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日本弘道含殿

陸軍大臣杉

昭和十三年五月

滋二深厚ナル謝意テ表ス

昭和十三年五月

陸軍大臣杉山元
日本弘道倉殿

う
じ

￨

鼓二深厚ナル謝一意チ表ス

一

山

泊難母黙鑑瀬灘嘩滋黙織織然謹態端洲舶

﹄一言婁言三一言言言三雲一俳一枠一一斗恥︽一︾一︾一赴砕一脈一稚侭斗一庄一一一怜畔一一一︾搾一鋸一︾挫一瀧喜一言雲一

翁川

の人極と篤し︑黄赤黒の三人種を以て劣等の人種と篤し︑之を軽蔑するは︑事質に於て相雄なきこ州一

凧翁蒋灘篭際雛騨騨稚諜灘篭瀧灘騨議
州先濡撫篭轄謹溌澱灘灘蕊議凝榊撫蕊仙
生Ⅲ

伽生鍵浄鵠灘蕊潔蕊灘鯨蕊感鯉懲蝿灘雛

ⅢⅡ日９らば︑共時はいざ知らず︑夫までの冊は︑欧洲の白人種は暫時も油断すべからざるの大敵なれば︑川

ざるなり︑さればとて奮時の撰夷家の如く︑無謀の畢動を篤して彼に口資を典ふるが如きは最も愚川

州弐弐珂醒上下一同︑心を合せて︑彼を畏れず︑彼に欺かれず︑十分槙密に婆戒して︑之に交はらざるべから川

の至りなれば︑殊に之を仮しまざるべからざるなり︑支那朝鮮は我画と其人種を同くし︵細かに論Ⅷ
ずれば全くの同人城には非ざれども︶図士も相隣接し︑欧洲人に封する時は︑全く利害を典にする川

Ｉの園なれば︑共に相助けて以て西風の虎狼を防禦せざるべからざるたり︒︵明治二十七年︶
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飼変奉節久地

地久節奉賀詞

のどあとやざ

みづ

上

とぱと

久方の光長閑けき春にして︑緋桃白桃綾を織る︒都大路は青柳の練もたわＬに︑若菜摘む野
も

にも畑にも萌え出づる︑緑瑞しも．吉き此の日︑三十たぴあ戎ｊ七たびの︑玉っうぷ蕊尊か

あしたおるがこＬ︶ほやし裳なみのとは

りし・み農をし拝みて︑毒ぎまつる大八洲︑波喫す海の西を遠み︑八重霞立つ今日をしも︑ぅ

た上ろこしげら

べし足る日の︑よき日とし︑仰ぎ慶びまつらくを．金枝玉葉繁らせつ心そのいやが上︑めでた

つ角ひづ鈴

とこし
くも︑天あい長
へに裂しますと︑並ぱせ戎しっ荒金のや地いや久しく柴え︑柴えます世を︑蹄ゆき

たひは渚ぺ

樹かひゆく限り紅ゐの︑置芯こめて千代八千代︑きらくはちはせ平らけく珂静けき春避︑今日とし

かむりながも

達孝

ば
も︑毒ことぎ
まつる耐富士が根も．叉筑波根も脳共にうべ︑冠かぶりっ長裳し曳きっ︑八重九重に

一局く霞むは︒
すめらぎ含さい

花さかん草もし木もし皇の后を耐へにぎにぎしくも
昭和十四年三月六日

日本弘道倉長伯爵徳
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揚昂の紳縮民閏

圃民精
の昂揚

文翠博士吉田

完成を期したいと思ふのであります︒

も恩はれるのであります︒戦線に於ける我が軍の蒋士の忠勇

描溢し︑園民的意気の弧烈なることを示すものであります︒

篇めには水火をも僻しないとか言ふととは︑皆固民的感怖が

元来団民精祁の昂揚とか固民精祁の作興とか申すことは︑

義烈たる活動に就いては︑改めて申述ぶるまでもありませ

かくの如き精紳的感激は国民に取りて極めて貴きものであ

精祁の情意的活動に就いて言はる上のであります︒即ち閏民

ん︒銃後に於ける我が図民の畢図一致的赤誠が如何に旺盛で

り︑又無くてはならぬものでありますが︑若しも其の側標な

て国民精祁の昂揚に就いて御誠を致す機曾を持ちますこと

あるかは︑我等の日常目蟻する通りであります︒併し乍ら︑

適確に認識することと怠ったり︑其の目標に到達する所以の

は︑私の最も欣快とする所であります︒時愛下に於ける我が

時局の重大性を顧みまする時には︑我が国民精祁の昂揚に開

途を誤ったりする場合には︑折角の図民締岬の昂揚も十分に

の危難に際し︑一切の私を棄て型公に奉ずるとか︑皇運扶翼の

し︑柳かなりとも遥漏があってはならぬと恩ふのでありま

を以って世を慨し事を憂へながら︑通営蔵る手段方法に依ら

ざるが篇に︑猫り時難を救ひ得ざるのみならず︑時としては

虻お成果を見ることが出来得ないのであります︒世には熱誠

り得ないと恩はれるのであります︒か比る考慮の下に私は図

却って画運の護展を妨ぐるやうな事例も無いとは言へぬので

す︒現下の重大なる時局に虎する上よりすれば︑如何程国民

民精誹の昂揚に開してなほも肢省を加へ︑いやが上にも其の

精祁の昂揚に努力しても︑それで十雲分であるといふことば有

の感情及び意志的方面の事柄であります︒悶災たる肴が図家

次

閲の現状を察しまするに︑国民精祁は到る虚に於いて横溢し︑

熊

今更国民精神の昂揚に就いて説くことの必要が無いかの様に

我が国の建国を帆する佳辰に富り日本精神講話の結びとし

聯
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揚昂の刺I精民剛

要せざる自明の事柄であります︒一言以て之を蓋ひますなら

︑図民精祁とは何を意味するかといふととは︑殆んど説明を

意志を以て之を遂行することを念とすべきであります︒

握し︑且つそれに到達する所以の方途を確認し︑不携不屈の

熱的興隆を必要とすると同時に︑国民精祁の目標を適確に把

あります︒されば図民精岬の昂揚に閲しても︑圃民精神の情

とが︑皆園運の護展を持ち来す本となるのであります︒戊

ますが︑画民各自が大御心を奉鰐して其の職分に格運するこ

世一系の天皇の御稜威に依ることは申すまでもないのであり

ども決してさうでは底いのであります︒我が剛運の隆昌は寓

生活には縁遠きことの様に感ぜられろかも知れません︒けれ

は︑動もすれば之れは極めて大事業であって一般普通の国民

セムトスル固ヨリ内国運ノ護展二須シ﹂と仰せられ︑共の次

申詔書の中に﹁願ミルニ日進ノ大勢二件上文明ノ恵津ヲ共ニ

レ義醇厚俗ヲ成シ華ヲ去り資二就キ荒怠相誠メ自彊息マサル

に﹁宜ク上下心ヲご一シ忠賞業二服シ勤倹産ヲ治メ惟レ信惟

ば︑我が固鰐を自畳し皇室団家の篇に霧す精祁であり蚤す︒

スル詔書﹂に明示せられてあるが如く︑教育勅語と戊申詔書

而して剛民緒祁を振作する所以の途は︑﹁園民精祁作興二開
との聖訓を奉燈し︑﹁天壌無窮ノ皇蓮ヲ扶翼﹂し奉り︑﹁圃運

の貢献を成し得たことを自畳して感喜し満足し︑皇闘民とし

かくして園民各自が其の職分に印して皇室嗣家の篇に何等か

奉る所以の務を賞践弱行して息まざるにあるのであります︒

認識し︑﹁天壌無窮ノ巣運ヲ扶翼スヘシ﹂との大御心に雁へ

常生活は一面より見ますれば佃人の私事の如くであります

といふ句を以って御結び遊ばされてあります︒我等岡民の日

聖訓を垂れさせられ︑﹁以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ﹂

く﹁繭臣民﹂と御呼びかけになって︑﹁父母一｜孝一こ以下の

はれると恩ひます︒教育勅語にありましては︑畏こぐも親し

天壌無窮の皇蓮扶翼といふととに就いても同様のことが言

ヘシ﹂と仰せられてあるのは園民たるものに園運溌展の途を

て州仰天地に塊ぢざるの心境に立ちて日為の務にいそしむな

が︑他面より考へますれば皇圃の消長に開する悶家の公事で

御諭し遊ばされたるものと拝すべきであります︒

らば︑嵐に団民箱祁を昂揚し得たと言ふくきであります︒若

あります︒一園の兵力︑一岡の産業︑一団の道徳︑一図の畢

の生活に即して﹁嗣運ノ護展﹂に寄典する所以の途を正確に

しも現下の情勢に於いて団民精紳の昂揚に就いて叫ばるべき

ノ護展﹂に力を致すにあるのであります︒換言すれば︑日だ

るのではないかと考へるのであります︒

ものがありとするたらぱ︑右の如き自畏を高むるととに存す

あって︑皆天壌無窮の皇迩扶翼に開係するのであります︒か

謹等は団民各自の能力と努力との如何に依って浴長するので
突如として剛迩の溌展に害興せよといふ語を耳にする時に

5
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ｌろ自畳に徹することが幽民精紳の昂揚の土豪でなければな

ことあるならば︑東亜の指導肴たる使命を完うすることは到

禽の上位に立つ人の州に︑岡民精祁の昂揚が足らざるが如き

支那上代の職図時代に於いて孟子は梁の恵王に向って﹂無ニ

らぬと信じます︒

むぺきでありますが︑優越せる智徳を身に具備することは︑

底州来ないと信じます︒徒らに優越感を懐くことは妓も戒し

クダ

恒産一而有二恒心一者︑惟士篇し能﹂と言って居ります︒又語を

綾けて﹁若し民則無二恒産一因無二恒心こと述べて居る︒これ

拘らず︑園民精祁を持たざるものは一人もありません︒けれ

は全然異なるものがある︒我が岡民にありては恒産の有無に

ものでありませう︒我が閥民の心理に至っては元よりこれと

は蒙古の襲来の如き︑近くは日清︒日露の戦役の如き︑資に

所謂幽難に遭遇せることは必歩しも少くはありません︒古く

性に開する認識の徹底であると忠ひます︒我が園は有史以来

図民精祁の昂揚に妓も必要とする所のものは︑時局の正大

す︒

他を指導せんとする春に取って絶封に必要なる資格でありま

ども人間の心怖には自ら共通なる傾向があります︒故に﹁恒

恐くは戦闘時代に於ける支那の人民の心理を如奮に描罵した

産なければ恒心蔵し﹂とは我が国にありてもよく人燕に倫炎

を相手としての戦争に過ぎなかった

大左る風難であったのであります︒けれども是等は唯一ケ図

大蹴る時局に際して︑かくの如き懸念は元より無川でありま

炎鐸明を蕊して支那の人民を相手として岡ふのではないと︑

風とても前の支那ではないのであります︒我が国の政府は屡

我が園の相手は支那一画のみではありません︒又その支那一

然るに現事愛に於ける

せられ︑以て戒めとたし来つたのであります︒現下の如き重
すが︑それにつけても恒犀あるものは特に恒心の賃を示し︑

繰返しノー宣言して居るにも拘らず︑支那人民の抗日排日の

団民精祁の昂揚に努め︑率先して光柴ある皇図民たるの本分
れに反するが如き事例が現はれますならば︑戦闘時代に於け

を日常生活の上に賞現すべきであると恩ひます︒寓一にもそ

へられて居り垂す︒且又ソピェート︒ロシアは露骨に蒋政権

意識は頗る弧烈であって︑日清戦役営時の比ではないと徳

耐曾上に於いて名響ある地位に居る者と︑然らざる春とに

る支那人にも及ばぬことＬならねばならぬのであります︒

であります︒とれ恰も我が図は日清ｏ日露雨戦役の敵幽を同

を援助し︑英︒米︒悌も亦彼に支援を典へて居るといふこと

も先に︑支那の春秋時代に於いて管仲といふ人は﹁倉庫賞則

勢となって居るのであります︒か典る時局は我が図に取って

時に相手とする上に︑英︒米︒伽をも間接に向ふに廻はす形

就いても亦同様のことが言ひ得られると恩ひます︒孟子より
知二鵡節一︑衣食足則知二築辱こと申して居ります︒若しも祇
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正しく有史以来未曾有の非常時であり︑重大の閏雌と言はね語の中に﹁東亜ノ新秩序ヲ建設シーァ東寧永遠ノ安定ヲ確保セ

うしても園此精祁の妓大級に於ける昂揚に侯つ外は無いのでルヘカラス﹂と仰せられてあります︒而して其の次に﹁朕ハ

ぱなりません︒か上る非常時︑大図難を克服する篤には︑何ンヵ嬬ニハ賞二閲民精祁ノ昂揚ト園家綿カノ溌揮トー侯夕サ

も然りであります︒

けれども限りある力
の限りを溌揮するこ

とは可能でありま
す︒叉そのあらん限
りの努力を統一して

最大限度の能率を護
抑するととも可能で

あります︒今や我等
圃民は我等の至力を
謀し︑風民精紳の大

朝陽映島

にびか願りをそへて朝の日のさす

高とののうへよりみれはうつくしく朝日にはゆる沖のはっし裂

皇后宮御歌
大君のめぐみあ費ねきし戎ノ︑

皇太后宮御歌

し玄人もあさ日のいかり仰きつつ弐らわたるらむ波たた阻世を

目下開曾巾の節七十川回帝岡議曾の開院式に肌はりたる勅

と凌ぎを得ると老へます︒

に徹しますろならば︑岡民精祁の昂揚は確立して永く動くこの原稿であります︒︵吉田︶

であります︒誠に恐

鯉の至りに堪へませ

の此の辱なき聖瞳に

ん︒我等剛民たるも

一

感恋すると共に︑園一

民精刺昂揚の方途を．

睡恥破蝿畷斗加諏

現して大御心に鮭へ

奉らんことを期せ塩

ぱならぬとと上考へ

ます︒

し︑最大限度の能率
＃一溌揮すべき時局に直面して居るのであります︒かＬろ自兇．附記右は去る一頁十一日︑東京放送協令いに於ぃ一利放錘せる誰話

義に依って之を統一

御製

あります︒元より人川の力には限りがある︒一仙人としても畢幽臣民ノ忠誠二椅信シ所期ノ目的ヲ達成セムコトヲ期ス﹂

然り︑一岡民としてと仰せられてあるの
揚昂の11'桁民I剣
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一

東亜建設と教育問題

野田義夫
文畢博士

教育や献愈教育は営面眼前の生活を目的としてゐるものがな

いではない︒此の熟を考へれば教育は単に将来の篇とばかり

言ふくきものでなく︑狩来の篤と同時に現在の篤とも言はね一
ぱならぬ︒尤も教育は現在目前の鴬ばかりと言ふことは川来

教育といふ事業は百年の大計と言はれ︑又は将来の図民を
作ると言はれる程までに将来の篤の事業であると考へられて

ない︒

吐愈に出るまでは典故采を見ることは困難である︒畢校教育

い︒小畢校のみ次らずあらゆる畢校の教育は生徒が卒業して

殊に小畢校の如きは其の蚊果が願れることは一寸の事ではな

は︑或る程度までは可能としても一般には頗る困難である︒

立つるといい意味であらう︒斯かる永遠の大方針でも︑之を

も年数を百年に限ら赤永遠の蒋来を見通して永遠の大方針を

して︑必ず愛更するといふ意味でなく︑若し出来れば必宇し

を顧慮して行かねばならぬ︒尚ぽ百年の大計は百年毎に考査

を立てることであるが︑共迄の間に事情が塗れば勿論︑それ

百年の大計と言へば︑固より将来百年後を見通して大方針一

８

ゐるのが神通である︒春に蒔いた種は秋にならねば牧穫が得

の目的は結局牌来の衝生活の篇であって畢校生活の鴬ばかり

られぬやうに︑今日の教育が今日に役に立つやうにすること

と断定することは皐説としてはともかく︑就曾一般の常識が

るやうな︑図家の大事件に遭遇するやうな時には是非とも従

にせねばならぬことは勿論である︒殊に耐曾の事情を一鍵す

教へるといふやうな︑右から左への賞用主義現金主義は︑少

来の教育に稔討を加へ永遠の大方針に基づいて新建設を成し

資際教育に具鰐化するには其の時代堂堂に通鵬して行くやう

くとも隣く畢校教育に期待することは無理である︒尤も家庭

之を許さぬ︒戦争を見て矢を作ぐやうに今日入用の事を今日

題問育教と設建亜東

守

題間育教と設建亜東

途げねばならぬ︒我が園の教育の大方針は嫡然として教育勅
る︒併し支那事鍵は前古未曾有の国家の大事件である︒跨っ

語に明示されてゐる︒これは永遠に動す可らざるものであ
て此の重大事件が教育上の大問題となることは言ふまでもな
い︒私は今此の開係に就いて私見の一二を述べて見度い︒
一一

我が大日本帝図は今次の支那事鍵に於て︑己むを得ずして
干支を執るに至り最初から事件不振大の方針を以て︑之に臨
み︑飽くまで国民政府の反省を促がしたるに拘らす︑暴戻支
那は帝図の填意を解せず︑上海︑北京︑南京︑皆我手に攻略
されても︑何等反省の色なく換定退却長期抗日妓後の勝利を
倣語し︑竜も其の態度を改めぬ篇に戦線は北支より中支に︑

更に南支に及び庚束武漢三鋲も陥落し︑武力戦は妓早重要任
務を果し︑皇軍占礁腫城に於ては既に新政権の勃興を見るに
及んで我が国は長期戦を綾けると同時に今や長期建設の旗印
長期建設とは言ふまでもなく長期を瀞せすして︑日満支互

を掲げてゐる︒

助親善の協同鰐による東亜新秩序を建設することである︒手
短かに言へぱ東亜建設である︒東亜建設は今次聖戦の目的た
る東亜の平和を確立し之によりて東亜は勿論震く人類の幅祇
に貢献することに外ならぬ︒

東亜建戒は資に帝閣現在常面の事業であると共に堀寧水遠

の平和を確立する基礎となるべきものである︒これは聖戦の

目的たると同時に我が日本帝図に課せられたる大使命ではな

今東亜建設の大使命の上から︑我が函の教育を考察して見

いか︒

れば事鍵下の教育は︑先づ第一に日本教育永遠の大方針に立

て之が達成に貢献丁ることを剛ると共に東亜永遠の平和を以

脚すると共に帝国現時の慌勢に鑑み出来る限り団策に順雁し

て眼目とすべきではないか︒
一一一

日本教育の根本方針は閣鵠に基づく皇道主義︑即ち皇道い

語に垂示されたる皇租皇宗の御遺訓は︑正しく此の皇道であ

宣揚であることは今更事交しく梨説するまでもない︒教育勅

って皇道は即ち惟祁の大道である︒歴代天皇の御聖業もこれ

に則らせ給ひ︑代麦の図民も只管天皇の犬御心に随順するこ

とを以て其の本分とした︒皇園の道たる皇道は天皇の道であ

ると同時に臣民の道である︒君道たると同時に臣道即ち岡民

道は資に古今に通じて謬らす中外に施して惇らざる天地の大

道徳である︒聖徳も此の道に出で臣節も之によりて全い・皇

は斯の道によって安寧幸祇を享受してゐる︒今日までの帝国

道︑人倫の常維である︒我が国は斯の道によって護展し閏民
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の褒展伸長が専ら斯の道によったと同じく今日の八紘一宇を
理想とする東亜建設の大業も正に此の皇道主義に立脚すべき
ではないか︒東亜建設は帝鴎常面の事業たると同畔に永遠に
帝園に課せられた大使彦命ではないか︒

斯様に考察し来れば︑皇道主義は東亜建設の指導原理たる
と同時に︑東亜建設に順腫する我が図教育の指導原理でなけ
ればならぬ︒否皇道主義は支那事愛の有無に拘らず日本教育
の根本指導原理となるべきものである︒殊に東亜建設に順雁
手心︾︒Ｏ

する教育に於て何より先きに専念すべき事は此の皇道主義で

が惟抑の大道であると同時に古今に通じて謬らず中外に施し
る︒

て惇らざる天地の大道︑人倫の権雑たる所以は賞に蛾に存す

此の大道に基づいて東亜建設の大業を成就することは︑単

に東亜の平和東洋諸民族の幸幅を増進するのみなら赤︑世界

の人類に我が皇道に浴することによって︑最大の幸禰を享受

すべきである︒八紘一宇の理想も鼓に其の根擦を有するので

はないか︒東亜建設は資に皇這の溌揚即ち惟祁の大道の具現

に外ならぬではないか︒皇道は資に宏大無遥の意義を有する

を保有するものである︒これは我等日本岡民の碓乎不動の信

ものであって︑世界の如何なる道に封しても岐高至上の椛威

教育の信念なるべきことは言ふまでもない︒

念であらねばならぬ︒東亜建設の信念が同時に之に順雁する

四

東亜建設に於ては東亜新秩序と共に︑東洋精祁文化の建設

が政治上の問題たると同時に教育上の大問題である︒支那に

は支那間有の精祁文化があり︑満洲にも満洲固有の精榊文化

がある︒其の長い雁史に於いては我が固のそれよりも古いも

のがある︒我が閏は古来支那の文化を輸入して之を撮収醇化

して日本間有の精祁文化を作り上げた︒

日流支の厩別を間は寸職く東洋締洲文化といふときは︑相

一一」0

祉上には倒家の立場を顧みず民族の歴史と偉統とを度外脱
する所謂人道主義たるものを唱へ︑之を以て虞に人類全韻の
幸幅を増進する指導原理であると思惟するものがある︒これ
は一種の理想には相達ないが︑地球上如何なる場所に於ても
完全に賞現されたことのない空想である︒人道主義者は動も
すれば︑之を以て我が国民道徳以上の高速な道となし︑我が
園民道徳左偏狭観する傾向あろは大なる錯誤である︒

彼等の唱道する如き人間共通の至精に基づく人道思想は
遺憾なく我が皇道の中に具現されてゐる︒人道主義者の人道
は閲民を離れ歴史を離れた抽象概念であって︑我が皇道は皇
園に於て具現された人道と言って差支ない︒特殊にして然か
も同時に普逓性尭具へてゐる︒所調特殊印蒋迩である︒皇道

碑

讃まれてゐるものもあ為︒東洋新文化の創迭については其の

随分極端な個人本位の自由思想があって︑固民の間に平気で

亜建設の事業︑其の物と同じく皇道本位でなければなら勺︒

私の意見を率直に言へば︑新東洋文化創造の指導原理は東

資料の判別深到の考察を必要とする︒

万の間の差異を論余るのではなく︑世界に誇るに足るべき長
る︒併し今日の所では東洋諸図の精川文化の長所美鮎を綜合

戸﹂れが東洋の平和を永遠に確保する所以ではないか︒

して打って一関となし︑以て慨界に誇るに足るべき東洋文化
Ｌろ東洋文化は東亜建設と同時にこれから新に創造さるべき

支那事鍵勃溌間もなく近衛首相によって提唱された固民続

五

といふくきものは︑まだ具鵠的に綜合完成されてゐない︒か
ものではないか︒

祁組動員運動は︑︵一︶畢幽一致︵二︶謀忠報固︵三︶堅忍不抜を

か上る新東洋精祁文化創造の大任を果し得るものは︑何と
言って鴫東西異質の精祁文化を撒取醇化して善美の日本結祁

以て旗印としたが︑これは執れも皇道の中に包含されるもの

る︒換言すれば︑徹頭徹尾皇道本位である︒と胸は欝然過ぎ

で︑支那事愛に際して︑之を具鵠的に言ひ表はしたまでであ

文化を創遥することに成功した我等日本画民でなければなら
支那の畢問は魔く我が図に輸入されたが︑︐所謂和魂漢才の

ぬ︒而もこれは日本教育の大任ではないか︒

態度で︑我が剛罷に反し皇逝に背くやうな思想は之駐斥け

分的断片的には善美を極めた文化が所々に散在してゐるであ

識不足であった善美の思想が多為あらうと恩はれる︒殊に部

資施を督働した︒私は此の大綱に基づいて畢校及び就曾に厳

示せられ︑内務省は地方国鰐に文部省は翠校教育に於て︑其の

策への協力︵五︶資源の愛護の五大綱が文部省と内務省から指

蔽含風潮の一新︵三︶銃後の後援の弧化持緬︵四︶非常時経済政

閏民精祁網動員貧賎事項として︑︵一︶日本精祁の渡揚︵二︶

る程常然ではないか︒

らう︒之と同時に今日まで支那崇拝の除り之に心酔して︑知

であったことは言ふまでもない︒支那には我等が今日まで認

た︒図民思想の溌達を助けた支那思想は皇道と矛盾せぬもの

らず識らす自ら事大主義に陥ってゐることを斑らす︑岡鵠

はざるものであるっ此の園災精祁綿動員運動が︑聖戦の目的

く事資となって具現されつ型あることを目醸して礁激措く能

達成の上に偉大なる貢献を左しつｋあることは常然である︒

園風に反する支那思想にかぶれて得ぞたるものがないとは限
て下された織槌と見るべきであらうが︑在来の支那思想には

らぬ︒最近教畢刷新の盤は簡洋の佃人本依の自由思想に封し
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所を綜合した東洋固有の善美の文化と言ふととは勿論であ

題間育激と設建亜東

題間育教と設建亜東

支那事憂の初期に考へられた国民精神総動員運動は長期戦
に於ては勿論︑長期建設に於ても東亜建設に於ても否永遠の

園民縄親和は東亜建設の指導原理たると同痔に永遠に園民

期戦に順畦する教育は長期建設にも平時にも同様に有意義と

業を力説したい︒勤勢作業の教育肇上の理論は鼓に差控へる

重大な意義を有つ︑殊に教育の方法原理としては私は勤勢作

国民総努力に於ては前記の心身鍛錬による闘民鵠位向上が

生活の指導原理とならねばならぬでは左いか︒

見てよからう︒殊に前記の五大綱の如き執れを見てもさうで

が︑我が園では二宮尊徳翁が最も切賞に之を徳川時代に於て

将来に於ても︑浄化持綾されて然るべきものではないかｂ長

ある︒

られて更に弧化持績されてゐるが︑闘民の心身鍛錬と贈位向

向上運動は支那事鍵に入りて剛民精祁総動員運動に取り入れ

なければならぬ︒而して此等は凡て総合して東洋永遠の平和

東亜建設に件ふぺき新東洋文化の創造も同じく皇道の溌揚で

る︒之に順雁する教育も同じく皇道の溌揚でなければならぬ︒

東亜建設は之を皇図の大業としては勿論皇道の溌揚であ

賃現したことを一言して置きたい︒

上とは平時非常時の別なく永遠に必要なものではないか︒今
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支那事愛に先ち満洲事鍵勃蕊と共に唱道された︑園民贈位

之を東亜建設︑大陸進出の上から考へれば一層有意義と遊っ

を確立すると共に︑世界人類の幸幅に貢献するのである︒我

自信と抱負とを持すべきではないか︒︵完︶

等日本固民は贋く皇道を世界に蕊揚し世界人類の指導たるの

て来るではないか︒

東亜建設の叫びと共に︑総親和総努力といふ標語が国策の
指導原理として上下に宣偉されてゐる︒これは同時に教育の
指導原理であらねばならぬ︒総親和に於ては日本精祁固有の
大和の精紳の護揚に待たねばならぬが︑綿親和といふととは
結局皇道の護揚に外ならぬ︒聖徳太子の憲法第一係も畢寛同
じ精神ではないか︒
﹁和は我が肇図の鴻業より出で歴史生成の力であると共に
日常雛るべからざ・心人倫の道である﹂︵園鎧の本義︶

I

六

よせ亜愈心明文.那支

支那文明を尊重せよ

る︒其の外支那文明がヨーロッパに行った例を蕊げると幾多

文堅博士

遠藤隆吉

萱撫班の注意を喚起す︶

五︑支那思想の西漸

のものであった︒有名なドイツの哲畢者ライプーーッッなんか

咽あるが︑兎に角西洋人からは決して馬鹿にされて居ない所

にしても矢張り支那の易の書物を探って自分の数畢の原理か

支那には斯う云ふ課で非常に良い思想があるから︑其虎で
話は少し古くなるけれども︑支那思想が西洋に行ったことを

ら之を解樺せむとして居る︒斯う云ふ工合で資は西洋には紹

王道思想の如きは必ず支那からして西洋に向って鼓吹せらる

介されたが︑唯庚く一般に尊重せられなかっただけである︒

一言したい︒ヨーロッパのロココ様式といふて十五批紀の頃
流行した美術様式がある︒其の時代に於ては支那のことがヨ
ーロッパに流行した︒フランス文豪ヴラルーアールの如き孔子
を崇拝してキリストを罵倒した︒屋敷に孔子を洞って居る︒

