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宗教的情操教育の成立基盤考

小　山　一　乘

はじめに

　本稿は、いわゆる戦後の対日米国占領政策の根幹にあった日本人の精神改
造、就中、主眼は、神道指令に指針・象徴される宗教教育改革施政の起点以
来、今日においても、旧態依然として、喧しい議論が錯綜している、宗教的情
操及び宗教的情操教育の成立基盤について、筆者の管見を断章的に述べること
にある。
　その際、とくに制度的経緯を、敢えて諄さを承知で、反芻的に眺める。その
なかで、岸本英夫の所論にも留意する。また、石津照璽が、昭和二八年時点
で、早々に、宗教学の観点から、「学校と宗教教育」問題を、「宗教と道徳と教
育」とに分けておこなったその解析にも留意する。本稿では、石津が、言及し
浮き彫りにしている宗教の教育法の構築・実践を、奇しくも、石津と同時代に
並行して新設教科「宗教」と、その「宗教科教育法」とを研究し、また、児童
教育・童話には、とくに造詣の深い内山憲尚の著

(１)

書にふれながら、そこから、
宗教的情操教育を考える課題点を浮き彫りにしたい。

１．休戦状態下立法制定の日本国憲法及び教育基本法の用語「宗教教育」の曖 
昧さの問題

　国際法上、本邦は、いわゆる休戦状態下から、真の終戦状態に移行するまで
の間に、日本国憲法が立法・制定・公布（昭和二一年一一月三日公布、昭和二
二年五月三日施行）された。また、同じく、教育基本法と学校教育法とが、と
もに、昭和二二年三月三一日付で、公布・施行された。
　その間、憲法二〇条の文言「宗教教育」は、実は、「宗派教育」の意味で
あったけれども、しかし、あろうことか、宗派教育のみならず、広義の宗教の
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教育も禁止するものであるという認識の余地を遺してしまった。宗教が、社会
の発展に貢献してきた史実を学ぶことをすら剥奪してしまう遺憾な事態が生じ
てしまう。その非に気付い

(２)

て、ある種、修正をかけようとしたのが、そもそ
も、下位法、後法であるけれども、件の（旧）教育基本法の九条規定である。
曰く。すなわち「特定の宗教のための宗教教育」なる文言で、解釈の是正を期
したのであるけれども、爾後は、その是正意思の通りには展開してこなかった
憾みが払拭し難い。
　筆者は、岸本英夫が指摘するように、「宗派教育」の義を徹底するために、
日本国憲法や教育基本法では、文言「宗教教育」を、「宗派教育」と改正すべ
きだとおもう。もしくは、筆者は「特定の宗教のための教育」とするのも可で
あると、久しく、指摘してきた。
　端的に言う。新旧教育基本法いずれにもみえている「宗教教育」という文言
に対して指摘したいのは、同語反復のように「宗教教育」という用語を用いて
是とした立法制定審議関係者の、いわゆる教育を語るときの言葉に対する言語
感覚に、深刻な疑いを禁じ得ないということである。果たして、筆者だけの穿
ちであろうか。

２．教育職員免許教科「宗教」と石津照璽筆「宗教と道徳と教育」

　初期学習指導要領（昭和二二年）発行以来、昭和二六年改正版発行、そし
て、サンフランシスコ平和条約発効（昭和二七年四月二八日）で、日本は、真
の独立をした。独立以後、初めて、昭和三三年に、文部大臣告示で、学習指導
要領改訂版が示された。
　その間、教育職員免許法（昭和二四年法律第一四七号）の一部が、昭和二六
年三月三一日、改正・公布（法律第一一三号）され、宗教の教科が設定さ
れ

(３)

た。その、教職課程のカリキュラム上の所要科目として「宗教科教育法」が
設定される。その時局は、対日米国占領宗

・

教
・

教
・

育
・

施策の曲折間もなく、禁
・

止
・

事
・

項
・

と許
・

可
・

事
・

項
・

とを、判然とさせないまま米国側担当者（GHQ/SCAP, CIE の教
育課と宗教課）が帰国してしまう混乱期である。すべては、日本の現場の教師
に中途半端に、委ねてしまった、敢えて言えば、無責任施策であることに起因
する、当惑と混乱との後遺症は根深いと思量される。
　しかも、肝腎な学習指導要領には、教科「宗教」の例示はみえない。他の類
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似教科に習いながら、模索するしかないのである。そこで頼りにしたいのが、
まさに宗教学の示唆的貢献であったはずである。
　石津照璽（東北大学教授、当時）は、真の独立以後の昭和二八年早々に、時
宜を得て、タイトル「学校と宗教教育」のもとに、「宗教と道徳と教育」との
場面と根柢を論じている。学校教育での宗教の導入、教員養成課程での宗教学
宗教史の導入、免許教科「宗教」、大学での宗教学科目の導入等の事などにつ
いて、鋭く簡潔に関説している。そこでは、石津は、日本宗教学会の態勢につ
いても、言及している。教育基本法九条条項にたいして「もっとも有力な関心
と反応と示したのは日本宗教学会であった。（中略）昭和二五年一〇月の年次
大会で次のような決議をした」との書き出しで、決議内容の紹介もしてい

(４)

る。
　その、いわゆる戦後教育樹立渦中の動乱期である昭和二〇年代後半から昭和
三〇年代にかけて、大学における教員養成教育課程の「宗教科教育法」の在り
方を、宗教学的に、教育課程論的に、幼児から生涯を展望しながら、暗中模索
した人物として、後にふれる内山憲尚の名がみえる。

３．「宗教教育」の五つの教授概念と、宗教的情操教育成立に関する二つの見解

　宗教的情操教育の成立基盤に関する争点を、筆者は、意識的に対象化した。
とくに、国内外の宗教教育実践の実態調査をした菅原伸朗氏（当時、朝日新
聞）との議論も踏まえた上で、宗教的情操教育の成立基盤を廻る教授概念問題
を考えるために、筆者は、図①を作成し、第 55 回宗教法学会他で発表してき

(５)

た。
　贅言を承知で、今、敢えて争点を端的に整理する。義務教育学校での、道徳
教育で、久しく、重要項目として、宗教的情操が措定されてきた。
　その事態下での議論を、単刀直入に摘示する。今、かりに、国公立学校で、
宗教的情操が芽生えたという証拠があったとする。その証拠に対して、違憲・
合憲、肯定・否定、賛・否に、解釈が分かれた。
　一方の、見解Ⅰの論者は、宗派信仰教育からしか芽生えない、という主張か
らして、教育現場で、かりに、宗教的情操が芽生えた、ということは、宗派信
仰教育が実施されたに他ならないと解釈し、必然的に、違憲性を疑う。
　他方の、見解Ⅱの論者は、宗教一般知識教育から芽生えたと解して、短絡的
には、違憲性を疑わない。見解Ⅱ論からすると、宗教情操が芽生えたという証
拠があっても、そのことが、直ちに、宗派信仰教育がなされたからだ、という
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ふうに結論づけるのは、論理的推理上、偽であると解する。逆は必ずしも真な
らず、と推論されている。筆者論点を下記罫線枠内に記す。

