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甲号︵個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
皇室を敬愛すること︑川法を守Ⅲ界の形勢を察すること︑川家

ること人類の将来をおもんぱかること
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︑情操政治の進義性を尚腸すること︑

を美しくすること経済の倫即性を強洲すること
こと
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学川を勉めること︑峨務を励む

教養を豊かにすること︑見識を自然の美と恩沢を尊重すること︑

養うこと資源の保存と開発を図ること
財物を貧らないこと︑金銭に消
脈なること

家庭の訓育を砿んずること︑近教育の適正を期すること︑逆義

親相親しむことの一般的関心を促すこと

一善一徳を積むこと︑非理非行
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他旗に留意すること︑犬がを期報道言論の公正を求めること︑

儒義を以て交わること︑誠を以

すること社会忠に対し川諭を﹄川めること

て身を貫くこと

弘礼茂
之・樹｜
・柵先水
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特集道徳教育の危機
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︻シンポジウム︼
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︻読書案内︼実践・短歌塾⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．．⁝糟谷正彦⁝㈲
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主催者代表挨拶

蛎尺ご尺ざかＱ︺ＲびＲ３︵︒︺尺ざ︿ＱＪＲざ食ざ︒Ｑ︺○Ｑ︺尺ざハＱＸＱ︺Ｒ５ｏＱｘＱ︺︵︑ＪＲざＲごハ︒︺尺ご○Ｑ︺ＣＱ︺○Ｑ︺ＯＳ︵ＱＸＱＸＱＸＱＪＲごＲご只討ＣＱ︺ｏＱＸＱ︺尺びＲごＲワ︒ＱＵＲごｏＱ︺Ｒご○Ｑ︶Ｓ

本日一
弘書
道弘
シン
道↓
シボ
ンジ
ポウ
ジー
ウム二○一○を開催いたしましたところ︑台風の中にもかかわらず︑全川から多数の

会員︑また
た有
有志
志の
の方
方々
々の
の︽
ご参加をいただきまして︑このように僻大に附会できますこと︑まことにうれしく︑
心から御礼巾︲し上げます︒

ご後援をいただいている文部科学省からは文部科学大臣の代理としてご多用の中板東生涯学習政策
しｋげます＊

局長においでいただきました︒のちほど文部科学大臣のご祝辞をいただきますが︑この場を借りて御礼を申

刺
Ｉじくご後援をいただいている川本道徳教育学会からは顧問の小野健知先生においでいただいて

幸一圭催︺
幸い恥リ土生圭９．

日本弘道会はご承知の方もいらっしゃるかと思います海明治九年に佐倉の藩士であった西村茂樹が設

立し︑百三十四年という長い歴史を持つわが川でいちばん古い道徳振興団体です︒その間︑一貫して国民道
徳の振肌︑道義国家の建設という理念を掲げて活動してまいりました︒

このシンポジウムは創立百二十年を記念して企画したものですが︑以来︑﹁心の教育を考える一︑あるいは
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﹁公と私﹂﹁日本文化の源流を求めて﹂など︑そのときどきの社会情勢に応じて適切なテーマを設定し︑道徳

教育
育︑
︑あ
ある
るい
いはは
教
胃国民道徳の問題︑日本人の心︑日本人の生き方について広く訴えて︑大方の賛同をいただい

これまでの議論を通じて︑戦後の日本人の心︑倫理観︑価値観が大きく変化し︑特に個人主義が行きすぎ

てまいりました︒

て利己主義に傾き︑公の精神の衰退が著しく︑国民の意識︑また学校教育における国家に対する考え方が著

しく希薄になっておりまして︑中には反国家のような意識もあり︑運命共同体としての国家という意識の喪

失がたいへん心配されました︒そこで昨年は﹁日本人の国家意識﹂というテーマでこの問題を取り上げ︑提
言をして論議を深めることができました︒

日本弘道会を創立した西村茂樹が﹃日本道徳論﹄の中で︑国民道徳の衰退は国家の衰亡を招くものである

ことを警告し︑道徳教育︑あるいは道徳の重要性を力説しております︒今日の政治︑社会︑あるいは教育の

各分野に見られる倫理・道徳・道義心の衰退は︑まさに国家衰亡︑国民道徳の衰退を示すもので︑西村茂樹

このような見地から私どもは道徳教育の重要性を訴えて︑学校教育における道徳の教科化を一貫して提唱

の言う国家衰亡の危機にあると言っても過言ではないと思います︒

してまいりました︒しかしながら︑新しい学習指導要領においても︑この問題は先送りざれ実現しませんで

した︒さらに今の新政権においては︑いわゆる事業仕分けというかたちで道徳教育関連の事業が削られ︑道

徳教育を軽視する新政権の兆候が明らかです︒これによって学校現場における道徳教育に対する不信︑ある

いは道徳教育反対の運動に拍車がかかるのではないか︒まさに道徳教育の危機ではないかと考えるものです︒

そこで今回は﹁道徳教育の危機﹂というテーマを取り上げて問題提起をし︑この問題を根本にさかのぼっ

て考えてみることといたしました︒幸い基調講演は本会に対して格別のご指導をいただいている渡部昇一先

生にお願いして︑お引き受けをいただきました︒またパネラーには︑この問題について造詣の深い石井昌浩︑
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貝塚茂樹︑加地伸行︑韓国の洪顕吉の諸先生にお願いし︑またコーディネーターは本会の尾田幸雄副会長に

短い時間ですが︑道徳教育の危機について論議を深め︑この状況をいかにして克服するか︑ともに考え︑

お願いいたしました︒ご多用の中ご協力いただきました諸先生に︑この場を借りて御礼を申し上げます︒

国民の道義心を取り戻し︑品格ある国づくりにいささかでも貢献できるならば望外の喜びです︒

最後に日本弘道会では︑今︑西村茂樹の著作の全集を刊行中です︒十二巻を目途に刊行しておりまして︑

いま十巻までできております︒これが完結して世上に出ますと︑西村茂樹の思想と学問がいろいろな意味で
評価されるのではないかと思います︒

また︑十月には先ほど申し上げた﹃日本道徳論﹄の現代語訳︑これは﹁弘道﹂に長く連載して︑尾田幸雄

先生が苦心の翻訳をされたものですが︑これを小学館によって﹃品格の原点﹄という題︑﹁いまなぜ﹃日本

道徳論﹄なのか﹂という副題で新書判で刊行することができ︑十月初めには書店に並ぶと思います︒その際
はひとつよろしくご愛読を賜ればありがたく思います︒

以上のご報告申し上げ︑今後とも日本弘道会に対するいっそうのご支援をお願いして主催者の挨拶といた
します︒
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文部科学省

生涯学習政策局長板東久美子殿
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︻弘道シンポジウム二○進○︼

来賓祝辞

一弘道シンポジウム二○一○﹂か開催されますことを心よりお祝い申し
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社団法人日本弘道会主催
本日．靴
上げます︒

社団法人日本弘道会は明治九年に国民道徳の振興及び道義国家の建設を目指し道徳振興団体として創立

されて以来︑百三十年以上にわたり︑その理念のもと講演会や研究会の開催などの活動を通して︑日本の道

徳の確立に取り組んでこられました︒関係の皆様のこれまでの御尽力に対し深く敬意を表するとともに︑心
から感謝申し上げます

さて現在の川本は長引く経済の低迷や国際的な競争の激化に加え少子高齢化や人々のきずなの弱体

化など様々な問題を抱えています︒また︑昨今︑海外の方からも︑最近の日本人には元気がないということ
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｡
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を印象として伺う機会が増えています︒
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このような中で︑我が国が直面する問題を解決していくためには︑自律の精神︑豊かな人間性と公共の精

神を持ち︑国際社会の中でも信頼され︑積極的に活躍できる人材の育成に努めることが必要です︒

このことを実現するためには︑道徳教育の推進がとりわけ重要であり︑貴法人がその時どきの社会情勢に

応じて︑道徳教育をテーマとしたシンポジウムやフォーラムを開催され︑その重要性について広く社会に訴
える活動を継続して行ってこられたことは︑誠に意義深いことと考えます︒

本日の弘道シンポジウム二○一○を契機に︑これまでの活動をより一層充実し︑道徳教育の推進に寄与ざ
れることを期待しております．

終わりに︑社
本本
弘弘
︾道会の今後のますますの御発展と本日御出席の皆様の一 層の御活躍を心から祈
社団
団法
法人
人日日

て︑
︑私
私か
から
らの
のお
お銅祝いの言葉とさせていただきます︒
念いたしまして

平成二十二年九月二十五日

文部科学大臣高木 義明

︵代読︶
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道徳教育の危機

昇一先生

るいはシナでも︑その前に完全に川してしまったわげです︒

明治維新は書簡単に言えば五箇条の御誓文によって出発

トヘイトが続いたと考えてもおかしくないと思います︒と

らく二十二世紀も二十三世紀も︑完全に白人支配のアパル

そして︑あのままでいけば二十世紀も二十一世紀も︑おそ

したと言えるのではないかと思います︒それはまったく前

ころがⅢ本だけが有色人棚の巾でたった一つ︑川来の陥習

たいへんな大転換で︑その原動力になった五箇条の誓文の

を破って白色人種に追いつけることを示しました︒これは

価値はいかほど強く強洲しても強洲しすぎることはないと

二決﹂して﹁盛二経倫ヲ行﹂い︑すべての人が志を得て﹁人
識ヲⅢ界二求メ﹂るという趣旨でした︒

リカを発見したころから︑世界史は白色人種が有色人種が

﹁道徳﹂です︒それから﹁伝統の尊重﹂も欠けました︒明

ですが︑言わないでしまったところがありました︒それは

ところが︑五箇条の御誓文に欠けたところというと失礼

思います︒

住んでいるところに入り込んでいって︑これを征服すると

ちは前向きだけであって︑それまでの道徳の規範から完全

治維新の若い者︑特に知識階級の予術軍である若い学徒た

す︒それはさかのぼること約四百年前にコロンブスがアメ

この五箇条の御誓文は世界史的な意味があったと思いま

心ヲ倦マサラシメ﹂︑そして﹁旧来ノ肥習ヲ破﹂って﹁知

向きの御誓文でした︒﹁広ク会縦ヲ皿﹂すとか︑﹁万機公柿

明治維新後の状況

渡
部

いうプロセスが数百年続いていました︒

そして古い文化︑文明を持っていたトルコ︑インド︑あ
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い全然だめ︒そして仏教に従うのは無知文盲のやからだと

いうのが当時の武家社会の常識でしたから︑これも問題に

りませんでした︒廃物穀釈されても反対する力がないぐら

なりません︒神道は﹁赤き誠の心﹂は言うのですが︑道徳

ぶ人が出たわけです︒

というのは︑それまでの知識階級は何といっても儒学を

に離れる傾向が強くありまして︑それこそ道徳の危機を叫

中心としておりました︒徳川家康以来︑徳川幕府の文治政

規範をがやがや言うようなものではありませんでした︒

ですから︑新しい道徳規範をどこに求めるかというと︑

策の結果︑日本の知識階級は儒学によって道徳規範を決め

今︑言ったように福沢諭吉とか中村正直という人で︑プロ

ておりました︒これがだめになりました︒﹁旧来ノ晒習ヲ破﹂

りですから︑これは破らなければいけません︒第一︑四書

いキリスト教で﹁新教﹂と訳しました︒当時としては︑あ

テスタントが非常に強くなります︒プロテスタントは新し

れは実に名訳でした︒プロテスタントがなぜ﹁新﹂という

ならないと思う若者がたくさんいてもおかしくなかった︒

名前なのかわかりませんが︑日本ではキリシタン︑バテレ

五経の本場であるシナの体たらくを見たら︑これは参考に
典型的なのは︑昌平費始まって以来の秀才と言われた中

ンがカトリックですから︑これを﹁旧教﹂と言って﹁新教﹂

と言った︒そして︑日本の知識人の多くはプロテスタント

村敬宇は幕府から派遣されてイギリスに一年いましたが︑

になりました︒福沢諭吉も一時は自分の息子を牧師にしよ

帰ってきて﹃西国立志編﹄を書きます︒これで当時いちば
を規範するわけにはいかないとみんなが感じていたところ

ん求められていたことがわかります︒儒教で自分の生活

ト教の洗礼を受けております︒

このような状況ですから︑ごたごたしていたわけです︒

うと考えたことがあったぐらいですし︑中村敬宇はキリス

それにフランス革命前後のフランスの倫理学などがいろい

ことで﹃西国立志編﹄︑すなわちセルフヘルプが出たわけ
です︒そして四書五経の代わりに中村敬宇が訳した﹃貯宗

に︑当時の先進国中の先進国のイギリスではこうだという

西の言﹄言冨３９①ご冒三旨弓言葺﹄の四冊の本が新しい

さらにそのうえに︑明治十年になると進化論が入ってき

ろ入ってきて︑本当にごちゃごちゃしていました︒

もう一人のミリオンセラーは福沢諭吉で︑﹃学問のすシ

四書だということでした︒

での自分の書いたものは全部だめだということで︑新聞広

ます︒今で言えば東大の総長に当たる加藤弘之は︑それま

告して全部廃棄して︑進化論を唱えました︒

め﹄︒これもやはり﹁知識ヲ世界ニ求メ﹂という五か条の
では︑仏教はどうしたかというと︑しゅんとして声があ

誓文の趣旨のものでした︒
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哲学のほうでも当時は何といってもイギリスの哲学の

である元田永字に﹃幼学綱要﹄を書かせました︒子供のた

いう感じだったと思います︒それで帝王の個人教師︑侍講

条の誓文は書いたけれども︑やはり﹁道徳︑あれっ？﹂と

人の一人は明治天皇だったと思います︒明治天皇は︑五箇

にものすごくもててくると︑いちばん強く危機感を感じた

化論であり︑社会進化もみんな含みます︒これが知識階級

限られていましたが︑ハーバート・スペンサーは広範な進

らはだれを選ぶか・伊藤博文を出すわけにはいかないので︑

である元田永学は間違いありませんが︑五箇条の誓文派か

くらせるかということなりました︒儒学からは儒学の侍講

閣のときです︒勅語とつくるといっても︑どういう人につ

勅語をつくるというアイデアになりました︒これが山嬬内

活は道徳ですから道徳の規範が必要であるということで︑

で︑憲法だけではどうも足りないのではないか︑日常の生

たと思いますが︑当時の政府としては︑憲法ができたあと

伊藤博文は五箇条の誓文派ですから西村とは意見が違っ

教育勅語の成立過程

めの教育ですが︑今見ても出来があまりよくありません︒

ハーバート・スペンサー︒ダーウィンの進化論は生物学に

あまり影響力はなかったようです︒

伊藤博文の懐刀で︑明治憲法をつくったいちばん中心の人

ンチが効きました︒儒教の人が言っても︑儒教自体︑信用

講から日本の道徳教育論が出てくるのは︑やはり非常にパ

制度になったのだから︑勅語で道徳を出すことは臣民の良

勅語と言っても勅令にするのはまずいと︒日本は立憲君主

ということですね︒明治憲法をつくっただけありまして︑

このときに非常におもしろいのは︑やはり井上毅は偉い

物の一人である井上毅を選びました︒この二人に草案をつ

そんなことをやっているときに︑元来ならば五箇条の誓

が落ちていたので︑たいして影響はなかったと思います︒

文派に属するところから道徳を憂える声が出てきました︒

西洋には哲学者の数ほどいろいろな倫理学があるので︑こ

心を束縛することになるので︑勅令になるような勅語では

敬宇を入れて︑教育勅語の素案ができました︒

れまたどうということはないのですが︑洋学の明治天皇の

いけないということを主張しました︒勅語の性格としては

くらせ︑顧問みたいにアドバイザーとして西村茂樹︑中村

侍講である人が日本の道徳はこうでなければならないと

御製︑﹁よもの海みなはらからと思ふ世になど波風のたち

これが先ほど名前が出た西村茂樹です︒彼は明治天皇の洋

言ったあたりが︑本当の危機感がよく現れた現象だったと

さわぐらむ﹂とか︑明治天皇はいろいろ歌をつくられます

学︑西洋の学問の侍講︑個人教師でした︒西洋の学問の侍

思います︒
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名御璽﹂とあって︑大臣副署はありません︒だから︑これ

ならない・これが大方針でした︒ですから︑教育勅語には﹁御

い歴史と言われますが︑易世革命︑唐は李であったり︑王

た国体であるということを言いたかったのです︒支那は古

がありますが︑よく読んでみると日本に易世革命がなかっ

昔力ら日本α皇室力そ人なに迄徳離たこたα力ぁそ←脳
日本の臣民が﹁世々蕨ノ美ヲ済﹂してきたのかという疑問

力ああレう超上Ｅα稲蝉製α一楢帽燕に二膳すそもαにし力け水阻

を示したわけです︒

ル族もあれば満州族もある︒最近の研究を見たら︑唐など

朝の名字がしょっちゅう変わります︒それどころかモンゴ

は法律ではない︒御製の文書と同じ種類のものであること
それから書き出しですが︑﹁朕惟フニ皇祖皇宗﹂と皇室

日本はそんなところのようにしょっちゅう変わっている

は鮮卑族です︒

のことを述べてあります︒これは私が推察するに西村茂樹
のアドバイスだったと思います︒西村茂樹の﹃日本道徳論﹄

の中心には非常に皇室尊崇があります︒井上毅からも元田

付け加えておくと︑明治の人はやはり人材配慮がうま

がない︒今︑見れば大時代的な皇室に関する文句の本音と

はあったけれども︑王朝をつぶそうという臣民は出たこと

が変わらなかったのだと︒そのあいだにいろいろごたごた

のではないのだと︒日本は﹁厭ノ美ヲ済﹂している︑王朝

かったのです︒調べてみると井上毅も元田永李も熊本藩士

いうか︑それを言いたかったことであることは明瞭です︒

永字からもあまり出そうもない︒

です︒だから意見が違ったことがたくさんあったと思いま

ないのです︒これを一緒にやろうということです︒﹁拳々

それから最後のほうになると︑おもしろいのは命令では

すが︑その調整のときに熊本弁でやったのではないかと思
てスムーズに行ったのではないかと思います︒

うのです︒そうすると︑もめる話もうまくまとまったりし

一生懸命並べた徳目をやってくれ︑わしもやるぞというの

服暦シテ威其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ﹂︒おまえたちも

が明治天皇のお言葉です︒だから﹁ロ︒﹂ではなくて︑﹁席房

当時は明治二十年代ですから︑日清戦争の前で︑日本の

号ｇ需弓臼﹂なのです︒

多くの武士たちは忠義というものは殿様という感じから抜
け切れない︒あるいは多少気持ちが捨て切れない人がたく

の国でも︑どの時代の人でも反対するところはないだろう

謬ラス之ヲ中外二施シテ倖ラス﹂︒どこに出しても︑どこ

そして︑そこに並べられている徳目は︑﹁古今二通シテ

さんいたと思います︒ですから道徳の根源としては西村茂
樹が言うように︑まず日本は皇室が万世一系︑これを言わ
それから﹁世々厭ノ美ヲ済セル﹂とかいろいろあります︒

ないと道徳の元が立たない︒それが強く出たと思います︒

(13

という自信に満ちた言葉で結ばれています︒

は明治時代にいちおう消えました︒その後︑明治︑大正︑

この発布をもって︑ごたごたしていた日本の道徳の問題

だったと思います︒

どの時代てもだれか見ても文句か言えないような自信

幾フ﹂と明治天皇がおっしゃるわけですが︑その前に﹁国

昭和の前半を除いて︑日本では根本的に道徳の危機はあま

これはエピソード的ですが︑﹁其徳ヲ一ニセンコトヲ庶
憲ヲ重シ国法二遵上﹂はおかしいではないかと元田永学が

り言われませんでした︒教育勅語から外れる行為をすると

て︑教育勅語に対する攻撃は出しようもなければ︑あるは

文句が出る︒それを直そうというのが道徳教育の主であっ

こで︑削ろうかという話になったらしいのですが︑そのと
きは明治天皇自ら︑﹁それは残しておきなさい﹂と言われ

言ったそうです︒これは天皇を束縛するではないかと︒そ

たそうです︒だから明治憲法は徹底的に立憲君主制のもと

教育勅語はどのぐらい民間に浸透していたか︒戦後経験

ずもないものでした︒

田舎に戻って︑いつも行く矢口さんという床屋に行ったと

したことが二つばかりあります︒大学生になって夏休みに

そこで述べられている徳目については︑だれも反対でき

における天皇のお志でした︒

いうのはおかしいです︒兄弟は仲よくしなさい︑事業を起

子供を叱りようがないと言うのです︒昔だったら親に

ころ︑教育勅語がなくなって困ったものだと言うのです︒

ません︒親に孝行したり︑夫婦仲よくするのはよくないと
こしなさい︑徳器をみがきなさい︑学問しなさい︑一旦緩
急あったら国のために尽くしなさい︒どこの国でも︑どの

文句を言ったら︑﹁親孝行しろ﹂﹁どうして？﹂﹁教育勅語﹂

いかわからないと言っていました︒庶民にとって︑教育勅

ら︑子供が口答えしたときに︑それをどうして止めたらい

と言えば終わったと︒それがそう言えなくなったものだか

そのときに︑特に宗教の言葉は使わないという方針を入

語はいかに教育しやすいものであったか︑道徳教育のしつ

す︒

時代でも︑だれも反対できないようなものを並べたわけで

は神もなければ仏もないのです︒北条泰時の﹃貞永式目﹄

れたのはすばらしかったと思います︒だから︑教育勅語に

けがしやすいものであったか実感させられました︒

ようなものがありまして︑数人の校長先生とゆっくり話し

まりで講演をしたことがありました︒そのあとで茶話会の

もう一つは︑今から三十年かもう少し前に校長先生の集

には神様も仏様も出ていますし︑北条早雲の二十一か条に
ようがないように︑宗教的には何も出ないように︑神も仏

も神様も仏様も出てきますが︑それよりもっと文句の付き
も天も何もありません︒これは本当にどこからいっても︑

14)

合ったことがありました︒そのときにある校長先生が︑こ
ています︒

井上哲次郎と当時の東大の倫理学の講師だった深作安之と

教育勅語は英訳が出ました︒なぜ出たかというと︑教育

二人でていねいに書いていますし︑おまけに英訳まで付い

勅語が出たあとで金子堅太郎がアメリカに行っていろいろ

うおっしゃいました︒子供がぐれかかったときに︑親が教
簡単だった︒ところが近ごろの親は教育勅語を知らないの

話をしたときに︑教育勅語の話をしたら非常に感心された

育勅語を知っている世帯だと直しようがあったし︑比較的

いいか何が悪いか︑そもそも親がわかっていないので︑子

で︑子供がぐれたときはどうにも手がつけられない︒何が

せたところ︑アメリカ人がみんな感心した︒それを帰って

そうです︒金子堅太郎は日本では最初のころにハーバード

話をしたら︑それを聞いた文部大臣の牧野伸顕さん︑吉田

大学に留学した人で英語もできるので︑自分で英訳してみ

私も子供のころ︑学校の式のときに必ず校長先生が教育

うに徹底していたのかと実感したわけです︒

勅語をうやうやしく読まれました︒そして︑子供心に式の

麓に命じました︒菊池大麓さんは有名な数学者で︑ケンブ

茂の義父が英訳したらいいではないかということで菊池大

供もわからないと言われまして︑なるほど︑戦前はそのよ

雰囲気を知りました︒今は成人式を見ても︑厳粛という感

リッジ大学に留学しました︑ケンブリッジ大学はご存じの

覚はほとんどなくなっています︒始業式でも終業式でも卒

菊池大麓さんに英訳させて︑当時︑英語を知っていると

ようにニュートンの大学で数学のレベルが非常に高かった

思われる人たちをみんな総動員して検討させて︑教育勅語

業式でも︑子供に厳粛なものがあるという式の感覚を教え

書いてあることはすべていいことです︒だから発布され

の英訳版をつくりました︒これを翌年か翌々年か︑菊池大

のですが︑そこを最優等で帰ってきた秀才です︒

ると︑すぐにいろいろな偉い方が術義を書きました︒術義

麓さんが国際道徳会議か何か︑そういう会議があってロン

と思いますが︑それもなくなりました︒

はのばして説くという意味です︒私も当時出たのを多少集

るのに︑教育勅語の朗読で始まるのは実によかったことだ

めていて︑井上哲次郎先生とか那珂通世先生︑あるいは湯

常に評判がよろしかった︒

それから︑同じ年か次の年あたりに︑英語の教科書で有

ドンに行ったときに︑それを持って行って分けたところ非

名な神田乃武さんが商工業者を連れてアメリカに行って英

いのは︑﹃三省堂日本百科大辞典﹄は世界に誇るべき大辞
典だったと思いますが︑そこには教育勅語がちゃんと書い

原元一先生が教育勅語の解説書を書いています︒おもしろ

てあって︑どうしてできたか︑それに対する義解︑解説を
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訳を見せたところ非常に感心された︒それで文部省はさっ
そく漢訳︑漢文に訳しました︒その翌々年ぐらいになると
ドイツ語訳およびフランス語訳と四種類の訳をつくり︑日
本が当時︑国際関係のあった全海外公館に命じてばらまか

教育勅語が出ていました︒

第二次大戦後の状況

ところが戦争に負けました︒しかし進駐軍は当初︑教育

もちろん︑儒学的な文句も使わなかったし︑仏教的な文句

た︒それから特定の倫理学にいっさいコミットしなかった︒

かった︒一つは︑非常に賢明にもいっさい宗教に触れなかっ

どこの国でも︑ほめた言葉こそあれ批判はいっさいな

あるまいかと︑学校で朗読するのを禁止するのに反対でし

本の天皇および日本人の九五％の人たちに対する侮辱では

のです︒学校でそれを朗読することを禁止することは︑日

ソンなどは︑どこも悪いことはないとはっきり言っている

うです︒国家神道を廃止するという指令を出したヘンダー

いのではないか︑けつこうな話であるという感じだったよ

勅語を廃止する気はまったくありませんでした︒むしろい

も使わなかった︒いわゆる宗教色のあるボキャブラリーを

せたわけです︒

使っていないわけですから︑どこの国も文句の言いようが

おもしろいのは︑マッカーサーも教育勅語には反感を

た︒

そういうことで百科事典にまで英語を載せるようになり

なくて︑いいことを言っていると言ってくれたわけです︒

で一緒にいました︒昔の戦争は観戦武官という︑戦争を見

軍人で︑日露戦争のときは観戦武官として大山大将の近く

にくるプロが付いていたのです︒そのときにマッカーサー

持っていませんでした︒マッカーサーのお父さんはやはり

のお父さんのマッカーサー将軍は︑日本軍は実に規律が正

ました︒おもしろいのは︑年配の方はご存じでしょうが︑

郎︑訳して﹁小野圭﹂と言っていたのですが︑小野圭の英

受験英語界ではダントッに売れた参考書でした︒小野圭次

しいと感嘆して帰って︑息子のマッカーサー元帥に日本軍

戦前は小野圭次郎の英文和訳︑和文英訳︑英文法が日本の

がわざわざ色を変えて赤い色であって︑その下に直訳と三

語の参考書の前には必ず教育勅語があって︑その下に英訳

それを見ました︒勅語の日本語も難しいけれども︑英訳の

た︒おかしいと思って︑新しい教育勅語でもつくったらど

マッカーサーは自分が戦った日本軍はそうではなかっ

の軍規は厳しい︑立派なものだとほめたそうです︒

英語も難しくて︑えらく難しいことが書いてあるなと思っ

うかと言ったらしいです︒ですから教育勅語時代の日本︑

段になって載っていました︒ぼくも最初に勉強したころ︑

て読んだ覚えがあります︒ですから受験参考書にも英訳の
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そオヵら諺巻目頭謀をつノ︑こた日士午の唾牢陽︲謬育殖語は既治

