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奇想天外の発想も幼児から

︹巻頭言︺

児教育施設の整備︑拡充の急務を強く要請するものであるが︑わが国の幼稚園が︑就

以上の世界的動向は︑決して家庭教育の否定でなく︑その正しい位悩づけと共に幼

たのである︒

し得ない﹂との注目すべき決議を公にし︑幼児教育の施設に対する社会的要請を訴え

五歳に達すれば︑どのように行届いた家庭教育でも︑児童の教育的要求のすべてを満

こうした背承の下︑一九六一年春ジュネーヴで開かれた世界公教育会議は︑﹁四︑

どもたちが驚くべき発達を心身両面の上で示していること︑等である︒

い反省︑第五︑児童をめぐる文化的︑社会的環境の著しい進展に即応して︑最近の子

の可能性が極めて高い幼年期を非教育的な生活︑社会環境下で過ごさせることへの強

児からの教育の重要性を強く指摘し始めたこと︑第四︑社会保妻証的な見地から︑教育

第三︑児童学︑心理学︑特に大脳生理学の最近の目覚しい研究成果が︑いわゆる零歳

時代の教育第一主義の国策によって著しく国造りの実をあげたことの各国への影響︑

主軸とする新教育の流れ︑第二︑ソ連が一九一七年の革命以来︑教育優先︑而も幼少

が︑その原因は︑第一︑﹁児童の世紀﹂として二十世紀を特色ずけたエレン・ケイを

現代世界教育の注目すべき動向の一つは︑幼児教育を極めて重要視することである

国立教育研究所長平塚益徳

﹁幼児教育﹂重視の背景

､

園児五○％の大台を越え︑保育所と相侯って七五％の児童が何らかの形で施設を活用
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し始めている昨今︑公︑私の諸施設を通じて教育の機会均等と公平の大原則が徹底し︑
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幼稚園と家庭に於ける

幼児教育の焦点

きてしまいます︒遠足にしても︑遊びにし

で新しいものずきの子どもには退屈です︒

ても同じことの繰り返しなのでいつも新鮮

その頃の幼稚園は︑幼稚園教育の内容よ

りも幼稚園に入園できるということの方が

先決問題でした︒いまでも有名幼稚園に入

に報道されていますが︑その頃はどんな幼

るのに徹夜で順番を待っている風景が新聞

つです︒はじめは︑一日中子どもを預って

の住宅事情も左右していたことも原因の一

の問題︑これからの幼稚園のあり方︑教育

に入れればよいということから︑幼児教育

苦労して幼稚園に入れたものです︒幼稚園

入江孝一

くれる保育園の方がよろこばれたようです

稚園でもことの大小はあったにせよ︑親は

五歳児の就学ということが最近問題とな

ってきました︒

が︑だんだんと幼稚園へ上げる方が多くな

見直されてきた幼児教育
ってきています︒五歳児を学校に入れて教

国小学校長会連合では︑教育現場から意見

け入れる小学校の校長先生の集りである全

地主さんなどが幼稚園をはじめました︒と

をもつお寺や︑急激に宅地化したところの

立幼稚園がまかなっていました︒広い敷地

急激な幼稚園への需要のほとんどは︑私

関心の高まりの一つです︒月謝の安い公立

五歳児の就学ということも幼児教育への

げられてきたことは喜ばしいことです︒

の内容そのものが教育の問題として取り上

育してもよいという考え方です︒一方︑受

を聞いて︑いろいろな点から検討してみて

問題にならないくらい公立の方が少ないの

幼稚園の設置への要望︑公立と私立とでは

教育は二年保育が多く︑一年目は︑子ど

て園児の送り迎えをするサービスぶりです︒

生の待遇では︑私立と公立の差が大きすぎ

が現状です︒幼稚園の先生の質的向上︑先

幼稚園教育

現場では︑五歳児の入学は現状では︑早い

いう一時期がありました︒小型燈ハスを備え

にかく幼稚園をつくれば園児が集まったと

もがはじめての集団教育のため楽しく行っ

ここで当然問題となってくるのは︑幼児

と結論をだしています︒

ると思われます︒戦後の日本経済の回復と

ていますが︑二年目になると一年目と同じ

教育︑とくに幼稚園教育が問題になってく
共に︑幼稚園への入園率が急速に高まって

教育内容なので︑少し頭のよい子ならばあ

ころもあり︑また本質的な幼稚園教育の内

定しているのに︑私立の方は待遇の悪いと

るのも問題です︒大体に於て公立の方が安

らうちの子どもも上げよう︑また︑その頃

きました︒どこの家でも幼稚園に上げるか
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に取り組んでいなかったというのが本音の

行政機関でも幼稚園教育︑幼児教育に真剣

あまり問題とされていませんでした︒教育

の教育に対して︑いままで︑そのあり方が

これだけさかんになってきている幼稚園

容の充実など多くの問題をかかえています︒

らべて︑きわめて早い時期に行なわれてい

するのです︒それも︑人間の体の生長にく

きますが︑頭の働きは外からの刺激で発達

人間の体は︑新陳代謝によって生長してい

がなければ発達しないことがわかりました︒

にある大脳の細胞は︑外からの適切な刺激

ものではないことを証明しました︒頭の中

ことがその子どもの知能の発達をじゃまし

ます︒それを大人の考えでおさえてしまう

の知能の発達をこころみていることになり

分自身で︑いろいろな刺激を求めて︑自分

ということが大切なことです︒幼児は︑自

幼児がころんでお膳の角に頭をぶつけて

ていることになりかねません︒

ようです︒また︑幼稚園に上げるお母さん

たずらざかりのわが子が︑毎日元気で幼稚

すいのもその一つの原因と思われます︒い

行動にうつすのは頭のはたらきです︒手で

んの乳を飲むのは本能でしょうが︑これを

をつくる前に頭をつくっています︒お母さ

これをわかり易く言えば︑赤ん坊は︑体

を大人の考えでごまかされてしまいます︒

子どもが︑折角いたい思いをしてえた経験

お母さんはお膳が悪いと言っているので︑

子どもは自分がまずくて頭をぶつけたのを

泣くと︑お母さんはお膳をたたいて︑子ど

園にかよって︑歌などを覚えることに満足

乳のあるところを探ったりするのは頭から

家庭に於ける幼児教育の秘訣は︑幼児の自

ます︒そして︑大脳細胞は︑それぞれ異な

感を味わっていたようですが教育ママ的に

命令がでていることになります︒大脳の細

るということです︒しかし︑ウソをつくよ

然の行動を暖かく見守って自由にさせてや

にとって︑学校のように成績表がないため

これからは︑人間の基礎をつくる幼児時

胞は一五○億もあるコンピューターより精

うな行動をしたときは厳しくおこることで

か︑あまり幼稚園の教育に対して関心がう

代の教育は︑どうあらねばならないか︑教

はたらきをするようになっています︒これ

巧なものですが︑これがそれぞれ異なった

家庭に於ける幼児教育と︑すぐれた環境

んでいる風最をよくみますが︑これなどは︑

育の大きな問題となりますが︑それよりも

す︒その場合︑親もウソをつかないことが

もの頭を撫でて︑メイと言ってお膳をにら

幼児教育の直接の担当者であるお母さん自

らがはたらきだすように発達させるのは外

大切です︒

易につくられるものです︒幼稚園の教育の

の中で適切な教育が行なわれれば英才は容
幼児教育というと何だかむずかしいよう

問題もこの辺に焦点を合わせたいものです︒

、 J ノ

った知能のはたらきを分担しています︒

身がこのことをよく知らなければ︑いくら

からの刺激によるということですから︑赤

へたな関心をもたれても困りものです︒

幼稚園教育の制度が確立してもなんにもな

ん坊から幼児になった時期に︑自然といろ

ですが︑幼児が自然にいろいろな経験を求

いろな刺激にぶつかろうとしています︒

らないことです︒

めて行動しているのを暖かく見守ってやる

わが子の幼児教育
ここ十年間における大脳生理学の研究の

︵都会員︑日本移動教室事務局長︶

進歩は︑人間の頭のよしあしは遺伝による
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幼稚園の子どもたち
よこた・かずこ

一お友だちと遊べない子
四月の幼稚園は︑新しい子どもたちがたくさん入ってきて︑にぎ

﹁これは︑何をするものだろう﹂とか﹁どんなふうにして遊ぶもの

を出しさえすれば︑おばあちゃんがなんでもしてくれるのです︒

かしら﹂といった考えや工夫をする心が育っていません︒それです

から︑幼稚園の集団生活にはいっても︑Ｉちゃんはみんなと調子が

という気もなく︑お友だちから相手にされないのです︒

あわないで︑自分でも興味がわかず︑お友だちといっしょに遊ぼう

子どもの遊びは大切です︒とくにお友だちとの遊びやケンヵなど

で親切やおもいやりがわかり︑忍耐心や克己心あるいは︑強い意志

もともと︑子どもは二歳になると︑お友だちがほしくなってきま

がやしなわれ︑社会性が育ってきます︒

す︒お母さんがどんなに努力しても︑二歳の子どもを二歳の子ども

の心になって︑遊んでやることはできません︒隣近所の子どもと遊

せん︒仲がいいからケンカをするのです︒ケンヵをして泣いている

また︑子どもがケンカをしても︑おとなは仲にはいってはいけま

ばせませんと︑豊かな人間性とならないのです︒

入園式が終って一週間もすると︑ふんな仲よしになって︑いっし

やかで す ︒

ょに手をつないでリズム遊びをしたり︑シーソーやブランコに乗っ

三歳になる隣のＫ君は︑二男でたくましく育っています︒うちの

かと思ったら︑すぐ笑って仲よく遊んでいます︒

ところが︑これらの楽しいグループにはいらないで︑庭のすゑっ

たり︑砂あそびにわれを忘れています︒

でいるうちに︑自分のシャベルをとり上げられました︒すると家に

子は同じ年でも一人っ子なので気が弱い︒ある日Ｋ君と仲よく遊ん

つぎの日︑また二人は仲よく遊んでいました︒お母さんは子ども

た︒

とんで帰り︑お母さんの顔を見るなり︑大声をあげて泣き出しまし

こから︑ひとりでポンャリながめている子がいます︒近づいて見る
おばあちゃんは︑Ｉちゃんがとても可愛くてしょうがありません︒

とＩちゃんです︒Ｉちゃんは一人っ子でおばあちゃん子です︒
家にいるときでも︑・外で遊ばせてやるときでも︑ケガをさせはしな

から見えないように︑木かげにかくれて見守っていました︒Ｋ君に

いかと︑それこそ︑はれものにでもさわるように︑大事に育ててき

シャベルをとり上げられて︑家にきてゑたがお母さんはいません︒

彼はしばらくしてＫ君のところに走りより﹁これ！ぼくんのだ

ました︒食事のときでも︑子どもの好きなものばかりを並べて﹁さ
つまり︑Ｉちゃんは小さいときからちょっとした身振り・や甘え方

あごはんができましたよ﹂と呼ぶのでした︒
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！﹂と大声をあげて︑そのシャベルをとりあげましたｃ

このようにして︑子どもはお友だちと遊ぶことによって︑自然に
自主性も勇気も出来てきます︒

これは昨年のことですが︑Ａ君は短気で怒りっぽい子でした︒お

よ﹂などと覇幼稚園にきても︑赤ちゃん言葉のなおらない子が︑毎

しなくなる子もいます︒きまって一人っ子か末っ子あるいはおばあ

年いく人かいます︒そのたびに友だちから笑われて︑だんだん話を

つまり︑過保護の子どもです︒いくつになっても可愛い気持から︑

ちゃん子です︒

お母さんやおばあさんが︑わざと乱れた幼児語をまねて話すもので

友だちと仲よく遊んでいても︑少し気にいらないことがあると︑す
ぐ怒り出し︑お友だちの手をかんだり︑足でけとばしたりします︒

すから︑いつまでたっても︑赤ちゃん言葉が卒業できないのです︒

ある日︑家庭を訪問して象ました︒お父さんが折から入浴してお

だけで︑もうお母さんが行動を起こしますから︑子どもは正しい言

ん︒たとえば︑﹁お水がほしい﹂と言おうとしても﹁おミズ：：：﹂

がおわる前に︑子どもの要求を承たしてやるようなこともいけませ

また︑子どもが何かを要求してお母さんに話しかけると︑その話

自分勝手で︑乱暴で︑生活のきまりや遊びのルールを守らないもの

り︑わたしの訪問を知らなかったでしょうか﹁おーい︑坊主︑石け

葉を使えないようになります︒

ですから︑だんだんお友だちもなくなりひとりぽっちになりました︒

んを持ってこい！﹂と︑どなる声が聞えます︒しばらくすると﹁馬

﹁ことばは人なり﹂といわれていますように︑園児のことばづか

す︒これはお父さんの影響ではないでしょうか︒

﹁先生！もうめしの時間だろう﹂と話かけてくる女の子もいま

鹿野郎なぜもってこないのだ︒お前はいつもぐずぐずしている
ぞ！﹂と︑こんどは︑前よりもさらにはげしい大声で叱りつけるの
Ａ君のお父さんは︑自動車の運転手さんです︒荒っぽい仕事のせ

でした︒︲

母親が子どもに玄関にお零さんが︑お見えになられたら﹁どなた

いかげんな言葉を使いますと子どももいいかげんになってきます︒

ですか﹂と言うのですよと教えても︑玄関に声がしたときお母さん

いで︑その子の家庭の育ちや︑家族の人がらがわかります︒親がい

ほんらい︑子どもは︑とくに幼稚園くらいまでの子どもは︑自分

が﹁だあれ？﹂と言ったのでは︑なんにもなりません︒ことばは︑

いもあって︑家に帰ると不気嫌なことが多く︑気短かに子どもをど

のお父さんやお母さんが︑絶対的な存在です︒それだけに両親の言

なりつけている︑とお母さんは︑悲しそうに訴えていました︒

までが似てきます︒

葉づかいを正しいものと思いこみ︑その通りになって︑やがて性格

子どもが︑かたことをいいはじめるのは︑生まれてから十カ月か

子どもの知能発達に関係がありますからおろそかにできません︒

十一ヵ月頃で︑．︑ンマ﹂﹁ブウブウ﹂などが言えるようになり︑

﹁うちでたべたチャカナ︵さかな︶おいしかった﹂﹁ほら！コ

る赤ちゃん語で話ができるようになります︒このとき︑親は子ども

間もなく﹁ママ︑パ・亡﹁トット︑ワンワン﹂もおぼえて︑いわゆ

二赤ちゃんことぱ

ゥキ︵飛行機︶がとんでいる﹂﹁うちにラジョ︵ラジオ︶がある
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の話せる言葉の方へ︑歩承よって︑同じ赤ちゃん語で話し合います︒
二三歳で自由に︑話せるようになりましたら︑こんどは親の方で︑
正しい言葉で応待していると︑四五歳のときには︑どこの子どもも︑
赤ちゃん語を卒業することができます︒
つまり︑幼児の言葉は︑外からの条件づけや︑幼児自身の心理的︑

生理的な受け入れ体制の成熟と相まって発達するのです︒ですから︑

三歳から五歳頃までの子どもの健康︑友だちとの遊び︑いろいろな
経験その他の家庭環境が︑非常に大切になってきます︒たとえば︑

女の子はひな人形を︑男の子には鯉のぼりなどを︑是非求めてやり
子どもといっしょに鯉のぼりを買いに行き︑風に乗って泳いでい

たい も の で す ︒

るときなど﹁鯉も元気で泳いでいる︒たのしそうね︑何を考えてい
るのでしょうか？﹂とたずねたりしますと︑その会話で言葉をおぼ
ってきます︒

えるだけでなく︑その子どもの夢や想像力も育って︑知能も高くな
とくに︑お母さんは︑言葉の母であり︑お手本であり︑リードし
てやらなければなりません︒

しかし︑注意しなければならないことは︑正しい言葉を早くから
おぼえさせようと︑あせって無理じいしては︑ならないということ
です子︒どものしゃべる気持をおさえつけないで︑なるべく自由に
話をさせるようにすることが大切です︒

