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《新年を迎えられ、なごやかな天皇ご一家お揃いのひととき。
今年は紀宮様ご婚儀の慶事も予定され、1月2日恒例の
一般参賀の人波は、昨年より6，980人多い7万5080人
と報じられました｡》

乙号︵社会道徳︶

一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶

日本弘道会綱領︵昭五

皇室を敬愛すること︑国法を守

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

礼・福沢諭吉・西周・加藤

弘之・中村正直らと相図り

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

動を精力的に展開いたしました︒

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

創段しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂の

めの道義教化剛体として︑﹁東京愉身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

自然の美と恩沢を尊重するこ
上﹂

教育の血脈を川すること︑道義
の一般的関心を促すこと

報道言論の公正を求めること︑
社会悪に対し世論を高めること

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今Ｈの生

除くすべての官職を辞して野にトリ︑全国を行

家でもあります︒明治二十六年︑宮中一脳間宮を

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

批判し︑日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

と︑資源の保存と開発を図るこ

政治の道義性を尚腸すること︑
経済の倫即性を強洲すること

世界の形勢を察すること︑国家
人類の将来をおもんぱかること

ること

信教は自由なること︑迷信は排
除すること

こと

思考を合川的にすること︑情操
を美しくすること
学川を勉めること︑職務を励む
教餐を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を亜んずること︑近
親州親しむこと
一稗一他を稜むこと︑非即非行
に屈しないこと
すること

健康に留意すること︑天寿を期

て身を首︵くこと

信義を以て交わること︑誠を以

涯教育の先駆的役割を果たされました︒
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富巻頭の言葉︼

平成十七年を迎えて

会長

勲

全国コンクールが五十回を迎えることを申し上げましたところ︑大変よろ

紀宮様御僻約内定のお祝いを申し上げましたが︑その際︑青少年読書感想文

昨年の十二月二十三日の天皇陛下の御誕生日には例年の如くお招きを頂き︑

も早い復興を祈るばかりです︒

が起こっているのではないかという予感を覚えるほどでした︒被災地の一日

害が続き︑いたましい多くの人命が失われました︒地球的規模で自然の変動

昨年は︑新潟県中越地震やインド洋沖大津波と︑内外に予想もしない大災

木

れているが︑本を読む子供にはその心配はないと述べました︒

も読書量が増えるなど読書離れにストップがかかってきていることをあげ︑学力や読解力の低下が憂慮さ

私は︑かねて学力問題よりも︑より深刻な青少年の心の荒廃︑規範意識の喪失︑道義心の低下の問題こそ︑

世論を喚起し論議して欲しいと主張して参りました︒教育改革国民会議が提言した中で唯一手がつけられ

ていない道徳教育の問題をなぜ取り上げないのか疑問に思っています︒本号で道徳教育の在り方を特集し
たのもこの思いからであります︒
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鈴

私は︑コンクールの表彰式のあいさつで︑このことを紹介し︑最近の学校読書洲査では小・中・高校と

こばれ︑お励ましのお言葉を頂きました︒

ご田

＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ｡ ＝ ゆ ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ひ ＝ ● ＝ ● ＝ ■ ＝ ｡ ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

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

教育問題が︑教育の本質を論ずることなく財政論や効率論だけで取り上げられる近年の政治状況に深い

憂慮を覚えますが︑その典型的な例が義務教育費国庫負担金制度の扱いです︒これまでの誤った論議を本

論に引き戻す意味でも中央教育審議会が毅然とした態度で審議をされることを期待しています︒

教育基本法改正問題についても︑度々発言して参りましたが︑今国会も郵政民営化法案との関連で見送

られる公算が大と報じられております︒中央教育審議会が答申をまとめてから二年近くも︑教育の根本法

の改正が棚ざらしになっている状況は異常というほかありません︒一日も早く改正法案を国会に提出して
真剣な論議をしてほしいと願っております︒

本会としては︑かねて準備を進めて参りました﹃増補改訂西村茂樹全集﹄の刊行を着々と進め︑西村精

神の普及を図るとともに︑﹁弘道シンポジウム﹂を引き続き開催して︑今日の我が国の精神状況について
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問題を提起し︑世の木鐸となるべく︑たゆまぬ努力を続けて参る所存であります︒

全集の第一巻と第二巻は昨年中に刊行して高い評価を頂いておりますが︑本年は第三巻と第四巻を続け

て刊行する予定です︒﹃心学講義﹄など会祖の広汎な学問領域や﹃往事録﹄等の会祖の活躍の記録もあり︑
広く興味を呼ぶものと信じます︒

﹁弘道シンポジウム﹂は昨年の﹁公と私ｌ社会規範の確立﹂に続いて︑このテーマをさらに深める意味

で︑﹁新しい社会ルールを求めて﹂とし︑基調講演は中篠高徳先生をお迎えし︑パネリストとして尾田幸雄︑

小川義男の両先生に新たに八木秀次先生に加わっていただき︑木村治美先生にコーディネーターをお願い

して︑新味を加えることといたしました︒会員はじめ多くの有志の参加を期待しております︒

最後になりましたが︑本会の顧問としてご指導頂いた林健太郎先生が昨年八月十日逝去され︑九月十三

日増上寺で告別式が行われました︒ドポルザークの音楽の流れる簡素な式場で︑にこやかに微笑まれる先

生の遺影を拝し︑本会に示された御好意と御恩を思い改めて深い感謝を捧げ︑御冥福をお祈りした次第です︒

︵本会会長・元文化庁長官︶
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道徳教育について考える

佐々木初朗

スコ・ザビエルは﹁真に優れた人たちに初めて出会った︒﹂

天文十二年︵一五四九︶︑鹿児島に下り立ったフランシ
美しかった日本人

との手紙を本国に送った︒

また︑マレーシアの上院議員であるラジャー・ダト・ノ

仙惜まさに地に落ちたり︒衣食足りて礼節を知るどころ

ンチック氏の詩が日本教育新聞社発行︑土生良樹著﹁日本

か︑衣食足りて礼節を失うの昨今である︒大人のみならず

青少年の非行を見ても︑とんでもない世の中になってし

人よありがとう﹂に掲赦されていて︑次のように敬ってい
る︒

まったと思う︒戦前︑戦中の日本では考えられなかった事
である︒

人と言われたポール・クローデルが昭和十八年︵一九四三︶

かつて日本人は親切で心豊かだった

かつて日本人は清らかで美しかった

日本人についての詩

に︑同じく高名な詩人であるポール・ヴァレリーに語った

アジアの園の誰にでも自分のことのように一生懸命尽くし

大正時代に在日大使を務め︑二十世紀フランス最大の詩

という︒﹁私は︑どうしてもこれだけは滅びて欲しくない

てくれた

何千万もの人の中には少しは変な人もいたし怒りんぼや

☆

と思う国民がある︒それは日本人だ︒日本は驚くほど発展
をしたが︑それは当然で︑他のいかなる国民にもこれほど
の資格はない︒彼らは貧しい︒しかし︑高貴である︒﹂と︒
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我が侭な人もいた
自分の考えを押しつけ

威張ってばかりいる人だっていなかったわけじゃない
☆

どうして日本人はこんなになってしまったんだ

︵中略︶の部分では︑卑屈と徹慢になり︑利益と賛沢にふ

けりながら︑寛容さを失った日本人の姿が歌われている︒

は︑戦勝国のアメリカ人も含め︑多くの外国人が﹁日本人

戦前の日本人を讃える外国の識者は多かった︒しかし今

そんな少しのいやなことや不愉快さを越えておおらかで真

は駄目になった︒﹂と言う︒残念なことだが︑私達日本人

でもそのころの日本人は
面目で

でさえもそう思わざるを得ない状況が続いているのだ︒

通信簿と修身

希望に満ちて明るかった

戦後の日本人は自分たち日本人のことを悪者だと思いこ

てハツと気づいたことがある︒︵小二開戦︑小六終戦︶そ

最近︑戦中派である自分の小学校時代の通信簿を見てい

学校 で も ジ ャ ー ナ リ ズ ム も

れは︑通信簿に記載されてある教科の順のトップがすべて

まされた

そうだとしか教えなかったから

信簿も調べてみたが︑いずれも修身が第一番目に記載され

﹁修身﹂であったことである︒ちなみに︑大正︑明治の通

残酷無情な

てあった︒

まじめに自分たちの祖父や先輩は悪いことばかりした
ひどい人たちだったと思っているようだ

日本 人 は そ ん な は ず じ ゃ な か っ た の に

本当にどうなってしまったんだろう

の名称はどこにも見当たらない︒これほど道徳教育の重要

いる︒しかも︑不思議なことに修身に代わるべき﹁道徳﹂

称になっているが︑いずれも教科の順は国語から始まって

今は︑通信簿は︑﹁通信票﹂或いは﹁あゆみ﹂などの名

本当の日本人を知っている私たちは

さが叫ばれてきているのにである︒

︵中略︶

今はいつも歯がゆくて悔しい思いがする
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☆

考えてみれば︑戦前・戦中は︑教育の中では何が一番大
事なことであるかが誰にでも分かるようになっていたので
ある︒子供も親も教師も︑教育では﹁修身﹂が先ず一番大

では真剣に取り組もうとしない風潮があり極めて嘆かわし

いことである︒これを放置しておいてはならない︒

感じ取っていたのであろう︒だから︑親は子育てでは﹁勉

ないときは何をすればよいか︑それは歴史を学ぶことであ

西津潤一岩手県立大学学長がある講演の中で﹁先が見え

日本の教育思想

強をしなさい﹂の前にいつでも﹁嘘をつくなよ﹂︑﹁盗むなよ﹂

る︒﹂と話された︒最近︑何を支えにして生きていったら

事なのだと言うことを︑毎学期に渡される通信簿を通して

﹁弱いものいじめをするなよ﹂﹁挨拶を忘れるなよ﹂だった

を抱えているような気がしてならないのだという︒また︑

いいのか分からないと言う若者が増えてきているという︒

安岡正篤氏は﹁人間は徳という本質︑つまり道徳性を与

教育の現場でも一生懸命生徒達の指導に携わっているの

そのために日常の生活の中に目標を見出せず︑いつも不安

えられ︑その上に︑有り難いことに知性というものを与え

に︑教育では何が最も大切なのか見えなくなってきて︑教

のである︒そして︑教師は教師で教育者としての身を修め︑

られた︒⁝略⁝どこまでも徳性が人間の本質であるのに対

えることに︑これでいいのだろうかという不安を感じる教

徳を磨くことが大切であるとして修養に努めたのである︒

して︑知性や技術は付属的なものである︒輝かしい知識や

師が多くなってきているという︒

これらは︑西津潤一学長が言う︑先が見えなくなってき

技能に心を奪われて︑尊重しすぎて︑徳性を忘れると言う
ところに︑人間の過ちの始まりがある︒﹂と述べておられる︒

津学長の警句に従って︑日本の教育の歴史をたどってみよ

ている状態から来る不安現象ではないだろうか︒過日︑西

うと思い︑図書館へ足を運んだ︒﹁現代に生きる教育思想﹂

︵﹁この師この友﹂安岡正篤著・黙出版︶

昭和三十三年︑文部省は道徳教育の必要性を説き︑教育

全八巻︵昭和五十八年刊・ぎようせい出版︶を手に取って

みた︒第一巻アメリカに続いてイギリス︑フランス︑ドイ

の前途を見据えた英断であった︒だが︑教職員団体はこれ
に反対し︑受け入れようとしなかった︒ここに︑現場に於

ッー︑ドイツⅡ︑ロシア︑そしてョ−ロッパ数カ国が第七

課程の中に﹁道徳﹂の時間の設置を法制化した︒日本の園

ける教育の過ちの始まりがあったと言えよう︒未だに一部
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巻に︑最後の第八巻にアジアが記載されてあった︒その中
には中国︑韓国︑インドネシア︑タイ︑ベトナム︑インド
の教育思想を築いた人物の名前が掲げられ︑中国では毛沢

の支えとなる根本を教わってこなかったのではなかった
か︒

れていた︒私は︑このアジアの一冊には︑当然日本の教育

年︑今︑これの見直しの検討が為されている︒現行の基本

現行の教育基本法が昭和二十二年に制定されてから六十

宗教的情操の酒養

思想が入っているものと思っていた︒だが︑いくら探して

法が作成される過程に於いて︑﹁伝統の尊重﹂と﹁宗教的

東︑インドではタゴール︑マハトマ・ガンジーなどが含ま

もそのかけらもなかった︒一瞬︑私の頭は混乱した︒﹁日

情操の酒養﹂の二点が︑時のＧＨＱ︵連合国軍総司令部︶

また︑﹁いただきます﹂︑﹁弱い者をいじめるな﹂︑﹁嘘を

本には﹃現代に生きる教育思想﹄は無かったのであろうか

にらち外に置かれてしまっていたのか︒﹂と思い懐然とし

つくな﹂︑﹁盗むな﹂︑﹁明るく﹂︑﹁清らかに﹂︑﹁素直に﹂︵正

の強い指導で削除されたことはあまり知られていない︒日

た︒戦後の民主主義教育がもたらした良い面は数多い︒自

直に︶等は宗教的な情操として︑日本古来の人間形成︑人

⁝いや︑そんなことは有り得ない︒﹂と︒そして﹁日本が

由主義の開放感と経済の繁栄の下で︑国民は平和を証歌し

格完成の根本であったのだ︒今︑若者達が自分が何を支え

国の歴史を教育から抹消する事に等しい︒

て来た︒しかし︑よく考えると︑日本人として生きていく

として生きていけばいいのか︑その方向性を見出せずに不

本の伝統の尊重を教育基本法から抹消するという事は︑自

ために最も大切な日本の伝統︑習慣︑情操など︑精神を形

安感を持っているのは︑日本人が昔から築き上げて来た人

二千数百年にわたって築き上げてきた伝統︑思想︑精神が︑

づくる根本を︑学校教育では扱ってこなかったのではない

間としての生き方の根本が何であるかを︑分からないまま

敗戦によって教育からかき消されてしまい︑これほどまで

か︒若者達が何を支えにして生きていけばいいのか︑目標

に育って来ているからではなかろうか︒

視し︑その根本として﹁明﹂︑﹁浄﹂︑﹁直﹂の心を大切にす

戦前・戦中の教育では︑徳性を人間形成の第一として重

を見出せずにいるのはその事が原因になっているのではな
いかと思われてならないのである︒

彼らは︑しっかりとした人間の生き方をするための︑そ

（9）

を持つ人間になれ︑と教えた︒そして︑それは日本人の身

ることを教えた︒﹁明るさ﹂︑﹁清らかさ﹂︑﹁素直さ﹂︵正直︶

て指導していくことである︒

内容を良く岨噌して大きな方向性を掴み︑これを単純化し

だろうが︑一人の人間としてどのような生き方をしなけれ

けて来た人達だったのではなかったか︒貧しかろうが豊

生き方をしっかりと身に付けていた戦前・戦中の教育を受

これに耐え︑見事に立ち直らせたのは︑この様な日本人の

戦後の日本が瀕死の状態であったとき︑己を見失わずに

なっているが︑子供らが︑生きていく為の支えとなる﹁徳

満たされて行くであろう︒今子供達の学力低下が問題と

指導要領の道徳の内容は︑これを目指すことでその殆どが

来ない分かり易い︑単純化された要点であろう︒しかも︑

情操は︑人格の完成を目指す道徳の指導では欠くことの出

すなかれ﹂﹁盗むなかれ﹂﹁嘘をつくなかれ﹂等の宗教的な

﹁明るく﹂﹁清らかに﹂﹁素直に﹂︵正直に︶︑そして︑﹁殺

ばならないか︑これを教育の中でしっかりと教え込まれて

性﹂を身に付けていけば︑それが真の知性を生み出し︑学

体にしみ通っていたのである︒

いた人達だったのである︒だから戦後の悲惨な生活の中に

育も大切である︒だが︑日本人が人間として世界から信頼

力を高める力となって行くのである︒国際化も︑外国語教

教育が築き上げてきた宗教的情操の力以外の何ものでもな

を得ていく人格を備えてこそ︑それが真の国際化に結びつ

あっても崩れなかったのだ︒この事は︑日本の歴史の中で

かったのである︒

き︑外国語教育にも生きていくのではなかろうか︒

今は豊かな生活の中にある︒なのに日本人としての誇り

﹁清らかさ﹂︑﹁素直さ﹂を身につけた日本人になるように︑

継承﹂と共に﹁宗教的情操の酒養﹂をも重視して︑﹁明るさ﹂︑

教育基本法の内容が検討されている今︑日本の﹁伝統の

を持って明るく︑清らかに︑素直︵正直︶に生きていくと

そして﹁美しい﹂と言われる人格を備えた日本人になるよ

美しい日本人を

いう日本古来の精神が︑音を立てて崩れていっている︒そ

うに十分な検討を加えていって欲しいと願っている︒

︵文部科学省視学委員︶

して︑この再生を担っていくのは学校教育をおいて他にあ
るまい︒特に︑小学校教育における徳性の酒養が重要であ
ろう︒具体的には︑現場では学習指導要領に示されている
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戦後教育史からみる道徳教育の課題

貝塚茂樹

いる︒けれども︑道徳教育に対するこうした﹁空気﹂が︑

道徳教育に対する議論の﹁土俵﹂が形成されない要因は︑

根強く残っており︑後述するように︑これはまた今の道徳

今日なお戦前までの修身科と教育勅諦の問題が充分に清算

道徳教育の何が本当に問題なのか

への関心を喚起している︒しかし︑﹁井戸端会議﹂という

教育に思わぬ反作用を引き起こしている︒

に等しい場当たり的な議論が繰り返されてはいるものの︑

されていないためであるというのが筆者の蕪本的な即解で

昨今の子ども達をめぐる深刻な状況は︑改めて道徳教育

有効な﹁処方菱﹂はどこからも提示されてはおらず︑学校

ある︒本小論では︑峨後敬育史を辿りながら︑こうした﹁空

まともな誰諭の﹁土俵﹂が形成されていないことである︒

を指令する︒一般にこの指令は︑当該教科の禁止を意味し

領軍と略︶は﹁修身︑Ｈ本歴史及ビ地理停止二関スル件﹂

昭和二○年一二月三一Ⅱ︑連合国軍総司令部︵以下︑占

戦後教育のなかの道徳教育

ついて考えてみたい︒

気﹂が形成された背景を確叩し︑今後の道徳教育の課胆に

での﹁道徳の時間﹂は相変わらず﹁低調﹂である︒

しかしながら︑道仙教育の問題は︑﹁道徳の時間﹂の実
施率が低いことのみではない︒道徳教育をめぐる本当の深
刻さは︑道袖教育という言葉さえ川に出すことが伸られる

もっとも︑青少年問題の深刻な現実に直而して︑さすがに

﹁空気﹂が依然として教育界を似っており︑そのために︑

﹁道徳教育アレルギー﹂といった感情的な批判は薄れては
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蕊

当司令部二提出スベキコト﹂を求めることであり︑当該教

迄再ビ再開セザルコト﹂として︑﹁教科書ノ改訂案ヲ立テ

身︑日本歴史及ビ地理ノ総テノ課程ヲ直二中止シ許可アル

たものと捉えられがちである︒しかし︑指令の目的は︑﹁修

いまい﹂なものとしてしまう結果を招いた︒

ば﹂で留め置き︑同時に社会科と道徳教育との関係を﹁あ

る︒そしてこのことは︑修身教育を克服する作業を﹁道半

が強力に社会科を勧告することで結局は挫折することにな

実際に︑占領軍の修身教科書に対する評価は︑必ずしも

な問題であった︒実際に︑占領軍︵ＣＩＥ︶と日本側︵文

革において︑教育勅語をどのように取扱うかは︑最も重要

同様なことは︑教育勅語についてもいえる︒戦後教育改

悪いものではなかった︒占領軍民間情報教育局︵ＣＩＥ︶

部省︶では︑その評価と方針をめぐって激しい議論が繰り

科書の﹁書き直し﹂を求めたものである︒

での修身教科書の分析結果は︑その内容が︑﹁相対的に無害﹂

返された︒

教育勅語の問題に一応の合意点が確認されるのは︑昭和

であるとし︑修身教科書の﹁全体に及ぶ禁止は適切なもの
ではない﹂とするものであった︒

していく︒昭和二○年一二月に出された︑公民教育刷新委

初から修身科に代わり得る新しい﹁公民科﹂の設置を模索

方である︒文部省は︑公民教育刷新委員会を設置して︑当

育勅語の奉読を止めること︑教育勅語等の謄本は︑引き続

源を東西の倫理︑哲学︑宗教に求めること︑式日等での教

育の唯一の淵源とすることなく︑教育勅語と共に教育の淵

について﹂によってである︒この通牒では︑教育勅語を教

二一年一○月八日の文部次官通牒﹁勅語及諸書等の取扱い

員会の﹁答申﹂は︑修身教育を﹁模型や模範が説明の手段

き学校に保管してもよいが︑これを神格化するような取扱

むしろ︑修身科に否定的だったのは日本側︵文部省︶の

であることを忘れて︑現実の社会生活や模倣できる仕方と

この内容は︑決して教育勅語の廃止を求めたものではな

いはしないこと︑などが示された︒

模型を現実と誤認させ模倣を当為と混同せぬように注意せ

く︑いわば教育勅語の﹁相対化論﹂の立場をとったもので

してそれに止まる弊があった﹂として︑﹁これを反省して

ねばならぬ﹂ことを指摘した︒新しい﹁公民科﹂では︑﹁道

あった︒実際に文部省では当初︑教育基本法と教育勅語は

﹁矛盾するものではなく﹂︑教育勅語には︑﹁天地の公道た

徳と知識との結合﹂が何より重視されたのである︒
しかし︑こうした﹁公民科﹂設置の構想は︑占領軍︵ＣＩＥ︶
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るべきものが示されている﹂ので﹁これを廃止する意思は