図①

用語「宗教教育」教授概念論には見解が５つ（どの意味で宗教教育か）
用語「宗教的情操教育」成立論には見解が２つ（宗教一般知識教育からも芽生えるか）
　
一般的日常巷間での用語「宗教教育」という用語法への意識的対象化が要る。
　また、宗教的情操教育の成立に関しての異なった見解。

〔筆者論点〕仏教宗派信仰教育から芽生えた宗教的情操は、例えば、他宗教のキリスト教宗派
信仰教育から芽生えた宗教的情操と、穏やかに交流・交通できるか、共通の次元か、否か、が
問われてこよう。生理的に交通出来るであろうか、否か。通底する根

・

柢
・

の有無はどうか。
　転じて、同じ仏教でも、宗派が異なった宗派相互間で、それぞれ、その成立基盤が異なって
も、成立したとする挙げ句の宗教的情操の次元では、相互に、穏やかに、交通しあえるのであ
ろうか。確実な担保取得方法は如何なのか。或いは、宗教ごとの、宗派ごとの、宗教的情操
が、個性的に存在することになるのか。個性的な範疇に止まるのか、否か。
　果たして、図①のなかの、見解Ⅰの論者は、宗

・

教
・

的情操の、普遍性、一般性を、如何に思量
するのであろうか。或いは、思量しないのか。ここは看過できない論点となる。

見
解
Ⅱ

宗教一般知識教育
からも芽生える
〔例〕
・仏教一般知識教育か
らも芽生える
・キリスト教一般知識
教育からも芽生える

宗派信仰教育から
芽生える
〔例〕
・仏教宗派信仰教育か
ら芽生える
・キリスト教宗派信仰
教育から芽生える

⑴ 宗教一般知識教育

⑵宗教的情操教育

⑶ 宗 派 信 仰 教 育

⑷対宗教安全教育

⑸宗教的寛容教育

宗 派 信 仰 教 育
からしか芽生えな
い
〔例〕
・仏教宗派信仰教育か
らしか芽生えない
・キリスト教宗派信仰
教育からしか芽生えな
い

見
解
Ⅰ
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４．対日米国占領立法施策始動における、用語「宗教」・「宗教教育」の概念不 
定性の根本問題

　宗教的情操教育の成立基盤を考える際、確認すべき事がある。具体的には、
そもそも、喧しい法的思考の根幹たる、日本国憲法他、教育関係法規等が、肝
要な用語「宗教」・「宗教教育」等の規定についてが曖昧であること。深刻であ
るのは、肝腎な用語「宗教」の定義自体には、法が、一切、言及せず、法以外
の他に定義を委ねていることである。けだし、宗教学者の数ほど宗教の定義が
あるという、宗教の本質を考えるが故の言為だとする、その深意・真意を理解
できるのは、まわりめぐって、他ならぬ、宗教学の専門家であるという皮肉で
もあること。宗教の定義が、一様ではないので、必然、法が、他に、定義を委
ねるというのも、首肯できてくること。しかし、宗教学を学ばなければ、首肯
しがたい皮肉であろう。

　宗教の定義を他に委ねるとするならば、日本人の精神改造を目論む米国占領
教育施策展開下の、宗教教育の意味概念を、如何に捕捉し展開したかについて
が気になる。そのような議論に関しては、杉原誠四郎は、初期学習指導要領文
言と、旧教育基本法第九条項とを、ダイナミックに鳥瞰し、その相関関係に注
目していることに、筆者は傾注してきた。
　日本国憲法英文草案の文脈に巧みに使用されている助動詞 ʻshallʼ に込められ
た、隠れた話者の意図の潜伏にも注意し、それを発動する立法者意思にも注目
してきた。
　当然ながら、根柢には、日米間の宗教観、教育観、宗教教育観の差異問題へ
の顧慮が要る事にも留意してきた。大日本帝国憲法修正条項と日本国憲法立法
制定上の関係については、手続き論からすれば連続、内容論からすれば非連続
かの論議にも、注目してきた。
　日本国憲法は、宗教及び宗教教育の内容を、法的思考で論じるのには馴染ま
ないその故に、宗教学的思考、教育的思考に委ねるという方向性を示している
事態なのであると、筆者は学び穿ってきた。
　しかし、教育現場の実態は、宗教教育問題が発生すると、法律問題・裁判に
訴える傾向のあることも払拭しがたい。
　そして、その法的思考の喧しさの重みに比較して、教育的思考の重みが軽
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く、結果として、均衡が取れていないことをも、筆者は、指摘して、久しい。
　端的に言えば、すぐに、法律的議論に委ねがちであってきた。教育的思考、
とくに、教授概念の検討が、顧慮されなさすぎてきた事態の問題性を指摘して
きた。
　そして何よりも、宗教学が事とする、いわゆる宗教といわれる現象が醸成さ
れる原

・

初
・

そのものを照射する地平から考える、宗教教育、宗教的情操教育論を
考えることを失念してはならないと、指摘してきた。
　たとえば、世界宗教、民族宗教、民俗宗教等と定義される、既成の宗教、宗
派に由来する宗教（現象）だけに限定的にして、いわゆる宗教教育、宗教的情操
教育論を論

あげつら

ってきた傾向がありはせぬか。原初的地平から考える、宗教教育論、
宗教的情操教育論が喧しくあってもよいのではないかと、筆者は、考えてきた。
　そここそ、法が、あえて、法以外に、宗教、宗教教育、宗教的情操教育等
の、一連の定義を委ねた、真の意思なのではなかろうか。だとすれば、反復す
るが、従来、余りにも、法的思考に依存しすぎたのではなかろうか。
　宗教教育の教授概念検討も、従来、余りにも、法的思考に、依存しすぎてき
たのではなかろうか。
　そのことは、とくに、対日米国占領政策の狙いが、日本人の精神改造であ
り、神道指令を典型とする宗教教育改革であったことにもかかわらず、GHQ/

SCAP 等関係者の意見が、宗教課と教育課とで、意見が、不一致で統一されな
いまま、あとは、端的に言えば、日本の現場の教師に委ねて、後日、米国に帰
国してしまった。
　関係者の証言からすると、敢えて言えば、いわば放任状態で託された日本の
教師は、やはり、敗戦国民として、占領軍に対する恐れやトラウマなどが払拭
しがたい。それこそ肝腎の精神改造の主眼の宗教教育に関しては、そのカリ
キュラム編成に関しては、禁止事項・抑制事項方面にばかりに傾注したといえ
よう。それに対して、反対の、許可事項・促進事項方面に傾注したカリキュラ
ム編成構想推進に対して精力を注入することが疎かになってしまった傾向の
あったことは否めないであろう。憲法違反・法律違反・占領政策違反を問われ
ないように、神経を使っていたといえよう。
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５．教育刷新委員会（宗教教育部門）第一九回建議事項

　学校のカリキュラム編成上、教員養成問題は焦眉の急であった。占領政策
下、日本の、戦後教育改革の基本方針を示した教育刷新委員会（のち、教育刷
新審議会そして中央教育審議会（昭和二七年六月五日）に発展解消）が、その
審議上、特設した全二一特別委員会がある。そのうちの「第十三特別委員会