さらに︑子どもは感覚で生きていますから実物や行動によって言
葉を理解させることをおこたってはなりません︒

たとえば︑﹁リンゴは赤くて丸い﹂というだけでは︑リンゴとい
う言葉を理解しておぼえられないのです︒

つまり︑この頃の子どもの年代では︑まだ︑言葉の概念把握は困

難です︒実物で﹁ほら︑赤いでしょう︒丸いね﹂と︑見せたりさわ

す︒

︵玉川大学文学部心理学専攻︶

千葉県東部支会春季総会並講演会

支会だより

らせたりしてから食べさせ︑行動を通じて言葉を身につけることで

ｌ

二月二十二日︵日︶香取郡東庄町石出林福寺で開催︒役員全
員出席︒会員五百名を擁する支会の行事を石橋香峰理事が報
告︒本年は役員の改選期に当たり︑支会長伊藤武氏の辞任の理
由を説明︒全員これを認め後任支会長を初め全役員の改選を内
山副会長提案︒多数の賛成を以て石橋香峰氏を会長に︑副会長
等全役員の留任を決定︒午後一時五十分岩田理事の時局講演会
開会の挨拶︒これに先立ち教育勅語の捧読︑弘道会要領の唱
和︒渡辺正勇主事が本会の状況報告後北方領土問題等について

講演︒要﹄甲１１外国の侵略に備えて私費を投じて今から百七十
年前に全国測量の第一歩を北海道でふみ出された当地出身の世

て樺太島を探検した間宮林蔵は近くの産であり︑当支会との関

界的測量家伊能忠敬翁や久保木清淵氏があり︑翁の激励によっ

係は深い︒さらに本県出身の特別会員菅野儀作北海道開発政務

次官は恐らく沖縄問題返還交渉の口火を切った先輩森清総務長
官の前例にならって難問題の北方領土返還の足掛を必ず作って

くれるものと期待している︒かかる奇縁をもつ全国第一の当支
会員は全国に率先してこの国民運動を展開して頂きたいもので

︵内山副会長︶

ある︑というので深い肝銘と共感を覚えた︒午後四時散会︒
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Ｉ︹小学校︺

子どもの理解

ことである︒ふつうＰＴＡに出席するのは︑ほとんど母親である︒

〃子どものことは母親まかせ〃という従来からの観念が今なお多く

出席がほとんど母親であるということは︑家庭の事情もあるが︑

の父親にあるのではないだろうか︒多くの父親にも学校での子ども

るようになった︒

の様子をよく知ってもらうために日曜参観︵父親教室︶が行なわれ

﹁さて︑このごろはわたしのいうことをきかなくなった﹂とか

﹁うちの子は何を考ているのかわからなくなった﹂などという母親

ってきた﹂などということもよく耳にすることである︒しかしこの

今井新之丞
戦後二十数年社会は大きく変化しつつ今日にいたっている︒それ

は把握していないのではないだろうかと考えるのである︒とくに父

場合︑何がどう変わってきたのか︑違っているのか︑あまり明確に

が多い︒また︑﹁妓近の子どもはわたしたち子どものころと全然違
にともなって教育についての考え方︑あり方もまた変化してきたこ

母会などでよく感じることは︑親は案外自分の子どもについて知ら

ないことが多いということである︒﹁親への不信﹂とか﹁親と子の

対立﹂などの原因は﹁親が子をよく理解していない﹂ということが

ところで︑子どもたちはｎ分の親をどうゑているのであろうか︒

根木的なものではないかと考える︒

﹁あなたの子どもさんはあなたをどう思っているでしょうか﹂など

これから述べることは︑わたしが勤務している学校で父親教室を

と聞かれて︑答えられる父親または母親がいく人いるだろうか？

開くにあたって︑教師と父親との懇談の資料にする目的をもって調

L イ ノ

とはいうまでもない︒簸近とくに人間不在とか︑人間疎外︑また断

ｚや○

絶の時代Ｉ等くこと教育にかかわ感重火な開題が提起されてい
﹁子どもの教育は学校にまかせておけばよい﹂などということは
昔のことである︒今教育現場で﹁教師と児童の心の交流をはかる﹂
﹁親と子の心の結びつき﹂﹁学校と家庭との教育上の協力﹂等が非
常に重要な課題としてそれに取り組んでいる現状である︒
学校では︑学期当初や学年末の父母会など以前から行なわれてい

査したものである︒その概略を述べ︑これをもとにいくつかの問題

たことであるが︑それに加えて日曜参観とか父親教室ということを
実施するようになったのは最近のことである︒これら父母会︑父親

を考えてみたい︒

①あなたはどんなとき﹁おとうさんがすきだ﹂とおもいますか

児童への質問事項

教室というのは︑ただ単に子どもの教育に関して学校側から父母に
父母が共に考えていくというところに根本的な考えねらいがある︒

伝達するというような性格のものではない︒子どもについて教師と
子どもの教育に関し︑家庭と学校が協力し合って進めていくという

／ 庁 、

②あなたはどんなとき﹁おとうさんはきらいだ﹂とおもいますか

︑︑おとうさんがふざけるとき

◇五年生︵一○三名︶

１︑ほめてくれる

③おとうさんへのきぽう

２︑そうだんにのってくれる

６︐月一回ぐらいすしやにつれていってくれる

５︑勉強を教えてくれる

４︑買ってくれる

３︑つれていってくれる

集計に当たってできるだけ子どもの生のことばをそのままとり上

一記入

げることにした︒また類似した回答は一つにまとめることにした︒
集計その一﹁おとうさんはすき﹂
◇三年生︵八六名︶

１︑お金をくれる
２︑おみやげをくれる

３︑どこかへつれていってくれる

９︑おかあさんをどならないでにこにこしているとき

８︑お酒をのまないでほがらかなと︑き
一哩

７︑テレビを見て笑っているとき

５︑やさしいとき

ｕ︑ねた・はこをやめてくれた

︑︑あせをかきかき働いているおとうさん

哩おかあさんにしかられていると助けてくれる
◇三年生︵六五名︶

集計その二﹁おとうさんはきらい﹂

１︑おこる︵ぶつ・が桑がみおこる．大きな声でおこる︶

２︑ぼくばかりおこる

◇四年生︵七一名︶

３︑うそをつく

１︑おこる︵どなる︶

一︑
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４︑しんせつにしてくれるとき
６︑ほめてくれるとき

７︑わからないとき教えてくれる４
８︑いっしょにあそんでくれる

一弘

９︑おとうさんがしごとをしているとき１
◇四年生︵八八名︶

１︑お金をくれる
２︑物を買ってくれる

３︑つれていってくれる

４︑あそんでくれる６

５︑ほめてくれる２

３︑おそくまで帰らない

２︑お酒をのんだとき

４︑チャンネルをかってに廻してしまう

６︑ベんきょうを教えてくれる２

７︑約束を守ってくれる

◇五年生︵三一名︶

８︑おつかいの帰りラーメンを食べさせてくれるとき

９︑おとうさんといっしょに仕事をするとき１

−

1

10

1 1 1 1 1 1 8

1

2261

466

．1

２︑むきになる

１︑すこしのことでおこる
３︑大声でどなる

４︑わけがわからずにおこる

−
−
−

５︑ぼくだけおこる
６︑約束を守らない

８︑ぼくを信じない

７︑うそをつく
集計その三﹁おとうさんへのぎぼう﹂
◇三年生︵二七名︶

１︑あまり酒をのまないでほしい
２︑おこずかいをもっとほしい
３︑たばこをやめて

４︑早くじょうぶになってほしい
５︑ベんきょうを教えてほしい
６︑ねぼうしないほうがいい
７︑日曜ぐらい休めばいい

８︑もっときちんとしてほしい
◇四年生︵一九名︶

１︑もうちょっとやさしくしてほしい
２︑いつまでも長生きしてほしい
３︑おこずかいをふやしてほしい
４︑早く帰ってください

５︑ベんきょうをへらしてほしい
６︑何でもないとき休まないでほしい

０

７︑すぐ物を持ってこいと言うが自分でやってもらいたい１

８︑もっとかっこよくしてほしい１

◇五年生︵三六名︶

２︑もうちょっとこわいおとうさんになってほしい５

１︑長生きしてほしい１

３︑いつもにこにこしていてください５

５︑食事のとき新聞を見ないで２

４︑夜は早く帰ってください４

６︑朝早くおきてほしい２

７︑自分だけいい気分にならないでみんなのことも

考えてください２

９︑あまり酒をのまないでほしい１

８︑もっと仕事をしてください２

︐︑たばこぐらい自分で買ってほしい１

皿︑いまのままでいいです１

以上が集計の結果である︒調査人員から承ると回答数の低いもの

岨︑おかあさんとけんかしないで１

もあるが︑回答の数よりも回答内容を重視して考えてふたい︒全体

いうことと︑親の立場としていろいろなことを考えさせられるとい

をながめ︑結論的に言えることは︑子どもは父親をよくゑていると
うことである︒

いちおう三年生︑四年年︑五年生の三箇学年だが︑三つの質問事

項について︑回答結果に共通したものが出てきている︒このことか
かろうか︒

ら調査対象外の学年の児童のことも類推することができるのではな
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ことは﹁やさしい﹂とか︑﹁ほめてくれる﹂と︑いうことである︒

心情から考えて︑なるほどと思えることである︒とくに注目したい

﹁お金をくれる﹂とか︑﹁おゑやげをくれる﹂などは︑子どもの

が親に対して〃何を願い″〃何を期待″しているかをじっくりと考

せて考えて承ることが何より大事なことである︒すなわち︑子ども

くということである︒教育の現場では﹁子どもの可能性を発見し伸

さて︑子どもを育てるということは︑子どもの才能を伸ばしてい

えて承ることが必要ではないかと思うのである︒

ばしていく﹂ということをよくいうのである︒その子なりのもつよ

〃叱るよりもほめることを考えよ″ということはわたしたち教師が

とは教師だけに大事なことではなくて︑親として心しておくべきこ

常に念頭におくべきこととして大事に考えている︒しかし︑このこ

さ︑能力を発見していくことの必要は学校よりもむしろ家庭教育が

親の心情はよく理解できるが︑成績だけを気にしていても︑成績は

はない︒叱る場合は非常にむずかしいということである︒わたした

とであると思う︒このことは決して叱ってはいけないということで

向上しない︒その基盤は︑その子どもなりの生き生きとした生活に

開口一番は﹁うちの子の成績はどうでしょうか﹂という質問である︒

とは確かである︒その場合ただ口先だけで︑子どもをよろこばせて

大事ではないかと考える︒お母さんたちとの対話のとき︑親からの

やろうなど考えて言うことは意味がないし︑むしろ害になることが

ちの経験から︑ほめることがその子にとって大きな励ましとなるこ

多いように思う︒例えば︑子どもが苦心しながら何かを製作したよ

﹁子どもは変化成長するものである︒だから子どものどこが変わ

ある︒

をしているとき﹂︑﹁あせをかきかき働いているおとうさん﹂に子ど

のがある︒例えば︑﹁約束を守ってくれる親﹂︑﹁おとうさんが仕事

極めて少数回答ではあるが︑するどい見方感じかたをしているも

子どもとの対話を通して子どもが何を考え︑親に何を望承︑期待し

らないのである︒子どもの日常の言語動作をつぶさに観察し︑また

それがわからなければ︑親として子どもにどう対処していいかわか

りも大事なことである﹂とわたしは考えて親にもよく話すのである︒

ってきたか︑また変わりつつあるかをつぶさに観察することが何よ

もたちは尊敬をもっている︒これは労働に励むおとうさんをたのも

ているか︑子どものえがく父親像あるいは母親像はどんなものなの

りも大事なことである︒

うな場合︑親が子どもとともにその成功をよろこび合うことが何よ

しく︑美しい姿としてとらえているのである︒また﹁テレビを見て

かを︑理解していくことが子どもをよく育てることである︒

の三つを重ね合わ

︵都会員蔦飾区立道上小教諭︑都指導員︶

ことこそ大事なことである︒

ろこび合ったり︑苦しゑ合ったりする中で︑子どもの心をとらえる

いなりになることは子どものためにはならない︒子どもとともによ

子どもは親の思う通りにはならない︒だからといって子どもの言

笑っているおとうさん﹂︑﹁お酒をのまないでほがらかな時﹂︑など

は︑やさしい︑おおらかな︑どんなことでもあたたかく受け入れて
くれる父親を願望していると思う︒

〃嫌い〃〃親への希望

父親について嫌いなときについては︑すきなときの裏返しになっ

親について︑〃すき

ているわけである︒
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︹中学校︺

現代の中学生
横尾武成
現代の中学生に毎日接していると︑そこから意外なことをさまざ

どもの同居している時代﹂とかいわれるが︑びっくりするほどおと

なっぽいことをいったりする反面︑まったく子どもっぽい幼稚な行

動をとったりして理解に苦しまされるのが中学生の特徴といえる︒

を熱心に討論するかと思えば︑夜︑寝るとき︑ぬいぐるみの動物や

学級活動の時間に︑﹁権利と義務について﹂などとむずかしい問題

人形をだいて寝る生徒が︑男子にも女子にもかなり多いのである︒

つまり︑かれら中学生は︑全人格が全面的に徐々に︑発達してい

くのではなしに︑ちょうど︑乳歯と永久歯が生えかわるときのよう

に︑ある面がおとなになっていても︑他の面はまだ︑幼稚なままで

雑誌等からの影響である︒それらの情報が︑おとな︑子どもの区別

この原因について考えられることは︑やはり︑テレビ︑マンガ︑

残っているというような発達をするのである︒

それら感じとれるものは︑断片的な︑かれらの生態の一部かも知

の影響をうけて︑アンバランスな状態が︑ますます強くなっている

なしに︑自由にしかも︑こん然と流されている時代であるから︑そ

ま感 じ ら れ る ︒

である︒

学校で︑大掃除のときなどは︑協力してよく働くのであるが︑毎

二︑反日常性

のである︒

れないが︑そこから︑現代中学生像が推測されるような気がするの
現代の中学生の意識や行動を観察していると︑かれらは︑強く現
つまり︑昭和元禄とさえいわれる︑この平和で自由な世の中で︑

代社会の影響を受けていることがわかる︒

た︑修学旅行のときなどは︑車内の清掃は実によくやるが︑バスの

日の掃除当番は︑いいかげんであり︑やらない生徒さえいるし︑ま

ス︾○

械化され︑インスタントな時代になってきたためであると考えられ

これは︑親子ともども働いていた農耕時代と異なり︑すべてが機

あり︑やりたがらないというのも現代の中学生の特徴である︒

このように︑気まぐれであり︑また︑日常的なことは︑きらいで

中では︑平気で紙くづを散らす︒

のびのびと自然に成長しているのである︒しかし︑平和で自由では
アンバランスな発達をしているのであるから︑中学生も︑また︑そ

あっても︑必ずしも健全な社会とはいえない面があり︑社会自体が
のような影響を多分にうけているのである︒

次にその実例をあげて︑現代中学生の生態ともいうべきものをの
べて承よう︒

一︑アンバランスな発達

よく中学生は﹁おとなと子どもの合いの子﹂とか︑﹁おとなと子
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もっとも諺最近では︑家庭で掃除をする場合でも︑ホウキもゾウ
キンも使わない時代になってきているのであるから︑当然のことと
いえないこともないのである︒

三︑自己満足性
三年生の男子が︑ふだんかわいいと思っている一年生の女子に︑

修学旅行のおゑやげをかってきてあげるというのは︑思春期の光景
こっそり渡すというのではなしに放課後の校庭で︑ゑんなの見てい

として︑昔から見られたことであるが︑それが︑昔とちがう点は︑
る前で平気で渡すのである︒

また︑女子が自分の好きな男子の誕生日をしらべておいて︑プレ
ゼントするのも︑よく見られる︒バレンタインデーともなると︑ス
トで︑たいへんである︒しかし︑これらの行動は︑相手に対する自

