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○日本弘道密要領甲嘘
︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を重んずぺし神明を敬ふくし

●

二︑皇室を尊ぶべし太圃を大切にすべ
し

三︑園法を守るべし園益を岡るべし
四︑畢問を勉むぺし身罷を洲他にすべ
し

五︑家業を勘むくし節像を守るくし
六．家内和睦すべし同郷相助くくし
七︑信義を守るべし慈善を行ふくし
八︑人の害をなすぺからず非道の財を
貧るべからず

九︑酒色に溺るべからず悪き風俗に染一
まるくからず

Ｏ日丞弘道雷要領乙鏡
︹明治三十三年十一月制定︺

四︑生活の簡易を岡ると同時に健全なる

味に隅るを防ぎ一は以て結紳的生活の

趣味の養成に努め一は以て生活の没趣

向上裂達に費すること

ヂ︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を

須篠件たることを明かにすること

排し所謂階級の共存が牡曾的生活の必

る敬愛の精紳を養成し彼我識力して世

六︑人類共存の木義に擦り他図民に封す

界の文化謹達と人類嗣祉の増進とに寄

興せんことを期すること

のみ完全に遂げらる上ものなれば荷も

七︑武曾的生活は国家の統制の下に於て

の虞有るものは之を排すること

言論行動にして圃家の基礎を危くする

に躍ることを知り念々画家の二字を忘

八︑職業地位の如何に論無く一身の画家

るべからざること

皇室を奉盟し画家翠って圃燈の箪巌

九︑固家と一鎧不二にして至公至仁なる

三︑物質的生活を以て心を累はさざらん

の隆昌を協翼せむことを期すること

牽し以て君民一懐の理想を資現し圃運

＋︑組先の遺志を総承し列聖の大訓を迩

を謹揚するに努むること↓
が馬め其の程度に噸じて生活の簡易を

生活の向上護達を期すること

二︑物質的生活偏重の弊賓を脱し精紳的

立すること

界人類の馬に奉仕する所以の根本を樹

一︑人格の完成に努力し以て家庭圃家世

︹大正十年二月制定︺

○日本弘道雪の主張

就曾の制裁を作る事

画民の風俗を改善する事

正諭を張り邪説を破る事

道偲の国結を固くする事

無訓の者を教化する事

教育の適否を考ふる事

圃家の純湾を知る事

政治の良否を観る事

圃家の将来を慮る事

仙界の形勢を察する事
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︵昭和十一年本曹創立六十周年記念事業︶

三︑戦残者ノ英霞並二出征軍人ノ武運長久二封シ感謝ノ獣祷

二︑天照皇大祁奔魁

﹄︑宮城遥拝

︵二︶図民儀濃

︵二開曾・諸員着席：：⁝：⁝︵午前十時︶

□第四十四回定期縄倉

◎五月二十三日月曜日︶

︲

〆

第鱈十四回定期綴曾脅告
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︿四一本含役員及功勢者二封︑ン需昌祇賀記念品贈呈

ＯＯＯ○○ＣＯ○○○○○○ＯＯ００○○○
大東亜戦下思想戦完勝ニッキ留意スベキ事項

含員ノ意見溌表⁝．．⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝︵午後一時︶

︑記念撮影：：⁝・⁝・⁝⁝書食・⁝：︵含揚言プ粗群ヲ呈ズ︶

一︑昭和十七年度事業報告⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝：：：：．：：：；・主

一︑昭和十七年度決算並昭和十八年度諜算報告⁝．：⁝⁝．．：：⁝⁝⁝⁝主

一画

一︑答瀞⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：︒⁝⁝⁝：︒⁝倉員綱
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一︑本含要領朗讃：．⁝⁝：⁝・⁝⁝・⁝⁝：．：⁝：：：．⁝⁝⁝：⁝⁝：：：主

言教育勅語奉讃⁝⁝：：：．⁝⁝：⁝⁝⁝．：⁝⁝．：⁝⁝・⁝：：⁝⁝：：本含
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︵五︶綱曾議事
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興南錬成院長文筆博士幣原

演：︾：⁝⁝：⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝︵午後三時︶

．大東亜指導ノ理念
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日本弘道倉

本含第四十四回定期縄含︽右ノ如キ次第ラブ開催〆ルコトトナレリ︑鼓二含告シ時局重大ナル際曾員諸

○絡了

︵４︶故西村泊翁先生怯要並墓参⁝：午後一蒔念銅鵡電誹唖霜蓉

．︵３︶理化畢研究所見肇采郷上富士３．⁝：︵九時半︶

︵２︶陸軍病院慰問︵牛込腫戸山町︶︵本含代表者慰問系︶

︵１︶靖園祁祇参拝︵午前八時半靖国紳誰薄域．大村銅俊前二集倉

、
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弘道五月瀧

︵第六百十二鵬︶目爽

Ｉ篭四十四回定期繍曾を告・弘道歌悶錠瀧Ｉ

訳↓聯遊

尭生訓︶⁝⁝：⁝：⁝⁝：：：⁝⁝⁝：⁝：；⁝⁝・⁝．：：：⁝：：⁝：合一︶

､

へ

〆

の賞践倫理⁝：⁝：：⁝⁝⁝：部：⁝娠識帝鐸高山岩男︵言

山

健堂︵三︶

口時論□︵共楽間貸賎倫理の根底︶；⁝⁝⁝⁝．．⁝：．⁝⁝：⁝⁝：．：恥割田知己庵︵言︶

元駒津大勢
．．・・・・⁝⁝⁝・⁝・・⁝教授
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弘這時林・・・・

○高等ラジオ技術講習曾記事・⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・・：．：⁝．．⁝：・・：︒⁝・・⁝・⁝．：⁝：．⁝⁝．：⁝⁝⁝・・・：⁝．：．︵望﹀
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︽

︽本舎は明治九年銭壷村茂樹先生︾
ぬ

全の創立にして其主旨きする所は︾

．諦．棚︾
紺津鯉咋↓
一

全日邦人の道徳を高くし闘家の基礎︾

一︾華鯛

︾

︾塞綱一輪需癖一癖榊嘩採鋤識鈴準一

︾奉し本含所定の翼領を資行する︾
参

︒ｐｊｆｎＪＪ︑︐︲１ｆｔ″皿︑Ｊ§︐ｆ︑ノー１ｒ︑ｒｌ４︑〃︑ｌｆ１〃︑Ｊ︑ＪＥｙＩ︑ｆｌ１々︑Ⅱ・４Ｊ

刊創月四年三十治明
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Ｏ

Ｉ︑〃

世界をふて一家の親子兄弟とし︑其の中

に秩序令篤も︑陸み合ひ︑各自め持場を伽

むこと時︾や一って︑人類の向上と平和と温情

の手始とし阜先づ東亜共築燭を資現しや

を促す︑と誰が帝国簾図の理想である︒そ

いへ

らとする副之が大東亜戦争の目的である︒

乃ち﹁八鏡を字との理想血にうけて亜細亜

●︲

より先づ麺しまむとす﹂吾々の．今日はこれ

先づ此︵﹀理想此の目的を知るならば次に

なのであ子・

は︑理想し心でなく溌際のものとするやら
仕事を日奇して行かねばならぬ︒如何にし
たら共の脚的に添ふととになるか︑これが
東亜共菜趨建設の資践倫理の問題である︒
本続の主題を趣に置いた所以である︒
素より箕の精祁は勅語其他に明かにされ
て居るが︑一々の其の事其の場に臨んで如
何にした負よいであらうかの手段方法は︑
その原則しなる新しい倫理を要する︒これ
までは血激の同腕同志であったから︑不満
や不平哨塾↑は享なく消しも出来たが︑今
後の家は誕坐の親チ兄弟の仲ともなる︒道

︐！〃︑ｊ︑〃︑ノ︑〃！〃１ｊ︑︐︑″︑ノー︲︐

１１１

Ｊ︑ｒ１４ｌ１ｒ︑Ｉ︑〃︑ノ︑

1 −
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i
§刷晶

｝

︾を目的とす

序６６０９９６４⁝§

〃︑ノー︐

』

を踏み遠言Ｌは角も立たう︒吾々の今後は
理想の看帳輪を翠げるのでなく︑矯板に侭り
なきの行︑倫理をたて之を一人残らず資際
に示すにあることを忘れてはならぬ︒
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全〆︒参
一

一 夕
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画ダリ画

〃い■〃Ｋ︑

Ｂ画ｇ〃陰口

ｒ唾再

い︑○グ８乳

〃い画

○込輔〃展込Ｑ〃Ｂ画

〃砿ｑＰｐ巳ログ＄己■Ｆやもコザ墓色〃８画■〃巳︑

クロ画
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申ヨロク竪亘ダケ弾ロ丘口画再クド塾垂〃︑ロダケ室■〆ｐ喰凋〃隅ｑロケＬ画〃ｐ画ｑ夕︑璃毎グ︑Ｂ〃︑己夕ＢＢ々ロ︑︑〃

方今弱肉躯食の世圃欧人力を東洋に伸し︑叉米人の如きも其画是を鐘じて攻伐園と
次れ６．我国民は一日も安枕すべからず︑往昔は士族が国事を負措せるも︑今日は園

民一般にて負繕せざるべからず心然るに国民の朕は其身の責任を知る者少く︑随て其

行篤も護国に協ふ者少蔵し・日本の米を食ふ者優閑の時を過すべからず︑○世界に国
を立る者︑其国を安全にするの道として︑一道徳︑二維湾．三武備︑武備は六師園よ
り十二師閣と蔵ｂ︑七寓噸より二十六寓噸に至奴ば︑国力相膳と云ふくし︒併し道徳

と経湾とは甚心配すべき者あり︑経涛武備は有形なり︑道徳は無形なり︑道徳は他の
﹄と
二者を支配すれども︑無形なるを以て知る入少しｏ先道徳より言はん・古永の道徳は

忠信︑節義︑勇武︑廉恥︑之に勉弱︑忍耐︲・剛毅︑進取を加ふれば国民の能事畢る︑

よく之を振興すれば富弱とまるべく旬国威は宣揚すべし︒維新に蓄道徳を塵して然も

新道徳興らず︑上下墨げて西洋の功利を見聞し︑利を求むるに汲々とし︑巳に利すれ

ば不道徳を行ひて顧みず︑園中に不道徳の制裁次く︑距寓の富を得れば人々其伎価を

ＵＱＵクヰも〆い︑幻茸︑■夕包︑〃ク︑Ｑ々■迅口毎匹︒〃ｒ魚ｎ々ＢＱ１ｇ色■〆ＬＪｒ■Ｂ夕ｑｑ０〃砥︑〃町込︑夕■

穂して其悪手段を間はず︑民の道徳年々に汚下し︑賄賂︑淫逸︑博変︑投機︑法網に
催らざるも︑其罪擢る者より重し︑古は悪事を鱒すは無筆無智の下等腫含蔵るも︑今
日は知識肇術ある上等者に多し︒上等者如此友れば下等の道徳は勿論のことである︒
一事には必ず表裏の二面あ６て︑表面は立派なれども︑裏面は醜怪際伏す︒堤防︑建
築︑埋立︑挑下︑鑑山︑請願．議員の選畢︑官吏の進退．教科書審査︑宗教法案皆

もも々▽︑ｑ〃垂迅刀毎凸赴″す︑■〃虻迅ｇ夕ａ︑ログら口〃Ｅ３″ｑ︑ｇ〃︑︑ＧＵｎＵ夕己己尊グ込む〃ｒ︑〃□︑ａ〃も︑タグもｑ年Ｑ︑ログ角︑タグ︑︑夕Ｕロ画夕屯頁ざ︑︑ｐほこｑゴロｎ月戸口画ヰゴ垂丸タワ画もご口込口〃睡司々夕廼︑

然﹄︒︵明遁一千三年五月講演腹案書︶
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題間徳道と設建圏柴共亜東大