では︑教育勅語と教育基本法はしばらくのあいだ二輪車

かということだったようですですから︑昭和二十三年ま
だったわけです︒

二十三年ですから︑日露戦争はその教育を受けた人たちと
いう認識があったのです︒ですから教育勅語に対する反感

れが変えたかというと民政局のケーデスです︒ケーデスは

ところが昭和二十三年になってがらりと変わります︒だ

ところが︑妙なことが起こります︒まず第一にいろいろ

は占領軍にはありませんでした︒

な法令が廃止されて︑教育基本法をつくることになりまし

だったと言われています︒だから︑あとでアメリカに帰っ

たときに︑アメリカの外交のドンであるケナンが︑﹁あな

共産党員ではなかったようですが︑桃色を超えた赤い人

してつくることになりました︒そのときに︑まだ教育勅語

たは日本を共産国みたいにしようとしたそうですね﹂と皮

た︒これは昭和二十二年です︒新しい時代だから︑法律と
があるので︑教育勅語にあることはそんなに触れる必要は

そのケーデスがなぜ教育勅語に反感を持ったか︒私の調

肉ったと伝えられています︒

に﹁伝統を尊重し﹂という言葉を最初は入れたらしいです

べたところでは︑わりと筋道がはっきり見えてきたような

ないということでつくったわけです︒その教育基本法の中
が︑あのころの法律は進駐軍が口を出さないものは一つも
ありませんから︑必ず通訳が付いているわけです︒その通

から︑ケーデスのアドバイザーとしていちばん力があっ

気がします︒ケーデスは日本語をろくに知りません︒です

いるハーバート・ノーマンでした︒ハーバート・ノーマン

たのは︑日本を徹底的によく知っていて英語もよく知って

訳が余計なことを言ったのです︒﹁伝統を尊重﹂というこ
ので︑それはやめたほうがいいだろうと︒伝統尊重と封建

と言えば︑皆さん︑ご存じのように︑あとで共産主義者で

とは封建時代に戻ることだとか︑つまらない注釈を付けた

あるとばらされて自殺したカナダの外交官です︒ノーマン

は日本に来ていた外国人牧師の息子として日本で育ちまし

ませんでした︒

その程度のことでしたが︑教育勅語があるから︑まあ︑

た︒ですから︑日本語は徹底的によくできます︒日本で教

時代が一緒にされて︑教育基本法には﹁伝統尊重﹂は入り

ぃいやという感じなのです︒﹁伝統尊重﹂は安倍内閣のと

に入っています︒あとでまたハーバードで日本の封建主義

育を受けたあとにケンブリッジに留学して︑ここで共産党

ですから教育基本法をつくった日本人側としては︑そう

か何かで論文を書いて︑博士になっています︒ですから︑

きに一戻そうとされました︒

いう口をはさまれても教育勅語もあるし︑いいのではない
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スは副長官ですが︑実際上は彼が全部やっていたようです︒

そして左翼ということで︑民政局の実力者であったケーデ

アメリカの学位を持って︑日本語が徹底的によくできる︒

そしてハーバート・ノーマンの家庭教師となり︑ハーバー

ト・ノーマンとケーデスという二人の左翼がいたわけです︒

なかたちで権力を握っている占領軍の民政局にはハーバー

のメンターのような個人教師をやったのが羽仁五郎です︒

ト・ノーマンが日本の歴史でアメリカの博士号を取るとき

だから︑羽仁五郎とノーマン︑その他の左翼の人がよく付

ケーデスはハーバート・ノーマンのアドバイスを自分の
めるのですから︑日本をよく知って︑日本に事情を知って

対日政策のもとにしたようです︒日本語を知らない人が治

き合っていました︒のちに一橋大学の学長になる人も︑ア

ンは日本人と同じに日本語ができて︑日本人以上に日本の

そんな人がノーマンのところに集まるわけです︒ノーマ

メリカの共産党と一緒にやった人です︒

いる人がしゃべらなければ政策はできるわけがありませ
さらにおもしろいのは︑ハーバート・ノーマンは共産党

ん︒

員です︒共産党員の特徴はいろいろな言い方があると思い

スに行って︑ケーデスがやれと言うわけです︒ケーデス

の命令でウィリアムズというケーデスの部下が昭和二十三

知識がある︒そこで左翼の人ががやがや言ったのがケーデ

年︑衆議院と参議院の文教委員長を呼んで︑﹁教育勅語は

ますが︑日本人にとっていちばん重要なのは皇室廃止です︒

にしようという社会主義などいろいろあります︒戦前の共

まずい︒あれを廃止しろ﹂という話になりました︒

日本でも社会主義の人はいろいろいます︒貧乏な人を豊か

の主義者︑いろいろな人と決定的に違うのは皇室廃止です︒

いとかいろいろなごたごたがありましたが︑皇室自体を廃

を通すことになりました︒ところが参議院はちょっと抵抗

衆議院はおそれ入って︑教育勅語等の排除に関する法律

教育勅語の廃止

産党︑戦後もそうだと思いますが︑ほかの社会主義︑ほか
日本国はじまって以来の現象です︒日本では長い歴史のあ

止しようと考えた乱は一つもありません︒共産主義が出て

の人は東大法学部の学者で法学部長︑のちには最高裁判所

したのです︒参議院の文教委員長は田中耕太郎でした︒こ

いだに皇室のメンバー同士のけんか︑皇室の兄弟の殺し合

きてから初めてです︒昭和の歴史を考えるときにいちばん

この人はカトリックでしたが︑たいへんな皇室尊重者で

の長官になり︑文部大臣にもなりました︒

中心になるのは︑それまで日本が一度も経験したことがな
い︑まったく異質な思想が日本のインテリのかなりの層を

つかまえたことにあると思いますが︑戦後はそれが極端
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て︑これは新憲法に違反する詔勅として排除されたとなっ

同じことなのです︒主権在民などが教育勅語にない︒そし

ています︒別に新憲法に違反して排除されたわけではあり

来の筋金入りのマルキストです︒この人が書いているので

本質を知っていたのでしょう︒教育勅語に関する法律︑教

はない﹂と言ったのです︒法律学者ですから︑教育勅語の
育法として︑戦前︑小さい関係の法律がありましたが︑そ

ませんが︑そう書いてあります︒そして排除されたのは進

もあり︑教育勅語も尊重した人ですから︑﹁廃止すること

れは敗戦とともになくなっているので︑教育勅語自体を廃

もっとおもしろいのは︑百科事典なのに︑教育勅語の精

駐軍の命令であるということは書いてありません︒

は︑教育勅語を排除することはしないで︑教育勅語が無効

止する必要はないと述べたらしいのです︒結局︑参議院

ないと︑アジビラのようなことを書いています︒一ページ

神をまた一戻そうとする連中がいるから注意しなければなら

ですから︑教育勅語が廃止されたのは︑日本人の左翼の

は教育勅語を一戻すなというメッセージがあるのです︒

のたった三分の一ぐらいの量のところに悪口ばかり︑最後

になったことを確認するという決議をしています︒

のようなものがあります︒平凡社が戦後出した﹃世界百科

鈴木安蔵は︑ご存じのように日本国憲法の草案の一つ︑

力であると断定して間違いありません︒というのは︑傍証
事典﹄に教育勅語の条項があります︒一ページ三段組の一

段しかない簡単なものです︒しかも教育勅語は出ないで︑

つの元になっています︒ですから︑日本国憲法も︑あの人

デスに渡って︑ケーデスあたりが日本国憲法に口を出す一

明治の三省堂の日本の大百科が何ページも費やしているの

たちが口を出してつくった︒さすがに憲法の場合は左翼の

試案をつくった人です︒この試案がノーマンを通じてケー

に比べると何とお粗末かと思います︒注目すべきことは︑

んでしたが︑なくしたい心がそこであることは確かです︒

意見がまっすぐ通るわけはなくて︑天皇廃止にはなりませ

全部︑教育勅語の悪口ばかり︒驚くべき記述です︒それは

る言葉と本質的に同じなのです︒教育勅語は主権在民では

今考えると︑神風が吹くのが四年遅れたという感じがし

朝鮮戦争後の状況

だからもちろん明治の皇室典範は廃止されたわけです︒

そこに述べられていることは羽仁五郎が参議院で言ってい
なくて主権在君の時代のものであって︑民主主義に合わな
い︒それから︑国際社会に合わないと羽仁五郎は参議院で
平凡社の世界百科事典は鈴木安蔵が書いています︒鈴木

ます︒神風というのは朝鮮戦争です︒若い方は全然記憶の

演説しています︒

安蔵はご存じのように戦前の京都大学あたりの学連事件以
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軍は負けに負けて釜山のあたりに押し込められた︒あとで

惜しみなき援助を受けて朝鮮半島に攻め込んで︑アメリカ

鮮戦争が起こりました︒北朝鮮軍がスターリンと毛沢東の

外でしょうが︑戦後︑日本が非常に景気が悪いときに︑朝

ているからよく知っている︒飛行機は本当に精密で︑ベア

工学の粋は何といっても飛行機だ︒おれは飛行機をつくっ

が止められている︒工学部に行っても芯が止まっている︒

京湾に沈められてしまったのだ︒だから日本の物理学は芯

のものとは全然違う︒その飛行機をつくることが禁止され

ている︒だから工学部に行っても芯は止められている︒こ

リングが本当に丸くないといけない︒飛行機の精度はほか

れからの日本は自転車でもつくって東南アジアに輸出する

マッカーサーが逆上陸して勝つわけですが︑そのごたごた
うことで急に景気がよくなったのです︒あのころは朝鮮戦

のために武器︑弾薬を日本で調達しなければならないとい
争は日本の経済界に対する神風だと言われましたが︑私は

よりしようがないだろう﹂と︑本当に悲しげな話でした︒

す︒私の入った高校は理科コースと文科コースがありまし

科に移りました︒ぼくも移った一人です︒ぼくは恩師を尊

なら理科にいてもしょうがないではないかと︑ごそっと文

それで︑われわれはみんなびっくりしたわけです︒それ

神風の意味はもっと深刻だったと思います︒

て︑私は理科コースにいたのです︒復員してきた先生は東

たんですが︑入学試験が六月だったので︑三月に上智に入っ

敬していたので教育大学︑当時の文理科大学を受けたかっ

実は朝鮮戦争は私にとっても忘れがたい関係がありま

北大学の工学部を出て︑たしか戦闘機﹁鐘埴﹂のプロペラ

たいへん満足して勉強していたのですが︑翌年︑大学二

て︑それきりになって︑上智の文学部に入りました︒

担当をした技師でした︒この人が物理の先生で来られた︒
今でもはっきり覚えていますが︑焼玉エンジンの説明をし

年のときに朝鮮戦争が起こりました︒そうしたら︑がらり

ていました︒焼玉エンジンの話などというのはつまらない

から五十年ぐらい占領されているのではないか︑そういう

話です︒先生もつまらなかったのか脱線して︑こういうこ

計画らしいと言われていました︒そうすると日本人は勇猛

ランのようなものが日本にも適用され︑日本は二十五年

言ったのです︒﹁これから大学に行って物理をやろうと言っ

と変わりました︒それまでは︑いわゆるモルゲンソー・プ

ても︑物理は何といっても核をやらなければだめだ︒日本

はキン抜きされたようになってしまって押し込められてい

だったけれども︑かつて勇猛だったインディアンが今で

とをおっしゃいました・昭和二十二年か三年です︒﹁君たち︑

は核の研究は禁止されている︒おまえたちも最近の新聞で

今ごろ理科コースに来ているけれども︑つまらないぞ﹂と

見ただろう︒理化学研究所のサイクロトロンは外されて東

（20）

る︲あれぐらい骨抜きするまで二十五年力五十年か進賎か

ものなので︑英語をやる人には暗記するように言ってい

合同委員会で証言を求められます：これは非常に有名な

す︒弓言胃宮ｇｏ用﹂︑弓言言は日本人です︒弓言胃

ますが︑そのときの証言の言葉にこういうものがありま

間に講和条約の話がばたばたと出てきて︑翌年にはサンフ

で巨呂８Ｐ言閏のざ昂・言碧冒︑ｇ乏閏乏尉匿品のご昌旦臼巴

大学二年の五月ごろ起こりました︒そうしたらアッという
ランシスコ講和条約が成立してしまいました︒あれは驚き

ご吊呂目与．﹂と言っています︒﹁彼ら日本人が戦争に入っ

続くであろうと言われていた︒ところが朝鮮戦争がぼくが

ました︒これが神風でした︒

たのは︑主として自衛のために余儀なくされたものである﹂

とはっきり言っています︒そして︑その前になぜ日本が戦

だから︑すぐにサンフランシスコ講和条約を結ぶ方向に

は日本が悪かったのではないという認識に戻ったのです︒

なせ戟鮮戦争かいちばん大きかったかというと︑朝鮮戦
争を体験してマッカーサーもアメリカ政府も︑大東亜戦争

和条約が成立させられた︒これはきわめて重要なことだっ

らこそあわてたようにアメリカ主導でサンフランシスコ講

歴史観になった︒東条・マッカーサー史観があって︑だか

び連合国の首脳は︑東条・マッカーサー史観という一つの

終弁論の趣旨です︒だから朝鮮戦争によってアメリカおよ

マッカーサーの証言

行った︒マッカーサー自身は朝鮮戦争の体験者ですから︑

争に入ったか︑理由を述べています︒それは東条さんの最

本当にしみじみと﹁戦前の日本の大陸における行為は全部

たと思います︒

はつくらなくてよかった︒東京裁判は中止︑教育勅語も廃

だから︑朝鮮戦争がもう四年早く始まっていれば新憲法

根拠があった︒東条の言うとおりだった﹂と︒東条さんは
きはこうされたから︑こうせざるを得なかった︑日本の行

いてくれればよかったと思いますが︑これはじだんだ踏ん

止されなかったと思います︒だから神風がもう四年早く吹

最終弁論の宣誓口述書の中で詳しく言っています︒このと

論破しています︒それをマッカーサーは知っていたわけで

為は全部受け身だということを主張して︑キーナンを全部

日本が侵略戦争をしたのではないということを証言しまし

た︒マッカーサーはアメリカのもっとも重要な公の場で︑

ただ︑重要なことは︑アメリカはそのように反省しまし

でもしようがありません︒

国の港は全部封鎖してしまえと言ったのでトルーマンに

彼は朝鮮戦争のときに満州まで爆撃し︑東シナ海の中

す︒

解任され︑呼び戻されて︑アメリカの上院の軍事外交
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でも日本を責める言葉はありません︒信頼と何とかという

カーサーが法の源︑法源だったわけです︒その法源が侵略

た︒東京裁判自体はマッカーサーの権威に基づいて︑マッ

のです︒しかし︑あると言い続ける勢力が日本には残りま

た︒Ａ級戦犯などというものは国際的にも国内的にもない

くなった︒そうしたら国連は︑彼のために黙祷をしてくれ

る自分の務めは終わったと思って帰ってきて︑ぽっくり亡

ところが︑あのときサンフランシスコ講和条約に参加し

道徳教育の危機の根源

せん︒

に国際社会に復帰しました︒東京裁判を引きずっておりま

した︒だから日本政府はサンフランシスコ講和条約で完全

戦争ではないと言った︒だからサンフランシスコ講和条約

ただ︑そこではイギリスがごちゃごちゃ文句を言ったら

精神でやったわけです︒

しいのです︒イギリスはインドを失ったりして恨みがあっ
たのでしょう︒それで東京裁判自体はパーになったですが︑

ちゃんと守ってくれよと︒これはイギリスの泣き言みたい

日本共産党でした︒吉田茂はすべての党の代表が行ってサ

ないと言った党がありました︒それが日本社会党であり︑

東京裁判で有罪判決になった人の刑期だけは日本政府は
なものですが︑これを二条に入れました︒それでも︑こ

インしたかった︒しかし社会党はいやだと言った︒なぜか︒

れはおかしいという意見もあったのでしょう︒結局︑二
条の後半では︑関係諸国と話し合いがつけば︑なくしても

したら︑独立に反対していたのだからシベリアか何かに自

スターリンがいやがっているからだと︒共産党は別格とし

発的に行けば非常に簡単だったと思いますが︑一人も行き

て︑あのころの社会党の人たちは︑日本が独立回復を果た

ですから︑東京裁判でＡ級戦犯有罪︑終身禁固になった

ませんでした︒行かないくせに何をやったのか︒左翼の労

なくしたわけです︒

賀屋興宣︑東条内閣の大蔵大臣︑北支那開発会社社長はす

働組合を握り︑日教組を握りました︒今でも握っておりま

よろしいということで︑日本は関係諸国と話をつけて全部

しています︒それから重光葵さんも東条内閣の外務大臣︑

ぐに無罪放免で︑岸内閣の次の池田内閣の法務大臣に復帰

ほど鈴木会長がおっしゃいましたが︑道徳教育の予算が削

られたり何かやっています︒もちろん︑あの人たちは元来︑

す︒その人たちが今の政権を握っています︒ですから︑先

教育勅語反対で皇室存続にも元来は反対なのです︒

Ａ級戦犯︑有罪で禁固七年︒この人も鳩山内閣で外務大臣
表として国連総会に行って︑﹁日本は東西の掛け橋になる﹂

副総理として復帰︑そして日本が国連に入るときは日本代
という講演をして万雷の拍手を受けた︒これで日本に対す
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先ほどは文科省の方がお祝いの言葉をおっしゃいまし
の首脳部は教育勅語反対︑本当は皇室をなくしたい人たち

た︒今の文科大臣がどういう方か知りませんが︑今の内閣
です︒サンフランシスコ講和条約は無視して︑サンフラン
シスコ講和条約がなくしたはずの東京裁判は有効だと言い
たい人たちです︒

ですから日本の危機はまさにここにあるんです︒サンフ
ランシスコ講和条約を認めなかった連中が︑全然追放も何
もされないで︑いつの間にか政権の座に就いている︒しか
も元来︑サンフランシスコ講和条約を締結した自民党まで
もが︑いつの間にか同じようなことを言い出してしまって
いる︒そこに私は今の道徳教育の根源的な病の元があると
考えています︒この病をいかに矯正するか︒これはぜひ皆
今日はご清聴どうもありがとうございました︒︵拍手︶

さま方に考えていただきたいことだと思っています︒

増補・改訂西村茂樹全集第九巻を一刊行

今年の十月に第九巻を刊行することができまし
ヒューエル

チャールズ

た︒内容は︑訳述書と泊翁日記です︒訳述書として
ヒコック

コックス

は理畢問答︑休物爾氏徳畢︑査爾斯蒲勅氏要須理肇︑

人畢課稿︑希穀氏人心単︑可吉士氏心象畢摘課が収

録されています︒泊翁日記は︑嘉永三年︵一八五○︶

一月から明治三十五年︵一九○二︶二月までの概ね

五十二年間にわたるものです︒弘道第九四四号︵平

たものを再構成して収録しています︒ところどころ︑

成二年︶から第九九四号︵平成十年︶まで連載され

らは︑当時の教育界の事情︑交通事情などの諸情勢

記事を欠いている期間がありますが︑克明な記述か

刷物で見ることができるのはこれが初めてです︒

を知ることができます︒泊翁日記全体を一括して印

Ａ５版七八六ページ定価一八︑九○○円
思文閣出版

希望者は︑本会事務局まで御連絡ください︒

なお︑第八巻は編集作業が遅れておりますが︑近
く刊行の予定です︒
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1弘道シンポジウ ム 2 0 1 0 ，
道徳教育の危機

●パネリスト

Ⅱ本教育再生機構副理事長

石井昌浩先生

武蔵野大学教授

、 ｰ ▲ .

貝塚茂樹先生

大阪大学名誉教授

加地伸行先生

嘉泉医科学大学名誉教授

ンヒヨンキル
洪一ホ顕
吉先生

●コーデイー不−ター

お茶の水女子大学名誉教授

尾田幸雄先生

イク41

尾田︵コーディネーター︶尾田でございます︒シンポ
ジウムの司会をさせていただきます︒よろしくお願いいた
します︒

初めに︑これからの進め方について税川いたします︒

これから四人の描帥の先生方から︑たいへん短いのです

それではわずか十五分ですが︑ご提言を汎十音順で︑

シンポジウムを進めてまいりたいと思っております︒

初に石井先生からお願いいたします︒

石井先生の提言

最

五分話をさせてい

石井石井皆さん︑こんにちは︒石井でございます︒
ただきます︒

幸い最初に指名いただきましたので︑

いいたします︒そののち︑さらにそれについての補足があ

が︑お一人十五分︑道徳教育の危機についてご提言をお願

それをお川きいただいたうえで︑水Ⅲご来場の衿さま″か
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りましたら︑それぞれ五分ずつ補足をしていただきます︒

床下で寝泊まりしていたこともあります︒境内に樹齢七百

としました︒あるときは東京雑司が谷の鬼子母神の本蛾の

身ｋ京いたしました︒それから三年︑いくつかの峨業を帖々

らないと思います︒山形の雌立商校を十七歳で中退して雌

ことです︒この会場で高校中退という方はまずいらっしゃ

の経歴でただ一つの売りは︑五十二年前に高校を中退した

もしろくないもので︑本当の自己紹介を申し上げます︒私

プロフィールはお手もとのとおりですが︑あれは見てもお

その前にまずｎＪ紹介をいたします︒公式のⅢＪ紹介︑

は戦後の道徳教育に熊点を絞って叩し上げます︒

教育︑特に教育勅語についてのお話がありましたので︑私

私は今まで川十年間︑教育行政の木端に座り統けてまい

#鷺哩蝶鼎

りました︒その巾で感じたことを︑今Ｈ︑道徳教育に絞っ

に整ち・はと時歩を川

ら︑すでにお配りしてある硬川川紙の庇Ⅲしたいパネリス

心をたす｜A｜い、るれ｜川・

てお話し申しｋげます︒先ほど渡部先生から︑戦前の道徳
を質ノ'冒しそき五111、ので

だきます︒もちろん︑特定の先生を指定なさらなくてもけっ

中間分まのた分すこ賀す

トの右先生のところに丸を付けていただいて質問していた

垂や貼鍔晶両ク

ー嘩芽・召﹄．

も ら い す た 約 が 収 こ
の、
た･だ十終しそう

取らせていただいた思い出もあります︒焚き火をしても大

年の大イチョウかありましてその下で焚き火をして暖を

にきちんと教えなければいけなかっただろうと思います︒

とはほとんどない︒こういうことを学校や家庭で子供たち

そのようなことで私は社会の底辺から︑今はやりの言葉

色の夢を拙くだけに終わっていました︒

を教えるにはすごく熱心でした︒だけど結果として︑バラ

が待っている︒こんな調子のいいことを言って︑きれい事

にもかかわらず戦後教育は︑君たちの未来は無限の可能性

で言えば︑下から目線で世の中のことをこれまでいろいろ

イチョウは全然衰えを見せておらず︑今も勢い磯んです︒

学んでまいりましたので︑そのことについて話を巾し上げ

ころ小さな挫折も味わうことなく︑いわば全能感を持って︑

を押しつけられて︑ほめ殺しされた子供たちは︑結局のと

その結果どうなったかというと︑大人の絵空事の教育論

ところで︑戦後教育をいろいろ考えてみるのですが︑敗

そのままで社会の荒波にいきなり放り出されてしまう︒こ

ます︒

しかし︑人間教育には失敗したのでは
か一
︒な
なぜ
ぜな
ならら
はな
ないか
ばば
︑

戦からの経済の復興にはものすごく貢献したと思います︒

しまった︒これが戦

づくりをしてしまった︒その結果︑徳育をすっぽり忘れて

このような膨大なひきこもりの数は︑戦後日本の教育があ

若者のひきこもりは七十万人に達すると推計されています︒

侍さん︑ご存じのとおり︑最近の内閣府の洲査によると︑

ういうことの繰り返しだったと思います︒

後教育だと思います︒

る種の根本的な偽装の上に成り立っていたことを示してい

知︑徳︑体のバランスを欠いていた︒そして経済優先の国

人間どう生きるべ

ると言っても言い過ぎではないと思います︒戦後教育は結

︾

きか︒こういうこと

論として子供の社会的自立を援助できない︑いわば罪深い

それから敗戦を境にして私たち︑本人は︑戦前︑戦後の

が教育の持つ根源的

あいだにたいへん大きな越えがたい溝をつくったと思いま

ません︒

のに戦後教育は応え

教育という側面を持っていたのではないかと考えざるを得

てこなかった︒この

す︒戦前のすべてを悪と断罪して︑戦後のすべてを善と手

ますが︑そういうも

世の中には︑自分の

放しで礼賛する図式は︑本社会を覆い尽くしました︒教育

な問いかけだと思い

思いどおりになるこ

（''、、
、
−，;

は日教組をはじめとして︑道徳教育が世の中の価値観を左

形骸化をねらってさまざまな運動を展開してきたことは︑

右することを見抜いていました︒そのため︑道徳の時間の

もこの例外ではありませんでしたゞ

しかし︑戦後から三十年のあいだは︑明治︑大正生まれ

二つの教育思想のいいとこ取りをして調和している教育が

の教育のよさも生かすという︑言うなれば︑戦前︑戦後︑

上︑サボタージュされ︑冷たい扱いを受け続けています︒

しかし︑それから何と五十年ものあいだ道徳の時間は事実

間︑年間三十五時間︑カリキュラムに組み入れられました︒

道徳の時間はご存じのとおり︑昭和三十三年から週一時

皆さんもご存じのとおりです︒

の戦後の教育を受けた先生方によって︑戦前からの伝統的
な教育が受け継がれていました︒ですから︑建て前では戦

実践できたのだろうと思います︒たしかにカリキュラムの

にして︑日本は国を挙げて﹁ゆとり教育﹂に転換しました︒

そして決定的なことには︑一九七七年︑昭和五十二年を境

後民主主義教育を尊重しながらも︑本音のところでは戦前

な生活習慣︑礼儀作法など伝統的なしつけが学校や家庭で

にして︑それまでの三十年間にわたって伝えてきた日本の

日本の教育は一九七七年の学習指導要領の改訂をきっかけ

上では道徳教育の時間は消えていました︒しかし︑基本的

いだの特徴として持っています︒

戦後教育の出発点は文字どおりアメリカ文化︑アメリカ

伝統的な価値規範の枠組みを根底から転換させました︒

きちんとされていた︒こういう特徴を戦後から三十年のあ
ところが︑一九七○年代︑いわば高度経済成長の時代か
ら日本人の精神構造が大きく様変わりしました︒このとき︑

とり教育﹂でした︒ゆとり教育は︑一九七○年代初めのア

文明です︒これを三十年後にあらためて確認したのが﹁ゆ

メリカ社会が︑これはどうも失敗だという結論を出して全

それまで私たちが残していた伝統的な日本の文化︑言葉を
一挙に崩れました︒物質的な豊かさをひたすら追い求めて︑

義的な教育理念に基づく子供中心主義︒それからもう一つ

面的に見直して︑教育界から追放した︑言うなれば進歩主

換えて言えば︑日本人のたたずまいとでも言うべきものが

そのときから大量生産︑大量消費の世界を理想として︑何

その結果︑どうなったか︒従来の画一的な教育を批判す

がゆとり教育です︒

らなるわけですが︑それを︑そっくりそのまま導入したの

は︑教育における管理を排除する非管理主義教育の二つか

精神的な豊かさを顧みる余地がなくなりました︒日本人は

残念なことに日本の指導者である保守の陣営は︑道徳教

の疑いもなくアメリカ文明のあとを追ってしまいました︒

今もわかっていません︒一方の反対勢力である革新の陣営

育が人間の根っこを育てることをわかっていませんでした︒
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る個性重視の教育は︑教室の授業風景を一変させました︒