ーレル︵国目︺ｇ︶指導者であって権力者でないといひ︑伊太

べき性質のものであると恩ふ︒猫逸のヒトラーが自分にフエ

って之を政治に雁用した︒詮程偉いと恩ふ︒又カントは一切

六︑支那の哲筆者

て王道思想と同じものである︒

どは明朗に善を善とし︑悪を悪とし︑鐸んで連ふ主義であっ

利のムッソリニーが同じく指導者包含ｏの︶と稲して居るな

叉プロシャのフリードリッヒ皇帝は支那の王道思想を探り来
寓物の終りａ儲の昌の畠︒尾己旨︑の︶に於て老子のことを書い

て居る︒ラオキウスといふのは老子で︑冥想の極に入るとし
てある︒老子の書物は早くヨーロッパには知られたものであ
る︒老子の書物は英︒猫．俳等に課さて四十詮種に及んで居
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(二）

よせ重尊を明文那支

る︒哲畢者の限界は分らぬものであるが先づ哲畢者と目せら

通じて︑或はイギリスを通じて哲畢者の数は齢程のものであ

アラビヤを通じ︑それからドイツ︒イタリー︒フランス等を

ふものが支那に於ては出来なかった︒

きり分らない︒故にはっきり分らせるやうなサイエンスと云

噸した︒支那は土器或は漆器で不透明であるからものがはっ

愛化が分る︒それで硝子の溌明と云ふことが非常に西洋に幸・

い︒是が試駒管と云ふ砧子の管の中に入れて振れば直ぐ其の

はあるけれども己むを得ない運命であったのである︒例へぱ

れる者の数は非常に多い︒所が支那には其の多い哲畢者より

んでも簡潔を主とする︑西洋の文章であると一頁も費す虚を

化畢の資験にして哨畑徳利の中で振っても化豊鍵化は分らな

以上に哲畢者の数があると云って宜いと恩ふ︒支那古代の畢
者として百二十子全書︑百子全書など云ふものが川来て居

支那の文章は二三行で済ます︒斯う云ふ工合であるからして

第三に哲畢思想に就て述べて見るとどうか︑西洋に於ては

る︒それであるから支那民族を以て西洋の一切の園の哲畢者

哲畢者はギリシヤからローマを通じ︑アレキサンドリヤから

の数を越えて居ると云っても宜い位である︒それ位支那は哲

支那人は細かに物を書くと云ふ事をしない︒何んでも大雑束

ことはないが護達しないのだ︒サイエンスが支那に震達しな

ないものは何んであるかと云ふとサイエンスであらう︒ない

ふ風にして簡単にして形容が巧く行きさへすれば宜いとして

たと云ふのであるから如何にも大きい︒支那の文章は斯う云

丈︑白雲股間に生ず︒﹂といふたといふ︒白雲が股の間から出

云ふのを渡った︒それを日記に書いて︑﹁木の高きこと数千

とになる︒妙左例であるが支那の留畢生が士官畢校で梁木と

に簡単に書いて了ふ︒意味が出さへすれば宜いのだと云ふと

前にも述べた様に支那の文章は善くて悪いものである︒何

畢者に富んで居る︒西洋に於ても其の哲畢思想は種掩様淀な
るものがあるけれども︑支那一園に於ても種盈様廷なるもの

かったと云ふことが支那に取って裟念なことである︒何故に

ある︒それであるから支那のサイエンスは出来様はない︒サ

がある︒西洋の哲畢思想は大概は支那にもあるものであって

たためである︒其のため科畢が蕊達しなかった︒西洋では硝

イエンスであれば木の高さから︑何尺何寸としなければなら

震達しなかったといふと支那には硝子といふ透明階がなかっ

ぬ︒羽の兵四十蕗︑百葛と城すといふ書き方では人左誤まり

ねて居る︒叉是でなければ支那の文章は物にならぬ︒西洋の

自分をも編たすことになる︒四十寓が既に嘘で︑嘘に嘘を重

かと云ふと眺めて透き通って見へる︒それであるから︑科畢
の進歩があった︒支那では斯う云ふ透明なものがない篇に科

子が溌明された︒禰子がどう云ふ意味で科畢文明に貢献する

畢と云ふものは渡達し得ないのであった︒是は偶然のことで
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よせ竃尊走明文那支

イエンスの誰達がなかった︒支那としては責に惜しむべきこ

するのに支那のは不評確である︒さう云ふ工合で支那にはサ

文章では何千何百何十何人と正確に書く︑極めて正確に記録

って居る人に言ったらそれは愉快だと云って喜んで呉れた︒

て話したらそれは気が違ったのだらうといふ︑脚のことを知

﹁看板は看板である﹂といふので愉快で堪らない︒家へ締っ

﹁底のない桶で水を汲んでも水は持たない﹂︒私は手を拍っ

て喜んだ︒西洋人にはそんなことは分らない︒斯う云ふやう

の大に誇とすべき虎であらう︒斯う云ふ黙を考へて見ると支

哲畢にしても大掴みにして大鰐を捉へて了ふけれども︑

とである︒

那には西洋のやう底所がなくても︑大に誇るに足る所がある

の鉄を補って十分除りがあると思ふ︒禰宗の悟底ぞは支那人

て可寧に書いて居る︒其の篇に地大なる書物になる︒支那の

なことが支那にはあったから西洋のやうな哲畢がなくても其

本が極めて大雑束に書いてあるのと同日の談でない︒其の代

のだから誇るべき所は何鹿迄も之を賞めてやらなければなら

細かに書くと云ふことはない︒西洋の哲畢の本は必余第一章

り何鹿を讃んでも薩摩芋を喰ふやうで尻尾でも頭でも味は塗

へないが︑支那人は分析に短で綜合に長じて居る︒反謝とは

ぬと恩ふｐ西洋人は分析に擬じ綜合に短なり︑短底りとも言

何々館二章何だと町寧に書いてある︒又其の下に項目に分け

らない︒斯う云ふやり方であるから支那の哲畢の害は恩ひ切

支那人は紙がないから木片で用を癖する︑其れが乾尿模で虚

で考へたのでは祁の虞理は分らない︒庭前の柏樹子︑乾尿模

は西洋人には分らない︒隻手聾あり︒何んであるか︒之を理窟

今では柔道と云ふが︑講道館流では八級七級六級と上に行く

れぱ柔道のやうなものである︒柔道は昔は柔と云ふて居た︒

と云ふことを説明してやらなければならぬ︒外の雪を以てす

もシステムと云ふものがをい︑あれでは護達のしょうがない

合にあり︑支那の哲畢にも面白味があるけれども︑併し少し

其庭で此の支那人に説得するには支那と云ふ園の長所は綜

て来て居る︒

やうに恩はれる︒斯う云ふ所から東西哲畢の相遠が非常に出

言ひ難いが西洋とは大部分に於て反封であると云っても宜い

つ言考へを述べる︒併し細かに論することは出来なかった︒

七︑種宗の流行
けれども鼓に︑細かいことをいはないで非常に愉快なもの

在ゴロ人︑して居るそれが桃であるといふ︒詰り悟りである

がある︒それは何んであるかと云ふと祁宗の悟りである︒是

其虚に無限の面白味がある︒私も嘗て菓鴨の通りを車で通っ

に従って腕が上って居る︒有段者と無段者とでは格別の差が

ヤハラ

て居る時偶然悟ったことがある︒何んと悟ったかと云ふと︑
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ある︒虚が昔の起倒流であると何時迄経っても腕は上らな
い︒或る時に起倒流の先生と嘉納流の除り上手でないのと仕
起倒流では幾年雑っても悟らなければ駄目である︒悟を待っ

合をやった︒起倒流の先生が負けて了った︒何故かといふと
て巧くなるのだから六ケしい︒必ず嘉納流のやうに一段は一

も大雑束でなくして順序を逐ふて進むやうにぜょと云ふ所に
話しを持って行かなければならないと思ふ︒

八︑支那の詩集文集の多きを
第四に此の詩集文集淀見ると是こそ西洋人の詩集文集を集
めたよりも支那の詩集文集の方が大なるものがある︒詩経と
初めとして詩集と云ふものは無限にあると云って宜い︒長い
ものではギリシヤのホメーロス印度のマハーバーラーター︒

希臓雑馬にもある︒叙事詩だから長い奴が出来て居る︒ロー
マに於てもやハーゼルのエーリャスの如き者があるから立派な
叙事詩がある︒

支那には長いものはないがそれでも詩集の立派なものが津
山ある︒又西洋で低文集が非常に少い︒此虚が支那とは雄ふ
所である︒支那は詩集があると同時に文集がある︒抑交漢文
と云ふものは文章としての興味が非常にある︒ラニノン語と漢

文とが世界に於ける二大文章である︒漢文の文章其のものが

4

る︒例へば店の韓退之が一︲原性﹂と云ふのを書いて居る︒唯

興味がある︒其のため内容よりも文章に垂きを措く伽向があ

ら是で以てヒウマンネーチュアーを論することは出↑来ない︒

文章其のもの比興味を以て書いて居る︒短かいものであるか

人でも二十頁や三十頁は少くとも書くだらうと忠ふｃ是と同

西洋人にヒューママネーチュアーの議論を書かしたらどんな

じやうな工合に支那人は畢問上の文章にしても極めて簡単に

短いことばかり言って居る︒西洋人はそれを町寧に論ずるが

西洋には畢問上の書物があり文章があって︑支那で言ふが如

き文集がない︒さうして支那人に説得するに営２﹂は︑必ず

らなければならぬと云為︽ことを言ってやらなければならぬ︒

文章の長川は認めてやって︑更に之を細に正堂堂だの陣駐張

九︑結論

以上を一括すると第一は文字に於て尊敬の念を有して居

る︒それから耽舎改良論に於て非常に尊敬の念を有って居

る︒それから哲畢の思想殊に祁宗の思想なんかに於ては最も

尊敬の念を有って居る︒詩集に於ては簸唱尊敬の念を有って

居る︒是は支那文明としての長所であるが各歩織軸があるか

来ると忍ふ︒日本人は烏園根性であって支那の大人風を畢ぶ

ら其の緋黙を柿ふやうにしてやれば支那を淵蕊することが出

ととが出来ない︒出来ないと云ふと是は見くびった話のやう
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段より進歩するやうにしなければ造らぬ︒支那の文明にして

よせ亜尊を明文那支

よせ並尊を明文那支

であるがなかノ︑支那の大人風にはなれない︒何をやっても
気が短くて大きい所がない︒支那の大人と云ふものはゆっく
りして居って十年二十年の後までも侍たうと云ふ賞に愉快な
所がある︒天を楽しみ命を知ると云ったやうなことが日本人
ではなかノーＩ出来ない︒数年前の支那の洪水の如き三千寓の

人冊が此の災に椛つた︒日本で言へぱ殆ど牛分が洪水に椎つ
る︒支那人は其の間を舟に乗って木の頂きの青く出て居る所

た一面泥の海のやうになったのだ︒屍は累糞として流れて居

に天を楽しみ命を知るの標本的のものである︒共の位燕が量

︵一元︶

と云ふ立場に立って工作を施さなければ左らないと恩ふ︒

昭和十四年一川に於ける蘇聯邦海

軍現有兵力

主力艦四九蕊四千噸

航空母艦九千噸

合計約二一○約二十七蕊五千噸

叩級遮洋艦一孟
一究蔑二手噸
九
乙級巡洋艦毒︸二
八一
鴎逐艦約二二約二両九千噸
潜水艦約一七○約九醐噸

︵己太平洋方面には右の内職逐艦︵二隻︶淋水艦︵六○隻

せられてゐろ・

以上等が配備せられ︑術水Ｗ艇︵六隻︶其の他小艦艇が削伽

趣イ︑〃︑／︑ノｆ︑〃︑〃くｊくノ︑〆︑ノ処

〆︑グミノ︑ノｒｊ

ｊｆ１宮ｆ︲ｊ〃︑イ〃ｆ︲ｆ︑︲イノＧ〃１ｆ︑ノ︑／ｋ／

︵海軍省軍那杵及部溌表︶

︵二︶建造中及未起工の艦船に付ては本文記載以外不詳︒

１１
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に繋いで釣をして居る︒魚の引掛るのを待って居る︒是は資
くなければ支那を祁手にすることは出来ない︒短兵急には支
那をどうすることも川来ない︒だから日本人は鮭程長い気持
を以ってやらなければならぬ︒文化工作と云ふものはそれで
なければ川来ない︒支那人をして日本の言葉を川ひしめるこ
とが果して出来るかどうか大間題であると恩ふ︒何虚の図の
人でも自分のマザートングを忘れることは出来ない︒日本人
をして日本語を話さず英語を話せと言はれても出来ないのと
同じで自分のマザ１トングを忘れる者は語るに足らない︒支
那にしても決して忠胞義士でない課ではなく幾らもある︒自
分の剛を愛すあと云ふととは忘れない︒自分の郷土を愛する
念はある︒言葉にしても直に之を捨てることはない︒支那に
封するには先づ節一に支那を人絡者と見倣し其れを尊重する

、 ヘ ヘ , ベ ヘ ヘ ヘ ヘ ー ー へ

i

羅臨蹄

一ヘ マ ー 〜 〜 〜 一 一 〜

一

一一

一
ー
−
−
〜
一
一

横山健堂

■■Ｊ

１１

の大立者にして︑支那数千年の歴史上︑鐸々たる傑物であり︑

る︒そして其等のものが悉くまざノ︑と今回の事愛に再現さ

の弧烈なるは人をして戦喋を禁する能はざらしむるものがあ

儒教は︑動もすれば盗人の念悌のような感じを典へはせぬ
︑︑︑
か︑支那の歴史に現はれた圃民性を稔討すると︑その残忍性

仁を説き︑孟子は義を説いた︑仁義は支那人の口にするとこ
も勺℃︑℃ｂｂ︑▽ｂ︑り
ろにして︑支那は儒教風である︒しかし共は表面上のことで
︑℃︑℃℃ｂｂ■９︑℃℃℃ｂ口ももｂ℃︑︑ｂ︑℃ｂ
あって︑事資の支那は仁義に飢えた図ではないか︑窪へば癖
もＤｂＵもｂ℃Ｕも９℃℃︑もむ再℃ｂ℃ｂｂ︑℃ももｂ
せた人が肥満漢を羨む如くに︑支那は尤も仁義に飢えてゐる
︑︑℃︑︑ｂも℃℃Ｕ︑ｂ︑℃も︑℃℃もｂｂ
から︑極めて仁義にあこがれてゐるのではないか︒支那人の

︑︑

うである︒今︑其の内容に就いて検討せねばならぬ︑孔子は

も︑℃ひｊ

乎草

日支事蕊の経過に見て︑更に支那の
圃民性研究の必要を思ふ

︵一︶

われ／Ｉは日支事鍵の経過に就いて注意研究しつつあると
き︑支那の園民性についてつく人Ｉ老へさせられるのであ
る︒聖戦の目的は蒋介石政椛の打倒にある︑蒋介石の人物は否

ゐると醜の曹操の生れ鍵であるかのように見える︑但し文畢

︑︑

雁なしにわれノー日本人の注目を惹く︑蒋介石の人物を見て

また支那の歴史上︑稀に見る典型的の好雄である︒曹操と蒋

上の天票が雲泥の懸隔がある︑曹操はいふまでもなく三闘志

介石と封照評論することは︑支那図民性を械討する上に興味

れてゐる︒此一事のみを以てしても︑支那は果して文明図か

雁史は︑鍵詐︑稜猪︑反問︑買牧︑逆宣偉︑懸賞略殺等の堆

といふ疑問は営然起らねばならぬのである︒支那数千年の

少からぬことと恩ふが︑しかし絃に此の雨人の人物論を試む

稜であって︑その間を照らす仁義の光は婁凌として暁天の星

も︑

るに先だち︑われＪ１が努頭に言はねば底らぬことは︑支那
も︑℃西℃ｂ︑ももｂｂｂももも︑︑１
は果して文明園なりやといふ問題である︒
℃口ｂｂもももも℃もｂも℃口︑︑もも︑℃℃︑︑℃℃ｂ
支那は世界的に先進文明園といふ歴史をもつてゐるかのよ
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］

ふ思准要必の究研性民図那支

より間寂ぴしい︒今回の大事綴の結末を契機として支那人自
ももｂｂ︑︑

から其の国民性に就いて髭眼し︑新生の逝を誰じなければ︑
℃℃℃りりももｂも・もＵｂ︑︑℃︑

支那は永遠に滅びなければならぬであらう︒蜜に日本人はひ

従来支那を買被ぶってゐたのである︒殊に維新前の日本人は

ては︑支那の一大武器となってゐる︒日本の飛行機及び砲弾

であるから︑その寅博性は非常なる褒達を遂げて︑現在に於

に封して︑彼はつねに逆宣博を以て膳戦しつつあるではない
も℃℃ｂもｂｂ℃℃︑℃℃︑︑︑
か︑項調の兵四十蕊︑百侭と暁すの句は︑夙に人口に傭炎し

も︑℃もも℃℃℃

てゐて︑支那の宣博図たることは認められてゐた筈であるけ

も支那の団民性であるとまでは思ってゐなかったのである︒

れども︑寧ろ日本人は︑あの句は史記の文章にして︑必ずし

支那を聖人の閲などと思ってゐた︑孔子は聖人であるが︑支
那は聖人の剛ではない︑日本人は支那人の談義を其慌丸呑み

日本人は支那の宣博的才能に単ぶべきところあるとともに︑

にしてゐたのであった︒今回の事愛に於て︑支那の直相は通

蒋介石を攻略するには︑宣偉職に於ても成功しなければなら

ぬことを受悟しなければならぬ︒

︵一一︶

︑︑︑▼℃℃℃夢
支那歴史に現はれたる支那人の残忍性と愛詐自在とを錠有

民は猫ぼ忘れはせぬであらう︑明治二十七八年戦役に︑日本

ゐる︒先づ其の礎忍性に就いて少しく述べて見よう︒吾が図

する閲民性は︑古今に渉って︑責に浅ましき特色を溌揮して

て︑蒋来︑亜細亜を指導︑統率する使命を有するからである︒

軍の斥候が衆敵に逢って殺され︑その死隈の腹を割いて砂石

ねく吾が固民に諒解され︑支那の図民性︑支那の図の姿は︑
も︑ｂやＵ︑
聖経によく現はれてゐることが分ったと忠ふ︒三闘志とか忠
も℃℃Ｕもｂ︑ｂもｂもｂｂＵＤ℃もｂももも℃︑℃も︑︑
義水濡博とかいふものが支那民族の偽はらざる自叙体といつ
℃︑℃ｂも℃︑℃︑もも︑９ｂ︑も
てい上といふととが知られたと恩ふ︑日本人は此機曾に於て
℃℃︑ｂｂＢｂももｂｂ℃ｂ︑℃Ｕ︑︑も︑︑︑
ます／︑徹底的に支那園民性と桧討し︑支那歴史の頂相を理
ももももも︑︑ｂ︑︑９Ｕ℃℃℃ｂも巳もｂ︑℃℃︑も■
解しなければならぬ︑何となれば日本人は東亜の盟主とし
︑︑＄・℃もも℃ｂもり℃も︑℃▽９℃も℃℃︑Ｕ９℃

抑︑支那人が宣偉上手なことは︑看板や庚告を見ても分る
︑︑
ことであり︑牌棋の如きは支那特有のものであるが︑殊に逆

を填めた者があった︒其外︑戦死者の腹を割いて膳を取った

ひ︑

宣博の勇敢且つ巧妙なるに至っては︑唯だノ︑驚嘆する外は

外に︑掠奪が屍隅に及んでゐる事賀か多諾あった︒戦死者の

者が多為あづた︑膳は薬種として州ゆるのであるが︑また共

︑℃

たいので︑日本人の宣博下手とは︑絶好の日支濁照である︒

者は枚離に連ないが︑這般の事変は日露戦役の際にも見られ

被服を破り披いて懐中物を探り︑時計及び金品を盗み取った

〃Ｕｂもも︑ｂ

これとても日本は数千年︑東海に僻在して魔い世界の舞豪に
出てゐなかったから︑宣偉性が溌達しなかったのである︒こ

た︑職場は未だ職最中なのに︑早く蝋支那人が出て来て︑弾

れに反して支那は数千年来世界に乗出してゐて︑しかも文章
及び嬬力に於て共に豊かな天票をもって︑宣鱒に訓練したの
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一℃﹄■Ｊ

賊はなくて匪賊がある︒馬賊と匪賊とは馬の有無の相達だけ

ＢＪ

丸雨飛の間に日露兵の屍鵠探しを始めた奇異な光景があっ
の残忍性をも暦懲しなければならぬ︒

た︒日支事鍵に於ては︑是以上の事がある︒聖戦は︑支那人

で︑その残忍性はＭじである︑必ずしも馬賊と匪賊とのみで
もｂｂもむｂ︑ももい︑︑℃ｂＢ℃︑︑︑■︑もり
はなく︑支那人は到る虎馬賊たらずんば即ち匪賊たるべき性
ｂ︑︑もも︑℃ｂ︑︑℃泊︑︑■■もｂも℃ｂｂもももｂ
向を右してゐるととは︑忠義水詩体に歴錯と描罵されてゐ

負けてさへ残虐左支那人は︑若し戦に勝ったら︑如何に其

︑︑︑︑ｂ

の残忍性を起しうするであらうかは︑恩ふだけでも戦喋に値

ろ︒堂堂たる朝廷の官人が立場を失ふとすぐに梁山泊の賊に
ももも巳も℃もｂ口︑℃ｂ℃もももも︑︑Ｕｂ︑︑
投じ︑馬軍といふのが即ち馬賊で︑歩車といふのが即ち眺賊

９︑℃℃ｂ

する︑殊に支那北方の抗︑山戎︑犬戎等の種族は︑獣類を屠

である︒日支事愛に直面した今日︑忠義水濡縛の興味が沸き

︑︑︑

殺するも人間を殺害するも同じようであった︒北朝の雛が南

︑ｂ

厳ければ底らぬ︒如上の例誰の中には北方民族の場合もあ墨

の、

立つを受ゆる・

に富み︑馬上︑長槍を揮ひ︑馬の速力を併川して敵人を突き

が︑漢民族ばかりの例諦を列畢するも︑夏錐︑股討︑王葬以

‑‑‑‐一望1J一一一一

朝の宋に攻入った時︑剣に嬰児の頭を貫ぬき盤舞し去るとい

元遥の時︑封馬に上陸した敵兵は︑島人の掌に孔を穿一ワそ

れに純を差入れ一︲﹂珠数繋ぎにして︑門戸や塀雌に釣下げて惨
もｂ︑いももも︑︑

鵠溌史上の文句は︑支那人の罵賞の筆になったものである︒
契丹が石晋を減して錦北の途上︑王が死去するや︑部下は王
ｂｂ

酷さと示し︑以て脅迫したではないか︑支那の中心た心瀧民
勺︑︑ｂもｂ︑︑▼９︐ｂもｂｂ℃℃ｂｂｂｂｂｂｂｂ

ｂ

の腹を裂き螺を填めて本圃に逢った︒支那人は契丹の殺掠を
形容して︑打草穀と書いてゐる︒金には寸断といってズタズ

貫ぬき︑一槍に数人を刺すこと魚を串に刺す如くであった︒

来焔焔から車裂︑腰斬は言ふに及ばず︑罪︑三族に及ぶの極

でｂ︑もも︑︑

族の浅忍性は北方民族と接鯛するによって︑感染仰鱒したも
℃︑℃︑９ｂ℃■もも℃ｂｂもりｂも℃も℃︑ももももも
ののように言ふのは︑それは唯だ漢民族の痛め漏誰の郷涛で

露園のコサック騎兵の起源はこれであり︑馬賊は此のコサッ

刑は︑支那人以外︑他の邦には見られぬ︒

タに切殺す刑罰があった︑北方のコサックの人は尤も残虐性

ク兵とともに旬奴の騎兵の名浅である︒旬奴の騎兵は︑長く

更に蒋介石のテロ戦術は︑遠く支那の古代に洲ぽみことを
℃ももｂ■︑︑も︑ｂｂ︑︑︑︑
得る︑殊に有名なのは史記の刺客列博竜瓜禰々今易水窪の名

いへども︑偉統的の一アロ戦術︑図民性と見ゆる陪殺は︑支那

︑︑︑︑も︑

支那を苦しめたもので︑漢高覗及び武帝の雄略も皆共篇に頓
︑Ｕ︑﹄
挫した︑蘇老泉は名文を以て其強さを書いてゐる︑漢武帝以

句は古今に博訓されてゐる︑世界寓剛︑刺客難き餌なしと

ｂ︑

来︑旬奴騎兵に封抗する篇めアラビヤ馬を輸入し馬匹改良に

の名物でなければならぬ︒上海に於ける刺客の横行を見よ︑

Ｕ︑︑

努力し︑北支那の馬はアラビヤ化するに至った︒営年の旬奴
騎兵の名残を留めてゐるのは今の馬賊である︒南支那には馬
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王正廷︑唐紹儀︑王克敏共他親日名士が績堂としてテロ難に

はないようである︒戦場に於て敵屍一千七百を火葬した経歴

み善意に解緯してゐたようであるが︑必ずしも彼等の誇張で

従来︑日本人は此の如き記事を讃んでも︑支那人の誇張との

ｂＤ℃︑心℃ｂＯ００Ｏもｂｂｂ︑ｂもひｂももｂｂ
支那の雁史に屡︑食人の話を聞くのはや文明団には他に類

テロ戦術である︒窮すれば窮するほどいよノ︑テロ戦術に熱

の本堂位の大さに過ぎず︑十蔑人の屍と雌︑一噴火口を填む

の篇に甚だしく其量駐縮少して︑一幽人の屍髄と雌︑一簡寺

者の研究によれば︑積み重ねた多数ｗ屍鰐は其販量と腐澗と

■︑

椛ろを見よ︑しかも支那刺客の名物は懸賞である︑敵の首に

︑︑︑︑︑︑Ｕ︑︑

懸賞を賭して刺客を募るは︑支那では古来︑一貫した偉統的
中して来る︒

構の記事ではなからうと言ってゐる︒しかし是は鰯なる想傑

るに足らぬから︑四十寓人を杭にしたといふも︑必すしも虚

︑︑

例を見ない︒宋の首都が金に園まれ︑金の使者劉安が宋帝に

℃ｂ︑ｂ︑

開城を弧講したのを︑宋人が怒って︑劉安を惨殺し︑其肉を

あるのみである︒

にとどまり︑此の恐るべき事資を資行した者は︑古今唯支那

︑︑︑

切り刻んで喰って仕舞った︒人肉を喰つた話は其外にいくら

とと鞘長きに渉つたかと思ふが︑これとても量に其一班を略

筆者は︑支那歴史に現はれたる残忍なる図民性を指摘する

︑口︑

てゐないが︑胡惟徳及び其連類一寓人を殺し︑藍玉が不軌を

℃︑

もある︑明太岨は支那歴史上︑殊に残忍なる人物とはいはれ
固ったといっては︑興黛一葛五千人を殺した如きは︑ソ聯の

説したに過ぎぬ︒若し此を詳説すれば︑莫大の紙数を費すと

も︑その霊くるところを知らぬであらう︒およそ上古未開の

雨清工作にも過ぎてゐるかと見ゆるぼどの大量屠殺である︒

ち人類の文明である︒然るに支那は有史以来︑数千年を経過

底いが︑是等の習性から脱化して仁愛寛慈の道に進むのが即

時代には︑如何なる民族と雌︑残忍劫掠の習性を帯びざるは

して︑猫ほ且つ依然として此の如き残忍酷薄なる擬瓜を繰返

其他︑漢末に︑衰紹は宜官の大数を刑致し︑五胡飢入の時代
℃︑
北方の後越に漢人再閏が自立して胡族を戯減した時︑高鼻多
髭の中央亜細亜人数十寓人は一人も残らなかったといはれ︑
ももｂｂ℃℃℃℃Ｕもｂｂｂも６℃ｂｂ油ももも℃℃︑︑
此の如き異民族に鋤する大殺識は︑恐らく東西古今に無比で

しつつあるのを見れば︑その所謂文明は虚億の文明図にして

℃︑ｂ

あらう︑支那人が異民族に封する憎悪︑礎虐は︑彼等の歴史

箕の文明園に非ざるやを痛感せしむるに足るのである︒その

℃︑℃ｂ

が物語るところである︑しかし彼等は︑同族に封しても︑案

外槻より見れば︑文明園らしく見ゆるけれども︑その内容に

︑︑

の将軍白起は四十蔑人の降卒を坑にし︑秦始皇帝は天下の稀
︑︑Ｕ

生を坑にし︑元の憲宗の将軍旭烈工は七日間に八十蔑人を殺

於ては文明園の武器を使用しつつある未開人でなければなら

︑

識したといはれ︑大景殺識の鯵烈を極めるは支那人である
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／

