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「サティア サイ理想教育会議」報告

サティア サイ教育協会
Institute of Sathya Sai Education

サティア サイ教育協会(ISSE)は、人格の

構成要素となる真実・正しい行い・平

安・愛・非暴力という五つのヒューマ

ンバリューズ（人間的価値）に基づく新

しい価値教育プログラム「SSEHV」の普

及と、教師養成を目的とした宗教・政

治に属さない非営利の国際団体です。

サティア サイ教育協会の活動は世界

95か国に及び、サティア サイの教育理

念に基づいたサイ スクールの運営は

小・中・高・大学合わせて131校で行わ

れているほか、一般の学校における道

徳教育のサポートなど多岐に渡って活

発に行われています。当協会は子供た

ちに内在している人間的価値を引き出

す心の教育「エデュケア」に従事して

います。 

 

ＩＳＳＥの主な活動内容

●ヒューマンバリューズ教育セミナー：

　教師を対象にした SSEHV の研修

●子育てセミナー：両親、教師を対象

　に、より良い子育てを支援するセミナー

● SSEHV クラス：小学生を対象とした

　 SSEHV 教室

●学校支援 : 一般の学校にて SSEHV の

　研修やセミナーの開催、ボランティ

　ア教師の派遣およびヒューマンバ

　リューズを活かした行事の企画・運営

●出版活動：指導案集、道徳に関する

　物語、教育理念など 

サティア サイ教育協会役員

【理事長】 比良 竜虎
　　　　　（公益社団法人在日インド商工協会理事長）

【理　事】 比良 佳代子
【理　事】松見 紀佳
　　　　　（北陸先端科学技術大学院大学教授）
【教師会世話人】鞭 和夫

2014 年 7 月 6 日 か ら 8 日 ま で の

3 日間、 インド国プラシャーンティニ

ラヤムに於いて 「サティア サイ理想

教育会議 Sathya Sai Ideal Education 

Conference」 が開催され、 世界 50 か

国から集まった 270 名以上の参加者

たちが、 SSEHV のさまざまな側面に

ついて話し合いました。 日本からは、

牧野 元三、 鞭 和夫、 石井 真、 比良 

佳代子の 4 名が参加しました。

今回の会議の特徴は、 講演形式を

極力減らし （実際には、 1 日約 6 時

間のプログラムのうち講演は 1 時間程

度）、全参加者が 20 ～ 25 名のグルー

プに分かれて、 ラウンドテーブル （円

卓会議） 形式で、 さまざまな事例報

告をしたことです。 初日の第 2 セッショ

ンから、 サティア サイ教育協会 ( 以降

ISSE と表記） 関係者を対象としたグ

ループとサティヤ サイ スクール （以降

サイ スクールと表記）を対象としたグルー

プに分かれ、 グループごとに割り当てら

れたトピックについて話し合いました。

大会スケジュールと議題は次のとおり

です。

＜ 1 日目＞

開会式

● 開会の言葉：ナレンドラナートレッディ

博士(プラシャーンティ評議会会長・ア

メリカ）

● 基調講演：パルダル博士　（教育部会
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会長・オーストラリア）

セッション1：サティア サイ理想教育

①サティア サイの教育ビジョン

②エデュケア理論

③サティア サイ教育の特徴

④全世界共通の課題

セッション2：研修プログラム

＜ISSE＞

①ISSEの機能

②カリキュラムと研修コース

③現職教師の研修

④ファシリテーター研修

⑤トレーナー研修

＜サイスクール＞

①サイスクール教師研修におけるISSEの

役割

②サイスクールの財政支援におけるSSO

の役割

③サイスクール教師準備コース

④サイスクール教師のためのディプロー

マコース

セッション3：品質の維持

＜ISSE＞

①理事・スタッフの選任におけるガイドラ

イン

②新規ISSEの設立方法

③ISSE内における研修の品質維持

④組織構造マネージメントの品質維持

＜サイスクール＞

①サイスクールのスタッフ選任におけるガ

イドライン

②新規サイスクールの設立方法

③学業成績ならびに人間的価値におけ

る良質な水準の確保

④組織構造マネージメントの品質維持

セッション4：認定・認知・財政

＜ISSE＞

①同窓・校友ネットワークの構築

②教育関連機関・当局による認知拡大

③財政

＜サイスクール＞

①サイ教育評議会によるサイスクールの

認定

②財政自立に向けて

③組織運営管理

＜2日目＞

セッション5：講演および事例報告

● 基調講演：マリアンネ・メイヤー女史

（サティヤ サイ世界評議会理事・デン

マーク）

● 中国におけるSSＥＨＶ

● フィジーにおけるSSＥＨＶ

● インドネシアにおけるSSＥＨＶ

● カナダにおける子育てプログラム

セッション6：子育てプログラム

＜コミュニティーおよびサイスクール

において＞

①アイデンティティの必要性

②プログラムの資料

③子育てプログラムのためのSSEHV従事

者研修

④理想と現実のギャップ

⑤将来に向けての計画

セッション7：学校提携プログラム

● 学校提携プログラムが成功するための

要素

● 学校提携プログラムにおける理想と現

実のギャップの認識

セッション8：コミュニティ提携プログラム

● 提携プログラムの専門用語

● SSEHVのさまざまなボランティアプログ

ラム

● SSEHVプログラムのための研修

＜3日目＞

セッション9：講演

● ダルトン アモリム博士（教育部会委員・

ブラジル）

● ハイモン ジョンソン博士（教育部会委

員・アメリカ）

セッション10：地域共同体におけるSSEHV

（革新的プログラム）

● SSＥＨＶショートコース

● 成人向けSSEHVプログラム

● その他のSSEHVプログラム

セッション11：SSEHVを世界に

● 未来に向けてのグローバルビジョンの

創造

● ウェブサイトでの資料・資源の共有

● 各国ISSE間の支援

● 研究

セッション12：講演

● アートオング ジュムサイ博士（プラシャー

ンティ評議会委員・タイ）

● ドリス　ハンプトン女史（教育部会委

員・アメリカ）

閉会式：

● ビジョンとフォローアップ：パルダル博

士（教育部会会長・オーストラリア）

● 閉会の言葉：ナレンドラナート レッディ

博士(プラシャーンティ評議会会長・ア

メリカ）

最後に、 サイ クルワント ホールで代

表者がまとめのプレゼンテーションを

行いました。

以上のセッションの中で、 各国におけ

る優れた活動例、 エピソード、 ビジョン
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等が報告されたのですが、 その中で印