ポーツ選手や生徒会役員の生徒などは︑大勢の女子からのプレゼン
分の好意を示すものではあるが︑プレゼントすることによって︑自

いままでのべてきたことは︑あまり好ましくない面についての特

徴であるが︑現代の中学生も︑多分によい面も持っているのである︒

そのひとつに自己開発性がある︒つまり︑自己を開発するような場

を与えてやれば︑すばらしいエネルギーをもって︑成長するという

先般︑﹁卒業を祝う会﹂という芸能会をやったときのことである︒

ことである︒

練習期間は︑わずか五日間ぐらいしかなく︑前日まで︑全く不安な

日は︑一年生から三年生まで︑実に立派な劇をやってくれたのであ

状態だったが︑出演者も︑舞台装置の係も︑熱心にやったため︑当

る︒わずか五日間の練習や準備で︑こんなにも立派にやれるものか

と︑あらためて見直したほどであった︒そして生徒たちも︑熱心に

練習して成功したことに満足したらしく︑﹁協力﹂の喜びや︑別の

次の文は︑劇に出演した生徒と︑舞台装置の係をやった生徒の感

面の﹁自己発見﹂をした喜びを味わったようである︒

は︑全くとまどってしまって︑どうしていいかわからないでいるの

唱も大体うまくいったし︑どの劇もよかった︒私の出る﹃どろぽう

﹁卒業を祝う会は︑ほんとうに成功したと思います︒私たちの合

想文である︒

を︑あげる方は︑そのめいわくを考えないのである︒また︑バレン

かと思い︑人という字を手に三回書いての承こんだりしましたが︑

仙人﹄がはじまる時は︑足はガクガクしてしまって︑どうなること

己満足しているのである︒前の例のように︑受けとる一年生の女子

タインデーの場合も︑受けとる男子は︑あまりにもたくさんのプレ
んでいるのである︒

ゼントに︑テしているのに︑渡した女子は︑キャーキャーいって喜

自分ができてくるゑたいで︑それなりの努力をするし︑やりがいも

でも劇って︑おもしろいですね︑練習していると︑もうひとりの

なんとかうまくいってよかったと思います︒

いのであるが︑自己満足の一異側には︑他人のめいわくを考えないと

このようなプレゼントという形の自己満足性は︑悪いことではな
いうことがあるのであるから︑この点の指導がたいせつになってく

︵Ｔ・Ｋ二年女︶

いう本格的な劇は︑はじめてですが︑よい経験になりました︒﹂

あり︑他の人に喜んでもらいたいという気持ちもはたらくし︑こう
るわ け で あ る ︒

四︑自己開発性
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﹁きょうは︑卒業を祝う会だった︒ぼくは︑係だったので︑劇な

だ学校紛争を見ても︑特別活動は︑今後ますます重要になってくる

最近︑﹁特活時代﹂ということばも聞かれるが︑受験体制が生ん

以上に︑特別活動の指導がたいせつであるということである︒

いたから︑舞台一異を知らなかった︒劇も見ないで︑いっしょうけん

どは見られないで︑とても残念だった︒今までは︑客席にいて見て

ということである︒

また家庭においては︑勉強だけさせるのではなしに親子の話し合

めいにはたらく人のいることを知らなかった︒でも︑自分が係にな

いの場を多くしたり︑家事や工作に協力させるなどの配慮が必要な

って︑はじめて知った︒ぼくは︑舞台装置の係だったので︑道具を

出したり︑ひっこめたり︑たいへんだったけれども︑きょうは︑た

ことであると考えられるのである︒

︵都会員保谷市立青嵐中教諭︑指導員︶

いる中学生を見るにつけ︑﹁全人教育﹂ということの重要性をあら

アン・ハランスな発達をしている社会と︑その社会の中で成長して

いせつなことを学んだようでうれしい︒﹂︵Ｍ・Ｏ二年男︶
このように︑自己開発の場を与えてやれば︑かれらなりに自己発
見の喜びや︑協力の喜びを学び︑大きく成長していくものなのであ

ためて考えた次第である︒

豆バイオリニスト二千人が演奏したビバル

一九六八年には︑武道館で︑三歳からの

わたしも︑一九六五年の春東京で︑才能

も︑深い感動をうけて︑今さらながら︑幼

ディやバッハの曲を聞きました︒このとき

アメリカだけでなく︑先年来日したソ連

見られる事態より︑はるかに重要な意味を

る︒私がここで見ていることは︑外見的に

できるもっとも感動的な場面に列席してい

児教育が大切であることを︑実験であるい

らいをもって行われています︒いずれも幼

よって才能教育を行い︑人間性を高めるね

えるものであり︑鈴木さんはバイオリンに

伏見さんは総合的知能を高めて将来にそな

ついて語りました︒

教授の英才教育と︑鈴木さんの才能教育に

さて︑わたしは多くの時間をとって伏見

児才能教育の大切なことを知らされました︒

譜を見ないで︑バッハの﹁ドッ︒ヘル協奏
をうけたことを︑今思い出しています︒

曲﹂を合奏したのを親しく聞き︑深い感動

教育大会があったとき︑四百人の幼児が楽

動してかえっています︒

このことから︑考えられることは︑学校においては︑教科の指導

Ｚ句○

新しい家庭教育

知能の発達と

英才教育︵Ⅲ︶

そのとき︑来賓のチェリスト・・ハフロ・

のオィストラフやコーガンあるいは︑ベル

絶讃されたことがよみがえってきます︒

もっている﹂と感激の声をふるわせながら︑

カザルスが﹁私はいま︑人間で見ることの

ギーのグルミョ︑ス・へインのカザルスなど

横田佐代次

も松本市にある学院を訪問して︑非常に感
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いま す ︒

は実際におこなって︑わたしたちに教えて
しています︒

経を通じて︑コントロールする役目をも果

差は︑非常にはげしいものがあり︑知能が

と︑そうでない人とがあります︒その個人

い皮質の神経は︑たえず新しいしげきに作

そして︑わたしたちの日常生活で︑新し

どの発達が見られないということは断定で

現在相当する年齢より低くあっても︑その

しかし︑わたしたちのどこの家庭でも︑

用されて︑活発にうごいています︒ところ

知能テストは完全なものではないのです︒

このような英才教育研究所なり︑特殊幼児
普通の幼稚園に︑このような才能教育を︑

い皮質⑦神経にひずゑができて︑自律神経

が︑この抑圧があまりにも強すぎると︑古

ですから︑自分の子どもの知能指数が高い

教育所に学ばせることはできません︒また︑

のぞむことも不可能なことですが︑もうお

のはたらきをおさえ胃や腸などの働きがに

とか︑低いとかを気にしているお母さんた

お母さんがいちばんその子を理解している

あることを︑さとってもらいたいのです︒

そこで母親がもっともよい幼児教育者で

ーランの書いた﹁ベートーベンの生涯﹂の

子どもの意欲をなくします︒ローマン・ロ

わかります︒たとえ︑病気にならなくとも︑

な驚き︑急激なショックのよくないことが

能力の一部を承る手段にすぎません︒少し

知能テストというものは︑子どもの知的

んもいます︒どちらもまちがっています︒

やってもだめ﹂と︑あきらめているお母さ

だ﹂と誇り﹁知能が低いから︑もうなにを

ぬように︑よろこんでぱかりおられません︒

﹁うちの子は︑知能指数が高いから秀才

からです︒すべてのお母さんが︑自分の子

過大な期待ときびしいレッスンのために︑

中で︑﹁幼い頃のベートーベンは︑父親の

低いからといってもあきらめてはならない

しばしば例をあげましたように︑現在の

わかりになったように︑英才教育も才能教

ぶくなります︒子どもの場合は︑それが敏

ちが︑多いのはどうしたことでしょうか︒

蛍︸ません︒

あり︑人間性の教育です︒

育も︑おちつくところは︑早期才能開発で

感にひびきますから︑強いおしつけや大き

いしげきをあたえ︑その反応を敏感にたし

どもをよく見て︑その発達状況に応じてよ

もう少しで︑音楽を徹底的にきらう人間に

かめなければなりません︒

し︑高いといってその子の将来が約束され

イギリスの物理学者ファラデーは︑家が

また︑カーライルの﹁天才とは︑もっと

なるところだった﹂とあります︒

さて前にも話しましたように︑人間の知

もよく耐え忍ぶものをいう﹂と言ったこと

性・理性・情愛・意志あるいは︑行動を支
て︑本能的な食欲・性欲・睡眠などの生命

配するのは︑大脳の新しい皮質です︒そし

に興味をもって独学で勉強しました︒やが

て︑いくつもの重要な物理的法則を発見し

貧しくて製本やで働いていましたが︑理科
しかし︑人間の成長︑発達は︑年齢とつ

いわれ推定ＩＱは一○五とされています︒

ましたが︑子どものときは普通児だったと

まります︒

ねに︑平行して行われるものではなく︑人

が︑天才的音楽家ベートーベンにもあては

かりのことと思います︒この古い皮質はま

とをつかさどるのが皮質であることもおわ

によって環境にょてっ早くから伸びる人

をささえる営承︑それに﹁喜怒哀楽﹂のこ

た︑心臓や胃腸などのはたらきを︑自律神
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わが国でも︑野口英世博士が似ていますＯ

また︑小学校の成績がよくなくとも︑立派
では︑山下清をあげることができます︒

な小説家となった人もおります︒絵の才能
松下幸之助は︑二十歳のとき︑関西商工

．く
Ｌノ
このようなときに︑ソ連がいちはや

ど徹底したものではありません︒

けるようにしましたが︑英才教育というほ

一年から高等学校に﹁理数科コース﹂を設

ったといわれます︒そして︑ソニー厚木工

の話を聞いて︑幼児教育の重要さを︑さと

最近︑ソニーの井深大社長が︑鈴木さん

エ衛星の打ち上げに成功しました︵一九五
入り︑両国の人工衛星は︑毎年打ち上げら

七年︶︒ここから米・ソの宇宙競争時代に

そして︑アメリカは一九六九年七月二十

れるようになったのです︒

めています︒井深さんはさらに︑自分が発

場の幼稚園で︑外人教師による実験をはじ

学校の夜学で勉強している頃︑三百八十人

一日午前十一時五十六分︵日本時間︶アポ

のうち百七十五番の成績だったということ

ロ十一号に三人の飛行士を︑乗せ遂に月の

﹁幼児開発協会﹂を結成されました︒幼児

起人となり︑各界有識者︑専門家による

です︒本田宗一郎は︑小学校での成績が︑

石を持ちかえることができました︒

米・ソ両国の宇宙開発は︑わが国をはじ

理科と工作は優秀だったが︑他の教科は普

めイギリス︑フランス︑西独などの国ぐに

をいう教育では︑伸びる才能もそだてそこ

通だったと聞いています︒

また︑ソニーの井深大社長は︑早稲田大

も大きなしげきを与えました︒これからの

なう︒般近︑脳生理学の書物をよんだら︑

育でも︑その普及率は欧米のどこの国より

組﹂が設けられましたが︑敗戦でその成果

京・広島両高等師範附属中学で﹁特別科学

九歳になると大人の九○％の重さ

で有名な鈴木さんと知り合った︒鈴木さん

ょうどその時︑バイオリンの早期才能開発

期ではないかと痛感した﹂と︒さらに﹁ち

児期こそじつはいちばん大切な︑教育の時

が飛躍的に成長をとげる赤ちゃんから︑幼

たり止ってしまうことを知った︒大脳細胞

は︑少しずつしかふえず︑それ以後はばっ

になる︒ところが︑それから二十二歳まで

え︑八

だが細胞の重さは︑新生児からどんどんふ

脳細胞の数は︑生まれてから死ぬまで同じ

井深さんは︑いまの試験成績だけがもの

学理工科を卒業したとき︑東芝の採用試験

宇宙理代は︑もっともっとすぐれた人間の

の才能開発を行うためです︒

で不合格になっています︒

経営者としての責任感から︑とくに独立し

も高いのに︑才能開発とか︑英才教育につ

しかしわが国では義務教育でも︑高等教

知能や才能を必要とするからです︒

これらの人びとが︑今日世界的な大実業

てからのきびしい研究と非常な努力のたま

いては︑ほとんどかえりみられないのです︒

家になって活躍しているのは︑それぞれ︑

ものにほかなりません︒

いものがあります︒それにともなって技術

がわからないまま︑昭和二十一年三月に廃

二十年︶に︑当時の東

の革新がたえず行われ︑通信・交通の発達

戦時中︵昭和十九

を促し︑生産の合理化が進行しています︒

止されてしまいました︒戦後は︑いまのべ

簸近の科学の発達は︑まことにめ・ざまし

合理化は必然的に大型の機械生産となり︑

た伏見教授の﹁英才教育﹂と鈴木さんの﹁音

楽才能教育﹂だけです︒国では︑昭和四十

いよいよすぐれた知能・才能が必要となっ
てきます︒
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はない︒どの子どもも育て方ひとつであ

痴ではない︒もともと才能は生まれつきで

は﹁普通の母国語を話せる子どもなら︑音

体的に転化するための努力に︑よろこびが

才能のかぎりない可能性を信じ︑それを具

感じます︒つまり︑古い皮質の動物的なは

ものがあります︒子どももまたそれを肌で

ら生まれることは︑ここでよくおわかりに

それは︑正しい理科と深い豊かな愛情か

たらきでわかっているのです︒

つかりにくいものです︒

︵都会員東教大附属坂戸高校長代理︶

潜在していて︑うわくからは︑なかなか承

子どもの才能というものは︑多くの場合︑

あるのではないでしょうか︒

る︒と実践している幼児の音楽教育の話を
された ︒

また︑小学校まえの幼児が︑バッハやモ

しかし︑子どもと共に生活している親︑

なったことと思います︒

ーッァルドの曲をゑごとにひきこなしてお

とくに母親は︑それが無意識の中に通ずる

現代青少年は何を考え︑どう行動しよう

さわる教師にとっては大変よい資料であり︑

にしようとするものであるが︑教育にたず

て︑特質を明らかにし︑青少年対策の参考

の実態をとらえ︑その行動面からもあわせ

分析しているようである︒部分的には意識

人の意識︑自我意識など深く関連をもって

治意識︑勤労意欲︑遵法意識︑愛国心︑大

斎藤文太郎

ｌ昭和四四年﹁青少年白書﹂に基づくＩ

青少年の意識と行動

り︑それだけでなく︑その︒ハイオリンの訓

練が︑子どもの人格形成のうえでも︑よい
影響を与えているとき︑感銘をうけた﹂と
られます︒そして﹁日本をよくするも︑悪

幼児教育に心をよせられた動機を語ってお

からの教育によって︑どういう方向にでも︑

くするのも教育だと思います︒とくに零歳
もってゆけるのではないでしょか︒

いまの学校制度を改めるには︑抵抗が多
すぎて︑なかなかやれないでしょうが︑幼
稚園に入る前の子どもなら︑お母さんの思
ったとうりに︑才能の芽を育ててゆくこと
ができますからね﹂と︑話しておられますｏ

ている今日︑総理府青少年対策本部による︑
︑

としているか︑理解できないなどと言われ

識︑価値意識︑生活の目標︑集団意識︑政

は︑青少年の生活意識︑社会意識︑道徳意

れを明確にとらえている︒この研究調査で

︑

﹁青少年白書﹂は青少年の意識と行動のず

さ貢これまでの話で才能は︑先天的に
めぐまれているものではなく︑つくられる

もの︑育てられるものということが︑おわ
かりになったと思います︒どんな人にも︑

どんな子どもたちについても︑それぞれの
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究すべきであろう︒

