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           第 111 回 教育フォーラム（2016 年 9 月 7 日・於教化部） 
 
  北尾 昭講師「豊かな心を育む」（要旨） 
☀ 私たちの大切な子ども達には、前向きで積極的な人生を生きてほしいと思います。その為には、それ

ぞれの子ども達が自分は素晴らしい「神の子」であると自覚してくれるように生まれる前から祈りと

愛語と讃嘆の中で育てる必要があります。自分が素晴らしい存在であることを自覚できた子どもは、

周囲の人々を幸せにしようと努力することが出来ます。私たちはそうした子どもを育てる為、先ず自

分自身が豊かな心をもてるよう、真理の研鑽に務めたいものです。 
☀ 私たちは、神の愛・智慧に抱かれています。まずこのことを悦びましょう。 
 『華厳経』には、仏様の慈愛の中で生かされている。「ありがとうございます」と合掌するということ

が書かれています。その「入法界品」には、善財童子が悟りを求めて歩いて、53 人の善知識（先生）

に会い、悟りを開いていくことが書かれています。大切なことは、相手の話を心を開いて素直に聴くこ

とが出来れば、素晴らしい教えを教えてもらえるし、また学ぶことができるということです。素直な心

で学ぼうとし、「ありがとうございます」と合掌する心になれば、どんな人からも学べるのです。 
☀ 一人ひとりが、光を放っていて、その回向を受けています。一人が実に 30 トンのエネルギーを出し

ていると言われます。それは内なる神の働きです。DNA の重さは 2000 億分の１ｇだそうです。その

中に、膨大な知識が蓄えられていると、遺伝子工学者の村上和雄先生は書いておられます。それは神・

仏の智慧の結晶とも言えます。私達はすべての人を拝むということは、その人の神・仏を拝むというこ

とです。そうすると、嬉しくて仕方のない生活になります。他の人を拝むだけでなく、神の子としての

自分の存在を讃嘆すべきであります。 
☀ 不登校の子どもを持つ母親が、一つ大変なことを忘れていたことがあったといいます。それは、自分

の息子の本来の素晴らしい姿を拝み、そのあらわれを祈ることでしたと言われます。「ああしなさい、

こうしなさい」とばかり言っていて、自分の思い通りの「色」に染め上げることばかり考えていた、申

しわけなかったと懺悔しました。すると、その息子は 1 週間後に学校に行くようになったそうです。 
☀ 寝たっきりで口も利けない 50 歳の女性が、見舞いに来てくれた人たちに対して、お礼も言えず、た

だじっとしているだけです。しかし、感謝することは出来ます。その女性が自分のことを思ってくれる

人たちに感謝し、周りの人が、あなたがいてくれて「ありがとう」と感謝すれば、そこに神仏の世界が

顕れるのです。 
☀ これは、鈴木秀子さんのお話ですが、ある夫婦の間に無脳症の赤ちゃんが生まれました。医師から、

この子が生きられるのはそう長くはありませんと言われました。そのお子さんは１週間後に亡くなっ

たそうです。しかし、この夫婦にはかけがえないお子さんであり、生まれて来てくれたことに感謝し、

その１週間がとても幸せだったのです。どのような存在も、存在そのものがすばらしいのです。すべて

の存在、すべての出来事は自分自身の魂を育ててくれているのです。 
☀ 私達は「十字の連繋」の中に存在しています。私たちは先祖からのいのちのつながりの中に生かされ

ていて、過去と未来を繋いでいる存在です。また、この世の存在のすべての無限の繫がりの中に存在し

ています。私たちはこのように縦の系列と横の系列の交差点にあります。人生は今、今、今の連続であ

り、今以外時はありません。従って過ぎ去った過去に心を悩ますのも無駄なら、これから来る未来を心

配するのも馬鹿げています。只今に心を集中し、全力を傾ける時、私たちの人生は充実したものになり

ます。今の自覚によってこそ、このいのちの尊さがわかり、幸せな人生を生きることができると思いま

す。（参加者 33名 内新人１名 教育関係者 5名） 
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第 112 回 教育フォーラム（2016 年 10 月 5 日・於教化部） 
 
大型台風の動きによっては開催も危ぶまれるという折りではありましたが、御心のままに開催するこ

とができました。  
  近年、今までに無いような巨大台風が発生しては、各地に甚大な被害を及ぼしているという時に、第

一部「自然への感謝の心を育てる」というタイムリーなテーマで、前相愛会連合会長尾西弘孝先生にご講

話をして頂きました。最近の台風はまるで意思でもあるかのような動きをするが、それも地球の温暖化

の影響であるというお話から始まり、地球の誕生が約 46 億年前、人類の誕生は約 300万年前（近年トゥ

ーマイ猿人の発見により 700 万年前という説あり）といわれていますが、その長い長い歴史の中で、現

在の地球の温暖化の状態はかなり深刻であることを教えていただきました。地球も生きているのと同じ

だと感じると、私達は、神の子として、地球にたいしても自他一体の自覚が必要であること、神、自然、

人間の調和の大切さをあらためて痛感させられるお話でした。 
第二部では、汲田克夫先生のご紹介で、大阪工業大学・パナゾニック技術研修センター講師の上田康清

氏から、「ヨハンナさん一家を救った日本人 ～東日本大震災に遭遇したドイツ人一家の物語～」と「元

サッカー日本代表監督のザッケローニさんの日本愛の言葉の数々」を上演して、日本人が持つワンネス

意識についてお話し下しました。ワンネスとは、生長の家で言うところの「自他一体」のことで、縄文時

代からずっと日本人のＤＮＡに引き継がれていて、普段は眠っているけれど、東日本大震災などの緊急

時に発動するとお話下さいました。 
大きな文明は、太古から規則正しく発生して、移動することを繰り返している。1611 年ごとに発生し、

経度で 22.5度ずつ、東回りと西回りを交互に繰り返していて、この流れでいくと、次はなんと東経 135
度、ちょうど日本に新しい文明が発生することになる。もしかしたらもうそろそろ発生し始めているか

もしれない、というお話も興味深いものでした。 
 何とも言えない感動の連続で、何度も目頭が熱くなりました。今、世界中から日本人は素晴らしい民族

として注目されていると知り、とてもうれしく感じるとともに、身の引き締まる思いもいたしました。 
（参加者 34名 内新人 7名 教育関係者 3名） 
 
 

第 113 回教育フォーラム（平成 28 年 11 月 12 日 於教化部） 
 
小道場では、4園合同の生命学園が同時開催されました。生教会から、生命学園の子ども達に向け

て、『山のささやき』のお話を、ペープサートを使って演じました。子ども達が、食い入るように真剣

に見つめてくれるので、ペープサートを持って前に出た生教会会員は緊張してしまったけど楽しかった

と話していました。保護者の方たちには、大道場で汲田先生のご講話『上手なほめ方と叱り方』を聴い

ていただきました。子育てにとても役立つ、御講話内容について p.3~4 に記載してます。 
この日、生命学園では、庭掃除に使える竹ぼうきを作りました。幸田会長のご主人が竹林から切り出

し、池につけて葉を枯らして、何日も前からご準備してくださったそうです。その竹の枝を組むのです

が、それがなかなか難しい力仕事で、ほとんどの作業を会長のご主人を含め、西手・豊田・幸田各園長

が、とてもがんばって子ども達の組んだ竹ぼうきを完成させてくださいました。子どもたちも保護者

も、私達生教会会員も、たいそう立派な竹ぼうきを喜んで持ち帰りました。有難うございます。合掌 
（参加者 23名 内新人４名 教育関係者２名） 
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「上手にほめることと叱ること」(覚え書き)                汲 田 克 夫 講師 
☀「何のために“叱ったり”“ほめたり”するのか？」（叱ること・ほめることの意味） 

(1) 相手の実相(本来のその人)を引出すためである。 
------相手が自分の本来のよさに気づかせるように“叱ったり”“ほめる”のである。                  

自分の自己満足や感情のおもむくままに“叱ったり”“ほめたり”するのではない。         
   (2) 相手の本来のよさを信じて、"叱ったり""ほめたり"するのである。                              
   (3) 相手の現象は、己の「心の影(反映)」であることを忘れてはならないということである。           
      ------相手を叱る場合、木来悪い子だから、よくしてやろうというのではない。「悪い子は本来ない

