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写真提供島根・出雲市吉田貞男氏

会祖西村茂樹先生お手植の松
西村会祖が島根県内四か所で記念植樹を行っていることは「弘道」912号「松江支会を
訪ねて」の文中で紹介したが，そのうち迩摩郡大森小学校に植えたとされている松がこの
写真である。

樹齢80年をこえる松が，松喰い虫の被害も受けずにすくすくと育っており，会祖の事跡
が健在であることは日本弘道会にとっても誠にうれしいことである。（副会長・鈴木勲）
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中道

中道がたいせな徳目であることは︑孔子と子思の両人がこれを言い︑ギリシアのアリストテレスもこ

れを主張した︒して染れば︑中道は世界共通の道徳といってよい︒儒道ではただ中庸の徳を強調するだ

けで︑どうすれば中庸になるかは言わなかった︒アリストテレスは︑左右の両端を見てその中央を中庸
○

と見定むくきだと言った︒極めて深功の言で︑この言どおりにすれば︑大きく中道を誤る心配はない︒

さて現在︑どういうものを中の準則とすべきかというに︑今日の世論は皆西洋風にかたむいて︑極端な

意見に走っている︒それで今日中道に足を立てようとするときは︑世人の論とたいへん反しないわけに

ゆかぬ︒反しなくては︑中とはならないからである︒わたしの説の如きは︑自分では中道に在ると信じ

ているが︑世人の多くは頑固だと見ている︒世人が頑固というなら︑頑固でも結構である︒今日の風俗︑

学芸︑政談︑事業︑いずれも皆洋風に偏していないものはない︒このままで進めば︑終には国運の進展

退歩にも関することであるから︑わたしは世人の潮笑を意に介せず︑務めて頑固︵すなわち中道︶を守

ろうと欲するのである︒但し曲がったものをまつすぐに直そうとするには︑その力を少し過度に用いな

︹泊翁厄言第一冊︵三十︶﹁中道﹂の全文︺

くてはならぬ︒これは天然の物理であって︑人事の上にも応用すべきことである︒

この世に処して行くのは︑一方が高く︑一方が低い道路を行くのと似ている︒善の方は高く︑悪の方

は低い︒善悪の中道を行こうと欲するときは︑知らず識らず降って悪の方へ近づくものである︒それで

初めから中道を歩もうと欲するときは︑けつきよく中道を歩むことはできない︒必ず一方の高所にかた

よる心であって︑初めて中道を歩むことができる︒人を教える場合もその通りで︑善をすすめるのに十

︹泊翁庖言第二冊︵四十九︶﹁中道﹂より︺

二分の力を尽し︑絶えず善の方へ引きつけ引きつけ怠らないとき︑初めて中道を確保できるのである︒
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訓
泊翁先生

︹巻頭の言葉︺

鈴木

き教育改革の理念と見取図を示すことが︑臨教審に求め

教育理念と道徳教育

臨時教育審議会︵臨教審︶は︑さる六月二十六日︑九

の一人ひとりが︑教育改革の問いかけを自らのものとし

られているのである︒そのためには︑我為を含めて国民

して︑二点についての提言をしておきたい︒

この意味から︑第一次答申を通覧した国民のひとりと

て受けとめ真剣に考究することが必要である︒

か月にわたる審議の結果を第一次答申としてまとめ︑中
これを受けて︑七月五日︑内閣に全閣僚を椛成員とす

曾根首相に提出した︒

る教育改革推進閣僚会議が設置され︑文部省には教育改

ある︒これは︑答申の骨となるべき思想であるから︑十

、 J ノ

革推進本部が設けられ︑当面の具体的改革提言を実施に

分に学問的検証にも堪え︑多くの国民に理解でき︑かつ︑

第一は︑教育理念あるいは教育改革の理念についてで

わが国の教育改革が具体的なスタートを切ったこの時

納得されるものでなければならない︒

移すための体制が整備された︒

し︑会員諸氏とともに今次教育改革の意義を改めて考え︑

当するものと思われるが︑審議の過程で︑いわゆる﹁自

第一次答申で示された﹁個性重視の原則﹂がこれに該

点で︑日本弘道会は︑｜︲再び教育改革への提言﹂を特集

百年の大計に誤りなからんことを期することとした︒

ところで︑今回の第一次答申については︑種々の意見

なったと報道されている︒しかりとすれば甚だ見識を欠

くものといわなければならない︒しかし︑そのことはと

由化﹂から﹁個性主義﹂となり︑さらに﹁個性重視﹂と

もかく︑﹁個性重視の原則﹂が教育改革の他のすべての

や批判があるが︑ともかくも︑現代日本の教育という︑

でまとめあげた委員諸氏の熱意と努力に敬意を表したい

分野に通ずる基本的な原則であり︑今後の教育の方向を

この巨象にとりくんで︑本音の議論を出し合い︑ここま

﹃一ソセンサスを得るのは至難のことである︒しかし︑敢

も規定する重要な理念であることは明らかである︒

と思う︒今日の教育については︑一億総評論家といわれ︑

てこの困難な課題に挑戦し︑二十一世紀の道標となるべ

r Q ，

動

対し︑自然的素質であって各人に従って無限に多様であ

答申においては︑審議すべき主要課題の一つである︑

第二は︑徳育あるいは道徳教育の問題である︒

方を示しており注目される︒

り︑いわば﹁与えられたもの﹂であり︑人格とは区別さ

﹁初等中等教育の充実・多様化﹂の中に﹁徳育﹂があげ

ところが︑﹁個性﹂は︑﹁人格﹂が価値概念であるのに

れる︵田中耕太郎一︑教育基本法の理論﹄︶︒この多様な個

られており︑また︑﹁基礎・基本の重視﹂の中で︑﹁徳︒

︑︑

徳・体の順序をわざわざ変えた表現が翠られ︑徳育を重

ければならない﹂︵傍点筆者︶というように︑従来の知．

︑︑︑︑

︑

性を人間のあるべき理想としての人格にまで近づけ高め

知・体の調和ある発育﹂とか︑﹁学校においては︑徳育︑

︑︑

り理念である︒

ていくこと︑すなわち︑﹁人格の完成﹂が教育目的であ

知育︑体育についてさらに基礎・基本の徹底が図られな

視していることが窺われる︒しかし︑徳育の問題を順序

個性の重視とは︑現実の人間のもつ精神的物質的側面
いか︒そうであれば︑﹁人間性の開発﹂という語が︑現

や神的動物的側面のすべてを肯定することが前提ではな

の問題として安易に扱っているように思われるのが気に

ことばが︑学校教育のお題目のように唱えられながら︑

なる︒これまで︑知・徳・体の調和ある人間形成という

戦後の教育の実情は︑いかに徳育の比重が低く︑調和を

て︑﹁人格の完成﹂をもって教育の目的とした教育基本
法の精神との関係をどのように考えたらよいのか︒個性

実の人間性を意味すると誤解される懸念がある︑とし

重視の原則を教育改革の理念とするならば︑これらの疑

述べ︑徳育の不十分なることを指摘している︒

明治においても︑西村茂樹先生は︑つとに次のように

反省なくして︑順序を変えても︑意味のないことである︒

欠いた人間形成を行っていたことであろう︒そのことの

現代は価値観の多様化の時代といわれるが︑むしろ明

問に対する解明など︑十分な論議を尽す必要がある︒

値の混迷している思潮の中で︑せめて︑教育についての

確な価値観を各人が持ち得ないところに問題があり︑価

﹁知徳体の三育は元来その間に軽重の別なきが如し︒一

よりは独り徳育を重んぜざるべからず︒然るに今日は其

然れども本邦の如き道徳を以て立ちたる国は︑他の二育一

の最も重んずべきもの︑最も不完全なりといふに至りて

この点︑中曾根首相が第一次答申を受けての談話の中
で︑﹁人間を人間として扱う︑人間味のこもった人格主

は︑教育家の一考否奮起を煩はさざるべからざるなり﹂

明確な道標︑理念が示されることが期待されるのである︒

たいと考えております﹂と述べているのは︑一つの考え

義的教育への改革のスタートとして︑この答申をとらえ
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そして﹀師範生徒の徳育の修業も知識に偏しており︑

第七代会長野口明先生は︑本会創立百周年記念式典の

精神をむしばんでいる問題の方が深刻ではないか︒

式辞において︑会祖西村先生が︑明治初頭︑新日本建設

徳育の教師たる資格はたんに道徳に関する書籍を学ぶだ
けでは不十分で︑必ず次の資格を備えなければならない

の大業に当り︑実利実功明らかなる学術︑産業︑軍備等

のほかに︑道徳の本義実益を説き︑これなくぱ真の文明

として︑三か条をあげている︒

第一︑道を信ずる篤からざるべからず︒

しては高い文化観︑政治観を秘めた達見であると述べ︑

なく︑真の国力なきゆえんと闘明されたことは︑当時と

現代においても︑道徳そのものは人間性が変らぬ限り無

第二︑学問に自得なからざるべからず︒

現在の小・中学校の特設時間の﹁道徳﹂を指導する教

第三︑品行方正ならざるべからず︒

員の実情を︑西村先生が見られたならば︑いかなる感想

ち︑日本弘道会の存在理由は一層強固になるべきである

用にならず︑むしろ一層重要性を増すであろう︑すなわ

前回の特集﹁教育改革への提言﹂において︑本会理事

を抱かれるであろうか︒

た普遍的な徳目を︑他の教科と同じく正規の教科書で教

言し︑﹁日本人として当然身につけるべき︑時代を超え

る現在︑真の国力とは何かと改めて考えざるを得ない︒

か︒経済大国となって︑諸外国と激しい摩擦を生じてい

ぱ︑維新後の状態と酷似していると映るのではなかろう

いて旧態依然たる今日の実状は︑西村先生の目から象れ

敗戦後のわが国の奇蹟的繁栄にもかかわらず道義にお

と訴えておられる︒

える必要がある﹂と述べている︒拠るべき教科書もな

大槻文平先生は︑学校教育における道徳教育の充実を提

く︑かつ︑西村先生のいう三つの条件の一つにも該当し

求めるのでなく︑国の歴史と伝統とを踏まえて︑深い省

臨教審が道徳教育の問題を︑学校教育にの桑きびしく

わっている︒

かに考えるかという︑国家の基本姿勢の問題に深くかか

徳育︑道徳教育の問題は︑国民の道徳︑国の品格をい

ことは︑期待する方がむりというものであろう︒

ないような多くの教員が︑自信をもって道徳教育に当る
また︑答申では︑﹁今日︑青少年にみられる規範意識
青少年のみの問題であろうか︒むしろ︑今日の大人社会

察を加えることを期待する︒︵本会副会長︶

の低下などにかんが象﹂と一記されているが︑この傾向は

に象られる物欲本位︑自己中心の風潮︑金権崇拝︑傍観
主義的傾向︑暴力や俗悪文化の横行など︑ひろく国民の
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Ｉ
自由社会と徳育

戦後の教育をふり返ったとき︑正しくない意味の平等主

義︑本能肯定主義︑徳育といえば即軍国主義につながると

いう即断からの徳育教育排除が行われてきたｌと指摘し
ても間違いはないだろう︒言いかえれば︑正しく行わるべ
きものが行われずにきた︑と言いかえてもいいかも分らな

有田

か

一

す

なゆえんである︒ついでに述べれば︑アメリカでは公立の

日本の場合は事情がちがっている︒学校で道徳教育が必要

﹁社会科﹂などの他の教科の授業において︑関連する内容

小・中学校では教科としての﹁道徳﹂は設けられていない︒

の教育が随時行われているわけだ︒

徳育を考えるとき︑一番最初に考えておかねばならない

◇

のは︑善悪の価値基準をどこに置くか︑ということであろ

いＯ

戦後と一口に言うが︑この戦後というものを正確な意味

う．﹁教育の同的確人格の完成である﹂ｌと教育基本法

で考えてみる必要がある︒終戦の昭和二十年から独立が達
成されるまでの五年間︑それ以後︑講和条約が結ばれてか

いうか︑何か永遠にして不変のもの︑そういうものがあっ

て︑はじめて︑他を批判したり自己反省したいということ

に示されているからといっても︑基準というか︑物差しと

が可能になる︒つまり︑変らざるものが意識の中に根づい

らの十年間︑いよいよ高度成長をはじめた三十五年から四
合計四十年間の︑その時における教育政策についても︑正

ていてはじめて︑その理想に近づこうという努力が生まれ︑

十四年迄の約十年間︑それから今日までの十五年間︒この
しいものもあったし︑そうでないものもあった︒よかった

た︑カントの言葉だったと思うが︑﹁空にあっては輝ける

勇気がわいてくるのではないだろうか︒昔学生時代にきい

アメリカその他西欧諸国では︑キリスト教というものが

を今でもある感動をもって思い出す︒

星辰︑人間にあっては胸奥の大法︵良心︶﹂ということば

と思うものは︑今後とも存続させるべきだし︑間違ってい

あって︑この宗教倫理が家庭や社会に浸透している︒学校

たと思うものは勇敢に改めるべきである︒

で道徳教育をやらなくても教会や家庭がそれを行っている︒
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寿t

な重傷者に﹁しっかりせよ︑傷は浅いぞ﹂というのは︑さ

事実と言葉との一致︑不一致ではない︒いまにも死にそう

真実と嘘偽とをさだめるのは︑当人の心構えであって︑

ける道徳というものもあり得ると思う反面︑思想や体制以

きにも述べたように︑一応嘘を言っていることになるが︑

道徳には社会主義社会における道徳︑自由主義社会にお

らないルール︑エチケットがあるのではないか︒

いては︑快方にむかわせることによって︑その本人なり家

いっている人の気持は︑重傷者に気をしっかり持たせ︑ひ

事実との一致︑不一致ではないからだ︒﹁傷は浅いぞ﹂と

は言わないのである︒真実と嘘偽とをきめるのは︑言葉と

これを嘘だといって非難するものはいない︒又これを嘘と

前に︑人間が共同社会を営んでいるかぎり守らなければな

昔から﹁うそも方便﹂と言う諺が残っている︒ガン患者
に︑ガンではないと言う嘘︑あるいは︑傷の深い者に﹁傷

族なりあるいはその本人を取り巻く周囲の人々を幸福にし

憾浅いぞ﹂という嘘ｌこれらの言動ば︑それが周囲の人
間にも本人にも幸せをもたらす限りそれが真実であって︑

たいＩという善意に満ちていることが砿つき︐している．

人間の共同社会の幸福に役立つ言動こそが真実であり︑そ

てもよいだろう︒学生時代に和辻哲郎教授から聴いた倫理

の逆のものがうそなのである︒

学﹂や﹁倫理学上﹂は︑海外の倫理学説の紹介や受け売り

裏切るから悪となる︒﹁君を好きだ﹂といって︑真実の愛

た︑真実をよそおって人を信頼させ︑しかも︑その信頼を

また嘘は︑真実をよそおうことなしには成立しない︒ま

kイノ

本当のことを言う心ない言動は︑それこそ嘘であると言っ
学の講義は今でも耳架にのこり善悪の判断をするときの一

でなく︑同教授の深い思索のなかから生れた独特の思想と

︑︑

つの物差しになっている︒特に︑﹁人間の学としての倫理

して︑私のみならず当時の学生の多くに深い影響をあたえ

う︒だから嘘をいったことになり人から非難される︒好き

情をよそおい︑貞操をうばうとそのまま相手を捨ててしま

でなければ︑はじめから好きだと言わなければよい︒非難

たものである︒

和辻学説にしたがって︑善と悪︑嘘とまことの問題につ

とは︑人間の共同社会の秩序と幸福とを守る立場から︑そ

人間の社会は︑信頼関係がなければ成り立たない︒それ

的なことばである︒

れを破ろうとするものを排除し罰しようとする人々の本能

︑Ｖ

を願いたい︒

いて述べてみたい︒少し理屈っぽくなるがしばらくご容赦
真実︑つまり︑真事︵まこと︶．が尊いのは︑それが常に
起りつつ︑しかも︑起らぬことがあり得るからである︒﹁ま
うそ

こと﹂なきこと︑すなわち︑真実の欠如体が嘘偽である︒

／ 庁 、

生まれ︑法は人の申し合わせによって生まれる︒いずれも︑

を維持するものは道徳と法律である︒道徳は長い伝統から
ある︒

葉で説明し納得させることも必要なことであると思うので

この道徳教育について︑早稲田大学の大槻健教授は︑昭

和五○年六月︑参議院文教委員会の﹁徳育の振興に関する

その国または社会を健全に維持するために必要なもので︑

法は最少限のルールを規定し︑それで足りないものは道徳

るを得ない︒

道徳の指導をというのは理想に走りすぎた議論だと言わざ

をして︑道徳の指導を軽視している︒学校生活全体の中で

件﹂で参考人としてよばれた時︑次のように一面的な陳述

は信頼している︒出なければ信頼に対する裏切りであり︑

自動販売機に百円いれれば︑約束の品物が出ることを人

で補うことになっている︒

その会社は大衆からその裏切り行為にたいする報復をうけ
信頼関係にこたえることが﹁まこと﹂であり︑こたえな

うことを遂げてゆくためには︑その背後に科学的な認識

﹁道徳教育によって︑本当に子供たちの正常な発達とい

してはいけません﹂と言うよりも︑親あるいは教師が黙っ

言葉で教育したり︑徳目主義で﹁こうしなさい﹂﹁こう

現代の学校教育は常にやはり科学的な認識というものを

きあたりぱったりで道場式な教育になると思いますが︑

は︑これは昔から行われたやり方だけれども︑非常に行

つかるというようなことばっかりやっているということ

られる︒

て善を行う︑それを見て自然に子どもが行うようになる︑

てゆかなければいけないのではないか︒裸の人間性でぶ

というものの裏打ちが大変大切で︑そのことを重要視し

というのが最高の徳育であろう︒しかし︑現実にはそうば

昭和三十三年以来︑学校に特設道徳の時間というものを

んです︒ところが︑ついでに言わしていただきますが︑

設けまして︑そこで道徳教育が行われるということにな

きちんと裏打ちしてゆくという︑そういうことが大事な

ラテスが説いているように︑何がよいか悪いか︑人を叩い

きかせることも必要なことであろう︒知行合一説でもソク

っております︒こいうぐあいにいたしますと︑何か道徳

かりも出来にくいし︑幼稚園や小学校の低学年では︑と︑

てはいけません︑人をいじめてはいけませんということ︑

教育はそこでやればいいんだと︑非常に極端な言い方で

に︑何がいいこと︑何がよくないこと等について説明して

◇

いこと︑即ち︑裏切ることは悪として︑社会全体から罰せ

○

これも実践を通じて教えてゆく方法もあるであろうが︑言
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る

すけれども︑ほかのところじゃ別に道徳教育とは関係な
と思う︒

が二十一世紀に向かっての教育の目標でなければならない

︵臨時教育審議会委員・第三部会長︶

いんだと︑こういうぐあいに分けてしまう考え方がとか
んじゃないか︒やっぱり学校教育活動の全体︑全課程を

くすると出やすいわけでございますね︒これではまずい

ない︒それを言いかえれば︑道徳性というような言い方

通じて子供の道徳性というものは育てあげなければなら
ではなくて︑子供をとにかくまともに正常な人間性を発
達させていくのだと︑その能力を全面的に開花させてい
くることにつながっていなければいけないのではないか︑

くんだと︑そのことが同時にやっぱり道徳的な人間をつ
そういうぐあいに私は考えております︒﹂
◇

自由社会の価値は︑その社会に最大限の自由を確保する
ことであろう︒ところが︑国民の一人一人が無制限な自由
を求め︑またそれを許せば︑力の強い者本位の社会になる︒
二つしかない︒

それを防いで健康な公正な社会を招来するためには方法は
一つは外部からの規制︑いま一つは︑国民ひとりひとり

の自覚による自己規制である︒禁止的な法律をどれほど多
くつくってみても無駄で︑道は遠くても︑教育の普及と徳
育の深化とによって倫理感を高め︑国民の中に克己心︑責
任意識︑相互扶助︑公徳心等の精神的規範を浸透させるこ

とによって︑世界から信頼される国民になることｌこれ
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答申急ぐより深い論議期待

