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高 価 な 贈 物 野 口 神 父
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節 とか コ1賢 とか云つた ものがあ |,ま

「
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1ま 何が相手の・
′、に曹ばれ るだろうヵヽなど 、者 if~て き|し

いなこ|こ し、 しヽをこめて贈 り,ひ そア十二111■ i■ ‐
l,― ■

ります。受ける人は贈る人より以上の喜びを感ずるの   神の母,愛でさせ給う里乙女は

であります。その贈物も有難いが贈る人の心が何よリ          ヌベルの国の三色すみれ

嬉 しいからであります。一昨年のクリスマスにお菓子やおもちや等 を入れたされいな小さい袋を ,

或る病院に持つて行き,こ れは日曜学校の子供達の為 !こ 用意 したものですから皆様 も子供の心持

てお受け下さい, と云つてま者さん達 |こ お くば り致 しました。大人の患者 さん辻は童心にかえつ

た様な気持になつて非常に書びその中の幾人かは公教要理を学ぶ様になつて洗

`し

を受けました。

神様に贈物を差上げるのにも色々あります。人々に上げる|:〔 曽物等も神を愛する心で行ぇば神へ

の贈物に成 りますが特別に定めた祈や残牲や愛徳の業などの信心業 も 1ヽ派 な贈物でありま丁。こ

うした贈物がどれほど神 |ヽ1の御心をお喜は七するかは聖書の至る処に述べられてヽ`ます。そして

贈る人の身の上についても「 与えるは受 くるよ l,幸 なり」 と教えてあります。ブ、に贈物をする時

|こ |ま 時々義理と云つたような不純な愛清,心■ 11こ陰れていますか神様に差上げる時には純粋な

気特になれますけれども義理は「是非 しな1す ■1ま 済まない」 と云 うく持を起させる強い力を持つ

ていますから誰で も忘れずに贈るのでありま丁。祥様にする時は義II[を 感 じませんかり怠つて し

まうのです。神様に贈るもの ゝうちには,高 価な贈物があ ります。それはキリス |ヽ 様御 自身が一

生探 し求めておられ,否 ,世の終 りまで求めておられるものです。三位御一体の第二位の御方か ,

人性をとり,人類の中を巡 り巡つて探され,十字策にか つヽて「我れ渇 く」 と云い乍ら生命をさ

さげその尊い一満一滴の血の価いをもつて順い求めておられるものてす。叉教会を設立 して,世
の末まで探 し求めさせ給 うものです。一体この不思議なものは何んて しようか。それは人々の重

魂です。これこそ主キリス ト様の望みに望んでおられる高価な宝物です。私共は、キリス ト様の

この御求めに応えねばなりませんc JCNCの皆さんこの贈物を忘れてはなりません。進軍 ラッハ

は鳴つています。「改心する一個の罪人の為には,神の使等の前に喜びあるべ し。」

(ル カ,十五 ノ十 )。 今年は是非 一人の信者をつ くりましよう。 そうすれば 改心者にも巌

も高価な贈物をしたことになります。天主様に永遠の生命を与えたことになるのです。
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現代に於ける力 1ヽ リツク医師と看護婦の協力

カトリツク医師会会長・ 医学博土  陰  山   来

戦後,国民道徳が低下 して,殺人窃盗 ,

暴力国,グ レン隊など其数が増加してい
ることが報せられてヽヽる。そして之等の
現象は仲々消退するどころか益々旺盛を
極める。売春3問題等も法律を似つて取
締ると云 う事になつた。之に対して学校
教育の欠陥が●原因であるから学校教育
の中に道徳の1寺間を入れて子供の時から
教育するべきてあるとの意見が出て又部
省でも道徳教育協議会て問題を研先せし
め,道徳教育審議会を作つて方針を定め
る。さて,何故,此の様な国家の状況が発
生したかcル ーメル神父が, カ トリツク
の医師会にてされた講演を参考,こ して述
べて見ると,II]治維新 (明治元年1868)

