える︒然らばどうしたらといへばそ
雛に雁じてか文政常川者も迩徳教育を何等かの形で兎も角も弧化せ〆れは中々我諭がⅢザ一ないもののやうである︒破壊は易いが建設は困
ればといふことになり︑放任の形に旺かれたのを進めて︑修身科と難であ悪︒
いふものは別に設けないが︑ともかく祇含科を主恐とし︑各敦科︑従来の修身教育が灸く無意韮であったとは思はれない︑併し不完
を通じて近徳教育を指導しようといふことになったと云ふ︒砿に一一条であったのは技術面にも多くの問題がなかったか︑よく畢校と家
つの側畳であるといへる︒
庭教育の・致とか︑単校時代の仕込みを祇命が壊して了ふといふや
併しこれが如何に迩播桁謀され︑その川的を韮し柵るかを恩ふとうな称々の猟怖はあったにＬ−Ｌも︑それは修身教育が不動の信念蓬
き今後或は猫机術の研究課辿があるように恩はれる︒私はその一つ杭付け僻なかった鮎に大いに罪があったからである︒迩徳教育は他
として先づ何に迩徳の根推を鯉いて指導するかといふ疑ひである︒の畢科と異って恥に迩叩を記憶すればよいのではなく︑それは寧ろ
欧米では逝徳の根擁が叫教であるキリスト教といふものに世かれ︑入門であって︑卒業するのは︑それが碓川とした信念となることな
その倫理に基竺Ｌ救命を中心に教育が行はれて居るが︑今度の迩徳のである︒所訓瓶子の云ふ﹁大丈夫﹂のやうな信念である︒そして
教育は︑躯に人間一般の主なものを先づ以てするといふ漠然としたそれへの方法は特殊の稀に見るやうな個々の才能に侯って始めて達
ものらしいが︑果してさういふもの丈でよいかどうか︑．こうしたもせられるといふヤワな技術を要するものでは︑一般的ではないから一
のでは非附に力の弱いものであるばかりでなく︑更に並んでは︑愛方法が考究きるべき問題なのである︒果し一Ｌ道徳の標準と松搬がな一
関の剛胆︑親族︑長幼の問題等々数々の典慨的剛胆になると︑閲難く然も技術川で困難の作ふ今岡の迩徳教育といふものはどうであら
なことに行常る答である︒中性の人川や叫民といふものはあり裾なう︑此の挫に更に考究すべきことがあるやうに恩はれるが︑何とし

第二には祉肯科を主慨とするといふが︑凧含科そのものが既にその本旨に入ったといはなければならぬ︒若し新日本の教育が文化閏
の迩蕎指導に困難して居るとき︑そこには常然教師の力量によると民を作ることに日的があるとすれば︑品位高営日本人を作ることで

いき四が非常に多いことで︑昔の特殊な才能ある人に限られて存在ある︑それには先づ迩義に基かねばならぬからである︒︵知己庵︶

道徳教育の原理
熊
次

ハウエルであり生物畢者の一群である遣偉論者である︒併し

り︑道徳教育の無蚊を説けるものは潤逸の哲畢者ショーペン

乍ら人性は善なるものであるが︑生れ乍らにして完全に善な

るものではない︑善なる本性がそれが隠蔽せられて居るとす

１

る論は古来最も多い︒か坐る障害物を除去することが道徳教

育であるとするならば道徳教育の可能も必要も成立する鐸で

しても其の活動方向を縛換せしむることを可能とするならば

ある︒性悪論にしても人間の本性を鍵更することは不可能と

る皐的桧討を要すふのであるが︑吾人は此虎で之に立入る除

道徳教育が成立する諜である︒是等の問題の解決には精密な

裕はない︒如何にせば人間を道徳的に成育せしむくきかに問フ

題の所在を限定して考究しやうと恩ふのである︒１

悪くなる﹂とある︒これ人間の本性は善であるが人間牡曾に

は造物主の手を離れたる時には善である︑人間の手に渡って

ルソーの有名なる教育小説夏ミル﹂の巻頭に﹁総ての人く

て之を改むることは川来得ない︒此の場合にも道徳教育は成

悟らないで通却って性悪なるが故に教化が必要であると説い

る︒併し乍ら布子が性悪論と道徳教育と両立し得ざることを

子の性善説を痛烈に非難して居るのは頗る論理に叶って居

はその代表者と見るべきである︒桁子は性悪論の立場より孟

儒教の道徳教育論は性善説を前提とすると思はれる．孟子

してエミルを全然杜禽より隔離し︑家庭教師と只二人で田舎

観し聴か上る人生槻を想定して教育の原理を樹立した︒かく

しに⑮常時代に於ける杜倉悪の存在を自己の篭験に基いて直

・が︑塁究徒でないルソーばか上る疑問には目を向けることな

る牡倉に如何にして悪が護生するか等の問題があるのである

於いて悪となるのは如何なる毒か︑本性善なる人間の集国た

たものである︒論理的に推究すれば本来善なる人性が杜含に

依って悪くなるといふ意味で︑ルソーの人間観を簡明に述べ

て居る︒性善説の立場より外部よりする道徳的教・育の不必要

は性悪説を先提とするものが多い︒

立し得ないのである︒然るに古来の道徳教育論には性善説又

の本性は徹底的に悪なるものであらぱ︑後天的の教化に依っ

のであるならば埴道徳教育の必要は存在しない︑若し叉人間

若しも道徳は凡ての人川の本性に先天的に完全に具存するも

間の本性は悪なるものであるかが先決問題となるのである︒

はその反封に道徳は優先的に教養せらる上ものであって︑人

であるか︑即ち人間の本性は先天的に善なるものであるか叉

しむることに外ならない︒而して道徳は人間に本具するもの

しき人間を化して善良ならしめ︑善き人間をして愈善良なら

道徳教育とは人間を道徳的ならしむることである︒即ち悪

吉田
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を主張せるものは資に俳画のルソーであり︑性悪説の立場ょ

戸 可

酉
釦
『
口
一

F−−−‐

匡
届

ｰ

ノ

由放任主義となる︒何事についても兇童の自由に放任し︑そ

る︒此の見地よりすれば道徳教育ば治極主義︑干渉主義︑自

の要諦となし︑経生︑管盈として・アテネ青年の教化に従事し

ると主張する︒かくて道徳に開する理知の啓蒙を以って教育

が不善を行ふのは︑これが不善であることを畏知せざるにあ

とするのである︒これソクラテスが知徳合一論である︒人間

服従するものである︒理性即ちヌースの力を護揮する篇めに

の自己活動と自己経験とを助長さへすれば善良なる人間性は

たのである︒か上る主知主義的道徳教育観は多くの単者哲人

の自然を相手として成育せしめる︒専らエミルの自己活動と

自ら願現するとなすのである︒近代の新教育が主張する自由

の採用する所であって︑近代に於ける経験主義の代表者たる

ラテス問答法に依って叡知を淵護することを道徳教育である

教育の根本は賞にか上る人性論と人生湖とに基づくものであ

英園のロックも︑理想主義的哲畢者たるカントも根底は道徳

は善の善たる所以の道理を州明するにあるとなし︑所謂ソク

る︒ドウクロリーが児童は過失をなす椛利があるとなし︑一

的理知の啓蒙を道徳教育の手段とした︒カントが﹁習俗の哲

自己経験とを主とし︑一切の外部的干渉と製肘とを排し︑所

切の外的干渉を排斥するのもルソー主義より出て居るのであ

単﹂即ちメタフイジック・デル︒ジッテンの徳論即ちトウー

謂自由教育に依って人間の本性の自己護展を期したのであ

る︒現代の自由主義的道徳教育説にもか上る思潮を背景とす

ゲンド・レーレの方法論に於いて道徳問題と題してカント

モーラル・カテキゼムズ

己活動に放任し︑一切の外的干渉を排することが直の教育で

道徳教育の要諦となせるが如きは最も願著なる事例である︒

哲畢の道徳原理を要約し︑これを暗諏せしむることを以って

がある︒中庸には当天命之ヲ性ト謂上性二率フヲ道卜請う﹂

儒教にありても亦ソクラテスの道徳教育説に近似せるもの

己可

喜一るものが少くない︒皐校に於いても家庭に於いても児童の自

あると老へるのはその一例である︒一切の偉統と干渉とを排

ヌースとは理性のことで心人間ｐ弧間たる所以はヌースを本

教育の本義と誤解せしむるの過誤を馴致したのである︒

徳教授と解し心道徳的知識の授興も理知の啓護を以って道徳

説なのである︒かくして道徳教育と言へぱ道徳的教説即ち道

ス・ヘンサーの﹁道徳教育論﹂もまた要する彼の倫理畢説の約

除することに依って人間の生善なる本性を頴著せしめんとす
る新教育思想は︑根本に於いて同じ流れの人性論と人生観と
を背景とするものである︒

青年の教化に一生を捧げたる希臓の哲人ソクラテスも亦性

具するにあると説く︒ヌースの本性は叡知である︒又快苦の

と喝破して居る︒明徳を明にする必要手段とし一し所謂八像目

と説き︑大豊の冒頭には大望の道は﹁明徳ヲ明ニスルニ在り﹂

善論者である︒彼はヌースの護見者と濡せられるのであるが

せんとする傾向を持って居るがヌー犬の力が掻ければこれに

感情と欲求を遂行せんとする意志とがある︒共に叡知に背馳

（2）
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は哲墜乃至祁皐を前提とする猫断的道徳教育論は妓早現下の

がま典の直相を把握せんとする精紳科畢的考察よりする時に

畢界の進歩に適切せざる時代後れの骨董美術たるの感なきを

を筆げ通その中には﹁意ヲ誠ニスル﹂等の語もあるが︑要す
るに格物致知にして主知主義的傾向が弧い︒程朱畢派は理気
︲畦

トとは潤逸の哲皐者テイルタイ教授の使用し始めし語である

得ぬのである︒精紳科畢即ちガイスティビ・ヰンセンシャフ

の説を立て職人性の本質は理即ち善であるが故に１気質の偏
する所を矯正すれば人間は善に蹄すると老へた︒道徳教育と

が︑その中にはなほヘーゲル哲肇のロやコス的原理が背後から

は要するに聖賢の教に依って人間の本性を自畳せしむるにあ
るとなすのである︒尤も宋儒と雌も居敬窺理の二事を修養の

覗き込んで居るやうである︒吾人の立場ばか上る過去のイド

基本的な特性は自我と非我︑即ち自他を融合するといふ先験

創造の三大馬性の存するとと従来の通説の如くであるが最も

は人間的意識鰐に外ならない︒而して意識には統一︑持綾︑

吾人の緒川科皐的見地よりすれば人格とは意識鵠恥粘密に

ラの浅津をも挑拭し去らんとするのである︒

手段と説き志を固くして起居動作を慎しむことを徳育の亜要

事項とするのであるが︑理を究め知を致すことが主眼で聯畢
竜するに四書五経を通して聖人の道を理解することが逆徳教
る論者が非難するが如く耐全然無敷であると言ふくきでない

的綜合機能を共有することにある︒これが人格の陶冶︑従て

育の大本と考へるのである︒か出る主知主義的道徳教育も或
ことは史賞の立護する所であるが︑それに依って道徳教育の

時に自己陶冶であって悉く教育的意義を有する︒徳性即ち道

の三面を有する立僻的生命隈であって︑一切の自己活動が同

又徳性掘養を可能ならしむ根源なのである︒人格とは知情意

成果を十分に畢げ得ざることも史賞の誰明する所である︒
西暦第十九世紀末より主意主義的教育論乃至主意主義的心
理墜説が勃興した︒澗逸のケルセンシュタイネ必のアル等ハイ

ある︒人間は杜含の中に生れ︑祇倉の中に長ずるものである

ツ・シウレ︵勤労畢校叉は作篤畢校︶の主張︑米図のデューォ

から︑人格の活動即ち人生とは畢童するに杜含生活に外なら

的経験を侯って漸次に成長護達して完成に向って進むもので

る︒新心理畢読としてのビヘービリズム︵行動主義︶なども

ない︒故に徳性の涌養も亦吐含に於いてなされ砥又祇倉に依

徳的意識は先天的に完成して典へられるものではなく︑後天

亦人性の本質に開する見解を一愛した︒是等の思想よりすれ

ってなされる︒これはルソーの考へとは全く逆なのである︒

のプラグマチズム︵資用主義︶乃至フアンクショナリズム︵機

ば人性の本質は理知よりも寧ろ意志即ち行動が主となって居

ジョン︒ドュイが道徳的原理とは杜含的原理に過ぎないと説

能主義︶に基く教育読並に心理説は戯も有名なるものであ

り︑道徳教育に開しても理知の啓蒙よりも寧ろ意志の賞行を
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中心に置くべきものとなるのである︒精祁活動を如資にある
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くのもか比る見地に基くものと恩ふ︒尤も道徳意識にも善を

善と意識する形式的側面と何を以って善と認むるかといふ資
質的側面即ち債価規範とが包含する︒前者は人間的意識に内
在する先験性と見るべきものであるが︑後者に至っては全く
自我自身の杜念的維駒に依って具鰐的に規定せらる上もので
ある︒前者と雌も亦︑その力の弧度と感度とは後天的に培養
せらる上ととが多いのである︒尤もモーラル・インサニチー
の如き精肺病者は除外されねばならぬ︒而して意識は統一性
を有するが故に徳性の砺養も知情意の三方面より行はるべき
である︒ソクラテス的問答法や儒教的窺理法も相手と場合と
に雁じて相営に蚊果があるのであるが︑徳性の根幹が意志で
あり道徳意識の中枢は情意に存する限り︑道徳教育の本場は

