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︹巻頭言︺

心身の健康を
相馬敏夫

心身相関という語がある︒それは心理と生理とはその作用活動が直接
に関係することを意味したものであって︑我為の日常生活において︑心
に怒を発すれば身体にもそれに適応する状態のあらわれることは一般に
経験することであるが︑そのような自然的な相関現象ではなくて意識的
に心にもないことを言ったり行ったりすることも共同社会の一員である
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以上やむを得ない場合がある︒然しその内容が共同生活の保持︑向上に
害があるならば︑たとえそれが当面ｎ分白身の利益には役立つものであ
っても︑そのような行動はとるべきてはないと思うＯ

へ

西村先生が泊翁厄言の内において﹁凡そ人の行為の悪に陥らんとする
を救い︑風俗の額敗に傾かんとするを警め政事の邪路に向はんとするを
諌むる等の語は少しく激切ならざるべからず云々﹂と説いておられるが︑
この外にも今の我をとして拳々服店すべき遺訓が多いと思う︒

﹁小人は己に利することの象を以て心とし其姦を為するや千態万状極
まりなしと雌ども大抵上官に妬び下民を虐するの二事は必ず之を為さざ
るものなし云々﹂と述べておられるのもその一つである︒然し先生の警
に直面していると思えてならぬ︒我々はこの際心身両全こそ果すべく一

へ

ｰ

十
1

世の言にも拘らわず日本の現状は何れの面においても誠に由々しき事態

I

層努むくきであると思う︒︵五二︑九︑九︶︵監事︶

F 、 へ 〜 一 シ シ ー ､ 一 ／ 、 〜 シ ー ー

た道徳的しつけの大半はごく些細な事柄から成っていたよ

英国での私の幼年時代を振り返って承ると︑母から受け

はあったが︑私達が食卓を囲んで座る食事の時間に︑それ

一日のほかの時や︑場所︑情況でも行儀が云々されること

、 ＝ ノ

Ｊ学校と家庭における心の教育と形の教育ピーター・ミルワード﹄

うである︒大抵私達が一緒に食卓に着いている時︑それは

って行儀とは主として食卓での行儀のようなものであった︒

らはいわばクレッセンドとなり高まっていった︒私達にと

こういうことは真の道徳とは殆ど関係のない︑つまらぬ

最も母の監視下に置かれた時であるので︑母は私達にあれ
これと指図した︒私達は子供心に︑この世で行儀よく食べ

外面的なことに見えるかもしれない︒しかし私には︑詩人

﹁肘をテーブルからお離しなさいｏ﹂﹁物を口に含んだま

ることほど面倒なことはないと思ったほどである︒

人にとって﹂︑とりわけ小さなる子供にとって︑﹁重要な意

ゴールドスミスの言うように︑﹁これらの小さなことは小

ォークを握っていてはいけません︒﹂﹁その本を下にお置き

人を愛しなさいとか︑隣人を愛しなさいと言ったにしても︑

味を持っている﹂ように思われる︒小さな子に︑すべての

まで話してはいけません○﹂﹁使っていない時にナイフやフ

なさい︒お食事中は本を読むものではありませんよ︒﹂﹁そ

べてに感謝を表わしなさいといつも言ってゑたところで︑

子供はとまどうだけであろう︒子供にはＩ多くは大人でさ

何を言っているのかわからないであろうし︑受けたものす

食卓で母が口を開くと︑そういった言葉がぽんぽん飛び

んなにお皿の上に屈み込まないで︒﹂﹁⁝⁝して下さい︑と

出した︒母はそれらの繰り返しに一向に飽きる様子もなく︑

なければならない︒﹁何か頼む時には︑．⁝：を下さい︑と

えｌそのような漠然とした言い方でなく︑もっと明確にし

おっしゃい︒ありがとう︑は？﹂

また私達とて飽きもせずに忘れてしまったのだった︒勿論

rワ、

それを思い出させなければならない︒子供はそういった道

いね︒﹂と前もって子供に言ったにしても︑幾度も幾度も

おっしゃい︒何か受け取ったら︑ありがとう︑とおっしゃ

フォークを握っているといった︑私が母に絶えず省められ

杯入れたままでしゃべるとか︑食べていない時にナイフと

に述べた︑テーブルに肘をついて食事をするとか︑口に一

顕著であるがｌ未開人のように振舞う傾向に見られる︒先

そのような食卓での礼儀は単に形式上の問題か︑社会的

学校教育よりむしろ家庭教育の重要な務めである︒

を野蛮な未開人から礼儀正しい文明人に変貌させるのは︑

た振舞は明らかに未開人の振舞である︒そして小さな子供

徳上の訓戒は性に合わないので︑いつも忘れてしまうので
ある︒

子供は︑殊に行きずりの人には確かに︑天使のように見

習慣と思われるかもしれない︒おそらく︑いくらかはそれ

えるものである︒﹁なんて可愛らしいちいちゃな天使でし
ったら︑すぐにお考えをお変えになりますわ︒この子の振

は形式や習慣以上のものである︒それらは周りの人殉に対

ょう︒﹂と感嘆の声を放つと︑﹁家でのこの子を見聞きなさ

し敬意を表わす個有のやり方である︒そして敬意︑つまり

でも家庭によって異なってしかるべきである︒しかし多く

言うまでもなく︑動物であり天使であるというのが真実

丁重さは洗練された社会や真正な文明の基本的な美徳であ

だけのものであろう︒従って国民により異なり︑同じ国民

である︒小さな子供はｌ大人になった時も同様ｌ妙な具合

る︒口に一杯食物を入れたままで話すことが無作法であり

が現実の母親の答である︒

に逆説的である︒何か天使的なものがあり︑悪戯をしても

舞といったら︑天使どころか動物象たい︲ですｏ﹂というの

可愛くあどけない︒しかし︑子供によって多少の差はある

の習慣だからではなく︑話しかけている人に対する無礼の

しるしだからである︒それは口の中にあるものを食べてし

野蛮であるのは︑それが単に英国人というある特定の国民

まうまで待てないほどの物臭か︑せっかちか︑自制心のな

が︑明らかに動物的なものも持っている︒彼らは人間性に
余す所なく例証し︑両方共真実であることを示して二者択

ついての古い東洋の二つの説ｌ性善説と性悪説ｌの真理を
一は無駄と証明している︒すべての人間には︑誕生した時

さを示し︑いや︑そもそも欲ばって詰め込染過ぎてしまっ

子供達は当然親から言われる﹁しなさい﹂と﹁してはい

たことを表わしている︒

から何か善いところと︑また悪いところがある︒

それは子供達の善い性質を養い育て︑悪く手におえない癖

けない﹂の理由がいつもわかるわけではない︒良い子だっ

これが学校と家庭における全教育の原理と基礎であり︑

を抑えることにある︒動物的な面はｌ女の子より男の子に

（3）

われてくる︒このように子供達は本来の未開の状態を脱し

んでいき︑形式の中に潜んでいるものが次第に心の中に現

いけば︑外形上の細かい点は次第に子供の頭と心にし桑込

たら︑そう言われるだけで十分である︒そして快く従って

いることを一般的な言葉で思い出させるだけで十分になる︒

ばならない︒しかし子供が成長すると︑もうすでに知って

きわめて具体的にはっきりと︑その時その場で示さなけれ

その詳細を示す必要がある︒こういう細かな点は︑最初は

て︑周りの人に丁寧な︑受けたものに感謝できる礼儀正し

ん大きくなると当然︑自分がするように言われたことをな

それと共に理由を付け加えるのもよかろう︒子供がだんだ

教師はそれぞれが自分の専門に応じて単に英語や数学︑歴

あらゆる学校の中心に置かなければならないと私は思う︒

いった授業はさておき︑道徳教育の理想をすべての教育︑

するのもむくなるかなである︒しかし大切なことは︑そう

用について大いに論じられ︑また︑この問題に議論が百出

昨今日本では﹁道徳教育﹂という特別な授業の内容と効

少の一ＣＯ

た質問をする時︑子供には道理にかなった答を得る権利が

ぜやらねばならないのか知りたがるものである︒そういっ

い子供になっていく︒かくして礼儀作法の教育は道徳にな
るのである︒

私はこれこそ教育︑体育でも知育でもない︑道徳教育の
勘所と確信している︒それは子供が初めて学校へ行き︑い
ろいろな先生の影響を受けるずっと以前に始まっている︒

生れた時から始まるとも言える︒だから子供の両親︑とり
わけ母親の特別な責任である︒赤ん坊には利己的な本能が
ある︒たとえ泣き叫んでも︑これは抑え︑正さなければな
らない︒しかし赤ん坊には寛大で︑貰ったものを与えよう
とする本能もあるので︑これは励まし︑ほぼえ象と笑いで

