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田中卓先生の教師論
若井勲夫

1日本教師会初代会長の遺訓として1
日本教師会会長

平成三十年十一月二十四日︑元皇
撃館大学長の田中卓先生が九十五歳
を前にして逝去された︒強靭な生命

力と精神力で一筋の道を貫かれた生
涯を振返ると︑三つの活動の面が見
られる︒それは歴史家︑教育家︑思

想家としての顔である︒それぞれに
全力投球し︑秀でた業績を挙げ︑深
く広い影響を与えられた︒ここでは
教育家に絞り︑偲び草だけでなく後

学への指針となる先生の教育・教師
の在り方に関する考えを祖述する︒
日本教師会−破邪より顕正を

昭和三十八年二月︑教育正常化は
もとより︑我が国の歴史・伝統にふ
さわしい教育の推進を目指して日本

教師会が結成され︑先生は初代会長
に就任された︵三十九歳︶︒本会に
は前身があり︑同三十四年十一月︑
日本教育協議会が発足し︑先生は指

導委員長を務められていた︒これが

発展的に職能・研修団体として飛躍
を期したのである︒四十一年に組織
替えで理事長制となり ︵会長は空

岐阜照教帝懇話会
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︑われわれは歴史と伝統を瑠璃し︑胡本にふさわ

しい中正な致蔀を推進する︒
︑われわれは教養と緑綬の蘭とにっとめ︑藁理愛
の滞祁とともに︑明るく紬漸な激語を研修する︒
︑あれわれは個人の自主離艦を推理しっつ︑政治

的申立を駿卸し︑主体性を堅持する︒

教師は教え子を持つ
・教師は子供を教えている︒世に多

指して︑文化の建設に関わる︒

福祉的であり︑プラス面を持つ︒教
職は人間が教養として求める知識の
付与︑心身の錬磨︑人格の形成を目

は子弟を対象とし︑能動的︑恒常的︑

来事の発生に対処する立場で︑いわ
ば受身の仕事である︒しかし︑教師

て異なる︒これらはマイナス面の出

職としては似ているが︑本質におい

教師は裁判官・弁護士・医師と専門

・教師には三つの性格︑即ち勤労者︑
専門職︑聖職があり︑この聖職を新
しく﹁文化職﹂と造語し︑提唱する︒

教師は文化職

の教育﹂︶︑要約整理して示す︒

を取上げ︵主な出典は機関紙﹁日本

の中から教師論に関わる重要な論点

そこで本稿では先生の挨拶や講演

と東奔西走されたのである︒

研究の傍ら︑会の統括︑執筆︑講演

も本務の皇畢館大学教授として教育

後十五年余り重職を担われた︒それ

五十五年五月 ︵五十六歳︶ まで︑前

席︶︑先生は常任顧問に就かれた︒
その後︑四十五年六月に会長に再任︑
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自らの目標に向かって常に自己を高

