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「障害福祉の父」糸賀一雄（1914-1968）は、今年 3 月生誕 100 年を迎えました。 

この機会に、糸賀氏の業績を振り返るとともに、多くの書き遺された著作から、その思

想や信念を知る言葉の一端を見つけ出してみることにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２０5号 

 ｗｅｂ版 図書館 しが 

平成 26 年(2014 年)10 月 編集・発行：滋賀県立図書館 

糸賀一雄の遺した言葉 
 

《 略歴 》 

1914 年 ３月 29 日鳥取市に生まれる         1958 年 大津市と共同で障害児の早期発見・指導 

1938 年  京都帝国大学文学部学科卒業 代用教員に          研究を開始（のちの「大津方式」へ） 

1940 年 滋賀県庁に奉職 社会教育主事補に     1961 年 年長男子のための知的障害児施設一麦寮開設 

1946 年  近江学園を創設 園長となる         1963 年 近江学園医局の医師であった岡崎英彦氏を 

1947 年  後援組織近江学園椎の木会結成                   園長とし、医療が必要な重症の心身障害児 

1949 年 内部組織近江学園大木会結成                  のための施設びわこ学園開設 

1950 年  重度知的障害児のための生活施設落穂寮開設 1967 年 昭和 41 年度「朝日賞」社会奉仕賞受賞 

1953 年  年長女子のための知的障害者職業指導施設あ            療育記録映画「夜明け前の子どもたち」制作 

          ざみ寮･年長男子のための農畜産による知的  1968 年 9 月 17 日、県の新任職員研修会において 

       障害児施設弘済学園開設                              講義中に倒れ、翌 18 日行年 54 才で逝去 
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左から田村・糸賀・池田の三氏    

（1951 年） 

 池田太郎(1908-1987)知的障害児施設「信   

楽寮」開設、寮長 「信楽青年寮」設立 

田村一二(1909-1995) 知的障害児施設「一麦

寮」設立、寮長 空想の村を描いた『茗

荷村見聞記』を出版 大萩茗荷村を開村 

 近江学園の土手での写生会                             

（1949 年） 

 

滋賀県が、戦後の児童福祉事業のパイオニアである

ことを、ご存じでしたか。これは、近江学園を立ち上

げ、その道を切り拓いた初代園長糸賀一雄、池田太郎、

田村一二の三氏の功績によるものです。 

 糸賀氏は滋賀県で、社会教育主事補、秘書課長など

を歴任して働きながら、軍人遺族の子どものための三

津浜学園を作り池田氏を主任に招き、知的障害児のた

めの石山学園を作り田村氏を責任者に迎えました。 

終戦となり「戦災孤児や、家庭でも地域でも見放

されている知的障害児を一人でも多く、そして一日

も早く入所させられる施設をつくりたい。」と大津

市南郷に近江学園を創設するにあたり、池田・田村

両氏から、園長になることを乞われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

創設間もない近江学園玄関前で（1947 年） 

 

開園 3 年後に義務教育を行うべく園内に地元小・中学校の分校を設置した近江学園は、

年月の経過と共に「知的障害のある子」の施設となります。そして実践の中から必要性を

感じて、重度の知的障害を持つ子ら、15 歳になると学園を出て生活をして行く子ら、医

療が必要な重度の障害を持つ子らのためのそれぞれ施設を、次々新しく開設していきます。 

職員は原則住み込みで働きました。ある日、寝たきりの青年がおしめを取り換えてもら

うのに、一生懸命腰を持ち上げようとしているのに、保母は気づきます。糸賀氏は、共感

の世界を持つために自分の内面を直視することの大切さを繰り返し述べ、「共感の考え方に

支えられた社会」「『この子らを世の光に』の理念の確立した社会」をめざしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪決意≫ 一片の義理や興味で、この社会事業に乗り出すべ

く自分は余りに分別をもちすぎている。自分がこの事業にの

り出すとすれば、それは、一生の問題でなければならない。

そして、一生つづく情熱の問題でなければならない。情熱は

収容の対象である子ども達に対して、そしてこの事業そのも

のに対して。そして祖国再建への最も具体的な道であるとす

るこの事業に対する信念が問題である。（『この子らを世の光

に 近江学園二十年の願い』復刊 ） 

≪自己自身との対決・共感の世界≫ 

 まことに私たちははたらくことによって学ぶので

した。そして何を学んだかといえば、この世の役に

立ちそうもない重度や重症の子どもたちも、一人ひ

とりかけがえのない生命をもっている存在であっ

て、この子の生命はほんとうに大切なものだという

ことでありました。「人間」という抽象的な概念でな

く、「この子」という生きた生命、個性のあるこの子

の生きる姿のなかに、共感や共鳴を感ずるようにな

るのです。（「手をつなぐ親たち」第 128 号『糸賀一雄著作

集 3』所収） 

 