のです。「誰が悪い、何が悪いとあげつらう心はいけないのです。一切を自分の責任として反

省する時、本来の完全な実相が出てくるのです」(北尾巳代次『幸せは今ここに』48 頁)                              
☀「叱る」ときに大切なこと                                                                    

(1) 相手のなした事柄と人格とを区別すること。                                                  
------諺に 「罪を憎んで、人を憎まず」というのがある。為した事柄については、よくない場合、

それを指摘し、これこれは直した方がよい、というが、「だからお前はダメな人間なんだ」と

人格否定をしてはならないということである。                             
   (2) 叱る方が、一度叱ったことを「根」にもたないこと。叱った後は、あっさりしていること。        
   (3)「お前は、前もこうだったじゃないか」と以前にあったことを蒸し返してくどくど叱らないこと。

(「蒸し返す」と、相手は過去の失敗を思い出し、潜在意識に強く印象づけ、業の流転が起こるこ

ともある。また、叱る人への反発から、心を閉ざすことも起こりうる)       
   (4)「お前にはこういういいところがある。しかし、これは直したほうがよい」と、否定だけでなく、

肯定面も認めてやる。否定だけだと自信を失うことになりかねない。                
   (5) 叱る事で相手が反省し自ら行いを改めるには、叱る方が自分自身にも至らぬところがあることに

思いを致し、それが態度に現れて、辛さがにじみ出ている時、それが叱られる方の心に感応し、「す

まなかった」という思いになるのである。(同志社大学の新島襄先生は自らを鞭で打ち、過ちを犯

させた責任を感じて学生に謝罪した。これは間接的な叱り方である。非行をした子どもを責める

のではなく、親が自分の至らなさを告白し、子どもが被害を与えた人に謝罪する場合、子どもは親

を辛い目に遣わせではならないと反省する)        
   (6)「憂欝質」の人は、他の気質の人よりも「叱られた事」を深刻にうけとめやすいので、叱るときは、

きつく叱らないように配慮する必要がある。                                    
☀「叱る」ことの問題点 

(1) 親と子の関係が薄くなってしまうこと。すると子どもが親のいうことを聞かなくなる。 
(2) 子どもが親の顔色を窺うようになる。自分が進んで何かをしたり、独創的なことをしたりするよ

うな子どもにはなりにくい。「叱らずに」「どうしたらいいと思う？」と聞くこと。(岸見一郎 「親

子の関係をよくする『叱らない』子育て」)           
☀「ほめ上手な人」は                                                                          
     ほめ上手な人というのは、普段から相手の美点 (実相)を観て、讃嘆愛語の口癖のある人ではない

でしょうか。相手を讃嘆愛語することで、相手が心を開き、素直に自分の良さを見せてくれます。認

めたものがあらわれ、ほめやすくなります。                          
      教室などで、子ども達が私語してわいわい騒いでいるとき、先生が「静かに」と言っても静まらな 

い。そういう状況の時に、先生がある生徒を「○○さんは、よく聞いていますね」とほめてやると、

他の生徒も静かにして先生の言うことを聞くようになることがあります。それはすべての人が、認め
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られたい、向上したいという基本的な願いがあるからです。ほめられた人が、喜ぶようなほめ方をし

なければならないでしょう。それには、ほめられた人が、そこを認めてくれてうれしいと思うことを

ほめることが大切です。                          
   《参考》                                                                                          
    (1)「吾々は、叱る教育より、称 (ほ)める教育の方がより一層大きな効果が上がると思っています。

がしかし、称めるといっても、無差別的に、ご機嫌取りをするわけじゃありません。良くないこと

をしたときに称める訳ではないし、放任するのでも、しつけを放棄するのでもない。間違った行為

は、それが間違っているということをしらせる必要があります。だから時には叱ることもある。そ

れは何が正しく何が間違っているかを教えるためであって、『叱ってはならぬ』という一定の手枷

足枷がはめられているわけではないのです」(谷口清超『親と子の愛について』日本教文社、26 頁)                                                          
    (2)「子供を善に導くにはなるべく叱らない方がよいのだ。叱るということは子供の心に悪しき行為

を二重に印象することになるのであって、今度またその悪しき行為を自然的に繰り返そうとする

傾向を助長するものである。こうして生ずる悪を繰り返そうとする傾向は、叱られるという恐怖

心によって打ち克たれることもありうる。しかし、かくの如きことをわれらは果たして望むべき

であろうか。悪行為をしようという悪傾向と、恐怖心という悪感情と、この二つの悪がたがいに戦

っているような心が、表面で悪をなさないからとてわれらは果たして喜ぶべきであろうか。それ

は表面では悪をなさないにしても、心のうちでは二重に悪を犯しつつあるのである。子共の心の

聖所を荒掠して、恐怖によってたましいの自由をうばってしまうというようなことが本当に善い

ことだろうか。誰にこうした権利があろうか。・・・子供には神性が宿っている  大人に対してい

うように  子供に対しても諄々として説ききかせよ。もし諸君のいうことが道理にかなっている

ならば、子供はその道理に従うことを必ず喜ぶものだ。今の世には子供に道理を説いてきかせる

親は少ない」（谷口雅春 『生命の教育』日本教文社、141～142 頁)                                                           
    (3)「愛語や讃嘆の言葉は、人間の魂を感動させ、生き甲斐を感ぜしめ、前進の勇気を鼓舞し、善に

向かう衝動を引出すことになるのである」(谷口雅春)                                                  
    (4) 「『ほめる』ことほど、期待感を人に伝える(よい)方法はないと思います。期待されて育った子供

が成績を伸ばす、イコール、ほめられて育った子供は将来に大きく飛躍することにつながります。

子供を『ほめよ』――とアドバイスすると、ほめてばかりいたら、甘えん坊になってしまう、わが

ままな人間に育つ、自立心が育たない――という反論も聞こえてきそうです。実際、『ほめて育て

た』けれども、わが子は思ったように育たなかった、という親もいます。それはほめ方が足りなか

ったからではないでしょうか。ここでは、もっと腹のすわったほめ方をおすすめしたいのです。・・・，

母親はエジソンに『おまえは天才だ』と、よくほめました。そうとう腹の座ったわが子への信頼と

期待感をもっていたのです。この母親あってエジソンあり。口先でちょこちょこほめるのではな

く、わが子を信じ腹をすえて『大きくほめる』ところに効果が現れるのでしょう」 (渋谷昌三『人

の２倍はほめる本』新講舎、132～135 頁)                                                                               
   (5)「人をほめるときも、ほめ返しなど期待せず、純真な気持ちでほめるのがよい。自分のことより『ま

ず人をほめる』ところから始めてみよう。『ほめ言葉』が自然に口から出る人というのは、その人

自身の心のゆとりがある、その証しと言えます。人と会ったとき、自然に『ほめ言葉』が口から出

るような人になりたいものです」（同上、188 頁～189 頁） 
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「日時計主義」は 悪にどう対処するか?」                    
                                 谷口雅宣『日時計主義とは何か？』          
  「悪い行為をした人間は、悪ではないか？」と訊かれれば、『行為が悪であっ 

ても、それを実行した人が悪そのものということにはならない』と答えるだ   
 ろう。『何をまどろっこしい』と読者は腹を立てるだろうか？  私がここで  

言いたいのは、『悪い行為』『悪い人』『悪い病気』などあったとしても、『悪    
そのもの』や『悪という実体』がどこかに厳然として存在するのではない、    

  ということである。だからもちろん、よく"悪の権化"と見なされる『悪魔』  
などは存在しない。」(23～24 頁)                                         

 「現象としての人間には欠陥や欠点はある。しかし、それを指摘して『お前 
はだからダメだ』と断定することは、事実上『現象の欠陥が永続することに    
なる』と宣言することになるのである。これでは、欠陥を実在同然のものと   
して扱っている。つまり、欠陥 (悪) を実在として認めている。そんなこと    
では、その人の欠陥 (悪) はなかなか消えない。それよりは、『貴方はこの方面    
で優れているから、その優れた面を他のこういう側面にも応用すれば、もっ   

  とうまくいく』と助言し、相手の隠れた能力 (実相) の顕現を信じて待つ方   
が望ましい。この最後の部分が特に重要である。現象として欠点や欠陥が目   
の前に見えていても、実相がその背後にあるから必ず良くなるという強い信   
念と信仰がないかあるかで、『悪を認める』か、『悪を認めない』かの違いが   
出るのである。」(35 頁) 

 
    

 
 
 
 
