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道徳の自由

○○

およそ人類の自己に固有のもので︑最も自己の幸福を生むものは自由である︒自由とは︑他の抑
○００ＯＯ

制を受けることなく︑自分の見込ゑ通りにその信念を行なうことで︑世俗にいうような放窓我侭の

ことではない︒それで︑自由はまた精神の独立といってもよい︒この精神の独立ということは︑野

蛮の民の知らないところで︑文明の民だけが知っているものである︒宗教を奉ずる民の知らないと

ころで︑理教を修する民だけが知っているものである︒近年︵明治十三︑四年︶民間に国会開設を熱

望する者が多く︑これらはすでに自由の貴いことを知っている者で︑古代卑屈の民にくらべれば︑

幾等か知識の階級を進めた者である︒ところが︑これらの人は自由の尊ぶべきことは知っていても︑

ひとり政治社会に自由のあることだけを知って︑道徳社会に自由のあることを知らず︑もっぱら政

治社会に請願してその自由を得ようとする︒政治社会の自由︑すなわち国会開設のことは︑それを

与えると与えないとの権は︑皆彼にある︒取与の権が彼にあるものを懇願してこれを求め得ようと

する︒その得ると得ざるとは︑あらかじめ期しがたく︑わが精神も財力も共に労することが甚しい︒

道徳世界は全くこれと異なり︑これを求むれば得られ︑求めなければ得られない︒これを取るも拒

む者なくこれを得るのに懇願も不要である︒その世界中に栄誉あり幸福があって︑その栄誉幸福の
ほろ

永遠に涙びないことは︑政治世界の栄誉幸福のよく及ぶところではない︒実に天地の問︑最も独立

しげん

︵泊翁庖言第二冊︵舟一︶﹁道徳の自由﹂︶

にして最も愉快なのは︑道徳の自由に及ぶものはないであろう︒
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訓
泊翁先生

第八十四回日本弘道会総会式辞
昭和六十一年五月二十五日

鈴木勲
副会長

本日ここに︑社団法人日本弘道会第八十四回の総会を開催するに当り︑本会を代表して式辞を申し述べますこと

ました︒その間︑私ども役職員一同︑悲しみを乗りこえ︑会員各位のお励ましと御支援を頂いて︑故会長の遺志を体

は誠に光栄の至りと存じます︒
昨年は︑この日本弘道会ビルが完成し︑この講堂において︑第八十三回総会が開かれ︑西村幸二郎会長は︑ビル
落成の喜びとともに︑これを契機に︑本会創立の原点に立って社会道義の振興を高く唱える決意を披涯されたので
あります︒しかしながら︑西村会長は︑それから僅か二か月後に急逝され︑あれから︑早くも十か月が経過いたし

し︑本会の運営に当って参りましたが︑なお︑力の足らざることを恐れているところであります︒幸いに本会活動
の拠点として︑この日本弘道会ビルの完成を見ました今日︑その確固たる財政基盤のもとに︑本会創立の精神に則
り︑諸先輩の築かれた伝統を受け継ぎ︑わが国の道義の振興に貢献すべく決意を新たにしている次第でございます︒
一方︑昨今の世情を眺めますと︑モノに執して心の豊かさを忘れ︑経済的繁栄を謡歌しつつも国民の道義性にお
いては︑旧態依然たるものがあります︒しかしながら︑最近の教育改革の論議において︑道徳教育の重視︑徳育の

充実が強調されるなど︑国民道義の重要性が︑ようやく認識されつつあります︒
明治初年以来︑道義立国を標傍して参りました日本弘道会の存在理由は︑今日こそ一層明らかになるものと信じ
ます︒

本年は︑明治九年西村茂樹先生が東京修身学社を興して以来連綿百十年目に当ります︒我が日本弘道会は︑これ
を記念し︑道義の一層の高揚をはかるべく今秋・十一月二日を卜して式典を計画しております︒このときに当り西
村茂樹先生の流れを汲む我々会員一同は︑本会綱領に則り︑道義の実践実行を第一義とし︑同志相扶け︑社会道義

以上︑会員の皆様の変わらぬ御協力と御支援とをお願いいたしまして︑式辞といたします︒

の重要性を内外に宣揚するため︑一層の精進が望まれるのであります︒
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鈴木勲

日本弘道会会長
就任の挨拶

勝

この度︑はからずも本会会長として︑ご推挽
を頂き︑会員の皆様の御厚情に感銘を深くいた
しますとともに︑由緒ある日本弘道会の会長と
して相つとめることが叶いまするか︑どうか身
のひきしまる思いがいたしております︒
もとより浅学非才その任に非ざることは︑私

自身が最もよく自覚しており︑本来ならば固く
辞退すべきところでありますが︑百十周年記念
式典など︑今日の本会の運営の転換期に当り徒
らに逢巡を重ねるのもいかがかと存じ︑非才を
かえりみずこの重責に当たらせて頂くこととい
たします︒

私は︑昭和三十四年︑松江において日本弘道
会の会員となりました︒当時︑松江に来られた
野口明先生のおすすめによるものでありますが︑
その後︑理事の末席を汚し︑副会長をお引きう
けいたしましたのは︑ご高齢の西村会長の少し
でもお力になれればとの一念によるものであり
まして︑会長にとのご推挽は思いもよらぬこと
でありました︒

ざいます︒

しかしながら︑かくなりましたからには︑会
の信用と歴代会長の名誉を汚さぬよう︑戦々貌
々として相つとめますとともに︑会の発展・充
実のためには全力を傾注して事に当る覚悟でご

いさつといたします︒

どうか︑会員各位のこれまでに変わらぬお力
添えを賜りますようお願い申し上げましてごあ
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…

壷葱
癖

会長就任の挨拶をする鈴木勲氏

︹巻頭言︺

去る四月二十三日︑臨時教育審議会︵以下︑臨教審と略

く︑知識技芸は樹木の枝葉の如し︒荷くも根幹なけれ

る者︑甚だ多からず︒それ道徳の教は樹木の根幹の如

片山清一

称︶が発表した第二次答申の第二部で︑特に﹁徳育の充

この状況は︑今日の教育界そのままである︒

ば︑枝葉いずれのところにか着かん︵全集Ⅱ六五頁︶

徳育の充実と教師養成

り︑学校の教育活動全体を通して︑道徳教育の充実をは

道徳教育にたずさわる教師は︑単に道徳的知識に通じ

切瑳琢磨によって徳を高めることを誓っておられる︒

と述べて︑自己の浅学薄徳を自覚し︑今後会員諸氏との

らず︒

人を善くせんとする者は︑先づ自ら善くせざるべか

の向上練磨を心がけられた︒上掲文の末尾の所に

れたのであるが︑そのために何よりも︑自己自身の徳性

西村会祖はこうした状況下で道徳教育の強化を唱導さ

なってしまう︒

自殺が頻発するのでは︑何のための教育かがわからなく

知能偏差値を重視するのは︑よいとしても︑いじめや

実﹂をとりあげ︑学校が︑家庭や地域社会との連携をと
かる必要のあることを提言し︑その方法の一つとして︑

教員の道徳教育の指導力を高めることをあげている︒

教員養成︑現職研修の改善に当たっては︑道徳教
育に関する教員の指導力を高めるようにする︒

この要請は︑まことに当然のことであるが︑今から百
六年前の明治十三年︑本会の会祖西村茂樹が︑明治九年
の春に設けた修身学社発会に当って行った演説を執筆発
表しているが︑その中に次のような叙述がある︒

王政維新以来︑百事ゑなあがり︑日に開化の域に進
む︒ひとり道徳の一事に至りては︑これを封建の時代

を実践していく態度を備えていなくてはならない︒した

ているだけでは不充分で︑自ら生徒の模範となって道徳

に多しといえども︑その教育するところ︑おおむね開

がって︑どんなにすぐれた知能をもっていても︑あまり

に比ぶるに一歩を譲るに似たり︒方今︑学校の設け日
知の一偏にありて︑修徳の事に至りては︑これを講ず
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−

若くて経験が少く世間の実情に暗いというのでは︑その
そこで西村会祖は︑明治二十四年五月に﹁徳育講師養

教育は進められないと考える︒

六○四頁︶

５以上のような修業を終った修学生を︑それぞれの府県

の師範学校に講師として任用する︒そしてそれぞれの

府県の師範学校に三十歳以上で品行の正しい者を数十

人選んで入学させ︑その講師の教えを受けさせる︒

６このような教育を受けた者の中︑優秀な成績をとった

の者は︑それぞれの府県の小学校に配して赴任せしめ

者を︑中学校以上の学校の講師として採用し︑その他

○二

成法﹂を提案し︑その大要を示しておられる︒︵全集Ⅱ六

１東京高等師範学校に︑今まで設けられていた学科とは

以上のようにして養成した徳育担当の講師は︑その給

地理の授業を受け持たせる︒

×××

る︒配属された小学校では︑講師として修身︑歴史︑

別に︑徳育講師養成科をおき修業年限を三年とする︒

２この科に入学する生徒は︑各府県において一名ないし
二名を選ばしめる︒年齢は三十歳以上で品行方正︑四
書の講義を担当し得る学力をもつ者であることを資格

和漢洋の歴史︑地理の大略及び教授法などであるが︑

育担当の教師を校長に任命するようにする︒こうした処

であると考えられる場合には︑その職を退かしめて︑徳

だから︑もしも︑その小学校において︑校長が不適任

このたび臨教審の第二次答申の提案に接して︑今更な

︵本会理事︶

がら西村会祖の先見と畑眼とを偲ぶのである︒
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とする︒

西洋の道徳学や西洋歴史は訳書であっても差支えな

置をとるようにすれば︑やがて日本全国の小学校︑中学

上席として位置ずける︒

料の如何にかかわらず︑その他の学科を担当する教員の

い︒しかし︑こうした勉強をする以外に在学中に精神

︵大学・中庸・論語・孟子︶の研究︑西洋の道徳学︑

３この徳育講師養成科において学習させることは︑四書

と肉体の修練をする努力を続けなくてはならない︒

教師によって占められることになり︑全国の道徳教育が

校ならびに師範学校の校長の職は︑すべて道徳教育担当

0 0

振興されることになるであろう︑というのである︒

４上述の四書の研究に当っては︑西洋の道徳学や︑古今
の中に生かされるように説明することが大切である︒

東西の歴史を参考にして解釈をおこない︑生徒の生活

古い漢学先生のやるような死物扱いをしてはならな
い︒このような解釈の仕方が︑最も重要な事柄であ
るい

小学校徳育の重要性と
教員の責務
一︑﹁徳育問題﹂実は

なぜいま﹁徳育の重要性﹂が声高にいわれるのでしょう
か︒

実信

ものです︒それを無視して︑急激な社会変化による価値観

人間は︑大昔から自然の摂理の中で人が人間に成り得た

その時代の社会背景が映し出されているものです︒子ども
鏡に映る子どもの子育てや教育がよい方向に︑教育の理

やりの貧しさを招いているのです︒

念に値するように行われ︑よく映っていたならば︑徳育問

るのが現状です︒

の変化︑多様化に対応して生きていくことを強いられてい

人間教育として問題になっている歪の克服には︑教育行

二︑小学校教育を支える教師

が問われているわけです︒

指導力が発揮できる教師︑人間教育ができる教師への精進

方向に向けるのには︑特に幼少期の指導に︑生き生きした

子どもの姿は︑大人社会の投影です︒その姿をよりよき

﹁徳育問題﹂実は︑大人の問題であるのです︒

かったと思います︒

悪影響は︑やる気︑活力の衰退︑自然への畏敬の念︑思い

高度経済成長の利益優先の歪がもたらした人間形成への

さなければならない成長途上の子どもたちです︒

ざるとに関らずオートメイション化の進む中で︑毎日暮ら

い捨てが当たりまえの中で生きる子どもたち︒好むと好ま

林

は親を映す鏡︑社会を映す鏡です︒

昔も今も︑いつの時代であっても子どもたちの姿には︑

、か

題が国民的課題として多くの人たちの関心の的にはならな
子どもたちがひき起こしているマイナス行動は︑現在の
徳育の在り方に対する大きな警鐘として︑家庭︑社会︑学
校に強く訴えているものといわねばなりません︒

からだの強さ︑かしこさ︑心の教育のバランスが︑人間
教育としてのねらいを果たしておれば︑ことさらに徳育の
飽食の時代といわれる有りすぎる物の中で︑知らず知ら

重要性が叫ばれることはなかったと思われます︒

ずのうちに心身が蝕まれている子どもたち︒多く使い︑使
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劃

ことは否定することのできない事実です︒また︑このこと

政や制度に問題はあります︒が︑その主役は︑教師である

との出会いが素晴らしいものなのか︑良くないものなのか

子どもにとって選ぶことのできない教師です︒その教師

それゆえ︑教師としての姿勢︑使命感を初心に立ち返り

によって︑人間形成に大きな影響を与えるものです︒

す徳育を目指していきたいものです︒

再検討をし︑小手先の教育技術を修正し︑共感を呼び起こ

ハイテクノロジーが浸透した社会になっても教師は︑教育

は︑昔も今も︑これから先も変わらないことだと思います︒

の主役であることは間違いないことでしょう︒いや︑それ

目他人に迷惑をかけず︑力を貸すことのできる心の優しい

教育愛から生まれた使命感が求める子ども像は

どころか多岐にわたっている価値観の中だからこそ︑いっ
高度に発達したメディアが浸透する現代社会に流されて︑

そう重きを為すに違いないと確信いたします︒

︒よい目標を立て︑その目標に向かって学び続ける子に

子に

代っ子が多くなっています︒このような子どもたちに血の

日生き生きと輝く目で︑けじめのある生活ができる子に

自分自身のコントロールもままならず︑自立心に欠ける現
通った徳育が︑今こそより大きな比重を持って押進められ

その価値を表すものだから︑今のうちに身につけさせなけ

こういった態度は︑本質的に子どもたちが生きる将来に

このような子どもの姿を考えているのです︒

囚苦しゑに耐えぬく我慢強い子に

て︑現在の状態で支えられているのです︒徳育の不足が一

小学校徳育の現状は︑多くの真剣に取り組む教師によっ

なければなりません︒

部に喧伝されていることがあるのも事実です︒あくまでも

ればならない重要なものです︒

それだけに︑教師と子どもの緊密な結びつきのなかで︑

よって左右されるものです︒

や原理をどのように指導するかの教師の世界観︑使命感に

徳育が教育としての役割を果たしたのか︑否かは︑目的

かの目やすになるものです︒

の生活をおくる能力は︑徳育が良かったのか︑悪かったの

心が優しく︑自ら学び︑我慢強く︑けじめのある前向き

一部であって総てではないのです︒多くの教師の努力が︑

悪い環境に浸されないで小学校徳育を支えているのです︒

表出している問題︑陰湿ないじめ︑自殺︑万引など多発
している現象については︑私たち教師が謙虚に耳を傾け︑

その克服の一日でも早くと希って研鎖している今日この頃
です︒

三︑使命感の再確認を
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て示さなければ︑なんら効果を発揮することにはならない

教師自身が貫くもの︑響かせるものを率先垂範︑身をもっ

す︒だから今までよりいっそうの地道な努力を︑問題点に

しっかり持ち実践を確かなものにしたいものです︒

子どもたちの人生の基盤となる徳育についての使命感を︑

焦点を合わせ︑積承重ねていかねばならないと思います︑

でしょう︒

先人の言葉に

して見せて言って聞かせてさせてゑて褒めてやら
そのために︑できるだけ多く︑できる限り広い面にわた

ると︑直線的な発展︵人類にとっては不幸かも？︶ではな

徳育に当たって︑子どもたちが生きる二十一世紀を考え

四︑着眼大局着手小局

って肩・肘はらず︑自然体での関りを意図的に為さなけれ

ねば︑人は動かじ

ばなりません︒

○情報選択の能力を

四情報化時代

高揚を

○価値観の変化︑哲学の希薄・⁝：人権意識︑連帯意識の

白生き方の多様化

○地球社会の一員としての自覚を

︒国際化の進展

○進歩の有効性と妥当性の検討を

㈲科学技術の進歩

うに予測します︒

く︑蛇行の激しいものになると思いますが︑一応つぎのよ

教師がたゆまずに研讃への努力をし続けることは︑もっ
てする努力をし続けることによって身に付くものであり︑

とも大切なことの一つです︒生きる力は︑より高きを求め

この力が︑また︑子どもの姿を見つめ捉える力を変えて

自分の世界を広くし︑充実した人生を創り出すものです︒

いくのです︒いつも向かい合うだけでなく︑側面から見つ
められるよう︑になり周りも見えてくるようになり︑子ど
子どもの側に立つという言葉の響きは︑きれいごとで気

もの内面に触れられる部分が多くなってくるのです︒

持ちよく感じます︒しかし︑子どもの問題行動の結果と原
因は︑直線的に結びつかない方が多いのです︒子どもの側

目的的な徳育を学校生活全分野で︑身につくまで行わねば

以上︑将来を大局的に眺めてゑたとき︑その基礎・基本を

映像時代の子どもたちの弱点の一つに︑知ってはいるが

なりません︒

に立つということは本当に難しいことなのです︒それは︑

子どもの考え方や行動は︑かつて私たちが少年時代に経験
したことのない社会環境の中で生まれてきたものだからで
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その指導は︑規制することではなく︑また徳目を大上段

ないと思うのです︒まだ一人前になっていないからこそ︑

に振りかざすことでもありません︒子ども自身が感じ取れ

徳育の充実を図る責任があるわけです︒

物質的には︑必要以上に恵まれているために︑ありがた

があります︒

さ︑おかげさまという感謝の気持ち︑謝恩の観念が欠けて

るのです︒意識過剰は︑思いこゑすぎ︑枠を決めこゑすぎ︑

るように︑じっくり取り組むことがしっくりいくことにな

実感として捉えていない︒そのために︑繰り返し行う必要

います︒物の豊かさにどっぷり漬かりすぎたためにかかっ

教師自身が持つ温かい人間性あふれる眼︒その眼が︑子

子どもの正面に近づきすぎて硬直化するでしょう︒

た心の病気を治さなければ︑心の豊かな人間に育つはずが
子どもたちが生きる社会は︑よい環境ばかりではありま

ありません︒

他を思いやる心︑自然と共に生きる心︑いのちを大切に

どもとの適切な距離を保ち育てることになると思います︒

する心を持つ子どもたちを育てなければと痛感しています︒

せん︒悪い環境は自分で乗りこえていかねばなりません︒

魅力ある人間性へたゆまない意欲の持続こそが︑徳育の振

臨時教育審議会は︑本年四月二十三日﹁教育改革に関す

徳育強化の要請と問題点

部分であろう︒前者においては︑明治以来の日本の学校教

荒廃﹂の部分と︑第二部第三章第一節の﹁徳育の充実﹂の

徳育に関し注目されるのは︑第一部第二節の﹁学校教育の

へ向けての一つの指針を示唆したものといえる︒この中で
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楽しいことも苦しいことも︑嬉しいことも悲しいことも︑

