三

一

【巻頭の言葉】
教育基本法改正の視点…………………･…………･･日本弘道会会長鈴木勲

日本人の、II本人による、日本人のための教育雅本法の制定を…..････尾

新教育基本法の構想………………･…･………………………･…………高

晃雄朗知
幸史健
塚田橋野

特集教育基本法を考える
教育勅語と教育基本法・…………．．………｡．………･……………………手

教育基本法を考える………………･………．．……………………………小

【特別講演会の講演記録】
戦後教育と教育基本法……･…･……………･………．．…………………杉原誠四郎

【特別寄稿】
修身の元+'1泊翁西村茂樹先生・・…………………．．……･…………･…勝部真長
新親孝行のすすめ−￨ﾉ､j観法の話…………･……………･･………………北村晴朗

平成,2年7〜8月号
東 京

日 本 弘 道 会

ｆ成卜二年八Ⅱ三十一Ⅱ発行

平成十二年八月三十一Ⅱ発行

特集教育基本法を考える
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特別講演会「戦後教育と教育基本法」の会場風景
(講師武蔵野女子大学教授杉原誠四郎先生・平成11年12月2日）

日本弘道会綱領︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守世界の形成を察すること︑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
学問を勉めること︑勤務を励む
こと

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

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

弘之・中村正直らと相図り

礼・福沢諭吉・西周・加藤

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

動を勢力的に展開いたしました︒

記﹄を発行して︑開花思想︑自由思想の啓蒙運

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

めざし︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

めの道義教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂の

財物を貧らないこと︑金銭に清と

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

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

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

親相親しむこと教育の適性を期すること︑道義
一善一徳を積むこと︑非理非行の一般的関心を促すこと
に屈しないこと

健康に留意すること︑天寿を期

すること報道言論の公正を求めること︑
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
て身を貫くこと
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川

シつ

え

欺編シテ巨利ヲ獲

きへん

欺編獲巨利

諮誤シテ好官ヲ得

こんゆ

諮誤得好官

天地ハナハダ寛弘
こうかつかんい

コノ校滑漢ヲ容ル

︹大意︺人をだまして莫大な利益をえ︑こびへつらって好い官位に

つく者がある︒ところが天地ははなはだ心がゆるやかで広く︑

０

この種の悪がしこくずるい男をも別段とがめず見のがしてお
く
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天地太寛弘

ｌ
訓訓容此校滑漢

先 生

世間英雄漢

名利銅汝心

酒色傷汝体

毎二煩悩二檎ワル

世間ノ英雄漢

名利ハ汝ガ心ヲ銅グ

酒色ハ汝ガ体ヲ傷メ
ふさ

いた

毎被煩悩檎

高人ノ心ハ鉄ノ如ク

とら

高人心如鉄

俗塵ノ侵スヲ許サズ

つれ

不許俗塵侵

︹大意︺酒や女色はひとのからだをいため︑名利を追えば心がふさ

がれて自由がなくなる︒世間の英雄といわれる者は︑きまり

きったように煩悩のとりこになっている︒これに反して︑志

が高逼で世俗についしようしない高士の心は鉄のように堅く︑
俗塵の侵すのを許さない︒
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︻巻頭の言葉︼

教育基本法改正の視点

鈴木勲

＝

一

崎

＝ ＝一

教育基本法についての本格的論議が︑総理大臣の諮問機関の﹁教

育改革国民会議﹂において始められている︒本格的というのは︑教

育基本法の改正を視野に入れた議論という意味である︒
さきほど発表された同会議の第一分科会の審議報告によれば︑教

育基本法については︑﹁戦後教育の在り方に関して根本的な議論を

行う際に︑教育基本法について議論することは避けて通れない﹂と

農農識箪箪脅述べている︒

しかし︑戦後教育改革の総決算として中曽根首相の提唱の下に始められた臨時教育審議会に
おいても︑設置法に﹁教育基本法の精神にのっとり﹂と規定して改正を含む本格的論議に持

ち込むことを避けてきた︒あれから十数年︑社会・政治状況の変化が今日の教育基本法の改正
論議をとりあげるまでに成熟してきたということであろうか︒

それはまた︑憲法改正論議がとりあげられている気運とも無縁ではないであろう︒

憲法第九条の戦争放棄によって︑主権国家としての独立の基本要件を欠き︑このことによっ

て国民の独立の気慨が喪われ︑国民の誇りを傷つけ︑道徳的退廃が進んでいることへの危機意
識と関係しているといってもよいかもしれない︒
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、

、

教育基本法は︑憲法と同じく占領下の法制であるから︑﹁伝統の尊重﹂が削除され︑﹁愛国

心﹂を導入できなかったなどの制約はやむを得ないと思われるが︑占領が解除された時点で︑

憲法と共に改正に着手すべきであった︒占領下の法制については︑政令改正諮問委員会が教育

制度の改正についても答申したが︑教育基本法にまでは触れるところがなかった︒
教育基本法は︑戦後教育の基本理念を個人尊重︑個性重視︑個人主義においている︒戦前に

抑圧された個人を解放したことの意義は大きいが︑その個人主義が誤って解され︑あるいは意
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図的に利用されて︑自己中心の利己主義となり︑教育に深刻な影響を及ぼしている︒
臨時教育審議会以来の教育改革の原則が個性重視であり︑学校教育が生徒中心︑学習中心に
なったところから教育の荒廃が始まっている︒現場の教師は子どもの自主性に委せることが個

性尊重と考え︑教育の使命である教育ｌ教えこむことに逢巡している︒
京大教授らが調査した大学生の学力低下が︑﹁小数﹂解けない理工系大学生︑として報道さ
れている︵八月一○日産経新聞︶が︑これは﹁ゆとり教育の弊害﹂と指摘されている︒
基礎学力の低下は︑特に技術立国をめざす我が国の国力を衰退させる由々しき問題である︒
教育基本法改正を契機に︑教育理念の再構築を図り︑教育改革の検証を行うことが急務である︒
教育基本法が︑革新系の学者や教師によって利用された著しい例は十条の規定である︒前述
の教育改革国民会議の報告にも﹁教育は不当な支配に服することなく⁝行わるべきものであ

る﹂という規定が過去に拡大解釈された経緯がある︑と述べられているが︑拡大解釈というよ
りはイデオロギーによる意図的な解釈であり︑教育内容を国が決めることは許されないという

主張が行われ︑教育現場に徒らな紛争をまき起こした︒その間に払われた我が国教育の犠牲は

︵本会会長・元文化庁長官︶

大きい︒教育基本法改正には︑以上のような点も視野に入れた本格的論議を期待する︒

、

特集教育基本法を考える

近年︑戦後教育に関する全ての分野にわたる点検を

含めて︑教育基本法や教育の理念を見直すべきである︑

という声が高まってきております︒個人の尊重を第一

義としてきた戦後教育でありますが︑憂うべき教育界

の混迷を経て︑道徳教育の重視とともに個と全︑公と

私の在り方が問われている昨今であり︑来たるべき二

十一世紀を担う子供たちをどう育てていくのか︑その

教育理念が問われております︒そこで︑本号では︑二

う視座から︑戦後教育の理念と教育基本法について多

十一世紀における日本の教育は如何にあるべきかとい
角的に考えていくことにいたしました︒
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手塚晃
６も

る重大な誤りは︑同法十条の解釈において学者や進歩的ジ

ャーナリズムや教員組合等の偏執的ともいえる教師優先主

義の暴走にあったと考え︑そうした解釈が基本法の不当な

解釈であることを立証しようとしたものです︒

二︑教育勅語の特色について

明治以来︑教育勅語は︑長く学校で︑神聖なものとして

一 一 今 一 一 ・ 一

＝
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ＩＩＬ

一連の著述の中で述べたとおり︑教育勅語についての井上
毅の周到な心遣いを︑ほとんどの人が無視していると思っ

間違ったノスタルジーにとらわれた教育基本法改正論を否

扱われてきた歴史があり︑その特色について分析したこと

ているので︑その点を再び強調することと︑教育勅語への

定する議論を展開しています︒戦後の教育基本法にかかわ
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教育勅語と教育基本法
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トト割

一︑はじめに

L

この論文は︑﹃弘道﹂誌上において展開したこれまでの

1

﹁仁﹂とか﹁義﹂もありません︒﹁義勇﹂という言葉はあり

﹁天﹂という言葉がないことは︑顕著な事例です︒その他︑

一です︒当時の指導者たちが殆ど日常語として用いていた

私が見るその特色は︑宗教色が殆ど絶無であることが第

計な宗教色のある言葉を交えるわけにはゆかないと見たの

の伝統こそが教育の基本でなければならないとなれば︑余

した︒これを﹁国体の精華﹂と呼んだのでした︒君民一体

と臣民との間の美しい紳の内にあるとの立場をとったので

そこで︑日本における教育の基本は︑神武天皇以来の天皇

民意識の中に深く入ることがなくなると心配したのでした︒

ますが︑儒教の根本の理念を表すこの﹁義﹂という言葉が

です︒だから︑神道の観念さえも入れてはいないのです︒

は殆どなかったように思います︒

使われていません︒﹁神﹂という言葉もありません︒﹁博

﹁皇祖﹂というと普通は︑﹁天照大神﹂を考える人が多いと

す︒

思いますが︑井上は︑初代天皇を指すと明言しているので

愛﹂はありますが︑﹁愛﹂という言葉はありません︒

これは︑起草者である井上毅が用意周到にこれを排除し
たためなのです︒何故︑井上は︑これを排除しようとした

糾もよくないと同時に︑教育︑倫理︑道徳に関する学者た

井上が︑宗教色を極力出さないようにしたもう一つの動

天皇が教育の基本について﹁お諭し﹂の言葉を述べ︑道

ちの鏡舌な論争もあってはならないと考えたのでした︒こ

のでしょうか︒日本人の道徳が︑外来の宗教に深く影響さ

徳の重要性を国民がしっかりと心得ることを望んでおられ

の﹁お諭し﹂が︑倫理や教育についてそれぞれ各学派の立

機は︑宗教界からの諸説が折角の﹁お諭し﹂をめぐって紛

ることを知らせようとする場合︑その﹁お諭し﹂の言葉の

場の相違から無用な議論を戦わせるきっかけを作ってはな

れていることを︑井上は十分承知していたにかかわらずで

基礎に︑天皇の道徳観を支える権威ある原典があるとすれ

らないと考えたのでした︒こうした論争が政治的紛争に発

糾する事態を防止したかったからでした︒宗教家による紛

ば︑その原典の方が尊重されることとなってしまい︑せっ

展する可能性もあると警戒していたからでした︒

した︒

かくの﹁お諭し﹂の言葉は︑軽いものとなってしまい︑国

10

その特色の第二は︑否定的︑消極的教訓の類の言葉︑す

のような非常な苦心を払った背景には︑新しい日本という

普遍性をもったものとして評価されること︑すなわち﹁古

国家が︑立憲政体の国家として︑世界から評価されること

道徳の教えとか諭しは︑一般にほとんどがこうした言葉

今を通じて誤らず︑中外に施して惇らず﹂といえるものに

なわち﹁何々してはいけない﹂とか︑﹁何々はよくない﹂

が用いられているのが普通です︒有名な十戒も﹁盗むなか

しようとしたためだったのです︒日本の伝統のみに着目し

に特別に気を使い︑この﹁お諭し﹂の言葉も世界において

れ﹂﹁殺すなかれ﹂等の言葉が用いられていますし︑儒教

たのではなく︑世界各国の価値基準にも合致することを深

といった言葉が一切用いられていないことです︒

でも﹁己の欲せざる所を人に施すことなかれ﹂などと言っ

く考えた複眼的思考の産物だったのです︒

教育勅語の問題は︑井上のこれほどの苦心を無視して︑

教育基本法が制定されるに到ったのか

三︑戦後何故教育勅語は廃棄され︑

ています︒庶民の常識でも︑﹁嘘をつくな﹂とか︑﹁他人に

迷惑をかけるな﹂とか︑﹁弱い者いじめをするな﹂などの
ようなものが主なものなのではないでしょうか︒

のあるものでなければならないとし︑肯定的な言葉のみを

天皇の国民に対する権威を政治面のみならず︑道徳面にお

井上は︑王者の﹁お諭し﹂は︑玉の如くまろやかで輝き

用いるべきで︑王者の品格を落とすような否定的言辞を用

井上は︑条約改正という大きな政治的課題を達成するた

いても︑特別の優越的地位を認める政治的な扱いをするこ

のような配慮の賜物があったからではないでしょうか︒戦

めに︑立憲政体のあり方を日本で定着させることが何より

いてはならないとしたのでした︒この教育勅語が殆どすべ

後になっても︑かなり多くのリベラルな人からも支持する

大事だと考えていました︒当時の世界の普遍的政治原理を

とになってしまったことにありました︒

声があったのは︑この井上の配慮のお陰だったのではない

受け入れ︑価値基準を同じくする仲間としての外交関係を

ての人にすんなりと受け入れられた背景には︑一つは︑こ

でしょうか︒井上の苦心は︑見事なものでした︒井上がこ
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いました︒そうすれば︑政治の命令の言葉として神格化さ

彼らの自主的な進め方で広めてゆくことが大事だと考えて

﹁お諭し﹂の言葉を述べられ︑それを人々が快く受け入れ︑

した︒井上は︑天皇がしかるべき教育の会合においてこの

て︑国民への助言の扱いとすることが重要だと考えていま

皇の政治的命令の言葉ではなく︑国家社会の一指導者とし

した︒そういう誤りを犯さないためには︑教育勅語は︑天

立憲政治を台無しにしてしまうことになると見ていたので

君主のように︑すべての権威を一人占めすることであり︑

と信じていました︒そうすることは︑かっての中国の専制

国家の君主としてはあってはならない絶対避けるべきこと

としての権威をもって立ち入り過ぎることは︑立憲政体の

君主が国民の道徳の問題ないしは良心の問題について君主

確立することの重要性を重視していました︒そうすると︑

人々の期待に沿ったものには必ずしもならなかったといえ

との理念的な整合性が重視され︑勅語への愛着心をもった

表わそうとすれば︑西欧的な価値基準を原則とした新憲法

出発点だったのだと思います︒しかし︑法律で基本理念を

必要と考えたものと思われます︒それが教育基本法制定の

教育の基本方針ないし基本理念を何らかの形で示すことが

効力を失った後︑勅語に愛着をもっていた人々は︑日本の

はなかったのだと思われます︒勅語が議会の議決によって

徴としての天皇に変わった以上︑もはや存続できるもので

権威としての天皇から︑国民の総意に基づく国民統合の象

語をそのまま放置することは︑神聖不可侵の絶対的政治的

です︒このような天皇の神格化という歴史をもった教育勅

勅語の神聖化が︑天皇神格化の発端を作ったともいえるの

れもない歴史的事実なのです︒ある意味で︑学校における

象とする特別扱いをすることとしたことがあったことは紛

︑ま︑しよニフ︒

れたり︑人々の良心の中にまで権威を振りかざして立ち入
ることはないと考えたのでした︒井上は︑当時において︑

わり︑日本独自のものに余りかかわることのない普遍的な

教育の理念の中心には︑﹁人格の完成﹂という言葉が据

天皇制が神格化されるに到った原因の一つには︑教育勅

理念のみに立脚するものとなったのでした︒教育というも

政教分離の重要性をはっきりと意識していたのです︒

語の普及のために︑これを聖なるものとして最敬礼する対
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しい批判の目にあからさまに逆らうことは得策ではないと

戦前の日本をすべて犯罪的な悪性のものと見る連合国の厳

ったと思われますが︑占領下という当時の状況においては︑

そのような方向を示すようなものを盛り込む方が自然であ

しなければならないものであるので︑教育の理念の中には︑

のは︑その民族の文化の伝承という役割を担うことを重視

このきわどいまでの井上の苦心のお蔭で︑教育勅語は︑明

あって︑立憲政治においてはあってはならない事でした︒

に踏み込むことは︑中国的な独裁的専制君主の行うことで

国民各自の内心の問題であって︑そこにまで政治が権力的

異質なものであったのです︒井上にとって道徳の問題は︑

ないと考えた明治時代の保守政治家井上毅の思想とは全く

道徳の振興を図るという政策は︑近代立憲国家にはなじま

方だったのです︒

う判断するのは︑井上の苦心に思いが及ばない浅薄な考え

たのも無理はないのですが︑教育勅語の上面だけを見てそ

者が多かったものと思われます︒こうした考え方が生まれ

果︑政治が国民道徳に責任をとることも当然と考える指導

各界指導者たちの心の琴線に触れ続けてきました︒その結

治以来内容的にはほとんど反発を受けることなく︑日本の

判断したものと思われます︒

四︑戦後の保守政治家による勅語復活の
動向は何だったのか
戦後︑政府の主導によって国民道徳の振興を図ることは︑
保守的政治家のほとんどの人が重視した所でした︒

吉田首相がその筆頭であったと思います︒国民道徳の向
上を図ることを︑政府の手によって成し遂げなければなら

個人道徳の問題は︑多くの場合宗教と深いかかわりがあ

宗教の理念とか︑それに近い神格化された絶対的な理念

ないと考えれば︑道徳の基本となるような基本憲章を政府

吉田内閣当時の天野文部大臣が﹁国民実践要領﹂を文部

︵たとえば﹁八紘一宇﹂とか﹁永久革命﹂とか﹁非武装中

り︑政治が踏み込み難い所があるものです︒同様に偉大な

大臣として刊行しようとしたのは︑このような政界の要望

立﹂またはトルストイ流の﹁絶対平和主義﹂などの政治的

の手で定めることが任務であると考えるのは必然でした︒

を受けたものであったと思われます︒しかし︑政府の手で
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では︑国民の道徳問題について政府や公共機関は︑すべ

うした治安にかかわるような問題については︑多くの国民

最も治安のよい国だと自負してきたのですが︑それは︑こ

法律でも規制しているような社会倫理とでもいうべき道

て責任を放棄しなければならないのでありましょうか︒そ

が法に反しなように努力したというより︑そうした生き方

に現実性のない理念︶も︑個人がそれを生き方の基本とす

んなことはありません︒人間が生きていく場合︑個人のみ

が人間として当たり前だという倫理観が行き渡っていたか

徳については︑国民が法を恐れてそれを守るよりも︑自発

で生き続けることはありません︒﹁人殺しをしてはいけま

らだと考えた方がよいと思います︒しかし︑これまではそ

ることは正しいとしても︑そうした理念を政府ないし公共

せん﹂とか︑﹁他人の物を盗んではいけません﹂という戒

れほど道徳にかかわる問題だとは思っていなかった︑経済

的に各人の倫理観で︑法の期待している行動をすることが

めは︑倫理であると同時に法の定めでもあります︒このよ

関係の人々の富にかかわるような問題については︑かなり

機関の手で振興し︑普及させようとすることは︑立憲政体

うに法で定められている倫理的な戒めも少なくありません︒

ルーズな所があったようです︒たとえば︑﹁談合﹂である

望ましいことはいうまでもありません︒これまで日本は︑

高級な宗教では︑もっと厳しい戒めを守れという場合があ

とか︑﹁インサイダー取引﹂とか︑総会屋の懐柔などが︑

の国家においては︑あってはならないはずです︒

りますが︑普通の人間には︑容易に実践できないものが少

今までそれほど不道徳とは思われていなかったこうした

公正な市場原理を破壊する反倫理行為であることが明らか

アメリカでの禁酒法の実験は︑惨惜たる失敗に終わったの

倫理については︑政府が法律面の運用等のみならず︑倫理

なくありません︒宗教的な神政政治が行われているイスラ

でした︒余りに高度な宗教的戒律を︑普通の人間を拘束す

的問題としても対策を講じなければならない道徳問題だと

になってきました︒

る法として定めることは︑最善を求めてかえって最悪の結

いえます︒また︑環境問題が重大な懸念を生む恐れが出て

ム教国では︑禁酒が法で定められていますが︑政教分離の

果を導くことが多いことを知らせてくれています︒
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と思います︒学校教育においても︑児童・生徒・学生のこ

支援政策も含めて政府がしかるべき対策を確立すべきこと

ると思います︒こうした面の倫理観の発展も︑ＮＧＯへの

めて重要であることが今日の国民全体の意識になりつつあ

きた今日︑法的な対策も必要ですが︑市民倫理の向上が極

に行い得ると良心的に言い切ることのできる人が本当にい

うか︒国や公共機関がそこまで踏み込んだ教育指導を適切

教育指導を行うことは困難なことだったのではないでしょ

個人倫理の世界であり︑何らかの宗教的基礎なしに的確な

すが︑こうした個人を超える価値に目覚めるのは︑やはり

こうした指導者たちの心配は︑無理もないものと思いま

教育基本法は︑政教分離を重視していたために︑道徳教

す︒

得ることはかなり限界があることを真剣に思い見るべきで

るのでしょうか︒個人道徳問題について公共の権威がなし

の面の倫理観の発展を図ることは重要と思われます︒

五︑教育基本法が問題とされるのは
どういう点なのか
戦後︑教育基本法が問題とされたのは︑日本の歴史や伝

祖先に対する敬愛の心とか︑祖国に対する感謝とかその独

を持たないことは︑不幸なことであり︑一番身近な親とか

視されることはよいとしても︑個人を超えて仰ぐべき対象

てきたことへの憂慮からであったと思われます︒個人が重

うべき国歌や国旗に対する敬意を育成することが無視され

て︑日本文化への敬意であるとか︑日本国家の象徴ともい

った第川条の規定にかなり大幅な拡張解釈をして︑教師と

本精神であることは明白なのですが︑その有力な根拠とな

す︒教育が独立性をもって行われることが教育基本法の根

によって横行させられたことだったのではないかと思いま

たって︑その文言についての歪んだ解釈が多くの識者たち

対する敬意に触れていないことよりも︑基本法の解釈に当

教育基本法の問題は︑むしろ道徳や日本の伝統や文化に

育の問題にも慎重な構えを見せているのだと思います︒

立への熱情などが︑育成されなくなっていることへの恐れ

いう専門家集団の自主独立性を無制限に主張し︑教師集団

統についての教育理念が示されていないため︑学校におい

だったのだと思います︒
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するような考え方までありました︒専門家は︑とかく非専

関係にあることは︑教育の独立性を否定することだと主張

る文部大臣が︑政党中心の議会政治から独立せずに︑連帯

法の趣旨だとしました︒国のレベルでの教育政策を決定す

は︑いかなる政治的拘束ないし行政管理も受けないことが

方分権が実現しない限り︑教育面だけが各地域バラバラで

ってきた日本においては︑アメリカやドイツと同程度の地

明治以来︑追いつき追い越せで︑中央集権の政治体制をと

で連邦政府には︑教育を担当する省庁がなかったのです︒

治制度を基本としているアメリカ合衆国では︑つい最近ま

与しない方がよいことは確かです︒州による地方分権の政

です︒下手をすれば︑民主主義の根本原則である議会制度

門家からの制約を白眼視します︒最もよい例は︑かって統

教育委員会制度も︑アメリカでは︑学校の運営に関して

そのものまで無視する考え方になる可能性をもっています︒

よいとするわけにはゆかなかった筈です︒基本法の解釈も︑

親とか地域の人々による非専門家の発言権を大事にしよう

明治憲法の時代には︑超然内閣という考え方が強くあっ

帥権の独立を根拠にして暴走した日本の軍人たちです︒シ

とした制度︵レーマン・コントロール︶でした︒国として

て︑行政側が議会を軽視する所がありました︒その頃の大

国全体の政治体制と整合性を保って行うべきでしょう︒教

の学校制度等の教育政策を定める文部大臣が国会議員であ

学人も専門家の自負心から︑内閣からも︑議会からも支配

ビリアン・コントロールの思想が戦後確立するようになり

ることが︑どうして教育の独立性を脅かすと即断できるの

が及ぶことを嫌い︑教授たちによる超然たる権威によって︑

育だけは︑基本法の定めに基づき中央政府の権限を無くさ

でしょう︒学校教育の制度そのものまで教師集団が決定す

その身分保障に関する自治を極端に主張しました︒戦後に

ましたが︑戦後は︑教師集団がこのかっての軍人のように

ることが︑教育基本法の精神だと考えたいらしいのですが︑

おいては︑この大学自治の考え方をさらに拡張して︑すべ

せたり︑極度に小さくすべきだと簡単に言える筈はないの

学校教育制度をどう組み立てるかについて各地域ごとに勝

ての教育に関して︑非専門家からのいかなる干渉も教育の

非専門家からの制約を白眼視してきました︒

手に決めてやるのが一番よいというのなら︑国は︑一切関
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独立性を脅かす不当な支配となるものと見倣し︑教育内容

教育基本法の制定に当たっては︑教育勅語の起草に当た

若干はあると思います︒しかし︑正当な解釈を積み重ねて

った井上毅ほどの行き届いた目配りをすることが必ずしも

確かに︑非専門家が専門分野の内容や方法のすべてに指

ゆくことにより︑そうした欠点を克服できない程ひどいも

もすべて自分たち教師集団で決定できることが基本法の精

図することはあってはならないことです︒非専門家の役割

のではないと私は思います︒教育基本法を改正しない限り︑

十分ではなかった︑無用な論争の種子となるような表現も

は︑被教育者やそこから巣立つ人々を受け入れる社会の各

日本の教育の将来は絶望などと論ずるのは︑むしろ教育問

神であるとしてきたのでした︒

界の人々の希望や実態を考えて︑その意向を反映する所に

題の本質を見誤っているものとしか思えません︒

︵金沢工業大学客員教授︶

あったと思われます︒その意向には︑教育内容や方法に関
することも当然含まれる筈です︒全国共通の基準に合わせ
た方がよい問題も多々あったと思われます︒

最近は︑医療の世界でも︑従来の医師の権威を絶対視す
るあり方が反省され︑患者の希望や意志を医療の基本とす
べきだという考え方が強くなり︑インフォームド・コンセ
ントが医療における医師と患者の関係の基本に変りつつあ

