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特集今なぜ﹃親学﹄か

(4）

§︺§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

本日︑弘道シンポジウム二○○七を開催いたしましたところ︑多数の会員並びに全国から有志の方々のご

参会を頂き︑誠に有難うございました︒心から御礼申しあげます︒御後援をお願いしている文部科学省から

は︑文部科学大阻の代即として川茂川生派学洲政策川長にお川でⅨきました︒またⅢじく御後援のⅡ本道徳
教育学会からは︑会長の枇川利弘先生にお出で瞳きました︒
お二方に対し︑この場を借りて御礼申しあげます︒

日本弘道会は︑西村茂樹が明治九年に創立した東京惰身学社を前身として︑これまで百三十一年間︑一貫
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︻弘道シンポジウム二○○七︼

主催者代表挨拶

鈴木
社団法人日本弘道会会長

クロも、

して国民道徳の振興・道義国家の建設を理念として活動して参りましたが︑創立百二十年を記念して︑弘道
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シンポジウムを企画し︑平成九年度の﹁心の教育を考える﹂から始めて︑一昨年度は﹁新しい社会ルールを

求
求め
めて
て﹂
﹂を
をテ
テーー
ママ
にに
︐して︑道徳教育の重要性や日本人の在り方生き方を広く訴え︑多くの方々の賛同と支持
を頂いて参りました︒

昨年は︑本会創立百三十周年に当り︑記念式典を挙行し︑ドイツの西村研究者ハネローレ・アイゼン・ホー

ファーハリム博士をお招きしての記念講演と︑渡部昇一先生による特別講演を開催しましたので︑﹁弘道シ
ンポジウム﹂は休会といたしました︒

今回は︑最近特に問題の起こっている家庭の問題を親の責務という観点から取り上げ︑今日の親の在り方︑
親子関係︑家庭教育の在り方について考えることといたしました︒

親が子を虐待して餓死させたり︑生まれた子をロッカーに捨てるというニュースをきくたび︑最近の日本

の家族や家庭はどうなっているのかと考えます︒また︑学校に対する保護者の自分の子ども中心の要求や︑
自分の子どもの給食費を払わないという自分勝手な行動が目に余ります︒

﹃今なぜ﹁親学か﹂﹄というテーマは︑﹁親学﹂というきき馴れない目新しい学問の内容もさることながら︑

なぜこのような問題が提起ざれ広く共感を得ているかという今日の社会状況について考察を深め︑新たな展
望を切り開くことを目指しています︒

安倍前内閣の下で︑教育基本法が六十年ぶりに改正され︑占領法制下で削除された﹁伝統の尊重﹂が復活

し︑﹁愛国﹂の規定が新たに加えられ︑これからの教育のあるべき姿︑目ざすべき理念が明らかとなりました︒
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これまで教育基本法改正や道徳教育の刷新を提言してきた日本弘道会としても︑よろこびに堪えないところ

であります︒改正教育基本法には︑家庭の教育についても新たに一条が設けられ︑﹁父母その他の保護者は︑

子の教育について第一義的な責任を有する﹂と規定し︑保護者に対する学習の機会の提供等について︑国・

地方公共団体の努力義務を課しています︒安倍前内閣の教育再生会議は具体的に︑﹁親学﹂の機会の提供を

提案しており︑親の在り方が公の場で議論され︑行政の課題として取り上げられるという状況ができてきて
います︒

本会が進めております﹃増補改訂西村茂樹全集﹄は︑現在第四巻まで刊行中ですが︑その第二巻には西村

の倫理教科書ともいうべき﹃徳学講義﹄が納められており︑﹁父母ノ道﹂として親の在り方が詳しく示され
ており︑参考になるかと存じます︒

本会のシンポジウムで︑﹁親学﹂の提案を取り上げることといたしましたが︑基調講演には︑早くから︑﹁親

学﹂を提唱されている高橋史朗先生にお願いし︑パネリストには︑この問題に造詣の深い木村治美︑小川義

男︑杉原誠四郎の諸先生に︑コーディネーターに多田建次先生をお願いいたしました︒
御多用の中︑御快諾を頂いた先生方に改めて御礼申しあげます︒

短い時間ではありますが︑この問題について皆様と共に考え︑理解を深め︑日本の社会の基礎である健全

な家庭の確立に役立つ機会ともなり︑またこれを契機に︑人心を正しく風俗をよくするという日本弘道会の

理想につきましてもご理解を深めて頂き︑御支援を賜われば大変有難く思います︒
以上をもちまして主催者の開会のあいさつといたします︒
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来賓祝辞
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代読生涯学習政策局長加茂川幸夫殿

文部科学大臣渡海紀三朗殿
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社川法人日本弘道会主催﹁弘道シンポジウム二○○七﹂が開催されますことを︑心よりお祝い申し

ま日
す、

ない我が国においては人的資源こそが国力の基礎であり︑心豊かで創造性に富んだ人材を育むことは︑最優

教育は同家百年の大計であり︑いつの川も︑どの社会にあっても重要な課題です︒特に天然資源に恵まれ

く敬意を表します︒

して
道道
徳徳
︵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長年にわたる御尽力に対し深
て︑
︑日
日本
本のの

立さ
百百
一三十年以上の長きにわたり︑その理想のもと︑講演会や道徳研究会の開催などの活動を通
され
れて
て以
以来
来︑︑

社団法人日本弘道会は︑明治九年に西村茂樹博士により︑国民道徳の振興及び道義国家の建設をⅡ指し創

げ本
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先に取り組むべき課題です︒

昨年︑約六十年ぶりに教育基本法が改正され︑新しい時代に求められる教育理念が明確になりました︒今

後は︑教育振興基本計画を策定し︑関連法制の更なる整備を進め︑教育の再生に逼進いたします︒

これまでの教育再生の取組を真に実効あるものとするためには︑教育は人なり︑と言うように︑頑張る教

員を支援するとともに︑学校のみならず︑家庭︑地域︑行政が一本となって取り組んでいくことが不可欠です︒

また︑都市化︑核家族化︑地縁的なつながりの希薄化等の社会変化を踏まえ︑家庭教育への支援に努め︑

地域全体で学校教育を支援し︑子どもたちをはぐくむ環境の整備に取り組みます︒

本日のシンポジウムは︑﹁今なぜ﹁親学﹂か﹂をテーマに︑これからの品格ある国づくりに向けた具体的
な提言を行うものと伺っております︒

近年︑子どもたちをめぐる痛ましい事件が相次いでおり︑命を大切にする心や規範意識など豊かな心を育

成するため︑道徳教育の充実が強く求められています︒現在︑審議中の中教審にあっても︑大きなテーマの

とな
なっ
って
てい
いまますす
一つと
︒︒
ここ
のの
匹ようなときから︑本シンポジウムの開催は誠に意義深いものであり︑その成果を
心より御期待申し上げます︒

結びに︑社団法人日本弘道会の今後ますますの御発展と皆様の一層の御活躍をお祈りし︑私のお祝いの言
葉とさせていただきます︒

平成十九年十一月十日

文部科学大臣渡海紀三朗
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今なぜ﹃親学﹄か

皆様こんにちは︒本Ｈは基調誰淡をさせていただく機会
を与えられましたことを大変光栄に存じております︒
親学とは何か
まず︑親学ということについて︑初めてこの言葉にふれ

明星大学教授高橋史朗先生

ております︒きょうはこの後パネラーとして木村沿美先生

にも加わっていただきますが︑臨時教育審議会の答申に﹁親

は木村先生の提言によるものだと思いますが︑その場合は

となるための学習﹂という言葉が膿り込まれました︒これ

になるための教育にもっと関心を向け︑親としての自分を

が︑Ⅲ界の九大学長会議でこういう発言をされました︒税

それから︑オックスフォード大学のトーマスという学長

思っております︒

親になるための学習という意識が強かったのではないかと

になるための唯附教育としての怠味でございます︒もう一

意味がございます︒その一つは︑親になるための学び︑親

向上させることが大事ではないかと︒この提言は読売新聞

られた方もいらっしゃるかと思いますが︑親学には二つの

つは親としての学びでありまして︑この二つを含んでいる

Ｈ本には古くからの子育ての伝統の知恵がございます︒

いく一つの契機になったと思っております︒

に大きく辿仙されたのですが︑親学というものが広がって

ことを予め申し上げておきたいと思います︒

中教密が生涯学押分科会の審俄経過服告の巾で﹁親にな
けるような学習﹂という定義をしているのですが︑私はこ

そのＨ本の子育ての伝統の知恵というものを再発兇する︒

るための学習﹂という言染と﹁親が親として育ち︑力をつ
の定義が親学の定義としてふさわしいのではないかと思っ
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基調講演

日本の古くからの子育ての伝統的な知恵というものを再発

何か特別に新しい学問を今から作り上げるというよりも︑

ましたが︑今度は教育現場の立場から提言をまとめてほし

それはどちらかと言えば学者とか評論家が中心でござい

インタビューをずっとしていったのです︒そこでわかりま

いという要請がきまして︑親とか︑教師とか︑教育現場の

その再発見をするために︑私自身は三年前から脳科学と

見しようという試みが親学だと私は思っております︒

つまり︑教育現場が元気を失っているわけです︒教育現場

したことは︑親も教師も自信を失っているということです︒

という土壌が活力を失えば︑どんなに制度改革をしても土

か︑情動について実践的な研究に取り組んでおります︒文
出ております︒あるいは︑日本情動研究会という学会もス

ありますので︑どうすれば教育現場を活性化できるだろう

壌を肥沃にしていかなければ制度改革は実現しないわけで

部科学省の中にも情動の研究会がつくられまして報告書が

にやっておられます︒今年は東京で学会が行われますが︑

これは﹃親と教師が日本を変える﹄という単行本になって

かという発想で平成十七年に十五の提言をまとめました︒

タートしておりまして︑特に京都大学の先生方が大変熱心

測定しながら研究している方もいます︒

さて︑以上のことを申し上げた上で本論に入っていきた

のが主な任務でございました︒しかし︑きょうお集まりの

校は︑子どもに対する教育︑子どもに対する指導というも

学校を親学の拠点にしようというものです︒これまでの学

その中に親学に関する提言を二つ入れました︒一つは︑

親に関する提言

ＰＨＰ研究所から出ております︒

能を舞っている方の情動がどうなっているかということを
最近問題になっている発達障害というのは︑情動脳の未
発達ではないかという指摘がされておりますが︑そういう
観点からも情動︑喜怒哀楽というものを︑今後︑生きる力
とか︑人間力とか︑学力に関わるものとの関連で注目する

いと思います︒もう一つ︑親学というものが出てきたのは︑

題になっているモンスターペアレント︑あまりいい言葉で

皆様方には認識が共有されているかと思いますが︑最近問

必要があると思っております︒

ＰＨＰ研究所のＰＨＰ教育政策研究会の﹁十五の提言﹂に

するようでございます︒

はございませんが︑﹁怪物のような親﹂というものが存在

おいてであります︒その前にあったのは加藤寛さんが中心
になられ︑木村先生も関係しておられました﹁世界を考え

例えばわが子が鼻水を流しているときに︑隣にいた保育

る京都座会﹂というものがあり︑松下幸之助さん自身が座
長をされ提言をまとめられました︒
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うちの子は風呂に入らないから入るように言ってほしいと

いうのです︒あるいは︑中学生の親が中学校にやってきて︑

士に向かって﹁鼻水が出てますよ﹂と注意した親がいると

するほど︑親の責任意識が失われていくというジレンマを

線上にあるわけです︒保育サービスをどんどん拡充すれば

対策というものが経済効率優先で︑合理化・効率化の延長

政府の会議でも私は議論いたしましたが︑従来の少子化

どう考えるのか︒﹁鼻水が流れてますよ﹂と注意をする保

言った︒あんたが言いなさいという話なんですけれども︑

親の責任意識というものがどんどん失われている︒親心と

護者が出てくるのはそういう背景もあるのではないかとい

少子化という観点でも親学のことを申し上げたいのです

うことでございます︒

いうものが衰退しつつある︒

私は政府の少子化対策の重点戦略検討会議の分科会委員
をしておりまして︑家族・地域再生ということについて議

にも実は親学の視点が︑親学という言葉ではございません

が入っております︒例えば﹁親育ちの子育て支援﹂という

が︑﹃少子化社会白書﹄というのが最近出ました︒この中

項目が書いてございまして︑その中には﹁子育ては父母そ

育士が一雇われました︒なぜ外国人を一雇ったかと聞くと︑ゼ

ロ歳児は日本語がわからないからいいじゃないかという返

論しておりますが︑東京の調布の公立保育園で外国人の保

事でございました︒つまり︑子どもの発達を保障するとい

ところが︑最近聞いた話では︑東京都が認可する保育園の

ンを提起され︑一家団らんを大事にしようとおっしゃった︒

が︑石原都知事が﹁心の東京革命﹂という素晴らしいビジョ

いうことについて︑子育てのシンポジウムをやりますと議

れていることでございますが︑親が第一義的責任を持つと

新たに制定されました教育基本法の第十条第一項に明記さ

これは先ほど会長のご挨拶にもございましたけれども︑

す︒

の他の保護者が第一義的責任を持つものである﹂とありま

条件が十五時間保育ということであります︒これを聞いて

論になります︒私も何度かその場におりましたけれども︑

私は東京都の男女平等参画審議会の委員もしております

う観点が抜け落ちているのです︒

ら一家団らんができるのか︒これは矛盾するわけです︒文

私は大変驚きました︒十五時間も保育園に子どもを預けた

ストレスがたまって虐待をするようになるのだとおっしゃ

育児は社会が担うのであって︑親に責任があると言うから

私はそのときにはいつも外国の話をいたします︒イギリ

る方がいます︒

部科学省は﹁早寝早起き朝ごはん﹂と言い︑厚生労働省は﹁で

はいないか︒

きるだけ子どもを預かれ﹂と言っている︒これは矛盾して

(12)

るまで最長で一年間親の講習を義務づけている︒フランス

育てをしない場合には一千ポンドの罰金を取り︑滞納した

スでは︑十年前に子育て命令法という法律が作られて︑子

地域社会の変化でございます︒

ます︒一つは子どもの変化︑二番目は親の変化︑三番目は

ますが︑私は大きく言って三つの背景があると思っており

さて︑﹁なぜ今﹃親学﹄なのか﹂というテーマでござい

しない法律というのが出来ておりまして︑シアトル市とか︑

ております︒アメリカでは︑五年前に子どもを置き去りに

放棄した場合︑二年の拘禁刑︑三百六十万円の罰金を定め

ころが﹁子育てに関する意識調査﹂というのを今から三年

とは差し控えさせていただきます︒子供未来財団というと

論じましたので︑きょうはあえてその事例を申し上げるこ

ントの存在について申しました︒これは新聞等がたくさん

まず親の変化についてですが︑先ほどモンスターペァレ

親の変化

場合には禁固刑に処するとしております︒子どもが更生す
では︑理由なく月に四回以上学校を欠席すると九万円の罰

カリフォルニア州では不登校について一日二十五ドルの罰

金を取るという政令に改正しました︒あるいは親が教育を

金︑あるいはそれに該当するボランティア活動を親に課し

自身が未熟だというふうに考えているのです︒次に多いの

前にやっています︒その統計によりますと︑七割の方が親

私も臨教審の専門委員をさせていただいたときに︑アメ

これは地域の教育力であります︒もう一つは自然にふれあ

が親以外に子どもを叱る大人が少なくなったということ︒

ています︒

ニューョークの中学校に行ったときに︑中学生が窓ガラス

本人のマナーが悪化したということであります︒全国の世

が八月三十一日付の一面記事で大きく取り上げました︒日

周りが叱らないということに関連してですが︑読売新聞

う機会が少なくなったということです︒

リカ︑オランダ︑フランスを視察させていただきました︒

を割りますと︑すぐにスクールポリスがさっと駆けつけて
うので大変印象に残っております︒日本は校外で起きた事

親を呼んで親から罰金を取りました︒あまりにも日本と違
件の責任まで学校や教師に求めます︒アメリカは校内で起

が悪化した﹂と答えた方が八八％でございます︒そして︑

論調査結果を報道したものでありますが︑﹁日本人のマナー

日本人のマナーが悪くなった原因について質問しておりま

きた事件を親に求める︒親の責任という意識を日本はどう
料の未払い額が九十億︑給食費未払いが二十三〜二十四億

すが︑﹁家庭でのしつけに問題がある﹂が七六・八％でトシ

考えているのか︒そんなふうにも思ったわけです︒保育園
ということも明らかになっております︒
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いるから﹂としておりまして︑すべて大人の問題でありま

です︒三番目に﹁周りの大人がこどもに注意しなくなって

プです︒次が﹁大人がマナーを守らなくなっているから﹂

です︒芽が出ないところでどんなに花を咲かせ︑実をつけ

今まさにこの家庭の教えが衰退している︒芽が出ないの

やって芽を出すかという家庭教育に力を入れることが急務

させようとしてもうまくいきません︒ならば家庭でどう

す︒つまり︑子どものマナーの悪さは大人の問題ではない

言っていますが︑残念ながら世間の教えというものも衰退

でございましょう︒そしてまた︑世間の教えで実がなると

﹁なぜ大人が注意しようと思わないか﹂ということにつ

かというのが世論調査の結果でございます︒

ているわけでございます︒

さらに﹁賢母の家庭﹂という項目がございます︒ここ

しております︒そして︑学校と教師だけが非難の的になっ

では子どもが学校に行きたくないと言ったら畑へ連れてい

いても質問をしておりまして︑その第一の理由は﹁反論さ
ことで六四・五％︒つまり見て見ぬ振りです︒大人たちが

れたり暴力を振るわれたりするかもしれないから﹂という
見て見ぬ振りをするようになった︒つまり大人の問題であ

き︑育っている麦と育っていない麦を観察させ︑どうした

らいいかを子どもに考えさせろと言っているわけです︒つ

ると考えております︒

明治三十一年の﹃家庭心得﹄

です︒それは高等小学校が親に配っている資料でございま

ている親学は埼玉では昔からやってきたことだというわけ

という資料を私にコピーしてくださいました︒先生が言っ

玉県の熊谷市の教育長さんが明治三十一年の﹁家庭心得﹂

体ましむるときは科料もしくは禁固の刑に処す﹂というこ

をその父兄もしくは保護者の罪に帰し︑いわれなく学校を

のとして︑西洋諸国にては通例小学校生徒の欠席は︑これ

校生徒の欠席﹂という部分ですが︑﹁ドイツをその重きも

また︑こんなことも書いてございます︒﹁西洋諸国小学

すと子どもが言うということです︒

まり︑育っていない麦になるのはいやなので学校に行きま

す︒こういうものが全国レベルで発掘できればいいなと思

わけでございます︒

とで︑厳しい考え方を明治三十一年の資料が明記している

これに関連して︑私が親学の話をしておりましたら︑埼

うのですが︑どんなことが書いてあるかといいますと︑﹁生

逝きし世の面影

徒保護者へのご注意﹂という題で﹁ことわざにも教育の道
は家庭の教えで芽を出し︑学校の教えで花が咲き︑世間の
教えで実がなる﹂とあります︒
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この本の解説は東大の先生をしておられた平川祐弘氏で︑

去の日本人とは別の人間︑別のものになろうとしている﹂︒

﹁自分が日本人であることに自信が持てず︑日本の過去に

私は四月十七日︑政府の教育再生会議に招かれて親学の
の﹃逝きし世の面影﹄という本の話をさせていただきまし

されて﹃温故﹄が蔑ろにされてしまった︒その過去は私た

価値がないと思えた︒︵温故知新︶の﹃知新﹄のみが重視

話をしてまいりました︒冒頭に申し上げたのは︑渡辺京二

に第十章の﹁子どもの楽園﹂というのを読んでいただきた

ある﹂と書いておられます︒

ものがあるからこそ︑﹃逝きし世の面影﹄は懐かしいので

ちの心性の中で死に絶えてはいない︒かすかに鳴き続ける

た︒この本は平凡社ライブラリーから出ておりまして︑特
いということを委員の皆様にお願いいたしました︒

特に外国人が江戸期の日本の子どもたちや親の状況をど

現実の日本はどうか︒まず︑親子関係についての中高生

のように見たかを是非読んでいただきたいと申し上げたの

国際比較調査がございます︒とりあえず日本とアメリカだ

アメリカ

ですが︑エドワード・シルベスター・モースが﹃日本その

六八・三％

日その日﹄の中でこのように指摘をしております︒それが

日本

アメリカ

六四・八％

七三・八％

一八％

けを取り上げてみたいと思います︒
中学生

お父さんのようになりたい
お母さんのようになりたい

日本

八三・四％

我慢を教える

四二％

東洋大学の中里至正教授の本より︒

五一・三％

あまり単純に比較するのもいかがかと思いますが︑親と

お母さん

さらに︑この本の中にはチェンバレンの﹃日本事物誌﹄

子の心理的距離が日本の場合は非常に離れている︒親子関

お父さん

二四・三％

﹃逝きし世の面影﹄に載っているのですが︑﹁世界中で両親

を敬愛し︑老年者を敬愛すること︑日本の子どもに如くも
のはない︒日本の子どもほど行儀よく親切な子どもはいな
い﹂︒しかし今︑世界で最もひんしゅくを買っているのは
のはマナーを失っている日本の子どもをきちっとしつけを

日本の子どもであります︒もっとひんしゅくを買っている
しない日本の親であります︒ところが︑こう書いてござい

ます︒﹁日本人の母親ほど辛抱強く︑愛情に富み︑子ども
に尽くす母親はいない﹂︒日本のお母さんが最も愛情深い

の引用がございまして︑こう書いてございます︒﹁教育あ

と書いてあるわけです︒

る日本人は彼らの過去を捨ててしまっている︒彼らは過
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係の紳が非常に希薄になっているという面が見られます︒

私はＰＴＡの講演会で必ずこの質問をいたします︒﹁親
が子どもの犠牲になるのは止むを得ないと思いますか﹂︒

しつつあるのかということが︑私たちが考えねばならない
ことでございましょう︒

ることじゃないだろうということでひっかかるので︑手が

牲﹂という言葉にひっかかるのです︒子育ては犠牲にな

二十年前の子どもの描いた家は大きく︑最近の子どもが描

もが描いた絵を比較して分析している本でございますが︑

これは一九八○年代の子どもが描いた絵と二十年後の子ど

それから﹃殺意を描く子どもたち﹄という本があります︒

子どもの変化

なかなか挙がらないのです︒結果は日本は三八・五％です︒

そうすると大抵のお母さん方は悩ましい顔をします︒﹁犠

世界の平均は七三％で︑日本は七十三か国中七十二番目で

いた家は小さいのです︒それは実際に家が小さくなったの

ん︑やすらぎがあって︑いろいろないやなことがあっても

た︒つまり︑心の安らぎの場所ではなくなった︒一家団ら

ではありません︒心理的居場所としての家庭が小さくなっ

さらに既婚女性の四分の三が﹁子育てはイライラする﹂

す︒

あります︒日本より下の国はリトアニアという国でありま

と答えていて︑﹁なぜイライラするのか﹂と尋ねると﹁自

子どもの変化と親の変化は非常につながっています︑私

家に帰ってきたらホッと安心して︑そこでリラックスして︑

は十年ほど前から学級崩壊の問題に取り組んだのですが︑

また再スタートする︑いわば人生の基地としての心の居場

これにはいろいろな背景があるかと思いますが︑一つの

ＮＨＫテレビの﹁おはよう日本﹂という朝の番組で五分間

を奪われ︑犠牲になって︑一人の人生の生き甲斐とか︑幸

きっかけは男女一雇用機会均等法の成立によって︑家庭で子

お話をして︑七百人を超える教師の学級崩壊についての相

由な時間を奪われるから﹂と答えています︒子育ては自由

どもを育てるのは損だ︑保育園に子どもを預けて働いたほ

談を受けました︒そのきっかけになったのは朝日新聞のこ

よく表れております︒

うが得だという損得勘定が生じているのではないかと思っ

ういう記事でございました︒﹁幼児に学級崩壊の芽﹂とい

所ではなくなったというわけです︒これが子どもの絵から

ております︒もちろんそれだけではございませんけれども︒

うものです︒

なっているのです︒

いずれにしましても︑かつてこんなに外国人から評価され

せとか︑自己実現を妨げられるというふうに考えるように

た日本の親子関係というものが︑なぜこのように今︑崩壊
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これは保育士四百五十六人のアンケート調査でありま
す︒今から八年前でございますが︑子どもが大きく変わっ

入するのはいかがなものか︑余計なお世話︑というふうに

に﹁子どもの発達を保障する﹂という視点でございます︒

しかし︑何が大事かと言えば︑冒頭申し上げましたよう

一部のマスコミからは批判をされました︒

ケて遊びに参加しない子が四歳ぐらいからいる︒﹁疲れた﹂

たと保育士が答えました︒どのように変わったか︒シラ

教育再生会議に招かれて親学について提言をして参りま

と踏まえることが大事なポイントだと思っております︒

したが︑同時に招かれたのは脳科学の専門家でございまし

子どもの心の発達︑子どもの脳の発達というものをきちっ

緒が不安定になった︒﹁こうか？﹂﹁こうか？﹂と確認しな

﹁もうやめる﹂とすぐ言う︒少し自分が拒否されると非常

ければ不安な子がいる︒あるいは膝に甘えてくる子が多く

スコミにはあまり報道されませんが︑政府の教育再生会議

た︒脳科学と親学がセットで議論されたのです︒これはマ

にショックを受けて泣きわめいたり︑パニックになる︒情

なった︒﹁うるせえ﹂﹁バカ﹂﹁てめえ﹂﹁クソばばあ﹂とい

とについて保育士はどう答えているかと言いますと︑﹁親

ところが︑なぜこのように子どもが変わったかというこ

別委員会報告書﹂︑文部科学省の﹁情動の科学的解明と教

ているのです︒それは日本学術会議の﹁子どものこころ特

科学的知見の例﹂というのが四ページにわたって紹介され

の学び﹂という言葉になりましたが︑﹁子育てにかかわる

が第二次報告を出しました・その中で親学という言葉は﹁親

が変わったから﹂だと言うのです︒では︑親はどう変わっ

いるのです︒

うように言葉が荒々しくなった︒こういう変化を指摘して

たか︒最もアンケートの中で高いのは﹁受容とわがままの

も平成十七年に出ているものです︒それから︑日本小児科

学会︑日本小児科医会︑警察庁等が出している報告書が抜

育等への応用に関する検討会の報告書﹂で︑これはいずれ

粋されているわけです︒つまり︑脳科学や医学といった科

させることへの配慮が弱い﹂﹁授乳や食生活に無頓着であ
る﹂﹁親のモラルが低下している﹂等々でございます︒つ

区別がつかない親がいる﹂﹁基本的な生活習慣を身に付け

まり︑親が変わったことが子どもが変わった大きな背景で

学的見地から提言が出ているということです︒

たが︑それはもともとアメリカの小児科学会が子どもの発

母乳が出ない母親に対する配慮が欠けていると批判しまし

母乳育児についてマスコミは余計なお世話であるとか︑

はないかということを保育士は指摘しております︒

教科書﹄を作りました︒親に教科書が必要か︑そんな特定

ＰＨＰ研究所で一年間議論しまして︑こういう﹃親学の

の価値観を押しつけるのはいかがなものか︑家庭教育に介
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達のためには母乳が大事だと言ったのです︒子どもの発達

