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会祖西村茂樹先生小伝

一蕊報搬

皇室を敬愛すること︑国法を守世界の形成を察すること︑国家

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

思考を合理的にすること︑情操政治の道義性を高揚すること︑

を美しくすること経済の倫理性を強調すること
こと

学問を勉めること︑勤務を励む

教養を豊かにすること︑見識を自然の美と恩沢を尊重するこ

財物を貧らないこと︑金銭に清と

養うことと︑資源の保存と開発を図るこ
廉なること

家庭の訓育を重んずること︑近

一善一徳を積むこと︑非理非行の一般的関心を促すこと

親相親しむこと教育の適性を期すること︑道義
に屈しないこと

健康に留意すること︑天寿を期

すること報道言論の公正を求めること︑
て身を貫くこと

信義を以て交わること︑誠を以社会悪に対し世論を高めること
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先 生 訓

我心静如水
殿書徒賭耳
濁観造化妙
毎楽風物美
秋郊聞鳴墨
春園看桃李
負幅有清濁
世人昧此理
清幅員可
濁一幅員可部

余観世間人
多是濁幅耳
金殻満倉庫
其臭如糞家

責

いたず

我ガ心ハ静カナルコト水ノ如シ
み

段誉徒ラニ耳ニカマピスシ
独り造化ノ妙ヲ観
つれ

毎二風物ノ美ヲ楽シム

たんふく

み

くら

秋郊鳴虫ヲ間キ
春園桃李ヲ看ル
負福二清濁アリ

世人此ノ理二味シ
いやし

清福ハ真一重貝ムベク

濁福ハ亘三部ムベシ

余世間ノ人ヲ観ルー
多クハ是レ濁福ノミ
ふんか

金殻ハ倉庫二満ツルモ
其ノ臭ハ糞家ノ如シ
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︹字解︺

くわつじ

賭耳Ⅱ耳にやかましい︒

造化Ⅱ宇宙︑自然︒また︑天地自然の理︒
風物Ⅱけしき︒ながめ︒

雪菖

負福Ⅱ大漢和辞典にもないが︑幸福をむさぼること︒
ちんかわや

糞家Ⅱこの語も大漢和辞典に見えない︒﹁糞舎﹂の意にとれば︑
隠︑剛のこと︒

一首の大意は︑自分の心は水のように静かであって︑世間の穀

誉褒艇を問題にしない︒ひとり天地自然の巧妙なのを観︑いつも
すもも

美しい景色を楽しむ︒秋の郊外では虫の鳴声に耳をすまし︑春の

園では桃や李の花を賞美する︒幸をむさぼるのには清濁の別があ
いや

るが︑世人はその理に通じていない︒清福は真に貴むくきである

が︑濁福は都しまなくてはならない︒自分が世間の人を観察する

に︑多くは濁福の方で︑清福は少ない︒金殻は倉庫にいっぱいあ

って豊かであるが︑周のような悪臭に満ちているのである︒

︵古川哲史編︶
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︻巻頭の言葉︼

宗教と道徳教育

野健

ないと思われる程である︒宗教上の対立や抗争は︑何故にかくも悲惨な結末にまで辿りつくこ

宗教上に異端論争が生じなかったならば︑このような苛酷な戦争は起こらなかったのかも知れ

たしかに西洋の歴史を繕くと︑宗教が原因となって惹起された戦乱は限りなく多い︒もしも︑

ことを許さない峻厳な求道者としての一面を示すものとなる︒

には極めて真筆な生きざまが要請され︑中途半端に現世と妥協する

宗教は絶対者との直接的な語らいを求めるものであるから︑宗教家

い昔から人間の行動を支える原動力となってきた︒しかし︑反面︑

ものである︒宗教は心の慰めを与えるものとして人心をとらえ︑遠

宗教は信仰が基本で︑信心が宗教にとって欠くべからざる大切な

知

とになるであろうか︒現実を超越した世界での争論であるから︑現実な場面での妥協や政策の
すり合わせができないからなのかも知れない︒
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その点︑倫理や道徳の局面にはゆるやかな側面がある︒しかし︑ゆるやかに見えるが︑人間

関係や国際関係において︑倫理や道徳は︑﹁あるがままのあり方﹂を︑いかにして︑﹁あるべき

あり方﹂にまで高めるのかが問われるものである︒現実の人間の諸関係の中で︑社会政策や経

済政策︑労働政策をも含めて︑具体的な政策学的な﹁協調﹂や﹁調和﹂の姿が︑倫理や道徳の
中で多く見られる点が︑宗教と大いに違う処なのであろう︒

歴史的な社会的な現実は︑﹁あるがまま﹂の自然ではない︒人間のさまざな栄為が﹁つくり
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あげた﹂
﹂も
もの
ので
であ
ある
る︒
︒われわれは何時も︑﹁何を﹂﹁どのように﹂すれば良いのかに思いをめぐ
らせてきたのである︒

﹁修身︑斉家︑治国︑平天下﹂と躯われたものが︑今はそのまま解尽日四口侭①日①三とか

国○日①三四国岳①日の貝となり︑家庭経営︑学級経営︑学校経営︑会社経営︑国家経営︑となっ

た︒そして︑経営破綻に陥らぬようにする三四自侭①日①具の領域が︑全世界を風摩するように

なっている︒その根幹において︑﹁人間の意識のあり方﹂が問われているのであるから︑道徳

教育がクローズアップされてもおかしくないのである︒いわば︑宗教は心の安らぎを与えるも
のであるが︑道徳教育は心の戒めなのである︒

︵本会評議員・道都大学経営学部長︶

、

特集宗教と道徳教育

戦前の家庭では︑朝神棚に炊きたてのご飯を捧げて

しかし︑戦後はそのような風習はいつのまにか姿を消

祈り︑仏様にお茶を上げるのが日課の始まりでした︒

に触るように避けられて古来の伝統や風習がうとんじ

してしまいました︒一方学校では︑宗教教育は腫れ物

その結果︑情操教育が十分行われず︑倫理観を喪失

られ︑道徳教育も疎かにされているのが実態です︒

して人格形成の面でも大きな問題を生じているように

思われます︒また︑日本人の宗教心についても論議さ

れております︒このような戦後五十年の宗教と道徳教

育の結果が学校の混乱を招いて人心荒廃し︑道徳衰退

そこで︑本号では﹃宗教と道徳教育﹄のテーマで︑

というまことに嘆かわしい風潮に陥っております︒

これからの宗教と道徳教育の在り方について論じてい
ただくこととしました︒
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本誌の特集テーマ﹁宗教と道徳教育﹂︵これは﹁宗教教

したのは︑実はこの十一月に刊行の拙著の半分がその問題
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その課題とは何か︒

終決着をつける秋が来たと考える︒

とき

戦後五十年余︑事ここに至っては︑明治以来の課題の最

ウ

主義を中心にして生きてきた︒そこへ︑キリスト教文化圏

取り入れる折衷を行い︑バランスをとった︒もちろん︑折

たが︑明治人は賢明にも︑家族主義と個人主義とを半々に

た︒当然︑社会的に家族主義と個人主義との激突が起こっ

詳しくはその拙著貢教養︾は死んだかｌ日本人の古

しかしここでは︑私のその主張の内︑道徳教育について

りがたい︒

の中で成長した個人主義が近代化を旗印にして流入してき

明治維新まで︑我が国は儒教文化圏の中で生まれた家族

4

典・道徳・宗教﹂︵ＰＨＰ新書︶をお読みいただけるとあ

について論じていたからである︒

加
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育と道徳教育﹂の意と理解する︶について書くことを即諾

｡＝

一戦後日本における道徳教育の誤まり

4

人生︑偶然ということがある︒

，

要約的に述べることにする︒

（
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、 酉 ﾉ

『一割.一

のようにして産みだしたものこそ︑大日本帝国憲法いわゆ

衷であったため矛盾が並存することは承知の上だった︒そ

四文字によって成り立つ単語がかもしだす︿感覚﹀に基づ

ころの︑その文化的背景抜きの﹁個人主義﹂というたった

しかし︑その個人主義の理解は︑輸入文化によくあると

くものであった︒それは︑なにごとも様式化・形式化して

る明治憲法であり︑民法であった︒

ところが︑敗戦後︑連合軍によって家族主義を放逐させ

そのため︑﹁個人主義﹂の﹁個人﹂の意味は︑自己責任

ゆく日本人の方法であった︒

たのが今の日本国憲法であり︑その趣旨に沿って民法中の

を持ち自律し自立する道徳的個人ではなくて︑個々人とい

られ︑個人主義一色に染めさせられた︒その結果︑登場し

親族編・相続編が﹁改変﹂されたのである︒私は﹁改正﹂

う孤立した個体生物と理解され︑自己を守り︑自己を中心

とすることに価値を置く利己的生物︑すなわち禽獣的個体

とは言わない︒

けれども︑日本人の生活実態︑生活感覚︑社会の認識等

と理解されていった︒つまり利己主義化である︒そうなる

ようにしてきたのがこの五十年の学校教育であった︒今も

に︑われわれの周囲は依然として家族主義であり︑個人主
義は観念的なものにすぎなかった︒少なくとも現憲法登場

そのように︑今日の日本人の圧倒的大多数は︑個人主義

それは続き︑利己主義者を次々と社会に送りだしている︒

しかし︑現憲法登場後︑個人主義を中心とする欧米近・

者とは似ても似つかない利己主義者となっているにもかか

のころは︒

現代思想を崇拝する知識人と︑︵個人主義とは本来相い容

わらず︑その利己主義を個人主義と称して偉からない︒

けれども学校を卒業する利己主義者がしだいに増大してゆ

たから︑現実社会では︑相当期間︑家族主義は生きていた︒

の︑日本人としては首から下は依然として家族主義であっ

一方︑公的には放逐された家族主義は︑放逐されたもの

れないはずの︶社会主義者が︑戦術的に個人主義を支持す
る形でドッキングして︑徹底的に家族主義を排斥してきた
のである︒

その結果︑公的には︑すなわち法律的・制度的・学校教
育的⁝⁝には︑個人主義に画一化されてきた︒

10

くうちに︑家庭内において家族主義と利己主義︵疑似個人
主義︶とが衝突をはじめ︑それが深刻となって現在に至っ
ている︒

危うくならざるをえないのである︒

から

とすれば︑﹁個人の自立︑自我の確立﹂などという空念

仏を唱えるのではなくて︑なぜ日本では個人主義が根づか

義︵輸入思想︶とが公的・社会的な場で衝突したが︑折衷

必ずこう言う︒﹁個人の自立︑自我の確立﹂ができないの

その際︑注意すべきことがある︒前記の空念仏の唱者は

ないのかということの徹底的検証が必要である︒

という方法によって融和してきた︒敗戦後のこの五十年は︑

は︑家族主義が邪魔をしているのであり︑家族主義の克服

すなわち︑明治時代では︑家族主義と観念主義的個人主

公的には個人主義のみとなり︑その支配の下︑家庭内にお

これは論弁である︒まず第一は︑始めから家族主義を悪

ができていないからである︒

家族主義が総崩れとなりつつある︒それの推進力が憲法以

と決めつけている点である︒それは歴史性や文化的背景に

いて︑家族主義と疑似的個人主義︵利己主義︶とが衝突し︑

下の法律とそれに基づく諸制度であることは言うまでもな

いた家族主義を放逐したため︑個人主義とも家族主義とも

拠として個人主義を強制し︑日本人が原感覚として持って

なぜなら日本人の精神のありかた︑換言すれば︑道徳的根

は︑家族主義を放逐し︑個人主義のみにしたところにある︒

題に割かれている︒しかし︑現行憲法における最大問題点

憲法を議論する際︑その多くのエネルギーは︑第九条問

ち︑家族主義を否定するとすぐさま個人主義になるわけで

にはじめから天から与えられているものではない︒すなわ

下から個人主義という看板が自動的に出てくるというよう

て実現してゆくものであり︑家族主義の看板をはずすと︑

あくまでも主体的なものであり︑己れの主体的意志によっ

なるというのは︑個人主義的論理ではない︒個人主義とは︑

第二は︑家族主義を乗りこえ否定すると必ず個人主義に

無知な独断にすぎない︒

無縁なく利己主義﹀が蔓延してしまったからである︒利己

はない︒事実︑否定するとたとえばアナーキーにも剰那主

い︒

主義者の集団となっては︑家庭どころか︑国家の存立すら
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義にもなりうる︒個人主義を主体的に体現した結果として︑

家族主義を克服したというものでなければ︑個人主義の趣
旨に反する︒

第三に︑なぜ個人主義が家族主義よりも正しくて価値が

そのようにして明かとなった構造を前にしてはじめて︑

道徳教育が可能となるであろう︒

およそ上述のような問題点を前にして︑前記拙著は以下

日本国憲法だとかを前に出さず︑個人主義そのものに基づ

でも︑それがョ−ロッパで成長する途中︑キリスト教との

個人主義それのみが機能しているわけではない︒あくま

のように述べている︒

＊＊＊

いて︑日本人としてそれが本当に依るべき内発的なもので

結びつきが生れたのである︒

高いと言えるのか︑という点である︒近代欧米思想だとか︑

あるのかどうかということの十分な説明がなされるべきで

とき︑一人で教会に行き︑神に餓悔し宥しを乞う︒それは︑

それは告解という行為がよく表わしている︒罪を犯した

明治以来のわれわれ日本人の課題は︑家族主義と個人主

神と人との関係でもある︒人にとって︑唯一神との関係が

ある︒

義との関係である︒それを抜きにして︑今日の諸問題を根

最も重要なのであって︑その他のことは二次的なものであ

る︒あえて言えば︑家族も社会も国家も︑神に比ぶれば卑

本的に解決することはできない︒

とすれば︑単に個人主義を排斥するだけではだめなので

キリスト教徒は︑神はいつも自分を見ておられるという

弱なものでしかない︒

して一方︑個人主義流入以前の日本においてうまく機能し

意識であるから︑自律する︒これがキリスト教道徳の基本

あって︑個人主義が日本においてなぜ根づかないのか︒そ

ていた家族主義とはどういうものであり︑かつなぜそれが

である︒

己責任を伴う︒この自己責任の下に選ぶ行為が自由であり︑

この自律ができるがゆえに︑自立できる︒自立すると自

排斥されてしまったのか︑といった点を明らかにする必要
がある︒その過程において︑日本人の道徳や宗教の特異性
もまた明かとなる︒
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自由を体現することができてはじめて個人主義を完成する
こととする︒

なわち︑勝手仕放題の利己主義である︒

神なくしての個人主義を教育することは︑神を恐れぬ勝

手仕放題の利己主義者を作ることであった︒周囲を見るが

いい︒日本中︑利己主義者ばかりではないか︒もちろん︑

この自律は︑内発的に己の良心から発するものであるか

ら︑外部たとえば家族・社会・国家などが介入することを

そこに道徳化の姿は一切ない︒

すると︑人間社会における︑人間が作った諸規範を守り

終わり︑結局は人間のみの社会なのである︒

言うと︑われわれ多神教の世界とは︑神は便宜的なものに

一方︑キリスト教なき儒教文化圏ではどうであったかと

拒否する︒あくまでも主体的・自主的立場で自律し道徳的
定義を図る︒

これは︑キリスト教文化を背景とする欧米の個人主義道
徳観である︒この欧米流道徳観を︑戦後日本は大きく取り
入れた︒そのため︑道徳に至る途中︑外からの介入を極端

しかし︑この試みはすべて失敗した︒なぜか︒答は明快

それはどのようにして可能か︒

ち道徳化されるということである︒

身につけることが︑人間らしいということになる︒すなわ

である︒その自律の尊重の背景となるキリスト教はまった

人間の諸規範を徹底的に他律的に教育することである︒

に否定した︒教育勅語の放逐はその最たるものである︒

く導入されなかったからである︒すなわち絶対最高の唯一

はその好例である︒この他律の教育によって︑人間は道徳

当然︑家族・社会・国家が介入することになる︒教育勅語

すると︑神という抑止力なくしての自律となるが︑その

化されるのであり︑事実︑東北アジアではそれが成功して

神なくしての︿自律﹀を学校は推進してきたのである︒

ような自律など成り立たなかった︒自律は︑あくまでも唯

きていたのである︒

化をすべて否定し︑キリスト教抜きの個人主義教育をし︑

ところが︑敗戦後︑東北アジアの教育そして他律的道徳

一神という抑止力があってはじめて実現する︒すると自律

がないのであるから︑そこから発する自立・自己責任・自
にてひ

由などはなく︑個人主義と似而非なるものが生まれる︒す
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自律的道徳化を図った︒しかしそれは東北アジア人に対し

たく分かっていないという浮遊状態が今の日本である︒

失敗した︒しかし︑その失敗の原因が何であったのかまっ

︵本会特別会員・大阪大学名誉教授︶

ため︑詳しくは前記拙著に譲る︒

いま一つ述べるべき宗教教育については︑紙数が尽きた

ては誤った方法であったため︑他律的道徳化は消え︑自律
的道徳化どころか︑利己主義者という最も非道徳的な人間
を大量に作りだし︑今もそれは続いているのである︒

以上のように︑日本における︑戦後の道徳教育は完全に

ち神道・仏教︑儒道であります︒ところが神道者は仏教

徳を国中に弘めようとするためであります︒弘道会とは︑

わたしがここにお話しに来たわけは何かといえば︑道

にくみ嫌わないのみか︑これらの教えの中によいところ

しかし神道をそしらず︑仏道をにくみもしません︒ただ

教を笑います︒弘道会は神道でも︑儒道でもありません︒

者をそしり︑仏教者は神道をあざけり︑儒者は神仏の二

政談をする会ではありません︒法律を相談する会でもあ

があれば︑皆これを採って用いようとします︒それで弘

弘道会とは何をする会か

りません︒農商工の協会でもありません︒専ら道徳を講

でもよし︑儒者でもよいのです︒その他︑心学道話でも︑

道会の会員だろうとする者は︑神道者でもよく︑仏教者

道徳とは何でしょう︒善心を養ない︑善事を為すこと

淘宮術でも︑誠学でも︑何でも次の主意に協う人は皆朋

ずる会であります︒

であります︒故に弘道会は︑人をすすめて善事をおこな

友して受け入れるのです︒

︵明治二十二年四月﹁弘道会城東支会での会祖演説﹂より︶

い︑善人とならしめようとするのであります︒現在︑世

間に道徳を教える学問・宗教に数種があります︒すなわ
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出雲井

いえば︑校内暴力︑学級崩壊︑登校拒否︑ひきこもり︑と

次々︑新造語を創りだし︑これまで聞いたこともない凶悪

どこかで何かが大きく狂ったから︑世の中全体がおかし

家を焼かれ食べるものも着るものもなくなって戦は敗け
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○まだ︑占領政策に呪縛されたまま

まじめに考えるおとなは︑今ほどの危機的状況は︑かつて

くなってしまったとしか︑言いようがありません︒どこで︑

な事件まで次々︑ひきおこしています︒

なかった！いったい︑どうしたら︑よいのだろうと︑深

何が︑狂ったのか？やっぱり︑どう考えても︑五十六年

国家のこと︑社会のこと︑子どもたちの未来のことなど︑

刻に考えているのではないでしょうか︒

書問題︒その一方で︑これほどマイナスのエネルギーがい

て終わった！まさに放心状態であった国民を︑勝ちほこ

まえの敗戦にいきつきます︒

ることはないという離婚が史上最高！これほど不幸な出

った占領軍は実に巧妙に洗脳していきました︒

国論を二分するような︑首相の靖国参拝問題︑歴史教科

来ごとはない男性の自殺者も史上最高！子どもたちはと

一Pか'一pqP÷可F÷､■傍一一一
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領政策を矢つぎ早に実行していきました︒スキムミルクや

／自信も誇りも失った敗戦国民に︑周到に用意してきた占

ン・クンデラは︑〃一国の人々を抹殺しようと思えば︑ま

を滅せよ″というのがあります︒また︑チェコの作家ミラ

して誰かに︑新しい書物を書かせ︑歴史を創らせ︑文化を

ず記憶を消す︒図書を消す︒歴史を消す︒文化を消す︒そ

その極めつけが︑昭和二十年十月十二日にＧＨＱが出し

創らせる︒人々はやがて︑自国の現状も過去も忘れはじめ

メリケン粉で手なずけながら︒

た﹁日本教育制度に関する管理指令﹂でありました︒当時︑

る″と言いました︒

二十七年四月二十八日︑サンフランシスコ講和条約は発効︑

マインドコントロールされてしまったのでしょうか︒昭和

です︒どうか︑占領政策の呪縛を一刻も早く解き放ってく

お続行中です︒だから︑どんどん︑おかしくなっていくの

わが国は︑この一番恐ろしい手でやられた︑それは今な

いい

唯唯として従った文部省でしたが︑文部省自体が洗脳され︑

独立を回復したのです︑わが国は︒それに占領政策のまま

ださいと︑叫ばずにはおられません︒

マインド・コントロールされてしまっている方々は︑そ

○念入りに刷りこまれたダーウィンの進化論

す

です︒いまだにずっと︑といって言いすぎではないほど︒

一旦︑占領中の教科書など︑ここできれいさっぱり廃棄

すべきでした︒占領軍が入ってきて︑すぐにやったと同じ

ように１．そして︑わが国本来の道義を本源にすえた姿

それが︑ずるずると︑戦後五十六年︑初めのころよりい

れたままの頭脳を基準にして物を言う︒だから︑どんどん

を刷り込まれた政治家も︑教育者も︑大学教授も︑洗脳さ

の何がおかしいのかも︑わからないのでしょう︒戦後教育

っそう自虐性を加えた教科書がいまだに使われ続けていま

と世の中は大宇宙の法則からずれていく︒恐ろしいことに

にのっとった教科・教科書に改めるべきでありました︒

す︒修身とか︑道徳はかげをひそめたまま︒これでは何も

なっているのです︒

その︑最たるものが︑ＧＨＱが進駐してくるとすぐに始

かもが︑おかしくならないほうが不思議と申せましょう︒

シナのことわざに〃一国を亡ぼさんとすれば︑まず歴史
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めた︒新しい教科書つくりでありました︒

小学校社会科︑中学校歴史︑高校歴史教科書の最初に︑

″ダーウィンの進化論をすえました︒小︑中︑高校と︑く
り返しくり返し念入りに︑ダーウィンの進化論を叩きこん

こされていると聞きます︒ダーウィンの進化論は︑マルク

ス史観︑共産主義史観の根底になっているものであります
から︒

それにもかかわらず︑わが国ではいまだに後生大事に︑

で︑旧大陸にすむ︑いわゆる狭鼻猿類の先祖のうちにいた

ダーウィンの進化論とは︑﹁人間の先祖はサル類のなか

ましなケモノです﹂と︑子どもたちは叩き込まれて成長し

くのです﹂﹁人間とは︑サルと同等か︑サルよりちょっと

﹁あなたの先祖を辿っていけば︑サル︑類人猿にいきつ

小︑中︑高校で教え洗脳し続けているのです︒

であろう﹂と定義しています︒その横に︑上野動物園のゴ

ました︒その人たちが親になり︑今度は家庭でも学校でも

だのです︒

リラの写真まで入った教科書︒現在︑子育て中のお父さん︑

刷りこんでいます︒

これでは︑ダーウィンの進化論という次元低い宗教を信

お母さんも思い当たるでしょう︒今︑話題をよんでいる正
しい教科書だと主張している﹁新しい歴史教科書﹂でさえ

その上で︑自己の権利が何より大事だと︑強調して教え

仰している︑と言って言いすぎではないでしょう︒

年まえの北京原人︑ジャワ原人のみにくい絵をのせている

こみました︒権利と義務が︑人間社会でくらしていくため

も︑四五○万年まえの猿人アウストラロピテクス︑五○万

ほどです︒いかに洗脳がゆきとどいているかと︑驚きつつ

には同じ天秤の高さに位置するものと教えてこそ︑まとも

ケモノと人間の違いは︑人間は人の痛みを知る思いやり

が何より大事だと教えこまれ︑それは今も続行中です︒

それに︑人間をケモノに既めた上で︑ケモノ人間の人権

でありましょう︒

眺めました︒

イギリスの生物学者ダーウィンが﹁種の起源﹂﹁人間の
由来﹂のなかで唱えた仮説であります︒

ところが︑アメリカでは︑もう︑ダーウィンの進化論は
学校で教えないでほしいという裁判が︑あちらこちらで起
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え込んでしまう人たちが多いかもしれません︒

