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ーツの日﹂ に変えたと聞いて怒りが込上げ
た︒国民の祝日を英語に変更とは何事ぞ︒﹁日
本体育協会﹂は﹁日本スポーツ協会﹂に︑﹁国
民体育大会 ︵国体︶﹂ は ﹁国民スポーツ大会

﹁コンプライアンス﹂

と知ったかぶりす

︵国スポ︶﹂ に変えると言う︒開いた口が塞
がらない︒政治家が ﹁国民的コンセンサス﹂
やら

ある︒英語は週三回︑三単位︒生徒は英語は

の区別ができない︒

好きだが ﹁できない﹂︒アルファベットを覚
えてないから辞書が引けない︒B8kとー8k

その後︑﹁進学校﹂ に転勤すると ﹁これが

同じ高校生か﹂ と思う程の違い︒ほぼ全員が
国立大学志望︒部活動もほぼ全員加入︒三年
になると授業は大学人試問題中心に︒
この子等も出だしは同じ︒英語を始めた
最初の頃は全員が嬉々として授業に参加し

Hが串Cになると途端に難易度が上がる︒
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︼gOhoZari︷a．と叫んだだろう︒しかし︑

るのとは訳が違う︒
元々日本語に無い物︑例えば︑オリンピ
ック︑タービン︑ディーゼル等ならやむ得

過去形は串OgOed︷OZari︹aかと思いきや︑
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街中には英会話学校が溢れている︒NH
Kの語学番組の大半は ﹁英語﹂︒言葉は小さ

る者がいる︒一方︑

て︑今ここにはいない︶ は複雑すぎると立腹す

完了形の国eFasgBe︹OZ営i﹇a．︵成田に行っ

る︒官民挙げて日本人は ﹁英語﹂ を崇め過ぎ
である︒大半の日本人が英語が出来ないのは
﹁必要ない﹂ からであり︑教育制度が間違っ
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いうちに始めた方が良いと
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リシユ﹂﹁キッズ・ルーム﹂なるものがある︒

﹁キッズ・イング

私などは ﹁キッズ﹂ と聞くと ﹁傷﹂ を連想す
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名なThc Ge卓sb雲00Address最後は ﹁人民の人民
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﹁ユニバーサル・タクシー﹂ は車椅子で
ン﹂は集会所︑公民館らしい︒cOE害毒iゼC登︷e富

も乗車できる大き目のタクシーで︑﹁コミセ

︒
る

学校における英語教育は現状で十分︒英

スタートは同じだった︒同じ先生︑同じ
授業だったのに差が付く︒壁に当ってやる気
を無くす者と︑壁を乗り越えようと挑戦する

ようにしよう﹂︶を諾んじる者もいる︒

による人民の為の政府がこの世からなくならない

語に血道を上げるより︑国語教育︑道徳教育
に時間をかける方が時代の要請に沿うもので
ある︒ところが英語教育は ﹁英語教﹂ と言う
べき ﹁宗教﹂ となっている︒しかも国が先導
しているから紛れもなき﹁国家宗教﹂である︒

がある︒初任は農業高校︒所謂 ﹁底辺校﹂ で

私は中学時代から英語が好きで ︵英語しか
できずとも言える︶ 千葉県の公立高校の英語
科教員に奉職四十年︒公立校であるから転勤

の略語だろうか︒

国が先導となって ﹁体育の日﹂ を ﹁スポ

為に必要だからである︒又︑白鵬や琴欧洲が
完璧な日本語を繰るのも必要だからである︒

京 ているからではない︒必要は発明の母︒遼君
が出来るのはスピードラーニングのお蔭もあ
東
ろうが︑海外で暮らし海外の選手と渡り合う

﹁小学校から英語﹂ と聞いて私は初めか
育 ら反感を詩っていた︒英語教師なのに︑であ

則ち復びせず﹂︒︶ ︵﹃論語﹄︶

︵子白く ﹁憤せざれば啓せず︑排せざれば発
せず︒一隅を挙げて三隅を以て反せざれば︑

反則不復也﹂

子日 ﹁不憤不啓︑不俳不発︒挙一隅不以三隅
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者がいる︒
やる気を無くした者に何を教えても無駄︒
逆にやる気のある者は少し教えるともっと知
ろうとする︒

冒頭に挙げた ﹃論語﹄に ﹁不憤不啓不俳
不発﹂とある︒﹁発奮しない者には教えない︑
発言したくない者には発言法を教えない﹂︒
又﹁挙一隅不以三隅反則不復也﹂とある︒﹁少
でなければ教えても駄目でしょ﹂︒