ります︒科学技術のその他の分野においても︑専門家だけ
の判断では問題があると考えられるようになり︑研究等の

進め方において倫理委員会のようなものが出来つつありま
す︒教育基本法の解釈において︑極端な専門家集団至上主
義の考え方は止めるべきではないでしょうか︒
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った次第である︒
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ここに涙を飲んで有終の美を飾りつつ閉幕とすることとな

までになってしまっては︑会の運営ももはやままならず︑

年もすでに白髪の翁と化し︑最も若年の者でも古稀を祝う

しかしながら︑時移り日変わるとともに︑かっての美少

までに成長したのである︒

日比谷公会堂や日本武道館を会場として盛大に挙行される

ったものが︑やがてその範囲を拡大し︑参加校も増大して

4

ところが︑この期に及んでかえって各地の寮歌祭はいよ

一

一

一

一

一

一 づ し 一
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4

平成十二年十月七日︑日比谷公会堂において第四十回日

＊

学校や大学予科で寮生活を送った人達がそれぞれに青春を

尾田幸雄一

日本人の︑日本人による︑日本人のための
教育基本法の制定を

1

幕を閉じる日本寮歌祭

1

躯歌した想い出の歌の数々を持ち寄るささやかな集いであ

(18)
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ろ殖える傾向にある︒その様子は︑蝋燭の火が正に消えな

いよ隆盛をきわめている︒参加者の数も減るどころかむし

者は中学生として勤労動員中の軍需工場でこれを拝聴した︒

詔書が玉音放送として全国津々浦々に流されたこの日︑筆

事実はあまりにも深刻であった︒﹁神も仏もない﹂といっ

終戦とはいえ︑事実は敗戦である︒必勝を信じ︑聖戦にす

旧制度の高等学校や大学予科は昭和二十五年三月をもっ

た絶望感に打ちのめされ︑なす術を知らなかったのが実情

んとするとき一時盛んに燃えさかるのに似ている︒それは︑

て消滅し︑旧制度の大学もまた昭和二十八年三月にその幕

である︒当時の日本国民には︑一億玉砕して果てるか︑臥

べてを捧げた日本国民の多くがそうであったように︑この

を閉じたが︑そこでの教育によって培われた精神はいまな

薪嘗胆して捲土重来を期するかのいずれかしか選択肢は残

必ずしも滅びゆくものへの哀悼や郷愁だけではない︒

お残光を放っているのである︒そのことは︑日本寮歌祭の

こされていなかったのである︒

そのとき︑丁度一基のエレヴェーターの扉が開いていた

ってエレヴェーターホールにやってきた︒

ある婦人がホテルの上のフロアーから下へ降りたいと思

うな例を挙げている︒

ンは︑その著﹃道徳と宗教の二つの源泉一において次のよ

﹁創話機能﹂とも呼ばれるこの機能について︑ベルクソ

る﹁仮構機能﹂言昏月は○ご註言冨三８︶である︒

くために意外な機能を発揮する︒Ｈ・ベルクソンのいわゆ

こうした危機に遭遇した場合に︑人間の本能は生きてゆ

参加者と可成りの部分で相覆っている﹁日本の高等教育を
考える会﹂の提言においてもうかがわれる︒

一言でいえば︑それらは明治憲法︑及びそれに基づく教

育勅語の下で教育を受けた世代からの︑現行憲法︑及びそ
れに基づく教育基本法の下で教育を受けた世代への批判と
注文と受け取られなくもない︒

戦後の日本人が生き延びるために
必要とした﹁仮構﹂
両世代を分ける分岐点は︑いうまでもなく昭和二十年
︵一九四五︶八月十五日である︒前日に換発された終戦の

（19）

どはいなかったし︑自分がたったいま乗り込もうとしたエ

とその瞬間︑彼女は我れにかえる︒現実には辺りに男性な

係の男性が現れ︑いきなり彼女を後ろへ引き戻した︑ｌ

ので彼女は勢いよく乗り込もうとする︒すると突然︑点検

された教育基本法であったのではないであろうか︒

憲法であり︑教育勅語発布以来︑同じく五十七年後に制定

明治憲法発布以来︑五十七年を閲して公布せられた日本国

の意向に素直に従って︑粛々と占領政策を遵守した結果が︑

しかし︑そうはしないで︑敗戦の現実を受け容れ︑占領軍

す途を歩むことができたのである︒

占領状態から独立を達成し︑先進諸国への仲間入りを果た

コ講和条約の調印︑翌二十七年に発効へと︑日本は外国の

そのおかげで︑その後︑昭和二十六年にサンフランシス

レヴェーターも見当たらない︒これに気づいて︑彼女は肝
をつぶした︒

実は装置が故障していて︑彼女が乗ろうとした当のエレ
ヴェーターはずっと下の階に止まっているのに︑彼女が乗

以上の経緯からすれば︑我が国が独立を回復した時点で︑

日本人の︑日本人による︑日本人のための憲法改正と︑そ

り込もうとした階の網一扉だけが開いていたというのである︒

彼女が奇跡的な幻覚によって助けられなければ︑危く虚空

れに基づく教育基本法の制定が提起されて然るべきであっ
たかも知れない︒

に身を投げて命を落とすところだったのである︒

自分のいる階の網扉が開いていれば︑そこにエレヴェー

外傷︶から立ち直っておらず︑国際社会で生きてゆくため

しかし︑当時はまだなお日本人は敗戦トラウマ︵精神的

その正しい推理が危うく彼女を破滅に陥とし入れるところ

の﹁仮構機能﹂の意義は失われていなかった︒憲法改正や

ターが止まっていると考えるのもけして不思議ではない︒

であった︒それを救ったのが本能の﹁仮構機能﹂だったと

新教育基本法制定の気運は十分に熟していなかったのであ

しかし︑それから半世紀を超えた今日︑教育界をゆるが

る︒

いうのである︒

必勝の信念が破れ︑自暴自棄に陥った日本人が一億玉砕
の挙に出れば︑今日の日本は存在しなかったに違いない︒

（20）

す青少年の心の崩壊現象は否応なく︑改めて現行の教育基
らない筈である︒

格が担っている社会的役割と責任を明らかにしなければな

る﹁第一我身を善くし第二我が家を善くし第三

家・治国・平天下﹂や︑西村茂樹著﹃日本道徳論﹄におけ

その意味では︑中国の古典﹃大学﹄にいう﹁修身・斉

本法をどのように改善したらよいかを改めて反省しなけれ
ばならない事態が生じている︒

では︑現行の教育基本法のどこが問題なのか︑またどう
改善すればよいのか︒

我郷里を善くし第四我本国を善くし第五他国の人

それは﹁新しい日本の教育の基本を確立する﹂よりも︑む

くいえば﹁虚構﹂寓言ざロ︶であったことを示している︒

必要な﹁仮構﹂ないし﹁創話﹂︵註言︸呂呂︶︑さらに厳し

国憲法と同じく終戦直後の日本人が生き延びてゆくために︑

現行の教育基本法の︿前文﹀は︑この法律が現行の日本

と誤用のないように留意しなければならない︒小・中学校

を故意に無視して︑結果的平等の強制を許すかごとき誤解

を与えられなければならない﹂︵傍点筆者︶の傍線の部分

て国民は︑ひとしく︑その能力に応ずる教育を受ける機会

くの識者によってしばしば指摘されているように︑﹁すべ

また︑第三条︵教育の機会均等︶についても︑すでに多

民を善くす﹂のような具体的な内容が必要であった︒︒

しろ無味乾燥で抽象的な教育理念を示したものにすぎない

のような義務教育の段階で学区制を布くのは止むをえない

現行教育基本法の問題点

からである︒理念を普遍的な形で掲げようとすれば︑おの

としても︑義務教育以外の高等学校の段階においても︑学

る︒

区制を強制するような愚挙を繰り返してはならないのであ

ずから抽象的な表現にならざるをえない︒

たとえば︑第一条︵教育の目的︶にしても︑教育の目的
が﹁人格の完成をめざし﹂ている以上︑当然それぞれの人

（21）

第五条︵男女共学︶にしてもそうである︒

旧制度では︑義務教育段階の小学校六年間こそ男女共学

ある︒

他方︑公民科﹁倫理﹂等で︑仏教やキリスト教等を比較

して取り上げることは当然認められている︒比較宗教は︑

問題は︑宗教的情操の酒養をどう考えるかにある︒唯物

が認められてはいたが︑その後は別学が当然視され︑女子

れたのは︑たしかに進歩ではあったが︑一方ではなにがな

論・無神論の立場からすれば︑宗教や宗派を比較し相対化

宗教の相対化にほかならないからである︒

んでも公立校は共学化しなければならないといった誤った

することは認められるが︑宗教的情操の尊重は︑人間を超

の高等教育への門戸は著しく狭かった︒戦後それが開放さ

観念がまかり通る傾向が強くなった︒仮に公立の男子校や

えた超越的なものを認めることに通ずるから許されないと
いシフ︒

女子校があっても︑今日のように学校選択の幅が広がった
時代にあっては︑むしろそれぞれの学校の個性として認め

一方では︑公教育の場で一宗教一宗派の布教や宣伝が認

科学を超えた自然や超越的なものとのかかわりは大切であ

られてよいものと思われる︒

第九条︵宗教教育︶には︑﹁宗教に関する寛容の態度及

り︑文化と伝統に由来する宗教的営みは容認されるべきで

められないのは当然であるにしても︑人間や人間の作った

び宗教の社会生活における地位は︑教育上これを尊重しな

前者の主張を認めれば︑公教育では唯物論・無神論を結

あると主張する立場がある︒

設置する学校は︑特定の宗教のための宗教教育その他宗教

果的に強制することになりかねないし︑後者の主張を是と

ければならない﹂とある一方で︑﹁国及び地方公共団体が

的活動をしてはならない﹂としてある︒これをめぐって学

この点については︑諸外国の例なども参考にしながら︑

すれば︑宗教活動を認めることになる︒

公立学校において︑一宗教一宗派の布教が許されないの

日本の文化と伝統に樟さす解決法を見いだすべく衆知を結

校の教育現場では混乱が生じている︒

はいうまでもない︒要するに︑宗派教育は許されないので

（22）

集しなければならない︒

わせても四十校を超えることはなかったが︑現在の高校数

は全国で優に五千五百を超えている︒したがって︑両者を

直ちに同列に置くことは不可能である︒

を確立したいという要求に現行の教育課程が応えていると

人間としての在り方生き方教育の充実

我が国の教育にいま正に求められているのは︑日本の文

はとてもいえないのが実情である︒自由選択の幅を拡大し

とはいえ︑同年層の青少年が求めている人生観や世界観

化と伝統に根差した人間としての在り方生き方教育の充実

ァーストフード店の品目をふやすようなもので︑質の高い

て魅力ある科目を用意すると標傍しながら︑実態は所詮フ

たしかに︑高等学校の学習指導要領をひもとけば︑人間

精神の向上を求める高校生の要望には一向に応えてはいな

である︒

としての在り方生き方に関する教育の充実が謡われてはい

いのである︒

︵本会理事・お茶の水女子大学名誉教授︶

り方を根本的に見直す必要がある︒

日本寮歌祭の閉幕を機会に︑これからの日本の教育の在

る︒しかし︑教育課程にそれが果たして十分に反映されて
いるとは必ずしもいい難い︒人間としての在り方生き方に
ついての自覚を深めるのに最も重要な役割を果たすべき公

民科﹁倫理﹂は僅か二単位︑しかも選択科目として設けら
れているに過ぎないからである︒

現在の高校生とほぼ同じ年齢層の旧制度の高校生には︑

哲学︑倫理学︑論理学︑心理学といった授業が用意されて
いた︒高校三年間に人間としての在り方生き方を考える十
分なゆとりが与えられていたのである︒

もっとも戦前の旧制高等学校は全国で国・公・私立を合

（23）
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在米占領文書によれば︑占領軍の干渉が顕著にみられた
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三年間の在米占領文書の実証的研究に基づいて詳細に報告

のは昭和二十一年十一月から十二月にかけての時期であり︑

↑の↓色︒

したが︑教育基本法の制定過程については︑これまで日本

この時期には文部省とＣＩＥ︵民間情報教育局︶が週二回

筆者は臨教審において︑教育基本法の成立過程について︑

側が﹁全く自主的に﹂制定したというのが通説になってい

のペースで教育基本法案の検討会議を行っている︒教育基

①前文案から︑﹁伝統を尊重し﹂を削除︑

るが︑教育基本法改正問題を考えるにあたって︑事実認識

？

本法案のＣＩＥによる主な修正点としては︑

教育基本法の制定においては︑日本側が主導的役割を果
たしたこと︑しかし部分的には占領軍の露骨な干渉を受け
たことを具体的事実に即して正確に認識することが大切で

（24）

！

を明確にしておく必要がある︒

一 一 一 一 一

②﹁教育行政﹂の条項において︑﹁教育の自主性︵オー
トノミー︶﹂を削除し︑教育の国民への責任を強調︑

③﹁宗教教育﹂の条項において︑﹁宗教的情操﹂の酒養
は︑教育上これを尊重しなければならない﹂を﹁社会
における宗教生活の意義と宗教に対する寛容の態度は︑
教育上これを尊重しなければならない﹂に変更︑

④﹁女子教育﹂の条項を男女共学の積極的規定に修正

﹇１﹈︵現代文明の危機に立ち向かう日本教育の使命︶

今日世界が直面する現代文明の危機を克服するために︑

他者や自然との調和を大切にしてきた日本文化を守り

伝え︑ひいては人類社会に貢献する日本教育の使命を
確立する︒

現代文明は今や大きな危機に直面している︒二十世紀に

おける科学や技術の発展は︑われわれに物質的繁栄をもた

境の破壊という人類滅亡の可能性をも生み出した︒それは︑

らしたが︑その一方で︑大量殺裁破壊兵器の登場や地球環

前文案の削除などを占領軍によって不当に修正させられ

幸福追及のみでは︑決して人類の未来を展望し得ないこと

等が挙げられる︒

た内容の見直しを行い︑教育基本法改正に取り組む必要が

を如実に示している︒自らの生命をも操作し得る現在︑人

個々の人間存在と全体とのかかわり︑人間と自然環境と

おいっそう喫緊の課題となっている︒

類にとって科学万能主義に代わる新たな倫理の確立は︑な

あろう︒

また︑教育基本法の部分改正ではなく︑新しい教育基本
法を構想する必要性を筆者は痛感しているが︑その基本的
な大綱を次に示そう︒

のかかわりについて見つめ直し︑﹁個と全体の調和﹂﹁人間

と自然の調和﹂を如何にもたらすか︒この課題こそ︑次世
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とりわけわが国は︑長い歴史を通じて﹁和﹂の精神を尊

なり︑皇室を中心に国民が団結し互いに協調協力する独自

古来わが国は︑国王や人民が対立し抗争する諸外国と異

のである︒

び︑さらに自然との調和を大切にしながら多様な精神文化

の国柄を形成してきた︒その中で国民は︑誠実・勤勉・無

代を育てる教育の最も重要な根幹をなすものといえる︒

を形成してきた︒そうした日本文化を活かすことは︑来る

このようなわが国特有の精神文化は︑大嘗祭や式年遷

私の精神や調和を尊ぶ心︑自然を愛する感性︑そして高い

かかる文明的危機を打開するために︑個人・家庭・集

宮︑更に茶道や華道︑武道などに象徴される﹁型﹂を継承

べき人類の課題を克服するために︑わが国に課せられた重

団・地域社会・国家︒そして世界各国がそれぞれ提携し協

し︑且つ発展させる伝統によって︑今日まで守り伝えられ

倫理意識など︑独自の精神文化を育んできた︒

力し合う体制をつくり︑人類的使命に立ち向かう果敢な勇

てきた︒このことは全ての学問・学術にも共通する原理で

要な使命であると自覚すべきであろう︒

気と高逼な倫理性を育むことは︑二十一世紀における教育

ある︒

共同体として敬愛し︑それを将来に向かって維持し発

多くの先人の献身によって守り伝えられた国を︑運命

﹇３﹈︵国家と個人の関係︑国家への奉仕︶

承し︑新しい文化の担い手としての青少年の育成を図る︒

史教育などの充実を通じて︑わが国の豊かな精神文化を継

わが国の教育の指針に伝統の尊重を掲げ︑国語教育︑歴

の根幹をなすものと言えよう︒

﹇２﹈︵伝統の尊重︶

長い歴史の中で培われたわが国の伝統文化への敬愛の
精神を育み︑それらを後世に亙って継承し︑発展させ
ていく活力ある日本人の育成をはかる︒

新しい文化の創造は︑伝統文化の基礎の上に開花するも
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展させる崇高な使命感を育む︒

国とは︑国民の生命・財産を守り︑福祉を向上する機能
を持つばかりでなく︑建国の歴史より︑多くの先人たちの
献身的努力によって守り伝えられ︑そして築き上げられた
尊い独自の文化を共同体として体現している運命共同体で
ある ︒

一方その構成員たる国民は︑かかる自覚に立ち︑国の維

持と発展に貢献する使命を果たし︑共通の文化価値を継承
し発展させる努力が要求される︒

このことは︑いつにかかって教育の力に待つものである︒

国家に対する忠誠義務は︑世界中いかなる国においても
憲法や国是の中に示されており︑わが国においても法を遵
守し国家に対する奉仕の精神を培うことは︑義務教育の中

本的な人間関係や社会規範を習得させるため︑祖先が

培ってきた道徳・倫理教育を充実する︒

戦後の教育において︑礼儀や社会規範を教えることは︑

﹁自由﹂の意味のはき違えからか︑ともすれば軽蔑され︑

忌避されがちであった︒だが︑自由社会を守り続けるには︑

社会の成員の一人ひとりが自己を律する精神を持つことこ

そ肝要であり︑そうした徳性を養うことが公教育の根幹で
ある︒

現在︑義務教育に道徳が特設されて︑すでに四十年以上

が経過しているが︑多くの学校で道徳が形骸化し︑多くの

青少年に礼儀や社会規範に対する無知や無理解が見受けら
れる︒

特に昨今の少年非行や公共心の欠如などの増加傾向を考

えれば︑道徳教育の再建を急がなければならない︒

信頼︑自己の欲望への自制心や克己心︑法や社会秩序を守

で特に重視されなければならない︒

﹇４﹈︵道徳教育の重視︶

る精神︑などの大切さを教え︑学校での教育活動やそれ以

父母や教師に対する敬意︑兄弟姉妹への愛情︑友人との

国家・社会の成員として身につけるべき︑もっとも基
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直︑勇気︑誠実︑正義︑責任感︑親切心などを養うべきで

外のあらゆる教育の場を通じて︑礼儀を身につけさせ︑正

である︒

健全な成長を遂げるよう教育を行う責任が課せられるべき

奉仕と連帯の精神を養い︑将来︑国家や社会の成員として

に︑積極的にそれを保護支援し︑また監督する責任を負う

また国は︑親や保護者が家庭教育の目的を達成するため

ある︒その上に立って︑今日の国際化時代に鑑み︑諸外国
の文化や民族の歴史・伝統・文化への尊重の精神を養うこ
とも︑道徳教育の一環としてとらえるべきであろう︒

﹇６﹈︵宗教的情操教育の重視︶

べきである︒

子どもの成長過程における基礎教育の場として︑学校

人間教育の根幹をなす生命観︑自然観︑人間観など︑

﹇５﹈︵家庭教育の重視︶

教育とともに重要な位置を占める家庭教育を充実する

豊かな感性を育むため︑古今東西を通じて重視されて

めて重要な課題である︒

人間の成長段階において︑宗教的情操を養うことは︑極

きた宗教的情操教育の充実を図る︒

ため︑保護者と国の責任を明らかにする︒

家庭は社会の基本的な構成単位であり︑自らの祖先との
紳を実感し社会と個人との関係について学ぶ最初の場であ
る︒したがって家庭教育は︑幼児から青年期にかけて人間

親又は保護者は︑愛情に満ちた憩いの場を家庭に築くと

又︑人間の弱さや醜さを克服する強さと気高さを養うので

み︑命の尊さや自然の偉大さを実感させることにつながる︒

宗教的情操は︑人知を超えたものに対する畏敬の念を育

ともに︑子供の成長段階に応じた膜を行い︑祖先から伝え

あるが︑これを失った時︑人は他者や自然に対し徹慢とな

教育の重要な基盤となっている︒

られた生き方を受け継ぎ︑互いに助け合って︑自制と忍耐︑
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れぞれに責任を押し付け合い︑問題がいっこうに解決しな

昨今︑教育の荒廃や低迷を巡って︑国や学校︑家庭のそ

昨今︑自然破壊や環境破壊と並んで︑内なる環境破壊と

い傾向が見られる︒これは︑わが国において︑それぞれが

り︑生きる力を失う︒

も言える青少年の心の荒廃によって凶悪事件が続発し︑大

担う役割と責任が不明確なために起きている現象である︒

地域社会や団結︑職場などを通じて︑全ての国民がそれぞ

教育については本来︑学校教育のみならず︑家庭︑学校︑

きな社会問題となっている︒

こうした社会的病理は︑戦後五十数年に亙って宗教教育
が疎かにされてきた結果であると言わなければならない︒

信じ︑独特の生命観︑自然観︑人間観︑宗教観などが形成

れ︑また学校には︑国が定めた基本方針を遂行する義務が

国には学校教育の基本方針を定める権限と責任が課せら

れの立場に応じた責任と役割を負うべきである︒

されてきた︒今日こそ︑こうした宗教的情操の重要さを自

あり︑教員は課せられた責任を自覚して︑自らの資質と教

古来わが国において︑森羅万象に神聖なる霊性が宿ると

覚し︑教育活動全体を通じて︑その実践に挑戦すべき時を

育内容の向上に努めなければならない︒さらに地域社会を

︵明星大学教授︶

年の健全な育成に努力しなければならない旨を明記する︒

担う国民は︑各々の場において︑教育環境の浄化と︑青少

迎えている︒

﹇７﹈︵国及び国民の役割と責任︶

教育は︑国家の成員が等しく担う︑崇高な任務であり︑

国及び地方公共団体︑学校及び教職員︑そして国民各
層が各々の立場に応じて担うべき権限と責任を明確に
する︒
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施策を実行することになったのである︒わが国の政府によ

÷ か 一 一

一 ・ 今 b 一 一 ÷

1

令 叫 『 陵 一 一 ÷ 一 一 一 寺

1

７０４１４６

今からほぼ半世紀前のことになるが︑わが国が挙国一致

る自主的な動きの外に︑昭和二十年終戦早々の連合国側か

は﹁修身・日本歴史及び地理停止に関する件﹂の指令を出

除外・認可に関する件﹂の指令を出し︑十二月三十一日に

ＧＨＱは十月三十日には﹁教員及び教育関係官の調査・

の体制で戦争をし︑戦に敗れたことがある︒焦土の中に立

策ヲ一掃シテ文化国家・道義国家建設﹂を目指して文教諸

育制度は転換した︒﹁従来ノ戦争遂行ノ要請二基ク教育施

宣言﹂を受諾する旨の詔書が発布された時から︑日本の教

知

らの覚書きによる施策の実行が始まった︒

も︑社会的にも︑精神的にも自失個然となっていた時期が
あった︒

教育に関していえば︑昭和二十年八月十四日﹁ポツダム
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小
ちつくし︑価値観の転倒を迫られ︑経済的にも︑政治的に

