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先生の印影は、たいへん多く、いずれも雅趣ゆたかで、ここに数穎をえ

会祖西村茂樹先生愛用の印影

らんでその一端を示します。（原寸）
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世界の形勢を察すること︑
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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
資源の保守の開発を図るこ岬
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道義の一般的関心を促すこと
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社会悪に対し世論を高めること
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』

﹁教育の荒廃﹂について

十

昨今︑ジャーナリズムはしきりに家庭内暴力と校内暴力をとりあげて
いる︒その記事だけを読んでいると︑世の中は家庭も学校も暴力ばやり
で︑ニッチもサッチもならない困った状態になっているような錯覚にと
らわれる︒しかし現実の家庭や学校はしごく平穏で︑暴力などはどこ吹
く風かと疑われる場合が大部分なのではあるまいか︒
それで︑余りものを悲観的に考えすぎないようにしたいが︑それでも
文部省が去年の十二月九日︑異例の省議を開いて対策を採ったような︑
また日教組の槙枝委員長が今年の教研全国集会の開会のあいさつで﹁教
師の姿勢が厳しく問われている﹂と指摘したとおりの悲しい現実がある
のはたしかで︑日本弘道会としても無関心ではおれない︒
では︑抜本的対策はありうるのか︒
文部省では︑ことし全国各地で起きた事件について︑その背景や原因︑
学校のとった措置などを調べ︑指導事例集をつくって教育関係者に配布
することにしたそうである︒しかし︑指導事例集では参考資料の域を超
えるのはむずかしいが︑西村会祖に抜本的対策をおたずねしたらどうい
うお答えが出るであろうか︒

これは︑会祖の﹃道徳教育講話﹄などを再読して得たわたしの所感で

﹁そんな便利なものがある筈はない︒要は︑親の権威の確立と師道の
確立が第一だ﹂とおつしやりそうに思えるが︑どうであろうか︒

ある︒︵本会理事︶
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耐性教育

教育心理学者と精神医学者とに別々に相談して象た︒二人

が︑特別の知識も持ち合わせていないので︑私から友人の

く口を閉ざしている︒私は両親から相談を持ちかけられた

地位にあるし︑母親も一流大学の学生時代にむずかしい資

変屈なところはないそうである︒でも︑両親に対しては固

格試験に合格していたのだから︑そのまま職に就いていれ

る︒﹂という回答であった︒だが︑それから程なくもう一

とも名の聞こえた専門家だが︑一致して﹁放っておけば治

には﹁放っておけば治るｏ﹂というのがこの種の専門家の

年半にもなろうというのに︑治る気配は全く見えない︒私

れるような有名人になっていたはずである︒それを途中で
の点でも子のため悪かろうはずはない︒この夫婦は実に情

だと思っていたのに︑中学二年生のころに父親に強く叱ら

なりの顔見知りになっている︒私はその子も明るいいい子

どうも︑いや味なデモンストレーションをやるものである︒

留守中その寝室に金属棒を立て掛けてあったそうである︒

う事件が起こった︒その報道の翌日︑この中学生は父親の

人の一柳展也が就寝中の両親を金属バットで殴殺するとい

この経過の途中で︑昨年十一月には川崎市で大学受験浪

公式論であるような気がしている︒

をきかなくなってしまった︒そうして︑その後もう一度父

そうなってからでも︑私が会って桑れぱ︑その子は以前

い︒何が変わったのか︒どうも家庭でも学校でも子供に対

ないほど︑世間が何かえらく変わったように思えてならな

各所に発生しているらしい︒どうも私などには想像も及ば

知って承ればこの種の誠黙例はそう珍しくもない様子で

しかし私にそれを治す名案があるわけではない︒

のように朗らかに私と応待する︒どこにも彼はそんな暗い

かなくなったのだそうである︒

親から強く叱られる機会があってからは︑母親とも口をき

れたことがきっかけだということで︑それから父親とは口

子の生まれない前から親しくしているので︑その子ともか

誼に厚く︑後輩の面倒もよく見る︒私はこの両親と︑その

投げ打ち家庭婦人として子の養育に当たったのだから︑そ

ば女性の稀少性ということもあって︑今ごろは世に喧伝さ

私の身辺にも両親に口をきかなくなってしまった中学三

正

年の男の児がいる︒その子の父親は社会的にもかなり高い

松

影を見せはしない︒受持教員にも素直だし︑生徒仲間でも
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植

処のしかたが著しく変ったのではないだろうか︒その変り

ある段階に来て突然父親からひどく厳しく戒められたとい

くつか聞いてみると︑甘やかされて育てられていた子が︑

今の私にはないが︑こういう特異な子供たちの生育歴をい

うようなことが機会となって︑そんな反逆に陥る例がどう

な耐性を育てることを怠りがちだということである︒

日本では︑第二次大戦終了後︑やたらと﹁子供に欲求不

方の中に一つ私の強調したいことがある︒それは︑心理的

満を起こさせないように︒﹂ということが強調されるよう

の一例しか知らないのだが︑児童心理学の専門家たちの認

も多いように思われる︒私はそういう子供を直接にはただ

︵岸尻目員○巳というカタカナ語で教育ママの間にも普及

も欲求不満を気にしすぎたための副産物なのかもしれない

識にはそういう例が多いとのことだから︑それなら︑これ

になった︒その﹁欲求不満﹂とは︑﹁フラストレーション﹂

しているくらいだから︑子供に不満を持たせないようにと

と思ってみるのである︒

私はかねがね日本で欲求不満論ばかりが声高に問題にさ

いう配慮はかなり行きわたったことと思う︒

これは戦後になってアメリカ経由の精神分析の大波がや

ないはずの耐性︵８房愚冒︒①︶のことが忘れられたかのよう

れながら︑それと車の両輪のごとく強調されなければなら

になっているのを片手落だと思っている︒そこで︑この口

って来たためである︒それに加えて︑日本では敗戦による

ていた価値体系に自信を失った︒﹁価値観の多様化﹂とい

をきかないという妙な反抗も︑これに関係があるのかもし

価値観の顛覆が起こって︑親も教師も自分の精神を支配し
う言葉が流行し︑﹁こうも考えられるが︑ああも考えられ

れないと思うのである︒ここで︑私はこのような反抗現象

的に︑子供の生育史において耐性の養成を心がけることが

に今解決を与えようと思っているのではない︒もっと一般

る﹂式になり︑一種の懐疑論的思考に陥っている人が多く
なった︒こうなると︑次の世代を担う子供たちに対しても︑

およそ寛容にならざるをえない︒寛容も美徳の一つに数え
られはするが︑未成熟の子供たちにとっては︑準拠すべき

の種の現象の予防にも効果があることかもしれないと思っ

大切だということを言いたいだけなのだが︑ついでに︑こ

てられる子供は︑欲求不満にならないようにとの配慮の中

基準がつねに暖昧になりがちとなる︒そんな周辺の中で育

欲望というものは︑ひとたび達成されると︑さらに上位

て承るのである︒

られる機会も乏しい︒そういうことが︑親に口をきかない

ことに使われれば︑︑向上心を育てることにも役立つが︑悪

の欲望を持ち︑その満足を望むのを例とする︒これが善い

で甘やかされがちになる︒社会規範の何たるかを自覚させ
子供の育成にどう結び付くのか︑それを断言する自信など
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ばしば攻撃行為になると説かれる︒それは非行への道に通

ない︒欲求不満をそのままにしておくと︑その排け口はし

欲求に対してはこれに耐える力を養って行かなければなら

いことに使われれぱ︑悪の道へ突進することになる︒悪い

やすいように思う︒私は自分の子供を育てるには︑そうい

断力が育ってくるにつれて︑自己の判断に委ねる方がやり

欧米流に初めは有無を言わさず型どおり行動を規制し︑判

日本流の幼少時寛容の度が過ぎると︑拾収が付かなくなる︒

ると言われている︒それぞれに理由のあることとは思うが︑

今︑私の身辺に一歳三カ月ほどの孫娘がいる︒自分の子

う仕方でやって︑結果はよかったと思っている︒

を育てる時には気付かなかったことにも︑今は気付く︑たと

分を攻撃する形を採って神経症への道をたどる︒それら二
つの道が欲求不満に端を発するということから︑欲求不満

ずる︒また︑欲求不満を内攻する性格の者だと︑いわば自

解消の方策が必要だと説かれている︒それはそれなりに合

かれて困るから︑かならずハトロン紙を与えることにした︒

えば︑この幼児は鉛筆を持つと手あたり次第の紙に何か描

他に不用の紙があっても︑それは与えないということで︑

きたがる︒それをさせると︑私にとって大事な書類にも描

不満をなくそうとしてもキリのないことにもなりかねない︒

は次第に高次のものへと転化する性質を持つものだから︑

欲求を満足させることも時には無論必要だが︑それもほど

私は自分の座布団の位置を直すとき︑足で動かしたくなる

幼児は理窟は分からずにルールに従う習性が出来上がる︒

理的な考えかたである︒けれども︑今言ったように︑欲求

ほどにして︑満足を与えつつも耐性を育て上げる心がけを

の前ではかならず身体をかがめて手で直すという心がけを

こともあるが︑その不作法をまねられては困るので︑幼児

しなくては︑欲求の暴走を招くおそれがある︒そのことを
強調したい︒私はかつて雑誌﹃教育心理﹄の巻頭言にその

する︒いらないものを丸めてほうり出すなどということも︑

ことを書き︑片面的に欲求不満の除去ばかり説いて耐性教
育のことに言及しない心理学界の風潮を非難したことがあ

うことにほかならない︒日本では幼児のしつけにはゆるや

日常用語で言えば︑我慢する力を育てることが大切だとい

立があるが︑人間の本性がもと動物的であるとの科学的認

かということについて︑中国の倫理学説としては有名な対

社会の規範に従う習性は養われない︒人間の本性は善か悪

人間は動物の一種にほかならない︒教えなければ︑人間

っているＯ

この子の前では慎しむというのが目下の祖父の心がけとな

かで︑長じてから厳しくする風が強いのに︑欧米ではその

﹁耐性﹂と言えば︑耳新しく聞こえるが︑もっと平凡な

ったが︑そのことをここにも繰り返さなければならない︒

逆に幼少時には厳しくして︑長ずるに及んでゆるやかにす
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であってはなるまい︒

しい民主的な道徳教育にも拒絶反応をするような教師集団

昨秋中国広州の小学校を訪問してみたが︑校門の脇に児

識に立てば︑これを社会の道徳規範に合うように馴致して
味では︑むずかしい哲理はさておき︑人間の性は悪だと思

を強調する一項が明記されていた︒私は今日の中国は小窃

童の守るべき十項目ほどの掲示を見た︒そこには遵法思想

こそ︑遵法的な社会の成員が出来上がるのである︒その意
って欲望の暴走を自己抑制する能力を養うことが肝要であ

受け共感をいだいて帰国したことだった︒

盗が激減した事実と思い合わせて︑この掲示に強い印象を

る︒この民主主義時代に忠孝を基本とした道徳教育は妥当
しない面があるだろうが︑他人との共存を安らかならしめ

ｌ一橋大学名誉教授・日本犯罪学会会長Ｉ

︵昭和師年３月５日記︶

るためには他人の存在を尊重して自己の欲求の調整を図る
ことを道徳の根幹として教えるべきである︒

れた︒しかし︑私には︑これは手柄話として素直には受け取れなか

﹁あの事件は私が取材したのです︒﹂と如何にも得意顔に話してく
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過去のような修身教育に反対するのはいいとしても︑新