徳的振舞の教師でもある︒生徒に特定の教科を教えるより

史や体育の教師であるだけでなく︑また︑何にもまして道

他方︑道徳教育は家庭の桑に限ったものではない︒決し

報いてやらなければならない︒

て家庭だけがその場ではなく︑学校も︑他に子供達がいた
つまるところ︑道徳は正しく振舞うという問題であり︑そ

なわるさをするような悪い性格の持主であるとしたら︑た

り︑嘘をついたり︑ごまかしたり︑学校全体に係わるよう

ためを思うべきである︒つまるところ︑生徒が盗糸をした

先に︑まず授業中は良き訓育を行ない︑授業外でも生徒の

の振舞は少くとも目覚めた意識の中で私達がどのような質

り行動したりするところはどこでも︑重要な場なのである︒

の動きをするかということである︒子供にはいつも子供の

うか︒

とえ英語や歴史や他のことに秀でていても何の意味があろ

責任を持っている人達が正しい振舞とはいかなるものか︑

（4）

先頃私は東京のある高校を訪れた︒そこでは生徒達はと

和︑感謝の心といった様之な道徳上の題目について生徒の

戦争前の日本のすべての学校のやり方であるのはわかるが︑

の言うことに興味を示し︑質問には敏捷に答えた︒これは

た時でさえ笑い声も話し声も起こらなかった︒彼らは先生

し︑先生の合図を待って着席した︒先生が黒板の方を向い

いかなる道徳的理想も︑どんなに古臭く見えようと︑人間

化をつけて何か他のことを聞きたいと思っている︒しかし

り︑もう二度と繰り返して聞きたくない︒そうではなく変

いことは私にもわかる︒私達は何通も前に聞いたことがあ

道徳的教訓が︑いささか古臭くありふれていることが多

考えを書かせたり︑話させたりするのも悪くない︒

果して日本にこのような学校がいくつあるだろうかと首を

心を引きつけるものを秘めている︒私達が人間である限り︑

行動の一つの尊い基準の表現であるので︑その中に激しく

りわけ礼儀正しかった︒先生が教室に入るや起立して礼を

かしげざるをえなかった︒言うまでもなく︑そのような規

人間の行動ｌかくあるだけでなく︑かくあるべし

律は行き過ぎると︑先徒達から進取の気性や生来の活力を

関心を懐くのは当然である︒シェイクスピアの劇のつきせ

に深い

奪ってしまうこともあり得る︒しかし規律のⅡ的は生来の

人間を︑性格とか動機だけでなく︑その行動を描いている︒

ぬ興味は︑正にこの点にある︒シェイクスピアは劇の中で

活力を抑圧することではなく︑導いていくことである︒

人間は何をするのか︑そして少くとも何をすべきなのか

そのような学校で︑特に﹁道徳教育﹂に当てられた授業
をすることの狙いは何であろうか︑という疑問も起こって

でなく︑真正な行ないの理想とは何かを提示し続けている

をすべきか︑何をすべきでないかを私達に告げているだけ

すべきであったのかｌ密かに示している︒彼の劇は単に何

きた︒普段ならすべての授業に散らばっているあらゆる
﹁すべし﹂︑﹁すべからず﹂を集め︑道徳的訓戒の濃縮した

薬の一服にすることだろうか︒決してそんなはずはない︒

その内的核心つまり精髄へと︑モーゼの十戒のような道徳

経て青年期に至る成長に伴い︑道徳教育は外的な形から︑

ので︑それ自体︑万人に適した道徳教育の一形態である︒

ト達の書物ｌキリストの山上の垂訓︑仏陀の煩悩の火につ

的戒律から︑キリストにおける神の愛の極致といった道徳

えることができるだけと思われる︒そのような授業で︑特

私には道徳的勧告は必要が生じた際に︑ほんの少しずつ与

いての説教︑孔子の﹁論語﹂︑アウグスチヌスの﹁告白﹂︑

上の極致まで順を追って動いていくのである︒前者は後者

かようにして︑家庭でも学校でも︑幼児期から少年期を

パスカルの﹁パンセ﹂ｌなどからの抜粋を学ぶことである︒

に高学年でやってみたらよいと思うのは︑名高いモラリス

あるいは老人を敬うとか︑婦人に対する親切とか︑世界平

（5）

に対立するものではなく︑子供の心に次第に明けそめてい
く理性の光で︑むしろ後者に至ると言えよう︒

子供は︑たとえしたくなくとも︑しなければならないこ
とから︑それが自分にとって最善とわかるので心の底から

Ｉ
１Ｊ
現代青少年の道徳意識

したくなることへと導かれるのであり︑人間の社会の象な
ある人となっていく︒

らず︑天使や神御自身の世界の礼儀を身に着けた真に教養

︵上智大学教授︶︵高野実代訳︶

坂本稔

つなことは経済的に豊かなことよりも愛情が豊かなこと︵八二％︶

％︑母親とは八一％が対話の機会をもっている︒家庭生活でたいせ

回︶をもとに紹介すると︑両親との対話については︑父親とは五二

和五十年度に実施した﹁青少年の連帯感などに関する調査﹂︵第二

まず︑平均的な現代青少年像の一端を総理府青少年対策本部が昭

うかがわれるのかもしれない︒

﹁青少年意識調査﹂と﹁警察白書﹂から

まず青少年に関する意識調査あるいは警察白書等からうかがわれ
る現代の青少年像と最近の非行の実態を述べ最後にこれらの実態を
踏まえて青少年のしつけ︑教育など育成上の問題点について述べる︒
現代の青少年の特徴としてよくいわれることは︑長所としては︑
短所としては︑自己中心的地利那的︑独善的︑個人としての判断力︑

である︒老後の親をやしなうことについては︑どんなことをしてで

明朗率直︑合理的なものの考え方に立ち自己主張に積極的等であり︑
実行力︑社会的な使命感に乏しい︑無気力・無関心・無責任︑奉仕

分の才能が生かせる職場︵六三賂︶であり︑人が働く気持としては︑

もあるいは生活力に応じて扶養する︵八七％︶︒働きたい職場は自

一応思い当るふしのある特徴であるが︑これを立証するような意

的精神の欠如等々が並べられる︒

識調査はなかなか承つからない︒その点に焦点を絞った多面的な価

人は七八％が持っている︒日本が世界に誇れるものがあると答えた

をのばすために働く︵三五％︶のである︒心をうちあけて話せる友

もの八二％︵伝統と独自の文化︑勤勉︑美しい国土等︶などごく健

働くことは社会人としてのつとめである︵三八％︶し︑自分の才能

た特徴はごく極端な例をとらえた相対的な傾向であるのだろうか︒

値観調査でも実施しないと分らないのか︑あるいはここに挙げられ
ただ︑それらは︑現代青少年の極端な例ともいえる非行の面に若干
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こととしては︑今の日本の社会について︑あきたらないと感じてい

全かつ常識的な面があるが︑現代青少年の特色が若干表われている
る者五六％︵理由は正しいと思うことが通らないなど︶︑日の丸の
らし方については︑金や名誉を考えずに︑内分の趣味に合ったくら

旗をゑて︑なんとも感じない者四四％︑愛着を感じる者三○％︑く
し方をする︵五五％︶のと︑その日その日をくよくよしないでくら
す︵二三％︶のが圧倒的に多い︒悩みや心配ごとを相談するのは友
だち︵四九％︶が多く︑ついで母︵三九％︶︑父︵一八％︶である︒
どんなときに生きがいを感じるかについてはスポーツや趣味に打ち

昭和四八年頃から再び増加傾向が表われ第三のピークになりそうだ

ということである︒最近の非行の特徴をみると︑第一に非行の人口

る︒昭和五一年度のそれは︑青少年︵二○歳未満︶の場合一二・二

比︵一○○○人に何人︶が成人の四倍に達していることが挙げられ

に対し︑成人は三・一である︒すう勢としても成人では一貫して減

い︒戦前はむしろ逆であったというデータもある︵昭和十一年︑未

少傾向にあるのに︑青少年の場合波を描きながらも減少はしていな

成年三・二︑成人一○・六︶︒それだけ戦後青少年の非行が増えて

いるということである︒第二に︑青少年非行の四分の三︵したがっ

車掌や警察官に連絡する︵三○％︶がそれに次いで多い︒危険にま

中の暴力については︑なり行きを桑ている︵三一％︶が一番多く︑

年は一八四という伸びである︒ここでも︑窃盗の割合が非常に多い

加していることが注目される︒昭和四七年を一○○として昭和五一

に窃盗が多い︒第四に︑岐近の顕著な特徴として︑女子の非行が増

ものが増加している︒第三に︑中・高校生が七割を占め︑中でも特

ト禄ハイ盗などのように手段が容易で動機が単純な遊び的色彩の強い

て大部分︶は窃盗犯である︒そのうちでも万引き︑自転車盗︑オー

きこまれないように退避する︵一六％︶と合わせてさわらぬ神にた

︵九三％︶︒割合や伸び率では高くないが︑女子の恐かつ︑集団暴行︑

倒的で仕事に打ち込んでいるとき︵一六％︶が続いている︒電車の

込んでいるとき︵四五％︶と友人や仲間といるとき︵四四％︶が圧

たりなしの傾向が強い︒自分の生活自体には七四影が満足している︒

動力を利用して︑広域にわたって強盗︑強姦等の悪質な犯罪を行っ

多発している︒暴走族は︑車による暴走行為にとどまらず︑その機

対する暴力事件が増加している︒第七に︑暴走族による悪質事犯が

春や不純異性交遊等性の逸脱行動が目立っている︒第六に︑教師に

リンチ等の洲暴犯も顕在化している︒第五に︑女子中︑商校生の売

次に︑非行の実態について述べるＯ非行青少年の数は同年齢層の
中ではわずか一％をちょっと超える程度で︑ある特定の一部の実態
とも考えられるが︑非行を犯すに至った背景には現代の社会的状況
等があり︑又︑現代青少年の悩象や傾向の極端なケースとも考えら
って︑いわば氷山の一角とも考えられるので︑非行の問題を青少年

れ︑さらに割合こそ少ないが︑この数字は表面に表われたものであ

以上のように︑青少年非行が成人の犯罪に比較して増加している

ている︒第八に︑シンナー等の乱用のまん延である︒

や粗暴犯にも問題がないわけではないが︑圧倒的に多いのは万引等

傾向は憂うべきものであるが︑これを︑なお子細にみると︑凶悪犯

さて︑簸近︑青少年の非行が増加しはじめ︑戦後第三のピークを

の育成の問題の手がかりとして考える意味があると思われる︒

一のピーク︑高度経済成長期の昭和三九年が第二のピーク︑そして

迎えたといわれている︒即ち︑戦後の混乱期である昭和二六年が第
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の遊び的犯罪である︒遊び的犯罪といっても罪は罪である︒遊び的
犯罪が多いからといって安心はできない︒万引は集団的犯行が多く
付和雷同的に加わるものも多いようである︒又︑戦前の看板をとっ
てくるとかすいかや柿をとるとかいった稚気的盗象に似たいたずら
っ気やスリルを楽しむ傾向もあるだろう︒したがって︑さしてかれ
らには悪いことをしているという意識はないのだろう︒しかし︑そ

女子の中・高生の性的逸脱行為については︑つとに週刊誌等の一記

実力や適性に応じた進路指導が望まれる︒

事にも表われているが︑最近の白書等の報告を象ると︑それが必ず

しも週刊誌の興味本位の誇張的表現とばかりいえないような現状で

あるらしい︒中・高校生が売春行為をするのにさして罪悪感や抵抗

ころも大きいだろうが︑ここにも倫理感や克己心の欠如等が如実に

たいところである︒低俗雑誌や映画等性解放の風潮に影響されると

感を抱いていないような事例は︑常識的な大人の感覚では理解しが

の欠如がこわい︒このような付和雷同性や倫理観念の欠如は︑自主

れによって被害者は迷惑するのだし︑そういった初歩的な倫理観念
制の欠如あるいは克己心︑抑制力の欠如にもつながる︒これらが欠

以上のような非行対策としては︑まず健全な心身の発達をうなが

うかがわれる︒

す個の充実が望まれる︒その中で︑特に︑こらえ性根といった克己

如していなければ︑だれからさそわれようと︑欲しいものがあって
も心に抑止力が働いて万引等の犯罪は犯さないはずである︒この点︑

心のかん養︑健全な倫理感のうえつけが緊要である︒それには︑家

次に︑最近顕著となった女子の非行の原因としては︑いろいろ考

する自信を喪失していては困る︒又︑学校の教師が生徒からの信頼

必要である︒この場合︑親が子供の行動に無関心であったり︑指導

が必要であろう︒

青少年の健全な倫理観の養成と自主性や克己心等の抑止力のかん養

えられようが︑一つの大きな要因として︑高校進学率の上昇に伴う

庭や学校における︑ある程度きびしさを伴ったしつけないし教育が

落ちこぼれ現象が関係しているようである︒その一つの表われとし

に相談するという割合は極端に低い︵約五彩︶︒教師が相談相手と

しても期待されていないということは淋しいことである︒かれらは︑

感を確保することが重要である︒諸調査によると︑悩警﹂とを教師

行が増加し︑悪性化してきたことが注目される︒統計的数字だけを

では限界があろう︒

その代りに友人︑仲間に期待している︒しかし︑同程度の相談相手

て︑女子の高校進学率が四九年から男子を上回った時点から少女非
承ていると︑高校進学率が九○％を超え︑高校全入に近くなってき

又︑発散すべき手不ルギーをもてあましているのである︒適切な指

のための条件が整えば︑かれらは友人や仲間を求めているのである︒

備の必要を挙げる︒健全な団体活動やスポーツあるいは文化的活動

最後に︑青少年の社会参加の推進と自由時間活用のための条件整

たことは︑日本の学歴水準の高さを示すものとして喜ばしいものと
も思えるが︑一面︑周囲からすすめられて︑あるいは皆んなが行く
のでいやいやながら高校に入学した者が︑勉学についていけず︑学
校に不適応現象を起し︑万引や暴走族等の非行に入るという因果関
られなくなる︒この学歴尊重の社会で簡単にはいくまいが︑本人の

係が考えられるとすれば︑高校進学率の高まりを単純に喜んでもい

︵総理府青少年対策本部調査担当参事官補佐︶

導により相当の効果を挙げると思われる︒
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一︲しつけ﹂について

