ー三㌧麗三
巻頭言

横久保義洋

三十年を省みて
岐阜聖徳学園大学准教授

最近︑時間が流れるのが頓に速く
なってきているように思われる︒ほ
んの少し前に新学年がはじまったば
かりのような感覚がまだ残っている
うちに︑もうすぐ次の学年を迎えね

h
′∴ii

凵^繋肇
．子
／愛鬱
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二 一 一一∴∵←、

メタセコイアの林（小石川植物園にて）

︑われわれは歴史と伝統を尊重し︑日本にふさわ
しい中正な教育を推進する︒
︑われわれは教護と品位の向上につとめ︑真理愛
の糧神とともに︑明るく純粋な教育を研修する︒
︑われわれは個人の自主醇厳を尊重しつつ︑政治

的申立を厳守し︑主体性を堅持する︒

のが文政九年のことであったが︑そ
こから大獄の始まった安政五年まで

三十三年︑ほぼ平成の全期間に相当

する︒さらにいえばそこから御一新
を経て日清戦争の始まった明治二十

七年までが三十七年であるが︑その

て取り上げると︑それからもう半世

間︑いかに社会が大きく揺れ動いた
か︑その時代を生きた人々が後にな
って振り返ってみた場合︑決して﹁短

ばならない時期になったことに気が
毎年その繰り返しである︒

このように同じ三十年間といって
もっとも︑これは我が国の社会が

激流となって容赦なくすべてを呑み

おだやかに流れていくこともあれば

も︑時がさしたる波瀾も起こさず︑

るが︑他面では当時からの教育現場

長年にわたり安定・成熟していたた
めでもありよろこぼしいことではあ

ある︒

成初の頃ではないか︒その時分から

皮相の見に惑わされず︑将来を洞察
する力を培い︑世の浮沈と共にする

におけるものを含め︑政治・社会上
のあらゆる問題が依然として解決途

る︒さて令和改元以来すでに十ケ月
を閲し︑いよいよ新しい御世も本格
的に始動したといってもよいのであ
るが︑これからの三十年は果たして
どちらの三十年となるのであろう

うか︒

上にあることをも意味する︒しかし
ながら︑三︑四十年という歳月は必

読み︑古人に学ぶことを第一義とし

のになったと思うこともしばしばで

進歩があったことは否定しないし︑
何よりも我が国をめぐる内外の情勢

ずしも我々が昨日まで経てきたよう
な本当に変化に乏しい︑思い返せば

ているのではあるが︑それを通じて
ある︒とはいえ︑その一方ではその

過去の時代において三十年前後の
間にどれだけの変化があったかを顧

が大きく変貌したことは言うまでも

な
い
︒

一瞬の間といえるものばかりであろ

頃と社会全般の姿が根本的には違っ

し武門の天下を平治すること︑是に

みてみたい︒例えば︑頼山陽が﹁蓋

ことなき堅忍不抜の精神を求めてゆ
かねばならない︒
てはおらず︑時代の雰囲気が継続し

れは筆者自身の怠惰・鈍感のせいば
かりでもないらしい︒︵前回の︶東京
オリンピックや大阪万博を話題とし

至りて其の盛を極むと云ふ﹂と幕府
支配の磐石を︵表面的には︶称えた
一文を以て﹃日本外史﹄を掴筆した

ているようにも感ぜられる︒別にこ

か︒勿論︑我々は孜々として古書を
かつてとは異なる︑馴染みのないも

筆者自身についても教壇に立ち始
めた頃に比べ徐々に教室の雰囲気が

込もうとする勢いを生ずることもあ

現在までの間科学鼓術にいささかの

こうして一年︑また一年と積み重
ねてゆき︑何時の間にか﹁一世代分﹂
ともいわれる三︑四十年の歳月が流
れていったのであるが︑丁度いまか
ら三︑四十年前といえば昭和末・平

