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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

︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶

弘之・中村正直らと相図り

社会悪に対し世論を高めること

報道言論の公正を求めること︑

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

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

の前身であります︒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﹂

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

動を精力的に展開いたしましたｐ

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

礼・福沢諭吉・西周・加藤

皇室を敬愛すること︑国法を守

自然の美と恩沢を尊重するこ

経済の倫理性を強調すること

政治の道義性を高揚すること︑

世界の形勢を察すること︑国家
人類の将来をおもんぱかること

ること

信教は自由なること︑迷信は排
除すること
思考を合理的にすること︑情操
を美しくすること
学問を勉めること︑職務を励む
教養を豊かにすること︑見識を

と︑資源の保存と開発を図るこ

こと

養うこと

教育の適正を期すること︑道義

すること

の一般的関心を促すこと︲

と

財物を貧らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行
に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期
信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと
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⑬㈲

訓
先 生

匹夫匹婦の諒
りよう

わくもん

︵或間十五条の内その八︶

或る人が問うた︑先生は前回︑某氏の質問に答えて﹁細行を謹しまなくてはならぬ﹂旨を説かれ

た︒ところが孔子は平凡な人間男女の﹁諒﹂︵小さな義理にとらわれること︶を賎しとされた︒このこ
とはどうでしょうか︒

答えていう︒細行を謹しむのはよい︒細行にとらわれるのはいけない︒学者の志は︑もともと

おし鬼

ちようようせい

﹁大行﹂にあるべきであって︑﹁細行﹂にあってはならぬ︒志は﹁大行﹂に在って﹁細行﹂を善く
謹しむのが︑君子が君子たる資格である︒

ところが︑ここで学者のために言わなくてはならぬことがある︒すべて教には︑﹁長養﹂と﹁制
よく

抑﹂との二つがある︒何為をしてはならぬ︑何々をしてはいけない︑というのは﹁制抑﹂の教で︑

何食をすべきである︑何灸を行うべきである︑というのは﹁長養﹂の教である︒﹁制抑﹂もむろん

ま

行わなくてはならないが︑﹁長養﹂はもっと大切なことである︒たとえば樹木を育てるぱあい︑た

だ曲がった枝︑悪い枝を切除することだけを熱心にやって︑樹木の根幹の長養を求めないときは︑

どの樹木も皆小さく短いものになるだけで︑百丈の高材を得ることはできないであろう︒孔子は智

仁勇を君子の三徳としたが︑シナ後世の儒者はそれを誤解して︑学問といえばただ仁義︒道徳だけ

を説いて智勇は説かない︒ただ智勇を説かないの承か︑仁義・道徳についてもせまくるしくきびし

い規則を立て︑人をそのせまくるしい規則の内にとじこめようとする︒親につかえ︑君につかえ︑
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かしらにつかえるなどは︑皆人生の必要な職分であるからていねいにこれを教えるのはこの上なく

りっぱな事であるが︑前に言った主義からして︑ことさら窮屈な規則を定め︑少しでもその規則に

反するときは︑不忠・不孝呼ばわりして罵り︑人臣や人の子をして堪えられない気持ちにさせる場
合がある︒

シナの教はもともと制抑が多く︑長養が少ない︒四書五経の中にも︑何灸をすべきであるという

より何々をしてはいけないという場合がはるかに多い︒後世になると︑そういう傾向がますます強

くなり︑道徳に志す者は手足も十分に伸ばせないとする傾向がある︒それで︑君に忠を尽くすとい

えば︑君を尭舜のような君にすることは余り求めず︑ただ節義のために死ぬことだけにつとめ︑親

に孝を尽くすといえば︑立身出世は目標にせず︑ただハダカになって氷の上に臥し︑父母の墓を抱

いて号泣することを尊しとし︑節婦といえば︑家を治め子を教えることにはつとめずして︑亡夫の

ために耳や鼻を切るとか︑亡夫の墓前で首を綴るとかいうことを尊ぶ類は︑どれもその志はほめて

よいが︑その行為は余りに消極的で︑少しものびやかなところがない︒孔子は子貢の問いにこたえ

て︑一身のふるまいには恥を知り︑四方に使節となっては君命を辱かしめないのを第一等とし︑親

族が孝だとほめ︑村の仲間が弟だとほめるのを第二等︑言うことには信用があり︑行うことは必ず

これを遂げようとするのを第三等とするといった︒孔門での人才の等級はこれによってハッキリ知

られるであろう︒ｉ

ｚｏ目の目鼻旨ｍｏ胃は禁煙車という表示になっているが︑無煙車ではいかが︒
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︻巻頭の言葉︼

任と罪について

鈴木勲

愛知県の中学生が︑学校におけるいじめの結果︑詳細な遺書を残して自殺した事件は︑社会

の大きな反響を呼び︑マスコミは連日取りあげ︑文部省も専門家を集めて検討会を開き︑政府

も関係閣僚会議を開いて対応を協議するという異例の取り組承方である︒

十二年前に社会問題となった校内暴力事件対策に取り組んだ経験をもつ者として︑この事件
の対応を一過性に終らせないで︑持続的な取り組承を切に望ぷたいｏ

関係閣僚会議も︑文部省を叱吃するだけでなく︑スクールカウンセラーを全中学校に配置す

るための予算をつけるとか︑空念仏でなく︑実効ある対応をしてほしいと思うｏ

今回のケースは︑多額の現金を恐喝していたこと︑少年が詳細な遺書を残していじめの具体

的な内容がこれほど明らかになった例はなかったことなどから︑広い関心を呼んだものと思わ
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れるが︑これまでも︑いじめが自殺に結びつくケースは︑繰り返されてきたのである︒そのた
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ぴに︑少年の死を無駄にしないためにとか︑事件から教訓を学べとか︑凡そ百の論議がなされ

てきた︒このいたましい事件を前にして︑これまでどのような教訓を学んできたのかと︑考え
ざるを得ない︒

私は︑これまでのいじめ事件では︑いじめる側の子供の責任が︑あいまいにされてきたこと

︑︑︑

に︑問題があると考える︒山形のマットレス事件にしろ︑東京の葬式ごつこ事件にしろ︑いじ
めた側の責任があいまいにされている︒！
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今回のケースなどは︑多額の現金を強要し︑少年を死に至らしめた行為は︑いじめという範

晴をこえて︑犯罪としてとらえるべきものである︒行為者の責任はきびしく問われるべきであ
ろう︒

いじめは︑人間の卑劣な側面を現わしでいるＱ米国の調査では社会人になっても同様な言動

を示すことが分っている︒いじめられる側にも問題があるという発想は︑いじめの本質を見逃

してしまう︒いじめの責任はあくまでも行為者にあること︑人間として最低限守るべき倫理観︑

社会的規範をしっかり教える責任が親にあること︑この二つを確認することが大切である︒

学校における規律の欠如︑道徳教育の軽視︑責任の回避の風潮が一役買っていることも︑こ

の問題の根絶を困難にしている︒関係者の自省と持続的な努力を望ゑたい︒

︵本会会長・日本育英会理事長︶

j
I
I
l
l
Ⅱ
1
Ⅲ
川
i
i
i
,
i
i
!
J
i
i
i
i
,
i
i
i
n
i
i
i
i
i
J
i
i
i
i
u
i
i
n
n
i
i
i
i
i
川
I
l
l
l
l
l
l
i
l
l
'
l
l
l
,
,
m
川
i
i
m
d
i
川
H
i
n
d
i
川
i
i
i
i
i
[
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
u
i
n
i
i
i
i
a
i
i
i
n
i
i
i
i
i
u
f
l
i
i
i
i
i
i
i
u
f
l
i
"
i
i
i
i
,
f
[
i
i
i
i
i
Ⅱ
Ⅱ
l
I
I
I
l
I
I
1
I
I
I
l
l
Ⅱ
I
I
1
I
I
i
I
I
I
I
I
m

・ゆ

ｐ●

（8）

今回は︑さきに文部省が実施した﹁道徳教育推進状

況調査﹂を承けて︑実施段階での問題点や今日的課題
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︹第三回道徳教育座談会︺

於本会会議室

平成六年八月三十一日︵水︶

﹁道徳教育の今日的課題﹂

出席者

荻原武雄氏
全国小学校道徳教育研究会会長

押谷由夫氏
文部省初中局教科調査官

尾田幸雄氏
お茶の水女子大学教授・本会評議員

︵司会︶小野健知氏
日本大学教授・本会特別会員

中村新吉氏

はじめに

司会︵小野﹀日本弘道会は︑言うまでもなく西村先生が

創設されへ道徳教育の振興に明治時代からずっとご尽力さ

日本道徳教育学会そのものも日本弘道会から非常など援助

れてきたわが国では稀有な有益な組織であります︒私たち

をちょうだいしております︒また︑今回は有難いことに︑・

道徳教育に関する座談会を催すということでございました︒

私たちは道徳教育の振興に少しでも役立つならばぜひとも

させていただいたわけです︒

ご協力をさせていただきたいと思い︑本日の座談会に参加

いま世界中のいろいろな場所で動乱が起こっております

が︑わが国ではしごく平和な状況が保たれております︒食

それから︑教育や教養にしても︑娯楽にしても︑また生命︑

物はたくさんありますし︑着る物も住居も恵まれています︒

か﹁君が代﹂反対とか︑道徳教育の反対を唱えていた政党

しながら暮らしているのが現状です︒また︑日の丸反対と

財産︑名誉の保持につきましても︑殆どの人がエンジョイ

が政権を担当するような状態にもなりましたので︑道徳教

全国高等学校倫理・現代社会研究会会長

帝京大学教授・前全国中学校長会会長

歴化社会︑高齢化社会という状態で二十一世紀を迎えるに

それから︑国際化社会︑情報化社会︑核家族社会︑高学

育も大きく変わるだろうと思っております︒

牧野禎夫氏
横山利弘氏

文部省初中局教科調査官
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です︒

て︑道徳教育はわが国の学校教育の中から姿を消したわけ

その後︑日本史とか地理は社会科というかたちで復活を

しなければならないような状況になっております︒

こういう中で私たちは︑個人の問題を初め︑国家の問題

あたり︑私たちの在り方生き方を︑根底からもう一度検討

でも問われている在り方生き方の問題について︑現状のま

一種の冬眠状態が続いておりました︒昭和三十三年︵一九

してまいりましたが︑道徳教育のほうはそのまま十三年間︑

ようにすればいいのか︒このようなことをこの座談会の場

までいいのか︑問題点はいったい何か︑そしてこれをどの

まして︑そこから戦後の道徳教育が学校で復活したと言っ

五八︶の九月︑小学校と中学校で道徳の時間特設が始まり

聴したいと思います︒

その新しい戦後の道徳教育がどういうふうに進められて

ざいます︒

てよろしいかと思います︒ちょうど三十六年前のことでご

を利用させていただき︑諸先生方からいろいろご意見を拝

一︑文部省実施の調査報告について

五十八年︑道徳教育推進の状況について調査が行われまし

きたかということで︑ちょうどいまから十年ほど前の昭和

た︒今回は前回をさらに上回る規模です︒即ち︑前回は公

まず︑道徳教育の今日的課題に入るにあたりまして︑道
徳教育はいま︑どのような状況であるか︑学校の現場でど

立の小学校︑中学校だけを対象に調査を進めたわけですが︑

それから︑全都道府県︑市町村の教育委員会を対象に実施

今回は国公私立すべての小中学校︑計三万五千二十四校︑

施調査の座長をお務めになりました尾田先生から簡単にご

をいたしました︒平成五年に調査し︑平成六年になって調

過日︑文部省で調査結果を発表いたしましたが︑この実

のように実施されているのかを眺めてゑたいと思いますＱ

報告いただいて︑それを口火にして座談会を始めていきた

査の結果を公表したわけです︒

その中身につぎましては︑それぞれの担当の先生方から

いと思います︒

尾田ご承知のように︑わが国の道徳教育は戦前は小学
二十年︵一九四五︶︑わが国が事実上戦争に負けた年の十

高く評価すべきなのか︑あるいは具体的にいま問題になっ

司会それでは押谷先生︑この調査結果につきまして︑

伺いたいと思いますＱ

二月に︑修身科︑日本史︑地理といった教科の授業をして

ているのはどんな点なのか︑そういうことをついてお話し

校の修身科を中心に進められてまいりました︒それが昭和

はならないという連合軍総指令部︵ＧＨＱ︶の指令を受け
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いただきたいと思います︒

一スコミでは︑このことをいちばん取り上げてくれてお

確保できたでしょうか﹂という設問の結果が︑大見出しで︑

りました︒つまり︑﹁各学級において道徳の時間は何時間

あるいは小見出しで取り上げられていたわけです︒具体的

押谷尾田先生のほうからお話がありましたように︑戦
ています︒すなわち︑全教育課程を通して道徳教育を行う︒

後道徳教育は昭和三十三年から現在のようなかたちになっ

二五％というものでした︒

つまり︑三十五時間というのは標準授業時数ですから︑

には︑標準時数を確保している小学校が五八％︑中学校が

体の道徳教育を充実させていく︒そういう趣旨の改革が行

それに達していなかったからといって別に軽視しているわ

そして︑その道徳教育を補充︑深化︑統合するかたちで道

われて三十有余年たっているわけです︒ようやくこの時点

けではありませんが︑マスコミ等は︑その標準授業時数を

徳の時間がある︒それらがうまく響き合うかたちで学校全

ことが調査から出ておりました︒

になりまして︑そのことの意味をご理解いただいたという

学校教育全体で取り組む道徳教育の全体計画︑そして道徳

結び付けるための指導計画が必要だということになります︒

とのギャップがあったように思います︒即ち︑標準授業時

識と︑マスコミあるいは国民一般の道徳教育に対する期待

どうもそのあたりに︑学校現場あるいは教育関係者の意

わけです︒

クリアすることを当然のこととして取り上げてくれていた

の時間の指導計画である年間指導計画については︑ほとん

数というのは︑これに近い時間を確保してくださいという

ご理解いただいたならば︑次は︑それを具体的な指導に

どの学校で作成されているといった結果が出ておりました︒

て︑より必要な学習には時間をたくさん使うことができま

す︒そのようなかたちで弾力的に授業時数が決められてい

意味ではないのです︒学校︑あるいは子どもの実態に応じ

るようにしているわけです︒だから︑いまいちばん求めら

しかし︑それらをどう具体化していくかについては︑まだ
たとえばその一つに︑道徳の時間の確保という問題がご

れているのが子どもの心の教育ですから︑マスコミは道徳

多くの課題を残しております︒

としては三十五時間︵小学校一年生は三十四時間︶と決め

か︑道徳の時間が三十五時間鋤を超えることは当然ではあり

教育に学校現場がもっと力を入れていいのではありません

ざいます︒小学校では三三・三時間でした︒標準授業時数
られております︒中学校も同じく三十五時間ですが︑現状

ませんか︑というような対応をしていたととらえられます︒

は二九・四時間でした︒その数字をどうとらえるかという

問題です︒：

（11）

私自身はたいへん教えられたというのでしょうか尋反省さ
そういうことで︑学校の先生方の道徳教育に対する意識

せられたことでした︒

わけです︒

と社会一般の期待との間に︑まだギャップがあると感じた

司会この調査に対して教育現場ではどのようなお考え
をお持ちなのでしょうか︒

荻原現場の教員がどのようにということになりますと︑
そういうつもりで対応していなかったのです︒ただ︑おお
よそ私を含めた道徳に携わる者として小学校のことを考え
ますと︑まず一つは︑三十六年もたっているのだから当た
り前の話ですが︑マスコミや世間の人たちが道徳教育を承
認し︑それにかかわって要望しているということです︒前
して小学校の道徳を担当しており︑東京都は低いじゃない

回の調査があった五十八年はちょうど私が都の指導主事と

ころと比べますと︑マスコミの取り上げ方が違っています︒

かと上司に言われて困ったりしていたんです︵笑︶︒その
ということは︑各界で学校における道徳教育にかかわる理
解と期待が高まっているのではないかということが︑まず
というのは︑これについて︑保護者の中でお茶飲象話で

一つ言えると思います︒

ちょっと話題にしてくれるような父兄も何人かおりました︒
それで確かめられるわけです︒

ｉ●︲●割！：！︐︲．●

！●
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いうことです︒指導要領の改定であるとか︑チャンスはこ

それから︑このところよく仲間で話題にしておりますの

見直しです︒この数字は前回の調査と比べてもまったく比

うに表れているかと言いますと︑一つは指導計画の作成と

充実してきているということがこの調査の結果でどのよ

いうことではなくて︑毎年一回は見直しているという学校

較にならないほど多くなっています︒ただ作りっぱなしと

は︑道徳の時間を充実させる非常にいいチャンスであると
のところ続いているのですが︑そのチャンスに出てくる︑

もう一つは校内研修で︑パーセントがいちばん高いのは

が非常に多いです︒

野球で言うと打者はどういうわけかピンチヒッターなんで
に奥の深い話であって︑逃すとピンチになるかもしれない︒

すね︒チャンスに出てきてピンチヒッター︒これはまこと

のも含めてほとんどの学校が校内研修に道徳教育を取り上

年間二︑三回ですが︑一回のもの︑あるいは四回以上のも

もう一段の努力が必要だというのは︑先ほど押谷先生か

このへんはまさに調査のとおりであると思います︒

げ︑その中心のテーマは道徳の授業であるということです︒

だから︑何とか一人でも抱え込もうということです︒これ
もう一つは︑道徳について︑今までやってきた先生とこ

は研究協力校である本校の話題です︒

れからやる先生とのギャップの大きさです︒歴史が浅いで
いてくれなければならない学習の時間ですから︑力の差が

の指導要領では目標︑内容ともに今までよりもいっそう小

ら数字でご発表がありました道徳の時間の確保です︒今回

すし︑教科と違います︒教科書もありません︒子どもが動
ある︒このあたりの埋め方の問題があります︒道徳の授業

・中の一貫性が図られていまして︑小・中の連携もたいへ

んうまくいっているわけですが︑実態的に小学校と違うの

の話です︒そういうことを感じざるを得ません︒

都立教育研究所の道徳講座はわりと若い人が多いんです

べて一歩下がって考える人もないわけではありません︒こ

は︑中学校は教科担任制であることです︒したがって︑教

れが全科の担任の小学校と︑教科の専門であるという意識

科の専門であるけれども︑道徳教育や特別活動は教科と比

司会中学校のほうはどうでしょうか︒

が強い中学校の道徳教育に対する意識の違いではないかと

ね︒そういう点で将来性も非常にあると思います︒それは

牧野今回の調査の結果と学校での日食の実践とが︑ほ

先ほどのチャンス・ピンチ論であると受け止めています︒

ぼ一致しているのではないかと見ています︒大まかに申し

もう一つは︑中学校は発達的に生徒指導の課題が非常に

思います︒

の努力が必要であると感じます︒

ますと︑非常に充実してきている︒しかし︑なおいっそう
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れます︒

ただ︑先ほど申し上げましたように︑若干小学校と違う

多いわけです︒そのことで直接生徒指導にかかわる指導の
に振り替えられやすい︒したがって道徳の時間が道徳の時

時間︑﹄﹂れも広く言えば道徳教育になるわけですが︑それ

いくか︑それが課題ではないかと受け止めています︒

状況があるものですから︑そのへんを今後どう乗り越えて

たします︒

と思います︒先ほど先

ほうからお話をしよう

横山まず中学校の

んが︑高等学校のほうも含めまして︑横山先生︑お願いい

司会高等学校の中村先生がまだお見えになっていませ

間としてまだ十分に機能していないという点があります︒

そのへんが調査の時数も小学校と比べて少ないというとこ
小学校も同じですけれども︑若い人たちは道徳教育にた

ろに表れているのではないかと思います︒

いへん関心をもって︑毎週一回の道徳の時間に力を入れて
いる人が増えています︒それから︑豊かな体験︑道徳性の
ろも多くなっています︒たとえば︑私が全日本中学校長会

したように︑おおむね

生方からお話がありま

理解されてきていると

しかし︑特に新聞等

言えると思います︒・

で取り上げられた授業

時数の確保という問題

あるということを︑中学校の教員は改めて認識しました︒

へん多くて心を痛めた時代に︑日ごろの道徳教育が大事で

生徒指導の課題という点では︑いじめや校内暴力がたい

り広いのではないか︒それが全体の平均を下げているとい

努力を要するという学校の裾野が︑小学校に比べるとかな

中学校の場合には︑授業時数の確保の点でこれから非常に

非常に低調な学校との二極に分かれているように思います︒
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育成に資する体験活動に学校を挙げて取り組んでいるとこ
の会長のとき全国の大会を回ってゑますと︑道徳教育の分
科会で道徳の発表があるのは当然ですけれども︑地域との
連携であるとか︑学校の特色ある活動であるとかで︑自校
の体験的な活動について︑校長先生が自信をもって発表し
ておられるわけです︒わざわざ道徳を取り上げて︑いろい
ろな分科会や全体会で発表されるということで︑相当根づ

そういうこともあって何とか定着させていきたいという気︽

う状況があります︒ですから︑理解はされてきているけれど

についてもう少し細かく見ますと︑よくやっている学校と

横山利弘氏

持ちがこの調査にも表れていますし︑実態としても受けと

いてきていると感じます︒

灘蕊

織蕊

ろうという気がしております︒また︑先ほど牧野先生から

って︑充実の方策を講じていくことが非常に大事になるだ

あったわけですから︑次にはそこから質的なものを読承取

がありましたように︑十年前に比べて大食的な調査項目で

﹀もう一つは︑今回︑調査項目も先ほど尾田先生からお話

ことを︑正確にとらえていく必要があるだろうと思います︒

も︑なお本当に理解を要するような学校もまだあるという

教育の役割です︒

はないか︒それを育てていかないといけない︑それが道徳

です︒物事を判断する判断力そのものが育っていないので

のものがあまり育ってきていないのではないかということ

生方が皆さん困っておられるのは︑子どもたちの判断力そ

も担当しているわけですが︑生徒指導をやっておられる先

心に取り組んでくださいます︒しかし︑実は私は生徒指導

に反社会的な行動に対しては学校の体制としても非常に熱

問題行動が起こるたびに︑あとから消防的に火を消すよ

もお話がありましたように︑道徳の時間の承ならず︑その

る︒そういう意味では︑本来の道徳教育が進められること

うなところに留まっているんですね︒変な例えでいけない

で生徒指導の問題も解決されていくんだという認識に︑ま

ほかの体験活動も積極的にいろいろおやりいただいている

体験活動はやっている︒しかしそれが本当に子どもの道

だ欠けるところがかなりあるのではないか︒今後はそれを

かもしれませんが︑やはり火の始末をちゃんと初めからや

徳性の育成になるかというと︑ややもすると結び付きにく

しっかりと認識していただくところに行く必要があるので

という実態がありますが︑これを質的に高めていく方策が

いというか︑結び付かないまま︑活動をいろいろやってい

今後出されていかないといけない︒

るということがある︒これだけやっていたらひょっとする

はないかと思っています︒

いか︒本当に必要とされる道徳性の育成を︑学校ではある

です︒そこまでは行ったということは今回の調査で言える

いての理解に留まっているだけではだめなんだということ

つまり︑道徳教育の仕組承とかあり方とかいうものにつ

と子どもが道徳的に育つだろうというふうなとらえ方では︑

意味で意図的︑計画的にやるわけですから︑かなり効果的

いけないんだというようなことを思いながら︑この報告書

だろう︒しかし︑今後は︑そこからもう一歩進まなければ

教育の専門家である教員として十分とは言えないのではな

に進める方策を考えていかないといけない︒学校五日制等

それから高等学校のほうですが︑高等学校については調

を見せていただきました︒

々の問題もありますので︑そのへんを効果的にやっていく
ことを考えておく必要があると思っています︒

それから︑生徒指導の課題ですが︑中学校の場合は︑特
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学習指導要領のほうでも︑ちょうど人間の在り方や自分の

査等ば行っておりません︒高等学校の道徳教育については︑

るけれども︑﹁倫今理﹂にかかわる部分︑人間としての在り

在り方生き方にかかわる教育活動全体を通して推進してい

しかも﹁ホームルーム活動﹂のほうも︑質的な問題として︑

二つにはっきりしていない状況にあるのが現状ではないか︒

そうすると︑楕円であるのだけれども︑必ずしも中心が

方生き方のほうがどうも手薄になりがちです︒

くことによって︑自ら人間としての在り方生き方を考える

必ずしも人間としての在り方生き方について考えるような

生き方を考える発達段階にある生徒たちに︑人間としての

ことができるようにしたい︑そういう教育をすることで道

運営のレベルにいっていないところがあると思います︒

これはのちほど話題になるだろうと思いますが︑実は高

徳教育を充実させたいということがはっきりと示されてい
るわけです︒

しかし︑学校教育全体でやるというだけですと︑全部で

ですね︒﹁ホームルーム活動﹂で人間としての在り方生き

等学校の先生も中学校の先生もどうも教科の意識が強いん

んなでやるというのは︑えてしてだれもやらないというこ

るけれども︑哲学や倫理にかかわる生き方というようなこ

方について学ぶと言いましても︑当私は理科の専門ではあ

やるのだからということでなかなかうまくいきません︒ゑ

とになりがちです︒そこで中心になるべき教科等として公

てる︑人格の形成を目指す教育に携わるのが教育職なんだ

民科の﹁倫理﹂﹁現代社会﹂という核と特別活動の﹁ホー
言って承れば楕円の構造で進めていただくことになってい

という認識が︑小学校の先生方に比べると中学校︑高校の

たところがありますｐつまり︑人間教育をする︑・人間を育

るわけです︒﹁ホームルーム活動﹂はどこの学校でも必ず

場合には少し低調になりやすいところがあるのではないか︒

とについての指導にはとても自信がございません﹂といつ

やることになっておりますね︒しかし︑﹁倫理﹂のほうは︑

人間教育に携わっているという認識をしっかりと持ってい

ムルーム活動﹂であげています︒この二つを中心とした︑

前のときの学習指導要領よりは少しよくなったのですが︑

ただけるような方策が必要なのだろうと思います︒そうい

それから﹁倫理﹂を開設する学校が少し増えてきつつあ

選択必修というかたちになっておりまして︑必ずしもすべ
か二単位です︒もちろん﹁倫理﹂をやらない場合には﹁現

ります︒今年度から新しい学習指導要領の第一年目に入り

う状況にあります︒

代社会﹂をやっていただきますが︑﹁現代社会﹂の中では

ました︒﹁倫理﹂が増えつつあるのですが︑その背景は八

ての学校で行うことにはなっておりません︒しかも︑わず

政治や経済の仕組承を学ぶことのほうには重きを置いてい

（ 16）

試験で独立の教科として一科目選択されるようになったこ

﹁倫理﹂﹁現代社会﹂﹁政治・経済﹂が大学入試センターの

っております︒

のあり方が︑真剣に考えられなければならないだろうと思

意識も欠けている︒今後︑小・中・高の一貫した道徳教育

ども︑人間育成をしていく核になるのが道徳であるという

知

から﹁倫理﹂が増えてきたのではなくて︑受験にまつわる

司会文部省の実施調査報告について論評しているうち

﹈｜︑道徳教育の一貫性

とによって増えているところがあります︒人間形成のほう

仮にそのような精神で﹁倫理﹂というものをお考えいた

功利主義的な考え方が根底にあるのではないか︒

くて︑入試にどうかというようなところになる恐れがある︒

だくと︑本来の人間形成の核になるというとらえ方ではな

は︑小・中．高の一貫教育が望ましいというお話になって

は教員養成という問題があります︒小・中・高・大の道徳

きたのですが︑小・中︒高の課題に加えて︑大学のほうに

教育︑あるいは倫理の一貫性という問題で︑尾田先生のお

、‐Lイノ

ないかと心配しております︒

トータルしまして︑現在の高等学校の道徳教育を考えま

r1万、

かえって功利主義だけが横行してしまうようになるのでは

すと︑小・中に比べると非常に心もとない状況にあると正

考えはいかがですか︒お願いいたします︒

から︑小・中・高と学

尾田いま横山先生

直に申し上げるしかないようなところがございます︒これ

年が上に行くに従って︑

は仕組みのうえでも一つ問題があると思っています︒小学
校︑中学校の場合には︑ご存じのように学習指導要領によ

人間形成の指導がかえ

稚園では道徳性の芽生

ように構造的には︑幼

した︒すでにご承知の

う危倶の表明を伺いま

いるのではないかとい

っておろそかになって

って各教科と道徳と特別活動の三領域で成り立っています

一つは︑人間形成をしていくというのが大前提であるけれ

教育課程の二領域制ということがあるだろう︒しかしもう

ませんが︑先生方があまり熱心にならない理由の一つは︑

話がある意味では矛盾したようなかたちになるやもしれ

な問題があるのかなと思ったりしております︒

ある道徳の部分がないわけですね︒ここにも一つ︑根本的

が︑高等学校の場合には教科と特別活動だけで︑小・中に

尾田幸雄氏

です︒それが小学校に入ると︑小学生の道徳性の発達に従

えて︑大人の人に言われて子どもがそれに従うという他律

幼稚園での基本的な日常の生活習慣︑一種のしつけを踏ま

えを育てる時期にある︒生涯教育の発端という時期です︒

大人に成長する大事な時期です︒この時期の人間形成の手

か専門学校︑あるいは大学の予科が︑ちょうど子どもから

は大学の予科を選ぶかでした︒大学に行く前の高等学校と

校三年間を選ぶか︑あるいは専門学校の三年か四年︑また

当てが︑現在よりも非常に濃厚だったのではないか︒

それに人間としての在り方が入ってきます︒人間としての

て自覚を深める方向で伸ばしていく︒高等学校ではさらに

時︑全国で三十数校しかなかった高等学校と︑いまの五千

等学校では﹁倫理﹂の二単位しかありません︒もちろん当

理学﹂といった科目がありました︒それが現在の場合︑高

たとえば高等学校では﹁哲学﹂﹁倫理学﹂﹁論理学﹂﹁心

って︑他律から自律への成長が促されるわけです︒中学校

在り方生き方についての自覚を深めるというのが︑高等学

では︑それを踏まえて今度は︑人間としての生き方につい

校での人間形成︑道徳教育になります︒

だと思います︒ただ︑年齢層から言いますと︑当時は中学

何百という数の高等学校とを一律に論じるのは愚かなこと

校五年を終わって高校に行きますが︑場合によっては四年

そのときに︑いま横山先生がご指摘のように︑かたちの
うえでは確かに︑幼・小・中︒高の一貫性を整えたわけで

でも試験さえ通れば高等学校に入れました︒そうすると︑

たりぐらいが旧制度の高等学校や大学予科の生徒たちの年

現在の高等学校の二年生︑三年生︑さらに大学の一年生あ

齢層に重なり合うわけです︒

は︑楕円の二つの焦点と言いながら︑焦点がぼけているの
ではないかとのご指摘のとおりで︑今後さらにいっそう︑

すが︑必ずしも十分ではありません︒特に高等学校の場合

﹁倫理﹂﹁現代社会﹂の中での倫理的な部分を濃厚な中身に

昭和二十五年に旧制度が終わってしまったのですが︑旧

るのに︑現実に応えるような仕組承になっていないところ

ちで応えてやる必要がある︒生徒たちにそういう要求があ

いて関心を持たざるを得ないわけで︑それに何らかのかた

いちばん大人になろうというとぎに︑人間の在り方につ

制度の高等学校は︑いまのように小学校六年︑中学校三年

が大きな問題ではないかと思います︒

していかなければならないと思いますｐ

が義務教育になった時代と違って︑義務教育は小学校の六

校︑大学であろうと︑教育の目的自体は︑教育基本法の第

そもそも︑幼稚園であろうと︑小学校︑中学校︑高等学

年だけで︑そのうえに男子の場合は中学校が五年間︑女子
男子の場合はさらに上級学校に行こうとすれば︑高等学

の場合は高等女学校が五年間ありました︒
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点において変わることはありません︒したがって︑大学の