１

修身教育に就いて

宇野哲人

維戦から六年︑悪夢の様な世相も︑少しづ上落ちつきを見

せては来たものの︑近来の凶悪な犯罪が傘多く青少年によっ

て行はれてゐる事賞は︑国家再建のことを恩ふとき︑資に寒

心に勝へないのである︒

恩へば今の十六︑七から︑二十四職五の青少年は︑賞に不

幸な人達である︒小︑中畢でまともの教育を受くることもで

きず︑或は物資の映乏︑或は親子離散などの苦脳を受け︑維

戦と共に物心雨方面に極端な解放に遇ったものだから︑一般
然かとも恩はれる︒

常識からは恩ひもよらぬ無軌道ぶりを震擁するのは︑寧ろ営

これではならぬといふので︑天野文相の修身教育の提唱と

き筈もない︒如何なる方法を以てするかが問題である︒

なったものと恩はれるが︑その趣旨には何人も異存のあるべ

その方法を論ホる前に︑まづ現在の責情を一見しようｐ第

一に小︑中豊の先生も慰豊識教養及び教育家としての自畳が

果して充分であるか通どうか︒果して良心的に信念を以て生

一

生活そのもの︑即ち資行そのものに存すべきである︒娩近の
教育望に於いて意志陶冶の直接方法とし生活即ち資行そのも
のを筆げ︑間接的方法として善悪に開する知識︑即ち教授︑

教訓︑説諭等を畢げ魁更に祁話︑童話︑裡話︑人物︑陣紀等
に依って道徳的情操の陶冶を説く所以である︒道徳教育の解
決は最早寓能蚊的寅薬の如きものに期待すべきではないので

ある︒︵文畢博士︺

︻︺

してはゐないか︒大に反省すべき鮎があるかと思う︒

徒を指導してゐられるかどうか︑自由を誤解して生徒を放任

第二に豊科について考へる︒現在︑斌書科は主として善良
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なる市民を養成するを以て目的とし樋戦前の修身科に代るも

の問題が起ると︑反封論が盛んとなり︑逆に牡含科を以て之

引いたり︑小説を讃んだりしたものであった︒こんど修身科

に代へることを再確認した︑と陣へられるが︑果してうまく

のである︒然しながら社含科は一般吐含︑日本史︑世界史︑

人文地理︑時事問題の五項に分かれて居り︑一人の教師でこ

行くかどうか︒

修身科を設けて︑適切な蓮誉をすることが簸も望ましいけ

れを教へることが出来る人は恐らく一人もあるまい︒これで
戦前の修身公民科の代りとするといふのは︑極めて無理の話

して歴史地理を分出し︑牡含科は専ら公民︑一般牡含︑時事

れども奄壮含科で修身を蓮管するといふなら︑斌含科を改正

り︑小畢卒業生にして孝の字を知る者なしといふ有様となっ

いづれも修身教育の問題に命それぞれ開係があるが︑今は暫

教師の再教育︑一般吐含生活の安定︑圃際開係の問題等堂

ることができるかと恩ふ︒

いたならば︑幾分か今の弊を改めて修身教育の目的を達成す

問題に止め︑祇曾生活に於ける仙人の椛利と義務に重鮎を世

である︒特に賞際の授業を見ると︑相常上手にやってゐる所
︑︑︑︑

でも︑生徒をこさかしくし︑ダイジェスト式智識を得しめる
に過ぎない︒これで生徒のしつけができるとは恩はれない︒

戦前には教育の基準として教育勅語があった︒忠孝を目標

た︒杜含科が相営うまく蓮誉されても︑教育の基準なき今日

くこれを措く︒︵昭和＃六年三月×丈畢博さ

〔5〕

とした︒今は憲法が改まり勅語をやめ︑教育の韮準が無くな

その結果は推して知るべきのみ︒尤も教育韮準法といふ法律

︵八頁よ↑りつ賞く︺

五個係である︒︵三︿・三・弓︵丈肇博士︶

が教ふる事項の認識を明確に︑︵五︶理想︑信念及び弟子愛の

︵二︶己が言行に人間味あれ︑︵三︶健全な常識を持て︑︵四︶己

夫れ常陸の単は天下の推すところ︑而してその老輩碩師︑
皆師承するところあり︒鳴呼︑淡水聯師道を慢るなかれ︒
私見を立つるなかれ︒取拾去就︑たご先生にこれ総かば瞳
則ち古道︑及び難からざるなり︒︵全集巻二︑野山獄文稿︶
恩ふに︑弟子愛の流露の典型的のものである︒
以上列記したところを約すれば︑︵ご己が時代槻を清鮮に

字が見える︒

吉田松陰がその門人︑赤川淡水の常陸留畢を送る序に左の文

ＩＪＩ

はあるにはあるが︒

一鰐︑教育といふものは︑あらゆる望科が修身でないもの
はない︒理化単の資験では少しの不注意︑寸分のごまかしを

音楽は心身の鍛錬と情操の清浄とを目標とする︒国語漢文歴

許さぬ︒算数は思考の順序と計算の精密とを要求する︒鰐操
史地理其他いづれも庚い意味での修身でないものはない︒然
し嘗て凡てを綜合して修身科を設けてあったのは︑決して無
意義ではなかった︒

但し戦前の修身科の運管が極めて拙劣であったので︑常時

山

既に修身科無用論もあり︑生徒は賞際修身の時間には餅害を

I
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道徳教育の再出護

深作安文
一人の中園皇者のいった﹁倉嘆賞ちて則ち謄節を知り︑衣
食足りて則ち築辱を知る﹂といふことば︑濁り個人のみでな
く︑国民にもまた安営性を有するものＬ如くである︒近来︑
我が社含の秩序やうやく塾ひ︑多くの人だが心の落着きを取

きもの少く︑時としては︑是迄︑父母以上に尊敬せられた教

師が彼等から軽蔑せられるととさへある︒その結果︑父母︑

教師ぱ諭なく︑善良︑方正な生徒ば修身科の復活を念願する

やうになったのである︒一鰐︑︐児童︑生徒の畢力低下は︑彼
等の道義の荒屡と因果の薬りがあると見なければならぬ︒

×．×

されば︑今回の修身科復活論は常然︑起るべくして起った

のであるが︑これについては種糞の異論が聞えるのである︒

戻して来るや︑我が教育界では道徳教育の再出溌が目論まれ

て児童︑生徒の道義感畳を鈍らせ︑その資行力に培ふととが

その一は︑この望科はともすれば﹁お説教﹂に堕して︑却っ

りに紋切り型であり︑時としては高雁的であって︑徒に謹一

少いといふのである︒その二はこの豊科の教ふるところは除

−部の政治家もまた国民道義の昂揚を口にするやうになっ
た︒

しかしながら︑これには他に切迫した理由が看取せられる

造作な軽覗事件が頻護し︑従業員の思想悪化に基つく交通機

本物のギァングと少しも異らぬ所業があり︑自他の生命の無

に流れるといふのであろ︒その結果として現はれたものが︑

一脈相通するところがあって︑偏狭且つ過激な愛国心の扶植

いふのである︒その三はこの畢科ぱ軍国主義︑帝国主義等と

今日︑我が祇曾の或る面では︑いはゆる戦後派なるものＡ︑

開の事故が綾起し︑もるノ︑の公務員の大膳な破廉恥行嬬が

し︑牡含科を中心として全皐科の授業中に道徳教育を浸透さ

先頃︑営局者の義表した案である︒それは断然︑修身科を展

他律に陥り︑相手の心情に深く迫って︑その弱行を促さぬと

不詳事件が殆んど際限なく護生し︑道義の幌角から見た租園

頻出し︑凶悪な集圏弧盗事件が並起り︑数へ来れば︑種々の

の教訓は︑従来のやうな椎威なく︑児童の言葉造や作法は破

︲更に眼前の我が教育の資際を見るに︑家庭では父母︑長者

ことが出来歩穆木樵りの偏に山林に出入する途中︑書物を読

きである︒若し世に︑二宮韓徳翁が家貧しくして望校に入る

凡そ新しい時代には︑何事にも新しい提案があって然るべ

せようとするものである︒たしかに一つの英断である︒

れ放題になって︑家庭教育は殆んど有名無賃の場合がある︒

み︑経に本邦︑稀に見る卓抜なヒューマーヌトとなったから

は宛もいばゆる百鬼夜行の槻を呈してゐる︒

皐校では児童生徒の行儀が崩れて︑その生活に規律の見るべ
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』

といって︑今日︑畢校教育を過小汗慨し︑偉人は綴じて林野
草風の間から現はれるものであると断するものがあれば︑思
ふにこれにまさる時代錯誤はない重あらう︒今日はどうあっ

への門戸を開き︑以て彼等が将来熟あざやかな世界人となる

徹して︑相手を導いて匿汎な世界観と高朗なヒューマニズム

素地を作らすべきである︒

徳育者は決して木や石のやうにある尋へきでなく︑打てばひ

固く底の性格を所持せられたい︒乾からぴた人物でなく︑燭

ても畢校教育を整へ︑それで第二国民の常識︑才腕︑徳性等

を長養し︑以て文化日本創建の大業に常らせなければなら

れ上ぱ淵味を感じる人間味を具へられたい︒更に望萄の願ひ

して︑相手に取って快適な世界を展開するも可いであらう︒

合によっては︑罪のないユーモアに教室の沈んだ空気を一掃

をいへばか一種︑気高い香気の人格でありたいのである︒場

ぬ︒この畢校教育にあって最も重要巌役割を演するものは︑
いふまでもなく教師である︒教育の効果いかんばか上って教

人或はいふのである︒今日は淵顔を以て人に接し︑胸襟をひ

師の人格︑力量に依存する︒道徳教育において特にその然る

を見るのである︒今日以後︑上述の新徳育案資施の重責に営

徳育者は固際牡曾の観念に

信ずる︒

×︲×

の権威に関して︑深い懐疑心をそ具る以外の何物でもないと

りといふやうな杜含現象は︑徒に生徒の︑道義は諭なく法律

れたいのである︒昨日までは国家の大官が︑今日は留置場入︲

どのものは謎もつと良識を働かせ︑もつと誠資な態度を取ら

ある︒しかし︑今日といふ今日は︑少くとも指導屑にあるほ

のドン底に陥って耐冷静な思考力が︑しばし︑肺簿した鯛で

るや更にいへば筋日本園そのものが︑力の鋪識と疲努と苦悩︑

追込んで︑自分の進むべき正しい方向を見矢はせた嬬であ

いと︒成程︑いかにもさうかも知れない︒それといふは︑み７
じめな敗戦の破局が︑一時︑多くの人を虚脱や自棄の境地にく

らいて︑救ひの手を人生苦の犠牲者に延ばすものは殆んどな︑珍

られるものは慰少くとも下記程度の心榊を用意せられてば如
何であらうか︒

××

今や時代の進韓は目まぐるしいまでに速かであって︑﹁絶
間なき革命﹂とは有力な時代語の一つである︒徳育者はこの
時勢から取残されるやうではならぬ︒﹁頭が古い﹂とは生意
気型の生徒が律義一侃の教師に封する評語の一つである︒﹁封

建的﹂とは廿世紀後半に存する封建時代の窪津を性質づける

言葉の一つである︒直疑性の鮎からいへぱ︑兇童︑生徒の方
が︑教師よりむはかるに鏡どい鑑識眼を有するものであれば

徳育者は努めてその感尭を敏活にして︑常に清鮮な時代槻を
準備すべきである︒と典に徳育の授業上の冴えがおのづと現
が出来るであらう︒特に今日は︑

はれて︑かの﹁お説教﹂といふやうな批判を一蹴し去ること

、

健全な常識ぱ何人にも必要であって︑必らずしも︑徳育者
に限るべき筈のものではないが︑徳育者にばそれが特に快く
まじき礁件である︒批評眼の鏡どい児童︑生徒から見て砥何
虚かに空隙があるやうでば︑彼等に人としての道を教へるこ
とは困難であらう︒今日の青年男女の内には︑われわれの眼
前には︑こちらから進んで教を乞うて見たいと思ふほどの人
は︑どうも見営らぬといふものがある︒その後について行け
ば︑人生といふ長い旅路に些の間達がないといふ人は皆目︑

見付からぬといふのである︒この時にあたって︑透明な理解
力と正確な判断力と果敢な賞行力とは︑徳育者にとっては貴
とい三資である︒これ等三費の輝くところに︑始めて徳育の
効果が現はれて︑徳育者そのものもまた︑輝いて来るであら
う︒彼には児童心理の把握︑青年心理の理解に誤りがあるべ
きでない︒彼は責際︑動いてゐる児童心理︑活きてゐる青年
心理を緊握して︑それ等兇童︑生徒の胸中に高鳴る知識欲を
のである︒

取上げ脳熱情に燃える清純な意欲にまともに反雁せられたい
徳育者は己が人格に織込まれて︑血となり肉となるるの道
義の認識を所有することが必要である︒陸象山は六経は我が
注脚であるといつたがへこの見識は今日︑日本の徳育者に向
ってもまた︑少からす示唆するところがあるであらう︒己が
堪能の出来ぬものを人の子に堪能させることは︑到底︑出来
るものでない︒徳育者の注意の焼黙は︑相手に人生そのもの