象に残った事例をいくつかご紹介します。

まず世界最大のイスラム人口国である

インドネシアの事例です。 インドネシアに

はバリとジャカルタにそれぞれサイスクー

ルがあるのですが、 ジャカルタでは宗教

的社会的事情に鑑みて、 インドネシア語

で 「人間的卓越性の学校」 という名称

がつけられおり、 ヒューマンバリューズ教

育が実践されて、 大いなる成果を収めて

いるということです。

次に、 中国からは、 教育改革の柱と

して SSEHV が取り入れられている、 とい

う報告がありました。 以前、 中国の大学

の研究員 （教授） グループがインドを訪

れた際、 一人の教授がインスピレーショ

ンを得て、 中国政府の教育改革の旗

振り役として SSEHV 活動を始めました。

彼の勤務する国立大学の校舎内には、

SSEHV 研究室が設けられ、 2 名の大学

院生が常時研究を行っています。 2010

年から 2 年間、 第 1 フェーズとして広西

自治区において、 地元の教育委員会、

大学、 10 校の校長、 教師との共同活動

を行いました。 その後引き続き 2 年間、

第 2 フェーズの共同活動が行われたそう

です。 現在は、 その 10 校が SSEHV の

モデル校として、 それぞれの地域にお

いて役割を担うことが期待されています。

2013 年 8 月には、 同自治区内の別の

県にある 11 の学校で、 新たな 2 年プロ

ジェクトが始まりました。 青海省において

も、6 つのモデル校で SSEHV トレーナー

研修が行われました。

インド
2014 年 11 月 22 日に、 インドのプラ

シャーンティ ニラヤムに於いて、 サティヤ 

サイ大学第 33 回卒業式が行われました。

サイ大学の卒業式には、 これまでに

も主賓として著名な人物が臨席していま

す。 1995 年にはマンモハン シン財務大

臣 （当時）、 2006 年には A.P.J. アブドゥ

ル カラム大統領 （当時）、 2010 年には

マンモハン シン首相 （当時）、 2012 年

には当時首相の相談役（内閣官房参与）

を務めていたサム ピトロダ氏が、 主賓と

なりました。 2014 年は、 インド宇宙研究

機構 （ＩＳＲＯ） の所長と、 バンガロール

にある国立高度研究所の所長を務め、

インド政府から民間人に贈られる三大勲

章 （パドマ シュリー、 パドマ ブーシャン、

パドマ ヴィブーシャン） をすべて受賞し

たクリシュナスワミ カストゥリランガン博士

を主賓に迎えました。

現在、 サティヤ サイ大学の学長は、

元最高裁判所裁判官であるＭ ・ Ｎ ・ ヴェ

ンカタチャライア氏が務めています。

卒業式の最中に副学長から、 サティヤ

サイ大学が、 インド国内の大学評価機関

である NAAC (National Assessment and 

Accreditation Council) から、 インド国内

ブラジルのサイスクールからは、 ある

陸上競技大会で、 自他ともに認める 100

ｍ走のトップランナーである生徒が、 自

らの得意種目への出場を断って、 仲間

と共に 400 ｍリレーに出場することを選

び、 金メダルを獲得したエピソードが紹

介されました。 その生徒は 「自分だけ

がメダルをとるのではなく、 仲間と共にメ

ダルを分かち合いたかった」 と語ったそ

うです。

教育部会会長のパルダル博士は、

SSEHV の将来のビジョンの中で、 各国

の成功事例に共通した要素として、 それ

ぞれの国 ・ 地域共同体で強く求められ

ている必要性に応えていくことの重要性

を挙げ、 そのような方向で SSEHV のプ

ログラムの内容を国ごとに柔軟で多様な

ものにしていくべきだと語りました。

にある 687 校の大学の中で、 第 8 位と

いう高い評価を受けたことがアナウンスさ

れました。

＊＊＊＊＊＊＊＊

2014 年 12 月 20 日から 22 日までの

3 日間、 第 2 回ナノサイエンス国際会議

がインドのプラシャーンティ ニラヤムにあ

るサティヤ サイ大学にて開催されました。

この会議には、 世界各国から多くの科学

者 ・ 研究者 ・ 教師 ・ 学生が出席し、 エ

ネルギー / 環境 / 生命科学 / 医療 / 光

通信 / スマート素材などの分野で活発な

意見交換が行われました。

日本からは、 カーボンナノチューブの

世界的権威である信州大学の遠藤守信

教授、 レーザー分野での第一人者であ

る杉岡幸次工学博士、 リチウムイオン電

池や太陽電池の第一人者である北陸先

端科学技術大学院大学　松見紀佳教授

が参加しました。

カナダ
2003 年、 人間的価値を一般の人々に

広く知ってもらい、 意識を高めることを目

指して、 サティア サイ スクールは第 1 回

ヒューマンバリューズ ウォークを開催しま

した。 この行進への参加者は、 翌年に

向けて人間的価値を実践することを誓い

ます。 その後、 このイベントは、 カナダ

全土の 10 都市はもとより、 世界四大陸

の 40 都市へと広がっていきました。

2013 年 5 月と 6 月には、 カナダの 8

都市 （コーンオール、 オタワ、 トロント、

ウイニペッグ、 サスカトーン、 エドモント

ン、 イエローナイフ、 バンクーバー） で

ヒューマンバリューズ ウォークが開催され

ました。 それぞれの開催地では人間的

価値を示す旗や看板が華やかに飾られ

ました。

トロントでは、 市庁舎前に万国旗で飾

られたステージが設営され、 数千人もの

人々が参加しました。 カトリックの司祭

は、 トロント市に歓びと幸せをもたらして

くれたと感謝の意を表しました。 ジムカリ

ギニス市議会議員からは、 今回のイベン

トを主催したサティア サイ スクール保護

者会に、 次のような内容の感謝状を授与

しました。 「さまざまな文化的背景を持つ

世界の SSEHV 活動報告
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カナダ人たちが地域共同体の一員として