1勺

ある︒終戦後︑日本側の関係者は﹁新しい教育勅語﹂の発

書﹂が提出され︑日本の教育改革の青写真が示されたので

使節団を呼んだ︒三月三十一日には﹁米国教育使節団報告

Ｄ・ストッダードを団長とする一行二十七名の第一次教育

した︒翌昭和二十一年に︑ＧＨＱは︑米国からジョージ︒

において﹁教育基本法﹂を﹁教育宣言﹂であり︑﹁教育憲

日に衆議院本会議で可決された︒文部省は提案理由の説明

年三月十二日︑第九十二帝国議会に上程され︑三月二十五

すること﹂は︑教育刷新委員会の審議を経て︑昭和二十二

た田中耕太郎のもとで構想された﹁教育の理念及教育に関

である︒この年の五月︑吉田内閣において文部大臣になっ

章﹂である︑と意義づけたのである︒

布を構想していたが︑この﹁報告書﹂で事実上否定された︒

さて︑文部省が﹁新教育指針﹂の第一分冊を刊行したの
は﹁米国教育使節団報告書﹂の公表後一ケ月の昭和二十一

年五月十五日のことである︒その後の績刊の中で公民教育
振興の問題が取りあげられている︒

はすべて社会生活をするものであるから︑その道徳心が社

と︑善いことを求める道徳心をそなへており︑しかも人間

条以下で法律としてふさわしい教育の諸規定について述べ

第一条で教育の目的︑第二条で教育の方針を規定し︑第三

前文で教育の意義と教育に対する姿勢を述べている︒本文

教育基本法は︑前文並びに十条の文言から成っており︑

会における人間の正しい善い在り方としてはたらかなけれ

ている︒

教育基本法は︑前文で︑新しい日本の建設は教育の力に

和﹂を希求し︑﹁普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の

まつものであるとし︑﹁個人の尊厳﹂を尊重し︑﹁真理と平

日本国憲法に対するマッカーサー草案が提出されたのは

創造﹂をめざす教育を徹底しなければならないと述べてい

．⁝．．﹂とのべられている︒

っぱな社会をつくるのが公民教育のめざすところである︒

ばならない︒このようなはたらきを︑すなほにのばしてり

ここでは﹁⁝⁝人間はだれでも進んで自主的に正しいこ

一

昭和二十一年二月であり︑日本国憲法の制定は十一月三日

（31）

■■■■■■

る︒

ここでは前文および第一条・第二条を中心にして日頃考

のであろうか︑万事︑火の粉がわが身にふりかからないよ

うに行動し︑見て見ぬふりをするとか︑わずらわしいこと

して何も間違ったことを述べていない︒配慮すべきことは︑

ようになった︒しかし︑教育基本法は︑教育の基本姿勢と

か︑教育基本法や制度の見直し論が頻繁に取りあげられる

最近︑学級崩壊に始まり青少年の凶悪事件が相続くため

をえなかったとすれば残念なことである︒何れにせよ︑福

いう戦前・戦中の思想が︑占領政策の前に自己規制せざる

一宇﹂とか﹁大東亜共栄圏﹂﹁互助の精神﹂﹁隣組思想﹂と

神も同時に強調すべきではなかったと惜しまれる︒﹁八紘

﹁自由﹂﹁平等﹂の精神を強調するならば︑﹁博愛﹂の精

を避けて通る傾向が強くなっていることは否めない︒

この基本法が法律として成立して以来五十年も経過してい

祉社会の出現が当然考えられる今日︑社会性や協調性につ

えている若干の所感を述べてみたい︒

ることであり︑時代に即応した内容を有しているか否かを

いて大いに論議して欲しい問題である︒

気になる第二点は︑第一条で﹁人格の完成﹂を教育の目

吟味することである︒二十一世紀に向けて︑国民大衆の智
恵を結集して︑今後の教育課題をいまこそ︑改めて検討す

かされた︒これほど日本人に贈炎したものは珍しいのでは

終戦後五十年の間︑耳にタコができる位何処に行っても聞

思想根拠となる﹁自由﹂や﹁平等﹂がやたらに強調され︑

価値﹂を尊重することは︑大変に結構なことである︒その

気になる第一点は︑基本法で﹁個人の尊厳﹂や﹁個人の

いし︑狂人には人格の現われがなく︑奴隷には人格として

性を持ってはいるが︑まだ一人前の人格としては扱われな

人格として行動しているわけではない︒幼児は人格の可能

﹁人格﹂を意味している︒しかし︑人間は四六時中いつも

をひととも思わない﹂という場合に用いられる﹁ひと﹂が

る資格のことであって︑﹁ひとを馬鹿にする﹂とか﹁ひと

的として認っていることである︒人格とは︑人間の人間た

ないか︒ただ︑﹁個人の権利意識﹂だけが強調され︑一人

の権利は認められていない︒

べき時期ではないかと思う︒

歩きをしたようにも思われる︒加えるに都市化現象もある
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一番目は人格といわれるためには︑主体性を有することが

人間が人格であるためには︑いくつかの要件がある︒第

あることを念頭に置いて︑人格の芽生えがふくまれている

ことが多い︒このような場合でも︑相手が子供でも人間で

るわけにはゆかず︑親や教師が外から強いて何かをさせる

気になる第三点は︑人格の完成についてである︒教育基

必要である︒人格とは個性的なものとは違う︒自己意識を

その統一性の中に︑その人物の人生観や世界観が含まれて

本法は個人人格のみを対象にして論じているが︑今や︑集

人格の可能態であることを忘れないでそれをのばし訓練す

いるのである︒第三番目は人格には所有権の主体であるこ

団人格というか︑法的人格についても再考すべき時期が到

有し︑主体的であることを自覚していて︑自己を対象化し

とが必要だということである︒いわば自由なる精神を有し︑

来したのではないかと思う︒集団は︑確かに個人の集合体

ることが必要なのである︒その際にも︑他の人々と協同し

健康な肉体を有することであり︑その上自分の意志で自分

であることは否めない︒しかし︑集団意志は︑個人意志の

て観察できる者が人格を有するといえるのである︒第二番

の身体を処理しうることが人格にとって必要なのである︒

集合体として意志決定がなされる訳ではない︒リーダーシ

てやっていけるように教え裳て︑人格を完成するように育

第四番目に人格は責任を負いうる者でなければならない︒

ップや職業倫理をも含めて︑法的人格を姐上にのせ︑選択

目は統一性を有することである︒狂者が人格として扱われ

人格は社会によって責任を問われなくとも︑まさに実存と

意志・行為能力・責任能力等を検討すべき時期が丁度﹁い

てていくのが教育の仕事である︒

して己の行為に責任を感じうる者でなければならないこと

ま﹂なのではないか︒利潤追及を至上命題とし︑効率優先

ないのは︑行動に意味連関がなく︑分裂的だからである︒

はいうまでもない︒

個人人格と抵触することがよく発生する︒あくどい取り立

を規範とし︑優勝劣敗を評価基準とする法人格においては︑

ならない︒ごく幼い子供にはまだ真の自由も責任もなく︑

てを推賞するサラ金が出現したり︑経費節減のために土や

教育においては︑児童・生徒を人格として育てなければ

思想や行動の統一も不十分であるから︑完全な人格を認め
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いは普遍的なものが生成されること︑これらは盲目的な必

﹁知る﹂という作業を通して﹁普遍的なもの﹂が生成さ

水を運ぶと同様に人命に関わるシロモノをバケツで運搬す

あるいは︑庶民の夢と理想とを打ち砕くような行動をする

れ︑﹁普遍﹂と﹁特殊﹂と﹁個別﹂との分離・宥和が成就

然的な現象なのではない︒知によって媒介された必然的な

政党や政治家の一挙手一投足がマスコミを賑わす︒﹁人格

する︒ここでは﹁理性的なものは必ず現実的である﹂とい

る企業が現われたり︑あるいはあってはいけない商売に精

の完成﹂を目的とする教育基本法が成立・施行されてから

う︑ヘーゲルと同じ発想が必要であり︑楽天的ともいえる

現象なのである︒

五十年も経つのにどうしてまだ日本では定着していないの

人間の理性への全面的な信頼感が大切である︒われわれが

励する銀行やデパートの振舞いや会長の行動が報道される︒

かな︑と痛感させられる︒

る︒いま︑あらためて﹁人格﹂の諸問題にからめて︑経営

しかし︑この世の中は人間関係を基底として成り立ってい

存も大事であるが︑共同存在としての自己の在り方は︑そ

り方﹂を探索しようと心掛けるならば︑個人尊重も独立自

われわれが﹁本来あるべき場所﹂を求め︑﹁あるべき在

教育に期待したいのは︑この点である︒

倫理・企業倫理・政治倫理・情報倫理・環境倫理・生命倫

れよりもさらに大切である点に気づく︒協調の精神とか︑
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世の中は︑道徳だけで動くのではない︑と畷く人もいる︒

理・医の倫理・性の倫理等を含めた人間関係という広い立

共同調和の言葉で説かれる思想は︑教育によって成就され

するわけではない︒人間がいつも発展の媒介者になってい

﹁論理の自己展開﹂というが︑論理は決して一人歩きを

とを指すのである︒

知らしめるための活動であり︑自己実現を助ける活動のこ

ることになる︒教育とは︑こうした本来のあるべき場所を

場から﹁人格﹂理論を検討してもいいのではないか︑と思
ア﹃ノ︒

個別的なものが普遍的なものにまで発展すること︑ある

三

人間の在り方生き方は︑実験室のフラスコやビーカーや

改正問題があり︑憲法制定の問題︑議会の開設︑そして社

があった︒そしてさらに教育令︑軍人勅諭の発布︑条約の

施があり︑地租改正の問題もあった︒各地では農民騒動が

試験管の中で純粋培養されたひ弱なものであってはいけな

会の人びとの自覚や関心は統一した教育基盤を打ち出すこ

るのであるから︑実は︑人間そのものが世界を改変する

いし︑単なる観念であってもならない︒﹁倫理﹂﹁道徳﹂は︑

とや近代国家を形成する方向に収敵していった︒考えて見

あり︑没落士族の反乱が続出するという激しい社会の変動

呪文を唱えて枕もとに靴下を置けば︑明くる日には願いご

れば︑明治維新以来二十有余年を要して︑わが国は国家の

﹁運動エネルギー﹂にほかならないのである︒

とが成就するような類のものではない︒大勢の人びとの同

より所や国民教育の大筋を決定したのである︒

われわれが︑いま︑論じている教育基本法は︑昭和二十

意を得て︑還しく社会の中に根づくためには︑もっとした
たかに︑人びとの魂を真底から震憾させるような呼びかけ

はない︒﹁おのずから成れるもの﹂でもなく︑人間のさま

歴史的な社会的現実は︑単なるあるがままの﹁自然﹂で

のであるから︑国民すべての意識の変革までを念頭におい

されたものである︒あれからもう五十年以上も経っている

昭和二十年八月に敗戦を迎えてから短期日を要して成案化

二年三月に進駐軍の占領下において成立したものである︒

ざまな営為によって﹁つくられたもの﹂である︒人間社会

て論じあっても決して誰からも批難されないであろうと信

と共感がなければならない︒

の諸条件の中で︑集団的活動を営むために︑われわれの先

ずる︒

のではないか︒

︵本会評議員・日本大学教授︶

基本姿勢を︑みんなでもう一度じっくりと論議してもいい

二十一世紀の幕開けにふさわしいようなわが国の教育の

人たちは︑何時も︑﹁何を﹂﹁どのように﹂すればよいか︑

に思いをめぐらせてきたのである︒
めざ

日本民族の自覚に点火し覚醒めさせた直接の契機は︑明
治維新にある︒国民として自覚するまでに民権運動もあっ
たし︑啓蒙運動もあった︒学制の頒布があり︑徴兵制の実
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第二条︵教育の方針︶教育の目的は︑あらゆる機会に︑あ

らゆる場所において実現されなければならない︒この目

的を達成するためには︑学問の自由を尊重し︑実際生活

に即し︑自発的精神を養い︑自他の敬愛と協力によって︑

文化の創造と発展に貢献するように努めなければならな
い︒

ないものであって︑人種︑信条︑性別︑社会的身分︑経

能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければなら

第三条︵教育の機会均等︶すべて国民は︑ひとしく︑その

済的地位又は門地によって︑教育上差別されない︒

われらは︑さきに︑日本国憲法を確定し︑民主的で文化
的な国家を建設して︑世界の平和と人類の福祉に貢献しよ
教育の力にまつべきものである︒

第五条︵男女共学︶男女は︑互いに敬重し︑協力し合わ

については︑授業料は︑これを徴収しない︒

②国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育

普通教育を受けさせる義務を負う︒

第四条︵義務教育︶国民は︑その保護する子女に︑九年の

を講じなければならない︒

経済的理由によって修学困難な者に対して︑奨学の方法

②国及び地方公共団体は︑能力があるにもかかわらず︑

うとする決意を示した︒この理想の実現は︑根本において
われらは︑個人の尊厳を重んじ︑真理と平和を希求する
たかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければなら

人間の育成を期するとともに︑普遍的にしてしかも個性ゆ
ない︒

ここに︑日本国憲法の精神に則り︑教育の目的を明示し
制定する︒

て︑新しい日本の教育の基本を確立するため︑この法律を

なければならないものであって︑教育上男女の共学は︑

第六条︵学校教育︶法律に定める学校は︑公の性質をもつ

認められなければならない︒

個人の価値をたっとび︑勤労と責任を重んじ︑自主的精

法人のみが︑これを設置することができる︒

ものであって︑国又は地方公共団体の外︑法律に定める

的な国家及び社会の形成者として︑真理と正義を愛し︑

第一条︵教育の目的︶教育は︑人格の完成をめざし︑平和

なければならない︒

神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われ
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るに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなけれ

②教育行政は︑この自覚のもとに︑教育の目的を遂行す
ばならない︒

②法律に定める学校の教員は︑全体の奉仕者であって︑
らない︒このためには︑教員の身分は︑尊重され︑その

遡って︑教育の在り方を再検討することを私たちに

さかのぽ

今日の教育の深刻な状況は︑戦後教育の原点にまで

教育基本法について

めた﹁審議報告﹂の要旨︵抜粋︶は以下の通り︒

教育改革国民会議の第一分科会が七月二十六日まと

鋤滑伽幡鋸鯉諦職舗要旨抜粋

この法律は︑公布の日から︑これを施行する︒

附則

ならない︒

に必要がある場合には︑適当な法令が制定されなければ

第十一条︵補則︶この法律に掲げる諸条項を実施するため

自己の使命を自覚し︑その職責の遂行に努めなければな
待遇の適正が︑期せられなければならない︒

おいて行われる教育は︑国及び地方公共団体によって奨

第七条︵社会教育︶家庭教育及び勤労の場所その他社会に
励されなければならない︒

②国及び地方公共団体は︑図書館︑博物館︑公民館等の
て教育の目的の実現に努めなければならない︒

施設の設置︑学校の施設の利用その他適当な方法によっ

第八条︵政治教育︶良識ある公民たるに必要な政治的教養
は︑教育上これを尊重しなければならない︒

②法律に定める学校は︑特定の政党を支持し︑又はこれ
らない︒

に反対するための政治教育その他政治的活動をしてはな

会生活における地位は︑教育上これを尊重しなければな

第九条︵宗教教育︶宗教に関する寛容の態度及び宗教の社
らない︒

②国及び地方公共団体が設置する学校は︑特定の宗教の
ための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない︒
第十条︵教育行政︶教育は︑不当な支配に服することなく︑

国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもので
ある︒

（37）

迫っている︒戦後の教育の歴史は︑昭和二十二年に制
定された教育基本法の歴史でもある︒したがって︑戦
後教育の在り方に関して根本的な議論を行う際に︑教

︵基本認識に関係する意見︶

○戦前の教育を見直し︑新しい時代の教育へと転換さ

せた点に関しては︑教育基本法はその役割を十分果た

育基本法について議論することは避けて通れない︒

もちろん︑教育基本法を改正したらいじめが直ちに

してきたが︑今日︑その時代的役割は変化してきてい

○教育に関する従来の惰性的気風を一気に打ち破るた

行うことが必要である︒

○教育基本法も時代の変化に合わせて︑適宜見直しを

る︒

減少するとか︑青少年の凶悪犯罪が発生しなくなると
ではない︒

か︑そのような短絡的な観点から議論しようとするの

教育基本法とは︑教育の理念を示す︑いわば道しる
べとなるべき性格の法律であろう︒あるいは︑日本と

必要である︒

○教育基本法が日本語らしい文章になるよう︑改正す

めの社会的ショック療法として︑教育基本法の改正が

る場合には︑専門家も参画させることが必要である︒

いう国が目指すべき教育の基本像・全体像を示す法律

厳しい環境を考えたとき︑教育の道しるべである教育

であると言ってもよいだろう︒日本の教育のおかれた

基本法に触れることなく改革の議論を行うことはもは

的なものであり否定すべきものではない︒それよりも︑

○教育基本法第一条に規定する教育の理念などは普遍

それとともに︑戦前の教育理念の反省のもと︑空襲

もに関する様々な困難な問題が生じてきている︒

教育に関する諸条件の整備が不十分であるため︑子ど

やできない︒

による焼け野原の中で求められた教育基本法と︑新世

︵各条文に関係する意見︶

紀を控え︑飢えとは無縁の豊かな時代に求められる教
育基本法とは異なったものになるのではないか︒

私たちはこのような考え方のもと︑我が国の教育の

○教育基本法前文及び第一条の規定では︑個人や普遍

在り方に関する論議の一環として教育基本法について

的人類などが強調され過ぎ︑国家や郷土︑伝統︑文化︑

おおむ

概ね以下のようなものである︒

議論を行った︒その中で出された主な意見を掲げれば
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家庭︑自然の尊重などが抜け落ちている︒

に拡大解釈された経緯がある︒

となく⁝行われるべきものである﹂という規定が過去

◇

○教育の目的を法律で規定することは非常にむずかし
い︒教育基本法の第一条については慎重に検討すべき

以上のような議論を踏まえた場合︑第一分科会とし

である︒

ては教育基本法の改正が必要であるという意見が大勢

一部に位置づけられているが︑家庭教育の取り扱いと

○教育基本法第七条において︑家庭教育が社会教育の

のあるものとなるためには︑教育内容や教育行財政制

結びつくものではない︒教育基本法の改正が真に意味

あり︑その改正が教育をめぐる諸課題の解決に直ちに

基本法は教育の理念・目指すべき方向性を示す法律で

あ

○教育基本法第五条に規定する男女共学の規定は今日

しては適当ではない︒これに関連して︑教育基本法に

度の改善など︑具体的な改革方策をあわせて実現する

を占めたと考えている︒なお︑前述したように︑教育

では当然のこととなっており︑敢えて規定する意味に

生涯学習の理念との関係を明確に記述すべきである︒

乏しい︒

また︑義務教育の位置づけも含め学校や家庭の役割を

ことが不可欠であることに留意する必要がある︒

せる保護者︑国民の皆様の思いも踏まえながら︑率直

に立つことなく︑教育の厳しい現状と教育の再生に寄

私たちは︑はじめに教育基本法の改正ありきの姿勢

明確に記述すべきである︒

め︑情操教育などが十分に行われておらず人格形成の

○教育基本法第九条の宗教教育に関する規定があるた
面などで問題が生じている︒このような点も︑学校の

の基本像にかかわる教育基本法に関しては︑第一分科

に議論を重ねてきた︒そして︑これからの時代の教育

会のみならず︑今後全体会においても議論を行うこと

荒廃の背景として存在する︒また︑地域における伝統
○教育基本法第九条の規定については︑憲法第二十条

う︑検討していくことが必要である︒

が必要である︒また更に︑国民的な合意が得られるよ

や習俗を希薄化させることにもつながっている︒

第三項の﹁国及びその機関は︑宗教教育その他いかな
したものである点に留意する必要がある︒

る宗教的活動もしてはならない﹂という規定を具体化
○教育基本法第十条の﹁教育は不当な支配に服するこ
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03校（小学校2,675校，中学校1,096校，高等学校232校）
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戦後教育と教育基本法

１１←１１

五十数年たったわけですが︑そのあとにこれを見直す

一 一 一 一 一 ● 一 令 一 一 一 一 一 今 一 ● 一 一 一 一 一 ● 一 一 一 一 一 一
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垣

教育改革国民会議を設けまして︑その中でこの問題を

検討しようというようなこともあるやに承っておりま

機会が幾度かございました︒例えば昭和四十一年に

戦後教育の理念として教育基本法ができましてから

す︒

して講演会を開催することができました︒

これは教育基本法に欠けているものを日本の風土に

した一つの対案が出たわけです︒

﹁期待される人間像﹂という高坂正顕先生が作られま

かなかございませんでした︒いまは自民党も︑また政

うに教育基本法を表立って問題にするという空気はな

ということも言われておりますが︑この﹁期待される

人間像﹂も社会の受け入れるところとならず︑また最

根づかせるために︑あえてこういうことをやったんだ

ジェクトをつくりまして︑あるいは仮称ですけれども

府も教育基本法の問題を研究しようというふうなプロ

議題にされつつありますが︑これまでは憲法と同じよ

いま教育基本法の問題が︑何となくそこはかとなく

教育基本法研究の最も権威ある杉原先生をお迎えしま

教育基本法問題をいちばんはじめに取りあげまして︑

て︑今日は﹁戦後教育と教育基本法﹂ということで︑

鈴木勲会長本会の特別講演会も第十回を迎えまし

Ｆ︲←１１１

一 一 ● 一 ● 一 ・ 争 一 李 一 令 一 ● 一 ● − 令 一 一 一 一 一 ● 一 一 一 今 一 一

討するいちばん適切な機会だったわけですが︑このと

近の臨時教育審議会におきましても︑教育基本法を検

ておられます︒

非常に幅広く日本の政治︑外交︑教育を含めて研究し

︵大正出版︑平成十一年︶という本を出されましたが︑

その杉原先生をお迎えして︑少ない時間ですが︑皆

きも﹁教育基本法の精神にのっとり﹂ということで改

ます︒

様方と一緒に戦後教育の問題を真剣に考えたいと思い

正問題を避けて通ってきた経緯があります︒今ようや
くこの問題を表立って取りあげるような環境ができつ

そういうときに︑この世界の権威であります杉原先

つあるやに思います︒

大学の教育学部教育行政学科において教育行政を学ば

杉原先生はここにご紹介申し上げますように︑東京

と思います︒先ほど紹介いただきましたように﹃杉原千畝

すが︑まず最初に外交問題のことを少しお話しておきたい

ように︑今日は教育基本法を中心にお話するということで

紹介いただきました杉原です︒いま紹介いただきました

教育に影を落とす日本外交の問題

れまして︑あの宗像誠也先生のお弟子さんと申し上げ

どもとしては非常に時宜を得たものと考えております︒

生をお迎えしてお話を聴くことができますことは︑私

たいのですが︑実は宗像先生に疎まれまして︑博士課

がらこの人が昭和二十二年四月に引き揚げて帰ってきて間

官です︒ご存知だと思いますが︑これだけの功績がありな

杉原千畝というのは︑ユダヤ六千人を救ったという外交

と日本の外務省﹄という本を先日出しました︒

の制定過程と解釈﹄︵協同出版︑昭和四十七年︶とい

その杉原先生が著されましたのが﹃教育基本法ｌそ

程にも行かれなかったという方であります︒

う非常に早く出た本でありまして︑これによって教育

昭和六十一年に亡くなるのですが︑その時まで日本政府︑

もなくの六月に︑外務省を辞めさせられたのです︒そして

これだけの功績のある人を︑昭和二十二年の六月の時点

日本政府は未だ何もしておりません︒

かったのです︒イスラエルの国が顕彰をしましたけれども︑

外務省は一度もこの人にその功績を顕彰する行為をとらな

基本法の制定過程などが学界においてやっと冷静に議
基本法を研究する基本的な文献であります︒

論すべき問題になったようなことでありまして︑教育
そのほか最近は日米関係︑とくに外交の問題につい
て健筆を振るっておられまして︑幾多の著書を出して

おられます︒最近では﹃杉原千畝と日本の外務省﹄
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でどうして辞めさせたのか︑それが不思議です︒

そのためにアメリカ国民は︑ルーズベルト大統領が日本

あの鈴木勲先生が︑文部省で初中局長をされていたとき︑

だと思ったのです︒そのために原爆を落とすのも蹟路しま

んでしたから︑日本が本当に卑劣な﹁編し討ち﹂をしたん

の暗号電報を読んでいるということは︑まったく知りませ

昭和五十七年︑教科書検定で﹁侵略﹂を﹁進出﹂に書き換

アメリカ政府の政策をアメリカ国民は全部支持したわけで

せんでした︒さらにはソ連まで誘っていました︒そういう

私が外交問題に興味を持つようになったのはほかならぬ

えさせたという事件がありました︒そのときに外務省は誤

そういうことで宣戦布告が遅れたということは︑万死に

す︒

報であることを承知しながら︑宮津官房長官に謝罪をさせ
です ︒

たのです︒それで文部省の努力が全部水の泡になった事件

大使館内に緊急体制を布かなければならなかったのに放置

イプを打つべきなのに放置して遊びに出かけた書記官と︑

値する失態ですけれども︑責任の張本人二人︑前の日にタ

ころだと思いまして︑少し外務省のことを調べておりまし

その時から︑外務省というところは何たることをすると

た︒そうしたらまず最初に出てきた問題が︑占領が終わる

ものという印象をもっております︒確かに内容はきついの

いうものについて︑日本に非常に苛酷な条件を突きつけた

話がちょっと転回しますが︑われわれはポツダム宣言と

した参事官︑その二人が外務次官に就任しているんです︒

日米戦争が真珠湾攻撃をもって始まることは皆さんよく

関係する人物が外務次官に栄進していたのです︒

昭和二十七年前後ですが︑真珠湾の﹁編し討ち﹂の失態に

ご存知でしょうが︑そのときに日本は宣戦布告を真珠湾攻

いたグルーという駐日アメリカ大使︵この人は日本とアメ

ですが︑そのポツダム宣言は実は︑日米開戦の時に日本に

にもかかわらずワシントンの日本大使館の人たちが外務

撃の三十分前にアメリカ政府に渡すはずでした︒

そしてルーズベルトが死んだ後︑ドイツが崩壊した時点で

に帰っていて︑終戦前国務省の次官を務めていたわけです︒

にものすごく努力した人ですが︶︑その人が当然アメリカ

受けていたにかかわらず︑前の日にパーティを開いて︑そ

原爆開発の秘密と︑ソ連が参戦するという秘密を知って︑

リカの戦争が無益な戦争だということで︑その阻止のため

のために宣戦布告をタイプするのが遅れて︑真珠湾攻撃の

理其他予メ万端ノ手段ヲ了シ置くカレ度シ﹂という訓令を

方が先になり︑それで日本は真珠湾で﹁賑し討ち﹂をした

日本をしてドイツのような運命をたどらせてはいけない︑

省から﹁訓令次第何時ニテモ米側二手交シ得ル様文書ノ整

ということになってしまいました︒

（43）
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戦後教育と教育基本法の核心に迫る講演の杉原誠四郎先生