げられまして︑これは高機能広汎性発達障害が背景にある︒

蔽聖斗と名乗ったＡ少年の事件︑豊川市で十七歳が主婦を

それは自閉症︑アスペルガー症候群という問題であります︒

殺害した事件︑長崎の種元駿ちゃん事件などが七つ八つ挙

与えればいいというだけの話でございます︒日本の場合は

つまり︑子どもの脳に何が起きているか︒このことにつ

ですから︑母乳が出ない方にはバランスのとれたミルクを

すぐ例外を持ち出して原則を否定しようという傾向がござ

いては︑福島章さんが﹃子どもの脳が危ない﹄という本を

を保障するという観点からそういう提言をしたわけです︒

いますが︑それは私は違うのではないかと思っております︒

を書きました︒地球環境の破壊よりももっと深刻なのは内

書きましたし︑岡田尊司という方が﹃脳内汚染﹄という本

ことです︒なぜ汚染されているかと言えば︑一つは睡眠の

なる自然︑つまり︑子どもの脳に汚染が起きているという

情動の科学的解明と教育への応用
さて︑文部科学省の﹁情動の科学的解明と教育等への応

番目は有害環境です︒テレビゲームとか︑さまざまなメディ

問題がある︒二番目は食生活の乱れという問題がある︒三

用に関する検討会﹂の提言は大変重要な提言でございます︒

ここでは六つの提言をしておりますが︑これが教育再生会

睡眠の問題でいきますと︑先ほどの﹃親学の教科書﹄を

アです︒ケータイも含まれます︒

議の第二次報告に掲載されているということはとても大事
なポイントでございます︒つまり︑今︑子どもたちの心の

ので︑日本財団から二百万出していただきまして冊子にま

もっと短くしたのが﹃親が変われば子が変わる﹄というも

発達︑脳の発達︑情動の発達がどうなっているかという現
でございます︒

状をきちっと踏まえて︑それに対応するということが大事

ている親学推進協会で親学アドバイザー養成講座というの

せん︒今︑木村先生が会長をしておられ︑私が理事長をし

では販売しないということで︑実際に店頭に置いておりま

凶悪事件についても取り上げられました︒マスコミは少年

をやっておりまして︑その受講者のテキストとしてこれを

とめたものですが︑もともとこの﹃親学の教科書﹄は店頭

の相次ぐ凶悪事件について﹁心の闇﹂だと言っていますが︑

作ったわけでございます︒ところが︑まだ一年経っており

私はこの文部科学省の検討会にはオブザーバーとして毎

脳科学の専門家はそれは脳の問題だというふうに言ってお

ませんが︑既に七千部近く発行しております︒誰が買って

回出席をさせていただきましたが︑例えば︑相次ぐ少年の

すが︑この研究会の中では相次ぐ凶悪事件︑神戸の酒鬼菩

ります︒もちろんあまり短絡化することは危険でございま

18

いるかと言いますと︑最も買っているのは幼稚園・保育園
の関係者でございます︒

点にという考えで作った提言でございます︒

そこには保育園・幼稚園という視点はあまり重視してお

りませんでしたが︑いざこの講座を始めてみますと︑幼稚

これは私たちの想定外のことでありまして︑もともと小

らいたいとは思わない︒自分たちがアドバイザーになる﹂

﹁私たちは親学アドバイザーというものを園に派遣しても

園の園長とか︑保育園の園長がどんどん入ってきまして︑

学校︑中学校︑高等学校を親学の拠点にしようというアイ

いますと︑小・中．高の先生に対して保育園・幼稚園の先

と言われるわけです︒なぜそういうふうに思われたかと言

親学アドバイザー

デアで作ったものであります︒講演会に一番集まってきて

えられたからだと思います︒日本の親の様子が変わってき

生は毎日親と接するものだから︑このままでは危ないと考

ほしい親が集まってきません︒それは皆さんもご承知のと
おりであります︒親学と言っても︑その話を聞こうと思っ

たということに一番危機感を持っているのが保育園・幼稚

てくださる方はほとんど聞く必要のない方でございます︒

保育園料を払わない︑あるいは給食費を払わないという親

とどう関わるかということを学ぼうと思われたのです︒

親に対しては︑説得しようとすると逃げていきますから︑

園の関係者なのです︒そこで︑自分たちみずからがその親

どうすれば親が納得するかということが大事な視点でござ

した︒そこで︑親学アドバイザーというものをシステムと
して作りだして︑その親の意識を失いつつある親たちと学

たちにどう働きかけるかというシステムが必要だと考えま

校と教師の間に入って学校や教師をサポートするシステム

いる︑先ほども会長の挨拶にございましたけれども︑﹁国

います︒そのために教育基本法第十条第二項に挙げられて

私が教育委員長をしております埼玉県では︑来年の四月

及び地方公共団体は保護者に対する学習の機会及び情報の

として親学アドバイザーを作りました︒

提供︑そして家庭教育を支援する施策を講じなければなら

従来は労働者としての親支援がメインでございました︒

から小学校に入る子どもの親たちが学校でやる健康診断に

働いている親を支援するというものです︒ところが︑私が

ない﹂と明記したわけです︒

の親にお話をさせていただく︒つまり︑学校が親に対して

集まってきますが︑子どもが健康診断をしているあいだに

も働きかける︒子どもに対する指導だけでなく︑親に対し

親学のことをあちこちで言いはじめましたら︑労働組合も

親の学習の話をさせていただいています︒できるだけ多く

ても働きかけていく場を提供する︒これが学校を親学の拠
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しました︒それはこういうことから始まったのです︒

だんだん立ち上がってまいりまして︑九州の郵政の労働組

くれまして︑﹃親学の教科書﹄の日めくり︑一日一日のカ

は今は全国各地で親学推進協会のプログラムを取り上げて

ことを考えようということを申し上げました︒青年会議所

が広がりつつあるわけですが︑なぜ家庭教育︑あるいは幼

労働組合とか︑青年団体とか︑そういうところにも親学

レンダーを作り︑全国で展開しつつあります︒

合は全県で労働組合主催で親学の大きなフォーラムを主催
余談になって恐縮ですが︑会社での悩みは妻に言わない

の国の教育をおかしくしているんですと申し上げて︑もっ

聞かないというのが夫婦の約束だというのです︒それがこ

は︑先ほどから申し上げている睡眠の問題︑食生活の問題

児教育が大事だという認識が広がってきたか︒その背景に

約束である︒その代わり︑妻からは家庭の教育上の悩みは

とあなた方が労働組合の幹部として企業で存在を発揮する
だけでなくて家庭でも存在感を発揮してほしいということ

まず睡眠につきましては︑﹃眠りを奪われた子供たち﹄︵岩

があるという事実を確認しておく必要がございます︒

講演を頼まれましたので︑冒頭に﹁子どもにおはようと声

に﹁日本人の誇りを持った子どもをどう育てるか﹂という

後九時以降に子どもを商業施設に連れ出す親は四分の一を

型化している生活に子どもが巻き込まれているのです︒午

ドイツは一六％︑日本は四六・八％であります︒大人が夜

す︒夜十時以降床に就く割合でございますが︑フランス︑

それから私は日本青年会議所のアドバイザーを二年させ

を申し上げました︒

を掛けている方は手を挙げてください﹂と言ったら︑ほと

の子どもの睡眠の比較がわかりやすいグラフで出ておりま

んど手が挙がらなかったのです︒みんな忙しすぎて早く家

も︑大人たちは遅くまで起きていて楽しんでいて︑それに

超えております︒いくら﹁早寝早起き朝ごはん﹂と言って

波ブックレット︶を見ますと︑日本の子どもの睡眠と外国

を出てしまうものですから︑まさに一家団らんがないので

ていただいたのですが︑全国大会によく参りました︒最初

す︒それで日本人の誇りを育てると言っても足元が整って

ります︒

小学校の子どもの悩みと養護教諭に対する訴えの上位三

子どもを巻き込んでいたのではまずいだろうという話であ

いるという自尊感情︑自己肯定感というものを身近なとこ

つは﹁あくびが出る﹂﹁眠い﹂﹁横になりたい﹂というもの

いないのではないかということです︒まず家庭で﹁おはよ

ろから広げていかなければ︑日本人の誇りなんて育てよう

です︒つまり︑慢性疲労であります︒子どもが慢性的に疲

う﹂と声を掛けて人間関係をつくって︑家で大事にされて

がないんじゃないか︒もう一遍家庭教育からスタートする

(20）

れているから︑慢性疲労というのは世の中全体に共通した

れている︒教師も疲れている︑親も疲れている︑みんな疲

も朝食をきちっと食べている子は学力が高いということも

今度も全国学力テストの結果が公表されましたが︑そこで

ていくから︑納得する情報を親に提供することが大事な学

親は納得します︒こういうことを説得しようとすると逃げ

出ておりますし︑そういうデータをきちっと親に見せれば

﹁それがどうした？﹂と言う方がいるんですが︑文部科

現象なんです︒

学省の検討会では一つのデータとしてこういうデータが報

校の役割だと申し上げているわけです︒

ここで文部科学省の情動の研究会の報告書の中身につい

家庭における愛着形成

告されました︒夜中に三回以上目が覚めてしまう重度の睡

眠障害の乳児で五年後にＡＤＨＤと診断された子どもは
四分の一いるというのです︒それはあくまで一つの機関の
データでございますから誇張してはいけませんが︑そうい

ております︒子どもの対人関係能力や社会的適応能力の育

ますが︑文部科学省の情動の研究会がこういう結論を出し

て補足をいたしますが︑情動というのは喜怒哀楽でござい

あるいは脳科学の研究が進むなかで︑今日はお見せしま

成のためには︑愛着形成が重要であるということです︒

うことがだんだんと明らかになってまいりました︒

せんが︑お母さん方にパワーポイントで見せるとすぐわか

最今︑人間力ということがよく言われます︒全国の教育

るのです︒例えば実のお母さんが抱きしめた子どもの脳の
状態と見知らぬ人が抱きしめたときの状態︑愛着というも

きな議論になりましたが︑内閣府の人間力戦略研究会の定

義では︑知的能力︑対人関係能力︑社会適応能力︑自己制

委員長・教育長会議でも人間力︑生きる力ということが大

御能力が人間力の要素だと言われています︒人間関係能力

のが子どもの情動にどういう影響を与えているかというこ

るいは手で書いたときとパソコンを打っているときとケー

とが︑五百分の一秒の映像で見ることができるのです︒あ
タイをやっているときの脳の状態がどうかということもリ

長崎の佐世保で小学校六年生の女の子が同級生を殺害し

の基盤になるのは愛着形成である︒

せると納得する︒

アルタイムで見ることができます︒そういうものを親に見

のであるということを強調しています︒つまり︑頭では命

ました︒この子は作文の中で命はかけがえのない大切なも

の大事さはわかっていました︒しかし︑命を奪ったことの

あるいは︑親たちに﹁朝ごはんを作ってください﹂と言
た子どもと食べない子どもでどのぐらい学力差があるか︒

うと︑﹁余計なお世話﹂と必ず言われますが︑朝食を食べ
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い︒私は英語で巨邑号扇国百・と扇呂恩という二つで区別

重大性を実感できないのです︒遺族の悲しみに共感できな

ります︒このことも脳科学によってだんだん明らかになっ

は子どもたちの基本的な生活リズムが乱れ始めたからであ

リズムというものを体験して冷凍した尿を年五回︑有田秀

定園でありまして︑体操のリズムと音楽のリズムと言葉の

埼玉では白烏幼稚園というところが文部科学省の研究指

ております︒

なぜ共感性が育っていないか︒長崎家裁佐世保支部の処

できない︒

しておりますが︑命の大事さが頭ではわかるけれども実感

分決定要旨がそのことにふれておりますが︑小さい頃︑親

ております︒そして︑大変興味深いことに︑体操のリズム

と音楽のリズムと言葉のリズムを体験することが幸福感の

穂という脳内物質を研究している専門家に調べていただい

源︑母性愛の源といわれているセロトニンと関係があると

に甘えなかった︒一人で遊んでいた︒親にとっては都合が
ら見ると愛着というものがないことで共感性というものが

よかった︒しかし︑子どもの脳の発達︑心の発達の視点か
育たなかった︒つまり︑対人関係能力の基盤になるのは家

れているという研究が次々に出てまいりました︒私は再生

日本の文化を受け継ぐ体験活動を通して人間力が育成さ

いうことが証明されつつあります︒

かり抱いて﹂と言ってきた︑﹁三つ子の魂百までも﹂と言っ

大事なベースが家庭における愛着という︑日本人が﹁しっ

の中学校の校長先生が茶道をやっておられまして︑全教職

会議ではこういう事例をご報告申し上げたのですが︑栃木

そういうふうに考えていきますと︑人間力というものの

庭における愛着という関係性なのです︒

てきた子育ての知恵に関わるものでございます︒もちろん

かつては日本には脳科学も親学もございませんでした︒直

た︒一年間茶道を実践して︑中学生がどういうことを思っ

員に茶道を学ばせて一年間総合的学習で茶道を実践しまし

三年前に感性・脳科学教育研究会を立ち上げました︒も

いう人間力が育っているのです︒

うになりました︒つまり︑自己制御能力と対人関係能力と

たということです︒友達に対して温かい気持ちを持てるよ

目立ったのは︑自分をしっかりと見つめられるようになっ

たかというアンケート調査があるのですが︑その中で大変

観的に大事だと考えたことを日本人はそういう形で伝えて
きたわけでございます︒

基本的生活リズムと食育

二番目の結論は︑子どもの心の健全な発達のためには
す︒なぜ﹁早寝早起き朝ごはん﹂と言いはじめたか︒それ

基本的生活リズムの獲得と食育が重要であるということで
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えてきたのですが︑筑波大学の大学院に感性・脳科学専攻

ともと感性を育てるにはどうしたらいいかということを考

ジは一気に変わり︑女性に卑狼な言葉を掛けるようになり

て損傷したのです︒それまで紳士であったフィニァス・ゲー

共感性と一番深く関わる大事な部分に鉄の棒が突き刺さっ

という人が︑事故で左目上の奥の部分︑前頭連合野という︑

ました︒そのことが一つの契機となって︑人間性知性︑あ

というのが出来ましたので︑そこにヒントを得てこういう
臨教審時代︑岡本会長がいつも脳の話をされたので︑私

研究会を作ったわけです︒

る方はＨＱ室巨冒四国ごＣ巨○言三︶と言っていますが︑人

その人間性知性は前頭連合野の機能であり︑それがキレる

間力の要になるのは人間性知性だと言われるようになり︑

ということと深く関係しているということもわかってまい

の一部であって︑脳︑脳︑脳というのはあまりにも専門家
の視野の狭い話ではないかと︑実は反発しておりました︒

はいつも﹁ノー﹂と申し上げてきたのです︒脳は人間の体

京都大学の病院に入院されている元会長から電話が入りま

学会の会長代行の方で議論させていただいたのですが︑臨

長さんと御茶の水女子大名誉教授の森隆夫先生と家庭教育

最近︑私の感性・脳科学教育研究会で赤ちゃん学会の会

どもの脳には感受性期︵臨界期︶があるからなのです︒

まで続くと明記しました︒なぜ親学が必要かと言えば︑子

感受性期︵臨界期︶は八歳ぐらいがピークで二十歳ぐらい

そして︑文部科学省の研究会の報告書は︑前頭連合野の

りました︒

いしたら︑﹁あなた︑私が一生懸命言った脳のことがやっ

して会いたいと言われまして︑久しぶりに岡本会長にお会
とわかってきたね﹂と言われました︒

三つ目の文部科学省の情動の研究会の結論は︑子どもが
安定した自己を形成するには他者の存在が重要であって︑
特に保護者の役割が重要であるということを強調しており
ます ︒

の報告書では﹁ある脳機能が習得できるのは幼い頃の一定

ております︒これには論争があるのですが︑日本学術会議

界期については︑日本学術会議が一昨年の報告書で定義し

四番目は︑情動は生まれてから五歳ぐらいまでに原型が

臨界期の重要性

形成される︒だから︑子どもの情動の健全な発達のために

おりまして︑例として挙がっているのはオオカミの中で育

期間内だけである︒その期間を臨界期と呼ぶ﹂と定義して

てられた少女の話であります︒小さい頃︑オオカミの中で

は乳幼児教育が重要であるということが明記されておりま
さらに前頭連合野という問題です︒フィニァス・ゲージ

す︒
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からなのです︒

習得できなかった︒それは言語を習得する臨界期を過ぎた

育てられたために︑人間の言葉をいくら教えようとしても

は児童の最善の利益を第一義的に考慮すると書いてありま

ですが︑とんでもない話でありまして︑子どもの権利条約

そういう観点から言うならば︑まさに子どもの発達段階︑

す︒発達段階に応じるということを大事にしております︒

言語機能というのは大事な人間性知性の一つであります
が︑脳には臨界期︑感受性期というものがあるから︑その

るかということについての共通理解を図る必要があるんだ

子どもの最善の利益を保障するためにこそ︑親がどう関わ

と言い過ぎかと思いますが︑その幼い時期にどう関わるか

ぼ完了するというのです︒ほぼ完了するというのはちょっ

目に書いてあります︒子どもは三歳ぐらいで脳の発達はほ

るのです︒これはユニセフの﹁世界子供白書﹂の中の一行

レントベビーというのは︑親と目線を合わせようとしない︑

の一はサイレントベビー予備軍だと指摘されました︒サイ

医でございます︒当時︑日本に生まれている子どもの三分

私は八〜九年前に読みました︒著者は堀内勤という小児科

もう一つ︑﹃サイレントベビーからの警告﹄という本を

サイレントベビーからの報告

と考えております︒

時期にどう関わるかというのは決定的に大事である︒脳の
発達曲線は決まっておりまして︑三歳ぐらいで六割以上︑
八歳で九割以上です︒この一番大事な時期にどう関わるか

が生涯消すことのできない刻印を残すことになるというこ

表情に乏しい赤ん坊のことを言っているわけですが︑なぜ

が子どもの生涯に消すことができない刻印を残すことにな

とを明記しているわけです︒そのことを親に伝えねばなら

らです︒生まれてすぐに保育器に入れられる︒新生児室に

そうなったか︒それは親との関わりから排除されているか

なぜ親学というものが必要かと言えば︑親が子どもとど

ない︒

う関わるかは個人の価値観による︒そんなことを国や行政

美容院で働いているお母さんにインタビューをしました︒

ＴＢＳテレビで生まれてすぐの子どもを保育園に預けて

入れられる︒そして︑どんどん保育園に子どもを預ける︒

はけしからんというマスコミによる批判があるわけです

なぜあなたは生まれてすぐに保育園に預けたかと聞いた

から言われる筋合いはない︒特定の価値観を押しつけるの
が︑子どもの脳の発達︑心の発達を踏まえて親がどう関わ

思ったのですと答えました︒まさにそれは親の勝手であり

ら︑愛着心が湧かないうちに保育園に預けたほうがいいと

親学は子どもの権利条約に反すると言われる方がいるん

るかということが大事な視点であると考えます︒
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温もりとか︑温かさを感じるなかに幸せがあるからです︒

れが﹁お金を払っているのだから﹂という経済の物差しで

幸福の物差しで手弁当持参の日を作ったはずなんです︒そ

幸福の物差しが押しやられてしまう︒これがこの国に起き

いう観点はどうなんだろうという疑問がありました︒

食生活の問題については︑大きく言って三つの乱れがあ

まして︑子どもの脳の発達︑心の発達のためにはどうかと

ると思っております︒一つは栄養の偏り︒二つ目が間食の

ている現状でございます︒

政務官会議プロジェクトーあったかハッピープロジェクト

さん︵現首相補佐官︶らと一緒に﹁家族と地域の紳再生﹂

安倍さんが官房長官時代に時の内閣政務官の山谷えり子

増加︒三つ目が軟らかい食品の増加です︒細かいデータに
まして︑その資料編にデータと参考文献を詳細に載せてお

ーというのが立ち上げられました︒この会議が出した提

つきましては﹁親学アドバイザーの手引﹂というのがあり

たいのですが︑大変面白い本が出ております︒

ります︒それについても関心のある方は是非見ていただき

一九六○年代生まれの母親の意識調査をまとめた本が二

あって︑長期的な観点から抜本的に少子化の流れを変える

援などを進めてきたが︑これらの施策はいわば対症療法で

﹁政府はこれまで経済的な支援︑職業と生活との両立支

が︑その提言はこのようにまとめております︒

言が政府の少子化対策の会議のベースにもなっております

冊あります︒私は一九五○年の生まれですから私より一世

ものとしては不十分である︒長期的な観点から少子化問題

経済の物差しと幸福の物差し

代後の新人類と言われた親たちが大きく変わったというの

なる新しい価値観に基づき︑結婚して子どもを生み︑育て

に対応するためには︑経済優先・個人優先の価値観とは異

ることが当たり前と皆が自然に考える社会を実現すること

です︒インスタント食品とか︑コンビニ弁当に依存し︑食
熊本に行きましてこんな話を聞きました︒幼稚園協会で

事の大事さについての自覚がなくなったというのです︒

講演したときのことですが︑熊本県では月に一回手弁当持

が必要である﹂︒

れと言うのだから金を返せと言ってくる保護者が出てきた

個人優先の価値観とは異なる新しい価値観﹂という言い方

ことを強調したわけです︒つまり︑ここでは﹁経済優先・

家族の紳︑地域の紳を再生することが大事であるという

参の日があったのだが︑行政の指導でなくなったそうです︒

からだと言うのです︒私はこう思いました︒手弁当持参の

をしておりますが︑私はそれをあえて﹁経済の物差しとは

なぜですかと聞いたら︑給食費を払っているのに弁当を作

日を作ったのは︑どんな弁当を作ってくれるのかなという
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す︒

異なる幸福の物差し﹂というふうに言い換えたいと思いま
先ほどの保育園で外国人を一雇ったという話はまさに経済

いるからではないか︒そこに家族の紳とか︑温もりという

ものがどんどん失われつつある︒

議論になっていないのが︑親になるための学びとしての視

もう一つ︑﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂というときに︑あまり

家庭科の教科書の問題

ですから経済効率がいいということで︑合理化︑効率化策

ト削減策ということです︒そして︑外国人やパートは安い

と言えば︑なぜ少子化が起きているか︒その最大の要因は

点であります︒なぜ少子化対策をここで取り上げているか

優先なのです︒ベテランの保育士はお金がかかるからコス

であるわけです︒つまり︑大人の都合が優先されていて︑

結果と八年前の結果と三回分を比較しました︒どういうふ

すべての高校教科書について︑百時間以上かけて四年前の

家庭のことを教えているか︒私は教育委員でありますので︑

今︑家庭科の教科書でどう家族のことを教えているか︒

晩婚化︑未婚化︑非婚化という意識にあります︒

子どもの最善の利益がないがしろになっているということ
です︒

ナイジェリア
メキシコ

よって人間関係の温かさや温もりというものを感じる︒そ

ると避難所が出来て︑そこで紳が深まります︒逆に逆境に

れは大変鋭い指摘ではないかと思っています︒震災が起き

ているのではないかという指摘をしているのです︒私はそ

ます︒それは政治不安とか天災とか逆境が人間関係を深め

それに対して﹁ニューズウィーク﹂誌がコメントしてい

思う人間を育てることが本来の家庭科で大事なポイントで

うのです︒これから結婚して︑子どもを生み︑育てたいと

すが︑それをあえて教えるのはどういう理由だろうかと思

えなければいけないとか︑いろいろなことが書いてありま

利益の中には︑家事が増えてくるとか︑配偶者のことも考

点と不利益について﹂というグラフがあります︒結婚の不

来年使われる高校の教科書についても︑結婚について﹁利

これは山谷えり子さんが国会でも問題にされましたが︑

うに家庭科の教科書が変わったのかということです︒

こに幸せがあるというわけです︒そうであるならば︑この

はないのか︒もちろん結婚の不利益に一行ぐらいふれてい

した世界価値観調査より︒

国が今失いつつあるのは︑子どもを預けてどんどん働いて
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﹁現在︑幸せだと思いますか﹂

一一

一

ミシガン大学社会調査研究所が世界七十か国以上で実施

番 番

したのです︒サルベーションというのは︑辞書を引いてみ

れている者を潜っていって救い出す︒これがサルベーショ

ると﹁溺れている者を救い出す﹂と書いてありました︒溺

ンの意味だというのです︒溺れている者はまさに乳幼児で

るなら︑くつに私は問題視しませんが︑大きなグラフでそ
﹁家族とは何か﹂というのは本人がどう思っているかと

れを強調している︒

いう主観によって決まると書いてありますが︑それを読む

やがて反抗しながら自立していきます︒これが子どもの発

のです︒子どもは一番信頼できる大人に甘えて︑依存して︑

達段階です︒もう一度申し上げます︒子どもは一番信頼で

あります︒親に甘えないと︑依存しないと生きていけない

しいかどうか︑それは十分に議論する必要があるのではな

きる大人に甘えて依存する︒これが三つ子の魂百まで︑しっ

になるための学習として家庭科の教科書がはたしてふさわ
いかと思います︒結婚して子どもを生み︑育てたい子ども

と︑家族の紳が大事だというふうにはあまり思えない︒親

をどう育てるか︒そのためには幼稚園や保育園をもっと親

です︒私の父は私が中学校一年生のときに山に連れていき

次は親に反抗する段階で︑子どもの壁になるということ

かり抱くという段階でございます︒

まして︑弁論大会に出ろと言いました．昔の政治家は﹁諸

タリウムでお母さんを毒殺未遂した女の子がいました︒

学の拠点にする必要があるのではないかと思うのです︒

た︒﹁幼稚園児とふれ合ってはじめて自分の存在価値を感

あの女子高生がインターネット上に日記を残していまし

そして﹁史朗︑原稿を持っていったらだめだ﹂と言いまし

君！﹂とやりましたが︑あれを強制的に練習させました︒

ていかせて﹂と言いましたが︑﹁だめだ︒大丈夫︒自分を

た︒私は大変不安でしたので︑﹁お父ちゃん︑一応原稿持っ

じて悩みが消えていった﹂と書いていたのです︒それは大
思います︒多くのお母さん方は︑子育ては自由を奪われて︑

変大きな示唆を私たちに与えてくれているのではないかと
犠牲になって︑自己実現を妨げられていると考えているわ

す︒これが父性の分離であります︒しっかり抱く︒下に下

しっかり抱きしめる︒これが母性の受容です︒下に下ろ

ます︒

お母さんが自由を奪われると言うので︑その場合の自

ろす︒そういう優しさの関わりと厳しさの関わり︒これが

信じろ﹂と言いました︒これが父性であると私は思ってい

由って何だろうと調べてみたことがあります︒英語ではフ

あってはじめて歩くことができるのです︒しっかり抱いて︑

けですが︑子どもは自分に頼ってくる︑甘えてくる︑依存

リーダムとか︑ニルヴァーナ︵浬葉︶という意味もありま

してくる︑ある意味で弱者であります︒

したが︑サルベーションという英語を見てぼくはびっくり
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反抗する︒壁があるから反抗するわけですが︑そして自立

下に下ろして歩かせろということです︒甘える︒依存する︒

が幼児教育の質の劣化を招かないようにという私の主張は

愛させていただきますが︑量的な保育サービスの拡充策

なぜ自立できないニートがこんなに増えているか︒それ

教育者としての親を支援する必要性が少子化社会白書でも

ての親を支援するだけでなく︑﹁親育ち﹂の支援すなわち︑

そのまま中間報告に入りました︒そして︑単に労働者とし

は抱きしめるという関わりと下に下ろすという二つの関わ

していくのです︒

りが足りないからです︒対人関係能力が育たないのは愛着

親学と親業はどこが違うんだとよく聞かれます︒今︑親

強調されるに至りました︒

形成が足らないからです︒自己制御能力が育たないのは︑

白虎隊で有名な会津藩の日新館で十歳以上の幼年教育に

いう関わり方がメインである︒ハウツー︑方法論です︒私

げています︒親業というのは親が子どもとどう関わるかと

こが違うんだろうと言うわけです︒私はいつもこう申し上

学アドバイザー養成講座を全国でやっておりますが︑親業

は﹁什の徒﹂というのを定めています︒﹁年長の者の言う

たちの親学は︑もちろん方法論も含んでいます︒これがな

訓練のインストラクターがたくさん出席していまして︑ど

ことに背いてはなりませぬ﹂﹁年長の者にはお辞儀をしな

いと理想論︑理念だけになってしまいますから方法論は必

らです︒

ければなりませぬ﹂﹁弱いものをいじめてはなりませぬ﹂﹁卑

要です︒親業的な方法論はもちろん含んでいますが︑親が

だめなものはだめと言う父性的なかかわりが欠けているか

らぬものはならぬものです﹂と言っているのです︒

怯な振る舞いをしてはなりませぬ﹂と挙げて︑最後に﹁な

が自分とどう関わるかということです︒もっと言えば親が

子どもとどう関わるかの前にもっと大事なことは︑親自身

親として育つ︑親育ちという視点です︒子育ては親育ちな

ある方はこれを﹁義愛﹂と言っています︒慈愛に対して
きちっと教えることも本来親の役割であります︒そういう

義愛ですね︒そういう秩序感覚︑ルール感覚︑規範意識を
意味でもう一度家庭教育の役割を見直していくことが大事

親学の教科書にはサブタイトルに﹁親が育つ．子どもが

のです︒子育てを通して親が育つのです︒

少子化につきましては︑私自身も政府の少子化対策の会

ではないかと思います︒

して成長していくこと︒その親育ちというものが大事だと

育つ﹂と書いてあります︒まず親が育つこと︒親が人間と

いうことです︒共に育つ︑共育ということがございますが︑

議でいろいろと意見を申し上げました︒﹃正論﹄という雑
誌にそのことは少し書かせていただきましたので今日は割
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ワードの一つは﹁主体変容﹂と言いますが︑親は教育の主