（宗教教育部門）」が、戦後の宗教教育の基本方針を審議した際の、肝腎な議事
速記録が、久しく、非公開であってきた。しかし、それが、戦後半世紀を経
て、平成十年四月に、ようやく、広く一般に公開・公刊された。
　その公刊された資料をみてみる。「教育刷新委員会　第十九回建議事項（七
一回総会（昭和二十三年七月二日（金）、午後一時五十分開会～午後四時二十
分散会）昭和二十三年七月五日建議）」のなかで、次をみてみる。「学校教育と
宗教との関係（昭和二十三年七月二日、七一回総会採択）」の建議中で、

宗教心に基く敬虔な情操の涵養、平和的文化的な民主国家の建設に欠くこ
との出来ない精神的基礎の一つであり、殊に人間性の重要な一面たる宗教
的欲求を正しく啓培することは、教育本来の使命にそうことにもなるわけ
であるが、教育と宗教との関係は新憲法の精神に照らして慎重な考慮をは
らわねばならぬ重大問題である。およそ宗教に関する教育の行われる場所
としては、学校と社会と家庭とに三区分することができるであろう。もと
より特定の宗教的教育は家庭及び社会における各宗派それぞれの信仰行事
儀式を通じて施されるとともに、宗教団体の教化活動にまつべきものであ
るが、学校教育においても宗教に対して適正な態度が保持せられねばなら
ない。

（中略）
（六）教員養成機関の学科目に宗教学を加えて、宗教に対する基礎的知識
と一般的理解を深めること。

とみえる（太字は筆者）。筆者は既に注目してきた周知の事である。

　興味深いのは、最後の「（六）教員養成機関の学科目に宗教学を加えて、宗
教に対する基礎的知識と一般的理解を深めること。」との建議である。全ての
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教育職員免許状取得に課すことを建議している。画期的なことである。
　だが、遺憾ながら、戦後教育改革の中で、達成されてきたとは、とても言い
難い憾みが禁じ得ない。ただし、もちろん、教育職員免許状の免許教科「宗
教」取得に際しては、同法施行規則中には、修得すべき授業科目として「宗教
学」関連の科目が課されているのは言うまでもない。 けだし、平成二三年度、
宗教文化士資格認定制度が始動し出したことの歴史的意味を、ここに擦り合わ
せて考えると、思量すべき事が湧出してくるであろう

(６)

。

６．教育基本法改正及び教育関係法規改正

　周知の如く、教育基本法全十一箇条（昭和二二年三月三一日公布・施行、以
下「旧基本法」）が、全面改正され、新教育基本法全十八箇条（平成一八年一
二月二二日、公布・施行、以下「新基本法」）が示された。
　それに従い、順次、学校教育法等の関連する教育関係法規等、及び、教育課
程編成に密接する学習指導要領等の改正が続いた。一部改正学校教育法（平成
一九年六月二七日改正）の第一条で、幼稚園が、学校の範囲の順番の筆頭に位
置付いた。同法第二二条（幼稚園の目的）、第二三条（幼稚園教育の目標）と
規定された。児童福祉法下、厚生労働省所管の保育所の「保育」とは、一線を
画し、それとは、はっきりと区別された。
　幼稚園は、名実共に、学校教育法下、文部科学省管下の「教育」機関である
ことが、名実ともに、今更のごとくに、明示されたのである。久しく、その営
みを「保育」と措定されていて、無念の思いで過日してきた幼稚園関係者の積
年の悲願が叶えられた改正であった。

　幼稚園に集う幼児の思惟の特色として、アニミズム傾向があり、その、複雑
な思惟と情緒・情操を思量すると、「三つ子のたましい百まで」の生涯学習論
からしても、幼児期における、宗教教育、宗教的情操教育論考上、看過できな
い法的思考・教育的思考の起点に位置付くのが、幼稚園である。そして、そこ
に集う、園児達の姿態である。
　日常生活のコンテキスト（context）上の身辺のモノモノに、精霊・意志・
will を見立てていく名人である園児の、脳の生理過程は看過出来ない。
　挙例する。園庭で、あるいは、村のはずれにある道祖神の脇に、可憐に咲い
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ている草花の花心を、はからずも、折ってしまったとき、そばから、両親が、
または、幼稚園の教諭が、「ほら、お花が、痛い！痛い！って、泣いて、苦し
んでいるよ！」という言葉を、言い寄り添わせると、当該子どもは、つ

・

い
・

、反
射的に、「うん、痛い痛いよね、ごめんね、ごめんね。」といい、折ってしまっ
た事態の、知

・

的な事実認識をし、次いで、自ずと、感
・

情
・

的
・

に涙ぐむ。そんな場
面に、筆者は、教育実習巡廻訪問のコンテキストで、劇的に、出会うことがあ
る。
　この事態は、宗教的情操教育上、極めて、重要であると、筆者は思う。
　新基本法では、教育の目的と教育の目標との範疇を明示した。本稿関係の宗
教教育関連規定は第一五条である。
　新基本法第一五条は

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活
における地位は、教育上尊重されなければならない。
国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その
他宗教的活動をしてはならない。

と規定する。新旧教育基本法を比較すると、その変更箇所は、上記下線部分が
追加されただけである。
　旧基本法第九条（宗教教育）での、用語「特定の宗教のための宗教教育」と
いう文言は、旧態依然として、新基本法でも、そのまま踏襲された。
　

７．内山憲尚『学校で宗教をどう教えるか』について

　内山は、本書冒頭に
　　牛水を飲めば乳となり，蛇水を飲め
　　ば毒となる。智者学べば菩提を成じ，
　　愚者学べば生死を成ず。（華厳経）
を記している。その「序」には

　最近、道徳の低下が問題にされている。全く毎日の新聞上に無道徳・非道徳の
行為が出ていないことはない。血腥ぐさい事件、不倫の事件等、報道記事を見た
だけでも、ぞっとすることがある。
　僅か二十六才の青年が一億圓近くの公金をごまかして、それで家を建て、商店
を経営し自動車を買つて栄耀をきわめていた。ただ金を得るためにはその手段を
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とみえる。「〝宗教科教育法〟についての参考書も殆んど見当らず、文部省とし
ての指示もなく、ただ暗中模索でまとめ上げた」と記している。時は昭和三一
年である。記されている社会情況は、現今にも通じよう。真の終戦後、学習指
導要領が文部大臣告示で、戦後初めて公になるのが、二年後の昭和三三年であ
るという時局である。本書は、樹立期動乱期の刊行である。
　たしかに、「文部省としての指示もなく」というのは、まさに、内山の指摘
どおりである。それは、今日においても、筆者が担当しているまさに現在にお
いても、旧態依然としている。教育職員免許法及び同法施行規則等の法規定に
は、教科「宗教」を措定してあるにもかかわらず、学習指導要領には例示・指
示が、直接的・具体的にはみえないのである。教育現場では、その他必要な教
科、学校の必要に応じて設定出来ることの示が、間接的ではあるが、ないわけ
ではない。
　続いて、内山の「目次」にみえる全一五章の見出しを列記すると次の罫線枠
内のとおりである。ただし、宗教情操に関説している「第５章」は、その内容
の全三「節」をも摘記する。