外国思想を抑圧して来た徳川幕府が倒れ
て、諸事,新方針に基き広 く知識を世界
|こ 求めることとなり外「

'1思

想がとり入れ
られ,古い風習[捨てて風俗迄も外国流
となし,所謂鹿鳴館時代を現出した。こ
れが終戦後の「1本の状況|二 似て居る。El
ち我が「■の根本思想を禁上して無差別に
外国の思想を卓含入した。1月 治28年 (1890)
この思想を改める為に国民思想の善悪の
規準を示す教育勅語が発布さズiて ,180
度の転換がなされたc当時,曜史の教ぇ
る所調日本の低統的の精神が認めっれる
様|こ なつた。日1ち 皇室中心主義|二 て新教
育の精神,道徳を形成する源 か始 すう
た。大正 6年 (1917)第 一次世界六戦 .こ

人勝を博 し経済的にも恵まれ凡てなすこ
とが図に当つて来た時!二

|」 本の教育方針
|ま 主として国内情勢|こ 支配され戦後10年

の後昭和元年 (1926).体操 は軍事教練
下配属将校|こ ょる教育が,tさ れ,尚武の
気性がないと国が栄ぇなヽヽこ云われた。
昭和12年 (1937)新 たに |~1本国体の本義
が出来て大学生11必 修のものとなつた。

「 日本は置界中の偉大なる民族てあり日

本精神を全世界に普及せしめることは日

本人の使命」とされ,15年前迄この考え
が支持されて来たcと ころが,昭和20年

(1945)敗 戦による終戦となりこの考え
方は根本的に失われ日本人は心の拠所が
なくなり教育の方針が空虚となり所謂空
白時代が現出したc昭和21年 (1946)米
」]の教育指導者が来て方針を定めた。米
国司令部は文部省を指導して民主思想に
よる米国流に,教育の 六 。三制 を作 つ
た。その後, 6年 を経たI]召 和26年 (1951)
にまた異つた将校が来′其の成果を調査
したc其時の報告書によると, 1日 本の教
育が批判されて居る。印ち米国軍司令部
の指導した教育方針中には,道徳教育が
とり入れてないcf日 其報告書の最後には
社会科の教科を通じて道徳教育を折り込
む修身科の如 き書籍を作つてつめこむ主
義 |ま民主主義にならない。むしろ家庭を
通じ:ス教会を通じて行つべきであると
ヽ` 13立に述べる新教育制度は米国総司
令音「■指導の下に示されたもの で あ る
が,此分取 リスィtら れた民主主義と呼ば
′Lる 新教育 .ま如何なる哲学|こ 基いて居る
■■ I本の教育者の態度はどうであつた
,こ tヽ

―~問題が生 じて来る。
1.民王主義の問題は米FFの教育原著

ジマンデ4ウ イの説|こ 基づぃておる。こ
う人 ■19世紀の人,1850年 代,大学で論
又壬書・ヽてシカコて自分の教育理念の実
験をなし r18951第 一次大戦の頃「教育
こ民主主義」こ云 1論文を発表しぇか大
体今日3■ tl」