ｌ鍛練の必要性Ｉ

行の温床だ︒そして︑非行の根本は性的な

数年前︑東京のイギリス大使館にいた外

ものにきまっている︒

交官と話したことがある︒オックスフォー

いる︒大学時代﹁何に一番力を入していま

ド大学出身の秀才ということは︑きまって

夜中に大きな声を出して泣きさけぶのがあ

で一杯のようだ︒麻薬中源が多いのだろう︒

この頃︑新聞を見ると非行少年少女の話

行き︑山登りをするほど擬沢のできない大

ているのが少年少女だ︒避署地や海水浴に

ると︑平生よりも︑もっと気楽な生活をし

しなくていい︒だいたい︑夏休采にでもな

生活に困っていない︒家の手伝いや買物も

教員だけで︑学生は海賊のようなのばかり

さがしたっていない︒顔をそっているのは

といえば︑ヒゲを逓脆にそったのなんか︑

えって来た︒なるほど︑イギリスで大学生

ると︑﹁フットボール﹂という答えが︑か

したか︑どういうことに苦労を﹂と質問す

る︒それを親が追っかける︒世の中に︑こ

木下広居

んな悲惨なことが︑またとあろうか︑と思

ところで︑イギリスでは︑日本なんかと

だった︒

部分の者は︑ごろごろ寝ていてテレビを見
ている︒たまには変った刺激もほしくなる︒

ったりする︒

どうして非行に走るか︑それは︑峡けを

んでもない︒うちの子供は頭がいいわけで

もない︒大学に行こうものなら︑猛烈に勉

ちがって︑大学に行く者が少い︒親は﹁と

強させられる以上に︑スポーツで物すごく

シンナーから初まって︑性的な遊びになる
要するにエネルギーが︑あまっている︒

しないからだ︑といって︑すませることで
と考えても︑なかなかいい案が見当らない︒

食べ物がよくなった︒たべすぎて︑ねむく

い︒いつも腹がへっている︵数年前から評

鍛えられる︒そして寄宿舎の食べ物は乏し

のが多いのではないか︒

それも︑他人の子供についてなら︑いろん

なり︑﹁朝寝して夕寝するまで昼潅して︑

もあるまい︒どうやって朕けをするのだ︑

な意見をいって象ることもできるが︑さて︑

になりやすい︒昔︑沢山あった宿題も少く

時々起きて︑いねむりをする﹂ということ

判の岩波新書版の池田潔著﹁自由と規律﹂

ばいいか︒どういう咲けをしたらいいのか︑

はありません︑というのが大ていの人の意

を読めば明瞭︶︒そんな生活に耐える能力

自分の子供について︑具体的に︑どうすれ

なって︑勉強することがない︒進学に熱心

すべての学生と生徒がスポーツをやらさ

見︒

な家庭では︑家庭教師をつけたり︑問題の
塾通いで張り切っているのもいるが︑大多

うか︒

戦後三十二年︒肥満児がふえている︒ほ

数は︑だらけきった生活になる︒それが非

当惑するのが多くの人の体験ではないだろ

とんどの家庭が中産階級化して︑それほど
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ポーツ︒寮に帰って夕食をしたら︑バタン

れる︒授業は午前中だけ︒午後は大たいス

ような風をしていた安倍能成が︑晩年︑若

由な人間らしくなれた︑といっている︒わ

に完備したプールが必要だ︒毎日涼しい水

暑い日本では︑欧米なみでなく︑それ以上

ルが︑どの学校にもなくてはならぬ︒むし

泳ができれば︑何を好んで非行に走るか︑

が国では︑若い時から行いすました哲人の

ある︒

い頃は性欲の塊りだったと告白したことが

キューと寝こんでしまう︒翌朝は未明に起
監督がベットを見まわってくる︒手をフト

きて必死の勉強︒ｌしかも︑夜寝ると︑

近所にいる若い人が水泳の好きな人がい

といいたい︒

る︒プールからの帰りには︑ヘトヘトにな

とにかくスポーツのチームのために節制
し︑全力をあげて協力する︒堕落したりす

って︑自転車の・へダルを踏むのも︑やっと

てやる︒

る余裕なんかない︒あるアメリカの学生が︑

のこと︒水泳ほど愉快なものはない︑とい

ンの中に入れているのを見ると︑手を出し

オックスフォードに一年留学して︑．番

っているＯ

している︒夕方まで︑ヘトヘトになるまで

全員が︑どれかのスポーックラプに参加

いい︑と考えていることだ﹂と答えた︒正

とをする者があったら︑試合は負けた方が

ムブリッヂとの試合で︑一人でも卑怯なこ

たる生活不安と不平不満だ︒もっと面白く︑

就職難が︑失業が待ちかまえている︒莫然

ユーゥッになっている︒そして︑その先に

ちこぼれが多い︒そして入学試験を考えて︑

解できない︑つまらない︑といっている落

どうして︑そんなに厳しい訓練をするの
だ︑と質問すれば︑性の衝動を抑えるため

れて︑﹁三千の学生が︑一人のこらず︑ケ

感銘の深かったことは何でしたか﹂ときか

活動する︒エネルギーを使いはたす︒それ

々堂為とやって︑絶対に︑きたないことを

ところが︑一般の少年少女は︑授業が理

心を遅らせるためだ︑と答える︑なるほど︒

だ︒少くとも︑数年間は︑セックスへの関

で安眠ができる︒スポーツをやらない者が

やらない︑ということだ︒

プに入っているのは︑全生徒の何分の一か︒

日本の場合は随分ちがう︒スポーックラ

に指導ができないものだろうか︒正しい咲

彼らが積極的に全力を出して勉強するよう

っているようなものだ︒晩になると︑眠る

いたら︑どうなるか︒からの中に猛獣を飼
どころか︑この猛獣はランランたるマナコ

甲子園でも分かるように︑ほかの生徒は見

か︒

︵副会長︑創価大教授︶

けというのが︑そこにあるのではあるまい

物か応援︒演劇部︑写真部︑絵画部︑放送
部などに入っている者はスポーックラブに

きにしてしまう勢い︒精神も肉体も荒廃し︑

生きる気力もなくなってしまう︒絶望的に

入らなくていいのではないか︒では︑どこ

をかがやかせ︑猛然襲いかかって彼を八裂

なる︒プラトンの﹁国家論﹂を読むと︑悲

めぐらし︑一週に一度水を取りかえるプー

真夏の暑さで思うのだが︑テントを張り

で運動をするのか︒

ようやく︑﹁性の衝動﹂という名前の暴君

劇作家ソフォクレスは︑老人になってから︑

︵タイラント︶から解放されて︑独立で自
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形から入る﹁心の教育﹂
八もつと節度ある教育をＶ

第二次大戦の終了時までは︑学校教育は

れたのは当然であるが︑終戦後は︑戦時色

軍隊式であったから姿勢や作法の重んじら

払拭式というので︑戦前の一切合切をかな

によって導く教育﹂も投げ捨てられてしま

ぐり棄てることとなり︑そのついでに﹁礼

誠︵まこと︶がなくては︑どんなに外面が

日本人は昔から誠心︵まごころ︶を尊び︑

学校の登下校の途上で先生に出会っても挨

それを見ている人も不思議とは思わない︒

所かまわずに捨てたりすることは平気だし︑

りながら大道をあるいたり︑煙草の吸殻を

服に改め︑さらに制服は自由束縛であって

詰襟の制服は軍人服に近いから背広型の制

令であり︑押しつけだから︑これも不可︑

令は軍隊語だから使用禁止︑﹁休メ﹂は命

片山清一
よくても価値のないものだと考えてきた︒

な論理がまかり通って︑今日の状況に至っ

民主的でないから廃止︑といった真に簡単

ったのではないか︒﹁気ヲ付ヶ﹂という号

古歌にも

拶もしない生徒や学生がどんなに多くなっ

心だに誠の道にかないなぱ

であってもよいというものではなかった︒

しかし誠心さえあれば︑形はどんなもの

い並び方を見かけることが少ない︒生徒た

めていても︑文字通り整列と名づける正し

校でおこなわれている体育実施の状況を眺

も︑形を整える教育が軽視されている︒学

るで音さえ合っておれば︑どんな漢字でも

文字を使川することに蹄くことがある︒ま

試験の答案を見ていると︑全く奇想天外の

近ごろの学生たちが提出するレポートとか

視則や秩序を重んずべき場たる学校内で

てきたことか︒

祈らずとても神や守らん

東洋とくに中国では︑礼を重視したが︑そ

ちも︑昔のような不動の姿勢をとっている

われる書き方をする︒︹例︺安心←案心︑徐

よい︑と考えているのではないか︑とおも

されている学生が︑私に就職の世話をして

某短大の国語科の二年生で優等生にランク

手紙の書き方でも同様である︒この間も︑

行←除行

おん

形といえば︑漢字の書き方にも拡がる︒

の思想は︑わが国にも大きい影響を与え︑

ものがなく︑ただつっ立っているに過ぎな

た︒

日本人は礼儀の正しい国民であるとの評判

い︒きっと教室内での始業時や終業時の起

とうたわれている︒

は︑すでに織豊時代からフランシス・サヴ

立や礼についてもルーズになっていること

か︒

どうしてこんなになってきたのであろう

だろうと察せられる︒

ィエルの報告等を通して西欧にも伝えられ
ところが︑その日本人は︑第二次大戦終

た程である︒

のない国民になってしまった︒パンをかじ

了後は︑その伝統がなかつたかの如く︑礼
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くれと依頼してきたので︑早速履歴書を送
るように伝えた︒数日後に郵送してきたが︑

その中に履歴書と同封して一枚の便菱が入
っていた︒﹁履歴書を送ります︒よろしく﹂

ただそれだけしか書いていない︒時候の挨
拶もなければ相手方の名前も書き入れてい
ない︒まるで手紙の書き方も知らない︒そ
れも国語を専修している学生である︒教え
られていないということもあろうが︑礼儀
というものを全く知らないことが根本原因
ではないか︑と考えた︒

机の上に腰をかけてもよい︑教科書は足
で踏んでもよい︑国旗に敬礼しなくてもよ
い︒君が代は歌わんでもよい︑⁝⁝といっ
た形式無視の気風が︑かつて外国人から折
ってしまった︒

目正しいと称揚された日本国民全体をおお

しかしよく考えて承ると︑ストをやる労
組員が鉢巻をしたり︑赤旗を立てるのも︑

やっぱり形式ではないのだろうか︒好いた
同志が結婚するのだから結婚式が不要だと

学校行事にしても︑戦後は卒業式や入学
式をなるべく簡略化する傾向になってきた︒

戦前おこなわれたような祝日行事は一切取
り行われていない︒戦前のような儀式復活
も困るが︑今日のような儀式行事の軽視は︑

折目のある教育ができなくなった根本原因
心というのは空漠としてとらえどころの

ではないだろうか︒

ないものである︒その心を養うには︑外面
つまり形から導いて行かねばならない︒挨
拶や姿勢や儀式などと軽んじて︑心を養う
とか︑人格を育てるといったことは︑孟子
のいう﹁木によりて魚を求める﹂類いでは
ないだろうか︒

観の相違もあって︑一致した教育方針が立

てられず︑つい子ども任せの放任主義教育

でも﹁見て見ぬふり﹂式教育に走らざるを

というか︑あるいは悪いとは気づいた教員

得ない︒小学校以上の学校段階では︑こう

した形の教育を受けていない生徒を引き受

けるものだから︑しつけには全くのお手あ

すすめている︒

げで︑いわゆる生活指導という名の教育を

この七月に出された新学習指導要領では︑

﹁日常の社会規範を遵守する態度の育成﹂

この点について︑かなり配庖されたようで

﹁道徳的実践指導の充実﹂とかが︑かなり

とか︑﹁日常生活におけるしつけの指導﹂

今からでも決して遅くはない︒ぜひこの方

強調されている︒時期おくれの感があるが︑

られなければならない︒中学校や高等学校

たい︒しかし要は︑結局現場にいる教員各

針で︑﹁形からの教育﹂をすすめてもらい

このような形の教育は︑幼少時から初め
に行くようになってからでは︑もう手おく
﹁しつけ﹂が最初のスタートであるが︑最

ことである︒

月照草花

月の前にはすがたありけり

おほかたは物の数にもなき花も

泊翁

位が︑その重要性を強く認識していただく

れである︒何よりも︑家庭での乳幼児への
近のように核家族より成る家庭では︑まず
ここで手抜きされる︒その上︑幼稚園や保
生命の保全とかの主張に負けて︑ほんとう

育所に行っても︑子どもの自由の尊重とか

方があるとすれば︑世の中は全く味気ない

い︒小学校の段階にになると︑教員の教育

に︑しっかりしたしつけが実施されていな

いので葬式をしないでよい︑といった考え

したり︑死んだのだから︑土に埋めればよ

ものになってしまうだろう︒
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新﹁学習指導要領﹂における道徳教育
昭和五二・七・二三

