
第40号 (1)

    平成２７年(2015)12月15日発行 

　日本ボーイスカウト新潟連盟
　　スカウトフェローシップ委員会

編集長 　杉山　剛
〒９５９－２６５８胎内市西条６０２－１１

TEL & FAX ０２５４－４３－４８７９
  　　　　事務局  〒951-8052　新潟市中央区下大川前通４の町

　　　　TEL 025-229-5454 FAX 025-229-5446

第１０回 ＳＦＳ委員会全体集会実施報告

期日：平成２７年１０月１４日（水）、１５日（木）

宿泊：東泉閣　　長岡市柏町 （長岡駅より約７００ｍ、７階大展望風呂が有名）

参加者：下越地区　　　高橋（新発田１）　　杉山（中条）

　 新潟地区　　　藤塚（新潟７）　　南雲（新潟９）　　 ＜南雲さんは初参加＞

　 中越地区  　　金井（小千谷１）　根津（十日町１）　野上（十日町１）

　　　　　　　　　　 鈴木（長岡３）　　星（長岡１）

　 来賓            井上理事長（過分のお志をいただきました）

内容：

（１） 第一部エクスカーション（国営越後丘陵公園）

初めて訪れた高橋・杉山が地元の星・鈴木さんに案内して戴くと言う形になりました。（参加者４人）

聞きしに勝る広大さであることと、国立らしい手の入れ方に長岡が羨ましくなったのが第一印象です。

コスモス畑では黄色の花に目を見張り、香をテーマにしたバラ園では犬になりきりました。

園内バスで一周しました。山古志村の古民家を移設した越の里山館では思いもかけぬ富の蓄積に驚

き、展望台では越後丘陵自体の広さに来園途中の風景と合わせ長岡の広さ・可能性に改めて日本国

土の豊かさを感じました。

このような場所でスカウトラリーが開催できれば・・と思いましたが、時期的な混雑さ等検討課題はある

でしょう。

（２） 東泉閣

１７時ごろ到着すると、藤塚さんが既にチェックインされて会場準備を終えられたところでした。早速

自慢の展望風呂を戴きました。館内は私たちのみの貸し切り状態でしたので、当然お風呂もゆったり。

浴槽内の腰かけの幅が広く好みの姿勢がとれ格別の気分を味わいました。

（３） 全体集会

２６年度物故者（杉山晃氏　海発正之氏）に黙祷。

議事：決算・事業報告・予算・事業計画を提案通り可決しました。

事業計画としては、各ラリー時にＰＲ活動実施。ＳＦＳ通信を４回発行する。

役員は２６・２７年度任期の為、２８年度に改選する。

会員の高齢化に伴い全体集会の在り方が議論になり、結論は来年以降も継続となりました。

（来年は下越地区担当、早速検討に入ります）

講演会：「スカウティングと信仰」　杉山　剛氏（中条１　団委員・ＢＶＳ隊長）

スカウトへの教育という観点からどのような態度で臨めばよいか・・という観点からの講演。

予定された時間では足りなく会員間の討議がなされることが無かったため、中途半端な結末となり

ました。日を改めて話し合いたいと思います。

理事長のお話：２３ＷＳＪについて・・・全員１３泊１４日から無事帰県。参加スタッフには感謝感謝。参加スカ

ウトが４０人に満たず誠に残念。全３４０００人、英国は４０００人もいる。参加勧誘の仕方にも問題がな

かったか。２３ＷＳＪでは広島へ４０００人×６日間送り込んだ。これには広島市記念事業として多額の
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補助を戴いた。スカウティングを通して世界平和に貢献していくことへの広島市の期待が伺える。

