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泊翁先生 訓

教えは平易なのがよい

およそ道徳の教は︑国家の安全幸福を得るのがその願いであって︑高妙至難の言葉を使って教える必要はない︒

シナの儒者が道を説くのは高妙に過ぎ︑人びとを尭舜のようにしようとしている︒そのいうことに︑道は人の常

に守るべき行為だというが︑その常に守るべき道がはなはだ高尚に説かれ︑常人には及びがたいことが多い︒朱

子の﹃小学﹄に書いてある父子︑君臣︑夫婦などの教訓︑またそれを古人がどう実行したかの実迩など︑高尚至

難なことが多く︑凡人には企て及ぶことができない︒ついに後世の人をして道徳は至難なわざだと思わせ︑これ

およそ道徳の教は孤高である必要はなく︑広く行われるのが一番である︒たとい楠公の如き︑文天祥の如き人

に勉める者がないようにしてしまった︒

にすぐれて忠義の士があっても︑その国の衰亡を救うことはできなかった︒それよりは全国の人民の多くが忠義

心をもつときは︑それが軽い忠義心であっても︑かえって衰亡を救うことができよう︒救うことを必要としない

国なら︑救わなくてもよいではないか︒忠義以外の諸徳でも同じこと︒﹃漢書﹄に﹁其ノ誼ヲ正シテ︑其ノ利ヲ

人は一世に一︑二人いるかいないかであろう︒それよりも︑利益を謀っても何より道義を重んずる人のひとりで

謀ラズ﹂︵道義を重んじて︑利益にかかわらない︶とあるが如きは極めて高尚な説であるけれども︑そのような

も多いのを希望するのである︒二十四孝子の孝︑﹃靖献遺言﹄に記されてある諸忠臣︑または夫が死んだあと貞

節を守って殉死し︑あるいは身体を傷つける婦人の如きは︑いずれもその志操は衆人にすぐれ︑実にたたうべき

むかず︑平易温和であって︑一家にあっては一家の幸福︑一国にあっては一国の幸福を実現することである︒一︑

人であるが︑またこれと同じことを世間の公衆に望むことはできない︒世間の公衆に望めるのは︑ただ道理にそ

︵﹃泊翁盾言﹄第二冊︵五十四︶﹁教は平易を貴ぶ﹂︶

二の人が高尚な道徳を行うよりは︑衆人が平易な道徳を行うほうが︑この道の本すじであろう︒
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︹巻頭の言葉︺
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大槻文平

従って冒頭の首相の言葉にもあるように︑改革が軌道

あるｃ

度以前の問題が非常に多いように思う︒むしろこれらの

しかし︑改革は改革として︑私は現在の教育には︑制

にのるまでには︑かなり長期間を要することになろう︒

管子︵かんし︶に︑﹁一年の計は穀を樹︵う︶うるに加︵し︶

問題を適切に処理すれば︑現在の教育問題の大半は解決

私は︑そのような観点から︑日頃問題と思っているこ

されるのではないかとさえ考える︒

とをのべ︑改革への提言としたい︒

§家庭教育

の下でキチンと族けられた子供の中から問題児は生じな

先ず第一に大切なことは家庭教育である︒厳父・慈母

しかしながら︑現在の学校教育制度を如何に改革すべ

い︒最近は肝腎の両親が教育者としての自覚に欠け又は

親は子供の非行やわがま上に妥協せず︑断乎として叱

自信を喪失してしまったのではなかろうか︒

四の区切りを変えることになれば︑校舎︑設

とではない︒又改革の方向が決ったとしても︑現行の六
三

るべきである︒そして︑機会をとらえて︑自らの職業の

三

きかについて国民のコンセンサスを得ることは容易なこ

育てる以外に方途はないのである︒

遂げるためには︑すぐれた教育によって質の高い国民を

無資源国であるわが国が︑今後とも他国に優る発展を

成功裡に行われることを衷心より祈らずにはおれない︒

泊に人を育てることは国家百年の大計であり︑改革が

身の計は人を樹うるに如くは莫し﹂とある︒

くは莫︵な︶し︑十年の計は木を樹うるに如くは莫し︑終

１大仕事と言って譲られるが︑正にその通りと思う．

国を挙げてのＩしかも恐らく憾数代の内閣にまたがる

教育改革が各方面の論議を呼んでいる︒中曾根首相も

︿︑はじめに

教育改革への提言

；
h

意義︑苦心等を子供との話題にすべきであろう︒

、 U ノ

6

り︑・国家財政大赤字の折から︑その実施は極めて困難で

r q 1

ﾛ

備︑教員配置等々に数兆円の費用を要するとされてお

勺

】

ているのが実情である︒しかし︑道徳教育を充実させる

ためには︑日本人として当然身につけるべき︑時代を超

家庭教育で私が特に強調したいことは︑幼児期におけ
る母親の役割についてである︒女性の社会への進出と︑

じく正規の教科書で教える必要がある︒

それに伴う社会的地位の向上は︑評価しなければならな
︑

戸

え地域を超えた普遍的な基本的な徳目を︑他の教科と同

いが︑反面︑経済的乃至物質的な満足を得るために︑よ

私はその意味で︑明治二十三年に発布された教育勅語

︑

いて母親のスキンシップが欠落すると︑長じて登校拒否

り大切なものを見失ってはいないだろうか︒幼児期にお

せ︑同時に運動を通じて﹁全体﹂の中における﹁個﹂の

於ては︑集団で遊ばせる時間を多くして︑体力をつけさ

向上したが︑体力がないといわれる︒初等・中等教育に

体育についてもいうまでもない︒最近の子供は体位は

直裁に表現しているではないか︒

ヲ持シ︑博愛衆二及ホシ﹂の言葉は︑徳目の基本を簡明

は︑今に生きる立派な道徳の規範であると思う︒﹁父母
ニ孝二︑兄弟二友二︑夫婦相和シ︑朋友相信シ︑恭倹己

る︒

や校内暴力をおこす問題児になるケースが多いといわれ

鍵シ子︑ベビーホテル等が社会問題となっている今
日︑教育者としての母親の重要さを特に強調せずにはお
れない︒

次に学校教育の内容についてふれて染たい︒いうまで

§学校教育

役割を体得させることが特に重要である︒

次に大人の子供に対する教育力の喪失があげられる︒

もなく︑教育は﹁知育・徳育・体育﹂のバランスがとれ
大の問題点は︑徳育︑体育を重要視すべき初等・中等教

社会規範を無視するかの如き︑大人の言動︑態度の矛

§大人達による教育

育において︑あまりにも受験重視︑知育偏重の教育がな

盾︑金権崇拝の風潮等は︑直接間接に子供の成長に悪影

ていることが大切である︒しかし︑現在の学校教育の最

されていることである︒その結果が多くのいわゆる﹁お

響を与えている︒又︑以前は大人はルールやマナーに外

る︒

ちこぼれ﹂を生じ︑校内暴力の大きな原因となってい

スに行われることが非常に重要であると思う︒

のような︑いわば街の大人達による次世代教育がスムー

ったものであるが︑今は見て見ぬふりのことが多い︒こ

れた子供に対しては︑他人の子供であろうと遠慮なく叱

である︒現在の道徳教育には正式な検定教科書はない︒

徳育について象れぱその中心は何と言っても道徳教育
各学校が︑文部省の指導要領に基いて︑︑くう︑くうに行っ
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与えられた紙数も残り少くなってきた︒最後に学校教

§改革に当ってのぞむこと

育の改革に当って︑是非希望したいことを簡単にのべて

途を選択出来る様にしてやってほしい︒現在の義務教育

第二に教員の養成についてである︒真に子供達のため

はあまりにも画一的にすぎると考えるからである︒

の義務教育制度を堅持するといわれたが︑その九年間は

が︑教員本来の使命を等閑︵なおざり︶にするが如き教職

昔の師範学校の制度の象をよしとするわけではない

いるのか疑問に思う︒

を思い︑教育を天職と心得て教職につく先生がどれだけ

前にのべたような徳育・体育を重視したカリキュラムに

員運動を目のあたりにすると︑教員養成制度の改善が一

第一は義務教育の内容についてである︒首相は九年間

私の提言を終りたい︒

改めてほしい︒それと同時に︑子供達が自己に適した又

頒価五︑○○○円華鍋○円

蕊建吊社

入のぞまれるのである︒︵本会顧問日経連会長︶
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ロｑ言︲１１上１０口

片山清一著

目白学園女子教育研究所長

近代日本の女子教育

目次ｊ

第一章文明開化と女子就学の開始
第二章女子教育の伝統と近代化
第三章国家主義の拾頭と女子教育論
第四章以下：⁝・第八章

第第二
編女子道徳の変遷発
一章明治前期の小学校修身番にみる女子道徳の変遷ｆ噛

第二章明治・大正期の小学校国定修身書に現われた女子道徳の変遷
第三章大正・昭和前期の小学修身書にみる女子道徳の変遷
第三編男女共学問題と女子教育
第一章女学開始と男女別学への道
第二章女子教育における進歩主義と保守主義
第三章教育改革と男女共学への道

〒112東京都文京区千石4−2−15

ＦＤ

︑︲ノ

／︐︑

教育改革の問題はいま事態がめまぐるしく動いているか

至極当然な〃教育臨調″の設置

昨年十一月の十三期審議経過報告は現行教育の問題点をほ

熱意が中教審や文部省にもかなり影響していた︒とりわけ

このように教育改革への熱意はもともと強いのだが︑その

教育改革・私見

ら︑雑誌に書くのはかなり難しいことである︒したがって

を承て︑いったんは十四期中教審に傾いていたのであろう︒

化の可能性の強い民社党の要望により︑当初の心境に帰っ

それが新自由クラブとの連立をはたしたのちの︑準与党

中曾根内閣の教育臨調構想は一月末に急浮上し︑二月六

これもしばしば報道されているように︑秋の自民党総裁再

たものと教育記者仲間はとりさたしている︒その背後には

選への最大布石という政治家としての思惑もたしかに働い

日の施政方針演説で正式に明らかにされた︒年末から年始

たことであろう︒これらが︑もともと教育臨調的な動きに

しかし︑政治家に野心はつきものである︒思惑の伴なわ

じてもらうと公言して︑その人選などについても注文をつ

ない政治はあり得ない︒私は︑純粋に教育改革検討の必要

批判的な者には動機不純とうつる点である︒

曾根首相はこの推移について︑﹁予算編成を前に一月十七

性を感ずる立場から︑中曾根首相の政治判断によってその

けていた形跡があるから︑文部省はじめ教育関係者︑それ

い申し入れがあった﹂と述べている︒たしかにこれが一つ

言でいえば︑この十年あまり教育政策や行政はもっぱら︑

機会が到来したことを喜ぶものである︒それはなぜか︒一

自民党文教族︑文部省・中教審が表裏一体となって進めら

の契機となったようである︒首相は就任前から﹁行政改革

日各野党党主と会談した時︑民社党からも設置について強

に自民党の文教族でさえもかなり当惑したようである︒中

にかけては︑首相は十四期中央教育審議会で教育改革を論

いＯ

ぼ過不足なく表現していた︒首相はおそらくこういう動き

一

本稿では︑細かいことは抜きにして教育改革の手順︑内容︑

亮

国民の受け止め方についての私見を概略述べることにした

羽

の次は教育改革﹂と述べ︑昨年六月には首相官邸に私的諮
問機関として﹁文化と教育に関する懇談会︲一を設けていた︒
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黒

ひどく気になっていた︒﹁教育制度は人為的に作られたも

組批判はおしなべて数年前からきびしくなるばかりなのが

のだが︑永年機能しているうちに人体のようにきわめて複

れてきた︒また︑日教組はその施策の大半に反対してきた
めてきたという意味では教育施策の担い手としてそこに加

変調をきたし別の処で副作用がでる﹂︵西尾幹二﹁どこまで

雑な有機体になっている︒一か所を手術するとホルモンの

が︑三者はその反対の．︿ターンも織り込みずみで施策を進

いって反対して来た日教組が教育臨調の構想が示されたの

えてもよいと思う︒十数年の文教政策を﹁中教審路線﹂と

日教組はそれぞれにせい一杯の努力をしているのだろうが︑

考えれば考えるほど︑決定される施策は限られてきて︑教

絶望できるか﹂諸君二月号︶︒自民党文教族︑文部省︑中教審︑

育の流れを変えるには到らない︒しかし︑そういう結果の

ちは︑﹁従来どおり中教審で検討すればよいではないか﹂

周知のように中教審は四十六年に﹁第三の教育改革﹂と

と主張しているところにそれが現われている︒

称する総合的な教育改革の答申を行っている︒しかし︑そ

象で判断され︑途中の苦し承は世間に伝わらないものであ

前述のように︑十三期中教審報告は今後の検討課題とし

ツｏＯ

の中の高等教育に関する部分や︑一部の技術的改革は実施
をなす部分はたなざらしになっている︒その後︑中教審答

いる︒委員の顔ぶれについては︑別に法律や規則に定めら

すでに三十数年の歴史を持ち︑運営の諸慣行も固定化して

［イノ

されたものの︑六三制以外の学制の試行などといった骨格

するか﹂という治療指針を書く段どりになっていた︒だが︑

はこの診断に基いて︑﹁どこを治療するか﹂︑﹁どこを手術

審議経過報告を読んだとき︑私は中教審が全員一致で治療

て教育の病状を広範に︑ほぼ適確に診断している︒十四期

たが︑それらは国民の眼から象れぱ教育の流れを大きく変

申を受けたわけではないが︑私学助成︑共通一次試験︑高

えるものではなかった︒また︑失敗もあった︒そしてこの

どの関係団体からはただちに診断に不満の声が伝わってき

指針を書くことの難しさを感じていた︒小学校︑幼稚園な

校以下の教育課程改正などいくつかの施策が行なわれてき

間学習塾や模擬試験の流行︑偏差値体制の確立などと︑教

できないのではないかという不安も高まって行った︒筆者

れているわけではないが︑各学校段階の代表者が参加する

も含まれている︒中教審は昭和二十七年に設置されて以来︑

たからである︒この関係者の中には文部省内の教育専門家

育の状況は刻狩悪化した︒

国民の教育への不満は高まるばかりであり︑また︑文部

は仕事上教育関係者ともそれ以外の有識者といわれる人と

省・中教審・日教組にまかせておいては教育は永久に改革

もほぼ均等につき合うことになるが︑後者の文部省や日教

／ 局 、

段階の利害がからむ︒

た方針だったｃしたがって歴史的に見れば︑決して例がな

も首相直属の審議会で︑文部省が事務当局となって決定し

られないという面もある︒

いどころか︑大きな改正は首相直属の機関でなければ決め

など︑人選の方法も固定化している︒教育改革には各学校
したがって中教審の最大機能はそういう利害の調整であ
り︑それ以上にわたるのは難しい︒四十六年答申は調整以

かりである︒二月六日の首相施政方針では︑﹁二一世紀を

たしかに検討すべき問題は多岐にわたり︑しかも難問ば

大学や日教組が反対しただけではない︒小学校長会や幼稚

展望し教育全般にわたり改革断行の機﹂とし︑教育理念︑

上に立ち入ったために答申直後から各方面の反対を受けた︒

じつにこのためであった︒十三期中教審は診断までの作業

園団体が反対し︑文部省が早灸とその実施を断念したのは︑

子女教育︑家庭教育︑社会教育があげられている︒そのほ

幼児教育︑六三制︑教育内容︑教員資質︑入試制度︑海外

なり困難とゑたのである︒

だったからほぼ適確に書けたのだが︑それ以上の作業はか

であった教育刷新委員会の手によって行なわれたのを最後

い︒教育基本法の判定や六三制の実施が︑首相の諮問機関

中教審よりは清新な審議機関を設ける必要性はきわめて高

したがって︑これ以上教育改革ムードを高めるためには

はなく教えられるのでその改正は考えていないとされてい

相答弁では愛国心や親孝行は教育基本法に抵触するもので

ないという批判が以前からある︒二月の予算委における首

ているが︑愛国心︑親孝行などといった徳目は示されてい

ある︒教育基本法には人類共通の教育観や目標が掲げられ

挙すれば︑まず教育理念の面では教育基本法改正の問題が

以下︑この各項目について︑さし当って思いつく点を列

ぼすべてが教育臨調の席に供せられることになろう︒

に︑戦後は文部省・中教審によってことが決められてきた

教育臨調は何をなすべきか

ものだから首相直属については︑いまは違和感がたしかに

幼児教育については就学の始期の問題︑幼稚園と厚生省

ある︒

所管の保育所の問題がかねてから存在している︒教育内容

るが︑それならそれで︑この点を確認することにも意味が

議の答申によるものであった︒また実施はされなかったが︑

設し︑私立大学も正式の大学として認めたのは臨時教育会

については小学校の教科数が多すぎて国語や算数の教育が

の審議会は何回か設けられている︒大正期に旧制高校を増

昭和十四年に義務教育八年制が閣議決定されているが︑こ

おろそかにされていることや︑社会科の扱い方という問題

存在する︒しかし︑戦前の教育政策史を見ると︑首相直属

れは教育審議会の決定によるものだった︒これらはいずれ
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向上等についてはいうまでもないし︑社会人経験者や一芸