れる政治的課題に結局は絡め取られてしまい︑そのための

たことも手伝って︑当時進行していた再軍備問題に代表さ

イデオロギーとして準備されたものと批判されてしまうの

ない﹂︵高橋誠一郎文相の国会答弁︶という立場をとって
いた︒

議には︑占領軍の強力な働きかけがあったことが今日明ら

除・失効決議﹂を行うことで否定することになる︒この決

二三年六月一九日︑衆参両院がそれぞれに﹁教育勅語等排

の﹁道徳の時間﹂の設置によって助長され︑昭和四一年の﹁期

ることが一般化していく︒そしてこの傾向は︑昭和三三年

むしろイデオロギー論を色濃くした政治論として論議され

天野発言以後の道徳教育問題は︑教育論としてではなく︑

である︒

かとなっているが︑結果としてこの決議は︑教育基本法が

ところが︑この教育勅語の﹁相対化論﹂の立場は︑昭和

法的にも教育勅語に代わるものであるという解釈を一般化

周知のように﹁期待される人間像﹂は︑天皇や愛国心︑

待される人間像﹂論議によって決定づけられるのである︒

させてしまうことになるのである︒

道徳教育問題は︑昭和二五年一○月一七日に当時の文相天

して積み残されてきた課題について︑一定の方向性を提示

その意味で﹁期待される人間像﹂は︑戦後教育の中で一貫

さらには宗教的情操について踏み込んだ提言を行なった︒

野貞祐が︑﹁修身に代わるべきものと教育勅語に代わるべ

したものと見ることができる︒

修身科と教育勅語についての﹁あいまいさ﹂を内在した

きものはやはり必要である﹂と発言したことを契機として︑

なままに煉り続けた根本的な課題を改めて論議の対象とす

天野発言の趣旨は︑戦後の道徳教育の中で﹁あいまい﹂

な論議の深化は見られなかった︒そしてこの﹁期待される

り︑結果としては︑こうした課題を克服するための本質的

くは︑総じて政治的なイデオロギー論に終始したものであ

しかしながら︑﹁期待される人間像﹂をめぐる論議の多

るものであった︒その意味では︑天野発言は︑決して戦前

再び論議の対象となっていく︒

への﹁復古﹂を意図したものでも︑また﹁逆コース﹂のメ

いう言葉さえもが︑﹁この道はいつか来た道﹂といった表

人間像﹂をめぐる論議を決定的な契機として︑道徳教育と

層的で感情的な批判の対象とされる異常な﹁空気﹂が形成

ルクマールとして位置づけられるべきものでもなかった︒
しかし︑天野発言は︑それ自体が具体性のないものであっ

13

されたのである︵詳しくは︑拙著﹁戦後教育改革と道徳教
育問題﹂日本図書センター︑及び﹃戦後教育のなかの道徳．
宗教﹄文化書房博文社を参照されたい︶︒

﹃ゆとり﹄路線と道徳教育

な転換をもたらした︒

たとえば︑道徳の副読本は︑一九八○年代以降︑﹁子ど

もに感動を与えればよい﹂という安易な心理主義に傾斜し

ているように思える・古典や伝記資料が少なくなる一方で︑

いわゆる︑﹁ちょっと良い話﹂的な手頃な資料が主流となり︑

の﹁思考停止﹂状態に陥っているのではなかろうか︒教育

教育は︑教育行政においても教育現場においても︑ある種

信﹂を失っていることの裏返しであるのは確かであろう︒

気﹂が常態化する中で︑学校・教師が道徳教育に対しての﹁自

もちろん︑こうした状況が︑道徳教育をめぐる異常な﹁空

さながら﹁感動バブル﹂といった状況を呈している︒

行政は︑﹁道徳の時間﹂の実施率を少しでも上げることに

しかしながら︑こうした状況が結局は何をもたらすのかに

﹁期待される人間像﹂をめぐる論議を最後にして︑道徳

多くの関心を注ぎ︑課題として積み残されたままの本質的

ついては冷静に考えてみる必要がある︒その一つは︑子ど

よう︒また︑﹁期待される人間像﹂論議を最後にして︑見

法︑礼儀︒広くいえば︑思考や行為のひとつのあり方︑す

ものであり︑狭く言えば︑日常生活の各局面を規定する作

簡単にいえば︑﹁型﹂とは︑﹁生き方の形式﹂の軸となる

も達が生きるための﹁型﹂を喪失したことである︒

な問題に正面から取り組む姿勢は見られない︒たとえば︑
道徳教育という言葉を﹁心の教育﹂に言い換えようとする

るべき道徳教育論も影を潜め︑教育雑誌もいわゆるハウ・

なわち︑日常の物事への向き合い方と人との関わり方の形

のは︑そうした消極的な対応を端的に象徴しているといえ

ツーもので溢れているのが現状である︒

五二年度版の学習指導要領では︑﹁ゆとり﹂志向が打ち出

る対応としても見事に呼応していく︒周知のように︑昭和

割﹂区分をあいまいなものにしてしまう︒教師・生徒の関

﹁らしさ﹂の喪失は︑人間の年齢差や人生経験に基づく﹁役

﹁型﹂の喪失とは︑ある意味では﹁らしさ﹂の喪失でもある︒

式である︒

され︑いわゆる﹁人間中心カリキュラム﹂への転換が図ら

係︑親子の関係は︑友人関係に近いものになり︑ついには︑

こうした状況は︑一九七○年代の﹁教育荒廃﹂に対す

れた︒こうした流れは︑戦後の道徳教育にも必然的に大き
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特徴づけるのが︑その肉体的外見的なもの以外には残され

説明が今日ほとんど無効であるのは︑﹁子どもらしさ﹂を

酒や喫煙の禁止について︑﹁子どもだから駄目だ﹂という

﹁人間﹂相互の関係に近いものになっていく︒未成年の飲

くれるはずである︒

る﹂ことに大きく流れているかに見える現在の﹁道徳の時

烈な批判であるが︑逆の意味では︑﹁子どもに感動を与え

和一二年︶と指摘した︒これは︑戦前の修身科に対する痛

これまで述べてきたように︑戦後の道徳教育に関わる論

間﹂のありように対する批判としても重要な示唆を与えて

﹁人間﹂であるならば平等ではないか︑という理解の前に

議は︑ともすれば政治的なイデオロギー論を色濃くしたも

ていないからである︒教師︑生徒である前に﹁人間﹂である︒

は︑未成年の飲酒や喫煙は︑﹁健康を損なう恐れがあるから﹂

のとして展開し︑道徳教育の理念︑内容︑方法についての

とはなかった︒こうした状況には︑戦後の教育改革が︑修

教育論としての本質的な論議は必ずしも充分行なわれるこ

という説明しか残されてはいないことになる︒

論議の﹃土俵﹄づくりの必要

はない︒修身教育が︑徳目を教えるだけのいわば︑形骸

が結論かと受け止められるかもしれない︒しかし︑そうで

り戦後の道徳教育論議は︑これらの問題と正面から対時す

留め置いてしまったことが大きな意味を持っている︒つま

正面から論議することなく︑これらを清算できないままに

身科と教育勅語に関わる道徳教育の本質的な歴史的課題を

化した﹁型﹂だけの教育だったとすれば︑戦後︑とりわけ

る姿勢を欠落させたまま︑教育勅語と修身科に対する表層

﹁型﹂の教育などというと︑結局は修身教育の﹁復活﹂

一九七○年代後半からは︑それを表層的に嫌悪し︑その裏

歴史を深く多角的に検討することなしに︑新しい教育の

的な批判とその批判をかわすためだけの姑息な論議が繰り

かつて天野貞祐は︑修身教科書を通じて︑様々な徳目︑

創造はありえず︑あるべき道徳教育の展望を拓くことはで

返しとして子ども自身の﹁心﹂︵個性︶に関心を集中しす

様々な有徳的言行を学ぶことは︑﹁生徒の道徳感覚を鈍ら

きない︒たしかに︑歴史が問題を解決し︑将来を展望する

返されてきたとはいえないであろうか︒

せる危険があり﹂︑﹁断えず道徳の話を聞いていると道徳に

ための万能の処方菱であるとはいえない︒しかし︑﹁イデ

ぎたのではないかと述べたいのである︒

対する新鮮な感覚を失う恐れがある﹂︵﹃道理の感覚﹄︑昭

15

とは︑迂遠ではあるが確実で有効な方法であることは間違

正確に分析することで︑論議の﹁土俵﹂づくりを進めるこ

オロギーの眼﹂から解放されて︑これまでの論議の内実を

あるべき道徳教育の展望を切り拓くことはできないであろ

達の﹁現在﹂を複眼的かつ構造的に見据えることなしには︑

こうした歴史的な課題と正面から向き合った上で︑子ども

そも﹁道徳の時間﹂は︑本当に修身を超えたといえるのか︒

︵武蔵野大学助教授︶

真理に私達はもっと謙虚になる必要がある︒

う︒﹁原点に戻らねば︑結局は何も見えてこない﹂という

いない︒

修身の国定教科書の歴史は約五○年︒﹁道徳の時間﹂は︑

ほぼ同じ時間を蓄積している︒今年は戦後六○年．近代教

のか︒何故に修身は求められ︑また形骸化したのか︒そも

題になっている︒自公間の不一致の最大のポイントが︑ど

教育基本法の改正を巡って︑﹁愛国心﹂の位置づけが問

だとする思想である︒これはひとつには︑アメリカ占領軍

想状況が存在している︒つまり﹁個人は善で︑国家は悪﹂

このように馬鹿げた論争の背後には︑戦後日本特有の思
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育において教育勅語と修身科はどのような役割を果たした

うやらこの﹁愛国心﹂らしいのである︒﹁愛国心は是か非か﹂

が︑我が国を粘神的にも武装解除しようとし︑我が国の歴

義男

こんな事が諭識の対象になるなどというのは︑我が川くら

愛国心の育成は教育の根幹

川

史や文化のすべてを否定したことに︑その遠因を有してい

小

いのものであろう︒古今東西に︑その例を見ない︒

急

抗は︑まさに白人列強の心胆を寒からしめるものであった︒

家はほとんどない︒大東亜戦争における我が国の果敢な抵

化していた︒彼等の世界支配に対し︑抵抗できた民族や国

る︒少数の白人列強は︑世界のほとんどすべてを植民地と

争を内乱へ﹂という呼びかけは︑この事を端的に示してい

的態度を取り続けたことである︒レーニンの﹁帝国主義戦

革命を目指して︑終始一貫︑日本の国家体制に対し︑否定

する革命勢力が︑社会主義ソ連の擁護と︑我が国における

今ひとつ見落としてならないのは︑日本共産党を中心と

る︒

アジア︑アフリカの人間に対し︑彼等が心の底から恐怖を

覚えたのは︑ジンギスカン以来初めての事だったのではな

から言い続けてきたかのどとくに主張しているが︑大東亜

今︑世界のすべての人々が︑﹁民族自決﹂の正当性を︑昔

ジア︑アフリカの人々はそれぞれ民族の独立を達成した︒

大東亜戦争による﹁世界的な混乱﹂の砂塵の中から︑ア

まった︒団結してみたところで︑彼らにはもう行く当てが

て崩壊したばかりでなく︑思想としても完全に破綻してし

混乱するほどよい︒しかし今や︑社会主義は︑体制とし

する忠誠心など︑あっては困る︒社会秩序は︑混乱すれば

だし︑警察権力もできればない方がよい︒国民の国家に対

彼等に取り︑国家は弱ければ弱いほどよい︒軍隊は不要

戦争以前に︑白人列強︑あるいはその国家に決定的影響力

ないのである︒それなのに彼等の意識の中には︑どういう

いだろうか︒

を有していたキリスト教集団が︑民族解放のための活動を

ものか︑自らの国家を敵視し︑可能な限りこれを弱体化さ

せたいとする内的衝動だけは︑原生動物の本能のように︑

積極的に展開した事実はない︒この事を我々は忘れてはな
る．まい︒

が一九四六年のアメリカ教育使節団による教育勧告となっ

等の怒り︑畏怖︑警戒は尋常のものではなかった︒それ

地崩壊の危機を生み出した﹁極東の危険国家﹂に対する彼

本を弱体化させたいとする一点で︑奇妙な一致を見た︒そ

り︑自国を弱体化させたいとする左翼分子の動きとは︑日

アメリカ占領軍と︑コミンテルン的思考の中をはいずり回

﹁極東の危険国家﹂を精神的にも武装解除したいとする

その深層心理の底深いところに息づいているのである︒

て︑その後六十年︑我が国の教育に深刻な影を投ずるに至っ

のような思想的野合の上に︑我が国の戦後思想は形成され

ともあれ︑史上初めて白人の心胆を寒からしめ︑植民

たのである︒
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﹁個人主義﹂は︑価値の根源を個人に置くという理念で

と呼んでいる︒人間を倭小化する傾向と言い換える事もで

たのである︒評論家の工藤雪枝氏は︑これを﹁ミーイズム﹂

だとする戦後イデオロギーは︑このようにして生み出され

するエゴイズムが生み出された︒人間の本質をエゴイズム

ある︒それ自体少しも間違ったものではない︒だが︑それ

きよう︒

たと私は思うのである︒

が国家に対する二律背反としてとらえられた所に戦後日本

れ恋人であれ︑我が子であれ親であれ︑人はその愛する者

人は誰でも︑自分以上に大切な誰かを持っている︒妻であ

だが人間は︑決してそのようにちっぽけな存在ではない︒

の悲劇があった︒国家と個人は矛盾するものではない︒そ
れどころか︑個人は国家を離れて存在できるものではない

しかるに︑何としても国家を悪者と捉えたい戦後イデオ

のである︒

物体として維持することではない︒死の危険があると知り

に危難が迫ったときには︑身の危険を忘れて戦う︒消防士

つつも︑愛する者や︑その抱く信念のために︑敏速︑果敢

ロギーは︑﹁地球市民﹂という珍妙な言葉すら生み出した︒

なものは︑どこにもありはしない︒日本人の人権も自由も︑

名の﹁市﹂や国家が︑どこかに存在するであろうか︒そん

に行動する事こそ真に生きる事につながるのである︒その

の中に突っ込んでいく︒生きるとは︑単に自らの生命を生

すべてこの日本という祖国を拠り所としてのみ成立しうる

意味で︑生きるとは自己実現にほかならない︒たとえ命の

は︑逃げ遅れた人があると知れば︑死の危険を賭して猛火

概念なのである︒それなのに︑自らの国家を敵視し︑あた

危険があろうとも︑ここだけは譲らない︑そのような生き

﹁私は日本人などという偏狭な存在ではなく︑地球市民な

かも﹁地球市民﹂というような幻影が実在するかのように

方を貫くところに︑人間の本当の偉大さがある︒﹁武士道

のだ﹂とする﹁高尚な﹂思想である︒だが﹁地球﹂という

言い立てて︑国家を弱体化させようとする動きの背後には︑

それは死を目的として生きるのではなく︑死の危険を恐れ

ずに生を貫くことだと思うのである︒人間は神の手によっ

とは死ぬことと見つけたり﹂とは︑葉隠れの言葉であるが︑

てそのように作られている︒私は人間とは︑己一身の幸せ

無国籍主義の美名に隠れて︑他国の利益を貫こうとする陰

かくして︑国家や公益に奉仕する事の大切さは否定され︑

謀が隠されていると見るべきではないだろうか︒

その結果当然に︑個人のみが︑自分自身だけが尊いのだと
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をさらすことができない︒自衛隊員は︑遠くイラクの地で︑

よほどその使命の尊さに対する自覚がなければ︑危険に身

が火災の折りの消防士や︑犯罪と戦う警察官の場合などは︑

家族や恋人のために命を捨てることは誰にもできる︒だ

かに隔てている我が国領士を︑他国が侵略しないという保

なるまい︒そうでなければ︑石垣島のように︑本土をはる

人が上陸する場合は︑これを逮捕あるいは射殺しなければ

場合は︑これを撃沈しなければなるまい︒尖閣諸島に中国

意図的に我が領海を侵犯し︑重ねての警告に従わなかった

力によってしか維持できないという悲しい現実を認めない

国家と国民のために危険な任務を遂行している︒津波で深

証はどこにもないのである︒既に我が領土である竹島は︑

のみを追い求めたのでは︑ついに幸せになることができな

刻な被害を生じているアジアの地域にも彼等は赴いた︒﹁自

韓国が不法占領し︑そこに官憲を常駐させている︒北方領

わけには行かないのである︒再び原子力潜水艦が︑意識的︑

らの命よりも尊いものがある﹂と確信するのでなければ︑

土へのロシヤの侵略継続は改めて述べるまでもない︒

い生き物だと考えている︒

決してできない行動である︒自衛隊員はおそらく︑よほど

和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して︑我らの安全と

我が国憲法前文は︑次のように述べている︒﹁我らは平

社会主義の崩壊に伴って︑﹁社会主義体制対自由主義体

生存を保持しようと決意した︒﹂諸国民の公正と信義に信

しっかり︑このような教育を受けているのであろう︒

制﹂という形で築かれていた世界の秩序は︑今や完全に崩

頼して︑一国の安全と生存を保持できるような国際環境で

今もこの極楽とんぼ的迷妄を脱しきれずにいる︒国家が否

壊した︒その結果生まれつつあるものは︑剥き出しの国家

尖閣諸島や南烏島に対して示されている中国の領土的野

定され︑愛国心の大切さが否定される事が︑どれほど大き

あるかどうか︑議論の余地もないが︑国民の相当部分は︑

心︑その原子力潜水艦による我が領海の侵犯等は︑侵略が︑

な危険を︑国民にもたらすものであるかを︑我々は改めて

エゴイズム︑民族エゴイズムである︒

歴史の古典に封じ込められた過去の悪夢ではないことを物

愛国心が軽視されたり︑その重要性が否定されるような

考えなくてはならない︒

我が国固有の領土である尖閣諸島への上陸をすら︑再び計

環境は︑国内政治や社会秩序︑教育その他あらゆる場面で︑

語っている︒偏狭な中華思想に毒された一部の中国人は︑

画しているらしい︒ここに至って我々は︑国境線は︑軍事
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らない︒然るに我が国の学校教育では︑そのための努力が

のための教育を︑意識的︑継続的に行って行かなくてはな

対象を︑地域︑公益︑国家へと拡大していくためには︑そ

かっては︑国家を自分自身と分かちがたいほどに重く受

全く為されていない︒それどころか︑むしろこれを回避し

精神的荒廃を引き起こす︒

け止めていた高級官僚が︑今や汚職や保身に走り回り︑国

のため︑自らを犠牲にした英雄が輩出した民族であるにも

ようとする傾向さえ濃厚に存在するのである︒国家︑公益

奉仕する輩すら出現してきている︒総理の靖国神社参拝に︑

かかわらず︑その輝かしい足跡への敬意の念は全く無視さ

とする政治家が︑私利をむさぼるばかりか︑外国の利益に
中国はしきりに異を唱えるが︑これについて釈明の必要な

れている︒あたかも﹁普通の人﹂だけが尊いのであり︑英

家を利権の対象と心得ている︒国家のために死ぬ事を使命

ど少しもない・それはあくまでも我が国の国内問題であり︑

らえるのが︑戦後を一貫する風潮だったのである︒

雄などというものは︑どこかしら胡散臭い存在なのだとと

その反面︑一人一人の人間は︑何ものかのために我が身

﹁内政不干渉の原則﹂の一言で足りるのである︒しかるに︑

をなげうってでも奉仕したいとの内的衝動を抱いている︒

総理が︑中国のこのような批判に︑及び腰とも取れるほど
慎重な姿勢を示さざるを得ないのは︑与党の相当部分に︑

阪神淡路や新潟の震災の折りに示された若者の奉仕活動な

どは︑この事を端的に物語るものである︒己も尊いが︑己

いだろうか︒北朝鮮に関しても同様である︒今の政治家の
大部分は︑愛国心という言葉を教えられずに今日に至った︒

の命と引き替えにしてでも購うに足る価値があると確信す

中国の利益を代弁する買升分子が存在するからなのではな

今それが︑国家にどれほどの危険を及ぼそうとしているか

るとき︑人は初めて︑本当の人間らしさや生き甲斐を獲得

に散華した英霊への鎮魂と︑その場所を︑当時小学生だっ

先日ハワイを訪れた︒昭和十六年十二月八日に︑真珠湾

する︒

を︑我々は改めて考えなければなるまい︒

政治家ばかりではない︒国家︑公を重んずる教育を受け

た身として見届けておきたかったのである︒アメリカは︑

ていない世代は︑企業の経営者としても︑その使命を十全

に果たすことができない︒総会屋に︑巨額の金を渡した経

その時撃沈されたアリゾナ号を敢えて引き上げる事をせ

営者の存在など︑事の深刻さを端的に示している︒

家族や友人に対する愛や自己犠牲とは異なり︑その愛の

（20）

いと共に︑日本への静かな怒りを燃やしているように見受

死した将兵すべての名前を掲示している︒人々は感謝の思

ず︑その上に﹁アリゾナ記念館﹂を構築し︑その壁に︑戦

はないだろうか︒︵狭山ヶ丘高等学校長︶

当の生き甲斐を発見させる教育が︑今求められているので

を国家や同胞と一体を成すものと受け止め︑その中から本

き︑個人もまた︑人間としての尊厳を失うのである︒自ら

辰野千毒

けられた︒ひるがえって日本はどうか︒愛国心が滅びると

道徳教育と自己統制力

内容・項目を取り上げ︑望ましい生き方を体系的に指導し

今日︑学力の向上とともに心の教育が強洲され︑道徳教

を養うことを目指している︒これはプログラムとしては︑

高め︑道徳的実践意欲・態度の向上を図り︑道徳的実践力

ている︒そして︑道徳的心情を暇かにし︑道徳的判断力を

育の充実が大きな課題となっている︒学校では︑特に﹁道

かなりよく配慮されている︒要は︑それをいかに実行する

｜道徳教育の現状

徳の時間﹂において︑道徳的諸価値を主として①自分自身

しかし︑子どもの現実の生活をみると︑その成果は必ず

かである︒

然や崇高なものとのかかわりに間すること︑④集団や社会

しも十分とはいえない︒今Ｈ︑学校における無秩序︑いじ

に関すること︑②他の人とのかかわりに関すること︑③自

とのかかわりに関すること︑という四つの視点から必要な
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のような子どもの生活の乱れには︑もちろん教師の指導力︑

め︑非行などの増加をみると︑ますますその感が深い︒こ

できると考える段階へと進む︒

則は相互の同意で合法的な手続きにより修正することが

①規則は絶対に変えることができないと考える段階から規

から外部からの規則を内面化し︑自分の内的な規範とし︑

③外部から与えられる規則によって他律的に行動する段階

②規則の順守についても︑絶対に守るべきだと考える段階

が︑学校の道徳教育を妨げている︒毎日のように新聞︑テ

自律的に行動する段階へと進む︒

あり︑学校の道徳教育の責任だけではない︒学校は︑従来

本人の資質・能力︑社会の雰囲気など︑いろいろの原因が

レビなどで報道される大人や企業の不祥事︑テレビや雑誌

道徳的実践力を高めるためには︑このような規範意識の

から守るべき規則とそうでない規則とを区別する段階へ

などの一部にみられる興味本位の低俗的な内容などは︑道

発達を促すとともに︑この発達を考え︑それに即して指導

に比べると道徳教育に対するアレルギーも減少し︑指導も

徳教育にとってマイナスである︒道徳教育の成果を上げる

することが必要である︒しかし︑この指導については︑児

と進む︒

ためには学校に期待するだけでなく︑家庭や社会が規範意

童観︑教育観により指導の考え方や方法が違うことになる︒

かなり充実してきたが︑逆に家庭や社会の規範軽視の風潮

大事である︒これは大人の責任である︒

識を高め︑それを実践し︑子どもによい手本を示すことが

げてみよう︒

ここに道徳教育の難しさがある︒次にその主な考え方をあ

二道徳的実践力

佃形成説

規範意識は規範を理解し︑尊重し︑順守しようとする気

学習が起こり︑発達がみられると考え︑意図的︑計画的な

能性をもっているが︑適切な経験が与えられたときだけに

ると考える︒そこでは︑子どもは学習に対する生得的な可

ない外的条件の影響を受け︑教育や学習によって促進され

この立場は︑子どもの成長・発達は︑子どもが統制でき

社会の風潮の改善を期待する一方︑学校とすれば︑でき
るだけ子どもの規範意識を高め︑規範を順守・実践する態

持ちである︒子どもの規範意識の発達については︑いろい

度・能力を育てることが使命である︒

ろ研究されているが︑次の傾向がある︒
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立場は︑子どもの自律性を認めることが少なく︑教師の統

