推敲して完成できるはず
だ︒ ここでは高校生に要求
するレベルの話である︒三︑
四をいっしょにすると ﹁スゴ
ク○○だったです﹂という文
にたくさん出会った︒ 小学
校の作文授業からはじめな
くてはなるまい︒
読み書きのうち文章力は
極端に開きがあった︒ しか
も︑ 平均的には劣化してい
る︒ 因みに英語力も同様︑
全く通じないものからアメリ
カ人が感心するほどの力が
あるものもいたと聞く︒ 書
くことは読むことからはじま
る︒ 話し言葉と書き言葉が
区別できない︑ ボ キ ャ貧 と
いうのは書物を読んでいな
い証左であろう︒
そろばんはどうか？私が
高校教師をしていた三十数
年前にも 1/3+1/2=1/5
とい
うものが高校入試を合格し
ていたという︒それ以降︑文
部省は数学の教育課程は難
しすぎるとしてレベルを落と
した︒﹁みんなができるよう
にする﹂というねらいであっ
た︒ はたしてそのとおりに
なっているのであろうか︒
教育課程の劣化はこれにど
まらない︒ 阿南市︑密蔵院
の神野良戒君は明治大学工
学部機械工学科航空工学専
攻の大学院生︑ 当山とは法
縁で坊さん部門の指導をし
ている︒ 彼曰く ﹁高校のと
き︑ ニュートン力学をやって
いないものがいる﹂﹁どうす
るの﹂﹁補習をやっている﹂
と︒ 機 械 工 学 に 進 む の に
ニュートン力学をやっていな
いのは英文学を選考するの
に英語を履修していないよ
うなものだ︒ それでも入学
できるから不思議だ︒ 電気

の分野では中学課程の簡単
なオームの法則ができず家
庭でたこの足配線をやってい
ないだろうか︒ 先般︑ 東海
村で放射能漏れがおこった︒
はじめは原子力発電所の放
射能漏れくらいかと思ってい
たら臨界に達したたいへんな
事故だった︒ 臨 界 と は 何
だ︒ ウラン二三五を一度に
集めるとこうなるのか︒ で
は︑ 原爆とこのたびの事故
は同じ原理ではないか︒ 違
うのならどこが違うか︒ 原
子物理学の基礎である︒ 原
子力発電反対者にも︑ かか
る基礎知識が乏しいような
ことが見受けられる︒ 化学
は も っと身近である︒ トイ
レの洗剤を混ぜ合わしたた
め死んでしまった例もある︒
これら高校の物理 ・化学を
自分の安全のために勉強し
ていれば十分防備できるこ
とである︒また︑医学部へは
生物を履修しないで進学で
きる︒ 生物学は座学として
書物で勉強できるように思
う が ︑ 私の高校時代でも
二ヶ月ほど顕微鏡実習が
あった︒ その間に器具の扱
い方︑ スケッチの仕方を体
得するのである︒ それを抜
きに大学でいきなり電子顕
微鏡となるのであろうか︒
理科教育はこのように座学
だけでできない技術︑ 技能
を子供の頃から身につけてい
かねばならない︒
社会科学はどうか︒ 高校
に私奉職していた頃の社会
科は地理︑ 歴史 ︵日本︑世
界︶倫理 ・社会︑ 政治 ・経
済が必修であった︒いつの間
にかこれが︑数科目になって
いる︒ 今起こっている東チ
モール問題を直接教えるこ