る力の基として︑言動と行動にきちんとした整合性を持た

喜びもつまずきも︑矛盾したこのことを徳育により︑生き

︵兵庫県東浦町立浦小学校︶

興をうながす教師なのではないでしょうか︒

子どもを大切にすることは︑一人前として扱うことでは

せたいものです︒

る第二次答申﹂をまとめ︑中曾根首相に提出した︒全体で

榊原焦一
tyy

十三万字に及ぶ大部なものであり︑今後の日本の教育改革

現代中学校教員への徳育上の要望

鞭

育の歴史過程と現代社会の変化とのギャップから︑学校教

できた教師たちにとっては︑大きな声援として迎えられて

ところで︑生徒の問題行動に共通する規範意識の低下や

いることと考えられる︒

ムが発生し︑学校教育の荒廃につながっていることを指摘

耐性の欠落などの傾向を是正するために︑徳育の強化が叫

育内部に主として人間の心の教育に関する病理的メカニズ
し︑後者においては︑それをうけて︑初等中等教育の中で︑

ばれることを否定するものではないが︑そのような現象を

も内包していることはだれの目にも明かな事実であるが︑

を歓迎するという姿勢が強まることは︑一方では真の徳育

防止するための対症療法の象の立場から︑この徳育強化論

現代社会の急激な変化が︑徳育の面での教育を急速に衰退

じるのである︒現象に即した対症療法は︑ともすると即効

を誤った方向へ導いてしまうのではないかという危倶も感

学校教育は︑古今東西を通じて︑その機能の中に徳育を

第一に徳育の充実を図ることを提言している︒

させている事実は︑答申の指摘をまつまでもなく私たち教
師が冷厳に受けとめるべきことであろう︒戦後の学校にお

がこれの規制に努めようとする際に起こり易い危険は︑大

性を期待しがちになる︒青少年の現在の言動に対し︑大人

三年の教育課程の改善の際に﹁特設道徳の時間﹂が設けら

ける徳育が︑組織的︑計画的に実施されたのは︑昭和三十

間﹂の指導も︑単に説教の時間とか︑極端な場合には根性

を鍛える時間として扱われ︑この時間の主人公たるべき生

人のもつ価値観の強制や︑道徳的行動の一方的注入になり
がちな点である︒その結果︑たとえば現行の﹁道徳の時

や︑有効な資料の活用の研究などにより生徒の道徳性の発

れて以後のことで︑既に三十年近い︒以来︑日本全国の熱

達に大きく効果があったのも事実である︒とはいえ︑特設

られてしまうことを十分警戒しなければなるまい︒つまり

徒にとっては︑まことに無味乾燥で︑形式的な指導が与え

意ある教師により実践が続けられ︑様々な指導方法の工夫

以来の長い年月にもかかわらず︑中学校における﹁道徳の

﹁道徳の時間﹂でさえ︑一つの矯正の手段へと変形させて

このような事態を避けるために︑私たちはもう一度︑徳

しまう恐れが生じてくるからなのである︒

えて最近の︑特に中学校を頂点とする生徒の問題行動の多

時間﹂の指導の実態には︑依然として学校︑教師ごとの格

発という現象から︑学校における徳育の充実強化の要請が

す必要があると強調したい︒

育︑あるいは﹁道徳の時間﹂の指導の在り方を正しく見直

差がはっきりと存在していることも認めざるを得ない︒加

生じるのも当然の流れというべきものであろう︒そしてま
た︑この声は徳育の必要性を認め︑その指導に情熱を注い
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あり︑生徒はその校則を守るように要求される︒生活全般

学校にはその学校のおかれた状況に応じて様灸な校則が

﹁道徳の時間﹂と人間の生き方

かけ︑よりよい生き方を自ら希求するような生徒を育てる

とにあり︑言い換えれば︑自分の生き方について自ら問い

指すところは︑生徒をして道徳的な主体性を確立させるこ

のままに行動すればよいという人間でなく︑それらのもつ

ことにある︒教師や親の命ずるまま︑あるいは社会の規制

意味を理解し︑そのうえで自分自身が自己に命令して行動

のけじめ︑服装その他精粗の違いはあってもこれらの指導

ても交通規則の遵守や遊戯場への出入等べ学校としての

を全く行わない学校はあるまい︒更に校外での生活に対し

からの命令のまま行動する人間は︑社会的に無害ではあろ

しようとする人間を作ろうとしているものなのである︒他

うが︑道徳的に有用であるとは思えない︒今叫ばれている

のような中で︑徳育の強化と聞くと︑まず教師は︑生徒に

徳育の充実強化がこのように社会的に無害な人間を飼育し

規範を定め︑生徒をしてこれに従うよう指導している︒そ

まうのではなかろうか︒

既に昭和三十三年﹁道徳の時間﹂が特設された当初から目

徳育の本質とは︑ここで目新しく取上げるまでもなく︑

ったものとしてしまうであろう︒

ようとする方向に向かうのであれば︑これは真の徳育を偏

対し校則に対する絶対服従や一層の監督の徹底を考えてし
もちろん︑学校教育は将来成人して社会に生活する生徒

ようとする責任も負っていることは間違いない事実であり︑

なく︑集団の成員として社会秩序に適応できる人間を育て

いるところでもあるので︑徳育の原点へ立一戻る意味でも引

指していたものがあり︑そのおりの指導書にも明示されて

を対象としているのだから︑ただ知識や技能の習得だけで

これらの指導も広い意味では徳育と呼ばれる教育であるこ

﹁道徳は外から与えるものではなくて︑内から育てなく

用して再確認しておきたい︒

とも確かであろう︒ただ問題は︑この指導が徳育のすべて
であるかのように思い込んでしまう教師の体質があること

てはならないものである︒人間の欲望や感情を理想に照ら

である︒この種の指導は︑徳育のごく一部を受持つもので
はあっても︑部分的かつ不十分なものと考えなくてはなら

してゑずから律していくことは︑きわめて困難な課題であ

ことであるから︑教師は︑この共通目標に向かって︑生徒

り︑人間がその生がいをかけて努力をしなければならない

しよう

ない︒

徳育の目的は︑本来︑生徒自身︑自ら道徳的に考え行動

とともに努め︑ともに励象︑ともに進むという基本的な原

しようとする決意を促すことにあり︑決して一定の規則の
命ずるままに行動させることではない︒徳育が最終的に目
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理をしっかりふまえていかなくてはならない︒そのことに
よって︑生徒がゑずから判断し︑ゑずから実践し︑その結
果についてはっきりと責任をとりうる自主性のある人間に
育てていくことができよう︒

しかしながら︑このことは教師の側の指導性を軽視する
ものではない︒知識も豊かであり︑経験も積んでいる教師
が指導性をもつことは当然のことである︒﹂︵昭和三十三年版
﹁中学校道徳指導書﹂文部省刊︑Ｐ筋より原文のまま引用︶

徳育の本質をあくまでこの基本においての充実を図るよ
う考えなくてはなるまい︒

徳育としつけについて

徳育強化論の一面に︑現在の生徒のしつけが十分なされ
ていないとの背景がある︒この点についても考えて承る必
要がありそうだ︒

また自分の出したご承は自分で始末するなどの行動は︑あ

る意味では強い意志の裏付けが必要であろうし︑︒ハスの中

で老人に席を譲るという行為も︑意志が弱い人間には困難

なことであろう︒つまり︑人間のよりよい生き方は︑ある

面では道徳的慣習と一致して行動として表現される場合が
多い︒

ところがそのために︑私たちは徳育のすべてを︑道徳的

慣習を身に付けさせる︑つまりしつけの指導をすることに

味で観念的な心の問題であって外からとらえ難いのに対し︑

あると考えがちである︒確かに︑人間の生き方とはある意

道徳的な慣習は直接目で見ることによって是非善悪の見分

﹁しつけ﹂の指導の充実によって行うのが早道であると考

けがつぎ易いからである︒そこで︑徳育の充実をもっぱら

るから︑望ましい道徳的慣習を身に付けさせることによっ

えてしまいがちになる︒﹁形が心を作る﹂ことも真実であ

としての道徳性を育てることである︒公衆道徳や礼儀作法

の道徳性を身に付けさせることであり︑他は人間の生き方

するようである︒その一つは社会生活の中での慣習として

よってとらえられる限りにおいて他を評価しがちな傾向が

きたいのである︒とかく人間は︑自分の視覚︑聴覚などに

それを全体ととらえることは誤りであることを指摘してお

ものではない︒しかし︑このことも徳育の一部であって︑

て︑徳育の成果を上げようとすることを全面的に否定する

などは前者であり︑強い意志をもつことなどは後者と考え

あるが︑特に教師は︑日常の大部分を︑生徒の数量的に計

本来︑私たちが徳育と呼ぶものには大きく一弓の面が存

られよう︒この一弓はおのずから性質の異るものであるは

測可能な部分で評価︑評定する生活に追われてしまってい

るためか︑この傾向を著しく見せている︒同時に︑評価︑

ずではあるが︑人間の実際の生活の中で︑一一者を峻別する
ことは非常に困難であろう︒公園ではご承を散らさない︑
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評定の困難な教育の分野を避けて通ろうとする傾向毛なく
はない︒徳育の定着がなかなか成果をあげ得ない理由の一
つに︑このような点が潜在しているのではないだろうか︒

道徳的慣習を身に付けることは︑非常に大切なことでは

あるが︑それは人間社会に共通なものではなかろう︒礼儀
一つを例にとっても︑他人と初対面の挨拶をする際︑日本

人はたたぷに座るのに対し︑西欧人は椅子から立上がると
いうように正反対の行動をとるのである︒しかしそこに共
通するのは︑いかに相手に自分の敬意を表し︑親愛の情を
伝えるかという心の問題にこそある︒徳育が成果をあげた
というのは︑道徳的慣習が身に付いたという目に見える行
動そのものを指すのではなく︑それらの道徳的慣習を︑行
為者自身が善と判断し︑個々の慣習にただ従って行動する
だけでなく︑それが自分の望ましい生き方につらなる行動
であるという自覚に裏付けられて行為するとき︑はじめて
効があがったと言い得るのではないだろうか︒公園にご承
を散らさないということでも︑単に慣習でご承を屑箱に捨
てているというだけであれば︑調教された犬が︑飼主の命
令に従って﹁おあずけ﹂をしている行動となんら異るとこ
ろはない︒人間の徳育が成果をあげたというのは︑ご承を
ではなく︑その行動が︑その人間のどのような道徳的な生

屑箱に捨てるという行動そのものが身に付いたということ
き方に裏付けられているかという︑不可視の部分に目を向

けるということにあるのである︒

おわりに

臨時教育審議会の指摘をまつまでもなく︑現在の日本の

その部分があたかも学校教育の最終目的であるかのように

学校教育は︑あまりにも計測可能な部分に力を入れ︑また

歴史の過程で初めての体験ともいえる豊かな日本において︑

肥大化してしまったように見てとれる︒その原因は︑永い

必然的に生じた高学歴化社会の出現など︑社会の変化の流

れとは決して無縁ではなかろう︒また︑家庭の教育力の低

下が︑学校教育に過大な要求をつきつけていることが︑一

方で管理主義教育との批判を浴びる学校教育を生み出すと

いう悪循環を起こしていることも事実であろう︒しかし︑

重要なことは︑私たち教師間に︑人間の教育の中心に心の

ではないかという点を︑自ら深く反省することにある︒今

教育を何よりも重視すべきであるとの信念が薄れていたの

後の徳育を考える際に︑学校教育に携わるすべての教師が︑

生徒のそれぞれのよりよい生き方を援助するために︑まず

人間の心の育成に基盤をすえた徳育の再建に心がけること

︵東京都文京区立第三中学校長︶

こそ緊急の課題といえるのではなかろうか︒
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高等学校の徳育と教員の任務

井原茂幸

協会の全国理事会で︑会長から必修教科﹁倫理﹂の新設に

内容が検討されていると聞いている︒先日全国高等学校長

臨教審の徳育充実の方針を受けて教科審でも教科構造や

手引﹂を作成して各校に配布した︒その頃道徳教育につい

らせ︑その指導の推進役とし︑昭和三十一年﹁生活指導の

案﹂を作成︑その実施のために生活指導主任を各校につく

が︑東京都教育委員会では昭和二十七年﹁道徳教育の試

綱﹂を受けて各県教委で道徳教育の手引書を作成している

きている︒文部省の昭和二十五年の﹁道徳教育の手引書要

ついて意見を求められた︒その席で某県の理事から︑道徳

一︑道徳指導は生活指導で十分か

教育は生活指導で十分ではないか︑どうして倫理の新設が

ガイダンスによる道徳教育推進の流れであった︒その後前

ろうとする流れであり︑他は民主主義の教育思潮をもとに

者は急速に影を薄くし︑後者が道徳教育の主流を形成する

て二つの流れがあった︒一つは戦前の道徳教育の復活を図

はこの校長のような考え方が多いのではないかと思われる︒

こととなった︒﹁道徳教育の手引要綱﹂には道徳教育は全

必要なのか解せないという主旨の発言があったと聞いた︒

小中高を含めて現場の先生方の間で︑道徳教育と生活指導

学校教育を通じて行なうこと︒道徳教育の理念は教育基本

勿論それに対する反論もあった訳だが︑現場の感覚として

になるのか疑問や混乱があると思われるので︑その点につ

はどう違うのか︑生活指導をやれば道徳教育をやったこと

育成︑個性豊かな文化の創造﹂をめざす全人教育の理念に

法に示された﹁個人の尊厳︑真理と平和を希求する人間の

生活指導の概念は︑戦後アメリカから導入されたガイダ

いて考えてゑたい︒

ている︒そして道徳教育の領域として︑①日常生活の基本

貫かれており︑人間尊重の精神と共同体の倫理が強調され

的行動様式の習慣化︑②豊かな道徳的心情︑判断力︑実践

ンスに由来している︒ガイダンスはもともと一人一人の児
て適性を開発伸長して行こうとするものである︒昭和二十

的意欲の養成︑③民主的な国家社会の一員としての道徳的

童生徒の能力や性格を的確に把握し︑集団指導の場におい
五年頃からこの考え方を受けて生活指導の主張が現われて
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全

しかしその計画実施は学校の独自性に委ねられたために︑

態度の育成が挙げられている︒小中学校の道徳特設時間の

いるのか︑西欧の十四︑五世紀の社会契約思想の流れの中

権利ではない︒人権は誰によってどの範囲まで認められて

見ても明らかなように︑人権は決して生得的に保障された

で︑人民と政府との契約として想定された権利であり︑当

方針が打出されたのはその後昭和三十二年のことである︒

初は自由︑平等︑財産私有等が基本的な人権として想定さ

で︑国の基本法の中で広範な人権が保障されるようになっ

れたが︑その後その範囲は拡大され︑今日では殆んどの国

はご承知の通りである︒

昭和三十年代から四十年後半にかけて日本は高度経済成

学校や地域︑教師によって大きな差違が生まれてきたこと

長期を迎えた︒社会の急速な発展変化と共にさまざまな分

によれば人格の尊厳の根拠は︑意志の自由の主体としての

人権の尊厳を哲学的に基礎づけたのはカントである︒彼

ている︒保障とはその権利が侵害された場合︑法的に救済

やしつけの不足︑テレビの影響等の下︑青少年の非行の増

人格の自律能力にある︒自律こそ真の自由である︒この尊

される措置が講ぜられているという意味である︒これらの

大︑精神障害の急増を招き社会問題化した︒社会的要請を

厳性をもつ人格の完成こそが自己目的であり︑道徳教育の

野で歪ゑも深刻化した︒教育の分野においても使いすての

うけて学校の生活指導もいきおい生徒の非行防止対策︑基

原理もまたここにある︒しかも人格は自己の人格の承なら

人権は人格の尊厳を保持するための権利である︒

本的生活習慣の確立に乗出さざるを得なくなり︑その性格

ず︑他人の人格も同等に尊重されなければならず︑人格を

の低下︑主婦の職場進出に伴う鍵っ子の問題︑親子の対話

が大きく変化した︒今日の生活指導の問題点は︑理念や体

時代を反映して過保護傾向が定着し︑地域や家庭の教育力

系に統一性を欠き︑教員の共通理解が得られにくい点にあ

こで注意しておきたいことは人格の尊厳と人権の尊重との

人教育による人格の完成は人類普遍の教育原理である︒こ

全人教育にある︒個人の尊厳は人類普遍の原理であり︑全

精神︑協調性と思いやりといった徳性は社会道徳の範晴に

団生活のルール︑社会慣習とエチケット︑連帯感や奉仕の

情道徳と社会道徳の側面がある︒生活指導で取扱われる集

道徳にはマックス・ウェーバーのことばを借りれば︑心

徳は共同体の倫理として完成される︒

単に手段として使うことは許されない︒このようにして道

問題である︒既に前回の﹁弘道﹂で関田健二氏が﹁第一次

属する︒しかし道徳にはもう一つの側面︑即ち道徳的心情

道徳教育の理念は︑教育基本法の個人の尊厳にもとづく

る︒

答申随想﹂の中で指摘しておられるが︑人権思想の歴史を
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である︒最近の風潮として︑自分のことをどうしようと勝

けなければ何をやっても自由ということにはならないから

れているが︑これは正しくない︒それでは他人に迷惑をか

といえば一般に︑﹁他人に迷惑をかけないこと﹂と考えら

・判断力・態度・実践力といった主体的側面がある︒道徳

師に指導を委ねることは︑道徳教育の請負いになりかねず

画の中で位置づけて実施されなければならない︒特定の教

導に当るべきもので︑そのために学校の教育方針や全体計

た︒道徳教育は総ての教師が有らゆる教育活動を通して指

歩んでいく他ないのではないかというのがその主旨であっ

賛成できない︒例え時間が長くかかろうと本道を辛棒強く

手という考え方が強く︑自分を粗末にし生命を軽んじ︑自

心の判断や義務の意識を強く持たせることは道徳教育の上

不十分な学校が三十％ないし四○％もあるようでは誠に心

十八年文部省が発表した全国調査結果のように小中学校で︑

﹁道徳﹂が実施されて三十年近くなるというのに︑昭和五

で極めて重要であると思われる︒むしろ主体性の自覚を促

もとない︒しかも道徳教育を求める声は今や切なるものが

た︒私もその考え方には原則として賛成であるが︑特設

し︑自己の人格を高める意欲を喚起することにこそ道徳教

したものと見ることもできる︒自己の人格を大切にし︑良

育の大切な使命があるのではないか︒それを教育する場が︑

い︒何か充実するための手だてが講じられなければならな

ある︒自然の成り行きに任せるやり方では現状は解決しな

随落に走る安易な自殺や反社会的行動は︑この風潮を反映

ばならないと思う︒

小中学校の道徳の特設時間︑高等学校の﹁倫理﹂でなけれ

教師が当ること︑教科書は全員に持たせることとし︑その

のであるが︑小中学校の道徳の指導には特定の経験豊かな

会で﹁道徳教育充実のための提言﹂と題して私見を述べた

数年前のことであるが︑私が日本道徳教育学会の全国大

校の教育課題における特設﹁道徳﹂については︑その内容

自己探求︑人間としての生き方の教育を重視する︒小中学

守る態度などの育成を重視する︒また中等教育においては︑

本的な生活習慣のしつけ︑自己抑制力︑日常の社会規範を

を挙げ次のように述べている︒﹁初等教育においては︑基

れによると︑初等中等教育の改革の第一に﹁徳育の充実﹂

去る四月二十三日︑臨教審は第二次答申を発表した︒そ

いのではないか︒

内容は古今東西の偉人の伝記や青年期を扱った名作を取り

を見直し重点化を図る︒また道徳的実践力を育成するため︑

二︑特設時間﹁道徳﹂︑﹁倫理﹂教科の問題

の問題︑人生の諸問題と生き方の問題をその内容とするよ

待別活動における道徳指導との関連を重視する︒道徳教育

入れること︑高校においては﹁倫理﹂を必修とし︑青年期
う提言した︒その際参会者から︑有益なご批判をいただい
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の充実に資するため︑適切な補助教材の使用を奨励する﹂