ね︒

ｂ︑︑■

︑

℃︑

係が複雑で︑蒙古封宋の場合とは逮ふけれども︑支那外交に

鍔する者は︑伯創に単ぶところなくてはならぬと思ふ︑欧米

Ｄｂ↓

われ等は弦に於て孔子を思ふ︑孔子の支那に於けるは︑樺

此の二聖が救世主たる所以は此に在る︑然れども孔子は支那

筆者は︑最後に曹操と蒋介石との人物を封照評論すべき時

同怖あることは蔽ふ可からざることであらう︒弱を憐むは善
もｂ︑℃︑ｂやｂもｂｂ︑ｂ︑一℃︑℃ご
いことであらうが︑弱者の不正義を桧討すべきことを︑われ
︑℃℃︑ｂｂ℃℃℃ｂｂｂ︑℃も︑℃℃℃ｂ︑
ノー日本人は世界列国に要望しなければならぬ︒

︑ｂ℃℃も

諸邦は日本の勃興を抑へんとする一方︑支那の老弱を憐むの

︑︑ｂ
迦の印度に於けるとその使命を同じうしてゐる︒支那人が除
■ｂ℃もむｂｂｂ︑ｂ︑ｂｂもも℃℃℃℃ｂ■ｂ︑Ｕｂ
りに残忽殺伐なるが故に︑孔子出でて仁を説いた︑印度が極
もｂｂももひも℃もｂも口も℃℃むゎｂｂ℃も℃℃︑︑
端なる階級の園たるが故に︑羅迦は平等を説いたのである︒

を救ふととを得なかった︒支那の儒教図といふは表面だけの

機に到達した︒支那歴史の縮固ともいふべきは﹁演義三国志﹂

ひざるところをし︑天子を借りて以て諸侯に令し︑また諸侯

余聖嘆は曹操の人物論を試みていはく︑﹁曹操一生︑其借を用
○００○○○○Ｏ

︑℃︑︑ｂ

三闘志に一頭地を抜く人物は曹操である︑水涛偉の批評家
○︒◎Ｏ○︒○○

見る如くであり︑過去の世界とは恩はれぬほどである︒此の

︑℃Ｄも︑

ことで︑これを以て其閲民性を粉飾してゐるに過ぎない︒貢

であり︑支那の国民性が全巻に溢れて︑人物の踊躍を目前に

℃ｂ口もも︑︑ｂもｂｂももｂＤ︑

の儒教図は日本である︒将来の日本の使命は支那として直の

Ｃｂ℃℃■もｂ℃も︑︑
儒教国たらしむるにある︒
︵舌一︶

ｂ︑︑

を借りて以て諸侯を攻む︑軍心を安んぜんと欲するに至って

支那を稗澱する前程として充分に支那の闘民性を理解しな
ければならぬ︑其麓忍凶暴の性質は前述した通りで︑その上
０℃℃ｂももり９℃℃℃Ｕｂひももも画もｂもｂｂ︑
９℃ロロＢｂ

に鍵詐自在といふ特質を有し︑それが古来︑支那外交の特質

即ち自己の髪また倍るべしとす︑借の謀愈奇︑借の術愈幻︑
○○○○００○○○○ＣＯ
是れ千古第一の好雄なりと﹂曹操の風格此の短評の中に躍如

もｂｂ口︑︑︑ｂ︑Ｂｂ︑Ｕ

○

︑℃︑︑℃︑もも

の一宇にある︒天子遼借りて諸侯に読令するのが管仲であ

℃℃℃℃︑Ｕ

は︑他人の頭も亦た借るぺしとし︑軍令を申ぺんと欲すれば
０００○○○○Ｏ○Ｏ

となってゐる︒その事は蒋介石に始まるのではなく︑宋一代
の外交は典型的に其の巧詐不信を示してゐる︒弱いくせに弧
もｂｂ︑℃ｂ︑ｂｂ︑■ｂひ︑や０︑℃
そうな擬勢を示しやまた此の如き擬勢を以て一膳やって見る

としてゐる︒借の一宇を以て此の好雄の心中を挟り去ったと

ｂ︑︑

のが支那外交の独猪さである︑支那を懲らすには鞭では駄目
︑ｂ

必ずや織槌でなくてはならぬ︒蒙古の賢祁伯顔は能く支那人

とろは︑さすがに名批評家といふくしだ︒支那は政治上に此
℃ｂｂＤもｂｂｂ℃もも︑℃ももｂ︑もも︑︑︑︑︑︑ｂ
の一宇を活用することに妙を得てゐる︑覇道は支那の歴史を
︒ｂ︑︑ｂ℃０℃℃︑ｂ︑℃℃︑︑︑℃ｂ︑︑︑℃︑︑９
一貫してゐるが︑覇道の椛威たる管仲の妙諦は︑元と此の借

の特質を理解してゐて︑事毎に徴槌を下し︑さすがの支那外
は︑古来︑蒙古に封する朱が第一である︒今や世界列国の閲

交として手も足も出ないようにした︑支那外交が惨敗したの

ふ思走要必の究研性民園那支
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1

』￨

り︑ｂ

ＵＤ︑

む４

︑℃

る︒近来で︑此の借の一宇に妙を得たのは蒋介石である︑孫
も

文を借りて固民蕪を牧め︑宋美齢を借りて財閥を引き︑抗日
を借りて支那を統一し︑欧米を借りて日本に抗す︒其他︑借
Ｕｂも

らざるところ無く︑借の謀いよノ︲Ｉ出て愈幻なるものがあ・
︑︑

る︑蒋介石の興俄︑此の一宇にありて︑此の一宇の運用は震
仙凱以上にある︒支那近代の好雄といふべく︑文皐の才︑曹
︑

︑ｂ︑︑

操とは雲泥の差あるのみにて︑随って其の風格は下るといへ

ども那務の才は伯仲の間にあるかと見ゆる︒金聖嘆また壷

卓︑曹操みな色を愛して卓の破れ操の成る所以を評していは
口︑Ｕ

く︑興亡成敗た営能く人を用ゐると否とにあるのみ︑堂︑好
色不好色にあらんやと︑蒋介石の場合哨亦た曹操と同じであ
る︒

Ｕ︑ｂ

蒋介石は︑逸早く南京を脱出し︑武漢を脱慨し︑そしてい
つも敗戦の責任を守蒋に負はせてゐる︑韓復渠を始め敗軍の
℃ＤＢ

諸蒋を死刑に虎したのは︑日本人を驚かしたが︑かうした責
もｂ︑

︑︑

仔韓嫁は︑支那人が昔からやつてゐることで蒋介石に始まる
のではない︒三団志を見ると曹操始め諸雄が悉く部下の諸蒋
の敗戦を責めて斬り棄てるのである︒しかし︑そういふよう
これ叉た支那でなければ見られぬことであらう︒演義三剛志

なことをしてゐて︑それで部下が諦きらめてゐるといふのは

を讃むの感興は津をとして識きい︑恰も源平盛衰記のよう
に︑なぼ又た忠義水涛偉も同じことだ︑勇士が五に陣頭に現

︑ロ．もｂ

はれ︑名乗を上げて一騎打をする︑衰術が呂布を討つの像に

だしく駈け川で︑二手にさっと分れて︑中軍に龍鳳︑日月の

は︑﹁呂布︑追討にすＩむところに︑山あひより人馬おびた

旗を指上げ︑四斗五方の職を立て︑白旗黄欽︑金瓜︑銀斧︑

︑ｂ

黄羅の傘を張って︑その下に衰術︑金の鎧を着て︑手に刀を

提げ︑馬を一陣に進めて︑呂布匹夫︑早為に降れと罵りけれゞ
Ⅵ︑

っｂもｂもｂｂｂもももももももｂ

ぱ︑呂布大に怒り﹂非常におもしろい︑時代は移っても園民

性は移り愛はりは無い︑道具立の盛んなのが支那の特性であ
︑

︑︑

る︑昔のチャンパラが文明の利器と鍵はっただけのものであ

むＵ

︑︑

る︑三圃志の櫓舞墓の一つに徐州があるが︑﹁徐州は敵を受け

て久しく保ち難き所なり﹂の一句は注意すべきである︒徐州

に就いて尚ほ思出すことは︽劉宏穂徐州城を攻めて城蒋車腎

︑Ｕ

を製殺するところに︑﹁さきより張飛が見えぬは︑何虚に行き

︑ｖ

たると︑誰ぬるところに︑張飛あはた野しく奔り来り︑吾す

も刀もｂ

でに車胃が妻子を悉く殺し畢れりと呼ばはる﹂とある︒開羽
︑︑
℃︑
張飛と並び稲せらる上張飛すら此の如くである︒曹操の残酷

董承︑王子服等の密謀露甑に及ぶや︑曹操は其一族男女七百

は怪しむに足らぬ︑漢帝の衣常詔を受けて打倒曹操を企てた

︑︑︑ｂ︑

︑︑

除人を柿へ︑都の内を引まはして悉く殺したのは︑さすがに

郡の人埼を泣かしめた︑然るに曹操は日く︑﹁われよく恩ふ

に︑謙二共飛一而弔二其民一といへる先言に従ひ︑天子をも殺し
もももｂ■︑も℃︑︑

て︑別に徳ある人を君とすべし﹂と︑支那の園傭は此一語に
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℃︑︑
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わひｂもＤＪ
ｂｂ︑︑一
議きてゐる︑此事は︑支那で聖人として尊ばれる湯玉︑武王
■ｂも℃︑︑り︑︑︑

以来︑皆﹁珠二其君一而弔二其民一﹂の飢臣に非ざるはない︑し

もｂも℃もＵももも℃℃︑︑︑○ｏｎ○つ００○○○Ｏ
かもそれで支那では聖人である︑従来の支那の圃鵠は︑絶封
００００．００○○○○○○００００００○○ＣＯＯ○○
に吾が日本とは雨立す可らざるものであった︒日支提携は勝

０○○００○○○○００○○○○００○○Ｏ○○○○
来︑東洋永遠の平和の篤である︒その鴬には︑日本の園髄の
○○０．０○○○○００００○○○○○○○○○○○○
祁聖なる所以を彼等に理解せしむることを必要とする︒

︵四︶

︑︑︑

蒋介石に宋美齢あるを首として婦人軍など︑婦人の活躍は

らロ︑︑０︑

支那としては非常なる鍵単のように見えるが︑とれまた昔か
ｂ︑︑ｂ︑︑
Ｕ︑︑

らあることで︑水涛博には一丈青︑眉三娘等の勇婦があり︑

℃︑

殊に一丈青の夫︑王倭虎は其一初︑一丈青の篇に檎にせられた
︑︑

︑ｂもｂ︑もももも

ものである︒三図誌には呂布は其妻厳氏を参謀としてゐる︑
巌氏は三園時代の宋美齢であった︒唯だ今は其の活曜の無蓋

が世界的になったのは時勢の愛である︒地を掘って城を攻

℃℃℃︑℃℃℃ｂ︑ももｂも︑︑︑

も９画℃もロ︑ｂ■口︑︑℃も
め︑水を塞いで敵に堂るといふは︑支那人得意の攻法で︑曹

︑︑︑

︑︑

に注ぎかけて攻略してゐる︑智者荷或及び郭嘉二人の謀︑期

ももも︑℃︑巳もも℃もＤ

操が呂布を下邦城に攻園した時︑祈水と測水とを塞いで︑城

■℃もむ︑︑ｂ凸

︑︑

れノーが三国志や水瀞博を現在の支那に堂てはめて︑特に興

味を感ずるのは︑匪賊が古来︑支那の名物であること︑自衛

の鴬に盗賊となること︑例へば三函志の塵化字は元倹といふ

肴︑一隊の匪賊を率ゐて開調の軍に投する時︑天下の卸を避

ひ︑左ぼ又た敗軍の蒋は直ちに匪賊化するといひ︑而して軍

けて江湖の間に流浪し︑五百齢人を率ゐて山賊を業とすと言

隊といはず匪賊といは歩︑財貨報重を劫掠する習性は︑三国

ｂ℃ご

志から日支事愛にまで一貫してゐるとと︑水涛博の如きは︑

℃Ｄｂｂ℃もも口も︑℃Ｕもｂもｂ

劫掠の記事を以て塗り漬ぶされてゐるといっても可い︑此に
９︐ｂｂ▽℃ｂも℃℃℃℃もも℃もももｂＵ℃℃Ｕも︑︑︑
於て輔璽兵根を餌にして敵軍を釣るといふ奇想天外の喜劇が

曹操によって案出せられるに至った︑さすがに曹操は支那式

む︑℃ｂ︑︑

戦術の雄である︒かういふことは︑唯だ支那の歴史にのみ謹
ｂ︑

見せられる特有の戦術でなければならぬ︒黄河南岸︑延津の

ら来れといふ︑兵根を先頭に押出すといふは︑支那に於ても

戦に︑曹操読令を下して︑兵粧の車を前に術へて軍勢は後か

を後にすると︑動もすれば敵に苦しめられるからと︑諸牌ま

珍づらしいことだから︑諸蒋怪しみ問ふ︑曹操いはく︑兵根

言って大に笑ふ︑敵の犬蒋文醜︑果して大軍を率ゐて乗り輔

た日く︑敵︑前方から攻来らば如何︑曹操︑吾別に謀ありと

創意ではない︑蒋介石の黄河決潰は其舞蔓の慶大なると︑其

なる︑敵軍勝ち誇って︑兵根輔重を掠め李ふて︑夢中になっ

重兵粧を脅やかす︑味方皆車を捨てて奔り曹操の軍総崩れと

︑︑宮

せ歩して此の水攻に一致し︑味方の利︑二十寓の兵に匹敵す

職が園際的左るとに由って︑世界的に注意を喚起したまでの

てゐるところを︑曹操見澄まして︑スハかＬれノ八と︑寄返し

もｂｂもやｂも℃

ると言ってゐるから︑此事必ずしも亦た支那に於ける二人の

ものである︒焦土政策などと言って︑民衆の苦を眼中に置か

て討ってかＬｂ大勝を博したといふのである︒兵根を餌にし

も■℃ｂ

ず︑唯だ権勢を是れ争ふは︑古来︑支那人の常習である︒わ

4−−−

−−2

ｂ︑Ｕ・

て先頭に押立てて敵を釣るといふのは︑太公望と雌︑未だ考
へなかった釣法であり︑戦争として児戯りょうに恩はれるが
支那圃民性から見れば︑資に恐ろしい演剥なものでなければ
ならぬ︒

筆者は︑歴史上に現はれたる支那の図民性を論じ︑これを

逢った気持とは天地雲泥の相違がある︒彼等は此際︑唯だ勝

敵将の誕生日を呪する贈物を送ったのは︑諏信が信玄に蝿を

はす︑自分の都合の篇である︒奉直戦争の最坤に芯︑一方・から

も懸愛の篤ではなく︑韓復乗等敗蒋を殺すのも︑残忍とは恩

もｂ︑

日支事鍵の資際に鋤照し︑論究するは︑興味津共として誰く
○○○
るところ無きを恩ふ︒鼓に暫らく欄筆するに鴬って︑支那人
０００００○○００ＯＯ○○００○○○○Ｏ○Ｏ○○○
の打算的なる︑其の頭脳の極めて冷静なる︑枇界の文明園の
０○○○○００００○○○○○○００Ｏ○○○００○
中にては︑唯だ英幽と東西相匹敵してゐると恩ふ︑鵬儀︑面
０Ｏ○００００００○○００Ｏ○００○○００００００Ｏ
子を極めて重んじて︑紳士的の外観態度を厳守しようとする
０００○○００○○００○○○０００○○０つ○○︒○Ｏ
風習も︑他のいづれの図よりも此の二函が尤も能く似て居
○００００００○○○○○○○○○○○○○○○○○○
る︒彼等がわれ／Ｉ日本人から見れば︑極めて寛大左ように
○○０○○○○００−０○○Ｏｏ○○ＣＯ◎０○○００Ｏ
見えたり︑また極めて残忍酷薄に見えたりして︑其の虞相を
０Ｏ○００○○○○００００００Ｏ○００００００００
挺み難いように見えるは︑偏へに彼等が打算的︑冷静な伽脳
○○○００００００００○○○○○○○︒００○○００
から来ることで︑徹底的に打算的であるから︑極度の寛大も
○○○○○００○○００００００００○０Ｏ
極度の礎忍も︑ともに平気で篇し得るのである︒歴史上に現
はれた支那剛民性の本領は此に在り︑それが悉く日支那鍵に
○００○○○○００００○○０００つ
暴露されつつある︒由来︑支那と英閲とは協調し易い圃民性
０○○○○ＯＢ話︑
をもってゐる︒蒋介石が罪たき妻を去って宋美齢を要ったの

ふ思悲要必の究研性民剛那支

ちさへすれば善いのである︒戦後は前辿り交際するかも知れ

︑︑︑︑ｂ

ぬから︑戦争中も大切な誕生帆を送る︑誕生釈を送りながら
○○○○○０．○○００Ｏ○○○Ｏ○○○Ｏ
戦争をする︒日本人から見れば︑彼等は徹底しないように見
○○０○○○○００○○００○○・○○○○○○
えて︑宵は彼等は打算的に徹底してゐるのである︑三剛志で

も︑曹操と劉玄徳との交を見よ︑三剛鼎立の勢が成立するま

ももやも︑︑

では︑此の二雄は︑敵とも味方淀も分らぬよう愈開係にあ￥ん
ではないか︒

︑り

支那の英雄といふは古今皆此の如くである︑唯一つ融通が
︑︑
℃︑℃︑口Ｕもｂ℃ｂ︑ｂ︑もも︑池恥︑ｂ
利かなくて理論の鈴どい一種の人物がある︑所謂儒生で必

る︑支那で古来︑儒生といへば別種のものとされてゐる︒三

団志に現はれる禰衡はその殊に俊鋭なもので︑舌端に匁あり

文章は花の如くである︒その人物論は警句の連溌であり︑証︿

外の者等は衣を着る故に衣桁の如く︑飯を食ふ故に飯嚢の如

足を動かし言を出すと雌︑何の益かあらん︲一と言ふ如くで︑岐

く︑酒を飲む故に酒桶の如く︑肉を食ふ故に肉袋の如し︑手

ろといへども何の蕊験も無し﹂と言ふ如き︑痛快ではあるが

後に黄組を評して︑﹁御遥は牡の中の川に似たり︑人の祭を愛

交際に適しない︑支那では正義を旧へる者は儒生のみであつ
℃℃︑℃も℃︑ｂひも℃℃︑
て︑そして函の勢力ではない︑昔の日本人は儒生の文章のみ
︑１℃︑︑ｂ︑ｂ︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑ｂｂ︑︑︑

を見てゐて支那を想像してゐたので︑近来︑明治以来岡交が
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑ｂ︑︑︑︑︑●︑︑︑︑︑︑︑
開らけてより︑始めて支那の英雄とか政論家とかを奮見した

︵陰暦の正月︑好晴の朝︑火山楼の禰窓限於て記す︶

︑︑︑︑
のである︒︵完︶
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よあ修韮儀行の皇尊刷I敬ず必朝毎

︵一一︶

宗像逸

此くの如き大日本圃の高遠偉大なる精祁理想を賃現し︑此

は人間でなく︑少なくとも日本人でない︒

切の私慾をも之れを喜んで奉献せねばならぬ︒報恩心なき者

らへて居るのだから︑皇幽の蔦に必要ならば身命も名利も一

毎朝必ず敬紳尊皇の行儀を修めよ

五︑日本の大理想と我等の大使命
我等は先づ日本の大理想と我等幽民の大使命を明らかに知
るを要する︒

くの如き至高至深なる榊恩皇恩に報謝する鴬には︑我等は如

であり︑園旗は﹁日の丸﹂である・・此くの如く我が園は日が

り︑直正蔵る理想は党に資現するものである︒直に求むれば

一切の事は直心の念願所誓より成るものである︒誠は必ず成

ひつぎ

日本園民は岨祁天照皇大紳を﹁日の肺︲一と崇め敬ひ︑歴代

を鵡舜し︑皇道の奉篭貴賎を一心に所り誓ふ外はない︒人生

何にすべきであらうかと言は堂︑それは先づ第一に毎朝租祁

一貫の精祁理想となって居る︒これは日本関が世界に日の如

慮に通ひ︑祁恩に報ゐんとする念願所誓であるからには︑祁

典へられ︑虞に願へば叶ふ︒況んやこれは租祁の前に其の祁

ひ栓

天皇を﹁日嗣のみこと﹂と仰ぎ奉り︑我等国民は其の赤子と

き大光明と大仁徳と大正義とを大資現すべき建園の精祁理想

ひこ

して︑男は﹁日子﹂女は﹁日女﹂であり︑固の名は﹁日の本︲一

であることを表明するものではないかｐ日本園民は深く且つ

生活を決するものは︑毎朝の畳悟如何によるのであるから︑

賞に現在一日の生活行動如何によりて沢する︒然かも一日の

生否百代寓世の始めである︒一生の事業も︑永遠の護展も︑

更に我等が今日生活し居るのも︑我が園家が柴え居るのも

朝の敬祁所誓こそ最も重要である︒朝拝みは人生節一の重大

耐天助あるとと疑が底い︒朝は一日の始めであり︑一日は一

其の大本は皆祁恩皇恩の御かげであるから︑我等は此の至高

明らかに此の日本の高遠偉大なる精紳理想を知ると共に︑我

至深なる犬恩恵に報謝する蔦にも︑敬祁尊皇︑講忠報国の至

行事であると申すべき所以である︒

等各自の使命分婚と自畳せねばならぬ︒

誠を議さねばならぬ︒我等は皇国の大恩恵によりて生きなが
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郎

六︑如何に瀞に斬るべきかＩ朝拝の詞
我等日本園民は何を捨ておきても︑毎朝租祁に職拝し感謝
報恩の誠意を表すると共に︑衷心の念願祁誓を告白するの行
べきものではないが其の結祁要旨に於ては左記数例の如きも
のであらう︒

第一例︵簡軍平易なるもと
先づ恭しく拍手鰐拝して後
今日曲御蔭を以て生きさせて戴きます︒有り難彦︑ございます︒

今日一円中御剛の罵世の篤︑家の厩︑身の鰯に善い事を脇みます
天皇陛下繭歳︑と皇軍の武運長久を斬ります︒

拍手禰奔
第二例︵感詠的なるもの︶

念歌
⑤すめらきの教への道を敬ひて心桑しくいつ︑砿守らん
ひこひ功

＠日の帥をみおやと仰ぐ日の本仕菖の馴才照らすぐへき園

⑤日の耐を御おやと仰ぐ日子日女は明るく瀞く直ぐあるべし
◎いかならん時蝋雄々しく朗らかに唯最善の一酪誰まん

︒圃民は非常の時と畳悟してすめらの遁孝脚室ざらめや

︑おのが目の力で見ると思ふなよ月の光で月を見るかな

向朝な夕なみいぐさ人の篇に所ｈ捨我奉公の行ひをせん

第三例︵合理約綜合的なるもの︶

毎朝の所誓五ヶ峰

一︑今日一日︑皇遁︵教育勅語に於て御示めしの道﹄非本とし︑忠

しませう︒︵円本人たる人絡の道︶

孝義愛和の這孝｜守り︑本分責任を識し︑圃家就含に奉什貢献致

二︑今日一日︑︑心身財物時間を善用し︑之れを徒費悪用致しますま

い︒︵生活成業の道︶

もまじめ︵敬忠︶に人たる道を質行しませう︒一敬ひ心の道︶

三︑今日一日︑天道︵天地の遁理即ちまこと︶と良心を敬ひ︑いつ

謝し︑善因善果を思ひ︑いつも心桑しく善行を卿みませう︵喜

四︑今日一日︑岡恩︵君馴恩︑父母恩︑耐含恩︑天地祁俳恩︶を感

び心桑み心の誼︶

五︑今日一日︑成る・へく姿勢行儀を正しくし︑只今々々最善賞行と

葬同野して不屈不溌勇猛嬬准致し叢せう︵励み心の讃︶

心に念じて︑今々最善に行ひませう︒殊に日本闘民の責務重大

︵以上は人絡の道︑生活成業の誼︑敬ひ心︵まじめ心︶の道︑

くと︐恥忠良健全なろ生活は成立しない︶

喜び心︑梁み心の讃︑剛み心の誼の五道にして︑其の一を鮫

第四例︵綜琶的簡約酌なるもの︶

日々の守り五ヶ帳
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儀を修めねばならぬ︒其の時念調告白すべき詞は勿論一定す

よめ修走儀行の皇尊祁'舷T必朝毎

よめ修走儀行の皇軍M'散す必朝毎

今日一日

忠孝義愛和の道を守り
心身財物時間を善用し
天道と良心を敬ひ
感謝して善を桑み

今冬最善に行ひませう
第五例︵霞語的なるもの︶

︿垂雲岨
忠孝義愛和一切善用敬忠梁善︵まじめでたのしく︶

皇道一貫

勇猛精進只今々々最善賞行畢幽一贈至誠奉公

七︑日支事鍵と朝奔

毎朝敬神奔鵬と祇誓の修行は︑一生を通して永遠に之れ

を績行一貫し︑曾て其の大精祁に於て鐙るべきではないが︑

現下の如く空前の非常重大事愛に際しては︑特に舜渡祁誓の

精祁に於て徹底的大飛躍的なるものがなければならぬ︒徹底

死靖献の賃行を妓も完全善美に資現すべく毎朝畳悟し斬誓せ

的とは義勇奉公︑識忠報国の精祁に於て徹底し︑滅死奉公決

ねばならぬ︒我等日本圃民は現下の重大時機に際しては生命

も名利も凡そ一切の我れを閲家の篇に端献せんことを祁前に

ばならぬと云ふは︑我等の思想心構へが︑従来のそれよりも

告白し︑所誓せねばならぬではないか︒又大飛躍的でなけれ

大飛躍︑大革新せねばならぬのである︒日本は鼓に大亜細亜

的に益を偉大ならんとして居る︒天日の如き紳岨の大愛大正

日本閏民責務重大

以上五種の例を墨げたが︑毎朝祁前に於て其の一種でも或

義の紳徳を支那に光被せしめんとして居る︒大日本皇閣たる

皇函主義︒報圃主義ｏ大我主義の思想信念に思想的・信念的

は五種のすべてでも︑これを念諭し自髭して其の賞行を祁に

積みてこそ︑寓民の向上進歩と共に大日本闘の大理想も賞現

大飛躍を篤さねばならぬ︒古来大日本は耐園也と言はれ来つ

所誓することは︑日本罰民として修むくき行儀であらう︒函

されるのである︒各人の向上進歩も︑皇幽の大理想責現も︑

たが︑日本図民は愈負金堂事賃に於て祁意に随晒し︑肺と合

従来の個人主義的思想ｏ利己主義的思想の傾向を脱却して︑

唯闘民毎朝の確舜所誓より出蕊するのである︒勿論上述は例

一する祁図民と飛躍的進化をなすべく︑現下時勢の馬に要求

篇には︑園民が虞に偉大有徳とならねばならぬ︒換言すれば

であるから︑言ひ方は此の他に種々あらうが︑精祁要旨は大

されて居る︒現に我が皇軍将兵は今資隙に祁意忠順︑紳人合

民すべてが此の如く毎朝念調し所誓して日に月に年に締進を

彊此の如きものであるべきであらう︒

− 2 8 −

よめ修を儀行の皇愈祁敬ず必朝毎

とが古今枇界の事変である︒

各人の職業も之れを園家の必要と利益の鱒に奉公的に之れ

を行ふことを其の本義となすべきであって︑我が一身一家の

画家の篇に行ふと云ふ奉公的精祁を以て︑これに従事すべき

生活や利益の篇に行ふのが本義ではない︒即ち一切の職業は

公報園を鴬すべきものであって︑従来の一般通念の如く︑産

長も耐員も其の他如何なる職務の者でも︑其の職務に於て奉

、

一の活動を篇して居るではないか︒我等は毎朝耐前に於て︑

此の時代の要求に帥雁すべく我等の畳悟決心を告白祁誓せね
ばならぬ︒

八︑職業報国の禰誓

いが︑充分正しい答へとは言へない︒殊に現今及び今後の如

業を管利事業として︑単に誉利の篤令儲けの馬に行うてはな

職業は何の篤にするかと間は唾︑我が一身一家の生活の篇

き非常重大なる時代に方りては︑職業は︵又職務は︶園家の

らず︑職務も俸給の魚或は単なる生活の魚であってはならぬ

は産業報函者であるべく︑一切の職務溝は上官も下僚も︑祁

篇に行ふと云ふ怖祁思想が強くなければならぬ︒勿論我が一

ものであって︑それが即ち職業報鯉である︒されば農工商者

身一家も生汚して行かねばならず︑其の篇に職業も必要であ

易苦楽の差があるが︑それは自然の閃縁即ち人意の如何とも

其の分業分捨の役割に於て千差寓別であり︑上下貧富或は難

であると答へる者が多いであらうが︑それは全く誤りではな

るが︑一身一家の生活は︑それが闘家粂僻の馬に必要有掃で
ば︑其の様な個人や一家は存在が許されぬのである︒反逆的

あるからであって︑団家全鵠の篇に不必要不利益であるなら

の位地に於て職業報団職務報圃の賞綾を票ぐべきととが︑恰

篤し難き天運天命と畳悟し︑各自其の典へられたる職業職務

理は明らかに分かる︒

個人や反逆的一家が画家耽曾に存在出来ぬのを見れば此の道

を以て軍人精神とするが如くにあらねばならぬ︒報剛精祁は

も将校も兵士も特一様に此の身命を献げて報圃の大義を謀す

闘の精紳が充賛徹底せねばたらぬ︒こ比に一切の職業春職務

軍人にのみあるのではなく︑綿ての図民に職業報剛︒職務報

一身一家の生活も重いが︑図家牡曾の生活は遥かに重大で

ある︒人登が一身一家を最も亜しとして︑画家肺曾を軽んす

稀瞥呉の人洲的光楽と忠良なる岡民的功統があり︑皇運扶翼

るならば︑幽家祇称は衰祁滅亡するであらう︒慨界の歴史に
て︑一身一家は之れに奉仕貢献すべき手段だと凪ひ定める図

其の例は少なくない︒之れに反して闘家耽街を妓も重大とし

要するに各人は其の典へられたる職業職務に於て︑奉公報

の永遠なる生命が存在するのである︒

民は︑画家が柴え︑其の結果其圃民たる一身一家も柴えるこ
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ぬも