切る勇気をそのとき失ってしまいました︒

きれい事の教育論に幻惑されて︑だめなものはだめと言い

うになることは予娃されていることてした︲そして教師は

私は一つのまとめをしていますが︑一九四五年の戦争終

に学ぶ参加型の授業に変わりました︒そして︑教育に強制
はなじまない︒教師は子供への教え込みや指導を極力︑手

それまで一般的だった教師主導型の授業が︑子供が主体的

控え︑自由で伸びやかな雰囲気の中で子供の気持ちに寄り

戦から三十年遅れて実施されたゆとり教育は︑日本にとっ

結を日本の教育界にとっての第一の敗戦とするならば︑終

います︒ゆとり教育とは︑それまであった日本の伝統的な

て第二の敗戦と見なすことができるのではないかと考えて

添い︑学びを支援する教育が理想とされました︒これは皆
さん︑ご存じのとおりです︒個性化︑自由化を優先するゆ

今では﹁教鞭を執る﹂は死語です︒当然のことです︒子

教育の全面降伏にほかかならないと思います︒

とり教育を︑教師の多くは実はこう受け止めていました︒
﹁しかってはいけない﹂﹁押しつけ︑強制はだめ﹂﹁子供の

やる気が出るまで見守れ﹂︒こういうメッセージと理解し

り教育とともに︑教壇も教室から取り払われました︒実は

供の目線とか教師と子供の対等︑平等が強調されて︑ゆと

子供が主役︑子供から学ぶ︑子供に勇気をもらう︒こう

にもかかわらず︑教師の権威の象徴としての教壇は︑皆さ

文部科学省は︑教壇をなくせとは一度も言っていません︒

まし た ︒

るあいだに︑戦後三十年保ってきた日本の真っ当な教育が

言って子供を持ち上げて︑教師が子供のご機嫌を取ってい

ＨＱによって植えつけられたことを知る日本人は今では少

あらためて気づくことは︑戦後教育の原点が占領期︑Ｇ

を消しつつあります︒これが現状です︒

めたいと冷笑する風潮が支配的になりました︒子供たちの

なくなっているということです︒先ほど渡部先生からもお

ん︑ご存じのとおり︑全国の公立の小中学校から確実に姿

身勝手なわがまままでが個性ある自己主張と見なされまし

話がいくつかありました︒敗戦による日本的なものの全面

つ努力する勤勉さ︑まじめさを︑時代遅れでダサい︑後ろ

た︒だれの目にもはっきりわかる授業妨害まで︑やんちゃ

的な否定によって︑日本の歴史的な経験から生み出される

完全に崩壊しました︒ゆとり教育の浸透につれて︑こつこ

ない授業風景が広がりました︒

日本人はいつしか失っています︒

伝統的な考え方︑つまり独自の自然観︑歴史観︑死生観を

な行為として軽く見過ごされて︑目こぼしされ︑けじめの
今の学級崩壊とか小一プロブレムの発生は︑ゆとり教育
の導入によって学校教育のたがが外された時点で︑今のよ
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自らの座標軸である伝統能な価値観を失っている日本は︑

本当のところ︑自立した国家とは言えないと思います︒日

道徳の危機の原因は︑日本が自らの社会の目的︑そして

にさまざまな事態が明るみになっています︒

だろうと私は思います︒迷走する道徳を救う道はただ一つ︑

自らの社会の価値観について確信を失ったことに起因する

日本人にとっての価値観がいったい何かということを問い

本丸は今いろいろなところで苦難の道を歩んでいますが︑
の気概を失った日本は︑事実上のアメリカの属国となるこ

それには日本人が今まで歴史的に共有してきた日本の精神

直すことから始める以外にないのではないかと思います︒

海図なき航海をしているのに等しいと思います︒独立自尊
とと引き替えに︑戦後の現在の私たちが持っている平和と

ごとの価値の判断基準︑先ほど︑渡部先生は善悪の基準と

多様化を口実に︑価値相対主義を前面に押し出して︑もの

洞化が目立っています︒今︑道徳教育についても価値観の

本人が持っていた文化や伝統が崩れて︑日本人の精神の空

この運動を進めていくことによって︑日本の道徳教育をよ

育の教科化︑そしてそれに基づく道徳の教科書をつくる︒

に︑当時の教育再生会議が提言して実現しなかった道徳教

そのために何が必要かというと︑三年前︑安部内閣のとき

人生の羅針盤となる道徳教育が求められていると思います︒

今︑では何が求められているのか︒子供たちの具体的な

ます︒

文化の原点を取り一戻すことではないのか︒そのように考え

繁栄を手にしたと言っても過言ではないと思います︒

高度経済成長の達成で日本人ははっきりわきまえを失い

言われていましたが︑そう言ってもいいと思います︒つま

り確かなものにする︒この道を追求したいと思います︒

ました︒恥知らずになりました︒経済優先の風潮の中で日

断の問題にすり替えた︒このときから︑わが国の道徳教育

貝塚武蔵野大学の貝塚でございます︒よろしくお願

貝塚先生の提言

それでは続きまして︑貝塚茂樹先生︑お願いいたします︒

そして提案をしていただきました︒

尾田ありがとうございました︒たいへん明快なご説明︑

以上です︒︵拍手︶

り︑公の規範を日本の社会や伝統と切り離して︑個人の判

日本人の歴史と伝統のたがが全面的に外れ︑そしていつ

は機能不全の状態に陥ったと思います︒

の間にか日本人の体質が劣化して︑ある種の固有のたたず
まいを失い︑家族を愛する心まで衰えて︑今やモラルなき
国民になってしまいました︒事実︑家族は解体し始め︑親
明高齢者﹂というおかしな固有名詞が言われるぐらい︑次々

殺し︑子殺しのニュースは絶えません︒最近では﹁行方不
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ししたします雲おわかりのように登壇しているシンポジス
ちょっと気後れしておりますが︑雌後までご清聴いただけ

のではないかと思います︒今口はそういうことも含めなが

あるいは国家論は完全に喪失していることがテーマになる

突き詰めて言えば︑今のＨ本の遊徳教育の中に公の意識︑

く危倶せざるを得ません：

ればと思います︒しかも︑小野先生には直接大学院で道徳

ら︑日本の道徳教育の歴史にも触れながら︑私の話を進め

トの中ではいちばん若輩者ですし︑浅学非才ですので

国立教育研究所の元上川です︒それも採川の時に最終面接

教育論を教えていただいたこともありますし︑菱村先生は

のかというと︑Ⅱ本の道徳教育の中に蔓延していると思わ

従ってお話しします︒一言で言うと︑今日︑何を言いたい

十五分しかないのでポイントだけをお手元のレジュメに

させていただきます︒

いているような気もいたしますが︑責を果たしたいと思い

をしていただいた先生ですので︑今Ｈもまだ最終而接が統

テーマは﹁道徳教育の危機﹂です︒昨今の状況を見ても︑

戦後の道徳教育は︑完全に﹁思考停止﹂に陥っていると
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ます︒よろしくお願いいたします︒

いうのが私の基本的な即解です︒戦後教育史のほとんどは︑

れる﹁修身科Ⅱ悪玉論﹂︑あるいは﹁教育勅語後辿症﹂の

あった教育勅語や戦

克服が道徳教育再生の条件だということです︒

前の修身科の巾に吐

ましたが︑戦前Ⅱ悪︑戦後Ⅱ善である︑あるいは︑体制︵国

さまざまな教育現象を︑先ほどの石井先生のお話にもあり

子供たちの教育どころか︑日本の国家全体が危機的状況に

かれていた気概とか

家︶は悪であって︑教育連動︵大衆︶はつねに善だという

たと思われます︒特に戦後の憲法・教育基本法の民主主義

いった徳目はいった

汚持︑自己犠牲と

あることを強く実感いたします︒先ほど渡部先生のお話に

夢段

的な﹁理念﹂が正当化されていく巾で︑教育勅語や修身科

とりわけ戦前と戦後との﹁断絶﹂をことさらに強調してき
ます︒こういう状況

単純な二唄対立的な図式の中でとらえてきたと言えます︒

が子供たちの道徳教

た︒単純な二項対立図式によってもたらされた﹁思考停止﹂

といった戦前のにおいのするものは強く否定されてきまし

いどこに行ったのか

育の状況に重大な影

と思える状況があり

響を与えることを強

篭

認・賦確

罫一忽

︑心Ｌ顎湿揮議
錦'

イデオロギーの対立を色濃くすることが余儀なくされるこ

の中では︑道徳教育にかかわる議論は︑ともすれば政治的

けです︒それは︑修身科そのものを占領軍はかなり高く評

い大項目を立てなさいというのがこの指令の趣旨であるわ

り︑三教科の教科書および教科用参考書を回収して︑新し

当時の占領軍の中で中心的な役割を果たしてきた一人に

価していたということを意味しています︒

ロバート・キング・ホールという人がいます︒この人はの

が十分に行われることはなかったというのが実態です︒

今日の道徳教育が形骸化しており活性化しない根本的な

ちにコロンビア大学に﹁修身﹂という学位論文を提出して

とで︑道徳教育の理念︑内容︑方法に関する本質的な議論

理由は︑道徳教育についての議論が﹁修身科Ⅱ悪玉論﹂と

博士の学位を得ている人ですが︑彼は﹁修身教科書の詳細

な分析をしてみたところ︑問題となっている教科書は相対

﹁教育勅語後遺症﹂に支配され︑これを克服することがで
また︑感情的で表層的な﹁修身科Ⅱ悪玉論﹂と﹁教育勅

ています︒

的に無害である︒全体に及ぶ禁止は適切ではない﹂と言っ

きないためであると言ってよいでしょう︒

課題に正面から取り組むことに萎縮してしまい︑イデオロ

やってきますが︑ここでも﹁特別に倫理科を父兄も生徒も

同じように第一次米国教育使節団が昭和二十一年三月に

語後遺症﹂が支配する中で︑実は教育行政の側もこれらの

きたのではないかと思います︒

ギー一辺倒の批判をかわすだけの政策を延々と繰り返して

ち礼儀をもって修身科を始めるなら︑それでよかろう﹂と

期待しているようである︒日本人の現在もっているもの即

言っているわけです︒ことほどさように占領軍としては︑

先ほど申し上げたように︑﹁修身科Ⅱ悪玉論﹂と﹁教育

修身科を一般的な戦後のイメージとは裏腹に︑かなり高く

勅語後遺症﹂を清算することなしに︑﹁新しい﹂道徳教育
今日︑申し上げたい要点になります︒

いる研究書もあります︒しかし︑これは明らかに間違いで

る﹁三教科停止指令﹂によって修身科を廃止したと書いて

れた公民教育刷新委員会がそれです︒ここには︑和辻哲郎

の方向性を模索する動きがあります︒文部省の中につくら

一方︑日本の中でも修身科を改訂して︑新たな道徳教育

お話とうまく符合するのではないかと思います︒

評価しているわけです︒このことは︑先ほどの渡部先生の

を構築することは不可能なのではないかというのが︑私の
まず﹁修身科Ⅱ悪玉論﹂です︒今でも戦後の教育史を見

す︒﹁三教科停止指令﹂という言葉にも代表されるように︑

なども参加しています︒この委員会の結論は︑修身科に問

ると︑昭和二十年十二月三十一日に占領軍が出したいわゆ

廃止ではなくて改訂することがこの指令の前提です︒つま
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ても日本側にとっても大きな課題でした︒いろいろ議論を

題がなかったわけではありません︒特に知識の詰め込みだ

重ねる中で︑昭和二十一年十月四日に﹁勅語及諸書等の取

うに︑教育勅語をどうするのかということは︑占領軍にとっ

扱いについて﹂という文書が文部次官通牒というかたちで

とんど尽きていると思います︒お話の中にもありましたよ

だし︑占領軍が言っていることと︑日本が言っていること

連性の中で再編成されるべきであるというものでした︒た

出されます︒ここでの文部省の公式見解は︑教育勅語と教

けに集中してきた修身科の内容は︑社会認識の教育との関

の内容は︑とにかく徳目を子供たちに教えることが非常に

﹁教育勅語を以て我が国教育唯一の淵源とする従来の考え

教育勅語についてはどのように言っているかというと︑

育基本法は矛盾しないというのが基本線です︒

重要だということでは一致していたわけです︒

ところがご存じのようにいろいろな粁余曲折があって︑
その後︑修身科を改訂させて新しい修身科をつくることか

方を去って︑之と共に教育の淵源を広く古今東西の倫理︑

時間がないので詳しく話すことはできませんが︑占領軍は
ら徐々に態度を変化させ︑最終的には社会科をつくること

ります︒これは︑いわば教育勅語の﹁相対化﹂論というべ

哲学︑宗教などに求める態度を取るべきこと﹂と書いてあ

戦前の教科の中では修身科だけが復活されなかったこと

を強く求めていきます︒

政局の関与によって︑昭和二十三年に国会決議がされます︒

ところが︑先ほどの渡部先生の話にもあったように︑民

納得していました︒

たして社会科の中できちんと価値︑あるいは徳目を教える

特に衆議院の国会決議では︑教育勅語は違憲詔勅であると

きものであり︑この通牒が出た時点では︑占領軍もこれを

ことが可能かどうか︒これは勝部先生もよくおっしゃられ

いう文言が組み込まれました︒この国会決議は占領軍の指

もあり︑社会科が設置された以後は︑社会科の中で道徳教

たように︑社会科の中では社会の中で自分がどう生きてい

示によるものですが︑その原案は占領軍が与え︑日本語に

育をすることが期待された時期もありました︒しかし︑は

かという問題は出てこないのではないかという根本的な問

くかということは出てくるけれども︑自分がどう生きるの

ことは狭きに失することはもちろんである︒しかし︑教育

います︒﹁教育勅語の内容を道徳教育の唯一の淵源とする

昭和三十二年の論文で田中耕太郎は次のように指摘して

訳したものを国会で決議したということです︒

ます︒修身科に関わっては︑こういう問題を抱え込んだま

題が残りました︒これは的確な指摘ではなかったかと思い
ま戦後の道徳教育が出発してきたわけです︒

次に教育勅語の問題ですが︑先ほど渡部先生のお話でほ
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けを行わなければだめだと言っているわけです︒これは先

ですむ﹂︒ここでは︑きちんと教育勅語の歴史的な意味づ

クな崇拝とこれに対する神経質な反情と恐怖症に陥らない

なお見受けられるところの教育勅語に対するファナティッ

なければならない︒これによってはじめて教育者は︑今日

者は義育蹴語を理性的に︑客観的に︑従って正当に評価し

まで申し上げたように戦後の日本については︑道徳教育の

が明確に確立されていなければなりません︒ところが︑今

当たって︑これこれが道徳教育の新しい理念だということ

なぜならば﹁逆コース﹂と言うからには︑戦後の出発点に

関しては﹁逆コース﹂は存在していないという立場です︒

であると評価されることが多いです︒私は道徳教育問題に

問題︑あるいは一国民実践要領﹂などの問題は一逆コース﹂

明確な理念が形成されてこなかったわけです︒つまり︑模

ほどの渡部先生のお話ともつながると思います︒

﹁教育勅語後遺症﹂の問題とは︑徳目︑あるいは価値を
教えることに否定的になるということです︒徳目とはいっ

世の世代に継承することが否定されてしまったことが︑い

た英知であると思いますが︑価値を押しつける︑価値を後

りました︒私の世代では文献でしか見ることができないも

三十三年の特設道徳︑いわゆる﹁道徳の時間﹂の設置があ

そのあと︑先ほど石井先生のお話にも出ましたが︑昭和

索の状況がずっと続いているのだと思います︒

ちばん大きな問題ではないかと思います︒戦後の教育の中

ました︒

のですが︑この設置をめぐっては︑日教組が強烈に抵抗し

たい何なのかというと︑歴史的な試練を経て抽出されてき

では価値を押しつけてはいけないという価値が押しつけら

日教組は︑﹁道徳の時間﹂を﹁修身科の復活﹂であり︑﹁官

領﹂の制定問題が提起されます︒これは︑修身科の問題と

に天野貞祐文部大臣によって修身科の復活と﹁国民実践要

時間がないので端折りますが︑そのあと︑ご存じのよう

も文部省も修身科の十分な清算をしないまま︑修身科を悪

うとしました︒これが実は大きな問題で︑実際には日教組

ら押しつけるものではない﹂という論理で︑これをかわそ

実は﹁道徳の時間﹂は﹁修身科ではない﹂︒これは﹁上か

製道徳﹂であると強く批判したために︑文部省としては︑

教育勅語の問題が十分に清算されなかったことに起因した

者にしてしまった点では一致するという奇妙な構図が形成

なっているのではないかと思います︒

れている︒こういう状況が今の教育界全体の大きな流れに

ます ︒

もので︑改めてこれらの問題を考え直すものだったと思い

﹁修身科Ⅱ悪玉﹂論の固定化が︑この昭和三十三年に完

されてしまうわけです︒

よく戦後の教育史などでは︑天野貞祐の﹁修身科﹂復活
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のため︑実際には議論そのものが全然実質的なものになっ

まって︑その上に議論を重ねようとしているからです︒そ

り修身科の問題︑あるいは教育勅語の問題を封印してし

ていないのです︒なぜ︑できていないのかと言うと︑やは

際には道徳教育をどのように考えるのかという議論ができ

時教育審議会と続きますが︑ここでは︑その過程の中で実

年に高坂先生の﹁期待される人間像﹂があり︑さらには臨

成されたのではないかと思います︒そのあと︑昭和四十一

うとしていることが︑その根本的な原因だと思います︒

本質的なものを抜きにして﹁道徳の時間﹂をつくり上げよ

と︑価値を教えるという当然のこと︑基本的な土台になる

修身科のレベルには到達していません︒それは何かという

です︒﹁道徳の時間﹂は五十数年蓄積してきたはずですが︑

ができてから敗戦まで実は三十八年しか続いていないわけ

今後の道徳教育を考えるためには︑修身科は国定教科書

それを利用しない手はないだろうというのが私の主張です︒

なり高いレベルでの研究がなされていたことは確かです︒

科の研究﹂というプロジェクトを立ち上げて︑私もそれに

進行中である日本弘道会と日本道徳教育学会の共同研究︑

尾田貝塚先生︑どうもありがとうございました︒現在

ちょっと時間を超過しました︒失礼いたします︒︵拍手︶

ていません︒

一部参加させていただいています︒今年のテーマが︑戦前

心になって戦前の修身教育の研究を目下︑深めているとこ

五年計画ですが︑今年はちょうど三年目で︑貝塚先生が中

実は日本弘道会と日本道徳教育学会の共同研究で﹁修身

の修身科の歴史的な変遷をとらえようということでした︒

ろです︒たいへん参考になるお話をいただきました︒どう

この夏はずっとその勉強に費やしてきたのですが︑二つ気
づいたことがあります︒一つは︑戦後に修身科が完全に断

徳の時間﹂の研究︑あるいは﹁道徳の時間﹂にかかわる理

教授書︑あるいは理論書を読んでみましたが︑実は今の﹁道

をしなければいけません︒そういう理論提供があまりなさ

してもしようがありません︒むしろ反対論者に対して反駁

という側が悲憤懐慨しているわけですが︑いくら悲憤糠慨

加地道徳教育反対論者がいて︑道徳教育を推進したい

加地先生の提言

続いて加地先生にお願いいたします︒

もありがとうございます︒

る先行研究が︑戦後は︑ほとんどなされていないというこ

絶してしまったために︑修身科︑あるいは修身教育に関す
とです︒研究がまったく空白です︒

論書︑研究書と比べてみると︑語弊があるかもしれません

もう一つ気づいたことは︑かなり丹念に戦後の修身科の

が︑レベルが違うという感じです︒修身科については︑か
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対だ︒そんなことばかり言っている︒だから議論は泥沼の

れていませんでした︒ただ反対だ︒反対しているものに反

ついては︑それに対する反論が出ているでしょうから有略

ているように︑戦前の全面否定ということです︒この点に

中でもがくようになっているわけです︒

徳は良心に基づくものである︒法律とは違う︒法律のよう

に絞りました︒まず館一点︑彼らはこう言っています︒道

きだと思っております︒それはたくさんありますが︑三点

これはとんでもない間違いです︒というのは︑法律は強制

うと︑まず道徳は良心的なのだから他者は介入するなと︑

です︒この反対論はまったくナンセンスです︒なぜかと言

仙は多様だから特定化するな︒言っていることはこの二点

要するに道徳は良心だから他者は介入するな︒道徳の価

していいと思います︒

に強制力があってするのではなくて︑良心に基づいての行

するから殺人はしないとなるということです︒殺人は良心

灘

る巾で︑おそらくゼロです︒私だって悪いことをします︒

まんじゅうが二つあると︑一つピンはねするとか︑それは

やります︒それは当たり前のことで︑われわれはこそ泥的

いちいち良心に従って行いますか・しませんよ・良心に従っ

な非道徳的なことをしょっちゅうしています︒そのときに

ただし︑やはり良心に従うという気持ちになるのは抑止

て行うのが道徳だと言っても通用しません︒

になるだけです︒人間にはとても及ばない力が本当の抑止

″があるからです︒人間が人間に抑止力をかけてもけんか

力です︒そこで欧米のカント流の道徳論者は︑その抑止力
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私は道徳教育反対論者の反対を反駁する理論を提供すべ

為が道袖である︒これは実はョ−ロッパの考え〃ですが︑

：、

何億の人間がい

に基づいてしない︒そこに法と道徳の違いがある︒これは

蕊

動を行っている人間は何人いますか︒山

カントあたりが言った話で︑ョ−ロッパ人の考え方です︒

っと生。反お一る徳出ど

いちおう川に迎川しているので︑それを引いておきましょ

仙胤？伽澱霧﹄

おの対か部そのてお

う︒良心に基づくことに他者が介入することは反対である

蕊

こういうことを言う人がいますが︑良心を持って完壁な行

驚

ということです︒これがまず第一点です︒

霞
吊
今識字2

二ご鋪i諭しをのflliiき二節

方講三のい強多価ま方二
も減点第と制様はしの点
お以はこいすな多た先は
っ来渡点うる{Ilil様が生、
しず部でのの仙で、か先
やつ先すがはのあ道らほ

コップがあればコップの神様︑時計があれば時計の神様︑

れの神と違います︒多神教のわれわれの神は八百万あって︑

の最たるものとして神を置いたわけです︒その神はわれわ

ことを許さない抑止力をわれわれはちゃんと持っていまし

に従って行動する︒人間︑悪いことをする︒そういう悪い

抑止力はなかったか︒ありましたよ︒われわれだって良心

抑止力は︑ョ−ロッパでは神です︒では︑われわれには

それを許さない︒そういうことでわれわれは抑止力を持っ

た︒祖先です︒それも家ごとの祖先です︒わが家の祖先が

いくらでもつくるわけです︒われわれ多神教徒は神様を実
は尊敬していません︒だから願い事だったら︑商売繁盛の

せんが︑読んでいる人自身がよくわかっていない︒なるほ

もっと言ったら︑教育勅語に反対する人は問題になりま

て︑道徳的生活を送ってきたわけです︒ここが大事です︒

よそに行こう﹂と︑またよその神様を拝みに行くでしょう︒

祈るわけです︒商売に失敗したら︑﹁この神様はだめだから︑

ところに行ってお奏銭を出して︑﹁儲かりますように﹂と

ところが欧米︑一神教のキリスト教の神は唯一最高絶対神

に読んでみなさい・最後のところに何と書いてあるか︒﹁以

したが︑実はそうではありません︒あの教育勅語を全面的

て祖先の遺風を顕彰せん﹂︒自分たちの祖先の遺風を顕彰

ど︑井上毅たちは教育勅語に宗教を入れないといってきま

われわれの東北アジアには唯一最高絶対神はありません︒

です︒ほかの神は認めません︒その神という絶対者の抑止

われわれは︑今言ったように自分の都合によって神様を拝

です︒われわれ庶民においても祖先からずっと連続した生

しようと言っているのです︒祖先に対して敬愛する気持ち

力があるからこそ︑良心に従うということになるのです︒

ある﹂と言うのです︒われわれはしょっちゅう捨てたり拾っ

んでいるわけです︒だから︑﹁捨てる神もあれば拾う神も

れわれはともに歴史を歩んできたという感覚があるのです︒

そういうことが教育勅語の根底にあるのです︒だから︑そ

命であると同時に︑皇室もずっと続いていらっしゃる︒わ

れが日本人の心に響いたのです︒教育勅語の中にもちろん

の額によって決まる︒そういうことなんです︒

このあいだ︑ある神社にお参りしたら︑若いお母さんが

たりしながら︑神様に頼んでいる︒場合によってはお奏銭

子供を連れてお参りしていました︒いいですね︒お賓銭を

にあるのは︑われわれが昔から持っている祖先に対する敬

道徳的徳目として立派なものがありますが︑そのまた奥底

愛︒祖先に対して︑われわれは本当の意味で尽くすという

子供に﹁妻銭箱に入れなさい﹂と渡している︒子供は初め
がせました︒﹁早く入れなさい︒そこの貯金箱へ﹂と言っ

ことが︑あれに盛られているのです︒そういうことが︑教

ての経験でわからないからじっとしている︒お母さん︑急
ています︵笑︶︒資銭箱と貯金箱とは似ています︒
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のきずな︑加地なら加地の家の姓の中で生きてきているこ

げて後ろに子供か座っているゞそのときに初めて︑その家

とを実感するではないですか︒それが抑止力になるのです︒

争肩や刑宝叩脊︶帽枕そ人窪Ｅ間男出︺水力でてい︐なし洞痘力一壱Ｖ祁仕−︶て

もう一つ言うと︑井上毅は宗教的なものを入れないと

いうことを教えません︒また家庭は家庭でそれをしないで

そういうことを学校は全然教えてこなかった︒学校はそう

からやっとわかった人もいます︒

いる宗教です︒それは祖先を祭るということで今は日本仏

言ったけれども︑はっきり言えば儒教はわれわれが持って

でちゃんとしてこないで︑道徳は腐敗していると言っても

来たのです︒自分が悪いんです︒己の家族が己の家族の中

しょうがない︒そういう︿家の祭祁﹀の建て直しをしてい

す︒韓国人の先生がいらっしゃいますが︑韓国は依然とし
て儒教祭祁を守っている︒われわれはたまたま日本仏教の

るかというわけです︒それをするべきだと思います︒もち

教の中に組み込まれていますが︑元来は儒教固有のもので

中で融合しているだけのことですが︑家の宗教はちゃんと

ろん家族が実行し︑学校はその意味を教えるところだと私

そうしたら︑もう見えているではないですか︒われわれ

修身︑身を修める︒これは四書五経の中の四書の大学に

は言い続けています︒

存在しています︒

の道徳の復活︑道徳教育をきちんとしようと思えば︑われ

心を正すのです︒心を正して身を修めて家を斉のえて︑国

ある言葉です︒身を修める前にまだすることがあります︒

徳的教育ではありません︒そういうものを通じて︑国家︑

を治めて天下を平らかにする︒だから︑修身は己一人の道

とと

ていくことしかありません︒それはどこに現れているか︒

われが各家庭において祖先に対して敬愛する気持ちを示し

るわけです︒具体的にはお仏壇において表現されているの

日本ではいろいろな歴史的理由で日本仏教の中に現れてい

社会のためにという国民道徳につながっている︒

教育勅語は︑﹁父母ニ孝二兄弟二友二夫婦相和シ朋友相

です︒そうしたら︑お仏壇の前で毎朝おつとめしている人

信シ﹂︑あのへんは儒教道徳︑ただし︑変えていますよ︒

は何人いますか︒今朝おつとめしている人は何人いますか︒

ですから︑大日如来像︑ご本尊さんに対してご挨拶します

私はちゃんと行って大阪から出てきましたよ︒私は真言宗

を井上毅は︑これはだめだと︒明治において﹁夫婦別アリ︑

純粋の儒教道徳だったら︑﹁夫婦別アリ﹂なんです︒それ

を取って﹁夫婦相和シ﹂にしたのです︒たいへんな転換を

区別アリ﹂ではだめだと言って︑儒教文献の中のある一節

が︑そのあとに︑﹁ご先祖様︑おはようございます﹂とい
です︒祖先とのつながりによって︑親がつたないお経を上

う気持ちは欠かしません︒これが家族のきずなをつくるの
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のです︒私は中国のことを研究しています︒中国の古代︑