今後の国際交流について・・・推進してゆきたい。

スカウト数の減少に対して・・・スカウティングは数より内容だ。スカウティングに携わる指導者の研鑽

を望む。

（４） 全員が揃った懇親会は毎度のことですが会話が弾み楽しい時間でした。又、品数が多くコストパフォーマ

ンス抜群と好評でした。

（５） 第二部エクスカーション　（長岡市内施設見学）

第一部と同様（高橋・杉山・星・鈴木）４人参加でした。１５時過ぎまでたっぷりゆっくり見学。以下順不同。

① 馬高縄文館：ここは良かった。火焔土器は初体験。圧倒されました。今縄文が見直されていると聞いてい

ました。まさに宜なるかなとの思い。思わず係員の方に世界年表と対比した縄文の表示をしてはと提案し

てしまいました。再訪したいところナンバーワンです。最近翡翠の勾玉が縄文出土で世界最古と知りまし

た。縄文を自分のテーマに加えよう。

② 長岡戦災資料：原爆の模擬爆弾に驚き。焼夷弾の巧妙な仕組みにも。兵器をつくることにも情熱を傾ける

人間の恐ろしさ・・・最も凶悪な動物。

③ 如是蔵博物館：前から気になっていたところ。互尊翁（野本恭八郎氏）の資料館。「我尊他尊」という言葉

に惹かれ、何処からこのような思想が生まれてきたのか気になり、館内販売の書籍（新聞連載したもの）を

購入しました。

④ 長岡花火シアター、

⑤ 震災アーカイブセンター：工夫された展示にしばらく時間を忘れました。床に表示された大きな地図の上で

星さんが昔の冒険談を問わず語りに話されました。その内容は次頁に掲載させて戴きました。

⑥ 摂田屋歴史地区探訪（旧三国街道、サフラン酒鏝絵、近くの酒屋で利き酒）

⑦ 昼食は街中の喫茶店風のお店。長岡名物という“冷やし中華”。安くて独特のマヨネーズが効いて好評。

驚いたのは星さんの顔の広さです。到るところに知人がおられるようで、私たちもおこぼれで丁寧な説明を

戴きました。

＜越後丘陵公園　バラ園＞

＜全体集会の後＞

＜越後丘陵公園　園内一周＞
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信濃川の川下り
委員長　星　栄一（長岡１）