青少年の非行と校内暴力事件

﹃先生１．俺を殴る気か？殴ったらお前誠首だぞ！﹄﹁威嚇的

本幸三

な生徒の一言に︑振り上げた拳のやり場に困ったしまった︒﹂﹁近頃

った︒というのは︑芝中事件に対する新聞のとりあげ方に対して︑

くぴ

の生徒には︑うっかり注意もできない︒﹂若い中学校の先生たちの

あり責められ非難されて然るべきことであり︑この事実を報道する

成程︑あの体育の先生の罰の与え方は︑常軌を逸した行き過ぎで

うになるのではないだろうか︒こうした心配が私の胸を強くよぎっ

先生が精神異常者であったのなら格別︑殴ったのには殴っただけ

と深謀遠慮があってほしかったと思っていたからである︒

ことは︑新聞として当然のことと思えるが︑そのとりあげ方にもっ

社長だか出張所長だかになっていた︶が︑偶々私の学校を訪れた折︑

その後︑この事件をとりあげた○○新聞の某記者︵その時は︑支

たのは︑例の芝中事件が起った二三年後のことであった︒

先生たちのやる気が無くなって︑当らず触らずの教育が風扉するよ

納得できないものが胸につかえていたからである︒

郎

言葉に︑こんな状態で果して健全な生活指導ができるのだろうか︒

松

らに社会一般︑とりわけ児童生徒の心情への影響を考慮し︑生活指

の理由があったのではなかったか︒その理由背景も十分調査し︑さ

﹁その罪を憎んで人を憎まず︒﹂というが︑逆にその人には敬意は

り︑夫婦別有り︒﹂決して陳腐な死語ではないと思われるが︑また︑

を作りそれを守る習慣を確立していきたいものである︒﹁長幼序有

先ず身の回りから︑家庭から︑学校から︑職場から︑立派な秩序

秩序を守ることの重要さ︑善悪の区別︑物事の正しい価値判断︒

ってはならない︒

払えなくても︑その職なりその立場なりには︑敬意と尊重の念を失

導の面で教師が萎縮してしまうことのないよう︑教育上必要と思わ
て欲しかったからである︒

れる筋の通った懲罰ならば︑敢て回避することのないよう︑配意し
教師の権威と意欲の失墜︑生徒父兄の教師に対する不信感の助長︑

け︑育ててやる必要がある︒

それらを︑私たち大人が︑身近な実践を通して青少年の心に植え付

法無視と思われる教職員組合の運動など︑これらがないまぜになっ
は言えないような気がする︒言い換えれば︑今まで尊敬していたも

﹁飽食暖衣︑逸居而無し教︑則近二於禽獣ご高校生と中学生に聞

青少年に意欲・忍耐力・責任感を

て︑校内暴力の温床が出来上がったといっても︑全くの見当違いと
のに対する不信感と失望感とが︑暴力の芽を育てたとも言えるので

いてみた︒﹁将来何になりたいか︒﹂﹁解らない︒﹂﹁何のために学校

へ行くのか︒﹂﹁解らない︒﹂こんな生徒が学校へ行っても︑授業に

家庭・学校・社会に秩序を
学校では︑管理者である校長教頭が︑組合員である教師や主事た

題はあると思うがそれは暫く措き︑生徒にやる気も目標も無いので

真剣に耳を傾けることができる筈がない︒指導する教師の側にも問

kOノ

はあるまいか︒

ちに嚇かされ︑家庭では︑一家の主人であるべき父親の威令が行わ

先ず生徒にやる気を起させること︒これが両親・教師・社会に課

はこれでは︑教育効果を期待する方が無理である︒

れず︑発言の力が低下し︑社会では︑昔の下克上が平然と罷り通る︒
四民平等︑天は人の上に人を作らず人の下に人を作らず︒誠に結構
な言葉であるが︑社会生活や職制上の区別さえ無視され︑世の中の

の理屈ではなかなか解決がなされにくい︒Ａの生徒にはうまくいっ

たのにＢの生徒には逆効果だったりする︒一番手っ取り早いのは︑

せられた命題である︒ところがこの命題が曲者で︑教育学や心理学

かつて父母や祖父母が味わったような︑そして今︑発展途上国の青

秩序というものがすっかり影を潜め︑数が︑力が︑金が︑社会を牛
いる︒これが純真な青少年たちの心の上に︑知らず知らずの間に影

耳り︑国家を牛耳り︑世界を牛耳るような浅間しい世の中になって
を落とし︑民主主義にとって極めて大事な︑秩序を守るという常識

少年が味わっているような環境に投げ込むこと︒だが︑これは最早

の頃には及びもつかなかった賛沢なものが手易く口に入る︒しかも

主食にしても︑副食にしても︑菓子類にしても︑私たちがこども

できることではない︒

が芽を出し育てられるという環境が失われてしまったのである︒
このことは︑青少年たちにとって極めて不幸なことである許りで
なく︑平和な暖かい国家社会を作ろうと努力している私たち国民全
体にとっても極めて嘆かわしい現象である︒

／ 戸 、

象ではない︒衣も住も同様である︒ただ都会では︑土と庭︑ゆとり

これは極めて当り前のことであり︑特定の者にだけ許されている現

と忍耐力と責任感とを養うための︑心的物的環境を用意する責任が

兎にも角にも︑その衝にある大人が先ず反省し︑青少年に︑意欲

過保護と放任︑親の無責任を反省することである︒欲しがる物は

家庭︵両親︶に望みたいこと

シの︾○１と田噌クＯ

的に働くとか︑それが手に入る状況になるまで我慢して待つとか︑

独りで出来ることでもやってやる︒父親は余り煙たがられないよう

何でもすぐ買ってやる︒つらいこと嫌がることはやらせない︒自分

従って今の青少年の多くは︑必要なものを手に入れるために計画

の根源ともいうべき大事な自然だけは︑なかなか手に入りにくいが︒

が欠けている︒

に逃避行︒これでは︑自制心も忍耐力も育たない︒こどもが学校か

自分で工夫して代用になるものを造るとか︑耐え忍ぶ力︑創意工夫
苦しいことには手を出さず︑自分の欲求が満たされない時には︑

発散したくなる︒成程収入が多いことは家計が楽になり︑文化的生

ら帰っても家にはだれもいない︒淋しさ遥瀬無さを何かにぶつつけ

忘れものをする︒約束を破る︒公共物を段す︒見付からなければ

すぐ暴力に訴える︒これが一部青少年の現状ではないだろうか︒
その催︑見付かっても﹁やあ！どうもどうも︒﹂さらに︑﹁殴れちゃ

ちに与えているとしたらどうだろうか︒思い巡りの無い︑冷たい︑

ったら︒それ程まででなくとも︑余り良い面は育たないのではある

利己的な人間︑ゆとりも暖味も無い︑金銭の奴隷のような人間が育

活が楽しめる︒しかし︑これが取返しのつかない心の傷をこどもた

しの反省も責任感も無く︑却って注意した人を逆恨みする︒感謝や

まいかＯ

r

ったんだから仕方がねえじゃあねえか︒﹂と逆に喰ってかかる︒少

わけではない︒﹂とか﹁こんな家に生まれて来なければよかった︒﹂

﹁子どもは親の背中を見て育つ︒﹂

思い過りの心が全く無い︒親に対して﹁俺は頼んで産んでもらった
とかよく天罰が下らないものだと思うようなことを平気で言う︒

ともいう︒朝晩できるだけ家族全員で食事し︑特に夕食の後や土

曜日曜などには︑暇を作って︑イソップなどの寓話や一言−スや︑

生存している自分の現在をまじめに見つめ︑生きていることの有
難さ︑天地の恩︑親の恩︑師の恩︑社会の恩︑これらに素直に頭の

る目聞く耳が育ち︑やる気の芽が生れるのではあるまいか︒

家庭や学校で起った出来事などについて話し合う︒この中から︑見

判︑先生に対する批判を︑ついこどもの前で口に出してしまう︒

の欠点を身に付けてくれたものだと恐ろしくなる︒他人に対する批

私自身︑息子たちの行住坐臥を見ていると︑よくもこんなに自分

られているのである︒

両親のものの見方考え方は︑知らず知らずの中にこどもに学び取

下げられる青少年を育成するには︑私たちはどうしたらよいのだろ
その第一は家庭にある︒親たちの育て方考え方にある︒第二は学

うか︒何よりも︑良い環境の設定にあると思う︒

校にある︒教師にある︒教育委員会の構えにある︒第三は社会・マ
スコミにある︒さらに︑国家国民を指導管理している政府・政治家

にある︒ｌもっとも︑その政治家蕊選んだのは私たち国民なのだ

がＩ
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﹁瓢も舌に及ばず︒﹂後から反省して露﹁しまった︒﹂と思うのであ
るが︒

教師・学校・教委に望みたいこと

ある︒

教師は専門職であり︑人の師である︒自信を持って教壇に立って

もらいたい︒非行や暴力行為の原因が︑教師の側にある場合が屡々

先生に対する尊敬︑自然の恩恵︑神仏の加護に対する感謝の念は︑
両親が身をもって示すべきものである︒責任感︑思い遣りの心も︑

授業妨害︑登校拒否︑非行︑暴力行為に繋がる︒公立小中学校の場

授業が解らないから意欲が湧かない︒欲求不満がつのる︒結果は

ある︒

すぐに教育委員会へ投書をしたり︑議員を通して︑直接教委に訴え

うに理解させることは難しい︒個別指導をするには︑一学級の生徒

合︑どうしても能力差が大きい︒同じ事を︑個々の生徒に︑同じよ

次に︑こどもの教育について︑学校の運営について不満があると︑

家庭の中で育くまれていく面が極めて大きいのである︒

る悪習が一部にあるが︑これは︑是非慎んでほしい︒状況万己むを

数が多過ぎる︒矛盾はあるが︑教材の精選や指導法の研究で︑いく

得ない場合は別として︑先ず担任教師・関係教師に︒それでも納得
してほしいＯ

できなければ校長に不満や事件を打ち明け︑解決について懇談協議

さえも︑行革の減量経営で削減しようとしている︒都内の公立小中

である︒第一教師の数が足りない︒しかも︑当局では︑現在の定数

各教科によって能力別の指導ができればよいが︑現状では不可能

らかでも補ってほしい︒

室へ呼びつけられる︒校長は︑それに対して実態を調査し︑報告書

学校の実態を眺めてみても︑主事の面では︑やり方によっては︑相

教委に投書すれば指導主事が学校へ調べに行く︒或は校長が指導

っては処罰される︒これは固より当然であるが︑非が無い場合でも︑

を作る︒それによって︑非があれば教師・校長が叱責され︑事によ

当の減量か可能ではないかと思われる面もあるが︑教員については︑

とを持たなくてはならない︒熱心な先生︒解るようにていねいに教

生徒に意欲を持たせるには︑先ず指導する教師自身が意欲と勇気

大幅増員の必要こそあれ︑減員の余地は全く無いのが実情である︒

問題を起したとして︑疑の目をもって見られがちである︒
議員から問題が持ち込まれれば︑教委としては最も恐い︵？︶相
師なり校長なりが叱責処罰されるようなことがあれば︑父兄は自分

えてくれる先生︒自分に関心を持ってくれる先生︒できる生徒もで

手であるから︑小さな問題でも調査せざるを得ない︒その結果︑教
の力を誇示の快哉の胸を張るのである︒そして︑その処理のされ方

きない生徒も︑それぞれに︑こんな教師を望んでいるのである︒

非の所在を判明させることも大事であるが︑教育効果の向上に意

熱意と暖かい励まし︒こんな解り切ったことがなおざりになって

れて︑その教科が好きになったという生徒も数多くいるのである︒

よって︑意欲を起こす生徒もできるに違いない︒教師の熱意にひか

授業の終った時︑帰る時︑ぽんと肩を叩いて励ましてやることに

がどれ程教育に︵＋︶であったかという点については︑余り関心が

を用いることの方が︑一層大事なのである︒処罰や懲罰は︑改善進

払われない︒時に︑前述のような例が無いわけではないのである︒

歩のための一手段であり︑それ自体が目的であってはならないので
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んな機会の少ない都会の学校生活の中であっても︑何とかそんな機

いる場合がないだろうか︒生徒と一緒に歩く︑話す︑山に登る︒こ

処置の仕方に相違があってはならない︒このことは︑父母生徒の不

ことを全職員が共通理解し︑協力し合い︑教師によって解釈の幅や

て好評を受けようとすることが︑生徒指導の面から︑学校の教育目

平不満を募らせるばかりである︒生徒や父母から︑話せる先生とし

全員普通高校進学を提唱した日教組の方針は︑果して生徒の志望

会を作り出してほしい︒

さら隠蔽的な態度をとることなく︑自らの責任を回避することなく︑

標達成の面から︑時に大きな障害となるからである︒学校は︑こと

しかも毅然とした態度で臨むことが︑父兄の信頼協力を得易く︑事

幸福に繋がっているものであろうか︒努力はするけれども英語や数
ある︒英数等の基礎的教科は︑これからの生活に欠かせないものと

学の授業についていけない︒こんな生徒が各学校に相当数いる筈で

件の好ましい解決を早める結果となるものである︒

職員は︑事件皆無の学校の教職員よりも︑常日頃︑人一倍管理に神

なお︑ここで一言付け加えたいことは︑事件の起き易い学校の教

は思う︒しかし︑学問や教養は︑学校で学ぶよりも社会に出て︑職
ない英数などで空費する精力を︑他の比較的得意な興味の持てる教

業を通して学ぶ比重が大きい場合が多いのである︒どうしても解ら

経をすり減らしているということである︒

かつて︑大人はこどもの手本であった︒従ってこどもは︑自分の

社会．特にマスコミに望みたいこと

科に振り向ける方策を考える必要があるのではあるまいか︒
それぞれの生徒の特技特性を一日も早く発見し︑出来得ればその
方向に進むよう指導してやる︒このことを︑特に小中学校の教師に

好きな理想的人間像を先人の中に求め︑その人に劣らぬよう勉強し

としてドラマとして提示される人間像はどうだろうか︒非道な︑残

練磨しようと努めた︒現在︑新聞・テレビなどを通して︑ニュース

強く望みたい︒

その意味に於て︑中学校の教育課程の中には︑職業指導の面がも

実を報道し︑読者や視聴者を満足させる手段としては︑己むを得な

てくれるからよいようなものの︑決して良い環境とは言えない︒事

幸い︑読んだり見たりする側の青少年が︑批判的客観的に受取っ

が圧倒的に多く︑その手口やり方まで克明に説明してくれる︒

虐な︑こんな人間にはなってもらいたくないと︑眉をしかめるもの

っと重視されてよいと思うし︑進路指導に当っては︑高校進学指導
同様︑就職指導にも一層積極的に努力していただきたい︒

高校へ進学する学力がないから就職するのでなく︑十分高校進学
の力を持ちながらも︑自分の適性を考えて進んで就職する︒こんな
学歴社会の打破︑このことを企業も政府も一般社会も︑もっと真