育は現代だから必要であり論じているということではない

ると︑そのころから道徳教育の危機を言っているのです︒

西暦前︑はるか七世紀︑八世紀前の文献からずっと見てい

しているのです︒古典的な儒教道徳にさらに手を加えて︑
さんがおっしゃった︑たとえば﹁一旦緩急アレハ義勇公に

個人の修身︑身を修めることを述べたあとに︑先ほど渡部
奉シ﹂︒これはナポレオンがョ−ロッパで初めてつくった

ければならないということを心ある人は言い続けているの

です︒それほど人間は悪いやつです︒己を省みたらわかり

今だけが道徳教育の危機ではない︒ずっと道徳教育をしな

ます︒こそこそ悪いことをしている︒これが人間の本性だ

けんかばかりしていた︒それをナポレオンが︑国民国家だ
から国家を守る必要があると言って徴兵制を敷いた︒そう

からこそ道徳教育は必要だと︑西暦前からずっと言い続け

国民国家︒それまでのョ−ロッパでは貴族の国で︑貴族が

ていくわけです︒それまでの兵隊は︑金を出して一雇っただ

いう国民国家をつくって︑彼はずっとョ−ロッパを制覇し

ているのです︒

いくつかあった︒一つだけ紹介すればということで︑先ほ

その場合︑どうすれば道徳教育ができるかという方法は

けです︒それを国土防衛という国民国家意識を持ってした

どの抑止力があって︑われわれはそれを信じてきました︒

からフランス軍は強かったのです︒それが全ョ−ロッパに
井上毅たちは国民国家を目指すということだから︑﹁一

広がっていく︒ちょうどそこへ明治維新がやってきます︒

です︒隣の先祖は関係ありません︒己の祖先を祭らなけれ

われわれ東北アジアの抑止力は︑それぞれの家のご先祖様

別の話です︒

ばいけません︒隣の祖先を祭ってもしょうがない︒それは

旦緩急アレハ義勇公二奉シ﹂という国民道徳を入れたんで
緩急アレハ義勇公二奉シ﹂はありません︒主君への忠はあ

す︒これが普遍性を持っているのです︒江戸時代に﹁一旦
りましたが︑そんな道徳はありませんでした︒あれは新し

に一家が座る︒家族にはいろいろなことがあります︒子供

先ほど言いました︒お仏壇の前で朝おつとめをするとき

そのように教育勅語を読まなければいけないのに︑だれ

い道徳です︒

にお参りするのもいいですが︑入学試験の前の日︑お仏壇

が受験をするときにお参りに行くのは天神さん︒天神さん

がやおら後ろを向いて︑私の子供に言いました︒﹁明日は

の前でわれわれ家族が座って︑一緒におつとめをして︑私

も読んでいないのです︒そのように読んでいるのは私だけ
れもわかっていないのが現実です︒

かな︵笑︶︒そのことを私はいくつか書いていますが︑だ
まだ時間が多少ありますのでもう少し話します︒道徳教
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受験だ︒おまえにはご先祖様が付いている︒がんばってこ
ます︒

げたいと思っております︒

いかの問題に当たりましては私なりに一つの提言を申し上

言っておりますが︑現在の日本の道徳教育をどうすればい

私は日本の道徳教育を研究してきた道徳教育専門家と自ら

おら後ろを向いて︑﹁よいか︑私が怒っているのではない︑

私は東西を問わず哲学を勉強して来ましたが︑一つの国の

悪いことをしたら前に座らせて一緒におつとめして︑や

い﹂︒簡単に通りました︵笑︶︒

で悪いことは直りました︒

確な観点を持つことが非常に重要だということがわかりま

道徳教育を正確に把握するためには︑哲学を基礎にした正

ご先祖様が怒っているんだ﹂︒それで効きます︒もうそれ

娘が嫁入りする前の日は悲しい別れですが︑新しい生活

ところが︑﹁陰陽論﹂は道徳教育分野でよく知られてい

とにしました︒

した︒ここで私は︑﹁陰陽論﹂を基礎にした観点を採るこ

に向かって送り出す日です︒そのときに一緒におつとめし
そういうことをいちばんわかっていないのが日本仏教の

たことが︑家族のきずなの根底にあるのです︒

坊さんたちです︒だから次は日本仏教の坊主たちの教育を

し上げることにします︒﹁陰陽論﹂は︑人間を含んだ宇宙

る理論ではないので︑﹁陰陽論﹂に関する説明を簡単に申

十五分たちましたので終わります︒︵拍手︶

しなければいけないと思っております︒

森羅万象の全ての物事を﹁陰﹂と﹁陽﹂という二つの気の

関係で説明する理論です︒つまり︑﹁陽﹂が︑男・動物・天．

尾田どうもありがとうございました︒たいへん具体的
なご提案をいただきました︒

膨張・攻撃・興奮等であれば︑﹁陰﹂は︑女・植物・地・月・

日・火・上・後・左・南・東・能動・積極・動・強・進・

水・下・前・右・北・西・受動・消極・静・弱・退・収縮・

続きまして韓国からお招きした洪先生にお願いいたしま

防衛・抑制等になるということです︒ところが︑このよう

す︒ご承知のように韓国では日本と違って︑学校で道徳の
ご紹介いただければと思います︒

い哲学のような見方がありますが︑近代に入ってからは科

このような﹁陰陽論﹂に対して︑一般に易経の理論で占

依存・対立・消長・転化する関係になっています︒

な﹁陰﹂と﹁陽﹂は固定されているものではなく︑互いに

時間が教科になっている由です︒そういったことも含めて︑
では洪先生︑お願いいたします︒

洪先生の提言
洪こんにちは︒洪顕吉と申します︒よろしくお願いし
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さい︒

だと言う説です︒このことに間しては一九八九年初版の禁

インシュタインの州対性理論は﹁陰陽論﹂を意味すること

学哲学として見る説か強くなってきましたたとえばア

です︒

で︑消極的︵陰︶受動的︵陰︶な態度をみせる傾向が強い

⑥他人に対する大人しい態度︑思いやりの態度をとること

と︑静かな︵陰︶雰川気を求めていることがわかります︒

話のとき反対したり文句を言ったりしない傾向等を見ます

し狭い︵陰︶です︒

⑦日本の住宅や車や道路等を見ますと︑比較的小さい︵陰︶

恒息著﹃易のニューサイエンス﹄︵東方書店︶をご参照下
まず︑日本の道徳教育の現場である﹁日本社会﹂を﹁陰

感じます︒

⑧Ⅱ本の茶道や並進を兄ると︑わびやさび︵陰︶の文化を

陽論﹂で考察してみますと面白い現象が把握できます︒而
口い現象の幾つかを紹介します︒

以上のような現象を見ますと︑日本社会は﹁陰﹂が中心

⑨日本人の名前を見ると︑四︵陰︶文字が多いです︒

①サッカーワールドカップの日本代表のユニホームのこと

す︒

ですが︑ご存知のように青い色︵陰︶が中心になっていま

になっていることがわかります︒それも﹁陰﹂の傾向がと

ても強いことがわかります︒ところが﹁陰﹂の傾向が強い

②自動車の迩砥席を兇ますと右側︵陰︶︶に
てて
いい
まます
にな
なっ
︵一
す︒
③本の文字をみると

﹁陰﹂は雌を意味しており︑物を生み出すことを意味し

社会には︑次のような現象が見られます︒

ているため︑﹁陰﹂の傾向が強い場合︑物の生産性が高い

︵陰︶の方向になっ

縦書きで上から下
ています︒

避けられません︒また︑﹁陰﹂は女性を意味して道徳性を

の自立性や勇気やリーダーシップ等の欠乏が生じることは

重視する傾向が強いです︒たとえば︑筆で文字を書くこと

という特徴が挙げられます︒しかし︑﹁陽﹂に当たる仙人

に関して︑韓国では苦芸と呼び書を芸能として見ており︑

兇ますと古いものは︑

と水が流れます︒

下︵陰︶の方に押す

才能に注川する傾向があります︒中川では書法と呼びまし

④水道のハンドルを

の携州屯朋仙川禁止︑

て苦く方法に注Ⅲする傾向があります︒しかし︑Ⅱ本の場

⑤電車やバスの巾で
晴一雌しない傾向︑対
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△Ｈ胞圭昼延︐と叫ひ圭亨︑ことも煙迄描胆α︲よニフに土管ス︲圭弓︑睦作器併一江

のが普通であります︒それは︑生きようとする本能だから

を持っています︒特に︑子どもは動的︵陽︶な性向が強い

子どもは︑生まれつきの静的︵陰︶と動的︵陽︶な性向

雲は︑ないαてしよう力

では︑日本は何故﹁陰﹂の傾向が強くなったでしょうか︒

大切にする傾向が見えます︒

これは色々考えられますが︑私は特に三つの原因があると

台風︑洪水等のように︑自然が活発に作用する﹁陽﹂の役

まず︑日本の自然環境です︒日本の自然は︑地震︑火山︑

性向が盛んになる一方︑﹁活発さ︑躍動︵動︶﹂という陽の

すると︑子どもの性向は︑﹁おとなしい︵静︶﹂という陰の

社会が﹁おとなしい︵静︶﹂子どもが善い子のように強調

と見るマスロのような学者もいます︒しかし︑学校・家庭．

です︒そこで︑これを躍動と呼び︑生存のための一つの徳

割をしています︒だから日本の自然の中では︑人間を含め

考えております︒

生き物は﹁陰﹂の役割をとるしかなかっただろうと思われ

及び消長関係﹂と言います︒

性向は悪いものだと思って衰える︒これを﹁陰と陽の対立

これに加え︑歴史的環境が挙げられます︒江戸時代は幕

ます ︒

しかし︑ここで二つのことが自然に生じます︒一つは︑﹁お

が陽に転換して︑いじめや家庭内暴力通り魔等のような行

となしい︵静︶﹂という陰の性向が盛んになった結果︑陰

また︑戦争の被害意識が挙げられます︒日本はアメリカ

動︵動︶﹂という陽の性向が衰えた結果︑陽が陰に転換して︑

動をとるようになることです︒もう一つは︑﹁活発さ︑躍

﹁陰﹂の役割をして来たことです︒

府が︑明治時代は皇室がそれぞれ﹁陽﹂の役割をし︑民は

ています︒この状況が︑﹁陽﹂としての強いアメリカに頼

よって以上の内一つまたは二つのことが生じます︒これを

憂鯵︑意欲喪失︑無気力の状態になることです︒子どもに

との戦争に負けてから今までずっとアメリカの保護を受け

の問題が挙げられます︒

という陽の性向も運動や討論会や遊び等の適切な所で発揮

もが善い子のように強調しながら︑﹁活発さ︑躍動︵動︶﹂

しかし︑学校・家庭・社会が﹁おとなしい︵静︶﹂子ど

﹁陰と陽の転化﹂と言います︒

り続ける︑﹁陰﹂としての日本の立場をとる日本人の意識
以上のように﹁陰﹂の傾向が強い日本の社会の中で︑道

います︒これは道徳性の衰退と関係しており︑道徳教育の

家庭内暴力︑通り魔事件等の懸念すべきことが度々起きて

するのは善いことだと勧めた場合はどうなるだろうか︒こ

徳教育はどうなりましたか︒現在の日本社会では︑いじめ︑

危機だと言えます︒では︑道徳教育の危機を克服する処方
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ら発達します︒これを﹁陰と陽の依存関係﹂と言います︒

発さ︑躍動︵動︶﹂という陽の性向は︑互いに協力しなが

のようにすると︑一︲おとなしい︵静︶﹂という陰の性向と一︲活

は八百万の神︑多神教で︑道徳的価値はあまりないと聞き

儒教︑仏教についてはお述べになっておられました︒神道

まず最初に加地先生にお願いします︒﹁先生のお話では

儒仏が入る以前の日本の生命観︑古神道と言うべき自然観︑

ましたが︑神道に徳育に関して意味はないのでしょうか︒

する処方菱の原理が潜んでいると思います︒日本の小・中

というご質問です︒加地先生︑いかがでしょうか︒

そういったものに基づいた倫理はなかったのでしょうか﹂

以上のような﹁陰陽の原理﹂に︑道徳教育の危機を克服

の原理﹂を適用するのはどうでしょうか︒以上が私の提案

校の学習指導要領道徳編の﹁道徳の内容﹂の構成に﹁陰陽

加地本当に最近の研究ですが︑中国︑韓国︑日本とい

うふうに現在︑国家は存在していますが︑かつて西暦前の

です ︒

尾田ありがとうございました︒それではここで十五分休

ある時期はそういう国境はありませんでした︒そして︑あ

そういう広い意味での共通した意識があるわけですから︑

なかったことです︒

的に立証されています︒こういうことは今までの研究では

代日本の状況と中国古代の状況は近似していることを文献

具体的に名前を挙げると︑亡くなりました白川静さんが古

献から非常に精密な比較をする研究が生まれてきています︒

それで︑たとえば中国と日本それぞれの古代の残された文

る共通の意識︑共通の習慣︑共通の宗教的意識があった︒

憩しまして︑その間に質問用紙を回収いたします︒

︵休憩︶

参加者から質問
尾田たいへんお待たせいたしました︒それでは後半に
入ります︒たくさんの質問を出していただきましてありが
とうございます︒似たような質問がありますので︑統合し

当然︑そこから生まれてくる文化とか思想も︑形は別でしょ

にしているとよく言いますが︑それは中国にもあったわけ

そうすると︑たとえば日本の神道の場合は自然をバック

うが︑そこに共有性があることは言えると思います︒

といろいろありますが︑個人的にお願いしたいという質問

合と︑一般的にどなたとパネリストを指定していない質問

です︒たまたま日本はモンスーン地帯ですから︑雨が降れ

まず︑個々のパネリストの方に質問したいという方の場

てこちらで整理させていただきます︒

から取り上げてまいります︒
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れでいくと現在の日本の総理大臣︑菅直人は陽で︑鳩山由

それからもう一つ︑先ほど名前の分析がありました︒そ

どういう位置づけになっているか︒

が︑自然を尊重する古代人の感覚は中国も日本も同じです︒

うなところでは︑気候が違うので︑木の生え方が違います

が︑いかがですか︒

紀夫も陽という分け方ができるのかどうかということです

ばすぐに木が生えてくる︒そういう地域と中国の大陸のよ

が自然を中心にしているかのように言っていますが︑そう

洪ありがとうございます︒韓国の学校の道徳教育は︑

神道は自然のところを特に突出して示したので︑神道だけ
とは言い切れないと思っています︒

﹁太極﹂という陰陽の始まりを用いて作って﹁太極旗﹂と

陰陽論を応用してやっておりません︒ただ︑韓国の国旗は

ころを見ると︑陰陽論は韓国社会の一つの風土になってい

呼んでいます︒このように陰陽論を国旗にまで利用したと

ですから神道の持っていた状況︑中国人が持っていた状
て記録を残し始めました︒これは事実です︒そうすると記

況は一緒だった︒ところが中国は︑非常に早く文字をつくっ

録されて︑それが日本に入ってきます︒その内容を聞くと︑

また︑二つめの質問ですが︑数字の偶数は陰︑奇数は陽

ると言えます︒

夫も五つなのでまた陽だと言えます︒

なので︑総理大臣菅直人は名前が三つなので陽︑鳩山由紀

になりますから︑神道の古い時代の人たちは︑儒教的文献

そのとおりだ︒われわれがふだんしいることだということ
が入ってきたら︑同じことが書いてあったので︑それをす

し上げます︒

ちなみに︑韓国の道徳教育に関連することをいくつか申

ぐに理解したのです︒そういうかたちで儒教を受け入れて
いきました︒

韓国では道徳教育が教科教育になっておりますし︑教科

わが国の神道は文字がなかったので記録できなかった︒

徳教育の専門家になってから教えているのです︒小学校一

ただ︑伝承などの内容は一緒だったと︑私は理解していま

年生から高校一年生まで十年間道徳教育が行われるし︑高

先生は教育大や師範大の倫理学科出身者です︒つまり︑道

尾田ありがとうございました︒続きまして洪先生にお

書は国定になっております︒それから道徳教育を担当する

願いいたします︒韓国では︑道徳に関する議論の中で︑陰

はいまだに学閥のような傾向が強いので︑生徒には一流大

校二・三年生には倫理を教えています︒しかし︑韓国社会

線は一緒だと私は思っています︒

陽二元論が持ち出されることがあるのか︒つまり︑先生の

す︒ですから神道も生命の連続ということを重んじる基本

陰陽の理論が韓国で実際に行われている道徳教育の中では
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道徳教育がおろかになるのではないかという懸念がありま

徳教育が入ってないので︑道徳教育の面から見ると︑結局

入試科目に集中する傾向が強いです︒問題は入試科目に道

に行きたい欲望があると共に︑高校までの勉強は一流大の

生方が子供たちに配っていない学校もあるようで︑実はこ

実際には配られていないところもあるようです︒学校の先

員の子供たちに配られていることが前提になっていますが︑

貝塚ご存じのように︑﹃心のノート﹄は小・中学生全

とになっております︒文科省のホームページからダウン

うに︑民主党の事業仕分けで今年度からは配布されないこ

ただ︑﹃心のノート﹄に関しては︑皆さん︑ご存じのよ

うした学校はかなり多いように聞いています︒

そこで何を教えるかが問われる︒教える内容を選ぶ基準な

質問です︒﹁道徳は教えられて身につくものと思われる︒

ロードして使うという扱いになっています︒その意味でも

尾田ありがとうございました︒それでは石井先生にご

す︒

うことです︒よろしくお願いします︒

り目印をどう定めればよいのか石井先生に伺いたい﹂とい

れて︑きちんとつくられていると思っています︒私事で恐

ただ﹃心のノート﹄の内容そのものに関しては︑苦労さ

効果うんぬんは否定的な状況ではないかと思います︒

値についての提示だろうと思います︒そして価値の判断を

縮ですが︑うちの子供たちは学校でちゃんと﹃心のノート﹄

石井今まったくなされていないのが︑何かの行為の価

ちがこれから具体的に道徳教育の中身として子供たちに伝

避けている︒そこに根本の問題があるわけですから︑私た

ただ個人的に︑ちょっと気になるのは︑道徳教育の本質

いという感想を持っているようです︒

をやっているようで︑子供たちに聞くと︑かなりおもしろ

である歴史的に継承された価値を後世に伝えていくという

えることができるのは︑今までの日本の文化︑あるいは文
日本人の価値だということを明示することによって︑道徳

道徳の副読本も含めて︑現在の道徳教育の授業がかなり心

明によって伝わってきた価値観を具体的に︑これが私たち

情主義に流れすぎている気がします︒﹁あなた自身はどう

えるということに対する拒否反応の反動だと思いますが︑

尾田ありがとうございました︒それでは貝塚先生にお

観点はやはり弱いような感じがします︒一般的な価値を教

願いします︒﹁文科省発行の﹃心のノート﹄の教育現場で

考えるのか﹂とか︑﹁このときのこの主人公の気持ちはど

ろうと思います︒

の取り扱いと︑その効果の現状︒これに対する評価につい

うだったのか考えてみよう﹂という類の内容が多過ぎるよ

教育は子供たちにも︑また子供の親にも伝わっていくのだ

てお教え願いたい﹂︒
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カーです︒足で蹴るというあんな無作法なことは︑わが日

加地ぜひ必要だと思います・私︑気に入らないのはサッ

と︻届います／︲いカカてしよう力

が考えていることが答えだ﹂ということでお茶を濁してい

は狩猟民族のスポーツですよ︒獲物を見つけてバーツと

本国にはありませんでした︒足で蹴り飛ばすという︑あれ

すが︑多くの先生方が﹁道徳には答えはない︒あなた自身

うに届います︲先ほど休み時盾に石井先生と純診したのて

の道徳の授業の傾向が︑あまりにも心情的な内容に流れて

るところがあります︒﹃心のノート﹄も含めながら︑現在

るわれわれ農耕民族のスタイルには合わない︒日本人は足

行って獲るでしょう︒ああいうものは︑田んぼを耕してい

が短いので︑無理なことをしている︒岡田監督︑がんばっ

たとえば今の道徳の授業は︑ある人が︑電車で座ってい

いるという気がいたします︒

る︒そこにちょっとけがをした人︑あるいは年老いた人が

蹴鞠とサッカーはルーツは一緒のようですが︑蹴鞠は

ていましたが︑あれはあそこまで︒

か︑それともこのまま座っていてもいいのかということを

前に立っている︒そのときに果たして自分は立てばいいの

れは取り合いではない︒蹴ることに意味があると私は見て

います︒サッカーはゴールへ蹴り込んで取ってワーッと走

ちゃんと衣服を着てしているではないですか︒そして︑あ

り回っている︒あんな品性のないことと蹴鞠は違います︒

心の中で一生懸命に︑葛藤させるような授業が多いわけで
なく無条件に立てばいいだけの話です︒考える間もなく無

す︒しかし︑私に言わせれば︑そんなことを考える必要は
条件に立つことを教えるという側面も大事なのであって︑

われわれには何が向いているかというと︑狩猟民族のよ

だから蹴鞠はいいのではないでしょうか︒

ないでしょうか︒心情に訴えることは逆に子供たちを混乱

余計なところまで子供たちに葛藤させる必要はないのでは

を変えて登場していますが︑武に対する意見を伺いたい︒

で﹁格技﹂と呼ばれていたものが︑現在︑﹁武道﹂と名前

す︒﹁文武両道﹂とよく言いまして︑以前︑教育課程の中

います︒これは体に合っているのです︒そして︑あれは礼

筋肉に合っている︒だから剣道をもっと重視すべきだと思

りません︒そういうものが理解できる剣道が︑われわれの

ているのです︒気合いとか︑﹁気﹂は欧米人は絶対にわか

です︒これの極限が剣道です︒剣道はわれわれの筋肉に合っ

れわれは田んぼを耕す︒手を振っている︒ストレッチ運動

ふる

うに走ったり飛んだり跳ねたりするのは向いていない︒わ

つまり︑勝負の精神︑勝負の意気ということです︒これは

尾田ありがとうございました︒それでは次にまいりま

させるのではないかと思います︒

特に先生の指定はありませんが︑加地先生にお願いしたい
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の単位はわずか二単位︒これで現場で指導しろと言っても

することによって︑教員養成の段階で︑今現在︑道徳指導

次に︑一︲道徳の教科化には賛成するけれども︑教科化に

柔道がだめなのは︑勝ってガッッポーズをやっている馬

できない︒これが教科になれば︑教科教育法などの指導の

儀を重んじます︒

たら負けです︒剣道で勝ったからと言って手を上げてガッ

鹿がいる︒あれがだめなんです︒剣道でガッッポーズをし

意見です︒﹁そのように実際には現場で非常に熱心な道徳

仕方が充実するからたいへんいいのではないか﹂というご

柔道もかつてはそうだったのですが︑国際化などという

なかなか充実していないのが現状なので︑指導内容をどの

指導をやっている先生がいる反面︑一般的には道徳教育が

ッポーズ︒それは礼儀に反するので負けになります︒

ことをしたために︑馬鹿馬鹿しくなっているわけです︒今

ようにしていったらいいか︑ご意見が伺いたい﹂︒

の柔道を見てください︒情けないざまです︒あれは国際化
などしてはいけない例です︒

男女︑女性もできます︒女性でもなかなか巧みな人がいま

高校は除外されているわけですが︑ご指摘のように︑今︑

時間﹂としてセットされていない︒昭和三十三年の時点で

石井まず最初︑高校の道徳教育が︑いわゆる﹁道徳の

石井先生︑以上二件︑お願いいたします︒

す︒老人も一人で素振りができますから︑八十になっても

われわれは武道の中の剣道をしっかり守る︒これは老若

九十になっても一人でできる︒子供ももちろんできます︒

それから道徳教育はすべての教科を通して子供たちに伝

ています︒

えるのが原則ですから︑かたちのうえでは高校にもある︒

公民科倫理ということで︑事実上︑選択できるかたちになっ

そうは言っても必修でなければ︑事実上︑道徳的な教育を

でもできる︒一人でもできる︒しかも︑どこででもできる︒

のを勧めましょう︒そういう中で気合いとか礼儀が学ばれ

夜泊まったホテルの部屋でも素振りはできる︒そういうも

行うことが難しくなっていると思います︒今︑高校生はか

こんなすばらしいスポーツはない︒二人でもできる︑三人

いことは︵笑︶︒︵拍手︶

ていきます︒そして︑柔道はやめよう︑あんな馬鹿馬鹿し

れない︒ほとんど小中学生の延長線上でとらえるのが正し

なり幼児化しているので︑昔の高校生の次元ではとらえら

いと思うので︑高校にも何らかのかたちの道徳教育をきち

尾田ありがとうございました︒続いて石井先生に二件
科倫理がある︒これを必修にすべきだと考えますが︑石井

んと設けて︑それを必修にする方向が正しいと思います︒

お願いします︒一つは︑﹁道徳の時間がない高校では公民
先生のお考えを伺いたい﹂︒これが一点︒
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今︑ある大学で﹁道徳教育の研究﹂の授業を担当して十二