も︑まつさきに尊重しなければならない︑

りもたいせつなものだから︑どんなときで

個人の自由や権利は人間にとって︑何よ

八％蝦も多く︑個人の自由や椛利について

重﹂という一﹂とがわかるようになる︒四二︑

ができ︑いわゆる﹁人間愛﹂とか﹁人間尊

分だけでなく︑みんなのことも考えること

他人の気持を理解することによって︑自

道徳教育とのかかわりもあって︑今後も考
一︑調査項目と︑その課題

いる︒自己評定でも六二︑三％をしめてい

という考えが︑四○︑五％で妓高をしめて

の考え方と︑ほぼ同じ傾向をしめしている︒

青少年の生活領域を﹁個人︑家庭︑仕堺︑

る︑ひくい原因は︑自己より社会側にある

確になっていないようである︒

Ｅおける人間尊重なり佃の意味づけ︲｜が明

間胆として考えられることは︑﹁民主社会

の青少年の意志力について意志が弱い

口個人の諸特性について

と考えられる︒

︵学生は勉強︶︑社会﹂に分類してつぎのよ

うに柱をたてている︒

①個人領域では個人の自由と椎利︑義
務︑意欲面では﹁強い意志力﹂︑情動面では︑
﹁感情抑制﹂︑連帯性の面では﹁他人への思

②感情の抑制︵情動而︶

合強く感じていることがわかるが︑青少年

ししめている︒青少年は︑家庭の愛情を割

きだと考える青少年は四九︑六％︑蛾尚を

家庭は本来︑人間の愛情を実現させるよ

少年自身が﹁強い意志﹂をもちたいと︑ね

きいこいの場であり︑教育︵とくに族︶の

三︑家族からの愛情など

⑧家庭領域では︑﹁家庭と愛情﹂家族

がっている︒その原因は︑社会側にあるの

に助け合いすべてをささげる気持をもつべ

場でもある︒夫婦︑親子︑兄弟がおたがい

根性がたりないなどといわれているが︑青

からどのような愛情をうけているかなどで

ではなく︑青少年自身の問題であるとはっ

いやり﹂などをあげている︒

ある︒

きりいいきっている︒

③仕堺︵学生は勉強︶の領域では仕事

現代の青少年は感情をうまくおさえるこ

に対する考え︑学生は勉仙に対する考えな

とができるかという問題であるが︑一般に

どの意識をあげている︒

側社会領域では︑遵法精神の考えや︑

て深く感じていないのではなかろうか︒﹁家

凹身の自己排価では︑これらの家族へ対し

庭の役剖は何か﹂という間に対して︑いち

もいわれるように︑﹁カツ﹂となって頭に
あらわれている︒いわゆる感情をコントロ

つぎに︑﹁物質的︑経済的な生活﹂の土台

ばん多くあげているのは︑﹁休息といこい﹂

くる青少年が多く染られる︒この調査にも

プ︒○

ールすることが︑信をもってできないこと

公衆道徳規範の怠識と行動などをあげてい

⑤生への充実︵人生観︶いわゆる生き
甲斐についての意識をとりあげている︒

となる場のことをあげている︒何か欠けて

をしめしている︒﹁心﹂のブレーキと︑﹁行

動﹂の抑制などの育成に欠けているように

⑥また︑現代青少年の物の見方︑考え
方︑価値意識などをあげている︒

いるような気がする︒

四︑仕事と勉強について

二︑研究調査の結果を染て

③他人への思いやり︵連帯性︶

考えられる︒

白個人の椎利と義務感について

割１４

ワ︐

︑１ノ

／Ｉ︑

何よりも仕事にうちこむべきだと考えるも

仕事こそ人間の生きがいだ︑われわれは

Ｂ仕事についての考え

いわゆる法律の存在を認めるものが︑七○

ったほうがよいと考えるが︑三四︑一％で︑

なるべく違反しないようにうまく︑ふるま

％で︑法律がすべて正しいとはいえないが︑

ついて領域別に︑とらえて承ると︑

響をうけて育ってきたか︑その価値意識に

ように育てられてきたか︑また最も強い影

︒﹁家庭のあり方﹂は︑親︑兄弟のえ

学校︑先生などをしめしている︒

日﹁仕事や勉強﹂は︑友だち︑先輩︑

の十三︑五％︑仕事は仕事︑遊びは遊びと

ロ公衆道徳について

％以上になっていることがわかる︒

しめしている︒

割りきって考えるもの七六︑三％と最高を

もの十五︑八％で︑勉強は勉強︑遊びは遊

勉強こそ学生の生きがいであると考える

らないなどとなっている︒このなかで﹁老

などで樹木や草花をおる︑⑥公衆道徳を守

らない︑④よっぱらいの迷惑行為︑⑤公園

②公共の建物をよごす︑③老人に席をゆず

ようが大きいことをしめしている︒

新聞︑テレビ︑雑誌などマスコミのえいき

四﹁法律や公衆道徳﹂は︑学校︑先生︑

白﹁個人の権利や義務﹂は︑学校や先

いきようが最も多い︑当然のことである︒

びと割りきって考える学生が七四︑八％と

人に席をゆずらない﹂を除いて︑青少年は

この領域の項目として︑①列のわりこゑ︑

最高で勤労青少年の割りきり方とほぼ同じ

非常に悪いとしめしているのは五六︑二％

ロ学生の勉強について

傾向をしめしており︑現代青少年の特質を

から七四︑二％と半数以上の高率をしめし

自分自身に問題があるとのべているのがい

六︑生の充実感について

であることがわかる︒

ている︒敬老精神に欠けていることも事実

か道徳性とか︑人間性の本性にかかわるも

とのずれをとらえてふたが︑価値の志向と

行動﹂青少年の考えとわれわれ大人の考え

このような調査の結果からゑて﹁意識と

むすび

生︑友だち︑先輩などである︒

な傾向を自己評定では︑その原因として︑

はっきりうかがうことができる︒このよう

ちばん多い︒学生の場合は︑学校の組織︑

題とし︑高校生は︑学習内容︑進路の選択

世相からゑて︑大学生は︑学校の組織を問

る︒生きがいを感じている者にも︑人生は

もつ青少年が意外に多いことをしめしてい

少年の原因を考えると︑自分自身に問題を

人生に対しての生きがいがないという青

ともに研究し︑それぞれの立場でその役割

が問題であり︑学校︑家庭︑地域社会が︑

のように理解し︑どのように育てていくか

全くないわけでもない︒大人が青少年をど

のは大きな差異は承られないといえるが︑

︑︑

勉強の内容︑家庭︑人間関係の順︑現代の

などになや承をもっているといえる︒

面白くないなどと考えている者もいる︒

日遵法意識について

五︑法の遵守と公衆道徳︵社会意識︶

を果すことがたいせつではなかろうか︒

︵都会員荒川区立道潅山中教諭︶

七︑青少年の価値意識の形成から考えて
て現在まで︑家庭︑学校︑地域社会でどの

青少年の考え方︑形成にあたって︑生れ

法律は社会生活をすすめていくために定
められたものだから︑どんなことがあって

も絶対に守るべきだとする考え︑三九︑三
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ヨーロヅパ教育の管見

はじめに

１

春樹

山の幸と四季の美しさに心ぐまれ︑同一の大和民族と同一の国語で

のような疎隔と断絶と闘争では世界から敬慕と信頼を得ることはで

通ずることだけでもなんとすばらしいことであろう︒しかし︑今日

ロッパの国々が長い歴史と伝統の上に立ってその教育を質・量両面

きない︒これを救うものはなんといっても教育が基盤である︒ヨー

私は今回のヨーロッ・︿視察旅行から得た数有の収稚をＭ本教育の

から高めることに真剣な努力を払っているのはそのためである︒

ヨーロッ・︿九カ国を視察し︑その教育の実態を見︑聞き︑考えた

前進のため今後の教育活動に力強く活かしたいと思っている︒

実感は︑各国が国家の繁栄の韮礎を教育に求め︑その質堂双方を高

川のⅡ本人とは大分違っているようである︒戦後の日本は仙叫の力

枯盛衰を体験してきているので国家というものについての意識は今

ーロッ・︿の国々は互いに国境を接し︑幾度か他国の侵略に遭い︑栄

めることに典剣な努力を価けていることに驚きの眼を見張った︒ヨ

十九日まで二十三日間︑全国から集まられた四十三名の先生方と共

を借りて自由を世界一満喫し︑無寅任な議論を吐き︑日本人とは思

えぬような無法︑無秩序な行動の枇行で︑一歩誤れば国家を破滅に

して知っている︒その川家の繁栄にとって当而のものは︑政治︑経

雅は︑現実的には国家であることを長い民族興亡の歴史的体験を通

その点︑ヨーロッ・︿は︑世界平和といっても自らの幸福の蚊終基

転落しかねない有様である︒

るが︑これは月へ行って地球のすばらしさを認識したわけであるが

実に感じている︒従ってその教育を質・量両面から高めることに真

済︑軍事などであるが︑長い眼で見れば結局は教育であることを切

育ではなく︑能力適性に応じ人間教育１人縦教育拾して将来役

その教育哨旧本のように学歴を得るた肋の画一的な知識侃重の教

剣な努力をはらっている︒

その地球の上でもヨーロッ・︿は歴史と伝統に輝く先進国にふさわし

のを学んできたのであるが︑同時に又︑ヨーロッ・︿に行って見て旧

い国々である︒私共は今回の視察によって彼の国々から数多くのも

すくって頭から浴びる大海がある．⁝：﹄といって地球を礼讃してい

地球の方をとる︒それは地球には呼吸する空気があり︑てのひらで

﹃月は魅力ある場所ではある︒だがわたしは︑いついかなる時でも

アポロｎ号の飛行士マイケルコリンズが﹁月を歩いて﹂の手記に

ない思い出の一つである︒

にヨーロッ・︿九カ国を視察したことは私の生漉に忘れることのでき

第二回ョ１口シバ教育視察団の団長として七月二十八日から八月

川

二千右余年の歴史と伝統をもって独立統一してきた日本︑海の幸︑

、 一 し ノ

越
木のすばらＬさを抑認微したことも堺突である︒

r1q､

'
1
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に立つ職業教育︑科学技術教育を特に重んじているようである︒

が義務教育完成だけを目的とする学校に入学するので︑各国とも卒

七五％

業生のために継続教育即ち義務制の定時制教育を用意していること

更にヨーロッパの教育の一つの特長は︑欧州では七○％

︑を目ざしている︒

習熟する用意のできている人々を作り出すことが︑オックスフォー

﹁いかなる地位についても信用され︑又いかなることでも容易に
ドやケンブリッジ大学の教育主眼である﹂というが︑これはひとり

である職業学校において勉学することになっている︒これは一面︑

である︒十八歳未満の勤労青少年は二カ年乃至三カ年職業補習機関

日本の教育は形は整っているようだが︑実質がこれにともなって

と思う︒

これなども日本の今後の教育に大いに考えなければならぬ点である

やすい不良化を防ぎ︑青少年の健全育成に役立っているようである︒

義務教育の延長と職業指導という質的向上と︑この年令の者の陥り

一﹂の両大学の主眼であるばかりでなく︑ヨーロッパ教育の目指して

そういう教育をするために各国は量的にも義務教育期間の延長を
例えば︑イギリスの義務教育年限は現在︑十ヵ年であるが︑一九

はかっている︒

七○年から満十六歳までの十一カ年に延長することになっている︒

いない︒総じてヨーロッ︒︿の教育は︑戦後の日本の教育のように混

又︑フランスは八カ年であったが︑一九六六年の教育改革で二ヵ年

乱動揺がなく︑その国の凹民性︑歴史︑伝統に根ざした教育制度を

に実質的に実のっているようである︒

採用し︑これを一歩一歩堅碓に近代化へとおし進めて各国の青少年

宗教教育︑道徳教育︑生活教育

ヨーロッ・︿人の生活はキリスリ教をぬきにしては考えられぬ程︑

⑩キリスト教の影響

国民生活に根強く根を下して大きな影響を与えている︒その国民性

リスト教の理解なくしてはわからないといってもよい位である︒

も教育も芸術︵音楽・絵画・彫刻・建築︶も風俗も習悩も︑全くキ

ヨーロッ・︿の国々を巡って到るところの市街で先ず第一に目につ

くのは毅然と天にそびえているドウオモの偉観である︒その巨大な

古色蒼然たる芸術的な寺院︑そこに老人も男も女も子供も祈りを捧

（20）

いるところではないだろうか︒

向うに桑えるのは凱旋門

年と九年制とにわかれているがすべての邦が九年制を採用する一﹂と

パリーのシャンゼリゼ通りにて

延長して満十六歳までの十ヵ年に延長した︒更に︑西ドイツは八ヵ

q■少■･■‑ヴヂ■‑fF
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げる敬虐な姿︑ここに私はヨーロッ・︿の精神的風土があるように感

が公衆道徳を守っているためである︒

各自がゴミを捨てない︑落ちていたらすぐに拾うという具合に各自

万余りの観衆が一咳一つ聞こえぬ静さで観覧している︒又︑オ・ヘラが

ローマのカラカラ浴場でオ︒ヘラを見たが︑一たび開幕されると二

じた︒特に私は︑今回視察した岡だの中で強く印象に残ったのは︑
のケルンのカテドラーレドウム︑スイスのミュンステル・ツーザン

るものがなく悠々と歩いて水の流れるように木戸を川ている︒従っ

終って帰るとき見ていたら誰一人︑人を押しのけて出口へ押しかけ

ロンドンのセントポール寺院︑︒︿リーのノートルダム寺院︑ドイツ

ンスのサンタマリヤ・デルフイオレ︵花の聖母寺︶︑ロー↓︑のサン

かった︒

て木戸の混雑は殆どない︒日本人の柔が急いでいるようではずかし

クト・ビンセンッ大寺院︑イタリーのミラーのドウオモ︑フローレ
・ピェトロ大寺院であった︒これらの寺院の建物はそれぞれの都市

エレベーターの乗り降りにも人を押しのけて乗降しない︒必ず

の中心的存在であるが︑これは同時に市民の心の中心になっている
ように思えてならなかった︒スイスのベルンの町を夜︑散歩したが︑

私はドイツのシ一一トガルトの町でゾリルゲンのはさ墨を買おうと

思って方々探したが店が見当らない︒かたこと混りで通りかかった

一︲どうぞ﹂とゆずってくれる︒

平和に生活している一﹂とをし象じ黙と感じたのである︒その点︑日

女の大学生らしい人にたづねたら︑ニコーョしながら行く反対方向

天空に金色燦然とそびえ立つビンセンッ大寺院︑アール川の水音︑

本の町々の環境は雑然たる建物の羅列のようで︑その上に精神の帰

てこうした親切心をしゑじゑと有難く思ったことである︒

にひき返してわざわざ店の中にまで案内してくれたが︑異川にあっ

その落ち着いた夜景を眺めて︑市民の心がこの寺院をささえとして

一するような殿堂もない︒ヨーロッ︒︿は社会生活︑家庭生活にキリ

マリア外天の祭りがつづいた時で町は全くの休川で︑市内見学をし

我々一行がロー↓︑に入ったのは八月十四Ｈであったが︑ちょうど︑

②社会教育とキリスト教

スト教の精神が地に根を下ろし︑一般大衆を道徳的に導いている︒

ホテルに入っても室には何物もないが︑立派に装肱された﹁聖

たが殆んどの家が戸を閉め人や車がどこへ行ったかと思う位閑散だ

書﹂が机の上に置かれてあるのは流石に違うと思った︒日本の旅館
の個室にはビールやサイダーの入った冷蔵庫やテレビが近頃は大て
テルには全く見られなかった︒

い備えられているが︑そうしたものは二十三日間のヨーロッパのホ

は余り見受けられない︒︒ハリーでは毎日道路を水洗しているのでと

き届いている︒公園や道路は本当にきれいで紙屑やコミの散乱など

街がそのように閑散で人通りもまばらであるのに︑サンピエトロ大

も社会全体が休んで一﹂の行事に参加する︒イタリアの首府ローマ市

復活祭︑聖霊降誕祭等のキリスト教行事には︑官庁も会社も学校

った︒

りわけきれいであるが︑パリーに限らずロンドンやケルン︑ボンな

た︒ｎＭ日は家族連れで教会に礼拝に行く︒老人はもとより若い男

寺院に行ったら礼拝に参集する人々の多いことは驚くばかりであっ

キリスト教の洗礼を受けているヨーロッパ人は︑又公衆道徳が行

どの町々も公園も道路も罰﹁一・︑︑一つなくきれいであった︒これは市民
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女や少年少女が敬虚な祈りを捧げ讃美歌を歌っているのを見ると︑

