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青少年読書感想文全国コンクール表彰式にご臨席
の後のパーティで、受賞者の子供たちと話される

皇太子殿下と、その左は鈴木会長（2月4日)。

日本弘道会綱領︵昭五一・一○・三○︶

甲号個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守世界の形勢を察すること︑国家

ること人類の将来をおもんぱかること
信教は自由なること︑迷信は排
除すること

思考を合即的にすること︑情操政治の道義性を尚場すること︑

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

教養を蝋かにすること︑見識を川然の美と恩沢を尊重するこ

財物を貧らないこと︑金銭に清と

養うことと︑資洲の保存と開発をＭるこ
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近

親相親しむこと教育の適正を期すること︑道義
一善一徳を積むこと︑非理非行の一般的関心を促すこと
に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期

会祖西村茂樹先生小伝

川本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

て身を貫くこと

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今︑の生

除くすべての官峨を辞して野に下り︑全川を行

家でもあります︒明治二十六年︑宮中職問官を

進徳学者であり︑川時に偉大な国民道徳の実践

内村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

批判し︑Ⅱ本道徳の確立を訴えました︒

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

前身であります・明治十九年には﹃日本道徳

創設しました︒これが現在の﹁Ⅱ本弘道会﹂の

めの道義教化Ｍ体として︑﹁東京附身学社﹂を

Ⅱ桁し︑さらに川家社会の基礎を強川にするた

その後川沿九年三月には︑川民の道義向上を

動を精力的に股開いたしました︒

誌﹄を発行して︑開化思想︑自山思想の啓蒙運

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

弘之・中村正直らと相図り

礼・福沢諭吉・西周・加藤

鋤

信義を以て交わること︑誠を以社会悪に対し仙諭を尚めること

すること報道言論の公正を求めること︑

』舞灘鋳織鐘鐸

涯教育の先駆的役割を果たされました︒
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︻巻頭の言葉︼

国語を考える

高坂節三

五年前から︑拓殖大学で客員教授として荊義をさせて貰っている︒講義だ

けでは学生の反応も判り難いため︑その翌年からゼミナールも持たせて頂い

ている︒学生の発表とそれを基にした討論の後︑時間があれば日本経済新聞

（4）

を読ませている︒残念ながら途中で詰まったり︑﹁何と読むのですか﹂と聞

いてくる学生が多い︒そうした中で読解力のある生徒は︑成績も良く︑就職

活動も順調に進んでいる︒考えてみれば当り前のことで︑昔から﹁読み︑書

き︑そろばん﹂は勉強の基礎と言われてきたからであり︑このことは古今東

西︑普遍の真理と考えられているからである︒最近は﹃声に出して読みたい日本語﹄がベストセラーになり︑

多くの巾小の学校で﹁朝の読書の時間﹂が作られているのは︑本当に喜ばしいことである︒

しかしながら︑われわれ大人達が︑日本語を正しく使っていないケースが多いことを充分反省する必

要があるのではないだろうか︒湾岸戦争以来︑自衛隊の海外派遣が現実の問題となり︑憲法改正につい

ても現実味を帯び始めた現在︑あらためてわれわれの日本語の使い方に問題があることを指摘したい︒

一九五一年︑日本はサンフランシコ条約を締結し︑国家主権を回復した︒この時︑日本はアメリカとの間

で﹁Ⅱ米安全保障条約﹂を締結し︑現在に至っている︒Ⅲ米安全保障条約によって規定されたⅡ米川棚関

係の重要性は︑一部の人達を除いて殆んどの人は同意していると思われる︒しかも日本にとっての唯一の

＝ ● ＝ ● ＝ ゆ ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ① ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ｡ ＝ ● ＝ O ＝

＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

この同盟関係は日本の国際関係の中心に位置するばかりか︑この地域の安定性に寄与しており︑多くの国
がそのことを認めている︒

この条約では国際連合憲章でも認められている︑集団的自衛権の行使を前提としている︒しかしながら

日本政府の解釈は﹁所有すれども行使できない﹂ということになっている︒九．二事件が起こった後︑

多国籍軍はタリバン攻撃のためにアフガニスタンに軍隊を派遣した︒日本政府はインド洋に海上自衛隊を

派遣し︑後方支援を行った︒ブッシュ大統領の随員として訪日した︑パパ・ブッシュの時の副大統領︑ダン・

に対して︑私は今回の行動が集団的自衛権の行使にあたるかどうか問い正した︒同氏は間髪を入れずに︑

クエール氏にお会いする機会を得た︒海上自衛隊の後方支援に感謝の意を表してくれたダン・クエール氏

﹁皇８自用．言ご邑三﹂︵当然でしょう︶と答えた後に︑集団的自衛権の行使ではないというのは︑日本国

（5）

内政治のための特別な解釈でしょうと︑日本の国内事情を熟知している同氏は付け加えてくれた︒

日本語そのものとしても論理矛盾の解釈を取り続け︑海外から見れば全く不思議な解釈と見られている

日本の姿勢は︑正に言い訳とごまかしとしか理解できないのではないだろうか︒現に︑ウォールストリー

ト・ジャーナルは︑当時﹁日本は嘘の文化から決別しなければならない﹂という記事を掲載したほどである︒

佐古丞大阪学院大学助教授は︑戦間期︵第一次世界大戦と第二次世界大戦の間︶の日本の外交政策の挫折

に関する論文﹃未完の経済外交﹄︵ＰＨＰ新書︶の中で﹁当時の言葉の使い方に注意してみると︑修辞に

が病んでいるといえるだろう﹂と記し︑﹁現代は冷戦が終わって世界史的な転換期にあり︑新しい国際秩

インフレーションに似た現象があった︒⁝⁝言論に頬廃がみられた︒このようなとき︑その社会はどこか

序の形成途上である︒日本も劇的な冷戦の終了という大変化に応じて︑大きく変わるときであろう︒．⁝：

このとき︑戦間期の経済外交がなぜ未完に終わったかのか考えてみることは無駄ではない﹂としているが︑

今こそ歴史を学び︑美しい国語を使い︑言論に頚廃がみられないかどうか反省すべき時ではなかろうか︒

︵本会理事・経済同友会幹事︶

＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

国語と国語力の在り方を考える

｜国語と日本語には明確な違いがある

ａ妙

甲斐睦朗

目標︶優先の学問観にはお寒いものがある︒とは言え︑﹁国

語﹂という名称は研究領域を表すという意味ではやはり変

が﹁日本語日本文学科﹂に名称変更される過程を五年刻み

かってある研究者が︑国立大学文学部の﹁国語国文学科﹂

語学﹂は学問の領域を表す用語であるからむしろ﹁日本語

いう慎重な検討の結果︑名称を日本語学会に変更した︒﹁国

もう一例挙げると︑国語学会は︑全会員に賛否を問うと

更せざるをえない用語であったのである︒

で調査した︒その変更の割合を棒グラブで表示すると︑い

どの面で違いが生じないという見方が会員の大多数を占め

学﹂に変更したほうがよい︑変更しても領域︑質︑方法な

まず︑﹁国語﹂と﹁日本語﹂の違いを取り上げてみよう︒

ずれ近いうちに﹁国語国文学科﹂がすっかり﹁日本語日本

際文化学部﹂などに変更されるようになり︑﹁国語国文学科﹂

大学を支えてきた学部の存在自体が問われはじめて︑﹁国

見方をとる人が現れてくる︒これは浅薄な考えだと言わざ

改めるべきだ︑あるいは改めたほうがよいという早まった

ところが︑そこから︑すべての﹁国語﹂を﹁日本語﹂に

たのである︒

文学科﹂に取って代わられる勢いを持っていた︒ところが︑

は﹁日本文化学科﹂などに切り替えられるようになった︒

るをえない︒次にそのことを述べよう︒

平成に入ると︑その母体である﹁文学部﹂という古くから

もはや﹁国語﹂も﹁日本語﹂もないという状況に陥ったの
である︒大体︑文学部の存在を否定するような効率︵数値

（6）

自国語を﹁目二○旨四二画信長①﹂︵国家言語︶と翻訳するよ

を国立日本語研究所に改めたらどうですか︒所長が言い出

私が所長在職の間に︑﹁国立国語研究所もそろそろ名称

う訳語で悪くはない︒そういう次第で︑﹁国語﹂という用

は︑本人の思い込みであって︑﹁茜冨胃用冨品岳の﹂とい

﹁国語﹂をそのように翻訳しなければならないと考えるの

うな国が何処にありますかなどと非難されることもある︒

せばすぐに変更できるでしょう﹂などと何回も迫られた︒

語自体には一切問題がないと言うことである︒

ニ国立国語研究所は変更できない名称である

顔を合わせると︑それこそ千載一遇の好機とばかりにまく

なので︑本文の引用ができないが︑昭和十七年に大東亜圏

あいにく当方の転居に当たってその図書が梱包されたまま

言語学者小林英夫氏が﹁ことばの反省﹂︵大洋図書昭

が多いようである︒この発言の根拠はきわめて単純で︑世

言する委員がいた︒進歩的な知識人などにそうした発言者

構想に関係して国語を日本語に言い換えることになった︒

し立てる人もいた︒国語審議会の席上でも︑﹁国語審議会

界の国々には︑例えば英語︑仏語︑独語︑中国語などがあっ

小林英夫氏は︑﹁国語﹂は日本伝来の言語を使用者の側か

の中で︑日本語と国語について示唆に富む発言をしている︒

て︑それらと併称すべきは日本語であるという考え方であ

ら眺め︑伝統による愛着と愛情とを込めて名づけた名称で

和二十五年刊︶に収めた戦時中の論考﹁言語政策と日本語﹂

る︒そこから︑国語審議会は日本のこれからの言葉を検討

あるのに対して︑﹁日本語﹂は世界的な立場から︑ある明

は日本語審議会に改めたほうがよい﹂︑また﹁国立国語研

する機関なのだから日本語に改めたほうが適切だというの

確な特性を備えた言語に与えた名称だというように両者を

究所はなぜまだ日本語研究所に改称しないのか﹂などと発

である︒その上で︑﹁だいたい︑国語は国家の言語という

これは優れた見解であって︑日本の伝統としての言語文

区別している︒

りますか﹂などと非難の声を高める人がいる︒しかし︑﹁国

場合は︑どうしても﹁国語﹂という呼称をとらざるを得な

化を受け継ぎ︑責任をもって次世代に受け渡す立場をとる

構成の熟語であって︑そういう呼称をとる国々が欧米にあ

語﹂という言葉は︑漢字圏の国々だけに可能であって︑欧

いわけである︒

米にはそうした便利な語がないだけのことである︒また︑
﹁国語﹂を﹁邑呂○国四二四括岳①﹂と翻訳しなければならない︑
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の生活を通して築き上げてきた日本の豊かな伝統や文化に

成長を図るのである︒そういうことで︑少数の外国人児童

かかわる言葉を学ぶことを通して日本人としての人間的な

かつて関西のある小学校の授業時間割表で教科名﹁国語﹂

のために︑教科名を﹁国語﹂から﹁日本語﹂に改めるとい

三学 校 教 育 の 教 科 名 ﹃ 国 語 ﹄ は 変 更 で き な い

を﹁日本語﹂に改めたという話題が新聞に掲載されたこと

うことは︑主客転倒と言わざるをえない︒

非母語話者である外国人にとっての日本語は︑生活上のコ

を養い︑ものの見方や考え方を育てるといった目的がない︒

習によって日本人としての人間形成を図る︑つまり人間性

語伝達の道具・手段として習得するだけであって︑その学

としての日本語である︒日本で使われている言葉を単に言

た︒外国人が習得する日本語はコミュニケーションの手段

とであった︒これはしかし新聞なども否定的に報道してい

な決定でなく︑明治以降の︑直接には戦前戦中に国民の大

時の資料をつぶさに調査すると︑強制されるような屈辱的

早く是正すべきだなどと発言する識者もいる︒しかし︑当

金で本意ならざる決定を強いられたのではないかと疑い︑

底を図っている︒そこから︑これらの制定は進駐軍の差し

体表︑現代仮名遣いなどを矢継早に制定してその普及の徹

心を抱いている︒わずかの期間に当用漢字表︑当用漢字字

私は︑終戦直後から四年間ほどの国語国字問題に強い関

四文字表記は漢字交じり仮名文を本則とする

があった︒その地域には外国人の子女が少なくないのだそ
うで︑そういう外国人児童が受ける教科名が﹁国語﹂であ

ミュニケーションが円滑に遂行できるための第二言語とし

多数のために模索した国語国字の改良案が戦後に結実した

るのはどうかという配慮から﹁日本語﹂に改めたというこ

て習得できればよいわけである︒

しての言語能力は家庭生活や地域の生活の中でかなりのと

主張には否定しがたいものがありはするが︑それにしても︑

用漢字表の撤廃を図るべきだと主張する識者がいる︒その

現在も︑本来の歴史的仮名遣いに戻すべきだ︑窮屈な常

と言えそうである︒

ころを身につけている︒国語という学科で学ぶのは社会生

公文書及び公共性の高い新聞・雑誌などは現行のままがよ

ところが︑日本で生まれ育った子供の場合︑伝達手段と

けではない︒有史以来︑あるいは幾百年もの間︑先人が日々

活で必要なコミュニケーションの手段としての言語能力だ
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芸術や学問等における言語表現形式については別の考え方

の国民が継承・享受できるようにしたいものである︒なお︑

採用して︑豊かに蓄積されている日本の言語文化を数多く

い︒できるだけ多くの国民の読み書きに便利な表現形式を

けに限定したとすれば︑これまでに蓄積されてきた豊かな

る︒すなわち︑日常生活で使用する漢字を仮に常用漢字だ

用漢字表の撤廃を主張する立場の人々の根拠はここにあ

るべきだという考え方である︒歴史的仮名遣いに戻し︑常

も︑常用漢字表は公用文や報道中心に用いられていて︑人

漢字文化財は死滅する恐れが出てくる︒もちろん︑現在で

実は︑大正の後半から戦時中にかけての二十年間余り︑

で︑常用漢字以外が否定されるわけではないが︑国民の大

名や地名などの漢字は別に大切にされているということ

がありうる︒

徴兵にかかわる﹁壮丁教育調査﹂が毎年全国的に実施され

多数が理解できなくなる恐れはあるわけである︒

ていた︒その調査結果を国語能力にかぎって整理すると︑

日本人の言語生活に即応したものになっている︒もちろん︑

ないという考え方である・新聞や月刊誌などの文章表現は︑

第二は︑たとえば新聞などの表現は国民の国語力︵国語

歴史的仮名遣いの問題が四問︑漢字の読み取りが三問︑漢

漢字の読み及び書き取りは平均すると︑現在の小学校四年

による表現・理解能力︶に適合したものにしなければなら

生程度のところに位置づけることができる︒終戦直後の当

こうした言語生活能力は向上を図る必要がありはするが︑

字の書き取りが三問の全十問題ずつが毎年出題されてい

用漢字表制定などの国語国字政策は︑こうした日本人の言

仮に水準より高度な文章表現になれば︑読者が読めなくな

る︒そして︑最初の歴史的仮名遣いの成績は低迷を続け︑

語能力の実態に即して実施されているのである︒

るか読まなくなるという問題が出てくる︒

を考慮に入れて立案する必要があるであろう︒第一は︑上

日本の国語政策は︑大きく分けると︑次の三つの考え方

の漢字及び語童指導が可能であるかについては︑教育現場

小学校六年間の国語科の授業がどういうもので︑どれだけ

校で常用漢字の大体を教えるようにという意見が出たが︑

という考え方である︒先の文化審議会国語分科会で︑小学

第三は︑学校教育で︑どういう言語能力を育成できるか

代から現代に至る長い歳月の間に蓄積されている広大かつ

五国語政策の上で必要な三つの条件

高質の言語文化を国民が正当に継承・享受することを考え
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に尋ねるしかない︒学習内容に対する過大な要求は教育を

力によって中国の文献が日本語で読みくだされる︒

くるであろう︒私は︑これら三条件は重要でいずれも粗略

定してみると︑どういう姿が望ましいかが自然に導かれて

を掲げてみた︒これら三つの条件を頂点とする三角形を想

以上︑日本の国語政策を考える上で必要な三つの考え方

語を宛て︑和語に漢字を宛てることによって和語の世界を

を自らの言葉として習得しただけでなく︑漢字・漢語に和

けである︒この文選読みによって︑古来の日本人は︑漢語

本人は当時の中国の表現を自らのものとして獲得できたわ

のあめつちは﹂と音訓両用に読み分けることによって︑日

たとえば﹁千字文﹂の書き出し﹁天地玄黄﹂は﹁テンチ

にできないが︑中でも大切な条件は︑第三の教育上の問題

飛躍的に拡充しえたのである︒

損なう恐れがあるわけである︒

であると言わざるをえない︒

上代以来︑日本の先人はそうした努力によって国語力を

する人もいるが︑漢文は中国語でなくて日本語である︒そ

身につけてきた︒近年は︑漢文を隣国の言葉のように誤解
先年上映された日本映画﹁たそがれ清兵衛﹂の中で︑寺

れもあって︑明治以来の中学校等の教科名は﹁国語﹂でな

六国語を生涯学び続けることの意義

子屋に通っている清兵衛の娘が家事の傍ら論語を唱える

く﹁国漢﹂になっていた︒

国語は︑仮に中心軸をそろえた大中小の三つの円で表し

七これからの国語・国語力育成の在り方

と︑父親は喜び自らも口ずさむ場面があった︒私は︑こ
の論語暗謂の場面に日本の伝統的ともいえる国語の学びの

姿を見る思いがした︒暗調するまで朗読を繰り返すことに
よって︑その言葉がその人の人間性を支え思考の根底を築

王仁が﹁論語﹂﹁千字文﹂を持ち来たって︑その読みを教

古事記や日本書紀によれば︑応神天皇の御代に︑百済の

われている言葉もある︒これらは資財であるから︑可能な

は︑古来の言葉もあるし日本列島の各地域の生活で日々使

ての国語を表すことになる︒この言語資材としての国語に

てみると︑外側の大きな円が古来蓄積された言語資財とし

授したという︒日本語の発音と漢字音とのずれの大きさで

かぎり発掘して大切に保存することになる︒これらを読み

くことになる︒

当時の学生は大変な苦労を強いられたであろうが︑その努
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返すことによって再び現代の生活によみがえらせることが

さて︑この三つの円で区別されるそれぞれの言葉に対し

通語として︑あるいは地域共通語として使用されている言

に駆使している言葉である︒この現代語としては︑全国共

次に中間の円は︑現代人が日常の言語生活で理解・表現

は︑受け手の国語力の育成である︒私は︑受け手としても︑

常用漢字中心の漢字交じり仮名文で表現されている︒問題

分けると︑送り手としては図書や新聞・雑誌などがあって

その中間の円で示される現代共通語は︑送り手と受け手に

て︑正当な姿勢・態度を抱くことが大切であろう︒特に︑

葉であって︑かなり制限されたものになる︒仮に書き言葉

読書に励む一方で︑言葉及び言葉遣いに心を配るようにし

期待されもするのである︒

に限定すると︑新聞や雑誌などで使われている漢字交じり

て国語力に磨きをかけることが大切であると考えている︒

︵前国立国語研究所長︶

仮名文ということになる︒漢字で言えば常用漢字表や表外
漢字表︵人名漢字やよく使用される漢字︶を含む三千から
四千字という数になるであろう︒この三千から四千字とい
う数は︑常用漢字の二倍近くになる︒常用漢字は主として
手で書く生活とかかわっている︒他方︑地名などの漢字は
主として読む生活にかかわっている︒

そして︑内側の小さな円は︑外国人が第二言語として︑

つまり言語伝達の上で習得する言葉である︒これは日本語
と呼ぶことができるであろう︒最近︑日本の常任理事国入
りが新聞をにぎわせている︒仮に常任理事国になれば︑日
本語は国連公用語の仲間入りをすることになる︒その場合
の日本語は会議等で使用される公的な性格の強い日本語で
ある︒まだその構想が表に出ていないが︑語童などを早め
に設定しておくことが必要であろう︒

(11

国語教育が心配だ

授業時数が一年分減った

国語教育はこれでいいのか︑と心配している︒といって
も︑国語科の教材論や指導法の話ではない︒私が心配して

菱村幸彦

これはほぼ一年分の授業時間に匹敵する︒つまり︑現在の

児童は︑国語に関しては︑修業年限五年の小学校で学んで

いるのとⅢじことになるわけだ︒

実は︑明治以来の小学校カリキュラムの歴史の中で︑国

語の授業時間はいまが一番少ない︒小学校国語科の授業時

いるのは︑国語科の授業時間である︒

平成一○年に改訂された現行学習指導要領では︑小・中

一八七二年︵明五︶二二〜一四時間

間について︑過去のカリキュラム改定ごとの変遷をみると︑

第一学年・第二学年八時間

一八八一︵明一四︶一七〜二時間

学校の各学年とも国語科の授業時間が︑従前に比べて︑週

第三学年・第四学年七時間

一九○○︵明三三︶一五〜一○時間

次のようになっている︵安藤修平ほか﹁国語科系教科のカ

第五学年・第六学年五時間

一九三三︵昭八︶一二〜九時間

一時間づつ削減された︒小学校でいえば︑いま国語科の週

週一時間の削減といえば︑たいしたことではないように

一九四一︵昭一六︶二〜七時間

リキュラムの改善に関する研究﹂︶︒

思われるかも知れない︒しかし︑小学校一年生から六年生

これが戦後になると︑週あたりの授業時数がぐっと少な

当たり授業時間は︑次のようになっている︒

までの削減時間を合わせると︑全部で二二四時間となる︒
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例えば︑筑波大で学生の国語力の調査をしたら︑漢字の