一

両︼

に密接不可分の開係にあるので︑軍獅勿急の虚理など考へ

一つが必ずしも解決容易ではなく︑また其等諸問題は相互

英の降伏後に於ける開係問題︑封ソ問題もあり︑その一つ

的︑政治的︑維潜的︑文化的の諸開係︑及び中立諸剛敵米

り︑また欧洲の盟邦が意園しつ上ある欧阿共柴圏との軍事

あれば︑圏内産業経潜物資交換の問題︑文化工作問題もあ

治的調整如何︑共築圏全域の防衛︑圏内秩序保持の問題も

者皇国と他の園家民族との開係︑圏内諸闘家諸民族間の政

決定するか︑共柴間の意義内容如何︑その内部組織︑指導

で鹿理し得るものではない︒例へぱ大東亜の地域を如何に

み︑之を詳細に分析論究するとなると︑一つの小論文など

閲に貢献することにもならう︒
さて大東亜共柴岡の建設には︑種為複雑困難の問題起含

ち性急無分別にもなるまいし︑叉自ら反省する所あれば軍

文筆博士荻原擬

大東亜共築圏の建設と遁徳問題

大東恥戦争は一面戦争︑一面建設だと説明されて来た︒

篭に尤もの見解で︑戦果が大になれば随って共築閥の建設
は容易になり︑↓建設が進油ぱ戦果も亦確保せらる︲↓やうに

なる︒之を反面から見れば︑偉大な戦果なく若しくは戦線
が長期に亘って腰著炊態になれば︑共柴間の雛設はそれ丈
障擬を受け︑寓が一にも勝敗所を異にすれば共築圏など雲
散霧消するであらう︒故に共築間の建設は︑一に皇園の
必勝にかかって居るので︑戦争の現段階にあっては︑何を
措いても戦果を按大し︑必勝の態勢を塾へ︑決戦に克ち抜
き︑米英市慶中共をして戦意を掘棄せしめることを最大の
の封象となすのは︑聯か早まり過ぎて居るとの非難もあり

要件とせねばならぬ︒かＬろ際に共蕊間の建設を専ら論議

斯く現象的には複雑交錯しては居るもの比︑大きな網細

h』

るのは云はぱ夢想に近い︒

r1

もあるので︑斯に建設問題を中心として考察するのも︑弧
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､

得るけれど︑共築間の振大及び建設が戦勝の惟件となる面

了

工が二三の本綱によって支持されて居るやうに︑大東亜共
梁間建設の問題も能くその根本を把捉すれば︑必ずしも解

もと人間の共存共柴は︑道徳的理念であって︑他

すべき原理若しくは世界棚であって︑その中核は蓋し迩徳

決不能ではあるまい︒所謂根本とは共楽園を建設し︑指導
にある
の何物でもあり得蔵い︒彼の﹁践詐後朝見ノ儀二於一ア賜ハ
リタル勅語﹂中の大御言︑

﹁宜ク眼ヲ闘家ノ大局二箸ケ畢閲一燈共存共築ヲ之し固
り図本二不抜二培上民族ヲ無彊二審クシ﹂
た拝祁すれば︑その事は自ら理解されるであらう︒
顧るに支那事鍵に際して日︒減︒華三団より成る東亜の共

柴乃至聯盟が説かれ︑大東砿戦争開始以来南方諸地域をも

抑壷昭和十五年の九月二十七日﹁日潤伊三国候約締結二

昭示されて居る︒即ち最初に︑

雷リ下シ賜ハリタル詔書﹂には︑東催首相の所謂大理想が

﹁大義ヲ八紘二宣揚シ岬輿ヲ一宇タラシムルハ資二皇岨

皇宗ノ大訓ニシーア股ガ夙夜春交措力サル所ナリ﹂

と仰せられ︑後段に

﹁惟フニ寓邦ヲシテ各狩其ノ所ヲ得シメ兆民ヲシーア悉夕﹃

４

其堵二安ンセシムルハ職古ノ大業ニシ一五剛塗篭夕遼遠ナー
前ソ﹂

うと私は窃かに恐察致して居る次鉱である︒そして八紘篤

韮季鏑私紳嘩咋葎率詫叶嘩舛批率割錨噺如峡華稚崎鋤奇癖一錨一

催内閣縄理大臣より帝閣議宮に於て度堂蕊明された︒即ち

故に承詔必填を匡満一となす皇民は︑能く其の御趣旨を理解

其れに擦れば︑共築間は西は印度に及び︑南は濠洲を含む

し︑奉篭して大職翼蕊の蜜をあげ︑内に之を賛現するのみ︑

とは︑古今の詔勅︑御製等の聖訓に徴して些の疑もない︒

に止まらず︑外十東亜には勿論︑贋く全世界に之を宣揚し

字︑億兆得所の大理想が︑寓世一系の天皇の世壁偉承し
給ふ所であり︑階って皇闘至高使命の存する所であるこ

の目的である﹂といふ︵本年一月二十八日議曾に於ける演

と相携へて世界の平和を将来せんとする事こそ大東亜戦争

以て世界の平和︑人類の掘証に寄興せねばならぬ︒誠に雄

もので︑文字通り大東亜であり︑﹁速かに大東亜を安定し

の大理想責現であると説明されてをる︒

説︶拘に雄大な構想と詔つくく︑而も其れは我が建画以来

道義に基く新秩序を建設し︑帝国と目的を同じくする盟邦

含む大東唖共築間が椛想せられ︑その大綱に就いては︑束

二

大な事業であるだけ︑威就は容易でない︒これ﹁前途選夕

心

／￨

題間徳道と設建圏柴共亜東大

惟ふに八紘篤宇︑億兆得所︑世界平和の如き皇闘理想のし︑民衆と共に英軍班逐に乗り出さぬのは︑印没民族間階

遼遠ナリ﹂と垂示遊ばされた所以であらう︒１半島で皇軍の戯減する所となって居る︒彼等が銃を倒に

である．との障砿除去にこそ問題があるのである︒先づ外らうが︑主要な原因は皇圃信綴の念の薄弱にあるのではな

賛現が至難なる所以は︑其の障磯中外に多交存在するから級的宗教的の複雑な事情︑英圃の雁追憶職等にも因るであ

第一軍慶中共︑印濠の理解難︒皇剛理想の公明正大︑世顔︑暴虐な英政府に封して何程の蚊果があるか︑疑はしい

界的安常性を有ち︑布も理性ある人間ならば諺同感共鳴直ものである︒印皮賦弗教誕生地として我が閏と古来密接の
ちに皇閲に協識すべき筈と思はれるのに︑其の理解なきの．開係あり︑／地政畢上東亜の西境に位するので︑僻然共築間
みならず皇園の前途に立ちまり敵封するものが脈訓大東亜内に馬すべきに係らず塊状は上述の通りであるから︑皇図

間内にある︒支那にあっては寵腿︑共産潔共に然り︒飛慶の員意を理解せしむる困難の程察し得られやう︒
は米英の走狗となって皇軍に敵封し︑中共はソ聯左背景と次に一暦の難淵廿嫁洲に椎たはる︒久しく白濠洲を唱道
して飛慶と合作し︑無名の抗戦を綾けて悔ゆる所を知らな貧賎して有色人種を排斥した英植民地︑今や専ら米に依存

い︒その結果徒らに同胞を殺傷し︑又我が忠勇なる祁兵にして皇幽進攻の前に謝障えつ入ある︒東惟蕊明には﹁捕盤を
血の犠牲を要求して居る︒東惟聾明にある通り︑正に﹁隅加ふる私巳むを得ず﹂とある︒暇りに間内に加はったとし
懲の繊槌﹂に値する︒否彼等は︑蝶減されねばならぬ︒何ても︑アングロサクソンの個人主義︑自由主義︑功利主義
となれば︑租界を造附し︑治外法権を撤液し︑敵産を譲渡の人生槻は必然に我許皇迫に封立するので︑彼等をして墓
して民圃の獅立繁柴を援助しつ上ある大恩に報ゆるに銃火剛の大理想を理解し尋︾し溌現に協力せしむることは至難

を以てして居る理性喪失蒜悪雌だからである︒である︒故に濠洲振県蕊簡に編入さる上時は︑蓋しアング

次に印度は如何︒その解放の篤帝閥政府は度為﹁全幅のロサクソンは米洲急・罰することにならうか︑何れにせよ

狸は其の後にならう︒

て居るが︑印度の指導老図南方制海鯉制塞潅の堪卓に師脇するのも遠くはあるまいか

髄は未だ正式に援助を求めて来ない許りでなく︑却って英ら︑濠洲を加へての諏

、

協力を僻しまざる﹂旨を蕊明

軍の先鋒となり︑督戦されつ上ビルマ奪還戦に参加し︑マ第二︑爾除諸鯛諸舞族の理解難︒現在皇剛と一髄となつ
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的障侭問題より略述して見よう︒からうか︑ガンヂなどは︑断食を以て抗争して居るが︑厚

題間徳道と設建圏柴共亜東大

題間徳道と段建圏築共亜東大

諸闘でビルマやフィリッピンは凋立を漣約せられ︑マライ

て参戦して居るものは瀧洲園︑中華民幽︑タイ︑桃印等の

我が共梁間建設に誠意協力する態勢を中外の民園人に期待

るが︑葉培大使の所謂﹁心の曇りを拭ひ切って﹂全面的に

宇一

奮蘭領は帝国の領土になって居る︒是等諸函︑諸民族は如

ら別である︒只その政治力の全般的溶透に問題があるので

することは困難である︒固より狂首席以下政府の要人は自

タイを数へ得る︒中華民圃の注政府は参戦して同生共死の

交流︑新文化建設の論議に開らず︑思想問題印生活問題と

の時間を宴曾に饗し︑分科委員曾には出席できず︑文化の

三氏の感想談によれば︑東京より参加した十一名は︑多一く

ある︒去る四月南京開催の中日文化大曾に参列した谷川徹

開係に入ったが︑漢民族一般の向背には深い留意を要する︑

いふ中園側の主張をも十分論議せずに了ったといふ︒要す

６

るに文化大曾も肺交の域を脱膨なかったのである︒斯かる一

状態で能く皇道を中園有識階級間に宣揚し得るだらうか︒

ト孝詫嘩鋒崎郡抄録唾一旦浄帳州伽︽ン野竿卿瞬睡醇葺嘩鐸娠一

築圏建設協識を望むことは︑僻来はいざ知らず現在は不可

ら限度があり︑重慶中共の宣偉も烈しいので︑全支那の共

り︑之を大東亜の一翼に仕上げるには長い日子を必要とす

治安も未だ十分でないらしく︑島人の米化相常深きものあ

奥地には未開の住民も多い︒上島は︑猫立の諜約あれど︑

マライ︑インドネシア︑華僑︑種盈の混血児等がある外︑

能に近い︒由来支那人は︑面子儀腔を重んじ︑辞令に巧に

るらしい︒マライの文化工作は︑常局の熱心なる日本要素

︑少

に富むので︑精榊主義の皇函︑道徳至上の皇道槻註理解し

而も内執鋤にして賃利を惟れ求め︑延いて投機を好む傾向

る︒

１日本人にしか適用しないものを原住民に押寅りして

持込に比例して︑奮慣との衝突が多くなったと博へられ

那は土地贋く︑無知の民衆多く︑南京政府の政論力にも自

治外法潅勉棄後は︑帝圃の信義を了解しさうに思ふが︑支

以て米英流の封外侵略と見徹して居るといふ︒租界還附︑

文章によれば︑支那民衆は概ね帝国の大東亜共柴間建設を

の護綴である︒昨年十二月帝闘大使館員の執筆にか入る一

今なぼ北支︑中支︑東支に戦闘の行はれ居る事賞は何より一

何︒同生共死の昂悟ありと推察さる土もの︑先づ満洲函︑

に努力して居るだらうか︒直に盟邦と云はるぺき園は如

何程皇閥の大理想を理解し且これに共鳴して共柴間の建設

、

る︒回議︑小乗俳職︑基督奮敦などの宗教は︑生活の有ら

はいけない︒またＨ本人にとっての苦手は南方の宗教であ

悪いやうである︒南方華僑また然り︒此の華僑が南方各地
に牢乎たる経浦的地盤を有つので︑その封策は慎重を要す
る︒現今赫盈たる皇軍の戦果は︑彼等の識動を封殺して居

口

−

［

ゆる面に食ひ入って居る︒邦人は此の宗教について無知無
策である﹂と日本化工作に従事した一大畢教授は云ふ︒そ
の他植民的日本誘の流行遂歎く蕊も聞える︒南方文化工作
の問題も亦複雑である︒要するに︑南方諸地方には皆特殊
の民族があり︑奮憤がある︒中でも宗教生活は重要の地位
濫占める︒是等の政治︑経癖︑文化の生活を先づ全面的に
把捉しなければ︑迩策の施しやうがない︒その把捉は猫り
忠変なる狂詩的研究のみが能くする︒然るに︑適格の調査
好まぬ酒を弧ひるやうな施策も時には生ずるであらう︒皇