一条にうたってあるように﹁人格の完成﹂ですから︑その

なったことも事実です︒

の人間形成に資する教育科目が︑専門に押されて影が薄く

うになった︑前よりもやりやすくなったという反面︑一般

比べると薄くなったし︑大学でも戦前に比べると薄くなっ

そこで問題は︑人間形成に資する教育が高校でも戦前に

設立の目的︑大学院の設立の目的を見ても︑確かに大学は
めるということですが︑同時に人間形成を離れては大学教

た︒そうすると︑いったい人間教育をどこでやるんだとい

専門的な知識を学んだり︑あるいは大学院で学の深奥を究
育もないわけです︒ところがそれについての手当てが︑現

亘亘．︲粘亘亘訳

か︑死ぬということの

ら︑人生とは何ぞやと

騨声﹄の世代の人びとに
野とって︑あのころはま
ト
ノだ戦争の最中でしたか

氏に﹃きけ︑わだつみの

ころの学生たちは︑特

校︑大学と続いていた

司会旧制の高等学

う大きな問題が残っているのではないかと思います︒

畦軸邸

実的には必ずしも厚いとは言えない︒

それは一つには︑教員養成の段階での道徳教育に対する
扱いの問題があります︒義務教育段階の教員の免許状を取

喝・亘亘宮宮司＃

ⅡⅡ酬判ⅡⅡⅡ︲・︲竣辞

轄驚

蕊驚蝿

に人生そのもので︑学問は哲学や倫理以外は何もなかった

ったわけです︒ですから︑哲学とか倫理という問題が本当

意味が切実な問題であ

もう一つは︑今回︑大学の設置基準の改定があって︑

と言っても過言ではなかった時代︑と思うんです︒ところ

れわれの周辺にはほとんどなくなった︒日常生活は慢然と

が︑いまはそういう切望感というか︑切実感︑緊迫感がわ

一般教育科目というのがあって︑その中に﹁哲学﹂だとか
﹁倫理学﹂だとか︑その他さまざまな一般教養の授業が用

したものとなり︑非常に緩やかなかたちでの人間の在り方

意されていましたが︑これが弾力的に運用できるようにな
りましたｐその意味では確かに大学独自の特色が出せるよ
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るためには︑四年制の大学では二単位の教職科目で道徳教
育の研究を履修しなければならないことになっていますが︑
この教職科目は必ずしも必修ではないんですね︒ところが︑

不思議なことに︑高等学校の免許状を取るためだけなら︑

としての在り方生き方に関する教育をもって充実させると

溺騨

蕊

高等学校の学習指導要領には︑道徳教育を重視して︑人間
言っておきながら︑それに対する教員養成のうえでの手当

愚
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﹁弾力的な運用﹂が眼目になっています︒かつて大学では︑

てが十分でないというのが一つございます︒
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も︑そういう深刻な問題よりはむしろ︑進学したいとか︑

えるだけに︑何か具体的なかたちがあればもっと指導しや

好になっていますので︑哲学や倫理の専門でない先生が教

すいと思うのです︒現場の先生方に示唆するようなことが

生き方ということになってきている︒だからこそ学生たち

あれぱ出していただければ幸いと思います︒：

押谷小・中・高一貫ということにもかかわりますが︑

もう少しいい点数を取ったほうがいいというかたちになっ
かたちで先生方も︑人間の在り方生き方をあまり切実な︑

徳教育を考えることが大切です︒一般に小学校段階では︑薮

子どもたちの道徳性の発達とを押さえて︑各段階ごとの道

てくる︒また︑そういう学生たちのニーズに応えるような

るのだろうと思います︒

真剣な問題として取り上げないような方向に進んできてい

か︑自己学習をしていけるわけです︒それを先生方が支援

いう状態になれば︑子どもが自ら道徳学習を求めるという

してあげる︒その支援のシステムがいま十分ではないので

他律的な状態から自律的な状態に進むといわれます︒そう

ないかというご指摘があったわけです︒私は︑はたして小

しかし︑あとで問題にしたいと思いますけれども︑最近

っぱい出てきてきたからです︒そういうところからも︑自

を始め︑脳死︑交通事故等の死にまつわるような問題がい

学校段階で子どもたちが自律的な道徳性を身につけようと

では死ぬということがもう他人事ではなくなった︒エイズ

なければいけないだろうと考えています︒

か︒あるいは︑人間性という場合に︑どういうことをもく

本当はどういうことを目指すような人間形成が望ましいの

指導要領の中にはきちんと書かれてあります︒けれども︑

教育が行われているのではないか︒いわゆる教えやすさに

ます︒それは小学校段階である意味では押しつけ的な道徳

段階においてたいへん多くの問題行動等が起こってきてい

と確信しています︒にもかかわらず中学校段階︑高等学校

正直言いまして︑小学校教育は世界に冠たるものである

なければいけないのではないかと思います︒

に起こっているかどうか︒そのあたりをもう一度考えて承

しての在り方や生き方を求めるような気持ちが子どもたち

いう気持ちになっているかどうか︒もっと言えば︑人間と

分にいちばん身近な問題として︑道徳や倫理を考えていか

三︑人格形成について

道徳教育の問題では︑人間性の問題が出てきますし︑人

る承ながら指導をしていったらいいのか︒小学校は担任の

かこつけてというのでしょうか︑一見︑うまくいっている

格形成の問題が出てきます︒人間形成とか道徳性の問題は︑

先生ですし︑中学校は教科担任の先生が道徳指導をする格
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ます︒

ようなのだけれども︑本当の自律性が育っているのかどう

のかかわりをいろいろな面にわたって持てるようにこちら

てるかということがポイントになってくると思います︒そ

体性が問われるのは︑いろいろなかかわりをどう豊かに持

としてあります︒

から働きかけていかなければいけない︒これは教師の役割

か︒このことをもう一度考えて見なければいけないと思い
もう一つは︑戦後の道徳教育が︑いまをどう生きるかと
いうことに力点がいきすぎているのではないか︒今までは
るかを考えるというのが︑どうも主であったような気がし

子どもたちが豊かに主体性を発揮していく︑自律的な道徳

回︑四つの視点でまとめて示されています︒その視点は︑

そういう意味からいいますと︑道徳の指導内容項目が今

ます︒しかし︑私は︑子どもたちは未来を生きるわけです

なります︒自己とのかかわり︑他の人とのかかわり︑自然

性を身につけていくうえでのかかわりを示していることに

どうであったか︑今までを見つめる中からいまをどう生き

から︑時間軸でいえば︑やはり未来をも見越していまをど

た道徳性をもう一度価値として自覚できるような学習が必

そして︑そのような日常生活でのかかわりの中で養われ

のずと道徳性が養われていきます︒

ういうものを豊かに持てるようになる︒そのことの中でお

や崇高なものとのかかわり︑集団や社会とのかかわり︑そ

う生きるかというところを押さえなければいけないと思い
ます ︒

小学校段階から中学校︑高等学校と段階が上がっていく
入れながら学習を行うことによって︑いまの自分の在り方

わけですから︑小学校であれば中学校段階の課題を視野に

もある程度自覚できてくるのではないか︒今までの道徳教

させて︑子どもたちが道徳的価値を自覚できるような︑そ

育は︑未来を見つめながらいまをどう生きるか︑という視

ういう指導を重視しているわけです︒いま方向としてはそ

間の在り方生き方という視点のレベルとをうまくミックス

それと先ほどの話にでました小学校段階でいかに自律的

要です︒いわゆる経験レベルと︑それをもう少し超えた人

な道徳性を身につけていくかという問題です︒それは子ど

ばなと思っています︒

ういうところにあります︒そのあたりの理解をいただけれ

点がどうも弱かったように思いますね︒

かわってきます︑結局︑子どもたちは日常生活の中で主体

に死を考えざるを得なかった︒ゆえ贋人生何ぞやという

横山戦前や戦時中に学校生活をすごした人左は青年期

もたちがいかに主体性を確立していくかということともか
性を身につけ︑自律性を身につけるわけですが︑経験のレ
ベルはあくまでも経験のレベルなんですね︒︐自律性とか主
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す︒一見そういう必要性がないように見える時代︑また︑

り︑老いの問題とか死の問題が新たに問われている時代で

しかし︑実際には先ほど小野先生からご指摘があったとお

社会の状態が必ずしもそういうふうでないように見える︒

ことを考えやすい状況にありました︒いまは一見すると︑

いちばん楽しい︑いちばん充実した時間だと言いますね︒

生のところの生徒たちの感想を聞きますと︑道徳の時間が

いと思いますが︑その熱心に取り組んでくださっている先

は熱心に取り組んでくださっているというふうに表現した

子どもと語っている先生方がいらっしゃいます︒それを私

て立派に育って欲しいという自分の願いを明らかにもって︑

そういうふうに子どもが求め︑マスコミの様子も変わっ

これはほかならぬ子どもが本当にそういうことを求めてい

そんなことを考えていないように見える生徒たちが︑全倫

て︑もう少ししっかりやりなさいよということになってい

るということです︒

年おやりいただいていますが︑その結果を拝見しますと︑

る︒世間の親ごさんの期待もそういうところにかなり強く

研︵全国高等学校倫理現代社会研究会︶で高等学校でいっ

人間の生き方や人生について学びたいというのがいちばん

たい何を学びたいですかという調査をここずつと続けて毎

多い︒進学や進路に役立つ知識を教えて欲しいというのは︑

と︑私はどうも自虐的にならざるを得ないのですが︵笑︶︑

出てきているのではなかろうか︒そういうことになります

ということは︑人生の中の発達の段階ということで考え

二番目とか三番目になるんですね︒

す︒

教師の側に大きな一つの問題があるような気がしておりま

それを克服する方向ですけれども︑確かにお話があった

て考える段階にあるし︑現在の若者もそうだと思うんです︒
ところが︑実はそれに応えていないのが大人であったり︑

ように︑これまでの道徳の時間の指導が︑今までを振り返

ると︑青年期というのはいつの時代にもやはり人生につい

あるいはさらに具合が悪いことに学校の先生の場合があっ

ていまどうしなければいけないという︑いわば餓悔の道徳

っていまをどう生きるか︑つまり反省をして︑よってもっ

もちろん中学校でも道徳の時間の指導に﹁熱心に﹂取り

たりするのではないかという気がしております︒

になっているのではないか︒人間いかに生きるべきかとい

て未来に向けての問いなんですね︒自分がこれから先どう

うことの問いを子どもたちが持っているのは︑いまを含め

組んでいる先生もおおぜいいます︒

私の言いたい熱心というのはどういうことかというと︑

生きていけばいいのだろうということを考えるがゆえに︑

決して形式的にやっていることではなく︑言葉を言霊と言
いますが︑言葉に魂を込めて︑非常に情熱的に︑人間とし
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人間はどう生きたらいいのだろう︑なぜ生きなければいけ

はないか︵笑︶︒しかし︑放っておいても必ずよくなると

につくものだと考えていらっしゃる段階の方もいるのでは

いうのは︑そんなに簡単には言えないだろうと思います︒

ないか︒この方は非常に幸せな生き方をしてきた人なので

ヤクザな集団で大きくなると自然にやくざな生き方が身に

ないかということも含めて︑そうことを考えるのだと思い
なかったところがあるのではないか︒これは今後︑非常に

つくのですから︒ともかく第一段階としてはそういうこと

ます︒どうもそれに応えるかたちの道徳の授業になってい
大事なことではないかということを︑押谷先生のお話を聞

すと︑そうは言っていられない︒量ではなくて質が問われ

う段階もあった︒ところが︑もうすでに三十六年もたちま

でも地域社会でも必要なんだというとらえ方がなかなかで

これはかなりあるのではないかと思います︒家庭でも学校

学校では要らないのだという考え方をしている場合です︒

ことは認めるけれども︑それは家庭でするものであって︑

第二段階は︑道徳教育はやはり教育として必要だという

です︒

きながら思いましたね︒

尾田従来は長い間︑道徳教育をするかしないか︑反対

ている︒その質をどういうふうな段階で見るかということ

が賛成かだったんですね︒賛成ならばそれでいいのだとい

で︑横山先生がご提案をなさっていたのがありますね︒そ

きなくて︑道徳教育は家庭でやればいいんだ︑学校では必

第三段階は︑やはり学校でもやらなければいけないとい

要ないというような考え方があります︒

れを披露していただけますでしょうか︒

四︑道徳教育に対する教員の意識の質

す︒でも道徳の時間は要らないのではないかという︑三十

うことで︑学校における道徳の教育必要性は認めるわけで

いらっしゃるのだろうかということで少し整理をしてみた

ればならない︑そもそも先生方はどのような意識の段階に

尾田はい︒
横山先生方の道徳教育に対する意識の向上を図らなけ

だというのはわかるけれども︑あまり効果はないのではな

理解する︒しかし︑その効果に対して懐疑的である︒必要

もう少し上の第四段階としては︑道徳の時間の必要性は

そういう考え方がまだあるのではないかという気がします︒

六年ほど前の亡霊に取りつかれているとでも言いますか︑

わけです︒実は先生方の中には︑道徳教育というのはこと

いかと思っていらっしゃる人がいます︒

横山教員の意識の質ですか︒

さらやらなくても︑子どもが大きくなってくれば自然に身

（23）

道徳の時間の効果も認めるわけです︒しかし︑教科の指導

．それより少しハイレベルというか︑第五段階としては︑

へん残念に思う結果が

らどうでしょうというご意見を︑いただいたりいたしました︒

道徳の時間をどう感じているかということですが︑三分の

教員から見て子どもは

いる問いがあります︒

思うかと教員に聞いて

徒はどのくらいいると

心を持っている児童生

じているか︑興味・関

どもたちが楽しいと感

れは︑道徳の時間を子

一つあるんですね︒そ

牧野先ほどの推進状況調査の中で
で︑
︑中
中学
学校
校と
とし
して
てた
たい

跨げ

や生徒指導のほうが大切なんだ︑あるいはそのほうが緊急
なんだ︑道徳教育どころではないんですといったような考
え方になっている先生方がまだいらっしゃるかもしれませ
第六段階は︑いや︑そうではない︑道徳教育の時間の指

んＯ

うことは理解できる︒ただ︑道徳の時間指導に対して自信

導が教科の指導とか生徒指導にも非常に効果を及ぼすとい
がない︑どうしたらいいのかわからないんだという悩承を
持っておられる先生方です︒これは比較的若い方に多いの
ではないかと思います︒熱心に取り組もうとしてそういう
ところにいらっしゃる︒

導にある程度取り組んできて︑少し自信がある︒それをさ

六％︑中学三年が一六・九というように確実に傾斜がつい

が四四・六％︑中学一年が三二・五％︑中学二年が一九・

小学校低学年が八四％︑小学校中学年六六・六％︑高学年

二以上の児童・生徒が楽しいと感じているという回答は︑

らに深めていきたいという意識で研さんを積んでおられる

たのですが︑これを発表したあとにある方から︑﹁いや︑

っしゃいましたように︑人生いかに生くべきか︑人間は何

中学生は青年前期にあたりますが︑先ほど横山先生がお

ています︒

うお話がありました︵笑︶︒それはどういうことかという

先生︑うちの学校にはゼロ段階というのがあります﹂とい

と子どもが一体になって︑資料をもとに人間としての生き

んですね︒ですから︑指導の仕方によっては︑まさに教師

だろうかと思い悩象︑ゑんなで考えて象たいという時期な

このように教員の意識を七つの段階に分けてとらえてみ

先生方もいらっしゃるだろうと思います︒

さらに第七段階として考えましたのは︑道徳の時間の指

牧野禎夫氏

と︑道徳教育をやると戦争につながると考える人がまだい
るというのです︒これをもってゼロ段階として付け足した

（24）

鱗
&哩悪､

鍵

業はない︒手応えのある︑子どもが充実感を持つ授業が間

方について語り合っていったら︑これほど醍醐味のある授

求めているものに十分対応しきれていないのではないかと

非常に謙虚と言えば謙虚ですが︑子どもが本当に心の中で

司会確かにいまの児童生徒は︑私たちの年齢から見る

思いますね︒

ところが︑調査の結果では小学校低学年からだんだん少

違いなくできると思うのです︒

だって︑いまの子どもたちは五つ違ったらそれこそ十年か

二十年違うような意識になるといいますから︑教師と生徒︑

と全然違う人間に見えますね︒われわれよりも若い人たち

学生には本当のズレがあるのだろうと思います︒高校生で

とでは︑﹁楽しい﹂﹁興味・関心がある﹂の中身は違います

けれども︑それにしても教師のほうから見て︑ほとんど全

も中学生でも︑自分たちの在り方生き方を真剣に論ずるこ

なくなっていっている︒もちろん小学校低学年と中学三年

ってくるというのは︑子どもの問題ではなくて︑やはり教

員と三分の二を合わせて︑中学三年で一六・九％にまで減

ると幼いゑたいな話なのですけれども︑昔︑われわれ唾

とがあるのかしらと思うことがあるんです︒いま考えて承

子どもたちは真面目に人生に取り組むということはおそら

夜を徹してそんな人生の話をしたことがあります︒いまの

師のほうの構えに問題がある︑教師の自信のなさから出て

で承ようということであるならば︑子どもは必ず応えて充

階かの意識の中で︑かなりレベルの高い︑本当に取り組ん

だから先生たちも︑多様化した価値観のなかでどういうと

くなくて︑別の問題で真剣に取り組んでいるのではないか︒

くることではないかと思います︒先ほどの横山先生の何段

出ているのではないでしょうか︒

実感を持つだろうと思いますが︑そのへんがこの数字にも

教育だから教師論がいちばん問題になるのでしょうけれ

ころに焦点を据えていいのかわからない︒道徳の問題でも︑

ども︑結局︑教師を採用する時点での問題がかなり大きい

生徒指導の問題でも︑悩承というのはそんなところではな

横山子どもが楽しいと思っていますか︑あるいは興味

のではないかと思います︒もちろん大学での教員養成の問

これはいいとか悪いとかということの以前に︑たいへん

や関心を持って授業を聞いていると思いますかという︑ご

題もありますし︑リストアップされた学生の中からどの学

いかと思うんです︒

自身の授業の様子を聞いたのに︑学年が上がるに従って︑

もっと上がってよいのではないかという気がしています︒

私の授業を子どもはあまり楽しいと思っていないなという

生を教師として選ぶかというへ校長さんの姿勢もあると思

残念に思いますね︒中学三年になると︑パーセントが逆に

のが増えているわけです︒これはそういう数字なんですね︒
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これは一つは大学の問題です︒

と申しますのは︑大学には学習指導要領のようなものは

います︒学校で道徳をきちんとやれるかやれないかという

ありませんから︑﹁道徳教育の研究﹂を教師がどういう内

要領の中で道徳がどういうふうに位置づけられ︑またその

のは︑本当は校長さんの力量いかんにあるのではないか︒

目標︑内容がどんなものであるのかということをまったく

教師そのものが問題になりますけれども︑指導する側の校
結局︑教師をどういうかたちで養成するかというのがい

知らない︑あるいは関心を持たない先生でさえも︑﹁道徳

容で教えるかは自由です︒極端なことを言うと︑学習指導

ちばん大きな問題であると思いますが︑大学における教員

長さんの姿勢がいちばん大きいのではないか︒

養成でいちばん問題にしなければいけないのはどういう点

教育の研究﹂という教職科目が持てる︒道徳教育は戦争に

つながる︑道徳教育は反動教育なんだということを得灸と

であるとお考えですか︒

尾田大学の教員養成では︑確かに教職科目で﹁道徳教

それは一つは︑教員採用時の視点ですね︒人間形成がち

こにやはり問題があるわけです︒

ゃんとできる先生を選ぶことが重要だろうと思います︒そ

講義して︑それで単位を取っても教職になるんですね︒そ

いんですね︒いま大学でも︑本当に真面目に先生になりた

育の研究﹂というのが二単位あるのですけれども︑仮に二

いという希望者がいますし︑かつまた先生としての資質も

えております︒

うすれば大学のほうもおのずから変わってくるだろうと考

単位履修してそれで能事終われりかというと︑そうではな

人間形成が大事なのですけれども︑同時にまた︑基礎的な

牧野立場が変わるとこんなに自分の感想が変わるのか

あります︒ただ︑教育というのは人格の完成が目標であり︑

知識も先生としては十分身につけていなければならないわ
教育というのは人間形成なんですね︒したがって︑特に

いてしっかり指導して︑具体的にどういうふうにしたらい

先生がおっしゃったように︑大学が道徳教育の重要性につ

なと思うのですが︑中学校におりますときには︑いま尾田

小学校︑中学校の先生になる場合には︑道徳教育がいかに

いかというところまで指導し︑意欲をもって学校へ来て欲

けです︒それがなければ教えられません︒

大事かということと同時に︑実際に現場に行ったら︑先輩

しいという願いを強く持っていました︒

時代ですからよけいそうなのかもしれませんが︑本当に意

ところが︑いまは教員になるのがたいへん難しいという

の先生や管理職の先生に習って︑道徳教育をいかに進めて
いくかという技術を謙虚に身につける心構えがないといけ
ないんですね︒ところが︑なかなかそれが養成されない︒
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欲をもって︑道徳は重要だ︑私は研究授業では道徳をやり
たいんだというぐらいの学生もいるわけですね︒そういう
学生が教員になって張り切って行っても︑道徳はいいよ︑

それよりも生徒指導だ︑あるいは教科をまずしっかりやっ
てくれということで︑先輩の先生が足を引っ張ってしまう︒

ですから︑卵を本当に健全に育てていってくれたらいいな
という願いもあります︒大学も努力しなくてはならないし︑

学校も新しい先生の意欲を伸ばしてもらわないと困る︒そ
のへんが両々相またないといけないと思いますね︒
一般的に若い人が関心を持っています︒中学校でも研究

︑錘

︑盈撒矧勾識．

とは言えません︒養護

目で︑校長︑教頭と同

教諭は生徒指導を見る

のを︑私は指導主事時

じぐらい大事だという

代からいつも強調して

いたんですよね︒そう

考えると︑養護の先生

子どもも要望して︑親も要望して︑マスコミも励まして

るわけです︒管理職の

も自信を持って頑張れ

いるのに︑道徳の授業が難しいということをよく小学校で

姿勢が非常に大切だと思うんです︒

そのへんはいいのですが︑学校の先生方にはぜひ芽を摘ま

大会などにおおぜい参加して積極的な発言もありますから︑

ないで︑どんどん伸ばしていって欲しい︒大学に行ってい

聞くわけです︒その理由は︑道徳の授業は子どもが動いて

っています︒初めは﹁子どもの心が躍る﹂と書いたんです

導を受けて︑﹁心躍る道徳の授業の創造﹂という副題でや

楽しい論になると︑実はいま私の学校は押谷先生のご指

ども︑楽しいはずなんですね︒

ないと言います︒道徳の授業がやさしいとは言わないけれ

ね︒じゃやさしい授業はあるかと問えば︑だれでもそれは

成立する︒そう簡単なものではありませんが︑言うなれば

ですね︒教科は赤本があって︑いちおうそのとおりやれば

くれないと成立しない︒動かす自信がないということなん

ますと︑そういう気持ちもいま強くなっています︒

横山私は両方とも真実だと思いますね︒私も大学にい
たものですから︑その卒業生たちの話を聞いておりますと︑

どうも中学校には︑道徳に一生懸命な先生を立派だという
のではなく︑変わり者だとか︑特別記念物染たいなとらえ
方をする風潮がある学校も︑かなりあるということを聞く
ことがあります︒そういう学校ではやはり︑管理職の責任

荻原それは道徳の話だけではなく︑たとえば養護教諭

が問われるべきだろうという気はしますね︒

は先生じゃないという︑まことにけしからん考え方がない

（27）

荻原武雄氏

が躍るということはあり得な喚教師も躍らなければだめ

ね︒ところが︑やっているうちに先生たちが︑子どもだけ
するんです︒

んなことは書いていませんでしたけれども︑ふと思ったり

そうすると︑私は幼稚園の園長もありますが︑他律とい

を持ちますね︒早いうちからおんぶをしないで歩かせたり

だ︑﹁子ども﹂を取りましょうというので︑二年次で﹁子

するでしょう︒それは違うのではないかと勝手に思ってい

ども﹂は取りました︒だから︑やはりやらなきゃだめなん

支援が必要です︒中学校もそうですよ︒全部の担任がやる

るわけですｏしっかり他律的な生活を子どもがしているか

り見ている親であり教師であるかということにかなり疑問

んですからね︒ただ︑中学には副担という担任をなさらな

どうかということを非常に思いますね︒他律と自律と切り

うことにかかわって︑子どもがモデルゑたいにしてしっか

い方もいらっしゃる︒小学校の専担がいます︒そういうの

替えを自分自身で納得できるようなものではなく︑子ども

ですね︒やるためにはどうするかというと︑かなり校長の

いですよね︒そんなことをいま考えました︒

いいか︒やはり大人がちゃんと言ってやらなければいけな

自身がかなりあいまいになっているとしたら︑どうすれば

はありますけれども︑小学校の場合には明らかにやりやす
だれでもできる道徳︑やさしい道徳とここにいらしやる

五︑授業の公開と家庭との連携

いでしょうね︒

方がおっしゃってくださいましたが︑まったくそのとおり
ですよね︒だれでもできる道徳︑やさしい道徳の授業をす
るには︑やはり指導計画の活用だと思います︒指導計画は
ているんですよね︒このへんが特に小学校段階の一つの問

作るのはよく作るのですが︑実際にはそれでないのでやっ

遅いような気がするんです︒五十九年度の東京都の青少年

も︑うんと甘ったれて依存できなかった子どもは︑自立が

子どもに育てているのか︒前から思っているのですけれど

それから︑自律︑他律の問題ですが︑本当に自律の心を

するにはという意味での連携です︒そうすると︑これは百

りあります︒お互いに協力して子どもの心を育てるように

ば非行が多い︑道徳教育がいけないからという論理もかな

課題だと思いますね︒親が道徳に関心を持つ場合︑たとえ

も頭にあるわけです︒特に私は小学校だから︑そのへんが

そこで私は課題として︑地域︑家庭との連携がどうして

問題協議会の報告でそのようなことがあったような気がす

聞は一見にしかずで︑かかわり合いの問題だと思うんです︒

題ではないかと思います︒

るんです︒母乳で乳房をうんと吸った子は自立が早い︒そ
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言っていられない︒大人がかなり意図的に子どもに働きか

ものころのことをイメージして﹁いまの子どもは⁝⁝﹂と

言うでしょう︒いまこの生活様式の中で︑われわれの子ど

親は自分が子どものときのことを忘れて︑子どもに文句を

教科でも道徳でもなんでもいいから︑学級担任の授業を見

かたちでやる場合が結構あります︒小学校と違いますから︑

科でもいいし︑道徳でも学級活動でもいいですよ︑という

きないと思います︒けれども日曜参観のようなとぎに︑教

見てもらうというようなことは︑指定校か何かでないとで

牧野道徳の時間を︑たとえば全学級公開して保護者に

たいという人がいます︒そこで︑最近では︑道徳をやって

けなければいけない︒そうすると︑学校だけでは当然だめ

家庭と協力する場合︑協力しなさいと一方的に言うだけ

を奨励する校長も多くなってきています︒本当は﹁今回は

保護者に見てもらうという学級が増えてきています︑それ

ですｏ

は︑道徳の授業を参観してもらうことです︒そのへんに学

ではなくて︑何かしなきゃいけない︒そのいちばんの近道

のですけれども︑中にはまだ意識の低い人がいるものです

いきません︒ただ︑選択によって︑自分は道徳をやって保

から︑学校を挙げて今回は道徳でというわけにはなかなか

全校で道徳をやりましょう﹂というところまでいくといい

やしていったらいいのか︒私は自分の校長としての歩承が

なことだと思います︒どういうふうなシステムでそれを増

実です︒

護者に見てもらおうという学級が増えてきていることは事

すよ︑協力校ですから︒しかし︑そうではない学校は大変

ほとんだ協力校だったものですからわからないのですけれ

校がどう取り組んでいくのか︒うちなんかは簡単に見せま

ども︑いろいろ言う前に授業参観の中に先生たちが道徳の

調査でいくと︑一回というのが小学校では三二％︑中学

の指導の参考になったり︑保護者も喜んで帰ったりすると

者と懇談をしていますが︑道徳の授業の場合は教師も今後

あるいは子どもの日ごろの生活態度や考え方について保護

参観のあと必ず学級の懇談会をもって︑授業について︑

校が二八％です︒でもいちおう三分の一ぐらいあるんです

授業を入れていくことではないかと思います︒

よね︑見せているところが︒四回以上というのはこれは協

いっていますけれども︑今後まだまだ努力する必要がある

いうことは聞いています︒ですから︑かなりいい方向には

荻原それは年間計画に組まれている参観日等でという

と思います︒

力校だろうと思います︒このへんをやっていきたいなと切

司会授業の公開という問題は︑中学校のほうはどうな

実に思います︒

んですか︒
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ことですので︑やる学級やらない学級があってもいいし︑