はいるいろある︒

一九四七︵昭一三︶八〜五時間

読みの正答率は︑﹁心神耗弱﹂が一三・二％︑﹁事業の進捗﹂

くなる︒

一九五一︵昭二六︶八〜六時間

また︑メディア教育開発センターの調査によると︑﹁憂

が一七・五％︑﹁相手の心を付度する﹂が一七・九％しかな

一九七七︵昭五二︶八〜六時間

える﹂の意味を﹁喜ぶこと﹂と答えるなど︑中学生レベル

一九五八︵昭三三︶九〜七時間

一九八九︵平元︶九〜六時間

の国語力しかない大学生が︑国立大で六％︑四年制私大で

かったという︵平成一七年三月一五日﹁読売新聞﹂︶︒

一九九八︵平一○︶八〜五時間

二○％︑短大で三五％にも上ることがわかったという︵平

一九六八︵昭四三︶九〜七時間

こうしてみると︑国語教育に戦前は戦後のほぼ二倍近い

国語をはじめ数学や理科等の学力低下を憂える大学教官

ぶこと﹂と答えるのは︑中学生以下と言うべきだろう︒

のアピールに端を発し︑平成一○年改定の学習指導要領を

成一六年二月二四日﹁産経新聞﹂︶︒﹁憂える﹂の意味を﹁喜

教えなかった︶︑また︑カリキュラムの領域も狭かった︵特

授業時数を配当していたことがわかる︒戦前のカリキュラ

別活動等はなかった︶から︑国語科に多くの授業時間を配

めぐって︑いわゆる﹁ゆとり教育﹂批判がかまびすしくなり︑

ムは︑低学年の教科目が少なく︵低学年では歴史や地理は

当できたのだろう︒これに比べると︑カリキュラムの構成

そうした状況のなかで行われた一連の国際学力調査に

学力低下への不安が広がったことは周知のとおりである︒

いかにも少ない︒まして現行の授業時間にいたっては︑明

おいて日本の成績が悪かったことが︑学力低下の不安を裏

に大きな変化があったとはいえ︑戦後の国語の授業時間は

治以来一番少なくなっている︒これは何とかしなければと

書きする形となった︒経済協力開発機構︵ＯＥＣＤ︶が

の八位からいきなり一四位に低下して社会問題となった︒

で︑読解力に関する日本の成績が︑前回調査︵二○○○年︶

二○○三年に実施した国際的な学習到達度調査︵ＰＩＳＡ︶

思うのは私だけではあるまい︒

国語の学力が低下している

近年︑若者の国語力の低下を嘆く声は多い︒そのデータ
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文部科学省も﹁日本の学力は世界のトップレベルとはいえ

数学︵一七％︶や理科︵一二％︶や社会︵一九％︶でも同

定できない︒

じく高い︒こうした数字は︑国語力と関係があることは否

ＰＩＳＡにおける﹁読解力﹂とは︑﹁自らの目標を達成し︑

ない﹂と厳しい現状認識を示している︒

自らの知識と可能性を発達させ︑効果的に社会に参加する

報から推論してテキストの意味を理解する︿テキストの解

は︑①テキストの中の︿情報の取り出し﹀︑②書かれた情

力﹂としている︒つまり︑ＰＩＳＡで問われている読解力

には国語力が不可欠である︒つまり︑国語はすべての教科

いる︒知識を習得し︑論理的に考え︑的確に表現するため

ある︒国語力は知識の獲得と能力の形成に深くかかわって

言うまでもなく︑国語は︑児童生徒の知的活動の基盤で

国語力は知的活動の基盤

釈﹀︑③書かれた情報を自らの知識や経験に関連づける︿熟

の基礎をなすものであり︑国語力の育成なくして︑学力の

ために︑書かれたテキストを理解し︑利用し︑熟考する能

考・評価﹀である︒

の調査で︑わが国の生徒は記述式問題に弱いことが明らか

いと指摘する意見もないわけではない︒しかし︑ＰＩＳＡ

語力の育成の重要性を強調している︒とくに小学校におい

国語力について﹂︵平成十六年︶は︑学校教育における国

文化庁の文化審議会答申﹁これからの時代に求められる

向上は望めない︒

になっている︒記述式問題に弱いことは︑ＰＩＳＡだけで

ては﹁読む・書く﹂の﹁繰り返し練習﹂により︑国語力の

こうした能力の育成は︑必ずしも国語教育の問題ではな

なく︑国内の学力調査でも現れている︒文部科学省は︑今

幸いこのことは関係者に認識されつつある︒中山文科相

基礎をしっかりと築くことが大切であると指摘し︑現行の

をみると︑国語の漢字の読み書きなどの正答率は上昇して

は︑今年︑中教審総会のあいさつにおいて︑今後のカリキュ

年四月︑全国の小学校五︑六年生と中学生計約四五万人を

いるのに︑記述式問題となると︑初めから解答を放棄した

ラム改革の方向として︑﹁世界トップレベルの学力の復活

国語科の授業時間を大幅に増やすことを要請している︒

無解答率が一三％︵記述式問題以外は二％︶にも上ってい

を目指した教科内容の改善充実﹂を図るとし︑﹁国語力の

対象とした全国学力テストの結果を公表したが︑調査結果

る︒記述式問題への無解答率は︑国語だけでなく︑算数．

14)

育成﹂を強調している︒今年秋までに中教審は新しい学習
指導要領の方向性を示すと思われるが︑そのなかで国語科
の授業時間の増加が打ち出されることを期待したい︒

選択できる途を開くようにすべきである︒

現在︑﹁国際理解教育﹂ということで︑小学校の総合学

習の時間に英語を取り上げている学校が少なくないが︑小

で︑どのようにして国語の授業時間を増やすことができる

により授業日数を確保する方法である︒現在︑小・中学校

第二は︑夏休みや冬休みの長期休業日を短縮して︑それ

学校で英語をやるくらいなら日本語に力を注いでほしい︒

か︒全体のパイが小さくなった中で︑特定の教科を増やせ

の授業日数は年間二○○日前後であるが︑これをせめて

では︑学校週五日制の実施で総授業時間が減少したなか

ば︑その分だけ他の教科の授業時間が減少せざるを得ない︒

二○一○日程度にしたい︒すでに長期休業日を短縮して授

第三は︑土曜日の活用である︒土曜日は学校週五日制で

んなに難しいことではないと思う︒

業日数を増やしている学校もあることからみて︑これはそ

この問題をどう解決するかが課題となる︒

授業日数を増やす工夫
私は︑次の三つの方法を工夫すれば︑国語の授業時間を

本来︑指導方法に属することであり︑その時間枠を国家基

まず︑第一は︑総合学習の見直しである︒総合学習は︑

い︒この方式を積極的に認めて年間一定数の土曜日を使っ

対象とした様々な学習活動を行っているところも少なくな

して︑土曜日に正規のカリキュラムとは別に︑児童生徒を

休業日となっているが︑自治体によっては︑学力向上策と

準として定めるのはなじまない︒で︑この際︑総合学習の

て︑学校行事や総合学習等を行い︑浮いた時間を国語など

増やせると考えている︒

時間の枠取りを撤廃するのが一番いいと思うが︑それが無

教科の授業に回す工夫は可能であろう︒

︵国立教育政策研究所名誉所員︶

少ないという現状は早急に改善されなければならない︒

はない︒国語科の授業時間が︑戦前・戦後を通じて︑最も

国語教育の重要性はいくら強調しても強調し過ぎること

理なら︑総合学習の時間枠を弾力化して︑その実施を学校
の選択に委ねる方法をとるべきではないかと考える︒

つまり︑総合的な学習方法が効果的だと考える学校は︑

の授業のほうが効果があると考える学校は︑教科の授業を

これまでどおり総合学習を実施し︑総合学習よりは︑教科
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国語問題随想

Ｈ占領政策

民精神と国際理解の成長に大いに役立つであらう﹂と勧告

ホール氏の根回しの故もあらうが︑第一次アメリカ教育使

国語表記の問題については︑明治以来長い論争の歴史が

した︒しかしマッカーサー司令官が国語表記の問題は日本

しかし反応がほとんどなかったのは︑それほど仙間が新か

あった︒カナ文字︑かな文字あるひはローマ字使用の論で

人自身の問題だと判断して︑事は沙汰やみとなり︑ホール

節団は﹁本使節団の判断では︑仮名よりもローマ字のほう

あって︑容易に決着がつかなかった・田中館愛橘博士のロー

氏は失意のうちに帰国した︒しかしこれに伴って︑Ｈ小学

なづかひを当然としてゐたからであらう︒この背景には以

マ字論は特に有名である︒今日は︑漢字かな混じり表記が

校におけるローマ字教育の実施︑口漢字使用の制限︑日か

経過は忘れられ︑風化して︑三つの問題も実施に移されて︑

定着し︑論争は終局した感であるが︑なほ梅悼忠夫氏のや

かうした論争に終止符を打ったのは︑実は占領軍であっ

今や当然のやうになった︒忘却が無知を生んだのである︒

なづかひの変更といふ課題が残された︒以来六十年︑この

た︒ＧＨＱの民間情報教育部にホールといふ少佐︵職業軍

それは一般の人々だけのことではない︒国語審議会の中枢

うなローマ字論者もゐる︒

に利が多いと思はれる︑さらにローマ字は︑民主主義的市

に︑これに呼応する国内勢力のあったことは前述の通り︒

と︑その表記のローマ字化を進めようとした︒厄介なこと

揃

下のやうな忘却と無知とがあった︒

私は︑かねて正︵旧︶かなづかひの復活を主張してきた︒

鴫

人ではない︶がゐて︑日本語は外同人に分かりにくいから
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安

をもつ人であったが︑私はその無知に驚かされた︒

にある人でさへさうである︒その人は理科系で︑私の好意

記にしたならば︑ョ−ロッパのやうに︑個別の言語が生ま

ゐるが︑地域によって発音を異にするシナ語をローマ字表

れ︑国の分裂にもつながるであらう︒

のやうな見解を抱いたことは︑まことに不可解といへる︒

英語を母語とするホール氏やアメリカ教育使節団が前記

のか︑ｋを略して書いたら子どもは︑誤りとして正される

百○三の発音記号は邑○自であるが︑なぜ綴字にｋがある

ど発音と表記の異なる言語は少ないやうに思ふ︒たとへば

さて英語であるが︑私の乏しい知識からしても︑英語ほ

ローマ字表記と民主主義の精神とは何の関係もないし︑国

はずである︒一方目言の発音記号は目言である︒この間

口正かなづかひの復活

際理解の促進といっても︑ローマ字表記によって日本語が

に一貫した理屈はない︒従って英語を使用するアメリカ人

な文字表記としたが︑元来漢字圏である韓国では不都合も

韓国は︑漢字の使用をやめて︑ハングル︑日本でいへばか

ら同じく表音文字のローマ字に変更したにすぎない︒また

言に相当する動詞にしても︑格や時制によって変化は複

い︑昔からさう決まってゐるといふにすぎない︒英語の

犬が男性︑猫が女性とされるには︑これまた何の理屈もな

ドイツ語やフランス語にしても︑名詞には性別がある︒

ればならない︒

が発音と表記の一致を主張すること自体︑矛盾といはなけ

英語に変はるわけではない︒

世界の言語改革で注目すべきものにトルコのそれがある

あり︵たとえば氏名表記︶︑この頃は漢字の復活が検討さ

雑である︒ほかに不規則変化の動詞も多い︒初学者は大抵

が︑これはトルコ語の表記を︑表音文字のアラビア文字か

れてゐるといふ︒興味を引くのはベェトナム語の場合であ

これに蹟く︒とにかく言語といふものは︑定規やコンパス

私が正かなづかひの復活をいふのは︑主として動詞の送

る︒宗主国のフランスがベェトナム語の漢字表記をローマ

私はまだその結果を知らない︒中国では毛沢東がシナ語の

ではなく︑今は﹁いう﹂︑﹁いわない﹂と表記し︑元来﹁ハ

りがなについてである︒たとへぱ﹁い︵言︶ふ﹂は︑﹁ゆ−﹂

で線を引くやうなものではないのである︒

ローマ字表記を主張したが︑棚上げになってゐる︒中国の

字表記にしたのであるから︑得失があったはずであるが︑

統一は共通の漢字使用によって保たれてゐるともいはれて
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行﹂で変化する語が﹁ァ行﹂と﹁ワ行﹂にわたって変化し
てゐる︒﹁いふ﹂︑﹁いはない﹂程度の区分の履行には︑ど

日漢字の効用

固有の文字を持たなかった日本人は︑漢字を用ひて千

一方︑字音かなづかひについては︑私は拘らない︒﹁紅﹂

れはなかなかすぐれた方式である︒平安文学や会津八一の

また漢字かな混じりといふ独特の表記形式を完成した︒こ

年以上を経た︒そして漢字からカナ文字︑かな文字を作り︑

は﹁くれない﹂ではなく﹁くれなゐ﹂︑﹁蝶々﹂は﹁ちよう

字を混じへることによって︑分かち書きの効果もある︒

短歌のやうに︑かなばかりで書かれると読みにくいが︑漢

この国の子どもも堪えてゐる︒

は思はない︒元来中国の︑ある場所︑ある時代の発音が根

ちょう﹂ではなく﹁てふてふ﹂と書かなければならないと

正かなづかひの復活は︑内閣訓令︵これは役人に対する

ルソーの語は︑文字をたどって読むのではなく︑形を見て

することができる︒ローマ字の場合でも︑ルネッサンスや

象形文字は絵と同じやうに一瞬にして意味・内容を理解

命令であって一般民間とは何の関係もない︶の廃止で事は

直ちに理解してゐる︒

拠であるにすぎないからである︒

すみ︑手続きとしては至極簡単である︒とはいっても︑小

人々が堪えている程度の面倒に︑日本人も堪えてほしい︑

を主張してゐるわけではない︒英︑独︑仏語を母語とする

伴ふわけではない︒私は理想論ないし常人の堪え難い困難

かひを復活するといっても︑そんなに大きな困難︑混乱が

それだけ正︵旧︶かなづかひに近いから︑正︵旧︶かなづ

新かなづかひには︑多くの例外︑許容が認められてゐて︑

かな混じりの表記には︑このやうな利点があり︑その故に

送りがなや助動詞をつけて︑文を構成する︒漢字を用ひる

詞にはテニヲハや助詞をつけて格を明らかにし︑動詞には

堪えると︑意味を特定することができる︒また︑漢字の名

書く︑欠く︑掻く︑界く︑﹁こたへる﹂は答える︑応える︒

格︑核︑覚の別が分かる︒同様に大和言葉の﹁かく﹂は︑

て航海︑公海︑公開︑公会︑後悔︑更改︑校猶︑また各︑角︑

日本語では同じ音であっても︑漢字を用いることによっ

といふまでのことである︒もっともこれに民間一般が同調

通常の表記形式として定着してゐるのである︒

泉首相や中山文科相にとっては難題であらう︒

するかどうかについては︑私に見通しはない︒

一方︑論語の﹁父父子子︑君君臣臣﹂の文などを見ると︑
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格変化や時制もない︑従って判じもののやうに︑幾通りか

シナ語とは実に面白い言語だと思ふ︒それは述語を欠き︑

膨大であって︑使用に不便はない︒

はできない︒またパソコンやワープロの漢字の記憶容量は

理な言語でもなく︑気をつければ法令の文としても充分間

あれこれ考へ合わせると︑日本語は決して暖昧でも不合

いふ別の文字だからである︒なほ漢字の字体は︑文化庁の

﹁芸﹂としたのには疑問がある︒﹁芸﹂は元来﹁草ぎる﹂と

に﹁塩﹂の繁体字はもう書けない︒ただ︑﹁雲﹂の略体を

また漢字の略体化にも私は賛成である︒恥ずかしいこと

に合ふ︒それに千年歴史をもち︑これを用ひて日本の文学︑

基準よりも経済産業省のＪＩＳの方が現実には先行普及し

の読みが生まれる︒

文化が形成されてきたのであるから︑漢字を含む日本語表

てゐるやうである︒

員の選挙が行はれてゐた︒台湾︵香港も︶では繁体字が用

十年以上も前に台湾を旅行したとき︑ちょうど立法院議

記を否認することは︑日本文化の自殺行為にも等しい︒

ちなみに学者は︑シナ語などを孤立語︑英︑独︑仏語な
どを屈折語︑日本語などを修着語といふやうである︒

ひられてゐて︑選挙ポスターには﹁請神聖的一票﹂とあり︑

当面︑常用漢字表あたりが妥当なところであらうと思ふ︒

私は難しい漢字を多用することに賛成ではない︒従って

屯︑園は国︑関は美︑慶は灰などと書き︑略体字に慣れて

中国本土では簡体字が作られ︑漢は江︑機は机︑電は

撮らうとしたら︑選挙妨害として逮捕されると脅かされた︒

候補者名の次に﹁鞠朗如﹂と書かれてゐた︒記念に写真を

しかし漢字をこれに制限するのではなく︑必要ならこれ以

ゐる日本人には中々判りにくい︒簡体字は音の共通を基本

四漢字の限界

外のものでもルビをふって用ひてもよからうと思ふ︒私も
たん

に作られてゐるが︑日本の略体は形の類似を主に作られて

ちみもうりょう

ときに魁魅蝿腫などを使ふことがある︒明治の法令には祖

の︑一部政治家が思ひつぎから主張したやうに︑日中共通

ゐる︒作字の原則が異なってゐるのである︒従ってかつて

せきらてい

楊裸程︵はだか︶を禁ずなどと難しいものがあったが︑今

今日の印刷は鉛活字を拾はず︑電子製版であるから︑も

中国へ行って︑ある簡体字の繁体はどういふ形かと聞い

の文字を作るなどは︑至難といふほかはない︒

は死語となってゐる︒自然の流れであらう︒

はや経済的理由によって漢字の使用の制限を主張すること
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ても︑六十歳以下ぐらいの人には質問の意味は通じない︒

ラジオ︑テレビ︑インフレ︑デフレはもはや日本語である︒

は外国語のカタ仮名表記が氾濫してゐる︒バス︑トラック︑

国語審議会は先頃︑外国語の日本語表記の標準を示した︒

かれらは簡体字しか知らないからである︒繁体字を知って
ゐるのは学者である︒

しかし︑簡単に言ひ換へのできない難しいものもある︒﹁ア

問題は︑かうした特殊な言葉ではなく︑むしろ日常語の

日本にはカナ文字といふ便利なものがあるが︑中国には

輪胎︑ズボンは樟︑ブラウスは槻杉︑スカートは裾子と書く︒

方にある︒四六時中︑才色兼備の女子アナがファッション

の﹁クリック﹂︑署語ではＭ＆Ａ等々である︒

人名もデカルトは笛乍完︑アイザック・ニュートンは伊薩

番組やグルメ番組等でカタカナ語を乱発してゐる︒格好い

イデンティティ﹂︑﹁アクセス﹂︑コンピューター・マウス

久・牛頓︑シーザーは凱撒︑レーガンは雷根︑と書く︒地

いといふことなのであらう︒しかし︑オープン︑シンプル︑

これに相当するものがないために︑たとへぱテレビは電視

名表記も様々でニューヨークは紐約︑バンコクは員谷︑シ

カラフル︑ジューシー︑ヘルシー︑ホワイト︑イエロウ︑レッ

台︑コンピューターは電脳︑セメントは泥水︑チューブは

ドニーは悉尼である︒同じ地名に別の表記もある︒アイス

日本では︑外国語はカナ表記をするのが通例であるから︑

り︑充分それで間に合うやうに思ふ︒

日本でも漢字の使用を制限し︑また署体を定めた結果︑

言葉の出自はいつまでも明らかである︒︵﹁お転婆﹂のやう

ド︑グリーン︑ブルー等々となると︑然るべき日本語もあ

露伴はもとより︑激石︑鴫外も読めなくなったといふ︒叡

に︑分からなくなったものもあるが︶︑しかしフランス語

ラの可楽可楽は︑傑作であらう︒

智は英知に︑輿論は世論に置きかへられてゐる︒しかし幸

のフラングレイの場合は︑同じくローマ字表記であるから︑

クリームは氷激淋と書く︒カラオケの下位ＯＫ︑コカコー

に古典にまで及んでゐないが︑中国はさうでもないらしい︒

固有のフランス語との区別がつかなくなる催れはあらう︒

ゐるらしくも見える︒

語を大切にせず︑学者︑文化人に至ってはむしろ軽視して

フランス人がフランス語を大切にするほど︑日本人は日本

簡体字の知識では︑四書五経も史記も読めないであらう︒

園外国語の表記
中国人が漢字による外国語表記に苦心してゐることにつ
いては前述したが︑日本にはカナ文字があるせいかこの頃
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嘉子なる女性が一時日本に来てテレビドラマに出演したと

最後に話し言葉の問題である︒戦前ソ連に亡命した岡川

マスコミの奔流や流行の強迫に打ち勝って正すことは︑法

た奇妙な女言葉も拡がりつつある︒かうした国語の乱れを

る︒また﹁ら﹂抜き言葉や﹁花たちにお水をあげる﹂といっ

女子アナの︑機関銃のやうな早口の高声に私は閉口してゐ

き︑その静かな︑ゆっくりとした︑美しい話し方に魅了さ

的禁止の道もないからほとんど絶望である︒ＮＨＫあたり

㈲話し言葉

れたことがある︒戦前の日本の話し言葉が缶詰のやうにモ

で自粛してもらひたいものである︒︵元東宮太夫︶

秋に開かれ︑六十年近い雌史があります︒今は︑油劇祭に

大阪での中学生油劇祭︵コンクール︶は︑年に二回︑春

てもらおう﹂と言うことにしました︒会合で中学生は柔

祭の舞台に出現し︑劇作研究会は﹁子どもたちにも参加し

ある時から︑中学生たちの劇作した優れた作品が演劇
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スクワで保存されてゐたのである︒これに比べてこの頃の

中学生たちと挑む

︲祖国の言詞一ことば︶を大切に︲鼻侭佐藤良

参加する中学校の全てが創作劇を上演し︑競演しています︒

軟な頭で梗概︵あらすじ︶を書き︑作品の構想を示したり

り劇作研究を続けました︒

三十年前︑観客が感動するだけではなく︑もっと良い作

するようになりました︒顧問教師達は︑とても驚きまし

はじめに

品を書こうと演劇部の顧問教師たちは︑時間を割いて集ま

和

可能性を発展︑拡大させようと演劇夏季学校を始めました︒

た︒中学生が持つ秘められた能力を知ったからです︒その

ちは︑やがて︑文章教室を立ち上げました︒茨木でも翌年︑

と︑興味を抱き講演に呼んで下さった大阪・岸和田の人た

近畿代表として出場することが決まった時︑﹁戯曲とは？﹂

文章教室が発足しました︒二つの文章教室で大人と出会っ

二十五年も昔のことです︒

当時︑私は高校に勤め︑創作劇活動を続け︑創作戯曲﹃さ

たのが︑第三の出会いです︒

演劇夏季学校と文章教室が共に二十年目を迎えた時︑私

ざんがきゅう﹄を書き︑演出し︑高校生と共に舞台化︒秋
田での全国高校演劇コンクールで最優秀賞を獲得しました︒

は︑自己の歩んだ道を振り返る意味で﹃私流の文章作法﹄

運営委員長を委託された私は︑将来の発展を考え︑十年前

十五年前に︑茨木市の生涯学習センターが誕生しました︒

成を楽しむようになりました︒

こうして私は︑中学生や大人と︑創作劇を書き︑文章作

を書き進め︑日本教育新聞社から出版しました︒

その報告が︑演劇夏季学校の子どもたちに伝えられると︑

歓呼の声がわき上がりました︒大きな花束を子どもたちか
胸が熱くなったことを︑今も鮮明に覚えています︒

ら戴きました︒

五つの出会いの中で

﹁中学生のための講座﹂を開設しました︒

現在は第二︑第四土曜日午前中の三時間︑﹁中学生のた

大学を卒え︑母校の追手門学院中・高校に教諭として勤
め︑化学の授業を持つかたわら︑演劇部の顧問として創作

めの文章教室と演劇教室﹂を︑担当し︑中学生と出会って

茨木市立三島中学校から﹁文章指導﹂をと依頼されました︒

います︒これが︑四つ目の出会いです︒

劇に取組み︑子どもたちと心を通わせたのが第一の出会い

中学生演劇祭に長く参加していた私は︑大学に移籍後︑

です ︒

ことばと文章︑戯曲の創作に関りを持った︑これが五つ

な助けと成りました︒

五つの出会いは︑私を成長させましたし︑職業上で大き

目の出会いです︒

第五十回演劇祭から百回まで審査を依頼され︑相互に批評
し合う合評会で向き合った中学生や演劇夏季学校で三泊四
日︑共に生活した中学生との出会いが︑二つ目の出会いです︒