いこととは思うが︑好ましい例をもっと数多く︑青少年たちの前に

生徒の多数出現することを待望する︒

剣に考えて︑中学卒業者を︑単なる肉体的労務提供者と見るような

提示してはもらえないものだろうか︒

の吸殻を線路に投げ捨てた人を見て︑手をつないでいた母親を見上

過日︑国電大井町の駅で︑小学校一年生くらいの女の子が︑煙草

傾向は一日も早く払拭されなければならない︒

次に︑校内暴力事件に対する学校側の対応であるが︑先ず生徒の
立場に立って考える︒次に校則その他秩序は厳正に守らせる︒この
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げながら︑﹁大人って悪いね！﹂といっているの見て︑本当に大人
って悪いなあと考えさせられた︒幼児が信号無視の母親をたしなめ

こどもたちに寓話を︑物語を︑伝記を︑話して聞かせ︑読ませ︑

ぞ！﹂と意欲を燃やす糧としたいものである︒

ことであるが︑大人や教師に対する不信感を増幅し︑自己の甘えを

非行暴力事件の実態を正確に伝え︑警鐘を鳴らす︒固より大事な

視聴させよう︒青少年に感動するものを与えよう︒

んだ︒自分では守らないくせに︑こどもにだけ守れって︒﹂大人の

ている光景もよく見かける︒百日の説法庇一つ︒﹁大人ってずるい
世界の醜さずるさを︑幼い頃から見せつけている︒新聞を開けば︑

助長するような報道の仕方は︑厳に慎しむよう配慮を望むものであ

年は︑十八万三千四二七人で︑前年すなわ

昭和五三年に刑法犯で検挙された犯罪少

強盗の順となっている︒また特別法犯につ

ものが多い︒この二つについで恐喝︑強姦︑

は︑放置している自転車を盗む軽犯罪的な

で十万五千人の多数に達している︒横領で

︵元東京都内小学校長︶

ち昭和五二年に比べて︑二万六○八人増加︑

マスコミの協力を期待して巳まない︒

﹁好事門を出でざるに︑悪事千里に伝わる︒﹂

ヲ○○

テレビをひねれば︑高官の汚職収賄︑銀行強盗︑殺人︑誘拐︒毎日︑

目や耳に触れない日は無い状態︒青少年の非行や暴力事件が︑これ
らの影響外である筈がない︒

この醜い面をカバーする意味からも︑こどもたち︑青少年に︑善
い例を数多く提示することに努めなくてはならない︒そして︑﹁世

人口比では一・九ふえて一八・九となって

③低年令層の少年の犯罪が増加している︒

りも増加している︒

取締法︑覚せい剤取締法の違反が前年度よ

いてはシンナー等の濫用による毒物・劇物

きが多くなり︑全少年刑法犯の五七・三％

や横領などが増加している︒窃盗では万引

②罪名別にゑると︑前年と比較して窃盗

いる︒

の中には︑こんな立派な人もいるのだ︒自分も負けずにやってやる

昭和五三年の少年犯罪
八年少者と女子少年の犯罪数は増加Ｖ
昭和五四年版の﹁犯罪白書﹂︵昭五四年
十一月発行︶によって︑昭和五三年の少年
犯罪の状況を列挙してゑると︑次のようで

①量的には増加してきている︒

ある︒
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昭和四五年以降︑年少少年︵一四

一六

一八

五十三年も増加し︑ついに六万人を超える

歳︶の犯罪が増加しつづけてきたが︑昭和
ことになった︒また中間少年︵一六
歳︶の犯罪も昭和四八年以降増加してきて︑

④女子少年犯罪が増加の一途をたどって

昭和五十三年には五万人を突破した︒

昭和四四年には︑男子の少年刑法犯が九

いるＯ

七︑九六九人で︑女子のそれは一○︑一五
二人︑女子比︵男女総数に対する女子の比︶

現代非行少年の犯罪傾向
八家庭と社会と学校の中でＶ

り沼弱蝿廻り師妬妬９

４０︵Ｕ一︑

％％％％％％％３％
７２

家庭の状況を伺ってみよう︒

あ題
あ
題

さて︑このような犯罪少年を生み出した

背景はいったいどういうものであろうか︒

放一厳放溺一

間任し格間任愛し

になにな
父
性
母
性
貫
貫

ここで考えられるのは︑①家庭②社会③学
校の三つである︒

に一貫性が欠けていることが共通している︒

どちらにも放任が多数を占めているが︑次

上の欠陥であろう︒

父親の厳格︑母親の溺愛はそれぞれの特性

通常︑犯罪をおかすような少年を生み出

日家庭
す家庭は︑貧困であるとか︑親が欠けてい

口社会

るとか︑と考えられているが︑それは昭和

少年犯罪は昭和四五年では大都市集中型

三十年代までであって︑昭和四十年代に入
ると︑経済的にそれほど困っていない家庭

では九・四であったが︑毎年のように増加

や両親とも揃っている家庭から犯罪少年が

の中小都市に波及するにつれて︑小年犯罪

であったが︑産業化が大都市周辺及び地方

しつづけ︑昭和五十三年には男子一○九︑

多く出るようになった︒

八八一人女子二七︑一七○で︑女子比は一

九・八となった︒つまり昭和四四年に比べ

昭和三○年昭和五二年
実父母のそろっ四五・一％七五・八％

⑤シンナー吸飲や覚せい剤使用が増加し︑

和四五年において少年刑法犯検挙人員数の

をもつ都府県によって占められるようにな

京都︑大阪︑福岡といったように︑大都市

ている家庭

もそれらの地域への拡散が生じている︒昭

て女子犯罪数も倍増したことになる︒

普通の生活を営んでいる家庭で︑両親と

あったが︑昭和五○年には︑東京︑兵庫︑

もに揃っているのに︑どうして犯罪をおか

上位五は宮崎︑高知︑岡山︑東京︑山口で

⑥交通犯罪中業過により検挙された者は

すような子どもが出るのかということは︑

過半数を占めているが︑それについで傷害︑

︵全少年犯罪者数を一○○％とする︶

約四万六千人で︑少年刑法犯の二五・三％

やはり両親の生き方や子どもの教育の仕方

暴行となっている︒大中小都市では横領が

嘩噸華錘恥壁三○・六％八五・五％

を占める︒前年に比して三千人増︒道交法

などに問題があると考えざるを得ない︒昭

なった︒

前年に比べて覚せい剤では七四・四％増と

違反によるもので警察より検察庁か家裁に

和五三年中に少年鑑別所に入所した少年の

犯罪の内容は︑いずれの地域でも窃盗が

った︒

年より一万五千増︶︒

送致された少年は︑二十八万四千人余︵前
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100.0

100 ）
(

ワ﹄｜ワ︼｜｜︑③

妬一ｍ一犯

100.0100.0100.0100.0100．0

数

(148,249)(107,107)(115,628)(116,199)(136,801)

少年刑法犯検挙人員学職別構成比

1172217231737

19．51128．7137．136.137.3

1.8

1‑9

2.1

1．8

1.7

2.6

3.0

3.4

3．41

学一種校

0.8

大一各学

内容

中一高

校

いるものと考えられる︒そこで︑﹁家庭内

る不良行為が︑上述の統計以上に多発して

扱われないが︑家庭内や学校でおこってい︐

が現状であるが︑このように警察によって

総一学生

25．61127．1130．1130．8131.1

いることが
伺われる︒

の少年より

有職・無職
もはるかに
増えている
ことは︑今
日の教育の

あり方に疑
けている︒

問をなげか

八こんな家庭にこんな子どもＶ

学

多いが郡部では少くなっている︒その代り

いる︒

ワー

ワ″一

10．4

郡部では強姦や強制わいせつが多くなって

ｑ︺

17．2

12.3110．3

こうした結果をもたらす要因として社会
おける低俗な雑誌のはんらんや︑享楽的設

文化的な側面を考えざるを得ない︒最近に
備の過剰な供給は︑犯罪への誘因となって
いることは否定できない︒

昭和四○年初期までは︑学校に行かない

53年
100.0

以上のように少年非行は増加しているの
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白学校

27.61117．5

53年

52年

51年

46年

41年

少年の方が︑学生・生徒よりも犯罪をおか

35．6

無職少年

︹己弓Ｊ
︵ｂ句Ｉ
１人４４

60.1172．2

￨学生･生徒

すことが多かったのであるが︑昭和四○年
うになった︒

少年刑法犯検挙人員学職別椎成比

家庭内暴力と親のあり方

有職少年

0
1
）
(136 8

(
1
1
9
,
1
9
9
）

（
1
1
5
,
6
2
8
）
(
1
0
7
,
1
0
7
)
(
1
4
8
,
2
4
9
）

代中期から学生生徒の方が増加してくるよ
次表によると︑昭和四二年には有職・無職．

の少年の比率が五二・四％であったのが︑

昭和五三年には職の有無にかかわらず︑学
校に行っていない者は二六・四％であるの
に対し︑学生・生徒は七三・七％に達して
いる︒

これは最近における高校・大学への進学
率の増加に伴うものであるが︑学校教育の
さらに︑その内容をみてゑると︑中学・

あり方に大きい衝撃を与えている︒

高校に在学する生徒の犯罪が増加してきて

52年
100.0
1
応
、

淀

51年

100．0
●"、

4771

生

46年

数

41年

りを演じることもできる︒

安田道夫著﹁父と母への赤信号﹂︵学事

はその素振りさえ見せず︑よい子の役割

出版刊︶の中に示されている﹁こんな家庭

といいざまテーブルを足げにし︑熱いうど
こういうことがおこって以来﹁父や母の

が暴力を生む﹂を︑そのまま引用させてい

暴力﹂といわれているものに焦点をしぼっ

目つきが気に入らない﹂︑﹁紅茶の入れ方が

んの入った井をひっくり返してしまった︒

いったい家庭内でおこった暴力事件は︑

まずい﹂﹁掃除のしかたがなっていない﹂

て考えてみよう︒

どの事のない限り家の外にもれることがな

ただく︒︵同書一三六頁︶

りまくり︑母親への乱暴がひどくなり︑ま

と︑次から次へと文句の種を見つけてどな

家の体面とか世間体とかがあるので︑よほ

しかも親にとっては自分の子どものこと

ようになった︒そうしてある日のこと︒

た母親をかばおうとする父親へとはむかう

こんな家庭が暴力を生む

露⑦

(実線はコミュニケーションをあらわす）

いＯ

た隠しに隠そうとするのが当然のことであ

となるとかなり重大な事態であっても︑ひ

﹁おれの一生をメチャメチャにしたのは

！それができないなら三十万よこせ﹂

お前だ︒つぐないをしろ！一生をかえせ

事件である︒この高校生は小さい時には親

と叫びながら母親にハサミを投げつけた︒

をしている︒適当な距離を保ってコミュニケ

て伸び縮みする︒

−ションがあり︑しかもその距離は時に応じ一

①それが崩れる︒母と父の距離が遠い︒そし
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ろう︒そういった例を一つあげてみよう︒

