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　国際社会のグローバル化が加速する中、世界の人々は自国の国歌・
国旗をとても大切にしています。日本はというと、国歌＝戦争に結び
つけて拒否される方もおりますが、日本の国歌そのものは平和を賛美
する美しき賀歌であり、決して戦争へと導くものではありません。
　様々な歴史観があるのは良いことですが、イデオロギーは別として、
世界に誇れる優れた国歌であるということを、素直に認識していただき、
「日本国民としての自覚と誇り」の礎にしていただければ幸いです。

　国歌『君が代』は、平成11年8月13日に「国旗及び国歌に関する法律」が施行され、日
本の国歌として法律制定された訳ですが、その経緯には次のような背景がありました。

　平成８年頃から教育現場において、文部省指導により日章旗掲揚と君が代斉唱が
義務づけられました。しかし、反対派は日本国憲法の思想・良心の自由に反すると主張。
埼玉県立所沢高等学校では卒業式・入学式での日章旗と君が代の扱いで賛否論争が
拡大し、生徒を巻き込んで混乱が生じました。また平成11年には広島県立世羅高等
学校で、卒業式に君が代斉唱・日章旗掲揚に反対する教職員と文部省通達との板挟
みになった校長が自殺。これらを1つのきっかけとして小渕首相が法制化を進め、自
由民主党、自由党、公明党、民主党の一部賛成により、国旗・国歌が制定されました。

　県内における国歌についての議論としては、県立高校の卒業式において、国歌斉唱
の際に起立しない教員がいるとのことで、県議会にて教育問題として議論されました。
県教育長は、『国際化の進展に伴い、児童生徒が将来、国際社会において尊敬され、信
頼されるためには、国旗及び国歌に対する正しい認識をもたせ、それらを尊重する態
度を育てることが重要です。入学式や卒業式などにおける国旗及び国歌の指導に当
たって、教職員が学習指導要領に基づき児童生徒を指導することは職務上の責務で
あり、自ら範を示すことが必要です。』として、学習指導要領が適切に実施されるよう
指導してきましたが、平成19年度は県立高校で15校、平成20年度では県立高校4校、
特別支援学校６校の計10校で国歌斉唱のときに起立しない教員がいたとのことです。

　このことについて、上田埼玉県知事は次のように述べられました。（以下略文）
　『日本が世界でも誇れるすばらしい国だということを、常々、教育の中でしっかり教
えていくべきだと考えております。また、国際社会の中において、自国を尊敬する人が
他国でも尊敬されるというルールがあります。自分の国を愛せない人は、他国でも尊
敬されません。そういう意味で、国旗・国歌を尊重することは当然でございまして、そ
ういうルールになっています。卒業式など式典のルールに従って模範を示さなけれ
ばならない教員が、模範にならないようではどうにもならない。教育委員会が決める
ことですが、日本の国旗や国歌がそんなに嫌だったら、辞めたらいいんじゃないのと
私は思っています。』
　「前述の発言に対し、メールやファクスをたくさんいただきました。同感のご意見が
324件（94.7%）。反対意見が18件（5.3%）。国民の皆さんは正しく物事を見てい
ると私は思います。さらに、同感の人の半分くらいから、マスコミや左翼に負けない
ようにとの励ましをいただきました。』

「国旗及び国歌に関する法律」制定の背景

教育現場における混乱について埼玉県議会での議論

平和賛美の歌
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　歌詞の出典は平安時代の『古今和歌集』巻７、賀歌の初め
に「題しらず」「読み人知らず」として詠まれています。
　最初の「君」は特定の個人をさすものではなく、治世の君の
長寿を祝し、その御世における社会全体の平和・栄華を祝う
賛歌であるといわれています。
　明治13年に曲がつけられ、以後は国歌として扱われるよう
になり、平成11年に「国旗及び国歌に関する法律」で国歌に
制定されました。