です︒だから日本を救わなければいけないと考えるわけで

日本はそこまで悪いことをした国ではない︑と考えるわけ

す︒そういうことで日本に降伏する機会を与えようとして

考えたのがポツダム宣言だったのです︒

ポツダム宣言の条件は︑日本が崩壊してドイツと同じよ

うに︑ソ連とアメリカの連合軍が日本を占領した後でする

政策を元にしていましたから︑軍隊の解体というのが当然

それでもそれをソ連が入ってくる前に出して︑日本がそれ

含まれてくるわけです︒ですから中身は苛酷ですけれども︑

で降伏すれば︑日本は壊滅することなく︑分断国家になる

こともなく︑終戦を迎えることができる︑そういうことで

ポツダム宣言を出したんです︒ですからポツダム宣言の裏

側の真の意味は︑日本を救出するということだったんです︒

グルーという人は昭和四十年に亡くなるんですが︑新聞

を見るとマッチ箱くらいの死亡記事しか出てないんです︒

ていらっしゃると思いますが︑忘恩の徒になっております︒

これだけの恩人に対して︑皆さんもグルーをほとんど忘れ

日本国民は意図的に忘恩の徒になるつもりは毛頭ないんで

ルーの功績を讃えるということは︑日本の外交が非常にま

すけれども︑外務省がそのように仕向けているのです︒グ

いことです︒

ずく︑失敗をしたということを前提にしないかぎりできな

外務省の無能と失敗を隠すためには︑グルーを評価する

（44）

いように誘導するわけです︒

わけにはいかないんです︒それで外務省という一つの省が

が言えないわけです︒どんなに民間人があの戦争には日本

うことを言おうとしても︑外交をつかさどる︑外務省自身

われわれがあの戦争には日本側にも言い分があったとい

めようとすることになります︒衝動的に謝罪をする日本の

争でありながら︑その真の姿を正しく見れないようにして

牲が教育に来ているわけです︒あれだけの犠牲を払った戦

そういうふうな関係になっておりまして︑その大きな犠

ているわけですから︑効果がないんです︒

にも言い分があったということを言っても︑外務省が黙っ

その全力を傾けて︑国民が外務省の戦争責任に気が付かな
その結果︑歴史を歪めて︑あの戦争の本当の姿が見えな
いように国民を誘導していますから︑そのためにいろいろ

外交は︑外務省自身が国民に知られてはならない大きな秘

いるわけですから︑そういうことで外務省の戦争責任隠し

なときに︑ものがこじれるとすぐ謝罪をして事なかれで収

密を持っているからです︒

さて︑そういう外交問題を扱いまして︑今日の教育基本

のいちばん大きな犠牲は教育が受けているかもしれません︒

法の問題に入ります︒教育基本法につきましては先ほども

それで︑杉原千畝がどうして昭和二十二年の時点で辞め

紹介がありましたように︑最近やっと教育基本法を自由に

させられたのかということを追っていくと︑この人が外務
いんです︒そしてユダヤ人を六千人救っているわけです︒

省の中に残っていると︑この人は三国同盟にも協力してな

論議できる雰囲気が出来かけております︒

省の悪かったことをきちんと整理していくことになります︒

の荒廃状況︑そういうものを見たときに︑大きく分けて二

論じるということですが︑戦後の教育︑そして今日の教育

教育基本法について論じるということは︑戦後の教育を

占領軍が評価した﹁修身﹂

そして日米開戦阻止にも役立つ極めて重要な情報をドイツ
から送っているのです︒

そうすると日米関係に責任ある人たちが全部外務省を出て

この人が戦後の外務省の中心にもしなれば︑戦前の外務

行かなければいけなくなります︒

るわけで︑昭和五十七年の教科書問題のあの不思議な外務

させられたわけですが︑これも先ほどのポツダム宣言を受

一つは占領によって占領教育改革を強いられたというか︑

つの原因を考えなければいけない︒

省の行動というのは︑そういうところに根があったという

諾したわけですから︑日本の教育を改革するということは︑

そういうことが外務省を調べてみたらずっと分かってく

ことがわかるわけです︒
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形式的には国際法上の義務だったわけです︑そのときの教

けで︑それを民主主義国家にとって不要な道徳かどうかと

﹁親切﹂であるとか︑そういうふうな徳目が書いてあるわ

ころは除いて︑﹁正直﹂であるとか︑﹁勤勉﹂であるとか︑

が出てくるのです︒にもかかわらずどうして修身が復活し

考えていくと︑﹁修身は禁止するに値しない﹂という結論

あります︒もう一つは︑そういうこととは関係なく日本が
これほど高度文明化して︑これは日本だけでなくて世界の

育改革の中身がどういう問題を持ったかということが一つ

文明諸国全部ですが︑ここまで文明化したことがいかに教

この人は戦前は国民文化研究所という︑どちらかというと

の学部長を務めた海後宗臣氏の不明朗な行動に関係します︒

ここでは残念ながら︑東京大学教育学部の事実上の初代

なかったか︒そこに占領教育改革の悲劇があるんです︒

ほかならぬこの日本弘道会は道徳教育を非常に重視され

その時の国策に従った研究所の所員を務め︑助教授で東京

し︑この後者の問題は今日のテーマではありません︒

育を不健全なものにするか︑という問題があります︒ただ

ている団体のようですが︑戦後教育改革において起こった

帝国大学に帰ってきて︑戦争中はその時の文部省に協力し

道徳教育に関係した非常に大きな問題があります︒

道徳教育に関係しましては︑昭和二十年十二月三十一日

そういうふうなことをした人は教職追放を受ける可能性

ているんです︒

があります︒それで占領が始まると海後さんはいち早く占

に例の﹁修身︑日本歴史及上地理停止﹂に関する指令があ
きなくなったんです︒その後の教育史の展開を見ていくと︑

海後氏の提案では授業の停止という言い方ではなかった

ります︒それによって戦前の修身という教科は︑授業がで

のですが︑修身は教科書を全廃して講話に切り換える︑そ

したらどうかという提案害を出しているんです︒

そうしますとわれわれは︑何も細かいことのわからない

領軍に接近します︒そして修身の停止に関係した指令を出

状況では︑占領軍が修身を禁止したからだめになったんだ

提案をしています︒

ういう感じの提案ですが︑ともかく修身を批判する指令の

も復活しております︒けれども修身は復活しませんでした︒

というような思い方をしますけれども︑実は先ほどの指令

日本歴史というのは日本史として復活しております︒地理

を起草したロバート・キング・ホールという担当官は︑修

ような方針は中止すべきであると私見を述べないわけには

ます︒占領軍がその指令を書いたので︑私は驚いて﹁この

しかし︑海後氏は自分の回想録では逆のことを書いてい

戦争中の修身の教科書を調べると︑確かに軍国主義で兵

身を非常に高く評価していたんです︒

隊が出てくる場面があったりはするんですが︑そういうと
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教科として開設しませんでしたから︑教科書がありません︒

主性とか︑それこそ個性とか︑そういうものに反するとい

れて︑道徳教育を子供たちに強制するのは︑子供たちの自

評価をいたしません︒そして︑民主主義という論理に毒さ

アメリカ教育使節団は社会科を開設しろということは直接

節団が帰った後ですが︑社会科の開設を画策するのです︒

似ても似つかないものになってしまいました︒

うことで︑遠慮しながらの道徳教育で︑かっての修身とは

海後氏はさらに昭和二十一年の五月︑六月ごろ︑教育使

いかなかった﹂と書いています︒

は書いてありません︒にもかかわらず社会科の開設を画策

社会科の中には子供たちの生活という意味が入っていま

しまうのです︒そのために有効な方法がとれないまま道徳

ために︑修身の中で形成されたノウハウが全部否定されて

いうものに近づけてはならないという誤った大命題がある

道徳教育の仕方の中に結局︑戦後の出発において修身と

すから︑そこの中に道徳的要素が入ってくるんです︒そう

教育をやっているから︑努力はすれども全然効果がないと

の開設となりました︒

して︑だんだん占領軍がそっちに近づいていって︑社会科

うことになるわけです︒

すると︑社会科を開設すれば︑道徳の授業は要らないとい

道徳教育に関係しましては︑憲法教育ということに関係

いうことになるわけです︒

う科目に直そうとする︒これもかなり関係しているんです

でご存知のように︑占領軍から押し付けられたものです︒

しても︑もう一つ問題があります︒憲法は当然皆さん常識

もう一つの原因は︑日本側が早くから修身を公民科とい
が︑日本側が修身を改革しようとしていた︑それとも重な

しかしながら現在われわれがこの憲法に対してやっている

っているんですが︑結局キング・ホールは修身は民主主義

社会と矛盾するものではないという結論を出していたにも

そのいちばんの矛盾した解釈が第九条です︒戦争放棄に

原則としてわれわれ日本が自主的に解釈している︒

関係したことに関しては︑憲法全体を読むと︑国務大臣は

解釈は︑決して占領軍が押し付けたものではないんです︒

そして昭和三十二年︑三年ごろに︑あのころの文部省は

です︒

今と違ってずいぶん強気でしたから﹁道徳の時間﹂の開設

に軍隊がいるということを前提としているんです︒そのう

文民でなければならないという条文があったりして︑日本

かかわらず︑修身の授業は再開されないままに終わったの

に持ち込むのです︒ですが私に言わせると︑この﹁道徳の

え︑憲法を作ったとき︑占領軍がどういう考え方をしてい

時間﹂の開設は完全に失敗しております︒

そのときに︑﹁道徳の時間﹂は開設しましたけれども︑
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必要はないわけですから︑軍隊がいるという解釈をするの

ようと︑日本及び日本国民がその考え方に直接拘束される

うすれば戦後の日本は外務省によっていかに歪められ︑駄

度の人であった︒この吉田茂も外務省出身の人でした︒そ

任を隠し歴史を偽造したのも吉田茂です︒吉田茂はその程

助けにきてくれる︑ということが前文に書いてあるんです︒

そしてよそから侵略されたときには︑よその国が日本を

は︑根本において教育の力にまつべきものである﹂とあり

の福祉に貢献しようとする決意を示した︒この理想の実現

定し︑民主的で文化的な国家を建設し︑世界の平和と人類

法の﹁前文﹂には︑﹁われらは︑さきに︑日本国憲法を確

さて︑今日の本題の教育基本法の問題ですが︑教育基本

教育基本法と憲法

目になったか︑その被害はあまりにも甚大です︒

は︑日本および日本国民の自由ということです︒

確かに条文によれば︑国際紛争を日本の方から戦争を仕
掛けて解決するということは︑われわれはやめたことにな
る︒しかしながら日本がよそから侵略をされたときの︑自

﹁平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して︑われらの

衛のための戦争はあり得る︒

安全と生存を保持しようと決意した﹂︒侵略された場合は︑

うえで︑本質的な問題をもっているのです︒残念なのは︑

しかしその前提となる憲法は先ほど述べたように解釈の

ます︒

そのような解釈は︑マッカーサーが押しつけたのではなく

にもかかわらず︑よその国が侵略されたときには︑戦争

余所の国が日本を助けてくれる︒

戦後の日本政府は行っているのです︒

助けてもらうときには︑よその国が血を流してくれること

一条の象徴天皇に関する問題です︒この問題も︑条文自体

教育基本法に関して憲法のもう一つの大きな問題は︑第

日本をして半国家的にする解釈を行っているのです︒

日本自らが採った解釈であるということです︒日本自らが

を放棄したからと言って助けに行かない︒そういう解釈を
このような憲法解釈で︑日本の公教育は成り立ちますか︒

を前提にしながら︑相手が侵されているときには︑日本は

の問題というよりも︑その解釈を明解にしないという解釈

日本は国家として道徳的に成り立ってないんです︒自分が

助けに行かない︒それでは道徳的に︑国家の道徳として成

日本国民統合の象徴であって︑この地位は︑主権の存する

つまり︑第一条における﹁天皇は︑日本国の象徴であり︑

上の問題です︒

ところでこのような解釈をつくったのは吉田茂です︒先

り立っていません︒

ほど外務省の話をしましたが︑このような外務省の戦争責
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熱心に耳を傾ける参会者

す︒

日本国民の総意に基づく﹂というときの﹁象徴﹂の意味で

大日本帝国憲法の天皇主権から日本国憲法の国民主権は

大転換ですが︑しかしその﹁象徴﹂は大日本帝国憲法を経

由して︑日本国民の総意としてのものですから︑厳粛なる

意味をもっているはずのものです︒それが教育において必

ずしも十分に強調されていない︒象徴にすぎないとして軽

く見︑あるいは極端には国民主権に反するものとして敵対
ていない︒

的に見る見方が︑教育界において必ずしも十分に駆逐され

憲法を前提とする教育基本法から見て︑はなはだ遺憾と

言わざるをえません︒憲法の解釈を個々の国民が︑個々に

基づく公教育として天皇の位置づけをあいまいにすること

自由に行うのはそれこそ自由ですが︑憲法︑教育基本法に

教育基本法に関係して︑憲法とかかわるもう一つの深刻

は許されないでしょう︒

な問題は︑憲法第二十条でいう信教の自由︑そしてこれに

関連する教育基本法第九条の宗教教育の問題です︒

憲法第二十条に非常に厳しい宗教と国家︑政治が分離す

に拡大解釈されて︑極端な例として金沢でしたか︑真宗の

る︑いわゆる政教分離という規定があります︒これが非常

強いところですが︑お昼時間に﹁いただきます﹂という挨

拶が宗教的だということで中止している学校があるという
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んです︒

憲法は先に見たごとく︑戦争放棄とか︑象徴天皇とか︑

人格の完成と個人主義

く見つめる︒宗教と哲学の違いを考えてほしいですが︑哲

て主権在民︑民主主義︑人権尊重と︑その特色はいろいろ

日本国に対する極めて重大な特色を定めています︒そし

宗教というのはいちばん根源的に言いますと︑自分を深

の追及です︒哲学というのは︑政治学とか経済学と比べて

に述べていますが︑教育から見たときの︑この憲法の特色

学というのは人間として最も重要な認識は何かということ

て最も重要な︑最高の認識を求める努力です︒

万学の中心にある学問だとすれば︑それは人間の認識とし

という国法上の位置づけからも︑教育基本法も︑個人尊重

本国憲法を確定し﹂と言うとき︑憲法の方が上位法である

教育基本法がその﹁前文﹂で︑﹁われらは︑さきに︑日

つまり個人主義を基調としているということです︒

れる﹂ということです︒憲法は︑教育上︑個人尊重主義︑

は︑第十三条に言う︑﹁すべて国民は︑個人として尊重さ

それに対して宗教は何かというと︑宗教は必ず自分の問
題があります︒自分の問題を抜きにした宗教はないんです︒
在するものです︒

宗教というのは︑その自分の存在を深く確かめる過程で存
このように考えてくると︑宗教教育の事実上出来なくな
っている今日の日本の教育︑これは極めて深刻な問題とい

せん︒が︑ここで明確に指摘しなければならないのは︑教

主義を基調としなければならないことは言うまでもありま

ということですから︑教育においても︑究極の意味におい

育の原理と︑国法上の個人主義の問題です︒個人尊重主義

わなければなりません︒

以上︑憲法と教育の関係で深刻な問題を述べてきました

しかし︑教育基本法第一条の﹁教育の目的﹂は︑何と規

ては︑個人を尊重するということはたしかです︒

が︑しかし実は︑憲法は︑国法の最高法規として︑そして

教育基本法は︑次代を担う子供の教育に関する実質上の最

﹁人格の完成﹂であると規定しています︒

定しているでしょうか︒﹁教育の目的﹂のそのまた目的は

高法規として︑その基調とするものが原理的に相矛盾する
ところがあり︑そのことを前提に︑憲法は憲法の役割を︑

これは︑明らかに︑子供の教育にあって︑低次元に子供

教育基本法は教育基本法の役割を果たさなければならない
ことを述べておきましょう︒

子供たちが怠惰に流れたり︑悪いことを行ったりしたと

を尊重するのではないということをいっています︒

(50)

き︑それを叱り︑矯正するように強制権を発動して是正し

ったゆえんもじつはそこにある︒しかしここで注意し

とき︑日本側の識者がこぞってこの報告書に賛辞を贈

たいのだが︑﹁人格の完成﹂を﹁教育の目的﹂の中核

なければなりません︒しかしそれは低次元に︑その場かぎ
りでは子供の意志を無視し︑好みを禁止する事であり︑低

ずしも十分に尊敬して扱われなかった﹁個人﹂を解放

とする教育基本法は︑たんに︑戦前の教育のなかで必

しかしそのことによって︑健全な人間に育て︑正当な人

することのみを課題としたのではない︒﹁個人﹂を解

次元には子供を尊重していないことです︒

放するとともに︑ただちにあるべき人間像を求め︑そ

れによって失われようとするものを補おうとしたので

いうことです︒

すなわち﹁人格の完成﹂を﹁教育の目的﹂の中核とする

め︑十分に日本側の意図を定着させえなかったところ

ある︒教育基本法全体としては占領下で制定されたた

間を育成することで︑究極においては︑個人を尊重すると

教育基本法では︑低次元に個人を尊重するのではなく︑教

し︑﹁個人﹂を解放するとともに︑あるべき人間像を

もあるが︑﹁人格の完成﹂を﹁教育の目的﹂の中核と

育としてはあくまでも﹁人格の完成﹂をめざして︑子供た
ちを必要なときには︑強制権を発動してまで︑その神聖な

法にはたしかに定着し︑今日の教育基本法に残ってい

求めたというその核心の部分は︑制定された教育基本

努力を継続するという関係になっているわけです︒
私は﹃教育基本法の成立ｌ﹁人格の完成﹂をめぐって﹄

るのである︒

︵日本評論社︑昭和五八年︶を出版したとき︑この﹁教育
のように述べたことがあります︒

の目的﹂
﹂の
の中
中核
核が
が﹁
﹁人
人格
格の
の完完
成成
﹂﹂であることについて︑次

意味では︑戦前の教育に対する批判としても十分に意

それ自体は否定すべくもなく大切なものである︒その

改革の方針からも飛躍があり︑見方によっては当時の

基本法の立場は︑当時日本側ですすめようとした教育

﹁人格の完成﹂を﹁教育の目的﹂とするという教育

また次のようにも述べたところがあります︒

味をなしており︑さきにみた日本側の自主的な教育改

ものである︒したがって制定後現実の教育を引張って

現実の課題からも遊離した︑したがって緊張感のない

﹁個人の尊厳﹂とか﹁個人の価値﹂というものは︑

るのであって︑﹃アメリカ教育使節団報告書﹄が出た

革の方針にみた従来の教育への反省も︑核はそこにあ
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改革のなかで無視されがちな存在となった教育基本法

経済的発展に基づく︑教育の困難さ︑そういう意味でも状

そして︑今日のテーマではありませんが︑文明の高度化︑

状況のちがいを率直に認めるべきです︒

である︒けれども﹁個人の尊厳﹂や﹁個人の価値﹂を

況は進展しているのです︒そうした状況の変化を視野にお

いく力がなく︑ともすればアメリカ側が主導する教育

も︑しかしそのままで終わるのではなく︑ただちにあ

認め︑その点ではアメリカ側と同一歩調をとりながら

す︒

いて︑教育基本法改正論議は活発に行うべきだと思われま

このことも十分に押さえて︑徒らに過度に︑教育基本法改

でもって教育がただちに︑よくなるわけでもありません︒

の状況に合わせて︑完壁に文言を改正したとしても︑それ

もっとも︑教育基本法を︑戦後教育改革を克服し︑今日

るべき人間像を求めた教育基本法は︑アメリカ側がも
る︒

たらした教育改革の理念をたしかにこえていたのであ

しかしながら︑今日の教育の実態を見ると︑このように

るべきか︑戦後教育をどう反省すべきか︑教育をめぐる状

しかしながら︑その徹底的審議を通じて︑教育はどうあ

正に期待するのも誤りでしょう︒

況の変化をどう評価すべきか︑少しでもわかってくるもの

重﹂の強調は︑教育現場では低次元の個人の尊重となり︑

はなってはいません︒とくに︑臨教審以来の﹁個性の尊

言うまでもありませんが︑教育基本法は︑憲法と同様︑

教育の荒廃をいっそう推し進めているように思われます︒

と思われます︒そのためには徹底した審議が期待されます︒

展︑展開についても少しく述べておきたいと思います︒

このような審議にかかわって︑日本の戦後の教育学の進

教育学者の責任

けっして健全な環境で制定されたものではありません︒し
たがって︑教育基本法を改正する必要はないとか︑改正議
論を許さないというような主張は︑今日の教育の荒廃の現
実を見たとき︑教育関係者として︑けっして誠実な態度と
は言えないでしょう︒改正については十分に審議すべきで

また︑制定された時点では︑教育と言えば子供への教育

て日本の伝統的な教育学と︑アメリカの民主主義的な教育

崩壊せり﹂という論文を書きました︒占領期に教育学とし

です︒去年の﹃諸君！﹄八月号に私は﹁かくて﹁教育学﹂

戦後の日本の教育の荒廃には︑教育学者の責任があるん

が中心であったわけですが︑生涯を通じての教育︑生涯を

す︒

通じての学習が叫ばれるようになった今日︑教育をめぐる
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学と︑もう一つ日教組が信奉している社会主義教育があり

残ったのは個性尊重だけです︒

育学と︑社会主義の教育学に挟撃されて滅ぶわけですね︒

うな反省が生まれているなかで︑日本はそういうふうで結

アメリカだって個性尊重だけの教育はよくないというふ

ました︒日本の伝統的教育学とアメリカの教育学は︑修身

局三つの教育が同士討ちをして︑結果的に残ったのはアメ

を評価していたところから見ると︑かなり提携できるとこ
れば︑この二つは協調できるのです︒

日本学術会議に教育関係の学会が参加する研究連絡委員

の怠慢ということも十分あります︒

リカの悪いところだけが残った︒そういう意味で教育学者

ろがあるのです︒個性尊重ということも︑行き過ぎがなけ
ですからこれが合体すればかなりいいことがあるんです
の伝統を壊そうという目的を持っていましたから︑そのた

が︑占領下での無理矢理導入のアメリカの民主主義は日本

います︒科学研究費というのがありまして︑それを審議す

会があります︒私は日本教育行政学会から委員として出て

ていて二段階目の審査の審査委員二名を︑日本でいちばん

る審査委員を推薦するわけですが︑これが二段階に分かれ

そして占領が終わって占領軍がいなくなったから︑日本

めにちょっと協調できないところがあったわけです︒

側の教育学が力を付けようとしたんですが︑そのときに社

るという提案が出てきたものですから︑私は︑日本教育学

大きな学会である日本教育学会という学会が独占的に占め

会主義の教育学が立ちはだかるわけです︒社会主義という
のは︑国民が矛盾のない社会で協調し合って生きるという

うえ組織的根拠もなくて二人の審査委員を独占するという

会は日本の教育学の衰退に重大な責任を持っている︑その

ことですから︑理念は間違ってないんです︒そして社会主
義の学校ではやはり教師は尊敬すべきだし︑規律を重んじ

のは筋が通らないと言ったんです︒

ているんです︒日本の伝統的な教育で重んじたことと︑社
会主義で言っていることは︑結果的には似ているところが

言うことだけは言う︒議論として正しいことは︑通じない

多勢に無勢ですから︑こっちの言うことは通りませんが︑

しかしながら社会主義というのは︑革命をめざし日本の

から言わないというのではなくて︑言うべきことは言わな

いっぱいあるんです︒

ければなりません︒民主主義というのは︑議論をしなけれ
しないのです︒

ばいけないんです︒そうしなければ︑学問も正当な進歩を

とにおいてアメリカ軍と共同歩調をとりました︒しかし社
会主義の教育学はソ連の崩壊とともに︑その存在の基盤を

伝統を否定していました︒日本の伝統を否定するというこ

失うわけです︒そして日本の伝統的教育も︑アメリカの教
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日本の民主主義がエゴ的な民主主義だけに作用して︑健
全になりにくいというのは︑議論を避けるからです︒