はいったい何だろうという話になったわけです︒

やったクラスは親どきんがわりあいたくさん残った︒これ

実は中学校の教科の内容になりますと︑親ごさんの中に

それがいくつかのかたちで広まっていく︒それから︑道徳
の時間が終わったあとに資料を家庭に持たせる︒それでず

たちが言うわけです︒その手だてとして︑学級通信︑学年

道徳教育は学校だけではできないということをよく教員

ているかどうかを見ているわけですね︒見ていると︑どう

ですから︑保護者はひたすらわが子が教科内容を理解でき

はすでに教科の内容を忘れてしまっている方もおります︒

通信︑学校便りと言います︒もちろんそれも大事ですが︑

い気持ちで帰っていく︒ところが︑道徳の時間のほうは︑

も昔の私と同じで︑よくわかっていないようだ︒実につら

いぶん違ってくると思います︒

一緒の場でそれが話せればいい︒たとえば参観でそれをや
って︑懇談で話せるとしたら本当にいいわけです︒そう簡

を言っても正解と不正解がないわけです︒子どもが一言発

ある意味では人生や人間についきるえるわけですから︑何

は思いませんでした﹂とか︑﹁先生︑今日のあのへんの話

言したりしますと︑保護者の方も何でも言えるんですね︒

は難しいですね﹂とか︑人生の問題だから親ごさんも一緒

に乗りますし︑少なくとも一つずつでも増えていくことで

単に先生たちは乗ってきませんけれども︑やっているうち

横山そういうことに関しまして︑私はある校長先生か

に考えられる︒

﹁家では何にも言わない息子があんなことを考えていると

ら面白い話を聞いたんですよ︒授業参観日の前に先生たち

いろいろなところでしております︒先生方は︑参観のあと

もっと親の理解が高まっていくと思うんです︒

に︑﹁教育課程は教科と道徳と特別活動しかない︒だから
参観日にはできるだけ手分けをしていろいろやって欲し

に保護者の方が残ってくれればいいのに︑残って欲しい親

私は︑ああ︑なるほどと思って︑その後︑その話をよく

った︒道徳と特別活動の希望者が出てこない︒そこでもう

い﹂と言ったら︑教科をやるという人が最初は非常に多か

なか来てくれないとかおっしゃる︒だから私は︑せっかく

来ても︑さゑしく人の目を避けながら帰っていく保護者の

ござんほど帰ってしまうとか︑来て欲しい親ごさんがなか

﹁あなたはどうか﹂と言って︑道徳をやってもらったとい

つらさがわからないうちは教師としては半人前ですよ︑ぜ

ちょっと考えてくれといって先生方に一戻した︒そうしたら

うのです︒いま牧野先生からお話があったように︑参観日

ひ公開授業で道徳をやってくださいよと言っているのです

次に特別活動が出てきた︒まだ道徳が出てこない︒最後に

のあとによく学級懇談会があります︒そうしたら︑道徳を
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たというのです︒ひょんなことから道徳の授業に熱心にな

が︑その学校はそのことがあってだんだん道徳希望が増え

題を起こすということがあります︒

教科の理解度も非常にあるんだけれども︑生徒指導上の問

起こすというふうに直線的にはつながっていないわけです︒

生徒指導のことを考えるのでも︑成績の上位とか下位と

る先生が増えたというお話を聞きまして︑本当にいい話だ

学校の先生方の意識の中には︑全員を視野に入れたかたち

ればいけないということになっているわけです︒ところが︑

かいうようなことで考えるのではなくて︑全員を考えなけ

にできるようになるのではないか︒連携と言いながら︑一

そういうふうになると︑保護者の方たちとの連携が本当

し︑人間の真実を突いているなと思いました︒

方的に学校の手伝いをしてくださいと言うのは連携ではな

ほうが親ごさんは喜ぶだろうという思い込承も︑一つには

での連携のあり方ゑたいところにいかないで︑教科をやる

司会学校と父兄との関係を阻んでいるものというのは

いのではないか︒

牧野連携というのは︑一つは学校に来て子どもの姿を

あるのかなという気がします︒

ですけれども︑そういうかたちでおおぜいの人が参加でき

見てもらい︑学校全体の雰囲気も知ってもらう︒先生と話

何なのでしょうか︒いまの横山先生のお話の例もわかるの

あるわけです︒

るような体制が︑一般にはなぜとれないのかという感じが

て︑地域の活動に参加する必要がある︒お互いが具体的に

をすることも大切です︒もう一つ︑学校が地域に出て行っ

横山いま私がお話ししたような例は非常に希有な例だ
と思います︒それゆえに私もいろいろなところでお話をし

授業参観のとぎの教科について校長としてたいへんあり

交流しなければいけないと思いますね︒

生方なりの見栄もありましょうし︑親ごさんたちは︑教科

業あるいは学校の印象について書いてくださいというと︑

がたいと思ったことがあるんです︒今日の授業参観で︑授

て︑それを広げたいと思うのですが︑一つは先生方には先
の学習を希望しているんだという思い込承もあると思うん

つまらない話を聞かされたのでは子どもがかわいそうだ﹂

いまの保護者のことですから︑感想をきちっと書いて置い

﹁あんな小さな声でぼそぼそ話していたのでは︑後ろまで

ていってくれます︒その中に﹁五十分座らされて︑あんな

話が少しずれるかもしれませんが︑現在の生徒指導上の

せすぎているところが︑先生方にはあるのではないか︒

問題を起こす子どもは︑必ずしも教科の内容が理解できて

聞こえっこない﹂という指摘もありました︒

です︒だから︑教科のできる人たちのところに焦点を合わ

いないから︑あるいは学力的につまずいているから問題を
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ていけばいいのか︒先ほどから問題になっている人格の形

中で︑道徳教育というのは社会の変動に対してどう対応し

強くなってきています︒社会構造そのものが変わっていく

観のときには︑﹁たいへん立派な授業になってよかった﹂

成とか陶冶とかいうことをどういうふうに考えていけばい

これも一つの連携で︑先生も改めますから︑次の授業参

なってきた﹂という感想も出るわけです︒一方︑学校から

﹁われわれの言うことを聞いてくれた︒学校もいい学校に
生徒指導でこういう困難点があるのでぜひこういうことで

います︒

いのか︒こういう問題についてご意見をいただきたいと思

外食産業に勤めている人たちはものすごい早口で︑通りい

体的に生きるということは非常にいいことです︒たとえば

というのは︑先ほども主体性の問題が出てきました︒主

協力して欲しいとお願いすると︑そこはふんなでやりまし
ょうということにもなってきます︒具体的に行ったり来た

りということが大事ではないかと思いますｐ
学校からの通信も大事ですけれども︑教員が足を運ぶこ

司会道徳教育というのは確かに学校だけではできない

時間内にどれだけの量を処理するかという︑処理能力が非

はいつも気になるんですね︒試験の問題にしても︑一定の

もう少し心の通った対応ができないものか︒接客態度が私

つぺんの質問や対応をするだけです︒言三アルにはない︑

し︑社会との連携もなければいけないし︑家庭とのきちん

常に問われている時代です︒しかし︑じっくり考えて︑物

とがいちばん大事だと思いますね︒

とでいろいろ問題があると思います︒

とした対話もなければいけないんでしょうね︒そういうこ

いかＯ

事をきちんと処理できる能力を評価することも必要ではな

それに逆行するような傾向も見受けられるのですけれども︑

六︑﹁モノ﹂﹁カネ﹂の時代と心の教育

いま情報化社会とか︑核家族や高齢化︑高学歴社会の問

道徳教育はいまの子どもたちにどのように迫っていったら

機械化されて効率が重視される社会の中で︑道徳教育は
題など︑社会的な問題がいろいろ出ている中で︑﹁モノ﹂・

荻原空き缶プレス機が学校にあったり︑要するに外側

の変革ですね︒子どもの内面というのはなかなか難しいの

いいのか︒そういう問題を考えていただきたいと思います︒

ですけれども︑少なくとも﹁ないから買ってよ﹂という時

﹁カネ﹂︑効率優先という考え方が出ております︒今まで道
向が強かったのですが︑最近では結果主義と言いますか︑

徳や倫理は︑どちらかというと心情を問題にするような傾
動機よりも結果を︑あるいは効果のほうを重視する傾向が
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代から︑

親との関係︑友だちとの関係︑先生との関係等は︑深い深

いているということはありますが︑人間の社会ですから︑

物を大切にすることについての刺激ゑたいなもの

が明らかに子どもに行き渡っています︒

えられているという気持ちを持ちます︒自分は金だけで生

うに重要なわけです︒それによって自分が生きている︑支

きているんだとか︑自分は物だけあればいいのだとか︑考

くないの度合いの違いはあるにしても︑昔もいまも同じよ

なさです︒そのへんに一つ原因がある︒つまり︑かかわり

ただ︑物やお金などにかかわってどうしても私の頭から

合いがないために︑あいつが持っているからおれも持ちた

にもなり︑悩承にもなっているのではないでしょうか︒小

えている子どもは少ないと思います︒人間関係が心の支え

離れないのは︑小学校の子どもの人とのかかわり合いの少

いとか︑そういうことになるのではないか︒乱暴な言い方

遣いがなくて困る︑物が不自由だという悩象もあるが︑い

でしょうか︑ちょっとそのような気がします︒もっとかか
わり合えて友だちと接する時間やおしゃべりする時間が長

道徳教育というのは人間関係の大切さを考えるものであ

ちばんの悩承は人間関係だと思います︒

を大事にするような子どもにしたいですから︑それができ

く取れたとするならば︑物︑金︑効率の時代でもやはり心

思いますから︑人間のかかわり合いというものを︑こうい

り︑また︑豊かな人間関係の中で成果をあげ得るものだと

とにかくスケジュールがいっぱいなんですね︒遠足で帰

ではないでしょうか︒ちょっと抽象的ですが︑特に中学時

う時代だからこそより深く考えていかなければいけないの

るのではないか︒

で︑親が角を出しそうな顔をして玄関で待っている場合も

大きな︒︿−セントを占めるわけで︑そのへんで孤立した子

代は︑友だち関係が親や先生との関係よりももっともっと

校が一時間遅れますと︑塾の時間に間に合わないというの
あるんですよ︒遊びの場所がないから︑学校で目いっぱい

にもなるわけです︒人間社会の中で︑自分が本当にここに

どもは︑いじめられたり︑登校拒否になったりということ

遊ぶ︒休承時間なんかはすごいです︒そういう中で︑何で

もいいんですね︒いちばん大事なのは友だちとのかかわり

存在していて幸せなんだ︑ここで承んなに認められている

合いですが︑そういう時間も長くなり︑質を伴うようなこ

とがあったときに︑単に物や金に走らない何かが出てくる

係を育てていくことが︑いまの中学校の実態からいってた

のだというような自己存在感を持てるような︑そういう関

司会中学校のほうはいかがでしょう︒

いへん重要ではないかと思っていますｐ

ように考えますね︒

牧野物とか金とか︑共通したことがベースになって動
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合いをなくしていくことでしょう︒

き立てる︒忙︵せわ︶しいとは︑字のごとく︑心の通わし

こうということになります︒そうなると︑むだを省き︑オ

すが︑あまり極端になりますと︑むだを徹底的に省いてい

七︑心情倫理と責任倫理

司会人間関係の中で︑時間︑名誉︑信頼︑信義などで︑

ートメーション化されていく︒そして︑人間的な部分がだ

結果主義は︑また︑合理性を求めます︒合理性も大切で

いろいろな問題が出てきた場合に︑先生方はどういうかた

んだんなくなっていきます︒

何を優先させるか︒そういう価値の問題︑ジレンマの問題︑

ちで指導できるのでしょうか︒先ほど効率優先という考え

押谷いま先生がお

はどのようにお考えになっておられるのかお伺いしたいと

として出てきているのではないか︒そういう問題を先生方

たいと思うものと別な方向のものが︑世の中の一つの流れ

い入なんだ承たいな︑そういう価値意識が出てくる︒そう

いい点数を取る人がいい人で︑悪い点数を取る人はよくな

育んでいくのではないか︒そうなると︑勉強ができる人︑

結果そのものに価値を付与していく︒そういう風潮もまた

人であり︑悪い結果を生む人はよくない人だということで︑

どういうことかと言いますと︑いい結果を上げる人がいい

ることは当然重要なの

しましょうというところに︑大きく教育の風潮を変えてい

うでもいいというのではありません︒過程をもっと大切に

していこうという教育への転換ですね︒もちろん結果はど

rQﾉｲ、

さらに結果主義というのは当然︑価値意識に関係します︒

っしゃいました問題は︑

いう状態を何とか打破していかなければいけないというの

ですが︑結果主義が強

かなければいけないのではないか︒それが今言われている

、 リ 垂 ノ

方を言いましたけれども︑われわれが心の教育として教え

思います︒

ことになろうかと思い

結果主義の風潮という

調されますと︑結局︑

それは結果も大切だけれども︑もっとプロセスを大切に

効率性を重視するよう

新学力観に立つ教育の柱でもあろうかと思います︒

過程を大切にするということは︑先ほども出ておりまし

になります︒効率性と

ます︒結果を大切にす

が︑これからの教育の課題だろうと思います︒
押谷由夫氏

は何かと言えば︑速さだと思いますｐ何でも速く速くとせ

蕊

いうことになります︒たとえば︑物とか金とかいう部分と

たけれども︑いろいろなものとのかかわりを深めていくと

かなかった︒いまはチャンネルをひねれば世界各国の情報

る︒一昔前まで情報というのは︑ラジオだったらＮＨＫし

わけですだから︑うっかりするとそういう情報に対して受

け身になって︑流されてしまう︒すべてが相対化されます

が同時になだれ込んできます︒それはもう混沌としている

かかわって︑自分の生き方なり在り方なりをより深く考え

から︑何がいいのか悪いのかわからなくなるんですね︒そ

のかかわりをもっと深めていけば︑金というのは人生を生

ていくことができます︒いかにもうけるかではなく︑生き

ういう状況は昔とはずいぶん違います︒

きていくうえでたいへん重要なものですから︑金銭教育に

方とのかかわりで考えられる機会を学校教育がもっと与え

には必ず心が反映されております︒だから︑行為そのもの

ます︒行為に美意識をからませているわけです︒行為の中

あるいは行為にしても︑賎は﹁身を美しくする﹂と書き

すね︒極端な結果主義になると︑まさに無責任になってし

こういう結果になるかというのはなかなかわかりにくいで

ればどういう結果が生まれるか︑どういう手段を講じれば

果は確かに大切には違いないけれども︑どういうふうにす

そういう中で道徳を考えるということになりますと︑結

の背景にある心をふんなが理解していくかたちで︑交流し

ていく必要があるのではないかと思います︒

合えていく︒その中で結果主義を打破しながら︑まさに人

いうのはどうやっていいかわからない︒それで非常に無責

まうわけです︒結果さえよければいい︑ところが︑結果と

ていくと︑いろいろな問題が出てくる︒本来の道徳という

司会人間の本来のあるべき在り方をわれわれが追究し

もと日本の伝統的な道徳観なんです︒古代の﹁キヨキアカ

らかにしなければいけない︒純粋に清らかというのはもと

そこで道徳の大本はやはり心ですから︑心を純粋に︑清

任になります︒

のは共同体の中における自分の在り方を考えることだろう

の﹁誠︵まこと︶﹂は︑一貫した日本人の道徳観だと思い

キココＥ︑中世の﹁正直︵せいちょく︶﹂︑あるいは近世

ます︒

間教育を取り戻していく可能性があるのではないかと思い

しいとお考でしょうか︒

に生かされるかという問題になってきます︒とかく︑もう

ます︒それがいまのような情報化社会の中でどういうふう

と思います︒尾田先生はいまの道徳をどのようにあって欲

尾田時代がどんどん大きく変化してまいりますね︒以

心情︑心なんて言ったって始まらないのだ︑結果がよくな

前と大きく違ったのは︑情報が非常に豊かになったという
ことです︒豊かになったどころか溢れて︑過剰になってい
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ども︑問題は︑心情が大切なのか結果が大切なのかではな

ければいけないのだ︑これは一つの理屈には違いないけれ

てきます︒先見性は一つの知性ですから︑やはりこれを磨

うことで一つ先を見通す︒先手を読む先見性が必要になっ

てどういう手段を選ぶか︒その結果︑こうなるだろうとい

の道徳教育の課題だろうと思います︒

る心情倫理とか結果倫理ではなくて︑責任倫理がこれから

を持つ︒これしかないだろうと思いますね︒だから︑ｆ単な

できませんから︑自分が選んだ行為︑行動については責任

しかし︑人間はどうしたって先含をすべて見通すことは

いていかなければいけない︒

くて︑結局︑両方なんですね︒

それではどうするかというと︑心情を清らかにするよう
な教育はもちろん必要ですが︑同時に︑美しい心で選ばれ
かということです︒これは技術の問題︑知恵の問題です︒

た目的や目標を遂げるのにどういう手だてを講じたらいい

は道徳教育と各教科や特別活動とのかかわりでもあるんで

そちらのほうもやらなければいけない︒これはある意味で

すね︒これだけ高度の科学技術が発達し︑情報化した時代

けですけれども︑倫理というのは︑基本的に人間としての

司会さて︑高等学校には﹁倫理﹂という教材があるわ

八︑高校の﹁倫理﹂について

しっかりと身につけて︑たとえば立派な理想を掲げたとき

その中でどういうふうにたくましく生きていけるかという
と︑相当の基礎︒基本の知識が必要だから︑これをやはり

いう教科をこれからどういうふうに展開していくつもりな

在り方生き方を考えていく学問です︒高等学校では倫理と

で︑ただ心情がいいだけでは生きていかれないわけです︒

はどうすればいいのか︑これはまさに技術的な問題ですか

そのへんをお伺いしたいと思います︒

のか︑また︑生徒たちはどのような反応をしているのか︑

にそれをどういうふうに実現していくか○実現していくに
ら︑それを考えていくということです︒

中村先ほど話題に出た﹁モノ﹂﹁カネ﹂についての問

人間はある目的を立て︑手段を選びます︒手段を選べば
必ず結果が出てきます︒ところが︑その結果がさらに結果

を調査した結果がございます︒その中で今の若者の一番の

題ですが︑昨年度︑日本商工会議所で最近の若者の問題点

力に欠ける﹂︑三番目が﹁基礎能力のなさが目立っている﹂

問題点が﹁実利的であり︑自己中心的﹂︑二番目が﹁忍耐

を生むわけです︒極端なことを言うと︑﹁人間万事塞翁が
でもいいじゃないかというと︑まさにこれはニヒリズムに

馬﹂でどうなるかわからないところがある︒じゃ結局どう
なってしまいますｐそうではなくて︑どういう目的に対し
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︶おりました︒これは

ということが指摘され

から︑物にとらわれてしまう︒時計にしても︑装飾品にし

なり学校生活を中心にした生活態度が崩れてしまう︒それ

どを買いたいというのでバイトに走る︒基本的な生活習慣

ルールや道徳の徹底﹂

ったのが何と﹁社会の

ことで︑いちばん多か

中が学校に要望している

村日本の実業界産業界

の精神を守った家庭教育がなされています︒そういう生徒

だとか予備校とかにも行かないで勉強をする︒質素な倹約

するに家庭教育がしっかりしているわけです︒子どもも塾

ども︑質素な生活を旨として子どもに賛沢をさせない︒要

るということではないんですね︒お金はたくさんあるけれ

せん︒勉強する子どもの家庭が︑決して経済的に裕福であ

全体に勉強をよくやっている生徒はアル︑︿イトに走りま

けたい︒．︿−マをかけるというようなことです︒

ても︑洋服にしても︑派手なもの︑きれいなものを身につ

効率優先主義の社会を

氏反映しているものだと

です︒続いて社会奉仕の精神︑チ
チャ
ャレ
レン
ンジ
ジ精
精神を持ったた

諾も考えられます︒

くましい若者を送り出して欲しいといったご注文を︑昨年︑

活動に専念して︑塾にも予備校にも行かないで︑家に帰っ

は︑全体にクラブ活動に集中します︒夕方遅くまでクラブ

先ほど小野先生から﹁モノ﹂﹁カネ﹂のお話がありまし

全国の高等学校の校長会でいただいた記憶がございます︒

やるわけです︒

ところが︑全体的に﹁モノ﹂﹁カネ﹂にとらわれている

て勉強に集中する︒予習復習という勉強の基本をきちんと

青年はアルバイトに走って︑学校以外のことに興味を持っ

た︒私どもの全倫研で調査した結果によりますと︑これは

て︑逸脱していく︒学校不適応︑中退問題を起こしてきま

高等学校生活指導主任会でも調査しているのですけれども︑

子ども︑あるいは中退しかかっている子ども︑中退した子

共通している点がございます︒それは学校不適応に陥った

す︒そういう青年は︑そういう意味では忍耐力とか︑日本

商工会議所の調査結果で挙げている勤労精神とか︑困難に

ている︒つまり︑お金が欲しい︑それも勉強するために必
要なお金ではなくて︑オートバイを買いたい︑女の子にお

いう意味で︑自分の人生をどうたくましく生きるか︑かけ

立ち向かう意思とか︑そういうことが弱いんですね︒そう

どもの全体的な傾向としては︑﹁モノ﹂﹁カネ﹂にとらわれ

の子の場合は︑美しい洋服やアクセサリー︑お化粧道具な

ごってやりたい︑遊ぶ金が欲しいという意味の金です︒女
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曲

認

するとはどのようなことかが︑高等学校教育の重要な課題

て自分や社会や他人に人間として責任ある在り方生き方を

がえのない人生を大事に生きるとはどういうことか︑総じ

とをベースに置いて構成していくことになります︒

すが︑基本的には青年期を失う者は人生を失う︑というこ

会参加の問題とか︑生きがいの探究とかいうことがありま

四月から新設の公民科が教科として実施され︑﹁倫理﹂と

こうした状況などを踏まえながら︑高等学校では今年の

四聖人は︑ソクラテス︑孔子︑仏陀︑イエス・キリストの

ながら︑青年期にある人間としての自己探究を深めます︒

ここではさらに四聖人の基本的な考え方を手がかりにし

﹁政治・経済﹂︑または﹁現代社会﹂必修ということでスタ

こと︑よく生きること︑倫理的な生き方や︑人生における

四人を中心にして︑人生において思索すること︑哲学する

となっているわけであります︒

ートいたしました︒今日お見えになっている尾田先生や横
山先生ゑなさま方のお力で︑すべての人間にとって生きて

第二分野は﹁現代社会と倫理﹂というかたちで︑人間と

信仰の意義というものについて学びます︒

いて︑全生徒が学べるチャンスを与えられたということで

ど大人への過渡期です︒猶予期間というようなとらえ方も

社会とのかかわりを考えさせていきます︒青年期はちょう

いく上で︑基礎基本である人間としての在り方生き方につ
非常に感謝しております︒

からのあるべき日本の社会を形成していく人間としての責

けないのではないかという共通した反省があります︒これ

任と義務をどう植えつけたらいいのかということで︑家族

ありますが︑いまの高等学校では︑あまり甘えさせてはい

内容的には大きく分けますと︑三分野からになっており

における人間関係の問題︑高齢化社会における老人介護や

つぎに︑高校の﹁倫理﹂はこれからどう内容が構成され

ます︒第一分野にあたるのが﹁青年期と人間としての在り

福祉の問題︑国際化社会における信頼される日本人の在り

ていてどう展開されることになるのか︑ということですが︒

味とは何なのか︑青年期の発達課題を科学的に自己認識さ

す︒それをベースにしながら基本的には︑代表的な先哲の

方の問題︑情報化社会の問題といったことが中心になりま

方生き方﹂です︒人間とは何か︑人生における青年期の意
せていくということです︒青年自身が自分自身を心情的に

の倫理︑宇宙における人間の位置︑科学技術と人間との関

基本的な考え方を手がかりにして人間の尊厳︑生命の畏敬

理解するというかたちよりも︑どちらかという科学的︑心
理学的な成果を基礎にしながら勉強を進めて︑適応の問題︑

係︑社会奉仕の問題など中心に現代社会を生きる倫理につ

欲求不満の克服の問題などの課題を消化していく︒アイデ
ンティティとか︑試練と理想とか︑友人関係の在り方や社
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が︑率直に申しますと︑小・中の道徳の時間はつまらなか

的に実態調査をしたり授業公開をしあって研究しています

いる科目だということができます︒私ども全倫研では継続

かということについて申し上げますと︑非常に期待されて

﹁国際化と日本人としての自覚﹂という最後の締めくくり

った︑なにも残っていないとか︑テレビを見たりとか行事

そして最後に︑これが非常に重要な分野だと思いますが︑

いて考えさせていこうということです︒

ます︒日本人の精神的な風土︑あるいはまた日本の伝統と

が︑これまでよりも重視されてきたことではないかと思い

うに思います︒これに対して﹁倫理﹂の授業については︑

にとられたりだったというのがわりに目立ったのですが︑

自分を承つめることができた︑人間と宇宙︑生と死などに

先程話題になりました文部省の実態調査と一致しているよ

尾田先生からお話がありました誠の倫理︑清き明き心︑正

ついて考えたり人間の生き方や倫理について新しい発見が

人間観︑宗教観︑あるいは道徳的心情というのか︑先ほど

直の倫理︑そういう日本人の魂︑徳を中心にしながら︑東

できた︑忘れられない授業だったなど生徒たちの熱い思い

倫理について基本的なテーマを︑たとえば日本人の自然観︑

ト教といった外来思想を先人がどういうふうに取り入れ︑

が寄せられている︒青年期にあり自己と人生に目覚める高

洋の仏教︑西洋から伝わってきた科学文明の思想︑キリス

校生にとって﹁倫理﹂あるいは倫理の学習がいかに魅力の

かを示しているわけであります︒横山先生も紹介されまし

あるものであるか︑そうした学習にいかに飢え渇えている

学習できるように構成されました︒

言って承れば︑日本人が外国に行って非常に無責任な︑

伝統文化を形成してきたのかということを︑かなり丹念に

ひんしゆくを買う傾向があるというので︑日本人としての

かに強く望んでいることが明らかにされております︒それ

生き方など人格形成の指導﹂を﹁進学指導﹂などよりはる

に子どもたちがなにを期待しているかというと︑﹁人間の

か︑何をよりどころにして生きているのかと問われたとき

だけに︑高等学校の﹁倫理﹂担当の先生方は高校生が﹁倫

たが︑やはり全倫研の調査において︑今︑学校教育や教師

に︑答えが出てくるようなものですね︒国際社会において

自己認識を子どもたちに深めさせていく︒あるいは︑外国

信頼され尊敬される日本人としての精神性というかしっか

ら︑高校生にとって魅力ある学習指導の内容︑方法の開発

理﹂の授業になにを求めているかそのニーズを把握しなが

の人々からあなた方日本人は何を大事にして生きているの

りとした道徳的心情やものの考え方を身につけた人間︑青

に︑非常に意欲的に取り組んでいるわけです︒ただ︑なか

年を育てていこうという内容になっているわけです︒

次に︑高校生は﹁倫理﹂の授業をどう受け取めているの
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なか先哲の基本的な考え方や生き方を手がかりにして︑人

聞きしたいと思います︒道徳や倫理の中には︑自分自身に

かという問題を見極めていく︒これはもちろん大事な問題

関することをきちんと処理していくという自律の問題︑自

です︒しかし︑それと同時にもう一つは︑自分と自分以外

助努力の問題があります︒一人ひとりの人間が自分とは何

高等学校の﹁倫理﹂の先生方は︑﹁論語﹂や﹁仏陀の言葉﹂

せ理解させる︑ということはむずかしいものがあります︒
﹁新約聖書﹂や﹁教行信証﹂など古典を研究し合ったり︑

の人︑家族︑社会︑国家という中で個別者と全体者との関

間としての在り方や生き方を高校生にわかりやすく考えさ

は高校生に研究発表させるとか︑若い先生方中心に精力的

現代の倫理的な課題と結びつけて授業研究し合う︒あるい

こういう問題が出てくると思います︒

係はどうなのか︑どのようにとらえていったらいいのか︒

に取り組承︑将来が楽しゑです︒

個性を確立する︒あるいは個人をきちんととらえるという

今までの道徳ではどちらかというと︑主体性を重視し︑

高等学校で扱われる﹁倫理﹂は教科であり︑どちらかとい

の関係の中でそれをどのようにとらえていったらいいのか︒

問題に重点が置かれてきました︒けれども︑自分と他者と

司会小学校︑中学校の道徳は﹁道徳の時間﹂に行われ︑

しての在り方生き方をどのようにとらえていくかというこ

うと思想史的な内容です︒そういう違う形態の中で人間と
とが一つ︑課題になると思います︒それに︑中学校の二︑

これが国家間の問題になると国際関係ということになるだ

ろうし︑自己の問題でとらえると︑自分と家族構成員との

自分が満足し︑他者も満足させるにはどうすればいいのか︒

えもありますし︑せっかく小学校で六年︑中学校で三年︑

関係になろうかと思います︒そういう関係の問題を道徳の

三年から思想史の問題を入れてもいいじゃないかという考

のにいまの高等学校の﹁倫理﹂の時間では足りないのでは

九年間も道徳の時間をやってきたのに︑それを体系づける

具体的な問題が沢山出てくると思います︒

中でどういうふうにとらえていったらいいのか︒こういう

また︑強いて道徳教育は生涯教育の基礎・基本であるとい

ではどのようにとらえているのかをお伺いしたいのです︒

全体者の問題について︑小学校︑中学校︑高等学校︑大学

でいちがいに解答はできないと思いますけれども︑個人と

これには非常に錯綜した問題点がたくさん含まれますの

ないかという問題もあります︒これから道徳の問題で検討
されなければいけないことがたくさんあると思います︒
九︑﹁個﹂と﹁普﹂の問題について

そういう問題を抱えておりますので先生方のご意見をお
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取って動けなくなっても︑自分のことは自分でやる︑着る

自分の身の回りの生活習慣を完全に修得することは︑年を

うとらえ方をしますと︑小学校で着衣︑洗顔や排便を始め︑

だけではなくてさまざまな面で︑教員は︑基本的には集団

級︑安定感︑充足感というようなことにかかわって︑道徳

出てくるわけですから︑常に学級の中の自分︑住承よい学

もそうです︒特に小学校の場合は︑道徳的価値がいっぱい

ましても︑個人ではどうにもならない構造的というか︑生

自分はそういうかたちで生活習慣をきちんと守っており

りを重点にする場合がわりと多いですよね︒いざやって承

た場合には︑道徳では第二視点の︑主として他とのかかわ

あるのですが︑特にどのへんにポイントをという話になっ

そのようなことを当然前提にしてやっているつもりでは

とのかかわりというものを外さないということです︒

物や食べ物は自分できちんとするという︑生涯にかかわる
大切な問題でもあるわけです︒そういう族というのは︑基

理的な問題が好むと好まざるとに拘らずやはり最後には発

を求めるとわりとたくさんあります︒本校でもそうですが︑

ると資料は意外と少ないのですけれども︑あのへんに資料

本的には自分自身に対する問題ですね︒

生してくると思います︒優勝劣敗でも︑適者生存でも︑

学ぶのにいちばんよい﹁他とのかかわり﹂は︑小学校の

重点項目に必ず他とのかかわりを入れております︒

﹁働かざる者食うべからず﹂の考えがまかり通る社会では
なく︑働きたくとも働くことができない人びとが各家庭に
一人はいるという社会が出現する︒

すから︑裏切られもするし︑すごく同調もできる︒ですか

ら︑そのへんにポイントをあてています︒学級経営こそ道

場合は間違いなく友人関係なんですね︒親子関係と違いま

徳教育の基本だという考えが教師にもありますので︑いち

そういう中でほかの人をどのように扱わなければいけな
だと思いますが︑個人と共同社会﹁個﹂と﹁普﹂という問

おうそういうことでやっているという答えになってしまい

いのか︒これは共生社会あるいは共同社会の本来のあり方

見をお伺いしたいと思います︒

つまり︑自分の個性を生かしていくことは大切ですが︑そ

牧野一言で言うと社会的な自己実現だと思うのです︒

司会中学校ではいかがでしょう︒

ますね︒

題をどのように考えたらいいのか︒そのへんについてご意

荻原道徳教育だけではなくて︑人権尊重の教育︑性教

は︑どうしても押さえなければならないと思います︒たと

ら一貫して申し上げているかかわり合いの大切さというの

れが社会で認められないようではいけないし︑もっと進ん

育︑いろいろ入っております︒いずれにしても︑先ほどか

えば誠実にしる何しろ相手あってのことですし︑思いやり
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で︑社会に貢献しながら自分も生かしていくということで