○園を思ふ道に二つはなかりけりいぐさの庭に立つも立た

○千早振る耐の心にかなふらむ我が闘民の謀すまととは

○団民の力の限りつくすこそ我が日の本のかためなりけれ

○千寓の民よ心を合はせつＬ函に力をつくせとぞ恩ふ

○事しあらば火にも水にも入らばやと恩ふはやがて大和魂

○国の篤仇なす敵は砕くともいつくしむべき事な忘れぞ

明治天皇御製

九︑御製及び修養歌

及び今後に於ける日本園民の虞正なる生き方であらう︒

心豊かに奉公報圃の魚に一心とならねばならぬ︒これが現下

高き粁大なる宥響れある者であらう︒我等は常に恭謙にして

るべく︑否少なく受けても多く献げる者は︑寧ろ祁の前には

くとも心は正しく高く︑物に貧しくとも心は豊かに楽しくあ

も演劇舞嘉上の役割の如きものであるから︑たとへ位地は低

の如く分業分捲も位地身分も天命紳意の役割なることは︑恰

分に於て奉公報剛を鋤むべき外に詮念あるべきでない︒かく

者も卑下し不平不浦を抱くべきでない︒只一心に其の位地職

る︒故に上長者や富者も威張り高ぶるべきでなく︑下級肴貧

らぬ︒人生の分業分措は甚深玄妙なる天命祁意によるのであ

図を第一義として︑懸命に捨我奉仕するの信念が底ければな

よめ修を儀行の皇箪11敬ず必朝毎

Ｏ目に見えぬ祁の心に通ふこそ人の心の誠左りけれ

○あさみどりすみわたりたる大室の炭きをおのが心ともが
な

けり

○さしのぼる朝日の如くさわやかにもたまほしきは心なり

○うちむかふたぴに心をみがけとや鏡は榊のつくりそ坊け

○久方の案に晴れたる不二のねの高きを人の心ともがな
む

○言の葉の上ににぼひてゆかしきは人の心の花にぞありけ
る

○われと我が心をりノＩかへり見ょ知らず４１も迷ふとと
あり

修養歌

榊のめぐみ

○天地の榊の恵みしなかりせぱ一日一夜もありえて麦しや

本居宣長

○故道に積る木の葉をかきわけて天照す祁の足跡を見む

ふ為みち

○何事のおはしますかは知らねどもかたじけなさに涙こぽ

る上西行法師

二宮尊徳

︵以下略︒完︶
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支那民衆の肖提とな

現下の日支事錘が

は碓にそれである︒又一方我が剛民として

原則上許すべからざる目標に進んだ事など

て︑抗日︑排日と云ふ如き人類共存共柴の

事大主義に捕はれ︑或は猫尊の迷夢に陥っ

の道の賢行を忘れ︑亜細亜民族の周壁なく

を畢ぐるならば︑支那図民としては︑先賢

り︑馬に東聡建設の

は必然であらう︒

１︲︲﹄・・卜︐︐ｒ ︐Ｉ︲︲︲︐．︲︲︲１１︲︲Ｉ毎つや其
■ｒ
所へと洗て行くの

Ｏ東亜建設と人心の一新
Ｏ商店法の擬充に就いて

階段に入ったと云ふ

れて︑自剛の渥大を緯傘にして︑

は︑これも兎もすれば共存共楽の原則を忘

時は廻冒し晦懲の．聖戦は何時しか東亜設眉の念を要するものは︑聖戦の月的に従つ

く︑徒に力に頼り︑其の前には時により正

矯めて弱者を助くるの心咽失ひ︑慈悲もな

長せしめ︑所謂武士道的に正義の嬬眼者を

優越感を増

のも此の必然によると顕なければならぬ︒

蓮の繋戦と化し︑今や日支雨剛は塞げて新て剛閣が提携親善する根本原理の具隠案碓
東亜建設に心血を注ぐの階段に入った︒立である︒而してこれが定まって後諾制度

しとしない︒これではよしんぱ如何に立派

義も無覗された例も個人令冬の行動にはな

○東亜建設と人心の一新

それにつけても︑此の階段に入って最も焦

それが聖戦たるには︑戦は正しき目的賞の個々の制定施設を要すべきは事の順序で

ば剛剛民の心椛へもそれに即雁して一新さ

設に努力が排はれつつあるのである︒され

御承知の如く今や東亜の天地は新しい建

芦埼ノＯ

親善の贋蹟が翠げられようはないであら

な親善原理が閥家間に制定されたとしても

現の手段たる事が必須膝件で︑職季が目的ある︒但し此等の仕事は剛民一般の直接の

である事は許されない︒又暴に封する暴で任務ではなく︑これは常局者の努力に園す

あり︑破蕊の篤の破壊であったり︑慾望の・る問題である︒吾等剛民は素より此等の蜜

い・即ち共存共築の原則に立って︑人類民閥民たるものとして新段階に人２Ｌ臆す︒へ

浦足と言ふ如き私的の介在もあるべきでな現を助長するものではあるが︑それ以上に

族の一脹吐端推︑人道正義の僧値狸調︑正しき心構の一新と云ふ事を責務として老へな

れなければならない︒而して其の指導原理

き文化の向上賞現等々と云ふべき巌たる目ければならぬ︒

の職争︑︑これが所謂聖戦でなければなら所を賞現し得なかったと云ふ事には︑諸膝

的資現を期する篤の手段たる自愛を促ず篇臓ふに従来日支剛閣が吾々の理想とする

るか閥知れないが︑人心の方は多年の順雪

を打破する事とて必ずし哨容易ではない︒

厳るものは︑或は一朝一夕にして確立され

此の師習打破は畢校教育に於て︑祇愈激育

ぬ︒此の目的たるや質に人類が最高の理想件があるにしても雨醐民の心構の足らざり

とする共通の卿念である以上︑必ず最後のし事の責任を剛叫民共に感ずる所がなくて

､

庵己知田割

勝利を得べきもので︑人心の誰ひ明遼にははならぬ︒其の内容として最も主なる二一
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Ｅ﹄ｄ︑１１︲︲・・︲Ｉ︑・１Ｍ

の享楽心に陥りつつある風潮に乗じて軒を

なければならぬ︒一階都市の如きは︑人間

で︑此の目標に添ふ様にしての上の替莱で

其の中でも特に吾等の開心を有つもの

な事で賛意を表せざるを得ない︒

は︑料理︑飲食店等の使用人である︒即ち

に於て︑修養に於て︑今後一層努むると共

１叩ＩＪ４ＩＩＩ叫１１１１４︲ⅢⅢｌドトｈｌⅡｒｌＩｌ・︲１２口可一・日ｑ︐４１１．Ｊ０１︐６ｒⅡⅢＨＲＲⅡ︑愉旧１晩Ⅱ冊１冊２４．．ｑロ︲

に東亜の新事態形成上︑雨風民が是非一新

主として享楽界の事である︒まるで彼等は

並べて享楽誉莱が綾出の有様である︒これ

ふ︒これ今日の事鍵を有維の美あらしむぺ

せざるべからざる急務に迫られてゐると思

っては制限を加へると云ふ現質一訂正は重大

あったと恩はれる︒されば国家の目的に向

な際︑か上る享楽の馬の享楽の巷に出入す

ろ就業の掴と職業指導を怠ってはならぬ事

なる意義がある︒而して一方風家は健全な

竿は誉業許可に制限を加ふるべきが常然で

る不心得者にも自ら制裁を加へろ事ともな

は甚だしいものがある︒然も時局此の重大

り︑資に一石二鳥の効果かある︒早獲早起

夜と蚕を逆にした生活で︑其の不衛生の鮎

厚生省に於ては︑桑に商店法を施し︑一

は何と言っても保健の要諦である︒然るに

制限を加へるかどうかは不明であるが︑一

く附加されたる雨圃民の一重大責務でなけ

審に午後十時閉店して使用人を休養せしめ

享楽界に時間を制限する事なければ︑商階

種の職業婦人には相違ない︒併し女中は家

ればならない︒

以て銃後の保臓衛生に賛せんとした所︑其

の時間をかＬろ虚で従に清饗しては何んに

法により開放されても︑其の人々が其の膝

○商店法の濃充に就いて

の数ケ月の成績に錨みて甑る良好なること

庭生活のそして主嫡としての見習所であ

今回の案が加何なる施園まで播張される

によって其の蛮行を急ぐとの事が報ぜられ

に合はざる場合には︑急を要する臨僻虚置

法描張の立案を決意し︑若し談禽提出に間

より理想に向って進展せんとするのは︑現

正し得ぬと云ふ事ではならぬ︒剛家斌禽は

ふ現質をして︑現質なるが故に載重して一訂

が︑併し事は人間の慾望や性情の流れに従

注意せねばならぬと︒此の事は勿論である

か咽知れぬ︒閣民の誉業を徒に脅かす事は

の保健問題ではないのである︒人或は言ふ

家族制度の一層の振興を見たいものであ

考慮が伽はるべきであって︑かくして我が

かとも考へられる︒此の鮎はよろしく深き

きで︑徒に法規によって制限するのはどう

●き心持もて常るべく︑家庭の反反に待つべ

の如き各家庭に於て温い我が子の識育の如

り︑訓育所の意義もある事故︑休養や公休

最後に家庭の女中であるが︑今回これに

一かは現在吾々には不明であるが︑さらでだ

震の是正の迩綾である．へきであるから︑閥

×

１

− t 2

勿論である︒

より︑今度は一般商店以外の所有方面に勤

もならぬ︒それは唯享楽界の使用人ばかり

に刷民鵠位の低下が問題となり︑然も現事

家が保健其の他の立派な目的遂行の潟に

ゞ務する人々に＄之を通附すべく︑即ち商店

鍵下に於て︑銃後剛民の奉仕か軍且大であ

×

ゞてゐる︒

一る黙に顧みて︑園民保隙の上から︑之を一

は︑各方面の現賞に訂正を加ふべきは常然

る︒

一般商店勤務者外に及畷すことは︑誠に常然

×

畔
論

『

に

征Ｌ

■

︾埋咋膝三
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陸軍航空兵大佐

ない︒私共の持って居る大砲の弾も殆ど撃ち謎して残り少くなりま

に出て行って呉れました︒其の際の出来事でございます為が︑歩兵

命令を出しました開係上︑私の部下は非輔に重い大砲でどんｊ︑前

した︒巳を得ず射撃に依２Ｌ歩兵の射撃才援助する課に行きません

城は攻撃してはいけない︒斯声７止められて居った鮒係上︑敵は非常に

まするけれども︑若しも穴の明いて居らぬ所に歩兵に穴が明いたか

さう蝕分に撃つ識に行きませんので︑もう大抵は宜い頃だとは忠ひ

います︒少い弾を惜みながら突撃路を明けて居るのでごいますから

尋︒此方は零距離射撃と申しまして大砲の弾が砲口から出ますと直

の突撃する突撃路を其の彰徳の城の東北角に明けて居ったのでござ

ぐ破裂して敵の方に行く弾ですが︑是で射撃しましたけれどもどう

であります︒それから第一線に行って勝りました所の野崎少尉は砲

らお這入りなさいと言ってやりまして攻撃が失敗したら申謹ないの

非常随諌職を致しました︒十一月三日の如きは我が砲列のすぐ前ま

して４撃退することが出来ない︒敵は近くなって来る︑湾つとして

るかどうか見に行ったのであります︒歩兵の止って居る所は彰徳の

兵の居る所から更に前進致しまして︑其の突嘩路が完全に明いて居

て行きました︒けれども礎壌口の上の方は見︽︑ますが下の方は見へ

城壁から数百米離れた部落の中であり幸生す︒其の部落の端まで出

突撃を致しまして阜つと撃退は致しましたが︑其の場で僻校二人
て︑非補に蒋戦でございましたが︑其の翌日愈令敵が斯うやって来

︑軌心

ないのです︒と申しまするのは︑城壁が此庭から斯う切立２Ｌ届

た以上はぢつとして居る課にいかぬ︒此方から攻撃して彰徳の城を

が重傷．↓人ば間もなく死にましたし︑兵十四名ばか向傷付きまし

居れば大砲も取られるかと恩はれるので︑ありったけの小銃を以て

で敵かやって来まして機開銃券以て砲列を射撃する︑死傷は綾出す

馬鹿にして掛って私共に攻撃して来たのであります︒そんな開係で

十一月のこげ︑三日︑四日と私共は此の間まで北支方面に於て最南

であるのです︑其の手薄の兵を以て攻撃するのですから並大抵では

す︒所か陣地に居ってさへ敵かやって来る状態︑それ程此方が手薄

郡

て

ので︑大砲を以て兎に角歩兵を誘導して行くと云ふやうな無茶な

出

ありまして︑味方の兵が少かつたのとそれから色々な事情で彰徳の

支

端でありました彰徳附近で戦ひました︒此の際は敵は非常に僅勢で

◇感ずべき馬持兵

北
取らなければならぬと云ふので︑今度は攻撃に鍵した詳でございま
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てし征出に支北

りますが︑此虚の下が一つの塞地にな２Ｌ鰐りまして︑一三十米の
って居りまして︑其の蔭の所に川が流れて居ろ︒其の川から約又二

左一眉から小銃を受けて同じく其虚に莞れました︒どうすることも出

分って厩るのに︑野崎少尉を掴へて迩北て采やうとしました︒直ぐ

来ない︒二人共敵の前に倒れた催重傷に稗んで居ろ課です︒川岡中

た中隊に山う一庇撃たして下さい︒さして其の噸の昨裂した間に︑

尉は醐策謎さまして︑私の所に電話で其の破壊口存．今迄準２Ｌ居っ

う言ふて来たのであります︒併し其の倒れ︶し居る塔所は城壁から三

其の負傷した高山伍長と野崎少尉を遮れて衆やうと恩ひますと︑斯

四十米しか離れて居らぬ︒其虚に我々の持って居ります十五糎砲を

位出ますので撃ったら殺すかも知れません︒併し私はどうも其の負

撃てば七百米紘は危隙なのです︒弾が昨裂致しますと破片が七百米

ませんでした︒時に依ったら自分の撃つ弾で︑殺すかも知れません

傷した二人をみす１︑此の上敵の祁券一常てｋ殺すと云ふことは忍び

が︑併し敵の弾で殺すよりは︑自分の弾で冥土に行って貰ったら本

人も本望だらうと︑斯う云ふ風に恩ひましたから︑岬に念じつ上射

其の附近をすっかり黒煙で包みました︒其の瞬間︑月岡中尉は其の

嘩︾Ｘ叩じたのであります︒其の郡は破壊口に侭恢ぐに参りまして︑

二人を収容して来たのであります︒幸にして味方の弾では隆我をさ

二人共牧容されて間もなく一時間三十分ばかりで︑粟目して了ひま

せませんでした︒併し不幸にして非術に孟傷でございましたから︑

した︒後で私が其の遺骸の所に参りまして︑お詣けしたのでござい

て見さすと︑野崎小尉は出征する際に自分の馬持になって居ります

ますが︑戦場には相唯しからぬ香がするのであります︒事情を聴い

時務兵に︑秘かに香水の一瓶辛興へて居るのでこざいさす︒さぅし

て私か死んだならば頂ぐ此の香水を掛けろ︑斯弓命じて雁つたのだ

し

歴さが畑にな２Ｌ居２Ｌ其虚に織篠網かあります︒さうし一︲蔭にな

いて居る︒部落の端に参りましても︑其の蔭が邪魔になり了して城

十米ばかりが贋場になって居りまして︑其の購場の所から部落か綾
壁の着け根の方が分らない︒其の着け根の方が大事でありまして︑

其の着け根の方が石龍が崩れて居れば直ぐ飛び込めますが︑其虚が

崩れて居らなければ梯子を持って行かなければならぬ︒どぅして
の川を渡って崖非登って鍾篠網の所に頭を出して︑さうして見たの

も着け根が見たいと云ふ課で其の部落から更に飛び出しまして︑其
であります︑所が歩兵が来て居る認ぢやないものでございますから

敵はそれをどんノー狙撃ちにします︒幸にして見る迄はどうもな
かったのでありますが︑其の様子を見て報告に蹄らうとすると︑嘩
たれましたのが一霊背中し﹂背負って居った拳銃に常り︑一翌は軍刀

の鞘に常り︑更に一翌が猟の拳銃の上から肝臓非撃ち抜いて前に飛
び出して居る︒ポケット伽手恢汎破って飛び出して隣りました︒肝
臓が前に飛び出して居るやうな重傷を負ひました︒併し大事な偵察
をやったのでございますから︑倒れながらも共心様子を十米ばかり

したが︑錘に力識きて其庭に倒れたのであります︒月岡中尉は早

先に行って居ります月岡中尉に報告しようと思って行かうと恩ひま
速其のことを私に報告して参りました︒其の倒れて届る野崎少尉を
何んとかして連れて来ようと思ひますけれど恥︑一歩外へ出ますと
敵から撃たれます︒どうして戦連れて変ることが出来ない︒それを
翻測班長として観て居りました月岡の部下の高山伍長が死ぬことは
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きうであります︒それで野崎少尉が重傷と云ふことが︑後に陣はる
と．其の特務兵は取る亀の＆取敢ず︑其の香水を持って駈け付けた︑

色の催い彰徳の北の鰯河の漫に︑此の禰河と云ふのは北支那では珍

遺骨を拾った︒其の跡才墳墓の地と致しまして埋葬したのでござい

壁の最蝋景色の佳い所を卜しまして︑茶毘に付しまして︑さぅして

らしい流の締麗な河でありまして絶壁を馬して居ります︒其の絶

に抱き付きまして︑看病したさうでございます︒到頭助かりません

まだ呼吸があったさうで︑しっかりして下さいと云ふので︑野崎少尉

いて呉れと云ふことを突然言ひ出した︒﹁何ん拝戦場に来て字を書

ます︒野崎少尉は生前共︑四五日前でございましたか︑私に字牢書

いて呉れなんて﹂すると﹁何れ聯除長殿は御築樽になるや５た気が

で︑月岡中尉の膝に抱へられたま上非常な重傷であったに虫拘はら

します︑今の中に書いて頂かないと書いて賀ふ機密がございません

ず︑何の苦痛虫訴へずに永眠したさうでこざいます︒其の際に掛け
イ戦をして居ります︒職が潤みましてから︑私共の聯隊は其の識闘

た香水が香って居った︒年の若い少尉が︑斯の如き立派な蝿悟を以

するのか﹂︒﹁記念にします﹂︒﹁記念にするならぼ寓腫でもやらう﹂

から一つ害墜Ｌ下さい﹂︒斯５言ひますので﹁俺は字は書けぬが何

と斯５申しました所が︑﹁寓興は私の家内が奥さんから頂戴して居

で大鍵好く働いたからと云ふ鐸で︑暫く此の附近に滞在するやうに
ございましたので︑それ迄は始終露槽ばかりして居りましたが︑長

なるから︑一つ何虚でも好きな病管地才取れと云ふやうな御命令が

りますので︑もう深山です︒是非字を書墜Ｌ呉れ﹂と言って居りま

ひまして︑下手な字で墓標を書きましイ戦死した場所にぱ戦死の跡

趣に字を書き輿へずに死んで了った︒誠に申謹ないことをしたと思

したが︑私は何気なしに断って了った︒笑に粉はして居り童したが

く滞在するならば一つ良い所に宿舎を取らうと恩ひまして︑偵察し
た所が︑此の彰徳と云ふ所は大鍵景色の好い所でございまして︑あ
の有名た童惟凱があの附近に大邸宅を有って居るのであります︒さ

私は何んだか︑其の傍に居たいやう左気がしますから︑﹁聯隊本部

と云ふ標柱と両方書いて立てＬ来た課です︒さう云ふやうな開係で

うして叉死んだら自分の墓哨此虚に建てｋ呉れと言った程景色の好
い所でござい玄す︒其の童世凱の邸宅でございませう︑童宅と云ふ

があった筈だ︑其虎に工場を一つ建一Ｌ掛けて居りまして︑其の工場

は色々の開係からあの邸宅には行かない︒あの墓場の所にバラック

素破らしい立派な邸宅かございまして︑其虚に三千名も優に宿管出
のやうな庭でございまして︑然かも匿場もありまして演習も出来る

滞在するだらうと言はれて居りました其の晩︑兵は一生懸命其の

る﹂と云ふので︑聯除本部は其虚に居ることにしたのですが︑暫く

を建てる事務所があった︒あの事務所が便利だから︑俺は墓守す

来るやうな所があったのであります︒庭なんかは賞に立派な後築園
所でございましたから︑其虚に聯除を入れることになりました︒さ
からは本営に伸びノ︑川来ると云ふので其の日一日掛って掃除して

は○○方面に行って働いて頂かなければいかぬと師園の方から言ふ

童宅の掃除をして居りましたのに︑突如として其の晩に君の聯陵

うして其虚に部下の軍隊をやりました所が非常に喜びまして︑明日

達した︒岡崎少尉．高山伍長︑・其の他の兵二人の遺骸を其の最も景

置きました︒併し私はどうも︑替津過る其虚に這入るのが素が答め
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て来た︒誠にお気の毒だかと云ふことであった︒馬に唯掃除しただ
けで這入りもせずに飛び出しました︒併し其の夜直ぐ護っ課にも行
きませんので翌朝早く霊つ識りで準備して居りましたか︑翌朝まだ
暗い中に川霊前に︵其の常時もう既に私は内地に還るや︑に命令を
貰２Ｌ居りまして是は誰にも報じては置きませんでしたが︶私とし

職周する所を見ますれば︑一々個人的の環境と云ふやうなことを比

でございます︒併し我々は先に申しましたやうな蒋難い閥に居りま

較致しましたら︑何方か何方か私は断言州来ぬやうな莱持もするの

すろ踊係上渥いのでございまするか︑まだそれだけではないやうな

因は先程申しました美はしい情味に依２Ｌ・しっかり結び付いて居

うが︑筒ほ軍除として顕いのは色々の原因もありませうが︑一つの原

気持もするので・こざいます︒個々の兵隊としてはさうでございませ

も思かましたので︒暗い中に一寸行つ一Ｌ参りました︒直ぐ傍ではご

る︒此の備操に依って結び付いた園結の力が物を言うて居るのぢな

てば再び彰徳に来ることはなからう．其のお墓とも最後の御別れと
ざいまするが御墓詣りに参りますと何かしら黒いものが樽２﹂居る

いかと斯う思ふ次第であります︒是は何虚から来て居るか色々の原

統の家族制度の賜と恩はれますので︑何んとかして此の立派な家族

ませうか其等の影響です︒で私は此の立派な情操の教育は我が鯛俸

ぅに思はれます︒所謂西洋の家族制度と言ひませうか︑習慣と言ひ

す︒兎魚最近日本の家族制度なるものに色々悪い影響が来て居るや

を演じて居るのぢやなからうか︒斯んなやうに思はれるのでありま

因もありませうが︑是は日本の家族制度の賜か可なりに大きな役割

のでございます︒近寄って見ますと其の野崎少尉の馬持兵でありま
す︒香水浄掛けました馬持兵が飯怠の飯を墓前に供へましてさうし
てお詣りして居りました︒どう云ふ縫歴のある特務兵か私はつい尋
ねることを失念致しましたのですが︑ま恥兎に角赤の他人に過ぎま

せん︒召集されて初めて野崎少尉の馬持兵になったのでありまし
て︑一余くの赤の他人でありますか︑本営に親身も及ばぬ此の美はし
い愛情は見る者をして涙寺催さしまた︒

制度を保存したいものだと︑斯う思目Ｌ居ります︒斯んな黙から考

職死致しますれば靖圃祁社に祁三Ｌ頂けます︒遺族は又闘家か困ら

やう︑併し我々は大君の鯛と云ふ立派な心情を持って居ります︒叉

亜いのだらうかと云ふことを考ご﹂見ますと︑個人会々も強いでし

へさせられるのであります︒日本車は握い︑併し個人々々が本営に

私は斯の如き美はしい情操は︑何から来るだらうと云ふことを考

恥あるかも知孔ませんか．家族酌に日本の道継は正しい︒此の正し

所謂正しいといふ道徳ではないやうな気持もします︒中には良い鮎

道徳もあり亥せう︑習慣もありませうが︑其等は決して日本の如く

して︑此の日本の道徳は本営に正しいものである︒世界の剛々各々

此の数千年来蓋はれて来た所の正︑それが詰り日本の道徳でありま

ことを申され︑之を立則の根本にして居られるやうでありますが︑

て居るものでありまして︑祁武天皇は御即位の際に正を養ふと云ふ

へましても︑此の日本の在来の遁徳と云ふものは資に世界に維出し

ぬや５に世話し一Ｌ頂けます︒握くあるのが常然であります︒相手の

，

◇皇車の忠勇と家族制度

支那津の如きは︑期の如きことは何もないに哨拘はらず︒あれだけ
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てし征出に支北

てし征出に支北

い通に徒２Ｌ日本は進んで居るのだ．故︾Ｌ日本は鰻い・正しいが故

に湿い︒此の正しい道を踏んだならば此の前途に如何に大なる障害

る課であります︒

があらうとも必ず排称する﹄︺とが出来ると云ふ信念を私は持って居

此の意味に於て又雛一の問題になる鐸でありまするが︑此の事鍵
に産して幾多︑難局があるでありませう︒回より目に見へて難局が
併し此の正しい道冷履んで悲進したならば︑必ず排除し

て大理想に向って近付き得るものと思ひます︒必ず日本の博統の使

一Ｆ

念員菅行正道寄稿

昭和十三年度弘道歌園成績

計算かしました︒

各位の成頼塗云だすろば剛ろ恐縮の率ですが︑御寛容奄願ひ
ますｏ天地人一二光につきて︑天位十鮎︑地九鮎︑人八黙として

一︑山口則之天二︑地一︑人三︑五十三鮎
二︑石川奈美子天一︑地三︑人一︑四十五

三︑山本耕夫地二︑人二︑三十四
四︑中津麗水地一︑人三︑三十三
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あります

命は達成し得るものと認めまして︑理想なくしてＨ本を崩壊しよう
とする剛々は日本の前に脆坐しなければならぬ時期か来るのではな

五︑湯田久詳天一．地一︑人一︑二十七
六︑本城巳之助天一︑人二︑二十六

七︑伊庇弘道天二︑二十
七︑根本綴子天二︑二十

八尋小野碧水天一︑人一︑十八
八︑成瀬器太郎天一︑人一︑十八

十︑雌尾馬之助天一︑十︑以下略す

九︑大瀧繁職地一︑人一︑十七

︑これを府蝶別にすると︑一︑山梨八十五鮎︑二︑千葉八十三
鮎︑三︑埼王七十一鮎︑四︑栃木五十三鮎︵但し一人にて︶︒五

祁島三十五鮎導以下略す︒術個人としてば衣とへ縄鮎は優秀で

なくても．天位を得られ従お方は大いに意をつょ／︑す毎へく︑又
地位でも今少しで天位になるのであったのだと存じます︑本年
はお互に努力しやうでば有りませんか︑私も後Ｆついて琴︸リま

Ｉ１１

ザ ■

I

てから御交際なお願ひ巾上げます︒︵二月十二日誌︶︒
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此の意味に於一︶割﹄まして皆様方先畢の方々が︑此の日本の道徳を蝿
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シ

いかと思ふのであります︒︲

て衷心から敬意を表する次鈍であります︒此山際斯んなことを申上

×

ー

が上に焔磨かれる篇に宮合して居られると云ふことを拝聴致しまし

刃
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げ篭すことは誠に烏瀞がましいことでございますが︑どうぞ播来共

×
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一屑従来の御方針に従はれまして琢磨せられまして︑至艦の圃民を

×
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指導して頂くやうに御願ひ致しまして本日の諦演を確ります︒︵完︶
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信仰心