前出﹃さざんがきゅう﹄が全国高校演劇のコンクールに
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第一の出会いで

生活の中で使っている大阪ことばの方が︑生きている実感

を︑肉体や精神の中で感じていると思うのです︒

優しい敬語があります︒

﹁まあ︑そんなこと︑よう︑しはるわ﹂

小学生の時分から︑学校での作文は得意でなかった私は

中学生になって誰にも見せないノートに︑心に思うことを

﹁何々︑したはりますか？﹂

謙譲語も簡単で︑﹁そうさせとおくなはれ﹂︑﹁そう︑さ

の﹁はる﹂や﹁はり﹂は大阪ことばの敬語です︒

書き連ねました︒でも︑文章が得意であった訳ではありま
せん︒幼少の頃から︑本は良く読んでいました︒

母校に勤め︑子どもたちとの演劇部活動で︑既成の作品

しといてもらいまつさ﹂

の﹁させ﹂﹁さし﹂は相手を立て柔らかく言う謙譲語です︒

が︑生徒の生活や想い︑心情と︑合致しないことに気付き
ました︒子どもたちと話し遊びながら校内文化祭や春秋二

それだけではなく︑大阪ことばには漫才で言う﹁ボケ﹂

出します︒

と﹁突込み﹂があって︑対話の中に和やかな雰囲気を作り

回の大阪府中学生演劇祭に出演できる作品を書きました︒

大学在学中に演劇研究会に属していたのに劇作法を知ら

あるのです︒私は︑そう考えて中学校演劇作品として﹃天

長い歴史に培われた土地のことばは︑それなりの輝きが

そこで気付いたことは︑大阪ことばの持つ情や心の動き︑

神祭﹄﹃姉と弟﹄﹃山猿と煤煙﹄など五十篇ほどを書いては︑

漁り︑職業劇団の舞台を鑑賞して研究しました︒

なかった私は︑劇作法に関する本や演劇関係の本等を読み

血や汗︑涙の充満した言葉が︑風俗や祭を通して歴史を感

子どもたちと舞台作りをし発表してきました︒

ここでは︑先ず︑四百字詰め原稿用紙に︑登場人物は二

う者ばかりです︒

参加して来る中学生は学校も学年も異なり︑初めて出会

演劇夏季学校で

じさせていることでした︒

ある学校劇の研究大会で大阪ことばの劇を出し︑国語の
教師やＮＨＫ関係の人に叩かれました︒﹁何故︑標準語で
書かないのか﹂と︒

今想うと︑日本に標準語が作られたのは︑わずか八十年
前のことです︒敢えて大阪弁と書きませんが︑巷で庶民が
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に挑みます︒学校名や学年︑氏名は欄外に書きます︒

から終りの行までを対話で戯曲を書く﹁四百字創作戯曲﹂

人で名前は一文字︒ト書き無し︒四百字原稿用紙の一行目

て︑教師が︑命令や指導︑教導をしないことにしています︒

劇夏季学校では︑子どもたちの自律性や自発的な力を信じ

の創作戯曲︑卒業公演の作品なども︑記載しています︒演

上げます︒子どもたちの作品は参加教師の中で劇作に堪能

圧︑邪魔せず芸術創造に必要な自由を保証するために︑教

それに挑む子どもたちの︑創作意欲や夢を描く心情を抑

四百字詰め原稿用紙や集団創作には︑枠があります︒

な者がチェックし︑優秀な作品を選び︑修了式の時に読み

師は日頃の師表を抑え︑子どもたちへの圧力をかけないよ

子どもたちは四苦八苦しながら︑それでも時間内に書き

上げて表彰します︒

第五回演劇夏季学校を神戸摩耶山で開いている時に︑そ

うに配慮しているのです︒

分けます︒演劇夏季学校の目玉である卒業公演のために︑

の頃︑国立教育研究所の所長︑鈴木勲先生が訪問︑見学さ

演劇夏季学校参加生徒を私たちは﹁座﹂と呼ぶ小集団に
それぞれの座が十五分程度の戯曲を創作し︑それを最後の

れ︑﹁参加している生徒の来る時の顔と帰る時の顔が違う︒

﹁実施場所が良くないね︒曽爾︵そに︶少年自然の家を使っ

帰る時の顔は自信に満ち爽やかで輝いている﹂と感動され︑

夜に発表することにしています︒

初めて出会った子どもたちの心は純粋で︑劇作への想い

たら︑どうかね﹂と︑提言なさいました︒

は強く︑通学している時以上に新しい友達と打ち解け︑卒
業公演の戯曲創作と舞台化への稽古に精を出し︑一生懸命

私たちはご紹介を戴いた曽爾少年自然の家に︑開校場所

を移しました︒それからずっと︑演劇夏季学校は︑奈良県

に取組みます︒

四百字創作戯曲の折も卒業公演のグループ創作の時も︑

国立曽爾︵そに︶少年自然の家で︑毎年八月始め︑三泊四

平成十六年︑演劇夏季学校で︑中学生から受けた感動を

台詞︵せりふ︶や言葉の扱いについての話をしますが俗に

演劇夏季学校で今用いているテキストを数年前に出版

書き︑﹃随想録山芋の花﹄を出版しました︒同名の﹁山

日の日程で泊まり込み開校しています︒

しました︒日本教育新聞社発行﹃創作劇活動の勧め﹄です︒

芋の花﹂の随想が︑感動した内容です︒

言う国語の授業と違った観点から話すことにしています︒

演劇夏季学校の様子やカリキュラム︑子どもたちの四百字
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中学生のための文章教室で
今︑この教室には︑茨木市内の中学生が二十数名集まっ
て来て︑第二と第四土曜日の午前中︑開講しています︒

教室の様子を参観に来られた児童書作家の津田徳子さん

第に熱い何かがただよい始めた︒

先生は穏やかな表情で︑生徒達の机を回り︑小声で

何やら指導されているだけ︒

そこには中学生が持つ驚くべき集中力︑エネルギー
が溢れ始めていた︒

文章をおこし︑自分の魂を注ぎ込むという生みの苦し

何のテーマもないところから書くモノを探り出し︑

客観的にお書きになり子どもたちを温かく見詰めて書い

み︵喜び︶を体験する﹁もの書き﹂の仕事であるもの

から︑感想文﹁三本の赤い線﹂を戴きました︒

ていらしやいます︒それを︑抜き書きして教室の姿をお示

に目の前の中学生達はイソイソと挑んでいるのだ︒

生と生徒が目を合わせ語り合う時の︑さりげない視線︒

そこにあったのは︑三本の輝く赤い線︒一本は先

の姿に不思議な感動を覚えたのだ︒

その時私はその文を中にして向き合う先生と中学生

き指導を受ける︒

やがて書き上げた文を生徒達は先生の机に持ってい

︵略︶

ししたいと思います︒

三本の赤い線

︵前略︶﹁中学生のための文章教室﹂を参観させて戴
いた︒

驚いたことは︑一切の講義もなく作文のテーマも何
一つ与えられていない︑ということであった︒

︵略︶

やがて先生の赤ペンが走り出す︒︵略︶

集まった中学生達は思い思いの文章を書き︑先生の
添削指導を受けるという︑ただそれだけの静かな教室

生徒はじっと考えながら先生のペンの動きを追って

の線︒

いる︒先生の手を見詰める生徒の無心な視線が二本目

なのである︒

その静けさの中で中学生たちのペンの音が続く︒一

時間も経つ頃になると教室の空気は段々と凝縮され次
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そして三本目の線は生徒に注ぐ先生の目線である︒

慈しみに満ち︑理解と愛にあふれた︑先生のまなざし
である︒

うつむいている生徒は知らない︒︵略︶
﹁そやな︑それでええやろ︒清書して来︵き︶い﹂
﹁ありがとうございました﹂

生徒は喜々として席に戻り大切な自分の文に再び没
頭する︒

何の解説もお説教もない︒ただ三本の赤い視線が
あるのみ︒教室には爽やかなパワーがみちみちていた︒
︵後略︶

文章教室に集まって来る中学生には︑原稿用紙の扱い方
や文を創造する時の考えるべき点などを︑初回の授業の時
に話します︒書き上げた文を持ってきた子とはいろいろと

話しますが︑通常は子どもたちの創作意欲に委ね︑何も話
さないようにしています︒

茨木市立三島中学校で
三島中学校の依頼で﹁文章指導﹂の教室に出掛けました︒

毎週火曜日の六時限目です︒五十分授業を十回︑図書室で

行いました︒

原稿用紙を使うことから始め︑ことば︵言詞︶遣いと表

が無くなります︒

現や表音文字と表意文字の使い分けなど話していると時間

直ぐに書いてもらうのも大層だから︑家に帰って書いて

もらうようにしています︒

或る生徒が提出しようか止めておこうかと︑迷っている

ので︑採り上げて読むと︑かなり良い内容でした︒読後感

と︑その子の内面に隠された鋭い感性や審美眼など︑私の

思いを校長に話しました︒校長は︑

と驚いていました︒

﹁へえ︑あの子が：⁝・・見直さな︑いけまへんな﹂

音として口から出て来る表現と文字にした表現とに違和

感がないようにするためには︑相当の苦悩や修練を乗り越

えないと︑出来るものではない︑と私は思います︒

その子の日常の表面的な姿を見るだけで︑判断しては誤

ることがあると思います︒

心の奥を知るためには︑どうすれば良いのでしょうか？

子どもたちは普通︑国語の授業に満足していないと聞き

ます︒小学校二年生で国語嫌いの兆候が現われると︑聞い

たこともあります︒何故なのでしょう？この辺りを︑一
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体どこに問題があるのか︑考えて見たいと思います︒

子どもたちに話す中身
ア︑日本語とは

日本は古代︑音だけを頼りにして生活していたと聞いて
います︒縄文や弥生の時代には日本人の耳は良かったとも

耳の良さは烏の鳴き声や虫の音︑風の騒ぐ音や笛の音を

言います︒

聞き分けたと言う説もあります︒

一時期︑ベストセラーになった？書物の﹃右脳と左脳﹄

の著者は︑日本人の聴く力の良さが創造性の源としての右
脳を発達させたのだ︑と言う見解を示しています︒

日本に漢字が入ってきます︒万葉人︵びと︶は︑和歌を

すが︑それは︑私たち日本人が喧騒な雑音を聞きなれ︑聴

力が衰えてきたからではないでしょうか︒

梅や馬の﹁ゥ﹂や︑虫の音や風の騒ぎも︑耳に聞こえな

くなってしまったのではないでしょうか︒可聴能力の減退

は︑右脳の発達に影響を与えないのでしょうか︒

日本人は漢字は音だけではなく一字一宇に深い意味が隠

されていることを学びます︒

勉強した人々なら︑漢字だけで読み書きが出来たかも知

れませんが︑それでも︑漢文は難解で︑やがてカタカナや

平仮名を作り出し︑三種の文字を使って豊かな表現に挑み
ました︒

外国語は主としてアルファベット二十六字の組み合わせ

書く中近東の字は違いますが︑一国で三種の字を組合せて

ロシア語やギリシャ語︑韓国語の字や︑右から横に字を

たスペルで示されます︒

用い︑諸現象や状況を書き上げている国は日本だけだと︑

漢字で書きました︒

私は﹁梅﹂と﹁馬﹂を書き﹁梅﹂は﹁ウメ﹂とも﹁パイ﹂

私は思っています︒

だれ︶など呼びます︒思い出すだけでも多種多様です︒

春の雨は︑春雨︑菜種梅雨と言い︑梅雨を五月雨︵さみ

と思っています︒例えば︑雨を採って考えてみましょう︒

表現や言葉遣いの豊かさは日本の誇るべきものの一つだ

とも読めるし︑﹁馬﹂は﹁︵﹂とも﹁ウマ﹂とも読めるが︑

と︑大抵︑梅は﹁ウメ﹂馬は﹁ウマ﹂と答えます︒

どちらが日本語だと思いますか︑と子どもたちに尋ねます

昔の日本人は︑大陸からの渡来人の発音を﹁梅﹂は﹁ゥ
めェ﹂と﹁馬﹂は﹁ゥまァ﹂と聞き取ったのでしょう︒

現代中国では梅を﹁メイ﹂馬を﹁マァ﹂と発音していま
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仮名があるから何でも仮名で書けばよいと︑例えば﹁引っ

込みじあん﹂と書かれますと︑﹁じあん﹂を読んで︑どん

な意味かな？と考えてしまいます︲同音異義語が多い日
本の言詞︵ことば︶では︑解釈に手間取ることが起こって
来るでしょう︒漢字を覚えることは文を書き台詞を書く上
で重要になってきます︒

イ︑辞書を引き︑読みましょう

なります︒

確に表現できるようになると︑ことばを扱うことが楽しく

ウ︑本を読もう

自己の心魂に響き血肉になるような書籍を読み漁りま
しょ塗フ︒

どのような本が良いかはサイド・ブックといえる教科書

しむことです︒語棄が豊富になり表現が多様化します︒同

言葉の周辺の字︑熟語や語句を読み︑ひと時くつろいで楽

てはならないと思います︒引くだけではなく︑引いた字や

その場限りの会話︑チャット的な場当たりの話を続けない

分かってきます︒例えば︑中身の無い挨拶︑おしゃべりや︑

本を読むと多彩な表現やなごやかで正しい言葉遣いが

積読︵ツンドク︶では︑意味がありません︒

しょう︒

の中に︑示されています︒その辺から︑乱読︑精読をしま

時に︑漢字の中には︑国字と言って和製漢字があることも

ようになります︒

国語辞典であれ漢和辞典であれ辞書を引くことを嫌がっ

判ってきます︒例えば冬の木を柊とか雪の降る時期の魚を

次の表現がオカシイことにも気が付きます︒

る︑食べられる

出れる︑投げれる︑食くれるは︑出られる︑投げられ

となります︒

楽しいことでした︒おいしいものでした︒

正しく言えば︑

楽しかったです︒おいしかったです︒

鱈とか︒

こうしたこと以外に︑字の正しい遣い方を覚えます︒

話しを聞くは﹁聞く﹂ではなくて﹁聴﹂の字︒心を込め
て聴くの方がよいと分かります︒忙しいの﹁忙﹂は﹁忘﹂

と同じ意味だとかも理解でき︑文意を正しく著︵あら﹀わ
すことが出来ます︒

自分自身の考えや感じ方を︑自分が納得できるよう︑正
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となります︒

親が良く言う言葉に︑

食べさせて上げる︒優しくして上げる︒
これもオカシナ言い方です︒

食べさせる︒優しくする︒

で良いと思います︒何も﹁上げる﹂と恩着せがましく言わ

工︑土地のことば︑方言に愛着を持つ

前に書いていますが︑大阪のことばとは︑今は関西こと

ば︑関西アクセントや声調と言う抑揚のあることばを指し

ています︒近畿地方に住む者としては︑関西ことばを大切

にしたいと思っています︒

結論を言うならば︑自分自身が住んでいる土地で遣われ

ＴＶの番組でも大人が誤った言葉遣いをしているのを

り﹁読み﹂﹁書く﹂ということは︑生まれた国に育った人

につながると思います︒正しい日本語を美しく遣う︑つま

これはそのまま︑日本人が日本語をいとおしく思うこと

話されていることばを︑大事にしたいと思うのです︒

度々視聴します︒マスメディアが間違ったことばを平気で

として︑極々自然に︑執︵と︶り続けなければならないこ

れる必要は無いのです︒

公共の電波に乗せていることを︑知っていながら続けてい

日本は︑欧米のようにことばが統一される時が無いまま

と︑最低限のことだ︑と思うのです︒

るのは︑たまらなく情けない事だと私は思っています︒

︵シテキ︶には﹂を﹁ワタクシテキには﹂︑また﹁自分的︵ジ

に︑各地での言葉遣いが︑そのまま遣ってしまったようで

他にもオカシイ言葉の遣い方があります︒例えば﹁私的

ブンテキ︶には﹂と言う表現です︒﹁私としては﹂とか︑﹁自

や仕来たり︑儀礼や人情︑文化や歴史までにもお国柄が残

す︒その結果︑ことばの中にお国柄が遣され︑加えて慣習

別に良い言い方もあります︒極めて日本的ですが︑月を

り︑それなりの︑良さや悪さも︑残っているようです︒祭

分としては﹂と言う表現があるのです︒

﹁お月さま﹂とか﹁お団子﹂や﹁お花見﹂﹁お隣﹂﹁お向かい﹂

や季節の行事に︑その事が伺われます︒実はそれが︑人の

抜け出ようと努力して来ました︒が︑古さの中にも︑善︵よ︶

私達は︑日々︑改善を図りながら︑旧来の晒習の中から

営みであって︑そこに人が棲んで生きている証拠なのです︒

などです︒

加えて︑丁寧語や謙譲語︑敬語などがあり︑日本語の豊
かさを示しています︒
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さを再発見し︑取り戻そうと考える事柄が多いことに気付
き始めています︒

日本の色が建った様に︑和食が世界で見直されているよ
うに︑今︑世界では︑日本美の再発見が求められています︒

だが︑時が来れば︑ヒトは生物体︑物質としての活動を

終わらなければなりません︒即ち︑死を迎えます︒

物や金︑土地を遣すヒトもいるでしょう︒しかし︑よほ

どの働きをしても歴史上に名を遺すのは至難の技です︒こ

もっとも簡単に︑私自身の心魂を︑後世に遺すためには

れは︑生きてきた者にとっては︑寂しい限りです︒

の文化や美術︑音楽︑建築等に憧れていました︒留学の帰

何がいいのでしょうか？考えたあげく︑文を書き残そう

若い頃の私は︑頑迷固晒な日本より自由で輝かしい欧米

路は︑アメリカの文化の源泉であるョ−ロッパを巡りまし

と言うことになりました︒せっせと書き貯めているのは︑

オ︑感性を研︵みが︶こう

在米の先輩に教えて戴きました︒

続きである中国の漢文を勉強することが非常に役立つ﹂と︑

なせることである︑と思っています︒その上︑﹁欧州と地

外国語の学習や習得には︑母語︑母国語を自由に使いこ

一つ付け加えておきたいことがあります︒

幸福だと思っています︒

そのためです︒もし頼まれて文を書くことがあれば︑実に

た︒そこで︑私自身の噌好に変化が現われました︒

バルトークその他の近代音楽が好きだった私が︑バロッ
クを聴くようになりました︒

印象派の絵画からルネッサンスの絵画にも魅かれるよう
になりました︒

東南アジアを廻り︑日本の古い仏像や寺院建築︑庭園に
興味を持つようになりました︒

大きな変化が︑私に︑もたらされました︒私の体が︑日
本美の再発見を求めたのです︒体内の遺伝子に含まれてい
る日本人としてのＤＮＡが活性化して来たのです︒そのこ

日本語をマスターする事や日本語を自由にハンドリング

沈丁花が香り︑桜が咲き満ちます︒花が散ると藤が風に揺

や環境を破壊して行きます︒でも︑春になれば︑梅が咲き︑

最近は︑近代的な街があちこちに現われて日本の風土

する時に︑苦しいことや空疎になること︑スランプに陥る

らぎ︑つつじが咲き︑山や森︑林は若葉で薫ります︒

とに︑今︑何らの不協和音も感じてはいません︒

ことがあります︒
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に馴れている日本人は︑ことさら自然が好きで自然を師と

日本の四季は︑ゆったりと変化しています︒自然の変化

思います︒

として芸術的に優れた絵画や彫刻︑音楽に親しむことだと

でも︑その感性を研かなければなりません︒一つの方法

ルギーも高いはずです︒その気になれば︑何でもできます︒

若い時は︑機会はふんだんにあり可能性は大きく︑エネ

研かれて行くものなのです︒

ば強いほど︑美に触れる機会が︑多ければ多いほど感性は

せん︒根本的には︑興味を持ち︑好奇心や探求心が強けれ

す︒だが︑そう容易に優れた感性が身に着くはずはありま

覚える機会が多くなればなるほど︑感性は研かれて行きま

美に触れて︑魅︵ひ︶かれ︑心を奪われて︑強い感動を

馴れない内に諦めてはなりません︒

し友として来ました︒

所がこの頃は︑家の中ばかりにいて自然の変化や空の様
子︑朝日や夕日の輝きを見ず︑生物の動きに注意も払わず︑
自然観察などに興味を抱かなくなったように思います︒

自然の中の一存在であるヒトが︑自然から逃避しようと
しているように見受けられます︒

自然を観察していると︑自分自身の想いや心の動きに気
付かされて︑これから文章を書こう思う人物や題材が絵の
木の葉の動きや小鳥や小動物の生活︑他の人々の態度や

ように浮かんできます︒

自然の織り成す美︑ヒトが苦悩し努力して営々と創り上

力が働く年代にチャンスを逃がす手はありません︒

時が止まって︑待ってはくれません︒一番︑柔軟に思考

げた美︑人類の宝と言える美を味わってみて下さい︒

姿︑動作などを観察していると逆に︑自分自身が見えて来
るのです︒自分の心が見えて来るのです︒自分自身の感受
性や美意識︑好奇心︑興味のある無しも分かってくるので
す︒そうすると自分自身が書こうとするものがハッキリと
見えて来るし︑その上︑表現さえも︑思い付きます︒

先ず︑文章を書くことから始めましょう︒

力︑言詞︵ことば︶を磨︵みが︶く

表現が拙︵つたな︶くて︑書き手の心情が読み手に伝わ

幼い子どもは︑ことばを充分に知りません︒だから絵を
描くのです︒幼い子が思いのほか魅力のある絵を描くこと

らないのは︑言詞の遣い方が︑自然ではないからでしょう︒

が出来るのは︑自分自身の感性を抑えないからでしょう︒
子どもは誰でも優れた感性を持っているのです︒
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書いた文章の中に︑適切な語句が骸︵は︶め込まれてい
ないからかも知れません︒