圏の派避は未だしであるやうに思ふ︒之では下戸に己れの
道の宣布亦難いかなではあるまいか︒

他に道を宣布せんとする者は︑先づ能く之を究め︑誰固
の信念を有ち︑且これを資賎して純を垂る上域に達して居
なければ︑十全の効果を期待し得ない︒道を行ずる者こそ
道宣布の最適新である︒然らざれぱ︑如何に大謹叱呼して
も︑封手は心服しない︒斯かる場合面従腹背の逆効果さへ

生じかねぬ︒此の事は︑時代や献曾を超越せる買理であ
るｕ

さて八紘篤宇︑寓邦得所︑億兆安堵の皇道を大東亜に宣
揚すべき皇民は︑此の資践垂範︑圏内の他国家︑異民族の

１１

心服を得る程度まで自己を練成して居るだらうか︒之が前

述した封外宣俸の基礎惟件である︒一億一心︑戦線銃後の

一鎧︑綿力溌揮︑生産撚充︑戦力増弧︑貯蓄報閏︑消費の

規正︑戦時生折の確立等の懸蕊は朝野に満ち巷に溢る︒が

併し冷静に事態を考察した場合︑果して﹁之で必勝﹂と云

へるであらうか︒現下の政論︑経密︑文化の生治面は果し

て如何︒一切の根本をなす日本的仙界概︑閲慨概に於て遺

﹁戦争の長期化に伴ふ人心の間隙を覗ひ︑不遥矯激の思想

憾なきか︒湯浬内祁︑警察部長曾議蕊一日に訓示して日く

運動が依然としてその跡を絶たざる資情にある﹂と︒某司

法常局は在流思想縛向者の逆縛を歎じて居る︒政治の面で
は翼賛︑翼壮の開係で紛糾があるといふ︒経済の面には犯

罪漸増︑悪質の累犯また少からず︑産業青少年の不良化も

は個人主義自由主義の礎津なほ存する︒橋田文机は︑高等

問題であり︑闇行篇は地方にさへ薯しとか︒文化の世界に

る︒初等教育界にも亦教員不足その他種交の難問が伏在す

畢校長曾議の訓示に於て︑生徒一部の自暴自棄を戒めて居

る︒・承詔必謹︑臣道資践の基礎的皇道は︑動もすれば口頭

脚に堕せんとすと某憂圃の士は歎息した︒銃後の斯かる情

況は︑大東亜共築圏建設の先達たるべき皇民に相礁しから
ざるは云ふ迄もない︒否︑前線の牌兵に封して誠に相潜ま

ぬ事と忠ふ︒之では︑他の国家や民族を指導鞭鍵して戦争

、

め

題間穂遡と設姓圏築共亜東大

一

万Ｊ

４１

題間徳遁と設建圏築共亜東大

目的を達成することに縦くる所ありぱし奮いか︒畏くも
聖上陛下は灘蝋十二円伊勢大廟に親拝︑戦勝を祇願あらせ
られたと承る︒蓋し率先垂範の展念に出づるととと拝察さ
れて恐鯉に堪へぬ︒今更巾す迄もなく︑宣戦の一詔書には
﹁汝有衆ノ忠誠勇武二信椅シ﹂と仰せらる︒此の御信頼を

辱うせる皇民であり乍ら︑暴虐米英必死の反攻態勢成りつ
ｋある今日︑共柴闇建設の大使命遂行に必須な忠誠奉公を
後にして一身一家目前の安全を是れ圏り︑享楽に走り︑宇
内の大局に著脹して剛家永遠の繁渠に寄興するの識見索塊

︑

○

一︑凡男子たる者の主に事る幼より老に至るまで︑其志専園家
●

の篇に忠義を立ん事を思ふの外他事不し可し有︑忠とは中心不欺の

誠を云功烈の謂にはあらず︑但し私を以て先とすぺからざる事は

る者有事は︑畢寛習俗に随って常に其畳悟を立るの志縮しからざ

人々の皆知所なりといへども︑猫私にひかれて忠義に専らならざ

る故也︑誠に武謹不穿鰹といふぺし︒若大事の前に臨んで或は己

ざる如きは︑男子の志有者のする所ならんや︒凡戦の勝敗は︑法一
の巌なると厳ならざると︑価の密なると密ならざるとに有とぎ

が利名を貧り︑或は一吟の恨みをさしはさんで︑園家の難を願み

ある︒我等は深く自己及びその周遥を反省せねばならぬ︒

は︑将士共に皆上より令する所の趣を相疑はず相背かず︑各其志

８

共築圏建設の障凝は︑外にあるよりも︑寧ろ内にあり︒外

に忠義を立ん事を思ふ者の本意なるべし︒尤戒め恨んで忽かせに

を一にして其法を厳に和守り︑其術を密に相確ふる事︑閏家の潟一

す︒へからざる事︑飯令の趣堅く相守り︑進止不知に従ふ事は勿

賊を破るは易く︑内敵を破るは難し︒此の難きに向って全
相戒め和励まして日夜錬成せよ︒必勝の建設の道は遠きに

たるべき事︒︵松平榊原式部大輔家範︶

事なり︒常に恥を忘れざる榛に心懸る事士たる者義に勇むの第一

亡に至るを願ず事士はいふに及ばず︑凡男子たる者の甚だ恥暑へ営

家事なきの日速に僻し去るべし︒難に臨んで大事を狸り主人の敗

にする者は逆罪に異る事なしとす︒若君長を限るの心あらぱ︑閏

を用ざる者有時は︑大事敗れ画家亡るに至る︒此故に法を忽かせ

論の事なり︒凡衆を川る事は尤法の厳なるに有一人なりとも︑法

明治天皇御製︵明遁一千八年︑折にふれて︶

自ら仇の心も座く裂で

︵十八・四・二十︶︵完︶

玄乙との道をふめや国民

b

つろふととにならう︒

あらず︑却って近きにあり︒頑敵米英も︑途には皇剛にま

力を致す所に皇民としての属の錬成がある︒皇道の行者を

を峡くとあっては︑何の顔あって靖圃の英鰯に見えんやで

／

咳

寺且

恩題威Ｅ徳

み必要なものであるにもせよ︑兎も角︑建設工作こそ究極

ろにもせよ︑戦争とは直接開係なく︑只建設工作とし一℃の

女肇博士渚原貞雄
東亜共楽園建設の事業は︑東醗共通の敵を打倒する事と

此の建設工作の巾︑姓︿の．中榎をなすものは所訓哩画一撫工作一

目的である事は明である︒

準輝唯歴漸榊一

である︒各闘民をして我が園が目指す所の束覗共築圏の確９

鋤詮癌峠唯唖準聖︾雌哩岬唖吐鋤秘可稚い

の工作も典の意義なく︑此の事なくして班准る雁制に依つ

て服従せしめたのが英米蘭の是迄東亜民族に謝して蛮行し

て来た所で︑之を排して新しい共存共築の維締を行ふ事を二

標袴して居る以上︑常然各民族をして東亜共楽間確立の一

て戦後に於ても必要なのであるが︑それが戦争途行のため

ものが多い︒否戦争遂行のために必要なる建設工作はすべ

ある︒恩と徳と戯とであるぃ

ある︒か土ろ目的を達するために鉄く可らざるものが三つ

此の事は云ふ事は易くして溌際に於ては中盈困難な事で

設工作を進めなければならぬ︒

業を理解せしめ︑心から協力せしめると云ふ原則の下に建

に必要であり︑叉戦後に於ても依然として必要なものであ

戦争謎源鍵篭事業の如きｌが職後にもやはり必饗である

とあるが︑其の鉱一義的の事業は建設であって︑戦争に依る
敵勢力の打倒は其の手段に過ぎない事は之云ふまでも無い
毎Ｊ事である︒尤も建設工作は厳密に云へぱこ砿に分れるので
あって︑戦争遂行のために行はれねばならぬ建設工作もあ
り︑戦争が終ってから後にも続行せればならぬ建設工作も
ある︒勿論職争透行のために必嬰なる雑設エ作ｌ例へば

併行と云っても固より敵勢打倒が先決問迦であって︑敵
威の勢力の存在叉は反攻を許して建設工作はあり得ないので

恩多年に頁ろ敵の搾取的工作を破壊した跡に封する建設工作
と併行すぺきは云ふまでもなく︑今現にそれが行はれつＬ
とある の で あ る ︒

〆

ための︑軍な鼠手段であり︑欺脈に過ぎないのであるが︑

は全然無かった︒恩を施すと云って︑一を典へて十を奪ふ

り︑それに些かの恩を加味したものであって︑徳と云ふ事

是迄米英雨の所訓植民政策なるものは主として威に依

行ふ事の如何に困難であるかは想像するに齢りがある︒而

憐むぺき性格又は習性となった原住民を相手に宣撫工作を

する所であるが︑多年威雁に馴れた原住民は初めは之溌怪
み︑次で純侮するに至ると云ふ事を聞く︒斯ろ無智にして

日本人であれば︑感激して劣らじと命ぜられた仕事に努力

る事は出来ない︒其の失敗は段鑑遠からず支那に於て之を

も日本人的な性急を以て之に臨む時は到底其の成果を聖げ

兎も角無智にして単純なる原住民︑又は其の一部をして多
が︑原則として威歴して服従せしめる政策を行うた︒之れ

とにある︒固より之には米英が大陸より日本の勢力駐駆逐

日支事愛の原因は支那人の排日侮日の思想と抗日の言動

見たのである吻

少の恩恵と思はしめる如き施設叉は施興は行うたのである
が比較的容易に其の目的１Ｊ搾取して自園をのみ利する１
１を達成した所以であり︑而も結局失敗を招く外なきに至
我が園の東亜民族に臨むに常つては米英蘭のか山ろ筆に

