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ためには「教育」とは何ぞや。その目的。 かかってくるかと思います。その露払い
批判組織日教組脱退
これをはっきりさせる必要があります。 のようなコメントを３本、杉田謙一先生
「教育」の目的は、大人になって自立し （愛知の教育を考える会）からいただき
から教育再生を
生きていく力を養うこと。と私は定義し ました。ご紹介いたします。
愛知の教育を考える会 杉田謙一 ます。サラリーマンでもいいし、商売で NPO 法人百人の会事務局長 増木重夫
2016.03.24 草莽の記より
もいい。自分で稼ぎ、男なら嫁と子供を
守っていく。実は、戸塚ヨットスクール ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月１６日、百人の会の総会が行わ
の戸塚校長の受け売りですが、私はその
れます。そのメインゲストに太平洋の
毎日新聞の記事に自殺された中３生
通りだと思います。
孤島ひょっこりひょうたん島からドン
英語や数学は学校で教えられるでしょ のご両親の手記が記載されていた。
ガパチョ校長がやってきます。（私的 う。しかし人とのかかわり方や社会性、 「我が子任せたこと悔やまれる」が表題
な参加のため、お名前等は会場で参加
になっている。
我慢するときは我慢しなければならない。
者にお話しします。）
広島県府中町立府中緑ケ丘中３年の
人間性。そう言ったものは家庭の役割が
この島は本土から飛行機を乗り継い 重いと思います。
男子生徒が昨年１２月、誤った万引き記
で２時間。小中学生合わせて２０名足
設立当初、百人の会は「教育再生を学 録に基づく進路指導の後に自殺した問
らず。給食は島で採れるものが中心。 校や行政に働きかける」ための会でした。 題で、生徒の両親が代理人弁護士を通じ
感謝の心。そこには教育の原点、教育
て毎日新聞に手記を寄せて見える。それ
しかしそれだけでは追い付かなくなって
の未来があると思います。
によれば、少年は部活動にもまじめに取
きているようです。
５年ほど前だったと思います。先生
り組み、１年生の頃から駅伝大会に参加
「保育園落ちた、日本死ね！」私は「お
が島に赴任されるとき、「ナニして飛 前はバカカ」と言いたい。
できたほどのアスリート。受験学年の
ばされたの～」などと冗談を言ってま 「三つ子の魂百まで」と言います。つま ３年生になってからは行事に意欲的に
したが、先生は「静かな場所できちっ り幼児期はその人の人格形成において一 取り組み、特に文化祭で友達と災害復興
と教育を考えたい」と仰って赴任され 番重要な時期です。その重要な時期の教 ソングを全校生徒の前で歌っていたな
ました。
育をを他人（保育園）に任せようとする どとあり、頑張って中学生時代を生きて
「教育の原点を温ね、教育の未来を考
いる様子がよくわかる。
気が知れない。まして（一般的に）保育
える」と題し、近況報告、先生の感じ 園は左傾している。子供を預け 100 万円
自分の人となりや努力を認めてもら
たことを話していただこうと思ってい
えなかったことに加え、身に覚えがない
ほど稼ぐならまだわからないでもないが、
ます。先生のお話しは、「さすが百人 たかが 10 万円や 20 万稼ぐのに、犠牲
万引き犯罪が履歴に残されて、学校不信
の会」と評価していただけると確信し
を持つななど言えようがない。
があまりにも大きいと思いまます。無責
ております。とことん「百人の会でし 任の極みと言いたい。「生活が」と言い
事件後もご両親の、他の生徒に動揺を
かできないこと」にこだわるゾ！
たいのでしょうが、そんなものは簡単、 与えないようにとのつらい配慮から自
百人の会が設立されたのは、今年で 質素にしたらいいのです。生活レヴェル 殺を伏せてこられたご様子。一般受験生
18 回の総会を迎えますので、18 年前。 を下げればいいのです。子供が幼児期の に差しさわりがなくなった段階で公表
神戸の淳君殺害事件の起こった後です。 ４～５年。旅行もいけない、ブランドの になったのだそうです。その間の怒りや
このような事件が起きたわけですから、 服も買えない、ステーキも食えない。そ 悔しさつらさなど、計り知れないものが
学校はまだ落ち着きを欠いていました。
あります。
んな時期があっていいのではないでしょ
卒業式では国旗は上がらず、組合がや うか。もちろん行政的には「保育園を作
特に重要なのは以下の文。
りたい放題。変な性教育もありました。 る」と言うような安易な発想ではなく、 「以前から不満はこぼしていました。言
そう言った意味では「国旗国歌法」な 若いお母さんの子育てそのものを支援し い分を聞いてもらえないことや、ひいき
ども成立し、最近少しは落ち着いたの
を感じることがあると言っていました。
なければなりません。
かもしれません。
進路指導については、このようなこと
学校においては、結局最後は教員の資
百人の会は「教育再生」です。その 質。教職員の心の指導をどうするか。に が行われていたことは信じがたく、教育

1

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告

2
平成 28 年 4 月 20 日（175
日（175175-2）

の場とは何かを問いたいです。何も知ら
ないまま大切な我が子を学校に任せてい
たことが、本当に悔やまれます。まず早
急に第三者委員会を作ってもらい、し
かるべき判断を仰ぎたいと思います。」
学校が自殺を知ってからいかなる対応
をとってきたのか、担任に伝わっていた
のかなどはわからないが、あまりに情け
ないことではないか。生徒によるいじめ
自殺ではなく、明らかに教師による教師
原因の自殺である。
学校が安全なところではないなんて考
えられない話である。しかしこれが単な
る犯罪記録の記載ミスとしてすまされ手
は決してならないし、一担任の話でない
ことも明白。学校教育で道徳が正規な教
科として出発するにあたって先生方の意
識はどう変わっているのか。
職務上知りえたことを公開するのは公
務員の守秘義務に違反するのかわからな
いが、道徳授業を担える教師が果たして
一校に一人いるのであろうか。それが私
の感触なのであります。
例えば食事の際、「手を合わせて」「い
ただきます」と岡崎の教育では当たり前
にやっている。ではなぜ手を合わせるの
か、いただきますなのか。自然の恵みに
対して、あるいは食事を食べることがで
きない全世界の多くの子供に思いを寄せ
て、何でもよいが、いかに自分が恵まれ
ているかを思って食事を口にする生徒指
導ができているでしょうか。頭では理屈
ではわかっても行動として日々の実践と
して教育しているでしょうか。
子供を叱る。すると、僕らにも「人権が
あるんだ」と常に口にしたり、しなくて
も心では反発をするように教育が進んで
いるのではないでしょうか。子供の人権
条約などをかざして。言葉の乱れや、敬
語なき会話、挨拶、日本の先人の悪口、
社会への不満教育。歴史への詰めたき目。
「祖国」「孝行」「忠義」などの死語化

など、「日本人を育てない教育」を実際
実践してしまっているのでは。人にわか
らなければよい、だの、不満を口にする
生徒を放置したり、大人としての自覚育
成を手掛けないなど、あまりに「教育」
の場とはいいがたい現状を作り出しては
いまいか。質実剛健な人物育成に取り組
まないで教科だけを教えれば人格教育が
できたと勘違いしている教師があまりに
多くはないか。
かつての教師時代のこと。職員室での
話題や生徒評価などの会話など、信じら
れない発言も多く聞いていた。今もいや
今のほうがもっと耳にする機会が多い。
必死に生徒を立ち直らせようとする先生
はどれだけいるでありましょう。
保護者の会話も「卒業するまではねえ」
と教師への不満を口にされる。モンスタ
ーペアレントなる言葉すらできた。
どこかおかしい。学校は死んでしまった
のかと疑いたくもなる。こうした現状は
一刻も早く断ち切らねばならない。
どこからか。教師が退路を断つことから。
生徒に全力で向き合う教師集団を作るし
か打開策はないと思います。
まずは政府や社会に対して怨念の意識
を持たせるような教師組織から抜け出な
くては無理、心の浄化などできっこない
のではないでしょうか。日教組から決別
し、まっとうな教育者の新組織を立ち上
げるしかないだろう。生徒の全人格教育
をなすとの決意を持つ教師育成を急ぐべ
きです。

2016.03.21
生徒
教師 たるべし
生徒のいのちを
のいのちを守
のいのちを守 る教師たるべし
教育の是正のために
是正のために
教育の
１ 担任する生徒の生命を守れ
親から預かった命を危険にさらすこと
はもってのほかであります。
心清らかな子供たちほど、大切なご両親
や兄弟に心配させまいといじめやプレッ

４、即刻実践躬行、時間はない
よいと思うことは千万人といえども
我ゆかむ この思いを持って今日から
生徒に接していかねばなりません。担任
は基本的に一年、翌年はクラスや学年が
変わってしまうのです。それどころか、
生徒を変えるための時間は十二か月も
あろうはずもない。担任を持って一か月
くらいではないでしょうか。この先生は
違う。真剣に僕らのことを考えてくれて
いる。そう思ってもらうのがまずは最重
要課題。それには一か月あれば十分。こ
れを逃すと修復や再出発は極めてむづ
かしくなってしまうのです。今を生きよ。
なつかしい過去はあってもああよかっ
たのにと振り返る過去はないのです。今
の生徒の人生を祈るがごとき思いで生

シャーに必死に対しても必死に全力で立 に燃えた先生を出した後輩の教育者こ
ち向かっているのです。心配かけまいと そが命を守る教育の実践者であるべき
時には「大丈夫、何もないよ」とウソま であります。
でつかざるを得ない場面すらあるのです。
しかし、その苦悩があまりに大きいとき、 ３、信頼・敬愛・尊敬・畏敬に耐える教
あたら惜しき命さえ絶ってしまう悲劇が 師が前提
教師には特別な豊かな人格が備わっ
起きてしまう。何と悲しいことでしょう
ていなければなりません。生徒の単なる
か。
教師は時に、忙しい親よりも子供と接す 人気者であったはなりません。この先生
る時間は長い。毎日の会話ができる環境 になら相談できると生徒の信頼を受け
にあります。危機にある子供には必ず異 る人であらねばなりません。生徒から敬
変の兆しが見える。それを的確に見抜か 愛され、、尊敬を受ける日々を実践して
ねばならないのです。特に担任した生徒 尊敬を受ける人物になることは教科指
をしっかり見つめ、表面的な姿の奥にあ 導のうまさよりずっと大切なことです。
る本当に苦しく思っている姿を見ぬかね 生徒を人として尊敬し、良さを気付かせ、
他者のために心を配れる生徒を育成す
ばならないのです。
手段はいくつもあります。ノート点検や るにはまず生徒に畏敬の念を持たせる
学級通信なども有効な手段です。会話内 よう、人格形成に努めなくてはなりませ
容も。毎日の声掛けも。おかしいなと思 ん。教師は単に労働者などではなく聖な
ったらすぐにそっと琴線に触れる話をし る使命を持った仕事なのです。怠らず甘
て、やらねばなりません。今日はどうい えずに常に研究努力し、やはり生徒から
う行動をしていたかをチェックして、も 一目置かれるような人物でなくてはな
し何も話せなかったならば翌日に必ず声 りません。畏敬の念を持たれて初めて教
をかけるなどして、常に君の成長を楽し 壇に立つ教師になりうるのです。
みにしているとの思いを伝えねばなりま
せん。それが悲惨な孤独から生徒のいの
ちを守ることになるのです。