問題と教科にしてからの問題と二つあると思います︒私は

そホカら︺正徳α隈詞陪棉を割語形︐にすそことて︑可力一芸部妙α

のかというのは難しい問題ではありますが︑それはために

とです︒これも難しく考えれば︑たしかに評価をどうする

おっしゃるのは︑道徳教育の評価をどうするのかというこ

人ても封一危叫にするときに︐大きな惜遷力友Ｚとましも︿て

私のささやかな経験では︑道徳教育だろうが︑国語だろ

する議論だと私は思っています︒

年になりますが︑おっしゃるとおり一年間にたった二単位
で︑しかもその教師によって何を教えるかというのはよく

うが︑社会科だろうが︑何だろうが︑評価は難しいのです︒

わからないわけです︒ほとんどわけのわからないことを教

よって︑いかようにでもできるだろうと思います︒道徳教

えても︑﹁道徳教育の研究﹂は二単位もらえる実態になっ

育については︑大学の教員の養成課程についても抜本的な

いても︑評価の方法はこれから私たちが工夫することに

その中で︑私自身も先ほど提言の中でお話し申し上げた

評価が簡単な教科はありません︒ですから︑道徳教育につ

ように︑道徳は教科にすべきであるという考えで一貫して︑

もきちんとやることで充実を図っていただきたいと考えて

改善が必要ですし︑教科にして︑教科書をつくって︑評価

ているので︑道徳教育に限らず︑養成課程については根本

今までさまざまなところで述べたりしておりますが︑教科

的に見直すべき時期に来ているのではないかと思います︒

にするときに教科書が当然必要になるわけです︒教科書の

おります︒

いたします︒﹁貝塚先生は先ほど︑戦前の修身科の理論害

尾田ありがとうございました︒次に貝塚先生にお願い

ある︑なしは︑決定的に違ってくると思います︒教科書が

は現代の﹁道徳の時間﹂の参考書︑研究書に比べてかなり

ないがゆえに︑今︑道徳の時間で週一時間︑年間三十五時
間がカリキュラムのうえではいちおう確保されているにし

高いレベルだとおっしゃったけれども︑たとえば一︑生命

尊重の教育︒二︑公正さや社会正義︑正義感︒三︑愛国心

いろいろな統計の中ではけつこうやっているように見えま

教育︒四︑思いやりの心︒五︑人権尊重教育︑六︑差別を

ても︑事実上︑サボタージュされている実態が圧倒的です︒

だから︑教科書をつくることによって︑日本の津々浦々で

なくすこと︒このようなことについて︑具体的にどういう

すが︑ほとんどいい加減な統計ですから当てになりません︒

点が高いレベルなのか︑お教えいただきたい﹂ということ

です︒貝塚先生︑お願いいたします︒

最低限の子供たちに対する道徳的な教育の伝達︑価値を教
ただ︑そのことについて︑道徳教育について賛成の皆さ

えることが可能だろうと思います︒
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かという中身の分析をかなり哲学的にやっている︒たとえ

いた価値項目に関しても︑それをどのように教えていくの

授業案などを見る機会がありまして︑先ほど挙げていただ

貝塚先ほど申し上げたように修身科の様々な理論書や

る﹂︒こう言っています︒これは昭和九年の文書です︒

実際︑教育勅語の効果を上げることは難事中の難事であ

れて︑修身教育の効果に疑問をはさむ者すら少なくない︒

く聞くところである︒困難どころか︑それはさらに極論さ

いないだろ妻丸修身教育の困難の声はほとんど絶え間もな

一般的に︑修身科は教育勅語の価値項目を注入してする

ば︑思いやりとはいったい何なのかということについて
突っ込んだ分析をした上で︑それをいかに授業の中で展開

ロボットのように価値をオウム返しのように教えたという

だけで子供たちは全然おもしろくない︒また︑先生たちも︑

それと比較すると︑戦後のものはやはり弱いと思います︒

イメージで語られがちです︒しかし当時のよくよく議論を

するかという体系的な内容を提示していると思います︒

たとえば学習指導要領に書いてある内容そのものを前提と

項目の内容や︑方法について︑かなり突っ込んだ議論をし

見ていくと︑修身教育のあり方や評価の仕方︑また︑価値

戦前の道徳教育は教育勅語があって︑その価値をいかに

して出発すると︑詰まってしまうところがあるわけです︒

尾田ありがとうございました︒引き続き貝塚先生︑お

ていることがわかります︒そういう意味での高いレベルの

願いします︒﹁道徳教育の教科化について︑現在教科化が

議論がたたかわされていたと思います︒

ることがわかります︒だから︑単純に教育勅語の価値をそ

価値をいかに考えるのかについて︑かなり議論を重ねてい

どのように克服していけばよいのか︑先生の現時点でのお

困難と言われている︒いったいどのような点が壁なのか︒

ちですが︑いかに教育勅語を教えていくのか︑教育勅語の

のまま学校に伝えていくような︑インドクトリネーション

教えるのかということで固定化されているように思われが

のようなことで修身科をイメージしてとらえてしまうと︑

貝塚先ほどの石井先生のお話とも関係するのではない

考えを伺いたい﹂ということです︒

もう一つ︑その問題に関わっておもしろかったのは︑修

かと思います︒道徳教育を教科化するのは︑やはり相当ハー

やはり間違っているという気がします︒

たとえば︑広島高師で道徳教育を中心的に担った堀之内恒

身科についてもさまざまな改革論があったということです︒

かというと︑今日話していたこととも関係しますが︑道徳

ドルがあるだろうと思います︒そのハードルはいったい何

教育の教科化どころか︑道徳教育は必要ないという議論が

夫氏は︑次にこのように言っています︒﹁修身教育が簡単
であると言う教育者は︑当時︑二十数万の教育者中だれも
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お願いします︒一つは﹁家庭での道徳の育成についてよく

尾田ありがとうございました︒では続いて加地先生に

る講読け大垣てあると思いますくこの点力ら進徳義育の

は修身科の問題を中心にお話ししましたが︑道徳教育を含

ずっと根強くあるためです︒それを一気に教科化すること

めて︑道徳教育アレルギーがまだまだ払拭されない状況の

理解できましたが︑学校における道徳教育は︑現状どのよ

危機を突破する可能性があると強く思います︒

中で︑この教科化に関してはやはり大きな反対があるし︑

に対する相当な抵抗はやはりあるだろうと思います︒今日

抵抗があるし︑批判が繰り返されるだろうと思います︒残

れが一件です︒

同じようなことで︑﹁今日の日本人にどのようにしたら

うにして見ておられるでしょうか︑ご指導ください﹂︒こ

ただ︑私個人はこの問題について二つの観点を持ってい

宗教心を取り戻すことができるのか︒家庭で先祖を大切に︑

念ながら︑それが今の現状だろうと思います︒

ました︒教科化して道徳教育が活性化する側面もあるだろ

加地今の学校が祖先を祭ることを教えることができな

ども︑どうか﹂ということで二件︑お願いいたします︒

それともう一つ違った思いがあって︑これは洪先生にお

いということはありません︒そんなことはないです︒とい

学校で宗教を教えることは現在の公教育ではできないけれ

話ししていただいたほうがいいのかもしれませんが︑先週

うのは私どもの学校体系は︑形式的に言えば法律によって

科書ができるのかという疑問が一方でありました︒

一週間︑昭和女子大学の押谷先生と韓国の道徳教育の視察

うけれども︑今の教育の現状を考えると︑果たしていい教

をしてきました︒そこで感じたことは︑韓国のように教科

てずっと法律体系がある︒その中で学校教育が担保されて

担保されているわけです︒極端に言えば︑憲法から始まっ

いる︒だったら︑その法律にうたっていることを堂々と基

化することによって学問体系がきちんと確立されていると
言うことです︒それは強く感じました︒韓国の先生と話を

礎にすればよろしいわけです︒そのことをこれから申しま

て︑道徳教育学という学問体系が非常にきちんとしている

していて強く感じたことは︑教科化されていることによっ

か十六回の授業で︑そもそも学生を教壇に立たせること自

があります︒人が亡くなったらただちに相続が発生します︒

ますと︑民法は五つに分かれています︒そのうちに相続編

私は法学部の出身でも何でもありませんが︑民法を読み

す︒

体が無謀なことでもあると思いますし︑道徳の教科化を軸

物的なものの相続は︑多少︑もめても何とか話し合いがつ

ということです︒日本の大学のように半期二単位︑十五回

にしながら︑これからの道徳教育のあり方を考えようとす
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きます︒なぜならば物ですから︑いざとなれば︑最後は売

校教育において︑その家の祭祁はちゃんとするべきだとい

こが悪いのですか§当然︑教えるべきではないですかく学

日本国憲法のほかに大事なものと言えば刑法と民法で

うことは民法によって担保されているではないですか︒

しょう︒刑法はいわゆる犯罪的なもの︒民法は家族を含め

まず相続で︑最初に物的な問題の処理が行われます︒残る
のは祭祁︑祭りです︒祖先を祭る︒この祭祁をどうするか︒

り飛ばしてお金に換えてしまえば分けることができます︒

民法では﹁承継﹂という言葉を使います︒祭祁の承継はど

そこにはっきりと祖先の祭祁についての承継が決まらなけ

れば︑国家が定めると書いてあるのだったら︑そういう重

たわれわれの生活を担保してくれるものではないですか︒

大なものだということを学校はなぜ教えないのか︒文科省

法にはっきりとこう書いてあります︒﹁それは慣行による﹂︒

慣行というのは︑たとえば長男が受け継ぐ︒あるいは墓地

うするか︒これも相続です︒そうすると祭祁の承継は︑民

の近くに住んでいる者が墓地を管理する︒そういう慣行に

はなぜそれを言わないんですか︒おかしいでしょう︒そう

す︒みんな︑最後︑どうなるかわからない︒そんな議論が

いですか︒今︑全国的にそういうことが問題になっていま

育においてできるはずです︒家ではもちろんです︒家にお

きなポイントだと思っています︒そういうかたちで学校教

と教えていいわけです︒なぜ︑しないんですか︒ここが大

よ︒ちゃんと法律的に書いてあるものならば︑当然︑堂々

いうところが︑日本の教育に大きく欠けているところです

よると︑八九七条にはっきり書いてあります︒

新聞をにぎわしていますが︑民法を読めというのです︒こ

それでもなお解決ができなかった場合︒どうなるとお思

う書いてある︒﹁祭祁の承継が慣行によっても決まらない

ます︒

もう一つは何でしたか︑学校で道徳教育をどうするかと

いては︑己たちの意思によって教育すればいいと思ってい

いうことでしょう︒結局︑どうすればいいのかということ

場合﹂︑次の言葉をよく聞いてください︑﹁家庭裁判所がこ

です︒国家が︑あなたの家の祭祁の承継について決めると

の新しい提案をしていこうというのが今日のねらいだと思

れを定める﹂と書いてあります︒家庭裁判所とは国家権力

の日本国憲法によったために︑明治にできた民法の相続編

言っているのです︒これは重大なことです︒昭和二十何年

ています︒道徳教育が完成された国家でも何でもない︒絶

中国においても道徳教育問題はずっと歴史的に悩んでき

います︒

です︒そうすると︑あなたの家の祭祁は家庭裁判所が保証

と親族編が改正された︒それでもそこは変わっていないの
すると言っているならば︑その家の祭祁を学校で教えてど
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てゆくのです︒その場合︑材料があります︒中国の古典︑

す︒今日流に言えばモラルジレンマというものです︒どち

一つは︑テキストを読んでディスカッションをすることで

たのです︒それはいろいろな方法があります︒そのうちの

えずずっと道徳教育をどうするかということを議論してき

ないかという議論がある︒それを突き詰めていくと︑矢を

一つあります︒一方︑ちゃんと礼を守った立派な君主では

た人は馬鹿だ︑そんなのは愚かな配慮であるという意見が

いうことか︒そこで評価が分かれるわけです︒射かけなかっ

Ａ国の人が相手の軍勢に弓矢を射かけなかったことはどう

では重要なテキストです︒その中で︑どちらが正しいか︒

ところが相手の立場を認めて︑礼をもって扱おうという場

射かけなかったから馬鹿だというのは結果主義なのです︒

らを取ればいいのかというところに追い詰めて議論をさせ

をどう取るか︒取る場合の理屈は何かということを学生た

合は︑礼に重きを置く動機主義です︒事件には動機主義と

儒教の古典を使ってモラルジレンマに追い込んで︑どちら

徳教育です︒

ちにディスカッションさせている︒これが中国における道

から見るか︒モラルジレンマです︒ある事件が起こった場

だから︑ある事件があった場合︑結果から見るか︑動機

結果主義があります︒これは昔から大問題なのです︒

合に︑道徳的にどう見るかというのは大きなテーマになる

一つの例を挙げます︒Ａという国とＢという国が敵対関
戦闘状態になって︑Ａ国とＢ国とが川をはさんで対時した︒

係にあった︒Ａ国とＢ国との間に川が流れている︒そこで

どう言ったかというと︑﹁待て︒相手が苦労して川を渡っ

う︒勝てますから﹂と進言する︒そうしたらＡ国の国主は

ありません︒時代によって結論は変わってきます︒そうい

ので激しい議論をずっとしていたのです︒もちろん結論は

のエリートたち︑科挙の試験に通る人たちは︑そういうも

そこで︑そういうことを具体的材料として︑中国の儒教

わけです︒

ている場合︑射かけることは礼に反する︒戦闘はお互いに

たＡ国の重臣が︑﹁今がチャンスですから矢を射かけましょ

やがてＢ国の軍が苦労して川を渡り始めた︒それを見てい

対等でするものだから︑彼らが川を渡るまで待て﹂と言っ

だからわれわれも︑学校教育においてモラルジレンマの

う訓練をしていたのです︒

よる道徳教育をしたらいいのではないかと思っています︒

問題をもっとつくって︑それで議論をさせていくかたちに

て︑矢を射かけることを許さなかった︒やがてＢの軍勢が
て︑Ａ国は敗れる︒そういう事件がありました︒

それだったら自分の頭で考えることができるわけです︒

川を渡り切ったら︑勢いがつきます︒ワーッと攻め込まれ
﹃春秋﹄という書物に載っている事件です︒これは儒教
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それをもっと推し進めて言えば︑いいモデルがあります︒

洪ありがとうございます︒日本の小中学校の学習指導

と表現して︑とても強く子どもに言い付けています︒この

ます︒その項目を見ますと︑﹁⁝する︒⁝行う︒⁝持つ︒﹂

中から一つ挙げてみます︒小学校一・二年生に当たる内容

要領道徳編を見ますと︑道徳の内容として八十項目があり

ですが︑﹁健康や安全に気を付け︑物や金銭を大切にし︑

が起こった︒その結果から始まって︑犯人に対して論告を
を殺した人間は結果でいくら争っても仕方がないので︑そ

するのは結果主義です︒弁護士は全部動機主義ですよ︒人

身の回りを整え︑わがままをしないで︑規則正しい生活を

裁判です︒裁判において︑検事は全部結果主義です︒事件

の人間が幼いときはこういうことがあったから何だかんだ

だから︑判決は⁝⁝﹂と︑そこで裁量をやるわけです︒そ

です︒﹁この事件は結果主義を七割︑動機主義を三割取ろう︒

のたたかいです︒それを裁判官が見て割合をとっているの

にはこのような生活を守るより︑わがままにしたいという

かは理解していないのが普通です︒ところが︑子どもの心

りあえず聞いて守ろうとしますが︑本当に善いことかどう

い内容です︒これを善いことだと強調すれば︑子どもはと

この内容一つだけ守っても立派な人になるほど素晴らし

する︒﹂という道徳内容があります︒

うしたら裁判は動機主義︑結果主義のいい道徳教育になる

心が強いものです︒この状態がつづくと︑こうした規範に

だから裁判は︑弁護士の動機主義と検察官の結果主義と

という動機主義でいく︒

か︒そういう生き生きとした教科書をつくれば︑道徳の大

ますが︑とにかく子どもは道徳教育をうけましたが︑その

反発するようになります︒これを﹁陰と陽の転化﹂と言い

んです︒日本の教科書はそういう材料をなぜつくらないの

ころまで︑われわれの領域を広げられるではないですか︒

事さ︑さらには道徳からの延長線にある法の問題に至ると

一例ですが︑韓国で子どもに共産主義に反対する反共教

効果は反対になる可能性が強いということです︒

が大学生になったとき︑その殆どが共産主義活動をする問

育を徹底的に行ったことがありましたが︑その子どもたち

尾田ありがとうございました︒それでは洪先生︑お願

﹁日本道徳教育学会︑しっかりせい﹂と私は言いたいな︵笑︶︒

いいたします︒﹁先ほど洪先生から︑学習指導要領の道徳

理解し行動するように指導することです︒つまり︑素晴ら

では︑いい方法はないでしょうか︒まず︑子どもが自ら

題学生になりまして大変困らせたことがありました︒

編の道徳の内容の構成について陰陽の理論を適用したらど
うかというご提案があったけれども︑具体的にはどのよう
具体的に例を挙げてほしい﹂ということです︒

な徳目︑あるいは行動目標にこういう適用をしたらよいか︑
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しぃ広宕の陰とわかままの陽か理解の中で互いに依存しあ
うようにすることです︒﹁陰と陽の依存﹂現象を考えるべ

匡粍﹇は・た！︿︐人嗣一吋邦α幸戊Ｚｇ求一訳を−︶て←た︑たき？ま−︶て

どうもありがとうございました︒

尾田ありがとうございました︒洪先生︑もう一件お願

ついて︑四人のパネリストの先生からたいへん有益なお話

した︒本日︑シンポジウム二○一○﹁道徳教育の危機﹂に

そうこうしているうちに︑予定の時間が迫ってまいりま

いします︒﹁韓国で青少年の問題行動があるのか︒もしあっ

をいただきました︒また今回ご参会の皆さまからも適切な

きで す ︒

たときに︑どのような対応が具体的になされているのか︑

ご質問をいただき︑協力いただきまして︑たいへんありが

ございました︒︵拍手︶

以上をもちましてシンポジウムを閉じます︒ありがとう

とうございました︒

お伺いしたい﹂︒お願いいたします︒

洪青少年は一番血気旺盛な時期で︑言い換えれば陰
と陽が最も強い時期です︒この時機はいい事もあれば悪い
事もあって社会の問題になっています︒しかし︑問題は︑

青少年の問題を社会がどのように受けとめているかという
で︑活発な青少年になることを奨励する社会だと言えます︒

ことです︒韓国社会は日本と違い﹁陽﹂を中心とする社会
そのため︑青少年の小さな過ちは大目に見るところがあり
ます︒この頃日本では︑相撲界における野球賭博が社会問
題になったことがありますが︑もし︑韓国の社会だったら
取りは公人であっても︑かれらは二十歳前後の若い者で︑

社会問題まで行かなかったと思います︒相撲が国技で相撲

からもっと活躍する時間が長く残っていますので︑厳重警

色々やりたいことが多いと思います︒またかれらにはこれ

た犯罪青少年には法律で処理しますが︑殆どが教育的な指

告で終わるでしょう︒もちろん︑韓国社会も法律に違反し
導が中心だと言えます︒
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講師プロフィール
基調講演

上智大学名誉教授︒昭和５年︑山形県生まれ︒

たなべしよういち
講師渡わ部
昇一先生

上智大学大学院修士課程終了︒独ミュンスター大学︑英

〜妬年にはフルブライト交換教授としてアメ

オックスフォード大学に留学︒上智大学で学生の指導に当
たり︑昭和
リカ各地の大学で講義︒

イギリス国学協会会長︑日本ビブリオフィル会長︑日
本・インド親善協会理事長等︒

第１回正論大賞︑第別回日本エッセイストクラブ賞等を
受賞︒

主な著書に﹃腐敗の時代﹄︑﹃知的生活の方法﹄︑﹃日本史
から見た日本人﹄︑﹃国民の教育﹄︑﹃自分の品格﹄等

いしいまさひろ

パネリスト石井昌浩先生

日本教育再生機構副理事長︒昭和旧年︑山形県生まれ︒

早稲田大学法学部卒業︒戦後教育史専攻︒東京都教育庁

施設部長︑都立教育研究所次長︑国立市教育長︑拓殖大学

主な著書に﹃教育そのゆらぎと再生﹄︑﹃学校が泣いて

客員教授を経て︑東京造形大学講師︒

いる﹄︑﹃丸投げされる学校﹄等

かいづけし一げき

パネリスト貝塚茂樹先生

武蔵野大学教授︒昭和胡年︑茨城県生まれ︒筑波大学博
士︵教育学︶︒

日本道徳教育学会理事︑︵財︶日本教育再生機構理事︒

主な著書に﹃戦後教育改革と道徳教育問題﹄︑﹃戦後教育

のなかの道徳・宗教︿増補版﹀﹄︑﹃戦後教育は変われるの

か﹄︑﹃道徳教育の教科書﹄︑﹃教えることのすすめ﹄等︒編

纂資料集に﹃戦後道徳教育文献資料集︵全舶巻︶﹄︑﹃資料

で読む戦後日本と愛国心︵全３巻︶﹄等
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かじのぶゆき

パネリスト加地伸行先生
大阪大学名誉教授︒立命館大学教授︵白川静記念東洋文
字文化研究所長︶︒昭和Ⅱ年︑大阪府生まれ︒

昭和弱年京都大学文学部卒業︒中国哲学史︑儒教古典学

おだゆきお

コーディネーター尾田幸雄先生

お茶の水女子大学名誉教授︒昭和５年生まれ︑東京都出
身︒

昭和朗年東京大学文学部倫理学科卒業︒同大学大学院修

了後︑東京大学助手を経て︑お茶の水女子大学文教育学部

に勤務︒同大学学生部長︑附属小学校長︑附属学校部長︑

専攻︒文学博士︒

高野山大学︑名古屋大学︑大阪大学︑同志社大学に勤務︒

文部省初等中等教育局視学官を併任︑平成８年退官︒

著︶︑﹁日本人の心の教育﹂等

の教育実践体系﹄全Ⅲ巻︑﹃新しい道徳教育の実践﹄︵共

学﹂第２部﹄︑編集﹃青少年の荒廃と心の教育﹄︑監修﹃心

主な著書に﹃倫理学﹄︑訳書に﹃カント﹁人倫の形而上

日本弘道会副会長︑日本道徳教育学会理事︒

主な著書に﹁儒教とは何か﹂﹁論語全訳注﹂等

韓国嘉泉医科学大学名誉教授︒一九四三年︑韓国生

パネリスト洪顕吉︵困旨邑至困○岳︶先生
まれ︒

一九六九年韓国ソウル教育大学卒業︑一九七五年韓国

明知大
大学
学国語国文学科卒業︒筑波大学大学院修士課程修
了
︑同
同博博
了︑
．士課程中退︵道徳教育学専攻︶︒筑波大学博士
︵教育学︶︒

輯匡票泉医洞学大学義援︲輯匡日本謬育学会会長を経
て顧問︒現在日本モラロジー研究所客員研究員︒
主な著書に﹃日本の道徳と道徳教育﹄︑﹃日本教育の理解﹄︑

﹃日本
本思
思想
想の
の理
理解
解員
﹄︑訳書に﹃日米開戦以後の日本外交の
研究﹄︑﹃原爆の子﹄等
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弘道シンポジウム二○一○

道徳教育の危機ｌ実施概要

｜開催趣旨
今日の政治・社会における倫理道徳心の欠如あるいは衰退

九月二十五日︵土︶神田学士会館にて

・弘道シンポジウム二○一○

・メインテーマ﹁道徳教育の危機﹂

・期日平成二十二年九月二十五日出一二：三○〜一六：三○

三開催期日及び会場

・会場学士会館二階大講堂︵二一○号室︶

はこれまでの道徳教育の無力を示すものであり︑新政権にお

育の危機であります︒

二八ａＱ−Ｔ二五一ｌ亮一三

・主催社団法人日本弘道会

四主催・後援団体

千代田区神田錦町三

ける学校の道徳教育の軽視はこれに拍車をかけ︑正に道徳教

この際︑道徳教育の危機について論議を深め︑この状況を

います︒

いかにして克服するか参会の皆様とともに考えてみたいと思

・後援文部科学省・日本道徳教育学会

＊基調講演

五講師陣の構成

それぞれのご専門の先生に提言していただき︑協議するこ
とによって︑国民の道徳心を取り一戻し︑今日の我が国が︑誇

・講師渡部昇一先生︵上智大学名誉教授︶

りをもって住める品格のある社会を実現することに寄与する
ことを念願しております︒多くの方々のご参加を願っていま

・演題﹁道徳教育の危機﹂
＊シンポジウム

す︒

二名称及びテーマ
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・パネリスト

貝塚茂樹先生︵武蔵野大学教授︶

石井昌浩先生︵日本教育再生機構副理事長︶

ホンヒョンキル

加地伸行先生︵大阪大学名誉教授︶

研究所客員研究員︶

洪顕吉先生︵嘉泉医科学大学名誉教授・モラロジー

尾田幸雄先生︵お茶の水女子大学名誉教授︶

・コーディネーター

六プログラム
総合司会

二：三○〜受付開始
一二：三○〜開会の辞︵木屋野正勝評議員︶

・追加提言︵各パネリスト五分︶

一五：二○〜コーディネータの尾田幸雄先生の司会で質疑

応答・ディスカッション・総括

一六：三○〜閉会︵木屋野正勝評議員︶

本会役員︑会員︑友好団体会員︑関係学会会員︑教職員︑

七参加者一四五名

企業関係者︑一般参加者

・参加費無料

八参加

上事務局に申し込み︒ＦＡＸにても可︒

・参加申込申込用紙︵ハガキ︶に所定の事項を記入の

九記録の公開
に掲載する︒

シンポジウムの記録を︑本会機関誌﹁弘道﹂一○六九号

十シンポジウム実行委員会事務局

○○○九側○三

三二八八

○九五六

六

一二：四○〜来賓祝辞︵文部科学大臣の祝辞を板東生涯学
習政策局長代読︶

〒ろ一ｌｏｇ釜東京都千代田区西神田三

三二六一

◎ご参加ありがとうございました︒

圃○三

日本弘道会ビル８Ｆ社団法人日本弘道会内

一

一二：三○〜主催者代表挨拶︵鈴木勲会長︶

︵体憩︶

一二：五○〜基調講演

一四：○○〜シンポジウム
・講師陣紹介︵コーディネーター︶

︵十五分︶

・
・提
提言︵言各
︵パ
各・
ネリスト十五分︶
・休憩
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詫

嬢驚典唾塁審蕊奪鏡慧異削醤凡謹熟謹製潜熱群別磯熟慧蕊逢還簿蕊簿典逢興逢蕊簿興奮桑準斑警熟箪蕊嘩災鴬

詫弘道シンポジウム二○一○アンケート︵回答者数三八名︶鐸

琴

熟鷺溌鼻浄熟鷺︑唖蔚擬製鷺識禽鳶静鍵為鷺夢烈鳶融闘鷺夢熟鳶挙熟鷺篭掛愚薫鋲

詫舞
一今回のシンポジウムについて

ｏ石井先生の話に感銘を受けました︵深谷典雄︑白鳥

正︑福原修︶

●加地先生の話が日本人の原点のようです︵梅津信義︶

・修身教育の復活について︵佐々木初朗︶

・就学前や幼児教育の重要性について

二今後希望されるテーマについて

・関心ある重要なテーマである︒

・道徳教育の実践の拡充方策

︑｜︲テーマはいかがでしたか﹂への回答

・時宜を得たテーマです︒

・企業の役割と道徳教育︵高倉弘︶

・夫婦別姓と日本の家庭

辺敬雄︶

・日本の伝統文化論︵福原修︶︒伝統美風の保守︵渡

・メディアリテラシーと民主主義

・政治家の倫理観

谷典雄︶

・道義国家とは何か︒国家の役割︵荒木光哉︶・愛国心︵深

・我が国における道徳教育の推進について︵大内一幸︶

︒とても重く深いテーマである︒

・バランスが適切だった︒

＠﹁時間配分はよろしいですか﹂への回答

・渡部先生の基調講演をもっと長くとってほしい︒
・シンポジュウムで各先生一五分は短い気がした︒
・内容が濃く深い︒それぞれの先生の主張が明解で分か

＠﹁全体としての感想をご記入下さい﹂への回答
り易く︑大いに刺激︑奮起させられた︵佐々木初朗︶

︒すばらしい講師の先生ばかりであり︑大変勉強になり
ました︵大内一幸︑新里昭子︶

すます日本人の将来が心配になりました︵堀田正典︶

・戦後の道徳教育の問題点とその歴史を聞くにつれ︑ま

一︶

︒若い人の参加者が少数で誠に淋しく感じます︵木滑清
●渡部先生の基調講演を長くして︒深めてほしい︒
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︵泊翁講座︺
冒嵯徳肇講義﹄を読む⑪