選ばないという有様である。
　信教の自由は許されているが、新しい宗教といわれるものの中には、病氣を治
したり、金を儲けさせることのみを教義としている、いかがわしい宗教が多数の
信者を集め、その勢力をふるつている。
　今日の人たちは心のよりどころをなくし精神の安住を失ひ、心の潤とやわらぎ
を捨ててしまつているのではなかろうか。
　どうしても正しい宗教の在り方を知らせ、宗教心を涵養して慈悲の精神と感謝
と信念によって人間としての歩み方を指導してやらなければならない秋である。
　本書は数年前に駒沢大学〝宗教科教育法〟の識座を持つことになつたとき急い
で筆をとつて、先年仮印刷として学生に頒布したものである。都内の熱心な公立
小・中学の先生方から〝是非一般の小・中学校にも頒けて貰いたい〟との希望も
あつたので、とりあへず印刷しなおした。
　〝宗教科教育法〟についての参考書も殆んど見当らず、文部省としての指示もな
く、ただ暗中模索でまとめ上げたものであるから , 不備不足欠点のみが多い。折を
見て誤りを正したいと考えている。
　猶本書の姉妹篇とも言うべき〝社会教育としての宗致〟（児童教化法）を執筆中
であるから出版の暁は併読していただければ仕合せである。

昭和 31 年 6 月 21 日夏至の日　　　　　　　　 
内山憲尚　 
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８．内山憲尚「第 5 章　公立学校に於ける宗教教育」

　８－１　内山「第1節　公立学校と宗教」について
　内山は、「公立学校に於ける宗教の取り扱いについてその歴史的過程に一
瞥」し、教育と宗教との関係について、法的規定に注目している。周知の、憲
法第 20 条各規定を列記し、それらについて、「国立公立の小、中、高等学校で
は、宗教教育及び宗教的活動を禁じている。」との記がみえる。また、「この憲
法を基として、教育基本法 ( 昭和 22 年３月 31 日法律第第 25 号 ) ではその第
９条にも同じ様に規定している。」との記がみえる。
　そのうえで、内山は、

憲法に於いて信教の自由を認め乍ら一方公立の教育機関から、宗教を閉め
出しているところに矛盾を見出すのである。国教を持つ国に於ては、宗教
と教育の一致、即ち宗教教育を教育機関に於て実施することは容易であ
り、何等の間題も起ることはないが、信教の自由の国に於ては一応宗教を
教育の外に置くということ、即ち直接宗教と教育を結びつけないと言うこ
とが学政上妥当な行政であると考えられる。公立学校に於いてはその校長
は学校経営者ではなく公共機関の管理者であつて、随時その更迭というこ

第 1 章　宗教の意義と使命
第 2 章　宗教教育
第 3 章　児童の宗教心
第 4 章　宗教教育史
第 5 章　公立学校に於ける宗教教育　
　　　　第 1 節　公立学校と宗教
　　　　第 2 節　宗教情操について
　　　　第 3 節　宗教教育と宗教情操
第 6 章　社会科に於ける宗教 
第 7 章　社

宗 教

会科の意義と目的
（→「宗教の意義と目的」。小山注：内山の自筆
の訂正）

第 8 章　宗教科と教育課程
第 9 章　宗教科と学習指導
第 10 章　宗教科の単元
第 11 章　教育評価

第 12 章　宗教科教師論
第 13 章　宗教科の実習
第 14 章　仏教教育学
第 15 章　仏教教育の実際
付録］１　 明治より今日までの宗教教

育略史
　　　２　児童憲章
　　　３　日本国憲法
　　　４　教育基本法
　　　５　学校教育法
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とが考えられなければならない。故に校長が自己の信ずる宗派の宗教を以
つて宗教教育を施すとすれば、その校長の更迭によつて、次の校長が以前
の校長と異なつた宗教による教育を施すこととなり、それがために混乱に
陥り、迷惑を被るのは児童生徒である。故に学校行政上致し方のない処置
であると考えなければならない。

と記している。
　宗教的情操の教育に関して、

一宗一派に偏した宗教教育については、これを禁止しているのであるが、
しかし、一宗一派に偏しない宗教的情操の教育についてはその禁止を明示
していないのである。ここに公立学校に於ける宗教教育の進む可き道を見
出さなければならない。

と解析している。内山の法的思考の結論である。ここを起点として、内山の教
育的思考による、カリキュラーデザインの模索が始動している。
　具体的には、「我我は教育基本法第９条の〝宗教に関する寛容の態度及び宗
教の社会生活における地位は教育上これを尊重しなければならない〟という言
葉を見逃してはならない。」として、それに関しては、内山は、

宗教に対する寛容の態度とは、宗教を否定することなくその重要性を認
め、自己の信ずる宗教を尊崇すると共に他のいかなる宗教も国家が認めた
宗教に対しては尊敬を払う態度であり、
宗教の社会生活における地位とは、人間生活の上に今日まで影響し、指導
してきた宗教の力であり、宗教が直接関接（小山註：間接か）に人類に貢
献してきた生活上のあらゆる寄与である。この二つのものに対しては教育
上尊重し、現在及び将来の我々の生活の上に発展させる事を意味している
と考えることができる。

と記している。
　そして、核心になることとして、
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一宗一派に偏することなき、宗教性が人間生活に必要であると言うこと
は、宗教教育の基礎としての宗教情操を与え、やがてそれが正しく美しい
花を開かせる準備をしてやることである。

と記している。一宗一派に偏しない宗教情操の成立があり得ることを述べてい
る。ただし、注意すべきは、内山は、宗教情操の成立基盤については、一宗一
派によるとも、よらないとも、いずれとも、決して、言及してはいない。仮
に、一宗一派から芽生えたとしても、それが、結果として、一宗一派に偏らな
い、という次元・世界を想定しているのではないかとの穿ちを、筆者（小山）
は禁じ得ない。
　教育者に対する、内山の、否定的批判は厳しい。

明治以来の我が国の教育、ことに明治 32 年教育を宗教の外に独立せしめ
るとい文部省訓令以来、教育と宗教とを全然隔離し、教育者は宗教を毛嫌
いして、宗教を知らざるを以つて真の教育家であるかの如く考えた結果国
民の宗教心は次第に薄らぎ、宗教的情操は殆んど姿を消すにいたつた。そ
の緒果、信教の自由とは宗教を信じてもよく又信じなくともよいという

〝信じない自由〟となり、全然宗教を持たないことの自由になってしまっ
た。

と記している。信じる自由から、信じない自由を醸成せしめたと否定的批判を
する。比較教育の観点から、対日占領施策国については、

　アメリカに於いては家庭教育や社会教育にキリスト教的な信仰が保持さ
れて来ていたから、信教の自由は〝信ずることの自由〟即ちどの宗教を信
じてもかまわない、宗派を強制されない自由という意味にとられて来てい
た。
　しかし、近来アメリカに於いても無宗教者の増加と宗教心の薄弱化が叫
ばれて来て、宗教と教育の分離に対して、一つの反省運動が起りつつある
のである。一例をあげれば、1944 年、全米教育者会議と全米キリスト教徒
ユダヤ教徒協議会との共催で〝教育宗教委員会〟が設けられ、宗教と公立
学校との関係について、しばしば協議を重ね、研究の結果報告書を出し
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て、従来の教育と宗教の分離に反省を加え、宗教が人間教育の正しい姿の
上に重大な使命を持つものであるが故に宗教は当然教育の中に重要な地位
を占む可きことを明示し、宗教教育が教育的作用の中に働く力をあらため
て確認すべく警鐘を打ちならしているのである。