ることによって望ましい反応を習得させようとする︒この

与え︑不適切な反応をしたときには罰を与えるか︑無視す

激︵場面︶を与え︑それに適切な反応をしたときには賞を

教育を重視する︒具体的には︑教育計画を立て︑適切な刺

己決定の状態を達成できると考える︒すなわち︑子どもは

この立場では︑教師の役割はリーダーシップの役割であり︑

を認め︑教師の適切な統制・介入・管理が必要と考える︒

あると考え︑子どもの発達に対し教師と子どもの相互作用

この立場は︑発達は内的力と外的力の相互作用の結果で

自分の行動︑生活を統制しようと欲し︑教師や大人が﹁い

教師が適切な介入方略を用いると︑子どもは責任のある自

機づけ︶︑賞罰を重視する︒そこで︑しつけや教育は厳し

かにして﹂を教えるならば︑最後には責任をもってそうす

制・介入・管理を認め︑教師の与える動機づけ︵外発的動

くなる︒

るだけ理解させるか︑あるいは子どもと教師の協議によっ

ることができると考える︒ここでは︑規則を子どもにでき

この立場は︑形成説とは逆に︑子どもの成長・発達は子

て決めるかし︑規則を破ったときには︑あらかじめ決めら

②展開説

どもの内からひとりでに︑すなわち自律的に現れ︑環境や

前述の形成説の立場は︑子どもの自律性を認めないので

れている手続きにより所定の結果︵罰︶を与える︒

よう︑学習しようとする生得的な欲求をもっているので︑

管理主義と批判され︑展開説は︑子どもの自律性を大幅に

教育の影響は少ないと考える︒そこでは︑子どもは成長し
子どもが学習に興味をもつときにのみ学習させ︑学習を強

である相互作用説の立場の指導が望まれる︒しかし︑この

制しないときに学習は能率的で︑楽しいものになると考え︑

的動機づけを重視し︑子どもの積極的役割を認め︑教師の

場合には教師はかなりの訓練と技能︵指導力︶が必要であ

き過ぎると︑指導に問題を生じる︒実際には︑両者の折衷

指導は二次的と考える︒指導では︑子どもの自由︑自律性

り︑子どもは自分の行動を統制・制御する自己統制力が必

認めるので自由主義︑放任主義と批判された︒いずれも行

を大幅
を
幅に
に認
認め
め︑︑教師の統制・介入・管理を軽視する︒そこ

要である︒

自由教育を主張する︒この立場は︑子どもの主体性︑内発

で︑
︑し
しつ
つけ
けや
や錘教育は厳しさを失い︑甘くなる︒

③相互作用説
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三自己統制力の育成

するところから︑しつけや教育が過保護あるいは放任とな

り︑厳しさを失い︑規律あるしつけや指導が難しくなった︒

成である︒子どもは規範意識をもち︑それを順守すること

る︒簡単にいえば︑道徳的価値に基づいた自律的人間の育

それを実践していく力を身につけさせることを目指してい

道徳教育では︑規範意識を高め︑道徳的価値を理解し︑

の人や外部にあると考える傾向が強くなった︒これでは道

や失敗の原因が自分にあると考えるよりも︑その原因は他

慢して努力する気持ちが少なくなった︒しかも︑欲求不満

は欲求不満耐性がなく︑自己統制力に欠け︑苦しくても我

性の現れとして容認する風潮が生じた︒その結果︑子ども

また︑子どもの自由と権利を過度に尊重し︑逸脱行動も個

の重要性を理解しても︑その場の雰囲気に流されたり︑自

徳教育の成果は上がらない︒

⑩道徳教育と自己統制力

分の衝動に負けて規範を破ることがある︒これは自己統制

②自己統制力の育成

し︑自己統制力を育成することが必要であるといえよう︒

このようにみると︑道徳教育では︑従来の教育観を見直

力の不足である︒自己統制力は自分の感情や衝動・欲求︵願

る力である︒これは自分の衝動や欲求を抑え我慢する働き

望︶を自分で制御し︑自分の行動を正しい方向に向かわせ

自己統制力の育成では︑自己統制の過程︑すなわち目標

そこで自己統制力の育成について考える︒

を含んでいる︒さらにいえば︑自己統制は主体としての自

設定︑自己監視︑自己評価︑自己強化の段階を考え︑それ

と自分の立てた目標に向かって最後まで努力を続ける働き
己︵見る自己︑意識の主体としての自己︑自我ともいわれ

目標設定は努力すれば達成できる合理的目標を立てるこ

ぞれの段階を強化することが必要である︒

とであり︑自己監視は自分の行動を自分で監視することで

る︶が客体としての自己︵見られる自己︑意識の対象とな
る自己︶を制御することである︒このように考えると︑道

であり︑自己強化は自分の行動に対して自分で賞罰を与え

あり︑自己評価は監視した結果について自ら評価すること

ることである︒人は自らの行動を自ら評価し︑自分の行動

徳的実践力を高めるためには︑その前提として︑まず自己

ところが︑これまでの教育では展開説の立場に偏り過ぎ︑

統制力を身につけさせることが必要である︒

子どもの個性︑自主性︑自発性や欲求の充足を過度に尊重
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このような能力の育成は︑前述の相互作用説を中心に行

ほど起こり易い︒したがって︑メディアにおいてもよ

なお︑模倣は対象が有能で︑尊敬され︑魅力的である

いる人物あるいは主人公の行動の模倣からも起こる︒

うことになるが︑実際には子どもの年齢︑資質・能力︑性

い手本を示すことが大事である︒

を調整することになる︒

格︑親や教師と子どもの人間関係などを考慮することが必

しい生活をさせることによって︑我がままを抑え︑我

①規則正しい生活をさせる︒家庭でも学校でも︑規則正

いる︒このような訓練は︑日常のしつけや教育におい

制の過程を意図的計画的に訓練し︑その効果を上げて

訓練プログラムを作り︑それに基づいて前述の自己統

⑤意図的計画的に訓練する︒アメリカでは︑自己統制力

慢する力が身につく︒自由と規律のバランスを考え︑

ても参考になる︒

要である︒具体的には︑次の方法を用いる︒

基本的な社会的規則や校則を順守させるしつけは︑自

情をもって適切に褒めたり︑叱ったりして励まし︑子

⑥適切な賞罰を用いる︒子どものしつけや教育では︑愛

②自己理解を深める︒自己をみつめ︑自己を客観的にみ

どもに自分は認められ︑受け入れられているという受

己統制力育成の第一歩である︒

ることは︑主体としての自己を確立し︑客体としての

容感︑自分もやればできるという有能感︑さらには成

責任感をもたせることが大事である︒これにより子ど

功・失敗は自分の責任︵努力不足︶であるという自己

自己を制御する力の育成に役立つ︒

て努力を続け︑それを乗り越え︑成功感︑成就感を味

③困難へ挑戦させる︒困難に挑戦し︑苦しくても我慢し

もはやる気を出す︒

参考資料

わうことによって有能感︵自信︶をもち︑自己統制力
が身につく︒好きなこと︑易しいことばかりしていた

㈱日本教育会規範意識と自己統制力の育成二○○三年

辰野千毒教室経営の方略図書文化二○○二年

④模倣させる︒親や教師が自己を統制し︑目標に向かっ

︵㈱日本教育会会長︶

のでは︑我慢する力はつかない︒

て努力する姿を示すと︑子どもはそれを見て自己統制
力を身につける︒これは書物やテレビなどで描かれて
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における道徳教育の推進状況について調査

層の推進に資するため︑全国の小・中学校

このたび文部科学省では︑道徳教育の一

五年前より増加しているが︑一部に標準授

時間︑中学校三三・六単位時間であった︒

間︶は︑全国平均で︑小学校三五・三単位

道徳の時間の授業時数︵標準三五単位時

︹鼠﹈道徳教育推進状況調査結果︵抄︶

を行い︑その結果を公表した︒その概要は

業時数を下回る学級がある︒

︵三︶道徳の時間についての児童生徒の受

次のとおり︒

一調査の概要

け止め

のノート﹂が使われている︒︵図２︶

実施状況

︵六︶道徳性を養う観点からの体験活動の

九割を超える小・中学校で︑道徳性を養

う観点から体験活動が行われている︒小学

校では七割を超える学校で﹁自然に親しむ

感じる児童生徒が﹁ほぼ全員﹂又は﹁三分

れている︒

職業・就業にかかわる体験活動﹂等が行わ

中学校では約八割で﹁勤労生産及び職場・

人々等との交流にかかわる体験活動﹂が︑

体験活動﹂や﹁幼児︑高齢者︑障害のある

の二くらい﹂いると回答する学校が増加し

道徳の時間を﹁楽しい．ためになる﹂と

ている︒特に中学校二︑三年では︑三割前

調査対象
○小学校二三︑○九二校
私立八六校︶

道徳教育を進めるに当たり︑地域の人々

︵七︶家庭や地域との連携

商店街︑敬老会︑青少年団体等の関係者﹂

相手方としては︑﹁保護者﹂﹁地域の自治会︑

八割を︑中学校で七割を超えている︒その

の参加や協力を得ている学校は︑小学校で

後から四割前後へと︑五年間で約一○ポイ

かわり

︵四︶道徳の時間の指導の充実と教師のか

ント増加した︒︵図１︶

︵うち国立七三校︑公立一三︑九三三校︑

○中学校一○︑八一二校
私立四三七校︶

︵うち国立七六校︑公立一○︑二九九校︑

調査の実施時期

の悩みや心の揺れ等を含め考えていること

﹁ボランティア活動など奉仕活動関係者︑

過半数を超える小・中学校で﹁児童生徒
の的確な把握や理解﹂や﹁教材の分析︑魅

福祉関係者﹂が五割を超えている︒

平成十五年十月〜十二月

力ある教材の選定及び開発・活用等の工夫﹂

二調査結果のポイント
道徳教育の全体計画及び道徳の時間の年

︵ご道徳教育の計画・評価

道徳の時間の教材としては︑ほとんどの

︵五︶道徳の時間の教材

二月二日付より転載︑紙面都合で一部省略︶

︵文部科学広報第五十六号︑平成十六年十

宮巨呂匡空員置屋宗畠言日を参照︶

三ｇ︾受言言乏．日の嵐．遅●旨さ１日①ロ三

︵詳細は︑文部科学省ホームページ

小・中学校で読み物資料︵副読本︶や﹁心

組まれている︒

が特に必要と考えられ︑重点を置いて取り

成さ れ て い る ︒

間指導計画は︑ほとんどの小・中学校で作

︵平成十四年度実績︶

︵二︶道徳の時間の授業時数

(
2
6
）

【図1】道徳の時間を「楽しい」あるいは「ためになる」と感じている児童生徒が
どの程度いると思うかと学校に質問したもの
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はるこ

美子皇后と﹃婦女鑑﹄の世界

多田建次

えらびもとめて︑もるともに︑

学の道にすすむべし︒

こころのこまにむちうちて︑

この歌を知っている人は︑今日どれくらいいるでしょう

く用いられたテキスト︑﹃実語教﹄﹃童子教﹄の及ぼした影

わけても︑江戸時代全国津々浦々に普及した寺子屋で広

にも︑﹁玉は琢磨によりて器となる﹂という一節があります︒

に由来しています︒道元の教えを伝える﹃正法眼蔵随聞記﹄

中の︑﹁玉琢かざれば器を成さず︑人学ぱざれぱ道を知らず﹂

じみ深いものでしょう・出典をさぐると︑﹃礼記﹄の﹁学記篇﹂

この歌に盛り込まれた教えは︑日本人にはことのほかな

だ歌です︒

美子皇后陛下が︑明治二十年三月華族女学校のために詠ん

はるこ

省唱歌です︒そもそもは︑昭憲皇太后すなわち明治天皇の

か︒かつて第二次大戦前のわが国で︑広く愛唱された文部

Ｉ文明開化・立身出世・良妻賢母Ｉ

ダイヤモンド︵金剛石︶の歌
こんごうせき

たまの光はそわざらん︒

金剛石も︑みがかずば︑

ひとも学びて後にこそ
まことの徳はあらわるれ︒
めぐるがごとく︑ときのまも︑

時計のはりのたえまなく
ひかげ

光陰惜みてはげみなぱ︑
いかなる業かならざらん︒

そのさまざまになりぬなり︒

水はうつわにしたがいて︑

人は交る友により︑
よきにあしきになりぬなり︒

おのれに優るよき友を

（28）

明治維新を迎える時まで︑わが国で長く初等教育のテキ

群は︑決定的でした︒

ストとして川いられてきた一連の和書は︑往来ないし往来

じたり︑地域社会に密着したものが多数考案されたのも︑

往来を特徴づける点であるとともに︑江戸時代の庶民をと

があります︒鎌倉時代に成立して以来明治時代までおよそ

もっとも長く広く使用されたものに︑﹃実語教﹄﹃童子教﹄

数ある従来の巾で︑﹃庭訓往来﹄﹃女大学﹄などとともに︑

りまく生活文化の多様化を物語っています︒

衡柱来﹄以下︑本来は往復一対の書簡をいくつか収録した

七○○余年にわたって︑おびただしい数流布しました︒仏

物と呼ばれています・今Ⅱ岐占とされている平安水川の﹃川

よそ乎洲い教科神であれば︑どのような形式・内容であっ

初歩教材のことで︑後にはその概念が拡大解釈されて︑お

れだけに日本人の心の琴線に触れたのかもしれません︒﹃実

教的世界観を色濃く反映した内容にあふれていますが︑そ

明治初期にいたるまで往来は数千純作られ︑仙川されて

ても︑指すようになりました︒

かえし音読し︑手習いの手本として半紙が真黒になるまで

何度も筆で書き︑内容について御師匠様から説明を受けた

のです︒ここでは洲字教育がそのまま︑知誠教育・道徳教

イ
クQ｝
、 ｰ ｡ ‑ 刀 ﾉ

研教﹄の冊蚊に︑つぎの一節があります︒

§無無命身以以
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§為為即I!￨J智樹
§蝦イ丁随共為為
§人凡行滅I'i貴
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います︒その形式・籾如は多岐にわたり︑内容にいたって
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みずからに課した一三の処世訓の一つ﹁勤勉﹂の趣旨を︑

この歌は皇后が︑﹁アメリカ建国の父﹂フランクリンが

﹃実語教﹄﹃童子教﹄は︑まさに日本人の血となり肉となっ

フランクリンは︑﹁時間を空費するなかれ︒つねに何か益

大和歌で表したものにほかなりません︒その項目について

育をも兼ねていました︒

に盛られた章句の数々を︑諺として今なお使用しています︒

たと言っても過言ではありません︒事実私たちは︑これら

説しています︒

あることに従うべし︒無用の行いはすべて絶つべし﹂と解

このような背景を踏まえると︑一見何の変哲もない平凡

﹁難難汝を玉にす﹂︑﹁玉磨かざれば光なし﹂︑﹁他山の石を

に交われば赤くなる﹂など︑いくつでも挙げることができ

ぎれもなく美子皇后も︑文明開化の息吹を受けた人でした︒

な歌が︑新たな意味合いをもって輝いて見えてきます︒ま

もって玉をみがくべし﹂︑﹁水は方円の器にしたがう﹂︑﹁朱

ことでしょう︒

ついでに︑もう一首掲げてみましょう︒

ます︒当然美子皇后も︑これらの文献や表現を知っていた
シナの古典から仏教教義︑寺子屋のテキストさらには諺

ふみも学ぱで年たけにけり

外国にまじらひながら横文字の

とつ〃１に

では縁のうすい金剛石すなわちダイヤモンドを除けば︑形

にいたるまで︑日本人が長く慣れ親しんだだけに︑わが国
式・表現・内容ともに違和感なく︑いな皇后陛下の歌だけに

もどかしさが︑ともに篭められています︒そう︑皇后の心

と︑外国語を学びたいと思いつつもついにかなわなかった

聡明な皇后の︑泰西文化にたいするせつないまでの憧れ

けれども︑皇后のこの歌に︑別の角度からスポットライ

たことでしょう︒

共感をもって︑この歌は国民の意識の中に浸み透っていっ

トを当てることもできます︒実は︑皇后はこの歌の本歌な

は︑世界に向かって開かれていました︒

スマイルズ著﹃自助論﹄を中村正直が翻訳した︑﹁明治

することを思い立ちます︒

いテキストとして︑古今東西のすぐれた婦人の小伝を編纂

金剛石の歌と相前後して皇后は︑華族女学校にふさわし

いし﹁たね歌﹂ともいうべき歌を︑それ以前の明治九年に
詠んでいます︒

みがかずば玉の光はいでざらむ
人の心もかくこそあるらし

の聖書﹂といわれる﹃西国立志編﹄をはじめとして︑この

(30）

などの小伝を集めた類書があいついで刊行されていました

当時科学者・宗教家・教育者・実業家・政治家・軍人・冒険家

を代弁して︑次のように記しています︒

めの教訓書編纂を構想したのです︒皇太后宮大夫で子爵の

そこで美子皇后は︑﹃幼学綱要﹄とならんで︑女性のた

⁝⁝人の妻となりては︑すなはち夫を扶くるに才徳を

杉孫七郎は︑﹃婦女鑑﹄の﹁序﹂において︑皇后の女性観

もってし︑人の母となりては︑すなはちその子を教ふ

ません︒

それが﹃婦女鑑﹄です︒新しい﹃西村茂樹全集﹄第三巻

ので︑それに触発され︑その女性版をと考えたのかもしれ

に収められました︒私が執筆した解題と重複するのを恐れ

るに義方をもってす︒この故に婦女賢にして家道興り︑

の興衰の関はるところ︑一家の興衰は︑すなはち天下

人材育す︒⁝⁝しからばすなはち一婦の賢否は︑家道

ずに︑﹃婦女鑑﹄誕生の経緯を見ておきましょう︒
﹃婦女鑑﹄の誕生

皇后は︑華族女学校を設けるとともに︑女子教育の重要

隆替の基づくところ︑婦女の任また重からずや︒

茂樹と同じ時代・同じ思想的立場の宮内省高官で︑侍講

史及び漢洋の諸書につきて婦徳・婦言・婦容・婦工の法る

性に思いを致し︑﹁宮内の文学︵学者のこと︶に命じ︑国

べきもの﹂を採集させて︑同校ばかりか広く女子教育のテ

います︒彼は︑明治十二年天皇の内命によって﹃教学大旨﹄

キストとして役立てようとしたのです︒

として明治天皇の教育の任にあたった人物に︑元田永手が
を編纂し︑ついで明治十五年幼童のための教訓書﹃幼学綱

．⁝：明治十七年十月補宮内省三等出仕︵勅任︶︑文学

茂樹は後年﹃往事録﹄で︑その頃のことを回想しています︒

要﹄をまとめ︑儒教主義にもとづく道徳の振興をはかりま
﹃幼学綱要﹄は︑孝行・忠節・和順以下二○の徳目にわたっ

した ︒

らる︒宮内省には︑はじめ御歌掛といふものありしが︑

木戸孝允氏宮内省出仕たるの時︑宮内省には文学の士

御用掛仰せ付けられ︑翌日文部省御用掛兼勤仰せ付け

なかるくからず︑歌人のみにては︑今日ははなはだ不

て︑その大意やエピソードと関連する四書五経等の章句の

た人物の内︑女性は橘逸勢の娘や源渡・山内一豊の妻など

足なりとて︑その時より御歌掛を改めて︑文学御用掛

引用を︑内容としています︒しかし︑そこに取り上げられ
わずか数名にすぎず︑婦女子の善行や美事については十分

としたれども︑いまだその人を得ず︒去年川田剛氏入

尽していないという憾みが︑当初から関係者にはありまし
た︒

(31

る︒川田氏は︑維新の時の勤皇家の履歴の編纂を命ぜ

りて文学御用掛となり︑このたび余またこれに任ぜら

皇室はますますその尊栄を増すべし︒︵﹃往事録﹄︶

する時は︑徳育の基礎固定して人民の方向また定まり︑

これを管理し︑知育体育の二者をもって文部省に委任

このような茂樹の年来の徳育観からすれば︑皇后から直

られ︑余は往来宮内省にて編修ありし﹁幼学綱要﹂の
補遺として︑婦女の美蹟を編纂する事を命ぜられたり︒

本書に収録された女性は︑﹁和漢西洋を間はず︑古今の

あろうことは︑容易に想像がつきましょう︒

婦人伝記中より︑言行嘉良にして︑亀鑑となすに足る者﹂

接命ぜられたこの企画に︑茂樹が全身全霊で取り組んだで

こうして皇后からの委嘱を受けた茂樹が中心となって︑

︵﹁凡例﹂︶で︑一項目に数名列記されている場合もあり︑

その書を編修し︑書成りてこれを﹁婦女鑑﹂と名づく︒

和・漢・洋の文献の中から︑古今東西のさまざまな分野で

およそ日本人三六名︑シナ人三三名︑西洋人五六名︑ハワ

よって属僚坂田伝蔵︑山田安栄︑加部厳夫等を督して

エピソードをおりまぜながら︑その小伝を平易に説き明か

すぐれた事績を残した有名・無名の女性を選び︑具体的な

本書の刊行は︑明治二十年六月︑華族女学校はもとより

イ人一名となっています︒

にも及ぶ復刻の様子からすれば︑全国津々浦々の婦女子に︑

各地の小学校にも下賜されました︒その頒布の状況︑何度

﹃西国立志編﹄の女性版にあたると言えましょうし︑司

した︑総振り仮名つき絵入り読本としてまとめたのです︒

も言える内容となっています︒

厳密に言えば茂樹の著書ではありませんが︑取り上げた

深甚な影響を与えたであろうことが推測されます︒

馬遷の﹃史記﹄にならえば︑﹁古今東西良婦賢婦列伝﹂と
ちなみに本書にかかわった山田安栄は︑茂樹が編慕にあ
たって︑宏溝な﹃閏媛典﹄をくりかえし参照し︑また東西

人物は茂樹の取捨選択によったでしょうし︑和・漢よりも

あった茂樹の面目躍如たるものがあると言えましょう︒あ

両洋の類書を渉猟するなど︑細心の注意を怠らなかったと

るいはそれには︑皇后の意向も働いていたのでしょうか︒

むしろ西洋の女性が多数を占めている点など︑洋学者でも

：⁝・本邦には世界無双の皇室あるに︑これを徳育の基

もはや確かめる術はありません︒

伝えています︒︵﹁忍ぶ草﹂︶

その知るところを主張するは誤れるの甚だしきものな

二十一年七月のことです︒

なお︑茂樹が華族女学校長に就任したのは︑翌明治

礎とすることを知らずして︑教育者紛々擾々おのおの
り︒余よって皇室をもって道徳の源となし︑普通教育
中において︑その徳育に関することは︑皇室みずから

（32）

近代日本の女性史や女子教育史研究では︑もっぱら女

との思惑から︑華族女学校のテキストとしてまた広く新時

皇后は︑婦人のあり方が国民の道徳心向上に直接資する

墓を命じたのは︑美子皇后でした︒

られるためか︑﹃婦女鑑﹄という書名に象徴されるように︑

代の女子教育の指針として︑本書を企画・発案したのです︒

性解放の学説・思想や人物・運動にスポットライトが当て
一見守旧的な印象を与える本書が︑注目されることは少な

皇后には︑文明開化の文物をうたった多くの和歌がありま

ンクリンのエピソードを織り込みつつ詠んだ興趣あふれる

す︒その一つに︑宮中に電燈がともった時の喜びを︑フラ

かったのも確かです︒

しかし︑本書にどのような価値をおくかという問題はし

いなづまの光をかりしともしびに

ものもあります︒

ばらくおいて︑家庭においてであれ︑学校や社会において
であれ︑わが国女性の人間形成に深く関わったであろう本

今回新しい﹃全集﹄に収録されたことで︑すでに歴史的文

よるもさやけき宮のうちかな

書の歴史的意義は︑けっして小さいものではないでしょう︒

献としての地位を揺るぎないものとした﹃西国立志編﹄同
様︑再評価の気運が高まることを期待してやみません︒

しかえた作品群もあります︒それについては次回にまわす

さらには︑フランクリンの処世訓を︑一二の大和歌に移
美子皇后・フランクリン・スマイルズ・

として︑皇后にフランクリンを進講したのは︑茂樹と同じ

フランクリンといえば︑凧を使った実験で稲妻が電気で

大旨﹄や﹃幼学綱要﹄をまとめた元田永学でした︒

学問系統に属する︑しかも明治天皇から委嘱されて﹃教学

中村正直︑そして安井息軒夫人佐代⁝
そこで本誌上を借り︑これから何回かにわたって︑﹃婦

政治家・外交官としてイギリスからの独立を実現した︑﹁ア

あることを証明した科学者として知られています︒彼は︑

女鑑﹄をめぐり関係者たちが織りなす複雑な連鎖の模様や︑
まに紹介してみたいと思います︒

カ資本主義の精神的バックボーンとなった︑ピューリタニ

また彼みずから経済人として成功したばかりか︑アメリ

メリカ合衆国建国の父﹂でもありました︒

本書にまつわるさまざまなエピソードを︑筆のおもむくま
歌舞伎の顔見世興行にならって︑あらかじめそのさわり
を披露しますと︑⁝⁝︒

のちに華族女学校長となる西村茂樹に︑﹃婦女鑑﹄の編
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しても著名でしょう︒今日なお︑﹁もっともアメリカ人ら