った所以である︒・

して自ら其の利益を潤占せんがための煽動︑蒋が政撚維持
の具に利用するために徹底的排日侮日抗日の教育と宣博と

直接支那人に接する者が絶えず叱吃し︑屡掩殴打した事が

の圃民性に理解を有せず︑日本人的性急を以て之に臨み︑

を行うた事が其の主なる理由ではあるが︑悠長なる支那人

であり︑彼等の理解と協力とを得る所以であり︑所謂八紘

倣うべきでない事は云ふまでもない︒即ち米英蘭が全然加
味しなかった所の徳を加味してこそ始めて新しい建設工作
篤宇の大精榊を謹揮するものと云ひ得る事であり︑永遠に

い︒殊に困難である所以は︑各民族の性格が我が閏民性と

あるが︑賢際問題としては容易でない事は云ふまでもな

は︑固より支那人の場合に限らず︑如何なる民族に封する

の徳とを峡堕し居る所から来たものであって︑か上る態度

斯の如きは他民族又は他圃民に封する瑚解と同情と寛仁

である︒

支那人の日本に心服しなかった大きな理由の一であったの

醤しく異なって居る事と︑多年米英蘭の威睡政治に馴れて

ならぬ︒︒

場合に於ても必ず同ｒ一の結果を勝費する事を知らなければ

斯の如きは最も見易き理であり︑何人にも云ひ得る所で

其の成果を保持し得る所以である︒

先して範を示すために︑自ら先に立って働いて見せると︑

− 1 0 −

恩
と

威
と

徳

ア

居る事にある︒一例を肇ぐると︑原住民に働かせる時︑率

〜

一戸

日

西

堤れが先天的であるにもせよ︑米英蘭の枇政の結果であ
るにもせよ︑兎も角現在斯くの如き取扱にくい︑憐むくき

所まで彼等を誘導し助長して行く事を目標としなければな
らぬ︒

であって愚直と思はれるかも知れぬ︒然し我が八紘篤宇の

︲欺の如きは米英的な園家思想︑帝園主義的植民政策を国
是とする目から見れば︑只他風︑他民族の鴬めに固るもの

性柊を有って居る事が事賞であるとすれば︑︲それに封虚す

るために威厳を用ゐる必要もあるであらう︒恩を施す事は

て資は我が帝国永遠の安泰を将喪する所以なのである︒

皇道精紳は正しく其所にあるのであって︑是こそ迂愚に似

園より必要である︒所謂恩威並び行はる人事は︑荷も下に
って他民族に接する場合には殊に之が大切であるが︑最も

臨むには如何なる場合にも必要であるが︑：指導的地位に立

らが警戒して接すれば相手も亦警戒する︒それでは到底相

先づ自ら身を投じて相手の懐に飛込まねばならぬ︒こち

然し︑之には非稚なる勇気と非常なる忍耐力と︑尋常な

威を用ゐる事は固より止むを得ざる時の事であって決し
とて理想的の事ではない︒尤も資際問題としては威力を背景

必要なる所以がある︒

らざる寛仁大度と深き理解とが必要である︒

戒に有っ事の必要なき場合は絶無かも知れない︒従って威力

互の理解と融合とは典まれぬ︒そこに勇気と犠牲緒祁との

一を施して十を琴はんがための恩が絶封に不可である事は

の方便としての恩︑搾取の前提としての恩恵︑詳言すれば

あるが︑之亦一時の擢宜に過ぎない︒米英蘭の如く︑悪意

寛仁大度と深き理解との必要なる所以がそこにある︒

る事が多い事は明である︒非幣なる忍耐力と尋常ならざる

人の気持を以て彼等に接する時は腹の立つ事︑心外に感ず

間に望み得べき事でもない︒義侠心と感激性とに富む白本

二一11−

錘大切准事は其の根本に徳が存する事である︒

を常に傭へて居ると云ふ事は絶封に必要であると思はれろ

とが︑それを用ゐるは虞に止むを得ざる時に限って︑所謂鍵
に虎するの道であり︑それが理想的な行き方でないと云ふ
鴨事を常に心に抱いて臨まなければならぬ︒

る立派な民族たらしむる事は容易な事でもなく．短日月の

努の尊き所以を認識せしめ︑日本人と等しき感激性を有す

玉ふまでもないが︑別にか上る悪意なく︑︲単に之を懐けん

共柴間内の各民族を誘導し︑各閏家を育成するに必要な
勇素︑犠牲鯖紳︑忍耐︑寛仁︑理解等の諸徳を如何にして

率先して勤努すれば却て純侮する如き相手を善導し︑勤

恩苛以て臨むと云ふ事も資際問題としては固より必要で

がための恩恵であっても︑それは只一時の潅宜であ２Ｌ︑

最後には恩を施すの必要が無く放り︑互に相践り相扶くる

f

である︒反心である︒誠があれば之等の諾穂は必ず鵠得し

得︑如何にして賃にする事が出来るか︒只﹁誠﹂のみ︒誠

圏内の民族に通ぜぬ筈はない︒もし通ぜぬとすれば誠が足

資賎する事が出来る筈である︒誠は天に通ずる︒況や共築
・らぬからである︒誠とは私なき心である︒他に接しては自
らの胸を開いて他を容れ毎又己を捨てＬ他の懐に飛込む心
である︒．直に此の心を以て共築間の各民族に臨む時︑それ

恩は必ず通ずるそれが通ずれば宣撫は完全に成功する︒斯く
て東亜共築圏を確立する事は必ず達成する︒

それに因んで︑此の聖語に就て簡単に述べて置く︒此の語

と私はさきに︑八紘篤字の皇道精榊の事に鯛れた︒故に今
威

に就ては色だの解樺がある︒私は今それら詮批判する考は

と無いが︑端的に私の考を云へぱ八紘篤宇とは我が天皇の稜
威の及蕊所の民をして︑すべて﹁家﹂の生活を楽ましめる

許と云ふ事であると思ふ︒家の生活は一切の塵制なき生活で

かの岐る入所である．︵完︶

Ｊ１

１１

物に三の用あり︑此三全く価るを徳と云︑一に云く徳︑二に云

く能︑三に云く這也︑たとへぱ刺に不測の露あって︑其鏑星斗を

射︑或は妖魅のこれがために退くごときは︑剣の徳なり︑鍛胃を

裁断し︑犀甲を貫串なすは︑劇の能なり︑行職人に従て其用をな

すは劃の遁なり︒動静周施に威儀の則とすべきものあり︒言行は

端正厳粛の以て堰る一●へきものあるは︑婚の徳なり・危に臨て不恐心

策を出して不差︐小を帥て大を討︑百職百藤の全利をなすごとき

不拒︑愚者を瀞て教育に不倦ごときは︑将の道なり︒三のもの相

は︑浴の龍なり︑自ら彊て不息︑材能を以て高募らず︑諌を容て

心其のものＬ生活である︒家以外にはか上る生活は望まれ

あり︑搾取なき生活であり︑警戒を要せぬ生活であり︑安

合してこれを武備と穂す︒此三つのものを得るにあらざるとき

は︑得て宍ずるの極に至るべからず︒︵津軽緋道子︶

ぬ︒新皇道政治の目指す所は斯の如き理想の境である︒此
の尊い︑仁慈深き皇道精祁を以て共築闇内の民族に臨む時
それが彼等に受容れられぬ道理は無いのである︒只我が国
民が億に此の八紘篤宇の大精紳を身に篭して彼等に臨み得
るか否か堂︑此の大東亜共柴間確立の聖業の達成するか否

一一12−

0

理倫践賞の縦￨菜共亜東大

犬東亜共柴圏の貴賎倫理
京都帝大助教授高

岩男

とができない︒共柴岡の秩序はより高き道義の原理に蕪く

を目指すものなら︑米英的秩序以上の深奥な意義をもつこ

争の目標がある︒併し共築閥の秩序が単に利益的繋柴のみ

れが東姫共築間の建設といふことであり︑と上に大東亜戦

ず︑深奥な積械的意義を有するものでなければならぬ︒そ

戦であるが︑聖戦は単に解放といふ消極的なものに止まら

大東亜戦争は東醗諸民族を米英の程桔下から解放する聖

質である︒利徐の原理に立つ限り︑侭勝劣敗︑弱肉州食は

利益は本来相互排除的のものである︒相反性は欲望の本

たものであり︑共築間は近代幽際仙界と連って道義的秩序
を根幹とするのでなければならぬ︒

包む結果は欺峨となる︒道義は利益の次元を遥かに超越し

しい狭序は達せられる道理はない︒利己主義を形式道徳で

するのである︒利益の中身を倫理の衣で包んでも仙界の正

か入る形式主義にあるものでなく︑催約や秩序の内容に存

めった︒正直は最良の政策なりといふ如く︑自分の利益を

らまた常に争って戦乱の絶え間がないのである︒それ故利

雑畷涯秘咋い漉録鋤紅馳州他醒︾酎諦恥碓唖銃や麺畔岬殿

得る鴬には他人の利益も尊重しなければならぬ︑と云ふ功

る正しい秩序が出来ないことは︑西洋近代の歴史が資誰済

の事柄といってよい︒現代の世界史はその内部から利益の

益の如きまだ道義に達せぬ秩序原理で世界の平和を維持す

利己主義よりは正しい倫理であるが︑なぼ利益の次元を超

次元を超越した道義的秩序を要諦しつつある︒と上に共築

利的智慧が闘際秩序を維持する根底であった︒この智慧は

従来の圃際恢界の秩序は結局利益の次元に存するもので

揚せられるのである︒

のでなければならぬ︒かくて初めて聖戦の意義が完全に溌

といふ義務心に道義が要求せられたがへ道義といふものは

L
U

脱し得ない軸で道義的ではない︒それ故催約は迩奉すべし

】
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間が利益を空虚な形式道義で蔽ひ︑潅力でこれを保護する
といふやうなものとは違った構造をもたなければならぬ現
利益は本質上相互排斥的のものである︒たとひ自利のた

賢的根擦がある︒

防に利他も認めるといふ相互調節を原則としても︑か上る
利益的均衡は常に破れる危険がある︒これまた利益の立場
から自然 な現象である︒利の立場をもっては境に利を生か

すことさへできない︒利を質に生かすのは利の立場を一歩
超越した道義の立場である︒道義の立場ではじ砧て利にも
所を輿へ︑利を人生の完成に導き得るのである︒享楽の赴
場から所を典へれば︑享楽も健全な娘楽として生かされる

くま比に放任すれば身の破滅となるが︑享楽以上の高い立
如きものである︒利益に否定的に封立する道徳や享楽遊無
暗に排斥する道徳では︑利益や快楽を生かすことができ難
い︒頁の道義とは利益や快楽にもその所を輿へる高く深き

はない︒同時に図内祇曾快序の樽挽戟である︒それは生産

教育︑蕊術︑文化等の全部面において韓換を必要とする︒

消費︑流通の経済部面においては勿論︑政論︑法律︑権利

内外は常に一如の面を有してゐる︒世界新秩序は園内新秩

も

序を要求し︑閣内新秩序の建設を侯って世界新秩序の建設

も完遂せられる︒との意味で共柴間の蜜践倫理は︑先づ園
内祉曾の貧賎倫理から始まるべ響であり︑我糞は手近かな

今日我々の生活秩序は非常に動揺してゐる︒との動揺は輔換期

生活秩序の確立に資践倫理の課題を見出すべきである︒

に避け難い現象であり︑嘗て我々祁先も卿換期にか入る動揺を経

験したのである︒このことは明治維新の一つを回想しただけで思

ひ牛に過ぎるであらう︒生活秩序の動揺には必ず従来の生活秩序

が生ずる︒併し今日の如き偉大な愛準期には何人も新秩序の最善

を基準として起る不平不満が件ひ︑新秩序の不明確に識する非難

な葵を具鐙的に構想し得ないのである︒我々は新秩序の方向への

性が存する︒生活秩序の韓換は他人にのみ責を蹄すべき他人事で

のを建設して行くより外ない︒そしてこの鮎に最も根源的な道義

動きの中から︑種奇の経験を積み重ねつつ互に協力して最善のも

ればならぬ．利益の原理に維始しては共存共築も望み難

はない︒自分もそれを分措して築きあぐぺを事柄である︒かくて

ものであって︑これが共築間の秩序を構成する原理でなけ
い︒道義的原理に立脚するときはじめて共存共楽も直に資

己も責任主盟なることを自毘し︑率先して新秩序の確立に協力す

今日我々の消喪生活は非常な鍵革を受けつつある︒最近

る自主性︑こ上に道義の根本的な謹現がある・

までの自主経済の時勢から見れば篭だ窮屈であり︑従て不
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現できるのである︒
一一

上に述べたことは園内斌曾においてもそのま上受溝する
置理である︒大東亜戦争は圃際世界秩序韓換の戦争のみで

〆
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平不浦も生じ︑いはゆる闇取引も生ずる︒併し今日世界の