『糸賀一雄著作集 3』所収） 
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 近江学園長 糸賀一雄                         

（1914-1968 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら偉大な業績と思想の根本には、糸賀氏の子どもたちへの一心な愛情が底を流れ、

突き動かして成されたと思われてなりません。 

糸賀氏は、亡くなる 2 年前「この子らを世の光にとてささげける いのちのかぎり春を

まちつつ」（1966 年 1 月 12 日どんぐり句会『糸賀一雄著作集 3』所収）と歌を詠んでいます。 

今、すべての子どもたちは、生き生きと暮らしているのでしょうか。現代を生きる私た

ちが､糸賀氏の思いを知って、感じ、学び、考えるきっかけになることを願います。 

 

 

  

 

 

 

 

  

           

 

 

 

                

 

                     

  

関連サイト： 糸賀一雄記念財団 http://www.itogazaidan. jp/（リンク集有） 

        糸賀一雄生誕 100 年記念実行委員会 http://100.itogazaidan.jp/ 

主な著作 

●この子らを世の光に 近江学園二十年の 

 願い 柏樹社 1965 年(復刊 2003 年) 

●福祉の思想 日本放送出版協会 1968 年 

●愛と共感の教育 糸賀一雄の最後の講義  

柏樹社 1969 年(改訂版 2009 年) 

●糸賀一雄著作集 1-3 日本放送出版協会

1982 年 (3 巻に「年譜・著作目録」) 

 

 

 

主な関連資料 

●追想集糸賀一雄 柏樹社 1970 年  

 (復刻版 1989 年) 

●この子らを世の光に 糸賀一雄の思想

と生涯 京極高宣∥著 

日本放送出版協会 2001 年｡ 

●糸賀一雄人と仕事 この子らを世の光

に 糸賀一雄記念財団 [版年不明]｡ 

 

 

≪この子らを世の光に≫ 

 この子らはどんなに重い障害をもっていても、だれととりかえることもできない個性

的な自己実現をしているものなのである。人間とうまれて、その人なりの人間となって

いくのである。その自己実現こそが創造であり、生産である。私たちのねがいは、重症

な障害をもったこの子たちも立派な生産者であるということを、認めあえる社会をつく

ろうということである。「この子らに世の光を」あててやろうというあわれみの政策を

求めているのではなく、この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよいよみがき

をかけて輝かそうというのである。「この子らを世の光に」である。この子らが、うま

れながらにしてもっている人格発達の権利を徹底的に保障せねばならぬということな

のである。（『福祉の思想』所収） 

 

 糸賀氏が秘書課長として仕え、

最後まで敬愛した知事・近藤壤太

郎は、『追想集糸賀一雄』の中で

「…糸賀君は役人をやっても役

人くさくなく…教育をやっても

教員くさいところがなかった。い

つも生地の人間まる出しで事に

当たった…」と記しています。 

写真出典:                                           写真提供: 

『この子らを世の光に 近江学園二十年の願い』復刊    （公財）糸賀一雄記念財団 

 

 

http://100.itogazaidan.jp/
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＜国立国会図書館のデジタル化資料送信サービス＞ 

 国立国会図書館が所蔵する資料のうち、約 131 万点の電子化された資料 

（絶版等の理由で入手が困難なもの）を、県立図書館のパソコンで閲覧・ 

複写（印刷）できるサービスです。本を借りてくるのとは違って、時間も 

かかりませんし、関連資料を何冊でも閲覧できますので、調べ物にも便利です。

ぜひご利用ください。 

 

●利用できる資料は？ 

 国立国会図書館デジタルコレクションのページ（http://dl.ndl.go.jp/）で検索して、 

「国立国会図書館／図書館送信限定」のマークが出るものが対象です。 

〈 図 書 〉 昭和 43 年以前に受け入れた図書 約 50 万点  

〈古典籍〉 明治期以降の貴重書等 約２万点  

〈 雑 誌 〉 平成 12 年までに発行された雑誌（商業出版されていないもの）  

        約 67 万点  

〈博士論文〉平成３～12 年度に受け入れた論文 約 12 万点 

 