平成２９年１月１４日、教化部大道場にての教区新年会で、生教会として、『神武天皇』という紙芝

居を上演発表しました。登場人物の声の役をした生教会会員の方たちは、この紙芝居をしたことで、日

本の国の成り立ちがよくわかるようになったと話していました。楽しく発表できて、貴重な体験になり

ましたと、感想を言ってらっしゃいました。 
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第 114 回 教育フォ一ラム ( 2017.2.7. 於 教化部小道場 )      
              

  今回のテーマは 「子ども達のよりよい人間関係を育てる」で、講師は大神三智子先生でした。    
   大神先生は、ホーム・ティーチャーをされておられます。A 子さんと B 子さんの間のトラブルか

ら、いかに子どもの家庭環境がその子に影響しているか、痛感されました。谷口清超先生が言われます

ように、子どもは模倣によって育つからです。                                           
親がよい人間関係をもっていることが、子ども達の手本になります。これは極めて大切なことです。                                                                                      

   谷口雅春先生は『生命の教育』で、次のように述べておられます。                            
    「子供の思想および活力を正しい方向に向けるように誘導してゆくことは、教育者の役目であり 
   ます。教育とは圧迫ではなく、誘導であり、『引出し』であります。子供の欲望の中にはまだ整理 

されない雑草があることを認めなければなりません。この雑草を刈りとるには、善きものを誘導す

ることによって、雑草が自然に枯れる方法を採るのがもっともよいのであります。・・せっかくよき

花を植えましても、一方でわざわざたねを植えて良き花を生長せしめたいと思いましても、種子も

何も植えない雑草の方が急に生長したら、せっかく良き花を咲かせたいと思った草花が、なんでも

ない雑草に圧迫されて生長しないことになるのであります。ですから、児童教育にもその点を注意

して、児童の生命をその本来良き花を育て引き出すようにして、雑草を枯らすように枯らすように

してゆくとよいのであります。個性を尊重することも必要でありますけれども、人間は社会的生物

でありますから、団体生活を営むものであります。家庭も数人集まっていますから一個の団体生活

であります。・・人間は一人だけではなしに、自他一体、持ちつ持たれつの存在であって、ただ一人

だけわがままをやる、そういう心は雑草の心であります。そういう雑草の心は摘み取らなければい

けないのであります。・・何よりも大切なのはみんなから喜ばれるような深切な行いをするように仕

向けてあげることがいいのであります。人から喜ばれる歓びを知ったならば、人は決して堕落する

ものではありません。・・人からありがたがられる事はその人自身が生長することになるのでありま

す。ですから子供の心の雑草を刈りとるには、叱りつけないで、良い行為をしたときに賞 (ほ)める

ようにして『人から喜ばれる歓び』の快味を体験せしめてやるのがよいのであります」(55~58頁)                                          
  大神先生は、こういわれました。「幼児期に、親が子どもの味方であるということが子どもに伝わっ

ていたら、反抗期を乗り越えられると思います。」                                    
「児童教育の神示」にありますように、神様がいつも子どもを見守っていて下さることを信じましょ

う。                                                                              
   大神先生のお話の後、質疑がありました。                                                
   今のいじめは大変深刻であることを大人がもっと真剣に受けとめないといけないというご意見があ

りました。また、子どもの頃に受けたいじめの後遺症に悩む人達は、いじめられた時に言われた自分の

姿が自分本来のものと思い込んで、それが潜在意識化しているのではないか。それは、あくまでも仮の

姿であって、本来のその人の姿(実相)ではなく、非存在である、つまり実相と仮相を区別すること、こ

だわりや思い込み・とらわれからの解放が必要であることが大切だという意見が出されました。(生長の

家の「浄心行」をすれば、潜在意識は表現することで消えていくと思います)。                                                                     
  また、お子さんが生命学園で学べば、いじめはなくなると思いますので、生命学園を益々PR し、生

命学園の生徒を増やしていくことが大切である、とのアピールがありました。司会者からは、子ども達

に 「讃嘆と愛語」をいたしましょう、との提案がありました。(文責・汲田克夫)   
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 この日は、引き続き、奈良教区白鳩会 西手 宏子 副会長に、「大根もち きのこソース」と「大根ス

テーキ」のお料理講習をしていただきました。 
 

大根もち   きのこソース  (4 人分)  ＜作り方＞                
＜材料＞                                ◉きのこソース                     
大根もち                                 ①干し椎茸を 2カップの水でもどしておく。もどした干 
     大根  ------------4 0 0 g                   し椎茸ときのこを食べやすい大きさに切る。 
     白玉粉------------1 0 0 g                 ②玉ねぎは薄切りにする。   
     小麦粉 ----------- 50g                   ③鍋にごま油小さじ１を引いて、①のきのこを入れる。  
     ごま油 --------小さじ１                  その上に玉ねぎを重ねて入れる。塩をしてふたをし、  
     塩 --------------小さじ１                  弱火で加熱する。 
きのこソース                              ④きのこに火が通ったら、椎茸のもどし汁２カップを加 
     干し椎茸------------２枚                   る。みりんを加える。 
     まいたけ、しめじ、          ⑤最後に醤油、塩で味を調え、水とき片栗粉でとろ 

えのき など ---------1 0 0 g              みをつける。  
     玉ねぎ----------------- 50g              ◉大根もち     
     醤油---------------大さじ１               ①白玉粉はすり鉢で粉状にする。 
     みりん------------大さじ１               ②大根を千切りにする。  
     塩------------------小さじ１               ③ボウルに大根、白玉粉・塩を入れてよくこねる。  
     ごま油------------小さじ１        ④手でまとまる程度に小麦粉を加え、一つ 50g位に丸め 
     片栗粉------------------10g                 て平らにし、それを 10個作る。 
     青ねぎ------------------少々               ⑤フライパンにごま油を熱し、④を焼く。蓋をして弱火 
     水---------- 400ml(2カツプ)               で３分、裏返してふたをせず 3 分位、こんがりとキツ  
                                            ネ色に焼く。 
   大根ステーキ  (4 人分)       ◉大根ステーキ 
＜材料＞                                 ① 大根は、皮つきのまま厚さ１cm の輪切りにし、8枚 
大根 (厚さ１cm程度の輪切り)----- 8枚     作る。  
ごま油 ----------------------適量               ②フライパンにごま油を入れて温め、大根を並べ、蓋を 
純正しょう油 -------------大さじ１             して、１０分くらい 弱火で加熱する。   
青ねぎ -----------------------少量          ③大根を返して、反対面も弱火でふたをしながら焼く。 

                      ④大根が透き通って、火が通ったら、しょう油大さじ１                                

                      をかける。 
                                          ⑤しょう油が香ばしく、大根がこんがりあめ色になるよ 

                     うにからめて火を止める。 
                    ＊フライパンでふたをしながら焼いていて、水分がな 
                    くなり、焦がしそうになったら水を少々加える。 

                                                                                                                                                                                        
                                        

  旬の大根をたくさん使って、大根とは思えないもっちりとした食感の大根もちとお肉に負けない 
おいしさの大根ステーキの味に、参加者の皆さんは、驚きつつ、舌鼓を打っていらっしゃいました。 
           （参加者 26名、 内新人 3名 教育関係者 2名） 
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「いじめ問題」への対処について    2017.2.7. 
                                                                             汲  田  克  夫  
  
☀  先日、NHK の「あさいち」で、"いじめ"に遭った成人の女性が、いじめられた時の後遺症で悩ん 
でいるという告白を聞かされました。そのような後遺症で悩んでいる人が何万人もいるということで 
した。いじめられたことが、一過性のものでなく、その後も長く尾を引くということは何故でしょう 
か。                                                                         

☀  私自身が小学生の頃、いじめに遭いましたが、幸い長く尾を引くことはありませんでした。当時 
  第二次大戦中で、体の弱い男の子は、将来兵隊にはなれない"非国民の卵"ということで、いじめの  
  対象になりました。私はいわゆる「要保護児童」でしたので、格好のいじめの対象になりました。私 
は「弱虫」「しいな」などと揶揄され、泣かされました。その時、母は私をあわれな子だと同情せず 
心に錦を纏っていたら寂しくないよ」と私の自尊心を呼び覚ましてくれました。おかげで、いじられ 
ても毅然として一人遊びをしていました。中学生になると、級長として、学友を励まし援助する立場 
にありましたので、かつていじめられたことなど忘れてしまいました。                                                                                    