と態度こそ最も根本的な道義性なのである︒

世界秩序の韓換は園内秩序の縛換を要請し︑園内篭制の

一一一０

不公平を想へぱ︑今日の生活秩序には全篭として正しい健

確立と共に惟界新秩序の建設も完成する︒外と内とは瓦に

何鹿にも楽園の如き生活はなく︑前大戦後の好景乗時代の
全な公平が見られるのである︒道義は自分一身の享楽を標

のまＬ惟界新秩序の確立に外ならぬのである︒共築間の資

ぺきではない︒日常における新らしい生活秩序の確立がそ

賎倫理は近く我堂自身の日幣生活における蛮践倫理でなけ

相侯ち二にして一である︒仙界新秩序は遠く外にのみ求む

す態度に存する︒道義は秩序の正不正の批判に先立って︑

ればならぬ︒我を日本人が新秩序への確信とその道義性の

ら至鵠を見︑この全燈の調和均衡を自らも努力して作り出
秩序韓換を自らの責任として負捨し︑欣然これを完遂せん

自畳とを抱き︑園内に道義的秩序を樹立すれば︑共梁間の

I

準として物を見る態度を否定し︑享楽を超えた高い次元か

であり︑これが畢党一切の秩序榔換を可能ならしめる根源

とする自主的薩気塊に存する︒この靖塊こそ道義的生命力

道義的秩序は自ら成るのである︒か上る道義の立場へ精進

すること自身が道義の賛現である︒生活秩序の卿換を他人

の力である︒

それ故今日においては徒らな懐誇的態度はそれ自篭が反

のの道義性︑即ち飛義公平は︑こ入から自然と瓢現する︒

ることが︑今日の溌賎倫理の根本規範である︒秩序そのも

正義公平はかくｊ︑のものと客槻的比量的に示したり固定

事ならぬ己が責任とし生折新秩序の樹立を自主的に少捲す

自由主義の産物である潅利義務を楯にとる態度︑これは縛

したりできるものではない︒とれは却て不正義不公平を資

道義的である︒単なる形式主義は健全な郷換を阻害する悪

換せらるべき奮秩序思想であり︑これに拘泥することはそ

す︑自ら道義的責任主鰐性に徹するとき︑と上に正義公平

である︒徒らに権利義務を主張する法律思考法︑賞は近代

れ自身が反道義的な悪であるといってよい︒官僚の陥り易

道義は既に述べたやうに快楽や利益を超越せるものである︒超

は自ら客観的に資現せられて来るのである︒︲

越せるが故に︑却て快楽や利益にもその所を輿へ︑快楽一︑利益を

き固晒な形式主義も同様である︒韓換期の今日我盈は寧ろ
り自らも立法家たる結祁に立つべきである︒との時我糞は

健全な常識或は良識に訴ふべきである︒法の解窪の立場よ
初めて責任感に徹し︑今日の圃家が何を要請しつつあるか

も填賞に生かすことができる︒と共に︑常に進んで快楽や利益を

︑

を曾得することができる︒このやうな自主的自燈性の糖祁

I
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1

の態度に出ることができる︒道義は要するに快楽や利益に謝して

も自由に棄てることができる︒即ち高い禁慾の態度︑滅私︑無我

質は同一である︒快楽は元盈表くるを知らぬ食欲である︒

薬に達せぬやろに享楽は幾ら高まっても主観的な流足の性

自在な立場に存するのである︒

益をも認めることによって自分の利益を維持し︑快楽に限

快楽利益のこの利己性と食欲性を知るときこ比に他人の利

れが快楽利益の秩序を雄成するものである︒それは一種の

度を輿へて身の破滅を救ふ限度が自然に現はれて来る︒こ

か上る道義の立場は非常に辛い︑快楽を犠牲にした立場
の如く老へられ易いが︑決してさういふものではない︒道

自然的均衡︑自然的秩序であるといへる︒

義の立場には不安がなく安心がある︒快楽はなくとも員の
悦び徴喜がある︒官能的な快桑と精榊的な悦び即ち職喜︑

な深い悦びは道義の立場においてのみ典へら虹るのであ

一度も幸幅︑歓喜を典へぬ不幸な人間は津山ある︒精祁的

却て快楽利益に所を輿へる道義的秩序は︑か坐る自然的均衡を虞

と食欲性とから常然出現する現象である︒快楽利益を超越する故

や秩序は常に破れる危険を蔵してゐる︒これは快楽利益の利己性

道義の秩序はか坐る意味の自然的秩序ではない︒自然的な均衡

る︒官能的快楽を至上としてゐる人にとっては︑今日の生

である︒

に持続せしめ︑それを国家生活の完成に奉仕せしめる高次の秩序

幸幅︑安心とは別物である︒官能的快築は瀧喫しても一生

活秩序の韓換はた噂不平不満の種に過ぎないであらう︒併

た高い正義公平がある︒我堂は快楽利益の自山平等と道義

とＡに快楽利益の次元から考へられた自由平等とは違っ

し輔換を自らの責任と悟り︑新秩序の建設を己も分婚する

的な正義公平とを混同してはならない︒併して正義公平は

道義的自主性の態度に立つならば︑そこに官能的快楽など
らるるのである︒我煮は嘗て宗教的人間が何故難行苦業し

を以ては窺ひ得ない悦びが生じ︑下らぬ不平不浦は超克せ＃

るのは不可である︒か上るものは快楽利益に鍔立し︑従っ

てそれに囚はれたもので︑それを超越する直の道義ではな

道義的なる故︑快楽利益の自由平等を無覗曝鵬すると考へ

い︒故に却って快楽利益を欣然放棄する自由的態度を導き

殉教者が何故悦んで死に就いたかを反省してみるといい︒

それ故道義の秩序は快楽や利益の秩序とは全く異ったも

そこには絶封的な歓喜の境地が存したのである︒

のである︒快楽利益は元来秩序なきものである︒快楽利益

州すこともでき難い︒

︸四

は本来己一個人のものであり︑その限度を知らぬものであ
る︒中毒患着は幾ら刺戟物を輿へても最初の快楽以上の快↑
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民の道義精榊の溌現を要請しつつある︒快梁利恭を自主的

今口の総力戦は快楽利益の自然的な均衡と秩序を破り国

祁力の溌現を必要とするのであって︑愛に縄力戦は精榊物

ちに祥倒せざるを得ない︒綿力戦はこれと同じく強大な精

持続せられる動態である︒そこに緒祁力の弛緩が混れば忽

止の均衡を極度に破る運動である︑強大な精神力によって

道義とはか上る物心一如を成立せしめる力である︒従来

に放棄する道義的生命力なくしては︑綱力戦の完遂︑綿力

平和といへぼ物的享楽の賃現せられる時を意味し︑戦争と

質の一加統合を要請しつつあるのである︒

はこれを撹乱する時と考へられた︒故に雄和談判とは結局

器の数や装備の優劣だけでなく更に旺盛な士索や結祁力に
である︒今日の総力戦においては武力戦以外の経酒部面が

基づくことは言ふまでもない︒総力戦においても全く同様

人命と物的消耗を︑土地の割譲や戦賛の賠償４交換する取

戦の勝利は期し難い︒武力戦の勝敗を決するものが単に武

重要な役割をもち︑如何にも物質力が重大芯働きをなす如

７

御諏準唾嘩時域唖唖雑樗岬岬迦蛇州需哩御幽嘩峰麺榊御唖︲一︐

く見える︒併し物質力は粘紳力と合致じてのみ職争を遂行
する現溌の力となるものである︒それ故物質力を益を必要
とする現代戦では渦り武力戦場に立てる者のみならず︑図

次元を超越せる道義の立場に立つことを必至としてゐる︒１
我掩の生活秩序は函単なる非常時的秩序︑戦時的秩序といふ−

立つが故に︑物心相即を賞現するやうな秩序であることが

Ｌに現代細力戦が道義性の振起を要求する所以がある︒道

民全慨のいよ﹄︑盛んな緒紳力を要諦するものである︒と

巨大な泊耗を作ふ現代戦に於ては︑武力戦的決戦が長期

ではないのか︒従来五身は除りにも快楽側益の原理を生活

要諦せられてゐる︒一燈とれが人間本来の睡黄の秩序なの

のでなく︑戦平雨時を根底から一賀するやうな秩序道義に

に捗って常に沌綴することは不可能である︒そこには大き

義精祁の溌現なくして細力戦はあり得ない︒

な波動があると老へられ︑本年はその一つの山であるとい

らせようとしてゐる︒成心を棄てて細力戦の要請する至上

原理となし来つた︒綱力戦は今や人間を本来の面目に立蹄

命法に従ふとと︑これが五男の迩守すべき賓践倫理の根本

はれてゐる︒米英がわが新秩序思想を承服せぬ以上︑土を

細力戦には極度の重鮎主義集中が必要となる︒重鮎主義的

戦的には自然的に短期決戦の相をとるであらう︒と上から

五

原理である

牧め得ぬといふ意味で大東亜戦争は長期戦であるが︑武力

総力戦は︑恰も敵陣への突耀の如きものである︒それは静

〆

＝

総力戦は戦時平時の根底を一貫する生活秩序を要求しつの踏むべき道ではなかった︒それは凡そ人間たる者の踏むべき道
つあ為︒か入る秩序が直の道義的秩序であり︑人間本来のであり︑日常にも箕現せらるべき倫理であず帰道は非常時の道

面目を謹揮する秩序である︾今日の綿力戦は非常時とか異でなく︑平常心これ道たるべきものである﹄更に深く逆れはか上

するところから出づる武である︒不殺とは軍なる不殺ではない︒

る︒か入る武の縮祁は他国に見ざるところであり︑深く道義に徹

緒祁が祁武不殺といふ如き深奥の立場に撤し得たのもこれにょ

祁であり︑日本情澗の一つの基本をなすものである︒日本の武の

常形態とかいふものでは厳い︒快楽や利益の追求に専念しる意味の武士道は武家時代に限らず︑わが国の歴史を一貫せる精
暫時の安逸を人生目的とした近代文明砥曾が却て異常形態
ではなかったらうか︒戦時平時の匡別なく︑前線銃後の差
別なく文武を桑ね修する生濡秩序こそ︑我盈人間の正常な

えた道義は︑快楽利益にも所を輿へ︑それを生かすと共に欣然快

梁利益をも放棄し得る力であった︒これと同じく道義の立場で活

殺が自在となり︑虞に活かすことができるのである︒悪人の悪を
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秩序である︒たとひ武力戦の戦争なき時期と雌も︑これが一
員正の秩序であり︑質資の意味の道義的秩序であることは活殺の剥立を超えた活殺自在の立場を稲してゐる︒快楽利益を超
疑ひない︒従亦︑武もなく戦もなき単なる平和状態を考へ
る平和主義が︑最も倫理道徳にかなった思想の如く思はれ

の充資せられた状態ではなかったらうか︒か入る享楽状態とのやうな撞義の立場︑武士通の縮祁を新に復活し︑それを日常

た時があった︒一龍︑か坐る意味の平和とは如何なる状態滅して悪人の人を活かすのも︑この道義の立場である︒我々日本
であるか︒畢寛︑欲望︵官能的並に精祁的︑文化的愁望︶民族は嘗てとのやうな深い立場に達したのであった︒今日我々は

を理想とする平和主義が道義の立場であり得ないことは明の貴賎倫理にまで深めればい入のである︒

６

瞭である︒故にかＬろ寒想的な平和主義は何等歴史的現貸人が貢にその所を得るのはこの道義の立場においてであ
を指導する力がなく︑た型現賞を非難しつつ見送るより外り︑人にその所を得しむるのもこの道義である︒このこと
なかった︒我堂は今日道義といふものの本質をもつと深くは民族について漁りがない︒﹁所を得しむる﹂ことが道義の