あちこちでよく出逢ったりするので

つき︑あらためて驚かざるを得ない︒

姐058370−1510
日座番号00細事5390

である︒

（探主後藤矩卵場所

く﹂感ぜられる年月ではなかった筈

〒503−0108

に﹂と今更ながらに呆然とする人に

各務原市須衝町4亮91

紀以上経っていることに対し︑﹁つい
昨日のことのように思っていたの

岐箆．風教脊懇話会
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いじめ問題の現状と課題

①学校における取組︵実効性のある

二︑いじめに関する取組

②いじめられている子どもの立場に
立った親身の指導を行うこと︒

り︑抜本的な見直しをすべきである︒
平成二三年はいじめ問題に関する

対策をとった︒こうして中央では
種々の環境整備が行われ︑地方でも
それに応じて対策がとられていった︒
岐阜市では﹁推進法﹂に従い ﹁岐

職︶ の学校での位置づけを明記し︑
いじめ・自殺等対策官︵いじめ等の

転機の年であった︒大津市において

阜市いじめ防止等対策推進条例﹂を

指導体制の確立︑実践的な校内研修

重大事態の発生時に自治体や学校を

はじめに
中学二年生の自殺事件があり︑当初︑

の実施︶

な関わりを有していること︒

昨年七月︑岐阜市において中学三
学校や教育委員会がいじめを認知し

制定し︑平成二六年に施行した︒そ

②適切な教育指導○すべての児童生

③いじめは家庭教育の在り方に大き

年男子の生徒がいじめを苦にして自
なかったことで大きな批判が起きた︒

針を策定し︑いじめ防止等対策推進

れにより各学校はいじめ防止基本方

支援する専門官︶を設置するなどの

殺した︒事件は県内という身近で起

その後︑第三者委員会による調査に
よって︑いじめによる自殺であった

会議を設置して︑担任一人が抱え込

三年から三度目の上昇傾向に転じた︒
いじめの定義はその時々で変わって
おり︑先のピークや増減を一律に比
較はできないが︑今回は危機的であ

きたこともあって︑日頃からこの問

と改めて報告されたのである︒

徒への指導︵﹁いじめは人間として絶
対に許されない﹂という意識を徹底︑

橋本秀雄

題で腐心している学校をはじめ地
域・家庭に大きな衝撃を与えた︒
ここではいじめ問題の現状から︑

実行会議は︑いじめ防止を目指す法

その事態を受け︑平成二四年の第

むことのないよう組織的に対処でき

る︑いじめられる生徒との距離をと

ど︶○いじめる児童生徒への指導・
措置︵いじめの非人間性を理解させ

ある︒

今回の事件はその最中で起きたので

るなど︑先進的に対応してきている︒

ない学級経営等︵グループ内の人間

る︑出席停止など︶ ○いじめを許さ

生命の尊重・思いやりの心の育成な

二次安倍政権が立ち上げた教育再生

る体制をつくった︒
また同市はスクールロイヤー制度
︵市が弁護士を雇い学校での法的な

律の制定や道徳教育の充実の必要性
を提言した︒その結果︑平成二五年
にいじめ防止対策推進法︵以下︑﹁推
進法﹂︶が成立し︑平成二八年の学習
指導要領改定で道徳の教科化が実現

問題の相談に応ずる制度︶を導入す

題であること︒

④いじめの問題は︑教師の児童生徒
親や指導の在り方が問われている問

課題がどこにあり︑どう解決すべき
かを考える材料の提供をしたい︒
いじめ問題の現状と対策

文部科学省の調査によれば︑平成

三〇年の小・中・高等学校及び特別
支援学校で認知されたいじめの件数
は五四万三九三三件であり︑前年度

に比べ一三万件以上増加し︑心身に

関係などの把握︑班別指導の工夫改
善︑担任はいじめから必ず児童生徒
ため日常的に行っている指導は︑文

③いじめの早期発見・早期対応︵問

している︒

科省が示している次の取組のポイン
トに概ね従っている︒

﹁重大事

ととらえるなど︶を行い︑いじめに

一︑いじめ問題に関する基本的認識

大きな被害を受けるなどの

よる自殺などの重大事態に対してど

を守るとの信頼感を示す︶

いじめが生徒指導上の問題として

う対応するか︑ガイドラインの策定

学校におけるいじめに対する指導
現在︑各学校でいじめを防止する

クローズアップされたのが昭和六〇

題兆候の把握︑事実関係の究明︶
④いじめを受けた児童生徒へのケア
○心のケア○いじめを継続させない
ための弾力的な対応

平成二九年には﹁推進法﹂ の基本
方針の改定︵けんかもいじめの態様

年で︑その発生件数は年間一五万件

がなされている︒

という︒

であった︒しかし︑その年をピーク

また文科省は学校教育法施行規則
の一部を改正し︑スクールカウンセ

態﹂も六〇二件と過去最高になった

として徐々に減少し︑数万件で推移

①弱い者をいじめることは人間とし

学校において以上の取組が日常的
に行われたなら︑いじめ問題は減少

⑤家庭・地域社会・関係諸機関との
連携
校においても起こり得るものとして

て絶対に許されないこととの強い認
識を持つこと︒

いじめはどの子どもにも︑どの学

していたが︑平成一八年に再び一三

ラーやスクールソウシヤルワーカー
︵児童生徒の福祉の推進を担う専門

万件とピークを迎えた︒その後︑ま

た減少しっつあったところ︑平成二
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①の内容は非常に強調されている
が︑子供達は知識として理解してい
る︒必要なのは行動化であり︑習慣
化である︒小学校の低学年から︑弱
い者いじめはしない生活を継続して