いないことへの有識者の不満は強い︒教員の資質や意欲の

がある︒とりわけ内外の歴史や地理がきちんと教育されて

校体系を自由化すべきだという意見は強いが︑六三制全体

ちこちの会合に顔を出すと︑六三制に︑ハイパスを設けて学

施政方針演説は六三制検討にも言及しているが︑最近あ

学制改革よりも学校観の改革を

民や社会の学校観にかかわる面もある︒教育臨調といった

通一次試験の問題が大きい︒ただこれは制度とともに︑国

入試制度では︑偏差値体制といわれる高校入試制度︑共

論として確立されたところで︑社会的な諸力学がその実施

るほど教育学は進歩しているわけではないし︑また教育理

教育理論から導き出されたことではない︒それを導き出せ

り方といったことは社会的なことで︑コンセンサスのある

それはある意味では必然的なことである︒学校段階の区切

↑を一気に変革するような議論は鎮静化しているようである︒

に秀でた者が自由に教職につけるような雰囲気づくりは社

大所高所の機関では︑この問題について文部省内の入試改

会から渇望されている︒

善会議のような技術論で扱うのではなく︑大所高所からの

ここ数年の学制改革論は︑主として中等教育の問題から

を妨げることになる︒

学校教育にもまして家庭教育や社会教育に重要性がある

起っていた︒三年ずつに区切られていたのでは十分な人間

議論をすべきであろう︒

ことはいうまでもない︒というよりもこの点に問題が少な

に三・三の区切りにある高校入試に悩む者が多いという問

教育も︑学力の向上も達成されないという視点である︒特

民にとって今のような利用のされ方を続けるのであれば︑

題も大きかった︒しかし︑学校教育というものが企業や国

べきである︒人間の成育にとって必要な自然や異年齢層と
の交流が都市化・核家族化・少子化によって不可能になっ

ければ︑今日のような教育の荒廃も発生しなかったという

ている︒したがってそういう環境を人為的に創り出してや

も比すべき複雑な社会有機体の中での学校の果す役割であ

段として用いるという方法である︒西尾氏のいう︑人体に

る必要があり︑そのためには中曾根首相が予算委員会で述

る︒戦前の学歴社会がきわめて機能的だった残倖から︑い

の利用のされ方というのは︑学校を人間の選別と選抜の手

って来ており︑学校の校地や建築にかける費用は逓減しつ

の総力を投じて設ける必要がある︒すでに子どもの数が減

までも企業は学歴別採用を行なっており︑しかも同じ学歴

どんな学校体系をとるにしても入学試験の問題は残る︒そ

つあるのだから︑その気になれば不可能ではあるまい︒こ

べた相当長期の集馴宿泊生活ｉｉ放牧Ｉの機会も行財政

のように︑教育にまつわる問題は山積している︒
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で人生の多くが決定されるような錯覚を生んでいる︒わが

ならば︑有名校・非有名校といった学校歴に依存している︒

あるとともに︑国民・一人ひとりへの問いかけではないかと

しかない︒その意味では﹁教育臨調﹂とは︑政府の仕事で

かないかぎりどんな教育制度を敷いても五十歩百歩の差で

のあり方により変る国民の利益といった面で全国民的課題

私は思う︒行政改革も︑納税という国民の義務や︑行財政

その習慣が長く続いたものだから︑国民の方にも学校教育
国には学校利用主義という文化が確立しているように見受

鈴木

となのではなかろうか︒︵日本経済新聞論説委員︶

だったが︑教育改革はそれ以上に︑国氏の心にかかわるこ

けられる︒

この文化を捨てることは容易ではないし︑また全面的に
捨てることが好ましいとも思わないが︑相当程度薄めてい

理想主義の予

の中でまだ誰も言っていないのは︑戦後とは理想主義の死

の季節であった︑ということである︒少くとも理想主義は

と述べ﹁戦後について︑種灸の規定がなされてきたが︑そ

長い埋没︑陥没の状態にあり︑ふたたび睡るか否かは︑否

最近読んで感銘を受けたのは﹁竹山道雄著作集﹂︵福武書

こと︑名物教授の憶い出が語られている︒高橋英夫﹁偉大

思想的な立場が鮮明に現われているが︑随所に旧制一高の

ろうか︒河合栄治郎論や小泉信三伝の出版なども含めて︑

理想主義は︑果たして永遠に睡えることのないものであ

定的な予感でしか考えられない﹂と記している︒

最近の傾向をみていると︑単に大正教養主義の復活という

復活はありえない︒物が豊かになって心の豊かさが失われ

いう気がする︒もとより︑かつての理想主義のそのままの

よりは︑もっと深いところから︑何かが求められていると

岩元禎や三谷隆正について語られ︑また竹山道雄も登場す

あるが︑この方は﹁岩元禎をめぐる人々﹂と副題がつき︑

なる暗闇﹂︵新潮十二月号︶も︑近頃興味深く読んだ論文で

店︶である︒この中には著者の戦前戦後を通じて一貫した

勲

る︒これらの人物は主として精神的生活の姿として描かれ
ている︒

高橋氏は︑岩元︑三谷の二人の理想主義者が︑戦局悪化︑
生活窮乏の中で死し︑理想主義はほとんどその光を消した︑
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兆

￨

ないものが︑人々の心の中に沈んでいるように思う︒人間

たというような二元論では説明しきれないもの︑充たされ

もあって︑人間のあるべき姿を前提として︑その完成を目

物と共有する自然の野性を伸ばすという誤解をうけること

では﹁人間性の開発﹂となっていたが︑これでは人間が動

しかし︑皮肉なことに︑これまでの教育の実際の目標は︑

ざす表現となったと説明されている︒

の心の中に絶対的なものを求めるという本性があることを
もう一つの興味ある文書がある︒経済同友会が昨年七月

かれてきたように思われる︒その結果︑人間性の悪性をも

﹁人格の完成﹂ではなくて︑むしろ﹁人間性の開発﹂にお

前提としないで︑求める豊かな心とはいったい何であろう︒
に出した﹁生涯教育の観点から承た企業内教育の新方向﹂

是認することとなり︑校内暴力等の教育危機を招いている︒

と題するパンフレットである︒興味ある第一点は︑中央教

﹁人格の完成﹂はその理想主義の匂いの故に敬遠されてき

の喪失と共にかえりみられなくなった︒しかし︑今なお︑

立った幅の広い教育を実施することが企業の社会的責任で

寮歌祭に集う多くの人々の心の底にあるのは︑単なるノス

育審議会の﹁生涯教育﹂という観点を肯定し︑この観点に

せるものである︒第二のそして最も興味のある点は︑企業

タルジアではなく理想を求めた精神生活に対する郷愁も含

たのであろうか︒岩元禎や三谷隆正に象徴される理想主義︑

内教育の新しい方向として︑﹁従来までの職業訓練はいわ

まれているにちがいない︒﹁絶対的なるもの﹂を人間の思

そしてこれらの群像を擁した旧制高校の理想主義も︑制度

ゆる〃マン・パワー・ポリシー〃で︑人を単なる企業戦力

いての答申の際に企業内教育に言及した内容と符節を合わ

と象る傾向があるのに対して︑新しい体系は〃全人格的教

考の中に存在するものと信じ︑それに接近しようとする精

あるとしている点である︒これは︑中教審の生涯教育につ

ものである︒﹂と述べている部分である︒驚くべき卒直さ

育″を指向し︑人を目的そのものと象る理想主義をめざす

は︑少くとも理想主義について考えることである︒この言

を﹁人格﹂と承ることの意味︒これらについて考えること

神︑﹁目に見えないもの﹂の存在とそれへの畏敬︑子ども

る︒有力な公的な団体の文書で﹁人格﹂とか﹁理想主義﹂

葉が新鮮に響くのは︑社会の成熟と照応し︑教育の世界で

で︑企業の職業訓練方針の転換と新しい教育観を述べてい

いかと思う︒戦後ということであれば︑教育基本法の教育

という言葉を用いたのは︑寡聞にしてこれが初めてではな

受とられるものがあるからではなかろうか︒

も︑反省と見直しを迫られているある部分への啓示として

︵本会理事文化庁長官︶

の目的に掲げられた﹁人格の完成﹂があり︑この表現に理
想主義のエッセンスを承ることができる︒教育刷新委員会
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教育改革の視
｜︑教育改革の基本的姿勢

教育改革は単なる学制改革ではない︒

占

松本幸三郎

家庭の役割︑学校の役割︑行政の役割︑社会の役割︒そ

はならない︒

にどう対処すべきかを明示していただきたい︒

れぞれの分野に於ける基準になるものを示し︑国民がこれ

革は︑単なる制度の変更を願っているものではなく︑国民

否定するものではないが︑今回国民の切望している教育改

と責任を重んじ︑心身ともに健康な国民の育成を期して行

と︑究極の目的を示し︑更に︑｜︲真理と正義を愛し︑勤労

教育基本法第一条に︑﹁教育は︑人格の完成をめざし﹂

二︑教育の目的

のものの考え方︑価値判断を正しいものに矯正し︑是非善

真理とは何か︒正義とは︑責任とは︑心身ともに健康な

われなければならない﹂とある︒

最近の世情をゑていると︑今まで︑解っているとばかり

国民とは︒

自分を勘定に入れず︑冷静に客観的にその根源を見究め︑

向って要求しているものなのか︑それとも︑全国民に向っ

そもそも︑この教育の目的なるものは︑為政者が教師に

かと︑疑問さえ湧いてくるのである︒

思っていたこれらのことが︑一体どうなっているのだろう

謙虚にその実態を受容し︑いかにすればこの原因を除去し︑

て呼びかけているものなのか︑論ずるまでもなく後者であ
る︒

望ましい︑時と処とを超えて︑世界に通用する日本人を育

と思う︒

の点を詳細且正確に認識してかからなければならないもの

それには︑現今の教育の荒廃は何に起因しているか︒こ

きかという︑根本問題の解決を願っているのである︒

実践のできる︑真の望ましい日本人の育成はいかにあるべ

悪のけじめがはっきりと判別でき︑しかも︑それに基いた

学制改革は固より教育改革の重要な一環であり︑これを

りと押えておいていただきたい︒

教育改革の立案実施に当っては︑先ずこのことをしっか

J､，、

成することができるか︒これに応え得る教育改革でなくて
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l
l
l

教育の任に当る国民は誰か︒親であり︑大人であり︑教
卒先垂範︒教える者が教えられる者に︑身をもって範を

師であり︑マスコミであり︑為政者である︒

現在の為政者︑教師︑マスコミ︑大人︑とり分け両親は︑

示す︑所謂︑﹃後姿の教育﹄がこれである︒

悪を憎む心︒例えそれが小さなことであっても見逃しに

せず︑昔流に言えば︑勧善懲悪・信賞必罰︑他人に対して

成する方策を示してほしいものである︒

だけでなく︑自分に対してもそれができる︑強い国民を育

こんな風潮が︑こどもの世界だけでなく︑大人の世界に

﹁赤信号︑ぷんなで渡ればこわくない﹂

るまい︒

も横行していることを嘆じているのは︑私一人だけではあ

果してその任に応えているであろうか︒敢て教育荒廃の元
れても仕方のない人達が多いのではあるまいか︒自分を省

責任を重んずるとはどうすることか︒論語に︑﹁子夏日︑

凶とまでは言わないまでも︑その片棒を担いでいると言わ

小人之過也︑必丈︒﹂とあるが︑﹁知りません︒﹂﹁記憶にあ

かざる

国政を預かる者︒職を教育に奉ずる者︒先ずこの両者が

りません︒﹂﹁忘れました︒﹂次は他人に責任を転嫁する︒

ろ言訳けをした後で︑﹁今後二度とこのような事故は起し

ホテル火災︑炭坑事故︑航空機事故︒責任者は︑いろい
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ゑて心が姪くが故に︑殊更にこの点を採り上げるのである︒