いものでしょうか︒

ていくとして︑個と全体をどのようにとらえていったらい

和辻哲郎の﹁間柄の倫理﹂人間の学としての倫理学とい

こうという理念が明確になってきたといえると思います︒

して生きる日本人として︑恥かしぐない青年を育成してい

民としての在り方生き方を自覚したいわば社会に尽くし返

ていく公民としてその責任や義務を果たしていく人間︑公

全くの個人ではなく︑家庭や地域社会さらに国家をになっ

先ず公民科の新設自体がその象徴的なものでありまして︑

新学習指導要領で今までよりも一層強調されております︒

中村個人と集団とのかかわりについては︑高等学校の

す︒したがってどちらが中心ということも言えないかと思
いますが︑決して社会を無視していないということは言え
ると思います︒

道徳の内容の四つの視点をオープンにすると中学校は二

十二の項目がありますが︑その中で特に重点を置いて指導
したい内容項目はということで見てゑますと︑推進状況調

査の結果では︑一の視点も二の視点も四の視点もそれぞれ
きれいに重点項目に挙がっているわけです︒一だけに絞ら
れているということではなく︑四もきちっと押さえられて
いる︒そういうことで今回の四つの分け方は整理するのに

ある青年の育成ということになろうかと思います︒高等学

いますか︑実存と社会︑人格的存在と社会的存在との調和

方をとらえるのにも適切だと思います︒そういう点からい

校の道徳教育に中核的役割を果たしている﹁倫理﹂やホー

たいへん具合いがいいし︑さらにいまゑたいな学校の考え
っても︑一も大事にしていますが︑二も三も四もそれぞれ

ムルーム活動において︑現代社会を生きる倫理や社会・集

団の一員としての在り方生き方にかかわる指導が重視され

大事にしているということがわかります︒

さらに四の視点︑つまり︑集団や社会とのかかわりにつ

います︒これも発達段階を押さえた︑まさに妥当な線では

いうのは︑一年生よりも確実に三年生のほうが重点化して

中学校の道徳教育とのかかわりから承れば︑礼儀や謙虚︑

の心や態度を育くんでいくことと連続するわけです︒小・

先程︑牧野先生からお話がありました社会的な自己実現

てきているわけです︒

ないかと思います︒そういうことで︑きわめてバランスよ

友情や信頼・思いやりの心を育てることを中心とした他の

いて︑国際社会の中でのあり方とか国の中でのあり方とか

います︒

く︑うまく考えながら進めているのではないかととらえて

や愛校心を育てることを主とした集団や社会とのかかわり

人とのかかわりに関すること︑公徳心や権利義務︑家族愛

司会高等学校では︑知識の問題から知恵の問題に入っ
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を急ぐ姿勢ではなく︑青年期の自己理解を深めるとか︑人

どとから承合って起きているわけですが︑即効薬的な結果

校や学校不適応・中退問題にしてもいじめや喧嘩・暴力な

育てるにもつき合うにもむずかしい時期になります︒不登

に閉じこもるとか︑劣等感に打ちひしがれるとかなにかと

抗や口ごたえをするとか︑友人や家族を避けて孤独の世界

心身不安定になり︑人間関係の葛藤に悩承︑親や教師に反

中学生や高校生になりますと︑人生第二の誕生期を迎え︑

に参加することなどによって︑家庭や社会における自分の

もたちとの交流学習するとか︑ボランティア活動に積極的

文化継承の大切さを学ぶとか︑心身にハンディをもつ子ど

切にすることの意義を学ぶとか祭りに参加して伝統芸能や

祉に参加していくことを学ぶとか︑生命の尊さと生命を大

との交流活動や老人介護活動を続けて高齢化社会や社会福

鉢活動などを通して環境倫理の勉強をする︑老人憩いの家

かです︒さらにまた︑地域の環境美化作業・植林活動・一

お寺で実際に坐禅して日本の禅宗を通した人生観を学ぶと

キリスト教の隣人愛や仏教の慈悲の実践について勉強する︒

間性のメカニズムを理解するとか︑生きがいの探求と他に

いったように︑現代社会に生きる人間の倫理を具体的に自

役割︑他者に対する責任と協同についての自覚を深めると

に関することと関連づけが深められております︒

尽して生きる喜びについて考えるとか︑ゆとりをもった耕

分の問題として高校生に学ばせようという教育活動が工夫

しを続けることが大切であろうとか思います︒

﹁人間としての在り方生き方に関する教育や指導が︑﹁倫

でいることで心強く思っています︒共生の社会といわれま

されています︒特に若い先生方が非常に意欲的に取り組ん

すが︑ともに生きる倫理や敬愛の心を身につけた青年︑社

理﹂﹁現代社会﹂の授業と﹁ホームルーム活動﹂と結びつけ

会性や社会的適応力を身につけた高校生を育てていくこと

られて多面的に進められるようになったのも注目されるこ

とだと思いますし︑教室の中だけでなく︑施設や地域社会

が高等学校の課題かと思っております︒家庭でお父さんお

母さんがお年寄りさんを大切にする︑地域の大人たちがお

よって体全体で覚えるように変ってきました︒また︑学習

年寄りさんをあたたかくする︑それがなによりの子どもに

を舞台にして体験的学習活動や勤労生産的学習活動などに

とえば︑日本人の和の倫理や清明心や仁愛敬愛の倫理や自

内容も︑ここ三○年間のうちに大きく変ってきまして︑た

て学び続ける社会を形成する人間の育成に当たって︑基礎

小中高一貫してこれからの学校教育では︑生涯にわたっ

対する道徳教育になると思っております︒

中行事とのかかわりで学ぶとか︑シュバイッアーやマザー

然観・死生観を学習するにしても︑日本人の生活文化や年
テレサの活動やガンジーの無傷害の精神活動を調べながら
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子どもたちの意識の中で︑人間の生き方や人生について

子どもたちは広い視野からの人間としての生き方在り方を

として人間らしくよりよく生きていく上でのあらゆる学習︑

学びたいという希望がある︒それに対して学校が応えられ

・基本の学習が一層重視されています︒倫理︑道徳の教育︑

教育の基礎・基本であります︒このことを日本の国民各層

ていないのではないかというお話が先ほどありました︒で

考えることができなくなるのではないかと思います︒

で確認し合って︑心身のたくましい健全な子どもを育てて

は応えるというのはいったいどういうことなのか︒あなた

人間としての在り方生き方にかかわる教育は︑人間が人間

いく協力作業が今切実に求められているんだ︑と思ってお

ての課題意識を子どもたちが持つ必要があります︒その課

す︒これからどう生きたらいいのかということにかかわっ

の生き方はこうですよというのがその答えではないわけで

押谷個と集団の関係というのは︑永遠の課題だと思い

題意識の持ち方についての窓口というのでしょうか︑ヒン

ります︒

わってあげることはできない︒自分の人生を歩まなければ

トというのでしょうか︑そういったものを学校が︑あるい

ます︒私たちはいくらかわいそうだと思ってもその人に代

は先生が授業の中で提供していける︒そういうことが基本

その課題も︑単に自分のことだけではなくて︑社会的人

いけない︒これは個人の問題です︒しかし︑独りでは生き

しかし︑現代社会の特徴を見てゑますと︑独りで何でも

間としての課題をも子どもたちが意識できるようにしてい

ていけないわけですから︑当然︑集団とのかかわりが必要

できるような社会になっているわけです︒自分はゑんなに

かなければいけません︒子どもたちがまさに自分の生き方

だろうと思います︒

支えられている存在だなと思うのは︑自分がたいへん弱い

在り方をしっかり考えたい︑人生について考えたいという

になってきます︒

ですよね︒いちばん自分が支えられているなと思うのは︑

立場にいるときとか︑病気になったりとか︑そういうとき

また︑それについてどういう自己課題を持てばいいのか︒

ときに︑ではどういう窓口から考えていったらいいのか︒

ては︑現代社会はむしろ自己愛社会ですから︑かかわりを

幼児期の段階と年取った段階です︒その中間の段階におい

で行っていくということです︒とりわけ道徳の時間や高等

そういうところを深めていけるような指導を学校教育全体

ります︒そういう時代だからこそ︑意図的に学校教育にお

かわって人間としての在り方や生き方を探っていく窓口を

学校の﹁倫理﹂なり﹁現代社会﹂なりは︑道徳的価値にか

持たなくても自分の世界を楽しめるような状態になってお
いて集団と個のかかわりというものを指導していかないと︑
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ろのものこそが︑倫理の役割であり道徳であるのだろうと

私自身が高校のころに︑人間はなぜ生きていなければい

思うんです︒

けないのかという問いにとらわれたわけです︒人間はなぜ

そういう窓口を提供していくことができますと︑授業の

提供しているわけです︒

けではなくて︑いろいろな人灸が道徳的価値にかかわって

資料や先生︑友達とのかかわりの中でそれを深めていくだ

を間うているんですね︒つまり︑私は何のために生きなけ

生きていなければならないのかという問いは︑全体のほう

ればいけないのかと言っているのではなくて︑人間はなぜ

いろいろな課題を持って生きているわけですから︑お父さ
いは先達の生き方に学んで承ることもできます︒そういう

﹁私﹂はそこに存在していない︒個が存在していないわけ

生きていなければならないのかという問いであって︑何ら

んやお母さんから聞くこともできます︒地域の人々︑ある

このような観点から︑もう一度道徳の内容項目とか︑先ほ

は何のために生きるんだというふうに今度は個のほうから

です︒ところが︑自分自身が大きく転換するときには︑私

発展的な学習が可能になってくるのではないとか思います︒

ど中村先生からご紹介があった倫理の内容とかを見直して

です︒では今度は私は何のために生きているんだというと︑

が︑そこに問題解決への糸口︑大きな転換が一つあるわけ

考えていく︒そうすると︑非常に実存的なことになります

いただきたいです︒

十︑倫理は個と全体のパイプ

やはり全体のために生きているんですね︒私だけのために

そういうふうに考えて承ると︑個と全体というのはまさ

生きているわけではない︒それだとまさに私の存在自体が

に同じものなんだけれども︑その同じものをばらばらにし

横山話がいろいろな角度からほぼ出尽くしてきている

立つけれども︑問いの立ち方がたぶん間違ってくるだろう

ないでつないでおく︒そのつないでいるものこそが道徳で

ニヒルにならざるを得ないわけです︒

と思います︒それはいま押谷先生がおっしゃったとおり︑

あり倫理であるのではないか︒これを切り離してしまうと

と思いますので︑ちょっと角度を変えた表現で言うとすれ

他者とは代わり得ない自己であると同時に︑しかし他者と

単なる唯物論が出てきたり単なる唯我独尊が出てきたりと

ば︑個か全体かという問いを立てることは︑問いとしては

いうのはある意味では一つのものであるだろうと思います︒

いう格好になってくるのではなかろうかと思います︒まさ

のかかわりの中での承生きていける︒だから︑個と全体と
しかし︑個と全体というふうに分けるところ︑つなぐとこ
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くそういう動きの中にあるのではないかという気がします︒

られているのではないか︒自覚されていなくても︑おそら

にそういう意味で︑いま倫理︑道徳の重要性が本当に求め

ないかと言ってしまうと︑社会は成立しません︒全体と切

けです︒そんなそれぞれに真理があって︑それでいいじゃ

れでいいじゃないかというような時代がしばらくあったわ

と思うんだ︑荻原先生がそれが正しいと思うならそれはそ

今度はそこから次に何を求めようとしたのかというと︑

最近︑倫理や道徳にかかわって考えておりますと︑これ

のが自己の外にあった時代から︑我思うゆえに我ありと言

少なくとも荻原先生と私の間に成立する真実を求めようよ

り離れてしまったために︑ある意味で個のほうへグーッと

い出したところから︑実は﹁我﹂の存在が﹁我﹂によって

というようなことが起こったのではないか︒実存的に交わ
りというようなことを言い始めたり︑コミュニケーション

は理屈というよりも雑駁な解釈なので︑学問的には問題に

成り立っている︑つまり個の極限へ持っていかれるような

寄りすぎてしまった︒

くなったときに︑基準を自己の内に求めるしかなくなった︒

思想史の転回があったと思うんです︒外に絶対の基準がな

たり︑対話と言ったり︑我と汝という言葉が異常に新鮮味

ということを言ったり︑あるいは出会いということを言っ

なるやもしれないのですが︑何かしら絶対の基準というも

では自己の内で何を基準にするんだということになります
と︑理性を持ってきたり︑経験を持ってきたりする︒ある

たの間の真実を探そうよというふうなところから︑関係と

をもってとらえられた時期があった︒少なくとも私とあな

と思うんです︒

いうもの︑かかわりというものに意識がいった時代がある

いは︑自分にとって役に立つかどうかというものを基準に
してふたりするそういう考え方の基準があったと思います︒

その場合に︑理性もやはり︑働かす自己なるものがない

それともう一つ︑別のルートがあったと思います︒何か

ればならない︒経験も自分がやらない体験でないものは︑

限りはだめなわけで︑どうしても主体性が大事にされなけ

に最低限必要な︑だれもが認め合えるものを探そうとした︒

真実かがわからなくなったときに︑世の中で生きていくの

そこに経験を積もうとする主体性が大事にされる時代があ

経験というものの本来からして経験し得ないものですから︑

ヘ・ジットリッヒカイト﹂︑すなわち素朴な素純な道徳︑

たとえばドイツのポルノー先生などが︑﹁アインファッ

戦後は特にそういうことがあったと思います︒

になってしまった︒﹁私﹂が正しいと思うことは︑﹁私﹂に

人間ならだれもが必要とする最低限の道徳︑人間存在の根

りました︒しかし︑これはその結果としてゑんなばらばら
根拠を持っているがために︑例えば︑ぼくはこれが正しい
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スタートしていった︒この両者がようやくつながりかかっ

していっています︒先ほどお話ししたのは︑個のほうから

います︒それはどちらかというと全体のほうからスタート

本にかかわっている部分を探そうとしたことがあったと思

先ほど︑遠足から一時間遅れて帰ってくるとお母さん方

は社会全体の責任なのではないかという思いがするんです︒

ないか︒それは一つは大人の責任なのではないか︒あるい

に︑子どもはもうちょっと前の段階で止まっているのでは

ない傾向がある︒思想史的にそういうふうに動いているの

横糸と考えるならば︑どっちか一方に寄っ掛かろうとする

そういう点では︑個と全体の問題もある意味では縦糸と

たのは︑どっちかの糸で行こうとしたからだと思います︒

い限りは布は織れないんですね︒どうも効率主義が間違え

縦糸とするならば︑そこに遊びという横糸を入れていかな

勉強をするという︑ある意味では非常に厳しいことを仮に

していくのに︑知的な学習ももちろん必要です︒しかし︑

効率主義のお話がありましたけれども︑一人ひとりが成長

がお待ちしていて︑叱られるとおっしゃいました︒先ほど

ているのだと思うんです︒たとえば環境の大事さについて
は︑皆さんが共通の意識を持てるようになってきました︒

人権の大事さについても︑そんなに争いをしなくても︑ゑ
は情報教育の重要性は︑情報というものの大事さと同時に︑

なが納得するようになってきているのではないか︒あるい

個を総合するようになってきている︒

プライバシーを守るというかたちで︑いまようやく全体と
先ほどチャンスのお話がありましたが︑まさにそういう

大きく動いているなという感じを持っています︒非常に雑

の問題をつなぐのが倫理であり道徳である︒そういう理解

と間違いが起こるということです︒まさに個の問題と全体

意味でいまがチャンスになってきている︒そういう時代に

駁な説明ですから︑その一つ一つを専門にしている人から

という現実の具体のところにいくと︑どうも子どもがカプ

かかわりがあるからというかたちでいろいろ取り上げられ

みたいと思います︒ボランティア活動は︑いま高校入試に

押谷ボランティア活動との関連で少し具体的に考えて

十一︑ボランティア活動について

の仕方をしております︒ちょっと大層な話になりました︒

言うとちょっと粗っぽすぎるのではないかと言われるのは

覚悟のう
うえ
えで
で︑
︑非
非常
常に
に大
大き
きな
な話
話一をするとそういうことにな
るのではないかと思っています︒

個と全体の話については私としてはそのようにとらえて

セルホテルに入ってしまったような気がするわけです︒一

います︒しかし︑今度はそういう時代に生きている子ども

人ひとりがカプセルに入っていて︑かかわりを持とうとし

（47）

うです︒小さいときからそういったかかわり合いがあり︑

日本の場合はどうもそういうとらえ方ができていないよ

たように︑基本的には︑共通する倫理性の問題でもあり︑

ィア活動ができるのであれば︑世の中そのものも変えてい

﹁お互いさま﹂の世界であるという意識をもってボランテ

ておりますけれども︑いまの横山先生のお話にもありまし

個としての倫理の問題でもあるわけです︒たとえば老人福

けるのではないかと思います︒

祉的なことでいえば︑私たちは生きていれば必ず年を取っ
ていきます︒自分が高齢者になればいろいろと助けてもら

ハンディのある人々が世の中におられる︒私はそうではな

ていくうえで当然︑考えなければいけません︒あるいは︑

方に対してどうするかという問題は︑ゑんなが仲よく生き

成元年に幼稚園の教育要領から小学校︑中学校︑高校の学

押谷先生は具体的な例でお示しいただいたと思うです︒平

社会とのかかわりについて理論的におっしゃったことを︑

尾田いま横山先生が︑個人と集団︑あるいは個と全体

い状態にある︒しかし︑私がまたいつハンディを持つかわ

かれた︒特に注目を浴びたのは︑小学校と中学校の道徳が

習指導要領が一斉に出て︑ともかく道徳教育の一貫性が貫

わないと生きていけません︒それと同時にいまお年寄りの

からない︒やはり︑いつのときでも健康な人がハンディの

もっと言えば︑ボランティア活動は︑個と集団とのかか

それは小学校でなくて中学校にある目標の︑﹁人間として

ただ︑道徳の目標で一つ変わったところがあるんです︒

ある人に対して温かい手を差し延べる︒これはある意味で

わりの中にある自分というものを自覚しながら︑それを行

の生き方についての自覚を深める﹂という観点です︒とこ

がたいへん評価されているわけです︒

為の中で︑あるいは日常生活の中でいかに具体化していく

ろが前回は︑﹁人間の生き方についての自覚を深める﹂で

名実共に一貫したものになって︑四つの視点が示された点

かということの一つの実践ではないかと思います︒たとえ

した︒それが﹁人間としての生き方についての自覚を深め

は﹁お互いさま﹂の世界だと思います︒

の愛をそれだけより与えられる存在である︑だから︑ハン

ば︑キリスト教の精神では︑ハンディのある人灸は神から

ないということが︑義務的なものとして考えられている︒

の生き方﹂というと︑中学生諸君は︑﹁あ︑なるほど︒人

ちょうどいま横山先生がご指摘になったように︑﹁人間

や︶ではありません︒

る﹂に文言が変わったんですね︒これは単に言葉の文︵あ

だから︑ボランティア活動といっても大変スムーズに︑そ

間一般はそうなのか︒ぽくとは関係ないや﹂となるｐ人間

ディのない人灸はそういう人たちに愛を施さなければいけ

う構えなくてもできるような風潮があります︒
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一般の生き方というのが何かあって︑それについての自覚

には全然関係ないんだ﹂といって一笑に付すのではなくて︑

な資料を︑﹁ばかばかしいじゃないか︒あんな話はわれわれ

に具体的な場面でそういう点が目につくけれど︑あのよう

生き方の支えにしている︑あるいはどこか心に残っている

を深めるというふうにとらえられないとも限らない︒それ
なんですね︒自分の生き方が問われる︒そうすると︑これ

が﹁人間としての﹂となると︑人間としての自分の生き方

ですから︑集団とのかかわりだとか︑人間の力を超えた

いという感じがするんですね︒

ものとかを積極的にとりあげ︑道徳の時間で教師と子ども

ということはいまの子どもも人間としての基本はかわりな

ですから︑﹁人間としての﹂というところに︑単なる個

にまさに実存的なことになります︒

人ではなくて︑背景に人間存在があるわけですね︒それが

うか︒いまの子どもには無理とか合わないんだとかいうこ

とが一緒に考えていくことがより大事なのではないでしょ

は自分で考える以外にない︒横山先生がおっしゃったよう

高校の段階で﹁人間としての在り方生き方﹂につながるゆ

というお話がありましたけれども︑そうすることによって

とではなくて︑先ほど押谷先生から応えてくれるのは何か

えんだろうと思います︒その意味でいまの両先生のご発言
は︑今回の新しい学習指導要領の示している方向︑未来性︑

しております︒

まさに子どもたちが応えてくれるのではないかという気が

将来性といったものを暗示しているのではないかと私は解
釈いたしました︒

牧野﹃塩狩峠﹄は︑三年で好んで使われる資料ですが︑
言うならば自己犠牲的な内容ですから︑道徳の時間で取り

司会いろいろご意見を拝聴いたしましてありがとうご

おわりに

ていろいろな場面で思い起され︑ああいった生き方をした

てやむにやまれず行った行為ですね︒これが深く心に残っ

ただきたいと思います︒

ざいました︒最後に一つ私も︑この機会にしゃべらせてい

いろあるにしましても︑理屈ではなくて︑それを乗り越え

あげるのにふさわしいとかふさわしくないとか意見はいろ

人もいるのだと自分を励ましながら生きているという︑卒

見て歩きました︒道徳教育は幼い子どもたちの出発点を対

実は私は今年の夏一カ月ほど老人の施設ばかりをずっと

いまの子どもは自己中心的で他人のことは考えないとか︑

象に考えるとすれば︑人生のゴール︑行き着く先をずっと

業生の手紙などがいくつもあるのです︒

社会や集団は二の次︑三の次なのだとか言われます○確か
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見て回りたのですがへ施設の中には︑生物学的にゑてただ

いった問題をぜひきちんと反映させていって欲しいものだ

見を拝聴できまして有難く存じます︒道徳教育の中でこう

道徳教育推進状況調査

にしたいと思います︒︵以上︶

にありがとうございました︒これで本日の座談会を終わり

徳教育に関するご意見をいろいろおもらしいただき︑本当

本日はお忙しいなか貴重な時間をちょうだいいたし︑道

と感じました︒

生きているというひと︑人間としての意識を有しない人た
に︑自分が年を取ったらどうしなければいけないかという

ちがいっぱいいるんです︒われわれは道徳教育を行う場合

設計と覚悟︑生きるとは一体何か︑ということも︑若いう
ちから自覚すべきなのかなと考えました︒

全日だったらそれこそ姥捨山に行くわけですが︑いまは山

の代わりに立派な施設があって︑そこの入口を入ったらも
う二度と自分の家に帰ってこれないという人たちがだいぶ

（50）

︵調査対象校︶

私立

六七校

一○︑九一八校

公立

二三︑九六六校

三二八校

三五︑○二四校

二四︑一○六校

一○︑五一二校

三九五校

一り

三四︑四七八校

︵文部省初等中等教育局﹁道徳教育推進状況調査報告書﹂より︶

立

おります︒二十一世紀が到来すると︑四人に一人がああい

区分

七八校

七三校

国
一五一校

計

う高齢者になるわけです︒あの人たちを見ると子どもたち
に︑いまから何年後にはこういう状態になるということ︑

そして高齢者と若者が世代間の闘争をするのではなく︑共
います︒

生という問題を真険に考え︑教育していく必要があると思
六十五歳以上の高齢者がだんだん増えてきますと︑今度
は福祉や年金の問題も発生しますが︑落ちこぼれが出ない
ようにふんなで助け合って行きていくのが人間の世界なの
必要ではないか︒このようなことを今年の夏にしゑじゑと

だということを︑若いうちからきちんと教えていくことが

今日は﹁道徳教育の今日的課題﹂のテーマで話して頂き︑

体験してまいりました︒

最後は特に﹁個と全体﹂という問題について先生方のご意

小学校

中学校
計

くくくくく〜八資料Ｖ︐

くくどく︑くく︑

くくく〜︑ｒ
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なお︑全体計画を作成していない学校が︑小学校で二・

各学校でほぼ定着したと考えられる︒

一％︑中学校で一・五％あり︑これらの学校においては早

前回調査と比べると︑そのような学校は︑公立小学校で三

児童生徒や保護者や地域社会の実態調査に基づいており︑

﹁学校の教育目標﹂﹁道徳教育の重点目標﹂﹁各学年の重点

一

一

一

道徳教育推 進状況調査報告書︵抜すじ

１口１１

１道徳教育推進状況調査結果︵学校︶の概要

急に作成する必要がある︒

︵作成に当たっての実態調査の実施状況について︶

︵計画の作成状況について︶

五・九％から五八・七％に︑公立中学校で三○・七％から

Ｉ道徳教育の全体計画について

平成五年度においては︑道徳教育の全体計画は︑小学校

全体計画の作成は︑小・中学校ともに半数以上の学校で

の九七・九％︑中学校の九八・五％が作成している︒昭和

目標﹂が記述されている︒また︑﹁各教科︑特別活動にお

全体計画には︑小・中学校ともにほとんどの学校で︑

︵計画の内容及び再検討の実施状況について︶

五一・一％に増加している︒

と︑全体計画を作成している公立学校では︑小学校で七二

・○％から九七・九％に︑中学校七八・七％から九八・
このことは︑平成元年の学習指導要領の改訂において︑

八％に増加している︒

道徳教育の全体計画を作成することを明確化した趣旨が︑
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』

五十八年に実施した調査︵以下﹁前回調査﹂という︶と比べる

一

七％︑中学校で八一・七％の学校で記述されている︒﹁学

ける道徳教育の指導の方針﹂についても︑小学校で八六・

を充実していくことが必要である︒

後とも︑道徳教育の学級における指導計画を作成し︑内容

まえて教員の個性を生かした道徳教育を展開するため︑今

針﹂については︑小学校で六六・六％︑中学校で六五・七

Ⅱ道徳の時間の年間指導計画について

級︑学校の環境の整備充実や生活全般における指導の方

七二・○％︑中学校で六七・七％の学校で記述されている︒

％︑﹁家庭︑地域社会との連携の方法﹂については︑小学校で

平成五年度における道徳の時間の年間指導計画は︑小学

︵計画の作成状況について︶

校で九八・二％︑中学校で九八・八％が作成している︒前

平成四年度の一年間において︑当初の全体計画の再検討

った﹂又は﹁年度末にのゑ行った﹂学校は︑小学校が八

を﹁数回︑計画的に行った﹂又は﹁数回︑必要に応じて行

いる公立学校は︑小学校で八九・三％から九八・三％に︑

回調査と比べると︑道徳の時間の年間指導計画を作成して

今後は道徳の内容と各教科及び特別活動における指導と

一・九％︑中学校が八三・八％となっている︒

の関連︑並びに家庭や地域社会との連携方法を示し︑各項

の改訂において︑道徳の時間の年間指導計画を作成するこ

このことは︑全体計画と同様︑平成元年の学習指導要領

中学校で九二・六％から九九・二％に増加している︒

全体計画の内容の充実とともに︑少なくとも年度末の再検

とを明確化した趣旨が各学校でほぼ定着したと考えられる︒

目にわたって実際の指導との関連をより明確にするなど︑
討は行う必要がある︒

︵学級における指導計画の作成状況について︶

は早急に作成する必要がある︒

一・八％︑中学校で一・二％あり︑これらの学校において

なお︑年間指導計画を作成していない学校が︑小学校で
道徳教育の学級における指導計画は︑今回の学習指導要

年間指導計画を﹁学校独自で作成した﹂学校は︑小・中

︵計画の作成方法について︶

領の改訂に合わせて提案したものであるが︑これを﹁すべ
ての学級で作成している﹂又は﹁ほとんどの学級で作成し

究会等の研究団体で作成されたものに一部手を加えて作成

学校ともに六○％以上であり︑﹁教育委員会や道徳教育研

ている﹂学校は︑小学校で八一・九％︑中学校で六五・四
％である︒

全体計画を具体化し︑学級において児童生徒の実態を踏
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した﹂学校が小・中学校ともに約三○％となっている︒

︵計画の内容について︶

年間指導計画に含まれている項目を見ると︑﹁主題名﹂

で︑年間指導計画に沿って授業が行われるように努めると

ともに︑年間指導計画の実施状態や指導の効果の程度など
ある︒

を評価して︑次年度に向けて年間指導計画を見直す必要が

︵道徳教育の内容項目を分類する四つの視点の活用状況に

﹁ねらい﹂﹁資料名﹂﹁指導の時期﹂は小・中学校ともに約

九○％となっており︑ほとんどの学校において記述されて

ついて︶

道徳教育の内容項目を分類する四つの視点︵﹁主として自

いる︒﹁他の教育活動における道徳教育との関連﹂は︑小

として集団や社会との関わりに関すること﹂の四視点︶を︑年間

分自身に関すること﹂﹁主として他の人とのかかわりに関するこ

学校で三四・六％︑中学校で三六・五％︑﹁展開の大要及

年間指導計画は︑個々の学級において︑道徳の時間を具

る﹂又は﹁ある程度役立てている﹂学校は︑小・中学校と

指導計画の作成や道徳の時間の指導に﹁十分に役立ててい

と﹂﹁主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること﹂﹁主

体的に指導する際に立案する指導案のよりどころとなるも

もに九五％前後であり︑平成元年の改訂における内容の再

び指導の方法﹂は︑小学校で五三・七％︑中学校で四○・

のであることから︑全体計画に基づき﹁他の教育活動にお

構成・重点化が各学校で役立っていると承ることができる︒

○％の学校において記述されている︒

ける道徳教育との関連﹂を示し︑﹁展開の大要及び指導の

道徳の時間の設置曜日としては︑小学校では木曜日︵二

︵設置曜日等について︶

Ⅲ道徳の時間の指導について

方法﹂などについても記述し︑計画を充実させることが求
められる︒

︵計画及び計画の見直しの実施状況について︶

﹁年間指導計画に沿って授業が行われた﹂学校は︑小学
校で八六・三％︑中学校で六九・○％あり︑平成五年度に

い︒各曜日について︑第一時限目に道徳の時間を置いてい

七・二％︶が︑中学校では月曜日︵二八・四％︶が最も多

る割合を承ると︑小学校では金曜日︑中学校では月曜日が

向けて平成四年度の年間指導計画を見直した学校は︑小学
道徳の時間は計画的︑発展的に指導されるものであるの

校で七四・六％︑中学校で八三・九％である︒

（53）

で︑教科の指導や特別活動などに転用することがあっては

ならず︑各学校においては︑教育課程の編成時において︑

きなかった道徳の授業については︑補充する必要がある︒

標準授業時数が確保できるよう計画するとともに︑実施で

一局い◎

平成四年度一年間の平均授業時数は︑小学校で三三・三

は︑小学校が五一・四％から五八・二％に︑中学校が二四

と比べると︑標準授業時数を確保している公立学校の学級

学校で五八・○％︑中学校で二四・四％である︒前回調査

紙芝居が多く︑中学校では︑読承物資料︑ビデオテープが

としては︑小学校では︑テレビ・ラジオ放送︑読承物資料︑

平成四年度における道徳の時間の指導で使用された教材

︵道徳の時間の指導で使用する教材について︶

とがうかがえる︒

多く︑個に応じた指導が各学校で積極的に行われているこ

学校が︑小学校で七○・○％︑中学校で六四・五％と最も

﹁一人一人が生き生きと主体的に参加する授業に配慮した﹂

道徳の時間における個に応じた指導の工夫としては︑

︵個に応じた指導について︶

︵年間授業時数について︶

時間︑中学校で二九・三時間であり︑設置者別に承ると︑

小・中学校ともに公立が多く︑小学校で三三・三時間︑中
学校で二九・四時間である︒前回調査と比べると︑公立学
校の年間平均授業時数は︑小学校で三三・一時間から三
三・三時間に増加し︑中学校で三○・三時間から二九・四
時間に減少した︒

