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【もち ろん 国家と いうも のは どこの 国 もだめだ と思 う。問 題は人 間で
ある。人 間だ けをと りだす と、 日本人 は まだまだ 望み がある ような 気が
する。お とな にはあ まり期 待が かけら れ ない。 ま ちが った教 育でだ めに
されてし まっ ている からだ 。し かし、 子 どもには まだ 希望が つなげ る。
そのため には 、いま のまち がっ た学校 教 育を変え てい かなけ ればな らな
い】
数学者 遠山 啓のこ の文章 は、１ ９７ ６ 年のもの であ る。
この文 章で 云われ ている （希 望がつ な げる）子 ども は、今 や（期 待が
かけられ ない ）おと なにな ってい る。
３８年 経っ ても、 状況は ちっと も変 わ っていな い。
国家は だめ だし、 教育は まちが って い る。
どうだ めな のか、 どうま ちがっ てい る のか。
その検 証や 反省が 、まっ たく なされ な いで続い てき ている から、 余計
に たちが 悪い 。
いろん な犯 罪が起 こるた びに 、国家 は だめで教 育は まちが ってい る、
と感じる 人た ちは少 なから ずいる にち が いない。
しかも 国家 を支え る者や 、教 育に携 わ る者が、 率先 して（ 統計的 には
どうあれ 、印 象的に はそう とし か思わ れ ない）犯 罪を 犯して いるの だか
ら、当然 そう 感じる のが正 常と云 うも の である。
国家よ り、 まず教 育だろ う。
なぜな ら、 国家が よくな って も、教 育 がよくな る可 能性は 低いが 、教
育がよく なれ ば、国 家がよ くなる 可能 性 が高いか らで ある。
鶏と玉 子、 かもし れない が、 どちら に しろまず はき ちんと 飼育し ない
と、鶏も 玉子 も、煮 ても焼 いても 食え ぬ 代物とな る。
（だい たい の人は 知らな いだ ろうが ） どんな人 間が 教師に なるか と云
うと、そ れな りの高 校なり それ なりの 大 学なりの 、学 校なり クラス なり
で、
「成 績」と云 う意味 のみな らず、総 称 するなら「 人間性」と云う 意味
において も、 下から 数えて 十人が そっ く り教師に なる のだ。
だから 教師 がまち がって いるの では な く、
（ 教 師がま ちがっ てい るのは

当たり前 の） 教育体 制がま ちがっ てい る のだ。
マーク ・ト ウェイ ンは【 ぼく は自分 の 教育を学 校な どに邪 魔をさ せな
かった】 と云 ってい るが、 立派な 態度 だ 。
（だい たい の人は 知らな いだ ろうが ） どんな人 間が 議員に なるか と云
うと、そ れな りの高 校なり それ なりの 大 学なりの 、学 校なり クラス なり
で、
「成 績」と云 う意味 のみな らず、総 称 するなら「 人間性」と云う 意味
において も、 下から 数えて 十人が そっ く り議員に なる のだ。
だから 議員 がだめ なので はなく 、
（議員 がだめな のは 当たり 前の ）選挙
体制がま ちが ってい るのだ 。
根本的 に考 え直さ ないと 、
「まだ まだ望 みがある よう な気が する 」だけ
で、本当 はす っかり 望みが なくな る時 代 がくるに ちが いない 。