楽︑利益︑功利︑生死より更に自然︑山川︑草木︑禽獣に

及如でこのことは安常する︒河川に所を典へることは︑河

・理であった︒武士遁は職場のみの倫理ではなく︑ひとり武士のみ川の本質を我舞が従現してやることであり︑と上には河川

のは武家詩代であった︒武士道とはこの秩序を貫く精祁であり原

率職雨時を通じて一貫し︑文武余ね催する生活秩序を建設した

反省しなければならない︒極致であり︑猫り人間や民族だけでなく︑本能︑欲望︑快

理倫践資の圏築共亜東大

は風に河川として橋き︑我糞人間生活の建設に協同するも
のとなる︒か上る意味で道義は人間界のみならず天地に通
じ︑深く刺の意志に淵源するといへる︒私が道義的生命力

こにある︒
︷ハ

とのやう友道義を溌揚識現する途は責任感に徹するにあ
る︒我街が深く責任感に徹するならば︑自分の全力を溌揮
せざるを得ない︒文字通り一生懸命といふ命を懸けた立場
に立たざるを得ない︒か上る立場まで来るとき︑もはや私
心や自己の入る除地はなくなる︒即ち我といふものはなく
なる︒道義粘祁に徹するとき︑自力の極致は却って無私無
我となるのである︒このや弓な境は無力ともいへよう︒我
堂が承大事に思慮を講した末︑神沸腫而り︑祁悌の肋を仰
ぐのもこのためであ黒︒併しこのとき無力は絶大な力に博
．ずる・我の力でなくして榊助の力となり︑榊より出でた力
となる︒

今日我々日本人はもつと寅任感に徹す︒へきではなからうか︒か
るを怖れてロ︿管事勿れ主義に絡始する如き態度が官界民間到る所

くすれば本営に図家のためになるとは恩ひながら︑緩め立てらる
で目につく︒か入ることでこの韓換期が乗切れるわけはなく︑又
如何にも己の分を守ったつ恥りで少しも責任に徹してはゐないの

︿事勿れ主義の根源となってゐる立身出世の功利主義を

である︒責任︑王溌は自主的で他動的奴隷のものではない︒と同時
に園家は

抑睡して信賞必罰を明かにすべきではなからうか︒更に責任感の

か︒己のみ正しとして他を凡て敵澗非難する倣慢な態度︑自己批

撤底と同時に︑謙虚な心が今日の日本にもう少し必要でなからぅ

到なひとりよがりの態度︑このやうな態度は今日の韓換期に互に

協力して新秩序新理念を建設して行く道義的態度ではない︒私は

責任感の徹底と謙虚な心を以て今日の撰践倫理の一基本格率である

我々が東亜の据導民族として東亜に布く雪へきものは︑このやう

と考へる・

々日本関民がこの遁義締祁に徹すれば︑欲せずとも︑これは東亜

な滋義粘澗であり︑これに立脚する迩義的秩序である︒そして我

せられる︒東亜共築悶が完成の緒につくとき︑わが日本は絶封不

諸民族に渡油するもあである噂かくて初めて共存共莱も庭に笈現

この時がわれγＩ︑の勝利であり︑大東亜戦争の目的が達せらるる

敗の地位に立ちｖ世昇の新秩序は否鵬なしに出家上るであらら︒

設に資塊せられるであって︑これ超完成する貴賎倫理こそまづわ

時なのである︒併しこの大目的も責は近く足下の生活新秩序の建

れＩ︑の行ふ雪へき隼一のものである︒︵完︶靴
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を天地疋大の燕と考へ︑清明心や正直心と老へる所以はこ

理倫践賞の圏柴共亜東大

割四知己庵

彼等従来の欧米のものと根本的に相違する
で︑共存共柴の言葉がよく之を物語る所で

ものである事は申すまでもないのであつ

下の力持ちとなって︑親子も兄弟も夫婦も

時を預り篭ぎ︑共に尊き永遠の馬めに禄の・

を得て︑境の繁築と進歩と親善とを滴さし

を寅現せしめ︑以て世界人類をして各々所

大東亜戦争は八紘一宇と云ふ肇閏の理想

境の平和幸雨が招来し得なかった課でもあ

心であって全く表裏相反して居たが故に︑

ると︑それは利であり︑力であり︑個人中

居った︒併し其の賞践倫理による生活とな

してはキ教的博愛︑自由︑牟等を以てして

云ふものが各家それ７か︑の開係で生ずると

るのであるが︑共所には義理の親子兄弟と

然も一家には必ず他人たる妹が婿が入り雑

利が存し道理と愛情を以て一貫して居る︒

く︑害ん蚕謹牲になり合ふ没我に虞寅の精

柳かも吾が矯めとか利とか云ふものはな

時めんとする所にある事は言ふ迄もない鋲︑
此の戦争は飽迄も其の鴬めの手段であっ

る︒笠に吾等にも亦理想と一致する所の賞

さて其所で︲我等が貴賎倫理の根底をなす

園の指導的文化生活そのものであり其の法

建設是でなければならぬ︒換言すれば共菜

である︒秩序としては父母に孝に兄弟に友

の一致であり︑又家族同化の働きを有つの

抑々我が家族の成立は秩序と没我と愛情

同生共死で︑永遠に柴えて止まぬ生命の一

互にょかれとすることに努むることを永遠

が利を少しも考へぬことである︒そしてお

以て壷し合ひ︑お互に我が事我が努苦︑我．．

め︑夫は妻の矯め妻は夫︑総め︑道の愛を

子は親の矯め．兄は弟の馬め︑弟は兄の篇

道理あるぺ壷を思︑毎而して親は子の矯め

して踏むべきであり︑親しい中にも濯儀の

家の新秩序を血縁の家族のそれの如く厳と

ばならぬと思ふ︒乃ち我等は︑東亜同胞一

倫理屯︑根本を此の我が家族倫理に幸めね

０
２

吾々は此の如き我が家族倫理を恩ふと
き︑八紘一宇による東亜共栄閏建設の寅践一

のでなければならぬ︒

族倫理の雑色ある根本粘祁と稲すべきでも−

くのである︒叙上の如き開係は先づ我が家

共に︑義理の遊により︑同化が行はれて行

て︑垣の目的は此の戦争の後に来るべきも

さるべき所以が存するのである︒

践倫理と其の生活と云ふものが︑弱く要求︒

然らば此の戦争と併行し︑次に来るべき

べきものは何に基．かねばならぬかを考へね

ばならぬが︑恩ふにそれは我が家族倫理で

則建設である︒素よりそれは政治に︑経済

に夫婦相和すととが厳として存し︑親しい

なければならぬと信ずるのである・

に︑思想に所有方面に亘るものでばある

中にも親子．兄弟︑夫婦にそれ１卜︑の道︲が

的なものでなければならぬ・

吾等共築圏の資践倫理たるべきものは︑

あることである︒而して其の通たるや正に

が︑其の何れにも相通ずる根底をな︽︐根本

の規範を日常生活に資行し訓練する目的の

論亜共柴圏建設の責践倫理の樹立であり︑其

ものとは︑何であるかと言ふに︑差繍り東

彼等の看板が責現する筈もなく︑又人類に

ならぬ︒

ある︒併し彼等厭米の連中と錐も︑看板と

田

の否同時の建設それであるとさへ言はねば

○共蕊圏賓嬢倫理の根底

論時

時
縮

に柴ゆる近とするのであるや然も之は笈に

しても︑角が立たずに忘れもする︒それが

あり︑感憎に鯛るるやうなことがあったに

ととなくしては︑共柴間の倫理として立派

あしきを捨てて愈々我がものを立派にする

樹立の要があるのであり︑又ょきをとりｖ

な資を結ばしめる事は出来なね新らしい

人借の卿然に樋き出づる愛によって染みと

寅際生活上に通を踏み連ふ事があれば︑血

ばならぬ轡斯く老へるとき吾々思想教化に

革袋には新らしい味をつけた新酒を入れね

他民族他の閏々の人々に封するとなると︑

素より此の如き人生の根本を成十ものは

い所があらう︒尤も此の如き場合とても一

縁の者．の如くそれは簡単に忘れては了へな

して生活し得る人生でもある︒

血縁の情に依るものではあるが︑之は一方

き共築脚建設の永遠なる辿として︑此の共

閥係する者は︑かくして恥縦の次に来るべ

義理の道を以て他人に及ぼし︑正に血縁の

勿論であるが︑併し撞を行ふ上に確たる信

家族の愛を蕊露して︑醤め恨み合ふととは

らぬことを浦感する．

楽隅の溌賎倫理の確立に杢力を注がればな

く生かして行くことが出来るものである︒

設に特に亜大なるものがあることを忘れて

念と信義あるべきは︑今後東亜共柴悶の建

愛情と同じものに迄向上させ︑他人にもよ
例へぱ一家には他人誌購いで来る︑或は妬

東亜共柴悶建設の目標は厳として存して

を生活する訓練鍛錬に移る順序となるので

問の笠践倫理を確立するならば︑同時に之

而して此の新らしい家族粘刷に雑く共架

居るが︑併し其の目標に達するの道は大き

あるが︑それには現在の畢校教育︲︑或は砥

はならない︒

の来る事もある︒併し一家の人となるなら
以て道を行ひ生活を楽しみ得るのである︒

く且遠いことを恩はねばならぬ︒そして表

曾教育の外に韮本たる家庭教育としての漬

〆

』

ば︑義父母に︑義兄弟に血縁と同じ愛慌を
此の事は黄に注意すべきことであつで︑今

宕板に侭りなき道を賎んで生活して行かね

いても居るし︑又今後大家族制度たらしむ

益々生かす上には︑幾多の弊が垢としてつ

併し我が家族締祁にも︑其の根本精祁を

此の心に寄らねばならぬと信．ずる・

或は袖ふ所あって完全なものとなし︑深く

すべきであって︑よろしく之を或は改め︑

ばならぬが︑其の根本は我が家族締祁に蕊

日共築悶を建設せんとするとき︑世界否東
綱亜の民族と錐も︑必ずしも直接間接吾々と

血をつなぐ課ではないのであるが︑同じ世
に或は蹄の如く義により逝により虞の血維

界同じ東亜の一家の一人となる以上は︑嫁
と等しい家族の一員としての通を行ふべき

無根本は此の家族倫理によって明かにせ

所以が可能となるのである︒家族倫理は血

践倫理の樹立と其の訓練が亜大な意義を以
て来るのであって︑資に共梁間倫理の根本
として我が家族緒測を一般に布くとすれば
家庭教育を其の寄り所にとして磯得するや
ら鍛錬し訓練せねばならぬからである︒今
日は兎もすれば教育訓練は畢校に一任して
顧みるなしと云ふ風があり︑又家族端利は
曾て個人主義の洗濯を受けた耐として︑大
に破壊されつつある事は争毎べからざる所
とて︑東亜共楽圏資践倫理の樹立と之が訓
練は愈切なるものがあると信ずる︒

をも知らねばならぬ︒盆に共築間倫理の新

るには︑新しく生ずる幾多の部面のある事

縁のみ雁み↓︑他人を排斥する如きものでな

らるるであ一らう・

所手一興の血族であるならば︑時に非道が
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てみ因に祭年百の生先蔵林宮間

