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にとって関心の高い陸上・海上・航空
ることになる︒目的を達成するに当た

見学者に対しては機ごとに搭乗・操

縦している卒業生の紹介があった︒
この日は薄日の漏れる天候で屋外の
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旧障壷ヰ石屋丁童別期壁の栽嚢は1

今

回防衛大学校61期生の卒業式に参列

し︑すでに60年の歴史と伝統を持つ現

在の幹部育成課程の一端を見学する機

会を待て多くを学ぶことが出来た︒

︵拳考︶アメリカ肯大神社

ある︒アメリカ棒大神社︵つばさおお

意外なこ︑′こ卜︑アメリカにも神社が

かみやしろ︑TsubNをnr旨dSE．ロeR

軍這二軍丁乏第二這≒1．三革享葺
﹁神道指令﹂は︑神道の禁止だけを

Ame計巴が︑合衆国ワシントン州シ

▼
＝

レ

が中心であった︒

り︑意志の力が重要である﹂旨の激励

の割合は2対1対1くらいではないか︒

同時に卒業した理工学研究科前期課

程︵第54期生︶ の卒業者は49 ︵10︶︑

昔と比べてどうかとはよく言われる

目的としたものではない︒日本及び日

監督︑及び弘布の廃止を命じた▲▲

本人に命じた事柄は三つあった︒それ

言葉だが︑最も大きいのは戦時と長く

作戦要務令の綱領第10にあった﹁指揮

固ナル意志ヲ以テ其ノ職責ヲ遂行スル

明治時代に日本を訪れた英国人女性

に染みこんでおり︑日常の生活の中で

危ぶまれたが︑神道は日本人の心の中

これによって︑日本の神道は存続が

した︑戦後の1987年︑北米大陸初

稲荷神社︑出雲大社教北米協会が存在

院︑米国神道協会︑明治神宮会︑羅府

続いた平時との違いではないか︒昔の
官ハ軍隊指揮ノ中枢ニシテ又団結ノ核

アトル近郊のストックトンに所在する︒

ト共二高邁ナル徳性ヲ備へ部下卜苦楽

イザベラ・バードは︑神道には道徳律
がなく︑迷信に過ぎないと言ったが︑

戦前の北米大陸には︑北米大神宮本

は神道に加え︑皇室の伝統︑そして歴

ヲ倶ニシ率先窮行軍隊ノ儀表トシテ其

神道とは︑日本の主な宗教の一つだ

るアニメが多くなった︒昨年大ヒット

最近やたらと︑巫女や神様が登場す

り︑日本の棒大神社の分社とされる︒

ルに移転︒主祭神は︑猿田彦大神であ

の神社としてカリフォルニア州にアメ

のかもしれない︒

確かに外国人には神道は分かりにくい

でも通用する︒将来の指揮官を目指す

が︑多くの点で︑単なる宗教以上の意

したアニメ映画﹁君の名は﹂のストー

生き続けてきた︒そして︑今新たな世

ノ尊信ヲ受ケ⁝﹂のくだりは筒を得て︑

防衛大学校の学生諸君も︑表現こそ違

味があり︑日本文化の基盤となってい

日本の皇室は︑太陽神天照大神につ

︵入道ケ嶽︶︑短

ながる系統を持っており︑明治時代︑

山麓に位置する高山

ちなみに︑日本の棒大神社は︑鈴鹿

は︑2001年にワシントン州シアト
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リカ棒大神社が創建された︒この神社

いると思う︒

リーの中心に神道がある︒ヒロインは

い団体規律︑広い視野を身につけた卒
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シアトルは︑近郊にボーイング社が
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外国の影響を排除する政府の目的の一
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奇跡が起きる物語である︒
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められた︒

からも多くのものを学び取っているよ
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の多い街である︒アメリカ棒大神社は︑
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に上位の成績を収めている︒日本の社
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界︑アニメの中で復活している︒

﹁軍隊﹂の字句を代えて何時でも何処

史教育を全面否定することだった︒

心ナリ故こ常時職烈ナル責任観念及輩

29年8月号）
（借行
13）