書きたいものが自分自身の中で醸成︵じようせい︶され
ていないからかも知れません︒

ここで言う﹁醸成﹂を別の言葉で言うと︑何をどう書き
たいのかが︑自分自身の中で︑十二分に考えられていない︑
練られていない︑と言うことです︒

題材や資料︑印象︑心象などを︑もう一度︑見直し︑考
え直す必要があるでしょう︒

それとも︑見たもの︑考えたことなどに︑それほど強く

生み出す作業なのです︒

どのような作品の時に︑どのような語句を紡いで︑文章

や﹁せりふ﹂を編み出すのか？

読み手に感動を移入することができるのか？
実に面白い課題です︒

大人は善︵よ︶い表現や言詞を守ろう

世界には多くの国々があります︒歴史上︑国の名が遣っ

ていても︑ことば︑例えば字や音が亡くなってしまった国
もあります︒

文明が遣っても︑国は滅亡してしまいます︒

﹁初めに言葉があった︒言葉は神であった﹂と説く宗教の

言詞を磨く方法の一つに︑もう一度︑書く対象を見直す

最近の︑日本語の乱れに︑心が痛みます︒

感動しなかった︑と言うことでしょうか？感動が無いと︑

か︑あるいは︑関係する書籍を開いて読むか︑他人の話を

何とかして︑表現が豊かで︑感情や心魂の篭︵こも︶っ

テキストにもあるように︑その国の言葉が滅びると文化や

聴いてみるとか︑文学の本を新たに読んでみることでしょ

た日本語が︑独特な文化や思想と共に︑遣って欲しいとい

モノを生み出すことは難しいでしょう︒

う︒どうしても表現できなかった語句との出会いや切り込

うのは︑私の切なる願いです︒

多くの日本人もそう願っているでしょう︒

める口が見えて来るものです︒

沈思黙考や冥想で迷いから醒め︑問題解決の糸口が見つ

るだけ省いて真髄だけで総てを表わす三十一文字の和歌や︑

日本人は昔から︑自然を美しく染め上げる語句や︑省け

ことばを紡︵つむ︶ぎ文を織り成す作業を作品を生み出

十七文字の俳句を創作してきました︒そこには︑自然の姿

かる事があるかも知れません︒

すと言い︑創作すると言います︒これこそが︑無から有を
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や人の心までも︑描き切っています︒和歌や俳句︑詩を創
り出した日本人の血は︑私たちの体の中を︑今も脈々と流

おわりに

世界で最も古いとされる小説は日本の﹃源氏物語﹄です︒

作者は︑あまりにも有名な紫式部です︒紫式部は女性です︒

れている︑と思います
これを守らない手はありません︒守ると言うよりもっと

日本語の乱れを糾︵ただ︶し︑直すのは︑私たち大人

清少納言も女性です︒日本の女性の中に︑文化を生み出す

の責務なのです︒そのためには︑大人が物事の真実を見抜

発展させ︑日本語の奥床しさや謙譲の美を示さなければな

大人︑特に母親です︒母国語は自分の国の言葉です︒そ

き︑嘘を吐︵っ︶かず︑自分自身が感じた想いを有りの侭︑

ＤＮＡが受け継がれているはずです︒自然であれば︑母親

の国の個人が遣っている言葉を母語と呼びます︒母の胎内

らない︑と私は思います︒その第一歩︑取組みの先端を切

にいる時から子は母の遣う言葉を覚え︑生まれ出て聴く言

正直に話すことです︒その際には︑話し方や書き方を再度︑

は美しいことばをはなせるはずです︒

葉は︑母の言葉︑母が話しかける声なのです︒母の言詞︵こ

学習して︑聴き手や読み手に感動が届くよう心がけ︑実践

り実践するのは大人です︒

とば︶︑母の想い︑母の心情に耳を澄ませて聴き入ってい

しなければならない︑と私は思っています︒

私たちは﹁言霊︵ことだま︶の幸はう国﹂に生まれて来

るのは︑その児なのです︒児は母から言詞を教わるのです︒

父と母とは︑子どもへの愛情を共有します︒母も父も共

子どもたちは︑大人から︑言詞を聴き習い学ぶのです︒

︵生涯学習推進研究センター理事長︶

話し感動できる言詞の遣り取りをしたいものだと思います︒

言詞︵ことば︶に心情や魂塊を打ち込んで︑お互いが対

た国人︵くにびと︶です︒

日本語を︑正しく美しく明瞭に︑読み話し書くことを︑大

に大人です︒

人は身をもって行い示さなければ︑後世に︑善︵よ︶い日
本語を伝えることはできません︒
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Ｉ

文化庁の文化審議官が︑文部科学大臣の諮問を受けて︑このほど平成十六年二月三日﹁これからの時代に求

められる国語力について﹂の答申をまとめた︒﹁国語力﹂という表現を使用し広範な内容の画期的な答申で

あり︑今後の国語政策や教育に大きな意味をもつものと考える︒以下その要旨を掲げる︒

これからの時代に求められる
国語力についてｌ文化審議会答申Ｉ

文化部国語課
以上の国語力が必要︒

ていくことが予想されるこれからの時代には︑これまで

などが進み︑人々の生活を取り巻く環境が急速に変化し

て大切︒しかし︑都市化︑国際化︑少子高齢化︑情報化

○国語力の向上に不断の努力を重ねることは時代を超え

第２これからの時代に求められる国語力

るために大切

価値観の多様化︑国際化︑情報化等の社会変化に対応す

これからの時代に求められる国語力に③社会変化への対応と国語
ついて

第１国語の果たす役割と国語の重要性
○母語としての国語という観点から︑三点に整理︒

①個人にとっての国語
知的活動︑感性・情緒︑コミュニケーション能力の基盤
として不可欠

②社 会 全 体 に と っ て の 国 語
文化の基盤であり︑社会生活を成立させ︑発展させる手
段として重要
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文 化 庁

第１国語力を身に付けるための国語教育の在り方

○これからの時代に求められる﹁国語力﹂は︑次の二つで取り組むべき方策を提示︒
の領域から成る︒

①国語力の中核を成す﹁考える力︑感じる力︑想像する

力︑表す力﹂１国語教育についての基本的な認識

の育成を図ることが大切︒

○言葉への信頼を教え︑情緒力︑論理的思考力︑語棄力

らえていくことが必要︒

②①を支え︑その基盤となる﹁国語の知識﹂や﹁教養．○国語教育を学校だけでなく︑社会全体の課題としてと
価値観・感性等﹂

第３望ましい国語力の具体的な目安

○日本人の成人として︑ここまでの国語力は身に付けた○国語力の効果的・効率的な向上を目指すには︑一人の

いという生涯にわたる努力目標を一つの参考として︑﹁聞人間がどのように発達していくのかという観点から︑各

れの力について︑目指すべき具体的な目標を提示︒成人例えば︑次のような三段階に分けて考えることも可能︒

く力﹂﹁話す力﹂﹁読む力﹂﹁書く力﹂に分けて︑それぞ発達段階で行うべき国語教育を考えることが必要︒

に達した段階で各目標の基礎的な力が身に付いているこ①三歳までは親子のコミュニケーションを通して︑語堂

とが望ましい︒や感性・情緒を育成

②小学校の高学年までは﹁読む・書く﹂の繰り返し練習

Ｉこれからの時代に求められる国語力をにより︑言葉の知識︵特に﹁語桑力﹂︶を確実に身に付

Ｉ身に付けるための方策についてけさせることが重要

③中学生以降は︑論理的思考力をはじめ情緒力︑想像力

国語力
力を
を向
向上
上さ
させせ
るる
にに
はは﹁自ら本に手を伸ばす子供を育等の総合的な発達を促すことが大切
てる﹂ことが何よりも大切︒

この目標を実現するために︑﹁国語教育﹂と﹁読書活動﹂２学校における国語教育
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で︑適切かつ効果的な国語の教育が行われること︑すな

○国語科はもとより各教科その他の教育活動全体の中

側基本的な考え方

○国語力は︑理科や社会など︑すべての教科で養われる

⑧国語科と他教科との関係

モやノートを取ることなどは︑すべての教科でこれまで

という認識が重要︒特に︑﹁話す・聞く﹂の指導や︑メ

わち国語の教育を学校教育の中核に据えることが重要︒

○子供たちの国語力を向上させるためには︑国語科の教

以上に意識的に行っていくことが必要︒

この時期に︑あらゆる知的活動の基盤となる国語力の基

員だけでなく︑すべての教員が自らの国語力を高める必

○発達段階から考えて小学校の国語教育は極めて重要︒
礎をしっかりと築くため︑小学校の国語の授業時間を大

要があり︑国語力に着目した現職教員の研修等の一層の

充実を図ることが大切︒このことは︑教員養成の段階か

幅に増やすといった考え方も必要︒

②国語科教育の在り方

ら配慮が必要︒

を一層工夫しながら︑情緒力︑論理的思考力︑思考その
︑基本的な考え方

３家庭や社会における国語教育

○国語嫌いの子供を増やさないような﹁指導の在り方﹂
ものを支える語童力を確実に育成することを重視︒

○教科内容を︑情緒力の育成を中心とした﹁文学﹂︵あ

ミの影響を考えていくことが必要︒また︑各人が生涯に

○家庭や社会の国語教育では︑言語環境としてのマスコ

た﹁言語﹂という二分野に整理することも検討課題︒

わたって国語力の向上に自覚的・継続的に取り組んでい

るいは﹁読書﹂︶と︑論理的思考力等の育成を中心とし

○授業の中に︑演劇や音読・暗唱をこれまで以上に取り

くような社会的な雰囲気を醸成していくことも極めて大

○乳幼児の脳の発達には親子のコミュニケーションが最

入れたり︑小学校段階から音読や暗唱にふさわしい古典

も重要であり︑それが子供の言葉を育て︑感性や情緒の

切︒

○小学校の六年生までに︑常用漢字の大体が読めるよう︑

育成につながる︒また︑地域のだれもが子供たちとの．

の文章にもっと触れたりできることが大切︒

方﹂について検討することも大切な課題︒

振り仮名を活用するなどして︑現在の﹁漢字学習の在り
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ミュニヶーションを通して︑﹁国語力を育てる責任を有

性等﹂を生涯を通じて身に付けていくために極めて重要︒

○読書活動の現状については︑小学校︑中学校︑高等学

校と進むにつれて﹁読む本の冊数﹂が減っていくという

している﹂という意識の喚起も大切︒

②家庭や地域における取組等

状況を改めることが何よりも必要︒

○学校図書館の図書の選定については︑保護者や子供た

書標準を確実に達成することが何よりも大切︒

その達成率はいまだに三割台にすぎない︒まず︑この図

○平成五年に︑学校図書館図書標準が定められているが︑

⑪学校図書館の計画的な整備

２学校における読書活動推進の具体的な取組

○子供は読書により言葉の数を増やせるが︑更に大切な
ことは家庭や地域で様々な経験を積ませることで︑言葉
と﹁社会や事物﹂との関係を習得することである︒

○家庭内のコミュニケーションを確保するために﹁テレ
ビを消す時間﹂を作ることや︑地域で高齢者と幼児が一
緒に行う音読会のような催しを実施することも有効︒

に活用することも効果的︒

○国語力を向上させる上で︑マスコミの影響力を積極的

ちの意向にも配慮が必要︒また︑学校図書館に子供たち

１読書活動についての基本的な認識

○読書活動については︑国語科だけでなく︑すべての教

②学校教育における﹃読書﹄の位置付け

を指導できる人が常にいる体制を作ることが大切︒

○読書は人類が獲得した文化であり︑読書習慣を身に付

科にわたって全校を挙げて取り組むものとして︑学校教

第２国語力を身に付けるための読書活動の在り方

けることは︑国語力を向上させるばかりでなく︑一生の

○読書という活動の特質から自主性・自発性の尊重が重

育の中に明確に位置付けられることが必要︒

○国語力との関係でも︑国語力を構成している﹁考える

要ではあるが︑一方で︑読書習慣を身に付けさせるため

財産として生きる力ともなり︑楽しみの基ともなる︒

力﹂﹁感じる力﹂﹁想像する力﹂﹁表す力﹂﹁国語の知識等﹂

に︑小学校段階からの継続した読書指導が必要︒

③望ましい﹃読書指導﹄の在り方

のいずれにもかかわり︑これらの力を育てる中核となる︒

特に︑すべての活動の基盤ともなる﹁教養・価値観・感
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を引き出すようにしていくことが重要︒

かく配慮した適切な読書指導を行い︑読書に対する意欲

かれている状況やそれぞれの考え方・感受性等にきめ細

○教員が自らの読書経験を踏まえて︑個々の子供たちの置

くことなどが大切︒

母親だけでなく父親も参加できるような場を設定してい

しては︑﹁読み聞かせ﹂の楽しさを親に感じさせるため︑

ることにあり︑﹁読み聞かせ﹂が重要︒具体的な取組と

運動﹂や︑地方公共団体等で進められている﹁ブックス

○現在︑各種サークル等で進められている﹁読み間かせ

限界があるので︑学校週五日制を活用して︑社会教育の

○学校教育の中だけで読書活動を推進していくことには

タート運動﹂などの情報の共有化を図ることが重要︒

○家庭と連携した読書指導を考えることが大切︒家庭と
に伝え︑読書活動を奨励していくことも有効な方策︒

の連絡帳等に﹁読書の欄﹂を設け︑学校での状況を家庭

側子供たちが読む本の質的・量的な充実

○教科書に掲載する教材の数を増やすことも検討する必

②読書環境にかかわる情報の公開

面から︑土曜日を活用するなどの取組も必要︒

価の定まった名作のたぐいも大いに利用されてよい︒さ

くためには︑国や地方公共団体が読書環境の整備の現状

○各種図書館における﹁図書の整備﹂を十分に進めてい

要がある︒また︑教科書等に載せる文章については︑評
らに︑振り仮名を振れば︑小学生でも読めるので︑著名

○読書活動の推進運動を展開していくために︑関係団体

を策定しているところであるが︑推進計画においては抽

○現在︑地方公共団体では﹁子ども読書活動推進計画﹂

についての情報を積極的に公開していくことが大切︒

な作家や著述家の文章に早い時期から慣れさせることも

との連携・協力の下︑出版社や作家・著述家など関係者

象的な目標でなく︑数値目標を示すことが望ましい︒

大切︒

への働き掛けを進めていくことも有効な方策の一つ︒

３家庭や社会における読書活動推進の具体的な取組
㈹家庭や地域社会における読書活動の支援

○本を読むようにするための﹁最初の入り口﹂は聞かせ
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﹃日本道徳論﹄の

現代語訳に当たって

一以前から寄せられていた現代語訳の要望
﹃弘道﹄第一○三○号は︑昨年六月に﹁杉浦昌也理事追

尾田幸

で編者の古川哲史副会長が︵小感︶の中で︑﹁﹃日本道徳論﹄

の現代語訳は︑もう二十年ほど前に西村先代会長が企てら

れたことがあり︑わたしも少し相談を受けたことがあった

はできなかった︒それを今回ふたたび取りあげられる由で︑

が︑けつきよく︑内容がむずかしくて初志をつらぬくこと

そこには︑故杉浦理事が﹃弘道﹄第一○一三号に寄稿し

その決断に敬意をささげたいと思う︒しかし︑下手をする

と﹃日本道徳論﹄の価値をおとすと同時に日本弘道会の名

誉を傷ける恐れもなくはない︒その点に留意して︑念には

今回この現代語訳を担当するようにとの依頼を受けた筆

念を入れていただきたい︒﹂と要望されている︒

和五十二年に日本弘道会の使命としてこの本の現代訳出版

者が初めて﹃川本道徳論﹄に接したのは︑昭和二十年代の

中頃のことである︒当時︑文学部倫理学科の学生だった私

を呼び掛けた︒既に二十年近くを経たがこのことを再度提

作の中でもやはり﹃日本道徳論﹄であろう︒日野誠は昭

その中で︑Ⅱ理事は︑﹁西村茂樹会祖の主著は膨大な著

を中心として﹂が︹遺稿︺として再録されている︒

た︽論説︾﹁西村会洲百年愚に当たってＩ︽Ｈ本道惚諭︾

伸特集﹂として発行された︒

雄

が受講した古川哲史教授の日本倫理思想史演習のテキスト
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(
1
)

また︑最近では︑﹃弘道﹄第一○三三号の﹁弘道歌壇﹂

案したい︒﹂と述べておられる︒

L

言葉に触れ︑両者の相違を知ったのであるが︑ほとんど予

である︒そこで初めて﹁世教﹂とか﹁世外教﹂などという

として岩波文庫の西村茂樹著﹃日本道徳論﹄が選ばれたの

んだ人達からは格調の高さが損なわれたと評された︒

章としては平易になりはしたものの︑旧文語調に馴れ親し

継いで口語体に訳し直された︒その結果として︑確かに文

和二十九年には新約聖書が︑昭和三十年には旧約聖書が相

史的大変動を境にして︑我が国の文化と伝統が大きく揺ら

﹃日本道徳論﹄は︑幕藩体制の瓦壊と明治維新という歴

慮される︒

同様のことは︑﹃日本道徳論﹄の現代語訳に関しても憂

備知識を持たない者にとっては文章は難解であり︑演習に
参加するためには︑専ら大修館発行の諸橋轍次博士の﹃大
漢和辞典﹄に頼るほかなく︑その準備には多大の時間を要
したことはいまなお記憶に新しい︒

いかに古典的名著だといっても︑難解さのゆえに敬遠さ

かくして︑﹃日本道徳論﹄をだれにも読み易い現代文に

当時東京神田錦町にあった帝国大学の講義室に朝野の聴衆

機を憂えた会祖が︑明治十九年十二月に三日を費やして︑

ぎ︑それに起因する日本国民の思想的混乱と道徳崩壊の危

直して︑広く若い人達にも読んで貰いたいという要望はか

を集めて行った講演の草稿である︒そこには︑会祖自らが

れ︑読まれなければ︑話はそれまでである︒

ねてから関係者の間に強くあったのである︒

多年にわたって考究し続けてきた日本国民としてのあるべ

き道徳の構想が込められている︒

その会祖の意気と情熱とをどうすれば︑格調の高さを損

二古典的名著の現代語訳の問題点
しかし︑古典的名著といわれるほどの作品は︑それをた

なうことなく平易な言葉で再現することができるか︒これ

おわ

明治十九年十二月に三日を費やして︑会祖が演説したこ

第二は原拠の問題である︒

が現代語訳の第一の課題である︒

だ分かりやすく口語体に直すだけで︑﹁能事畢れり﹂とい
うわけにはゆかない︒

例えば︑キリスト教の聖典である聖書にしても︑明治時
代に文語調に訳され︑永らく親しまれてきたが︑戦後︑昭
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森有礼からは激賞されたが︑総理大臣伊藤博文の逆鱗

出さざるを得なくなった経緯についてはすでに周知の事実

と自体には間違いないが︑その日程については︑二通りの

その一つは︑会祖自身が自らの生涯を振返って書き記

であるので︑これを割愛するが︑会祖はこの訂正二版に更

に触れ︑翌明治二十一年三月に井上園成により訂正二版を

した﹃往事録﹄である︒そこには︑﹁十九年十二月十四日︑

に若干の手を加え︑明治二十五年一月に哲学書院から訂正

伝えがある︒

大学の講義室に於いて︑公衆を栗めて三日間の独演説を為

このように︑会祖は生前︑初版︑訂正二版︑訂正三版と

三版を発行していることは忘れられてはならない︒

録とされる﹃日本弘道会創立記事﹄である︒それによれば︑

いう三種の﹃日本道徳論﹄を出版したことになるが︑その

し︑以て人心を書めたり﹂とある︒もう一つは︑西村茂樹

﹁明治十九年︑十二月十一日十七日廿六日ノ三日ヲ以テ大

いずれを現代語訳の原拠とするかが問題となる︒

ちなみに︑増補・改訂﹃西村茂樹全集﹄の凡例によれば︑

学講義室二於テ︑公衆ヲ会シテ︑日本道徳ノ必要ヲ演説ス﹂

とある︒従って︑そのいずれかであるがにわかには決めが

これを出版して同志に頒布し︑その趣旨を朝野に広めよう

た眼疾をおして︑この演説の草稿を門人に口述筆記させ︑

しかし︑いずれにしても︑会祖は︑前年末より擢ってい

活であるが︑初版そのものではなく︑漢字片仮名交じりの

クス版﹃日本道徳論﹄は︑吉田熊次校訂による初版本の復

百十周年の記念事業の一環として出版された岩波クラシッ

版本︶を原拠とすることになっている︒しかし︑本会創立

原則として最終版本︵西村茂樹自身の校訂を加えた最終の

としたのである︒これがいわゆる私家版であり︑同年四月︑

原文を平仮名交じりに直してあるほかにも︑手が加えられ

たい︒

改めて発行者・西村金治によって東京で出版された︒今回

ている部分がある︒

三今回の現代語訳の基本方針

の増補・改訂﹃西村茂樹全集﹄第Ｉ巻所収の﹃日本道徳論﹄
は︑この初版本を底本としている︒

会祖が多くの知人にこの書物を贈呈し︑時の文部大臣

(41

代文に書き換え︑読み易くその論理を十分に理解できるよ

会祖の文語体の文章を︑原文の本旨を損なうことなく現

余ハ益反省シテ自ラ顧ミル所アルベシ﹂︑

ァラザルベシ﹂︑訂正二版・三版﹁若シ正当ノ攻撃アラバ︑

○初版﹁余ハ其人二対シ豪モ不平ヲ懐クコトハ決シテ

ズ﹂︑

シ﹂︑訂正三版﹁耶蘇教ハ東洋諸国就中本邦ノ国体二適セ

○初版・訂正二版﹁耶蘇教ハ仏教者カヲ極メテ之ヲ排撃

うに配慮した好例としては︑平成八年十月に本会から出版
された古川哲史編﹃泊翁語録﹄がある︒
この例に倣い︑今回の﹃日本道徳論﹄の現代語訳に当たっ

ては︑敢えて原文は掲載せず︑現代語訳と註だけにとどめ

原拠については︑初版・訂正二版・訂正三版の記述を比

ズ之ヲ能クスルコトヲ得ベシ︑既二真理ヲ確認シタル上ニ

ノ法二依リテ之ヲ度ルトキハ︑真理ヲ確認スルコトモ︑必

○初版・訂正三版﹁真理ハ至高至妙ナル者ナレドモ︑此

較検討し︑会祖の真意にできるだけそうと思われる記述を

テ﹂︑訂正二版﹁道徳ノ大主意既二立チ︑真理ヲ求ムルノ

ることにした︒

その都度原拠とすることとした︒

れを見れば︑初版を訂正した二版と三版の記述が同一であ

樹全集﹄第Ｉ巻所収の初版底本の注に明記してあるが︑こ

ちなみに︑三者の異同については︑増補・改訂﹃西村茂

︵略︶﹂︑訂正三版﹁事実ハ真理ヲ試ムルノ測量器ナリ︑事

ハ真理ヲ試ムルノ測量器ナリ︑真理ニハ天地ノ真理アリ︑

ニオイテーニノ例ヲ出シテ之ヲ示サン﹂︑訂正二版﹁事実

○初版﹁事実ハ真理ヲ試ムルノ測量器ナリ︑今古訓中

法既二定マルトキハ﹂︑

る場合︑初版と二版の記述が同一で︑三版のそれだけが違

実ヲ以テ真理ヲ測ルノ法如何︑︵略︶﹂などなど︒

誉を傷つけぬよう細心の注意を払いたい︒︵本会理事︶

は︑﹃日本道徳論﹄の価値を艇めいよう︑日本弘道会の名

以上の基本方針により︑次号からの現代語訳に当たって

う場合︑初版を二版で訂正し︑三版までまた再び初版の記
述に戻った場合︑三者それぞれの記述が異なる場合など四
つの場合がある︒

具体例を挙げれば︑
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場で著効をあげているのに力を得て︑当時の飯塚支会長︵元