☀  聞くところによりますと、最近のいじめはとても陰湿だそうです。女の子に対しては、「ブス」だ 
  の「くさい」だの「徽菌」だのと罵詈雑言を浴びせ、メールでいやがらせをしたり、やらせ(例えば 
いじめっ子が、いじめている子にわざと万引きをさせ、それを写真にとって、いうことを聞かなけれ 
ば、この写真を公開するぞと脅して、いうことを聞かせるなど)で支配するなど、様々な手口を使うと 
いうことです。                                                                    

☀  問題は、いじめられての後遺症で悩むというのは、言われたことを真に受けて、それを潜在意識 
化して、それが「本当の自分だと思い込んでいる」からではないでしょうか。そこで、何が本当の自 
分なのか (自分の「実相」)を知って、いじめられた時に言われたこは、本当の自分ではなく、仮の自 
分であると区別することが大切なのではないでしょうか。                          

     谷口雅春先生は、次のように述べておられます。                                                
     「多くの人たちが不幸であり不自由に縛られているのは、結局、・実在もしない『悪』と『不完 

全』とかをあるかの如く考え、それに執し、捕捉され、心を混乱に陥れ、外見の『悪』の禍巻 
きの中に巻き込まれてしまうからである。・・巻き込まれた迷いの転落から切り放してくれるの

が、『真理』のゴトバである。」「単なる現象、即ち仮相に惑わされてはならないのである。仮相 
は仮りの相、真実ではない。ニセモノの相である。『実相』(本来の自己)のみ実在として、その 
完全な相のみを見るようにしてゆけばよいのである。」(『生命の実相』第 37巻、114~115頁)                                                                           

☀ いじめの後遺症に悩む人達は、本当の自分 (実相) に気づいていないのかもしれません。何より幼 
い頃より、自分の善いところ、美点、長所を他から認められ、ほめられたことがなかったのではない 
でしょうか。したがって、自分の本来の善さを知る機会がなかったから、自分の否定面ばかりが気に 
なるのでしょう。「日時計主義」が人格形成に如何に大切かということです。             

    小学 2 年生の孫娘の学級では、担任の先生の提案で、同級生のよいところを見て、それを紙に書い 
て、箱に入れるようにして、週末に担任の先生がそれを見て、発表するそうです。ほめられた子は嬉 
しそうにしており、ほめた子も先生にほめられるということです。このように、お互いによいところ 
を認め合い、ほめあう学級にはおそらくいじめはないでしょう。たとえいじめられても、本当の自分 
のよさを自覚し、自己肯定感をもち、自尊心を確立した子は、いじめには屈服せず、立ち直るのも早 

いことでしょう。「ほめ育て」を今こそ実践する時ではないでしょうか。                                              
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 生教会・小田川会長のご講話，(要旨) 平成 29 年 2 月 25 日(土)      於・教化部             
       ＜テーマ＞「現教員の会員拡大と生命学園の充実・発展のために」                         
☀  子どもを取り巻く状況の変化について                                                      
    (1) 貧困家庭の子どもたち--------生活・学習の困難。                                           
    (2) 不平等感の拡大--------離婚・別居、母子家庭、シングルマザー、6 人に一人の貧困家庭の子ど   
            も、食のこと欠く子どもたち、風呂にも入れない子どももいるなど。                     
☀  生長の家の家庭教育                                                                       
        二本柱 (教育法・環境教育)                                                            
        不登校の子どもに対して                                                               
          1)実相を観て祈る。 2)信じて祈ること。 3)家族との関わりを多く持つこと(父親との      
                関わり)。 4)そのままを受け入れる。 5)親自身の学習，使命感の自覚。         
      ＜ポイント＞                                                                         
          1) 進路-------本人にまかせる。初志貫徹させる。ほめて励ます。                     
          2) 生長の家の真理を伝える、そういう親となる。                                 
          3) 愛の表現を。心からほめてやる。深く関わる。智慧をもって導く。               
                   “○○さんは、我が家の宝もの”という良い言葉を!    子どもは覚えている。     
       谷口純子先生の『平和のレシピ』93 頁、102 頁から。                                       
          執着心を無くす--------「放つ愛」。                                                    
          神性・善性を引出す。「縛りからの解放」と「神性を引出す」、この二方面が教育に大切で  
                ある (谷口雅春先生)                                                            
☀  運動について                                                                             
       現職教員の拡大を!                                                                     
       実践  3 項目(共にやること)                                                             
       １)   褒めたたえて、大切にして、お誘いする。感謝と讃嘆。「先生の実践をぜひ発表して 
             ください」と頼む。                                                             
        2）  行事や内容の見直し------充実と増設。 (生命学園)現在 273 会場。                                          
                ギャップを埋める努力を ! (年齢差)   
        3)    生命学園から青年会へ。                                                       
  ＜参考＞子ども食堂、全国に 319ケ所。奈良には 5ケ所あり。(『子どもの貧困』朝日新聞社刊 )          
              魅力は (１)食べる    (２)遊ぶ   (３)学ぶ                                            
            「子ども食堂」には協力者が現れる。人々の善意が集まる。                         
       子どもたちを貧困から守ろう!       子どもたちを原発から守ろう!                          
 ☀  「生命学園」の発展のために (様々の工夫を)                                               
     1) 子どもが子どもをつれてくる。子どもは楽しければ来る。                              
     2) 夕方の生命学園もある。そこでは夕食も出している。                               
    
 ☀ 質問で、「いじめ」に対して                                                               
     １)   お互いのいいところを書かせ、認め合う。「闇は光を当てると消える」                 
     ２)   加害者の指導 (複雑な家庭環境の子どもの場合、疎外感がある)                         
             「お前、さびしかったろう。」と言ってあげると、心を開いてくれる。                
           ボスが変わると、みんな変わる。                                                      
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         「居心地の良い場所」作りをしていきましょう！                 2O17・2・25・ 
                                                                         汲  田  克  夫     
☀  「あなたの正しい居場所をみつけなさい」とは、北スコットランド・フィンドホーンの創設者 
のアイリーン・キャデイさんの言葉です（『心の扉を開く』日本教文社、358頁)              

     私が、なぜこの言葉に注目したかといいますと、いま日本の青少年の中には家庭で、また          
   学校で「居場所」を見つけられず、居心地が悪くて、家庭や学校を忌避している子が沢山いる 

からです。                                                                          
     例えば、家にいても落ち着かず、夜遅くまで街をほっつき歩いたり、家出をしたり、不登校に 
なったりする子が沢山おります。それぞれ、事情は異なっていても、共通しているのは、彼等にと

って家庭または学校が「居心地が悪い」ということです。反対に、彼等にとって家庭や学校が「居

心地がよい」ところなら、家がいちばん落ち着くところであり、学校がいちばん楽しい所であるほ

ずなのです。                                                      
☀  私の場合は、幸いのことに、今までに人生の大半は 「居心地が良かった」と言えるでしょう。

たしかに、小学生の頃、いじめに遭ったり、家庭では父の浮気で両親のいざこざが有ったり、職 
場では嫉妬に遇い、不愉快な思いをしたことがありました。しかし、それも生活のごく一部、人生

の一時期でしかありませんでした。                                      
     家では、学校から帰ると家業(魚屋)の手伝いが毎日でした。自分がわが家にとってなくてはなら

ない役割を担っていて、それを家族が評価してくれていましたから、手伝いがいやでしていたこと

はありませんでした。役割を持ち、その役割を果たすことで家族に悦ばれることを実感していまし

たので、誇らしくもあり、「居心地」はよくて、家に 「居場所」がありました。家にいて「居心地

が悪い」という子は、もしかすると、その家にとってかけがいのない役割が無く、いてもいなくて

もどうでもいい存在ではないでしょうか。もし、弟や妹の面倒を見るとか、家事の一端を担うとか

何か大切な役割が与えられていたら、「居心地が良くなる」はずです。                                                          
     私の進学した中学校，高校は、それぞれの優れていることを認め合う仲間がいましたから、あ

る科目の成績が悪くても、決してそれで引け目を感じて委縮したり、自己卑下をするようなことが

ありませんでした。したがって、「居心地は大変良かった」と思います。したがって、時を経て、

同年会に出ても、お互いにわだかまりなく交流できます。いかに、お互いがそれぞれの良さを認め

合い、敬愛し合えることが大切かを学びました。                  
☀ アイリーン・キャデイさんは、次のように述べておられます。                                 
   「あなたは全体の一部です。そして一人ひとりには、その全体の中で果たすべき役割がありま 

す。ですから、お互いに批判しあったり、不寛容であってはなりません。・・時計の専門家は一 
つひとつの部品を正しい場所に当てはめて組み立てます。すると、時計は動き出すだけでなく、

正しい時を刻み始めるのです。一つ一つの部品が正しい場所を占めることによって、その役割を

はたした時、すべては円滑に運びます。」(前掲書、358頁)                 
      「正しい居場所」とは、本当に 「居心地のよい場所」でもあります。                        
      本当に 「居心地のよい場所」とはどういうところでしょうか?  