まさにそういう視点でございます︒そして︑私たちのキー

結び

ております︒

外国では親学という言葉ではありませんが︑親教育プロ

で︑必ずしも整理がついてないかと思いますが︑今なぜ親

きょうはいろいろと多岐にわたってお話をしましたの

体者であり自分が変わることが大切です︒

グラムが全世界に広がっております︒それはペアレンッ・

どもが大きく変わったこと︒そして︑親が大きく変わった

こと︒社会の変化につきましては︑特に世間の教えが衰退

学が必要かということで申し上げたかったポイントは︑子

した︒なぜ問題行動がこんなに増加しているかというと︑

アズ・ティーチャーズ︑あるいはファーストティーチャー

生最初の教師は親であるということです︒教育改革︑国民

ズとなっているのですが︑教師としての親プログラム︑人
会議の報告書の中にそういう言葉がございます︒﹁親は人

す︒つまり︑文化の抑止力が低下していると私は思ってお

うものが︑今︑親たちに受け継がれておりません︒しっか

ります︒子育ては文化であります︒その子育ての文化とい

問題行動を促進する力が抑止する力よりも大きいからで

親はお客様ではない︒なぜそんなことをあえて言うかと

り抱いて︑下に下ろして歩かせる︒この言葉もほとんどの

プログラムであります︒

言いますと︑保育サービスの拡充策があまりにも広がって

親は知りませんし︑先ほどの家庭心得にあったような諺も

生最初の教師﹂︒まさにこれが外国に広がっている親教育

いて︑年末年始でもいくらでも預かりますよと言っていく

私は一九五○年生まれですから占領下に生まれました︒

ほとんどの親は知りません︒

母は私に闇市で手に入れたものを与えてくれました︒団塊

とを保育士の責任にする親が出てくるものですから︑親は
サービスを受けるお客様ではありませんということです︒

と︑先ほどのように﹁鼻水が出てますよ﹂とわが子のこ

親は教育の主体者なんです︒その親が変わることが子ども

の世代の親は戦争で自信を失い︑僕たちには価値観とか︑

代が育てたのが今のモンスターペァレントと言われている

そういう心を与えてくれませんでした︒そういう団塊の世

親たちであります︒だから︑ある意味で今の若い親を責め

の基本的な考え方でございます︒

森隆夫先生は﹁親学は育自学﹂とおっしゃいました︒育

てもしょうがないのです︒それを育ててきた親の世代の責

が変わる一番の近道なんです︒まず主体変容︒これが親学

れましたが︑それもまた大変重要な視点だろうかなと思っ

児ではなく育自︑つまり︑自分自身を育てる学問だと言わ
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と︑世代間連鎖でまた歴史をひもといていかなくてはいけ

任というものもありますし︑その親を誰が育てたかとなる

休の知恵のすごさが脳科学の最新の科学から立証されつつ

てるベースになるということです︒﹁守破離﹂という千利

ある学級崩壊している小学校で一年生のクラス全員に和

あると思っています︒

が大事にしてきた子育ての知恵の伝統をもう一度脳科学と

ないのですが︑責任を誰かに求めるというよりも︑日本人

ように叩く︒同じ音色でずっと叩いていく︒それを繰り返

太鼓を持たせました︒一人が和太鼓を叩く︒次の子が同じ

すうちに情緒が安定し︑学級崩壊が見事に解決したという

ントではないかと思っております︒

事例もございます︒和太鼓とか︑茶道とか︑さまざまな日

いう最先端の科学知見で再発見していくことが大事なポイ

もう一つだけ補足をさせていただきますと︑私は今︑文

本の文化・伝統が見直されています︒東京都は﹁日本の伝

本の文化﹂という教科が新しく出来ました︒和文化交流全

統文化﹂という教科を高校に作りました︒兵庫県でも﹁日

るのですが︑白百合幼稚園では︑茶道をやっている幼児の

脳波を測定しました︒東京都の府中養護学校の先生は︑四

化の継承を通して人間力を育むという研究に打ち込んでい

年間全く反応がなかった重度の障害児が和太鼓を叩いた瞬

国協会という組織も出来ております︒

和文化という新しい時代の流れを踏まえ︑何を子どもに

間に手が動いたという映像を見せてくれました︒あるいは︑

白烏幼稚園ではリズム運動をやっているのですが︑三歳の

は対立しますが︑何が子どもの心を育むか︑何が子どもの

脳やアイデンティティを育むかという﹁育﹂の視点に立て

教えるのがいいかといった︑﹁教﹂の立場だとイデオロギー

ば︑イデオロギー対立を超えることができるのではないか

を叩いたりしている︒そういう型から入っているわけです︒

千利休は﹁守破離﹂と言いました︒型を守って︑型を

子が腰骨を立て︑姿勢を正して論語を朗読したり︑和太鼓

破って︑型から離れる︒価値観を押しつけてはいけないと

ます︒親心を取り戻し︑家族と地域の紳の再生を目指して︑

不毛なイデオロギー対立を乗り越える大きな国民の意識改

と思います︒その﹁育﹂の視点から親学も考えたいと思い

革運動のうねりをつくっていきたいと思っております︒あ

から始まるのです︒それは型を模倣するということで︑型
ではありません︒脳の発達段階という科学的な見地から見

から入ることが脳を活性化するわけです︒それは押しつけ

りがとうございました︒︵拍手︶

言いますが︑脳の発達段階からいうと︑子どもの脳は模倣

ても︑型から入るということが文化の型を継承し︑模倣す
るということになるわけで︑それがまず大事な人間力を育
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くれるのだろうか﹂﹁両親はいったい何人できるのだろう

ろうか﹂﹁この二人は結婚するだろうか﹂﹁批が私を育てて

う紙がございました︒﹁私ははたして牝んでもらえるのだ

んはお母さんのおなかの中で︑深刻に悩んでいるのだとい

多田ある本を読んでおりましたら︑アメリカの赤ちゃ

そのような知恵のリレーを期待することはできなくなって

母子家庭︑父子家庭が州えつつある状況の巾では︑もはや

と新民法の制定によりまして︑核家族化が進み︑さらには

と伝えられていきました︒けれども︑戦後の家制度の解体

あちゃんからお父さん・お雌さんへ︑そして子どもや孫へ

ての自覚や子どもへの接し方などは︑おじいちゃん・おば

かっての我が国には家族制度がありましたので︑親とし

しょうか︒

体何を頼りに親としての責任や役割を学んだらよいので

か﹂﹁私は税から虐待されないだろうか﹂︒雌近はこれにⅢ

シンポジウムの趣旨

えて﹁私はエイズに椛っていないだろうか﹂という悩みも︑

そのような社会やモ

いとか︑わがままであると言って嘆いたりするわけですが︑

ともすると私たち年長荷は︑今の若い親は自覚が足りな

しまいました︒

に常識となっております︒人間は︑自分で自分の生まれる

川じような状況は︑エイズ以外に関してはわが川でも既
時代を選ぶことができません︒生まれる場所も選ぶことが

私たち年長者ですし︑

味ラルをつくったのは
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子どもたちを不安にしているそうです︒

できません︒自分を生んでくれる親も︑育ててくれる家庭

一育てたのも私ども年

そのように若い人を

も選ぶことができません︒しかも︑人間は全く無力な存在
としてこの世に生まれてくるわけですから︑アメリカの赤

：長者であります︒で
帯すから︑一方的に若

一郡畔︾と峨峨崎看峠帥

鳶鍬鮮睡融

蕊零綴ローマ︑１州蓋ご﹄型
i

ちゃんが深刻に悩むのも︑叶然と言えばあまりに当然のこ
親がわが子を殺す︑︒子がわが親を殺すという悲しい事

︲ｉ︲︲

､

とであります︒

件が多発しております︒税がわが子をしっかり育てていれ
ば︑親を殺すような人間に育つわけはないのですから︑責
任の発端は︑すべてではありませんが︑やはり親にあると
言わざるを件ません︒今Ⅲの荷いお父さん︑お母さん︑一

鴬

の臨時教育審議会のときには委員を務められまして︑戦後

杉原誠四郎先生は︑経歴にありますように教育基本法を

の教育改革に尽力されてこられました︒

中心として教育政策︑教育行政に造詣の深い方で︑素晴ら

かを考えるほうが︑より建設的だと思われます︒

きょうのこのシンポジウム︑﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂は誠

若い親たちに︑どのような手を差し延べることができるの

にタイムリーな企画であると思われます︒この会場にお集

しい研究を多く積み重ねてこられました︒

十分か十五分ぐらいご提言をいただきたいと思います︒そ

きたいと思います︒最初にパネリストの先生方から︑一人

きょうのこの会のおおよその予定を︑予めお伝えしてお

まりの皆様は既に親としての責務を立派に果たされ︑立派
ないだろうとおっしゃるかもしれませんが︑むしろこの機

の後で︑我々の日本弘道会の開祖である西村茂樹先生の﹃徳

にお子様方を育てられた方ばかりですので︑今更親学でも
会に皆で知恵を出し合って︑育児に戸惑っている若い親に︑

しました︒まず小川義男先生です︒経歴等は印刷物にあり

また︑きょうは三人のパネリストの先生方をお招きいた

げて︑この会を終わります︒質問用紙はお手元にあります

う時間を設けたいと思います︒最後に私のまとめを申し上

方からの質問に︑パネリストの先生方がお答えをするとい

その後︑十五分間ほどの休みをいただいて︑会場の皆様

きました︒ご参照いただきたいと思います︒

目についてはお手元の印刷物に私の手書きの字で書いてお

ますので︑私がご紹介いたします︒この﹁父母の道﹂の項

学講義﹄いう書物の中に︑﹁父母の道﹂という一節があり

何かメッセージを送ることができれば幸いでございます︒

パネリスト紹介
多田私は︑この会の進行係を務めます多田建次と申し

ますけれども︑あまりにも著名な先生でございますので︑

ので︑どうぞご自由にご記入くださいまして︑後ほどご提

ます︒私の簡単な経歴はお手元のプリントにございます︒

皆様よくご存知だと思います︒長く教育現場で活躍してお

出していただきたいと思います︒

たいと思います︒よろしくお願いします︒

それでは最初に︑木村先生のほうからご提言をいただき

られる方でございます︒今︑狭山ヶ丘高等学校の校長先生
木村先生につきましても︑この会で何度もコーディネー

を務めていらっしゃいます︒

ター︑パネリストを務めてこられましたので︑皆様よくご
存知だと思います︒また︑英文学者︑エッセイストとして
素晴らしい著書を何冊も書いてこられました︒中曾根内閣
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木村治美先生の提言
木村ご紹介にあずかりました木村治美と申します︒す
でにいろいろなことが言われておりますが︑私も違った角

らの慰めの言葉なんでしょうけれども︑やはり私は日本の

文化の中で死んだらお墓に入り︑先祖になるという縦の家
であります︒

族の時間軸がここで断ち切れたのではないかと解釈するの

好きなんですね︒私もときどき鼻唄で口ずさんだりはいた

年は﹁紅白﹂に登場したりいたしました︒みんなあの歌が

れこそ千の風になって日本中を吹き荒れておりまして︑去

この五︑六年ですが︑﹁千の風になって﹂という歌が︑そ

はあってもいいけれど︑日本中があの歌をもてはやしてい

あの歌の中に盛り込まれていると思うのです︒そういう歌

言い残してあると言うわけです︒時間軸の中で個人主義が

死んだらお墓には入りたくない︒山か海に撒いてほしいと

こう言うんです︒﹁千の風になって﹂︑私︑大好きだ︒私も

と申しますのは︑私の知り合いのエッセイストが何人も

しますが︑心の底から共鳴しているわけではないんです︒

るということに私は問題を感じるわけでございます︒日本

度から何かお話ができればいいと思います︒

と申しますのは︑あ︑これで日本の文化は破壊されてしまっ

は先祖から子孫に続くという位置づけで自分を捉えるとい

たのではないかなと思うからです︒

つまり︑あれはお墓参りに行ってもお墓の前で嘆かない

人はそういうふうに人と人との紳を失いかけている︒それ

でくださいという死者からの残された者たちへの慰めの言

中でも世間の中で自分は生かされている︑生きている︑一
なったと思うのです︒

人では生きられないんだという位置づけを人間がしなく

う︑その位置づけがなくなったし︑それから︑横の社会の

な所に眠ってなんかいません︒私は千の風になって︑朝は

葉なんですね︒お墓の前で泣かないでください︒私はそん
朝露となり︑夕べには夕日となり︑そしてとにかく千の風

と思います︒これは多分に言いがかり的な文句でございま

きに︑お墓の中に眠ってなんかいませんと言われるとエッ

私︑夫が亡くなりましてお墓参りに行って脆きましたと

がかかりました︒それをスイッチさえ入れれば全自動で

川まで行って水汲みをしたりというふうに︑非常に手間隙

せることであります︒洗濯だって昔はゴシゴシやったり︑

技術革新を私なりに定義いたしますと︑手間隙を機械に任

その理由として︑一つ︑技術革新を挙げたいと思います︒

して︑姿は見えなくなったけれど︑アニミズム的な︑森羅

やってくれる︒お風呂を沸かすときだって︑スイッチを入

になって大空を吹き渡っていますという詩なんですね︒

万象となって私はあなたのそばにいますよ︑という死者か

(34）
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○

どう生きるかということをきちっと認識することが一番大

うと誤解されておりますが︑そうではなくて︑親が自分は

ますが︑親学というのは一般には子育てのノウハウであろ

て考えたいと思うのですが︑どなたもおっしゃっておられ

を考えている暇がなかったと思うわけです︒今︑あらため

れぱいけないのか︒どうつきあえばよいのか︑そんなこと

腰を浮かせてあげる︒狭い道で傘と傘とがすれ違おうとし

ます︒それは電車などで隣に人が座ろうとしたらちょっと

です︒今︑﹁江戸しぐさ﹂という言葉が話題になっており

つ︑いい助っ人がいるよという感じなのです︒それは企業

ますし︑学校の先生も手一杯であるというときに︑もう一

最後に一つ申し上げたいことは︑親もモンスター親がい

こちらは二︑三歩歩いてからもう一度振り返ってあらため

﹁さようなら﹂と言って別れてからあちらは見送っている︒

て別れの会釈をちょっとする︒いろいろな江戸しぐさがあ

たときに︑狭い江戸の道ですからちょっと傘を傾げるとか︑

ある教育熱心な会で講演をしたときに︑皆さんはわが子

間に育ってほしいのかがわからない︒

にどういう子どもに育ってもらいたいですかと聞きました︒

だそうです︒その先には商売繁盛がありますでしょうが︑

ります︒この江戸しぐさは江戸の商人が従業員に教えたの

事なんだと思うのです︒そうしないと子どもにどういう人

つまりは︑皆さんは人生をどう生きたら満足ですかという

つながる︒これが江戸しぐさの起源なんだそうです︒

いい従業員を育てておくことによって︑それが商売繁盛に

ことですが︑これをお母さん方に質問をすると︑すぐに手

が挙がる方はないですね︒難しい問題かもしれません︒そ

ろうと思います︒私としてはこれが一つの答えだろうなと

はそれについて今︑一生懸命考えなければいけないときだ

という否定形の子育ての眼目があっていいでしょうか︒私

が一位に来るんだそうです︒しかし︑人に迷惑をかけない

普通の統計では﹁人に迷惑をかけない子どもに育てる﹂

あ︑これは東京からのサラリーマンだとわかったのです︒

のよさ︒黒いスーツで黒いスーツケースを持っているので︑

非常に程のよい声を出してサッと腰掛けた︑その身ごなし

りました︒その言い方は︑大声でもなく︑小声でもなく︑

したら︑一人の青年が﹁失礼します﹂と言ってその席に座

アポートライナーに乗りました︒私の隣の席が空いていま

うしても東京に帰らなければならなくて︑札幌の駅からエ

ましたとき︑台風が羽田に接近していたのですが︑私はど

話が長くなって申し訳ないんですが︑私が北海道におり

う言われれば皆さんはいかがですか︒すぐお答えはお出し
になれますか︒子育ての眼目︑子育ての理念といったもの

いう答えは持っておりますが︑それはあとに取っておくこ

について︑すぐ答えがお出しになれるでしょうか︒

とにいたします︵笑︶︒
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うかね︒飛行機飛ぶでしょうかね﹂と言いましたら︑彼は

私はこの人なら大丈夫だと思って﹁台風の状況どうでしょ

とも大切だと思っております︒

そういう企業経営者としての問題意識を持っていただくこ

いただき︑それを社員を通して広めていっていただきたい︒

千代田区というのは昼間の人口が踊万で︑夜の人口がわ

サッと携帯電話を取り出して情報を見て︑ＪＡＬはどうで︑

が︑こういう特別な区でどういうふうに働きかけたらいい

田区として作ろうとしております︒私はその委員なのです

ずか棚万という特殊な区ですが︑次世代育成の理念を千代

いよいよ千歳空港に着いて︑﹁いろいろありがとうござ

るのです︒

これとこれはまだ空席があるとか︑そういう話をしてくれ

いました﹂と私が言ったら︑彼は大混雑した駅の中をさり

ることです︒企業に働きかけることだと思うのです︒企業

かと考えまして︑やはり思い付くのは企業に親学を浸透す

いらっしゃる︒それを通して今後展開していけるであろう

のトップにはおかしな人もいますけれど︑立派な人も大勢

げなく私の後ろに付いて来るのです︒ＪＡＬとＡＮＡでは
間違えないように︑しかし︑それはさりげなく見送って別

行く方向が違うのです︒こんなおばあさんですから︑私が
れる所まで付いてきてくれて︑私は背中に目があるのでそ

の高橋先生のお話のなかでは︑親学は学校︑あるいは保育

多田木村先生どうもありがとうございました︒先ほど

と思っております︒︵拍手︶

返って会釈しました︒青年もびっくりしたようですが︑笑

園が発信基地であるとおっしゃいました︒私どもは家庭の

れに気がついていたものですから︑別れる所でサッと振り
顔と笑顔で最後の別れを交わした︒私はこの青年にこのマ

問題とすぐ結び付けがちですが︑企業の視点を木村先生が

おっしゃいまして︑非常に新しい視点を提示され︑これか

いい家庭であったに違いないけれども︑あるいは運動部の

らの展開が楽しみになりました︒ありがとうございました︒

ナーを教えたのは誰だろうと思いました︒おそらく家庭も

思ったのです︒江戸しぐさを教えた江戸の商人たちの精神

小川私は現場教師ですから学校現場で現在のモンス

小川義男先生の提言

引き続きまして小川先生︑お願いいたします︒

部活かなあと思いつつ︑もしかしたら企業ではないかと
が残っているのだと思いました︒

松下幸之助さんなどは︑ご自分が丁稚から仕込まれてい

ターペアレントというようなものがどんな状態なのか︑現

らしただけあって︑あの大きな会社になってもそういうふ
うなことも考えて︑私は企業にもこの親学の意識を持って

うなしつけを細かくしていらっしゃいました︒そういうよ
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もあまりないのですが︑化け物のような両親というのは︑

いう変な親がおりません︒したがってご報侭するような話

場の報告が仕事かと思います︒私の私立高等学校にはそう

とか︑モンスターママというのは常識が崩壊してきている

小中学校に行っているのだろう︒だから︑モンスターパパ

立商等学校には当然入ってきませんけれども︑瞥迦の公立

その報告があって︑私が思ったのは︑こういう親の子は私

上ご迷惑かけたりしないように︑ときどき朝に全職員で登

です︒教育委員会は卒業させてよろしいとは言わないけれ

ないと訴訟を起こすと言った親がいました︒巾学校も同じ

のは︑学校に一日も来なくても小学校を卒業させろ︑させ

小学校の校長をしておりました頃︑ごく普通に見られた

ということの表れだと思います︒

考えてみれば世間の常識の崩壊ということだと思います︒

実は一昨Ⅲ︑登校脂導をやりました︒商等学校で登校指

校脂導をするのです︒そうすると︑今川モンスター親父が

ども︑学校に来ない人を卒業させてはいけませんとは言わ

導もないんですが︑二人乗りはいないけれども︑交通安全

の服装について︑ボタンが二つほど外れているとかいって

ないのです︒叩位未履修という川迦が去年ありましたが︑

邸,#詳能黙議

2んすがなた行く卒も

単ご叫郷融輔
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二人登場しました︒一人は︑日常から私の学校の男子生徒

私の学校はそういう問題はなかったんですけれど︑あの問

いま話ま迦さ仮どぃ一
うせしすにれにので
二

迦を言うならば︑全

怒鴫り散らして︑学校へも来る人なんですが︑大声で事務
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室の職員をどやしまくっているというケースがあったので
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そあは思う起か徒か国
うりおい｜川こ・がなで

す︒教頭がいろいろ祝得したのですが︑誠に非常識なので
す︒この教頭も少し非常識なところがある教頭なものです
から︵笑︶︑体育会系ということもあってどやしつけたら
しいんです︒もう二度と来るなと言って追い返したようで
すが︑こういうケースが一件︒

噌

＃
芳嫁ー

もう一つは︑坂の下で登校指導をしていた教員に﹁おた
くの学校の校蛙は帆︑挨拶をしない﹂と言って吋緑をつけ
るのです︒私は昭和二十六年からの代用教員で︑校長から
カラスが飛んできたらお辞儀をしろ︑お地蔵様を兇たらお
なんていうことはないのです︒これも因縁をつけるのです︒

壁 一 睡 一

?

；

辞儀をしろというふうにしつけられているから︑皿が商い

■
苧 曲 や

だという考えが相当強く存在したのではないか︒

いです︒そういう点でも親はずいぶん変わってきているわ

結びになりますが︑私の学校で女子高校生が妊娠いたし

けですが︑きょう申し上げたいのは︑その女の子が子ども

私は︑今朝も朝ゼミをやってきておりますから︑昭和

校にはかなりあるようです︒

の現場生活を振り返ってしみじみ思うことは︑大学に四年

を生みたいと言ったことなのです︒校長ですから生まない

のときに親はどっちかの家から通わせるつもりだったらし

行っていましたから五十六年間の歴史というのは親が自信

でおけと言うことはできませんでしょう︒生まないでもら

ました︒一年生です︒父親も実は一年生でありました︒こ

喪失を深めていくプロセスだったのではないかという気が

えるといいがと思いました︒彼らはどんな難関大学でも受

二十六年から五十二年間教壇に立ち続けていることになり

しております︒いろいろな議論がありましょうけれども︑

ます︒わが国で私だけでないかと思います︒その五十二年

昭和二十六年︑私が代用教員に入ったときは︑農村ですけ

てもいいと言うのです︒言葉は上手には言えないけれど︑

かるような秀才の二人でした︒その女の子は私はどうなっ

から︑自分はどうなろうともこの子を生んで育てたいんだ

おなかの中にいる子どもを守ってやれるのは私しかいない

れども︑父親は信念のかたまりでした︒母親もわが子を愛
と思います︒それが五十数年かけていくなかで︑いままで

するという点では旦那に負けないようなすごいものだった
立派な先生方からご指摘があったように自信が喪失されて

という趣旨のことを述べるのです︒

うは高校一年生だったのですが︑親も私の説得があって援

いました︒結局︑この子たちは二人とも退学して︑男のほ

私は母性というものの有り難さに本当に取り乱してしま

いったのだと思います︒

感からは︑学校が親の自信を喪失させた歴史がこの五十数

助しませんでしたから︑肉体労働をやって︑四畳半一間借

これはなぜだろうかというと︑現場教師としての私の実

めだ︑脱んではだめだ︑怒鳴ってはだめだ︑子どもの言う

坊を抱いて私のところに来ました︒あのとき単位を相当融

りて︑そこで出産して︑育てて︑二年後の学園祭には赤ん

年であったように思います︒そういうふうに︑怒ってはだ
ことを聞かなければいけないんだと︑いままでのやり方が

にして通信教育で非常に有利だったようです︒その男は︑

通してたくさん出してやったものですから︑それをベース

全部だめだと言われたものですから︑それでいつの間にか
いか︒その中心にあったのは子どもの内面から独りでに芽

潮風に当たった男はこんなものかと思えるような︑襟を正

親の自信を喪失させるような動きが行われてきたのではな
生えるものは尊いが︑これに対して教え込むことは間違い
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保護のもとにあったから︑女の子は学校を辞めたときその

すようなきりっとした若者になっていました︒その絶対的

歴史的な観点を入れてお話ししたいと思います︒日本が戦

杉原高橋先生の講演も含めて重複する部分は除いて︑

憲法も含めていろいろなことが改正させられたわけです︒

争に負けて六十年経ちました︒よその国の占領軍によって

私はその二人を見て非常に感動したのです︒だけど︑そ

と言えるのですが︑そこにはさまざまな注が付くというこ

占領軍がそういうふうにしたという言い方で間違いはない

ままの幼い︑母と言うにはあまりに痛々しい母でした︒

のときに思ったのは︑子どもが腹に入るときは母性という

らいたします︒戦前の民法はそれまでの日本の文化を前提

家庭問題︑親学がきょうのテーマですが︑民法のお話か

とをお話しいたします︒

ものが芽生えて︑その後︑自分がどういうふうに意識が変
わっていくかということは︑高校生では想像することでき
ないわけですから︑このあたりはやはり問答無用できりつ
と教え込んでいかねばならないということです︒

にしてできたものですが︑それはそれなりに時代の進展と

に︑結婚というものは男と女の同意に基づくもので︑それ

ところが︑今の親で高校生のあいだは男性と深い関係に

に自信を喪失してしまっているのです︒しかも︑木村先生

以外のものではないということです︒これは根本理念は正

ともにいろいろ矛盾が生まれていったということは認めな

からご説明があったように︑家庭そのものが次の世代を育

しいことかもしれませんが︑それが現実に民法のなかでど

ぐらいしかいないのではないかと思います︒親がそれほど

てるという力がないどころか︑意欲さえ失っている親もい

なってはいけませんと言い切れる親は︑私の学校でも一割

るということを考えると︑戦後六十年と言ってもいいで

近に起こったことでお話しします︒

ういうふうになされたかということをを︑具体的な私の身

ければいけません︒戦後の民放の根本は︑憲法にあるよう

しょうが︑我々がこのように喪失してしまった自信を親が

ある子どものない老夫婦が親戚に生まれた子どもを養子

にしたいと言いました︒養子にするために家庭裁判所に

があるので︑この子が高校生になって本人の意思を明瞭に

行ったところ︑家庭裁判所では︑これは人身売買の可能性

任を負っていると思います︒︵拍手︶

回復するような手だて︑取り組みを推進していく絶対の責

引き続きまして杉原先生お願いいたします︒

ませんという結論を出したのです︒家庭裁判所の裁判官で

言えるようになるまでは︑養子縁組を組むことは認められ

多田小川先生︑どうもありがとうございました︒

杉原誠四郎先生の提言
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けで勝手なことを言ったわけではないらしいのですが︑そ

作った堆唯があり︑そういうことで︑その裁判Ｗが一人だ

しかしながら︑その老人姉はそのｆどもが尚校化になる

のときはそういうことでできなかったのです︒

までに二人とも亡くなってしまいました︒そして︑辿言課
が残っておりまして︑財産の州統もありますし︑祭祁の継
承もはっきりしているのですが︑それをまた家庭故Ⅲ所に
ことはあり得ないということで︑結川︑その家を継承する