２、愛知から始めよ
西尾の大河内君の自殺があったとき県
内の教師は大いに悲しみました。２度と
こうした頭脳明晰にして心清らかな生徒
に自殺の選択などさせてはならないとす
べての教師が決意しました。その思いは
風化せしめてはならないのです。西尾小
学校の初代校長の関口長太郎先生は台湾
統治が始まったとき率先して海を渡り、
暴徒襲撃の情報があった際も「殺されて
も教育に死するは本望」と逃げ出されも
せず結果惨殺されましたが、立派な人間
に育てるとの並々ならぬ決意を持たれた
「六氏先生」のおひとり。こうした教育
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徒に接しなくてはならないのです。そう
いう教師としての自分になる、まずは教
師としての生き方として何を身に着ける
か。生徒指導に失敗は許されない。薄氷
を踏みゆく覚悟を持ち早速今日から率先
垂範即刻実践躬行あるのみです。
５、誠心誠意あるのみ
清廉潔白な人間などいるわけがないとか
立派な先生は確かにいるが私には到底な
れっこない。こうあきらめるのは卑怯な
姿と心得るべきです。卑怯な自分であっ
てはならない。理想に向かって一歩でも
二歩でも近づくことを己が身に課してい
かねば卑怯者と言われても仕方がないで
しょう。
そうはいっても自分には能力がない、
こう感じるのは当たり前。キャリヤも体
験も違うん尾ですから。しかし今はその
能力が備わっていないとしてもそれを持
つ教師にアタックして教えを請い、身に
着けるのです。確かに今は確かに教育能
力において人におくれを取るかもしれな
い。しかし努力において同僚に負けない。
こう思えばよいではないですか。教育実
践は誠心誠意あるのみです。
一つの学校に教師が五〇人いれば、そ
の給与だけで月１５００万。これが企業
で純利を出すには少なくとも３０００万
の利益はださねばならない。
一人当たり６０万の利益を出すのは並
大抵ではない。これをなすのが民間企業。
できなければリストラ対象。企業人はそ
れをなしている。教師は聖職としての職
務であるため利益を出す必要もなければ
基本的にリストラもない。生活はできる。
ならば思い切って人間教育に全力を尽く
すのみ。
ぜひ教職員の皆さんには子供たちの命を
守るため全力を尽くしていただきたい。
生徒が立派なのはじつは先生の心の反映
であるのです。

でしょうか。
2016.03.18
オレオレ詐欺だの、援助交際だの、覚
教師の責務
教師の
せい剤だのがこれほど無秩序に蔓延する
いつか書きましたが、 インデイアン
社会がきたでしょうか。
の教えという教育論があるとのことです。
しかし、入学式や卒業式にあっても、
それは、
国立の一流大学で国歌斉唱をしない、し
１、批判ばかり受けて育った子は非難ば
ないことを正義としている。こうした中
かりします
で違和感なく育った学生が教壇に立つの
２、敵意にみちた中で育った子はだれと
ですよ。確かに学校現場にあっては国家
でも戦います
を歌うことになる。しかし国旗なき入学
３、ひやかしを受けて育った子は はに
式や卒業式を過ごして疑問なき学生が郷
かみ屋になります
に入っては郷に従えと国歌を歌うことに
４、ねたみを受けて育った子はいつも悪
なっても、その意義なり必要性をどれほ
いことをしているような気持ちになりま
ど認識するのでしょうか。
す
入学式卒業式を見に行けばわかります
５．心が寛大な人の中で育った子はがま
が、緊張感なく出入り自由だったりだべ
ん強くなります
りんぐ自由だったり、教授や事務職も注
６、はげましを受けて育った子は自信を
意をされないなど情けない状態この上な
持ちます
い。
７、ほめられる中で育った子はいつも感
この卒業生が企業研修でしまっていく
謝することを知ります
のでまだいいですが、それがない教員の
８、公明正大な中で育った子は正義心を
世界では、問題が初めからあるのではな
持ちます
いでしょうか。ちなみに愛知の教育を支
９、思いやりのある中で育った子は信仰
える愛教大ではやっと国旗掲揚と国歌斉
心を持ちます
唱が開始されることになりましたが、名
１０、人に認めてもらえる中で育った子
古屋大学は再三の申し出にかかわらず国
は自分を大事にします
旗掲揚も国歌斉唱をもやらないことにな
１１、仲間の愛の中で育った子は世界に
っているのです。そう岐阜大学も。意義
愛をみつけます というものです。
を認めていないどころか、市民や国から
（ Dorothy Law Nolte 作・ドロシ
の要望を拒絶するのです。斉唱に反対の
ー・ロー・ノルト）/訳・吉永 宏
意思表示なのです。しかし勅語になじみ
加藤諦三著・アメリカインディアンの教
なき世代は他の表現で教育の在り方を語
え・扶桑社文庫より
らねばならないのでしょう。そこで、こ
のインデイアンの教えは使えるのではな
いでしょうか。
また、ピグマリオン効果と言うものも
よく知られた法則です。ピグマリオン効
果とは、人間は期待された通りに成果を
出す傾向があることの現れとされる。
1963 年ローゼンタールとフォードが大
学で心理学の実験で、学生たちにネズミ
を使った迷路実験をさせるのに、ネズミ
私は教師時代、教室の正面、学級訓の
ところに教育勅語を掲げ、他の教師にお
叱りを受けましたが、親孝行・友情・学
問の姿勢など、徳目が端的に示されてお
りこの教育がなされていたら、日本はも
っとまともな国家になっていたと信じま
す。少なくともいじめなどがこれほど深
刻にはならなかったでしょうし、自殺に
まで行くなど、考えられないのではない

を渡す際に、これはよく訓練された利巧
な系統のネズミ、これはまったくのろま
なネズミといって渡したところ、その二
つのグループの間で実験結果に差異が
見られた。前者のネズミを渡された学生
たちは、ネズミを丁寧に扱い、後者のネ
ズミを渡された学生たちは非常にぞん
ざいに扱い、その両者のネズミへの期待
度の違いが実験結果に反映されたもの
と思われます。胎教から、教育がはじま
るとも言われますが、愛情の深さが、健
全な、子供を育てるのでしょう。かくあ
って欲しいと願い続けるといつしか子
供はそのように育つ。かつて『親の顔が
見たい』との言葉がはやりましたが、こ
れも一面の真理をついている言葉では
ないでしょうか。
子供等にかくあってほしいと常に願
い、勇気づける、その心の繁栄が受け持
たれた生徒の現状なのです。教師にとっ
ては怖いことですが。それだけではなく
他の要因は当然ありましょうが、少なく
とも教師はその覚悟が必要なのです。
「一切者の責任」との意識が教師に求め
られるわけです。それが教師の道だと思
います。
子供たちのためにできること、よいと
思われることは何でもする、こうした姿
勢で臨まねば、他人のお子様を公費で指
導する職務を果たせはしないのではな
いでしょうか。リストラがない崇高な職
場なのですから。
教育者にはぜひ、ご自分が子供たちを
守りきる、育て上げるのだとの思いを固
くして教育に臨んでいただきたいし、行
政にはそうした教師を支える支援を最
大限なしていただきたい。そして、教職
を終えた方にも健全な日本人を育てる
ためにご尽力を続けていただきたいと
願います。
子供の教育は社会全体の責務でもあ
るわけですので。
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今月号は教育の原点にこ
だわってみました。行き
査・研究をしてまいりたいと思っており
ます。

着くところは家庭、子育 ◆１９番（牧野圭佑君）
こういった制度は、本来なら国が助成
になるようです
制度をつくり、子育て支援をすべきこと
だと考えます。
市としても人口ビジョンに基づき、保
愛知県江南市定例会
愛知県江南市
江南市定例会 H28-12-1
育園統合を進めるべきと考えますが、ゼ
ロ歳児 から２歳児保育が増加し、３歳か
１９番（牧野圭佑君）
牧野圭佑君）
◆１９番
ら５歳児の減少を埋めている現状から、
出産したお母さんが出産後半年後から
さまざまな取り組みをして、ゼロ歳児、
職場復帰をせざるを得ないというような、
２歳児の保育を抑制し、保育園の統合を
本当に大変ですね、母子ともに。ゼロ歳
進める べきと考えますが、どのように取
児の保育費用 も所得に応じて無料から
り組むお考えなのか、お尋ねいたします。
最高月額５万 6,000 円かかっておりま
すけれども、市もゼロ歳児の保育に月額
◎健康福祉部長（大竹誠君） 保育園の
26 万 2,126 円かかっているということ
入所の状況は、園児全体の人数が減少傾
を知り驚 きました。
向にある一方で、３歳未満児の入所希望
もちろん諸事情があるんでしょうけれ
は年々増加をいたし、特にゼロ歳児では
ども、３歳未満までは母による子育てが
待機児童が発生することもございます。
大切だと考えます。
３歳未満児の保育の抑制をとの御提案
そこで提案です。
でございますが、現状では困難な状況で
所得制限のある児童扶養手当とは別に、
すの で、３歳未満児を抑制するためには
市がゼロ歳児、２歳児の家庭保育に対す
議員から御提案のございました家庭保育
る助成制度を創設し、家庭での子育て支
への新たな支援策や、何よりも子育てと
援を促進してはどうかと考えますが、い
仕事の両立や職場復帰、さらには新たに
かがお考えでしょうか。
就職 しやすい労働環境の整備が重要で
はないかと考えております。
◎健康福祉部長（大竹誠君）
繰り返しになりましてございますが、
乳幼児期における家庭の役割が重要で
どういった施策が効果的であるのかは他
あることは十分認識をしております。
市町の取り組みについて調査・研究をさ
この家庭での養育を支援するための助
せていただきたいと思います。
成制度の創設との御提案でございますが、
また、保育園の統合につきましては進
経済 的支援という観点では児童手当な
めなければならない課題であるというふ
どもその一つでございます。財政状況が
うに考えるところでございます。今年度
厳しい折、新たな助成制度の創設は難し
策定をいたします江南市公共施設等総合
いと考えるところではございますが、ど
管理計画に盛り込み、方針決定をしてい
ういっ た施策が効果的であるのかは他
きたいと考えておりますので、よろしく
市町の取り組みなどにつきましても、調