して︑事実認識を主とする教科に対し︑価値認識を主とす

も人生の諸問題について悩承が多く︑青年期の人格形成の

して甚だ調和を欠いたものと言わなければならない︒しか

方向づけをすべき時期に︑それに応える教科がないという

る教科が薄弱であることは︑全人教育をめざす教育課程と

調されていて︑道徳的心情︑善悪の価値判断︑豊かな情操

ことはゆゆしき問題である︒このような要請に応える﹁倫

いては︑生活習慣とか社会規範などの生活指導的側面が強
といった道徳の主体的側面が欠落していることである︒補

理﹂の出現を強く望んで止まない︒

というものである︒この中で気になるのは︑初等教育にお

助教材の使用もなまぬるい︒せめて準教科書位にすべきで

題に︑共通一次の問題がある︒現在の大学入試制度は︑将

さらに高等学校の教科指導に大きな影響を与えている問

はないか︒さらに中等教育における道徳教育については全
くふれられていないことである︒恐らく各方面の意見を考
慮しての公約数的結論に落着いたものと思われる︒

ら共通一次の入試科目は従来の五教科七科目が五教科五科

来共通テストに解消されそうであるが︑昭和六十二年度か

から外されることになった︒発足以来とかく問題の多かっ

目に改められる︒このことに伴い﹁現代社会﹂は入試科目

私の考えでは︑小学校においては現在の特設道徳で準教
ものを新設して教科書による指導を行なう︒高等学校にお

た教科であるが︑このことによって追い討ちをかけられ︑

科書を用いて指導に当る︒中学校では﹁公民科﹂のような
いては︑﹁倫理﹂を必修とし︑青年期の問題や人生の生き

て本来の教育に専心する方が道徳教育の使命を達成できる

科目から外れ︑知識中心の進学のプレッシャーからのがれ

崩壊の危険を心配する声も強い︒しかし私はむしろ︑受験

方の問題を考えさせることにしてはどうかと考える︒

高等学校においては︑昭和三十二年の小中学校の特設
﹁道徳﹂の実施をうけて︑昭和三十九年﹁倫理・社会﹂を

ものと思っている︒

新設し︑必修教科に位置づけて実施した︒しかし漸く定着
を見ていた矢先︑昭和五十七年の新教育課程の実施で︑﹁現

三︑高等学校における徳育のすすめ方

高等学校の教育活動は大別して︑教科活動と特別活動に

代社会﹂︵必修︶と選択﹁倫理﹂に解消された︒﹁現代社会﹂

が︑共通の指導方針と全体計画の下に指導に当るべきもの

分けられる︒特別活動は全教師が当る立前上︑総ての教師

は︑現代社会の基本問題と現代社会と人間の問題を内容と
しているが︑系統性︑統一性に欠け︑前の﹁倫理・社会﹂

であるが︑教科活動が大きな比重を占めることはいうまで

の現代と人間・人世観世界観の内容に比べれば︑著るしく
倫理性の稀薄なものになっている︒高等学校の教科構造と
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もない︒高等学校における徳育を考える場合︑教科指導を

クラブ︑部活動の教育的意義は前回の改訂で見直され︑

に指導内容を精選して計画的に実施するようにしたい︒

は技術本位︑試合本位に傾いていないだろうか︒確かに強

予算的措置も講ぜられるようになった︒ただ現在の部活動

通して行なわれるものと特別活動を通して行なわれるもの
は前述した通りであるが︑青年期や人生問題の基本をなす

本的な生活指導や温かい人間関係を欠いた部活動にどれだ

くなればそれだけ士気を鼓舞することも事実であるが︑基

が考えられる︒必修教科﹁倫理﹂を通しての徳育について
ものは人間に対する理解である︒人生の諸問題は︑この人

け教育的意義があるだろうか︒徳育への配慮がなければ不

間と社会・自然・芸術・科学・宗教などとのかかわり方の
問題であり︑それを考えることは人間の理解ひいては自己

的生活習慣︑礼儀︑他への思いやり︑協調性など道徳的資

自分のことばかりでなく︑他人や集団への奉仕は︑人間形

員のなり手が少なく︑委員会活動も低調だと聞いている︒

生徒会活動については︑近年受験競争の影響で生徒会役

毛に終る他ない︒教師間に共通認識が必要であろう︒

質を高め︑道徳的実践力を養うことに主眼がおかれるべき

成上極めて重要であり︑部活動と共に自主性の育成には重

特別活動における徳育は︑忍耐︑自己規制︑連帯︑基本

認識の深化をうながすものである︒

であろう︒その中心的な場としてホームルーム︑クラブ︑

要な分野である︒そのような活動を学校全体で高く評価し︑

奨励してやることが大切である︒また勤労体験︑地域の行

部活動︑生徒会︑学校行事などがある︒
今日のホームルームの実態は︑生徒にまかせっきりか︑

し︑老人ホームや身障施設を訪問し奉仕活動を体験した或

実質的に何もやっていない学校が相当あると聞いている︒

るところでも︑その中味は決定事項やリクリエションに使

生徒が私に語ったことだが︑﹁私は今までこのような世界

る重要な体験である︒かつて夏休みにボランティアに参加

われる時間が多いのが実態ではなかろうか︒今の生徒は討

事への参加︑ボランティア活動なども道徳的実践力を育て

議にのってこないし︑しらじらしい雰囲気になるという︒

しました︒僅かな体験ですが私には人生観を変える程の大

があることなど知りませんでした︒めぐまれた自分を見直

進学校ではこの傾向が著るしい︒かなり計画的にやってい

小中学校での討議の訓練をうけてきていない生徒であれば
無理もないが︑そのまま放置しておいてよいものであろう

学校における徳育をすすめる上で大切な要素は︑校長の

きなショックでした﹂と︒体験程強いものはないのである︒

リーダーシップ︑学校の教育目標と全体計画の確認︑それ

か︒ホームルームを充実させることは︑徳育の承ならず学
習にも進路指導にもよい影響を与えるものである︒重点的
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期待に応えて責任と信頼のもてる教育を推進して行くこと

を推進するための組織化である︒今日学校が地域や父母の

人間そのものが進歩しなければよりよい社会は期待されな

へと発展して行くであろう︒知識力がいかに発展しようと

く現実対応と将来への展望を含んでいる︒教師にはいつも

のは人間そのものの教育である︒教育は現状認識にもとづ

近くを承る目と遠くを承る目︑さらに人間を深く承る目が

い︒いつの時代でも教育そのものの根底で問われているも

する勇気と毅然たる態度︑教師一人一人を理解し育てる配

られる︒校長の経営に対する見識と意欲︑阻害要因を除去
慮︑信頼と協力で結ばれた好ましい人間関係︑開かれた弾

人生への深い洞察力である︒生徒一人一人の人間性を洞察

求められる︒この深く承る目こそ人間に対する深い認識と

が急務だが︑その活性化のために校長の指導力が強く求め

力性のある創意や思考が強く望まれる︒また学校経営を助

人格は集団の人間関係の中で形成される︒教師が自己の

えるであろう︒

とこそ︑今後の教育における教員の最大の任務であるとい

し︑それに確かな方向を与え望ましい人間形成へと導くこ

ける行政のあり方も見直す必要があろう︒
教育という仕事は教師の全人格的影響力であって承れば︑

四︑今後の教育における教員の任務

その効果は教師の力量にかかっているといってよい︒教師
の力量には基礎的基本的学力を身につけさせる指導力と人

こびを分かち合う体験の中で︑始めて信頼と尊敬による人

人間性をさらけ出して︑生徒と共に遊び︑汗を流し︑よろ

間関係が生まれる︒この関係がなければ教育は成立たない︒

格形成における指導力が含まれる︒一人一人の児童生徒の
これが個性尊重の教育であって︑その基本は人格の完成と

適性や才能を引き出し︑人間としてどう完成させて行くか︑

︵元都立国分寺高等学校長︶

り開いて行く道があるのではなかろうか︒

己の人間性を高め︑豊かにする努力の中に将来の教育を切

教師が情熱と愛情をもって日々生徒と共に研鍾に努め︑自

今日の教育荒廃現象は︑さまざまな要因の副産物であろ

いう普遍的理念の上に立っていることはいうまでもない︒

や学習成績に大きく傾斜し︑人間の心のふれ合い︑自己抑

うが︑中でも学歴偏重の風潮を背景として学校教育が受験
制力︑忍耐︑責任感︑連帯感︑思いやり︑宗教的情操とい
った人格教育の基本をなす道徳的資質が軽んぜられてきた
結果だと言えなくもない︒これからの社会は益々コンピュ

ーター化が進承︑国際化︑情報化の進んだ技術的管理社会
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ゆとりのある教育と徳育
﹁蓬麻中に生ずれば扶けずして直し﹂

徳育の振興に当っては︑環境の設定が何よりも大事な要
件であることは論を侯たない︒﹁お早ようございます︒﹂
﹁頂きます︒﹂﹁ご馳走さま︒﹂といった挨拶が立派にでき

血

松本幸三郎

旺盛な勤労精神に由来していると思われるところに問題が

けられる︒この配慮の欠如は︑日本人の美徳の一つである

いる中に家を出て︑夜こどもたちが眠ってしまってから帰

あるようである︒つまり父親が朝まだこどもたちの眠って

ることが先ず第一歩である︒また︑自分の言動や見聞を両

こどもは︑昼間見たこと︑聞いたこと︑やったこと︑家

で・学校で・外で起ったことを︑両親に是非話したいし聞

って来る︒父親ばかりでなく︑中には母親まで帰宅が遅い︒

いてもらいたいのである︒両親︑特にお母さんに聞いても

親や家族たちに話して︑意見を聞き意見を言う習慣をつけ
心を育てる上から忘れてはならない大事な配慮である︒

勤務時間を一時間少なくしたり︑一日休暇をとれば︑そ

らい︑誉めてもらいたい︑慰めてもらいたいのである︒

させるとともに︑その機会を作ってやることも︑こどもの
わが家にも大学一年と大学院二年の息子が居り︑兄弟で

ろう︒が︑こどもたちの安心した笑顔が見られれば︑償っ

れだけ収入は少なくなり︑家計はそれだけ苦しくなるであ

親父の主張を叩き潰すための共同戦線を張ることが屡々で
よいことだと思っているのである︒

やらねばならない分野であり︑学校教育や社会教育に依存

間から︑両親が心で︑形で︑言葉で︑実践を通して培って

美しい花や景色︑楽しい音楽や演劇︑時には都会や職場

か︒衣食住を支え︑生活に潤いを与えるのが勤労であろう︒

一部分︑否最も大事な部分といってもよいのではあるまい

勤労は美徳である︒しかし︑遊ぶのも楽しむのも生活の

てなお余りあるものがあると思うがどうだろうか︒

あるが︑私は私なりに親子で議論できること自体まことに
生命の尊厳︑神仏・自然に対する畏敬と感謝の心︒これ

すべきものではない︒しかし︑現在の日本では︑この点に

の喧騒から逃れて︑野山を歩き︑野鳥の噸りや渓流のささ

ら道徳の基本に関することは︑この世に生を受けたその瞬

対する親の配慮が欠けている家庭が相当数あるように見う
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識
ア

しく見え︑思わぬ発見や発想もこんな時に生まれて来るも

たこと︑忘れていたことども︑物や道理の在るべき姿が正

生きることの喜び︑生活への反省︑今まで気づかなかっ

たりする︒それも︑一人でなく手下や仲間を作って︑卑怯

の勉強や遊びの邪魔をする︒わざと他人の嫌がる悪戯をし

平気で他人のものを壊したり︑投げ捨てたりする︒他人

てきた私たちには︑到底考えられない勿体ない話である︒

貧困に瑞ぐ昔の日本に生まれ︑物の無い戦中戦後に育っ

のではあるまいか︒平素忙しさの余り︑兎角聞き流してい

なるのも無理からぬ事と同情させられるような情景が︑連

千万である︒正義感に燃えた教師が︑つい暴力を振いたく

やきに耳を傾け︑草の上に寝転んで流れる雲を眺める︒

た家族の繰りごとも︑平素すなおに受け入れられずにいた

﹄﹄

途中で草履をきらして困っていた︒その時である︒同行の

帰りだったと思う︒比較的身体の小さな三年生のＮ君が︑

学童疎開で塩原へ行った時︑﹁木の葉石﹂を見学しての

けとめられるような児童生徒であってほしいものである︒

きことはやる︒そして︑他人の痛承が自分の痛承として受

折り目は折り目︑筋は筋︒守るべきことは守り︑やるべ

日のように起っている学校も多い︒

上司や同僚の指導忠言も︑日ごろ自分の言動への反省が抵
抗なくできるのもこんな折である︒

そして︑このような心のゆとりを持たせることが︑徳育
の振興の上で欠くことのできない大事な役割を果たすもの
であり︑人糞の心を豊かにし仕事の能率をあげる上からも︑
極めて有効な手段なのである︒
望みたい児童の徳性

礼儀を正しくする︒物を大切にする︒弱い者いじめをし

いていた草履を脱いでＮ君に与え︑自分は銑足になってす

六年生のＩ君が︑﹁俺のを履けよ！﹂といきなり自分の履

たすたと石ころ道を歩いて行くのである︒後から見ていた

ない︒その他いろいろあると思うが︑最も望ましいものは︑

私は︑﹁これだなⅡ﹂と思った︒成績も中程度のＩ君が︑

相手の身になり相手の心を尊重することができることであ
る︒世の中には金銭で購うことのできない尊いものがある

教えられたような気がした︒列の後についていてＮ君から

る理由が分った︒教師の私が︑Ｉ君から人の心を掴む術を

成績優秀な他の六年生よりも仲間に信頼があり︑人気のあ

ことに気づいて︑それを識別できる知恵を身につけること
である︒

離れていた私に代って︑Ｉ君が教師以上の立派な処置をと

一学期が終わると︑落し物の鉛筆が箱一杯になる︒朝会

で立派なセーターの落し物を紹介しても落し主が出て来な

り︑教師の私に教えてくれたのである︒

い︒真新しいノートにいたずら書きをしてビリッと破り捨
てる︒
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せず︑すたすたと歩いて行く彼の後姿は︑四十二年経った

石ころだらけの川端のゴッゴッした道を︑痛そうな顔も

でが︑Ｂを蔑む風潮を作ってしまうことになってしまうの

な言葉までとび出してしまう︒そして結果的には友だちま

力の優劣・学業成績の上下によって児童の全体を評価する

学校の教育目標の設定︑教育計画の推進に当っては︑能

である︒

今の児童は︑こましやくれておせっかいなところはある

ことのないよう︑強い者は弱い者を助けいたわることが当

牲︒﹂あのＩ君は今どうしているだろうか︒

今日もなお私の脳裏に焼付いている︒﹁思い遣りと自己犠

が︑概して明るく率直で︑好ましい良い性格を持っている

然の常識となり実践されるよう配慮して貰いたいものであ
る︒

子が多い︒それなのに︑一部の桁外れな児童のために︑一

口に﹁今のこどもは﹂と︑良くない点ばかり挙げて論じら

憩時間も短く︑伸び伸びと校庭で遊んだり︑校内で飼育栽

朝八時三十分︒始業のベルが鳴ってから放課後まで︑休

この一部の桁外れの児童の行動が︑家庭と大人たちによ

れるのはさぞ心外だろう︒

って︑またマスコミによって作り出されている現状は︑是

へ帰っては休む間もなく学習塾・お稽古ごと︑これらが終

培している動植物を観察したりする余裕など殆どない︒家

学校教育にゆとりを

非改善したいものと思う︒

自身頭を悩ましていることと思う︒

わってホッとできるのは夜の九時十時︒これではと︑教師

心を育てる教育など望むべくもない︒

ゆっくり手洗いに行く時間もないようでは︑到底豊かな

いってよいのが︑現在の児童の生活実態ではないだろうか︒

が︑この機会を持つための時間と心のゆとりが全くないと

時間を持つことは︑徳性を酒養する上で肝要な習慣である

自分の一日の行動を反省し︑是非・善悪を反省してゑる

理解が速い︑対応が速い︑表現がうまい︑創造性がある︒

端的に言えば︑現在の学校教育は︑こんな人間を作ること
を目標にしているとも言えるのではあるまいか︒

一定の期間内に︑一定のカリキュラムを習得させる︒そ

のカリキュラムは︑児童生徒の発達段階に応じて編成され
である︒

ている筈であろうが︑必ずしもそうとばかりは言えないの

思いきった指導内容と授業時数の削減が計れないものだろ

児童の学級定数低減は固よりであるが︑季節を勘案して︑

Ｂは三十分でも判からない︒何とかして判からせようと教

うか︒

同じ教材で同じように指導しても︑Ａは三分で判かるが
師の声がつい大きくなる︒遂には児童の心を傷つけるよう
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教師とは︑学術技芸を児童生徒に教え︑その教えを通し

教師に対する期待

える者の側が反省すべきことである︒

とを聞く態度ができていない︒﹂と慨嘆する前に︑先ず教

度を培ってくれるである︒﹁今の児童には︑ひとの言うこ

を打ちあけ︑ひいては教師や親の言うことに耳を傾ける態

︒常に児童を生かす配慮忘れない︒

て人として生きる道を教える職業である︒別けても︑小中
の正しい基本を身につけさせてやらなければならない重要

学校の教師は︑児童生徒に物の見方︑考え方︑心の持ち方

﹁体罰はいけないが叱るべき時には叱ってよい︒但し︑

は心から真剣に叱る︒児童が自分の非に気づき納得したら︑

からかうような叱り方は絶対にしてはいけない︒叱る時に

な責務を持っている︒

知育・体育と違い︑徳育は点数や測定によって伸長度・

つけようね﹄﹃明日から頑張ろうね﹄とか慰め励まして︑

頭を撫でるなり軽く肩を叩くなりして︑﹃これからは気を

達成度を推しはかることの困難な分野である︒指導法にし
ても極めて多岐に渡り︑教師の個性・特性︑学校の規模や

と︒﹂

決して落ち込んだまま家に帰ることのないよう注意するこ

教師間の協力体制︑地域や家庭の考え方の如何等一律に律
することの困難な指導分野だとは思うが︑強いて言えば︑

私は現職時代にこんな指導をした覚えがあるが︑いたず

である︒その良い点を突破口に︑自覚と意欲を持たせるの

ら坊主はいたずら坊主なりに︑何か良い点を持っているの

㈹教師は常にゆとりを持って︒

先ず教師の姿勢如何が最も問われる基本であると思う︒
﹁先生！﹂︑こちらが忙しい時に限って︑児童が呼びか

を進めている教師を見たことがあるが︑これこそ︑真に児

に︑児童と一体となって考えたり発言したりしながら授業

自分の指導計画はできていても児童の発想や発言を中心

が教師の務めである︒

けて来ることが多い︒よく聞いて承れば大したことでもな
いのであるが︑児童にとっては緊急かつ大事なことである
は納得して引き下がる︒この時︑用件も聞かないで︑﹁後

らしい︒﹁どうしたの！﹂﹁それじゃあ後でね﹂これで児童

でⅡ﹂の一喝で片付けると︑これが児童の開こうとしてい

観賞で養える面も勿論あるが︑児童が毎日見聞きしている

徳性の酒養にしてもそうである︒教師の説話やビデオの

か︒

童の個性特性を生かし︑自発学習を促す指導ではあるまい

合が多い︒どんなに忙しい時でも︑努めて児童の疑問や訴

になり︑親近感・信頼感を失わせる端緒になってしまう場

る心を閉ざしてしまい︑以後余り教師に話しかけないよう

えに耳をかす余裕︒これが児童の心を開かせ︑教師に悩承
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方が遥かに大きいのである︒