らかに実践する︒我々は自らの道︑

研鎖を経て︑自覚さるべきものであ

くの団体があるが︑仲間や同志をつ

り︑与えられるものではなく︑学び

くることが中心であり︑教え子を持

長する︒我々は十年かかって教育す

取るべきものである︒教師はまず自

・教師の在り方は教師自らの研修︑

るのである︒組織の拡大はなかなか

めていくよりほかにない︒

難しい︒そこで︑同志の獲得ととも

・教師が専門職であることは単に必

らを教育することが重要である︒

っていない︒我々は教え子を持つ︒

に︑教え子に全力を挙げる︒教師会

仮に十年経てば︑子供は十年分︑成

は息の長い運動であり︑教育はもと
もとそういうものなのである︒

要条件であて︑これに甘んじてはな
らない︒教師は知識と授業法の専門

家にとどまらず︑あくまでも師表と
しての人格︑見識︑愛情を自ら滴養

・教師が文化職という意味では子供
う理念で進んでいて︑﹁使命﹂とい

い︒それこそが教育の原点である︒

し︑生徒・学生を育成せねばならな

達に対する奉仕活動をしていくとい
う考え方はここから導き出される︒

︵
補
記
﹀
以上の三点は互いに関わり合って︑
あるべき教師像を示している︒これ

教師にはボランティアとしての活動

そういう面が特筆されるのは︑ここ

はまた私ども教師会員が教師として

が本来のものである︒ソクラテスや
プラトンや孔子︑吉田松陰にしても︑
に教師の本質があるからであろう︒

きた︒教師は自ら律し︑鍛え︑自己

生きる根本的な精神と姿勢を養って

形成に努めねばならない︒その師の

この点がいわゆる教育専門職という
に︑また︑教師そのものの価値をよ

く︒師は弟子に強制するのではなく︑

生き方が弟子に反映し︑影響してい

性格を曖昧にする一面があるととも

・教師の決意は教育に対する愛情に

り高尚たらしめる所以でもある︒

裏付けられ︑また︑愛情に貫かれた

る同学︑同友といえる︒先生はこの

弟子の生き方を助けて︑導き︑開い
ていき︑その成長を見守り︑待つの
である︒師弟は共に道を学び︑求め
・教育の眼目は人間としていかに生

教師の自己教育が根本

ものでなければならない︒

き︑いかに歩むべきかという人間の
道︑道徳を明らかにして︑その実践

心構えで長らく若者に向い︑門下生
は今もそれぞれ学界︑教育界︑神社
界を中心に活躍しているのである︒
︵京都産業大学名誉教授︶
を教えることにある︒教師として自

ら求め︑教師たるの道︑教師道を明
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皇位の世襲は可能かー典範改正

功

の合意形成に向けてー
所

い
る
︒

てきた︒しかし︑一二五代︵と北朝五

皇︵女帝︶の子孫︵男系︶皇族のうち︑

を忘れてはならない︒

位︶の女帝がおられ︑各々に相応の治

代︶ のうち八方十代︵二方は二度即

に即位する﹂と定める︒これも旧典範

﹁天皇が崩じたときは︑皇嗣が直ち

今上陛下の譲位
もう一つ︑現行典範の第四条には

昭和天皇の崩御と

の象徴であって﹂と定められるから︑
〝象徴天皇制〟と称される︒しかし︑

績をあげられたことも忘れてはなら

ほとんど皇族身分の男子が継承され

周知のとおり︑第一条に﹁天皇は日
本国の象徴であり︑日本国民の統合

続けて﹁この地位は︑主権の存する日

を承け継いだものであり︑それゆえ

本国民の総意に塞く﹂としながら︑第

増加し混乱する傾向の抑制措置であ
ったとみられる︒しかし︑長らく皇位

も宮家も世襲できたのは︑継嗣がな
ければ他家の皇族を養子に迎え︑諸

しかし︑昭和天皇︵明治三十四年・

一九〇一生まれ︶は︑父君が病弱のた
め︑大正十年︵一九二一︶から五年間︑
皇太子で﹁摂政﹂ の大任を委ねられ
た︒そして満二十五歳で践辞され︑戦
前・戦中・戦後を通して辛苦を重ね︑
同六十四年︵一九八九︶一月七日︑満
八十七歳八ケ月余で崩御された︒そ