健堂

間宮林蔵先生の百年祭
に因みて〃

︵一︶

先生の惇記に関する研究を綴けて来たのであるが︑此度は

現下の大東砿戦局に映溌する先生の遼烈を偲び︑これまで

に未だ緋て味はひ得なかった深刻なる感激に打たれたので

は帝都の新聞に報道され︑私は祭典委員に列してゐたが︑

ある︒東京に於て大共的に畢行された祭典には︑其の記事

これは又た自然︑郷里の祭典に於けるとは︑別種の感想を
昂えたのである︒

抑為先生は間宮海峡の褒見者としての不滅の翁蕊を右す

る大探栓家である︒世界地間の上に其の名を留むる世界的

に偉大なろ探検家が幾人かあるが︑先生は其一人であり︑

しかもＨ本人として︑其名を世界地圃に印した最初の人で

の祭典に参列し︑先生が幕府の命を向けて︑樺太深桧に出

催うされた︒私は郷里の菩提所なる大願寺に於ける百年祭

京との雨方にあって︑百年祭は時を愛へて︑別餐に雨方で

探検家が乗出して来て︑途に牛島といふととに一決したと

日本に於てのみなぢず︑世界的の問題となり︑世界的の大

談には︑島といふは談りなり︑半島であると断定し︑香に

ある︑樺太は半島なりや︑島蔵りやといふ問題は︑海図兵

ある︒此の偉業は︑更に痛快なことは︑期せずして常代︑
祇界の大探検家との競争に打勝った結果を霜らしたことで

蔵墓と墓表を認めて︑建てて置かれた墓の見える脅揚で︑

蕊するに際し︑生還を期せざる畳悟の下に︑自筆で間宮林

であることを︑確賛に賃交したのであった︒樺太半島論を

先生を追慕する郷人の熱誠溢る人溌園気に︑常日は未雨禰

生が勝利の柴冠彪蔵ち得たので︑ある︒日本人が甥眼紅毛の

めぐ２Ｌ探検のオリンピックが開催された情景の中に︑先

西洋人と砲火の間に和見ゆるのは︑幕末の嬢夷を以て初と

全として情趣を添へ︑英露妨沸として来り享けたやうであ

先生の霧前に於て︑先生に開する私の評論を講演したが︑

き︑間宮先生が︑此の紛争の大舞蕊に出現して︑樺太が島

郡上平柳村に生れ︑江戸で逝去された︒その墓は郷里と東

ることを考へるのである︒先生は筑波川下なる茨城螺筑波

慨無量であるとともに︑此際︑彼に畢ぶべをものが多盈あ

る探稔家間官林賊先生の百年忌を迎へたことに就いては感

此の大東飛戦の興只中に於て︑近世日本が生んだ偉大な

山、

った︒私は先年来︑屡︑此地方に乗り︑先生の生家を訪ひ
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横

するが︑其以前︑砲火を用ひざる封欧米戦に於て︑凱歌を

といふととが︑如何にも我荏日本人として恢快に地へぬ︒

に近代の科畢戦に於て︑間宮先生は︑また第一勝を博した

間宮海峡溌兄に就いては︑彼我ともに天文︑測量等を基礎

現在︑僻来に於ける科畢力の抗争は全局の勝敗を決定する

とする深桧戦であるから︑科畢的の地盤の上に行はれた最

畢げた勝利者は即ち間宮先生其人である︒此勝利は精祁的
勝である︑此の意味に於て︑大東亜戦下に於ける日本人は

の大勝利であり︑永遠的に日本人が欧米人を制伏する第一

間宮先生の遺烈に愉僚するの傭︑禁ず可ちぎるものがあ

Ｉ︑仰がるるのである︒先生は勇猛絶倫︑資に驚嘆に値す

た間宮先生の遣烈の尊とさは︑今日の大戦に虎して︑いよ

るものがあるが︑此の勇索と科畢的才能とが祁伴ふたのが

初の華狩しきＲ厭戦であるのだ︒此の大戦に第一勝を占め

次に︑先生の此勝利は科皐的の勝利であることを特筆し

る︒先生の英寵︑現下ゅ同心一致︑奮励を続けつ上ある日

なければならぬ︒これより以前︑日本人は︑外園との戦争

を兼備するに於て︑始めて世界戦争に制湖するを得るとと

勝利を得た所以であり︑日本魂如何に旺礁なりとも科畢力

駐事溌に於て垂示した活ける模範である︒今の戦局から振

に於ては︑元遥役の如き大敵の襲来にも見事に打勝ってゐ
るが︑それは適常な考察とはいはれない︒常時︑博多方面

る︑此の大勝に於ける肺風の威力を高く評債するものもあ

り回って見るとき︑先生は︑現代の戦闘緒祁の先提者であ

の如く槻察し︑而して先生︑在天の英感に封し︑深厚なる

った︒われｊ＼は︑先生の華交しき大探械の大成功を︑此

に於て参戦した者は︑九州の武士ばかりであった︑東風の

敬意を表したいと思ふのである︒

大軍は未だ到着してはゐない︒然るに九州の武士は能く此
いか︒抗戦僅に一日にして榊風吹起り︑戦局淀簡軍に片付

人があるが︑或は此の言葉を以て他を激励してゐるものが

いふことである︒決死の豊悟といふ言葉を容易に言ひ得る・

検に虎する態度が決死の豊悟を以て︑終始一貫してゐると

第三に︑私ども間宮先生に敬服するところは︑其の大探

︵一一︶

の目に除る大敵を喰ひ止めて︑上陸をさせなかったではな
けたのであったが︑そこに至るまでの戦闘経過に於て︑敵
が優勢なる地位を獲得してゐたのでは決して無い︒長引き
しさうな戦争が︑稗風の篇に忽ち済んだといふわけで︑神
風吹かずとも︑我軍は優勢を失はなかったのであった︒

日本人は︑金甑無鉄︑未だ嘗て外国の侮を受けずといふ
ととを大なる誇としてゐる︑それは戦争の上である︒然る

〃
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本人の上に照雲あらんことを所る︒
てみ因に祭年百の生先蔵林宮間

･てみ因に祭年百の生先議林宮間

あるが︑決死の畳悟といふ言葉は︑道場に於ける試合のと
きの懸け蕊では無い︑懸け蓋の冊んな瀞が勇気が勝れてゐ
るのではなく︑事貧︑寓夫不常の気塊を有する勇士はとい
へぱ︑心を丹田に沈め︑勇気を満身に充資せしめて︑而し
て︑職登として敵に面してゐるやろなのが︑尤も恐るべき
勇士なのである︒間宮先生の如きは︑全く其人であった︒

先生は勇ましい懸け婆をしなかった︒しかし先生の資行を
見よ︑生死を超越した置に無敵の蝿力が︑懸け聾無しに烈
烈たる光雄を溌してゐるではないか︑私どもは戦を執る者
は︑いょ／︑先生の態度に皐びたいと思ふのである︒

も︑執らぬ者も︑殊に私ども戦を執らぬ銃後の民衆に於て
先生は樺太の大探検を責行するに臨み︑其の郷里に締り
生家を訪ひ︑生家のすぐ近くに接してゐる菩提寺︑即ち百
年祭が畢行された大願寺に於ける父加代袋の墳城に︑自分
の墓を作られた︑先生は禅て大言壮語したること無く︑い
つも獣盈として大事に臨み︑水火を踏み︑虎穴に入る等の
ことを平然︑淡々然と賞行するのであるが︑此時も︑その
通りで︑自分の墓を作っておいて槻兵と北行の妊途に就か
れた︒千栽稀有の難事に向って突入するに︑従容として眉
を動かさざるの慨がある︒直の大勇者は︑先生の如き人を
いふのであらう︒われ／︑後進の闘民に封して︑先生が不
滅の教訓溌礎されたのは︑此の事である︒先生の探検の事

柔毛らごと

くりふ廻

資を見るに︑あの樺太の剖舟に乗って︑士人と共に大陸に
押渡った如き︑薦の一葉に駕して荘全たる大海を渡ったと

いふ達磨渡海は繕空事と誰も思ってゐたのが︑先生によっ

ふときに︑先生は従容として読きつけて︑いつも土人を納

て賞現されたのではないか︑土人どもが恐れて進まぬとい

一Ｆ

に突入するのではなく︑死地に入って冷静を失はないのが

得させて先きヘノ︑と進行してゐる︑激昂恢蹴︑以て死地

を︑其の身に篭得してゐて始めて出来ることである︒此の

先生の態度であり︑此の如き態度は︑生死を超越した畳悟

意味に於て︑先生の自著︑﹁東嵯紀行﹂の一書は︑雷に此の
典であると信ずる︒

大探稔の記録たるのみならず︑固民錬成に封する永遠の聖

尚ぼ此の﹁東雌紀行﹂の内容を械討するに常って︑其の

︑︑︑ｂ

言行の沈着︑冷静︑耐忍にして︑軍身︑未知の擬域に入り

ことを敢てしながら︑途に危害を加へられずして成功を衛

溌人の中に操まれながら︑更に龍のあぎの珠を探るやうな

らしてゐる︒﹁東雛紀行﹂を耽讃してゐると︑そこに現は

れてゐる先生の不測の大勇と︑及び︑先生には︑悟り切っ

於て︑此書は一つの国民讃本として推稀すべきであらう︒

た聖者の心境さへもあるやうに思ふのである︒此の意味に

最後に一言したいのは︑先生の修養である︒先生は微糞
たる膿家に生れ︑桶屋といふが︑店があるのではなく︑単
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かな寺子屋教育だけのものであるのに︑岡堰にある記念碑

に桶屋の職を聯か行ったくらゐの者であったから︑勿論︑

ることが早く︑十三歳︑岡堰で溌群の事涯の前︑筑波山に

現するの素養が十分に州来てゐる︒先生は本来︑志を立つ

ける棚察及び記事を見れば︑その卓越したる頭脳の力を表

一世に大名を畢げんことを祁願せられた︒此事の記念碑

蓋り︑立身石の前に立ち︑掌上に油を湛へ︑火をともして

何等の畢歴らしいものがあるわけがない︒しかも其預の僅
に示すとほり︑先生十三歳にして︑幕府の役人たちの土手

その除幕式を畢行され︑私は元旦︑早朝︑東京を溌して登

を石の側に立てて︑去る昭和九牛正月元日︑正午を以て︑

修理の仕事を批判されたのが︑先生が幕吏に見出されて出
た︑その後︑先生は︑其の好むところに階って︑ます︐ｒ︑

さ︑講演をしたのを︑光築に感じてゐる︒正月元日の除幕

山し︑式場に於て︑此事を中心として先生の人格修養につ

世する本となったのであった︒科畢は先生の天分であっ

もあり︑幸に伊能忠敬に逢って︑そして測量を単ぶ機曾を

数畢を勉強され︑蝦夷に行ったときは︑大略︑測量の心得
悪寵れ︑日本海岸線測量事業の一部たる北境の海岸線の測

式︑猟場の純反なる蕪分︑如何にも間宮林瓶先生を記念す

式︑しかも山中︑俗座を絶つ︑松柏青だの虚に於ける畢
︑

君がためまととの道やつくさなむありて甲斐なき我身ながらも

○︲武田耕雲粥

歎かる入身よりも歎く老の身を歎きこそずれ歎かるる身は

○思母高野長英

て此事を思出したのである︒︵完︶

し︒感激に燃えたのであった︒今絃︑百年祭に際して︑併せ

ＴＩ

量を推常することになった︑先生の樺太行を逢った忠敬の
て︑非常の功を立てることを期待してゐるが︑果して其の

文にその人格智勇を推稲し︑非常の器が非常の時に際曾し
期待に背かざるものがあったのが︑即ち間宮海峡の溌見で
は︑江川太郎左術門の蔦に数畢左教へて︑江川の科畢的才

ある︑海峡溌見の功成り︑南蹄の後︑殊に老年に及んで

なことで︑鼓に特筆したい︒

能を啓溌したことは︑江川から先生に宛てた書面に明らか
先生は︑かくの如く︑何等の畢歴的のものが一つもなく
したもので︑科畢的の能力は此の如く︑それに書東などを

賎たな蚤敷ならぬと略大君のうさをいかてか暗さざらめや

して︑自力を以て一途に最善の方法を求めて勉狼して大成
見ると︑その文筆の力も祁常なものである︒東縫紀行に於
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靖園の祭祁此の琴約二繭新たに加はる！