天野郁夫

問題の解決と︑未来に向けての教育の変革という︑二つの

しかし第二部︑第三部と進むにつれて︑それは次第に背後

荒廃﹂の諸問題への取り組承の重要性が強調されている︒

たしかに第一部の﹁教育改革の基本方向﹂では︑﹁教育

課題がある︒今度の場合も例外ではない︒臨時教育審議会

にしりぞけられ︑かわって二十一世紀にむけての長期的な

いつの場合にも教育改革には︑いま教育の直面している

は︑第一に﹁教育荒廃﹂の現実にどう対処していくのか︑

課題が前面におし出されてくる︒

育荒廃﹂は﹁学歴偏重の社会的風潮﹂の産物であると位置

﹁当面の具体的政策提言﹂をした答申の第三部で︑﹁教

第二に﹁二十一世紀をめざす教育﹂のあり方をどこに求め
るのかという︑二つの課題にこたえることを目標にかかげ

づけられてはいる︒しかし﹁教育荒廃﹂がそれ以外の多様

て発足したものである︒

この二つの課題がたがいに切りはなせぬ関係にあること

でも指摘されている通りであり︑それになによりも︑そこ

に示された改革構想が︑﹁教育荒廃﹂の解決にどのように

な要因の複合的な産物であることは︑第一部の﹁現状分析︲｜

役立つのか︑説明はほとんどされていない︒肩すかしを食

は︑いうまでもない︒しかし臨教審に寄せられた国民の期
自身︑﹁教育荒廃の病理現象﹂こそが﹁国民の解決を強く

ったという思いは私だけのものだろうか︒

待がより強く︑前者にあることもまた事実である︒臨教審

が︑臨教審の第一の役割であるとしている︒とすれば︑今

求めている﹂緊急の課題であり︑その要求にこたえること

では︑今回の答申はそうした期待にこたえるものになっ

めの具体的な政策提言が期待されるのは当然のことだろう︒

症療法的な改善や改革は︑文部省の諸審議会にゆだね︑臨

あるべき姿をさぐることにあったはずである︒速効的で対

をこえた広い視野から︑﹁二十一世紀にむけての教育﹂の

閣直属の強力な審議会を設置したねらいは︑文教行政の枠

同じ思いは改革のもうひとつの課題についてもある︒内

ているのだろうか︒残念ながら︑なってはいないというの

回の﹁第一次答申﹂に︑現実の﹁教育荒廃﹂を解決するた

が読み終わったあとでの率直な感想である︒
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教審としては改革の大きな見取り図をつくことを使命とす

いのか︑という疑間が残る︒

である︒小学校修了の時点で入学者を選抜する︑しかも公

しかしそれ以上に疑問を感ずるのは︑六年制中等学校案

しかしこれについても︑今回の答申は︑学習の生涯化︑

ながるのだろうか︒逆にそれを過熱する方向に作用する恐

立の中等学校をつくることがどうして受験競争の緩和につ

る︑というのもひとつの行き方だろう︒

国際化︑情報化といった検討課題を︑抽象的な表現でなら

る説明もされている︒しかしその原則の実現のために必要

的な原則﹂とされる﹁個性重視の原則﹂に沿うものだとす

六年制中等学校の創設については︑今回の答申の﹁基本

れはないのか︒

べるにとどまり︑改革への全体的な構想を示すまでには至
っていない︒審議が始まってまだ一年もたたない時点で︑

だが︑それではなぜいまの時点で第一次答申なのか︒もう

なのは︑ひと握りの子どもに﹁個性にみあった﹂教育を与

それを期待すること自体が無理だという見方もできよう︒

しばらく時間をかけて︑論議の煮つまるのを待ってもよか

で取り除かれるのだろうか︒答申も認めているように学歴

害は企業・官庁に人事管理のあり方の改善を要望するだけ

答申にいう﹁個性﹂をもったひと握りの子どもたちのため

育荒廃﹂との直接のかかわりの弱い︑しかも大学進学者や︑

景に発足したはずである︒その臨教審の第一次答申が︑﹁教

であり︑臨時教育審議会はそうした強い国民的な支持を背

教育改革は︑いまやすべての親や子どもにとっての問題

度の枠内でも十分に可能なことではないだろうか︒

ばす﹂教育を保証することであり︑それは現行の公教育制

えることではなく︑すべて子どもに﹁個性をひき出し︑の

ったのではないだろうか︒

第三部に示された具体的な改革構想についても︑いくつ
かの疑問がある︒

まず﹁学歴社会の弊害﹂についていえば︑それが解決を

偏重が経済や職業以上に︑人々の日常的な生活や文化の中

だけの改革構想をうち出すにとどまったのは︑残念という

要する緊急の課題であることはいうまでもない︒しかし弊

での問題になりつつあるのだとしたら︑それにどれだけの︑

ほかはない︒

あらためて今後の審議に期待したい︒

︵筆者及び読売新聞社のご好意により転載した︶

︵東京大学教授︶

しかも速効的な効果を期待できるだろうか︒

もうひとつの﹁受験競争過熱﹂の問題については大学入
試制度の改革と︑新しいタイプ・の中等学校の創設が提案さ

れている︒前者については入試制度の改善だけで︑試験地
獄が解決しうるのかどうか︑大学自体の改革が必要ではな
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基本答申に期待する

山田

ｌ
の会長が︑実は︑﹃共通一次﹄の生承の親でいられる︒正

気なんですね︒日本的風土というのでしょうか﹂｜︲刺戟的

面きって大きな声で﹃廃止﹄とはなかなかいいにくい雰囲

第一次答申は︿良の下﹀？
社内の研究会で︑今年に入ってから臨教審委員︑自民党

な意見が出されているが︑まあ︑あのようにでもしないと

文教関係者らを招いて率直な話を聞く機会があった︒今な

論議が活性化しない︒でも︑これら意見の〃軟着陸の場〃

来年五月の基本答申の前のオードブルであった︒それも各

、 圭 一 ノ

お印象に残るものとして︑次のような発言が挙げられる︒

については了解ができているので︑心配はしていない︒妬

これらの率直な発言は︑臨教審内部の〃多様な顔″を自

﹁臨教審の審議をみていると︑自由化だ︑いや個性化だ

から語るとともに︑﹁第一次答申﹂に対して厳しい自己採

答申の亜流にならないためにも起爆剤は必要なんです︒﹂

の︑遊離したものになってしまう﹂﹁学校を活性化するた

るようだが︑あれでは国民にアピールしない︒期待はずれ
め︑教師の世界にも競争原理の導入ということで親の教師

しているといえようか︒

点を下すなど︑〃歩きながら考える臨教審″の姿を映し出

など︑抽象的な︑こむずかしいことを一生懸命やってられ

選択︑学区制の選択⁝と気楽に一部委員はいっているが︑

部会︑各委員の意見︑思惑が交錯するなかで︑ともかく実

さて︑さる六月に出された﹁第一次答申﹂だが︑これは︑

余程慎重に対処しないと︑戦後︑自民党が︑文教関係の諸
ら崩れるおそれがある﹂一︲第一次答申の出来具合ですが︑

先輩が鋭意努力してきた〃日教組封じ込め策〃が︑土台か
優良可の三ランクで︑率直にいって︿良の下﹀というとこ

ップしてみせた︑ということであろう︒臨教審の専門委員

である関係者の一人が﹁出てきたものはオードブルーとい

行可能で︑目玉になりそうな無難な材料を二︑三ピックア

うより枝豆のつき出しといった方がふさわしい﹂と指摘し

みるべきものがない︒第三部会にしてやられた格好で⁝．：ｃ

本答申ではもっと頑張りますよ﹂﹁国公立大学の﹃共通一

ろですが︒理念である﹃個性化﹄の具体化には残念ながら

次﹄は絶対廃止すべきだ︑と考えているのですが︑臨教審

rlワ、

寛

物足りない教育理念﹁個性化﹂

きくはずれたものでしかなかった︒

﹁しつけ・道徳教育﹂には触れられず︑国民の期待から大

の最大関心事である﹁校内暴力・非行﹂﹁教師の質向上﹂

敗したか﹂︶︑興味深い︒各種世論調査が示すように︑国民

ているのは︵﹃諸君﹂９月号︑屋山太郎﹁臨教審はなぜ失

はついていない︒また︑どのような教育内容︑方法︑制度

わゆる〃自由化〃論争が展開されたが︑まだ本当の〃決着〃

か︑臨教審の第一部会と又三部会とで激しいやりとり︑い

﹁個性の重視﹂のために︑いかなる手段・方法をとるべき

次に︑わが国の公教育の枠組について触れておきたい︒

ついても不明確だが︑ここで強調しておきたいのは︑わが

によって一人ひとりの子どもの個性をのばしていくか︑に

今後のカギは︑来春に予定されている﹁基本答申﹂に何

した︒明治の教育改革は﹁近代化﹂︑第二次大戦後のそれ

臨教審は目標・理念として﹁個性重視・尊重﹂を打ち出

ることによって︑個人の社会への統合を可能にしていく︒

中で共通の言語で共通の知識や価値︑規範を教え︑学ばせ

な統合のための教育・機能である︒学校という集団生活の

いうまでもなく︑﹁公教育﹂は︑一つは国家的・社会的

しても維持していかなければならない︑ということである︒

は﹁民主化﹂と位置付けられ︑定説化しているが︑今回は

国における公教育の枠組象︑画一化の素晴らしさをなんと

二十一世紀をにらんでの﹁個性化﹂という用語が選択され

もう一つは︑産業化の必要とする知識や技術を身につけた

いて提言︑指摘をしておきたい︒

た︒多種多様の価値を各人が追求︑画一的な人間の理想像
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を盛り込むか︑にかかっている︒以下︑二︑三の項目につ

を掲げるのにふさわしくない現代においては︑この﹁三文

象を崩すような論議Ｉ学校区の自由化︑学校設立の自由

化等Ｉ健極めてナンセン系なのである．一人ひとりの子

人間を育てるということである︒そういう意味でこの枠組

かにも︿軽薄短小﹀といわれる時代にふさわしい？倭小

供の人間的な成長や発達は︑あくまでこの﹁公教育﹂の土

字﹂が無難で︑精一杯のところかもしれない︒しかし︑い
化の響きを持ち︑技術論的に堕し︑教育改革理念としては

俵内での話であって︑本末転倒は許されるべきではない︒

現在︑いずこをゑても︿画一化は悪︑個性化は善﹀とい

物足りない面を持っていることは否定できないであろう︒

二十一世紀という地平を展望しながら︑高度に成熟した産

う大合唱で埋まり︑その錦の御旗がまかり通っている感が

の﹁教育理念﹂を︑と思わざるにはいられない︒

米教育省長官は︑インタビュに答えて︑次のような興味深

あるが︑どんなものなのだろうか︒今夏︑来日したベル前

業社会における崇高にして深遠︑かつ雄大な︑わが国固有
公教育の枠組み・画一化の堅持を

／ 可 、 、

採用にインターン制度を導入する﹁試補制﹂︑あるいは大

教師の処分・評価機関となる一︲教員陪審制﹂の設置︒教員

ｌ正直なところ︑臨教審がなぜ﹁個性の尊重﹂を強調

〃青田買い〃を狙う﹁申し込み制﹂︑教員採用時に教育実

学四年生の四月に教員志願者を登録させて︑優秀な人材の

い見方を語っている︵日経新聞群７月２日朝刊︶︒

するのか︑よく分からない︒日本の初中教育が﹁画一的﹂

アが飛び出している︒この他︑﹁教員免許の更新制︲一︑﹁民

習の評価を重視する﹁教育実習評価﹂など︑ニューァイデ

と言われるくらいよく整備されていて﹁児童生徒の選択の
自由がない﹂と言われるのは分かるが︑生徒自身要求され

まだアドバルーンの域を出ず︑それぞれ複雑な問題を抱え

間人の積極的導入﹂なども聞かれる︒これらは︑いずれも

る学力レベルを承知して︑そこに達するよう努力している︒

米国では生徒が﹁選択の自由﹂を亨受するあまり︑自分を

教育を天職と考える燃えたきる教師を

らも︑大胆な具体策を期待したい︒

てはいるが︑﹁公教育の枠組内での活性化﹂という視点か

鍛える苦労を避け︑学力水準を落としている︒日本が米国
と同じ誤りを繰り返さないように望む﹂

個性化で︿踊らにやソンソン﹀とばかりに踊らない方が
よさそうである︒

もに︑﹁使命感を抱いた教師﹂の養成・確保をここでは強

論に終わる﹂と書いたが︑これらの制度・施策の模索とと

そして︑先に﹁すべての教育論は︑行きつくところ教師

もっとも︑公教育の枠組桑・画一化が問題矛盾を内在さ

調しておきたい︒小中学校教育では︑物を教えたり覚えさ

教員の質向上に大胆な発想を
せていることも否定できない事実である︒近年における教

ようという意気に燃えた教師が教育をしていた︒そこに教

育人口の爆発的増大︑学習内容の効率・高度化等に伴って

育の原点があると思われるのだが︑今は燃えない︑燃えて

せたりする以前に教師の生き方や人格を示さなければなら

ある︒校内暴力︑いじめ︑非行︑一挙手一投足を規制する

いない教師が多すぎる︒少なくとも小中学校には教育を天

ない︒昔は建物や施設なんかどうでもいい︑学ぶ心を教え

管理規則等：．⁝︒こういう状況のなかで﹁教師の質のあり

職と考えて情熱の燃えたぎる教師がいなければならないｃ

を逆に弱め︑それを阻外してきた面が突出してきたことで

方﹂が緊急・重要課題として問われなければならないであ

公教育が児童・生徒の人間的成長・発達の場としての機能

ろう︒｜すべての教育論は︑それが教育論である限り︑必

これからは教育機械が一層発達し︑小中学校でもエレクト

ロニク一︿を使った新教育法がどんどん開発されるだろう︒

ず行きつくところ︑教師論に終わる﹂からである︒

すでに基本答申に向けて︑第三部会を中心にして︑問題
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ということを知るべきであろう︒

込承教育が続けば︑教育の荒廃は回復される見込象がない︑

育の原点であることを忘れてはならない︒知識だけのつめ

だが︑機械がどれだけ進歩しても︑教える教師の姿勢が教

はならない﹀

書物の中にいつでも見出せる知識を蓄積するだけであって

確にへ簡潔に書くこと︑美しいものを味わうことであって︑

ること︑意見を交換すること︑選ぶこと︑決めること︑明

青少年的な生活習慣の欠如︑規範意識の低さ︑自律心︑忍

﹁道徳教育・しつけ﹂が上位にランクされているように︑

最後に﹁心の教育﹂に触れておきたい︒世論調査でも︑

ある︒人生において大切なことは︑数学や歴史を知るとい

なる︒まず︑それらの手段が努力をなくしてしまうからで

の人間形成︑あなたの将来の準備にとって︑不幸なことに

︿学校の勉強での努力を避けるあらゆる手段は︑あなた

失われしものの大きさ

耐心の弱さが指摘されている︒これらは戦後︑効率と利を

力をもつことである︒気力は︑習慣と習練の問題である﹀

うよりは︑学ぶことを学ぶこと︑必要な義務に専心する気

大切なことは︑学ぶことを学ぶこと

ただひたすら追い求めて到達したモノゑなすべて︿軽薄短

たまえ︒明日はさらに今日よりも進歩するように︒そのよ

よりも︑今日の方がよく学科を学んだというように努力し

よくなるということを求めたまえ︒つまり︑きのう学んだ

︿他の人よりもよくというのではなく︑自分自身がより

小﹀の時代ｌ戦後四十年の必然的な州副産物〃と皇えば
いいのだろうか︒

義﹄︵筑摩書房︶︒フランスの哲学者Ｐ・フルキエによる︑

うにして無限に続けることだ﹀

私の手元に一冊の本がある︒﹃公民の倫理入門哲学講
人生の入口に立っている青少年のためのフランスの倫理教

桑えようとするあまり︑真の個性を得るに至らないのだ︒

︿若い人は︑個性的になろう︑あるいはむしろ個性的に

科書である︒そのなかから︑いくつかの章句を紹介してお
︿私達は︑知育を受けることによって真に人間を作る諸

きたい︒

かな人しかだませない︒物のわかった人ならば︑こういう

目立ちたがりは︑彼らはポーズをとっているにすぎず︑愚

きざな人間の行動のうちに︑個性の欠如を示す︑借り物の

の最も貴重な結果である︒実際︑大切なことは︑学校から

態度を見てとる︒真の個性が形成されるのは︑勉強や︑黙

能力︑特に知性の開発をひきおこす︒これこそ︑学生時代

に︑精神を鍛えることである﹀

冷と続けられる努力によってであり︑長い期間の学生生活

多量の知識を得て去るということよりも︑知識を得るため
︿学ばなければならないのは︑勉強すること︑よく考え

・１入

反Ｊ

︑ノ

／Ｉ︑

を通じてである﹀⁝⁝

これらを読みながら改めて︑戦後のわが国で失われたも
のの大きさを痛感するのである︒臨教審が︑この失われし
ものを如何に埋め︑﹁戦後教育の総決算﹂という視座で﹁心

教員の資質向上の具体策
臨教審の動きはまず自由化論争と個性主義︑つづいて大
しかしこのような制度いじりも大切ではあろうが︑今日

学入試改革と共通テスト等が世の注目をあびた︒

いＯ

の教育改革の目玉は﹁教員の資質向上﹂にあるといってよ
臨教審の第一次答申も多岐にわたっているが︑﹁現状の

の教育・モラル﹂をどう位置付け︑具体的方策を打ち出す

︵読売新聞・新聞監査委員︶

か︑大いに注目︑期待するのである︒

班目文雄

﹁教員としての自覚﹂と﹁専門性﹂に関するかぎり︑わ

の教員の資質水準は世界の各国との比較において決して低

が国の教員の一般的水準や全体的傾向から象れば︑わが国

ただ問題は︑教員の一部に翠られる不適格教員の存在の

いとはいえず︑むしろ最高水準にあるといってよい︒

教員の果たす役割がとりわけ重要である︒﹂との認識に立

ていわゆる﹁教育陪審制﹂が提案され︑また第一部会の俵

ては︑第一次答申以後︑第三部会長である有田メモにおい

この不適格教員をいかにして認定し︑排除するかについ

問題である︒

っている︒そしてこのことを臨教審の八主要課題のひとつ

専門委員のメモにも教育オンブズマン制の導入が唱えられ

教育荒廃を克服し︑教育活動の資的水準を高めるためには︑

としながらも︑これに関する具体的改革提言を欠いている︒

ている︒

れるべきである﹂と規定したが︑決して教育の仕事は専門

する勧告﹂を作成した際︑﹁教育の仕事は専門職とみなさ

すでに昭和四一年﹃一ネスコとＩＬＯが﹁教師の地位に関

ことに答申原案にあっては︑簡単に教員の資質向上として︑
養成・採用・研修・評価と並記したの糸であった︒

そして答申の資質向上の意味するところは︑﹁教員とし
ての自覚﹂と﹁専門性の向上﹂をあげている︒

（16）

が少ないからである︒

によって外へはじきだすしくみや力を備えていなければな

て︑専門職であるからには︑不適格者を自分たち自身の力

の研究者のいうように︑専門職である最低の保障条件とし

職であると断定しなかったのは︑リーバーマンはじめ多く

とを見落しはならない︒視学の存在によって教育界は自浄

傾向が強かったが︑大半の視学は良識ある紳士であったこ

ではない︒視学制度を戦後長らく悪の象徴としてのみみる

保ち︑教師に誇りと良識があったのは︑視学制度と無関係

作用を期待すべきである︒戦前のわが国の教育界が節度を

なるべく良識と勇気のある教師を参加させて︑自力浄化の

陪審制にしても︑オンブズマン制にしても決して思想統

力を維持できた面もあるのである︒

らないのに︑教育界にはそのような自浄力︑異物拒絶反応
むしろ教育界の中には︑きわめて弱い教師や曲った教師
がいても︑それを学校内部でかばおうとする傾向さえある︒

とにかくこうした制度の存在が心理的効果として不適格

れた教師の救済の道にすることも強調すべきである︒

な教師の野放図な行動に対して抑止力として働くことを期

制や魔女裁判であってはならないし︑むしろ不当に処遇さ

のように二年間も校内にとめた自家用車に閉じこもり︑ま

と逃げの姿勢によって︑例えば香川県の某養護学校の教諭

ればならい︒

待したい︒このことによって国民一般に安心感を与えなけ

ユネスコ勧告のいう国民に対する﹁共同の責任感﹂の欠如

ったく授業もせずに給料だけをもらうというような常識は

なのである︒これと行政はじめ関係各方面の事なかれ主義

ずれの教師さえ容認されていたのである︒

人権とか差別とかを気にするあまり︑悪平等と無気力に陥

育界からはじきだせないということはまことに情ないが︑

師との間に︑このように教師に一方的優位がある以上は︑

れても表だって抗議もできず泣きねいりである︒国民と教

を選ぶ権利を与えられていない︒不適格な教師に受けもた

国民は一般に学校を選択する自由がなく︑子どもも担任

っている点は︑今回の教育改革で何とかメドをつけねばな

当然に教師に対して有効なチェック機能が働らくべきであ

マスコミの力を借りなければ︑このような不良教師を教

らない点であろう︒

営に特段の配慮を払わなければ弊害を生ずるであろうが︑

ように教師採用契約に期間制を導入することは日本にはな

て教師の再任を決定するとか︑アメリカ合衆国のある州の

る︒スイスのあるカントンのように住民の直接投票によっ

弊害を恐れて何らの改善も加えないというのでは教育改革

じめないと思われるので︑何らかこれに代るチェック機能

陪審制にしても︑オンブズマン制にしてもその組織︑運

も百年河清を待つということになろう︒ただ大切なことは︑
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を発明すべきである︒ただ最も警戒しなければならないの