持っていったところ︑亡くなった人の姓を彼沼するという

雌後にどういう千段を取ったかといいますと︑おいを称

別にはこんな冊が

涌させました︒

をして︑側じ姓を復

で︑そこに佳子縁細

こ二わみふい︲とい︾うこ上﹂

ので︑財産問題も起

らっしゃらなかった

して財雌も持ってい

て︑その方は稚いに

さんがいらっしゃっ

職

あります︒これも私
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ことができなかったのです︒
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やっている方がいらっしゃいまして︑その方とお話をした

私は︑たまたま韓国の知人が多く︑その中に道徳教育を

ところが︑戦後︑修身がなくなりました︒この修身がな

たために︑家庭とか社会が乱れなかった︒

くなったというところを注意してほしいのですが︑これは

いうことなんです︒よくよく聞いたり︑調べたりしますと︑

ところ︑韓国には道徳という修身に相当する授業があると

できるのです︒日本の占領期には当然日本の修身と同じも

李朝の末期のときに日本の修身とそっくりの教科書が一回

占領軍がつぶしたのではありません︒占領軍はあくまでも
軍国主義的な要素があったのでそれを取り除くあいだだけ

日本は昭和二十年八月十五日は戦争に負けた日ですが︑

のが作られました︒

停止しすると言ったわけです︒にもかかわらず︑日本人が
の社会生活という要素が入っておりますから︑それを定着

社会科という授業を持ち込んだのです︒社会科には子ども

八月十五日でも意味が違うのです︒そこで︑韓国の人たち

韓国は八月十五日は独立した日なのです︒ですから︑同じ

わけです︒よいものは継承しなければいけないということ

のです︒そして︑修身が消えてなくなって︑なくした人が

そのいきさつを死ぬまで語らなかったために︑修身は非民
主的なので占領軍がつぶしたということになった︒した

になった︒朝鮮動乱のときには反共主義的な教科に一回な

させたために︑修身を再開する理由がなくなってしまった

がって︑再開は絶対に認められないという論が戦後の日本

るのですが︑しかしながら︑よいものはよいという観点が

にとっては過去に対する否定という観念が起こらなかった

の教育界を支配したわけです︒

ありますけれども︑しかしなから︑親を尊敬するとか︑愛

成り立ったために︑修身が道徳という名称でずっと維持さ

国心というものについては︑今の日本の子どもと比べると

この修身の停止をさせたときの係官はロバート・キング．

きだという観念がきちんと持っていたため︑修身の授業は

雲泥の差であります︒そういう意味では韓国の道徳教育を

ホールという人ですが︑その人たちはまだアメリカのよき

民主主義と両立する優れた教科であるというふうに認識し

学ばなければいけないと思います︒それをしなければ日本

韓国においてもＩＴ革命がありまして︑同じ文明の波が

ていた︒修身をつぶす気は毛頭なかったのです︒もし︑こ

の道徳教育は復活しないということが言えるのではないか

れ︑非常に優れた教科として発展しているということです︒

の修身が残っていたら︑教科として存続していることにな

と思います︒

時代に育った人たちで︑道徳教育︑家庭教育はこうあるべ

まで親が乱れることはなかったのです︒

りますから︑ここまで社会が乱れることはなかった︒ここ
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道徳教育について教育再生会議で教科化しなさいと言った

家庭科も親学にしていかなければいけないと思うのです︒

それから︑先ほど家庭科の問題がいろいろ出ましたが︑

理あるのですが︑しかしながら︑日本の場合︑そういう運

言った社会主義には理念的にはいいものがありますし︑一

がどんなに無軌道な親のために苦しんでいるか︒日教組が

かったのです︒そのために︑政府の政策の中にある普遍性

動は常に政府の政策に反対するという形でしか展開されな

というものが全部壊れていったのです︒それで結局︑家庭

ら︑文部科学省の中央教育審議会がそんなのはできないと
ことで︑教科化への迷いがあることもよくわかるのですが︑

言って渋っているわけです︒ノウハウがわからないという

ター・ペアレントに囲まれて悲鳴を上げているわけです︒

教育が崩壊し︑社会も分断され︑今︑学校の先生はモンス

は反省すべきだと思います︒︵拍手︶

そういうことでは︑教育行政も含めて︑反省すべきところ

家庭科の教科書を読まれたら驚くと思われますが︑先ほ

しかしながら︑その観点を突き詰めることができません︒

ど高橋さんが嘆いておられましたけれど︑離婚を促進させ

ども︑家庭を解体していく一方ですね︒その中で夫婦の紳︑

を断ち切っていった︒ある意味では最近流行の夫婦別姓な

多田ありがとうございました︒民法の改正が家族の紳

補足的意見

るような内容になっている︒何でこういうことを教えなけ

ればいけないのかというようなことがずらっと書いてある
のです︒そういうことを放置している教育行政は何なのか

道徳教育の教科化を︑これは教育再生会議で議論を詰め

親子の紳がどんどん断ち切られていく︒この問題も親学の

ということです︒

て言ったとは思いませんが︑しかしながら︑現時点におい

先ほど木村先生が後ほど付け加えたいとおっしゃいまし

重要なテーマの一つではないかと思います︒

たけれども︑先生方︑何か一言ずつこの際付け加えたいこ

て道徳教育を教科化する以外には︑まず改善に着手する方
せんが︑ここまで行き詰まった道徳教育を打開するには︑

法がない︒それで百パーセントよくなるかどうかわかりま
まずそこに取りかからなければいけないのに︑文部科学省

とがありましたら︑お願いしたいと思います︒

うこともありますし︑子どもに面倒も見てもらえない︒お

財産を残そうと思ってもたくさん税金は取られるからとい

木村民法についてなんですが︑家も継いでもらえない︒

の中央教育審議会が渋る︒

養成したという意味で︑やはり日教組は反省すべきだと思

ついでに戦後の日本の歴史で言いますと︑そういう親を
います︒そういう親を育て︑今の荒廃している学校の先生
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おうと思うから気立てのいい︑いい子に育てようと思って

めに子どもを育てるのか︒老後はこの子に面倒を見てもら

墓の手入れもしてもらえない︒継いでもらえない︒何のた

私は七十いくつまで生きて達しえたところでございます︒

れが親がわが子に言ってやれる︑一番基本にある言葉だと︑

と思います︒とにかく人の役に立つ人間になりなさい︒こ

ろいろあった︒そういう人間が最後に出した結論は人の役

れてきました︒民主主義に走ったこともありましたし︑い

私の七十何年というのは戦後からあらゆる価値観にもま

墓守をしてもらおうと︒そういうものが一切なくなったら︑

に立つ人間になりなさいと子どもたちに教えたいなという

昔の親は一生懸命育てたんですね︒家を継いでもらおう︒
一体何を頼りにいい子に育てようというモチベーションが

多田ありがとうございました︒試行錯誤の末の結論と

ことでございます︒︵拍手︶

生まれてくるでしょうか︒

もう一つ︑私が思うのは︑では自分はどういう人間にな
りたいか︒したがって︑子どもにはどういう人間に育って

いかがでしょうか︒

小川日教組の問題では小林さんという人が﹃日教組と

いうことで︑非常に心にしみ入るお話しでした︒小川先生︑

ちゃいけない︑こうしなさい︑これはこうだと言っても︑

いう名の十字架﹄という本を書いておりますが︑これは非

わからなければどうしようもない︒末端的なことでそうし
一番本質的なものが定まっていないと︑それがうまく働か

常にいい本なので是非お読みになったほうがいいと思いま

もらったらいいか︒このポイント︑一番核心になるものが

は占領軍の政策でもありますし︑また︑明治以来の日本人

ないであろうと思う︒それは何かと申しますと︑いままで

るんですね︒本当に悪いんです︵笑︶︒悪いことは間違い

す︒日教組が何でも悪いという日教組悪者論というのがあ

に課せられた課題でもございましたが︑個人主義というこ
とがあまりにも強調されてきたと思います︒

だったのです︒自己実現と言えば大体の人が挫折している

ました︒私らが小学生︑中学生の頃のことですね︒その頃

で先生を辞めてヤミ屋になっていった教師がたくさんおり

るのですが︑ただ日教組が結成された頃︑本当の飢餓賃金

ない︒組織率も二八％というような惨めな状態になってい

わけですね︒そういうなかで︑では最も頼りになる︑信頼

は違うんです︒

に結成された日教組というのはその後歩いていったものと

私が青春期を生きているときの最大の眼目は自己実現

おけるものは何かというと︑人のために生きるということ

むしろ親の権威を喪失させるような動きの先頭に立った

だと思うのです︒それはとりもなおさず﹁公私﹂という言
葉がありますが︑公のために生きるということにつながる
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のは教育委員会の指導主事です︒まるで自分たちは敗戦に

なっていったわけです︒小林さんは﹃日教組という名の十

述というのはわりに少ないのです︒だから︑日教組をょろ

がらも︑それを具体的に分析しておられます︒こういう著

ず悪者と見るような︑カラスが黒いのも日教組のせいとい

字架﹄という本の中で︑ものすごく日教組に反感を持ちな

上にアメリカ的であろうとした︒杉原先生ご指摘の日教組

生方なんかもこれを先取りして︑アメリカ占領軍の要求以
というのはまさにそういう時代にひとつの影響を受けたわ

めるとともに︑これほどのイデオロギー的荒廃を生み出し

うような論議ではなくて︑日教組そのものを具体的に見つ

責任がないかのどとく振る舞っていた︒東大教育学部の先

けです︒初期の段階では日教組はむしろ被害者だったので

れますが︑ポツダム宣言を受諾した後でも先を争ってアメ

渡部昇一先生が﹁敗戦利得者﹂という言葉を使っておら

しっかりやらないと本当の思想闘争はできないんじゃない

のあたりの研究がわりとなされていないんですね︒それを

信頼︑尊敬していました︒それがいつから崩れたのか︒こ

学習から系統学習へと発展させていった︒私どもも本当に

置いて︑昭和三十年代あたりからわが国の教育を問題解決

例えば文部科学省もある時期は非常に優れた文部大臣を

た元凶は何だったのか︒

はないかと見ているのです︒だから︑日教組もその歴史的
沿革から具体的に観察していかないといけないと思うので
す︒これだけ親の自身を喪失させたのは初期には日教組で

リカ占領軍のあれに行って︑憲法学の分野でも教育学の分

かと︑現場教師としては遠くから見て考えております︒︵拍

ないと思います︒

た人々︑あるいは派閥的な師弟関係なんかでずっと今︑日

野でもどの分野でもそうですが︑そのときに敗戦利得をし

申します︒一方で悪いのは日教組︑もうひとつ悪いのは占

杉原いま小川先生が言われたことに同意するところを

多田ありがとうございました︒杉原先生一言どうぞ︒

手︶︒

いったので︑日教組が悪いということでこの人たちの学問

いう傾向が顕著ですが︑そういう人たちがずっと残存して

本の学界を支配している人々がいる︒教育学界などはそう

的︑思想的責任が没却されるような形での日教組否定は危

領軍︑そういうふうにして全部自分が悪いのではないとい

なんですね︒日教組を非難して自分たちの責任を回避した

悪いというのも︑占領軍よりももっと悪くしたのは日本人

うふうな形で論を展開する向きがあるのですが︑占領軍が

険であると思うわけです︒

ブが移っていきますね︒社会党の人たちもイデオロギーの

ただ︑その後︑日教組が社会党から共産党にイニシアティ

総合新党で共産党の影響を受けて今みたいに惨めな状態に
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のも日本︒だから︑右も左も大きな責任があるわけです︒

いということ﹄これが西村茂樹が立てた大原則でございま

年教法と言いましょうか︑発達段階に応じた対応をしなさ

﹁児子の給養は父母の身分に応ず﹂︒

﹁児子の給養を保持す﹂︒

み上げていきます︒

して︑次に父母の役割を個々に論じております︒項目を読

その中には政治の責任もあると思います︒

先ほどの民法などは︑占領の解除早々直さなければいけ
けないものを全く放置して︑行政官自身︑裁判官自身が占

﹁その子の身体を強壮︑健康にす﹂︒内容は特にご説明す

なかったのです︒そういうふうに基本的に直さなければい

そういう六十年だったように思います︒︵拍手︶

集の第二巻に収められております︒その中に﹁父母の道﹂

西村茂樹に﹃徳学講義﹄という書物があります︒新しい全

こすのは︑はじめは父母である︒やがては先生になるので

﹁心智の門戸は父母これを開く﹂︒子どもの知力を呼び起

﹁児子の知識を養成す﹂︒

﹁国民の強弱は父母の注意に頼る﹂︒

しなさいということでございます︒

食物や睡眠といった健康を保つ上で必要な事柄に︑配慮を

﹁父母の養育法はその子のために尤も必要なり﹂︒父母は

る必要はないと思います︒

領軍よりももっと過激な悪い方向に物事を展開していった︒

父母の道
多田ここで開祖の﹁父母の道﹂を︑検討したいと思い

という大変興味深い文章がありまして︑私の手書きの字で

ます︒先ほどの鈴木会長のお話のなかにありましたように︑

ご用意しました︒ご覧いただきたいと思います︒時間があ

﹁言語は行為に如かず﹂︒身をもって模範を示しなさいと

なさい︒

﹁児子の徳性を養成す﹂︒是非善悪の判断を早くから教え

ということでございます︒

すが︑その場合でも父母が先生の選び方に注意しなさい︑

まず︑前文とも言うべきものとして︑西村茂樹は﹁父母

りませんので項目だけを読み上げます︒

の道の大要を言ふ﹂として︑ここで原則を述べておられま

り出ず﹂としています︒愛情と権威が大事なんだと︒﹁威

ッマンの話をすこししたいと思います︒

いうことでございます︒これに関連しまして︑後ほどザル

す︒また︑さらに次の段階で﹁父母の道は愛情と威権とよ

それから︑﹁威権を及ぼすに三時期あり﹂︒つまり︑その時

﹁児童の悪心は初発においてこれを制すべし﹂︒最初が肝

権もまた大切のもの﹂と︑こんなことも申しております︒

期︑その時期にふさわしい対応をしなければいけない︒随
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心ですよということです︒

ザルッマンが本の一扉にイソップの寓話を載せているのです︒

イソップの﹁お父さん︑お父さんが真っ直ぐに歩いて見

せてくだされば僕たちもそうします﹂という話です︒お父

﹁悪習と悪友とを禁ずべし﹂︒

﹁労力・時間・金銭の妄費を戒む﹂︒

さんは横に歩きながら︑子どもには真っ直ぐに歩きなさい

い︒

子どもを馬鹿に育てる方法Ⅱ子どもを早熟に仕立てなさ

婦の交わりをしなさい︒

子どもに淫らな行いを教える方法Ⅱ子どもの目の前で夫

なさい︒子どもに先生を軽蔑させなさい︒

子どもを勉強嫌いにさせる方法Ⅱ子どもに先生を嫌わせ

て喜ばせなさい︒

子どもを残酷にする方法Ⅱ動物の苦しむありさまを見せ

に人の悪口を言いなさい︒

子どもに人間愛の心を枯らす方法Ⅱ子どもの前でしきり

一人だけを可愛がりなさい︒

子どもに兄弟を疎ませ︑嫉妬させる方法Ⅱ兄弟のうちの

ついたり︑かついだりしてやりなさい︒

子どもが親を信用しないようにする方法Ⅱ子どもに嘘を

満ち満ちております︒いくつか例を挙げておきます︒

本の中身は︑子どもを悪くするさまざまなエピソードに

ずっと今日まで来ているわけであります︒

た読者がいつのまにか﹁かにの本﹂と呼ぶようになって︑

と言う︒その挿絵もかかげてあります︒これに感銘を受け

﹁児子に生活の道を指導す﹂︒自活の方法を教えなさいと
いうことです︒

﹁国のために児子を教育す﹂︒皆様でしたら共有の価値観
﹁児子のために婚姻を求む﹂︒やはり結婚相手は︑本人ど

を持っておられますので︑すぐおわかりになると思います︒

うしの結合と言いましても︑経験を持った両親が何らかの

形でアドバイスをしなさいという︑ごく自然な︑真っ当な
これが西村先生の﹁父母の道﹂でございまして︑この中

議論だと思います︒

﹁まず身を以て示せよ﹂という一節がありました︒それと

関連いたしまして︑私のメモの下のところに﹃かにの本ｌ
子どもを悪くする手引ｌ﹄︵ザルッマン・村井実訳︑あす
なろ書一房︶という本をご紹介いたしました︒ある意味で親

学の古典とも言うべき書物でございまして︑ドイツの教育
ザルッマンはジャン・ジャック・ルソーのの児童中心主

学者ザルッマンが書いたものであります︒

義の思想を受け継いで︑子どもの欠点や悪徳の原因が実は
親自身にあるのだとして︑親に反省を求めているわけであ
の児童教育への手引き﹂という長い表題でしたけれども︑

ります︒もともとは表題としては﹁誠に不合理な最近流行
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こんなエピソードが四十項目にわたって具体的に書いて

ではないかと︑教師はまず反省しなければいけない︒教育

の言動で子どもを傷つけ︑悪徳をはぐくんでいる︒そこで

子どもを悪くする方法は知っているし︑現に親は日々自ら

的な方法を知っておりません︒けれども相対的に言えば︑

前は実は橋の下から拾ってきたんだよ︑と言って子どもを

げないと出来損ないだとか︑わが子とは思えないとか︑お

ながら言っているにもかかわらず︑子どもがいい成績を上

あれほど勉強が嫌いで︑仕事上の愚痴ばかりをお酒を飲み

に無意識のうちに子どもの心を傷つけております︒自分は

確かに親というものは虐待はしないまでも︑毎日のよう

は責任を他人に転嫁することのできない営みです︒

ザルッマンは︑子どもを悪くする方法を逆説的に書いたの

傷つける︒思い当たることが︑いくつかあるのではないで

わけですが︑どうすれば子どもがよく育つのかという具体

あります︒我々は子どもをよくしたいと思って働きかける

められております︒

けることを慎まなければならないということです︒親がわ

なことは︑責任を他に押しつけてはならない︑他に押しつ

の本を書いたのは︑今から二百年以上前のことであります︒

ッマンが︑虐げられた子どもたちへの溢れる愛を込めてこ

られた子どもの立場に立って︑親を告発したのです︒ザル

いを訴える術がないのですから︑ザルッマンは親に傷つけ

親に虐待されて死んでいく子どもたちは︑その無念の思

しょうか︒

です︒ザルッマンの子どもに対する深い愛情が︑そこに込

もちろん子どもの欠点や悪徳のすべてが︑親に原因があ

が子がよく育っていないと思ったならば︑社会や政治や学

るわけではありません︒けれども︑教育にとって最も大切

校の若い先生の責任にするのではなくて︑まず自分自身に

子どもを取り巻く状況は︑児童中心主義の思想の広がりと

この﹃かにの本﹄なども親学を考える上での一つのヒント

反比例するように悪化する一方です︒そういう意味では︑

その原因を探ってみてくださいということなのです︒

逆に言いますと︑最近先生方がよく言いますね︒授業中

多田何人かの方々からアンケート用紙が届いておりま

参加者との質疑応答

になるかもしれません︒ご紹介した次第です︒

に子どもが騒いだり︑居眠りをしたりしていっこうに学習
に身を入れようとしない︒すると教師はいつも︑その子の

親のしつけが悪いからだと︑地域社会が荒れているからだ
のですけれども︑むしろ自分の授業の進め方のなかに︑ど

して︑いま整理しているところです︒先生方に名指しで質

と︑マスコミが悪い報道︑害毒を流しているからだと言う
こか子どもの興味や関心を引きつける魅力が欠けているの
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いと思います︒

し︑この考えも古いと一蹴されそうですが︑いかがでしょ

とに含めれば︑目的がより具体的になると思います︑しか

木村女性の聴衆が集まられたなかでこういう人生観を

うか︑ということでございます︒

問が参っているものがありますので︑まずそれから始めた
木村先生に中村二郎さんからです︒千代田区の子育て条
例の進み具合について︑さらに詳しいお話を伺いたいとい

木村質問された方は千代田区の方でしょうか︒

義というか︑自己実現という掛け声で見果てぬ夢を見つづ

女性が何パーセントかいらっしゃいます︒よくよく個人主

持ち出しますと︑それでも私は自己実現でいきたいという

多田千葉県の八千代市です︒

になることは自分を放棄することではなく︑人の役に立つ

けた時代があったのだと思います︒しかし︑私は人のため

う質問でございます︒

木村どこの地域でもそういうことを考えていらっしゃ

いと満たされないと思います︒ちょっと頭の中が白くなっ

ことで自己実現をするという︑結局何をやってもそれがな

ると思うのです︒千代田区というのは︑先ほど申し上げま
い膨大ですが︑子どもはいない︒そういうなかで子育て条

木村あ︑そうでした︒お金儲けの話がありましたね︒私︑

思います︒

多田思い出されましたら︑また後ほどお伺いしたいと

て︑その先︑何を申し上げようとしたか忘れました︒

したように非常に特殊な地域なんです︒昼間の人口はすご

あるし︑私立や公立の学校もある︒昼間の人口は増えるわ

例を作る︒お父さんたちが勤めに来ている所だし︑大学も
けです︒そういう条件を踏まえて二年前から次世代育成支
援推進会議が設置され︑一年くらい前で一区切りついたの

それから︑本多静六さんという︑無一物から株を上場して

ある研究会で渋沢栄一さんの著書を読む会がございました︒

大財閥になった財界の大立者なんですが︑本多静六さんは︑

ですが︑この十一月から改めて再開して子育て理念を考え
せん︒時間をかけた対応をしております︒

ます︒きちっとした子育て条例を作るかどうかはわかりま

でほとんど子孫には何も残しておられません︒そして︑会

しているのです︒渋沢さんという方もいろいろな成り行き

社に不利益が出たりするときには︑自分もこれだけ損をす

老後は自分たち夫婦の死ぬまでの食べ代を残して全部寄付

ました︑子育てよりも金儲けに走る現代︑なかなかこの原

多田関口さんという方から木村先生に︑木村先生の子

則は受け入れられないように感じます︑戦前の勅語に﹁忠

るからあなたたちも損をしてくれというふうに株主に働き

育ての大原則に﹁人の役に立つ人間になりなさい﹂とあり

孝は教育の淵源﹂とありましたが︑これも人の役に立つこ
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ためという︑今では考えられないようなモラルのあった時

かけるとか︑何かあの時代は金儲けにも︑世のためひとの

それぐらい性モラルが崩れている︒やはりここはあるシス

すか︒うちの教頭なんか危ないものだと思います︵笑︶︒

テムを尊重するということを要求していかんならんのだろ

た山内さんという方から︑小川先生宛に思春期の性教育に

せん︒私なんか行ったら校長ですから大抵主賓ですので︑

この頃の結婚式はひどいものでして︑まず媒酌人がいま

うけど︑もうこっちの声のほうが小さい︒

ついて︑今の風潮の中︑具体的にどうすればいいのか︑家

行った途端に挨拶と言われる︒ですから︑まるで媒酌人み

多田ありがとうございます︒神奈川県鎌倉から来られ

代だなと思います︒

す︑というご質問がありました︒

庭・学校・教科書・社会の問題として大変心配しておりま

このあいだ行った結婚式では︑なんと冒頭で新郎新婦の挨

たいな感じなんですね︒披露宴が私のスピーチで始まる︒

小川これはもう絶望的な状態で︑もうどうしていいか
わからないというのが本当のところです︒性の問題という
いたことがあります︒政府の有力省庁がそういう考えなも

に出た結婚式︑その前の前は酔っぱらったあとで新郎の挨

が効いて新郎が余計なことは言いませんでしたが︑その前

ころを全然教わっていない︒このあいだ出た結婚式は抑制

のですから︑性は自分の問題で︑親や教師が口を出すよう

拶があるのです︒だから︑若者が出るところ︑引っ込むと

なことではない︒だから︑子ども自身がよく考えて行動せ

きょう帰れるかという感じなんです︒そこで︑上司ですか

拶がいつまでも終わらなくて︑いつまで続くかわからない︒

のは︑特に厚生労働省が性の自己決定という言葉をばらま

いということなんでしょうが︑性は経験してみないとわか

て止めたという具合です︒そこまでセレモニーが崩れてし

ら私がつかっかと行って﹁いい加減にやめろ﹂と耳元で言っ

まっているのです︒﹁私たちのやることは全部いいんです

わからない︒

から︑これをこのまま認めなさい﹂という風潮ですから︑

らないし︑経験した後︑どういう意識状態になるかも全然
それが青年の素晴らしさでもあるわけなんですが︑これ

だけど︑性が崩れれば国中が崩れるわけです︒厚生労働

に対して私の学校で例えば女生徒に社会人や何かとの不純
肉体関係を絶対持ってはいけませんというふうに言い切れ

省なんかは﹁薄くともエイズを防ぐにやじゅうぶん厚い﹂

性の問題になるともうどうにもならない︒

る人は一割いないのではないか︒誰もいないかもしれませ

などとと言うが︒性は﹁狂気﹂ですから︑ゴムなんかでエ

な︑不純という言葉も今は問題になるのかもしれませんが︑

んね︒教員もそれを言い切れない︒校長ぐらいじゃないで
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イズを防げるわけもないのです︒性モラルなんて言うと︑

ら﹂とか言って子どもに向かっているようです︒

敬してなくても﹁あの校長先生は私は信頼しているのだか

ながら﹁校長先生が絶対だめだと言ってるよ﹂と言い︑尊

もう一つは︑今︑ものすごい性被害が出ているのです︒

そんなモラルがあるのかという議論さえ出てくる︒そうい

女生徒に対しては︑一年生に入ってきてまもなく︑男子生

う状態で︑おそらくここにおられる方たちはご存知ないよ
ネットでも流されており︑高校生もそれを見ております︒

うなすさまじいものが︑メディアではビデオでもインター

いる性被害を︑これは驚くべきものがあります︒最後は麻

徒は教頭が︑女子生徒は私が集めて︑これまでに起こって

薬︑売春まで強要するという暴力団の組織が高等学校にも

﹁高校女教師悶える﹂なんていうビデオを回し見しながら

け美人は採用しないようにしています︵笑︶︒そんな冗談

学校へ来るのですから︑教員を採用するときにはできるだ

イトとか︑携帯電話などに引っ掛からないようにという指

導を徹底しています︒私の学校の場合は︑日夜そういうこ

伸びてきているのです︒この話を細かくして︑出会い系サ

とを教員が確信をもって語りかけています︒親もしょっ

の一つも出るくらい︑性の指導のあり方というのはもう混
いかなければなりません︒それでないと国家が持ちません

乱腐敗の極に達しております︒それでもこれを押し返して
ので︑本当に日夜苦慮しているというのが本音でございま

て︑確信をもってだめだと言いなさい︑それが娘さん︑息

ちゅう集めて︑進路指導の問題とか︑性指導の問題につい

ます︒そういうことでかなり話の歩留りはいいのではない

子さんの幸せにつながるんだからというふうに言っており

多田司会のほうからご質問するのは控えるべきなので

す︒

どもたちが性に走るのを説得する論理がないとおっしゃい

しょうが︑深刻な問題だと思います︒先生は今︑親には子

ますので︑難しいところと思います︒

かと見ております︒ただ︑高校全体の時代の圧力もござい

多田杉原先生に何人かの方から︑来ております︒村井

ましたけれども︑先生はどういう論理で子どもたちを説得

小川私の学校では︑うちの生徒に限ってそういう変な

できるのか︒小川先生の場合はいかがでしょうか︒

しょうか︑ご教示願います︑と︒

さんという方から︑韓国民法の建前はどうなっているので

杉原韓国の研究者でないのであまり知りませんが︑日

のはいないと言いたいのが本音ですが︑妊娠したのがおり

本では江戸時代からの財産の相続は長子相続です︒今はそ

ますしね︒ただ︑親たちに基本的な規範は問答無用で貫き
しております︒私の学校の場合︑親は確信がないとは言い

なさい︑小さいうちからそれを主張しなさいという指導を
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ら︑家族の財産の譲り方が違うわけです︒そして︑先ほど