●利用するには？ 

 県立図書館の図書貸出券か、住所の確認できるもの

が必要です。参考資料室のカウンターへお申し込みく

ださい。 

 著作権法の範囲内で複写もできます（１枚１０円）。 

 データの保存や送信はできません。 

 

 

 

 

●近くの図書館でも利用できる？ 

 ２０１４年９月末現在、湖南市立図書館、守山市立図書館、日野町立図書館で、国立国

会図書館からの配信を受け、閲覧・複写のサービスを利用することができます。 

 

今月の book★まーく 

参考資料室のデータベース用 

端末で利用できます。 

http://dl.ndl.go.jp/
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☆７月～９月の図書館行事報告☆ 

［土曜サロン] 

７月１２日（土） 

 「松浦祥子コンサート ～歌で味わう詩の世界～」 

 

 バイオリンとピアノの美しい音色の響く中、 

松浦さんの凜とした中にどこか懐かしさの漂う 

歌の数々が、披露されました。 

 台風一過の夕方の時間と重なった会場で聞く 

アンコール曲「夕焼け小焼け」は幻想的な雰囲 

気を醸し出して、観客の皆さんはうっとりと聴 

き入っていました。 [参加者 65 名] 

 

 

８月９日（土）  

第１回 省エネ出前講座 

「親子でチャレンジ！夏の省エネ生活」 

 

 「ストップ地球温暖化」の旗印のもと毎年行 

なわれているこの催し、今年も台風の近づく中、 

多数の親子連れの方の参加がありました。 

 県地球温暖化防止活動推進センターの皆さん 

から指導を受け、牛乳パックで作るエコキュー 

ブは見事に完成。光のエネルギーで動くソーラ 

ーランプなどの展示もありました。 

[参加者 29 名] 

 

  

８月１６日（土）  

アミーチキッズ弦楽合奏団 夕涼みコンサート 

 

 台風が通過するというあいにくの天候となりま 

したが、小学生から高校生によるバイオリン合 

奏団によるコンサートは、「アミーチ」（イタリ 

ア語で「友情・仲間」）の意味する通り、チーム 

ワーク良く、元気に行われました。 

 童謡「うみ」からクラシックまで、涼しげな音 

色が響きわたりました。[参加者 78 名] 
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９月１４日（日）  

吹奏楽団木曜組 第 26回夕
せき

照
しょう

の庭コンサート 

 

 毎年大好評の吹奏楽団木曜組による

文化ゾーン内集合広場での野外コンサ

ート。今年のテーマは「東京オリンピ

ック 1964-2020 過去から未来へ 

お・も・て・な・し」。 

 心地よい秋風の中、２つのオリンピ

ックの間の、時代を代表する曲目が流

れる夕暮れの時間を、大勢の方たちが、

楽しまれました。[参加者約 600 名] 

 

［2014 年度 夏休み文化ゾーン子ども探検隊] 

７月２５日（金）  「書庫の森で本をさがそう」 

 

 炎天下の中、県内各地から応募した小学校３ 

年から６年生の子どもたちが、約３０人ずつ 2 

回に分かれて参加しました。 

 図書館では、1 人ずつに指令された本を、８ 

０万冊の本の並ぶ地下書庫の「本の森」から探 

し出します。本を探し当て、指令書になまずの 

スタンプを押してもらうと、子どもたちは満足 

そうな表情で、大切にしまっていました。 

[参加者 63 名] 

 

［出前講座]    

８月１日（金）  

「しが統計・キッズクイズ～集まれ小学生！！」」 

 

 今年も滋賀県統計課による、小学生を対象に 

統計をクイズ形式で学ぶ講座が、開催されまし 

た。「滋賀県の小学生の人数は？」「滋賀県の面 

積は琵琶湖の何倍？」などの質問に、元気に答 

える子どもたちに統計を身近に感じてもらうこ 

とができたようです。[参加者３４名] 

 

関連展示：第６３回滋賀県統計グラフコンクール優秀作品展 ８／１(金)～８／１０(日) 
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［資料展］  