とはない︒ が︑ あの問題を
総合的に自分で解釈する必
要がある︒ それが現代人
だ︒ そのためには先のどの
科目も大切だ︒ 中国政府は
日本が南京等で虐殺をした
からと日本が不況にあえぐ
というのにお構いなく金を
もっていく︒ 現中国政府が
そんなこといえるであろう
か︒ 五十年前の日本の行為
を批判しながら︑ チベットで
は三十年前から現在まで虐
待 ・殺戮をしているのは今の
政府ではないか︒こういった
判断もできなくてはなるま
い︒ 更に今の自虐的教科書
にならされた国民から考え
る国民にさせるのは社会科
学なのだ︒
こういった基礎的教養をゼ
ネラル・アーツという︒現代
の大学生をはじめとする高
等教育を受けたもの︒ およ
び︑ 中等教育修了者にも基
礎的教養がたりないとよく
いわれている︒ これらの原
因はすべて日本の受験教育に
ある︒ 受験生は難しい勉強
をしているというのは誤解で
ある︒ 現行のものは受験生
に迎合するといっても過言で
はない︒その上︑予備校化︑
傾向と対策化となって学問を
歪めている︒
私はアメリカ︑ ミシガン州
のスオミ大学の入学面接審
査委員として︑アメリカの大
学進学方法を垣間見る︒ 結
果︑ アメリカの進学制度が
優れていると思う︒ それは
世間でよくいう ﹁入りやす
く︑卒業しづらい﹂というの
ではない︒ 各学部︑ 学科に
進むに高校︑大学を通じＧＰ
Ａという日頃の成績を中心に
履修科目の全国的評価に

海山里の恵みに感謝して
海山里の恵みに感謝し
て

百味供養会臨時バス就航 （アミコ前発着）
第１便
９：３０発 １３：
９：
１３：３０帰着
第２便 １１：
１１：３０発 １５：
１５：３０帰着
詳細は市バス観光課まで

第一会（大般若転読法会）
第一会
（大般若転読法会）
本山布教師による法話
第二会（大柴燈護摩供）
第二会（大柴燈護摩供）
火渡り

１０時より
１２時頃
１３時より
１５時頃

基礎学力
昔から︑ 読み書きそろば
んと言われる︒ それは生き
ていく上でもっとも大切な基
礎学力であろう︒
ま ず ︑ 読み書きからはじ
めよう︒ 私は三十年ぶりに
ある若者グループの作文を
読む機会を得た︒三週間米
国ニュージャージー州にホー
ムスティし︑ 帰国途上の飛
行機の中で書いたものだ︒
﹁疲れていた﹂﹁眠くて書け
なかった﹂等のいいわけが可
能なものである︒ が︑ 作文
の実力はこんなときにでよ
うというものだ︒ 二 十 人 の
若者 ︵高校生十八人︑ 大学
生二人︶のうち半数たらず
は合格点︑五人はある程度
優秀 ︵本音はこれのみ合格
点︶であったことからもそれ
を物語る︒ また︑彼らはこ
の文章が記録誌の原稿とな
ることを知っていた︒
落第に値する文章はどこ
が問題か︒ 一︑ なにが言い
たいか明確でない︒ 二︑ 言
いたいことをどう表現する
か起承転結を考えていない︒
三︑ 書き言葉と話し言葉の
区別がない︒ 基礎的文法力
がたりない︒ 四︑ ボキャブ
ラリーが貧困である等々の
問題がある︒ 一︑これはそ
の小旅行で得たものを自分
でわかっていないものと推定
する︒ 五人ぐらいはこの類
だ︒ 二︑ では思いつくまま
に書いてしまっている︒十時
間余の飛行機の時間は往便
でわかっているはずだ︒ な
ら︑ その時間を考え︑別な
紙に下書き︑ 或いは設計を
して文章化する時間は充分
ある︒ その間に文法的にも

勤労感謝の日

百味供養会

十一月二十三日
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も告知し︑ 手術するかどう
かは自己決定させるらし
い︒私はインフォームドコン
セントというのは一面酷な
処置であると思っている︒
それは身内の病気を告げら
れるときもさることなが
ら︑当山に告知を受け︑ 或
いは検査方法の説明だけで
もうとんでもない結論へ自
分で導いている︒ 癌告知︑
インフォームドコンセントの
説明にも技術がいるのでは
あるまいか︒ 先述のアメリ
カ派遣の交換に日本に来て
いた高校生が香川で病気に
なった︒高校生は言葉が充
分伝わらない異国で不安の
極に達していただろう︒ そ