国の場合は中国に近いですから中国の均等配分です︒だか

と同じように長子相続でした︒中国の伝統は等分です︒韓

れを均等配分にしておりますが︑ョ−ロッパでも昔は日本

主国家がそういうことをやるのはおかしいと思うのですが

どうかわかりませんけれどもだめだと言われたのです︒民

した団体の役員をやっているものですから︑それが原因か

てくれと言ったら︑私は新しい歴史教科書を作る会に関係

見ていただけばわかるのですが︑韓国の教科書を翻訳させ

○

言いましたように韓国は八月十五日が独立した日です︒そ

も︑考え方によると︑封建的な時代で女性の妻は正式の家

旧姓を使います︒これは別姓で進んだように見えるけれど

同姓問題に関係しては︑韓国と中国は結婚しても女性は

ワープロが出回っていたのですがガリ版で翻訳しています︒

優れております︒翻訳した人は当時八十歳ぐらいの人で︑

その中の構成は戦前の日本の修身とそっくりです︒非常に

おりました︒小学校一年から中学校三年まであったんです︒

のあたりに使っていた韓国の教科書を金沢の人が翻訳して

それで図書館で探しましたら︑昭和六十三年︑平成元年

族の中に入れてもらえなかったという意味なんですね︒日

現在使われている教科書は翻訳されておりませんが︑小学

とで儒教文化と一緒になっております︒

して︑そのときに自分たちの文化には儒教があるというこ

したときに夫婦が同姓になるのはけっして女性を蔑視した

でして︑中学校のはかなりボリュームがありますけれども︑

校の教科書は日本で使っている国語とか算数ぐらいの厚さ

本ではとにかく﹁和を以て尊しとすべし﹂ですから︑結婚
ことではなく︑妻となる女性を対等なパートナーとしたと

お坊さんが韓国にもいるわけで︑そういうことについてき

書いてあるのです︒日本で言えば最澄とか︑そういう偉い

一つだけ感心したことで言うと︑宗教のことがきちっと

その中にいろいろなことが書いてあります︒

いうふうに解釈すべきだと思います︒

多田引き続きまして関口さんという方から︑韓国では
が︑授業はどのように進められているのでしょうか︑価値

ちんと書いてあります︒日本では道徳がありませんからそ

日本の修身が生きつづけているという杉原先生のお話です

るのか︑協会の指針にも述べられていないことなので是非

を押しつけてはならないということをどのように進めてい

いています︒

歴史のときを除いては仏教とか︑神道の宗教的なものを除

ういうことを書きませんが︑国語とか︑その他の教科でも

杉原先ほど言ったことは私の﹃日本の道徳教育は韓国

知りたいと思います︑というご質問がありました︒

は学べ﹄︵文化書房博文社︶という本がありますから後で
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なったのは﹁和太鼓﹂と言われましたね︒今は﹁和太鼓﹂

先ほどの基調講演の高橋史朗さんのお話で一つだけ気に

すが︑価値観が共通であるにかかわらず︑反日教育で元気

弾圧に対して協力して非難していかなければいけないので

ところが助け合って中国の人権無視の外交とか︑国民への

になるというところがある︒日本のマスコミも悪くて︑鈴

が共通語になったから仕方がないのですが︑あれは﹁神太
鼓﹂です︒そういうものを宗教に関わるからといってわざ

誤報事件がありました︒そのときに韓国では日本の観光客

木弘道会会長が初中局長をやっておられた頃に例の教科書

貼っている状況をテレビで映しました︒そのとき︑私ちょ

を排除して︑タクシーには乗せないというステッカーを

は何ですかということになるんです︒それは先ほどの日教
組が悪いというよりも︑行政が認めること自体がおかしい

わざ﹁和太鼓﹂と言い換えている︒それに妥協する教育界

のです︒そういうふうなことと考えあわせると︑韓国の教

ないんです︒物好きな人間も一人か二人はいるでしょう︒

うど韓国にいたのですが︑いくら探してもそういう人はい

そこのところの呼吸を日本も気をつけなければいけませ

す︒

ところが︑韓国にとって現実は日本の観光客が欲しいので

科書は戦前の日本のものよりももっと工夫してあって︑優

多田また杉原先生へですが︑韓国では日本の戦前の道

れています︒

てはなぜ反日教育をしているのでしょうか︑ということで

徳教育の遺産を引き継いでいるとのことですが︑それにし

りも独立した後の期間のほうが長いのですから︑精神的に

んが︑韓国から見ても自分たちが日本に統治された期間よ

杉原韓国人と日本人というのは︑文化はもともとは似

す︒

なければいけないと︑私個人は思います︒

多田それと関連して︑戦前の親日派を糾弾するという

大国になってもらって︑日本に対して寛容になってもらわ

法律が出来ましたよね︒あれは民主主義の原則からすると

ているんです︒日本語と韓国語も似ていますし︑仏教も中
そして︑韓国の人から見ると︑日本によっていじめられた

大変な問題ではないかと思うのです︒韓国はまだまだ近代

国から直接来たのではなくて︑韓国を通して来たわけです︒

あって困ったなと思うのです︒

杉原日本でも表の意見と裏の意見にはズレがあります

でしょうか︒

化されていないのかなと単純に思ったりしますが︑いかが

ということを言うことが元気の素になるらしいところが
今︑世界的に見たときに︑中国がどんどん拡大していま
す︒そのときに民主主義の精神をアジアできちんと学んで
いるのは韓国と日本と台湾なのです︒ですから︑そういう
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ているわけですから︒そして︑日教組が悪い︑東京裁判が

人が悪ノリしているということです︒それを六十年間黙っ

れども︑世論を形成するときには表が出てくる︒日本で言

悪いとか︑自分と関係のないところに責任を押しつけて︑

占領軍よりももっとひどい解釈をしているわけです︒日本

えば沖縄と同じです︒沖縄もあんなふうに言っているわけ

本当にしなければいけないことをしていない︒民法の改正

ね︒韓国でも裏では日本と仲良くしていいと言っているし︑

ではないのですが︑そういうふうに言っていると報道され

敵意を持っていない人たちがたくさんいるわけです︒だけ

る︒日本の世論自身も一つの方向で彩られたときに︑そう

るというのはおかしいのです︒黙る権利を認めなければい

犯罪を犯す権利があるかのように︑黙っていれば有利にな

それから刑事訴訟法もそうです︒刑事訴訟法で犯罪者が

なんか︑本当はすぐしなければいけなかったのです︒

こえてこないということがありますね︒それが一つの社会

でない少数派の意見というのはなかなか表に出ないし︑聞
的慣習になっているというのは残念な感じがいたしますが︒

軍が悪いと言いますが︑私は一番悪いのやはり日本政府だ

杉原先ほども言いましたが︑日教組が悪い︑アメリカ

いたらいいかという質問があります︒難しい問題ですが︒

権︑人権と言いますと︑警察力はどんどん弱まっていくわ

そうしないで今のように犯罪者がどんどん悪くなって︑人

いいですね︑ということをきちっと言わなければいけない︒

けれども︑検事としてはこういうふうに解釈する︑それで

ればいけないのです︒あなたはこういうことを黙っている

けませんが︑黙っていたら検事が推定する権限を持たなけ

と思います︒日本政府に一番責任があるんですね︒そうい

多田白鳥さんから︑民法を直すにはわれわれはどう動

うものを修正するときにドイツと比べてください︒ドイツ

けです︒

作った制度ですから︑それを占領が終わったときに直さな

そういうことから見ても︑異質の文化を持った人たちが

は何度も戦争に負けているから︑負けたときにどう対応す

て負けましたから︑先ほど言われたように占領軍にすり

ければいけなかったのです︒そのときに政争ばかり繰り返

るかということができているのです︒日本は有史以来初め

寄って敗戦利得者になって︑その人たちが占領軍が去った

していた︒とにかくそういう意味では占領軍に責任を押し

多田土本さんという若い方から︑小川先生は学校が親

もたなければいけないと思います︒

つけてもいけないと思います︒やはり日本人自信が責任を

ときに日本の指導者になったわけですね︒

そのときに政府がもうすこししっかりしておれば︑修正

すべきものを修正していたはずなのです︒憲法なんか見て
ください︒憲法は確かに押しつけですが︑今は押しつけた
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小川現場教師なので難しいことはよくわからないので

多田小川先生お願いいたします︒

すが︑私はちょっと変わっておりましてね︒こう言うと皆

の自信を喪失させてきたとおっしゃいました︑その他の先

せきりになっている︑家族の無責任化が進んでいるという

生方も︑近年の多くの専門家も︑何でもかんでも学校に任

でもいいと言っているんですよ︒どんな子どもでも俺のと

ころに寄越せとね︒離婚していようが︑破産していようが︑

さんに叱られるかもしれんな︵笑︶︒私は家庭なんかどう

金が無かろうが構わないから寄越せ︑俺のところに寄越し

の修身教育は優れた道徳教育であった︑学校現場のさらに
この二つは一見相反しているように感じるのですが︑例え

手厚い道徳教育の必要性を感じることをおっしゃいました︑

が出来るから学校だろうということです︒

たらいい子にしてやると言っています︒そのぐらいのこと

論調があるように感じられます︑一方で︑杉原先生は戦前

ば戦前は︑そして︑これからはどうバランスを取るのがい

よい子にしてもらうには︑まず家庭がしっかりして︑家

いのか︑先生方のお考えをお聞かせくださいということで

す︒土本さん︒もうすこし明確に整理しておっしゃってい

なんか要らないじゃないかと言うわけです︒田舎の校長で

庭がよい子を育ててくれたらよい子にするというなら学校

ているあいだにいじめなんていうのは一件もありませんで

すからこういう粗暴な議論をするんです︒私自身が担任し

土本健史何でもかんでも学校がやるということのなか

ただけますか︒

いるというようなお話を小川先生はされました︒一方︑杉

スが出来るのであって︑私がボスだから︑私のクラスでは

した︒先生が怖くないから︑先生に威厳がないから別のボ

で家族がどんどん責任逃れをして︑無責任な家族が増えて

いていらっしゃいました︒学校でより発展して道徳を教え

で︑一方では家族がしっかりやらなきゃいけない︑その代

く知らないものですから︑感じてしまったわけです︒そこ

教育をしてきたと私は思っています︒そう言うと︑お前は

すよ︒そのときでも日本の先生たちは必死で頑張っていい

が三人いるからもっと飲めるなんて言う親だっていたんで

いるのです︒昔は女郎屋に娘を売って焼酎飲んで︑まだ娘

だから︑﹁どんな家庭の子だって受け入れる﹂と言って

いじめなんか起きないんですよ︒

原先生は修身のお話を例に学校での道徳教育の重要性を説
るべきではないかというのは︑一方では学校が道徳を請け

わり︑道徳は学校でしっかりやらなければいけない︒その

ずいぶん乱暴だなとお考えになるでしょう︒だけど︑それ

負うべきでははないかというように︑私は戦前の様子をよ

いとお考えなのでしょうか︒

バランスを︑お二人の先生方はどのように取っていけばよ

（55）

を聞いた親はやっぱり私たちも頑張らなければならないと

そして親を呼ぶでしょう︒親を呼んだときに︑入学試験

ません︑私は校長を辞めんならんぐらいだと言うんです︒

までやってお預かりしてこの不始末でなんとも申し訳あり

私は﹁狭山ヶ丘通信﹂という新聞を月に一回三十万部出

そうすると︑親が﹁何をおっしゃいます︑校長先生﹂と言

思うのです︒

しています︒きょうは﹁沖縄の心﹂という論文を出してい

う︒ちょっと芝居がかるけどね︵笑︶︒先生がしっかり指

そのへんが学校現場のあうんの呼吸で︑私たちは家庭に

ますが︑三十万部︑その地域全部に配っているのです︒そ

頼るなんていうことは言わない︒家庭がしっかりしてくれ

導してくれたのに家で厳しいしつけをしないからこういう

私は家庭を立ち直らせる第一は学校だと思います︒公立

ないと︑いい環境で育てられませんよなんて︑そんなこと

うやって学校通信とか︑あらゆるプリントで教育いかにあ

学校の校長がしっかりしなければ駄目だ︑それが変なハイ

私は絶対言わないですよ︒あなたたちはどうでもいいんだ︑

ことになったんだと言って︑両方で謝るんですよ︒ごめん

ラカな﹁頑固親父はだめだ︑あんたはもうちょっとおとな

なさいと言ってね︒

しくしないとだめだ︑子どもの言うことを聞いてやらない

聞いた親が︑それじゃあお前に任せた︑俺たちは何もしな

俺に任せておけ︑いい子どもにしてみせると言う︒それを

その影響を受けて家庭が立ち上がるわけです︒

から欲求不満で不良になるんだ﹂などと言いつづけた︒そ

るべきかということを親たちにわからせるから︑親たちも

ういう連続が戦後教育だった︒そういうところをきちっと

す︒今︑悪くなった︑悪くなったと言うけれど︑パートに

いで寝てる︑とは言わないです︒親というのはいいもので

具体的にどうかというと︑万引きなんかはやっぱり出る

もの買ってる親なんかいないですよ︒

行ってみんな子どもを塾に通わせているでしょう︒自分の

わからせると︑親も立ち直ってくるものなんです︒

んですよ︒私の学校でも三年に一件ぐらい万引きが出る︒

そういう点で今の親は昔の親よりいいという考えなんで

万引きって寂しいときにやるんです︒そのとき︑私はクラ
ス担任を呼んで﹁お前可愛がっているのか﹂と言うんです︒
生徒なんて可愛がられたい化け物なんだぞ︑お前︑可愛がっ

どんなに勉強できる子どもでも農村では高等学校に入れて

す︒昔はもっと悪かった︒私が代用教員をやったときは︑

にいるときに子どもを出さないので︑出してくれと頼みに

くれなかった︒女の子なんか絶対だめでしたよ︒私は田舎

ているのか︑声掛けているのか︑お前がだらしないから寂
んで す ︒

しくてこういうことをやるんだよと︑教師を怒鳴りつける
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出そうが出すまいがお前に何の関係あるかと言われまして

行ったら水ぶつかけられたことがある︒おらの娘を学校に

そういうものも含めて︑私は三者がそれなりの力を発揮す

責任感も問いたいし︑地域の教育力は幅広いものですが︑

自体も︑家庭人を預かっている企業なんだという経営者の

ら︑任せとけ︑いい子どもにしてみせると言うんです︒そ

その頃の親に比べたら今の親のほうがずっといい︒だか

方針で動きはじめたところだと思っております︒

働きかけるルートをつくろうではないかという︑こういう

育力の回復というのはちょっと回りくどいので︑直接親に

﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂というのは︑学校経由で家庭の教

るのが先々の理想だと思います︒

の気概︑気迫に親たちは我々もしっかりせないかんという

たことがあります︒

ね︒関係あるんですけど︑水をバシャッと晩秋の頃に浴び

のでやってくれているのです︒だから︑こと狭山ヶ丘高等

杉原先ほどのお話の中でフランスの話がちょっとあり

多田杉原先生︑何か一言︒

ましたね︒窓ガラスが壊れたときにフランスの場合は弁償

学校に関する限り︑親に文句はないんです︒ただ︑変な親

木村狭山ヶ丘校長の素晴らしさはよくわかりましたけ

ですが︑日本の今の学校と家庭の崩れは︑戦後の悪しき意

をすぐ親にさせる︒日本ではそんなことはないということ

がよその学校にいる︵笑︶︒どうも失礼しました︒

三者連携というふうに打ち出しました︒それで︑道徳教育

ど︑臨時教育審議会でも︑教育環境を家庭学校地域社会の

き時代の家庭と教師の関係が前提になっているわけです︒

味の民主主義の堕落によるもので︑その前提には戦前のよ

戦前は封建時代の名残がありますから︑教育は全部学校に

をどこでするかということですが︑私は基本的には家庭に

任せますと言って先生に任せて︑先生を尊敬するという感

あるものだと思うのですが︑諸事情で今は過渡期にあると
れども︑いかんせん家庭に直接ものを言えるという組織と

思うのです︒家庭にも頑張ってもらわなければならないけ

じのなかで教師の発言は非常に効果を持ったものです︒

み込んでいく︒これは戦前の日本のよき文化の伝統とそれ

の責任でないことにまで学校の責任かのようにどんどん踏

しますという前提の枠だけは残って︑結局︑親として学校

そういう関係の中で崩れていって︑結局︑学校にお任せ

いうか︑力を持ったところがないわけなんです︒だから︑

当座学校にお願いして︑学校を通じて︑小川校長を通じて
家庭を刺激するというルートを取らざるを得ないんです︒

の︑水をぶつかけるだけの教育力を持たなければいけない

の崩れた姿が重なっているわけなんです︒そういう意味で

ただ︑ゆくゆくは理想的には家庭は学校に対抗するだけ
し︑地域社会︑江戸しぐさを教えたという伝統を持つ企業
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ちょっと始末が悪いというところなんです︒

態は悪くなる一方ですね︒

うした児童中心主義の思想の広がりと反比例するように事

例えば十九世紀の一番最後の年に︑スウェーデンの女性

多田私宛の質問が一つあります︒保育園の園長をして
されたとき︑児童中心主義の話をされましたが︑ザルッマ

おります︑多田先生が﹃かにの本﹄とザルッマンの紹介を

を書きました︒ルソー以来︑子どもを大事にしたいという

思いは全世界に広がっているのだけれども︑現実の子ども

教育者のエレン・ケイという人が﹃児童の世紀﹄という本

での児童中心主義とを考えたとき︑教育・保育所・児童中

たちの置かれた状況は悪化する一方ではないか︑来るべき

ンが書いた二百年前の時代と二十一世紀の今の日本の現状

心主義は是か非か︑どう考えられますか︑という質問が平

二十世紀こそは子どもにとって素晴らしい世紀であってほ

しい︑という切ない願いを込めてその本を書いたのです︒

野さんという方から来ております︒

グリムに﹃ヘンゼルとグレーテル﹄というお話がありま

けれども︑二十世紀も同じように戦争の連続でありまし

はらに︑子どもたちにとっては︑十八世紀も十九世紀も

すね︒あれは初版では実のお父さんとお母さんが飢鰻で食

たりしますと︑平気で子どもを捨てたり︑子どもを虐待し

二十世紀も大変過酷な世紀であったと言わざるを得ません︒

た︒戦争が起きて一番最初に被害を受けるのは︑いたいけ

ました︒何人か子どもがいた場合には︑自分の後継者とし

特にかつてョ−ロッパでも日本でも︑ムチの教育がごく日

ロッパの中世では︑生産力が低い状況のなかで飢鰹が起き

て特に優れている子どもだけを残して︑あとは迫害すると

け︑また︑さまざまな社会的迫害を受けて虐げられていた

常的に行われておりましたので︑子どもは親から体罰を受

べられなくなったときにわが子を捨てるわけです︒ョ−

いうこともしました︒﹃シンデレラ﹄の話ですとか︑﹃みに

な子どもたちであります︒ですから︑ケイの思いとはうら

くいアヒルの子﹄ですとか︑ああいうのはみなそういう背

いうなかで日々︑親に傷つけられている子供たちをなんと

ロッパでは誠に過酷なものがありました︒ですから︑そう

重せよという言葉が︑児童中心主義の延長線上のような形

もの自主性を守れとか︑自発性を守れとか︑自己決定を尊

どもにとっては恵まれているように思われます︒また子ど

今日の日本は大変豊かになりまして︑そういう点では子

という状況だったわけです︒

か救わなければいけないという思いを込めて︑ザルッマン

で語られることも多々あります︒実は児童中心主義という

子どもの置かれた状況は︑今から二百年以上前のョ−

景の中から出てきているわけです︒

はあの本を書いて親に反省を促したわけですけれども︑こ
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どもを大事にしなさいという主張であって︑子どものわが

のは︑子どもの幸福を優先順位の一番目におくという︑子
れます︒

おかれた状況に対して︑冷静な認識と知的な対応が求めら

待しつづけてきましたけれども︑残念ながらそれは報われ

て︑子どもたちの自主性︑自発性を戦後六十年間ずっと期

ちなみに︑私たちは児童中心主義を通俗的にうのみにし

子どもは未熟でありますから︑まだ判断力がついており

ままを許すということとは一線を画す立場です︒

ません︒ですから︑子どもの判断に基づいて自己決定をさ

ませんでした︒

具体的な悩みが寄せられております︒私の近所に筑波大の

最後に︑すべての先生へということなのですが︑非常に

せて︑それを認めてしまったら︑子どもたちは大変悲惨な

付属小学校があります︒下校時になると狭い道ですが道

状況に追いやられてしまいます︒それを我々︑経験を持っ

た年長者たちは︑子どもの幸福を実現するために︑あると

いつぱいに広がって歩くので︑ほかの人の通行の妨げにな

導を子どもにしているのでしょうか︒こういう場合︑道を

きには厳しく教え︑あるときには社会の仕組みを説明し︑

譲る︑特に老人に道を開けるといった社会道徳を教えるこ

ります︒教育のおおもとの筑波大付属小学校ではどんな指

戦後の日本は子どもの自主性とか自発性を尊重するあま

一方では子どもをめぐる社会的不条理を極力減らしていく

り︑子どもを野放しにして︑ある意味では野生児にしてし

問題なのかもしれません︒先生方︑どなたか︒

とを今の小学校ではしていないのでしょうか︑と︒切実な

ことが大事なのだと思います︒

まったようなところすらあるように思われます︒女の子た

その問題と関わるかどうかわからないんですけど︑私た

木村学校は気がついていないんだろうと思うんです︒

ちはお金がないけれどルイ・ヴィトンのバッグが欲しい︑

ちが黙ってきたから今の状態になってしまったということ

自分の父親も母親も買ってくれない︑それなら自分の体を

んでいる︑それが知られなければ何も問題ないではないか︑

は否めない面があると思うのです︒私たち︑嫌われても︑

お困りになっているお年寄りはまず学校の校長先生にその

そうやって自己決定権に基づいておかしなことをするわけ

嫌がられても︑ものの言い方には注意しなければいけませ

事情を陳情されたらいいと思います︒

ですが︑それは絶対認めてはならない︒児童中心主義は︑

んが︑もっともっといろいろ発言していきたいと思います︒

お金に代えようではないか︑誰に迷惑もかけていない︑自

心身ともに未熟な子ども自身の判断や自己決定を認めない

分だって嬉しいし︑自分を買ってくれるおじさんだって喜

厳しさをともないます︒我々年長者は︑常に子どもたちの
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んだと言うわけです︒進学校ですから︑偏差値の高いのが

のために︑国や社会のために働けるかどうかが一番大事な

たいなものである︒そうじゃなくて︑人間として愛する者

にするなと言っています︒偏差値なんていうのは鼻くそみ

小川大事な問題で私も一言︒私の学校では偏差値殿様

いのです︒そのへんはいつも晩みをきかすようにするのが

れば︑サッカー部の先生で偉いみたいな考えが生まれやす

偏差値殿様を育てやすい︒教員も優秀な子どもを育ててい

んかも︑だんだん進学校として名が出てきているだけに︑

も教師にも騎りがあってはいかんと思います︒私の学校な

名門小学校なんかの場合︑優秀だということで子どもに

多田ありがとうございます︒きょうのこの会は弘道シ

校長だと思います︒

褒められるというふうに絶対にするなということです︒名
門小学校なんかの場合は︑塾に通い︑お受験をして︑小生
意気なような子になっても︑わが子さえ出世して東大に入

﹃シュンポシオン﹄という書物に基づいております︒この

ンポジウムでございます︒シンポジウムという言葉は︑古

私の学校では︑わからないでいる場合があるんですね︒

本は昔から︑内容の上でも表現の上でも構成の上でも︑最

代ギリシャの哲学者プラトンの書いた︑愛をテーマにした

よその家の庭に塀越しにジュースの缶を投げ込んだなんて

シオンとは︑共に酒を飲むという意味で︑わが国ではこの

高傑作の書物であると評価されてまいりました︒シュンポ

れは自戒すべきだと思います︒

いう話がある︒私の学校では停学です︒今はなくなってき

ればあとは構わないという親がけつこういるんですね︒そ

ましたが︑そういうこともあるんです︒それで教員を勤務

この﹃饗宴﹄の中でプラトンは﹁人間は永遠の幸福を求

書に﹃饗宴﹄という訳語を当てました︒私の妻がかってわ

める存在だ﹂と言っております︒けれども︑私たちはいつ

中でも街の散歩に出すということをしております︒肥満傾

で関越道を行ったりしたらまずいけれども︑その辺を歩け

かは死ななければならない︒命に限りのある人間は︑一体

かりやすく表現した﹃饗宴﹄の翻訳がありますので︑経歴

と言っているんです︒常時教員が何人か歩くようにしてい

どうすれば永遠の幸福を実現できるのか︒肉体において永

向もあるものですから︵笑︶︑教頭に届けさえすれば︑い

ます︒朝の登校指導も︑二列で来たら大変な焼きが入りま

欄に載せておきました︒

す︒歩道がそんなに広くありませんので︑一列で来るよう

ちの分身を生み︑育て︑後に残していくことによって永遠

遠の幸福を求める場合には︑性の営みをいたします︒私た

つでも街の中を歩くようにさせています︒遠くまで自動車

いうふうに高校生でも油断なくにらんでおります︒

に言っていますし︑二人乗りなんかしたら大変です︒そう
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結果ですし︑また︑その両親もそれぞれの両親の性の営み

しっかりと伝えないでは︑そして矛盾だらけのこの世の中

できません︒わが子を教育し︑私たちのよき文化や伝統を

私たちは︑単に子どもを残すことだけで満足することは

き作品です︒

ラトンに施した教育から誕生した︑魂の子どもとも言うべ

の結果として誕生したわけであります︒こうして私たちの

を︑彼らによって少しでもよりよいものに作り替えてもら

私たちが今ここにあるのは︑私たちの両親の性の営みの

を実現するわけであります︒

存在は︑人類の発生にまで遡ることができます︒まさに永

わない限りは︑私たちは永遠の幸福を実現することはでき

さまよい続けることになります︒一回限りの私たちの人生

ないのです︒そうでなければ私たちの魂はむなしく虚空を

からも地球の滅亡まで続くことになります︒

人間には肉体だけではなく︑魂︑精神があります︒私た

遠の生命の連鎖であります︒もちろんこの命の鎖は︑これ

ちは︑魂においても永遠の幸福を求めます︒特殊な才能を

られると思います︒

パネリストの先生方をはじめとして︑皆様のご協力によ

を実り豊かなものにするためにも︑まさに﹁親学﹂が求め

りまして充実したひと時を過ごすことができました︒心よ

すことで自分の魂を後世に永遠に伝えるわけです︒我々普
通の人間は︑教育をすることでそれを実現しようといたし

りお礼申し上げます︒ありがとうございました︒︵拍手︶

持った人間は︑例えば芸術家の場合には︑優れた作品を残

た優れた技術を︑若い者に伝えることによって自分の魂︑

ます︒例えば︑町工場の熟練工は︑自分の経験や培ってき

ら
︑私
私た
たち
ちはは
ら︑
盾優れた若者に出会うと︑心が晴々として嬉し

あるいは経験を永遠に伝えていこうといたします︒ですか

ソクラテスがプラトンという才能豊かな若者に出会って︑

くなるのです︒

に育て上げた︒一方︑ソクラテスはみずから一冊も書物を

みずからの哲学思想を若い魂に吹き込んで︑優れた哲学者
書きませんでしたので︑プラトンはソクラテスを主人公と
えました︒﹃饗宴﹄という書物は︑まさにソクラテスがプ

する対話篇を数々書き残し︑ソクラテスの思想を永遠に伝
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講師プロフィール