し教えたら︑その他の事は自分で考えるよう
英語にはYOuO営−eadahO索︹OWaterUb宝

﹁馬を水辺まで連れては行けるが︑飲む気が

y昌C蛍﹁ご婁芙eh巨富巨．と言う言葉がある︒

﹁出来ないものは出来ない

やる気の有る無しは個人の努力次第だが︑

なければ飲ませることはできない﹂︒
いくら努力しても

に感謝した方が人生は楽しい︒
さてもさても文科省というは余計な指示

命令を下す︒インターネットに溢れている︒

﹁グローバル化に対応した英語教育改革
実施計画﹂
﹁初等中等教育段階からグローバル化に

＊日本人としてのアイデンティティに関
する教育の充実︵伝統文化・歴史の重視等︶

さてもさても︑的外れで卑屈な文章であ

る︒﹁グローバル化﹂は意味不明︒英語はG一〇ba−

だろうが辞書を引くとa8−Oba−W学︵世界戦争︶

a巨OnS︹opg−Oba−書g夏︵無着陸世界一周旅行︶

巨OgHOba−宮古孟Ofa試○︹○セ︵工場の総生産高︶

宇edlea童Ofg︼Oba−p88︵世界平和の夢︶等︒

とすると ﹁グローバル化に対応した﹂ とは
﹁日本国内だけでなく世界を相手にした﹂ な

対応した教育環境づくりを進めるため︑小学
校における英語教育の拡充強化︑中・高等学
校における英語教育など︑小・中・高等学校
を通じた英語教育全体の抜本的充実を図る︒﹂
そして

のだろうか︒それなら百五十年前の

そして
＊小・中・高を通じて一貫した学習到達

︵2︶

その総力を向上さ

scJedu＝さg︶ における学習時間の単位﹂ という

書によれば ﹁モジュール方式時間割︵ヨOdu−ar

で十分︒
﹁モジュール授業の活用﹂ とは初耳︒辞

せるための講習﹂ とある︒ならば ﹁英会話﹂

を円滑に行う能力

辞書にはCOききuniOatiOn Sk萱︵1︶意志疎通

ある︒
﹁コミュニケーション能力﹂ も意味不明︒

良い︒いくらでもいる︒肝心なことは中身で

相手の言葉が分らなければ通訳を雇えば

努め︑有色人種で初めて白人と対等に渡り合
うようになった︒勢い余って ﹁鹿鳴館時代﹂
と椰擬されもしたが︒

界に求め大に皇基を振起すべLL の精神だ︒
あの頃は国民の大半が英会話が出来なかっ
た︒それでも文明開化とかやらで富国強兵に

新﹂ の ﹁五箇条の御醤文﹂ に日く ﹁知識を世

﹁明治維

一﹁グローバル化に対応した新たな英語
教育の在り方﹂ として︑
○小学校中学年⁚活動型・週一〜二コマ

程度
・コミュニケーション能力の素地を養う

・学級担任を中心に指導
○小学校高学年⁚教科指導型・週三コマ
程度︵モジュール授業の活用︶

学が出来ないのは先生の教え方が悪いのでは
ない︒数学の素養がなかったのである︒﹁無

目標を設定することにより︑英語によるコミ
ュニケーション能力を確実に養う

・初歩的な英語の運用能力を養う
・英語指導力を備えた学級担任を加えて
専科教員の積極的活用
○中学校
・身近な話題についての理解や簡単な情
報交換︑表現ができる能力を養う
・授業を英語で行うことを基本とする︒

物強請﹂ をしても埠が開かない︒すっぱり諦
めた方が潔い︒無い物を欲しがるより在る物

全員が出来るのはあり得ないことである︒数

りは説明は出来ない︒説明出来ないものがあ
るから世の中は面白い︒
人には得意不得意があるのが自然である︒

もの﹂ である︒私事で恐縮ではあるが︑私の
の
脳に英語はどうにか入るが︑理科数学は全く
京 入らない︒怠け者だからではない︒先生の説
明を良く聞き︑ノートも綺麗に取り︑予習復
東
習もやったが頭に残らないのである︒いくら
やっても出来ないものは出来ない︒こればか
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の
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から﹁モジュール方式時間割﹂とはと辞書を
かき混ぜても見当たらず︒どうやら﹁細切れ
時間を運用した授業﹂ かもしれないと邪推︒
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古刹に参詣した時であった︒その寺には有名