ズムにもとづくプラグマティックな倫理を鼓吹した人物と

明治の青少年に向上の意欲と立身出世の夢を呼び起こしま

帰国後正直は︑﹃自助論﹄を﹃西国立志編﹄として翻訳し︑

な女性を育てるために︑みずから主催する塾同人社に女学

した︒また女子教育の必要性を痛感した正直は︑教養豊か

アメリカの発展とともに︑彼の通俗哲学は︑著述家フラ

しいアメリカ人﹂と讃えられているのもうなずけます︒

学校を新設したりしました︒

明治八年の女子師範学校の開校式を︑正直は校長代行と

校を併設したり︑政府の要路者に建議して官立の女子師範

して執り行い︑美子皇后も来賓として臨席しています︒皇

ンクリンの﹃自伝﹄によって︑世界中に広まっていきまし

子皇后の一二の歌ですが︑その影響はアメリカの宗主国イ

た︒その象徴が︑極東の神秘の国のしかも深窓に育った美
ギリスにも及んでいきました︒七○年後の一八五八年︑フ

后が翌九年二月︑同校に詠み与えた歌は⁝⁝︒

留学中の中村正直は︑たまたま本書と出会い︑ヴィクトリ

女鑑﹄は編纂されたのです︒

剛石﹂の歌と同趣旨です︒そして皇后の発意によって︑﹃婦

先に引用した︑フランクリンの﹁勤労﹂を詠んだ歌や﹁金

学びの道もかくこそありけれ

みがかずぱ玉も鏡も何かせむ

ランクリンの人生訓を︑それを体現することで成功した人
物のエピソード集としてまとめたのがスマイルズで︑その
この書は︑英国でも多くの版を重ねたばかりでなく︑世

著が﹃自助論﹄なのです︒

ア女王の統治のもと︑最盛期を迎えつつある英国の繁栄の

界十数ヶ国語に翻訳されました︒幕府から派遣された英国

秘密が︑堅実な中産階級にあり︑彼らが日々の暮らしの中
で孜々踏み行っている︑禁欲・節約・勤勉・正直・信用・

士のために肌着をつくるなど︑ボランティア活動にいそし

当然のことながら﹃婦女鑑﹄には︑和・漢のみならずそ

しし

自主自立などのプロテスタンティズムの倫理ｌこれ
は﹃自助論﹄全編を貫くものですｌにあることに気づ

んだフランクリンの娘サラ・ベーチェもその一人です︒ち

そしてまた彼は︑同じクラスの小学生からその健全な中

天皇・美子皇后に謁見を賜ったようです︒皇后との間に︑

ウィンは︑明治時代来日して日本人女性と結婚して︑明治

なみに︑ベーチェの五代目の子孫にあたるロバート・アー

れ以上の数で欧米女性が選ばれており︑たとえば戦場の兵

きます︒

母であり良妻であることを知り︑深く心を打たれるのです︒

流家庭を支えている屋台骨が︑実は高い識見をそなえた賢
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どのような会話がはずんだのでしょうか︒
﹃婦女鑑﹄第一巻に︑﹁美濃部伊織の妻﹂があります︒結

ます︒

おび

安井夫人佐代の夫は︑九州宮崎は猷肥藩出身の学者で︑

五一歳でなくなった佐代は高輪東禅寺に葬られました

幕府昌平坂学問所教授となった安井息軒です︒

が︑息軒は︑茂樹とともに︑そしてもちろんフィクション

婚して一児をもうけたものの︑夫の刃傷事件によって夫婦
るとはいえ︑仲睦まじい幸せな晩年を過ごした一女性が主

引き裂かれ︑三○数年の後再びめぐりあい︑つかの間であ

ですが︑﹃坊ちゃん﹄︵夏目激石︶に立身出世を説いてやま

︵本会評議員・玉川大学教授︶

省科研費補助金による研究の副産物です︒

洗足学園音楽大学教授多田匿子の協力によるもので︑文科

改めました︒参考文献はいずれ一括して掲げます︒本稿は︑

歴史的人物への敬語はひかえました︒引用史料の表記を

追記

なかった清とともに︑今は千駄木の養源寺に眠っています︒

人公です︒
しよ庫？よ・？

過酷きわまりない運命を従容として受けとめつつ︑夫婦
愛を貫きとおした江戸時代の武家の夫人の︑メルヘンと見
一文に感銘を受け︑旧藩の古記録類を踏まえた上で森鵬外

紛うような不思議な逸話となっています︒おそらくはこの
は︑はやる気持ちを抑えつつ︑﹃ぢいさんばあさん﹄の物
語をまとめたにちがいありません︒

﹃ぢいさんばあさん﹄が離ればなれになっていた取り返
しのつかない期間︑夫や子どもとともに︑つましいながら
も充実した日々を過ごしたのが鴎外の﹃安井夫人﹄です︒

鴎外は︑みずからの意思で家族のために生涯をささげた一

女性を︑忍従・犠牲そして一方的献身といった常識的なイ

めと

メージでは到底とらえきれない︑魅力的な女性像として︑
淡々と描いています︒

鴎外が二度の結婚をしてまでも︑ついに要ることのかな
わなかった理想の夫人像が︑ここにあります︒正直が︑こ
れからの日本の中流家庭を支えていくうえで不可欠の女性
像と︑求めてやまなかった良妻賢母の典型が︑ここにあり

（35）

︻特別講演会の記録︼

中嶋嶺雄

形でご紹介をいただき大変光栄に存じます︒

蓉
や
琴
愈

意を表しておりましたし︑また鈴木先生には今Ⅲこういう

中嶋皆さん︑こんにちは︒かねがね弘道会には大変敬

先生よろしくお願いいたします︒︵拍手︶

会員を啓発していただければ大変ありがたいと思います︒

もども期待しておりますので︑短時間でございますが我々

帆広い先生のご見解を承るこの上ない機会を得て︑会貝と

今日は︑中国問題について関心が高まっております時に

︵本稿は︑平成十六年十月二十七日に本会講堂において行われた特別講演会の記録であります︶

司会大変お侍たせいたしました︒ただいまから講演会
ご挨拶と講師のご紹介をお願いします︒

を附雌いたします︒最初に︑鈴木会長から主催者としての

鈴木会長中嶋先生は我が国における中国問題の権威
で︑十五年度の旺諭大賞を受けられたことは皆様ご承知の

とおりですが︑東京外語の学長を六年間もお務めになりま
耳に新しいところでございます︒

して︑大学の内部改革にいろいろ手腕を振るわれたことも
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かと思うことがよくあります︒これが第一点です︒

第二点は︑私自身︑今でもそうですが︑この夏もそうで

中国がこれからどうなるのか︑あるいは︑日本と中国の
関係はどのようにあるべきかは大変重要な問題であるだけ

したが︑一中国研究者として中国をかなりくまなく歩きま

す︒フィールドワークを続ける場合には定点観測をします

ではなく︑皆様方のお知恵︑あるいは所見というものがお

私はかねがね申し上げておりますけれども︑中国を見る

ので︑同じところに二回足を運んでみるわけです︒という

す︒それはいわばフィールドワークを続けるという意味で

ときには常識のレンズでぜひ見てほしい︒どうも日本人は

のは︑最近の中国に関する見方があまりにも私の考えてい

そらく非常に大事になるのではないかと思います︒

ほかの国を見るときはわりあい冷静でも︑こと相手が中国

る中国と違った見方が多いものですから︑ひょっとすると

自分が間違っているかもしれないというある種の若干の不

になりますと︑常識のレンズが曇ってしまう︒

これにはもちろん︑いろいろ歴史的背景もありますし︑

してとか︑公務で行くときには︑二︑三日の時間で︑空港

安もありまして︑そこはやっぱり現場に行って︑足を付け

に迎えに来てもらって︑ホテルに泊まって︑ちょっと時間

いろいろな中国の文化の影響もありましょう︒ある意味で

しかしながら︑ひとたび対象を分析するときには︑そう

があればそのへんを回って帰る︒それではほとんど中国は

てもういつぺん見てみたいと思うのです︒あるいは学長と

いうものを超えたある種の冷静な見方が必要になると思い

は︑日中戦争などの不幸な歴史があるためかと思います︒

ますし︑そうした常識のレンズを通じて見ると︑いろいろ

は︑いわば玄関だけ見ていることなのです︒

わからない︒あるいは︑そういう形で見る中国というもの

中国は人をもてなすことが上手ですし︑玄関先を飾るこ

しかしながら︑とかく常識のレンズが曇ってしまいます

なことがわかってきます︒

し︑依然としてマスメディアは︑私から見ると︑かつての

中には入れない︒普通︑皆さんが中国で︑中国人の家庭に

文化大革命のころに比べるとかなり良くなったとはいえ︑
いちばん日本のマスメディアは︑例えばアメリカあるいは

行くことはできますか︒おそらく普通はできません︒私は

を遣っていますので︑ピカピカしている玄関だけを見せて︑

欧米のメディアに比べるとさまざまな制約があります︒で

んします︒

留学生がいたりすることもあって︑そういうことももちろ

とにおいては日本以上にしょっちゅう細かいところまで気

すから︑私など日本のメディアや世界のメディアを見てお

依然として多くの制約があります︒

りますと︑中国についての見方がどうしてこんなに違うの
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ないのです︒ですから︑私たち日本からの見方が︑自分で

のぞいてみますと︑こんなに玄関と奥との違いがある国は

だけど︑それだけではなくて︑もうちょっと社会の中を

うに大変なことでしたよね︒ところが結果的に︑まったく

太鼓を鳴らして各人民公社が目標数字を達成したというよ

躍進﹂政策の一環としてありました︒これはもう︑どらや

データが水増しされるというのは︑かつても五○年代に﹁大

つまり部小平などがいわゆる実権派として毛沢東路線に批

そうではなかった︒それは文化大革命︑あるいはその原因︑

言うのはおかしいけれども︑間違っていなかったという確
信を持っていると感じております︒この夏もそういう経験

計データがデタラメだと通達を出しています︒その通達に

統計局という中国の公の機関なのですが︑あまりにも統

計数字ではまずいわけです︒去年のＳＡＲＳのときも国家

ぱり客観的なデータなのです︒一人あたりＧＤＰ︑つまり

のＧＤＰが米ドル換算でようやく千ドルです︒これがやっ

葱性があるとして︑これらによると︑⁝中国の一人あたり

データがあります︒ＩＭＦのデータがあります︒かなり信

こういうことを考えますと︑例えば世界銀行がつくった

判的になっていく大きな原因になっていきます︒

をいたしました︒

それは︑実はもうちょっと冷静に客観的なデータに出て

よると︑末端の郷とか鎮とかが省や自治区に対して誤った

たりの豊かさによって討議されるべきだと思うのですけれ

豊かさの水準というのはとても大切で︑最終的には一人あ

います︒例えば統計数字︒統計数字も︑中国のつくった統

データを上げることが多いという︒そういうことはまかり

ども︑そうすると中国は今ようやく千ドル︒ちなみに日本

ならぬと通達を出しました︒ＳＡＲＳについては︑あれも
去年一月ぐらいにはもう香港のメディアや﹃ワシントン・

は三万数千ドルです︒

ですから大ざっぱに言って︑日本と中国との間で一人あ

ポスト﹄などが︑例えば非常に強く﹁Ｃ息国三旨の︒三目﹂

て︒ところが一般にはもう中国は日本を追い越すぐらいの

たりのＧＤＰ格差は四○対一ではないか︑少し厳しく言っ

と言っていた︒Ｃ冨国三ヨ①というのは隔離するという意
味ですね︒﹁中国を隔離せよ﹂と言っていたにもかかわらず︑

か︒だから︑これは全体的な客観的なデータではなくて︑

勢いの経済成長をしているという見方が多いじゃないです

三月二十日ですか︑北京市長と衛生部長が解任されるまで
べていました︒その結果︑ついに統計局自身が通達を出し

川とか︑そういうところを見ると一人あたりＧＤＰは千ド

中国の成長している部分︒例えば上海とか︑経済特区の深

は﹁絶対にそんなことはあり得ない﹂と﹃人民日報﹄は述
たのです︒

この通達にも見られるように︑末端から上がってくる
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ルどころか一万ドルを超えていますから︑アジアの中心国

りますね︒その近くの胡同ですね︑まだ残っています︒こ

京市の方針としては︑全部壊して再開発したい︒学者や知

れをどうするかというのはこれから大変な問題で︑首都北

ところが︑同じ中国でもちょっと内陸に入っていくと︑

識人は何とか保存したい︒今中国の胡同などを若干近代的

に近くなっているのです︒

近いほうから行くと︑貴州省︑広西壮族自治区︑あのあた

しかしながら︑都市開発といっても目立ったところだけ開

につくり変えて保存するということをやろうとしている︒

同じ北京でも︑私が定点観測をしているところなのです

りは本当に目を覆わんばかりの停滞と貧困があるのです︒

それからもう一つ二つ説明しますと︑天安門広場です︒

見てみるとこれもほとんど変わっていないですね︒

天安門広場には毛沢東の大きな写真が天安門にあって︑広

発しますから︑同じ王府井でもちょっと奥に行って横丁を

が︑いま万里の長城に行くルートは︑ハイウェイもできて

物院や天壇公園︑そして王府井とかそのへんへ行くのです

場には人民英雄記念碑と毛沢東記念堂があるのです︒その

が︑皆さんも時間があったら可能ですから行ってみてくだ

非常に立派になりました︒あまりにも観光化が進んで面白

いうのは︑昔︑ご存じの方は私より詳しいかもしれません

反対側に前門︵チェンメン︶がありますね︒前門の近くと

さい︒みんな北京というと万里の長城に行ったり︑故宮博

北のほうに行ったり︑内陸側に少し入ると︑たとえば西に︑

くなくなっちゃってますけれども︑それと反対のちょっと

それから前門大街と骨董品で有名な琉璃廠︒

そこまで行く間の小路を通ってみる︒前門の地下街を

が︑ちょうど浅草みたいな場所︒その前門の地下街です︒

ちょっとのぞいてみる︒天安門広場の一角でさえも︑ちょっ

タクシーですと三十〜四十分から一時間ぐらい行きますと

な国有企業ですから︒国有企業はどこに中国の経済発展が

鉄所がここにあるんです︒運転手もすぐわかります︒有名

がいかにひどいかということがわかるわけです︒だから︑

と行ってみると︑夏などはほとんど今の中国の不潔と貧困

首都鋼鉄公司の一帯があります︒中国の鉄鋼︑大規模な製

そういうところに行ってみる︒

いうところへ行くたびに︑ほとんど変らない中国を確認せ

上海にもいくつかそういう場所がありまして︑私はそう

同じ北京でもそういうところがあちこちにあります︒

あるのかというような形で取り残されてしまっています︒
それから︑北京では王府井がいちばんメインの繁華街︒

六本木が一緒になったような光景が確かにできている︒し

ざるを得ない︒やはり日本と中国というのは豊かさが四十

王府井そのものをとると︑ちょうど東京で言うとお台場と
かし︑その王府井でもちょっと北のほうに鼓楼と鐘楼があ
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対一だということが歴然としてわかるのです︒

では︑その中国全体のＧＤＰはどうか︒ここに世界銀行

中国はものすごい経済発展をしているかのような錯覚に陥

一ですね︒中国は世界のＧＤＰの中の何パーセントかと見

く大事なので︑﹃人民日報﹄と業務提携などをしなければ

そういうことを考えると︑やはり言論というのはものすご

だから︑日経もこういうときにこそプレスの自由とか︑

る︒

ると︑これは四パーセントです︒日本は十四・五四パーセ

の機関紙ですから︑やはり業務提携したあたりから記事が

よかったのかもしれません︒﹃人民日報﹄は中国の共産党

の統計がありますけれども︑これで見ても日本の約四分の

ント︒二○○三年を見ますと︑アメリカは三十一・一パー

甘くなりますね︑どうしても︒だけど︑これは自由な国の

セント︑日本は十五パーセント︒日本とアメリカを合わせ

プレスとして許されることなのかどうかは︑もっと日本国

内で議論すべきでしょう︒朝日新聞も同じでしょう︒やは

ると︑世界のＧＤＰの四十五パーセントを占めます︒それ
そういう形の中国というものがあまり報道されていない

れが共産党の機関紙と業務提携するということは︑言論の

り商業新聞というのは商業新聞の良さがあるのだから︑そ

に対して中国はまだ四パーセント台です︒

めるかのような報道ぶり︒これは日本のメディアに非常に

今︑中国はいろいろ記事について細かく言ってくること

自由の問題において︑大変実は重大な問題を含んでいます︒

じゃないですか︒もう中国が世界のＧＤＰの三分の一を占
問題があると思います︒日本経済新聞も今私は﹁青春の道

て言ってきます︒ＰＨＰから︑私の本ではないのですが︑

が従来よりは少なくなりました︒しかしながら︑依然とし

標﹂というコラムを毎週教育欄に連載しています︑日経は
が︑しかしながら︑こと中国に関する限り︑どの国のこと

確かに日本を代表する新聞で︑いい記事を書くと思います

ＨＰと松下は本来は関係ないはずです︒もちろん関係はあ

の本社の工場にいろいろなことを言ってくるわけです︒Ｐ

ある台湾系の人が本を書きました︒やはり枚方にある松下

るのですけれども︑企業形態としては︒そうすると︑やは

この間も一面トップに︑日本のある企業が中国に進出

を書いているのかなと思うことがしょっちゅうなのです︒

いっても︑進出して契約が結ばれて︑本当にモノがつくら

するというので︑ものすごく大きく出ていた︒進出すると

つい及び腰になってしまう︒そういうことの累積だと思う

りこれから松下が中国に進出しようと思っていれば︑つい
のです︒

れたりして︑そして代金が支払われて初めて報道するべき
のの累積が︑やはり皆さんのイメージにつながるわけで︑

でしょうが︑期待値だけですごく大きく書く︒そういうも
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ついつい思考も言論も自己抑制することになるのではない

中で︑例えば外務省の日中友好という大きな枠組の中で︑

だから︑中国に関して発言する人も︑そういう雰囲気の

を改めて手に入れました︒中国歴史︑世界史など中学・高

私はこの間のサッカー・ブーイングのあとに中国の教科書

が︑中国の教科書を皆さんどの程度ご覧になっているか︒

例えば教科書です︒さっき鈴木会長もおっしゃいました

校の教科書はなかなか手に入らないのです︒私の教え子の

でしょうか︒そういうことの累積が日本の中国像を形成し

ているというふうに私は考えるのです︒そこでもう一回常

留学生が使ったものを手に入れて改めて見たのですが︑例

えば世界史で言いますと︑日露戦争に触れていないのです︒

識のレンズが必要になるのです︒

さて︑そのような中国は︑最近も例のサッカー・アジァ

ろが︑どうして日露戦争が出てこないのか︑私は一生懸命

日清戦争からずっと日本の侵略なんだと書いてある︒とこ

留学生と一緒に探してみましたが出てこない︒中国人留学

カップでの反日ブーイングを起こした︒あるいは胡錦涛体
に︑国内にいろいろ問題があるがゆえによりハードなライ

制になって少し緩やかになるかと思いきや︑むしろ原則的

日清戦争以来︑日本は侵略ばかりで日清戦争でも侵略と

ります︒今年は日露戦争百周年です︒

書いてある︒大清帝国がいかに当時強大な存在であって︑

生でさえ﹁先生︑やっぱりおかしいですね﹂という話にな

日本が逆に脅かされたという事実には触れていない︒次に

ンを出していくような感じですね︒少なくとも︑例えば日

な政策志向ではないのです︒依然として胡錦涛さん自身が

李登輝さんの来日の問題などでは胡錦涛さんは決して柔軟

日露戦争を書くと日本勝利でアジアが覚醒したということ

本の軍備の問題とか︑教科書の問題とか︑あるいは台湾の

う牽制しています︒小泉さんが靖国を参拝する限り日中首

ですからね︑誰も日本が勝つと予想していなかった︒その

を書かざるを得ない︒日露戦争は明らかに日本の防衛戦争

強硬ですし︑日本に対しては外交部の報道官がしょっちゅ

連の常任理事国に立候補しても︑靖国参拝をやめない限り︑

脳会談はできないことをにおわせている︒日本がいくら国

そういう中国の主張の文脈が崩れてしまう︒だから一生懸

とになって︑日清戦争以来︑日本は侵略者で悪玉だという︑

ことによって︑アジアも世界に解き放たれた︒そういうこ

これは大変大きな問題で︑まさに内政干渉にほかならな

中国は賛成しないことを暗ににおわせているのです︒
い︒そのときの日本側の姿勢というか︑対応を︑もうちょっ

一事が万事こうなのです︒それから南京虐殺のあたり

命見たけれど︑日露戦争は書いていない︒

し上げておきます︒

ときちんと明確にしておかないといけないということを申
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二十四万前後で︑それ自体が論争点︑いろいろな仮説があ