のいうことをよくきく子どもであり︑小学

とうとう母親がたまりかねて︑二○番に

一 一 ＝ − − 一 一 一 一 一 一

正常な家庭は︑親子関係がいわば正三角形

⑦

②

【掴喚2】③

ある高校二年生のおこした家庭内暴力の

校や中学校では成績は上位であって︑親も

電話するという破目になってしまった︒

④家族以外の存在には敏感で︑他人の前で

こすようなことはない︒

③学校ではあまり目立たず︑特に問題をお

たり刃物をちらつかせたりする︒

てこわしたり︑脅迫的なことばでおどし

②なぐる︑けると同時に︑家具などを投げ

おこなわれることが多い︒

家の中で弱い立場の母親や祖母に対して

①暴力は家庭内で家族に限られる︒とくに

このような事件をおこす子どもの特徴は︑

この子に期待をかけてきた︒その子どもが︑

いよいよ大学の受験のために勉強をはじめ
た矢先に突如として起った事件である︒

いつもの通り夜中の一時に母親が夜食の
ーブルの上におき︑﹁がんばってね﹂とや

うどんを子どもの部屋に運んで︑サイドテ
さしく声をかけたとたんに︒

﹁うるさい！おれがこんなに頑張って
いるのがお前にはわからないのか︒まだこ
れ以上頑張れというのか︒どれだけやった
らお前らは気がすむんだ︒﹂

【そして…】

I

【危険1】

Q
g
p
‑‑‑‑,
：

脆険3】

【正常な関係】

て母子の間が極端に近い︵危険１︶︒

家庭を顧承ないモーレッ管理職と教育ママの
家庭があてはまる︒家庭内暴力では︑このケ

の春に暴力事件をおこしてしまった︒

であって諺子どもの欲しいものは何でも与

ころが子どもが十六歳になったある日バイ

え︑子どものの我がままを許してきた︒と

クを買ってほしいと言い出した︒母親はそ

︻危険２︼

ンがなく︑それぞれ勝手に生活している形

れだけはできないと拒否したが︑それ以後

父と母と子の間に全くコミュニケーショ
の家庭︒父も母も仕事をもっているので︑

ースが一番多い︒父が飲んだくれたり︒女に
該当する︒

母親は警察にかけこんだ︒

母親に暴力をふるうようになった︒ついに

狂ったりして︑父母が絶縁状態でもこの図に
②危険２は論外︒三者三様︑コミュニケーシ

ていた︒お金については惜しげもなく出し

子どもにはお手伝いさんと家庭教師をつけ

ョンなし︒自分は自分の道を行く︒

たが︑平常は子どもの手をかけることが少

このような家庭内暴力のおこった時に親

③危険３︒ガンコおやじ︒ここでも母と子の

にこのような暴力沙汰のおこる原因は︑家

がどのような態度をとるであろうか︒すで

間が異常に近いことにご注意︒父は疎外され

なかった︒たまたま家にいる時︑母親が行

庭内に問題があったためであるから︑単に

ている︒

バヵヤロー！いつも何もしないくせして︑

おこるとか︑叱るとか︑諭す位でおさまる

④そして︑子どもが暴れ出すと⁝⁝父と母は

んで︑物を投げつけ︑母親の衣類をひきさ

何の文句があるんだよ︑うるせえ！﹂と叫

いうトレーナー兼秘書兼小間使いにかしず

能力ある息子は︑経済力に恵まれ︑母親と

働き蜂の父は︑すべて母親まかせであり︑

へのコミュニケーションも︑すべて母親を

けで内心は不満に充ちている家庭︒子ども

は父親からの一方的な命令に従っているだ

に見えるが︑それは外見的なもので︑母親

ただオロオロするだけ︑全くの自信喪失の

わかると気も動転してなすすべも知らない︒

かしら﹂と我が耳を疑う︒しかし事実だと

①おろおろビックリ型﹁まさか﹂﹁ほんと

イプを列挙してみよう︒

安田道夫の示した﹁親の態度﹂八つのタ

する形になって現わる︒

のが︑その家庭のもつ欠点をあらわに暴露
︻危険３︼

くということがおこった︒

わけがない︒こういう時にとる態度そのも

儀の悪いことをいましめたところ﹁てめえ︑

驚きあわて︑ぴったり寄り添って〃内敵″に
当たる︒子どもは孤立する︒

その事例を︑東京母の会連合会で出した
﹁少年の非行防止十則﹂から引用させてい
ただく︒

かれて︑挫折を知らずに育った︒高校に入

通してでワンマンとして君臨する父親の前

無力依存型である︒

夫婦は一見しっかり結びついているよう

学して始めて自分より強い者の存在を知り︑

で︑母と子は小さくなっている︒子どもは

し︑まだごく初期症状であるのに︑親の方

③過大評価型それほど大した事でもない

︻危険１︼

登校拒否がおこり︑果ては暴力をふるうよ

育ってきた︒

父親にどなられ泣きぐちる母親の姿を見て

で自分勝手に大げさに考えてしまう︒女の

の間に距離があった︒母親はわが子一人に

この母親にとっては︑わが子が生きがい

うになった︒父はまじめ一本の人で︑母と
期待をかけて生きてきたのであるが︑高二
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ない﹂とただおこるばかりで︑それにどの

からないのか︑もう親でもなく子どもでも

育ててきたのは何のためだ︒親の心配がわ

⑧激怒型﹁よくも親を裏切った︒今まで

うといった型︒

ことを知って︑惰落してしまったように疑

子をもつ親が︑男の子と仲よくなっている

責任を考えず︑夫は妻に︑妻が夫に責任を

間でその責任をなすり合うタイプ︒自分の

して︑それが両親にわかったた場合︑親の

⑧責任なすり合い型子どもが不良行為を

が伺われる︒

どもへの信頼が強い反面︑子どもへの無知

えて︑これに固執しようとするタイプ︒子

ように対処すべきかを考えようとはしない︒

睦唾蝉唖発生件数は少くなって
Ｊ員高２１２いるが︑その被害が多
舞人生認詔鍋数に及んできたのであ
獅導韓却
り︑そのことは同時に︑

召

また集団的暴力の様相

準補数虹娼田事件そのものが大きく
神１総唖串印なってきたものであり︑

況当者碗妬麹が強まってきたことを

叩り数

状件害Ｌ１２

生一被意味する︒またこれに

結局︑このような八つのタイプをもつ親

事数ｍお蛇ってくることになった︒

かぶせて自分が逃げようとする︒

×××

である私がいっても聞かないんです﹂ほ

だといえよう︒つまり親の日頃の生き方︑

なればこそ︑子どもに問題を起こさせたの

④ほっとけ型一種のあきらめ型で︑﹁親
っておけばいつか自分でわかる時が来ると

というよりも生きざまが︑子どもを非行に

生や高校生が教師に対

侭鐸秘秘蝉鐸毒稚︾惇匪稚鐸杖榊

いった考えをもつ親のタイプ︒

岬︾調理平この中︑とくに中学

⑤責任転嫁型子ども自身でも﹁自分が悪

ていることに注目されるよう︒

しかもその数が高校生の約十倍にもなっ

ていることがわかる︒

師および補導人員の数が前年よりも増加し

ているが︑中学生の場合には件数︑被害教

りも︑総数および高校生の場合には減少し

これによると︑昭和五三年中には前年よ

た生徒数をあらわす︶

︵Ａは件数Ｂは被害教師Ｃは補導され

学

生に対しても適切に処置できず︑こじらせ

走らせたのであり︑またその故に非行の発

力事件は︑昭和五一年からしだいに減少し

次年年年して振った暴力事件の
年副唾弱状況は次の通り︑

の子は悪いのではない︒人がよいから︑友

内暴力事件の発生状況は次の通りである︒

昭和五四年版﹁犯罪白書﹂によると学校

八中学校で多発し増加Ｖ

学校内暴力の発生と教師

てしまうことになるのである︒

かった﹂と認めているのに親の方は﹁うち
だちに引っぱられたのだ﹂とか︑﹁先生が
指導してくれなかったので悪くなった﹂と

うとする︒

か自分の子ども以外の人に責任を負わせよ

⑥防衛型世間体を考えたり︑近所となり
に悪評が伝わったりすることを心配して︑

てきているが︑一件当りの被害者数は逆に

これによって伺われることは︑学校内暴

たりする親のタイプ︒

増加してきている点が注目される︒つまり

子どもの不良行為を隠したり︑軽く評価し

限ってそんなことをするはずがない﹂と考

⑦﹁うちの子に限って﹂型﹁うちの子に
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昭年中の状

認皿娼釦忍妬％Ⅳ凹型和五十四

昭１ ２ ３ １ ２ ２
銘喧認妬卵虹哩空鋤鎚況はまだ明
昭２ ２ ４ １ ２ ３
らかにされ

１１
６８
ていないが︑
５
６４
３６
１９
３４
００
３２
２０３
昭１ ２ ４ １ ２ ３
本年一月二

行が多く九○％以上にのぼり︑件数で二六

に社説をかかげ︑こうした事件の根本問題

ることを指摘している︒どんなに学習指導

として﹁サラリー一︑ン化教師﹂の増加があ

若干例をあげると︑昨年四月︑大分でお

しようと︑学級の児童生徒数を減少して四

要領を改訂して︑ゆとりをもたせる教育を

・三％被害教師数で四一・二％増加した︒

こった事件であるが︑ある中学三年生︵一

十人学級にしようと︑肝心の教師がサラリ

四歳︶が職員室で教師の机にすわったこと
を注意した先生三人にノミをつきつけてお

ーマン化して真の教育的力量をもたない限

かない︒この社説の結論として︑次のよう

り︑こうした事件の発生を防ぐわけにはい

どした︒

また昨年十一月︑中学三年生三十五人が

ＡＢＣＡＢＣＡＢＣ十五日警察

人の教師が﹁身の安全が保証されない限り︑

十人の教師に乱暴をくり返したがその中二

マン化への反省が前提である︒

師の力量と人柄である︒それはサラリー

校内暴力を最終的に解決するのは︑教

に言っているＯ

数生生校
庁でまとめ
総中学
高た﹁少年非

このような暴力事件がおこる背景には︑

いう事件がおきている︒︵大分県津久見市︶

学校にもどらない﹂として登校を拒んだと

行の概要﹂によって︑昨年十一月末までの
これによると昭和五十四年十一月末まで

状況が明らかになった︒

で

おとなの自覚と反省と指導

ようである︒後者の事件に関係した生徒五

参考書が出され︑これにどう対処するかが

こうした少年非行について︑最近多くの

いろいろのことが考えられるが︑とくに中

十人の心情調査によると︑直接の原因・動

説かれているが︑教師も両親も︑社会の成

・件数一︑二八

機は︑第一が教師に対する恨みと怒りで

え︑力を合してその善導につとめること以

人ゑんなが﹁自分の責任﹂として真剣に考

八子どもは大人を映す鏡であるＶ

三六人︵六二％︶︑ついで自己顕示︑虚栄

外に︑よい方法がない︒さきほど親の態度

学生の場合には社会的な未成熟さから︑短

︵四％︶減であるが︑被害者は二・二％︑

で︑前年同期にくらべて︑件数で四七件

心で一九人となっているが︑ちょっと注意

・被害者二︑九二九

この中︑教師に対する暴力は二一八件で︑

されただけでカツとなる現代っ子の傾向が

絡的に暴行に走ることになったことも多い

二九八人の教師が被害をうけている︒これ

の中に﹁責任転嫁型﹂をあげたが︑みんな

・補導人員六︑一五八

は件数で二七・五％︑人数で四一・二％も

顕著にあらわれている︒

四人で徒党を組んだものが多く︑四八七人

﹁鹿児島新報﹂は一月十二日︵土︶の紙上

こうした校内暴力事件の増加について︑

る限り︑家庭内学校内を問わず︑少年の非

そういう態度で自分の責任から逃避してい

補導人員は二・三％増加となっている︒

ふえたことになる︒こうした暴力事件は三︑

が補導されている︒とくに中学生による犯
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行化は増加するばかりであろう︒