※）『君』（天皇→象徴→日本総体のシンボル） ＝ 日本国・日本国民の意

※）『さざれ石』 ＝ 細かい石

※）『巌となりて』 ＝ 細石が何千万年という時間を要して固結し岩石となる

※）『苔のむすまで』 ＝ 細石→岩石→苔が生える ＝ ともに永い時間の例え

『日本国 及び 日本国民が

 いついつまでも　平和で栄えますように』

日本国歌『君が代』の意訳
（１）

（２）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

個人県民税

県民税利子割

（３）県民税

（４）事業税

　　　　  計

個人事業税

不動産取得税

ゴルフ場利用税

鉱区税

狩猟背院

　　  合　計

3,120,809

     49,041

   242,779

   761,259

 1,004,038

     73,481

    204,237

    146,875

        5,260

        6,551

  4,610,251

3,230,538

     64,235

   480,673

 2,213,485

 2,694,158

      90,883

    221,559

    142,924

        5,682

        6,844

  6,456,841

  -109,729

    -15,194

  -237,894

-1,452,226

-1,690,120

     -17,402

     -17,322

       3,933

         -422

         -333

-1,846,590

-3.4%

-23.7%

-49.5%

-65.6%

-62.7%

-19.1%

  -7.8%

   2.8%

  -7.4%

  -4.9%

-28.6%

個人所得の減少等

銀行預金等利子所得の減少
平成 15年度

平成 16年度

平成 17年度

平成 18年度

平成 19年度

平成 20年度

平成 21年度

93.0%

92.8%

94.5%

95.8%

96.6%

96.4%

94.9%

255,896

300,551

213,331

217,892

210,349

213,226

236,814

3,679,398

3,991,316

4,699,711

5,553,924

7,090,150

6,456,841

4,610,251

税　　目

収入未済額

（ 単位　千円 ）

（ 単位　千円 ） （ 単位　千円 ）

平成21年度
　収入額

平成20年度
　収入額

前年度収入額
に対する増減 前年度比 主な増減理由

法人の収益減少等

納税義務者数の減少等
（事業主控除額 290万円）

年　度 収入額 納税率

法
人
二
税

中古の大規模家屋の
取引減少等

利用人員の増加

秩父県税事務所
県税収入額、納税率及び収入未済額の推移

《 平成22年５月作成資料 》平成21年度　秩父県税事務所　県税収入状況

オーストラリア連邦

「美しいオーストラリアを前進させよ」

オーストラリア人たち皆よ、喜ぼう、
私たちは若く自由だから ;
私たちは黄金の土と骨折りに対する富
を持っている ;
私たちの故郷は海に囲まれている ;
私たちの土地には豊かでまれな美の
自然の贈り物がたくさんある ;
歴史のページで、すべての舞台に
美しいオーストラリアを前進させよう !
喜ばしい調子で歌おう、
「美しいオーストラリアを前進させよ !」

勇敢なクックがアルビオンから出帆し、
広い大洋を辿ったとき、
本当のブリテンの勇気が彼を運んだ、
彼が私たちの岸に上陸するまで。
そしてここで彼は古いイングランドの
旗、
勇者の旗を掲げた ;
すべての彼女の欠点とともにでも私た
ちは彼女を愛する、
「ブリタニアが波を支配する !」
喜ばしい調子で歌おう、
「美しいオーストラリアを前進させよ !」

外国の敵がいつか私たちの岸を狙うか、
大胆にも足を上陸させるなら、
私たちは昔の父たちのように戦争に奮
い立つだろう
私たちの故郷の岸辺を守るために ;
ブリタニカはそしてきっと知るだろう、
広い大洋のうねりの向こうに、
美しいオーストラリアの土地にいる彼
女の息子たちが
ブリテンの魂をまだ保っていることを。
喜ばしい調子で歌おう、
「美しいオーストラリアを前進させよ !」

‘Advance Australia Fair’

Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We’ ve golden soil and wealth for 
toil;
Our home is girt by sea;
Our land abounds in nature’ s gifts
Of beauty rich and rare;
In history’ s page, let every stage
Advance Australia Fair!
In joyful strains then let us sing,
“Advance Australia Fair!”

When gallant Cook from Albion 
sail’ d,
To trace wide oceans o’ er,
True British courage bore him on,
Till he landed on our shore.
Then here he raised Old England’ s 
flag,
The standard of the brave;
With all her faults we love her still,
“Brittannia rules the wave!”
In joyful strains then let us sing
“Advance Australia fair!”

Shou’ d foreign foe e’ er sight our 
coast,
Or dare a foot to land,
We’ ll rouse to arms like sires of 
yore
To guard our native strand;
Brittannia then shall surely know,
Beyond wide ocean’ s roll,
Her sons in fair Australia’ s land
Still keep a British soul.
In joyful strains then let us sing
“Advance Australia fair!”