松平直寿

私は予てから﹁当会は何をする会なのか﹂﹁当会員はどう

雌教育委員長︶側道で巾教育委員会を訪れ︑委員会主催の

﹁日本弘道会﹂の行動指針についての提言

行動すべきか﹂ということについての具体的な行動指針を

いした︒またそれをきっかけに支会も各校の説得に励み︑

なり︑当方も創始者の千葉県の林︑大塚先生に術師をお願

て︑某Ⅱ︑市の施設を使って全市の研修が開催される事に

研究集会の開怖を要請したところ︑内部からの協力者も川

偶々先Ⅱ故郷松江で会があり︑弘道会島根支会の新川紳

結果︑今春には小部％・中祁％・尚剥％計沼％という全剛

探していた︒

部帝氏はじめ︑市長・教育機関関係者・県会議員・金融界・

随一の普及率を誇るまでになった︒

しかし︑ここまで普及してしまうと今後の伸びは当然鈍

まって懇談する機会に恵まれた︒そこで予て鈴木会長の内
意をいただいていたことでもあり︑挨拶の巾で﹁当会は︑

くなり︑支会としても次の具体的な行動指針が望まれると

産業界・文化財関係者等広い範囲の方々約一五○名程が集

日本人としての健全な常識を育む国民運動である﹂旨お話

ころであったから︑前記の提言は大いに喜ばれた︒

健全な常識﹂の問題として︑父兄達にも同感が得られるの

る未熟児童に対する過激な性教育の問題にしても﹁教師の

︑︑︑︑

ししたところ︑多くの方々からの共感をいただいた︒

実は︑数年前︑島根支会がこれ程大きくなる前︑仙々私

例えば現在各教育現場でおこなわれていて眼に余ってい

共出版界で推進していた﹁Ⅲ分間朝の読書運動﹂が教育現
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ではないか︒だからできれば教育界ＯＢという狭い垣根を

私事で恐縮であるが︑西村会祖に若い頃から薫陶を受け

て育った祖父直亮︵第三代会長︶は︑私の賜才の時逝くなっ

たが︑会祖自らが晩年まで講演旅行に東奔西走しておられ

取除いて︑全市民を対象に運動を拡げていきたい︒
これはしかし︑島根支会のみの事情ではあるまいと思う︒

た姿を眼のあたりにしていただけに︑始終﹁行動する団体﹂

今後作る当会のホームページでもこれを調い︑委員諸氏

どこの支会も︑事情の違いはそれぞれにありながら︑やは
が必要ではなかろうか︒行動指針がなければ︑集まる意味

のご批判を仰ごうと思っている︒この提言がいくばくか会

を志していた︒

も︑またその求心力も盛上がらないのではなかろうか︒最

祖達のご意志に近づくよすがになれば幸である︒

り﹁道義の振興﹂というだけではなく︑具体的な行動指針

終的には﹁道義の振興﹂に通ずるとしても︑それを指向す

︵本会理事︶
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る一人一人の路を示しておくべきではなかろうか︒

弱露

蛤

われわれは政治家でも評論家でもないのだから︑マスコ

ではなく︑一国民・一会員として︑如何にあるべきか︑ど

ミや﹁弘道﹂に示された大きな問題も︑ただ批判に終るの
う対処していくべきかを互いに討議するところに意味があ
ると思う︒﹁国民運動化﹂することに意義があると思う︒

今回は偶々竹島の問題で︑島根県議会が﹁竹島の日﹂を
制定したところ︑韓国世論の反発を招き︑中には﹁余計な
ことをした﹂という声すらあった︒私は県会議員諸賢に﹁島

根県の存在を明らかにしていただいた﹂御礼を述べ︑でき
れば︑更に理路整然と﹁かくかくしかじかなる故に日本領
である﹂旨の文書を作って︑こどもたちによく判らせるよ
う︑ご配慮をお願いした︒

ー

はるこ

美子皇后と﹃婦女鑑﹄の世界

フランクリン

フランクリンとその娘サラ・ベーチェ

多田建次

く︑ここで紹介することは出来ません︒政治家・外交官と

彼の活動は︑多岐にわたっています︒それらをことごと

しょう︒

ズムの倫理と資本主義の精神﹄のモデルそのものと言えま

まさに︑マヅクス・ウェーバーの﹃プロテスタンテイ

バックボーンとなったものでした︒

Ｉフランクリン・元田永字・和魂洋才Ｉ

はるこ

美子皇后に︑﹁明治九年弗蘭克林の十二徳をよませたま
いうまでもなくベンジャミン・フランクリン︵一七○六

フランスの財政的・外交的支援を引き出しながら︑イギリ

しての多彩な活動の中でも︑アメリカの独立運動の過程で︑

へる﹂欲一二首があると︑前川書きました︒

〜九○︶は︑歴史的にはアメリカ建国の父として︑またふ

の模範として今Ⅱなお高い評価を得ています︒ジェファー

独立を実現したことは︑特筆大言すべきことで︑外交交渉

スとのねばり強い交渉を重ね︑イギリスの柚民地から脱し

つうには稲妻が地気であるという仮説を︑川を使った実験

ボストンに生まれた彼は︑苦学して立身出世をとげ︑印

によって検証した科学者として知られています︒

刷・川版業を営み新聞を発行して財をなします︒さらにみ

その他︑保険制度・図書館制度・消防組合・郵便制度・

でしょう︒

大学設立など︑草創期アメリカにおける学術・教育・社会

ソンやワシントンとともに︑その功は永く識えられること

えます︒それらは︑信仰以下自主・自立・勤労・正直・信

改良などの各種事業に積極的に関与するなど︑八○余年の

ずからの成功体験から確信した通俗的・功利的モラルを︑

川・禁欲・倹約さらには慈善など︑ピューリタニズムにも

﹃貧しいリチャードの暦﹄などの著作をとおして︑世に訴

とづく処世訓であり︑その後のアメリカ資本主義の精神的
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永い生涯にわたって︑経営者・政治家・著述家・科学者・

の社会貢献を受け継いで︑ボランティア活動に従事した娘

みましょう︒各種社会事業を立案・実行したフランクリン

彼の死後出版された﹃自伝﹄は︑そのプラグマティック

創業者として︑縦横無尽かつ前人未踏の足跡を残しました︒

誰がこの一文をまとめたのか︑なぜ西村茂樹がこの女性

のサラ・ベーチェの話です︒

が美子皇后とフランクリンとの接点に気づくはずもなかっ

を採用したのか︑もはや確かめる術はありません︒茂樹ら

な通俗道徳と平易な文章表現が︑世界中の広範な読者に熱
訳はもちろん︑中等学校における英語のテキストとして読

ん︒原文は﹃西村茂樹全集﹄第三巻に収められていますの

たでしょうが︑本小論のテーマとの関連で興味はつきませ

烈に歓迎され︑わが国にも明治初期に紹介されて以来︑翻
みつがれ︑今日にいたっています︒フランクリンは︑日本

サラ・ベーチェは︑米国フィラデルフィアの商人

で︑ここでは表記を改めて引用します︒

人にもっともなじみ深いアメリカ人の一人であると言って
よいでしょう︒そして日本におけるフランクリンブームの
先鞭をつけたのが︑他ならぬ美子皇后だったのです︒

ランクリンの娘なり︒父のフランクリンは独立戦争の

リチャード・ベーチェの妻にして︑ベンジャミン・フ

時︑国のために大勲を立てし人なりければ︑その娘も

歴代の天皇の中には︑歴史の折り目節目に国民を導いて

常にこれを見聞して︑みずから愛国の義務に当たるに

新しい時代を切り開いていった方も存在しました︒率先し
て洋装・断髪・肉食を実行し︑文明開化を身をもって示し

慣れけり︒一七八○年の冬は寒気ことに酷しかりけれ

を女性に鼓吹するのみの前近代的な思想や︑わが国のみで

﹃婦女鑑﹄が︑おうおう誤解されるような︑旧来の婦徳

く︑ベーチェ夫人は︑実にフランクリンの娘たるに恥

その訪問のことどもを委曲かに記ししものあり︒いわ

しけり︒シャステルー侯みずからベーチェを訪いて︑

はなはだ

た明治天皇は︑さしづめその代表的人物の一人ですが︑そ

ば︑ために兵士の戎衣︵軍服︶を製することに力を喝

しか通用しない閉鎖的な論理によって貫ぬかれているので

じず︑予かつて夫人にまみえてその徳行を知らんとお

つ〃︑

えましょう︒

の妻美子皇后も夫に勝るとも劣らない役割を果たしたと言

はなく︑日本の近代市民社会を担っていく良妻や賢母の姿

もえりし望みむなしからず︑はたして態様は簡易にて

つばら

を︑読者に訴えようとするものであることについては︑ま

予を誘いて一室に至るに︑この室はフィラデルフィア

いざな

虚飾なく︑よくその父に以て慈善の心いと深し︑夫人

その一例として︑本稿と縁の深い一女性の記事を掲げて

えに指摘したとおりです︒

(46）

の諸貴女らが︑新たに調整せし物品を陳列するの所な

献というプラスイメージを喚起させます︒

夫人のボランティア活動といえば︑社会問題への真筆な貢

フランクリンやベーチェの子孫が明治時代来日し︑日本

れば︑定めて刺繍錦碕等の華美を尽せるものならん︑

と思いのほかに︑みなペンシルヴァニアの兵士の着る

人女性と結婚して︑明治天皇・美子皇后と面会したことに

はだぎ

べき虐杉︵肌着︶にて︑これみな諸貴女らが自己の貯

ついては︑すでに書きました︒

しものなれば︑品毎に製主の名を記したり︑その数は

た望ましくも思われたすべての徳を十三の名称に含めてし

フランクリンは︑若き日﹁自分にとって必要であり︑ま

ピューリタニズムと美子皇后の大和歌とのあいだ

財を捨てて︑リンネンを買い︑喜んでみずから裁縫せ
一三○○の多きに居れりとぞ︒その後マーポイという
て家計および国家にたいするの義務を喝さんと欲する

者書をフランクリンに寄せていわく︑もし欧州に住み
もの︑その師表︵手本︶をもとめば︑予はベーチェ夫

それらは︑七九歳になるまで︑彼に幸福をもたらしたそう

まい︑その各々に短い戒律を付け﹂て︑列挙しています︒

しよ︒うよ・７

人をもってこれに充んとおもえり︑夫人は先年数月の

⁝⁝久しい間健康を保ちつづけ︑今もなお強健な体格

です︒

間に︑ペンシルヴァニアの諸貴女を態通し︑これをし
て愛国の心を起こさしむるに従事し︑その能弁をもっ

を持っていられるのは︑節制の徳のおかげである︒若

てついに財と労とを厭わず︑多くの層杉を製して︑米
国軍人の過半に給するごとき︑偉功を遂げたり︑この

て有用な市民となり︑学識ある人との間にある程度名

を知られるようになったのは︑勤勉と倹約の徳のおか

くして窮乏を免れ︑財産を作り︑さまざまの知識をえ

げである︒国民の信頼をえて名誉ある任務を託された

しは︑クウェーカー宗徒も︑なおこれには及ばざるく

しといえり︒ベーチェ夫人の難苦に耐えて︑許多の仁

のは︑誠実と正義の徳のおかげである︒またつねに気

ごとき非常の目的を達するがために︑忍耐勇敢なり

恵を施し︑またよく時機に投じて目的を誤らざりし

分の平静を保ち︑人と語るさいには快活さを失わず︑

い知人からも好感をもたれているのは︑不完全にしか

そのために今日も親しみ近づこうとする人が多く︑若

一八○八年齢六四にて身まかれり︒

有閑マダムの慈善事業といえば︑自己満足的なスタンド

は︑実に希有の行にて︑永く米国婦人の模範となれり︒

プレーというマイナスイメージを印象づけますが︑篤志家

(47）

身につけることができないでしまったものの︑右にあ

なわち︑浪費するなかれ・

末葉の露もみだれざらまし

︹節倹︺呉竹のほどよきふしをたがへずば

第六勤勉時間を空費するなかれ︒つねに何か益あるこ

る︒︵松本慎一・西川正身訳︶

げた一三の徳が全体として持っている力によるのであ
そこでつぎに︑この一三の徳とその徳を詠みこんだ皇后

とに従うべし・無用の行いはすべて断つべし︒

人の心もかくこそあるらし

うきは心のくもりなりけり

︹清潔︺しろたへの衣のちりは払へども

第十清潔身体︑衣服︑住居に不潔を黙認すべからず︒

まづゑむほどをならひてしがな

︹温和︺みだるべきをりをぱおきて花桜

値すと思うとも︑激怒を慎しむべし︒

第九中庸極端を避くくし︒たとえ不法を受け︑憤りに

おし及ぼさむ遠きざかひに

︹公義︺国民をすぐはむ道も近きより

えずして人に損害を及ぼすべからず︒

第八正義他人の利益を傷つけ︑あるいは与うべきを与

匂ふ心のうるはしきかな

︹誠実︺とりどりにつくるかざしの花もあれど

た然るくし︒

邪気に公正を保つべし︒口に出だすこともま

第七誠実詐りを用いて人を害するなかれ︒心事は無

いつわ

︹勤労︺みがかずば玉の光はいでざらむ

の和歌とを︑並べて掲げてみましょう︒冒頭の括弧は︑皇
后の歌の題です︒

第一節制飽くほど食うなかれ︒酔うほど飲むなかれ︒
ほどほどにこそ汲ままほしけれ

︹節制︺花の春もみぢの秋のざかづきも

るなかれ・

第二沈黙自他に益なきことを語るなかれ︒駄弁を弄す

言葉もあだに散らさざらなむ

︹沈黙︺すぎたるは及ぱざりけりかりそめの

て時を定めてなすべし︒

第三規律物はすべて所を定めて置くべし︒仕事はすべ

本末をだに違へざりせぱ

︹順序︺おくふかき道もきはめむ物ごとの

たることは必ず実行すべし︒

第四決断なすべきことをなさんと決心すべし︒決心し

ま玉は火にも焼かれざりけり

︹確志︺人どころかからましかば白玉の

第五節約自他に益なきことに金銭を費やすなかれ・す
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第士平静小事︑日常茶飯事︑または避けがたき出来事
に平静を失うなかれ◎

︹寧静︺いかさまに身はくだくともむらぎもの
ゆた

心は豊にあるくかりけり

これと関連して︑永学の﹁東野先生詩紗﹂に︑つぎの一

⁝弗蘭克林好二徳行︽嘗撰二十二徳︽書し干し壁而自

フランクリン

節があります︒

誠駕︑臣侍講及し之︑皇后愛し之︑親製二国詩一以賜し之︑

め

これによると皇后は︑フランクリンの徳目をいたく愛で︑

臣諏賦二十二絶句︽恭奉和︒

行い︑これに耽りて頭脳を鈍らせ︑身体を弱

に和して︑同じ題目ごとに一二の漢詩を作ったことがわか

親しく和歌を詠んで永学にたまわり︑感激した永学はそれ

ふけ

第士一純潔性交はもっぱら健康ないし子孫のためにのみ

がごときことあるべからず︒

造詣が深く︑幕末における同藩の改革派である肥後実学党

属する一人です︒小楠は︑朱子学者でありながら洋学にも

永字は熊本藩出身︑同藩の開明的儒者横井小楠の人脈に

ります︒もちろん﹁純潔﹂は︑見あたりません︒

め︑または自他の平安ないし信用を傷つける

第主謙譲イエスおよびソクラテスに見習うべし︒
︹謙遜︺高山のかげをうつしてゆく水の
低きにつくを心ともがな

一方越前福井藩主松平慶永に招かれ︑その顧問として殖産

の理論的指導者として︑多くのすぐれた人材を育てました︒

幕府の政策立案や幕政改革にたずさわり︑明治維新後はそ

そののち慶永が幕府の政事総裁職に就任すると︑小楠も

興業・富国強兵策を推進︑多大な実績をあげています︒

美子皇后にフランクリンを鼓吹したのは︑茂樹と同じ

元田永学の進講とその余慶

思想的立場をとる︑明治天皇の側近元田永竿︵一八一九〜

西洋芸術︵技術︶﹂や︑橋本左内の﹁器械芸術は彼に取り︑

魂洋才﹂と言っていいでしょう︒佐久間象山の﹁東洋道徳︑

幕末から明治期にかけてのわが国を代表する思潮は︑﹁和

されました︒

ソ教徒・共和主義者などの誤ったイメージによって︑暗殺

の識見が認められ新政府の参与となりますが︑その直後ヤ

ところで︑皇后の歌には﹁純潔﹂に該当するものがあり

九二 で す ︒
ません︒永字が進講したときに使用したテキスト︑箕作麟
せんし︑そもそもアメリカでも青少年向きの﹃自伝﹄によっ

祥訳﹃泰西勧善訓蒙﹄には︑一二徳しか掲げられておりま
ては︑この項目を削除しているものもあるようです︒
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を尽し︑何ぞ富国に止まらん︑何ぞ強兵に止まらん︑大義

す︒小楠も︑﹁尭舜孔子の道を明らかにし︑西洋器械の術

仁義忠孝は我に存す﹂などの表現を︑すぐに想い起こしま

諭吉の一連の啓蒙書が︑わが国伝来の往来物の形式や儒教

助論﹄を︑﹃西国立志編﹄として紹介し︑一方洋学者福沢

より旧来の教養層にも広く受け容れられたように︑この時

古典の論理によって構築されているからこそ︑庶民はもと

このような人物の進講を受けた皇后であってみれば︑幕

ました︒

批判をはねつけるほどの︑広く深く高い学識を備えており

代の学者・思想家は︑のちの時代の偏狭な歴史家の一面的

を世界に布かんのみ﹂と︑気宇壮大なしかも理想主義を調
いあげた言葉を残しています︒

永学は︑そのような小楠の薫陶を受けたのです︒維新後
は大久保利通の推薦によって宮内省に入り︑侍読・侍講と

た︑和魂洋才という折衷主義的立場に︑疑問をさしはさむ

末から明治にかけてわが国の支配的思潮となりつつあっ

して若き天皇に帝王学を授けました︒その天皇の指示を受
けて︑﹃教学大旨﹄や﹃幼学綱要﹄を編墓し︑儒教主義に

と︑節操のない西洋かぶれを︑婦女子に戒めているのです︒

なびきなはてそやまとなでしこ

外国のふみのはやしの下風に

けていました︒明治十二年には︑

皇后も︑精神面でも物質面でもそのような生き方を心が

おとらぬ国になすよしもがな

よきを取りあしきを捨てて外つ国に

名な歌がありました︒

はずもありません︒そういえば夫君明治天皇に︑つぎの有

もとづく天皇中心の教学体制をつくろうとしたのです︒
﹃婦女鑑﹄が﹃幼学綱要﹄の女性版として︑美子皇后によっ

て企図されたことについては︑何度も書きましたが︑それ
らの書籍の延長線上に︑同じ熊本藩出身の井上毅や中村正
直らとともに参画した︑﹃教育勅語﹄の起草があります︒

とはいえ永学は︑小楠の学派につらなり︑学統を受け継
いでいることからも容易に想像されるように︑仁義忠孝の
な志操・豊かな学識をあわせもつ︑気骨あふれる人物です︒

リゴリズム一点張りの守旧派ではなく︑進取の気性・堅固
晩年は宮中顧問官・枢密顧問官となり︑長年にわたる天皇．

皇后への進講などの功で︑男爵に叙せられました︒

西村茂樹が︑草創期日本の近代化のために︑おびただし
い数の翻訳書を世におくり︑昌平坂学問所出身の儒者中村

正直が︑文明開化時代の青少年のためにスマイルズの﹃自
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抱きません︒そもそも︑明治になって断髪・洋装・肉食を

私たちは︑洋装の明治天皇・皇后の姿に︑何の違和感も

あり︒いわく︑フランクリンは常識の使徒なりと︒実

叢書の第一巻となすの予定なり︒内村鑑三君より来状

と題して︑彼の立身の歴史のみを著わし︑もって伝記

各宮家の妃殿下にも積極的に奨励しています︒あまつさえ︑

も︑西洋風デザインのドレスを絹地で作って着るばかりか︑

と世間的剛勇と商佑的計算と市民的道徳とを有する人

⁝⁝フランクリンは宗教的直感を有せず︑常識的推理

に然るべく見ゆ︒日本には類の稀なる人物なり︒

コンモンセンス

採り入れ︑国民に範を垂れたのは︑明治天皇でした︒皇后

皇居内の紅葉山に養蚕所を建ててみずからカイコを飼うほ

午前五時聖会

表に従って︑みずからの日課表さえ作成していました︒

歩は︑自己改造と生活改善のために︑フランクリンの時間

いる蘇峰のような︑堅実な実務家的才能を持ちあわさぬ独

先にあげたフランクリンをはじめとする人々や︑身近に

ざるの記﹄︶

とはその能にあらず︒彼は市人の大模範なり︒︵﹃欺か

なり︒宗教的天才をもって世を清め人の血を熱するこ

た︒

できなかった一青年

どに︑ことのほか日本の絹文化を愛着した人でもありまし

〃独歩

美子皇后の優雅な導きによって︑明治日本にいち早くデ
ビューしたフランクリンは︑青少年の間にどのような反響
を呼び起こしたのでしょうか︒

迄六時独乙語︵一時間︶
迄七時食事︑雑務︑運動︵一時間︶

フランクリンやスマイルズ︑そして諭吉流にみずからは

迄十一時業務︵四時間︶

午後迄一時食事︑雑務︑運動︵二時間︶

と号した文学青年がいます︒彼すなわち国木田哲夫は︑大
隈重信の東京専門学校卒業後︑徳富蘇峰の民友社に入社し︑

自主独立できないにもかかわらず︑否それゆえに〃独歩″

同僚である徳富芦花と机を並べて洋書の下訳などにいそし

迄五時業務︵四時間︶
迄七時食事︑雑務︑運動︵二時間︶
迄九時業務︵二時間︶
迄明朝五時睡眠

迄十時漢書︑聖会

ンの﹃自伝﹄の翻訳翻案なども含まれています︒

んでいました︒蘇峰から命じられた仕事には︑フランクリ

でにその過半を終えたり︒﹃フランクリンの少壮時代﹄

⁝⁝今はフランクリンの自叙伝を読みつつあり︒す
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時間の上の﹁迄﹂は︑英語の三一をそのまま日本語に置
き換えたことによるものです︒いかにも生真面目で不器用