昭和五十一年十二月十八日

教育課程審議会

教育課程基準改善の基本方針

文部省

生ロ

鐘唯稚い錆融韮恥舞症途誰唾祝しながら︑次のようなねらい

平和的な国家及び社会の形成者として心身ともに健全な国民の育成

学校教育が児童生徒の知・徳・体の調和のとれた発達を目指し︑

日人間性豊かな児童生徒を育てること

一叫斗︾

﹁しつけ﹂の強化を強調していることに注目される︒本誌に︑これを掲載した所以である︒︵編集部記︶

このたびの改訂では︑とくに道徳教育に重点をおいていること︑および﹁基本的行動様式﹂の向上︑つまり

指導要領第三章︵道徳︶︑中学校学習指導要領第三章︵道徳︶を転載する︒

本誌上に︑審議会の答申に示された﹁基準改善の基本方針﹂と小学校学習指導要領総則編︑および小学校学習

十六年四月一日より︑この指導要領によって教育がおこなわれることになる︒

拳て︑本年七月二十三日に発表に至ったものである︒小学校は︑昭和五十五年四月一日より︑中学校は︑昭和五

日に同零議会が答申したのであるが︑この内容に基づいて︑文部省で作成し︑中間発表をおこない︑その結果を

て﹁小学校︑中学校および高等学校の教育課程の改善について﹂諮問したのに対して︑昭和五十一年十二月十八

しい﹁学習指導要価﹂が発表された︒この改訂は︑昭和四十八年十一月︑文部大臣より︑教育課程審議会に対し

このたび︑現行の小中学校の学習指導要領が改訂され︑昭和五十二年七月二十三日︑文部省告示によって︑新

一

今回の教育課程の韮準の改善は︑自ら考え正しく判断できる力をは︑学校教育が一貫して求めてきたことであり︑従来の教育課程の

｜教育課程の基準の改善のねらいを期して行われなければならないことはいうまでもない︒このこと
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刀
寸

基準の改善においても十分念頭において対処してきたところである
が︑学校教育の現状や学校をとりまく現在の社会状況を考慮し︑こ
れからの学校教育においては人間性豊かな児童生徒の育成というこ
とが一層強調されなければならない︒

そのためには︑ひとりひとりの児童生徒に対し︑自ら考える力を
養い創造的な知性と技能を育てること︑強靭な意志力を養い自律的
な精神を育てること︑自然愛や人間愛を大切にする豊かな情操を養
うこと︑正しい勤労観を培うこと︑社会連帯意識や奉仕の精神に基
づく実践的社会性を培うこと︑健康でたくましい身体の鍛練に努め
ること︑家族︑郷土︑祖国を愛するとともに国際社会の中で信頼と
尊敬を得る日本人を育成することなどに特に留意する必要がある︒

れぞれの地域や児童生徒の実態に即して適切に行われるように︑一

ゆとりあるしかも充実したものにするうえでもも特に必要である︒

層の弾力化が図られなければならないが︑このことは︑学校生活を

白国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視するとと
と

もに児童生徒の個性や能力に応じた教育が行われるようにするこ

小学校︑中学校及び高等学校の教育課程は︑その全体を一貫的に

把握した場合︑小学校及び中学校についてはおおむね基礎的・基本

的な内容を共通に履修させる段階として位置づけ︑また︑高等学校

については一般的には個人の能力・適性等に応じて選択履修を重視

この場合︑高等学校については︑中学校教育との関連を一層密接

する段階として位置づけるのが適当である︒

にし︑高等学校教育として必要とされる基礎的・基本的な内容を重

視することなどを考慮し︑主として低学年の段階においては︑基礎
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小学校︑中学校及び高等学校の教育課程は︑それぞれの学校段階
の役割や機能に即しながら︑このような人間形成を目指して構想さ
れなければならない︒

○ゆとりのあるしかも充実した学校生活が送れるようにすること

いては︑多様な内容を個人の能力・適性等に応じて選択履修できる

的・基本的な内容を共通に履修させ︑中学年及び高学年の段階にお

及び児童の心身の発達段階と特性を十分考慮して︑適切な教育課

童の人間としての調和のとれた育成を目指しへ地域や学校の実態

一学校においては︑法令及びこの章以下に示すところに従い︑児

第一章総

小学校学習指導要領

ように教育課程を椛成する必要がある℃

児童生徒が心身ともに安定した状況のもとでより充実した学習が
行われるようにするためには︑学校生活を全体としてゆとりのある
ものにする必要がある︒そのためには︑現在の学校生活の実際や児
童生徒の学習負担の実態を考慮し︑各教科等の内容の精選や授業時
数等の改善を行って︑適切な教育課程の実現を図らなければならな
い︒この場合︑特に各教科等の内容については︑小学校︑中学校及
び高等学校の教育を一貫的にゑるとともに︑発達段階に応じた各教
科等の相互の関連や児童生徒の学習の適時性を十分考慰して徹底し
た精選を行う必要がある︒

また︑教育課程の基準は︑各学校における教育が創意を生かしそ

則

程を編成するものとする︒

で各教科についての学年別の順序によらないことができる︒

六授業時数については︑次のとおり取り扱うものとする︒

級指導︵学校給食に係るものを除く︒︶に限る︒ロにおいて同

目各教科︑道徳及び特別活動︵学級会活動︑クラブ活動及び学

二学校における道徳教育は︑学校の教育活動全体を通じて行うこ
とを基本とする︒したがって︑道徳の時間はもちろん︑各教科及

上にわたって行うように計画し︑週当たりの授業時数が児童の

じ︒︶の授業は︑年間三五週︵第一学年については三四週︶以

び特別活動においても︑それぞれの特質に応ずる適切な指導を行
学校において道徳教育を進めるに当たっては︑教師と児童及び

憩などの時間については︑学校において工夫を加え︑適切に定

負担過重とならないようにすること︒なお︑その際︑給食︑休

わなければならない︒

児童相互の人間関係を深めるとともに︑家庭や地域社会との連携

めること︒

を図りながら︑日常生活の基本的行動様式をはじめとする道徳的

ロ各教科︑道徳及び特別活動のそれぞれの授業の一単位時間は︑

実践の指導を徹底するよう配慮しなければならない︒

三学校における体育に関する指導は︑学校の教育活動全体を通じ

ること︒

四五分を常例とするが︑学校や児童の実態に即して適切に定め

白特別活動のうち︑児童会活動及び学校行事の授業については︑

て適切に行うものとする︒特に︑体力の向上及び健康・安全の保
いても十分指導するように努めるとともに︑それらの指導を通し

業時数を配当するようにすること︒

それらの内容に応じ︑年間︑学期ごと︑月ごとなどに適切な授

／ 可 『 一 、

持増進については︑体育科の時間はもちろん︑特別活動などにお
て︑日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるよう呪

七学校においては︑次の事項に配慮しながら︑学校の創意を生か

腹しなければならない︒

四第二章以下に示す各教科︑道徳及び特別活動の内容に関する事

し︑全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものと

すること︒

なお︑低学年においては︑合科的な指導が十分できるように

展的︑系統的な指導ができるようにすること︒

日各教科︑道徳及び特別活動について︑相互の関連を図り︑発

す診る︒

項は︑特に示す場合を除き︑いずれの学校においても取り扱わな
ければならない︒

学校において特に必要がある場合には︑第二章以下に示してい
ない内容を加えても差し支えないが︑その場合には︑第二章以下
に示す各教科の各学年の目標並びに道徳及び特別活動の目標やこ
れらの内容の趣旨を逸脱したり︑児童の負担過重となることのな

口第二章に示す各教科の各学年の内容に掲げる事項の順序は︑

事項のまとめ方︑順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて︑

特に示す場合を除き︑指導の順序を示すものではないので︑各

いようにしなければならない︒

編制する学級について︑各教科の目標の達成に支障のない範囲内

五学校において特に必要がある場合には︑二以上の学年の児童で

LL、ノ

効果的な指導ができるようにすること︒

八以上のほか︑次の事項に配慮するものとする︒
正に行われるように努めること︒

目学校生活全体における言語環境を整え︑児童の言語活動が適

ロ視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館を計画的に利用す
ること︒

は︑児童の実態に即した適切な指導を行うこと︒

白学習の遅れがちな児童︑心身に障害のある児童などについて
四指導の成果を絶えず評価し︑指導の改善に努めること︒

小学校学習指導要領

第三章道徳

とによって︑道徳的実践力を育成するものとする︒

第二内容

︵低学年においては︑健康に留意し︑危険から身を守ること

１生命を尊び︑健康を増進し︑安全の保持に努める︒

を︑中学年においては︑進んで自他の健康・安全に努めること

を加えて︑主な内容とする︒︶

を︑高学年においては︑更に︑自他の生命を尊重することなど

︵低学年においては︑日常生活におけるあいさつ︑服装など

２礼儀作法を正しく・︑きまりのある生活をする︒

を正しくし︑きめられた時刻を守ることを︑中学年においては︑

時と場に応じて礼儀作法を正しくし︑時間を上手に使うことを︑

高学年においては︑更に︑心の通った礼儀作法の大切さを理解
容とする︒︶

︑すること︑きまりのある生活をすることなどを加えて︑主な内

の根本精神に基づく︒すなわち︑道徳教育は︑人間尊重の精神を家

整とんをすること︑自他のものの区別をすること︑物を大事に

︵低学年においては︑自分のものや身の回りのものの整理・

３身の回りを整理・整とんし︑物や金銭を活用する︒

庭︑学校︑その他社会における具体的な生活の中に生かし︑個性豊

整とんや環境の美化・清潔に努めること︑物や金銭の価置を正

使うことなどを︑中学年・高学年においては︑能率的な整理・

道徳教育の目標は︑教育基本法及び学校教育法に定められた教育

第一目標

かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め︑進んで平和

考えをはっきり述べることを︑中学年においては︑よく考えて

︵低学年においては︑自分のことは自分ですることや自分の

に動かされない︒

４自分の正しいと信ずるところに従って行動し︑糸だりに他人

しく知り︑計画的に活用することなどを︑主な内容とする︒︶

的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため︑その基盤として
の道徳性を養うことを目標とする︒

道徳の時間においては︑以上の目標に基づき︑各教科及び特別活
動における道徳教育と密接な関連を保ちながら︑計画的︑発展的な
指導を通してこれを補充︑深化︑統合し︑児童の道徳的判断力を高
め︑道徳的心情を豊かにし︑道徳的態度と実践意欲の向上を図るこ
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正しいと信ずるところに従って行動することを︑高学年におい
ては︑更に︑みだりに他人の意見や行動に動かされないことを
加えて︑主な内容とする︒︶

５自他の自由を尊重し︑自分の行動に責任をもつ︒
︵低学年においては︑のびのびと行動することを︑中学年に

おいては︑責任のある行動をすることを加え︑高学年において
は︑更に︑自由と責任との関連をも考えることを加えて︑主な
内容とする︒︶

︵低学年においては︑いつも明るくはきはきとすること︑う

６常に肌るく︑誠実に行動する︒
そを言わないこと︑ごまかしをしないことなどを︑中学年・高
学年においては︑常に誠実に行動し︑明るい生活をすることを︑
主な内容とする︒︶