の意識を育むために、 また、 未来の輝

かしい持続可能な社会の実現のために、

これまで尽力されてこられたことに感謝い

たします。 引き続き、 皆様の活動が、 カ

ナダ国民すべての生活をよりよくしていく

ことを、 さらには、 世界全体にその活動

が広がっていくことを願っております。」

トロント、 エドモントン、 バンクーバー

では、 可動式の山車に華やかに五つの

ヒューマンバリューズ （真実・正しい行い・

平安・愛・非暴力） が飾り付けられました。

エドモントンでは、 町の中心であるマ

クルンタイヤ公園にてヒューマンバリュー

ズ ウォークが開催されました。

ウイニペッグでは、 マニトバ市庁舎の

前で開催され、 美しいアシニボイネ川に

沿ってウォークが行われました。

イエローナイフでは、カナダデイパレー

ドに参加し、 各々がヒューマンバリューズ

の旗を掲げながら行進しました。

サスカトーンでは、 ランディ市会議員

が開会式を執り行い、 日常生活におい

てヒューマンバリューズを実践することの

重要性についてスピーチがありました。

＊＊＊＊＊＊＊＊

2013 年 6 月 15 日に、 トロントにある

サティア サイ スクールの新校舎完成記

念式典が行われ、 約 500 名が出席しま

した。 同校は非営利の私立学校で、 カ

ナダのサティア サイ教育財団によって運

営されています。 この新校舎への移転は

2014 年 9 月までに完了する予定です。

式典には、 地区、 地域、 国レベルで

の政府関係者も出席しました。

午前 9 時に始まった式典は、 真実 ・

正しい行い・平安・愛・非暴力というヒュー

マンバリューズの旗を掲げた生徒たちの

入場から始まりました。 タヤナンサン博

士の歓迎の挨拶に続いて、 来賓たちが

スピーチを行いました。

トロント市議会と 42 の地区、 スカーバ

ロールージュ川地区を代表して、 レイモ

ンド チョー市会議員からサティア サイ ス

クール校長に賞状が授与されました。 レ

イモンド議員はカナダのサティア サイ ス

クールとトロント議会、 そして地元コミュニ

ティーの間に育まれている素晴らしい協

力関係について述べました。

＊＊＊＊＊＊＊＊

バーチャルサイエンスフェア 2013 で、

サティア サイ スクール トロント校の生徒

2 人が、 最優秀賞を受賞しました。

● 6年生の部最優秀賞　ジェシュマン セ

トゥカヴァラー　「私たちの銀を守ろう」

● 5年生の部最優秀賞　マウニ ダラル　

「レモン電池」

受賞したプロジェクトの詳細は下記の

ウェブサイトに載っています。（英語のみ）

virtualsciencefair.org/2013/seth13j

virtualsciencefair.org/2013/dala13m

＊＊＊＊＊＊＊＊

オンタリオ州トロントにあるサティア サイ

スクールが、 2012 年から 2013 年の期間

で、 オンタリオ州にあるすべての小学校

3030 校の中で最高の評価を獲得したこ

とが、 2014 年 2 月に第三者公的評価機

関であるフレーザーインスティテュートか

ら発表されました。 この評価システムの

対象となる学校は、 過去 5 年間に遡っ

ての評価の蓄積が前提条件となってお

り、 サティア サイスクール トロント校は、

2011 年に同州にある 2733 校の中で最

高の評価を獲得して以来、 毎年連続し

てその評価を保って

いることになります。

この他に同校は、

言語と算数の分野

での優れた教育に

与えられるオンタリ

オ州の最高の賞も

受賞しました。

ベラルーシ
2014 年 6 月 7 日から 8 日まで、 ヴィ

テブスク市で第 1 回 SSEHV 全国大会が

開催され、 ベラルーシの 4 つの市から

23 名が出席しました。 大会では、エデュ

ケアの理論と SSEHV に携わる教師の役

割に焦点が置かれました。 円卓形式で

の話し合いでは、 現代社会におけるテレ

ビやコンピューターが子供たちの心身の

成長に及ぼす影響、 特に精神的 ・ 肉体

的能力、 社会への順応力、 正しい判断

を行う能力に対する影響について、 情

報交換が行われました。

＊＊＊＊＊＊＊＊

2014 年 7 月 2 日から 6 日まで、 ヴィ

テブスク市近郊のザベリエ村で、 27 名

の大人と 11 名の子供たちが、 3 つの

湖に囲まれた美しい場所にある学校で、

SSEHV キャンプを行いました。 ヒューマ

ンバリューズに焦点を当てて、 SSEHV ク

ラス、 文化祭、 キャンプファイヤー、 アー

ト ワークショップ、 コンピューター　トレー

ニングクラス、 運動会などが行われ、 参

加者全員が有意義な時間を過ごしました。

ロシア
2014 年 4 月 27 日から 5 月 3 日まで、

ロシアのサンクト ペテルブルグ市で、 欧

州 ISSE が主催する SSEHV セミナーが

行われ、 ロシアとその近隣諸国から、 総

勢 85 名が参加しました。 21 年目とな

る今回は、 基本事項、 リーダーシップ、

自己の気づきなどについて話し合いが行

われました。 欧州 ISSE はこれまでに 150

名以上のトレーナーを養成しており、 そ

のうち、 13 名にはディプロマが授与され

ています。 自信、 責任、 愛、 普遍的価

値に焦点が当てられている SSEHV セミ

ナーは、 教師たちにとって新たな知識を

得ると同時に、 教師間のネットワークを築

き、それぞれの体験を分かち合う場となっ

ています。

メキシコ
2014 年 1 月 4 日から 31 日にかけて

の 28 日間、 モレロス州のクエルナヴァカ

市で、 第 5 回ラテンアメリカ SSEHV イン

ターンシップディプロマ　コースが開催さ

れました。 メキシコ、 ベネズエラ、 コロン

ビア、 ボリビア、 ブラジル、 チリ、 アルゼ

ンチンから 20 名の現職教師が参加し、

5 カ国から集まった 17 名のファシリテー

ターからトレーニングを受けました。

1 月 19 日には、 全員でソチカルコの

ピラミッドとタスコの町を見学し、 スペイン

によって植民地化される以前にあった伝

統文化と、 現代メキシコ文化についての

話し合いが行われました。

閉会式では、 クエルナヴァカ市にある

サティア サイスクールの生徒たちが、 道

徳に関する歌と詩を披露しました。

オーストラリア
2013 年 8 月 10 日と 11 日の 2 日間、 シ
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ドニー近郊にあるボスレイ公園で、 SSEHV

大会が開催され、 世界第 3 地域の国々

（オーストラリア、 パプアニューギニア、

ニュージーランド、 フィジー、 フィリピン、

太平洋諸島） から 160 名以上の参加があ

りました。

プレゼンテーションやワークショップで

は、 特に、 中高生クラスと青年クラスの

SSEHV プログラムに焦点が当てられまし

た。参加各国では SSEHV 教師によって、

驚くほどダイナミックで革新的な教育手

法がたくさん開発されており、 中高生や

青年たちを SSEHV に引きつけることに成

功しています。

ブラジル

2014 年 4 月 18 日と 19 日の 2 日間、

第 10 回 SSEHV 全国大会が、 リベイラ

ンプレート市で開催されました。 「全人教

育のための人間的価値」 と題したこの大

会には、 ブラジル国内に 5 校あるサティ

ア サイ スクールから 150 名の教師とその

他の方々が参加しました。

大会は、 市教育長と ISSE 理事長か

らの挨拶で始まり、 ブラジルにおける

SSEHV 活動に関する 18 のレポート発表

と 5 つのワークショップが行われました。

2000 年に設立されて以来、 ブラジルの

ISSE は、 SSEHV 教師セミナー、 SSEHV

ワークショップ、 会合などを、 計 100 回

以上開催しており、 子供たちの学力面 ・

人格面の発達を支援しています。

フランス
2014 年 5 月 24 日と 25 日の 2 日間、

パリで SSEHV セミナーが開催され、 フラ

ンス、 ベルギー、 スイスから約 35 名の

教師が参加しました。 南欧州 ISSE か

ら 3 名の講師を招き、 エデュケアについ

てのコースが行われました。 また、 ディ

プロマ コース修了予定者 3 名による最

終課題のプレゼンテーションもあり、 この

3 名は最高評価を得てディプロマ を得

ることができました。 今回のセミナーは、

参加者全員にとって、 前向きに取り組む

姿勢を培い、 気持ちを盛り上げるものと

なりました。

エルサルバドル
エルサルバドルの ISSE は、 首都サン

サルバドルを拠点として、2001 年からディ

プロマ コースを始めました。 それ以来、

エルサルバドル大学をはじめとするさま

ざまな学校の教師たち、 850 名以上を対

象に研修を行ってきました。

2014 年 5 月には、 第 25 回ディプロ

マ コースが修了しました。 このコースは、

ISSE の講師 11 名が担当しており、 4 ヶ

月間にわたる延べ 90 時間の授業と、 地

方にあるさまざまな学校で 2 ヶ月間のイ

ンターンシップ活動が行われます。

オマーン
2011 年以来、 SAI （Serve And Inspire:

奉仕と気づき） グループは、 オマーンの

さまざまな学校で、 36 回の SSEHV ワー

クショップを開催してきました。 これらの

ワークショップは、 教育省に公認された

もので、 第 1 回ワークショップの開会式

は、 2011 年 9 月にオマーンの教育大臣

を務めていたマディハ博士臨席のもと行

われました。

2013 年 12 月 7 日から 2014 年 1 月 3

日まで、 ニズワ市、 サララ市、 スー市に

ある学校で、「教育と人間的価値の統合」

と題した4つのワークショップが開催され、

185 名以上の教師たちが参加しました。

これらのワークショップの様子は、 タイム

ズオブオマーン誌の特集記事として報道

されました。

＊＊＊＊＊＊＊＊

SAI グループは、2013 年 12 月 20 日、

首都マスカット市で、 健康に関する意識

向上セミナーを主催し、 約 125 名が参

加しました。 医療専門家たちが、 健康、

健康診断、 歯科衛生、 糖尿病、 高血圧、

心臓疾患について、 自然治癒力を重視

したホリスティックな観点からの情報を紹

介しました。 オマーントリビューン誌に、

このセミナーに関する記事が掲載されま

した。

カザフスタン
2013 年に SSEHV 大会が開催され、

約 1600 名が参加しました。 大会では、

168 種類ものさまざまな授業 ・ セミナー ・

ワークショップが行われました。 40 名の

教師とアシスタントたちは、 2 歳から 6 歳

までの幼児 186 名を対象に、 15 クラスを

開催しました。

「楽しい学校」 と題した別の教育プロ

ジェクトでは、 1 年生から 9 年生までの

生徒 700 名を対象に 89 クラスが開催さ

れました。 そのうちの 60 クラスは SSEHV

教室で、残りの 29 クラスは 「私とは何か」

を考えさせる授業でした。

市街地から参加した 291 名の生徒た

ちは、 舞台演技 ・ ダンス ・ スポーツ ・ 人

形劇 ・ その他の芸術に関する 48 のワー

クショップに出席しました。

地方から参加した 89 名の学校 ・ 幼稚

園教師たちは 「自己の発見」 「いじめと

疎外感」 「10 代の自殺」 「アルコールや

タバコの依存症」と題した 4 つのセミナー

に参加しました。

ネパール
2014 年 1 月から 4 月にかけて、ネパー

ルの ISSE は、 46 名の教師を対象に、 1

週間にわたる SSEHV セミナーを数回実

施しました。

2014 年 3 月 21 日と 22 日の 2 日間に

は、 イタハリ市で SSEHV セミナーが行わ

れ、 125 名の教師が参加しました。

2014 年 4 月 19 日と 20 日の 2 日間に

は、 シャルペイン市で 18 名の教師を対

象に、 同様のセミナーが開催されました。

2014 年 2 月から 4 月にかけては、ゴー

ラヒ、 カトマンズ、 ラマター、 ラリプール

にある学校の教師たち 400 名以上を対

象に、 教師向け SSEHV 研修の入門コー

スが開催されました。
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が祝われ、 生徒、 保護者、 地域住民た