ある︒

国民の中核となり︑目的達成を︑身をもって実践すべきで

に近づくことなのか︒この点を十分究明し︑でき得れば全

かった︒﹂ということになる︒

たまたま交通取締りや税務査察で挙げられると︑﹁運が悪

ての国民に理解し易いように︑実在の師表を挙げて国民に

ません︒﹂と深々と頭を下げる︒﹁天災は忘れた頃にやって

人格の完成とは何か︒いかに言動することが人格の完成

示し︑その向うべき方向︑求めるべき価値を明らかにして

くるｏ﹂というが︑﹁人災は︑舌の根の乾かぬ中にやってく

真理と正義を愛する国民とは︒是非善悪︑真偽正邪の区

ほしいものである︒

ラジオ︑テレビ︑新聞などのマスコミを通じ︑これらの

る︒﹂のが現状である︒

実態が︑一般国民別けて青少年の脳裡に焼き付けられてい

別がはっきりとでき︑人類にとって日本国民にとって︑真
に尊重されるべきもの価値高きものが︑的確に弁別できる
くみ

とともに︑その邪悪なるものを排し︑真正なるものに与す

状では︑責任を重んずる国民の育成など︑程遠い話である︒

口では︑いかにうまく言い繕っても︑実践が伴わない現

ることを︑関係者は銘記しておいていただきたい︒

ることのできる︑強固な意志と実践力とを持った国民のこ
とである︒

／ 可 ハ ､

要なものは﹁物﹂である︒恩も義理も無いとは言わないが︑

この日本人が生活し︑生命を維持するためには︑先ず必

食も無く︑衣も無く︑住居も無い日本人︒

達には到底断言できることではないが︑細心の注意と準備

遂︑二の次になってしまったのが一般の実態であった︒

過ちや罪を絶対に犯さないということは︑神様でない私
の上に事を行い︑過ちがあれば︑素直にそれを認め︑進ん

非行も︑暴力も︑学校嫌いも︑糸んなこの間に大人達が

平然と金に換えて恥じない世の中になってしまった︒

を得るために︑金銭に換えてはならない大事なものまで︑

こんな風潮が国民の間に広がり︑人々の中には︑金や物

る︒地位も名誉も︒

﹁物﹂さえあれば︑金さえあれば︑世の中は何とでもな

である︒

何を落したのか︒言うまでもなく︑何物にも代え難い﹁心﹂

しかし︑この過程に於て思わざる落し物をしてしまった︒

し上がった︒

捷の列国を追い越して︑遂に米国に迫る経済大国にまで伸

が幸いして︑戦後の復興は異常な速度で運行し︑すでに戦

経済最優先の政治が進められ︑日本人の持ち前の勤勉さ

で物心両面から︑能う限りの償いをする︒
この誠意ある態度︒これが世の中の争い事を解決させ︑
事故を未然に防ぐ鍵である︒

真心をもって事に当り人に接する態度の育成︒これは単
に家庭や学校の教育だけに依存するのでなく︑今回の教育
目標である︒

改革に当り︑政府国民一体となって達成すべき大事業︑大
以上︑教育の目的の中の特に留意すべき事項について日
頃の私見を述べたが︑教育改革に当っては︑何よりも教育
基本法をよくよく攻究し︑単なる言葉の上のきれいごとだ
けでなく︑誰が︑何時︑何処で︑どのように実践すべきか
を︑具体的に明確に指示してほしいものである︒
三︑教育荒廃の原因

教育改革に当っては︑先ずその原因を探究することが不

過ぎないように思う︒しからぱ最大の原因は何か︒終戦後

の原因が暗一伝されているが︑これらは原因のほんの一端に

片︒一︲何でも買える一万円札じゃ︒﹂﹁一枚くださいおとも

にさげた袋の中から︑やおら取り取したものは長方形の紙

太郎さん︒お腰に付けたものは何ですか︒﹂桃太郎が︑腰

た︒演目は﹃桃太郎の鬼退治﹄である︒｜︲桃太郎さん︑桃

過日︑某小学校．︑児童達が自作自演の寸劇をやってい

播いてきた種が芽えたものなのである︒

から今日までの政治の在り方に︑その根本原因があるので

六三制︑入試地獄︑偏差値教育︑日教組の偏向等々荒廃

可欠である︒

はあるまいか︒
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塾の教育は︑専ら競争力の増強である︒思い遮り︑協力︒

小学校の低学年から︑中には幼稚園から進学塾へ通わせる︒

人間生活に於て最も大事なものの一つが︑ここでは︑二の

て苦笑い︒

をします︒﹂見ていたお母さん達は︑思わず顔を見合わせ
今やきび団子では家来は集められないのである︒

次三の次になっている︒

挟むものではない︒唯危倶するところは︑経済が万能の王

経済の発展は国力の発展である︒このことに異議を差し

﹁自分に学歴が無かったために辛い思いをさせられた︒

者面をして闇歩し︑主人である人間が︑思いのままに振り

こどもたちにはこの苦労をさせたくない︒﹂﹁自分の家は貧
ども達には︒﹂

経済中心主義の政治の在り方︑ひいては教育の在り方︒

である︒

回され︑唯々諾々としてその下僕になり下がっている現状

乏だったために欲しい物が買って貰えなかった︒せめてこ
結果はどうなったか︒こども達は︑生活の苦しみ︑物の
なくなり︑その能力におかまいなく大学という名の学校へ︑

貴さ︑勤労の楽し承といった貴重な体験を味わう機会が少
友達との均衡上︑無理矢理入学させられるという結果にな

とあるが︑この個人の尊重は︑他人の生命財産福祉の犠牲

憲法十三条に︑﹁すべて国民は︑個人として尊重される﹂

荒廃を招いている大きな原因である︒

個人主義の行き過ぎから利己主義の横行︒これも教育の

ならない点であると思う︒

教育改革に当っては︑先ず第一に考慮改善されなければ

った︒

講義が解らず︑また興味も無いから︑貴重な受講時間を
心身の疲労回復の時間に充てたり︑次の遊びの計画を練っ

先生方も︑その実態が分っているから︑適当に単位を取

たりして過ごす輩が出る︒

めに︑何等罪の無い他人の生命自由財産名誉を︑何の良心

昨今の世情をみると︑自分の生命財産自由福祉追求のた

の上にも尊重されるものではないのである︒

か︑採用時の資格にランク付をする︒うまく入社就職でき

の阿責もなく︑安易に犠牲にしている事件が︑余りにも多

いざ就職︒採用する企業も企業で︑大学卒とか高校卒と

らせ卒業させてしまう︒

ても︑○○大卒なら課長級まで︑○○大卒なら部長︑局長

過ぎることを嘆かずにはいられない︒

間ではない︒禽獣に等しい存在である︒

神を畏れる心︑良心の珂責︑これを失った人間は最早人

級までとか︑将来のランク付までされてしまう︒

物欲︑名誉欲︑権力欲の権化となりきった両親もこども
も︑素直さ純真さ思い遣り︑時には健康まで犠牲にして︑

１エ
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／Ｉ︑

物の貴さ︑有難さに麻陣した国民は︑遂に生命の尊厳さ
をも見失いかけている︒

自分の言った言葉ややった行為によって︑相手がどれ程
傷つけられるか︑傷つけられているか︒全く意に介してい
ないのである︒

﹁個人として尊重される︒﹂とは︑自己だけが尊重される

いうことであり︑時には︑自分の権利︑利便︑欲求は犠牲

しなければならない場合もあるのである︒

にしてでも︑相手の個人及び個人の集合である集団を尊重

経済優先の世の中︑個人尊重をはき違えた利己主義︑神

を怖れぬ生命の軽視︑これこそ教育荒廃の元凶であり︑そ

の対策こそ今回の教育改革に於ける最重点事項ではあるま

いか︒︵教育評論家︶

ないにもかかわらず︑親の意思や周囲の情勢に押されて︑

題といっても︑一概にはいえない︒もともと進学の意思が

第二に︑不適応の問題があげられる︒ただ︑不適応の問
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ということではない︒相手︑第三者の個人も尊重されると

増田

きわめてあいまいなものになってしまった︒高校全体を通

第一に︑高校のそれ相当の学力のレベルといったものが︑

の現実から来ている︒

パーセントの者が︑高校に進学している︒これは希望する

に置かれている︒高校はどこもゑな同じだというのではな

じてゑると︑高校生の学力の下限は︑きわめて低いところ

財政力を動かして︑全国的に︑主として公立高校の増設に

高学歴志向という国民的な教育エネルギーが︑国や地方の

進学してきたという生徒もいる︒また学力の面で︑基礎学

／ 1 戸 、

高等学校の教育改革をどうするか

こんにちの高校教育の諸問題

て一部の人たちの間で唱えられてきた高校全入論が︑実態

よる収容力の増大を図ったことによる︒こんにちの高校教

った︒

くて︑学校の学力レベルはさまざまであるということにな

育の諸問題とは︑多くの場合︑このふくれすぎた高校教育

入運動もさることながら︑日本経済の繁栄を背景にして︑

においておおむね達成されたということになる︒これは全

者のおおかたが高校に入っているということであり︑かね

こんにち高校教育が普及して︑義務教育終了者の九十四

信

力がついていないために︑高校の指導に最初からついてい
る学校ということから︑不本意入学を余儀なくされてしま

けないという生徒もいる︒また中学での進路選択で︑入れ
ったという生徒もいる︒

このような︑こんにちの高校教育の諸問題を解決するた

一口でいえばそれは︑新しい学習指導要領による新しい

めに︑現在どんな手が打たれているか︒

綱的基準が決められている︒この学習指導要領は︑時世の

高等学校の学習内容は︑学習指導要領によって︑その大

分機能するかどうか︒それは多分に今後の問題となる︒

教育課程の実施ということになる︒それが諸問題解決に十

導上の問題もからんで︑学力不振ひいては留年︑なかには

変化と高校教育の実態に対応して︑戦後五回改められてい

これらの生徒は︑なかなか高校生活になじめず︑生活指

五十七年度の高校中退者は︑全国総計で十万をこえたと発

中途退学のやむなきに至る者も出てくることになる︒昭和

る︒学習指導要領が改まると︑教科書が改まり︑教育課程

たわけではない︒喫煙．︑ハイクなどの外向的なもののほか

わすのは中学が多くなっているが︑高校で問題がなくなっ

から学年進行ではじめられ︑本年度︑移行が完了すること

れた新しい学習指導要領に茎づくもので︑昭和五十七年度

いま進行中の新しい教育課程は︑昭和五十三年に告示さ

が改まって︑学校の教育が変わることになる︒

に︑登校拒否や教育相談的事象のような内向的な問題も少

になる︒そしてこの改定は︑それまでのものとはちがって︑

第三は生活指導上の問題である︒最近は︑マスコミを賑

表されている︒

くない︒

はないが︑その高校教育に及ぼす影響は甚大である︒正常

るようになれば︑高校生の資質・能力・適性・進路の多様

義務教育終了者の九十四パーセントの者が高校に進学す

高等学校の中身を変える画期的なものといわれている︒

な高校生活を送った者の︑順当な道すじとして︑大学入学

ったものとすることは当然のことといえよう︒だから︑さ

化は必然のことであるし︑高校の教育内容をその実態に合

第四に大学入試の問題がある︒これは高校自体の問題で

の展望が開けてくることが︑最も望ましいことと思われる

一面においては︑制度の実態への不適合ということもなき

きに問題点の第一にあげた学力巾のひろがりということも︑

が︑なかなかそうもいかない︒また大学入試制度が安定し
であるが︑昨今の共通一次論議のように︑これもまたうま

生徒の実態に対応して︑できるだけ多様な教育課程を編成

にしもあらずなのである︒そこで新しい学習指導要領では︑

ていることが︑落着いた高校教育確保のために必要なこと
くない︒

どんな手が打たれているか
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ている心

することをすすめている︒これを高校教育の多様化といっ
併せて弾力化ということがいわれている︒これは教育課

新しい学習指導要領の理念・趣旨はたいへん結構である

人も多い︒その理由は過去の経験にかんがみて︑というこ

が︑結局は変わりばえしなくて終るだろうという説をなす

程の運用に当たっての原則で︑できるだけ︑こうでなけれ

にもかかわらず︑現場はなにほども変わらなかった︒今回

とである︒つまり戦後何回か行われた学習指導要領の改定

の場合も同じことで︑若干の時間数の変化はあるかもしれ

ばならないという制度的枠組承をゆるやかにして︑このよ
うに普及した高校教育の就学か︑できるだけスムーズに行

ないが︑基本パターンにどれだけの変動があるかというの

められている︒高校はどこも同じだ︑ではなくて︑それぞ

か︑問題状況は振出しにもどることになる︒そしてより根

がうまく機能しないことになって︑残っている問題どころ

もし言われる通りであるとすると︑新しい学習指導要領

である︒

われるようにという配慮といえよう︒

れの高校が独自の教育課程をもち︑独特の校風を作る︒高

関連して︑それぞれの高校が特色を発揮するようにすす

校進学者は︑それらの高校のなかから︑自分に合った学校

校教育改革の構想が現われている︒この考え方が︑どんど

以上の新しい学習指導要領の考え方のなかに︑すでに高

かということである︒

なにか︑言いかえれば︑一様化ないしは画一化の力はなに

それはなにか︒高校教育の多様化・弾力化を妨げるものは

実勢というものを問題にしなければならないことになる︒

本的に学習指導要領を︑そのあるくきょうに機能させない

ん具体的な現実となるならば︑高校教育が様変わりするこ

を選んだらいいというわけである︒

とも予想される︒事実︑いま各都道府県で︑新しいタイプ

ろの課題をかかえての︑多角的な検討だろうとは思うが︑

文部省では︑高校入試のあり方を検討している︒いろい

実践が︑活気をもって進められている︒これによって︑学

の力が加わってしまう︒まず入口のところで多様化傾向は

画一的な高校入試をやっていては︑入口のところで一様化

の高校作りをはじめとして︑新しい高校教育創造の構想や

ならば︑高校教育の改革の大半は成し遂げられたことにな

出せないものだろうか︑という検討もきっと行われている

力観の問題︑不適応の問題︑生活指導上の問題が解消する

と思う︒よい指針を期待するものである︒たしかにこの問
題が一つある︒

る︒しかしことは︑そううまく運ぶようにも思われない︒
残っている問題︑困難な問題

別格に大学入試の問題があることも︑大きな障害である︒
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留してきた大学入試の問題である︒高校教育を論ずる場合︑

