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日本教師会第六十回教研大会報告
会長

二

﹁学び

開会式後には記念講演があり︑兵庫県教師

会会員で阪南大学流通学部教授の平山弘氏

ような問題が発生しているといったことなど

京 が︑﹁日本の伝統と歴史をどのように教育に
生かすのか﹂ という演題で話をされた︒平山
束
氏の問題意識は︑武漢ウイルスやロシアのウ
クライナ侵攻などにより︑今までプラスで評
価 さ れ て き た 国 際 化 やグローバル化︑情報化
・IT化の危うさが今や明らかになったとい
うこと︑いくら真面目に働いても日本人の平
均賃金は先進国の中で相対的に低下するばか
りであり︑かつては競い合っていた米国とは
いつのまにか約二倍近い差が開いてしまった
ということ︑また皇室問題など国を二分する

の

育 議会を代表して大阪の福島天満宮宮司賀来扶
教 佐子氏が祝辞を述べられた︒

に向かう力・人間性をどのように身に付けさ
せるのか﹂︒初日は︑午後一時から開会式が
あり︑若井勲天日本教師会会長の挨拶︑続い
て赤司久明兵庫県教師会会長による歓迎挨
拶︑次に来賓挨拶として全国教育関係神職協

ラザ六甲樫で開催された︒研究主題は

本年八月六日七日の両日︑兵庫県教師会主
管による教研大会が︑神戸市のホテル北野プ
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のであった︒

を踏まえて︑日本の伝統と歴史をいかにして
教育に生かすことができるかという話で︑巧
みな比喩を使いながら話をされ︑興味深いも
二時半から実践発表−の高等学校の部とし
て︑二〇〇八北京五輪女子マラソン元日本代
表の中村友梨香氏が︑﹁部活動を通した人間
性の育成﹂ と題して︑ご自身の兵庫県立西宮
高校陸上競技部で︑初参加ながら全国高校駅
伝三位になったという体験を踏まえ︑あるべ
き部活動について動画を使いながら発表をさ
れた︒このような日本を代表するアスリート
の発表は︑教研大会としても初めてのことで
あり︑現在働き方改革の一環として︑教員指
導の部活動が岐路に立っていることもあり︑
貴重な発表であった︒
中学校の部として︑元西脇市立中学校教諭
で現在同楠丘小学校教頭の柳川瀬輝彦氏によ

であるという認識に

在勤務されている楠丘小学校で行った道徳の
授業の報告をされた︒﹁忍耐力が児童生徒の

ック選手との交流を通してILと題して︑現

﹁やりとげる力を培う道徳教育−オリンピ

になったといった話をされた︒
休憩の後︑四時五〇分から五時二〇分まで
総会が開かれた︒東京都教師会の佐藤を議長
に選出し︑令和三年度の事業報告や令和四年
度の事業計画といった議案を審議︑すべて問
題なく承認された︒この場で特にお伝えして
おくべき重要な決定事項は︑人事である︒長
年会長として会の運営に尽力されてきた若井
会長が退かれることとなった︒新会長として
は︑三重の皇軍館大学教授渡趨毅氏が選任さ
れ︑承認された︒渡遽氏の異動に伴い空席と
なった副会長に︑今まで事務局次長であった

務局次長には京都の鈴木克次氏が就くことと

東京の佐藤が︑また佐藤が異動したあとの事

部は九月一日からのスタートとなる︒

なった︒八月は引き継ぎ期間として︑新執行

二日目は︑午前九時から元陸上自衛隊西部

方面総監部幕僚長・陸将の福山隆氏による
﹁皆様の﹃生命の力﹄倍増をILと題した特

別講演があった︒福山氏は︑一九九五年三月
二十日に東京で発生した地下鉄サリン事件に
おいて︑サリン除去作戦の指揮官であった︒
その特異な体験から︑日本人の ﹁心の荒廃・
砂漠化﹂ を痛切に感じられたそうで︑日本人
の心を改善する方法はないかと思索を重ねら
れ︑たどりついたのが︑福山氏独特の ﹁軸心
り