  医学進学課程（一般教養）のドイツ語の授業

でLuise Rinser 著の“Martins Reise（まるちん

君の旅）”を一年かかって読んだ。ドイツのオー

ストリアに近い山奥の少年が野良犬とともに筏

に乗り、ドナウ川の支流のイーザル川を下り、

大都市のミュンヘンまで行き、ヘラブルン動物

園を見学する冒険物語です。 中に沈み、筏はコンクリートの杭に縦に完全に

　昭和３５年の秋の連休に級友３名で、われわ 押しつけられてしまった。

れも信濃川を筏で下ってみようということになっ 　荷物を流されないうちに引き上げ、命からが

た。早速、東北電力の支店に行き、古い電柱 ら土手に上がった。履物は流され裸足、水泳

を数本提供してもらうことを交渉し、出発地の パンツ１枚でいたので、リュックの中の物に着

川岸まで運んでいただけることになった。 替えた。これからどうしょうかと途方にくれてい

　出発地は、Ｋ君の十日町川西町千手の信濃 ると、土手の上を工事のダンプが通りかかった

川とした。連休の第一日目に、一日かけて筏 ので、お願いして長岡駅まで送っていただき、

を組んだ。途中で崩れると困るので、ワイヤー 裸足で列車に乗り新潟までもどった。

とロープと鎹（かすがい）を使ってしっかり造っ 　若気の至りで、簡単に信濃川を流れ下れば

た。幅約１．５ｍ、長さ約２．５ｍの筏ができた。 新潟市に着くであろうと考えていた。流域の下

３名で乗るには十分だった。 見もせずに実行した。コンクリートの杭列は、

　翌朝、川西町千手を出発した。筏には舵が その下流にも沢山あり、そこが本流になってい

ないので、流れに任せるしかない。川口の魚 た。

野川との合流地点までは、割合急流であった 　例え、無事に越路の左岸の土手を通過でき

が、所々に流れがよどんだ淵があり、そこに入 ても、大河津分水で信濃川本流には入れな

ると３０分以上もくるくる廻り、脱出するのに苦 かったと考える。筏の重量は３人で運べるよう

労した。小千谷の発電所の下までは何度も淵 な重さではなく、うまく行っても大河津分水の

に入り込んだ。発電所では水とともに空気も落 所までで、新潟市には着けなかっただろう。ま

下するのか、ぶつぶつぶつぶつと奇妙な音が た、当時はライフジャケットというようなものもな

して恐ろしかった。 く、裸で筏に乗っていた。

　小千谷からの下りは、割合順調に進んだ。 　５０数年後の現在、われわれが沈没した場所

川口で魚野川が合流し流量が多くなったこと は、広いクルミ林になっている。あの杭の工作

と、平場になり流れが一定してきて淀んだ淵も 物は「水制」と言って、水流から堤防を守るた

なくなった。越路橋や信越線の鉄橋の下をくぐ めに設置し、土砂の堆積を促す作用があるそう

り、越路町中島の左岸の土手の近くでそろそ だ。

ろ岸に上がり、幕営の準備をしようと考えてい 　十日町と新潟市は約１００ｋｍ、長岡までの

る時に、大変なことが起こった。 ４０ｋｍでわれわれの無謀な筏下りは終わって

　土手から電柱のようなコンクリートの杭が７～ しまった。でも、怪我も無く無事に終わったこと

８０ｃｍ間隔で１０本ほど流れを堰き止めるよう は、幸いであった。

に並んで立っていた。筏は不注意にも、このコ

ンクリートの杭にぶつかってしまった。何とか脱 許可を得て、下記より転載しました。

出しようとしている時に、筏の後方が水圧で水 長岡市医師会たより “ぼんじゅ～る”No.425 2015年 8月号
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H27.11胎内小学校において新潟県小学校教育研究会指定【道徳教育研究発表会】が開催されました。学校関係評価委

員をやらせて戴いている関係から案内をいただき丸一日参加しました。胎内小学校の発表は３年間の研究成果です。先生

方も頑張っておられます。文部省のねらいは私たちＢＳとも同じだと言うことが分かりました。

ＢＳ活動の肝である信仰奨励章とも関係が深く、是非会員諸氏にご報告をさせて戴きたいと考えました。以下の内容は学習

指導要領解説から大抜粋したものです。報告者のねらいは道徳にそして信仰奨励章に関心を持っていただくことです。

道徳科が始まります！！
１ 改訂の経緯
　我が国の教育は，教育基本法第１条に示されているとおり「人格の完成を目指し，平和で民主的な国
家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われ」るもので
ある。人格の完成及び国民の育成の基盤となるのが道徳性であり，その道徳性を養うことが道徳教育の
使命である。しかし，道徳教育を巡っては，歴史的経緯に影響され，いまだに道徳教育そのものを忌避し
がちな風潮があること，他教科に比べて軽んじられていること，読み物の登場人物の心情理解のみに
偏った形式的な指導が行われる例があることなど，これまで多くの課題が指摘されてきた。
・・・改定の手順・・・

H25.2　教育再生会議　第一次提言
道徳教育の重要性を改めて認識し，その抜本的な充実を図るとともに，新たな枠組みによっ
て教科化することが提言された。

H25.12 文部科学省 「道徳教育の充実に関する懇談会」
「今後の道徳教育の改善・充実方策について（報告）～新しい時代を，人としてより良く生き
る力を育てるために～」を取りまとめた。

H26.10  中央教育審議会の答申　　
道徳教育の要である道徳の時間については，
「特別の教科道徳」（仮称）として制度上位置付け，充実を図ること，
学習指導要領に定める道徳教育の目標，内容の明確化及び体系化を図ること
指導方法の工夫，児童の成長の様子を把握する評価の在り方，検定教科書の導入，教員
の指導力向上方策，学校と家庭や地域の連携強化の在り方
・・・・・など道徳教育の改善・充実に向けて必要な事項が示された。

H27.3  学校教育法施行規則を改正
小学校学習指導要領，中学校学習指導要領及び特別支援学校小学部・中学部学習指導
要領の一部改正の告示を公示した。

H27.7  解説発表
・・・改定のねらい・・・

「特定の価値観を押し付けたり，主体性をもたず言われるままに行動するよう指導したりすること
は，道徳教育が目指す方向の対極にあるものと言わなければならない」「多様な価値観の，時に
対立がある場合を含めて，誠実にそれらの価値に向き合い，道徳としての問題を考え続ける姿勢
こそ道徳教育で養うべき基本的資質である」との中央教育審議会答申を踏まえ，
発達の段階に応じ，答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の生徒が自分自身の問題と捉
え向き合う「考える道徳」，「議論する道徳」へと転換を図るものである。