「
教育全体を支配 して居

るcこ
「

思想 |■進歩主義哲学か云 う功利
主義,実用主義,■ 属

「

るので「人間の思
想の真偽li如 何十二し

~定
Iる のか? 共

の考ぇを実行に移し,実用に叫うか,効

果があるか,物質的進歩に貢献するなら
は真理があるcこ れによつて人間の価値
を定める」と云 うのであるc此の思想脅
道徳にあてはまると人間価値や善悪の標

準は効果てきまる, よき行いといえども
人の進歩に役立たぬもの,ス |ま邪魔なる

ものは悪の思想であると定める。此思想
は米国の司令部が持参したの で 1よ あ る

が, 日本でも第一次大戦以後,ジ ユウイ
の弟子達によつて漸次日本国内にも信仰

者が増加して居 ,1■ ,第二次天戦の後 't
国の新教育を取 り入れることになつ,_埼

にも多くの教育者は歓迎 して居たc印 ち

人の思想の善悪を効果てきy,る 、物を比

較して効果によつて判断する相対主義 1ま

国内に拡かつて行つたcそ れてあるから

米国の持参した新しい教 i与 が自然にはま
り込んだElち 教育指導者ら|■ 大体賛成の

態度であつたc然 るに地方政治家の中に
は不賛成のも′)tあ つたc方に衝突が来
るc効果主義は物質主義てケぅ|夕 ,精神を

没却して居り,左翼思想に傾 く,結果が

よければよいと云 うことは共産主義 |こ 傾
くtσつてコムニスムの哲学に近い。米 1工 |

の若
=学

生がジユウイのフラグマチズム
の講議を聞いたときジユウイを無宗教主

義者となし,こ れは危険な1の としてジ
ユウイの思想 |こ反対した者が沢山出て来
た。ジユウイ

~)思
想はカ トリシスムと相

容ィ■ないものである,ジ ユウイ|ま 無神論

者でltな く,信仰を持つて居ると云 うけ

れとと共J〕 考ぇ方の中には絶対的神もな

く絶対の真善夫がなヽ`,日1ち 規準となる
べきものがなヽ`,相対的のもの|ま かり甲

は乙よりよいと云 うのである,此思想が

普及して1,よ くないと賛成 しなヽヽ t′ )ボ

出て来た。不賛成者は自1ち 政治家であ

c教育者が気がつかぬのにIt治家が教育

訂
版

改
第 看 護 必 携

編集 聖ルカ病院  日野 り原重 11月

主要内容 基礎看護法・ 薬物学・綱
菌の分類 。内科疾患の理解と看護 。

食餌療法・麻酔の知識こ各手術前後
の看護・育児,小児の疾患・産婦人
科の理解と看護 。性病・ 皮膚の病気
・ 耳鼻咽喉科・救急処置 。臨床検査
の手引

看護必携を推奨する   聖ルカ病院長 橋 本 寛 敏
にしい看護の業務に従事する際に看護業務に直接間接関
係ある知識についての疑念が生 じて,一寸迷 うことが度
麦ある。手近かに辞書のように,そ の疑間 を解いて呉れ
る本があれば良いなと思う。
このような誰にもある要求 を満すために,看護必」;ち がつ
くられた。これは図書室に備える本ではない。看護ステ
ーシヨンに置いて辞書のように用いる本である。何処に
て も携ぇて行 き,叉仕事場にはこれを常備することによ
つて,看護婦は賢い人 として正 しい仕事を能率||し に実行
することがで きる。

東京。文京・本郷6-20振替東京96693 医学書院 刊

新 書 判

560頁  y800
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を正道に導かねばならぬと云 うことにな
つたが,之はデユウイの思想の間違いか

ら来たことである。この事が昨今になつ

て明瞭となつた。教育者は自分の仕事に

能率はよく成果が上つて居ると思つて居
て政治家と相反する立場にあるc次に来

る問題が政治家の云 う道徳の科目をかえ
ることは以前の修身科の復活,封建主義
,軍国主義の再出発になるのではないか

と,又一部のものは恐れて反対 してい
:る 。印ち一方に教育を批判する政治家が
あり教育家は今のま にヽ所謂民主主義で

行こうとする。我等は何処に行 くべきか
日標がないc之 が教育の危機と云うので

ある。この危機を救うものがカトリシズ
.´八ある、〕キリス ト教的民主主義によら

解́決 |ま 出来ない。ロロち以上の事実か
っ結論こ求むる時11,政治家は道徳のあ
り方を決定する資格 t権利もないc道徳
は政治にて定まるものではない。これは
人間の良心の問題

~′
ある。良心は神によ

つて人間に与ぇられたものであり良心の

規準をあたえ給うた神の定められる法則
:こ よるほかはない。L21ち 神の定め糸合うた
|」 然法,:神法|こ 従わねばならぬこと|ま 11サ

l

lま である。然る|こ 又部省は民主的の教育
をしようと思つている。宮可ち教育i課程審
議会を作つて道徳教育特設を定二た後更
,こ 小委員会議で手引書を作つたf iL徳教
育を特別′〕教科として|三取 りあつiわ・