に凶懐いものを感ずるであらうが︑之に反して後背は恐らく傭仰無

惚﹁これでよいのだ﹂と自得して．膜し得るであらう︒人生で本営
いのである︒

に幸碩と言得るのは︑浦足して死に得る後者のや月〃た場合でしかな

以上述べた所は︑教育ある人が人間的に劣り︑激養乏しき者に却

人間的修養か菖全でないと云ふ事の一例を器げた迄である︒勿論畢

翠軒繁田武平
世の中には高等の教育を受け︑畢才もあり識見もありながら︑案外

やうな人が理想的である認だ︒我々はこの理想を目指して識むには

識も盟かで品性も高潔︑充賀した毎日を透り︑人類耽曾に貢献する

で︑人間的標準は決められない︑叉畢間し知識を鹿めるだけでは︑

って立派な人があると言ふのではない︒唯畢問とか激育とかばかり

一︲訊けば︑一から十まで手にとるやうに知って居る︒さりながら人間

嚢達する事によって︑我々は色々な場合に正確な判獣を下し︑行動

とによって︑理性の鋤を次第に高めて行く事が出来る︒この理性が

人間には元々理性と言ふものがある︒激育を受け︑畢問キー励むこ

●

どうしたらよいであらうか︒

人間的修養の川来て居ない人が勘くない︒成る程その道の事につい
としての吐が据わって居らず︑人生にはっきりした目標ぞ持って居
同に維始するのである︒虚が之に反して左程の教養もなく︑一見田

ないから︑その川所進退に自信がなく︑常に左顧右鵬し︑結局附和雷

夫野老の輩を出でない人でありながら︑人間としてば仲々勝れた者

の行動は︑正確な判断を下し︑之を蜜行に移す事が肝腎である︒判

の取捨選揮に合理的な解決を得るに至るのである︒併しなから人間

蔵をするのは理性の働であるが︑之を資行する段になると理性ばか

かも知れぬ︒併し何魔かに自分と言ふものを堅持して居り︑善悪を
鑑別する判断と︑善をなし悪を斥ける勇気とを備へて居る︒従って

はお互に開聯はあるが︑同じものではない︒意志の働きと云ふのは

りでは駄目で︑意志の鋤を必要とする︒判断力と資行力︑この剛者

も決して勘くはない︒是等の人は或はむづかしい理窟は知らない

行ふ庵偲べて人の道に通ひ︑篇す虚必ず自己の信念に基づいて居る

要するに心魂の問題である︒判断はついても︑之を資行するのに心

のである︒この耐者を比咳して見るに︑所謂枇間的の標準を以てす
れば︑前者の方が地位官等も上であり︑耐曾的溌望哨立優って居や

って理性を護達させることが必要であると共に︑心魂の修練が之に

魂が動かなければ︑行動となり得ない︒そこで人としてほ塁間によ

伴はねばならぬのである︒皐識教義がありながら充資した人生か透

５から︑遥かに偉い人であると評債するであらう︒併し人生と云ふ

れぬと言ふのは︑心魂の修練か足りないからである︒現今の人はょ

職から虞惜を考定すると︑後者の方が遥かに充寅した生涯であり︑

にした時︑共に過去の人生を振返るとすれば︑前者は名賓不雷如何

生き甲斐のある生活である︒いざ人生の終潟と言ふ時︑即ち死を前
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く他人の事を批許する︒併しながら自分の事となると一向になって
居ない︒又色々な理窟を云ふ郡は達者である︒併しやって居る事と
なると口程にもない︒かう言ふやうな傾向は︑要するに理性の護達
さて然らぱ心魂の修養は如仰したらよいであらうか︒それには人

に心魂の修養が伴って居ないから起るのである︒
間としての道徳詣排へ︑湿固な意志を鍛練するのも一方法である︒

けであると︑仲々意志に迄側掛ける事かむづかしい︒知識は色々勝

併し人間としての道徳を排へると言ふ事か︑単に知識で受入れたぜ
手な理窟さへつけて︑行動寺鈍らせることすら起って来る︒そこで
余はどうして蝋人間以上の絶濁的なものぞ掛象として︑之から至上
命令を受けるやうにするのが︑最小有敷且つ正しき方法であると思
ふのである︒之を一言にして言へぱ︑信仰心を持つ事である︒

信仰心と云ふのは︑ある封象に濁して細封的に信頼を捧げ︑之に
蔚依することである︒我々は生活して行く上に於いて︑必ず信頓を
持たずには居られない︒知識たり縄臓なりによって︑これだけは大
丈夫之に継るより外はないと言ふものを必ず持って居る︒もし之が
なければ人生が不安で︑生きて居られない筈である︒世の中には︑
﹁自分ば無宗教だ﹂などと言ふ人であっても︑無意識の内に何物か

に信頼を持って居るのである︒何人もいざといふ窮樋の場合に臨め
ば︑必ず天を叫び祁を思はい者はない︒之の事質から老へれば︑人

ふ事がⅢ来る︒﹃

間の胸底には何人ル碓鴫︑必ず宗教心の萌芽をひそませて居ると云
我々はかくの如く誰し明何かに信頼する心を持って居るが︑その

信頼心が絶勤的のものであるかどう逆叉それに統一かつけられて

居るか否かと云ふと︑各人まち１Ｉである︒従って或吟には本営に

ふと︑やがて他のものに心を奪はれるといふやうなふらノ︑・た信じ

信じ込んで︑直ぐに疑を挟んで来る︒又一つのものを信じたかと思

方である︒是では人生に於いて事あるに時に︑必ず心の破綻を来さ

ずにはおかない︒故に単なる﹁信﹂でなく︑之に蹄依する﹁渇仰﹂

信仰を得るには︑絶封的なるものを．その濁象に選ぶ事か根本で

の城にまで進まなければならぬのである︒

ある︒或は日月昆辰の如き彩封象とするも一法かも知れない︒併し

れるけれども︑耐︑伽︑天の父等を信仰の掛象とする祁道︑仰教︑

之は我々の人生に直接的でない︒従って既成宗教として兎や角言は

蕊督教等に蹄依するのが︑最も適切である︒現在の宗教に蝋各種か

あるが︑その何れを選ぶべきかは︑各人個々について老ふくきで︑

慨言する事は許されぬ︒併し余を以てすれば︑日木人としては肺を

は仰教に蹄依するが︑最善であると思ふ︒今後我々は東亜の友邦と︲

敬ひ︑耐吐穿崇拝するがよく︑個々人の立場︑家庭的の宗教として

相提携して︑世界の文化に寄典せんとするのであるが︑この黙より

以上を要約すれば畢問教育に依って知識を魔めるだけでは︑心の

見ても︑右の如き選樺が通常であると信ずる︒

安定は求められない︒又人間としても完成されない︒一方に知見の

は今や東洋に新秩序を建設すべく︑大理想に燃えて居る︒この際に

溌達に努むると共に︑他方に心魂の修養寺怠つイぱならない︒我々

噛って最も必要なのは︑圃民各自が碓乎不動の大信念を義ふこと

艶一で︑信仰の濁象としては︑画家酌には耐︑個人的には仰キー選ぶ

だ︒その手段としては正しい信仰心泰持って︑日々の修蓋に働むか
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園民教育の危機

のが最︐も通常であると若く︑るのである︒季昭和一四︑二︑七Ｈ稲︶

爽襲素

若林貞雄

二︶国民教育界に危溌迫る．

す︒一人の樽川教員が生じた場合︑其の後釜を探し細すために︑営

急場を一時凌いで行かうと云った怖況に置かれて居るのでありま

︑該畢校長や監督官廃が如何に焦慮苦心するかは︑質に想像に齢るも

のがあるのであります︒質の良否を吟味するなど土云ふ除裕は素よ

り無いのであります︒唯其の峡員の噸腿ャ揃へろだけで精一杯なの

教育畢の一頁も讃んだ事の無い白面書生を蕊って︑直ちに群聖な

です︒

る教壇に起たせることは︑園民教育の持つ重大使命達成上狗に遺憾

勿論︑多敷の代用教員や未糎鹸の新任教員中にも立派な珠玉の如

の限りで︑間然する所が鯖分多いのであります︒

の代用教員や臨時袖充の教員に濁して其の完全充賓を要求すること

き資質︑人格を具備して居る者出幾分はありませう︒去り乍ら悉く・

こそば断じて此の雄放置さる可きものでは無いと信じさす︒而して︑

は些か無理であります︒教員抑底の現状に於ては其の質奔吟味した

事鍵勃謹以来︑我が教育界特に初等教育界に生起した二つの現象
弦に所謂二個の現象とは︑教職を酢して他の有利なる職場に鱒職す

り︑資格の有無を兎や角云々したりして居る暇が無いのでありま

であります︒而も其の志願者減少の現象は．本年度に這入

も出て参り︑某癖の如きは︑志願者獲得のため校長や教識か態々地

ってより一府深刻化し︑定員の半撒に駒及ばぬと云ふ不景気の翠校

ヤ来た

雁募者の数が減少し辛うじて其の定員を充して居る様な情況に塗つ

徒一︾獲得することが出来たのでありますが︑昨年度以来は遼に入畢

共何れも採用人員の二倍乃至五倍位を往来し︑従って相常良質の生

す︒事鯉以前迄は全間脊府綜立の男女師範壌校の入畢志願者は各校

次に憂慮に堪へ無いのは︑師施畢校入墨志願者の激減でありま

ならない惨階たる情態なのであります︒

す︒唯必要なる一定の人員を揃へ得ば︑それを以て満足しなければ

る者の績出と︑師範畢校入曝志願者の激減とであります︒
展派各府綜の初等教育界の情勢を綜合的に精査してみました所︑

各府黙共符節を合する如く︑何れも韓職者乃至退職者が非常に績出
し︑それが潟め教育上多大の損失と支障とが醸されつ上あるのであ
りますＪ即ち景気の良い軍需工業方面へ鱒川する者︑大陸へ渡らん
出試﹃必る者︑朝鮮．墓漣．浦洲．北中支等の小里校教員に乗換へん

て居るのであります︒而哨教員に峡員を生じましても︑仲々其の柿

と一篭診る者等々で︑内地の教員の椅子は今や空前の空席を生ぜんとし

充が敏速に且つ適正に行かない恨があるのであります︒多くの場合
止むを得ず︑一時的の便法として︑未だ一眉揚の取れない青二才の白
一醐脚年や︑或は鰯髪の小娘を代川識員にして操用しそれで兎哨角︑

一・i(）

蓋
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方農山村の小翠校へ出張して︑募集勧誘に極力努めた結果︑漸くに
して其の必要な定員を充し得たとか云ふ話であります︒叉或る雑の
如きは第一回の募集で定員に充方ず︑止む無く第二回の再募集を行
ひ︑願書締切期日を延期して︑辛うじて定員を揃へたとか云ふ哀れ
大問題だと恩ひます︒教育界に投ぜられた一大暗影だと思ひます︒

な有様であります︒師範入畢希望者の減少は賞に由々敷き激育上の

の出来ない不幸に階ること無きを保し難いのであります︒今こそ我

若し此の艦放置Ｌて置いたならば︑今後幾年かの後に於て償ふこと
が閏民教育界の危機であります︒小畢校︵高等小畢︶を卒業した有

るにあらざれぱ︑十年後二十年後の組函が深憂に堪へ無いのであり

蓋し得る力通い教員︑壮の掘った底力のある人物を教育界に招致す

ます︒若し凹流以下の人物や女教員などにのみ委せて顧みないなら

いのであります︒今にして︑迩笛なる方策彩一識ずるにあらざれぱ︑

ば皇馴の勝来は測り知る事の出来ない失態が霊生しないとも限らな

我が小畢教育は半身不随の情態に随する虞があ・ります︒私は此の際

らんとするのであります︒

鐸を大にして︑国民教育の危磯を絶叫し︑天下の識者に訴ふる所あ

剛民教育の危機打開の方策に就ては︑識者の考へ如何に依って︑

︵二︶国民教育の危機打開策

或は大陸護展を目指して浦蒙開拓宵少年義勇軍に参加すると云ふ傾

から立案して︑教員の待遇法の改善︑教員の身分保障の改善確立並

色令の名案があることｋ信じます︒私は過去二十八年間の教職縄繊

鱈の少年の大多数は︑滴々として一弾に景気の良い軍需工業方面に

四十五同程度の待遇しか輿へられ無い師範畢校などへ入畢希望する

立誰︑とＬ居るのであります︒頑是無い小畢兇童は亜米利加式に女教

るものであります︒それは過去の教育歴史が最も雄癖に最も的確に

しても︑勤位の恩命に浴することも出来ず︑又高等官待遇の光柴に

十年勤めても月収百園に満たない者が大多数であります︒永年勤綴

現資の姿が明白に之を立護して居るのであります︒小畢校致員堂二

に在ることｋ信じます︒これは単なる理論でも無く︑理窟でも無い

圃民教育不振の最大原因は︑何と申しましても教員の待遇の非薄

︵Ａ︶教員の待遇法の改善

００︒︒００Ｏ○○

に師範激育制度の刷新改善の三方案を列琴し度いと思ひます︒

向で︑五箇年の日子と莫大の翠資金と悲費消して︑卒業後僅々月俸
ものは︑殆んど絶無に近い現情であります︒
一磯︑教育の敷采は直ぐ具隈的敷量的に明瞭しないのであります︒

員に委せて置いて恥教育は出来るでありませう︒叉師範教育を受け

五年後十年後︑或は二十年後に色々な形態と色彩とを以て願現す

た事の無い青謹生の代用教員に委せて置いても︑何とか其の場凌ぎ

蒋瀧足に教育することが川来なくって︑困って勝る激員が相樹場数

も浴することが出来なくて︑隠退する者が大争激であります︒子弟

あるかと想像します︒特に昨年以来の物憤高の篇め妙からざる苦痛

の仕事をしてお茶券濁して行くでありませう︒叉素質の悪い四流

を嘗めつ上ある教員か意外に多から５と存じます︒殊に大都市に勤

五流の人物をやっと畷り集めて師範翠校に入れ︑之に型通りの師範
ります画去り乍ら︑虞に日木人らしき魂を持った剛士風な人物を教

教育を授くるたらぱ︑・一見外見だけは畢校の先生らしい者は川来上
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務する者の生活の窮迫不如意は︑想像に難く無いのであります︒
最近博ふる所に擦れば︑来る四月一日より不取敢大東京に於ては︑

大東京一蕊七千名の小里教員に封し︑総花的に月額三同乃至五回宛

と共に︑一日駒早く俸給を少くも現在の五割増位に増俸断行す今必

要があると思量します︒若し何時迄惑現妖一維狩か継績致しますなら

ば︑其の総綴する限り︑閥民教育界は依然とし一Ｌ萎腿沈滞が存綴す

ることでありませう︒

月給を受取る様な擢威の無い有様だから︒少し骨の有る男らしい教

であります︒現制の如く︑校長や教員が町村役場吏員に叩頭し乍ら

町村支排を根底より改め︑之を全額剛庫支出制にして頂き度いこと

より改善して頂き度い黙であります︒即ち現在の制度たる俸給の市

成り︑而も其の俸給が圃庫支排と成って︑直接市町村と開係交渉か

度を確立する事は必要であります︒岡家が直接任免する所の官吏と

公布し︑識員の意志に背反して無暗に退職韓任等を眼要せざるの制

文官と同一の待遇を附輿すると共に︑新に小畢校教員牙分保障令を

期するためには︑小畢校教員を園家の純然たる官吏たらしめ︑一般

借て小畢校教員の身分を絶封に保障して︑或る程度の地位安固を

以上は解決が付く課であります︒

皆現致しますならば︑本項の所謂身分保護︑地位喪固の問題も牛ば

のであります︒即ち前項の教員俸給の問題が吾人の希望する通りに

識員の身分保障の問題も︑前項と密接不離の闘係に置かれてある

○○００︒○︒︒００︒︲Ｏ

の増俸を断行するとか云ふ話であり童すが︑素より全然婿俸を断行

︵Ｂ︶教員の身分保障の改善確立

全二回や五回の増給程度では所謂天井から眼薬叱粍度で︑到底現下

しないよりは遥かに増しではありますが︑都市生活者に封とＬ︑僅
の逼迫せろ賢吠を根底から一緩和し得る所までは行くまいと思ひま
す︒

私の希望する所は︑現下の賀状に即して︑即時嫡俸一審獣行を要

員は︑馬鹿らしいと言って︑他へ卿出する気に成るのです︒叉町村役

無くなった蕊に於て︑初めて小畢校教員は国民教育者として醐家の

望する一面︑それと相平行して︑小畢教員の待迩の制度を其の根本

場吏員や議員などは月給を自分の町村で支挑って居る開係上︑兎も

要求する園民教育に喪心し専念することが出来ると思ひます︒従来

りて︑他へ鐙出さる上が如き場合か無いと瓜限らないのでありま

閑却して︑至々等閑に附するならば︑忽ち有力者から排斥弾劾尭蒙

若し教師にして︑其の町村の有力者の子弟の入翠受鹸準備激育を

あります︒

民教育本来の使命を達成する上に於て遺憾の鮎が頗る多かったので

云った形になり易い程︑有力者の子弟を中心とする教育に堕し︑図

は兎もすれば︑町村有力者の子弟の中等翠校人里受験準備教育所と

すれば︑激員を自己の町村の傭人であり︑使用人であるかの如き錯覚

は資に弦に歴胎して居るのであります︒小畢校教員が時に有力なる

に陥って居る向があるのであります︒教員俸給の市町村支出の弊害
市町村愈議員などに心にも無い秋波を遥２Ｌ︑御機嫌取りをせねば
ならぬのば畢克俸給支挽に開する制度上の餓階から来て居るのであ
りさす︒初等教育界へ有馬有能の人材が集って来ないのは此虎に大
きた理由があるからであります︒故に私は教育界へ有能の人材寺一誘

致する艶一方策として教員の俸給支舞方の法を釜額閲庫負据にする
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故にかＬる悪弊より教師為救援するためにも︑教師を園の官吏た

す︒

らしめ以て巌然たる態度と絶封的の鵬威に蝦って見童を指導し得る
様に改革することが最も緊要事だと信じます︒
○○○○００○０○○︒

昨年教育審議禽で審議の結果︑例の師範教育改善案なるものが成

︵Ｃ︶師範教育制度の刷新改善

構な立案だと思料致します︒何卒一日忠早く該案が賞際案として質

案と成って川来上りました︒其の改善案の要綱を一瞥するに狗に結
施せられんことを切望して息まないのであります︒特に吾人は生徒
の堅資金の総額を悉く剛家が負措する給費制度質施を要望するもの
とが出来ると思ひます︒

であります︒期くして︑師範畢校に素質の催秀なる者を吸収するこ

︵三︶結髄
教育維新の精祁を以てすれば質行の難易などは問題では無い︒問
題は必要か不必要かと云ふことにあります︒若し必嬰だと認識する
ならば︑如何なる磐根錯節も打ち砕いて前進叉前進する此の熱意が
一切を解決すると云ふ建前を堅持するのが教育維新の根本結紳なの
この根本濡紳で突進したならば︑天下何事か成らざるものあんや

であります︒

であります︒吾人が如上列翠しました幽民教育の危機脱却山方案な
０︒○０︒ＣＯ００ＣＯ

ども︑閲民総力の支持に擦るならば即座に之を質行に移すことが出
す︒閲防の一種であると老へた時︑之か改革と完伽の篇めに或る詮︑

来るのであります︒私は識育は一種の鴎防であると老つし居りま

度の縄費を投ずることは︑理の営然であり交す︒曾て燭迩が仰風と

戦ひ︑一敗地に塗れ一Ｌ首府伯林はナポレオンの馬蹄に践恥されたが

乃ち恋然として超ち︑職塵楢未だ牧らざるに︑早く恥街頭に進出して

常時伯林大皐の教授兼縄長をして居ったフィテは懐慨措く能はず︑

襲を絶叫して︑大に拙逸剛民の巽醍を促したのであります︒フィテ

雄々しくも﹃淵逸倒民に告ぐ﹄と云ふ大演説をなし︑応に教育の必

○︒︒Ｃ

は其の一犬獅十呪の中に﹃馴家の進歩護達は共の根底一に教育の力

は愛馴心の擬醒にある︒﹄と絶叫して居りますが︑百年後の今周依然

にある︒今や我が剛は質に危急存亡の時に直面して居る︒之才救ふ
０○○○０ＣＯ○・Ｊ○○００○０ＯＣｏＣＣＯ００
の途は︑剛民教育を措いては他に絶劉に無いのである︒教育の同的

として彼の叫んだ獅子呪には厳として拒絶することの出来ない哲理

の永遠性か内在して居るのであります︒風民歌育の危機目前に切迫

があります︒翼くは我が教育界にも︑熱血渓フィテ出現せんことを

せるを戯て︑徐ろに営年の軍悪児フィテを偲ぶ仇情沈に切なるもの

斬りて本稿を棚筆するものであります︒︵総り︶

︵昭和十四年二月十日夜﹃師範畢校入畢志願者絶無に近し﹄の

新聞記事韮誠み糠慨措く能はす︑砿に禿筆を一難に阿して本

稿か草す﹄
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往年の異将軍緩鏑委員曇となり︑新支那中央政権樹立に拍車をか
Ｘ

ける！かくして東亜の蕊明は時日の問題！

の昨代ならず！Ｔ

白崇漉抗日職幾千年と豪語す！内髪三千丈に比すぺき支那一流
の形容詞！支那の名句は今に陵れず！但し世は噴飯的美酢麗畑
Ｘ

国民総和の議命は何となく力の不足！此の力が縄和では心細い
︑︑︑︑︑

猪の下にヨイカゲンで洲すぺきではあるまい！

！零れ足りない！喰ひ足りない！答へ足りない！縄和の美
上縄統議脅に於ける獅々呪世界の覗聴心集む！倖なる雛！其
の中心は防共握化と︑奮枇界の不合理是正︑育つものの生命保持の
す輩ば共に現自己浦足の我利屋迦と云ふ課！

擢利と殖民地要求！これ常然にして︑徒らに恐ろろ或は胸なで下

Ｘ

聖職一年八ヶ月の今日︑毎日陸海軍へ献金の多額が放送さるｌ
が雛令し︑再組織などと稲すぺからす！

囲民銃後の縄親和！縄力の現ばれ韮諾す！徒に南に向って官僚
×

大畢の改革？に手をつけてより︑縄長問題︑教授休職問題等葱と

×

明の燭か！哲らく獣して後仙の史家ＦＦ侯つ？勝賢者の明に依顔

次々騒ぎが生れろ！此の騒ぎ果して禰疋の燭か︑反動の馬か︑不
せん？

×

蒋さん憲女腸への未練か！盛んに圧さ﹀口説きに使奄出す！

今からでは遅い！

ル大統領の﹁米の閏境は伽悶西﹂の問踊！言った言はいで問題

ふ東洋の名言を御存じ？！

ＪＪ

々で州狸半の内謹話！蝿民

化す！輿論一婚見て言の左右は瓶しむくし！物言へぱ唇ましと云

×

議倉御岡浦だと恩つ穴ら秘密脅々

Ｘ

の代表れる事伐お忘れらしい！扮てられた蕪がしないではない！

×

我が乃水雛Ⅱ遜親蕪飛行か果す︑獅避岐叩此の除裕純々振を示す
名の乃木競走辱めざるよし！

四年越しのスペイン戦乱も︑革命軍のフラン︒軍逢に征服す！︑

慶劉！さて問題ぱ反ブランコの英伽が︑勝てば官軍と直ちに認め

×

ようとすること！この道徳が彼等の正義！腹が見え透く！

英首相下院で若し伽が危険の場合︑我は全力遊撃げて之を援助す

Ｘ

と建明！遊女の貞操以上に誰か信ずると︺のあらむ！

Ｘ

料理屋其の他に働く人々韮健艇上商店法没施とか！健康は女中
に限らす︑遊びに行く男の鯛にもよし！一石二鳥と世此のこと！

海南島Ⅱ本無血で占蝶︑悌英の抗議に封し﹁領土的野心なし﹂と

それなら文句なしと専んで蹄ら！欲脚外ないヨイ気なもの！こ

×

れがお伽噺の脇の物語︒

四十億近い純溌算丸呑み︑次で出る六十億もの溌算も﹁何んぽで
もお出し﹂とある︒馬鹿見永いな大食議員蓮︒
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支那事愛美談集⑳
○小池伍長武勇簿
皇軍の陣中に綴られた﹁武勇似﹂は枚畢に

逼がないが︑其の中の一として彼の大別山
夜来の順はすっかり上って︑青い産には白

戦闘に輝く小池伍長の武勇博を紹介する︒

吉野少佐か放った試練Ｕ一言である︒剛勇

部で催か百五十名︑敵ば千五百職衝．Ｉ
無双と聞えた田中喜之助大尉は︑日本刀を
てゐたが︑我が隊は絶封に後退せず︑敵を

大地に突いて仁王立ちのまＬ敵状を見守っ
職減します﹂と決然と言ひ切った︒其の毅

金口

棚

砦手蛎なろ日詰町康雄商くあげられて

明治元年七月の念八日の吉日なり

同十九年一月より盛脚郵便局雇

幼年畔代小皐校にて壌術侭等なるに依り

公務の除暇に師に就きて

の攻撃は依然として頑握だ︑我には世界無

れたこの時である︒突然一人の兵士が機開

漢の畢をも修業せり小畢亦畢岱呼より

五等助教を命ぜられ其後に敷吋鴬受けぬ
銃を提さげたま上吹雪いやうに飛び来る敵

西村茂樹先生の詳灘されし純済の

賀品妥けしことありき明治十四年七月より

弾の中をまつしぐらに敵陣へ突入して行っ

番聡縮きて感じ入る地方凪併の顛暖を

兵敷において十封一

シ！と射撃を止めたが︑間仏なく敵姉は

志望を抱き始めたり明浦二十年七月に

日本弘遊命に入含し同年十と二月中

多年見州きて雌慨し遡徳振興なさんとの
三十メートルを一気に丘の上に眠け登った

此の勇士に向って集中された︒しかし伽と

露士は︑悠々と機銃を丘上に裾付け︑敵陣

二十一年大阪の風併改良称興に

星十三年五月には監督局なる盛醐の

砦手牒にて改良の委員たるとＬを委侮され

閥村先生の門に入り教を受くる身と？極

らは﹁小池伍長だ﹂﹁小池伍長毒殺すな﹂と

めがけて猛射の火読誇切った︒この恩はい

云ふ奇蹟だらう︒かすり傷一つ負はず百二

た︒鬼抑のやうな豪階さ！︑敵も味方もア

比の大和魂があるか

れ飛ぶ一畔間：⁝・二時間：・・・三時間⁝ず敵

石山三

含津若松巾命貝

１１三楽木村新太郎大人の歌

/ へ

の出来ぬ嵩高な武人の表情だった︒弾丸副

然たる一瞬の姿は如何なる巨匠岨彫ること

員

さすがの剛勇隊長の顔にも筈惜の色が窺は

郎

へ

戦法に敵は枇度に狼狽したＵ友人の岐地か
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い雲がポッカリ／︑浮び︑誠に満々Ｌい秋
晴れの或日の朝だった︒主力の弾薬温株を
持った部隊は︑山また山の院路を辿って前
進を縦けて居たが蝿それは風樹舗を川謹し
て間もない頃だった︒覗野がぐっと詰って
小高い丘を越えた瞬間︑遁路上或は電柱や
に入った︒﹁おや！﹂と恩はず足を止めたそ