な資質をそなえたフランクリンと諭吉を評して︑つぎのよ

におよぶ﹁業務﹂の間を︑独歩は﹃フランクリンの少壮時

⁝⁝福沢氏をしてもし大工を学ばしめば大工として成

リンや福沢氏のごときは︑この種の人であったらしい︒

．：⁝世に﹁こくめい﹂な人というのがある︒フランク

●●●●

うに負け惜しみを言っています︒

代﹄執筆にあてていたのでしょうが︑はたしてこのプラン

ならしめばことごとくその道で成功したろうと思う︒

功し︑桶屋ならしめ︑畳屋ならしめ︑下駄の歯入れ屋

な独歩青年の姿が︑祐桃と浮かんできます︒都合一○時間

はありません︒

叫んだ台詞︑﹁おれのような数学の教師にゴルキだか車力

ア文学をひけらかす帝大出の教頭赤シャツに反発して心中

四国は伊予の松山中学に赴任した﹃坊ちゃん﹄が︑ロシ

︵﹃福沢翁の特性﹄︶

どおりに規則正しい毎日を送っていたかどうかは︑定かで
フランクリンは︑父の薫陶とそれによって培われた特技
⁝⁝父は私の好みを見定め︑何でもいいから陸上の商

を︑感謝をこめて回想しています︒

売を選ぶようにさせたいと︑指物師︑煉瓦師︑挽物

だか見当がつくものか︑少しは遠慮するがいい︒いうなら

追記

せりふ

師︑真鋪細工師などが仕事をしているところを見せ

フランクリンの自伝だとか⁝⁝おれでも知っている名を使

さしものしれんがしひきもの

に︑時々私を連れ出した︒この時以来︑私は熟練した

を︑かいま見ることができるでしょう︒

うがいい﹂などからも︑当時のフランクリンブームの一端

ししんちゅうさいくし

その時の見学は役にも立っている︒おかげでいろいろ

職人が道具を使うのを見るのが楽しみになった︒また
なことを覚え︑家の中の小仕事ぐらいは︑職人が間に
合わぬ時には︑自分でやれるようになったし︑何かあ

歴史的人物への敬語はひかえました︒引用史料の表記を
こしら

る実験をしてやろうという気持ちがまだ盛んに燃えて

文科省科研費補助金による研究の副産物です︒

改めました︒参考文献はいずれ一括して掲げます︒本稿は

︵本会評議員・玉川大学教授︶

いる間に︑その実験に必要なちょっとした機械を椿え
ひ

ることも自分でできるようになったからである︒
た少年時代を︑﹃自伝﹄で語っていました︒

科学者フランクリンの誕生です︒諭吉も︑都事に多能だっ

独歩は︑自分には絶えて恵まれない︑手先が器用でまめ
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企業行動における個人の良心

轡石沢芳次郎

変喜ばしい洲査結果が手許にとどいた︒﹁上司から良心に

本年一月はじめに︑財団法人社会経済生産性本部から大

﹁できる限り避けたい﹂が五四・六％で︑﹁あまりやりたく

すすめるように指示された﹂場合の対応を聞いたところ︑

会社のためにはなるが︑Ⅲ分の良心に反する手段で仕事を

次頁の統計および図表で明らかなように︑﹁上司から︑

の二つの調査結果を比較したものである︒

反する仕事を指示されたらどうしますか﹂という問いに対

はないが︑指示通り行動する﹂は三四・九％となっている︒

良心に反する仕事は避けようとする傾向

して﹁できる限り避ける﹂と答えた新入社員が︑調査開始

同財団は︑﹁新入社員入社後半年間の意識変化の調査﹂

二○○三年は四五％前後であったが︑今回は一年前から

年春には三三・三％であった︒その後︑二○○○年から

一九九九年春からの推移をみると︑﹁避ける派﹂は九九

を一九九一年から︑春と秋の二回︑継続的に行っている︒

以来初めて半数を超えたというのである︒

今回の調査は︑昨年三〜川月に実施した新入社員教育プロ

の比較︶︑半年前から一三・八ポイント︵二○○川年の春と

六・八ポイント︵二○○三年の秋と二○○四年の秋の調査

秋の調査の比較︶増えている︒職業倫理の面で︑改善の傾

グラムへの参加者を対象にした調査結果と︑このプログラ
ムへの参加者から任意に仙川した二九五名および昨年一○

﹁あまりやりたくはないが︑指示通り行動する﹂は

向がみられるといえよう︒

一三三名の合計四二八名を対象に郵送で実施︵有効回答︑

三四・九％になっている︒これも一九九九年秋の四○・二％

〜三川実施の新入社員ステップァップコースの参加者の
二三○通︒回収率五三・七％︶した調査結果︑この春と秋

（53）
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にくらべれば減少しており︑いやいやながら指示通り行動

するものが減っている︒﹁わからない﹂が大きく減少して

いるのにも注目したい︒当面する状況に対し︑自主的に考

え︑対処しようとする傾向が強まってきていることを示し

ていると思われるからである︒

企業中心の日本の戦後社会

このように︑自分の良心に反する仕事は避けようという

大手銀行の検査妨害︑大手自動車メーカーの欠陥車隠し︑

姿勢をもった若者が初めて五○％を超えたということは︑

偽装牛肉事件など︑企業の驚くような不祥事が相次いだこ

とに影響されたともみられるが︑企業で働く日本の若者た

ちが自覚的に行動するようになったことの表れとして︑喜
びたい︒

戦後の日本が︑企業中心の社会として︑猛スピードで飛

躍を重ねてきたことは周知の通りである︒これは︑敗戦で

えないことであった︒しかし︑このような企業中心︑経済

焦土と化した日本列島の中で食って生きていくにはやむを

優先の状態が︑企業と人間のあるべき正しい姿を歪んだも

のにしてしまったことは否定できないと思う︒

日本経済を支え︑その発展をリードするものとして︑企
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会経済生産性本部調︶

自分の良心に反する手段での仕事を進めること￨こ｢できる限り避ける｣とする回答

年

1.あまりやりた

動する

業は日本の戦後社会では圧倒的な強さと影響力をもつにい

いう企業の経営原則があらゆる価値観に優先するように

行動がもたらした弊害が︑積み重ねられ︑その重層的なマ

問題は︑このような日本の企業の多くにみられる異常な

﹃会社人間﹄も自主的に行動すべきである︒

なり︑それにともなって企業の行動も唯我独尊的になって

イナス要因が︑かんたんには修復できない︑構造的な欠陥

たった︒企業原則Ｉ人生原則といわれたほど︑利益第一と

いった︒目的︵利益︶のためには手段を選ばないようなや

が勤務しているという現実である︒いいかえれば︑日本の

として凝固している企業の中で︑﹁会社人間﹂として社員

朝日新聞の客員論説委員の小林慶一郎氏は﹁企業や銀

企業の多くが悪い意味での﹁一家意識﹂で生きている中で︑

り方が目立ってきた︒

行という共同体を存続させることが究極の目的とされ︑

社員も生きているということである︒

改めていうまでもなく︑戦後日本の社会では︑企業︑と

そのためには市場をだますことも是とされた︒﹂︵同紙︑
二○○五・一・九︶と述べ︑企業責任という観念が現実味を

くに大企業が君臨し︑個人はそれに隷属するという関係が

に対し企業は生殺与奪の権を握っていた︒そのため︑個人

持っていなかったことを指摘しているが︑企業のもつ良い
つまり︑自由主義経済の看板を掲げていながら︑国内的

は自分自身の人生観に立脚して︑あるいは︑社会的正義な

続いてきた・極端にいえば︑企業の構成員である社員︵個人︶

には︑業界防衛のために不透明な政官民の癒着をはびこら

いし企業倫理の立場から︑自分の信条にもとづいて︑経営

意味の自負が騎りになっていったわけである︒

せ︑企業系列中心の閉鎖的な取引慣行を持続させ︑さらに

したがって︑企業がその存続と利益をはかるために︑臆

者のやり方を批判したり︑是正しようとしたりすることは︑

際的にもこのようなやり方を延長させたので︑自由で︑公

面もなく不正な証券取引をしたり︑羊頭を懸げて狗肉を売

は︑企業行動を監視する株主総会を形骸化させるという︑

正な資本主義経済のルールに反するとして︑海外に不信感

報復人事のおそれもあり︑実際問題としてできなかった︒

をつのらせ︑日本企業異質論をひきおこしたことは記憶に

の行動をしたり︑地域社会や環境対策に無関心でいたりし

るような商いをしたり︑市場のルールに反した犯罪まがい

いびつな構図をつくりあげてしまったのである︒また︑国

あらたなことである︒

（55）

できなかったのは︑こうした弱い立場の個人がこれを黙認

する大企業が暴力団と結託するというような不祥事が防止

採りいれられるような状況ではないのである︒日本を代表

事実上不可能であったし︑また︑申し立てをしてもそれが

ても︑企業内の個人はそれに異議申し立てをすることは︑

及ぼした︒しかも同年十一月末に作業していた大内久さん

六十九人が被ばくし︑三十万人以上の人々の生活に影響を

﹁ジェー・シー・オー﹂︵ＪＣＯ︶東海事業所の臨界事故で︑

海村の原子力事故であろう︒これは民間のウラン加工施設

として最も象徴的なのは︑一九九九年末に起きた茨城県東

企業の不法行為とそのもとで生きねばならぬ人間の悲劇

企業︑自分と社会︑企業と社会︑これらの正しいあり方は

の衰弱を防ぐ道であることを認識すべきであろう︒自分と

え︑行動することが︑やがて企業に新しい活力を与え︑そ

返していたために起きた事故であった︒ウランの溶解作

ル﹂を作成し︑数年前から組織ぐるみで違法な作業を繰り

して承認をうけた正規の作業手順を無視した﹁裏マニュア

報道されたところによると︑科学技術庁︵当時︶に提出

ある︒日本の歴史上最大の原子力事故であった

は大量の放射線を全身に浴び︑多臓器不全で死亡したので

せざるをえなかったことにもその原因があると思う︒

このように︑企業中心の社会で個人の立場を貫くことは

どうあるべきかを考え︑自己を確立して︑大勢に漂流する

業にバケツを使い︑正規の工程では三時間かかるところを

容易ではないが︑個人が企業の圧力に屈せず︑自主的に考

ようなことがないようにしなければならないのである︒

謀振りは想像を絶するものといえる︒誤った効率主義︑見

境のない利益追求の犠牲になり︑悪いと知りながら作業を

約三十分ですませていたというのであるから︑その無知無

懸命﹂ではなくて﹁一社懸命﹂だといえよう︒もちろん︑

続けた人々が生んだ惨劇というほかはない︒これは︑作業

企業で働く大部分の人々は︑組織の論理に忠誠を誓い︑

このような﹁会社人間﹂としての生き方それ自体は悪いこ

を指示する現場の人々が︑個人として︑上層部の意向が

いわゆる﹁企業戦士﹂として献身的に働いている︒﹁一所

とではない︒しかしこのような猪突猛進だけでは︑企業も

間違っていることを指摘し︑作業員もこれを支持するとい

大企業における良心的な︑﹁内部告発﹂の保護について︑

うことであったならば︑防止できたのではないかと思う︒

個人も︑これからは生き残れないことを知るべきである︒

企業における現場の上層部の責任は重い

（56）
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(I､)職場で法令に抵触す‑る可能性のあることが行わ
れることがわかりました。あなたとしては是正
した方がよいと思い、｜弧Jに相談しましたが､具
体的な指示や行励をとってくれそうにありませ
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二○○四年六月に成立した﹁公益通報者保護法﹂が検討段

階であったことが悔やまれる︒社会経済生産性本部の上表

でも明らかなように︑﹁職場で法に触れる可能性のあるこ

とが行われていて︑上司に相談しても行動を起こさない﹂

という場合では︑﹁上位の上司に相談する﹂が五三・三％も

占めている︒現場の上司は責任をもって仕事の本質を認識

し︑企業の最高意思決定に盲従するだけでなく︑きびしい

職業倫理にもとづいて是々非々の姿を堅持し︑後輩を納得

するまで指導しなければならないと思う︒

日本の社会を支えてきた主軸は︑明治維新から第二次大

戦までは﹁国家﹂︑第二次大戦から現在までは﹁企業﹂︑そ

して二十一世紀は﹁個人﹂になるといわれており︑このこ

とは特に産業経済界にあてはまるとされている︒組織︑と

くに企業に生きる人々は︑﹁仙人﹂の良心をもって企業行

動を浄化し︑透明な市場経済を形成することを通して︑日

本社会の正常な発展に寄与しなければならない︒本稿の冒

頭に述べた社会経済生産性本部の調査結果は︑この方向に

向かっての明るい兆しである︑五四・六％を起点として改

︵特別会員︑元拓殖大学学長︶

善の歩みがさらに進んでいくことを心から望んでいる︒

（57）
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道徳の批判
はしがき

儒家の学問を批判し否定した老子は︑当然儒家の道徳を
批判し否定する︒老子の儒教攻撃の中心は︑まさにこの道
徳の批判である︒

社会道徳の高揚を要請される今Ｈ︑老子の道徳批判は︑
果たして現代的意義の存するものであろうか︒

たいどうすたじんざあ

一︑大道廃れて仁義有り

じんぎあ

字して道と日ひ︑強ひて之が名を為して大と日ふ﹂とある︒

①の大道は︑無為自然の道を指す︒第二十五章に﹁之に

なお︑本章は︑四句とも老子独特の逆説を用いている︒

道の行われる︑太平の世の中を実現すべきことを述べてい

忠孝などや人知の開発などを批判否定して︑無為自然の大

園固幽本章の真意は︑儒家道徳の核心ともいうべき仁義．

︲︲︲︲︲︲︲！︲！︲︲︲︲！︲︲！︲︲︲︲！︲︲︲︲！；︲︲︲１１１︲︲１１︲︲︲︲︲︲！︲︲︲︲︲一帥

一瞥鴎献︽釧鞠搾惹識謀峨篭

﹃０１Ⅱ８０１１８８５０Ⅱ１０日■ＢＢＩ日日ⅡⅡ００８００００Ｉ８ｆＩＩＩＩＩ１■Ｉ■０Ⅱ８０８ｏｒⅡⅡⅡＩＯＯＯＩＢ■８８１８１１０８９０１日日日■６１１１日日日日日﹃

たいどうすた

なお︑﹁大道廃﹂の三字は︑﹁有二仁義一﹂だけにかかる前

レテり

たいぎあ

一①大道雁︑有二仁義主大道廃れて︑仁義有り︒一
けいちい

提条件でなく︑以下の三句の全体にも及んでいる︒慧智は︑

デテり

一慧智出︑有二大偽圭慧智出でて︑大偽有り︒一

とこく

知恵︒また知恵者︒大偽は︑大いなる作為︒礼楽・斗斜︵ます︶

などを指すともいう︒また︑大いなるいつわりともいう︒

②
の六
六親
親は
は︑︑
②の
︿父子・兄弟・夫婦をいう︒孝慈は︑子の親
に
する
る孝
孝行
行とと
に対
対す
︑︑親の子に対する慈愛をいう︒昏乱は︑乱
れる︒混乱する︒

同鳳凹無為自然の大道が行われない世の中になったの
で︑仁義などの道徳が美徳として唱道されている︒同様
に︑学問などして︑よからぬ知恵者が現れたために︑大
いなる作為が行われて人民を苦しめている︒

また同様に︑家庭の父子・兄弟・夫婦たちが仲善く和
合しなくなったので︑親に対する孝行とか子供への慈愛
などが尊ばれており︑国家が混乱したために︑忠臣など
が現れてほめたたえられている︒

囚間図﹃老子﹄制作の年代は︑本文に用いられている用
語の中からも推定されると言われるが︑本章に見える﹁孝
慈﹂という言葉は︑家庭道徳の根幹を為すもので︑﹃論語﹄
には︑孔子の言葉として︑﹁孝慈なれば則ち忠なり﹂︵為政︶

と見えており︑仁義の併様は︑孟子に始まり︑﹁孟子﹂の
書に盛んに用いられている︒従って老子は︑孔子や孟子の

一八九五︶は︑仁義の併称が﹁孟子﹂に

言葉をふまえて批判したものであろう︒江戸の儒者︑斎藤
拙堂︵一七九七

始めて見えることから︑老子を孟子以後の人と推定してい
る︒︵老子弁︑五︶

せいたちす

こ︑聖を絶ち智を棄つ

−０００６０６日００００００８８８日０００００日８０００８８００６日０日０００００８００８０８０８９００００００００８００００００８００日■００００００００００００００Ｊ

一チヲシレバヲセンせいたちすみん一

一①絶し聖棄レ智︑民利百倍・一聖を絶ち智を棄つれば︑民一
じんたちぎ亜
りひやくぱい
チヲシレバヲセン二

たみこうじふく一

利百倍せん︒仁を絶ち義一﹄

こうたりす

す

絶し仁棄レ義︑民復二孝錘甥

を棄つれば︑民孝慈に復せ一開

とうぞくあ

な

ん・巧を絶ち利を棄つれば二

盗賊有ること無からん︒一

ゆゑぞくところあ一

よくすぐ一

■︒︒︒︒■ロ・ｏｏ０ｏｐ０︒︒︒︒０．・ｐＵ０００ｏｏ０ｏｑ０・ワ００．．００００００００００・・０００．：︑ロロロロ００９００００．．００００００．Ｕ００Ｌ

くせん︒

き︑私を少なくし欲を寡な一

わたくしすぐ

らしむ︒素を見はし僕を抱一

そあらぼくいだ一

足らずと︒故に属する所有一

た

ぶん︽
こさんじやおも
此の三者は︑以為へらく文一

．く

チヲツレバヲカランルコト
絶し巧棄レ利︑盗賊無し有︒

︾ノハヘーフクＵｒ一フ

ー②此三者︑以為文不レ足︒

一二ムラスルハシヲキ

ー故令レ有し所陰周見レ素抱レ
ーヲナクシヲナクセンヲ

︒︒

︵第十九章︶

一僕︑少し私寡し欲︒

−０︒▽０００００００．ｏ００ｏｐ００■０．口０．︒︒︒

園日幽本章は︑前第十八章と同旨であるが︑更に一歩進

めて素朴で飾りのない無為自然の大道に入るべきことを述

︵太平の世の中を実現するには︑︶以上の聖智・仁義・

者ともいう︒絶し巧棄レ利の巧は︑巧みな技術︒利は︑便利

捨てて用いなければ︑という意︒また聖は聖人︑智は知恵

①の絶し聖棄レ智は︑世間で尊んでいる聡明や知識を切り

ない地味な心をしっかりと保ち︑私心を少なくし︑欲望

るがままの汚れのない姿を現わし︑内面的には︑飾りの

従うべきものを示しておこう︒それは︑外面的には︑あ

言葉は足りないように思われるので︑大事な教えとして

巧利を切り捨てて用いないという三つの表現だけでは︑

なもの︒巧みな技術によって作られた文明の利器を捨てて

の心を少なくすることにしよう︒

べている︒

用いなければ︑という意︒

では言葉が不十分と思われる︑という意︒令レ有所レ属は︑

絶し聖棄レ智︒絶し仁棄レ義︒紙伝巧棄レ利の三つの表現だけ

出現にも拘わらず︑社会悪や非行の頻発してやまないのは︑

学の開発と道徳の振興を奨励し︑日進月歩の文明の利益の

が︑現代社会の弊害を指摘しているようにも見られる︒科

囚岡閏凹冒頭の一二句は︑矯激に過ぎる言葉とも感じられる

大事な教えとして従うべきものを示しておこう︑という意︒

何に基づくことであろうか︑老子は今日の時代を予見して

②の三者云々は︑︵太平の世の中を実現するには︑︶この
チヲツレパヲチヲツレパヲチヲツレパヲ

見レ素は︑欲望などに汚れていない︑あるがままの姿を外

いるように思われてならない︒真の学問と道徳について深

一①上徳不し徳︑是以有し徳︒上徳は徳とせず︑是を以一

みちうししかのちとく
三︑道を失ひて而る後に徳あり

く考慮すべきではなかろうか︒

面にあらわす︒抱レ撲は︑飾りない心を内面にしっかりと
保つ︒

同圃凹世間で尊ばれている聖とか知識を切り捨てて用い
なければ︑民の利益は百倍するであろう︒仁や義の道徳

かえるであろう︒巧みな技術や便利な器物を捨てて用い

一下徳し不し失し徳︑是以無し徳︒て徳有り︒下徳は徳を失は一

を切り捨てて用いなければ︑民は本来の孝慈の心に立ち

なければ︑盗賊などは現われないであろう︒

(60）

ハクシテスコｈｒシテ

上徳無し為︑而無二以
ニスルコトハシテヲリ
為↓下徳為し之︑而有ニ

テニスルコト

蓋

ハシテヲリテニスルコト

ここもつとくなじようとく

ななもつため

ヲテハリテノキこれもつだいじようふそ

ラノキリテノーあつをそうす

ず︑是を以て徳無し︒上徳 剛⑤是以大丈夫︑処二其厚︽是を以て大丈夫は︑其の一

なとく

ラノーニリヲルをそじつを

は為すこと無くして以て為 削不レ居二其薄聖処二其実︽厚きに処りて︑其の薄きに一

なもつため

一一

一一

︵第三十八章︶去り此を取る︒

さこれと

謡此︒其の華に居らず︒故に彼を一

そはなをゆゑかれ・

にすること無し︒下徳は之 慨祁レ居二其華争故去レ彼取し居らず︒其の実に処りて︑一
を為して︑以て為にするこ
あ
一一

一〆０００００日・ワロＵ００Ｄｐ００００００００６０００００００００ｏｏｐｏ０ニワ００︒
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目聞凹本章は︑儒家の唱道する道徳を批判し︑特に礼と