しかし︑心配は無用です︒私たち日本人みんなのご先祖

の心︑愛の心があります︒ケモノは︑エゴイズムに︑自己
の欲望を満たすこと以外考えない︒食欲︑種族保存のため

は︑まことに偉大でありました︒あなたのご先祖が偉大で

そして︑その︑すばらしい血は今もあなたのなかに︑日

の性欲︑縄張りを守る権力欲です︒人間だけが︑親を大切

が︑親を大切にする考えはないと言われていました︒とこ

本人一人一人の中に流れ続いているということです︒ＤＮ

あったと申しているのです︒

ろが︑どうでしょう︒今は︑自分の子どもの育て方さえわ

Ａとして︒

にする思いがあり︑ケモノは自分の子どもは︑かわいがる

からず︑いじめたり殺してしまう親がふえています︒ケモ

とではないでしょうか︒ダーウィンの進化論を刷りこまれ

様々な異常事態は︑起きるべくして起きているというこ

ろに︑じっと目を当てたのです︒そこに大宇宙を創造し︑

見える物を通りこして︑その奥の奥の︑目に視えないとこ

彼らは︑目に見える物に心がとらわれていなかった︒目に

なぜ︑偉大であった︑すばらしかったかと申しますと︑

てしまったことが︑教育を根底から歪めていることに︑政

と絶えることなく運行し続けてくれている偉いなる創り主

ノより劣る人間になりさがったということです︒

治家も教育者も︑子どもたちの父も母も︑一刻も早く気づ

の存在を視たのです︒悠久の未来へと連続している善意の

ゆる

み

くことです︒頭の中からダーウィンの進化論を追いだすこ

無限！限りない調和ある叡知︑すべてを恕し︑すべてに

おお

とです︒自分も︑子どもたちも︑ケモノではないと強く信

注ぐ限りない慈愛！渡々と尽きることなくわきだす生命

御子！生かされて生きる生命であることを知ったのです︒

Ⅱ大自然の力Ⅱ大宇宙の法則に生かされている︑創り主の

人間とは︑自分とは︑すべての善いものを備えた創り主

の泉を︑古代ご先祖はそこに発見したのです︒

こん

じることです︒

○久遠の真理がさし示されている
﹁日本神話﹂への回帰を
では︑ケモノでなければ︑人間は何なのですか？と考

（18）

うに柏手を打って︒

にいます創り主を拝みあいました︒今︑神社の前でするよ

ですから古代のご先祖は︑道で行きあうと︑お互いのうち

アイデンテイティがわからなくなりました︒

の根っこは消されました︒ルーツがわからなくなりました︒

弱くなると︑考えたのです︒この占領政策によって日本人

古代の偉大なご先祖は︑その創り主に﹁天之御中主神﹂

本神話は日本人みんなの信仰の対象だ﹂と仰せられていま

明治維新に志士をたくさん育てた吉田松陰先生は︑﹁日

あめのみなかいしのかみ

と絶妙な名を奉りました︒天之御中主神とは姿なくして無

す︒それを消してダーウィンの進化論を叩き込まれたので

﹁日本神話﹂は︑一人一人のいのちは︑﹁生かされて生き

す︒

限の姿があり︑ありとあらゆる所︑どんな汚い所︑どんな
暗い所︑どんな小さな所にもいます︑変化自在のお方であ
ることを知っていました︒

る神の子﹂であると教えてくれました︒その次に﹁日本の

やおよるず

わが国は神のいまさぬ所はないのです︒八百万の神がい

神話﹂には︑﹁わが日本とは︑目には視えない︑しかし一

人間︑すべてのいのちのあるものが幸せに仲良くくらす神

ます︒すべてが神のいのちであり︑神のいのちのあらわれ

つまり︑人間とは︑︑目分とは︑すべての善いものを備え

の理念世界を︑地上に実現した国であることが記されてい

番確かに存在している完全なすべてが調和した︑すべての

た神のいのちの子︑神の子でありました︒決して︑艇めて

ます︒﹂

なのです︒

ケモノなどとはみなかったのです︒ケモノはケモノ︑人間

りました︒これが日本の国なのです︒天皇さまを中心に︑

これは︑古代ご先祖の壮大な夢︑壮大な理想の実現であ

その︑すばらしい大宇宙の法則︑天地の真理が書かれて

その祈りの御徳を見習おうと集まってできたのが︑日本の

は始めから人間であります︒

いるのが︑﹁古事記・神代Ⅱ日本の神話Ⅱにつぼんのかみ

国なのです︒

心ある世界の人々は︑このすばらしさをよく知っていま

さまのおはなし﹂であります︒

ＧＨＱは︑これさえ消せば日本ば目分たちの思いどおり

（19）

ほど︑大宇宙の法則を的確にとらえた書物は︑世界のどこ

誉教授は︑古事記を研究した結果︑﹁古事記Ⅱ日本神話﹂

す︒例えば︑ポーランド︑ワルシャワ大学のコタンスキ名

家を内心で願っている人々が︑国論を二分しています︒外

ぶちこわし︑自分たちの目指す︑社会主義とか大統領制国

いて︑自分たちの権勢を守ろう︒日本の古来からの文化を

今︑占領政策の落とし子である︑ケモノ人間にしがみつ

も早く悟ることです︒唯物信仰︑ダーウィンの進化論信仰

しかし︑これは︑天地の理法に反することであると一刻

圧まで︑しっかり借りてきて︒

にも見当たらない﹂と喝破しています︒

○子どもたちの幸せのために
ところが︑洗脳︑マインドコントロールがゆき届いてし

からは幸せはこないということも︒

そして自分達の子どもの未来を幸せであるよう願うなら

まった学者︑教育者︑文部省︑マスコミのほとんどが︑唯
物的視点でしか︑﹁日本神話﹂をみることが出来なくなっ

ば︑すなおに︑自身のうちに今もいきています古代ご先祖

の心に回帰する︒日本人の明く清く直き誠の良心を子ども

ています︒自分自身の狭く︑想像力のまずしい視点で日本
神話を読んで︑荒唐無稽だとか︑単なるお伽話にすぎない

たちにも教えていくことだと︑知ることを祈ってやみませ
ん︒

︵作家・日本画家・﹁日本の神話﹂伝承館館長︶

などと排斥しています︒
ことだまさきわ

わが国は古来︑﹁言霊の幸延う誠の国﹂でありました︒

言葉には霊があって︑善い言葉︑人を喜ばす言葉︑幸せに
する言葉を回りに広げていると︑幸せは回りに延びていき︑

それはやがて目分にも幸せとなって返ってくるという思想
です︒それは︑みんな︑一つの天之御中主神のいのちによ
って生かされている︑一つのいのちであることを知ってい
たからです︒
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か︑戦後のあの未曾有の荒廃の中をさまよった惨潅たる光

戦後五十余年の現在︑戦争を体験していない世代どころ

風潮は苦々しいかぎりだと言わねばならない︒しかしそこ

れしか乗らないといった体験をした私から見れば︑現代の

貧乏と栄養失調の中で朝七時前の市電は割引があるのでそ
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心とかたち

峰島旭雄

景も知らない人たちが︑すでに親になり︑あるいは教師と

に︑一陣の清風が︑一脈の清水が︑断絶することなく続い

︐６１１４１４︐４１４９１１１４６︐４も４︐４６４

なり︑社会の指導者ともなっているのが︑現実である︒た

ていることを︑見逃してはならない︒それは何か︒それは

９１４６４１１１４１４

だその場合︑そのような体験をもたない人たちに対して︑

人間性︵心︶の根底にある永遠に途切れることのない何も
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私ども︑そのような体験をもっている者は︑﹁今どきの若

のかである︒

ち﹂という視座からである︒いつか流行した歌に﹁かたち

し︑把捉することができると思う︒その一つは﹁心とかた

この﹁何ものか﹂については︑さまざまな視座から観取

い者は﹂といった口調で︑これらの人々をただ否定するだ
けでよいであろうか︒

たしかに︑私ども︑いや私から見れば︑戦地には行かな
かったけれども︑﹁集合五分前﹂式の軍事教練や︑戦後︑

イワ11
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に表わそうとしないでも︑かたちに表われないことはあり

しかし︑もしほんとうに心で喜んでいるならば︑意図的

ち﹂から入り︑﹁かたち﹂を整えることであり︑そのこと

り︑仏さまにお茶を上げるのが日課であったのも︑﹁かた

す︒戦前の家庭では︑朝神棚に炊き立てのご飯を捧げて祈

表われないように︑配慮してやるのである︒教育とは

えない︒隠しても色に出るのである︒なんとかつくろって

を通して︑おのずから真実に迫り︑真実が生活の中心とな

に表わそう﹂といった歌詞があった︒心で喜んでいればそ

これを隠蔽しようとしても︑真実は表われる︒ギリシャ語

っていくのである︒︵しかし︑この﹁かたち﹂が形骸化し

巴月閏の︵引き出す︶であるとは︑まさしくこのことを指

の﹁真理﹂を意味する語はアレーテイアで︑語源からする

ないように気をつける必要がある︒形骸化させないために

れをかたちに表わそうというのである︒

と﹁隠蔽を取る﹂という意味である︒徒然草に﹁もの言わ

はどうすればよいかは︑ここでは触れえない︒︶

私自身はある小さな寺の住職をしているが︑かってきわ

ぬは腹ふくるるわざ﹂とあるが︑これも一つのアレーティ

アである︒この意味では︑心とかたちとは相即するのであ

て︑寺の﹁おばあちゃん﹂︑つまり私の母と小一時間は長

めて感動的なエピソードを耳にした︒数少ない檀家である

しかし︑教育的見地からすれば︑教師はただ手を供いて

話しをして帰っていく︒そのようなときの話の一つにこう

る︒このような視座からすれば︑もし人間性︵心︶の根底

見ているかぎりでは︑いたし方ない︒特に学齢の低い場合

いうのがあった︒そこのお宅は長男夫婦と一緒に住んでい

が︑Ａ家の﹁おばあちゃん﹂はなくなったご主人の命日に

はそうである︒アレーティアの原語の意味するように心の

て︑おばあちゃんからすればかわいいお孫さん︵女の子︶

に永遠に途切れることのない何ものかがあるとすれぱ︑そ

真実であるものが表われ出るように︑かたちを整えてやる

がいた︒ある日︑騒動が持ち上がった︒印鑑か何か︑小さ

は必ずお墓詣りに来る︒本堂にお詣りすると腰を落ち着け

ことが必要である︒心とかたちである︒あるいは︑心の真

な大事なものがなくなったのである︒若夫婦は血眼になっ

れはかならず︑かたちをとって表われるのである︒

実が出やすいように︑心の真実が曲がったり歪んだりして
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でもないが︑一同不審に思って尋ねた︒﹁なぜ仏壇の抽出

出しの中から取り出した︒皆大喜びであったことはいうま

なら知っている﹂と孫娘は仏壇のところに行って︑その抽

つかむ思いで︑まだいたいけないその子に訊ねた︒﹁それ

てきた︒親が﹁かくかくのもの﹂を知らないかと︑藁をも

皆途方に暮れていると︑孫娘が﹁何を探しているの﹂と出

て心当たりのところをくまなく探したが︑見つからない︒

少し掘り下げてみる必要があると思う︒

ということである︒まさしくその通りである︒だが︑もう

宗教的態度が育まれ︑おのずから宗教的行動が習得される︑

のがなくても︑くりかえしそれをしていれば︑おのずから

は大きなウェイトを占める︒﹂これは︑はじめ宗教的なも

かし宗教的態度の形式や行動の習得において︑この模倣性

ちには別に宗教的なものが必ずしもあるわけではない︒し

る︒﹁大人に倣って仏壇の前で合掌していても︑その気持

かって︑あるシンポジウムに引っぱり出されたことがあ

しなどに入れたのか﹂︒孫娘は答えた︒そこは毎朝おばあ
ちゃんが拝んでいて︑安心できる所であるから︑そこに入

ばあちゃんから孫へ︑その孫がおばあちゃんになったとき︑

いや︑仮りに語り継がれないとしても︑この心組みは︑お

がれていくであろう︒語り継がれていかなければならない︒

今は︑この孫娘が自分の孫を持つ︒この心組みは語り継

が発言した︒一つのパターンとして︑愛は神の愛︑仏の愛︑

想家が愛をあげつらい︑私のまえには深層心理学の研究者

から愛の用語例を豊富に挙げられ︑ついで二︑三の宗教思

仏教学・比較思想学の大家︑故中村元博士が主として仏教

あるか﹂式のプロヴォカティヴなものであったかと思う︒

る︒﹁愛﹂がテーマであった︒題そのものは﹁現代に愛は

またおばあちゃんから孫へ︑以心伝心で伝わっていくであ

そして何よりも人間間の愛であるが︑シュヴァイッァーが

れておけば安全だと思ったから︑と︒

ろう︒﹁心とかたち﹂の貴重なヴァリエーションではなか

での愛がある︒深層心理学者は一歩進めて︑存在している

言ったように﹁生命の畏敬﹂であって︑動植物にいたるま

宗教教育の権威であるＢ教授は︑ごく最近︑ある保育関

ものすべてに愛を︑と述べた︒これはいわば無生命をも含

ろうか︒

係の雑誌に︑﹁宗教的情操教育﹂と題して︑こう書いてい

(23）

在︵する︶という意味である︒

生の原語︵サンスクリット語︶はの胃菌で︑の鼻はもと存

めて愛は語れるとするものであるといえる︒仏教でいう衆

やはり﹁心とかたち﹂をやや広義に解して︑次に宗教と道

﹁心とかたち﹂という仕方で考察を進めてきたのであるが︑

ところで︑宗教︑宗教的なものをめぐって︑とりわけ

していない言説であった︒この言葉ないしこの思想は熟し

バイッァーは二十四歳にしてカントの宗教哲学を書き︑こ

そもそも宗教と道徳の関係はきわめて緊密である︒シュ

徳︵教育︶というテーマにアプローチしてみよう︒このテ

しんがり

ていなかった︒そして今もって熟していないものである︒

の卒業論文は今もって私どもがカント研究︑とりわけその

さて次に私自身が殿で発言することになった︒じっはこ

人によっては天地を創造した神の愛がこの発言の背後にあ

宗教哲学を扱う場合に一指標たることをうしなっていない︒

ーマは一朝一夕にして解決を見る︑という性質のものでは

り︑キリスト教的であるとの指摘があるかもしれない︒し

そのほかキリスト者であり︑︵宗教︶哲学者であり︑音楽

の日何を言うべきかをあらかじめ決めていなかった︒しか

かし︑私は仏教徒であり︑さらに仏教者︑キリスト者の別

家であり︑医師であり︑﹁アフリカ密林の聖者﹂といわれ

なく︑ここに提示するのは単にそのうちの一つのアプロー

を超えて︑その根底にある〃宗教的なもの″に触れうると

たことは︑あまりにも有名である︒しかしそのシュバイッ

し私の口をついて出た発言は次のようであった︒﹁存在し

きは︑﹁存在していることそのことがすでに愛ではないか﹂

ァーにしてなお﹁キリスト教は倫理的宗教であり︑仏教は

チにとどまる︒

という言説が生きてくると確信する︒そしてそれが仏教に

論理的宗教である﹂と言っている︒仏教は倫理的宗教では

ていることそのことがすでに愛ではないか﹂︒私自身予期

おいては仏の慈悲であり︑キリスト教においてはキリスト

ないのであろうか︒

し初期仏教から律蔵に相当するものが説かれたにかかわら

仏教の三蔵︵一切経︶が経律論といわれ︑根本仏教ない

の愛Ⅱ神の愛と受けとられるであろう︒よく私どもがいう
いの角一

﹁生命を頂いてありがたい﹂とはこのことである︒そして
生命は無生命まで拡大されねばならない︒

（24）

ず︑十九世紀後半から西欧の仏教研究がそのョ−ロッパ的

然としたイメージーではないのである．日本思想史にま

てくる翁の印象がｌ頑なな︑右にのみ傾いだ旧態依

かたく

合理主義によって仏教を非常に合理的に捉えたため︑その

で考究の手をのばしておられた故中村元博士にこのことを

いま流行の表現でいえば︑それは西村翁のいわば﹁柔か

ような傾向が﹁仏教は論理的宗教である﹂というシュバィ

仏教においては︑その根本から︑そしてその初期から︑

な﹂思想といってよい︒おなじく︑翁もまた﹁柔かな﹂宗

申し上げたたところ︑額かれたのを今でも思い出します︒

宗教と倫理が不二相即の関係にあるといえる︒これもまた

教と道徳︵教育︶の関係を捉えていたと思う︒

ッァーの発言の背景にあるのではないかと思う︒

一つの﹁心とかたち﹂である︒﹁戒律きびしく﹂という形

以上述べきたったことは私の宗教と道徳︵教育︶につい

（25）

のうちに心が表わされるのである︒

ての基本的な考え方である︒そしてそれはまた︑およそ人

いえないだろうか︒それは︑断続することなく続いている

戒律︑すなわち道徳律が仏教という宗教の根本からすで

ら離れた領域にあるのではないことが示されている︒とり

一陣の清風として︑一脈の清水としてあるものであり︑そ

間であるかぎり︑だれでも従うべき基本的な構図であると

わけ開祖釈尊の言動はそのまま戒律となりうるものである︒

のような﹁心﹂は必ずやなんらかの﹁かたち﹂をとって表

に初期に説かれ︑宗教がただ超越的な領域に︑生活実践か

開祖という範型のうちに︑そしてうちから︑宗教と道徳の

われないではいられないものであると確信する︒

にしていた翁に対する評価とはいささか異なるものに接し
た思いがした︒それは評論家の間接的な評言を通して聞え

︵早稲田大学名誉教授・芝学園理事長︶

緊密な関係が示されうるのである︒つきつめて言えば︑こ
こに宗教と道徳︑宗教教育と道徳教育の源が存するといえ
。

かって私が西村茂樹翁の思想を垣間見たとき︑すでに耳

る

ト

ト

ト
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︐１０トートリトトートートトトト

殺人事件︑誘拐などの忌まわしい出来事が後を断たない世

︒．

△︒︲も．︲皇Ｏ７１︐７１．画も竃

△︒︐哩口・

Ｄ−．９雲ｊ・

︑！︒︐△▽

二︐４．︲皇ＩＵ４Ｖ・１７１．︐．１︐覇︑４７０矛︐△▽︐︒！︒︐少

入江孝一郎
︐トーートートトートート！

戦後五十年の宗教と道徳教育の結果が︑人心荒廃︑道徳

衰退という嘆かわしい風潮に陥っているとみる人も多い︒

ない事件がつぎつぎと起きている︒大阪の池田小学校児童

学校では︑いじめをはじめ︑教師もかかわる想像もつか

明治三十六年二九○三︶︑教科書国定化以後︑その内容

により忠君愛国を軸とする家族国家観がその理念とされた︒

に設けられ︑明治二十三年︵一八九○︶に教育勅語の発布

儒教的道徳に立つ修身科が明治十三年︵一八八○︶小学校

殺人事件後︑プレハブ校舎を建て授業再開したが︑事件の

はいっそう画一化された︒昭和四十五年二九七○︶十二

相である︒

あった校舎は心理的影響も考え新しく建て替えるという︒

月連合国軍の指令により廃止された︒

いま教育勅語の復活をいう人もあるが戦中派世代は︑そ

世界の難民が多いなか︑その子たちからみれば驚くべき甘
やかしであり︑しかも税金を使うことになる︒筋を失った

の徳目を暗記するほど教育を受けたが︑高教育の人ほど巧

心令会マレ一一

ＴＡＴ１９︐．ｕｊ９ｒ４平ｌ９ｒ４Ｔ１９０・号よ︒ＦＡ▼４９．

ト

一失った宗教と道徳日本の原点に戻ろう

ト

毎日のニュースで親が子を虐待︑また︑その逆の現象や

ト

ことを平気で論じられていることに危機を感じる︒
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妙に地位を利用しての汚職や賄賂と犯罪の質は悪く︑教育

兵器として研究してきたものだけに︑その恐ろしさは知っ

者も出て無気味さが拡がってきている︒米ソ冷戦中に生物

い敵に市民は同じ惨劇を見たのではないかと想像する︒世

年前︑真珠湾攻撃で特攻隊が襲撃したときも︑当面見えな

当たりに見た︒半藤一利著﹃真珠湾の日﹄を読んだ︒六十

する︒むなし︒あだなり︒この身がはかないこと︒常なら

いつかわなくなること︒移り変わり︒移りゆく︒変化変遷

ないこと︒何ものも静止しないこと︒固定していないこと︒

﹁ありとあらゆるものが移り変わって︑少しもとどまら

無常を実感する

切らなければ新世紀の幕開けがこないとも考えられる︒

ということを明確にしなければならない︒二十世紀と手を

ている︒進歩・発展を目標にしてきた二十世紀が終わった

だけの効果では疑わしいことを知っている︒

二○○一年九月十一日
二十一世紀初年の九月十一日︑ニューョークの世界貿易
センターに旅客機が自爆し︑数時間後に崩壊︑死傷者・行

界貿易センターはアメリカの富の表徴であり︑科学技術の

ず︒変転きわまりなき人生︒永久に存続するものでないこ

方不明者七千人も出る同時多発テロの実像をテレビで目の

先端であったのが一瞬にして崩壊してしまった︒ブッシュ

と︒永続するものでない

ブッダ釈尊は﹁常でないことを常のように思うのは︑人

こと︒永遠性のないこと・﹂と

大統領はテロに対応する新たな戦争が始まったと言い︑世

中村元先生の﹃仏教語大辞典﹄にある︒

マ・ダピンという個人を名指し︑アフガン空爆を断行して

は愚かであるから﹂とも説かれている︒今日は昨日の続き

はじめ

界の強国がテロ撲滅に対抗するための処置を整え︑オサ

いる︒国家が個人を相手に戦うという︑今まで考えられな

ではなく︑明日は今日の続きでないことを︑改めて知らさ

ブッシュ大統領の父が大統領であった十年前に湾岸戦争

れた思いで︑まさに﹁無常﹂の世界である︒

かった図式が展開しはじめた︒

この日を境に世界は一変し動いている︒アフガン空爆が

始まると︑突如として炭痘菌が郵便物として送られ︑被害

（27）

ル・ヤマザキ氏の設計で︑このほかに設計したセントルイ

ピルは︑日系インターナショナルスタイルの建築家ミノ

義の過激派が今日に尾を引いている︒世界貿易センターの

もたらした︒その時の惨劇と侵入によってイスラム原理主

が起きた︒そして多くの生命が犠牲となり︑多くの破壊を

く︑その潜在意識に生きている︒

ので︑毎年正月三日間は︑無意識のなかに参拝する人は多

運動を展開した︒神社は清浄なる神域に神霊を宿している

コロジーの立場から日本で初めて明確に反対し︑環境保全

神社合祁令が発令され︑南方熊楠は鎮守の森は消えるとエ

社を主に国家神道を確立した︒明治三十九年︵一九○六︶

だ人心の中に神様は生きていた︒占領軍の神道指令や学校

相手に戦い敗れた︒敗戦後は復興を︑荒廃した国土︑荒ん

と自然風景に支えられてきた︒近代国家を目指し︑世界を

明治の富国強兵政策は︑江戸時代以前の日本の精神土壌

スのプレート・イゴー団地は︑近代性︵等質的建築物空
間︶で︑犯罪の巣窟になって市当局によりダイナマイトで
破壊され二度目で︑まさに因果の法を感じさせられる︒

無宗教を平気で言う

社は生きてきた︒神様が日本人を見捨てなかった︒しかし

教育や神様や歴史を追放しても︑神社の氏子に支えられ神

爆したテロがイスラム教徒であることを知らされたとき︑

繁栄に浮かれ︑やがてバブルが弾け経済が崩壊し︑第二の

テロは絶対に許せない怒りとともに︑ハイジャックで自

日本人の宗教観を改めて考えさせられた︒一日五度も礼拝

的としたすべてのシステムが崩壊・荒廃するばかりか︑日

敗戦といわれた︒明治以来築き上げてきた強兵・富国を目

日本人の中に無宗教を平気で言う人が多い︒かって日本

本人の心も生活も変わった︒誰でもが憂える現象が︑地球

するイスラム教についてはあまりにも知らなかった︒

の家庭には︑神棚と仏壇があって︑毎日︑神と祖先の霊に

的規模で日々エスカレートして起きている︒それは明治以

日本の山も︑海も︑川も森も壊して︑風景をも失ってし

来︑古い日本の習慣と生活を否定してきた結果である︒

礼拝していたのが日課の始まりであった︒

古代からの神社︑諸国といっていた国々の一の宮は︑神
仏習合で永く継承されたが︑明治の廃仏穀釈後︑官・国弊

(28）

まい︑これを進歩発展だと錯覚したことである︒その根は

った︒それにならされ無宗教を自慢する人がいるが︑世界

原点に立ったとき︑それを支えてきた地域の歴史︑ひい

には無宗教は通用しないことも知らないでいる︒

育の中に日本の古き伝統と美風を︑迷信に追いやってしま

ては日本の歴史に関心がゆき︑自分で学ぶという本来の姿

明治維新に遡る︒文明開化で近代国家の仲間入り︑学校教

った結果であった︒神仏共に生き生きとして生きるものを

が自然のうちに身につくというより︑己のＤＮＡが命じる︒

尊重し共生する世紀だともいわれている︒日本人は日本を

二十一世紀は文化の世紀といわれている︒個々の文化を

いたわる心を失い︑すべてを打算的に考えるようになった︒

日本を取り戻さねばならない

神様は清浄な地を残して生きている︒﹃延喜式内社﹄を三

ることを感謝する︒国土を人々が急激に荒廃させたのに︑

ら継承され生成されてきた気に触れ︑神様にいま生きてい

も伝えられず育った人たちです︒このままでは日本はどう

われている︒現職の教師は母国に誇りをもつことなど一言

良さが言えない⁝そんな人は信用できない⁝と外国人に言

次代を担う人々と接する教師から﹁日本人は自分の国の

語り︑それぞれの文化を認めあう時代である︒

千余社も日本各地に残されている︒そこには天のエネルギ

なってしまうのか︒﹂という手紙を貰った︒

それには日本の原点に戻り︑そこに個々が立って古代か

ーと地のエネルギーを吸収する巨木が神木としてある︒ま

神様の気が充満している地であり︑元気の素が瀧っている︒

た磐座があり︑山全体が御神体山として崇められている︒

﹁自然遊学塾﹂をつくることも道を切り拓くことだと思案

このような憂える個々の教師一人一人で︑思いを言える場

子どもと毎日接している教師も本当は憂えているのだ︒

いわくら

そこに参拝すると︑神様のパワーをえて自己が変る︒いま︑

している︒自分をも含めて個々が︑身近から学び行動しな

もとみなぎ

全国一の宮巡拝をすすめているが︑神様から示された日本

いとならないときにきている︒

︵本会評議員・社団法人日本移動教室協会理事長︶

人を再生させる道であることは間違いない︒

宗教を腫れ物に触るように避けてきたのが学校教育であ
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宮崎哲夫