・・・改定施行時期・・・
改正小学校学習指導要領は，平成27年４月１日から移行措置として，その一部又は全部を実施
することが可能となっており，平成30年４月１日から全面実施することとしている。

（中学校は平成31年4月から）
２ 改訂の基本方針

* 道徳の時間を「特別の教科道徳」（道徳科）として新たに位置付けた。
* 道徳教育は「道徳の時間」を要として学校の教育活動全体を通じて行う。
* 道徳教育も道徳科も最終目標は「道徳性」を養うことであることを前提としつつ、各々の役割と関連

性を明確にした分かりやすい規定とした。（目標を明確で理解しやすいものにする）
* なお，道徳科においては，内容をより発達の段階を踏まえた体系的なものとする

３ 改訂の要点
①道徳教育の目標
＜小学校＞ ＜中学校＞
「自己の生き方を考え，主体的な判断の下に行 「人間としての生き方を考え，主体的な判断の
動し，自立した人間として他者と共によりよく生き 下に行動し，自立した人間として他者と共により
るための基盤となる道徳性を養うこと」 よく生きるための基盤となる道徳性を養うこと」
配慮事項として、「主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意しなければならない」
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児童・生徒一人一人が将来に対する夢や希望，自らの人生や未来を拓ひらいていく力を育む源となるも
のでなければならない。
教育基本法及び学校教育法の根本精神に基づいている。

“自己の生き方を考える”とは “人間としての生き方を考える”とは
よりよくなろうとする自己を肯定的に受け 中学生の時期は，人生に関わる様々な問題についての関心

止める が高くなり，人生の意味をどこに求め，いかによりよく生きる

他者との関わりや身近な集団の中での自 かという人間としての生き方を主体的に模索し始める時期で

分の特徴などを知り、伸ばしたい自己につ ある。人間にとって最大の関心は，人生の意味をどこに求

いて深く見つめること め，いかによりよく生きるかということにあり，道徳はこのこと

またそれは，社会の中でいかに生きてい に直接関わるものである。

けばよいのか，国家及び社会の形成者と 人間としての生き方についての自覚は，人間と
してどうあればよいのかを考えることにも は何かということについての探求とともに深めら
つながる。 れるものである。

“主体的な判断の下に行動する”とは
児童・生徒が自立的な生き方や社会の形成者としての在り方について自ら考えたことに基づいて，人間
としてよりよく生きるための行為を自分の意志や判断に基づいて選択し行うことである。

道徳的価値を実現するための適切な行為を自
分の意志や判断によって選択し，実践すること
ができるような資質・能力を培う必要がある。

“自立した人間として他者と共によりよく生きる”とは
自己の価値観を確立することが必要となる。

「自立した人間」としての主体的な自己は，同時に「他者と共に」よりよい社会の実現を目指そうとする社
会的な存在としての自己を志向する。
したがって，他者との関係を主体的かつ適切にもつことができるようにすることが求められる。
“そのための基盤となる道徳性を養う”とは
道徳性は，人間としての本来的な在り方やよりよい生き方を目指して行われる道徳的行為を可能にする
人格的特性であり，人格の基盤をなすものである。

個人の生き方のみならず，人間の文化的活動
や社会生活を根底で支えている。

②道徳教育を進めるに当たっての留意事項
　道徳教育を進めるに当たっては，

人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし

豊かな心をもち，
伝統と文化を尊重し，
それらを育んできた我が国と郷土を愛し，
個性豊かな文化の創造を図るとともに，
平和で民主的な国家及び社会の形成者として，

公共の精神を尊び，
社会及び国家の発展に努め，
他国を尊重し，
国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し