て︑少しずつ味方を増やしているという状況ではないかと
思います︒

さらに私どもに対しましても︑外に向かって発言しなけ

ればいけないということを言われましたように思います︒

また︑社会主義を推進していた教育学者に︑社会主義が
んと問いただす︒こういう議論がなければなりません︒

崩壊したこの状況をどう総括するのかということを︑きち

生が犯されました過ちのようなものを︑教育学者全体が背

は大変大きいということをおっしゃいました︒海後宗臣先

先生はこれからの教育界におきまして︑教育学者の責任

ました︒

味でも先生の最後の励ましはありがたいと思ってお聞きし

っていこうということでやっているわけですから︑その意

にそういうこれまでの日本弘道会の枠を超えて︑外に向か

私どもが一昨年からやっておりますシンポジウムは︑まさ

教育基本法の改正論議を公明正大にするためには︑我が
国の教育学界の在り方も反省しなければならないのです︒

なお︑戦後教育改革の評価につきましては︑明星大学教
後教育改革の総合評価﹄︵国書刊行会︑平成十一年︶を出

授高橋史朗氏︑元東洋英和女子大教授士持法一氏らと﹃戦

しておりますので︑参考にしてください︒︵拍手︶

負わなければならないというお気持ちで︑教育学者には負

うべき大変な責任があるということを書いておられますし︑

︵武蔵野女子大学教授︶

っねづね言っておられます︒今日のお話もそういう先生の

どうかこれからも︑無勢とおっしゃらないで頑張ってい

お気持ちの中から出たお話が多かったかと思います︒

お話をいただきました︒われわれに伝えたいことがたくさ

ただければありがたいと思います︒いろいろな意味で私ど

鈴木勲会長一時間半にわたりまして杉原先生から広範な
んあって︑外交から始まって憲法の問題から︑私どもが聞

も道徳を推進している会に対しまして︑ご助言なりご示唆

最後におっしゃいました﹁多勢に無勢﹂という︑杉原先

します︒ありがとうございました︒︵拍手︶

先生の今後のご活躍をお祈りしまして閉会の挨拶といた

いただければありがたいと思います︒

きたかった教育基本法へと広範にお話しいただきました︒

生は本当にこれまで多勢に向かって一人で頑張る︑無勢と
申しますか︑それをやってこられた方ですが︑今は学術会
議の会員とかいろいろなかたちで先生の業績が日の目を見
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︻特別寄稿︼

修める﹂ことから遠ざかったような薄味の感じを与えるよ

一人一人の自分に身近かな︑実践的な行いとしての﹁身を

真長

私たちの子供の頃︑小学校から高等学校まで﹁修身﹂と

﹁修身﹂の元祖泊翁西村茂樹先生

いう課目があって︑これは大切な教科目として重きをなし

ように感ぜられる︒生活指導などという表現に至っては︑

れてしまい︑日本の伝統的価値感から宙に浮いてしまった

うに思われる︒今日の道徳教育は︑﹁修身﹂の伝統から離

天下﹂といって︑国を治め天下を平らかにするためにも︑

なおさらである︒

いるようであるが︑修身ということは言わなくなったよう

のである︒今︑小学校や中学校の課目で﹁道徳﹂といって

り︑全国各地へ講演に廻られて︑道徳教育の推進に力を霊

西村先生は︑明治時代︑文部省の役人として仕事をなさ

となるのであるが︑先生の考えのもとは︑明治六年に出来

明治九年に東京修身学社を創設し︑これがのちに弘道会

ていたからである︒

ともに受けとめられて︑日本の良き伝統を生かそうとされ

それは先生の育った幕末の日本の気風というものを︑ま

されたが︑つねに修身の重みを強調されていたのである︒

なければならない︑という考え方で︑一本筋を通していた

先ず一個人としての自己の身を修める﹁修身﹂から出発し

修身とは︑徳川時代の昔から︑﹁修身・斉家・治国・平

ていた︒

部

であ る ︒

文部省は︑江戸時代からつづいてきた修身という伝統を
断ち切ってしまったのでないか︑と心配しているものであ
る︒

道徳といったのでは︑何か客観的に突っ放した感じで︑
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勝

にあるので︑国を治める政治というものとダブっているの

ラバラのものでないとする所にあった︒修身の重みがそこ

身と国を治める政治というものが︑決して二つに別れたバ

非ざるの論﹂という論文に明らかにされているように︑修

た﹁明六雑誌﹂という雑誌にのせられた﹁修身治国二途に

の大藩で幕府の老中をつとめた堀田相模守正睦十一万石の

れ︑当時の儒学の大家安井息軒に学ばれた︒佐倉藩は天下

んな時期であった︒天保八年︑佐倉藩の成徳書院に入学さ

時代である︒江戸文化の燭熟した時期で︑学問芸術のさか

る︑蘭学や西洋兵学などを興した名君の出た藩である︒正

居城であり︑寺社奉行︑大阪城代などつとめた殿様の治め

道徳教育を軽く見てはいけない︒道徳教育即天下の政治

った︒米国使節ハリスが来た時日米通商条約の締結に関し︑

睦は老中首座をつとめ︑幕末の政治に重きをなした人であ

である︒

なのである︒今の政治家にはこれが分っていない︒修身治

堀田閣老が京都へ上って朝廷で説明したが︑勅許を得られ

ず空しく帰ったことがあり︑又︑井伊大老と対立して︑将

国二途に非るの論を熟読玩味すべきであろう︒

西村先生が︑弘道会によって全国の国民道徳を起されよ

先生は︑弘化三年︑藩校で大塚同庵に西洋兵術を学び︑

軍継嗣問題でこじれ︑井伊の大老就任後︑安政条約など外

先生が︑修身と治国とを複眼的に両者を見据えていられ

藩校温故堂で教授になった︒翌年佐久間象山に師事して︑

うとしたのは︑実に天下の政治を一新されんと志されたに

たのは︑先生が幕末の生活体験から感得された微妙複雑な

交問題で不行届のかどで罷免されたりしたことがある︒

消息の然らしむるところで︑わが国が明治維新という大革

学を学んでいる︒嘉永六年︑藩命により佐野藩附人となり︑

西洋兵学の研究を深めた︒さらに友人の木村軍太郎から蘭

等しいのである︒

命をなしとげることができたのも︑単なる政治運動による

ペリー来航に関し︑海防策を上申し︑老中阿部正弘に上

用人上席︑年寄上席となって藩政に参画している︒

その奥底を先生は直覚感取されていたのであり︑先生の経

言している︒藩主堀田正睦が外国事務専任となるや︑その

ものでなく︑そこに道徳運動が並び動かされていたからで︑

筈である︒

歴をよく調べてみれば︑阿畔の呼吸に触れることができる

明治元年︑十五年間つとめた佐野藩から本藩佐倉藩に戻

英学を学んでいる︒

相談に乗っている︒文久元年︑手塚律蔵の門に入り︑蘭・

先生は文政十一年に江戸の佐倉藩邸で誕生された︒文化
文政年間といえば︑いわゆる化政時代の文化の華やかなる
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り︑年寄役についた︒同二年佐倉藩大参事︑同四年印膳県

買い︑文字を改めて発行した︒それは︑儒教道徳を哲学で

り︑﹁明六雑誌﹂に寄稿したことは前に述べた通りである︒

三年まで︒︶﹁人心を正し︑風俗を善く﹂する道徳運動を拡

のため盛んに地方講演に出かけるようになった︒︵同三十

同二十年︑日本講道会を改めて日本弘道会と改称︑同会

るにあった︒

補い︑道徳の基本を建て︑皇室を徳育の中心に置こうとす

この頃︑明治政府の欧化傾向がハッキリしてくるにつれ

げることに努めたのであった︒同二十七年﹃国家道徳論﹄

この年︑文部省の森有礼に誘われて明六社の組織に加わ

権参事︑同六年文部省に招かれて編集課長︒

て︑国民道徳の建て直しを痛感するようになり︑同七年

を脱稿︒

同三十五年八月十八日︑病没せられた︒享年七十五︒文

願するのである︒

京区千駄木五丁目の養源寺に葬られた︒同寺には安井息軒

﹁民撰議院設立建白書﹂についてその採用方を元老院に請
明治八年︑侍講を命ぜられ︵翌年辞職︶︑同九年文部大

先生の自伝というべきは﹃記憶録﹄︑﹃往事録一があり︑

丞︑また宮内省御用掛となる︒また宮内省から元田永竿

さらに﹁日記﹂が国会図書館に保存されてあるそうである︒

の墓もある︒

明治十七年東京修身学社を改めて日本講道会と改称︑そ

先生の家系で面白いのは︑共産党の女闘士宮本百合子

﹃勅学綱要﹄の補遺として﹃婦女鑑﹄編纂の命をうける︒

の会長となり︑二十一年華族女学校を兼任︒︵二十六年ま

︵本会評議員・お茶の水女子大学名誉教授︶

的に思索する血筋が遺伝したものであろうか︒

︵顕治の妻︶が︑次女霞江の娘であることで︑やはり徹底

で︶同十八年には東宮︵皇太子︶の教育係を依頼される︒

この年十二月︑世相を憂いて三日間﹁大学講義室﹂で公
開講演を試み︑翌年﹁日本道徳論﹂としてまとめたところ︑

その中で政治を誹誇しているとして伊藤博文首相の怒りを
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︻特別寄稿︼

新親孝行のすすめｌ内観法の話

内観法の着眼点
戦前・戦中の強調された徳目で戦後は︑忘れられたもの
に忠と孝とがあるが︑その中で孝の重視を含意する内観法

村晴朗

となれば︑幼い時から︑親や周囲の人々によって愛され︑

生かされ︑助けられてきた自分に気づき︑同時に父母等へ

の感謝︑愛養︑報恩の気持が喚起され︑やがて自己受容︑

自己信頼の心が生じ︑生きる意欲がわき上り︑これからの

③このようにして︑内観は本当の自己を知るための自

生き方の積極的な展望が開ける︒

つかむためには︑徹底的に自分一人で生身の自分に向かい

己探究の道である︒自分をよく見つめ︑自分の姿を正確に

が︑今日︑日本独自の心理療法として︑森田療法とならん
で︑広く注目を惹いていることは興味ある事実である︒内

動よりも︑自分が相手にどんな態度をとったかという側面

合う内観が必要であり︑その際中心となるのは︑相手の行

観法は吉本伊信が浄土真宗の身調べの影響示唆で昭和十二
え方は︑次の三項目である︒

年に開発した自己探究による心理療法で︑その基本的な考

対する行動・態度であり︑人間関係のなかでもっとも重要

半においてである︒内観の内容は︑仰自分が相手︵例えば

い思い出に専念できるのは︑七日間にわたる集中内観の後

内観法において︑深い反省を伴う母や父などの歪みのな

であると言われる︒

なのは両親とくに母親との関係である︒この根本関係が歪

母︶からどんなことをしてもらったか︑②自分がその人に

①人間の生活のうちでもっとも重要なのは他の人々に

人の社会生活に重大な障害を生じる︒

どんなことをしてあげたか︑③自分がその人にどんな迷惑

んでいれば︑その他の人間関係も歪んだものになり︑その

⑨この根本的な人間関係が内観によって歪みないもの
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北

ら︑自分がその人に何をしてあげたとか特にどんな迷惑を

み︑憎しみが現われるが︑指導者の指導もあって三日頃か

はじめ二日ぐらいはその人に対する不平不満や非難や恨

いう経過を辿った一つの典型であると見られる︒

歌うなど︑長寿を重ねるとともに︑親への敬愛を深めると

る︒老境に入ってからは︑誕生日には毎年のように父母を

あって︑もっとも内観のことを詠んだ人として知られてい

いずれも窪田空穂の作である︒空穂は近代歌人のなかに

ひ

かけたかに内観が移り︑自分がどんなに愛され︑心配され︑

をかけたかに焦点がおかれ︑とくに③が重視される︒

大切にされたかに対する感謝︑その恩愛に対する忘恩への

心境を語っているが︑内観の体験はなくとも︑ひたすら父

この歌は︑内観に徹した人の体験報告と一致するような

フロイトは︑幼い時の経験でも忘れられるということは

じような心境に達し得るのであろう︒

母を思慕し続けた純朴な作家のような人は︑おのずから同

悔恨の念が強まるのが常である︒

ない︑思い出せないだけであると語ったが︑内観によって

内観者が感動するのは︑とりわけ母からの献身的な自己

理想化された母親像

過去の事実がありありと思い出されることは︑内観者がみ
ずから驚くところである︒

内観はまずはじめに︑自分の母について行うので︑一番
やりやすいといわれる︒﹃というのは︑おそらく世界中探
し回っても︑お母さんにしていただいたことよりも︑お母

らの愛を唯の一度も有難いと思ったことはなかった︒︵中

の非を何百とあばく目をもった私も︑母から受けたひたす

いた女子学生の体験記には次のような記事があった︒﹃母

調べるのが内観の初歩として最後なのです﹄これは吉本自

略︶こんなやさしい純粋な愛情には眼を閉じて︑目をⅢの

犠牲的な愛であると言われる︵三木︶︒はじめ母を恨んで

身の述懐である︒つまり吉本は︑どんな人にでも︑内観が

さんに対してしてあげたことのほうが多いという子供は一

深まれば︑母に対する感謝の念と忘恩の悔恨が生ずる契機

ずかしい︑この不公平さ！﹄

ようにして︑母の非をみていた自分の誤りがわかった︒恥

人もいません︒したがって借金だらけのお母さんに対して

が自然にあると信じていたように思われる︒

見する時﹂私たちは﹁感動し︑喜びにひたり﹂﹁その愛を

﹁母の愛がさんさんと自分に降り注がれていたことを発

◎身にあまる勿体なき愛ある世ぞとわれはぐみし母ゆゑに
知る

︒今にして知りて悲しむ父母がわれにしましたその片おも
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忘れ︑母にひどい仕打ちをしていた自分の罪深さに気付
﹁もちろん内観者が感動するのには母に対してだけでは

し︑あるいは満足しあるいは不満や不足を覚える︒子は父

理想像をえがき︑その人の現実の姿をそれに照らして比較

一般的に言って︑われわれは周囲の人々について一種の

自然のことであろう︒

なく父や夫や妻や祖父母を含むいろいろの人々に対してで

母についての理想像を抱き︑父母はわが子についての理想

き﹂﹁その愛に報いようと﹂つとめるようになるのである︒

ある︒﹂しかしその時︑内観者は相手が誰であろうと︑彼

る︒それにとどまらず︑父や母のありのままの姿と思われ

らの中の母性的なものに感動しているのである︒﹁慈しみ
を動かされるのである︒﹂﹁その意味では内観法における母

るものも︑同じ家族内でも個人個人によって異なることが

における親と子との関係によって︑多少とも異なる姿をと

は現実の母であると同時に様々な人間の中にある慈母の代

少くない︒母の姿が姉と妹によって異なる例をあげよう︒

像をえがいている︒もっとも具体的には︑それぞれの家族

表であり︑シンボルである︒﹂だから内観で感じられる母

︵波戸内佐保︶

○われほどに母を知らざる妹の言ふ亡き母は優しきかぎり

育て︑いかなる罪をも許してくれる相手の慈母的な面に心

は現実のイメージではなく︑聖化され︑純化された母なる

○父として幼き者の見上げ居り︑ねがはくは金色の獅子と

やや変った短歌も有名である︒

父親が子の目に映る自分の姿に具体的な希望を表明した

姿であり︑理想化された母の愛のイメージである︒三木善
しかしながら︑現実の母の態度行動のなかに︑神を思わ

彦氏はこのように理解し︑解釈する︒

せるもの︑無償の愛のイメージが色濃く認められることも
確かである︒母の日の標語としてアメリカでよく知られて

子どもの愛育にひたむきに専念している母親の姿のなかに

なかったので︑母親たちを造ったのです﹂というのがある︒

あろう︒父や母の現実の姿が︑必ずしもその理想像を十分

あるという社会文化のもつ理想像があることも疑えないで

い限りの存在であり︑父の理想像が無敵の頼もしい存在で

しかしこうした述懐の背後には︑母の理想像が︑やさし

うつれら︵佐々木幸綱︶

は︑子を生かす神の代理者︑代行者の面影がうかがわせる︒

に満足させない場合もないではないであろうが︑現実の姿

いる言葉に︑﹁神はあらゆるところに居られることはでき

胎内の子どもや誕生して間もない乳児は母親の献身的な子

る︒

のなかに理想像やその片鱗を認めうる場合もあると思われ
とを思えば︑母の姿の中に神の似姿を認めることはむしろ

育ての営みがなければ到底生を全うすることができないこ
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﹃母の死によって私の父親観は三六○度変った︒母の生

ていた私が三六○度︑父親観を変えたのは﹁親孝行したい

きていた頃は︑父に対して一種の恐怖感を抱き︑忌み嫌っ

少なくとも︑正規の指導による内観の実践者は︑内観に
よって︑実際の父母が︑従来思っていたよりもはるかに︑

ったが︑今は︑父が私たちのために気を配っているなとい

が変ったからである︒父は昔は私たちにはノータッチであ

時には親はない﹂という言葉が身にしみたことと︑父自身

その理想を具現している存在であったことに気づくのであ
る︒

厳父と慈母

をよく見つめることができるようになった︒ワンマンな面

なかったが︑今は目の中のできものが治ったように父自身

きは︑まだ精神的に幼かったから︑父の一部分しか見られ

うことが父を見ているとひしひしと感じられる︒中学のと

変ったと言われるが︑期待される父母像としては現在でも

厳父と慈母という古い時代のイメージは今日では大きく
生きており︑現実父母を批判するときの基準の一つともな

ます好きになった︒﹄

が多分にある父の弱さを知って︑親しみが強く増し︑ます

この文が示唆するように︑子どもに及ぼす父母の影響も︑

男の成人は社会人として期待される責務を果しながら︑

っているのである︒

他方家庭人としては一家の主であり︑社会の荒い波風に対

い︑また家庭をめぐる環境の変化によって変り︑また父親

の影響と母親の影響も男の子と女の子ではおのずから異な

父母に及ぼす子どもの影響と同様に︑子どもの成長に伴な

るだけでなく︑青年期に入った子どもと両親との関係は子

する防波堤また防風林として家族を保護しつつ︑子どもに
らない︒女の成人は︑社会人として任務を果すとともに︑

現実の社会のきびしい徒を教え︑将来に備えて鍛えねばな
子に対して哨乳し︑便の処理をし︑衣服の着脱を手伝だい︑

どもの性別によっても微妙に異なることも注目される︒

父の厳しさと母の慈愛とがともに必要なのである︒

存して生活し︑後に独立性が現れるようになると︑依存性

子どもの発達のあとを辿れば︑幼い時には専ら両親に依

子どもの依存性と独立性

手塩にかけ︑はぐくみ育てる︒子どもの成育のためには︑

したがって︑父のない家庭や母のない家庭では︑残され
た母や父がひとりで父と母との二人の役割をかね行うよう
になる︒高校一年の秋に母と死別した女子学生はその当時
のことを回想して︑次のように記した︒
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の上に独立性の助長を必要とするようになる︒しかし全般

ということで評価される︒しかし︑父の場合その﹁やさし

とえば︑父と母とは男子にも女子にも等しく﹁やさしい﹂

らかに差異が見出される場合があることも注目される︒た

いてくれるやさしさ﹂﹁厳しさを含むやさしさ﹂であると

さ﹂は﹁大きく広く包容しているやさしさ﹂﹁黙って見て

可能であり︑幼い時にも独立性の尊重を欠くことはできな
い︒この面から見れば︑父は子どもの独立の歩みを助長し︑

的には成人になっても依存性から完全に離脱することは不

母は社会の荒い波風に対する母港を提供し︑その子どもの

て︑よいと評価できる点とよくないと批判される点を挙げ

青年期の男女の大学生について︑自分の父と母とについ

子どもの自由な発展や成長を許容し︑期待するやさしさで

さ﹂﹁母性本能的なやさしさ﹂などと注釈された︒前者に

るやさしさ﹂︑﹁口や行動に出るやさしさ︑感情的なやさし

注釈され︑母の場合には︑﹁細いところに気を使ってくれ

させたところ︑男子学生と女子学生との間で︑微妙な差異

あり︑後者はわが子が労苦少く生きるのを助けるよう︑は

依存性の要望にこたえるのである︒

て︑﹁気が弱い﹂﹁神経質である﹂ことに比較的多くの不満

点と類似点が見られた︒たとえば︑男子学生では父に対し

父と母とのわが子に対する態度にもそれぞれ︑差異があ

ぐくみ︑手塩にかけるやさしさである︒

があげられ︑女子学生では母に対して︑﹁母親らしさに欠
ける﹂ことに不満を訴えている︒これは父に対しては男子

ても﹁子ども﹂として見︑父親はその子を比較的年齢相応

に見る傾向をもつようである︒したがって︑男の子がある

ると思われる︒一般的に言えば母親はその子が何歳になっ

程度︑成長すると父親とは余り口をきかないようになるが︑

は︑強さや頼りになることを期待し︑母に対しては︑女子
語るものである︒

の間のパイプ役を演ずることが少くない︒進学︑就職等に

その時にも母親とは比較的気楽に会話を続け︑父親と子と

は母親らしい行きとどいた心くばりを望んでいることを物
さらに︑母に対しては︑男子も女子もともにそのやさし

著しく異なるようである︒

よって子どもが︑遠くに赴くときの反応も︑父と母とでは

さ︵愛情︶を高く評価しているが︑男子の評価の比率は女
子はやさしさ︵愛情︶よりも寛大さを大きくとりあげ︑女

子の場合より著しく高く︑さらに父に対する評価では︑男
子では寛大さよりもやさしさを重視している︒

他方では︑父に対する評価や批判が母に対するそれとが

同じ用語で示されているにもかかわらず︑その意味には明
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あることなどに眼が開かされるのである︒

ある女子学生は高校時代には︑父の社会的地位の低さや

ここでつけ加えたいことは︑欧米生まれの発達心理学で

ければならなかったことなど考えると︑一つの人生として

親を亡くし︑進学もできず働いて母親と弟妹の面倒をみな

いと思っていたが︑大学二年に進む頃から︑﹁父が早く父

性格を尊敬することも愛することも同情すべきものでもな
は︑青年男子の父母に対する独立心や離反を︑発達上むし

内観に帰る

ろ健全な経過として積極的に許容し︑肯定しようとする傾

哀れにさえ思えるようになった﹂と語った︒さらに進んで

うになれば︑その自分を愛育してくれた父母を受容し︑肯

自分の姿をその弱点も含めて受容的に見ることができるよ

定しさらに感謝できるようにもなるのである︒そして内観

性を高く評価する傾向や親や親の世代が実現した文化のほ
かに︑子の世代には新しい文化を実現したいという要望が

向をもつことである︒このような考え方の基礎には︑独立

強く働くという意見と親が実現し得なかった価値を子が実

であるが︑それを促進するためには︑平素︑父は母親の愛

なおこのような観の転換ができるのは︑青年後期のこと

はこれを促進する無上の起爆剤として評価されるのである︒

情や長所を子どもに伝え︑母は父親のかくれた愛情や長所

しかし父母に対する青年の批判や反抗はいつまでも続く

現したいと希求するものだという見解とが潜んでいる︒

わけではない︒青年はやがて無反省に反発したり︑反抗し

観法については︑吉本伊信・内観法四十年の歩み︵新装版

を子どもに知らせる配慮が大いに望ましいのである︒︵内

春秋社︶三木善彦・内観療法入門︵創元社︶学生の資料に

ちにも両親の欠点に劣らない弱点や同じように批判される
べき傾向があることに気づいたり︑嫌悪すべき父母の行動

た自分自身の姿に批判の眼を向ける︒そして自分自身のう

や態度にも︑その生まれや育ちや環境からみれば︑無理が

︵本会特別会員・東北大学名誉教授︶

ついては教育相談研究第十六巻参照︶

かった愛情や配慮が潜んでいることまた学ぶべきところが

ないと理解されたり︑さらには︑父母の行動には気づかな
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︿建国五○周年

そして孔子生誕二︑五五○周年﹀

野口
一九九九年は︑中国にとって何かと記念すべき年であっ
た︒

去る十月一日は︑新中国建国の五○周年︒北

一健一菊剰離婚鮮継懲詮韮靴濯
一短一業で進められた．そして︑十月一日の国慶節を
一一挟んで︑装いを新たにした首都で︑さまざまな
一外一記念行事が繰り広げられた︒

一海一各国の大使等と一緒に︑私も国家の主要行事

雲令

夜祭の大晩餐会︒人民大会堂の大ホールに︑四

ｒＩＬのすべてに招かれた︒九月三○日は︑恒例の前

は︑朱鋳基首相︒

千五○○人ほどの招待客が着席しての晩餐会である︒主催
先ず国歌が演奏され︑全員が起立︒次いで朱錯基首相の
演説︒外国人には︑予め中国語と英語の演説文が配られる︒
ぶりには︑いつも魅了される︒

中国語の分からない私も︑その力強くて歯切れの良い演説

往生をくらう︒そこで︑日本の国会議員の後藤田正晴先生︑
くごあいさつをする︒

土井たか子先生︑村山元総理等の方々にお目にかかり︑短

明け方まで降った雨も上がって︑十月一日はいよいよ国

れる︒午前は︑十五年ぶりの大軍事パレード︒天安門から

慶節の祝賀行事︒私達は︑天安門の近くの特別席に案内さ

東西にのびる長安街は︑いろんな意味でパリのシャンゼリ

ゼー大通りに似ていなくもないと︑常日頃私は感じてきた

﹁毛沢東は︑中国を立ち上がらせた︒﹂︑﹁都小平は︑中国

のだが︑この軍事パレードはパリ祭を思い出させる︒

画に次いで︑江沢民の肖像画も登場した︒

を発展させた︒﹂とよく言われる︒この二人の巨大な肖像
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にヨ