施すことを目的としていて︑制度上高校と全く異るもので

等学校と横並びの後期中等教育機関であるが︑実務教育を

もう一つ︑専修学校高等課程との関連があるｃこれは高

ブＱ○

諸悪の根源は大学入試にありとするのは短絡に過ぎるであ

入口の問題が出れば︑次は出口の問題となる︒先程来保

ろう︒ただ︑高校増設が普通科ばかりとなって︑職業高校

性の面でちがいを見出すことはほとんどできないであろう︒

に進むかについて︑こんにちでは︑生徒の資質・能力・適

高校を選ぶか専修学校を選ぶかは境遇的事情によるといっ

ある︒しかし中学卒業者が高校に入るか専修学校高等課程

学歴社会という日本社会の特質があり︑高学歴志向という

てよい︒しかも高校の多様化によって︑高校と専修学校と

の比率を小さくし︑職業高校に教育諸問題を集中させたの

日本人の意識の問題がある︒とすればこれは︑現代の日本

は︑たしかに大学入試の問題に因由があり︑その背景には

文明の問題ということにもなって︑話は大きくなり複雑に

の実質的巾は今後ちぢまってくると思われる︒

一方︑高校への進学率の上昇とさらには普通科への過度

なる︒ただここでは少くとも︑高校教育一様化に最も直接
的な力となっているものは大学入試だろうということはい

集中がこんにちの高校教育の諸問題を生み出しているとい

大学入学資格を与えよという論がなされていて︑上述来の

そして散開を誘導する手だてとして︑専修学校卒業者にも

う事情がある︒そこでこの問題の解決を︑高校の枠内だけ

えるのではないか︒

して正常な高校生活というものが︑多様な高校教育と一体

高校と専修学校との接近から︑これを心情的に理解する者

そこで先に書いたことを︑もう一度ここに書かなければ

のものであるとするならば︑順当な道すじとは︑多様な選

はふえているよにう思われる︒ただ法律・制度の整合性の

の散開を図ってはどうだろうかということが考えられる︒

抜ということでなければならない︒しかも大学教育自体が︑

問題︑私学経営上の競合の問題等がある︒しかしいずれは

で考えないで︑スパンを後期中等教育にまで広げて︑生徒

こんにちきわめて多様化している実態にかんがみても︑多

ならない︒正常な高校生活を送った者の︑順当な道すじと

様な高校教育と多様な大学教育とが︑順当に接続する機能

てくることがあるのではないだろうか︒

教育改革の一つのポイントとして︑この問題が日程に上っ

して︑大学入学の展望が開けてくるようにしてほしい︒そ

として︑大学入試の工夫が望まれるのである︒国公立大学

最後の問題

における共通一次試験と学校別二次試験の組合せに︑それ
が期待されたが︑期待通りに行われていないのが実情であ

（19）

になって問題に取組桑︑協力してことに当たった結果︑あ

問題が起こって︑世間が大騒ぎしたあと︑先生たちも本気

教育の問題は最後には人の問題になる︒中学校に異常な

つの制度問題であるが︑これにしても結局教員養成に当た

方を培うものとして教員養成の問題がある︒これはまた一

しかし︑教師ははじめから教師ではないから︑その考え

る大学の先生に問題があれば︑教員養成制度をどのように

の講座を開く教職課程の教官がいたとしたら︑その講義を

の問題のあった学校について報じられていた︒全体として︑

とすると︑ああいう問題が起こったのは︑制度がわるか

聞いて教壇に立つ教師の姿勢や︑もって思うくしである︒

のことがうそのように︑落着いたいい学校になったと︑そ

ったのか先生がいけなかったのか︑どっちだったのだとい

教育の問題は︑いろいろの意味において根が深いので︑

たないであろう︒進歩の口吻で︑道徳教育否定の道徳教育

うことになる︒教育の問題について︑制度や教育内容に対

これを改めるといっても︑容易なことではない︒その衝に

改めたところで︑それはすぐれた教師の魂を作る役には立

する問題意識をもつことももちろん必要なことであるが︑

当たる者は︑よほど腰をすえてかからないといけないだろ

中学校は落着きをとりもどしてきたといわれる︒

教師がやることをやらずに︑やれ制度がわるいとかそれ指

︵前東京都立墨田川高等学校長全国高等学校長協会会長︶

うと思われる︒

教師の最も信を失うゆえんであるように思われる︒

導要領のしめつけがよくないとか︑顧象て他を言うことは︑

物質文明の開化に反比例して︑精神文明は荒廃している

子どもは社会の鏡である

九時︑十時に︑重いかばんを手にさげて国電に乗っている

間らしく生きることを困難にさえしている︒例えば︑夜の

に作り出された機構であるはずである︒それが︑今や︑人

経済も︑そして教育も︑人間が人間らしく生きていくため

花田修一

Ｉそれが︑現代という社会である．国民の多くが中流階

小・中学生の姿を見るとき︑塾や予備校帰りの青白い疲れ

二十一世紀に生きる子どもたちに幸せを

が人間らしく生きていきにくい社会なのである︒政治も︑

級と自認しながらも︑一方生活や心のゆとりを失い︑人間
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た顔を見るとき︑それが子どもらしい真の姿だといえるで

のではない︒現代という社会を凝視し︑十六年後に二十一

五・四・三制にするとかいった形式的制度の見直しをいう

世紀を迎える社会を推測するとぎ︑少なくとも次のような

あろうか︒元来︑その時間は寝ているときである︒大脳や
疲れた身体を静かに横たえ︑明日のことを夢見ているとき

ことが考えられるからである︒

ばならない︒個性を尊重する社会はまた︑個性も社会を尊

て誕生した人間は︑人間として︑人間らしく生きていかね

それは︑個性の尊重という観点である︒尊い生命を持っ

︑︑︑︑︑

であるはずなのに⁝⁝︒それは彼らが悪いのでもない︒ま
た︑彼が自ら好んでのことでもない︒子どもは︑もっと太
精神の荒廃した社会に︑明るく︑健康な国民は育たない︒

陽の下で遊びたいはずである︒

個性に応じた教育制度が用意される必要がある︒十四・五

重するということである︒一人一人の人間が大事にされ︑

教育改革を進めるとき︑そうした現代の社会情勢︑子ど

い顔で受験勉強してい為姿は︑決して健康的ではない︒ま

歳の思春期真っ只中の人間が︑背を丸め︑目を痛め︑青白

自己を生かし︑社会に貢献し︑人類平和のために尽くすこ

もたちの現実の姿を直視するところから出発しなければな

た︑十八・九歳の青年前期の人間が︑貴重な青春の日為を︑

それは歴史の事実が証明している︒金万能主義︑悪しき学

らない︒なぜなら︑かけがえのない命を持って誕生した子

Ｈの鉛筆で正答をぬりつぶすような姿も︑決して正常とは

歴・派閥主義︑物質優先の経済主義等く今︑日本は反省

どもたちにとって︑二十一世紀に生きる子どもたちにとっ

いえない︒なぜなら︑彼らの目的は高校や大学に合格する

と︑そうした時代が一層要求されるであろう︒とすれば︑

て︑真に人間らしく生きていける社会︑人間としての幸福

すべき時機にきているのではないか︒

を味わえる社会︑そうした社会を大人たちには︑創造する

こと︑その一念にの染エネルギーを燃焼させられているか
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
らである︒心身ともに健康で︑自主的精神に満ちた人間は︑

し︑自らをたくましく育てるべきだからである︒知識の断

思春期・青年期にこそ︑運動をし︑読書をし︑奉仕活動を

︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

義務があるからである︒子どもたちを責めるのはよそう︒
個性を尊重した教育行政を

何故なら︑子どもは社会の鏡なのだから︒

六・三︒三・四制度の見直しは︑教育界内外からも提唱

ずはない︒

片のつめこ染や受験技術の確得が︑創造的人間を育てるは

個性を育て︑社会に貢献し︑人類の平和を願う人間を尊

されてきている︒私は︑中学生とともに二十余年の生活を

場にいる︒が︑それは単に︑四・四・四制にするとか︑

送ってきた教師の一人として︑制度の見直した賛成する立
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身体を伸ばし︑鍛え︑たくましい体力を青少年期に養うこ

を的確に認識しえない皮相的な考えにすぎない︒思い切り

もいるが︑それは現代という時代の実相を︑青少年の実像

ある︒若いときに受験を体験するのも又勉強だ︑という人

重するには︑何よりもまず︑受験体制から解放することで

しろ︑ますます助長されるにちがいない︒とすれば︑学校

情報洪水の現代は︑二十一世紀になっても変わらない︒む

私は次のような三つの観点から提言をしたい︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
その第一は︑生涯教育からの教育内容の見直しである︒

するのか︑という教育内容に関する考察が必要となるが︑

と成長するに応じて︑それら三つの養成ｌ知性・感性・

ればならない︒もっとも人間が誕生して︑幼児期︑少年期

四・五歳から十八・九歳のときにこそチャンスを与えなけ

内容を最小限にとどめ︑将来に生きてはたらく学力・人間

めには︑道徳・各教料などの内容をさらに精選し︑教える

礎・基本を身につけることが必要となるであろう︒そのた

の真偽を判断する力︑情報に対する正しい批判力などの基

をなさない︒むしろ︑価値ある情報を渡得する方法︒情報

体力ｌ雌必要である︒が︑人間がその手ネルギ︲を逓大

教育で教える内容も︑現下に役立つ知識・情報の染では用

限に発揮できる青少年期にこそ︑価値ある体験をさせるべ

力の基礎・基本を体系化することとである︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
第二は︑心身ともに健康に発達するための情操・感性．

と︑未知なる問題に全知全能を傾け知性を磨くこと︑思い

きではないか︒高校・大学への受験体制から︑若者を解放

体育教育の重視を提言したい︒そのためには︑幼・小・

やりややさしい心を感性豊かに育むこと︑それらを︑十

し︑個性に応じた教育が受けられるような制度をつくるべ

的感情を育てるカリキュラムを創造する︒それが︑音楽で

と感じる心は︑美しいものを与え︑感動を呼び起こし︑美

︑︑︑︑︑︑︑

きである︒例えば︑中高一貫した制度とか︑高校を多様化

の発達に必要な教育を行う︒例えば︑美しいものを美しい

中・高とも︑人間科ともいうべき領域を設け︑そこで心身

によって︑国も社会も発展するのだから︒

︑︑︑︑︑兎︑︑

する制度とかが考えられるであろう︒個性を尊重すること
ゆとりのある教育内容を

れらの総合美としての演劇や映画でもよい︒人の心の傷桑

も︑詩歌でも︑絵画でも︑リズム体操でもよい︒また︑そ

を自分のものとし︑思いやりをもった︑優しい心を持った

教育が︑知・徳・体のバランスのとれた人間の成長を願

人間の育成を目ざすのである︒一方︑将来の社会の繁栄︑

い︑また︑個性を尊重し︑伸長させることを意図したもの
であることは︑前述したとおりである︒そのために︑教育

日本や世界の平和に貢献するためには︑たくましい健康な

制度も個性に応じた改革が必要であることを強調した︒

︑︑︑︑︑︑︑

そこで︑具体的に︑学校教育では何を︑どのように教育

（22）

眠りやあくびをする青少年を誰れが作ったのか︒それは︑

れない︒塾や予備校で受験技術に全力を傾け︑学校では居

朝礼で貧血で倒れような青少年に︑二十一世紀はまかせら

からだが必要である︒とび箱で骨折し︑マヅトでねんざし︑

八時間もある︒読書・作文など︑青少年期に充分鍛え︑伝

語の時間は︑週四時間平均である︒隣国の中国などは七

ていく︒現在のカリキュラムでは︑例えば中学校では︑国

年に絶叫させているのは何か︒言葉に人間らしさが欠落し

ために︑幼・小・中・高では︑日本詩Ｉ国語のための教育

の充実を図りたいというのが提言の三つめである︒母国語

統文化の継承と発展のための素地を作っておきたい︒その

教育は︑正に国民生活・文化の基盤であることを再認識し

まさしく社会の︑大人の責任である︒青少年期には︑毎日︑

させるようなカリキュラムを作るべきである︒心身ともに

最低一時間か二時間はびっしょりと汗を流し︑体力を向上
健康な人間の基礎・基本力を養成する︑未来を志向した教

たい︒

て︑私なりの考えを述べた︒これらはいずれも︑教育制度

個性を尊重した教育行政︑ゆとりのある教育内容につい

さればこそ教育は人なり

育内容の体系化を提言したい︒
︑︑︑︑︑︑︑︑

もなく︑日本語である︒世界各国の動向や歴史を考察して

上の提言である︒右の提言が真に結実していくためには︑

第三は︑母国語教育の充実である︒母国語とはいうまで

こそ文化の基礎︑言葉こそ人間発達の基盤︑言葉こそ民族

ぶても︑母国語を教育の中心にすえている︒これは︑言葉

ならない︒

教育行政に関わる政府・文部省は︑時間をかけても広く

何といっても︑教育に携わる人間の問題が根底になければ

国民の意見を聴くことである︒そして︑短期・中期・長期︑

発展の基盤と考えているからである︒学問的に考えても︑

力等々︑言葉のもつ機能は︑深く人間の発達に関与してい

それぞれの展望に立って国家百年の計を構想すべきであろ

言葉と思考力︑言葉と認識力︑言葉と伝達力︑言葉と創造
る︒現代の社会を直視してみるとよい︒いかに言葉が空疎

う︒思想や信条︑立場や制度を乗り越えて︑二十一世紀に

美しい言葉︑力強い言葉︑それらを子どものときから自覚

のは〃言の葉″なのである︒優しい言葉︑励ましの言葉︑

ろう︒人間が人間らしく生きていくための最も源流をなす

声等☆の︑幅広い視野からの検討が待たれる︒

者︑教育現場の実践家︑父母の代表者︑子どもたち自身の

要である︒そのためには︑与野党を超えた人間︑民間代表

生きる子どもたちの幸福のためにこそ︑力を注ぐことが肝

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

るか︑言葉のもつ人間性が欠落していることに気づくであ

化しているか︑いかに言葉が人間らしさから遠ざかってい

させたい︒﹁金︑飯︑うるせい﹂といった悪口雑言を青少
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ミも︑この教育問題について︑真筆な態度で臨んでほしい

また︑一方で新聞・テレビ・雑誌等の︑いわゆるマスコ

ろうか︒一人一人の子どもを愛し︑真に彼らの人間として

彼らの幸福を願う教師が︑今︑日本中にあふれているであ

真に子どもたちの味方になり︑彼らの悩表や苦し象を知り︑

マスコミ自身も教育に対する責務を果たすことが︑国民の

衆伝達のオピニオンとしての責務でもあろう︒何故なら︑

世論として︑建設的に取り組んでほしい︒そのことは︑大

若男女︑さまざまな人のさまざまな考えを掲載し︑国民的

地位の向上︑研修の保障︑担当する子どもの数の削減︵ゆ

人間としての成長を遂げているであろうか︒教師の社会的

うか︒子どもの成長とともに︑教師自身も研究し︑修養し︑

し︑温かい目で見守ってやれる教師があふれているであろ

の成長を願い︑クラブに︑授業に︑行事に︑ともに汗を流

︑︑︑︑︑︑

と願う︒教育に対する偏見や独断ではなく︑各層各界︑老

一員としての義務でもあるからである︒青少年の校内・外

題も山積している︒これらの問題も一方で解決していかね

︑︑︑︑

き届いた教育のために︶等々︑整備し︑検討されるべき問

事件を︑センセーショナルに︑衝撃的に報道するだけでは︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
その責務は果たせまい︒マ﹃︿コミの良識を期待するが故の

ぱならない︒が︑しかし何よりも大切なことは︑教師の子
︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑

どもに対する愛情である︒教育愛︑人間愛といってもよい︒
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直言である︒

