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願いすることになるかと思います︒今後とも

として︑その存在を示すことが出来るか︑﹁東
京の教育﹂ への寄稿はもとより︑大会の主管
となったときには︑会員の皆様の御協力をお

以上で報告は終りますが︑東京都教師会と
しても︑どのようにして日本教師会の一支部

が︑以前から申し出のあった若井会長の来年
総会での退任希望ということを受けて︑後任

伝統ある日本教師会の灯を消すことなく︑全

︵事務局︶ 横浜市都筑区茅ヶ崎南四ノ十四ノ一ノ三一〇

人事として三重の皇軍館大学教授渡遽毅氏現

を宜しくお願いする次第です︒

黒

羽

秀

ある学生の課題レポートから ︵2︶

夫

とか活動が継続できるように︑皆様の御協力

国の会員諸氏との結びつきを図りながら︑何

副会長を会長候補とすることが承認されまし

日︑会場はホテル北野プラザ六甲荘︑主管は

日は令和四年八月六日 ︵土︶ 七日 ︵日︶ の二

た︒その他副会長︑事務局人事にも若干の変
更が予定されています︒
来年度の第六十回教育研究大会は ﹁教育研
究会﹂ として兵庫で開催することが決定︒期

務局次長︶︑岐阜四名︑大阪一名︑兵庫二名

﹁日本の領海の真相﹂

というタイ

とK先生よりたのまれた︒レポート

﹁このレポートの判定を先生にお願いいた
のタイトル

します﹂
の開催は︑各支部とも

る︒そこでレポートの件もあるので早速読了
し−とてもいい勉強になったから1これをレ

を買方に︑ということでいただいたそうであ

感した︒担任のK先生より︑コロナ︑東京五
輪そして天変地異を除き最近の関心のある出
来事についてレポートせよとの指示にて︑提
出されたものの中のひとつで︑担任はそれを
一読し即︑私にパスしてきたのである︒私は
その学生 ︵A君︶ を知っていたので︑担任の
了解を得て面談をすることにした︒A君が言
うには︑遊びに行った友人の家の祖父の方と
話が合い︑帰りぎわに祖父の方からこの本

トルをみて︑これは私が判定するものだと実

という提案あり︑承認︶

出されました︒

まえ︑その中心となっていた国民教育︵歴史
・国語・道徳︶ は堅持しっつ︑時代に即応し
た新しい教育課題︑例えば学習指導要領︑教
科書検定問題︑教科書採択問題等についても
随時取り上げ︑また他の教育団体との交流な
ども積極的に取り組むべきだといった意見が

う学校種を越えた活動に特色があることを踏

員研究団体にはない幼稚園から高校までとい

また本会の活動については︑本会は他の教

したいということなどが話し合われました︒

ということ︑京都が京都教師会として再び支
部が結成される運びなので︑その活力に期待

に積極的に主管を引き受けられる情況にない

今後の ﹁研究会﹂ ︵大会という名称を外そう

兵庫県教師会で行なう予定です︒

り方について審議しました︒

冒頭に若井会長から︑本会が高齢化また若

役員人事では︑来年の総会案件になります

関紙﹁東京の教育﹂ を発行することで︑辛う
じて会員の繋がりを維持していると報告︒

のは︑大阪・兵庫・岐阜の各支部︑東京は機

現状報告があり︑毎月定例会を開催している

次に各支部︵東京・大阪・兵庫・岐阜︶ から

いという趣旨の話がありました︒

発展させていくことができるか︑役員人事や
来年度の大会の件も含めて話し合って貰いた

難しくなってきており︑それに対していかに
してこの情況を改善し︑伝統ある本会を継続

京 手会員の減少などにより︑各支部共に活動が

の

育 渡邁毅副会長が参加︑合計十二名により教師
教 会 の 現 状 ︑ 来 年 度 の 人事及び今後の本会の在

の十名に︑京都から若井勲夫会長︑三重から

スクエアで︑役員会を開催しました︒参加者
は東京三名 ︵佐々木副会長・藤井理事・佐藤事

令和三年十一月二十一日 ︵日︶午前九時半
から︑昼食休憩一時間を挟んで︑午後四時こ
ろまで︑岐阜駅につながる岐阜市ハートフル
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ポートにしたとのことであった︒