宴会が終わる頃︑突然の土砂降り︒出口で大勢の客が立

孔子の墓陵

チ
f
−

その晩は︑同じ天安門広場で歌と踊りの祭典が繰り広げ

ず︒孔子のモラルは現代でも通用する︒中国が世界に与え

世界が抱える複雑な問題を解決するのに︑儒学は役立つは

ドイツの学者︵アデナウアー財団の代表︶は︑﹁現代の

いスピーチを行い︑﹁これからのグローバル・ピレッジの

ト教的世界と中国に代表される儒教的世界を対比して面白

オーストラリアの学者は︑アメリカに代表されるキリス

張︒

は︑調和の世界を唱え︑〃文化の共存″を重んじた︒﹂と主

の学者︑ハンチントンは〃文明の衝突″を唱えたが︑孔子

香港の学者は︑﹁孔子の考えは全世界に共通する︒米国

た貢献の一つは︑儒教である︒﹂と賛辞を述べた︒

られた︒そして花火が惜しげなく︑次から次へと豪勢に打

国威発揚のすざましいエネルギーに︑私達は圧倒され

ち上げられた︒

っていたに違いない︒

た︒そして︑一二億余の中国の民はテレビに釘付けにな
国慶節に続いて行なわれた記念行事で︑ユネスコが深く
関与したものに︑﹁北京原人頭蓋骨発見七○周年﹂と﹁孔
﹁北京原人﹂の発見の地である周口店は︑ユネスコの世

子生誕二︑五五○周年﹂がある︒

界遺産にも指定されている︒人民大会堂で開催された﹁北

驚かされたのは︑ロシアとアメリカの学者が︑流暢な中

時代に孔子の叡知が役立つだろう︒﹂と発言︒

つをした︒

京原人﹂の記念式典では︑私はユネスコを代表してあいさ

国語でスピーチを行なったことだ︒アメリカの学者の中国

語の演説を︑私は同時通訳の英語で聞いた︒中国人のよう

さて︑﹁孔子生誕﹂の記念式典も︑人民大会堂で盛大に
挙行された︒式典には︑中国や東アジア諸国はもとより︑

なお︑余談だが︑この人民大会堂の常務会議庁には︑同

際儒学連合会に贈呈された︒

最後に︑黄金で造られた﹁論語﹂の本が︑ユネスコと国

な顔をしている私は︑なんとも恥ずかしい思いであった︒

十名余の代表や学者が壇上から︑スピーチを行なった︒

欧米からも多くの学者が参加した︒

一番手は︑国際儒学連合会名誉理事長リー・カン・ユーの
スピーチをシンガポールの大使が代読︒リー・カン・ユー

気ボタンが備えられている︒そのボタンの色が面白い︒

時通訳装置などのほか︑各自のテーブルには︑投票用の電

て︑﹁黄﹂は棄権︒さらに︑﹁白﹂は申請発言︒

﹁青﹂は賛成︒﹁赤﹂は反対︒交通信号に似ているｌそし

は︑スピーチの中で︑アジアの金融危機にふれ︑﹁儒教が
人間性は変わらない︒子供への教育が重要︒人間関係を重

韓国の経済回復に役立っている︒科学技術は進歩するが︑
視する儒教の基本理念は不滅︒﹂などと指摘︒
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｢論語」などが埋込まれた魯壁と私
411／

孔家の歴代の墓所﹁孔林﹂には十万余の墓が並ぶ︒

現在は第七十七代目︒世界で最も長くて古い家系である

に違いない︒その直系のお一人︑孔徳班氏を紹介され︑握

歴代の墓所﹁孔林﹂の奥まったところに孔子の墓がある︒

手をし一緒に写真を取らせていただいた︒

孔子は死後︑儒教の祖として歴代の王や皇帝の尊敬を集め︑

彫刻は︑中国石刻芸術の最高傑作に数えられているそうだ︒

後に孔子を肥る壮大な廟が建てられた︒本殿の石柱の竜の

孔子の教えにも︑受難の時代があった︒古くは︑秦の始

皇帝の︑あの〃焚書抗儒〃︒ただし︑この時も孔子の墓は

あばかれなかったそうだ︒ただ︑この難を逃れるため︑第

七代目の子孫がひそかに﹁論語﹂などを埋め込んだという

また︑近くは文化大革命時代の﹁批林批孔﹂で︑儒教は

﹁魯壁﹂が残っている︒

祭も復活した︒いま︑孔子の里︑曲阜も観光客で溢れる︒

批判され疎んじられた︒が︑十五年ほど前から︑孔子生誕

魯と呼ばれた︒孔子は︑魯の人と呼ばれる︒この曲阜も︑

町おこしも︑孔子にあやかって︑ここのお酒﹁孔府家酒﹂

︵ユネスコ北京事務所所長︶

っていた︒私は︑これを写真に撮った︒

壮大な孔子廟の中の門の一つに︑﹁弘道門﹂の額が懸か

は大ヒットした︒

ユネスコの世界遺産に指定されている︒昨年︑私は︑この
曲阜を訪れる機会を得た︒

この孔子の里︑曲阜で度胆を抜かれる︒人口六十六万の
この都市で︑﹁孔﹂家を名乗る人間は︑なんと十二万人︒
つまり五人に一人は﹁孔﹂家の人々なのである︒

でも︑こんなのはまだ序の口︒孔子の家系は連綿と続き︑
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繊
蕊

さて︑孔子の里は山東省の曲阜市にある︒この国は︑昔︑

＃
;

﹁教育という川の流れの︑最初の
水源の清例な一滴となり得るのは︑

受けるだけではなく︑与えることが

する心を有していることに満足し︑

可能になった大人の自分を発見す

るべきものであろう﹂と歯切れよく
さらに︑少年の非行︑犯罪が頻発

主張する︒

している現状を踏まえて︑それを家

入る儀式だった︒戦前は徴兵制度が

家庭教育である﹂ｌこれは七月下旬
教育改革国民会議がまとめ︑森首相

庭のせい︑社会のせいと責任を他に

あり︑団体生活を経て︑大人社会へ

間︑高校で一カ月間の奉仕活動を提

であろう︒小中学校でそれぞれ二週

を得る制度の表現を心から望んでい

社会奉仕を経て︑大人としての自覚

年男女が規律ある団体組織の下での

ある︒その意味でも︑私は十八歳青

社会人の群れを生み出しているので

い︒親離れ︑子離れのできない幼い

は酒とたばこの解禁ぐらいでしかな

されているものの︑子供と大人の境

戦後は︑成人式が社会人への門と

る︒

居が人為的に設けられていたのであ

の〃脱皮″が行われた︒不連続の敷

武士の時代には元服が大人社会へ

に提出した報告書第一分科会の﹁日

求めがちな風潮についても﹁自分の

る﹂ことへの期待を表明している︒

本人へ﹂と題する呼びかけの一節で

教育の責任は最終的に自分にある﹂

津英武

ある︒みずみずしさに溢れ︑心を打
つ文章の執筆者は曽野綾子委員︒

があろうか﹂と道徳教育をなおざり

二十一世紀日本国家の繁栄は教育

る︒

改革の成否にかかっている︒

Uイノ

﹁呼びかけ﹂は学齢期までの子ど

にしがちな現状を批判︑﹁人格ので

間の奉仕活動を義務付け︑﹁そこで

言︒さらに︑十八歳時点では満一年
初めて青年たちは︑力と健康と忍耐

きていない人間は本来高等教育を受
感覚が︑学問に常に優先して存在す

戸 庁 、

ものしつけは父母の責任と楽しみで
あり︑小学校入学までに︑団体行動
に従えること︑挨拶ができること︑
単純な善悪をわきまえられること︑

我慢することなど︑生活の基礎訓練
を終えて社会に出すのが任務だ︑と

蕊

﹁呼びかけ﹂の圧巻は奉仕の薦め

と言い切っている︒

職
鱗

ける資格がない︒善悪をわきまえる

を教えるのに︑なんでためらう必要

述べている︒そして︑﹁教室で道徳

社会奉仕一年の元服

たま

ひとよ

所沢寮藤知正
たかど

狂ほしき魂呼ぶらしも桜花咲ききはまりて一夜荒れけり

武士のほまれを保ち討たれける平の敦盛は生年十七

もののふ

狂ひたる十七歳のかけめぐる民族の魂亡びし荒野

たま

アンデスの空を恋ふるかコンドルは濫の高所にまなく膜れる

古 川 哲史編

むか

ほど

つゆ

ひとむら

大鳥の風切る翼ひろげたるさまの芭蕉葉いまだ破れず

地の水を噴き上ぐるごと勢ひて伸び育ちゆく芭蕉一群

いきほ

天を衝き伸び立つ巻葉解けつつ広葉となりて揺らぐ芭蕉葉

葉の上

かたつむり一時間に三十糎ほど這ひゆきてまた戻りはじむ芭蕉

角のべて蝿牛這う芭蕉葉の広葉を濡らし梅雨降りやまず

つの

毒矯むという名を負へる毒だみの花っつましく白き十の字

た

秋風に鈴音たてし樟古葉萌ゆる若葉を待ちゐて散れり

○

向つ丘にカッコーが鳴くと妻言へどわが耳老いて声即是空

六月歌日記抄武蔵野市夜久正雄
ふたみ

六月七日夕

カッコウの二声三声！そら耳か︑いな訪づれよ声小さくも

立替へのピルの騒音に二︑三年たえし訪づれよみがへるとか

一戸

明日よりまた聞かむ日を待たんとすいのちなりけりカッコウの

公園の森より近くの町中の森にうつると鳴きわたりしか
も

武蔵野の市中にすみて鳴きわたるカッコウ聞きしうれしさいま

を見る目﹂﹂をいただきて

小柳陽太郎氏近著﹃教室から消えた﹁物を見る目﹂﹁歴史

言々句々時幣を衝きて痛烈にわれらが憂ひを世に示さるる

先賢の言葉を随所に掲げっっかへりみるべき道示さるる

仮言もて仮人はびこるいまの世にまどころ叶ふ君ぞををしき

教へ子の友らつどひて師の文を編みしと聞けばいよよたのもし
れし

﹁個性尊重の前に古典教育を！﹂と書かれしカバーの言葉もう

追憶藤沢絵鳩毅

学問の道を寂しみ通ひたる﹁落第横丁﹂鳴呼友逝ける

冬波の荒ぶる海に立ち向ひ寮歌競ひし友また逝けり

をとめ

蕊がゆ腹に満つればシベリアの丘また親し暫しまどろむ

制服の少女ら既に六十路すぎ﹁現役でしよ﹂とさらりと問へり

病癒えて窓辺によれば紅梅の人恋はしむるほどの一輪
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弘道歌壇

鶏頭のこぼれ種多々芽をふきて赤き客揃え小庭点すも

はぜの葉のくれない燃えて極まれり松の緑を押し黙らせて
たた

暖冬の鎌倉小町さすらへば鳩笛ならべる窓ありて仔っ

献体を決めしわが友今宵また反ＰＫＯデモ隊に立つ
葱提げて妻に従ふ冬帽子馴染めばたのし潮騒の道

とし

神仏の加護あればこそ袖ヶ浦市永谷源一

百年を経しとう住居穀たるる住まい居し母娘ともに今亡く

童馬山房の門礼かかれる山荘の門は朽ちゐてひとかげを見ず

つつ

くもの巣にしばしば会ひぬひとかげのなき山房をあしためぐり

回想の童馬山房練馬古川哲史

とし

神仏の加護あればこそこの米寿に無くぱ今頃幾度か死せり

ひたすらに感謝の心でこの米寿に善き人びとに恵まれて来し

転属の度に洩れたる戦地行き次のページにわが名のありき

浄智寺へ路地を辿れば冬の陽に瑠璃と輝く蝋梅の花

首里城の踏み磨かれし石畳辿れば足裏に温み伝わる

首里城有田古田実
春来れば所在顕わす山ざくら竜神スカイラインの峰々

手押車に野菜を盛りて売り歩く老婆に声をかく亡き母思いて

暑さをぱここにして避け人麿を究めしきみを偲ぶひととき

こぽ

暑いですねと日傘さしのべ入れくれし女と歩みぬ河鹿蹄く道

車椅子に妻のせ押しゆく石畳東大寺の鴎尾陽に光りおり
八ツケ岳のふもとに居を得て富士仰ぎ日々に安らぐ友を羨しむ

強羅にてきみが詠みにし歌ひとっくちづさみつつ坂みちのぼる

とも

屋根を打つ雨滴の音に目を覚ます小銃弾にさも似たる音

落ちし葉も一枚いちまい拾ふとぞこの庭苔をまもらんがため

終戦後間もなくの頃から白山の東洋大学で講義をするように

︵小感︶わけしいのち

質札を会へぱ必ず見せしきみ沖縄生まれの詩人なりしが

少しづっ老いの深まりゆくを知る駅の階段を登り降りして

千羽鶴別府市椛田英子
中秋の名月黄金に照り映えて天高々と見守り給う
寒気団頭上にあるも若きらのジョギングは続く梅の咲く道

終戦直後のことであったから︑教室は荒れ放題で︑窓ガラス

イドワークであったのかよくわからない︒

は破れ︑床は砂浜のようにザラザラしていた︒上級生には復員

なった︒東大研究室へも通いながらであったから︑どちらがサ

高架街に培じ茶を売る店ありて数歩のあいだ香り漂う

学徒が多く︑兵隊服・兵隊靴が目についた︒中学校から進学し

帰り来る曽孫はいまだ四ヶ月健やかなれと正月を待つ

千羽鶴を卒寿祝に送らんと心をこめて折りつなぐ日々

早春の光の中に梅綻びて天地のめぐみ香りいづるも

幾千の蒲公英の綿毛風に舞い空の広きを飛べ飛べ風に
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べに

死ぬる児の枕べにいて昼ふかし氷はとくる縁の日なたに

あわれわがわけしいのちの消えゆくをすべなく見入る児が枕

手にとればわが手に伝う死ぬる児の肌のぬくみもすべなきも

て来た新入生はどんな恰好をしていたか︑余り記憶にないが︑

が中心になっているようであるが︑霧林君は詩の雑誌重要を

のを

詩人の岡田昌寿君や霧林道義君などがいた︒岡田君は今は画業
編集したりして毎号作品を発表している︒

赤き帯しめて枢に眠る児を忘れて思えや生きの限りは

林芳樹氏の略歴を簡単に紹介しておきたい︒

本誌弘道歌壇に一○○四号から詠草が︑載るようになった若

も

霧林君は出版にも熱意をもっているようで︑いつか彼が編纂・
も送ってくれた︒今︑その本を書棚から取り出してみたら︑一

出版をたすけた江口漢の歌集﹃わけしいのちの歌﹂をわたしに
九六九年十二月の刊行となっている︒

江口漢は東大英文科中退の小説家で︑出発時は夏目滋石門下

若林さんは明治三十九︵一九○六︶年一月一日和歌山県新宮

であった︒しかし︑だんだん社会主義的作品を書くようになり︑

一九二九年日本プロレタリア作家同盟に参加してからはマルク

あられる︒宮崎県立小林中︑私立鹿児島県福山中︑宮崎県立都

市に生まれられたから︑現在九十四歳︑本歌壇の最高年齢者で

子高︑の各校の国語漢文科担当教諭︑教頭︑昭和五十三年三月

城中︑和歌山県立新宮中︑同県立新宮高︑近畿大学付属新宮女

ス主義作家として活躍した︒歌業は本職でなく︑歌集を編む気
﹃わけしいのちの歌﹄を読めるのも主として彼の賜物といえよ

もなかったらしいが︑それを熱心にすすめたのが霧林君で︑

シフ︒

その間著作にもはげみ︑歌集に﹃朝の光﹄﹃野の花﹄﹃神倉山﹂

﹃王子ヶ浜﹄︑句集に﹃虹﹄︑詩集に﹃御手洗の波﹂︑随筆集に

近大付属新宮女子校長を退職し︑教職在任五十一年余に及んだ︒

とで︑本歌集はこの朝江さんに送る挽歌がその大部分である︒

﹃奥熊野﹄︑﹃なんじゃもんじゃ﹄があり︑また文芸同人誌﹃播

ところで﹁わけしいのち﹂というのは︑一九四五年七月十一

著者の﹁あとがき﹂によると︑朝江さんが亡くなったあと著者

五︶年九月の第五十号にまで及んだ︒

祭﹄を昭和四十八︵一九七三︶年八月創刊︑平成七︵一九九

日︑わずか九歳でみまかつた江口氏のひとりっ子朝江さんのこ

も重病にかかり生死の境をさまよったが︑やっといのち拾いを
って湧き上がって﹂来︑﹁そのたびにそれがおのずからにして

すると︑﹁朝江を亡くした悲嘆があとからあとからと︑渦にな
歌になった︒わたしは気狂のようになって歌を作った﹂という︒
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○

はえ

のき

大寺の管にかがやく蜘妹の糸
黒南風に出帆旗鳴る巡視艇

中野区小牧幸雄

︵註︶この句︑第一の秀吟と感じ︑巻頭に︒

◎夏至の日の水蒼々と神田川

松魚編
師

川崎市小林三郎

千葉県干潟町花香幸作
夏の蝶即かず離れず展墓道
はつぴこれむ
母の背祭法被の嬰の睡り
◎決裁を了へて遅日の印を拭く

操舵手の寡黙を破る大夕立
梅雨明を告げし神父の声弾む

︒うちとけぬ女医の語固し水中花

場雲雀愛郷心滅をとこしへに

噴水の止まり一刀ひるがへる

◎百日草生者必滅たたかへり

杉並区加藤志偶夫

奥出雲石原みちを

豊島区川崎鋸南

やすぐにのみたままつりや夜店の子

笹巻きの笹にこだはり山厚し

◎夏木立深呼吸して入りにけり

繭破りのぞきみる蛾の息づける

葛飾区今井ただし

武蔵野市三枝武双

木々芽吹く島ちょっぴりでかくなり

◎介護士の更衣して車押す

雨ふくむ爽竹桃のいょょ白

蒙古来鎌倉武士の大夏野

◎行きつけの店の古釘夏帽子

烏期ちし蒼き水辺や菱の花
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弘道俳壇

声高の会話弾むや滝の前
いはいくり

◎浜木綿へ妻に手を貸す岩礁
︵註︶何ともいえない御夫婦の愛情風景″原句上五
﹁や﹂を場句に︒

千葉県白井町田中敬子
母の歩に合はせし小径額の花
道端に伍長の墓や青田風
夏の雨溜りて森を映しけり
︵註︶杜ではない﹁森﹂である大きな描写！

大田区鏑木雲州
パラソルの花動きけりオフイス街
睡蓮の花に弾ける雨の粒
日盛や短き陰を探しっ蛍
︵註︶原句下五﹁探しけり﹂を場句に︒

武蔵野市川口里入
つばくろや今年も空巣のま塾にあり
教会の鐘こ愛までも葱を抜く
雨降ればはやくも芽吹く芝ざくら
︵註︶原句﹁芝ざくら﹂は﹁はなつめくさ﹂の異称︒

荒む雷将門の怨霊空駆くや

霞切のたった一羽に夕迫る

◎泰山木蘭学こ鼻に始まれり

木が句意をよく表現！

佐倉市菅谷浩

︵註︶原句に﹁佐倉順天堂﹂と由来を誌してある︒泰山

千葉県干潟町木内和

祭来し笛なっかしき豆絞り
ひしひし

祭来て氏子総代身を修す

横浜市尾俣セツ子

︵註︶第一︑二句の原句﹁夏祭り﹂を場句に︒﹁稗々﹂

◎炎昼や森々と生く松の枝
が妙！

音消して青葉の香を聞きにけり

緑蔭や保育士泣く児なだめをり

◎バンダナの赤き青年海開き

杉並区阿部清

︵註︶バンダナは鉢巻の一種︑海開きをぴったりと表現！

昼寝入昨夜も同じ夢見たる
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かんたん

山手線に乗れば昼寝をうとうとと

船橋市河内朝生

︵註︶三句共に佳句︑この句の情緒には胸打たれる︒

︹特別寄稿︺

千年の木に千年の夏至明くる

︵註︶唐の郡郭の少年が栄華を極めた自分の一生を一瞬

郡郭の夢などは見ず昼寝人
の夢に見たという話︑〃一炊の夢″ともいう︒原

観音の背ら風立つ今年竹

編者吟

泰山木の白に濁りや鬼子母神

句の中以下﹁夢見ずして昼寝する﹂を場句に︒

日盛やウヰーンの旅へ立つといふ

文京区高橋伽元
老衰と死と心のひとのあればこそ

鯖蛤生まれ沖縄サミット絵巻めく

すい

マスターズ・フラワーコース夢に見し

親を忘れ子も愛せざる世となりぬ

学童も青田の風となりゆけり

︵小感︶世の中︑﹁人間﹂の乱れというか︑衰へと

︵註︶第二句︑動物にも劣る人間になり果てっ蚤あるこ
の世情︑いったい︑何たることか″

いうか︑考えられないようなことが次々に起こってい

る︒せめて例えば歌や句など作ったりして心を鎮めて

都下日の出町吉田ウメ
仏にもせめて七夕笹捧ぐ

いいたい︒

自身心が安らかになり︑誠にありがたいこととお礼を

もらいたいもの︒各位の静かな作品を見ていると編者

一句が添えられていた″

︵註︶不幸の悲しみで一句だけ︑長文の手紙の末にこの

新宮市若林芳樹

※次号九・十月号には九月廿日迄に︑

二三

ほ

君来る熊野に竹柏の花咲く日

三四一四

卯浪の秀崩れむとして光りけり

︵ＦＡＸ︶○三

世田谷区北沢二

五五八九

一二師松魚宛

◎篭の鵜の眼の瑠璃色に海を恋ひ
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安房支会

平成十二年六月十日出

Ⅱ〜Ｍ皿Ⅱ

館山市コミュニティセンター

第一部定期総会咽

９９０９９一

第十三回日本弘道会安房支会総会

つり９０９００

側平成十二〜十三年度役員について

⑤その他︵事務局︶

︵新副会長︶

︵事務局︶

４その他︵会費徴収・本部総会・名簿・会則等︶

５閉会の言葉

＊味華︵西岬塩見盈羽ｌＯ７８９︶

帥バスで会場へ移動︵以下略︶

第二部懇親会Ｍ叩仙〜船皿仙
Ｍ

（74）

平成十一年度安房支会事業報告

平成十一年度の活動経過

︵市．Ⅱ館山市コミュニティセンター︶

成・シンポジュウム計画検討

４月７日伽事務局会市．十年度活動状況取り纏め
４月即日㈹幹事会市．十一年度総会準備
５月８日㈹役員会菜の花ホール十一年度計画作
︵柴山・黒川︶

②平成十一年度決算報告︵小田喜︶

側その他

十名

６月Ⅲ日田第岨回定期総会菜の花ホール総会五

＊本部読書会﹁日本道徳論﹂を読む

６月９日㈱事務局会市．総会準備

会長以下九名出席

５月四日伽役員総会菜の花ホール総会資料検討等
５月別日田第Ｗ回日本弘道会通常総会弘道会ビル

③平成十一年度監査報告︵監査︶

⑪平成十一年度事業報告

総合進行永井
一り 一
１開会の言葉︵福原︶
一よ 一
２
あ
いさつ︵安田支会長︶
告並びに議事︵議長皿支会長︶
一だ一 ３﹇報
報告﹈

一Ａ 玄 一

一支 一

事﹈

︵事務局・各事業幹事︶

平成十二年度事業計画案について

平成十二年度予算案について︵事務局︶
(
3
)

平成十一年度事業・決算承認について︵議長︶

(
2
)
（
1
）
議

Ｆ１︲ｊ０ｊ０←︲←﹂

戸

安房シンポジュウム菜の花ホール七十
名参加

７月皿日田事務局会市．総会資料︑会費徴収依頼
等発送

＊退職校長会共催

８月肥日伽事務局会市．講演会準備等
８月朋日㈹時局講演会菜の花ホール勝部真長氏
９月別日㈲事務局会市．研修旅行しおり作成等準
備

の見直し

Ⅲ月羽日出研修旅行箱根仙石原方面二十一名参加
皿月茄日㈹支会協議会弘道会ピル各支会代表によ
る情報交流三名出席
Ⅱ月別日㈱事務局会市．前期事業整理︑後期事業
ｎ月２日附本部特別講演会﹁戦後教育と教育基本法﹂