ちが出席しました。 生徒たちは、 ヒュー

マンバリューズを含んだ劇や歌、 詩の朗

読、 伝統舞踊などを披露し、 優れた施

設のあるモデルスクールで SSEHV メソッ

ドを用いた教育を受けられることに感謝

の意を表しました。 それから、 通常の教

科カリキュラムに沿って道徳的な知識を

与えてくれる教師たちに敬意を表しまし

た。 また、 78 名の保護者たちが、 ヒュー

マンバリューズに基づく子育てセミナー

に参加しました。

ガイアナ共和国
2013 年 10 月 12 日、 ISSE に よ る エ

デュケア ワークショップが、 政府の青少

年 更 生 施 設 （NOC ： New Opportunity 

Corps) で開催されました。

この施設はエセクイボ川の中にある施

設で、 ボートでしか行くことができません。

ある参加者がこの会場へ向かう途中、 偶

然ラモルタル大統領に会い、 このワーク

ショップについて話したところ、 大統領か

ら ISSE の教師に会いたいと要望されまし

た。 3 名の教師が大統領と面会し、 ワー

クショップの概要を伝えたところ、 大統領

は以前 ISSE 関連の会議に出席した経験

があることが判明しました。

大統領との出会いは、 ISSE に幸運を

もたらしました。 というのは、 このワーク

ショップを準備するための政府下級官吏

官との連絡や話し合いが難航していたと

ころだったからです。

最終的に、 ワークショップは滞りなく開

催することができました。 厚生施設で生

活する青年たちは、 心を開いて熱心に

プレゼンテーションに参加していました。

その後、 今回のワークショップへの感謝

をこめて、 施設スタッフと青年たちによる

音楽プログラムが披露されました。

このワークショップは、 とても印象に残

る素晴らしいものとなりました。 そのため、

施設の担当者から、 今回参加できなかっ

たスタッフのために、 2 週間以内にもう一

また、 有名私立学校からの要請で、 教

師向け SSEHV セミナーが行われました。

閉会式では、 主賓のネパール政府官

房長官が、 ネパールの ISSE の活動を高

く評価しました。

さらに、 ネパール文部省の要請で、

ISSE が 4 つの都市で 180 名の現職教師

を対象に 1 日 SSEHV セミナー（入門編）

を開催しました。 37 名の学生には奨学

金が授与されました。

ドミニカ共和国
2014 年 3 月 15 日に、 サンティアゴ市

の市庁舎で SSEHV ワークショップが行

われ、 市長、 地元リーダーたち、 警察

署を含めた 100 名以上が参加しました。

真実 ・ 正しい行い ・ 平安 ・ 愛 ・ 非暴力

というヒューマンバリューズについて紹介

し、 これらの価値を家庭や職場などの日

常生活の中でどのように実践していくか

というテーマについて、 具体的に話し合

いました。 このワークショップはサンティ

アゴ市長から要請され、 地域全体や公

務員に対する心の教育の一環として実

施されたものです。 ワークショップは熱

気に溢れたものとなり、 ISSE と地元コミュ

ニティーの絆も強められました。

ナイロビ
2001 年にナイロビのカジアド地区キサ

クに開校したサティア サイ スクールは、

貧困家庭の子供たちに無償で教育を提

供しています。 現在、 学校内では 125

名の男子生徒が寮生活を送っています。

学校の敷地内には、 雨水を貯蔵するた

めにコンクリート製の容量 1 万リットルの

タンクが 7 基備えられています。 2013 年に

は、 大規模な多目的講堂も完成しました。

2013 年 6 月 9 日には、 毎年恒例の

体育祭が開催され、 生徒や保護者、 学

校職員、 地域住民、 近隣の学校の教師

たちが集まりました。

2013 年 7 月 28 日には 「教師の日」

度エデュケア ワークショップを開催して

ほしいとの要望がありました。

さらに、 ジョージタウンから約 30 キロ

離れたところにあるクルクル教育大学から

も、 エデュケア ワークショップを開催して

ほしいとの要請がありました。

プエルトリコ
プエルトリコの ISSE は、 2014 年 4 月

26 日に、 ヒューマンバリューズを含む物

語のコンテストを実施しました。 32 校から

教師や保護者たちがエントリーし、 教師

から 10 話、 保護者から 8 話が選ばれま

した。 最終審査では、 審査員の前で物

語の朗読が行われました。 このコンテス

トには、 著者、 来賓、 審査員、 ISSE 関

係者合わせて 72 名が参加しました。 今

回入賞した作品は、 将来、 書籍にまと

められて出版される予定です。

2014 年 6 月 16 日から 27 日と、 7 月

16 日 か ら 27 日 に、 ISSE が 主 催 す る

SSEHV 基本コースセミナーが開催されま

した。 どちらも会場は満員となりました。

スイス
2013 年 6 月 23 日、 スイスでは初めて

となるヒューマンバリューズ ウォークが開

催され、 約 100 名の参加者たちが、 美

しいジュネーヴ湖に沿って行進しました。

青年を含めた 25 名のボランティアたち

が、 このイベントを準備しました。 ルート

の途中 5 か所にテントが設営され、 それ

ぞれのテントが、真実・正しい行い・平安・

愛 ・ 非暴力をテーマにした展示会場とな

りました。

参加者たちには、 スタート時にヒュー

マンバリューズ パスポートが手渡され、

ゴール地点で参加記念品が配られまし

た。 きわめてまれなことですが、ジュネー

ヴ市当局は、 このイベントに必要な公的

施設を無料で提供しました。 さらには、

地元議会からもテーブルや椅子、 参加

記念品が提供されました。
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昨年好評を得た 「インドを学ぶ特別講