よって入学させる︒ 気持ち 絶好の運動会日より︒ その 出し︑美を競っているかのよ せない︒リジャルがお願いに
が変わっても︑ その大学以 陽気が人々をお祭り気分に うである︒
言ったのだが︑ 行幸の衣装
外 へ乗 り 換 え し ︵トランス している︒
今日はカトマンズの初秋の 付けが忙しく無理だという︒
ファー︶︑ やりなおしのきく
午後︒ 私たちは旧王宮の 大祭インドラ ・ジャトラの初 生 き 神 様 ク マリとは大女神
制度だ︒ スオミ大学に入学 見学に出かけた︒ 旧王宮前 日である︒ 広場の入り口か ドゥルガー︑ 昔のネパール
し四年間いた日本人学生は のダルバール広場建造物群 ら交通規制があって歩行者 王国の守護神タレジュ女神︑
いない︒ また︑ 医学部や法 は十六 ・十八世紀に三王朝 天国になっている︒ 旧 王 宮 佛 教 徒 か ら は 密 教 の 女 神
学部は学部を卒業して大学 がを競って建てたという︒ 広場に長い松の木が立てら ヴァジュラ ・デーヴィーが宿
院課程で専攻する︒ 言い換 日本の建造物とは違うが︑ れ︑ ここに神々の王インド るという︒ 彼女はネワール
えれば大学学部は基礎的教 美しい甍が青い々々大空に ラがここに降臨する︒ これ 佛 教 徒 の 僧 侶 ・金 細 工 師
養の場なのである︒ 慶応大 そびえる︒ その軒先には五 を寿ぐのに生き神様クマリの カーストのサキャの家族から
学の医学部生の強姦事件を 十㎝ぐらいの煌びやかな模 山車が三日間町中を巡る︒ 初潮前の怪我の跡や身体に
見るにつけ日本でも考えなけ 様の新しい幕で飾られてい その山車行幸の準備が整っ 欠けたところのない︑ 利発
ればならない︒
る︒一層ならよいが五重塔 ている︒
な少女が選ばれる︒ その選
もある︒建物の大小︑何層
我々はガイド︑ リジャルの 考には聖性があるかどうか
ネパール紀行
︵続ブータン紀行︶ を問わず同じに飾るのは大 案内でクマリ館にいった︒こ が基準となる︒ インドラ ・
ブータンからカトマンズ空 変 だ ろ う ︒ 広 場 に は 焼 き の周辺では靴を脱がされた ジャトラとダサインの日には
港につき︑ マラ ・ホテルへ︒ 肉︑ とうもうろこし︑ 唐辛 り ︑ 革 の も の を 全 部 取 り 国王がクマリ館を訪れ彼女
も う な じ み の 風 景 で あ る 子︑日常品等々の屋台店が さって礼拝するなど厳格で の前にひざまずいて祝福の
が︑ 前のハイスクールでは 並び︑大道芸人︑仮設の舞 ある︒ 生き神様はしかるべ ティカを受ける︒ そんな生
サッカーの対抗戦が行われ 台を設えての地区対抗の合 き拝観料払うと二階正面の き神様だが初潮を見ると交
ている︒ブータンへ発つ前の 唱隊︑ 学芸会がはじまって 窓から顔を出してくれる︒ 代 し て た だ の 人 と な る ︒
雨期あけ湿気の多い風景と いる︒ 女の人は皆真新しい しかし︑いつも歌舞伎の熊取 我々は日本人流に山車を見
は全く違う︒ 青い空のもと サリーを纏って広場に繰り のような化粧して素顔は見 ないで次に進んでしまった︒
交通規制の関係でカトマン
ズの繁華街を歩く︒ いたる
一冊の本﹃がん・ガン・癌﹄ 松岡久夫 人間と歴史社
ところに寺院︑ 礼拝所︑ 祠
がある︒ 今日はお祭りみん
の折り香川県あげての医学
な着飾って街を闊歩してい
の治療に対し︑ 先方のリー
る︒ 民族衣装のサリー︑ バ
ダーは博士号を持つ︑ 日本
ングラドレス︑ ジーンズな
流にいえば臨床心理士であっ ど様々だが︑ 女性はやはり
た︒ 彼女が看護に当たって
民族衣装が多い︒ 商店街は
くれ︑ 日米合同の治療と
日本と一緒でバーゲンセール
なった︒ その現場を目の当
中だ︒ 唐辛子︑丁字をはじ
たりにしてアメリカと癒しの
めとした香料を買う︒ 露天
テクニックは格段の差がある
の焼き鳥などはリジャルが
と思われた︒
普通のネパール人でも病気
また︑この種の本が外国語
になるから食べるなという︒
魚屋がおもしろい︒ 鯉のよ
に訳されたらどういう評価
うな川魚を売るのに手斧を
をうけるだろうか︒もし︑外
上に向けたような金具で鱗
国人の本であればキリスト教
を取っている︒ 日本人なら
等の信仰の基盤があるはず
包丁で充分とれるのに︒
だ︒ そこに人間的に物足り
かくして︑ 旅ののこり二日
なさを感ずる︒
をお祭りのカトマンズを散策
することとなった︒