と記している。被占領国の日本に対しては、

敗戦と言う、歴史が始まって以来初めての大きな変動を受けた日本は、当
座全く度を失い秩序と安定をば破壊してしまった。その結果道徳は乱れ、
教養は低下して、高い情操や正しい宗教的なものは蔭をひそめたかの観が
あつた。
　宗教的情操の育せいということは公立私立の学校を問わず、家庭教育に
も社会教育の部面に於いても、今後の日本にとって一番必要なことである
と言わなければならない。

とのべ、課題提起がみえる。

８－２　内山「第２節　宗教情操について」
　内山は「情操の意義」について、

１　情操の意義
　情操（Sentiment）は複雑高等な知的作用に伴う複合的な感情である。或は又情
緒が外界から刺激によって左右されることがなくなつた場含、思想上の習慣によ
つて、情緒の発動が比較的不易になったものを情操と云っている。
　これは情操と情緒の相亙の関係が密接であることを示すものであって、情緒が
弱くなって永続的傾向として固定すれば情操となり、又反対に情操が急に強くな
ると情緒に移行することがある。
　一般に情操は情緒よりも力が弱く、表出が穏かで、且つ永続的傾向を持つてい
る。

と記している。
　情操の成立基盤について、

情操（Sentiment）は複雑高等な知的作用に伴う複合的な感情である。
とみえている。
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　内山は、複雑高等な知的作用に伴う、と照射している。ここは、宗教一般知
識教育と宗教的情操教育との連関の基層を考える際の要処を物語っている。こ
こは看過出来ない重要な指摘だと、筆者は思う。
　今かりに、この論法に従うならば、例えば、

複雑高等な音楽的知的作用に伴う複合的な感情は、音楽的情操となろう。
複雑高等な絵画的知的作用に伴う複合的な感情は、美的情操となろう。或
いは、芸術的情操となろう。
複雑高等な幾何学的知的作用が描き出す美的な図形に伴う複合的な感情
は、数学的美的情操となろう。
複雑高等な分子生物学的知的作用に伴う複合的な感情は、自然的情操とな
ろう。
複雑高等な宗教的知的作用に伴う複合的な感情は、宗教的情操となろう。

という図式が想定されよう。
　内山は、「情操の種類」についてを、「情操はその対象の如何によって次の如
く分類されている」として
　　知的情操
　　道徳的情操
　　美的情操
　　宗教的情操
という四種類に分類し、それぞれの定義をしている。本稿では、紙幅上、その
うち、宗教的情操の定義のみを、つぎに摘記する。

宗教的情操
　宗教的情操（Religious sentiment）とは人間の宗教性を開発陶冶して、敬虔心
や、超人格に対して信頼感を持ち、自己を宗教的統一にまで近づけんとする心情
である。芸術教育が審美心を開発指導するのと同じ様に、生得的可能性である宗
教性の啓培によつて人生の真の意味を体得し、正しき人間生活をなさしめるに必
要なる〝宗教的 ” なるものに近づけんとするものである。
　宗教心の涵養は宗教教育がその直接的なものである。宗教教育の橋渡しによっ
て深い宗教心を作り上げることが出来る。しかし、宗教的情操も宗教教育の間接
的な一つの方法と見ることが出来る。
　今日の学校教育に於いて、社会科で取り扱っている〝宗教〟は一つには社会的
な知識の教授であるが、又一つには一宗一派に捉われない、宗教への理解から宗
教的情操を高めることへまで持つて行くことも出来る。
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　内山は「今日の学校教育に於いて、社会科で取り扱っている〝宗教〟は一つ
には社会的な知識の教授であるが、又一つには一宗一派に捉われない、宗教へ
の理解から宗教的情操を高めることへまで持つて行くことも出来る。」として
いる。「知識の教授」であるが「一宗一派に捉われない、宗教の知識から宗教
的情操へ高めることへまで持って行くことが出来る」と記している。知識から
情操へと、いわゆる「転移」することを可能とするカリキュラム上のいわゆる
走路・回路を、内山はどう解くかが肝腎となる。ここの「宗教的情操」の定義
中には、肝腎な走路・回路の解明は見いだしがたいのではなかろうか。
　しかし、上記「情操」の定義すなわち、「情操（Sentiment）は複雑高等な知
的作用に伴う複合的な感情である。」にしたがえば、どうか。知識と感情とが
複合するという構図が示されている、といえまいか。端的にいえば、知と情と
の交差点を想定し、知と情との、或る種、融合的なカリキュラムを彷彿とさせ
られるところである。
　融合した複合的な感情が、「表出が穏かで、且つ永続的傾向」になると、そ
れを情操というと、内山はいう。
　内山憲尚のこの所論は、極めて重要で、示唆的な見解であると、筆者は思
う。

８－３　内山「第３節　宗教教育と宗教情操」
　内山は、宗教教育と宗教情操との関係について、

　従来しばしば混同して使用されてきたのであるが宗教教育即宗教情操で
はなく、宗教情操は宗教教育の一つの要素をなしているものである。換言す
れば宗教教育を施す上に宗教情操の育成は大いに助けとはなるが、宗教情
操のみ与えてそれで宗教心を養い得、宗教教育が出来たとは考えられない。
　あらゆる心的活動に〝知ること〟、〝感ずること〟、〝意志すること〟の三
つがある如く宗教教育にも、知ること、感ずること、意志することの三つ
が考えられる。

知ること　　　　宗教の知的教授　　（知育）

宗教教育感ずること　　　宗教情操の育成　　（美育情育）

意志すること　　宗教的訓練の体認　（訓育）
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と記している。そして、次の、罫線枠内の指摘をしている。

　「知ること・宗教の知的教授（知育）」に関して：

　宗教教育に於いて宗教的知識を必要とすることは論を俟たないところであつ
て、仏を知らずして仏教信仰は起こりえず、神を知らずして基督教信仰は生まれ
て来ないのである。

宗教教育における知識（知ること）の教育の必要性を示唆するものである。
　しかし、内山は

　従来の宗教教育と言うものが、知的教授に偏りすぎているという非難を受けた
程、宗教的事実や教義の理論のみを学的に、記憶的に与えすぎて来たのである。
勿論、宗教学者は深き宗教的知識のみをもつて足れりとするかもしれないが、ど
んな難かしいことを知っていてもそれは信仰とは別である。故に如何に宗教的知
識を与えたとしても、それのみにて宗教教育は完全であるということは出来ない。

と記している。いわゆる、宗教一般知識教育だけでは、宗教教育というのは完
全だとはいえないという。
内山は、そもそも、宗教教育とは、信仰をはずした、いわゆる、宗教一般知識
の教育だけでは、自己完結しないという認識であることがわかる。

「感ずること・宗教情操の育成（美育情育 )」に関して：

　それと同様にただ感じただけで、宗教教育は足れりとすることは出来ない。宗
教音楽を聞いて、宗教的気持ちになり、宗教画を見て宗教的な感情を持つとして
も、それは単に審美的な立場にある芸術心の満足であるが信仰に対しては、盲目
的な心情の在り方にすぎない場合であるかもしれない。又、宗教的感情が如何に
深くとも正しい理知の働きがなく、ただ徒らに陶酔してしまつているのは正しい
宗教教育とはいわれない。