﹁イエスはどのようにして我々を救いたまうのか﹂という

たちが訪れます︒いつも二冊のリーフレットをもって︑

います︒もう一冊の﹁ものみの塔﹂には︑︹救いの希望が

人にどう接したらよいだろう︺などを柱にして構成されて

か︺︹歴史的な刑務所からの信仰の物語︺︹腹を立てている

，【
÷一一÷一一一一÷今÷今÷一一J

一P少一●'一一

神道と宗教教育について

■可１．０１

今月の﹁目ざめよ！﹂という一冊のリーフレットは︹命

の綱を守るのはだれか︺という自然保護についての記事を

ことを︑侵しげに話します︒仕事多忙を理由に︑話の腰を

ありますか︺︹イエスは救ってくださるｌどのように？︺

（30）

１１．０１

一︑﹁子どもに本を読んで聞かせるのはなぜですか﹂

折るようにして引き取ってもらうのですが︑置いていくリ

︹偽善にどう対応しますか︺︹エホバはわたしたちの避難

巻頭にして︑︹子どもに本を読んで聞かせるのはなぜです

ーフレットには必ず目を通すことにしています︒真面目な

﹁エホバの証人﹂と言う宗教集団の問題点については報

所︺などの記事が柱になって構成されています︒
さに心を惹かれるからでもあります︒

訪問努力に対するマナーでもありますが︑教宣文書の上手

わたしの事務所に︑月に一度は﹁エホバの証人﹂の信者

÷ 今 心 令 − 1 一 手 令 畢 ■ 一 一 一 一

義するなら︑聖父・聖子︵イエス︶・聖霊の三位を信仰す

自主的に善を追求する意識的規律を育てる教育活動﹂と定

います︒﹁道徳教育﹂が﹁善悪についての価値観を形成し︑

へ勧誘する教宣活動の記事は︑巧みに随所に折り込まれて

上がっています︒そして︑﹁無料配付﹂です︒当然︑教団

を読みこなす能力があれば︑誰にもわかるような編集に仕

力のある情操教育にも思えます︒しかも︑スポーツ芸能紙

るかぎりは︑この団体の宗教活動は︑優しく穏やかで説得

道などで承知していますが︑オールカラーのこの冊子を見

﹁日本宗教史・樹下快淳﹂﹁復古神道・小林健三﹂﹁平田篤

の現代的解義・山蔭基央﹂﹁日本神道論・桜井勝之進ほか﹂

﹁神道論・石村吉甫﹂﹁近世神道論・日本思想大系﹂﹁神道

考古学論孜・大場磐雄﹂﹁神道の現代的研究・橋本文寿﹂

﹁神社の両面観・伊藤義賢﹂﹁神道思想・浅野明光﹂﹁神道

道の展望及び分析・小野祖教﹂﹁神道思想集・石田一良﹂

論・津田敬武﹂﹁国体起源の神話学的研究・掘岡文吉﹂﹁神

神・東洋書院﹂﹂﹁神道哲学精義・田中義能﹂﹁神道起源

穫と法律・穂積陳重﹂﹁神道の思想・梅田義彦﹂﹁神道精

神祇史・佐伯有義﹂﹁神道の基礎問題・小野祖教﹂﹁祭祁及

理学・清水真澄﹂﹁神道世界の溝造・平野孝園﹂﹁神道信仰

胤之哲学・田中義能﹂﹁神道百年史・神道文化会﹂﹁神道倫

るこのキリスト者たちの活動は︑まさに道徳教育そのもの
の活動に思えます︒

わたしは自分の書棚を眺めながら﹁神道は道徳教育の素

巻︵新神道主義ほか︶・藤田徳太郎編﹂﹁神道精神・日本文

﹁宗教及び神話と環境・松村武雄﹂﹁日本精神文化大系第八

の系譜・小笠原春夫﹂﹁園篭神祇辞典︵全︶・小倉堅爾﹂

材に成りえるか﹂と日頃思い悩む者です︒煩わしいようで

化研究会﹂﹁祝詞の研究・白石光邦﹂﹁祝詞新講・次田潤﹂

二︑神道は道徳教育の教科書に成りえるか

すが︑書棚の一部に並んでいる神道書を列記してみます︒

これらの神道書を折りに触れ繕き︑勉強会のテキストに

などであります︒

達・津田敬武﹂﹁日本倫理学史・伊藤千真三﹂﹁日本宗教

引用しようと試みるですが︑殆んどの神道書に︑神の御心

﹁神道の宗教学的研究・加藤玄智﹂﹁神代史と宗教思想の先

史・比屋根安定﹂﹁日本民族の根本宗教・原正男﹂﹁大日本
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に埋もれた内容でありました︒第二章のキャプションに期

行ごにも過去百年にわたる神道書の︿意義開明の俳個﹀

奥行きのある研究を評価される小野祖教国学院大学教授

待したのですが︑神社の型式や神事の説明が主になってい

や神の意思について語ることばが記されていません︒人々

の比較的新しい著述である﹁神道の展望及び分析︵昭和四

て︑わたしが望んだ︿信仰の実際の描写﹀がまったくあり

が歴然と見られます︒第一章﹁神道とは何か﹂︑第二章

十四年小野教授研究室発行︶﹂のはしがきに﹁いろいろな

ませんでした︒

の信仰を高めようという教宣や案内の記述が見当たらない

機会に︑いろいろな注文を受けて原稿を書く︒これでよい

ロペヂア第九巻・東洋思想﹂で﹁神道﹂を担当執筆してい

﹁神社の祈りのあれこれ﹂︑第三章﹁神道のしくみ﹂︑第四

と満足したものは無い︒しかしながら︑どうにかして︑神
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
道という捉へ難いものを︑何とかハッキリさせようとする

る宗教学者・加藤玄智博士の︑﹁宗教とは神と人間との特

のです︒﹁神とは何か﹂という設問の答えは字源的解説に

ために︑拓き得た新しい道しるべが出来ている﹂と述べ︑

種の関係でありｌ神道は日本人固有の宗教︵意識︶であ

章﹁神道の流れ﹂の四項目で構成されていますが︑語り口

さらに﹁著者は︑ここ数年の間︑定義や分析の必要を提唱

りｌ神道は日本人の忠君愛国の宗教的発現の精華であっ

終始し︑﹁神道の意義﹂については宗教学的分類論の枠の

した﹂と言っています︒本文︵一三七ページ︶でも︑

てｌ国家神道でも宗派神道でも︑立派に日本国民の精神

は平易でも︑やはり様々な神道書の︿不変の枠組み﹀の中

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
﹁我々の共同課題は神道とは何ぞやであり︑神道の概念規

上に今日尚生きた事実として明かに現存してをり︑就中

中での振り子的議論の展開しか見ることかでさません︒

定である﹂として︑その学的立場が﹁神道の本質の究明﹂

国家的宗教に至っては︑日本の国家と結び付いた忠君愛国

新刊︵一九九七年︶で︑一般人向けに出版された啓蒙書

っている︑という総括と︑それから七十年経た現在の神道

的な宗教意識として︑日本現代に鉄く可からざるものにな

なかんづく

昭和三年に春秋社から刊行された﹁大思想・エンサイク

であると繰り返し明言しています︒︵傍点は筆者︶

の﹁神道がよくわかる本︵阿部正路著ｌＰＨＰ研究所発
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神道は今も︑︿意義開明の俳個﹀を続けているようです︒

認識は殆んど元離していないように思われます︒つまり︑

宗教である神道信仰の︿寒々とした実況﹀を如実にものが

社神道全盛の頃の調査ですが︑この数字は︑わが国固有の

たっていると思います︒境野教授は︑つづけて﹁かくの如

その結果を見ると︑学生総数四六○○余名のうち︑神道八

学に齢て︑学生の宗教に就いて謂査を行ったことがある︒

教授・誠文堂︶﹂という本に︑﹁今から数年前︑東京帝国大

︵昭和三年︶に出版された﹁宗教の門︵境野黄洋駒沢大学

わけです︒これは一九九○年代の調査ですが︑一九二八年

日本国民の一・五パーセントしか︑神道を信奉していない

﹁神道﹂と答えた者は四・三パーセントであったそうです︒

トであり︑さらに﹁信じる宗教は何か﹂という問いに︑

トに︑日本人で﹁信じる﹂と答えた者は三三・六パーセン

ある調査によると︑﹁宗教を信じるか﹂というアンケー

教育制度として︑倫理道徳と共に︑人生の問題︑霊智の問

血のない倫理学は︑労多くして効少なきものである︒わが

聖書の講義をやっている︒インスピレーションなき道徳学︑

る︒欧米列強に齢ては︑何れも学校で宗教を教え︑教室で

在せざる者なく︑宗教心の善導は精神教育の最大骨子であ

ても異論なき一大教育思潮である︒人間として宗教心の潜

なる人格の養成︑即ち所謂全人数育は︑世界何れの国に給

ことは︑寧ろそれ以上である︒完全なる知識と共に︑完全

単にその一方面であって︑精神的方面の教養を重んずべき

そして︑﹁学校教育の目的は︑学術科学の知識を受くるは︑

あろうか﹂と言い︑﹁学校教育の訣陥﹂を指摘しています︒

く宗教的観念を鉄いているのは︑如何なる原因に基づくで

名︑仏教五○名︑キリスト教六○名︑無神論者約一五○○

題を教ふる宗教の課目がないことは︑実に一大訣陥といふ

三︑無宗教国家の日本

名︑不可知論者即ち宗教に就いて定見なき者約三○○○名

七十年前に指摘されたく教育問題﹀が︑未だに︿問題の

べきである﹂と熱く主張しています︒

東京大学の学生の一パーセントにも満たない○・一七パー

まま﹀で解決されていないのは︑宗教学者だけでなく教育

であった﹂という記述があります︒計算すると︑当時の

セントしか神道を信奉していなかったことになります︒神
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界全体の大いなる怠慢というべきでしょう︒
四︑われわれに︑道徳教育の準備が︑できているのか

育と教師と教科書﹂﹁神祇教育は先ず家庭から﹂﹁神祇教育

を如何にすべきか﹂と並び︑執筆は当時を代表する教育者

や神道学者です︒しかし︑その論説のなかには︑教育すべ

き︿神の存在﹀のイメージについては全く触れられていま

せんでした︒︿神祇教育の普及と徹底﹀を主張するなら︑

わが国の神道的思惟に︑︿言挙げせぬ﹀という美徳があ
ります︒﹁心だに誠の道にかなひなぱ︑祈らずとても神や

神祇のイメージを︿ことば豊かに﹀に語るべきです︒

天御中主神は聖父で︑天照大御神は聖子で︑八百菖神は

守らん﹂という詠み人知らずの歌がありますが︑この歌は
まさに日本人の心情を映し出しています︒

の存在︑神の意志︑神の恩恵︑神の加護などは︿ことば﹀

かに︿ことば化﹀してこそ︑﹁神祇教育﹂が可能になるの

あり︑その御意志や恩恵はしかじかであるⅡとイメージ豊

精霊であって︑それぞれのお姿は慈愛に満ちたしかじかで

で明かに認識され︑その意味が高められます︒また︑神へ

ではないでしょうか︒

しかし︑宗教はことばによって唱えられるものです︒神

の感謝︑つまり信仰の確認は︿ことば﹀の高唱によって明

という文章があります︒﹁神道の︑わが友人よ︒﹂で始まる

折口信夫博士の多くの著作のなかに︑﹁神道の友人よ﹂

宗教教育が︑﹁善悪についての価値観を形成し︑自主的

この諌説めいた記述は︑わたしが接した神道文献のなかで

かになります︒宗教音楽や宗教劇の存在はその証です︒

に善を追求する意識的規律を育てる教育活動﹂︑つまり道

最も心惹かれるものの一つです︒

﹁私は思ふ︒神道は宗教である︒だが極めて荘漠たる未

徳教育に寄与するとしたなら︑その宗教の神・宗教的情
操・信仰・霊的気分などを︑︿ことば﹀によって明確に表

あったと思ふ︒だから美しい詩であった︒其の詩の暗示し

成立の宗教だと思ふ︒宗教体系を待つこと久しい︑神話で

昭和九年の﹁国学院雑誌・五月特揖﹂は︑﹁神祇教育の

ていた象徴をとりあげて具体化しようとした人が︑今まで

現すべきでありましょう︒

研究﹂です︒キャプションは︑﹁神祇教育の端著﹂﹁神祇教

（34）

なかったのである︒︵中略︶神道をかかげることは︑神を
かかげることである︒もっと静かに︑もっと微かに思ひを
ひそめるがよい︒如何にして神社が︑神道の定義において︑

正しい教会となり得るか︒いづこに︑私どもは︑宗教生活
の知識の泉たる教典を求めればよいか︒私どもの情熱が︑
何時になったらその私どもの情熱を綜合して︑宗教神道を︑

私どもに輿へてくれる教主の出現を実現させることが出来
るか︒その時こそ︑世の曙の将来者の来訪である﹂

折口博士の魂の註りのようなこの叫びは︑その後︑半世
紀も放置されたままです︒神道が︑日本固有の宗教であっ

て︑倫理性の高いものと考えるのなら︑われわれは︑︿神
道道徳﹀を︿正しいことば化﹀して︑あるいは︿教典化﹀

して後世に伝えるべきではないでしょうか︒宗教教育︑道
徳教育の必要性を声高にとなえても︑伝えるべき道徳教科
書化︑つまり感覚的・直観的表象を創造する作業を怠って
いるなら︑︿教育﹀という概念世界のただの俳個者であろ
うと思います︒わたしたちは︑美しくて︑読み易く︑理解
の早い道徳教材を︿創造﹀する義務があるのです︒
︵本会評議員・㈱遣珠刊行会社長︶

自悔

孟子のことばに﹁国ハ必ズ自ラ悔ツテノチ人コレヲ

侮ル﹂とある︒自ら自国を軽蔑して他国の尊重を受け

ようとしても︑それはできない相談である︒わが日本

人は︑どうしたのか︑シナ人に対してたいへん徹慢な

態度をとるが︑西洋人に対してはその挙動が卑屈なの

はまことに笑止千万である︒ひどいのは︑自らわが日

本を未開国呼ばわりする者もいる︒西洋人は皆自分の

国を自慢する傾向がある︒自慢は悪いことであるが︑

愛国心より出たあやまちである︒どうかわが日本人の

西洋人に対する原語挙動は今少し注意して︑自国相応

の尊厳を保ちたいものである︒しかし︑国学者がせま

くるしい見解からわが国のことを誇張し︑格別貴くな

いことをも非常に貴いように言うのもまちがっている︒

︵﹃泊翁危言﹄第一冊五十七﹃自悔﹄の全文︶

（35）
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潮を巧みに利用した︑信者をカモにする金品強奪のための

社寺観光のための営業教団と堕落した既成宗教のあり方も

教団組織︵否！狂団組織︶でしかないからである︒また︑

今回︑アメリカにおいて発生した同時多発テロの大惨事

極めて大きな問題があろう︒今日は︑宗教心のあり方が

そうきようしん

は︑一神教的宗教が潜在的に内包する排他的・狂信的信仰

改めて問われなくてはならないのである︒

これに加えて︑今日の日本人にみる﹁お金﹂と﹁モノ﹂

さりとて︑現代のわが国に広く横行する﹁現世利益追求

もたらした当のものといえるからである︒道徳心のあり方

もこうした生き方が︑今日のわが国に道徳的退廃と混乱を

にしか関心のない生き方も大きな問題となろう︒というの

型﹂の新興宗教の賊屋も決して見逃されてはなるまい︒そ

が改めて問われなくてはならないのである︒

に︑私は思わず胸をギューと締めつけられた︒

ておぞましい出来事であり︑テレビが放映するその大惨状

の恐ろしさと︑その残忍さとをまざまざと見せつけた極め

はじめに
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れは現代の日本に横溢する拝金主義や拝物主義の社会的風
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ウ

このことに更に︑科学万能時代の﹁実証主義﹂とか﹁測

に見えないもの﹂﹁形のないもの﹂﹁測り知りえないもの﹂

い﹂ま

はなるまいと考えるのである︒その場合︑私は︑この両者

定主義﹂︵ものが実在するとは﹁量﹂として測り知りえな

とするとき私達は︑現今こそ︑真なる宗教心とは何か︑

の懸橋となるものが﹁測り知りえないもの﹂に対する﹁セ

くてはならないという考え方︶などという思考様式が加わ

は拒否するというライフ・スタイルを形成せざるをえない

ンス・オブ・ワンダー﹂︵神秘なものに対する感性︶なの

って︑前記のライフ・スタイルが一段と強化されざるをえ

また人間性を豊かにする道徳心とは何かということを真剣

ではないかと思案する︒家庭や学校や地域社会などにおい

ないのである︒その中でも特に﹁測り知りえないもの﹂に

のである︒

て︑その育成の重要性が改めて認識されなくてはならない

対する無関心︑無感覚の生き方は極めて重大な結果を招来

に問い︑この両者の懸橋となるものを真面目に求めなくて

所以である︒それはまた︑道徳教育の核心でもあるからで

するということなのである︒というのも﹁測り知りえない

することであると信じて疑わない︒しかもこのような生き

金﹂や﹁モノ﹂をより多く所有して︑快適で便利な生活を

な態度を装うところから︑不可避的に︑﹁生きるというこ

えば︑それは﹁神︒怖﹂という究極の存在に対して無関心

前者の︿ニヒリズム﹀︵虚無主義︶の生き方についてい

や︿エゴイズム﹀の生き方を少しく瞥見しておこう︒

るをえないからである︒それではここで︑︿ニヒリズム﹀

的に︿ニヒリズム﹀や︿エゴイズム﹀の生き方を招来せざ

であるからであり︑それに対する無関心な生き方は︑必然

もの﹂の代表格は︑何んといっても﹁神．焼﹂という存在

ある︒

川戦後日本人の生き方にみる﹁測り知りえないもの﹂
に対する無関心と︑その問題点
戦後日本人の生き方は︑まことに残念なことに﹁お金﹂

と﹁モノ﹂にしか関心がない︒そして人生の目的は﹁お

方はまた︑不可避的に︑﹁目に見えるもの﹂﹁形のあるも

と﹂に関しての本当の目標や目的が見失われざるをえない

くらし

の﹂﹁測り知りうるもの﹂は大事にするが︑その逆に︑﹁目

（37）

自身を亡ぼしかねないのである︒それがくニヒリズム﹀の

まぎらすために快楽主義や剰那主義の虜となって︑遂には

をえなくなるのである︒更に悪いことには︑そうした生を

も失って厭世感が漂い︑無味乾燥な無意味な生を送らざる

はポッカリと大穴が開いて空虚感が横溢し︑何をする気力

がカラカラにひからびて潤いがなくなり︑と同時に︑心に

まうということ︒その結果︑心の砂漠化現象というか︑心

ということ︒そこから︑生きる喜びや生甲斐も失われてし

そのためには﹁測り知りえないもの﹂に対する﹁センス・

服するためには︑私達は一体どうすればよいのであろうか︒

悪としての︿ニヒリズム﹀や︿エゴイズム﹀の生き方を克

は決して忘れてはならない︒とするなら︑このような根本

もの︵根本悪︶であるということ︒こうしたことを︑私達

るをえないということ︒しかもそれらは︑人間悪の最たる

的に︿ニヒリズム﹀や︿エゴイズム﹀の生き方を結果せざ

﹁神・悌﹂という存在に無関心であるということは不可避

このように︑﹁測り知りえないもの﹂の代表格である

ということを意味するところから︑それは必然的に﹁欲望

﹁人間は何をしてもよい︒人間は何をすることも許される﹂

私達が﹁神︒焼﹂という究極の存在を見失うということは︑

次に︑後者の︿エゴイズム﹀の生き方についていえば︑

か︒そのことを次に問いたい︒

オブ・ワンダー﹂とは︑どのような感性をいうのであろう

養う根源であるといえるからである︒それでは﹁センス・

のもそれこそが︑真なる宗教心と︑人間性豊かな道徳心を

オブ・ワンダー﹂の限りない育成が大事となろう︒という

︑︑︑︑

生き方に他ならない︒

的自我﹂を中心とする自分勝手な﹁我利我利亡者﹂の生き
方を招かざるをえないということなのである︒換言するな

入らなくなり︑人間としての生き方やものの道理が分から

ら︑いつでも﹁自分﹂を勘定にいれて︑他者の存在が目に

を世に先がけて告発した書物である︶の著者として広く知

この言葉は︑﹁沈黙の春﹂︵それは環境破壊・汚染の実態

②﹁センス・オブ・ワンダー﹂ということ

︑︑︑︑︑︑

なくなるという生き方をである︒それがくエゴイズム﹀の

られたレイチェル・カーソン︵一九○七

一九六四︶の言

生き方に他ならない︒

(38）

の中でこんなことを語っていた︒

葉であり︑彼女は﹁センス・オブ・ワンダー﹂という著書

り︑孤独にさいなまれることはけっしてないでしょう︒た

人は︑科学者であろうとなかろうと︑人生に飽きて疲れた

﹁もしもわたしが︑すべての子どもの成長を見守る善良

ろこびへ通じる小道を見つけだすことができると信じま

ならずや︑内面的な満足感と︑生きている事への新たなよ

とえ生活のなかで苦しみや心配事に出会ったとしても︑か

な妖精に語りかける力をもっているとしたら︑世界中の子

す﹂と︒︵同掲書︑五○頁︶

以上の︑こうしたカーソンの言葉から窺えることは︑私

どもに︑生涯消えることのない﹃センス・オブ・ワンダー
Ⅱ神秘に目を見はる感性﹄を授けてほしいとたのむでしょ

私たちが自然という力の源泉から遠ざかること︑つまらな

この感性は︑やがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅︑

いうことなのである︒換言するならそれが︑﹁測り知りえ

を認識し畏れ︑驚嘆する感性を育み強めることができると

ら解放される時︑私達は改めて人間を超えるところの存在

達が近代的な人間サイズの尺度︑特にその合理主義の枠か

い人工的なものに夢中になることなどに対する︑かわらぬ

ないもの﹂という非合理性︵それは合理性を超えるという

ア﹃／◎

解毒剤になるのです﹂と︒︵﹁センス・オブ・ワンダー﹂新

ことなのであって︑反合理性ということでは決してない︶︑

︑︑︑︑︑︑︑

潮社二三頁︶

つまりは神秘性に対する感性的アプローチなのであるとい

﹁人間を超えた存在を認識し︑おそれ︑驚嘆する感性を

後の切り札なのでもあると︒こんなことを︑彼女は私達に

︿ニヒリズム﹀や︿エゴイズム﹀の生き方を克服しうる最

また︑こんなことも語っている︒

はぐくみ強めていくことには︑どのような意義があるので

告げているように思われる︒

えよう︒しかもまた︑こうしたアプローチこそが︑私達が

しょうか︒わたしはそのなかに︑永続的で意義深いなにか
があると信じています︒地球の美しさと神秘を感じとれる

(39）

る︒それでは﹁人生の根本の教え﹂とは︑どのようなこと

教え﹂としての﹁宗教﹂でなければなるまいと考えてい

という﹁特定の宗教﹂をいうのではなく︑﹁人生の根本の

私は二十一世紀の宗教は︑俳教だとかキリスト教だとか

側宗教心と﹁センス・オブ・ワンダー﹂

されるのである︒その時︑私達の眼前からは︑︿ニヒリズ

出してくると同時に︑﹁生きるということの意味﹂も実感

て︑本当の意味における﹁生きる喜び﹂が油然として湧き

る︒そして︑このようなことが得心された時︑私達は初め

私達は腹の底から納得し︑体得しなくてはならないのであ

自身もありえないということ︒こうしたことの不思議さを︑

﹁われ﹂のあり方生き方が初めて実現されるのである︒

れと同根︑万物とわれと一体﹂というような人間本来の

︑︑

をいうのであろうか︒このことについては︑﹁無の道﹂の

ム﹀や︿エゴイズム﹀の生き方は消え失せて︑﹁天地とわ

そうきよう

唱道者として名高い藤本治氏のこんな言葉が参考になろう︒

﹁この世界は︑この世界を世界としている者がなければ︑

る者は物ではない﹄という︒この世界は存在しない何者か

ある﹁神・桃﹂という存在に対して︑﹁畏敬の念﹂や﹁憧

ならない︒ともあれ︑﹁測り知りえないもの﹂の代表格で

それが本当の意味における﹁自己実現﹂ということに他

によって︑この世界とされているのである︒万物をその物

慢の念﹂を抱くということ︒こうしたことが﹁センス・オ

この世界とはならない︒このことを荘子は︑一物を物とす

としている者は︑神であり焼である︒神や綿には姿︑形が

ブ・ワンダー﹂の核心であるといえよう︒

んな歌を詠まれていた︒

昭和の偉大な禅僧の一人といわれた山田無文老師は︑こ

側道徳心と﹁センス・オブ・ワンダー﹂

ないので︑ないとも存在するとも考えられない存在である

二五ページ︶

が︑神か焼がなければ︑この世界はない︒﹂と︒︵﹁無の
道・人生の話﹂春秋社二四

このように︑この世界には︑﹁万象を万象たらしめてい

るもの﹂︵それを仮に神とか綿とかなどと呼ぶ︶の働きが
なければ︑この宇宙も自然も︑また私達の人生も︑この私

40

性﹂を忠実に守らなくてはならないということ︒また私達

れるのである︒そして︑この﹁大生命﹂から如来させられ

この歌には︑宗教心と道徳心の本源が実に見事に歌い上

の﹁生命﹂は︑同時代の諸々の生命とも相依相関の﹁かか

大いなるものに抱かれあることを

げられていよう︒と同時に︑﹁大いなるもの﹂を﹁吹く風

わり﹂の中に置かれているのであるから︑﹁生命の空間的

た者としては︑祖先から子孫へと至る﹁生命の時間的連続

の涼しさに知る﹂として︑﹁センス・オブ・ワンダー﹂も

連帯性﹂を真剣に守らなくてはならないということ︒こう

今朝吹く風の涼しさに知る

生々と躍動しているのである︒ここでは特に︑道徳心を問

このように﹁大生命﹂は︑実に私達の個々の﹁生命﹂に

したことが要請されていると知るのである︒

﹁大生命﹂︵Ⅱ宇宙的生命︶と解した上で︑改めて道徳心に

対して︑以上にみたような﹁使命と義務﹂を課していたの

題とするので︑﹁大いなるもの﹂といわれているものを

ついて考えてみたい︒とするとき私達は︑次のようなこと

であり︑それに応えて誠実に生きようとするところに真の

かたじけなさに涙こぼるる︵西行︶

・なにごとのおわしますかは知らねども

ス・オブ・ワンダー﹂を持ち合わせていた︒

﹁測り知りえないもの﹂に対して実にすばらしい﹁セン

私達の先祖は︑﹁目に見えないもの﹂﹁形のないもの﹂

おわりに

道徳心の淵源があろう︑と考えるのである︒

に思い至るのである︒

その一つは︑私を含めた﹁生きとし生けるものの生命﹂

が︑この﹁大生命﹂という﹁如の世界﹂から如来させられ
たものであり︑死ねば再び︑この﹁如の世界﹂に如去する
ものなのであるということ︒﹁生死は焼の御命なり﹂︵道
一九︶

その二つは︑﹁大生命﹂によって︑この世に如来させら
れる際︑私達人間には特に﹁生命の連続性と連帯性﹂を守
るという﹁使命﹂と﹁義務﹂とが課せられているというこ

と︒こうした厳粛な﹁大生命﹂とのかかわりを実感させら

(41)