杉原誠四郎氏三名出席
岨月過日㈲事務局会市．女性部・役員交流会計画
ｎ月別日㈱事務局会市．女性部・役員交流会準備
平成十二年度の活動経過
二十二名参加

１月６日附女性部・役員交流会隅田川七福神めぐり
３月加日箇弘道シンポジュウム﹁日本人の忘れたも
の﹂学士会館十八名参加

３月別日窃支会中堅会員研修会講演・情報交流等
弘道ピルニ名参加

定例支会読書会６回実施菜の花ホール会誌﹃弘

咽日︑ｎ月Ⅱ日︑平成ｎ年２月岨日︑３月Ⅱ日

道﹄を読む７月岨日︑８月７日︑岨月陥日︑Ⅱ月

平成十一一年度日本弘道会安房支会事業計画

◎新企画を軸に支会活動の充実を図ろう

を考えよう

努力目標
１各種研修会に参加し︑見聞を広め︑語り合い︑新企画

・本部研修会等に参加しよう

・読書会に年間一回は参加しよう

２﹃弘道﹄を読み︑生涯の糧としよう

︒﹁弘道﹄に投稿しよう

・新刊号︑最低一稿には目を通そう

・各部会で二名の新会員加入をめざし働きかけよう

３新しい仲間をつくろう
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主な事業計画

⑤問い合わせ研修部長黒川邦保氏

︵訟駆１９００９︶まで

７本部開催の総会︑講演会︑研修会︑協議会等への積極

１幹事会平成旭年５月１日㈹市．

２役員会５月昭日出市．

号発刊記念﹄

㈹Ⅱ年７月ｎ日１０００号﹃特集﹁弘道﹂１０００

２その抜粋︵共感と感銘︶

後１時半より︒テキストは﹁弘道﹂等︒

全七回実施︑菜の花ホールにて︑原則として第二土曜午

平成十一年度弘道会安房支会読書会報告

的参加︵会誌参照︶

１経過概要

り

３定期総会・懇親会６月皿日出市．
４研修視察旅行皿月Ｍ日田山梨県碑林公園
５時局講演会皿月以降︑藤原正彦先生
６新春会員交流会平成昭年１月７日日下谷七福神巡

討中

７シンポジュウム−月加日田詳細は実行委員会で検

12 8

14 10

11 11

12

9

10 2

10 3

テキスト日本弘道会会誌﹁弘道﹄実施日の最近号
持参

刊記念﹄

日米の長期的利害関係をよく考えながら運営を⁝

〜当面の外交問題松永信雄〜

雄〜

③皿月陥日１００１号﹃有田一書理事追悼特集﹄
〜有田一書先生ありがとうございました戸張敦

案⁝

臨教審部会長としての活躍︒﹁教育陪審制﹂の提

（76）

テーマ﹁日本のこころｌこれからの生き方を求めて﹂

これからの道徳の時間は豊かな心の育成を⁝

〜心の教育と﹃日本道徳論﹄尾田幸雄〜

８読書会下記の計画により実施致します︒その都度の
ご参加下さい︒

7

②８月７日１０００号﹃特集﹁弘道﹂１０００号発

案内はいたしませんので︑ご承知の上︑お誘い合わせて

8

⑩期日＊原則として各月第二土曜日
月

＊十月十四日は研修視察の車中で実施します︒

日

時間帯午後１時別分より３時別分
会場館山市菜の花ホール︵盆別１１５１５︶
(
4
)
（
3
）
（
2
）

I平成12年7月24日

グラフ弘道あわ
創刊号

I弘道会安房支会事務局発行

1館山市高井178
（電話・FAX23‑2244）
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r.。
jpI
>

1
2
年
鋤て
隅m
三蔵

#順全員で記念職(鯛寺1
/ 旬 弓 、

（イイノ

ｎ月過日１００２号﹁特集国旗と国歌﹄

〜国旗法制化の意義と今後の対策吹浦忠正〜

〜国旗・国歌法の成立に思う福原修〜
〜﹁支会だより﹂に安房支会シンポジュウム紹介〜
刊記念﹄

阻月Ⅱ日１００２号﹃特集﹁弘道﹂１０００号発

〜﹁国旗・国歌法﹂の制定に思う松平直書〜
〜国旗・国歌法案について国会で述べたこと杉原

＊国歌のテーマの三分類京都産業大教授所功

誠四郎〜

ｎ年２月ｎ日１００３号﹃土田理事追悼特集﹄

解説

す

〜﹁武士道の再検証﹂ほか土田理事の論説を思い出

◇話し合いは︑﹁弘道﹂各号の主題論文に絞るととも

に世相の問題についてもふれる︒

︵幹事長柴山奮記︶

第２土曜日１時刈分に菜の花会館で︵期日は別頁参照︑
加月皿日は車中で︶

木更津支会

第六回日本弘道会木更津支会総会

平成十二年度・第六回支会総会並びに研修会を︑六月十

八日日に開催いたしました︒

今回は︑木更津地方の由緒ある中心的存在をなす︑木更

津八剣八幡神社の宮司︵会員︶さんのご好意により社務所

３月Ⅱ日１００４号﹃特集２０００年に思う﹄

〜徳は孤ならず鎌田正〜

を会場として実施しました︒

始めに︑参加者一同は本殿において宮司さんから︑丁重

＊﹁西村茂樹先生作詩歌﹂の鑑賞︵３月明日の里見

にしかも重々しくお蕨いを受け︑代表して若鍋支会長が玉

流舞踏発表会に備えて︶

◇その他①会員から︹大衆日報︺︑﹁房日﹂など︑

串の奉糞をするといった︑厳粛な一時を拝受させていただ

ログラムで︑心身共に清められた思いで︑総会に移りまし

続いて︑神官の案内を承けながら文化財の拝観というプ

きました︒

関係資料の提供があった︒

◇参加人数の増加を︒

３今 後 の 検 討 事 項
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(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)

などということは︑他国にはない︒だから家庭には神棚が

﹁神様はどこかでみている﹂﹁仏様はどこかでみている﹂

は︑他国には見られない高い民俗文化なのであるという︒

総会は特に問題もなく過ぎたが︑意見交換の場面では積

あり︑仏壇があってその中で感謝の念を抱きながら生活を

た︒

るものもあり︑今後の計画を熟慮せねばならないと思うこ

しているのである︒

極的な提言があり︑これからの研修会の在り方を示唆され
ともあった︒

られてしまったことの結末として︑今日の混乱する国籍不

千葉大学名誉教授の清水馨八郎先生の講演は︑充分に研

とやや抽象的な言葉で当たらず触らずの表現が多かったの

ことは説得力十分であった︒これ迄︑教育や裳の面となる

明の社会があるのだ︑と具体的にしかも明快に説明された

これを戦後の教育界や社会は捨ててしまった︑捨てさせ
研修会︵講演会︶

究された内容を資料を使って具体的でしかも分かり易く話

だが︑清水先生は具体的な表現をされた事に︑今迄会員も

う面があったようですが︑やっと吹っ切れたような様子を

知っているようでも︑分かっているようでも︑話辛いとい

半で︑大好評でした︒

﹃日本文明の真価﹄︑これは現在日本弘道会がシンポジウ

が展開され︑時折笑いも誘いながらあっという間の一時間

ムで三年間取り組んできている内容︑﹁心の教育﹂﹁日本人

すると︑今回の研修会の成果は極めて効果的なもので︑一

日本弘道会機関誌﹃弘道﹄第一○○五号と一体的に考察

感じました︒

○○倍の勇気を誘発させることであろうと考えます︒

﹁世界になくて日本だけにあるもの﹂﹁アジアになくて日

の忘れたもの﹂と全く一致するものであった︒

からのその歴史を語り︑これが日本民族・民俗文化の真価

︵幹事長三枝英司記︶

ご支援くださいまして誠に有り難うございました︒

今回のことを︑地元新聞が扱っております︒

本だけにあるもの﹂等から︑大化の改新は勿論神話の時代
だ︑としている︒

たとえば︑日本ではどんな小さな集落でも必ず鎮守の森
をもち︑掃除をし手を合わせ大切に守ってきた︒この鎮守
と感謝を︑苦しみの中にも共に喜び合うという体験が祭り

様を中心に精神生活が営なまれ︑皆の幸せを︑実りの祈願
という行事︒その地域社会では﹁義・恩・情﹂の精神構造
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６月Ⅲ日︵日︶

︵抄録︶

学︑講演会を実施︒講師は千葉大学名誉教授・清水馨

＊木更津支会が総会を開催︒総会終了後八剣八幡神社見

八郎先生︒演題は﹁日本人が忘れてしまった︿日本文
明﹀の価値﹂︒

６月円日︵月︶

＊鈴木勲会長は︑芸術院︵大丸直院長︶からのご招待に
より︑芸術院受賞式に出席された︒
７月３日︵月︶〜ｎ日︵金︶

王暁葵各氏に授与︒

＊﹁西村茂樹研究論文﹂奨励金を安藤優一郎︑森達也︑
７月４日︵火︶

＊午後２時︑生平幸立理事︑事務打ち合せのため来会︒

７月別日︵金︶

＊西村幸二郎前会長の祥月ご命日に当たり︑七海隆事務
行う︒

次長︑堤桂子職員が代表して︑青山墓地に赴き墓参を
７月加日︵金︶

鈴木勲会長は︑感性生活科学出版社︵東京都渋谷区千

局長︑七海隆次長︒

勝・宮崎哲夫・土田健次郎各編集委員︑藤下昌信事務

出席者Ⅱ鈴木勲会長︑生平幸立・淫英武・木屋野正

＊午後２時より︑﹃弘道﹄編集会議を開催し︑年間特集
テーマ︑その他について協議︒

７月

駄ヶ谷︶からの要請により︑西村思想の精髄を極めた

ったことについては以前に︵平成十二年一・二月号

﹃日本道徳論﹄の購読を︑インタービュー形式で行な

﹁編集後記﹂︶お知らせいたしましたが︑このほど収録
載されました︒

が終わり︑同出版社の雑誌﹃感生﹄にその全記録が収

収載誌七冊は︑本会事務局において受贈し保管して

おりますので︑ご希望の向きは︑是非お立寄りの上ご

高覧下さい︒二感生﹄平成十二年一月二十五日発行・

初めてであります︒

粥号より同年七月二十五日発行・紛号まで︶﹃日本道
徳論﹄に関する解説として精繊な内容をもったものは

７月５日︵水︶

隆次長は︑住商ピルマネージメント㈱山崎社長らの案

＊午後３時より︑鈴木勲会長︑藤下昌信事務局長︑七海
内で住友商事㈱が行っている晴海再開発事業を視察︒
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鯵ご寄付者芳名
︵平成皿年７月︶

金四千円也渡辺
鯵図書ご寄贈者芳名

勲殿︵山口県︶

︵平成岨年６月〜平成皿年７月︶

﹃仕事の中での学習﹄

著者上野直樹
発行東京大学出版会

国立教育研究所殿

﹃学校を変える子どもがかわる一

著者滝充
国立教育研究所殿

発行時事通信社

﹃生涯学習論﹄

編者川野辺敏
山本慶裕
幅村惇一

発行福村出版株式会社
国立教育研究所殿

﹃共有生命の哲学一

発行国書刊行会

著者総山孝雄

鈴木勲殿

著者平山郁夫
発行㈱講談社

﹃川合清丸博﹄

著者小谷恵造

発行㈱富士書店

総山孝雄殿

編集佐倉市総務部総務課

﹃佐倉市史研究﹄

鈴木勲殿

鈴木勲殿

発行社団法人学士会

編集市古貞次

﹁講演特集﹂Ⅲ〜棚号

﹃学士会報﹄剛・川・川・棚号

鈴木勲殿

発行㈱日本図書センター

尾田綾子

著者尾田幸雄

生涯学習社会における心の教育﹄

︒心の教育﹂実践大系第５巻

鈴木勲殿

発行財富士社会教育センター

著者石沢芳次郎

﹃別世紀・日本と日本人の課題﹄

市史編さん室

発行佐倉市

佐倉市長渡貫博孝殿
﹃ふるさと歴史読本中世の佐倉﹄

編集佐倉市総務部総務課
市史編さん室

発行佐倉市

佐倉市長渡貫博孝殿
﹃古風堂々数学者﹄

著者藤原正彦
発行㈱講談社
藤原正彦殿
﹃仏教経済研究第羽号﹄

駒津大学仏教経済研究所殿

編集駒津大学仏教経済研究所
発行駒津大学仏教経済研究所
﹃永遠のシルクロード﹄
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鳶
￨

鰯購求図書
﹃日本の危機﹄

著者棲井よしこ

﹃正義の喪失﹄

発行新潮社
著者長谷川三千子
発行ＰＨＰ研究所

﹃君はトミー・ポルカを聴いたか﹄

﹃東アジアの思想風景﹄

著者古田博司
発行岩波書店
著者赤塚行雄

発行風煤社
↓﹃沈黙の宗教ｌ儒教﹄

著者加地伸行
発行筑摩書房

﹃日本人の品性﹄

著者森隆夫
工藤秀幸

工藤秀幸

森隆夫

発行㈱ぎようせい
﹃豊さの虚と実﹄

発行

編者

発行㈱ぎようせい
﹃もどかしい親と

歯がゆい若者の国・日本﹄

著者クライン孝子

発行祥伝社
﹁歯がゆい国・日本﹄

著者クライン孝子

発行祥伝社

﹃日本の生き筋﹄

発行致知出版社

著者渡辺昇一

﹃文部科学省関係法人名鑑﹄

著者入淫天峰

発行㈱官庁通信社
﹃恐るべきお子さま大学生たち﹄

著者ピーター・サックス
﹃日本人と武士道﹄

発行㈱草思社

著者スティーブン・ナッシュ

発行㈱角川春樹事務所

◎会費領収報告

︵頚秤賊皿斡祁朋皿朋︶

ただきます︒

１︑この報告をもって領収書に代えさせてい

終年度です︒

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

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

︹北海道︺

○安田勲⑰

佐々木惣吉⑰

︹岩手県︺

︹宮城県︺

○佐藤憲夫側佐々木拓雄⑰

︹秋田県︺

杉津富男側⑪⑰

︹群馬県︺

稲塚勇側

︹埼玉県︺

○土橋隆信⑰川口京子側
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ましも

○真下博孝⑰

河野幸枝⑰

貝

(
1
2
)
(
1
2
)
(
1
2
)
(
1
2
)

︹愛媛県︺

勲川⑪⑫

○正木啓介⑫
︹山口県︺

渡辺

宇都宮象一川伽⑰

︵自平成皿年６月〜至平成ｎ年７月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

埼玉県土橋隆信七海隆
愛媛県正木啓介田内龍治
千葉県大津一郎小津民三郎
こぎそ

北海道安田勲松下貌三
宮城県佐藤憲夫師勝夫

愛知県小木曽照行鈴木勲
千葉県若狭雪雄尾田幸雄
ましも

埼玉県真下博孝小津民三郎

東京都首藤尊良七海隆

神奈川県船山裕幸小野健知
かつら

東京都葛麻紀多田建次
岐阜県桐渓晃靖江崎力
千葉県赤木博司白烏正

︵自平成ｎ年６月〜至平成ｎ年７月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

堀内正一若鍋尚志

木更津長谷川勝由若鍋尚志

″

″

石見涼二黒川浩

野田横田賢次黒川浩

羽山雅人黒川浩

″永瀬好邦黒川浩

″

″斎藤てる黒川浩

山口浩明林充也

かねひろ

佐伯厚林充也
原周弘林充也

はだ

″秦征治藤木敦

むねあき

島根横山統農川角尊慈

″

″

″

″

″

大石武博荒木光哉

原洋二棲内強
″高橋和男飯田光

佐藤健治松本幹彦

″浪花俊雄飯塚一雄

″

どうはら

河原一朗松本幹彦

さいき

″才木雅伸松本幹彦
つ
野の津
満松本幹彦

″

〃

よこじ

″横路仁朗荒木光哉
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︹千葉県︺

麻 伸 志
紀幸環男

○大津一郎⑰岩井喜久衛側⑩⑪
干潟支会Ⅲ名分⑰
○若狭雪雄⑰

葛石中中
渡川田
皇

○船山裕幸⑰

○

八千代支会剛名分⑰

O
S
(
1
2
)
(
1
2
)
(
1
2

治伽伽○桐渓晃靖⑰

(
1
2

○赤木博司⑰

足立

︹岐阜県︺

清水

尊孝延
良義雄豊

○小木曽照行⑫側

︹愛知県︺

隆

︹東京都︺

○

︹神奈川県︺

首関鈴藤
藤岡木田

１︐←︲←； ← ｊ０ｊ ←︲←︲←

←︲←

６０←︑←︑←

〜︑←︲←︲←１１←︑ｊ１ｊ

ｊ０ｊ０６０←︲←

←︲←︲←

１←︲←︲ｊ０ｊ０←

←

←

←︲←

←Ｊ

６﹂

二百七十年記念シンポジウムを開催一

一心学参前舎石田梅若﹁心学開講﹂一
１〜︲←︑〜

さるべく候﹂と掲げ︑女性にも席を設けて学問開放を試み

の確立に努め︑そのためには商人自身の社会的自覚と常に

たのは画期的なことでした︒特に当時の商人の社会的地位

ひるがえって︑今日の日本社会を見るに︑元禄亨保の世

変わらぬ道徳的向上心の必要を説いたのであります︒

に商人が置かれていた情況と余りにも似ております︒

の新たな社会的自覚への発見がなければなりません︒それ

Ｆ︲←︲〜

日本弘道会の古くからの友好道徳団体である心学参前舎

こそが日本人が日本人としての本来の姿に立ち返る第一歩

今こそ梅岩心学開講の精神に遡り︑それぞれの立場から

は﹁石門心学﹂の創始者である石田梅岩の︿心学開講二百

です︒二十一世紀へ向けて日本人の心の再生を願って︑こ

﹁とり戻そう日本人の忘れている心と知恵﹂

平成十二年十月十五日日十三時〜十七時

○入場無料

Ⅲ宅苧言苧一三四川宅〒一一酉Ｉ一丸一七

京都市左京区宝ヶ池

会場亜国立京都国際会館︵メインホール︶

日時

○ご案内

主催 実行委員会亀岡市京都新聞社参前舎他
後援 文部省京都府京都市京都商工会議所
ＮＨＫ日本経済新聞社朝日新聞社他各社
協賛里泉セラ松下電器産業日立製作所イセトー
日本弘道会ＰＨＰ研究所石門心学会他

心ある方々のご参加をお待ち申し上げております︒

のシンポジウムを開催することにいたしました︒

七十年記念行事﹀の一環として︑来る十月十五日

心学参前舎の﹁心学知性の学を究明し︑人倫の大道を説

のテーマで下記によりシンポジウムを開催する︒

の﹁人心を正しくし︑風俗を善くし︑国力を養う﹂の目的

き︑国家の福祉を増進﹂しようとする目的は︑日本弘道会
と相通ずるものがあり︑一昨年来﹁こころ﹂の問題を取り
も協賛している︒

上げてきたシンポジウムにも関連するところが多く︑当会

本年は石田梅岩が亨保十四年︵毛云︶に京都車屋町の地

○趣旨
に講席を開いてから満二百七十年目にあたります︒

梅岩は開講に当たって︑﹁何月何日開講︒席銭入り申さ
ず候︒無縁にても御望みの方々は遠慮なく御通り御聞きな
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Ｒ・Ｎ・ベラー氏︵カリフォルニア大学名誉教授︶

行事二︑基調講演﹁心学と二十一世紀の日本﹂

そして﹃徳川時代の宗教﹄の出版に当たっては︑日本の

近代化の根源は明治維新以前の日本文化の伝統の中にある

化がなしとげられたのは︑主として江戸時代の宗教文化的

と明確化した︒その中で西欧以外の国で初めて日本の近代

背景にあり︑その良い事例として﹁石田梅岩﹂を取上げて

二︑シンポジウム

上田正昭氏︵京都大学名誉教授︶ｌ座長

謹しんでお詫びし︑訂正致します︒

﹁貞慶長昭﹂は﹁貞麿長昭﹂

．躯頁下段９行目

﹁砂金俵夫﹂は﹁砂金俊夫﹂

・舵頁上段８行目

﹁レリジメン﹂は﹁レリジョン﹂

︒Ｗ頁略行目

﹁吉田紹欽﹂は﹁古田紹欽﹂

・表紙７行目

訂正︵第一○○六号︶

﹃徳川時代の宗教﹄︹一垂︿︑︑池田昭改訳︺

﹃心の習慣﹄︹一究一︑島薗進・中村圭志訳︺

﹃破られた契約﹄︹完全︑松本滋・中川徹子訳︺

﹃日本近代化と宗教倫理﹄︹売妻︑堀一郎・池田昭訳︺

○箸書

いる︒

﹁とり戻そう！日本人の忘れている心と知恵﹂

小谷隆一氏︵㈱イセトー会長︑日本弘道会監事︶

稲盛和夫氏︵京セラ㈱名誉会長︶

Ｒ・Ｎ・ベラー氏
○参加ご希望の方は︑あらかじめ左記へご連絡下さい︒
㈱ジェイコム

新京都センターピル五階

〒Ⅲ︲Ⅲ京都市下京区塩小路通新町西入
Ⅲ宅苧一一酉︲こく一︿川宅〒一一酉︲夷一七

米国の社会宗教学者︒夷君年オクラハマ州に生まれる︒

口パート︒Ｎ・ベラー氏の略歴
ハーバード大学卒業後︑同大学中近東研究センター研究員︑
教授を経て︑現在カリフォルニア大学バークレー校名誉教授︒

マックス・ウエーバーやデュルケーム等の理論を基礎に

体系的比較的視点から宗教と社会の関係について研究︒ア
ジア特に〃日本の近代化と宗教思想の役割″に強い関心を
の指導で日本の歴史文化の理解を深めた︒

もち続けている︒ベラー氏はエドウィン・ライシャワー等
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言葉の

きる事に親として気付き︑その良さを

三年生の息子が米国国歌だけが暗唱で

ますよう︑心からお願い申し上げます︒

今後とも一層のご指導とご鞭健を賜り

りいただき︑改めて感謝申し上げます︒

月の弘道誌の﹁日本の皇室﹂のご遺稿

んで送っていただいた平成八年七・八

しまして大変恐縮致しております︒変

さて︑この度は貴重な御本︑拝受致

活躍のことと拝察いたします︒

宮城県堀田正一郎
拝啓早春の候︑先生にはご健勝でご

︵国際交流基金人物交流部長︶

鈴木勲先生

二月二十七日

し上げます︒敬具

略儀ながら書中をもってごあいさつ申

残しながらも︑何かしなければと考え︑

日本の国を感じさせる一つの機会にし

ようと︑十二月の天皇誕生日に一般参

あります︒

ひろば

賀に皇居へ連れて行ったことが︑この

日間﹂で昭和五十年の野口先生のご来

度のご縁の始まりかと感じるところが

東京都堀江振一郎
拝復この度は︑野口明文集及び貴弘

訪の文章があり︑さらに︑たまたま選

う欄の中にありました林田文化庁長官

と同じ号で︑鈴木先生が﹁武家屋敷と

また︑私の郷里について﹁松江の三

うございます︒﹁言葉のひろば﹂とい

道会会誌をお送りいただき︑ありがと

の﹁得るところの多い内容であり貴会

滝川先生碑について﹂の随想を記して

の言葉もございません︒本学は高等教

と同感です︒

いただいていた点︑光栄なご縁を感じ

の御活動に心から敬意を表します︒﹂

七十余年の違いはあれ︑文部省の課

わらぬ先生のご厚情が胸にしみ︑感謝

長をお務めになっていた野口先生が侍

﹁心の教育﹂の重要さは痛感しており

育機関とはいえ︑入学してくる学生の

ての心︑社会人の心構えといったもの

ます︒本学の教育の中でも日本人とし

の事跡についても松江の者が意を用い
るようにとのお話︑塩見縄手の武家屋

をどう教育したらと思慮しております︒

ました︒へるんだけでなく︑滝川先生

で引き続き大きなお仕事をされた事を

敷は何度かお訪ねしながらこの碑を存

機会がありましたら先生にご講話をい

従になられ︑後に高等教育界や弘道会
知り︑いささかなりともその足跡に続

刻んでおきます︒

じ上げなかった地元の者として︑心に

ただき︑学生にも日本人としての自覚

の励ましをいただきました︒米国の三

本当に学ぶところの多い書籍をお送

くような仕事をしたいと︑何よりの心

年の勤務を終えて帰国した折り︑小学
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したが︑弘道会会長はじめ皆様︑益々

若葉が鮮やかな候となってまいりま

野田支会斉藤てる

講師の鎌田︑土田両先生の熱の入っ

ご健勝のこととお慶び申し上げます︒

修で少々緊張した一時でした︒

書面での御礼で申し訳ございません

や道徳との関係︑儒教の位置付け︑そ

た︑また︑わかりやすいご講義で宗教

を確かなものにさせたいと存じます︒

が︑今後ともご指導ご鞭健をお願い申
時節柄︑ご自愛なされてのご活躍も

おぼろげながら理解できたような気が

して﹁儒教における権﹂というものが

より参加させていただいた者ですが︑

さて私こと三月の研修会に野田支会

し上げます︒

あわせてお願い申し上げます︒敬具

先日記念のお写真をお送りいただきほ

平素なかなか得られない研修の場を

会員としての認識を強くいたしました︒

線香を手向けることが出来︑弘道会の

ぶ中に︑泰然とお立ちの会祖の墓前に

ましたが︑由緒ある古い墓標が立ち並

くなり申し訳ありません︒末筆ながら

かして参りたいと存じます︒御礼が遅

少しでも日々の生活︑仕事の中に生

れた印象深い一日でした︒

目にかかれた︑そして︑感銘を与えら

追求し︑説いて下さる偉大な先生にお

研修会は︑人の生き方︑道を真筆に

んとうにありがとうございました︒

した︑充実した研修ができました︒

三月十四日

高梨哲朗

設定して頂きました会長様はじめ︑事

さらに︑西村会祖の墓参に参加致し

拝啓若草もえる候益々御清栄のこ

務局の先生方にあらためて厚く御礼申

皆様の御活躍をお祈り致します︒

鈴木勲先生

さて︑過日は私共に素晴らしい研修

し上げます︒また︑研修会の際お撮り

︵東北文化学園大学理事長︶

会を開催して頂き大変勉強になりまし

下さいました写真をわざわざお送り頂

茨城支会渡辺高志

とと拝察申し上げます︒

安房支会兵藤恵美子

た︒誠に有り難うございました︒厚く

き有難うございました︒大変遅くなり

拝復漸々桜のつぼみもふくらみを見

になり誠に有難うございました︒

この度の会員研修会では大変お世話

せ始めました︒

四月二十七日

御礼申し上げます︒去る十三日に役員

陽気が変わる木の芽時でございます︒

ましたが︑御礼のご挨拶といたします︒

くれぐれも御身ご自愛の程をご祈念申
四月十九日

しあげます︒敬具

会があり︑その際に研修会の報告をい
たしました︒

私共︑儒教に対して興味関心は持っ
いませんでしたし︑少人数の中での研

ていたものの︑っっ込んだ勉強はして
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過ごすことができました︒また当日の