お願いいたします。
兵庫県定例会 H28- 6 月 19 日
兵庫県定例会
◆１９番（牧野圭佑君）
江南市子ども・子育て支援事業計画の No.61 和田有一朗議員
アンケート調査結果を見ますと、これは
私は、これまで何度も発言してまいり
後ろのほうに載っておりますね、先ほど ましたが、本来、子供は家庭で育てられ
の小冊子の。緊急時もしくは用事の際に るのが最良であると考えております。
は祖父母等の親族に見てもらえる家庭が 子育ては社会全体でやるから、女性はも
61.6％、日常的に祖父母等の親族に見て っと外で働くべきだとして、女性の就業
もらえる家庭が 31.7％となっておりま 率やいろいろな職種における指導的な
す。ここから推測いたしますと、 同居率 地位に就く女性の割合などを評価して、
が約 32％ぐらいかなと思います。
そ れを支える取組を重要視する傾向が
そこで提案しますけれども、市として ありますが、家庭にあって子育てを重視
２世代同居、３世代同居への引っ越し費 する母親、つまりは専業主婦も輝く女性
用、建 築費、改造費の補助制度を創設し であり、彼女たちを対象とする施策をこ
てはどうでしょうか。実際に３世代同居 れま で以上に充実させていくことも重
等支援事業を実施する市としては、千葉 要であります。
市、長野県飯山市、大阪府高石市、福岡
また、何より母性とその愛情が幼少期
県上毛 町、大垣市などがございます。
に必要であることは言うまでもありま
江南市も実施すべきと考えますが、い せん。男女を問わず、現代ほど自らのた
かがお考えでしょうか、お尋ねいたしま めにのみ時間とお金を使うことができ、
す。
そ のことが美徳とされる時代はありま
せん。
◎健康福祉部長（大竹誠君）
しかし、子育てには喜びも伴いますが、
御提案の３世代同居の引っ越し費用、 自己犠牲も伴います。これを避け、自己
建築費、改造費の補助制度につきまして 実現のためのみに子育てを外注化する
は、先進地の事例では子育て世代の支援 ことは慎むべきことだと私は考えるの
や高齢者の孤立化の防止、家族のきずな であります。
を再生するとともに、定住促進を図るこ
家庭にあって女性が子育てをするこ
とを目的に実施がされております。
との大切さをもっともっと認識し、尊重
新たな補助制度の創設につきましては、 すべきであります。母親の役割、仕事は
その効果につきまして慎重に検討してい 社会にとって極めて重要であるわけで
く必 要があるわけでございますが、子供 す。
家計をやりくりし、家族の健康と暮ら
の育つ環境という観点で、家族のきずな、
良好な地域コミュニティーの形成に向け しを守る。ＰＴＡ活動や地域活動を支え
まして、市民の定住化を図るということ る。専業主婦がいなくなれば地域は崩壊
は 非常に重要なポイントであるという すると言ってもいいでしょう。逆説的に
ふうに考えますので、補助制度も含め、 言うとき、女性 の活躍の場は多様であ
どのような施策が効果的であるかという ることを認め、家族の価値と専業主婦の
ことを研究していく必要があると考えて 役割を再評価し、専業主婦としての生き
おり ますので、よろしくお願いいたしま 方を大きく認めることが、実は女性を大
切にし少子対策を 進めることにほかな
す。
らないと私は思うのであります。
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企画県民部長（五味裕一）
五味裕一）
いることは、人口減少社会における模擬
専業主婦の方々が、その立場に誇りが No.65 企画県民部長（
兵庫県定例会 H282 月 29 日
兵庫県定例会
認定こども園への移行に係る少子対策
家族、家庭づくりの面を持つ取組だと評
持てず肩身の狭い思いをする社会であっ
価したいと思います。
てはならないのであります。その専業主 としての私立幼稚園支援につきまして、 No.3 藤本百男議員
子育てについては、県をはじめ市町等
婦家庭が、未就学児の我が子を通わせて お答えをいたします。
次に、人口減少社会における家庭教育
子ども・子育て支援新制度につきまし の充実への総合的な支援体制についてお も、ホームページ、フェイスブック等の
いるのは、基本的には教育の場としての
媒体を使いながら支援策を講じていま
幼稚園でありました。少子化の中で、そ て、昨年５月に示された国制度における 伺いいたします。
の幼稚園の経営にも影響を与える国の子 公定価格の仮単価におきましては、認定
去る１月 31 日に放映されたＮＨＫス すが、やはり顔の見える関係、ご近所の、
ども・子育て支援新制度が、本年４月か こども園に移行する大規模な私立幼稚園 ペシャル「ママたちが非常事態！？」と 地域の協力が最も頼りになるのではな
が大幅な減収になる見込みであったこと いう番組で、子育てに深刻な悩みや不安 いかと考えています。
ら本格施行されました。
都道府県レベルでの取組を見ると、例
本県では、以前から認定こども園の数 から、国に対しまして、他の府県、知事 を抱えながら苦しんでいる母親の実態が
が全国１、２を争うほどの先進県であり 会等と連携し改善を強く働き掛けたとこ 浮き彫りにされていました。故・河合隼 えば熊本県では、家庭教育支援条例を制
ますが、さらにこの４月には、120 ヵ所 ろでございます。
雄氏は、
「昔は子供が生まれれば、父母や 定し、知事部局の関係課とともに教育委
その結果、国の平成 27 年度当初予算 祖父母はもちろん、親戚や近所の方など、 員会によるさまざまな取組だけではな
の認定こども園が開設され、本県の認定
こども園は、昨年度から倍増となる 230 におきまして、一定の改善が図られたわ 多くの人が子育てに参加してくれて い く、全庁を挙げての取組を行っています。
けでございますが、一部の大規模園では、 た。したがって、若い母親や父親の負担
ほかに、静岡県、岐阜県、鹿児島県で
ヵ所になっております。
新制度の移行に伴って、大規模幼稚園 なお減収が見込まれる状況でございま はさほど大きくなく、悩みも容易に解決 も条例を制定し取り組まれているほか、
では、これまでの経営状況を維持できな す。このため、新たに県独自施策として、 できた。核家族化した今の状況の中では、 徳島県、宮崎県では、２月定例会に条例
いことが懸念されたことから、昨年来、 移行によって減収となる園に対しまして、 若い両親の負担は大変であり、とて も気 案を上程すべく準備を進めていると聞
私も含め何人かの議員が行った本会議で 運営の安定化を図る観点から、減収の範 の毒だ」と述べ、こうしたことが、結婚、 きます。
各県に共通していることは、親として
の質問に対し、県は独自で対処すると答 囲内で教職員の配置経費を支援する こ 出産をためらう人が増えた原因ではない
の学び、親になるための学びの条項を置
弁され、今年度、新規事業として支援策 ととしているところでございます。
かと指摘しています。
しかしながら、私立幼稚園が認定こど
も打ち出されましたが、先行きが見通せ
私は、日本の子育ては、親や家族が行 き、子供の発達段階に応じた家庭教育の
ないのが現状であります。このままで は、 も園として安定した運営を確保し、幼児 う家庭教育、親戚や隣近所、村などの地 内容や子育ての知識について、親の学び
幼児教育の中心を担ってきた幼稚園の経 教育水準を維持向上するためには、まず 域が行う社会教育において、日本の自然 の方法や開発、普及を図っていくことを
営が、将来、成り立たなくなっていく可 もって国制度の公定価格の適切な設定が や文化などを基盤に独自の子育て方法や 明記している点です。これは、まさしく
能性もあると認識をいたしております。 不可欠でございます。そのため、国に対 知恵が蓄積され、継承され確立されてき 子供の発達を保障していくために、まず
認定こども園は、保護者の就労状況に しまして、園児数の規模にかかわらず私 たものだと考えます。やがて、時代・社 親の学びを積極的に支援していこうと
かかわらず利用でき、預け先の選択肢の 学助成の水準を確保できるよう教職員の 会の変化とともに、教育の場は、学校が す る県の姿勢を現しているものと言え
広がりが期待されることから決して否定 配置基準を見直すなど、公定価格の改善 その多くの部分を担当するようになり、 ます。
一方、本県の状況はと見ると、ひょう
するものではありませんが、私には、こ を引き続き強く求めてまいります。
これに反比例して家庭教育は力を失って
また、私立幼稚園が認定こども園に移 まいりました。しかし、教育の原点、出 ご教育創造プランにおいても、子育て施
ども園化は幼稚園にとっては保育所化で
策と一体となった家庭教育への支援が
あるように感じられます。このたびの認 行後も、これまで実施してきた特色ある 発点は、やはり家庭教育にあります。
定こども園化が、結果的に幼稚園として 教育を私立幼稚園と同様に維持していけ
教育基本法に、第 10 条家庭教育の条 課題とされ、平成 27 年度のプランの実
の特色を減らしてしまう幼稚園潰しとな るように、防災教育、英語教育や農作物 項が新設され、第 11 条幼児教育、第 12 施 計画でも家庭の教育力の向上を大き
るようではいけませんし、子育てに専念 の栽培体験等の教育活動を県独自に支援 条社会教育、そして第 13 条学校教育、 く取り上げているほか、幼児期の教育の
しようとする女性を排除していく流れで することとしたところでございます。
社会教育との連携を強めて子供の教育に 充実が挙げられているなど、その重要性
県といたしまして、私立幼稚園が新制 責任を担っていくものと規定されたのも、 は認識されており、28 年度には新規事
あってはいけません。県として、こども
園化を推し進めるのであれば、幼稚園に 度へ移行した後も、引き続き、建学の精 人間教育の原点である家庭教育の重要性 業と して家庭教育支援モデル事業も計
画されています。
対する更なる独自支援が必要であると考 神の基づいた幼児教育を行うことができ を改めて示したものだと考えます。
しかし、先進県と比べると、本県のホ
えますが、当局のご所見をお伺いいたし ますよう支援してまいります。
さて、こうした中、県が新たに地域の
ます。
祖父母の力を借りて、地域で子育てを担 ームページを見ても、家庭教育に係る施
っていく体制づくりに取り組もうとして 策を取りまとめて紹介しているページ
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がないため、家庭教育の重要性を大きく
打ち出しながら、果たしてこれで十分な
役割、発信を果たし得るのかと懸念する
ところであります。
そこで、人口減少社会における家庭教
育の推進について、県としてどういう認
識でいるのか、そして、どこが中心とな
って取り組んでいこうとしているのか、
知事にお伺いをいたします。
知事（井戸敏三）
井戸敏三）
知事（
続いて、人口減少社会における家庭教育
の充実への総合的な支援体制についての
お尋ねがありました。
県と教育委員会で構成する総合教育会
議におきまして、昨年の４月に第２期ひ
ょうご教育創造プランを教育の振興に関
する総合的な施策の大綱として定めまし
た。そのプランの中では、家庭は教育の
原点であり、人間関係と道徳性を培い正
しい生活習慣を身につけることの大切さ
をうたっています。
家庭教育の重点課題としては、まず親
が親として成長するための学びを支援し
ていく必要があります。二つに、子育て
家庭の孤立化を防ぎ、地域ぐるみの子育
てを支援する必要があります。三つに、
食育や基本的な生活習慣、学習習慣を確
立していく、この三つを掲げています。
学校教育においては、例えば、家庭科
の授業で結婚を含めた家族や家庭生活の
あり方、子供を産み育てることの意義、
親や家族の果たす役割などについて考え
させています。結婚や出産を含めた将来
の生活を主体的に設計できるような学習
なども行っています。
しかし、家族の結びつきは従来と比べ
て弱いものになっているのではないでし
ょうか。しかも、生活のリズムが大人と
子供とで異なり、いわゆる、すれ違い生
活が多いとも言われています。だからこ
そ、家庭応援県民運動の一環として、父