妙諦というものである︒

そしてその措置がまた同時に国や国民︑その子女に利益

を還元するような方策であるならば︑まことに善政という

は︑政党や思想団体︑宗教団体の介入を排除すべきで︑チ
ェック機能の公選制などはそのためにもとるべきではない︒

ことになろう︒

ような感覚でとらえ︑国民の税金で海外旅行することにも

これでは海外に派遣された教員も︑いわば宝くじに当った

民主的な考え方のようにとらえているのは不当も甚しい︒

いう︒職員団体の圧力に届し︑その要求をいれて︑それが

いわば抽せんのように該当者を決めているところもあると

はまったく放任状態で︑希望者全員に平等の機会を与え︑

国の実施している教員海外派遣にしても︑地方によって

てほしのは︑こうした年代の中堅教師である︒

夢のような存在なのである︒しかし︑実際に海外を見てき

三○代︑四○代の中堅教師は生活に追われ・海外旅行など

れに対して妻子を養い︑自分の子どもの養育に負担の重い

ずしも無意味ではないが︑かなり浪費的な色彩が強い︒そ

こと自体国際化する社会に対する教育界の対応として必ら

って︑小・中学生の海外旅行もかなり普及している︒この

かんに海外旅行を楽んでいる︒また商業主義的な企業によ

教育界では若い女性はじめ︑いわゆる独身貴族たちはさ

効果を再評価しなければならないと思う︒

る教員の五○○○人海外派遣事業は注目されてよく︑その

そのひとつとして︑昭和四十八年以来︑国が実施してい

もちろん不当な処分の救済のために二審制を考えるくらい
の慎重さが必要であろう︒

次の教員の資質向上のために重要なことは優秀で努力家
である教師の優遇措置方策の開発である︒

社会主義国でも人民英雄とといったような優遇措置がと
たく払われていない︒すべてが平等で︑どんなに努力し︑

られているのに︑わが国の教育界にはこうした考慮はまっ
ぎせいを払ってもそれが評価されることはない︒

へき地︑島喚等に赴任した場合︑若干の昇給期間の短縮
が行われているが︑その他の抜てき昇給も実態はほとんど
が形骸化し順番制になっている︒

もちろん優秀な教師はこのことについて不平不満を洩さ
ない︒また洩すようであったら︑それは優秀な教師とは言
えないであろう︒

しかし︑国の制度としては︑これら優秀な教師に暖かい
目をむけ︑声援することが至当である︒

いたずらに職員団体の圧力をおそれ︑すべて平等にして
いることはまちがいである︒優秀な教師に対しては︑それ
なりに国として評価し適切な措置をとってゆくのが政治の
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何らの感激も抱かない︒

評価を決して忘れてはならないのである︒

品愛用も結構であろうが︑むしろ外貨を教員の海外派遣の

り年を縮小を余儀なくされている︒中曾根首相の言う舶来

なお国の実施している教員海外派遣は財政上の理由によ

よりよく努力した者︑素資があって教育界のリーダーたり

やはり教育行政が精細に教員の努力︑素資等を観察し︑

うる者を見出し︑そうした優秀な教師をこそ海外派遣に出

きである︒第一次答申の国際化への対応の中に︑こうした

褒賞制度として海外派造を見直し︑人数も大幅に増加すべ

のも意義のある方策である︒この際︑優秀な教師に対する

形で落し︑相手国にも喜んでもらい日本を理解してもらう

こそ︑その成果が学校教育に生かされ︑地域住民に報告さ

こうした熱心な教師が海外の教育や社会文化を見てきて

すべきである︒

れ︑子どもに国際感覚を育て︑結局国民の利益に還元され

︵元東京都教委指導部長・大妻女子大学教授︶

発想のないのは残念である︒
︑︑︑︑

７／８月号︵特集・結婚式での私の祝辞︶には﹁限り

余りにも突然のご逝去で︑唯ただ驚くばかりで﹁老若男女の友﹂のテーマで︑また︑今年に入って
した︒享年八十歳︒

詳細は︑テレビにラジオに繰りかえし報道されなき夫婦愛を﹂のテーマでそれぞれ深い人生観を
ましたので︑ここでは省きますが︑入江相政先生お示しになった珠玉の文章をご寄稿下さいました︒

と本会とのえにしは特に深いものがありました︒︵この﹁限りなき夫婦愛を﹂の玉稿は︑あるいは入江先
まず会誌﹃弘道歌壇﹄の選者として昭和弘年５月生の絶筆稿ではなかろうかと思われます︒︶

から妬年１月までの十年余の永きにわたって身に皇室と私ども国民との間の太いパイプ役として︑
過ぎたご指導をいただき︑また 年からは特別会五十一年もの永いあいだくひたすら陛下にお仕え
員として今日まで︑一方ならないご援助を賜わり︑されたあの一七五センチの頼もしくも堂々たるお
世に定評ある軽妙にして滋味あふれる随筆をいく姿に︑私どもがお目にかかれなくなってしまいま
たびとなく会誌・弘道にご執筆下さいましたことしたことは︑何とも悲しい限りでございます︒

は︑会員各位のご承知の通りでございます︒皆様とともに︑入江先生のご冥福を心からお祈
近くは︑昨年の７／８月号︵特集．ある出合い︶にりいたします︒︵六○・九・三○渡辺︶

、 今 曹 〆

るのである︒

』'

f1q）

第一次答申には﹁教員の資質向上の方策について︑養成︑

敬弔
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入江相政先生

採用︑研修︑評価などを一体的に検討する﹂といっている︒
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第一次答申随想

１Ｊ

関田健二

一︑本答申を読んで感ずることは︑第一に︑随分無理を明確でない︒
読んでわからないのである︒臨教塞が﹁ここぞ﹂とする

章にまとめるか︒第二に︑どうにもならない堅い﹁くつ

いものもある︒しかも決議は総会議︒如何にして一つの文

性の強い委員諸公︒各人の見解の中には水と油︑相容れな

る他の制度よりも遥かに重要性を持つ︒この問題の採り上

度には検討すべき余地が多い︒教員資質向上対策は如何な

何を慌てて見切り発車するのかがわからない︒大学入試制

策には︑まだまだ慎重に検討すべき余地があるではないか︒

ものは何であるかがわからない︒他方︑提言している具体

し︑苦労して作成されたものである事が痛い程わかる︒個

わ﹂を噛まされての審議であるという﹁無理﹂が感ぜられ

げ方が貧弱である事は︑本答申の鼎の軽重が問われるもの

る︒﹁教育基本法に則る﹂という﹁は象﹂である︒戦後の
教育荒廃に﹁教育基本法﹂が密着していることは︑大部分

とも言われそうである︒第二次の基本答申に期待する︒

ている真鯛な教師達にとって︑報道される限りに於て︑臨

二︑火が足許から燃え盛っている教育現場で悪戦苦闘し

の臨教審構成員は疾うに痛感しているであろうのに︑正面
いが︑現状分析で事実として浮び上って釆る事象には︑教

ない︒

教審の活動は﹁迂遠な議論をもて遊んでいる﹂としが映ら

切って﹁教育基本法批判﹂は許されない︒批判は許されな
育基本法の欠陥に触れなくては如何にも説明の仕様もなく︑

理念︵教基法︶にも拘らず︑今日の教育荒廃が生じたのは

彼等教師達にとっては︑本答申が︑戦後教育の目指した

〆

答申内容には至るところに化身しての叙述がある︒

右様の事情からでろうか︑本答申文はその構成︑文章表

何故か︒そこのどこを改正重点として取り組んでゆけばよ

いか︒について明確にかつ決然と指針を示してくれれば︑

にしても︑まだ社会的共通概念にまで熟していないものも

それ一つだけ・でも満足するに違いない︒

現等︑お世辞にも﹁洗錬されたもの﹂とは言い難い︒用語

永がなく極めて平板的︒かてて加えて緩急︑軽重の区別が

ある︒いかにも総花的・羅列的かつくどい︒論理構成に深
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とするものであった︒にも拘らず︑わが国伝統文化の特質

どを基本として民主々義︑自由︒平等の理念を確立しよう

一︲戦後の教育改革は︑人格完成︑個性尊重︑機会均等な

立って﹁現実には服装は制約されるｃタバコ・酒は禁止さ

育った子ども達が︑﹁元来俺は自由なんだ︒﹂という前提に

無理はない︒自曲権であれ平等権であれ︑それは生来的に

ことに正当性がある﹂という理論と感性を抱いたとしても

をもたらし︑また人格の完成︑個性尊重などの点不十分な

具有してあるものと考えれば︑その事は︑殊更に感謝すべ

れる︒俺は自由を束縛されている﹂と感じた時﹁反抗する

面が多った﹂と答申でも述べている︒何故そうなったのか︒

き筋合のものではなく︑権利の主張は当然である︒

・長所の否定︑徳育の軽視︑権利意識と責任意識の不均衡

どこを直せばよいのか︒本答申はそこ迄深く論述していな
三︑教育の荒廃現象として指摘される諸々の現象は︑学

畏敬すべき崇高なるものの存在も必要としない︒人間増長

そうであれば︑権利主張に伴う感謝すべき対象はない︒

校教育だけに限られるものではない︒子どもは大人の反映

い︒いじめ︑暴力︑脅迫︑詐欺︑保険・殺人︑親殺しなど︑

と倣慢に歯止めなく︑自己の欲望追求に止まる処を知らな

いＣ

である︒物質中心主義︑心の不在︑崇高なるものへの畏敬
の念の欠如︑権利意議と責任意識の不均衡などの一部を挙

の結果である︒

さて︑このような権利意識について︑教育基本法はどう

惨惜たる社会崩壊現象は︑自己欲望の歯止めなぎ欲ゞ求活動

げてのエコノミックアニマル化︒自由・平等︒権利の過剰

対処しているか︒教基法は︑その前文に﹁ここに日本国憲

げても︑子供達と共に大人社会共通の病変である︒国民挙
意識が責任意識を追放し無責任社会を形造る︒それが直ち
四︑自由権・平等権など基本的人権は︑﹁生来的に身に

自由権・平等権に関する解釈︑理念等は﹁日本憲法の精

育の基本を確立するため︑この法律を制定する﹂とある︒

法の精神に則り︑教育の目的を明示して︑新しい日本の教

具有しているもの﹂という意識は︑小学校上級生から中学

に子ども達に反映している︒

高校大学生まで︑その大部分が抱いている共通意識である

はなされていない︒そうすれば︑改めて日本国憲法におけ

神﹂に委ね︑教基法に於てその説明はほんの少々触れる他

五︑意外な感をもって読まれる方が多いと思われるが︑

る自由権・平等権の検討に目を向けねばならない事となる︒

と言えよう︒そしてそれは︑大人社会の大きな潮流でもあ
ろう︒﹁胃や腸︑心臓肺臓は生乍らに持っている如く︑基

日本国憲法に調われている基本的人権思想は︵十一条・十

本的人権も生れながらに持っている﹂と或大学生は書いた︒

小学校の小さい頃から︑人権思想をこのように教えられて

ー上
○台

︑ノ

／ｆ︑

二条︒十三条．九十七条︶キリスト教徒独特の信仰上の法

られ︑造物主によって︑一定の奪いがたい天賦の権利を付

﹁われわれは︑自明の真理として︑すべての人は平等に造

権利云々の根拠は︑所謂﹁アメリカ独立宣言﹂にある︒

ない︒法が作られる場合︑その背後には法思想がある︒日

与され︑そのなかに生命・自由および幸福の追求の含まれ

則を背景としたものであって︑決して人類普遍の原理では
本国憲法は︑キリスト教思想を背景としている︒日本国憲

ることを信ずる︒﹂﹁信ずる﹂というのである︒

ブルと教会の教えである︒キリスト教徒は識コッドの限りな

哲は︑天賦人権論として紹介した︒ゴッドの教えは︑↑ハイ

キリスト教神ゴッドによって賦与された権利︒明治の先

○○○

法草案の作成は︑Ｇ・Ｈ︒Ｑ民政局の米軍人約二十人によ
かった︒民政局員二十人の中にはハー等ハード大法学部卒業

く深い愛の下に︑罪深き身を許されて生きている︑と信じ

ってなされ︑この中にただの一人も日本人は加わっていな

生や弁護士などの実務家数名が居たが︑法律学者・憲法学

る︒それ故に︑朝に祈り︑夕に感謝し︑神の御名の下に幸

生前の彼の行為が審判される︒キリスト教徒は神にすがる

は︑魂が神に召される事であり︑神の御許に召された時︑

０Ｏ

者は一人も居ず︑参考資料にしても︑僅かに﹁世界各国憲

な日々が恵まれ︑厳しい神の戒を守ろうとする︒地上の死

議され若干の修正がなされたが︑これとてもＧ・Ｈ．Ｑ監

Ｏ

超短期間で作り上げられた︒その後︑帝国議会において審

法集﹂を主な手掛りとするに過ぎず︑しかも一週間という

督官の厳しい管理下に置かれ︑重要議題は全て事前許可を

するにしても︑そこに人間増長・窓意倣慢はあり得ない︒

と同事に神を怖れて膝まづく︒キリスト教徒が人権を主張

自分の欲望のために︑他人の権利を害することは︑神の

である︒当然︑法思想は彼等キリスト教思想から逃れるこ

福音を断つことになる︒何人と雛も人間の分際で神の御手

必要とした︒実質的に日本人の手による事なく成立したの

ア憲法︵一七七六︶アメリカ独立宣言︵一七七六︶を直接

とは出来なく︑特に︑基本的人権思想は︑所謂︑ヴァジニ

を妨げることは許されない︒王様と雌も人間である限り︑

○

大僧正の手によって王冠がかむせられた︒その瞬間︑エリ

る︒︿し−ドで中央教会迄行った︒そして厳粛な礼拝の後︑

エリザベス女王の戴冠式は王宮では行なわれず︑華麓な

とは出来ないという法則は︑こういう事なのである︒

神の法則は曲げられない︒国権と雌も基本的人権を侵すこ

土台としている︒

基本的人権は生来的に具有している︑とするその﹁生来
○○

的の語は︑ヴァジニア権利章典︵一七七六︶にある︒﹁㈲︑
○

すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており︑一定の生

日本国憲法第十三条・九七条生命・自由及び幸福追求の

来の権利を有するものであるｏ﹂
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ザベス女王は︑大英帝国連邦の君主であると共に︑キリス
ト教徒擁護者の地位に就いたのである︒

レーガン大統領宣誓式は︑一月二十日ホワイハウス﹁十
字架の間﹂で行なわれた︒ドンムーァ牧師の祈祷で始まり︑

ブッシュ副大統領︑続いてレーガン大統領が︑連邦最高裁
長官に伴われて宣誓台に進み︑直立不動の姿勢で﹁わたし︑
ロナルドレーガンは米国大統領職を忠実に遂行し︑最善を

つくして米国憲法を守ることを厳粛に誓います︒神よ︑わ
たしを助け給え﹂と宣誓︵三十五語︶米陸軍兵士の国歌独
唱︑最後に︑ムーモー牧師が﹁神の輝やきがアメリカに訪
れんことを⁝：︒﹂と祈祷︒宣誓式には十分で終了した︒

バイブルには至る処に教えが示されている︒神を信じ︑

神に願い︑神に感謝し︑神の恩召にに従う生活であれとい
う教えである︒

フランス革命後の﹁人および市民の権利宣言﹂所謂革命
憲法第四条﹁自由は他人を害しないすべてをなし得ること
に存する﹂も窓意︑わがままを許さぬ戒律を示す一例であ
ろう︒

六︑ゴッドを信仰しない人︑見失った人は誰から﹁生来
的人権﹂をいただくのか︒非キリスト教徒は︑下さいませ
ー
神も
もお
お釈
釈迦
迦様
様もも︑︑
−の神
詞孔子も孟子もマルクスも︑誰も︑与

と誰にすがのか︒回教アラーの神は応えてくれぬ︒ヒンズ
えて︐︑れることはない︒

非キリスト教徒日本人に︑天賦の人権などありよう筈が

ない︒雪崩に埋っても︑波に呑まれても︑日航機で落ちて

も死んでゆく︒生来的に生きる権利など︑現実的には無い

からである︒自由にしる平等にしろ︑生れながらにして具

有することなどはないのである︒雪崩︑海難︑日航機事故

でも生きることはある︒その人点を生かすために︑身の危

険も省りみず︑その救出作業に献身︑奉仕しくれる人々の

れたことになる︒日常の生活で︑自由飽食︑安全幸福な生

汗と犠牲によって︑間に合った時︑遭難者の生命が保証さ

活を楽しむには︑そうある事を支えている親をはじめとす

る世の多くの人々の︑見えざる献身︑奉仕犠牲があること
に気付かなければならない︒戦後教育の﹁人権論﹂は大急

ぎで︑視点をここに振り向かせねばならぬ︒

多くの人の献身と奉仕によって吾が幸福が守られている︒

だけの他への献身奉仕を惜しんではならぬ︒

深々と感謝の頭を垂れねばならぬ︒そしてその恩に報いる

﹁権利﹂に関する認識が︑このような点に向けられるよ

う︑臨教審第二次答申で︑検討の対象となることを切に期

待する︒︵高知学園短期大学教授︶
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臨教審の答申を読んで

された﹁審議経過の概要﹂とを一緒にまとめて通読した︒

重視の原則﹂であるという︒

している︒即ち︑最重視されなければならないのは﹁個性

害を生じるに至ったとして︑今次改革の基本的考え方を示

さらに︑これまでの我が国の教育の根深い病弊である画

一性︑閉鎖性︑非国際性を打破して︑個人の尊厳︑個性の

ついても説明はしているが︑このあたり︑納得のいく文章

審議の経過やその内容を逐次発表して行くという開放的

とはいいがたい︒画一性・硬直性・非国際性については︑

重要であることをくりかえし力説している︒個性や自由に

に納得されるよう説明してほしい思う︒今回の答申を読ん

より具体的な説明がほしいし︑個性重視の重要性をもっと

尊重︑自由・自律︑自己責任の原則を確立することが最も

で︑もっとすっきりと︑わかりやすく書いてほしかったと

明確に平易に説く必要があろう︒

な方式には賛成であり︑その理念や内容の高さを︑なるべ

いう感想が残った︒ぼう大な量の﹁審議経過の概要﹂が出

この個所については︑﹁審議経過の概要﹂を読むことで一

応理解できる︒つまり︑第一部会を中心とする﹁教育の自

﹁教育荒廃﹂といわれる現象の要因・背景について︑﹁例

手に報道されたが︑のち﹁個性主義﹂という表現で落着し

であろう︒﹁教育の自由化﹂をめぐる論争は︑開幕早を派

由化﹂の主張が︑答申のこの部分に色濃く反映しているの

えば．⁝：﹂としての十一項目の指摘が︑教育の現状を具体

たという︒

｜︑

ことにしたい︒

いと思う︒以下︑おもに答申を読んだ感想を卒直にのべる

されているだけに︑答申がくどすぎると感じた人も少くな

く平易な文章表現で︑審議会の意図するところが広く国民

みに敬服した︒

全文十万字を越えるというたいへんな長文で︑読むだけで

果を認めながら︑制度や内容の画一性︑硬直性によって弊

潤

もかなり忍耐を要する︒改めて委員各位の意欲的な取り組

臨教審の﹁教育改参革に関する第一次答申﹂と︑前に発表

川

的に説明してわかりやすい︒つづいて明治以降の教育の成
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荒

画一性や硬直性については︑すでに中教審︵十三期︶で

は︑﹁ややもすれば我が国伝統文化の特質・長所の否定や

にのっとることとともに︑﹁伝統文化を継承し︑日本人と

ている︒また︑改革の基本的考え方に︑教育基本法の精神

しての自覚に立って国際社会に貢献し得る国民の育成を図

徳育の軽視⁝⁝などをもたらした面があった﹂こと指摘し

など全分野を︑個性重視の原則に照らして見直さねばなら

ること﹂を目標とするとあるが︑まことに賛成である︒学

も指摘の上教育内容の多様化・弾力化の必要を説いている

ぬ︑と言っている︒ひどく大見得を切っているよう受けと

が︑今回の答申では︑広く教育の内容・方法・制度・政策

れるのだが︑さらに審議を重ねて︑よりきめ細かい説明を

よう﹂︵答申︶とした戦後の改革の成果はひじように大き

：．⁝民主主義︑自由・平等の理念を教育においても確立し

る︒﹁軍国主義的および極端な国家主義的な教育を排除し︑

組が︑今回の答申に対して︑﹁教育基本法を歪曲化し⁝戦

てもそのようなことに積極さを欠く教員も見られる︒日教

ずるものとしてこれを忌避し︑学習指導や生活指導におい

としての自覚を与えることは︑戦前の極端な国家主義に通

我が国の伝統文化についての理解を深めさせたり︑国民

いことも事実である︒

し︑児童・生徒が︑こうした自覚を十分に身につけていな

このような目標を︑学習指導要領には明記している︒しか

校教育では︑社会科︑とくに歴史的内容の指導に当って︑

一一︑

加えたほうがよいと思う︒

︑︑︑

現在の教育について︑改めて見直しを必要とするのは︑

いものがあり︑今日の我が国の発展の要因の一つとしても

六・三・三の学制に象徴される戦後の新教育についてであ

高く評価すべきであろう︒しかしその反面もたらされた短

をめざす反国民的な改革提言﹂であるという見解を出して

後教育改革の理念と成果を否定し︑﹃戦後教育の総決算﹄

いるが︑これは︑右に述べたような短絡思考の一例であろ

とくに敗戦という現実と︑占領下で行われた急激な改革

所も見のがすことはできない︒

う︒そのような考え方を是正するためにも︑伝統とは何か︑

現在︑学校においても︑戦後の教育を受けて成人し︑現に

いう理想を掲げたが︑日本人ないし日本国民としての自覚

教壇に立っている教員自らが︑どの程度こうした理解や自

であったために︑﹁真理と平和を希求する人間の育成﹂と

第十三期中教審では︑﹁文化と伝統の尊重﹂を︑今後特

文化とは何か︑より具体的に説明する必要があると思う︒

に重視されなければならない視点の一つとして挙げている

覚を身につけているかどうか懸念されるのである︒

を育てることは軽視されがちであった︒

が︑今回の臨教審答申では︑﹁とりわけ︑戦後教育改革に
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かし︑中学校卒業生のほとんどが高校に進学している実情