座」 が今年も開催されました。 今年は、

2014 年 6 月 6 日に、 横浜市教育委員

会主催による勉強会 （高等学校地歴 ・

公民科研修） にて、約 2 時間にわたり 「イ

ンドを学ぶ特別講座 2014」 が行われま

した。

インドを学ぶ特別講座 2014（日本）

講座では、

①「インドと横浜の深いつながり」（講師　

比良佳代子）、

②「インドの教育と教授法」（講師　石井真）」

と題した 2 つの講演が行われ、 横浜

市内の高等学校から 35 名の社会科

教師が参加し、 耳を傾けました。 横浜

市は、 明治維新以来、 インドと深いつ

ながりがあり、 日本の生糸 ・ 絹織物の

輸出を支えたのは、 横浜のインド商人

たちでした。

講演終了後、 後援のインド大使館から

参加者全員に、 インドに関する資料が配

布されました。

2014 年 6 月 16 日、 静岡経済同友会

浜松協議会主催の第 463 回 6 月例会に

おいて、 当協会理事長の比良竜虎氏が

「インド経営哲学と実践」 と題した講演

を行い、 日本を代表するトップ企業を始

め、 静岡に拠点を置く 34 人の経営者が

「インドの経営哲学と実践」講演会（日本）

参加しました。

比良理事長は、 インド哲学のダルマ

（正しい行い、 正義、 義務、 本分） に

ついて説明し、自分自身が長年にわたっ

てダルマを基本原理として事業経営を

行ってきたと語りました。 また、 そして、

実際の体験から例を挙げ、 「事業は自己

修養の場」、 「事業を通してダルマ （正

義） を伝える」、 「ダルマ （正義） を守る

者はダルマ （正義） によって守られる」

などのメッセージを伝えました。

2013 年 6 月 9 日から 1 年間、 インド

を代表する思想家スワミ ヴィヴェーカー

ナンダの生誕 150 周年を記念して、 日

本および世界各地でさまざまな行事が開

催されました。 一連の記念行事を締めく

くる閉会式が、 2014 年 5 月 25 日、 東

京の清泉女子大学で行われました。 さ

まざまな分野から祝辞が寄せられ、 ヴィ

ヴェーカーナンダ氏の教えにふさわしい

行事となりました。

スワミ ヴィヴェーカーナンダは、 シカゴ

の宗教者会議に参加する途中、 1983 年

に日本に立ち寄り、 長崎、 大阪、 京都、

東京、 横浜と回りました。 スワミは日本を

高く評価し 「見知らぬ土地を見る機会を

得たら、 まず日本に行くべきである」 と

スワミ ヴィヴェーカーナンダ生誕 150 周年記念行事閉会式

語りました。

　閉会式は、清泉女子大学理事長のシス

ター塩谷からの歓迎の辞で始まり、続い

て、ラーマクリシュナ マト アンド ミッション

事務総長のスワミ　スヒターナンダ師、駐

日インド大使ディーパ ゴパラン ワドワ閣

下、東京大学名誉教授・公益財団法人

中村元東方研究所理事長・東方学院長

である前田専學博士の講演が行われま

した。

続いて、 バングラデシュ大使マスド ビ

ン モメン閣下、 ネパール大使マダンク

マール バッタライ閣下、 アート オブ リビ

ングのスワミ　サッディオジャータハ師、

千葉県能忍寺の　山口博永師、 上智大

学教授のシリル ヴェリヤト神父、 そして

サティア サイ教育協会理事長の比良竜

虎氏が挨拶を述べました。

比良理事長は、1978 年にまで遡って、

スワミジ （スワミ ヴィヴェーカーナンダ） と

の邂
か い こ う

逅を振り返り、 スワミジの恩に報いる

唯一の方法は、 我々の日常生活の中で

その教えを実践することであると述べまし

た。 教育の究極の目的は「真我の科学」

を知ることであり、 そのためには、 多くの

忍耐や犠牲を伴う信念こそが極めて重要

であることを強調しました。 　　

その後、 インド古典舞踊やシタール演

奏などのインド文化祭が行われ、 150 周

年記念を締めくくる閉会式の幕が下りま

した。

2014 年 9 月 27 日、 川崎市国際交流

センターで SSEHV の勉強会が開催され、

テンダーハーツ インターナショナル スクー

ルから 7 名の先生方が出席しました。

SSEHV 勉強会（日本）

会は参加者の自己紹介から始まり、

打ち解けた雰囲気の中、 ISSE 理事長の

比良竜虎氏から、 SSEHV の理念や具体

的な事例、 教育方法などが紹介されま

した。 また ISSE から出版されている書籍

数冊が同校に寄贈されました。
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マグネシウムはＤＮＡを保護する