と有り︒

じょうじんこれなもつため
上仁は之を為して︑以て為
なじようぎこれ
にすること無し︒上義は之

智を攻撃し︑無為自然の道を尊ぶべきことを論じている︒

ハシテヲシテニスルコト
上義為し之︑而有二以為雫

を為して︑以て為にするこ

①の上徳云云は︑上徳の人は︑無為自然の徳をそなえて

②上 仁 為 し 之 ︑ 而 無 二 以 為 ↓

ハシテヲケレパニズルコト
上礼為し之︑而莫二之応︽

あじようれいこれな
と有り︒上礼は之を為して︑

チゲテヲクヲ

なもつため

則撰レ腎而扮し之︒

いても︑徳があるなどと意識しないからこそ︑有徳者と言

これおう

な

之に応ずること莫ければ︑

われる︑という意︒上徳とは︑老子のいう無為自然の道を

体得している人︒上徳無し為云云は︑上徳の人は︑作為的

すなはひぢかかこれひ
則ち菅を擬げて之を拓く︒
ゆゑみちうしなしかのちとく

故に道を失ひて而る後に徳

な事は行わず︑それによって自分の名利を求めようとはし

ニヒテヲルニアリヒテヲル

③故失し道而後徳︒失徳而

あり︒徳を失ひて而る後に

とくうしなしかのち

二アリヒテヲルニアリヒテ
後仁︒失し仁而後義︒失レ

ないものである︑という意︒

じんじんうしなしかのち

②の莫二之応一は︑その人に返礼をしなければ︑という意︒

仁あり︒仁を失ひて而る後

ヲルーアリ

義而後礼︒

ぎぎうしなしか

に義あり︒義を失ひて而る

嬢レ腎而扮し之は︑腹を立てて腕をまくって相手にせまって

のち一れい

後に礼あり︒

責めたてる︒初は︑引き寄せて責める意︒
ぜんしきみち

はなぐはじ

らんはじ

それいちゅうしんはく

夫れ礼は︑忠信の薄にして︑

ニシテ

③の失し道而後徳は︑無為自然の道が行われなくなった

レ

④夫礼者︑忠信之薄︑而乱

乱の首めなり︒前識は︑道

ニシテ

後に︑徳というものが言い出される︒ここにいう徳とは︑仁．

メナリハ

之首︒前識者︑道之華而

の華にして︑愚の始めなり︒

メナリ

愚之始︒
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④の前識者は︑人よりさきに知識のある者︒知者をいう︑

いうものが現われ︑それが衰えると仁が現われ︑仁が衰

以上の次第で︑無為自然の道が行われなくなって徳と

て相手を責め立てる︒

道之華は︑無為自然の道のあだ花︒道の本質を伝えない軽

えると義が現われ︑義が衰えると礼が現われてくる︒

義・礼・智などと分化しないものを指したものであろう︒

薄なものを指す︒其薄は︑礼を指す︒其実は︑道の本質︒

そもそも礼という形式的にこだわる極めて人為的なも

のは︑忠信という誠の心の軽薄なもので︑世を乱す初め

其華は︑前識︵智︶を指す︒彼は︑礼や智を指す︒此は︑
無為自然の道を指す︒

となるものであり︑人より先に物事を知っている知者と

従って︑大丈夫という立派な人物は︑重厚な忠信を重

同同凹上徳の人は︑わが身に徳をそなえていても︑徳が

徳が身につかず︑無徳者となってしまう︒上徳の人は︑

んじて︑そこに身を置き︑軽薄な礼には身を置かないも

言うものは︑無為自然の道のあだ花とも言われるもので︑

無為自然の道を守り︑作為的な事を行わず︑それによっ

のである︒根本である﹁道﹂に身を置き︑あだ花の智の

あるなどと意識しないがゆえに︑有徳者と言われる︒下

て自分の名利などを求めようとはしないものである︒下

中には身を置かないものである︒だから礼や智を去り︑

人間を愚かにする初めのものである︒

徳の人は︑作為的な事を行い︑それによってわが名利な

無為自然の﹁道﹂を重んじるのである︒

徳の人は︑徳を失うまいと気にするがゆえに︑かえって

どを求めようとするものである︒

ようと考える︒上礼の人は︑作為的に礼を行い︑相手が

の人は︑義を行って︑それによってわが名利などを求め

よってわが名利を求めようとはしないものであり︑上義

編︵第三十八章から第八十一章まで︶が︑﹃吊書本﹄の前

いることである︒すなわち﹃王弼本﹄や﹃河上公本﹄の後

た﹃吊書老子本﹄では︑本章がその前編の第一章となって

囚間国本章で留意すべきことは︑一九七四年に発掘され

上仁の人は︑人を愛するという仁を行っても︑それに

それに対する返礼をしなければ︑腹を立てて腕をまくっ
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コトヲ知ルヲ得ンャ︒

︵本会理事・東京教育大学名誉教授︶

スルヲレフ

嬬ハ︑安ンゾ雲外二飛期スル所ノ鳳皇ノ如何ナル物ナル

遠︑自是難二相知一卜︑生涯泥中二在リテ得々ダル所ノ蛙

ノ意アリ︑部康節日蛙猛泥中走︑鳳皇雲外飛︑雲泥相去

セウコウセッアマウ

者ヲ知ラズ︑員二道ヲ行う者ヲ見レバ却テ之ヲ廟笑スル

溺スル者ヲ見ルー︑何レモ員ノ道徳ヲ知ラズ︑又員ノ道徳

ハ安ンゾ輿二道徳ヲ語ルー足ランヤ︑又世間ノ名利二沈

商二屈シ︑富貴二吸々トシテ貧賎二戚々タリ︑此ノ如キ者

セキセキ

俗人卜異ナルコトナク︑或ハ帽ヲ要路ニ求メ︑或ハ腰ヲ富

ノ道徳ヲ説ク者ヲ見ルー︑ロニハ道徳ヲ言へドモ︑其行ハ

不し能し移︑威武不し能し屈︑此之謂二大夫夫一ト︑然ルー今世

スモ

レ志興し民由し之︑不し得し志濁行二其道邑邑貴不レ能し淫︑貧賎

︵ヲ卜リニレバヲリフヲモスルモ

ヲし
ニヒ
クリ
ニチ
子日︑居忌天下之麿居へ立一天下之正位︿行二天下之大道︽得

ガ本領ヲ定メザルベカラズ︑道徳者ノ本領トハ如何︑孟

道徳ヲ以テ人ヲ教へ世ヲ導カント欲スル者ハ先ヅ己レ

道徳者の本領︵﹁泊翁修養訓﹂︵松平直亮第三代会長編︶より︾

編となっており︑その前編︵第一章から第三十七章まで︶ある︒
が﹃吊言本﹄の後編となっている︒

いみな

﹃吊書本﹄は︑甲・乙の両本として扱われており︑甲本
は漢の高祖の謀︵本名︶の﹁邦﹂を避けていないが乙本を
これを避けて﹁園﹂と改めているので︑甲本は高祖即位以
前に書写されたものであり︑乙本は高祖以後のものとされ
・えい

ている︒更に高祖の次の恵帝の謹は﹁盈﹂であり︑その次
の文帝の韓は﹁恒﹂であるが︑この二つの誰は︑甲本は勿論︑

乙本の吊書には避けていないので︑乙本の吊書は︑高祖の
即位以後︑恵帝・文帝以前に書写されたものとされている︒

この甲乙両本の吊書の発掘によって︑漢初あるいはそれ
以前に︑老子の書には︑﹃王弼本﹄や﹃河上公本﹄と異なる﹃吊

書本﹄の存したことが明らかになっているが︑更に注目す
べきことは︑﹃韓非子﹄の﹁解老﹂・﹁喰老﹂の二編に用い
られている﹃老子本﹄は︑﹃串吉本﹄と同系統のものであっ

たことである︒儒家の思想を保守的・時代錯誤として批判
した韓非子は︑﹃老子﹄の書に注目し︑自己の思想に活用
しており︑且つその引用の﹃老子本﹄は︑現行本と異なり︑

新発掘本と同種であったことは︑改めて注目すべきことで
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本系の商店︑レストランまでを荒ら

大きな被害を与え︑暴徒はさらに日

を襲ったデモ隊は投石などで建物に

が頻発した︒北京︑上海の日本公館

四月︑中国の主要都市で反日騒動

めてのことである︒

政干渉をするな﹂と反撃したのは初

め﹂と受身の説明をしてきた︒﹁内

慰霊し︑不戦の誓いを新たにするた

に対して︑小泉首相は︑﹁戦没者を

セルで︑尊大さを誇示したかったの

首相である︒格下の側からのキャン

泉首相に会見を要請したのは呉儀副

対する抗議帰国だと開き直った︒小

し︑小泉首相の靖国神社参拝発言に

儀副首相は︑予定されていた小泉首

愛・地球博のため訪日中だった呉

での中国の信用失墜は計り知れない︒

だろうが︑﹁非礼﹂による国際社会

ない政治家はいる︑朝貢まがいの北

もっとも︑日本にもあまり感心し

しい︒

えうせ︑なんともせちがらく︑見苦

もはやかつての大人の国の面影は消

一連の中国リーダーの言動には︑

しまわった︒日本の国連安保理常任

町村外相は中国の李肇星外相との

に反対する公認の抗議行動である︒

会談で︑日本公館への損壊行動に対
する謝罪・再発防止と損害賠償を要
った日本に責任がある︑と謝罪を拒

求したが︑中国側はデモの原因を作

五月十六日の衆院予算委員会で︑

である︒

条約﹂の明確な違反にもかかわらず︑

批判した︒翌日の中国外務省記者会

﹁国際儀礼に反する非礼﹂と厳しく

のため﹂と発表したが︑町村外相は︑

て帰国した︒中国側は﹁緊急の公務

相との会見を︑直前にキャンセルし

基本すら心得ていないのだ︒経済界

首相とその外交を守るという国家の

を受けて小泉首相の靖国参拝の足を

京詣でをしては帰国後︑中国側の意

小泉首相は︑﹁戦没者の追悼で︑ど

見で︑﹁急な公務とは何か﹂と問い詰

付けた﹁外交関係に関するウィーン

否している︒外国公館の保護を義務

のような仕方がいいかは︑他の国が

められた報道官は︑前言をひるがえ

うべき喫緊のときである︒

いまこそ︑聖徳太子の器量を見習

りも商売大事という不心得者がいる︒

のリーダーの中にも︑国家の尊厳よ

引っ張ろうとする輩が後を絶たない︒

干渉すべきでない﹂と述べた︒これ
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理事国入りと︑小泉首相の靖国参拝

津英武

まで︑中国首脳による靖国参拝批判

縮みゆく北京の器量

桁神的防裡が始まったように思われ

が押し進められ︑ここから日本人の

べき道とされ︑過去との断絶の政策

った方向に進んでいると警告︑教育

か︑歪められた﹁雌史教育﹂など誤

に比べて日本では﹁ゆとり教育﹂と

六

二○○五﹂のパネリストをつとめら

日に開催された﹁弘道シンポジウム

によって︑日本再生の方策を考えた

ます︒従って著者が﹁縦軸の哲学﹂

本書の著者は︑去る三月二

れた方で︑その力強い提言は︑私た

のは当然であり︑まことに適切であ

要性についてです︒敗戦を契機にし

第二の提言は﹁家族の強化﹂の必

理念の転換を求めています︒

ちに新しい勇気と希望を与えてくれ
るものでした︒︵シンポジウムの記

のは当然﹂とし︑﹁縦軸の発想こそ

などを新しい教育基本法に規定する

化を尊重する態度︑愛郷心︑愛国心

中でも家庭教育や公共心︑仏統や文

て脱走されなかった道徳教育の即念︑

在を当てにして︑教育基本法に敢え

あげています︒元来﹁教育勅語の存

第三に﹁国民道徳の再生﹂を取り

胆の重要性に注意を喚起しています︒

姓など︶を誘発していると︑この間

庭の蝶︑ジェンダーフリー︑夫婦別

こんにち重大な社会問題︵例えば家

者たちの混乱ぶりを指摘し︑それが

家族の解体を押し進める当時の法学

て﹁仙人の尊厳﹂を強調する余り︑

本書は︑こんにちのⅢ本社会をお

ると思います︒

生 平 幸 立

録は︑本誌三〜川月号参照︶

おう思想的温乱︵の現れとしての憂

一に着手したのが教育の立て直しで

国家再生の哲学﹂と結んでいます︒

（65）

うべき社会事象︶について︑﹁縦軸
の哲学﹂によって︑日本再生の処方
菱を提示したものです︒

﹁縦軸の哲学﹂とは︑過去から未

来への生命の連続性を自覚し︑時間

あり︑それによって見事に国の危機

そこで真っ先に取りあげた方策は

の縦軸を理解する哲学であるという

それが︑昭和二十年の敗戦によっ

ことです︒川家でも個人でも︑過去

て︑日本は過去の一切が否定され︑

を克服したという例をひいて︑それ

﹁教育を旺常化すること﹂です︒イ

それとの決別こそが新生川本の進む

からの諮岐のｋに現在があり︑それ

鍛

が未来へと継承されていく迎統した

蕊

のレーガン大統領が︑政権発足後第

八木秀次著
産経新聞㈱
ニュースサービス発行1800P3

ギリスのサッチャー首州とアメリカ

国民の思想

存在であるという考え方です︒

教書案内

日常岐阜県桐山五一

め

妻逝きて佐賀県古田賞
妻は

朝なさな狭庭の紅葉のいろどりを賞でては落葉拾いき

越しに見る

妻逝きて馴染みし野菜屋・くすり屋の素通りするを窓

しあわ

独り居の昼館はゴマ塩握り飯いつくしみもて嫁のつく
りし

やすらかなおもて残して妻逝きいわたし幸せが口癖な
りき
り

忽然とひとり逝きたる妻なれど安心立命のおもて残せ

旅立つ

お伊勢詣り君と行くのを約せしも適わずなりてひとり

子や嫁や孫は勤めに学校に十時間余のひとり居の日々

明けそめし空に向ひて歩きゆくわれとわが身を奮ひ立

いたわ

ひ

永平寺品川区松村早苗
あり

大屋根をあした染めゆく春の陽をはや潤ませて不老閣

よ

春淡き天の放ちし無限光胸に受くれば曙のいる

僧は言ふこの山深き月の夜を無言に咲ける桜花ありき

天へ向け伽藍の上を舞ひ上がる花びらは皆きらめきあ

む

に

と

猫と寝て猫と語らふわが日々の暮らし愚かと人は笑は

めぐらす

風邪ひきてひとりこもれば過去のこと先々のこと思ひ

眠りて

留守居して風邪気味の身を労らむホームコタッに猫も

ぢ葉

楓の木と知りて仰げば街路樹のまた美しく見ゅるもみ

ふう

たせて

雪降りて姿変へたる元朝の中須川沿ひわれひとり行く

古川哲史編

癒澗の起きたる猫を抱きかかへ声かけて居り寝床の中

（66）

弘道歌壇

ひて

芥川賞の入選作読みふけり寝不足のまま夜明けに至る

歌歴にも

あを

花びらをいざなふ光あふれゐて舞ひゆく空はうつし世

建国記念日の今日郵便は休みにて何やら不満が我にあ

た内容で愛読するに足る内容のように思われる︒その

方々で︑まさに老熟した年配にあたるが︑実際老熟し

というのがある︒昭和六年生まれは今年七十四歳の

編慕の短歌とエッセイより成る﹃廿一世紀を生きる﹄

さき頃いただいた書物に﹁昭和六年生まれ歌人の会﹂

︵小感︶

るらし

の碧

別府市椛田信吾
災害は忘れし頃に訪れる備えあれども常おこたらず
うた

何回も繰返しては顧みる生命の畏敬このひとすじを

別府市椛田英子

朝夕を楽しき短歌に打込みて内なる願いたのみつつお
り

ひまご

朝

た四人の兄たちのことをなつかしく懐想している︒

も同じ﹁父母はらから﹂という題名で二十代で亡くなっ

から﹂と題する短歌である︒来嶋氏はエッセイとして

実例の一つが︑次に紹介する来嶋靖生氏の﹁父母はら

最悪の地震つづきの年送り新しき光仰ぐ年明けにけり

一歳になりにし曾孫かがやきて屠蘇くみかわす元旦の

大寒のきびしき寒さ中越の豪雪思い胸痛むかな

ここでは︑まず兄四人のことが︑ひとり二首づつで

長兄進死去

以下のように歌われている︒

新婚のゆとりのあらぬ暮らしより送りたまひき月々

あれこれの思い板橋区古川哲史
きたり

風呂に入りダイヤの指輪抜けしこと関心はなく妻は逝

の資を

口数の少なき兄とともにゐて心は足れりもの言はね

おっと

みて

いき

息するは医師のひとりと良人われ息せずなりし妻を囲
まま

ども

さ

おおかたは駄作のみ然はあれど間々秀作もあるかわが
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そぼ

祖母と母とのかたへに長くありし姉ことあれば見す
それぞれの影

ゆうた

﹁二階に行ってはいけません﹂肺浸潤とはいかなる
たる

子のあらぬ嘆きも時にありつくし頼む夫は夙く逝き

次兄裕太二十二歳死去
病ひ

みと

ける姉

引き揚げて貧極まれる中にゐて病む兄看護り耐へに

三姉孝子現存

木枯の吹くグランドにラグビーを見つ兄の遺影を膝
︒又いふ

兄の逝き二人残れる千代町に短く愉しき日々のあ

三兄栄夫二十七歳死去

に抱きて

小学生われに西田幾多郎田辺元の名を教え込みご機

本を読めものを読めとぞ次々に弟われを導きし兄

りたり

四兄祥平平成十二年死去

靖生氏に厚く感謝したい︒

か︒少しでも作歌の参考になればと書いてみた︒来嶋

一読して平明︑一点の曇りもない歌とはこんなもの

嫌の兄

本

独特の執心ありて兄は読む夏目激石吉川英治岩波の

きしか

引き揚げて貧しきわれら薪作り荷車に乗せ売りに行

も

ついでに︑来嶋氏には三人の姉を題材にした歌もあ
る︒

長姉昌子死去
年毎におもかげ母に近づけば時には母と思ひて語り
つ

引き揚げて慣れぬ地に住み二人の子育てつつ耐え生
ます

きぬきし姉

次姉満寿子現存
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春塵の鏡の奥の母の影
急流へ風邪が舵取る花筏

正に〃万緑″なのである︒

川崎市小林三郎

︵註︶手話で誓ふ新夫婦の誕生！感なきを得ない

◎万緑や手話もて書ふ新夫婦

松魚編
師

中野区小牧幸雄

千葉県干潟町花香幸作
背山より児らの声降る木の芽晴
湯上がりの兵児帯ゆるく楼桃忌
◎宿下駄で岬巡りの日永かな
︵註︶正に〃日永″の一句！！

散る桜﹁大和﹂の最期思ひけり
分校に子等の合掌山笑ふ

◎潮干狩鯉の白さを舷しめり

奥出雲石原みちを

︵註︶潮干狩の一つの美しい光景︑俳句で調ひなが

ら決して冗句ではない︒

葉桜の靖国の杜神楽笛

庭松に春雪の舞ふ伊勢の宿

◎寒灯や波を切り行く舟二膿

︵註︶作者は出雲の国の神官︑靖国神社︑伊勢神宮等々

豊島区川崎鋸南

奉納神楽で忙しい︒この句は広島での所見︒

ものの芽の肌柔かく力満つ

糸桜くぐり鐘の客となる

︒組み替えて帯になりけり花筏

練馬区柴田孤岩

︵註︶花が散って筏になってゐたが組み替って帯に

もなって流れて行く光景︒

田の風に榛の木高き立夏かな

火裡の壷に投入る鉄線花

︒開け放ち光と影の柿若葉
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弘道 俳 壇

杉並区加藤志偶夫

︵註︶繁っている柿の樹を見ての作者の実感なので
ある！

花曇一斉に咲くためにある
蟻の道働くことを重んずる
◎大きさをゆるがせにせず百合の花
︵註︶博統俳句とまた一味違ふ現代調俳句︑流石に
人間味を痛切に感じさせるものがある︒

さいたま市佐々木素人
灯明りのさくら水面に耀へり
白藤の雨真白にて滴れり
︵註︶小鳥たちの噛りがよく聞こえる一句Ⅱ

◎噸りや一輔電車の停まる駅

武蔵野市三枝武双

も観ているⅡ

大和路や風のままなる竹の秋

噂りを聴く年毎の新しき

大田区鏑木雲州

多摩市嶋沢黄猿

︵註︶俳人は流石︑淡々とこの光景を観ている︒︵小

◎士壁の崩れしままに小米花
米花は雪柳の別称︶

多摩の里山並やさし鯉職

父と子の短かき会話柏餅

◎一肩車されし子の声風五月

︵註︶地鎮祭︑若夫婦︑燕といふ取合せは何となく

佐倉市櫛部正直

︵註︶一肩車の上の子の声が聴こえて来る一句︑風五
月で句になっている︒

日々花冷え一転けふは蒼き空

桃咲いて散歩の妻の歩数増え

面白く︑何となくさっぱりしている︒

◎地鎮祭施主若夫婦燕来る

草萌や弁財天の裾あたり
けだ

鎌倉や切通し抜くる花の風
︵註︶日本は今教育の重要さが問題になっている︑

◎熱血の教師気怠るき春深む

従って熱血教師も活躍している︒作者はこの辺まで
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◎花木越え牧草畑山を這ふ

︵註︶自由俳句ともいうべき作品︑那須別邸での句

中野区石川賀代

作なのである︒

文京区高橋瑚元

散るもよし桜賞でっ︑城の靴

一つの風趣がある︒

船橋市河内朝生

︵註︶現代俳句人︑伝統俳句とは句風が違っているが︑

◎メダカの子今は都会の鉢の中

今は亡き母へ仏花のカーネーション

何事ぞ帰らぬ命百七人

木の香して闇濃き春の古利かな

横浜市尾俣セツ子

︵註︶俳人の眼であればこその秀句Ⅱ

◎枝先の雫となりぬ青蛙

しとね

山茶花の散るを辱に猫眠る
長き夜の母と影絵の遊びなど
◎チューリップ地平線まで赤々と

︵特別寄稿︶

吉祥天に返す池の日百千烏

春宵の細格子透くお茶屋の灯

殉教の谷を走りし野火の舌
編者吟

杉並区阿部清

︵註︶オランダ旅行吟の一句︑流石！

一筋の木漏れ日差し来噛りに

麦秋の道まつしぐら風の来し

ありがたし日本列島薫風裡

︒わけもなく善福寺川の五月好き

︵註︶善福寺川の辺りに永年棲んでいる作者の実感

○○三一世

″枝先の雫となりぬ青蛙〃︵賀代︶は中々の俳味Ⅱ

︵小感︶俳句は上手・下手というより個性味の文芸︒

だからこその一句！

世田谷区新里昭子

※次号七・八号には六月末迄に〒一五五

とげ

満開のもつこう菩蔽に刺はなし

一二編者宛に︒

田谷区北沢二

二三

空高しくぬぎ花舞うみどり敷き
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Ａ云生目

蓉弘朋叩︶

◎会費領収報告
︵奉秤

ｌこの報告をもって領収書に代えさせてい

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成Ⅳ年４月〜平成Ⅳ年６月︶
︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