（１）みんなの笑顔があって、誰でも受け入れる雰囲気があふれている。                          
   （２）その人がそこにいて違和感が全くなく、必要とされているという感じがある。          
   （３）とげとげしさがなく、アット・ホームの雰囲気がある。(「和気藹々」の雰囲気)        
   （４）人の悪口・陰口を言わず、人の善意だけが通用している明るいところ。                
   （５）清潔感があり、透明感がある。                                                    
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    （６）人それぞれの役割があって、その役割がみんなに認められ、尊重されている。          
    （７）お互いの良さを認め合って、讃嘆愛話し合っている。                             
☀  もし、自分の置かれた場所が 「居心地」が悪かった場合には、どうするかです。私たちは、 
そこから逃げ出す前に、自ら積極的に、「居心地のよい」場所にしようと思っている仲間を見つ 
け、お互いが心を開いて交流する雰囲気づくりを始めてみるとよいのではないでしょうか。私が、 
新設の大学に招かれていった大学は、すでにいくつかの派閥が出来ていて、なんとなくギクシャ 
クした雰囲気でした。その中で、私は学生部長として、自ら積極的に話しかけ、派閥外で寂しい 
思いをしている人には役を持っていただき、活勒する場を作りました。自ずからその人なりの 
 「居場所」を見つけ、萎縮することなく、交流できるようになりました。                                                                  

☀ 「居心地のよい場所」をつくるには、その人自身が明るく溌刺としていて、自他一体感をもち、 
上機嫌に振る舞うことだと思います。ライトワーカーとして、その場所に愛の「光」をもたらせ 
ば、自然にそこが良い雰囲気になることでしょう。その人の人柄・思いは波動となって伝わり、影 
響します。思い（想念）はヱネルギー (「心力」)であり、波動です。    

     友人の勧めのままに、チョコレートの上に手のひらを置き，「おいしくな一れ」と念じたとこ 
ろ、瞬時にそのチョコレートがマイルドになったのにはびっくりしました。それほどまでに、人の 
念じる力 (エネルギ一)には感化力があるということです。大事なことはその人が何を念ずるかで

す。ポジティブな愛の思いを常に抱いて、それを放散していることが何より大切なことだと思いま 
す。                                                     

     大日如来は左手で陰の気を受け、慈悲の心で、その陰の気を陽転させ、右手でその陽の気 (光) 
を放散 (表現)しておられます。私たちは皆、「仏の子」ですから、大日如来と同じようにできる筈 
です。大日如来は私達にお手本を示しています。今いる処がたとえ 「居心地が悪くても」、私たち 
は本来ライトワーカーですから、そこを「居心地の良い所」に変えることは可能です。 

    私達は 「仏の子」として、積極的に行く場所、行く場所を 「居心地の良い」場所にして参りま 
しょう。その 「居心地の良い場所」が即ち 「極楽浄土」です。今いる処を 「極楽浄土」にして 
いきましょう。その気になれば、この瞬間にも、ここが天国・極楽浄土に変わります。 

☀  谷口雅春先生はこう述べておられます。                                                
    「『愛する』ということを実践なさいますと、直ちに貴方の住んでいる世界が極楽になるので

す。『与える』ことを実践し出したとき、はじめて貴方の世界が極楽になるのであります。  ・・

どんな結構な場所に入れて頂いても、心の持ちようで、そこが極楽にも、地獄にも、餓鬼道にも、 
修羅道にもなるのです。」（『真理』第 3巻、l20～12I頁)                       

  

 

 

第第第第 115115115115 回回回回(3(3(3(3／／／／10)10)10)10)作成の写真作成の写真作成の写真作成の写真立て立て立て立て    →→→→    

 
第第第第 111111114444 回回回回((((2222／／／／7777))))大根ステーキ（左）大根ステーキ（左）大根ステーキ（左）大根ステーキ（左）と大根と大根と大根と大根もち（もち（もち（もち（右右右右））））    

                ↓         
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第 115 回  教育フオーラム     2017.3.10     於 教化部                          
           北尾 昭先生のご講話、テーマは 「子どもの無限力を引出す教育」                     
☀  先生は、始めにお孫さんの例をお話下さいました。お孫さんは、立命館宇治中学の一年生で、   
   英検 3級に合格したそうです。彼女は、授業での勉強に集中しているから試験勉強は特別しま 

せんが、3科目で学年での成績は一番。バトンのクラブ活動でも積極的で副リーダーの役をして 
おり、このクラブは全国で最優秀とのことです。なぜこの子が輝いているかと言えば、彼女は 
小さい時から、親に「あなたは素晴らしい神の子だ」といわれ続けて来たからだと言われます。 
彼女の今年の年賀状には「あなたと共に、一緒によくなりましょう！」と書かかれていたそう 
です。「これまでだ」という制限観念は、子どもにはないのに、成人すると自己制限してしまう 
のは、親が子どもに「それはお前には無理だ」と、制限観念を植えつけたからです。制限観念 
によって自縄自縛されているのです。そのために、無限力がでないのです。            

     先日、バトンを落として、泣いて帰って来た時、母親 (先生の娘さん)が、その子に「失敗し 
てよかった。失敗したことをこれからの人生でどう成功に結び付けるかが大切です」といわれ 
たとのことです。                                                                      

     ある優秀な子で合格間違いないと言われていた子が、不合格になった時、親がその子に「同じ

ような体験をした人の心の痛みがわかるようになるから、良い体験をしたね」と言ったそうで 
す。このように、マイナスの体験をしたことを、いかにプラスに転化させるか、それが言葉の 
力だということです。                                                                  

☀  先日、教え子たちから彼らの還暦の祝いの席に招かれて行ってきました。その時、遅刻してき 
た人が一人おりました。彼女は、この会に出たくてベルギーから帰ってきたのです。交通事情で 
遅れてきました。彼女は大学を出て普通の主婦でした。55 歳のとき思い立って、陶芸を始めたの 
だそうです。その人は、陶芸については全くの素人で、陶芸をそれまでやったことがなかったの 
ですが、狩野炎立さんという方について学び、何と 57 歳の時、日展に入選し、今や 20ケ国で 
個展を開いているそうです。どうして、そのようになったかです。                  

    彼女が作品を見ていいなあと思った先生が素晴らしかったのです。先生は彼女を見て、入門を 
許し、東京の展覧会に彼女を誘い、好きな作品がどれかと聞いたそうです。先生は、彼女の好み 
を知り、彼女の志向を活かす指導をされたのでしょう。先生は彼女が志を持っているかを確かめ、 
「本気ですか？トコトンやれますか？」と聞いたそうです。実は、その人が志を持ち、本気でや 
るかどうかが、将来伸びるかどうかの決め手であるということです。先生は、彼女の作品を見て、 
「君は世界に雄飛する人だ。それには陶芸だけの勉強をしていてはだめだ、あらゆることに興味 
をもって学びなさい」と言われたそうです。彼女は出来ると素直に受けとめ、弱音を吐かず、 
努力したので、どんどん高いハードルを超えて、世界に認められる作品を制作するようになった 
ということです。(彼女は自身のことを、神まさこ『聴く気あるかい?』文芸社)という本に書いて 
います)                                                            

     人間は、自分のすばらしさを信じて、努力し続けることによって潜在的にある天才的能力が    
   発現するということです。「天才とは努力し続ける能力だ」とも言えます。そして、その人の可 
能性を見つけ、潜在力を育ててやることです。それには「君ならやれる、きっとできる」と言い 
続けてやることです。潜在力を引き出すには、時間がかかります。あきらめず、信じて、信頼し 
て、励まし続けることです。もし、「そんなことをしていたらダメになるよ」と言われたら、そ 
の人にダメの言葉が潜在意識に入り、能力が育ちません。その人の中に天才があることを自覚 
させること、言葉の力で内にある潜在力を引き出してやることが大切です。          
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    本人が言われたことを信頼するがどうかは、指導する人の生き方が本物かどうかということで 
す。本物なら、子どもは言われた通りになります。もし、子どもにおかしい点があったら、反省し 
修正していったら、きっと努カする子に育ちます。                                      