１１

と取組む勇気を吹込むところにあるといってよい︒徳育者の

所有する認識には︑児童︑生徒のもってゐる雑然たる人生に

開する断片的認識を鰐系化し遮彼等の念頭に去来する諸問題

る︒若しさうでなければ心教師の壇上における千言寓語も︑

をぱ︑或は原理的に︑或は賞際的に解明する力が待望せられ

相手にとっては心性えいはゆる風馬牛もた堂ならぬものと

底ってしまふであらう︒尤も教師の蕊たる一言が︑その千言

︑寓語よりもより貴といことのあるのは事責である︒

経りに︑徳育者が児童に感銘を典へ︑生徒に霊感を起させ

その教ふるところが︑相手の生涯を通じて彼等を保護するダ

ィモニォンたる偏には︑車にその皐才とか教授法とかのみで

は足らぬと思ふ︒それには崇高なる理想︑不動の信念︑限り

なき弟子愛などが考慮せられる︒これ等三者は或は別為に働

き︑或は相合して働いて︑教育と呼ぶ聖業が始めて花を開き

賞を結ぶのである︒後の場合は︑理想が高ければ自づと信念

が確固となり心弟子愛もにじみ出るものであるからである︒︑

これは東西の天才的敏育家曾呉刺な努力の歴史をひもとけば
容易に護見し得るところである︒彼等が永く己が教へ子の頭

脳に刻みつけられ通そしてまた︑それノ︑の国家の教育史の

中に呼吸してゐるのは︑主として彼等がこれ等三者に恵まれ

って彼等その人の賞鰐を築き上げる素材でもあるのである︒

た篇めである︒三者は徳育者の全品格に培ふ源泉であり︑従
︵六頁へつ堂く︶
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道徳教育について
町

藤本寓
Ｔｖｖ６

ムロ

昭和二十年十二月三十一日連合国軍妓高司令部から日本政
府宛に護せられた指令に基き︑文部符は翌二十一年一月十八
日通牒を出して国民肇校における国民科修身︒歴史・地理の

授業を即時停止するように命じた︒しかしこれらの課程は後
に牡倉科において教えられることになった︒抑も六三制の新

近各畢校の責情を調査したり︑地方の教育者の意見を聞いて

みた結果︑修身の必要を痛感した︒教育勅語の代りにみんな

・心から守れる教育要綱といったものをつくりたい﹂と述べた

ことを新聞が報じている︒天野文相の謹言はその後︑新聞雑

誌等に大きな反響を呼び︑修身科復活是非の波紋は世人の開

心を集めた︒それらの意見の多くは修身科そのままの復活に

こう考える﹂と題して﹁要するにわたくしは従来のものえ復

反封であったが︑天野文相は十二月一日の朝日新聞で﹁私は

蹄しようなどと考えるのではありません︒既に牡含科は修身

科より一歩を進めたものだといえます︒ややもすれば佃人道

徳にとどまりがちな従来の修身科よりはるかに贋い展望を持

っていますが︑遺憾ながら十分その成果をあげていない︒そ

こでこれまでの修身科と牡含科とを契機としてここに新しい

る︒天野文相の意見は世論及び使節図の助言に雁するところ

道徳教育の工夫をしようというのであります﹂と述べてい

のものであるが︑また文相自身の肇問経験から﹁自由︒平等

・信愛・友情というようなもの︑進んではそれに基く人生槻︑

世界槻の知識を授けよう﹂とする構想もあるようで︑文相と

いう位置にあって教育内容に開し率直に意見を述べたことは

かように道徳教育に開する問題は新教育に封する反省と批

世間に好評をもって迎えられた︒

敗したという両親や教師の聾を聞いて極道徳教育と精祁教育

てこの問題を論じていたが︑道徳教育振興は世論の一致して

判の中でも最も掻く議論され通各新聞もしばしば牡説におい

（9）

教育は劃期的の大改革でそれが行はれて五年にしてその在り

方に封し反省し批判する伽向が漸く現われて来た︒二十五年
九月六日の読費新聞は﹁新しい教育をどう思うか﹂という世
論調在を護表したがい︸畢校におけるシソ倉ヶに封し父兄側に大

きな不満があって︑修身のようなものを復活して欲しいとい
う希望が二○・瓦︿１セントあったそうである︒また同年八
月東京に来た第二次訪日米園教育使節罰は約一ヶ月滞在して
第一次訪日以後五年間の日本における教育の護展を研究し︑
九月二十二日マックアーサー元帥に報告書を提出したが︑そ
の中で新しい日本における新しい教育は日本の杢瀦的な護展

について適切な助言を述べている︒十一月七日東京で開かれ

にとって本質的な道徳及び精榊の力を国民に典えることに失

た全国都道府際教育長協議含縄倉に出席した天野文相は︐﹁最

I

一
一
可
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「

程審議含はこの問題を取上げ︑文部省の諮問によって桧討を

要望するところとなったので︑文部特に設世してある教育課

現代生活と青少年心理に雁じて選揮排列され︑かつ周到な賃

が︑日本国憲法や教育基本法にもられた理念と民主的道徳が

桃うととが肝要である︒世間には論語読みの論語知らすも多

われないで︑自然に行われるように指導すべく十分な考慮を

践の方法を示すことが望ましい︒しかもそれが形式的に取扱

文部省は教育課程審議倉の答申書について群議を亜ねた霞上

がる筈がない︒

い︒幾らよい手引ができてもそんな取扱の態度では効果のあ

た︒

重ね︑二十六年一月四日道徳教育振興方策について答申をし

道徳教育振興策を決定し︑それを新蕊期から資施する意向を

②現に改訂中の畢習指導要領一般編において道徳教育の重

渡表した︒その具鰐策によれば︑︵こ道徳教育のための手引
書作成︒︵二︶現に改訂中の皐習指導要領における解明︒︵三︶
特別教育活動の再検討︒︵四︶道徳教育のために有益な圏書︑

いても道徳的理解や態度の育成に寄典することに努め︑修身

というような道徳教育を主鰐とする教科あるいは科目を設け

要性及びそのあり方について解明を典えると共に各教科につ

動︑大畢における道徳教育についての研究︑中等教育研究集

ないことになった︒以前修身科が特設されていた時でも︑道

覗聡兇教材の選定︒︵五︶その他の方策として教育委員倉の活

一般教含人は牡含教育機開を通じて道義の向上に努力する等

含︑及び教師自身の道徳教養と指導力の向上につとめる外︑

の聾も高い︒民主的教育の歩みは自由であるべきで手引はい

はよいことである︒しかるにこの手引書を作ることには反封

①道徳教育のための手引書を委員倉を設けて作成すること

を樹てるものではなかったと思う︒今日においては民主的杜

精祁に基く啓蒙に役立たしめたもので︑単に奮来の孔孟の教

日本開園後の国民思想の混乱に庭して教育勅語︑及び憲法の

民教育が革命後のフランス人の教育に必要であったように︑

っていたし︑これを特設したについても︑フランスの修身公

徳教育のことはいづれの教科においても留意すべきことにな

らないという考方も弧い︒更に反動を僻戒する立場をとる者

である︒これらの方策について所見を述べたい︒

もある︒しかし手引書がなかったら︑教師は民主的壮曾にお

うことをねらいとする一科目を特設するの可否は手段とし一﹂

の問題であって︑科目を特設してそれに促われるよりも寧ろ

倉の道徳︑民主的な人間養成のために如何に努むくきかとい

い︑行き過ぎや混乱を生することになろう︒問題は手引書を

各教科において各教師によって道徳教育の責任を捨うととが

ける道徳教育の要領をつかむことに苦勢する結果︑方途に迷
作成するの可否にあるのではなく︑手引書の内容とその取扱

通常であると考える︒しかし中畢校の上級や高等畢校で耐曾
︑

如何にあると思う︒内容はできて見なければ批判はできない
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科において道徳教育をしたり︑あるいは生活補導をすること
になれば通すべての教師が青年期に達した者の思想啓護は困
難であろう︒ここに科目の特設ばなくとも教師の中に特洲の

適任者が出て来ることになるのではあるまいか︒次に文部省

にある︒徳目主義に封する論難は教育界では古い歴史があ

明にすぎない︒道徳債値ば人間の心のうちとその周園の杜含

る︒六経ば我が心の脚註と陸象山もいつ廃要するに人間の

とするのがいけないのではない︒道徳教育の指標に徳目を用

心の動きや行篤の善悪︑共同吐曾の開係を徳目で表現しよう

いるのがわるいのではない︒その徳目をそのまま人間に弧い

るのがよくないのである︒特に青少年にそれをそのままあて

はめようとするところに誤がある︒雲えばビタミンＡＢＣの

築養を薬剤で典えるようなものである︒また献立表を説明す

るだけで柴養を豊かにすることはできない︒これらの柴養を

含む食品を通常に調理して食べさせなければならない︒人間

ことば古今東西塗りはない︒二宮尊徳は人は欺くことができ

性を養うにも︑・吐含性を伸ばすにも︑これに似た注意のいる

るが草木は欺くことができない︒草木に水をやると言っただ

いという意味のことを言っているがその通りである︒さきに

けでば役に立たない︒資際に水をやらなければ草木は育たな

生徒の生活に部する取扱いも弧訓され︑教えの内容も単に蝶

修身が行われたときにもこの員演の教えは十分に注意され︑

や個人道徳の心得ばかりが軍んぜられたのではない︒家庭や

皐校における生活も慶い共同吐含における生活も指導された

筈である︒またそれらの材料についても使用上の意見が年為

般から募集した材料も加えられたりしていた︒しかるにその

遁府嬬から徴せられて検討され迩営な修正が施されたり︑一

，1

は指導の目標として特定の人間像を蚕いて︑︵ごゆたかで重
厚な人間に育てる︒︵二︶統一ある生活態度を形成する︒︵三︶

創造的な問題解決の力を備えた人間に育てる︒︵四︶清新で明

るい生活を管むことのできる力をつくるの四項目を探り入れ
ることを考慮しているということであるが︑教育基本法にあ
げられている理念にこの四項目を加えることも結構である︒
しかしこの四項目も主要な徳目を畢げたに外ならない︒これ
らは以前の修身でくり返して教えられたたところである︒例
えば重厚な人間というものに昔の教えにおいて寧ろ徹底して
いたのではあるまいか︒徳目印修身のように考えて修身を排
撃する立場から徳目を嫌う意見が多い︒しかし徳目はよく人

間性や人間像を表現することは昔も今も鍵りはない︒民主主
義の本質を促えるのに自由とか平等とかの言葉をもって表は
しまた宗教でも政治でも人間の本性︑人間相互の開係を表わ

すに徳目をもってする機含は多い︒現在において畢校で生徒
の人物性行の評慨においてもまた官公聴で公務員の勤努の評
慣においても修身が行われた時代よりも遥かに多くの表現形
ることは寧ろ善来の徳目以上である︒徳目は道徳ではない誰

式を用いている︒人間またはその行篤を小刻みに分解して見

〔11＞

効果の乏しいという非難のあったのは︑道徳教育というもの
の債価測定が困難であったためでもあるが殖主たる原因は指
導書の形式的取扱いに陥２Ｌいたためであると思う︒新たに
道徳教育の手引ができてもその他どんな方策が講じられても
愛りはある藍い︒

形式的取扱いに維るならば教育の効果の峯らないことは昔と
③特別教育活動において道徳教育の機曾を捕えようとする
ことは望ましいことである︒現在の望校の儀式国民の禰日の

計叢が立てられて現在の特別教育活動に再稔討が加えられる

に幾らでも教育の機含はある︒教師その人の員賞の指導︑周

行事も遠足旅行望謹命運動含︑スポーツ︑討議等生徒の周圃
到な計霊さえあれば︑これらの機含はみな無言のうちに人間
を作り上げて行くことに疑いはない︒第二次訪日米園教育使
節関の報告書にも﹁道徳的及び精祁的債値はすべてわれわれ
の周園にあると弊告している︒しかし宗教的指導と杜含的機
開の護達している欧米の青少年の環境はうらやましい︒わが
なっている︒

国にはこの鮎が大に欠けているので︑望校教育の責任が重く
↓④道徳教育のために有振な団書︑覗総畳教材の選定もまた

極めて必要なことである︒世論調査でもこれに反封する人は

の理想と生活に結びつくかが問題である︒由来良蕊は口にに

がしというように生徒の好きなレコードでも映謹でも教育と

名のつくものになると嫌われるのが普通である︒にがいのが

ールする人物陣でも音楽映譲でも十分に典えてもらいたい︒

いやなのである︒その苦味を感じさせないで生徒の心にアピ

ここに大きな期待がかけられる︒大人の好む卑授な映霊を平
気で子供にも槻せているだらしなさや新聞の三面記事が牡含
悪で埋まったり魁店頭に裕悪な雑誌を並べて子供の見るに任
せてある現状では青少年の不良化するのもやむを得ないであ
ろう︒こうした方面も大に改めて行かなければならない︒
⑤望校においても就含においても道徳教育の指導者の養成
ということが極めて大切なことである︒そのために大畢にお
いて道徳教育の講座を設けて畢生および教師のための研究を
十分にし咽また教師の研究集含や教育講習においても道徳教
育について研修を深くすべきである︒一九三五年私はアメリ
カを旅行したとき︑サンフランシスコで鴬時西部の大畢にお
いてこの地方にいる日本人の畢童の道徳意識の心理的調査を
したところ︑各国人の畢童に比しその徳性の良好であったと
いう報告をきいたことがあった︒日本人は今敗戦の結果︑い
まわしき世相を呈しているとはいえ︑決して悲観すべき不徳
義の固民ではない︒古来道徳を亜んじ義理には堅く人情にも
厚い国民であると思う︒われわれは経戦後の生活不安を耐え
忍んで来たように精祁不安にも打ち克って青少年を動揺の中
に放置しないでしっかりとした道徳教育と精祁教育を輿えも

として二宮金次郎やリンカーンや野口英世などのお話をする

う︒︵愛媛大畢長︶

人糞が一致して自由に生活し︑互に愛し合阿互に協力し合
う良い牡含をつくり︑よい市民となるように導きたいと思

ない︒以前の修身教育において徳目主義に反封した人も例話
ことには非難はしなかった︒ただそうした資話が如何に生徒
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佐佐木英夫