家族や教師︑一般社会人の言動から学びとっている部分の
この場合の︑見る目︑聞く耳︑考える力を正しく指導し
伸ばしてやることが最も大事であり︑そのためには︑より
よい教材を準備してあげることが必要であり︑大人殊に教
師の姿勢が問題なのである︒﹁親の言うことは聞かないが︑

この親という字を教師に置き替えても通用するので耳が痛

ず
'

やっていることはすぐ真似をする︒﹂けだし至言であり︑

i
；

シ

い︒

立派な人の伝記を読象説話を聞いた時︑先ず教師自身が

強宅
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白教える教師でなく共に学ぶ教師に︒

事件が起きた時︑冷静な第三者であるばかりでなく︑渦

(
ｱ
墨

素直に感激し感動する︒

って共に解決に当る︒このことは︑教師が一方的に解決し

中の一員として当事者の立場に立ち︑児童の心と一体にな

愛と信頼︒これが教師と児童を結びつけている時︑徳育

てしまうより遥かに効果があり教育的である︒

︵元東京都内小学校長︶

の振興は大いに期待されるのである︒

‑
蚕
？

のＵＰＩ通信はモスクワ発として

ソ連のチェルノブイリ原子力発電
所の事故が発生したとき︑アメリカ
﹁キエフの住民は〃八十人が即死︑

約二千人が病院に運ばれる途中死亡
した〃と語った﹂と伝えた︒

面一︒ヘージを横につらぬく大活字が

この数字は日本でも各新聞の見出
しとなって報道された︒﹁ソ連原発
事故・住民二千人以上死亡か﹂と紙

同じ日にソ連のタス通信が﹁この

蝋曹．熟鰯識誹議鍵

た︒ＵＰＩは﹁死者二千人説﹂を流
す際︑これを﹁未確認﹂と断って送
信し︑その後のソ連側の否定も伝え
てはいるのだが︑いち早く読者に伝
えられた数字だけに与えた衝撃は大
妾こい︒

エ

いくら未確認と断っても︑こうし
た報道の際の死者数の大きな間違い
は︑通信社の信用にかかわる︒自由
国家の場合と違いキエフに情報源も
なく︑取材がしにくい事情もあった
だろうが︑それだけに報道は慎重︑

ところで三週間後にＵＰＩの主筆
は﹁死者二千人の報道は︑その後の

ソ連当局者の発表によると事故後

﹁誤報物語﹂のタネにされる︒

約一カ月で死者は十九人というが︑

ているのが不気味である︒

放射線障害による死者が徐食にふえ

原発従業員や消防士や三百人が入
院しており多量の放射線を浴びた人

も少くないので犠牲者はさらにふえ
そうだ︒﹁周辺地域住民の数千人が
ガンで死ぬことは避けられないだろ

︾︿︾︒

う﹂と専門家のおそろしい予測もあ

原子力発電は猛獣を飼っているよ
うな感さえする︒暴発すると恐るべ
き事態をひき起す︒世界は原子力時
代に入ったが︑﹁安全﹂について世

を期さねばならない︒

界中が協力︑知恵を結集して︑万全
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読者を驚かせた︒

事故で二人が死亡﹂と伝えており︑

二千人と二人では余りに差が大き

正確を期さないと︑のちのちまで

エノ

調査の結果︑もはや支持できない﹂

た○

とこれが誤報であったことを認め

い︒従来のソ連の秘密主義的な報道
態度から考えて︑二人ということは
あるまいが︑しかし二千人も死んだ
のだろうかと多くの人は疑問を持っ

ルノブイリの教訓

入江徳郎

十一︑知能の低下︵痴呆︶
誰でも老年になると物忘れをする

呆﹂とが主なものです︒

かを専門医にゑてもらいます︒脳腫

痴呆の原因は種倉あるので︑正し
い診断により治療可能なものかどう

四痴呆の治療

脳血管性痴呆の場合は脳動脈硬化

日痴呆の予防

を予防することが重要で︑血中コレ

施設も考えられつつあります︒

しているが︑将来は特殊な痴呆老人

特別養護老人ホームで対応し︑精神
症状の強い場合︵幻覚・妄想・興奮
状態など︶は精神病院ないし病棟で
対応し︑不潔︑俳個等の問題行動の
ある場合は対応が最も大変で︑目下
は病院︑特別養護老人ホームで対応

家庭で世話する人が居てもある程
度著明な症状がでると︑施設で介護
することになります︒単純な痴呆は

痴呆になると回復はむづかしく︑主
として介護が大切になります︒

傷が発見され手術により痴呆が治っ
た例もあります︒前述の二大原因で

杉 浦 昌 也

ー︿テロール値を正常に保ち︑高血圧

の治療をすることです︒もう一つの

るべく起きて坐位をとる︒脚はなる
べく使う心掛けが必要です︒

老年痴呆は原因不明なので予防も治
療もできません︒しかし一般に老年
期に身心の活動を鈍らせない努力は
必要です︒部屋には大きな字の時
計︑カレンダーをかけて︑日中はな

知能の低下（痴呆）

ようになります︒人の名前を忘れ

なくなる︵外出すると迷子になる︑

る︑最近の出来事を忘れ︑反面昔の
ことはよく覚えています︒この程度
の軽いものは老化の範囲ですが︑程
度が強くて社会生活を営むことを妨
げる位になると病気と考え︑痴呆と
呼ばれます︒例えば場所や人が分ら

自分の子供が分らない︶とか︑計算
ができなくなる︵買物︑切符が買え
ない︶などの症状が出ます︒

日痴呆の頻度
我が国の六十五歳以上の老人では
約四 五％と云われ︑全国でおよそ
五十万人と推定されます︒

Ｑ痴呆の原因
多くの病気が痴呆の原因となりま
すが︑とくに脳梗塞をくり返した結
果︑脳細胞の脱落する﹁脳血管性痴
呆﹂と︑まだ原因不明の﹁老年痴

倉識蕊蝿

ワ﹈

再ノー

︑−ノ
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<座談会＞

中学校における

道徳教育の現状と課題

昭和60．8．22

於日本弘道会会議室

出席者（敬称略）

(筑波大附属中教諭）
（板橋区立板橋三中校長）

(日本弘道会理事）

(荒川区立道潅山中校長）

生徒指導の実状と対応一

の道徳教育が中心的な課題となって

片山︵司会︶今日の教育界では中学校

おります︒そこで︑中学校の生徒指

導の実状や︑学校の対応の現状︑そ

して今後の展望等についてお話を承

まず中学校の道徳教育の現状につ

りたいと思います︒

いて︑

べてゑたいと思います︒道徳教育は

堀井今︑自分で困っていることを述

ということから始まるわけですが︑

先ず現在の子どもをどう理解するか

いるくらい︑通じ難い面をもってい

今の子どもは﹁異星人﹂と呼ぶ人が

そのような子どもたちに︑生き方

るように思います︒

したらよいか︒こうした現状を認識

を教えるにはどのような内容を用意

した上で道徳の指導にあたらなけれ

ばならないと考えております︒

小林特に道徳教育の研究をしている
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片山清一
<司会＞

加 納 務

井登志喜
堀

小 林 隆

わけではありませんが︑校長として

悩んでいるという立場で述べてぷた

承るようなこともあります︒

日の第一校時におきますと︑朝会が

の時間が削られていくことが多くな

長くなったりして︑どうしても道徳

ります︒そこで︑それぞれ学級の時

このような現状の中で︑どのよう

るか︑教職経験だけでは︑今の子ど

にしたら良い雰囲気の学校をつくれ

ごく普通の中学校の例ですが︑そ

なところに置くように改めてきまし

間割編成の実状に応じて︑最も適当

いと思います︒

の実情を卒直に申しますと︑一︑遅

子どもたちといっしょになって︑

もたちを指導することは出来ません︒

道徳の時間の指導についても︑教

また子どもの悩承をよく聞き︑真剣

自分の生きざまを子どもたちに教え︑

のですがなかなか徹底しない︒二︑

刻がありますので︑よく指導もする

師がその必要を感じていても︑子ど

これらのことをやりながら︑子ど

た︒

ない︒三︑少数ですが︑クラスによ

あっても先生がいかないと席につか

もをぐんぐん引っぱっていく指導は

です︒

にとり組むように努めているところ

つだと思います︒

っては授業中でも教室外に出る生徒

出来ないで︑校長訓話の解説や学年

共に考え共に行動する姿勢がたいせ

がいる︒四︑授業中の私語が多い︒

合同の道徳など︑便宣的な指導に終

学校の学活の時間も︑始りの合図が

私語をしている間は授業をやめるよ

始しているわけです︒

小林いいえ︑従来八時半より職員の

けですか︒

片山先生の出勤時間は早くなったわ

もたちを真正面に見すえて︑教師は

うに指導をするのですが︑中にはよ

そこで私の学校では︑子どもたち
と向き合って本気になって子どもと

く聞いている子だけを対象に教師が
授業をすすめる場合も少くない︒

一例ですが︑始業前は教室へ行っ

その結果︑先生たちがどんなに早

共に取組むことを始めました︒

そう多くはありませんが︑教師がわ

て子どもと遊ぶ︑それが終ってから

く教室へ行っても︑登校している生

五︑いじめや校内暴力等については︑

かるまでの長い時間︑子どもたちの

教員の朝の打合せをやる︒子どもの

徒と話し合うなど︑時間を生かして

加納先ほど堀井先生のお話を伺いま

たわけです︒

中に深く潜行していて発見しにくい

中に教員がとびこんでいくことを全

つかうことが出来るわけです︒

打合せだったのを︑学活の時間にし

のが現状です︒六︑奉仕活動︑例え

校をあげてやっているわけです︒

また道徳の時間も全校一斉に月曜

ば清掃作業では︑指導のまずさの結
果でしょうが︑まじめな子が馬鹿を
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したが︑私の学校でも同じことでい
いにつけ悪いにつけ時代のちがいを

感じますし︑子どもたちは時代を背
負った存在だなあと思います︒

それから︑十四年ぶりに学校現場

いかをいろいろ考えまして︑次の三

朝の学活の時間には担任も定刻に教

問題ですが︑私の学校も同じなので︑

次に小林先生が指摘された始業の

ます︒

その第一は︑教職員︑生徒・保護

室に出て︑出欠を確認したり生徒の

つの対策をたてました︒

者︑共通の何かを持とうではないか

観察︑生徒からの話を聞くなど情報

ということで︑校訓を制定致しまし

というのが実感です︒中学生らしさ︑

ゑて︑子どもたちは実に素直だなあ

として備えるべきもの︑更に高次の

個人として備えるべきもの︑社会人

すが︑道徳の指導要領の十六項目を︑

教員の宿泊研修をして決めたんで

枝時の授業の規律を守る上で非常に

う習慣をつけることが︑二校時・三

朝の一校時をきちんと始めるとい

た︒

中学生らしい人間味は昔も今も変ら

人間として備えるべきものの三つの

に赴任して直接子どもたちと接して

ないなあと思います︒これは嬉しい

効果があると思っているわけです︒

めとして奉仕︑の三つを校訓とし︑

大切にするということで礼節︑三つ

の担任と生徒が﹁黙想﹂をする時間

五分早めまして︑全校一斉に五校時

それから︑午後の五校時の予鈴を

せをするようにしています︒

ことなんですが︑実はこの嬉しさの

資質に分けました︒

交換を終らせたあと︑教職員の打合

上にまた違ったことを感じているん
それは︑修学旅行へ行った時のこ

一としては勤勉︑二として人間を

となんですが︑新幹線の中でマージ

校内のいたるところに掲げて日常生

です︒

ャンを始める︑旅館へつくと大広間

活の規範としたわけです︒

るとか︑校訓を主題にした作文コン

校長が直接校訓についての説明をす

新学年の初めには学年道徳として︑

となど大変効果が大きいと思ってい

スがないこと︑気持ちが落ちつくこ

すが実に気持ちがいいし︑時間のロ

この時間には全校がシーンとしま

をとっています︒

で本物のマージャンをやるんですね︒

具が変った︑そうした遊びが平気で

つくづく︑遊び方が変った︑遊び道
出来る条件のそろった世の中になっ

ます︒

成果があがっているように思ってい

めるようにしていますが︑かなりの

が︑私の学校では五名の教員が都立

さて最後に道徳の時間の指導です

クールや弁論大会をもって意識を高

そこで︑こうした子どもやその環

たんだなあと感じます︒

境条件に応じて︑どう対応したらょ
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加納学校の教育目標をわかりやすく

いう考えだけではいけないんで︑こ

承りたいと思います︒

教育研究所の道徳調査員を委嘱され

目標は教員が教育に取組む目標であ

うした現実に立って学校教育はどう

って︑子どもが唱えるものとは若干

灸な考え方もあると思いますが︒

あったらいいか︑という点でお話を

異るのではないか︒子どもが日常唱

加納教師の考え方は︑年令によって

る学校が多いのですが︑本来︑教育

道徳の時間の指導を大切にする教

えて努力する目標としては︑校訓の

表現して︑子どもにも唱えさせてい

員の多い学校とそうでない学校とで

方がよりふさわしいと思っています︒

ろモラールの低い学校にいた教員は

ます︒

授業は下手でも真剣に取組んでい

は大変ちがいます︒

校訓を定めるには︑まず親の意識

て道徳教育に一生懸命とりくんでい

る担任教師の学級は︑いつの間にか

調査をして︑おおよその傾向をつか

校長としては︑道徳に関心をもっ

は﹁ねばり強く﹂とか︑﹁目的をも

承参考にしました︒ただ出てくるの

若い時代の経験は大切だと思います︒

﹁初心忘るべからず﹂といいますが︑

よく鍛えられてきた教員は大変良い︒

一概に言うことは出来ない︒若いこ

先生方にも経験年数等によって様

しっとりした道徳性の高い学級に変

てくれる教員の多い学校にしたい︑

ってねばりづよく努力する﹂などは

小林学校の教育をすすめていく場合︑

容していくように思います︒

学校全体で道徳の授業のできる学校

出てくるのですが︑﹁社会に奉仕す

学校内だけでなく︑広く地域に目を
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年をとっても駄目です︒若い人でも

にしたいと考えております︒

向けていくことが大切だと思ってい

片山黙想の時間ですが︑膜目するの

は出てきません︒

地域の行事などに関心をもつこと︑

ます︒

地域の大人や保護者の指導にも注意

片山最後に︑家庭教育が駄目だから︑

っていますので︑指導について困難

についての考え方や知識を豊富にも

しかし︑最近は若い母親でも教育

を払っていくことなどです︒

社会が駄目だから子供が悪いんだと

道徳教育の今後の展望

がたいせつになるわけです︒

に求めるか︑学校の主体的な取組承

ですから︑学校として何を子ども

る﹂とか﹁ゑんなの為に﹂というの

ですか︒

加納半眼です︒あわせて姿勢を重視
して指導しています︒

片山校訓についてですが︑今はない
学校が多いんですか︒

校は多いのですが︑校訓はすぐない

小林学校の教育目標を定めている学
でしょう︒

I■■■■■■■■■■■■■

を感ずることが多くなりました︒

今日ほど道徳教育がたいせつな時

たいと考えておりますが︑先生方の

亭且毎口の一口わ●

日の会を終ります︒

ロロロ

ご活躍を切にご期待申し上げて︑本

ロロヰ毎呂律つ口一一一口舌９口ロ画垂一一一や言弓毎毎きつき言９口一口一三一言ロ一一一一画呂呂一言ロ幸ロロロ二口一一一口ロロ

はないと思っていますので︑日本弘

ロロロｐ毎口﹃の口の毎つの

道会も道徳教育の振興に一層努力し

毎一口②

員・前都内小学校長︶

蝋引綱１１棚珂︵千葉県浦安市教育委岬

の●の︽由●ヰロロの句のロ■口呂■一口一一一口一言一つ一一一一ｇｐｇｇ一一三一二一口一一一呂口ｇ一一口●一言言ロ一一一一一一口・ロロロ言一﹃毎一つ︽ロ守口や一一・ぬ一一口一つロ旬ａ毎つ一口一口②︒ｐ唖■一一

く︑朗らかに﹂ということですが︑

画ロ②ロロロ

堀井私の学校の校訓は﹁強く︑正し
今の子どもたちにとって︑﹁正しく﹂

ということは︑﹁合っている﹂かど
うかにある︒物の真実をつきつめて
いくのではなく︑合っていることが

昨年七月一日から本会職員とし一

躍を期待されましたが︑今春来体恥

︵なお︑ご遺族は千葉県浦安市今川四一

八 三二にお住いです︒︶

画呂呂ご呂宕邑二二言一二二言言邑呂言一二二一二三言冨ｇ言一言一呂一二寺二言邑言二二二言言一言呂邑ｇ呂言呂言琶呂ｇｇｇｇ言一弓ｇ−ｇｇ冨差言呂冨邑ｇ臣呂二言ｇ呂言二三三二言こぎ雷ｇｇｇ二言ｇ二言呈呂君三三邑言呂一呂婁ｇご言言冨一言急冨宕呂﹄言曾邑ｇ︾

岬一七七にお住いです︒︶

唖︵なお︑ご遺族は島根県松江市中原町お祈りいたしました︒

岬葬儀に参列して弔意を表しました︒となりました︒会からは鈴木会長州
岬謹んでご冥福をお祈りいたします︒と渡辺事務局長が弔問︑ご冥福を︾

︽歴任し︑本会特別会員として会のたが︑薬石効なく去る五月二十八岬
︾発展にご貢献されましたが︑去る日未明急逝されました︒行年六十岬
岬五月二十九日逝去されました︒行二歳︒一 二月号の﹁天皇陛下御
函年七十九歳︒会からは鈴木会長が在位六○年奉祝﹂号が最後のもの迦