 ☀  千葉県で見つかり、故大賀博士により奇蹟的に華と実をつけ話題になった 2千年前の蓮の実が

花を咲かせている所があるそうです。それを見た人が、感動し、それを頂いてご自身の家の庭の

池に置いたそうです。ところが、花が咲かないだけでなく、蓮自身の元気がなくなっていったの

で、みてもらったところ、その池には清水が流れていたとのことです。この池は蓮の生育条件が

悪い、なぜかといえば蓮は 「泥中で大きくなり花を咲かせる」からです。「泥多ければ仏多し」

の例えの通り、泥には養分があり、温かいので蓮の生育に適し、花を咲かせるということです。

蓮は「泥を縁として、花を咲かせる」ということです。これを人間の生長に置き換えてみれば、

先生や友達との出会いを縁として、また素晴らしい教えや苦労した体験を栄養として、人は育つ

のです。体験や教えを生活に活かしたら、素晴らしい花を咲かせます。「煩脳即菩提」と言いま

すのも同じことです。「煩悩」は 「泥」のようなものと考えたらいいでしょう。                                                                  
  ☀  ある時、農地実験所を見学した子がこんな趣旨の感想文を書いたとのことです。                    
      人は生きるために生きものを食べたり殺したりしている。つまり、他に迷惑をかけている、       
      迷惑をかけるということは他の人やモノと関係を持つことだ、「いただきます」と言って食べ         
      る時にどれだけ感謝の思いを込めて言っているかどうかと、自問するのだというのです。            
      人が一つの才能を伸ばしていけるかどうかは、どれだけ感謝の心をもって、他の人やモノの         
      ために役に立とうとするかにかかっています。                                                  
  ☀  人の生長に 3～5 歳の時が大事です。『鎖に繋がれた象』という本に書かれていますが、象が         
     生まれてから鎖に繋がれますと、成長していくら力を持っても鎖を切ろうとはしないというこ

とです。人間の場合も同じで、幼い頃に「それはお前には無理だ」と言われてきた人は、大人

になっても力が出せないのです。反対に、幼い頃から「お前はやればできる、きっと出来る

よ」と言われ続けてきた人は潜在力を出すことができるのです。                                  
  ☀  S 子さんは、積極的で活発な子でしたが、一つだけ苦手がありました。それは国語の朗読でし

た。どうしてかというと、S 子さんは母親に「朗読は駄目だ、下手だ」と言われたことが潜在意

識に入ったからです。ところが、ある時、先生が S 子さんに「君の声はいいね」と言われ、S 子

さんはびっくりして先生の顔を見たということです。先生は S 子さんの両親に S 子さんに詩吟を

習わせたらどうかと勧めました。S 子さんが詩吟の塾に通い熱心に習ったところ上達し、朗読も

上手になったということです。やがて S 子さんは、小学校の教師になり、国語の指導がすばらし

く、特にドモリの子の指導が上手だったとのことです。それは彼女の体験が活かされているので

しょう。いかに、教師の一言の力が大きいかということです。                      
  ☀  「無償の愛」は大切ですが、子育てにおいて「与えて与えて与えて」いくのが本当の教育愛か

ということです。実際は 「無償の愛」だけを受け続けた子は 「もらい続ける人」、もらって当

然と思う子に育ちます。時には厳しさ、「峻厳な愛」も大切ではないかと思います。            
      北尾先生のご講話の後、ある方がこんな体験をお話されました。娘や孫がどうもだらしない、      
    どうしたものかと思っていました。そこで、片付けができたら１点あげるという試みをしたとこ

ろ、次第に家の中が片付いてきたというのです。それに対して、北尾先生は、グーム感覚(遊び

心)でする方法はとてもいいですね、と言われました。子どもは本来親の喜ぶことをするもので

す。きっと親の喜びに応えたのでしょう。                                                   
  ☀  このあと、持田ゆり子先生のご指導で、写真立て作りをみんなで楽しみました。     
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                           第 116 回  教育フオーラム     2017.4.22 
                 奈良県社会福祉総合センター 6階 中会議室 

「いじめ問題に対しての立脚点」                                       
                                                                             汲  田  克  夫 
 （１）「いじめっ子は悪い子」で、「いじめられている子」は、可哀相な弱い子という見方は、現象に 

とらわれていて、その子らの本当の姿 (実相)を観ていません。彼らは 「仮相」(かりのすがた) 
です。「いじめられっ子」も「いじめっ子」も、本来の自分を自覚するまでの一時的な「仮相」 
だいうことを知る必要があります。                                                 

      いずれも本来 「神の子」、素晴らしい子、仲良しの関係として、実相を観ることを前提として， 
いじめ問題に対処することが大切です。                                                  

  （２）『甘露の法雨』には、「仮相に対しては実相を以て相対せよ」「仮相を破るものほ実相のほかに

在らざるなり」「闇に対しては光をもって相対せよ」「闇の無を証明するものは光のほかに在ら

ざるなり」と説かれています。                                                          
         「いじめ」という「闇」に対しては、愛をもってせよ、智慧を働かせよ、ということです。    
          どの子にも良い点を認めてほめよ。そうすれば、認めたものが必ず顕れます。「いじめっ

子」には、なぜ 「いじめるか」という理由(原因)があるはずです。それを分かってあげるこ

と、そして内なる善性・良心を目覚めさせ引き出してあげることが必要です。「いじめられっ

子」には、自尊感情・自己肯定感を目覚めさせて、本来の強さを顕わすように導いてやること

です。それまでは、心の支えが必要です。両親は、子どもの心に寄り添い、どんなことがあっ

ても「あなたの味方」だと言葉のカで励ますようにしてあげましょう。                                
        必ず良くなると信じましょう。「闇は光に勝てません」。                                   
  （３）どの子も、等しく基本的な 5 つの願いを持っています。即ち、「愛されたい」「認められたい」

「愛したい」「向上して生きたい」「自由に生きたい」。この 5 つの願いが真に満たされていない

から、欲求不満に陥り、片方はそれを外に発散し、他方は内にこもって自己否定的になっている

のです。いずれにせよ、「自分のことをわかってほしい」「愛してほしい」と思っているのです。                     
  （４）精神科医の香山リカさんはこのように言っています。                                          
        「いじめるために、いじめられるために、生まれてきたのではない。あなたが生まれてきた本    
       当の意味を、一緒にさがしましょう。」   
                                                   
                                      「ごめんね」のメッセージ                                  
                   －小森美登里『いじめの中で生きるあなたへ』(ＷＡＶＥ出版)より－                      
    (小森さんの一人娘の香澄さんは、1998 年、高校一年生の時、いじめにあって自らの人生に終止        

符を打ちました。「優しい心が一番大切だよ」というメッセージを伝えるために夫とともに NPO          
法人ジェントルハートプロジェクトを立ち上げ、全国各地の学校で講演を行っている)                  

        守りきれなかった天国の子どもたち、そして、今も苦しんでいる子どもたち。                   
        私は心からあやまります。                                                                  
         あなたが苦しんでいるこの社会は、あなたたちがつくったんじゃない。まぎれもなく、わた

したち大人がつくったのです。                                                               
         亡くなっていった、数えきれない天国の子どもたちは、みんな心や命の大切さを知っていた

よね。今、苦しんでいるあなただって、もちろんそれがわかっている。そのことを、私は知

っています。なのに 「強くなれ」とか 「命を大切にしろ」なんて言ってごめんなさい。               
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       心や命の大切さを知らなかったのは、本当はいじめていた子どもたち。でも、いじめていたあ        
       なただって、本当はつらかったはず、悲しかったはず。                                          
      そのことに気づいてあげられなくて、ごめんなさい。その苦しみに寄り添うことができなく 

て、本当にごめんなさい。もし、自分の苦しみに気づいたら、その苦しみを友達に与えていた事 
実に、ぜひ気づいてください。      

      わたしたちもがんばります。どうか一緒に生きてください。                                      
       すべての子どもたち、本当にごめんなさい。そして、生まれてきてくれてありがとう。              
☀  自殺した娘をもつ親の気持ちが痛いほど伝わってくる言葉です。                                   
    この言葉を通して私達は何に気づいたらいいのでしよう。                                       
      私たちは、もっともっと、子どもたちの心を理解してあげ、心から寄り添って「命の尊さ」を 