本が仕掛けたことになっている︒南京虐殺の数字も確か

ももちろん書いてありますし︑慮溝橋事件も全面的に日

が︑外交部ではなくて︑国家安全局︒要するに︑そこにひっ

田さん︒外交部つまり外務省と掛け合ってもらったのです

か出なかったことがありました︒当時外務省の次官は小和

中国の教科書はまったくイデオロギー的な教化を目的に

和国試論﹂でした︒中国からの留学生の中にもお目付役が

いう︒一人の学者論文にですが︑タイトルは﹁中華連邦共

かかった︒都小平さんが烈火のごとく私の論文に怒ったと

していて︑事実関係をまったく無視しているのです︒こう

いますし︑人民解放軍の特務養成機構から留学生を装って

り得るというのにそういう書き方を一切していません︒

いうことは︑それこそ日中の間できちんと言わなければい

特務が派遣されたりする︒

ことなんか︑彼らにとっては非常に簡単なことなんです︒

ですから︑そういうストラテジーの中で日本を篭絡する

けないし︑日本の文部省などもあるいは政府の外交の場で
おざなりにしたまま︑日中関係の要人がいろいろ問題を糊

も言うべきなのです︒こういう問題をほとんど日中関係で

うか︑元々日本を見下すような意識が非常に強固にありま

そこへ持ってきて︑中国はやはりある種の中華思想とい

こういうことを考えますと︑アジアカップのときのあの

めて︑さっきの中国の日本に対する教科書の問題とか︑根

す︒そして︑私は今回の一連のサッカー・ブーイングを含

塗してきたところに今日の日中関係の難路があるのです︒

﹃中国青年報﹄のような︑どちらかというと胡錦涛支持の

いるのです︒いくら中国が良くなった︑良くなったと言い

本的には中国側のいわばそれはコンプレックスから生じて

若者の反日運動は当然出るべくして出たのです︒それで︑
メディアが沈静化を呼びかけた︒だから中国もわかってく

ながら︑やはり日本にはかなわないのです︒経済において

れるというのは誤りで︑むしろ胡錦涛を含め︑そういう沈

も︒だからこそ中国から日本へいっぱい不法に難民が来る

がそんなに発展しているのなら中国で働けばよい︒同じこ

中国を外に見せようという︑そういういわばストラテジー
そういう対応に対して日本は忙しいわけで︑一人ひとり

とが台湾にたいしてもいえます︒台湾にとって心配なのは

静化を呼びかけることによって︑一見ものわかりのいい

の学者について全部にいちいち調べたりしないのですが︑

のです︒日本から中国語を勉強に行くのはいいけど︑中国

中国は違います︒私のことで申しあげますと︑私の論文が

締まっても︑なかなか取り締まれない︒いちばん困ってい

中国からの不法難民です︒不法難民を水際でかなり取り

です︒この点は実にキメ細かいのです︒

都小平さんのところまで行って中国行きのヴィザがなかな
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位で一種の偽装結婚にもなりかねない︒これがもっと進ん

湾人同士⁝︒これは非常に数が多いのです︒数十万人の単

るのは国際結婚というやり方です︒国際結婚︑中国人と台

のは︑これも実にいい加減でして︑各省・自治区三十︑そ

始めたら︑本当にガタガタとなりますから︑国家統計局自

続けないと︑ひとたびシグナルを発して外資が逃げていき

ですから︑いつも中国は可能性があるということを言い

の省・自治区の中国のトータルを足してみると︑省．自治

身も末端にはいろいろ指示しながら︑国の統計年鑑という

区の合計のほうが多いのです︒それがいま皆さんご覧の︑

でくると二千三百万の台湾が内部から脅かされるセキュリ
だけど︑偽装結婚を含めて台湾に逃げてくる人︑台湾に

中国の公な国家統計年鑑でさえもそうです︒だから︑やは

ティの問題としても深刻です︒

り台湾と中国のＧＤＰ比較では台湾のほうは︑ご案内のよ

憧れて来る人︑出稼ぎに来る人がこんなに多いのは︑やは

ウスキー教授は﹃○三国印画８目○日言きぐ后言﹄の二○○一

マス・ラウスキーという中国経済の専門家がいます︒ラ

私が注目するアメリカの学者にピッツバーグ大学にトー

りそういうものにはよほど注意して見なければいけない︒

いの格差があります︒だから︑沿海地方のすごくリッチな

ルです︒ものすごい格差がある︒中国国内でも百対一ぐら

うに一人あたりＧＤＰが一万三千ドルぐらい︑片方は千ド

人はすごくリッチです︒台湾にはそんなにリッチな人はい

年十二月四日号に﹁三富房ェ呂罵己括ｇｏ冨邑器⑦ロも

ですから︑そこにバーツと押し寄せてくるのは︑やはり

測しました︒この四年間で中国のＧＤＰが三十四・二パー

年までの四年間の中国のデータを中国の統計に基づいて計

と要点だけでも紹介しましょう︒彼は九八年から二○○一

壁豊里言路﹂という注目すべき論文を書いています︒ちょっ

ない︒台湾の場合︑平均所得格差が六対一で︑中国は百対

一人あたりＧＤＰが台湾の十三分の一・こういう状況が実

一の社会です︒

は本当は彼らにはわかっているのです︒本当はわかってい

セント伸びています︒

ところが︑普通︑経済発展がそれだけ激しくなると︑エ

るけど悔しいのです︒こんなに経済成長している︑本当に

四年間でマイナス五・二パーセントと減っているわけです︒

ネルギー消費も増加するはずなのに︑エネルギー消費は

成長していると言い続けないと︑今崩れてしまう︒バブル
がはじけてひとたび外資の投入が止まってしまったらガタ

びていない︒一時一雇用ではなく︑ちゃんと一雇用されている

それから都市の一雇用です︒これも○・八パーセントしか伸

ガタときます︒だいたい中国のＧＤＰの八○パーセント以
上が外国資本の投資です︒その三分の一が台湾の資本なの
です︒

(43）

文を書いた︒

彼は中国の統計を使って中国の統計データの問題点︑特に

イント強︒これはおかしいじゃないかということですね︒

人間の数ですね︒それから消費者物価指数はマイナスニポ

なんだという議論が︑なかなか中国人には通用しないんで

共和国に統一するといっても台湾は中国と違っていて無理

台湾は絶対に中国のものだと言ってゆずらない︒中華人民

す︒だけど︑その留学生でもひとたび台湾のことになると

私の教え子の中に非常に日本が好きという留学生がいま

す︒だから︑そのへんの原点を我々はきちんと理解した上

⑦ロや望呂呂吊に問題があるという︑たいへん興味深い論
したがって︑中国はいつも﹁これからも成長し続けるん

で︑日本外交の役割を考えていくべき責任は非常に大きい

中華思想の原点は︑つまり︑天子ですね︒いつも中心には︑

だ﹂﹁二十一世紀は中国だ﹂﹁世界の工場は中国だ﹂と言い

日本のマスメディアを大いに利用してＰＲする︒そういう

やはり天子がいる︒今で言うと︑共産党の総書記です︒毛

と思います︒

ことをやる国なのですね︒自信がある国というのはあまり

続けなければいけないのです︒それを言い続けるためには︑

そういうことをしないでしょう︒だから︑そういう体質の

いる︒その周辺には︑これは私が非常にお世話になり︑大

沢東や都小平︑それに江沢民や胡錦涛︒中南海に君臨して

そこへもってきて︑さっきの中華思想のお国柄です︒こ

ク教授が編んだ﹃○三国①用三日昼○ａのどという本があり︑

変敬服しているハーバード大学のジョン．Ｋ・フェアバン

国家であるということをしっかり認識しておくべきです︒

の問題はこの間︑学士会館の講演でも申し上げましたので

重複するかもしれませんが︑少し図式化してお話ししてみ

で目立たない人なのですが︑皆さん⁝⁝栗原朋信先生を御

私もしばしば引用するのですけれども︑我が国の中国学者

な碩学で︑ジョン．穴．フェアバンクさんの﹃チャイニーズ・

存知でしょうか︒早稲田大学の東洋史の教授でした︒大変

たいと思います︒

中国は︑要するに中華帝国⁝⁝︒最近︑京大の中西輝政

国﹄という立派な本を書いている︒やはり私の仮説からす

いつぺんつくりかえた図式をちょっとこれからお話しして

栗原先生とかフェアバンク先生の仮説を私なりにもう

る︒

ワールド・オーダー﹄には栗原先生はちゃんと登場してい

さんが﹃帝国としての中国﹄という本を書かれたのですが︑

なかなか良く書かれています︒彼も中国についていろいろ

ると︑中華思想というのはそう簡単に直らないものです︒

みたいと思います︒天子の周辺には内臣の諸侯がいちばん

発言をしてますが︑一生懸命勉強されて﹃帝国としての中

これはまさに歴史的・伝統的な中国の体質です︒
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近くにいるんですね︒いわゆる冊封体制の中心です︒この

て同心円的な秩序︒そこにやはりアジアとョ−ロッパの国

パのように水平的な国家間の秩序ではない垂直的な︑そし

パの場合は国際関係論の原点としてのョ−ロッパ国家体系

際システムの根本的な違いがあると思うのです︒ョ−ロッ

内臣の諸侯は法と礼と徳によって感化される︒これはもう
まれるし︑礼の場合も単なる礼儀を超えた一つの社会通念

から今日のＥＵまで︒

があり常に同心円です︒十七世紀のウエストファリァ体制

儒教の核心ですね︒法の中には律令制度みたいなものも含
ですね︒それから徳︒こういうものによって︑常に中華帝

ところが中国の場合︑いつもこういう秩序があるのに︑

国の皇帝のおそばに脆くものが内臣︒

それからもう一つの秩序観があります︒そもそも朝貢体

す︒だから本音では中国が負けていて日本が勝っている︒

これは絶対に中国人が承服できません︒それがひいては日

経済的にも社会的にも日本はずっと成熟しているわけで

中関係の非常に大きな問題を構成しているというように私

けているのですが︑そこから来ています︒親が死んだとき
に三年︑兄弟は一年とか︒そこから来ている秩序観といい

制とか冊封体制というのは中国の五服という服喪期間を設

ますか︑近親︑親疎の秩序観がある︒内臣の外側にあるの

は考えます︒

さにそうなのです︒だけど︑インドにもインダス文明があ

あるのは︑対隣という地域です︒例えばインドなんかはま

さて︑そこでもうちょっと説明しますと中華帝国の外に

が外臣です︒外臣の場合には礼と徳で感化なされて中華皇
帝の言うとおりにしなければならない︒
それから︑その次にあるのが朝貢国です︒トリビュート．

システム︑それでこの徳のみによって感化される︒

はないのです︒まさにそれは中国です︒後でちょっと時間

りますが中華文明的ながっちりした縦の秩序の歴史的蓄積

があればお話ししますが︑故宮とか︑ああいう紫禁城のつ

ここまでが中華帝国の範囲です︒こういう同心円的な階
の中に中国指導者が歴史的に収まってきました・これは秦．

層秩序︑ピラミッド型であると同時に同心円的な階層秩序
漢の時代から現在に至るまでずっと綿々とつながる︑まさ

ことがないのです︒チベットなんか︑いま自分の国だと中

対隣というと︑チベット︑モンゴルは中華帝国に入った

くり方まで全部この秩序観に基づいている︒

国は言いますが一度もチベットは中華帝国に入っていな

に中国三千年︑あるいは四千年の歴史というのでしょうか︑

ですね︒そういう意識の中で︑常に周辺を見る︒

い︒モンゴルもそうです︒例えば儒教が入っていません︒

秦・漢の時代からとしても三千年近い歴史を持っているの
アジアにはこういう階層秩序しかないのです︒ョ−ロッ
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さて︑対隣はインドなんかだとすればその外にもう一つ

そうです︒それをみんな漢民族が全部いま支配している︒

絶域という地域がある︒これはもう中国と関係がない︒イ

地が﹁新彊﹂で漢民族が支配してしまった︒内モンゴルも

これほどの大帝国が自分の足元にいるチベットやモンゴル

これは意外に気づかれない事実です︒もちろんラマ教が

を中華に収められなかった︒中国の影響を拒否して今日ま

り︑そこから中華帝国に接近もしなかったし︑一八世紀の

ギリスなんかがそうです︒だから︑よほどのことがない限

あったからですね︒これは中国にとっても痛いところで︑

です︒それはまさにトルキスタン共和国のはずです︒綿々

拝しないと中華皇帝には会えない︒

英国のマカートニー使節団がそうであったように︑三脆九

で至っているのです︒もちろん新彊ウイグル自治区もそう
として続いているトルキスタン共和国をつくろうというよ

﹁一﹂を書いて﹁田﹂を書いて﹁一﹂︑これはトルキスタン

に土があるのです︒そして﹁一﹂を書いて﹁田﹂と書いて︑

皆さん気づいたことありますか：⁝・弓偏ではなくて︑ここ

いる国境なきトルキスタンなのです︒新彊の﹁彊﹂の字に

つまり︑トルコから見ると新彊ウイグルにずっと続いて

は︑一九六八年エカフェの南シナ海と東シナ海の海洋調査

るのに︑中国の場合自分の領土のように思ってしまう中国

琉球があったのです︒尖閣列島の問題も沖縄に帰属してい

琉球が朝貢国でした︒ですから︑この位置︵図で示す︶に

使を派遣しているけれども︑日本は朝貢国ではない︒ただ︑

たけれども︑すぐ朝貢をしなくなりました︒遣唐使や遣随

は朝貢国ではありません︒一時︑朝貢国の時代はありまし

では︑そこで日本はどこに位置していたのか︒日本は︑実

そのときにマカートニー︑叩頭の礼をしなかったのです︒

うな運動は一九三○年代から続いていて特に盲目の指導者
トルキスタン運動のアイサは九○年に亡くなりました︒彼

の人たちから見ると奪われた土地なのです︒もともと放牧

はトルコの大統領のお墓の隣に葬られています︒

していたわけです︒草原の海の中に土地があるわけです︒

それを︑日本もまずいのです︒外務省も︒その当時︑中

の領有権を主張してきました︒

国が最初に主張したときに絶対にここはもう日本の行政区

で海底資源の宝庫だということがわかったから︑尖閣諸島

くって︑みんな境界を囲ってしまったわけです︒彊︒だから︑

ぽをつくった︒実際には田んぽじゃないのですが︑田をつ

にも日本領だときちんと言えば良かったのに︑日中友好と

域でちゃんと日本は工場もつくったことがあるし︑歴史的

そこを今度は農耕民族の漢民族が支配してしまって︑田ん

﹁彊﹂というのはこういうところの境で︑﹁境界で囲われた

ずっと放牧していて︑牧民が弓を引いていた土地なのです︒

土地﹂という意味があります︒そういう新しい田境界の士
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しちゃって︑さすが部小平さんだと︒

て七九年に都小平さんが来たときに︑問題は次の世代にゆ

いうタテマエからそんなことは言わなかったのです︒そし

んと位置付けてこなかった︑いわゆる日中友好外交の責任

らんけれども︑そういうことをすると思われる中国をきち

国が掘り出したから︑交渉している︒それは中国もけしか

だろうとの配慮から︒そして今になって春暁海底油田を中

です︒私はそう思います︒そこをどういうふうに正してい

だねたいとうまいこと言われて︑それでまたすっかり感激
それで︑その後︑中国はまさに都小平時代の九二年に国

つまり︑琉球というのは中国の朝貢国なのです︒だから︑

くかというのが︑これからの日本外交の大きな課題です︒

を出していた︒お役人の留学生です︒彼らは対岸の福州に

歴史をたどれば﹁官生﹂といって︑琉球から中国に留学生

きに﹃人民日報﹄は非常に目立たない形でしか書いていな

内法としての領海法をつくるのです︒領海法をつくったと
いのです︒全国人民代表大会の常務委員会で領海法が通過

い前︑沖縄出身の私の友人が北京図書館で琉球語の古い字

行って︑それから北京まで行っています︒今から十年ぐら

したという地味な報道があるのみです︒これを本当は日本
のですが日中友好で黙っていた︒あるいは気がつかなかっ

これは僕の仮説で︑もし間違えていたら教えてください︒

然だと錯覚する心理がある︒

り中国にとっては朝貢国の琉球があり︑日本も朝貢して当

引が見つかったことを論文に書いています︒それほどやは

外務省がすぐ気がついて︑それこそ大声で抗議すればいい
たのでしょう︒

そのために︑中国は自分のところの領海法︑自分の考え

守礼門があるでしょう︒あれは礼を守ります︑もう一つ上

方で全部決めようとしている︒私も当時香港にいたので︑
江︑長江の土砂が流れていってできたのだから中国領なの

中国の主張をよく覚えていますが︑東シナ海の海底は揚子

けて下さいと言っている意味だと私は思います︒

のところに自分たちがちゃんと忠誠を誓いますから位置づ

それからさらに中国の主張は膨らんで︑今では太平洋側

だという本が出ています︒

うか︒台湾はどこに位置付けられるか︒あるいは香港は香

ここでもう一つ私が申し上げたいのは︑じゃあ台湾はど

まず第一は︑きちんと声を上げて日本はいうべきです︒

の中に入ってしまった︒

港返還のセレモニーの後︑いまは香港も中国の特別行政区

の海底まで中国領だと言いはじめている︒

そのうちに中国も国連海洋法条約のメンバーになっていま

去年︒中国と香港当局が国家保安法を香港につくろうと

す︒にもかかわらず︑日本は中国に遠慮して︑中間線のと
ころにちゃんと線を引いていないのです︒中国を刺激する
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しました︒

香港の自由にたいしてものすごい干渉をやったわけで

の三大金融都市の一つにまでなったのです︒だけど︑当時

た︒行政上︑一時︑清朝がそこを組み入れたことはありま

まったく彼らは中華帝国の中に位置づけたことがなかっ

でしょうか︒

中国は香港はまったく眼中になかったのです︒台湾はどう

たけれども香港はもうちょっと手遅れなのです︒返還の国

すけれども︑まさに感化される必要さえない﹁化外﹂の存

す︒ようやく香港人が目ざめて五十万人のデモをやりまし

さんに言ったことは︑八四年の都小平さんとの会談で︑すっ

際的な儀式が行われてしまった︒サッチャーさんが李登輝

た︒まず教育です︒日本にいちばん感謝している︒李登輝

在だったのです︒中国はまったく面倒を見ていないが︑日

さんが新渡戸稲造のことを書いています︒実はその新渡戸

清戦争で領有権を得た日本はきちんとした台湾経営をやっ

とんど準備なくバーツと勢いで中国へ乗り込んで行った︒

稲造︑彼は東京外語の第一期生なのです︒新渡戸稲造と岡

はフォークランド紛争の勝利のあとでサッチャーさんもほ
香港は歴史的に海賊の島ですから︑アヘン戦争のときはイ

倉天心︑内村鑑三も明治六年に入学しました︒東京外語と

かり都小平さんに編されてしまったというのです︒実際に

会でアヘン戦争反対の大演説をします︒

た︒私が学長のときにいちばん時間をかけたのは﹃東京外

いっても歴史がなかったのです︒大学史はまったくなかっ

ギリスのロイド・ジョージが当時野党でしたがイギリス議
にもかかわらず︑九票差で破れまして︑アヘン戦争とな
り香港領有となった︒

日に︑東京外国語学校が今の学術情報センターのところに

国語大学史﹄で︑全四巻つくりました︒明治六年十一月四

できたのは開成学校の︑つまり東大へつながる開成学校の

開校しました︒文部省は竹橋のところ︒東京外国語学校が

当時︑﹁私のためなら香港まで行ってくれるわね﹂とい
いところの海賊の島だった︒何もない︑最果ての地だった︒

う歌が恋人同士のあいだで流行ったほど香港というのは遠
中国も香港にはほとんど何も構っていない︒それこそ漁民

繁栄させました︒イギリスもアフリカに対する植民地政策

その後︑イギリスがまさに植民地経営によって香港を

の石碑を建てました︒その前は九段坂下でやっていた蕃書

し写真を探しました︒今︑如水会館の隣に外国語学校発祥

京外国語学校ができます︒私たちがいちいち全部資料を探

イツ語教場︑その三つが一緒になって明治六年十一月︑東

語学生︑それから外務省にあった語学研修所︑それからド

と︑香港に対する政策は違ったのです︒香港大学もそうで

がちょっといたぐらいです︒

す︒孫文も出た昔の香港医学院︒そのおかげで香港は世界
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すけれども︒

調書は安政四年に百九十二人の生徒を取っています︒その

今になって﹁不可分の領土﹂だという︒

て中国にとっての台湾はまったくの﹁化外﹂です︒それを

湾と日本はまさに運命共同体であったわけで︑これに反し

違っている︒しかし︑台湾の人びとは大陸からやってきた

独立など絶対に許さんなどと言うことのほうがよほど間

後︑開成学校ができたり︑大学の南校ができたりしていま
当時︑東京外語はすごく人気があったのです︒メチーニ

正確には十歳十何カ月です︒つまり︑みんなそのぐらいの

稲造は東京外国語学校に入ったのは十一歳で︑岡倉天心は

辛亥革命のときの三民主義に基づく孫文の憲法でしょう︒

今︑台湾のこれからの問題は︑やはり憲法改正ですね︒

イデンティティを強めている︒昔は中国人でも今は台湾人︒

そして︑今は本当に民主化しました︒台湾人としてのア

国民党政権によっても︑さんざん痛めつけられた︒

コフというお一雇い外国人教師が﹃回想の明治維新﹄︵岩波

とき︑十歳か十一歳のときに入って︑英語を英語で学ぶ︒

文庫︶に書いています︒そこに入ってきたのです︒新渡戸

まさにそのことを今私は秋田に開設した国際教養大学で

手続きが必要です︒中国はそれをけしからん︑と軍事力を

に改正しなければいけない︒改正するにはやはり民主的な

トや蒙古も自己の領土にしている︑それだけでも直すため

だから︑あれは憲法を改正しない限り︑中華民国がチベッ

を読んでからではないのです︒台北高校のときに新渡戸稲

それはそれとして︑李登輝さんは新渡戸稲造の﹃武士道﹄

やっています︒

造が軽井沢でトーマス・カーライルの﹃衣装哲学﹄の講義

対して説得しなければいけません︒

ちらつかせようとしている︒本当は日本は特にアメリカに

台湾というのはそんなものじゃない︒台湾についてはア

をした︒なかなか難しいのです︒トーマス・カーライルの﹃衣

をつくった︒李登輝さんは︑その講義録を取り寄せて読ん

メリカは本質のところをわかっていない︒やはりそこは日

装哲学﹄は︒それを新渡戸さんはやさしく解説した講義録

本は本当にきちんと発言してアメリカを説得すべきです︒

だ︑その代わり︑台湾についてはちょっと違うょというこ

だのです︒だから本当に教養主義というか︑旧制高校の本

とを言えるような外務大臣が必要です︒今度は町村さんが

当の教養教育が台湾で行われた︒だからこそ︑日本に感謝
そういう︑いわば台湾の存在というのは日本にとって︑

外務大臣になりましたので大いに期待できますが︑日本の

日本はイラクに協力したんだ︑日本は日米同盟が大事なん

大変に有難い︒中国の教科書問題などはすべて日本が悪い

しているのです︒

ということになっているだけに大変に有難い︒その後︑台
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外交姿勢をきちんとしていかないと困ります︑やはりこれ