親の子育て応援セミナーを開催したり家 母子家庭なんだけど、昔の貧困家庭とい いて、この人も道徳教育の推進者なんで
族の日を定めて、少なくとも一月に１ 回、 うのは、父親 が病死したり、あるいは病 すけど、こういう安倍総理の応援団の人
２週間に１回など、期間内に食卓をとも 身で寝たきりとか、そういううちの子供 たちの 過剰な期待を非常に冷ややかに
にするなど、同じ時間を過ごすことが大 さんが多かったですね。社会もこういう 見ておられます。
事だと考えています。
家庭に同情して、そういう家庭から優秀
それは、現在道徳が教科でないので、
また、家庭を支える地域コミュニティ な子供ができ るのを期待していた面が 大学の先生の間に道徳の教員がいない。
の役割が大切です。今回、地域祖父母育 ありました。それで、子供自身も貧困が したがって、義務教育で道徳を教 える
成モデル事業のような疑似３世代の結び 学力のハンディになると思っていなかっ 教師も育たないわけですね。それから、
つきをあえて行うのも、孤立しがちな家 たです。例えば大学でも授業料が安かっ この貝塚さんは道徳は宗教的情操に訴
族を地域で支えようとするものです。
た。月額 1,000 円でしたから。国立に えるところがなければ効果がないと見
家庭教育の体系化は、早速に整備して 行けばね。特別奨学金は 8,000 円、あと ているんですけど、そういう宗教家を道
公開させていただきます。また、家庭教 はもう下宿で共同トイレで銭湯、それか 徳の教科書に入れると文部省が検定を
育の所管を一つにはしにくいので、推進 ら少々バイトすれば、仕送りゼロでも最 ノーと言う。通らないだろうということ
本部制などを検討してまいります。家庭 高 学府を出れたんですよ。だから、貧困 で、このことを物すごく懸念をしておら
は子育ての原点、教育の原点であること 家庭でも頑張ってみようという子供がた れるわけでございます。せいぜいマザ
を忘れずに、学校教育、地域コミュニテ くさんいた。今日子供の貧困の問題で一 ー・ テレサぐらいかなとおっしゃって
ィ、食育、健康など、トータルに推進し 番大きい問題は、今日の貧困家庭の子供 いるんだけども、マザー・テレサが日本
てまいりますので、今後ともご指導くだ が そういう夢を抱けるかどうかなんで 社会に対して何回も警告を行った人工
さい。
すが、柏市もいろいろ学習支援をことし 妊娠中絶の問題には触れられないだろ
私の答弁は以上とさせていただきます。 から取り組まれるようになったんですけ うなという ことを言っておられます。
ど、まだ時間たっていないんだけども、 そういうわけで、教科書ができても、魂
H28-12-09
こう いう貧困家庭からでも有名校に進 のこもらない教科書になって、結局道徳
柏市例会
柏市例会
んでいる例がありますか。こういう子供 教育をしたもののいじめも貧困の連鎖
たちに自信を持たせる教育というものを も学力の向上も 何もよくならないとい
上橋泉君）
◆８番（上橋泉君）
学習支援とあわせてやっているかどうか、 う結果になるんじゃないかということ
御答 弁いただきたい。
を懸念しておられまして、文部省の検定
それから、道徳教育なんですけど、道 が通らなくてもいいから、こういう道徳
徳が平成 30 年から特別教科になって、 教科書をつくれば子供はよくなると思
道徳の 教科書も登場します。道徳が教科 うという彼の情熱を傾けて書いたのが
化された背景には、安倍総理の応援団の この「13 歳からの道徳教科書」という
人たちが日本の教育の現場の荒廃は道徳 本で、13 歳からというのは中学の道徳
教育をしていないからだ。実際教科じゃ の教科書にしてください という希望が
ないか ら、ほとんどの先生が道徳教育し 込められているわけですね。これを読ん
ていないんですね。だから、これを教科 でみまして、非常によくできている。よ
にして義務化すれば、いじめも貧困の連 くできているというのは、戦前の修身の
鎖も学力の問題も片づくということで、 教科書が道徳の徳目だけを 教えるとい
安倍総 理に強く働きかけたんでしょう。 うのに対して、これは人生を通じて生き
文科省に働きかけたんでしょう。これか る意味を考えましょうという本になっ
ら教科化になりますが、文科省はどうも ているわけです。
道徳教育を積極的にやる気は全然ないよ
どちらも人物を通して徳目を教える
うです ね。その安倍総理の応援団の一人 んだけども、修身 は出来事を中心に書
で、武蔵大学の貝塚茂樹さんという方が いているんだけど、この人はその出来事
それから、子供の貧困と学習支援です。
子供の貧困が深刻な問題になっていて、
経済的理由ほか等で貧困家庭の子供の学
力が奮わず、この貧困が連鎖すると言わ
れています。半世紀前、私が中高生だっ
たころは、家庭の所得と子供の学力が比
例関係にあるとは誰も思っていなかった
んです。貧しい家庭の子供のほうがハン
グリー精神を発揮して、優秀な成績をと
る子供がたくさんいました。学校の先生
もそのを心得ていて、卒業式の答辞には、
そういう家庭が貧しくて成績のいい子供
がだいたい選ばれて答辞を述べたもので
す。
この半世紀で子供の貧困をめぐる状況
が変わってし まった。何が変わったんで
しょう。１つは、家庭環境が変わってい
る。今の貧困家庭というのは離婚による
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を体験した人物が生涯を通じてその出来 代の変化とともに家 庭の状況も変化し の御意見のとおりであるというふうに思
事から何を学んでいったかという長いス て、貧困の状況というのも質的に変わっ うところです。学校教育の中では、実際
パンで捉えている。 ここが非常に宗教的 てきているのではないかという御意見で には毎日の授業やいろんな行事やいろん
な情操の要素が漂ってくるところなんで ございました。私も議員とほぼ同じ世代、 なところでわかったとか、でき たとか、
す。宗教と道徳の関係について言うと、 同じような時代で子供時代を過ごした者 頑張って褒められたという、そういう小
使従パウロが新約聖書の「ローマ人への として、実感としてそういうことは感じ さな成功体験とか、あるいは達成感、そ
手紙」の中で「キリ ストは律法の終わり るところでございます。当時、かつては れが褒められたというような、そういう
となられた」という有名な箇所がある。 絶対的貧困率は、今よりもかなり低かっ 経験の積み重ね、それが積み重 なってい
って大きな自信とか自己肯定感につなが
つまり道徳は人間を規制するけれども、 た。
相対的な貧困率と して、皆経済的には っていくものであろうというふうに思っ
宗教は人間を道徳から解放する。
しかしながら、道徳から解 放しても、 物質的にはそれほど豊かな時代ではなか ております。
学校教育の中でそういったことがしっ
人間の実存というものを正しく捉えれば、 ったので、他の子供と比較して卑屈感を
自由に振る舞っても道徳にもとるところ 感じたりするような状況はなかったとい かり行われるよう に、柏市内の全ての小
が何もない。これは、孔子が「我七十に うふうに自分自身は 思っておりますけ 中学校でそういうことが行われるように
して心の欲するところに 従って矩を踰 れども、全体としては今よりは随分貧し なってもらいたいというふうに強く思う
い時代だったと思います。感じるのは、 ところです。残念ながら、経済的に恵ま
えず」と言ったのと同じことになる。
非常に道徳教育というのは奥が深い。 当時は家庭的には貧しくても、親が一生 れない家庭の場 合、親の気持ちにそうい
奥が深いことを果たして子供が理解する 懸命頑張って仕事をし たり働いている った余裕がなくて、子供たちにそういう
かという問題がある。それは、 子供は人 姿というのは、割と１次産業に従事して 経験、積み重ねが家庭教育の中では少な
生関係が短いですからね。ドイツには、 いる家庭が多かったということで、目に いのかもしれないというふうに思うとこ
義務教育に宗教教育というのがあって、 見える。そういった親を助けたいという ろです。
イスラム、それからプロテスタント、カ ような、そういう気持ち とかというのは、 次に、道徳教育について、平成 30 年
トリックとクラス分けてやるか ら、本格 周りの者、私の友人なんかを見ても、比 度から小学校、平成 31 年度から中学校
的な宗教教育をするらしい。ところが、 較的強かったというようなことを感じま で教科 化されることが決定しておりま
宗教教育というのは子供にはわかりませ す。議員が質問のタイトルで上げており す。現在では、議員が示された教科書の
んよ。だけども、ドイツ政府はその子供 ます貧しくて孝子生まれるというような 検定のための基準をつくるという段階ぐ
の生涯を通じて理解すればいい じゃな ことは、そういったことが影響している らいに到達しているというふうに思って
いかと、こういう姿勢なんですね。日本 のかなというふうなことも感じる次第で おります けれども、道徳が教科化される
でも本物の道徳教育をしてほしいと思う す。経済的に恵まれない世帯に育ったと ことによって、議員のお話にありました
しても、みずから勉強して、意欲を持っ ように、一部の学校では道徳の時間を他
ます。
子供のときわからなくたっていい。50 て将来に向けて頑張っている子供たちは の授業に振り分けてしまったり、小学校
年後、70 年後にわかってくれ ればいい 現在でもたくさんいると思います。また、 では比較 的担任の先生が授業の時間に
と思うわけでございます。だから、短期 子供たちが学び続けていくための、ある ついては融通がきくもんですから、おく
的にいじめをなくすための道徳教育、学 いは意欲を持って人生を歩いて行くため れがちな算数の授業を道徳の時間にやっ
力向上の道徳教育だとか、貧困の連鎖を の自信や自己肯定感というのは、経済的 て授業時数のつじつまを合わせる、とい
なくすための道徳教育本じゃな しに、本 な問題ではなくて、全ての子供に身につ うようなことが実際に私も現場の実態と
当に長期的な子供の一生を通じて考えた けてあげなければいけない大切な要素だ して感じている。そういうことが確かに
あるというふうに思っております。
道徳教育をしてほしいと思いますが、御 というふうに思っております。
少なくとも教科化されることによって
自分はやればできるんだと思える自信
答弁をお願いします
とか、自分にはこんな長所があると考え 道徳の時間にしっか り道徳が行われる
られる自己肯定感というのは、教育の上 こと、それから単に道徳的な価値を先生
では大変重要な要素であります し、議員 が解いて教えるということよりも、いろ
◎教育長（河原健君） 初めに、子供の
貧困の問題からお答えをいたします。時