ブラジル連邦共和国

「ブラジルの国歌」

イピランガの穏やかな岸から、
英雄的な人々の反響する叫び声が聴こえた、
そして自由の太陽が、きらめく光線で、
その瞬間に祖国の空の中で輝いた。
もしその平等の保証を
私たちが強い腕で勝ち取れるなら、
君の胸の中で、おお、自由、
私たちの胸は自らの死に立ち向かう !

おお、愛され、熱愛される祖国、万歳 ! 万歳 !

ブラジル、愛と希望の、
熱烈な夢、生き生きした光線が地上に降りる、
もしにこやかで澄んだ君の美しい空の中で、
南十字星の姿がまばゆく光るなら。
自然による巨人、君は美しく、
強く、恐れ知らずの巨人だ、
そして君の未来はその麗姿を映す。

君は千の他のものの間で
崇められる土地だ、
ブラジル、
おお、愛される祖国 !
君はこの土地の息子たちの優しい母だ、
愛される祖国、ブラジル !

ブラジルよ、君が誇示する星のちりばめられ
た旗が、永遠の愛の象徴であらんことを、
そしてこの旗の緑の月桂樹が言わんことを
̶未来の平和と過去の栄光。
しかしもし君が正義から強い棍棒を上げるな
ら、君は君の息子が戦いから逃げないし、
君を崇める者が自らの死を恐れないのを見る
だろう。

‘Hino Nacional do Brasil’

Ouviram do Ipiranga às margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó, Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
̶Paz no futuro e glória no passado.
Mas se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria 
morte,

オセアニア

法人二税が -62.7 全体で -28.6％ ％ も減収！秩父地域の最新情報

南アメリカ

～ 中 略 ～ ～ 中 略 ～
～ 中 略 ～ ～ 中 略 ～

日本の誇り・美しき国歌

いしずえ

がのうた



　オリンピックやワールドカップなど、スポーツの国際競技ではよく耳にする世界の国歌ですが、
何を言わんとしているか、歌詞に気を留めたことはございますか？
世界には、かつては軍歌だった「ラ・マルセイユ」を国歌としたフランスを始め、
「外国から来た敵を殲滅せよ」と唱えるような過激な歌調を唱える国歌が多く見られます。

　世界の国歌を学び、他国の歴史・文化を尊重できる心の広さをもって、改めて私たち日本人と
しての誇りを抱いて、国際社会の中で協調と平和のために英知を発揮いたしましょう！

大韓民国

トルコ共和国
「独立の行進曲」

恐れるな、狼狽させられるな、この赤い旗は決して褪せないだろう。
それは私の国家のために燃えている最後の炉だ、
私たちはそれが決して弱らないだろうことを確かに知っている。
それは私の国家の星、永遠に輝いている、
それは私の国家の星で、それは私のものだ。

しかめるな、美しい三日月、私はあなたのために死ぬ用意ができているから。
私の英雄的な国家に今は微笑み、この怒りは置いておけ、
汝のための流血が祝福されないことがないように。
自由は私の国家の権利だ、
神を崇拝し正しいことを求める私たちのための自由

?stiklâl Marşi’

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır hakk’ a tapan milletimin istiklâl!

イスラエル国

「希望」

心の中ではあるが̶内心で
ユダヤ人の魂が切望する、
東の展望に向かって̶東方へ
目がシオンの方を見る。
それはまだ失われていない、私たちの希望、
二千年の希望だ、
私たちの土地で、シオンとエルサレムの土地で、
自由な人々になること。
私たちの土地で、シオンとエルサレムの土地で、
自由な人々になること。

‘Hatikvah’

Kol od balevav penimah
Nefesh yehudi homiyah,
Ulfaatei mizrach kadimah
Ayin lezion zofiyah.
Od lo avdah tikvatenu
Hatikvah bat shnot alpayim,
Lehiyot am chofshi bearzeinu,
Erez zion viyerushalayim.
Lehiyot am chofshi bearzeinu,
Erez zion viyerushalayim.

‘Aekuk-ka’

Tonghae mulkwa paektusani
Marŭko taltorok
Hanŭnimi pouhasa
Uri nara manse.

Mukunghwa samch?nri
Hwary? kangsan,
Taehan saram taehanŭro
Kiri poc?nhase.

Namsan wie c? sonamu
Ch?lkapŭl turŭn tŭs
Param s?ri pulpy?nhamŭn
Uri kisang ilse.