体内に豊富に存在するミネラルである

マグネシウムは、 多くの食物に自然の形

で含まれ、 あるいは、 食品に添加され、

サプリメントとしても入手可能であり、 また

いくつかの医薬品 （制酸剤、下剤など）

にも含まれているものです。 私たちの体

はマグネシウムなしにはエネルギーを創

マグネシウムの効用と健康に与える重要性

り出すことはできず、 筋肉は恒常的な収

縮の状態となり、 また、 生成されたコレス

テロールの水準を調整し血液中に放出

することもできません。

マグネシウムは体内で生じる 300 以上

の化学反応にとって必須のものであり、

エネルギー水準を保ち、 気持ちを落ち

着かせ、 心臓と血管の健康を維持する

のに欠かせません。

体内でのマグネシウムの不足は、 喘

息や糖尿病、 骨粗しょう症など多くの病

気の発症に関わっています。

研究によれば、 ＤＮＡの統合はマグネ

シウムの不足によって遅くなることが示さ

れています。 ＤＮＡの安定はマグネシウ

ムに部分的に依存しているのです。 マグ

ネシウムはＤＮＡ構造を安定させるばか

りでなく、 外部環境からの変異誘発物質

によるＤＮＡの損傷の修復における補助

因子としての機能をも果たします。 ＡＴ

Ｐ （アデノシン三リン酸） と結合すること

で、 マグネシウムはＲＮＡ （リボ核酸 ： Ｄ

ＮＡを 「読み取り」、 それに必要なタンパ

ク質を体内で生成する） の健全な生成

を助けます。

マグネシウムは

体内の電解質バランスを制御する

カルシウム ・ ナトリウム ・ カリウムなど

の重要なミネラルの健全なバランス ( ホメ

オスタシス ： 恒常性 ・ 安定性 ) を保つマ

グネシウムの役割は、 神経インパルス、

筋肉の収縮、 心臓の鼓動に影響を与え

ます。

血液・心臓・骨に対するマグネシウム

カルシウムの骨に対する重要性につ

いては、 よく耳にしますが、 マグネシウム

もまた健全な骨にとってカギとなるミネラ

ルです。 非常に多くの人がマグネシウム

を摂らずにカルシウム錠剤を摂取してい

るため、骨粗しょう症を発症しやすい人々

にとっては、 実際のところ、 カルシウムよ

りもマグネシウムの必要性の方が高くなっ

ているかもしれません。 また、 人の心臓

にとってマグネシウムはおそらく最も重要

な栄養素で、 心臓の筋肉そのものがより

よく機能することを助けます。 さらにマグ

ネシウムは心臓病と呼ばれるほとんどの

疾患が発症する箇所である血管を保護

するのを助けます。マグネシウムはまた、

アスピリンに似た、 自然の血液希釈剤で

もあり、 多くの医師や研究者は心臓発作

や心筋梗塞を防ぐのを助ける可能性があ

ると信じています。

マグネシウムと糖尿病

マグネシウムをより多く含む食事は、

糖尿病の極めて低い発症と関連がありま

す。 おそらくはグルコースの新陳代謝に

おけるマグネシウムの重要な役割のため

と思われますが、 血中マグネシウム減少

症は、糖尿病に先行する条件（あるいは、
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糖尿病がインシュリン抵抗性の結果かも

しれませんが）としてのインシュリン抵抗

性をさらに悪化させることがあります。糖

尿病によって、尿とともに排泄され失われ

るマグネシウムの分量が増加し、その結

果インシュリンの分泌と作用に弊害をきた

し、糖尿病の制御を悪化させるかもしれ

ません。

マグネシウム不足による症状

● 関節炎・筋肉炎

● 炎症

● 食欲不振・吐き気

● 麻痺、刺痛

● 片頭痛

● 疲労

● 虚弱

● 骨粗しょう症

● 血糖の変動

● 高血圧

これらの研究によって、 以前には知ら

れることのなかったマグネシウムのもたら

す健康への便益の一つとして、 精神的・

感情的状態に影響をもたらす、 ということ

が示されました。

精神的落ち込み、 不眠症、 気持ちの

変動などに悩む人にとっては食事にマグ

ネシウムを付加することで改善が見込め

るかもしれません。 初期の研究によって

も、 パニック的発作や不安の発症率やそ

の症状の程度も軽減されることがわかっ

ています。

マグネシウムの体内での保有量を測る

のは容易ではありません。 というのは、

検査によって判明する血液中の含有量

はたったの１％でしかなく、 このことがこ

れまで科学者が食生活におけるマグネシ

ウムの重要性を過小評価していた理由の

一つでもあります。 さまざまな新鮮な食

物を含む食事をすることでマグネシウム

欠乏症を未然に防ぐことができます。

 