ちは︑幼い時から家庭における静かな祈りの中に育ち︑学校におけ

学校計画や行事に組まれて実施されている︒ヨーロッパの子どもた

る宗教の時間︑教会における祈りの時間︑あらゆる社会的な宗教行
きな影響をあたえている︒

事︑それ等が一貫して子どもの宗教的情操を培って︑人間形成に大

あらゆる社会的な施設に掲げられている絵や彫刻なども︑バイブ

なんとも言えぬたのもしさを感じた︒
ルに関係あるものが非常に多い︒

造一等書記官よりイギリスの教育について二時間余りいろいろとお

私共は八月三十一日︑ロンドンの大使館で和田力公使及び渡辺泰

③家庭における道徳教育︵膜︶

③学校における宗教教育︑道徳教育
ヨーロッパの多くの国々は小学校︑中等教育を通じて︑宗教の時
イギリスは初等︑中等学校とも週二時間︑ドイツなどは初等教育︑

間を設けていわゆる宗教教育を行なっている︒

イギリス人の家庭教育は幼時のとききびしく族をするようである︒

渡辺泰造氏のお話だと︑﹁私のところにも四歳と三歳と一歳の三

ききしましたが︑そのとき家庭教育の問題もでた︒結論からいうと︑

人の子供があり︑イギリス風にしつけているが︑イギリス人は子ど

四時間の宗教の時間を特

の宗教をカソリックと法律できめて︑公立学校では宗教教育をしな

学校とも一時間以上行なっているようである︒イギリスでは︑国民

していますが︑舗道に出て遊んでいるものは一人もない︒もし出る

もを絶対に舗道に出して遊ばせない︒私の子供たちも真似してそう

中等学校︑高等学校にいたるまで二時間

ければならないとして宗教教育を非常に重視し︑宗教担当の教師に

ようなことがあったら父母はおしりをたたいてしかる︒やっていけ

設している︒フランスの場合︑道徳・公民という教科で小学校︑中

は︑学校教育にとって学校にとって極めて重大な人事として扱って

スなどは毎朝十五分から二十分朝の礼拝の時間を設けて礼拝行事を

についての講義が中心となって行なわれるようである︒又︑イギリ

小さな子どもが遊んでいて︑その職人の自動車に淡をして汚した︒

た︒公使はいう︑﹁先日私の処で左官屋を頼んだ︒そのとき近所の

しい︒そのときそばにいた和田公使が自分の体験談をきかせてくれ

たいて族をする︒﹂これは今の日本人などには考えられない程きび

ないことを子どもがやったら一歳頃の物もいえない頃からお尻をた

は厳重な資格審査が設けられてある︒そして宗教担当教師の任免

い︾勺︒

行なっている︒讃美歌を歌い︑祈りをあげ学校長の訓話がある︒イ

はお前がやったのだから︑家へ行ってふくものを持ってきてきれい

するとその左官屋はどなると思ったら少しもおこらないで︑﹃これ

宗教の時間の指導は︑一般に鐘ハイブルやキリスト伝︑宗教史など

タリアのミラノで﹁ウラブアールスクール﹂という小学校を参観し

まで責任をとらせるというやり方である︒職人でも︑人の子に﹄う

ばにいて動かなかった︒自分でふけばわけないことであるが︑あく

にふきなさい︒﹄そういってその子どもがきれいにふき終るまでそ

たとき︑強く印象に残ったことは各教室の正面にキリストの像がか
ざられていたことである︒こうした学校は多くあるということであ
った︒

又︑一般的な宗教行事はこまごまと学校生活の中にとり入れられ︑
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学校教育の効果を減殺しないように努力している︒子どもの教育は

で咲けなければならぬ︶とで︑学校怪迷惑をかけないようにしてい

両親が責任をもってやるべきだというのが建て前であるから︑家庭

いう態度でのぞむ︒これはなかなか立派であると思った︒﹂と︒

家庭の膜も凡てこういう調子で幼時から撲ける︒自動車で子ども

ろがあると︑家庭へどしどし注意して両親になおさせるよう怪して

る︒したがって学校も家庭でしつげるべき基礎的しつけ匡悪いとこ

をつれて買物などに行くが︑そのとき子どもをつれて道路に遊ばせ
て置いたり︑連れて歩いたりしない︒ちゃんと車の中に待たせて置

日本の家庭は余りにも子供天国にして我侭一杯に育てて︑家庭人

いる︒なんでも学校が責任・をとるようなことはしない︒

くという︒紙屑を散らすと必ずやった人に拾わせる︒やらなくとも︑
自分の家や自分の学校に落ちていたら拾う︒紙屑は散らしたり︑や

としての︑やがての社会人としてのモラルを峡けることをせず︑万

たらに落としておくべきものではないことを幼時のときから咲けら

事学校まかせである︒甚だしいのは学校で峡をやかましくいっても

家庭でこわしているのもある︒子供を人格者として育てるために家

れているので︑大体道路でも公園でも落ちていない︒家庭内で社会
家庭にお客様が来ると必ずあいさつに来る︒そのときも日本の子

格教育において家庭社会の果たす役割は甚だ大きい︒

庭はその武任分野を果たしていないのが多い︒その点イギリスの人

人として︑国際人としてのモラルをしっかりとしつけている︒
どものように︑お菓子くれ︑果物くれなどとお客様の前でねだるよ

私たちがヨーロッパを視察して強く感じさせられたことの一つは︑

Ｉ偉人の蟻敬と遺跡文化財の尊重ｌ

⑤無言の精神教育

うなことは絶対にさせない︒七月三十日Ｅ私共がロンドン塔を見学
したとき︑大変暑い日で汗をふきふき公園を歩いていたが︑五︑六

いづれの回をも︑その旧の歴史と伝統を尊重し︑先党者や祖先の功

歳位の子どもがブランコに乗って遊んでいた︒見るとネクタイをつ
けて背広の上衣を着ている︒この暑いのに日木の子どもに見られな

績を顕彰し︑その精神的基盤の上に新しい文化の創造と国運の発展

を図っているようである︒国家も国民も歴史的なもので過去と切り

い姿であるが︑平生身だしな桑をキチンとさせているであろう家庭
西ドイツの農村を通ったとき︑暑い夏の日に裸になって父親と汗

っての民族の興亡を物語るすばらしい遺跡︑偉大な文化財が大切迄

離しては考えられない︒ヨーロッパには過去千年︑二千年前にわた

が思われる気がした︒

して農園で働いている姿をよく見かけた︒又︑母親と家畜の世話し

保存されているが︑これらはその国民の生ける歴史であり︑尊い教

ている女の子もあった︒又︑スイスでは︑自分の家庭に国旗掲揚台
とテニスコートのある家庭で︑父親と子供が一生懸命にテニスをや

訓である︒

青少年に影響するところが多い︒ヨーロッ︒︿は自国の生んだ政治的︑

国民が歴史上どんな人物を崇敬しているかということは︑次代の

偉人の顕彰

っている姿を見た︒こうしたところにも家庭教育の一端がうかがわ
れる気がした︒

イギリスでは︑子どもの族は家庭が重要な役割を果さなければな
らないという考えが強いようである︒家庭は常に学校に協力して︑
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遺跡の宝庫はなんといってもイタリア︑ギリシャである︒ローマ

遺跡・文化財の尊重

のコロセウム︑カラカラ浴場の跡︑無数の城塞︑凱旋門︑古代ロー

文化的︑芸術的︑宗教的魂軍事的︑その他あらゆる面で傑出した英
ところにこれを顕彰している︒市内の広場︑街頭︑公園︑ホール︑

雄偉人を尊敬しそれを具象化して︑記念碑︑銅像︑石像として到る

人類最大の文化遺産であるアテネのアクロポリスのパルテイノンの

マ文明発祥の地といわれるパラテイノの丘︑ボン︒ヘイの遺跡︑又︑

イギリス︑ロンドンのトラファルガー広場にはネルソンの像︑フ

劇場︑どこへ行っても︑無数にこれ等の像が立っている︒

ので︑ローマ時代の歴史が一時に開花再現したような驚異を覚える︒

神殿︑デイオ一三ソス劇場等々︑今から千年︑二千年前と思えぬも

文化財も亦豊富で︑それ等が限りない愛情をもって保存されてい

ツのチューリッヒにはペスタロッチの像︑スイスのレマン湖畔には
ルソーの像︑イタリアのフローレンスにミヶランジェロの像︑ミラ

ロンドン塔の遺跡や文化財︑オランダの国立美術館︑パリーのヴェ

る︒ロンドンのバッキンガム宮殿︑大英博物館︑セントポール寺院︑

ランス︑︒︿リー︑ベルサイユ宮殿の広場にはルイ十四世の像︑ドイ

ノ広場のウイリアム・ヘルの像︑すぐそばのレオナルド・ダビンチ

した︒ウエストミンスター寺院には﹁ウエストミンスター寺院に祁

多いことには実に驚く程である︒又︑大理石の競技場の像にも驚嘆

ローマのピンチョの丘の公園など︑文豪︑芸術家︑文化人の像の

ている︒しかも美術館︑博物館︑図書館等は︑士．日曜は無料又は

からの限りない豊富な文化財が丁重に保存されて一般の参観に供し

マの国立博物館︑それらは何れも規模広大豪壮で︑ヨーロッ・︿古代

ンジェロの彫刻︑ドウオモ︑又︑ミラーの記念墓地︑美術館︑ロー

の花の聖母寺︑ウフイッイ美術館︑メデイチ家の礼拝堂ｌミヶラ

ルサイユ宮殿︑ルーブル博物館︑凱旋門︑イタリア︑フローレンス

の像︑ローマのゲーテの像︑コー書．の像︑等は誰も知るところであ

られるような人になる﹂といわれる通り文人︑軍人︑政治家︑実業

るが︑その数たるや実に枚挙にいとまのない位である︒

家︑およそイギリス史にあらわれる偉人の胸像︑記念碑が一杯にお

半額で観覧させている︒これらの遺跡や文化財はその国民の精神的

人は自国の歴史と伝統を尊重することを忘れ︑甚だしいのはこれを

日本三千年の歴史を有し遺跡や遺物も豊富であるが︑戦後の日本

遺産として図り知れない影響を与えるものである︒

さめられている︒

フランスにおいては︑悲運に終った英雄ではあるがナポレオンが

観者が絶えない︒又︑イタリアのムッソリニーも第二次世界大戦の

中の笑いものであろう︒

蔑視し︑外国を祖国呼ばりするものがあるが︑これはおそらく世界

尊敬され︑大ドームの中にその遺骸が鄭重に石棺におさめられて参

てやはりイタリアを今日あらしめた彼の業績を高く評価して︑イタ

愛し︑その繁栄のためになみなゑならぬ努力をしていることである︒

諸外国を視察して痛感することは︑どの国も自分の国家と民族を

⑥愛国心の養成

敗戦の責任者でこれも非業に莞れた英雄であるが︑それはそれとし
リア人は尊敬の念を払って﹁独裁者ムッソリニーの碑﹂などもある︒

このように国家︑社会のために尽くし︑文化を創造し︑産業を興
した先覚者を顕彰することは国民の無言の精神教育であると思う︒
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日本のように平和主義︑国際主義の仮面をかぶって雁史・伝統を軽
視し︑国家・皇室・民族を愛することを保守反動として愛国心を排撃

しているような側は枇界に類例を見ないのである︒私は諸国をめぐ
って日本はすばらしい国であることを今更乍らしゑじ象と思ったｃ

二千有余年独立︑統一した国家の歴史と同一の大和民族で︑言語思
想文化を同じうし︑しかも風光明脂の国︑今日世界の各国が苦悩す
このすぐれた素質とあらゆる条件にめぐまれている川本が︑今日︑

る多くの問題から見れば余りにも恵まれた条件下にあるのである︒
国家と民族を愛することを忘れ︑同胞互いに精神的に分裂している
有様は仙界の物笑いであり︑日本の痛ましい悲劇であると思う︒
真にｎらを愛するものにして︑真に他を愛することができるので
ある︒真にⅢ川を愛する︶﹂とは人類愛︑仙界平和に通ずることであ

る︒間国や郷土を愛することができなくて人類愛︑Ｍ際愛を云々す
ることは空諭である︒日本人はもっと︑相川と民族を愛する愛国心
を育てなけれ︑ばならないと思う︒

国旗・国歌について
今日でも日本では未だに国旗を堂々とあげて国歌を歌うことので
きない学校があるが︑これなど世界の国々から見ると全くのナンセ
ンスである︒ヨーロッ︒︿諸国をまわって見ると︑街の広場︑官庁︑

学校︑船舶︑美術館︑図書館︑その他到るところにその国の旧旗が
立っている︒しかもこれが祝祭日でもなんでもない平常の日に掲揚
されている︒スイスで見て感じたのであるが︑艇家やサラリーマン
の住宅の庭先に立派な岡旗掲揚台が作られて平常Ⅲ族がかかげられ
てあった︒又︑スイスで見たのであるが︑挫鯛で麦刈りをやってい
るトラクターの尖端に小さな国旗をひるがえして作業をしていた︒

︒︿リーなども学校という学校は平生は勿而︑休川休暇と雌も国旗を

掲げないことはないという︒イギリスなど︑国旗が行進すると︑脱

日本では︑何って日の丸が戦争につかわれたので︑これを掲げて

帽して敬意を表しているのを見た︒

愛国心を育てることは戦争につながるなどと理屈を言っているのが

あるが︑仙界の国旗の沿革と使途についてもっと理性的に広く勉強

する必要がある︒︵千葉県会員船橘市立二宮中学校長︶

三ｎ隻より言書く﹄Ｉ

い︒マンガやコントの陰惨な醜さから眼をそむけることもやは

︵第三八頁よりつづく︶

り一つの良識であろうと思われるからだが︑それでも私自身の

深いところに何やらうそ寒いものを感じないわけにはゆかなか

これは後の話だが︑ケ守ハル卜女子学生が訪ねてきたので︑

ったとでもいうべきだろうか︒

﹁ぼくらは竹柿でＢ調に立向かったものだ﹂とｎ噸とも抑愉と

スダトリデに何十月も龍城することになったら︑わたしジンギ

もつかぬ口調でいったら︑彼女にこりともしないで︑﹁今度ヤ

スカンの羊になるつもりだわ﹂といった︒この羊はジンギスカ

ンが遠征したとき︑兵士の性の処理のために︑連れて行ったも

のだそうである︒﹁竹槍﹂に私がある種の﹁笑い﹂を彼女に期

か︒救いのない時代に私たちは身を瞬いていると思われる︒

待したように︑彼女も﹁羊﹂に私の﹁笑とを求めたのだろう

この逆の流れて広し海の月

これは﹁弘潜一﹂のための句ででもあろうか︒﹁道﹂は広く人
︑︑

の道と考えられるのである︒︵東京都会員︶

︑
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｜

旅でひろった話

樫葉勇
１１

て荷車のおじさんに何やらしゃべるとおじさんは車の上

からとり出したのは︑一本のアイス︑キャンデー︑女の

くるつとめくりとった︒

子はいくらかお金を払うと︑キャンデーの包承紙をくる

そして女の子は︑荷車の下をのぞいた︒何をするのだ

ろうと見ていると︑手に持ったキャンデーの包承紙を︑

荷車の下にぶら下っていた箱の中へポイと投げ入れた︒

私の海外を歩いた地域は︑きわめてせまいのである

用意に感心するととにもまだ学校へ入学していないと思

こんなところにも︑屑物入れを備えている行き届いた

箱は屑物入れであったのである︒

が︑その中では︑日本ほど美しい国はないと思った︒な

に頭が下った︒日本国内で︑こんんな光景が見られるで

われる小さな子どもが︑ちゃんと利用するしつけのよさ
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美しい国︒汚い国

るほどスイスは︑世界の公園といわれ︑観光資源豊かな

﹁お子さんの靴をぬがせて下さい︒﹄

まりかねた私は︑

んに湊りが立つ︒けれども若い母親はだまっている︒た

子どもは窓につかまっておどる真似をするので︑さか

い︑まだ三十には届かないような若い女である︒

をひろげてすわっているのはどうやらこの子の母親らし

上っている︒そのそばに︑ビニールの風呂敷らしいもの

その座席に三つぐらいの男の子が︑泥だらけの靴のまま

電車に乗った︒腰も下ろせないような汚い座席である︒

私は先日地方へ旅行して︑ずいぶん時代おくれの古い

あろうか︒

美しい国であるが惜しいことに︑海の景観を見ることは
出来ない︒とすると︑我が日本は︑陸海ともにすぐれた
風景に恵まれているから︑世界で一番美しい国と誇るこ
とが出来るであろう︒︒