越綾の北蒲原郡の乙村にある乙賓寺といふ

私は洗怒らっの掠鶉説を聞いた︒それは

貴い侍説

和十年版︶ 所収のものである︒漢字︑送
り仮名は原文通り︒読み仮名は︑適宜新
たに加へた︒︺

語讃本 巻三﹄︵現在の中学二年前期︶ ︵昭

︹次の文章は︑八波則吉編著﹃現代国

戦前の中学国語の教科書を読む︵十二

教 と自信を与えよ︒﹁学問のすゝめ﹂ を薦め︑
自己責任を学ばせよ︒
︵会員︶

育 させよ︒﹁武士道﹂ を学ばせよ︒若者に勇気

よ︒﹁万葉集﹂ を学ばせよ︒﹁平家物語﹂ に涙

日本の文部科学省よ︑小手先の制度弄り
をやめよ︒媚び諮うな︒日本の美点を語れ︒
﹁古事記﹂ を学はせ︑国の成り立ちを学ばせ

は良し︒但し ﹁アイデンティティ﹂ は不明︒
﹁自覚﹂ ﹁自信﹂ ﹁誇り﹂ として欲しかった︒

する教育の充実 ︵伝統文化・歴史の重視等︶﹂

授業のようである︒
﹁日本人としてのアイデンティティに関

果たして一時間目の前の十分とかを活用する
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な大日如来を安置した大日堂がある︒その
境内に︑先年特別保護建造物として指定さ
れた︑何ともいへぬいゝ形をした三重塔があ
る︒かの博説はその三重塔の建立に関して語
り侍へられたものである︒
その三重塔の建立は慶長十九年五月で︑棟
梁は京都の住人小島吉正である︒その塔の建
築には︑さすがに有名なその棟梁も︑心を痛
め蓋したといばれてゐる︒どう工夫して見て
も︑うまく行かなかった︒たうとう彼は工事

半ばに︑絶望の極︑夜逃をしてしまった︒ど
こへといふあてもなかつたが︑彼は唯姿を晦
ましさへすればよかつたのだ︒
彼は眞暗な夜道をたどって海岸へと出た︒
そして海岸に沿うて西へI−と歩みを運ん
だ︒眞暗な砂濱に打ち寄せる浪の音は︑時に
はこの世に聖を失った彼を誘ふやうにも思は
れた︒いっそあの暗い波間に飛び込んでしま
はうかといふやうな突きつめた愚も︑幾たび

乙賓寺の三重塔

となく彼を襲うた︒然し彼はやはり死ねなか
った︒彼は唯むちゃくちゃに闇の中を歩くの
みであった︒
自分の生命を打ち込んで工事を進めて来た

譜

ぁの三重鷺∵∵言‡
失敗は︑荷．
も襲術を己の
生命とする彼
に取っては︑
正にこの世に
於ける彼の滅

亡に外ならなかった︒しかも彼はなぜかうし

てその場を逃げ出して束たか︒それを反省す
る時︑彼は我ながらその卑怯を呪はずにはゐ

られなかった︒自己に討する呪は︑やがて自

己に討する憎みであった︒けれども︑彼はそ
の呪ふべき自己︑憎むべき自己を闇の波底に
葬ってしまふべく︑なはそこに故知れぬ恐怖
があった︒さういふ矛盾した心の苦しみは︑
唯彼の心を狂はせ乱れさせるばかりであっ
た︒今の彼の歩みは︑全く狂へる者の歩みに
外ならなかった︒
彼の心は底知れず晴かつた︒然し︑天地の

闇はいつとはなしにほの小︿−として︑黎明の

光に照らされ始めた︒ほのかに明るみかけ
た大海の面では︑まづ波の穂の白いのが朝
の光を受けた︒やがて彼の前には︑果しも
なげに績いた廣い砂濱が見えて来た︒光は

刻一刻と地上の明るさを増して行った︒明け
離れて行く海には︑光を歓ぶがごとく波が小
躍してゐた︒波間に浮いてゐた鴎の胸は銀色
に輝いた︒夜露にしっとりと濡れた砂濱に︑

長く︿頼いた彼の足述︑むちゃくちゃに闇
の中を歩いて来た彼自らの足述︑1−−それさ
へも今は朝の光に照らされて︑一條の長い道
となって現れた︒
さうした朗かな黎明の大地の上に立った彼
は︑今は何もかも忘れはてて︑唯茫然とその