人が人を教え育てるという教育の根本にあるのは︑この

パーセントの高

〃愛″である︒愛あってこそ信頼も尊敬も生まれるのであ

三つめに︑子を持つ親の立場である︒

親も巻き込まれている︒自らが学ぶ姿勢を持ち︑より高い︑

校進学率︑鉛パーセントの大学進学率の現代風潮に︑子も

一鑑粋皿鉢趣吾誌蓉諏率評蓉諏鍛嫡一

さやかな提言の結ぶとしたい︒︿一九八四・三・十・記﹀

さればこそ︑教育は人なりと︑私自身も自戒しつつ︑さ

︑︑︑︑︑︑

る︒

ろう︒が︑みんながそうだからわが子も︑といった付和雷

より深い学問を身につけることはだれも反対はしないであ
同的な風潮の裏で︑傷つき︑嘆き︑悲しんでいる子どもの
︑︑

実相をどう判断するのか︒真に子どもの幸せとは何なのか︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

の子どもの幸福を願うそういう親でいたいと思う︒中一の

わが子だけでなく︑広く社会や世界の動向を考察し︑未来
息子︑小二の娘をもつ父親として︑私自身も又︑そう自戒
最後になるが︑教師の人となりについての提言である︒

しながら生きていきたい︒

寸

日本の教育の現状と改革の課題

去る二月六日開会された︑第百一特別国会で︑中曾根総
三つの改革の推進として︑二

理大臣は次のような施政方針を述べた︒

二十一世紀への礎づくり

十一世紀まであと十六年︑対応を急がなければならない︒

近藤修博

するとして︑中曾根首相が国会で述べるまでもなく︑わが

に為政者︑教育者はもとよりその他の誰もが苦慮している

国の教育の現状には多くの問題を抱えており︑それの打開

と福祉の国﹂づくりであり︑平和を志向する国際国家日本

に入学するために必要な知識の習得のみに追われて︑国民

第一にあげたいことは︑児童・生徒の教育が︑上級学校

わが国の教育の問題点

ところである︒

への前進である︒︵・⁝：と先づいい︑このため︶三つの基

いことでいある︒

としての基礎︑基本となる資質・能力の体得が十分ではな

目標は︑自主︑連帯︑創造を基調とする﹁たくましい文化

本的改革に取り組むとして︑第一は行政改革であり︑第二

ために︑﹁偏差値教育﹂が生れたのである︒生徒の学力を

ここに︑生徒を高校に入学させることをより確実にする

いってよいのが現状である︒

い教育を受けられるのは︑僅かに一年生時代だけであると

その他で終ってしまうのが現状である︒いわゆる教育らし

のための準備に入り︑三年の後半は高校入学のための試験

中学校は三か年教育であるが︑二年生になれば高校進学

は財政改革である︒そして第三は教育改革である：：：︒と︑
述べている︒

そこでなお中曾根首相の教育改革についての演説の概要
を述べると︑
﹁教育の刷新改革は︑現在ほどその必要性について世論が盛り上
ったときはない︒また今日の校内暴力︑青少年非行の激増などの
より広い視野からの総合的教育の重視という考え方が弱かったこ

背景には︑戦後︑学校教育のみに依存し︑家庭・社会教育など︑

一定の尺度で計ることは必要ではあるが︑総てをこれに頼

って生徒を偏差値によって輪切りして段階づけることは問

とがあるのではないか︒﹂

といい︑改革の視点を具体的にあげているが︑それは後述
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i

を踏桑出し︑その後何度かの改革が行なわれて︑わが国の

明治のはじめ学制が公布され︑わが国の学校制度が一歩

戦後の教育改革

高校にも同様のことがいえる︒殊に大学入試のためには︑

教育は進歩発展してきている︒

題である︒

高校三か年教育では足りず︑一浪あるいは二浪して予備校

について論及して染たいｐ

後︑教育制度はどのように改革され︑今日に至っているか

そこで︑これらの論述はしばらくおき︑第二次世界大戦

等で学力をつけなければ︑入学できない者が相当数いるこ
また︑大学入試のための︑共通一次試験は実施して数年

とが大きな問題である︒

足らずであるが︑ここにも種々のひず糸が既に生じて︑改
このような入試の問題は︑小学校にまで波及して︑小学

になった︒したかって︑戦後のわが国の教育も︑この占領

政全般は連合国軍最高司令部の占領のもとにおかれること

昭和二十年八月十五日︑敗戦を契機として︑わが国の国

校でも五・六年生になると︑進学教室に通い︑名のある私

というきびしい条件のもとで︑大きな改革をせまられるこ

善を余儀なくされようとしている︒

である︒

立中学校に入学することを望む者が︑相当数いるのが現状

このようななかにあって︑種々教育の改善︑改革を試象

とになった︒

たが︑何といっても戦後の教育改革を︑積極的︑包括的に

以上あげたような教育上のひとつの問題点をとっても︑

偏差値教育の是正︑高校・大学入試制度の改善が急務であ

方向づけたものは︑二十一年三月来日した米国教育使節団

ジョージ．Ｄ・ストッダード氏を団長とする︑著名な教

による勧告である︒

ることがわかる︒

そしてこの問題は︑最近中学校生徒︵主として公立中学校

委員も加えて︑精力的に活動して︑三月三十日には︑一か

育専門家二十七名は︑三月初め来日した︒使節団は日本側

ではあるが︶の校内暴力が異常に発生し︑また青少年の非行︑

このように考えてくると︑上級学校進学の問題ひとつを

犯罪が年を追って増加していることと︑無関係ではない︒

ければ︑解決しないのではないかということになる︒︵その

じまって︑第六章にまで及んでいる︒このうち︑本論に関

それを読むと︑第一章日本の教育の目的及び内容からは

月足らずで三万五千語に及ぶ報告者をまとめた︒

他教師︑父母︑社会等にも種々問題点を抱えているが︑これらにつ

係あるところは第三章初等及び中等学校の教育行政制度の

とってみても︑学校制度の改革にまで突っこんで論議しな

いての詳論は紙数の関係で省いて先に進むことにする︶︒
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基本原理のなかにあげられている︒そのうち主要な項目を

ためには︑絶対に必要な要請でありました︒

新学制の実施は︑わが国が平和的︑文化国家として再発足いたす

例えば︑旧国民学校令は︑義務教育を八年に延長したのであり

発的に解決したものであります︒

の懸案を平和国家︑文化国家として︑再出発いたしました際に自

部からの圧力によるものではないのでありまして︑わが国の長年

そもそも義務教育の年限を延長いたしましたことは︑決して外

がこれはまことにいかんなことであると考えているのであります︒

これを八年に短縮するというような意見があると聞いております

最近︑義務教育の年限につきまして︑国力不相応との理由から︑

抜粋すると︑
﹁初等程度の学校では︑修業年限が従来多小不定であった︒小学
校の修業年限は六ヵ年に定むくきであると我々は信ずる︒﹂

﹁小学校の次の三か年をあらゆる男女生徒のために︑下級中等学
校を創設して︑基本的には同じ型のカリキュラムを全生徒に教え

れは勧める︒﹂

はするが︑個人的な必要に応じて適当に修正できることをわれわ
﹁下級中等学校の後に︑無月謝で希望者はだれでも入学できる上

これによって︑わが国においては昭和二十二年三月三十

ても︑常に義務教育の年限を延長しようと︑努力していたことは

在学する義務があったことを考えれば︑わが国が過去におきまし

また︑終戦前一般男子に対しましては︑満一九歳まで青年学校に

ます︒これは戦時特例によって六年に抑えられたのであります︒

一日﹁教育基本法﹂﹁学校教育法﹂が制定され︑新らしい

級中等学校の開設を勧める︒﹂

学校制度として六・三・三制と︑特に六・三の義務制とそ

ものであって︑外から与えられたものではないと力説して

このように︑六・三制の教育改革は︑わが国の自主的な

養成にいたしましても︑全面的な改変を必要といたします︒⁝⁝﹂

リキュラムにいたしましても︑教科書にいたしましても︑教員の

体に大きな影稗を与え︑就中教育内容につきましては︑例えばカ

若しも︑義務教育の年限を短縮いたしましたときは︑学校制度全

の反面股も身体的に保護を要する時期であるからであります︒

の分れ目になっており︑能力も最も伸びる時期であり︑また︑そ

すと︑満一五歳は身体的にも精神的にもちょうど少年期と青年期

次に︑それでは何故六・三制の義務教育を実施したかと巾しま

お解りのことと存じます︒

しかし︑戦争による混乱等により︑その進ちょくははか

の無月謝︑男女共学がはじまったのである︒

ばかしくなかった︒特に中学校については︑母体となる旧
制の学校がなく︑いわゆる青空教室などがいたるところで
みられた︒

そのため︑六・三制は無理ではないか︑義務制も八か年
ぐらいでよいのではないかという論さえ生れた︒
昭和二十六年八月十四日︑時の文部大臣天野貞祐氏は︑

六三制を存続せしむべき理由Ｉ

参議院文部委員会で次のような答弁をしている︒

﹁
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私は︑天野文部大臣の答弁をやや詳しく述べてしまった

いる︒

る︒

が︑六・三制制定前後にはこのような経緯があったのであ
昭和二十七年四月︑平和条約の発効によって︑わが国は

ース別︑能力別の教育を︑教育指導によって円滑かつ効果

て教育を行ない︑幅広い資質と関心をもつ生徒の多様なコ

⑧前二項のほか︑小学校と中学校︑中学校と高等学校

的に行なうこと︒

のくぎり方を変えることによって︑各学校段階の教育を効
果的に行うこと︒

その他となっている︒

待望の独立国の地位を回復した︒新らしい教育理念を掲げ
た六・三制も︑前述したように一時期は再改革の批判を受

ある︒

ほとんど進展を見ないまま今日に至ったというのが実情で

しかしながら︑答申を受けた文部省側はなぜか消極的で︑

している︒

の第一歩として先導的な試行に着手する必要があると提言

そして︑これらの漸進的な学制改革を推進するため︑そ

たといってよい︒

けることもあったが︑この頃になってようやく定着してき
しかしながら︑その後社会や経済その他が急激に変動す
め︑昭和四十六年六月十一日︑中央教育審議会は︑文部大

る時期を迎え︑教育もその改革を強くせまられた︒このた
臣の諮問に応えて︑﹁教育改革のための基本的施策ｌ今後

この中教審の答申の前後には︑戦後教育の見直しの立場

委員長︵主査・平塚益徳氏︶として︑﹁新しい産業社会におけ

つかをあげると︑日本経済調査協議会では︑土光敏夫氏を

から︑各方面から教育改革論が提案された︒そのうちいく

これは︑前記の明治初年と第二次世界大戦後の二大教育

についてｌ﹂を答申した︒

における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策

改革に次ぐ︑第三の教育改革として︑各方面の反響を得た︒

和四十七年三月に発表している︒これは︑経済界から今後

る人間形成ｌ長期的観点からゑた教育のあり方ｌ﹂を︑昭

①四・五歳児から小学校の低学年の児童までを同じ教

のわが国の教育をどう進めるべかということで︑注目に値

答申の内︑本論に関係あるいくつかの項目をあげると︑

育機関で一貫した教育を行なうことによって︑幼年期の教

梅根悟氏︶を設けて︑﹁続日本の教育をどう改めるべきか﹂

また︑日本教職員組合は︑教育制度検討委員会︵会長・

する︒

②中等教育が中学校と高等学校とに分割されているこ

育効果を高めること︒

とに伴う問題を解決するため︑これらを一貫した学校とし
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を︑昭和四十八年三月に提案している︒

それぞれの提案の内容については︑紙数の関係で省略す

もが肯定し︑その改革を望むものであろう︒

点は︑いづれも極めて重要な課題であることは︑国民の誰

以上の課題の中には早急に手をつけることが必要のもの

もあるし︑また相当の年月をかけて研究しなければならな

るが︑この他にも教育改革への提案がなされたのであった︒
今後の教育改革の課題

そしてこれらの問題については︑各界︑各層の意見を求

いものある︒

根総理大臣が︑前述の国会での施政演説で︑教育改革の論

め︑国民的コンセンサスを得て成案を得なければならない

以上のような経緯を経て今日に至ったのであるが︑中曾

六・三・三︒四制をはじめとする教育制度︑内容︑教員の

議と目指すものとして特にあげた教育理念︑幼児教育︑

雲揖

いで生きて行ける自主的な人間になることである︒

る︒身を立てるというのは︑独立独歩︑だれにもたよらな

片山

︵日本教育評論家協会常任理事︶

ことはいうまでもない︒

資質︑入試制度︑海外子女教育︑家庭や社会教育等の問題

教育の原点への復帰
Ｉ自助の精神Ｉ
およそ︑教育というものは︑被教育者を導いて︑自主的
な人間とするものである︒いつまでも親にたよったり︑教

この学制の思想的背景となったのは︑中村正直︵一八三

一八五八年に出版されたものである︒英国でこの害が発行

一九○四︶の著わした牌軍国①言︵自助論︶で︑

一八九一︶の訳した﹁西国立志編﹂である︒この訳本

二

師にもたれかかったりするような人間となってしまっては︑

教育は何の役にも立たなかったことになる︒自主的な精神

の原本は︑英国のサミュエル・スマイルズ殴目戸邑陣昌の印

学校が設けられるように定めた明治五年︵一八七二︶八月

されると︑高評で︑たちまち二万部を超す売れ行きとなっ

︵一八一二

の学制に先立って出された﹁学事奨励に関する被仰出書﹂

た︒ところで︑幕府の儒官に任ぜられた中村正直は︑慶応

教育の原点といえば︑わが国に初めて公教育としての小

を養うことが︑文字通り﹁教育の原点﹂である︒

にも︑学問は﹁身を立つるの基﹂であることを宣言してい
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そして自分の力によって前途を切り開いて成功した三○

︵一八六八︶六月いそいで帰国することになった︒その時︑

三年幕府がたおれて︑明治新政府ができたので︑明治元年

その後︑版を重ねて︑大正時代に至るまで広く読まれてき

を示し︑当時の日本で総計一○○万部出たといわれている︒

だしたような感激を与えられたのであろう︑非常な売れ行

この書に接した武士の子弟たちは︑暗黒の中に光を見い

○人の実話をのせ︑自助の精神を強調している︒

英国の友人Ｈ・Ｕ・フリーランドが中村にくれたのが︑こ

た︒そしてこの書によって発憤し︑大事業を成し遂げた明

して英国にわたった︒五年間滞在の予定であったが︑慶応

二年︵一八六六︶に幕府派遣の英国留学生十二名の監督と

の自助論であった︒帰国の船中で︑これを読んで非常に感

にわたって︑この書による恩恵を述べている︒このような

と評されることになった︒大倉喜八郎や岸田吟香は︑生涯

治人が多数にのぼっている︒世にこの書は﹁明治の聖書﹂

激し︑これを翻訳して日本の青年たちに読ませたいと考え
このころ︑幕府崩壊後の武家の若者たちは︑自分たちの

た︒

前途をどうしてよいのか︑途方に暮れていた︒幕府にも藩

このように︑中村の﹁自助的精神﹂福沢の﹁独立自尊﹂

によって強化して説かれる︒︵明治六年︶

の教えが︑明治維新という世界史上画期的な大事業をなさ

自主︑自立の精神は︑さらに福沢諭吉の﹁学問のすすめ﹂

こそ︑スマイルズの自助論を訳して青年たちに読ませたい

しめたのではないか︑と考えられる︒そしてその精神はま

にもたよることができないし︑その上︑手に職を持たない

と考え︑明治三年十月に完訳し︑明治四年七月﹁西国立志

青年たちは今後の生き方を模索していた︒中村正直は︑今

編﹂と名づけて発行した︒その書の冒頭に次のように述べ

た教育基本法の自主的精神であり︑さらに今日の﹁自己教

しかしここで一言付加したいことは︑自主的にするため

今や正にこの教育の原点に帰るべき時である︒

育力﹂にほかならない︒これこそが正に教育の原点である︒

ている︒

﹁天は染ずから助くるものを助く﹂といえることわざ
は︑確然経験したる格言なり︒

わずかに一句の中に︑あまねく人事成敗の実験を包蔵

いうことである︒︿東京書籍﹁教室の窓﹂三月号より転載﹀

には︑自律させる態度を養うことを忘れてはならない︑と

︵本会理事目白学園女子教育研究所長︶

せり︒みずから助くということは︑よく自主自立して︑

およそ人たるものの才智の由りて生ずるところの根元な

他人の力によらざることなり︒みずから助くるの精神は︑

ｈソ○
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クトリー・オートメーションで工場の自

フィス・オートメーション︒ＦＡはファ

がマスコミに頻繁に登場する︒ＯＡはオ

ＯＡ︑ＦＡ︑ＨＡ︑ＶＤＴなどの用語

アンケート調査をし︑千六百人の回答を

Ｔを使って働いている労働者三千百人に

労働組合の協力を得て︑近畿全域でＶＤ

︵所長・梶原三郎大阪大学名誉教授︶が

女性五五％︑男性四三％︒﹁この一年で

男性五○％︒﹁まぶたがピクピクする﹂

﹁ものがぼやけて見える﹂女性五九％︑

性の九二％︑男性の八四％にのぼった︒

六・五％となっている︒

近視が進んだ﹂女性三七・六％︑男性三

事後妊娠した五十人のうち十三人が﹁異

い﹂二六・一％︑そしてＶＤＴ作業に従

る﹂二二・九％︑﹁満足感︑充実感がな

﹁機械システムに追われている気がす

ン︑ＶＤＴはビデオ・ディスプレイ・タ

入江徳郎

動化︑ＨＡはホーム・オートメーショ
ーミナルの略である︒

ＯＡの進展はめざましい︒エレクトロニ
ューターや情報機器︑通信機器が発達し

常妊娠︑異常出産﹂と一記入している点は

ＯＡで事務能率は飛躍的に上昇するが

ことに気がかりだ︒

す︒かねて案じられていた事態である︒

職場の人間はひどく疲れ︑健康障害を起

ワードプロセッサーを使っている友人も

肩がこる︑目が疲れるという︒高度技術

はあるまいかと冗談まじりにこぼしてい

社会の最大の成長産業は︑マッサージで

ＶＤＴに伴う健康問題は放置できな

た︒

い︒新しい技術には新らしい健康管理が

らいたい︒

必要だ︒労働省を中心に対策を進めても

、u､、ノ

クスや新らしい材料技術の進歩でコンピ

ているため﹁目が疲れる﹂という人が女

rql，

これを活用するためのソフトウェア技術
も向上する︒こうした新技術を使って経
営︑事務処理をするシステムがＯＡ化だ
が︑単にコンピューターでデータ処理を
するだけでなく︑最近では〃情報の電子
化″という大きな流れになっている︒こ
れとともにＦＡ︑さらにＨＡヘも電子化
ＯＡ化で︑職場に文字や図形をブラウ