︒よく見ればなずな花咲く垣根かな︵芭蕉︶

風の音にぞ驚かれぬる︵梁塵秘抄︶

と﹂という第三の柱の中の︑第一の項目︑つまり﹁自然を

ば︑﹁主として自然や崇高なものとのかかわりに関するこ

特に小学校や中学校などにおける道徳教育に関していえ

題となろう︒

・裏をみせ表をみせて散るもみじ︵良寛︶

愛護し︑美しいものに感動する豊かな心をもち︑人間の力

・秋来ぬと目にはさやかに見えねども

以上に掲げたような和歌や俳句は︑如実にそのことを物

を超えたものに対する畏敬の念を深める﹂という内容を十

二分に指導して︑﹁センス・オブ・ワンダー﹂を高めるこ

語っていよう︒

しかし今日の私達は︑その能力を全く失い︑﹁目に見え

とが︑宗教心や道徳心の新生につながるであろうと考える︒

︵日本道徳教育学会理事・元横浜商科大学教授︶

るもの﹂﹁形のあるもの﹂﹁測り知りうるもの﹂のみを追求

する一方︑他方では︑その具象化としての﹁お金﹂や﹁モ
ノ﹂をより多く所有して快適で便利な生活をすることが︑
人生の目的であると信じて疑わないのである︒その結果︑

ただものるん

現代のわが国には現世利益追求型︑観光営業型の似而非宗
教が横行する一方︑他方では功利主義的・唯物論的なイン
チキ道徳が賊属していて︑そうしたものが日本人の宗教心
と道徳心を限りなく堕落させているのである︒

このような社会的状況を前にして︑それでは私達は︑一

体何を為すべきなのであろうか︒そのためには︑忌憧なく
いって︑家庭や学校や地域社会などにおいて﹁センス・オ

ブ・ワンダー﹂という感性を育成することが最も重要な課

(42）
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それにはまず︑学習指導要領の道徳教育を根本から理解

必要な﹁自分自身に固有な︵行動の︶選択基準ないし判断
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道徳教育で宗教的情操を養う

一．ｂｒＩ︲Ｉｒ卜︲ｌｒＩ−ＩｒＬＰＩＬＩ

っているところにあると言える︒これを改善しすぐれた指

文部科学省が︑道徳の時間の形骸化を改善する糸口とし

しその意味を生かした指導をすすめることが出発点となる︒

導をすすめることが必要である︒

て人生の達人を道徳の時間の援助に派遣する制度を打ち出

当然のこのことが行われていないところに問題の根本があ
る︒

る根本に関わる重要なものであることを理解せず︑また︑

基準﹂︵高等学校学習指導要領解説総則編︶となるもので

まず︑目標となっている道徳性が主体的に生きるために

どうすれば道徳性を育てることができるかという筋道をは

あることをはっきり認識することが基本である︒つまり︑

道徳を単に望ましい行いの問題ととらえ︑人間として生き

道徳授業が形骸化しているとすれば︑その最大の問題は︑

した︒

一道徳教育の根底と宗教的情操

肇

っきりさせないまま︑単に技術の意味の指導方法だけに頼

（43）
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二今はよい関係を
つくりたい関係

１
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〃

、

道徳性は︑一人一人が自分自身の固有な人生を主体的に生

ｊ

ノ

、

内容項目の構成にもそのことが表れている︒内容項目の

成を通して実践に表れることが期待されるものなのである︒

︵指導計画と内容の取り扱い︶となっていて︑道徳性の育

目は︑﹁児童︵生徒︶が自ら道徳性をはぐくむためのもの﹂

内容項目はそれを直接実践させるものではない︒内容項

たいと願っている︒これが内容項目構成の四つの視点とな

いやなところがあり︑それを克服してよりよい自分になり

をつくって生きたいと願っている︒自分自身についても︑

と関わって生きている︒だれもがそのそれぞれとよい関係

然とかかわり︑自然の背後に感じられる人間を超えた存在

ていただけるであろう︒だれもが社会︵人々や集団︶や自

この図のように考えると︑人間の理解を超えた存在︑例

全体の構成を︑ヤスパースの言う人間の存在構造を元にと

立体的な構造を平面に表す限界はあるが︑意味は分かっ

ダ

きるために欠くことのできない基本的な能力なのである︒

、

ｊ

〆

、

その能力を育てるのが道徳教育なのである︒自分自身の人
生を大切に生きれば︑社会で期待される道徳的実践は当然

、

ｊｌ

一‑一一

−−二一

に伴ってくるのである︒

次に重要なのが内容項目の意味の正確な把握とその使い
方である︒

内容項目を直接実践させようとして指導する場合が少な
くない︒その指導が実効があるなら︑それも一つの指導の
立場と言うこともできるが︑実態は︑そうした指導は子ど

、
ノ

っている︒

もに受け入れられず︑形骸化している︒

鱗鍵一之麹ら

らえれば分かりやすい︒子ども一人一人自身を中心におい
てその意味をとらえるのである︒

（44）

内容のとらえ方

えば宇宙がなぜ存在するか︑生命がなぜ生まれたか︑など

と︑思いがけない突っ込みが返ってきました︒答えに詰

いるかの答だよ︒僕は何で生まれたのか聞いたんだ︒﹂

人で苦しみ︑答が出ないまま厭世観を持ち︑問題行動に走

人間を超えた何かがあることに気づかないわけにはいかな

そう考えると︑死後についても知ることができないし︑

る場合も出てくる︒平成六年に栃木県で小学校四年生男児

まった私は話をそらしてしまいました︒︵後略︶︵読売新

知りうることもなし得ることも限られている︒消えゆく命

が自殺したが︑﹁この人生がいやになった︒別の人生に行

い︒宇宙や生命がどのようにして生じたか︑などの様子に

を人間にはどうすることもできないし︑自分の身体を思う

きます︒﹂という趣旨の遺書があったという︒自然に芽生

聞︑平一○︑六︑三○︶

ように変えることもできない︒そういう人間の有限性を知

える人間を超えたものに対する疑問に正しく応えていくこ

ついては科学で知ることができるかもしれないが︑なぜか

れば︑無限なるものとどのようなかかわりをもって生きる

とが宗教的情操を育てる道であり︑それがどれほど重要で

こうした疑問に正しく応えていかなければ︑幼い頭で一

かということが重要な課題となることが分かる︒その人間

あるかがこのような例からも分かる︒

という理由については知ることができない︒

を超えた存在に目を向ければ︑そこに自然に敬戻の念が生

道徳教育の根底にある基本的な課題なのである︒目標や内

宗教的情操を養うのは︑道徳教育の一部なのではなく︑

宗教的情操は教え込まなければ養えないものかと言えば

容項目の趣旨をはっきりとらえ︑それを生かした指導です

まれる︒それが宗教的情操である︒

そうではない︒人間を超えたものに対する不思議さへの思

すめることが宗教的情操を養い︑奥の深い生き方を育てて

いく上で必要なのである︒

いは幼時から始まる︒次の新聞の投書はその一例である︒

幼稚園の年長組に通う長男が︑先日︑﹁何で人間は生
まれてきたの？﹂と訪ねてきました︒私が﹁おいしいも
のを食べるためかなあ﹂と言うと︑﹁それは何で生きて

（45）

二宗教的情操を養う指導

るという内容である︒

言うまでもなくこの内容は︑仏教で言う業とお釈迦様に

の内容である︒その指導を︑例えば﹁くもの糸﹂を教材と

中心性は排されなくてはならないが︑人間自身の力では超

人間は自己中心性をもっている︒自分勝手の意味の自己

表されている慈悲をテーマにしたものである︒

して用いる道徳の時間の指導で考えよう︒小学校高学年で

えることのできない性質のものもある︒仏教でいう業であ

道徳教育で直接に宗教的情操を養う内容がある︒視点三

ある︒

これでも子どもが受け入れてくれればそれなりの効果があ

いようにしよう︑という指導をする場合をしばしば見る︒

をねらいとして︑悪いことをしたら反省してこれからしな

そのペットボトルめがけて多くの人が泳ぎ寄ってくる状況

分が空のペットボトルを見つけてそれにつかまったところ︑

タの立場を︑乗っていた船が沈没し︑海に投げ出された自

業を自分自身の努力で超えることはむずかしい︒カンダ

り︑キリスト教でいう原罪である︒

るであろうが︑私の見た限り︑子どもたちは別の︑この教

を想像すればそのことが実感できる︒周知の通り︑空のペ

﹁くもの糸﹂を用いる指導は︑いわゆる﹁思慮・反省﹂

材が人々に突きつけている課題の方に関心を向けていた︒

につかまって昇りながら︑後に続く罪人たちに気づき︑こ

楽からくもの糸を垂らして助けようとし︑カンダタがそれ

踏み殺そうとしたが助けた︶のために︑お釈迦様が上の極

んでいるカンダタを︑生前のただ一つのよいこと︵くもを

ことが重要である︒そうすればこれとは別の日常生活の場

のできない業︵自己中心性︶をもつことを深く自覚させる

に子ども自身を立たせて︑人間が自分自身では超えること

﹁くもの糸﹂を用いた指導では︑カンダタと同じ極限状況

この場合︑どう行動すべきかを問うことはできない︒

ットボトルは人間一人を支えられるだけである︒

の糸は俺のものだから降りろ︑と叫んだとたん︑くもの糸

で︑他者もまた業をもつことを理解して︑それが人間の有

この教材は︑生前︑悪いことばかりをして今地獄で苦し

はカンダタのすぐ上から切れ︑真っ逆様に地獄へ逆戻りす
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で接することができるようになるであろう︒その心は仏教

限性の問題であることを知れば︑互いに許し合う寛容の心

ある︒

心を育てなくてはならなくなっていることと事情は同じで

の心を育てる機能を持っていたものが失われ︑学校教育で

道徳の時間以外にも︑宗教的情操を育てる場はいろいろ

の慈悲に近く︑キリスト教の愛に近いと言える︒そうした
心が生まれる元にあるのが宗教的情操である︒

教育や宗教活動であって︑宗教そのものは尊重すべきこと

のに引き込まれない人間を育てる上でも重要である︒前述

宗教的情報を養うことは︑宗教まがいのいかがわしいも

工夫することができる︒その場合︑特定の宗教の立場やそ

が規定されているし︑宗教的情操についての教育が重要で

したように︑宗教的情報は︑人間を超えたものに対して生

この教材は仏教の内容と関わっている︒では公立学校で

あることは︑昭和三八年の教育課程審議会の道徳教育充実

ずる心情であるから︑人間の理解の及ばない領域やその意

の反対の立場に立つことのないよう留意することは当然で

方策についての答申でも調われている︒また︑高等学校の

味がしっかりと分かれば︑人間の理解が及ばないはずの領

は取り扱うことができないかといえばそうではない︒教育

﹁倫理﹂では︑仏教︑キリスト教︑イスラム教などの世界

域のことを︑人間の認識能力で証明できる事柄と同様に説

ある︒

宗教はいずれも教材として取り上げられている︒特定の宗

く場合があれば︑それには疑いをもって接する人間が育つ

基本法第九条が禁止しているのは特定の宗教に対する宗教

教の宣教になったり︑これに反対する内容でなく︑宗教的

であろう︒簡単に似非宗教に引き込まれる青少年が少なく

ある︒

︵元文部省視学官︶

ないとき︑この意味でも宗教的情操を育てる教育は重要で

情操を養う教育は大切なのである︒

かっては︑家庭生活の中で︑神棚や仏壇に触れる生活が
あり︑自然に宗教的情操が養われる場合が多かった︒それ
が乏しくなった今日︑学校教育の中で宗教的情操を養う必
要が大きくなっている︒かつての家庭や地域社会が子ども
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全国の小・中学校で行われている道徳教育は︑﹁生き方

道徳教育の現状
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一道徳教育と宗教心

Ｉトトトトトトトートート−１１トトートＩトリ−０１

はじめに
公教育の中では特定の宗教教育︑宗教的儀式を行うこと

唱っているからである︒人々の﹁道徳性﹂の基盤である

宗教が﹁罪悪﹂であるからではない︒﹁信教の自由﹂を

た︑人間の実存的在り方についての検討や根底となる哲学︑

べきなのか﹂︑﹁真の人間とは如何なる存在なのか﹂といっ

真の人間としての生き方在り方として︑﹁人間如何にある

在り方教育﹂とも言われる︒しかし︑現行の道徳教育には︑

﹁宗教﹂というものが﹁罪悪﹂であるかのどとく考えられ

思想が欠落している︒

が法律で禁止されている︒

ている風潮は︑道徳教育の基盤を失うものである︒

道徳教育の担当者は︑﹁正しい価値﹂をつかみ︑価値を

深める教育であると主張している︒
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しかし︑﹁真の人間としての生き方在り方とは何か﹂と
いう実存的基盤のない価値は︑日常の﹁モラル教育﹂とし

﹁相手も喜んで︑自分も楽しんでいるのに︑なぜ売春が

いけないのか﹂︑と女子一員生が言ったそうである︒

自分の得になることはするが︑自分の役にたたないこと

はしない︒むしろ損だ︑という考え方が主流となった︒高

て機能しているに過ぎない︒

太平洋戦争以前︑道徳教育の中核をなしていた﹁修身教

戦前の教育の中で唱えられた︑﹁滅私奉公﹂などといっ

校︑大学へ合格するための勉強であって︑点数をとること

行われていた︑徳目教育もまた個人の価値観を一定の方向

た考え方は︑間違った思想であるとさえ言われた︒現代は

育﹂は︑国民を軍国主義に陥らせた思想的原因として捉え

の価値へと導く危険な教育であるとされ︑排斥された︒し

自分を犠牲にして︑社会や他人のために行動するといった

が︑勉強の目的なのである︒

たがって︑戦後の道徳教育では授業の中で使われる資料の

考え方が薄れてきている︒その点を物語っているものが︑

られ︑徹底的に批判され排斥された︒修身教育の名の下に

中に含まれる価値は︑児童生徒の各自の考え方に従ってそ

ボランティア活動の義務化といった最近の流れなのだろう︒

といった価値を教育することは︑重要であり現行の道徳教

動できる﹂︑﹁人間を始め︑他の生き物の命を大切にする﹂

﹁まわりの人のことを考えて行動する﹂︑﹁人のために行

徳目︑価値が道徳教育の中で重要視されている︒

事件が︑低年齢化している︒とりわけ﹁生命尊重﹂という

反映である︒暴力や殺人︑自殺といった人間性を問われる

はしっかり身に付けさせなければならないという考え方の

近年︑戦前の徳目教育が再評価されている︒正しい価値

しゃくされるものであって︑価値を押しつけるものであっ
てはならないとされていた︒

戦後社会の倫理観・道徳観の低下
戦後の個人の権利の拡大は︑法律を犯さなければよい︒

ひいては﹁人に迷惑をかけない﹂ならば︑何をしてもかま
わない︑といった個人主義的思想を蔓延させた︒

﹁万引きしても︑お金を払えばいいだろう﹂と開き直る
人がいる︒
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育の中でも再重要視され︑取り組まれている︒

戦後の特設道徳の流れ
昭和三三年に特設された﹁道徳教育﹂の影響力︑教育効
果のなさは︑毎年指摘される︒少年たちの常軌を逸した凶
悪犯罪が起こるたびに︑毎回同じように︑道徳教育の重要
性のみが唱えられる︒

小・中学校の教育現場の中で︑週一時間設定されている︑

低下の危倶が声高に指摘されている︒

一週間の授業の予定の中で︑﹁数学﹂や﹁英語﹂といっ

た教科の時間が︑学校行事や学活といった︑他の時間に振

り返られ︑実施されなかったとしたら︑保護者や社会は学

校教育に対して如何なる反応をするであろうか︒

一斉に授業カットの問題が指摘され︑教育の権利が不当

に侵害されたことに対する保障を求めて︑訴訟事件へと発

展するのではないだろうか︒

毎週あるはずの﹁道徳の時間﹂が︑教育計画を完全に無

状が︑昭和三三年以来︑現在でも︑何の問題も︑何の訴訟

﹁道徳の時間﹂は︑目に余るほど︑全国どこの学校でも軽

時間の実施率の低さを認めている︒社会の﹁心の荒廃﹂を

も全国中で︑ただの一件も起きていない︒これは︑現行の

視し︑全く窓意的に︑他の教育活動に振り返られている現

誰もが認めているものの︑現行の﹁道徳教育﹂は︑それを

﹁道徳教育﹂の無力さを何より如実に露呈している例であ

んじられ︑文部科学省自体が全国の小・中学校での道徳の

解消するものではない︑と多くの人たちが察知している故

ろう︒

﹁わかっちゃいるけど︑やめられない﹂︑﹁悪いこととは︑

持を得られないのか﹂︑この点が重要である︒

なぜにこれほどまでにも現行の道徳教育が︑﹁万人の支

道徳教育再生への視点

の実施率の低さであろう︒

平成一四年度から︑学習指導要領が改訂され︑週休二日
制の導入に加え︑新しく﹁総合の時間﹂が加わり︑﹁生き
る力﹂が重視される︒

教科授業の時間は現行よりもさらに大きく削減されるこ
とになる︒これに伴い新指導要領実施前から早くも︑学力
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知りながらもしてしまう﹂人間の心の弱さが︑いつの時代

日本は古来︑神道を始め︑仏教︑儒教︑キリスト教の思

﹁人に迷惑をかけないこと﹂のみでなく︑﹁人の役に立

神道や仏教︑儒教︑そしてキリスト教という宗教思想を融

民である︒いわば︑ひとつの宗教教団の影響というよりも︑

想的影響を受けながら︑独特な宗教観を作り出してきた国

つ﹂ことが唱えられ︑自分のエゴの延長線上にある考え方

合し︑共存させながら独特の﹁宗教心﹂を作り出してきた

にも問われている︒

から︑脱せようとする姿勢なくして︑現代の倫理的・道徳

方﹂という︑実存的意味を宗教的基盤の上に構築してきた

国民とも言えよう︒その中で︑﹁人間としての在り方生き

私は﹁宗教心﹂だと考えている︒

長い歴史がある︒

的荒廃の再生はない︒それを可能とするものは何か︒

公立学校では︑﹁宗教教育﹂が法律で禁止されている︒

しかし︑太平洋戦争の敗戦と共に︑戦前の価値観の全面

否定が行われ︑アメリカの民主思想の全面的流入は︑日本

これは︑宗教の自由という観点からである︒けっして宗教

の害からではない︒この点が戦後の修身教育と同様に︑

人を支えてきた宗教的基盤をも破壊してしまった︒

宗教を否定し︑恐ろしいものだという︑間違った考え方

﹁宗教﹂が悪いものとの観念にすり替えられている︒

オーム真理教による毒ガス事件など︑カルト教団による

が蔓延してしまった︒

公立学校の現場では︑﹁宗教教育の禁止﹂という法律が︑

凶悪犯罪は社会の一層の宗教アレルギーを生じさせている︒

真の宗教は利己的な現世利益という視点よりも︑利他的な

宗教は恐ろしいものだとする考え方と結びつき︑宗教的な

当然︑﹁神﹂や﹁仏﹂︑﹁死後﹂の世界観といったものは

思想を強くもっている︒他人や社会のために行う行為を奨

キリスト教徒であるマザーテレサの︑貧しき者への慈善

完全に否定した上で︑﹁道徳教育﹂が行われている︒この

考え方全ての否定という無知な解釈を蔓延させている︒

活動しかり︑仏教でも鎌倉時代︑壮大な顕病患者を始めと

点が現行の道徳教育の問題点なのである︒

励する︒

する病人の為の施設を作った忍性の活動しかりである︒
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としての︑自己としての在り方・生き方の概念は大きく変

が︑科学という手法では捉えられない︑目に見えない世界︑

せる世界︑論理で証明できる世界を対象とした学問である

科学という学問は︑目に見える世界︑あるいは数字で表

に生きられるか︑に偏っていくのであろう︒個人主義の増

いかに金を稼ぎ︑いかに良い地位や職業を獲得し︑享楽的

る考え方からは︑この世をいかに楽しく︑快適に過ごすか︑

死んだら何もない︒生きている今だけがすべてだ︑とす

わってくるのである︒

数字では表せられない世界︑論理的には説明できない世界

幅でしかない︒

宗教心の重要性

といった世界や現象を現代社会は否定する考え方が主流で

個人の権利の拡大という方向に進んできた︒個人の自由と

戦後のアメリカによる占領政策は民主主義の名のもとに︑

当然︑﹁神や仏﹂︑﹁死後﹂などという概念は︑完全に否

権利︑しかし︑その表裏の関係の個人の公への義務の問題

ある︒

定され︑科学絶対主義的思想や人間中心的思想が蔓延して

を軽んじてきた︒

盤を失い︑宗教的基盤のない社会の上に︑アメリカ的民主

メリカ社会の民主主義に比べると︑日本の社会は宗教的基

キリスト教徒が多く︑宗教的基盤を持って構築されたア

いる︒小さな花や︑小動物︑あるいは自然の中に︑人間の

力を超えたものを感じ取るなどという︑宗教的情操を全く
否定する教育となっている︒

道徳教育が真の﹁人間の在り方・生き方﹂を問うのであ

﹁人に迷惑をかけない﹂という心もとない個人主義的哲

主義を築いてきたのである︒

超える崇高な存在を︑道徳教育の前提として置いて考える

学︑思想の上に立脚した︑現行の道徳教育は︑真の人間と

れば︑人間存在の上に﹁神や仏﹂といった︑人間の存在を

のか︑あるいは人間の今の﹁生﹂を仏教でいう生前︑死

しての﹁生き方在り方﹂という極めて︑哲学的・宗教的命

いのち

後といった︑連続的なものとして考えるのか︑また天国・

題を除外しているのである︒つまり︑﹁真の人間の生き方

いの消一

地獄観のような︑死後世界観をもつのかによって︑今の生
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現行の道徳教育は︑﹁モラル教育﹂の域を脱することはで

在り方﹂の理想像が欠落しているのである︒したがって︑

みは計り知れない︒

している︒この戦争による世界の人々の不安や恐怖︑悲し

決して人々の不安をかき立てたり︑恐怖を与えるものであ

真の宗教は︑人々に平和と大安心を与えるものである︒

日本の社会の倫理観・道徳観を建て直し︑現行の学校教

ってはならない︒いわんや︑宗教戦争など絶対にあっては

きないと考えるのである︒

育で行われている道徳教育を︑真に人間の﹁生き方在り

こうした宗教の関わった紛争を現実に目にするとき︑改

ならない︒

道や︑仏教︑そして儒教︑キリスト教といった宗教を混在

めて日本人的な宗教心の果たす役割の大きさ︑重要性を再

方﹂教育とするためには︑戦前の日本人がもっていた︑神

させ︑融合させた日本独特な︑﹁宗教心﹂を国民に復興さ

認識する︒

︵横浜市立境木中学校教諭︶
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せることにあろう︒

そうした宗教的・哲学的思想の上にたって︑初めて真の
人間として︑という実存的課題としての﹁人間の生き方在
り方﹂が意味を持つ︒宗教心を根底として︑道徳教育が家

厚

庭︑地域︑社会︑学校で力を持ったときが︑日本社会の倫
理・道徳が復興する時なのではないだろうか︒

猿

目

、

棋

おわりに

参袋

我

アフガニスタンとアメリカがテロ事件を引き金として対
立している︒イスラム教徒であるタリバンはジハード︵聖
戦︶を口にし︑宗教戦争という側面を全面に押し出そうと

司

︻論説︼

鈴木

教育基本法の改正は︑教育改革国民会議の提言の熱気の

荒木文部大臣は︑教育基本法については︑かねてより不

下に諮問されたものである︒

きかという課題を検討する必要がある﹂という問題意識の

そのために今後の国家社会における人間像はいかにあるべ

を図るにあたっては︑その理念を明らかにする必要があり︑

﹁すべての青少年を対象として後期中等教育の拡充整備

記﹂として述べられたものである︒

充整備について﹂という︑諮問に対する答申の中で﹁別

これは︑当時の荒木文部大臣からの﹁後期中等教育の拡

央教育審議会の答申﹁期待される人間像﹂である︒

この関係で忘れてはならないものは︑昭和四十一年の中

さめぬ間に︑早急に取り組むべきである︒

﹁期待される人間像﹂と教育基本法

森内閣の時に盛り上がった教育基本法の改正論議は︑小
泉内閣に代わって下火になったように思われる︒

﹁米百俵﹂を所信表明に引用した小泉総理であれば︑国
家困窮の時にこそ人材の育成が大事という言葉を期待した
のであったが︑構造改革中の痛みは我慢してほしい︑とい
う趣にしかきこえなかったのは︑残念である︒

﹁米百俵﹂の小林虎三郎は︑人を育てるための学校をつ

くるのだ︑というしっかりした将来の展望を示した︒その
学校をつくる意味を理解して︑藩士たちも納得したのであ
る︒

ただ︑我慢せよというだけでなく︑将来の展望を示し︑

希望を持たせ︑国民を納得させるだけの責任が︑一国のリ
ーダーには求められる︒
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勲

外教育﹂平成一三・一・九﹁改革の好機を逸するなかれ﹂︶

一国の教育を考える場合︑どのような国民を育てるかと

立てるべきであると考え︑主張してきた︒︵時事通信﹁内

いう共通の目標があるべきであり︑それなくしての教育改

満をもっており︑教育政策の基礎にある人間像をいかに考
﹁期待される人間像﹂は︑教育基本法の﹁人格の完成﹂

革論議は︑対症療法的なものになるほかはないと考える︒

えるかを改めて問題としたものと思われる︒

という抽象的な教育目的を現実の日本人の教育目的として

今回の政権交代によって︑せっかく燃え上がった教育

に興味深かった︒

七章の﹁教育哲学﹂と﹁期待される人間像﹂の部分が特

父が子に何を伝えたかが主題となっているが︑私には第

副題に﹁父・高坂正顕と兄・高坂正尭﹂とあるように︑

﹃昭和の宿命を見つめた眼﹄がある︒

﹁最近読んで共感を覚えた本の一つに︑高坂節三著

﹁内外教育﹂に書いたのは次の文章である︒

題で﹁内外教育﹂に寄稿した︒

私は︑最近二期待される人間像﹄の再評価を﹂という

具体化したものであり︑教育基本法に欠けている家庭人︑

社会人︑国民という共同体における成員としての日本人と
れる︒

いう視点を入れて︑教育基本法の不備を補ったとも考えら
この答申のまとめに当たった高坂正顕氏は︑ヨ期待され

る人間像﹂の報告をまとめて﹂という文章の中で︑二期待
される人間像﹄は︑教育基本法を日本人の精神的風土に定
着させるためのものである︒そのことが忘れられてはなら
この﹁期待される人間像﹂という貴重な提言は︑当時の