それで富山県︵富山県刊行物センター︶が発
行した逆さ地図の章に関しては︑と尋ねる
と︑﹁逆さ地図で見れば︑富山県が日本の中

ました︒

所に暮らすやうになり︑家が成立する︒天変
地異や疫病などで一家が崩れるやうなことが
ない限り︑この関係は続いてゆく︒

な役割が発生する︒年寄りと若者と子供が一

らなかったので興味深くそこを読んだとのこ

このような面談をして︑担任にはA君は合
格ですと確信をもって報告したのであった︒
因みにA君が活用した文献は﹃国境の島を行
実

和

︵会員︶

コンパクト文

日本の領海がわかる本﹄︵山田吉彦著

業之日本社・定価税込七四八円

く

庫 二〇一六年刊︶ です︒

﹁老人 の家﹂
雅

て︑貴族社会や武家社会︑町民︑農民社会な
どでそれぞれに多様な形態による家制度が見

られるであらうが︑基本的な家のあり方は一

千年二千年の単位でこの国では続いてゐたと
思はれる︒

家制度は︑家と家族を中心として共同生活

を営むための集団として存在する︒そしてそ
れが属する村社会の基本的な構成単位とな
る︒その家は世代を超えて存続する︒一子相
続が︑長子相続や末子相続︑娘婿相続︑夫婦
養子縁組などの形で行はれる︒家の役割と
しては︑家産の所有︑管理維持運営や家業経

営︑家事家政運営である︒更に重要な仕事と
して︑先祖祭祀がある︒家の伝統は︑氏︑家

家業経営に必要な者もこれに含まれる︒家長

井

棄老は︑歴史学の一説によると狩猟生活の
中から発生すると言ふ︒長距離の移動に耐へ

の直系尊属は︑家長に家を譲ったあと隠居と

藤

は連綿と続いて来たであらう︒時代によっ

そこでどのあたりが勉強になったのかと問
うと︑実は私はこの本を愛読していたので︑
A君の返答を楽しみにしていた︒
と言う地図で︑正式名は

おそらく古代から明治期に至るまで家制度

やはり尖閣諸島に関連する東シナ海の問題
心﹂

﹁環日本海諸国

﹁日韓の領有権争いを解決に導

図﹂︒これは下にユーラシア大陸︑上に太平
洋が描いてあり︑大陸と太平洋を分断するよ
うに中央に日本列島が横に伸びている地図で
す︒又これは先生 ︵黒羽︶が授業で既に解説
してくれていたので復習のような感じでし

に関心があり

と︒

カバーしており︑富山版よりもさらに広域が

た︒尚先生の方は︑﹁東アジア地勢図﹂ ︵日本
戦略研究フォーラム発行︶ で南シナ海全域まで

く肥前鳥島﹂ 竹島紛争に決着を付ける切り札
の章は︑全くこのような島があることさえ知

16メートルの知る人ぞ知る釣りのメッカで

ある︒もし日本が︑この島を基点としてEE

育 Z＝排他的経済水域の管理を始めると︑この
教 海域は日本の独占となり韓国の漁民は漁場を
失うことになるという︒
の
A君は高校のとき地理が得意科目だったの
京 で︑受験の地理ではこのような島のことは︑
全く出題されてないと思いますと︑実感のこ
東
もったその返答が印象深かった︒
続けて尖閥の問題は如何と話題を振ったと

ころ︑彼はまず古賀辰四郎という方が本格的

AFE︶

られない者を置いてゆくといふところから始

なるが︑原則として家長に扶養義務がある︒

姓︑家紋によって守られ︑先祖祭耐及び氏
神︑同族神祭祀を行ひ︑また墓地や位牌の管
理をすることで永続性のあるものとなる︒
家の構成員は︑家長︑家長妻子︑直系卑属︑

る可能性が高いと発表したら︑一九七一年に

まるさうだ︒農耕生活の社会になると︑定住

家長の役割は︑家の統率責任者であり︑構成

親族である︒また使用人や住込み奉公人など

中・台両国が相次いでこの諸島の領有権を主

員の生活保障を行ふ︒また跡取りの決定も行

識さえ全く知りませんでしたと返答してくれ

が︑この諸島近海の海底に油田があ

張し始めたという事実︒こうした基本的な知

することで置いてゆかれる者もなくなり︑若
者は働き︑老人は孫の面倒を見るといふやう

な尖閣諸島の開拓者だという史実︑そして一
九六九年に国連アジア極東経済委員会︵EC

見られる逆さ地図でしたと即答︒

長崎県五島列島の南西の東シナ海にある
島︵無人島︶ で周囲50メートル︑最大標高
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育