がひろがってゆく情勢だ︒

ターサービス︑地方自治体など六十六の

得た︒職場は電機製品製造︑コンピュー

ン管に映し出すのがＶＤＴである︒多数
の人がＶＤＴに向い合って作業をしてい
るケースが激増してきた︒

このほど︑大阪の労働安全衛生研修所

事業所だが︑長時間ブラウン管を見つめ

るが︑この人たちの間に健康障害を訴え

VDTから働く人を護れ

ｒＩＩｉＩＩＩＩ西
Ｉ村
Ｉ幸
Ｉ二
Ｉ郎
ｌ一
ｉ
昔からわが国ではお国柄のせいか︑一般家庭や個人商店

○○Ｏ

感銘を深め︑未だ見たこともない鈴木馬左也氏の人間像に

強く惹きつけられてしまって︑到頭入社試験を受けてみる

気になってしまった︒彼の語るところによれば︑﹁叔父は

門氏︵元老西園寺公望の弟にして徳大寺家より入って住友家の養

もともと官吏であったが大阪在任中︑住友家の先代吉左ヱ

にいたく感動され再三再四入社を懇望されたが容易に首を

子となる︶と相識るところとなって︑その稀れにゑる人柄

さんの並をならない熱意と誠意に︑流石の鈴木氏の鉄石の

縦に振らない︒そのうち両人の交際が深まるにつれて住友

○○○

さては一流筋の会社でも︑夫々その主脳者の好桑に応じて︑

○◎

つ知らない︑もし入社するとすれば﹁以し徳招レ利﹂の一語

心も和らぎ︑終に〃自分は役人であって︑商売のことは何一

少しづつ趣向の変ったご家風と言ったようなものがあって︑

今日なお盛んに行なわれる〃企業体内部の教育″がこれに
類するのである︒

○

か利を求めると云わない︑利を招くと言うは徳を施せば︑利は先方

を終生の信条として凡ての経営に当り度い︵蓋し利を追いと

０︒︒○

さて私の莫逆の友で菅村道太郎といって︑一高・東大と

から徳を慕って来るの意︶と磐石の所信を披涯された︒吉左ヱ

︒０

及んで造幣局や塩専売局長となったが︑惜しくも比較的早

引き続き一緒︑寄宿寮も同室︑卒業後大蔵省に入り中年に

かではないが住友家では古くは浮利を追う可からずと教育してい

門氏も〃それこそ私も平素から考えている通りである〃︵定

る人物の住友入りが実現されたのであった︒時に日清の役

たように記憶する︶と大いに喜ばれ︑いよいよ鈴木馬左也な

○Ｏ

った鈴木馬左也という人の義理の甥に当り︵彼の母堂が鈴木

く他界した人物がいた︒実は彼は当時住友財閥の総理事だ
夫人の妹︶私がいよいよ大学卒業の前年実業界に就職を決心

収まった翌廿九年五月︑鈴木氏三十六歳︑直ちに本店支配

このように所謂三顧の礼︵弱の劉備が三たび諸葛孔明の庵を

いおり

○○○○

した時︑彼は極力︑三井三菱その他一流会社はやめて是非共
○○

住友へ入れと口をきわめて勧めるのだった︒当時住友の名

人となったのであった︒

訪ねて遂に軍師に迎えた中国の故事︶を以て迎えられたため︑

○

は関西ではいざ知らず︑東京では失礼ながら三井三菱など

忽ち累進して入社後八年︑当時の総理事だった伊庭貞剛

の大財閥とは格段の差があり︑私達関西出身の仲間ですら
に話す結果︑私は彼の熱意と誠意のこもった勧誘に次第に

少々軽く見くびっていた︒ところが勤直な彼が次々と熱心
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︵住友家中興の大功労者︶は自ら進んで他の上席理事︑河上謹

追いつき追い越してゆくには〃事業の興廃は人に在り″広

﹁住友は徳を根本義としているが将来三井三菱など先進に

︑○

一︵後年の興銀総裁河上弘一氏の尊父︶田辺貞吉の諸氏に勧め

め凡ゆる努力工夫が凝らされたのだった︒東大︑商大生の

く天下に人材を求むることこそ先決である︒この目的のた

○

て一同連挟辞職し︑若冠四十四歳に過ぎなかった偉人鈴木

くい

氏に席を譲り同財閥全事業の統率を一任したのだった︒

役を引き具し多くの時日を費して長期滞京を意としない︒

採用面接に当っても︑総理事自ら陣頭に立って各事業の重

乎不抜の信念とに指導せられ︑〃以レ徳招レ利″の根本理念

部下がこのため事務渋滞し商機を失うと苦言を呈したとこ

爾来住友は鈴木総理事の高潔なる人格と︑稀れに見る確
は一貫して歴代の幹部をも洗脳し尽し︑その真髄は脈々と

ろ︑〃それは一時の損失に過ぎない︒意とするに足らない︒

思うに︑徳川三百年の天下平定︑藩閥の世となった頃︑

象ないと︑私達自ら伯楽となって千里の駿馬を求めるその

天下の一人材を失うは千載に悔を残す″と諭して少しも省

さと

して伝えられて今日に及んだのである︒

所謂﹁家訓﹂と云って︑家父家長から子孫や家臣に与えた
○○

訓戒︵広辞苑による︶言うなれば一種の教育法が広く行わ

かく

物がいた︒親友の熱心な勧めによって入社試験を受けた︒

﹁叔父の長男殻太郎君の同級の親友に福定与四郎なる人

た︒

更に彼は次のような物語りをつけ加えるのを忘れなかっ

熱意溢れた遠大の方針にいたく感動された︒

れていた︒大藩小藩の士族から︑由緒のある大家族や一流
筋の商社が︑夫をその首脳者の好承に応じて少しづつニュ
アンスを異にした〃ご家風″とも見倣すものだ︒

試ゑに弘道会の第三代から第六代までの四会長は何れも

面接室に入るや一瞬重役達が何れも寛ろいで大笑いの最中

維持につとめこれらの先達たちが大正初期に西神田の目貫

くして彼を自邸に招き文字通り畳に両手をついて前日の非

聞かない︒事態を聞いた鈴木氏は大いに驚いて早速礼を厚

やないか〃と憤慨して入社を拒絶し︑親友の宥めの言葉も

ざま

の酒井忠正と人も知る大々名のお殿さまばかり︒会祖西村

松江の松平直亮・尾張の徳川達孝・佐倉の堀田正恒・姫路

の人材を求める真面目な態度なのか︒まるでなっとらんぢ

だった︒彼も心中不審を抱きながら帰るや〃あの態が天下

きの地に会の敷地を手当てされていたためにこそ︑今回の

礼を詫びた︒その真筆な態度と溢れる誠意に福定さんは却

○

先生の説く﹁弘道﹂の教を心から遵奉し︑永年これが興隆

られ感謝に堪えないのである︒

っていたく感動恐縮して入社したのだった︒この一事を以

商事会社と道義団体との稀れに見る千載一遇の好機が与え
彼菅村君は更に語を続けて︑
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ったが惜しくも早逝された︶この実話を聞いた私は益々未だ

︵この福定氏は大正十年私が入社の際早くも預金の主任の地位であ

てするも如何に人材を重視しているかが解るだろうと︒﹂

フルに発揮せしめ住友全般の事業隆盛を企画していた︒か

交流も水の流れる如く︑人材を縦横に駆使してその才能を

関連会社に随時適当な人物を配置し︑また各事業間の人事

面会日とし︑多くの部下の忌揮ない意見を徴するに専ら主

月一回直接人事担当の重役は必らず自宅を開放して定例

○

の終戦当時Ｇ・Ｈ・Ｑが財閥解体に狂奔した際︑彼らをし

○○

見ぬ幻の鈴木馬左也なる人物に︑心の真底から感動︑写真

て三井三菱は成程財閥だが住友は財閥と云わんより寧ろ人
れた︒

○

で見せられたあの山羊髭を生やしまるで達磨のような風貌

閥というが適当なりと評されたのもまた宜なるかなと思わ

った︒

に憧れの思いをつのらせ︑遂に入社の決意を堅めたのであ

更に進んで入社後の私の体験をそのまま伝えることがこ
たが︑採用試験にはご病気のためか鈴木総理事は珍らしく

力を注いでいた︒私達年少気鋭の者は遠慮なく感想を述べ

の際適わしいと考えて次に語らせて頂く︒

姿を見せず︑ガッカリさせられたが︑翌十一年十二月には

意見を開陳し︑時には会社の最高政策にまで礎を指しはさ

かくて私は大正十年︑東大卒業と共に住友銀行に入社し

善一咳に接する機会もなく終生の恨事となったのである︒

齢六十二を以って惜しくも永眠されたので︑生前終にその

んで批判し進言苦言を呈することも敢えてし︑また重役も

かどで

それを歓迎する寛いだ空気だった︒これらの意見は時には

の理念は全事業の根底に一貫して深く培われ︑また人材尊

入社して徐ろに観察するに︑鈴木さんの﹁以レ徳招レ利﹂

あったが〃済んだことは仕方がない︑これを経験とし生か

務不慣れのため過失を仕出かし規定通り厳罰を喰うことも

らをして驚かすと共に感激せしめて措かなかった︒時に事

フもつ

私の社会への首途︑その後の一生の運命がかくて確定さ

そのまま採用されたことも四・五に止まらず︑下意上達︑

重主義も本社が全事業の中心に磐石の如く存在しオール住

せて将来に役立てよ〃と慰め励まされ感謝に目の潤むこと

えに

れたのであって︑人と人との縁しの糸の鍵れては解ける神

下々の偽らない声を聞くに汲倉たる態度寛大な配慮はわれ

友グループの高級人事一切はこれに統轄せられ︑総理事を

すらあった︒後年支店長の時の如きも〃野に遺賢あらしめ

しも

あらず今尚お感無量を禁じ得ない︒

秘さは︑これ天の定め給うもの︑凡夫の測り知るところに

ピラミッドの頂点として一糸乱れず本社に人材を集中し一

てはならない︑部下の中から埋れた俊才を掘りおこし︑隠

○○

種の人的プールとして養成教育を施し︑極めて機動的に各
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れた英才の養成教育に努力せよ″とはつばをかけられたこ

り︑その責任や義務が幾千倍の重きを加えたことを痛感す

の声聞くや久しく︑肝心の教育界の師弟間の確執︑さては

近時わが国内情勢を顧みるに︑経済界︑政界の倫理欠如

るのである︒

家庭内の膜の不在及職場における教育訓練の放棄など凡ゆ

更に戦後一時三井三菱ら先進の財閥が商事部門の進出に

とも今尚なつかしく忘れ得ない︒

よって巨利を博した時代︑住友も声を大にしてこれが追随

る方面における教育対策が久しきに亘って等閑りにされて

なおざ

を迫り進言これつとめたところ︑幹部は〃以レ徳招レ利″の

来て今日となってはニッチもサッチも行なくなり︑これが

のつ

精神に則とり︑〃住友は別子銅鉱発見以来︑これに関連し

﹁諸悪の根源﹂ともなり起爆剤ともなって世は世期末の世

むさ

のを更に転売して飽くない巨利を負ぽるは絶対にしてはな

Ｏ○

た国家社会の有用資材の製造会社である︒他人の造ったも

相を呈するに至った︒

○○

古来国家の興廃は一に教育の如何にかかる︒一吉田松陰

らない〃と厳しく禁じられた︒戦後に至って漸やく世界情
勢の激変によって︑他におくれて始めて許可されて現在と

ころ︒喋々するまでもない︒

の教育が維新の大業を成就せしめたことは万人の認めると

今後の若い世代の教育に死力を尽してこれら凡てを次々

と後世に遺すべきであると確信して己まない︒

︵本会会長︶
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○○

らずその厳格さ徹底さにわれ人共に驚嘆したのであった︒

なったのであった︒以って職場における訓育教育が今も変
このように稀に見る高い倫理思想に育成教育されて来た
を感じ︑百年にまたがる半永久的な堅い提携を結び得たこ

ありませんか︒

誓を新たにして一致協力強く雄々しく大空を飛湖こうでは

はぱた

混沌︑一触即発のこの時こそ更に緊揮一番また一番︑堅い

﹁弘道﹂の道たるや遠く且又険わしく登るに難い︒世相

＊

住友商事に対し︑わが弘道会は限りない尊敬と︑強い魅力
とは︑創立の当初より﹁永遠の世界平和﹂と古今東西に通
○○○○○

ずる真理である﹁誠﹂の道を宣揚する道義団体として︑常

日頃の堅い結束の持続こそ．事業内の不断の教育の仕方
に﹂外ならないと確く信ずる︒

しかも近く帝都の中央にユニークな姿で建築されるビル
は他の貸ビルやマンションと類を異にして︑ただ﹁日本弘
道ビル﹂として︑わが国における﹁平和の殿堂﹂の一つと
して道義団体としての活動に励む態勢を取り得ることとな