十六我身を修むるの道︵中︶

Ⅱ克己︿セルフコントロル﹀すなわち己れ

高橋昌郎

最も重視する︒飢︵食欲︶は人類の生命を保持する

第一の要素であるが︑これを放悲放即するときは道

克己に関する古人の説によれば︑物欲の奴隷とな

も愚かなるものであり︑社会交際の内で最も理に背

の条Ⅱの中に飲澗が入る︒過洲は身を処する中の最

徳上の悪事︵過食と著修︶に陥ることがある︒渇き

り︑貧行械心の人はたとえ富貴才芸あるも︑決して

くものである︒男女の欲は人類の継続に必要である

を制すること

世人の尊敬を受けることは出来ない︒両洋の道徳家

が︑また貞潔純情の徳を陳剛し︑先見の智を盲目と

し我が身に大暇理を与える恐れもある︒色欲は生涯

もまた克己の必要を説くこと儒教に同じである︒
︵甲︶私欲に克つこと

格で新約聖書・旧約聖書に多く記されている︒

戒めるべきである︒耶蘇教では淫欲を戒めること厳

西国の哲学では人欲を体欲と知欲に分ける︒体欲

今集めてこれを示せば大体次のようになる︒

①体欲に克っこと
に属する者の内飢えと渇きと男女の欲との三者を

（59》

一心に不潔のことを思うことなかれ︑淫欲を生
ずべき想像をなすことなかれ︒

二我意志を稜し︑又は淫逸の情を生ずべき演劇
遊戯の場に至ることなかれ︒

三心を娯ましむるとも︑志を儒弱にし遊惰の念
を生ぜしむくき書を読むことなかれ︒

四仮令美一麗精妙を極むとも︑不潔の念を生ぜし
むべき図画を観ることなかれ︒

五淫蕩の談話及び歌謡はこれを聴くことなか
れ︒

六淫蕩の朋友と交わることなかれ︑人は惟其友
とする者を見て其人の好悪を知るべきのみならず︑
その交わる所に従い︑己の性質を造る者なり︒

七淫欲の情に克たんとする者は︑務めて正経の

ている︒これによってこの教えが淫欲を戒めること

の厳格なことを知ることができよう︒

②知欲に克っこと

西国の哲学では飲食・男女等の欲を体欲に︑生命．

幸福・交際・知織尊重・所有勢力等の諸欲を知欲に

分類している︒これらの欲は何れも私情より発する

もので公義平正の意図がない︒知欲の制御すべきも

のに三つある︒所得の欲︵負︶︑栄誉の欲︵名聞︶︑

娯楽の欲が之れである︒此等は程度を越すと諸悪に
陥ることになる︒

︵い︶所得の欲すなわち貫欲

物を獲得して自己の所有としようとするのは通常

の人情で︑それだけを以て不道徳としてはいけない︒

ただこの心が段々増長すると︑ついに所謂食心とな

以上は所羅門︵ソロモン︶蔵言︑達三加泣大人一書

盗・強盗の罪を犯すに至る︒このように甚だしくな

は人を欺き︑或いは人を陥れ︑甚だしくなると窃

る︒もし道心を以てこれを制禦しないときは︑或い

︵ガラテヤの信徒への書︶︑馬太伝︑利未記︵レビ記︶︑

らなくても︑食心というものは︑本の私心から出て

職業 を な す べ し ︒ 是 不 善 を 防 ぐ 最 良 の 法 な り ︒

達二寄羅西人一言︵コロサイの信徒への手紙︶等に出
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を奪われて負埜飽くことを知らない状態に至るもの

をなすのではない︒ただ金銭を見れば︑たちまち心

とがない︒それは金銭を使用する目的があってこれ

がなく︑国家必要の事があっても公義心を起こすこ

ない︒貧窮患難の人を見ても哀憐の心を生じること

全く金銭の上にあって︑少しもその他に及ぶことが

ることはない︒それ故に食欲の人は︑生命も思想も

盛んに発動するときは︑他の感覚は少しも心に生じ

の大なることは淫欲に匹敵すべきもので︑この欲が

わち不道徳の人となるのである︒凡そ貫欲は其の力

品位はそのために大いに低落するものである︒すな

少しも明徳の光輝のないものであるから︑その人の

傷つくことのないように心がけなければならない︒

も騎慢の心を長じることなく︑これを失っても痛み

不正の行為に陥らないことを願って︑富を取得して

和らげて︑適当の所に止まるようにさせて︑務めて

徳者は︑富を求めるのに︑甚だしく熱望する気分を

没するものである︒それ故に自己に克とうとする道

を失うときは︑甚だしく落胆し︑憂愁欝悶の極に沈

うな悪徳に陥るのである︒もし不幸にしてその貨財

み止まり︑詐欺・欺岡︵欺き強いる︶・不人情のよ

に忘失し︑これを取得するの道はただ末弊の上にの

これを求める所の良善の行為︵勉強節倹の類︶は共

誠実の目的︵慈善の挙または公益のための類︶と︑

れを取得するに従って益々その望みが増大して止ま

となすべきものではない︒しかし富という物は︑こ

貧欲者の唯一の目的は﹁富﹂にある︒富は不道徳

の節度を乗り越え︑貧埜の悪徳となり︑己れの徳を

てこれを制禦することを知らないときは︑その理非

得ないことであろう︒しかしながらその欲を窓にし

はない︒然れば人情が金銭を欲するのはまた己むを

およそ天地の間に最も有用なるは金銭に若くもの

る所を知らないものである︒もし富を求める念願が

損じ︑他人の権利を侵し︑所謂奪わざれぱ厭きずの

である︒

その度を過ぎるときは︑これを取得しようと欲する
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き所である︒仏教においては殊に戒めること深く・

負欲を戒める語は甚だ多い︒学者の宜しく服麿すべ

て身を喪つた者は数えられないほど多い︒古来より

極端に至るであろう︒古より今に至るまで負欲を以

に取って有益で無害のようである︒しかしながら知

また善に進むの引導となるものであるから︑我が身

このように﹁名﹂は知欲の中で其の力が最も強く︑

の上で一︲名﹂が尊重されてきたことを記している︒

支那の歴史には数多く見られることである︒故に﹁好

欲は何れも自私の力の強いものなので︑苦しこれを

︵ろ︶栄誉の欲すなわち名聞

名﹂は知欲の中の良種といっても︑能く良心の命令

貧・順︵怒って目を張る︶・痴を以て三悪また三毒

人類の知欲の中に於いては︑名・利の二者が最も

の下に置いて定規の外に奔り出ないようにすること

抑制しなければ︑また大いに道徳を損じるに至る︒

有力である︒世人が日々勤労してその業を営む者は

を務めるべきである︒

と名付ける︒

大抵名利のためである︒二者の高卑を比較してみれ

るようなものと言う︒﹁豹は死して皮を残し︑人は

の語を引用し︑名は有徳の表彰にして玉に光彩があ

をなすこと甚だ多いものと言って﹁論語﹂・﹁中庸﹂

たる者は下劣の人には見当らない︒名は道徳の助け

る︒利に汲々たる者は下劣の人に多いが︑名に汲々

怠惰・著修・放蕩の諸悪に陥ることがある︒娯楽に

ない︒しかし娯楽は︑ややもすればその度を過ぎて

業に従事するのは︑本より道徳の法則に背くことで

に娯楽し︑その身心の疲労から力を快復し︑再び職

る︒娯楽の欲は必ずしも絶滅する必要はない︒適宜

娯楽の欲もまた名利の欲に次いで強力な欲であ

︵は︶娯楽の欲

死して名を止む﹂︵梁の王彦章の首︶︑﹁人は一代・

は淡白と濃厚の二種がある︒淡泊な娯楽は其の品格

ば︑利に比較して名の方が一層その位は高いと云え

名は末代﹂︵本邦中世の諺︶の言を引用して︑歴史
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人の楽しみである︒それ故に娯楽の欲を制禦するこ

きは罪悪の淵に沈迷するであろう︒この様なのは小

を蕩弱すること甚だしく︑もし誤ってこれを唐むと

みと言える︒濃厚な娯楽は其の品格が部劣で︑人心

が崇高で我が心を蕩弱することがない︒君子の楽し

を引用し﹁これが節度を失うときは︑危うくしてか

はない︒﹁論語﹂・﹁周易﹂︑程氏の言︑貝原益軒の言

故に理教・宗教の別なく︑何れも怒を戒めないもの

で説明済み︶︒その中殊に甚だしいのは﹁怒﹂である︒

ン﹂と云う︵これは明治二三年の﹁心事講義下巻﹄

怒りは直ちにこれを悪と名付けることは出来な

つ悪事となる﹂と説いて言う︒

分別し︑最も濃厚の娯楽に溺れないことを務めるべ

い︒しかし節度を失うときは︑危険でかつ悪事とな

とは必要で︑その際に能くこの淡泊と濃厚の二者を

きである︒﹁制欲﹂は徳に入るための関門で︑この

よって﹁難﹂が怒りに随行するものであることを知

るのである︒﹁論語﹂の君子九思の中に﹁怒りには

れを制する習慣を造成することを務めなさい︒克己

るであろう︒故に人たる者は少年の時より熱情を節

門に入らなければ決して人類の道を全うすることは

の徳を全うする者は︑人生幸福中の最大量を得たも

制することを工夫し︑熱情の発動を緩やかにする習

難︵あとのめんどう︶を思う﹂の語がある︒これに

のと言える︒こういって︑支那の﹁呂氏春秋﹂の言︑

慣を作るようにせよ︒

できない︒故に人たる者は少年の時より︑厳密に己

西洋の古言を引用している︒

前述の那蘇教のいう七情のほかに熱情というもの

法念経﹂にある︒仏教は慈悲を以て主としている故

毒として殊にこれを戒めている︒﹁大荘厳論﹂・﹁正

仏教では負・腹︵怒って目を張る︶・痴を以て三

がある訳ではない︒ただ七情が昂じてその常度を越

に︑怒りを戒めることが︑理教よりも更に甚だしい

︵乙︶熱情に克つこと

えたときのみこれを熱情と云う︒英語では﹁パッショ
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ものがある︒独り﹁盆怒﹂だけではない︒その他の

ていたことが知られる︒

を教えるのに︑また偏性を制することを以て意とし

Ⅲ修養︿セルフカルチューア﹀

感情︑すなわち︑愛好・喜悦・憎悪・畏怖・憂愁・
悔恨など︑何れもその度を過ごすときは不道徳の人

以上によれば︑凡そ美徳というものは皆人欲の侵

いっているものでその説くところ甚だ高妙である︒

れを﹁存義﹂という︒存義は専ら心の上について

﹁修養﹂は道徳学中の必要の条目で︑儒教ではこ

攻を防ぎ感情の強迫を抑えるにあり︑不徳と云うも

今ここで叙述する所の修養は︑ただ実際上において

となることを免れない︒

のは︑此の二者を放窓させてこれを制しないことに

心と行とを養い上げることをいっているもので︑前

述の克己と表裏をなすものである︒克己は悪を為さ

発出することである︒

︵丙︶偏性すなわち気質に克つこと

直ちに悪と名付けることはできないけれども︑これ

の偏に克ち以て中正に帰せしむべきである︒偏性は

寛いずれに偏しているかを知り︑能く力を用いてそ

に志す者は︑先ず自己の気質を省察し︑剛・柔・急・

﹁テムパー﹂と云う語がこれに適当する︒道徳の学

が有るのを云う︒支那にはこの名称がない︒英語の

い︒その修養も東洋では徳を養うことを重んじ︑西

に力を用い西洋の教えは修養に力を用いることが多

完全になるということが出来る︒東洋の教えは克己

ようなものである︒二者相合して初めて修養の道は

は電気の消極︵｜極︶︑修養は其の積極︵＋極︶の

という︒西国の格物学の語を以て比職すれば︑克己

道徳学にもこの語がある︒﹁セルフカルチューア﹂

ないことで︑修養は善事をなすことである︒西国の

を制することを知らないときは︑遂に流れて邪悪に

洋では智を養うことを重んじる︒しかしながら今日

偏性とは︑人によりその性質に剛柔寛急の異なり

入ることになる︒﹁論語﹂を読むと︑孔子が門弟子
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るときは︑東西両教倶に互いに得失がある︒故に泊

東洋西洋の国勢の強弱とその内治の状態とを観察す

と朱子註と其の解釈を異にしているが︑泊翁は朱註

おいては早く一︲大学﹂に出ている︒この二語は古註

て形が認められないが︑その効用の優れて明らかな

が適切と信じている︒朱子は心と物理とを対立させ

支那では論語・孟子の中に修養の義を説いている

ことは鏡が物を照らすのと同様である︶の知とは︑

翁は務めてその中道を歩み偏頗の弊害に陥らないよ

ものが甚だ多い︒西国でもギリシア・ローマの時代

倶に太極の理に外ならないから︑事物の理を究める

た︒朱子は事物の理と人の虚霊不味︵心は空しくし

の道徳書には︑ただ漠然と道徳の原理を説きその教

ことはすなわち我が知を致す所以であり︑日々一件

うに心がけたいと述べている︒

戒の語を載せたものが多い︒ドイツのカントが道徳

ずつの理を究めて積習すれば︑終には諮然として太

を貴ぶこと支那の儒者に勝っている︒儒教で云う所

の学を分け︑人より人に対する職分︑人より物に対

倣って部門を分け︑克己・修養等の条目を立ててを

の﹁致知格物﹂及び﹁窮理﹂と云うものは︑全く正

極の理に貫通すると説いた︒西洋の学士も致知格物

説くのが常道となった︒これより以下に︑泊翁の﹁自

心修身のための基礎となるもので︑それは全く道徳

する職分として以来︑諸国の道徳家が多くこれに

ら信じる所﹂を記し︑以て後世の識者の判定を待ち

の範囲内にあるものと知るべきである︒

これに対して西国の致知格物は大いに儒家に異な

たいと記している︒これ以降の記述は泊翁の見解で
ある︒

学科となっている︒或いは却って道徳学を以て己が

る所があり︑全く道徳学の範囲の外に立って一個の

知を修養するとは︑識性を修養することで︑すな

範囲の内に置こうとするに至った︒西国の﹁フィロ

︵甲︶知を修養すること

わち﹁致知﹂のことである︒致知格物の語は儒書に
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奥を極め︑造化の神秘を聞こうとするものであるか

哲学は総て天地間の万事万物を考究精察してその穂

も︑その実は大いに広狭精粗の差別がある︒西国の

学とを同一と云っても可なるように見えるけれど

人は哲学と訳している︒儒教の致知格物と西国の哲

ある︒この語は以前には理学と訳し︑近時我が日本

ソフィ﹂の語は︑支那の致知格物に適当すべき語で

学の必要を説く者がいる︒

しかしそれだけだと狭院に陥る恐れがあるとして博

を恐れて︑聖人賢人の書に限定するの説が起こった︒

読むことを主とする時は漫然として択ぶ所のないの

で︑広く諸書を読むということではない︒ただ博く

いう所の読書は専ら聖人賢人の経伝を主とするもの

のでその致知格物は修身正心の門戸である︒儒教で

東洋の学問は全く修身正心のためにこれをなすも

西洋諸国の学問は︑ギリシアの時より己に支那と

ら︑その目的はもとより修身正心に止まるものでは
ない︒儒教で﹁大学﹂の始教とする致知格物に比較

科を学んだ︒アリストートルは︑朝に論説学・格物

異なり道徳の道を学ぶのみならず︑併せて諸科の学

哲学は致知の極を求める独立の学問で︑他の学科の

学と哲学の深奥な題目とを説話し︑午後には政治・

すれば︑その広深なることは決定的である︒西洋の

下に立つべきものでない︒道徳家と哲学とはもとよ

あった︒耶蘇紀元の始め︑エジプトのアレキサンド

道徳学・明弁学の疑問を解説したという︒また初め

人は学ぶことによって知性を発達させなければな

リアの学校では七種の学科を以て学問の範囲として

り離れるべきものではないけれども︑また哲学を以

らない・致知の教えは道徳学に必要である︒致知は︑

これを教えた︒それには数学・幾何学・天文学の科

て地理を以て一科となし︑数理は最も称揚する所で

︵二学問︑︵二︶経験︑︵三︶観察︑この三つに分

学が含まれている︒支那の学問は修徳を以て主とな

て道徳学の階梯となすべきではない︒

けられる︒
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し︑欧州の学問は開智を以て主となす︒近年に至り

は初めて我が身と密着して︑真に致知の功を奏する

経験は本で学理は末である︒

ことが出来る︒経験とは︑我が身が自然にその事に

門学校及び大学では︑神学・医学・法律学・政治学・

総て学理と云うものは︑その初め幾多の経験が

欧州諸国の学校では︑普通学においては宗教・語学．

哲学・文学等を教えることになった︒我が国明治以

あって︑それを集合して学理を成立させたものであ

出会うことと︑好んでその事に当たり以て自ら試み

来の学問は︑旧来の教育法を廃止して専ら西洋の教

る︒経験は我が一身の経験する所のみならず︑古い

数学物理・化学・動物・植物・鉱物・生理・地理・

育法を採用し︑儒教尊重の風を改め︑ひろく欧米の

歴史に記録する所の治乱興廃・正邪賢愚の足跡も︑

ることとの二者を兼ね合わせていうものである︒

知識を輸入することに務めた︒開知の一端よりいう

これを今日の時勢に比較して考えるときは︑皆経験

歴史・図画・幾何・代数・地質等の学を教えた︒専

ときは︑現今の教育は旧来の教育に勝ること明白で

の種となるものである︒故に学問に因って知識を獲

観察︵心を以て視る︶の必要なること

ある︒今の世に生まれた者は︑東西の知識を兼畢し

経験は学問の上に必要である︒

観察は知識の修養に於いて最も必要の工夫であ

得し︑そこで得た所の知識を以て︑経験の資料とす

学問によって知識を得ても︑ただ学んで知っただ

る︒観察はまた単に観という︒心を以て視るという

て初めて︑致知格物の学に通じた者ということが出

けでは︑その知識は未だ我が身と合体して一体とな

義である︒泊翁が言う所の﹁観察﹂は︑﹁オブザベー

ることは甚だ必要なことである︒

ることは出来ない︒我が身においてその事実に遭遇

ション﹂と少し異なっている︒仏教書に言う所の﹁止

来る︒

し︑実際にこれを経験することによって︑其の知識
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なるものではないが︑ただ深浅の別がある︒また仏

︵一般に観察と翻訳︶も大体は泊翁の言う観察と異

観﹂の一︲観﹂と殆ど同義である︒オブザベーション

者の智はその身を保つに足らずといわれているこ

り暴悪者は常に亡び︑智者の謀は善く世を利し︑愚

では幾らかの例外はあるにしても︑有徳者は常に興

歴史上の事実にも応用しなければならない︒歴史上

観察は学問を行うのに必要である︒実物の学に於

教に言う所の観は専ら内観だけを指すものであるけ

とがある︒故に泊翁が言う所の観察は︑其の深浅の

いては殊に必要である︒その例としてニュートンの

と︑是は天下の常理である︒

度は仏教に同じで内外を兼ねていることでは西洋の

引力理論発明に関する逸話を挙げている︒

れど︑泊翁の観察は︑外観を主として内観に及ぶこ

説に同じである︒西洋の観察とは総て我が身の外の

観察は注意と相伴うもので︑注意は観察の門戸で

むのに︑ただ漫然と読み去るだけでは︑栄枯盛衰の

事物に因って生じるものと解釈している︒およそ人

なければ︑真に其の事を知ることは出来ない︒経験．

原因を解明することは出来ない︒今日世間の人には

ある︒学問経験は観察の素である︒日本の歴史を読

観察が合して︑初めて知識を堅固にすることが出来

識者少なく︑無識者が多い︒少し注意すれば︑無識

は幾多の事故に遭遇︵経験︶するが︑これを観察し

る︒故に観察は知識の修養において最も必要の工夫

者が謬迷の中に耽溺し︑また淫情のために其の身を

●●

である︒事物の実相を知ろうとするには︑表面を視

管理されていることを観察することが出来よう︒

●●

る︵目を以て仮相を視る︶のでなく︑内面を観察︵実

察を以て諸事件を判断し︑其の正鵠を誤らない所の

更に進んで︑百般の人事について︑善く精密の観

一般の世事においても︑一々観察を行うことが必

人は︑真の識者と称すべき者である︒例えば︑人類

相は深く内面に隠れている︶しなければ解らない︒

要である︒このことは現今の事物のみに止まらず︑
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は何故に善事を行わなければいけないのか︑如何に
して善悪正邪を区別する智恵があるのか︑天下の治

無知に安んずる︒昏惰︵コンダ文苛且︵コウショ︶︒

燥急︒軽信︒疑惑︒放托︒

知を修養するの総論

の観察する必要がある︒

性の活動が遅鈍・棲弱︵イジャク︒なえて動作の力

ている︒昏情は英語にスチュッピヂチイと云う︒識

とである︒孟子にこのような人間を自暴自棄と言っ

無知に安んじるのは︑人として最も恥じるべきこ

人は天賦の知能があることであるから︑能く学問

が無くなる︶になる︑禽獣にも劣る︒苛且は事物の

乱興廃は何によって生じるのか︑などの件について

上の真理と︑世界上の事実とを知り︑力に及ぶだけ

先見の有無に関せず︑冒進して成功を得ようとする

性質と其の効果とを精密に考案しないことで︑偶然

れを務めないときは︑生涯愚昧の人間となって一生

ものである︒軽信は判断の智の堅固でないことより

之れを精密︑広大にするのがよい︒能く致知の功を

を終わるだけである︒識性の修養は利益の目的に用

由来する︒識性に適当の修養を欠くときは裁断の智

の不注意より生じる︒意外に害悪の結果に陥ること

いることができる︒しかし識性の修養は︑専ら知徳

は軟弱となる︒堅固な思想と確実な判断とを常に

以てその良鉱を開発するときは︑光明俊偉の知識を

を求める道であって︑これを以て生活を求めるため

養い︑軽信の弊害を矯正しなさい︒疑惑は軽信の反

がある︒燥急は静着熟慮しないことより生じる弊害

の方法となしてはならない︒西国の古語に﹁人の知

対で︑用心深いという天性を誤用するもの︒このよ

得ることが出来る︒これに反して自ら怠惰にしてこ

識は︑其の貴重なること紅玉宝石に勝り︑天下の物

うな人は平生︑了識︵注意・判断など︶の修養を為

さないために信用よりは疑惑に傾ぎ︑何事も決断す

これと美を比較すべきものなし﹂と云っている︒

知を修養しないときの弊害
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である︒

ない︒ただ専ら運命にのみ委託して事を決断するの

己れの知識不足により前途は暗黒にして少しも見え

もって闇黒の前途を通行しようとするものである︒

ることが出来ないで終わってしまう︒放托は無智を

るが︑道徳上にもこれを応用できるとして︑スマイ

国でいう所の立志は主として事業に就いていってい

ているが︑主として道徳のために発している︒西

のことである︒朱子も王陽明も立志のことを説い

立志の必要は道徳においても事業においても同一

のことである︒西国の道徳書には﹁意の修養﹂と言う︒

﹁心の修養﹂の意義は﹁大学﹂に言う所の﹁誠意正心﹂

ない時は︑淀々漠々いわゆる舵のない船である︒川

も道徳においても︑其の初めに堅固に志を立ててい

編﹄から引用して云う︒人たる者の︑事業において

ルス原著︑中村正直訳の﹃西洋品行論﹄︑﹃西国立志

この意味は同じである︒克己と修養との道徳に必要

の流れに大波が起これば転覆し沈んでしまうもので

︵乙︶心を修養すること

なことは︑害虫悪草の駆除と施肥とが農業耕作に必

ある︒

②剛毅と儒弱︵惰弱︶とは︑成敗の関

要なようにその一方を廃止しては成立しない︒心の
修養が克己と並んで必要なことは︑手足耳目が修養

門

にも必要の力である︒孔子は退守よりも進取を善と

剛毅も立志と同じく︑修徳のためにも事業のため

によ っ て 敏 捷 霊 活 と な る の と 異 な る こ と は な い ︒

心の修養は﹁能﹂に属するものと︑﹁徳﹂に属す
るものと︑二種ある︒

る︒後世の儒者は専ら退守を以てその教えとした︑

したが︑それは専ら道徳上に就いて云ったことであ

㈹立志は人徳の門戸であり事業の初歩

これは甚だ惜しむべきことである︒進取を以てその

◎能に属する心の修養

である︒
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外から阻止出来ないほどに剛毅な人である︒そして

て︑その事業に従事し︑器量宏遠︑志向堅定︑また

は︑英才の人ではない︒深く信じ確証する所があっ

かりである︒また世界を動かし最も勢力のあった人

に過ぎないけれども︑悉く心思気力の強毅なる人ば

達成する人を見ると︑その天賦の才能︑或いは中等

マイルスは云う︒古より今に至るまで非常の功績を

養ってこれを堅実にしなければならない︒英国のス

教えにしようとするときは︑是非とも剛毅の力を

人物で︑その預言を収めた旧約聖書の﹁ダニエル書﹂

なった人物︒ダニエルはイスラエルの賢者で伝説的

はイングランドの宗教家でクエーカー教の創始者と

ルスの言を引用している︒︵ジョージ・フォックス

て︑ジョージ・フォックスやダニエルまたスマイ

人が剛毅と堅忍とを説くこと甚だ詳細であるとし

が初めてで︑後世のこれに続いた名士は多い︒西洋

ことが出来る︒儒教で堅忍の徳を称賛したのは孟子

うなものである︒両々相侯って初めて事功を奏する

㈱善悪吉凶は倶に機を見て動かなくて

は︑黙示文学と呼ばれる︒︶

し大石の道路に横たわることあれば︑儒者は之れを

はいけない

﹁カーライル日く﹂として次の様に記している︒も

視て行路の障碍となし︑勇者は之を視て進歩の登級

﹁見機﹂とは先見のこと︒

凡そ天下の事変は︑初めより大々的に表れるもの

は皆一様にこれに気が付かない︒その事の起こるに

となす︒

③堅忍でなければ一事もなすことは出

堅忍は︑また忍耐と云う︑剛毅と堅忍とは同じで

及んで︑始めて心配し慌てて驚き︑これに対処する

はない︒その初めは微細で殆ど発見できない︒世人

はない︒剛毅は進むに強く堅忍は受けるのに強い︒

方法を求めるものである︒ただ智者のみが︑その大

来ない

剛毅は堅陣を破るようなもの︑堅忍は強敵を防ぐよ
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事に至らない微細なうちにおいてこれを察知し︑早