と記している。宗教に関して、バランス・均衡の取れた、感、気持ち、感情、
心情、信仰の在り様が論われている。上記に、筆者が掲げた宗教教育の、いわ
ゆる五つの教授概念に対応する事項がキーワードとして論

あげつら

われていることに注
目しておきたい。
　上記からして、詮ずれば、内山は、「正しい理知の働き」を基盤に持たな
い、ただ徒らに陶酔してしまっている信仰に陥れないようにすべきであり、そ
の教育が、正しい宗教教育であると措定する。石津も同じ指摘をする。
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　その信仰生活者の実態に関して、

　宗教教育を施す目的の一つとして、正しい宗教と正しからざる宗教、原始的宗
教や、邪教や迷信を弁別する力を育成することが含まれているのである。今日邪
教と称されている宗教を信じている人も、その人にとっては全感性、全心霊を捧
げて絶対信頼をしているのであって、本人は決して邪教とは考えず、正しい宗教
であると思っているのである。

と記している。宗教識別能力の必要性を論
あげつら

っている。信仰・信者の姿勢への顧
慮と、同時に、或る種の、本質を記述している。諺「鰯の頭も信心から」を彷
彿とさせるものである。邪教や迷信を弁別する力の育成は、地下鉄サリン事件
を契機に言為される「対宗教安全教育」論を彷彿とさせるもので、石津も関説
するのと同じく、その先駆的指摘であるといえよう。

「意志すること・宗教的訓練の体認（訓育）」に関して

　意志すること、即ち宗教的訓練の体認とは、宗教を行ずることであって、従来
狭義の修業といわれて来ていたもので、宗教的儀式礼拝、宗教的戒律、殿堂、荘
厳等を含めた所謂形式的な面である。宗教家を養成する教育は特にこの面が強調
される宗教的行事、作法或は身体的な訓練によつて宗教心を育成し、意志の面で
本能や衝動（所謂煩悩）を克服する力を作るのである。

と記している。

８－４　内山のまとめ
　内山は

宗教教育には以上の三つのものが、それぞれ重要な役割をなすものである
から、ある程度三者が平等に働くことが必要である。

という。しかし、彼は
三者のうち、知的教授は宗教的人格者或は宗教教義が中心となる関係上宗
派的となり、宗教的訓練の体認も礼拝、戒律、殿堂等から自然宗派的とな
ることを免れない。

と認識している。ここは、極めて注意が要る。知的教授が、「宗教的人格者或
は宗教教義中心となる関係上宗派的」となると捕捉していることに、である。
ここでの用語「知的教授」に関しては５つの教授概念上の精査が要る。別の機
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にゆずる。
「宗教的訓練の体認も（中略）宗派的」となるというのは、筆者は、首肯でき
る。また

宗教情操のみは扱い方によっては宗派的な解釈を加えなくとも、与えるこ
とが出来るのである。故に公立学校に於て一宗一派に偏した宗教教育を施
すことが出来ない場合、ただこれだけは認められる。以上の三者が平等に
働くことが必要である。
　然し広義に解する場合には宗教情操による教育を宗教教育と見做なすこ
とがある。ことに公立学校に於いては一宗一派に偏する宗教を扱うことが
出来ないから、宗教的情操育成を即宗教教育と考える見方が採られて来
た。

との解明を記している。いわゆる宗教教育の展開の隘路を記している。

９．まとめ

　本稿「「宗教教育」の五つの教授概念と、宗教的情操教育成立に関する二つ
の見解」の項で、見解Ⅰと見解Ⅱとについてふれた。
　宗教的情操教育の成立基盤について、見解Ⅰの代表的論者の見解を摘記す
る。

　宗教的情操とは、宗教的信仰に伴う感情の体系である。それゆえ、特定の宗教
を離れた信仰が存在しない以上、特定の宗教を離れた一般的、普遍的な宗教的感
情もあり得ない。けれども宗教教育推進論者は、特定の宗教に関わらない一般的
宗教情操の例として、しばしば「生命の根元に対する畏敬の念」などをあげる。
しかし、通常の授業において、命の大切さを知的に理解させることはできても、

「畏敬の念」、つまり、生命の神秘におののく感情まで植え込むことができるだろ
うか。宗教的な信仰を離れて、このような感情を与えることは不可能であると考
えられる。宗教的情操は礼拝や儀礼を含む何らかの宗教的な実践活動を積み重ね
ることによって、形成される。こうした宗教的実践を行えば、そこには必ず感覚
的、感情的な体験を伴う。このような体験の積み重ねによって情操が形成されて
くるのである。情操の涵養に実践的活動が不可欠であることは、絵画や音楽など
のいわゆる情操教育科目の事例を想起すれば、容易に理解できることであろう。
特定の宗教を離れた礼拝も、儀式も実践もあり得ないことは明らかであるから、
特定の宗教を離れた宗教的情操教育もあり得ないのである。このように何らかの
儀式、儀礼などの宗教的実践を行わなければならない以上、国・公立学校で宗教
的情操教育を実施するためには戦前の国家神道に代わる国民的宗教を（特定の宗
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主張点は、実に簡明である。ところで、ここにいわれる「生命の根元に対する
畏敬の念」というのは、宗教教育推進論者だけの論

あげつら

いだろうか。生命の究極の
根柢を照射しようとし思惟したところからだされた普遍を物語る言為である。
普遍を希求する脳の生理過程の結果でもある。推進論者でなくとも語ることが
らではなかろうか。普遍ならば、全ての特定・特殊に通じる筈である。
　では、宗教的情操はどうか。中村元は、周知のごとく、地上にある、多数の
宗教を包括的に語るときの語り方に、ʻreligionsʼ という用語法があるという。そ
して、その全てに通じる普遍的なことを語る語り方に ʻreligionʼ という用語法が
あるという。すなわち、全ての宗教に普く通じる共通概念・普遍概念を析出す
るのである。その析出を事とするのが、サイエンスとしての宗教学、宗教哲学
等とされるのではないのか。そこにおいては、個々の特殊を普く貫く概念を、
析出して一般化するのではないか。

　そして、いまここに、見解Ⅱを考えるとき、注目したい指摘がある。すなわ
ち

　公的教育の場で宗教的情操について語ろうとする言説を、特定宗教との繋がり
へと引き戻してゆく方向で論を始めることは、宗教的情操教育の可能性を拓くた
めには得策ではない。「生命の根源に対する畏敬の念」は理性の立場から諸宗教に
通ずる普遍的な概念として立てられた宗教哲学の言葉であり、それなりに哲学史
を踏まえて出された概念といってよい。この言葉は、特定の宗教の言葉で語るこ
との許されない状況の中で語る語り方として我々に提案されたものである、と理
解するのが生産的であるようにおもわれる

(８)