―

11導要項が出来てある・0み ,指導 |」 |■

教育基本法,学校教育法|二定ダ・らィiた 教
育の根本精1陀日ち,人間尊重●〕精神を一

貫して家庭, 事佼,,1隣 ,共 同体つ倫理
として実践する。

指導内容
小学校
1.11常生活の基本的行動様式をJII:1ギ

し, 身につけさせるc

2 道徳的心情を高め工II;普悪を判断
する能力を養 う。
3.個性″,「Fi長 を助け創造的な生活 }

態度を確立するよう導 く。

4.|:国 家,社会の成員としての道徳的
態度と実践意欲を高める。
中学校
1.|1常 生活の基本的行動様式
2.道徳的心情を高め正邪善悪を判断

する態力を養 うc

3.民主的国家社会の成員として必要
なる道徳的態度を養うc

批判

指導目標11人間尊重ほ悪 くはないが,

何故この目標に向つて進むべきか,そ う
する方が最大多数層に効果的であると云
うだけて |ま理由が不明瞭である。道徳的
心情を高め,正邪普悪を判断する能力を
養うのはよろしいが,何が基準か此等信
念がなくば判断する能力が出て来ない。
道徳の根底に|■ ,真善美を決定する基準
があるcそ の真の善,I誠の美は神によつ
て見ることが出来る。自日ち宗教教育,特
にカ トリシズムにより何が絶対,真善美
であるかが1円 瞭|こ定まるc即ち人の心の
「■|こ この思想がなくては道徳の正

`13善

悪
を決定十ることli不 可能と思わねばなら
ない

=

2.カ トリツク医師と看護婦との協力
前編の説 1り iに よつて凡て物の真偽,善悪 ,

正fl;を 判断するには之を比較する基準が
必要

~基
準こそは神により定められた |」

;|ヽ :去によらねはならないここがわ か つ
た,従―て医術及看護術 1■ 皆病者を救済
ずろ術であつてこの術の中にでえ正道と
f「 :重 とが存する。この「E邪 ,善悪を決定
fる が菩悪|こ IT,効果主義,便利主義 ,

lt質 三義十二よつては決定することが出来
なrE Lit前 に説明した如 くである。即
■カ トリツプ′つ信仰に基いて物のこオ|ち

許悪を決定することか絶対に不可欠の事
こな´

'て
よる[従つて我々カ トリツク医

師.〔 主
「

政「Ji立言ズを作つて信条として
りil,:lt

'~カ
トllツ ク1玉 師|■ 人間が内体と不減

の正受 こよ|;咬 ろもの
‐
であることを確信

し, この立場から常に忠者を取 り|′ っ々こ

とを誓う。我々は人命をあずかる医師の

責任の重大性を自党 し,キ リス ト教的愛
に則つて国民一般の肉体的並に精神的健
康の維持と増進に奉仕すると同時に唯物
論的或は切利論的見地から基本人権を侵

害或は生命に対して自然法に反する非倫
理的干渉を行なうとする凡ゆる試みに反
対する。我々は進んで正しい医術は必ず
正 しい倫理に一到すべき事を信じて医学
の研究に徒事 し,特に自然法に反する医
学の除路を打開すべく努力する」この医
師の立言文は看護婦の心の持ち方に対し
ても同様に適応するものと云 うことが出
来,医師,看護婦共にこの信条に反せぬ

様にせねばならない。

協会 歌詞 の募 集

J.C.N.A.会 員の皆様の中から生

れた「明るく美 しい」協 会 の 精 神

と,力 lヽ リツクナースI讃ぇた歌詞
を募集いたします 3

大会の時など,ま た支 古|`の 集 |〕

|こ ,み んなて楽 しく歌えるよ
‐
,1こふ

るつて御投稿下さヽヽc

規定 3節迄 r,心募 11会 員 |■ 限

る )