＊

轍駕軒紺儲豊撫温ｉ
古川哲史
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就任と退任

めに益なしとしない︒風聞のごときは深くおもんぱかるま

でもなかろう．Ｉそう思い潅おして校長就任を受諾する
︵本官は宮中顧問官︶︒

こととし︑七月十三日︑兼任華族女学校長の辞令を受けた

華族女学校は華族の女子を教育するのが本来の目的であ

ったが︑士族や平民の女子もいくらかまじり︑発足時の生

明治十八年十月のことで︑﹃学習院の百年﹄︵昭和五十三年十

徒総数は百三十三名であった︒ここに発足時といったのは

月刊︶によれば︑学習院はもともと男子のために設けられ

明治二十六年十一月二十六日︑宮内大臣土方久元の使者
として同秘書官斎藤桃太郎が西村茂樹︵泊翁︶をたずね︑

三日のことで︑それよりさき七月六日︑このときも宮内大

泊翁が華族女学校長に就任したのは明治二十一年七月十

年︑下田歌子は伊藤博文︑土方久元︑井上毅などのすすめ

機関を要望する声が高くなった︒それに応えて︑明治十四

情勢になっていた︒華族のあいだにも︑当然︑女子の教育

うとする気運がたかまり︑女学校や女塾が設けられる社会

ろが明治十四年ごろには︑女子のために独自の教育を施そ

た学校であったので︑男子中心になりがちであった︒とこ

臣秘書官斎藤桃太郎が来訪し︑華族女学校長を兼任するよ

めた︒

宮内大臣の内意を伝えて華族女学校長を辞任するように求

うにとの宮内大臣︵このときは伊藤博文︶の内意を伝えた︒

を開設した︒

学習院は従来私立学校であったが︑明治十七年四月︑宮

て︑麹町区一番町に上流の子女を教育するための桃天女塾

内省所轄の官立学校となった︒それと同時に皇后宮︵昭憲

そのとき泊翁は︑華族女学校は皇后宮が親ら華族の女子を
わめて貴重なものであるが︑裏面には伊藤宮内大臣が下田

教育しようとの思召しで創立された学校で︑その品格はき
歌子に官禄を与えるために建てたものであるとする風聞が

起こり︑九月には四谷区尾張町の皇宮付属地︵現在の迎賓館

皇太后︶の思召しにより女子のため・官立学校設置の議が

前︶を校地として校舎建築がはじまった︒他方︑宮内省御

あった︒そのため泊翁は受諾をしばらくためらっていたと
泊翁は再考した末︑上等の女子教育は国家のために必要な

用掛に任じられた下田歌子が中心となって開校の準備が進

ころ︑両三日を経て宮内大臣よりの催促があった︒そこで
ことで︑もし自分の考えどおりの教育ができれば国家のた
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泊翁の免官はその結果であろうとする﹁或人の言﹂を紹介

翌十八年春︑校舎は竣工し︑七月には諸般の準備も備っ

められた︒

は下田歌子の私怨にもとづく伊藤博文の意向から発してい
ろうか︒

ると思いこんでいるらしいが︑真相はどうであったのであ

している︒これによれば︑泊翁自身も︑華族女学校長免官

を得た︒それにともない︑学習院の女子教華が九月に廃止

た．で︑宮内大臣は華族女学校設置の勅裁を仰ぎ︑御裁可
され︑三十八名の生徒が華族女学校へ移り︑桃天女塾生六
とおり百三十三名に達したので︑同月五日から授業が開始

ったので明治二十二年七月︑麹町区永田町に移転した︒移

華族女学校は初め四谷に校舎があったが︑不備な点が多

免官の理由

された︒初代校長は学習院長の谷千城がこれを兼ね︑下田

十余名もこれに加わり︑十月には生徒数がさきに紹介した

歌子が幹事兼教授となり実際の運営に当たった︒

点でも︑下田歌子は学監として学校運営の中枢的地位にあ

し︑従来の下等小学科・上等小学科を初等小学科・高等小

移転完了にともない︑二十二年︑華族女学校規則を改定

るが︑移転が完了したのは西村校長になってからである︒

転の計画が立てられたのは第二代校長大鳥圭介の時代であ

ったが︑﹃泊翁日記﹄︵未刊︶によれば︑明治二十六年八月

泊翁が第三代目の校長に就任した明治二十一年七月の時

二十二日︑学監の職をおりて教授に転じている︒そして八

三年の専修科を設けた︒

学科に︑選科を別科と改称し︑高等中学科の上に修業年限

試験は︑それまでは年五回の小試業と学年末の大試業を

月二十四日︑願いのとおり欧州出張を仰せつけられ︑九月
ている︒泊翁の華族女学校長退任はそれから間もなくの十

十日︑欧州へ出発する女史を泊翁は新橋停車場まで見送っ

あいだには何か関係がなかったであろうか︒泊翁の﹃往事

さらに二十四年に改正があり︑定期試業も廃して平常点だ

期の成績を平均して定めることとした︒試業については︑

い︑平常成績を平均して学期成績を定め︑学年成績は三学

行なっていたが︑これを改めて各学期末に定期試業を行な

録﹄には︑免官当時の宮内大臣は土方久元であったが︑宮

一月二十六日のことであったから︑右の二つの退任事件の

内省の実力者は総理大臣の伊藤博文で︑﹁余の免官は総理

生徒の服装規定も二十二年に改め︑式日以外は和服着袴

けで成績を定めることにした︒

華族女学校学監の職を失なったのは西村校長のさしがねだ

許した︒

での登校を認め︑翌二十三年・は︑式日にも和服の着用を

大臣の意向に出しことを知る﹂と断じたあと︑下田歌子が
と思い︑深く西村を怨んでひそかにこれを伊藤に訴えた︒
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体操は︑ドイツ式では不十分なので︑本邦の舞を折中し

しも領会し難し﹂とある︒泊翁には︑華族女学校長辞任の

故なるかを知らず﹂と書き︑日記にも﹁何の趣意なるか少

後任は枢密顧問官の細川潤次郎に命ぜられたが︑この細

勧告は納得できないことであったのである︒

て用いることとした︒習字は本邦上代様の書家の手本を習
わしめ︑また茶の湯をも学科の中に加えることにした︒

ぶと︑細川は

川と学士会院で泊翁が会った際︑談たまたま辞任問題に及

そのように︑種々な点で政府のとっていた欧化政策が改
革されたが︑そのほか︑華族女学校でも学習院でも︑これ

員︑男爵︑日本教育会初代会長︶をたびたび訪問している︒そ

後︑教育界の顔役であった辻新次︵文部次官を経て貴族院議

山四郎が非職を命ぜられた旨の記事があり︑泊翁はその前

い︒七月二十四日には︑幹事北沢正城︑教授那珂通世︑村

十二年に帝国党に合流した︒泊翁はこの党に加入したこと

二十五年︑西郷従道・品川弥二郎の組織した政党で︑同三

かならん﹂とことわっている︒国民協会というのは︑明治

本協会に加入したることなし︑是は其会員名簿を検せぱ明

の誤りであろうと﹃往事録﹄は訂正したあと︑﹁余は大日

と語った︒ここに﹁国民協会﹂というのは︑﹁大日本協会﹂

た﹂

雑居を非難した︒これが諭旨免官の理由だと大臣は答え

し︑その発会の席に臨んだ︒また山梨県で演説し︑内地

にその理由を問うたところ︑西村は嘗て国民協会に加入

﹁自分は君が校長を免ぜられたのが不可解で︑宮内大臣

まで生徒の父兄が学校に対する不平を宮内大臣に直訴し︑

学校側が迷惑する場合があった︒泊翁はこの弊風を防ぐた
め︑二十二年六月︑華族同方会の席の出席して自分の教育
方針を述べ︑意見のある者はこの弊で校長に訴えるように
求めた︒しかし︑誰ひとり発言する者はなかった︒

して七月二十九日は学校で教官一同を集め︑申し諭すとこ

はもとより︑発会の席に臨んだことはなかった︒しかし大

また︑同年七月末︑華族女学校に何か内紛があったらし

ろがあったと日記はしるしているが︑これらは華族女学校

一日の日記に

日本協会の発会式には出席したことが︑明治二十六年十月

内で混乱・動揺があったことを示していよう︒わたしの想
結びつき︑さらに三カ月後の十一月二十二日の西村茂樹校

像するところ︑それは八月二十二日の下田歌子学監退任と

としるされているので知られる︒﹁少し風邪なれども押て

大日本協会発会式有之二付︑少し風邪なども押て出席﹂

﹁今日︿安倍井盤根等有志者発起二て両国中村楼二於て

しかし泊翁自身は︑﹃往事録﹄の中に﹁余は女学校長と

長退任へと発展したと解される︒

なりて以来︑自ら過失を犯したる事なし︑︹解任が︺何の
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団体に寄せていたとおもわれるが︑﹁加入したることなし﹂

を記し居りたれば︑其速記録を取寄せ見たらば明白なら

反対であったのは事実である︒たとえば︑明治二十六年七

出席﹂したというのであるから︑泊翁は相当な関心をこの

わたしは大日本協会会員名簿を見るために国会図書館に

月︑松平直亮邸で行なわれた道徳懇談会の講演でも︑江州

いが︑泊翁が外人の内地雑居や地を外人に売却する商売に

行って桑たが︑残念ながら所蔵されていなかった︒大日本

三井寺近くの地面を神戸の外人に売る計画があるのを取り

ん﹂とことわってあるから︑今はそれを信用するほかはな

協会関係の文献も皆無のようなのでこの件の調査はあきら

あげて︑﹁あ些云ふ人間の出るのは国の為めに怖いことで

というのは事実であったろうか︒

めて︑﹁山梨県で演説し︑内地雑居を非難した﹂事実があ

ある﹂﹁最早あの土地は一旦手放した上は︑どれ程金を出

山梨県での﹁非内地雑居論﹂演説

ったか否のせん索に移ることにした︒

．⁝：道理から申すと云ふと陳にしても宜い奴である﹂など

ひ︑又世話をして中途でから幾らかの金を取ると云ふ奴は

ったわけである﹂﹁其れを知らずして僅な金で売って仕舞

しても万劫末代一戻る気造はなく︑日本の地面があれだけ減

日の夜八時すぎ甲府着︑三日午後一時から開かれた山梨県

さて泊翁は︑明治二十六年十一月一日新橋駅を出発︑二
議事堂での弘道会支会開会式に出席している︒この開会式

とはげしい口調で非難攻撃を加えている︒

内地雑居については︑たとえば﹃国家道徳論﹄は︑もし

では県知事で支会長を勤める田沼健の祝辞などがあったの
ち講話会に移り︑指原安三と泊翁が演説し︑四時に終了し

または国内にある神道家や仏教者と衝突し︑人心の乗戻分

続々として入って来て︑あるいは教育の方針を混乱せしめ︑

裂を生ずるも計りがたい︒そのような種々の大害が起こる

内地雑居を許すときは︑外国のキリスト教信者や宣教師が

一月四日は︑午前九時木内信春ほか一名の案内で郷踏ヶ崎

た︒そのあと五時から松亭楼で晩餐会があり︑県知事田沼

古城杜を見物︑大泉寺に立寄って武田三代の木像を見︑午

のは︑少しく知識のある者は皆知るところである︒ところ

健︑裁判所長中田憲経︑弘道会員二十余名が出席した︒十

に演説したが︑傍聴人数百名があった︒以上のようなこと

後一時宿に帰った︒午後は師範学校と中学校の生徒のため

い︑内地雑居を許そうとしている︒﹁実に怪語に堪﹂えな

が政府はじめ︑ある政党の一派は︑強いて条約改正を行な

しかし﹃往事録﹄には︑﹁山梨県にて非内地雑居論を演説

いｌそのように論じて反内地雑居論を展開している透
日記も条約改正の問題が明治二十五年四︑五月ごろの泊翁

が日記にしるされているが︑演説の内容はあきらかでない︒

したることなし︑是は其時二三の速記者ありて︑余が演説
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一条につき内談︑午後にも細川潤次郎︑曾我祐準の二氏を

一日には夜中富田隆之助を訪問して条約改正の義につき内

の主要な関心事であったを示している︒すなわち︑四月十

右のように内地雑居に対する反対は泊翁の強固な持論で

しこの日は議題未議了で︑六日も夕刻まで登院している︒

た・・華族女学校を欠勤し︑朝より議院に出席した︒しか

に臨んだ︒六月四日は対外地価修正の大問題が議場に上っ

の﹁非内地雑居論﹂演説を理由に華族女学校長を免ぜられ

ずるほかはないが︑証拠のない大日本協会加入や山梨県で

うかは不明である︒これについても︑泊翁自身の言明を信

あったが︑山梨県での演説でもその持論を繰り返したかど

談に及び︑翌十二日は出勤がけに三浦安宅に立寄り︑条約
訪い︑同事を相談している︒

城︑原田一直の四氏を訪問したが︑小沢︑原田は不在で会

四月十三日は︑退引がけより黒田清綱︑小沢武雄︑谷千
えず︑黒田︑谷の両者は全く泊翁と同意見であった︒四月

田清綱︑高崎五六の諸氏が集まり︑条約改正の義につき内

り三浦宅に富田鉄之助︑山川浩︑曾我祐準︑小沢武雄︑黒

今はこの説に従うほかはないが︑その前に︑下田歌子の華

もその説にかたむいていたことは前に紹介した︒わたしも

女学校学監解任事件であろうと﹁或人﹂は言い︑泊翁自身

って︑ホントの理由は他にあった︒それが下田歌子の華族

にちがいない︒それで︑これらの理由づけはゴジッチであ

談に及んだが︑今は内治が必要なときで︑外事に手を出す

族女学校学監解任はどうして起こったのか︒これと明治二

たのであれば︑泊翁にとって﹁頗る不条理の事﹂であった

べきではない︑たとい対等条約ができても世の強弱︑民の

十六年七月末に勃発した華族女学校内部の﹁内紛﹂とは何

十四日は︑出勤がけに三浦安を訪い︑来たる十七日同氏の

賢愚が非常に隔絶しているので︑国害を生ずるは必然であ

か関係があったのか︑無かったのか︒これらの問題はまだ

宅で会合する約束をした︒そして十七日になると︑約束通

ためにこちらから対等条約希望の義を申し出るほうが成功

るという説に皆同意であった︒しかし︑政府の政略を聴く

未解決のまま残されている︒それがきらかになれば︑西村

︵本会理事︶

校長免官事件の真相ももっとハツキリすると思う︒

するだろうという説が多数であった︒

そのように条約改正論に対する風向は泊翁に有利とはい
えなかったが︑泊翁と山川は旧説を守って容易に今日の決
議に従わなかった︒富田は用向があって早く帰り︑細川︑

谷︑安藤は来会しなかった︒越えて五月二日︑泊翁は午後
より華族会館の懇話会に出席し︑そのあと条約改正同志会
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千葉県石橋香峰