７正を愛し不正を憎み︑勇気をもって正しい行動をする︒
︵低学年においては︑正を愛する気持ちをもつことを︑中学

︵低学年においては︑人の忠告を聞いて過ちや欠点を素直に

度のある生活をする︒

認め︑わがままをしないことを︑中学年においては︑更に︑度

を過ごさない生活をすることを加え︑高学年においては︑常に

活をすることを︑主な内容とする︒︶

言行をふりかえり︑思慮深く行動するとともに︑節度のある生

︵低学年・中学年においては︑自然に親しみ︑優しい心で動

相自然を愛護し︑優しい心で動物や柚物に親しむ︒

に︑自然を愛護することを加えて︑主な内容とする︒︶

物や植物をかわいがり世話することを︑高学年においては︑更

︵低学年・中学年においては︑美しいものや清らかなものを

Ⅱ美しいものや崇高なものを尊び︑清らかな心をもつ︒

び︑清らかな心をもつことを加えて︑主な内容とする︒︶

大切にすることを︑高学年においては︑更に︑崇高なものを尊

高学年においては︑更に︑自分の長所を知り︑それを伸ばすこ

︵低学年・中学年においては︑自分の特徴に気付くことを︑

枢自分の特徴を知り︑長所を伸ばす︒

とを加えて︑主な内容とする︒︶

年においては︑正と不正を見極めることや誘惑に負けないこと
動を積極的に行うことなどを加えて︑主な内容とする︒︶

脚ものごとを合理的に考え︑常に研究的態度をもつ︒

主な内容とする︒︶

は︑より高い目標に向かって励み︑希望をもって進むことを︑

に︑自分でｎ棟を立てて努力することを加え︑高学年において

を成し遂げた喜びを感じることなどを︑中学年においては︑更

︵低学年においては︑ものごとを熱心にやること︑ものごと

帽常に希望をもち︑より高い目標を立てて︑その実現に努める︒

などを加え︑高学年においては︑更に︑勇気をもって正しい行

８正しい目標の実現のためには︑困難に耐えて最後までやり通
す︒

︵低学年においては︑つらいことにも耐えて努力することを︑
中学年においては︑辛抱強く最後まで仕事をやりぬくことを︑
高学年においては︑障害や失敗にもくじけないで︑︐ねばり強く
ものごとをやり遂げることを︑主な内容とする︒︶

９人の忠告をよく聞いて自分を反省するとともに︑思慮深く節
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︵低学年においては︑ものごとのわけをよく考えることを︑

中学年においては︑常に研究的態度をもとうと努めることを加
え︑高学年においては︑更に︑真理を尊び︑広い視野に立って︑

正しく批判し判断して行動することを加えて︑主な内容とす
るＯ︶

帽創意工夫をこらし︑進んで新しい分野を開いていく︒
︵低学年においては︑工夫して仕事をすること︑よいと思っ

たことは進んで実行しようとすることなどを︑中学年において
は︑新しい考えや方法を生み出すことを加え︑高学年において
は︑更に︑積極的に新しい分野を切り開いていくことを加えて︑
主な内容とする︒︶

肥だれにも親切にし︑弱い人や不幸な人をいたわる︒
︵低学年においては︑友達や自分より幼い人に対して親切に

を尋中学年においては︑更に︑互いに忠告し合うことを加え︑

主な内容とする︒︶

高学年においては︑人を信頼し︑人の信頼を裏切らないことを︑

︵低学年においては︑自分の好ききらいにとらわれないこと

栂偏見をもたず︑だれに対しても公正公平にふるまう︒

を︑中学年・高学年においては︑人を差別せず︑だれに対して

も公正公平にふるまうことを︑主な内容とする︒︶

︵低学年においては︑人の過ちを許すことを︑中学年におい

釦広い心で人の気持ちや立場を理解し︑人の過ちを許す︒

ては︑相手の立場を理解するとともに︑人の過ちをも許すこと

場をも重んずることなどを加えて︑主な内容とする︒︶

を︑高学年においては︑更に︑広い心で自分と異なる意見や立

剛規則や自分たちで作るきまりの意義を理解し︑進んでこれを

︵低学年においては︑きまりや規則をよく守ることを︑中学

することを︑中学年においては︑更に︑弱い人や不幸な人を進

年・高学年においては︑きまりや規則の意義を知って進んでこ

守る︒

んで慰め︑励ますことを加え︑高学年においては︑他人の身に

する︒︶

館勤労の尊さを知るとともに︑進んで人のためになる仕事をす

主な内容とする︒︶

することや︑権利と義務との関連を考えることなどを加えて︑

に果たすことを︑高学年においては︑更に︑権利を正しく主張

︵低学年・中学年においては︑自分の果たすべきことは確実

実に果たす︒

理権利を正しく主張するとともに︑自分の果たすべき義務は確

を改善することなどを︑主な内容とする︒︶

れを守るとともに︑よいきまりを作り︑更に必要に応じてそれ

なって考え︑だれに対しても温かく接することを︑主な内容と

感謝する︒

〃自分たちや世の中のために尽くしてくれる人に対し︑尊敬し
︵低学年においては︑自分たちの世話をしてくれる人に感謝
することを︑中学年においては︑公共のために尽くす人々に対
し尊敬し感謝することを加え︑高学年においては︑更に︑先人
の遺業を敬うことを加えて︑主な内容とする︒︶

旧互いに信頼し合い︑仲よく助け合う︒
︵低学年においては︑友達と仲よく助け合い励まし合うこと
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るｃ

︵低学年においては︑自分の仕事に励むことを︑中学年にお
いては︑更に︑力を合わせて人のためになる仕事をすることを
加え︑高学年においては︑勤労の意義や尊さを知り︑進んで人
のためになることを︑主な内容ととする︒︶

四社会の一員としての自覚をもって︑公共物を大切にし︑公徳
を守る︒

︵低学年・中学年においては︑公共物を大切にし︑人に迷惑
をかけないことを︑高学年においては︑更に︑社会の一員とし
ての自覚をもって公徳を守り︑進んで公共のために尽くすこと
を加えて︑主な内容とする︒︶

︵低学年においては︑父母などに対して感謝の念や親愛の情

弱家族の人灸を敬愛し︑よい家庭を作ろうとする︒
をもつことを︑中学年においては︑家族の一員としての役割を
果たすことを加え︑商学年においては︑更に︑家族の立場を理
解し︑楽しい家庭にしようとすることを加えて︑主な内容とす
るＯ︶

︵低学年においては︑国民としての心情の芽生えを育てるこ

れた文化︑伝統を大切にすることを加え︑高学年においては︑

とを︑中学年においては︑更に︑郷土を愛し︑日本の国土や優

とを︑主な内容とする︒︶

国民としての責任を自覚して︑国家の発展に尽くそうとするこ

配広く世界の入倉に対して正しい理解と愛情をもち︑人類の幸

︵低学年・中学年においては︑外国の人灸に対しても親愛の

福に役立つ人間になろうとする︒

ては︑更に︑外国の人灸の生活や文化などを尊重し︑互いに協

情をもち︑温かい心で助け合おうとすることを︑高学年におい

力して世界の平和と人類の幸福に役立つ人間になろうとするこ

とを加えて︑主な内容とする︒︶

１指導計画の作成に当たっては︑各学年の各教科及び特別活動

第三指導計画の作成と内容の取扱い

てこれを重点的に取り上げ︑また︑幾つかの内容を関連付けて

における道徳教育との関連を考慮して︑特に必要な内容につい

２第二の内容の各事項における括孤書きは︑学年段階に応ずる

指導するように配慮する必要がある︒

︵低学年においては︑学校の人々に対して感謝の念や親愛の

邪学校の人盈を敬愛し︑立派な校風を作ろうとする︒

て指導計画を作成する必要がある︒

望ましい主な内容を示したものであり︑このことを十分考慮し

４指導に当たって憐その効果を一層高めるため︑家庭や地域

たせるようにする︒

のであるが︑固定的なものと考えず︑必要に応じて弾力性をも

３指導計画は︑地域や児童の実態に応じて具体的に作成するも

情をもつことを︑中学年においては︑学校に対して愛情をもち︑
に︑学校の一員としての役割を自覚して︑立派な校風を作ろう

楽しい学校にしようとすることを加え︑高学年においては︑更

とすることを加えて︑主な内容とする︒︶

うとする︒

日本人としての自覚をもって国を愛し︑国家の発展に尽くそ
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要がある︒

社会との共通理解を深め︑相互の連携を図るように配慮する必

５児童の道徳性については︑常にその実態を把握するよう努め
る必要がある︒しかし︑各教科における評定と同様の評定を︑
道徳の時間に関して行うことは適切ではない︒

第三章道徳

中学校学習指導要領

第一目標
道徳教育の目標は︑教育基本法及び学校教育法に定められた教育
の根本精神に基く︒すなわち︑道徳教育は︑人間尊重の精神を家庭︑

活をする︒

１生命を尊び︑心身の健康の増進を図り︑節度と調和のある生

︵自他の生命を尊重し︑心身を鍛えて健康の増進を図るとと

ていくように努めるｏ︶

もに︑衝動的に行動することなく︑自制して堅実な生活を築い

２日常生活における望ましい生活習慣をわきまえ︑それを身に

︵身の回りや身近な環境を整え︑時間や物などを大切にし︑

つける︒

きまりのよい生活をするとともに︑礼儀の意義を理解し︑時と

所に応じた適切な言動ができるように努める︒︶

３ものごとに積極的に取り組み︑着実にやり抜く強い意志をも

︵広い視野に立って︑正しいと考えることを勇気をもって実

つ○

学校︑その他社会における具体的な生活の中に生かし︑個性豊かな

すように努める︒︶

行するとともに︑困難に屈しないでねばり強く最後までやり通

虚に耳を傾けて︑これを自己の反省と向上に生かすように努め

行動にも寛容であろうとするとともに︑他人の助言や忠告に謙

︵ひとそれぞれの個性や立場を重んじ︑自分と異なる意見や

考え方があることを理解して︑他に学ぶ広い心をもつ︒

５自分と異なる考えや立場も尊重し︑いろいろなものの見方や

しての誇りをもつように努める︒︶

るとともに︑自分の行動については率直に責任をとり︑人間と

︵自主自律の態度を伸長し︑自ら選んだことを誠実に実行す

その結果について責任をもつ︒

４人間としての自覚をもち︑常に自主的に考え︑自分で決断し︑

文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め︑進んで平和的な
徳性を養うことを目標とする︒

国際社会に貢献できる日本人を育成するため︑その基盤としての道
徳道の時間においては︑以上の目標に基づき︑各教科及び特別活
動における道徳教育と密接な関連を保ちながら︑計画的︑発展的な
指導を通してこれを補充︑深化︑統合し︑生徒の道徳的判断力を高
め︑道徳的心情を豊かにし︑道徳的態度と実践意欲の向上を図るこ
とによって︑人間の生き方についぞの自覚を深め︑道徳的実践力を
育成するものとする︒