高等学校を中学校と切り離して考えるのが普通である︒し

現在︑小学校と中学校の九年間を義務教育の段階とし︑

大さを実証しているといってよかろう︒この提言について

提言が出されること自体が︑当面する中等教育の問題の重

積極的なポーズを示したようにも受けとれるが︑こういう

る︒この程度の改革は可能と思われるものをまず打出して︑

して︑六年制中等学校と単位制高等学校の設置を掲げてい

という大事業を一応避けており︑当面の具体的改革提言と

をふまえ︑子どもたちの心身の発達から考えて︑小学校を

は︑全国高等学校長協会等から種皇昼見が出されているの

一一一︑

初等教育︑中・高を中等教育という視点で学校制度を捉え

で繰り返さないが︑こうした一部の手直しのように受けと

ることがより妥当ではないかと思われる︒

第十三期中教審でも︑教育内容に関してそのような見方

れる改革提案よりも︑何よりも重要なのは︑六・三・三制︑

四︑

なければならない︒

つまり︑我が国の初等中等教育についての全面的な検討で

で報告を出している︒この学制下最大の課題は︑いうまで
もなく前期三年︵中学︶︑後期三年︵高校︶の間に高校入試

という大きい断絶があるという事実である︒中と高とは︑

当面の具体的改革提言の中で︑特に目をひくのは︑﹁現

設置や行政上の管轄にも大きいちがいがあるが︑子どもに

行の国公立大学共通一次試験に代えて︑新しく国公私立を

﹁初等中等教育に係る制度上の問題﹂と題して︑このこと

題のようである︒第十三期中教審では︑経過報告の終章に︑

するために︑一次試験では高校における基本的な学習の達

もとにスタートしたのである︒白熱化する受験競争を是正

された︒国立大学協会と高校側とのはじめての共通理解の

周知の通り︑共通一次試験は︑昭和五十四年度から実施

るということである︒

通じて各大学が自由に利用できる﹃共通テスト﹄を創設す

とっては︑中等教育に入ってから三年おいて高校︑さらに

︶︒Ｏ

大学への入学選抜というハードルを越えるしく象に当面す
この弊を改めるための学校制度再検討の意見はかなり前

は︑単に学校段階の区切りに関する学校体系の在り方だけ

せて入学選抜を行なうという︑一次・二次合せて一本とい

成程度をはかり︑それと各大学での二次試験の結果とを併

から出ているが︑六・三・三制を改めることは難題中の難

の問題ではなく︑公教育を構成しこれを支える諸制度を全

う方式であった︒それがまもなく一次だけが一人歩きをは

体として検討する必要があると述べている︒

さて︑臨教審答申では︑正面から六三三制をとりあげる
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じめた︒受験産業に利用されることも多く︑実施後十年も
経ないのに︑きびしい不評を買うことになるとは当初予想
されなかったことであった︒それにしても︑今回の第一次
答申が︑突然︑共通一次に代えて﹁共通テスト﹂の実施を
打出したことは理解に苦しむ︒

臨教審第四部会は︑高等教育の改革について審議するこ
とを本命としている︒従って︑まず着手すべきことは︑現
在の大学にメスを入れることであろう︒戦後の学制改革で
大学が数多く創設され︑我が国の高等教育は急速に大衆化

上についての対策である︒︑
戦後教育の短所として指摘しなければならないのは︑答

申にも指摘されている徳育の軽視︑権利意識と責任意識の

では︑各教科︒特別活動と並べて﹁道徳﹂を置き︑その目

不均衡などである︒現在︑小学校・中学校の学習指導要領

標を明示し︑小学校では二十八項目︑中学校では十六項目

の内容を挙げている︒こうした基準が掲げられているいる

にもかかわらず︑いま徳育の不足が叫ばれるのは︑学校に

ろう︒中学校の学習指導要領では︑﹁道徳の時間の指導は︑

おいて道徳教育が定着していないことがその一因なのであ

十五時間をあてているが︑実態は果してどうなのか︒それ

学級担任の教師が行うことを原則とする﹂とあり︑年間三

現在の教員養成制度が時代の要請に応えていないことも

育の現場に十分着目してほしいと思う︒その昔は︑年輩の

授指導するような伝統を持つ学校もあった︒現在の新任の

教員が新任の若い教員に︑教材の研究や指導の方法等を伝

延 一 』 〆

した︒昭和四十年代初頭には全国的に大学紛争が波及し︑

大学の在り方は重大な課題とされたにもかかわらず︑その

早くから指摘されている︒一般大学の学生の教員免許状取

に対応する︑実効のある方策を打出してほしいと思う︒

材の適性や能力が考えられて︑はじめて入学者選抜の方策

めていない︒まず大学の改革が論議され︑大学が求める人

終隠後の大学は何らの脱皮も見られず︑閉鎖的な姿勢を改

を手がけるというのが正当な手順であるはずである︒それ

となどもその一つである︒就任後の現職研修制度も確立し

得のための教育実習期間は大部分がわずか二週間というこ

ていないのが現状であろう︒臨教審では︑採用に当っての

が︑全大学の二割にすぎない国公立大学の共通一次試験の

事前申し込み制︑採用後の試補制度︑陪審制といった構想

改革から手をつけるという進め方は納得がいかぬ︒まして︑

﹁共通テスト﹂の実施を急ぐことには反対である︒選抜制

︑︑

を持っていると聞くが︑そういう方策樹立に先立って︑教

度の拙速な改定によって迷惑する生徒たちを忘れてもらい
たくないからである︒
五︑

︑︑

臨教審は︑来春には第二次答申を出す予定を聞いている
が︑とくに期待したいのは︑徳育の充実と︑教員の資質向

rワ71

ような時と場所での研修を求めているかを的確にうけとめ

彼らは児童・生徒を前にして何を悩みとしているか︑どの

ほとんど見当らない︒親そのものが戦後に育ち︑きちんと

手な振舞いは迷惑千万であるが︑それに注意を与える親が

とが多かった︒乗車のマナーに欠け︑とくに子どもの身勝

この夏は︑電車内で科学万博へ行く親子づれに接するこ

た上での論議を積象上げてほしいと思う︒私は試補制より

した徳育を受けていないのであろう︒つまり戦後の学校教

若い教員は内心そういう場を欲しているのではなかろうか︒

の専攻課程を必修させたらどうかと考えている︒

も︑真に教職を志望する学生には学部卒業後︑さらに一年

たちの挙動にそのまま見ることができるのである︒このこ

育と︑その家庭への反映が︑いま︑中年の親とその子ども

て︑しばしば教職員団体などの反発が予想される︒教育改

痛感する次第である︒

と一つでも︑我が国の教育は改められなければならないと

徳育の充実や︑教員の研修については︑その実施に当っ
革に当ってはそのような対立の空気を教育の現場に持ちこ

︵元全国高等学校長協会会長・元都立両国高等学校長︶

なぜ︑いたいけな小学生が︑こんなに残酷な︑こんなに

せよう﹂ということになる︒将来のことを考えるならば︑
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まないようにすることが大きい課題である︒

なぜ︑先を急ぐのか

地方の様子はよくわからないが︑大都市の小学生は︑ほ

不健康な生活を送らなければならないのか︒小学生をここ

ｌこんな調子の生活が毎日続く．

んとうにかわいそうだ︒学校が終わって帰宅すると︑直ち

まで追いこんでいる原因は︑大学入試の過熱である︒﹁大

ごろ︒それから︑学校の宿題をやり︑改めて夕食をとり︑

有名大学の付属中学校に進学させることが最も安全な方法

せよう︑有名な高校に進学するには︑有名な中学に入学さ

入浴を済ませて就寝するのが︑十一時か十二時ごろである︒

かをかじって空腹を埋める︒帰宅するのが夜の八時か九時

に第二の学校︵塾︶へ急ぐ︒中には︑電車に乗って目的地

勇

学入試が難しい︑それならば︑有名な高校に子供を入学さ

川

に行く者もかなりいる︒腹が減るから︑途中で︑パンか何

一︑いたいけな小学生の苦難を救えるか

小

である︒だから︑親も子もそのつもりで︑小学生時代から

しいのだ︒それには︑コースの多様化︑大学設置の増強な

は︑大学設置等の条件整備についての提言を行うべき役割

る︒臨教審がわざわざ︑全国民的スケールで設置されたの

共通テストを提言するのは︑本来は︑中教審の仕事であ

らない︒

めの予算措置にまで言及しなければ︑抜本的改善策にはな

ど︑要するに﹁受け皿﹂を広げてやることであり︑そのた

問題は︑大なり小なり︑こんな状況が︑大都市の小学生

その準備態勢に入るのである︒

を追い込んでいることだ︒大学への進学問題が小学校教育
を歪め︑塾への過熱をあおっているのであるｃ

さすがに︑臨教審の第一次答申において︑この大学入学
者選抜の改革について重点的に提言を行っている︒

しかし︑この提言の中味を読むと︑どうも釈然としない

れることをやめて︑金をたくさんつぎこんでできるような

したメンバーで構成されているのだから︑教育の中味に触

臨教審は︑わざわざ︑中教審のような教育専門家を排除

を持っているのではなかろうか︒

るもの︑たいへん簡単に触れているに過ぎない︒ほんとう

適切な諸方策を講ずることが必要である︒﹂とは述べてい

は︑そのことである︒今回の大学入試の改革案としての提

改革案を示すべきである︒国民が臨教審に期待しているの

ものが残る︒なるほど︑﹁高等教育の計画的整備を踏まえ︑

できるような︑そんななまやさしい問題ではないのである︒

は︑﹁共通テスト﹂という新しい万法の提言ぐらいで解決

言には︑失望を禁じ得ない︒これでは︑小学生の苦し象は︑

やはり救ってもらえないようである︒

臨教審は認全庁的なスケールで全国民的な合意を得るた
めの使命を背負っているのだから︑﹁共通テスト﹂の提言

せ︑さらに︑小学校教育まで破壊させようとしている緊迫

大学入試問題が︑高校教育を歪め︑中学校教育を萎縮さ

向上﹂について︑ほんの少し触れている︒その中で︑﹁教

第一次答申第二部︑本審議会の主要課題で﹁教員の資質

二︑教員の問題を真剣に考えているのか

した重要問題の解決策としては︑﹁共通テスト﹂では︑納

の果たす役割がとりわけ重要であるｏ﹂と指摘してはいる

育荒廃を克服し︑教育活動の質的水準を高めるには︑教員

ぐらいでお茶を濁されては困るのである︒

得しかねるのだ︒

提言の中でも言っているように︑﹁進学希望者の数に比

い︒﹁検討する﹂と言っているのだから︑今後の答申で︑

が︑資質向上の方策については︑具体的に何も言っていな

具体策を打ち出すものと思うが︑学校教育における教員の

べて高等教育の全体や個別の収容力に限りがあるためであ
る︒﹂のだから︑収容力の補強対策を具体的に提言してほ
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職生活をふり返って︑身にしみて感じとったことである︒

資質︑能力︑姿勢がどんなに重要であるかは︑四十年の教

ている現状をもっと深刻に受けとめ︑分析する必要がある

命感の希薄な教員たちが︑権利の主張だけは声高にとなえ

最近の若い教員は︑資質もよく︑勤務態度もしっかりし

のではなかろうか︒

してきているのは確かである︒

ているといわれる︒中には︑変なのもいるが︑概して向上

しているのである︒それだけに︑教育改革を唱えるならば︑

教師というものが恐ろしい影響力を持っていることを痛感
この教員の問題については︑臨教審の総力を挙げて取り組

しかし︑現状で十分だろうかということになると︑実は︑

望するようになってきたのである︒

り︑その効果は︑てき面であった︒よき人材が︑教員を志

・く︑そして︑人材を確保するべく制定されたもので︑やは

期待しないものはいない︒人確法は︑その期待に応えるべ

たからである︒人間だれしも︑生活の安定︑給与の優遇を

めに︑その処遇を改善しようと国としての優遇策を実施し

これは︑人確法の効果である︒教員によき人材を得るた

んでほしいのである︒

まず︑教員養成機関の整備充実を図ることが先決である︒

現在は︑いわゆるオープン制をとり︑教員免許獲得のため
の単位さえ修得すれば︑だれでも教育になる資格が得られ
ることになっている︒これは︑これで︑多方面からの人材
を得られるというメリットを持つが︑実は︑これでは︑本
物の教師は獲得しにくいのである︒教職観や教師としての
使命感など︑↑ハックポーンを養成するには︑オーブン制で

もう人確法による給与の向上も︑他の職域のレベルアップ

はだめなのである︒技術的なものより︑教育というものの
重要性を身にしゑて体得させなければ︑本物の教師には育

によって︑平均化されてしまっているのである︒いつのま

にか︑人確法の精神は地盤沈下の状態に陥ってしまってい

たない︒

教員養成については︑文部省が︑教員養成審議会を持ち︑

らば︑教員の処遇を思い切って引き上げる提言を行うべき

臨教審がほんとうに教育を憂い︑教育の向上を願うのな

ほどの差もなく︑場合によっては︑逆なる現象もあるのだ︒

ろう︒しかし︑わざわざ臨教審で︑検討するならば︑その

である︒そして︑国民の総意に問いかけるべきである︒精

るのだ︒端的に言えば︑教員の給与と用務員の給与にそれ

専門性を高めるために教員養成のための専門機関︵大学等︶

神論を説いたりするのは︑臨教審の取るべき道ではない︒

長い時間をかけて改善策を練っているので︑具体策につい

の設置や修業年限の延長策等︑また︑これに伴う予算措置

ては︑そちらに下駄を預けるというのならば︑それもよか

などを強力に提言すべきである︒教育観の確立もなく︑使
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いたい︒これは教員養成大学のレベルアップとの関連にお

講ずることが︑最も効果的であることを知っておいてもら

研修の問題等があるが︑それ以上に思い切った優遇措置を

教員の質を高めるには︑教員養成の問題︑採用の問題︑

年者の秘密を保証する機能さえ果たしている︒

年者は︑だめですよ﹂とは言ってくれない︒むしろ︑未成

ることができる︒自動販売機には︑心がないから︑﹁未成

ンさえ入れれば︑幼い子でも︑酒もたばこも簡単に手にす

その一つに︑自動販売機による入手の容易さがある︒コイ

自動販売機と言えば︑いかがわしい雑誌類や性行為を助

いて︑ぜひ考えてもらいたいことだ︒知っていながら︑敢
えて︑この点について触れなかったとすれば︑臨教審は︑

もなく未成年者が手に入れることができるのである︒

テレビ︑ラジオ︑マンガ︑雑誌等が︑子供の心を刺激し︑

長するようなものまで用意している︒だれに遠慮すること

臨教審は︑教育内容や方法については︑その道の専門家

を持たざるを得ない︒

に委ね︑専ら︑行政措置︑財政措置等の面から︑国民的納

している︒

無節操な情報が大手を振ってまかり通っている︒まき散ら

金をかけないで︑教育改革をしようとしているのかと疑い

得のいく提言を行うべきであろう︒

けつつ育っていくのが子供である︒この現状から子供を守

世の中︑悪くなってきている︒この悪い影響をもろに受

それこそ︑各界の権威が集う臨教審なのだから︑その提

三︑子供を取り巻く環境の悪化をどうする

れなのであろうか︒

臨教審は︑全庁的︑国民的意志を代弁する働きを持って

り︑健全な育成を阻む環境を浄化をするのは︑いったいだ

いると推測するのだが︑子供の健全な育成を願うのならば︑

言の一つに子供を取り巻く生活環境︑社会環境の浄化と活
人としての健全な成長を遂げることを願うのならば︑だれ

性化を取り入れるべきだ︒ほんとうに︑子供の将来︑日本
も手をつけたがらない環境の問題に勇気をもって取り組む

環境の浄化︑環境の活性化のための提言を卒直かつ大胆に

行うべきである︒環境問題の改善策は︑むしろ︑臨教審だ

べきである︒

からこそ提言できるのではなかろうか︒だれもが手をつけ

なるほど︑さすがに︑改革の基本的考え方の中に﹁教育
環境の人間化﹂を重要項目として掲げ︑論じている︒が︑

四︑臨教審の真のねらいは何なのか

た提言をされるよう期待するものである︒

にくい環境問題については︑十分に検討を重ね︑思い切っ

未成年者の飲酒︑喫煙が蔓延し︑その勢いは止まるとこ

職種的な発言に乏しいのがまことに残念である︒
ろを知らない︒蔓延の理由にはさまざまな原因があるが︑
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べているように︑教育における官民の役割分担や︑教育に

まさかと思うが︑臨教審は﹁教育行財政の見直し﹂で述

他国の指示による受身的改革であった︒

ったものであり︑第二の改革は︑敗戦という衝撃の中での

教育改革であった︒第一の改革は︑国家の発展的展望に立

しかし︑今回はどうであろう︒国家的大改革や︑クーデ

関する経費負担︑財政に関し︑官民分担のあるべき姿等の
検討について触れているが︑要するに︑できるだけ︑金を

ターがあったわけではない︒たしかに︑教育問題は︑山積

あの翠じめな生活情況の中から︑立ち直った日本国民を︑

し︑看過できない状況も多くある︒が︑一方で︑敗戦後の

外国人は︑日本の教育の偉大な実績によるものと評価して

のではあるまい︒

教育改革には︑金がかかるものである︒金をかけないで

節約しながら教育改革をしようなどという基本路線がある

改革をしようと考えるなら︑もうそこで根木的な考え違い

る何かがあるのだろうか︑また︑そこまでやる必然性があ

だとしたら︑第一の教育改革︑第二の教育改革に匹敵す

いるのである︒
︑︑︑

をしているのだ︒
︑︑

もし︑本気で改革を願うなら︑﹁教育行財政の見直し﹂

などという姑息な言い回しでなく︑﹁財政措置の強化﹂と

︑︑

︑︑

るのだろうかという疑問が正直のところわいてくるのであ

第一の教育改革︑第二の教育改革に匹敵する︑あるいは︑

る︒改革でなく︑改善なら︑納得がいくかもしれない︒

つながると考えているとすれば︑ずいぶんと思い上がった

教育内容や教育方法の改善は︑教育専門家のやるべき仕

いう裏づけをしなくてはいけないはずである︒

のための提言を行うのが臨教審設置の国民的合意につなが

事であって︑臨教審は︑その裏づけとなる財政措置の強化

あの中教審の四六答申の経過と内容に学ぶべきで︑教育の

それにしても︑教育の問題を根本的に考えるのだったら︑

想念であると言わざるを得ない︒

素人たちが︑先を急ぐのはまことに危うい感じがしてなら

第一次答申の中で︑第一の教育改革は︑明治五年の学制

るのではあるまいか︒

公布に始まるとしてあるとおり︑明治は︑国家的大改革に

︵前・港区立青南小学校長︑元・全国連合小学校長会会長︶

ない︒納得のいく提言を期待してやまない︒

伴う必然的な教育改革であった︒

第二の教育改革は︑あの敗戦という国破れて山河ありの
の指示によってなされたものである︒

情
換の
のと
とぎ
ぎに
に︑
︑し
しか
かも
も︑
︑一アメリカの教育使節団
情況
況下
下︑大転換
国家
家的的主大改革に伴う必然的な
この二つの教育改革には︑国
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第一次答申を読んで考えること
ｌ徳育の重視Ｉ

宍倉弘祐

に発表された︒新聞紙上等で審議の経過が情報として流れ

教育改革に関する第一次答申が昭和六十年六月二十六日

点は︑一応賛意をもって迎えたい︒なぜならば︑学校は家

や地域社会の役割を重く見ている点︑徳育を重視している

に︑人間形成の基礎・基本を重視し︑学校を取りまく家庭

ていたので︑その時点時点での感想を持っていた︒改めて

育の荒廃と徳育との間で悩んでいるからである︒そこで︑

庭や地域社会との連携なしには存在しないし︑私自身︑教

｜︑はじめに

読み直して象ると第一部︑第二部で教育改革の基本方向と

いきたいと思う︒

二︑ある実践

本稿では︑徳育の重視という点に話題をしぼり筆を進めて

機会を得て愛媛県大洲市教育委員会と大洲小学校を訪れ

べき第三部の提言には︑まだまだ論議が必要であるという
印象を持った︒本来ならば︑この提言について︑率直に意

課題を示し︑総論として良くできているが︑各論とも言う

の実践を大切にし︑そこから解決策を︑という考えが頭か

見を述べさせていただければよいわけであるが︑教育現場

しては農業︑観光が中心の落ち着いたまちである︒大洲の

たことがあった︒大洲市は人口およそ三万人︒地場産業と

ら離れず︑また︑その構想の醸成もおぼつかず今回は遠慮

校生の下校時刻であった︒どの生徒もきちんと帽子をかぶ

駅をおりたったのは晩秋の夕刻であった︒ちょうど中・高

さて︑答申第一部﹁教育改革の基本方向﹂第二節﹁教育

させていただくこととした︒

改革の意義﹂の㈲に︑﹁教育の世界にいきいきとした活力

かがった︒﹁中江藤樹先生の孝の精神を生かした小・中・

は一体どこにあるのだろうか︒翌日︑教育長先生に話をう

高一貫の教育実践と公民館を単位としたコミュニティ推進

り肩からかばんをさげ整った身なりをしていた︒この秘密

に見直し︑新たな観点から必要な改革を大胆かつ細心に進

さを取り戻すことは国民の願いである︒教育全般を根本的

協議会の活動︵たとえば︑明るいあいさつをかわす運動︑健全育

と創造性︑豊かな人間性を回復し︑学校に本来の学校らし

めなければならない︒﹂と述べ︑その方向性を示し︑さら
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I