未来を決定づける土台﹂

ク信仰と思想家中村天風が確立した﹁周到統

一法﹂とを一体化させた独自の﹁軸心統一法﹂

であった︒それはご自身のカトリッ

立って︑東京オリンピック女子一五〇〇メー
トル8位入賞の田中希実選手を招き︑子供達

である︒それは神 ︵仏︶ と天風の ﹁心身統一

統一法﹂

との交流を通して︑努力を続けることにより
夢が叶うのだという思いを子供達が持つよう

育
教

法﹂ とを融合させて︑それにより﹁日本人の
ぅち沈んだ﹃心﹄を活性化﹂させるというも
の︒今までの教師会にはないユニークな講演
であった︒
次に実践発表Ⅱとして小学校の部の発表が
あった︒発表者は丹波篠山市立矢上小学校教
頭石井健一氏で︑﹁小学校外国語教育におけ
る学びに向かう力・人間性等をどのように身

に付けさせるのか﹂ と越し︑ピクチャーカー
ドを使った英語の授業の一コマを他の先生の

協力を得ながらやってみて下さった︒ピクチ
ャーカードには丹波篠山の食材が描かれてい

外国語専科となって
田

中

依

子

今年度から会員になりました田中依子と申
します︒現在︑世田谷区の小学校で外国語専

科として三〜六年生の英語の授業を担当して
おります︒今後︑一緒に学ばせてください︒
よろしくお願いいたします︒

研修を受けながら試行錯誤で取り組んできま
した︒二年半経ち︑今︑感じていることは︑

小学校英語が果たせる役割もあるということ
で
す
︒
まず第一に言語教育という点についてで
す︒十歳までの子供は聞こえた通りにまね
をするのが好きで︑音に合わせて歌ったり

び

﹁外国語専科になりませんか﹂と管理職か

二〇二〇年度から小学校英語教育が本格的
に始まりました︒私は中学校︑高等学校の英
語の免許を持っていたので︑以前からたびた

す︒今までの知識重視で教師主導の教える教

第二に異文化理解の入り口という点につい
てです︒昨年度︑スロベニア共和国や台湾
など︑数か国の小学生とカード交換をしまし

るよさもあります︒

で︑早い時期にネイティブ信仰から脱却でき

の英語とは違っても通用すると分かること

語や相手の話す英語がネイティブスピーカー

いう経験は自信になりますし︑自分の話す英

と体験しています︒﹁何とか伝わった！﹂
﹁何となく言っていることが分かった﹂と

ネーションは異なるものだということを自然

手︶ はフィリピン人で英語はかなり謝ってい
るので︑話す人によって英語の発音やイント

﹁聞こうとする意志﹂が高まります︒

これは言語教育という観点から国語教育にも
プラスだと考えられます︒我が校のALT

﹁ふるさとメニュー﹂を作

として

踊ったりするのが得意です︒また︑間違い
を恐れずに英語を使ってみようともします︒
さらに︑何となく聞いていれば分かる日本
語とは違い︑英語は注意深く聞かないとい
けません︒開き取れた言葉から話者の言い
たいことを読み取る必要もあります︒結果

事という思いがあったので断り続けてきまし

︵Assista己﹁ang志ge↓eacJeH．外国語指導助

がなかったのと︑英語よりも日本語の方が大

るといったもので︑子供達が英語で会話しな
がら食材を選び︑ふるさとメニューを作って
いく︒小学校の英語授業の一端を知ることが
でき︑興味深かった︒

るという段階になり︑高学年を担当する教員

た︒ただ︑いよいよ英語教育が本格的に始ま

て︑それを使って

ら打診を受けていましたが︑担任以外に興味

その後︑渡邁毅副会長により大会の総括が

の負担を想像し︑また︑少しでも子供たちに

とつて有益なものにしなければという思いが
勝り︑外国語専科への転身を決めました︒英
語の免許を持っているとは言え︑私が大学で
学んだのは二十五年も前のことで︑当時の英
語教育は今とは全く異なるものです︒﹁教わ
った通りに教えるな﹂ と様々な研修で言われ

今回の大会は︑会員の発表が少なかったこ
とに問題が残ったが︑その代わりに今までの
大 会 に は な い 日 本 を 代表する方からの話が聴
け︑意義のある大会となった︒
会の準備︑運営に当たられた赤司会長を
はじめ兵庫県教師会の会員の皆様には︑この