いろな問題、先ほど議員の御質問の中で、
子供の貧困の問題で あるとか、あるい
は多文化理解のことであるとか、あるい
は障害を持った方への理解のことであ
るとか、さまざまな問題を提起されまし
たけれども、そういった正解のない課題
について一生懸命みんなで考える、そう
いった道徳の授業の質の向上というか、
そういう授業が展開されることによっ
て、子供たちが多様な価値 についてみ
ずから考える、しっかりさまざまな問題
について考える、そういう授業が行われ
ることは、確かに議員がおっしゃるよう
に、道徳的な価値が学んだだ けでは、
実際にその人が成長していく過程の中
で十分道徳性を身につけた人間に成長
できるかという問題、一生かかってやっ
ていく問題という側面はあるにしても、
授業の中でいろんなことについてしっ
かり子供たち同士で考えるような授業
が行われることがその礎を築くのでは
ないかということで、そういう意味で、
その２点で私は道徳の教科化は期待す
るところを持っております。いずれにし
ても、今後道徳が教科化されるに当たっ
て必要な準備をしっかり進めてまいり
たいと いうふうに考えております。以
上です。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
各議会の会議録から丹念に御質問を
探すと、このような心ある議員のご質問
が多々出てきます。ここで愚痴っても仕
方ありませんが、会議録は議会によって
見やすいのと見にくいのが極端。探しに
くい会議録は手間が 5 倍 6 倍。それで
結局探しきれない。
兵庫県の会議録はたいへん調べやす
いのでついつい兵庫県から探してしま
います。和田有一朗先生が怖いのではあ
りません。あしからず。
事務局
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【東葛飾高校】
東葛飾高校】卒業式 やっと
国旗が舞台正面にあがった
舞台正面にあがった！
国旗が
にあがった！
教育を正す東葛市民の会 小野敏郎
March 13, 2016
３月８日、県立東葛飾高校では、卒業
「舞
式が執行された。今年の卒業式から、
、
「舞
正面に国旗を
国旗を掲げる式典
げる式典」
台い正面に
式典」に切り替
えた
えた。
他の都道府県の方からみれば何でもない
出来事かもしれないが、千葉県内では組
合教師の影響が強かっただけに、本校が
国旗を舞台正面に掲げたのは奇跡的な出
来事としか思えない。それほどの出来事
なのだ。
本校は日教組の先生の影響力が強く、昭
和３０年代から卒・入学式では国旗な
し・国歌なしの式典を続けていた。
平成１１年「国旗・国歌法」制定をきっ
かけに、千葉県教委は、それまで「国旗
なし・国歌なし」式典を続けていた県内
の公立高校に対して、
学習指導要領の規定に従って国旗掲揚・
国歌斉唱を適切に実施すよう改めて指導
するようになった。

もう二十年ほど前になる。徳永弁護士 お聞きしている。吉田寮と言えば知る人
と出会った経緯はよく覚えてないが、は ぞ知る、過激派学生の巣窟。余談だが、
っきりと覚えているのが、百人の会（当 徳永先生、やたらと火炎瓶の作り方に詳
時は任意団体）の顧問に先生の名前を書 しい！ 先生の見かけは茶髪にＧᴿパ
れでも校長の指導に文句を言ったり、抵 かせてほしい。と頼みに行った。その時 ン。ばんばひろふみか杉田二郎のいでた
抗する教頭までいたので、式典の形式を のことだ。先生は「百人の会に名前が上 ち。正義の代理人、靖国弁護団の竹之下
改めるのに長い期間を要したのである。 がると、俺まで右翼に見られるからな～」。 弁護士とは見かけは正反対。そのせいか
東京都教委や大阪府教委は、
「国旗・国旗 今、その言葉をそっくりそのままお返し どうかは知らないが、徳永先生を『保守
ではない』というゴリゴリがいる。その
のある式典」を実施するため「通達」を したい。
冗談はさておき、この冊子のタイトル ゴリゴリに聞いてみたい。徳永先生以上
発出したり条例を制定しているが、千葉
県教委は各校を指導だけで「国旗国歌の を私は「座標軸０からものを見る」とつ に靖国を守った人はいるのか。英霊を守
けた。座標軸０からものを見ないと論戦 った人がいるのか。日教組相手に闘った
ある式典」を実施する方針だった
「裁判 人がいるのか。沖縄、日本国の安全保障
（法廷闘争を避けるため？）ことからど には勝てない。裁判に負けてから、
」などと言ってもダメ の為に盾になった弁護士がいるのか。と。
うしても時間がかかる。組合教員が抵抗 所が左傾していた。
する中、東葛飾高校が今年の卒業式から なのだ。右からものを見るとすべてが左 「私は保守だ！ 左派はおかしい」と力
説することが保守ではない。何をしてき
「舞台正面に国旗を掲げる式典」に変え になってしまうからだ。
先日の東京地裁での第７回目靖国裁判 たかだ。大阪から東京に行くには必ず名
ることが出来たのは、まさに奇跡的であ
が終わってからの報告会でのこと。ある 古屋を通らないといけないのか。名古屋
る。
校長の強いリーダーシップと教頭との信 ご婦人が「なぜ裁判所はこのような『け を通った人は必ず東京に行くのか。と。
頼・協力・連携プレーの賜物だとしか思 ったい』な訴えを受けるんでしょうか」 彼は名古屋を通らず大阪から東京に行
と話された。徳永弁護士は「形式が整っ く達人なのだ。徳永先生がいろいろなと
えない。
」 ころで話をされる。そして、「こんなこ
東葛飾高校が最後だったが、これで千葉 ていれば、受けざるを得ないんですよ。
県内のすべての公立高校が、
「舞台正面に と笑っておられたが、我々から見ると原 と言うからネットでボコボコにされる
国旗を掲げる式典」に改めたことになる。 告は『けったい』だが原告から見ると我々 んや。」と言いながら左派批判を止めな
本当に長かったというのが実感である。 が『けったい』なのだ。左派から見れば い。その左派批判は、あくまで座標軸０
自分たちが正義で右派が悪。良し悪しを から、原点からの視点で、自然体で話さ
数で決めるのが民主主義。そのルールで れる。我々ものをしゃべる者にとって最
座標軸０からものを見る
作った法律で良し悪しを判断するのが裁 も重要なことではないだろうか。
「徳永信一弁護士、法律家的考
判所。当たり前の話だが。要は第３者を
◇冊子ご希望の方、ご連絡ください。
察！！」の研究
いかに納得させるかの説得合戦なのだ。
Ｍ情報 増木重夫 それを我々は肝に命じないといけない。 徳永信一弁護士の戦い（思いつくまま
左派がおかしいと決めてかかっても、泥 に）
棒だから泥棒だ。では議論にならないの ■三輪和雄日本世論の会会長・土屋敬之元都
だ。
議 VS 極左足立１６中教員裁判
今、憲法改正が話題になっている。読 ■七尾養護学校過激性教育裁判
売新聞が平成六年に作った試案がある。 ■第１次靖国参拝訴訟 ■沖縄龍柱裁判
そしてその試案には憲法一条に国民主権 ■沖縄集団自決裁判
■大江健三郎裁判
が書かれている。天皇の項目は二条なの ■朝鮮総連固定資産税減免裁判
だ。あの GHQ でさえ天皇を一条から外 ■兵庫県朝鮮学校補助金差し止め訴訟
さなかったのに。そして大事なことは読 ■高金素梅靖国乱入刑事告発
売新聞が一番売れているという事実だ。 ■朝日・グレンデール裁判
徳永弁護士は京都大学吉田寮の出身と ■宜野湾市民 VS 翁長知事裁判
平成２８年３月１８日、靖国裁判大阪
ところが、組合教員の影響力の強い学校
では、校長の指示があっても守ろうとし 訴訟、勝利報告会がある。来られた方に
ない事例があった。東葛飾高校はその典 何かを持って帰っていただきたい。いろ
いろ考えた。そこで思いついたのが、徳
型例だった。
当時の高校管理規則では「職員会議は学 永弁護士。彼をお持ち帰りいただくわけ
校運営の補佐機関。組合教師らが議長団 にもいかないので、彼が今まで、事ある
を出して職員会議を進行させていた」
。こ ごとにメールで発したコメント。それを
れでは校長は何も言えなかったのである。 まとめ小冊子を作ろう。と言うものだ。
そこで、県教委はこの管理規則を、
「職員 我々ものいう者の教科書として。
会議は校長が主宰する」と改訂した。そ 「あとがきにかえて」より
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Ｍ情報は、杉田謙一氏に乗っ取られた
ようです。もちろん、彼が、「俺のを載
せろ」とすごんできたわけではありませ
ん。編集会議（そんなかっこいいもので
はありませんが）でどの記事を載せよう
か議論（の真似事を）します。そうする
と自然と、杉田氏の文章（「草莽の記」
で検索）ばっかりになってしまうのです。
彼が我々の言いたいことを一番代表して
くれるからです。そんなわけで彼の文章
を探してくると自分で書かなくて済むと
いう、極めて横着な我々にとって、何と
もありがたい御方なのです
増木