宗教科教師のありかたに就て

︵一︶

テンプルウッド︵ぐぢ８屋貝目①日巨①君８ｅは其の著﹁犯
罪ト刑罰﹂︵○国日①印画ロ冠屋昌農日の目届喝︶に於て砥英国
︵Ｉ︶

では過去十年間に少年犯罪は非常に増加したし︑再犯をなす

百五十人に増加した︒これは全く戦争状態によるものである

は沸底だしするからである︒だから一九四六年の戦後になれ

と云ってよい︒即ち家庭の状態は悪いし︑街は暗いし︑品物

恢復出来ない間は綾くものと思ふと云ってゐる︒

︵︒︾︵

ば少年犯罪は減少するであらうが︑併し戦争状態ば戦後も尚

︵一一︶

聯って我が国の現状を見ると一九四九年の少年犯罪は︑男

九葛六千七百五十九人︑女一寓三千九百六十二人︑計十一葛

七百二十一人の受理件数を有し︑また殺人心放火瞳窃盗掴詐

人計七葛七十七人である︒特に少年少女にして大人も及ばな

欺等の少年犯罪は男六葛三千五百八十人︑女六千四百九十七

ものも少年犯罪者に非常に多いことを報じてゐる︒而してゴ

ーリング博士︵ロ局のｇ冒巴の習慣的犯罪者の五三パーセ
殆ど二○パーセントは二十歳以前であったと云ふ謹明は驚き

に恩はれる︒要するに西洋と云はず東洋と云はず通戦争が如

の少年犯罪は成年犯罪の原型であると云ふ定義が正しいやう

い犯罪を犯すものが非常に多いのを見ると︑一般の犯罪畢者

︵脇︵︑

ント以上は十六歳以前に一度犯罪を犯したものであり︑其の
入った次第である︒要するに犯罪者の大部分は十代に犯罪の
ないであろうＱだから若し少年犯罪が防止されたり減少され

殊に日だの新聞紙により殺人︑︲弧盗︑及び少年男女の犯罪等

何に犯罪に影響するものであるかを明に物語るものである︒

︵罫︶

道に入ったものであると云ふことを聞いてはプ驚かない人は
たならば︑犯罪統計はよほど改善されたにちがいない︒一九

を見たならば誰でも身の毛の弼立つ恩をするであらう︒

たと云ってゐる︒而して十七歳以下の男児の数は一九三八年

ものであった︒併しこれは戦争状態の影響によるものであっ

五○パーセント以上は児童叉は二十一歳以下の少年の犯した

よると︑勿論特別な畢校とは恩ふが︑欧米に於けるが如く︑

らなかったことは︑遺憾の至であった︒然るに灰間する所に

にもかかはらず︑迩徳教育を主とする畢科の新設を見るに至

のであるが︑さきに文部大臣の勧奨と都道府際教育長の賛成

其の救済策は道徳教育による道義心の興隆より外にはない

︵一二︶

三八年から一九四五年の間の綿犯罪者は七寓八千四百六十三

の六千六百五十八人から一九四五年の一菖三千二百十四人以

人から十一寓六千二百五十一人に増加した︒而して共の中の

上に増加した︒而して十七歳以下の少女の数は百九人から四

（］3、
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﹁陰レタルョリ見ハレタルハ莫ク︑微カナルョリ願ハレタル

教師の免許状も下附せられると云ふことである︒中庸には︑

修身科にかばるべき宗教科の設置が許可せられ︑且つこれが

は部分の佃値と綿和と同一でないことの誘左として︑﹁或物

闘係はカーブの左右の如きものであると教へ︑叉全鵠の債値

言唇四風の群ごｇ︶に於て︑唯心唯物の二識に封し心と物との

てゐる︒所がゼホンスは其の哲畢害Ｑ①ぐ○旨酸己冨さのｇ胃罵

も亦雲魂の不滅を説き︑又祁の存在を認めて︑世人を警醒し

︵５︶

ハ莫シ・﹂とあるが︑少年少女にも﹁其ノ賭ザル所ニモ戒慎シ
︵６︵

其ノ聞力ザル所一毛恐腿ス・﹂と云ふ態度を取るやうに仕向け

テ而シテ後之ヲ綜合スルコトデアル︒サテ自然物ガ人ノ作シ

ガ如何二作ラビ一ノヰルカヲ見ル唯一ノ方法ハ先ヅ之了分析シ

タモノト同様二出来ルトスレ零︿︑コレハ甚ダ結構ナ虎分ノ方

なければなら左いのを見ると︑愛手を筆げて賛成する次第で

モコレヲ保障スル︑イカナル宗教図鍔モ︑国カラ特椛ヲ受ヶ

十膝である︒同傑には第一項に﹁信教ノ自由ハ何人二封シテ

ツタ時計ヲ片凌ニスルコトモ出来ルガ︑叉能ク一所ニスルコ

法デアルニ相違ナイ︑然シソレハ不可能デアル︒人ハ人ノ作

ある︒併し此虚に考へなければならないことは︑新憲法第二

又ハ政治上ノ椛力ヲ行使シテハナラナイ﹂とあり︑第二項に
コトヲ弧制サレナイ﹂とあり︑第三項には﹁国及ビソノ機開

へてゐる︒

述べて︑分析だけでは一説明し得ない所のものがあることを教く

トモ出来ル︑人ハ牝難ガ生ンダ卵子ヲ片為ニシタリ分析スル
︑︵昭︶ヘーノ
コトモ出来ルガ＄再ピ之ヲ元通リニスルコトハ出来ナイ﹂と鰹

は﹁何人モ︑宗教上ノ行篇︑覗典︑儀式又ハ行事二参加スル
ハ︑宗教教育ソノ他イカナル宗教的活動モシテハナラナイ﹂

ム︵の臼白色尉日︶の原理である︒即ち遺徳質の問題である

此虎に叉一言しなければならないことは耐ジャームプラズ

︵五︶

とあることである︒即ち憲法により信仰は↓全く自由であり職

従って一宗一派の教理を教へたり通論いたりすることは︑全
︵７︶

く下可能である︒
︵四︶

生物畢者は遺徳質の理論によって︑子は親に似る傾があると
ノ

筋目騨旨巨晶篭︲﹈曽ｇによって能く説明された︒氏は一Ｉ雨親

︵８︶

さて上来述べたやうに︑世晴はかくの如く不善であり︑か

ることに於て演する所の部分は︑ワヰズマン︵Ｐ眉屋普言の︲

云ふ理由を説明する︒遣鱒質が一代と次代との類似を保護す

︶

くの如く不安である︒さればにや古来キリスト教では原罪や

︵９︶↑︵

世界最維裁判を説き︑悌教では三世因果の論を述べ︑儒教で
は﹁積善ノ家必ズ儀慶アリ︑積不善ノ家必ズ除映アリ１−と教

ノ卵細胞Ｓｍ叩８宮︶中二牧メラレタ遺体質ノー部分ハ子孫

︵狐︶

へ通又老子は﹁天網恢恢疎ニシテ漏サズ﹂と教へて砥庶民の

ノ身篭ノ構造ノ馬一天用ヰラレズシテ︑次代ノ這偉質ノ構成

︵幅︶

善導に心を砕いてゐるが︑大哲カント︵厨○員昌隠ｌ岳虐︶

I

匡可

ノ篤二愛更セラレズニ保存セラレル﹂と云った︒特定の生殖
細胞︵の①吋日︲８ｓは主として︑生殖機能を完成する篇に保

存せられるのである︒此等の細胞ば身聡織造の鯛にば消耗さ
れないで︑佃人が受取って次代に陣へられるやうに通用意さ
れた所の十分な遣偉を其侭に保存した︒斯くてそれから教授
トムソンＱ・崖巨目局弓彦◎日の○口届臼ｌ︶が云ったやうに︑﹁雨

親ハ児童ノ生産者ト云フョリモ寧這徳質ノ受託人﹂である︒
︵魁︶︲

此の不死の遺徳質は一代から次代への耀統の原理に雁するも
のである︒要するに遺体質は﹁親父ソックリソノマノノ子﹂

︵ご腸呂甘具昏①○嵐暫Ｏｇｓと云ふ西洋の諺が示す通り
︵妬︶

に父より子芯子より孫とつぎつぎに蓮博して行き︑永久に不
減であることである︒換言すれば父と子は同１−鰐とも云ふと
︑

とが出来るのであり︑同一なる我が生れかはりつつ生存する
ことになるのである︒既に肉総が永遠に存綴する以上は︑肉
鵠のみならす︑精榊も亦永遠なる存在としてつぎつぎに陣承
し得ると云ふととは︑老へられるべきことである︒
︵一︿︶

そこで行篤の責任に及ぶのであるが︑若し此の世に於て善
事をなしてゐるのにもかかぱらす︑つぎつぎに不幸を見た時
︵妬︶

には︑霊魂の不滅を考へなければ︑司馬遷でなくても︑﹁天
道是耶非耶﹂と云ひたくなるにちがいない︒併し原始悌教に
くて緯自己が前世に於て篇した所の悪業の果を此の世に於て

於ける因果の開係ば︑決して父澗の責任を子孫が負ふのでな

受けるのである︒即ち天使経第七に﹃汝コノ悪業父母ノ篇ス

︵打︶

ニ非ズ︑王二非ズ天二非ズ亦沙門莞志ノ所嬬二非ズ︑汝本自

ラ悪不善ノ業ヲ作シヌ︑コノ故二汝今必ズ営一一報ヲ受ク雲へシ﹂

稚瀧澱溌謝鵬鰐撰蝿蕊脇壷蕊畦唯

︵︑︶

てゐるし︑叉祁道の開係に於て噂修成派教刷新田邦光翁が

其の著﹁頴幽略説﹂に於て︑人の目的は修理固成即ち人格の

資現となし︑一生を修養即修徳に志せと教へ︑其の修徳の如

は尋常人が現世に於て成就し得べき所でないので︑来世を説

何に依って光華明彩の果を得べきことを力説した︒然しこれ

き霊魂の不滅を教へ︑修徳これ努むれば︑恨令頴世に於て光

華明彩の果を得ないでも稲幽府に於て幽祁の寵遇を得て︑無

にも及ぷことを説いて︑因果の理を示してゐるのは敬服の至

窮の洪幅を得くしと説き︑且つ其の果は本人のみならず子孫

である︒

︵七︶

以上述べた通りであるから︑何れの宗教を信ずることも憲

法により保障されてゐるが︑単校に於ては一宗一派の宗教を

誰ずることは出来ないのであるから︑道博畢の原則を尊重す

ると共に霊魂の不滅を説き︑道徳的責任を明に坐︾一︶中庸に所

謂﹁賭ザル所二戒槙シ︑其ノ聞力ザル所二恐催スル﹂態度を

取るやうに仕向けて行けば︑仮令其の一初に於ては︑︽ヘンザム

Ｑ①烏①冒冒国①具冒日目溢︲馬路︶の四極の制裁の一つなる宗
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︵班︶

教的制裁角胃時島哩◎易の豊島︒ｅ即ち外部的制裁の観な

大毘婆沙諭第二十

倶舎窪諭第五

︺

︵日本大畢教授︶

拙著︑刑事倫理翠の研究四一四頁以下参照︵完︶

ｇ旨冒月日○国露ご︾Ｐざ鱒

︾胃戸胃旨⑦寧昌屠戸の画意ＨＰのロ冨○齢百ずぽざ︑︑李吟吟白戸①啓昌戸︐

目昌庫の哩里①武○冒己や鰻ｌ鵠

団①︺昌戸昌厚胃自国牌目白ロ．①匪○屑甘や吋甘ｃ君旨︑具昌○吋己匪

十

中庸第一章

祁道修成派教典五五頁以下参照︹原文頴幽略説︺

新田邦光先生原説︑評註修成教典︑五六頁以下参照

和辻博士著原始悌教の責践哲畢︑四三五頁以下参照

大正大蔵狸五○四頁参照

参照

中阿含六十四︑天使舎狸︑園謹一切涯伊阿含部四︑二茎一頁

司馬遷︑史記︑伯夷陣

︼ず肖邑﹄も．Ｈ争

国Ｃ戸匡降Ｃｐ︾争旨昼唇酎○角邑ｃ歓○眉詐○国号ぽ旨︑︾やＨ︑．

笛⑦ごｅ眉唾﹄弓岩壁○亜○圃眉﹈三宮詳儲詳馬や．四騨

老子道徳経︑勇於敢章第七十三

易涯︑文言︑坤

きにあらざるも心やがてはミュイアヘッド︵冒昌島⑦四・品甑

設置されて︑これが賞施を見るやうになったならば︑宗教科

捨任の教師たるものは︑以上述べたやうな態度で畢徒の教育
に臨み依って以て道徳教育の目的を達成せられんことを切望
するものである︒

︵

︹虹︶

︑︵Ｕノ
〆の Ｌ

1918

裁を自畳するに至るであらう︒故に日はく蒋来若し宗教科が

望月信亨著︑悌教大誹典第二巻一五九四頁参照
､〆、

、／

、′、′

､／芦、〆

唾︲ぢち︶の所謂道徳的制裁︵旨○国﹈の画旨昌塞︶即ち内部的制
17161514131211
/
へ ／ 、

註．
︵１︶白⑦Ｈｐ且①ヨぐ○○ＰＧ風拭巨①酉口包噌舜旨髄匡Ｈ口の﹈静︺目⑫可吟．己．軌．

︵２︶曽昌毛や函１弾︐

︵３︶一九四九年犯罪統計︑
︵４︶拙著︑刑事倫理翠の研究三三一頁参照

︵５︶中厭第一章．

︵６︶同上
︵７︶新憲法第二十峠︐
︵８︶晋ロ目鼻一画旨きｇ巴冒驚戸⑦唾弓詳の号冨︵旨．醜．邑函．︵画号呂︲

色＆高木壬太郎著︑基督教大酔典八四三頁参照
前出︑基督教大辞典五五四頁以下参照

︵９︶砿ｃぽ○口儲岸望掛ご﹄律﹄︑︑胃訂穐．︹芭画⑦旨寧含昌Ｏ胆詩︺

︵︑︺因果経和讃
頁参照

新謹悌教聖典第六編第一章第一節業︑自八八二頁至八九三
南本浬薬糎第三十三
ＭⅧｗ１１
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経済と道徳⁝
ｌ