残雪のため相当遅れてをり︑まだまだ激しい寒さの中
での芹摘糸は大変苦難な仕事である︒その姿を見るに
つけても︑自分などは寒い寒いと愚痴ばかりこぼして

千葉県鈴木とよ女

いるわけにいかぬというのである︒作者の主観が素直
に叙されている佳品である︒

せ・ノ

○苗床の準備急かるふ甘藷どころ
○浬梁会や求菩提胸に寺参り
○畳替え仏間の供華も活け替ふる
○退院の見通しつかず冬深し
○石を裂き芽吹く小草の力かな

○大寒の風すきぶ中日脚伸ぶ
あか

○史を秘めて春動きそむ城下町

しのびよる春の証しや梅一輪
ぬく

○裸木の根もと温めて落葉つむ

短日の待つ人来ずに暮れにけり

○陽の温味背中に負うて麦を踏む

春泥に手をとられたく人目あり

千葉県

千葉県

飯田萌堤

加藤刀水

舟出ねば東風の士堤ゆくこともよし

河原雲雀焼舌残り鴨寡黙

子遍路に田楽喜捨す茶屋女

仏足石に似し雲一栗渥梁の日

だ

選者近詠〃

も何度も降雪を経験した関東地方では︑芹の芽生えも
も 舌こがし食ぶ風呂吹の身をぬくむ

た

︵評︶今年の様に四十年来の大雪︑それも二月に入ってから
ら ○春めくや自づとち箕ゑし老躯伸ぶ

︑芹摘ゑの姿を見ては愚痴も出ず

篠塚しげる選
大田原市渡辺清香

？
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弘道俳壇

今云生巨
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日時昭和五十九年五月二十七日︵日︶一
午前十一時
渦平蟹
忠の田〃し

︹東京都︺

３︑お名前の下の数字は会費最終月です︒

２︑○印は新会員です︒

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた

︿塞醍和錘蓉狐朋皿申敬称略︶

◎会費領収報告書

金壱万円也黒尾正臣殿︵栃木県︶

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶

／■

六弓国伊︵Ｓ︶鵠？凸臼︵方︶一
︵二階・蔦の間︶一

■ﾛェピル

霧ご寄付者芳名

(地.ド鉄千代H】螺
一粁御茶ﾉ水駅
ニコライ金

東京グリーンホテル

︵徒歩五分︶

一丸の内線淡路町駅下車
︵徒歩七分︶

地下鉄Ⅱ
都営新宿線小川町駅下車

︿下記案内図ご参照下さい﹀

国電Ⅱ︷中央線御茶︵
の徒水
駅下車
歩十五分︶

〔龍秋葉

小川基次︵弱−５︶横田佐代次︵弱−３︶
綾小路有恒︵弱乏４︶○松本正雄︵帥−１︶

︵以上一︑五○○円︶

○飯吉亮一︵釦−１︶○伊藤賢次︵釦ノー︶

︵以上三︑○○○円︶

平賀増美︵弱−３︶前沢芳丸︵弱三６︶

︹神奈川県︺

︹千葉県︺

○斎藤熊三郎︵帥−１︶○高倉弘︵ −１︶
○中里幸次︵帥三１︶︵以上一︑五○○円︶

御園生貢︵帥−３︶田中義敏︵帥−３︶

小宮勝︵帥−３︶川崎幸望︵帥−３︶

鶴岡正之︵帥−３︶︵以上一︑五○○円︶

高山宏︵帥−３︶三橋金次郎︵帥−３︶

平川支会︵二十八名分︶四二︑○○○円

家田重︵弘一皿︶︵一○︑○○○円︶

︹埼玉県︺

野田支会︵十四名分︶二一︑○○○円

︹栃木県︺

小林延孝︵弱−７︶三︑○○○円
新堀秀栄︵帥−３︶六︑○○○円

鈴木為作︵帥三３︶一︑五○○円

︹新潟県︺

外山伊都子︵調一︑︶三︑○○○円

︹山形県︺

○小笠原正男︵帥−１︶一︑五○○円

︹大阪府︺

柏倉真一︵弱−３︶一︑五○○円

︹京都府︺

中尾忠雄︵釦−５︶一︑五○○円

田中初子︵帥−２︶一︑五○○円

︹島根県︺

由本洋太郎︵鑓−５︶三︑○○○円
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場所東京都千代田区神田淡路町二一

議題
１昭和五十八年度決算
昭和五十九年度予算
昭和五十八年度事業報告
昭和五十九年度事業計画

２役員選任の件
昼食懇談︵会費不用︶記念写真撮影
午後二時三十分︑有志により会祖西村
先生ご夫妻の法要墓参
︵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十五日
までにお知らせ下さい︒

一
〜

須山彰︵田−４︶
︹兵庫県︺

渡辺末弘︵弱一理︶

支会だより

○下川弘義︵帥丁竺︶

︹福岡県︺

富島宗雄︵釦／３︶

︹熊本県︺

高田増太郎︵調イ▲︶

︹佐賀県︺

川

三︑○○○円
一︑五○○円
一︑五○○円

三︑○○○円

一︑五○○円

しかし佐倉藩ご出身の明治初期の大思想

家︑西村会祖の教えを伝え︑せめて川名位

日本弘道会会長の御嫡男︶︑会長に藤方恒二氏︑

ほか幹事廻名会員哩名の総員師名をもって

の間にか思うようになりました︒焦らずに

の会員を何としても募らなければと︑いつ

私は佐倉藩友会の事務局を担当している

再発足いたしました︒

れば︑加年後には川名の会員をかぞえる立

派な支会になることを願って県議会議員を

毎年５１６名程度を目標に新会員を勧誘す

はじめ︑市議会議員︑学校長？市の部長︑

のと︑地元の市役所に勤務していることか
倉支会事務局長︶の勧めにより会員になりま

課長︑民生委員等々著名人に呼びかけ勧誘

ら︑郷士誌研究家の青柳嘉忠先生︵現在佐

ってしまいました︒

弱年５名︑記年ｎ名︑師年ｎ名︑記年皿名︑

をはかって参りましたところ︑弘年２名︑

したところ︑会計という大役をおおせつか

浅学非才な私に日本弘道会の教えが理解

たり︑不幸にして逝去なされたりなどの理

一方︑この間︑老齢で愛読できなくなっ

朗年型名と合計町名の方公に加入していた

出来るかどうか︑果して会員として︑お世

うか︑大変不安で辞退しましたが︑﹁君は

由で退会なされた方がおられますので︑朗

話になれるかどうかもわからないと言うの

日本弘道会佐倉支会が再建発会したのは︑

会費の納入がしやすいし会費は年に一度本

市役所にいるので何かと便利だし︑会員も

幹事服部忠三

千葉県佐倉支会

昭和弘年５月９日のこと︑会祖・西村茂樹

あと一歩と云うところまで漕ぎつけました︒

年３月１日現在の会員は兜名︑目的達成に

だくことができました︒

泊翁がお住まいになっておられた︑屋敷跡

き受けて欲しい﹂と頼象込まれ︑とうとう

部に送金してくれればよいのだから是非引

鳴会計という重要な幹事役が勤まるかど

に﹁修静居跡﹂と刻まれた記念碑が建立さ

委員として恵まれない家庭の幸せを願い熱

ご報告させていただきます︒この方は民生

引き受けさせられてしまった次第でござい

予想した通り﹁弘道﹂の教義は難しいし︑

んな有難い会員がおられますので︑ここに

人ほどの会員がおられました︒何れも明治

会費は納らないし︑退会者は多くなり︑や

になっております小島さんと云う奥様です︒

心に奉仕下さっておられ︑平素私がお世話

ところで︑御逝去なされた方のお一人にこ

れその除幕式がとり行われた日です︒記録
によりますと︑旧・佐倉支会は明治羽年４

維新後の佐倉町の基礎づくりをした方灸で

っぱりお引受しなければよかったと何度と

ます︒

した︒この日再建された支会は︑名誉会長

せん︒

なく辞退させて戴こうと思ったかわかりま

月に第ｒ番目の支会として発足して当時卵

に佐倉市長菊間健夫氏︵本部特別会員︶︑顧

弓弘道誌﹄は大変為になる良い本なので主
問に前市長堀田正久氏︵本部評議員で第五代
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』

ちで︑孫や曾孫にも笑われる事が多い︒本

最近はモウロクの為かとかく漢字を忘れが

木の字を二シ並べると林︑上に乗せて森

専問デザイナーに委嘱されるも可︑或は理

広く会員より構想を募集されるも良し︑

こに提案いたします︒

ンボルとして﹃紋章﹄を制定する件を︑こ

それに関連しまして﹁日本弘道会﹂のシ

号にて数だの卓説を拝見しました︒

第九○八号﹁日の丸﹂と﹁君が代﹂特集

東京都岩崎晶

て︑有難い存在と感謝する毎日である︒

会から頂いた﹃用字便覧﹄は座右に常備し

人の亡きあと是非息子に読ませたいから引

言葉の

ひろぱ

き続き息子を会員としてほしい﹂と会費を
ご送金下さったのです︒私はこの仕事をお
引受けしていてよかったと︑しみじゑ思い
ました︒

会費の納入については大変苦労がありま
す︒特に昭和印年度会費については︑過去
頼をし︑更に電話や直接会員宅へあつかま

と読むが︑水を三字組み合せた森は何と読

千葉県石橋香峰

しく︑お邪魔したこともありました︒お蔭

の未納が多かったため二度も三度も納入依

様で皆さまの協力を得られ未納金無しとな

と答えておいて︑辞典を拡げたがわからな

むかと︑友達に問われ︑よく調べて見よう

にしては如何かと存じます︒

事会に於て発案︑総会にて発表という手順

月中旬迄に次の年度分の会費を納入して戴

度分から︑前納制をとらせて戴き︑毎年三

覧に出向き︑ベウと読む事やメウと判り︑

会備付の諸橋轍次先生の﹃大漢和辞典﹂借

生もベウと教えて呉れた︒私も町教育委員

ウと読む︒また漢詩面での学者菅谷香城先

す︒

掲揚される事を切に希求するものでありま

総会の日︑その他然るべき時に刷翻として

先に﹁日の丸﹂と共に左右双方に祝祭日︑

書道で知名の鏑木香月先生に語ると︑ベ

いＯ

り︑本部にも面子がたちました︒

会員の皆様には毎年決算書の送付の際に

くことになりました︒これからもできる限

広い水︑大水︑で︑水などの限りなく広い

会費納入をお願いして参りましたが︑新年

り大勢の方に会員となって戴き﹃弘道﹄を

様子と解り︑質問の友達に回答をしたので

申す迄もなく﹁会旗﹂にも採入れて玄関

愛読してもらい︑郷土出身の偉人︑西村茂

勇先生の︑漢字の成立と変遷についての詳

れて握手攻めになり︑ちょっとの間だが︑

の開会式で︑皇太子ご夫妻が子供達に囲ま

今冬︑釧路市で開催された国体冬季大会

東久留米市清塚十三郎

栄を祈念する次第でございます︒

東海の君子国﹁日本﹂と﹁弘道会﹂の弥

樹泊翁の教えを一人でも多くの方に伝えら

ある︒

しい記事を読詮︑知らなかった多くの点が

﹁弘道﹂の一︑二月号に前主事の渡辺正

れるよう努力してまいりたいと思います︒

啓蒙でき︑自分の未熟さを知るものである︒
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鋸

式が一時中断するというハプニングがあっ

ました︒ありし日の武人乃木将軍の人とな

徳育にありということです︒

制度や格式の問題ではなく︑教育のポイントは

○今月号のテーマ﹁教育改革への提言﹂は例の

りが測禽として心をうちました︒

〃教育臨調″なる言葉が国民の関心を集めはじ

の内容が広範かつ流動的で中曾根椎想の全体像

めて未だ間がない時点での企画でしたので︑そ

○ほんとに雪の多い冬でした︒この稿を書いて
るのが三月の末だというのに︑まだ︑ラヂオの

で糸たすことが出来ました︒ご多忙中ご執筆下

ず︑幸にしてご覧の通りのまことに貴重な論説

が把握しにくい段階にありましたにもかかわら

天気予報は﹁午後から下り坂で︑夜分には雨又

編集後記

た︒⁝：．と一言ヤカな笑顔の両殿下と︑ま

つわりついた子供達の写真をのせた新聞記
事を見て︑なんとほほえましい光景ではな
いかとある種の感慨をおぼえ感動した︒こ
の記事を見て直感的に頭に浮んだこと⁝⁝
○日本はいいお国柄です︒
○子供は神様です︒

ます︒

さいました諸先生がたに心からお礼を申し上げ

万事順調に進捗しております︒３月濁日には鉄

○弘道会ピル建設工事は︑異常寒気にも拘らず

は蕊まぢりの雪になるでしょう﹂などと放送し
てくれるような春本番が待たれます︒

ております︒梅・桃・桜を一度にバツと咲かせ

○３月幻日の閣議決定で︑いよいよ﹁臨時教育

の外観が３メートルの仮囲い越しに外からも見

骨建て方が最上階の八階まで完了し︑建物全体

近づいています︒

○私の念願している象徴天皇制の時代が
とあれ︑皇室と国民の間を隔てぬよう︑近

審議会﹂の準備室が設侭され正式に発足しまし

えるよになりました︒竣工予定の来年一年が雪

づけるよう︑お互いに努めましょう︒

策を︑二十一世紀へ結びつけての中曾根首相の

四

六ロイャルピル
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電話︵二五八︶三○八八番
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編集人片山清一

昭和五九年四月去日発行年会費一︑五○○円

昭和五九年四月十日印刷定価二五○円

︵渡辺薫︶

の少ない暖冬でありますように︒

○会祖・西村泊翁先生は明治型年５月﹃徳育講

に期待が持てそうです︒

資質の向上﹂などに力点をおくとのこと︒大い

﹁知育偏重教育の是正﹂﹁道徳教育の重視﹂﹁教員

にその構想として新聞が報ずるところによると

意欲的発想は大いに賛意を表したいところ︑特

た︒国家百年の大計にかかわるわが国の教育施

東京都福岡泉
弘道川号特集﹁日の丸﹂と﹁君が代﹂大
変感銘深く拝読させていただきました︒

諸先生方の論述のような︑深い知識もな
く又なんの疑いもなく︑日章旗を仰ぎ見︑

その波に送られて︑身の引きしまる思いで
勇躍︑中支の戦場に出征した小生︑四十数

﹁東京高等師範学校に於て︑従前の学科のほか

師養成法の大略﹄と題する論説のなかで

別に修学年期三ヶ年の徳育講師養成の科を置く

年前が昨日のことのように思われました︒

今日﹁日の丸﹂について特に声を大にし

きことを強く提起しておられます︒もちろん︑

と︑知・徳・体育のうち徳育を最上位に置くべ

上席たるべし︒﹂

を受け持ち︑給料の如何を論ぜず︑他の教員の

べし︒この徳育講師は修身・歴史・地理の三科

になげかわしいことと痛感いたします︒

て叫ばなければならない祖国の現状は︑誠
この特集中の黒尾東一氏の遺稿﹁乃木将
軍と日の丸の旗﹂は小生には一番心に泌承

文学博士古川哲史著四六版一九三頁頒価一︑五○○円華魂○円

東京大学名誉教授・亜細亜大学客員教授の古川博士が西

四六版二○○頁定価二○○○円華率○円

一︑敬天愛人︑西南戦争異聞
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般若心経の新解釈
二六○字の経典が説き明かす仏教思想の本質″

ある空の思想と︑心経にきらめく仏教の基本的な教理とを︑平易に︑
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