退職近くに就任され︑以来三十年間︑

皇位を担われた︒一般人ならば定年
﹁皇族の身分を離れる﹂と定める︒こ

ある︒

族以外の一般男子と婚姻されたら
れも明治以降︑終戦ころまでは︑男性
皇族が多数おられたから︑皇族女子
の結婚相手はほとんど皇族身分の男

全摘手術をされ︑また八十歳近くで

心臓冠動脈のバイパス手術を受けら

ある譲位の歴史も調査し尽くされ

れた︒その間に将来の在り方を熟慮
以外︑皇籍離脱を余儀なくされた︒そ

結し過大な課税を命じたので︑やむ
なく直宮家︵昭和天皇の三弟と家族︶

のため︑皇族女子は一般男子と結婚
されるほかなくなった︑という事情

されて︑皇極天皇︵六四五年︶から光
格天皇︵一八一七年︶まで六十例近く

とはいえ︑七十歳寸前で前立腺の

ことは︑まことにありがたいことで

のお務めに︑全身全霊を尽くされた

性であり︑皇籍を離れずにすんだ︒し
かし戦後は︑GHQが皇室財産を凍

日本国および国民統合の象徴として

さらに第十二条で﹁皇族女子﹂は皇

在位されたのである︒

により︑これを継承する﹂としている

明治・大正・昭和の三代天皇は︑終身

明けて平成三十一年︵二〇一九︶に
は︑四月三十日限りで今上陛下が﹁退
ことも重要である︒

く︑と思われるかもしれない︒

しかし︑現行の法制を改正しなけ

て︑国会の議決した皇室典範の定め

位﹂され︑翌日から新天皇が﹁即位﹂

二章で ﹁皇位は︑世襲のものであっ

な
い
︒
また第九条で﹁天皇および皇族は︑
養子をすることができない﹂と定め
る︒これは旧典範の制定当時︑急増し
た宮家に男性皇族が多数おられたか

される︒

すなわち︑象徴天皇の地位は︑時々
の世論により勝手に選び出すのでは
ない︒過去・現在・未来に通底する﹁日
本国民の総意﹂ ︵いわゆる一般意志︶
として﹁皇位は世襲のもの﹂と確定
し︑具体的な継承方法などを法律の

の直後に践辞されたのが今上陛下で

在となる恐れも少なくない︒

皇室典範の定める

厳しい三つの原則
この皇室典範は︑明治以来の旧典
範を十分に検討する余裕のない状況
で︑大筋そのまま承け継いでいる︒そ
れには︑古代以来の歴史をふまえな
がら︑近代的な立憲君主制の皇室に
必要と考えられた厳しい規制が盛り
込まれている︒
すなわち︑まず第一条で﹁皇位は︑
皇統に属する男系の男子が︑継承す
る﹂と定める︒確かに皇位は︑神武天
皇以来の血統︵皇統︶に属する男性天

ら︑次男以下の養子縁組により益々

れば︑皇族の方々が次第に減少し︑や

皇室典範で規定する〝世襲天皇制〟

はならない︒

王でも天皇の養子︵猶子︶にすれば親
王として当主になれたことを忘れて

このような皇位の継承は︑行われ
るのが当然であり︑今後も続いてい

がて皇位を継承しうる有資格者が不

にほかならない︒

ある︒当時すでに満五十五歳にして

それはなぜだろうか︒そうならな

いためには︑どうすればよいのだろ
うか︒この機会に︑管見の一端を略述
させて頂こう︒

現行憲法の定める
象徴世襲の天皇制度
昭和二十一年︵一九四六︶十一月三
日︵明治節︶に帝国憲法を改正する形
で公布された現行憲法は︑多くの問
題を内包している︒しかしながら︑最

も重要な国柄を表す第一章は︑旧憲
法と同じく﹁天皇﹂であり︑八条に亘

り天皇の立場や任務などを規定して

代の皇嗣︵皇位継承第一人者︶の皇太

︵責任と役割︶ を元気なうちに次世

た︒その上で︑象徴天皇としての務め

る﹁退位﹂ ︵譲位︶を可能にしたもの

したまま︑﹁特例﹂として御高齢によ

典範第四条の終身在位を原則的に残

員賛成により可決成立した︒それは

範特例法﹂が︑衆参両院の出席者の全

行き詰まってしまう恐れがある︒

ても推進しなければ︑皇位の世襲は

ような現実的改革を他の条項につい

来の原則を当面変更しないで︑現状
にふさわしい特例を公認したが︑か

保するための方策について︑立法

と︒

性が取れるよう検討を行い︑その
結果を速やかに国会に報告するこ
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の諸課題︑