恥島根大学学生部長・島根県教育調を崩され三月末に退職し︑以来︾
︾長︒松江工業高等専門学校校長を自宅にて療養に専念されていまし唖

岬学校名誉教授︶

州尉剣河綱１コ則完松江工業高等専門て﹃弘道﹄の編集を担当︑その活睡

︽回

からの指導で充分力を注いでいかな

正しいことだという考え方は︑これ
ければならないことだと思っていま
す︒

片山明治二十九年に坪内遁遥先生の
育勅語の内容はいいんだが︑これを

書かれたものを読んだんですが︑教
子どもたちにわけもわからないのに
頭から暗諦させるのはどうかと指摘
しているんです︒また道徳の時間が
週一回では充分な指導は出来ないの
ではないかとも述べています︒

また︑校長先生方にも是非率先垂
範して頑張ってほしいと申されてい
と思いました︒

ますが︑いずれももっともなことだ
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徳育と子どものたべもの

会への移行は︑子どもたちに様々な影

響を与えている︒そのために起こる青

人たちはうけとめねばならない︒その

少年問題は︑憂うべきこととして︑大

原因となるものは教育関係者や学校︑

教育の問題は社会問題となるという今

殺という事件が多発するようになり︑

学校での﹁いじめ﹂から子どもの自

どうして子ども問題が多いのか

でも正悪の区別はつく︑徳を積むこと

なことではあるが︑子どもになれば誰

ら心へと言われているとき徳育は大切

の徳育を強調するようになった︒物か

臨教審の第二次答申で︑学校教育で

徳育も大切だが子どもの食べ物も

うか︒

問題となるような事件を起こすのだろ

なぜ少年少女が︑自殺したり︑社会

入江孝一郎

まで考えられないことが起きている︒

は人間として大事なことは大人になれ

ｌ大人への玄米
菜食へのすすめＩ

これは今はじまったことではなく︑十

原因している︒﹂

りぽつくなっている︒それは食べ物が

れども︑問題の核心がつか承にくくな

警察などでばらばらに対応しているけ

年以上も前に校内暴力︑卒業式での教

る︒これも﹁わかっちゃいるけれども︑

ば知っている︒しかし︑慾が妨げてい

と︑岩手大学大沢博教授が発表して

﹁青少年は普段からイライラし︑怒

ことの根っこを探さねばならない︒

何かが青少年のなかに起きている︒

っているのが現状ではないだろうか︒

師に対する生徒の暴行などが起きて︑

やめられないｏ﹂のくちである︒

その時は社会風潮が悪いということで
学校の責任はあまり問われなかった︒

心理学や精神医学では十分に説明がつ

いる︒大沢教授は発達心理学が専門で︑

わる者にききめはない︒ことに子ども

かない青少年の非行について食べ物の

徳育は教える者が徳を積まねば︑教

ほとんどの教師は子どものために教え

は教師をそのように承る︒それが今は

ると︑子どもたちが長期にわたって砂

面から研究をすすめてきた︒それによ

日教組など世間の批評はあるにしても︑

ていることは確かなことだ︒それなの

っているのだ︒

そうではないから︑子どもたちが戸惑

糖を大量に摂取したり︑米飯などを食

レートしていくのはどういうわけなの

それに多様化への社会変化︑情報社

に子どもたちの非行がますますエスカ

か︒
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が難しくなったり︑暴力的になったり︑

低下してしまい︑感情のコントロール

それでは︑自然の秩序にあった生活

か︒

か︒それがなかなか出来ないところに

をするのにはどうすればいいのだろう

ベなかった穀物不足などの偏食の結果

なくなったりすると言われている︒

糖分になる米︑イモなど穀物やデンプ

の甘い菓子類を多量に食べているとか︑

て承たところ︑クッキー︑ケーキなど

それで︑これらの女性の食生活を調べ

七○を下まわっていることがわかった︒

じめ﹂や家庭内暴力︑校内暴力︑子ど

この無放任主義・無関心の結果が︑﹁い

とでも子どもに買い食いを許している︒

量に無神経に与えているばかりか︑そ

ければならないのに︑逆に菓子類を大

ようになっている︒親がチェックしな

べないことから︑体が糖分を要求する

近ごろの子どもは︑ご飯を十分に食

ればならない︒

しい食品の多いなかで知恵を絞らなけ

しい食生活に関心を向けて︑まぎらわ

は︑ことに母親は︑子どものために正

の責任である︒

ことに子どもの食生活は親と大人たち

間の心と体に大きな影響を与えている︒

きないもので︑この食事の在り方が人

なかでも食事は毎日欠かすことので

る︒

現代の悩承があり︑病根があるのであ

ン質を一切口にしていないなどの偏食

もの自殺などが発生することになり︑

穀物不足の子どもたち

無感動になったり︑精神の集中ができ

で︑低血糖症状になっているからだと
言う︒

・研究結果では︑うつ症状︑極度の疲

労や不眠症などで入院︑通院する女性

がわかった︒

逆に親や社会が苦しむことになる︒も

の血糖値を調べたところ︑三九から六

砂糖を長期間に大量に摂取すると血

っと︑毎日の食生活に対して注意しな

三で︑いずれも適性値の最低ラインの

糖値をさげて神経障害をおこす︒砂糖

いといけない︒

それで︑先ず自分が体験して承よう

わが子の成長と幸福を願うなら︑親

を取らなくっても穀物︑イモなど炭水

それでも病気になったり︑不幸になっ

由を望ゑたいのは願うところである︒

きた頃︑会う入ごとに玄米の話をする

いと思い実行した︒少し自信がついて

い覚悟を決め︑実行しなければならな

までと勝手が違うので︑中途挫折しな

ら︑かれこれ十年になる︒初めは今ま

と思い︑玄米菜食をはじめた︒それか

たりするのは︑自然の秩序を踏承外し

人間誰でも︑健康で幸福であり︑自

化物が大巾に不足していても同様に低

ルギー源になるが︑血糖値が下がった

たところに原因があるのではなかろう

血糖になって神経障害を起こすという︒

ままの状態で血糖値が大きな変化を繰

血糖中の糖は︑主として細胞のエネ

り返すと糖の供給が不足して脳機能が

（34）

と︑

﹁どこか体の具合でも悪くて玄米を
はじめたのですか︒﹂と︑

聞かれる︒玄米菜食を始めた動機は︑

いま述べた通りだが︑日がたつにつれ

う︒子どもの食生活は大切なことであ

るにはどうしたらいいのか︑正しい食

最も望ましいといわれている︒

日本人の主食は玄米を主にすることが

米は日本の風土にあっているので︑

玄米は︑穀物︵千本科植物の種子︶

事︑自然食の基本について考えて承よ
るが︑先ず大人が実践しなければ子ど

物を採れば血液がきれいになる︒それ

これは当たり前のことで︑正しい食べ

とともに︑血色がよくなっていった︒

を二ヶ月︑三ケ月と続けていくうちに︑

化をもたせていくといい︒この食事法

個人の体質や環境︑季節にあわせて変

次ぎのようである︒これを基本にして︑

自然に添った食事の基本的なことは︑

るものなど︑総てのものが含まれてい

なるも︑葉となるもの︑花や実にな

の玄米の中には︑根となるもの︑茎に

長する︒玄米は生きているのでひと粒

つけて︑適温にしておくと芽が出て成

ミノ酸のバランスがよい︒玄米を水に

の中で栄養的にも優れていて︑必須ア

が顔色になって現われる︒

体調がいい方に変化していくことを発

もはついてこない︒

知人にも玄米菜食のことをすすめ︑

てその効果が出て来た︒体が軽くなる

玄米の炊き方などをプリントしてすす

が証明してくれる︒

見する︒この食事法が正しいことを体

物は完全食である︒それを精白し︑白

米にしてしまうと死んだ食物になるば

主食

かりか︑不完全でアンバランスな食物

このように︑玄米ばかりではなく穀

る︒

めるがなかなか実行する人は少ない︒

数多くすすめた中で実行している人は︑
千代田区の古賀周作教育長だけである︒

精白していない穀物を主食で占める
ようにする︒

精白していない穀物は︑玄米・玄麦

このため人間の歯は︑穀物を噛承︑す

るが︑それができないのは︑たばこと

玄米食は体にいいことだとわかってい

・そば・粟・きび︒ひえ・とうもろこ

り潰すための臼歯が一番多いことが︑

ど︶︒

ンや玄麦パン・そば・そばがき・餅な

︵うどん・イーストを使わない玄米パ

ている︑といえる︒

菜に恵まれている東洋人はこれに適し

これを裏付けている︒ことに穀物や野

人間は穀物を主に食べる動物である︒

同じで悪害は︑﹁わかっちゃいるけれ

し︒また︑それらのもので作ったもの

になってしまう︒

句と同じである︒

ども︑やめられない︒﹂という歌の文

自然にあった人間の食生活
それでは︑自然にあった食生活をす
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ものを選ぶ︒ゴマ油・菜種油は高熱や

香辛料肉や魚などの動物性食品を

ねばならない場合は︑量・頻度をとも

食べるとき上手に使い︑無や承に使わ

ものを見つける︒

トリ肉は避けた方がいい︒とるとした

化学薬品を使わず︑圧力だけで絞った

ら新鮮な魚介類がいい︒ことに小魚・

ことに獣肉︵牛・豚・羊・馬など︶や

その土地で︑季節々灸にとれたもの

に減らし︑副食の三分の一以下にする︒

がよい︒調理法は︑原則として火を通

ワカメ・アラメ・ノリなどを常食とす

海藻を常食とする︒昆布・ヒジキ・

理に取らなくてもいい︒牛乳・乳製品

ある︒特に女性は極力少なくする︒無

もよいが︑質や量を選ぶことが必要で

よく噛むこと︑一口八○回から一○

と

食事をする上での知っておきたいこ

なくなる︒

な味で味覚が狂い︑本当の味がわから

いようにこころがける︒これは不自然

も体にいい︒化学調味料は一切使わな

酢は体質や季節と併せて使う︒梅酢

ない︒

卵は取らなくてもいいが︑取るとし

白身魚・貝類などがいい︒
たら有精卵にして小量にする︒

る︒海藻にはカルシュウムをはじめと

味噌汁︒すまし汁は一食一椀︑汁の

は︑日本人には不向きなものである︒

若い男性や体を使う人は多少とって

とえばヒジキ一○○ミリグラム中には

するミネラルが多く含まれている︒た

おかず一口の割合で食べる︒食べた食

○回噛むといい︑御飯を二口︑三口に

物の消化が落ちるので︑食前︑食中︑

品などで︑野菜は小量のゴマ油でいた
めてから使うといい︒よく︑馬鹿の三

具は季節の野菜︑海藻︑ふ︑豆の加工

杯汁と言われるが︑取りすぎはいけな

カルシュウムが一四○○ミリグラムも
豆やその加工品を適量︒高野豆腐・

菜種油など︑塩はミネラルを含んだ天

調味料塩・醤油・味噌・ゴマ油・

考えて知恵を磨かないと長続きはしな

ではない︒知識だけではなく︑自分で

に勧められたからと言ってできるもの

自然に添った食事をすることは︑人

にする︒

食後に湯茶︑水を多量に飲まないよう

然塩がいい︒醤油と味噌は︑丸大豆を

い︒

動物性食品は取らなくてもよい︒し

使った伝統的方法で造った天然醸造の

とり過ぎるといけない︒

のになっているので︑どうしても取ら

どの海藻と一緒に調理するといいが︑

油あげ・湯葉・納豆・豆腐を︑昆布な

含まれている︒

のはなるべく避ける︒

化学肥料や農薬を使ったもの︑温室も

などをせずに︑自然の恵のままで頂く︒

す︑あくぬき︑ゆでこぼし︑かわむき

野菜・野草

食

かし︑現代の食生活には欠かせないも
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副

の体がだしてくれる︒これが間違いな

実行して承るといい︒その答えは自分

っているかを自分で考え︑納得したら

いけれども︑どれが正しくどれが間違

般の食生活とは違っているところが多

れてきた正しい食事の基本である︒一

土に生きて来た日本人の知恵から生ま

秩序のなかに永い間︑つまり日本の風

い︒今まで述べて来たことは︑自然の

命ともいうべき組織が破壊されてしま

度以上にもなるので︑玄米の大切な生

と言われるが︑圧力釜は温度が一三○

釜で炊くと軟らかくなるので︑圧力釜

玄米は固くて︑食べにくいので圧力

気になったので江戸の病だといわれた︒

地方から来た奉公人が白米を食べて脚

江戸・大阪の商人が食べるようになり

古くはない︒江戸時代の文化文政の頃︑

本人が白米を食べはじめた歴史はそう

ことを忘れてはならない︒

だきますｏ﹂﹂ごちそうさまｏ﹂という

くの人たちに感謝の合掌をして﹁いた

れを生産し︑運び︑調理してくれた多

食物を与えてくれる自然の恵と︑こ

する︒

して自分の好の承にあった柔らかさに

飯が固かったら︑炊くときに水加減を

食事をいただく時

い方法である︒

︵社団法人・日本移動教室協会理事長︶
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う恐れがある︒

二回がいい︒昼は食べなくても空腹を

一日に食べる玄米の量は五勺で朝夕

玄米を食べると確かに体が丈夫にな

玄米の食べ方

る︒太っている人は痩せる︒体が軽く

椀一杯︒

感じない︒一回の量は二︑五勺で︑茶

電気釜で普通に炊く︑炊き上がった御

じめにつけた水と同量の水を入れて︑

二時間以上放置しておく︒これをは

止める︒

け︑煮立ったら五分位沸騰を続け火を

しておく︒こんどは︑これを強火にか

から二割りましの水をいれて一晩ひた

食べる玄米を水でといたら︑同じ量

なって動作が機敏になる︒玄米を食べ

はじめると便秘をしなくなる︒快通快
便になるので︑体も心も快適になる︒
﹁玄米を食べてぷたいが︑玄米は何
処で売っているのか︒﹂とか︑
﹁圧力釜を買わねば炊けない︒﹂

などの質問をうける︑玄米は米屋で
売っていることを知らない人が多い︒

それほど白米が一般化しているが︑日

曝
逢

︹第八十四回総会記念講演︺

人生は
出会
一に少のブ○

今岡信一良
現在，正則学院名誉理事。日本自由宗教連盟会長。
正則中学校の校長歴50年。松江中学生時代に会
祖・西村泊翁先生のナマの声（講演）をぢかに聞

いた現存する唯一人の本会特別会員。
明治14年9月16日生で当年105歳。

只今︑過分なご紹介を頂きまして︑これから何をしゃべ

ってよいかわからなくなりました︒ご期待に添うようなお

思いますが人生は出会いである︒一人では人生は歩いてゆ

話はよくできないと思います︒この前にも伺って申したと

いるノ︑の人と出会うことによって人生は成立っている

けません︒

が︑その人生の成立ちを決める自分というものは一体何で

あるか︒昔流の寸法で申しますと私は五尺二寸で十六貫の

重さ︑これが私の個体である︒しかし人生というものは個

体であるだけではない︒いるノ＼な人と出会っている︒そ

親子の出会い︒親に生んで貰いました︒その出会い︒兄

の出会いによって人生は成立っている︒

弟の出合い夫婦の出会い︒家庭を離れては友達がいるノ＼
できる︒学校の先生に教わります︒皆出会いであります︒

こういう出会いが集まって本当の人生ができるのでありま

す︒その出会いの仕方がただ寄せ集まりでなく︑東京駅や

でなく︑その別々な個人であるところの個体が出会って︑

新宿駅で大勢の人が集まりますけど︑あ上いう単なる集合

その出会った人生︑個体や人生は︑個人に対して共同体と

いうものがあります︒その人間は個体であると同時に共同

体であるということを私は常に感じている︒共同体はただ

何百人何千人が集まるというような︑そういう集団でなく︑

集まるだけでなく︑集まったものが一つになる︒東京駅で
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I，

個人が集って又一つの人間になるのです︒親から生まれて

くなれるのが本当の生活だと思います︒

庭外の友達にしても︑それが真に一身同体になる程に親し

なる︒人生というのはそういうものだと思います︒

他人といえども一身同体になって共同体となって一つに

親との出会いがある︑兄弟ができる︑夫婦ができる︒
一身同体︑親も子も別灸でありますが別々でありながら

雄弁会で勝って帰った時に自分も個人で勝っただけでな

一身同体である︒兄弟も同体︑殊に夫婦は一身同体である︒

して又一つの存在になる︒その個人と共同体とが一緒にな

別々の個人が集まってその集まったものが一つの共同体と

に学校である︒人生というものはそういう二つの面がある

く︑学校が勝ったと感じる︒その個人は個人であると同時

ということを私は常に感じております︒

ったものが本当の人生だと思う︒

自分の親︑兄弟︑夫或は妻︑そういうものが一緒になっ

同時に学校自身であります︒家庭の一員であると同時に家

個体であると同時に共同体である︒学校の生徒であると

に共同体である︒自分は個人であると同時に家庭である︒

て初めて一つの共同体ができる︒自分は個人であると同時
その家庭が大きくなった市町村や︑国家とか︑社会とか︑

を作る︒そういうことも私はその共同体の意味だと思う︒

だけでなく︑人間以外のものと人間が一緒になって共同体

私は学校の先生を長くしていたから学校のことをいつも

個人はどこまでも個人としてあるのだが個人だけでなく︑

庭自身であります︒人間だけが一緒になって共同体を作る

思い出しますが学校を代表して雄弁会等に生徒をやります︒

そういうものが一つになって一身同体になる︒

或は野球の試合に生徒をやる︒勝つ時も負ける時もある︒

家庭は自分である︒国家は自分である︑世界は自分であ

個人であると同時に共同体である︒

る︒ところが人間だけが共同体を作るのでなく︑人間以外

勝って帰った時はよく勝ってくれたと言う︒君自身が勝っ
ただけでなく︑この正則中学校が勝ったのであり︑個人が

のものとも我々人間は共同体を作るのであります︒

次の句を作っております︒

俳句の名人として︑知られている加賀千代という女性は

カガノチ画

勝ったと同時に正則が勝ったとハッキリ感じます︒

或は又自分の息子が賞与を貰います︒それはその家庭が
賞与を貰ったというふうに感じます︒

〃朝顔につるべとられて貰い水〃

は夫婦へ兄弟の関係だけでなく︑他人との関係においても

したら︑朝顔の立派な花が満開に咲いているので朝顔をも

井戸端に行って水を汲もうとして︑そのつるべを使おうと

個人と共同体は一つであります︒この共同体が親子︑或
そういう共同体ができるのです︒学校の先生にしても︑家
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ぎってつるべを使うわけにゆかないから隣に行って水を貰
ったという︒

加賀千代にとってはその朝顔は単なる植物ではなく︑自

うた

分の仲間である︒朝顔と加賀千代は仲間として共同体を作
ったのであります︒

もう一つ同じような意味で有名な歌ですが
〃ほろノ︑と鳴く山鳴の声聞けば
父かとぞ思う母かとぞ思う″

山鳥の鳴く声を聞いてお父さんだ︑お母さんだ︑という気
になったという︒烏が自分の父のような︑母のような気に
なった︒人間は考えようによっては︑朝顔を自分の仲間と
考え︑山鳥を自分の親と考えられる︒やっぱり一身同体に
なれるんです︒