池岡直孝
敗戦後に於ける道徳の額腰には菰だの原因をあげ得るが︑
その最も重大な原因と見るべきものの一つは︑衣食住の物質
生活の窺乏であったことは周知のことである︒詐欺通｜横領︑

牧賄︑窃盗砥弧盗等糞の犯罪は︑いつの世にもあることであ
るが心敗戦後ほど甚しかったことはない︒漸く落ちついて来
た今日と雌も︑新聞の三面を賑はしている記事は？直接間接

て富み且つ貴きは吾に於て浮べる雲の如し﹂といっている︒

世には不法不義をして富み︑遁徳堅固なるが故に貧であると
いう事賞がある︒世には牧賄︑脱税︑買占︑責惜︑横流︑等

為によって︑亘寓の富を積むものがある︒彼等は貧なるが故

にか上る不徳行篇をするのではないのである︒又世には︑道

徳を守り︑貧とた上かつて柴養失調に陥り︑一命を落した某

司法官︑某教授もあった︒これらの事資は﹁恒産なきものは

かく槻じ来れば︑道徳は経湾に依存するど見る思想は普通

恒心なし﹂というような判断の誤りであることを示す︒

済至上主義を探り︑一切の文化は経済により規制されるとし

安常の判断ではない︒又マルクスは唯物主義の哲畢槻から経

たから︑経済は道徳の基盤であるとするのであるが︑抑交経

済至上主義そのものが︑一粒の偏見であるから︑と上に多く

を論評する必要はあるまい︒

次に道徳は経済と相反し︑矛盾衝突すると槻する思想があ

一一

る︒概してｂこのような思想は︑古来宗教家道徳家によって

〆

、

に物︑富︑金に封する欲求の不常なる充足行嬬が殆んどすべ
て堂あるというも過言でない︒

かＡる世相を槻するとき︑﹁貧すれば食する﹂とか︑﹁貧の

きものは恒心なし﹂などＡいわれることに︑一面の員理を認

盗み﹂とか芯﹁衣食足って確節を知る﹂とか︑〆或は﹁恒産な

めざるを得ない︒約言すれば︑経滴は道徳の基礎峰件であり

は道徳に反するものであり︑約言すれば︑利を求むる経済行

説かれて来た︒との思想は︑物︑富︑金等の財を求める行偏

の中に︑﹁汝等祁と財とに兼ね仕うること能はす︒富者の天

先ず偉大な宗教家について例をとると︑キリスト教の聖書

雨立し得ないとするものである・

篇は︑道徳を段損し破壊するものであって︑経済と道徳とは

道総は経済に依存すると見ることに︑一面の直理があるかに
しかしながら︑かような観察は︑一面的であって︑世には

恩はれる︒

又これに反する事賃もある︒か比る槻察をもってするならば
とか︑﹁清貧に甘んする﹂とかいわれる︒孔子は﹁不義にし

判断を誤ることが多為ある︒﹁渇しても盗泉の水を飲まず﹁

内Ｌ

rl71

衆生済度に経生をさ上げたのであった︒俳教の教理は︑人生

がら︑一切の柴華を捨てて︑一介の乞食僧となり︑得悟して

粗樺迦は︑カビラ国の王子と生れ︑金殿玉廊の裡に育まれな

欲主義にまで到達したものであった︒このような思想からす

トは快楽主義︑功利主義に反封して︑理性主義を力説し︑禁

向の奴隷となし︑罪悪を誘起する根源とした︒かくて︑カン

盾するものとした︒責に感性は理性の命令を無税し︑人を欲

して欲向を起す根源としての感性を考え︑感性と理性とは矛

を苦︵ま上にならぬ︶の世界と槻じ︑これを解脱するには︑

れば︑物質的利欲の満足を求むる経済行嬬は︑道徳的という

を尊重した︒而してカントは︑人間精神の中に︑理性と封立

苦のよって起る根源たる欲︵無明︶︲を絶つにありとし︑禁欲

ことを得ない︒﹁正直は最善の政略なり﹂という場合の正直

を求め富を積むことは罪悪であるとの思想である︒又悌教の

の生活を道徳的なものとする︒されば悌教思想も脳また経済

図に入るは︑賂舵の針の孔をとをるよりも難し﹂とある︒利

と道徳との一致せざることを表はすものといってよい︒

照水を飲み︑肱と枕とす︒梁みその中にあり﹂といってい

ろにある︒何等かの利欲の手段として正直を守るのは︑億の

の正直なれとの命令に従って脳正直のために正直を守るとこ

で頁の道徳ではないどした︒真の正直は︑自己の内面の理性

るのではない︒カントはこのような正直は︑似而非なるもの

は︑一個の有利な手段である︒決して正直のために正直を守

る︒物質的貧困の生活の中にも︑精祁的悦楽のあることを意

正直であって︑道徳ということを得ないとした︒このように

次に偉大な道徳家について例をとると︑孔子は﹁疎食を食

不義する富を排斥するものである︒しかし通孔子の思想は︑

カントは欲情を動機とする行矯は反道徳的とするのであるか

味する︒但し孔子は︑その道を以ってする富は排斥しない︒

のといってよい︒このような儒教の思想は︑我国の道徳にも

道徳尊重の立場から︐物的利悠を追求する生活を軽硯したも

以上述べたような経済賎覗の思想は︑正しいとはいえない

ら職利を求むる経済行篇は道徳と相容れないものである︒

た︑﹁武士は食はれど高揚子﹂とか脳利を追求する商を国民

れを正しく生産通所有ｂ消費する経済行篇は︑決して道徳と

物︑金︑富などの財は埴人生必須の手段的価値であって︑こ

影響を輿え︑金銭のことを口にすることを賎硯する風を生じ
階級の最下位において︑士農工商とした如きはその見易い例

矛盾するものではない︒財の手段的債値たることを忘れて︑

手段とするところに道徳無覗が起り︑これに封する非難と経

財のために財を求める求利活動となったり諺軍に財を享楽の

である︒

叉カントにあっては︑道徳律は各人の精祁内にある先験的

済賎覗の思想毒を誘起するのである︒

理性の嚢する無上命令であって職とれに従う生活が道徳生活
である︒この無上命令に従う意志を善意志と名すけ︑善意志
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次に︑これと反封に︑経済と道徳とは自然に一致するもの

加えてはならぬ︒国家と雌も個人の経湾活動に干渉すべきで

禰を求めることに汲きたる本性を其えている︒而して自利を

ぱ︑人間は本来自利的なものであって︑各人は自己の利益幸

アダム・スミスの功利主義思想をあげて見る︒スミスによれ

とが多い︒このような事責は︑他人を損することによって︑

翻りして︑他人の犠牲に於て︑自己の利益をむさぼるようなこ

め︑責り惜みをしたり穆或は不営な値段で品物を貢りつけた

は︑祇含の資晴に合はないものがある︒何となれば︑買い占

さて︑このような自利が自然に利他をもたらすとする思想

が自由競争を認める資本主義経済の基礎をなしたのである︒

ないとした︒これがいはゆる無干渉主義の思想である︒これ

求めて活動すれば︑自然に利他の紡果をもたらすものである

であるという思想を検討する必要がある︒その一例として︑

これは川の節理である︒人は一初めから利他を目的として行動

れるのである︒スミスのいうが如く極自利心の自由なる溌揮

自己を利するものであって︑自利は利他の否定に於て求めら

ぬようにしなければならぬ︒このように秘利他することによ

は︑顧客に封して良い品物を安く提供し︑親切で約束を違え

家の利益をもたらす結果を来し︑スミスの諜定調和の思想は耐

主義の経済を護達せしめ通牡含多数の犠牲に於てへ小数資本

杜含の責怖に合はざるところがあり︑自由主義の経済は資本

済行篤が自然に利他する道徳行篇と一致するとする思想は︑

かくの如く︑スミスの自利が利他をもたらし︑自利する経

楽槻している鐸にゆかないのである︒

に放任しておけばｐ自然に利他の結果をもたらすものとして

する必要はない︒ひたすらに自利のために行動すれば埴自ら
であるとする︒これは自利と利他との諜定調和説である︒

利他をもたらし︑杜曾一股の幅祉に貢献すゑ結果を来すもの
この思想はや一見奇異の加くに見えるが︑たしかに一面の

り顧客の信用は増し︑店は繁昌し︑自利することが出来る︒

事貴上行はれざることを誰明したのである︒︲

員理を含むでいる︒例えば︑商人が店を繁昌せしめるために

利他しなければ自利は得られぬ︒貝に自利せんとすれば︑利

と上に於て︑われわれは経済と道徳との開係を如何に見る

四

他しなければならぬとするのである︒スミスは︑肺が人間に

自利心を植え付けて︑これを溌揮さえすれば︑吐含一般の幸
禰が自然にもたらされるように節理していると考えるのであ

る︒既に述べた如く︑経済と道徳とは矛盾相容れないもので

べきであるか︒これを一言にしていえば︑経済の倫理化であ

このような思想からして︑個人の自利的活動は自由に放任

はない︒︲また経済は自然に道徳に一致するものでもない︒経

ワ︵︾Ｏ

さるべきであって︑他からこれに封して何等の干渉や墜迫を

１１

ぐ19〕

湾はこれを倫理化することによって︑道徳に一致せしむぺく

努力すべきある︒︒

する︒

五

以上経湾と道徳との開係についての考へ方につき 経済は
道徳の基礎であるとする思想︑経湾ば道徳と矛盾するとする
思想︑経済は道徳と自然に一致するとする思想︑経済は道徳
に一致せしむべきであるとする思想等に亘って概観した︒拙
見としては︑最後の思想を採用するものであるが︑尊徳の思
想で満足することは出来ぬ︒以下少しく拙見を述べて結論と

しめざるよう切に要望せざるを得ない︒︵明治大畢教授︶

思うに︑経済は人生に必要なる財の生産︑分配︑消斐をな
す活動である︒而して財は人生に於ける手段的憤値であって
人格償値の資現に善用することによってその意義を有し得る
ものである︒従って財はそれ自僻が側的とさるべきでない︒
もし財のために人格を手段とするならば︑これは慣値の顛倒
に陥るものである︒われわれは食ばんがために生きるのでは
なく︑生きんがために食はなければならぬのである︒この生
きんがためとは︑単なる生理的生命の保持ではなく︑人格慨
値を資現する生活を意味するのである︒
われわれは︑手段としての財の贋値を尊重すべきで︑徒ら
にこれを賎脱すべきでない︒しかしながら︑人格偵値を犠牲
にすることによって︑財に奉仕することは無意義なる妄動で
ある︒軍なる管利のための企薙勢働の商品化等は人格償値
を没却したる経湾現象であって︑これを排斥せざるを得ない︑
叉一般人の生活に於ても︑享楽を目的とし︑物と金とのため
に自己の人格慣値を犠牲にして願ざる現代の風潮に封して反
省を促さ堂るを得ない︒近時青年の進畢が商科又は経済科に
向う傾向の著しくなったことは︑何を意味するであろうか︒
われわれは青年の教化に際し︑彼等をして償値の顛倒に堕せ

倫理化については︑二宮尊徳の思想を一瞥する要がある︒
箪徳は分度推譲ということを説いた︒分度とは自己の天分に
従って度を考えることをいう︒分度するには︑分を内外二方
面に分ち︑分内では自己の生計を立て︑分外ではこれを自己
以外に譲渡するのである︒この譲渡は更に自護と他譲とに分
つ︑自譲とは自己の子孫のために譲渡し︑他譲とは人の篇︑
世の偏に譲渡するのである︒他譲は積善の種であり︑陰徳の
母であるとしている︒彼の﹁報徳分度論﹂の中に次のような

済倫理化の思想を見ることが出来る︒しかし︑尊徳の思想に
は︑人生的債値に於ける財の慣値やその人格偵値との開係等
に開する観念を峡くから︑現代に即しないところはあるが︑

他譲は霞に財産の祇含的義務を果す所以である︒財を人生
の手段として︑これを道徳的に活用するところに︑尊徳の経

啄全する金城なりという曇へし﹂

︑其富を永遠に維持し其身を安泰に保持し得ざらんや︒之に依って之
を掘れば︑分度は一家の怨敵を防禦する織壁なり︒一家の安寧を保

ものは︑今日は徳を仰ぐに至り︑澗根消除して幸幅此に集る︒鳶ぞ

﹁或る人富国安民の要訣は何なりやと伺いしに︑翁之に答えて︑能
く積みて能く散ずるの一事なりといひしことなり︒分度は則能く素
めて能く散ずる教にして︑一たび之を立て︑度外を推謹する時は︑
生財毒くるこ聖なく︑慈善救済並び行はれ︑吉人は喜び︑凶人は和
誉︑昨日まで嫉覗するものは︑今日は恩を謝し︑嘩日まで攻撃する

一節がある︒

彼が経済の倫理化を力説した鮎は多とすべきである︒
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− 可

道徳及道徳教育の在り方

大杉謹一
道徳のことや道徳の教えに開することが︑とやかく論議せ
られるということは︑いずれにしても喜ばしいことではない︑

なぜかというと．道徳が自然に行われ︑守られておるならば
今更ら道徳を行えとか守れとかいったようなことが必要ない
からであり︑現に行われていないし守られてもいないからこ
そ︑道徳に関する教えの必要が叫ばれて砥やかましく論議せ
られるからである︒そこで道徳教育の必要・不必要というこ
とは︑先ず今の世に道徳が行われているかいないかというこ
とから考えて見なければならぬ︒誰しも現資に道徳が賓践さ
れていて樋もはやそのことをやかましくいう必要もないほど
に︑無嬬にして治まっているとば考えない︒それでぼつぼつ
どころでなく︑ひどくやかましくその必要が叫ばれるように
なったと見てよい︒
ところが︑一方にそのような必要論が叫ばれると同時に︑