未来を拓く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意しなければならない。

＜報告者意見＞

　学校で教える道徳の内容は次頁・次々頁に一覧表で示されています。これを見るとＢＳの目標とする

“ちかいとおきて”“やくそくとさだめ”となんら異なるところはないことがお分かりになられると思います。

違うのは『信仰心』がハッキリと掲げられていないことです。

　英国で始まったＢＳ運動はそのベースにキリスト教があり、この運動が世界に広がっていく過程で全

ての宗教を基盤とするとされてきました。“ちかいとおきて””やくそくとさだめ”は他者の存在という視点

が欠かせません。他者の存在を自己と同じく大切なものとして意識させるのは宗教を含めた大きな信仰

（人間を超越した何か大きなものを信ずること）です。単なる倫理（時代・環境の影響を受ける）からでは

ないと私は思います。

　『ならぬものはならぬ』という指導はその裏に信仰心がなければ単なる独善になってしまいます。

私たちの活動をより実り多いものにするために一度立ち止まってみませんか。



（６） ４０号

「道徳の内容」の学年段階・学校段階の一覧表
小学校第１学年及び第２学年 小学校第３学年及び第４学年

１ 主として自分自身に関すること

(1) 健康や安全に気を付け，物や金銭を大切に (1) 自分でできることは自分でやり，よく考えて

し，身の回りを整え，わがままをしないで，規則 行動し，節度のある生活をする。

正しい生活をする。

(2) 自分がやらなければならない勉強や仕事 (2) 自分でやろうと決めたことは，粘り強くやり遂

は，しっかりと行う。 げる。

(3) よいことと悪いことの区別をし，よいと思うこと (3) 正しいと判断したことは，勇気をもって行う。

を進んで行う。

(4) うそをついたりごまかしをしたりしないで，

素直に伸び伸びと生活する。

(4) 過ちは素直に改め，正直に明るい心で元気

よく生活する。

(5) 自分の特徴に気付き，よい所を伸ばす。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること

(1) 気持ちのよいあいさつ，言葉遣い，動作など (1) 礼儀の大切さを知り，だれに対しても真心を

に心掛けて，明るく接する。 もって接する。

(2) 幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい (2) 相手のことを思いやり，進んで親切にする。

心で接し，親切にする。

(3) 友達と仲よくし，助け合う。 (3) 友達と互いに理解し，信頼し，助け合う。

(4) 日ごろ世話になっている人々に感謝する。 (4) 生活を支えている人々や高齢者に，尊敬と

感謝の気持ちをもって接する。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること

(1) 生きることを喜び，生命を大切にする心をもつ。 (1) 生命の尊さを感じ取り，生命あるものを大切

にする。

(2) 身近な自然に親しみ，動植物に優しい心で (2) 自然のすばらしさや不思議さに感動し，自然

接する。 や動植物を大切にする。

(3) 美しいものに触れ，すがすがしい心をもつ。 (3) 美しいものや気高いものに感動する心をもつ。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること

(1) 約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切 (1) 約束や社会のきまりを守り，公徳心をもつ。

にする。

(2) 働くことのよさを感じて，みんなのために働く。 (2) 働くことの大切さを知り，進んでみんなのた

めに働く。

(3) 父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝い (3) 父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し

などをして，家族の役に立つ喜びを知る。 合って楽しい家庭をつくる。

(4) 先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，学級 (4) 先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力

や学校の生活を楽しくする。 し合って楽しい学級をつくる。

(5) 郷土の文化や生活に親しみ，愛着をもつ。 (5) 郷土の伝統と文化を大切にし，郷土を愛する

心をもつ。

(6) 我が国の伝統と文化に親しみ，国を愛する

心をもつとともに，外国の人々や文化に関心をも

つ。

学習指導要領解説（特別の教科
道徳編）第３章第２節２４．５頁



４０号 （７）

小学校第５学年及び第６学年 中学校

１ 主として自分自身に関すること

(1) 生活習慣の大切さを知り,自分の生活を見直し，節 (1) 望ましい生活習慣を身に付け，心身の健康の増進を
度を守り節制に心掛ける。 図り，節度を守り節制に心掛け調和のある生活をする。
(2) より高い目標を立て，希望と勇気をもってくじけない (2) より高い目標を目指し，希望と勇気をもって着実にや
で努力する。 り抜く強い意志をもつ。
(3) 自由を大切にし，自律的で責任のある行動をする。 (3) 自律の精神を重んじ，自主的に考え，誠実に実行し