夏季特別展示「琵琶湖の魚・漁・幸を知ろう！」   「同和問題啓発資料展」 

７月１６日（水）～８月３１日（日）          ９月 3日（水）～９月 28日（日）           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

催し物チェック！ 
☆１０月～１２月の行事予定☆ 参加無料です！ 

■10 月 24 日（金）  10月のおはなし会  

■11 月 1 日（土）   土曜サロン 

            「つなぎ目のない鎖を作ろう!」 

■11 月 ３日（月・祝）文化の日書庫探検 

■11 月 21 日（金）  11月のおはなし会  

■11 月 22 日（土）   土曜サロン 

  「〈秋の夕べに〉Yoshibue & Guitar 

  -よし笛とギターの響きをあなたに-」 

□12 月 3 日（水）～12 月 23 日（火・祝） 

  人権問題啓発資料展 

■12 月 ６日（土）   土曜サロン 

                 「メサイア合唱団」 

            コンサート 

■12 月 19 日（金）   12 月のおはなし会 

10月 14日（火）～10月 21日（火）は、特別整理のため、休館します 

●2014第 68回 読書週間  

10月 27日（月） 

～11月 9日（日） 

 

●11月 1日（土）  「古典の日」 

読
書
週
間 

今
年
の
標
語 

「
め
く
る 

め
ぐ
る 

本
の
世
界
」 

 滋賀県では、昔から琵琶湖の魚をとる

ための方法や、食べる方法が工夫されて

きました。 

 今回の展示では、琵琶湖の生き物の資

料とともに、漁や料理法にも着目し、ふ

なずしや小あゆの山椒煮などふるさとの

味を紹介した本が人気を集めました。 

 

 滋賀県では、毎年９月を「同和問題啓発

月間」として、様々な啓発事業を行ってい

ます。図書館でも身近にある同和問題を見

直すきっかけになればと、同和問題と、問

題に対する県の取り組みを中心とした資

料や、ポスターなどを展示し、資料展を開

催しました。 
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                 生物の特徴をとらえながら、どこかユーモラス！ 

                 琵琶湖の生き物を描いた江戸時代の生物図鑑です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『京都・湖南の芭蕉』さとう野火著・北山冨士夫ほか撮影  

     京都新聞出版センター 2014 年６月（1，600 円＋税） 

 

行春を近江の人とおしみける 

 

折折に伊吹をみては冬ごもり   

 

など、松尾芭蕉は近江を詠んだ句をいくつも残しています。

伊賀（現在の三重県）に生まれた芭蕉は、門人に迎えられ、

何度も近江に滞在しました。手紙の中で、「膳所はふる里のご

とく」とも述べています。 

本書は、芭蕉の足跡やエピソードをその土地その土地で詠

まれた俳句とともにたどったものです。湖南滞在のころにつ

いては、石山寺、浮御堂、幻住庵、そして芭蕉の墓がある義

仲寺などの芭蕉ゆかりの場所や、後世になって建てられた句

碑が、写真つきで豊富に紹介されています。 

  

湖 国 の 本 棚 

近江デジタル歴史街道 デジタルアルバム帖より 

図書館のホームページから見ることができます

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/ 

琵琶湖の博物誌  

湖中産物図証 

ハリンギョ カジカ 

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/
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郷土資料紹介 

平成 26 年 6 月～平成 26 年 8 月購入・寄贈分より 

 

 

●図書館実践事例集 人・まち・社会を育む情報拠点を目指して 

 文部科学省生涯学習政策局社会教育課 [2014 年] 