ない﹂と述べている︒

理念︑教育の理想的人間像をめぐる論議は全くなく︑第三

社会政治状況の中で激しい批判にあい︑それ以来︑教育の

況の中で︑読んでほしい文章である︒

高坂氏は︑父正顕氏がまとめた﹁期待される人間像﹂

基本法の見直し論議が下火になるのではないかという状

に触れつつ︑占領下に作られた教育基本法は︑﹁人格の

の教育改革と銘打った臨時教育審議会においても︑教育基
十二年の首相の私的懇談会である教育改革国民会議におい

本法を正面からとりあげることをさけてきた︒そして平成
て︑ようやく︑教育基本法について本格的論議を進め︑改

完成﹂や﹁教育の機会均等﹂など世界共通の教育理念を

父が﹁蒸留水﹂と呼んだごとく日本人の立場︑日本人の

うたっており︑その限りでは非の打ちどころがないが︑

正が必要であるとされたのは画期的であった︒

私は︑教育改革が叫ばれる場合には︑﹁期待される人間
像﹂をとりあげて︑その現代的意義を再評価し︑改革に役
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在り方については一切コメントすることができず︑教育

ろ︑高坂氏から丁重な返事をいただいた︒︵返書は前号の

ｌを添えて︑﹃弘道﹄の最近号も同封してお送りしたとこ

高坂氏が父君の著書を読んでおられて︑西村会祖のことを

そこに︑西村会祖と高坂正顕氏との関係が記されていた︒

﹁言葉のひろぱ﹂欄に掲げてある︶

における歴史性︑社会性が欠如している︑と述べている︒

正顕氏が﹁期待される人間像﹂のとりまとめに当たっ
という点に深く配慮したことは︑二期待される人間像﹄

て︑この﹁蒸留水﹂に歴史性︑社会性の実質を付与する

の報告をまとめて﹂という文章の最後に二期待される

を摘記する︒

重複をいとわず高坂氏の西村茂樹について書かれた部分

ぬき出して︑書いて下さったことに感銘を受けた︒

せるためのものである︒そのことが忘れられてはならな

人間像﹄は︑教育基本法を日本人の精神的風土に定着さ

復刊した︶の中の﹁明六社の人々﹂のところで﹁西村茂

父が書いた﹃明治思想史﹄︵昨年京都哲学選書として

なお︑この文章は︑正顕氏の遺稿集﹃追憶と願望の間

樹は一方を代表する人物︑理想主義︑道徳主義にもとづ

い﹂と述べられている通りである︒

に生きて﹄の最後に収められており︑氏のこれに寄せる

いた慨世の国士﹂ととらえ﹁彼が究極の真理として見い

だしてくるものは︑誠に帰着する﹂と記しています︒そ

思いの深さがしのばれる︒

また︑この文章は︑まるで海図のなき時代を漂う三十

面︑逆に下流階級の人々には熱い同情をもっていた﹂と

年後の日本を見通して書いたようであり︑もし父が生き
を聞いてみたいと思う︑と節三氏は感慨深く述べている︒

記しています︒ご専門に研究されておられる皆様には︑

こと﹂を任務と考え﹁上流階級の人々を強く叱尾した半

私も︑正顕氏のコメントを聞いてみたい思いに駆られ

で弘道会としてその思想が引き継がれているのは︑皆様

もっと奥深い理解の仕方があろうかと思いますが今日ま

うして実践の態度としては﹁誤りを直し︑曲を諌止する

る︒氏が﹁忘れられてはならない﹂と述べたその趣旨を︑

ていたらどういうコメントをするのか︑もう一度その声

われわれは忘却してきたのではなかったのか︒﹁期待さ

のご尽力はもとより︑西村茂樹氏の思想が時代を超えて

高坂氏に教えられた﹁京都哲学選書﹂として発刊された

我々に教えてくれるものがあるからではないでしょうか︒

その後︑この文章でとりあげた﹃昭和の宿命を見つめた

﹃明治思想史﹄を早速購入して第二節明六社の人々﹂中

︵﹁内外教育﹂時事通信一三・五・一八︶﹂

れる人間像﹂の再評価が望まれる︒

眼﹂の著者の高坂節三氏に︑無断で紹介したお詫びにコピ
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の﹁六西村茂樹﹂を読んでみた︒

ついては︑﹁期待される人間像﹂に示されているものが︑

時代と社会の変化に対応した妥当性をもっている︒

本会は︑来年三月に﹁弘道シンポジウム二○○一こを企

高坂正顕氏は︑中村正直︵敬宇︶と対比して︑敬宇は温

画しており︑そのテーマを﹁期待される日本人像﹂とした︒

れる人間像﹂からすでに三十五年経過し︑国内外の事情も

厚な君子泊翁は概世の国士︑敬宇は宗教的泊翁は道徳的で

大きく変化しており︑この変化の中で生きる日本人の在り

その趣旨は︑以上のような問題意識と同時に︑﹁期待さ

国粋主義者という一般の批判に対し︑﹁直接に﹃日本道徳

現実主義というよりは理想主義である︑と述べ︑さらに︑

論﹄を開いて読むなら︑それが決して狭義の国粋主義では

坂節三氏にも参加して頂くことができ︑意義深いシンポジ

方を考えたいということである︒そのパネリストとして高

あるが︑二人ともに主情主義あるいは主意主義であって︑

なく︑また単に儒教の復興を計っているものでもないのを

︑︑︑︑

この原稿執筆中に︑十一月二十六日遠山文部科学大臣が

ウムになるものと期待している︒

見出してむしろ意外の感をもっであろう﹂と述べ︑彼の意
︑︑︑︑

図は︑﹁国家の独立・国威宣揚を説くにあり︑従って彼は
国家主義であったとしても︑決して単なる国粋主義ではな

中央教育審議会に︑﹃教育基本法の見直しに関する検討を

かったのである﹂としている︒

高坂正顕氏の西村会祖に対する眼は温かく︑公正である︒

諮問したと報じられた︒

で後者を優先審議するとされている点や﹁普遍的な理念は

教育基本法の在り方と教育振興基本計画の策定の二本立

高坂節三氏を通じて︑会祖と高坂正顕氏とのつながりが
人間像﹂の再評価を年来主張してきた私としては︑望外の

は︑問題であるが︑ともかく︑戦後一貫して触れないでき

維持する﹂として︑教育理念に触れることを避けている点

このようなかたちで明らかになったことは︑﹁期待される
ことであり︑今後の提言に勇気を与えてくれたように思う︒

意義は大きい︒

た教育基本法の改正を中央教育審議会に諮問し︑審議する

会祖の﹁期待される人間像﹂は︑﹁日本道徳論﹂の第五

段の﹁第五国民の品質を造る﹂に示された︑﹁勤勉︑節

︵本会会長・元文化庁長官︶

どのように反映されるかを見守りたい︒

今後その論議において︑﹁期待される人間像﹂の精神が

倹︑剛毅︑忍耐︑信義︑進取の気に富む︑愛国心盛ん︑皇
室を尊戴す﹂に要約されているが︑明治期の日本国民とし
の光をもつが︑二十一世紀に生きる日本人としての資質に

て望ましい資質をあげたもので︑その本質的なものは不変
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︻特別寄稿︼

ヨーロッパ 公 演

平成旧年６月個日出国︵関西空港︶

加日独国ビーレフェルト市

帽日仏国パリ市神楽公演
冊日仏国パリ市神楽公演
旧日独国ケルン市神楽公演
日本庭園地鎮祭斎行
調日帰国︵関西空港︶

出雲国大原神主神楽保存会

儀式の三点を同時に満たすことのできる日本の神楽団とい

れた結果︑当神楽保存会に白羽の矢が立ち︑私共も喜んで

うことで︑直ちに関係者に推薦を依頼︑候補団体を選考さ

お受けしたという次第である︒

出雲国大原神主神楽保存会について

出雲神楽は︑祭祁王国といわれる﹁出雲大社﹂や﹁佐陀

大社﹂を中心とする出雲地方独特のものであり︑その源流

には出雲古来の﹁七座︵里神楽︶﹂や﹁修験者色の劇的な

もの﹂があり︑慶長年間の能の流入によって習合され︑

事の起こりは平成ｕ年の暮れ︑外務省の特殊法人﹁国際
ツ国ケルン市が主催する伝統行事の国際音楽祭﹁ロマネス

交流基金﹂の傘下である﹁ケルン日本文化会館﹂が︑ドイ

﹁神主神楽﹂が主流であったが︑明治三年の﹁神職神楽禁

って︑出雲地方の神主や修験者たちが共同で作り上げた

止令﹂によって多くの神楽が里人の手に委ねられ︑里神楽

﹁出雲流神楽﹂として具現・様式化されたようである︒従

に始まる︒具体的には︑六月一九日にケルン市のザンク

クの夏﹂に日本の代表的宗教音楽の出演を要請されたこと
ト・ペーター寺院で開催されるこの音楽祭に︑音楽・舞・
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記

GEfF

⁝．ｆ︑

フランスパリ市日本文化会館における大蛇退治の翁舞

（平成13年6月16日）

当保存会の神楽は︑現存する譜本から判断して︑慶長年

として伝承されることになった︒

間の始め︵約四○○年前︶に興ったものであり︑

１神事として湯立神事・託宣神事・二柱神事

２素面で舞う七座神事

３着面で舞う神事能︵神話や神社縁起を台本にして劇

から成っており︑時代と共に﹁入申﹂﹁七座﹂﹁式三番﹂

化したもの︶

﹁面神楽﹂といった形に整序されつつ︑八調子を基調にし

たテンポで神事色を長く保事してきた︒里神楽が時代の移

り変わりとともに伝承者によって劇的・娯楽的な要素を加

味し︑次第に﹁観せる神楽﹂に変貌していったのに対し︑

らの﹁宗教芸能﹂を一時も村民に委ねることなく︑神主だ

当保存会は︑﹁神職神楽禁止令﹂が解かれるまで︑古くか

そのままに継承している︒今日︑島根県の無形民俗文化財

けで密かにこれを正しく守り伝え︑今日なお昔の手振りを

回全国民俗芸能大会︵齢︑日本青年館﹂︶に出演の栄に欲

の指定を受け︑平成二年二月には文化庁企画の﹁第岨
ノ︑している︒

ョＩロッパ公演

当初のケルン公演は︑その後フランス国パリ公演も追加

され︑拡大されて﹁ョ−ロッパ公演﹂となり︑更にドイツ
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和承理事長・石原道夫・波多野公麿・和田統彦・長妻和

は︑宮川昌彦・波多野安彦両長老・波多野容功会長・勝部

加わって︑六月一二日から二日間の旅程となった︒一行

国ビーレッェルト市での﹁日本庭園﹂造園地鎮祭の奉仕も

張りきって舞台を勤めた︒メガネの三城︵多根裕詞オーナ

明副会長から﹁大成功﹂との喝采をいただき︑一同は再び

かれ︑同じ演目を演じた︒三三○名ほどの入りで︑金田泰

六月一六日︑パリ公演二日目は一日目と同じ時間帯で開

六月一七日︑インタシティータリス号にてパリ北駅を発

ー︶からも花束をいただき︑感激の中に長老が﹁翁舞﹂を

車︑サマータイム︵三月末〜一○月末︶中の︑オーデコロ

夫・宮川真臣・内田貞文・千原孝通・佐々木和行・波多野

ン発祥の地︑高さ一五七ｍというゴシック建築世界最大の

舞い添えて感謝の意を表した︒

よう努力することを誓い合った︒一方では︑各方面からい

れた誇りを再確認し︑日本独特の神楽の神髄を披露できる

大聖堂がそそりたつ街︑人口一○○万人のドイツ国ケルン

竹彦ほか一九名となった︒共に︑古代文化発祥の地に生ま

コピー新調したり︑ありがたいことに装束や冠の寄贈を受

を受けた︒翌日は本番を前にしての仕込みとリハーサルを

市に入り︑ケルン日本文化会館の清田とき子副館長の歓迎

ただいたご支援をもとに︑衣装の一部を新調︑面の一部も

の箱二個に纏め︑カルネの手続をして出発に備えた︒

意された四五○席で足りず︑一五○個の補助椅子が出され︑

六月一九日︑サンクト・ペーター寺院の特設会場は︑用

行い︑万全を期した︒

けたりもした︒これらをスーツケース九個︑楽太鼓や舞具
六月一五日︑パリ公演は四年前に建設された日本文化会

立ち見客と合計すれば七五○名ほどの入りで超満員となっ

館で開催され︑夜の八時半から日の沈む二時までの時間
ったのか︑定数の三○○席に立ち見ができるほどの入りで︑

の教会での日本の公演は二回目︵一回目は雅楽の公演だっ

帯であった︒テレビや新聞︑ポスターやちらしの効果があ

に︑よろしく﹂との激励を受け︑﹁清目﹂﹁国譲﹂﹁茅の輪﹂

たとか︶ということで︑ケルン日本文化会館の坂戸勝館長

た︒ただ残念なことに︑入場をお断りせざるを得なかった

﹁八戸﹂の順に演じた︒終演時にはパリの島根県人会︵山

や日独協会の呼び掛けもあって︑日本への関心の高さを知

五○名余の方々があったと聞き︑申し訳ない気がした︒こ

崎寛会長︶から花束の贈呈があったり︑宗教家や音楽家を

の列の整理のため別分もずれ込んだ︒演目は予定通りとし︑

ることができた︒この日は夜７時の開演であったが︑長蛇

ルで動的な神楽を求められた磯村尚徳館長から﹁にぎやか

はじめ各層の方々が私たちの神楽に感動いただいたとみえ︑

七割がフランス人︑あとが日本人と発表された︒リズミカ

様々な質問が楽屋に飛び込んできて︑賑やかな幕となった︒
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第一部は︑筋があり︑動きがあり︑きらびやかな衣装で舞
う﹁清目﹂﹁山神祭﹂﹁岩戸﹂を演じた︒

来が開けます﹂

イナー氏が終了後直ちに楽屋にこられ︑﹁ことばではいえ

ボン大学教授で日本文化研究所長の文学博士︑Ｊ・クラ

公演の反響

かれた︒そして第三部は再びペーター寺院に会場を移し︑

俊夫氏の現代音楽をドイツの演奏者達が演ずる音楽会が開

一同大いに意を強くした次第であった︒

ない︑神秘的で厳粛な︑最高の神事であった﹂と絶賛され︑

第二部は九時半から一時間︑隣接の教会で作曲家・細川

一○時四五分︑五九○余名を前にして︑第一部とはがらっ

のお告げを聞くという貴重な伝承神事である︒この神事に

中世的修験色が濃厚で︑いわゆる﹁神がかり﹂によって神

この神事は︑当神楽保存会の代表的な出しものであり︑

また︑言葉が通じないだけに︑舞いの細かい動きや台詞の

時を迎えようとする姿は︑日本のそれとは全く違っていた︒

ることなく︑パンフレットの翻訳文を読みながら︑静かに

入場するや前席から順序よく着席し︑ひとりとして私語す

ことである︒いずれの会場も三○分前の開場であったが︑

人も実に穏やかで︑文化馴れした鑑賞態度であったという

三回の公演を通じて言えることは︑フランス人もドイツ

と趣を変え︑斎服や浄衣の白装束で︑静寂を旨とする﹁御
託宣﹂の神事を一時間かけて斎行した︒託台は︑宮川昌彦

関わる神主は︑﹁託台・斎主・副斎主・祈祷師・手添え・

リズムがつかめないだろうと思われたのに︑自国の文化を

長老がつとめた︒

大赦詞所役・前導﹂で︑それに﹁奏楽︵楽太鼓・笛とが

しっかりと身につけ︑抜群のマナーと動じない目と耳と身

ようとする寛容な姿勢に︑保存会一同は唖然とさせられた︒

体でもって神楽や神事に集中し︑他国の文化をも受け入れ

などの斎戒泳浴をして祭場に臨み︑所役の神主一同も厳
粛・緊張を旨とする神事であるため︑民俗文化財の価値は

加わる︒﹁神がかり﹂する託台は︑一定期間︑肉食を断つ

極めて高いとの評価をいただいている︒

世界はひとつです︒お互いに苦しいときも︑楽しいときも

あり︑通訳を通して場内に紹介された︒﹁ドイツの皆さん︑

り︑神主四人が奉仕した︒この丘にはたくさんの自活をめ

ェルト市のペーテルの丘で﹁日本庭園﹂の造園地鎮祭があ

六月二○日︑ケルンから一三○伽北へ上がったピーレフ

文化交流を通じての日独親善

斎主がいただいた当日の神言は︑凡そ次のような内容で

きていきましょう︒そうすれば︑きっと明るい新世紀の未

常に相手を尊重し︑心一つに助け合い︑明るく︑正しく生
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鴎醤

●

幸欝

獅泳錨琴薄唾雫錘鍔堤︽・鐘︑荊鞠常．

ドイッケルン市における
出雲神楽会場
︵平成十三年六月十九日︶

テベック節子さん

ておられるヒュス

年にはここで働い

があり︑一九九三

ざす障害者の施設

貞文理事が特別に﹁玉串の舞﹂を奉納︑鍬入七名︑祝辞七

和承理事長が斎主となり︑先ず﹁神宮大麻﹂を奉斎申し上

ものがあった︒独日協会主催の地鎮祭は︑当保存会の勝部

切にする国民性がありありと感じられ︑大いに見習うべき

まった︒このように︑自国の国旗は勿論︑他国の国旗も大

かけて来夏完成させると意気込んでおられ︑参列者のひと

名と極めて盛大であった︒五○○㎡の日本庭園を二億円を

げ︑一八○名余の参列者のもとに厳粛に進行された︒内田

い︑日本の天皇皇

の節なる願いが叶
后両陛下が半日間

楽士も﹁いいお祭はいいね﹂と共に自負しながら︑すべてを

けてくださった︒奏楽をつとめた石原道夫・波多野竹彦両

に﹁よかった︒これできっと完成が早まるよ﹂と言葉をか
たということで︑

りでデュッセルドルフの日本領事館の高橋領事も興奮ぎみ

親日感情がすこぶ

ーデンへ・古城のただずまいに感動しながらョ−ロッパ最

しめくくった︒コブレンッからライン河を上り︑ヴィスパ

にわたって幼稚園

るいい街であった︒

と病院を訪問され

会場の入口には六

一行は国内・国外を問わずいただいた物心両面にわたる

後の夜を楽しくすごし︑翌朝フランクフルトへ向かった︒

されて晴れ晴れと帰国の途についた︒

数々のご支援に改めて感謝の思いを深め︑すべてに心満た

てられ︑﹁こんに

本の桃太郎旗が立
ちは﹂﹁ようこそ﹂

の︑神楽の神髄という︒︵七海二

って︑笛︑太鼓に合わせて舞い︑その神秘さと迫力は厳粛そのも

︿出雲国大原神主神楽﹀は︑左手に弊︑右手に日本刀︵真剣︶をも

﹇筆者の一人︑石原道夫氏は︑﹁弘道俳垣﹂の同人で奥出雲の神官︒

︵文責勝部和承・石原道夫︶

と墨書されたのや
色鮮やかに﹁日の
丸﹂が描かれてい
て雰囲気は最高︑

おのずと地鎮祭斎
行への緊張感が高
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タイ国より

ン新内閣が今年三月に発足しました︒少々のきな臭さは国

民の政治に対する期待の最優先順位とは無関係で︑加えて

バブルの再来も待望しているようです︒

タイ語で有名な言葉に﹁マイペンライ﹄と言うのが

小田金清

あります︒タイ人が好んで使う言葉です︒この場合のマイ

日々堅実かつ誇りを持った生活を送っているようです︒仏

は想像できない程もありますが︑それでも多くの人たちが

故郷に帰れば食べることは出来ます︒貧富の差は日本人に

て来たものの経済が思わしくないため止む無く失業しても︑

表しているように感じます︒夢見て田舎からバンコクに出

た︑といった時に使います︒正にこの言葉がタイ人気質を

がない←何でもない︑心配ない︑大丈夫︑どういたしまし

法︶︑ライは本来アライで〃何か〃いう意味︒つまり何か

月日の経つのは本当に早いものでバンコクに赴任して二

さて︑一九九七年の夏から東南アジアを襲っ

は否定︵ｎｏｔの意︶︑ペンは〃ある〃︵ｉＳのような用

９少

年が過ぎました︒事務所の書棚に並んでいる﹃弘道﹄はい

９１

つのまにか十二冊にまで増えました︒
つり０

一信一た通貨危機は当タイ国が出発地と言われており
一一ますが︑その後当国でも長く経済の低迷が続い
一短一ています︒昨年あたりからようやく回復の兆し
一一が見えてきたとは言うものの︑バンコク市内に
一外一はいかにもバブル崩壊の象徴のように︑工事が
一海一仲洲肌耽峨州剛縦矧描坤抑ぱ剛馴畑紬州座肪泌

精神的な支柱になっているのでしょう︒

バンコクの若者たちは様々な面で数年前の日本の若者を

教の慈しみに根ざし心から尊敬できる国王の存在が大きな

追っているようです︒ちょっと違うのは皆とても明るいこ

ｒ０ＩＬが昼休みの休憩中と思えるように︑ほんのちょ
れている現場もあります︒日本では途中ストップというの

とです︒彼らを見ると当国の揺るぎない将来を確信せざる

っと前まで鋼材を引き上げていたかのような状態で放置さ

はまず考えられず︑つい完成させてしまいますが︑当地は

︵バンコク住商ディベロップメント︵タイランド︶㈱勤務︶

平成十三年六月

いと思います︒皆様ごきげんよう︒

を得ません︒また機会がありましたら別の面をご紹介した

突然資金が途切れそして工事も止まります︒

親日家が多く︑日本人からはどちらかというと気の良さ
そうに見えるタイ人ですが結構短気のようです︒経済復興
を大いに期待された︑いかにも清貧なチュアン前首相も︑

ばら色の公約を掲げたタクシン氏に総選挙で敗れ︑タクシ
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︹随想︺

はかない思い出である︒

りたい現実離れをした︑はかない事柄︑過ぎ去った日々の

若林芳樹

これは随筆のような所論である︒

原語の両義性について

例えば﹁結構です﹂と言う場合︑大変好いからその品物

﹁夢がない﹂﹁ゆめ心地﹂﹁夢路﹂﹁ゆめみる﹂などの言葉

である︒それ等の言葉に種々の意味がある︒それらの言葉

い出してほしい︒一語の意味に固執するだけでなく︑心の

を使用する際︑﹁夢﹂という語の本来の意味を忘れず︑思

意味の場合がある︒

を﹁買います﹂という意味の場合と﹁買いません﹂という
後者の買いませんという意味を付度してみると︑その思

言葉の前後の様子︑その場の空気に応じてその意味の本

どこかに﹁夢﹂の本来の意味を持っているべきである︒

慮のどこかに﹁買ってよい﹂という思いがあって︑よく考
えてみると︑今自分に﹁必要はない﹂と気づいて︑﹁買わ
ない﹂と決断したということである︒

私どもの言葉の真の意味を常に心得て︑私どもの愛する

当の意味がある︒

﹁未来の希望はどうですか﹂という意味である︒けれども

日本語を正しく用いたい︒言葉に両義があることを知って

アナウンサーが﹁夢﹂は何ですかと若者にたずねる時は︑

夢は本来とりとめないもので︑現実の生活においては︑起

︵弘道歌壇同人︶

いてほしいものである︒

の幻覚である︒

は寝入る意味であり︑﹁夢のまた夢﹂は︑や

こり得ないようなことを見たり聞いたり感じたりする一種
﹁夢を結ぶ﹂
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ン・ゲートでのできごとだった︒搭

思いがした︒羽田空港のチェックイ

ます﹂ｌ係員にそう言われて鼻白む

﹁お名前はフルネームでお願いし

る︒鉄道では︑自動改札のなかった

自覚を持たせるよう養成すべきであ

チェックイン・ゲート係員にプロの

してこそ︑効果がある︒空港当局は

アルは即刻やめるべきだ︒不意打ち

しかし︑その考えは幼稚すぎる︒

は野党や一部のマスコミにもある︒

したいという︒大橋流に類する主張

自衛隊を出すべきではない︑と主張

んでいることから生まれる︒日常生

国家の日本では起きない︑と信じ込

ある︒今回のルール違反のテロ集団

通のルールが保障されているからで

活が安穏に営まれるのは︑世界で共

時代︑改札係は︑乗降客の流れの中

達 英 武

から不正乗車を見つける技術を身に

そうした考えは︑自爆テロは平和

乗券のカタカナ表記の名前とくらべ
て︑本人確認しているのだ︒

九月十一日にアメリカで起きた民
間航空機を乗っ取っての同時多発テ
ロ事件の後︑とられた空港警備の一

﹁日本では起きない﹂との信心に

は力で排除するしかない︒

は何の根拠もない︒万が一︑日本で

国際テロ事件が発生した場合︑外国

の連帯なくして︑何の対策がある︒

それどころか︑平和主義者の反対も

い︑世界にも例のない国なのだ︒

あって︑日本は有事法制すら持たな

日本国憲法が大橋氏のような一国

平和主義を蔓延させた︒空港での姓

名申告のような空虚な〃儀式〃が行

われるのもその憲法に遠因がある︒
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端である︒テロ犯人は偽名か他人名
義の航空券を使うはずだ︒不意に名
前を聞かれれば︑ポロを出す︒そう
しかし︑行列して荷物検査を待つ