平成四年度一年間に実施した道徳の授業時数別の学級数

︒七％から二四・八％に増えており︑全体として授業時数

多い︒また︑使用頻度が特に高いのは︑小・中学校ともに

について︑標準授業時数を確保している学級の割合は︑小

確保の努力がうかがえる︒その一方で︑年間平均授業時数

読承物資料である︒各学校で開発した教材は︑あまり多く

道徳の時間の指導において︑何らかの形で副読本を使用

ないが︑読承物資料や視聴覚教材など多様になっている︒

の低い学級が増加している︒

道徳の年間授業時数が標準年間授業時数を下回った理由

・二％である︒前回調査と比べると︑副読本を使用してい

している学校は︑小学校では九七・○％︑中学校では九○

としては︑小学校では﹁教科の指導に充てた﹂︵二八・五％︶
﹁学校行事に充てた﹂︵三二・三％︶が多い︒

る公立学校は︑小学校は八五・六％から九七・○％に︑中

が最も多い︒中学校では﹁学級活動に充てた﹂︵四二・三％︶︑

道徳の時間は計画的︑発展的に指導されるものであるの
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態や考えていることの的確な把握﹂︵小学校六四・七％︑中学

︵小学校四七・一％︑中学校四九・四％︶を多くあげており︑実

校五九・六％︶︑﹁資料の分析︑選定及び開発等の資料研究﹂

学校では八一・九％から九一・二％に増加している︒

副読本の購入方法については︑前回調査と比べると︑

際の授業の取組についての課題意識が強いことを示してい

﹁副読本を公費で購入し︑無償で配布している﹂公立学校
が︑小学校で二九・八％から三九・一％に︑中学校で二六

ると考えられる︒

をもっている﹂児童生徒が︑﹁ほぼ全員﹂又は﹁三分の二

ている児童生徒の割合について︶

︵道徳の時間を楽しいと感じている又は興味・関心をもっ

副読本は︑道徳の時間の指導の充実にとって重要な役割

・三％から三三・九％増加しており︑望ましい傾向にある︒

ることが必要である︒

を果たすものであり︑各学校においては︑有効な活用を図

くらい﹂いると思うと回答している学校は︑小学校では低

小学校高学年では︑四四・七％︑中学校では第一学年で三

学年で八四・一％︑中学年で六六・七％と高い︒しかし︑

道徳の時間を﹁楽しいと感じている﹂又は﹁興味・関心
道徳の時間の指導において︑各教科︑特別活動における

︵道徳教育の補充・深化・統合について︶

る﹂又は﹁ある程度考慮している﹂学校は︑小学校で九

道徳教育を補充︑深化︑統合するように﹁十分考慮してい

となっている︒

学年が進むにつれて児童生徒の課題意識や興味・関心が

三・一％︑第二学年で二○・三％︑第三学年で一七・五％

多様化するので︑それに応じて一層の指導方法の工夫が必

学校で考慮されている︒

道徳の時間は︑各教科︑特別活動における道徳教育を補

六・七％︑中学校で九三・○％となっており︑ほとんどの

充︑深化︑統合する時間として位置付けられており︑今後

要である︒

学校全体として︑各教科や特別活動の指導に道徳教育を

︵各教科や特別活動における道徳教育について︶

Ⅳ全教育活動を通じて取り組む道徳教育について

このことを一層考慮した指導を行っていく必要がある︒

︵道徳の時間の指導を充実させるために各教員に特に求め

道徳の時間の指導を充実させるために各教員に特に求め

られることについて︶

られることとしては︑小・中学校ともに︑﹁児童生徒の実
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学校で二五・五％である︒また︑﹁ある程度考慮している﹂

﹁十分に考慮している﹂学校は︑小学校で三三・二％︑中
要がある︒

児童生徒の道徳的な実践が促されるように一層配慮する必

家庭や地域社会との連携を図り︑学校区全体で取り組承︑

り︑道徳の時間はもとより︑各教科︑特別活動においても

︵道徳の内容項目の重点的指導等について︶

道徳教育は︑学校の教育活動全体を通じて行うものであ

学校は︑小学校で六三・六％︑中学校で六八・八％である︒

それぞれの特質に応じて適切な指導が行われなければなら

平成四年度に特に重点を置いて指導した内容項目として︑

︿特に重点を置いて指導した内容項目について﹀

がある︒

ない︒今後このことを一層考慮した指導を行っていく必要

りの深い内容項目をあげた学校が多く︑中学校では基本的

小学校では基本的な生活習慣や思いやり︑向上心にかかわ

︵四つの視点の活用状況について︶

小学校において︑学年段階ごとに特に重点を置いて指導

かかわりの深い内容項目をあげた学校が多い︒

る場面としては︑小・中学校ともに︑﹁各教科や特別活動

した学校数の多い内容項目を比較すると︑低学年では基本

な生活習慣や思いやり︑役割と責任の自覚︑生命の尊重に

と道徳の時間の指導との関連を全体的にとらえるとき﹂や

道徳教育の内容項目を分類する四つの視点を役立ててい

﹁学校全体として児童生徒の実態把握を行うとき﹂等様灸

りや生命の尊重にかかわりの深いものが︑高学年では向上

的な生活習慣にかかわりの深いものが︑中学年では思いや

待される︒

な場面があり︑今後︑更に積極的に役立てていくことが期

の視点﹁主として集団や社会とのかかわりに関すること﹂

では︑特に社会的認識能力や経験を考慮する必要がある四

心にかかわりの深いものがあげられている︒また︑中学校

︵基本的な生活習慣の指導について︶

に含まれる内容項目について︑学年が進むにつれて︑特に

て﹀

︿これから特に重点を置いて指導したい内容項目につい

重点を置く学校数が多くなっている︒

基本的な生活習慣の指導を︑﹁家庭や地域社会との連携
を図り︑学校区全体で取り組んだ﹂又は﹁学校全体として

取り組んだ﹂学校は︑小学校で八六・四％︑中学校で八
基本的な生活習慣の指導に当たっては︑学校はもとより︑

八・一％︑各学校で積極的に取り組まれている︒

（56）

学校全体として実践される道徳性を養う体験活動のうち︑

特に重視した活動は︑小学校では﹁勤労生産的な体験活

これから特に重点を置いて指導したい内容項目として︑

小学校では思いやり︑生命の尊重︑向上心にかかわりの深

動﹂︑中学校では﹁奉仕的な体験活動﹂が最も多い︒

︵校務分掌について︶

Ｖ校内研修等について

る体験活動の充実が期待される︒

が国の文化や伝統を大切にしたり︑国際理解を深めたりす

ざした道徳性の育成を図る努力がうかがえるが︑今後は我

全体としては︑豊かな体験を通じて児童生徒の内面に根

い内容項目をあげている学校が多く︑中学校では思いやり︑
ている学校が多い︒

生命の尊重︑自律の精神にかかわりの深い内容項目をあげ

︿おおむね満足できる状態であると判断される内容項目に
ついて﹀

児童生徒の様子からゑておおむね満足できる状態である
と判断する学校数の割合が多い内容項目は︑小学校は明る
さやのびやかさ︑自然や動植物を愛する心にかかわりの深
いものが多く︑中学校では︑基本的な生活習慣にかかわり

九・○％となっている︒また︑道徳教育の推進に当たって

道徳教育推進を目的とした校務分掌上の全校的な組織を
つくっている学校は︑小学校で五五・七％︑中学校で六

一方︑割合の低い内容項目は︑小学校では国を愛する心

ては︑道徳主任が小学校で八○・八％中学校で七二・九％

中心的役割を果たしている教員の校務分掌上の名称につい

の深いものが多い︒

のが︑中学校では︑国を愛する心や国際理解︑真理を愛す

や国際理解︑美しいものに感動する心にかかわりの深いも

道徳教育の推進に当たっては︑中心的役割を果たす教員

と多い︒

が必要であり︑その教員が十分にリーダーシップを発揮す

これらの内容項目については︑特に重点を置いて指導し

る心にかかわりの深いものがあげられる︒

た︑あるいはこれから特に重点を置いて指導したい内容項

ることが求められる︒

平成四年度において道徳教育の校内研修を一回以上実施

︵校内研修の実施状況及び内容について︶

目としてとりあげる学校数の割合も低くなっており︑今後
一層指導を充実させる必要がある︒

︵道徳性を養う体験活動について︶
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徳教育の校内研修を実施した学校の割合は増加している︒

となっている︒前回調査と比べると︑小・中学校ともに道

した学校は︑小学校で七八・三％︑中学校で八二・八％

な道徳教育資料の整備・充実を図る必要がある︒

くとも道徳教育資料コーナーなどを設けるとともに︑多様

道徳教育の充実を図るためには︑各学校において︑少な

内容的に見ても︑過去三年間において︑重点とした道徳教

道徳教育について家庭や地域社会の理解と協力を得るた

︵家庭や地域社会との連携方法について︶

Ⅵ家庭や地域社会との連携について

に設けるとともに︑各学校の課題に応じて研修内容を一層

道徳教育の推進に当たっては︑校内研修の機会を積極的

育の研修内容は多岐にわたっている︒

充実させる必要がある︒

﹁文部省や教育委員会等の道徳教育の研究指定を受けて﹂

過去三年間において︑学校の主たる研究テーマとして

︵道徳教育の研究への取組について︶

地域の人々に公開する機会を設けている学校は︑小学校で

校六七・二％︶が多い︒学校として道徳の授業を保護者や

Ａ総会等の諸会合を通して行った﹂︵小学校六九・二％︑中学

八・○％︑中学校七五・一％︶︑﹁学級︑学年︑保護者会︑ＰＴ

もに﹁学級︑学年︑学校通信等を通して行った﹂︵小学校七

めの方法としては︑平成四年度においては︑小・中学校と

で二六・○％︑中学校で三七・○％である︒過去五年間で

家庭や地域社会との連携を深めることが期待される︒

加を求めたり︑学校として道徳の授業を公開したりして︑

今後︑道徳性を養う学校行事に保護者や地域の人々の参

五一・三％︑中学校で四四・三％である︒

又は﹁学校独自で﹂道徳教育に取り組んだ学校は︑小学校

おり︑望ましい傾向にある︒

たずねた前回調査と比べても︑小・中学校ともに増加して

︵道徳教育資料の整備・充実について︶

道徳教育資料の充実を図るための資料室については︑

保護者や地域の人倉は各学校の進める道徳教育について︑

︵保護者等の道徳教育に対する協力について︶

﹁大変協力的である﹂又は﹁おおむね協力的である﹂と回

﹁道徳教育研修・資料室を独立して設けている﹂学校は︑

答した学校の割合は︑小学校で九八・四％︑中学校で九

小学校で五・五％︑中学校で三・八％︑﹁教室等の一部に
四・○％︑中学校で四○・九％である︒

道徳教育資料コーナーを設けている﹂学校は︑小学校で四
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今後︑一層理解と協力を得ることに努め︑保護者や地域

七・五％であり︑ほとんどの学校で協力的と答えている︒
の人なの期待に応えていく必要がある︒

Ⅶその他
︵道徳教育の充実を図る上で学校として重要な課題につい
て︶

これらの課題を踏まえ︑各学校においては道徳教育推進

に積極的に取り組む必要がある︒さらに︑文部省や教育委

のために所要の行政施策を講じ︑学校を支援していく必要

員会においても︑これらの課題を踏まえ︑道徳教育の充実
がある︒

２道徳教育推進状況調査結果︵都道府県教育

委員会︶の概要

道徳教育に関する施策等の市町村教育委員会への周知徹

道徳教育の充実を図るために︑学校として今後特に重要
な課題と考えているものとしては︑小・中学校ともに︑﹁道

底及び実態把握の方法について

法等の研修の充実﹂︵小学校五○・三％︑中学校五三・○％︶と

会への周知徹底及び実態把握の方法としては︑﹁通達・事

道徳教育に関する施策・事業方針等の市区町村教育委員

ト︑中学校六八・六％︶が最も多く︑次いで﹁道徳の指導方

徳教育に対する教員の意識の向上﹂︵小学校五九・六パーセン

なっている︒道徳教育の充実を図るためには︑まず教員自

務連絡文書によって行った﹂が二十九県︵六一・七％︶︑﹁定

と他の方法に比べ高くなっている︒一方︑﹁直接訪問して

期的に連絡会等をもって行った﹂が二十五県︵五三・二％︶

行った﹂は十三県三七・七％︶︑計画等を提出してもらう

かがえる︒

小学校では︑さらに﹁家庭や地域社会との連携︑協力の

身の意識の向上や研修の充実が重要と考えていることがう

強化﹂︵四四・八％︶︑﹁豊かな体験活動の指導機会の確保・

今後は︑直接訪問したり︑計画等の提出を求めたりして︑

ことによって行った﹂は十県︵一二・三％︶となっている︒

への周知徹底及び実態把握に一層努めることが望まれる︒

道徳教育に関する施策・事業方針等の市区町村教育委育会

四・一％︶をあげている学校が多い︒中学校では﹁道徳の

充実﹂︵四四・六％︶﹁基本的な生活習慣の指導の徹底﹂︵四

導資料の開発︑整備﹂︵四五・二％︶︑﹁児童生徒と教員との

時間の授業時間数の確保及びその充実﹂︵四七・三％︶﹁指
人間関係の深化﹂︵四三・八％︶をあげている学校が多い︒
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の活用が期待される︒

めるためには︑﹁指導の手引﹂﹁ビデオ資料﹂ともに︑一層

学習指導要領の趣旨の具体化を図り︑教員の指導力を高
道徳の副読本の使用に関する管下市区町村教育委員会に

校長等指導者養成実践講座︵中央講座︶の参加者の決定

校長等指導者養成実践講座︵中央講座︶について

対する奨励措置について
道徳の副読本の使用に関する管下市区町村教育委員会に
いが︑副読本についてその使用を奨励している﹂が最も多

に当たって配慮していることとして︑﹁地域的バランスを

対する奨励措置としては︑﹁特段の予算措置を講じていな
く三十四県︵七二・三％︶あり︑次いで﹁特段の奨励措置を

考え︑参加させる﹂が四十六県︵九七・九％︶︑﹁道徳教育推進

六％︶と多い︒

校等の校長等を優先的に参加させる﹂が三十六県︵七六・

講じていない﹂が十四県︵二九・八％︶となっている︒

今後︑道徳の時間の指導の充実を図るため︑道徳の副読
本の使用に関して積極的な奨励措置を講じることが期待さ

また︑講座参加後その成果を生かす方法としては︑﹁研

修会の講師等地域の指導者として活動してもらうようにし

ている﹂が四十六県︵九七・九％︶︑次いで﹁報告会などで

れる︒

文部省が作成・配布する﹁指導の手引﹂と﹁ビデオ資料﹂

研修の成果を発表してもらうようにしている﹂が十九県

上位二つを見ると︑﹁指導の手引﹂については︑﹁校内研

の充実を図ることを重視して参加者を決定し︑講座の成果

都道府県全体の道徳教育の振興や道徳教育推進校の研究

︵四○・四％︶と多い︒

の活用方法について

修での使用を奨励している﹂が四十六県︵九七・九％︶︑﹁教

今後とも︑校長等指導者養成実践講座︵中央講座︶の参加

を還元する機会を設ける努力をしていることがうかがえる︒

くことが望まれる︒

者の決定や成果の生かし方について︑様盈な工夫をしてい

・二％︶と多い︒﹁ビデオ資料﹂については︑﹁教育委員会
︵教育
含含
むむ
︶︶
手で貸し出している﹂が四十五県︵九五・
︵
育事
事務
務所
所をを

育委員会主催の教員研修に用いている﹂が三十三県︵七○

七％︶
︶︑
︑﹁
﹁校
校内内
研研
修修
手での使用を奨励している﹂が四十二県
︵八九・四％︶と多い︒
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道徳教育推進校について
文部省の指定する道徳教育推進校の指定期間中︑研究の

充実を図るため講じている方策としては︑﹁指導主事が適
宜学校訪問をして指導助言している﹂が四十七県︵一○○
％︶︑﹁研究経過の報告を随時求めている﹂が三十一県︵六六
・○％︶である︒

一方︑文部省の指定する道徳教育推進校の指定期間終了
後︑その研究成果を生かすために講じている方策としては︑
が四十六県︵九七・九％︶︑﹁指定校の教員が研修において講

﹁道徳教育の研修会等で当該学校の実践を紹介している﹂

師等として活躍できる場を積極的に設けている﹂が三十六
今後とも︑各都道府県で道徳教育推進校における研究の

県︵七六・六％︶となっている︒

とする県が三十六県︵七六・六％︶と最も多く︑道徳教育推

教育推進上の効果については︑﹁おおむね効果があった﹂

進市町村の指定による市町村ぐる承の道徳教育推進上の効

︵五五・三％︶と最も多くなっている︒

果については︑﹁大変効果があった﹂とする県が二十六県

なお︑文部省の実施している道徳教育振興事業について︑

道徳教育推進市町村の指定による当該指定市町村以外の近

隣の市町村の道徳教育推進上の効果については︑﹁今後︑

効果が現れることを期待している﹂とする都道府県が二十

今後とも︑その成果を都道府県内全体の道徳教育の振興

六県︵五五・三％︶となっている︒

に生かしていくため︑積極的に取り組む必要がある︒

道徳教育の一層の充実を図るために今後必要な文部省の

今後必要なものとしては︑﹁道徳教育を推進する若手教員

道徳教育の一層の充実を図るため︑文部省の施策として

施策について

校における研究が指定期間後も継続できるよう配慮し︑そ

に対する研修の充実︵在外研修︑内地長期研修など︶﹂が特に

充実が図られるよう一層努力するとともに︑道徳教育推進
の成果を他の学校や都道府県全体の道徳教育の振興に生か

県︵四八・九％︶︑﹁道徳教育についての情報提供システムの

二％︶︑﹁道徳教育に関する各種指導資料の充実﹂が二十三

内容︑指導方法等についての研究推進﹂が二十五県︵五三・

重要と考える都道府県が三十県︵六三・八％︶︑﹁道徳教育の

すようにすることが望まれる︒

道徳教育振興事業について

都道府県会議を中心とする取組による県民ぐる承の道徳
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整備﹂が二十一県︵四四・七％︶︑﹁道徳教育を研究している

教員︑学校︑研究団体への研究助成﹂が十六県︵三四・○
％︶などとなっている︒

平成六年十一月二十四日付︑６生青第一二の一号
により︑文部省生涯学習局青少年教育課長より︑
本会へ﹁学校週五日制に関する通達﹂がありまし
た︒内容は︑後刻資料として掲載いたします︒

学校週五日制の実施について︵通知︶

このたび︑文部省では︑平成６年ｎ月型日をもつ一
一て︑学校教育法施行規則の一部を改正し︑小学校︑中一
一学校︑高等学校︑盲学校︑聾学校︑養護学校及び幼稚一

道徳教育推進状況調査研究協力者︵別音順︶

東京都港区立青山小学校教諭

千葉県千葉市立高浜第一小学校教頭

愛知県西尾市立西尾中学校長

お茶の水女子大学教授

東京都千代田区立麹町小学校長

宮城県古川市立古川第四小学校長

東京都文京区立第七中学校教諭

東京都教育庁初等教育指導課長

佐賀県諸富町立諸富中学校長

京都府綴喜郡田辺町立大住中学校教頭

坂口幸恵

小島宏

埼玉県浦和市立土合小学校長

赤堀博行
上杉賢士
岡田和幸
○荻原武雄
︑尾田幸雄
桐村幸雄
久原辰郎

佐灸木源光

︵◎は主査︑○は副主査︶

神奈川県津久井郡津久井町教育研究所長

文教大学講師

東京都足立区立入谷小学校長

山口県教育庁指導課指導主事

埼玉県大宮市立大宮北小学校教諭

上智大学教授

電気通信大学教授

元島根大学教授

京都大学教授

鈴木勝雄

皇紀夫
瀬戸真

滝沢武久

武内清

裳岩正子
○牧野禎夫
茂木慶三

野口千恵子

一土曜日を休業日とする学校週五日制を実施することと一
一し︑各都道府県教育委員会等に対し︑通達及び通知し一

Ｂ■ｑ︑ｑｂｂｂｂ−■ｑ︑︑︑︑︑ｂ一■ｑ︑︑︑︑︑ｈ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■■︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑■■ｑ︑ｂ︑︑︑ｂ■■︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■■︑︑︑︑﹄

〃

夕

勿

一外活動の充実につきまして︑引き続き御協力頂きます一
︾よう︑よろしくお願いします︒

ついて睦学校週五日制の趣旨を御理解の上︑学校一

原田孝

一

一ましたので︑御参考のため写しを送付いたします︒

一園において︑平成７年４月１日から毎月の第２・第４一

一碑
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喜ばしいニュースである︒文化功労

いる︒日本国民にとってもまことに

なことでとてもうれしい﹂と答えて

カデミーからの直接の電話に一名誉

栄誉に輝いたＯスウェーデン王立ア

大江健三郎氏がノーベル文学賞の

ど︑大江氏の書いたものや発言のす

否に拍手する新聞コラムが現れるな

ないＯしかし︑大江氏の文化勲章拒

ありその観察力は底が深いとは言え

がある大江氏の政治姿勢には偏向が

て金日成とその国家を礼讃したこと

る概念ととらえていることだ︒かつ

書ヘル賞委員会による格付けを︑即座

評価できないストックホルムのノー

に翻訳された範囲でしか日本文学を

る批評家は少なくない︒

わけ︑大江文学の日本語を問題視す

賞︑文学賞となると話は別だ︒とり

拒否発言は︑自らが民主主義者でな

福を受けてきた︒大江氏の文化勲章

人々が文化勲章を贈られ︑国民の祝

選考手続きで︑立派な業績をあげた

機能してきている︒その制度による

て︑曲がりなりにも日本の諸制度は

大江氏のいう戦後民主主義に従っ

かるべきなのである︒

れとはおのずから基準が異なってし

けない︒日本の伝統文化は西欧のそ

功労者選考審査会の無定見はいただ

に日本文学の世界に持ち込んだ文化

そのうえ︑英語やスウェーデン語

者選考審査会がさっそく後追いして︑

大江氏に文化勲章授章を内定した︒

ところが︑大江氏はこの申し出を断

その風土をいみじくも反映させた

いことを露呈したばかりか︑これま

での受賞者を冒涜する行為でさえあ

るだろう︒
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わってしまった︒

﹁自分は戦後民主主義者であり︑

のが後追い文化勲章騒ぎだ︒自然科

英 武
津

国家と結び付いた文化勲章は似合わ
ない﹂というのが拒否の理由だ︒同
氏は七月すでにある新聞で︑文化勲
章を天皇制支配のワナとする制度だ︑

というなら恰好がいい︒しかしスウ

は要注意であろう︒

べてを肯定し︑ありがたがる風土に

ェーデン国王からのノーベル賞受賞

ーベル賞と文化勲章の評価が一致す
ることは自然である︒しかし︑平和

学の分野でなら︑その客観性からノ

主義体制とその政権を市民と敵対す

なら名誉︑では筋が通らない︒いわ

権威を認めない︑レッテルを嫌う

と批判していた︒

文化勲章拒否の後味

ゆる戦後民主主義者の共通項は資本

｜

痴呆については昭和六十一年に
﹁知能の低下﹂を書きましたが︑最

等︑介護が次第に困難となる︒

着られない︑俳個︑迷子︑不潔行為

経験し︑運動障害︑言語障害を伴い︑

と︑前者は高血圧︑脳卒中の発作を

二痴呆の二種類

行する︒

後者は身体症状に乏しく︑徐々に進

発作を契機として段階的に進行する︒

り上げてみます︒一九○六年にオー

痴呆の中で脳血管障害によるもの

近話題のアルッハイマー型痴呆を取

を脳血管性痴呆と云い︑脳梗塞にょ

人に達し︑今後の大きな問題です︒

名前︑家族の名前も忘れると重度の

何日か︑今何処に居るのか︑自分の

痴呆症状以外に両者の鑑別点という

呆と云い︑二十ないし三十％を占め︑

因不明のものをアルッハイマー型痴

十％と多く見られる︒これに対し原

は在宅介護も困難になることが多く︑

注意するＯ問題行動が盛んな時期に

施設介護に移行の必要も出て来ます︒

し︑疲労が一部に集中しないように

痴呆︶となり︑進行すると各種の問

限られるので︑配偶者︑子供が交替

ません︒一般に家庭内の介護要員が

予防の手段も治療法も確立してい

と予防

四アルッハイマー型痴呆の治療

のように変わり︑また病識はない︒

ー型痴呆では人格が障害されて別人

いう認識︶はあるが︑アルッハイマ

持され︑病識︵自分が病気であると

脳血管性痴呆には本来の人格が保

三その他の症状

ストリーの神経病理学者であるアル

胞の脱落を来たす疾患です︒わが国

の痴呆を主症状として進行し︑脳細

ッハイマーの発表した疾患で︑老人

杉浦昌也

題行動が現われ︑夜間不穏︑衣服が

（64）

は高齢化社会で老人性痴呆は約百万

一痴呆の基本的な症状
年齢とともに物忘れは誰にも承ら
れるが︑最近の出来事に始まり︑遠

§§
の痴呆で︑わが国では六十ないし七

と言える︒計算力の障害がやがて現

隔記憶もやられる︑高度の記憶障害

愚熟議蕊鰯
F蕊療迩紫財?認月露;再姓

り脳組胞の大量の脱落が起こるため

⑲

われ︑また︑見当識障害︵時間︑場

アルツハイマー型痴呆

所︑人等が分からない︒今日は何月

党議蕊峨

︹泊翁百話︺

泊翁日記︵一千九︶郡識古

哲史

実際︑四日朝に鳥羽の戦があり︑五日にも淀口の合戦が

兵火なるべし﹂というのが泊翁の推測であった︒

雲が動きはじめ︑三日の夜には火光が天を照した︒﹁実︿

そのうちに年が改まって慶長四年となり︑京阪の地に戦

したりした︒

上京したが︑二一十七日に再び下坂︑譜代諸藩士会議に出席

しかしへ十二月十八日には︑種之の用向があって夜船で

慶応三年十一月十九日より四年一月二十九日まで

今回より明治年代に先立つ慶応年代に入る︒

詞前回で明治年代三十五ヶ年の日記が全部終わったので︑

その慶応年代は四年だけであるが︑泊翁日記における慶
応年代は三年十一月十九日から始まっていてその前は欠け
ている︒

慶応三年の分は十二月晦日まで続き︑次いで慶応四年に

を相手に敗けた︒日記に﹁官軍﹂とあるのは幕府軍のこと

あり︑この日の戦では﹁官軍﹂が勝ったが︑翌六日は薩長

入るが︑今回は慶応四年一月分までを紹介する︒

慶応三年十一月十九日︑泊翁は堀田相模守正倫より京都

一泊翁も平野大夫とともに大坂を脱出︑十一日夕には堅田

った︒Ｌ

桑をはじめとする官軍は東下したので︑﹁大坂空城と成﹂

しかし大勢は官軍に不利で︑七日には大坂城を開き︑︐会

で︑ここでは薩長は賊軍であった︒

御使を命ぜられ︑二十六日順動丸という船で品川沖を出帆︑
十二月一日入京して活動が始まる︒

京都での初めの住居は新し町にあったがや千二月十一白
ので﹁在京致居候も無益の事﹂となったのでず寒風の中を

の陣屋に着いたが︑三一日前の九日には徳川家が朝敵となっ

妙心寺門前麟祥院へ移った︒が︑十二日夜将軍が下坂した

徒歩で下坂したｐず
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川

た由の布告が出ていた︒

そ●ういう混乱にもかかわらずｎ泊翁と平野大夫は浮御堂

十一月廿三日晴

十一月廿五日晴

一︑摂公より御手付御役付御上下被下候︒・

宅二て荷足船相一展︑品川沖造罷越︑順動丸御船え乗込・

一︑今朝四時頃番町御屋敷出立︑北新堀三丁目井上重次郎

や堅田市中を見物したり︑堅田領関係者を招いて酒宴を開
いたりしている︒そして二十六日には志賀の山越をして京

風︿益強し︒

乗合大抵幅吐す︒夜六半時頃志戸州大王岬を走過︑未だ

帆を揚ぐ︒三州伊良古崎の沖過る頃北風甚烈しく︑船中

の沖を走る︒西風強︑船行不速︒夕八半時頃北風と相成︑

一︑夜明比船ハ遠州御前岬の沖に在り︑岬を離る事十里許

十一月廿七日晴西北風夕弧風強し

より北風吹到︑帆をひらきに掛る︒

一︑今朝四半時前品川沖出帆︑相州沖二て日暮る︒夜半過

十一月廿六日晴

今夜︿品川沖二止宿︒

都旅宿に着き︑二十九日には殿様御上京御断の件で参輿御
役所に出頭したｂ

なお︑：この辺のもっと詳しい記述が﹃往事録﹄に見られ
るｐ

慶応三年
＊

十一月十九日晴

十一月廿八日晴北風
＊堀田相模守正倫

一︑今日相模公京都御使御直被仰付候︒御手宛金五両被下
候︒

に地方の風景明楯如画︒然れ共風︿真逆二て頗る強し︒

一︑早朝船︿紀州大鳥の沖に在り︒此辺︿地方近く乗る故

一︑今朝小舟二て大坂ニ赴くべき処︑東風烈しく舟出ず︒

十一月廿九日薄晴朝東風夕北風

日暮る︒夜八時頃船兵庫港二達す︒

山の辺︿薄暮二至りて眺望明了ならず︒加田岬の南にて

故に蒸気の勢を盛んにして是に抵衡す︒紀三井寺︑和歌

十一月廿日晴
向坂万之助遣し状

一︑来廿六日順動丸出帆の趣二付廻漕役所え為照会吟味役

井上重次郎

廻漕方御用船問屋
丸屋幸兵衛
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やむこと

止事を得ず兵庫より上陸︑海岸通り尼ケ崎二止宿︒夜北
風烈し︒

十一月晦日陰北風強
一︑六半時頃尼崎出立︑間道より大坂二入

十二月二日薄晴

二て御同席組御重役三十八人会合︑閣老板倉侯より御口

一︑今日九時揃大宮御池上ル町若狭屋八兵衛宅若州侯旅宿

＊

達︑其外御書付類夫々え演述有之︒夜六半時過帰寓︒

＊平野縫殿重久︑佐倉本藩の重臣︒

認︑謙八郎え相頼︒

一︑今日正六飛脚出るに付︑同役大夫えの御用状井家書相

十二月三日晴夕陰

廻漕役所

大坂中の蔦はだし荘
右え罷越此度荷物順動丸に積入るの義二付品々及談判︒

一︑昼後より麟祥院え罷越︑平野大夫え面会︑小田原侯老

荷物︿着船次第廻漕役所より京都旅宿え送りくれ候筈二

臣加藤直衛も来会︒

談置︒夫より市中遊歩︑昼一時頃入新屋着︑今夜夜船の
義及談候処︑此度歩兵方上下の兵御用船相成︑昨夜より

十二月四日晴

十二月五日晴

倉侯今朝御用二て御下坂に相成︒用向不相弁︒

合︑小田原御家老同道二て閣老板倉侯邸え罷出候処︑板

一︑昨日の約束二て千本通出世稲荷前茶店二て平野大夫待

船止︑多分今夜も出船ハ無之趣申出る︒無拠和泉屋え一

宿︒然る処夕七時過内々一艦船差出候趣申聞候二付急二
乗船︑夜二入東風甚烈敷︑雨も降て渡し舟不進︒

十二月朔日陰

一︑江戸同役え御用状相認︑五日差込二て廉八郎え相渡ス︒

一︑夜明れハ船︿猶守口の東一里半許にあり︒此節風雨共
二止む︒昼八時前伏見着船︑寺田屋二て昼飯いたし︑竹

一︑荷物到着除り延引二付為取調彦八大坂え差遣ス︒

一︑昨夜板倉侯大坂より御帰京の由︒

十二月六日晴

一︑廉八郎今日堅田え帰陣︒

小御目付︑其外御役々大坂え御下り候事︒

同所北の方甲山の辺二陣取罷在︒右二付昨日板倉侯井大

一︑当月朔日長州人兵船七膿に乗組︑摂州西の宮え上陸︑

京都新し町御池上ル
堤屋喜八別宅
＊

北村又三郎出張所
ただ

田通り入京︑三条通堀川え罷越候処︑差支二付

ちに

夕七時過右の所え着︑木村廉八郎︑又五郎父子出店︑直
一参州侯御留守居え着し︑案内手紙廉八郎より差出ス︒
＊佐野藩領堅田郡奉行
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十二月七日雨
一︑為伺御機嫌板倉侯え可罷出処少し不都合の次第有之二