小学校の先生が︑態度や素行の悪い生徒
のいるのは︑幼稚園の黄任だといい︑幼稚
園では両親の貴任だという︒中学校では小

年が出てくるのが当然のことである︒﹁他

限り現代のような世の中では︑脱落する少

人の子を叱ろう﹂という試みには︑かなり

のではないでしょうか︒﹂
︵有斐閣新香Ｃ帥﹁非行少年の心理﹂一八九

実は︑子どもらへの深い愛情より逃ってく

勇気が必要かも知れない︒こういう勇気も

頁︶

さらに教育界にさえもいろいろの忌わしい

るものであることを強調したい︒

最近のように︑政界といい経済界といい︑

ちは︑少年の非行を防止する前にまずおと

事件が続発している状況下では︑おとなた

学校の教育が悪いために非行が出たのだと
いう︒両親は︑わが子の非行を学校教育の

占める割合は一二・二％となっています︒

の全国の自殺総数は七八四人で︑東京が

亡を記録しています︒なお︑昭和五二年中

和五二年は過去五年間のうちで最高の死

すがこのうち既遂少年について象ると昭

む︶の推移は︑おおむね横ばいの状況で

す︒過去五年間における自殺︵未遂を含

では約七対三で女が逆に多くなっていま

六対四の割合で男が多いのに対し︑未遂

遂の男女の割合をみますと︑既遂はほぼ

が自殺に走っています︒自殺の既遂︑未

これを含めると二四二人もの多くの少年

す︒このほか未遂少年一四六人をは握し

東京都内で自殺した少年は九六人で

︵昭和五二年中︶

●東京都内の少年自殺総数

︵本会理事◆目白女子短大教授︶

不良に帰し︑教師は教え子の非行の原因を
両親のしつけの不足によるとする︒こども

ないか︑とさえ考えられる︒

なの非行を防止しなければならないのでは

た茅誠司は︑国際児童年を推進する試拳の

った国際児童年事業推進会議の議長となっ

ろな催しがおこなわれたが︑その中心とな

昨年は国際児童年で︑わが国でもいろい

をとりかこむ大人たちはすべて﹁子どもへ
の責任﹂を自己自身において痛感しない限
り︑これからも非行の減少することがない
と考えられる︒

安香宏は﹁非行少年の心理﹂の結論とし

一つとして﹁他人の子を叱ろう﹂運動をすす

めてはどうかと提言している︒子どもには

て次のように述べている︒

﹁私は︑非行の責任は︑親をも含めた世

しておけばよいので︑他人がおせっかいを

すべて親があるので︑その親の教育にまか

なが非行︵非通徳的行動を含めて︶をしない

するのは事を面倒にするに過ぎない︒よほ

の中のおとな全員にあると考えます︒おと
ということが︑最善の﹁非行防止活動﹂で

どの悪事でもしない限り︑他人の子どもの
非行は﹁見て見ぬふり﹂をするというのが︑

あると考えています︒他人の武任ではなく︑

自分の責任として非行を考えるという︑お
とな側の自覚がなくては︑非行から少年た

大人たちの後をついで日本を背負ってくれ

る︒しかしすべての子どもたちは︑やがて

ことは当り前のことと思われるでしょうが︑

る国民なのである︒国民みんなの宝である︒

日本のおとなの考え方に共通したものであ

この当たり前のことが一番むずかしいとい

みんなで子どもをよくする覚悟をもたない

ちを守ることはむずかしいでしょう︒この

うところに︑非行問題のむずかしさがある

﹃ｌ坐

ワー

︑１ノ

／Ｉ︑

児童生徒の非行の防
止について
︵昭和五五・二・二五︶

育活動を適切に行うため十分配慮する必

問題行動に走ることがないよう︑学校教

１児童生徒が学校教育に不適応を生じて

ので︑全教師が協力する体制を整え︑一

題行動に適切に対応することができない

対する取組方が異なっては児童生徒の問

覚するとともに謡教師の間に児童生徒に

る傾向にあり︑社会的に問題とされる事件

最近児童生徒の非行が依然として増加す

児童生徒の非行防止について︵通知︶

能力に応じた指導を行い︑その一層の伸

らゆる機会を通じて︑児童生徒の個性や

うにすること︒また︑学校教育活動のあ

もって意欲的に取り組むことができるよ

にし︑適切な指導を行うなど問題を早期

主任︑生徒指導主事等との間の連絡を密

教師は︑学級・ホームルーム担任︑学年

異なるようなことが見られる場合には︑

また︑児童生徒の行動や態度に平素と

︸﹂し﹂Ｏ

体となって積極的に生徒指導に取り組む

要がある︒

︵１︶児童生徒に対する指導内容を精選し︑

指導方法の改善を図り︑児童生徒が指導

が発生していることは誠に遺憾であります︒

長が図られるようにすること︒

にし︑これが児童生徒に十分理解される

︵３︶学校は生徒指導に当たる方針を明確

文部省

警察庁の調査によると︑その特徴として低

︵２︶組織的︑計画的に進路指導を行うと

ように努めるとともに︑ささいな暴力行

内容について十分理解し︑興味・関心を

年齢層の非行の増加率が高いこと︑暴走族

る目的意識を明確にもって生徒自らが的

ともに︑進路相談を重視し︑将来に対す
確に進路の選択を行うことができるよう

為等についても︑これを看過することな

に解決するようにすること︒

生による校内暴力事件が増加していること

少年による事件が増加していること︑中学
などが指摘されています︒

３学校は家庭や地域社会の関係機関等と

当たること︒

く︑きぜんたる態度をもって生徒指導に
が一体となって生徒指導に取り組むこと

２児童生徒に対する理解を深め︑全教師

にすること︒

て︑さきに昭和五十三年三月七日付け文初

ついては︑児童生徒の非行の防止につい
中第百三十八号﹁児童生徒の問題行動の防

十分連携をとって取り組むことが必要で

日常の行動についての情報を交換するな

について理解を求めるとともに︑生徒の

ある︒

︵１︶教師は児童生徒との接触を密にし児

あらゆる機会を生かして学校の指導方針

︵１︶学校は平素より家庭と連絡を密にし︑

が必要である︒

しているところでありますが︑更に下記の

ましい人間関係が育成されるように努め

童生徒一人一人について理解を深め︑好

止について﹂などをもって御指導をお願い
事項に留意の上︑貴管下の関係機関に周知

︵２︶全教師が生徒指導の重要性を一層目

ることＯ

徹底を図り︑児童生徒の非行防止について

記

一層の御指導をお願いします︒

（18）

どして︑学校と家庭とが協力して児童生
交換などを行い︑児童生徒の問題行動の

り非行の動向や対策などについて情報の

れに取り組むようにすること︒

関との連携・協力の下に一体となってこ

の防止については︑必要に応じて関係機

把握に努めること︒また児童生徒の非行

徒の育成に努めること︒

る関係機関・団体と常に密接な連絡をと

︵２︶学校は近隣の学校︑地域社会におけ

︹資料︺

社会教育審議会

昭和弱年哩月哩日

識に立って検討する︒

が︑同時に大人の課題でもあるという認

１１●︲ｌＩＩＩｉ
中にあって︑青少年の徳性をかん養する上

青少年の徳性と社会教育︵中間まとめ︶

まえがき

④今日の青少年の意識と行動の傾向及び

で︑社会教育の果たすべき役割について検

いては︑多種の費料を用いてできるだけ

それらに影紳を及ぼす社会的な要因につ

討することであった︒
︹審議の態度︺

社会教育群議会は︑昭和四九年六月︑文
部大臣から﹁青少年の徳性のかん養につい

客観的に把握することに努める︒

本審議会は︑この諮問の趣旨を十分に検

達成すべき発達課題という視点が︑青少

⑤青少年が︑その成長の各時期に応じて
①青少年の徳性のかん養を広く青少年の

年の人間形成にとって極めて重要である

に当たった︒

討し︑次のような基本的態度をもって群議

て﹂の諮問を受けた︒

本審議会は︑その検討を青少年教育分科
を重ねてきたが︑このたび一応の結論を得

人間形成を図るという立場から考える︒

会に付託し︑同分科会を中心に慎重に審議
たので︑ここに﹁中間まとめ﹂として発表

②青少年の人間形成を図るためには︑家

今後︑各方面から寄せられる意見を参考

立ち︑社会教育の果たし得る役割につい

り︑相互の連携が必要であるとの認識に

庭教育︑学校教育︑社会教育が一体とな

活動に即して検討する︒

果たし得る役割を︑実際に行われている

⑥青少年の人間形成について社会教育が

という認識に立って検討する︒

し︑広く関係者の意見を求めることとした︒

対する答申を行うものである︒

③青少年の人間形成は︑基本的には青少

必要な社会教育行政の課題について検討

青少年の人間形成をすすめていくために

⑦社会教育活動の現状をふまえた上で︑

として更に審議を重ねた上で︑文部大臣に

年の自覚と努力とに期待するものである

て検討する︒

社会教育審議会に対する文部大臣の諮問

︹諮問の趣旨︺

は︑今日の青少年を取り巻く複雑な環境の
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する︒

期には信頼感︑幼児期には自立感︑少年

奉仕活動などの実践活動への参加︑自然

の参加︑各種施設の利用︑地域における

して︑少年の早い時期からの団体活動へ

今後重視すべき青少年の社会教育活動と

期には活動性と自発性︑そして︑青年期

年との交流をあげた︒

とふれあう多様な野外活動︑外国の青少

また︑各時期の発達課題として︑乳児

た︒

には自己の確立を目指すことが重要であ

︹まとめの要点︺

る︒

ることを指摘し︑その発達課題の達成に

﹁中間まとめ﹂の要点は次のとおりであ

｜今日の青少年の意識や行動の傾向が︑

い面がみられ︑豊富な知識・情報をもっ

ことに留意し︑青少年が性格の上で明る

や生活体験を異にする人びととの交流︑

状とそれらの活動が年齢を異にする仲間

ともに多様で広い分野にわたっている現

三青少年の社会教育活動が︑形態︑内容

養成・研修の充実︑学習・活動の機会の

少年施設の整備・充実︑青少年指導者の

啓発︑青少年団体活動の奨励・援助︑青

の拡充については︑青少年の活動意欲の

重点施策として︑青少年の社会教育活動

に︑社会教育行政が当面とりあげるべき

そして︑これらの活動を促進するため

ているといわれる反面︑心身のひ弱さが

社会生活に必要な行動様式を具体的に反

経済の高度成長に伴う社会状況の変化や

目立ち︑連帯の意識が低く︑概して個と

復実践するなどの特徴をもっていること

必要な教育的配慮について述べた︒

しての確立が遅れているなど問題とすべ

価値観の多様化などと深く関連している

き点があることを指摘した︒

拡充をとりあげた︒また︑家庭︑学校︑

地域の協力態勢の確立については︑家庭

を明らかにした︒

さらに︑今後に予想される社会状況の
がら︑青少年が将来個人として自立し︑

の面からとらえた︒それらの活動を通じ

自然とふれあう活動︑文化に接する活動

形成とのかかわりを集団の中での活動︑

す季へき事項を指摘した︒

げるとともに︑施策をすすめる上で配慮

強化︑地域における協力態勢の確立をあ

教育の充実・振興︑学校教育との連携の

創造性に富み︑社会連帯意識をもち︑日

て青少年が自ら実践する態度︑責任感︑

次いで︑青少年の社会教育活動と人間

本人としての自覚と国際感覚を身につけ︑

変化とそれに対処すべき課題を吟味しな

生きがいを求めて主体的に行動できるよ

仲間や地域の人びととの連帯︑自然と調

第一現代社会と青少年

うになる必要があることを述べた︒

｜青少年の意識・行動の傾向

経済の高度成長とそれに伴う都市化︑情報

に感動する心︑伝統を継承するとともに
新しい文化を創造する意欲︑開かれた愛

化︑核家族化と少子化︑高等学校︑大学等

和した生き方︑美しいものや崇高なもの

国心などを養うことについて述べた︒

二人問には︑その全体的︑調和的発達と
り︑それを適時に達成し︑その成果が積

四青少年の人間形成をすすめていく上で︑

今日の青少年の意識や行動は︑いわゆる

み上げられることによって人間性豊かな

いう観点から望まれる発達上の課題があ

人格が形成されていくことを明らかにし

（20）

への進学率の上昇などの社会変化と深いか
かわりをもっている︒しかも︑戦後の国家︑

響を与えていることを認めなければならな

していったが︑今ではその機会が少なくな

り︑青少年の心身のひ弱さがⅢ立つように

の多様化も見逃せない︒さらに︑我が国に

た︒そのため︑青少年が親の働く姿を身近

形態が変化し︑サラリーマン世帯が増加し

その人間形成に大きな影響を与えている︒

多様な知識・情報に接する機会を増大させ︑

なった︒そしていま︑子どもたちにたくま

おいては︑こうしたさまざまな変化が極め

に見る機会が少なくなるとともに︑自らが

産業構造の高度化によって生産や就業の

いＯ

て急速に進行し︑それらが相互に関連しな

勤労体験をもったり︑生産活動に接したり

社会︑家庭に関する考え方の変化と価値観

がら青少年の人間形成に作用しているとこ

する機会が乏しくなった︒

で成長し︑体位は著しく向上し︑性格の上

うした平和と物質的に恵まれた環境の中

をもつようになった︒現在の青少年は︑こ

得格差が少なく︑国民の大部分が中流意識

国民所得を急速に伸ばし︑国際的にゑて所

国は︑その後の経済の著しい成長によって

戦後の欠乏と貧困の時代を脱出した我が

している︒

域の一員としての自覚をもつことを難しく

もまた地域とのつながりが希薄となり︑地

組みも失われがちになった︒青少年の生活

中で伝統文化や生活文化を伝承してきた仕

域の連帯感が弱められた︒同時に︑地域の

コミュニティに大きな変化をもたらし︑地

都市化の進展は認従来の地域共同体的な

五年には九四％に達し︑高等教育進学率も

六○％弱であった高等学校進学率は昭和五

また︑学校教育が普及し︑昭和三五年に

果となっている︒

びや仲間との活動の減少に拍車をかける結

三時間以上となっており︑戸外における遊

平均視聴時間は平日で二時間以上︑休日で

例えば︑小・中学生︑高校生︑のテレビの

種々のマスメディアの発達は︑青少年が

しさを求める声が高まっている︒

ろに問題の重要さがある︒

でも明るい面が見られる︒また︑芸術︑文

異年齢の青少年たちがそうした場所で共に

少年の遊び場が少なくなづた︒かつては︑

数がまだ実社会に出ない状況にありや多く

学者を含めれば︑一八︑一九歳届でも約半

に︑専修学校や種灸の教育訓練機関への進

大学・短大で四○％弱になった︒このほか

む機会が端え︑それらの活動をとおして多

の青少年に社会の一員としてすすんで行動

都市化の進行により︑空き地︑広場など

くのことを身につけている者も多い︒さら

活動することによって協力︑責任︑思いや

化︑スポーツ等の活動に早い時期から刺し

に︑マス・コミュニケーションの発達や学

このような社会状況において︑小・中学

しようとする態度の形成の遅れが翠られる︒

でいるかというと︑男女とも︑﹁趣味にあ

生は︑どのような﹁将来の暮し方﹂を望ん

り︑ルールの尊重などの意識や態度が形成
が一緒に遊ぶといった光景はあまり見られ

されていたが︑今日では︑年長︑年少の者
なくなった︒また︑かつて青少年は絶えず

もっているともいわれている︒その反面︑
心身のもろさやひ弱さが指摘されるなど︑

自然と接し︑自然の中で活動しながら成長

校教育の普及に伴って豊富な知識・情報を

いわゆる﹁豊かな社会﹂へのあまりにも急

った幕し方をしたい﹂﹁結婚して楽しく暮

激な変化が︑青少年の人間形成に種食の影
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れに比べれば︑﹁金持ちでなくても清く正