雑木をうづ高く祇み重ねられてあるのが眼
の途端︑ダダグアン⁝⁝カタノ︑︑ｊ︑．：：

ダアンとすさまじい銃砲齢と共に夕立のや
場面に塗ってしまった︒敵の射撃は案外に

うに土煙が燃え上って︑全山は忽ち死闘の
正確だ︑賞に激戦数十分︑吉野少佐か微笑を
浮べながら田中隊長に言﹃↓た﹁どうだ山中

隊長︑後退するなら今だぞ﹂我が除員は全

へ …

集談美愛事那支

で行った︒敵兵は算を副して潰礼てしまっ

魂の血と肉は一塊となって敵陣に飛び込ん

大刀は紫電一せん︑振り下された百五十の

の謹がわつとわき起った︒突撃！除長の

ば幾千幾蔑となく居ることを恩へぼ︑何も

戻し︑自分達と同じ境遇の父や母が全罰に

の数々に剛まされ︑次第に生活の希望を取

てゐたが︑無て近隣や知人の温い銃後援護

希望を失ひ︑しばし味気ない日を詮って来

大に地方を感化せり二十六年十二月

一一支命長たる任に就き同地の悪風改良し

こ十五年の四月には同地に支命設立し

聴任すろの身となりて

郵便局より選まれて黒津尻の特置員↓粍

は士別山の峰々に迄こだましたと云ふ事で

郡川尻村出身の小池一郎伍長だ︑此の英名

答へたきり⁝⁝此の勇士は肺奈川郷津久井

ぞ﹂と言ったか︑伍長はヌァッ﹂と軽く

て﹁小池伸いぞ︑おれが現認誼をしてやる

シ赤に血をあびた小池伍長の肩を弧く叩い

者遺族慰問帖を作り︑居町の中野随を振出

の新聞から験死者の記事を切抜いて︑戦死

息子と同じ部隊の勇士もあらうとて︑毎日

げれば自分も亦慰められるし︑其の中には

事を霊心し︑同じ思ひの父や母を慰めてあ

ではないと︑此所に遺族の慰問行脚と云ふ

恰も自分一人の如くに歎き悲しんでゐろ秋

幹事の職を託されぬ公務は次第に累進し

同志と共に相諮り耐烏支禽設立し

西村弘道含長が東北巡回せらろ上を

黍なくも御下賜あり明治三十年中に

御大典式御畢行際荊肴料として金員を

明浩二十七年四月には御大婚浦二十五年

祁島局に卿任し郵便書記補に任ぜらろ

︑︑

た︒敵の死侭は山のやうだ︒吉野少佐は虞

ある︒武人の鑑として永久に緋へ語るべき

通信書記に係ぜらろ倉長子僻谷干城より

徳川曾長殿よりは祁烏支禽拙張の

しに慰問行脚を始めたと云ふのである︒富

委員長たる其職を委畷されしぞ堵響なる

ものであらう︑美談である︒

した遺族全部を片っ端か畠慰めようといふ

全剛津々浦々を堀歴して今度の班鍵に散華

維身稗員に列ゼらる同四十年九月中

大した意菰込である︒

の高橋さんの念願では︑燈と足の縦く限り

Ｏ軍国の父
一足息子を御園に捧げた勇士の父か︑世

なほ高橋さんはこの慰問行脚を意義あら

東寅殿下の御昨に＃東北行砕遊ぱされ

功勢賞を贈られき大正天皇陛下には

の同じ忠ひの遺族を慰めようと︑一幽人の

しめようと慰問帖の題字に林銃十郎大将の
畢に痛く感動し︑近く寸暇をさいて一筆を

同局にては光莱を記念せんとは御杯

禰島御駐鐸其隙に︐郵便局へ御下賜金

斯道振興に諜されし功綴諏薪の旨をＪりて

置族慰問ぞ謹願し︑全剛津冬浦々の戦死者

染筆を求めたところ︑将軍も軍圃の父の美

四十一年五月中術僻徳川命長より

がある︒それは東京市中野随大和町一四○

這族を巡歴して廻ると言ふ軍凶の父の佳話
の高橋吉五郎さんである︒氏は一人息子の

事にかまげての生活は所謂小乗である︑他

揮ふことになったと云ふ事である︒自己の
人の鰯に乗り出した此の大乗酌純心な奉仕

通信脇に侮ぜられ其徒休職命ぜらろ

︑︑︑︑

つたのである︒それ以来と云ふものば均君

歩兵上等兵均君を昨年十一月中麦戦線に喪

作製なして局員に荊放れたろぞ方雄き
だけを頼りに生きて来ただけに全く生祇の
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ほ洞に佳話である︒

○戦線と銃後の感謝

な一老婆の其の後の事を案じて︑戦友にも

勤務中︑何くれとなく面倒を見てゐた不幸

悪員﹄は︑川征以来自分がこの橋派出所に

家好喪軍曹︵東京市本所厩千歳町三ノ雨幽

寄越したのである︒それには今までの同情

！すると探すその老婆から職線に手紙を

寄せ︑妻女にも調べを命じてゐたのである

老へた︑貴家軍曹はその後留守宅に手紙を

ぽかりに︑老婆を不幸にしてしまったＩ﹂と

﹁しまったＩ自分が充分引艇ぎしなかった

委蝿されしぞ群なる本螺鵠育仲長より

三氏閣下の述名にて祁烏地方名器委員

徳川倉長飴めとし阪呑芳郎漉深氏

宣惇委員走委蝿さる聖堂復興期成倉

徳川日本弘道曾曇より

地方委員を託せらる四十四年川月には

御即位大参宮記念倉よりは

三等有功章受けぬ

北職中に職務上勉卿されし廉に依り

話してゐた程である︒突然にも其の老婆か

﹁なあたが凱旋するまでは決して死にをせ

を感謝する旨をたどｊＩしい文字で善き︑

記念の品を贈られぬ斯文含祁る術歯含

螺下中なる張健者二十年以上無嫡故

勇躍出征したのであるが︑併し同情深き同

ら感謝に満ちた手紙がある︑同時に貴家君

ん元気で凱旋なされた時︑あなたにお魁も

徳川倉長閣下には古稀の覗裳設けられ

睡賞典せられボリ剛十四年四月には

の留守宅からもこの老婆の消息を報じて来

申し上げずには死ねますものか﹂とあった︒

菓子と三組木杯悲贈られれるぞ右難き

君は︑其の後も老婆の上を案じて︑上海上

たので︑始めて同軍曹もホッ．トして直ちに

そして老一は板橋の誌育院にゐる事も判っ

徳川本愈握よりは熱誠識力斯の謎の

其の老婆と云ふのは︑同じく本所隔堅川

た︒同頭曹はすぐ激脇の手紙を課いたので

更に日本弘道念の徳川菅長閣下より

振興岡りし功紙が妙なからざる廉悲もて

町一ノ三尾沼氏方に同居してゐる山本のぶ

古稀の醜に毒昌式菓子と木杯順られき

居所不明﹂で戻って来て了ったのである︒

さんで︑附近の某工場主の義母として祁営

あった︒此の戦線勇士の深き同精︑それに

陸後暫らくして手紙を出した所︑﹁受取人

の暮しが出来る身分だったのであるが︑い

銃後をつなぐ美談である︒

感激媒訓の一老婆！美はしい！職腺と

日下○○部隊で頭要任務に就いて居る尚

るｊ︑と不運な事情があって病弱の身を前

その老婆に手紙を認めたのであった︒

記尾沼氏方に間借してゐたのを︑戸口調査

五十年以Ｊ維緬し功努多大の含員とて

た府下小金井是政二二六○永井銀治郎さん

其の一人に推されホリ中央激化園髄の

爾来弘遡竹よりは岱同愈八元老中の

重紅重叔て奔受され無上の光雄荷ばれぬ

叉も特別功芳と共に表彰記念品

は︑人力車夫を業としてゐるのであるが︑

銃後善行者として東京府から表彰され

○愛国車夫

術又弘遁愈長より創立六十周年に

で知った貴家君は同情︑巡回の郡陛米や何
面委員に交渉して月十回宛の支給を受ける

や彼やと持って行ってはやり︑一方には方
嫌にしたのである︒

然るに其の後貴家君は名署の雁召に接し
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醤油に︑或は味噌等を初めとして︑歎餐の

り前後二十一回に亘って︑皇軍勇士の篇に

要するに蝋拘らず︑永井さんは昨年九月よ

一人の大家族であり︑其の生活費も多額を

母︑脚身夫婦と二男三女あって︑合せて十

永井さんの家庭には兄初五郎さん夫妻︑租

ゐるのである︒然も更に驚くべ︑ざことは︑

ぱることは天の自分の使命であると感じて

雨の日も風のＨも一日の休みなしに車を引

妹として蕊はれてゐろ瀧で︑キミエさんの

近では同病院館三病棟七室の勇士から︑姉

の二度の休暇さへもなげうって没頭し︑最

に至るまで傷病兵の看護と慰問に．冬︑春

！﹂とて三本杉校長の諒解の下に以来今日

めることこそ私に輿へられた唯一の天職だ

姿に心を５たれ﹁との勇士達をお世話し慰

白衣の勇士を慰問した時勇士達の不自由な

月同校の見童代表と一緒に睦軍第二病院に

児童の保護衛生に努めてゐたが︑一昨年十

世出谷随代津小畢校の看護婦として多数の

畢士博士も盤のごと陸縦出づろことどなり

受け得ることＬなりたれば

恩ふがまＬに教育通

金剛中に諸大壕洩れなく十分設備され

中小阜走始めとし各種高等畢提も

塊水脈含乃見渡せば今は昔と異りて

稗行美談数多く一々繋ぐろに逼なし

世の鰯又は人の鰯め絡始一貫一と筋Ｆ

昭和九年叩今迄に滋を弘むろ其鰯めに

地方委員放る職分延委蝿せられたり

聯合森の理燕長たる松井茂殿よりは

後十四回程これ亦述縦して小畢校生徒に︑

を誓って再び第一線で活躍してゐる蒋士も

親牙も及ばぬ手厚い看護を受けて至誠奉公

大幸川の世となれり

知識製撤の人々は到る虚に充漁し

更に皇軍僻兵を慰問するだけでなく︑前

慰問品を連績的に贈ってゐた事である︒

紙︑鉛筆︑半紙等の文房具を贈ってゐると

あり︑これ等勇士からの感謝の手紙はキミ

である︒永井さんは表彰されたに際し︑愛

ヱさんの机に山と積まれ一Ｌゐると云ふ事で

されど迩徳方面は之に反する傾向にて

剛永の鯛めに強するなり︐

云ふ銃後の善行者中随一の美談の持主なの

言行一致の人寒少言ふて踏まざる人多く

不言没行ずろ人と人格完成せる人は

賀に憂ふべきことにぞ今世必要なろ人は

変践蛎行ずる人ば．批には甚だ稀有なるば

したいと思ってゐた時︑楽しみにして不自

ある︒キミヱさんは苦畢し工石護姉の免許

由な皆様の世話をしただけだ﹂と︒自己の

時代の要求する人ぞ斯る人人彩出せば

を取った人で︑﹁私も女として価か御奉公

廊激である︑此の御親切な御期待に副ふた

天職と感じてゐろ其の篤志感ずべきであ

天子様と御剛の鰯です︑表彰された事は唯
めに今後は一岬努める﹂とハリキッテ居る

国の熱情を側に輝かせながら︑﹁何哨彼も

と︒此の純心！此の意気熱情！銃後の

人走も価をも稗益する棋範俵表と仰ぐ人

弦に於てか忠はろる二宮尊懲先生を

多々出でまぜと測るなり

世の総鑑にと慕ふ人

る︒一少女の純情な銃後佳話である︒

﹁桑隠居の牙﹂を非常時の今とてかなぐり

Ｏ後銃佳話

艦である︒

Ｏ傷病兵に奉仕の白衣の天使
山崎キミヱさんは︑昭和八年から東京市
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中まで家業蔑端に墾撰として釆配をふり︑

隊の部隊長を引受け︑老迫る難考朝から夜

な人：⁝膳召兵士の残して行った留守大部

捨てて︑銃後の固めに一役買って出た殊勝

頼むとの美はしい話になったのである︒

川征中勇士に後顧の憂ひなきやうに協力を

より改めて大堀氏に鎌倉屋店主代理として

谷川源次郎翁の耳に入り︑臨激した同社長

得意先の京橋臓新富町一の竹田組批長︑長

其の手助けを申出たところ︑これが店から

焚践期行の人にして所調君子の人絡者

嬢岬にして識高く術に凍言延尊正し

姓は木村氏名新太郎〃心共に畷固にて

余が常々に欽蕊する今現世に人こそあれ

五十像年の典の間群て嫡にご誉れす

養性温良恭謙譲沈着深職欺考士

つ此の菊塊は人々を感激させてゐると云ふ

既に七ヶ月︑資に銃後完しの旗を支へて立

明治二十年七月に日本弘遡命に入り

早く久しき以前より遁徳心心標秘し

で牛歳除⁝．馴れぬ業務を一身に引受け︑

徹に誰搾なされ仁る功績偉大なろに依り

粋事の職に常られて緬米五十右除年間

斯く話が決まるや︑大堀氏は以来手排岱

それは東京市深川随大和町二鎌倉陵運

であったが︑自らを鞭打って日夜の努力を

或時は過労から病に倒れたこともあった程

のである︒

逢店主矢口増三郎君は︑職年前父母に死別

檀けて来てゐる︑︲最近では︑此の評測が叉

事鍵に一人息子七郎君を戦線に逢った時︑

大堀辰次郎さんである︒同氏は過ぐろ上海

を僻へ聴いたのが同賦木場町ニノニニ無職

しく一家の舵取を失った形だったが︑これ

君︵十︶の家族と︑従業員五十欺人とは︑正

ある︒この時大堀氏の如き︐虞に全き剛民

の努力と︑遺家族の護りは其の尤なもので

きをせねばならぬのである︒即ち職零の鰯

なって同じ目的のために向って分相腰の働

老哨若きも男も女も一緒になり︑一つ心に

今日の非常時局に虚する剛民としては︑

×

×

鑑とぞなる

現祉に稀なる徳行高き人後の価値年︑も組

反歌

人の躯鑑と敬慕さる其の後含名改めて
済美愈とぞ名づけらろ其徳洪に海２﹄と
其毒は山の如くなり斯ろ人桁高§人
此の地に仰ぎ得ることば祇島螺の誇なり

則きて仰がぬ人ぞなき今祁陽の市に和りて

祁脇第一小皐校より同志と共に集りて
未誠式を畢げられて鐙早十年過ぎれるｔ
今怖総緬なしてあり批行ひの韮はしき

信夫柳太郎氏と共に御溌布ありし記念Ⅱに

一念より受賞され土ろば前述ぺし如くにて
天下周知の事蹟なり昭和三年十月中
御即位式の記念にと米讃稗走開没し
教育勅語の納紳韮一般人雁腿めんと

後は︑幼い弟妹を抱へて家莱に専念︑祇隣
でしっかり息子の評判を得て居た程である

業の勇士一家のため進んで協力をぱ申出る

評判を生んで木場浬逢店組合の人々も︑同

出征遺家族として受けた銃後の赤誠に濁す

の務めを自寛しての働きと云ふくく︑銃後

と云ふ有様である︒

が︑今回名巻の雁召に接し︑獄眉部隊一等
﹃︑

兵として南支方面に勇曜卿戦してゐるので
︑︑

為感銘に思ひ合せると︑桑隠居牙分に甘ん

圃民の鑑と郡すべきである︒

ある︒後に残した妹かよ子さん︵十言弟昇

じてゐる場合でない︒よろしく銃後閥民の
早擁例の鎌倉儲方を訪れ︑愛情を披漉して

繭分り一の義務を果すは正しく今だとて︑
×
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秒

ひかれて﹂

蕊夢

山

﹁お光は甑に乗って柏崎﹂

喝なびく﹂の浪花節に︑

︑︑

荒唐唯稽も程こそあれと忠ふのは︑﹁徒渡へノーと草木

Ｏ盤に乗って日本海

其ラヒ

これが日本の棚臣︑支那婦人を妻とする噴矢である︒

のである︒

蹄つたのであるが︑此に至って︑浮足と同じ位を賜はった

の妻である︒浄足︑人唐して自然と結婚し︑蹄帆の時携へ

然に徒五位下を授くとあり︑李同然は従五位下大春日瀞足

︑

日本通史によれば︑桓武天皇〃延暦十一年︑庶女︑李目

Ｏ支那婦人を妻とする篇矢

御感斜ならずといふ︒

青

一碓睦華賓と撤︽畔妹一

○支那の樫詩一

佳話・遜話
ダ●

日本で花といへぼ機であるから︑樫の詩歌は極めて多い
が︑支那の棚また樫桃ともいひ︑副本のような韓花ではな
く︑随って撰詩極めて少なく︑大家の鏡篇としては︑王安
﹁山撰抱レ石蔭二松枝︽比二並鹸花一謹最運︑頓レ有三春風峨二

石の一首ある位のものだ︒其詩︑
寂翼﹃吹レ香渡し水報し人知﹂

○磯千鳥
世に有名な東幅寺の徹害記は︑文藻涌くが如く︑歌六蔦
首も作ったが︑火災に焼失したので︑思出して二菖首ほど
残した位の人である︒勅免ありて︑殿上の歌禽に召さ奴︑
﹁人なみに︑今日はさしでの磯千鳥︑君が八千代の麗に

磯千鳥の題を賜はりたれば︑

0

−−F
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「

の名句がある︒お光は男を慕ひ︑越後の柏崎か︒吟毎蝿盟に

ゐるけど︑汽船でさえ楽ではない日本海の荒海を︑女一人

乗って︑佐渡に往来したといふのである︒誰も熟ながして
︑︑︑︑︑

盟をまはして漕ぎ渡るとは︑おそるしや︒

Ｏ硯蓋銘

︵主︶︵皿︶

蘇東城の作った硯蓑銘といふものが鱒はってゐる︑︲いは

一石↑︵見︶

研石掴在︑硯山己頒︑ 美心既去︑孟子不し来
これは上品な謎である︒

Ｏ織道開通式
吾邦の徴道が︑時勢の進運に順隠して脹軌に改められる
と聞く︑抑︑日本の識道敷設は︑明治二年十一月︑廟識に

た侭︑一同︑舜伏︑敬隠しイ南簿や拝観したのである︒其

其質況を語るのである︒

時︑〆桟敷にゐた少年か︑老人になって現存してる者が往々

Ｏ靴を穿つことを得る

日露戦争の直前頃までは︑肥前の唐津中畢の校則に︑

﹁生徒ハ靴チ穿シ古トチ得ル﹂

と特筆してあった︒唐津は白砂青松の風景地にして︑満ら

かな砂地の道路で足は汚れない︑それに九州男兇の元気も

あり︑その以前．生徒は皆︑裸足の艦で登校してゐた︒靴

った︑靴を穿くのは︑柔弱のように恩はれてゐたのである︒

は制服制帽といふ卿念の外であった︒兵式隈操瀦裸足でや

○孝︑不孝

板倉重宗︑京都所司代の時︑大の孝行者といふ町人と︑

大の不孝行者といふ浪人とあり︑或時︑下役人より此の二

は至って大事である︒父母と子とは至親なれども︑心ほ同

人に賞罰あるぺきことを申請す︒軍宗日く︑孝不孝の賞罰

じとはいはれぬ︑されば父母の悪しとするところ︑反って

同九月十二日︑明治天皇．親臨して開通式を奉行された
族︐大臣︑参議以下同じく面衣にて供奉し︑陸軍諸兵路上

るから︑篤と正すべきである︑其蒋共︑呼出して穿さくせ

善なるやも知れず︑傍より見聞する者哨亦皆一是一非であ

であった︒

︐果然︑大不孝のように評判された浪人催・天晴の篤行者

よと命じた︒

てあるが︑あの岡に描かれてないのは︑新橋脚︑織癒館の

のである︑天皇は直衣を召させれ︑四頭馬車に乗御︑皇

於て決定し︑五年五月三日︑東京横演間︑暇開業を職施し

〆￨'

に整列した︒常日の光景は︑祁宮外苑の桧謡館に掲げられ
外に設けられた拝槻の桟敷である︒此日︑一般民衆は路傍
で拝槻したが︑新橋騨仙反封の路傍に︑官吏家族等が歯簿

−−51−−
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拝醗の罵に︑特に捜敷が段冬に作り上げられ︑極敷に坐し
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Ｏ目玉を切捨てる
伊達政宗は生れながらの濁眼龍ではなかった︒若さ時︑
一方の目玉︑下り出て見苦るしく︑大蒋の風絡らしくない
からと︑乳母の子︑片倉小十鄭が勧めて切らせたのである︒

其時．目玉を切って一命を失ひ玉は堂御供申すべし︑其暖
にては生申斐なしと申す︒

扱︑一刀剛勤に日玉を切捨てれば︑政宗気絶す︑小十郎
大に口惜しがり︑大昔に︑

﹁未練なる御振舞かな︑雛五郎紫政に劣らせ玉ふ口惜しさ
ょ︑さらば御供申すぺし﹂

と腹を切る︑其雛の烈しきに︑政宗︑呼び生けられ︑養生
して獅眼の英雄となった︒小十郎の腹の渡も︑忠心︑天に
通じたか︑回腹して仙墓の名臣と唄はれるに至ったのであ
る︒

Ｏ百さんの山下金作
今から百五六十年前︑江戸︑深川の桑木にゐた女形俳僅
︑︑︑

の山下金作が︑女髪結四元旭だとも言はれてゐる︒
︑︑︑︑︑

も︑︑

者家の仲居など︑蚕たそれからそれと逢に一般の女誇一緒ふ

ようになった︒その頃︑﹁面さん﹂と言ってゐたか．此の金

作は︑まるで女のような人であった︒

○勧畢詩

︑℃︑

糊畢詩で︑尤も畷く天下に停謂せられるのは︑海防傭と

呼ばれた維新志士︑僧月性の︑

人叶到庭有二青山一

男児立志出二郷闘︽畢若不し成死不し還︑埋骨伽街墳墓地・

次は朱文公の︑

少年易Ｌ老翠難し成︑一寸光陰不し可し唾︑未し畳池塘春車

夢︑塔前梧葉既秋醗凹
︑︑

茜門光悶卿に仕へて大日木史の編纂に従事した名儒︑佐々

十竹は︑元と傭であったのか︑慨然として衣鉢を批ち︑髪

誇蓄へ︑割に使って江戸に来た時の詩に︑

願売畢柔不レ成死不形体︒

誤落二室門一二十秋︑改レ衣此日赴二束州一功張爾没非二吾

︾︿

×

金作は︑かつらつけと言三Ｌ︑かつらの髪を結ぶことか

×

上手であった︒或日︑塞者の髪を︑かつらの様に結び上げ

lq

たのが︑蕊者仲間の評判となり︑流行り出したので︑金作
であった︒其後︑弟子ができてから一価百文釦になり︑塵

は葵者の髪結を本職とすることにした︒報酬は．一回二百文

﹂

×

イf二
19弓

託
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語物のM柵日
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日澗Ｍの物語

下澗海南

そうした現代相の中で日本といふ園は支那事鍵により

て︑こ典に物のありがた味を少だ賃感しはじめつｋあ

る︒これは日浦や日露のときはまだ大衆の頭へピンと来

なかった事であり︒倣洲大戦には直接交戦脚のなめたる

尤もにがい辛い鰐駒であったが︒日本へはひ陣きの極め

て薄かったものなのである︒

︲︲Ｉ︲ｌ︲！０１●１１１１

近頃ガソリンが制限されて不便であるとか︑綿布郷は

スフ入りで困るとか︑ゴムや皮が不足してる︑羊毛類の

手薄で閉口するとか︑食糧品も次第に高値でやり切れぬ

三Ｍがないと戦争は出来ないといってるが︒それは戦
争ばかりではない︒何事にも三Ｍが無くてはなら左いり

である︒

くらべて見ても今日の日本ほど後洋はしてゐなかったの

Ｌあるやうであるが︒職洲大戦が経りてのちの戦勝図と

とか︑ぽつノ︑物の不足から物の有りがた味を資感しつ

ス︾０

三Ｍとはメンとマテリアルとマネイ︒人と物と金であ

１．１

しかしてその三Ｍといっても物ありてはじめて金あ

大正十年の︑筆考の欧米漫遊の折とても︑戦争成金の

Ｉ・Ｉ

から物の故附があり︑その物を求める手段に金が必要な

り︑又人ありてはじめて物ありといふべきで︑人がある

国琢磨翁矛一国長にした︑日本賞業関にしてが︑金のうな

って診米閲のマルチミリオネール連の招待をうけ︑至る

横綱であった北米合衆圃では二皿主義がはやってゐた︒

ところ二皿主義の椴迎をうけたものである︒我等は央京

のである︒しかし価間では肝心の人の大事さ物の大事さ
二にも金只金がほしい金がほしいが詐偽となり︑窃維と

を忘れて金の方に闘心を持ちすぎる嫌があり︒一にも金
なり︑弧盗とたり︑人を傷け人を殺す︒人間寓事余の世

ロンドン一流の族館サポイホテルの卓上にても︑コーヒ︑

紅茶の砂糖は粉にした小袋であり︑角砂瀧にお目にか上

の中とさへいはれるのである︒

１．１
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ってもそれが半分の力ケラであった︒

ｌ・Ｉ

ましてや戦敗図ドイツ平時にありても︑糊輸入額の三
分の一は食糧品であったドイツ︑肉類は除ろほどあった︑

馬鈴薯や裸奏は自足自給できたが︑その外の食糧は殆ん
どあげて輸入にまつ外産かつた︑︐ドイツが︑相営の食糧
の準備を塾へてから大戦の火の手をあげたのであった︒

の生鴻は食穏の制限にしばられてる︒だから食糧警察の

ｌ・Ｉ

逮反事故もドイツにして猫且かなり多いといふ事であっ
た︒

一九三七年度のドイツの輸入食料を見るに︑

一玉錨黍一億七千八百蔦マーク

へ小姿一億五千六百蔦マーク

物二億一千八百葛マーク
植物性一饗用油及油脂二億二千九百蔦マーク

しかしさて開戦と底ると一年ならずして︑食糧の不足に
苦しみ出した︒凶作といふ事もあったがとにかく食糧卒

一其他と合し小計約十億マーク

九千三百蔦マーク

ター一億五千五百葛マＩク

肉類八千葛マーク
牛派
及千
豚八
ママ
ーー
クク
一生魚
二千
百蕊蔦

合計二十億五百寓マークの食料を輸入せねばならない︒

・動物性

そこへ新に合併されたオーストリーはドイツ以止に不足

一其他を合し小計五億七千蔦↓︑Ｉク

つＡある︒しかし今日ドイツでも食綴には雪の如く不足

‑−．月4

足柴養不良といふので大戦川年半の間に餓化する者八十
寓人を算したといはれてる︒物の不足が遂に人の不足と
でしまった︒

蔵り︑ドイツは戦に勝ち左がら食栂封鎖の蔦め兜を晩い

１．ｌ

そのドイツは大戦後復興の一途蹄進をつぐけ︑今やオ
ーストリーを併職一︑ズテーテンを割きとり︑戦敗の鴫︲イ

を告げてゐるのである︒此ほど蹄朝した人たちの話を聞

しまってるのである︒

園である︒昔の填匂閲から農産地帯はみたはぎ取られて

穀物類はポーランドや血シァから︑肉類や卵旋どはデ

いても︑パンや肉の一片を求めるのも一と仕事で牛乳も
族人に唯分らない︑ホテルの朝には知られないが︑大衆

バタもネギの一切れでも制限をうけてる︒通りすがりの

ッは︑戦勝のフランスを尻目にかけ欧洲の天地に雄覗し

卵パ

−
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ある︒ドイツでは求めたくも輸入が制限さ恥てる︒オラ

貿易の均衡を保つためには州来うるかぎり制限されつ上

トルコから求めねばならない︒ドイツ︑それもドイツの

ンマークやオランダから︑果物はイタリーやスペインや

がはやくも戦勝気分式に景気が好すぎる︒それが緊張味

るが卜伝と云ふ気持ちがあり︒さらに近頃一部であらう

不同曲を唯じ蔵がら︑少しは物の有りがた味も感じて見

営面の我園の壮含状態を見一し︑私は一面に物の制限に

ンダでは輪川したくも買ってくれない︒ドイツでは食膳

菩埼しい事と感じつ上あっち︵一四︑二︑十五︑永爪町︶

をこわす︑さらに物慣の騰世矛一あほってるやうに恩はれ︑

しき

ＩＩＪ

●らる﹄

北悲派雅符村部隊特務一等兵平喪振俊上

波風心なきて朝日に映ゆるかなにひ宮つくる隠岐の烏山

︲島根癖公立小畢校長従七位勤七等竹田兵雄上

てり比ゆ

みいぐさのかちときあくるからくにのしまのとりてにあさひ

一上・

北支派弛井上部隆陸軍歩兵大尉徒六位勤六等佐藤勝

水くみによる舟見えてわたなかのはなれ小島に刺日かがやく

両枝上

滋賀郷隙軍歩兵中佐徒五位勤四等功五級高裕妻佐々

昭和十四年預選歌︵一月三十一日歌曾始めの御儀行はせ

○朝陽映島

は不足を誹へてる︒語隣りのオランダでは野菜に油をか

けて焼いてゐる︒そうした現肢から我日本をふりかへっ
て見て何と恩ふ︒

１．１

我登幼年時代は物の有りがた味といふ事を︑シミ人１１
と経輪して来た︒竹の皮包みのメシ粒は一・粒も残しては
ならなかった︒行燈や一フンプの火の下で燈芯を一二本ま

す︑ランプの火を大きくする︑そんな賛洋なと叱られた
明治の上半期頃からくらべたら︑日本の国運の隆典に伴
ひ︑大衆の生活はかなり向上した︒わるくいへぱ賛洋に
今日世界中日本の食卓ほど新鮮にして味のよい︑肉類