れるこれからの時代の要請に対応するため地域に根ざした

た︒また︑大洲小学校の校長先生は︑｜︲︲地方の時代といわ

成のための文化的活動など︶ですよ︒﹂と淡之と話しておられ

して栄え︵山本周五郎の﹁青べか物語﹂の舞台となっている︶漁

土地がらでいたって便利なところである︒かつては漁村と

私が勤務する地域は︑東京への通勤時間が二十分という

ちならぶところである︒人口も急増し全国各地から移り住

民が生計の基盤としていた海面を埋立てた士地に住宅がた

んできた人が︑もともと住んでいた人を数でしのぎ︑新し

教育に組織的に取組む︒﹂とし︑﹁教育的土壊としての地域

いまちづくりＩ﹁緑あふるる海浜都市﹂を標傍してｌ

の見直しｌ←地域に深く根をおろす教育ｌ←地域に広く根
をはる教育Ｉ←地域に根づき︑長く生き続ける教育を目指

掘りおこしがたりない面もあるが︑中江藤樹のような強

にともに手を携えて励んでいる地域である︒

していきたい︒﹂と木詞な口調で語っておられた︒

大洲は中江藤樹が九歳から二十七歳まですごしたまちで

烈なインパクトを持った郷土の偉人を輩出した経緯もない︒

ある︒地域に根づき︑長く生き続ける教育のシンボルが中

このような道徳的教育風土にあこがれる反面︑答申の第

従って︑大洲のような道徳的教育風土もない︒

二部の４﹁初等中等教育の充実︑多様化の⑥にある徳性を

江藤樹であり︑師の﹃良知に致る﹄という言葉で代表され
地域社会全体を子どもの生活の場に引きもどし︑心のふ

養うための地道な方策として何が考えられるのか︑いま一

る道徳教育の実践がそこにはあった︒

るさとづくりを通し︑そこに伝承性︑発展性︑創造性を求

度考えなおす必要にせまられている︒

育に導入することが大切であるといい︑また︑平野武夫先

Ｏ．Ｆ・ポルノーは︑今日ほど冒険と挫折体験を学校教

差﹂しＧＯ

第一に︑挫折体験を教育実践の中に持ち込む必要がある

次の三点を考えていきたい︒

そこで︑学校における道徳教育の活性化を図るために︑

︑︑

め︑感動を呼び起こし﹃畏敬の心﹄を育て︑﹁良知に生き︑

の滞在で随所に見られた︒一所懸命清掃に取り組んでいる

自己を高めていこうとする子ども﹂の育成の姿は︑三日間
様子︑城山公園の清掃奉仕作業︑気持ちのよいあいさつ︑

生き生きとした学習活動︑等奄
確かに学校における道徳教育の活性化が図られていた︒

生も挫折体験の大切さについて論述されている︵道徳授業

三︑道徳教育の活性化を図るために

大洲では中江藤樹がシンボル化され︑範となりえたとい

の基本的指導過程の新構想︶︒即ち︑

うことで恵まれたというより独特な道徳的教育風土があっ
た︒
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﹁有限の人間のいとなむ道徳体験としてば︑成功体験

しく生きていくｏ﹂ということに外ならない︒いわば﹁心﹂

育課程である︒人間性志向ということは︑﹁人間が人間ら

問題がたくさんあるｃ現行の教育課程は︑人間性志向の教

の教育をすることであったはずである︒この教育課程が登

よりも挫折体験の方が単に多いというだけでなく︑より

場した背景には︑科学志向の教育課程への反省ということ

切実であるからである：⁝・価値葛藤の克服における挫折

その道徳的自覚を豊かに深化させる⁝⁝﹂と︒

体験に対する自責と後悔に苦悩する人間有限の悲し承は︑

が第一義的にあげられていたわけであるが︑核家族化の進

れていたはずである︒そして︑﹁人間として互いに人格を尊

みない風潮があり︑そこからぬけだすということも考えら

行により家庭でも地域社会においても個人中心で他人を省

まさに同感であり︑挫折体験も成功体験同様︑真に人間
第二に︑勇気と正義を大切にしていきたいこと︒

重し合い︑豊かな人間性を培う教育をしていく︒﹂ことが

として成長させる栂となるであろう︒

勇気は対自分に︑正義は対他人とのかかわりの上におい

集団によるいじめが多発している︒社会病理現象であると

て最高の徳であると考えられるが︑ないがしろにされては

いってしまえば簡単であるが︑﹁人間が人間らしく生きる﹂

私達の課題となっていたはずである︒しかるに︑校内暴力︑

化させることと︑不正をなくし︑さらに自己中心的な考え

ということを真剣に教えていなかったのではないか︑と謙

いないだろうか︒日常の生活の中に求められる勇気を定着
方を行動をなくし正義に基ずいた生活をおくれるよう配慮

終わりにあたって︑特別教育活動指導書を引用してゑた

虚に反省している︒

することが大切となる︒

第三に︑道徳指導の方法原理の確立が大切であること︒

教師自らが自らの価値観を確立しない限り︑道徳指導の

・関心を積極的に取り上げ個性の伸長をじゅうぶんに図

﹁従来なおざりにされがちであった児童の要求や興味

いＯ

できず︑従って追体験し︑人間の生き方を学ばせ︑自己の

資料も単なる読みに終わり︑道徳的な中核に触れることも
道徳問題として主体的に受けとめさせることが不可能とな

人格を育成する教育が真剣に考えられるようになってき

り︑自主的︑積極的に社会に貢献しようとする実践的な

た︒﹂︵一九六○年︑文部省︶

り︑きれいごとで終わってしまう︒
四︑おわりに

答申の内容と比べて承ていかがであろうか︒

教育課程審議会発足の一三−スが伝わってきている︒現
行の教育課程を実践していく中で解決しなければならない

︑︒

ＦＤ

︑︲ノ

／︲︑

現在までの私達の実践を天気にたとえるならば︑曇天の

しかし︑右答申が︑諮問後わずか九月余という短期間の

かる意味において︑時宜を得たものとして評価されよう︒

また︑構成メンバーである委員は︑地位︑経歴その他何

必要かつ充分な努力と時間を惜んではならない︒

な意見交換はもとより︑国民のコンセンサスを得るために︑

結果を招来するものであるだけに︑委員内部における充分

国民の教育に関する問題は︑国の将来を大きく左右する

は否定し得ない︒

政治的配慮かとの批判も︑それなりに説得力を有すること

に鑑桑ると︑いささか拙速過ぎのではないか︑あるいは︑

の第二に次ぐ第三の教育改革をも意味するものであること

うちに出されたということは︑それが︑明治の第一︑戦後

ような気がしてならないのである︒いまこそ真剣に考えな
ければならないと肝に命じている︒
︵浦安市教育委員会学校教育課指導主事︶

今中美耶子

抜本的な教員養成制度の確立を

一︑はじめに

に携さわっていことや︑あるは国立大学協会などに対する

ものにも左右されず︵例えば︑以然共通一次試験制度策定

八月二五日付朝日新聞で︑岡山県津山市が︑登校拒否︑

いじめ︑喫煙など︑悩める子供達の立ち直りを目指し︑第

そもそも教育は︑器としての制度的要素と教員という人

二︑教育改革は教員資質向上から

のである︒

粋にかつ勇気をもって取り組まれることを︑強く望むもの

思惑や配慮にとらわれず︶教育改革の真の目的達成に︑純

二の学校ともいえる塾︵鶴山塾︶を開いたという記事に接
した︒

教育の危機が叫ばれて久しく︑教育荒廃に関する話題は
つきない︒

的要素の有機的結同から成り立っている︒どんなに制度が

戦後四○年を経て︑我国は大きく変貌を遂げ︑学校教育
も極めて重大な転機にさしかかっている︒社会の変革に伴

ものがあれば︑教育全体の質は低下してしまう︒逆に人的

完備されようとも︑人的要素としての教員の資質に欠ける

要素として教員が理想に近い形での教育を行うことができ

う教育改革は今や︑国民的課題とさえなり︑改革の必要性
この時︑臨時教育審議会︵以下臨教審という︶が設置さ

はまさに焦眉の急となっている︒

れ︑教育改革に関する第一次答申が発表されたことは︑か
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るならば︑制度的欠陥は相当程度まで治癒され︑社会の変
ている︒

現行制度は︑教育の理念からあまりにもかけ離れてしまっ

現在の社会環境下において︑教員の資質向上を図るには︑

革にも弾力的に対応してゆくことができよう︒
﹁教育は教員しだい︒学校は校長しだい﹂︑という表現

をよく耳にするが︑学校教育の重要なポイントを突く言葉

ると同様︑いやそれ以上に︑人との接し方など人間として

単に現行制度の活性化を図るに止まらず︑一般企業におけ

第一次答申は︑第二部の本審議会の主要課題八題のうち

であると思われる︒

員養成制度の確立こそ急務である︒

最も基礎的な事柄についての訓練の場を含めた︑抜本的教

ちなみに︑我左の属する司法界の養成制度をあげれば︑

の一つとして︑﹁教育の資質の向上﹂をあげているが︑前
質向上いかんによることを臨教審においても強く認識し︑

述のとおり︑教育の改革の成否を左右するのは︑教員の資

︵この有給というのが大事なのだが︶で二年間の訓練を受

まず︑司法試験に合格した後︑司法研修所に入所し︑有給

まず第一に教員の資質向上に精力的に取り組むべきである︒

意見が集中し︑意見発表者のほとんどが︑﹁現職教員に対

第一次答申後︑初の札幌公聴会では︑﹁教員の資質﹂に

と四か月づつ交替で︑マンッマンともいえる実務修習を受

に分散し︑そこで︑民事・刑事裁判所︑検察庁︑弁護士会

法で学習し︑中間の一六か月は︑全国の地方裁判所所在地

ける︒始めの四か月は研修所でクラス別に学校と同様の方

する研修の義務化﹂﹁大学での養成内容の見直し﹂﹁教員免

、Jイノ

三︑充実した教員養成の場を

許の更新制度の導入﹂など︑この問題を取り上げ︑高い関

教員の資質向上の効果をあらしめるためには︑人材の確

四︑教員の資質向上に適切な財政的措置を

度の教員養成制度の確立が切望される︒

がって︑教育において少なくとも︑右司法研修制度と同程

導者の養成として︑司法と比肩し得る重要性を有する︒し

教員養成は︑次代を担う子供達に大きな影響を与える指

弁護士としての資格を得ることができる︒

験︵二回試験ともいう︶に合格して初めて︑判事補︑検事︑

け︑最後に再び研修所に集合して四か月の学習後︑卒業試

心を示したということである︒

現在︑一般の大学では︑教職課程の一環として行われる
教育実習は︑二乃至四週間に過ぎず︑採用試験に合格した
偏差値教育で︑頭だけは大きくなっているが︑核家族︑

者はすぐ一人前の教員としてクラス担任を委かされる︒

兄弟姉妹の少なさ故に︑人との接し方など社会的人間とし
ての基盤について学びの場を持たなかった者達が︑僅か二
乃至四週間の教育実習で子供達と対時しなければならない︒

rQワ、

保と充実した養成所の制度的確立が必要であるが︑いずれ
にしても︑適切な財政的裏付けなしにはその成果を上げる
ことはできない︒答申は第一部第四節において︑財政的裏
付けの必要性を説いているが︑同時に﹁国家財政全般との
関連において︑適切な⁝⁝﹂という限界を敢えて示してい
る︒抽象的かつ論理的には当然のことだが︑真の教育改革
を国の基本的施策の一つとして揚げ︑実効あらしめようと
するならば︑思い切った財政的裏付けをすることが︑国の
務めである︒

の大々的な教育の見直しについては︑これが実りあるもの

になるよう切に期待を持っております︒とくに初等教育の

ませんが︑高等教育やそれに近いレベルの問題は︑制度的

問題について考えていただきたいと思います︒よくわかり

あるいは技術的な対応でずいぶん多くのことが解決可能で

あるような気がします︒それに対し︑初等・中等教育のか

かえている問題は︑そうはいかない︑という気がします︒

それだけに︑余計むずかしいのだと思いますが︑非行の低

期の教育ということは︑何よりも大切だと思います︒答申

年齢化というようなこと一つ考えても幼時期から少年少女

の中でも︑﹁改革の基本的考え方﹂として﹁基礎︒基本の

重視﹂ということがいわれていますし︑﹁重要課題﹂とし

います︒大変結構なことと思いますが︑具体的なことは︑

て﹁初等中等教育の充実︑多様化﹂ということがいわれて

すべてこれから検討ということのようですが︑ぜひ急いで

子供の立場から物をみる姿勢

欲しいものです︒

答申の中に﹁子供の立場から物を染る姿勢﹂という言葉

ていますが︑とても大切なことと思います︒それは︑教育

がありました︒これは︑きまり文句のようになってしまっ

の現場では︑子どもの立場﹂ではなく﹁子ども一人一人の

供の立場から物を染る︲一あるいは﹁子どもの立場を理解す

立場﹂というように考えていただきいということと︑﹁子
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したがって︑財政的措置に対しても︑他にはばかること
︵主婦・弁護士︶

なく勇気をもって適切な答申をなされることを期待する︒

宮川洋子

子どもの立場にたった改革を

特に初等中等教育を重視
私は現在︑高校一年の男子と中学一年の女子の二人の子
どを持つ母親です︒マスコミや︑書物を通じて校内暴力︑

登校拒否︑いじめなどの問題を知るにつけ︑教育の荒廃と
いうことを心配しております︒このような親として︑今日

1

で一人一人の子どもに対応しようとするために︑問題をお

や大人がそれぞれ勝手に一般的な子供像を作り上げ︑それ

その成長段階にもずいぶんちがいがあると思いますｃ先生

人ずいぶんいろいろなことを考えています︒能力の方向も︑

とではないということです︒子どもは子どもなりに一人一

る﹂ということは︑﹁子どもの立場に迎合する﹂というこ

が阻害され⁝﹂

﹁子どもが家庭や地域社会で人間性豊かに育成されること

け︑情操教育に取り組むことが大切﹂

るものであって︑家庭︑地域社会がそれぞれに徳育︑しつ

﹁また思いやりの心︑⁝略⁝は︑まず家庭において育まれ

﹁家庭に於ける教育機能が低下﹂

﹁学校の教育機能と家庭・地域の教育機能との相互の在り

う考え方をぜひお願いしたいと思います︒具体的には︑ベ

思いますが﹁子供全体﹂ではなく﹁子ども一人一人﹂とい

めの方策﹂

﹁学校・家庭・地域における諸活動を通じて徳性を養うた

の役制などを見直し⁝﹂

﹁家庭・学校・地域の教育機能の意義と役割︑父剃・母親

方を問い直し︑新しい家庭や地域の在り方を模索する﹂

テランの先生による定期的なカウンセリング制度などはい

ということを子どもなりに理解できるような︑あるいは理

厳しくうるさい先生でも︑その厳しさが︑どうしてなのか︑

が必ずしも良い先生とは︑思っていないようです︒相当に

もうとなさっているかを実感していただくためにあえて書

考えて下さっていること︑どんな方向でこの問題に取り組

ちょっと煩雑になりましたが︑臨教審がこの問題を重要に

全な活用⁝﹂

﹁家庭・学校・地域を通じた教育へのニューメディアの健

解させてもらえるような先生を信頼するようです︒若い先

答申の中でもう一つ気になりましたのは︑学校・家庭・

ということが頭に浮びます︒しかし正直にいいまして私個

私達親として学校とのかかわりを考える場合︑まずＰＴＡ

ょうか︒答申の中には︑ＰＴＡという言葉はでてきません︒

ところで︑ＰＴＡというものはどう考えたらよいのでし

き出してみました︒

ひろってみます︒

人としては必ずしも良いイメージこの言葉が浮んではきま

地域の三者の関係のことです︒答申に書かれている文章を

学校・家庭・地域社会

生方には︑このことを良く知っていただきたいと思います︒

又︑子供達の話をききましても︑ものわかりの良い先生

かがなものでしょうか︒

思います︒小学校や中学校の先生方は︑大変お忙しいとは

かしくしてしまっているということがずいぶんあるように

〆

﹁家庭・学校・地域の間の協力が不十分﹂
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せん︒答申のなかで学校・家庭・地域の関係といった場合︑

単に一般的なこととして言っているのでしょうか︒それと
もその関係が組織化された現在のＰＴＡというものも頭に
のなのでしょうか︒

入れてお考えなのでしょうか︒そのあたりは︑いかがなも
教員の資質向上
最後に制度のたて直し︑見直しも大切ですがそれ以上に
臨教審答申﹁教師の資質向上﹂は︑大切な意味があると思
先生の立場というものは︑生命の次に大切な役割です︒

います︒より深く進めていってほしいと思います︒

成・研修を桑っちりしていただきりっぱな先生を多く育て

世間一般に広くその重要性と特殊性を認識させ︑特別の養

私達︑子を持つ親は︑わが子のことだけでなく︑視野を

てほしいと思います︒

広げ︑親としての勉強をして︑今回の教育改革を入ごとと
せず︑もっともっと関心を持つ姿勢が大切なことと痛感し
ております︒
︵主婦︶

教育は人なり

Ｉ﹁再び︑教育改革への提言﹂をまとめてｌ

嵯峨敏

各界の方炎から寄せられた貴重な提言を拝見して強く印

象に残ったのは︑﹁教育は人にあり﹂ということである︒

現に今︑教職についている人たちには︑しっかりと研修

を積んで︑子どもたちの信頼に充分こたえられる先生にな

教員養成にあたっている大学や関係機関には︑真に教師

ってもらいたい︒

教育行政機関には︑先生たちが後顧の心配もなく子ども

としての誇りと使命感をもった教師を育ててほしい︒

い処遇をしてほしい︒

のことに情熱をもってとりくめるように︑それにふさわし

等々︑教員に対する要望を随所に見ることが出来た︒

考えてゑるとこのことは誠にあたりまえのこと︑極めて

古い課題であると共に︑最も新しい課題であるといえる︒

戦前の閉鎖的な師範学校教育に対する反省から︑﹁誰で

も先生になれる﹂という開放的な制度に変更されたことは

しかし︑単位さえとれば誰でも教員になることが出来る

周知のとおりである︒

ということも︑よく考えてみると実にいい加減な制度であ
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ったという思いがする︒

う仕事にとりくむ熱意や情熱︑あるいは責任感というべき
ものであろう︒

これらを総合して﹁使命感﹂といったらよいと思うが︑

﹁教育は人なり﹂という原理は︑古今東西を通じてあや

まらない鉄則である︒にもかかわらず︑単位さえそろえば

戦後の教員養成の中で︑このことを軽視してきたことがい

要課題の一つとして︑教員の資質向上をとりあげ︑﹁現状

臨教審においても︑第一次答申の第二部に本審議会の主

教員の確保について明快な答案を出してもらいたいと思う︒

の期待に充分こたえることの出来る︑﹁使命感﹂にもえた

精力的な審議を始められたようであるが︑子どもや保護者

な期待をかけている︒臨教審もいよいよ基本答申にむけて

子どもたちは︑この︑﹁先生たちのやる気﹂に最も大き

ろいろの弊害の要因になっていると思う︒

誰でも教員になれるということは誠におかしいことである︒

こうした制度が今日まで放置されてきたこと自体︑責め

の教育荒廃を克服し︑教育活動の質的水準を高めるために︑

られるべきことであるかも知れないと思う︒

は教員の果たす役割がとりわけ重要である︒教員には︑児

︵本会事務局職員︶

L坐上ノ

童︑生徒に対する教育愛︑高度の専門的知識︑実践的な指
導技術が不可欠である︒また︑学校教育を活力あるものと
するためにも教員としての自覚を高めるとともに︑その専
門性の向上を図る必要がある︒このため︑教員の資質向上
検討する︒﹂