。

この指摘は、そもそも、宗教的情操の成立基盤を考える際に、所与の、世界宗
教、民族宗教、部族宗教等から、宗教的情操成立を考え始めるということに閉
塞させないで、宗教の定義の根源に戻り、宇宙船地球号上に、およそ、宗教と
いう現象が生じだしたという原初に戻すようにしながら、宗教の根源に基づく
ようにするところから、宗教的情操教育の隘路を考えていくことの意味を思わ
せしめる。普遍、究極的なもの、超自然的なもの、聖と俗などを、原初的に、

教ではないと称して）創唱することにならざるを得ないのであって、これが国民
の信教の自由を侵害する極めて危険な試みになることは言を待たないのである。
仏教や神道などの「伝統・文化の形成に寄与してきた宗教」を特別扱いにしよう
とする論者の提言も、このような意図に無関係ではないと言わなければならない

(７)

。
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想像し、創造するお
・

も
・

い
・

の context をここに論
あげつら

いたい。
　あらためて、今、筆者は、内山憲尚のいう「情操（Sentiment）は複雑高等
な知的作用に伴う複合的な感情である。」との定義を想起する。今、筆者は、
それを、少し援用して、

「宗教的情操は、複雑高等な宗教的知的作用に伴う複合的な感情である。」
と措定してみたいのである。今後の筆者の検討課題としたい。
 以上

注

１）　内山憲尚著『学校で宗教をどう教えるか』、昭和三十一年九月一日発行、日本保

育教材株式会社、仏教タイムス社及び日本童話協会販売。なお、筆者所有の資

料（ゼロックスコピー）には、内山自筆とみられる原版への書き込み、即ち、

「教授用」・「k.Uchiyama｣・「昭和 29 年」・「持出厳禁」等がみえている。

２）　『岸本英夫集』第５巻、溪声社、1976 年、pp.276―277。岸本英夫は、日本国憲法に

おいて、禁止するのは、いわば、狭義の宗教教育すなわち「宗派教育」の意味

であって、広義の「宗教教育」までは、禁止しないというのが、立法者意思で

ある。ゆえに、憲法改正の折には、この文言「宗教教育」を「宗派教育」に書

き換えるべきである、との問題提起しているのは、周知事である。

３）　具体的には、「第四條第六項第一号中「商業及び水産」を「商業、水産及び商

船」に、同條同項第一号及び第二号中「及び外国語（英語、ドイツ語、フラン

ス語その他の外国語に分ける。）」を「外国語（英語、ドイツ語、フランス語そ

の他の外国語に分ける。）及び宗教」に改める。」とみえる。

　　 　改正の趣旨・主旨は、第十回国会参議院本会議（昭和二十六年三月三十一日

（金）午前十時五十一分開議）での、文部委員長堀越儀郎による、文部委員会等

の審議経過及び結果報告に示される。

　　 　即ち、「学校職員の免許制度を現下の教育界の実情に応ぜしむると共に、免許

法上の不均衡を排除するにある（中略）。本法の骨子とするところは、第一に、

私立の中学校及び高等学校における宗教教育の振興を図るために、私立学校に

のみ有効な宗教の教科についての免許状制度を新たに設けたこと。（中略）。宗

教科目に関する教員の養成方法としては、国立一、私立十七、私立短期大学八

の学校に講座が設けられておること」とみえる。国立を含めて、計二十六機関

が数えられている。
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　　 　留意すべきは、その免許状表記には、「教科　宗教」とみえることである。決

して、たとえば、「免許教科　外国語（英語）」のように、科目相当の「英語」

に類比されるようにして、「宗教（仏教）」、「宗教（キリスト教）」、「宗教（仏教

―曹洞宗）」などとの記載にはなっていないのである。この点は、極めて重要で

あると思う。取得のための所要単位には、宗教学など宗教を比
・

較
・

的に知見する

科目が規定されている。命題「一つの宗教しか知らないのは、宗教を知らない

のも同然である」（M. ミューラー）が示唆的である。教科「宗教」は、宗教一

般に及ぶことが示唆されていよう。

４）　石津照璽（東北大学教授）「宗教と道徳と教育」、『教育技術』四月号（小学館、

教養講座、「学校と宗教教育」、昭和二八年四月一日発行）参照。石津は次のよ

うに記している。一部を摘記する。

　 　「昭和二十二年三月の『教育基本法』第九条には

宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活に於ける地位は、教育上これを尊重しなけ

ればならない。

とある。これに対して差し当り最も有力な関心と反応と示したのは日本宗教学会であっ

た。同会は昭和五年に創立せられたもので、全国の公私各大学における宗教学科及び仏

教、キリスト教、神道等の宗教史諸学科を単位団体とし、これら諸学の専門家を網羅す

る学会であるが、昭和二十五年十月の年次大会で左のような決議をした。それはこうい

う。

　新憲法では公立の学校における宗教教育を禁止しているが、教育基本法が特定の宗教

のための宗教教育と述べている如く、それは信教の自由を確保する立場から、公平なる

べき国家経営の教育機関が、特定の信仰に偏ることを戒めたもので宗教の存在の意味を

無視したものでは決してない。国家の意図は教育基本法に「宗教の社会生活に於ける位

置は教育上尊重しなければならない」と述べてあるとおりで、既にそのことは中学校の

社会科課程の中に僅かながら宗教に関する単元がおかれていることにも現れている。し

かし今日国民の宗教に関する無知識無関心はこれだけでは心細い。

　さらに児童や青少年の訓育にあたる教職者が宗教に対して健全な知識と理解をもつこ

とは特に重要である。しかし教職者がこのことについて希望をもったとしても、それを
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満足させる機会は仲々ない。勢いそのことが学生生活に与える影響も大きいであろう。

だから教員養成の大学等において宗教に関する知識を学び得る機会を与えなければなら

ない。また教員資格をもつための教科課程の中に宗教に関する科目を加えることが緊急

に必要である。そしてさらにまず、中等学校社会科における宗教単元を整備強化するこ

とをしなければならない。次には大学の一般教養科目の中に宗教の知識に関するものを

入れること。教員養成を主とする大学の後期課程に宗教学宗教史を入れること。第三に

は教育職員免許法の規定する社会科における選択課目中にもこれを加えること等が必要

であるということを決議した。そして與論の喚起と当局に働きかけることが約束せら

れ、爾来同会は年次学会において毎年これに関する報告及び協議を行っている。宗派関

係を網羅する「宗教連盟」もこれを支援し與論の支持もあって最近では宗教科の教員の

教員免許状交付の道が開けて来た。即ち中学校高等学校における宗教科を正科とするこ

とが教育職員免許法及び同法施行法の一部改正によって私立学校の場合差支えないこと

になったのである。

　その他大学の教養科目中に宗教のことを入れるのは現行規定で可能であり、現に旧帝

大はじめ新制の国立大学でも諸処に設けられてをるから、その趨勢を促進することにな

るであろう。教員養成大学の後期課程においても他の大学文学部の場合と同様促進とい

うことになるであろう。第三の問題であるが、社会科の履修科目に倫理等と併せて宗教

のことをあげるということの他に、どのコースにおいても、大体十科目位の中から大学

において選択して課することになっている科目があるが、その中に宗教のことを入れる

という便宜処理もある筈である。

六

　学校における宗教教育の範囲と限界は、大体既に昭和十年の文部次官通牒に示されて

おり、日本宗教学会の決議が解釈しているとおりであろう。即ち学校教育の問題となる

のは宗教に関する知識を与えることと宗教的情操の涵養ということである。いずれも一

宗一派に偏してはいけない。

　でまず情操の涵養であるが、これは講習会などの質問で非常に屢々問題になるもので

ある。われわれとしては各自が現実に生きることの根底或いは生の根底に具われる足り

なさ不如意さの体得共感というところに目をつけるべきであろうと思う。生の切なさの

思いを知ることとでもいおうか、久方の光のどけき春の日にという歌境等もここを示す

一つであろう。積極的信仰からいえばそれでは足りないであろうが、全人的な「わか

り」としてはその姿勢でよい。

　次に宗教に関する知識を与える問題を少し考えてみよう。信教の自由が憲法によって
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何人にも保証せられている。しかし、それは国民が何でも彼でも、玉石の見さかえなく