メ切 「
昭和34年 3月 末 ||

入選 入選者 |二 ,■ 品
~ト

ランジス

ターラジィ」を用■

送先 編集部 場崎苑

質疑 応答欄 新設

litil il生 往
'|1午

||[、  7i ll性 技 lti llt il:|」 |=:,

I`',||」 :|「tit. 1・ |‐ ), キ千:ヽ ||キ l:■ 1:[.
|1嘆 私 ,■',■ ,1l I'中 |二

'こ
,~1,t/_■

,Fll'二 ĺi、
~ヽ〔

; !!L夕 _,11lil■ i: L it i・ |III

「|.1~l■li、 _ヽ ■́
||´

〔′it「,1■ 11lt l千 ■:,ヽ

ケ■ll■ |:|||,」 ■1特 11‐■171[:せ

J.C.N.A.編集 ::i:11:

質疑応答係

巧
=「

解 轟看 護 技 術 |■ |■|[|1鷲理論別手術器械の準備
本書は看護学院に専任の教員として教鞭をとる中堅の先

生方が自ら学び, 研究し工夫された看護の技術に関する千1F
説を, 眼で視ること|こ よつて覚える方法をとつて編さんさ
れたもので, 細か くゆさとといた基本的看護技術の良い書
で, 此の種の出版物としては最 も新 しく優秀なものと思い
ます。学生 tス働く看護婦の方々もこの技術を写真を通 し
て眼で視ること|こ ょりおほえ, 更に次には自分達の手によ
つてやることによつて確実に自分のものにして下さること
を希望します。 (本書厚生省看護参事官 金子光序文 より)

A5判 400頁 写真701夕9m 医学書院

国立東京第一病院 中央手術室 編

外科,整形外科,婦人科,泌尿器科,1根科, 耳鼻科にお
ける様々な手術に際し, 看護婦の準備すべき手術器械のセ
ツ トを鮮明な写真によつて図示。 手術場の看護婦にとつて

最も必要なそして難しい手術器械の準備を経験の浅い人に
も,器械の名前も覚ぇていない学生にも出来るようにした
生きた教科書。
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支 部 だ よ り

四 国 支 部

■ 5回例会は,サ ンタ 。マ |リ ア神父様
ほか10名 の会員 |こ ようて開かれましたc

今迄 |■ .聖書rl:tに 1時間余り、そ,ぁ
と|二 話会い程度て円会致 してよヽ l夕 ました
が, ●回||,過 |_1神 父 I、kが ,第 2回 協議
会|こ 出席され て.「各支部′)活動状況ヵヽ

不活:豪 でまする事、これ |ま 折角の聖寵′ラン
ンボ■́であるア`ツチを胸 |こ ,|ブ て仕事を
し
~'い

て も,意義深ヽヽ, JCNAに 対す
るこ‐

|、 っヽ無関 心さて |ま いけなヽ`1‐ Lう
お話

~で 、私共 t′ 今後こtD会 の在 り方をも
つと,Fl_会 |し Lた もの :こ もつて行 く様に
と■意見か出て.1下 速そのフログラムを

作
`]TIこ

Fi‐IFが 進‐■■し/1: -1,迄 1時 |111だ

!■ √,1集 ilを 30,i[t´ ,11じ めl i11:書 lil千 た
30■, ŕ`っ ぁと, ヵ l・

llツ Ft'1,|、 |,「 |こ ょ
る.力

|ヽ

|;ツ ク.十 一スぅたメ,`,「りlill演 七
イ司:事十二致 し, 111る 時 111■ .レ コー ドコ
ン十一 卜十二当イ

=11十
二会員 ‐同■賛成

=賀 まし
―
tt

■11｀・ JCヽ A「 ,歌 議i募
集 |=f■ 三ヽ■.