した意図からでた対策なのか︒

民主党の大橋巨泉氏はテレビで

つけていた︒

﹁ニューョークのテロ攻撃で日本人

は︑すでに意味を失っている︒姓名

搭乗客の前での形式的な姓名の質問
確認をしていることを親切にも事前

も犠牲になったから︑これは日本自
人はアメリカの巻き添えになっただ

身の問題だという人がいるが︑日本
けだ﹂と述べて︑米軍支援のために

係員に不愉快な負担を強い︑乗客
何の効果もない〃姓名申告″マニュ

一般を疑うかのような︑それでいて

あるという︒

輿

にアナウンスしている地方空港すら

国際テロと形式主義

平成十三年九月に︹ちくま書房︺か

﹁国家学のすすめ﹂という本が︑
めている︒

うものを平易な語り口で論説をすす

ぐってＩで構成されて︑国家とい

本の力点がある︒

冒頭文からはじまる第二章に︑この

側︺に︹実在︺するものだ﹂という

本多加雄氏︒１９５０年生まれ︑東

後平和主義の中での国民と国家の

は︑﹁国家相対化論の隆盛﹂で︑戦

一番初めに置かれたキャプション

ている制度の集合である﹂﹁ある地

﹁国家とは︑一定の役割を果たし

ら出た︒著者は学習院大学教授の坂

了の政治思想学者である︒

否かということを示す徴表となる制

記﹂以来の意義ある出版である︒

７２年の肥後和男氏の﹁歴代天皇

学教授の日本政治史の学者である︒

氏︒１９５６年生まれ︑慶応義塾大

書で刊行された︒著者は︑笠原英彦

五日に︑﹁歴代天皇総覧﹂が中公新

つい最近︑平成十三年十一月二十

った国家論である︒

にも使いたい︑わかりやすく筋の通

若い人たちに話すときのテキスト

明快な論調をすすめている︒

持するための制度であろう﹂と実に

度は︑ある一定の︑地域の治安を維

︿不毛の対時関係﹀をとりあげ︑しっ

京大学大学院法学政治学博士課程修

宮崎哲夫

域に国家なるものが成立しているか

近時久しくこの方面の著作を見る
ことができなかったが︑著者も﹁実

際︑千五百人余りの会員を擁する政
究テーマに掲げる学者は︑１９９９

このプロローグで︑国家を見るわ

﹁国家とは︑ともすれば想定され

れわれの眼を︑暖昧模糊にしていた

ているように︑私たちの︹外側︺に

膜をみごとに剥してくれる︒

この本は︑第一章・国家論の隆路︑

あるものではなく︑私たちの︹内

﹁戦後﹂に馴染みにくいものだった︒

家と民族︑第四章・日本の国家をめ

第二章・国家とは何か︑第三章・国
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治学会においても︑﹁国家論﹂を研

述懐しているように︑﹁国家﹂とい

年度の段階で三十人に満たない﹂と
う語は﹁戦後平和主義﹂の世界では
禁句扱いのようだった︒たしかに︑

国家学のすすめ

かりした批判を加えている︒

坂本多加雄著･ちくま書房刊

皇道主義の解説を主にしたもので︑

説く国家の覇権争いを柱に置くか︑

戦前の国家論の多くは︑地政学から

読書案内

鴨渡りくる日

うみ

所沢斎藤知正

濁りなき水ゆたかなる多摩の湖北より帰る鴨を待つらし

九月某日

まさめ

歌日記抄武蔵野市夜久正雄

家建てよ金貸すと民をみちびきし国︑借金で崩れなむとす

親を殺し子殺したえぬ世となりぬ文化大革命の中国さながら

白さぎ︵十月二十二日︶

文化大革命造反有理の夢醒めて中国すでに立ち直りしを

秋晴れの園生の空をかけり来て白さぎあはれ降り立ちにけり

いづちより来たりていづちへ去りにけむ白一点のしろさぎあはれ

溝川にゑあさるさぎのま白なる姿うつくし見えがくれつつ

某氏追悼︵二十三日︶

きのふわが家近く来しうつくしきま白しらさぎ︑みたまの知らせか

と

しぴ

いく堂﹄

は

パブレンコの﹁幸福﹂読みし衝撃は反ソのわれを撃ちし弾丸

なだれ

朝のしじまに岐阜県桐山五一

わが生を魔法のごとく操りしソ連は滅ぶ雪崩なすごと

あやつ

日の本の古き聖は﹁共に是れ凡夫のみ﹂とぞ宣らせたまひきシベリアに春を待ちつつ幾度か夢見し桜ここに咲き満つ

ひじ り

キリストの言ひける時に石撃つ手並みゐる人らとどめたりしか迎春花咲く丘に立ち伴虜われら帰国近かしと伝え合ひし日

インチユンホア

世に正義不可欠なれど愛なくぱ足るを得ざらむ人のこの世は黒パンを枕にしたしと言いし友夢抱きしままシベリアに果っ

現代のバベルの塔の華やぎてかくも空しきを正眼にぞ見っ伴虜われら農場作業を待ち焦がれ口癖るるまでトマトを食みき

○

南に渡りゆく鳥を望みつつ空しく果てし兵いくばくぞ伴虜われの時計を盗りしソ連兵あわれ戦の同じ落とし子

みんなみ

波立たぬみぎはに立ちて北のはてつひに帰らぬ人を思へり餌を撒けば閲ぎ寄り来る冬鳥よわれにも遠くシベリアのあり

せめ

みづうみに映れる白き鱗雲鴨渡りくる日の近からん伴虜記藤沢絵鳩毅

古川哲史編

別居せし姉妹に迷惑をかけまじと人に知らせず餓死したりけむ松林楓の林ポプラ並木キャンパス内のわが散歩道
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弘道歌壇

落葉松の林の中に入り来てちかじかと聞く郭公の声

山歩きする今朝の径ちょろちょろと二匹のリスが前をよぎりぬ

この山はエーデルワイスの花盛り聞こゆるはただ郭公の声

いで行くもよく聞きとれぬ障壁はわが内にある難聴のせい

情報の過剰に呑まれ行く先の見えぬ時代にあわてふためく

身辺の多忙にまぎれ国や世に見向くを忘れ心整わず

世界一を誇りしピルも崩れ落っ平和も文明もテロに晒さる

落葉松の林の中に入り来てキスゲの花に出逢ふはうれし

いつの間にか買い求めたる本の山余生の旅は楽しからずや

家に居てこもりがちなる老書生情新求め外出も愉し

尊厳死を癌と結びて考える耐久力も覚悟もなきに

みち

この山の朝のしじまに郭公の蹄く単調な声だけがする
この山を歩けばけさは花咲きしバラの赤きが待ち受けてゐぬ

大正の地震も静まり枯れすすき冬空のまま昭和となりぬ

袖ヶ浦市永谷源一

キャンパスに楓の林松林涼しき初夏の風吹き過ぎる
停電のながき夜明けて人々は海蘭橋の上に集まる

佐賀県有田古田責

大陸に銃声おこる虐溝橋問答無用の国となりたり

青い海

登り行く木立の間より瀬戸内の青い海見ゅ凪て光れり

忠節を尽くし一億火の玉となりて戦は敗けとなりたり

練馬古川哲史

国のいしずえとなったピルグリム・ファーザーズ︵巡礼使徒︶

徳川の末期西周︑津田員道らが学んだ土地︒また︑アメリカ建

オランダのライデン市は世界で二番目に古い大学もあって︑

運河の水

健康に恵まれ今日も碧き空ゼロ戦飛ばせし空もありたり

いく︾さ

堂内の奥にほのかな明かりあり目を凝らし見る釈迦如来像
白峰寺札所には崇徳上皇みささぎ在りて按葉散り敷く
それと知る戦国武将の五輪塔高野の森に苔むして立つ
戦国の武将も庶民もへだてなく眠る高野の奥の院みち
遠花火消えし西空にかかりたる六日月指さす孫のおかつば
叙勲記念に写せるわれの写真見上げ妻つぶやきぬ遺影にいいね
草ぼうぼう無人の庭にさるすべりひときわ高く白き花咲く

過ごした土地︒

が故国イギリスを脱出してアメリカ大陸に渡るまでの十一年を

詞ｇｇ言侭の運河の水に照り映えて静もりゐるもフィッセリ

別府市椛田信吾

アメリカを襲いしテロは飛行機でピルに突っ込み世界震憾

ング先生旧宅は

テロに晒さる

テロの意図究明かたし思い知る思想の違い禍いのもと
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西︑津田ら通ひし屋形ここぞとてしばし動かずまもりゐしかも

にその特徴が現われている︒﹁この見ゆる﹂という措辞に愛着

この見ゆる雲のはたてに君ありとおもふこころはたのしかりけり

オランダの女王の下宿せし家の前を通りぬ運河に沿ひて

があったらしく︑﹃雲のはたて﹄には︑

淀みたる運河の流れデカルトの住みし屋形の影ひたしつつ
ピューリタンすなわちピルグリムファーザーズの住みしあたり
ここに来て過ぎし十有一年のあせりを思ふせつせつと想ふ

この見ゆる山のひがしの国原のまほろばにして君ありとおもふ

おもふ

このみゆる雲をあふぎてわがうたをおもふといへる人をしぞ

を古地図にさがす

ーザの家

世の人は如何にもあれやわれはただもとつみのりを守らむとおもふ

こころざしのほどは︑

らしいが︑憲法学説の上ではきびしい明治憲法擁護派で︑その

にダブって出ている︒そういう無頓着さも作者の身上であった

などの類歌があり︑﹁このみゆる雲をあふぎて・・・⁝﹂は二カ所

起きぬけにシャワーを浴びてここちよし今日はたずねむスピノ

︿小感﹀歌人井上字麿
社団法人日本弘道会の機関誌﹃弘道﹄に短歌欄が設けられ︑

読者の投稿歌を受け入れていることは︑改めて紹介するまでも
たしの前は井上学麿氏︑その前は入江相政氏がその座にあった︒

ないが︑現在わたしが勤めている編者︵若しくは選者︶は︑わ

の一首に遺憾なく示されている︒戦後の﹁女性風俗﹂を歌った

その内の井上学麿氏は寛克彦門下の憲法学者で︑晩年はわた
しも十五年ほど出講していた亜細亜大学教授であった︒その上︑

しんい

一首に

というごと蛍寺もあった︒

椋桐の葉がささらか非ず狂ひ女の腹志の火むら燃え立つごとし

しゆろ

令息の繁君は東大文学部倫理学科の出身で︑わたしの講義を聞
﹃白雲集﹄﹃つゆくさ﹂のほか︑昭和二十年から三十八年までの

いたという因縁があった︒そういう関係から︑字麿氏の歌集
四六○○余首をおさめた﹃雲のはたてに﹂をもいただいて愛蔵
の予選歌となった

している︒学麿氏の歌といえば︑昭和三十三年の宮中歌会始め
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松魚編

冬うらら島に二便の定期船

マネキンの袖のそよがぬ小春かな

◎水澄むや母なる川といふ流れ

千葉県干潟町花香幸作

師

川崎市小林三郎

杉並区加藤志偶夫

︵註︶母なる川の水澄むといふ〃清らかさ〃

烏の世を制覇をしたる鴫のこゑ
荘々の記憶さまよふ百日草
◎日向ぼこ無尽蔵なる日を享くる
︵註︶〃無尽蔵なる日″も佳！

月明の船の丸窓鏡なす

窯出しの粕薬青し鴫日和

灯台光無月の舟を捉へけり

長城の踏み減りし燈秋深し

長江に名月青き国慶節

中野区小牧幸雄

豊島区川崎鋸南

武蔵野市三枝武双

行く秋や鼻からませる象のペア

釣船の針銀漢に投げ入れし

飼犬の売り地見てゐる雁渡し

安らかに戦友眠れ秋燕

息災の余生肴にふぐの鍋

◎湖上より黒人霊歌烏渡る

奥出雲石原みちを

︵註︶〃黒人霊歌″を詠み上げる俳人！

帯しかと結びなほしぬ今朝の冬

奥宮へ先づ神酒注ぐ秋祭

叢雲へ月急ぎたり奥出雲

駆け出しの禰宜の龍笛宮の秋
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弘道俳壇

︵註︶出雲の神官神楽を世界に広めた方々に拍手！作
者はその一人である︒

むかご

零余子飯三光院のお昼どき

銀杏が地球を打ちて躍りゐる

気短かくなるも許せや後の月

千葉県干潟町木内和

曲家の屋根の上ゆく草の紫

常総の大吊橋の紅葉かな

千葉県白井町田中敬子
硝子器に旅の木の実のあふれけり

訪ね来て四時渓流紅葉かな

しどき

黄葉やドイツの街に寮歌うたふ

佐倉市菅谷

木犀の香に囲まれて武家屋敷

大田区鏑木雲州

一途なる思ひのありきグラジオラス
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こぽ

切り通し紅葉零るる深空かな

木犀の香をいつぱいに吸ひにけり

かまきり

嬉郷の鎌ふりかざし畦渡る

白壁を好きに染めけり村紅葉

中野区石川良子

武蔵野市川口里人

居待月逝きにし友を数へをり

葛飾区今井ただし

何故か今日計報しきりに月疾し

おおとり

寝て仰ぐ鳳の眼や栗の飯

はや

秋夕焼はや荒れ初めし日本海

カレンダーめくれば秩父雪の山

︵註︶第一句﹁鳳﹂は長野県小布施町岩松院にある北斎

開け放ち秋立つ風を身の内に

秋風や路肩の草狂ひ咲く

長き夜やいたはりて読む故旧の詩

横浜市尾俣セツ子

の繕︑天井に画かれて有名︒

返り咲く山吹ひとつ朝の晴

浩

観劇の余韻たのしむ街の秋

新宮市若林芳樹

編者吟
あしうら

初冬や蹄にあり畳の目

米どころまつ平らなる神の留守

︵小感︶各位の作品を毎号拝見していて感心すること

初冬の文鎮少し重くなる

が多い︒本号では花香幸作氏の﹁水澄むや母なる川と

初午の巡査善哉食べに入る
秋日濃し球蹴り神父若くして

なる日を享くる﹂は〃無尽蔵なる日〃という表現が一

にあるからである︒加藤志偶夫氏の﹁日向ぼこ無尽蔵

むのではなく︑〃母なる川″という大きな実感がそこ

いふ流れ﹂の清らかさ︑素直にうたれた︒只単に水澄

街師走瀬戸物市の裸の灯

杉並区阿部清

句を大きく且つ途轍もなく日向ぼこらしいのである︒

河豚鍋が終れば餅となりてをり
ふぐと汁ふるさと酒も供さるる

河豚鍋の煮え立ち雑談はたと止む

新しい日向ぼこに対する表現であり︑決して平俗的な

言葉ではない︒しかも以上の二句は無理な作り方では

の﹁湖上より黒人霊歌烏渡る﹂も単なる俳句ではなく

なく︑ごくごく自然的な描写なのである︒三枝武双氏

文京区高橋伽元
霜降りて列島朱に染まりけり

世田谷区北沢二

三四一四

二三

五五八九

一二師松魚宛
︵ＦＡＸ︶○三

︵師松魚︶

※次号平成十四年一・二月号には一月上旬迄に︑

飾北斎との関係も深い所だという︒

であり注釈をしてあるが︑小布施町は栗の名所で︑葛

なお︑今井ただし氏の﹁寝て仰ぐ⁝⁝﹂は一見難解

巨大な何ものかを表現している秀句である︒

凍えてもラビン健在穴の中

船橋市河内朝生

︵註︶御子御誕生の祝旗が波の如くにとの祝句！

◎日の丸の波波波や大師走

︹特別寄稿︺

ちはやふる神の燈より七五三

朝市に青竹匂ふ神無月
洋館の窓洩る歌曲白秋忌
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安房支会
平成田年川月ｕ日日快晴

鎌倉・日蓮を行く

日本弘道会安房支会秋鎌倉・日蓮を行く

研修視察

'
卿

名越の切通しを抜け︑国道と横須賀線が交差するところ

一は外のもろもろの音はピシャッと遮られた静

︑０１１１Ｊに長勝寺があった︒山門を一歩入ると︑そこ

一ｍリー寂の世界︒この印象は︑この日参詣した諸寺
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一しふ一蔀襟唖劫ものだった︒案内は現地の岡村ゅぅ

…剛鐸

､鍛繍蝋

一だ一・灘羅鯉研謙唯醗鳩橡鮭零
一へ云一錐蝿峨誇やトイレット使用はなりませぬ︑

一支一・鑑剰︑認撚融維眺嚇僻
ｒＩＩＩＬ林であったろうかと容易に想像できる︒
ち並ぶ墓石は宿命とも言える権力の争奪戦のわびしさを

鯉

鵬11 ,

P

忠

○妙本寺北条氏の陰謀で滅ぼされた比企氏の屋敷跡︑立

，
I

僻

感じさせる︒

展示会とか出張中︒

○本覚寺木更津の八幡宮と取り合いをしたという釣鐘は

" 匁 揮

i‑‑;':y

i孔思惑

簸熱f

刀鍛冶の五郎正宗礎弔う五輪塔があった︒本堂うらの方
に石塔があり﹁無縁焔﹂と彫ってあった︒
※は初めて見る字で︑安田支会長は﹁トウ﹂と読むのだ
ろうと言っておられた︒家へ帰って手持ちの辞書を調べ
たが載っていない︒富という字はあって﹁トウ﹂とふ
察通りかと思う︒

りがながあり︑苔と並んであるので︑安田支会長の御推

安房支会シンポジウムの記録

日本のこころｌこれからの生き方をＩ
﹇概要﹈

日本弘道会安房支会では︑平成十一年度﹁安房シンポジ

ウム・日本のこころ・その再発見と育成﹂と題してシンポ
ジウムを開催した︒

鎌倉には皆さん何回も来ておられるが︑あらましは若宮
が多かった︒私も初めてで︑房州生まれの日蓮さんのこと

大路から西の方を訪ね︑今回の東側の方は初めてという方
をよく存じ上げなかったのは不勉強であった︒最後は︑日

員︑元・現教職員︑元社長︑一般市民等約五十名であった︒

参加者は︑元市長︑教育長︑教育行政関係者︑市議会議

ールで開催した︒

平成十二年度は︑安房郡市退職校長会と共催して平成十
三年一月二十日田に﹁日本のこころｌこれからの生き方
をＩ﹂と題して第二回シンポジウムを館山市の菜の花ホ

蓮大師辻説法の跡︒会員のおひとりが︑物事何によらず︑
辻説法の心組みでやらなければ成り立っていかないと言わ
午後は︑横浜﹁みなとみらい﹂でくつろぐ︒

れたが︑同感の思いは私ひとりではなかったろう︒

長渡辺祐典氏の基調講演︑シンポジウムが満堂の感動と盛

弘道会安房支会長安田豊作氏による挨拶が述べられた︒

ンポジウム実行委員会が構成された︒開会に当たっては︑

なお︑この企画実施に当たり︑両団体の役員によってシ

氏より開会の挨拶があった︒続いて富浦町教育委員会教育

最初︑主催者を代表して安房郡市退職校長会長大沢千丈

鎌倉は中世の伝統が現代に連なる筋を遺しているとの印
象を深くした︒ただ私は通過する旅人としての目で見ただ
けで︑鎌倉の寺社︑遺跡︑遺物などの維持管理に携わる

り上がりのうちに進行された︒

これは横浜にしても同じことである︒

御苦労や喜び︑思いがおありであろうと思う︒

方々︑また一般市民として居住する方々には︑それぞれの

当日参加会員男性Ｍ名︑女子７名︵金木賢三記︶

︵基調講演︑シンポジウムについては筆者の文責により︑
要約︑抜粋をした︒︶
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１

﹁基調講演﹈富浦町教育委員会教育長渡辺祐典氏
﹃価値観の屈折点﹂

参加者には﹁五十年の変遷﹂︵一九五○〜二○○○︶と
題する年表が配られた︒縦軸には経済︑事件︑流行語など
を引用しながら次にように進められた︒

特記事項が並べられたユニークで労作の年表︒講演はこれ
＊年表を作ったねらい

§︲︑１．５︲︲︲靴劉齢脈瑚回鼎鈍即詠興蝿物訓鍬

IIJノ

Ｈ現在の問題は結果であり︑原因は過去にあるのでは
なかろうか︒口現代社会の歪みや矛盾は不安定な中学・
高校生の問題行動として現れるのではなかろうか︒臼過
去の時間と︑これからの変化という長いスパンで見てみる︒
ろうか︒⁝⁝という仮説を立てて史料を調べてみた︒

これにより︑世間の変化がはっきり見えてくるのではなか
＊年表からの抜粋
一九六九年ＧＮＰ世界第二位親子の断絶︑七○年﹁モ

ウレッからビュウテフルヘ﹂︑七一年ドルショック︑七二
四年セブンイレブン出現︑七五年戦後初のマイナス成長︑

年寿命男七十歳︑女七十五歳︑七三年オイルショック︑七
七六年三一○万人の小中学生週二・四回塾へ︑七七年国民
これらの中から絞って取りあげてみたい︒

の九○％が中流意識︑七八年サラ金︑七九年窓際族など︑
＊一九六九年の流行語﹃親子の断絶﹂について

／ワR1

ちばん濃密に接する機会であるのにその仕事が次第に軽減

ず残飯は捨てるの風潮︶といわれた︒食事とは母と子がい

︵食事作りはせず︑コンビニで飲食物購入︒水は一切使わ

経済成長︑核家族化が進行し︑団地族の増加︑母親の社
会進出が進む︒子供と母親の接触が少なくなり︑テレビと
の接触が多くなった︒子供は鍵っ子︑母親はサボテン族

れた基準や規範が正しいものと認識されてしまっている︒

現実とテレビドラマの間には落差があるのにテレビで示さ

組金八先生﹂みたいな先生や学校は現実には存在しない︒

で触覚も臭覚もない画面だけであるということ︒﹁三年Ｂ

テレビ視聴で気をつけたいこと︑それは視覚と聴覚だけ

子供の頃からテレビによって大人の社会の裏面や醜い裏面

＊一九七九年のテレビ﹁金八先生﹂に思うこと

のはマスメデアでありテレビである︒

されていった︒ここに日本の家庭の変質していく道が一つ
あったのではなかろうか︒

を見ていることになる︒親の偉さ︑学校教育の教えを子供
は建前のものとして五割引︑七割引に受け取っている︒こ

父親について︑現在の五○〜五六歳ぐらいの父親は︑団
塊の世代︒大学生の頃は安保反対の闘争から学費値上げ反

こにテレビの恐ろしさがある︒

︵七○年︶は失敗する人間を容認し︑﹃赤信号みんなで渡れ

える︒﹁巨人の星﹂︵六九年︶は根性物を称え︑﹁筋肉マン﹂

更にテレビドラマや流行語の変遷には人間像の変遷が窺

対の大学紛争に移り︑余り勉強していない時代だった︒就
に︑権利意識が強く義務意識が弱い人が多いと各企業から

ばこわくない﹄︵七七年︶や﹁ちびまる子﹂︵九○年︶は真

職もたやすくできた︒前向きですばらしい人がいると同時

状況を家庭の変質というのではなかろうか︒

昔︑子供が︑廊下掃除の時先生が見回りに来ると︑働く

年もよろしく︶のメールの流行にもそれが窺える︒

﹁あけおめ﹂︒︵あけましておめでとう︶︑﹇こもよる﹈︒︵今

それは︑益々普及していく携帯電話の言葉にも見られる︒

れ本音で話すことが受けている流れのようである︒

面目さへの攻撃とも見えるこれらの変遷を見ると建前が崩

報告されている︒子供がこのような両親の中で育てられる
人は生まれながらにして道徳心をもっているのではなく︑

ふりをしていた︒今︑そんな時子供は﹁先生これ手伝って

小さい時から教え育てていくもの︒

よ﹂と言い遊んでいる︒⁝⁝つまり︑掃除はこれとこれを

語になった︒

撃を受けた︒これによって︑﹁脱サラ﹂︑﹁窓際族﹂が流行

ドルショック︑オイルショックにより日本の経済は大打

＊一九七一年のドルショック以来の人生観

れていないので悪いとも思わない︒

やらなければならないと教えられていない︒建前が教えら
このように︑子供に道徳や裳がインプットされていない

上に︑親がどんどん子供から離れてしまう︒それを埋める
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当時のサラリーマンの定年は五○歳であった︒ところが

向をインテグレートすることがこれからの教育の課題であ

を尊重した活動を盛んにすべきである︒そして︑この二方

学校はもっとはっきり厳しく建前を教え︑一歩では個性

﹇シンポジウム﹈

ｚ句と田噌つ０

平均寿命は男七○歳であり︑定年とのギャップに混乱を与
﹁退職してもまだ家のローンは残っており︑まだ一汗か

えた︒

かねばならない︒会社︑家族のために働いてきたのは何だ

青木悦子氏︵小学校教務主任他︶
＊各教科の指導案作成のおりにも︑どの場面でどんな心が

親の嘆く姿を見て育った子供︵昭和三十七年〜三十八年

ったのか︒﹂と嘆く時代であった︒

の青年は︑自分に忠実で︑出世を望まず︑趣味に合った幸

＊私の両親が私をどのように教育し簾をしたか振り返って

育つかなどの意識づけをする項目を設ける︒

生まれ︶が﹁新人類﹂︵八六年︶として現れる︒このころ
福な生活を求めるようになった︒他人との差異を持ち自分

そうした言葉を思い出しては自分を戒めている︒これは私

みたい︒父は厳しいスパルタ式賎︑母は格言や諺を引き合

らしく生きるライフスタイルになったといえよう︒

の守護神のようなもの︒格言や諺は﹃伝統的な心の教育文

いに出しながらの諭し︒﹁口は禍のもと﹂など︑いまでも

われる︒

ない︒学校で教師の指導下ではきちんとしている子供でも︑

このように建て前よりも本音が尊重され︑他人と違った

＊価値観の曲がり角に当たっての提唱

社会教育に携わるおじさんおばさんのもとでは︑目を疑う

生き方を望む人生態度が価値観の多様化をうんだものと思

ある地方の成人式では混乱が見られた︒中には混乱を起
こした新人類に迎合するような学者の発言もあった︒それ
は多様な成人式の在り方を肯定する考えの時代︒ｌ価値

＊﹁親への挨拶︑知人への挨拶︑食事時の挨拶が出来てい

要︒

れた時︑社会の一員としてのモラルを身につけることが必

では社会に通用しないこと︒一人の人間として社会に放た

モラルの低下が生じる︒学校という中だけの規範意識だけ

＊家庭︑学校︑社会︑地域教育がそれぞれでは子供は育た

化﹄のひとつ︒

観の多様化︑建前否定本音尊重の風潮ともなっている︒

それは︑豊になり︑自由を得られ︑欲望が満たされたも
のの錯覚であり︒成り上がり者の箸りではなかろうか︒

コミは子供に砂糖を与え過ぎ︒逆に栄養をコントロールし

いまの子供は︑糖尿病の患者にも例えられる︒親やマス
て持続力のある体力をつけなければならない︒
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り﹂とある精神科医が述べていた︒