木村俊昭
富田辿夫

伽⑰

︵北海道︶

永井輝

高橋兼夫
大月武志

︵岩手県︶

田口勇之進

大崎弘一

夫司子厚夫昇吉助夫人良夫郎力利吉
㈹

16) 川加川川加川川川川加川淵⑰⑰

山口県小川宣三浦順郎
山口県山田宏三浦順郎
山口県水野直一房三浦順郎

山口県伊賀訓之三浦順郎

千田久迩治

佐瀬毒朗

森田誠喜
馬場英彦

江六前安巳

佐藤孝夫

佐々木初朗

木 々 研
腫 忠 築 英 淳 五 竹 久 瑞 昭 一 重 正

ただきます︒

２お名前の上の○印は新入会員の方です︒

３お名前の下の括弧内の数字は会費納入最
終年度です︒

でご連絡下さい︒

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成Ⅳ年４月〜平成Ⅳ年６月︶
︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

銚子忍田善雄金杉光二

島根早川泰荒木光哉

高橋勇三
藤島康彦
因幡重雄

南岩雄
菊池啓

沼田英雄
吉田省三

○棲椛毅
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４ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成Ⅳ年４月〜平成Ⅳ年６月︶
︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

神奈川県篠田正司松村早苗

神奈川県福岡純一郎鈴木勲

大阪府堀陽一山崎隆司

岐阜県道村功一朗石井新太郎

平川小倉正敬宗政秀治
平川伊藤鉄夫宗政秀治
平川安藤好夫宗政秀治
島根児山治正荒木光哉
島根飯国徹夫荒木光哉

木更津重城昭一三枝英司

岩手県棲椛毅佐々木初朗

大阪府増田清和鈴木勲

安一房安西迫彦福原修

平川内海久雄宗政秀治
平川藤江千秋宗政秀治

平川小倉健宗政秀治

山口県三浦晴彦三浦順郎

千葉県吉原柴夫中田和夫
千葉県阿久刀川員白鳥正

福岡県吉武弘喜鈴木勲

米横野安高鱒畠鈴佐小鷲矢村高佐伊
川田田藤橋沢山木々嶋盛羽井橋藤藤

㈹㈹㈹

⑰⑰⑰⑰伽⑰06)⑰07)⑰⑰⑰⑰07)㈹㈹㈹

目黒芳昭

石原太紀

︵岐阜県︶

︵静岡県︶

桐山五一
○道村功一朗

松下貌三
石野士夫

鈴木保賞
加藤十八

︵岡山県︶

高橋文博⑰

三浦順郎伽

︵山口県︶

○水野直一房⑰

○三浦晴彦⑰

︵愛媛県︶

西田春善⑰

︵高知県︶

山崎善正⑰

︵福岡県︶

︵長崎県︶

○吉武弘喜㈹

松本慶蔵⑯⑰

︵熊本県︶

冨嶋宗雄⑰⑱⑲

︵大分県︶

椛田信吾㈹

中津保夫

植村利夫

赤松泰伸

謹宏宣

伊藤毒
田内龍治
渡部正義
︵愛知県︶

大河原階視

宮田力松

小木曽照行

○増田清和

肇

後藤俊彦⑰

︵宮崎県︶

吉富政夫⑰

︵鹿児島県︶

○○○
伊山小
賀田川

︵宮城県︶

佐々木敬
高橋平馬
茂泉謁佐

戸津正男
畠山東太郎

山内司

︵京都府︶

津井敏郎
︵大阪府︶

○堀陽一
︵兵庫県︶

福田太加志
︵鳥取県︶

釜ロー

豊明

昌徳

由章

07)㈹
⑰伽

後藤宗一郎

手島典男
谷津律子
︵秋田県︶

真井田善悦

藤肥正三
︵山形県︶

熊谷三四代⑮㈹㈹
○阿久刀川員
○福岡純一郎

麿川正昭

吉田順一郎

圃岡靖夫
土井康稔

永井伸和
西尾邑次
小谷久雄
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今成卓而
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一言葉の

一ひろぱ

前略

このたびはさっそく﹃西村茂樹研究

早々

今井淳

先生のご健勝を祈り上げます︒

三月三十一日

鈴木勲先生
前略

此の度は西村茂樹全集の第一巻︑第
二巻の御恵送を賜り誠に有難うござい
ました︒

今後生涯学習の糧として拝読いたし
御礼迄

たいと思っています︒

日本弘道会会長

し上げます︒

論文集﹄御恵贈いただき有難く御礼申
このような形で若い研究者の方々が

鈴木勲様
森隆夫

格式と伝統のある日本弘道会の毒昌

は︑身に余る光栄と存じております︒

大病後の頼りないこの私ではありま

すが︑弘道会の一員として名を辱める

ようなことのないように自ら身を律し

おります︒

て弘道活動に努めてまいりたいと念じ

先日は︑内容の充実したシンポジウ

ムが︑盛会のうちに無事終了されたこ

とにて喜びに堪えません︒私も何かお

手伝いをと予定しておりましたが︑運

した︒以前でありましたら鼻かぜぐら

悪く風邪気味となり失礼してしまいま

いは吹き飛ばしてしまったのでしょう

が︑身体の自信もなく十分な活動が出

しのこととお喜び申上げます︒桜の花

すべき問題とうけとめております︒私

最近の中国の反日暴動は︑大変憂慮

ざいませんでした︒

来ず残念であります︒本当に申し訳ご

も終わって新緑が映える時候となりま

拝啓陽春の候ますますご健勝でお過

生み出した成果をまとめてゆくこと
は︑まさに尾田理事の標題通り﹁我れ

百年の後に知己を侯つ﹂西村先生の御
意志を継承してゆく大変有効な方法と
存じます︒

加えて現在刊行中の西村全集が︑

後の一九七二年頃は︑日中友好と何処

が始めて中国を訪れた日中国交回復前
さて︑この度は本年度の需昌者内定

へいっても熱烈歓迎で︑大変なもので

した︒

究者を育成してゆくために︑弘道会の

したが︑今は全くの様変わり︒一体ど

次々と新しいテーマの発見と︑若い研

ります︒

の通知をいただき恐樗感激いたしてお
痛感いたします︒

事業としてますますその意義が重要と
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零つも噸

うしてこんなことになってしまったの

ごし下さいますようお祈り申上げてお

春は真っ盛りです︒ご機嫌麗しくお過
拝具

拝啓花の美しい頃となりました︒

七海隆拝

る問題になってしまったように思われ

す︒先頃は﹁西村茂樹先生全集﹂の第

愈々御清祥の御趣大慶に存じ上げま

玉案下

鈴木勲様

四月十八日

ります︒

かと理解に苦しみます︒

これには︑多くの根深い理由がある
のでしょうが︑やはり歴史教科書の取

り扱いに深い根源があるように思われ
てなりません︒

これは私たちの生きている間に解決

てなりません︒そのためには次代を背

されるようなものでなく︑時間のかか

負う人たちに正しい歴史の教育を施し

一巻と第二巻を恵与賜り︑泡に有難く

をりましたがその後教へを得る機会乏

昔日本道徳論を拝読し心から尊敬して

厚く御礼申し上げます︒先生の著作は

このときにこそ西村会祖が唱導され

ます︒

ていくより他に道はないように思われ

た﹁人の心を善くし︑⁝⁝品格ある国

四月十一日

鈴木勲様

市村員一

新緑の候︑時下ますますご清祥の段︑

拝復

﹁弘道﹂第１０３５号をお送り下さい

お慶び申し上げます︒

鈴木様のご健勝と︑貴会のご発展を

まして︑ありがとうございました︒

渡部昇一

お祈りしつつ︑とりあえず御礼まで︒

平成十七年五月二日

鈴木勲様

この度は﹁弘道﹂誌に拙文をご掲載く

若葉の美しい季節となりました

ださりその上図書券まで頂戴し恐縮に

早く拝読いたしたく存じてをります︒

存じます有難う御座いましたいつ

しく残念に思ってゐました︒なるべく

私はこの三月に北九州の研究セン

もタイムリーな企画をもって私たちを

作り﹂の教えを噛みしめて︑道を誤ら

ターの職を辞しましたが︑オフィスの

啓発下さり感謝しております
敬具

す

これからもよろしくお願い申し上げま

整理のため二月くらいはそちらにをり

す︒

末筆ながら御健勝を祈念申し上げま

ます︒

ぬようにしなければならないと肝に銘
ずるところです︒

この二︑三日のニュースからつい失
礼申上げてしまいました︒

昨日近くの公園を散歩しておりまし
たら︑鴬の鳴き声が聞かれました︒花
びらがひらひらと舞って︑新緑が萌え︑
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品をもいただき感謝しております︒

小生の駄文を掲載して頂き︑更に記念

号

弘道第一○三五︑シンポジウムの特集

︵社団法人日本教育会︶

東京都安藤駿英

寸椿にて一言御礼まで

たぐく所存です︒

ポジウム等可能なかぎり出席させてい

存じております︒また責会主催のシン

足跡等につき研究させていただきたく

西村茂樹先生の論文︑野口明先生のご

う存じました︒今後は老骨に鞭うって

いたや︑き恐縮しております︒ありがと

の拙文に対しわざ／︑図書券をご送付

またこのたびの﹁弘道﹂紙上の小生

の資料は十五年の静岡大火と二十年の

す︒その後静岡に移りましたが︑当時

れたのではないかと推測致しておりま

に高名となった人達も或いは何回か訪

まり場になっていたようですので︑後

たようで︑当時中国からの留学生の溜

年まで書店を営み︑中国語を少し話せ

神田神保町で明治三十年頃から大正初

く感じました︒余談ですが私の祖父は

を更に地域へと発展させたいと腐心し

支会に今年数名会員となり弘道の精神

く判りません︒余計なことを記してし

空襲で全部焼けてしまいましたので全

い︒

敬具

福岡純一郎

過日はお忙しい中日本児童教育振興

と拝察申し上げます

春暖の候お健やかにお過ごしのこと

前略

鈴木勲様

四月十八日

時節柄どうぞ御身御大切に御活躍下さ

まい申し訳ありませんでした︒

大沼栄穂
机下

とりあえず右御礼まで敬具

した︒

桜も散って新緑の候となって参りま

拝復

鈴木勲先生

ております︑更なる御指導をお願いい

千葉県大木衛

たします︒皆様によろしく再拝

謹啓

漸く初夏の気候となりました︒益々
御清栄のこと︑お慶び申しあげます︒

このたびはわざ／︑﹁弘道﹂を御恵

送下さり誠に有難うございました︒御

小生このたび弘道会の入会を許され

松江のダルマ堂書店のお話は八九会

ましたがその際ご紹介の労をたまわ

あいさつ申しあげるべきですが︑地方

で承りましたが︑会長の﹁滝川亀太郎

高配を厚く御礼申し上げます︒

住まいの者ですので外の機会とさせて

先生の書簡﹂を読ませて頂いて興味深

り︑あつく御礼申しあげます︒早速ご

いただきます︒
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は楽 し い 貴 重 な お 話 を 拝 聴 で き ま し

財団役員会にご出席を賜り晩餐会で
たこと大変ありがたく存じておりま

新緑の候︑貴会にはますますご清祥

敬復
のこととお慶び申し上げます︒

ところで︑この度は大変ご無理なお
願いを致しましたにも関わらず︑弘道︑

す

この度は女性の間で人気になってい

を立てられ︑弘道に眼を通した方々が︑

るためにも︑今後共︑すばらしい企画

生きがいを持って︑生きることの出来

る日本を構築して下さりますよう︑お

願い申し上げます︒

この度は︑本当にどうも有難うござ

いました︒今後共︑何卒︑よろしくお

お送りいただきました一○三五号

致しましてお礼のご挨拶に代えさせて

一○三三号をお送り下さり︑本当にど

は︑大学の哲学研究会で︑﹁人間が生

うも有難うございました︒

送りいただき興味深く拝見致しました

きることの意味﹂と言う場におきまし

いただきます︒

ます﹁コエンザイムＱⅢ﹂・﹁意外な効

また日本弘道会の会報誌﹁弘道﹂を

て︑その指導書にさせていただきたい

力を発揮する寄生虫﹂の講話資料をお

ご恵贈賜りありがとうございます教

とぞんじます︒

秦様

社団法人弘道会

平成十七年五月十二日

田村和凡

敬具

貴会の更なるご繁栄を心からお祈り

願い申し上げます︒

きます今後とも変わらぬご指導を賜

育の指針として参考にさせていただ

多くの人々が︑人間として生きるこ
との意味が解らなくなり︑精神よりも

りますようお願い申し上げます

末筆になりましたが貴殿のご健勝と

良いのかと感じさせられます︒

ませんが︑我が国は本当にこのままで

中篠高徳先生の基調講演ではござい

書物であると存じます︒

にとらえられました本当にすばらしい

人間の本質とは何かと言う問題を的確

物に固執しがちなこんにち︑弘道は︑
早々

益々のご活躍を祈念申し上ます
平成十七年四月五日

小学館
相談役相賀徹夫

会長鈴木勲様

社団法人日本弘道会

現在の乱れてしまいましたこの日本
の社会を︑本来のすばらしい社会にす
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今令令牛十牛寺令令牛牛令令寺令牛寺牛
令牛牛牛牛寺寺令寺今牛寺令⑪令令今令

韓麓什麓件隷紳韓韓認朴
寺凸◇⑪牛寺令寺④令令凸中心令令⑭寺
寺令⑭今十牛牛今令寺牛牛牛牛心牛十心

３月旧日︵火︶

＊シンポジウム実行委員会脂叩加〜陥亜釦
村治美・土田健次郎・木屋野正勝・津英武・宮

出席者鈴木会長︑松平直書・生平幸立・尾田幸雄・木
崎哲夫各委員︑中田和夫事務局長︑

シンポジウムスケジュール︑役割の確認などについて協
議
３月蹄日︵土︶

＊弘道シンポジウム二○○五吃亜加〜陥皿洲

第三巻︑第四巻の内容構成︵一部修正︶及び校正︑解題

執筆分担︑第三巻の口絵写真当付録２﹂の執筆依頼状況︑

などについて協議
４月幻日︵水︶

＊旧亜帥より︑㈱思文閣出版長田岳士専務と﹁西村茂樹

全集﹂出版について打合せ︒

＊脂恥帥より︑伊藤克巳監事の監査を受ける︒

５月Ⅲ日︵木︶

５月Ⅳ日︵火︶

団体振興協議会総会・フォーラム開催され中田事務局長

＊Ⅲ恥帥より︑アイビーホール青学会館において社会教育
出席
５月即日︵金︶

＊理事会・評議員会合同会議Ｍ：Ⅱ〜妬：釦

坂節三・古川清・松平直毒・中田和夫各理事︑

出席者鈴木勲会長︑古川哲史副会長︑生平幸立・尾
田幸雄・鎌田正・木村治美・土田健次郎・高

出席者鈴木会長︑尾田幸雄編集部会長︑高橋昌郎・高

伊藤克巳監事︑飯塚一雄・小野健知・津英武・

Ⅱ〜陥亜Ⅱ

学士会館において開催︑参加者一九一名
４月四日︵火︶

橋文博・多田建次・古垣光一・藤下昌信・白鳥

菅谷栄夫・高橋昌郎・多田建次・宮崎哲夫・藤

＊﹁西村茂樹﹂全集第Ｍ回編集会議Ｍ

正・中田和夫各編集委員︑田淵敏夫︑江島顕一
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下昌信・山崎隆司・阪谷芳信各評議員︑田淵敏
夫事務局職員

平成十六年度事業報告並びに決算報告︑理事・監事の選
任︑評議員の選任︑

第一○三回通常総会の議事運営について協議︑寿昌者の
選考︑弘道シンポジゥムニ○○五について報告
５月即日︵金︶旧亜帥〜肥恥刈
＊﹁西村茂樹研究論文﹂審査委員会

土田健次郎・小野健知・高橋昌郎各委員︑・中

出席者鈴木勲会長︑古川哲史審査委員長︑尾田幸雄．
田和夫事務局長

平成Ⅳ年度の研究論文募集︑西村茂樹研究論文集掲載者

Ⅱ〜Ｍ卵加

の座談会︑審査委員会委員の追加等について協議
５月昭日︵土︶Ⅲ

＊本会８階講堂において第一○三回通常総会を開催︵総会
の報告については次号に掲載予定︶

鵜西村茂樹全集第三巻刊行

西村茂樹全集第一巻︑第二巻に続いて︑待望の第三

巻が近く刊行されます︒皆様のご活用をお願いいたし
ます︒

内容・心学略伝︑心学講義︑読書次第︑女子宝訓︑

泊翁盾言︑建言稿など

訂正とお詫び

○︑弘道﹄第一○三二号について１４頁６行目﹁殿

明﹂にそれぞれ訂正︒

下﹄を﹁陛下﹂に︑帥頁上段Ⅲ行目﹁□口英夫﹂
を﹁関口英夫﹂に︑同Ⅲ行目﹁□口明﹂を﹁深川

目に﹁飯塚一雄﹂様のお名前を加筆︒

○﹃弘道﹂第一○三三号についてｌ舵頁下段陥行

の辰野様のお名前﹁千尋﹂を﹁千毒﹂に訂正︑４

○﹃弘道﹂第一○三四号についてｌ表紙と目次中

頁７行目﹁五十四回﹂は﹁五○回﹂にそれぞれ訂正︒
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＠本号では︑最近よく耳にする﹁日本

日本人の総体としての力の沈下を示す

や﹁学力の低下﹂という現象は︑実は

︑こう見てくると︑﹁日本語の乱れ﹂

性能が無くては到底叶いません︒

れることから︑上述以上のもろもろの

ですが︑記録され︑固定されて保存さ

その異常さに危機感が深まります︒

プロにあるまじき運転者の暴走とは︑

で︑数百名の死傷者を出した原因が︑

日にはＪＲ福知山線における脱線事故

大使館等への暴行︑非礼︒その二十五

れます︒四月以降︑中国における日本

︑不可解な事変や事故の続発が憂慮さ

編集後記

語の乱れ﹂とか︑﹁学力の低下﹂など

ものであり︑このことが社会現象とし

＠次号の特集は︑﹁わが生涯学習﹂と

の意味と重要性について考えてみるこ

て定着しつつあるということは︑正に

ということから︑あらためて国語問題
とにしました︒

平成老年一︿月一手日印刷

編集人生平幸立

平成圭年一︿月辛日発行︵定価五○○円︶

一

発行人鈴木勲

郵便番号三一︲Ｓ釜

東京都千代田区西神田三

六

試みます︒ご期待下さい︒︵生︶

して︑支会中心の編集という新企画を

この問題を多角的に論じて頂いた先

﹁国家の大事﹂ではないでしょうか︒

私たちが日常この事に触れるのは︑

生方に感謝申し上げます︒

﹁話す﹂︑﹁読む﹂︑﹁書く﹂︑という場合

です︒﹁話す﹂場合には相手の﹁聞く﹂

＠第一○三回通常総会が︑五月二十八
長年にわたって会運営の準則となって

日に開催されました︒本年の特色は︑

ということが前提になりますから︑何
になります︒その中には話し方の技術

きた﹁定款﹂について︑時代の進運に

をどう話すかという﹁構想力﹂が必要
だけでなく︑その人の学力︑教養︑感

ＴＥＬ○三︵三二六一︶○○○九
ＦＡＸ○三︵三二八八︶○九五六

発行所鶏日本弘道会

振替口座○○一四○

の状況は次号で報告致します︒

︑待望久しい西村会祖の﹁日本道徳論

合わせた大改正をしたことです︒総会

欠かせません︒﹁読む﹂場合には︑上

の現代語訳﹂が︑尾田理事のご協力に

く側にとっては︑﹁理解する﹂能力が

述の能力以上のものが求められます

よって︑本号から連載開始となりまし

性などがあらわれるでしょう︒また聞

が︑勿論これは学力︑教養︑感性など

た︒尾田先生に感謝申し上げますと共

印刷所︵株︶共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

四三一七

と密接に関係します︒また﹁書く﹂こ

に︑会員各位のご活用をお願いします︒

一

とには︑特に︑﹁考える﹂能力が必要
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西村茂樹の学問的な業

改

績を中心に、その思想
と活動の全貌を示す画

淫︽一ｎいた丘

以下年2回順次配本
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州
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一

唖
第1巻著作1西村泊翁先生伝／日本道徳論／国民訓／国家道徳論………･…･…･…･…･･他
第2巻著作2徳学講義／西国道徳学講義／社会学講義／小学惰身ﾖ￨￨／日本教育論……他

第3巻著作3心学略伝／心学講義／初学宝訓／女子宝ﾖ11/泊翁届言….…･…･…･･･……他
第4巻著作4自識録／続自識録／建言稿／往事録／記憶録／随見随筆……･･･…………他
第5巻訳述書1万国史略／校正万国史略／泰西史鑑／農工三十種家中経済･…･…･………他
第6巻訳述書2西史年表／万国通史／西国事物紀原／求諸己斉講義／海防新論…･…･…･他

第7巻訳述書3格勤革禦氏道徳学／格勤革カ氏道徳学／姶芽氏道徳学／福氏道徳学……他
第8巻論説1陳言一則／自由交易論／修身治国非二途論／賊説／西語解／人口論……他
第9巻論説2．泊翁日記教育一斑／徳育談／弘道会松江支会演説／富貴の話…･…･…･…他

Ｆ

申込先

第10巻書簡・詩歌・補遺・別録（年譜、家譜、碑文他）・索引

〒101‑0065東京都千代田区四神田3‑1‑6
11本弘道会ビル8F

社団法人日本弘道会

Ｌ

Q03(3201)0009FAX03(3288)0950振替0140‑1‑4317

柳津桂子文

堀文子画
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﹁般若心経﹂を

科学的解釈で
美しい現代詩に翻訳︒

当代き っ て の 生 命 科 学 者 ・ 柳 漂 桂 子 と
人気日本画家・堀文子による︑
現代詩 訳 ・ 般 若 心 経 絵 本 ︒

これまでにない明噺な日本語と

定価１︐２００円︵税込︶四六判／弾ｌジ

lSBN4‑09‑387521‑9

金五○○円︵税込み︶社団法人日本弘道会

８万部突破抄

美しい日本画で今般若心経に込められた
﹁いのちの意味﹂を感得する一冊です．

翻繍

て