「애국가」

동해물과 백두산이

마르고 닳도록

하느님이 보우하사

우리 나라 만세

무궁화 삼천리

화려강산

대한사람 대한으로

길이 보전하세

남산 위에 저 소나무

철갑을 두른 듯

바람 서리 불변함은

우리 기상일세

「愛国歌」

東海の水と白頭山が
枯れるまで
神が保佑して下さる
私たちの国、万歳。

槿の三千里、
華麗な江山、
大韓人よ、大韓で
長く保全しよう。

南山の上のあの松
鉄甲を巻いたように
風霜にも不変な
私たちの気像。

中華人民共和国
‘Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ’

Qǐlái! bù yuàn zuò núlì de rénmen!
Bǎ wǒmen de xuèròu,
Zhúchéng wǒmen xīn de chángchéng!
Zhōnghuá mínzú dào le zuì wēixiǎn de shíhou,
Měi gèrén bèipò zhe fāchū zùihòu de hǒushēng.
Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái!
Wǒmen wànzhòng yīxīn,
Mào zhe dírén de pàohǔo qíanjìn!
Mào zhe dírén de pàohǔo qíanjìn!
Qíanjìn! Qíanjìn! Jìn!

「义勇军进行曲」

起来 ! 不愿做奴隶的人们 !

把我们的血肉 ,

筑成我们新的长城 !

中华民族到了最危险的时候 ,

毎个人被迫著发出最後的吼声 .

起来 ! 起来 ! 起来 !

我们万众一心 ,

冒著敌人的炮火前进 !

冒著敌人的炮火前进 !

前进 ! 前进 ! 进 !

「義勇軍行進曲」

立ち上がれ ! 奴隷になりたくない人々よ !
私たちの血と肉で、
私たちの新しい長城を築き上げよう !
中華民族は最大の危機に直面する。
各々から行動のための緊急の呼び声が出てくる。
立ち上がれ ! 立ち上がれ ! 立ち上がれ !
私たちは万人が一心となって、
敵の砲火に立ち向かい、前進せよ !
敵の砲火に立ち向かい。前進せよ !
前進せよ ! 前進せよ ! 進め !

アジア

世界の国歌との比較 アメリカ合衆国

イングランド

「星条旗」

おお、あなたは見ることができるか、夜明けの早い光によって、
あんなにも誇らしく、私たちが黄昏の最後の輝きで歓呼して迎えたものを ?
誰の広い縞と明るい星が、危険な戦いを通して、
私たちが見た城壁の向こうに、あんなにも雄々しく翻っていたか ?
そしてのろしの赤い眩しい光、空中で炸裂する爆弾が、
私たちの旗がまだそこにあるという証拠を夜を通して与えた。
おお、その星条旗はまだ翻っているか、
自由の土地と勇者の故郷の上に ?

敵の傲慢な軍勢が恐ろしい沈黙の中で休息する
深みの霧を通しておぼろげに見られる岸で、
そよ風が、そそり立つ絶壁の向こうに、
気まぐれに吹きながら、今は隠匿し、今は露出させているものは何か ?
今、それは朝の最初の光線の煌めきを捕らえ、
反射される満ちあふれる栄光で、今、流れの上に輝く :
それは星条旗だ ! おお、長くそれが翻らんことを
自由の土地と勇者の故郷の上に。

そしてあんなにも自慢げに誓ったあの一団はどこか
戦争の荒廃と戦闘の混乱が
故郷も国も私たちにもはや残さないだろうと !
彼らの血は彼らの不潔な足跡の汚れを洗い流した。
避難所は彼らの雇われ人と奴隷を助けられなかった
敗走の恐怖と墓の暗闇から :
そして星条旗が勝利の中で翻る
自由の土地と勇者の故郷の上に。

おお、このように常にあらんことを、自由人たちが
彼らの愛される家庭と戦争の荒廃の間に立つであろうとき !
勝利と平和で祝福されて、天に救われた土地が
私たちに国家を作り保護してきた力を称賛せんことを。
私たちは征服しなければならない、それがまさに私たちの主義であるときは、
そしてこれが私たちの標語であらんことを : 「神の中に私たちの信頼はある」。
そして星条旗は永遠に翻るだろう
自由の土地と勇者の故郷の上に !