ものがある︒それでは無嬬自然で如何にも理想の世かと見る

他方いろいろの方面に不必要論とも見られるような説をなす
と︑それどころではない様である︒だのにそのようなことが
いわれるのは何故であろうか︒道徳だの道徳の教えなどとい
ったようなことをいわれると鵡甚だめいわくだといったよう

な連中が数多く存在するのではないかとも︑ひがまれないこ

とはない︒悪いことをやっている連中にとっては︑少くとも

っても︑それは甚だ面はゆいことであり︑うるさい小言であ

善いことをしろなどといわれること噂直接でなく間接であ

ったような連中ばかりの集まりの中には道徳の教えは迷惑で

り︑めんどくさい説教と見られるからである︒だからこうい

あり︑不必要である︒絡戦直後の世間で道徳乃至道徳の教え

が問題にならなかったのは︑こうした連中にとっては︑もつ

けの幸いであった︒道徳教育の不必要論が成立つのは︑道徳

が自然に行われている理想の祇含と︑それとは反封に全く道

徳が問題にされない不道徳者の充満している吐含に於てであ

不道徳が幅をきかせている時に︑迷惑するのはそのような

る︒・

不道徳者でない善良者の仲間である︒後者の側から道徳が叫

ばれ通不道徳が排斥される︒前者の側からは不道徳が讃美さ

れ︑道徳乃至道徳をやかましくいわれることが排斥される︒

今の世の議論を聞いていると︑このような世相がひしひしと

元来︑人間の本性というものが善であるならば︑悪が存在

身にせまる︒

する筈もないのだから弾道徳の教えなど出て来る筈もない︒

るのが寧ろあたり前だから︑ここにも道徳の教えなどは問題

逆に人間の本性が悪であるならば︑悪いことばかりをしてい

になろう筈がない︒這心と人心︑理性と自然などを封照させ

1

心
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」

明治にはじまった道徳教育

勝部員長

曲に馴れ親しみ︑これを口すさむものは︑それだけ自らの人

格を下品なものとし︑魂を汚れたものとし︑しかも悪臭の中

にあってその臭味に気付かざるものと堕してしまう危除があ

る︒昔から︒フラトンや孔子の如きすぐれた教師が耐音楽を教

とヘーゲルはいっているがまことに一切の教育の根本は﹁道

通じてでも︑道徳教育をうけることが出来る︒われわれの畢

このように︑われわれは数塁を通じてでも猶国語や音楽を

育の一科目として重要硯したのは︑そのためである︒

徳﹂という鮎に肺着するとおもう︒数畢教育も国語教育も音

や国語や一音楽の先生のなかから︑弱い道徳的・人格的な影響

生生活の想い出のなかには︑・修身の先生よりもかえって数堅

をうけた記憶が一切ならずある︒特別にこれといってお説教

に︑へ直接的にではなくても︶人間を倫理的たらしめるための

ものに他ならない︒たとえば代数や幾何の問題と貝刺に取組
んでいるうちに︑生徒はおのづから数畢が員理に到達するた

た職能意識︑何か一つの事をマスターした専門家に特有の人

じて︑随時随所に︑あらゆる機含をとらえて施しうるもので

このように考えてくれば︑道徳教育はたしかに全科目を通

る︒

めいたことはいわないのに諺その科目に熱心な授業︑徹底し

めには︑ゴマかしや横着が不可であること︑私意をさしはさ

格から︑不言不語の間に︑ある深い印象をうけとることがあ

しい計算・推論をなしうることが︑この牡含に生活するため

に魂を清め高めることなのであって︑たとえば今ヘートーヴエ

も︑耳によき音楽を蕊きうる素養をもつことは︑情操を豊か

は︑国民としての道徳的ねうちであるのである︒音楽にして

特設するのを﹁道徳の直接教授﹂とよぶことができる︒戦前

徳の間接教授﹂とよぶならば︑特に道徳教育のための科目を

随時随所に稲あらゆる機舎をとらえて行う道徳教育を︑﹁道

道徳教育の直接教授右にのべたように全科目を通じて︑

あることを認めてよいであらう︒

ンのシンフォニーに耳を傾ける人は︑そこから人生の巌瀦さ
自然の美しさ大らかさ︑人間えの信頼︑生きゆく力︑などを

身科の設置は心もともと明治政府が︑フランスの教育制度が

わが国の﹁修身科﹂の如き︑ばまさにそれであった︒この修

汲みとることができる︒これに反して︑卑俗な流行歌や歌謡

︑︑℃

には杜含人として道徳的であるのである︒また︑正しい美し
い響きの国語を話し︑讃み︑書くことができるということ

いとと脳を悟るであろう︒そして数畢的な頭惜を鍛練し適正

まず公正な理路に忠資に虚心に従わねば正しい答が出てこな

楽教育も︑その他さまざまの種類の教育も︑けつきよく間接

道徳教育﹃教育豊とは人間を倫理的たらしめる技術である﹂

け
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」

道徳の直接教授を採用しているのを参考してわが園にもこれ
を探りいれたのだといわれている︒ドイツには宗教科があり
イギリスには公民科がありが一ノメリカには杜含科があるが︑

修身科に相常するものは︑フランスにしかない︒わが図の修
身科がフランス畢制からの模倣であるにせよないにせよ︑明
治一初年の国情が修身科を必要としていたことを考えてみなく
てはならない︒

教育勅語・修身科︑このことを考えるためには︑日本にお
ける宗教状況というものを第一に計算してみなくてはならな

不安定であるよりは︑国民の絶封多数を占める大政蕊がある

ことが政治的に望ましいように︑国民の精祁の面で忠絶封多

数を占める宗教があることが︑一画のモラルの上からは望ま

しいのである︒．︑

明治一初年の日本の斌含にあって︑国民のモラルの擦り所と

なるべきものが︑洲・儒・伽・基のいずれでもないとなれば

何を以てこれに代用せしむべきか︒西洋の文物を進んで探り

的にキリスト教を受容し職皇室からして先頭に立って︑かつ

入れる機運にあった営時としては︑むしろ恩ひきって︑全面

て天皇が悌教に師依し自ら﹁三蜜の奴﹂と名乗られたように

明治天皇が﹁天にましますエホ琴︿の下僕﹂となのって︑園民

杢総がキリスト教の洗濯をうけたなら心或いはよかったかも

しての畢問・謹術︒科畢の基礎には︑キリスト教の精川とい

しれぬ︒これも一案であったろう︒なぜなら軍西洋の文物と

スト教こそは西洋文明の根であり幹であり︑西洋の畢塾や科

うものが切りはなしがたく横たわっていたからである︒キリ

だから︒しかるに明治の日本人は︑その枝葉や花のみ欲しが

畢はその根や幹に生い繁った枝であり葉であり花であったの

って繭その根幹を軽硯し無硯しようとした︒だから明治には

ようとしたために︑本営に根が下りずに︑枯れてしまったの

じまる日本人の西洋の文物の移植は︑枝から千切って接木し

である︒明治以後八十年にわたる日本人の近代化の努力も︑
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いので︑より根本的には西洋のキリスト教文明に封する東洋
の非キリスト教文明の封決の問題にまで掘りさげて究明する
必要がある︒詳細なことはここで述べている齢裕がないが︑
は悌教と儒教とであった︒それに祁這も国民生活に深く根ざ

大鵠をいえば︑わが国の歴史にあって国民の心を支配したの
したものであった︒帥︒儒・桃二一教がわが固民の宗教心を養

ったといっていいのであるが︑さらに明治以後は公然とキリ
スト教の信仰が認められて︑キリスト教もいくらか固民の極
く一部の心を把えることになった︒こうして日本には宗教的
に何通りもの分野が封立することになったのだが︑しかしこ
のように榊・儒・悌・基︑なんでもあるということは︑逆に
いえば何もない︑ということであって︑日本全暖の動向を左

中途牛端なものに経った所以である︒

L

れでもないということになる︒いわば小黛分立でつねに政情

9

右するに足る︑決定的なものは︑肺・儒・梯・基の︑そのど

R
●

1

しかし責際問題として︑皇室が範となってキリスト教に婦
依するというようなことは︑できない相談であった︒それど
ころか︑キリスト教はわが国鶴に反するものとしても暗掩裡
に排撃されたのであった︒信教の自由を明治憲法は保障して
も︑キリスト教が公立畢校の教育に忍びこむことは︑厳重に

警戒した︒そうして︑明治の日本は︑むしるとの東海の弱小
国に迫り来る欧米の先進資本主義園の列狸に封抗する篇に︑
精紳的な面でも新しい宗教を造り出したのであった︒それが
﹁修身科﹂である︒教育勅語を頂鮎侭戴く修身科は明治以後
の日本人にとって︑ひとつの宗教的存在であった︒天皇は︑

尖端的役割を受持つに至ったのである︒このようなことが︑

後進国としての弱小日本の国民統一に役立ったことは︑意外

に大きかったもあろう︒今日︑教育勅語や修身科を非難する

人は︑それが日本人の道徳教育に有害無益であったかのよう

に云い捨てるが︑それは軽卒な短見にすぎない︒教育勅語も

修身科も非常に効を奏したのである︒ただ物事には弊という

である︒今日通敗戦の結果から通とかく弊の面のみ︑につき

ものがあり︑長所があれば必ず短所がからみついているもの

易いのである︒教育勅語や修身科の陥った弊害の第一のもの

は︑公式的形式主義ということである︒軍人勅諭にしてもそ

うであるが︑勅語を滞りなく暗諦できれば︑それでよしとす

る︑教育のやり方は︑安易にして無内容なものとなる︒又℃

謹解のみあって批判を許さないという行き方も︑内容も無味

乾燥にして貧弱ならしめる結果となる︒

弊害の第二は魁修身科の教科書そのものがいかにも内容貧

弱であったことである︒むしろ︑古典を︑東洋のも西洋のも

覗野をひろくして︑自由に選揮させるべきであった︒

しかし右のことにも増して︑根本の問題は国鶴論そのもの

にあったというべきであろう︒道徳教育の問題は国鰐論にお

述べたいとおもう︒︵お茶の氷女子大拳我授︶

いて行詰りを生じたのであるが︑これについては別の機含に
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政治的な面で一国の元首であると同時に︑精祁的な面でも国
民に道徳的訓戒を垂れ給う︑ローマ法皇の如き存在となった︑

勅語は祁聖にして侵すことのできない︑国民の批判を超えた

ただ承詔必謹︑識解すべきものであった︒明治二十三年十月
三十日以来︑日本の肇校はこの勅語を下賜されて︑これを奉
安し︑これを奉読するところの︑一種の教倉のごときものと

なった︒これを式日に︑御親影を背景にして敬食しく白手袋
でもって奉漬する校長は心祁詞をあげる赫官のごとき役割心
いたのである︒

或はバイブルを讃みあげる教含の牧師のごとき役割を果して
かようにして︑全国の畢校を通じて︑教育勅語は牡含や家
庭にまで浸透し︑修身科はそのカテキズム︵教理間符︶の時
間となり︑肇校とそは日本の牡曾を道徳的に改造し維持する

＝

弘道詩林

奥無謹選

○本宮三香先生賜侃文駒府紀喜道謝
香城菅谷敏夫︵千葉︶
︑︑︑︑℃︑℃︑℃︑︑︑︑℃○○○○○○○○一︒◎
一峡侃文騒客魂︒縮来嘉既感殊恩︒康照以後翰林賓︒呪復宗
︒○○○