十二月八日晴

付︑又三郎え名代申談候︒

一︑此節長州人大坂二入︑西本願寺二旅宿罷在候由︒

一︑今朝彦八大坂より帰︒荷物未到着無之

人程乱入︑紀州家二て即死四人︑手負十三人有之由︒

一︑昨夜西洞院花屋町紀藩御家老旅宿何者ともしれず五十

御所御仮建え被為召候処︑御家士御名落も有之哉︑廻状

一︑今日正午万石巳上の重役

十二月九日曇時々雪

不参候二付不罷出︒

一︑昨日御所え罷出候面々漸今朝辰勉頃退散︒

一︑九時過新町雪嶋屋丁造為買物外出︒

蔵之輔様御参内︑未だ御退出無之由︒市中老弱尽く近在
直え立退・

十二月十一白晴

一︑御所井二像御城固昨日の通︒

廃絶︑即今先仮り二総裁︑議定︑参輿の三職を置ル︑内

一︑今日御所より被仰出候趣王政御復古二付摂閣幕府等御

職所司代総て廃︒

覧︑勅問︑御人数︑国事御用掛︑議奏︑武家伝奏︑守護

総裁職

三職人体

議定

有栖川帥宮

仁和寺宮山階宮

越前宰相安芸少将

中山前大納言正親町三条前大納言
中御門中納言尾張大納言

御所御警衛被仰付被為在候処急二御免︑薩︑塾︑土の三

一︑昼頃より御所辺何欽物騒敷二付懐不審候処是造賀州侯

土佐前少将薩摩少将

長谷三位岩倉前中将
橋本少将尾藩三人
越藩三人芸藩三人
士藩三人薩藩三人

一大原宰相万里小路前右大弁宰相

参輿

藩え御警衛被仰付︑摂政二条様御初︑公家衆二十八人御
役御免︑京都守護職会津侯︑所司代桑名侯︑共二御役御
免︑公方様御下坂の御願御差出ニ相成り候由︒二篠御城
雲四面も厳重二御警衛相成・右二付市中の面々荷物取片付
立退の用意致ス︒

十二月十日晴
言御所井二篠御城御固昨日の通ｐ昨夕尾張前亜相松平大
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一︑今日長州人数入洛︒

一︑是造の旅宿は本藩旅宿二懸隔し不弁利二付今日妙心寺
門前麟祥院え転宿︒

十二月十二日晴
一︑御所井二篠御城警備昨日之通︒

一︑昼後新丁旧寓え罷越江戸同役え御用状相認飛脚屋え
差出候︒

一︑中村直太郎︑今日堅田より出京︒
一︑今夜中

公方様二篠御城御開き大坂え御下り二相成・

十二月十三日陰夜雷雨

一風雨二相成︑八半時頃牧方着︒此節大雨車軸の如し︒此

宿︿歩兵方旅宿二相成︑好屋無之︑甚しぎ随屋一二宿ス︒

十二月十六日大風霞重交

一︑六半時前牧方出立︑寒風骨に徹す︒弐里許にして飛譲

京屋小二郎方え着︒此処二平野大夫寓宿せらる︒

唯雪を挟んで降る︒西北風甚烈し︒昼九半時頃大坂八軒家

て相上り候重役︿帰府不相成旨御差図有之候︒右二付当

一︑昨日平野大夫閣老板倉侯え被出候処︑此度御名代とし
分滞坂の積︒
辺甚雑沓なり︒

一︑過日より追ミ京師の官吏︑官兵等下坂二て大坂御城近

二て日本橋辺二て新に旅宿を求め︑今夕平野大夫同道二

一︑当時の旅宿︿永寓の処に非ざるを以て山口理五郎周旋

十二月十七日大西北風

事二付︑平野大夫え相談の上大坂え罷下り候積二て朝五

て同所え引移︒

一︑昨夜上様御下坂の趣承り候二付︑在京致居候も無益の

時頃麟祥院出発︑一旦新町旧寓え立寄︑北村又三郎︑中

一︑今朝五時過伏見着︒夫より油小路通入京︑昼九時前新

十二月十九日晴

夕七半時頃大坂日本橋東より夜船二乗り伏見ニ赴く︒

一︑京師二種ミ用向有之二付︑今日急二思ひ立上京の積︒

十二月十八日晴西北風

一︑昨夜島田健次京都より一寸下坂︑東師の形勢申聞候︒

末匿屋

大坂島の内相生橋側

村直二郎え後事申談︑九時頃同所出立︑八時過伏見寺田
屋着︑便船相尋候処此節下坂の荷物甚薙敷今タハ便船無

十二月十四日雨

之趣二付同所え一宿︒

二至ル︒夜中便船有之趣の処︑上下三人二て価八両の由

一︑今朝も船場大混雑二て便船無之︑三十石一膿価弐拾両
二付相止︑明朝陸路歩行の積︒

一︑五時過伏見出立︑橋本二て昼食︑此節雨降出ス︒追々

一十二月十五日雨
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し町寓居え着︒

御一新御変革に付てハ御下問の義被為在候二付迅速上

一︑昼後太十郎参る︒昨夜戊刻左の御廻状到来の旨申出候︒

京可有之︑受付
仰出候事

但兼て去十一月中の登京の義御沙汰義有之候て故秀
速二上京可有之︑若所労人体も候︿︑為名代重職の
者可差出事
演舌写

かえりがけ

達候︒右二付御上京の有無相尋候処︑夫々返答有之候︒

大坂え御帰候二付平野大夫え一筆相認同人え頼遣ス︒

帰掛本藩御家来旅宿え立寄種々咽合致ス︒今夕福沢秀介

十二月廿一日晴

一︑上州侯御留守居え御召の義二付及文通︑留守二て受取

十二月廿二日晴

而己来ル︒

出ス︒

一︑正六飛脚則日二付同役え御用状井家書相認飛脚屋え差

無之二付自分義御名代被仰付候︒

一︑江戸同役御用状井家書着︒此度一橋御門番二て御上京

一︑宮川侯御家来平松要左衛門入来︒

是造の伝奏より被相達上京井名代等有之候へ共此度
御変革御一新二付更二被召候間以前の届有之候分も

一︑今朝北村又三郎帰郷二付︑木村廉八郎え御用状差出し

十二月廿三日晴

一︑上田侯御留守居赤座寿兵衛より一昨日の返書来ル

候・

取調可御差出候事

十二月廿日晴
御書付井御演舌書の趣奉畏︑早速江戸表え可申遣候︒

一︑右二付今朝参輿御役所え罷越︑左の御請書差出し候・

摂津守義兼て伝

一︑去廿一日御所え諸藩被召出外国篠約の義被仰出ると有

一︑浪華平野大夫より書状来ル︒下坂の義申来ル︒

西村日向守

西村大蔵権少輔

一︑西村図書頭様え使差出ス︒返書来ル︒

刻帰宅︒

ー︑昼後より北篠様御旅宿え為御機嫌伺罷出御目通致し夕

西村鼎

候二付不及上京︑為名代重臣差出候様被仰出候︒此段

奏衆より御達二付上京可仕候処江戸一橋門衛相勤罷在
造二て上

月日

右差出候処禁裏御使番森主計出会︑其筋二て落手の趣申
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之︒

十二月廿四日陰
一︑島田謙介今昼後より下坂の由二付平野大夫が一筆相認
頼遣ス

ー︑昼後より西七篠川勝寺村長福寺戸塚家内寓居を訪・

十二月廿五日陰夜雨

一︑村井円三郎今日上京︒

一︑今夕難波新地老角楼二て御譜代諸藩士会議有之由二付

出席致ス︒夜四時前帰宿︒

十二月廿九日晴風
一︑今朝転寓

亀屋重介

大坂本町橋々詰町

一︑午後御城内閣老板倉侯御邸え罷出︑此度御名代被仰付

公用人神戸一郎及出会︒

候義御届書差出し候・且又右二付一分の心得方相伺候︒

寅夜二入伏見の方火光照天︑実︿兵火なるくしｐ︒

治定二相成︑今夕二も軍発し可申由申聞︒

一︑小田原侯御留守居松下次左衛門入来︑征薩の挙内々御

正月三日晴

の兵二て薩州上邸を焼打致し勝利の由承候︒不堪雀躍︒

一︑旧臓廿五日於江戸官兵︑荘内︑厩橋︑佐倉︑壬生五隊

兵士井歩兵隊上京︒

一︑昨夕上様御上洛の義被仰出︑今朝為御先詰会桑二藩の

正月二日晴

一︑浪華御城中二は此節柄二付正月の御規式無之諸向平服︒

正月元日晴

慶応四戊辰年

十二月晦日晴風

一︑円三郎供の者帰国二付木村廉八郎え御用状返書差出ス︒
一︑今夕北村又三郎上京︒

一︑江戸同役え御用状差出ス︒

十二月廿六日朝小雪
一︑赤井甚四郎来ル︒平野えの伝言被相頼候︒

十二月廿七日晴
一︑九時過京師出立︑油小路通旅行︒夕七時頃伏見阿波橋
八尾や佐兵衛方着︑此処より日本橋夜舟二乗り下坂︒

十二月廿八日雨
一︑暁六時前大坂日本橋着︑此処より旅舟茨木屋二て朝飯
いたし︑朝六半時頃相生橋末麿屋え着︒

一︑此程上様より御上京被為在候趣の処少々子細有之御
見合二相成候由︒

一︑此間より御普代の諸藩士此地二て度々会議有之候︒福
諸藩士連署の積︒

山周旋方馬場保之助の認候上書事理明白なれ︿右上書え
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屯正月四日晴
一成ｏ

一︑暁九時頃諸藩士大城より被為召や征薩の義御布告二相
一︑暁八半時頃爆声一発の下中の島出火︑薩邸の者自焼し
−て退られし由︒朝五時頃鎮火︒

一︑昨日会兵伏見二至り︑桑兵鳥羽に至り候処薩藩出て遮
え︑不得入京ｐ加之薩陣より砲発致し候二付両陣及戦闘︑
伏見二罷在る新撰組も出兵闘戦す︒伏見の戦官軍勝利︑
鳥羽の戦官軍敗北︒

正月五日晴

一︑今日浪華の市中騒動︑荷物を取片付東西に持運ぶ︒
一︑暁七半時頃薩の中邸焼失︒

一︑鳥羽の戦ハ四日の朝なりといふ

正月六日︸薄晴
一︑今朝牧野士佐守様え為御気嫌伺罷出候処︑此程より御
さがりやど

城え御詰切二て御下宿無之︑昨夕歩兵奉行並被為蒙仰候
由︒

貢今日も八軒家え死傷の者を船二て送り帰す︒昨日も合
戦ありしなるべし︒

一︑昨日淀口の合戦︑官軍勝利︑鳥羽造追詰︑夫より又々
｜淀迄引取︒今朝又々相進承候処ぅ薩長兵を合せて大二戦
ひ官軍敗績︒

：正月七日陰大風

藤堂の兵叛き敵に応じ芸州の陣え放発︑橋本の固敗れ牧

かため

黄昨日己来官軍連敗︑残兵淀の小橋を焼落し淀城え放火︑

ぜられ東寺え御出張︒

方守口二て相支ふ︒京都二て︿仁那寺宮征討大将軍に任

桑初官軍井諸藩の兵士追々東下︑大坂空城と成ル

はじめ

一︑今暁上様急ぎ大坂城を御開き二て御東下二相成︑会

正月八日晴風

二付南都海道ニ赴き︑暗嶺の峠上一二宿︒今日峠の登り

＊

﹁今朝平野大夫同道にて大坂出立︑本道︿梗塞の患有之

一口より西望せしに︑堺辺焼失の様子と見ゆる︒

正月九日晴風

＊暗がり峠

番兵有之趣二付此処より左に転じ間道を経て木津駅に至

一︑六半時頃出立︑九時前尼が辻二達す︒奈良二は薩州の

り木津川を渡る頃浪華の方に当り姻焔天を椋む︒多分大

城の焼失なるべし︒夕七時頃玉水駅止宿︒

一〆正月十日鵬鵬罫小雨

山路に赴く︒此辺梅林多し︒山中の風光絶佳︒禅定寺村

一︑玉水を出︑半里程行︑右二転じ多賀村に入る︒夫より

の禅定寺より右の方峠あり︒峠を下れ︿小田原村なり︒

龍門村二て昼弁当を吃す︒夫より東村等を経て頼田の下

流ニ出︑夕七半時頃瀬田橋東二出︑此処二て一宿す︒

貢今夕節分ｐ
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正月十一日晴
一︑六半時過出立︑九時頃守山着︒堅田屋二て午飯を吃し︑
乗船︑夕七時過堅田御陣屋着︒

杉江村二至レハ堅田より迎の船来ル︒平野大夫同道二て

正月十二日晴風
一︑昨夜京都永田太十郎より書状来ル︒一昨九日参輿御役

一︑今日彦八荷物為取寄上京︑夕魁無滞帰着︒

正月廿一日雪︐

一︑北陸道鎮撫役高倉侍従様︑四条大夫様︑今夕堅田御泊︒

正月廿二日薄晴時々雪
正月廿三日薄晴時々小雪
正月廿四日晴午後飛雪
正月廿五日朝小雪午後晴

一︑今朝上京の積の処天気合且昨夜より少し風気二付延引︒

所え御呼出有之︑徳川家朝敵の義御布告有之︒
一︑平野大夫同道二て浮御堂井堅田市中見物︒

一︑夕弧先輩方え被招馳走相成︒廉八郎︑直二郎相伴︒

Ｆ

グｆ

番中川大炊え及出会︒

一︑殿様御上京御断一篠二付昼後参輿御役所え罷出︑御使

翌日二入

正月廿九日雨暖気

一︑正月三日付の家書着︒

正月廿七日曇
正月廿八日雨暖気

し夕七時前京都旅宿二着︒

一︑五半時過堅田出立︑唐崎造乗船︑是より志賀の山越致

正月廿六日快晴

一︑今昼立二て平野大夫東帰︒

正月十三日晴

多ｄ

〃６

︵本会理事・東京大学名誉教授︶
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一︑御陣屋ニ在りて御領中諸事承り納受し及差図︒

正月十四日雨夜風

グ

｡ ‐ ■ 一 ●

一︑郡方郷士等夫々入来︑夕刻郡奉行御医師郡方大庄屋相

ノ

や〃１︑

が

○

招酒振舞︒

正月十五日陰風寒一

正月十六日雪
一︑江戸同役御用状井家書一

正月十七日晴
＊

一︑森健次郎今日上京︒ｉ
一︾６︲日

＊堅田人

㈱正月十八日雨
正月十九日薄晴風
正月廿日晴雪雨風

着 強

有田古

田実

古川哲史編

日の光仰ぐおもひの宗教にことならずとふさとりひらけつ

雲まなる日ををろがめぱあなかしこ次第につよく光り放てり

高層のホテル二階の露天風呂湯にひたりつつ朝日ををがむ
散歩

こともなく歩きまはりしこの道を足腰なえて行きなや承つつ

今朝のこのユリの大木や秋風に梢の諸枝ゆれやまぬなり

グランドの金網つたひ舞ひめぐる秋の白蝶よあはれいつまで

赤ぎ実とうすも承ぢぱのうすあかぎ秋の水木の林うつくし

朝日さす承どりの梢の上たかくうす青く澄む空のゆかしき

さが承野埜沢比呂志

校正の仕事にはかに重なりて歌も詠まずに過ごしゐし秋

じようぴたき讃

コンパクト光らせ化粧する嫁を見て見ぬふりの 朝館の老いら

はぜのきの葉蔭錦木物干しと鳥移り来てしばし憩ふも

黒き羽の隅に真白き双つ紋朝陽に映えて吾を楽します

秋晴れのある日舞ひ来しじよびたきその美しき鳥を歌はむ

始末せんとあまたの記録読承ゐしが捨てがたく な り 棚 に 戻 し ぬ

もろもろの装置の中に臥せり居る友の手にぎり 別れ来りぬ

友の計が電話にて伝はる朝まだきわれの死も斯 く伝はるかはや

樟の上に憩ひしあとはじようぴたきガラス戸叩き羽ばたきて舞

南面の斜面に植ゑしピラカンサ紅き実好象鳥は来るらし

ガラス戸に黒き足裏見せて止まり舞ひ上りてはまたも飛びゆく

り

ふ

小さき眼に吾を認めてなほも舞ふガラス戸ダンス今朝も舞ひた
朝日

十月雑詠武蔵野市夜 久正雄

読書に倦承空見上ぐれぱ飛蚊舞ふ晴れたる空に 灰降るがごと

老いしゆえ四代つづきし店閉づと後継ぎには触 れず友去る

喜寿を祝ぐ山の湯宿の同窓会幼時の呼び名呼び 合いはしゃぎぬ

生も常時死もまた常事と先哲ののこせし言葉胸 に来る朝

兵で居し山西の山川去来しきりなり旅行社の誘いうけし時 より

生も常事︑死もまた常事

諺

日はすでに高くのぼりて雲の間に紅洩れて光放 てり
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弘道歌壇

島根石倉初

氏神の祭太鼓は豊作の刈田にしかと恥みてひびかふ

岐阜桐山五一

豊作を祝ふがごとく氏神の祭りの織強くはためく

総荒神祭り

生徒らの声ひびき合ふ車中より移る景色をながめゐにけり

阿蘇の朝明け

白き雲次第次第に移りゆき阿蘇の山並承今し現はる

はしゃぎつつ椎の実拾ふ孫二人と共に拾ひて童心にあり

幾百年村を守りてそびえ立つ神木スダジイ巨木日本一

総荒神祭りに年ごと巻く大蛇巻かれて厳ヵ巨木スダジィ

おろち

取り入れの済みし田の面にところどころ藁塚見ゆる阿蘇の朝明
け

総荒神祭りの大蛇祁られて鎮守の森は夕闇に坐す

爆風に生き残りしとふ大樟を仰ぎ侍む山王神社に
如己堂に永井隆の直筆の歌碑あり真理探究の歌

のりと

健やかなる成長祈り氏神につどふ七五三の幼等の笑顔

六聖人殉教の地︶

殉教者のブロンズ像の前に立ち遠き歴史の悲話聞く思ひ︵二十

見返りの滝のしぶきと雨しぶき浴びつつ収まる友のカメラに

神妙に祝詞聞きゐる七五三の晴着の孫をカメラに撮りぬ
あいだ
遷宮の記念写真に一歳の吾を抱きゐる母まだ若し

札幌山下忠行

七万に余る犠牲者おもひつつ原爆資料を見めぐり歩む

黒潮の流れ

札幌の駅の裏手のビルの隅に石川啄木下宿跡あり

所沢斎藤知正

歌碑にある玉濁黍の匂ひくるここ大通り秋陽あまねし

雲しづかなる空

水道の水が冷たくなりてぎつ伯しき冬の近きを思う

高齢化社会来たるに備えよといわれても何がわたしにできよう

黒潮の流れと見るに沖鴎群れて魚を追うごと移る

灯台をはるかにのぞむ船ゆれて渦巻きかえす黒潮に乗る

雀蜂異常発生の夏すぎて雲しづかなる空を仰ぎつ
たちのぼる地の騒音をことごとく呑永つくしつつ空は澄承たり

一様に雪をかぶりし山間の町ひそやかにかたまりて建つ

いつよりか疎遠となりいし戦友の死を告ぐ友が震える声にて

たかぞら

高空にうすく棚引く鱗雲漸をとしてて東にうつる
身のうちの鼓動のごとく浜をうつ遠き波音を眼ざめつつ聞く
おとろへし国の光のよみがへる兆しにてあれや貴乃花勝つ

土俵にて仕切りをかさねおもむろに充ちくる力を放つ軍配
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小学校同期会ありて

狛江村

田傭

三日午前十時四十五分︑心不全のため亡くなられた︒享年七十

七歳︒葬儀・告別式が六日午後一時から市川市大野町の市川市

という私の唐突なもとめに応じられたもので︑平成四年八月三

読む会で同席するようになった或る日︑﹁歌はいかがでしょう﹂

福地さんと弘道歌壇との関係は余り古くはない︒泊翁日記を

営斎場であり︑私も弘道会の藤下事務局長とともに参列した︒

退職はたのしきものと語る友好々爺然としてその顔あかるし

今年逝きしと名のあがりたる友二︑三幼顔のまま俄か浮かび来
才きれゐし君かくまでに変身すよろしきかなややはり人生は

ゑゆ

という歌で︑それ以後の九号に二首

大キャンパスで講義をしておられた︒市川のお宅からはかなり

車窓から見えるという歌であるが︑福地さんは久しく三島の日

最初の一首は︑風かおるさつきの空に鯉のぼりが三島に向う

のであった︒

一貫して﹁折り折りの歌﹂で︑歌の内容もそれにふさわしいも

れが生前に詠まれた歌の全部であろうと推測する︒歌の題目は

つまり︑全部で三十三首を弘道歌壇に投じられたわけで︑こ

九号に五首︑そして遺一詠となった三首が九七二号に出ている︒

首︑九六六号に四首︑九六七号に二首︑九六八号に四首︑九六

首︑そのあとしばらく絶えて九六四号に六首︑九六五号に三

すなわち︑九五九号に二首︑九六○号に二首︑九六一号に二

六首の出詠が見られる︒

あじさいの株間にさけるくちなしはひときわ白く陽に映えて

風かおるさつきの空の鯉のぼり三島に向う車窓より見ゆ

その﹁二首﹂というのは

である︒

十一日発行の第九五九号に載った﹁折り折りの歌二首﹂が初出

練馬古川哲史

老師より小菊一鉢いただきぬ冬を迎へて豊かなる花

福地さんの逝去を悼んで
三十三首の歌をのこしてきゑ逝けりういういしくも深永ある歌
日本近代史における業績多けれど歌人福地も忘れがたしも
声低き人にいませり耳遠きわれはしばしば問いを返しぬ
泊翁の日記を読ゑて五年経ぬ月に一度の会をかさねて
月一度の会をかさねていつまでも続くつもりははかなくなりぬ
年下のきゑと思えど打ちすぎぬおいくつかを問うこともなく
な

お返しをすることもなく過ぎしこと思い出でつも弔辞ききつつ

市川のお宅に生りしカリントウとどけ給いぬ宅急便にて
お

東京の師範︑高師と文理大卒えられしこと初めて知りぬ
好学の教育者にていませしと遺影仰ぎぬ冷雨の午後に

小感
←

弘道歌壇の常連のひとり︑日大名誉教授福地重孝氏が十一月
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の距離でご苦労であったと思われるが︑車窓から見えるさつき
の空にはためく鯉のぼりを楽しまれた日もあったのであろう︒

まま出ている︒

少しの飾りけもない︑すなおな詠いぶりで︑作者の人柄がその

第二首目の﹁あじさいの株間にさけるくちなしはひときわ白
く陽に映えて見ゆ﹂は︑市川のお宅か︑その周辺での触目であ
もり

ろうが︑この類の作が﹁折り折りの歌﹂には多い︒

あけがらす端きゆく朝の国府台杜の木ずえはまだ静かにて
︵平成五年六月十一日︶

なが梅雨の明けてのぼれる朝日かげ庭の山百合色あざやかに
︵平成五年七月二十五日︶

︵平成五年九月一日︶

ゆく夏を惜しむが如く蝉のなく真間の木蔭に憩うひととき
わがめでしピラカンサスの赤き実はとびくる小鳥の好餌とな
りぬ︵平成五年十二月十三日︶

り︵平成六年二月八日︶

老木となりたるわが家の梅の木は春にさきがけ咲きはじめた
わが庭のかりんに雷つきにけりいく年月を待ちしこの春︵平
成六年三月二十八日︶

というように︒この意味でほ記福他さんは自然を好んで歌った
歌人であったとにえそうである︒厳お私のささげた韓歌にお宅
一↑︒ヘｆ一Ｊ︑▽

の庭に生ったカリン溌薯蔭蜜岸て下さった思い出が
出ているが︑右に引いた平垂牒六年三月二十八日の詠によると︑

﹁いく年月を待ち﹂に待たれた初めての﹁かりん﹂であったこ

とがわかり︑今更ながらの感謝の念を深くした次第である︒

※

校正の段階で余白が生じましたので︑古田実さんの出詠を材

い︒

料にして改作の例をいくつかあげましたから︑ご批正くださ

より

︵原︶兵で居し山西の山川去来しきり旅行社の誘いうけし時

︵改︶兵で居し山西の山川去来しきりなり旅行社の誘いうけ
し時より

︵原︶生も常時死も又常事を遺言の先哲の言胸に来る朝

朝

︵改︶生も常事死もまた常事と先哲ののこせし言葉胸に来る

来ぬ

︵原︶もろもろの装置の中に眠り居る見舞いし友の手を握り

︵改︶もろもろの装置の中に臥せり居る友の手にぎり別れ来
りぬ

ごとく

︵原︶書に倦みて空見上ぐれば飛蚊舞う晴れたる空に灰降る

︵古川哲史︶

︵改︶読書に倦承空見上ぐれぱ飛蚊舞う晴れたる空に灰降る
がごと
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青北風の岬に傾ぐ操舵室

松手入梯子を下りて口喧嘩
鉄音に伝はり匂ふ松手入

松魚編

船橋市河内朝生

師

豊島区川崎鋸南

豆稲架に能登の昼日のやはらかし

色変へぬ松に人寄る兼六園

内灘に秋の入日や卯辰山

細格子刻む秋日や廓跡

金箔に秋埠めける能衣裳

秋日濃き破璃に息吹く金箔師

嬬
蕊

小春日の砂のぬくもり足裏に

小春日の窓に老の背託老所

コスモスに誘はるるごと出勤す

残る虫墓石を噛ゑて世を捨てる

世田谷区山本員太

大枯野リュックサックが蛇行する

床に入り小説を読む秋の夜

人間の足跡想ふ十三夜

蛇の目さし時雨の銀座行く人も

旨し色山の味らし烏瓜

武蔵野市川口里人

槙の木の手入れもお職小春の日

手入れして赤松の層小春色

実を結ぶ紫式部雅やか

天高く白球谷を越えにけり

杖曳けば落葉戯るごとくにも

嬰児を抱けば頬に秋桜

たこ焼に子ら列をなす小春かな

山の秋北斗に近き外湯かな

鉢巻の似合ふ娘がゆく秋祭

（78）

弘道俳壇

夜学子に若き力をしかと見し

秋雲に賛つ神木の逆松
武家屋敷菊を咲かせて古めける
菊人形ふところ深く水飲めり
木の実落つ己が命の音立てて
幾千年動かぬ山に初紅葉
陽の匂ひたたむ穂波に風の秋

走り根をくぐると見たり秋の風

千葉県鈴木とよ女

都下西多摩郡吉田ウメ
豊鏡の秋二人の前途かくあれと
歴代の柱漆黒炉辺の酒
囲炉裏かこぷ自家製炭をふんだんに
炭焼きの薪割るというアルバイト
ピイと来て柿食ふ鴨のすさまじき
柿落葉根に掻きよせて地に返す
行く秋やはらから大方先立てる