したい﹂という個人生活志向型が多く︑そ

家庭の一員としての自覚を弱め︑責任の分

家庭内の仕事に従事する機会が乏しくなり︑

層増大するであろう︒

縮や平均寿命の延び︑女どもの数の減少︑

一方︑週休二日制の普及など労働時間の短

こうした社会状況の変化に対処するため

家事労働の軽減などによって自由時間は一

にも︑労働の中で自己充実を図る努力をし

えば︑家事について﹁自分の子どもに役目
としてさせていることがある﹂という親は︑

担︑協力︑連帯等の意識を低くしている︒例

米国では九○％を超えているが︑日本では

しく暮したい﹂﹁社会のためになるような
は少ない︒個人生活志向は︑近年︑成人の

して︑人間としての生きがいのある生活を

たり︑自由時間を個性豊かに活用するなど

ことをして暮したい﹂といった社会志向型
生活意識の主流ともなっているが︑若い世

五○％を割っている︒このほか︑弟や妹の

う︒つまり︑これからの社会で生きていく

創造していくことが求められることになろ

世話︑親の代理としての使いなどについて
られる︒ここには︑家族の一員として子ど

も日本は低く︑米国との間に大きな差が染

青少年は︑生活の主体者としての自立が遅
れているばかりでなく︑ひいては精神的自

代においてもこの傾向は著しい︒我が国の

立や社会性をもった個としての確立が遅れ

でなく︑その知識を活用しながら︑多様な

ためには︑多くの知識をもつだけでは十分

問いなおし︑自らの力で人間らしく生きて

価値観のなかで人間としてどう生きるかを

かという基本的な問題が含まれている︒親
は︑今日の青少年の生活と行動を象つめな

もがどのような役割と体験をもつべきなの

がら︑子どもにどのような生活体験をもた

ってくる︒そのためには︑いつでも︑︑どこ

いく道をきりひらいていくことが必要とな

ていることが指摘されているが︑誰もが社

せることが人間形成上望ましいのかをあら

会を構成する一員である以上は自我意識と
まれる︒

社会意識に支えられた主体的な生き方が望

ためて考え直して承る必要があろう︒

この傾向は︑多くの家庭において三世代交

の意識と行動にさまざまな影響を与えてき

このように︑社会状況の変化は︑青少年

農山漁村がそれぞれの特徴を生かして相互

思われるが︑今後は︑大都市︑地方都市︑

全国の普通世帯をみると︑その大半はい
わゆる核家族世帯で︑しかも︑子どもの数

二今後の社会状況の変化と課題

流や子どもたち相互の切瑳琢磨の機能を失

たが︑当然のことながら社会状況は今後も

でも︑生涯にわたって学び続けていく姿勢

はその六○％強が︑二人以下となっている︒

わせた︒また︑少子化︑在学期間の延長︑

更に変化を続けていくであろう︒

そのことが親の子離れ︑子の親離れを妨げ

過保護の傾向が強まり︑子はそれに甘え︑

ゆる人間疎外が更に強まることもあろう︒

や単調化が進行することなどによっていわ

自動化︑合理化等がすすゑ︑作業の細分化

どのような産業分野においても機械化︑

地域においてもそこをかけがえのない生活

によって人口の定住化がすすみ︑いずれの

の整備が必要であるといわれている︒それ

依存関係を強め︑豊かで住みよい居住環境

都市化は︑全国的にはなおすすむものと

が望まれる︒

家事労働の軽減等によって親の子に対する

ている︒さらに︑生活様式の変化や進学の
ための学習の偏重などによって︑青少年が
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我が国の人口構成は︑今後急速に高齢化

ての自覚をもつことが不可欠となろう︒

して自立するとともに︑社会の椛成員とし

の場とする意識が広がり︑人びとが個人と

身につけ︑すすんで国際的な交流と協力を

の担い手となる青少年が豊かな国際感覚を

される︒このようにみてくると︑未来社会

今後一層厳しさ︑難しさを増すことも予想

ければならないと考えられる発達上の課題

れの時期においても︑それぞれ達成されな

達していくことが望まれるのであり︑いず

成長する各々の時期に心身ともに盤かに発

ためには︑乳児から幼児︑少年︑青年へと

るが︑それには身体の面︑運動機能の面︑

行うことがますます重要な課題となりつつ
このように予想される社会状況の変化と

していく︒このことは︑今後︑高齢者にか

それに対処すべき課胆は︑現在の青少年と

まることが予想される︒経済規模の拡大は

にわたって国際的なかかわりが今後一層深

は︑青少年期において︑人間形成上のさま

的に求めながら主体的に行動し得るために

覚を身につけ︑人間としての生き方を積極

意識をもち︑日本人としての自覚と国際感

人として自立し︑創造性に富み︑社会連帯

主要な役割を担う世代となる︒そのとき個

的発達という観点から望まれる課題がある

年の各時期において︑特に︑全体的︑調和

後に述べるように︑乳児︑幼児︑少年︑青

程で継続的に達成されなければならないが︑

ならない︒また︑発達課題は︑成長する過

発達段階において調和的に発達しなければ︑

この発達上の課題は︑発達課題といわれ

しており︑活力と生きがいのある社会を築

まざまな側面があり︑各側面がそれぞれの

知祇の面︑情緒の面︑道徳性の面など︑さ

があることを指摘したい︒

きあげていくためには︑高齢者と若い世代

深いかかわりをもっている︒二一世紀には︑

ある︒

とが密接でしかも円滑な交流と連柵を図っ

現在の青少年が国家及び社会の中核として

かわるさまざまな問題が生ずることを示唆

ていくことが一層必要になってくるである

国際政治・経済との関連を各方面で急速に

ことに着目したい︒そして︑それらの課題

また︑政治︑経済︑文化等あらゆる分野

深め︑特に資源︑エネルギー︑食料等を外

が適時に達成され︑成果が積承上げられる

尻ノＯ

国に依存しなければならない我が国にあっ

要がある︒

ていくと考えられる︒

ことによって人間性豊かな人格が形成され

ざまな課題を抱えていることを認識する必

第二青少年の人間形成

ては︑常に諸外国と協調してその存立と発
展を図るとともに︑国際社会に積極的に貢
献していかなければならない︒さらに︑学

前章で︑社会状況の変化に伴う青少年の

保謹されて生育する間にその生活の仕方を

力をもたない︒その後︑親や周囲の大人に

るが︑生まれたときは独力で生きていく能

人間は︑豊かな発達の可能性をひめてい

相互理解を目指してますます盛んになって

の青少年の人間形成のために配慮すべき背

意識と行動に関する問題をとりあげ︑現代

一人間形成と発達課題

いくであろう︒しかも︑世界各国はともに

模倣したり︑仲間との遊びなどによって徐

術︑文化の国際交流も︑人類社会の発展と︑

平和と繁栄を目指しながらも︑国際的には

景を明らかにしたが︑青少年の人間形成の

さまざまな問題が生じており︑国際関係は
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づけるしつけが特に大切にされる︒さらに︑

く︒幼い時代には︑基本的行動様式を習悩

本的欲求を適切に充足するとともに︑信頼

って育てられるものであるから︑乳児の基

の基本的欲求を適切に充足させることによ

乳幼期の信頼感は︑周囲の大人が子ども

しだいに目的意識を伴う活動になり︑自発

分で決めて実行しようとする︒この時期は︑

や関心をもつようになり︑自分で考え︑自

やりの心などの基礎を身につけていくよう

少年期︑青年期へと移行していくにつれて

感を裏切らないように首尾一貫した態度を

育的な配慮をしなければならない︒

生活する場が家庭から近隣社会︑学校へと

為に生きていくための能力を身につけてい

拡大していき︑親や大人︑教師︑友人たち

とるよう配慮する必要がある︒

年が活動性や自発性を発揮することであり︑

感を身につけることであり︑少年期には少

して信頼感をもつこと︑また︑幼児が自立

・幼児期には乳児が親や周囲の人びとに対

とが重要であると思われる︒すなわち︑乳

期の発達課題としては︑特に次のようなこ

人間性豊かな人格を形成するための各時

ともいえよう︒

なかでしだいに自己の確立を目指していく

の葛藤に苦しみ︑批判と順応などの行動の

が手助けをし過ぎたりして︑万事が幼児の

かじめさせないようにしたり︑途中で大人

なのに︑例えば︑失敗しそうなことをあら

人間形成にとって大切なことである︒それ

によって育てられる︒幼児期の失敗経験は

うようにならなかった失敗経験をもつこと

とをやり遂げた成功経験ばかりでなく︑思

する︒自立感は︑幼児が自分の力で思うこ

自分自身のものであることを確かめようと

ると自分で何でもやりたがり︑その行動が

信頼感を身につけた乳児は︑幼児期にな

含む活動計画を作成するとともに︑計画の

段階から少年たちを参加させ︑自己決定を

は︑例えば︑活動内容などについて計画の

遂行するよう助力する︒また︑集団活動で

自己決定を大切にし︑それを責任をもって

家庭ではできるだけ少年の自由意志による

少年期の活動や自発性を伸長するために︑

体験の幅を狭められている︒したがって︑

保護の中で活動性︑自発性を発揮する生活

などが少なくなっているとともに︑親の過

は︑戸外での遊びや異年齢の仲間との活動

しかし︑前章でみたように︑今日の少年

めの発達課題を成長の各時期に適時に達成

青少年が︑人間性豊かな人格を育てるた

感を護得して︑意志力︑自己統制力︑思い

失敗との均衡のとれた生活経験をし︑自立

おそれがある︒したがって︑幼児が成功と

ぎると︑挫折感や劣等感をもつようになる

になる︒逆に︑失敗経験を多く積象重ね過

どの基礎を身につけていく︒

発性を達成し︑積極性︑創造性︑連帯性な

導する︒このようにして少年が活動性や自

協力して自分たちの力で成し遂げるよう指

実施においても少年たちが仕事を分担し︑

になる︒

そして︑青年期には青年が自分の態度や行

ようになるという小児万能感を育てること

思うままになれば︑何でも自分のやりたい

的に目標を設定して活動性を発揮するよう

少年期になると︑いろいろなことに興味

配慮しなければならない︒

の影響を受けて成長︑発達し︑依存と自立

指すことである︒

動に一貫性を保てるように自己の確立を目

し︑積み重ねていくためには︑親や周囲の

二発達課題と教育的配慮

大人︑指導者などは青少年に次のような教
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何であるか︑そして何になりたいのかを考

青年期になると︑青年はしだいに自分が

わりの中で自己を確立する面に欠けるきら

の一員としての自覚が弱く︑社会とのかか

培うように配慮しなければならない︒

信と社会の進歩に貢献しようとする態度を

第四社会教育行政の課題︵省略︶

人間形成︵省略︶

第三青少年の社会教育と

いがある︒したがって︑青年が自らの意志
力を発揮して︑青年の持ち味を十分生かす

えるようになり︑自分の個性を生かし︑能
力に応じて行動することを学び︑社会の人

生き方が主体的にできるようにし︑自己確

自己の確立を図るようになっていく︒

分三以上を占めている︒▽窃盗少年は一五︑七四七人︵六六・九％︶

｜在学少年が依然として多く︑全体の四暴犯です︒

東京都における少年非行の特徴的傾向︵昭朝年中︶

間関係の中で自分の態度の一貫性を保って
自己の確立は︑それまで身につけてきた
して︑仲間集団や学校︑職場などでの主体

信頼感︑自立感︑活動性︑自発性を基礎に
的で協力的な実践行動を通じて達成されて
いく︒この形成過程に問題があると︑青年

▽刑法犯少年補導された少年二三︑五二ですが︑窃盗のうち万引が四五・六を％占
二人のうち︑在学少年は一八︑五九○人でめ︑特に中・商校生の多いのが日立ってい
全体の七九％を占めていますが︑このうちます︒
中学生が最も多く︵三八・二％︶︑以下高三トルエンやシンナーなどを乱用する少
校生︵二六・七％︶︑小学生︵七・五％︶︑大年が依然としてあとを絶たない
学生その他の学生︵六・六％︶の順となっ▽補導された少年は八︑七七七人で︑前年
ており︑中・高校生だけで全体の六四・九より七二四人も増えており︑乱用少年の三

％を占めています︒六・五％︵三︑一九七人︶は中・商校生で

▽不良行為少年補導された少年九七︑こすが︑小学生が二人もいるのが注目され
六三人のうち在学少年は七六︑二四四人ます︒
︵七八・四％︶で︑高校生︵五六・五％︶▽乱用による死亡者は七人で︑前年より三
が全体の半数以上を占めています︒以下中人も増えています︒
学生︵一七・七％︶大学生その他︵二・五％四暴走族少年が悪質︑粗暴化している

特に万引の多いのが目立つ六あとを絶たない家出少年

小学生︵一・六％︶の順となっています︒五女子中・高校生を中心とした各種非行
二暴行や傷害などの粗暴な犯罪や窃盗︑や性の逸脱行為が目立つ

のうち︑四︑○九六人︵一七・四％︶が粗

▽刑法犯で補導された少年二三︑五一三人七少年の自殺が相次いでいる
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は自分自身がつかみどころのない存在に思
えてノイローゼになったり︑自分に絶望し
て自殺したり︑非行に走ったりすることも
ある︒この時期までの発達課題が着実に達
成されれば︑青年はしっかりした自己確信
を准得できるし︑すすんで社会の進歩に献
関係をつくりあげていこうとする態度も養