の方策について︑養成︑採用︑研修︑評価などを一体的に
と述べているが︑誠に時宜を得たことで︑一日も早く成
しかし︑ここでどうしても留意してほしいことがある︒

果が実をむすぶことを期待したいと思う︒

をたいせつな資質として重視してほしいということである︒

それは︑教員として必要な知識や能力よりも︑熱意や情熱
教員として必要な知識や能力も︑たいせつな資質の一つ
であるが︑それよりももっとたいせつなことは︑教育とい

／ 4 1 、

り出し︑いじめにエスカレートする恐れ

牛乳パックを使った遊びが学校で流行

したそうだ︒

校舎内外の教師による．︿トロールを実施

この中学ではパックの回収と︑昼休みの

二年から五年ごろ︑牛乳など病気でもし

切実に思い出すのだが︑そのころ︑昭和

乳が食べ残されている︒パンは食パン四

日︑八十八トンのパン︑四十四トンの牛

全国三万余の小︑中学校の給食で︑毎

食べた︒

当を持参し︑ブタについた一粒も残さず

などありはしないし︑象んなアルミの弁

なければ飲ませてもらえなかった︒給食

があるので注意していただきたい⁝⁝北
などのたびにこんな呼びかけをしたそう

九州市の教育委員会が昨年末から校長会

枚にして五十五万人分︑牛乳は二百曙︿

六十二トンあるというから︑これに年間

ている何十万人がいる︒牛乳遊びとの関

アフリカには︑食糧不足で餓死に瀕し

提供するものではなかろうか︒

とってこうした乱行は逆に教育の機会を

嘆息させる話だが︑学校や教育委員会に

乏世代や飢餓世代には﹁牛乳遊び﹂など

五十年以上もたてば世の中も変る︒窮

た︒

が貧しく︑食生活など質素なものだっ

ようにしていたのを思い出す︒日本全体

り︑腕白大将に献上し︑いじめられない

た︒・ハンを毎日買って︑手で半分ちぎ

なくて買えない︒クラスに金持の子がい

はできたが︑たいていの中学生はカネが

一個五銭の固いパンを売店で買うこと

だ︒﹁牛乳爆弾﹂と見出しのついた朝日

入江徳郎

新聞の記事︵連載コラム・教育とは．子
ども新時代︶を読んで驚いた︒
牛乳遊びというのは︑給食に出る・ハッ

ク入りの牛乳の飲み残しや欠席生徒の分

下を歩く生徒から先生までねらう︒先生
のクルマのフロントガラスをねらってぶ

百九十日の給食日数を掛けるとどういう

係を説いて教える方が︑パトロールで取

締るより︑﹁教育﹂になるのではなかろ

うか︒
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をストローを差したまま押して飛ばすこ
と︒小倉の中学では︑水鉄砲ならぬ牛乳
鉄砲の集中射撃をうけて牛乳だらけにな

員ノ︒

った生徒が︑保健室に逃げこんだとい
パックのまま投げつけるのが﹁牛乳爆

つつけたりする︒これをやられると牛乳

数字になるか︒莫大な乱費に驚くほかは

弾﹂︒三階あたりのベランダから落とす︒

の脂肪分のせいで︑乾いたあとは水で洗

の県立中学に通ったこともあり︑一入︑

北九州といえばわたしの郷里で︑そこ

ない︒

家の屋根に牛乳爆弾が落ちる︒とうとう

人が突然に頭から牛乳を浴びる︑近くの

っても落ちない︒校舎わきの道路の通行

ツク入りで二十二万人分︒米飯の残りも

｢牛乳遊び」という反面教師

今まで述べて参りましたのは三大

くとも２年続けて冬の３カ月以上に

け易いのです︒症状は一咳と疾で︑少

合併するので肺炎になと諸臓器の働

吸機能の低下がある上︑他の病気も

者であり老人ではいぜんとして高頻

肺炎の死亡率が減少したのは若年

るのでぜひ止めましょう︒

粘膜を刺激し慢性気管支炎を助長す

関係するだけでなく︑たえず気管支

草は開始年齢や一日の本数は肺癌と

練をうけて疾の略出を促します︒煙

れを感じない範朋で行動し︑排疾訓

カゼをひかぬように注意し︑息切

四日常生活

しい例があります︒

やショック症状を呈したり診断の難

微熱か無熱で︑食欲不振や意識障害

呼吸困難が加わりますが︑老人では

肺炎の症状は発熱︑一咳︑疾などに

す︒

慢性気管支炎は肺炎になり易いので

きが低下します︒すなわち肺気腫や

死因を中心としましたが︑今回のテ

いいます︵カゼの咳︑疾は急性気管支

亘ってゑられる時に慢性気管支炎と
炎︶︒慢性気管支炎と肺気腫は中年．

ー↓︑は死因の第４位を占めていま
一旦減少したのですが︑それは若年

老年期に高頻度で冬に悪化します︒

す︒これらは抗生物質が現れてから
者の死亡に関してであり︑平均寿命
の延びとともに再び増加して老人の
死因として重要視されています︒

老人では肺の弾性線維が老化のた

気管支は気管︑鼻腔を経て外気に

日肺炎

通じているので種点の空気中の有害

度です︒老人は基礎に肺の老化︑呼

ロ慢性気管支炎

物質︵粉塵︑ガス︑煙草等︶の影響を受
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目肺気腫

の最小単位は肺胞という部屋です

め減少し次第に弾性を失います︒肺

して膨脹し︑吸気で肺に入った空気

が︑これが破壊されていくつかが合
は呼気の時に外に出難くなります︒

これが肺気腫で肺︑胸郭が拡大しま

騨I

両者は合併することが多く︑｜︲慢性

霞

す︒症状は労作時の息切れで次の気

箪

閉塞性肺疾患﹂と呼ばれています︒

肺炎および気管支炎

管支炎を伴うことが多い︒

党議蕪蝿

杉 浦 昌 也

西村泊翁の﹁読書次第﹂について

の洋書まで含んでおり︑驚くべき内容である︒これを読ん

で自得してはじめて教埴に立つ資格があると泊翁は考えて

本文五十頁の小冊子であるが︑泊翁の学殖のエッセンス

いるのである︒

○まず朱子の小学を読む︒ついで日本の仮字の歴史書︑王

が盛られているという意味でも興味深いものがある︒
会祖西村泊翁の道徳に関する学殖は︑東西両洋にわり︑

重編応仁一記︑総見記︑太閤記︑武徳大成記︑藩翰譜の類︒

代一覧︑保元平治物語︑平家物語︑北条九代記︑太平記︑

鈴木動
で︑感銘を覚えた︒

序で︑これを読む助けとして周子通書︑近思録︑伝習録︑

○四書は︑一論語︑二大学︑三孟子︑四中庸の順

著書も浩翰であるが︑最近︑その一冊﹃読書次第﹄を読ん
この書は︑明治二十六年六月の著述で︑泊翁達の年来の

易知録を読む︒

儒門語要の類︑その間に支那の歴史書︑歴史綱鑑補︑綱鑑

努力が実って学校における修身教育の軌道が敷かれた後の
ものである︒

﹁方今政府ニテ定ムル所ノ中小学ノ学科二倫理修身ノ科

雑話﹂︑物祖侠﹁答間害﹂︑太田錦城﹁梧窓漫筆︲｜︑本居宣

長﹁玉厘﹂︑平田篤胤﹁古道大意﹂︑会沢正志斉﹁閑聖漫録Ｉ｜

○邦人の著書では︑貝原益軒﹁大和俗訓﹂︑室鳩巣﹁駿台

の類︑この間に古事記︑本邦の通史としての水府の大日本

アリテ正心修身ノ道ヲ教フ︑其法固コーリ可ナリ︑然ルー其

ノ如キ者ハ蓋シ其人深ク道徳ノ学ヲ講究セザルニ由ルト雌

史を読み︑さらに本朝通紀︑読史余論︑国史纂論︒

教師ダル者其教授ノ主義方法ヲ得ザルニ苦シム者多シ︑此

︵緒言︶よって試ゑに︑道徳学を志す学徒︑特に中小学の

○次に老子︑荷子︑韓非子︑揚子法言︒

モ︑亦先進者ガ其人ノ為メニ方針ヲ指定セザルノ過ナリ﹂

○仏書では大蔵一覧︑耶蘇教では天道湖原︒

西洋の書は︑以上が終わってから必ず原書で講究すべき

ぶ順序次第を示したのがこの書である︒

その大要は︑まず儒道を学び精神鎮定して動揺せざるに

修身の教授を担任する教師に対し︑読書によって道徳を学

及んでさらに進んで西洋の哲学を学ぶがよい︒これはあく

ら訳書でもやむをえない︒訳書としては︑

である︒然し︑三府以外の地で原書の入手は困難だろうか

○心性の学︵心理学︶として︑産周訳﹁心理学﹂︑井上哲次

まで道徳学の初歩にすぎないと︑断っているが︑掲げられ
た和漢洋にわたる書物のリストは︑古典から当時の最新刊
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郎訳﹁心理新説﹂︑田中登作三名訳﹁心理全書﹂︑有賀長雄

の新しい哲学の傾向として進化論等を排して高等の理論を

ラル・サイエンス﹂など八冊を掲げている︒そのほか英国

泊翁は︑他の著書︵﹃道徳教育講話﹂︶において︑グリー

立てる者の一人として︑グリーン氏﹁プロレゴメナ︒ツー

ンを高く評価し︑彼の﹁超絶説﹂は今一番新しい学説

講述﹁心理学﹂︑和久正辰訳﹁応用心理学﹂︒

氏倫理学﹂︑田中登作訳﹁斯氏倫理原論﹂︑中村正直訳﹁西

で︑多くの説の中一番善いものだと述べているｃ河合栄治

○道徳学として︑河津祐之訳﹁修身原論﹂︑松田正久訳﹁布

国立志編﹂︵此書は本邦訳本中の巨肇︑道徳を学ぶ者の必

郎の﹁トマス・ヒル・グリーンの思想体系﹂を読んだのは

︒エシックス﹂をあげているのが注目される︒

読の害と評している︒︶

旧制高校の時だが︑グリーンの原書までは及ばなかった自

氏道徳学﹂︑添田寿一訳﹁倍因氏倫理学﹂︑中村清彦訳﹁珂

○論理学のとして︑千頭清臣著﹁論理指針﹂︑添田寿一訳

分に比して︑泊翁の精励博渉には脱帽せざるをえないｃ

新説︑修身原諭︑西国立志編の三部のみであった︒︶

どの位あるかと思って調べたところ︑探し得たのは︑心理

︵ちなみに︑国立教育研究所の図書館に︑これらの訳書が

◇トラスセンデタ．リズム

﹁論理新編﹂︑相良常雄著﹁新編論理学﹂︑磯辺四郎著﹁儒

ロジツ．ク

氏論理学﹂︑今井恒郎著﹁応用論理学﹂︑このほか西洋の歴

泊翁は原書主義で︑右の訳書はあれど︑訳書には種々の

史を一通り読む︒

欠点があるのでなるべく原書にて読むべしと︑英文の書を

・サイエンス﹂︑ハーバート・ス・ヘンサー氏﹁ブリンシプ

○心性の書として︑アレキサンダー・ベイン氏﹁メンタル

る︒学者として実践家としてのとらわれない泊翁の考え方

して考究しなければならないと︑泊翁はさらに懇切に教え

の要義を会得したならば︑西洋の哲学と支那の儒教を比較

この西洋の心性の書と東洋の道徳の書を読桑終って︑そ

ルス・オフ・サイコロジイ﹂︑マンセル氏﹁メタフヒジッ

掲げる︒

クス﹂︑バスコム氏﹁プリンシプルス・オフ・サイコロジ

そして︑考究すべき点として︑㈲道徳の出ずる所の根原

が︑この点に示されている︒

イ﹂︑ジェームス・サレー氏﹁オートライン・オフ・サイ
○道徳の書として︑ウイルレム・上﹃−−ウエル氏﹁モラル

なく此にありて彼になき条目︑㈲社会に効験をなしたる多

言語の意味の異同︑画精粗詳略の不同︑⑤彼にありて此に

の異同︑ロ道徳に関してその立言の異なるゆえん︑白その

・フヒロソフヒイ﹂︑フレミング氏﹁マニュール・オフ・

少︑㈹我身にこれを行うの適否︑㈹本邦にこれを採用する

コロジイ﹂︒

モラル・フヒロソフヒイ﹂︑アキサンダー・ベイン氏﹁モ
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こういう点を熟考することが大切なのであって︑初学者

適否の八か条をあげている︒

よろしくない︒このようにして東西の学に通じても︑それ

が象だりに西洋の哲学と支那の儒教との優劣を論ずるのは
はただ道徳学の知識の一部を得たにすぎないのであり︑実
とすることはいうまでもないと︑念を入れて︑さとしてい

行という段になるとなおその上にいくたの考究省察を必要

道徳は教えられるものではなく︑自得すべきものである

るので生める︒

とか︑価値観の押しつけは内心の自由を侵害するとか︑道
徳教育をめぐっての反論は多食あるが︑少くとも︑道徳の
の激しい気迫に接し︑その中の幾冊かでも読み︑道徳学の

授業を担当する教員には︑この﹃読書次第﹄を読んで先人

はおられない︒その上で︑日本人としての道徳とは何かと

知識の何たるかということを頭に入れて欲しいと願わずに

う方法論はその次の問題である︒

考究省察を加えて欲しいものだ？いかにして教えるかとい
教育改革論議の中で︑﹁道徳教育の活性化﹂が指摘され
て取り組んだ日本道徳学について︑新しい目で見直すこと

ている︒この日本の生んだ最大の道徳学者が全生涯をかけ
は︑道徳思想の混迷︑衰退している今日においてこそ︑示
︵本会副会長︶

唆するところ多いものがあるのではないかと思う︒
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序矛悲﹁そして戦争が終った﹂に想う

今年の八月十五日は終戦から四十年の節目とあって︑テ

渡辺

演技を見せて熱演していた︒

かでも群を抜いて視聴者の心を捉えたのは︑八月二十六日

とまで陛下からお言葉を賜わって大任を拝受した鈴木首相

もうお前より他に人はいない︒﹂

﹁この際︑ぜひお前に頼む︒この危急の時にあたって︑

の夜放送された︑ＴＢＳの三時間番組﹁そして戦争が終っ

は︑その瞬間から陛下の思し召しをたいして︑何としても

辛樺してきた国民にもようやく疲労の色が濃くなって来た

昭和二十年︑戦局はいよいよわがほうに不利︑これまで

大命を拝して帰宅したその晩︑鈴木家の六人の家族がそ

とが︑画面の表情のアップからはっきりと読みとられた︒

日本の国を滅亡から救わんものと心中密かに期していたこ

ろって茶の間の食卓を囲んでヒャ酒をく象かわすシーンは︑

特に感動の一鮪だった︒

﹁みんな︑よろしく頼むよ︒﹂

白髪の老宰相はそう言って一人を為を見まわした︒以心伝

そのあと︑別室で長男の一氏は

心︑誰もが口を結んで力強い返辞をかえした︒

声を落してこう布美夫人︵配役・星由里子︶に語りかけた︒

来たと思って︑よろしくたのむ︒﹂

﹁耳の悪い父上を他人にはまかされないよ︒私に赤紙が

での︑激動の四ヶ月の史実を追って︑配役は主役の鈴木首

恐らく︑耳が遠いからとの理由は夫人を心配させない口実

はじめ

相に森繁久弥︑長男の一氏︵本会の理事︶に中村嘉津雄︑そ

伝の大石を想わせるような苦衷のすえ終戦に漕ぎつけるま

戦時内閣首班としてのスタートから︑隠忍自重︑赤穂義士

ドラマは︑鈴木首相自身が全く予想だにしていなかった

まるのである︒

鈴木家の家族の人女の特段の気くばりと苦悩の日食とが始

時に鈴木大将は七十九歳︒この日から老宰相を取りまく

院議長に降下した︒四月五日のことだった︒

恰度その頃︑小磯内閣に代り組閣の大命が鈴木貫太郎枢密

ひそ

た﹂だった︒

レビ・ラジオ・新聞はこぞって特別企画を競いあった︒な

薫

して天皇陛下には加藤剛が起用され︑それぞれ素晴らしい
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｜

そして︑その八月にはいると︑六日・八日には例の広島・

﹁八月か︒暑い盛りだね︒︲｜

なく後事を託して置きたかった本音だったのだろうと︑見

長崎に原爆が投下され︑ついで九日には突如ソ連が参戦︑

であり︑後段の︑赤紙が来たと思って⁝⁝こそが︑それと

の現職をなげうって︑身を以て父宰相の盾となる覚悟を決

る者はおのずと目頭を潤るませた︒一氏は農林省山林局長

ソ連軍の大部隊が大挙満州に侵入して来た︒二度の原爆に
は︑目をつむり耳を塞ごうとした軍部だったが︑今の今ま

このようなファスト・シーンに始って︑万事が終結する

で︿終戦工作仲介者﹀ぐらいに思い込んでいたソ連が︑わ

め︑すすんで筆頭秘書官を買って出ていたのである︒

してびっくり仰天した︒

が国との中立条約を踏みにじってこの挙に出たとの報に接

った︒

ラスト・シーンまで︑息もつかせぬ感動の三時間ドラマだ

思うに︑一国の危急存亡の秋にあたって最も恐ろしいこ

とは国論の分裂による自からの自壊作用と︑これに乗じて

＊

の敵性諸国による侵略・分割であろう︒ドラ↓︑の中で︑鈴

﹁和平は大事だ︒しかし国論を割ってはいけない︒﹂

四月の組閣時から︑自分の内閣で戦争の結着をつける壮

鈴木首相にとって︑このソ連参戦というショックこそ︑国

木首相は言っている︒

Ｂ調爆撃機による連日の本土空襲で東京は廃虚と化し︑ま

論統一への絶好のチャン﹃︿と見てとったかのように︑少な

を決めていた首相だったが︑早くもその五月にはドイツが

た五月二十五日には宮城の一部も赤い焔をあげて炎上した︒

無条件降服し︑翌六月には沖縄の地上部隊が全滅︒一方︑

誰の眼にもわが国の戦争遂行能力が半ば喪失したと思われ

くとも私には見うけられた︒

急遼﹁ポツダム宣言受諾﹂についての最高戦争指導者会

るに至ったころ︑真剣な面もちで早期和平の要を熱っぽく
主張する勤労動員中の学徒のお孫さん︵哲太郎君配役・真

月九日午前十時半から午後二時まで三時間半︒中食も抜き

議が続けて二回開かれた︒第一回目は︑ソ連参戦当日の八

だったそうである︒第二回目は︑同じ九日の深夜十時五十

田広之︶に対しても︑鈴木首相は黙して答えず︑ただ

と優しく訓す場面はまことに意味深長だった︒その頃︑迫

の会議で首相は初めて﹁ポツダム宣言受諾﹂の件を提案し

分から翌十日の早朝二時半にかけて三時間十分︒第一回目

﹁神田の南山堂で﹃老子﹄を買って読みなさい︒﹂

水書記官長から﹁戦争資材の生産実績データからすると︑

たのだった︒

今年の八月一杯がぎりぎりの限界です﹂との報告を受けて
鈴木首相はつぶやいた︒
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天皇制存続︒︶を前提として受諾に賛成︑一方︑阿南陸相を

これに対し︑東郷外相と米内海相は国体護持︵すなわち

国の大勇断﹀だった︒この時の鈴木首相の胸中に去来した

く︑本土決戦を主張する軍部を相手に︑死を覚悟したく救

歴史的大演出を敢行したのだった︒これは︑言うまでもな

のに対し︑鈴木首相が異例の天皇の﹁裁断﹂を仰ぐという

のは︑嘗て東郷元帥があの日本海々戦で強大ロシアのハル

はじめ梅津陸軍参謀長・豊田海軍軍令部総長らの軍部代表
﹁数字︑数字とソロバンづくで戦争の勝ち敗けは判断で

かぢ一杯！﹂と叫んだあの時の状景ではなかったろうか︒

チック艦隊の大艦隊を目前にして決断した十字戦法で﹁取

は

きない︒地の利・人の和で対処すれば戦争は敗けることは

次の第二回目の会議の時だった︒陛下のご臨席を願って軍

局の計画実施の棚蹄の事例を直赦にご指摘になった︶⁝⁝

⁝⁝中略︵陛下はここで︑本土決戦の準備について陸軍当

大臣の意見に同意である︒念のためその理由をいっておく︒

﹁それならば︑自分の意見をいおう︒自分の意見は外務

である︒

以下は︑この日︒この時の余りにも有名な陛下のお言葉

ない︒﹂

といった意味のことを何度となく繰り返えし主張し︑両者
間の論争は果てしなくつづいた︒

の独走をおさえ︑一気に﹁聖断﹂を仰ぎ国論を終戦に決し

鈴木首相が︑かねて胸中の切り札を実行に移したのは︑

ようとするかねてから吐の中にあった強行策を実行にうっ

しかし︑大局上︑明治天皇の三国干渉のご決断の例になら

めにこの戦争をやめる決心をした︒自分のことは︑どうな

い︑忍び難きを忍び︑人民を破局から救い︑世界人類のた

そうとしたのだった︒

壕内の薄暗い一室が映し出された︒これは︑地下皿ｍの極

っても構わない︒﹂

ここでテレビの画面は一転︑宮中御文庫わきの地下防空
く狭い会議室で︑正面奥のご座所の前に︑ただ長方形のテ

せき

日本の前途をご鯵念されての︑大胆率直︑まさに︿救国の

大勇断﹀だった︒満座︒寂として声がなかった︒俳優・加

しんねん

ーブルだけが二列に向き合ってならべられてあった︒
昇風を背にした正面に︑加藤剛紛する天皇陛下が御着座︒
将にこの夜のドラマのクライマックスだった︒

森繁の紛する鈴木貫太郎首相が︑一同しばしの沈黙を破り

﹁只今のご聖断を本日の会議の結論といたします︒﹂

者の胸を打たずにおかなかった︒

藤剛の声涙共に下る迫真の演技は強烈な感動をもって見る

立案した﹁ポツダム宣言受諾案﹂をご説明︑これに対して

陛下に向って深々と頭をたれた鈴木首相は︑東郷外相が
阿南陸相が未だに〃本土決戦伽と〃一億玉砕〃を強弁する
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万感の思いを内に込めて︑このようにきっぱりと宣した際