3-15 サンケイ

卒業式での教職員の国旗掲揚や国歌斉
唱 10 件は「教育を荒廃させる」などと
する内容のメールが２月、市民団体から
大阪市立小中学校全４２４校に送られて
いたことが１４日、市教委への取材で分
かった。市教委は市の方針と大きく異な
るとして、各校に対し、あらためて国歌
斉唱 10+ 件時の起立の徹底などを求め
る通知を出した。通知は９日付。
この市民団体は「Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ
ｆｏｒ Ｔｅａｃｈｅｒｓ ａｎｄ Ｃ
ｈｉｌｄｒｅｎ（Ｄ－ＴａＣ＝ディータ
ック）」。君が代斉唱時の不起立を理由
に昨年５月に戒告処分を受けた市立中教
諭を支援する活動を展開している。
市教委によると、すでにすべての市立
中が卒業式を終えたが、教職員の不起立
などは確認されていない。小学校は１７
日に卒業式が予定されている。
関係者によると、メール 10 件は２月
１０日にＤ－ＴａＣから全４２４校に送
られた。君が代の起立斉唱を定めた職務
命令を「教職員の間に保身を蔓（まん）
延（えん）させ、教育を荒廃させる」「国
歌を歌いたくない児童生徒に対するいじ
めや人権侵害」などとし、「学校教育の
あり方についてお考えいただきたい」と
の内容だった。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

大阪って、こういうおバカなことは熱
心。困ったもんだ！

大阪市教育委員会委員長 大森不二雄殿

大阪市教委は内閣方針に従う
『君が代起立』は教育滅ぼす」 べし（意見）
⋩大阪市立全小中４２４校に
日本世論の会神奈川支部
市民団体がメール
監事 湯澤甲雄
市教委「市方針と著しく異な 平成 28 年 3 月 16 日
る」と実施の徹底通知

万人規模の民間人、１万人程度の自衛官
御遺骨収容は国家としての務め をそのための特別公務員として選定して
聞き取り調査やシベリアを含む現地調査
草莽の記より 杉田謙一 は県ができるように予算組みすべきでは
2016 年 03 月 24 日 The Yomiuri ないか。ぜひ今しかできないことであり
急いでほしいものである。
戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位
全国各地には慰霊碑や鎮魂碑・部隊碑
置づける戦没者遺骨収集推進法が２４日、 がありその多くは管理もままならないと
衆院本会議で全会一致で可決され、成立 も聞く。三ヶ根山や豊橋・名古屋の陸軍
した。
墓地などは自衛隊が立哨してもよかろう
同法は２０１６年度からの９年間を集 と思えるがそうもいかない。ならば、せ
中実施期間として定め、戦没者の遺骨収 めて清掃など管理責任を厚生労働省など
集を計画的かつ効果的に行うよう国に求 に担っていただくしかないのでは。最低
めるものだ。戦後７０年以上が経過して 限の国の務めでありましょう。むろん民
当時を知る関係者が少なくなっているこ 間有志も協力しますが。第一義は国の責
とから、国内外の施設に保管されている 任としなければ英霊も無撚至極でありま
文献を調査する体制整備を明記。身元が しょう。
特定できないケースを少なくするため、 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
遺骨の鑑定や遺留品の分析に向けての体
制強化を国に求める内容も盛り込んだ。
厚生労働省によると、戦没者約２４０
万人のうち、これまでに収集した遺骨は
約１２７万人分で、今も約１１３万人分
が収集されていないという。海外での遺
骨収集を進めるために、現地の政府など
と協議し、理解と協力を得るよう国が努
力する規定もある。（読売）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

遺骨収集の語句は遺骨収容にならない
のか、収集などは切手収集などに使う言
葉ではないか。
それはさておき、国家の責任として戦
病死者のご帰還を願うのは当然の行為と
はいえなかなかなされていなかった。
すでに当時３０歳で行かれた方もすで
に１００歳。ほとんどの方が寝たきりに
なられている、戦争体験の記録ももう残
しえない。政府は特別に期間限定をして
でもいいから定年退職者で熱意ある１０

公明党委員長
山口那津男殿
（写し、内閣総理大臣 安倍晋三 殿）
（写し、大阪市立茨田北中学校長 寺井
寿男 殿）

大阪市教委は「一億総活躍」内閣方針
に従うべし（意見）

3 月 15 日産経新聞によると、大阪市
立中学校の校長が 2 月 29 日の全校集会
で「女性にとって最も大切なことは子供
を二人以上産むこと」と発言したとして、
市教委が処分を検討していることが報
道されていました。校長は誤解を招かな
いようにと 3 月 12 日学校のホームペー
ジに発言要旨を公開したが、市教委の削
除依頼があり 13 日朝に掲載を取り下げ
た由。
また、14 日大阪市議会の教育子ども
委員会で、この問題が取り上げられ、西
崎照明委員（公明）が「内容があまりに
偏っている」と批判したとも報道があり
ました。
そこで私はホームページに掲載され
取り下げたという要旨を読んでみまし
たが、「人口減少による日本国の存亡を
憂え、女性の尊厳に訴え、子育ての価値
を知らしめ、男子に家族愛の大切さを教
える」という、校長として立派な発言で
あると感じました。
去る 1 月 22 日安倍首相は施政方針演
説の中でこう訴えました。「一億総活躍
の最も根源的な課題は、人口減少問題に
立ち向かうこと。50 年後も人口一億人
を維持することであります。長年放置さ
れてきた、この問題への挑戦をスタート
します。希望出生率 1.8 の実現を目指し
ます。
」
教育公務員は国家公務員法により国
策に従う義務があり、教育公務員たる校
長の発言は、安倍首相の方針を受けて、
問題への挑戦をスタートさせたもので

9
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す。
た）中学校の２月末の全校集会で「女性
校長の発言があまりにも偏っていると にとって最も大切なことは、子どもを２
いう市会委員（公明）こそ、偏った発言 人以上産むこと。仕事でキャリアを積む
です。偏った発言でないと固執するなら こと以上に価値がある」などと発言した
ば、自民・公明連立内閣の閣内不一致が 寺井寿男校長（６１）が１２日、朝日新
公明党の末端組織で発生していることに 聞の取材に応じ「人口が減るなかで、日
なります。公明党委員長は、西崎照明委 本がなくならないためには女性が子ども
を産むしかない。間違った発言とは思わ
員の発言撤回を求めるべきです。
また、地教行法第 1 条の 2 において大 ない」と述べた。
阪市教委は、「教育基本法の趣旨に則り、 「キャリア積む以上の価値」 全校集会
同法第 1 条に規定する自由民主主義国家 の発言要旨
の国民の育成を教育の目的とする基本理 「女性は２人以上産むことが大切」中学
念を帯して、国との適切な役割分担及び 校長、全校集会で
発言は今月初め、市教育委員会への匿
相互の協力の下、公正かつ適正に行わな
名の電話で発覚。市教委は不適切な発言
ければならない立場にある」
のだから、閣議決定している首相施政方 として処分を検討している。これに対し、
針即ち国策を無視すること、及び実施を 寺井校長は「生徒や保護者から直接おか
妨害することは行うべきではありません。 しいという声は届いていない。私の発言
校長発言は、出生率の低下から国民が で傷ついた生徒がいたなら真意をきちん
存亡する根源的問題の危機を乗り越えて と説明する」と述べた。
出産や子育てへの価値観が多様化し、
将来生きる目標を生徒に説き示したもの
です。大阪市教委も市内の全生徒に学校 キャリアを求めたり望んでも子どもを産
授業を通じて同様の訴えを行うよう各校 めなかったりする女性がいることは認め
「出産を強いているわけではない。子育
長、教師を指導する義務があります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ てが楽しいということを伝えたかった」
と話した。
一方で、少子高齢化や不安定な年金制
「子を産めない人は寄付を」 「２
度などの課題を指摘し「男女が協力して
人以上」発言の校長
子どもを育てるのが社会への恩返し。子
H28-3-12 asahi
どもが産めず、育てられない人はその分
施設などに寄付すればいい」と主張した。
この関大の赤尾先生、いちいちカチン
また、寺井校長は全校集会で「子育て
とくるね。「夫婦になっても子どもを産 のあと、大学で学び専門職に就けばいい」
まないという選択肢」・・・そんな選択 とも発言していた。これについては「出
肢あるか。校長は一つの生き方を啓示し 産や子育て後も学び直しはできる。女性
ている。ヒントを与えているに過ぎない。 がキャリアアップで不利にならないよう
教育者として当然の仕事だ。子育て以上 にするべきだ」と話した。
のキャリアって何？
寺井校長は１９８１年に市立中学の教
寺井校長に座布団 3 枚。
増木
員として採用され、市立小・中学校の校
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
長を歴任。２０１５年３月に定年退職し
たが、同４月に再任用された。（石原孝、
長野佑介）
大阪市鶴見区の市立茨田北（まったき

給与 1．8 億円返

◇
■「公人として配慮を欠いた発言」
関西大の赤尾勝己教授（教育学）の話
人生をどう生きるかは個人個人で考える
ことで、他人が指図するべきことではな
い。社会には結婚をしたくてもできない
人もいるし、夫婦になっても子どもを産
まないという選択肢もある。今回の発言
は、多様な生き方を否定するような発言
だ。特に公人であり、生徒と向き合う校
長がこのような画一的・硬直的な発言を
したことは、配慮を欠いた発言と言わざ
るをえない。

無免許教諭
還請求せず

河北新報 3 月 10 日(木)