しかし︑この世界一美しい日本が︑世界でもっとも汚
私は数年前︑五十数日デンマークのオーデン市郊外に

いように思えるのは︑私の目の誤りであろうか︒

滞在して︑毎日国内をあちこち歩いたが︑いくらざがし
ても︑道路上にタバコの吸がら一つ落ちてはいなかった︒

田舎へ行ったとき︑交叉点でバスを待っていると︑そ
こへ一台の荷車がやって来て私のそばでとまった︒そこ
へどこからか︑小さい女の子がひとり走って来た︒そし

ー 、 ハ ー ノ 、 ゴ ー 、
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一と注意した︒

一するとこの若いおかあさんは︑私をにらみつけるよう
一にして︑

︾﹁うちの子だけ靴ぬいでも︑きれいになりませんよ﹂
一といって︑子どものするがままに放任した︒座席を一そ
一う汚すとともに︑我が子の心を汚すことに気が付かずに︒

山を汚す

ボーイと投げた︒一人は空かんをころがした︒あとみん

な二人の女性もともに︑大小の紙屑を投げすてた︒

﹁君たちはどうして山へ来るのですか︒﹂

私はきいた︒

すると若い男が︑

﹁山が好きだからですよ︒︲｜

﹁まあ︑山を愛するからです︒﹂

といってにやにやした︒もうひとりの男が︑

といった︒あとの男たちも︑ほぼ同じように答えた︒
そこで私はいった︒

シヅ､〜¥〜…ｰ逗〆一一一ヘハーマー一一一一一一
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一私はすでに七十三才の老年であるが︑今も若い人たち
一と共に︑山を歩くことをたのしんでいる︒最近も一日中
一十三時間あまり歩きつづけたことがあるが︑翌日は別に

﹁すると君たちは︑愛する人︑好きな人の顔に︑泥を

いからである︒︵都会員白梅短大教授︶

ぜつたいに汚さないことを︑幼い時からしつけておきた

ないように注意している︒自然に恵まれた美しい日本を

とがたのしゑであるが︑そのあと︑何一つ落ち残してい

足が行われた︒遠足では何よりも︑お弁当をひろげるこ

かった︒私は小さい幼稚園の園長であるが︑もう秋の遠

や空かんをながめたが︑手を出すものは︑ひとりもいな

私の言葉に︑みんな気まり悪そうに︑投げすてた紙屑

とに愛していない証拠ですよｏ﹂

﹁そうでしょう︒愛する山をこんなに汚すとは︑ほん

みんな顔を見合せたが︑だまっている︒

ぬって喜んでいるのですね︒﹂

一疲れが残らない︒それは自然のふところに抱かれる喜び
一があるからである︒

一ところが︑何とも残念なことかある︒それは︑山を汚
一す人たちの絶えないことだ︒

︶試みに︑少し名の知れた山に登ってみるがよい︒到る
︾ところに︑紙屑がちらかっている︒空かんがころがって
一いる︒殊に休憩に都合のよい場所や山頂には︑腰を下す
一場所もないくらいである︒
一あるとき︑私は単独であまり高くない山へ登ったが︒

ゞにぶつかった︒私もそこで休憩した︒山では知らない同

︵途中︑十人ぐらいの一団が︑弁当をひろげているところ
一志も忽ち百年の知己となるものだ︒

一ところが︑やがて弁当が終ると︑一人が弁当の空箱を

一 一 一 一 、 へ 〆 、 ／ 、 ･ ﾉ
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︹道徳の復興︺︵二十三︶

乗っ取り事件の意味

きかない︒

では︑﹁大学騒動﹂は何だったのか︒改めて考えて承る

ロッキーや無政府主義系︵反代々木派︶のものがある︒こ

必要がある︒学生運動には共産党系代々木派のものと︑ト

れは全共闘といっている︒そして︑暴力革命を実現しよう

共産党系︵民青という学生団体︶は代々木の指導を受け

として熱心に活動しているのは反代々木派だｏ

って自重しているらしい︒だいたい︑この系統が︑各大学

て︑まだ革命の起こる諸条件が︑ととのっていない︑とい

この事件は無事解決した︑と喜んでいていいだろうか︒

あるから︑むりをする必要はない︑といって傍観している

待っている︑といった態度︒資本主義は崩壊する必然性が

木下広居

いや︑大変なことが︑これに引き続いて起こる危険がある

していると見られる︒それに対して︑﹁革命の起こるのを

当局と連絡をとって︑学生運動の多数を占め︑主流派を成

といえないだろうか︒実は︑こういう事件が起ると予想し

これには︑いろんな団体が入っているが︑共産主義を奉

のは︑けしからん﹂と︑怒り出したのが反代々木系だ︒

た人が一人もいなかったのだ︒警察も心配してなかった︒

五・一五でも︑二・二六でも予言した人がなかった︒そう

赤軍派はトロッキー主義だというが︑トロッキーはスタ

う︒革命についての考え方で対立している︒

後になって承ると︑予想しなかった方が不思議なくらい

ーリンから追放され︑一九四○年にメキシコまで逃げて厳

じている点では代々木も同じことだ︒しかし︑戦術がちが

だ︒一年半も﹁大学騒動﹂が続いた︒そして︑政府は︑文

重に警戒していたが︑その手先に惨殺されてしまった︒

いう油断している時に事件はやってくるのだ︒

部省は︑大学当局は何をしたか︒何もしなかったのだ︒暴

している︒彼らにいわせると︑ソ連は社会主義ではなく︑

トロッキーの残党は︑世界的規模で第四インターを組織

は二︑三出ているようだが︑これを実現する意欲は見られ

共産党官僚の支配する国家資本主義だ︒ソ連に対しては︑

力学生に制裁を加えたか︒大学制度を改革したか︒﹁案﹂

ない︒そして︑学生が︑これに賛成している︑という話も
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恒久的に革命を起こさなければ社会主義にはならない︒し

に有利かどうか︑などは問題にならぬ︒

題だ︒悪いとなったら︑断乎として破壊する︒それが自分

﹁革命家は︑社会︑家族︑友人︑彼をほかのものと結び

バクーニンの弟子ネチャエフは︑

かも︑ソ連を中心とする数国で社会主義をやるだけではダ
メだ︒世界各国に社会主義革命が必要だ︑といえた︒乗っ

つけている一切の紳を自分で断つ人間だ︒どんな感情が湧

れている︒彼はこのために︑自分の利益︑愛情︑恋愛を犠

き起ころうと︑自分は革命というただ一つの目的に向けら

時革命を︑と叫ぶのもトロッキーが先生だからだろう︒

取り事件の犯人が︑キューバや北朝鮮を仲間にして世界同
無政府主義の系統も︑共産主義思想といっしょになって︑

殺す覚悟がなくてはならぬ︒目的である革命に到達すれば

牲にする︒革命家は︑革命のあらゆる敵を自分自身の手で

活発な活動をしている︒黒旗を掲げて行進する連中だ︒元
たものだ︒ところが︑共産主義︑独裁︑暴力革命という点

来︑無政府主義を唱えたハクーニンは↓︑ルクスと争ってい

なことをいう女子学生などはニヒリズム・テロリズム・無

暴力革命のためには︑いのちもいらない︑といったよう

道徳である﹂といった︒こういう暴力革命主義が日本に輸

すべて道徳的であり︑革命の妨害をするものは︑すべて不

れに有効だ︑ということだ︒革命の勝利に役立つことは︑

いいのだ︒道徳とは何か︒それは︑革命に役立つこと︑そ

政府主義の系統だろう︒いうことが全く同じだから︒ツル

いうことは考えるまでもなく川らかだ︒

入されて︑共産主義運動と合体した時︑何が起こるか︑と

廷 ＝ ン ノ

では共通のものを持っている︒

ゲネフの﹁父と子﹂に出てくるバサロフだ︒革命のために

大学騒動は世界各国で起こっている青年と老人︑学生と

は刺と子の関係も否定する︒過去のものは︑道徳も宗教も

一年も大学を占拠したか︒航空機を乗っ取て共産間に亡命

教授の争いではない︒Ⅱ本においては革命運動なのだ︒ど

したか︒性格が全くちがう︒日本では︑明治以来︑政治史

法律も習慣も制度も否定してしまう︒それらは徹底的に破

バクーニンは︑あらゆる場所で︑あらゆる時機に暴力革

は暗殺の歴史といわれている︒そして︑暗殺もクーデター

この国で︑大学生がトロッキイストやテロリストになって

命を起こそうとした︒経済学が証明した必然性によって革

も一般に非難されていないし制裁も加えないのが普通だ︒

のは善であり︑役立たないものは悪である︒

命が起こるのではなくて︑現在のあらゆるものを悪と断じ

暴力団の犯行も︑たいていは見逃がす習慣だ︒﹁有力者︲一

壊せねばならぬ︒破壊が即ち建設である︒革命に役立つも

はない︒今の社会か善いか悪いかだ︒つまり︑倫理学の川

た者が革命を起こすのだ︒革命か頼りとするのは経済学で

rワq，

一九一九年九月︑ボストンの警官が労働総同盟の指令で

長︑サミュエル・ゴム︒ハースに対して︑﹁治安を象だす権

ストに入った︒これで治安は危険にさらされた︒この時︑

が︾もらいさげてくれる︒郭きにげ︑酔っぱらい運転によ

利は誰にもない︒いかなる場所においても︑いかなる時に

マツサチューセッッ州の知事クーリッジは︑総同盟の委員

かない︒大学騒動が︑その見本のようなものだ︒一年間︑

おいても︑ありえない﹂という通告を発した︒世界がクー

国会での乱闘はどうだ︒誰一人として懲罰された例をき
破壊され要塞化︑フリーセックスのハーレム化した暴力を︑

リッジの勇気を賞賛したｐ彼の友人は︑さっそく︑彼を大

る事故も︑議員などに頼めば罪を軽減してもらえるらしい︒

ぶりだった︒誰一人として当局者が暴力学生をテレビで叱

総理大臣も文部省も警察庁も傍観していた︒驚くべき無能

た︒それで︑暴動を起こしても弾圧されまい︑と思ったら

ス革命時代のジャコバン派の系統だ︑と労働者は知ってい

一九○六年クレマンソーが首相になった時︑彼はフラン

統領候補にする運動をはじめた︒

れからも︑これまでのような優柔不断な態度を改めなけれ

さ︑暴力黙認の雰囲気から乗取り事件が起こったのだ︒こ

責するのを聴いたことがなかった︒こんな甘さ︑だらしな

ば︑もっともっと大きな問題が発生する心配がある︒政府

ーは︑・さっそく軍隊を動員して鎮圧してしまった︒それに

しい︒ところが︑暴動が起こったのを知ると︑クレマンソ

暴力とは何か︒何も迷うことはない︒不法に肉体力を行

対して︑社会党はジャン・ジョーレス党首を先頭にして︑

が弱すぎるのだ︒善悪の判断がないのだ︒

猛烈な攻撃を加えてきた︒クレマンソーは︑ジョーレスに

対して︑﹁君が首相だったら︑ボクとちがったことをしたろ

けた︑それこそ曲学阿世の学者︑教授どもがいることは残

うかね﹂と逆襲した．Ｉそれに対してジ雪︲レスは答え

使することだ︒今ごろ︑﹁警察は暴力﹂など発言する間抜

々だ︒それに対して制裁を加えることだ︒暴力をふるうこ

ることができなかった︒一九六八年五月に．くりで学生の騒

念至極だ︒何が暴力か︑何が暴力でないか︒それは明々白
とは︑いかなる場合でも国法に反することだ︑と宣言すべ

はもちろん︑軍隊動員の準備までした︒そして︑議会を解

動が起こると︑ドゴール大統領は︑警官隊をさしむけたの

過させた︒これで騒動は治まってしまった︒

散して総選挙で大勝すると︑新に大学管理法案を出して通

憲法はじめ法律は︑これを犯す者があった場合︑そうい

きだ︒これは分かり切ったことだが︑やっていない︒

されても傍観していては︑いい気になってエスカレートす

︵本会理事専大教授︶

う犯罪と戦う場合に︑はじめて守られるのだ︒いくら侵害
るのは当然だ︒
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米 の 生 産 調 整
−その意味するもの』

で政府が生産者から買上げることから生ず

る損失と︑古米の倉敷料や金利などで︑昭

和四四年度にはおよそ二︑九○○億円もの

一︑生産調整の理由
米を作らずに休むと︑一○アール当たり

の家を新築すれば︑五八︑○○○戸が建築

金が使われた︒この予算で一戸五○○万円

でき︑一つの中小都市がたちどころに出現

平均三五︑○七三円の奨励金がただで貰え
ることになった︒他方︑サラリー一︑ソは︑

いるというのに︑考えて桑れぱ全く無駄な

三︶と称される

する計算となる︒都市労働者が家に困って

五

トーゴーサン︵一○

金がかかる仕組に苦しめられ︑しかも世界

あるようだ︒米の生産では︑農業技術の発

たか︒それには生産と消我の両面に原因が

では何故このように米が余るようになっ

金を使ったものである︒

不公平な源泉徴収で税金をとられるうえに︑

一高い米を買わされているのである︒誰が

累進課税のため︑働けば働くだけよけい税

みてもこれほど不公平なことはない︒一体

達により︑全凹の水稲作付而萩はここ数年

収赴がぐんぐん伸び︑昭和三五年の全国平

殆んど変わらないのに︑一○アール当たり

全体どうしてこういうことになったのか︒

ここ二・三年注目を浴びているのは古米

均が四○○唾であったのが︑四二年は四五

や古々米の在廊辻の急蛸である︒昭和四○
年一○月末の古米は僅か五万トンにすぎな

唱と約一○％の増収となった︒それにつれ

三唱四三年は四四九唱︑四四年は四三五

三万トンだったのが︑昭和四三年度米では

政府買入錐も増え︑昭和三五年度米で六一

生産量の七○％に相当する一︑○○○余万

kOLノ

るようになり︑その金は税金から支払われ

︑

かったのが︑四年しかたってない昭和四四

年一○月末には約二○倍の五五○万トン
にもなり︑主食配給姓の一○ヵ月分をゆう

トンに達した︒他方︑消費の面では︑配給

に賄えるほどの量にまで増加した︒このま
ら︑米を保管する倉庫に困るのは勿論であ

ま無制限に作付けし政府買上げを続けたな

かった昭和三八年の一カ月分が六・七地で

人口一人当たり匡して政府売渡量が蝦も多

あったのが︑その後減少し続けて︑四三年

るが︑それより重大な問題は食管会計の赤
への売渡し価格よりも約二五％も高い価格

字が爆発的に膨脹することである︒消費者

／ の 寸 ､

一浩
江島

つつある︒作る米は多くなり消費する量が

よりも蛋白質︑カロリー食よりもビタミン

る︒米より麦︑澱粉よりも砂糖︑炭水化物

ことではなく︑農家の人達でさえ同様であ

って︑この傾向は何も非農家の人に限った

り日本人が米を食わなくなっているのであ

には六・一蛇と約一○％減となった︒つま

整すれば︑古米在庫量を減らすことは難か

え︑両者の差額一五○万トンの米を生産調

用を合わせ一︑二五○万トンと見積ったう

万トン︑消費量として主食・業務用・加工

の出来具合から平年総生産量を一︑四○○

その具体策をみよう︒ここ二・三年来の米

る方も五十歩百歩というほかないが︑まず

覚えではないが︑奨励金でつる方もつられ

の奨励金である︒

して保証しましょうというのが転作・休耕

得られる労働所得の分だけは政府が金を出

るから︑米作りをやらなくても︑米作りで

費を差引いた残額が米作り労働の所得であ

の販売代金から肥料費や農薬代その他物財

意味させていると考えられる︒つまり︑米

●相当し︑この六○％には米作りの所得率を

奨励金は単なる道具にすぎない︒生産調

食へと日本人全体の食生活が急激に変わり

しいが︑その増加を何とか食い止められる

業協同組合中央会と都道府県知事会に積極

減るのだから︑米が余るようになるのはあ

ンは︑米に代り他の作物を作る転作と︑何

れた︒何回かの話し合のすえ諸般の事情や

的に働き掛け︑農民説得の協力方を申し入

まる︒そこで当局は農民団体である全国農

るはずはない︒これでは︑食管会計の赤字

も作らずに水田を休ませる休耕で減産をは

むをえないとし︑産米の無制限買上げの意

整をやるかやらないかは農民の腹一つで決

は増すばかりで︑政府は悲鳴をあげ︑国民

に相当する二万八千ヘクタールの水田を︑

かり︑残り五○万トン分は︑その収穫面積

味での食管法堅持を条件に︑中央会は米の

たのである︒そして︑そのうち一○○万ト

の税金は無駄使いされるだけである︒こう

工場や住宅の用地その他に︑転用すること

な奨励金の保証をとりつけたうえで減産を

減産に協力することとなり︑知事会は十分

とゑて︑一五○万トンの減産計画を打出し

なれば︑誰が考えても米の生産調整以外は

で︑辻凄を合わせる腹づもりである︒全国

たりまえで︑おまけに︑米の値段は世界一

妙薬はなさそうである︒ところが生産調整

平均一○アール当たり三五︑○七三円は︑

高いときているから外国に売ろうにも売れ

はそうやすやすとゆくものではない︒政府

転作と休耕の奨励金であるが︑米一蛇当た

推進することとなり︑転作休耕の割当面積

あるところである︒

がどんな手をうつか︑そこが誰しも興味の

用許可基準ではとても無理で︑農林省は早

クタール余の転用は現行農地法及び農地転

速次官通達により水田の転用基準を大巾に

を受諾したのである︒また︑水田二万ヘ

っており︑一蛇当たり八一円は政府買上げ

全国平均一○アール当たり収量とほぼ見合

り八一円に四三三蛇を掛け合わせて算出し

そこで当局が考えついたのが例によって

を取り急ぎ今国会に上程した︒

緩和するとともに︑農協法と農地法の改正

二︑生産調整のやり方

奨励金である︒かつて米供出を促がすため

当たり換算額ｒ一三七円六○銭の約六○％に

価格一五○蛇当たり二○︑六四○円の一蛇

たと推定される︒四三三蛇は昭和四四年の

めに使おうというのである︒何とかの一つ

に出した奨励金を︑今度は米作を減らすた
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新都市計画法が成立し︑目下のところ線