決断は最も希望すべきことであるが︑妄断はまた

しても驚かず︑これを鎮定するのに其の方法を誤る

ら元気︶の強い者︑思慮の短い者︑智見の足りない

凡そ妄断をなす者は︑心の騎慢なる者︑客気︵か

戒めなければならない︒

ことがない︒智者と愚者との別れ目は︑全く機を見

者︑これらが多く犯すものである︒

くこれに対する備えを計る︒これによって事が発生

る能力が有ると機を見ることの出来ないとの別に在

⑥周密でなければ大いに事を誤ること

スマイルス云う︒精細︵即ち周密︶なることは︑

る︒﹁知機﹂は独り国家の大事においてだけの重要

うである︒その上また︑機を知ったとしても︑これ

人生日用の間甚だ切要なものである︒事物を観察す

がある

を決行する勇気のない者は早く知ってもその効果は

るのも精細なるを要する︒言語を出すのも精細なる

問題でなく︑人を視るという一事においてもまたそ

ない︒

断の人は︑その知慮がどれ程広くても︑遂に事業を

決断は大事を達成するための機発である︒優柔不

す所何事においても一度にこれを完備することは出

落であれば決して他人に筒信されない︒かつそのな

人たとえ徳あり才あり善行があっても︑常に疎漏脱

を要する︒事務を弁理するもまた精細なるを要する︒

完成することは出来ない︒能く決断し能く機会に投

来ない︒思慮の精密を要するのは独り軍事だけでは

⑤決断は常に勇気と相伴う

ずることは︑独り軍事においてだけ用いるべきでな

ない︒平日の事もまたそうである︒

︵本会評議員・元清泉女子大学教授︶

い︒百般の事について皆用いることができる︒民生
を担当する者又は商業を営む者は殊に機会を能く利
用しなけれ↑ぱならない︒

（72）
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りから︑急にテレビの川砺が鯛えた︒

主党を結成して代表に就任したあた

張本人に鳩山由紀夫氏だと思う民

やはり敬研を仙っている︒

しかも﹁一兵卒﹂の小沢氏へ言及に︑

民主党代表︑岡田幹事長も︑身内の︑

常に敬語を使っていた＆今の菅首相︽

の谷︑総裁までも︑川会討諭で︑嶋

これにつられたのか︑野党Ⅲ此党

当時︑鳩山氏の常川語が﹁させてい
ただきます﹂だった︒﹁します﹂﹁い

山首川︑ついで菅首相に対して︑過

を欠くことおびただしい︒そのくせ︑

剰なほどの敬語を使っている︒迫力

ない・

〃仙格を欠く贈倒言菜〃では速慮が

川公にならったわけでもあるまい

が︑テレビでも︑丁寧紙が氾淵して

いる︒ペット番組では︑飼い犬飼い

猫には﹁餌﹂でなく﹁お食事﹂︒﹁やる︑

与える﹂でなく﹁あげる﹂︒悶芸番

組でも柚木や唯花に水を﹁やる﹂で

なく﹁あげる﹂︒お店などでも︑﹁し

てください﹂ですむところを︑決

まって﹁していただいてもよろしい

でしょうか﹂とくる︒病院では﹁患

、iJ三

首州当時の鳩山氏の川会のやり

〃税から〃川千万面〃Ⅲもの〃子供
手叩〃をⅣろていたことが光党した
とき︑﹁母から賜った許︿金﹂と答弁

者さま﹂である

していた︒民主党代表であったとき
及では︑小沢がその場にいなくても︑

も︑﹁部下﹂たる小沢一郎氏への言

イワつそ

たします﹂で︲１分なのに︑である︒

運英武

取りでもあやしげな敬祇が使われた︒

政治家の過剰敬語
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椎位の所の変化では︑前方に胸が曲

の手術を受けています︒背骨特に胸

もいるのですが︑胸椎や腰椎のｋ部

巾には脊椎関係の病気をしている方

剖位か背骨か曲がっているのです︒

支に疾があり︑呼吸量も益々少なく

慢性気管支炎を起こしていて︑気管

性の方でこれまで喫煙歴の永い人は

で歩くのも辛くなります︒さらに男

る訳です︒従って長い歩行も︑急い

名誉院長︶

︵長崎大学名誉教授︑愛野記念病院

す︒

勢もすっきり美しくありたいもので

でも１分Ｉ今忠うと傑作ですが
Ｉ何度も叩き込まれました︒姿

海軍士官は何故持てるかという講義

生の時︑海軍体操で教わったもので︑

この姿勢は海軍兵学校予科七八期

て下さるだけでも良いのです︒

うに︑奨めています︒勿論︑時折やっ

体を伸ばして︑姿勢を脈しくするよ

部をぐっと天井に近づけるように︑

でしょうか︒私は川来るだけ︑頭頂

さてこうなったらどうすれば良いの

なり︑長期の歩行が困難になります︒

くなっています︒横隔膜の上昇のた
て圧迫されている訳です︒こうなり

めに︑腹部から肺が上の方へ上がっ
ますと︑肺活量も減り︑一回の肺呼
吸で十分に肺へ空気も入りにくくな

（74ミ

がっていて︑胸部Ｘ線所見で明かで

(
1
8
)
体の姿勢について

す海枇陥脱が上かって肺野が狭

毎溌蕊峨

松本慶蔵

本書の著者は︑永年公務員として

納得させるような気持で書いたつも

してみました︒自身の疑問を自身を

かりやすく噸んで含めるように解説

Ｖ短歌表現の点検あれこれ

Ⅳ短欣を楽しみ統けるために

本書には︑実例として数多くの有

師事し︑煉歌の道に精進した︒

大まかな流れについても随所で言及

もある︒また︑万葉集以降の短歌の

が付されているので︑一櫛の欣集で

名な歌人の蝿欣が引川されコメント

内容は次のような椛成である︒

いる︒

りです﹂と著背はあとがきで述べて

文部省に勤務する傍ら︑岡野弘彦に
今年の三〜川川号から本応﹁仏道
平成二年短歌雑誌﹁昨﹂を創刊し

の短歌で自分の気に入った歌を暗記

るように短歌にすること︑先輩歌人

ず身近な物や事をスナップ写真を撮

めるものだから︑初心のうちは︑ま

江・上・況・七・じという定哩伸におさ

ころに触れてくる﹁喜怒哀楽﹂を

短歌は︑日々の暮らしの巾でこ

ているのでⅢ伝的要素も持っている︒

川身の欣雁についてもしばしば触れ

状況も紹介している︒さらに︑著者

イ短歌﹂が許い世代に流行している

発表しあう﹁ネット迩欣﹂﹁ケイタ

る︒パソコンや桃併噛紙のメールで

されているから︑短歌史概汎でもあ

ｌ文章の世界︑詩歌の世界

欣瑠一﹂の選荷をお願いしている︒

糟谷正彦

代表９平明で奥行きのある表現を作
欣の信条とする︒欣雌﹁今なら川に

−首ができるまで

ｋ進への道

惣歌に使われる言葉
短歌の型

短歌表現の方法

することを勧めている︒

／局｢一三

合う﹂﹁草言川ふ﹂﹁瓜川耐川ふ﹂︵節

,､,認，a

短欣︑にじめのにじめ

実践・短歌塾
一その第一歩から上達法まで
松坂弘著
m伴芸ブックス本体1600P」

さあ︑へ祁んでみよう

（／Oさ

六川島水赤彦文学賞︶﹁夕ぐれに限
を﹂︵第三十五回日本歌人クラブ賞︶︒

一評論柴﹁蝋賞江〃時代秀歌﹂﹁定型

の力とⅡ水柵表呪﹂︵節三川Ⅲ本欣
人クラブ部諭歯︶などがある︒

著者は︑ここ十数年ほどカル
チャーセンターで六卜代またはそれ
以ｋの人たちに短歌の添削指導を続
けていて︑その経験に恥づいた短欣
の上達法を害いてみたのだという︒

したがって︑内容は実践的でかつ
多岐にわたっている︒﹁自分自身の
長い作欺体験を蛙に︑できる限りわ

読書案内
ⅡI

ロ

一一一

饗白

反
１

二

西村茂樹著・尾田幸雄現代語訳・小学館一○一新書

は︑いまの日本にとってどれほど大切なものか﹂から︑第５
章﹁道徳会は主としてなにを行うべきか﹂まである︒

幕藩体制を支えた儒学の権威が揺らぎ︑それに代わる道徳
の教えも見いだせない明治のこの時期に︑道徳崩壊の危機を
克服する考えが﹁日本道徳論﹂にある︒第１章﹁道徳の教え

品格の原点ｌいまなぜ﹁日本道徳論﹂なのかｌの刊行

本書を皆様方にお配りしたところ︑次のような反響があり
ました︒

︿内外教育﹇新刊案内﹈平成肥年Ⅲ月肥日発行﹀より

﹃日本道徳論﹄の現代的意義
﹁品格の原点﹄

教﹂︵儒学・欧州の哲学︶と﹁世外教﹂︵宗教︶を挙げている︒

単なる西洋文明への迎合ではない︑新たな精神的支柱を模
索する論調が第１章にある︒﹁世界に道徳を説く教えは数多
くあるが︑大別すれば︑二種類に過ぎない﹂と︑創案の﹁世

な実践を説いている︒

続く章では日本の道徳の教えが世教によるのか︑世外教に
よるのかを論じ︑世教の採用を結論とする︒第５章は具体的

西村氏は１８７３︵明治６︶年に森有礼文部大臣の依頼で
明六社を設立し︑文部省編書課長に任じられた︒１８７６年

京都千代田区一シ橋２の３の１小学館︶︵小川吉造Ⅱエッ

西村茂樹︑尾田幸雄著
西村茂樹著﹁日本道徳論﹂︵１８８７年︶を︑お茶の水女
子大学名誉教授で日本弘道会副会長の尾田幸雄氏が現代語訳
にし︑章ごとに解説と注釈を付けたものである︒

に道徳団体﹁東京惰身学社﹂を結成︒後に日本弘道会と改称︑

西村茂樹先生の﹃日本道徳論﹄は︑やはり明治の文体で︑

前略﹁品格の原点﹂ありがたく拝受しました︒

許可をいただいて転載したものであります︒編集部

本稿は時事通信社﹁内外教育﹂編集長並びに執筆者の転載

︵新書判２０４琴７５６円〒ｌＯｌｌ８００１東

現在に至る︒

セイスト︶

日本の近・現代史で真の危機が二つある︑と尾田氏は明治
維新とそれから万年目の敗戦・占領期間を挙げている︒最初
の危機克服は明治時代の先覚者たちのおかげで︑道徳の実践
を提唱した西村氏もその一人だ︑とある︒共通する危機の後
遺症は敗戦後の今日も続いているという認識だ︒
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容的には一部今日の状況に合わないところ︵﹁子に寄りかか

調を失うことなく︑これだけ読みやすく訳されたのは︑尾田
先生の西村道徳論に対するご造詣の深さと敬服しました︒内

私のように漢文の素養のない戦後教育の履修者には︑かなり
読みにくいと感ずる文章です︒ところが︑尾田幸雄先生の現
代語訳は︑とてもなめらかで一気に読み通しました︒最初の
部分を原文と照合してみましたが︑原文に忠実で︑かつ︑格

に近づきたいと念じております︒

して出版されましたことを深謝申し上げます︒

た道徳論が格調高くしかもわかりやすい解説により新書版と

読させていただきました︒

辰野千毒︵︵社︶日本教育会︶

皆様におかれましては︑日々お変わりなくお過ごしのことと

謹啓寒さが増して参りました︒会長様をはじめ事務局の

十一月十二日

この度は西村茂樹先生のご名著の現代語訳一︲品格の原点﹂
をお送りいただきありがとうございました︒﹁いまなぜ﹃日
本道徳論﹄なのか﹂という副題が示されるように︑わが国の
現状を考えると︑まさに時宜にかなったご著書であり︑今
日の道徳教育の指針を示すものとして大いに感銘を受けまし
た・わが国の道徳教育の振興に貢献されることを確信します︒

松下貌三︵静岡県会員︶

まずは︑略儀ながらとり急ぎお礼まで敬具

の程よろしくお願い申し上げます︒

今年も師走が目前になってまいりました︒今後ともご指導

この著作により会祖西村先生の時代を超えた思想の精徹さ

尾田幸雄先生のご尽力によりまして日本人が忘れてしまっ

謹啓このたび﹃品格の原点いまなぜ一︲日本道徳論﹂なの
か﹄を御恵贈下さいまして誠に有難うございました︒早速通

る悪習﹂﹁若すぎる結婚の悪習﹂など︶もありますが︑全体
としてまさに﹁百年前の道徳論が︑今︑とても新鮮﹂と感じ
一○月二八日

菱村幸彦︵本会理事︶

ました・多くの人に読まれることを願っています︒草々

ころでございます︒

このたびは待望の日本道徳論現代訳をご恵贈いただきまし
て誠にありがとうございました︒ありがたく頂戴いたし拝読
するのが楽しみとなりました︒
親の︑大人の道徳観が地に落ちているときに発行していた
だきましてうれしく存じます︒このままではどこまで落ちる
のか︑これを止める手立てはないのかと案じておりましたと
とくに青年層の価値観の変化には驚くばかりで為政者の活
躍が発揮されることを望むところでございます︒とりわけマ
スコミ従事者の言動・行為には落胆するところです︒ぜひマ
ろです︒

スコミに社会の公器としての役割を期待したいと考えるとこ

岩手では︑岩手山が真っ白い雪に覆われて美しく︑また︑

存じます︒

原野圭司︵新興出版社啓林館代表取締役︶

一○月二九日
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ナナカマドの街路樹は真っ赤な実をつけて北国の初冬を迎え

先般は︑尾田幸雄先生の著作﹃品格の原点﹄ｌいまなぜ
日本道徳論なのかＩをこ送付戴きまして有り難うございまし

上げます︒

荒木光哉︵松江支会長︶

今後ともご指導の程︑よろしくお願い申し上げます︒大切

思います︒いろんな所で紹介させて頂こうと思います︒

尾田先生の現代語訳による﹃品格の原点﹄は︑尾田先生な
らではの解説も加えられており︑多くの人に読んで頂けると

このたびは︑﹃西村茂樹全集第九巻﹄と﹃品格の原点﹄を
お贈り下さり︑ありがとうございました︒西村翁の著作を読
むたびに︑その博識には︑感服致します︒西村翁が確立下さっ
た国民道徳を︑今に定着させたいものと心より願います︒
また︑日記を読ませて頂きますと︑その当時の状況が翁の
息づかいとともに伝わってきます︒明治十年の日記に︑私の
郷里近くまで来られていた記録があり︑感激致しました︒

平成二十二年十一月吉日

はじめ関係の皆様のご健康をお祈り申し上げます︒敬具

歳の瀬の到来とともに日毎に寒さに向かいます︒会長様を

ポジウム﹁道徳教育の危機﹂︑双方ともに充実し︑感銘と共
感する会であったと存じます︒

た︒明治の人たちの生き方を問うた名著﹁日本道徳論﹂︑そ
の格調高きい漢文調の風格に留意されつつ︑尾田先生は平易
な文章で記述されました︒いま日本人が忘れてしまった﹁大
切な生き方﹂を改めて見直す契機となりました︒
是非︑多くの方々にも読んで戴くよう願っております︒
八月の弘道フォーラム教科﹁日本語﹂の授業︑九月のシン

ております︒

このたび︑日本弘道会が会祖西村茂樹先生の名著﹁日本
道徳論﹂を尾田幸雄先生の現代語訳により﹁品格の原点﹂と
して新たに出版されましたことは︑私達会員が心から願って
いた事であり︑慶賀に耐えません︒しかも︑これを個々の会
員に贈呈くださいましたこと誠に有難く︑岩手支会の会員を
代表いたしまして厚く御礼申し上げます︒

会員の中には︑このまシ頂戴してよいものであろうかと恐
縮の声も少なくないのですが︑いや︑この内容を熟読し︑更
に輪読会を持つなどして内容を実践に移せるまでに深く掘り
下げていこうという論も強く︑今後はその方向で計画をして
いこうと考えているところであります︒
戦後六十五年間︑日本は自由は得たものの規律と節度を失
い︑利己を背負った自己主張に汚濁されて︑様々な問題を引
き起こしております︒日本の歴史が築き上げてきた人間とし
ての品格を呼び戻すために︑この一冊は︑実に機を得て現代
語に訳され出版されました︒心より感謝申し上げます︒
この書を原点としながら︑会祖の精神を学んで日本人の品
格を高めていくための努力をして参りたいと思います︒改め
て﹁品格の原点﹂を贈呈下さいました事に深く感謝を申し上

佐々木初朗︵岩手支会長︶

げまして御礼といたします︒謹白

平成二十二年十一月二十三日

謹啓
菊花薫る好季愈々ご健勝にてご活躍のこととお慶びを申し
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に学ばせて戴きます︒

十月三十一日

に思います︒

押谷由夫︵本会特別会員︶

特に﹁世教﹂﹁世外教﹂からは世の中の教えというものが
私の中ですっきりと分類することができるようになりまし
た︒また理解するだけでなく理解したものをどう実行に移す

まずは略儀ながら書中をもって御礼申し上げます︒

か︑理論と実行の関係が整理されたような気が致します︒

平成二十二年十月二十九日
森正樹︵社団法人日本教育会事務局長︶

下関市・赤間神宮宮司水野直一房

埼一玉県田村和凡
㈱大日本報徳社

ございました︒

の見出し語と九七ページの﹁当人の名
を拳げ﹂は﹁挙︵塞げ︶﹂の誤植との
御指摘をいただきました︒ありがとう

㈱小堀桂一郎先生から恥本書九六
ページの﹁その四名を拳げやすい﹂

東京都押谷慶昭
熊本県平野正憲
千葉県大島民義
銚子支会支会長大木衛
東京都岡本信子
千葉県小林孝雄

国際生態学センターセンター長宮脇昭

側地球環境戦略研究機関

東京都真辺将之

東京都村上浩

山梨県小木曾照行

国際日本文化研究センター教授安田喜憲

北海道永井輝

佐倉支会木村浩
東京都久田龍二
茨城県関口英夫

木更津支会支会長岩鍋尚志

神奈川県乾仁

㈱松竹我孫子正

代表取締役社長遠藤洋一郎

財学研ホールディングス

代表取締役社長高橋秀人
国立新美術館長林田英樹

日本教育新聞社

理事長大松明則

側富士社会教育センター

林洋子

側教育調査研究所保川昌弘
全国社会教育委員連合

成田山文化財団成田山仏教図書館

㈱石門心学会講堂文庫

この度は一︲品格の原点﹂を寄贈いただきありがとうござい
ました︒早速読ませていただきました︒百数十年の時を経て
も今こそ大事にしなければならない教育の基本を学んだよう

理事渡貫博孝

以上の他に礼状や感想をお寄せくだ
さった方々は︑次のとおりです︒︵順
不同︶

″

渡部昇一

評議員小野健知
森隆夫
特別会員今井淳
″
″
″

福原修

加治伸行
小堀桂一郎
小田村四郎

″

佐藤禎一

″

″

高橋文博
″
狩野冨吉
″
市川昭午
全国連合小学校長会

全日本中学校長会長新藤久典

事務局長石川正夫

全国公民館連合会連絡
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Ａ云生目

Ｉ
平成二十二年度
社会教育功労者表彰受賞者

六十一歳

◎御寄付者芳名︵平成理年Ⅲ月〜Ⅲ月︶

金︑一万円也匿名︵静岡県︶
金︑一万円也匿名︵東京都︶
◎会費領収報告覇秤剛麺斡皿朋郷胆
１この報告をもって領収書に代えさせて
いただきます︒

２お名前の上の○印は新入会員の方です︒
最終年度です︒

３お名前の下の括弧内の数字は会費納入
４ご不明の点は本部事務局会員会費の係
までご連絡下さい︒

︵綴介害︺

︵愛知県︶

画名陥毒

︵紹介者︶

浅田順

根本鎮夫

︵入会者︶

︵平成〃年Ⅲ月〜Ⅲ月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵支会名︶

山口輝昭

東平喜久雄

藤木敦

伊藤昭二

ムフ糾力嘩周赫郷

○此元志津範幽○加藤

相楽憲昭剛久田

︵東京都︶

○糸永麻子側

安一房支会帥名分剛

八千代支会弱名分剛

︵千葉県︶

田村和凡剛

︵埼玉県︶

岩手支会舵名分剛

︵岩手県︶

根川川堀

○今岡敦典側
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島平平茨

○亘明彦側木村

裕龍

土田健次郎殿
土田健次郎氏は︑長年儒学を
中心とする東洋思想についての
教育研究に携わるとともに︑昭和

︵平成理年Ⅱ月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

一弧〃垂工幸恒﹄

荘 隆 隆 隆
治 司 司 司 正

に︑平成十二年五月から本会理事
一哉穿挙工令乍﹄

此元志津載

加藤裕二

杉 山 山 山 住
鳥
田 崎 崎 岐

五十四年十二月から本会評議員
に就任する等︑多年にわたって本
会の健全な運営に尽力し︑道徳の
振興に功労があったことに対し︑
十二月十四日︵火︶文部科学大臣

糸永麻子

今岡敦典

県県都都者

亘明彦

剛⑫

剛

一

一

一

一

寿

より表彰されました︒

心よりお慶び申し上げます︒

愛 千 東 東 芽
知 葉 京 京 苛

会長鈴木勲
副会長尾田幸雄

顧問西淫潤一古川哲史安嶋揃

茂木友三郎

理事秋山富一生平幸立大津幸夫 木村治美
高坂節三津英武土田健次郎 中田和夫
渡貫博孝

菱村幸彦古川清松平直毒
監事伊 藤 克 巳 高 橋 昭 典

石川忠久 石津芳次郎
大内一幸 押谷由夫

評議員飯塚一雄 小川義男 小野健知 糟谷正彦
木屋野正勝 黒羽亮一 菅谷栄夫 杉原誠四郎
高橋昌郎 多田建次 辻幸蔵 西村幸雄
宮崎哲夫 藤下昌信 藤原正彦 古垣光一
山崎隆司 吉田功

森隆夫

特別会員赤塚行雄 朝倉治彦
市村真一 今井淳

飯田寅次郎

貝塚茂樹 加地伸行
金杉光ニ 金子政次
クライン孝子 河内朝夫
佐藤禎一 佐藤俊夫
高橋史朗 高橋文博
戸辺好郎

渡部弘

今井千代田郎

吉田政博 渡辺敬雄

望月兼次郎

繁田四郎

常泉健一

篠田惣治
武部良久

久保田精一

内田武文
片野嘉雄

宗政秀治 八木秀次
山折哲雄 山室勇臣
横山安広 米長邦雄

長谷川茂郎 林道義
福原修 古田賞

所功

小田村四郎 甲斐睦朗
梶田叡一 加藤尚武
狩野冨吉 菅野覚明
小堀桂一郎 需藤知正
下村敬造 白鳥正
田中英道 丹治久
中嶋嶺雄 中峰高徳
春山宇平 馬場寓夫
松本慶蔵 松永信雄
矢口孝 安田豊作
山本哲生 横山利弘
若鍋尚志 渡部昇一

終身会員安藤太郎

鎗田寿

榎本匡吉 大兼利之 岡本通
金子ゆかり 亀山基恵生 京野正樹
坂尾正巳 阪谷芳信 笹森時雄
清水常一 白井健蔵 一局石景一
田淵敏夫 積田義男 鶴岡寛三郎
仲村正和 西村喜久郎 韮塚一三郎
繁田良一 古滝達男 松崎美代子
山口武夫
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大月武志 斎藤元護田村武男富田辿夫

村上良信茂泉謁佐毛利平

菅野多利雄需藤正美手島典男

永井輝 中村浩一安田俊明

｜般会員

北海道

西津啓文

戸津正男
板井角也
柴田司郎 畑敬之助 引地尚誉

渡辺博

桂重俊

岩手県 大鹿糠倉松
宮城県

秋田県
山形県
福島県

関口英夫 半田啓二 村山元理
茨城県 関五郎
大野公 須賀淳 塚田保美 若松静夫
岩瀬誠 氏家実 前田勇 森下功
栃木県

群馬県

五月女善一

埼玉県 青柳邦忠 浅田俊夫 新井慎一 安藤駿英
出和夫 河野幸枝 木村良平 草場宗春
熊谷富雄 小菅峻道 小林靖昌
鈴木勝雄 鈴木茂夫
久保庭信一

小柳光春

須田勉 高橋哲夫 高橋勝 田村和凡
鶴田登 士橋隆信 平井一夫 平野正光
広崎俊明 発智金一郎 宮崎みつ子 矢吹中
吉住龍雄
千葉県浅井和泉 二天野才八 安藤隆弘 伊藤嘉二平
糸永麻子 井上洋一 卯月幸 鵜之津康雄
大岩好昭 大榔利夫 大島民義 大島千代子
大竹博 大湊忠文 大八木正子 小津鮫
小津深 尾田綾子 小田金清 落合高省
川村優 木下操 小島一郎 五代吉彦
小藤計 小林孝雄 小林隆 今田年
近藤昌彦 斎藤清 佐伯清毅 佐藤吉男
重永泰彦 白烏千鶴子 菅谷誠一 菅谷昌徳
鈴木徹信 鈴木仲秋 鈴木正敏 砂見茂博
雑賀富雄 祖父江昭一 高木徹 高木伸夫
立崎隆 谷本茂雄 田原道生 筑後則
塚本隆 中川弘喜 中村二郎 根岸亮介
根本淳祐 野村隆紹 長谷川園雄 花香清
林謙治郎 平井尭 古橋謙寿 増田好彦
松浦成子 松崎一康 山崎侃 鑓水浩
湯浅康右 米田耕司 和田昭通
東京都青戸陸子 赤松豪 浅井経子 渥美和也
阿部光夫 安西英太郎 安武九三郎 飯島清
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島崎恭一

五十嵐とみ子 池野和己 砂金俊夫
石橋義弘 五十棲吉巳 伊田和身
今尾知義 今岡敦典 上田幸夫
榎本のぶ 海老原富美枝 大家重夫
大門隆 大賀寛二 大久保建紀
大平恵理 大矢根てる 岡本信子
長村幸雄 小野すみ子 梶村昇
加藤裕二 金井肇 加納岳
鎌田邦彦 神守隆一 亀谷一郎
川崎修 菊池敏夫 岸田輝夫
楠元尾 鯉川英一 香田裕子
此元志津範 小牧幸雄 近藤浩幸
坂口和男 坂本善博 相良憲昭

佐藤孝 柴田武

庄司異明 新里昭子 鈴木重雄
鈴木治子 開貴仁 関口昌子
高岡浩二 高田賢 高橋新平
田中孝 谷口泰三 谷本ョシミ
中川環 中田貴志男 中村一男
中山幸諮 長戸元三郎 奈良威
野島信明 林田達郎 久田龍二
平林智司 庚田史郎
藤岡知夫 堀内政三 松木昌子

樋田明

石川正郎

神奈川県

三隅田良吉

三浦良雄 水田武 宮下修
宮本雅史 三輪田芳子 村井昭三
八木秀記 山口晃 山名和雄
吉田えみ 帥倫理研究所図癖室 渡部武
赤司博之 有川武勲 生山智己
内海静雄 有働義彦 浦田徹
尾俣セツ子 小林三郎 貞麿長昭
新津憲生 相馬孝 高倉弘
武田伸昭 龍口健一 田沼茂紀
西川清敏 浜田史雄 半田栄一
福岡純一郎 藤田芙美 藤村和男