たった︒

魚介野菜果質が盟富に紡ぐまれ︑しかも値段のやすい剛
は無い︒少くとも食糧の豊富である事は︑日本としては

開東州津川彦六上

占めえたろ島にかがやく削日かけ嬉しくあふくつばもの吾は

共に︑その食腿の不足を感ずる度合の郷い事が叉幾分緊

なり

おほみふねつなきたまひしいそ見えて吉備の高島あさひさす

とても他剛とくらべものにならない大きな弧味であると
張味左舷くゆゑんでもあらうと思ふ︒

可

I

垂

率訟垂一叩垂四

含貝金田光義

和共に海に浮ばん勇あるも伐力ろところ率知らぬなりけり

一間ば十を知るとそた上へける我はわつがに二つ知るなり

由や求や赤ば夫々能あるも仁てふまで伐我知らぬ煎り

・朽木たぱ雛ろに由なしに今よりば言と行二つなぞみん

慾あれぱう犬入心も動くなり如何で剛てふ徳やあるぺき

我が受けてこＬろよからぬ事は皆我も人には加へざろたリ

間きてまだ行ばざろに更にまた聞く心おそるＬ子路もありけり

能く堅ひ下問走恥ちぬ行に文てふ名をそ贈られにける

身にとりて直くに行ふ半きけど性と天とば説かれざりけり

恭と敬恵と義との閥つの道行び得れり子産其人

善き事ほこれにならひて悪しきぞぱ我が行の戒めとせん
父や母居まさは遠く遊ぱざれ遊はぱ絶えが一音つれたゼょ

令勢に三たびつけども再ぱず三振ぴやむれと慨る色なし

親思ふ心深くぱ自ら三年も父の道ほかへまじ

貨をぱ芥の如くふりすて入道なき剛にさまよびにけり

身の程を知らで薬置斗一節に山挽に藻かく空将とや云ふ寺へき

何郵も心ひきしめ行はぱ過ちとても少なかるらん

交リは久しきまＬに敬ひて抑れてみたろ坐事ばなきなり

古の人は言の葉爪くして行純く進む起りけり

造ならば仕へて智慧心あらはせど割る上時の愚にば及ばず

考も過れば却て迷ふなり再びすれば行ふぞよき

老いぬれどまだすごやかにおはぜとも年も年とも雌れもぞすろ

徳あら叛人もおのづと慕ひ来て隣賑ひさびしかろ室ど

是よりは是きぞ綴りて後の世に教残さんいざ蹄へんなん

怨む人少なかるらん悪しき事にくめと人走にくまざりせぱ

心にもなきことなから特更にみえ悲飾ろば恥とこそ知れ

由にまさる岡の言葉にいやまして聖の旨のうろばし野かな

正直と誰か云ひけん無きものをなしともいぼで輿へけるかな

瑚理とて貴とき器には比へども君子とまでば許さ管リけり

田舎にも信の人ｉ多からん箪走好むは丘に及ぼす

過渇て内に自らせむろもの見ることなき走歎かれにけり

とらばれの身にしあれども罪ならぬ公冶に娘めやはさりにけり

仁ばまだ我は我らねとまことな寺﹄俵を川ることばなきなり

斯の如き君子の人の出てにしば智に勝れれる人あればなり

第五公冶長篇

諌にも度かさなれば何時しかに友にうとまれ君にいとはる

行のそ域ぬを恥ちて古の人は旗やすく口ださぬなり

父睡を諌めてなほも間かざれば又敬ひてう雪吋みざ言ｈまし

第四里仁篇︵つぜき︶

和
仕ふぺき道まだ知らぬ我自身ぞし﹂酢する言葉を毒ばれけり
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記の含演講曾本場壷m締本日

日本精神護揚本曾誌演曾の記
時局ば愈毎図家の総力を畢げて堅忍持久韮要する事とて︑銃後の
阿結を固くし本来の使命走謹揮すべく二月五日より﹁日本粘岬壷揚
迦間﹂として一週川准各機洲走通して全叫一斉に活動する事となつ
れので︑本倉は此の趣旨に擁き︑東京府教化圏畿聯合曾と共同︑主催

にて︑二月十一日紀元の佳節韮卜して﹁日本精抑装揚誰波愈﹂牟開
催することとせり︒

此日午後一時半より脚田一シ稲帝図教育愈館誹堂に開愈し汝︒開
愈先づ全員起立常城遥弁難なし︑次で事鍵の職残勝士の露に︑出征
勝兵の武運長久にと一分伽の欧禰をなし︑それより艇江︑王事識域︑

本愈の沿革大要より︑畔局重大なる今日︑側本締抑韮獲揚して︑剛
愈忽講演含に入る︒庇江︑主事の紹介により海軍少将武一品邦茂氏登

一氏が難局打開の使命韮果すべき所以を強調して開含の挨拶とした︒

域︑﹁薙帆の本義と海洋褒展﹂と題して熱郷悲振はろ︒一慨物の存在

と云ふものは︑理由なくしてば存在しないと澗頭し︑天照大御紳が
我大八洲を作らせ給ふば遠慮深大で︑立汲な存在の理由がある︒即
ち世の興駿の歴史を録所に︑世界に冠求ろ唯一の興隆の歴史を布つ

巾走述ぺ︑我が帝園が亜細亜南北を鋼する此の支配権獲得の使命を

貿易の不振を歎く勿れ︑一孤島は凹蔑に護展する使命にある︒それ

述ぺらる︒而して結論としては︑我剛は︑人口の過剰︑物賓の貧弱︑

には縄て我埼固有のもの心以て使命の羅揚の事に常るのであって︑

彼のもの℃彼の流儀一に行くのでばない︑所調日本精岬の溌揚である︒

それより政治学博士五束欣造氏は﹁世界の動乱と日本民族の使命﹂

とさる︒約一時間半の熱演慨聴衆に多大の感動を典へられ衣︒

の伊太利︑綱逸が含てれであるとしム首州︑上総統の人物を評し︑そ

の題下に︑熱排今心振はろ︑即ち剛乱れて仲人起ると云ほろＬが︑彼

れが政策は何れも一脚の中心締祁を作ることに余力を罪げて居る︑

これ全鎧主義である︒然るに我幽は三千年来立派な世界無比の中心

心棒で心棒あるが故に獅梁は処ろのである︒此の中心あるが故に我

がある︑即ぢ蕊世一系の皇室がそれである︒所謂潤楽の中心は其の

帝剛は興隆の一途悲辿ろ偉大な存在なのである︒此の認識を深くす

るのが即ち今日の紀元の奉呪であり︑日本精祁の凌揚であると詩ば

かくして識波恥絡了して一同起立︑隣江主堺晋頭にて蔑歳を一一一咽

ろ︑熱鼎約叫十分聴衆を拍手せしめた︒

し︑それより文部省推薦の名映壷﹁五人の斥候兵﹂の映誰に入る・

働き︑特に妓後の一人の不遼走心剛せるに︑経ｒＦ無事蹄つ衣と云ふ

しく感謝あるのみ︑而して雌後の五人の斥候兵の責任ぞ持つ立祇な

約一時間徐に亘ろ其の中には︑幾多の戦場の場面が展肌して涙ぐま

とは︑四方に護展し得る帝図の使命を打つものであるとし︑祉界列

帝図は︑これ叉地形的に存在の絶好地であり︑海洋の一孤島菰るこ

岡川度しに結んだ映識雑ろ︑時に五時牛であった︒聴衆は約五百名

に達し︑隅を坐げての多様の催物に浦つる此日︑此の感含は大成功

酬の現状韮述ぺて︑今Ⅲ世界はヨーロッパとアフリカを分つ地中海

最後迄出席指導きれ北こと韮附記して本記事ルー経る︒︵二・一四︶

であったと云ふぺきであつれ事を特記す︒叉吉田刑竹長は並初より

な貫く一線と︑亜細亜の南北を制する一線と︑アメリカの南北を劃
って妬めて安定するもので︑それが燭嘱各叫は優者衣らんと季ふ理

する一線と三つに制する所以心述べ︑其所に仇各自共所の支配者あ
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仁義
にする所以であるから︑煩を厭は歩鼓に之を説かう︒

との仁と義とを併せ取って人の人たる道としたことは︑既に易の説卦博に見えて居る︒即ち﹁人の道を立つ︑仁と義

と﹂あって︑天の道たる陰陽︑地の道たる剛柔とに封照したものである︒孟子に至っては直に之と一語にまとめて︑之を

他のものと封照して居る︒例へば孟子開巻首章に﹁何ぞ必ずしも利を日はん︑仁義あるのみ﹂とあるが如く︑仁義と利と
を調照して居るのである︒

抑も孔子の仁は託に前に説いた如く︑その中に自ら親疏遠近による差別的な意義を含んで居て︑決して無差別平等なもの

０個咽ⅡⅡ朋口価四側側Ⅱ︒．︲日羊訓助Ｈ川副

ではないのである︒しかしながらこの仁は︑動もすれば平等とか無差別とかに考へられ易い︒今仁を愛の意に限って見て

︐１１トーｌトー且凸ＪｂＤ２ｆ曙？２１．︲ｄ一翼ｑ︐．串邪少︲ｑ１町曲りＦβｂⅡ咽ⅡⅡ君Ｊ四一毎あ９８■■■幻ａ﹃心
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孟子が仁義を併稀して一個の徳目としたことは︑深い理由があるのである︒之を説明することが又仁の意義を一層明確
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も︑愛といふものは得て分別を失ひ易く︑溺愛とか盲目愛とかいふやうな極端なものにまでも進む場︿︑がある︒孔子の仁

はその中に自らとの営然あるべき厘割が存してゐて︑そこに質の平等が成立って居るのである︒然るに孔子に鞘後れて出

た墨子は︑兼愛といふことを主張して︑無差別の愛を以て子弟を導いたのである︒彼の主張を見ると︑天には私がなく偏

愛とか別愛とかいふやうな一方にのみ愛を施して︑他方を顧みないといふやうなことはない︒この天の意志に従ふととが

人糞の務であるから︑人は吾が親を愛するや弓に︑隣人の親を愛さなくてはならぬ︒隣人の親を顧みずに吾が親にのみ愛

を捧げるといふことは︑即ち別愛に外ならぬ︒人だが別愛にのみ傾くことが︑世の争蹴を拓く本である︒それゆゑ誰しも

− 6 9 −

吾が親と同様に人の親を愛すべきであると説く︑これが即ち兼愛である︒この兼の字は乗を二つ並べた文字で︑両者を併

せ取る意であるから︑この場合では吾が親と人の親とを同様に愛して少しも鐙らない意味となるのである︒この主張は全

く無差別平等の立場に立って説くもの更職固時代の父子兄弟妻子の離散淀さへ除儀遊くさせられた仙態に於ては︑却て

一

甲

亘

亘

ー

一

人の心を感動せしめる所があったものであらう︒

瞳か

この墨子の論の行はれたと同時に︑楊子の主張する所も亦一世の欺迎するものとなった︒楊子の主張は全く自己以外に

何者をも認めないやうな極端な利己主義である︒彼はどの人生の永綾し難い果敢なさから︑快楽主義に走り︑随て他人の

事などには革も力を費さない︒孟子の言葉によれば︑暢子はたとへ他人の役に立つからと言って︑その毛一筋も抜かうと

はしなかったのである︒即ち利己の一黙張となり了ったのである︒斯上る主張も亦︑職固無秩序の祇曾には何人も受け入

︲■■２ ＩＦ

l

れられ易いものであった︒

︲︒−

l

斯様に墨子と楊子との主張が流行職迎せられたことは︑孟子も﹁楊朱鵠濯の言天下に盈つ﹂と綾べた程である︒この墨

卜

l
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ｂ℃℃℃︑︑

子の主張は孟子の仁を極端に理解したものであり︑楊子の主張は亦己をよくするといふ義を誤って強調したものと見るこ

な

とが出来る︒か上る主張が嘘行することＬ左ろと︑図家耐禽の秩序は到底保たれないものとなってしまうのである︒孟子

なな

が憂へてこの楊器排撃の急先鋒と造ったのは無理ならぬことである︒孟子は﹁楊氏は我が魚に式︒とれ君を無みするなり

墨氏は乗愛す︒これ父を無みするなり︒父を無みし︑君を無みするは是れ禽歎なり﹂と断言して居る︒それは楊子に徒へ

ぱ圃家耐曾を否定すること上造り︑墨子に徒へば家庭を無硯することＬなり︑先王聖人の苦心の結果︑出来上ったこの人

の人らしい生活は︑勢︑根抵から破壊せられなくてはならないのである︒この雨宥を封滴して軍人らしい生活に返らしめ

●︲職︲鱗︲繍鱗ｒｌ腿ト脇−帳ｒ順仙︲陽伽鵬１１柳︲Ｉ順彬Ｉ副︲釧釧１聯酬馴釧釧１１訓刺Ｉ側劉︲ｌ・剛︲蝿１鋤︲潮︲

一

− 6 0 −

る篇には︑唯仁を説くのみでは力が薄い感じがないではない︒此に仁に刑へて義を説き出した理由があるのである︒

惟ふに仁の動もすれば無差別に階り易い傾向に封し︑義を以て之を制限し︑仁をしてその度を失はしめないやうにする

ふせ◆

馬には︑どうあっても義の意味を力説しなくてはならぬ︒謂は営義は仁を制限し裁断する役目を有つと見てよい︒斯く読

くことによって︑始めて孔子の仁の直面目が溌揮せられることｉなるのである︒孟子は﹁能く言ひて楊器を蹄ぐ者は聖人

の徒なり﹂と譜って︑孔子に私淑したもので︑職営な見解であると言はねばならぬ︒かく仁義がもと二つの徳目であった

ものが︑遂に一つの概念となり︑この一語が儒教の精一岬なり思想なりの代表語となったのも︑全く営然を順序である︒こ

の仁義なる語が人の人たる道を表明する所から︑後世同志の一初封面の挨拶に﹁仁義を素くす﹂などいふとと上に韓じたこ
とも︑亦自然の推移である︒

１

０︲３町１１Ｍ吋Ⅱ１軒﹄︲４ローＪ●糾叫●９６

一 呼 匹 ＝ 自 坐 ＝

=白戸宜毒L畳呑む一吟｡.,勇一》 ..←ﾆﾏｭ,.『4企.一

！

要するに仁と義とが︑正に相依り相輔けて︑人間生活の直面目をあらはすこと型なるの一心﹄︑その何れか一つを縦いても

雷

人たる本分を失ふこと上なってしまうのである︒

し凡伸ＩＲＩ︲ｌｌｌ０︐日
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弘道詩林
石川女誰欝
孔翁榎本正禰鼎舌

○題熊山百詩
吾詩是鶏肋︒手一親選百篇︒不復藷粉飾

ももも︑︑︑ｂｂも︑○○○○○
○００○○ゥも℃︑Ｕもｂ︑︑℃︑
首首任自然︒人若欲知我︒諦試細此編
評日︲吾兄之誹︒不籍粉飾︒妙存其中︒
是可以博︒自榊鶏肋︒蓋識語耳︒

○偶成
眺雲菊池秀言田形︶

謹物溌挫振和魂︒榊武雑揚流氷籾︒
日川唯洲漂浪雌︒月傾西北報展昏︒

回も℃℃ＢＤ︑︒︑︑ｂ︑Ｇ︑
八紘一宇弘天業︒測海同仁浴聖恩︒
００○○ＯＧ○○００○○Ｏ○

岡船精華雌比擬︒凍然正莱猟乾坤︒

評日此作亦燦然︒放剛柵精華︒可以諏
也・

○江上逢梅録二
恥︑︑︑︑

蝿生根本禰之助︵千葉︶

評日淡々着華・妙趣可掬︒

Ｃ℃Ｕ℃■
今日復相逢︒

○観出征兇小照於新聞

霞橋只野清︵禰島︶

紙上︑喜而賊．

℃℃︑Ｇ︑︑︑ロ９■■もも︑
児在戦場親故郷ワ雲山幽里寄思長︒
ｂも℃℃︑︑︑℃︑面︑心︑吟

無端小照槻新紙︒狂喜遥斬武運強︒
評日父子至惜︒溢子二十八宇中︒

併寄此︾

○三男厚︒在満洲牡丹
江幡重隊頃迭日本刀

移山寺島慶千葉︶
■Ｕ℃９１ｂ︑ももｂ︑︑︑ｂ

℃︑ｂ︑Ｕも︑

締気沸塵秋水塞︒川州醐古托忠肝︒
一揮寄汝僻家剣︒好篤聖明擁閏難︒

評日古人日︒知子莫如父︒不君贈令息

以日本刀︒蓋知其忠塊義烈他日必︐
建職功也︒令息勉栴ｑ

▽︑町︑︑︑︑

ｏ迭孫頴入兵管
緋雲内田鼎︵茨城︶
孫児現役作干城︒添得家門一段楽︒
や︑︑℃回ももも℃︑℃も︑︑
事愛三年未終焔︒従軍恋闘可揚名︒
寓歳連呼共壮行︒奮然勇躍向兵誉︒
準規能守任能諜︒可頴武夫赴々名︒

もももも︑︑︑︑ｂＢ︑ややも

途溌常趨向京城︒刀水波山鵬送迎︒

微風香泳々・吹入小蓬窓︒隔岸梅千樹

臨別殊欣元気脈︒寒風雌烈蹴霜行︒

西︑Ｂｂ︑℃ｂ

℃ｂも℃ｂ
極舟下碧江︒

ｂｂ℃︑ｂ

村苑毒梅樹っ微吟停竹錆︒主人雷知己

評日耕雲詞兄︒共齢錐老ｏ理蝶不裳︒此
作韮力雄鋤︒足以激伽令孫遠征︒

聡松小池三男吉︵長凹

○贈兇修三在陸軍工兵
畢校

側臥盤巾蹴臥床︒軸呼令倣練兵場︒．

も℃℃Ｂｂ︑︑ｂ︑℃℃ｂ︑︑

暁孤吹面精紳爽︒先舜皇居次故郷︒

︑Ｄ℃やむｂ︑もも︑ｂ︑︑ｂ

不可不知︒︲

評日乃父詩格厳正︒亦猫軍律︒令息亦

丑余榎本正禰︵埼玉︶

○日支事鍵雑吟

速越長城赴朔方︒貌琳両職筑迩揚︒

推入蒙古

噌懲大義明於火︒感激州棚赴偲王︒

℃℃もも油︑もも︑︑もも︑︑

直衝保定雄中原︒殺痢柚本旭肺紙︒

も︑︑℃︑ｂ︑もも℃℃ｂＵ︑

○○○○○○○℃ｂ℃︑℃︑Ｕ

保定陥滞

十蔑胡兵偽合耳︒死傷無算棄城遁︒

状︒不堪感桝︒

評臼紀元佳節︒余糾訓高作︒詳知戦捷

〃桂水幡野弘毅︵山梨︶

○己卯新年書戚次葡

空前天業晒乎新︒宰相堂々宣四隣︒

℃ｂｂ●︑︑︑ｐｂ︑︑︑︑ｂ

不許龍蛇蹄塞路︒鮒恭班亜面年秤︒

○○００○○００００○○００︑

画民細意塞然新︒建成宏鮒堂柾珍︒

須斥狂獅典盲象︒肺慶似迂鶴邦春っ

○○○○○○○０ＯＯ○○Ｏ○
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評日龍蛇狂獅府象等︒比喰之妙︒匪夷

○新年元旦
東耕石川藤作︵茨城︶
戦捷迎春大日東︒職馨如湧呪軍功︒

︑℃︑︑︑︑Ｕ︑℃︑ｂ︑︑︑
幸吾頑健逢華甲︒酌油裁詩快不窮︒
評日快不窮三字︒収束甚妙︒

○己卯新年
移山寺島慶︵千葉︶
旭日脆盈照嶋明︒漸若天地向春柴︒
偏所武運益長久︒百寓王師事遠征︒
評日筆端亦見瑞気続︒

○偶居春望

蕉風高木泰︵千蕃
山下村深別有春︒花川水上鳥諜頻︒
もりｂ︑Ｂ︑℃も刃︑℃︑℃︑

柳催綴達第堂裡︒坐見耕田播種人︒
評日吾兄在此別天地︒間中日月︒優勝

養老術不忘稼稽之苦︒其篤志可欽

毒仙小泉氏正展§

○梅花

庭梅香放一枝春︒先幹援扮不染塵︒
俗李凡桃非可比︒凌塞風格見精肺︒
評日句々清楚︒亦有風桁︒

○雪中聞鴬同人
窓外鎧堂玉屑清︒金衣出谷暁塞軽︒

綿溌何恨晋猶稚︒方是春来第一蜂︒
評日句々瑛々︒未必譲此鴬新竪︒

○雪後偶姑

掻堂中津麗水吊斐︶

前川積雪絶紅塵︒起怖欄干一望新︒
ｂＵＵ℃︑℃０で︑℃ｂ︑︑︑
明歳響壌光可覗︒畢杯深賞岬中人︒
評臼戦時右此挫焼︒鯛叫家可慶︒

稽丘坂本常次郎策京︶

○時威

動静誤途天下危︒方今高倒不知基︒
︑︑ももｂ勺ｂも︑もｂＵｂ︑
擬張権利没仁義︒可恐存亡在此時︒

評日句々憂鯛之涙︒

Ｏ偶成

樫湖那須哲丸︵山形︶
も℃も℃︑Ｕ︑℃︑℃︑や︑ｂ

非常時超非常感︒畢寛唯心無極尊︒

ｂｂ℃℃℃もｂも℃℃︑．︑．も︑

有室有兇猫有孫︒人間幸禰此中存︒
評日狸出非術二字︒感慨更切︒

Ｏ讃頼山陽小博
蕊松小池三男吉︵新潟︶
博唱頼生無頼名︒唯知涯套忘身情︒
︑℃ｂも℃もももｂＵ︑︑︑︑
鴨川濡得如橡筆︒揮礁胸収一片彼︒

故及︒

紙子成亡命︑歴訪僻流︑時潮以賦生無噸
鹿︒

評日起句自其雄氏軌宇立案︒亦川工夫

一如伊庭弘道／千葉︶

○迎八十二輪

梅花譲郁慰精神︒笑迂除齢八二春︒

もむ︑℃Ｄ︑ｂ℃℃もｂ︑︑︑

宿疾随辞雌有起︒平然封庭楽天砿︒
評日高齢巳過八十︒不畏宿疾し平然如

是蓋長生之訣乎︒

此︒経所謂君子居易以侯命者︒而

棚湖那須哲丸︵山形︶

○古稀自述

人生七十古来稀︒我迄斯春何所依︒

ｂも︑℃︑ロ刃も︑ｂ︑℃ｂも

夢︒今讃高作︒特不堪同感︒

淡堂塞ぐ一場夢︒生来宛是伴雲蹄︒
評日余亦齢過古稀︒逼樫往事︒誰然如

成所安蒜斌恕︵千葉︶

○賀篠崎氏登第文橡

平昔研磨擬似霜︒朝看築鮒輝時光︒

℃も︑︑℃︑ｂｂ︑︑ｂももも

評日以好比聡︒澗其前程︒亦奇排︒

登龍門閥前樺嫡︒瑛樹春風逢吉麻︒

松堂中津一麗水甲斐︶

○祇山梨牒立農工畢校
生徒卒業併歎迭蹄郷

多年壁雪畢窮続．宿志巳成揚惟名︒

℃︑︑もも︑︑９︐︑ｂｂｂｂ

修得農工宜奮雌︒締郷定有錦衣築︒

もも︑︑︑ｂ︑︑もも︑︑︑︑

一月誰正課

詐臼詞蝋雄肌︒可以激励卒柔諸子︒

︒

弘池詩林一月雛﹁過湖上僧房﹂ハ中洋腿水兵
ノ作ナルチ課テ﹄蝿生松本蝿之助氏作﹂ト掲
載セリ依テ正課ス
ニ月溌正淡

︒

正謀

石川藤作氏作勅題結句威武娠々威武振火
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佐藤貢醤
三月議題︒軍用︽犬

天名古屋市和田弘

つは吟ののやまとこｌろにまなぶらむ
犬も車の庭につかへて

○山梨螺若林貞雄

○山都螺大須斑安野

○諦王螺布川奈美子

仇の野にきずつきながら責並きつとめ
をはたす犬ぞさがしき

めや↓はたす犬はも

ますらをと力合せて野に川に重きつと

抑雨の中もおそれずひたむきに敵のあ
りかをさぐる犬かな

た匪

ことぞ語ほかる

皇軍に従ふ犬のを上しさは人の及ばぬ

人幅烏牒湯田久毒

地松江市成瀬岩太郎

身に重きいたてうけつつ掃良夫のつか
ひをはたす犬ぞををしき

・隅︑ゾョご町Ｊ１■肝︑

弘道歌園

1

とめをは︑たすけた一けさ

武夫のをしへ守りて犬も藍たおもきつ

○両烏撫演名博綱

傷つきてたぼもたゆまず蝿丸の中使命
を果しかへり来る犬

○千蕊蝶本城巳之助

○清水市大瀧繁赦

雨とふるたまをく回りてたたかびをさ
ぐりてしらす犬ぞををしき

一筋Ｄ心に犬の使ひして動立てけり戦
ひの場

○宇都宮市土屋禰減

○祁烏螺只野閑月

ひそむ仇のあるなしかぎて皇軍の山案
内する犬のかしこさ

犬すらも教へ馴らせば図のためたまを
くｒりてつとめ果すも

○滋街螺久保賛堂

其のいさを・卜代に体へむ傷つきて術ほ

弾薬運ぶ我がいぐさ犬

○山側螺矢川部英悦

ひそみたるくなたぶれをばかきつけて
知らすもををしみいくさの犬

○山梨螺中灘寵水

御軍に召し出されて犬すらも人に劣ら
ぬつとめ采せり

○埼玉螺小島小偉次

岡のためいくさのにはに倒れたる犬の
いさをも噂かりけり

Ｏ東京市工藤哲英

○千紫聯菅谷義太郎

矢さけび︑為とにもめけすつはものに
おとらぬ犬のたけきはたらき

飼はれたる人につくしてたたかふはい
ぬもまととをしればなるらむ

○千葉螺伊庭弘道

○東京市工藤英一

銃傷に血を流かしつつ走りゆく軍の犬
のいさましきかな

○山形螺那須哲丸

ふりそそぐ矢玉のなかを犬すらもつと
めはたしてかへるけなけさ

皇軍にしたがひゆきて雨のごと飛び来
る弾もおそれざりけり

○山梨聯山本耕夫

○埼王雁小野碧水

馬のみか鳩ばかりかは戦の場につとむ
る犬のけたげさ

日の本の道附くべく犬ながら支那の醜
草践み分けて行く

○四月雑題行路花︑三月五日締切︒○五月

粂題・樹険苔︑四月五Ⅱ締切︒○六月兼

天塘古屋市西厩長陽町二八八和川弘

題．早苗︑五月五日締切︒

人耐烏螺南命津郡田島町湯田久次

地松江市雑賀町成瀬器太郎
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菰武稀一

州﹄し累辛劃蛭避
◇桧野

山梨
がた鰐車州暮れて戻りぬ猪野通
迄麓軍１

葬列の枯野顕ぎる日暮かな
℃・令・︑︲辞印・今ｒ少

唄心溌遠のく月の枯野かな
灯の速く見えて風出し楢野かな

編島

馬頭奪こ上にも一つ粘野かな

埼玉奈美子
唯子飛びしあとに犬来る枯野かな
酒迭ろ砿錐白き枯野かな

！ｉ
ｒ
何 ︲多意知

夕鵬枯野に下り一︲啄めも

落陽に樹士見えてゐろ枯野かな

八王子洋々

枯野迩横ぎり抜けし馳丸な

山梨貞雄

寄病舎へ女工の戻る枯野かな

◇鯨

小屋一つ倒れかＬりし祐野かな

山口松風

山梨貞雄

王奈美子

甫水

ｉ一口松風

街の灯にピフかｋりけｈ鯨肉

沖合卜汐吹きあげ急鯨かな

千葉一如

浅の漏鯨料理をしたＬかに

汐を吹ぐ鯨小背に薄冊さす

祇島閑月

沖遠く湖の潮吹く鯨かな

捕鯨船獲物を積み一．戻りけり

暁や港出てゆく捕鯨船

捕鯨船に賑はふ漬や照る夕日

滋賀萱堂

夕映に煙の勤かろ枯野かな

近道を辿りて撞き枯野かな
銃香の蓮くに響く枯野かな

耐島甫水
一すじの野川横ぎろ枯野かな

夕烏風にさまよふ枯野かな

松江形堂
枯野雪まだらにとけて風ぬくし

張野知足

雲に映えて障子明るし花野宿

新築の工場の灯や諾野原

謝玉佳香

群れ立ちて烏の集り来ぬ枯野陳

石畑賊立つや枯野の分れ逆
山越え−４眼界ひろき枯野かな

如大鍋を園み一：鯨味ひぬ

夕やけの海庁湘吹く鯨かな

−（)4

ユ〃ルー

耕狸

ひI̲＆=

もののふの哀標新たに稜野原
古瓦堀り出しにけり枯野陳

山形

月

栃木 無 町 唯

涜標 立ちし枯野の小道かな

湖
山

千葉

雨烏吾

只風の蝉のみつＬく枯野かな

Ｆ
に弓一
．涯
︾ｆ
一
陽の蕪税二＃北風寒し活野原

雪の富士蓮く見えけ︒穂野原

一 ＝ ■ ■ ■ 厚 一 ■ L L

！

稽野峨殺生石の碑の見ゆる
工鋤の撰枕立ちし枯野かな
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塞夜賑る潮港鯨かI

山
懲
職
:
千
山
帯
埼
詮
紺
千
な
松
山

山梨松堂同一如

鯨肉煮れども白き塞夜かな夫婦して子に飲ましけ向風邪薬
鯨
汁
替
へ
て
はす§るま夜かな松江形堂
・山形樫湖恥郷恥壁錨謹鱈州坤誕蹄呼薬の香
術紘の汁の夕伽か韮
遠濁〃魅
に狩り帯せられし鯨かな山梨松堂