第二内容
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る︒︶

６勤労の尊さを知るとともに︑真の幸福を目指す充実した生き
方を追求する︒

︵自分のなすべきことをやり遂げて︑働くことの喜びを知り︑

職業についての正しい理解の基礎をつくるとともに︑余暇の有
効な活用を図り︑目先の欲求のみにとらわれず︑心から満足で
きる生きがいを求めるように努める︒︶

を切り開いていく︒

７真理を愛し︑真実を求め︑理想の実現を目指して自己の人生
︵常に希望をもち︑積極的に真理と真実を求めるとともに︑

を排してより高い目標を求め︑それを実現するように努める︒︶

︵友達は︑互いに相手を敬愛し︑相手の向上を願って助け合

の向上を図る︒

し合う真の友情を育てるように努める︒︶

うとともに︑いたずらに友達に追従することなく︑忠告し励ま

Ⅱ男女は︑互いに相手の人格を尊重し︑健全な異性観を身につ

︵男女は︑互いに相手の立場や特性を理解して助け合うとと

ける︒

もに︑清純で肌朗な交際を通して互いの向上を図るように努め
るｏ︶

生活の充実を図る︒

胆家庭や地域社会の一員として自覚をもち︑協力し合って共同

︵家族や日常接する人々︑更には先人たちに支えられている

明るい家庭の建設や郷土の発展に尽くすように努める︒︶

自己の立場を自覚し︑尊敬と感謝の気持ちを深めるとともに︑

昭自己の属する様々な集団の意義を理解し︑協力し合って集団

︵学校︑学級など︑自己の属する集団を愛する心を育て︑規

生活の向上を図る︒

則を尊重し︑進んで自己の役割を果たすとともに︑和を重んじ︑

うに努める︒︶

利己心や狭い仲間意識を克服して集団生活の向上に貢献するよ

をもって理想の社会の実現に尽くす︒

脚公私の別をわきまえ︑公共の福祉を重んじ︑社会連帯の自覚

︵公徳心を伸ばし︑公共の福祉と社会の発展のために力を尽

を実現するように努める︒︶

くすとともに︑正義を重んじ︑差別や偏見のないよりよい社会

、 写 上 ノ

厳しく現実を見つめ︑ものごとを理性的に判断し︑安易な妥協

８人間として生きることに喜びを見いだし︑温かい人間愛の粘
︵人間のもつ強さや気商さを信頼し︑だれに対しても温かく

神を深めていく︒

接するとともに︑人間は一面において弱さや醜さをもつことを

をもつように努める︒︶

率直に認めて︑その克服に努め︑他人に対しては思いやりの心

える豊かな心をもつ︒

９自然を愛し︑美しいものに感動し︑崇高なものに素直にこた
︵自然と人間とのかかわり合いについて考え︑自然や美しい

う自覚に立って︑人間の力を超えたものに対して畏敬の念をも

いけい

ものを愛する心をもつとともに︑人間が有限なものであるとい

つように努める︒︶

町友情の尊さを理解し︑心から信頼できる友だちをもち︑互い

rワ1，

旧法の精神と権利・義務の意義を理解し︑社会の規律を高めて
︵遵法の精神を重んじ︑権利と義務との関連を考えて︑権利

いノ︑Ｏ

を正しく主張し︑義務を厳しく遂行するとともに︑力を合わせ
て社会の秩序と規律を高めていくように努める︒︶

肥日本人としての自覚をもって国を愛し︑国家の発展に尽くす
とともに︑人類の福祉に寄与する人間になる︒

︵我が国の国土と文化に対する理解と愛情を深め︑優れた伝
統の継承や新しい文化の創造に役立とうとするとともに︑常に
とのできる人間になるように努める︒︶

国際的な視野に立って︑世界の平和と人類の幸福に貢献するこ

第三指導計画の作成と内容の取扱い
１道徳の時間の指導は︑学級担任の教師が行うことを原則とす
ス︾○

２指導計画の作成に当たっては︑各学年の各教科及び特別活動
における道徳教育との関連を考慮して︑特に必要な内容につい
てこれを重点的に取り上げ︑また︑幾つかの内容を関連付けて
指導するように配慮する必要がある︒

３第二の内容の各事項における括孤書きは︑それぞれの事項の
を十分考慮して指導計画を作成する必要がある︒なお︑内容の

指導に当たって配慮すべき事柄を示したものであり︑このこと
配列は指導の順序を示すものではない︒

４指導計画は︑地域や生徒の実態に応じて具体的に作成するも
のであるが︑固定的なものと考えず︑必要に応じて弾力性をも

たせるようにする︒

５指導に当たっては︑その効果を一層高めるため︑家庭や地域
要がある︒

社会との共通理解を深め︑相互の連携を図るよう両配慮する必

る必要がある︒しかし︑各教科における評定と同様の評定を︑

６生徒の道徳性については︑常にその実態を把握するよう努め

道徳の時間に関して行うことは適切ではない︒

子供仕込心得︵十九ケ条より抄出︶大原幽学

一︑家内中の者︑預りし子かはゆく成り︑目をしのび落涙する
程の情なければならぬ事︒
一︑男十五歳︑女十三歳迄には︑何事についても一人前になら
なくては︑生涯の恥なれば能く心懸けさすべし︒
一︑食事に付ては︑腹がけちにならない様心懸くくし︒必ずは
したものは無用なり︒何事も十分に心懸くくし︒又︑赤飯か
餅などの類ひは︑家中別点にすれば甚だ悪し︒もつとも︑女
房共食事の働きするとも︑人目をしのび︑あんばい見る事も
無用︑必ず人の見る所でするがよし︒

一︑ょんどころなく少なき物などは︑家内中同じに配るべし︒
必ず︑親・子供へ先に出すべし︒

一︑子供︑人の悪しき話などする時は︑家内中あいさつせずに
知らぬ振りして居るがよし︒その話をもつともに聞く時は︑
その子必ずあなほり︵人の悪口をいう意︶におち入るくしｏ
一︑家の内に︑金銭などとり散らして涯く事は甚だ悪し︒
一︑御客などに礼儀よくさすべし︒

しむべき事︒

一︑人に呼ばれたる時は︑必ず返事をよくさせる様にすべし︒
一︑翌日の仕事割の相談をなし︑子供をして常に是を見︑聞か

し︒

一︑何事も一日一に教えたがるはよろしからず︒追々にするがよ
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英国民との友情

寺崎隆治
私は昨年五月英国を訪問︑その際︑ロンドンから約一時間四十分
︵汽車で︶のところにあるポーッマス軍港にゆき︑一八○五年のト
ラファルガー海戦の時︑英国艦隊司令長官ネルソンの旗艦ビクトリ
号︵現役艦として大切に保存されている︶及びその隣りにある海軍
博物館︵ネルソン博物館︶を見学いたしました︒そのとき海軍博物
館長クラーク氏︵元海軍中佐︶が大へん親切にご案内して下さいま
した︒ところが︑昨年十一月五日から十日まで︑英国政府主催の下

を博しておりました︒明治維新以後︑わが国の文化は英国の恩恵に

明により展示会を視察しましたが︑大入り満員の盛況で大へん好評

浴すること頗る大きく︑わが海軍の如きはすべての範を英国に採り

軍艦の殆んど全部を英国で建造︑日露戦争で勝ったのも日英同盟に

は情勢判断を誤まり︑日独伊同盟を締結し︑英米を敵に廻わして戦

負うところ極めて大きいものがあります︒今次大戦においてわが国

い遂に敗戦となったのでありますが︑わが国としては過去の恩顧を

共に今後永く友好親善を持続すべきであると思います︒

忘れずに︑また自由国家︑海洋国家として英国の親類である米国と

大阪の展示会終了後クラーク夫妻は数日間東京に滞在されること

となりましたので︑はじめて来日した遠来の客のためにこの期間を

役に立てばと思い︑皇居参観︑靖国神社︑東郷神社の正式参拝︑参

有効に活用し︑少しでも日本の伝統を知ってもらい︑日英親善にお

考姉見学︑防衛庁主脳部表敬訪問︑記念艦三笠︵横須賀︶見学等の

に﹁英国と海洋﹂と題する展示会が︑大阪の阪急デパートで開催さ
れることとなり︑その展示品︵約一五○点︶の監督・指導のためク

いたしましたところ側氏は極めてご多忙の身でありながら︑友人の

ほか︑何か適当の行事はないものかと︑弘道会の鶴岡術理事に相談

大坪指方氏︵東京教育大講師︑日本歴史︑地理学会を貝︑柳生正木

ラーク夫妻が十月三十日から十一月十七日まで来日されることにな
の海を支配し世界の文化︑経済に多大の貢献をしてきたのでありま

Ｋ放映を熱心に交渉していただき︑また鎌倉の史跡︑文化案内を計

坂剣禅道場師範︶を経て︑海洋の軍要性についてクラーク氏のＮＨ

りました︒ご承知のように英国は過去数百年間︑海洋国として七つ

の海軍国であった英国は米国海軍︵約五五二万トン︶ソ連海軍︵約

ーク夫妻を主賓とし︑原口執事︑野口弘道会会長︑鶴岡理事が特に

いて︑わざわざ煎茶の会を開催して下さいました︒この茶会はクラ

の大家三浦純亭女史に連絡され十一月十六日夕刻増上寺の茶室にお

増上寺執事︵教務部長︶の原口徳正氏並びに煎茶道︵黄梁幽若流︶

に残念であります︒しかし慨岡理事の熱意は頗る旺盛で︑友人の芝

画して下さいましたが日程に余裕なきため中止となったことは非常

すが︑終戦後はアジア・アフリカ地域の植民地は独立し︑世界第二
四三○万トン︶に次ぐ第三の海軍国︵約一二四万トン︶に転落︑現
は海洋の重要性と英国の製品︑国情を日本国民に知ってもらい︑日

在︑インフレと不況のドン底にあえいでおります︒そこで英国政府
英貿易︑文化の振興︑交流を図るため︑この展示会を開催したので
私は十一月六日から八日まで大阪へゆきクラーク夫妻の案内︑説

あります︒
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く終始いたしました︒また三浦女史と原口執事より記念品の贈呈が

臨席され︑三浦女史の指導・解説により︑極めてなごやかに︑楽し
ありました︒

翌十一月十七日クーフーク夫妻は離日帰国されましたが︑同夫妻は

在日中︑この茶道の会が一番印象深かったと語り︑また帰国後︑鄭
なお三浦女史は皇后陛下に煎茶の茶道についてご進講をなされた

重な礼状を送って参りました︒

方であり︑和文︑英文の解説書もあり︑墨絵や陶芸にも長じ︑裕福
で内外名士に茶道を紹介し︑人に施すことを楽し承とされている篤
志家であると鶴岡理事はその人格を讃えておられます︒
クラーク夫妻は︑このことについて帰国直前に在日英国大使館に

執

一

︹支会だより︺

日本弘道会千葉県平川支会結成報告

永い間の懸案であった平川弘道会も東平久雄氏︑勝呂平治氏

の御尽力により︑支会結成の運びとなり︑去る六月二十六日午

後一時より袖ヶ浦町平川公民館に於て会員二○名出席︑日本弘

いた︒金子結成準備委員の開会の辞︑結成準備委員を代表して

道会より渡辺正勇主事先生の御臨席を頂き︑支会結成総会を開

東平委員の挨拶︑勝呂委員の経過報告︑東平委員より来賓渡辺

先生の紹介の後が東平委員議長となり議事に入り︑次の二件を

一︑規約承認の件一︑役員選出の件

議題に付し可決した︒

議事の後渡辺先生より日本弘道会の由来︑会祖西村茂樹先生

一同深い感銘を与えて下さいました︒勝呂副支会長の閉会の辞

の事︑又渡辺先生の健康法等について約四○分間お話しを頂き

で一先ず会を閉じ一同記念撮影の後懇親会を催し東平支会長挨
拶︑渡辺先生の乾杯の音頭で祝宴に入り弘道会の発展と︑お互

御多忙のなか遠路のところ御臨席下さいました渡辺先生に心

いの親睦交流を深めて五時盛会の中に終了︒

りいたします︒

から感謝申し上げますと共に日本弘道会の益々の御隆昌をお祈

支会長東平久雄副支会長勝呂平治

︹役員︺

金子政次︵庶務・会計︶

理事鈴木良治川島春治山口義次

監事吉堀慶一郎永谷源一
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報告し︑また帰国後在英・日本大使館に対し感謝の意を表されたと
のことであります︒

以上のことは極めてささやかなことではありますが︑このような
親切︑友情の積象重ねが︑やがて両国民の友好親善に発展してゆく

す︒

ものと信じ︑関係各位に対し心より御礼を申し上げる次第でありま
︵特別会員元連合艦隊参謀︶

澱
4
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って以来︑眼光かえってケイヶイと

淡ア等ハタがあって︑痘痘が眼に這入

して他人を圧したとある点は温和な

し︑その容姿は当代同様温雅であっ

風貌の正久氏とは似ていない︒しか

て︑気質厳正︑退庁後は一室に端坐

しった

してみだりに言笑せず︑近侍した家

臣で叱陀の声や憤怒の色を見た者が

しゅんじようひとみゆう

が

なかった︑というところは︑僕が存

あざな

含↑さ︑もり

であろう︒正俊は林春常・人見友

ろくかんちゅう

げん

けいぎ

儒学ばかりではない︒和歌にも通

ようげん

この二人に意見を尋ねたくらいの儒

録﹄︑﹃勧忠録﹄の二著を書いて︑

元について︹経義︺を研究し︑﹃鴎言

年︵一六六七︶六月に︑七千石余の加を久太郎と言い︑加徴守正盛の三男
増があって︑上州安中で二万二千石である︒寛永十一年︵一六三四︶十一
の領主になった後︑若年寄︑老中を月十二日江戸で生れている︒青年に