要十:上 ・次 l‖ it年 ',1円 催lLI=■・い~´
.・ キ:」

議■.■ ―~て・ 会il当 |_it_・
=._

と ' f十 1:1l t ililitill:1:L―
~'‐

¬111_ =
|一 li:「 111111'■・|■ .1、…■|■ ビ . ―「●
ヽヽ■(|_||:‐ i:

■古|`,′輝■地区グルーフ随 1,

`肩

21口 IIス 想会に参 与して

冬の足音千身:[に 感 しなから可かと:く t

せわしい il常 生活
「

)寸暇を割いて,待降
節第 2の主 口|こ ,指導のホーン神父様 |こ

依る,10名 余の参加者のさ やゝかたごマ|や 想
会が開かれました。

つて生活を稼 ぐ世間の人達と異 り「世界

開開以来,汝等の為に備えられたる国」

を得るために,永遠の報酬をめざして,

すべてを天主様への愛と御栄 えの ため

に,隣人愛に生きるべき「信仰 につい

て再認識させ )っ れました。ともすれば,

世間にあつて,霊魂の方は忘れ勝ちにな

り,僅かの祈 りによる貯えも世間との接

触に,す リヘリもろく傾いて行 くわが霊

魂に「祈 り且つ働け_|の モツ トーに明日
への力と勇気を得て散会しましたc

恙がなく,今 日の黙想,終えにけり
ル・ ドの聖母像 微笑みて見ゆ

(京都支部 与謝の海療養所

大江真砂子)

本 部 役 員 会 報
′ヒ

本部仮事務所,聖母病院に於て12月 14

日開催,出席者,松村神父様 (JCNA
顧門)井深会長, メールエチツ ト,安田

よき両副会長,役員メール リドヴイナ ,

ンスタ~ベネデイクタ,堀田雅子, ンス

タージエラール,平 剛恵子,編集部場崎

ひろ子

協議事項
1｀ C.I.C.LA.M.S.加入に伴 う会費

負担について

年間 20S(約7200円 )基本負担金

他|=会員25名 増す毎に15ヵll算

2, 会報の件

編集係に構成を 一任,原又の リヴ

アイ トt適 当に行 つ こ とが 出来
るこ

31 本部活動′)動向について

イ 喜:業部が触立 したので会報′〕||:

事がな くな0た c

● 本部:I全 |1各 グーフの指導 方

`十二十示■
~る

必要がある。
JI在のグルーフ活動li

r=理
=1摯

F究
i三 二|_~〔 《|● ;■ ||,i苦 ,■

tレ ク リエー ン コン

が行われているが会の特殊 1生 が

乏 しく会員の興味が浅いので出

席率が悪いc

研究に主体をおくと程度差か六
きく,一般的に興|1木 を」寺ちに く
い (年令 。学歴・業務環境)

ハ 会員の加入,会合への参加11友

達として呼びかける様にするc

二 例会は特殊性がある様,ス入会
することによつて|り」さらかにア

ラスになる様な形態を考える必

要があるc

4)各支部の役員名簿作製

看護婦は異動が激 しいと考えし,t

るG

5, 各支部に役員任命古を出すよう(=

する。
6)会 :|!監査

来年度 」:り 松1甘 ||1父 様 |二 依頼
―

「
る

=

7り  来年度研修会雨催地に関
´
「

る件
ザ、阪,i■ |||:1支 部より立候補′:通

'I並 :こ :ii11会 があつた。

次国例会討議事項
上り 本

=|」

の在り方について
2り 来年度研修会アログラム不ムリtlま , 11]′ ):,tll l■ ―

月ι⊃辛長口1に よ

医学着鰺蝙饂語辞典

本書は眉護婦学生諸君の,各科の学習の副読

本としてF又各科に勤務する看護婦諄姉がす

くに役立つようにABC順による辞書の形式を

とらず,その使用目的に従つて記載 した .

illllH田 lllH田‖新書判 。3駒頁・ 19弱 。95m。 東京文京本郷 医 学 書 院

際本書に於いては,用語の発音を示 す方法 と し

て,初学者の便利の為に,用語にふりかなをつ|ザ

た.外国語の発音■かなて表現することは,元来

が無理であり,正確な事は期し得なヽヽが,学習者

は,之 をもととして正しくは先輩,医師の御教示

を仰ぐは うにお願ヽヽしたい
.

>ド イツ語の変母音 (Ё

“
)は表現する方法がない

のでやむを得ず工,エ ーと記す .

卜本文に於いては |ヨ 本語,英語, ドイツ語の順に

記 し,英語の次に ;を打ち ドイツ語との別 を示

した.

日輌独毯糞
土●
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