これは到底納得できない。確かに手続
きミスかもしれない。これが許されるな
ら更新忘れの無免許運転や車検切れも全
て OK になる。
「仕事をした」と言うが、それは手続き
に従って仕事をした場合の話。退職金と
年金は止めたからこれで手を打とう。と
いう温情、情実判断ではないだろうか。
行政の、白黒をつけない雑さが目につく。
最終的には裁判になるだろう。返却の
判断がなされてもそう簡単に返せる額で
はない。執行までするかしないかは別問
題。しかし、判決は出すべきではないか。
こういった、曖昧模糊とした教育現場。
先日の冤罪万引きの生徒の自殺にもこの
ようないい加減さが遠因としてあるので
はなかろうか。
増木

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

教員免許を持たない女性（55）が約
32 年間、山形県内の公立高で授業をして
いた問題で、県教委は女性に支払った給
与計約 1 億 8000 万円の返還を請求しな
い方針を固めた。9 日の県議会 2 月定例

会文教公安常任委員会で明らかにした。

県教委によると、給与は 1984 年 4
月の採用時から、問題が発覚した 2016
年 1 月まで 31 年 10 カ月間支払った。
女性は 2 月 22 日付で採用時にさかのぼ
り任用が無効とされた。

県教委は過去の行政実例を踏まえ、
「女性は適法に採用された教員と同じ
勤務をこなした」と認め、労働の対価で
ある給与の返還は請求しにくいと判断
した。退職手当や共済年金は、任用無効
となり教職員でなくなったため、支払わ
ない。

新たな再発防止策も示した。採用時と
人事異動時、免許状の写しを着任校に提
出させるなどし、教員免許の有効期限の
把握や確認作業の徹底を図る。

県教委によると、女性は県外の大学で
教職課程の単位を取得したが、免許申請
時に体調不良で手続きしないまま 82 年
度に卒業。翌年度の採用試験に合格し、
これまで計 4 校で、延べ約 7700 人の
生徒に保健体育を指導していた。

県教委は教職員免許法違反の疑いで、
女性を刑事告訴するかどうか検討中。免
許状の管理や事務手続きにも問題があ
ったとして、本年度内に関係者を処分す
る。

独身男性市長に「早く結婚
を」 社民女性市議を戒告
秋田・大館市議会

産経新聞 3 月 1 日(火)

社民党！ 福島瑞穂氏の子分か！
しかし、今回の相馬議員の主張に「戒告」
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は納得がいかない。
大館市議（６７）が市議会で、独身の福
相馬議員の「誤解を招く表現だったが、 原淳嗣市長（４８）に対し「未婚の市長
悪意はなく、戒告は納得いかない」
とは議論できない。結婚を」と発言し、
は当然だ。ほほえましい発言でこそあれ、 市議会は１日の本会議で戒告の懲罰を科
言葉狩りと言うか、自分の存在感を示し した。
たいがためのイチャモンというか、この
相馬氏は２月２９日の本会議で保育士
ような揚げ足取りは止めるべきだ。
不足について質問した際、福原市長に対
私は早速相馬議員に電話を入れた。秋 し「まだ結婚もしていなし、子供もいな
田県など、めったに電話をかけないが、 い。これでは同じ土俵で議論できない」
私の携帯はかけっぱなし定額だから電話 「市長にはぜひ、この任期４年間の間に
結婚してもらいたい」と述べた。
料に関しては怖いもの知らず。
一部議員が懲罰動議を提出し、懲罰特
いつもそうだが、議員は暗～～～い声
で電話に出られた。相当攻撃を受けてい 別委員会が地方自治法が定める「公開の
るようだ。そこで私は「安倍自民の応援 議場における戒告」を可決。本会議で保
団だ。」と名乗った。さらに暗くなり、し 守系会派や公明、共産などの賛成多数で
どろもどろの言い訳が始まる。そこで、 可決され、議長が戒告文を読み上げた。
「私は福島や辻にはヘキヘキしているが、 相馬氏は「以前の市議会で市長から『お
今回の先生のご質問は素晴らしい。全く 母さん』と呼ばれたこともあり、親心で
その通りだ。無味乾燥の議会に最も必要 子育ての重要性を訴えた。結婚は私的な
なのは『ホッとする』温かさ、ぬくもり ことで、誤解を招く表現だったが、悪意
ではないか。
」と申し上げた。議員は急に はなく、戒告は納得いかない」と話して
元気になり、電話の向こうでウルウル。 いる。
相馬氏は７期目。平成２２年から２５
議員曰く、
「自民党が攻撃してくる。本来
は自民党が言わなければならないことじ 年まで社民党県連副代表を務めた。市議
ゃないですかぁ。自民党が最近おかし 会では民主、社民系などでつくる会派「新
い。
」そこで私は極めつけの一発。
「先生、 生クラブ」に所属している。
私は大阪ですから自民党は共産党。おか
しいのは慣れっこ。そんなもんですわー」 首相靖国参拝訴訟、
首相靖国参拝訴訟 、請 求棄却
と申し上げたら、議員大笑い。やっと明
不服 の 原告側控訴
に 不服の
るさを取り戻した。
「そもそもが社会党議員らしくない質問。
英霊を被告にして委員会事務局
自民がこのような質問をして社民党がつ 2016 年 02 月 09 日
サンケイ
つく。これがどこにでもある通常のパタ
ーンですよ。
」と申し上げたらさらに「そ
当たり前と言えば当たり前だが、原告
うよね。」と大笑い。
が控訴した。
地方で社民党といってもそんなにイデ
今から 2 年前の年末、安倍総理が靖国
オロギーはないのかもしれない。
神社にに参拝したことに端を発したこの
ひょっとして、百人の会入会、社民党
裁判、東京と大阪で一戦交えることにな
第一号になるかも。案内書送るか思案中。 った。
そして大阪では今年の 1 月 28 日、
増木
１２０％勝利の判決をいただいた。つい
先日、3 月 18 日に津川雅彦筆頭参加人
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

元社民党秋田県連副代表の相馬ヱミ子

にご参加をいただき、百名の方が参加さ 参院予算委「皇位継承男系男
れ祝勝報告会を開いたばっかり。
今回の判決、私が原告なら畳を引きむ 子」への国連批判に首相反発
しって悔しむだろう。そのくらい我々に 毎日新聞 3 月 14 日(月)
とってすがすがしい判決なのだ。余計な 憲法一条の会 事務局長 増木直美
ことを書くためにあるような暴論も一切
ない。
よっしゃ！ 我らの総理だ
① 安倍首相が靖国に行ってどこに問題
> 安倍晋三首相は１４日午前の参院予
がある。
算委員会で、国連の女性差別撤廃委員会
② 過去の判例は過去の判例。そんなもの
の最終見解案に、男系男子の皇位継承を
は知らない。今日は俺が裁く。
定めた皇室典範が「女性差別に当たる」
③ 平和的生存権。ナニそれ。
と見直しを求める記述があった問題に
④ 在特会、そんなもの関係ないやないか。
ついて「委員会が皇室典範を取り上げる
そこで原告がそそくさ控訴したのだ。
控訴審第 1 回目の公判はおそらく 5 月終 ことは全く適当ではない」と述べ、同委
を強く非難した。その上で対外的な情報
わりか 6 月初めごろに開廷されると思う。
発信を強化する考えを示した。
ご案内します。是非傍聴に来てくださ
>
い。
> 皇室典範についての記述は、政府の
また東京は谷口裁判長、大変お美しい
抗議で最終見解では削除された。首相は
方なのでいつまでも見ていたいのですが、
さっさとやれよな！ 5 月に弁論を終わ 「国民の支持を得て今日に至っており、
女性に対する差別を目的としていない
り、9 月に証人調べ。判決は年をまたぐ
のは明らかだ」と指摘。「今回のような
かもしれない。しかし、大阪の判決が出
たことで、さっさとやらないといけない 事案が二度と発生しないよう、また我が
国の歴史や文化について正しい認識を
というプレッシャーにはなっていると思
持つよう、国連及び各種委員会にあらゆ
う。
東京地裁 5 月 26 日 14 時より開廷。 る機会を捉えて働きかけたい」と述べた。
>
13 時 30 頃から傍聴抽選。終了後弁護士
> また首相は、憲法改正について、夏
会館で報告会予定。
の参院選に向け「今後も公約に掲げて訴
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
えていく」と改めて述べた。ただ同時に、
改憲発議に衆参両院で３分の２以上の
賛成、国民投票で過半数の賛成が必要な
ことに触れ、「与党のみならず、多くの
党の支持を得なければならない」とも指
摘。「国会が発議し、国民が決めるのが
憲法だ」として「国民的な議論と理解を
深めるよう努めていきたい」と述べた。
自民党の山谷えり子氏への答弁。【堀井
恵里子】

安倍首相の２０１３年１２月の靖国神
社参拝は、政教分離を定めた憲法に反す
るなどとして、全国の市民ら７６５人が
安倍首相と靖国神社、国に１人１万円の
損害賠償などを求めた訴訟で、原告のう
ち３８８人が９日、合憲か違憲かの判断
を示さずに請求を棄却した大阪地裁判決
を不服として控訴した。
１月２８日の１審判決は「損害賠償の
対象となり得るような法的利益の侵害は
ない」とし、参拝が公的か私的かにも触
れなかった。
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平成 28 年 4 月 20 日（17
日（175
175-12）
12）