ことは外電によって一斉に﹁日本武士道いまだすたれず﹂

なお︑ドラマの前半で︑二・二六事件︵昭和十一年︶の

危ういところを救われたのである︒

日本は︑この勇気ある﹁二人の紳士﹂によって︑累卵の

ない︒

リカの占領政策に強く影響したであろうことは言うまでも

うな人間・鈴木貫太郎としての︿誠の心﹀が終戦後のアメ

道義の国として大いにたたえたとのことだったが︑このよ

と大きく報道された︒そしてアメリカの国論も︑わが国を

かくて﹁聖断﹂は下ったのである︒それはまた︑一部狂

の気合いも︑まことに見事で印象的だった︒
信派を除いて︑国民大多数の偽らない要望でもあった︒

翌十四日には午前十時半からの再度のご前会議が陛下の
お召しによって開かれたが︑この再度の﹁聖断﹂でここに
戦争は全く終った︒もし陛下と鈴木首相の阿畔の呼吸によ
るこの﹁聖断﹂がなかったら︑頑迷な強硬派を抑えての無

々しい記憶を呼び覚させた︒雪の積った朝まだきに︑近衛

ときのエピソードがスライドで映し出されて︑見る者の生

血終戦処理は到底不可能だったろうし︑現在の豊かで平和
な日本の姿もまた存在しなかっただろう︒後日︑当時の侍

﹁まさに終戦の大業に当らしめんとの天のたくめる配剤

後年︑一氏はこのことを

天祐と言うよりほか言いようがないだろう︒

ただる﹄クか︒

若しこの時の奇跡が起っていなかったら一体どうなってい

それにしても︑終戦のとき日本の運命を決めたこの人に︑

九死に一生を得たのだった︒まさに奇跡中の奇跡だった︒

を挺してこれをさえぎり︑辛うじて難をまぬがれ文字通り

銃口が鈴木大将の喉もとにあてられたとき︑たか夫人は身

を打ち込んで瀕死の重傷を負わせ︑さらにとどめのための

った当時の鈴木侍従長官邸に押し入り︑ピストルの弾三発

三連隊の安藤輝三大射の指揮する一隊が︑麹町三番丁にあ

従長・藤田尚徳氏︵海軍大将︶の語るところによると︑天
皇陛下は
﹁終戦処理は︑肝胆相照らした鈴木とだったから出来た
ことだ︒﹂

と側近の者にしみじみと仰せられたそうである︒
＊

かくてわが国の滅亡は救われた︒進駐して来たマッカー
サー元帥は天皇を評して﹁日本最高の紳士﹂と称えたが︑

その﹁日本最高の紳士﹂と肝胆相照らした鈴木首相もまた
﹁日本最高の紳士﹂だったに相違ない︒

組閣した直後の四月に︑アメリカのルーズベルト大統領
日本国の首相として直ちに深甚なる弔意を表したが︑この

が亡くなったときのこと︑敵国元首であるにもかかわらず︑
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としか思われない︒﹂

と述懐している︒天祐と言えば︑終戦が聖断されたあと︑

心配された軍の少壮将校団による暗殺計画にも︑幸いご家
族の機転で危機一髪のところで難を免がれ︑終戦詔勅放送
の直後に鈴木内閣は総辞職した︒
せきやど

そして貫太郎大将ご夫妻は︑静かな緑濃いご郷里・千葉
県関宿町に隠棲されてドラマはここで終ったが︑まことに
鈴木閣下は︑この父祖の地・関宿で二十三年の四月十七

見応えのある三時間だった︒

﹁戦後﹂はもう遠く︑国民の過半数が戦争を知らない世

昭和六十一年

〃

﹁弘道１／２月号﹂の予告

昭和六十一年二月十五日発行の１／２月号は︑﹁天

です︒

皇陛下御在位六十年記念特集号﹂として発行する予定

御承知のとおり︑陛下には第一次世界大戦後から大
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日に逝去された︒

日の終戦記念日がめぐり来る度に︑昭和二十年の暑い日︑

代になってしまった︒けれども︑今後毎年毎年︑八月十五

今日まで︑六十年の長い間御在位でございます︒

東亜戦争の開戦︑そして終戦と︑正に激動の時期より

ねがいます︒

１１

尚︑勝手ですが︑収録については編集部におまかせ

にお寄せください︒

どうぞ会員の皆さんのおことばを十二月二十日まで

廃嘘になった瓦牒の中で︑命を堵けて日本の滅亡を救った
そのかみに︑老宰相が愛孫にお示しになった﹃老子﹄を

老宰相・鈴木貫太郎海軍大将の名を忘れてはならない︒
︑︑︑︑︑︑︑

書棚からとりだして︑いま私は︑それらしい章句をさぐり
︵本会理事事務局長︶

I

あてようとつとめている︒

や４９４！トー４１１︲◇も１４０︲７６９勺ｊ■口﹄︲４

I

そして昨夕から今朝にかけて第三回目の読みにかかりま

哲史

したが︑時間の都合で今度は全部というわけには参りませ

堀田正久著﹃堀田家三代記﹄のおもしろさ

堀田正久著﹃堀田家三代記﹄をわたしがいただきました

しかし︑とにかく︑三度読ませていただきましたが︑飽

ん︒

られることが多かった︒皆さんもご体験があると思います

きることはなかった︒読むたびに新しい興味が湧き︑教え

その自信のほどにびっくりしました︒それで︑いよいよ興

○・ヘージだ︒勝負はそれから﹂とおっしゃいましたので︑

しあげました︒すると堀田さんは︑﹁面白いのは後半二○

○．ヘージを拝読してたいへん面白かった﹂という感想を申

に気付いていただきたい︒そのことをまず最初にお願いし

ない方は︑ぜひ読んでわたしの感想がデタラメでないこと

に魅力ある書物であるかがわかりましょう︒まだ読んでい

しかも飽きさせない︒それだけで﹃堀田家三代記﹄がいか

いのですから︑二十日間ぐらいのあいだに三遍も読ませて

○・ヘージか二○．ヘージを読んで投げ出してしまう場合も多

が︑書物を通読するのはなかなかたいへんです︒最初の一

味を深くして六月中に全部を読象あげました︒これが全部

正俊のあとを嗣いだ古河︑山形︑福島十万石の正仲の生涯

ったが︑わたしが前半でおもしろいと思いましたのは大老

さて︑堀田さんは﹁後半の方がおもしろい﹂とおっしゃ

ておきます︒

がかりでもう一・へん通読しました︒これが全部を読んだ第

命がありましたので︑その準備のために今週の初めに二日

であります︒堀田さんも︑﹁正仲の歌集の読みとり作業を

それから︑﹁今度の祝賀会で何かしゃべれ﹂というご下

に目を通した第一回目であります︒

二十八日のあさ堀田さんに電話を差しあげ︑﹁前半の二○

ゑということにしました︒しかし黙っていることができず︑

夜更かしてこ○○︒ヘージを消化し︑あとは明日のおたのし

ます︒読糸はじめますとなかなか面白く︑興味津津なので

しましたので︑読みはじめたのは十一時頃になったと思い

まじりの夕食をとりましたあと︑いつもの習慣通り一眠り

のは六月二十七日の夕刻でありましたが︑それよりビール

川

二回目であります︒
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古

しまった︒三百年の時代の距りを感じさせない近代的なセ

評を承りましたとき︑わたしはそれを承認しつつも︑﹁殿

という〃塔ヶ峰七首〃がそれであります︒堀田さんのご批

茶を

ンスを彼に感じたのである﹂と〃あとがき″に記しておら

様のご批評だから⁝⁝﹂と余り気にとめないことにしてお

続けるうちに︑この悩み多き青年に異常に惹きつけられて

れますが︑一読者としてのわたしの思いも同じでありまし

さんが歌のよくわかる人であることがわかりました︒殿様

りました︒ところが今度﹃堀田家三代記﹄を読んで︑堀田

まことにロマンチックで︑一幅の名画を見る思いがします︒

たｃことに︑十八歳の正仲と十五歳の琴女との恋の物語は
物語の材料は正仲の歌集でありますから︑おのずから歌物

〃塔ヶ峰七首″に対するご感想も適確であることがわかり

芸などでないことがよくわかりました︒従って︑わたしの

はたしかであります︒従って堀田さんの筆は︑おのずから

さんの著作の動機が大老正俊のエンを雪ぐことにあったの

のは二十数年前であった﹂と書いておられますから︑堀田

として︑その横死の謎と意義とを究明したいと思いたった

殺事件の叙述にはいります︒〃あとがき″に﹁正俊の子孫

半はどうでありましたか︒二○九・ヘージから大老正俊の暗

さて︑堀田さんが﹁前半よりおもしろい﹂といわれた後

思います︒

ましたので︑それだけでもこの本を読んだ甲斐があったと

詔となっておりますが︑堀田さんの歌に対する理解は行き
とどいていて︑眼光紙背に徹するというか︑奥の奥まで見
透した鋭さが感じられます︒実は先般︑わたしは二冊の詩
集を出しましたが︑その一冊を堀田さんのお目にかけまし
た︒すると堀田んは︑﹁古川の詩はまだ詩人の詩になって
いないが︑今年の年賀状に印刷した短歌はよかった﹂とい
うご批評がありました︒年賀状の短歌と申しますのは︑
を

降嫁して将軍夫人にましませし宮も浴びしやこの山の湯
山の湯に二十日つかりて逝きませし宮をしのびて夜もす
塔ヶ峰六百メートルの中腹に宮にゆかりの寺をたづねつ

についての記事でありました︒巻末に近く〃正仲の最期″

後半でもわたしが深い感銘を受けたのは︑依然として正仲

熱を帯び︑読者にせまる迫力も大きいといえます︒しかし︑

こごしかる峰の山糸ちよぢ登り宮ご遺愛の黒本尊に会ふ

がらゐつ

僧堂に般若心経調す声の冴えて響きく囲炉裏の間まで

して︑慰労の盃を受けたあと︑

という項に︑水戸光囲が将軍綱吉の前で﹃大学﹄の講義を

﹁ちと内々なことになり申すが︑上様には堀田下総守正

囲炉裏火をまもりつつ聞く心経は年の瀬送る山の音めく
赤々と燃ゆる囲炉裏を取りかこ象ふるまわれけり寺の渋
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仲に︑とんと面接すら許させられずと伺っておる︒その
父正俊大老横死以来すでに十年もたっており申す︒しか
も正俊は︑上様にとって大功すらあれ︑特に科のありた
るわけではなく︑正仲にいたってはさらに何の科もあり
ますまい︒上様のお仕打ち︑この光囲︑ちと心得かねま
する︒一声面謁ゆるすとの温言あって然るべきかと存じ

ますｌ﹂
と申し述べたことになっていますが︑この光囲は実は堀田
正久さんの変身でありましょう︒堀田さんは三○○年をさ
かのぼって︑光悶を代弁者として自分の胸につもる思いを
はき出されたものと思います︒

とにかく︑堀田さんは堀田下総守正仲ファンでいらしっ
しやると思いますが︑その正仲は元禄七年六日︑享年三十
三歳の短い生涯を終わります︒その墓は藤沢の時宗大本山
清浄光寺︑俗にいう遊行寺にあります︒この遊行寺の墓の
そばにつき添って離れず︑最後には墓を抱いて共に倒れて

圧死したという梅村源兵衛のエピソｉドが﹃堀田家三代
記﹄の終章に紹介されてありますが︑心にしみる話であり
ますｏ堀田家は大老正俊の父君正盛公が三代将軍家光に殉
死し︑正盛の長子で︑正俊の長兄である佐倉十万石の正信
も︑配所の徳島で延宝八年︵一六八○︶五月二十日︑その
これを殉死と見るなら︑堀田家は二代つづいて将軍に殉死

八日に亡くなった将軍家綱のあとを追って自殺しました︒

もっとも家綱の死んだ延宝八年は︑幕府による殉死禁止

したことになります︒

令の出た寛文三年より十八年あとでありますから︑公式に

︑︑︑︑

は殉死とは待遇される筈はありませんが⁝⁝︒

なお︑堀田家では正盛の母いこの局も殉死したと﹃徳川

したことになりますが︑正盛の父正利も﹁世に伝ふる所﹂

実記﹄に出ています︒そうすると三代つづいて将軍に殉死

では︑﹁なまじひに我世に在らんは︑子息のために悪しか

りなん﹂というので自害したと﹃藩翰譜﹄に出ています︒

︑︑︑︑

これも殉死とは違いますが︑正利は子供の立身のために自

殺し︑正利の妻いこの局とあとつぎの正盛は三代将軍家光

のあとを追って死に︑正盛の長子正信は四代将軍家綱のあ

とを追って死んだという家柄になっています︒﹃堀田家三

でありまして︑これもこの書の一つのメリットでありまし

代記﹄はこの正信の生涯を追うことにもつとめられたよう

ょう︒わたしは四十年ほど前から殉死という現象に特別な

関心をもち︑日本全国に殉死者の墓を求めて歩きまわって

おりますが︑堀田家はその意味でもわたしの関心を呼ぶこ

との多い家であります︒その堀田家の波乱に富んだ三代に

︵本会理事・東大名誉教授︶

ついて綿密な紹介・をして下さった堀田さんに改めてお礼を
申しあげます︒
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古里の夏の祭りに帰りきて久方ぶりに友とくつろぐ

小痛なと思えど汝に理のあれば思いなおしてそれにした

流罪とは申せ時代の識者ぞと胸をはりたりバスのガイド

上りきて眼界とみに開けたり見渡す山はみな秋の山

古川哲史選

千葉県宇津木一直

朝涼を嬉しと笑める顔のごと合歓の櫛花けさ咲き初めい

は

もちたり

ひぐらしに指揮者のありや一斉に鳴きつつもまたリズム

がう

わが手もて捕りし河鹿を珍らし承蕗の円葉に包永帰りぬ

舷しさもいまは慣るるや水槽の底に漬かりて古きくり舟

汗ぱ染て目はさめにけり紅あかと西日の窓にてりつくる

勇気あり強健にして死をすらも厭はざりけり北方の強

寛容に忍耐強く無道にも報復せざる南方の強

千葉県伊藤修郎

苗代田に水溢らせて早苗とる老いは腰まで水滴らし

選者詠

つゆ明けの近き湖畔に今日来れば霧たちこめて昼なほ暗
し

う承

届けぬ

て

朝の窓あくれば入りく湖の風きのふの霧はひとまづ晴れ

梅雨晴れを腰のばしおれば孫のきて休象の結びとお茶を

秋もまだ暑さ残れる山里の林あかるく鯛のなく

暗点と空のまほらをつく如く泰山木の花は芳し

昨日今日晴れの続けば広びると上総広田も田植ま盛り

中

幾人が生きて帰りし一隊のいま営門を出でゆく写真

独りねの涼しき夜は更けゆきて悲しく聞ゆ鈴虫の声

魂祭り近づく頃は庭の木になく蝿の声あふれおり

浅緑つゆけく匂う蕗の台夕館の料にちよとつまみゆく

市原市加藤巳之

蝉

夏山の朝の緑の深ぶかと鴬の声奥に聞ゆる

弘道歌壇
跳ね遊びついに裸となりし孫をほめそやしつつ着物きさ
せる
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− 1

なか

朝の窓あくれば聞こゆ七月もはや半ばなるうぐいすの声
霧の坂おりれば箱根の関所跡色あざやかにあぢさいの花

寸感
今回は三人しか投稿がなかった︒常連二人と新顔一人︒常連
の加藤さんは相変らず作歌力旺盛で︑しかも佳作に富む︒今回
はほとんど原作のままでいただいた︒手を入れる余地がないか
宇津木さんの五首も同様︒第五番目の終句が﹁いま営門を出

らである︒

ずる写真の﹂とあったのを﹁いま営門を出でゆく写真﹂と改め
新顔の伊藤さんは八十翁だという︒加藤さんも八十翁で︑今

錘織癖の投稿をおまちしています

者の古川哲史先生のおことばにもありました

投稿してくださる方々がだんだんすぐなくなり
た・

六

変淋しいことです︒会員の方々やそのご家族︑

て先は〒・一○一

ぞたくさん投稿して下さい︒

一

日本弘道会事務局﹁弘道﹂係

東京都千代田区西神田三
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ただけである︒

回も弘道歌壇は八十翁の占めるところとなった︒はなはだおめ
選者詠は︑七月︑仕事で箱根の芦の湖畔のホテルに宿ったと

ど ま が

でたいが︑若い会員の出詠もお願いしたい︒

きの四首︒ホテルは東条写真館の経営で︑すこぶる風光に恵ま
れている︒東条写真館の先代は︑日本弘道会の熱心な支持者で
あった︒

あう大し、選弘弘

を打つ︒

○本分家仕切る垣根に竹を切る
○僧遷化喪中に垂る上芭蕉の実
蜂蛎の没日の河岸に大乱舞

︑銀河鉄道発たす岬の遠花火

千葉県飯田萌堤

︵評︶銀河鉄道を発車させる合図の揚げ花火が遠くにきこえ

静岡県渡部翠

めに自転車に乗ってはげむ︒苦しくも頼母しい姿が胸

︵評︶きびしい残暑のつ堂くなかで年をとった人が稼ぎのた

︑残暑尚老いの稼ぎの︒ヘタル踏む

篠塚しげる選
る︒すがすがしいロマンの感じがあふれている︒

○頼家の面妖しき梅雨の寺・
入れ喰いに宗太鰹群れくる海の照り

うずわ

村芝居親娘を泣かす紙吹雪

○内職の灯こぼれいる秋簾

○豊なる稲の花波試歩のばす

千葉県鈴木とよ女

ひぐらしや何せか気ぜわし日暮時

○秋立つ日仏具を拭きて一と日暮る

父祖よりの生活みつめて大芭蕉

青柿のむなしく落つる朝の庭

真昼の孫の相手は手をやけり

市原市加藤刀水

○仲よしの子らは連れだちて蝉の森

○万緑の中の深さよ吾子眠る

○眼をやみぱ今日開眼の寺寂し

○蝉を追う子を負うて母忙しげに

選者近詠

はしけ

ぢ翼ば箕の膳繰り芋も掘り頃か
すずき

葉月潮蹴って沖取り雁らし

釣りあげし鰯の巨口腔を噛む

三宝に除る生美の長き束

残暑きびし叛骨の稿起すべし
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弘道俳壇

今云生口
蟻ご寄付者芳名

金四万参千五百円也

高階順治殿︵東京都︶
金壱万円也久保田精一殿︵千葉県︶
◎会費領収報告書

金五 千 円 也 吉 永 善 亮 殿 ︵ 富 山 県 ︶
︿垂騨耐蜘奔卯朋皿叩︶

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
２︐．印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数は会費最終年度です︒
︹東京都︺