するであろうが︑学校の業務の大部

であれば道徳や特別活動で年間数回
送らせるよう指導すべきである︒

めに特化した指導を行うのは︑通常

や日常的な活動の指導もある︒いじ

分は教科指導であり︑その他に行事

位置づけられている程度である︒も

とんど検討されないのが︑自分がも
しいじめられたらどう対応したらよ

の通りであるが︑いじめの指導でほ

②の内容も学校の取組の手順もそ

が絶対に護るという誠意と姿勢があ

である︒これには仕返しを恐れると

頼できる大人に間に入ってもらうの

である︒自分で対応できなければ信

やその他の活動も充実していたと思

れまでいじめの事例も少なく︑授業

今回の事件が起きた学校では︑こ

ある︒そこで博士は﹁教育の本質は

参のポーズを示したり︑逃げたりす
ればそれ以上相手を傷つけないので

であると言う︒他の動物は相手が降

人は人と敵対した時︑殺し合う存在

大脳生理学者の時実博士によれば

する︒﹁デズレリーの教訓﹂という話

ないだろうか︒

うすべきかを教えることも必要では

りの心などを指導するのだが︑人間
は分かっていてもいじめてしまうの

いじめをしないように相手を思いや

情報に耳を傾け︑当人達や学級に担

終わりに

れば︑実際はほとんど起きない︒

今後は道徳が教科となり︑子供達

は検定教科書で学ぶ︒そこにはいじ
めに関する内容が入っており︑子供
達はこれまで以上にいじめ事象を客
観的に見たり︑いじめる側の心理︑
いじめられる側の悲惨な思いなどを
学んだりする︒
それに加えて回避の仕方も学ぶこ
とを期待したいが︑先に抜本的な見
直しの必要性を述べた︒戦後の学校
教育は指導要領が改訂される度に新

化してきた︒教師は示された課題に
懸命に取り組んできたが︑今日の教

たな教育内容が加わり︑精密・高度

師の多忙さを生み︑適正な指導がで

対応の仕方は三つ︒一つは反撃を

いうこともあるが︑相談された大人

いかである︒

われる︒担任にいじめの訴えをし︑

それには心のブレーキを身に付け

本能の抑制にある﹂と喝破された︒

がある︒一九世紀の英国の首相にな
った人であるが︑彼はユダヤ人で小

いじめはするものが悪い︒だから

一緒に戦いますと申し出た女子生徒
がいるくらい生徒も育っており︑教

さい時にいじめられっ子であった︒

ちろん事件が起きれば︑特別な指導

師を信頼していた︒もし担任がその

る生活を送らせる必要がある︒かつ
ての我が国にはそういう教育の場が
あった︒有名なのは会津藩の藩校目

彼はお父さんにボクシングを習わせ

を集中的に行うことになるが︒

任の心からの言葉で働きかけたら︑

新館の﹁十の提﹂の教育で︑﹁弱い者

である︒ならばいじめられた時にど

解決したであろうと思うと︑本当に

をいぢめてはなりませぬ﹂といった

いじめは一切なくなったという教訓

生活習慣や道徳性を身に付けること

時に︑さんざんやり返した︒以後︑

推奨できないが︑負けん気の大切さ
を教え︑いじめつ子に一目おかれる

に力点を置いた内容や指導法を取り

きる限界を超えてきていると感ずる︒
その意味でも低学年ほど基本的な
くらいに勉強やスポーツ打ち込んで

である︒現在ではそのように暴力を
ている︒﹁人格教育﹂と呼ばれ︑学校
が重視する徳目を子供の日常生活に

指導があった︒
現在の教育界は価値のおしっけと
して否定的であるが︑実はその道徳
教育に近い指導が米国で広く行われ

十の徳目を毎日反省し︑実行を迫る

て欲しいとたのみ︑十分に強くなっ
てから︑いじめつ子がいじめて来た

悔やまれる事例であった︒
いじめの問題は人間の本性に基づ
く行動であり︑集団の中でいつでも
どこでも起こりうると言われている︒
そうであれば︑いじめは起きるもの
と考え︑日常的に指導できる内容や
いじめ防止の改茎星界

体制を整えるべきである︒

二つ目は逃げる︒反撃が出来なけ

など現代的な課題を負荷していくめ

入れ︑学年が進むにつれて︑英語︑
プログラミング︑主体的対話的学び
れば逃げるのもよい︒相手はいじめ

諸問題の解決につながると考える︒

りはりある教育課程が︑結果として
教師の働き方を変え︑いじめなどの

何かで秀でることも大切である︒

現の程度を反省しているのである︒
子供の考えた具体的目標は家庭で

その場を離れることである︒
三つ目は︑教師や大人に訴えるの

て反応を見て楽しむのであるから︑

おろして︑一人一人に具体的にどう

先の指導のポイントで強調されて
いるのは︑①弱い者をいじめること
は人間として絶対に許されないこと

その具現を図るのである︒

も共有し︑学校と家庭で評価をし︑

することかを考えさせ︑毎日その実

身の指導を行うこと︒の二点である︒

との強い認識を持つこと︒②いじめ
られている子どもの立場に立った親
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建国記念の日を祝う
﹁県民の集い﹂ 編集部