もいつ崩れるかわからない︒今日はそういう話をする時間

はモンゴルの遠い課題になっています︒しかし︑中国自身

蒙古と内蒙古の統一は当面は無理かもしれないが︑実際に

がないのですけれども︑中国の最近の内乱が︑内乱という

ちょうど時間になりましたので︑今日はここまでお話し

と大げさですが︑あちこちに暴動が起こっています︒あれ

から日中関係というのは非常に大きな問題だと思います︒

司会先生に対してぜひお聞きしたいという方がいらし

ほど強固なソ連もあっという間に崩れましたから︑ひょっ

して終わります︒ご静聴ありがとうございました︒︵拍手︶

いと思います︒どうぞ︒

たら︑おこ方に限りましてご質問を受けさせていただきた

ろ共産党が非常に力で抑えている︒加えて内モンゴルの首

とするとそういう可能性を残しています︒だけど今のとこ

阪谷会員先生のお話にもちょっと出ましたチベットそ
の他特にモンゴルですが︑従来ソ連の中に入っていた外モ

人化が進んでいる︒そういうことを考えると︑かなり悲観

都ホフホトでさえモンゴル人を探すことさえ難しいほど漢

しかし︑にもかかわらず︑外モンゴルと内モンゴルの統

的な状況にあります︒

ンゴルと︑中国内の内モンゴルが合併して独立するという
ことは考えられませんか︒

中嶋大変大事な問題だと思いますね︒多くの日本人が

司会あとお一方ありますか︒ないようですので︑どう

一というパン・モンゴリズムの夢は消えないでしょうね︒

いと思います︒︵拍手︶

もありがとうございました︒これで講演会を終わりにした

みを抱いていました︒それだけに日本の影響を外れたあと

内蒙古については非常に親日的なところでしたので︑親し
の内蒙古は中国共産党の施政下に入って非常に共産党組織

︵国際社会学者・国際教養大学長︶

によってしめつけられています︒外モンゴルと内モンゴ
ルとの関係も完全に断絶しています︒ですから︑最近になっ

てようやく行き来ができるようになりましたが︑モンゴル
は社会主義国のソ連の十七番目の共和国でした︒ジンギス

カンさえも触れることができなかった︒それでモンゴル文
蒙古と外蒙古が隔てられてきた︒

字も使えなかった︒そういう状況がありまして︑非常に内
その結果︑今
いい状況になっています︒外
今で
でも
も非
非常
常に
に難
難しし
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二レダサク

ハⅡ〃テⅢノ

ー其未し兆・如二嬰児之抹じ
シキガ
凸セⅡトシテ
ー核︑係偲号︑若し無し所レ
ースル
ー﹃叩︒
事
←

１０１１ⅡⅡＩⅡⅡＩ出

のであるが︑老子はこれを強力に否定している︒何がゆえ
に否定しているであろうか︒

がくたうれな

一︑学を絶てば蔓へ無し
﹃８８８１Ⅱ日日００ＩＩ１ｌＩ１ＩＩＩＩＩＩＩｂ８Ｉ８日日日日日日日日日日日日■００８１日■００４１１１１１１１０６Ⅱ日日０日日日日日日日日日日日

ナル

ぜ
んあくあいさい
善と悪とは︑相去ること何一

若︒人の畏るる所は︑畏れ一

かんひとおそところおそ一

︸﹂入ノ

そいまつ

ざるべからず︒

二︐１Ｊノ

F

しゆうじんききロノー︑

荒として其れ未だ央きざ一団

たい千つ︾７うこと

るかな︒衆人は叫叫とし一

一則Ｔｌ４︑﹈
て︑太牢を享くる力乎刺
く↑

春台に登るが如し︒我は一

はるだいのぼことわれ一

ひとはくそいまきざ二

えいじいまがい

独り泊として︑其れ未だ兆一

ことるいるい灘︸一

さず︒嬰児の未だ咳せざる一

が如く︑倶倶として︑帰す一

とこるなこと
る所無きが若し︒

しゆうじんみなあまあわれ︸

ひとわすごとわれ︸

衆人は皆余り有りて︑我一
レタルガハ

③衆人皆有レ余︑而我独若レ
いくばく一

華①絶し学無し憂︒唯之与レ川︑学を絶てば憂へ無し．唯と一
あいさ

は独り遣れたるが若し︒我一

あ

遺︒我愚人之心也哉︑

ルコトゾトハ

一相去幾何︒善之与レ悪︑阿とは︑相去ること幾何ぞ︒一

一テ・ハヲ・ンへ卜ハがくたうれない一

正

タリ

ぐじんこころ

とんとん

は愚人の心なるかな︑沌沌一

ジテベパシテ

セ

﹁父命呼︑唯而不し諾︒﹂とあり︑諾は︑ゆっくり応答す

る無作法をいう︒相去幾何は︑両者︵唯と阿︶の間に︑ど

沌沌号︒
たり︒

われひともんもん

たん一

そうみごとりょう一

して止まる所無きが若し︒一

い︑という意︒

のであるから︑私︵老子︶自身も恐れ慎まなければならな

り︑且つ人間の本性を損うもので︑世の人々も恐れ慎むも

とどとこるなごと・

衆人は皆以ゐる有りて︑一

②の荒号其未し央哉は︑世俗の人々と﹁道﹂を体得して

に

われひとがん

ひ

しゅうじんみなもちあ

我は独り頑にして部なるに一
われひとひとこと・
似たり︒我は独り人に異な一

いる我︵老子︶とが︑その生活態度において︑余りも相違

ははやしな

たつと一

りて︑母に食はるるを貴ぶ︒一

れだけのへだたりがあるだろうか︑へだたりはないではな

かろうか︑という意︒何若は︑幾何と同じで︑どれほどの

しクノトシテシキガ

マル

ぞくじんしょうしょうわれひと一

俗人は昭昭たり︑我は独り一
くらごとぞくじんさっさっ一
昏きが若し︒俗人は察察た一

意︒人之所し畏云云は︑以上の唯と阿︑善と悪など︑やか

ハタリハリシキガ

ー俗人察察︑我独悶悶︒濃

り︑我は独り悶悶たり︒漕一

ましく教える世俗の学問は︑相対の差別観に立つものであ

ー④俗人昭昭︑我独若し昏︒

一合其若し海︑鴎号若し無レ

として其れ海の若く︑鴎と一

ハ々勿曲〃ハⅢ〃々／Ⅶノ卜０シーテ

一所し止︒

ハリテヰルハリニシテ

ー⑤衆人皆有し以︑而我独頑

一タリナルニハリナリテニ
ー似レ部︒我独異二於人︽
プハルルヲ二

一而貴レ食し母︒
︵第二十章︶

対比して述べている︒荒は︑遠くへだっている意︒号は︑

していることを慨嘆し︑下文においてその相違を具体的に

閏削凹本章は︑世俗の学問とそれに基づく俗人の生活態

我は﹁道﹂を体得している老子自身を指す︒泊は︑心静か

語調を整える助字︒央は︑尽きる︑果てる意︒照照は︑喜

①の唯と阿は︑人に応答する作法で︑唯は︑呼ばれた際

にして無欲のさま︒未し兆は︑何か事を為そうとするきざ

度を否定して︑天地万物の生みの親である﹁道﹂に従うべ

に︑すぐに﹁ハイ﹂と返事することで︑長上に対して行う

しもない︒咳は︑赤ん坊の笑うこと︒侭侭は疲れはてる意︒

び楽しむさま︒太牢は︑牛・羊・豚を用いた最上の料理︒

丁寧な作法と言われた︒阿は︑ゆったり﹁ハーイ﹂と返事

所し帰は︑身を落ちつける場所︒

きことを述べている︒

することで︑無作法と言われた︒﹃礼記﹄の﹁玉藻編﹂に︑
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③の有し余は︑何かを求めようとする意欲にあふれてい

教えられるが︑両者の間にどれだけのへだたりがあるで

うか︒考えてみると︑以上のような世俗の学問の教えは︑

しょうか︒また︑善とか悪とか︑きびしく差別されてい

④の昭昭は︑才知の光りかがやくさま・昏は︑道理に暗く︑

︵相対の差別観に捕らわれ︑人間の本性を損うもので︶

ること︒若し遣は︑何もかも忘れたようである︑という意︒

愚かなさま︒察察は︑道理に明るいさま︒悶悶は︑道理に

世の人々も恐れ慎むものであるから︑私自身︵老子︶も

るが︑これも両者の間に︑どれだけの相違があるでしょ

暗いさま︒愚かなさま︒鱈号其若し海は︑静かにたたえる

恐れ慎まなければならないと思う︒

沌沌は︑無知のさま︒

大海の水のように︑はかり知ることできないほどの深い思

さて︑世俗の人々と私との生活態度について考えてみ

楽しそうにしている様子は︑太牢のご馳走を頂く時のよ

いに沈んでいる︑という意︒躍号若し無し止は︑空吹く風の

⑤の有し以は︑才知を用いて︑忙しげに働いている意︒

うでもあり︑うららかな春の日和に︑たかどのに登って

ると︑余りにもへだたって果てしがないように思われる

以は︑用いる意︒また︑為すともいう︒頑似レ部は︑頑固

のんびりしているようでもある︒しかるに︑私だけは心

止まる所のないように︑寄る辺なき生活をしている︑とい

で融通のきかない︑田舎者のようである︑という意︒食し

静かに無欲で何か事を為そうとするきざしもなく︑まる

ことよ・世の多くの人々は︑欲望の追求のままに︑さも

母は︑天地万物の生みの親である﹁道﹂に養われていること︒

で笑うことを知らない赤ん坊のようでもあり︑あるいは

う意︒

同側凹世俗の学問は︑相対の差別観に捕らわれ︑人間の

やみはなくなる︒例えば︑人と応答する場合に︑﹁ハイ﹂

する欲望にあふれて︑いそいそとして忙しそうであるが︑

世の多くの人々は︑だれもかれも︑何かを求めようと

疲れ果てて身の置き所もないようでもある︒

と丁寧に返事するのが長上に対する作法であり︑﹁ハー

私だけは無知無欲で︑何もかも忘れたごとく︑ぼんやり

本性を損うものであるから︑むしろやめてしまえば︑な

イ﹂とゆっくり答えるのが無作法であると︑やかましく
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としている︒私はなんと愚かな者の心であることよ・全

ついて見ても余りにも煩墳を極めていたので︑無為を主張

確かに儒家は礼に関する教えがきびしく︑冠婚葬祭の礼に

一①為し学日益︑為し道日損︒学を為せば日に益し︑道を一

−セパヲ二シセパヲ二ズがくなひまみち一

一
ジテヲジテルなひそんこれそん一
一損し之又損︑以至二於無為せば日に損ず︒之を損じ一

一ニニシテシルハサまたそんもつむいいた一

な

むいな

る︒無為にして為ざざるは一

無し︒

てんかとつねむじもつ一

天下を取るは常に無事を以一
そゆうじおよ

以て天下を取るに足らず︒

てす・其の有事に及びては︑

一ビテハノニラテ

もつてんかとた

ＰＯ８００００００００００００００８０００００００１１ⅡＩⅡＩｉｌｌＯＯＯＯＯＩＩＩｌＯＯＤＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＢＢＯＯ００日０００００００６００００００１００１１１１﹄

一取二天下聖︵第四十八章︶

ー及二其有事一︑不し足三以

一ルーヲ

一②恥ユ天而一擬眺幸無嘉一・

一

一為一︒無為而無し不し為︒て又損じ︑以て無為に至一別

．ｊ

﹃００８０００００００００８０００００００００００００００００００００００８０００００■００００００日０００００８０００８８０■００００００︐口８日ＢＯＯＯ８８８０００ｊ

二︑道を為せば日に損ず

みちなひそん

解読する﹁第三十八章﹂にも見えている︒

する老子に取っては︑攻撃するのが当然で︑それは次講に

く言いようのない無知の愚か者である︒

世俗の人々は︑その才知を光り輝かせているが︑私だ
けは道理に暗い愚か者である︒世俗の人は︑いかにも道
理に明るいようであるが︑私だけは何も知らない愚か者
である︒私は静かにたたえている大海の水のように︑深
い物思いに沈んでおり︑空風く風の止まる所のないよう
な寄る辺なき生活をしている︒

世の多くの人々は︑いずれも才知を用いて忙しげに働
いているが︑私だけは頑固で融通がきかず︑田舎者のよ

うに見える︒私だけは世の人々と違った行き方をしてお
り︑天地万物の生みの親である﹁道﹂に養われることを
尊んでいる︒

囚剛幽老子が本章の冒頭で︑﹁学を絶てば憂へ無し﹂と
述べているのは︑当時の世俗の学問が︑相対的差別観に捕

園門剛﹈本章は︑天下を取るには︑世俗の学問を廃して無為に

らわれていたことに対する批判とも考えられるが︑諸橋轍
次博士は︑﹁老子の指している﹁学﹂は︑主として儒家の

ならなければならないことを述べている︒

①の為し学は︑世俗の学問を修めることをいう︒為は︑﹁をさ

礼を学ぶことを指したものであり︑儒家は特に礼を貴び︑
講学の中心は礼に在った︑と述べられている﹂︵老子講義︶︒

い境地に到達すること︒無為而為し不し為は︑無為の境地に到達

一日と雑多な知識が減ってゆく︒至二於無為一は︑人為を用いな

いもの︒為し道は︑無為自然の道を修めること︒日損は︑一日

ゆく︒この知識は︑老子から言えば人為的なもので好ましくな

む﹂と読んでもよい︒日益は︑一日一日と雑多な知識がふえて

ころが漣沌様だけは︑それがなく不自由している︒ひとつ試

それで見たり︑聞いたり︑食べたり︑呼吸したりしている︒と

に報いようと相談した︒﹃人は誰でも七つの穴を持っていて︑

人を心から歓待してくれた︒そこで二人の王様は︑庫沌の厚意

う中央の帝王に︑その領内で偶然に出会ったところ︑渥沌は二

﹁南海の王様の傭と北海の王様の忽とが︑ある日︑渥沌とい

こんとん

すれば︑いかなる事もできないものはなくなる︒

みに穴をあけてあげようじゃないか︒﹄そこで一日に一つずつ

こつ

②の取二天下一は︑王者となって天下を治めること︒及二其有事一

穴をあけていったところ︑七日たったら渥沌様は死んでしまっ

しゆく

は︑欲望をおこして作為的な仕事︑例えば戦争などをすれば︑

てゆくが︑私の主張するこの道を修めると︑一日一日と︑そ

﹇側鳳凹世俗の学問を修めると︑一日一日と雑多な知識がふえ

したものであり︑﹁揮沌﹂は︑視聴覚や触覚では知覚できない

相対の差別観にとらわれて人知人欲を振り廻している俗人を寓

﹁傭﹂と﹁忽﹂という王様の名は︑﹁速やか﹂という意味で︑

た︒﹂

の雑多な知識が減ってゆく︒減らした上にも減らしてゆけば︑

湧然たる存在である無為自然の﹁道﹂を寓したものである︒

という意︒

やがて人為を用いない無為の境地に到達する︒無為の境地に

天下の王者となって天下を治めることは︑常に人為を用い

無為の境地に到達することは︑果たして可能でありましょうか︒

無益なことを弧刺しているが︑さて︑人間が人知人欲を去って

荘子はこの寓言で︑孔子などの人知人為を学ぶ︑学問の有害

ない時に始めてできる︒欲望を起こして作為的仕事︑例えば

孔子の学問を有害無益と言い得るであろうか︒次講の﹁道徳の

到達すれば︑いかなることでもできないものはなくなる︒

戦争などをするようになれば︑到底︑天下を治めることはで

批判﹂と合わせて考えてみることにしよう︒

︵本会理事・東京教育大学名誉教授︶

きない︒

囚阿削﹈﹃荘子﹄の﹁応帝王編﹂に︑次のような寓話がある︒
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二本松城吐の﹁戒石録﹂について

本誌特集号﹃公と私﹄を見て筆者の心に浮かび上がった
のは︑柵島県二本松城別にある戒石録のことである︒

それは二本松城の裏門︵通用門︶に掲げられていたもの
で︑宋の国王がかつて各嬬の長に示した文章であった︒
剛俸爾禄は民の膏︑民の脂なり︑

下民虐げ易く上天欺き難し

晴朗

りがないようにすることにあった︒さればこそ幼時から老

年に至るまで︑よき教えを徹底的にたたきこむことが主眼

とされたもので︑壮年または中年に至って卒業することを

期待するような教えではなかった︒

その効果の一端は幕末の二本松少年隊の働きに見ること

が出来る︒二本松少年隊は︑会津の白虎隊にならんで少年

るとも劣らぬものであった︒世に白虎隊が賞揚されること

が二本松少年隊に優ることは不可思議なことと言わねばな

組によって形成されたもので︑実際その働きは白虎隊に優

らない︒この二本松少年隊の働きはおそらくは戒石録を朝

というものである︒私の現役時代︑依頼に応じてよくこの
その文意は︑鯛の俸給はその人民の膏血である︒人民は

文章を県の役人や警察官に紹介したものであった︒

虐げ易いが︑その上にある天を欺くことは出来ないという

儒教の教えるところは何も難しいことではない︒よき言

な夕なに仰ぎ見たことの効果と言えよう︒

徹底せしめることにある︒後世これを怠って︑よき言葉を

葉を繰り返し繰り返し唱えることによってその内容を魂に

それを虐げることは容易でも︑その上なる天を欺くことは

教えである︒今日で云えば︑膏血は国民の租税であって︑

しという儒教の強い教えがひそんでいる︒

このことは後世の教育が実効を持たぬ実情からよく証明さ

教え示すことのみをもってよしとするのとは全く異なる︒

出来ないという意味である︒そこには租税を大事に扱うべ

元来︑儒教の教えるところは︑ごく簡単な教えを繰り返

れていると思われる︒︵東北大学名誉教授・本会特別会員︶

／r−r，、

村

し繰り返し心魂に徹底させることによって︑やがて造次顛
肺も︵論語の冒頭にあるようにトッサの場合も︶行動に誤

（O【）ノ

北

にれれ方と、治入る民は糾テ犯′′問Lの一H−P帆
IIIIそ恐双無に政うすフKる育戦側llノノとるNい

その〃法廷〃では︑﹁天皇裕仁を

〃のことである︒

人道に対する罪で打雅と認定する﹂
との判決が宣告された瞬間︑会場を
埋めた約千人の聴衆は拍手と歓声に
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かったという︒天皇有罪を想定し︑

を初めて見たＮＨＫ幹部が仰天︑是

緑川によって構成された番組の試写

謹人雌しで死者を糾仰した︒〃法廷〃

は北朝鮮工作員と言われる人物︒弁

許された政治集会にすぎない︒検事

その趣旨に賛同する者だけが入場を

蕊

旺を命じたのは当然だろう︒政治介

津英武

沸き返り︑しばらく止むことはな

NHKの泥試合
朝日

三｜
影ぞて、い'iﾘl介口こ衆法リ'('.し法｜川題を発月KT

警雌,'1fc0tI稚灘牒撫馴上繊獅
政内かの口N雌の体〃IIに峡を責H1^ai｣順lil

無溌溌聯蕊
蹴蕊職灘帝激灘湛謡

の惹句に眼が奪われた︒﹁日本人よ︑

て︑︹尊皇思想︺を説いた和辻哲郎

後のＨ本社会の行方を占うにあたっ

本の五七ページから山折氏は︑﹁戦

に直面させられていたのである︒日

あてどなく漂流する日本丸の自画像

いう錨を荒波にもぎとられたまま︑

ついたときわれわれは︑︹宗教︺と

がら︑﹁教育基本法の五十年︒気が

宗教という名の錨を荒波にもぎとら

にいささか性急に︿負﹀の焔印を押

ながら解剖する︒

れたまま︑いったいどこに漂流しよ

その本を書店で見かけたとき︑帯

うとしているのか﹂というフレーズ

に動いたキリスト教的教養主義のグ

し︑それに対して教育基本法の制定

たか︑その結果何が引き起こされた

に日本人は何を削除し何を喪失し

者であるが︑五十年まえ六十年まえ

山折氏の喚嵯に筆者は共感する

本人よ⁝﹂と慨息する︒

は︑わが国明治人がひとしく内蔵し

宮崎哲夫

ていた︹日本の倫理規範︺の壊滅状
況にある社会に身を置き︑ただ荘然
としている者にとって見過ごせない

か︑そして修復可能なのかについ

田噌７︒

て︑もっと濃い記述が欲しかったと

二章は﹁漂流する日本宗教﹂︑三

章は﹁歴史と民俗﹂︑四章は﹁歴史

と宗教﹂︑五章は﹁科学と宗教﹂と

続き︿山折史学﹀が展開する︒とき

に隔靴掻捧のきらいもあるが︑堕ち

る処の計り知れない︹日本倫理の崩

壊︺を止め︑健全な魂の回復を図る

には山折氏の知性が一つの重要な足

掛かりになることは確かである︒
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ものであった︒

第一章は﹁無教会派の今昔﹂と題
して︑あの内村鑑三の﹁余は如何に
してキリスト信徒となりし乎﹂の著
作発表の前後の心的情景を傭倣しな

ループに︿正﹀の評価を下している

がら︑その原郷は﹁余は如何にして
日本人となりし乎﹂ではなかったか

いだろうか﹂と言う︒そして章の結

ての役割を果たす宿命にあった南原

れながらも時代の知的リーダーとし
と和辻の心の原郷の同一性に触れな

びに︑︹戦後の民主革新︺に翻弄さ

明をあてながら︑戦後の﹁教育と宗

あったと諭定する︒章の後半では︑

教の問題﹂を︑マッカーサーを絡め

終戦直後の東大総長﹁南原繁﹂に照

のは︑やはり公平を欠く見方ではな

(1600円+税｡2004年11月10日初版）

と推度する︒そして︑内村鑑三のキ

さまよえる日本宗教
山折哲雄・著中公叢書

リスト教は﹁聖化された武士道﹂で

教書案内

獄窓岐阜県桐山五一

花

日今日は

はは

山茶花のみだれ咲きつぐこの庭を亡母に見せたし小春

早朝のお墓詣りは三十年卒寿なれども足どり軽し

関門の大橋より見る参島は汝が幼などき過ごせしとこ
ろ

おうがむ

さわやかに二○○五年は明け初めい佳き年なれと四方

る

和泉式部ゆかりの寺に詣で来て大きもみじ葉拾って帰

ひねもす

悲歌辻堂海岸絵鳩毅
エレジー

獄窓に五年︑八年︑十三年︑ふるさとを詠む短歌切々

元日は苦役を解かれ終日を眠り惚けしシベリア想ふ

わず

粥の量飯倉充たせば倖虜たちは馬のはらわた臭ふを言

伴虜なれば正月二日は労働日凍れる船の氷掻きたり

刑務所の短歌教室回重ね心の通ふ今日はたのしも

ぬれば

伴虜の目に﹁石の花﹂見し感動は呼ぶ術もなし君老い

養ふ

シベリアの記憶も遥かに霞み行き日向ぽこして老いを

塞ぎぬ

シベリウス聴けばそぞろにシベリアの氷湖妖しく胸を

り

山茶花佐賀県古田実

来賓の席に坐りて入場の受刑者たちに拍手を送る

応援に競技に声を張りあげて運動会を楽しむらしも

刑務所の短歌教室見るからに人の良さそうな老人も居

者たちは

思いつく歌を起き出でてメモに取ること許されず受刑

ふ

罪重き受刑者ばかりの短歌会間ひかけにみな素直に応

古川哲史編

われを斯く導きたまいし先人のみ墓辺に咲く白き山茶
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弘道歌壇