ふ︒家長の妻は主婦の立場として︑家事家政
ある︒

されてゐたのである︒これは家制度の利点で

関乃至は社会全体の高齢者排除の傾向を自動

昨令和三年十月刊の日本教師会紀要﹁日本
の教育﹂ に ﹁﹃報道弱者﹄ の悩み﹂ として書
かせていただいたが︑その拙稿中に︑報道機

ある︑といふよりもまやかしである︒

転機は大正十二年の関東大震災で被災老人
が大量に出て︑救護法などにより高齢者施設
が拡張されたことであったが︑これに輪をか
けたのが︑先の民法改変による家制度の崩壊
であった︒これまで家が担ってゐた養老制度
が一気に社会や行政にうつつていつたのであ
る︒﹁老人ホーム﹂などといふ名称は皮肉で

の担当責任者となる︒また︑嫁や婿として出
になる︒

た者︑養子や分家した者は家から離れること

家の連合は︑同族的家連合︑地縁的家連

合︑相互扶助組織が考へられ︑多くの場合村
を構成する︒
概ね以上のやうな特色を持ってゐよう︒
明治三十一年七月に施行された民法では基
本的にこれまでの家制度を踏襲し︑戸主制度
の確立︑戸主の権利義務︑家族の扶養義務︑
家族の居所指定権︑家族の婚姻同意権︑家廃
絶の禁止や戸主権︑家督の長男相続などを定
めてゐる︒戸主と家長は同じものであらう︒
しかるに︑敗戦後民法は改変されてしま
車運転の場面から述べた部分がある︒交通事
故の場合を例にとってみると︑高齢者の事故
が多いような印象をもたらす見出しの記事を
多々見かける︒﹁また高齢者の事故﹂ といふ
類ひである︒それ以外の年代の事故の方が圧
倒的に多いはずだが︑年齢を強調しないか︑
報道しないか︑印象操作を感じるやうな報道

戦前の中学国語の教科書を読む︵十七︶

﹇次の文章は︑八波則吉著﹃現代図譜

讃本 巻六﹄︵昭和十年修正七版︶ ︵現在

さ︑ンらト大町桂月

の中学三年後期相当︶ 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︒﹈
蔦温泉より

謹んで新年を賀し奉り候︒
昨年十月竿ばより蔦温泉へ参り︑杉浦重刷

先生侍を草し︑十二月三十一日にて経へ申

候︒閣下の御談話の筆記比の書に一大光彩を

放ち申候︒難有存じ奉り候︒
﹁山は富士山︑水は十和田湖﹂ と︑私は常に

申居候︒鷲温泉は十和田の山中に候へど

も︑湖水よりは四五里も離れ居候︒東北本線

の古間木擬より三本木町まで四里︑軽便鍼通

有之︑それより焼山と申す五六戸の小部落ま

記事や番組の作り方をしてゐる︒高齢者の免
許返納ばかり声高に言ひ立てるが︑他の年代
の︑特に若年者の運転免許不適格者について

無類に候︒自動車は湖畔までも通じ申候︒

半島の断岸絶壁・奇巌怪石・老樹古木が天下

憲法と同じく︑連合国軍総司令部の日本民族

潰しの意図が明白に現れてゐる︒
この結果︑家庭内における老人の居場所が

は言及が少ない︒高齢者を社会の枠組みから

有之︑一は湯瀧有之︑一は狭長にして湯槽深

山中の一軒屋に候が︑風呂場は三つも

こと牟里にして温泉に達し申候︒

焼山より蔦川を遡ること半里︑山坂を登る

天下無類に候︒十和田湖は︑御倉・中山の雨

なくなった︒そして ﹁老人ホーム﹂ と呼ばれ

で六里︑夏は自動車通じ申候︒
焼山は蔦川の異星柳川の合する廃︑焼山よ
り奥入瀬川を遡ること三里牛にして十和田湖
に達し申候︒比の三里隼の風致︑渓流として

る養老施設が広まることになる︒養老施設は

のであった︒大方は身よりの者によって扶養

したもので︑救貧対策として極めて特異なも

た︒しかしこれは完全なる独身老人を対象と

明治前期から﹁養老院﹂として運営されてき

排除しようとしてゐるかの如くである︒
現代の嬢捨山は道徳教育の衰頚に依るとさ
れるのはその通りであるが︑その元兇は戦後
の民法と︑そして憲法にある︒
︵会員︶

教 ふ︒昭和二十三年一月に家制度に関しては全
面的に書き換へられたものが公布された︒戸
の 主制度の廃止︑家督相続制度の廃止などが出
京 されたのである︒即ち民法は家制度を崩壊さ
せた︒ここに︑千古続いてきた日本社会が否
定されてしまったのである︒時期から見て︑
東
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ぶだけに候が︑湯楢の大きさ