杉並区加藤志偶夫

多摩市鳩沢黄猿

札幌市山下忠行

雨乞の神酒酔ひ痴れることのなし

根深葱日当りの土かぶせをり

古寺に詣でて情し揚葉蝶

向日葵の稔りや茎の剛直に

円満の人柄と見し帯草

葉鶏頭夕日の富士の黒く聾つ

爽けしや顔の承憶え名を忘れ

頬に差す苔の青さや杉木立

秋涼の朝の鏡のくもりなく

海の色まとひて光る秋の鯖

鈴虫や迩帆の如く押し立てて

虫時雨憶ひは闇を坊復し

山峡の深まればなほ紅葉濃く

鳶の輪の狭まりて来し刈田跡

山茶花の白に入日の紅さして

石蕗明り園の奥なる戦残碑

十年の馴染承主の煮大根
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切干の日向くささに峡晴るる

冬木立躍動のピル林立す

朝の日の一閃ありぬ囲炉裏端

さっぱりと岳雲脱ぎし冬日和

秋桜空きペンションに咲き揃ふ
しとやかに黄の深まりぬ石蕗の雨

薬湯の香りて厨冬めけり

しぐれてはまた朝迎ふ獄の塔

白鳥のおもたき水に身をゆだね

小鳥らの声あたたかき落葉掻く

葛飾区今井ただし

枯園に忘れし如雨露ひと思ふ

枯葉舞ふ庭士の色槌模様

遂げしこと無き来し方や残る虫

テラポット鴫が涛が冬を呼ぶ

親子鴨らしいつまでも見てをりぬ

杉並区阿部清

枯園に一繕の青の名なし草

中野区石川良子

誰も来ぬ裏木戸開きて石蕗は黄に

木登りの猫小鳥追ふ構へ

武蔵野に山影もなき刈田かな

枯庭の枯れてゐるなり雲も亦
善福寺川にもめをと鴨遊び
枯庭といへども書らしきもの

武蔵野の刈田の末や夕日落ち

幼子の髪にひとひら蔦紅葉

枯園に木の葉舞ひ散るうらおもて

黒松の塩ふきなびく寒の海

大田区鏑木雲州
朝風にトンビ吹かるる春隣

鳩︵かいつぶり︺狙ひ定めて水に落つ

散るまいと枝に槌れる紅葉かな

水鳥の浅瀬に集ふ日和かな

岩棚に千羽の烏や冬の潮
年神を祭りて老の笑ぷほのと
木枯しの夜となりたり酒友欲し
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文日の日明治を語る人稀に
大紅葉マルキシズムは地に埋る
しま

紅葉濃し日露戦役記念塔
Ｊもつこ

終ひ湯に秋思五尺の身を沈む
短日の肩に喰ひ込む切巷
短日のこだま操のごときもの
黄落や少女は西牒八十が好き
編者近詠

千葉県花香幸作
の力作︒

とよ女さんの﹁菊人形﹂のふところ深くとはよく観察

したもの︒原句﹁木の実落つ己の−﹂は﹁己が−﹂と一

娘さんの婚儀の祝句でした︒雲州氏の﹁黒松の塩﹂は西

字の添削︒本誌の古い会員ウメさんの﹁豊鏡の１﹂は孫

伊豆での所見︒志偶夫氏の原句﹁根深葱炎暑の土をかむ

せらる﹂は季重なりなどを避けて添削︒忠行氏の原句

おや

﹁頬冷すｌ﹂も同じく季が二つありありましたので﹁頬
じ

おやじ

に差すＩ﹂としました︒黄猿氏の原句﹁十年のなじふ店

主の煮大根﹂は﹁なじゑ﹂は﹁馴染承﹂に︑﹁店主﹂は

清氏の﹁枯葉舞ふ庭士の色槌模様﹂の下五の表現は新

単に﹁主﹂に︒

川良子女史︵ニッポー電測㈱社長︶は初めての登場ですが︑

しい感じ︒ただし氏の﹁テラポット﹂の句も面白い︒石

ガンの話聴く小春日の怖ろしぎ

炉開きの主客といへど隣り同士
粉薬服んで普段の小春の日

観た︒﹁枯園にｌ﹂も︑﹁散るまいとｌ﹂も純真ざが表現

﹁かいつぶり狙ひ定めて水に落つ﹂は確かな観察振りと

白菜を漬けこんでをる暗さあり
小感

スモスに誘はるるごとＩ﹂の方がいいのでは︒員太翁の

面白い︒原句﹁コスモスの道いきいきと出勤す﹂は﹁コ

国際化しつつあります︒各位の益々の御健吟を祈りま

ころで︑日本の俳句は︑ご承知の通り童句をはじめ広く

以下各氏の分は︑余白がなくなりましたので省略︒と

＊

されている︒

浮寝烏夢にオホーツク海の空
巻頭朝生氏のは金沢能登錦秋の旅中吟︒﹁豆稲架に﹂

﹁人間の足跡想ふ十三夜﹂は私自身もしゑじゑと実感︒

す︒師松魚︵次回の締切りは平成七年一月二十日です︒︶

は佳吟︒鋸南氏の﹁大枯野﹂のリュックサックの蛇行が

里人氏の﹁夜学子に﹂で青年の力をしかと見たとは中を
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Ｉ︲

第五回全国支会協議会︵記録︶

道会の拡張であり︑本会の拡張すなわち国民道徳の拡張で

ある︒およそ天下のことについても同様であり︑拡張しな

にかかり︑十分なことはできないので︑弘道会のことは後

ければ必ず退歩する︒と︑自分はだんだん年を取って病気

進の諸君にお願いしなければならない︾ということを述べ

はご自分の長い活動の経験からのお話だと思いますが︑私

ておられます︒︽拡張しなければ必ず衰退する︾というの

分より︑本会講堂において︑九支会の支会長・幹事長・幹

いくことを考えなければなりません︒本会の生命が長く続

どもは弘道会を守るだけではなく︑やはり拡充し進展して

第五回全国支会協議会が去る十月二十七日︵木︶十時三十

部各位二十八名の方灸のご参加をいただいて行われた︒

いていくためには︑どうしても守りよりも前進ということ

であります︒これまであらゆる場を通して支会の拡充につ

藤下昌信事務局長の司会により進められ︑開会に先立ち︑
して黙礼を捧げた︒

会場正面に掲げられた西村会祖のご肖像に対し︑全員起立

現在︑神奈県に支会結成の動きがあります︒来月の十九

いてお願いをしてきた所以もここにあります︒

協議会は︑はじめに︑鈴木勲会長から︑つぎのようなご

日に横浜市内の会員の前でお話をさせていただく機会があ

支会をつくりたいと考えております︒埼玉県内にも若干の

挨拶がなされた︒

﹁日ごろから各支会におかれては︑弘道精神振興のため

動きがあり︑これを機会に埼玉県にも支会ができたら︑と

りますので︑地域の動向を見ながら︑ぜひとも神奈川県に
に︑格段のご尽力をいただいていることに対して︑この場

考えております︒

ころを核にして︑支会の新設︑拡充を図っていきたいと考

また︑秋田県とか岐阜県とか︑熱心な会員のおられると

おります︒

会が設置され︑活動が展開されればという目標をかかげて

現在︑千葉県を中心に︑少くとも関東一円に弘道会の支

を借りて厚く御礼申しあげます︒前回は昨年の十一月五日
で︑このときはとくに茨城支会発足といううれしい一三−
スをご紹介して︑皆さまとともに喜んだわけですが︑それ
から一年を経過しました︒

会祖が晩年になられてから︑弘道会のことについて遣言
のように言っておられたことは︑︽自分が希望するのは弘
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えておりいます︒
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霞

ご挨拶をする鈴木勲会長

に関しては古今東西変わることはありません︒西村先生が

て︑これからも同志相集ってまいりたいと考えておりますＯ

つど

言っておられるように︑信義という点に一つの力点をおい

この全国支会協議会を機会に︑各支会におかれては一段

と活動を活発にしていただいて︑会員の地加と活動の振興

す︒

にお力添えいただくことをお願い申しあげる次第でありま

今日は︑日頃から支会活動を展洲しておられる支会長︑

副支会長︑幹事長ならびに幹部の方々により︑十分なる怖

報交換の場としていただき︑今後の活動の聯にすることが

できれば何よりのことと考えております︒よって︑忌伸の

ないご意見なりご希望をお出しいただき︑少しでも前進で

きるような会にしたいと考えております︒﹂

次に︑各支会長から︑出席者の紹介と︑支会の現況報告

だいたので︑その﹁支会の概要書﹂をもとにお話をいただ

がなされた︒今回は︑支会の概要について予めご送付いた

ｚ︾○

各支会から提出された﹁支会の概要﹂を︑つぎに掲載す

き︑一部補足説明がなされた︒

も仕事のしがいがあり︑職員一同も大変喜んでおります︒

現今︑変化の非常に激しい世情とともに︑なかなか予測

す︒

ともども助け合いながら進めてまいりたいと考えておりま

るよう努力する所存であり︑会員の拡充について皆さま方

ますが︑木部といたしましても出来るだけのご援助ができ

各支会におかれては︑ご苦心のなかで活動を続けておられ

部と支会との意志の疎通が非常にスムーズとなって私ども

おかげで︑この支会協議会を附くようになってから︑本

！

のできない政治情勢︑経済情勢のなかでありますが︑道徳
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鴬

雲

支会の概要
島根支会

第三代会長・松平伯のご尽力により︑明治二十六年九月に第
二十八号支会として﹁松江支会﹂が結成された︒歴代の松江市
長が支会長を務められ︑市役所で事務局を担当しておられたこ
ともあって︑活発な活動が展開されていたようである︒昭和三
しかし︑その後は会員減少の一途をたどり︑平成三年には十

十六年には会員数二三四名に及んでいた︒

四名に激減していた︒一方では︑島根県内には支会に所属しな
て︑県全域を対象とする﹁島根支会﹂設立が検討された︒

い会員が三十三名もいたので︑歴史ある松江支会を母体にし
会員有志の熱心な勧誘努力で︑学校教育関係者など新規加入
が相次いで会員数七十八名となり︑平成三年四月に設立総会を

支会活動の問題点

県下全域を対象とする広域的支会であるため︑活動を展開す

一二九名

るに至っていない︒なお︑毎年度総会の開催を計画しながら︑

諸般の事情により実施できないでいる︒

干潟町支会

厳会一菅谷敏夫一銅鼓一部柵利雛一蹴事一菅谷栄夫一鵜員一

支会の現況

本支会は創立の歴史は遠く︑明治二十六年十一月にさかのぼ

るが町村合併と東部支会の解散によって旧東部支会員と南部支

会員が合併して昭和六十三年八月一日﹁干潟町支会﹂と名称を

会員には主として町の指導的立場に有る方をの入会をすすめ

新にして再発足しました︒

まして町の公職に有る者の大部分の方々の入会を得て居りま

が無いのはこれからの課題として婦人部の結成が望まれます︒

す︒現在の会員数は一二九名であります︒婦人の会員の入会者

本部発行の機関紙﹃弘道﹄誌を愛読するだけでなく︑支会と

しての事業を計画して積極的に弘道精神の昂揚に努めている︒

年間行事

二定期総会及び役員会の開催
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−

一本部行事への参加

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

開催して﹁島根支会﹂が誕生した︒現在会員数は︑一○○名で
ある︒

年間行事

役員会と総会の開催

、■■■■■I■■■■■■■■■■■■

三研修会・講演会の開催
五会員の慶弔に関する事

四視察研修旅行の実施

六会員の拡大強化
七その他本会の目的達成の為の事業
本会の目的支会を則第三条﹁本会の目的は日本弘道会の精
の醇風美俗を図るものとする﹂

神趣旨に基づき己を修め︑人格を磨き以て一灯照隅地域社会

支会活動の問題点

三郎氏︵野田市名誉市民︑元キッコーマン㈱会長・社長︶が死

め︑会員の間に暫くの間虚脱態が続いた︒然し乍ら故茂木支会

去されたが︑あまりにも野田には過ぎた大物支会長であったた

に︑会員各位の意見を徴したところ前支会長のご令息である茂

長を支え当支会の中興の功労者である戸辺慶成副支会長を中心

との全員一致のご賛同を得ました結果︑本部のご承認を得まし

木友三郎氏︵キッコーマン㈱副社長︶を新支会長に推娩したい

て︑新年度である平成六年四月一日より新しい支会長としてご

なお︑支会の新体制発足に伴い︑新支会長の強いご要請で副

就任いただいた訳であります︒

（85）

支会長として野田市教育長である黒川浩氏をご選任の上委嘱さ

営を計っていただくことになっております︒

れましたので︑戸辺慶成副支会長との二人三脚で今後の支会運

年間行事

①前支会長時代には︑行く行くは年間二回講演会開催の構想も

あり︒一︑二年実施して承たが諸般の事情で︑現実には仲々

形式に依る教育講演会を開催している︒

困難な面もあり︑結局はここのところ年一回四団体との共催

お茶の水女子大教授森隆夫先生

参考平成五年八月二十日

筑波大教授下村哲夫先生

演題﹁現代における教育上の諸問題﹂

平成六年八月十九日

﹁教職員の法律学﹂

−

後継者の育成こそ今後の会活動の消長に大きな影響を与える
ものであると観じ︑若い会員の獲得に努力しているけれども仲
々入会してくれないのが現状である︒

﹁青年部﹂でも設けて﹁青年研修会﹂の様な場所に魅力の有
る青年同志の活動が出来るようにしたならば︑と思うけれども
青年リーダーが不在であることは一つの問題点と云えよう︒

今︑地方では嘗ての様な青年団活動は影を潜めて青年の研修
する団体はなくなって了った︒

野田支会
支会の現況

二

−

−

平成五年八月十六日に︑本部理事であり支会長だった茂木啓

−

名

−

②道徳団体なので︑栃木の盲導犬センターと︑野田市の身体障
害者の福祉団体に僅かですが寄付させていただいた︒

支会活動の問題点
﹁会員の獲得もむずかしいが︑弘道精神の普及は更にむずか
しい﹂支会の今後の大きな課題として︑上記のうち後者に重点

る︒

大いに寄与している︒

読書会︑研修視察︑時事講演会等すっかり定着した事業が多

ということで喜こばれている︒

く︑特に時事講演会は一般にも開放し︑一流講師の話が聞ける

事業主︑医師等の会員も徐々に増えて来ているのは頼もし
い︒

五読書会

合

九一一三一一○

弘道会誌﹃弘道﹄最近号

午後一時三十分より三時頃まで︒

第二土曜

テキスト

時間帯

期日

館山市コミュニティセンター・二Ｆ談話室

八一一二一一○一一四一一一

四婦人部交流会平成七年一月六日︵金曜日︶鈴本・現地集

︵延期︶

三講演会″十
日月︵
︶開催予定

二研修視察〃八月二十六日︵金曜日︶横浜市内

一役員会・総会平成六年六月十一日︵土曜日︶

年間行事

Ｉ

をおき︑会員各自の忌揮のない意見を聞いてゑたいと思ってい

選の可否︒

①ここ︑二︑三年間の会員獲得に無理があったかどうか︒人

て貰えないか︒

②会祖西村茂樹先生と日本弘道会の紹介をもっと解り易くし
③野田支会の歴史をまとめて貰えないか︒
育界以外の︶に入会をお願いしてはどうか︒

九五名

会場

支会活動の問題点

一︑教職員以外の会員がなかなか増えない︒

︵一般へのＰＲ．働きかけの機会の不足︶
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−

月
￨
日

④市長さんとか政治家の方べ高校長とか︑学識経験者︵教

安房支会
１１︲１１鼓会一安田豊作一鋼敬一熊棚雛一蹴事一青木清人一総員一

支会の現況

Ｉ

会員の構成が教職員ＯＢが多く︑現役教職員もほとんど管理

(4)（3）②（1）

■■■■■■■■■■■■■■■■

Ｉ

稚園の女性教頭にも働きかけ十数名の会員を得ている︒

職である︒安田支会長が幼稚園長会の大先輩であることから幼

このことが会行事の多様化を生み出し︑会員相互の親睦にも

−

−

二︑若い会員を啓蒙していきたいが冊子﹃弘道﹄が若い人に

＊若者へ向けての広報ができないものか︒

読ませるのに︑難しいと言われることが多くて困る︒
三︑高齢者が多いので事業への参加が少ない︒

匿

四︑経費の援助が大きく︑その意味ではありがたいが︑もう
少しあると︑活動計画の巾が増えると思われる︒

佐倉支会

老令化が目立ってきているので︑若い層︑女性層にむけ

のために地区役員を人選していきたい︒

六︑六︑七

てはたらきかけを考えている︒とくに︑会費徴集の効率化

一︑役員会会計監査

二︑定期総会於佐倉市中村飯店六︑六︑二六

六︑一一︑七

日本弘道会本部見学︑泊翁の墓参︵養源寺︶︵市等ハス利

三︑研修会
用三十名︶

四︑ミニ伝記出版︵本部原稿提出済象︶

五︑銅像建設用地検討会

六︑一○

七︑二

事前学習会︑委員による専門研究︑現地検討会

支会活動の問題点

現在①泊翁が藩政を司った所二の丸の中心地︑②住居跡

一︑西村茂樹翁銅像建設用地の検討

﹁集静居﹂跡が検討中であるが︑①が適当と思われる︑本
核から遠いので︒

丸に近く建設が予定されている佐倉城の中核に当る︒②中

にむけて増強を集めていきたい︒

二︑会員増強について︑会員の老令化に伴い若い層︑女性層

の人選中である︒

三︑会費徴集の効率化︑地区毎に責任者を配置していくため
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ｌ厳会一倉次重一一銅鼓一石渡敬一蹴事一服部忠蔵羅目−１卜に旧略

支会の現況
泊翁の出身地であるだけに︑泊翁に対する敬慕の念強く専門
まってきている︒

的な研究をしている会員が出てきているなど︑理解関心度は高
本年度の重点として次の五点を掲げている︒
一︑泊翁ミニ伝記本部に提出ご指導をいただいて内容検討中︒

二︑銅像建設用地︑専門委員による専門的な研究と相侯って
現地において検討会をもつ予定︒

三︑定例研修の一環として︑本部訪問・墓参による研修会を
もつ︒

四︑日の丸掲揚運動︑道徳高揚運動を各種団体との連携の中
で推進する︒

五へ会員の倍増計画︒

−

■■■■■

四︑泊翁についての理解を深めるための研修会の開催︵定例
今回本部見学︑養源寺墓参もそのための研修計画の一つ

的に︶

である︒

団体との密接な連携の中で推進中︑①小中高とくに道徳教

〃弘道″の内容がむづかしくて︑と若年層は平素言っている

興味がないのでしょうか︒老人向きかなとも︒

四三名

向きもあります︑やはり教育の点については若いものにとって

支会

︑

︑

研修会の開催︵講師による講演会︶

総会︵毎年六月︶

Ｏ本部行事に参加︒

な行事を実施︵例︑市内施設見学等︶

その他Ｏ会員の要望によりその都度理事会を開き適切

研修会の開催︵移動研修会︑県内外︶
一一一︑

︑

年間行事

ら活動は始まるという認識で取組んでいる︒

員が会の意義を充分に理解し︑先ず個人の質を向上することか

会してくれて面目を保っている︒今後共現金子会長を中心に会

現況である︒幸いその後も会員の努力により新会員も着実に入

東平会長が亡くなって以来︑会の維持継続に努力しているのが

現在会員数四三名で活動している平川支会である︒偉大なる

川

五︑日の丸掲揚運動・道徳高揚運動の推進について︑次の諸

学警連︑老人クラブ︑シルバー人材センター等︒

二七名

育研︑②教育委とくに社会教育生涯教育関係︑③ＰＴＡ︑

︿苔貝

平

支会活動の問題点
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有田支会
．．
鼓会深川明銅鼓長幹事︒
．数

支会の現況
支会長の努力で弘道会を理解する人の入会をすすめて行くこ

支会活動の問題点

であるので︑一夕を懇親会にしてはと計画をすすめています︒

本年は有田町︒西有田︵いずれも西松浦郡︶の両町長が会員

社員の要請をうけ弘道について批評会を時々やっています︒

会員の大多数は深川製磁株式会社の社員で構成されていて︑

年間行事

と︒もとより幹事長と同道の上で︒

Ｉ

−

弘道会を理解する人を︑支会長とも心を合せ求めてゆくこと︒

−

−

一︑現在一括総合的に活動しているが将来は部門毎にテーマ

得たものを自分の職場で広めたりする活動にも力を注いでい

会誌﹃弘道﹄を読承合って︑その感想を交換したり︑そこから

四月役員会議

九月役員会議

年間行事

る︒︵会員数一三七名のうち現職一三三名︶

を決定し︑︵活動の成果︶を積み重ねていくのはどうか︒

二︑会員は女子も参加していただくのはどうか︒

三︑年間会費二︑○○○円︵本部納入金も含む︶では一寸無

理︑本部よりの助成金がないと苦しい現況である︒現在

十月日本弘道会全国支会

尾田幸雄先生

議員

講師日本弘道会評

一月教育講演会主催

十一月役員会議

協議会︵役員派遣︶

五月名誉会長高橋誉冨先
生を囲む会

″教育正常化三団体協
議会

″日本弘道会総会﹁役
員派遣﹂

六月新旧役員会議

同新年研修会

二月教育正常化三団体合

三月役員会議

い点が悩ゑの種である︒しかし︑校長会の理解ある協力と︑他

集りであるため︑一同が︑一堂に会する機会をそう多くとれな

まる機会を利用している︒

での校長会議︑教頭会議︑教務主任会議等の機会に︑層別に集

上記のような機会を利用して︑児童生徒の健全育成と道徳心

の高揚ならびに︑学校職員のモラールの高揚と︑教育正常化へ
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本部より多大な助成金を頂戴しているので感謝至極であ

八千代支会
三七名

″定期総会ならびに教
育講演会

支会の現況

七月役員会議

−

学校運営の核である校長︑教頭︑教務主任が中心の︑現職の

支会活動の問題点

八千代支会は︑八千代市の小・中学校の校長・教頭・教務主
をもって構成している︒いわば現職中心の組織である︒

日本弘道会参加は昭和六十一年と日も浅く︑現職中心の組織
であるため︑いくつかの制約があるものの︑会祖提唱の﹁道義
立国﹂の精神を生かして教育に当りたいと︑会員ひとりひとり
がそれぞれの学校現場で努力している︒

したがって︑下に掲げる年間行事の他に︑会員ひとりひとり
が︑自分の職場である学校で︑よき学校づくりのリーダーとし
よきリーダーとなるための研修と修養を深めるため日常から

て︑教育実践に励んでいる︒

−

−

任並びに若干のＯＢを加えて結成された八千代の教育を語る会

−

の働きかけを促す方途等についても話しあうなどして︑実践に
即して研修を進めている︒

今後も︑このように︑問題点の克服をはかりながら︑支会の

施する︒

ロ︑茨城支会が主催する講演会等については︑総会時に実

なお︑役員会については九月上旬を予定する︒

総会時期は毎年九月下旬とする︒

会員数を一応五十人目安に努力する︒

二︑会員の増強について

会員増強を図り支会発展に期したい︒

次の事項に関する概要説明があった︒

次に︑藤下昌信事務局長から︑本会の重点事業について︑

ているところであります︒﹂という挨拶があった︒

在︑少しでも弘道会のお手伝いができればと思って努力し

しなければいけないよ︾と言われて︑非常に感銘した︒現

か︑ということについて︑君らももっと関心を持つように

り︑日本国の将来を考えるとき︑こういう問題をどうする

めによって入会した︒︽道徳問題というのは国の基本であ

生平監事からは︑﹁私は︑第七代野口明会長からのお勧

監事のご紹介があった︒

次いで︑藤下昌信事務局長から︑本日ご出席の生平幸立

⁝

運営をはかっていきたい︒なお各支会における教職にある方々
との交流を深めた︒

茨城支会

員にも案内する︒

イ︑常陽明治記念会が開催する講演会を︑当茨城支会の会
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厳会一及川正和一銅鼓一吉田功一蹴事一船橋卓一鵬員一二九名
支会の現況

年間行事

しました︒役員九人出席︒

Ｉ

総会に先立ち九月十六日茨城交通本社において役員会を開催

当日の議案書同封しましたのでご高覧下さい︒

出席者は十四人︑委任状提出者十二人です︒

ました︒

六年度の事業計画︵案︶収支予算︵案︶の全てが承認され

五年度の事業報告︑収支決算報告︒

去る九月二十四日︵士︶平成六年度の定期総会を開催し

−

一︑研修会︑講演会等について

−

会誌﹃弘道﹄の発行・充実

やっていただきたい︒

だと思いますが︑二日間にわたりますと︑ご参加できない

藤下昌信事務局長参加者の交流の場を持つというお話

全国支会協議会の開催

話し会いの場を持つということで︑とりあえずはご了解い

方が多くなるので︑現状では十月の下旬に支会協議会でお

本会綱領に沿った特集テーマを設定
支会主催講演会の講師派遣

ること﹂という項目があるが︑若い者に︑納得できないの

渡辺宏氏︵茨城支会︶本会綱領の第一に﹁皇室を敬愛す

ただきたいと思います︒

支会活動への助成

﹃日本弘道会三○年史﹄の刊行
﹃西村茂樹全集﹄第四巻︑第五巻︑第六巻の増刊ほか︒

ではどういう努力をなさっておられるのかお伺いしたい︒

で困ると言われて︑私自身も困るんですが︑皆さんの支会

創立一二○周年記念事業の策定
道徳教育座談会の開催

藤下昌信事務局長お先に私から申しあげさせていただ

西村茂樹研究論文の募集

きますが﹁日本弘道会綱領﹂は︑本会創立以来の基本的な

特別講演会の開催
﹁泊翁の日記を読む会﹂の開催

理念ですので︑これを崩すことはできません︒綱領の具現

いうことを申しあげておきたいと思います︒

こそ本会の使命ですので︑そういう方向で進んでいく︑と

その他

・八千代支会主催講演会の開催

・佐倉支会の本部訪問

飲塚一雄氏︵島根支会︶私もそういうケースに二︑三出

くわしておりますが︑これは事務局長から回答がありまし

いような人の入会は無理だと思います︒無理に入れる必要

たように︑この会の本質的なものだから︑それに同調しな

・神奈川県での支会結成の動き

以上で午前の部を終り︑昼食を終えたあと︑午後の部に

先ほど︑各支会からいろいろご発表がありましたなかに︑

がないと私は思って︑そういう人の勧誘はやめております︒

入り︑引続き藤下昌信事務局長の司会により︑支会活動の
問題点や︑支会活動活性化への提言等について︑フリート

のところに着眼しなければいけないという気持を抱いて︑

女性会員も︑という意見があって︑われわれの支会もここ

ーキングで意見交換が行われた︒内容はつぎの通り︒

倉田彰夫氏︵佐倉支会︶これからは泊り込みで協議会を
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1

6 5 4 3 2
1110987

ただ婦人層を獲得したいと思っていますが︑なかなかでき

人に勧めても仕事に追われて︑なかなか入らないんですよ︒

ましたが︑私たちの地区は純農村地帯でありまして︑若い

菅谷栄夫氏︵干潟町支会︶私の支会でも若い層を何とか

ないわけです︒ある支部では婦人の方のご参加があるよう

励ましを得たような気持ちでおります︒

ですが︑弘道会でいう若い層というのは︑青年ではなくて︑

しなければならない︒若い層というよりも︑とくに後継者

の方公の参加というお話がでましたが︑安房支会のほうで

藤下昌信事務局長平川支会の金子支会長さんから婦人

いと思います︒

己を深めるための機関誌もあるし︑それらの会合もあるよ

は婦人部が結成され研修会や他団体との交歓会などを行っ

ですが︑どのようにして参加を願っておられるか︑伺いた

うです︒いま︑若い人が自から自己を研讃して社会をよく

たりしておられます︒そのへんについて安房支会の方から

ないかと思うんです︒青年には青年の﹁ＰＨＰ﹂とか︑自

するというようなことは︑私は期待薄ではないかと思いま

むしろ五十歳ぐらいからの人を若い層と呼んでいいのでは

す︒むしろ高齢に達した方灸が︑そういうことを過去を省

お話を伺いたいと思います︒

渡辺一義氏︵安房支会︶安一房支会婦人部の場合は︑支会

承ながら勉強して︑それを若い人に次から次へ伝えていく︒

長が幼稚園の園長会々長という立場であったために︑幼稚

それに︑役所関係の市役所の方々にも入っていただきま

びかけています︒何人かいましたけれども︑その人達が核

して︑現在十六名という数になっています︒一つの組織と

私のところでも若い層として︑五十歳代ぐらいの方灸に呼

あげるわけです︒とくに西村先生の精神というものは道徳

いいますか︑そういう組織を通さないと︑なかなか個人で

幼稚園の先生方です︒

教育です︒どちらかといえば人づくりですので︑人づくり

は入ってこられないのが現状で︑とくに女性の方は︑﹁お

園の先生方に非常に多く賛同していただきまして︑主体は

のためにはやはり人生経験豊かな方々がこの会に入って指

一人で﹂と言うと︑﹁エーッ︑仲間がいなければ﹂という

になって︑また次の世代を啓蒙していくという考え方なら

導していくよりほかにないのではないかと考えています︒

ことになってしまうようで︑幼稚園という一つの組織体の

ば︑この会は継続できる︑と︒これは自分の体験から申し

のを開いて︑青年に﹁こういう会があるんだ﹂という啓蒙

でき得るならば︑支会の主催で青年研修会というようなも

戸辺好郎氏︵野田支会︶西村会祖晩年のご肖像は髭を蓄

なかで入られたということです︒

金子政次氏︵平川支会︶ただいま若い人という話があり

もしていきたいと考えています︒
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活溌な意見交換があった支会協議会

でしょうか︒若い人達に入会を勧める場合︑すっかり悟ら

えられた立派なお写真ですが︑青年時代のお写真はないの

しさというか︑そういう時代のお写真が欲しいですね︒

れた境地の晩年のご肖像ではなくて︑覇気に満ちた青年ら

藤下昌信事務局長﹃弘道﹄のハヅクナン︑ハーを調べて

みますと︑明治二十五︑六年ごろから写真が使われはじめ

ましたが︑会祖のお写真は一︑二枚ほどしかありません︒

ふい〃︑

西村会祉は非常に地味な方で︑とくに写真を掘られるこ

とはお嫌いだったようです︒大正天皇がご幼少のころ仲育

官をおやりになっていらして︑そのときに大正天皇を囲み︑

側近たちとお撮りになったものと︑年代はちょっとはっき

い壮年︑五十歳ぐらいではないかと思うお写真があります︒

りしないんですが︑絵はがきがございます︒これはだいた

ものはちょっと見当りません︒木部でも是非欲しいのです

仰言られたような若いときの︑はつらつとした青年時代の

戸辺好郎氏︵野田支会︶壮年期のものでも︑ときどき別

︑が︒

の写真をお見せいただくと︑ちがった会祖像がわいてくる

のではないかと思います︒写真によって随分イメージがち

がってきますので︑若い方には若い頃の写真でもお見せで

きれば︑ちょっと思いついたものですから申しあげまし

狩野冨吉氏︵島根支会︶皆さま方︑﹁米百俵﹂という故

たＯ
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事をご存知でしょうか︒このお話は鈴木勲会長さんに教え