葉多意知孫抱きてふと気付きけり風邪の熱
捕鯨淵踊り稀千来
て演の賑ひぬ埼玉住香
島吾山風邪に癌て起き出ぬ床の一日かな

暁や汐吹く沖の鯨兄る流行風邪咳留めの薬さかしげり

埼玉佳香風邪魂きの母にむつ航ろ幼兇かな
鯨韮羊勾あたりや沖の潮煙り一家皆風邪引きて戸を開かさる

玉野知足風邪ひき１−妻をいたはり蕊煮る
鯨叶来るを待
ちゐろ港か言挫千葉多意知

千葉揃生長野知足

1さ・演鯨沖ゐ．ミー<、1

松江形堂枕元離れぬ母や風邪の子に
脳群蛾・含︲潮次ぐ鯨かな汽車下りて風邪引き戻る夜道かな
沖速く煉吐さつ﹂捕鯨船夜半に受めて筒も咳する風邪かな

．るまの兄のろ捕鯨｣

薪斑りて風邪薬頁ひ戻りけり
◇風邪風邪蕊煎して飲
みぬ山の宿

八王子洋令

滋斑萱堂風邪の子を見舞ひ合いたる電話かな

水洩の落つる枕や風邪に臥す

一隅烏吾山碁の友の来りて風邪の床出・つる
山形樫湖

蹄描の子小しづく母の風邪かな
風邪に弧すや縁より来る見舞客

千葉多意知

感冒にかＡりて夜の擢汗かな

山梨貞雄◇秀逸

教へ子の見舞に来るや風邪篭り

長野知足

栃木無町畦湯のたぎる一音を間きつ上風邪に臥す

胴烏閑月

風邪をよそに歌よむ筈師と語りけり

いつのまに床ぬけて来し風邪の子等
はやり風邪勝者待ち起きし一夜かな

煙草火を踏み消してゆく枯野かな

風邪の母いたわり掛ける布剛かな

山口松風千葉多意地

随湯呑みて臥りぬ風邪の夜
ばやり風邪ラヂオに響く咳の離

隔賜甫水山梨貞雄

兵醤のⅧ肌聞ゆる枯野かな

千葉蝿生埼玉奈美子

雨島吾

停車場の灯遠く見る枯野かな

山形樫

山

．Ｉｌｌｌ１ｌｌ１１１ｌⅡ■同ｒ日日回．Ｆ昂ｌＦＩＩｊ１例ｄⅡ

焚火する人や枯野の日は馨る典

八王子洋

臥し憧れぬ宿の夜更けや風邪心地

荒浪に汐吹きあげる鯨かな

︑旭東子

スキー采下り来る雪の小騨かな

籾殻のいぶる煙や柚木逆

◇課題例句

春の闇

春の闇潮のあげきし匂ひかな是伽

嵯峨へ行く蓮間はれけり春の闇松宇

草鮒

隙納屋ありて匂ひや春の間芳郎

下駄を干す汗端日南や草萌ゆる三子
あきらか膜萌え出づ草の門挫かな素十

春渋し

草萌えし大土くれや畑の中浦峰

葎焼く火にあれリけり礎き春茶山

寓士見るや群まだ渋き斐胤琴人
春渋し壁にかけたる鍬二挺鬼城

一

一

65−−

形島葉梨玉野葉江

な

湖

為

城人山

叩均

鯨鯨捕暁鯨鯨沖鯛｜

たきる湯の吾に篭るや風邪長し
湯の病に礎起久しき風邪かな
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｜衣ものでばないが︑多方而に亘っての御高
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︲１１

民縮刷の昂揚﹂と題して誰棋さろ︒其の大一

ｌｌｌｌｌｌｌｌｉｌｌｌｌＩＩＩＩ１１ｌＩＩｌｌＩ１１１ＩＩＩＩＩＩｉｌｌｌｌｌ

△故本命鯉ヶ開支含長︑本含評議員溌将庄一

喪は三月雛の本誌に特に寄せられたり︒一

平翁の伴記褒刊の計謹成り︑準備に入る山一

△修身教育作興部委員長亘理章三郎氏には一

正月以来宿癒にて御都菱中︑切に御快癒を一

折る︒

△本含にて昨年艇縄含の際︑陸軍第一病院一

に仙兵余並に仙兵品を贈りて慰間せるに封一

挨拶ありねり︒

し︑別菰の如く此の程陸姻大臣より感謝の一

△本命維持員松崎伊三郎氏は例年の如く細一

元の化簡に際し本含維持菱に一百回を寄附一

△本命維持興故阿部優子氏の嗣子阿部一蔵一

さる︒感謝︒

△本命

それぞれ故人の本含維持員走綬承さる︒御一

氏同故野間滴治氏未亡人野間左術子氏は︑一

協賛命邸員文筆博士小柳司類太氏は︑一命郵裡に継了せり︒

御講書始めに漢書控雅仰付かろ︒慶弧︒一△二月土一日︵日︶午後二時より本含に於て

△二月十八日︵土︶午後二時より本含に弘迦一

芳志を感謝す︒

三月鑑の綱韓曾を開く︒又同日三時よりは一

坐汀本として溌行の溌定である︒術一座あり犬リ︒

之が維丁後は︑西村先生の御迩猫中未溌表一△二月十一日紀元節常日︑中央放逢局より

服部正副命長は病気妖席さろ︒

理蕊命杢開き︑重嬰事頂を協議せり︒徳川一

・ｌｉｌＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩ１１ｌｌＩ１ｌｌＩＩＩｌ１ｌＩ１Ｉｌ１ｌｌｌ−ｌｌＩＩＩｌｌｌｌｌＩＩｌｌｌＩＩｌＩｌＩｊｌＩＩｌＩ１１Ｉ

の﹁随見随筆﹂を猫ぐぺく原稿を整理中一ぐ一本電吉田副含長は︑午前十︾昨十分の修養誌

これば

を以て経了することとなりしを以て︐何れ一略と源氏物語︒山岡講師の和歌と習字の誰

△弘道誌上に掲載中の﹁園氏訓﹂は二一月張．一女子部修養講座開講︑辻村靖子氏の十八史

邦戎氏の講演と映喬を行ふ溌定である︒−て晩満﹁五人の斥候兵﹂約一昨間隙あり︑盛

常日伐法華博士紳川彦松氏︑海軍少狩式篇一束欣造氏の講演を午後二時より始め︑経つ

催し︑卯が本運動に協力する事となれリ︒一・祇界動凱卜｜日本民族の使命︑政治肇博士五

航講堂に於て﹁日本精祁登場講演命﹂心淵−し偽︑︵肇蝿の本義と海洋獲展︶式常少ゞ瀞と

ろ二月十一日腰︑午後二時より帝蜘敦育愈一師祁川博十・俄に病蕪の鯛川席不可能となり

教化剛撒聯合官と聯合して︑紀元の化節求一△二月十一日の日本粘祁雅拷講演命にふ識

活動する半となれリ︒依って本倉は東京府一感謝するものである︒

本精抑溌揚週間﹂としてそれ人Ｉの機開が一兵百五十名程を参加さすとの事︒御厚情を

△二月五日より側十一口迄の一週間を﹁日一歩兵隼一︑第二の聯除も此の鯉に北︿鳴きれ

︑御出肺との半慶賀︑一△本衡の﹁日本縮刷溌揚誹蹴倉﹂には迩術

常に御元気となられ︑班方文化墨院にも毎一園災精柵溌揺の一助に蚕することとなれリ

△服部副愈垂には久しく部養中なりしも非一する冊やナ彩溌行︑奈図の小畢校に配布し︑︑ ． 座 ・ 蜜 ︒

一れれろ美談の粋を蒐めて﹁皇国の華﹂と題
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共牟今冒書未知棚︑一見が溢れ面白い調惣作ることを傭する︒

1

ＩＩＩｌｌ １ １ 一

1

ある︒これは必ずしも倫理強徳走のみ技つ一座一卜︑﹁日本精抑講話第七回﹂として︑﹁鯛
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Ｏ豊岡支曾報告一一月十八日夜六時牛より本支含談話曾第一

１１１１︲︲Ｉ︲︲︲︲ＩＩＩｉ︲︲！︲︲︲︲︲︲︲Ｉ︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲Ｉ︲１１

○秋
田告
支曹︑
報告︑一
ろ︒○秋田支一奮
報

Ｉ︲︲Ｉ︲︲︲︲︲ｌ︲︲︲︲︲︲︲︲１１︲︲ｌ︲︲︲︲︲︲
層＃

徹支曾に於ては︑昭和十四年第一回常含一百町か秋田岡書鮒内に開く︑先づ長批支術峰一

一一炉旗ノヨ１国ノーｌＬ︾が膿Ｊ／叶呼創引ＩごＵＵ司到軍一鼻恥Ｉ・軍皿三両／恥十亀舞一

一支曾莫報一徹支曾紅鯖帽湾鮮第一回常禽一百個恋秋剛圃書鮒内に鮒く︑先づ長縦支蔽一
１
１
篭襲製織異嶋鳶箪上

一脅し衣︒繁田支令画長以下命員多数出席︑先一愈曇期建設に入るに常って︑各自一層の緊一

ｌ１ｌＩＩ−警早言蔚蒔§儲鳶筈聡蔓卿ｒ

一Ｏ豊岡支雪報告

一常支倫鰹の姉妹事業たる豊岡大壊の館二十一づ弘道一月難の油翁先生訓を則讃︑緬いて一張走要する旨縦述せらるろ所あり︑次で保一

一四回講座は︑左の如く戦時下に於ける幽盤一徳川念剛長の﹁昭和十四年に寄語す﹂を朗誠後一育院長東山先生の景山公の事蹟に開する誰一

ー地方抑職並に小曝校教職員今心主磯とする聴一の﹁東洋文化の婚来と日本の使命﹂と繁田一ろば︑統制経済が要望せらるる今日︑宜し一

一信念の確立韮期する目的ル以て開催せる研一内容を深く研究味調︑更に井上哲我郎博士一．述あり︑一同其れに開する文献斯も展廻ゼー

一講生二百有除名を僻て嘘況裡に終了せろば一支衡長の﹁宗教問答﹂を輪誼の後︑含員のく此の抵訓に畢ぱざるぺからざるを流感し一

一支曾より戦時食の無雁があり︑含員一同鍵一種々と今日の慌勢を指示され︑土下更に緊一
一張走要すぺく︑本含の使命亦大なりと結論一
一食心掘る︒

一糊に幸にして︑先づ開催の目的を達せるも一意見の溌表があり︑正午休憩︑此のｎ特にた︒次で秋田談山専門畢校の浦川先生は︑一
一のと稀す・へきであつれ︒

一豊岡大畢第二十四回講脹開講は昭和十三一︐それより命口員若園帥山太二一郎先生を講師一さる︑雑て含員各自意見韮種々交換し︑和一

一ご
一一
閃風
︺
一

一年十一月二十七日の午前九時より午後四時一に蝿託︑漢詩及和漢文の研究命雫心併せて開一蕪鋪々裡に九痔牛散含せり︒
一迄で︑例の如く豊岡公金凹蛾な脅場とし︑画一誌することとなり︑零時半より漢詩誰義第一此の称合にて故に本支曾は談話命恥並ぬ一

一て出席せられ︑﹁我が剛遡と祁祇﹂と題さ一第二韻字の分瓢︑嬢三平起桁？灰起格につ一悪師︑加藤定蔽癖謹士等を初め︑令岬員多数一

一畢院大畢畏文畢博士河野省三先生誹師とし一一識に入つれ︒祁山講師は︑第一韻字平灰一ろ事第間回に及ぷ︑常日岡忠糖翁︑加藤義一

一れ︑約六時間に一昼って熱熱走振ばれ︑叫機一きて︑錐凹︑押談につきて︑第五︑作例及一出席されしは誠に意を弧うすろ所であって一
一やも○

一Ｕ
一
り︑質疑雁答を垂︑たが心含貝の得る所多一愈活動の第一歩は斯く盛んなろ蹄出Ｌとな一

一の認識態深められる所多大なるものがあつ一出典につきて等の豊鰐なろ研究の説明あ一新年の有意義なろ含合と江り︑本年の本支一

−術本誹座の速記錐は月下成文中で︑木年一大︑次回をぱ一同待ち兼紅ろ恩ひにて午後一り︑前途に光明を見る糊あり︑脚に此の日一

−７

一一月中にはパンフレットとして之か一溌行し一二昨半散哲しれ︒尚此の例曾は毎回二時間一零下十七庇九分十年来犠秋田になき乗一さな一

ＩＩ１ＩＩＩｌ１ｌｌｌＩｌｌ−ｌＩｌ１ｌＩＩＩ１１ＩＩｌＩＩＩＩｌＩＩｌＩＩ−ｌｌＩＩＩｌＩ−１︲ｌｌｌｌＩＩｌＩＩＩＩＩＩｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１ＩｌＩｌＩ１ＩＩＩＩｌＩｌＩＩｌｌＩＩＩＩＩＩＩｌｌＩＩＩＩＩｌｌｌＩＩＩＩＩ１９

一含員は勿論一般希望者にも之走頒つ諜定で一主義走巌守績開すみ溌定である︒一りき︒
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函

民

訓

圃民訓

生著

１１

言ふも之を行ふこと能はす︑世の内地雑居を以て固家に害

り之を望むべきことなれども︑今日の民度にては能く之を

於て︑岡民の心得に穣極と消極との二審あり︑積極は間よ

今更其可否を言ふべきの時に非ず柵善後の策註考究する
を以て競緊の要務と鴬すべし︑凡そ外人と雑居したる後に

雑居を以て︑今日本邦の民智民富の度に比し︑猫誰だ早し
と恩ひ居れども︑既に外圃と改正惟約の交換ありし上は︑

に及びて外風人が内地に雑居することなり︒余は元来内地

に依り︑五簡年を経れば直ちに智施するも計り難し︑調印

筒年の後までは責施せられざる赤とあれども︑雨卿の都合

も催約を結びたる底り︑共催約は調印の日より少くとも五

る英閲との催約を第一とし︑夫より次第舞糞に他の諦閏と

Ｏ此度の改正催約は二十七年八月二十八日溌布になりた

是余が先づ消極論を以て岡民を警しめ︑其力を充貸すろを

忠なし︒然るに己が陣を堅くせず︒漫然強敵と戦を挑むと

固民を警戒せんと欲するなり︑孫子日︑昔之善戦者︑先蔦

に適せざる者なり︒故に余は之に反し︑先づ消極論を以て

ること是なり︑其岡害となるべき事は圃民が智徳の度の如

利となりたるは海開税の婚したること領事裁判を撤去した

に浦五年となることなり︑此改正催約に依りて明白に我図

の日は二十七年七月十六日なれば︑三十二年七剛筏は︑巳

何に在ることにして︑図民の智徳優勝底れば園筈仏愛じて

し不し可し勝以待二敵之可彦勝︑不し可し勝在し己可レ勝在し敵と︑

ざる様に陣を堅くし備を厳にして以て時を観る︑若し敵に

外人と交際するも亦此訣を川ふくし︑則ち先づ敵に勝たれ

待ちて︑奮進して敵を破らしめんと欲する所以なり︒

きは︑恐くは一敗地に塗れて救ふこと能はざるに至るべし︑

なしとする者は︑何れも大言放諭にして︑今日の民智民富

るときは融侭令敵に勝つこと能はざるも︑敵に敗らるるの

西村茂樹

〆

先

乗ずべき塚あらぱ直ちに攻めて之に勝つべし︒此の如くす

一

以上六ヶ峠は外国人に封せる心得の要目なり︑此外日本

〆、

画人が封外の事に付きて至緊至切なるば今Ⅱより三年以後

十
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●

ざるも厚利は大抵彼の手に齢すべし︑商業に就て言はば彼

は畢間の力と莫大の資本を用ふるとと農工に同じく︑加ふ

︵ご土地を失はざらんことを務むくし︒新峰約には土地

商人が手薄なる資本と浅薄なる知識を以て之と封抗せんは

含の法堅間にして︑篤替手形の法自由を極めたり︑我邦の

力を恋ひ︑以て生業篇と此篇に記吐ろ封外の諸係とを守り

一

一

闘利となるべく︑函民の押悪劣等なるときは︑園利も鍵じ
て園害となるべし︒是に付きく先づ消極の方より閲民の心

所有椛を彼に典ふるの文なしと雌も︑住居及び商業の鴬に

雀だ難事なるべし︒今︑既に商椛を彼に失ひ届れり漣此後

るに彼は枇界の通商に熟練し︑世界に通信の便利を得︑商

土地を借受くることを得と云へる文あり︑今日未だ新催約

の事は益監憂慮に堪へざるなり︒

得を筆ぐれば左の如し︒

を施行せざるに巳に霜に土地を喪る者ありとⅢけり︒然ら

所全く杷人の基となり︑世間より先見なきの人と談られん

み︑蒋来の事固より確言するとと能はざれども︑余が言ふ

は余が固家の篤に喜ぶ所なり︒恐くは余が想像或は中るこ

○以上の二件は内地雑居以後の事を推測せる余が想像の

たりとも外人に典へざるの蝿悟なかるくからず︑然らざれ

とありて団民大に其害を受くるあらんことを︑然らば之を

ば公然借受を許したる後は︑其賓買を鴬すは明白のことな

ば数十年の後図土中︑其利益多き土地は外人の所有となり

如何せば可ならん︑上簡に記せる図民の道徳を十分に修養

り︑図民宜く今より愛国の正義を守り︑祁州の土地は一寸

ばざるぺし︒

邦人は小作人又は地借人の悲境に陥り︑隣を嘘むとも復及

て︑焼まず怠らず︑遂行するときは経に帆を卿じて研と馬

し︑尊王愛図の精祁を堅川にし︑剛毅︑勤勉︑進取︑忍耐の

農業に付きて言はんに︑彼は我鯛に於て土地を得たる後︑

すことを得︑内地雑居は都て固家耐利の源となるべし︒然

︵二︶資業家は其業を奪はれざらんことを力むぺし︒︲先づ

改造し︑穀物の種を選び︑卵銀の方法を考究するときは︑

其畢術の力と常焼の資本とを以て︑土性を改良し︑肥料を

らずして幽民稗安閑として今日の有様に安んじ︑以て内地

るなり︒蓋し内地雑居の利害如何は図民智徳の度に曲りて

雑居の暁に至るときは︑余は決して其可なることを知らざ

定むくき者にして団民の卿徳彼に比して優等なるときは内

べし︒次に工業に就て言はんに︑是亦同じく彼が皐術の力
と資本の富とを用ひ︑加ふるに熟練の工人と精巧の器械と

我奮習に安んぜる農民は︑恐くは其農業の利瀦彼に奪はる

を以て︑工業を我閏内に醤まば︑我醐人の造る工康物は大

地雑居は園利となるべく︑闘民の智徳被より甥等なるとき
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ノ

一

一

率彼に及ばずして︑従前の工業春は多く其業を矢ひ︑然ら

ノ

￨
亜
民
訓

似I
民

訓

に彼我封等の権利︵完全なる封等には非ざるも︶を得たるを

○内地雑居に付き積極の心得を言はんに︑締盟諸図とは己

−て未だ彼より優等なりと云ふこと能はざるを悲しむべし︒

一は内地雑居は画害となるべし︒余は現今本邦剛民の度を槻

のみ行ふくき者にして︑其以外の図に行ふくき者に非すと

す︑尤も西人の所謂餌除法は︑恭将教を幸する諸国の間に

と交際せんとするには罰際法殊に其私法を知らざるべから

と固民とに開することを論ず乙者底り︑今日倒民が外国人

︵こ彼圃民が我固に来住し︑種だの生業を管むと同時に

能はざる所なれども︑其大要だけを知るは敢て難きことに

膝目繁多にして其全部に通ずることは︑法律家に非ざれば

以て姑く之を以て規矩と篤さ堂るべから赤︑風際私法は其

雌も︑図と図との交際の法は是に擦るの外他に方法なきを

我圃民も亦彼図に赴き倫敦なり巴蕊なり伯林なりに住居し

以て

彼剛民と競争して農工商を誉むぺし︒

︵二︶賃業家殊に商業家は宜しく外園語に通ずべし︒昔豊

非ざるべし︒

−70−−

︵二︶彼固の通貨は利息譜低廉なるを以て︑巧みに之を使

此二事十分に行はるるときは︑内地雑居は大に我閥民の

ひたるは世人の稲道する所なれども︑畢寛豪傑の大言にし

太閣が朝鮮征伐の時外人をして我邦語を川ひしむくしと言

用して我農工商の資本と篇すべし︒

利にして︑我賞業家が世界に雄飛することは此機愈に乗ず

するには︑鹿く世界に通用するの言語を用ひざるべからす︑

通を便利にするの能力なれば︑庇く世界の人に交際せんと

て︑決して事資に行ふくからざるの語なり︑元来言語は交

なり︒

るにあり︑然れども余は此事の奉想に蹄せんことを恐るる
○内地雑居の後に至りて︑消極積極に開せす︑猫園民の心

とする者は︑外函語︑殊に英語に通ずろを最も便利なりと

るべからざることなれども︑商業を以て外剛人に交はらん

教育の上より言へぱ︑内地雑居の後は益と邦語の研究を怠

依りて行ふことを得べきも︑外国人との交際は法律の外情

︵ご閏除法の大略に通すべし︑園内の交際は或は情誼に

得ざるべからざるととあり︒

誼は決して行はるべき券に非赤︑西幽には幽際法︵又寓図

に通すれば︑自然に英国の畢問にも通するの途をれば其智

識を擬むるに於ても頗る利益あり︑然れども外国の畢問に

す︑其故は英語は共通川の唾城尤も庇ければなり︑叉英語

なる者なり︑圃際法に公法と私法との二種あり︑公法は主

通すれば動もすれば共圃の皐問風裕に溺れ︑我本幽を雌ん

〃

公法と云ふ︶ありて図と凶との理非曲直を判するの根擦と
として剛と図とに開することを論じ︑私法は主として岡民
一︲・●ｊ・●１

−．．−､‑＝百一

図
民

訓

︒一

いⅢＩｌｌＩｌＩＩ川ｉｌ︲卜川肺１１１１１︲１１Ｉ︲
ずるの弊を生するの恐あり︑是又深く戒めざるべからざる

なり︒↑
○此外猫雑居後の心得は訴訟の事なり︑内外人相交際する

とと蕊きときは︑外人の我に封して不法を篇す者多く︑
︵本邦人を睡蔑するよりして︶己むことを得ず訴訟を起すと

とあるくし︑外人との訴訟は尤も謹槙して之を行はざるべ
から歩︑元来邦人は法律に通ずること概ね外図人に及ば
すや若し一時の憤激に乗じて軽愛しく訴訟するときは︑郡
●て敗訴となりて毎と屈辱を受くるととあるべし︑故に外人

を相手に訴訟を起さんと欲せば︑先初めに法律家に間ひて
十分に其勝訴たるべきを確定し︑然る後訴訟に及ぶべし︑

些細の事に訴訟を起して数と敗訴と底るときは︑漸を彼の
軽侮を重ねて益ご我の不利益となるなり︑又雑居の後は耶
蘇教の宣教師及び其信者等も多数入込むべきことなれば︑

従前の刷道沸道儒道を信ずる者或は之と争論訴罵すること
なしと云ふくからす︒然れども此の如きは園家の篇︑一身
の篇にも甚不利なることなれば︑決して彼を詣罵すべから
す︒叉彼に謝して暴畢を魚すべからず︒彼は彼の教を信じ
我は我の教を信ず︒我其教を信ぜざれぱ可底り︒之を詣篤
し之に飢暴を加ふるは我先づ道徳に背くなり︒文明園民の
決して行ふくからざることなり︒

○以上八篇は余が本邦図民の青年者を訓誠ぜんとするの老

１１︲︲︲１１１︲︲︲１Ｊ

て大に亜細亜諸国の民に勝る所あるは祉界各国の公認する

婆心を以て綱述したる新なり︒蓋し本邦図民は其天性に於

所なり︒此上更に一大奮溌を篤すときは︑欧米諸固の民と

並行連馳するは敢て難き所に非ざるなり︒惟維新以後教育

の装礎未だ堅立驚己るに先ち︑欧米の文明寓鱗に精祁を奪

はれ︑軽薄絞精の風日に増し︑道義竪責の心日に裳ふ︑是

ふ本邦の皇室は仙界統一の帝たるべしと︑或は言ふ我邦

識者が後来我図家の篇に深く憂慮する所なり︒仙人或は言

は東洋の盟主たるべしと︑其言批ならざるに非ず︒然れど

も此の如きは今日未だ期望すべきの時に非ざるなり︒余は

とすべき一階段と鯛し︑日夜勉励して此階段に上らんとと

明治川年詔勅の衝固封時の聖語を以て︑今日我剛民が目的

を希望する者なり︒巳に此階段に上ることを得ば︑更に進

んで其上を求むるは間より適営の順序なるべし︒今此害に

述ぶる川は︑平凡の席言なれども︑是等近易の訓読を本と

し︑務めて其智徳を修琴︽するときは︑経には其目的地に達

するも敢て篇し難きのことに非ざるべし︑諾子之を慾めょ
や︒︵完︶

︵附記︒本稿は右十回を以て絡了せり︒次で西村先生蓮稿中の

未護表のものを選定装表の諜定なり︒術本篇は何れ蝿行本と

して溌行する諜定である︒︶
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硫一鰯ご櫛一切
○謹んで地久の佳節韮迎へ奉呪の微衷を表す︒殊に本年は陛下の御
仁慈を拝し︑園民の感激一方ならぬと共に︑近く御慶事をも洩れ承
はる︑竹の刷生の御柴や凡畏しとも是し︒

○徳川愈長の地久節雄呪の跡を巻頭にし︑念員一同の共に微衷を表
する事とした︒

に際し︑我等図雌の恥げて心掛くぺきもの︑御笥読む味械すぺきで

○吉田則含長よりは﹁剛民締祁の昂揚﹂の玉稿を頂いた︒現下吟局
編ある︒又教育翠の盤威野川博士よりは﹁東亜雄設と教育問題﹂の玉橘
走頂いれ︑東亜建設の一路に通逃しつつある我等は︑今後の我閥の
帆致育もそれに封雌すぺを革新に迫らろろのは俄然で︑心すぺき大問
題である︒桃山先生よりは﹁支那囲民性研究の必要を恩ふ﹂を頂い
後枚︒これ又束亜大局に目韮注ぐべき我等の何よりの答養である・
記○遠藤岬士︑宗像先生遠藤大佐の一二篇は本雛心以て維了となつ犬︒
前雛と合せて御味調を願びたい︒

○下村海南先生よりは︑議脅中多忙砂中を特に随筆一篇を頂いて何
○佳話逸話は依然好評で給構である︒狩来引績いて掲載の溌定であ

．よりであった︒時局に封する味ある諒物で︑先生潤時の名蛾である

？︒︒

○来月張は花の四月︑然も昭和十四年度の初め腫常ろので︑やＬ頁
延轍し内容も充没させたく努力中である︒．
々肩の凝らすに含員相曾して語るの恩ひあるものをと望んでゐろ︒

○縛貝棚を設けたからには賑かにしたい︑賓際の縄験談︑美談︑竿
切に御投摘を羅望して止玄ない︒

１１１
寅一壷冊

一金武拾五銭一税⑩壷銭

償一六冊︵竿毎一一警噂麗詞州利到

表一淵武冊弐蛸引言釦ｌ雪Ｉ剛﹁釧姻Ｉ羽釧引

蝿詑幾飛率重一

昭和十川年二月二十八日印刷

昭和十四年三月一日護行

東京市祁田歴西祁田二丁目一審地

輯；粂
溌編行
人︒割田斧二

東京市抑田腿西紳田二丁日一番地

東京市牛込睡下宵比町十二芥地

印刷人告原留吉
印刷所敬文・杜

溌行所鶏日本弘道曾

振替口座束京四一三七番

電話九段九番
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含行刊記博生先翁泊
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○曾員頒布割引・金七回
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西村先生博記編纂宮編述
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蕊識；

･事逸･遣補及博本

葉数十壷挿・譜年

本脅存祁泊翁西村茂樹先生は︑明治聖代の巨人にして︑畢徳兼備一仙
の師表たり．先生夙に文教の府に入り︑畏くも︑明治天皇に侍講し︑
叉教育の振興を間り︑：外交経漕等の事をも憂慮献策霧し︑図民道徳の維
持振興を以て絡生の任務とし︑加之幕末に際し剛士とし藩老として大
に蓋捧せられ︑特に少壮幽事を憂ひ︑和漢隼は勿論闘英雨畢及兵法火
技の末に至るまで︑一之を研習して以て常路者に建言したる一大偉業の
如き︑後進者の今術取て模範とすべき者なり︒今や圃難績出︑図民上
下一致裁力之に常るべき秋︑本書の如き賞に国民精祁養成上好個の資
料たらずんぱあらず︒好畢求道の士一本を座右に術へょ︒
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