活動資金ご協力のお願い

ではなく、器械を部屋に持ち込む。だか 3-13 愛知県 澤田 史朗
落ち着いたもの。
そして今日、2 月分の請求書が届いた。 ら広いのだ。ただ一つ不満は、ナースも
8 年前、シカゴで突然の腹痛に見舞わ
編 集 後 記
その前に、北欧を福祉国家だと学校で習 常時手術着。まさに戦闘服だ。色気も何 れ、地域の総合病院で開腹手術をしまし
った。しかし、これだけの重症患者を三 もあったもんじゃない。ナースキャップ た。1 ヶ月後にはマチュピチュの山に登
嫁の母（86 歳）が 1 月 13 日に倒れ、
途の川から引き上げられるのか。北欧に ももちろんない。あったのは明るい笑顔 ったぐらいですから大した手術では有
国立循環器病院に緊急入院。三途の川で
これだけ医療技術があるのか。最大の福 だけ。まっ！いいか。
りませんでしたが、それでも 5 日間の入
3 回も水浴びをした。病名は心不全と大
さあ、婆さん。快復したら 1000 万円 院で 200 万円ほどかかりました。
祉は命を助けられる『力』があることで
動脈狭窄。心臓の半分が壊死し、弁が動
分社会貢献させるぞ。
はないか。
本当に日本の医療費は安いですね。
かず、大動脈はフン詰まりという最悪。
さて、その請求書。102 万点。1 点
血液が 2 割程度しか出ていないという。
10 円だから 1020 万円の請求書だ。そ
ここまでは既報の通り。
【ご支援等の口座】
して厚さ 5 ミリほどの請求明細が添付さ
郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI 情報デスク
インフォームドコンセンサス（？；要
れていた。そして最後の支払額は請求額
三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 0044349 普通 増木重夫
は説明会）。「助けるから任せろ」とい
は 7 万円弱。銀行金利より安い金額。
う。そしてカテーテルの緊急手術。豚の
まずは、平素より私どもの活動に力強い ○ カンパ金の主な使途
1000 万円にはため息が出るが、支払い
弁の入れるとのこと。まるで TV。最新
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。
下記サポート団体の、
はたったの７万円。思わず嫁に「今すぐ
医療最前線。担当医は S 石。若い。
『Ｍ情報』は、後記のサポートしている団
・活動の資料等の発送費・道路、公園
払いに行け。病院の気が気わったら大変
あっという間に手術も終わった。
体にご縁のあった人の名簿を管理し、『Ｍ
使用申請料・交通費、通信費・資料、
だ！」と言って払ってきた。嫁の実家は
1 週間、やっと峠を越え、２～３日前に
情報活動報告』を現在のところ毎月全国約
ビラ等の制作費・備品購入費等
資産家とまではいかないが、生活には困
ICU から生還。まさに生還である。術後、
５千（目標１万）部発送しております。
っていない。まあまあ裕福な方。それで
○Ｍ情報がサポートしている主な団体
またもや血圧が 40 まで 3 回下がり、も
このレポートにもありますように、私ど
も支払いは 7 万円でいいという。こんな
・NPO 法人百人の会 ・救う会大阪
うアカンと 3 回思った。先生やナースは
もは子供達に誇りある国を残すため、日々
国が他にあるか。
・米国に原爆投下謝罪を求める会
命がけで戦っています。ところが問題は活
大阪都構想の住民投票の時、老人に金
・憲法一条の会
動資金。今まで以上にがんばります。何卒
を回せ！ などと言っていた人がいたが、
・英霊を被告にして委員会
資金のご協力を伏してお願い申し上げま
アホなことを言うな。老人医療費が高い、
・竹島を奪還する会・関西
す。
などと言う声も聴く。ナニ言ってんだ、
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
フザケルナ！ 日本が嫌ならいますぐ出
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・大阪の公教育を考える会、他
てけ。日本は、2 位以下を大きく引き離
特に「購読料」は設定していません。 ◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
した、北欧など足元にも及ばないぶっち
カンパをよろしくお願いいたします。
てご協力ください。
ぎりの世界一の福祉国家なのだ。
私は思った。日本が壊れるとしたら、 ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
中国や北朝鮮からの攻撃ではない。高額
原稿・同封資料の
同封資料の募集について
募集について
原稿・
医療の国庫負担ではなかろうか。もちろ
掲載ご希望の論文、情報等ございまし
ています。重さ制限は５０ｇです。まだ
ん医療費が高すぎる、という議論がある
たらどんどん表記事務所までお送りく
余裕がございますので、資料等の同封が
かもしれないが、母の枕元、イヤ部屋に
可能です。ご相談ください。
ださい。また、弊紙は郵メールで発送し
ある医療器材を合計すると、素人の私が
見ても 5000 万円では済まないと思う。 ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
もちろんＭＲやＣＴ等の億の機材は除け
諸情報
諸情報のメール
のメール配信
のメール
配信について
配信について
て。
ですが、試しに一度受信してみませんか。
『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲間
余談だが、ICU は医療器械の倉庫。本 から、または情報収集の専門家から情報
ご不要でしたら即停止いたします。要領
物の倉庫との違いは電源が入っている点。
は次のアドレスに「メール希望」と空メ
が送られてきます。それをメールで転送
また個室もやたら広い。その理由がわか
ールを（発信名義「NPO 法人百人の会」）
。
します。内容はどこよりも詳しく多種多
った。器械のある部屋へ患者を動かすの 様。「量が多過ぎとお叱りを受けるの
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

草莽の記より
2016.03.08
楽天プロフィール XML
教師の道は失敗が許されない聖なる道と
心得るべし
カテゴリ：カテゴリ未分類
びっくりする記事が出た。記録の間違い
で済まされる問題ではない。
中３男子が自殺ᵁ「万引き」の誤記録で
推薦せず
2016 年 03 月 08 日 14 時 30 分
広島県府中町で昨年１２月、町立中学３
年の男子生徒（当時１５歳）が、自宅で
自殺していたことがわかった。
町教育委員会によると、学校側は自殺
する前の進路指導で、生徒が万引きをし
たという誤った記録に基づき、志望校へ

の校長推薦は出せない旨を伝えていた。
町教委は「学校側のミスがなければ推薦
は出せた」としており、第三者委員会を
設置し、自殺との関連を調べるとしてい
る。８日夕に行われる臨時保護者会で経
緯を説明する。
町教委によると生徒は第１志望が公立
高、第２志望は受験に校長推薦が必要な
私立高だった。担任教諭は昨年１１月の
進路指導で生徒に対し、１年生当時に万
引きしたとする誤った記録に基づき推薦
はできないと説明。その後も同１２月８
日朝まで計４回、面談し、同日には生徒
に「万引きのことを親に説明する」と伝
えた。
2016 年 03 月 08 日 14 時 30 分
Copyright &#169; The Yomiuri
Shimbun

全く信じられない。いったい担任は生徒
に接する能力があるのでｄあろうか。
教師は、生徒を守る立場にある。育て
る責務を持つ。そのために嘘も時に語る。
生徒防衛のために。それでよい。意地で
も守り通さねばならない時がある。「担
任の私が言うのだから彼彼女はそんなこ
とをしていない。」と言い切らねばおさ
まらない時もある。それでいい。職をか
けて守るのが担任だから。
いつか書いたが、私が教師を辞めたの
も一人を必死に守るためでもあった。も
う昔のことだが。おかげで亡き父からは
勘当され、岡崎には住めなくなってしま
ったがそれでもいやそれだから、生徒は
わかってくれた。自分がしっかりせねば
人様の人生を変えてしまうことがあるん
だということを。

全国の教師はもう一度担任をしている
生徒に今日はどう声をかけ、どう勇気づ
け、どう激励したのかを振り返ってもら
いたい。
彼の記録がどうして誤記されたのか。そ 私は教師時代もほぼ毎日通信を書いてい
の当時の担任がどう対処していたのか。 た。当時はガリ版刷り。なぜか。教科担
自分の指導力の問題と認識していたのだ 任制でありクラスの生徒にはそうそう語
ろうか。もし万引きの事実があったとし ることも出来ない日々。ならば言い残し
てもその後の指導がいかに成されたか。 たこと、語ってやらなければならぬこと
報道が表面的で内実がわからぬ段階でコ など、記載するしかないと思ったから。
メントするのは好ましくはないことだが、 生徒に日記を書かせたのもチェックの段
階で、語りきれなかったことを記載でき
あまりに悲しく情けない事件である。
もしそれが誤記であったとして、その るから。一人一人の机を誰もいなくなっ
データは本人の知らぬところで教師がず た教室に行きからぶきしたのも一人一人
っと色眼鏡で見てきたことになる。現在 に語ったことを思い出し。話せなかった
の担任は彼の日々をいかに見てきたのか。 生徒に生徒の日記帳に書いたり、どうし
万引き犯と伝えられてどれほどショック てもできない時には机に向かってほめて
をかんじたのかと思うと他人ごとに思え やったり。
ない。悔しさや怒りに身震いしたことで 教師は生徒に語るべき言葉を持って日々
しょう。死を持って抗議するほどに教師 を生きる職責を持つもの。それをなくし
たら、潔く職を辞し、成りたい人物に変
不信のどん底にあったのでしょう。
１２月８日までに４度も指導をしなが わるだけでありましょう。出ないといつ
ら教師が生徒の心を見て居なかったなど、

か取り返しのつかないことが必ず出て
きてしまうものだ。
今は学級通信をかかせなくなったとい
う。では他の方法でいくらでも勇気づけ
ることはできる。教育には失敗が許され
ない。心して教育活動に向かうべき。組
合などやっておられる意識のものに人
間教育などできやしない。これだけは経
験上よくわかることである。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

私は野球に興味があるわけではない。長
嶋、王、せいぜい落合まで。
さて、野球賭博問題。マスコミでは NBP
（日本プロ野球機構）に事件を報告した。
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告発した。という記事をよく目にする。 員総務本部長コンプライアンス担当＝都
下記デイリースポーツは「コミッショナ 内の読売新聞本社
ー
巨人は８日夜、東京都内の読売新聞本
に告発」と書いてある。
わけが分からん。コミッショナーってエ 社で会見を開き、高木京介投手（２６）
が野球賭博に関与していたことを明らか
ライの？
賭博は刑事事件、告発すべきは検察庁か にした。元オーナーの渡辺恒雄最高顧問
（８９）、白石興二郎オーナー、桃井恒
警察ではないの？
和球団会長が辞任することも発表した。
コミッショナーは検事より偉いのか。
NBP って何様？
まず証拠保全。警察でしょ。NBP って警 【写真】不祥事との関わりについて語っ
た巨人ＯＢ投手
察の下請け？
プロ野球に仮に自浄作用があるにしても、
巨人の久保博球団社長が会見し、「野
一次的には警察だと思う。
コミッショナーがいくら偉くても刑事事 球賭博に関与した疑いが本日新たに明ら
かになりました。コミッショナーに告発
件まで裁くことはできない。
そもそもそう言った、コミッショナー中 することになりました。痛恨の極みです」
と頭を下げた
心の NBP 君主国の体質に
問題があるのではないか。NBP も社会の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一部分。であるなら、社会のルール
（刑法違反をしたなら警察）にしたがう。
そのことを忘れ、
まるで、自分たちの世界は自分たちで裁
く特権がある、と思っているかのような
行為。
そこに全ての原因があるような気がする。
各位、ご意見をお聞きしたい。
増木
-----------------------------------------------------------------巨人また野球賭博…高木京が関与 球団
社長「痛恨の極み」
デイリースポーツ 3 月 8 日(火)19 時
47 分配信
巨人また野球賭博…高木京が関与 球団
社長「痛恨の極み」
巨人・高木の野球賭博が発覚し謝罪する
久保博球団社長（左）と森田清司執行役