身しようとしたり︑思いやりに満ちた人間

しかし︑今日︑一部の青年には︑乳・幼

われる︒

かったために︑生活の主体者として自立で

児期と少年期の発達課題を適時に達成しな
きていなかったり︑その時期が遅れたりし
ている傾向がみられる︒そのために︑社会

̲

てしまいたい言葉がある︒﹁受

教育界から一日も早く一掃し

いな言葉は使っていない︒

か﹁受験地獄﹂のようなあいま

﹁落ちこぼれ﹂とか﹁乱塾﹂と

るものであろうか︒

もしかりに︑﹁荒廃﹂という言

にまで拡げる州など︑この傾向

れば︑それは︑教室における教

観的に知りうるデーターがない

どの程度のものかは︑現在︑客

我が国の場合︑﹁学力低下﹂が

が全米にひろがっている︒

師と生徒︑これを含めた学校に

が︑アメリカほどのことはない

葉にあてはまるものがあるとす

もともと学力低下のことをスト

おける人間関係の冷たさ︑非人

﹁落ちこぼれ﹂という言葉は︑

験地獄﹂﹁乱塾﹂﹁落ちこぼれ﹂︑

それらの一つであるが︑﹁教育
レートにいうことを避けた表現

て今や教育課程の改訂によっ

と思われる︒その我が国におい

最近では﹁五無主義﹂なども︑

の荒廃﹂などは︑その最たるも

か︒アメリカのジャーナリスト︑

て︑教科書を含めて教材の過密

間性というようなことではない

シルバーマンが﹁教室の危機﹂

であり︑教師の側の責任という

その意味するものが明らかで

思われるし︑﹁乱塾﹂もおそら

る新聞は︑傍聴の女教師の次の

掲の日教組福島大会を報じたあ

教師の授業のあり方である︒前

化が解消されつつある︒残るは

視点を欠落させた言葉であると

ないままに︑我が国の教育の全

く塾の乱立と嫡熟をひっかけた

のであろう︒

体状況がこのような言葉で総括

で指摘したのは学校の冷たさ︑

﹁教育の荒廃﹂にっ

鈴木勲
文部省官房長

動を提唱するアピール﹂を採択

の団体らしく慎重に言葉を選ん

言葉であるから︑日教組が教員

等学校における生徒の学力低下

かえれ﹂の運動は︑公立初等中

この率直な感想は多くの父兄

やる気の問題になってしまう﹂︒

教師の力量︑意欲︑そして生徒の
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され︑漠然とした不安感がひろ
がっているような状況は決して
﹁教育の荒廃﹂であるか︒

好ましくない︒しからぱ何が

非人間性︑抑圧性ということで

ぼれ問題を突っ込んでいくと︑

師がいるかどうかです︒落ちこ

した︒そのアピールで言及して

に対する父兄の批判としてきび

の共感を呼ぶにちがいない︒﹁教

しく受けとめられ︑フロリダ州

育の荒廃﹂というたぐいの言葉

で使用している点はさすがであ

のように在学者に基礎能力テス

からは追放してほしいものだ︒

は︑少なくとも教育関係者の間

り︑この点は評価してよいと思

ョージア州のようにこれを教員

トを義務づけたり︑さらに︑ジ

尻ノ○

しかし︑果たして以上の問題

いる﹁教育荒廃﹂の内容は︑学
い︑非行の増大と低年齢化︑受
不足ということのようである︒

験競争の強化︑塾がよいと睡眠

が﹁教育の荒廃﹂の語に妥当す

力の停滞ないし低下︑勉強ぎら

﹁やはりいい先生︑熱心な教

と思える新造語であって︑日本

はいとして起っている﹁基礎に

あった︒そのアメリカで︑ほう

ような感想をのせている︒

昭和五十二年七月の日教組の

かのような過大な印象を与える

中が進学塾ではんらんしている

廷

を克服するための教育国民大運

‑ず

福島大会では﹁教育荒廃の危機

い

連載︹西村式綜合健康法・夢ものがたり集︺その③

○○○○○

︑︑︑

はたらき

西村幸二郎

ブ︒ｏ

ところがこの神経系統の機能は二つに大

００○○○○Ｏ

①自分の意思で自由に動かせる側らき︒

別される︒

ｌ随意神経によって動かされるもの︑
○○○○００○○

②自分の意思で自由に動かせない側ら

Ｏ

姿ごＯ

凡そ人間が生きんがために行うすべての

る反応を取扱い︑人間の外部運動を司るも

言い換えれば㈹は人体の外部環境に対す

ｌ不随意神経によって動かされるもの︑

人体の活動は︑約印兆に達すると言われる

︵物理的とも見える︶これに反して②は人

ので︑手足の運動の如きものこれである︒

いてお話することと致しました︒

持するために必要な﹁人体の仕組み﹂に就

こんどは全然別の観点から健康体を常に維

︑︑︑

こととを皆さんにお勧めしてきましたが︑

つくるための手段方法を述べて永続させる

を目標とすることと︑次に健康なからだを

︑︑︑︑︑︑

私は今まで健康と長寿への道として百歳

健康を維持するに必要な人体の仕組み

目次
健康を維持するに必要な
人体の仕組糸
はたらき

︑︑︑︑︑︑︑

Ｉ二つの神経系統の機能
①自分の意思で自由に動かせる
②自分の意思で自由に動かせな

．般細胞﹂︵男性の精子と女性の卵とが

︑︑︑︑︑︑︑

働らき︵外部運動を司る︶

い働らき︵内臓器管その他︶

結合して︑一個の受精卵となり︑この一個

Ⅱ﹁自律神経﹂の仰らき

ゆく︶と︑母親の胎内で約︑ヶ月間︑生れ

の細胞から︑核分裂によって増加成育して

う特別の神経が専らこれに当っているので

あって︑この勘らきこそ﹁自律神経﹂とい

の調節をしていて︑凡て純粋の化学作用で

体の内部で内臓諸器管の側らきを司り︑そ

○○○Ｏ

出るまでに既に出来上っている剛億ｌ川億

ある︒この自律神経はプラスと全然反対の

⑳交感神経
②副交感神経

に及ぶ﹁神経細胞﹂との二つが︑相扶けあ

マイナスの働らきをする﹁交感神経﹂と

Ⅲ﹁中枢神経﹂の働らき
大脳ｌ小脳ｌ間脳ｌ中脳ｌ

って︑人体の隅々まで繋がっている﹁神経

０Ｏ

脳橋ｌ延髄

系統の機能﹂によって行われているのであ

○ＯＯはたらき

Ⅳ﹁自律神経の﹂鍛錬
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図11割律神経系の椛成

実練陰交感神屋点線は
副交感神経を示す。

図2自律神経系とはたらき

図3自律神経系の砿要な作用
交感神経作用

第二戯̲−
副交感神経作用

壁一堂一L−豊皇一
少少

藻

却一さ圧泌泌動

恥一確内

毒一腿画限
匡浅分分運汗

第 一 棚

増 加

増 加
〃
〃

糠

図4関節の模型
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﹁副交感神経﹂との二つから成り︑この二

がって︑これまた極めて大切な﹁中枢神経﹂

洞の脊骨に入り︑こんどは﹁脊髄﹂とつな

や運動は︑人体の骨︑筋肉︑畦と骨関節に

次に自分の意のままに手足を動かす体操

組みに外ならない︒

よって行われる伸び縮みの結果起こされる

○○○○

つ合せて初めて完全な側らきをするのであ

の活動のあらゆる面を監視し︑制御してい

を形作り︑寝ても覚めても四・六時中︑人体

にし︑血の廻りを促進し︑新陳代謝を盛ん

運動︵図１４参照︶が︑身体の血行を旺ん

に脳神経からの命令を受けて動いているわ

として夜間睡眠中︶せっせと︑独りで勝手

でもないが︑如何にせん︑人間の生きんが

健康に極めて大切有効であることは言うま

にして︑健康を増進するのであろうから︑

○○○Ｏ

○○○○

先きにも述べたように︑受精卵から核分

るのである︒従って人間が生きんがための

る︒︵図１１参照︶

裂によって増加した一般細胞と︑母の胎内

自律神経が︑私達の全く知らないうち︑︵主

活動の総量の七︑八割と云うものは︑この

その﹁神経細胞﹂は︑大脳︑小脳︑間脳︑

めぐ

に扶けて人体の組織器管を動かしているが︑

で既に出来上った剛億の神経細胞とが︑互

中脳︑脳橋︑延髄の六部分が相寄って︑所

けである︒︵言わば中枢神経は参謀本部の

うした外部の運動①に過ぎず︑残りの七・

ための活動の二・三割程度というものがこ

○Ｏ

謂﹁脳髄﹂を作っているわけである︒︵図

ようなものである︒︶︵図１３参照︶

で包んで︑更に各膜間にある脳脊髄液の中

かは︑造物主はわざノ︑これを三枚の薄膜

る呼吸や︑血液の流れ︑さては︑食物を消

ことなく側らいている大切な生命にかかわ

生れてから死ぬまで︑一分間と雌も休む

ではなかろうか︒少くともこの部分の細胞

健康の主たる目的は完全に達せられないの

分がよほどしっかり伽らいてくれない限り︑

から︑この観点よりすれば︑自律神経の部

してみると︑新聞紙一頁の広さ︵約二︑二

みこまれているが︑試みにこのヒダを延ば

四つに分れた頭のヒダの中にギッシリと畳

合せた結果︑初めて身体の凡ゆる機能が︑

てくれてこそである︒かくて⑩⑨の機能を

くのも︑こうした働らき手が裏から奉仕し

皮間が次第に垢となって新らしく変ってゆ

ない︒髪の毛や爪がひとりでに伸びたり︑

根本的な真の健康法で︵言わば健康法の奥

また捷径ではあるまいか︒否︑これが最も

が︑真の健康体を維持する上に最も大切で︑

訓練して︑その働らきを強化することこそ

律神経細胞﹂を常に︑繰り返えして刺激︑

康が保てるのではあるまいか︒従って﹁自

出来れば︑良い効果が顕われ︑十二分な健

をより強く丈夫なものに入れ替えることが

八割が専ら自律神経の司るところ②である

に浮かべて︑外部からの衝嘩から完全に保

化したり︑その他内臓の殆んど凡ての側ら

○００○

１２参照︶この脳髄がどんなに大切である

護したうえさらにその外側を堅い頭蓋骨で

のも︑皆この自律神経の陰のわざに外なら

きを︑知らない間に忠実に動かしてくれる

○○平方センチ︶もあり︑この中に世界人

人間が生きんがために必要な状態に身体を

○○○○

こんなに貴重な﹁脳髄﹂の大部分約粥は︑

おおっていることでも想像がつくのである︒

口の四・五倍に相当する百三︑四十億に上

適応させ︑バランスを取りつつ︑生のいと

○○○○０○○○○

○○○００

る様々の大きさ︵大体千分の数ミリ︶の神

の院とも思われる︶あるまいかと私は素人

ちか象ち

経細胞が結集して入っているわけである︒

なみを行っているのが︑人体の不思議な仕

Ｏ○

最下部の延髄は頭蓋骨から下に出て︑空
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私の長年に亘って実行して来た体操のう

ながら日頃秘かに考えているのである︒

多食あることでしょうから︑お気付き

かくしゃく

も腰も曲らず︑姿勢正しく墨蝶︵しっかり

本年数え八十七のオヤジにかかわらずγ首

の点は︑是非ご訂正ご教示賜わり度く︑
私も今後もなお研究をつづけて︑少し
でも良いものに仕下げるよう努力する
つもりでございます︒品１３１３︶

しかしながら︑今後は最後の精神的理想

と︶として淵歩しているのである︒

に寝ながら背骨の両脇をゲンコッで挟んで︑

境に向って常に﹁平静な心﹂を保つよう努

ち︑最も難かしいと思われるあの﹁仰向け
背骨をその間に乗せて︑身体を左右に揺ぶ

に宿る﹂との西欧の古語に云う如く︑〃精

力しながら﹁健全なる精神は健全なる身体

０○○○

りつつ︑徐々に上下に蛇行して移動せしめ

神″の鍛錬につとめ︑〃心″の修練を積承
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に外ならないのである︒