基調講演

昭和二十二年生まれ︑東京都出身︒昭和四十六年慶応義

ただけんじ
コーディネーター多田建次先生

科博士課程修了︒同年玉川大学講師就任︒助教授を経て平

塾大学文学部卒業︒昭和五十一年同大学大学院社会学研究

著作に︑﹃日本近代学校成立史の研究﹄﹃近世教育史料の

日本弘道会評議員︒

成五年玉川大学教授︒現在同大学大学院文学研究科教授︒

昭和二十五年生まれ︑兵庫県出身︒早稲田大学大学院教

研究﹄﹃学び舎の誕生﹄﹃異文化摂取と教育改革﹄﹃京都集

かはししろう
講師高た橋
史朗先生

育学専攻修了後︑スタンフォード大学フーバー研究所客員

も玉川大学出版部刊︶︒共著に﹃日本教育史資料の研究﹄︵玉

書院﹄﹃海を渡ったサムライの娘杉本欽子﹄︵以上いずれ

委員会座長︵自治省︶国際学校研究委員会︵文部省︶委員︑

歌山の研究﹄第四巻︵清文堂︶︑﹃慶応義塾百二十五年﹄︵慶

川大学出版部︶︑﹃日本子どもの歴史﹄第四巻︵第一法規︶︑﹃和

・えつこ

その間臨時教育審議会専門委員︑青少年健全育成調査研究

研究員を経て︑現在明星大学教授︑玉川大学大学院講師︑

神奈川県学校不適応対策研究協議会専門部会長などを歴任

応義塾︶︑編著に﹃饗宴﹄︵多田慶子訳︑烏影社︶など︒

昭和七年生まれ︑北海道出身︒昭和二十六年道立滝川

パネリスト小川義男先生

おがわよしお

し︑現在は政府の少子化対策重点戦略検討会議の分科会委
員︑埼玉県教育委員長︑東京都と仙台市の男女共同参画審
議会委員︑親学推進協会理事長︑親学会副会長︑日本家庭
教育学会常任理事︑感性・脳科学教育研究会会長︑日本弘

﹃歴史の喪失﹄﹃魂を揺り動かす教育﹄﹃教科書検定﹄﹃癒し

著書に﹃検証・戦後教育﹄﹃歴史教育はこれでよいのか﹄

稲田大学大学院商学研究科修士課程を修了︒平成四年学校

を歴任︒その間亜細亜大学大学院法学研究科修士課程︑早

年同大学卒業後︑北海道︑東京で小学校教員︑教頭︑校長

める︒昭和三十年北海道教育大学札幌分校入学︒同三十四

西高等学校卒業後︑多度志村立湯内中学校で代用教員を勤

の教育相談︵全四巻︶﹄﹃教育再生の課題︵上・下︶﹄﹃感性

道会特別会員︒

教育﹄﹃臨床教育学と感性教育﹄﹃日本文化と感性教育﹄な

法人狭山ヶ丘高等学校常任理事に就任︒同八年同校校長に

就任︒﹁日本の教育改革﹂有識者懇談会委員︒日本弘道会

ど多数︒
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評議員︒著書に﹃﹁親ばか﹂﹁教師ばか﹂が﹁素直な子﹂を
育てる﹄︵小学館︶﹃学校崩壊なんかさせるか！﹄︵知致出版︶

﹃あらすじで読む日本の名著一〜三﹄︵中経出版︶﹃あらす
の名作童話﹄︵小学館︶﹁子ども家畜論﹂祥伝社その他︒

じで読む世界の名著一〜三﹄︵中経出版︶﹃一冊で読む日本

朝日カルチャーセンターなどの講師︒

す菱︸はらせいしろう

パネリスト杉原誠四郎先生

昭和十六年生まれ︑広島県出身︒昭和四十二年東京大

学大学院教育学研究科修士課程修了︒元武蔵野大学教授︒

英米文学科卒業︒昭和三十五年同大学大学院文学研究科博

昭和七年生まれ︑東京都出身︒昭和三十年東京教育大学

の著書として︵ペンネーム杉田誠︶﹃総点検・真珠湾五十

神道・仏教と政教分離一そして宗教教育﹄︑日本外交関係

て﹄︑法学に関する著書として﹃法学の基礎理論﹄﹃日本の

過程と解釈﹄﹃教育基本法の成立一﹁人格の完成﹂をめぐっ

教育基本法に関する著書として﹃教育基本法一その制定

日本弘道会評議員︒

士課程終了︒昭和三十九年千葉工業大学講師︑昭和五十四

周年報道−何がどこまでわかったか﹄﹃日本開戦以降の日

きむらはるみ

年同大学教授︑昭和六十三年共立女子大学国際文化学部教

本外交の研究﹄︵亜紀書一房︶﹃杉原千畝と日本の外務省一杉

パネリスト木村治美先生

授を経て︑平成十五年より共立女子大学名誉教授︒専攻は

原千畝はなぜ外務省を追われたか﹄︵大正出版︶︑編著とし

て﹃臨教審と教育基本法﹄﹃昭和から平成への天皇論﹄﹃現

昭和五十九〜六十二年臨時教育審議会委員︵分科会座長︶

代の教育に欠けるもの｜規律と感性をいかに回復するか﹄

英米文学︑比較文化︒エッセイスト︑日本文芸家協会会員︒

として活躍︒日本弘道会理事︑日本青少年育成学会副代表︑

を務める︒家庭・学校・地域の連携に関する分科会の座長

﹃戦後教育の総合評価一戦後教育改革の実像﹄︵国書刊行会︶

教保育講座﹄︵全三巻︶﹃仏教と教育﹄﹃宗教心と教育﹄﹃生

などがある︒また宗教教育︑宗教法に関する共著として﹃仏

命尊重の保育とは﹄﹃学校の中の宗教﹄︵時事通信社︶があ

のロンドンから﹄︵大宅ノンフィクション賞︶を出版︒ほ
かに﹃静かに流れてよテムズ川﹄﹃主婦の天気図﹄﹃心と技

る︒最近では道徳教育の教科を目指して︑﹃日本の道徳教

親学推進協会会長︒昭和五十二年滞英経験をもとに﹃黄昏

をつくる生涯学習﹄﹃エッセイを書くたしなみ﹄︑訳書に﹃シ

術革新﹄﹃気ままな幸福論﹄﹃私の臨教審レポート﹄﹃自分

育は韓国に学べＩ道徳教科化への指針﹄を出版した︒

つ﹄﹃六十代からのエッセイ教室﹄など多数︒ＮＨＫ学園︑

ンデレラコンプレックス﹄﹃変装﹄﹃子どもは親をまねて育
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弘道シンポジウム二○○七

られ︑﹁父母その他の保護者は︑子の教育について第一義的

改正された教育基本法では︑家庭教育の一条が新たに設け

が頻発しています︒

中心の考えを強要するとか︑給食費を払わないとかトラブル

十一月十日︵土︶神田学士会館にて

﹃今なぜ﹃親学﹄か﹄ｌ実施概要

一︑開催趣旨
平成九年度から﹁心の教育﹂︑﹁日本人の忘れたもの﹂︑﹁家

﹁新しい社会ルールを求めて﹂などのテーマを選んで討議を

庭の訓育﹂︑﹁期待される日本人像﹂︑﹁父性と母性﹂︑﹁公と私﹂︑

重ね︑教育の重要性と日本人の在り方について広く世人に訴

生会議﹂は︑親として必要な﹁親学﹂の機会を提供すること

責任を有するもの﹂とうたっています︒安倍内閣の﹁教育再

本会が以前開催したシンポジウムでも︑﹁家庭の訓育を考

としても取り上げられる状況ができてきました︒

を提案しており︑親の在り方が公の場で議論され行政の課題

えてまいりました︒

今回のシンポジウムにおいては︑最近特に問題の起こって
いる﹁家庭の問題﹂を親の責務という観点から取り上げ︑今
日の親の在り方︑親子関係︑家庭教育の在り方等について深

最近の世相をみていて人々が心を痛めるのは︑親が子を虐

る親の在り方︑親子関係︑家庭の在り方について具体的に先

改めて﹁親学﹂の提案を取り上げることにより︑今日におけ

える﹂というテーマの中で親の在り方を考えましたが︑今回

待して餓死させたり︑生まれた子を捨てたりするニュースを

確立に向けて社会に発信したいと考えました︒

生方に提言して頂き︑日本の社会の基礎である健全な家庭の

く考えることといたしました︒

しまいます︒また︑最近は学校に対して保護者が自分の子供

聞くたびに日本の家庭︑家族はどうなっているのかと考えて
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二︑名称及びテーマ
・弘道シンポジウム二○○七

・メインテーマ﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂

総合司会︵宮崎哲夫評議員︶

六︑プログラム

一一：三○〜受付開始

一二：三○〜開会の辞︵津英武評議員︶

一二：三五〜主催者代表挨拶︵鈴木勲会長︶

三︑開催期日及び会場

・期日平成十九年十一月十日㈹一二：三○〜一六：三○

・質疑応答・ディスカッション・総括

からテーマに沿ったご高見が披露された︒

三名のパネリストの方々より︑それぞれの視点

・提言︵各パネリスト十五分﹀

・講師陣紹介

一四：○○〜シンポジウム

︵体憩︶

一二：五五〜基調講演

一二：四五〜来賓祝辞︵渡海紀三朗文部科学大臣︶

二八画Ｑ・丁冬九・・ｌ先豊富

・会場学士会館二階大講堂︵二○二号室︶
千代田区神田錦町三

四︑主催・後援団体

・後援文部科学省・日本道徳教育学会

・主催社団法人日本弘道会
五︑講師陣の構成

・講師高橋史朗先生︵明星大学教授

＊基調講演

埼玉県教育委員会委員長︶

コーディネーターの多田建次先生が︑参会者か

らの質問票を整理してパネリストへの質問事項

め三名のパネリストから説明があり討議した︒

を取りまとめ︑その回答を含めての補足をもと

・パネリスト︵五十音順︶

＊シン四ホジ・ワム

木村治美先生︵共立女子大学名誉教授・エッセイスト︶

括して終了した︒

辞があり︑シンポジウム開催の意義と成果を総

多田建次先生から︑パネリストの三先生への謝

小川義男先生︵狭山ヶ丘高等学校長︶

杉原誠四郎先生︵教育研究者・前武蔵野大学教授︶

多田建次先生︵玉川大学教授︶

・コーディネーター
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一六：二五〜閉会の辞︵宮崎哲夫評議員︶

″

″

″

ノ

山崎隆司︵評議員︑住商ビルマネージ

宮崎哲史︵評議員︑遺珠刊行会社長︶

津英武︵評議員︑元産経新聞編集委員︶

木屋野正勝︵評議員︑元日本テレビ文化

小野健知︵評議員︑道都大学名誉教授︶

企業関係者︑一般参加

木村治美︵理事︑共立女子大学名誉教授︶

尾田幸雄︵理事︑お茶の水女子大学名誉教授︶

○九五六

○○○九

日本弘道会ビル八Ｆ

三二八八

三二六一

Ⅲ○三

社団法人日本弘道会内画○三

〒一ＱｌｏＱ釜東京都千代田区西神田三１−１六

理事・事務局長中田和夫

﹁弘道シンポジウム二○○七﹂実行委員会事務局

メント㈱社長︶

センター経営計画室長︶

松平直毒︵理事︑元株式会社ダイレクト社長︶

一六：三○〜解散

″

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○七名

″

・参加費無料︵諸経費は主催者負担︶

八︑参加

または本会会誌﹁弘道﹂に添付の申し込み
用紙︵ハガキ︶にて事務局に申し込み頂く
など︒

″

土田健次郎︵理事︑早稲田大学教授︶

（66）

・参加申込シンポジウム実施を掲載したホームページ

九︑記録の公開
シンポジウムの記録を︑本会機関誌︒﹁弘道﹂に掲載す
るとともに︑別冊と︒して普及版を公刊する︒

十︑シンポジウム実行委員会及び事務局

㈱﹁弘道シンポジウム二○○七﹂実行委員会

″

委員長鈴木勲︵会長︑元文化庁長官︶
委員生平幸立︵理事︑元特許紙器㈱社長︶

″

㈹

︸一宮ルーＩＦ↑い寺Ｆ一︲一宮︲叩一Ｊ一壬︲一Ｊ研一帥雨ⅡＪ伺い︷争司ＪＦ三一Ｊ一口岬Ｊ︲一Ｊ一毎己一吋Ｅ一Ｊ一Ｊいい︲◇

一一︲宮Ｉ一宮叫亘亘亘一宮Ｉ亘亘亘亘亘亘宮一一一︲宮Ｄ宮Ｉ宮△﹄宗翠亘︲腰Ｄ１

︲一計一宮

Ｉ﹃一︲↓ＩやＩ−Ｅ一一

一﹄亘凸︲︑宮︲﹄紳亘﹄可亘

二一宮一一Ｉ◇三宮︲亘冒亘亘︲宮︲Ｄ凸．︲Ｉ凸．．：Ｉ宮：Ｄ◇凸ｑ◇宮Ｌ︲宮︲：凸亘亘

宮︲．ｑｑ一宮一︲．︲一一一冒亘︲ご宮Ｉ宮：◇Ｉ◇︲︲︲ｑ

ＪＪ︻反響︼素成ｆ九年士亘一千日発行の﹃内外教冨競基
ＪＪＪＦ今なぜＪ局親学﹄な﹄の印Ｊか

主催者あいさつに立った鈴木同会会長も﹁親の責任という

主題となる内容を示した︒

なっていない︵ルールが失われてしまった︶﹂と︑この日の

己一Ｊ一心Ｊ虐心●Ｊ日本弘道会がシツボジウム開催ｆ

文部科学省所管の公益法人である道徳修養団体︑社団法人
日本弘道会︵会長・鈴木勲元文化庁長官︶は十日︑東京都千
代田区の学士会館で﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂と題するシンポジ

現象を具体的に挙げ︑その後の議論でこれらの分析が進み︑

に理不尽な要求をするモンスターペアレントといった問題や

観点から問題を考えてみたい﹂と述べ︑虐待︑捨て子︑学校

ど約百人が参加し︑﹁新しい歴史教科書をつくる会﹂の元副

ウム︵弘道シンポジウム２００７︶を開催した︒同会会員な
会長で埼玉県教育委員長の高橋史朗明星大学教授による基調

続いて渡海紀三朗文部科学相の祝辞を加茂川幸夫文科省生

対応策が出されることに期待を示した︒

カッション︵写真︶に耳を傾けた︒

講演や木村治美共立女子大学名誉教授らによるパネルディス

をめぐる痛ましい事件が相次いでおり︑命を大切にする心や

涯学習政策局長が代読した︒渡海文科相は﹁近年︑子供たち

規範意識など豊かな心を育成する道徳教育の充実が強く求め

モンスターペアレントヘの対応は
シンポジウムは︑冒頭︑同会評議員の津英武・元産経新聞

示した︒

その後︑高橋教授が基調講演を行った︒同教授は親学推進

られている﹂として︑シンポジウムの開催を歓迎する意向を

協会など﹁親学﹂関連の民間組織を率い︑今年四月に政府の

ムは今回で九回目だが︑学校と家庭の問題︑社会規範の問題
は一貫したテーマ︒なぜ今︑親学か︒戦前は﹃親は親﹄﹃子は子﹄

編集委員が開会の辞を述べて開幕︒津氏は﹁弘道シンポジウ

のきちんとしたルールがあった．戦後の日本は必ずしもそう
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教育再生会議から親学の推進についてヒアリングを受けるな

て罰金刑が科せられるなどと海外事例も紹介︒一方︑日本で

述べた︒

はこうした懲罰的な考え方がなされることはほとんどないと

高橋教授はさらに︑こうしたわが国の現状を考える際︑①

高橋教授は中央教育審議会生涯学習分科会によるこれまで

ど活躍しているという︒

の審議経過報告などを踏まえ︑親学には﹁親になるための学

ことが重要だと述べた︒また︑﹁睡眠﹂﹁食生活﹂﹁メディア

子供の変化②親の変化③地域の変化ｌの三つの視点を持つ

などによる有害環境﹂の三つに対して︑しっかり取り組むこ

があると述べた︒また︑親学を考える重要なポイントとして

とが重要だとした︒その上で同教授は︑地域の学校が重要な

習︵準備教育︶と﹁親として育ち︑力を付ける学習﹂の二つ

の一方で同教授は︑人間の感情の動きに関する近年の脳科学

﹁日本の古くからの伝統の知恵﹂を重視することを強調︒そ

役割を果たすとして︑﹁学校を親学の拠点に﹂と訴えた︒

伝統の生死観と相いれない

や医学の研究成果を採り込んだ実践が重要だとも訴えた︒

高橋教授はモンスターペァレント問題で︑現在︑保育所で

パネルディスカッションでは木村教授のほか︑小川義男私

起きているケースを具体的に幾つか紹介した︒例えば﹁来園
した保護者が︑わが子に相対している保育士に向かって﹃︵子

︵一九八四〜八七年︶の委員を務め︑﹁弁当持参の日﹂を提唱

最初に発言した木村教授は中曽根内閣の臨時教育審議会

登壇した︒多田建次玉川大学教授が司会を務めた︒

立狭山ヶ丘高校長︑杉原誠四郎前武蔵野大学教授の計三人が

ている︶例や︑﹁ゼロ歳児は日本語がまだ分からないから︑︵英

するなど家庭教育の重視が持論︒英文学者である同教授は︑

た﹂︵この親は保育士が園児の世話をすべて行うものだと思っ

供の︶鼻水が出ていますよ﹄と︵鼻水をふくように︶注意し

保育士を一雇っているほかの自治体の保育所に子供を通わせよ

最近日本でも流行し︑話題になっている歌﹁千の風になって﹂

語の早期教育を行うためには︶外国人がいい﹂と︑外国人の
うとする例などを挙げ︑これらを﹁子供の発達というものを

この歌の歌詞には﹁私のお墓の前で泣かないでください︒

るとする独自の見解を述べた︒

を取り上げ︑この曲の流行が﹁日本の文化の破壊﹂につなが

私はそこにはいませんから﹂といった意味の部分があるが︑

その上で同教授は︑保育サービスの拡充政策と親の責任の

まったく無視した事例だ﹂と述べた︒

が﹁︵育児サービス重視の︶厚生労働省と︵教育重視の︶文

希薄化が重なり合って進む状況を指摘︒政府の政策の方向性

る﹁個人主義﹂と結び付きやすいのだという︒

同教授によると︑それは散骨を連想させ︑自由気ままに生き

高橋教授は英国やフランスでは子育てを怠る保護者に対し

科省では矛盾している﹂と指摘した︒
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に持つ﹁死者は土中に埋葬し︑自分も死んだら同じ墓に入り︑

同教授は︑この歌によるそうした発想は︑日本人が伝統的

杉原氏は﹁戦後改正された民法には︑家庭を維持するとい

は一定の評価をし︑問題の多面性を改めて示す格好となった︒

が︑一方でこのケースで女子生徒が見せた﹁母性﹂について

が押し付けたとされる憲法が改正されるべきだという主張と

しい﹂とする独自の見解を披露︒連合国軍総司令部︵ＧＨＱ︶

う機能がない︒戦後六十年以上たっても改正しないのはおか

また木村教授は︑戦後日本の﹁個人主義﹂は例えば洗濯機

いれないという︒

家族の﹃先祖﹄になる﹂とする固有の時空観や生死観とは相

などの﹁三種の神器﹂によって生活が便利になり︑単身者が

共に︑民法の改正が必要だとの認識を示した︒

える﹁技術革新﹂に対して疑問を呈した︒同教授は︑かつて

修身教育の再評価を主張︒戦後の教育改革で修身を否定した

響力を持っていた︶﹂﹁修身は親学を兼ねていた﹂などと述べ︑

付けるものだったが︑それが家庭教育にも反映していた︵影

杉原氏はこのほか︑﹁戦前の修身は子供に規範意識を植え

不自由なく暮らしていけるような環境がもたらした側面があ

大家族で生活し︑風呂を沸かすのも洗濯をするのも手間暇が

ると主張︒これらの生活を可能にした商品の大量生産を支

掛かった日本古来の生活スタイルの価値を再評価すべきだと

のはＧＨＱではなく︑日本国内の教育者が新たに米国から社
自の見解も示した︒

会科を導入する際に修身を廃絶させる勢力になったとする独

いった持論を展開した︒

小川校長は︑まず︑﹁自分が初めて教壇に立って五十二年
がたつが︑それは親が自信喪失を深めていくプロセスだった﹂

主張は教育勅語の発布に結び付いたとされる︶の著作﹁徳学

西村茂樹氏︵明治期の社会思想家で道徳立国論を唱え︑その

シンポジウムはその後︑司会の多田教授が同会の創始者の

また︑同校長は勤務する高校で一年生の女子生徒が同じク

と発言した︒

ラスの男子生徒の子を身ごもり︑親や周囲の反対を押し切っ

講義﹂から親学に相当する部分を紹介した︒

筆者矢内忠氏の転載許可をいただいて転載したものでありま

本稿は時事通信社﹁内外教育﹂編集長小池幹夫氏並びに執

す︒編集部

︵矢内忠Ⅱ教育ジャーナリスト︶

てでも﹁産みたい﹂と校長室で話した時の衝撃を語った︒﹁私

は︵退学処分などで︶どうなってもいい︒おなかの子を守れ
るのは私しかいない﹂と述べた女子生徒に小川校長は教師と
男女生徒二人は結局退学し︑女子生徒は出産した︒小川校

して動揺し︑﹁母性とはこういうものか﹂と感じたという︒

い関係になってはいけない﹂と子供に指導すべきだと考える

長は保護者に対しては﹁高校生は︵肉体関係を持つなど︶深
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もっとたくさんの人が
シンポジウムに参加しよう

今回特に興味を引いたのは日教組の問題が話題になった

ことである︒小川先生は日教組やアメリカ占領軍だけを悪

者にすべきではない︑占領政等が終わった時に文部当局が

ましたが︑現実問題として修身を否定し道徳教育に強い拒

もっと毅然として道徳教育を提唱すべきであったと云われ

政府や行政当局が教育改革を断行し得たかどうか甚だ疑問

否反応を示した全盛時代の日教組とマスコミを相手に時の

である︒実際戦後の文部行政は日教組対策に精力の大半を

たちに教えられた子供が今人の子・親になっている訳であ

費やしたと云っても過言ではあるまい︒その日教組の教師

るから家でのしつけが行き届かないであろうことは想像に

う間に過ぎた四時間であった︒基調講演をされた高橋先生

今回の弘道シンポジウムは開催から解散まで︑あっとい

要であると考えている教師は少なくなってきているのでは

れた世相荒れる子供達の現状を見てそれでも道徳教育は不

教組の組織率も二十％台まで落ちていると聞いている︒乱

議する親に至っては論外と云わざるを得ない︒時を経て日

固くない︒まして自分の子供を中心に物事を考え学校に抗

の〃今なぜ親学か〃という論説はさすが教育学の泰斗であ

茨城県吉田功

り埼玉県の教育委員長をなさっているだけあって聴衆を十

と思う︒江戸時代日本に来た外国人は日本の子供は世界一

礼儀正しいと驚嘆したという︒鉄は熱いうちに︑子供の精

なかろうか︒今こそ道徳教育を強化する絶好の機会である

神発達の早いうちに徹底した道徳教育をたたみこむべきで

分納得させるものであった︒そしてコーディネーター多田
論を開陳されてそこには日本の将来を思い教育の現状を憂

先生の名司会のもと各パネリストの先生方も夫々明確な自

うろ熱気が会場一杯にあふれていた︒私自身大変勉強に

ある︒

徳を教科化すべきでないという答申が出されたことである︒

最近特に残念なことは︑九月中旬︑中教審の分科会で道

なったがこのようにすばらしい格調の高いシンポジウムに
感である︒

もっともっと多数の人の参加して欲しかったというのが実
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内閣が変わり︑中教審の会長が変わった途端に︑このよう
な事態が出現するのは甚だ不可解である︒七月の参議院選

子育てについて我が国の文化の伝承の伝統的な智慧の

られる事に心から賛同と敬意を表したいと思います︒

或いは武道と︑﹁守破雛﹂という型から入る事を通し︑会

再発見をというご主張もうなづけるものでした︒能︑茶道︑

えで芽を出し︑学校の教えで花が咲き︑社会での教えで実

に︑敬意と喜びを抱きつつ︑今回も参加させていただきま

会員の方々が多大なる尽力を︑各方面でなさっていること

人間育成︵教育︶に︑国家の正常な歩みと進展を願い︑

千葉県大島千代子

﹁弘道シンポジウム二○○七﹄に参加して

た次第です︒︵盛岡まちづくり株式会社社長︶

の振興に視点をおいた選択であり︑時宜を得たものと感じ

此の度のシンポジウムのテーマは従来と一貫した国民道徳

戦後六十年︑昨今の世相は憂慮すべき事態と思います︒

なく添えられたのではと感じた次第でした︒

た︒理非に関わらず︑祖先への崇敬と宗教心の根をさりげ

に仏飯を供えて合掌すると習慣化した事を思い起こしまし

私事で恐縮ですが︑幼少時︑祖母に促され︑食前に仏壇

第でした︒

いうご指摘にも︑納得出来る親学の伝達情報だと感じた次

得してゆく文化が子供の心を育てる〃うねり″に連なると

挙で自民党が歴史的な敗北を喫してネジレ国会となり政情
がしろにする政府は絶対に信頼しない︒

は不安定であるがどのような政権になろうとも教育をない

︵茨城支会長・本会評議員︶

教育は︑親︑学校︑地域社会︑企業︑共通の責任である
と思う︒

シンポジウム二○○七に出席して

叫予県村井研一郎
﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂に参加し︑高橋史朗先生の基調講
演を拝聴しました︒

現在︑﹁徳育﹂の教科をめぐって政府の教育再生会議と

中教審の問で不毛の議論が続いて居りますが︑此の度のシ
ンポジウムのテーマは︑此の問題への多くの示唆に富んだ
内容と思いました︒

親学という定義を︑①親になるための学び②親としての

がなるという先生の論旨と︑埼玉県教育委員長として︑現

学びとし︑学校を親学の拠点にしようという事︑家庭の教

場で率先して親学の展開と拠点作りに着々と取り組んで居
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﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂︑日本人の今日的課題に︑堂々と向

した ︒

子育ての真最中の皆さんにお会いできてうれしい︒から
始まります︒

させます︒地球上どこの国でも︑親が︑家族が︑大人達が︑

人間の世の中は︑人間の力やかかわり合いで進歩︑発展

司会の先生︑講師の先生方も︑それぞれが今持っている︑

次世代を負う子どもという人間を︑育てなければ︑家庭も

われたことに︑共感の喜びがあります︒

こともでき︑喜びも︑決意も倍増させて帰宅できました︒

お力を︑お人柄も含めて本音で語って下さいました︒学ぶ

子育てや︑子どもの教育は︑ことばやスローガンで終わ

社会も国全体も住みよい所にはなりません︒

に小学校期︶

らせないで︑実行︑実践行動で進めて行きましょう︒︵特

﹁こんな大人︵親︶に誰がした﹂︒責任のなすり付けはせず︑

の位置で︑態度︑行動︑行為を明確に表現し︑実践的な歩

大人として︑子育ての財産を沢山持ちましょう︒我が子の

体は産めても︑心は産めません︒育むのです︒親として︑

教育を語る人間として︑今立っている自分の持ち場︑自分
みを︑一貫して続けて行くことの大切さを︑認識もし︑確
認も致しました︒

成長に併せて︑タイミングよく力を発揮し︑確かな支援や

協力に努めましょう︒そのわけとして︑

多田先生のお話の中に︑﹁親学﹂をいつどこでというこ
とがありました︒私が現職の頃は︑学校行事の講演会であっ

二︑人間の発展には特徴がある︒︵発達課題︶︵累加性︑適

一︑人間は未熟なまま生まれて来る︑保育︑養育︑教育と

時性︑意志︑理性︑体力︑技術︶は学習や訓練︑練習︑大

献身的にかかわること︒

平成十四年十一月より︑私の住む船橋市では︑次年度に

たり︑保護者主催の︵市︑地域︑学校等︶講演会や見学会︑

入学する﹁就学時健康診断﹂の日を活用して︑﹁子育て学習﹂

三︑親を考える﹁親﹂の文字の内容解説︒

人の喉や教育で身につくこと︒

各種広報や研究発表会等々の場を持っていました︒

の場をつくり親学なる内容を聞かせたり︑﹁家庭教育手帳﹂

四︑生活習慣の具体を育むⅡ自立を目ざして

を渡したりして︑子育てや子どもの教育への再考や確認の
小学校で︑話させていただきました︒

場づくりをしております︒私もこの六年間に︑三十一校の

︵元船橋市立小学校長︶

五︑連携の具体を︑活動として進める︒

今回のシンポジウムで学ばせていただいた先生方に感謝
しながら︑私の﹁親学﹂内容を一部記させていただきますと︑
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シンポジウムに参加して