じ︑︹道歌︺という仏教や心学の趣旨

学愛好家であった︒

はいままでの備中守を筑前守に改め︑と言うから現代から見れば︑そう背

をよんだ教歌を二百首以上も創って

し

総州古河の城主で九万石を領した︒の高い方ではないが︑後嗣の当主元
て四万石の加増があり︑十三万石の−ター八十ぐらいある長身である︒

紫の雲の上野に入る月の

将軍家綱が夢じた時も︑

いる︒

大老任官直後︑左近衛少将に累進し佐倉市長︵元伯爵︶堀田正久氏は一メ

せ

大老にまで栄進していた︒当時正俊︵一メートル六十二センチ︶程であった︑

経て天和元年︵一六八一︶十二月には︑たっした頃の正俊の身長は五尺四寸

まさとし

西村茂樹先生の旧主堀田正陸の堀て従弟の若年寄稲葉石見守正体に刺

リ

じ上げている正久氏にそっくりであ

遠藤幸威

盛・正俊の死

評揮︺

）

田家の祖は寛永十二年︵ニハ三五︶春されて帰邸し︑大手前の屋敷で残し

ノ

る︒こういう性格だから我の強い大

〉

日局の養子となった堀田正俊である︒た時は︑正俊五十一である︒

I
｝
〉

儒新井白石も仕えることが出来たの

；

正俊は四代将軍家綱に仕え︑寛文七正俊ば一名を克︑字を明発︑幼名

〈

古河城主になったが︑貞享元年︵一正俊は色が白く︑鼻が高かった︒こ
六八四︶八月二十八日︑殿中においの点は︑正久氏に似ているが︑顔に
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I

あって︑正俊はこの催を非常に喜

と観相見が予言したように︑十三

能くノ︑自愛されよ﹂

るに及ぱぱ︑爵禄思いのま坐ならん︒

もよおし

んでいた︑と言う︒そう言われて見

の時に竹千代︵後の家光︶の近習にな

よ

と詠んだ︒上手な歌ではないが彼の

れば佐倉の大名堀田家が富裕であっ

光はのこす末の世までも
意志がすきま見える歌である︒

た︑という話を幕末まで聴いたこと

り︑寛永二年の十七歳の時には︑竹

偶然なことに︑正俊は刺殺される
はなかった︒

年︑この二百余首の道歌を歌道にあ

千代が三代将軍になっていた関係も

がい

死骸は上野寛永寺内の園覚院に葬

ちよう

﹁このうち︑調︵道歌のしらべ︶に

を加増されて︑一万石になり︑一躍

あって︑常州︵茨城︶北条で五千石

かるい家臣大野金太夫に示して︑

の墓は正俊一代ばかりではなかった︒

︵一六七二︶三月には武州︵埼玉︶川

青年大名になった程である︒十二年

られている︒寛永寺内にある堀田家

よ

に葬られているが︑正盛の死も自然

正俊の父正盛の墓も寛永寺内円覚院

あうものがあれぱ残し︑余は焼きす
と言ったという︒ここにも正俊の

てよ﹂

二十八歳であった︒二十八の首相で

になり︑十月には老中となっている︒

性格が出ていた︒

って殉死したのである︒慶安四年

あるから現代から見ると︑考えられ

越に移され︑三万五千石の青年城主
︵一六五一︶四月二十一日であった︒

死でなかった︒将軍家光の病死に会

﹁いく首程︑選びましょうか﹂

正盛が殉死したのには︑殉死するだ

ない程若い︒十五年正月二日の夜︑

正盛は初夢で大松樹が折れるのを見

﹁何か凶兆ではないか﹂
の父正吉の妻は︑春日局の義子である︶

﹁これは世にも珍らしい目出たいお

に聴いて︑

て驚き︑

正俊には元来物慾がなく正月の賀

の推挙によったのは︑勿論だが︑正

である︒これも又一族春日局︵正盛

品や金品などは大部分︑福引を催し

盛自身がまれに見る眉目秀一麗の好男

くらべ︑目を見張る程の異数の出世

正盛の出世︑昇進は当時の人達に

けの訳があったと言っていい︒

金太夫が訊くと︑正俊はしばらく
沈黙していたが︑

﹁わたしは今年五十一だから︑五十
一首選んでもらおうか﹂

と告げた︑という︒これが奇しく

て家臣に頒っていた程だったので︑

も遣首になったのは不思議である︒

人によっては小判が当り︑或は絹布

﹁この人︑極めて責相あり︒年長ず

子であった上に︑才智があり︑

いましょう﹂

夢でございます︒近々ご慶事がござ

と心配していると︑槍持が人づて

が当ったが︑塩辛一升という家臣も
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三

一

一

一

といったのを聞いた正盛が︑その

浮世の隙をあけぼのの空

行末も何くらからん時を得て

なに

金︑野州︵栃木︶佐野の内三万石の
うありさまである︒まことに観相者

老中阿部対馬守正次︑御側用人内田

歳である︒この日殉死したのは他に

ひま

幕領が正盛の領土に准じられるとい
の予言通りの異数の出世であった︒

信濃守正信︑御側衆三枝士佐守守恵︑

三千石︑旧子爵︶のご子孫︑堀田儀正

本家江州︵滋賀︶宮川の堀田家︵一万

もりしげ

或る日︑正盛が目付役喜名見久太

さえ冬︑さ

夫︵正磯の妹妬︶を従えて殿中を巡視

おなんど

と辞世を遺して切腹した︒四十四

﹁松の幹が折れたのであれば︑松の

正盛は寛容な人であった︒こんな

御納戸衆奥山茂左門があった︒墓は

男にその訳を問うと︑槍持が︑

本だけは残ります︒また初春は新春

話がある︒千代田城中では寛永十九

しんしゅん

のことで︑音から言って信州︵長野︶

年五月以来禁煙であった︒禁煙は禁

もと

に近こうございますので︑近禽信

皆そろって円覚院にあり︑堀田家の

おん

州松本のお城を賜る瑞兆でしょう﹂

酒より難しいと言う︒

あるが︑その通りこの年の三月︑信

氏より許可を得ているので︑今度も

と答えたという︒物も言いようで
州松本で六万五千石を加増され︑江

していると︑茶坊主の部屋より煙臭

根岸の会の連中とお参りに行く︒

︵作家︶

ｌ︲ｌ︲︲

西村泊翁

すすき釣るあまの小舟の数増て

ふけひの浦に秋は来にけり

ほす網の目に見えぬ風も音立て

浦の苫屋に秋は来にけり
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まさよし

戸附近と合せて十万石の大名になっ

がもれた︒久太夫が

○○○

﹁誰か喫煙している者が居りますよ
うで﹂
○○○

と言いながら︑あたりを見廻すと
﹁喜多見殿は目付役をいつ鼻付役に
替えられたな﹂

と言って笑われたという︒こうい

海辺初秋

た︒槍持が賞されたことは言うまで

十七年には侍従になり︑家光から

もない︒

た句に︑
くらいやま

慶祝の句を一句詠めといわれて創っ
のどか

と詠んだ程で︑十九年︵一六四二︶

う人であった︒家光が正盛邸に臨駕

長閑なる御代にぞ登る位山

正月には下総︵千葉︶佐倉に移って

したことは一度や二度ではなかった
盛の膝を枕にしたまま逝った直後︑

という位だから︑四十八の四月︑正
帰邸すると︑湯を浴び︑

ったｏ俗に言う大老格になったのは
この時である︒その直後の七月には

十三万石になるという躍進ぶりであ

又又二万石が加えられた上︑下総小

て

一
一
、
/
ｰ
一

那覇支会のあゆみ

金城幸信

実は国民衆知の通りである︒沖縄方面根拠地司令官大田実少将は昭

和加年６月６日夜自決を前にして沖細県民の将来を愛い県民の献身

的作戦協力について海軍次官宛﹁沖細県民斯ク戦ヘリ︑県民二対シ

後世特別ノ御高配ヲ給ランコトヲ﹂と最後の電報を発し︑過日未明

幕僚と共に自決されたのである︒之を後世に伝える為三十三回忌に
昭和調年渡辺先生来県の際弘道会のお話があって一度に十名位の

して渡名喜海友会長自から発起人代表となり︑図案も考案して建立︒

当り大田司令官のこの慈しゑの心を心として︑﹁仁愛の碑﹂と命名

︵沖細支会副会長︶

恒久平和への祈りと誓を新にされたいのであります︒．：⁝﹂

に脹る仁愛の志と悲惨な戦禍を偲び再び之を繰返すことなく世界の

永く後世に伝えることと致しました︒訪沖される方々にはこの碑面

文字であります︒海友会は︑この全文を刻んだ仁愛之碑を建立して

ヲ﹂と結ばれた七百語にのぱる電文は正に歴史の証言として不朽の

テ申上ゲル﹂と前置し﹁県民二対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ラン事

ヲ看過スルニ忍ビズ県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非ザレドモ之二代ツ

﹁⁝⁝特に大田司令官が県民の将来に思いを致され﹁県民ノ実情

もあるのでその弔辞の一端を紹介して筆をおく︒

喜海友会長の弔魂と心からの感謝とは海友会則弘道会支会の祈念で

あろう︒去る６月過日大田中将らの第詔回忌慰霊祭に際しての渡名

沖細県民の心を心としてのこの名文は後世に永遠に語り継がれるで

よって除幕され真白の碑が眼前に現われ時は胸を打つものがあった︒

友会員︑一般の参百余名参列のもとに大田司令官の孫の聡君の手に

県知事を始め関係諸団体の来賓︑大田かつ夫人ら戦没者御遺族︑海

５月幻日︑高松宣仁親王同妃喜久子両殿下の御台臨を仰ぎ︑平良

浮彫銅版の台石は沖縄産トラ零ハーチンである︒

会員が出来︑当時としては上出来であった︒何時のまにか会員が一
人二と人減っていった︒理由は送金の煩わしさ︑支会がない事︑会
誌が片苦しい内容で読者になじゑにくい点が挙げられる︒
那覇支会の挺入れ
昭和印年１月︑渡辺先生再度のご来県で丁度ヘルニヤで琉大病院
入院中の私を態を御見舞下され頭が下る思いでした︒その際那覇支
会長には人格高潔で指導力旺盛な渡名喜守定沖純海友会長を推し︑
私達は微力ながら手助け致しますと申上げたのである︒
翌年４月一度に十二名の入会者があり現在十六名で渡名喜支会長
中心に活躍して居る︒いわゆる思想堅実︑質実剛健の人のみで今後
その増強を計り会祖西村先生の弘道精神を受継ぐ事に期待をかけ楽
沖純海友会と那覇支会とは

し承にしている︒

切っても切れない組織の中に同化させたいと心から願っているｃ
らである︒

海友会長渡名喜氏が那覇支会長であり︑全会員が海友会員であるか
仁愛之碑の建立
大東亜戦争で有史以来初めて日本国士の一角沖細が決戦場となり︑
祖国防衛の防波堤として多くの犠牲の上に無惨にも廃虚と化した事
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弘道歌壇
井上竿麿選