伝えてあげなくてはならないこと、いじめ社会をつくり、親として大人として、子どもたちに「い 
じめ」をさせ、「傷つきやすい」ナイーブな子どもたちの心を護ってあげる思いやり、温かさ、言 
葉かけに欠けていることの反省ではないでしようか。                                 

      小森美登里さんが、講演をした時、「生まれてきてくれてありがとう」といったら、多くの子ど

もたちが涙を流したとのことです。この言葉に「いのちの尊さ」の思いが込められていたのでしょ

う。子ども達に「いのちの尊さ」を伝え、わかってもらえるでしょうか。それが課題です。                                                                                      
      寒い冬、寒さ対策としてオーバー (外套)をまとうように、ナイーブで傷つきやすい子ども達の心

に纏わせてあげられるオーバーは何でしょうか？  一つに、「私たち (親) はどこまでも、いつで

も、あなたの味方だよ」、そして 「あなたは神の子だから、神さまがあなたといつも一緒にいて、

神さまがあなたを護っているから、安心だよ」と言葉かけを絶えずしてあげることではないでしょ

うか。ある意味で、この信仰 (信念)が子どもの心の支えとなり、子どもの自立心となるのではない

でしょうか。                ・                                    
      小森さんは、この本の中で、「いじめる子ども」に対して、こう呼びかけています。            

     「あなたも、そして傷つけてしまったあの人も、あなたの心からの「ごめんなさい」の言葉か 
  らもう一度生きなおすことができるんだよ。」                                                  

      小森さんは、親に対して、こう呼びかけています。                                          
      「真実から目をそらすことによって、次の被害者が生まれています。学校と親が情報を共有で     
      きたら、再発防止の手立てを一緒になって考えられるのではないかと思います。私たちは先生      
      とつながらなければならないのです。そして、被害者、被害者の親、または遺族となった人を､    
      孤独にしないであげてほしいと、強く願います。一緒に真実を追究し、検証し、正義を貫く仲      
      間になる、それが親としてわが子に見せなければならない姿なのでしょうか。二度と同じこと      
      が起らぬよう、地域の大人たちにもまったく同じことをお願いしたいと思います。」              
        小森さんの講演を聞いた生徒の一人 (中二・女子)がこんな感想文を書いています。             
        「中二のはじめまで、いじめを受けていました。時々学校に行きたくなくなったことがありま     
      した。その事について友達に相談をしたら、こう言いました。その人はず一とあなたの味方だよ

と言ってくれました。その時に本当にこの友達がいてほんとうにうれしかった。これからはいろ

んな人たちに対して、優しい心でせっしていきたいと思った。」                            
☀  シンガーソングライターでカウンセラーの南修治さんがこう告白しています。「心を開いてくれた

子どもたちが僕に必ず言う言葉がある。それは、『オレの気持ちをわかって欲しい』だった。」    
      南さん自身は「悪いと言われることは、ほとんどやってきました」という。その彼が立ち直れた      
    のは、「今ここに自分が生きていることの素晴らしさ」と「愛されている実感」だったそうです。    
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                              「人間関係をよくする」8ケ条                                 
                                                                             汲  田  克  夫 
    （１）相手を等しく「神の子」として観て、言葉丁寧に深切で誠実に接すること。                 
☀  どの人も「現象人間」はみな不完全で、その程度がひどいと思われても、その本質(実相) は「神

の子」です。相手の嫌な面は実は､自分自身の内に同じものがあって自分自身が自己嫌悪している｡

それが投影しているのだと気づかされます。自分の内にそういうものがなければ、気になりませ

ん。ウオルト・ケリーの漫画のセリフに「敵に会ったんだ。そうしたら、それが僕たちなんだ」と

いうのがあります。それまで、ある人を受け入れられなかったが、その人が私にわかるように、私

の分身を演じ続けていたのだと気づいた途端、その人が愛しく思えてきたとことがあります。まさ

に 「観世音菩薩」でした。   
  （２）自分の心を整え、明るく上機嫌で笑顔で人に接すること。                           
☀  この世は 「唯心所現」の世界であるから、周りの人間関係は自分自身の心(想念)の反映である。

人間関係をよくするか悪くするかは自分の心次第である。したがっていつも心が暗くて不機嫌な人

を取り巻く人間関係がよくならないのは当然である。「同類親和の法則」で、似た者が集まって来

るからである。                                                        
☀  「もし自分の周囲に不調和が充ちているように感じられるならば、それは自分の心に不調和があ

ってそれを感じているのである。だから不調和を解消するためには、まず自分の心の内の不調和を

除去すればよいのであり、こうすることによって、おのずから、自分の周囲の不調和は消えてしま

うのである」(谷口雅春『私はこうして祈る』153頁)                       
☀  「機嫌は周囲に伝染していくものです。・・だからこそ、上機嫌の連鎖を自分から始めていただ

きたいのです。・・機嫌をよくするこということは、単にその人の気分がよくなるだけではありま

せん。社会にとって非常に大事なエネルギーになるのです」(千葉公慈 「上機嫌にいきることが社

会を活性化する力」『清流』2016 年 6戸号)                                
    （３）「言行一致」を心がけること。                                                       
☀  その人の誠実さの証は 「言行一致」である。「言行一致」は信用の源である。               
    （４）愛情のこもった言葉  (「愛語」)をかけること。                                           
☀  「愛語よく回天の力あることを学すべきなり」(道元)                                      
☀  ＜親や教師の子どもへの愛語＞励ましの言葉を、心を込めて、明るい力強いトーンで！ 
＜１＞努力を認める言葉、「よく努力したね。前よりもよくなったよ!」等。＜２＞長所を認める言

葉、「あなたのここがいいね、私もあなたに見習いたい」等。＜３＞可能性を信じる言葉、「やれば

きっとできる」「あなたならできます」等。＜４＞相手の自覚・やる気を促す言葉、「一緒にやりま

しょう」等。                                                      
   （５）相手に関心をもち、まず相手を理解しようとすること。 

 ☀ 『論語』には、「子日わく、人の己を知らざるを患(うれ)えず、人を知らざるを患うるなり」とあ

る。                                                                                
 ☀ 人それぞれその人の立場でものを考え言っている、まず相手の立場を理解すること。           
☀ 親や教師が子どもを叱る時、なぜ子どもがそういうことをしたか、それを親や教師がわかってや

ることが大切である。子どもが親や教師に心を開き、言われることを素直に聞くのは、子どもの本

当の気持ち、本音をわかってやればこそである。それが 「情理を尽くす」ことである。                                                                                  
 ☀ コミュニケーションには「言語的コミュニケーション」と「非言語的コミュニケーション」があ

る。「非言語的コミュニケーション」は相手の表情・目・雰囲気を通して、相手の心を察知すること
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である。それは右脳の働きであり、感性の働きが大切である。良寛の漢詩の一節に次のような言葉

がある。「君看よ双眼の色、語らざれば憂いなきに似たり」と。         
   （６）相手の 「売り言葉」に対して、決して 「買い言葉」を返さないこと。 
  ☀ 相手の言葉を善意でうけとめること。たとえ、相手が意識して「売り言葉」を言ってきた場合で

も、決して 「買い言葉」を返さないこと。「売り言葉」に対して 「買い言葉」を返すと、マイナ

スのエネルギーが増幅して対立感情が生まれる。夫婦げんかは大方、「売り言葉」から始まる。                                                                        
  ☀ 「人の悪しき言葉に乗るな・誰かが不深切な言葉を発したからとて、それを自分の心の竃の中に

抛り込んではならないのである。不深切な言葉は、あなたの心の竃の中で燃える地獄の火の燃料と

なるのである。不深切に対して深切をもってし、憎しみに対して愛を持ってするのは、自分の心の

中にほうり込む燃料に水を注ぐようなものである。ひとの告げ口に乗るな。それは怒りの焔を煽る

風のようなものである。愛語と調和の言葉を雨ふらして、心の火事を消すことである。常に『平

和』を念じて祈れ」(谷口雅春『幸福を招く 365章』62 頁)                                                                               
   ☀ 「ひとが悪意をもって自分に向かって来る場合に、それを円満解決にもって行く最善の方法は相 
  手を憎むことでも責めることでも批判することでもなく、相手に対する憎悪の念を棄てることであ 