てその結果に責任をもつ。
(4) 誠実に，明るい心で楽しく生活する。
(5) 真理を大切にし，進んで新しいものを求め，工夫して (4) 真理を愛し，真実を求め，理想の実現を目指して自
生活をよりよくする。 己の人生を切り拓いていく。
(6) 自分の特徴を知って，悪い所を改めよい所を積極的 (5) 自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，個性を伸
に伸ばす。 ばして充実した生き方を追求する。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること

(1) 時と場をわきまえて，礼儀正しく真心をもって接す (1) 礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適切な言動を
る。 とる。
(2) だれに対しても思いやりの心をもち，相手の立場に (2) 温かい人間愛の精神を深め，他の人々に対し思い
立って親切にする。の心をもつ。 やりって親切にする。の心をもつ。
(3) 互いに信頼し，学び合って友情を深め，男女仲よく (3) 友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち，
協力し助け合う。 互いに励まし合い，高め合う。

(4) 男女は，互いに異性についての正しい理解を深め，
相手の人格を尊重する。

(4) 謙虚な心をもち，広い心で自分と異なる意見や立場 (5) それぞれの個性や立場を尊重し，いろいろなものの
を大切にする。 見方や考え方があることを理解して，寛容の心をもち謙

虚に他に学ぶ。
(5) 日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り (6) 多くの人々の善意や支えにより，日々の生活や現
立っていることに感謝し，それにこたえる。 在の自分があることに感謝し，それにこたえる。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること

(1) 生命がかけがえのないものであることを知り，自他 (1) 生命の尊さを理解し，かけがえのない自他の生命を
の生命を尊重する。 尊重する。
(2) 自然の偉大さを知り，自然環境を大切にする。 (2) 自然を愛護し，美しいものに感動する豊かな心をも
(3) 美しいものに感動する心や人間の力を超えたものに ち，人間の力を超えたものに対する畏敬の念を深める。
対する畏敬の念をもつ。

(3) 人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがある
ことを信じて，人間として生きることに喜びを見いだすよ
うに努める。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること

(1) 公徳心をもって法やきまりを守り，自他の権利を大 (1) 法やきまりの意義を理解し，遵守するとともに，自他
切(にし進んで義務を果たす。 の権利を重んじ義務を確実に果たして，社会の秩序と

規律を高めるように努める。
(2) 公徳心及び社会連帯の自覚を高め，よりよい社会の
実現に努める。

(2) だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく (3) 正義を重んじ，だれに対しても公正，公平にし，差別
公正，公平にし，正義の実現に努める。 や偏見のない社会の実現に努める。
(3) 身近な集団に進んで参加し，自分の役割を自覚し， (4) 自己が属する様々な集団の意義についての理解を
協(力して主体的に責任を果たす。 深め，役割と責任を自覚し集団生活の向上に努める。
(4) 働くことの意義を理解し，社会に奉仕する喜びを知っ (5) 勤労の尊さや意義を理解し，奉仕の精神をもって，
て公共のために役に立つことをする。 公共の福祉と社会の発展に努める。
(5) 父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求めて，進ん (6) 父母，祖父母に敬愛の念を深め，家族の一員として
で役に立つことをする。 の自覚をもって充実した家庭生活を築く。
(6) 先生や学校の人々への敬愛を深め，みんなで協力 (7) 学級や学校の一員としての自覚をもち，教師や学校
し合いよりよい校風をつくる。 の人々に敬愛の念を深め，協力してよりよい校風を樹立

する。
(7) 郷土や我が国の伝統と文化を大切にし，先人の努 (8) 地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し，
力を知り，郷土や国を愛する心をもつ。 社会に尽くした先人や高齢者に尊敬と感謝の念を深

め，郷土の発展に努める。
(9) 日本人としての自覚をもって国を愛し，国家の発展
に努めるとともに，優れた伝統の継承と新しい文化の創
造に貢献する。

(8) 外国の人々や文化を大切にする心をもち，日本人と (10) 世界の中の日本人としての自覚をもち，国際的視
しての自覚をもって世界の人々と親善に努める。 野に立って，世界の平和と人類の幸福に貢献する。
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