副題に ﹁
死を看とる﹂﹁
生
癒す﹂とある︒外科
きる﹂﹁
医三十五年の中から想いで
深い記録をもとに三つの分野
でまとめたもの︒ 外科医で
なければわからないもの︑
実際にどのように処置した
か︑ 一見素人にはなにもわ
からないことでも外科医とし
てはショックを受けたこと︑
手術の失敗談等々率直に書
かれている︒ 技術的なこと
も多く︑私の母が昭和三十
九年に胃癌で亡くなったと
きそのころの痛みを和らげ
る処置はこの程度であったと
いうのもこの本で知った︒
氏の病院では癌告知が原
則らしい︒末期になっていて

余録

今号も堅苦しくなって
しまった︒楽しい話を︒
友人がゴルフに行った︒
ワンラウンド回って︑お
昼になりレストランへ︒
今日の日替わりメニュー
はお寿司であった︒友人
は﹁お寿司はいらんから︑
おにぎりください﹂﹁おに
ぎりはありません﹂﹁ご飯
もないの﹂﹁ご飯はありま
す﹂友人は怒るようにい
いました︒﹁それなら︑お
にぎりできるだろう﹂﹁ご
飯はありますけど︑おに
ぎりはありません﹂これ
は小咄ではありません︑
実際にあった話です︒
今年の﹁曼荼羅大祭﹂は
第十一番︑田村神社で行
われる︒久しぶりに神道
による式典です︒特に珍
しい神道護摩が行われま
す︒今月二十六日の日曜
日には田村神社へどうぞ︒
今月十日より副住は十
年に一度開筵される学修
灌頂の承仕として出仕の
ため︑一月あまり高野山
に登ります︒この灌頂は
高野山だけの最奥義の灌
頂で︑入壇が許されると
伝道大阿闍梨となります︒
十年前︑私が入壇し息子
が随行︵伴僧︶をしまし
た︒このたびは準備一切
を行う承仕となります︒
本人が入壇できるのは次
の次二十年後となり︑そ
の間いろいろな課程を踏
む必要があります︒かか
る事情で当山は私一人と
なり多少ご迷惑をかける
かもしれませんが悪しか
らずご了承ください︒

神道護摩

五木ひろしそっくりさん来演
福投げうどん接待あり

於、 田村神社
高松市一宮町 286
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