は︑国会は︑安定的な皇位継承を確

これは重要な決議であって︑政府

※三 ︵新元号の施行時期への配慮︶

皇族方︵特

について︑

がある︒

具体的な方策を十分に検討して現行
典範の現実的な改正を実現する責任

も国会も本年五月以降︑すみやかに
﹁安定的な皇位継承﹂ を可能にする

に未婚女

とに鑑み︑

であるこ

要な課題

きない重

ことはで

ばしする

くことに特徴がある︒

化により例外を認めて本質を守り抜

重要なものながら︑時代や状況の変

い︒しかし︑原則は慣例や法則として

則﹂の区別である︒原理は宗教でも科
学でも絶対的なもので例外を認めな

に︑皇族方

本法施行
後速やか

て︑全体と

モラロジー研究所研究主幹︶

︵京都産業大学名誉教授・

ができることを念願している︒

して整合

の事情等
も踏まえ

するような方向で︑大方の合意形成

それゆえ︑私は現行典範の﹁男系男
子﹂限定を原則として例外も認める
男子優先とし︑皇族の養子縁組も皇
族女子の宮家養子も特例として容認

ても︑先延

齢からし

子︶の御年

この話題に関する管見は︑別途詳
述したいと考えているが︑その前提
として必要なことは︑﹁原理﹂と﹁原

女性宮家
の創設等

二︑一の報告を受けた場合において

子へ譲るほかないと決心され︑既に
平成二十二年︵二〇一〇︶その御意向

しかし幸い特例法を成立させた国

府の総意が取りまとめられるよう

を示されたのである︒

で︑その意義は真に大きい︒
﹁安定的な皇位継承﹂を

検討を行うものとすること︒

遊掘舵の皇室と富轟

可能にする智恵

決議﹂を加えている︒

−

きたLe罵る曾

北白川雪︶成久重〜北白川適久

離箋−竹田憧蕊

一︑政府は︑安定的は皇位継承を確保
するため

会︵衆参両院︶で︑次のような﹁付帯

それを承けて︑政府も国会も慎重
に論議を重ね︑ようやく同二十九年

山階雷︶晃親王

琵頂嘗︶博経親王

畿艶麗饗饗

−

この﹁皇室典範特例法﹂は︑明治以

l 難さ参

韓時評

六月︑﹁天皇の退位等に関する皇室典

男ま平成翰1年董月琴在
※現皇族の満年齢〈
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強で落ちこぼれ︑ひどいイジメにも