遠き慕情へⅡ品川区大井松村早苗
別れきて離陸の窓にくづほるる吾が玉の緒は加速度の
中

叶はねば瞳も胸もうるみゆく絶望といふプロセスのは

パッドをし取替えるのがひと仕事介護婦なればいやが
りもせず

新しきパッドの披露に求めらる署名捺印ものものしく
も

︵小感︶

わたしの今度の歌は︑去年一月二十五日に亡く
なった家内と︑家内と共に二年余を過ごした老人
ホームに関係があるが︑この二つのことを詩にう

て

れ

い︒題をとりあえず﹁一件落着﹂とするが︑ホーム

たってもいるので︑この欄に利用させていただきた

その頬にふれなば融けて淡雪の星の雫とならむ今宵は

マイメモリー夢に流るる旋律を覚めゆけば吾が機窓あ

哀しみの飛行ルートを先駆けて天路を示す星ひとつあ

かるし

での小さい出来事である︒

ひとりでは食事もとれぬ妻あわれ老人ホームの明け

たかり

朝がゆに添えられし豆いくつぶか悦ぶ八重にまた会い

ところがその内の一個が行方不明になって

いつの間にか六個がたまった

それで拡大鏡にたよるようになって

めっきり眼のちからが衰えた

卒寿を越えて

一件落着

暮れを生き

いつしか数ヶ月が経った

明け暮れ断章板橋区古川哲史

ホームにてこと無く過ぎしこの一年浄土も地震津波と
※

この一個はホームのＭ施設長から贈られたもの

は縁なかるくし
よる

いつしかにシビンに馴れて時たまは下着よごさず済む
夜もある
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時価五︑六万円をくだらない高級品
夜のこと

史上稀な台風が首都圏を襲うという前ぶれのあった

日常には困らないが

﹁アナタ﹂と呼びかけた

久しぶり姿を現し

︑︑

文字を読むにはより高度の二個があるので
高価な品物だから惜しいと思っていた

半時間以上に及んだ

床上に横臥するハメになり

倒れたまま起きあがれなくなり

ぼくがホームの自室で足をすべらし

ところがその高級品が

物事はあきらめないこと

得た教訓が二つあった

この夢と関係はないが

声の主はどこにもいなかった

しかし夢は正夢でなく

ビックリして眼を覚ました

その声はかなりハッキリ聞こえたので

そのうちなんとか連絡がつき

渡る世間に鬼はいないこと

ぬし

ホームじゅうで大騒ぎになった
さいわい軽い脚傷だけで済んだので
起きあがるとアー不思議
紛失した一品が忽然とぼくの机の上にあった
いまさらそれを詮議しても仕方はない︒

どうしてこんなことになったのか不明である
ぼくはその不思議さに驚くと共に
これで一件落着と悦んでいる

右のようなことがあった数日後
一月二十五日に亡くなった家内の夢を見た

忘れもしない十月九日の夜半
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松魚編

晦日の描写︑流石︑花香流！

一湾に船影あらず大旦

川崎市小林三郎

お降や産士神の軒雫
船倉に年酒酌み交ふ渡り漁夫
◎音絶えぬ大つどもりの厨水
︵註︶台所の水の音がようやく聞こえなくなった大

千葉県干潟町花香幸作

師

中野区小牧幸雄

︵註︶無数の冬星集団が日付線の灘の員上にどっと

腹の虫抑へて帰る年忘
◎日付線の灘になだるる冬銀河
押し寄せる大景！

木枯や一字点らぬネオン灯

奥出雲石原みちを

︵註︶熱澗での釣り自慢︑羨ましい！

牡蛎打てる乙女にピアス光りけり
◎熱嫡にまじる虚実や釣談義

雪明り喜寿還暦の祝賀会
束の間の初日拝みぬ八合目

の一光景︒

たぎ

豊島区川崎鋸南

◎初明り一糸乱れぬ手こぎ舟
︵註︶初明りに中七下五の描写は上手︑宍道湖の朝

海を見に遠出となりぬ冬日向
つぶや

老歯科医咳きて抜歯日短か

練馬区柴田孤岩

◎独り居の雑炊涼り賑々し
︵註︶淋しい筈の独り生活︑雑炊の煮えたぎるのが
何よりの慰め⁝⁝

若菜摘む一人の影を長く引き

書初やわれ畢生の夢一字

︵註︶正月七日丈にこの深呼吸は大きい！

◎人日の空へ大きく深呼吸
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弘道 俳 壇

遠方の声のとどきて山眠る
帰り花山より下りて水清し

杉並区加藤志偶夫

◎大銀杏もみじを空に飾りけり

小寒や癌の告知を受けし午後

多摩市嶋沢黄猿

︵註︶単純なデッサンながら︑佳句！

行者道垂れたる鎖山眠る

◎よみがへるものを秘めたり冬木立
︵註︶冬木立ながらも蘇へる何かを秘めてると観る

い︑同感！

佐倉市櫛部正直

杉並区阿部清

︵註︶古里の訓ほどなつかしいものはこの世にはな

◎長き夜の耳にやさしき伊予説

常連の二人欠けしが温め酒

打ち揃ふ太極拳や息白く

︵註︶人間位致に冬浪でも怒っているのである︒

◎冬の浪位致の現場に猛り寄す

俳人の眼︒

こもぬ

さいたま市佐々木素人
きた
かみ
北風吹くやその昔絹の栄へたる
臓梅や鎌倉街道小店さき
︸﹂

◎誰が訪ふぞこの粉雪舞ふ隠り沼に
︵註︶上五〃誰が訪ふぞ″この句の俳味！

武蔵野市三枝武双
読みさしの始めに戻る夜長かな
すっぽりと前うしろなく毛糸帽

家族みな揃ひて年の改まる

◎初日記少しばかりの嘘加へ
︵註︶本俳壇第一番の〃素直さ〃これが即秀吟となっ

るこうⅡ

︵註︶酒一升提げての参拝︑家伝統の行事なのであ

◎元旦に一升下げて参拝す

松を立て竹をも立てて宿の春

大田区鏑木雲州

たⅡ

寒村の屋根裏おもし柿落葉
蕊明の空走りくる冬の雷
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冬空をメタセコイヤは赤く切る
白き靴白きコートが春を呼ぶ
◎手編みらし冬帽の少女雲流る

横浜市尾俣セツ子

︵註︶手編みらしい冬帽の少女だからこそ︑いかに
も﹁冬﹂なのである！

中野区石川賀代
元朝や雪のごと舞ふ鶏の羽
庭木戸はペンキ塗り立て小菊咲く
◎花野ゆく歩けるといふ自己暗示
︵註︶自己暗示の努力︑流石︑元経営トップらしさ″

世田谷区新里昭子

いるのである︒

船橋市河内朝生

白井市田中敬子

︵註︶日本を愁へる作者︑少子化までか！と叫んで

ぼろ市の裸電球髪に触れ
ぼろ市の破れ三味線土に置き

︵註︶トルコ旅吟での佳句！

◎枯蔓を引きて枯音楽しめり

人日や老ひて頼りの妻の膳

︵特別寄稿︶

幸せを願ふ柱の初暦
三代の願ひを鈴に初詣

深々と空寒凪や欠片雲

編者吟

○○三一世田谷区北沢二

二三

三一

︵三・四月号は恒例により特集号で俳壇はお休み︶

一五五

※俳壇次号平成十七年五・六月号へ四月末迄に編者宛︒

は凄い︒︵松魚︶

特に感動︑素直さ︑正直さを上手に一句にまとめた手腕

︵小感︶〃初日記少しばかりの嘘加へ〃︵三枝武双︶に

かけら

冬の月森を通れば銀色に

冬の蓄蔽ガーデンの空いつぱいに

文京区高橋伽元

︵註︶新人の三句︑中七下五に新味がある︒

◎山茶花の墨絵に落ちぬ紅の色

退院も家族の心配限りなく
やがて来る地震津波に備へあれ
◎悪いこと多い世間に少子まで
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Ａ云生目

︵平成陥年岨月〜平成Ⅳ年１月︶

◎ご寄付者芳名

○苅田吉夫
︵島根県︶

0
6
）

｜︷支零陥蕊雫平成剛野月︶

一

◎新入会員芳名︵敬称略︶｜

一東京都苅田吉夫飯塚一雄一

手東京都江戸剛鈴木勲

一東京都石川博章鈴木勲一

東京都新里昭子師勝夫

軒蕊餓蝿崎噸詑

一︷府蕊陥蕊窯平成削野月︶一

島根支会川名分

⁝３ｊ

金二○︑○○○円也匿名希望︵東京都︶

︵麹拝聴恥斡皿卵形叩︶

◎会費領収報告
ｌこの報告をもって領収書に代えさせてい
ただきます︒

２お名前の上の○印は新入会員の方です︒
終年度です︒

３お名前の下の括弧内の数字は会費納入最

竹野日出雄⑯

︵平成岨年７月〜９月︶

○図書ご寄贈者芳名

○﹃日本経済の基本問題﹄

発行財団法人産業経済研究会

著者石津芳次郎

石津芳次郎殿より

○﹃我が国の政局の現状について﹄

発行社団法人国民曾館

著者塩川正一郎

社団法人国民曾館殿より

○﹃モンテッソリー教育が

見守る子どもの学び﹄

発行株式会社学習研究社

著者松浦公紀

松浦公紀殿より

○﹃なぜいま教育基本法改正か﹄

著者﹁日本の教育改革﹂有識者懇談会

発行ＰＨＰ研究所

﹁日本の教育改革﹂有識者懇談会殿より

○﹃小学館の帥年﹄

著者小学館総務局社史編纂室

相賀昌宏殿より

発行株式会社小学館
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伽

曽野洋旧 一 島 根 木 次 井 悠 介 荒 木 光 哉 一
○ 石 川 博 章 ⑰ 一島根桑原弘鈴木勲一一

保坂徹夫⑮㈹

1
6

４ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま
でご連絡下さい︒

︵千葉県︶

安一房支会朋名分

○鈴木正敏㈹
︵東京都︶

沖田耕也
○岸田輝夫
○新里昭子

○江 戸 剛

07)07)、06）

弘道シンポジウム二○○五
﹃新しい社会ルールを求めて﹄ｌ開催要項

三月二十六日︵土︶神田学士会館にて

しい社会ルールを求めて﹂というテーマでシンポジウムを開

た具体的な提言を行いたいとの趣旨から︑平成十六年度は﹁新

本会ではこの現状に活路を開き︑品格ある国づくりに向け

日本弘道会は︑社会道徳の高揚に一身を捧げた泊翁西村茂

催することにしました︒わが国が誇りをもって住める社会を

一︑開催趣旨

樹が︑明治九年︵一八七六︶に創立した東京修身学社に始ま

ます︒

実現することに︑いささかでも寄与することを念願しており

二︑名称及びテーマ

平成八年度に創立一二○年を迎えた本会は︑記念事業とし

り︑爾来今日まで一二八年を経た道徳団体であります︒

て道義振興に関するシンポジウムを開催することとし︑平成

・弘道シンポジウム二○○五

九年度から﹁心の教育﹂︑﹁日本人の忘れたもの﹂︑﹁家庭の訓

・メインテーマ﹁新しい社会ルールを求めて﹂

四︑主催・後援団体

・会場学士会館二階大講堂︵二○二号室︶

一二：三○〜一六・・三○

・期日平成十七年三月二十六日︵土︶

三︑開催期日及び会場

育﹂︑﹁期待される日本人像﹂︑﹁父性と母性﹂︑﹁公と私﹂など

ました︒

のテーマを選んで毎年討議を重ね︑広く世人に訴えてまいり

今日の日本は︑豊かな社会の実現とはうらはらに人心の荒

会ルールが見失われ︑精神のけじめが混乱しているように見

廃︑道徳の退廃は憂慮にたえないところであり︑守るべき社

受けられます︒
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・後援文部科学省・日本道徳教育学会

・主催社団法人日本弘道会
五︑講師陣の構成

・講師中篠高徳先生︵アサヒビール㈱名誉顧問︶

＊基調講演

．演題﹁新しい社会ルールを求めて﹂

・講師陣紹介

・提言

・質疑応答・パネルディスカッション

一六・・三○〜解散

一六：二五〜閉会の辞

七︑参加申込み手続き

号︑所属を記入のうえ左記事務局へお申込み

・参加申込申込み用紙︵ハガキ︶に住所︑氏名︑電話番

・参加費無料

尾田幸雄︵お茶の水女子大学名誉教授︶

︵投函は参加者のみにして下さい︶

下さい︒

・パネリスト︵五十音順︶

＊シンポジウム

八木秀次先生︵高崎経済大学助教授︶

﹁弘道シンポジウム二○○五﹂実行委員会

八︑事務局

六

小川義男先生︵狭山ヶ丘高等学校長︶

木村治美︵共立女子大学名誉教授︶

・コーディネーター

一

三二六一 ○○○九

○○六五東京都千代田区西神田三

ＴＥＬ○三

社団法人日本弘道会事務局内

〒一○一

一一：三○〜受付開始

六︑当日のプログラム

一二：三○〜開会の辞

三二八八 ○九五六

◎多数のご参加をお待ちしております︒

収録するとともに︑別冊として普及版を公刊予定︶︒

シンポジウムの記録を印刷物として公刊︵会誌﹃弘道﹄に

九︑記録の公刊

ＦＡＸ○三

一二：三五〜主催者代表挨拶
一二：四五〜来賓祝辞
一二：五五〜基調講演
︵体憩︶

一四：○○〜シンポジウム
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敬弔

入江評議員の﹁弘道﹂へのご寄稿
の大要は次のとおりです︒

九三九号︶●いまこそ日本道徳の自

●古代からの大いなる継承︵第

日本の道義︵第九四九号︶●二十一

覚を︵第九四四号︶●国際社会での
世紀に﹁道徳﹂をどう継承すべきか

入江孝一郎殿︵千葉県︶

享年八十歳

徳︵第一○一五号︶

︵第一○○○号︶●失った宗教と道

平成十七年一月十二日逝去
本会評議員︵平成二年五月より︶

は︑﹁弘道﹂第一○二六号︵平成

冨士信夫殿︵東京都︶冨士信夫氏のご経歴や講演記録
享年八十七歳さい︒

平成十五年十一月十三日逝去十五年九〜十月号別頁︶をご参照下
富士氏は極東国際軍事裁判の傍聴記

﹁私の見た東京裁判﹂の講演者録と問題点を自費出版︵後に﹁私の
となる︶するなど︑東京裁判を批判

見た東京裁判上下﹂講談社学術文庫

ました︒

謹んでご冥福をお祈りいたします︒的に見直す機運の醸成に生涯を捧げ

︵開ページより続く︶

︵平成冊年７月〜９月︶

○図書ご寄贈者芳名

○﹃吉田松陰﹄

著者高橋文博
発行清水書院

尾田幸雄殿より

発行戒光祥出版株式会社

○﹃台湾﹄

著者片倉佳史

朱文清殿より

○﹃唱歌﹃コヒノボリ﹄

﹃チューリップ﹄と著作権﹄

著者大家重夫

大家重夫殿より

発行全音楽譜出版社

○﹃教育を救う保守の哲学﹄

○購求図書

著者中川八洋・渡部昇一

発行徳間書店

著者佐藤正英・野崎守英

○﹃日本倫理思想史研究﹄

発行ペリカン社
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一︲よ一

﹁教育改革の進め方﹄

講演会を開催
安一坊支会

辿して祇られ︑﹁難しい川越を分かり幼く﹂話されるので

種の要職におられる立場︑また先生の豊かな現場の実践を

を蹄まえた該博な知識の上に︑川の教育政簸にかかわる各

先生のお話は︑テーマに添って洋の東西に及びその歴史

した︒

め方のチェックポイント﹂というテーマでご講演を頂きま

して︑ 二川川Ⅱに安脇教育公飢において﹁教育改雌の進

である︑お茶の水女子人学名誉教授・森隆夫先生をお招き

そこで今年度は︑中央教育帝縦会委此で本会の特別会山

が関心事となっております︒

ｒＩＩＩＩＬ力﹂が問われ︑特にげ少年の﹁心の教育﹂

一等で目に付きます︒折に触れ﹁教育の在り

一支一た様々な小件や邪故などが新聞紙ｋやＴＶ

一今云一Ｊ↑副叶訓酔潅斗鐸剛叫何詐蛾吋唯峠峰蝿

一だ一安房支会では﹁時局講演会﹂として例年

̲一一一一J

まさに﹁人を見て法を脱け﹂の﹁語りの名人﹂ともいうべ

きものでした︒参会者の多くはすでに先生の著書の二・三

に触れており︑畏敬の念を抱いてはおりましたが︑改めて

感銘ひとしおのものがあったようです︒

ただ残念なことには︑当日は安房地方の各種行事と重な

が異口同音にする言葉は﹁少なくとも現職の校長・教頭・

り︑本会への参加者が七十名弱であったことです︒参会者

教務主任には聞かせたかった︒できることなら一般教州︿及

び市民の方々にも聞いてほしかった⁝⁝勿体なかったな

あ︒﹂というものでした︒

Ｉ心嶋

挫率雷誕謬畢鞠畷鶴泌琴の秀フグ健一ツー︑︾卜

淑綴鍛学典＃妹︲輔

・鼻蟻鞠窺脊多式識恵讐侭溌強職美蚤１
識鍵鍵鍵謡鵜蕊認咽・親︲．鴬滞総識識評鞘蒋
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り

聞く者は誰も﹁目から鱗が落ちた﹂思いを味わいました︒

ロ蕊

一.−．−1

その声を大切にするために︑事務局としては講演の概要の
整理やその活用︑また次年度からの開催日時等についても
︵事務局／武田金市郎記︶

今後検討して行きたいと思っています︒

平成十六年度総会を開催
有田支会

平成十六年度有田支会総会は︑十一月二十四日六時よ
り西有川町の深川製磁工場内の〃クリント″で行い︑講

の先人の言行録をつぶさに示され感銘深きものがありまし

師に有田町歴史民族資料館長久富桃太郎氏を迎え﹁先
人に学ぶ人間学﹂と題した貴重の資料による郷土有田
た︒つづいて二十余名の会員は懇親会に移り北海道深川
産の白ワインで乾杯︑会員である篠原有田町長︑岩永西
ンス料理に舌鼓を打つ和やかな楽しい一夕でした︒

有田町長︑橋本有田工高校長各氏のお話を伺いながらフラ
︵古田質︶
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お礼のことば

う力強いエールが聞こえてくることも

た言葉の奥から︑日本映画の再生を願

ぱなりません︒また︑皆さまから頂い

てまいりましたが︑製作︑配給︑興行

れから五十六年間︑映画一筋に過ごし

私は十九歳で映画と出会いました︒そ

と︑厚くお礼申しあげます︒

これもひとえに皆さまのご支援の賜物

の各分野にかかわりながら︑興行︑す

い世代に私が学んだ先輩たちの遺産を

なわち岩波ホールでの仕事がいちばん

しみじみと感じています︒そして︑若

りもふた頑張りもしなくては︑と今思

確実に伝えるためにも︑もうひと頑張

長くなりました︒

すぐにお礼を申し上げなくてはと思

うのです︒

かし︑すばらしい映画と観客とのよい

初めは馴れない興行の仕事でした︒し

ました︒それが﹁映画の普及﹂﹁国際

出会いが何より大切と信じて働いてき

いながら︑東京国際映画祭の後始末や
ペーンなどで何かと忙しく︑今頃お便

たのですから︑これに勝る喜びはあり

交流﹂に役立ったと評価していただけ

ら︑﹃隠し剣鬼の爪﹄の封切りキャン

有難うございました︒

りをする失礼をお許し下さい︒

今回の顕彰を励みに︑これからも力の

ません︒

山田洋次

二○○四年十一月

限り︑この道を歩んでまいります︒ど

うぞ変わらぬご指導︑ご支援をたまわ

︵映画監督・文化功労者︶

このたび︑私の文化功労者認定に際し

霜秋の候となりました︒

体お大切にと念じあげております︒

いよいよ寒くなります︒くれぐれもお

鈴木勲様

いう晴れがましい栄誉を得たことにつ

ましては︑お心のこもったご祝意を頂

二○○四年十一月吉日

げます︒

いて︑私は長年一緒に働いてくれた大

戴し︑誠にありがとうございました︒

りますよう︑あらためてお願い申しあ

めた仲間たちに︑心から感謝しなけれ

きるのです︒したがって文化功労者と

そ観客に喜びと感動を伝えることがで

合わせ︑力を振り絞って作り上げてこ

五十人︑百人の俳優とスタッフが心を

ご承知のように映画は集団芸術です︒

言葉をいただき︑恐縮しております︒

彰にあたって︑早速丁重なお祝いの

さて︑このたびの私の文化功労者顕

お変わりなくお過ごしでしょうか︒

深まりゆく秋の日々をあなた様には

帯
f
と噸．

勢の︑すでに故人になった人たちを含
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V ー

高野悦子
︵文化功労者・岩波ホール︶

ダルマ堂書店が出てきて先づ度胆を抜

ました︒拝読︑とりあへず御礼申し上

桑原弘拝

げる次第です︒

十二月十八日

かれました︒

や話したことなど︑そのままに載せて

すっかり忘れていた私の手紙の文言

ご無沙汰致しました胃の潰傷の薬物

謹啓

︵島根県︶

えているつもりの自分の名前が︑敬仰

鈴木勲先生

する先生のご文章の中に︑はれがまし

常々卑小な俗人であることをわきま

頂き︑恐縮の限りでした︒

います︒少し好転したので︑久方ぶり

こととお慶び申し上げます︒

寒冷の候皆様にはますますご清祥の

ほど次男のつとめている病院に行って

療法をはじめているので月に一週間

で貴誌に投稿したいと思い︑書いてみ

てくるに及んで︑思わず赤面して頭を

くも活字になって︑一人前の顔して出

は最も適わしい先生にお買上げ頂き︑

それにしても少年亀太郎初東上の記

であります︒これもひとえに皆様の長

受章いたしました︒誠に身に余る光栄

して顕彰を受け︑また︑旭日大綬章を

このたび︑はからずも文化功労者と

ほんとうによかったと改めて思いまし

かくの外ありませんでした︒

について︶

草々不壷

ました︒︵別掲二本松城吐の﹁戒石録﹂

貴誌の御発展を祈ります︒

中田事務局長さんによろしく
十一月二十九日

太郎博士の人間性や風格が両親宛の少

れからも理科教育・科学技術教育の更

術館の館長に就任しておりますが︑こ

の会長並びにこの財団に属する科学技

本年七月より日本科学技術振興財団

謝申し上げます︒

年にわたるご指導ご鞭健の賜と深く感

の文筆によって世に伝えられたこと

年の日の書翰から説き起こされて先生

なる充実向上のため︑微力を尽くして

偉大な業績を残された松江人滝川亀

た︒古本屋冥利につきることです︒

謹啓このたびは﹁弘道﹂ご恵送賜り

は︑とても嬉しいことであります︒松

北村晴朗

誠にありがとうございました久しぶ

江市も今後機会ある毎に郷士の偉人を

まいりたいと考えております︒

弘道会鈴木勲様

つかしぐ存じ上げました︒

りに先生のお名前に接し︑大変におな

だろうと思います︒ありがとうござい

子供たちにまで伝えることに努力する

なにとぞ今後とも従前同様のご厚情
いたしました︒しょっぱなに北殿町の

﹁滝川亀太郎先生の書翰﹂早速に拝読
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とご交誼を賜りますようお願い申し上