お陰をもちまして︑有意義な一日を

ます︒どうか︑時節柄呉々もご自愛専

お詫び芳々御礼を申し上げ失礼いたし

お変わりございませんか︑父石毛春

に語りかけております︒涙はまだ／︑

木蓮が咲き父が帰って来たようで花

末筆となりましたが︑事務局の皆様

流れてきます︒絵手紙が一年生になり

治郎が他界して二度目の春が来ました︒

うお願いいたします︒

藤下事務局長様

日本は沈没してしまうのではなかろう

廃はいったいどうしたことでしょうか︒

それにつけ最近の日本人の道徳的退

げようと心がけて生きています︒

でいいからとにかく人のためやってあ

大きなことはやれませんが小さなこと

装紙のような感じもいたします︒私は

とか名誉︑お金というようなものは包

決定づけるものは生き方であって地位

ものはないようです︒最終的に人間を

す︒善美に憧れる人間の姿ほど美しい

稿︶が私にとって血肉となっておりま

謝しております︒一つ一つの文章︵諭

弘道を読ませて頂きましていつも感

山形県板井角也

方に山々よろしくお伝え下さいますよ
四月十一日

藤下事務局長様

千葉県長谷川充必方

みえこ

ました︒

一にお過ごしのほどを祈念いたします︒

記念写真をご恵送頂き重ねてお礼申し

上げます︒敬具
島根支会三好和男
き過ごしやすい季節となりました︒

陽春の候となり︑山陰地方も好天が続
さて︑先般は第三回支会中堅会員研

修会に参加させていただき︑種々ご教
恵贈いただき誠に有難うございました︒

導を賜り︑また︑先日は記念写真をご
ご芳情のほど厚く御礼を申し上げます︒
早速御礼を申し上げねばと存じ乍ら︑

多忙に紛れ本日迄延引いたしましたこ
とを深くお詫び申し上げます︒

失礼の段悪しからず御寛恕のほどお
願いいたします︒

研修会を機に一層支会の伸展に︑微
力を尽くす所存でございますので︑こ
のうえ共何分よろしくご指導のほどを
お願い申し上げます︒

先ずは遅れ馳せ乍ら︑粗状をもって
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形の片辺りの草堂でいるノ︑考えてお

かと考えさせられることのみです︒山
び申し上げます︒

拝啓新緑の候︑益々ご清栄の段お慶

東京都渡部昇一

もなにか世のためになればと考え新聞︑

ります︒それは私の拙い意見であって

いつぞやの会ではお世話になりまし

の﹁弘道﹂第一○○五号をお送り下さ

また︑この度は小生の講演要旨掲載

た︒

過日山形で日本道徳教育学会が開か

雑誌に意見をまとめ訴えております︒

れるというので研究発表を依頼されま

いまして︑有り難うございました︒

鈴木様のご健勝と貴会の一層のご繁

したので発表することに致しました︒

学校と家庭・地域社会との連携をとお

し上げます︒

栄をお祈りしつつ︑とりあえず御礼申
五月八日

ーマを設定しました︒私は実践家とし
て育てられましたので︑子どもと地域

して心の教育をどう進めるかというテ

の人びととの接点を総点検し︑それを

東京都上田幸夫

礼申し上げます︒

賜と心より感謝いたし︑ここに厚く御

今後ともご指導ご厚誼のほど宜しく

お願い申し上げます︒

末筆ながら皆様方のご健康と益々の

拝謁・言上の栄に浴しました︒この

ご発展をお祈り申し上げます︒

でございます︒

感激を忘れず今後︑努めてまいる覚悟

五月吉日

︵財学校教育研究所常務理事︶

鈴木勲様

東京都高橋時春

謹啓新緑の候益々ご清祥のことと

お慶び申し上げます︒

平素は格別なるご高配を賜り︑深く

感謝申し上げます︒

さて︑このたびの叙勲に際しまして

は︑早速にご鄭重なるご祝意を賜り︑

これも偏に皆様方の多年にわたるご

ご厚情のほど厚く御礼申し上げます︒

指導ご支援の賜と衷心より深く感謝申

いました︒五月十一日に勲五等双光旭
日章を拝受いたしました︒これも偏に

祝電︑祝辞を賜り誠にありがとうござ

さて私ことこの度叙勲に際し︑早速︑

ととお慶び申し上げます︒

皆々様にはご清祥にてお過ごしのこ

木々の緑が美しい季節となりました︒

鈴木勲様

どう生かすかという問題です︒子ども
いう平凡なことです︒

に﹁目をかけ声をかけ手をかける﹂と

先生には弘道会発展のため益々ご活
躍されんことを心から念じご健勝を祈

四月二十三日

っております︒敬具

︵山形県退職校長会長︶

鈴木勲会長先生

皆様方の長年にわたるご指導ご支援の
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この栄誉に恥じることなきよう尚一

じております︒ますますのご発表をお

す役割はますます大きくなるものと感

昨今の世相を思うとき︑貴会の果た

に泳いでおります︒

謹啓五月晴れの空に鯉のぼりが元気

田村和凡

し上げます︒

層精進いたす所存でございますので︑

祈りいたします︒また︑参加させてい

いただき︑どうもありがとうございま

この度は︑日本弘道会に入会させて

お慶び申し上げます︒

藤下先生にはますますご清祥の事と

今後とも変わらぬご指導を賜りますよ

ただきたいと思っております︒

鈴木勲様

う心からお願い申し上げます︒

末筆ではございますが︑皆様の益々
のご健勝とご多幸をお祈り申し上げま

した︒

の方なりは︑善くも悪くも結局︑自分

事がよく分かってまいりました︒全て

ご恵投いただきました機関誌の弘道

拝啓風薫る五月爽やかな季節になり

とりの心の在り方が何より大切である

を拝読させていただき︑私たち一人ひ

栃木県山本豊

早速拝眉の上御礼申し上げるべきと

は︑ご壮健にてご活躍のよし︑お慶び

ました︒鈴木会長さんにおかれまして

す︒

ころ︑略儀ながら︑書中をもちまして

本日︑シンポジウム特集号をご恵贈

申し上げます︒

ご挨拶申し上げます︒敬具
五月吉日

を全ての人々が認識しましたなら︑こ

の社会の問題は多少なりとも解決する

自身にはね返る︒この極めて当然の事

事と思われます︒解釈が適切なものか

たまわり︑ありがとうございました︒
ります︒︵社︶全教協として平成十二年

小生の粗文も編集いただき恐縮してお
度活動の目玉は１教育基本法の改定︑

否か︑不明な点がございますが︑私自

鈴木勲先生
︵日本教育新聞社会長︶

２教育の日制定︑３青少年健全育成法

身︑自分と言う殻をなかなか抜け出す

東京都岩崎袈裟男
先日﹁日本人の忘れたもの﹂の﹁弘

の制定です︒正しい教育の在り方をめ

事ができなかったため︑これまで本当

初夏の気配を感ずる頃になりました︒

道シンポジウム﹂に参加させていただ

ざしがんばります︒今後ともどうぞご

うものを理解する事ができず︑自分自

これも︑本当の意味での自分自身と言

に貴重な時間を失ってしまいました︒

き︑大きな感銘をうけて帰りました︒

︵全国教育問題協議会常務理事︶

鈴木勲様

いま︑また︑その特集を贈呈いただ 指 導 下 さ い ︒ 敬 具

き一読し︑感銘を深めております︒あ
りがとうございました︒
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﹁本の学校﹂は五月八日から約二週
育講座﹂を開講しているところです︒

間にわたって︑出版業界人の﹁基本教

身に与えられた使命と言うものに気付
本当に︑私のような若輩が諸先生の

かなかった事が原因であると思います︒

逆風の中ですが︑細々でも息長く続け

鈴木先生のご多幸とご健勝を心から

五月十三日

祈っております︒敬具

鈴木勲先生

東京都小野健知

お話をお伺いするのは︑まだ︑時期尚

なお︑本店に十年間おきました文蕊

ていきたいと思っています︒

導の程︑お願い申し上げます︒

拝察し︑お慶び申し上げます︒日頃は

拝啓時下︑ますますご健勝のことと

早と存じますが︑何卒︑よろしくご指

一階に﹁文蕊広場﹂として移設しまし

害専門店は︑一昨年︑﹁本の学校﹂の

ます︒

お世話になり︑誠にありがとうござい

日本弘道会の更なるご発展をお祈り

に応えて開設したものでしただけに感

育制度研究所で三カ年にわたり﹁近代

さて︑この度︑私たちは日本大学教

た︒故江藤淳先生の文塾書専門店構想

いたしまして︑御礼のご挨拶に代えさ

せていただきます︒敬白
五月二日

林公先生の朝の読書も全国三千校を

トを展開して参りましたが︑やっとそ

日本の倫理教育の研究﹂のプロジェク

激深いものがあります︒

超えました︒子ども読書年の本年から

藤下昌信様

鳥取県永井伸和

国民文化祭とっとり二○○一年の﹁出

の成果を上梓することになりました︒

版文化展﹂を目指し︑朝の読書や学校

一部ご恵贈させていただきたいと存じ

存じ上げます︒

ます︒

謹啓青葉の剛御清栄のこと大慶に

きるよう取組みを始めようとしていま

図書館の大切さをさらに全国へ発信で

︵調﹄碑骸群櫓贈耐珊誤鋤読罰岬究﹂プロジェクト︶

五月佳日

申し上げます︒敬具

く御指導︑御協力賜りますようお願い

尽力いたす所存でありますが︑よろし

今後とも︑道徳教育の振興のために

鈴木先生の御人格を慕い︑今井︑永

いただきますようお願いいたします︒

これからも変わらぬご厚情とお導き

す・

ご理解ご支援があってのことでありま

これも鈴木先生との出会いと︑深い

す︒

井と代々にわたってご指導を賜りまし
ます ︒

たご縁を有難たく心から御礼申し上げ

なかでも鳥取県民文化会館館長︑国
民文化祭基本構想検討委員長ご在任中︑

親しく警咳に接し得ましたことは︑生
涯の幸せでありました︒
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島根支局飯塚一雄
謹啓此度も亦盛会に参加できて老躯
に愛鞭を受けた思いでございました︒
厚く御礼申し上げます︒

ゆ雨らしいものが降りそそいでおりま

くおわび申し上げます︒

れ誠に失礼いたしました︒ご無礼を深

六月二十三日

鈴木勲様

しまして誠に申訳ございませんでし

さて︑過日開催の定期総会︑欠礼致

お慶び申し上げます︒

の皆様方︑益々ご健勝の趣き︑心から

拝啓初夏の候︑会長さん始め事務局

千葉県高橋修

︵本会監事︶

ようお願い致します︒草々

今後ともよろしくご指導下さいます

す︒時節柄呉々も御自愛の程を祈って

やみません︒不一
五月三十一日

京都府小谷隆一

去年は相次いで優れたご先輩が御逝
去になり心痛む限りでございましたが

日頃はご無沙汰致し誠に申しわけご

ございました︒

感激いたしております︒本当に有難う

名誉ある賞状・杯．ご銘菓をたまわり

何もお役に立っておりませんのに︑

たし誠に有難うございました︒

このたびは︑立派な寿昌杯を頂戴い

ざいません︒

﹁弘道﹂でその方々の追悼特集がなさ
れましたので︑故人についてのみでな

く弘道会そのものについても認識を更
に深めることが出来たと申してくれた
生もそぞろ心がなどみました︒

支会友がかなり多く︑入会を誘った小
当支会は来年度十周年を迎えますの
で目標としてきた会員二百名を達成す

た︒

鈴木勲会長様

五月三十日

り申し上げます︒敬具

弘道会の益々のご発展を心からお祈

尚︑私如き者に対しましての寿昌︑

石田梅岩を顕彰するために微力をつく

京都近郊の亀岡で生まれられた先哲︑

朝の読書運動も本部行事に採り入れ

心より厚く御礼申し上げます︒

只々恐縮の外ございません︒謹んで衷

るよう決意を新たにしております︒

われ充分なことが出来ておりません︒

しておりますが︑会社の仕事などに追

杯をいたぐいたのを機会に︑さらに努

いと思っております︒まだ実施しては
いないけど検討中の学校が増加してお

られましたので支会でも更に努力した

り︑その声も拡がりっ︑あるとの報を

ロータリーの仕事で海外を旅行してお

五月二十一日より一ヶ月近く︑国際

力をつぐけたいと存じております︒

浄化に役立てばと楽しみにしています︒

りましたので御礼を申し上げるのが遅

うけておりますので︑少しでも世相の
当地は梅雨入りが近いのか今日はっ
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総会おいて︑寿昌の栄に浴させて頂き︑

東京都小選民三郎
健勝のこととお慶び申し上げます︒

木勲会長様におかれましては︑益々御

りきわ立たせる季節となりました︒鈴

埼玉県安藤優一郎

先日は奨励金を賜り︑ありがとうご

暑中お見舞い申し上げます︒

でご配慮いただき︑御礼の言葉もござ

ざいました︒その上︑生活上のことま

いません︒先生からいただいた暖かい

先日は︑日本弘道会総会において拙

拝啓五月二十七日の第九十八回通常
誠に有難うございました︒厚く御礼申

いました︒若輩ながら私がこのような

論を表彰していただき誠に有難うござ

お言葉を励みにし︑これからの研究生

二十九日に多摩霊園に行き︑弘道会

活を送っていく所存でございます︒今

し上げます︒

とっても大変光栄なことであり︑また

賞をいただきましたことは︑私個人に

し上げます︒不一

後とも︑宜しくご指導の程︑お願い申

︵元評議員︶のお墓参りをし︑寿昌状

ともなりましたことを大変うれしく思

倫理学研究室の後輩たちへの発奮材料

を紹介していただいた寺崎隆治先生
と寿昌記念杯をお備えし︑ご報告と御

今後は︑日本倫理思想史の通史構築

東京都押谷由夫

鈴木勲様

を︑研究の最終目標として頑張りたい

が続きます︒お変わりございませんで

拝復梅雨入りを前にして蒸し暑い日

っております︒

の道徳団体である弘道会から︑寿昌の

と思っておりますが︑西村先生の孤軍

百二十年の歴史を有するわが国最古

礼を申し上げました次第です︒

お祝いをいただいたことは光栄の至り

奮闘を思いうかべつつ︑賞の名に恥じ

今後は弘道会の普及に微力ながら貢

の﹂特集の﹃弘道﹄をご恵贈賜り︑あ

さて︑過日は︑﹁日本人の忘れたも

しょうか︒

りがとうございました︒私自身の幼少

いった方がいいかもしれません︶︒

させてもらっておりましたので拝聴と

深く拝読させて頂きました︵当日参加

時代や家庭生活と対比させつつ︑興味

研究発表が重なり︑御礼が遅くなり

鈴木勲様

六月十二日

御礼まで︒敬具

ましたことをお詫び申し上げます︒右︑

す︒

ぬよう精進を重ねていく所存でありま

であり︑生涯最高の感激です︒

会長のご多幸と日本弘道会のご繁栄

献しようと考えております︒

六月一日

を心よりお祈り致します︒敬具

鈴木勲様
東京都吉田真樹
拝啓梅雨空があじさいの青をふちど
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会が与えて頂いておりますことを︑心

てなりません︒そのような機会を︑貴

によって︑打開されていくように思え

そのような反省を一人一人が行うこと

に﹁忘れたもの﹂があるのではないか︒

入ごとではなく︑私自身の生活の中

育︶については︑どこの国も悩んで

しても残念です︒道徳教育︵価値教

機関が話題にもならないのは︑何と

ついて総合的に研究する国立の研究

ざすのかの大もとである道徳教育に

ていますが︑どんな国民の育成をめ

は︑国立の研究所が続々と設立され

かということです︒科学技術部門で

めたいと考えています︒今までの検討

口までには何とか提言という形でまと

家庭教育の分野に入りますが︑この秋

と検討協議を続けております︒今後︑

役を委嘱され︑委員諸氏︵十名程度︶

と規律﹂特別委員会において︑まとめ

して昨年七月以来﹁教育における自由

現在︑小生は日本教育会の一役員と

今自分がここに存在していることの

より感謝申し上げます︒

ただければ幸いに存じます︒

案を同封いたしましたのでお目通しい

どうぞくれぐれもご自愛のうえ︑ご

います︒私は︑我が国は道徳教育先
において︑世界に貢献できます︒早

進国であったと思います︒そのこと
期の設立を心より願うしだいです︒

る生き方をしたい︑改めて感じたこと
です︒そしてそう感じる人間を育てる

意味を常に問いかけ未来に希望がもて

ことこそが道徳教育の役割ではないか

六月八日

東京都佐藤保

︵日本教育会群馬支部長︶

活躍くだされますようお祈り申しあげ

ます︒敬白
群馬県千吉良覚

鈴木勲様

今後ともご指導の程︑よろしくお願

へん貴重なるご講演を賜り誠にありが

拝復日本教育会支部長会議ではたい

と︑改めて確認させて頂きました︒

六月三日

い申し上げます︒

いたしました︒

拝復御信並びに書籍をありがたく頂

とうございました︒改めて感銘を深く
戦後のわが国の教育行政の大先達と

鈴木勲様
幸いです︒五年前の調査と比べてよ

追伸同封の資料︑ご高覧頂ければ

は貴重で︑読後本学の図書館に入れた

戴いたしました︒特に野口先生の文集

いと考えています︒野口先生といえば︑

して今尚︑お元気でとくに道徳教育振

私は勿論お会いしたことはございませ

興のために情熱をもって取り組まれて
するものであります︒

おられる先生に対し︑心より敬意を表

しています︒小生の念願としまして
は︑道徳教育について広く研究する

くなっているのですが︑課題は山積

国立道徳教育研究所が設立できない
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科の卒業生で︑よく存じ上げています︒

んが︑下のお嬢さんがお茶大中国文学
ころ︑早速に﹁右顧左開することなく

数日後︑着任の挨拶状を差し上げたと

町の畑迫小への辞令をいただきました︒

七月六日

十年ほどの時をへだてた第二信といた

します︒敬具

また土田さんの御子息の健次郎さんは

鈴木勲様

大阪府小木曽照行

たぐきました︒今でもその感激は忘れ

会誌﹃弘道﹄︑シンポ記録︑佐伯氏

教師を全うせよ﹂と激励の葉書をい
ることができません︒このおことばを

早稲田大の東洋思想におられて︑これ
ん︑不思議な御縁と思います︒ありが

座右の銘にして以後昭和三十七年四月

ております︒旅行中にて御礼遅れ︑失

論稿などお贈りいただき恐縮︑感謝し

またお会いする機会が少なくありませ

とうございました︒敬具

採用となり隠岐の浦郷中で三年︑次い

六月二十一日

と務め飯南で教頭︑再び横田で校長を

説はいつも馴染んでる方々のもの︑有

弘道会の趣旨有意義で︑会誌等の言

礼いたしました︒

で高校教員となり浜田水二年︑三乃屋

させていただき︑平成十一年三月退職

むところと思っております︒入会させ

難く拝見できます︒いろいろ指針に富

十年︑松江南八年︑母校の横田で八年

いたしました︒国語担当でした︒﹁日

︵お茶の水女子大学長︶

島根県石原道夫

本弘道会には内田栄先生のご紹介で入

鈴木勲様

慶び申し上げます︒

拝啓 時 下 い よ い よ ご 清 祥 の こ と ︑ お

摘どうり︑また文字どうり﹁社会は病

発信されていますが︑佐伯教授のご指

愛知から最近凶悪・悪質少年犯罪が

ていただきました︒

九九四号から投句をはじめ師松魚先生

んでいる﹂と痛感します︒﹁教育の日﹂

り︑懐かしくてなりません︒平成十年
のご高齢をものともされない手厳しい

会し︑先生のご尊顔を拝することにな

に賛同しながら先生への二回目のお便

ご指導をうけて今日に及んでいます︒

籾て弘道一︑○○六号を拝読し︑先

りを差し上げようとしています︒一回

動として展開することを期待すると共

設定の動きが出ておりますが︑国民運

生の﹁規範意識の再生﹂というご提案

目は昭和三十六年八月末でした︒昭和

て熟年を生きています︒今後共よろし

目下父祖の後を継ぎ︑神職を専任とし

さらに問わなければと︑顧みて思って

に︑教師自らの在り方を戦後を通じて

三十六年度の教採試験に失敗し︑日本

先生のご健勝とご活躍を祈念し︑四

くお願いいたします︒

大学の日本文学専攻科に在学していた
ところ︑急に帰県し︑八月二十八日に
県庁学事課で先生にお会いし︑津和野
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晴の叙勲受章者
勲二等旭日重光章文部行政功労

諸津正道殿︵乃歳︶東京都
元文部事務次官・元国立科学
博物館館長

勲五等旭日双光章教育功労

上田幸夫殿︵刈歳︶東京都
元全国連合小学校校長会会長
元小学校長

右の二氏は︑去る四月二十九
日︵みどりの日︶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︒

︵日本教育会愛知支部長︶

ご健康ご活躍を祈ります︒葉書にて

います︒

失礼しました︒

東京都大島韓一
御多忙の中を著書まで添えて御返信

の道義を守り続けられていることに改

時正に道徳的混乱社会にあって最も

めて敬意を表するものです︒

も勉強させて頂きたいと思います︒今

要望されている教育内容です︒小生

不一

後共よろしくお願い申し上げます︒

申し上げます︒

参議院議員中曽根弘文
謹啓時下益々ご清栄のこととお慶び

教育界で活躍する者は﹁弘道シンポ

いただき感謝申し上げます︒

たものを取り一戻さればと痛感いたして

ジウム﹂の精神によって日本人の忘れ

さて私儀

この度の内閣総辞職に伴い︑文部大

た︒在任中は公私共に格別のご厚情を

鈴木勲様

おります︒御礼まで

島根支会横山統農

賜りましたことを心から厚く御礼申し

臣・科学技術庁長官を退任いたしまし

冠省責会島根支会へ入会の横山と申

官として国政に全力を傾注する決意で

上げます︒又今後は内閣総理大臣補佐
早速会誌﹁弘道﹂九九九号をお送り

します︒

頂きましてありがとうございます︒先

ほどをお願い申し上げます︒

ございますので一層のご指導ご鞭捷の

平成十二年八月

を申し上げます︒敬具

先ずは略儀ながら害中をもってご挨拶

般入会させて頂き﹁弘道﹂バックナン
バーを数冊頂戴︑拝読させていただき
ました︒そして伝統ある会の姿勢に感
服すると共に︑時代が激変する中︑そ
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軍の占領下において成立したものであ

ていただきました︒この︽ひろば︾は︑

前文部大臣の中曽根弘文氏からは︑内

でいくパイプと考えております︒また︑

るのだから︑論じあっても誰からも批

が鈴木勲会長に寄せられております︒

閣総理大臣補佐官に就任されたご挨拶

会員の皆様方と﹃弘道﹄を通じて繋い

鯵最近︑わが国における教育の深刻な

判されないことであると結んでおられ

︵︽ひろぱ︾欄掲載︶中曽根補佐官は︑

ることを認め︑それから五十年たって

状況から︑戦後教育の原点にまで遡っ

ます︒いずれも特集テーマに相応しい

﹁教育改革国民会議﹂をご担当とお聴

時代も国民の意識も大きく変わってい

て教育の在りかたが論議され︑昭和二

り︑弘道会の会員ばかりでなく︑広く

︿教育基本法﹀の核心に迫るものであ

編集後記

十二年に制定されたく教育基本法﹀の

て︑私たちが真に〃これからの教育は︑

みいただいて新しい二十一世紀にむけ

きしております︒早速本特集号をお読

そこで本号では︑︿教育基本法﹀の

容です︒改めて各先生にお礼を申上げ

これでよいのだ〃といえるような方向

心ある方々にもお読みいただきたい内

問題をとりあげて根本的な問題につい
ます︒

付けをしていただきたいと念ずるとこ

再検討が迫られております︒

て考えることとし︑四名の先生方から

鯵本号には︑昨年十二月二日本会八階

される点について述べられ︑尾田幸雄

の問題点について研究され︑その道の

先生は早くから戦後教育−教育基本法

手塚先生は︑戦後︑教育勅語が廃止

玉稿をお寄せいただきました︒

演記録を掲載させていただきました︒

講堂で開催された武蔵野女子大学教授
杉原誠四郎先生による特別講演会の講

先生は︑基本法の問題点を明解に指摘

第一人者とも言われております︒演題

一段と光彩を与えていただきました︒

平成士一年︿月一二日印刷
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