先生は幼い時に養子に出され︑家
庭的に恵まれないなか小中学校と勉

宮

が教師になるまで〜育てよう子供の

くか解決策を求めていきたい︒
一︑講演I ﹁オール1の落ちこぼれ

相互評価︑教師の評価を目的とした

ジティブカードや道徳カードという

ことで成長を感じさせた︒さらにポ

校したら︑自分の気持ちを図に表さ
せた︒また自分が一日をどう過ごす
かイメージをさせ︑それを繰り返す

年生十の掟﹂を作らせた︒また朝登

るため︑子供たちに話合わせて ﹁三

最初に心掛けたのは規律を持たせ

れ︑それを立て直した体験を報告︒

四︑シンポジューム・テーマ ﹁子供

が自己肯定感につながる︒

いいなあと道徳を先生と楽しむこと

こうした教師の準備により︑毎週︑

その他︑ポスターなどもよい補助
教材になることを実例を挙げられた︒

せたい価値をよみとることが必要と

だが︑教材のなかに含まれる気付か

授業を組み立てる上で大切なこと
は︑中心発問を的確に用意すること

道徳科教育研究協議会

あうという悲惨な環境で育った︒高

カードを使い︑日常の児童の言動を

に自信をつけさせるためには﹂

本年度の研究テーマは﹁道徳の授

たものになるよう立ち上げられた︒

が開かれた︒

昨年十一月二十五日︵日︶︑伊勢市
皇学館大学において第五回研究大会

報告

校受験はあきらめ大工見習いとなる

誉める毎日を繰り返したのである︒

研究大会

同会は皇撃館大学渡邁毅准教授

が︑養父母とも病死して天涯孤独の
身となる︒二〇歳を過ぎて勉強の必

先生のそうしたきめ細かい学級の指

第五回

︵日本教師会副会長︶が︑新しい道

要性を感じ︑テレビ番組を見て物理

べき態度︑言葉を覚え︑集団として

導で︑子供たちは徐々に学級でとる

このような大変な体験を語りなが
ら︑イジメを受ける子供の心境や落

て高校教師になるのである︒

物理学科に入学︒同大学大学院を出

力をつける﹄道徳授業の作り方﹂

三︑講演Ⅱ﹁﹃先生が楽しむ・子供が

もまとまりある学級に成長させた︒

明された︒岸川先生は﹁高校生レス

の自尊感情を育てる上の留意点を説

後に参加者からの質問に答える形で
会が進行した︒
松本先生は心理学の立場から︑真

先生

神戸親和女子大学准教授

ちこぼれていく子供の姿を説明し︑

総合センター専門主事 毛利豊和
先生
道徳の授業を作るには①確かな基

トラン﹂ の実践者で高校生を街作り

本延春

登壇者

親や教師にどんな配慮や言葉かけが

として︑実践例をあげながら説明を

本②遊び心③簡単意識が必要である

に参加させる発想を︑活動の実際は

作家・元高校教師

徳科について予想される様々な課題
を克服し︑新しい道徳教育が充実し

学に目覚め定時制高校に入学︒猛勉

自信﹂講師

業に自信をもつためには﹂とし︑合

強の末に二七歳で名古屋大学理学部

して具体例をあげて説明された︒

めにはどうするか﹂も検討された︒

わせて﹁子供に自信をつけさせるた

施されているが︑教員免許の取得に

欲しかったかを述べられた︒子供の

された︒道徳科の目標はよりよく生

加藤さんが発表︒佐藤先生は柔道の

渡遽准教授は開会の挨拶でその趣

二単位しか当てられておらず︑若い

自殺などは親も教師も子供の声が聴
けなかったがために起きる︒大人は

きようとする力を育てることにある︒

松本麻友子先生︑皇寧館大学岸川政
之先生︑皇撃館大学准教授佐藤武尊
先生︑皇学館大学現代日本社会学部
一年の加藤総心さん
最初に四名の登壇者がそれぞれの

先生方から指導に自信がないという

子供の心理を理解し︑言葉を受け止

それには道徳の授業が ﹁いいなあ﹂
伊賀市立府中小学校教諭

与﹂ していることになり︑その継続

こと自体が道徳的な価値に﹁自我関

て成功体験の重要性を述べられた︒

ォーマンスを求めることが大切とし

本年度から道徳科の授業が先行実

旨を次のように説明された︒

声を聞く︒また日本の子供たちの自

めることの必要性を強調された︒

指導を通じて日常の中で最高のパフ
先生

立場でテーマに関する見解を述べ︑

低さも依

尊感情の

二︑実践発表﹁子供たちに自信をつ

と感激できることが大切︒そう思う

発表者

京都市教育委員会教育相談

然と問題

けさせるためには〜学級経営から﹂
も自信を

溝口哲志

講師

になって
いる︒教
師も子供
つけるた

会は予定時間を超えて閉会した︒H

会場から多くの質問が出され︑大
生まれてくる︒

により自分にもできるという自信が

めに︑ど

先生は新採二年目の若い教師であ
るが︑学級崩壊をした学級をまかさ
うしてい