聞一く︑一は旗大にして浅く︑立

の御笑革に供し申候︒恐僅頓首︒
︵
原
注
︶

子馬︒海軍中賭︒
四五里一里は約四粁︒
三間一間は約一・八米

面会の謙遜語︒拝眉︒

︵編集者注︶

た浄瑠璃︒子厨は金波棲主人と競する︒

金波津瑠璃 曾て小笠原子馬が作って授表し

き ょ ︶ く わ う と ん し ゆ

湯が腰に及
三間四方も

も有之︑四月の末までは解け不申候︒積雪の

絶域して︑色々著述に従事︑雪解くる頃飛出

篤に往来絶えて︑心がのんびり致候︒
宿の若者︑敷日の間に一度︑雪を衝いて焼
山へ参りて郵便物を出し︑また受取り申候︒
焼山までは日々郵便夫夢中候︒私は引綱き
して山登を致し申候︒

蔦温泉附近は山毛棒の原生林にて︑小潮五
つ六つ有之︑雪なき時は進遙して気持よき塵

育 に候︒﹁ぽんどり﹂とて︑猫が羽織着たるや
拝芝

作り出しながら世界中に地球規模で最悪の状

武漢から拡散された悪疫は︑新たな変種を

口短信寸評□

て︑それを信じ居候︒私は信じ不申候へど

ら拝め︒﹂とのことに候︒愚姉は梯教信者に

かっている︒

況を蔓延させ︑まさに破滅的に人類に襲ひか

と弟との二人︑其の姉が南国にて見るらん月
を︑私は北地に見て姉をば偲ばんとて︑徹夜
致し居中候︒
僻記執筆中︑閣下の御談話に感ずること深

く︑恩は私の全簿嘱りたる御感想に及び︑
曾て文部省にての拝芝に及び︑更に金波浄瑠
璃に及び︑鼓に新年を賀すると共に︑謹んで
御清稲を所り︑下らぬことども申上げて新年

我が国でも第六波がはじまつたとされ︑年
明けの東京都でも予想を遥かに超える感染者
が報告されてゐる︒
昨令和三年十二月中旬の報道で︑ある大学
の研究機関が人工知能に試算させたところ︑
東京都では︑新種変異株の渡来と年末年始の
人々の動きが重なった場合︑令和四年一月末
では一日三千人の感染者が出るとの予測が出

も︑親は既に無之︑兄妹とて生残れるは唯姉

教 うな怪物捕れ申候︒﹁まみ﹂ ︵穴熊︶ も捕れ申
候︒何れも頗る美味に候︒今夜は轡の十一月
の
二
十七日に候︒故郷の愚姉申し来りて日く︑
﹁今夜は月の出に阿禰陀様がお現れになるか
京

東

お わ ら ひ く き

浴しながら

大町桂月 名は芳衛︒高知螺の人︒文章家︒
大正十四年殺︒年五十七︒
新年 大正十三年一月︒
蔦温泉 青森繍上北邪法奥津村︒
杉浦重剛 滋賀豚の人︒教育家︒大正十三年
毅︒年七十︒
閣下 小笠原長生︒衝唐津藩主︒慶應三年生︒

之凡善て
そば

土地は清浄︑人は純朴︑殊姓給や積雪一尺

月を賞することを得申 候︒

友まうしきうらふ

有之︑三方空地にて磯子離有

令和4年1月15日

てゐた︒しかし︑中旬にはすでにこの予測を
も大きく超えた数値となってゐる︒
年末年始の大衆の動きがこの結果を繍した
との見方もある︒今までの轍を踏まぬやう︑
誰もが移動や外食などを控へる予防措置を徹
底するものと考へてゐた︒しかし︑あれほど
医療専門者や行政が危機感を呼びかけても︑
言ふことを聞かない者がゐることが改めてわ
かった︒同じ愚を繰り返してゐる︒恐るべき
は蒙昧である︒
︵ふ︶

お願い
﹁ 会理納入

﹁みずほ銀行﹂港北ニュータウン支店

1330150

二千円

普通預金

口座

佐藤健二

743

年額
店番号

名義

二︑原稿募集
﹁東京の教育﹂ への会員の皆様のご投稿を

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

仮名遣いは古典現代いづれかに統一して下

ることもできます︒

さい︒また︑写真や図版はご相談ください︒

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aSatO⑧‡neCCn．害jp