‘The Star-Spangled Banner’

Oh, say can you see, by the dawn’ s early light,
What so proudly we hailed at the twilight’ s last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O’ er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O say, does that Star-Spangled Banner yet wave
O’ er the land of the free and the home of the brave?

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe’ s haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o’ er the towering steep,
As it fitfully blows, now conceals, now discloses?
Now it catches the gleam of the morning’ s first beam,
In full glory reflected now shines on the stream:
’ Tis the Star-Spangled Banner! O long may it wave
O’ er the land of the free and the home of the brave.

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle’ s confusion,
A home and a country should leave us no more!
Their blood has washed out of their foul footsteps’ pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight and the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O’ er the land of the free and the home of the brave.

Oh, thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved homes and the war’ s desolation!
Blest with victory and peace, may the heaven-rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
Then conquer we must, for our cause it is just,
And this be our motto: “In God is our trust” .
And the Star-Spangled Banner forever shall wave
O’ er the land of the free and the home of the brave!

「希望と栄光の土地」

希望の親愛な土地、
汝の希望は王冠を冠された
神は汝をさらにより強くする !
愛される名高い君主の額に、
もう一度、汝の王冠が据えられる。
汝の平等な法は、得られた自由によって、
汝をよく長く支配してきた ;
得られた自由によって、
維持された真実によって、
汝の帝国は強いだろう。

希望と栄光の土地、
自由の母、
汝から生まれた私たちは
汝をどのように賞揚しようか ?
いっそう広く、より広く
汝の境界線は据えられるだろう ;
汝を力強くした神が、
汝をさらにより強くせんことを。

汝の名声は日々のように、
大きく広い太洋のように古い :
敢然として賞賛を気に留めない誇り、
厳格で沈黙の誇り :
私たちの父が勝ち取ったものに
満足することを夢見る偽の喜びではない ;
英雄の父が費やしてきた血は
英雄の息子をまだ勇気づける。

‘Land of Hope and Glory’

Dear Land of Hope, thy hope is crowned.
God make thee mightier yet!
On Sov’ ran brows, beloved, renowned,
Once more thy crown is set.
Thine equal laws, by Freedom gained,
Have ruled thee well and long;
By Freedom gained, by Truth maintained,
Thine Empire shall be strong.

Land of Hope and Glory,
Mother of the Free,
How shall we extol thee,
Who are born of thee?
Wider still and wider
Shall thy bounds be set;
God, who made thee mighty,
Make thee mightier yet.

Thy fame is ancient as the days,
As Ocean large and wide:
A pride that dares, and heeds not praise,
A stern and silent pride:
Not that false joy that dreams content
With what our sires have won;
The blood a hero sire hath spent
Still nerves a hero son.

フランス共和国

「マルセイユの歌」

行こう、祖国の子供よ、
栄光の日が来た。
私たちに対して、専制政治の
血染めの旗が掲げられる、
血染めの旗が掲げられる。
聴け、野原で、
これらの獰猛な兵士たちが叫ぶのを。
彼らが私たちの腕の中にまでやって来る
あなたたちの息子たちと配偶者たちの
喉を切るために。

部隊へ、市民たちよ !
あなたたちの大部隊を形づくれ !
行進しよう、行進しよう !
不潔な血が私たちの溝を潤さんことを。

祖国の神聖な愛よ、
私たちの復讐する腕を導き、支えよ。
自由、親愛なる自由よ、
君の防御者たちとともに戦え、
君の防御者たちとともに戦え。
私たちの旗の下で、勝利が
君の男らしいアクセントに続かんことを ;
君の死にかかっている敵たちが
君の勝利と私たちの栄光を見んことを !

‘La Marseillaise’

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie
L’ étendard sanglant est levé,
L’ étendard sanglant est levé.
Entendez vous, dans les campagnes,
Mugir ces farouches soldats.
Ils viennent jusque dans nos bras
Égorger vos fils, vos compagnes.

Aux armes citoyens!
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu’ un sang impur abreuve nos sillons.

Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs.
Liberté, liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs;
Combats avec tes défenseurs;
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents;
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!

アメリカ

ヨーロッパ

日本国歌はそのような戦争をイメージする表現はなく、
世界的にも希な平和賛美の国歌です。

記載した国歌の歌詞と日本語訳は、http://members.at.infoseek.co.jp/inouen/anthem/word/index.html　より、同サイトの作者の許諾を得て引用させて頂きました。