日本弘道会

る﹂運動こそ︑実はこの﹁自律神経の鍛練﹂

日本弘道会

て一応私の目指す蛎歳迄も︑否欲張って百
歳までも︑ほんとうの健康体を維持しつづ

日本弘道会

重ねて︑幸にしてもし卯歳の境界線を越え

けて生きることが出来れば︑﹁健康と長

番号

私自身は︑かれこれ加年近い体験による

仕事をお引受けして以来︑それこそ全身全

維持につとめて来たが︑昨年本会の大切な

寿﹂という最終の光り輝やく目的が達成さ

ご寄付金のお振込は下記ご便宜のところを
ご利用下さい。
住友銀行
491778
口座
普通預金

この自己流健康法一本槍で頑張って︑健康

霊︑その責任を果たさんと東奔西走︑席の

たのであって﹁私が生き証拠だ﹂と誇示し

れ︑それこそ︑この健康法が大いに役立っ
ても許されるのではあるまいか︒さすれば

温まるひまなく︑また会の将来の発展に備

平らけく︑安らけく︑曇如たる心境に没入

えんものと︑この健康法を全力投球で励行︑

ようと堅い信念をもって︑折角修業してい

身心二つながらの強い太い﹁支え柱﹂にし

して︑生き甲斐あったと喜んで人のため︑

国のため︑さらに社会のためにもお勧め出
来るのではなかろうか︒︵真の寿命はこれ

お蔭さまで︑健康はいよいよ快調︒若し

る次第である︒

私のような︑過去いつも病気ばかりして︑

天命︑われ不関罵︶と︑素人の夢物語りら

附記Ｉなにしろ︑ズブの素人の未熟極まる研
究による自己流健康法のこと故誤謬も

4‑4317

東京

振替口座

九段郵便局

（寄付金口）

神保町支店

4389347

〃

普通預金

三菱銀行

（寄付金口）

神田支店

えん

入院十数回︑手術七・八度︑しかも何度も

である︒ｌ続く１︵本会を長︶

しい空想を画いて楽しんでいる今日この頃
やぜ

い骸骨のような〃骨皮痩ヱ門″の虚弱体が︑

死に損ねて︑裸になると人に見せるも恥し
十七・八年の問にこの健康法持続の効果が
次第に顕れてきたのか︑現在は色艶もよく︑

ー ー 一 一 ー 一 ー 一 ハ ー ー ー ー ー ー ー ー ー

お 願 い

属バット両親殺害事件が︑導入部分︑それ

新時代を展望して﹂拝読いたしました︒金

﹃弘道﹄弱年皿月号拝受︑巻頭の﹁剛年の

どうかこの上とも読みやすく判りやすくな

宗公御名語集﹂を早速読みました︒

着いたので西村会長の﹁展望﹂と﹁伊達政

﹃弘道﹄特集﹁刊年の新時代を迎えて﹂が

豊中市大島久太郎

東京都武蔵野市中候守康

を承けて︑かつての入院中際会した一人の

Ｊ

横浜市新井光夫

最近︑私にとって雑誌﹁弘道﹂が配布さ

少年との交際に及び︑これら実例から﹁咲

会員だより

れるのが︑楽し承の一つになりました︒と

るようお願いします︒

く

云うのは︑西村会長の﹁伊達政宗公御名語

け﹂ということの本質を説き︑まことに優

のに満足して︑ふと隣を見ると同氏の﹁剛

目をやり﹁御名語集﹂を捜し︑載っている

今回も第剛号を手にして︑まず︑目次に

実際の体験である為︑強い説得力を発揮し

然のうちに惹き起した一つの物語りであり︑

者の持って生れたヒューマニズムがごく自

入院中の少年との交流は︑どの文章の筆

〃菩薩のお光り″が射しているような感じ

頭が熱くなりました︒その当時の会長は

の点で会長の入院中の﹃少年の話﹄には目

の愛″が欠けているように思はれます︒そ

いろな複雑な問題を含んでいるが何か〃真

ので御尤もと共感︑青少年の非行化はいろ

会長の﹁展望﹂は現代の急所を突いたも

﹃弘道﹄はちかごろ大分面目一新の感あり︑

集﹂について非常に興味を持っているから

年の新時代を展望して﹂があり︑あたかも

ています︒殊に或る日突然少年が花を持参

です︒あの少年はどうしているかなアと︑

れたエッセイと感じ入りました︒

子供が一番おいしいお菓子を最後に残す様

来宅した件は︑思はず涙ぐみました︒また︑

まともの道を歩んでいることを心から祈ら

です︒

に﹁御名語集﹂を後にまず﹁展望して﹂の

い言葉と思います︒︿結び﹀の﹁病院で出会

引用の﹁子は親の後姿を見て育つ﹂も︑佳

ずにはおられません・

ｌｌｌｌｌｌｌｌ１︲ｌＩ︑︑

ほうから読みました︒入院中知り合った腕

った少年も︑今は︑金属バットの青年くら

くだり

白少年に西村氏の温かい気持が伝って退院

いの年頃に成長して居よう﹂という感懐も

話を持って説かれた為︑読む者は思はず引

斯くして︑夫れぞれ︑実際に生起した実

読みかえして﹁家庭の雛﹂の重要性を痛感

きつけられます︒同じく﹁装け﹂を説くに

︵公認会計士︶

会の︑ますます発展を祈ります︒

るくだりではつい目頭が熱くなりました︒

後︑同氏宅にチューリップの鉢植をとどけ

活きていると思いました︒

︑︑︑

私にも十才と五才の男の子がおります︒

し︑さっそく家内にも︑読ませ︑それ以降

では︑この慌しい時世では誰も親しんでは

しても︑抽象的な道徳論だけに終止したの

﹁御名語集﹂のことはすっかり忘れ二回も

﹁朕﹂については充分留意するように心が

くれないでしょう︒︵橋本総業㈱相談役︶

けています︒深い感銘のままに筆をとりま

した︒︵㈱東洋ボデー・専務︶
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今云生ロ
総会通知
日本弘道会第七十九回通常総会
日時昭和五十六年五月三十一日︵日︶
午前十一時
ーーハ

場所東京都千代田区西神田一ノ三ノ

日本弘道会会議室
︿鋤掛砕副癖癖癖榊率麺癖鍔侭録率劫殺郵噸回︶

います︒

の上げ巾に止めることＬ致した次第でござ

何卒ご了承の上一層のご指導を賜わり︑

ヶ年のあいだ一ヶ年一︑○○○円︵現

あわせて会の将来の発展に︑この上ともご

和五十一年四月一日から今日まで五
在一ヶ年六回﹃弘道﹄発行︑無料配布︶のま

半９０

︾

言雲藷壁

講師石井千明氏

ｌ明消六年同十二年の政変と
ていちゆ
福沢諭吉の丁丑公論ｌ

真実な歴史を求めて

ところ本館会議室

とき４月調日︵祭日︶午後１時釦分

﹁講演会ご案内﹂

会長西村幸二郎

助力下さらんことをひとえにお願い致しま

ま据え置きに努力してまいりました
が︑その間︑年々の諸物価上昇によ
る出費漸増︑郵送料値上がりなどの
ため︑止むを得ず本年四月一日から
一︑五○○円に改訂させて頂くこと
にいたしました︒

甚だ恐縮でございますが︑事情ご
賢察のうえ何卒ご諒承下さいますよ
うお願い申し上げます︒

す︒

石井先生は五島慶太氏の下で東急でご活躍
右記の肩書のほか各種文化団体の要職に在り
昨年︑日本会監事にご就任︒博学多識︑特に
短歌は佐佐木信綱の高弟として知られていま

今回の講演は︑亡き恩師・福沢諭吉など諸
先輩の︑ご存意を引き継いで︑広く現代及び

後代にまでその実状を明かさんとされるも

の︒明治初期の事件史についての智識を得る
うえで極めて有意義のことと思います︒
各位のご参聴をお待ちします︒

日本弘道会

準備の都合がありますので︑ご聴講の
向は電話又はハガキで４月遜日までに
事務局までご連絡ねがいます︒

八電話︵○三︶二六一 ○○九番Ｖ
束京都千代田区西神田三ノーノ六
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議題
六年度事業計画

Ｍしつ

に苦しかろうとも当分の間今回のこの程度

値ありと皆様がお認め下さるまでは︑如何

の実があがるまで︑即ち値上げに値する価

れるような編集をすることにより道義宣布

ふさわしく︑特に若い世代に喜んで迎えら

が︑私どもは︑凡ゆる面で︑新しい時世に

当然大巾値上げの議が内外に起りました

字﹂経営に陥って居りました︒

は物価事情の急激な変遷と共に久しく﹁赤

本会の事業の中心たる機関誌発行の採算

I

１昭和五十五年度決算五十六年度
予算五十五年度事業報告五十
２役員選任の件
昼食懇談︵会費不要︶記念写真撮影︒
午後二時三十分︑有志により会祖西村
先生の法要墓参︵文京区千駄木・養源
寺︶

何卒お繰合せご参会下さい︒ご参会
の向は電話又はハガキで五月二十日
までにお知らせ下さい︒

◇﹁会費改訂﹂のことで会員の皆さまへ

会員の皆さまには平素格段のご協
力をいただきまして︑まことに有難
うございます︒

ご承知のとおり︑当会の会費は昭

』

◎会費領収報告

全噸舞晶瀦敬称略︶
１︑この報告を以て領収譜に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終月です︒
︹東京都︺

○原田彦八︵碗／１︶風巻柳太郎︵弱／皿︶
○松本啓三︵師／１︶岡田良太郎︵弱／廻︶
○坂上賢次︵師／２︶広沢節三︵弱／３︶

横内大明︵記／︑︶浮田孝家︵弱／３︶

内田正二︵死／３︶有坂健︵記／９︶
清水義夫︵弱／３︶辻幸蔵︵卵／９︶
北村信男︵弱／皿︶倉持誠一︵弱／通︶
木島暁︵記／咽︶︵以上一︑○○○円︶
樋口俊雄︵卵／廻︶小原正義︵弱／３︶
荻生敬一︵弱／３︶石塚正成︵銘／３︶
︵以上二︑○○○円︶

丹治弘昌︵昭／４︶︵三︑○○○円︶
︹神奈川県︺

小久保謙︵記／３︶︵一︑○○○円︶
畠中責一郎︵詔／３︶江角俊一︵弱／３︶

︵以上一︑○○○円︶

︹千葉県︺︵以上三︑○○○円︶
吉野繁︵記／３︶井上武︵記／︑︶
板谷あや︵砧／３︶篠崎美則︵卵／３︶

︹埼玉県︺

大川戸儀一︵弱／３︶︵二︑○○○円︶
︹福島県︺

︹宮城県︺

川川喜平︵師／３︶︵二︑○○○円︶

井ヶ旧徳治︵死／３︶︵三︑○○○円︶

米沢茂美︵記／３︶︵一︑○○○円︶

︹秋田県︺

平沢四子男︵印／３︶︵二︑○○○円︶

宮川佳久︵弱／９︶︵一︑○○○円︶

︹富山県︺

篠田義成︵師／３︶︵二︑○○○円︶
︹北海道︺

○山口等︵印／２︶︵一︑○○○円︶
︹兵庫県︺

水垣宏三郎︵記／吃︶矢尾章二︵弱／吃︶

工藤章夫︵弱／皿︶橋本博行︵卵／皿︶
水垣宏隆︵師／１︶一社照彦︵野／１︶

谷口肱︵弱／皿︶大塚泰生︵師／１︶
大西宗孝︵印／１︶橋本章︵ ／１︶
山田正敏︵師／１︶宅田茂︵師／１︶
南田晃由︵印／１︶前田俊博︵師／１︶
○西村熊市︵師／２︶︵以上一︑○○○円︶
︹愛知県︺

安達守︵弱／︑︶︵一︑○○○円︶

由本洋太郎︵記／５︶︵二︑○○○円︶

佐倉木哲︵弱／︑×一︑○○○円︶

︹京都府︺

野田支会一六名︵弱／３︶︵一六︑○○○円︶

︵以上三︑○○○円︶
平川支会二一名︵弱／３︶︵二一︑○○○円︶

︹岡山県︺

商橋文博︵記／皿︶︵一︑○○○円︶

︵島根県︶

︹愛媛県︺

林木男︵弱／狸︶︵二︑○○○円︶

︹佐賀県︺

大沢春一︵説／３︶︵二︑○○○円︶

︵熊本県︶

問田増太郎︵ｗ／１︶︵一︑○○○円︶

臼井省三︵弱／胆︶︵一︑○○○円︶

編集後記

﹁孝は百行の本﹂と教えられて来た高齢渚に
とって︑最近頻発しつつある家庭内暴力のニュ
ースは︑文字通り﹁驚天動地﹂のショックであ
る︒﹁ｎ本の将来はどうなるのか﹂とさえ心配さ
れる︒木号はこの川題を特莱し︑植松先生の玉
稿を得て巻頭にかかげさせて頂いた︒会祖の緒
神をうけ継ぎ︑今こそ弘道会員の奮いたつべき

時である︒︵Ｓ・Ｋ︶

昭和五六年四月一○日印刷定価一七○円一
昭和五六年四月一五日発行年一︑○○○円

発行人西村幸二郎

編築人片山清一
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野口明文集
日本弘道会刊

四六版三九四頁

目次

勢許一︑○○○円

三先生︑鈴木貫太郎さんの想出など一五篇︶

三︑先人追慕︵土井晩翠先生のご書信︑近くで見た金山平

中生活の思い出︑美術教育随想など二○篇︶

二︑先哲思慕全マーソンの報償論︑中江藤樹を偲ぶ︑宮

教育︑政治家の徳操など七○篇︶

一︑弘道人言︵君子方人の時代︑両陛下の御渡欧︑男子の

第七代日本弘道会長・侍従職・最後の旧制第二高等学校
長・初代お茶の水女子大学長など多彩な経歴の野口明先
生が︑主として本会機関誌﹁弘道﹂に執筆された警世の
論説・人生観・芸術論を集めて一本としたもの︒

琶
価

つわる︑世にも珍らしい因縁話の異色篇

送料
三○○円

出﹂として秘蔵された古書〃政宗公御名語集″にま

目次
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