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真城義 麿

去 る八 月二十 三日午 前、本 校第 二十一 代校長 上宮厚 慧先生 が八 十一年の 人生を閉 じられ
ました。 先生を偲 びつつ、 改めて大 谷の教育 を考えて みたいと 思います 。
先生 は大正 十五 年新潟 県糸魚 川市の 真宗 大谷派 末寺の お生ま れで 、大谷大学 を卒業さ れ
た 後、本 校へ奉 職さ れ、以 来、平 成四年 三月 に退職 される まで、 十二年 間の校長 を含め、
実に四 十年間 にわた って 大谷の 教師を つとめ られ ました 。その 後も、 日本高等 学校野球 連
盟の副 会長とし て、また 京都市の 同和問題 の解決に 力を尽くさ れました 。
先 生のご 生涯は あらゆ る方 面の教 師であ りまし たが 、その 根本を なしたの は、人間 の成
長 や教 育に欠 かせな い宗教 心の 涵養で ありま しょう 。生 徒指導 におい ても、ス ポーツの 鍛
錬にお いて も、学 校運営 におい ても 、宗教 、とり わけ親 鸞聖 人が開 いてくだ さった浄 土真
宗の 教え がベー スとな ってい ました 。そ れは、 大きな 願いや はた らきに安 心した上 で自己
を 鋭く見つ め、誠を 尽くして いく姿勢と 言えるで しょう。
仏教に 「開示 悟入 」の言 葉があ ります が、 今般改 めて上 宮先生 の教え 方といい ますかご
指導 が、そ の実践 であ ったと 気づか せてい ただ きまし た。先 生は、 誰に対 してもき わめて
気 さくに 接して おられ まし た。肩 の力を 抜いて 、庶 民的な 雑談で 場を寛 がせ、ま ずご自身
を開か れるこ とで相 手の頑 なな 心を開 かせて いかれ ます 。そう して、 素直な気 持ちで受 け
入れ やすい 状態で 、大切 なこ とを教 え示さ れます 。わか りや すい言 葉で、巧 みな比喩 も織
り交 ぜて 、言わ れた方 が自分 の生 活実感 に重ね 合わせ られ るお話 をされま すので、 聞いた
者 が自ず から 気づく ように なりま す。 そうな れば、 その教 えら れたこと は深くは らに入り
ます。 忘れら れな いと言 うより も、何 かの 機会に 言葉が 蘇って くる といいま すか、単な る
知識 の記憶 にと どまら ない自 分のも のにな って しまう ようで す。で すから 、叱られ 指導を
受 けた生徒た ちが、先 生を慕い 卒業後も さまざま に交流を 続けてい っていま す。
教育と いうと 、教え るも のが教 わるも のに知 識や 技能を 伝達す るよう なイメー ジがあり
ます が、大 事なこ とは、 持っ ている 知識を もとに 生徒 自身が よく考 え、自ら 気づいて いく
こと で、 教師は そのよ うに導 くこ とが肝 要です 。そう して 、学ん だことが きちんと 自分の
も の と な り 、次 の 学 び へ と つ な が り 、そ う し な が ら 全 人 格 的 な 成 長 を 遂 げ て い く よ う 、
「開
き、示し 、悟らせ 、腹に入 れる」教 育が求め られます 。
今の 自分が ある のは、 さまざ まの「 おか げさま 」によ るので ある と、生かさ れてある 自
己 を喜び 、まわ りに 感謝し ていく ことが 「真 理を尊 重せよ 」の実 践であ り、それ に応えて
他者の ために できる こと を尽く すのが 「義務 を果 遂せよ 」の実 践であ るなど、 何かにつ け
て、 第九代 校長谷 内正 順先生 の制定 された 「校訓 」を 引き合 いに出 されて、 具体的に 話さ
れ ること が多く あり、 それ らは教 えを受 けた者 の心 に、そ の優し い笑顔 と共にい つまでも
残 っていき ました。
人間を 一面 的な物 差しで のみ判 断す るので なく、 生徒自 身が 気づい ていない素 晴らしい
人間 性や資 質を 掘り起 こして 、一人 ひと りを大 切に丁 寧に、 心に 点火して 行かれた と思い
ま す。先 生に 火を灯 しても らった 一人と して 、その 火を次 から次 へと継 いでいく 責任と使
命が、 大谷で 教育 に携わ る者と して、 先日 の教職 員によ る追弔 法要に おいて、 心を新た に
した次 第です。
今も なお、上 宮先生か ら励まさ れ慰めら れながら 歩んでい きたいも のです。
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