められています︒私もこの二年半︑いくつも

育から︑学習者中心の学ぶ教育へと転換が求

ています︒ましてや新しい指導要領が目指し
ているのは ﹁主体的・対話的で深い学び﹂ で

場を借りて御礼申上げる︒

あり︑すべての日程が滞りなく終了した︒

京 あり︑十一時五十分から閉会式︒岐阜が次期
開催地に決まったことを受けて︑岐阜県教育
東
懇話会会長の橋本秀雄氏から挨拶があった︒
最後に副会長の佐々木健氏により閉会挨拶が

の

（2）
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がありますが︑中西部の田舎町だったこと

た︒このような活動が︑他国について学ぶ
機会︑自国について気づく機会となっていま
す︒私は大学時代にアメリカに留学したこと
学三年後期相当︶

所収のものである︒漢

本 巻六﹄ ︵昭和十年修正七版・現在の中

﹇次の文章は︑人波則吉編﹃現代国語讃

生涯身にしみぐと味はれただらう︒先生を

道を︑多数のものは遥かに遅れて︑とぼ︿
と辿って来たのである︒
渦に先生は先駆者だった︒先駆者として
の譲と︑先駆者としての寂しさとを︑先生は

戦前の中学国語の教科書を読む︵十八︶

もあり︑日本を知らない人がたくさんいまし

れる︒

想ふ時︑私の胸には常にその孤猫の姿が描か

になったのは︑明治三十年代のことだから︑

解を以て先生の文章を讃むことが出来るやう

年の頃だと聞く︒自分などが多少なりとも理

先生が始めて筆を執られたのは︑明治十四

字は当時の正字︑送り仮名は現在と違ふ

﹁その

と分かってもらえました︒GDP

た︒中国の隣と言ってやっと何となく
あたりね﹂

二回に分けて掲載する︒﹈

ところが多いが原文通りとした︒読み仮
名は︑適宜新たに加へた︒紙面の都合で

水上瀧太郎

輿謝野党氏の歌集﹁相聞﹂ に︑森陸外先生

先駆者︵上︶

﹁どこにも行きたくない︒日本が

問をすると
といった言葉が

﹁自分の部屋が一番︒イン

ターネットがあればいい︒﹂

さらには

の序文がある︒その首に︑﹁一腰今︑新派の
歌と稀してゐるものは︑誰が興して誰が育て
たのか︒この間に﹃俺だ﹄と答へることの出
来る人は輿謝野君を除いて外にはない︒﹂ と

いい︒﹂

がおいしくないと言うし︑日本がいいと言う

育 返ってきます︒外国は治安が悪いし︑ごはん
教

先生が若々しい意気を以て︑頭の悪い世人の
所論に容赦なく痛撃を加へられた時代のこと
は︑明白には知るよしもないが︑察するに︑
知識欲に燃え︑筆問の研究に心を傾け︑且墾
術家としては︑その鋭敏な耐経に鰭れる一切
のものに︑清々とした感應を持てあますほど
揮ってゐられた先生にとって︑論ずるもの自
身の頭の中でさへはっきりしない思想と︑そ
の稜表された論理形式の矛盾とは︑見るに
見兼ね︑許すに許しがたいものだつたに邁な
︒
い

先生のお書きになったものを自分が始めて
読んだのは幾歳の年だつたか確とは記憶せ狸
が︑兄の本箱の中にあった﹁めざまし草﹂を頼
み見たことは︑今も明かに覚えてゐる︒子供
くの歳月を要したであらう︒その先生が亡く
なられた︒

明治・大正に亙って︑今日まで執筆するほ
どのものは︑たとひ直接先生の門に出入して

して張い憧憬と正しい理解とを有ってゐた︒
七つちがひの弟に生れた自分は︑この兄のお
蔭で︑﹁少年世界﹂ に謝する興味を失ふ頃︑

の時から穎才を以て稀された兄は︑護衛に劃

その教を受けなかったとしても︑その影響
を受けぬものは殆どないといっても差支な
い︒非凡な頭脳と比類のない満力とを以て︑
あらゆる方面の先駆をなした先生の拓かれた