市原市竹下せつ

老椎の茂る裏山墓故に今日も︵時折︶掃除に励む老の身一

城祉に眠る祖先のおくつきに自栽の花を手向くうら盆

無き妻が早門火焚く時となり迫る闇路に燐寸擦るなり一

孟蘭盆の孫彦集ふ事終りまた静かなる毎日となる

海に浮く朱の宮嶋の廊に待ち栄枯偲べば潮の満ちくる

利根に沼ひ続く耕地の青田波川風吹けば白く光るも

同野平英一

送り火に祖先の霊と妻の霊と相携はり逝くか今宵は

く

長雨にくづれし宅地おもひつつ台風予報ををののきて聴

明るし

絶えたり︵しも︶と恩ひし蛍見つけたり川辺に住みて今宵

ぬ︵と同じ恩ひに︶︵⁝八大危王雨やめさせ給への歌︶

台風を告ぐるテレビに見入りつつ実朝公をしぬびまつり

世になきを思へぱむなし秋風に亡夫と語りし遠き日のこ

書き流す筆のさばきを逃がさじと眼糸はりて弟子の囲め

ぶ

親をかばふ浬諺かなしも若竹の今年も吹くや末伸びに伸

緊張のその一瞬をこともなげに老師は書きぬ一筆にして

漸くに廃止と決まる宿直を名残り惜しとは天の邪鬼なる

漸くに廃止と決まる宿直や終の今宵をしぷじ象とゐる

同宇津木一直

と

人の世の純なるものに出会ひけり花摘む児等の︵無心の︶
笑顔を見れば

昼鮪終へて新聞一三−ス膜想等真昼の我は唯ひとりなり

同加藤巳之

る︵ぐわれ︶

今年田にとれし新米折に入れてまづ神棚に年をほぎまつ
休耕の川畠の辺りビル建ちて九州誹りの人の来て住む

る

川越市小名木狂辰

童らに追はれし蛇の路こえて蕗の葉ふかく急ぎかくれぬ

会長と崇められつつ二十年その椅子があり強東風の吹く

わが庭の桐にきて鳴く畑の透き迩軽く風にふるる見ゆ
燕来ず蛍も飛ばぬ世となりて吹ぎに来る世のあな怖ろし

わが町の三羽鴨と調はれし人人も亡く秋の近づく

子沢山土塊弄る百姓を継ぐ子らもなく青嵐吹く

千葉県石橋佐寿

や
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う︶

月末を嫁げる娘物乞ひに孫ら引き具し生家訪ひ来る︵な
十余年入選の歌掻き集め座右の友とし繰り返し読む
を

同鷲宮葛人

宮詣で句碑見るたびに偲ぶかなわがふるさとの過ぎし昔

子の幸を願はい親はなかりけり暮し貧しく身は苦しくも

務めする合ひ間を吾子も耕せりわれ父のあとを継ぎし如

埼玉県相沢正直
石鳥居くぐりて長き参道を来り拝ゑぬ三嶋大社を

くに

井上手麿

御神徳偲び奉りぬ美しき権現造りの宮拝染つつ
千年余の樹齢と言はるる国指定のご神木﹁モクセイ﹂い

千葉県石橋香峰

何時

境涯︒

肌触る上風生温し茶摘唄
なま

○雨芋む雨生温し蛙鳴く

同角田洋圃

評敢えて都会に憧がれず過疎の田舎に居残って地元の開発
や福祉に余命を捧げることに喜びを感じている一老作者の

○過疎に慣れ蛸叫浮く里に老いにけり

た︒

評蛙がギア−Ｊ︑鳴きさわぐときまって雨がふる︒蛙のその
天気予報官的な本能は不思議だ︒そこに作者は興味を覚え

○明日雨か今宵蛙の鳴き騒ぐ

描かれている︒

孔なしのまがれの笛よ鳴り出づる音なき音を聞かむ日は

市原市加藤刀水

篠塚しげる選

をごそかな・森に囲まれ鎮り座す三嶋の宮は神々しきかな

あはれを感じさせる︒

評﹁歯三本の命﹂は俳句に大切な省略の精神に叶っている︒
しかも︑三本の歯で食べるものが軟かな西瓜なので余計に

○春田打つ少年学帽つけしまま
評この少年は中学か高校生かであろう︒学校のマークのつ
いた制帽をかむったまま︑春田を打っている︒﹁学帽つけ
て﹂ではなくて﹁つけしまま﹂とあるので︑学校から帰っ
てすぐ田圃へ出た好もしい青少年の風貌までがいきいきと
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と珍らしき

弘道
壇

○西瓜食ふ歯三本の命かな

俳

評上五︑中七の叙法新鮮︒

恋匂ふ唄流れくる茶摘かな

同宮崎朝水

○峰の出て茶摘の歌の崩れけり
評下五の﹁⁝⁝崩れけり﹂が面白い︒

手枕ににうたた寝楽し鳴く蛙

同田村春風

○茶摘女やあかね葎に唄はずむ
雅な感じがする︒

評﹁あかね襟﹂と言われて承ると﹁紅襟﹂よりは古風で優

過疎の地を下るや小径蛙鳴く

同小山田竺月
評中七︑下五の表現が新しく且つ地についている︒

○蛙鳴き俄に風の湿り来し

同宮崎秋峰

評﹁山畑を明るくす﹂は光景の叙し方が新鮮︒

○茶摘女の来て山畑を明るくす

同鈴木きょ女

○水打ちて風が持ち去る陽のほてり
評中七の﹁風が持ち去る﹂がよろしい︒

贈られし単衣に合せ帯結ぶ

川越市小名木狂辰

○入学の吾子と脊くらべ今年竹
承た点が面白い︒

評今年竹を擬人法でえがき︑子供と脊くらべをしていると

島根県原田志津子

隣県へ青田の続く日の出かな

将来を約せる殿御日焼して

○庭隅に金魚の墓や孫おがむ

が却って読者の心を惹きつける︒

評わざとらしいところが微塵もなく︑純粋で素直な叙し方

雨風のとうろう流しあはれなり
選者近詠

棟咲く昔のままのお堀道

天高し法難の島波荒く︵仁右術門島︶

孤高また淋しや雲生む秋の富士
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弘道詩林
一初夏郊居・・佐藤良蔵

寒泉麓保孝選

忠節多年志未酬端然侯主坐牽憂時移物換像巌在
旋谷騨頭塵事調

無題柳汀高田照子

南郊一路暖一初生新樹如潮眼界清狗睡日傾庭院寂

一身無世用托老橘花郊天雲鶏暗胸風薫燕定巣
吟峨漫自得貧妻被人瑚絡日鎖門戸唯容詩客敵

惜春雲石村田一雄

肥巷深居梁道情

傾酒喜迎丁巳春

丁巳七月七日麓溝橋畔蜜端四十年有感

鶴首不還悲水流

一上高山菖里愁兼霞楊柳没汀洲海漫何虚尋英彦

屋島懐古芳洲新家孝

諜坐篭遥友誼親養洞同裾蓄時身如今何幸生猶健

丁巳正月逢同病菖友玉蘭坂元梅雨子

風雨一 過 花 作 塵 河 頭 柳 色 淡 青 新 高 吟 酔 士 亦 何 寛

山中湖畔望富獄舜握鷲見舜司

猫輿残鴬惜暮春

淡煙濠 需 満 山 湖 残 月 既 沈 喋 色 蘇 忽 有 朝 畷 出 林 塞
富峰白雪染丹朱

天異有感秋苑豊田得治郎

南暑北 寒 狂 早 春 朝 催 微 雪 夕 炎 長 傾 心 敵 句 天 異 裡
宛似人生多苦辛

寒泉麓保孝

藍溝橋畔起硝煙駒隙隈辰四十年室抱桑槍興匪恨

首夏偶成省庵元木城作

緑陰幽 草 坐 茅 瞳 雨 洗 暑 炎 情 自 箭 郵 舎 竹 孫 驚 客 夢

丁巳八月阿南箔軍三十三回忌賦重

老残恢慨掛皇天

陪坐追欽遺徳明

承詔投犬城下盟将軍自刃致忠誠今逢三十三回忌

横漬港春望牧泉小久保義松

東雛翠柳向風硫

漫仰衝天千丈楼

寓頃蒼 波 落 日 浮 埠 頭 解 績 飛 白 鴎 潮 香 漂 瑳 公 園 路

寄忠犬吟智像貫山江角俊一
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晴の叙勲者芳名︵敬称略︶

理事片山清一記歳和歌山

勲六等瑞宝章︵昭和二十年二月十八日︶

第二次大戦中フィリピンにおいて憲兵大
尉として活躍︒終戦の際戦犯に問われたが
氏の高く広い教養といわゆる﹁武士の情﹂
による応待によって多数の歎願者が出て釈
放された︒本会編集部委員︒目白女子短大
教授︒

お詫びして訂正
勲四等瑞宝章

正会員宮本芳郎沌歳東京
勲五等瑞宝章

正会員三上尚志万歳千葉
︵昭和五十二年七月十日︶

参議院議員当選者芳名︵敬称略︶

同菅野俵作千葉県当選三回

特別会員植木光教京都府当選四回

同内藤誉三郎全国区当選三回
日本弘道会綱領︵五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守ること
信教は自由なること︑迷信は排除すること
思考を合理的にすること︑情操を美しくす
ること

学問を勉めること︑職務を励むこと
教養を豊かにすること︑見識を養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近親相親しむ

こと

幽学の命をかけての﹁子供仕込﹂︵二二頁︶
は生きているのである︒

給教員雌近の体験談である︒さすがに大原

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六
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かな︒︵渡︶

礼は往来を尚ぶ︒実る程頭を垂るる稲穂

やらねば誰もすまいぞ︒

眼で見せて耳で剛かしてさせて見てほめて

の明放し︒

障子下衆の一寸︑のろまの三寸︑馬鹿

は股一杯︒

履物上は一寸︑下は五寸︑下灸の下等

︵猫脊を直すには早目に︶

ＰＣ三産め冨烏日巨呉冨胃昌①胃辱．

かぬ︒

しつけ覚書抄
二十すぎての意見と彼岸すぎての肥はき

一善一徳を職むこと︑非理非行に屈しない
こと

︶．﹂︑レー

健康に留意すること︑天寿を期すること
信義を以て交わること︑誠を以て身を貫く

乙号︵社会道徳︶
世界の形成を察すること︑国家人類の将来
をおもんぱかること
政治の道義性を高揚すること︑経済の倫理
性を強調すること
自然の美と恩沢を尊重すること︑資源の保
存と開発を図ること
教育の適正を期すること︑道義の一般的関
心を促すこと
報道言論の公正を求めること︑社会悪に対
し世論を高めること
−Ｌ賑峠歴催記︲｜

登校下校の児童が何故か遠廻りをする︒
﹁お早よう﹂﹁お帰り﹂と挨拶されるのが
嫌なのだ︒でも今では笑顔で返すようにな
った︒長い息ではあったがと老婦人︒
◇国電の中程に立つ若者の後のポケットか
ら一万円札が何枚かはみ出ている︒混でい
ないので人目についた︒さわらぬ神に崇り
なしで車はそのまま走り続けている︒と老
婦人が注意した︒若者は大きなお世話と言
わぬばかりに無雑作に押込んだ︒ともに恩

八日本弘道会創立一○○周年記念出版Ｖ

全三巻

■定価二七︑○○○円■特価一一五︑○○○円︵十月末迄︶

■譜日本弘道会編／菊判・総頁三︑一九○頁・上製本

古川哲史著

に﹃記憶録﹄﹃往事録﹄﹃道徳教育講話﹄﹃国民訓﹄を三巻目とし︑全三巻︑西村茂樹全集として発刊する︒

西村茂樹は幕末期に儒教を身につけ︑明治に入って西洋の哲学を学び︑儒教の道徳理念によって西洋
哲学を包みこみ︑日本独自の道徳原理を確立しようとした明治時代のユニークな思想家であり︑またそ
の原理をもとに︑日本弘道会を創立し︑国民教化活動に成功したすぐれた徳育の実践家であった︒彼の
思想は︑近代と封建の要素の混在した明治の歴史的土壌に根をはる豊かな明治的個性をもつだけでなく︑
儒教の理念がどのような意味をもって近代に生きるのかという問題を提起する︒その意味で︑彼の思想
は明治の思想︑道徳の解明には欠かせない対象といわねばならない︒今回の再刊では﹃泊翁叢書﹄二巻

日田郡教育会編

Ａ５判・定価一︑三○○円

韓淡窓全集全三巻広瀬淡窓全一冊
Ａ５判・定価二二︑○○○円

徳川後期の当時において︑独自の個性教育により︑近世の一大思想家・教育家として︑夙に名高い広
日本教育史上︑不朽の足跡を残した救育家︑広瀬瀬淡窓は近代教育理念と軌を一にする︑個性尊重︑
淡窓の全貌を伝える本諜は︑郷土の大分県日田郡能力開発をめざす教育理念を持って幾多の俊秀を
教育会が大正末細纂︑今日なお淡窓研究の必術資輩出した︒本普は古川教授が偉人淡窓翁を多面的
料普︒これを増補修正し新たに書簡集をも加えてにとらえ︑その業械を解明した多年の研究成果の
再刊︑混迷する教育界にとって示唆深き必読の書︒好苦である︒
■■■■■■■■｜■■ⅡⅡ■■■■
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