美に酔うた︒そして倒れるやうに︑彼は大地
の上へ全身を投げ出したのであった︒

それから幾時過ぎたか分らなかつたが︑夢

東

とも現ともなく︑彼は耳もと近くに︑子供た

ちの楽しさうな笑聾を聞いた︒永い眠から醒
めたやうに︑彼はふら／＼と起き上った︒す

ると︑膜腱とした彼の眼の前に︑三人の子供
が砂上に坐って︑何か頻にやってゐるのが現
れた︒何といふ講もなしに︑彼はその方へ吸
ひ寄せられた︒子供達は遊に夢中になってゐ
るのか︑彼の近寄ったことに少しも気づかな
かつた︒が︑その刹那︑その隣れな建築師の
疲れはてた両眼には︑突如として不可思議な
輝きが現れた︒死んだやうになってゐた彼の
全身には︑不思議な生気が充ち溢れた︒
三人の子供は石を津山拾ひ集めて来て︑そ

れを積み重ね積み重ねして︑塔のやうなもの
を造らうとしてゐるのであった︒彼等は今や

てゐたかの絶望の建築師は︑或瞬間に至っ
て︑貴い何ものかを獲得したやうな確信に輝

さうした三人の子供の遊に飽かず眺め入っ

い︑倦まない︑止めない︒そして遂に或一つ
の纏まった形が出来上る︒すると︑彼等は共
に手を拍ち鷲をあげて喜ぶ︒そして更にそれ
を崩して︑また新に始めるのであった︒

なか︿うまく行かない︒積むと崩れる︒崩
れるとまた積み始める︒幾度となく失敗し︑
幾度となく始める︒しかも彼等は失望しな

して或一つの形を組み立てつ1ある︒が︑

京 ねる︒代るぐ・彼等はそれを続けて︑着々と

教 すべてを忘れて︑その事に全心をうち込んで
ゐる︒甲が一つの石を置くと︑乙は次に他の
の
一つの石を積む︒更に丙がそれに一石を重

育
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く面もちを以て叫んだ︒
﹁そこだ︒その呼吸だ︒その組方だ︒﹂

ある︒

そしてさう叫ぶや否や︑彼は再び狂へる人の
如く︑もと来た道へと騒据碩った︒
さうした事があって︑漸くの事で出来上
ったのが︑今日見るが如き端厳微妙な姿を
もった乙賓寺の三重塔であるといふのが︑
侍説のあらましである︒しかも倍説はそれ
に附け加へて︑その三人の子供は大目堂の
大日・薬師・禰陀の化身であったといふので
﹁智慧は私達を子供にかへす︒﹂ とパスカ
ルはいった︒私達は更に ﹁子供は私達をほん
たうの智慧に導く︒﹂ ともいひ得よう︒乙資
寺三重塔の停説は︑私にさうした貴い暗示を
輿へる︒﹁子供は俳の化身であった︒﹂ といふ

新潟蟻の人

︵野を歩む者︶

明治十六年生

文

その侍説の附含をも︑私はそのま1受け容れ
るに躊躇しない︒さうだ︑すべての幼鬼は面
の権化であり︑鶴の化身である︒
︵
原
話
︶

相馬御風
名は昌治

筆者
特別保護建造物
今は国賓建造物といふ
慶長
後陽成天皇・後水尾天皇の年競︵三雲三一七四︶
パスカル
フランスの数聾者・哲筆者︵︸STmaN︶︒

︵編集者註︶

慶長の年号の下の数字は皇紀︒西暦では三九六
−三一四である︒

日本教師会第六十回教育研究大会

本年度の大会は︑令和2年12月26日 ︵土︶

27日 ︵日︶ の二日間で開催される予定です︒

関西地区の主管です︒

この日程は五輪大会を避けるためのもので

︒
す

お願い
二千円

1330150

年額

一︑会費納入のご協力をお願いします︒

普通預金

﹁みずほ銀行﹂港北ニュータウン支店
743

口座

佐藤健二

店番号

名義

二︑﹁東京の教育﹂ へのご投稿をお待ちして

います︒
字数は三千字程度以内でお願いします︒た
だしこれより長いものは数次に分けて掲載す
ることもできます︒

さい︒

仮名遣いは古典現代いづれかに統一して下
さい︒また︑写真や図版の掲載はご相談くだ

送り先は題字下にあります︒また︑メール
の送り先は次の通りです︒
事務局アドレス ︵佐藤︶

kOヨaSa︹○⑧junP8n．董e．Lp