●重要文化財宇和宮神社本殿保存修理工事報告書    

 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編刊 2014.3 

●本殿・脇社関連施設竣工記念  

 野蔵神社 2014.5 

●W.メレル・ヴォーリズ伝 隣人愛に生きた生涯 

 近江兄弟、湖声社企画・監修 宮本ユカリ漫画 サンライズ出版 2014.4 

●神の国の種を蒔こう キリスト教メッセージ集 

 ウィリアム・メレル・ヴォーリズ著 岡田学編 木村晟監修 新教出版社 2014.5 

●湖底遺跡が語る湖国二万年の歴史 入江内湖、松原内湖、大中の湖・小中の湖 

 滋賀県文化財保護協会編刊 2014.7 

●秀吉に備えよ!! 羽柴秀吉の中国攻め 

 長浜市長浜城歴史博物館編刊 2013.7 

●安土城への道 聖地から城郭へ 

 滋賀県立安土城考古博物館 2014.3 

●大津事件 司法権独立の虚像 

 新井勉著 批評社 2014.6 

●織田信長その虚像と実像 

 松下浩著 サンライズ出版 2014.6 

●近藤重蔵と近藤富蔵 寛政改革の光と影 

 谷本晃久著 山川出版社 2014.4 

●古高俊太郎先生没後 150 年祭 日本の夜明けの礎 

 [古高俊太郎先生遺徳顕彰会]編集 古高俊太郎先生遺徳顕彰会 2014.7 

●がむしゃら人生 戦争のない平和な社会を願って 

 山田利治著 山田利治 2014.8 

●琵琶湖一周山辺の道 55 万 3000 歩 

 岡野忠雄著 サンライズ出版 2014.6 

●滋賀の本 人が動けば街も動く。湖の国、のんびり加速中。 

 京阪神エルマガジン社編刊 2014.7 

●ビワコノミクスで滋賀を元気に! たくましい経済と雇用増大に向けて  

 嘉田 由紀子[述] 滋賀県監修 内外情勢調査会  [2014 年] 

●生きることが光になる 糸賀一雄生誕 100 年記念論文集 

 糸賀一雄生誕 100年記念事業実行委員会編刊 2014.3 

●甲賀・湖南のむかしばなし 

 甲賀地域研究会「むかしばなし」制作委員会編集 甲賀地域研究会 2014.8 
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●魚米之郷 太湖・洞庭湖と琵琶湖の水辺の暮らし  

 滋賀県立琵琶湖博物館編刊 2014.7 

●菅浦の湖岸集落景観保存活用計画報告書   

 長浜市文化財保護センター編集 長浜市教育委員会 2014.3 

●彦根城  

 彦根市教育委員会文化財部文化財課編集 彦根市 2014.3 

●近江商人ってな～に? 子どものための近江商人図録    

 東近江市近江商人博物館企画・編集 サンライズ出版 2014.5 

●図説街場の鉄道遺産 京都・大阪編(京都・滋賀・大阪) 

 松本典久文 岡倉禎志写真 セブン&アイ出版 2014.7 

●「しがの風展」記念誌  

 しがの風 2014.6 

●感動の軌跡 2 中村一雄写真集 

 中村一雄著 日本写真企画 2014.5 

●彦根藩士の甲冑 赤備えの家臣団 

 彦根城博物館編刊 2014.7 

●愛知川びん細工手まり 

 愛荘町立愛知川びんてまりの館編刊 2014.3 

●常盤“音”今昔物語 人と地域が輝く常盤協議会設立記念事業   

 人と地域が輝く常盤協議会 2014.3 

●田舎医者のたはれうた 雨森正高歌集 

 雨森正高著 短歌研究社 2014.6 

●京都・湖南の芭蕉 

 さとう野火著 京都新聞出版センター 2014.6 

●幻境棲息少年 

 森 哲弥著 編集工房ノア 2014.8 

●淡湖(あわうみ)のうた 詞・童話・エピソードを添えて 

 竹内正企著 竹林館 2014.7 

●近江の物語を君に捧ぐ 

 木村泰崇[著] レーヴック 2014.5 

●歌仙絵の彼方に 小説・侍大将遠藤喜右衛門 

 木村光伸著 サンライズ出版 2014.3 

●京大アメフト部出身、オールジャパン 4 度選出の組織変革コンサルタントが見つけた仕事でも

スポーツでも成長し続ける人の「壁をうち破る方法」   

 安澤武郎著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2013.12 
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 地震等被災者の方々へのサービスについて        

平成2３年3月１１日に発生しました東日本大震災により多くの方々が被災

され、３年以上たった今も復興には至っていないことに、改めて心よりお見舞

い申し上げます。滋賀県立図書館では、県内で今も避難生活を送っておられる

方に対して図書の貸出しを行っています。 

また、被災地からのレファレンスも引き続きお受けしています。内容は、滋

賀県関係だけでなく一般的な質問もお受けしますので、生活上の困ったことな

ど何なりとお問い合わせください。 

〒５２０－２１２２  大津市瀬田南大萱町１７４０－１   

滋賀県立図書館 調査協力課  

電 話 ０７７－５４８－９６９１／FAX ０７７－５４８－９７９０ 

http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html 
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