れば教育という栄養を吸収できる︒教育の基本は膜にあ

＊子供達に﹁生きる力を﹂つけるにはチャンス︵機会︶を

青木嘉男氏︵中学校長他︶

い︒そのため﹁何のために﹂という目的意識を持たせる︒

与え︑チャレンジ︵挑戦︶させチェンジ︵変容︶を図りた

ンジさせ︑結果についての自己分析と反省をさせる︒その

それには自らの﹁壁を作らせ︑良いチャンスとしてチャレ
成果としてチェンジ︵自己変容︶が多いに期待できる︒
特に︑武道は適当な﹁壁﹂を作りやすく効果的である︒

＊具体的な例としては︑部活動が上げられる︒

相撲用語としての工夫稽古︑見取り稽古︑数稽古︑︵数多
＊自己を掘り下げること︒武道でも︑勝つことや技の習得

くの練習を積む︶などの体験は効果的であった︒
のみでなく﹁自己変容・変革し続ける﹂ことなどを忘れて

はならない︒教育とは己を知ることに始まり己を知ること
に終わる︒己を知り︑他者を知り普遍的人間を知る︒⁝⁝

このような生徒を育成すれば︑切れる︑耐性がない︑無目
的︑三無主義︑バーチャルリアリテイは少なくなる︒

Ｉ﹁教師が変われば生徒が変わる﹂Ｉ

＊カーネーション作りに人生をかけた教え子の話から得た

小柴憲夫︵社会教育指導員他︶
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ける︒それにより︑カーネーションが生理的にいま何を欲

もの︒植物本来の持つ〃自ら育つ力″に寄り添って話しか

排除是正することを念頭に置いて発言︑行動しようと心に

日本人の心を破壊した戦後民主主義の影響をできるだけ

にないの﹂︑﹁憲法上の思想信条についてどうお考え﹂と書

は﹁お前何言ってんの？﹂︑﹁お前︑日の丸︑君が代しか頭

三十年後の今はどうか︒ここに三枚の葉書がある︒文面

上げられてしまった︒

アジ演説をしていた活動家を注意したところ︑私はつるし

の手伝いをした︒その頃は成田空港反対闘争が盛んな頃︒

私は︑ＰＴＡ役員としてある中学校の公開研究会の受付

決めている︒

コツだとわかってきたと⁝⁝・

しがっているかが見えてきた︒自ら育っていく環境作りが

私の母は現在八十八歳で元気︒私は七歳のころ戦争遺児

＊﹁丹精を込める﹂という母の言葉
になった︒母が﹁丹精すれば苦労も報われる﹂とつぶやく
を育てるにも︒時代が変わっても︑この﹁丹精を込める﹂

かれていた︒これは新聞に掲載された私の国立︵くにた

後ろ姿を見て育った︒堅実な家庭生活を築くにも︑良い子

があろう︒

ーに対する意見・質問が記入回収される︒︶

︵ここで休憩となる︒この間︑質問用紙が配られ︑パネラ

つ学校︒⁝⁝果たしていずれになろうか︒

野元文部大臣提示の﹃国民実践要領﹄を掲げて入校生を待

︵もう一方︶日教組的教育に相反する教育︒例えば︑天

を基にした反体制の学校︒

︵一方︶日教組︑左翼政党の綱領を掲げ︑戦後民主主義

次の二方向で宣伝し募集運動をする︒

＊義務教育に企業競争原理を導入したらどうか

も差出人名はなかった︒

ち︶の教育﹂を批判した意見に対する嫌がらせ⁝・・・いずれ

という生活信条が大切︒ここに︑日本人の心に通じるもの
これらの話題から少年期には環境︑社会的背景が育ちの

原点であり︑これにいろいろな体験を重ねることが必要で
あると思った︒

美しいと感じたり︑自然の営みに感動する柔らかな感性

＊青少年への期待
を育てたい︒

また︑他人を思い遣る心や︑社会貢献の精神を発揮した
更に︑高齢者社会の進展を含んだ地域住民と学校との連

生き方をして欲しい︒
帯強化も望まれる︒

＊ある三通の葉書

︵元
渡部上氏︵元
会会社専務取締役他︶
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Ｑ子どもへの指導力に欠ける家庭に対する手だては

青木悦子氏へ

お母さんと仲良くする︒本の紹介をしたり︑家庭教育

Ａ家庭通信を通じて︑子供の良いところを親に伝える︒
学級への参加を勧める︒

青木嘉男氏へ

Ａ例えば︑武道に励んだ子供は︑世のため人のために

Ｑ﹁子供がチェンジした姿﹂とはどんなことか

への心が育つ︒

尽くす気持ちが育つ︒さらに︑郷土愛︑ボランティア

小柴憲夫氏へ

良き賎の何が原点になるのか︒

Ｑ家庭と学校との体験にどんな関係があるのか︒古き

高校生の車内喫煙への注意は相当の勇気を要する︒

歴史教科書を作る会﹄に応援︑賛成したい︒

これらが予定通りに進行し︑参加者の理解と共感を得ら

れたことは︑コーディネーターの稲葉慎治氏の手腕と当実

︵文責・弘道会安房支会黒川邦保︶

行委員会の努力によるものである︒

野田支会

教育講演会

８

野田支会では︑野田市教育研究会が主催で行った﹁教育川

日時平成昭年８月躯日㈱午後２時より

講演会﹂を共催で行った︒く

会場興風会館大ホール

共催財団法人興風会

財団法人竜門社野田支部

野田市教育委員会

Ａ朕の原点は家庭にあり︑親の後ろ姿︑食卓の笑いな
どが大切︒これは放っておくものではなく努力して作

耐えて勝つ

演題いまの子どもたちに何が足りないのか

講師プロ野球評論家古葉竹識先生

たけし

日本弘道会野田支会

られるもの︒裳には生きて働く知恵も必要︒

渡部上氏
の喫煙にどう対処されるか︒

Ｑ中学校歴史教科書の記述をどう思われるか︒高校生

ないはず︒外圧に配慮する検定制度と思う︒﹃新しい

Ａ特に歴史については︑他国と共通の歴史認識はでき

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋Ｆ＋＋伊予十トＦ＋＋軍十十車十十十
＋＋＋可十十重十十イ十十＄靴十十一十十十
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

川月６日︵土︶

︵抄録︶

＊午後１時より︑佐倉支会で﹃現代に生きる西村茂樹﹄出
長︑藤下昌信評議員が出席︒本会理事・元佐倉市長の堀

版記念特別講演会を佐倉市中央公民館で開催︒鈴木勲会
田正久氏が﹁明治における道徳の危機と西村茂樹の日本
弘道会﹂の演題で講演︒
Ⅲ月西日︵木︶

＊午前ｎ時より︑第十一回全国支会協議会を開催︒各支会
よりの活動の現況報告の後︑本部より本年度後半の主要
行事について説明があり︑午後は﹁期待される日本人
像﹂のテーマで活発な意見の交換が行われた︒出席者三
十名︒

Ⅷ月１日︵木︶

ナーでビルマネージメント㈱山崎隆司社長が講演︒七海

＊午後３時より東京流通センターで行われたビル経営セミ
隆事務局長︑田淵敏夫職員が聴講︒
Ⅲ月５日︵月︶

＊午後１時よりイイノホールで行われた︑シンポジウム

﹁教育改革の目指すもの﹂ｌ真の人間教育を求めてＩに

鈴木勲会長︑七海隆事務局長が出席︒
Ⅲ月８日︵木︶

＊永年にわたる文部行政に多大なご功績を挙げられた鈴木

後二時宮中において天皇陛下より拝謁を賜わった︒

勲会長は︑秋の叙勲で勲二等旭日重光章を授章され︑午
Ⅲ月旧日︵火︶

要領︑編集業務等について協議︒

＊午後２時より︑西村茂樹全集刊行委員会を開催し︑編集

信・白鳥正・七海隆各編集委員︒

出席者Ⅱ鈴木勲会長︑古川哲史副会長︑尾田幸雄・松平
直毒・生平幸立・高橋昌郎・多田建次各委員︑藤下昌
Ⅲ月個日︵月︶

説明会に田測敏夫職員が出席︒

＊午前Ⅲ時より千代田区公会堂において行われた年末調整
Ⅲ月迦日︵木︶

＊午後３時より︑千代田区東条会館において平成十三年度

学大臣表彰の栄に浴された︒

社会教育功労者表彰式が行われ︑堀田正久理事が文部科
Ⅲ月朋日︵月︶

＊午後２時より︑八階講堂において特別講演会を開催︒講

は︑﹁文化による平和について﹂︒聴講者八十名︒

師は日本画家︑ユネスコ親善大使の平山郁夫先生︒演題
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コーディネーター

シンポジウム

講師小堀桂一郎先生︵東京大学名誉教授︶

演題﹁期待される日本人像﹂

基調講演

会場東京神田学士会館

日時平成十四年三月十六日出十二時〜十六時
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弘這シンポジウム二○○二

﹁期待されろ日本人像毎開催予告

本会におきましては︑︿心の教育﹀︿日本人の忘れたもの﹀

︿家庭の訓育を考える﹀などの﹁弘道シンポジウム﹂を毎年
開催して参りましたが︑好評を博し︑年を経るごとに反響が
支援の賜物と厚く御礼申し上げます︒

尾田幸雄先生︵お茶の水女子大学名誉教授︶

木村治美先生︵共立女子大学教授︶

パネリスト

高坂節三先生︵拓殖大学客員教授・高坂正顕ご子息︶

ビル・トッテン先生︵㈱アシスト社長・評論家︶

高橋史朗先生︵明星大学教授︶

参加料無料

︵平成十四年一／二月号︶に掲載いたします︒

○当日のプログラム︑参加申込み等の詳細については︑次号
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高まってきております︒これもひとえに皆様方のご理解︑ご
本会といたしましては︑混迷せる社会への一灯たるべく︑
このシンポジウムを継続して﹁弘道シンポジウム二○○二﹂
ーマで実施することとなりました︒

を開催することとし︑本年度は﹁期待される日本人像﹂のテ
今日の激動する社会にあって︑これからの時代に向けて日
本人の在り方について考えてみる必要があるように思われま
す︒混迷する国際社会において︑他民族の文化宗教を理解し︑

あるべきかを論じ︑﹁期待される日本人像﹂について考えた

尊重しながら相共に平和な世界を築くために日本人は如何に

知人
人︑
︑友
友人
人を
をおお
一誘いのうえ︑是非ご参会下さいますようご

いと思います︒
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案内申し上げます︒
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社会教育の功労者表彰
堀田正久殿︵部歳︶本会理事
元千葉県佐倉市長︑元東京キングラン株式会社会長︑国立
歴史民俗博物館監事

表彰式を終え、記念写真におさ

まる堀田正久理事（千代田区の
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堀田理事は︑昭和師年本会評議員︑昭和船年理事に就任

彰状を受け取る堀田正久理事

されて︑本会の運営︑事業の推進に尽力され︑西村茂樹の

東条会館に齢いて）

研究に取り組まれて道徳振興に関する講演の講師に当たる

鍔

灘

など社会道徳の振興と普及事業に貢献されたことに対し︑

衷心よりお慶びを申し上げます︒

議欝繍瀞

Ⅱ月躯日文部科学大臣より表彰されました︒

織 … 課

全国的活動を展開している団体の代表として、池坊保子文部科学大臣政務官より表

鯵ご寄付者芳名
︵平成昭年帥月〜平成昭年ｎ月︶

金一葛円也西村幸雄殿︵東京都︶
鯵図書ご寄贈者芳名
︵平成昭年刈月〜平成昭年ｕ月︶

﹁未来をになう子どもの教育

ｌ子どもを育てる心の教育ｌ﹄

著者板井角也
発行㈱心力会
鈴木勲殿
﹃心学が拓く二十一世紀の日本﹂

鈴木勲殿

編者細心学参前舎
発行㈹心学参前舎
﹃宗務時報肋Ⅲ﹄

編集文化庁文化部宗務課

発行文化庁

鈴木勲殿

﹁中学社会新しい公民教科書﹄

篠山晴生他的名

発行㈱教育出版

著者西部逼他７名

発行㈱扶桑社

㈲全国教科書供給協会殿

大口勇次郎他皿名

著者中村研一・西脇保幸

日本の社会と世界﹄

﹃新中学校公民

㈹全国教科書供給協会殿
﹃中学社会新しい歴史教科書﹄

著者西尾幹二他唱名

㈹全国教科書供給協会殿

発行㈱扶桑社

発行㈱清水書院

大口勇次郎他Ⅷ名

著者中村研一・西脇保幸

日本の歴史と世界﹄

㈹全国教科書供給協会殿

﹃中学社会公民的分野﹄

﹃新中学校歴史
㈹全国教科書供給協会殿

著者佐藤幸治他８名

発行㈱大阪書籍

﹃中学社会歴史的分野﹄

㈹全国教科書供給協会殿

発行㈱清水書院

著者熱田公他過名
㈹全国教科書供給協会殿

日本の歩みと世界の動き﹄

﹃中学生の歴史

㈹全国教科書供給協会殿

発行㈱帝国書院

江口勇治他４名

著者谷本美彦・藤原帰一

地球市民をめざして﹄

﹃中学生の公民

発行㈱大阪書籍

著者阿部斎・奥田義雄

﹃中学社会公民ともに生きる﹄

篠山晴生他羽名

未来をみつめて﹄

㈹全国教科書供給協会殿

発行㈱教育出版
﹃中学社会歴史

著者阿部斎・奥田義雄
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:
￨

著者黒田日出男・真栄平房昭
他６名

発行㈱帝国書院
㈹全国教科書供給協会殿
﹃新しい社会公民﹄

著者田逼裕他師名

発行㈱東京書籍
㈹全国教科書供給協会殿

﹃中学生の社会科

現代の社会公民﹄

㈹全国教科書供給協会殿

著者伊東光晴他Ⅱ名
発行㈱日本文教出版
日本の歩みと世界歴史﹄

﹃中学生の社会科

著者大涜徹也他Ⅱ名
発行㈱日本文教出版

著者田遥裕他師名

㈹全国教科書供給協会殿

﹃新しい社会歴史﹄

﹃女子教育川別一

㈹全国教科書供給協会殿

目白大学短期大学部
女子教育研究所
目白大学短期大学部
女子教育研究所
目白献弾緬訓附僻卿殿

筑後則殿

編集法政大学史学会
発行法政大学史学会

﹃法政学史学第開号﹄

発行

編集

発行㈱東京書籍
﹃わたしたちの中学社会
公民的分野﹄

著者堀尾輝久・土居英二他Ｍ名

発行㈱日本書籍

㈹全国教科書供給協会殿
﹃わたしたちの中学社会
歴史的分野﹄

他賜名

著者児玉幸多・峯岸賢太郎

㈹全国教科書供給協会殿

発行㈱日本書籍

鯵購求図書

﹃アメリカのスーパーエリート教育﹄

著者石角完爾

発行㈱ジャパンタイムズ

﹃日本の神道・仏教と政教分離

ｌそして宗教教育﹄

著者杉原誠四郎

発行㈱文化書房博文社

﹁明治天皇上巻﹄

﹃紅顔海を渡る﹄

著者岸見勇美
発行㈱原書房

著者ドナルド・キーン

発行㈱新潮社

著者ドナルド・キーン

﹃明治天皇下巻﹄

﹃教育の論点﹄

発行㈱新潮社

編者㈱文雲春秋
発行㈱文蕊春秋
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晴れの叙勲受章者

勲五等瑞宝章

金杉光二殿

教育功労

万歳千葉県
元公立小学校長

去る十一月三日︵文化の日︶永
年にわたる功労が実り︑叙勲の栄
に輝きました︒ここにその栄を讃
え︑謹んでお慶び申し上げます︒

◎会費領収報告
︵鎚秤賊恥韓皿朋皿叩︶

１︑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︒
３︑お名前の下の括弧内の数字は会費納入最
終年度です︒
でご連絡下さい︒

４︑ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま

○新井慎一⑰

︹埼玉県︺

︹千葉県︺

○駒沢幸三郎側野口昇側側
︹東京都︺

中里良男⑪⑰⑰○保坂徹夫⑰

○㈹倫理研究所⑪

︹神奈川県︺

船山裕幸側
○加藤秀正⑪

︹愛知県︺

︹愛媛県︺

○赤松泰伸⑰

︵自平成昭年叩月〜至平成昭年ｎ月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

千葉県駒沢幸三郎七海隆
東京都㈹倫理研究所七海隆

愛媛県赤松泰伸有間重喜
埼玉県新井慎一安部利平
東京都保坂徹夫山崎隆司
愛知県加藤秀正平井員一

︵自平成昭年皿月〜至平成昭年ｎ月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵支会垂︵入会者︶︵紹介者︶

茨城後藤善一吉田功

島根長島聡藤木敦

島根須藤隆英荒木光哉

″白田肇吉田功

茨城菊池庄重船橋卓

島根佐藤誠荒木光哉

平川古沢厚良宗政秀治
″江沢国夫宗政秀治

茨城大島柴二白田肇
″岡本重男白田肇

″小倉利三郎白田肇

としゆき

″小池利惰白田肇

″鈴木冨士郎白田肇

″土岐良典白田肇
″平野拓也白田肇

あきら

″牧原丘白田肇

有田渡辺陣一郎金ケ江重綱
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ひろば

言葉の

拝啓

暦のうえでは︑もう立冬となり︑朝
夕めっきり冷え込む季節となりました︒
平成十三年秋の叙勲におきまして︑

勲二等旭日重光章を受章され︑誠にお

菅谷栄夫

秋の叙勲者の中に会長の御尊名を拝

謹啓

見いたしましたので早速御祝辞の筆を

本来でありましたら︑直接お目にか

喜び申し上げます︒

かり︑お祝いを申し上げるべきところ

く衷心より御祝辞申し上げます︒生涯

執りました︒今般の叙勲誠に御芽出度

を世の為人の為に誠心誠意を尽くされ

ます︒

これから︑寒くなりますのでお体に

でございますが︑書面にて失礼いたし

は十分御留意され︑益々御健勝であら

会祖泊翁先生も地下でさぞお喜びの

した︒

今日迄歩まれた道程を正観して居りま

れたるものと我事の様に嬉しく会長の

ましたその評価が今日の栄誉として顕

敬具

れますよう祈念いたしております︒

平成十三年十一月十三日

文部科学大臣遠山敦子

おめでとうございます︒心よりご祝辞

この度は叙勲の栄に浴され︑誠に︑

山崎隆司

下さい︒

歌に詠じて会長に捧げますので御笑納

く事です︒迂生この感激を拙い乍ら短

しても此の上ない慶事として喜びに湧

事と存じ上げます︒日本弘道会としま

を申し上げます︒

鈴木勲様

され︑その間︑教育・文化行政等幅広

鈴木会長のますますのご活躍とご多幸

めでとうございます︒御家族の皆様も

い分野に多大な御功績を挙げられると

さぞお喜びのことと存じます︒

ともに︑我が省の関連施策の発展につ

を心よりお祈りいたしますと共に︑日

この度の受章は︑永年文部省に奉職

き種々御尽力賜りましたことなどの御

本弘道会のますますのご発展を祈念い

そのいさおしは菊と薫りぬ

○世の為と人の為とに尽くされし

いま九重に菊と薫りぬ

○人の為世の為尽くす真心が

世の為尽す大人の真心

○龍顔もほころびに希里君の為

功績に対して浴されたものであります︒

たします︒

︵住商ビルマネージメント株式会社社長︶

会長鈴木勲様

これまでの御苦労に対し︑深く敬意を

を受けられましたことに対しましてお

表しますとともに︑改めて叙勲の栄誉
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薯っも噸

以上三首心の之く侭詠じました︒拙文
で御無礼を御赦し下さい︒これからは

寒さに向います︑呉々も御身体大切に

前略

八王子市秋元正明

し上げます︒

草々

︵評議員︶

千葉県倉次重一

十一月三日㈹付︑産経新聞で拝見︑

この度は︑﹁勲二等旭日重光章﹂の叙

御清福万嬉仕ります︒

のおんこと心からお慶び申し上げます︒

謹啓秋涼のみぎり益々ご健勝ご活躍

この度の講演会に際しまして︑お忙

勲を知りまして︑我がことの様にお慶

しい処ご臨席をいただき︑ご鄭重なお

びいたして居ります︒本当におめでと
うございます︒永年に亘る教育行政・

十一月三日夜

文化・道徳普及の賜物と存じ︑常に敬

じ厚くお礼申し上げます︒あまつさえ

言葉を賜りましたこと無上の光栄に存

会祖小伝出版に当りましては破格のご

ろしくご指導下さり︑ご活躍をお祈り

高教ご高配を賜りましたこと重ねて厚

願い申し上げます︒

くご指導ご高教賜りますよう一重にお

感にございます︒何卒今後ともよろし

倍増に向かって精進させていただく所

今後︑老化減少傾向にあります会員の

く深謝申し上げさせていただきます︒

︵二十一世紀教育開発研究所︶

神奈川県今井淳

事にされ︑ますますの御活躍を祈念申

どうぞお体今後ともくれぐれもお大

なによりの御供養と存じます︒

年忌にさいし︑まことにおめでたく︑

日本弘道会としても会祖西村先生の百

鈴木会長様

︵佐倉支会長︶

右紙上にて失礼ながらお礼申し上げ

ます︒拝具

先生個人としてはもとよりですが︑

し上げます︒

このたびは秋の叙勲心よりお祝い申

前略

申し上げます︒敬具

慕申し上げて参りました︒今後共︑よ

日本弘道会鈴木勲様
御侍史
︵干潟町支会長︶

錦秋の佳き日︑鈴木会長におかれまし
ては︑勲二等旭日重光章の栄に浴され︑

誠におめでとうございます︒お喜びもさ
ぞやと拝察いたします︒今後ますますの
ご活躍をお祈り申し上げます︒

十一月五日

理事長安嶋蝿

財団法人修養団

主幹蓮沼力太郎
茨城県及川正和
栄ある叙勲誠におめでとうございま

す︒心からお祝いを申し上げますと共
にご健康と一層のご活躍をお祈りいた

します︒︵茨城支会長︶
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山崎隆司渡貫博孝

クライン孝子

倉次重一

特別会員朝倉治彦 飯塚一雄
大塚正八郎 及川正和
金子政次 狩野冨吉

長谷川茂郎

野口元

渡辺薫 渡部弘

宍倉芳衛

久保田精一

亀山基恵生

片山芳子

大坪窯

市原雄忍
内田武文

石渡敬 市原正夫
加地伸行 加藤尚武
北村晴朗 木村治美
斎藤知正 佐久間彊
菅谷栄夫 高橋史朗
戸辺好郎 永野健
長谷川治一 服部忠蔵
東園基文 深川明
古川清彦 古田責
松永信雄 水沢利忠
師勝夫 安田豊作
山本哲生 若鍋尚志
渡辺正唐

終身会員相川孝夫 安藤太郎 飯田寅次郎
稲村勝美 今井千代田郎 宇田川正照
榎本匡吉 大兼利之 大塚愛義
岡時雄 岡本通 片野嘉雄
金子ゆかり 金田文夫 川村千寿子
京野正樹 国吉市義 桑原善作
河野卓男 坂尾正巳 笹森時雄
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佐藤俊夫 下村敬造
高橋誉富 丹治久

会長鈴木勲

杉浦昌也

副会長古川哲史

顧問瀬島龍三林健太郎
富田朝彦

鎌田正

七海隆

春山宇平 馬場菖夫
総山孝雄 古垣光一
堀賢次 松平永芳
宗政秀治 森田康之助
山岡俊明 山室勇臣

尾田幸雄

茂木友三郎

土田健次郎

堀田正久 松平直書

理事生平幸立
津田久
監事伊藤克巳小谷隆一

評議員今井淳 入江孝一郎 小野健知
菊間健夫 木屋野正勝 黒羽一売一
淫英武 菅谷敏夫 高橋昌郎
西村幸雄 宮崎哲夫 藤下昌信

勝
部
真
長
阪
谷
芳
信
多
田
建
次
藤
原
正
彦

鶴岡寛三郎

仁茂田茂

一戸竹治

山下忠行

大崎弘一菊池義勝佐々木惣吉佐々木初朗

芦文八郎石川喜一伊藤正吉及川築雄

韮塚一三郎

青森県
岩手県

繁田良一

佐瀬書朗高橋克喜土川三郎中村兵衛門
西井信弘畠山淳吉早川広徳古川守人

内藤義行

古滝達男

浅野盛好安曇謙三新井清之笠原哲男

鱒沢昇横田忠司米川瞳夫鷲盛瑞良
宮城県

松本真一

鎗田寿

高野十高橋善幸高橋延一手島典男

篠田惣治 清水常一 白井健蔵
積田義男 一局石景一 武部良久
常泉健一 戸村良 鳴海一郎
仲村和夫 仲村正和 長沢俊雄
根本一郎 野平佐匡 繁田四郎
福間信彦 藤田四郎 古滝賢次郎
細田吉蔵 松崎美代子 松本才
三ケ田金弥 望月兼次郎 山口武夫
吉田文男 吉田政博 渡辺敬雄
海外会員三門・目３宣旨蚕昌○の国三シ⑦シ︐

堀田正一郎松坂英明水野貞男目黒芳昭

中山師治七海正武西津啓文野村浩司

菅野多利雄菊地昇後藤宗一郎斎藤正美
斎藤徳雄佐々木拓雄佐藤憲夫鈴木康弘

巨厨．冨開巨旦︼国．﹈シ○屍の○二

荒木健一稲塚勇氏家実前田勇

伊藤義輝佐通泰二須賀淳

山形県 相津長治板井角也百瀬麿雄山川徳助
福島県 熊谷三四代斎藤浩哉佐藤保文柴田司郎
田久孝翁丹治幸吉米沢茂美
貝塚茂樹野口正之半田啓二

畠山東太郎藤肥正三負井田善悦山田角助
渡部文雄

近藤七郎斎藤藻田口大師戸淫正男

三房．目関呉○ｍシ扇頁

秋田県

茂泉窃佐毛利平谷津律子渡辺博

冨獄尿営８三○己少のシｚ回

野口昇
三扇．弓四穴四宍○閑序言

安田勲

茨城県
栃木県
群馬県

己拭国国開国彦具角１国巴﹄日︾

｜般会員

松井信輝

北海道 今井兼一 大月武志 斎藤元護 坂本久吾
高島秀雄 高橋兼夫 高原利好 辻脇征紘
富田辿夫
永
井
輝
中
村
浩
一
花田俊勝
安田俊明

早水憲
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埼玉県浅田俊夫
江川豊太郎

佐々木聖使

木村良平
小林靖昌
高橋哲夫
寺田秀穂
長谷川勲
真下博孝
山辺知行
五十嵐一郎

千葉県赤木博司

大岩好昭

井上武
大島千代子
尾形伊之吉

高柳善男

鈴木豊

安藤優一郎 安部利平 市村セイ
川口京子 神成裕 北田浩一
久保庭信一 河野幸枝 小菅峻道
小柳光春 斎藤勝美 五月女善一
鈴木茂夫 鈴木勝雄 須田勉
高橋勝 竹村富子 田村和凡
土橋隆信 西内一郎 橋口通夫
平井一夫 平野正光 発智秀雄
増田一郎 宮崎みつ子 矢吹中
吉住龍雄
天野才八 天宮満 安藤隆弘
池田太郎 石長川博 伊藤信光
宇井貞文 卯月幸 鵜之沢康雄
大郷利夫 小川成義 大津一郎
大八木正子 岡本親宣
大田弘一
小沢咳 小淫深 尾田綾子
片山保吉
櫛部正直
小林信夫
佐藤吉男
鈴木英司