正の文筆と稀してゐるものは︑誰が興して誰
が育てたのか︒﹂ と︒この間に ﹁俺だ︒﹂ と答
へることの出来る人は︑森醜外先生を除いて

﹁一髄︑今︑大

外にはない︒少くとも︑先生がゐられなかっ
たら︑今日の日本文撃を育てるには︑なほ多

︵会員︶

今とても実感しています︒﹁真の国際人﹂ と
は︑自分の国の言葉や歴史︑文化について知
識があり︑それをしっかりと伝えることがで
きる人です︒そのためにも︑私自身が日本語
や︑日本の歴史・文化についてもっと学びを
深めていかなければならないと強く感じてい
ます︒

いふ一節がある︒試に間へ

のです︒今の子供たちの姿が当時のアメリカ
の 人と重なって仕方ありません︒早い時期から
京 異文化に触れることで︑自国の文化の理解も
より深まると考えます︒
東
外国語専科として私が取り組むべきこと
は︑﹁真の国際人﹂を育成することであると︑

供たちに ﹁どこの国に行ってみたい？﹂ と質

国や他文化に興味がないようでした︒今︑子

が世界第2位の時代だったにも関わらずで
す︒アメリカ人は自分の国が豊かなので︑他
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育

一足飛に一流の作家の作品に接することが出

来
た
︒

兄の本箱には︑紅葉・露伴・鴎外・二葉亭
・柳浪・鏡花︑その他常時の優れた諸家の作

品とともに︑その頃文壇の構成だった ﹁新小
説﹂ や﹁文蛮倶楽部﹂ や ﹁新著月刊﹂ などが
いっぱい詰ってゐた︒自分の茶碗や箸は︑必
ず庭の清水で手づから淀はなければ承知しな
かつたほどに潔癖だった兄は︑また比等の本
を大切にすることが一通りではなかった︒折
目もつかず汚れ目も見えぬ本が︑文学好きの

少年にとつては涙ぐましいほど懐かしい紙の
匂を革めて︑兄の勉強部屋の押入の本箱に整
然 と 細 め て あ っ た ︒ 餓鬼大脳になって︑近所
の子供達を集めて︑角力を取ったり︑陣取を
したりして︑一日中あばれ廻る自分ではあつ

論家︑劇作家︒大阪毎日新聞取締役︒代表作
﹃大阪の宿﹄﹃銀座復興﹄評論集﹃貝殻追放﹄
など︒昭和十五年没︑享年五十二︒
典謝野寛∴奮魂は鍼幹︒京都市の人︒歌人︒
昭和十年薮︑年六十三︒
︵編集者注︶ よさのひろし︒妻は輿謝野晶
﹁明

を創刊︒北原白秋︑吉井勇︑石川啄木な

子︒明治三十三年詩歌を中心とした雑誌

昼﹂

どを世に出す︒代表作歌集﹃東西南北﹄﹃天
地玄黄﹄など︒
森鴎外 名は林太郎︒島根鰯の人︒轡撃博
士︒文学博士︒陸軍軍薗終藍︒大正十一年
薮︑年六十三︒
︵編集者注︶ 亡くなったのは︑七月九日であ

る︒東京大学医学部卒業︒陸軍軍医となりド

長谷川辰之助︒

一回文化勲章受章者︒昭和二十二年没︑享年
七十九︒
二葉亭

柳浪 廣津直人︒
︵編集者注︶ 贋津柳渡︒小説家︒文久元年︵

会−︶長崎に生まれる︒東大医科中退︒小説
家︒代表作﹃黒噺賜﹄﹃今戸心中﹄など︒昭

和三年没︑享年六十七︒
鏡花 泉鏡太郎︒
︵編集者注︶泉鏡花︒小説家︒明治六年金沢
で生まれる︒尾崎紅葉に師事︒幻想文学の先
駆者︒代表作﹃高野聖﹄﹃婦系図﹄﹃歌行燈﹄

文襲倶楽部・新著月刊とともに月刊

など︒昭和十四年没︑享年六十五︒
新小説

の文態雑誌︒

お願い
一︑会費納入

﹁みずほ銀行﹂港北ニュータウン支店

二千円

﹃高瀬舟﹄﹃渋江抽斎﹄など︒

イツに留学︒その傍ら多数の小説・評論を執
筆︒代表作﹃舞姫﹄﹃青年﹄﹃雁﹄﹃阿部一族﹄

口座

1330150

年額
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