マグネシウム不足となりがちな人とは？

● 年齢が55歳以上の人

● アルコールやカフェイン含有飲料、

ソーダ水を定期的に摂る人

● 利尿剤・心臓疾患や喘息の薬・避妊

薬・エストロゲン補充療法などを受診・

摂取している人

● 手術や火傷、肝臓疾患を含めて、著し

い肉体的・心理的ストレスを受けてい

る人

● 消化器疾患を持つ人

マグネシウムを豊富に含む食品

1. ぬか　－　米、小麦、オーツ麦

2. ハーブ　－　ドライコリアンダー、チャ

イブ、スペアミント、ディル、セージ、

バジル

3. 種子　－　かぼちゃ, ひまわり, 亜麻、

ゴマ

4. ナッツ －　アーモンド, ブラジルナッ

ツ、カシューナッツ、松の実

5. ダークチョコレート（ココアの含有割合

の高いチョコレート）

ホウレンソウやケールなどの緑の葉野

菜、 ドライビーンズ、 全粒粉パン ・ シリ

アルもまた、 優れた食品です。

マグネシウムの効用を最大限に享受

するには、 カルシウム、 ビタミン D ・ K を

十分に摂取する必要があります。 バラン

スのとれた食事と適切な日光浴が肉体の

要求するすべてです。

出典 :

http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/

http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/

http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium

http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE

http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75
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C D

１）CD「ラブ オール サーブ オール」

　EHV の歌 VOL. １　\1,000

２）CD「ピース ピース ピース」

　EHV の歌 VOL. ２  \1,000

３）CD「友だちになろうよ」

　EHV の歌 VOL. ３  \1,000

書 籍
4) SSEHV ヒューマン バリューズ教育

　新指導案集１　　            \1,800

ISSE 書籍等のお申し込み先

サティア サイ教育協会

〒153-0043東京都目黒区東山１-30-8

FAX　　 03-5724-5452

E-mail　ssehv@isse-jp.org
※　代金引換郵便でお送りします。

Amazon からもご購入いただけます。

ISSE ホームページアドレス

http://www.isse-jp.org/

全国 SSEHV クラス
名古屋 058-326-5671

関　西 078-912-4393

☆日時・場所等は各教室にお問い合わせ

ください。また、お近くに教室がない方

は ISSE 事務局までご相談ください。　

ISSE 事務局 ssehv@isse-jp.org

ISSE 事務局からのお知らせ
刊行目録

新指導案集のご案内

ISSE では、学習指導案集『SSEHV ヒューマン バリューズ教育 新指
導案集 1』を出版しております。小学校道徳の学習指導要領に沿ったテ
ーマを厳選し、ヒューマンバリューズと五大教授法をバランス良く組み
込みました、現場の先生がすぐに使えるように、指導案形式になってい
ます。

物語の読み聞かせに使う視覚教材は、MS パワーポイントを使ったカ
ラーのプレゼンテーション形式に加工し、ワークシートと一緒に付属の
CD に収めました。必要なときにすぐに使え、プリントアウトも可能で
す。参加型の活動が多いので、楽しみながらヒューマンバリューズに親
しむことができます。

（低学年向け指導案 5、中学年向け指導案 10、高学年向け指導案 10）

サ イ ズ ：　A4 版
価 　 格 ：　1,800 円（税込）
販売方法：　一般書店では販売しておりません。
　　　　　　送料と代金引換手数料 250 円を加算しての代金引換郵便のみ
　　　　　　で販売します。
注文方法：　はがき、ファックス、または E メールで、「SSEHV 新指導案集
　　　　　　購入希望」と明記し、希望冊数、送り先の郵便番号、住所、氏名、
　　　　　　電話番号、E メールアドレスを添えて、ISSE までお送りください。
　　　　　　発送には 2 週間ほどかかります。

「ヒューマンバリューズセミナー」開催校募集
 

SSEHV（Sathya Sai Education in Human Values サティア サイ ヒューマンバリューズ教育）は、黙想・積極的思考・物語・
音楽・グループ活動という五つの教授法を用いて、人格・品格・美徳を構成するヒューマンバリューズ（人間的価値）を引
き出す教育プログラムです。世界 95 か国で実施され、インド・タイ・カザフスタン・フィリピン・台湾などでは国を挙げ
て取り入れられ、大きな成果を上げています。特にタイにはモデル校があり、教育関係者、公・私立学校教員、政府関係
者が頻繁に視察に訪れています。最近では、社員教育や従業員教育にも応用されるようになりました。

日本では1994 年にSSEHVプログラムが紹介されました。以来、さまざまな学校で教師向けヒューマンバリューズセミナー
が開催されています。このセミナーでは、SSEHV の基本理念と理論、具体的な教授法と SSEHV クラスのデモストレーショ
ン、各教科にヒューマンバリューズを組み込む方法などをご紹介します。道徳や教科に取り入れやすいよう、具体的・実践
的な指導例を数多く紹介するだけでなく、SSEHV 授業体験も含まれた双方向型のセミナーです。半日セミナー、1 日セミ
ナー、2 日セミナーがあり、2 日間セミナーを受講した方には SSEHV 教師認定証（ディプロマ）を発行いたします。

なお、ISSE はヒューマンバリューズ教育の普及を目的とした非営利のボランティア団体であり、すべてのセミナーの参加
費は無料です。

保護者向け、生徒向けのワークショップもあります。関心のある方はお気軽にお問合せください。