る。憎しみは憎しみをうみ、相手を憎んでいる限りは、結局こちらの憎しみの心の反映として相手

が意地悪に出て来るのは当然のことなのである。相手に宿る完全なる"神の子"を信じ礼拝し、それ

に感謝する神想観を行うならば、人に宿る実相の"神の子" は観ずればあらわれて来るようになる

のである」(谷口雅春『希望を叶える 365章』171 頁)      
  ☀ 「自分を苦しめず、また他人を害しない言葉のみを語れ。それが善い言葉である」(釈尊)    
（７）お互いの共通点や一致点を認める方向で対話し、人間関係を調整すること。 

  ☀ 「二つの間の共通点に注目するのが『対称性の論理』であり、それに対して両者の相違点 に注
目するのを『非対称性の論理』と呼びます。例えば、私たちが、ある人と対面して話をするとき

に、この人と自分はどこが違うのかと相違点に注目すると同時に、共通点についても把握している

ということです」(谷口雅宣『宗教はなぜ都会を離れるのか?』190 頁)          
      「もっと互いの共通点や一致点を認める方向に、皆さんそれぞれの分野において工夫し、社会変

革の原動力になっていただきたい」(同上、251 頁)                                  
      「これ『対称性の論理』は結局、私たちの心にもともとある“ 仏心”とか“神の子の本心 "の

活動なのです。自他一体の感情の発露ですから、愛の活動であり、四無量心の実践である」(同上、

250 頁)                                                               
（８）「ムスビ」の力を発揮して、良好な人間関係を構築すること。 

  ☀ 神様は地上天国を実現するのに、人間の「ムスビ」の力を使って、良好な人間関係を造ろうとな 
さっておられる。私たちはこの神様の御心を自らの心として、良好な愛称な人間関係を作り出す媒 
体(「ムスビ」の働き)をすることが期待されている。私たちに「縁」のある人たちを「結んで」、共 
に世界の光明化に邁進し、「自他一体」感を持って地上天国の実現のために働きましょう。                                                                   

  ☀ 「大調和の世界を実現するためには、ぜひこの『ムスビ』という考え方を強く意識して、・・・ 
   運動と生活のいろいろな方面に展開していただきたいと思います」(谷口雅宣､前掲書､305 頁)                                                                           
◎良好な人間関係を維持し、発展させる基本的な要因は、「愛と秩序」、そして 「その時、その場、自

分の役割りに最もふさわしい言動を選択できる智慧」ではないだろうか。              
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         質疑応答・司会進行 北尾 昭講師                                                                                       
    質問は三人からあり、質疑が行われました。                                                                                
質問 1)「孫は 6歳です。最近、お友達とのことでよく話してくれますが、気になる事があります。○○

ちゃんが嫌な事を言ってくるねん。○○ちゃんは好きだけれど、△△ちゃんは嫌い。これも成

長過程かとも思いますが、この時期から誰とでも仲良く遊べる子に育って欲しいと思っていま

すが、6歳の子にわかりやすく、お友達を大切にすることを教えるにはどのようなコトバで伝え

たらいいのでしょうか?」                                                 
質問 2)「ほめることはその子の良い所を認めるという点でとてもすばらしい教育効果があるのはよくわ

かるのですが、他人はほめられてもなかなかわが子をほめられません。どうしたら自然体でほ

められるでしょうか?」                                                                     
質問 3)「私たち大人、父母、先生、全ての人々はずっと各家庭での父母、その家の躾(家風)でその子供

たちにいじめる子、いじめられる子を育てている原因がなきにしもあらず、一口で躾とは?その

躾といじめの関係を教育の現場でながくご指導されてこられた経験を通してお話をおききした

いです。」                                                                  
         この質問に対しての応答は、正確には記述できなくてすみません。ただ言えることは、質                                   
       質問 1 に対しては、あなたが他から「嫌だ」と言われたらどんな気待ちになるでしょうか?                                          
       とお孫さんに聞いてみるのも一つの方法かと思います。                                                                       
       質問 2 に対しては、人の子もわが子も、みな同じ「神の子」だという認識が大切ではないでし

ょうか。                                                                                                            
       質問 3 に対しては、どの子にもその良き点を認め、その自己肯定感，自尊感情を育ててあげる

こと、相手の気待ちになって思いやれる子に育てることが基本的に大切ではないでしょうか。                      

(汲田)                                          
       司会の北尾先生は、次のような助言をされました。「周囲の人に認められると、自分も人を                                   
     認められるようになります」「自分の子どもは評価点が高いので、なかなかわが子をほめられない

ということがあります。自分の娘は、大きな声で、私に電話してわが子をほめます。それを孫が

聞いているのです。つまり、間接的にほめているのです。これも賢いほめ方ではないでしょう

か。」「躾とはよいことをやり続けることです。やり続けることで、習慣になるのです。」「あなた

が生まれて来てくれてよかった、ありがとう。そういう思いをもって子育てをしたら、きっと素

直な子に育つでしょう。」                                                                                
       幸田節子会長は「子どもの当たり前のこと、例えば"元気だね"、"靴をよく揃えて偉いね"、                                   
     など認めて、ほめてやりました」と経験を語ってくださいました。                                                             
       ある会員から、こんな体験談がありました。「子どもの友達で小学校時代、いじめられっ子だっ

たのですが、中学生になってからはいじめられなくなりました。"どうして？"とききますと、いじ

められる子の共通点は、声が小きいことです。僕は、大きな声ではきはきものをいうようになっ

てからは、いじめられなくなりました。」まことに示唆に富む体験だったと思います。         
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    いじめの後遺症に悩む人には、生長の家の 「浄心行」をお勧めしたいと思います。いじめられた 
時のくやしかったこと、なさけなかったことなど、その時のつらかった思いを出来るだけ思い出し、 
それを紙に書き、表現し、(つまり、潜在意識にあるものを現在意識化し)、お経を読みながら燃や

す。これで、消えたと信じる事を繰り返しやれば、必ず 「とらわれ」や 「こだわり」から解放さ 
れることでしょう。                                                               

    「いじめっ子」は確かに「加害者」ですが、実は「被害者」でもあります。ということは、「加 
害者」にされたからです。この子たちは、本当の意味で大切にされず、愛されず、自分の善さが認     
められず、その基本的願いが叶えられなかったために、欲求不満のエネルギーがたまっていて、その 
はけ口が比較的弱い人に向かって攻撃を加えることで、マイナスのエネルギーを放出しているのだと 
思われます。                                                                       

   もし、いじめっ子が、自己を真に 「敬愛」できれば、他も「敬愛」でき、他を攻撃することはな 
いでしょう。                                                                             

   谷口雅春先生は、「"神の最高の自己実現" たる実相を喚び出す祈り」(『真理の吟唱』)の中で、  
次のように述べておられます。                                                               

    「私たち (神の子)は、今より後、自己を軽蔑しないのである。わたしたちは常に自己を聖化し、 
神化し、自己を尊敬するのである。自己を尊敬するとは傲慢になることではないのである。それ 
はイエスの如く謙遜となり、柔和となり、平和となり、人類のために重荷を背負う人となること 
である。わたしたちは今、自己を "神の最高の自己実現" であると自覚して尊敬し、その実相の 
ごとく現実もならんことを契 (ちか)うのである。」                       

    もし、いじめっ子が、欲求不満のヱネルギーを人助けの方向に向けるなら、彼らの人生は歓び変わ 
ることでしょう。私の友人の一人、F さんはかつて小学校の開校以来の最たる「いじめっ子」といわ 
れていました。やくざの父親の暴力のために彼の兄が家出をしました。彼は父親の暴力を受け抑圧さ 
れたエネルギーのはけ口を「いじめ」に求めたのでしょう。しかし、彼は成人して変わりました。社 
会の下積で苦労し、やがて人の役に立とうと決意し、町内会や同級会のために尽力しました。  

  「生命の教育とは、すべての子供に、神性・仏性・無限の可能性の内在することを信じ、これを観ず 
ること、すなわち、広義のコトバの力によって引き出す教育のことである。                  

   生命の教育は、『実相』と『現象』とを明らかに区別し、現象に如何なる悪しき相 (すがた)があら 
われても、唯、実相を観ずる『観の教育』で解消する。」                                   

   私たちは「いじめ問題」に対処するには、この「生命の教育」を持ってすることがいかに焦眉の急 
であるかを痛感するものであります。                                       
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