師手淫存︒
評日︑師弟交誼之厚︒宛在子目腿之間︒惜他二首不議載得︒

千鳥波多良介︹新潟︶

○春日同友人︒登高津谷城吐︒賦似

ｂ︑︑︑︑ｂ︑ｂ︑心︑℃猫℃︑︑や︑︑心℃℃︑℃

歴落村家似諜圏．長江一精白模糊︒絶歎此地風光美︒遠眺如

︑︑︑乃・

評白︑高津谷城跳遠眺之美︒人未多知︒他日或有依此詩喧博於江湖

斯天下無︒

之時乎︒

○賀高木先生頚毒碑落成松堂中津麗水︑梨︶

︑︑︑心

︑︑︑︑℃︑Ｅもも︑
訓育開誠幾十年Ｑ其名其徳自清僻︒幾多門弟感恩悪︒磁立毒
碑千歳陣︒
評日︑其語不必奇︒而能悉蜜際之事情︒

○賀友人某君誕辰畔水飯田雄祐︵茨城︶

︑︑︑︑︑ももｂ︑︑︑い︑もやもも℃︑︑猫ｈ︑︑
︑︑︑︑

霊峯遥望大江涯︒和楽全家寓象佳︒恭毒誕辰松柏酒︒高歌傾

蓋興職階︒
評日︑一家和楽︒賓客慶覗之情︒富来如蜜︒

○追憶平山季則翁霞軒鵜野英治︵千葉︶
篤宰多年博偉名︒郷人仰徳頚堅貞︒追思間翌風流梁︒栽菊吟
詩物外情︒

評臼︑平山翁清淡風流︒足以惇千古︒

空影北田謙治︵埼玉︶

○木原元三先生以事去校︒謹呈︒

も○○Ｏ○００○

進薫陶昌︒何固一天俄陪蟻︒濃雲蔽空匿明光︒君子往実不重

︑℃︑Ｕ℃℃︑℃＄℃︑︑︑もももや℃︑ｖも℃︑℃
彬彬君子在名岸︒愛函精祁烈烈狸︒高徳修身醗審燦︒教化後
℃︑℃芯︑︑︑や︑︑℃︑℃℃℃︑℃︑︑℃︑︑︑︑

評日︑未詳事情︒然世局輔遜存子機微︒可以想見木原先生性行︒

来︒彩虹堪帳架遥郷︒

○詠梅有隣菅谷徳次
郎阜都９
℃℃︑︑℃ｂ︑︑︲︑︑︑

氷肌玉骨歳寒枝︒譲郁馨香半放時︒休道澗斑桃李美︒純清執
︑Ｅも︑︐

評白︑情態仙委︒千歳絶群︒

若此仙姿︒

○偶成如雪慶野庄作︵茨城︺

︑︑︑沿

︑︑︑ｍ︑︑℃℃℃℃
奉公五十有除年︒吾塊勤努功未全︒郷黛覚固恩謝意︒豊碑胸

評白︑一生奉公︒老而有除策︒

像婚欣然︒

演名博綱︵幅島︺

○敬悼参議院議員橋本菖右術門君長逝

︑︑℃℃砧℃︑℃︑︑︑ｂ︑ｂ︑Ｅ℃︑℃ｂ︑︑︑ｂ

︑︑℃℃

期君戦後巧経誉︒何計計苦闘耐驚︒千古功名絡絶望︒浩然永

評日︑沈痛之言︒悼一代憂闘志士之惰︒英以加涛︒

別惨無笠︒・

○途加瀬君渡米夏村田中和三郎早葉︺

︑︑︑︑︑︑︑もも︑℃︑︑︑℃︑℃︑℃︑︑ｎ℃乃

逐鹿中原志未至︒前途想望気昂然︒壮行今日伸鵬翼︒潮破潰

評日︑豪放之素︒欝有凌蒼之概︒詩亦雄麗適迭勇士︒︑

芯︑︑︑
漠寓里天︒
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︑︑℃︑︑℃︑℃︑Ｅ

○偶作鶴水高地七郎︹千葉︺
も℃︑︑

裏帯巌威

人生行路坦平稀︒進退尤要正典機︒吾愛蓮花君子質︒清香影
評臼︑非閲歴世故者︒不得著一鴎︒

○故捲川龍夫先生胸像除幕式恭賦
立峯斎藤一二︵富山︶
︑℃迫︑︑℃︑︑︑︑

︑︑︑℃
悌有露光︒

先生僻世十星霜︒教界偉動鼓頴彰︒同志相謀建胸像︒温容坊
評日︑名士名記念︒偉勤千歳不朽︒

○春日山寺偶吟恵斎兼坂垂早葉︶

︑︑．︑ｂ℃︑︑︑℃︑晦砥℃℃︑芯も砧︑も︑︑︑︑

法心不動坐槻室︒花影入窓斜照紅︒一巻残維猫未了︒香畑吹
雲散決憧殿︒
評日︑輝味浦韮︒一調有脆塵之想︒

○春日感懐移山寺島慶︵千葉︶

○︒︒○○○○○○○
周甲己看華髪生︒陽春寂実在山城︒晴嬉乗報非貧利雨胴思

Ｃ︒○ｏｎ︑℃︑も︑︑℃︑Ｅ︑︑︑︑℃︑℃ｎ℃︑

詩登責名︒経国年来憶安石︒隠栖今日望淵明︒如何放電筒博

評日︑顧時局︒思隣保︒一喜一憂︒無春亦不能無多少感慨︒此篇詳

な℃︑℃︑℃︑︑︑
警・擬破閑庭鴬語謹ｑ
悉無遁︒

次林和靖山園小梅詩韻

無馨奥忠彦

郭外未看桃李焼︒梅花濁占小仙園︒含情姿異晴乗雨︒
同好賞長農逮昏︒東閣間漉時入夢︒孤山幽趣暗錆魂︒
清鐘何莫請篠威︒只任詞人倒緑樽︒

弘道螺恥園

割田斧二選

つ童
亡夫のためなすこと多き身を病みて命愛しく脈を数ふる

秀逢○東京都園若菜

春曙松江市平井常渚

︵脈を数へる病人の感一筋にして深きものあり︺

月かげは霞に消えていつしかも山の端しらむ春のあけぼの

なり︺

訂Ｌ

︵着想は新らしくはないが︑春のあけぼのの一瞬をとらへたる腕達者

初孫千葉螺金杉茂︑穂

いつ見ても笑ひふくめて初孫の顔に向へぱ和らぎに居り

Ｑ見幼なけれども巧まざる純椿よし︑結句の表現意あり︶

佳作忍耐千葉螺鵜野秀春

○東京都中村徐風

霜にたへゆきをしのぎてのちにこそ香りも高き花は咲くらめ

．︑

述・懐新潟螺波多良介

白酒を飲めども淋し亡き妻の造せる雛をひとり祭りて

○千葉螺菅谷義太郎

笑ひつ曳世をぱおくらむいたづらにみぢかきいのち泣きくらすべき

尋樫宇都宮市菅谷徳礁

朝きよめまず果したる庭にたちて小鳥の詮を聞くぞたぬしき

高らかに春の祭りの覗詞よむ詮の合間を雨の一音する

鴬の麓する方を尋ね来てこの花の香をきぐぞ嬉しき

○茨城螺蕗田香風
○幅島騨湯田久詳
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山梨聯中津麗水

山住みは冬こそことに嬉しけれ雪ふみわけて友のとひくる↑︑
公含堂に功努者として肯像書額を掲げられて

外飾内虚千葉螺兼坂秀嶺

村人の厚きなさけに我が姿掲げられてぞ恥しきかな

折にふれて新潟螺土田朝男

六つの花粧ふ眺めもつかのまにとけてはあゞはれもとのあばら家

何事もうち忘られてうま酒にゑひたるうちぞ我が世なりける

道徳教育︲秋田聯妹尾馬之助

世をおさめ人をみちびく教へとてこの世のかぎり弘めなむ道

寄日本弘通含同志東京都岡崎毒市

かりごもの副れし世にもありがたや我慰むる弘道の友

○〃千葉聯鈴木春村

○東京都橋本光石

せきとめし小田の水面の泡だちて目高浮き居り二月の虞謹

１ｔ

春雨のはれし木立ををりをりに光りとなりて雫垂りつ上

割田斧二

断るに今は用なきこの我か棄つるがごとく物寅りの去る

東京無々

弘道俳壇−旭東子選
秀逸◇雑詠
柚の子の春闘を責るすべも知り

同杉生
同無名子
同
一亭

トタン屋根繕ひし後に春の雨幅島吾山
佳作◇雑詠
春彼岸三度掃きけり父の墓一服島吾山
春雨や貼り替へ障子明るく一﹂
詰襟服よごれしま凡に卒業す松江形堂
雨あがり希望に満ちて畑を打つ
師を還る村の小騨や春塞し山梨松堂
枯れしかと思ひし柳芽ふきけり
柴折戸の開け放たれし春の風東京徐風

わが置きし自鱒車の側に犬ふぐり一東京光石

春寒く競賓されし御祁木

早春の日落ちて晩ぎし上衣着る・

ご

米詳翁園みて雑煮税ひけり山梨松堂
朝日さす机の上や幅毒草
鴬を聴きつ其宮の庭を捕く茨城一誠う

荒れ果てし古寺の池に蛙なく一幅島桃花房く

ぐされ藷捨てし穴近く梅咲きぬ

蓬摘む母を離れず五つの見富山越路
雛祭娘三児の母となる
亡き友のかた身残りて彼岸入茨城晴也
桃の花小鳥時女来ては去る利奈川寂光
芝草を割りて出でたる蕗の墓東京若菜

薪割る吾聞えけり梅の花千葉茂穂
橋渡る汽車の響も春近し秋田柿渓

丘の上の社殿を園む樫か な同雨山
朝日さす小高き丘に枇杷の花千葉春村
水汲みに湯女来る谷の称かな東京芋蔓
旭東子

○

繋がれて鳴き居る山羊や草萌ゆる同北風子

春暁の騨にシグナル下りをり
断崖に棒咲きそめ海荒る上︵大息

L

春風の街のポストに手紙出す

揚雲雀︒ハス徐行して村に入る
ラケットの軽き響や木の芽晴れ

墨

I

1

本含業報

三月二十五日︵日︶午後一時より神代小畢校
に於て春期誰演含を開催︑本含評議員︑東京

白の徳川委員長邸にて潅法研究委員念を開き

△憲法研究倉二月五日︵月︶午後三時︑目

△理事雷一二月二十七日へ火︺午後四時より

事も出張せり︒

﹁文化の型・と日本﹂と題し講演さる・術割田主

教育大畢教授大杉謹一氏講師として出張され

約一ヶ年齢に亘って要項草案の完結と見たも

若渓含館にて理事含を開き︑重要事項につき

︒岬ⅡⅡⅡⅡ川︲１１１︲□︲︲ｌ川叩叩皿岬叩叩叩岬

？超最後の検討をなし︑今後の問題を獅々相
協議せり︒

一月十五日成人の日の行事として閥係方面

茶話倉に移行︑時の過るを忘れ懇談︑寒き入

深甚なる謝意を表して閉式︑別室に設けたる

二十五年度中の含計報告あり︑夫で座談含に

に開催せり・定刻例により本含要領を朗読し︑

第百七十二回の支含例含を秋田市登町仰信寺

昭和二十六年二月十八日午後二時︹定日︶

○秋田支酋報告

東風に日の丸なびく門

梅のたよりが次から次に

雄々しき首途覗ふ今日かな

村人が厘心こめて若人の︲︲

式場風景

と連絡交渉中のところ︑西多摩地方事務所村

尚弘道含は倉員個人としては自己の修養健

過の概要報告︑併て心からなる祝意を表し︑

三時三十分中村幹事より閉式の挨拶として経

人の前途を覗幅一同乾杯記念品を贈呈︑午後

酔︑成人代表山田一男君の答僻あり︑次で成

青年図長木崎の諸氏より懇切に而も敬度な覗

課長︑村長代理清水助役︑議長代理井上議員︑

式︑萩原支含長の式酔︑地方事務所豊島教育

校舎に招待︑午後二時木崎朝治氏司含下に開

分の吉日を鐸ぴ︑村内の成人五十三名を中畢

陽の窓に映る午後五時頃閉含す︒

なれと所念し︑亦協賛を得た間慨代表各位に

てくれど希望し︑若人の前途健康にして多幸

本を建設世界人類の幸幅を招来する様迩進し

し︑一家を興し村を興し︑庭に平和な文化日

和の精榊を基盤とした愛図心と自立心を溌揮

ることを説明して諒解と協力を求め︑更に大

の自畳義務の逢行等︑世界共通の一般道であ

らぬ他人の人権人格自由を尊重︑自己の責任

は無く︑何人も牡含の一員として守らねばな

を無覗して封建的迩徳の押し費りするもので

努め居る曾であり亥して︑皆さんの経済生活

含としては睡含教化を目的とし︑道徳振興に

ー

役場村含校長含の協賛を得て︑二月四日の節

Ｏ成木支曹報告

支含棄報

談する所ありたり︒Ｌ
△騨島氏考圃識豊岡支含の長老中島重職氏
逝去︑八十一歳︑氏は一昨年本含の毒品を受
けられた人であり︑五十有除年の長老倉員な
りしを︑哀悼す︒