もう一つ想い出しましたが芭蕉の句ですが︑富士の煙を
詠んだ句であります︒

〃風になびく富士の煙と共に消えて

人間同志だけでなく︑植物であらうが︑動物であらうが︑

そういう面を持っている人生︒それが本当の個人主義︒エ

皆そういう一身同体になる︒そういう面が人生にはある︒

エゴはエゴであると同時に︑エゴそのものがそういう仲

ゴであります︒

山鳥と一緒になれる︑富士山の噴火口から出る煙と一緒に

間を作り共同体を作るのであります︒朝顔と一緒になれる︑

です︒

なって︑天地宇宙と自分が一つになれるというようなもの

そういう意味︑自分は立派な個人でなく個人ではあるけ

れども個人であると同時に共同体である︒その共同体の小

さな過程の共同体から︑動物の世界︑植物の世界︑天地宇

宙にまで広がってくるそういう共同体が︑自分の一面であ

る︒共同体の自覚︑というのが私の人生観であります︒

ところがその共同体というものは︑その寿命︑年齢は︑

永遠であります︒個人には︑五十で亡くなったとか︑六十

共同体は個人はなくなっても残るのであります︒家族がな

で亡くなったとか百まで生きたということがありますが︑

これは富士が噴火していた頃のうた︒

村や︑国家社会は残るのであります︒

くなっても家は残るのであります︒家がなくなっても市町

ゆくえも知らぬ我が思いかな〃

富士の山から煙が出る︑その煙はもうどこへゆくのか︑空

又つるべに巻いている朝顔︑山鳥︑そういうものとが皆自

人であると同時に共同体である︒富士の煙と一つになれる︑

共同体と自分とは一つであり︑自分は共同体である︒個

中に一杯に広がってしまう︒それと同じように自分の心も
天地宇宙に広がってしまう︒

加賀千代が朝顔を友達と思い︑山鳥を自分の親と思う︑
芭蕉のように天地宇宙が自分になる︒
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分と一緒になったという︒そういう自分︒そういう共同体

いのち

永遠なる生命の持主である天地宇宙の共同体と自分は一

うものを自覚することによって永生きしょうなんてケチな

共同体という面が自分にはある︒その共同体の自覚とい

つになっている︒

共同体の寿命というものは五十年や百年ではない︒家庭

という面があることを私は自覚する︒

にしても︑親が死んでも子供が死んでも家庭は残る︒家が

遠なる生命を持っているんだということです︒長生きの秘

考えはおこさないで済む︒共同体の自覚と同時に自分は永

同体であることを自分が自覚することによって︑その共同

訣を語れということだが︑秘訣も何もないのです︒ただ共

なくなっても市町村は残る︒国家社会は永遠である︒その
いりました︒五尺二寸︑十六貫のこの個体であるが個体だ

永遠なる共同体というものは一つだということを考えてま
けが自分ではない︒個体であると同時に私達は学校であり︑

〃あしたに道を聞けば夕べに死すとも可なり″のような

体というものは無限の生命を持っているものです︒

ない︒共同体は永遠であるから︒

共同体の自覚を持ったら︑その個人はいつ死んでもかまわ

る︒そういう大きな共同体と自分が一つであります︒運命

私達は家庭であり︑そしてそれが市町村であり︑国家であ

である︒ところがその共同体の寿命は︑個人には寿命があ

永遠なる生命︑長生き︑本当の長生き︑それは共同体︑

共同体︑愛とは人生である︑人生とは何ぞやそれは共同体

んでも家庭が残る︑家庭がなくなっても社会が残る︑共同

り︑五十年とか百年とか云うことがありますが︑個人が死

共同体であることを自覚することが本当の長生きであるの

天地宇宙を意味する共同体の自覚である︒そういう意味の

時に共同体である︒その共同体は単なる家庭や︑単なる市

︵文責・編者︶

本当にそうだと思います︒ありがとうございました︒

んは云っている︒

〃あしたに道を聞けば夕べに死すとも可なり″と孔子さ

ある︒

そういう自覚があれば一分間の生活でも︑それは永遠で

だと思う︒

体の命は無限であります︑ですから自分は個人であると同

ることを申上げたい︒

町村だけでなく︑天地宇宙と一緒になっている共同体であ
自分の寿命というものは天地宇宙と一緒になる︑限りな
としては︑五十年とか百年とか言いますが︑共同体を自覚

き命︑永遠なる命︑長生きなんてことは結局︑個人の問題
したそういう人生から云えば人生は永遠無限であります︒
長生きしようなんていうことを考える必要は毛頭ない︒
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︹泊翁百話︺

晩年の旅
泊翁晩年の旅といえば︑明治三十二年︵七十二歳︶の四

拠古

哲史

分大垣を出発︑十二時半京都へ着き︑俵屋に宿った︒谷鉄

いた浅井郁之助といっしょに大垣に行った︒七日は八時五

四月六日は朝十時に堀ノ内駅を出発︑岐阜駅に出迎えて

あった︒

そして一月ばかりあとの六月二十日から七月六日に至る福

敦賀︑福井︑金沢︑大垣︑岐阜︑名古屋など諸地方の旅︒

八時から京都府会議事堂で総集会協議会を開き︑点燈時に

臣はじめ京都の会員︑各支会の会員が来訪した︒八日は朝

六日には弘道会事務を他人に委托することとし︑十月二十

河地方の旅がつづいた︒しかし旅の途中で病承︑八月二十

夕刻五時に終わった︒十日は︑午後二時から聖護院村森桝

閉会となった︒九日も朝八時から議事堂で演説会を開き︑

日までの豊橋︑名古屋︑桑名︑四日市︑津︑亀山︑彦根︑

旅行は翌三十三年︵七十三歳︶の五月十三日から同二十八

暖かく︑桜花は満開となり︑公園の気色がたいへんよかっ

のあと師範学校の講堂で公衆のために講話をした︒今日は

なって師範学校︑高等女学校で生徒のために講話をし︑そ

同行して奈良に着き︑公園内の菊水楼に投宿した︒午後に

十一日は朝八時の汽車で京都を出発︑布施支会員数名が

楼で懇親会を開き︑夕刻宿に帰った︒

いであった︒

ろ松山に着き︑芳恩寺で午飯︑引きつづき教員講習会に出

こから人力車で松山へ向かった︒陸路三里を経て十二時ご

十二日は人力車で出発︑京終で乗車して桜井で下車︑こ

た︒

至り︑弘道会員医師本間春城宅に宿った︒そして翌五日︑

発︑遠江の堀ノ内駅で下車して︑一里半ばかりで平田町に

明治三十二年四月四日は︑朝七時二十五分発の汽車で出

長浜︑米原︑三田︑大阪︑静岡など諸地方のそれがおしま

体力の衰えが自覚されたためと思われるが︑この後の長途

七日には第一高等学校倫理科講師の解任を請願している︒

●とつき

のあと︑また一月を隔てて八月十日から同十八日まで︑三

島︑米沢︑鶴岡︑酒田︑山形︑尾花沢など諸地方の旅︑そ

月四日から同月二十八日に至る遠江︑京都︑奈良︑彦根︑

川

城東支会十年祝賀会を寺院で開いたところ︑聴衆二百人余
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輩

十七日は︑午後から東本願寺別院で講話会を開いた︒聴

十三日は朝八時ごろ出発︒弘道会員二名が送って来た︒

高等女学校と師範校で講話をし︑夕刻帰宿した︒入会者十

それより松平侯を訪問︑同家で午飯の馳走を受けた︒午後︑

十八日は︑午前十時ごろ中学校で生徒のために講話し︑

衆三百余名あった︒

その内の山迫氏は奈良までで帰ったが︑久保氏は京都まで

弘道会員森岡宅に宿った︒

席して一場の講話をした︒終わって寺に一戻り︑公衆に講話︒

来た︒七条駅に彦根人中村氏が出迎え︑汽車で夕刻五時す

海屋に投宿した︒昨夜来不眠症に悩んだので︑医師飯森氏

送った︒午前十時すぎ金沢着︒衆人が駅に出迎え︑片町大

十九日は朝八時の汽車で福井を立った︒衆人が駅まで見

二名あった︒

十四日は︑午後から彦根長松寺で講話会︒聴衆百八十名︒

ぎに彦根に着いた︒

十五日は︑朝十時ごろから辻勝太郎氏の案内で城山見物

有志者数名が入会し︑支会設立の相談があった︒

に講話︑午後同所で公衆のために講話︒そのあと弘道会金

二十日は︑午前中学校で両中学校と工業学校生徒のため

から催眠薬をもらった︒

沢支会発会式を行なった︒新入会者が五十八人あった︒

のあと楽々園に行くと︑谷鉄臣翁と小林正作氏が待ってい

をした︒本丸跡からの湖水の眺望がたいへん佳かつた︒そ

この園は彦根先を代侯の隠居所で︑家屋の構造が意匠をこ

三十人ばかりの参会者があった︒

止︒午後三時から市中の金谷館で懇親会を開いたところ︑

二十一日は午前公園見物の予定であったが︑雨のため中

て︑午飯を共にした︒楽々園と八景園を一覧して帰宿した︒
らしており︑眺望もすぐれている︒今は商人の所有に帰し︑
割烹を業としている︒

十六日は朝八時五十五分の汽車で出発︑柳瀬のトンネル

二十二日は朝七時四十五分金沢を立った︒諸人が駅まで

見送った︒米原で汽車を乗り替え︑五時すぎ大垣に着き︑

︵木の芽峠のトンネル︶はかなり長い︒十一時すぎ敦賀着︒

気比宮司今井清彦など数氏が出迎えており︑今井氏の案内

安田に投宿した︒

二十三日は︑かねての約束により朝八時出発して︑人力

で気比神宮と金崎神社に参拝した︒金崎城の古跡は北海に

だ︒鈴木無隠が三重から来会︒夕刻宿に帰り︑すぐ汽車で

車で揖斐郡池野村小学校に赴き︑西濃五郡の教育会に臨ん

臨承︑地勢狭院で︑当年の忠臣の苦節が偲ばれた︒二時五
ンネルを通過した︒五時すぎ福井に着くと︑市長渡辺氏以

岐阜に赴き︑巴屋に投宿した︒

十分再び汽車に乗り︑今庄に着くまでのあいだに十八のト
下数名が出迎えた︒旅店月見亭に投宿した︒
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校で生徒の調理した午飯を馳走になり︑午後より熱田町教

育会に赴き︑一場の講話をした︒そのあとで海岸の岡田屋

二十八日は教育会員からの求めに応じて揮墓十余紙︒一

で弘道会員から晩餐の馳走になった︒

した︒

時の汽車で熱田を出発︑夜九時四十九分新橋着︑十時帰宅

泊翁は右の旅より約一カ月のち︑六月二十日の朝九時の

汽車で上野を出発︑東北旅行をしている︒すなわち︑この

日郡山駅で戸城伝七郎と会い︑夕刻福島着︑松葉屋支店に

投宿した︒福島の弘道会員数名が来訪した︒

二十一日は朝六時発の汽車で出発︑板屋のトンネルを初

めてくぐった︒トンネル数は十九もあり︑その内第十六が

一番長い︒米沢から人力車に乗り︑赤湯で午飯︑夕刻山形

に着き︑後藤に止宿した︒ここで安倍彦四郎と面会した︒

二十二日は朝八時ごろ出立︑栃岡で午飯︑尾花沢より雨

二十三日は朝七時出立︑雨がはげしかった︒古口で午飯︑

となった︒舟形駅の伊藤に止宿した︒

ここから舟に乗って最上川を下り︑清川まで行くと教育会

屋で︑聴衆千人余あった︒泊翁は午前中に講話し︑午後は

二十四日は朝九時から会場へ出席︒会場は新築した仮小

道会員と教育会員数名が来訪した︒

会員数名が大橋まで出迎えた︒上肴町の常盤楼に投宿︒弘

より出迎えが来ていたので︑同行して鶴岡に至った︒弘道

見送人があり︑鈴木無隠も同行して名古屋に着いた︒八重

に講話をした︒そのあと︑市の東南にある香雪軒で同志数

二十六日は午前中学校で講話︑午後市役所議事堂で公衆

助方に投宿︑訪問客は無かった︒

垣範三郎など数名が駅に出迎えていた︒伏見町の三河屋嘉

二十五日は朝九時すぎ出立︑岐阜教育会から名古屋まで

をした︒聴衆がたいへん多かった︒

字︑掛物数葉を揮革した︒午後西本願寺別院で公衆に講話

二十四日は午前中学校で生徒のために講話をし︑また額

００

翌塊

子

二十七日は午前商業学校と高等女学校で講話をし︑女学

十人と晩餐会を開いた︒
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子
金

動

嘉納治五郎が講話した︒

二十五日も九時より開会︒肝付兼行の演説があった︒午
後は討論会に移り︑四時すぎまで続いた︒そのあと常盤楼
で懇親会が開かれ︑出席者百名ばかりあった︒
二十六日は弘道会鶴岡支会の総会を郡会議事堂で開いた︒

出席二百名ほど︒終わって常盤楼で懇親会︒七︑八十名の
出席者があった︒

刻丸山峠にいたるころ雷鳴がし︑暴雨になろうとの様子で

あったが︑運よく雷気は他に転じ︑雨にも逢わずに済んだ︒

舟形町の伊藤幸三郎邸に宿泊した︒

三十日は朝六時すぎ出発︑猿羽根峠を越え︑尾花沢を過

ぎ︑十一時ごろ楯岡に着いた︒安倍彦四郎︑平田竜助が来

問した︒午後︑郡会議事堂の控所で公衆のため道徳の講話

宅へ立寄った︒村人数十名のために講話し︑それより十一

止宿した︒神作寅吉その他両三の知人が来訪した︒神作氏

七月一日は朝七時に出立︑十二時前山形に着き︑後藤に

ので︑鶴岡でもらった粉薬を服用した︒

をした︒夜になって腸カタルが起こり︑腹くだしがあった

時ごろ酒田着︒弘道会員十数名が出迎え︑峨海楼に宿泊し

の案内で三時ごろから割烹店に行き︑千葉県出身で当地在

二十七日は朝七時ごろ鶴岡を出発︑新堀村阿部弥左衛門

た︒午後︑郡会議事堂で支会総会を開いた︒聴衆六︑七百

留の六︑七名と会った︒また弘道会員の北島︑勅使河原二

饗応を受けた︒

二日は七時ごろ出立︑神作ほか一人が上の山まで送って

判事も出席︑小宴を張った︒

名あった︒嘉納治五郎氏も来会した︒夕刻厳海楼で会員の
二十八日は朝︑会員一同と記念撮影をした︒十時ごろか
ら本間氏の別荘に行った︒構造はたいへん美しいが︑本間

ノ山に着き午後同地小学校で公衆のため講話した︒会員高

来た︒上の山の会員二人が途中まで出迎えた︒午前中に上

話︒午後米沢公園内松岬館で公衆のために講話︒途中で雷

四日は午前迫校長のもとめで高等小学校で生徒のため講

ごろ同地に止宿した︒

椋ノ目まで出迎えた︒米沢の入口でにわか雨に逢い︑四時

三日は七時ごろ出発︑赤湯で午飯︒米沢支会長綱島祝が

嘱した︒

橋宗猛︑池田良盛︑横沢弥太郎三氏へ支会設立のことを委

家の財産からすると質素なものである︒嗣子と子供二︑三
人が来てもてなしたが︑主人は見えなかった︒午後︑諸人
の希望に応じて揮墓し︑夕刻宿に帰った︒

二十九日は朝六時半ごろ出立︑土方氏の案内で松嶺に赴
いた︒酒田より四里ばかりあって︑酒井氏の城跡がある︒

小学校で公衆のため講話︑終わって孝子二人と会った︒午
飯の馳走を受けたあと一里ほど行き︑最上川を渡って清川
に出て︑ここで見送りの者と別れ︑古口︑本合海を経て夕
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雨大に起こったが︑二時間ほどで止んだ︒

五日塗一番汽車で米沢を出発︑十二時ごろ福島に着いた︒

た︒郡長以下が出迎えており︑すぐ医師を招いて診察を受

十七日は朝八時豊橋を出発︑岡本はここから帰り︑本多

た︒本多述と医師岡本正安が同行した︒

けたが︑別に異常は無かった︒夕方の汽車で豊橋に向かっ

だけが同行した︒夕刻三時ごろ沼津駅前の旅亭に宿り︑十

会員数名が駅に出迎えていた︒福陽館へ投宿︒午飯のあと
師範学校で公衆のために講話︒弘道会員と師範の生徒の承

力車で帰宅した︒

︵本会理事東大名誉教授︶

八日朝七時の汽車で沼津を立ち︑正午新橋着︑出迎えの人

で︑一般人はいなかった︒夕刻より嘉葉倶楽部で会員の茶
話会があった︒

六旦一番列車で福島を出発︑午後三時三十分上野に着い
八月十日は︑かねての約束により新橋駅を二番列車で出
︑一三河の国へ赴いた︒五時ごろ豊橋に着き︑坪屋に投宿
発︑
十一日は朝八時の汽車で豊橋発︑九時ごろ新城に着いた︒

した︒

八名郡長宮崎鼎その他が駅まで出迎え︑人力車で八名郡山
光田村に赴いた︒南設楽郡長宇佐美治香などの出迎えを受
教師弘瀬時治もこの寺に宿っていた︒

け︑満光寺という禅寺に宿ったところ︑愛知県師範学校の
十一百の朝から講謹が開かれ︑聴講者二百人ばかりあっ
た︒三郡の郡長が交替で出席し︑書記本多述が詰切りで世
話した︒

十一百も講謹がつづき︑十四日で閉じたが︑十四日午後
よ
り頭
頭痛
痛が
が起
起ここ
より
りり
︑︑また肱博に結滞が生じた︒村医豊田成
十六日になって︑ 舟で三輪川を下り︑昼ごろ新城に着い
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◎

景の診察を仰いだ︒

！

た

篠塚しげる選

ばく

○拝領の古鎧出し曝しけり

○特選の曾孫の書初め皆で褒め

○花曇喜寿近き身の一人旅

○初蛙農婦やさしき里言葉

○嫁せし娘の想出の雛加へけり

こし

○想出を大事にたたむ古日傘

遠山に胸を開きて青き踏む

○春風に乗りて越より薬売

︵評︶原句の﹁家風哉﹂は適当ではないので﹁家祖以来⁝な

朝立ちの人に桜の開きけり

けでもよいと思う︒︶金肥以外に種々の肥料があるが︑

注連繍を焼いた灰を使って田圃に撒くというのは崇
︵あらたか︶な肥料であり淘に感動ふかいものがある︒

○初夢や崖転落の瞬時覚め
西雲寺参道にて

○参道の松の並木も皆枯れて

○落水暮れ行く畦に音高し

○新樹光浴びて試歩の杖のばす

○春愁や椀に残りし貝の砂

○雪柳咲き満つあたり暮遅し

○垣越しに貰う新茶のひとひねり

○天皇の在位六十御世の春

らひ﹂と直して採る︒︵又灰汁でなくとも灰を撒くだ

◎家祖以来注連焼きし灰を撒くならひ

千葉県石橋香峰

識

○柚風呂は冬至にはいれと古老云ふ

千葉県鈴木とよ女

千葉県飯田萌堤
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弘道俳壇

○春灯や破璃に火影の歪承をり
○春陰や家づと買へぼ雨となる

島根県小玉光

選者近詠

噸の一瞬やゑぬ天地無事

ほそぽそと年金ぐらし山撤の芽

折からの風添へて売る風車

○蒜なき余生うれしく新茶汲む
垣に韮の匂ひを刻承そむ

瓶の花一茎高く夏に入る

男には着替へ部屋なき祭宿

散策の顔少し焼け春深し

千葉県加藤刀水

千葉県田村隆郡
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○本堂に舞いこむもあり散紅葉
○海の日の輝く障子洗いけり
○咲き垂るる萩にまじりて女郎花
上総嶺々四方に囲ゑて花の山