ませんが︑私の家庭は現代のお受験中心︑学力中心の教育

とは真逆を行くスタイルだったと︑今親元を離れ︑過去を

とだとして高校時代演劇にのめり込んだ私を︑責めること

思い出すと感じます︒本当にやりたいこと︑打ち込めるこ

たし︑出来の悪いときは当然怒られ︑決して教師や学校を

一方で︑勉強に対しては︑放っておかれることは無かっ

なく︑寧ろ応援してくれ︑本番は必ず見に来てくれました︒

先日行われた﹁弘道フォーラム﹂に続き︑私の通う首都

衷蔀土本健史
大学東京で寮長を務めて居る津英武先生の紹介で参加させ

責めることは全くないし他をおとしめることはしない︒そ

シンポジウム後︑そのまま名古屋の実家に帰りました︒

ないことの深層にあるのかもしれません︒

れが︑私が現代の教育問題に当てはまる行為をした覚えが

て頂きました︒

現代教育を生徒として︑内側から見てきた立場でしたか
ら︑それを客体として論じ︑考える機会は︑私にとってと

シンポジウムの翌日がちょうど二十歳の誕生日だったので

ても貴重なものでした︒それと同時に︑少しでも若者の視
点を参加者の皆様にお伝えしたい︑との思いも持って︑本

に関する諸問題を家庭という単位から分析した先生方のご

話題の﹁モンスター・ペアレンッ﹂をはじめ︑現代の教育

た︑皆様︑講演頂いた先生方に︑この場を借りて厚く御礼

のも︑とても勉強になりました︒この機会の準備に当たっ

りません︒それ故に︑今回先生方に質問することができた

若干二十歳の私は︑戦前教育のことを体感することはあ

感謝が大きくなりました︒

す︒二十歳の節目に参加することができ︑そんな両親への

意見は︑最近の安直な学校批判︑教育行政批判などとは

今回のテーマは﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂ということで︑今

シンポジウムに臨もうと考えていました︒

一線を画し︑とても新鮮だと感じました︒また︑まだ家庭

申し上げます︒

︵首都大学東京学生︶

を持たぬ私のような若輩者には︑道徳を身につけることが︑

める機会にもなり︑大変有意義なシンポジウムとなりまし

私の将来にとってどれほど大切なことか︑ということを改

私の両親が︑特に道徳の事をうるさく言った記憶はあり

た︒
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講演での一説︑たくさんのご提言は随分と勉強になりまし

た︒木村先生の﹁親が︑自分がどう育つか︑生きたらよい

道徳教育の教科へのお話し等々・多田先生の﹃徳学講義﹄

誠︒愛

の﹁昔は︑親の信念があった﹂という問いかけ︑今日的教

か﹂という一説︑﹁江戸しぐさ﹂のお話し等々・小川先生

︵西村先生︶から︑﹁父母の道﹂からのご提言︑﹃かにの本﹄

育問題のサディッション等々︒杉原先生の﹁歴史的な観点﹂︑

先日︑学校評議員として地域の中学校の体育祭にご案内

︵ザルッマン氏︶からの二百年前頃の子どものおかれた状

千葉県中村二郎

の準備を進めている様子が聞こえてきておりましたが︑当

スカッション︑総括はまことに含蓄深く広く示唆に富んだ

況のお話等々︒ご著名な四先生方のご提言や︑パネルディ

をいただき参加しました︒日頃からこの体育祭にむけてそ

いものでした︒また︑驚いたことは︑保護者の参加と活動

日の生徒の熱意と集団の団結の動きはまことに素晴らし

私は︑今︑七十歳になりますが︑定年後からこの方十年︑

した︒まことにありがとうございました︒

様々な仕事・ボランティアをやってきております︒あまり

忘れることのできない問題提起として大変な感銘を受けま

ここで感じたことは︑保護者が参加するそれも生徒の殆ど

とり組み入れられて︑そのプログラムは多彩なものでした︒

ことのいくつかに関わることから︑地域での家庭的問題や

公表できませんが︑公的ボランティアを荷負っております

が非常になごやかに盛り上がりをみせて︑生徒集団と一体

の両親であったことです︒日頃からの保護者の連携協力︵特

となった姿で進められておりました︒小学生レースなども

に父親参加︶の成果であったこととおもいます︒正に親と

れと巷間流布されている社会的問題はいつの時代にも起こ

出来事︑改善を急ぎたいことなどの問題に遭遇します︒そ

とまれ︑昨今風聞する親子関係の問題傾向は︑この中学

りうることのようですが︑特に︑本日のシンポジウム︑今

子の間に誠・愛が通いあった一日であったようです︒

校では少ないのではないかと晴天の下の行事からおもわれ
本日の高橋先生の基調講演︑木村先生︑小川先生︑杉原

勢︑親子関係の深さを再考させられ︑自らの反省をも促さ

蔵花氏︶の言葉が意味するように親の親としての考えと姿

親に如かず︑子を知らざることまた︑親に如かず﹂︵徳富

し

なぜ﹁親学﹂か︑におきます問題提起は︑﹁子を知ること

先生そして多田先生のシンポジウムを拝聴して大変参考に

し

ました︒

なりました︒高橋先生の﹁親が育てば子供は育つ﹂という
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どは親の哨育放棄に罰金刑がある﹂とか︑﹁アメリカでは

高橋先生のご説明のなかにも︑﹁イギリス︑フランスな

ここ数年は︑非常勤講師で出向いている大学で︑多くの

ルが厳存する﹂由である︒これが当然である︒どうして日

校内でおこった子供の事件に親の責任を求めるというルー

せられました︒

学生のレポートに接しますと︑親に対する感謝・恩愛・喜

る日本人の魂と精神の救出を叫ぶ悲痛の声ではないか︒い

本の再興が叫ばれているのは︑土俵際に追い詰められてい

いま日本の言論界の一部に︑文化力︑教養主義による日

が︶日本では︑道徳心の酒養を怠ってはならない︒

よって支えられている︒宗教心のうすい︵無いとはいわぬ

がある︒個人の道徳とか社会的連帯の精神が︑宗教の力に

欧米では︑衰えたりといえども︑まだキリスト教の精神

ろうか︒

本では︑このような補完的ルール︑社会常識がないのであ

びに溢れている内容に出会い︑非常にうれしく存じていま

す︒︵元八千代市立勝田台中学校校長︶
弘道シンポジウム二○○七に参加して

東京都村岡功
﹁今なぜ﹃親学﹄か﹂の前段で︑高橋史朗先生のご講演
の荒廃について︑欧米諸国との客観的データを挙げてのご

ま︑良識ある人々が︑具体的行動をおこさなければ︑間に

を拝聴し感銘を受けました︒同時に︑社会の道徳的雰囲気
説明をお聴きするにつけ︑われｊ︑の子や孫の将来︑日本

︵日本の教育改革を考える会︶

のは果たして私だけであろうか︒

合わない︒という切羽詰まった危機感にさいなまれている

の未来の姿を思い︑戦喋を禁じ得ません︒

明治の文明開化︑欧化主義もそうですが︑なかんづく
戦後民主主義の摂取が余りにも急激で︑且つ付焼刃でした︒

はやその勢いは〃放縦〃といえる域に達しています︒憲法

日本は世界に冠たる言論の自由︑表現の自由を調歌し︑も
十二条に﹁国民は︑これを濫用してはならないのであって︑

常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ﹂と︑

自由と権利の行使に枠を設けている︒当然のことであるの
ることは少ない︑

だ
︑に
にも
も拘
拘わわ
だが︑
二らず言論界も教育界も︑この候項に注目す
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￨蝿』蕪鼎職紬柵,巽,ボで舞挫韮卜
昇怖II言澱鯉濡天匠蝿難測墜Z繋月

凝議離醗秘睡
成号川Lで定litにはさう提は内たて昭ま食Iうれ
は道の司さ済界専、れ・案m相。きfIIで体i櫛エた
七路い
｜えみに門大る後、+兼たの、憩油スヨ
号へ<比、だ誇家震ゆ藤結億帝巨初数を、テ後
線八つ谷後つるに災えのk.)I'I都人め百挟シイ藤
の号も辿藤た近よ前ん別卜と復のま人んン（新

十五年︑普通選挙実施を前に︑政治

晩年︑公職を離れたあと︑大正

の大きい構想を描いていた︒

岩手県水沢の武士の出︒薩長の天

の倫理化運動に最後の情熱を傾けた︒

み︶などに実現されている︒
下だったが︑内務省衛生局差として︑

政党政治の腐敗に我慢ならなかった︒

無蕊織

蒲戚噺笥

｜交協内経台

津英武

ルを商イ11営湾

後藤新平〃出でよ︒

年先のⅢ本を視野に入れた〃平成の

平に新たに光が当てられている︒ｎ

ている︒その閉塞感のなか︑後藤新

ちまちました利害の争いにⅢけ暮れ

今︑政治家ばかりか︑官僚までも︑

んど残さなかった︒

の死後︑家屋敷のほか︑カネはほと

去するのである︒享年七十一・後藤

つ︒全川遊説中に脳溢血で倒れ︑死

後藤は老躯を推して迎動の先頭に立

画もフェスティバルで上映された︒

作られた﹁政治の倫肌化﹂アニメ映

Ⅱ清戦争帰還兵の検疫事業に大きな

ど米し抑満団を
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功績をあげた︒児玉源太郎台湾総督

蝉.基叶

これがミリオンセラーとなる︒当時

でラは蹄しい郷

川ら冊子﹁政治の倫理化﹂を発行︑

平成の後藤新平 出でよ

に抜拙され︑民生局長として︑民生

す脂を晩いのの
るし歴をで墓辿
な、任発、参徳

安定︑殖産興業で実績を積む︒今で

指を外にかも
向｜｜相手次らそ

佐々木卯之松

︵紹介者︶

佐々木初朗

松本幹彦
松本幹彦

佐々木初朗

吉田功
吉田功

荒木光哉
松本幹彦

藤木敦

萩原康正
萩原康正
萩原康正
萩原康正
萩原康正
萩原康正

嘉村孝 深川明

吾津修一

岩井元康
遠藤知己
三浦壮六
草刈一之

岩測直知子 馬場英彦
松本幹彦
木佐由延
吉田省三
若鍋尚志
若鍋尚志

平政光

武藤立樹
大内一幸
杉本泰士

佐藤誠

︵入会者︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成旧年Ⅲ月〜平成旧年岨月︶

千千千千千千更更

Ａ云生目

需知京京京京京京葉玉山

︵支会名︶

島島島八八八八八八有木木岩島島岩岩茨茨島島岩

◎会費領収報告霜秤賊叫稗皿朋叩胆
いただきます︒

１この報告をもって領収書に代えさせて
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

知知知知知

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︒

︵紹介者︶

根根根代代代代代代田津津手根根手手城城根根手

池田博人
稲毛英三
加賀谷孝
酒井英勝
三橋勝則
三間芳弘
伊藤紀子
水谷信明
藤原泰樹

岩手支会師名分⑲

︵岩手県︶

︵埼玉県︶

︵千葉県︶

○山田健雄側

平川支会組名分側○松崎一康剛伽⑫

笹本武雄⑱側安房支会卯名分⑲

中田貴志男⑲高岡浩二⑲

︵東京都︶

○五十棲吉巳剛○大矢根てる帥
○小野すみ子剛○谷本ョシミ剛

○林千里剛○吉田えみ剛

︵神奈川県︶

○大倉馨剛

︵愛知県︶

○加藤貞夫剛

︵岡山県︶

○鳴海柴帥
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◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成旧年Ⅲ月〜平成旧年旧月︶
︵入会者︶

寺崎隆治

文珠川雅士

白鳥正

海柴 白鳥正
五十棲吉巳
大矢根てる
小野すみ子
谷本ョシミ

林千里

吉田えみ

健健健健健

鳴

山田健雄
松崎一康

県県都都都都都都県県県

加藤貞夫 白鳥正
大倉馨 白鳥正

小小小小小
野野野野野

︵府県名︶

神愛東東東東東東千埼岡

故佐藤茂夫さんへの弔辞
佐膝茂夫さん︑昨年の川川︑君がⅢ本弘
道会に人ってこられてから︑今Ⅱ迄︑たった

一年と七ヶ川のお付き合いでしたね︒こん
に来るとは︑縦も予測が出来ませんでした︒

なに早いお別れが︑しかもこのように突然
卜川に入り弧が揃いと時々Ⅲにされるよ
うになり︑職場では早く柄院に行かれ診て
暦うた方が良いですよと︑すすめてはいましたが︑二卜凡日に予
約が取れたと聞いたときは︑少しホッとするとともに︑一週間慨
で職場復州されるものと思っておりました・明Ⅱ捕院という日﹁佐
ね︒﹂と・耐うと︑ハイと元知に言っていた笑敵が忘れられません︒

藤さんお医者さんにきちんと診てもらって︑早く治して下さい

ませんでした︒

まさか︑これが峨後のお別れになるとは︑到底慌ずることができ
佐藤脱人さんは︑長野卵炊飯山北﹄仙校を卒業後︑川家公勝山に

なられ︑東爪医科歯科大学を経て︑文部科学行に勤め︑初等中等
教育局・生涯学習政策局に勤務され︑管理職になられてからは︑
学・大阪教育大学・名古屋大学・都城工専・群賜工卯・信州大学と︑

烏収入学をかわきりに中央が年の家・術川人学・お茶の水女ｒ入

学嘩の怖川迎桝業務のベテランとして︑打能でｔトの怖噸も〃く︑

平成卜八年三月︑一シ橋大学総務部促を最後に辞されるまで︑大

日本弘道会会長鈴木勲

川卜年に皿り文部行政に献身されました︒私も小川川長も︑佐藤

さんの人となりを熟知していたので︑課題の山積みするＨ本弘道
会の今後にとって︑良き人に来てⅢいたと恵んでおりました︒邪

務の呑み込みもいく︑又会計川別として締記の勉強をするなど︑

責任感も強い人でした︒昨年十一月トーⅡの﹁日本仏道会創立

︑三十周年組念式典﹂を︑陰になり支えてドさった功労稀でもあ
りました︒今後もⅡ本弘進会にとって︑かけがえのない人として

期待していたところであり︑佐藤さんを失ったことは︑Ⅱ本弘道

ご家族としては︑奥様と昨年ご結婚された御長男夫姉︑ご令嬢

会にとっても︑大きな州手であります︒

が残されましたが︑生前佐藤さんの口から妻が︑息子が︑嫁が︑

娘がと紙の端々から仲の良い楽しいご家族の様ｆが︑いつも仏

突然に佐藤さんを失った衝撃と悲しみを思うと︑誠にご同情に

わってきておｈ／ました︒

わせ︑この悲しみを乗り越えて行かれる猟を祈念しております︒

Ⅲえません︒どうぞ残された奥様を始めとしてお子様力お〃を合

︵於戸川葬祭甥︶

佐藤茂人さんの血りし川の洲容を偲び︑純んで哀仲の葱を衣し︑

在天の霊も見守っていて下さるものと信じます︒
州辞と致します︒

平成十九年Ｉ一月一Ⅱ
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会長鈴木勲

土田健次郎
茂木友三郎

中田和夫

糟谷正彦
菅谷栄夫

辻幸蔵

藤原正彦
渡貫博孝

司信次武知

吉田功

所功

特別会員赤塚行雄 朝倉治彦 石津芳次郎
市原正夫 市村真一 今井淳
貝塚茂樹 加地伸行 梶田叡一
金杉光ニ 金子政次 狩野冨吉
クライン孝子 小堀桂一郎 斎藤知正
佐藤俊夫 下村敬造 白鳥正
高橋文博 丹治久
中嶋嶺雄 中篠高徳 永野健
春山宇平
長谷川治一 林道義
菱村幸彦 深川明 福原修
堀賢次 松永信雄 宗政秀治
安田豊作 山室勇臣 山本哲生
若鍋尚志 渡部昇一 渡部弘

戸村良

石渡敬

甲斐睦朗
加藤尚武
菅野覚明

佐藤禎一

長谷川茂郎

高橋史朗
戸辺好郎

馬場蔑夫

古田賞

八木秀次
米長邦雄

終身会員相川孝夫 安藤太郎 飯田寅次郎 稲村勝美
今井千代田郎 内田武文 榎本匡吉 大兼利之
大坪無 岡時雄 岡本通 片野嘉雄
片山芳子 金子ゆかり 亀山基恵生 京野正樹
久保田精一 坂尾正巳 阪谷芳信 笹森時雄
篠田惣治 清水常一 白井健蔵 一局石景一
武部良久 田淵敏夫 積田義男 鶴岡寛三郎
仲村正和 西村喜久郎

常泉健一
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副会長古川哲史

願問西瀧潤一安嶋揃
木村治美高坂節三

理事秋山富一生平幸立 尾田幸雄 鎌田正

古川清松平直寿

森隆夫

山藤多淫小

監事伊藤克巳高橋昭典
評議員飯塚一雄 小川義男
木屋野正勝 黒羽亮一

古垣光一

杉原誠四郎 高橋昌郎
西村幸雄 宮崎哲夫

崎 下 田 野
隆昌建英健

韮塚一三郎

古滝達男
望月兼次郎

吉田政博 渡辺敬雄

三ヶ田金弥

繁田四郎 繁田良一

鎗田寿

松崎美代子 松本真一

山口武夫

木村俊昭 斎藤元護田村武男
豊岡正孝 永井輝中村浩一
山下忠行
菊谷誠 需藤正美 佐々木拓雄
高橋善幸 高橋延一 高橋昇
手島典男 西津啓文 目黒芳昭
茂泉錫佐 毛 利 平 渡辺博
戸津正男 畠山東太郎 藤肥正三

冨扉函己の○ｍ三国・○

ロ﹃・エ四用目ご○苛宇困望目ご

三厨．自吋昌天○ｍシ︷⑦ご

海外会員三扇・冨尉屋冒邑エ肖醒ｂ穴の○ｚ

一般会員

北海道大月武志
富田辿夫
安田俊明
宮城県菅野多利雄

員井田善悦

須藤昭雄
高橋平馬
村上良信
秋田県田口大師

山形県相津長治 板井角也
福島県柴田司郎 田久孝翁畑敬之助引地尚誉
渡辺京子
茨城県海老原隆 関五郎関口英夫高栖候坦

半田啓二

平山昭生

栃木県大野公 早乙女盛男須賀淳塚田雅男

稲塚勇岩瀬誠氏家実

前 田 勇 森下功

塚田保美
群馬県荒木健一

出和夫 江川豊太郎河野幸枝神成裕

埼玉県浅田俊夫 新井慎一安藤駿英安部利平

木村良平 久保庭信一小菅峻道小林靖昌
小柳光春 五月女善一佐々木聖使鈴木勝雄
鈴木茂夫 須田勉高橋哲夫高橋勝
田村和凡 鶴田登土橋隆信平井一夫
平野正光 広崎俊明発智秀雄宮崎みつ子

浅井和泉天野才八天宮満

矢吹中 山田健雄吉住龍雄

千葉県阿久刀川員

安藤隆弘 五十嵐一郎池田太郎伊藤嘉平

井上武 井上洋一宇井貞文内田障

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
大森敏夫 大八木正子小津絞小津深
尾田綾子 小田金清落合高省上代光祐

小林孝雄小林隆小林将樹

越川昭越川重小島一郎

川村優 木下操櫛部正直栗栖精一

河内朝夫
五代吉彦
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斎藤情
笹本武雄
菅谷定雄
鈴木仲秋

高木徹
谷本茂雄
中川卓志
並木昭靖

信岡武

鈴木英司

白鳥千鶴子

杉崎久
祖父江昭一

柴田小左衛門

坂井保成 坂本善博

雑賀富雄

中村喜司 中村二郎

滝口松蔵 立崎隆
筑後則 塚本隆

根本淳祐 野口昇
萩原勝 長谷川園雄
畑中治 花香清

古橋謙寿 増田好彦
山崎侃 山田喜昭
吉田徳二 吉原柴夫
和田昭通

菱山幸一

中田貴志男

嶋沢孝
樋田明

麿田滋 匿田史郎
藤岡知夫 細谷士武弥
松木昌子 松本忠史
宮崎正彦

水田武

東内一明
日向靖子
吹浦忠正
堀内政三
真辺将之
宮津妙子

奈良威
長谷昇

太田由紀夫 岡本信子 織方郁映 沖田耕也
奥田員丈 長村幸雄 小津民三郎 梶村昇
加藤茂男 金井里子 金井肇 加納岳
鏑木義之 神守隆一 亀谷一郎 苅田吉夫
川崎修 川村博 菊池敏夫 岸田輝夫
喜田安信 木山高美 楠元尾 鯉川英一
古賀喜博 小坂巌 小牧幸雄 牛来義成
今田年 近藤浩幸 斎藤高康 斎藤好美
三枝武 坂井英治 坂口和男 相良憲昭
塩沢光利 柴田武
佐久間聖名子 佐藤孝
島崎恭一 下条進一郎 庄司異明 新里昭子
杉田正司 鈴木寛一 鈴木重雄 鈴木進
関口昌子 曽野洋 高岡浩二 一同田賢
高橋新平 瀧島順一 瀧本泰行 田中一徳
中村一男

田中孝 中川環

野崎弘
五十嵐とみ子

浅井しげ
阿部光夫

赤松豪
阿部清
飯島情

長谷川篤
久田龍二
平林智司
藤井陽光
前津員夫
三浦良雄

中村伸之介 中山幸諮 長戸元三郎
野島信明 野田光雄
林田達郎

石井武子 石川忠久
石橋義弘 伊田和身
今尾知義 植田康夫
江戸剛 榎本のぶ
大賀寛二 大久保建紀
大杉俊彦 太田克彦
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長谷川達雄

林謙治郎
松浦成子

鑓水浩
米田耕司
東京都愛甲次郎
渥美和也
安西英太郎

池野和己
石川正郎

出井猛

上田幸夫
大内保治
大越章弘

鮮
綱織蟻輔職擬懇
夫隆義子郎夫郎夫子雄右康尭劣紹介喜生夫敏一男毅

神奈川県

宮本繁雄

三輪田芳子

五十棲吉巳

武藤信夫村井昭三

大矢根てる小野すみ子

脇屋哲夫 渡辺八州男渡漫芳子

村田絹 師 俊 紀 八木秀紀夜久正雄
山口晃 山崎吉彦 山田康介山名和雄
山中道勇 山本毅 横山安宏吉永俊之
抽倫理研究所図雪室

渡部武
谷本ョシミ 林千里
吉田えみ
赤司博之 有川武勲 生山智己石沢彰文
植原和浩 内海静雄 有働義彦浦田徹

文珠川雅士

道村功一朗

伊藤毒
岡崎久

村山鐸司

桐山五一

今井春昭

山梨県淡路実晴 梅津史毅夫堀内邦満山田喬

長野県赤麿正男 小林元亨
岐阜県浅野弘光 石原太紀
岩手達夫 江崎力
小邑政明 佐藤正明

大河原唯視 小田博一

一局田敬子

加藤十八

服部迫雄 松下醜三 渡部正義

静岡県池田稔 石野士夫 大沼栄穂 田内龍治
愛知県石井新太郎

鈴木保賞
加藤貞夫

嶋田麻知代

木村寿

三重県山本とし子

山内司
京都府植田清宏

宮田力松

落合徹尾俣セツ子
小林鉱治小林三郎
篠崎昭彦篠田正司

三浦晴彦水野直房山田宏

兵庫県井上宗吉 今井兼一北村敏夫福田太加志
矢野恭克
奈良県森岡正宏
鳥取県園岡靖夫 小谷匿太郎 清水昭允 竹内善一
土井康稔 永井伸和 長石肇 西尾邑次
潰口豊明 福永昌徳 吉田順一郎 渡槙由章
広島県河野富士雄

岡山県鳴海柴
山口県伊賀訓之
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榎茂弘 遠 藤 惇
金井勇 小木曽照行

鈴木利雄高倉弘

水野実室伏武

大阪府石田光 堀陽一

三隅田良吉

山口員弘大倉馨

武田伸昭龍口健一
半田栄一播戸正臣
藤田芙美藤村和男
冨和昭弘堀口恭宣

安田のぶ子

佐々井典比古 貞慶長昭
下山良 新沢憲生
高間勇 武末隆夫
豊嶋転三 浜田史雄
福岡純一郎 福田好貢
藤本茂夫 藤本道夫

牧光徳
安留栄

今成卓而 棲井守 贋川正昭
近藤昌彦 清水美晴
稲木孝二郎

涜田繁

福石冨新
井川山潟
県県県県

香川県坂本幸治

飯国徹夫飯塚勝飯塚隆一池添清見
池田敏雄石倉園男石倉初石田和也
石飛隆雄石原肇石原道夫井谷幸平

芦田道昭安食富晃安達伸次阿部和男
安部登安部正哉天津邦之有馬毅一郎

佐賀県江崎サト子小柳治道末次祐司

愛媛県赤松泰伸有間重喜正木啓介
高知県植村利夫山崎善正
福岡県大家重夫大庭茂美吉武弘喜

勝部和承勝部義夫加藤悦司加藤武行
兼折右慈上谷慎二嘉本輝雄加本良治

春日光男荊尾俊勝田稔勝部克己

景山郁夫景山高行景山寛揖野妃都水

小村孝志折坂隆恩田吉久景山明彦

岡本昭二小川正道尾崎安男小津秀多

江角郁夫遠藤知己大石武博大坂武ｊ
大崎能国大島修太田多美子大津義文開
大西七恵大森広子岡嘉昭岡本修治

岩井元康岩田渥男岩田正樹上田業就
宇治原貞夫内田栄梅木祥司江口博晴

今井靖今岡実入江勝仁岩浅宏志

稲田保夫稲田悦朗井上勝博井原孝夫

伊藤進二伊藤博敏伊藤由紀夫糸川孝雄

熊本県冨嶋宗雄平野正憲

長崎県 坂 本 蝿 中 津 保 夫 橋 場 邦 武 松 本 慶 蔵
大分県椛田信吾
宮崎県後藤俊彦
鹿児島県吉富政夫

支会
島根支会

顧問浅野俊雄飯塚一雄古瀬禦丸磐根
支会長松本幹彦

副支会長石倉繊雄藤木敦

山本直治

木次井悠介北野静男吉城聖顕吉川哲夫

鞍嶋弘明河角静川谷定保川津啓義
川原良一川村淳河村政経川本忠俊

監事岩成秀彦三好和男
幹事荒 木 光 哉 糸 原 次 之 加 納 勇 一 島 崎 美 徳
須山春雄中筋弘充福島律子問田浩彬

軍務局次長木佐由延

木下英樹木村保孝規家文雄清原茂治

事務局長狩野冨吉

員青戸宏明青戸良臣赤江美穂芦田龍雄

会

佐々木宣之

佐藤健

倉井正喜 黒田章義
高野良彦 古浦義己
河原一朗 後藤院一
才木雅伸 佐 伯 厚
佐々木茂

棲内強
佐々田一博

皇蓮雲黒星塁撫皇棄嶋服
$啓原
江
津島
篤原
徹政
朝
敏野
量Ⅲ

正

新田康二

麿江千年
福田和夫

福間隆

藤原弘道
細木保興
松浦修六
松田夏夫
三浦尚二
三原治夫
武藤立樹

森脇賢

仁田準 野津栄

橋本辰生 橋本敏雄
花谷耕三 花田英治

平田哲実 平山明
麿津卓嗣 暦津蒋城
福田浩三 福田正明
藤井康夫 藤波稔
藤原三葉 舟木征一
細田博史 前田孝亮
松浦正敬 松浦幸年
松本高治 松本正治
三浦稔子 三上昭憲
三宅喜保 宮廻俊盛
村尾亘彦 目次健司
安江英彦 安田和彦
山岡清志 山川修司
山崎裕二 山下嘉三
山根憲昭 山根林
山本慶一 山本弘正
吉岡正至 吉田貞男
渡遥克彦 渡遥晴夫