年末押迫りましたがお大切に︑鎌田先

平成十七年元日一

思っております︒

謹んで新春の

御赦し下さい

御無沙汰申上げております

平成十七年元旦

お慶びを申し上げます

吉田寛︵島根県︶

私たちも負けないよう頑張りたいと

西村茂樹先生の松頑張っています

本年もよろしくお願いいたします

優梨子

松永信雄

大島民義︵千葉県︶

不一

生によろしく申し上げて下さいます様

末筆ながら皆様のますますのご多幸

平成十七年元旦

御祝詞を申し上げます

謹んで新年の

十二月二十一日

げます︒

とご健勝を衷心よりお祈りいたし︑略
いたします︒

謹白

儀ながら書中をもって御礼のご挨拶と

平成十六年十二月

会長有馬朗人

財団法人日本科学技術振興財団

りがとうございました︒

ご丁重な祝意をいただきまして誠にあ

有馬龍夫
とうございました

謹賀新年

︵日本政府代表・中東調査会理事長︶

たしました

本年もよろしくお願い申し上げます

し上げます︒

新春を迎え皆様方のご健勝をお慶び申

旧年中は大変お世話になりありが

謹賀新年

書簡との出会いや滝川少年が上京した

今年もよろしくお導き下さい

冠省﹁滝川亀太郎先生の書簡﹂拝読い

道筋︑その頃の経費や父親の給料の額

私たちは健康にも恵まれ︑昨年は２

も行い︑﹁アメリカの事例に学ぶ学力

小川義男

平成十七年元旦

記会注考証﹂と称する学問的業績がこ

低下からの脱却ｌキャラクターエデュ

た︒私は︑アメリカ教育の研究調査

人でバルト３国を訪ね歩いてきまし

御祈り申し上げます

輝く新春の御幸福を心より

謹賀新年

など面白く拝見︑それにしても︑﹁史
の様な生い立ち︑教育環境の中から生

様な先生が居られたということは殆ど

まれたことが感動的です︒二高にこの
知る人もなかったのでしょう︒
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ケーションが学力を再生した⁝学事出
謹賀新年

上げます

本年度の支会総会ご来駕の程願い

松本幹彦︵島根支会長︶

明治維新以来のそして戦後の諸制度が
我が国の伝統・文化を守りつつ︑国際

行き詰まりを見せています
社会と自然との共生をいかに実現して

本年も著述や講演などを通して︑わ

版﹂を上梓しました︒

いと思います︒

ご多幸をお祈り致します

輝かしい年頭にあたりご家族皆々様の

お慶びを申し上げます

謹んで新年の

思います

くご指導下さるようお願いいたしま

せて頑張りたいと思います︒よろし

金杉光二︵銚子支会長︶

渡逼敬雄

謹賀新年

す︒

︵元主事渡辺正勇氏ご子息︶

初心にかえり︑会員一同力を合わ

す︒

今年は銚子支会発足七年目を迎えま

平成十七年元旦

本年もよろしくお願いいたします

いくか︑構想と施策が問われていると

が国の教育についても発言していきた
平成十七年元旦
加藤十八

会報誌有難く拝読いたしております︒

平成十七年元旦

ございました

拝啓西村茂樹論文集を頂き有がとう

謹賀新年

と厚く御礼申し上げます︒

故父正勇長らくお世話になりましたこ
敬具

貴会の御隆昌を祈ります
瀬島龍三︵本会顧問︶

例年にない温暖な歳末ですので元気で

します

皆様のご健康とご多幸をお祈りいた

迎春できそうです先刻西村茂樹全集
た﹁我れ百年後に知己を侯つ﹂が適中

げます

を送ることができましたのも︑皆様

がとうございました︒充実した一年

昨年度は︑大変お世話になりあり
平成十七年元旦

感謝申し上げます︒

方のご指導お力添えの賜物と心より

本年もどうぞよろしくお願い申し上

第二巻と論文集を確かに入手致しまし

老躯に活を入れられた思いが致して

した鈴木勲時代を害ぎます

飯塚一雄︵本会評議員︶

おります有難うございました

ことと心からお慶び申し上げます

お健やかに新春をお迎えになられた
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今年は︑教育課程改革論議が白熱
します︒激動する社会において心豊

平成十七年元旦

出雲井晶

な意義があると存じます︒﹃西村茂樹

全集﹄については︑小生も第三巻より

す︒取り急ぎご本拝受の御礼を申し上

とになり︑光栄なことと存じておりま

編集のお仕事に協力させていただくこ
申し上げます

謹んで新春のお慶びを

かに自分さがし．自分づくりのでき
の生き方を学び自ら求める道徳教育

る子どもを育てるには︑人間として

謹んで新年のおよろこびを申し上げま

高橋文博︵編集委員︶

敬具

躍の年になりますよう祈りあげます︒

ならびに日本弘道会にとって一層の飛

げます︒末筆ながら︑新年が鈴木先生

︵株式会社思文閣出版専務︶

長田岳士

本年もよろしくお願い致します︒

平成十七年元旦

を︑学校教育の根幹に位置づける必

要があります︒そのために今年も全
力を尽くす覚悟です︒

道徳教育を何とぞよろしくお願い
申し上げます

全集﹄第二巻︑﹃西村茂樹研究論文集﹄

拝復このたびは︑新刊の﹃西村茂樹

科薬科大学︑高岡短期大学は一つにな

押谷由夫

平成十七︵二○○五︶年元旦

す

す︒厚く御礼申し上げます︒新編集に

り︑基本的組織として八学部︑一研究

今年十月一日から富山大学︑富山医

を御恵投賜り︑誠に有り難うございま
あけましておめでとうございます

このような西村茂樹研究のまとまった

発展を目指します︒

所を擁する新総合大学としてさらなる

なる﹃全集﹄の順調なる刊行に加えて︑

を格段に向上させるものと確信いたし

論文集の刊行は︑西村茂樹研究の水準

げます

私こと︑新たに﹃出雲井晶﹁日本の

御皆様のご多幸を心よりお祈り申し上

神話﹂伝承の会﹄を設立︑四月二十九
開きます︒今後とも﹁日本神話﹂の正

日︑明治神宮会館において記念大会を

つながることが期待されます︒その意

発展︑さらに日本社会の道徳的向上に

ます︒そのことがまた︑日本弘道会の

平成十七年元旦

今年もよろしくお願い申し上げます︒

弘道をお送りいただく度に心の引き

しい伝承普及に一層のお力を賜ります

る日本弘道会のご尽力には︑大変重要

味で︑この間の鈴木先生をはじめとす

近藤昌彦︵富山大学副学長︶

締まる思いをいたしております︒

いました︒

ようお願い申しあげます︒有難うござ

（75）

謹んで

新春のお慶びを
申し上げます

ろです︒現在刊行されております﹃西

村茂樹全集﹄の全巻出来が待ち望まれ

わき立たせます︒

鈴木会長さんも御壮健にて新年を迎

えられましたこととお慶び申し上げま

本弘道会二○年史﹄の諸説および古

の依頼があり︑十日の〆切りに間に合

また︑以前にお送りいただいた﹃日

ます︒

び申し上げます

川先生が﹃弘道﹄誌に連載されていた

わせて提出したところでした・昨年は︑

幸多き新年を迎えられたこととお慶
皆様のご健康とご多幸をお祈りいた

﹃泊翁日記﹄のご努力をも活かせない

遠野市の教育研究所開設三十周年記念

ざいます︒無事︑年末二十七日に落手

をご恵与くださり︑誠にありがとうご

このたびは︑﹃西村茂樹研究論文集﹄

謝すべきではありますが︑遠く関西に

務局の方々に対し︑本来なら拝顔の上︑

の編纂に尽力された尾田幸雄先生︑事

鈴木先生はじめ︑今回の﹃論文集﹄

ながらも︑しっかりした姿を後輩たち

まっていたことに︑最近気付いて驚き

自分が︑いつの間にか先輩になってし

きました︒先輩たちに育てられてきた

身を重視した昔の教育の事等を話して

の継承と宗教的情操の大切なこと︒修

このたびは︑﹁弘道﹂から原稿執筆

します

式の記念講演に行ってきました︒伝統

す︒

平成十七年元旦

ております︒

か︑浅学の身ではありますが再通読し

いたしました︒すでに十年ほど以前に

して深くお礼を申しあげます︒どうか︑

居住しておりますゆえ︑書面におきま

安井好橿

ご検討いただいた拙論が︑この﹃論文

に見せていかなければならないと気を

引きしめているところであります︒

石川喜一先生とはよくお逢いしてお

りますが︑最近は耳が遠くなったと苦

ておりますので岩手は少々のことでは

上田浩史

日本弘道会会長鈴木勲先生

平成十六年師走大晦日

このご無礼をお許しください︒

です︒

集﹄の出来を艇めないか︑汗顔の至り
現在︑同著に収められている研究者
のみなさまの玉論に刺激を受け︑﹃西

びくともしません・故佐々木惣吉先生︑

笑しております︒まだまだしっかりし

あり︑その玉論の成果を活かしつつ︑

でも少しずつではありますが確実に日

謹啓大寒に入りましたが︑北国の地

石川喜一先生の強い意志は︑私たちが

村全集﹄を読み直している真っ只中で

同時に︑拙論を反省しながら︑新しく

が永くなってきていて︑春への希望を

西村茂樹の研究に取り組んでいるとこ
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折︑どうぞ御自愛くださいますようお

しております︒明年は戦後六十年です

を開催とのことにて今から楽しみに致

から︑この六十年を省みて﹁新しい社

祈り申し上げ︑言葉整いませんが御礼

会のルールを求めて﹂人のそして世の

中の在り方を考えますことは︑まこと

の御挨拶にかえさせていただきます︒

敬具

催に当たられる皆々様のご労苦はまた

に時宜をえた企画と存じ上げます︒開

千葉県立佐倉高等学校長

平成十七年一月十八日

ありがとうございました︒

つも思っております︒

佐々木初朗

敬具

しっかりと継承していかなければとい

平成十七年一月十五日

鈴木勲会長様

けがえのない貴重な蔵書となるもの

にとりましては︑先の第一巻と共にか

います︒西村先生に御縁を有する本校

二巻を御恵送賜り誠にありがとうござ

また︑この度は﹁西村茂樹全集﹂第

村茂樹全集﹄の発刊をはじめ︑シンポ

ありましたが︑弘道会においては﹃西

ようないろいろなことが多かった年で

この年も内外とも今までになかった

お過ごしのこととお喜び申し上げます︒

したが︑会長にはますますお健やかに

拝啓今年も余すところ僅かになりま

ております︒

いくほかないのかななどと考えたりし

頑張らないでのんびり病と付き合って

ました︒もう年齢でもありますので︑

てがん病との闘いに明け暮れてしまい

さて︑私はこの年も昨年に引き続い

し上げております︒

ます広まりますことを心よりお祈り申

な成果が得られ︑弘道会の真価がます

大変なこととお察し致しますが︑大き

社団法人日本弘道会

須田繁

お慶び申し上げます︒日頃は︑佐倉高

謹啓厳寒の候益々御清栄のことと

会長鈴木勲様

で︑深く感謝申し上げる次第です︒さ

拝具

り申し上げ︑近況のご報告と致します︒

謝申し上げます︒

校にさまざまな御支援を賜り心より感

らに︑第一巻に続く今回の刊行につき

道﹄の発刊など意義ある事業を着々と

ジウムの開催︑内容の充実した﹃弘

鈴木勲様

十二月二十二日

七海隆拝

明年も良いお年でありますようお祈

います︒誠におめでとうございます︒

ん︒明年三月には︑﹁新しい社会ルー

推進せられ︑まことに慶びに堪えませ

ましても︑御同慶に存ずる次第でござ

ますよう祈念申し上げます︒

ルを求めて﹂のテーマのシンポジウム

今後さらに刊行事業が順調に進展され
末筆ではございますが︑寒さ厳しき
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へ

牛寺牛今寺心中十十牛令十寺十寺寺寺今
今令寺今⑫寺寺牛寺寺寺寺令寺令今⑪令

韓麓什瀧村隷村韓韓韓朴

Ⅱｌ陥唖帥

今令十令十令寺寺令令十寺令寺寺令寺寺
牛牛十寺今今寺令牛寺寺牛今牛十令寺今
胞月９日︵木︶

＊業務運営体制整備プロジェクトＭ

出席者鈴木会長︑松平理事︑生平理事︑伊藤監事︑津
評議員︑藤下評議員︑中田事務局長︑田測職員
定款・規則の改正などについて討議した︒
胞月Ｍ日︵火︶

＊理事会吃恥Ⅱ１Ｍ亜朋
出席者鈴木勲会長︑古川哲史副会長︑秋山富一︑鎌田
正︑松平直毒︑生平幸立︑尾田幸雄︑土田健次

郎︑高坂節三︑古川清︑中田和夫各理事
伊藤克巳監事︑田淵敏夫事務局員
定款の改正については五月の総会で決定することとし︑
開催については承認した︒

本会内部
部規
規則
則の
の改
改正
正と
と﹁
打弘道シンポジウム二○○五﹂の

Ⅲ月加日︵月︶

＊﹁弘道﹂編集委員会岨叩加〜肥亜加

出席者鈴木会長︑生平理事︑土田理事︑木屋野評議員︑

津評議員︑宮崎評議員︑藤下評議員︑中田事務
局長︑田淵職員

平成Ⅳ年の﹁弘道﹂特集テーマについて協議した︒

＊鈴木勲会長が︑天皇誕生日にお招きを受けて皇居に参内

Ⅲ月四日︵水︶

し︑お慶びを申しあげた︒
Ⅲ月刀日︵月︶

＊仕事納め
平成Ⅳ年︵二○○五︶
１月６日︵木︶

＊仕事始め
１月６日︵木︶

＊住友商事㈱播戸正臣顧問︑加納岳不動産本部長︑出和夫

が新年のご挨拶に来会・懇談︒

ビル事業部長︑山崎隆司住商ビルマネージメント㈱社長

１月Ⅳ日︵月︶

住友商事美士代ビルに於いて開催︑田淵敏夫職員出席︒

＊﹁防災の集い﹂陥皿帥〜Ⅳ辛刈
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１月旧日︵火︶

当時の関係者で亡くなられた方々を含めた思い出を語り︑

の十八日に︑ビルの塊況を視察し︑﹁ビルの成人を祝し﹂︑

一︾

た︒

次第である︒

れるような見事な会
飢が竣工したことを
あらためて実感した

力によって︑現在兄ら

スタッフの献身的尽

れぞれ業界第一流の

什・慌川・施工ともそ

パートナーの住友商
事の全川的協力︑設

川村幸二郎氏の熱意︑

親会とすすんでいく
中で︑当時会長の故

への感謝状﹂州呈︑懇

ビルの視察︑﹁ビル

Ⅱ本弘道会ビルの益々の働きを祈念して附かれたものでし

＊神田三崎神社にて恒例の昇殿参拝を行い︑ビルの安全を
祈願する︒

鋤〜四恥叩

出席者日本弘道会︵鈴木︑生平︑藤下︑中田︑田測︑秦︑堤︶

＊Ⅱ本仏道会ビルの竣工加年の集い︑脆
㈱Ⅱ建設計︵平井︑池川︑関︶︑鹿島建設㈱︵矢

吹︑谷岡︶三井住友建設㈱︵渡亮敷︶︑住友商
友商事㈱商業施設事業部︵井上︶︑住商ビルマ

事㈱ビル事業部︵加納︑出︑白石︑矢野︶︑住
ネージメント㈱︵山川︑伊藤︑平井︑川島︑近
藤︶︑エス・シー・ビルサービス㈱︵小田金︶

呪在の日本弘道会ビルは昭祁五Ｉ八年卜川一Ｈ着工し︑

昭和六十年一月十八Ⅱに竣工した︒社団法人Ⅱ本弘道会・
怖友商堺株式会社の共川聯業として︑設計を株式会社Ⅱ雌
設計に依頼し︑施工は鹿島建設株式会社・住友建設株式会
現在の敷地に︑肢初の仏道会本部が雌設されたのは大ｆ

社の共同企業体が拙当した︒

六年で︑木造の白ペンキ塗り︑洋館二階建であったが︑大
正十二年の関東大震災で焼失︒代って不燃・耐震の会館が
昭和七年に建設され︑現在の会館が建没されるまで五十一

今回の集いは︑この会飢が﹁成人式﹂を迎える二十年Ⅱ

年間使用された︒

イ
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崖嘩、

＠本年最初の特集テーマは︑﹁これか

支援をお願い申しあげます︒

に努める決意でおります︒引き続きご

＠新年を迎え︑﹁弘道﹂の一層の充実

の改正が︑又も今国会で見送りとなっ

＠こうした一方で︑懸案の教育基本法

おります︒

されます︒多数のご参会をお待ちして

体的に︑発展的に討議することが期待

ては︑本号で提起した内容をさらに具

を求めて﹂というシンポジウムにおい

月二十六日開催の﹁新しい社会ルール

の教訓を学ばなければなりません︒三

も救援隊や救援物資が送られています

等の被害が発生しました︒わが国から

二十万人を超えるともいう死者や家屋

それに起因するインド洋大津波で︑

で起ったマグニチュウド川の大地震と︑

︑去る十二月二十六日︑スマトラ島沖

上での好読物となっております︒

祖の人となりや著作への理解を深める

田理事の文章が収められています︒会

編集後記

の問題は︑今日の日本では教育問題だ

らの道徳教育﹂をとりあげました︒こ

ます ︒

ている問題にもなっていると考えられ

号で連載が中断されますので︑その次

のですが︑次号はシンポジウムの特集

尾田先生からは原稿をいただいていた

平成老年一再一天日印刷
平成老年一再一天日発行︵定価五○○円︶

一

編集人生平幸立
発
行人鈴木勲

郵便番号己一︲︵壷金

東京都千代田区西神田三

一

四三一七

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○

振替口座○○一四○

ＦＡＸ○三︵三二八八︶○九五六

ＴＥＬ○三︵三二六二○○○九

発行所鶏日本弘道会

六

が︑一日も早い復興をお祈りいたしま

＠昭和二○年の敗戦によって︑残念な

の五〜六月号からスタートすることに

たことは遺憾に存じます︒

がらわが国の道徳教育が歪められてい

しました︒ご了承下さい︒

けにとどまらず︑非行や不詳事の日常

った経緯は︑冒頭の貝塚先生をはじめ

＠西村茂樹全集第二巻が昨年末に刊行

す︒︵生︶

とする諸先生のご指摘によって明らか

されました︒内容はこの編集後記の左

訳を本号から連載する予定で︑すでに

ですが︑戦後六十年を経た今日︑私た

側に紹介されておりますが︑特記すべ

︑西村会祖の﹁日本道徳論﹂の現代語

ちは戦前と戦後で極端に違った道徳の

きは︑この第二巻から付録の﹁折りこ

化現象とともに︑今や社会問題でもあ

扱い方に疑問を感じ︑この体験から︑

み﹂が添加され︑今回は鈴木会長と尾

り︑更に言えば︑国の在り方が問われ

﹁これからの道徳教育﹂を考える上で
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西村思想の真髄に迫る
ことが可能となった。
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績を中心に構成。
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西村茂樹の学問的な業

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／小学情身訓／日本教育論…･･･他
第3巻著作3心学略伝／心学講義／読書次第／女子宝訓／泊翁届言／建言稿・･…．．…･･他
第4巻著作4自識録／続自識録／自省録／往事録／理学問答／記憶録…･･……･…･…･･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巻訳述害3格勤革禦氏道徳学／格勤革力氏道徳学／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
第10巻書簡・詩歌・補遺・別録（年譜、家譜、碑文他）・索引

申込先

〒101‑0065東京都千代田区西神田3‑1‑6
日本弘道会ビル8F

社団法人日本弘道会

Ｊ

Q03(3261)0009FAX0332880956振替0140‑1‑4317

患

｢熱心と愛情､それだけで
やれることは､教育の
世界にはないんです｡」
−本書より−

大村はま…1906年横浜に生まれる｡東京女子大学を卒業後長野県立諏訪高等女学校の国語教師

こ

﹁教え詞るこどｉに人生を賭けた氏登＃
国語教育の神様・大村はまのメッセージ︒

として長い教師生活のスタートを切る｡東京府立第八高等女学校を経て､1946年､新制中学校の教師として
東京都江東区立深川第一中学校に赴任｡1980年､74歳で退職するまでの52年間､単元学習を始め､子どもに
ほんとうにことばの力をつけさせるための実践を積み重ねる｡退職後､『大村はま国語教室』全15巻を刊行し、
今日に至るまで､執筆や講演で国語教育について､教師について､語り続けている。日本国語教育学会顧問。

，

大村はま．著圃

﹁国語教育の神様﹂と言われた
国語教師・大村はま・蛇歳の

今日までの著作・執筆から選び

西だした珠玉のことば里本を紹介︒
︲噸喧卦桂錆祇函奉吐註鯉椎を華甜丘

岬畑飛凝縮されています・教育者は
ｐ製もちろん︑子どもにかかわる

坐価祉すべての大人︑すべての職業人に
哩定書読んでほしい︑心に響くことばの

唾●新花束です︒

金五○○円︵税込み︶社団法人日本弘道会
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