落合高省 小山光泰 糟谷正彦
加藤員一 木内重夫 木下操
河内朝夫 越川重 小林孝雄
斎藤明 斎藤清 笹本武雄
椎名健司 白烏千鶴子 菅谷一夫
鈴木仲秋 鈴木普二男
関益太郎 雑賀富雄 高木義雄

鈴木亨

赤松豪

梶村昇

長谷川充必子

槌谷一彦
中村喜司
成毛武夫
野平栄次

平野泰伸 藤田たか子
村田新司 柳瀬秀雄
山田喜昭 吉田俊男
若狭雪雄 渡辺文男
大森敏夫 五代吉彦
畑中治 初見良昭
赤松乾六 浅井しげ
阿部清 阿部光夫
池野和己 砂金俊夫
石川忠久 石川松太郎
石渡伸幸 伊田和身
伊藤文稔 井上弘毅
植田康久 上田幸夫
大内保治 大門隆
大久保建紀 大越章弘
大洞陽一 岡本信子
奥田員丈 長村幸雄
片平善二

長谷川達雄

滝口松蔵 田中敬子 辻幸蔵
寺本彬 飛ヶ谷定一 中川卓志
鍋谷欣市 並木昭靖 成毛市郎
根岸亮介 根本淳祐 野沢登美男

吉田稔
大竹博

信岡武 萩原勝
花香清 平井尭
古橋登 松浦成子
山崎侃 山下孝子

吉田徳二
和田昭通

東京都青戸陸子

渥美和也
池田順二
石川正郎
石橋義弘

津嶋捷志
浅田隆夫
西英太郎
石井武子
石川良子

伊藤幸七郎

筑後則

出井猛

今井正 今尾知義
上野明義 江渡成幸
大賀寛二 大木文雄
大津幸夫 大杉利彦
小川徳松 小川雅一郎
小淫民三郎 小淵守男
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葛麻紀加藤茂男金井肇金丸謙次

山中道男山本真之助山本剛史横山正木

諸津正道夜久正雄山口康助山崎吉彦

水野責室伏武山口隆山口員弘

藤本茂夫船山裕幸堀口恭宣水谷妙子

浜田史雄福田好貢藤井隆藤田芙美

豊嶋転三内藤宏中島英輔長谷川毒郎

武末隆夫田沢一心龍口健一千田洗く

貞麿長昭菅原道照高倉弘高間勇舵

神奈川県赤司博之足立隆有川武勲生山智己
石沢彰文市村サト内海静雄有働義彦
遠藤惇太田節子岡本文男小笠原峯男
小川増蔵落合徹小原高子尾俣セツ子
加藤一雄金井勇金谷宇造川久保孝雄
小谷昌小林鉱治小林三郎佐々木典比古ｊ

渡辺武渡部武

脇屋哲夫渡辺八洲男渡遥輿五郎渡辺芳子

横山安宏吉岡信吉田幸治吉永俊之

加納岳鏑木義之神守隆一川口ふみ子

川口重男川崎修川嶋誠也川副幹夫
神田直樹喜田安信木村健一木山高美

小坂巌小林秀樹小牧幸雄古宮道世
牛来義成雑賀徳助畜藤健一三枝武
坂口和男相良憲昭佐々木喜代子塩沢光利

島田四郎清水美彦下条進一郎下中直也
下山敏郎庄司異明杉田正司鈴木寛一
鈴木重雄鈴木延雄首藤尊良関岡孝義
関口清臣関口輝三曽野 洋高田
高橋栄治郎高橋恭介高橋新平田熊り州

田口和巳田中 孝田中万吉田中治男
千田芳彦辻清二郎角田儒郎鳥羽貞三
環中里良男中嶋将人
富田武忠中川

中田貴志男中根一夫中村伸之助中山幸諮

長戸元三郎奈良威野島信明浜中満和

三輪田芳子村田惰森下千寿子師俊紀

三浦良雄水田武宮崎正彦宮本繁雄

前淫員夫松原正憲松本幸三郎真辺将之

古屋豊細谷士武弥細谷政弘堀内政三

麿淫節三麿田滋吹浦忠正藤田豊

今井春昭岩手達夫江崎力岡崎久

長野県青木安弘赤麿正男小林元亨
岐阜県浅野弘光石井新太郎石原太紀伊藤毒

福井県稲木孝二郎

富山県浦林寛英清水美晴

東内一明久田龍二菱山幸一平林智司 新潟県今成卓而沖明慶川正昭

賢

桐漢晃靖 桐山五一
佐藤正明 清水治
静岡県 天野恭作 池田正三
小林情 田内龍治
平井千代 松下貌三
愛知県 梅村銀男 王暁葵
加藤十八 金丸和義
鈴木保責 高田敬子
山田哲史

県県

川山

小田博一
桜井正一

久保田正剛 小邑政明
西脇幸夫
大塚洋次郎 加藤昌平
長瀬省吾 野村里江
渡部正義

小木曽照行

宮田力松

大河原浩視

平井員一

大西洋一

吉田順一郎

清水昭允
田中宏明
永井伸和
日比徳子

柚宇和郷土文化保存会

愛媛県 赤松泰伸有間重喜

椛田信吾
後藤俊彦

西田春善正木啓介
井上長英植村利夫
大庭茂美古川清光
古賀秀男小柳治道
中淫保夫松本慶蔵

谷山安弘吉富政夫

加藤正吉坂本果

鹿児島県

高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

支会
島根支会

冨嶋宗雄

末吉山
次永崎
祐一善
司郎正

支会長 飯塚一雄
副支会長 目次安茂 松本幹彦
顧問 浅野俊雄
監事 熊谷正行 三好和男
幹事 荒木光哉 石倉織雄 岩成秀彦加納勇一
藤木敦 山本直治 吉長義親
事務局長 狩野冨吉
木佐由延
青戸宏明 赤江美穂安達伸次安部正哉
事務局次長

会員
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山内司

小林秀敏
田中昭文
中田和夫
漬ロ豊明
房安一信

泉道典

京都府 植田清宏 内貴章雄 大内正夫
大阪府 石田光 長谷紀雄
兵庫県 木村マサ 福田太加志 矢野恭克
奈良県 金森茂一郎
和 歌 山 県 大谷嘉男
鳥取県 秋山勝正 安部晃
国岡靖夫 小谷久雄
高多彬臣 武田勝文
徳田章人 土井康稔
長石肇 西尾邑次
福島猛夫 福永昌徳
渡慣由章
高橋文博
坂本幸治
香岡

石倉初石倉国男石飛隆雄石原道夫

飯塚勝飯塚隆一飯田光池添清見

坂本諭司坂本武男桜内強佐々木孝賢
佐々木宣之佐藤健治佐藤隆幸佐堂博

佐藤睦也佐貫泰則佐原亘佐原通司

江角仁江角比呂志大石武博大坂武

梅木喜久雄梅木祥司江口博晴江角郁夫

岩田正樹上田業就宇治原貞夫内田栄

井原孝夫今岡実岩浅宏志岩田渥男

糸原次之稲田保夫稲田悦朗井上勝博

田中久隆田中瑞夫土谷和生鍔木

竹崎康次田壷勉田中達男田中信道

高橋能範高橋英二高橋和男高見武男

須藤昌幸陶山吉朗須山彰須山春雄
須山守諏訪秀富高尾保行高梨光男

清水寛庄司肇杉原隆須藤文義

漂弘吉柴田博島崎美徳島田雅治

大崎能園太田源六大畑責秀大森広子

伊藤健吉伊藤進二伊藤博敏伊藤操

石原肇石橋忠男泉和夫井谷幸平

賑悟岡 嘉昭岡
正岡本修治
小川正道奥原省一郎尾崎安男小津秀多

坪内邦至寺本夏雄藤間元康塔間武ｊ
内藤章一中奥雅士中川政樹中筋弘充別
中西秀夫中野吟子中村倹三中村栄く
長井悟長岡達朗永瀬哲子浪花俊雄
奈良井混西智文西尾克己錦織靖雄

加藤悦司加藤菜穂子兼折右慈上谷慎二

勝田稔勝部克己勝部次雄加藤武行

仁田準野津栄野津哲野津満

原周弘原敏原洋二原野敏雄

吉城聖顕木村更生規家文雄清原茂治
久保田治三倉井正喜鞍口昭二桑原克夫
高麗賀美河原一朗小谷繁正後藤院一

福田充雄藤波稔藤原徹知古瀬禦

広江文彦麿淫将城広淫卓嗣広原啓視
福島律子福田和夫福田浩三福田政隆

引野健蔵平木栄広江朝夫広江千年

後藤美利才木雅伸佐伯厚坂井弘数

鞍嶋弘明川角尊慈河角静川谷定保
川津啓義川村淳川本忠俊吉川哲夫

野々村恒夫橋本敏雄畑勉秦征治
花谷耕三花田栄治早川求林充也

景山繁光揖野妃都水春日光男荊尾俊

景山郁夫景山繁景山高行景山寛

小田繁俊小見夏生小村悦子景山明彦

岡

篤

古瀬章
前島泰

高木豊
大湊忠文
菅谷定雄
伊藤嘉平

塚本隆
熱田正雄
石井勝也

石毛春雄
宇井芳夫
大級一彦

金杉情
上代章造
木内清夫
小林克己
佐伯伸太郎

柴田正義
菅谷匡義

岩崎五右衛門
伊藤龍芳 伊藤徴
内島福治 内田環 遠藤良一
大級博 大根敏夫 加瀬馨
金杉祐次 金杉国照 金杉佐久治
鏑木淳一 木内和 木内郁夫
栗栖良平 越川進 越川正次
斎藤好郎 斎藤良知 斎藤喜代治
作佐部寛守 椎名嘉衛 篠塚五郎
菅佐原滋之 菅谷菖歳 菅谷一調
菅谷勝雄 菅谷喜作
菅谷幸司

菅谷英一郎

林静

菅谷陽一

杉崎久

菅谷源兵衛

菅谷健一

菅谷顕

鈴木貞雄 高木徹
高木武雄 高木利治
高山俊彦 寺鴫正
古橋重雄
宮負克己 宮負博光
宮崎善一 宮崎敏夫
山田常衛 米本新治

若梅力

菅谷誠一 菅谷昌澄
鈴木寛 鈴木頼母
高木正系 高木喜兵衛
高木治富 一局野基二
長谷川国雄 花香幸作
堀江信慶 道願繁
宮崎昇英 宮崎精二
宮沢平吉 宮沢敏雄
渡辺信綱

塚本隆
小林隆
野田支会

支会長茂木友三郎

穴沢輝一

石川武

菅谷治兵衛

細貝篤志 細木保興 堀尾虎雄
前田徹 問田浩彬 松浦修六
松浦幸年 松田夏夫 松本功
松本淑子 丸磐根 三賀森晃
三原治夫 三宅喜保 宮廻俊盛
森脇賢 安江英彦
安田達司 山口浩明 山田和彦
山根林 山本慶一 山本泰三
横山統農 吉田貞男 米山克正
渡逼克彦 渡辺晴夫 渡部昭久
和田弥生 和田由美子 和田淑彦

森泰

松浦正敬
松本敏雄
三島房夫
村尾亘彦
安田和彦
山根憲昭
横路仁朗
若槻慎二
和田秀穂
干潟町支会

支会長菅谷栄夫
副支会長上代光祐 浅井和泉
越川麿男

顧問菅谷敏夫

監事越川昭 花香博

菅谷治兵衛

林修一

小久保昭治

幹 事 柴 田 小 左 衛 門 井上洋一
高山寛一
栗栖精一

庶務 会 計 古 橋 謙 寿

会貝熱田淳 熱田弘
飯田明
衣鳩和夫
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副支会長
事務局長

会員

日下部寛太郎

日下部哲好

永瀬好邦
戸辺好郎
秋田誠二 麻場美彦 朝比奈豊治 石川英一
石原法重 石引芳樹 井出克芳 猪瀬義明
上原哲哉 大石俊昭
岡田直四郎 柿崎秀子
角谷一夫 加藤保夫 上林忠生 北島義己

岩田勉 石見涼二
大滝伝 岡田功
木村亨 木村誠

田中幸一

田中元一

倉持又彦 栗林達雄 栗林直人 黒川浩
桑原時夫 小林健二郎 小松原昇 近田孝夫
近藤勝洋 謂藤てる 境博照 坂倉良助
佐藤秀夫
佐々木小次郎 佐漂秀夫 佐藤茂
下山知久 白井英雄
関根三郎 高梨孝雄

佐藤裕 佐原紀雄
鈴木勇 鈴木和夫
高橋保 高橋宏
沼田兼

原田勉

平塚ヒロ子

千葉義行 塚本豊 土屋栄 戸辺明良
戸辺一夫 戸辺勝恵 戸辺光政 中津喜久子
野本真治 箱森東英

中村富士夫

林輝

漬谷浩司

茂木七郎治

佐倉支会
名誉会長

若林員一

佐藤又雄 椎名翼 菅谷浩
鈴木清 鈴木忠 高山孝雄

安達倭木 石井和夫 石渡菊枝
井上公平 井原重之 岩淵好弘
臼井尚之 内田儀久 浦野喜代子
大川徹夫 大川靖男 太田勲
加藤高 香取博 川越源蔵
北詰栄男 京増博 小出行雄
坂井昌司 相野栄子 佐治洋之助

原田郁

佐藤金作 倉田彰夫長竿民子

円道寺茂山崎登

大和崎純山中武彦横田賢次吉岡輝雄

渡貫博孝

石橋実

堀田正久 菊間健夫
服部忠蔵 宍戸宏
平山秀樹 粟生喜三男

石渡敬

支会長 倉次重一
副支会長

顧問
監事
理事

事務局長

会計
会員

円城寺信夫

芦谷妙子
松戸正利
田淵良和
秋葉二郎
伊藤貞夫
鵜沢卓也

大友喜代

川辺敏
小原清喜美

本田洋治郎 桝田廼子
松村英正 宮内好雄

杉浦末麿

佐藤強

松尾情
藤井浩
松田武

茂木佐登子

宮本清一

茂木国子

山口稔男 山崎和枝 山崎義二

茂木七左衛門

茂木長三郎
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安房支会

支会長 安田豊作

福原修
長谷川治一

柴山斉

田辺幸男 寺田辰夫 中村克凡
桧貝信一郎 平野昭雄 比留間尚
藤江徳也 本田タミ子 松平喜美代
真野好則 路野照雄 森栄一
柳田園夫 山口正夫 渡辺美智恵

仲尾卓二

庄司厚

村田武唐

鈴木亭

島和弘

小谷秀子 小藤俊夫
小松雄光 小宮忠
佐久間邦彦 佐藤宏武
佐野哲男 佐野妙子

佐野りつ子

本橋亮一

庄司徹 代田浩二
鈴木光男 鈴木好雄
高橋修 高橋博夫
角田陽子 出山恒男
錦織江美子 花田卓治
平野徳蔵 福岡和徳
増田基彦

吉見貞男 渡辺嘉助

増田昭
本橋仁

渡辺裕
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副支会長

幹事長

吉田幸昌 金木賢三
安西信雄 永井幸彦

川上賢爾 川名直治
小林進 小林安生
小宮義夫 坂本美江子
真田三郎 真田隆久
佐野正夫 佐野義男
島津晴久 島田孝一
鈴木宗平 鈴木誠
須田芳郎 高梨政道
武田金市郎 武田愛雄
富田明 土橋保夫
樋口宏 平島守道
星谷悌二 堀江麻男
三平勉 宮沢治海
安田耕太 吉田久雄
渡辺欣巳 渡辺重雄

義郎彦春

顧問

幹事

佐久間秀子

有田支会

鈴山啓

星
呈
呈
歪

坂口まさ子

合田本沢波井逼
秀迫三千正敏一
裕夫郎丈夫子義

支会長 深川明
幹事 古田責
会貝

篠原啓一郎

出雲悠司 岩永正太
梶原貞信 金ケ江重綱

手塚信雄 徳川道郎

永谷川岡

小田喜明子

石井忠雄
今宮靖雅
生貫敬子
大溝好子
加藤みつ
鎌田久子

河角岡大岩石渡

兵藤恵美子

金丸謙一

青木紀夫 吉田豊子
監査 榎本春光
事務局 畑俊一
高梨哲朗
一云巨貝 青木嘉夫 安西雅行
石井秀 磯部和子
岩本和 江口暢俊
大島精一 大田文枝
尾形弘道 加瀬俊次

金房保

副鴨浦
島打川
利邦正
孝行徳

土
井
博
及

庄北黒渡
司浦川辺
艶 邦
子実保上

安松福幡立
川戸山鎌田
政 光 喜
好男昭男責

山口博 行武登

秀昇

西村員夫 西山徳 西山清治 西山義久
腹巻文雄 原田隆男 久富桃太郎
秀島克巳
樋
渡
俊
秀
深川一太 深川巌
松尾裕司 松本信幸

深川聡 深川剛
水辺絃治 宮田清登

山田博光山田恵春山中晃若林道郎
八千代支会

副支会長萩原康正佐藤孝光

支会長大石忠弘

監事飯島好美高橋正彦守屋幸雄島弘幸

会計監査半淫洋次三浦信武

書記藤森牧男越坂公一
会計酒井英勝沼里親一

平川支会

鈴木茂興

副支会長

東平喜久雄

大西真彰岡部永岡本知也岡本秀衛

今井幸男浮貝公雄歌川好夫内山民恵
海野鉄太郎梅津友彦江田浩昭遠藤隆
及川健一大熊正男大島千明太田公昭

伊藤泰彦稲毛英三井上滋猪俣昇

市村慎治郎市村順一郎伊東稔雄伊東道子

池田順一石川潔石村博彦磯貝謹吾

浅見幸彦飯島敏夫井内秀敏池田博人

会員相津康青木千三男秋山泰彦浅野陽一

支会長 宗政秀治

石井恭雄
筑紫静男

杉山晃

伊藤義彦 井内昇
内海茂 宇野乙吉
片山保吉 金子政次
切替良寛 近藤仁一
佐久間捕 鈴木幾久

願問 吉堀慶一郎 金子政次
理事 篠崎弘 切替正藤崎岩夫高橋信夫
監事
事務局長

会員

阿部稔 伊藤典夫
井上正夫 宇田川武夫
大野健二 小倉久
川津勇 切替正房
近藤繁雄 斉藤敏夫

海費伸一加賀谷孝赫多幸男風戸成夫
加藤孝明金子勲武上山篤生狩野公太郎
川崎覚治川崎昭男岸平和久木伏一彦
薮内昭太郎

曲沼三七夫工藤雪雄黒田富士男越川久治

鈴木六郎 関政彦 関喜一 高橋幸雄
武田篤 大地勇 常澄英雄 鶴岡満

小菅知三小林千代美小林伸夫小林政明

平戸雲

土岐幸男 長島靖司 永谷源一

根本鎮夫
山崎克己
葉岡部秀夫
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中村淳
鍋倉節子
長谷川優
蜂谷美子
細川覚史
三浦幸子
三原義秋
宮原英二
八木康行
山口和徳
湯浅敏和
渡遥昌子

田村貢
中嶋健
永井元博
奈良泰敬
畠山博明
升野嘉久
三浦義彦
三間芳弘
深山春雄
薬師寺修
山崎晶司
湯原啓夫
渡這義人

林孝

杉浦征生
高谷節隆
瀧淫昭彦
武森公夫
田村重喜
内藤俊夫

斎藤昭夫 佐伯莞夫 佐生滋彦 酒井一浩
坂井誠一 坂本仁 坂元昭文 棲井一彦
佐々木秀一 佐藤雅英
津田総一 塩田孝弘
須尭福美
高田義之
滝瀬久子
田中典夫

佐々木温 佐々木和子
佐藤秀和 鮫田信夫
敷地淳一 志村幸男
瀬戸雅春 添田秀和
高橋忠和 高宮昭裕
武田栄三 竹原秀夫
田逼雅三 田村憲明
寺嶋儀明 豊田正昭
中村二郎 中村仁
長岡勉 長津哲彦
仁井山久夫 西山芳郎
畠山勝美 蜂谷昭夫
平山宣尚 匿川実
増本幸夫 松本光弘
峯岸貴人 三橋勝則
宮崎芳雄 宮野勝男
森
森高光広
矢口逸子 矢口孝
山野員一郎 湯浅修光
横尾邦光 若松竜二
佐々木修一

茨城支会

山崎美智子

吉田功

郡司勝美平戸敬一

大久保紀夫 大熊定男
川又正行 菊田宏
小林稔夫 桜井作左衛門
鈴木一好 鈴木俊雄
高橋能久 滝田昌生
冨田正一 生田目篤
本間隆雄 村上貞夫
山崎光雄 山野隆夫
渡辺高司 和田俊次

み史信治昇夫健子馨平彦郎

支会長 及川正和
川又銀蔵

ふ尚能正正昭自史蚕

副支会長

以後崎孝

渡森西繊関佐粉川石押一岡

船橋卓
渡辺宏
磯畑宗之
石井定輔

逼木宮藤川井川鴨色喧

顧問

幹事長

幹事

壁四

一云

金井正

渡遥基一

菊池成夫
佐藤哲雄
鈴木重宣
竹村広治
西谷隆義
村上義光

木更津支会

副支会長沖津三郎

支会長若鍋尚志

顧問石川昌
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員査

幹事長三枝英司

池田良石渡七郎井出雄二郎伊藤勝
伊藤克己卯月睦彦岡崎源恵荻野一男
鹿嶋冨士夫加藤良二河野一郎北見潔

斉藤儀平佐久間朗白石澄枝鈴鹿錠

滝口敏夫武内情竹村清田中修祷

加瀬公毅加藤隆神原靖夫来栖亮吉

向後三郎小嶋昭三榊原久良子柴崎孝市
鈴木粂雄酢谷伊知郎高野朝一成毛春夫

佳子

中嶋桂一林重和松浦光善宮内隆夫
宮内正一弥勅院満百川東一山本明
事務局
事務局長七海

員田洲敏夫秦きい代堤
託藤下昌信白鳥

正

﹃弘道﹄誌の保管に用いるバインダーの在庫があ

ります︒代金無料でお分けいたします︒

支会の方は︑支会事務所にお申込下さい︒
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仁平明野口秀実野中徹長谷川勝由
榛津敦子平野明藤浪英子細井系太郎
堀内正一本多正一村田勝己村松正秀

村山康太安田英雄八剣隆山中彰

隆

○﹃弘道﹄バインダーの頒布について

嘱職

幹事渡辺文子渡辺朱美西賀善蔵重田実
監事荒井弘道斉藤善作
会員安藤範夫安藤小平安藤泉飯田昭二

銚子支会

明高橋

支会長金杉光二
副支会長白土四郎猿田正城

顧問飯岡四郎阿部
幹事長鈴木章裕

幹事飯塚藤三郎伊藤寛之島田良介
監事古川秀臣篠田庄太郎
庶務会計大木衛佐藤米吉西谷倫子

会員淡路書嘉石神義蔵石毛俊三押田和彦

弘

ることを祈念して止みません︒
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﹁人間を創るもの﹂曽野綾子先生︵作家︒Ⅱ本財団会炎︶

基調講演
シンポジウム

石沢芳次郎先生︵経済学博士・元拓航大学学良︶

コーティネーター土田健次郎先生︵早稲川大学第二文学祁良︶
パネリスト

クライン孝子先生︷鐸評引け知丞斗ン作家︶

加地伸行先生︵文学博士・大阪大学名将教授︶
木村治美先生︵共立女子大学教授・随筆家︶

Ⅱ本弘辿会では︑平成九年以来﹁心の教育﹂﹁Ⅱ本人の忘れたもの﹂のテーマでシンポジウムを開催し︑広く
Ⅲ人に訴えてきましたが︑縦諭の経過を通じて︑それらの間浬の根源は︑家庭の教育にあることを大きくとりあ
げてきました︒近年︑家庭の教育力が低下していると言われております︒それが雌近の青少年による目を覆う

ような州件につながっているように思われます︒親が籾としての川覚を欠き︑典怖を放棄し︑子供の訓育を怠っ
ているところに︑今Ⅱの家庭崩壊や悲惨な惚件の喫川があるものと与えます︒
このシンポジウムは︑家庭の教育力の回復を日指して︑家庭の訓育の本蘭︑訓育の場としての家庭の在り〃に
ついて︑基洲誰祇のＷ野綾子先生をはじめ︑教育︑・両論の第一線で活跳されておられるコーティネータ−︑パネ
リストの先化″の熱怠あふれる何怠炎なご捉・耐のすべてを収録してあります︒
心ある〃々のご商覧をおすすめいたします︒︵お巾し込みの方は︑下記のⅡ本弘道会班務吋へどうぞ︶
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編集弘道シンポジウム実行委員会

﹁家庭の訓育を考える﹂

１

杜武華入貫卒拠到会

ｌ弘道シンポジウウ
ムム
二ニ
○○
○○一の記録ｌ

企迅了夕単多ヴムニ○零一のど蝿

世祖劫Ⅱ噂
祁蝿也︑︺
１

潔唯の訓育を脚●える

軸

本諜は︑平成十三年三川十二Ⅱ神川錦町の学士会館において︑﹁家庭の訓育を考える﹂のテーマで災施したシ
ンポジウムの経過を記録したものであります︒
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