安田のぶ子

宮本繁雄

師俊紀
山本毅

石沢彰文

篠崎昭彦

落合徹

高間勇

豊嶋転三
播戸正臣
藤本道夫

水野実

山口圭介 山口這弘

牧光徳

室伏武

楼井守麿川正昭

堀口恭宣

山田喜昭 渡逼東洋
板倉栄一郎 今成卓而

漬田繁

文珠川雅士

稲木孝二郎 田賀秀子
淡路実春 梅津重雄 小木曽照行堀内邦満

山田喬

長野県 赤麿正男 小林元亨
岐阜県 石原太紀 伊藤毒 今井春昭岩手達夫
岡崎久 小邑政明 道村功一朗
大沼栄穂 田内龍治 松下醜三

静岡県
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出井猛

佐久間聖名子

上野明義
大内保治
太田克彦
織方郁映
加藤茂男
鏑木義之
苅田吉夫
喜田安信
古賀喜博
坂井英治
下条進一郎

瀧島順一

鈴木進
曽野洋

中村伸之介

谷本良平

野崎弘

菱山幸一

吹浦忠正
真辺将之

山福石新
梨井川潟
県県県県

竹内善一土井康稔
西尾邑次漬口豊明

福田太加志峯美穂

原野圭司

大河原碓視加藤貞夫木村
鈴木保賞 高田敬子宮田力松山内

愛知県 石井新太郎

山本とし子

亘明彦

鳴海柴

伊賀訓之 長陥穫蔓三詞限彦才壁薩一辰
坂本幸治
赤松泰伸 有 間 重 喜 正 木 啓 介
植村利夫 山崎善正
大庭茂美 吉武弘喜
江崎サト子 小柳治道
坂本蝿 中津保夫
末次祐司 冨 嶋 宗 雄 平 野 正 憲
後藤俊彦

河野富士雄

県県県県県県県県県県喋

鹿児島県池田哲之吉富政夫

支会
島根支会

藤木敦

顧問浅野俊雄 飯塚一雄狩野冨吉松本幹彦

丸磐根

支会長荒木光哉
副支会長中筋弘充

匪巷文

石倉国男
石飛隆雄
伊藤紀子
井上勝博

飯塚勝

赤山明良
安達伸次
天津邦之

西智文 福島律子問田浩彬

監事岩成秀彦 木佐由延
幹事薦田道昭 糸原次之 島崎美徳白石隆子
中村清志
山下嘉三
事務局長問田浩彬
事務局次長糸原次之

会員青戸宏明 青戸良臣 赤江美穂
秋利幸秀 安食富晃 足立真一
阿部和男 安部隆 安部登
有馬毅一郎 飯園徹夫 飯塚修
飯塚隆一 池添清見 池田敏雄
石倉繊雄 石倉初 石田和也
石原道夫 伊藤進二
伊藤由紀夫 稲田悦朗
伊藤博敏

石原肇
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三重県

宮熊長佐福高愛香山広圃

京都府 植田清宏
大阪府 石田光
岡本親宣
兵庫県 井上宗吉 北村敏夫
森一郎 矢野恭克
奈良県 重田正雄 森岡正宏
鳥取県 園岡靖夫 小 谷 麿 太 郎
永井伸和 長石肇
福永昌徳 渡槙由章
崎本崎賀岡知媛川口島u

司寿

井原孝夫
入江勝仁

岩田進
内田栄
江角弘道
大崎能園
大森広子
岡本昭二
小村孝志
景山高行

今井靖 今岡実
佐々木茂

佐々木孝賢

佐々木宣之

佐々田一博

花谷耕三

野々村恒夫

西治

佐藤勇人 佐藤誠 佐藤誠
真田直幸 佐貫泰則 佐原亘
柴田博 島田雅治 清水和則
下岡博司 庄司肇 杉原隆
須藤昌幸 須山彰 須山春雄
高尾彬 高尾保行 高木弘伸
高見武男 高見敏彦 竹崎康次
立脇通也
多々納鉄雄 田壷勉
田中久隆 田中匡倫 田中瑞夫
土谷武盛 鍔木篤 坪内浩一
寺本夏雄 藤間元康 栂瀬久男
内藤章一 中奥雅士 中島照
中村倹三 長井悟
永瀬豊美 長谷泉一
難波義正
西島正敏 西村康

野津満

原野敏雄 日向伸之 平木栄 平山明
匿江朝夫 麿江千年 広津卓嗣 麿津時城

花田英治 早川求 林干城 林充也
原周弘 原 敏 原洋二 原田美穂子

秦潔 畑勉

中西秀夫 中野吟子
永岡達朗 長島聡
奈良井混 成相有一
錦織靖雄 錦織孝枝
新田康二 仁田準
橋本辰生

友森勉

田中信道
千原一弘
坪倉空幹

竹谷強

周藤勝善
須山泰則
高橋英二

山藤哲夫

佐藤茂
佐堂博

清水寛

太田多美子

揖野妃都水

岡崎豊年
尾崎安男
景山明彦

勝部克己
加藤武行
嘉本輝雄
川角朋之

川村淳

木次井悠介

木下英樹
久保田康毅

棲内強

才木雅伸

後藤院一

大西七恵
岡本修治
小津秀多
景山郁夫
春日光男
勝部和承
加藤義雄
加本良治
川谷定保
河村政経
北野静男
木村保孝
倉井正喜
高野良彦
木次健悦

岩井元康 岩田渥男
上田業就 宇治原貞夫
江口博晴 江角郁夫
大石武博 大坂武

子平朗野弘治夫典一静進夫稔寛隆道昭修己司樹志雄

河野義男
小谷繁正
河原史佳
児山治正
作野麿秋
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荊尾俊

木次三八郎

加藤悦司
兼折右慈
鞭嶋弘明
川津愛子
川本忠俊
吉城聖顕
規家文雄
黒田章義
古浦義己

後藤美利

佐伯厚

本林原島原原川佐原角谷藤田山坂川島藤木田浅井
坂小河小桑清吉木川河神加勝景折小岡大遠梅岩岩今

暢 修 一 博 茂 哲 剛 良 純 正 嘉 知 祥 正 宏 康

深田徳夫
福田政隆
藤原三葉
細木保興
松浦修六
松田夏夫
三浦尚二
水谷信明
宮廻俊盛
武藤立樹
安江英彦
山川修司
山崎裕二

山根林
山本弘正
吉岡正至
渡部昭久
渡部幸義

横山康二
吉長義親
渡漫晴夫
和田秀穂

山本慶一

福田和夫 福田浩三
藤井康夫 藤波稔
藤原泰樹 舟木征一
細田博史 前田孝亮
松浦正敬 松嶋博
松田美保子 松本正治
三上昭憲
三原治夫
三好和男
目次健司
安田達司
山口美紀
山田忠男

三浦稔子
水引朋之
宮脇和秀
村尾亘彦
安田和彦
山口浩明
山田和彦
山根正明
横路仁朗
吉田貞男
渡部俊行
和田惇子

福田正明
藤原弘道
細貝篤志

松田武彦

前田徹

野田支会

支会長茂木友三郎
副支会長宮内好雄

山口稔男

理 事 塚 本 豊 佐藤裕藤井浩日下部寛太郎
事務局長戸辺好郎

毒宴長塩入千裕
飯田秀人

会員青柳均

青柳康幸 秋田誠二
石川英一 石引芳樹
稲橋光男 石見涼二
大保一成 岡田直四郎
角谷一夫 加藤直
河合典子 川崎和夫
清次一平
桑原辰夫
需藤てる

佐々木小次郎

千葉均一

戸辺勝恵
長妻美孝

野口恵一

手塚裕
中居章

早川博

田中元一

杉崎哲実 鈴木信人

坂倉鋭一

小林健二郎

木村亨
黒川浩

良 浩 慶 英 芳 宏 又 義 清 恵 俊 芳 正
昭子成優宏雄男之彦行明美昭稔彦之

額賀栄司
潰崎祐子
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市原智

上原哲哉
岡田宏之
加藤宏明
河原秀治
草刈俊晴
桑原伸幸
需藤吉己
佐藤裕己

見田辺谷橋井井島持川井川石藤田柳

松本東一郎

三島房夫
三宅喜保
椋木和雄
森山祐次
山岡清志
山崎悠雄
山根憲昭
山本直治
横山統農
若槻士郎
渡部寛良
和田禰生

高橋保
士屋第

一Ｐ辺光政

中山武志
橋本光利

初縄戸坪高白逆小倉北川小大伊飯青

林輝
細谷弘美
松浦正典
眉山俊敬
茂木国子
森山典子
山口仁美
横田賢次

張替猛夫
堀江幹雄

松尾清
三明正嗣
茂木佐登子

八崎範之
山崎和枝
横山正樹

船橋高志

若林員一

矢部雅彦
山中武彦

茂木長三郎

松村英正
村田弘信

益子泉

≦鴇至Ⅲ騨

事務局長松戸正利
原辺川原
利 靖 重
生敏男之

会計田淵良和

会員石渡菊枝 言石渡輝男 井上公平
臼井尚夫 内田儀久 大川徹夫
大友喜代 小川勝寛 押尾豊幸
清津瞳子 葛原千真

木村浩

葛川大井

国友文江
小出行雄
佐久間昭
中村睦美
藤崎正雄
路野照雄
渡部八重子

安房支会

鈴木亭

久保勇夫 倉次和也
斉藤千江子 坂井昌司
椎名翼 田中茂子
行方正夫 桧貝信一郎
堀田正典 松戸光男
目等静子 森栄一

金丸謙一

副支会長仲尾卓二 高橋博夫

顧問安田豊作
支会長福原修

永井幸彦

武田金市郎

北浦実

佐久間秀子

黒岡美枝子

渡辺美智恵

相野栄子
寺田辰夫
藤江徳也
真野好則

渡辺裕

兵藤恵美子

監査榎本春光 村田武贋
幹事吉田幸昌 金木賢三 青木嘉男 安西信雄
坂口まさ子

今宮靖雅 畑俊一 高梨哲朗 小田喜明子
安西辿彦
︵ 青 木 嘉 男 ︶ 佐野義男
地区委員︵北浦実︶ 岩本和
︵渡辺裕︶ 地引三良 小藤俊夫 渡辺重雄
︵武田金市郎︶
鈴木好雄 ︵高梨哲朗︶ 本橋仁
宮沢治海 生貫敬子 磯部和子 山本泰久
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佐倉支 会

名誉会長蕨和雄

顧問渡貫博孝 平山秀樹
支会長粟生喜三男

副支会長石橋実 斎藤恵蔵

博二代門光武郎之

監事秋葉二郎
理 事 佐 藤 金 作 綿貫登美子川名部実小川弘子

盃岩言葉水松本麿

専門部

︵村田武鹿︶

研修部︵今宮靖雅︶出山恒男伊津きよ子︵山本泰久︶
女性部︵兵藤恵美子︶︵坂口まさ子︶

︵安西迫彦︶︵︶は重複者

雲会計︵畑俊二︵高梨哲朗︶︵兵藤恵美子︶示出窪明子︶

伊津一男岩寄美沙子岩波正夫榎本祐三

会員安西雅行飯塚浩石井忠雄石井秀
大津千丈大島精一大田文枝大溝好子

金房保鎌田久子川上賢爾黒川邦保

顧問古田

鑑査坂井勝也
会員石橋稔章岩永正太浦川友喜浦川正徳
嘉村孝篠原啓一郎副島利孝田代正昭

手塚英樹徳川道郎西山徳原田寿雄

深川剛松本信章水辺紘治宮田清登

服巻文雄深川一太深川巌深川聡

行武登

顧問宗政秀治筑紫静男

関政彦小倉健切替良寛

支会長東平喜久雄
副支会長伊藤義彦

平川支会

小林進小林安生小松雄光佐久間麿勝
真田三郎佐野妙子佐野哲男三瓶繁男

代田浩二鈴木悦子鈴木宗平鈴木誠
高橋 修角田迫夫角田陽子中村寛子

本間誠章三平勉宮崎健一望月貝

理事高橋信夫伊藤典夫根本鎮夫小倉正敬

吉見貞男渡辺嘉助渡辺祐典

本橋亮一森成吉安田耕太吉田久雄

事務局長川名和夫

監事井上正夫長島靖洞

会員安藤好夫伊藤昭二伊藤鉄夫江沢国夫
金子昭次切替正切替正一房楠田英一
近藤繁雄佐久間孝幸佐久間掴杉山晃
鈴木幾久鈴木市衛鈴木六郎千葉武久

有田支会

実婁代行出雲悠司

鶴岡満仲野勝蔵葉岡部秀夫平戸妻

支会長西山清治
幹事長金ヶ江重綱
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賞

藤江千秋古沢厚良山口輝昭山崎一克巳
茨城支会

郡司勝美矢口豪

大熊定男 秦雅博 菊池成夫大内一幸
監査磯畑宗之 鈴木一好
会員青木伸次 青野吉雄 浅田順 磯崎孝子
市毛宏知 伊藤哲雄 稲葉節生 井上昭
岩上尭 大久保紀夫 小野久幸 加瀬征雄
川崎正之 菊田宏 菊池弘道 栗田聴
黒津敬二 小林幸夫 小林大次郎 後藤善一
島田俊男 杉本泰士
楼井作左衛門 篠原光
鈴木重宣 鈴木拓夫 鈴木俊雄 鈴木秀満
染谷寛 高野武夫 高橋能久 竹村広治
田中値悟 手代木英夫 織正治 堂英夫
百目鬼博行 冨田正一 永田信次 西宮能信
額賀修一 根田修 匿瀬文男 藤田隆之
藤村乙丸 本田行 松浦博 丸山孝
村上貞夫 森木尚史 山野隆夫 吉田穣
渡遥高志 渡遥宏 渡漫ふみ 綿引道典
和田俊次

幹事長船橋卓
幹事平戸敬一 金井正 白田肇西谷隆義

副支会長川又銀蔵

支会長吉田功

渡這敏雄

八木陽

蜂谷美子
三間芳弘

中村淳

棲井一彦
瀬戸雅春
高橋忠和

黒田富士男

伊東稔雄
梅津友彦
大西員彰
上山篤生

山田恵春山中晃吉田安次若林道郎
八千代支会

事務局長今井幸男

支会長池田博人

会計長谷川優

会員相津康 秋山泰彦 浅野陽一
稲毛英三 上杉修二 浮貝公雄
遠藤昭司 大熊正雄 太田公昭
加賀清 加賀谷孝 加藤孝明
川崎寛治 曲沼三七夫 窪田由延
小泉晴美 小林雅典 坂井誠一
佐藤誠 塩田孝弘 宍浦重智
仙福克禎 添田秀和 高梨賢次
高宮昭裕 田遥雅三 東金強
永井元博 仁井山久夫 西山芳郎
原田厚子 三橋洋子 三橋勝則
森
森洋三 森田克司
八木康行 湯浅敏和 若松竜二
渡遥綱義
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木更津支会
幹事長

山本明

支会長若鍋尚志
副支会長沖津三郎

顧問石 川 昌
理事渡 這 朱 美 渡 逼 文 子 滝 口 敏 夫 三 枝 英 司
監事荒井弘導 書藤儀平
副幹事長伊藤克巳

幹事長斎藤善作

百川東一

岩手支会

支会長佐々木初朗

伊藤正吉 伊藤正幸

石毛俊三

宮内正一

一房州洋一

田中賞

石毛理 岡野俊昭
栗林武則 来栖亮吉
椎名秀夫 篠田庄太郎
酢谷伊知郎 関野政次

田中啓康
堀井咲子

宮内隆

岩測員知子

江六前安巳

会員阿部修志 安保位子 伊藤和史 伊藤一彦

事務局吉田省三

平政光

副支会長安藤厚 八巻恒雄
監事佐藤重利 矢羽々昭夫 向田貴雄
幹事稲垣キッ子 大津弘毅 岡田安生 佐瀬毒朗
西村悼郎 吉丸蓉子
馬場英彦 伊藤典夫

棲椛毅

幹事 石毛弘二 忍田善雄
庶務会計 五十嵐俊雄 押田和彦
監事 佐藤米吉 松浦光善
︽云巨貝 飯塚藤三郎 石神義蔵
鏑木正 神原靖夫
小池孝 小嶋昭三
柴崎孝市 島田良介
高野朝一 高橋安麿
中嶋桂一 西谷倫子
員久孝昭 宮内隆夫

重城昭一

栗林信夫 佐久間朗 重田責
重城正義 武内情 竹村清
谷正好 仁平晃 野口秀実
平野明 細井系太郎 堀内正一

会員網城勉 吾津修一 在原博 安藤小平
飯田昭二 卯月睦彦 江野津和彦 岡崎源恵
荻野一男 鹿島冨士夫 加藤良二 木田昌志
草刈一之
立原法久
榛津敦子
安田英雄

八剣隆 山中彰

本多正一

銚子支会

榊原久良子白土四郎

顧問飯岡四郎阿部明加瀬公毅金杉光二
副支会長猿田正城中西鹿

支会長大木衛
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平成二十二年度秋の叙勲受章者
会員の方で秋の叙勲受章者は次の方々です︒
謹んでお慶び申し上げます︒

森隆夫殿

瑞宝中綬章︵教育研究功労︶

お茶の水女子大学名誉教授

七十九歳東京都
瑞宝中綬章︵教育研究功労︶

七十九歳京都府

山折哲雄殿

国立歴史民俗博物館名誉教授

元国際日本文化研究センター所長
瑞宝小綬章︵文部行政事務功労︶

七十歳東京都

伊田和身殿

元一橋大学事務局長

鍔木篤殿

瑞宝小綬章︵教育功労︶

七十四歳島根県
元公立高等学校長

佐瀬毒朗殿

瑞宝双光章︵教育功労︶

元公立小学校長

七十二歳岩手県

李澄后

山口徳治郎

及川柴雄 遡江呪 小沢一昭 小嶋久人
小野寺くに 小野寺正彦 加藤孔子 加藤正勝
上山光博 川村登 川村浩 工藤隆之
熊谷幸一 熊谷達也 桑原良幸 小森資司
後藤敏信 斎藤ョシヱ 坂本行雄 作山静男
佐々木卯之松 佐々木竹夫 佐藤金市 佐藤卓
佐藤均 佐藤宏 猿川清吉 津村憲照
柴田孝子 菅原和朗 鈴木五助 鈴木千恵子
高橋克毒 高橋繁 高橋力 高橋英夫
高橋勇三 田口勇之進 千田久迩治 千葉茂
千葉亨 千葉史夫 照井俊男 新沼敏哉
沼田英雄 野田笑子 畠山淳吉 畠山博明
畠山文雄 藤津信悦 藤島昭治郎 古川守人
鱒沢昇 三浦晃 三浦壮六 南岩雄
村井研一郎 茂庭フョ 森田誠喜 八重樫勝
山下秋雄 山田預喜
八木橋哲男

横田忠司 四井謙吉

事務局長大津幸夫

職員大塚清二 湊任進夫素き肱伏境佳子
藤下昌信糟谷正彦

嘱託白鳥正

(9i:

公安房支会活動報告﹀

平成二十二年十月十八日︵月︶︒十八名の参加者によって︑

恒例の研修視察を実施致しました︒
まず最初は︑武蔵野陵︵昭和天皇陵︶の参拝です︒
バスを降りるとそこはもう木々に囲まれた静かなたたず
まいです︒玉砂利を踏んでしばらく進むと︑正面に烏居︑
その奥には上円下方の昭和天皇陵を参拝することが出来ま
した・森に囲まれた陵の周囲は静寂で厳かな雰囲気でした︒
となりに記られてある香淳皇后の陵にも参拝しました︒
﹁昭和天皇がこのような静かな落ち着いた場所に祁られ

ていて安堵した︒﹂という会員の言葉が印象的でした︒

公園です︒

次に訪れたのは︑国営昭和記念公園です︒昭和天皇在位
五十周年記念事業の一環として立川基地跡地に設置された

さわやかな秋の一日を武蔵野陵と国営昭和記念公園を

砂川口から入場し︑まず目を見張ったのは︑一面に咲き
競うコスモスの花のじゅうたんでした︒
一組は︑徒歩で園内を進み︑盆栽と日本庭園を巡り︑そ
のすばらしさを堪能してきました︒
他の一組は︑百三十ヘクタールもの広大な園内を約一時
間かけてパークトレインに乗車して︑こもれびの里︑こも
れびの丘︑こどもの森︑うんどう広場︑ふれあい広場等を
車窓から垣間見ることが出来ました︒

︵事務局長畑俊一︶

巡って満ち足りた気持ちで帰路につきました︒
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一言葉の
﹄

一ひろぱ

九月二十五日のシンポジウムは︑国

る傭け満いてす︲士すカー狂︐α空修学てこさ

いましたが︑少年期のことでもあり古

と思われます︒

洪顕吉教授の提言は﹁陰陽論﹂に

際的視野が入り︑大いに成果があった

なお若干偏りすぎのきらいはありま

人の浄き明るく正しく直き心に打たれ︑

私の生涯の基礎基本になったように

したが︑韓国の道徳教育制度の大要が

訓古事記古語拾遺の御本から日本古代

思っています︒また延喜式祝詞二十八

ものでした︒

と︑日本の道徳教育論争を前進させる

巻中特に祈年祭︵二月十七日当日︶︑

おります︒神主になるならないは別と

終了後︑私は洪教授を皇居北の丸公

分かり︑また︑日本側から調査に行き︑

して︑日本人にとって誇るべき神典の

園などに案内しましたが︑洪教授は鈴

教科書の大系に学ぶべきものがあるな

一つのようにも思っております︒私の

の語より優れ宏大無辺の心情が溢れて
厳しい暑さは今日も続いております︒

正直で誠実で謙虚であれの教えの源は

大赦︵六月三十日当日︶の内容は幾万

先生にはおかわりもなくお過ごしの

謹啓

ことと拝しうれしく思っております︒

気にしておられました︒そこで︑私の

木会長に挨拶をしないで辞したことを

洪教授に伝えました︒

方から︑そのことはよく伝えておくと

鈴木勲様

杉原誠四郎

秋冷の候︑時下ますますご清祥の段︑

拝復

謹白

私の一つの記念の書でもあり先生にお
まだまだ暑い日が続くとのこと︑く

宮田力松拝

不悉

れぐれもお身お大切になって下さい︒

九月四日

鈴木様研北

日本弘道会会長

送りいたしました︒

﹁小史﹂は貧しい本でございます︒

ここにあるように思って参りました︒

ます ︒

おかげさまで私も達者で暮らしており
﹁弘道﹂の巻頭の言葉は私にとりま
しては生涯最高のよろこびでございま
して︑永く忘れることはないものと存
く厚くお礼申し上げます︒

じ改めて先生の御徳に心からありがた
このたびは﹁愛知国学院小史﹂をお

送り申し上げます︒諸学校の一つで
私にとりましては私の学歴の最後を飾
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琴七噸

だき有難うございました︒一九○○年

この度は貴会刊行の﹁西村茂樹全集﹂

の周辺に対する目くばりを見直させて

前後の日本の激動期における西村先生

お喜び申し上げます︒

九巻︑御恵贈賜りまして︑誠に有難う

謹啓早速ながら﹃西村茂樹全集﹄第

本巻所収の翻訳七篇は後日ゆっくり

ものとして改めて読み直させて頂きま

先生の﹁品格の原点﹂﹄をまとまった

生の生き様が見えてきました︒﹃尾田

頂きました︒時代を生き抜いた西村先

を占める﹁泊翁日記﹂は激動の幕末よ

の思想に全く驚いた次第でありました︒

した︒時代の差を感じさせない先駆者

しくお願いします︒

日本弘道会鈴木勲様

小野健知

有難うございました︒今後ともよろ

の実録にて︑今朝から拾い読みしなが

法・皇室典範および教育勅語のできた

ら更めて敬服いたし居ります︒帝国憲

り長逝の明治三十五年に至る西村博士

通読させて頂きますが︑むしろ大半

ございます︒

第九巻をお送りいただき︑誠に有り難
鈴木様の御健勝と貴会の御発展をお

うございました︒厚く御礼申し上げます︒

渡部昇一

敬具

祈りしつつ︑取り敢えず御礼まで︒

平成二十二年十一月一日

鈴木勲様

と惜しまれます︒

二十二・三年前後の御日記もあったら

特集の教科日本語の授業につきまし

ても大変興味深く読ませていただきま
日本弘道会御中

いくことで日本人が失いつつある心の

十一月五日

改めて御礼申し上げます︒

木村修

ます︒大変勉強させていただきました︒

有り様が戻っていくことを願っており

した︒このような取り組みが広がって

﹃西村茂樹全集第九巻﹄をご恵贈いた

り有難うございます︒さてこのたびは

とと存じます︒日頃は大変お世話にな

謹啓時下秋冷の侯ますますご清祥のこ

会長鈴木勲先生玉案下

所功

敬具

申し上げます︒

敬具

平成二十二年十月二十九日

拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び

し上げます

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申

この度は﹁西村茂樹全集﹂第９巻を
お贈りいただきましてまことにありが
とうございました

ます ︒

略儀ながら書中をもってお礼申し上げ

小学館社長相賀昌宏

平成二十二年十一月

鈴木 勲 様
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令凸牛十十牛寺今十牛やや鞘朝や苧やや
牛十牛寺牛十牛寺牛十中心牛十牛牛十牛
牛◇牛十牛寺牛寺十令牛令令牛寺牛寺牛

韓騨什麓什誌朴韓韓騨朴

出席者鈴木会長︑尾田副会長︑西津顧問︑秋山理事︑

生平理事︑木村理事︑高坂理事︑津理事︑菱村

理事︑古川理事︑渡貫理事︑伊藤監事︑高橋監

事︑糟谷評議員︑大津事務局長︑大塚次長

平成二十二年の主要事業の総括等

胆月Ｍ日︵火︶Ⅲ亜帥〜旧亜帥

今◇令⑭牛牛令寺令令十十牛今牛心寺今
牛令牛牛牛寺牛令十牛令令牛牛十寺牛寺

Ⅲ月Ⅶ日︵水︶旧恥刈〜Ⅳ卵帥

＊西村茂樹全集の進捗状況について打合せ

1

00

帥〜旧亜帥

＊鈴木会長天皇陛下御誕生日祝宴に出席

旧月羽日︵木︶Ⅳ恥Ⅱ〜

平成二十三年の﹁弘道﹂編集計画等について協議

局長︑大塚次長

評議員︑木屋野評議員︑宮崎評議員︑大津事務

出席者鈴木会長︑生平理事︑津理事︑土田理事︑糟谷

＊﹁弘道﹂編集委員会

Ⅲ月陥日︵木︶Ⅳ

出席者古垣評議員︑白烏正︑江島顕一︑山崎真之

＊公益認定等委員会事務局に対し公益社団法人移行認定申

14

(95）

請書について説明

帥〜旧亜帥

出席者大津事務局長︑大塚次長︑奥田職員

Ⅲ月釦日︵火︶Ⅱ

出席者鈴木会長︑古垣評議員︑糟谷評議員︑白鳥正︑

＊西村茂樹全集の進捗状況について打合せ

江島顕一︑山崎真之︑大津事務局長︑大塚次長

砲月１日︵水︶

＊糟谷正彦氏に本会嘱託を委嘱

旧月叫日︵火︶吃

＊顧問・理事会

00

ュー大学特別教授・根岸英一氏が選ば

名誉教授・鈴木章氏︑アメリカ・パデ

＠今年のノーベル化学賞に北海道大学

よりも劣っているとのことです︒

も減り︑野菜や果物もおいしさが例年

るようで︑米の品質が低下し︑収穫量

＠この夏の猛暑の影響はまだ残ってい

くのか︑今後の大きな課題です︒

の農産物業界をどのように説得してい

廃﹂が原則のため︑不利益を蒙る国内

ると表明しました︒﹁例外なき関税撤

いて︑我が国は関係国と協議を開始す

パートナーシップ協定︵ＴＰＰ︶につ

︵ＡＰＥＣ︶首脳会議では︑環太平洋

開かれたアジア太平洋経済協力会議

＠十一月に厳しい警備体制下の横浜で

弁に魅了されました︒

演では︑渡部昇一先生の切れ味鋭い熱

道シンポジウム二○一○ｌの基調講

＠本号の特集・道徳教育の危機ｌ弘

くことが期待されます︒

茨城県に続いてこの傾向が広がってい

じられています︒すでに実施している
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