早川泰 林干城 林充也
原周弘 原 敏 原洋二
平木栄

畑勉

野々村恒夫

親朗明彦明司次夫夫郎博徹志知隆視夫雄範求潔満敏

矢部太郎
山崎悠雄
山田忠男
山野矩明
横山統農
若槻士郎
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久保田治三 熊谷正行
桑原弘 河野義男
小島博野 小谷繁正
後藤美利 児山治正
坂口彰彦 作野麿秋

佐々木孝賢

錦織靖雄

成相有一

長島聡

佐藤健治 佐 藤 茂 佐藤隆幸 佐藤誠
佐藤誠 佐 堂 博 真田直幸 佐貫泰則
佐野明 佐原亘 津弘吉 山藤哲夫
塩田健治 柴 田 博 島田雅治 清水和則
清水寛 庄司肇 白石隆子 杉原隆
杉原有 須藤昌幸 須 山 彰 須 山 守
高尾彬 高尾保行 高木弘伸 高梨光男
高橋英二 高橋和男 一局見武男 竹崎康次
竹谷強 多々納鉄雄 田壷勉 田中忠厚
田中瑞夫
坪内邦至
藤間元康
中川政樹
中村清志

西治

田中信道 田中久隆 田中匡倫
士江博昭 土谷武盛 鍔木篤
坪倉空幹 寺本夏雄 塔間武
友森勉 内藤章一 中奥雅士
中島照 中西秀夫 中野吟子
中村倹三 長井悟 永岡達朗
永瀬豊美 夏野秀利 奈良井混
難波義正
西智文

吉横山山山安森椋三松松前細藤福麿麿原原早秦野西

林輝

名誉会長渡貫博孝

佐倉支会

若林員一

土屋柴 坪谷優 手塚裕 戸辺勝恵
戸辺光政 戸辺慶成 中嶋田鶴子 中村富士夫
長妻美孝 縄田浩子 額賀栄司 沼田兼
橋本光利 長谷川昌男 初見良昭 早川博
羽山雅人 鹿間善之 細谷弘美
堀江幹雄 本田洋治郎 松浦正典 松田武
松村英正 眉山俊敬 三明正嗣 水沢栄光
宮田弘 村 瀬 隆 茂木国子 茂木佐登子
茂木七左衛門 茂木七郎治 茂木長三郎 森山典子
矢部雅彦 山口仁美 山崎和枝 山崎義二
山中武彦 横田賢次 横山正樹 吉岡輝雄
岡田直四郎

米田博
河原秀治

会計田洲良和
会員秋葉二郎石渡菊枝井上公平井原重之

事務局長松戸正利

石橋実綿貫登美子

理事円道寺茂倉田彰夫佐藤金作山崎登

監事宍戸宏

副支会長平山秀樹粟生喜三男

支会長石渡敬

佐原紀雄
鈴木信人
千葉義行

高橋保

佐々木小次郎

斎藤博

桑原時夫

日下部哲好

石見涼二

石川英一

坂倉良助藤井浩日下部寛太郎

渡部幸義 渡部昭久 和田明和田惇子
和田秀穂 和田禰生 和田由美子伊藤紀子
水谷信明 藤原泰樹
野田支会

支会長茂木友三郎
副支会長宮内好雄

理事塚本豊
山口稔男
事務局 長 戸 辺 好 郎
事務局次長雷藤てる

会貝青柳均 秋田誠二 飯田秀人
石引芳樹 伊藤稔 岩田勉
上原哲哉 大石俊昭 大関健道
加藤保夫 河合典子 川崎和夫
木村亨 木村千恵子 清次一平
倉持又彦 黒川浩 桑原辰夫
小嶋真二 小林健二郎 小松原昇
需藤吉巳 境博照 逆井芳男
佐藤邦夫 佐藤秀夫 佐藤裕己
芝田忠男 白井英雄 鈴木和夫
田浦義明 高梨孝雄
田中元一 近田孝夫
染谷篤
高橋宏
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臼井尚夫内田儀久浦野喜代子海野道義
円城寺信夫及川通子大川徹夫大川靖男

地区委員岩本和佐野義男大津千丈小藤敏夫

吉田幸昌永井幸彦渡辺裕石井秀

榎本祐三大島精一大田文枝大溝好子

伊津きよ子今宮靖雅岩寄美沙子岩波正夫

会員安西雅行飯塚浩石井忠雄伊津一男

小田喜明子

兵藤恵美子佐久間秀子坂口まさ子

大友喜代小川勝寛小川弘子押尾豊幸

清津瞳子葛原千真葛原利生国友重弘

川越源蔵川名部実川辺敏木村浩

渡辺重雄鈴木好雄本橋仁宮津治海
生貫敬子磯部和子山本泰久
事務局畑俊一高梨哲郎渡逼一義安西迫彦

国友文江久保勇夫倉次和也黒岡美恵子
小出行雄斉藤恵蔵斉藤千江子坂井昌司
相野栄子佐久間昭桜井静子佐治洋之助

佐藤強椎名翼鈴木忠高宮良一

行方正夫桧貝信一郎桧垣和子比留間尚

立田 実田中茂子田辺
一房田辺まさ子
田辺幸男寺田辰夫中村克凡中村睦美

佐野妙子佐野哲男佐野正夫島津晴久

鈴木誠鈴木光男高橋修角田迫夫

小松雄光佐久間邦彦佐久間鹿勝真田三郎く

藤江徳也藤崎正雄細野正子堀田正典
松戸光男真野好則路野照雄目等静子

庄司徹代田浩二地引三良鈴木宗平

加藤みつ金房保鎌田久子川上賢爾ｊ
川名正敏黒川邦保小林進小林安生別

森栄一山田市郎渡辺美智恵渡部八重子
安房支会

角田陽子出山恒男中村寛子花田卓治
本間誠章増田基彦三平勉宮崎健一

顧問長 谷 川 治 一 庄 司 厚 安 田 豊 作 金 丸 謙 一
支会長福原修

吉田久雄吉見貞男渡辺嘉助渡辺祐典

望月頁本橋亮一森成吉安田耕太

支会長深川

有田支会

副支会長仲尾卓二高橋博夫

監査榎本春光村田武麿
幹事渡辺上安西信雄武田金市郎鈴木亭
青木紀夫金木賢三青木嘉男北浦実

明

幹事
︽云巨員

平川支会

岩永正太 浦川正徳 嘉村孝
坂井勝也 篠原啓一郎 手塚信雄
西山清治 橋本孝
樋渡俊秀 深川一太

久富桃太郎

西山徳

深川聡 深川剛 古 田 責
水辺紘治 宮田清登 行武登

幸巌雄郎行司綱

根本鎮夫 小倉正敬
監事東平喜久雄 井上正夫
事務局長川名和夫

会員安藤好夫 石井恭雄 伊藤鉄夫 内海久雄
江沢国夫 小倉健 金子昭次 切替正一房
切替良寛 楠田英一 近藤仁一
近藤繁雄
鈴木幾久
高橋幸雄
仲野勝蔵
秦信一郎

理 事 高 橋 信 夫 斉藤哲夫伊藤典夫伊藤義彦

副支会長筑紫静男

支会長宗政秀治

顧間切替正

書Ⅲ童豊舞謹

佐久間孝幸 佐久間禰 杉 山 晃
鈴木六郎 関政彦 関喜一
武田篤 鶴岡満 長島靖洞
葉岡部秀夫
永谷源一 新関学

三間芳弘

麿川実

永井元博
萩原康正

東金強

宍浦重智
添田秀和
瀧津昭彦

佐藤誠

小泉晴美
酒井英勝

曲沼三七夫

片波見昌浩

池田博人
浮貝公雄
太田公昭

山田恵春山中晃吉田安次

平戸妻 藤江千秋古沢厚良山崎克巳
山下政一

若林道郎
八千代支会

支会長山口和穂
幹事長藤森牧男
会員秋山泰彦 浅野陽一 麻生秀樹
市村順一郎 伊東稔雄 稲毛英三
梅津友彦 遠藤昭司 大熊正雄
大西員彰 加賀清 加賀谷孝
上山篤生 川崎覚治 木村恵子
工藤雪雄 窪田由延 黒田富士男
越坂公一 小林雅典 坂井誠一
坂本仁 棲井一彦 佐藤雅英
鮫田信夫 塩田孝弘 敷地淳一
須尭福美 瀬戸雅春 仙福克禎
高梨賢次 高橋忠和 高宮昭裕
滝瀬久子 田過雅三 田村貢
豊田正昭 内藤俊夫 中村淳
長岡勉 仁井山久夫 西山芳郎
長谷川優 蜂谷美子 原田厚子
三橋洋子 三橋勝則 嶺岸秀一
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松深腹徳鴨出金

宮原英二森一森洋三森田克司
八木康行八木陽安田明彦山本正義
湯浅敏和若松竜二渡辺敏雄渡逼綱義

谷川辰男手代木英夫蟻正治冨田正一

仲津進西宮能信額賀修一根田修

鹿瀬文男日渡正弘藤田隆之藤村乙丸

茨城支会

和田俊次

本田行村上貞夫森木尚史山野隆夫
渡漫高志渡遥宏渡漫ふみ綿引道典
木更津支会
日自

顧問山崎美智子

顧問石川

支会長吉田功
副支会長川又銀蔵郡司勝美一色史彦

会員網城勉在原博吾津修一安藤小平

副幹事長伊藤克巳

幹事長奮藤善作

監事荒井弘導香藤儀平く

ｊ

理事渡逼朱美渡遥文子滝口敏夫三枝英司朋

副支会長沖津三郎

支会長若鍋尚志

幹事長船橋卓

幹事以後崎孝平戸敬一金井正矢口豪
白田肇西谷隆義大熊定男秦雅博
監査磯畑宗之鈴木一好

会員青木伸次青野吉雄飯塚義信石井弘
儀崎孝子市毛宏知伊藤哲雄稲葉節生
井上昭大内一幸大内元一大久保紀夫

卯月睦彦江野津和彦草刈一之岡崎源恵
荻野一男鹿島冨士夫加藤良二木田昌志

安藤範夫飯田昭二井出雄二郎伊藤勝

栗林信夫佐久間朗重田賞重城昭一

大島柴二大和田一岡崎宗一郎岡本重男
小野久幸小野瀬怜子加瀬征雄加藤高蔵

棲井作左衛門佐藤卓哉篠原光島田俊男

重城正義武内情竹村清立原法久
田中修稽谷正好仁平晃野口秀実

川崎正之菊田宏菊池成夫菊池弘道
栗田聴黒津敬二小林幸夫後藤善一

鈴木秀満関勤染谷寛高橋能久

長谷川勝由榛津敦子平野明細井系太郎

杉本泰士鈴木重宣鈴木拓夫鈴木俊雄

高安政男田口克弥竹村広治田中恒悟

堀内正一本多正一村田勝己村松正秀

村山康太安田英雄八鋼隆山中彰
銚子支会

顧問飯岡四郎 阿部明高橋弘成毛春夫

一房州洋一

宮内隆

宮内正一

堀井咲子

石神義蔵 岡野敏昭
鏑木正 神原靖夫
小嶋昭三 佐藤米吉
新行内隆 酢谷伊知郎
田中啓康 中嶋桂一

石毛弘二

加瀬公毅 金 杉 光 二 鈴 木 粂 雄 榊 原 久 良 子
支会長白土四郎
副支会長大木衛 猿田正城
幹事長宮内隆夫

幹事中西鹿 山本明
庶務会計忍田善雄 石毛俊三
監事百川東一 柴崎孝市
会員飯塚藤三郎 五十嵐俊雄
押田和彦 加藤隆
来栖亮吉 小池孝
篠田庄太郎 島田良介
関野政次 高 野 朝 一
西谷倫子 古川秀臣
員久孝昭 松浦光善
渡這敏夫
岩手支会

顧問石川喜一

支会長佐々木初朗

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

幹事江六前安巳大津弘毅棲椛毅佐瀬毒朗
吉丸蓉子伊藤一彦千葉茂

佐々木卯之松佐々木竹夫佐藤孝夫佐藤卓

事務局吉田省三馬場英彦伊藤典夫岡田安生
会員秋元弘子伊藤正吉稲垣キッ子因幡重雄
岩洲員知子及川築雄近江昭大岡重典
小沢一昭小嶋久人小野寺くに川村浩
菊池啓工藤隆之斎藤ョシヱ坂本行雄

佐藤宏柴田孝子菅原和朗菅原昭平

山下秋雄横田忠司四井謙吉鷲盛瑞良

村井研一郎森田誠喜八木橋哲男山口徳治郎

古川守人鱒沢昇三浦壮六南岩雄

千田久迩治照井俊男新沼敏哉西村悼郎
沼田英雄野田笑子畠山淳吉藤島昭治郎

高橋力高橋英夫高橋勇三田口勇之進

鈴木五助平政光高橋克毒高橋繁

事務局

事務局長中田和夫

職員大塚清二秦きい代堤佳子
嘱託藤下昌信白鳥正
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二Ⅱ︵火︶

︽安一房支会活動報告︾

一り 一 ︵ そ の ご 研 修 視 察
一︑よ−本支会の研修祝察は︑十〃
一だ一に行われた．二十二名の参加者が揃ったと
一合云一症喝霊か癖源峠帳蜘咋酸岬州龍揃棚蓉赫粋

一義であった︒

一支一しみながら︑予附知識を得て車中も有意

えたつインド・サラセン様式の建物・本願

ｒｌｌｌｌＬ最初の視察地は︑都心の晴一喚の中にそび

ど肝をぬかれた︒中に入ると︑打って変わって静寂な川界

寺築地別院である︒私たちは︑その巌かな堂々たる建物に
であった︒戦川時代の政情に稲れ動いた経緯などとは無縁
に思え︑別院は︑インド様式でありながら川本の伝統を伝
築地場外市場も視察︒ここは活気溢れる賑わいのルツボ

えている様に思えた︒

であった︒道一つ隅てただけで帥と動がｋ手に住み分けら
れている築地でもあった︒

一方︑﹁一葉記念館﹂も静かな件まいで︑館内は︑一葉
の香りまで︑十分に味わうことができた︒

を偲ばせる資料の唯叩︒一葉の唯い立ちから︑他附く文学
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一 一 一

︵その二︶時局講演会
十一月二十一日︵水︶︑安一房支会では︑安一房郡市退職校

長会と共催で︑恒例の時局講演会を開催いたしました︒

弘道会理事でお茶の水女子大学名誉教授であられる尾田
幸雄先生をお招きし︑﹁教育基本法改正後の諸課題﹂をテー
まず︑福原修安一房支会長から︑講師の紹介を含めて挨拶

マに講演をいただきました︒

第三に︑特に強調された点は︑高校教育における﹁人間

高校の教育課程の制度的にも︑教師の免許資格の問題・

としての在り方生き方﹂に関する指導についてでした︒

人材確保の面からも今後に課題を残していることを強調さ

先生の高い見識と研究に基づく講演は︑格調高く︑道徳．

れました︒

講演の後︑﹁人間とは⁝⁝﹂等の本質的な質問が二〜三

倫理の根幹にふれるものでした︒

先生からは︑哲学者の言葉や事例を交えて適切なご指導

ありました︒

があり︑受講者一同﹁さすが︑その道の第一人者だ﹂とい

尾田先生は︑最初に︑昭和三十三年に﹁道徳﹂が新設さ

があり︑早速講演に入りました︒

れた時︑お茶の水女子大校門前での騒動の資料を提示され

︵事務局畑俊二

弘道会本部からの多大なご支援に感謝申し上げます︒

した︒

う実感を深め︑それが余韻となり有意義な講演会となりま

道徳の新設が政治化した騒動の中で進められたと同じ状

て話されました︒

れました︒

況
﹁教
教き育基本法改正﹂の流れの中にあったことを指摘さ
況が
が﹁
私たちは︑若かった現職の頃の体験と重ね合わせお聞き
教育
育基
基本本
し︑教
挫法に対する理解を深めなければとの思いを強
次に︑﹁ゆとり教育﹂の論争に触れられ︑人格は︑一人

く持ちました︒

一人にあるもので︑その完成は個性の尊重と自己実現と三

位一体となってなされるもので︑皆一律一斉平等の理念が
重視されるならば大きな課題を残すものと受けとめ︑教育
に深い関心を持つ私たちに大きな示唆となりました︒
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言葉の
ひろば

小生︑貴会の会員です︒

ご無沙汰しておりますが︑お元気で

ていたのでは︑日本の再生にはならな
いのではないか︒そこで︑卵が先か︑

鶏が先かという議論を避けて︑︿人は
なぜ︑何のために学ぶのか﹀⁝ここか
ら問い直すことにしました︒

ご一読いただいて御指導いただけれ

敬具

祈りしつつ︑取り敢えず御礼まで︒

平成十九年十月二十二日

鈴木勲様

渡部昇一

ば幸ですし︑また︑本会の知人や後輩

ととお慶び申し上げます

謹啓秋涼の頃ますますご清祥のこ

丁重なるご祝詞を賜りご芳情のほどあ

さて私儀このたび総務大臣を拝命
いたしましたつきましては早速ご

に薦められるものであれば︑この本を
ご紹介していただければなお有難く思
います︒

今後ともよろしく御指導くださるよ

りがたく厚く御礼申し上げます

はなはだ大任ではございますが地域間

うお願いします︒

︵山内司氏は愛知県立猿投農林高

絡差の是正など山積する重要課題の解

しょうか︒

ところで︑この度︑拙著を出版しま

知る教育が日本を救う﹄を御恵送

等学校長︒﹃やさしさと恥の心を

ていただきました︒

でございますのでなにとぞ倍旧のご指

したので︑ご一読いただきたく送らせ

頂きました︒︶

導ご鞭健を賜りますようお願い申し上

社団法人日本弘道会会長

元銀河系いわて大使

平成十九年十月

し上げます

謹白

まずは略儀ながら害中をもって御礼申

げます

山内司

鈴木様の御健勝︑貴会の御発展をお

うございました︒

一○五○号をお送りいただき︑有り難

この度︑貴会御刊行の﹁弘道﹂

拝復

決に向け全力を尽くし努力いたす所存

目次を見ていただくと推測されるよ

うに︑学校現場だけでなく︑家庭や社
す︒小生としては︑戦後教育の在り方

会の在り方をも問う内容になっていま
を自分なりに根底から問い直したもの
という位置づけです︒

戦後政治や社会の在り方を論じてみ
ても︑私達が思い込みや先入観を持つ
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学も噸、

鈴木勲様
総務大臣内閣府特命担当大臣

御報告がおそくなりましたが夫幸三

前略

郎が七月に九十才で永眠致しました︒

あり︑そこに学んだ広木忠信の墓が私
の郷里︵岐阜県揖斐川町︶にあります

日本弘道会の発展をお祈り申し上げま

の未納がありましたらお報らせ下さい︒

今回で打ち切らせて頂きます︒会費

たことに御礼申し上げます︒

にしておりました︒お世話になりまし

﹁弘道﹂を愛読し︑感服し︑楽しみ

ので︑その遺徳を学ぶ集いを毎年九月
に主催しております︒末尾の遺詠にも

︵地方分権改革︶

地方再生担当道州制担当
心打たれました︒

鈴木勲様

日本弘道会々長

す︒

松本繁子

社団法人日本弘道会御中

謹啓

もあきらめることなく少しでも前進さ

して実現のためのさまざまな提言︑私

時下益々ご清栄のこととお慶びを申

先生の存在を初めて知り︑その誠実真

しい降雨続きでした︒だが︑会場の中

ウム二○○七〃︒当日は︑早朝より激

鈴木勲先生の力強いメッセージ︑そ

した︒

ぱいになりながら読ませていただきま

﹁弘道﹂徳育の教科化特集︒胸いつ

所功

平成十九年十月二十日︵地久節︶

敬具

郵政 民 営 化 担 当
増田寛也

りがとうございます︒早速通読︑まさ

拝復責誌一○五○号︑本日拝受︑あ
に﹁徳育の教科化﹂を名実ともに実現
することこそ︑現下の最も重要な課題
であり︑それに向けて本誌も広く活用
されることを念じております︒

さて︑白烏正様の原稿﹁或る陸軍教

掌な御生涯に︑深い感銘を覚えまし

せていきたいと思います︒またのお目

授の戦後﹂を拝読し︑河野辰三という

た︒しかも個人的な感心ですが︑私は

もじ楽しみに⁝⁝

時間が過ぎました︒

展開され︑熱気溢れる中で︑瞬く間に

活発な発言と質疑が流暢な司会により

は︑〃今なぜ﹃親学﹄か〃をテーマに

先般の学士会館での〃弘道シンポジ

し上げます︒

昭和五十年代に文部省奉職中︑朝霞市

山谷えり子

日本弘道会

鈴木勲先生

の公務員宿舎から通勤していましたか
がございます︒また河野教授の講義さ

ら︑寄居にも子供づれで行った想い出
れた﹁望楠軒﹂は︑京都市中に遺跡が
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詳細な内容には触れませんが︑戦後の
りです︒

難く存じます︒ご精進の程敬服のいた

拝復西村先生全集五巻お届け賜り有

当日の記録は︑三月発刊予定のため

せてしまったこと︑祖先崇拝の﹁祭

又傘寿の宴ご出席いただき光栄に存

民法が日本の﹁家庭の機能﹂を失わ

子の関係を見直して見ることの大切さ︑

事﹂等の体験を通して家族・親族・親

お招き申し上げたのにお客さまが多

じます︒

気を操んでおります︒

すぎご満足いただけたかどうか今でも

また人間形成︑国家・社会の発展の根
が重要であること等︑随所に先生方の

幹には﹁家族の力﹂︑特に﹁親子関係﹂

師走十三日

よいお年をお迎え下さい御礼迄

中篠高徳

ることが多々ありました︒

鈴木勲大兄

含蓄あるご発言があり︑感銘と共感す
数年来参加させて戴いておりますが︑

今回も時宜に適ったテーマで誠に充実
した会であったと存じます︒有り難う
ございました︒歳の瀬の到来と共に寒

敬具

はじめ関係の皆様のご健康をお祈り申

さが日毎に増して参ります︒会長様を
し上げます︒

平成十九年十一月
月吉日
社団法人日本弘道会

会長鈴木勲先生
島根県荒木光哉
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刑月Ⅲ日

＊事務局に大塚清二氏を本会嘱託として採用

吃月Ⅲ日︵火︶腿恥帥〜Ｍ函帥

村理事︑高坂理事︑古川清理事︑中田事務局長︑

出席者鈴木会長︑松平理事︑尾田理事︑生平理事︑木

＊学士会館において理事会

伊藤監事︑高橋監事

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋Ｌ＋＋車十十十十十十生十十十十十十
十十十ｊ＋＋ｆ＋＋十千十十﹃＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋十十＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋＋＋

Ⅲ月羽日︵日︶

平成灼年の総括と平成別年の展望について協議

＊事務局職員佐藤茂夫さん︵腿歳︶死去

＊文部科学省生涯学習政策局主催の公益法人説明会に大塚

吃月Ⅲ日︵火︶Ｍ恥Ⅱ〜陥卵帥︑場所三田会館

帥

＊佐藤茂夫さんの告別式が戸田葬祭場にて行われ︑鈴木会

職員出席

の編集方針について協議

務局長

崎評議員︑木屋野評議員︑藤下評議員︑中田事

鈴木会長︑生平理事︑土田理事︑津評議員︑宮

＊﹁弘道﹂ 編集会議

阻月旧日 ︵水︶Ⅳ亜訓〜的

出席者

﹁弘道﹂

釦

Ⅲ月１日︵木︶Ⅱ函Ⅱ〜Ⅲ

長︑秦︑堤︑田測等出席

長弔辞を奉読︒以下生平理事︑藤下評議員︑中田事務局

Ⅲ月Ⅷ日︵土︶Ⅱ亜帥〜Ⅱ叩訓
＊﹁弘道シンポジウム２００７﹂の打ち合わせ︑場所・学
士会館

出席者鈴木会長︑コーディネータ︵多田評議員︶︑パ
ネリスト︵木村理事︑小川評議員︑杉原評議員︶︑

総合司会︵宮崎評議員ｘ開会挨拶︵淫評議員︶︑

中田事務局長
Ⅲ月川日︵土︶胆恥刈〜脇亜刈
＊﹁弘道シンポジウム２００７﹂︑学士会館において開催
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編集後記

＠本号の特集は︑去る十一月十日に開

する道徳活動であると納得いたしまし

変がもたらした日本社会の矛盾を補正

ちを責めるものではなくて︑時代の激

年の漢字﹂は﹁偽﹂に決定された由で︑

定協会が全国公募した世相を表す﹁今

延長ということです︒日本漢字能力検

の古くからの伝統の知恵の大切さ﹂や

演の高橋史朗先生は︑親学には﹁日本

学﹄かｌ﹂の詳報であります︒基調講

お預りしていた﹁歌壇﹂﹁俳壇﹂その

中の﹁現代語訳日本道徳論﹂をはじめ︑

にたいへん長大になり︑そのため連載

︑シンポジウム関係の記事が予定以上

良い新年をお迎えになりますようお祈

ました・皆様のご協力に感謝申しあげ︑

刊行して明るい越年をすることができ

では西村茂樹全集の第五巻を十一月に

ど暗いニュースが続きましたが︑本会

の年金問題︑防衛省の汚職事件などな

老舗の食品偽装の連鎖や︑社会保険庁

﹁外国の事例﹂など数々の重要なポイ

他の投稿類は︑次号以下に繰り延べせ

た︒

ントを指摘され︑シンポジウムの討論

ざるを得なくなりました︒ご了承願い

りいたします︵生︶

催した﹁弘道シンポジウムー今なぜ﹃親

では︑主として木村先生は家庭を通し

ます︒

ジレ国会が実現し︑期待された安倍首

一

一

四三一七
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東京都千代田区神田神保町三ノー○
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ＴＥＬ○三︵三二六二○○○九

発行所懲日本弘道会

東京都千代田区西神田三
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編集人生平幸立

平成九年士月予一日発行︵定価五○○円︶

平成充年士一目一王日印刷

て見た日本文化の立場から︑小川先生

りとなりますが︑顧みて今年の最大の

＠本号で今年の﹁弘道﹂編集もしめ括

きた信念と具体的な実践活動の例を︑

出来事は七月二十九日の参議院議員選

者西村泊翁の著作から親学を中心に西

相は閣僚の不始末もあって結局退陣︑

六

は長い教育現場の混乱の中で奮闘して

杉原先生は敗戦に伴う制度や運用の変

村道徳論の本質を︑それぞれ力強く展

九月二十五日に福田康夫首相となって

挙でしょうか︒自民党が惨敗し︑民主

開されて︑シンポジウム全体としてた

も国会は停滞が続き︑インド洋におけ

党が第一党になって︑いわゆる衆参ネ

いへんダイナミックで奥行の深い内容

る給油活動の是非を中心とするテロ特

化に対する日本側の対応の実態とその

になりましたことを心から感謝してお

措法の取扱いをめぐって︑国会は越年

反省を︑多田先生は日本弘道会の創始

ります︒親学の提唱は︑単に若い親た
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定価１︐２００円︵税込︶

ISBN4−O9−387521−9

人気画家の美しい日本画で︑﹁般若心経﹂に
込められた〃いのちの意味〃を感得する一冊︒

側臥・幅歳典梁

四六判／帽頁

柳津桂子文堀文子Ⅲリービ英雄英訳

ベストセラー第１位〃
一週間ベストセ フ ー 単 行 本 ノ ン フ ィ ク シ ョ ン 部 門 ９ 月 加 日 ト ー ハ ン 胴 ベ ー

瀬戸内寂聴氏養老孟司氏推薦紗
読者から恥く︑読後の旺倒的満足座に感激の吉？

もう体験されましたか？

両人・門木サプロウ

﹁一冊の本の形をした魂だと思いました﹂

﹁前向きに生き る塊気をもらいましたと
愛知県・認歳主婦

﹁科学的真理と宗教的慨りを融合した凄さ﹂
村！