こし︑条件がそろえばそれらの人達に月二

年間三︑七○○人の離農者に就業訓練を施

ら援助する離農対策をたてた︒すなわち︑

引き作業と公聴会・説明会が各地で行なわ

に五二○名の転職相談貝を配置すること︑

三︑○○○円を支給すること︑各都道府県

提供しよう︒

こで明かになったのは︑奨励金は昭和四五

中心とした総合農政国会の観が深いが︑そ

れている︒ところが︑この後にくるものと

こうして︑今国会は︑さながら米減産を

年度の一カ年に限ること︑奨励金に課税し

省内に﹁農外就業対策室﹂を設置すること

への高額な課税と︑それに因る宅地化の促

などを取り決め実施した︒

予定されていたのは︑市街化地域内の農地
進であった︒けれども︑農地所有者その他

タール︵米約一五○万トン分に相当する︶

の反対が強く︑大蔵省もこの計画を引っこ

ないこと︑向う三カ年に水田約三五万ヘク
の転用をすすめること︑法律解釈の問題と

めざるをえなかった︒都市勤労者の住宅難

の本質を探るため︑ここ数カ月の政府発言

れにしろ︑結論はあとにし︑米の生産調整

ンの減産はすでにあやぶまれている︒いず

題など多くの疑問点があり︑米一五○万ト

水田荒廃心問題・所得率六○％の可否の問

間胆・米との代替作物の川題・休耕に因る

農地の買上げ価格の問旭・買上げ資金の

や工業用水には商い金を払っているのに︑

慣行の検討を始めた︒表面の理由は飲料水

また︑建設省では︑農業用水をめぐる水利

宅地化促進の隠れ蓑であったわけである︒

のである︒つまり︑新都市計画法は艇地の

自由化に備えるねらいは全く水泡に帰した

え︑工鉱業製品のコストを引き下げて資本

と住居費の暴騰に続く賃金上昇を何とか抑

による農作業の省力化をとおして労働力を

意図しているとはいいながら︑大型機械化

農政そのものが︑農業の労働生産性向上を

のにほかならない︒すでに挫林省の基本法

から土地と労働力を取り上げようとするも

ろがこれらの諸政策は要約すると総て挫業

ろ︑その中心的な最重要政策である︒とこ

から︑米の生産調整と無縁ではなく︑むし

ものが米作問題を骨格としているのである

ための具体的方策であるが︑総合農政その

以上重要なものは︑いずれも総合農政の

限は可能であることなどである︒

して食管法の改正がなくても米の買上げ制

から当局の考え方を検討しよう︒

艇業用水だけはふんだんに使いながら只で

すでに常識となっている︒では︑今回の生

少し︑小麦輸入が著しく増大したことは︑

ディ会談以降わが国の小麦生産が急激に減

偶然か必然かは知らないが︑池田・ケネ

進連絡協議会﹂を設けて総合農政を側面か

さらに労働省では︑農民のための﹁転職促

て宅地難を解消しようとするものである︒

土地はまだ余るほど見付かり︑地価を下げ

水を十分確保し給水できれば宅地化可能な

あるというのである︒しかし本激は︑飲料

あるのはおかしい︒そこで再検討の必要が

地の転用に移ってしまっている︒このこと

しかも︑世論の焦点は転作や休耕よりも農

上︑米の代替作物は皆無というほかなく︑

柑・牛乳・野菜がすでにだぶついている以

に流れていなかったとはいいきれまい︒蜜

離艇と工業部門への就業促進の考え方が底

工業へ振り向け︑協業化による兼業農家と

三︑誰のための米生産調整か

の問題の答を出すため順を追って諸材料を

産調整で得するのは一体誰なのか︒以下こ
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農民年金による離農促進の問題や︑労働力

関心の的となっていることを示している︒

を如何にして農業部門から引き上げるかが

自体が︑農業近代化よりも︑土地と労働力

争に打ち勝つようにすべきである︒それに

就き︑農業生産力を高めて外国農業との競

者は思いきって農村から出て第二次産業に

る姑息な方法をきっぱりと止め︑離農する

調整奨励金など︑上くだけの所得増大に終

できない︒

変え︑米生産調整の本質を実現することは

もりでなければ垂農業を根底から本格的に

米の生産調整は右記のような意味で大改

北海道平田倹二相馬敏夫
神奈川山崎運吉三好凌石

″鎌形重敏〃

″竹蓋信義石橋香峰
″竹蓋鉄之助〃
″鈴木鉄太郎〃

″保科敬夫〃

″菅谷的〃

″菱木長良菅谷正雄

″白石文代〃
″田中貢〃
″中村庄司〃
″高石静一〃

″鎌田実〃・

″山形禎三郎〃

″篠田惣次〃

千葉県関根利雄渡辺正勇

入会者紹介者

︵昭和四十二年四月以降︶

新入会員芳名

︵東教大農学部助教授︶

不足の深刻化Ｉ賃金上昇によるコストアッ
は条件が必要である︒

第一は離農者の農外就業を終身保証する

プと卸売物価の恒常的上昇傾向の問題が大

こと︑第二に離農者に人並の住宅を一○○

きくクローズアップしてきたことを背景と
して︑昭和三○年以降の高度経済成長が︑

的借地農の形成を認めること︑第四に水田

た自立経営の育成や協業化を止めて資本家
の圃場条件を徹底して近代化することなど

％提供すること︑第三は農本主義に囚われ

を考え合わせるならば︑当然のこととして

である︒とりわけ︑現在の水田は夏に水浸

働力の急激な流出に支えられた歴史的事実
政界や財界の米生産調整に寄せる期待がど

しで水稲以外の作物栽培ができず︑狭小な

革新技術の導入もさることながら︑農村労

こにあるかぐらいは︑いわずともおのずか

圃場が散在し︑おまけに隣接圃場に影響な

ら明らかなはずである︒

件を変えずして何で農業経営が近代化でき

時代の圃場条件のままである︒この圃場条

く水の掛け引き・乾田化が困難という封建

零細経営によって営まれていても︑わが

四︑生産調整への対応策

国農業は経済の法則に逆らいきれるもので

革と農業近代化につらなっている︒そこで︑

贈生属ノ○

賃金の多い職場に人は集まる︒そして︑経

本腰を入れてやるのなら︑小手先の政策に

はない︒土地は高い金を出す所に集まり︑

営は労働生産力をもって相手をたおすまで

終始せず︑ケチケチした予算を使い二・三
って莫大な金をつぎ込承数十年をかけるつ

年で仕上げるようなことではなく︑思いき

ぶれるばかりで︑何としても農業経営の近
代化︵機械化と規模拡大と農法近代化︶は

競争しあう︒このままではわが国農業はつ

避けられない︒ならば︑米価引上げや生産
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五月の園芸

渡部弘
チューリップやサクラも終りをつげ︑春
の庭仕事も一段落といったところですが︑

これから梅雨までのひとときが︑本当に花
と緑を楽しむ季節だといえるでしょう︒ツ
ッジやサツキが群がって咲き︑バラは一年
な風情を添えてくれます︒

中で鮫もはなやかでありフジは晩春の静か

一︑ツヅジ・サツキの手入れ

二

五本の枝が一

ります︒とくに花が終ると一般に呼ばれる
﹁くるま枝﹂といって︑四

箇所から発生しますので︑なるべく一

んだぱあいは︑翌年の花つきが非常にわる

本に整理します︒夏から秋になって刈り込

七月

くなります︒したがって︑翌年の樹姿を整
え多くの花を咲かせるためには︑六

に花芽のつく枝をそろえ︑栄養分をたっぷ
りと貯えさせる必要がありますので︑油粕

ソ酸・カリ肥料を与えることが必要で︑六

つぎに︑枝の勢定に問題があります︒や

七月には是非とも施してください︒

たらに切りますと細かいつるがいっぱいで

て︑葉ばかり茂ることになります︒つまり〆

い短かいつるに翌年の花芽がつきますから︑

今年開花したつるとか︑それから伸びた太

これは大切に育てます︒枝の勇定は六月上

旬までか︑あるいは花芽ができ︑つるが伸

シ︑アブラムシ︑シンクイムシなどに喰い

をつける枝を充実させるためですから︑根

餌定するのは︑日照と通風をよくし︑花芽

を整理する程度がよいのです︒早めに枝を

びなくなった十月以降に︑伸びすぎたつる

あらされることが多いので︑デイプテレッ

く切り除くのです︒

元や幹から伸びた長い青いつるに限り︑早

なお︑たいせつな芽や葉が︑グンバィム

や配合肥料などを施してやります︒

クス乳剤を散布したり︑ダイシストン粒剤

手入れと掘り上げ

三︑春咲球根の開花後の

を株元におくなど︑予防・駆除に心がける
ことが肝心です︒

二︑フジの花を

ころまで楽しめます︒花ぐされを予防する

これにはいろいろな原因があり︑適当な対

いということをどこでもよく耳にします︒

フジが葉ばかり茂って︑さっぱり咲かな

まってからでは︑球根の位置もわかりにく

なったら掘り上げます︒葉が全部枯れてし

つう葉先が三分の一から半分ちかく黄色く

が黄ばんで︑やがて休眠にはいります︒ふ

ど春先に咲いた球根草花は︑じょじょに葉

チューリップ︑スイセン︑ヒヤシンスな

ためにも︑しぼんだ花びらや終った花は摘

策もありますので︑概要を説明いたします︒

毎年咲かせる手入れ

糸とって捨てましょう︒翌年に咲く花芽は

まず咲かない原因として︑チッ素肥料が

ツッジに続いて咲くサツキは︑六月中旬

七月ころまで︑にできますので花が終った

多すぎるといけません︒それでなるべくリ

いし︑分球しやすくなって︑掘り残しがで
でには充実した枝をつくっておく必要があ

ら早めに余分な枝を刈り込み︑土用入りま

︑︒

ＦＤ

︑０ノ

／０︑

アネ︑モネラナンキュラスなどは毎年掘り

チ三一Ｉリップ︑ヒヤシンス︑アイリス︑

根をほぐすのに苦労します︒そこで株分け

植えかえます︒根は太く入り乱れていて︑

傷めないように株を分け︑新しい鉢︑土に

が鉢の中に伸びていますからゃできるだけ

上げますが︑スイセン︑シラー︑スノード

の中に浸し︑これを振るようにして根土を

をするまえに︑鉢から抜き出した根株を水

きます︒

四

洗いおとします︒これで根茎の連絡がはっ

ロップ︑ハナニラ︑ムスカーなどは三
年掘り上げしても︑植えたままでもよいも

きりしますので︑郭定簿ハサミで切り分けま

年ほど植えたままでよく︑クロッカスは毎
のです︒スイセンもラッパや大盃スイセン

上ついていれば︑一本として株分けするこ

す︒ふつうの葉よりも小型のものが三枚以

三本つけるようにいたします︒

とができ︑根は一五センチくらいのものを

は︑夏の貯蔵中に腐りやすいものですから︑
上げて︑分球してすぐに植えます︒

秋までそのままでおき︑植えつけ前に掘り
二

五︑ゴムノキの取り木

発根は三○日くらいでミズ﹁一ケの外にで

ますから周囲にから染あうころに切りま

す︒ミズ斜コケを巻蛍うけた下のところを切

す︒

は強い光や風をさけた場所で手入れしま

かないようにして︑鉢に植え︑二１三日間

しかめてから︑切りはなします︒枝は︑乾

ってふて︑その生育に支障のないことをた

(蕊雀佳王焼る蕊ケで巻き）

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶
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掘りとる際は︑移植ゴテなどで球根を傷
つけないように注意し︑葉をつけたまま束
ねてカゲ干しにしておきます︒その後よく