△理事倉二月十七日︵土︺午後一時より若
渓曾館に於て本含理事倉を開き︑年度末に於
ける諸報告︑及来年度の窪業方針等につき菰
々協議せり︒

△石坂氏芳志特別含員石坂義平氏は︑本命
に金九百卿を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

△電利剥翻劃ｌ野田支含評議員茂木七左衛門
氏は二月二十五日逝去︑享年七十二︑哀悼︒
氏は野田醤油含祇の重鎮たりき・

△清野氏芳志幅島蝶含員清野理八氏は毒て
崇拝せる太田秀穂氏の逝去に敬弔すべく本含
の事業饗へ金武百脚を寄附さる・御芳情感謝

△東部支雲講演倉千葉厩東部支曾に於ては

︲﹄
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I

諸氏なりき︒

そ誠を致し︑先生の祁魂に白さんとす︒

は喜びとす︑道徳教育に就き講話︑本曾の振

理事︑久奄にて蹄郷︑再び本含に見えられし

木支含長︑鈴木副支含長︑野卒理事︑祁代︑

て役員懇話念を開催︑菅佐原顧問を初め︑高

二月十八日午前十一時より祁代小畢校に於

衛翁大いに質す︒先生︑明治四年五月十一日

三十一年間︑横溢に緑茶連綴出祢︑大谷嘉兵

め︑商を働蕊倍々富を致す︒明治元年より

菱刷子助右衛門氏︑箕装の業を総ぎ︑農に勤

兵衛氏︑茶の製販に意を用ゐ︑頗る財を積む

中島家は金子郷の名門たり︒先生の犯父義

起を促せり︒

古城︑森山︑良文︑八都の各評議員︑祁代校

弧々の蕊をあぐ︑長じて︑父に代り︑東行南

︲Ｏ千葉螺東部支含報告

○面山億太郎氏︹古四王杜宮司︶祁明を信奉

長等出席︑支含長の含務の報告︑各役員の意

井上隆氏︹市旭北校長︺二十除年前本支曾

入り︑主として左の数氏交々語れり︒

し︑大祁の尊厳に身心を清瀞たらしむ琴へきで

こを以て︑家門柴え︑世と移り︑醗望益々加

成勉めて新を容れ︑剛毅克く信を行ふ﹂とこ

走含得深し︒白く﹁徳を積んで産を治め︑守

尚三月四日灘て故副支曾長緒鳩氏御迩族ょ

回想すれば︑明治二十七年︑日本弘道含黒

の傾倒せるもここにあり︒

はる︒甚だし︑先生の用意知る誉へきなり︒予

・りの巾出でありしより︑支含に閥する書類等

せり︒

見護表の後︑懇談に時を移し︑午後三時散含

べし︒

ある︒話題は﹁祁遡﹂年頭節一義の心得たる

○平津四子男氏︹秋田市民生委員︶不良兇の

の引維ぎを受くぺく︑高木支含長︑鈴木副支
︲含長野平理事三氏同行訪問︑未亡人より支愉

須支含創立きれ︑含祁の理想に随ひ︑三土二

り︑先生参蜜補佐︑布くも倦まず︑拙家の調

年︑青淵先生のいはゆる道徳銀行設置にあた

○盟岡支酋報告

に開する要害等の引繕ぎを受けたり︒

三六年一月廿八日︑二八三回常含︑一時︑

中島重蔵先生の高風に接す︒おもへらく︑こ

決算報告倉には毎回出席せらる︒責任を重ん

企人たり︒成立後は監事として霊津阿十年︑

ならしめんと︑積善含結成の議起る︒先生溌

L⑰上ノ

根元は家庭の如何による所少からず︑画家の
一大事︑青少年犯罪防止の叫ばる上所以であ
る︒弧く家庭に要望する︒

含員照井隆善︑川村宗嗣雨師よりも有益な

茶舗︑出席育員拾参書名︑西津﹁廿六日︑支含

る談話ありて︑謹聴せしめたり︒近来になき
り︑因に本年は釜圃的低温といふ︑常秋田は

盛曾なりき︑出席者十五名や新入含者二名あ

衆望を負うて取締役に任ず︒その気宇︑その

漢︑翠軒と肝脂相照らすこと多年︑四十一年

の長老中島龍蔵氏が遼去選れ霞した﹂

の人︑わが虐世の躯鑑となす言へし︑と︒爾来

ずることかくの如し︒昭和二十四年︑本曾ょ

たりき・四十三年︑支曾の基礎を永遠に輩固

人絡︑とも贋行員︑顧客の推服するところ

出席者繁田慶次︑．︑萩原易治︑川村宗刷

私淑︑寸時も産せず︒いまここに︑先生の長

三拾詮年の昔と畳ゆ︒黒須銀行に︑一日︑

哀悼辞

二九日︑支含長含葬︑弔酔を呈した︒︲

十五年以来の大雪昨今殆んど往来止めの槻を
呈せり︒斌日の妖席者には右事儒にょるもの
少からず︑含場主照井師の●好意を謝し︑五時

醗谷覗光︑照井隆善︑面山億太郎︑平津四子

逝に遇ひ︑いふを識らざるなり︒乃ち哀を街

散曾せり︒

男︑東山藤悦︑斎藤静辰︑井上隆︑佐藤贋太

可

郎︑渥崎常瀕︑妹尾馬之助︑中川氏その他の

／ の 1 、

永く子孫に惇ふくし﹂と︒先生︑郷黛薫化に

り諒昌杯を賜ふ︒拝謝して日く﹁無上の光柴︑
尚はくば︑来たり享けよ・

しきに適ふ︒抜擢をうけ︑入間川・川越雨支

少壮︑黒須銀行に動む︒鞍掌法あり︑運管宜

店に支配人歴任︑佳績畢がる︒夙に人心の軽

挑︑世道の頑屡を憂ひ︑慨然︑弘道首に入り

は道徳に侯つ︒道徳の培養は経済の充賓にあ

含組の著書を治く渉撤して臼く﹁事業の振起

師︑今回︑讃岐へ婦省の悲壮なる決心を語る

く︑激しきに過ぎた︒鈴木栖開氏より︑松崎

朝から豪雨︑花を催すのそれとしては︑寒

置きて町勢の伸展を間る等︑心田開装︑文化

産業に注ぎて郷黛を利し︑或は議席を町含に

捧し︑いづれも︑席暖まざるなり︒或は力を

を意仙し︑豊岡大畢の開誰に僻りては膳裡奔

し︑出納を積善含に櫓つては支含の基礎安定

り﹂と︒任を幹事に帯びては倉勢披張に専念

や︑一座しんみり︑寂として聾なし︒さすが

向上に壷くせし功績にいたりては︑薦んぞ僅

指に逢あらんや︒灰かに聞く︑亡父翠軒︑易

のできしを領く︒五時閉含︑過ぐるとと十分

笠に先だっこと二ヶ月︑氏を枕頭に招き︑托

り

一名いたづらに高く琴きて峯も征含の進歩に寄

ざる信念は︑弘道報図の四字なりき︒世には

の深き見るべきなり︒氏の生涯を賞きて瀧ら

するに私家公事の二つをもってせりと︒信頼

呼吸無し︑忽涛として逝く︒露の世と人︲は云

せり︒

支酋長︑西津評議員へ繁田くら子先生等愈葬

二七日︑先埜の域に透る︒支含長︑抜井副

へれどさりながら・・⁝・・

封談中の諸井宗平氏︑突然卒倒︑脈揮絶え︑

乃木︑白川︑松井三将軍に仕へＬだけに︑吐

半より︒

二月二十五日︑二八四回常含︑茶舗に一時

×

溌蕊騨謹舞繍幽電籍

昭和二十六年一月二十九日

力をいたすこと五十数年︑稀に翻る在野の遺
悲しいかな︑悲しいかな︒

賢たりき︒この人︑既に亡し美︒鳴呼︑呼︑

先生︑容貌端麗︑眉秀で︑眼に威と愛を湛
ふ︒宛として︑明月の秋嶺を照らすが如し︑

週間一日の請書日を定め︑職しく書粥に篭も
りしと聞く︒雅趣覗へて追崇禁ずる能はず︒
その︑票性︑沈毅亜厚︑言出でて行必らず伴
ふ︒連年︑予の亡父翠軒の命日には来邸墓参
せられしは︑予の感謝措く能はざりしところ︑
勢

けだし︑先生健康無比にしてよく果たせじな
り︒期して︑百歳の長毒を疑はざりしに︑あ
ふ誰か︑先生連くも去って残すと謂はんや︒

それ︑金子郷は︑背に加治嶺を負ひ︑灰か
に狭山丘陵をのぞむ風光明妬の地︑先生蹄幽
せらるといへども︑遺徳はここにとどまり︑

邸後をゆく河謹ととも嶋とこしへに消ゆる

日本弘道含豊岡支含評議員諸井宗平氏︑突

奥せざる者あり︑また︑名繊かに一郷に限ら

前賢を追うて道窮まらず︑賓髪いたづらに白

然急逝せらる︒然り︑事︑像りにも不意に出

氏は︑知命以後︑常含出席十又八年︑透徹

弔詞

営を加ふるのみ︒心肝塞ぐ︑現任︑その寄託

で驚樗措くところを知らず︒身職のき︑眼に

せる識見︑穏健なる人柄は︑よく共鳴を得たＩ

日無けん︒予︑才薄く︑誰乏し︒こころざし

に堪へざらんとす︒諸ふ︑先生︑英霊を垂れ

り︒戦後︑道義の権威地に墜つる見ては︑首

の後型の人たる︑固より論なきところ︒

るるも尚ほ国家の興隆に貢献する者あり︒氏

て︑支含隆昌︑道義立国に加護あらんこと

氏︑天性聴明瞳華︑葱蓄深く識見卓越す︒

は沼を浮かべて︑恭しく︑鼓に弔詞を呈す︒
を︒

（32）

祁のＨ本近徳諭を推境１そ止まず︑詐を︑後
進を誘披すること愈々鯖かりし︒二五円午後
五時︑二八四回常含川づ︒睦くに雁ずれば︑

談は偶々予の曾祁父池弦雄つるところの無鍍

瀬普堂修葺のことに及ぶ︒Ⅲ十分︑突然卒倒
して︑遂に起たず︒哀傷︑そも何んにか峨へ

命午町前淡就報

次お畢条にののはり・紺りのへい迦先

ん︒氏や︑通に祇営︑逆に殉ぜしといはぱ︑
その所期に庶幾からんか︒

近年︑砿畢︑英才︑大器等︑互韮頻りに硯

Ⅲ十流布のうちに本命員大杉誠一︑勝部腫握

研究宗︒﹁丁間倫理﹂なきあと本命の活動は期

剛氏が就任した︒事務所は東大丈畢部倫皿畢

待雪れている︒

堀川曾長逝去さる

昨年十月以来お茶水順天堂

病院に入院され︑御病無療養

（33）

中の堀田禽長には︑三月十六

Ⅱ

その通志に鯉ふるをⅢく矢ふ︒糞くぱ収世ら

日午前四時半︑俄に病革ｊ︑

遂に逝去さる・唯冷哀悼に堪

へない︒享年六十有三歳︑病

名はＷ癌といふ乙とである︒

三月十八日自邸にて告別式暴

行︑遺竹は翌日佐倉に移され

たｏとりあへずこＬに命告し

て哀悼の意を表する次第であ

プｏＯ

D

ちて︑女竹柳か落莫を感ず︒陣拝をＷ砿して

れんことを︒

昭和二十六年二月二七冊

蜘榊秘珂輔殿柳睡蝿窪繁川武平
×

○正祝︹括弧内は拠り︺
七・八月雛︑繁川家は茶業︹葉︺に︒
十一・二月雛︑たく︹ゆ︺帝ず飾らず︒
一・二月雛︑肢︹嘘︶くは︒

○千葵騨東部支酋報告
昭和二十六年三月二十五日抑代村小畢校に
一時より総肯を附き︑商木支首長より昨年秋

1

於て禰支含絶命北に講波命を州催す︑午前十
季縄命後に於ける主なる事業並に含務に就て

現にヌH'上岡共販あなili)典大演‑Dfl川午のにの

聯織り糊:淵 :繊蕊離騨捌番激

百命年那倫謝蕊紺合村代御りを平文の三州をて兄、
猫を十鍵］:''1意粂にな、村話、燕妨化後十惟7m¥'m鈴
lilJ−粁壌をを就り寺lこし術るなの誰分のし称陳木
上た端、、拶時て稗り意り

曾き月を命表期て琶烏はを本はる剛IWよ磯たをあ刑
長命一'1‐打のすぜ、、の、せ称オし冊と束りたりlM1り支
・ら和前刑姉ら主、常「It〈識な、ぢ、命
辻だ、

郎、太と力せ波のfFか光多リ｜倣畢州のかのJ1l1
抑溌冊すにら遥誰向リノk大川と教〈綿な希JIf
士足‑ﾉfる封オし詐演のしにのせ反授、命る望よ
、し排冊し、縦《，純はば感ら行大女は懇ノヒり
評た教本て本貝あ宙世、刺オしと杉含小I淡怠称
談。額
倫こ行、はり雑雌昨を、の献長兄に見務

刷
脹稚t継紬：澱雛縄 雌緬
判一め束丸努ばり士帝無Illにを摸大を季や貝平

ｉ
会同牛口

○日本弘道禽第四十九回定期
線含冷告
一︑Ｈ時飛緬に崎六年四川廿九日︹日︺
一︑崎所東京都千代田随西紳田二ノー
日木弘道曾館

︑祭事

︵筆牽峰建掘惟樗嘩耽表祭文︑曹長︑遺族︑

○本曾故脈刑禽長施物他曾員年祭
ｎ妻昌祇賀式
心酔函雌紬雛湖錨峨崎畢斌識駄者代表答酢︶
︑定期穂含

Ｏ昭和三十派年度決算報好
Ｏ昭和言十六年度懲卯報併
○昭和二十派年度塀業報岱
口霊食︹鱗営を呈す︺
○記念誰波︹午後一時半︺
新興宗敦の一般について

昭和二十六年四月

祇唖嘩砕

蝿日本弘道曾

岬錨雑門川二十五日迄に御通知を御願ひ致

霜篭鰻総礎潔簿噸繍鯉

○泊翁先生墓参︹午後三時牛︶
︵文京随駒込林町養源寺︺

○曾員感想交換文堅陣士渡遥楳雄氏

一

一

錘鋤雨卵皿︽端附︾噸畦

￨流石
野坂
理義

八平

糧輯後記
○陽春花の四月を迎へて︑鼓に枠聯逝徳教育
雛を御送り致します︒御承知のやうに︑維戦
後の新らしい畢校教育の中には迩徳救育が側
由と民主の名の下に無腿されて牌たといへ煮
す︒何事も改革の際はこれ叢でのことと云ふ
ものはそれが蕪悪を恩ふ以上に先づ雌はれる
もので︑極端に新らしいことにと人心が走り
たがるものです︒自川と民主の名の魅力は︑
遂に迩徳教育を一の束緋とし︑蕉弊とし︑︑︿
放任し一Ｌ自畳を促すといった無責任な教育に
なった伽があり斎した︒併し人心の落清は︑
その結果を見て膜け教育といふことの必要が
遡々と世論となって来て︑逢に祇命科を中心
に︑桑科目ＥＲ−って迩徳教育を施すといふ所
へ来ました︒こ上に来て︑現変の川迦として
民主教育の下に於ける迩徳教育といふものは
如何にすべきか︑どういふ意我のものか︑そ
して将来どういふ風にす寺へきかの指針を愈Ｒ
必要とする時となり玄した︒本雅は倫皿界の
大家方の諸先生を膜はして︑このことの脚畳
と折導に笠すべく︑緬枇した課であります︑
家庭の親達︑畢校でその任にある人々の多大
な御参考になることを信じ︑こ上に御執筆の
諸先生方に厚く御職を巾上げます︒
○日下川紙の不足と装騰で︑雑誌の純符は容

易でなくなりました︒特滞景無の影騨嘆一
般のあらゆる方面に不安を典へて居り叢す︒
世界の平和︑日本の誰和の問題と共に経済の
面でも人心の安定が切に望玄れます︒
○定期納命は別項の皿りです︑振一Ｌ御来命を
お待ちして居り玄す︒

！

弘道費償一冊金参拾園也

弘道曾入曾手園

一ヶ年含我金百式拾園を排込み入念の手績

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

月封入の方に送付す︒

する外に菰身の特典あり︑規則書は郵券八

○本誌贋告の件については︑

本曾編韓部へ御相談逓乞ふ︒

振替口座東京皇君番
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