○シクラメン篭ごと夜の卓に置く
○壇上の獅子乳春闘和議遠し
春闘や老いても職にしが承つき
春闘に生活の事を妻は云ふ

基

古川哲史選

り

催促をしたるが如し栽培をほめし毎がけさ届きた

出づ

立春のすぎて十日を羽ふとん三組買はむと妻の言ひ

ふ

冬空を映して冴ゆる溜池の明けの水面に鴨ら鳴き交

するこの身は

離れ住む八十路の母には聞かせまじ腸病む日々を臥

千葉県山田町故宇津木−直

霧

体調のすこしよければ起出でてゆるびし時計のゼン
マイを捲く

るる

自転車は寒くなきやと孫ほどの若き女性に声かけら

あっけなく死ぬるものかな昨日今日われをしかりし
叔母横はる

よくもまあかくは痩せしとわが腹を妻荒れし手にさ
すりつつ言ふ

去る五月二十六日︑日本弘道会総会の日︑宇津木さん

が急逝されたと聞いておどろいた︒

宇津木さんは加藤巳之氏と並ぶ弘道歌壇の常連で︑熱心

だけに進歩のあとがいちじるしかった︒ここに黒ワクに

ひと月ばかりのあいだに詠まれた病中吟で︑宇津木さん

かこんで紹介する八首は︑宇津木さんが亡くなられる前

の弘道歌壇に出た氏の秀歌を付記すると

の作品としてはすぐれたものと思う︒ついでに︑今まで

ひとひ

平均余年あと十四年うかうかとしてはゐられぬ歳とな
りたり︵九○七号︶

不用意のことば放てぱすぐさまに身に返りきて一日こ
だはる︵九一二号︶

是が非でもやりぬく子らか演奏の鼓笛のひびき雨衝き
て聞こゆ︵九一三号︶
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弘道歌壇

誤ちてボタンを押せば窓口に田舎者めといふ顔の出づ
︵九一七︶

小績なと思えど汝に理のあれば思ひなおしてそれに従
がふ︵九一八号︶

などなど︒とにかく︑惜しい人を亡くした︒選者として
三首の挽歌をささげ︑ご冥福を祈りたい︒

死の床にきゑが詠承たる歌いくつ選をするかも涙垂り
つつ

死の前にきゑが作りし歌かなし添削の余地なきもかな
しも
やまひ

八十路なる母には病秘めんとの願ひをこめし歌もまじ
れり

市原市加藤巳之
うからの八十の賀に招かれてのめい大杯むりにもうけを
り

八十の賀に受けし杯かさなりてただ呑めぬではすまぬ座
となる

界隈でただ一人よと祝はれてわれもいささか誇り顔なる
八十の賀は大鏡てふ書にもありと御堂関白日記に記せり

今日一日わが窓を過る雲の影ふと気のつけばおもしろき
かも

山里の廃屋とまで見ゆれども住めばゆかしや梅も咲きゐ
て

梅植えしゑ祖の心ありがたや花めで実をたべ一挙両得

や

千葉県石橋佐寿

落葉焚き煙かぶりておどりでて吾子の姿のあないぢらし

にけり

亡き母のダンスの奥にしまわれてわがヘソの緒も年ふり

千葉県伊藤修郎

大地震不意に起こりて駈け出せば月絞だと照りて動かず

はず

あつまりて悪をなすをば党といふ善をなすをぱ党とはい
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日本弘道会

て議事に入り次の案件を審議した︒

ついで︑鈴木会長代行が議長席に着い

うちに滞りなく終了した︒

引続き恒例の寿昌式を挙行され︑次に

一︑昭和六十年度決算並に六十一年度

隆治氏からお歳を感じさせない張りの

た︒これに対し寿昌者を代表して寺崎

念杯が贈られると共に祝辞が述べられ

度決算についての監査報告が行われ︑

明した︒このあと︑生平監事から帥年

説明︑引続き位年度予算案について説

まず︑㈹年度決算案について重点的に

鈴木議長の指名により菅原職員から

予算の件

め日本弘道会の発展に尽したいとの力

両案とも全員異議なく了承された︒

ある声で健全な精神と肉体の堅持に努

対し鈴木会長代行から寿昌状と寿昌記

出席の寺崎隆治︑長谷川惣平の両氏に

掲げた晴れの寿昌者三氏のうちこの日

総会式辞︵３頁参照︶が述べられた︒

拶ではじまりついで鈴木会長代行から

定刻に司会者・片山理事の開会の挨

る盛況であった︒

にテーブルを配列した会場が全部埋ま

当日の出席者は四十七名︑口の宇型

された︒

講堂に於て第八十四回通常総会が開催

日︵日︶午前十一時から本会ビル８階

爽やかな天気に恵まれた五月二十五

告

強い謝辞があり︑伝統の儀式は厳粛の
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第八十四回通常総会︵報

第84回通常総会々場の一部

の逝去に伴う追悼行事の施行などで︑

本格的活動が期待されたが西村前会長

経常収支年度で安定した財政のもとに

たが︑冒頭にピル落成後の第一回目の

鈴木議長から帥年度事業報告を行っ

に鈴木勲氏を選任︑第九代の会長が目

審議した結果︑満場一致を以て新会長

浦昌也氏を仮議長に指名しこの提案を

された︒よって︑鈴木議長は評議員杉

れた鈴木副会長の昇格要望の動議が出

ら選挙の手数を省き人格識見ともに優

いて諮ったところ評議員石橋香峰氏か

鈴木議長から新会長の選出方法につ

氏︒︶このあと︑午後一時から一○五

上野明義︑生山智己︑岩崎晶︑以上九

忠︑宮崎哲夫︑山岡俊明︑小路隆生︑

ｌ発言順ｌ松平直寿︑寛素彦︑水沢利

卓説にはさすがと思わせた︒︵発言者

があったが︑それぞれの貴重な意見や

事が司会のもとに次の方々のスピーチ

食となった︒昼食をとりながら片山理

以上で盛んな拍子裡に総会を終り昼

二︑昭和六十年度事業報告並に六十一年

当初予定した講演会などの一部が実施

から会長就任の挨拶︵４頁参照︶があ

出たく誕生した︒ついで︑鈴木新会長

度事業計画の件

出来なかったことを報告︑ついで︑会

の記念撮影︑次いで特別仕立てのマイ

念講演があり︑さらに︑先生を囲んで

歳の本会特別会員今岡信一良先生の記
以上をもって審議案件は総て滞りな

クロバスで有志二十六名が午後二時ビ

況と内容の充実改善に努めたことなど

く終了し︑ついで鈴木議長から次の三

った︒

員の異動状況︑会誌﹁弘道﹂の発行状

二グループに分けた﹁道徳研究会﹂を

報告︒また︑小・中学校長を中心とし︑

着︑直ちに本堂で厳かな会祖の法要の

ルを出発し文京区千駄木の養源寺に到
１理事・任期満了の鈴木勲氏重任のこと

び予定の日程を滞りなく終了し︑再び

あと︑墓前に香を献じてその偉徳を偲

件について報告した︒

史民俗博物館﹂見学の研修旅行を実施

と︵伍年５月弱日評議員会︶

２監事・任期満了の生平幸立氏重任のこ

開催したことや︑千葉県佐倉市の﹁歴
したなど報告した︒引続き価年度事業

事業収入五六︑一○二︑五二○円

昭和六十年度決算報告

した︒

バスに同乗午後三時半ビル帰着・解散

計画としては雑誌﹁弘道﹂の発行を主

任期満了による重任者として鈴木

３評議員に次の八名を委嘱したこと

﹁時事講演会﹂の二回開催︑研修旅行

勲︑石井千明︑生平幸立︑大久保

体とし﹁道徳研究会﹂の年四回開催︑

の実施︑そして﹁創立百十周年記念式

としては︑加藤嘉三郎︑寺崎隆治︑

利謙︑西村幸雄の５氏及び新任者

その他の収入一五︑四四三︑一二○円

会費収入一︑八六五︑二五○円

とも全員異議なく了承された︒

東平久雄氏の３氏

典﹂の挙行などについて説明し両案件
三︑会長選任の件
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収入計七三︑四一○︑八九○円
前期繰越収支差額
一五二︑七九四︑○三八円

収入合計二二六︑二○四︑九二八円

その他の収入一四︑五三○︑○○○円

収入計七五︑九三○︑○○○円
前期繰越収支差額
一五三︑○○八︑二八六円

お知らせ

﹃弘道﹄専用ファイルの綴込玖

は︑左記の要領でご利用下さい︒

記

一︑左図上部の点線の状態になるよ

収入合計二二八︑九三八︑二八六円

事業費一○︑二四○︑○○○円

う親指で六本のピンの留め蓋を押し

事業費七︑四二六︑二三三円
管理費四○︑三三九︑三四九円

管理費五二︑四二○︑○○円

元に押し戻す︒

三︑最後に押しあげた上部の留め蓋を

留める︒

留め︑ついで︑上部を︑上部ピンで

き︑その開いた下部を一本のピンで

二︑雑誌﹃弘道﹄の真中辺を二つに開

あげる︒

その他の支出九︑二一八︑一○○円

特別支出五︑○○○︑○○○円

予備費五○○︑○○○円

その他の支出九︑○○○︑○○○円

特別 支 出 一 六 ︑ 二 一 二 ︑ 九 六 ○ 円
支出計七三︑一九六︑六四二円
次期繰越収支差額

支出計七七︑一六○︑○○○円
一五一︑七七八︑二八六円

次期繰越収支差額

ピンの留め蓋

︵略図はファイルを開いた状態を示す︒︶

します︒
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一五三︑○○八︑二八六円

八︑五○○︑四六五円

支出合計二二八︑九三八︑二八六円
以上

︑

I I
！ ！

由ファイルを追加ご希望の方には︑
一部参百五拾円︵送料込︶でお頒け

(上部）

次期繰越増減差額

剰余金合計
一四四︑五○七︑八二一円

︵六十年度末現在資産・負債︶

I

川:

(下部）

資産総額九六三︑五四二︑八四一円
正味財産合計額

.
；

：

負債総額一二八︑三三六︑二六五円
八三五︑二○六︑五七六円

昭和六十一年度予算報告

事業 収 入 五 九 ︑ 二 三 ○ ︑ ○ ○ ○ 円

会費収入二︑七一○︑○○○円

8
必

弟八十四巨総今
画面二

創立百十年の年に寿昌の感激

崎盗一紫

寺崎隆治

去る五月二十五日の本会総会において私共三人の高齢者

すべき年に当たり私共一同その光栄に感激いたしておる次
本会は前会長西村幸二郎様の精魂を傾けてのご尽力によ

第であります︒

り昨年一月︑道義宣揚︑世界永遠の平和の殿堂たる新ビル
が建設され会員二千四百余名に増大︑会の基盤が確立し︑

ご逝去せられ︑この度の総会でそのご遺志を最もよくご体

愈々本格的活動に入らんとした昨年七月︑惜しくも前会長
得の鈴木勲新会長を迎え︑本年度事業計画予算を議決︑創
立百十年式典をはじめ各種講演会︑研修会︑研修旅行︑小
中学校長座談会︑機関誌弘道の充実等を実施することにな

りました︒

現下激動の国内及び国際情勢を洞察いたしまするに︑将

来世界の日本として進むべき道は本会綱領で明示の道徳を

学八文化︑経済等諸施策の根幹であると確信いたします︒

国民が実践︑宣揚することが政治︑外交︑貿易︑教育︑科

鴨世界保健機構︵ＷＨＯ︶の位置づけているように健康と

は無病︑長寿であるばかりでなく進んで社会のため活動し

私の今回の寿昌杯拝受は全く会員皆様のお陰であります︒

得る精神︑体力を保持することと思います︒

今後一層健康に留意し︑本会の道徳実践特に一人でも多く

︵本会評議員︶

の会員を増やし御恩に報いたいと期しております︒

寿昌の栄誉に浴して

Ⅷ長谷川惣平

この度日本弘道会の第八十四回通常総会の席上で栄ある

と感謝をいたしております︒

寿昌状並びに寿昌盃を賜わりましてまことに身に余る光栄

私こと家庭の事情によりまして︑学校研修には恵まれま

せんでしたが︑それだけに自分としましては青年期より修

に繁田武平様︵入間市︶に導びかれまして入会し︑自己を

養の道にと心掛けて参りました︒日本弘道会には昭和四年

磨いてよき社会人たらんと努めつつ現在に至りましたが︑
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に対し新会長鈴木勲様から︑本会の道徳実践高揚に尽力の
かどにより寿昌状並びに寿昌杯を賜わり恐縮至極に存じま
◎

本年は天皇陛下御即位六十年及び本会創立百十年の記念

す

社会教化活動にはただ恩恵に浴するの染で誠に申し訳なく
今後一層︑日本弘道会の伝統ある道徳精神の実践に努め

思って居ります︒

伊豆山善太郎

会祖︑西村茂樹先生の御鴻恩に報いたいと誓います︒

寿昌杯拝受のお礼状

拝復

此の度は︑私の長寿をお祝い下され︑多年貴会の趣旨を
の折︑寿昌状に添えて美事なる寿昌杯を賜わり︑誠に身に

／P一戸、

体して道徳高揚に尽力したる故を以て︑去る二十五日総会

約がございまして欠席仕りましたが︑わざわざ右御送付下

余る光栄に存じます︒厚く御礼を申し上げます︒当日は先
さいまして痛桑入ります︒本日正に落手仕りました︒あり
がとう存じます︒今後生あらん限り道義高揚︑本心発明の
為め微力を尽くす所存につき何卒御援助これありたく願い
上げます︒貴会の一層の御発展を切に念じ上げ奉ります︒

丙寅五月三十一日

先づは御礼まで︒敬白

LDOノ

会告
鯵ご寄付者芳名

金壱 万 円 也 川 口 喜 美 殿 ︵ 埼 玉 県 ︶
◎会費領収報告書

金参千円也内貴章雄殿景都府︶
︵頚珊柳棚斡別朋肌叩︶
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終年度です︒
︹支 会 関 係 ︺

沖縄支会︵十五名分︶︵帥︶
野田支会︵十四名分︶︵帥︶
︹東京都︺

○小坂巌︵剛︶○佐薙毅︵田︶
○越田慶助︵例︶○石井重光︵剛︶
○木山正義︵副︶○小川徳松︵例︶
○土屋好重︵田︶○谷井徳光︵仇︶

○小 淵 守 男 ︵ 田 ︶ ○ 本 名 進 ︵ 例 ︶
○能島清春︵田︶○野沢正文︵田︶

○加 藤 治 夫 ︵ 例 ︶ 中 野 泰 男 ︵ 帥 ︶
○谷 川 慶 吾 ︵ 田 ︶ 大 賀 寛 治 ︵ 例 ︶
佐を木省吾︵剛︶
︹神 奈 川 県 ︺

○櫛部正直︵剛︶○伊藤克己︵仇︶
○小川増蔵︵田︶○菅野惣治︵田︶
○椎野忠助︵田︶○島根宏明︵例︶
○紅野正樹︵例︶○北原正一︵例︶

高倉弘︵例︶
︹千葉県︺

昌信︵腿︶

茂夫︵帥︶

正高︵田︶

○林秀雄︵田︶

○四ノ宮真佐男︵田︶ ○小倉
常泉
藤下

入江孝一郎︵田︶
鈴木普二男︵田︶

○川口京子︵剛︶

○星宮久︵田︶

︹埼玉県︺

○佐藤文夫︵田︶
︹秋田県︺

○高橋能範︵例︶

吉岡篤三︵田︶

中尾忠雄︵舵︶

内貴章雄︵田︶

○小林富次郎︵田︶

宮野吉松︵田︶
︹福島県︺

○柴田愛陣︵仇︶
︹長野県︺

○今井正子︵田︶
︹受知県︺

○近藤康寿︵田︶

辰己忠一︵紐︶

︹京都府︺
︹大阪府︺

○吉田英一︵田︶
入山静子︵田︶

︹和歌山県︺
︹兵庫県︺

光谷巌︵帥︶
伊藤健吉︵帥︶

︹島根県︺

谷山安弘︵腿︶

︹鹿児島県︺

渡辺与和︵田︶

︹福岡県︺

５月

◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和例年４月

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京佐薙毅鈴木勲

″加藤治夫片山清一
″木山正義寺崎隆治

〃士屋重好加藤嘉三郎

″石井重光〃
″越田慶助〃
″小川徳松〃

〃野沢正文荒木敏鎌

″小坂巌山口寿恵
〃谷川慶吾渡辺蕪

神奈川櫛部正直〃

〃伊藤克巳〃
″菅野惣治寺崎隆治
″小川増蔵〃
″北原正一〃

千葉星野五彦片山清一

″四ノ宮真佐男〃
″渡辺源爾石橋香峰
″遠藤貞子石橋香峰

″椎名翼服部志三

″東条勝治〃
″坂井昌司〃
″安田秀雄〃
″高橋鶴吉〃
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〃 〃 〃 〃