茎幹の中ほどで根を出させ︑これを切りは

伸びすぎて見ぐるしくなったゴムノキを︑

なしてふやすには︑五月が適期です︒人工

乾いてから︑枯れ葉を除いてきれいに整理
し︑箱などに入れて︑風通しのよい棚の上

的に発根をよくするためには︑茎幹の皮を
環状に剥ぎとる方法が一般に行なわれます︒

て天井などに吊るしておきます︒なお︑掘
り上げ後は︑自然に分球するもの以外は︑

ナイフて形成層に達するまで表皮を幅一

などにならべておいたり︑網袋などに入れ

無理に分けないで︑秋の植えつけ前に分け

二センチ剥ぎとります︒

つようにひもでしばります︒

ます︒その上をビニール布で包承湿気を保

等コケを︑巻きつけだんどのような形につけ

皮を完全に剥ぎとったら水に浸したミズ

るようにしたほうがよいものでず︒

四︑シュロチク・

カンノンチクの株分け
いずれも︑分けつした新しい芽と地下茎

ゴムノキの取り木

》プ

つ

て

葉山修平

､
、

︲Ｉ

ムを呼んでいるときいてはいたが︑会場について一驚した六百

ているように思われるのだ︒話をむずかしくするつもりはな

は︑﹁萩大名﹂が持っている本当の笑いとは︑別の笑いを笑っ

ＩＬ

から﹁萩の花かな﹂まで︑何一つとして記憶できない愚か者で

ら教えてもらうということにあり諺第二に﹁七重﹂という初句

︑︑︑︑︑

あること︑だから太郎冠者が扇の骨を七本︑八本と開いて﹁七

いうプロンプターになることである︒そして笑いが最高頂にな

重八重﹂を示し︑ふくらはぎを見せて﹁萩の花かな﹂を示すと

るのは︑そうまで準備しても結局は大名が大失敗を演じてしま

ほどの座席が満員であるぽかりではなく︑八九割が若い男女の

い︒﹁萩大名﹂が初めて作られ︑初めて演じられたとき︑その

いる笑いを︑正しく笑っているであろうか︒どうやら私たち

うということにあるのだが︑私たちは﹁萩大名﹂が本来持って

観客で占められていたことだ︒会の世話役でもあり︑狂言研究

承を︑そこに感じ私たちとは別の笑いを笑ったにちがいない︒

時代の︑その観客は︑現在の私たちとはかなり異なったおかし

かりに﹁萩大名﹂が中世に作られたとすれば︑﹁大名﹂という

のだったろうし︑﹁萩大名﹂はいわば実在の大名を弧刺し︑批

判し︑瑚弄するものとしての意味があったはずである︒すでに

存在は︑現在私たちが見ることのできる政治家や大臣と同じも

して︑﹁萩大名﹂や﹁首引﹂は素人の私などにも十分おもしろ

常識として中世は公卿と武家︑僧侶と俗衆︑都会人と地方人と

﹁萩大名﹂﹁楽﹂﹁野老﹂﹁首引﹂の順序に演じれたが笛鼓

いものだった︒だが︑会場の笑いとどよめきの中にいるうち

﹁狂言﹂である︑ということになっている︒問題なのは︑現代

の対立があり互いに相手の弱点や欠点を暴露的に笑ったのが︑

︑︑

確かに私たちは︑テレビやラジオで﹁笑い﹂をみることがで

ちの笑いが存在しないということに通じないだろうか︒

︑︑

らないということである︒これは︑現代の狂言︑すなわち私た

︑︑︑

に生きている私たちが︑中世の笑いをわざわざ求めなければな

に︑私は何やら落着かない気持になっていた︒それはどこから

﹁萩大名﹂は︑周知のように萩の花を見物にいった大名が︑

なり私を襲ってきたようにも思われる︒

来るものだったろう︒それは初めの﹁萩大名﹂のときに︑いき

などの楽器だけの﹁楽﹂や舞狂言である﹁野老﹂はともかくと

ず︑他に二三ある狂言の会でも同じ傾向であるという︒

︑︑︑

であり︑高校生も混っているとのことであった︒この会に限ら

家でもある同行者の話では︑大部分が大学生か同じ年頃の男女

久しぶりに水道橋の能楽堂に狂言をふた︒狂言が静かなブー

ヤー

主人の求めに応じて即興の歌であるはずの﹁七重八重九重とこ

LOイノ

､
、

そ思ひしに十重咲きいづる萩の花かな﹂を詠むときの醜態を笑

きる︒万才やクイズやコントやナンセンスゲームなどに︑それ

′ 、 庁 、

笑
うものだが︑笑いの第一は大名が前もってこの歌を太郎冠者か

／ ､ 軍 ､ 、 ／ 、 ／ ー " 、 ゾ ー ン ヘ ー シ ン ー ヘ ジ 〜 晋

〜

一

一
一
へ

、 ヘ ハ ノ ー ／ 、 へ へ 〆 、 〆 シ ー ー タ シ ､ ‑ " 〆 ､ 一 、一

一 一 デ ー 一 一 一 、 へ 一 ハ ー ー ー ハ ー ー ハ ヘ
− − 、 ハ ハ ヘ 〆 、 等 へ 〆 、

など︑知的な遊戯的な笑いを承ることができよう︒︵クソおも

︑︑︑

なりの笑いを発散させているが︑﹁狂言﹂が中世という時代の

しろくない︑などという垂直思考型の動脈硬化の者どもに呪い

︑︑︑︑︑

勢いである意味に於て︑それらが現代という時代の笑いである
あれ︶

が︑江戸︵近世︶は﹁落語﹂﹁川柳﹂﹁滑稽本﹂などに︑この

ントのつくるケバヶバやアットオドロクタメゴローなどはもは
や論外としても︑笑いに生きねばならぬはずのハナシヵにした

侶・学者・医者もふくむ︶による支配下に秩序は保たれていた

時代独特の笑いを承ることができる︒表面的には武士階級︵僧

鎌倉・室町︵中世︶の笑いはすでに﹁狂言﹂にそれをふた

といえるであろうか︒最も盛んでるあように承えるテレピタレ

ところで︑江戸の笑いを骨董品のように演じることで辛うじて

が︑庶民はゑせかけの平和と繁栄の背後に︑因襲的な圧迫を感

︑︑︑︑︑

笑いを供給するのはいい方で︑ほとんどが﹁笑い﹂とは無縁な

じて抵抗し反逆を試ゑている︒しかし支配者の圧力のため︑暴

︑︑︑︑

リの舞踊に︑古代の笑いを見ることができるアメノウズメは天

老齢とは逆にこの世に未練が残るというのである︒

ずの僧侶でも︑出世して緋の衣を着る地位につく頃になると︑

確かめる手つきをして承せるのであり︑後者は浮世を捨てたは

ままごと遊びの時でさえ見よう見まねで︑親が袖の下の金額を

前者は文字通りソデノシタをいつも貰っている役人の子供は︑

緋の衣着れば浮世が惜しくなり

役人の子はにぎにぎをよく覚え

ようだ︒

露的︑誠刺的な笑いの形をとり︑表現も屈曲したものとなった

奇妙な存在になってしまっている︒セッコやヨシコやチマタデ
だが時代の笑いは特定の芸人などから生れるものではないよ

︑︑︑︑︑

︿は︑げいにもさまにもならないのである︒

うである︒国家や民族がそれぞれ固有独特の笑いを持っている
︑︑︑︑︑

ように︑一つの時代や社会は特有な笑いを持っているがそれは
その時代の社会や人間の意志感情が︑自然に時代の笑いを形成
するように思われる︒

の岩戸の前でほとんど半裸になって陰部までのぞかせて踊った

私たちは﹁古事記﹂のアメノウズメや﹁日本書紀﹂のホスセ

し︑ホスセリは足をあげ腰を奇妙にもじって踊ったのだ︒これ

さて︑現代はいろいろの意味で江戸を思わせるようである︒

︑︑︑

をゑた神々たちは健康で粗野な洪笑をあげたとある︒︵現代の

誰がいいだしたものか﹁昭和元禄﹂というのも︑単なるごろあ

現代の笑いを私たちは持つべきだろう︒能楽堂にやってきた若

︑︑︑︑︑

ストリップと思えばいいが︑現代の観客は笑う余裕がないこと

しゑとを内に秘めて時代の笑いを持ったと同じ意味において︑

わせではないようにも思われる︒江戸の笑いが庶民の憤りと悲

い人たちが︑﹁狂言﹂の笑いの中に逃避して︑現代の笑いを持

︑︑︑︑︑

に注意せよ︒そして大らかにこれを笑えた神をたちの承が国を

︑︑

肇めることができたのである︶

また﹁枕草子﹂﹁源氏物語﹂﹁今昔物語﹂などに︑︵平安︶

︵第二五頁につづく︶

︑︑︑︑︑

中古の笑いを象ることができる︒恋人の糞を承れば恋慕が断ち

っていない空しさに眼をつむっている︑などというつもりはな

︑︑︑︑︑

切れると考えた平中が︑その糞をむしゃむしゃと食ってしまう
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弘道歌壇
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１１
井上学麿選

千葉県加藤己之

籍

秋田県山田礼智

山峡の校舎は雪に埋もれて柔道の声ひびききたりぬ︵す
る声ひびきてきこゆ︶

若人の投げ合ふ音もなつかしぐ︵親しみて︶ききつつあ
れば夜は更けにけり

冬の夜の裸電球の灯のもとで声をかけあふ村の若人

若人は山の校舎の灯のもとで凍れる夜を空手競へり

する

大方の友はも︵友ら︶村を去りにけり残る若人よるを汗

若人は︵ら︶帰り行きけりひとりして宿直しをれぱ︵す

上﹈のい

大寒に山越えくれば丁丁と木を伐る音の谷に響かふ

千葉県八代義昌
三十

やがて越す米寿の坂も何かある︵のその︶精神年齢正に

るひとりのわれに︶夜まはりの音

山里に畠もる老いの健やかに汗する︵かく︶までに冬も

初日の出犬吠岬も波静か巌にとよむ初潮の色

伊勢の海神代ながらの巌いくつ波穏やかに旭さすなり
三重県新家たかし

ふるさとの庭の柿の木秋くれば実を椀ぎ食ひしむかしを

晩学を噸けられつ上只管に国文学にいそしみて来し

︵日とてなく︶

出征中父世を去りて三十年その面影の消ゆる日はなし

庭の稀の今見頃なる

おもふ︵たる少年の頃遠し︶

老いづきてなす︵何のなす︶こともなく生きてゆく現の

降る雪に折られし枝に︵雪に枝折られしままに︶花つけて

山里の冬日短かくたそがれて古家の軒に迫る夕闇

妻とは

青杉のしづもる鶏を上りきて冬を汗ばむわれと︵老し

白甲フつ

道問へぱ直ぐ教へてくれし子のふり返りつつ芹の畦ゆく

米俵飾れる土間に鰍や鎌も磨き並べて七五三純を張る

つ︶寂しも︵む︶

風冷えて時雨るる庭にコスモスの残りの花を見れば︵つ

夜ごと焚く風呂に痩躯を媛めて寒を養ふ老いの此の頃

1

われの日日の空しさ
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i

ふ︵いづ方に鳴る秋祭の太鼓の音か聞ゆる心地すふるさとの追憶︶

いづ方に鳴るか祭の大鼓の音聞ゆるごとしふるさとを憶

吾が眼右と左の視力差に陽の出陽の入り大きくも見ゆ

り

如何ならむ人か知らぬど名のありて菓子一袋入口にあ

吹きうつるいぶきのさぎりまだまなしぶすまるなしてう

鋤く

歌井上学麿

米足り︵余り︶て力抜けたる農なれど薄氷ふゑて苗代田

賜はりし師の短冊を見て嬉し八十七︵歳︶の強き筆勢

ふるうれしさ

むづかしき事多かれど譲りあひて換地総会︵睦しく︶終

沖縄の返還決りて声強く故国に伝ふる首相頼もし

むかは︶火炎漫投ぐ︵げ︶

沖維の返還望むといひながら何阻むらむ︵やから達なぞ阻

同菅谷喜一

医院より帰る四粁をくるまもて吾を送りぬ歌の教へ子

︵る︶

停年に猶間あれども退職を思ひこの頃戸惑ふ吾は

千葉県並木文比古
独りゐの庭は籍も届かねば霜にも萎えず︵ｅ苔の生え
たる︵畳める︶

霜柱立つ麦畑に東風吹きてわづかに青む芽だち痛まし
寒空に季を越す︵ゅ︶鉢花盛りゐて萎えた︵えゐ︶る老
の心はげます

同菅谷義太郎
在りし世の妻に見せ得ぬコスモスの変種の白き花はまた
さく

八十をはるか過ぎしと医師が言ひて死ぬるもよしと︵は︶

黙しをれども
開けゆく世にはあれどもいまもなほ︵いつもまだ︶男の

吹き棄つるいぶきのさぎりに生りませる神の承名かもう

たとなるらむ

すらノ︑と詠む︵はそれ︶こそ歌と聞くもの︵なる︶を字

たのことばは

長生き少なかりけり
余り多きは聞くもなやまし

如何ならむ意味やあるらむゲバといひ新聞にあり︵見え
て︶知る人もなし︵居ず︶

世に広く女子の百歳聞ゆれど何時も男のそれは少なし

（40）

二

今云生ロ

日時昭和四十五年

日本弘道会第六十八回定期総会

一編集後記一
富士一つ埋み残して若葉かな蕪村
見渡す賑りの若葉Ｉ緑一色の五月の
日本は実にすばらしい︒それに腹一杯に
風をはらんで五月暗の大空を飾る鯉のぼ
か︒昔は端午の節句︑今は子供の日とな

りも日本ならではの風物詩でもあろう

五月二十四日︵日︶

評議員会午前十時

その急激な推移をとつくりと考える日で

とも読み合わせて単なる郷愁ではなく︑

が講演される︒この日は大日本帝国憲法

開いて岸信介︑谷口雅春︑山岸信子三氏

日本武道館で第二回自主憲法国民大会を

んにくり返されている︒今年はこの日︑

る︒日本国憲法についての論議は今日盛

◇憲法記念日も︑今年で二十四回目であ

けているＯ

大らかさ︑雄をしさをそれとなく呼びか

ましている︒さらに大人の心にも豊かさ

って幸先を祝う子供の夢を大きくふくら

総会午前十一時三十分
︵寿昌式︶

場所千代田区西神田三ノーノ六
本館会議室︵唖堰蔭雄榊段函榊率先丁︶

其の他

役員改選

昭和四十五年度事業計画

昭和四十四年度事業報告

昭和四十五年度予算

議題昭和四十四年度決算

昼食懇談
会祖法要午後二時
右の通り開催︵会費不用︶致しますの

魂百まで﹂のことわざの真価を実証され

◇大脳生理学が大いに進んで﹁三つ子の

もあろうか︒

でお繰合せの上ご参会の程願い上げま

ている今日︑さらに月にも飛べる宇宙時

文京区千駄木養源寺

す︒

代の今日︑幼児教育はいよいよその重要

性が認識されて来ている︒全国教育研究

所連盟︵委員長平塚博士︶の発表による

保育所︑幼稚園︑学校にお任せという︒

と殆どの家庭では︑その最も大切な膜を

八︑九歳までに決定するとすれば︑事は

日本をやがて世界を荷う生涯の基盤が

重大である︒本年の国際教育年に当り子

士を初めその道の先生方の玉稲を味読さ

供の日に因んで本号を特集した︒平塚博

れ−日も早くこれが実行にとりくんで頂

きたい念願に外ならないのである︒︵渡︶

弘道売価一冊金四十円
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東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区西神田三ノーノ六

噸癖焼渡辺正勇
印刷人春山宇平

昭和四十五年五月一日発行

昭和四十五年四月二十五日印刷

￨

ご挨拶ｌ﹃大日本教育会雑誌全号﹄複刻の主旨Ｉ

昭和四十四年七月二十日

央︑地方の具体的な教育事情を記して時代の推移を余すなく伝
えてくれる好資料であります︒しかし︑遺憾ながら︑従来まで
この資料の完全な保存のなされているところはほとんどなく︑
このため研究上の不便をかこつ面も少なからず見受けられて参
りました︒弊店は今回その欠号を補って完全なものとし︑新資
料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個
人の座右にもそなえて研究の便に資したい意向であります︒
複刻全号二十九冊︑また別巻として全目録と解題をとりそろ
え︑復刻出版する次第であります︒第一回配本は既に三月発売︒
第二回配本は印刷の都合上延引致しましたが︑ようやく九月発
売となりました︒全目録と解題は十一月頃の予定で準備中であ
ります︒何とぞ弊店の微意をお掬みとり下さいまして︑今回の
複刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒

本資料であります︒即ち当時の教育学説思想はもとより︑中

弊店はさきに﹃文部省年表﹄の複刻を試み目下第三十八年報
まで進行いたしておりますが︑幸いに江湖の好評をえまして︑
全号複刻の完結をめざして鋭意努力いたしております︒
さて︑このほど斯界の要望によりまして︑右の企画を一そう
充実させ︑永続的な事業とすべく︑﹁近代日本教育資料叢書﹂
人物篇・史料篇の刊行を計画し︑監修者として︑石川謙︑大久
保利謙︑海後宗臣の権威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公
開出版を試承ることに踏みきりました︒
その手はじめとしまして︑既に予告申しあげ︑各位からも久
しく待望されております﹃森有謹全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来と承に各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑み︑﹃大日本教育会雑誌﹄の全号複刻を
実施することといたしました︒本資料は言うまでもなく︑数多
い教育雑誌中の白眉とも申すべく︑とりわけわが国の近代教育
制度が確立する明治中期以降の研究には欠くことのできない基

｜

監修

大久保利謙

石川謙
海後宗臣

史料篇

近代日本教育資料叢書郵榊蒜

大日本教育会雑誌

自明治十六年十一月 全 三 十 巻 解 題 共
至明治二十九年十月

頒価十二万円分売不可

評細唖唾編第一巻至第十四巻全十四冊頒価五万六千円

第三十八年報五十三鵬鴇繍

全十六冊頒価六万四千円

昭和四十四年九月
第十五巻至第三十巻解題共

第二回配本

文部省蔓年報

頒価二十四万九千百円

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号

諒宣文堂害店

出版部

電話︷雑一一一一詑加一一一却需

振替東京一三二六○一番