ープの作成を提案したいと思います︒

祖の業績︑弘道精神について﹂等灸を折り込んだビデオテ

か︑テレビの時代です︒そこで︑﹁日本弘道会の歴史や会

藤下昌信事務局長大変貴重なご提案をいただきました︒

ていただいたものですが⁝⁝︑越後国の長岡藩︵七万四千

討幕派と抗戦︑家老河井継之助率いる長岡藩兵の善戦空し

石︶は︑戊辰戦争のとき会津藩との関係︵奥羽越列藩同盟︶で

く︑城は陥落ほぼ全滅状態となり︑困窮の最中にあったと

いただいて実現の方向に向って努力したいと思います︒

百二十周年の記念事業との関係もあり︑役員会でもお図り

錐ねやま

倉田彰夫氏︵佐倉支会︶ビデオの件は︑四年前に私が言

き︑支藩の三根山藩︵越後国︶から米百俵が贈られました︒

藩主は﹁藩士に分けろ﹂という命令を出したのですが︑藩

狩野冨吉氏︵島根支会︶﹃弘道﹄七・八月号の﹁我がふる

いましたが︒

さとを語る﹂には島根について書けませんでしたが︑原稿

の大参事であった小林虎三郎︵吉田松陰とならび佐久間象山門

下の両虎といわれた︶は︑この米を藩士に分けても一日か二

依頼は︑もう少し余裕をもっていただきたい︒年間計画な

藤下昌信事務局長狩野さんのお話ごもつともでありま

日凌ぐのが関の山である︒この米を売って学校を建て人材

て︑その先見的な論理が実を結び︑教育の振興︑殖産興業

す︒今回事情がありましたが︑ご意見有難く頂戴いたしま

を育成して長岡藩を建直すべきだと︑彼の病床へ抜刀して

により長岡が見事に復興いたします︒⁝⁝さて︑後日談に

んのお話は︑今日の支会協議会や通常総会のようすなど本

す︒なお︑さきほどのビデオの件ですが︑四年前の倉田さ

ど示していただけると良いですね︒

なりますが︑長岡市で電子部品工場を経営する渡辺という

詰め寄る藩士達に向って命がけで説得するわけです︒やが

社長さんが︑この﹁米百俵﹂の話に感動し︑一億か一億五千

とは基本的に内容が違います︒倉田さんのお話のようにで

廻したらどうか︑というご提案でした︒狩野さんのご提言

きれば結構なことですが︑必要性の問題であり︑本部で行

部で行う行事をビデオに収録しておいて︑それを各支会に

ているようです︒ここで私が一つ提案をしたいと思います︒

われる主要な行事については︑その都度﹃弘道﹄において

万円という莫大な私財を投じてハイビジョンの映画を作り︑

野田支会さんの言われるように﹁会員の獲得も難かしいが︑

内容と経過をご報告しておりますので︑それ以上のことに

希望のある場合には︑無料で公開することを条件に貸出し

してもらえない︒弘道精神がなかなか広がらない︑という

ついて現在は考えておりません︒

弘道精神の普及はさらに難かしい﹂弘道会をなかなか理解
悩承をもっています︒現在は映像文化時代といいましょう
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の重点事業︶では︑平成七年三月上旬に特別講演会を開催す

選んでいきたいと思っています︒いまお話のあったような

ずしも弘道精神に近い方ばかりではなくて︑広い角度から

これからいろいろな方を呼んで話を聞いていきますが︑必

ることが載っていますが︑この講演会の講師は児島妻さん

ていきたいと思っています︒

言﹂批判もあろうかと思いますが︑そういう点も含んで考え

上野栄一氏︵茨城支会︶本日いただきました資料︵本会

ということですね︒私の知っている範囲では︑この方は本
と思ったんですが︑本会綱領の第一項目に︑天皇を敬愛す

に︑団体が盛んになるか︑あるいは滅びるかというのは︑

協議会次第︶支会活動活性化への提言がございます︒要する

菅谷栄夫氏︵干潟町支会︶意見交換のなかの②に︑︵支会

のぽる

会の会祖西村先生の考え方︑精神に相反する方ではないか
ること︑ということもあります︒また︑本会創立の目的で

いかによって︑それぞれの支会の活動が活発になったり︑

それを運営する人だろうと思います︒その人を得るか得な

あります道義国家という言葉も出てまいります︒私どもの
知る範囲での児島先生は︑会祖先生の考え方︑精神に相反

あるいは衰退したりするわけです︒

する人ではないかと思ったので︑どのような経緯で講師を
依頼することになったのか︑お聞かせいただければ幸いで

たいと思います︒将来支会長あるいは支会幹部になるよう

ら︑本部主催による支会幹部養成研修会を開いていただき

ですから︑できれば中堅リーダーの養成という考え方か

鈴木勲会長私どもは西村会祖の精神に共鳴する講師ば

な方左を養成する意味での研修会として︑各支会から支会

す︒

ついて講演会をやろうと思っています︒いままでお招きし

て︑日本弘道会のいままで歩んできた道︑あるいは弘道会

長推薦により二名ないし三名ぐらいの方が出席する︒そし

かりではなくて︑いろいろな角度からいろいろなテーマに
た方々はたしかに皆さん方がご納得いくような方が多かっ

実現に向って努力したいと思います︒

藤下昌信事務局長貴重なご提言を有難うございました︒

ます︒

のような形の幹部研修会を是非実現してほしいと思ってい

カ条か出してそれを会長先生に講話していただくとか︑そ

の精神︑西村先生の残された﹁日本道徳論﹂のなかから何

たかと思いますが︑仮に弘道会と反対の立場をとる方でも
かまわないと思います︒児島先生は︑東京裁判の問題など
についてもしっかり書いている方ですし︑戦後の日本の占
領政策から今日までのことを詳しくフォローしている人で
す︒そういう方から戦後の日本の在り方とか占領政策とか
のご提案によりまして︑みんなで検討して決まりました︒

政治などを聞くのもよかろうということで︑古川哲史理事
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人達に納得させる理論的土壌といいますか︑理論的根拠を

人達にはそのような教育がなされておりませんので︑若い

を尊敬するという認識の上に立っていますが︑いまの若い

は当然だと思いますし︑われわれは当然のこととして皇室

﹁皇室を敬愛する﹂ということで︑それが問題になること

福原修氏︵安房支会︶茨城の方が冒頭に発言されました

いような時代だと思って見ています︒そこで私はお願いし

ますか︑若者のおかれている現状︑あるいはそれまでした

りません︒それこそ現代の日本のおかれている現状といい

はそういう言葉がほとんど聞かれなかったことは残念でな

晴らしいことではないかと思っています︒日本の選手から

中国の人だった人がこんなことを言えるということは︑素

たいのですが︑﹃弘道﹄誌上でも結構ですから︑そういう

教育の現状︑そういうものに対して何かしなければならな

先ほど事務局長さんも仰言いましたけれども︑弘道会の

ど幹部教育の問題も出ましたけれども︑理論構成をして説

問題についての特集号を是非企画していただきたい︒先ほ

提示することはなかなか困難であります︒

れの存在もそこにあるのではないかと思っています︒私は

す︒それから︑先ほど児島先生の話が出ましたけれども︑

得できるようなものをつくっていただきたいと思っていま

精神はまさにそこに拠っているんだということで︑われわ
高等学校の教員あがりですけれども︑君が代︑日の丸の問

藤下昌信事務局長いま福原先生から貴重なご提言を頂

私は非常に素晴らしい先生だと個人的に思っています︒

題にしても︑この問題についてまだ指導要領が改訂されな
い前に︑職員会議で大論争をやりまして︑私は勝利をおさ

戴いたしました︒﹁日本弘道会は何をなすべきか﹂という

めました︒本当に心を投げうって︑若い日教組のマルク

先人からの課題に対して︑確固たる理念に裏付けられた日

金子政次氏︵平川支会︶私は常々思っているんですが︑

ス・レーニン主義に染まった教師といえども︑説得するこ

地域社会で日本の将来を背負う青少年の問題︒とくに小学

とができました︒こういう問題について︑私たちは謙虚に

発展とかはなくなってしまうのではないかと考えています︒

校︑中学校でのいじめによる自殺︑あるいは非行少年︑登

きであろうと思います︒

アジア大会のテレビを見ていたんですが︑小山という中国

本弘道会の在り方︑方向性についてしっかり考えていくべ

から日本に帰化した卓球選手が優勝したとぎ︑彼女が言っ

人にもあろうし︑学校にもあろうし︑地域社会にもあろう

校拒否︑いろいろな問題が出ておりますが︑非は︑結局本

理論的に話し合うことが必要ではないかと考えています︒

た言葉に私は感動しました︒﹁私は日本のためにこれから

この根本を忘れ去りましたら︑弘道会の発展とか日本国の

も頑張ります﹂こういうことが素直に出てくるんですね︒
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し︑家庭教育にもあると思います︒家庭と地域社会と︑学

うことがありますが︑これは必要な回答ではあろうと思い

じるものですが︑本来敬愛するとか尊敬するというのは自

はないだろうか︒つまり︑尊敬しろと言われると反発を感

然にわきあがってくるのが望ましいわけです︒けれども︑

ます︒それはそのとおりですが︑十分な回答ではないので

と思っていますが︑結論的には道徳の低下だと思っていま

戦後の教育では皇室の役割などについてタブーゑたいな感

校の三者が一体となり︑一つの輪になって︑その力を子ど

す︒子どもの道徳︑地域社会の道徳︑家庭における道徳︑

もに向けることが大事ですので︑支会で何とか話し合おう

学校の先生による道徳の低下だと思っています︒ですから︑

じになっていましたから︑皇室の存在が非常に大事な役割

あまりむずかしいこと︑大昔の万世一系の天皇とか︑そ

ではないだろうかと思います︒

を果たしているんだということを︑説明をすることが必要

その点をいかにしたら良いか︑ということですね︒
昔の人が︑﹁習慣は第二の人生なり﹂と言っていますが︑

ういうことを持ち出さなくても︑たとえば終戦のときの天鋤

悪い環境で生れた子どもでも︑良いことを毎日毎日積承重
かと考えています︒子どもの将来のために︑私たち弘道会

ねていけば︑最後には良い子どもに変っていくのではない

ーロッパ旅行に行かれたときでも︑フランスにしてもイギ

皇陛下の果たされた役割︑あるいは︑最近では両陛下がヨ

リスにしても異例のご接待を受けた︒

の会員が話し合いながら手をさしのべなければならないと
このあと︑生平幸立監事からつぎのようなお話があった︒

ときでも︑国民的支持がだんだん盛り上がってきているわ

割も果しておられる︒いまは︑天皇が地方に旅行なさった

考えています︒

生平幸立監事いままで出たご意見につぎまして申しあ
とについて︑若い人達からいろいろな意見があるというお

ときに果たされた役割一つ見ましても︑非常に大きな役割

けで︑むずかしく統合の象徴だとか言わなくても︑終戦の

大臣が何人一緒に行っても果たせないほどの外交的な役
げたいと思います︒最初に︑﹁皇室を尊敬する﹂というこ

話がありました︒それに対して︑こうしたらいいだろうと

を果たしているわけです︒

私どもは若い人達に向かって︑戦後の日本教育のなかで欠

そういうことから︑敬愛しろとか尊敬しろと言わないで︑

いう意見も出て︑拝聴しておりました︒それは会祖の述べ

そういうふうに言って︑その趣旨に賛成でないから入らな

落というか︑やや薄まっていた皇室の存在そのものにつぎ

たことですから︑まさに本会成立の基本的なものだから︑

いのは仕方がない︒数学で﹁必要にして十分な条件﹂とい
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っとあっていいのではないか︑一人ひとりそういう行動を

まして︑よくわかるように話をするというようなことがも

最後に鈴木勲会長からつぎのようなお話しとご挨拶があ

学生時代に︑児島さんはポート部のコーチをしておりまし

に反するような方ではないのではないかと思います︒私が

それから児島さんのお話が出ましたが︑私も本会の精神

に思っておりましたので︑付け加えさせていただきました︒

必要にして十分な返事になるのではないか︑私はそのよう

ものをつくって︑その後︑戦後七代の会長の野口明先生が

綱領というのは︑会祖が心血を注いで︑甲号・乙号という

いては︑常を私どもいろいろなことで話に出ることですが︑

話ができたと思います︒とくに︑弘道会の綱領の問題につ

お願いいたしました通り︑今日は大変率直な実りのあるお

﹁長時間にわたりお話をいただきましたが︑私が冒頭に

った︒

て︑若いときのことをよく知っていますが︑そう心配する

に改めたもので︑皇室を敬愛するということは︑表現は若

役員会を何度も何度も重ねて︑練りに練って現代的な用語

ではないか︑そういうことをプラスすれば︑若い人達にも

することによって︑自然に皇豪孟機能も見直されていくの

ような方ではないのではないか︒体が大きなごつい人で︑

西村会祖が皇室のことを冒頭においたのは︑﹃日本道徳論﹄

干変っておりますが︑変わらない大事なテーマであります︒

身長が一間あるということで﹁ケンチャン﹂と言っていま
したけれども︑そう偏った方ではないのではないかと思っ

って︑その最後に皇室を尊戴する︑というのがあります︒

の最後のところに︑﹁国民の品質を造る﹂という条項があ

ています︒もともと外交官になると言っていましたけれど
も︑途中から新聞記者になり︑やがて戦記ものを中心に書

藤下昌信事務局長から︑﹁本日は︑率直なご意見︑建設

る一つの象徴として︑皇室というのは大事なんだ︒普通の

って歴史がつくられてきたことから︑国民の意思を結集す

点にしても︑長い歴史を見て︑皇室が日本の国の中心にな

これをずっと読んでゑますと︑皇室は寓園に誇るべきもの

的なご提言︑あるいはご叱責なども頂戴し︑本会開催の意

王家とはちがった意味の︑そういう広い視野から日本の独

いうことで︑非常にいいのではなかろうかと思っているこ

く作家に転じました︒私は若いころそういう方であったと

義がことさらに深まり感謝いたします︒本日は誠にありが

立ということを考えて︑それから国家の存立を考えて︑皇

であり︑日本の国家の独立をいかにして達成するかという

とうございました︒という挨拶があり﹁意見交換﹂の部を

とを付け加えさせていただきます︒

終了した︒：
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置づけていますので︑この綱領は表現がやわらかくなりま

室を敬愛することが日本の国家にとっても大事なんだと位
思っています︒

もう少し探してゑて︑もっと親しゑやすいものがあればと

原画があまり良くありませんので︑大きくとれませんが︑

すしそういう若い人にこれをやさしく書いても︑活字文化

の若い人はいろいろな情報をもって︑マンガも読んでいま

聞きします︒たしかにむずかしいと思います︒ただ︑いま

それから﹁弘道﹂の内容がむずかしいというのはよくお

したけれども︑会祖がこの会をつくったときの一番大事な
精神ですので︑それをよく理解していただくことが一番大
事なことです︒

からかなり離れていますから︑なかなか読んでくれないと

いま生平さんからお話がありましたように︑この皇室の
問題については︑日本の学校教育でも必ずしも十分に徹底

思います︒イラストを入れたり︑わかりやすくというのは

いろいろな雑誌がやっていますけれども︑私は︑それはそ

んて言っておりますけれども︑これは本当におかしな話で

れに任しておいて︑こういう雑誌があっていいのではない

していない︒いま日教組は︑文部省とパートナーシップな
す︒私も教育の仕事を何年もやってまいりましたけれども︑

かと思っています︒

むずかしい表現とか読承やすさというのはもっと考えな

ほとんどのエネルギーを日教組の﹁日本の教育の反対﹂の
組が何の反省もなくパートナーシップなんていうのは︑い

菅谷さんがおっしゃったように青年期を脱して︑これから

ための闘争に費やしているということがありまして︑日教
まになって大変心外な思いをしています︒いま福原さんの
お話にありましたけれども︑おそらく大勢の方がそういう
気持ちをもっていると思います︒そういうものも︑今後

さらに高齢化を迎えますけれども︑高齢化になっていろい

もが大事にしている肖像なんですけれども︑昔の勲章をつ

なご提言で︑ここにありますのは有名な画家が描いた私ど

それから会祖の肖像についてです︒これも非常に具体的

まいりまして︑逆に本当に必要な年配のリーダーの方々が

すと︑どうしてもスタイルからいろいろなものが変わって

ます︒若い人に読んでもらうために表現を変えようとしま

ットをそのへんにおいていったらいいのではないかと思い

ろな精神活動を考えている方々が読める本として︑ターゲ

人生を考えてどうするかという四十代の後半から五十代︑

いといけませんけれども︑私は︑﹃弘道﹄の対象は先ほど

﹃弘道﹄にも取りあげたいと思います︒

けて大礼服を着たのは︑道徳学会の会祖としてふさわしい

離れていく︒そういう雑誌を私も経験しておりますｐその

かという議論はしておりまして︑適当な写真がないかなと
思っております︒モーニングを着た写真があるのですが︑
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の大きさなどは是非早く変えて︑しかし︑本質的にはこの

へん非常にむずかしいと思いますけれども︑表現とか活字
います︒

いましたが︑そのなかのいくつかは実現を目指したいと思

会活動の活性化についてご尽力をいただきたいと存じます︒

各支会ともご苦労が多いことと思いますが︑今後とも支

会員の獲得については︑いまいろいろなご提言がありま

できますことを期待しております︒﹂

また︑来年もこういう機会を持ちますので︑お元気で再会

ような雑誌でいきたいと思っています︒

して︑たとえばビデオとか︑幹部養成とか︑そういうこと

時四十五分︑第五回全国支会協議会を終了した︒

続いて藤下昌信事務局長から閉会の挨拶がありへ午後一

を考えていかなければならないと思っています︒ビデオと
か中堅幹部の養成等につきましては︑できれば実現できる

のご肖像写真の前で︑参加者一同記念写真を撮影して解散

このあと︑恒例により︑会場正面に掲げられた西村会祖

方向で検討いたしたいと思っています︒

それから︑いま八千代支会がそうなんですが︑・会祖は小

︵風間一彦記︶

学校の先生を中心に会員を募っておりまして︑小学校の先

した︒以上

ならば︑それは日清戦争で日本が勝ったよりももつと素晴

生に道徳のことを勉強してもらって︑日本の国がよくなる

らしい功績である︑と言っておりまして︑私どもも︑もと
もと小学校の先生にお願いをするということで進んでいま
す︒

しかし︑これからは︑学校も中心ですけれども︑野口先
生がおっしゃったようにいろいろな社会の分野で︑いまの
見を持っておられる君子︑リーダーの方灸に働きかけまし

道徳のあり方︑政治・経済のあり方についていろいろな意

の中堅の方灸に弘道精神を普及していくことがわれわれの

て︑学校教育の中心である先生方とともに︑あらゆる職場

そういうことで︑今日
ごの
提ご
一一
今の日
提一
言は具体的にいくつもござ

使命ではないかと思っています︒
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第五回全国支会協議会出席者

島根支会
菅谷栄夫︑越川昭︑若梅力

飯塚一雄︑狩野冨吉

︵◎印は支会長︶

干潟町支会

戸辺好郎

平山秀樹︑宍戸宏︑倉田彰夫︑粟生喜三男

野田支会

佐倉支会

福原修︑川上一男︑青木清人︑村田武広︑

古田貴

渡辺一義

安房支会
有田支会

◎金子政次︑近藤仁一︑小倉久︑篠崎弘
◎木川茂︑能勢昌一︑渡辺義人︑立井信也

平川支会
八千代支会

︵順不同・敬称略︶

◎及川正和︑上野栄一︑郡司勝美︑渡辺宏

藤下昌信︑風間一彦

鈴木勲会長︑生平幸立監事

ゆきたつ

茨城支会

本部
事務局

夕

ク

勿

︵抄録︶

三菱マテリァル株式会社会長壷

日本経営者団体連盟会長一

一謹んでお慶びを申し上げます︒

〃
グ

永野健殿︵特別会員・東京都︶

ー勲一等瑞宝章

晴れの叙勲受章者芳名

勿

〃

一

グ

ク
ク

グ

〃
〃

冬︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■■︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑ｑ︑︑ｑｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑■側可︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■■︑︑︑︑︑ｂ■■ミ︑︑︑︑ｂ■町式

如月加日︵月︶

別院などを見学︶参加者弱名

越城本丸御殿︑時の鐘︑菓子屋横町︑山崎美術館︑成田山川越

昼食ののち自由散策とする︵氷川神社︑市立博物館︑川

喜多院︵客殿︑書院︑五百羅漢像︑その他︶蔵造り資料館︑

＊第加回研修旅行︵川越方面︶

如月７日︵金︶

［

Ｆ︑︑︑︑︑ｂ口ｑ︑︑︑︑︑ｂ０ｑ︑衛︑︑︑ｂＩ︑︑︑︑︑Ｉｑ︑︑︑︑︑心Ｉ︑︑︑︑︑ｂ０ｑ︑︑︑︑︑Ｉ︑︑︑︑︑ｂ１︑︑︑︑︑！︑︑︑︑ｌｑ︑︑︑︑︑ｂＢｑ︑︑︑︑︑心Ｉ︑︑︑︑﹄

(
1
0
1
）

に

＊体育の日
加月Ⅲ日︵火︶

＊午後３時・大木衛氏︵千葉県会員︶所用のため来会
加月旧日︵火︶

工加年目綜合検査実施打合せのため来会︒

＊住友商事︵株︶花村幸宗氏ほか二名︑日本弘道会ビル竣

＊午後１時釦分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

加月創日︵金︶

治郎︑望月兼次郎︑鈴木寛一の各氏と藤下昌信︒

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑福地重孝︑加瀬正

＊午前加時︑日本大学工学部横井博氏︑中牒精一郎︵会

加月邪日︵水︶
祖西村茂樹先生女婿︑二女霞江女史の夫君で建築家︶関係資

料調査のため来会︒

＊午前Ⅲ時別分より︑第５回全国支会協議会を開催︒島

加月刀日︵木︶

根︑干潟町︑野田︑佐倉︑安一房︑有田︑平川︑八千代︑

茨城支会の支会長及び幹部諸氏朋名参加︑本部より鈴
木勲会長︑生平幸立監事︑藤下昌信事務局長︑風間一
彦職員出席︒

佃月引日︵月︶

宗氏︑清川啓太氏︑ピル管理業務打合せのため来会︒

＊午後３時︑住友商事︵株︶小田金清課長︵会員︶花村幸

＊午前加時妬分︑日本大学名誉教授福地重孝氏︵﹁泊翁の

Ⅲ月３日︵木︶

日記を読む会﹂メン零ハー︶逝去︒

Ⅲ月６日︵日︶

氏の葬儀が執行され︑古川哲史理事︑藤下昌信事務局

＊午後１時より︑市川市営市川斎場において故福地重孝
長参列︒

ｎ月７日︵月︶

事長はじめ二十八名来会︵市の今ハスにて︶懇談ののち展

＊午前ｎ時別分︑佐倉支会石渡敬副支会長︑服部忠蔵幹

樹先生の墓参を行い帰路につく︒

示室ほか館内を見学︑終って養源寺へ向い会祖西村茂

＊午後０時︑鈴木勲会長︑事務打合せのため来会︒

Ⅲ月旧日︵火︶

＊午後１時Ⅲ分︑鈴木勲会長と事務打合せのため︑藤下

Ⅱ月旧日︵水︶

昌信事務局長日本育英会へ出張︒
川月旧日︵土︶

＊午後２時より︑横浜市桜木町・横浜市立本町小学校に

して招かれ︑﹁現在の教育問題﹂と題する講演を行う︒

おいて開催された教育講演会に︑鈴木勲会長が講師と

の方盈と懇談を行う︒︵藤下昌信事務局長随行︶

終了後︑横浜市在住の小林鉱治氏ほか本会会員十数名
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Ａ云生ロ

１
−
鯵ご寄付者芳名
︵平成６年加月ｌ平成６年ｎ月︶

金一万円也西村幸雄殿︵評議員︶
金五千円也越え承子殿︵東京都︶

管理委員倉
中国山東書報社

護行中園・東方圏書公司
嶋田晋吾殿︵東京都︶
﹃孔子故里史迩考略﹄︵第三輯︶

編輯中国孔子基金会
孔子故里文物研究委員会

出版山家省出版思社済宇分社
嶋田晋吾殿︵東京都︶

◎会費領収報告

︿瑚秤賊硫斡皿朋畑叩一

ただきます︒

１この報告を以って領収書に代えさせてい

終度です︒

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

︹東京都︺

○阿部清⑦○鏑木義之⑦

○川口重男㈹綾小路有恒⑥
石川松太郎⑥吉富多寿男⑥
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金五千円也野口元殿︵特別会員︶

太田邦夫

(
6
)

著者河野辰三

柳瀬有禅

(
6
)

︹神奈川県︺

○山口隆

︹埼玉県︺

寺田秀穂

︹千葉県︺

鈴木仲秋
宮崎雅夫

安津
房
支
会計
92吉
名
(6)⑦

﹃横山安武伝記並遺稿﹄

遺稿刊行会

Ｉ発行所横山安武伝記並
河野イウ殿︵広島県︶

︵平成６年如月ｌ平成６年ｎ月︶

◎贈求図書

﹃文部省関係法人名鑑﹄平成六年度版

発行所︵株︶官庁通信社

︹富山県︺

吉永善亮

︹新潟県︺

(
7
)

鯵図書ご寄贈者芳名
︵平成６年如月ｌ平成６年ｎ月︶

﹃追想石井千明﹄

編者石井武子

発行所︵株︶春秋社

石井武子殿︵東京都︶
﹃石井千明日記抄﹄

︑編者石井武子
石井武子殿︵東京都︶

発行所︵株︶春秋社
﹃孔子︵書冊︶﹄

中園曲阜市文物

編輯中園孔子基金曾

(
7
)

(6)⑫

(
7
)

竹内竹四郎⑦

言葉の

覚嗣泰友
史明光彦

』
半
．

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

︵平成６年加月ｌ平成６年ｎ月︶

た︒﹃弘道﹄七・八月号に収載されて

諸手続きが遅れて申訳ありませんでし

島根庄司華松本幹彦

″和田秀穂〃

同様なものを感得いたしましたので︑

な有益な講演会がありましたら︑是非

一入感銘をうけました︒今後もこの様

たしました︒私の滞欧生活においても

と日本﹂︵特別講演会講演要旨︶を拝読い

いる林健太郎先生の﹁現代の世界情勢

長期間欧州へ行っておりましたので

東京都練馬区吉富多寿男

ひろば

〃 〃 〃 〃

雛

︹福岡県︺

吉永一郎

◎新入会員芳名︵敬称略︶
平成６年︑月ｌ平成６年Ⅲ月︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京阿部清師勝夫
″鏑木義之〃
神奈川山口隆市村サト

東京川口重男師勝夫

細葛中梅
川西村津

″西智文〃

◎新入会員芳名︵敬称略︶

〃 〃 〃 〃

八千代海野鉄多郎評計郡麺筆

″上山篤生〃

″佐々木和子〃

お願いいたします︒

出席いたしたく︒ご案内の方も宜しく

島根県平田市高橋能範

時下菊花薫る好季愈々ご清祥の事と

お慶び申し上げます︒

扱て﹃弘道﹄誌第九七一号を拝読い

たしました︒﹁我がふるさとを語る﹂

の菅谷栄夫氏の稿﹁わが郷土の先賢大

原幽学﹂は︑翁の生涯・思想・学問と

れた特筆すべき内容でございます︒

幽学の最後︑遺書に及んで先賢を偲ば

故越川春樹氏の﹁大原幽学研究﹂と

共に翁の業績を慕われての人物伝とし

て有難く拝読いたしました︒

会祖西村茂樹先生の日本弘道会の本

旨にふさわしい諸氏のご執筆を拝読さ

せて頂きました︒また︑特別講演会講

演要旨︑林健太郎先生の﹁現代の世界

の大いなるものがございます︒

情勢と日本﹂は先生の歴史観に学ぶも

﹃弘道﹄誌第九七一号を拝読しての

所感を記述し厚くお礼を申し上げます︒
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〜一へ‐〆ン−〜〆困、〃ｰ、戸シ、
弓も〆曾、〆

(
6
)

敬弔
福地重孝殿︵会員・千葉県︶

プがあるようですが︑実施段階での問

触時間の最も短いのが日本であり︑子

されました︒それによると︑父子の接

に関する国際比較調査﹂の結果が発表

は︑日本は︑﹁できた﹂﹁できると思う﹂

題点や今日的課題等に関する先生方の

という回答が少なく︑しつけの甘さが

どもの基本的生活習慣に関する項目で

ます︒熱心にご討議下さった七名の先

徳教育の重要性を認識した次第であり
生方はいずれの方々も︑﹁日本の道徳

先見的なご高見に接し︑今更ながら道

﹁泊翁の日記を読む会﹂メンバー
平成六年十一月三日逝去

は本報告書が公刊されるとのこと︑三

指摘されています︒来年の一月末日に

日本大学名誉教授

享年七十七歳

教育はいかにあるべきか﹂を考えるお

謹んでご冥福をお祈りいたします︒

立場にある方々であり︑改めてお礼を

支会協議会を開催いたしました︒当日

鯵去る十月二十七日︵木︶第五回全国

申し上げます︒

五○年目を迎えて﹂と題して特集し︑

五○年目に当ります︒次号は︑﹁戦後

鯵来年は︑太平洋戦争が終結して丁度

ものと思います︒

・四月号には資料としてご報告できる

編集後記
鯵月日の過ぐるのは早いもので︑もう

は︑遠く有田︑島根︑茨城支会をはじ

題を考えてゑたいと思います︒︵藤下記︶

経済的発展を逐げた我が国の現状や課

め︑九支会の支会長︑幹部諸氏三○名
のご参集を得て︑各支会の活動状況報

は︑﹁道徳教育の課題﹂という特集テ
ーマを設定して︑八月三十一日︵水︶

師走を迎えることになりました︒本号

に行われた第三回道徳教育座談会の内

口座○○一四○ 一 四三一七
郵振Ｆ替便
番号一○一
ＡＸ○三︵三二八八︶○九五六

電話○三︵三二六一︶○○○九番

発行所削畑日本弘道会

東京都千代田区西神田三︐一︲六

印刷所︵株︶共立社印刷所

編集兼
発行人
東京都千代田区神田神保町三ノー○

鈴木勲

平成六年十月三一日発行︵年会費二︑○○○円︶

平成六年十月一妾日印刷

て活溌な意見交換が行われました︒建
設的なご提言や要望については︑本部

告をもとに︑支会活動の活性化につい

の先生方にご参加いただき︑平成五年

といたしましても︑可能な範囲で実現

容を収録いたしました︒今回は︑七名
度に文部省が実施した﹁道徳教育推進

に向い努力していく所存でおります︒

年﹂に当ることから︑諸外国との比較

鯵文部省は︑今年が国連の﹁国際家族

露いただきました︒教育関係者とマス

を通じて日本の家庭教育の特色や課題

れぞれ専門的な立場からご高見をご披
コミあるいは国民一般との間に︑道徳

を明らかにするねらいで︑﹁家庭教育

状況調査﹂の調査成果を踏まえて︑そ

教育に対する理解と期待の面でギャッ

東京大学名誉教授

(発行所）

TELO
0422‑52‑1606振替東京3‑175105

オーストラリア
ァ東北部クィンズランド州の州都ブリ

ボルンなどの各地を旅行したほか︑二万一千トンのシ

者半歳の記録︒その間にシドニー︑キャンベラ︑メル

あク
る州
ィラ
ンズ
ン大
ド大
招れ
かれ
箸
古川哲史著国際武道大学名誉教授スベーンにある州に立
ィ立
ンクズ
ンラド
差学
招にか
たた箸

本会理事

ている現在︑示唆するところが大きいといえよう︒
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