砂金俊夫︵例︶
景山正三︵帥︶

日比野恒次︵帥︶

川村洋代︵帥︶
尾崎広子︵帥︶
田中外次︵帥︶
横内大明︵帥︶
田中克己︵帥︶

長戸元三郎︵帥︶

内田正二︵帥︶
松山淳子︵帥︶

渡部武︵釦︶

松本幸三郎︵釦︶

丸山幸治︵帥︶

佐藤隆︵帥︶

十重田益代︵帥︶

野沢隆一︵帥︶
小原正義︵帥︶
高階順治︵帥︶
小出耀星︵帥︶
山崎隆司︵帥︶

角張繁︵帥︶

大竹一蔵︵帥︶
木村武夫︵釦︶

遠山孝︵帥︶

国府田悦︵帥︶
荒木敏鎌︵帥︶
小川基次︵帥︶
渥美健夫︵帥︶
小出廉二︵釦︶
三田三郎︵帥︶

安西英太郎︵釦︶

宮崎勇蔵︵帥︶

前沢芳丸︵帥︶

古谷喜代次︵帥︶

吉岡信︵帥︶

野口宗光︵帥︶

栗田充治︵帥︶
塩沢光利︵帥︶
池田梅世︵帥︶
野田哲造︵帥︶
岡本正治︵帥︶
石橋義弘︵釦︶

梶村昇︵帥︶

正田英三郎︵帥︶

岡本省吾︵帥︶
春日佑芳︵帥︶
三浦勝吉︵帥︶

高安規玖次︵帥︶

安井泰治︵帥︶
高橋吉隆︵帥︶
大塚惟謙︵帥︶
高橋元雄︵帥︶
安済良一︵帥︶

山本三四男︵帥︶

佐為井典比古︵帥︶

浅水道夫︵帥︶
田沢一心︵帥︶
鈴木格禅︵帥︶
赤坂恒次︵帥︶
阿部静代︵帥︶
赤司博之︵釦︶

松崎久︵帥︶

河合民助︵釦︶

平井美代子︵帥︶石川松太郎︵帥︶

久田勝清︵帥︶遠藤勝︵帥︶
上山定治︵帥︶杉山慎︵釦︶

三宅孝︵帥︶湯川忠夫︵帥︶

田中修吾︵釦︶

︹神奈川県︺

北之園朗範︵帥︶

上野明義︵仇︶
下山敏郎︵帥︶
清水美彦︵館︶
村川文男︵釦︶
安武政敏︵団︶
古川清彦︵田︶
宗像幸子︵帥︶

中里良男︵釦︶

足立隆︵帥︶

斉藤作之助︵帥︶

渡辺正︵鑓︶

和田平太郎︵釦︶

岡山信次郎︵釦︶

岡本和彦︵㈹︶
平野弘道︵帥︶

横山正木︵帥︶山本真之助︵帥︶

松下貞子︵釦︶
松本秀夫︵帥︶

小藤新一︵帥︶

○前島健男︵帥︶○秋草かつえ︵帥︶
○三輪田芳子︵帥︶○平林智司︵帥︶

土屋晴義︵帥︶原口徳正︵帥︶

伊豆山善太郎︵帥︶

渡辺亨︵帥︶

井上弘毅︵帥︶飾磨秀夫︵帥︶

小野田聖也︵釦︶中沢英三︵帥︶

漁清寿︵帥︶

横山寿︵帥︶
亀谷弘︵釦︶

古屋富一郎︵帥︶

石渡直吉︵帥︶倉持誠一︵帥︶
有坂健︵帥︶綾小路有恒︵帥︶

青山つや︵帥︶
鈴木要七︵釦︶

乙丸正之︵帥︶佐藤弘毅︵釦︶

藤瀬英二郎︵帥︶村重嘉勝︵帥︶

木村健一︵帥︶
飯吉亮一︵釦︶
佐藤多一︵帥︶
大木善朗︵釦︶
加納松子︵帥︶
相川千代︵帥︶
奥村好恭︵帥︶
坂本美鑑︵帥︶

安部元章︵帥︶

高橋亘︵帥︶

鳥羽貞三︵帥︶

花岡博︵帥︶

夜久正雄︵帥︶

古屋豊︵帥︶

鈴木亀之助︵帥︶

柳田梅︵帥︶

高田賢︵帥︶

東地香一郎︵釦︶
加賀美文一︵帥︶

池田雄二郎︵釦︶

井上雄文︵帥︶
児玉忠雄︵帥︶

高砂雄一︵帥︶
村三一雄︵帥︶
堀口恭宣︵帥︶
渡辺新一︵釦︶
前沢大資︵帥︶
伊達文蔵︵帥︶
諏訪荘一︵釦︶
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矢柴信雄︵釦︶

和田収︵帥︶

橋本正枝︵釦︶

佐伯孝︵帥︶
金子隆︵釦︶
筒井七三男︵釦︶
へ へ へ へ 〆 、

杉本郁太郎︵帥︶

久我数馬︵釦︶
辰野一郎︵帥︶
長谷川仲︵帥︶
飛ヶ谷定一︵帥︶
小川雅一郎︵㈹︶

石井敏子︵釦︶
佐伯豊一︵帥︶
御園生貢︵帥︶
額賀大成︵釦︶
宮田良幸︵帥︶
岡野清信︵釦︶
山岡俊明︵帥︶

鶴岡正之︵釦︶
平山柳吉︵釦︶

岩爪昇︵帥︶
笹本武雄︵帥︶

大地薫︵帥︶
堀田乾次郎︵副︶

︹茨城県︺

︹栃木県︺

磯田藤一郎︵田︶

佐藤宏︵帥︶
︹福島県︺

石川佐中︵例︶
石幡悦子︵帥︶
佐藤保文︵帥︶
五十嵐徳雄︵印︶
︹宮城県︺

中山師治︵蛇︶
山崎宇吉︵帥︶
︹岩手県︺

描山ハャ子︵舵︶
︹青森県︺

一戸竹治︵帥︶
︹秋田県︺

石川義八︵帥︶
梅津正雄︵帥︶
平沢四子男︵帥︶

宮川佳久︵釦︶

奈良寿︵帥︶
畠山束太郎︵帥︶
渡部︲文雄︵帥︶
︹山形県︺

松田

斉藤
米沢

三男晶司敏

6060606060
へ 戸 ､ ヘ ハ 、 〆 、

正︵帥︶

茂美︵帥︶

浩哉︵帥︶

勝子︵帥︶

武夫︵帥︶

秀一博長義

真井田善悦︵釦︶

石田大三︵帥︶
半田雄三︵帥︶
藤肥正三︵帥︶
川田角助︵帥︶
中嶋健治︵釦︶

井ヶ田徳治︵帥︶

半沢

桐合戸山中
中

加藤一雄︵帥︶

6060606060

西村春樹︵釦︶
武田恒三︵帥︶
山本直光︵帥︶

俊征￨唆

片落風後田
田

︹埼玉県︺

柳瀬有禅︵印︶
宮崎茂景︵帥︶
山辺知行︵帥︶

市村式︵釦︶
伊田勘三郎︵帥︶

増田一郎︵帥︶
︹千葉県︺

晃一男道中

加納務︵帥︶
小倉力︵帥︶

口峨内菅吹

○麻績和義︵帥︶ ○ 河 野 信 ︵ 帥 ︶
岡本勝︵印︶
尾田幸雄︵調︶
渋谷敬敏︵帥︶

石井秀︵田︶

若林正寧︵帥︶

寛英夫︵釦︶
菅原俊一︵帥︶
池田竹夫︵帥︶
千葉保次︵帥︶
渡辺広志︵帥︶
荒木道雄︵帥︶
戸田八蔵︵釦︶

口野誠︵帥︶
高橋斌︵帥︶
平井尭︵釦︶
楠本正己︵帥︶
松浦成子︵帥︶
宮田辰男︵釦︶
高木万司︵帥︶

山形心友会罰︶菅原藤五郎駒︶

柏倉真一︵四佐藤作五郎︵⑳

相沢長治︵帥︶百瀬忠雄︵帥︶
山川徳助︵帥︶志田峯三︵釦︶

︹新潟県︺

竹内竹四郎︵帥︶剣持直樹︵帥︶
小笠原正男︵帥︶大矢重幸︵釦︶

水沢利忠︵帥︶中田はる︵帥︶

︹群馬県︺

︹富山県︺

篠田義成︵帥︶清水美晴︵帥︶

○井原正則︵帥︶○水野勝信︵帥︶

山本信吉︵帥︶中条みす壁︵釦︶

森六郎品︶佐野健三団︶

高田秀男︵釦︶新田紀久︵帥︶

︹山梨県︺

風間久四郎︵帥︶

笠井正三︵調︶山本千代子︵帥︶

︹愛知県︺

金田近二︵帥︶生田高英︵帥︶

安達守︵釦︶伊東基夫︵帥︶

白石行雄︵帥︶大槻義行︵釦︶

︹静岡県︺

大内正夫︵配︶田中初子︵釦︶

︹京都府︺

有馬弘毅︵帥︶

小池弘︵帥︶田中秀雄︵帥︶

︹大阪府︺

山下はるひ︵帥︶

志賀千賀︵帥︶深田次男︵帥︶

︹兵庫県︺
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関嵯竹小矢
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光谷巌︵帥︶
呉安雄︵釦︶

田中修平︵帥︶

和田久迩子︵釦︶

渡辺末弘︵帥︶

田中敦︵鉛︶
菅原誠︵釦︶
林浄造︵釦︶
︹滋賀県︺

小林善信︵田︶
︹奈良県︺

田畑賢住︵帥︶
︹和歌山県︺

○林和明︵帥︶
服部節夫︵帥︶

︹三重県︺

︹島根県︺

渡辺晴夫︵帥︶

園山巌︵帥︶

宮里勝二︵田︶
古川三男︵釦︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和帥年８月
︵府県名︶︵入会者︶

東京前島健男

︵紹介者︶

片山清一

片山清一

菅原哲治

″

″三輪田芳子 渡辺薫
″秋草かつえ

千葉麻績和義
和歌山林和明
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狩野冨吉︵田︶
江角鉄造︵帥︶

白水窺︵釦︶

︹福岡県︺

中沢保夫︵帥︶

︹長崎県︺

冨嶋宗雄︵団︶

︹熊本県︺

︹宮崎県︺

︹鹿児島県︺

○後藤俊彦︵帥︶
工藤豊彦︵印︶
川上真弘︵帥︶
谷山安弘︵帥︶

一

一

一言葉の
ひろぱ

Ｊ１！
マダガスカル島で戦死された

二月弘道誌に︑倉前盛通氏

調布市寺崎隆治

二人の特殊潜航艇員
本年一
︵亜大・アジア研究所長︶寄稿の﹁世
二隻の特殊潜航艇の記事が掲載され︑

界の中の日本﹂中にマダガスカル島と
五 六月弘道誌︵四八頁︶﹁言葉のひろ

ぱ﹂で米田光氏︵福岡県会員︶が︑そ
の全文を再読三読して感激され戦死さ

れた日本兵の名を調べて発表して欲し
いとの記事と︑編集部より倉前氏に照
会したところ︑名前はわかからないと
の回答が記載されておりました︒

第二次世界大戦後︑既に四十年を経
過し︑この間︑何千冊という戦記や公

日本の戦史家妹尾作太男と共著︑特攻

ウォーナー夫人︵昭和五十七年七月︑

数年前︑豪州の女性戦史家・ヘギー・

この昭和十七年五月三十一日︑マダガ

すが︑未だに解明されておらないのが︑

隊﹁神風﹂を時事通信社より刊行︶が

刊戦史が︑内外から出版されておりま

スカル島のディェゴスァレス港攻撃に

ロンドンにて膨大な英軍秘密戦時日誌

た特潜は秋枝・竹本艇であり︑港外で

を調査した結果︑前記の大戦果を挙げ

座礁上陸し壮烈な戦死をされたのも両

動であります︒

この特潜は︑伊二○号潜水艦から秋

関する二隻のわが特殊潜航艇々員の行

枝三郎大尉︵戦死後︑中佐︶と竹本正

るものであることが判明した︒その詳

名であり︑座礁したのは舵の故障によ

︵・ヘギー・ウォーナー︑妹尾作大男共

細は本年七月出版の﹁特殊潜航艇戦史﹂

己一曹︵戦死後特務少尉︶搭乗の艇と︑

︵戦死後大尉︶と高田高三三曹︵戦死

伊一六号潜水艦から︑岩瀬勝輔少尉
後兵曹長︶搭乗の艇の二隻で︑湾口の

スカル対岸のザンジバル大統領顧問と

してその絶大な信頼を受け︑船舶建造︑

著︑時事通信社より刊行︶及びマダガ

船長︑船員の教育︑訓練に六カ年半も

警戒厳重な防潜網を突破し︑港内に在

ティを獅沈し︑帰途一隻の特潜は︑港

型タンカー︑ブリティシュ・ロイャル

たって︑マダガスカルの特潜の行動調

従事され︑その間︑一年半︑六回にわ

泊中の英戦艦ラミリーズを大破︑同大

西岸に待機中の母艦に帰るため︑上陸

じ艦長︑海将補︑松浦光利著アフリカ

査に︑献身されたる元南極観測船︑ふ

外の珊瑚礁に座礁し︑二名の艇員は︑
したところ︑十五名の英軍に追跡され︑

大船長奮闘記︵昭和六十年三月成山堂

降伏を勧告されたが︑敢然としてこれ
を拒否︑ピストルにて一名を射殺︑数

書店刊行︶により明瞭であります︒

昭和五十一年︵一九七六年︶十一月

名に負傷を負わせたが︑衆寡敵せず︑
壮烈な戦死を遂げた︒
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一

一

に亘る徳川幕府時代に培われた﹁閉鎖

会員に大きな影響を及ぼしていること

の寄稿により機関誌﹁弘道﹂が読者︑

華南地方よりの移住説︑北方より半島

日本の発祥としては︑南方諸島や︑

最後に今回の倉前盛通︑米田光両氏

大使︶は二勇士の武勲を賛え︑戦死さ

を痛感し︑寄稿者︑編集部に感謝の意

十日︑マダガスカル日本大使館︵中村
れた場所に﹁日本特殊潜航艇二勇士︑

を表し︑今後益々会員を拡充し多くの

．︒

葉は心に響くものがありました︒

兵庫教育大学の丹治恩郷先生のお言

名言﹂に寄せ

弘道九一六号﹁人生の指針としての

福島市石幡悦子

れつとめよでありましょう︺︵特別会員︶

︑︑︑︑

︹資源乏しきお国柄としては勤勉にこ

︑︑︑︑︑○○０

とを追求せればと思惟し︑祈念する︒

裡に協調し︑以て弥栄えに生き抜くこ

短を矯めて国際社会の一員として平和

要之︑我国の国民性の長を伸ばし︑

したものと推測されるのである︒

が混然として融和醸成され︑発展開花

が一体となって﹁大和民族﹂なる集団

民族に加えて︑南北より流入したもの

の諸説紛々であるが︑太古よりの在来

点に存するものであろうか︒

一九四二年六月三日︑この地にて戦死

経由にて渡来の北方遊牧騎馬民族説と

性﹂が容易には払拭され得ないという

す﹂と彫害して墓碑を建てられた︒こ

会員に読まれることを切望いたします︒

世田谷区岩崎晶

︵元連合艦隊参謀︑特別会員︶

の二勇士は前記秋枝・竹本の両氏であ
ったのであります︒

なお現地英人キングスレー船長の証

戦後になってからその後の我国の発

言によれば︑他の一隻の特潜︵岩瀬・

高田艇︶の沈没場所は港口︑防潜網付

展︑飛躍ぶりには実に瞳目すべきもの
あり︑正に列国の驚異と賛嘆との的と

０○○○

近︵水深約六○米︶であるという︒調
査し事実を究明されることを熱望して

見によって些か分折すると︑蟻の如く︑

弦に︑日本人の気質になるものを卑

なっているのである︒

峰の如くに学習︑智識の吸収に励み︑

またマダガスカルは社会主義国では

やまない︒

あるが︑ラチラカ大統領︵現地人・元

国と職場と家庭との縦の線を尊重︑遵
守し︑その忠誠心の塊とも考えられる

戦争時には︑フランス植民地であった

ひたむきなる精神と︑順応性︑単一民

海軍大尉︶は非常に︑親日的で︑日露
ため︑バルチック艦隊にノシベ湾在泊

族の集団としての働き︑個としてより
は列刈川刻としての団結心︑良い意味

︑︑︑︑

シベ湾や︑デイぞ﹁一スァレス湾を︑ソ

を許したが今日︑マダガスカルが︑ノ
連に貸与する心配は全くないと松浦光

にも悪い意味にもその奥底には島国根
性が看守されるのである︒それは永年

利氏は述べている︒︵七月十五日水交
会で講話︶
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先生は空海の偉大さに触れ︑更に書
道史を通し︑筆よりも心が第一︑練心
の重要さ︑書の鑑賞のすすめを述べて
下さいました︒

私にはどんな書がなぜ良いかについ
ては︑わからないことばかりですが︑

行きつくところは哲学につながり人間
最終の課題かも知れない：．：．︒

深く哲学を学ばれ︑長年書に関って
いらっしゃった先生のお言葉をくりか
えし拝読し︑しばし暑さを忘れる思い
でした︒

能代市宮川佳久
﹁弘道﹂を拝見して心の糧としてい
ます︒

尚︑色為と難しいことと思いますが︑

活字をすこし大きくして頂くと読み易
いのですが︒

会員であることを誇りにして︑今後
私なりに努力したいと思っています︒

東京都大木善朗

中・若年層の投稿意見がすぐないの
ではないかと思います︒

社会は私達の期待に反して最悪の状

一次答申も出たわけですが︑私は百の

態となりました︒臨時教育審議会の第

説法より先ず大人がよい手本を実践す

毎号を愛読し・︑共感を覚える事も
多いのですが︑若い方に親しめるよう

ることが︑一番よい教育になると信じ

八十歳の高齢になりました︒この間何

年ですから︑早くも四十六年になり︑

臨教審の第一次答申が出た機会に︑

教育改革への提言を特集しましたが︑

○昨年四月十五日発行の第九○九号に︑

ざいました︒

しても活躍しておられます︒有難うご

教育正常化をすすめる会のリーダーと

吉田さんは出雲市の熱心な会員で︑

写真をお送りいただきました︒

との吉田貞男氏のおたよりと一しょに

井好尚氏の標柱がありました︒⁝⁝﹂

国で﹁大国英和学校﹂を開校された安

折︑馬場跡にありました︒迩摩町の大

す︒先日大森銀山へ植物採集に行った

○﹁写真は西村茂樹先生のお手植松で

編集後記

益々の御健闘の程お願いいたします︒

てやみません︒

お願いいたします︒

能代市渡部文雄
名言・名句は毎日の生活に大きな励
ましをあたえられます︒

健康欄も役立っています︒漢方医学
のお示しもあればと思いました︒

武蔵野市渡辺正
毎号興味深く拝読させて頂いており
ます︒

益之の御発展を祈ります︒

秋田市平沢四子男

等社会に貢献することなく誠に恥しく

私が会員になりましたのは昭和十四

存じます︒
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﹁再び︑教育改革への提言﹂を特集し
ました︒

有田一寿先生は臨教審の第三部会長
として御活躍いただいていることはす
でに御承知のとおりです︒御多忙中に

もかかわらず本会のため貴重な御意見
を寄せていただきました︒

特に徳育を重視せよとの御意見︑今
後の教育を考える上でゆるがせにして
はならないことと思われます︒今後の
御活躍を祈念します︒

教育の荒廃現象は︑国民のひとしく憂

○青少年の非行の増加や低年令化など

ている杉浦昌也先生には本年八月一日

売新聞記者として活躍されたので

まいましたが︑﹁教育を天職と考

期待する﹂玉稿が絶筆となってし

本誌に寄せられた﹁基本答申に

すが︑本当に残念なことです︒

今後共日本弘道会員の健康のために︑

になりました︒おめでとうございます︒

付で東京都立広尾病院副院長に御栄転

よろしく御指導下さいますようおねが

ていた山田さんの御遺志が一日も

える燃えたぎる教師﹂を熱望され

早く実を結びますよう祈らずには

いいたします︒

ほか七名の会員から寄せられたおたよ

○﹁言葉のひろぱ﹂には寺崎隆治さん

おられません︒

発展をいつまでも見守っていてく

どうか山田さん︑日本の教育の

りを収録しました︒この会への御要望
など巾広く活用していただければ幸い

や会員相互の交流・身近な話題の提供

教審への期待も大きいものがあります︒

ご意見を寄せていただいた山田寛

○﹁教育改革への提言﹂に貴重な

↓しゑの告別式がとり行なわれ︑本

■ｒ■１００Ⅱ０ＩＩＩＩＩ０１ｑＩＩＩＩｌｌ︲

年会費一︑五○○円

実価二五○円

郵便番号一○一

電話︵二六一︶○○○九番
振替口座東京四 四三一七

発行所溌価日本弘道会

東京都千代田区西神田三︲一︲六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

編集人片山清一
発
行人鈴木勲

昭和六十年十月十日印刷
昭和六十年十月三日発行

︵嵯峨敏︶

ださい︒

天野郁夫先生をはじめ大学︑高校︑

さんが︑九月二十五日︑ご自宅に

投稿をおまちしています︒

と考えております︒どうぞ皆さんの御

小中学校︑教育行政︑主婦の方を等︑

て急逝されました︒

慮していることですが︑それだけに臨

それぞれのお立場から誠に適切な御要

↓会より鈴木勲副会長が参列︑弔意

秋雨のけむる九月二十八日に悲

今後の臨教審の御審議に大きく役立

望や御意見をいただきました︒

てていただくよう期待してや桑ません︒

一を表わしました︒

山田さんは長く文部省詰めの読

○︿熟年からの健康﹀の欄に毎号有益
な健康のためのアド蕊ハイスをいただい
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鈴木一氏の書

本会理事・鈴木一さんがテレビ・ドラマ「そして戦争が終っ
た」を視聴された感想を書に托してくださいました。

ご承知のとおり，内閣総理大臣鈴木貫太郎氏の御長男で，総
理大臣秘書官として，父鈴木貫太郎氏をたすけ，一身をかえり
ゑず御活躍くださいました。今日，お元気で日本弘道会のため
御活躍いただいております。

広尾下屋敷⁝一陽来復⁝堀田家のルーツ⁝若駒たちの周辺⁝飯田の正信⁝酒井家のこ

著者は日本弘道会第五代会長堀田正恒氏の嫡男として大正四年生︒昭和
三十四年から十六年間佐倉市長として市政に貢献︒現在︑関係各社役員の
ほか︑日本弘道会の評議員並びに佐倉支会の顧問を兼ねる︒
旧佐倉藩主・堀田家十二代目の後畜にあたる著者が︑五代将軍綱吉幕下
の大老堀田正俊の殿中での暗殺事件の謎︑その子・正仲が﹁扇の小箱﹂に
封じた秘密文書から浮かぶ堀田家の人公の無念の涙を︑切をたる愛情の念
をこめてすくいあげる〃わが家のルーツ〃︒
︻目次︼双葉の哀歓江戸城近辺⁝双児誕生⁝傾き者の登場⁝安中二万石⁝渋谷

潮 社

( 発 行 所）
〒162東京都新宿区矢来町71
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振 替東京

堀田正久著

堀田家三代記
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