喰いつくことを予想したり期待したりしているのではないであろう。人々が各自の見識

に従って奉ずるものを奉じてよいということの裏には、人々への信頼があるはずであ

る。よいもの正しいものを奉ずるであろうという信頼いいかえれば宗教の正邪曲直のわ

きまえをもつ人人を予想してこそ、信教の自由は人間を或いは人類を幸いにする。

　しかし今日の人々にかかるわきまえをたずねてみると十分でないものが頗る多い。常

識として教養として、宗教の機能や意味或いは現象のことを知ってほしい所以である。

だから初等から大学にかけての教養科目で宗教の知識を講じることが大切であると思わ

れる。

　昨年八月現在の文部省宗務課の宗教団体登録数を見ると七二〇以上にのぼっている。

この内、従前から公認されて古くからあったものは四三（分派の数え方によっては六

八）、新しく登録せられたものは六七八（上の数え方に従っては六五三）ある。もっと

も六七八という中には旧来のものの別立分派したものもあるが、それを除いて昭和二十

年から二十六年に至る間に新設されたものが、神道系一四四、仏教系八四、キリスト教

系二四、その他一五六で合計四〇八となっている（文部省、宗教要覧、昭和二十七年刊

による）。この中にも全く新規に出来たものの外に在来あったものが、法規改正によっ

て登録せられたものもあるが、ともかく夥しい数の宗教団体が最近出来ている。これら

の中には、必ずしも玉だけでなく石も交わっているであろう。その選択批判の見識をど

うするか。

　また民度の低い人々が宗教を必要とするという考えもあり、民間信仰等は多く農民や

漁村の知識の低い人々によって信奉せられているであろうと予想せられているようであ

るが、昭和二十四年に出た文部省の迷信調査協議会編『迷信の実態』によると、たとえ

ばオミクジやマジナイに対する信憑度は調査の結果「これを信じて行う」という系数が

農村五〇・七、漁村五〇・四に対して都市は五二・九の率を示してをる。また学歴なき

もの四七・一、小学校卆業者四八、中等学校卆業者六三の率を示しているが、評者は田

舎よりも都会地の生活がより深刻だからであろうとしている。また知識や学歴の高い人

はそうでない人々よりも意識過剰のあることを争われない。いわゆる機能的精神障害即

ち主体が環境に適応することの出来ない場合の異常な心性の固定した症状で、多く神経

症の徴候をもつものであるが、これは一種の文明病で、米国の統制や研究等も示すとほ

り、文明の発展が必ずしも人を不安から解放しないこと、対人関係等において、その関

係を合理的な一本道を進ませるように導いてはいないことを示しているのである。

　文明人には不安や心的葛藤が益々多くなっている。そういう状況に臨むと人々の心性
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は退行し、或いはそれだけかなえば他はかまわぬという選択的関心も支配して、普通の

常識では莫迦々々しいと思うことでも信奉するようになる。そんなことのないようにす

るには、そういう状況の起る原因を社会から無くすればよいが、それとは別に、われわ

れ各自の態度や心のもち方についていうと、生きる現実の深刻さ賴みなさに引き廻され

て間違った信仰に入らぬようにするにはどうすればよいかということが問題になる。

　前にあげた項目もこの項目も、信仰や宗教のことについて、正邪の判断の出来る見識

を養うことが必要であるという解答を出さしめる。それは社会教育においても必要であ

るが、国や社会としては特に学校においてこのことを修めさせることが必要ではなかろ

うか。

　以上が叙べ足りぬまでも学校における宗教教育に関する一つの答えである。

　最後に一つの問題をあげて識者の教示を願いたい。「精神衛生」ということが最近教

育学部の学科課程の中に入っている。それは人の異常適応或いは不当適応の状態から正

常の適応の出来るところへ導くということを課題としているもののようであろう。勿論

専門的には精神医学の問題であろうが、それはともかくとして、この課題を掘り下げて

ゆき或いはつき進めてゆくと、人間存在の究極的な意味というようなところへまでもゆ

くのではないであろうか。またその反面に、この課題についてなされる科学的な理論や

技術を宗教上の伝道や処理の上に参考すべきではないであろうか。所詮この課題は色々

と宗教の携わる問題とも関係があるのではなかろうかと思われる。逆に信仰上の固定観

念や強迫観念が人間の行動を異常に導くから、臨床的にはそれから解放させるという点

が多くの関係書には書かれている。またフロイドその他のように宗教をもって病的な異

常心性者の事とするものという考え方もある。しかし、今はそれらのことについて叙べ

ているのではない。上来叙べた宗教の本質的なるものの意味やはたらきに関係していっ

ているのである。」

　 　以上太字部分が、宗教教育に関して、石津の記する一部である。誤解なきよう

に読まなければならないと思う。宗教と道徳に関しては、本稿では、紙幅上省

く。

５）　第 55 回宗教法学会（平成 19 年 11 月 10 日、愛媛大学）、「日本国憲法・教育基

本法の英語条文看取される ʻillocutionary forceʼ 問題」で発表したものに、加筆し

た。

６）　けだし、免許教科「宗教」においてが、特定の宗教・宗派に傾斜しないで、宗

教一般知識教育の展開が担保されているとするならば、その知見で、宗教文化
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士の務めの聊かを担いうるのではなかろうかと筆者は思う。宗教科の免許状表

記は、「教科「宗教」」である。決して、「宗教（仏教）」でもない、「宗教（キリ

スト教）」でもない、「宗教（仏教―曹洞宗）」でもない。それは、「外国語（英

語）」や「外国語（中国語）」等との表記とは本質的に異なる事態をよく思量す

べきだと筆者は思う。外国語の場合は、「（　）」内の科目に対する免許である。

他の全ての言語に免許が授与されているのではない。それに対して、宗教はど

うか。但し書き（　）がないのである。普遍的である。

　　 　この表記の意味が重要であると筆者は思う。命題「一つの宗教しか知らない

のは、宗教を知らないのも同然である。」が想起される。

７）　洗建（駒澤大学名誉教授）「宗教的情操教育論について」、特集２「宗教的情操

教育」をめぐる諸問題、学術の動向、2008.12、

８）　氣多雅子（京都大学大学院文学研究科教授）、「宗教学の立場から「宗教的情操

教育」を考える」、特集２「宗教的情操教育」をめぐる諸問題、学術の動向、

2008.12

〔付記〕拙前稿は省略した。