寺崎隆治

粟生保

″

小玉光郎

渡辺蕪

片山清一

故川口三郎

″

″

飯田寅次郎

佐藤文夫

林秀雄
松原術

小林富次郎

川口京子
柴田愛腫
今井正子
渡辺与和
高橋能範

言葉の
ひろば

Ｉは五月十一日の総合一三−ス番組で︑

する処に依りますと︑ソ連国営テレビ

五月十二日の日本のマスコミの報道

発電所が運転・可動されて居ると謂う

世界中には四百に近い商業用の原子力

あり得ないということであります︒

るとは云っても︑是亦絶対の安全性は

ソ連の方式と米・日のそれとは異な

ーｌ︲﹁原子炉損壊事故があったチェルノブ

︑Ⅱ■ⅡＨ甘日Ⅱ■Ⅱ日日■Ⅱ■令ＣＤ■■■■■■■■且■■日日ⅡⅡＵ０８ＵＨＩ■ｑ

イリ原子力発電所周辺三十キロ内の立

事で︑若し此等が同時に事故を数ヶ所

で多発ということにでもなれば︑吾等

現在︑米・ソを初めとして日・仏等

を初めて放映︑住民が避難してゴース

入禁止地区の模様を地上で写した映像
トタウンになった町の様子を映じ出し

が地球は暗黒の雲に蔽われて︑放射能

○○

に基く汚染された飲料水・牛乳︒もろ

○Ｏ

た﹂とあります︒
○

ソ連の原子力発電所の事故により放

上の人類を初として全生物は絶滅する

もろの食物が︑人体に蓄積されて地球

０Ｏ

射能が風に乗って先づ北欧諸国の空に

でありましょう︒癌や白血病でバタバ

拡散され︑更に欧州一面に︑やがては
極東方面に迄も訪れたとの事ですが︑

○○○○○○○○○○○○

タでしょう︒

﹁こわいこと﹂﹁おそろしいこと﹂で

そら

淘に﹁空おそるしいこと﹂であり︑空

あり︑正に杷憂に非ずんぱ幸なる哉で

は

から降る雨粒中に含まれて牧草を食む

あります︒是は︑人類は核戦争︵発生

しないことを祈りますが︶以前に壊滅

有害なる毒素が検出されたとあります︒

の歴史を辿ることになりかねませんと

牛の乳からも︑畠の野菜からも人体に
米国でも七年前にスリーマイル原発

世田谷区岩崎晶

事故以来は︑大惨事こそ起きていない

思惟いたします︒

︑︑︑︑︑︑︑

私共の子供の頃の﹁こわいもの﹂と

が︑﹁チェルノブイリの教訓は米国で

安全対策・その運転監視には尚一層

︑︑︑︑︑

しての順では地震・雷・火事・親父で

もいつどこに最悪の事態が起きても決

の完壁なる努力を希求するものであり

○○○

ありましたが︑最近︑超大の﹁こわい

して不思議ではない﹂と米国の科学者

ます︒当局は安全性を強調されており︑

○Ｏ

もの﹂として﹁原発事故﹂が登場して

は警告しております︒

﹁こわいこと﹂

鵜

星宮久

根 岡 野 島 玉 葉

I
参りました︒⁝⁝⁝
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島 福 長 福 埼 千

う愚かさに気がつかればと存じます︒

信頼する外ありませんが︑人間は自ら
かすが吸うのではない︒

で頂く︒煙草はこの頃暇に任かせて吹

党だから食後や三時にはお菓子は好ん

であって七十年余毎日実行してゐる︒

に帰一する︒岡田式静座法は特に然り

然現象であり︑睡眠中の自分は大宇宙

睡眠中の呼吸や血液の循環は一種の自

には九時か十時迄目ざめいことがある︒

レビ︑一三−スを見てから寝るので時

起床は七時か八時︒前夜十一時のテ

が発明・開発したもので滅亡するとい
殆ど多くの事故は︑人間が惹起するも
横浜市加藤嘉三郎

のであります︒︵特別会員︶
今岡先生の日常生活
今総会に於て記念講演者として百五
才の今岡信一良先生をお迎えしたがそ

超高齢者として先生の元気なお姿と

オ︑テレビは貴重な教科書である︒尚

の名著の承ならず︑新聞︑雑誌︑ラヂ

稿を書いたり︑読書をする︒新旧内外

夕食後は自分なりの勉強をする︒原

お声に接した出席者一同は非常な感銘

招かれれば公開の講話にも応ずるし︑
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のお世話をした私としては真に光栄で

を受けられたことでせう︒そこで先生

毎月一回東京帰一教会の日曜集会に出

ありました︒

の日常生活︑食生活について申上げる

︵本会評議員︶

新らしき書をひもとかんとす

かくしゃくと今なお若く精気ぷち

ｌ今岡先生に捧ぐＩ

充実した生活である︒

講する︒従って相当忙がしく︑毎日が

ことは無駄でないと思い一筆します︒

先生は老年になってから極端な小食
い︒小さなロールパン一個︑大根︑林

者になり︑米食・肉食は一切とられな
檎のおろし︑ヨーグルトが三度の定食
である︒その他味噌汁︑魚肉︑野菜は
とる︒毎朝玉露茶をす坐るアルコール

類は来客の相手以外は一切のまい︒甘

鞭

会員名簿︵３︶

︹良文地区︺

遠藤芳雄

星越巌
遠藤延平
細野精一

菅谷一郎
大塚規一

林英治
高橋喜久男

高橋朔治
加藤酉三郎

生命保険代理店

″

″

″

″

″

″

″

″

″

業 業 具 業 医 業

所

″〃長岡二︑

″″″一一︑

″″″一一︑

″″″一三

一四九

○六四

二五一

一五四

七九七

二

″〃五郷内一︑八九四

″〃五郷内二︑一六二
″〃貝塚一︑二二七
″〃久保一︑一八一
″〃貝塚一︑五五二

″〃〃八九四

″〃久保一︑一七八

″〃貝塚二六七

″〃五郷内二︑三六三

″〃〃一︑一八四

″小見川町久保八五二

″〃府馬二︑

香取郡山田町府馬四︑ 八六六

住

千葉県⁝⁝東部支会︵其の二︶

氏名一職業
越川与兵術

喜多見哲夫

根本富美子

″〃長岡一︑九三六

志賀重平

一

″〃府馬二︑二八五

赤塚次郎

香取郡山田町古内三六八

″〃〃四︑八三五
″〃府馬二︑一九九

菅谷全博

飯田萌堤

″〃〃二︑四九五

″〃長岡四二五

菅谷庸治

″〃〃二︑七一七

″

小林邦治

″〃〃二︑九四○

農業

加瀬松五郎

″〃古内四七○

配農建商歯農

氏名一職業
︹府馬地区︺

葛見豊治

地方公務員

″

農業
小山孝商 業
農業
志賀憲一

石毛彰
菅谷勝治郎

林行良

二

椎名恒蔵

″〃府馬二︑七九八

三

一

小川知久

″〃〃三︑一三五

″〃〃二︑八二○

内田昇一

農業
元小学校長
商業
公務員
農業
大工

所

″〃〃二︑七九二
″〃〃三︑四一四
″〃〃二︑一五八
″〃〃二︑九七五

菅谷勝雄 理容業
衣料品

菅谷治正

鈴木仁師

農業
小林寧 豆腐製造
商業
絵鳩重雄
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科

達

住

遠藤 義 明
菅谷 彰 夫
山口 健 美

″

″

″

″

成田空港勤務

会社員

︹神里地区︺

小山 田 弥 一

″

″

鎌形馨農 業
大工
農業
宮崎 米 作

小山田武夫

成毛 隆
木内 均
尾形 高 治

業
師師

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

農業
″

阿玉台一︑三四六

天野義雄

︹刺見馴︺

佐藤吉保 地方公務員

″

貝塚八一

平山裕康

松沢信義

酒類販売

家具商

″九四

″九九一

二︑○五○

″

″三八三

小見川一三五

一

一

一︑一○八

南八軒町

新町六○七

一︑二六○

小見川一五六

新田町

小見川五九二

一︑二七六

南八軒町

小路三○三

油田一︑二七

織幡五三一

虫幡一︑二三七

虫幡一︑五○○

″一五九

香取郡小見川町山川五四

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

宮崎清太郎

木内幹

宮崎字喜代

阿玉台一〃四三三

円藤通典

貝塚一︑二二二

貝塚三二九

医師
農業

久保一︑一六○

東郷正司

蓑輪清利

阿玉台一︑四三○

実川泰雄

″一︑五八四

五郷内一︑三五八
四

医師
玩具商
医師
五郷内一︑六二二
貝塚一︑五八三

高岡良三

秋葉達男
新福寺一︑一九五

飯田実

会社役員

マッサージ

工業
薬局
内野一四五
山川一二四

高木義雄

内野九○
虫幡一︑七一○

山本秀夫

士屋良夫 革 靴 業
吉川文雄 元教員
元校長
木内一︑一六四

石毛英夫

教師
木内一︑○六○

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

香取郡小見川町久保八八○
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

高橋

菅谷弘夫
遠藤彦之進

実川 勝 治

菅谷新平

高木進
実川雅男
高橋太一
遠藤太計夫

〃 〃 〃 〃

農業

農
医教
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謙

自営業
″

猿田厳
鈴木政一

″

香取郡小見川町小見川一○三

″〃↓︑二七︵Ｕ

″〃〃八七四

二

成毛正雄

東孝吉
宮崎藤太郎

″〃↓︑二六八︲二八 小林正
″〃シ︑二六八

日高健二

石毛貞雄

三一

″〃〃一︑二六八

星野亀次郎

員業負

″

香取成明
″

″〃〃九六

亀山栄寿

業 業 師 業 師 業

山口 泰 三

藤森 大 作
″

″〃〃八七九

務

業員業家
容〃〃〃

″

関益 太 郎
″

務

社〃

公農会

農公農画

理 農 医 農 教 農

林資 郎

辻村喜一郎

元教師

″〃〃一︑四五五 ︹笹川地区︺
″〃〃八七一 五 林大幹

香取郡小見川町川頭四

″〃岡飯田三七○

″〃〃四五二

″〃下飯田三︑○八○

″〃〃二︑○一五

″〃〃四三九

″〃岡飯田三七三
″〃阿玉台二三六

″東庄町笹川いの一八三六

″〃東和田一三七

″〃舟戸一︑一八五

″〃窪野谷六五六

″〃東和田八一

″〃〃二六五

″〃大久保五四○
″〃平山五八九
″〃舟戸一○二
″〃舟戸七五○
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寺本 彬

新聞販売

渡辺建二

︹神代地区︺

″〃〃八八三
″〃〃九二三

宇井藤司

″″″

〃〃恥八六六︲七︲八

木内勝男

大根義夫

″〃〃一︑二七○

宮崎平八郎

″

会社役員

一

自営業

小山田文雄

千葉清司
野平栄次

町田 忠 康

自営業

″〃茅︑一二七
″

細川勝義

花香研治

八 吉田稔
″〃阿玉川一︑○一九

″〃↓︑五七六

大根惣作
員

″〃〃一︑二七九

主婦

鶴田 綾 子

増田 浩
今井 光 雄
平野雅巳

成毛 武 夫

〃

公務員

︹森 山 地 区 ︺

菅谷清衛

教

菅谷光雄
高橋克忠
菅谷万蔵
穂野 志 ん
宮内整一

渡辺保
菅谷舜一

花香貞雄

高橋 盈 春
元干潟町助役

元農協組合長

鈴木 利 夫
大湊 忠 良
玉田 宝 隆

老人クラブ役員

農業
住職
農業

菅谷 映

元農協組合監事

小津又右衛門 干潟町会議長

菅谷万蔵

県立
利根博物館主事

業

業職
業料

〃
〃
〃
〃

石井勝也

香取郡東庄町舟戸八三

″〃平山五九四
″〃舟山八八九

元干潟町教育長

渡辺光綱 元小学校長
柴田徳二

柴田寛一郎

菅佐原
伊右衛門

一

″〃〃七四

穴津宗一郎

元干潟町ライオ
ンズクラブ会長

町社会教育
堀川況一 指
導員
観光業

″〃〃七八七

高根栄一

柴田亮

″〃東和田二六三

高木喜兵衛

″〃舟戸七八九

″〃舟戸一︑二○○

香取郡干潟町万歳三九五

″干潟町溝原七二○

伊藤良雄

菅谷治兵衛

元干潟町
内嶋福治 農
業委員長

菅谷留和

菅谷陽一

老人クラブ役員

電気工事業

″″″︷ハニニハ

″〃溝原八五七
″〃関戸三一五
″〃溝原六三四

″〃〃一︑七四九
″〃〃一︑八三五
″〃〃一︑四一四
″〃〃一︑四二九
″〃〃一︑五八六
″〃〃一︑八四○

″〃万歳二︑六○七

柴田正義

養鶏業

民生委員
元干潟町

干潟町議会議員

″〃桜井五六八
″〃万歳四七七

″〃〃六九九
″〃〃一四六

″〃〃一︑七七六

議会議長

養鶏業

″〃〃一︑二八○

千葉県旭市二の三︑四一○

″〃桜井一︑一○六

養豚業

渡辺文雄 干潟町役場

農業

花香一雄

″

″〃溝原六○一

高野甚二

商業
農業

飲食業

″〃東和田三二二

″〃〃三三五
″〃〃五三○
″〃〃七一五
″〃〃六八七

高野安善

″″″一ハーーー

″〃万歳二︑五八九

菅谷健一

″″溝原七○六
″〃万歳三五九
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宮崎 雅 夫
︹万歳地区︺

肥

神興師

穀

菅谷 幸 司

菅谷 敏 夫

農 米 農 無 農

寺嶋正
伊藤 克 夫
穴津輝一

菅谷 一 雰

元村会議員

元村長

︹古城地区︺

平山 忠 義
鏑木謙二郎

越川膳男 元町会議員
多田 重 雄

元収入役

元助役

老人会長

伊藤修郎
元文化教育部長

元教師

高木 信 治

林東 洲

元銀行員

鈴木義之 元民生委員

林静
高山胤雄 元農業委員
″

元助役

金杉佐衛司

鈴木 重 世

郵便局長

越川進 元民生委員
高山 俊 彦

香取郡干潟町万歳三七二

″″″一一ハー

″〃〃二︑五九一

伊藤利雄

元助役

香取郡干潟町万力一︑六二二

″〃〃八二五
″〃〃七四三

″〃鏑木三︑六○四

伊藤鉄 町会議員
木内和 元市役所課長

大久保尚平 元 古 城 助 役
石毛正五 元民生委員
元町会議員

栗栖精一

″〃〃三︑五九○
″〃〃二︑八一七

寺嶋真一

″〃鏑木一︑九二○

鏑木太郎 元小学校長

″〃万力一︑六○四

″〃桜井一︑二○○

″〃〃二︑八一五

元小学校教頭

″〃鏑木一︑二五一

″〃万力二五一

″〃万力二︑九三四

古橋謙寿

″〃鏑木一︑三四九

元農業委員

″〃鏑木一六六

鈴木頼母 元農業委員
︹山倉地区︺

″〃〃三︑五六○
″″″一︑一二一一ハ

″山田町新里

″″″
″″″

老人クラブ会長

鏑木正義

″〃鳩山

竹内芳太郎

″〃〃二︑七六七

木内甚一郎

″〃万力四九九

鏑木茂

″〃鏑木一︑二三五

″″″

″〃〃三五二

商業
農業
町長
農業
寺嶋茂司

″〃新里

″″″
″″″

″

永嶋勇作 県 職 員
公務員

″〃桐谷四九五

木内義雄

木内覚 地方公務員

永嶋章司

″〃万力三四一

″〃〃一︑四八八
″〃鏑木一︑二五七

″〃〃一︑三七六
″〃〃一︑九一五

一

科

科

平山匡佐 元中学校長
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獣内農歯

医医業医

木内 彦 衛
長嶋 一 郎
木内健二郎
永嶋仲次郎
務

食務

業業員

業業員

″

″

業

公務員

〃 〃 〃 〃 〃

木内 要
石田武雄

林正 行
斉木正作
都祭英臣
木内 邦 行
長嶋 嘉 助
越川勝太郎

斉木 哲 太
︹東城地区︺

鈴木 幸 次

鈴木岩松
林善 太 郎
稲田 肇 穂

元公務員

″〃新里九七一

香取郡山田町鳩山五○七

鈴木利雄

松田泰雄

青野寅二

″〃小南一︑○二一

″〃〃九二四

″〃小南六九○

香取郡東庄町笹川い五︑五五五

一

″″″

根本淳祐

″

″小見川町小見川

″山田町府馬一︑九九四

″〃小見川一︑五七七

元公務員
野平佐匡

″山田町大角六六五

一

″

佐原市久美上二八

″〃小座一三一
″〃小南九九六

〃東庄町粟野三八

″〃〃五三○

″〃〃四七一

僧侶
元公務員
僧侶
元公務員
農業

元公務員

大根弥太郎

宝利治郎

鎌形武

″〃〃一︑○三五
″〃小川八二九

︹その他︺

鈴木享 小学校長
鵜野昇
畑中治

″〃桐谷
″〃天文九
″〃新里一︑五九八

″〃鳩山四七○
″〃新里一︑一二八

久保田精一

林誠悦

″〃小見七五

″東庄町笹川五︑五七○

一︑○八六

渡辺源爾

″〃田部二︑三○六

商業
″東庄町小南一︑○四三

遠藤貞子

″〃〃一六三 一
″〃小川五四六

″〃粟野四九一

林秀雄

元町教育委員長

″〃〃一︑四四○
″〃小南二八

︵昭和剛年５月末日現在︶

以上東部支会合計四百十名
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農飲公

職

農商公
無

農元

原因は︑学校教育の責任だけに帰すべ

庁長官などの要職を経て︑昭和六十年

編集後記

して教育畑を歩いて来られた我国教育

現職の国立教育研究所長に就任︑一貫

四三一七

郵便番号一○一

振替口座東京四

電話○三︵二六一︶○○○九番

発行所剛胴日本弘道会

東京都千代田区西神田三︲−１六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

編集人片山清一
発
行人鈴木勲

昭和六十一年六月云日発行年会費一︑五○○円

昭和六十一年六月十日印刷実価二五○円

ります︒︵渡辺薫︶

○向暑の剛︑会員の皆様のご自愛を祈

きではないかも知れませんが︑この危

さき頃出された臨教審の第二次答申

機を克服するには何と言っても︑先ず

で﹁徳育の充実﹂の要が強調され︑学

○国会が解散されて︑街頭では七月六

カー合戦がたけなわです︒政治倫理の

校の教師への一段の努力を要請してい

なる発展のための活躍が期待されます︒

風化が心配された昨今でしたが︑総選

るのも︑この辺の事情によるものです︒

行政界の権威で︑今後の弘道会の大い

挙ともなると︑政治家たちはにわかに

○そこで︑本号は教育現場の第一線で

はないでしょう︒

道義の士に変身して﹁道徳！信義！﹂

永いあいだご苦労された教育家の方々

学校での徳育強化に期待するよりほか

と白い手袋を振りかざします︒たとえ

から︑実際の活動体験を通しての貴重

日の衆参同日選挙に向け︑与野党有

建前だけでも道義の大事さを想い出さ

なご意見︑数々の提言を聞かせて頂き

名・無名の候補者入り乱れてのスピー

でしょう︒

にあつく御礼を申し上げます︒
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入江徳郎
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歩きながら
笑う話

著者は︑今さら紹介するまでもなく︑かつて朝日新聞の﹁天声人語﹂の執篭者として名声を高め︑のちＴＢＳ
の一言Ｉス・キャスターとして長期間テレビの画面で活躍︑そのかもし出す温容な風貌は今もなお私どもの悩裏
にやきついているところです︒
本番のあとがきによると﹁笑うことの少ない世の中なので︑この題にしたのだが︑校正のゲラで読永かえすと
﹃歩きながらプップッいう話﹄か︑税に関するくだりなど﹃歩きながらハラの立つ話﹄になったようである︒にも
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本書は上杉隠山の生涯に亘る業績とその人間性を探究した伝記であって︑
戦前﹁修身﹂に載っていた挿話のような教訓的意図を以て書かれたものでは
ない︒唯最近に於て大方の中には︑為政者としての心構えをその中から汲承

好範例とする声も頻りである︒そうして何よりも︑我々の心を動かのは︑彼

を共にし私を捨てて藩国の窮乏を救ったそのヒュー言一ズムの精神である︒

が不幸な家庭を負い乍らよく老臣等の反対に耐え︑自ら率先して領民と苦難

曾て故ケネディー談︑日本人の中で最も尊敬する人物の一人として隠山の名
１１言一ズムを評価したからであろう︒

を挙げたと言われているが︑それはおそらく麿山の民主的政治と共にその上
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