先月の二日︑岐阜市文化センタ
ーにおいて︑この奉祝式典が建国記

念の日を祝う県民の会の主催︵本会
協賛︶により開催された︒

会場には県下各地より六〇〇名ほ
どの県民が集まり︑我が国の建国を
お祝いした︒
開会の辞に続き︑国旗遙拝と国歌
斉唱があり︑主催者を代表して後藤
直剛会長が次の様に挨拶された︒

昨年は二〇〇年ぶりの譲位による
御代替わりがあり︑即位礼や大嘗

祭などが行われた︒国内外の要人
の参列し改めて我が国の歴史・伝
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続の素晴らしさを感じた︒本日の

建国記念の日に︑松浦先生お話を
ぅかがい︑改めて国柄を学び︑関
心を高める機会としたい︒
その後︑来賓を代表して︑衆議院

議員古屋圭司氏︑県議会議長小川恒
雄氏︑羽島市長松井聡氏の祝辞があ
り︑古屋氏からは即位礼に参列した
キューバ代表が一二六代も続く皇室

︻図書紹介︼

徳仁親王著

水運史から世界の水へ
NHK出版
平成三一年四月刊行二六〇〇円

この書は今
上陛下が皇太
子時代に大学
や国連でされ

表していたと紹介があった︒またそ

に賛嘆するとともに︑心から敬意を

の皇室をどう継承していくか︑未来

た講義・講演

題して話され︑皇室の本質について
歴代天皇の御言葉や御製を紹介しな
がら︑国家・国民のために祈ること
とされた︒その皇室が今や危機に瀕

授が︑﹁天皇の祈り−皇室と国民﹂と

下の学者としての歩みを︑幼児の体

内容では日本と英国の水運史や世
界の水問題に目を閲かされるが︑陛

らであろう︑専門的な内容ながら資

大学生や外国人を対象とされたか

の内容をまとめられたものである︒

世代に胸を張れるよう考えていきた
いとの決意を示された︒

しているが︑戦後︑GHQが自然消

験から語られており︑皇室の日常に

記念講演は皇肇館大学松浦光修教

滅を図るため︑財産を没収し︑信仰

触れて親しみも感じられる︒
例えば交通史を専門とされたきっ

話されたことがうかがえた︒

料や写真を使い︑大変分かりやすく

を排除し︑宮家を臣籍降下させるな
どした結果である︒今後も長く皇室

かけは小学校時代にあり︑赤坂御所

り︑上皇后様と﹁奥の細道﹂を読破

内に鎌倉時代の古道があることを知
されたことだと述べておられる︒

昭和五八年から二年間︑英国のオ
ックスフォード大学の大学院でテム

続けるためには旧皇族の復帰は不可
欠であると強調された︒
最後に奉祝歌﹁紀元節﹂を全員で
歌い︑聖寿萬歳を三唱した︒
松浦教授への御礼とともに私どもも

ズ川の水運史を研究されるが︑当初

閉会の辞は本会の山口三男会長で︑
皇室と我が国の平安を祈り︑尽くし

は担当教授が資料集めの困難な水運
史より陸の交通史を勧められていた︒

ていきたいと締めくくられた︒

しかし︑陛下は学習院大学で瀬戸

内海の水運史を研究されており︑英

国でもそのテーマをと心に描いてお
られ︑ご希望を通されている︒

以後︑各地の図書館への資料集め
や現地調査に出向かれ︑短い期間に

膨大な英文資料︑図書を読み︑論文
にまとめられたのである︒陛下の意

思の強さと努力のほどが思われた︒

また寮で初めて洗濯をされて失敗

されるなど︑それまでに体験したこ

とのない多くの経験をされた︒その

二年間は陛下にとってはかけがえの

ない時間であったことが分かる︒

陛下は帰国後︑ネパールを訪問さ
れ︑子供達や女性がわずかな水を求

めて苦労をしている姿に出会われる︒

日本では自由に口にできる飲み水だ

が︑世界では水が不足しているとい

水は生命を保つために不可欠であ

ぅ現実に心揺さぶられたという︒

ると同時に︑自然災害のもととなる

り︑その課題を世界的視野で追究を

という水に関わる問題に関心が広が

されるようになられた︒陛下はそれ

が自身のライフワークだと明言もさ

れ︑日本のみならず世界の水問題に
貢献をしたいと考えておられる︒

今回︑この書を出されたのも︑国
民に水間題の重要性を説かれるとと

もに︑令和の時代への展望を示され

たのではないかと拝察した︒H記