×

花の四月の偉大なるそして巌粛なる行事１

埼閣の脚たる父に識面の鐘子津！父上に
尊さ！この誠心に︑親たる者︑同胞一にる者

劣らぬ立法な人間になりますと誓ふ誠心の

脚の子が洲に蹄して洲に祭らる︑そこに尊

地位に名審に金にばかりの利己出世主義

×

い誠を見る！

劣っては申課がない！
︑Ｘ

の教育を革新と文祁地方長官に訓示！之は

大君のため藩緑も捧げ又博来の武士も稗
磨業したのが明治維新だった！今日も大き

．

×

敵が我が本土を空襲せんとならば︑我先

画０●

は報闘を主に其等を副の教育と韓換すべし

自由主義時代の長で弊の識物！今後の鼓走

な維新だ！滅私奉公や韓慶業位なんのこと

簿敬貼され共廿共苦もあるといふもの！失

るを待つは消極すぎる︑佐藤蹴務局長の言

づ彼が本土をヤッケようではないか！唯率

も

やよし︑職は機先を制すぺきだ！

これまでの種々な注意は今日を迎へてア

Ｘ

て戦士として同甘共死しやう！其の間優遇肝要々含！
花の上に︑風月七日雪が降る！世の中は
常ばかりはない！何事にも用意と注意は扶

︑︑

タフタさせぬ蝿のもの︑今や羅忍持久滅私

もｂ︑

奉公一億一心の時は来た︑さあヨイか兄弟

■ｒｒ●

﹁腿顔よ勝ってくれ︑吾が身はどんな苦努けない！敵に封しても︑園に封しても︑仕

叫募︑いぢらしいぞ！吾等勝たでやは！努二百三十億の昨年の貯蓄も識定突破！銃

ろ﹂とて︑敵園にある五十六高齢の同胞は×

があらうとも︑立汲に日本人として行動す一事に封しても！

×

として相腫の御奉公ぢやょ！

される！するなどあるぺきでない！唯戦士×︑

銃後も同じ戦場なんだ！各の部署につい意にして過つは乏しく得意にして注意こそ

ｘ

死の握手Ｉ挺身指導の範だ！右へならへ！と云ふもの！この慎しみあって感謝もされ

と飛んで同胞亜細亜友邦と同廿共苦同生共まＬになる時ま入にせぬのが虞の槙しみ

ら︑東降首相繁忙の中を南京にまた新京に×

飛行機が世界を狭くしたとは言ひなが１大鷺のためには縄てを捧ぐ民どもです！

Ｘ

、

（
ノ

×て前線播士に雁へまつらむ！

世

︑・
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L

妙でやは！後も大勝利だった︑本年も貯蓄に勝ち抜い

塵

集談美後銃線職

○日本の直情篭る勇士の母
﹁ラングー︲ンに華と散りにし若鷲に見

せばやはためく今︑の御旗を﹂なる一

首を添へて︑昨年十二月二十三日︑ラ
ングーン初案襲の察に散った荒鷲の母

の荒鷲の認は今ぞ聖なる慈愛の緑の懐
に永久の生溌求めて蹄つたのである︒

この姿なき吾子の凱旋を迎へた︑母い
と子さんは︑吾子に語るやうな軍圃の
母の手記を綴ったが︑一言一句日本の
母の置怖にあふれ︑哀登人の胸を打た
ずには置かない︒

姿なき吾子の凱旋を迎へて︵吾子の

曾員欄

Ｉ︲

○東京曾員・田所一夫

事が足りて人の通を守るのなら普通誰で

も出来る所で︑それではほんとうに其の人

が立派な人であるかどうかを知る課にはい

かない︒世の人はともすれば云ふ︑孝子節

婦と言はれる人々は何れも逆境の人々ばか

をあげて芳鷲の血に染められた南風の

ら数ヶ月︑破竹の皇軍は赫煮たる戦果

恐の手紙は夙に体へられたが︑それか

詞にことよせ︑陸軍報導部長宛逢った

心情を吐露して︑ラングーン陥落の呪

いと子さんが︑我が愛児を偲ぶ切持の

親︑三島市田町伊倉東雄味軍大尉母堂

末︑彼の線を晴れの確服洗身に纏うた

年前︑まだ涯撰の名残りを階しむ四月

る○○︑と上より起る○○線︑オ︑三

涼風を求めて西窓を開けば遥かに見ゆ

けてゐます︒○○藤を過ぎた頃︑ふと

つつ吾子の待つ原隊へ⁝⁝︑走りつ堂

想ひの雨親を乗せて︑闇路をかき別け

三島騨を川溌した夜汽車は︑沈獣の

知れぬが︑それは併しやっぱり唯の人と云

孝子節婦たる者必ずしも皆無ではないかも

やないかと︒なるほど不足のない生活者で

りだ︑事足りる生活者の中にだってあるぢ

宝も不朽の武勲を秘めたま上︑今は明

が待ち詑びる墨ぴ舎の卒業式の磯典に

私共雨親は︑若駕として巣立つ吾が子

待つ原隊へ︶

るく挑拭されて皇軍の論下に置かれて
嬢は︑原除葬を潜ませて自爆したその

矛一躍らせつつ念ぎし思ひ出も今更懐し

列席すべく︑詔待状を懐に︑歎喜の胸

指導者を以て任ずる日本人としては︑事蕊

ち抜くためには常然である︑併し大東亜の

と参らないで何かと不自由もあ一る筈だ︒勝

日から恰度半歳詮りで︑思ひ出の留守

く・⁝・・今日は其の両親が同じく晴れの

れた日本でも太平な昔のやうな課には何か

今日此の大戦霧下のことだ．なんぽ恵ま

のである︒

の黙から逆境の中の孝子節婦︑それが尊い

篤く信念が固いかどうかは決まらな吃此

はりドン底に人間は魁いて見ねば︑逆に志

其の人はどうなるか︑疑なきを得まい︒や

ふべきで︑不遇な苦しみの中に置いたら︑

ゐるとき︑感激も新に故東雄大尉の英

もｂｂ

I

宅に悲しみの凱旋をした︒そして無言
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ぞお辛かつたらう︒闇塞の夜空爆撃に

そ︑箕に指導者たる値打を現すべき時なの

前よりも今日の此の非常時に直面してこ

１

腫脹を耀へどもやつまぐろ珠数に感謝

どんなに御苦労なさったらう︒﹃い上

１１

の減りを捧げつつ︑部除葬の案内状を

え︑何もつらくはありませんでした﹄

が振はない事を物語るもので︑道義鯛日本

種々の噂が兎角多い今日だが︑何れも道義

に反することではないであらうか︒其の他

うだとすると︑滅私奉公︑同胞親和の誠心

力が濫用されて居るとの噂もある︒若しさ

る行と言はねばならぬ︒又一部に金力や擬

る行ではあるまいか︒すると共存共柴を破

排して自分だけよければと云ふ考へから出

又闇が横行して居ると云ふ︒これは他人を

に果してどれだけの事が出来るであらう︒

れる︒身内にさへ是では新しい東亜の同胞

か︒例へぼ人心筆げて不親切であると言は

にも恥づぺきものがありはしないだらう

に比べて︑銃後の人々の生活態度はあまり

所がどうであらう︑前線の狩士の立派さ

を言はなくなるであらう︒

動が出来ないやうでは︑平生の事が案外秘

ではあるまいか︒今にして日本人らしい行

懐に︑姿放を子の待ち詑びる原嫁へと

と︑白木のみ棺のつつましさ︑若年の
お前に大きな御骨折をさせました︒

急がねばならないので御座います︒

○おＬ白木のみ棺よ！

﹁さあ﹂手足を伸ばして悠るノ︑と母
の胸に胞きませう︒・お前の幼きＨは︑

人一倍録の乳房を慕うた子でした︒・今

招津騨頭に別離の狭を別つ時︑恐ら
く此の次御目に懸る時は白木の御棺と

○錦を我が家に

安らかに眠れかし︒

は乳洞れた老骨の母の胸に抱かれて心

の言葉を忘れることに努めきしたけれ
ども⁝⁝それから七ケ月振りの今Ｒ︑

お言葉に運はいお姿で○○の部除に於

微力ながらも皇運を扶翼し奉る尊き
精神に生き抜いて今日晴れの凱旋をす

て見えること上なりました︒激戦につ
ぐ激戦に頼む上官を喪ひ︑親しき戦友︑

る東雄を︑我が家の沌先はどんなに褒
この殉忠の精榊を我が家の子孫は如一

めてくれませう︒

におくれても︑勇気産振ひ起して︑そ
の尊き屍を飛び越えて︑英蒋が分にか
けても死守せんとするラングーンへ︑
よくも先陣をつとめてくれました︒

ヶ月の若嬰の吾子と較べて︑ただ緑狩

何に識へて呉れませう︒二十三歳と八
として齢のみ重ねてきた鮪甲斐なきこ

雨親はお前が日頃のお言葉通り︑忠
と孝とに維始して呉れました一生涯に

の雨親は︑どんなに鞭捷された事でせ

されつつあるのである︒それには先づ吾々

日本画は八粒一宇の理想で職ひ︑又建設

合掌して感謝を捧げてをります︒

う︒沈獄の吾が子の鞭に心ゆくまで打一 み民同志が立派に行ひが出来てこそ︑始め

として恥づべきことではある︒

﹃東雄よ﹄マレｌビルマの炎勤旋さ
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．なりませう⁝⁝と耳の底に鎧つたお前

集醗美後銃線戦

一

たれませう︒この鞭こそ吾が家の綴く
限り子孫への尊き鞭で御座います︒
︵伊藤いと子車中稲︶

榊蜘霊唖糊蝿鋤副諦恥鐸吐潅蝿吋雫鍵一
は同大尉の頭部を貫通し︑バッタと倒

つき︑○隊長に手帳を渡し︑﹁東はど

き上り︑刀のとぽれた我が血刀を杖に

だが健索にもまた一︲むく／︑﹂と起

れた︒

○○部隊は執鋤な敵の抵抗を排し︑

ちらか﹂とたづね︑日足伍長の手にす

○血刀杖に東方遥拝

突撃又突撃郷ち︑テンガー飛行場を占

力を絞り︑﹁天皇陛下寓歳﹂を奉唱し︑

の中で敵状を詳しく記入してあり︑其

大尉が漁ての決意を書き連ね︑叉洲雨

てそれが他にも及んで行くのである︒それ

なのに︑吾々同胞同志がこんな一家族生活

蕊りでは不忠な臣であり︑不義なみ民と言
はねばならぬ︒．
勝って勝って勝ち抜くぺく奉公する民︑
新らしく多くの大東亜の親子兄弟夫婦を辿
へての大家族となってこれから親しい輝か
しい新惟椿をつくって生き甲斐のある生活
をして行かうとの建設を一方にして居ると
き︑此の見苦しさは卿かもあるぺきではな
い筈である︒吾々は心密かに憂慰せざるを

得ないものである︒

道義の行ひを今日程必要とし︑今日程立
祇にあらしめねばならぬ時はないのに︑今
日程見苦しい時はないとさへ言はれてゐ
る︒肇園の理想に甲課がない︑謹園の英頚
一線播兵に封して申課がない︒大東亜賭同
胞に噛恥ぢねばならぬ︒勝ち抜く罵めにも
恐れねばならぬ︒之は何としても大きな問
題である︒少しばかり苦しくなると︑すぐ
仇同志のやらな生活になるやらでは道の人

信念の人︑練卿の人︑指導的人物といふぺ
くは心細過ぎる︒此の道徳の溌瓶募りは目
をヰを塞いで頬かむりがして居られる事で
ない︒大理想賞現の此の戦時と道徳︑これ
は吾々道偲剛盟の一員として︑殊に其の振
興に一肌抜がねば居られない所ではあるま
いか︒よし其の風潮は温くして波風は荒く
とも︒鳴呼此の心を如何にせんやである︒
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がって東方に向ひ︑鳴呼揮身の最後の一

領し︑シンガポールに向って破竹の進
戦錐を綴けたが︑途にプキテマ南方百五
線十八高地脚に進出した時だった︒同高

舞鶴を行はんとして頭を下げた剥那︑

力講きて倒れ︑途に壮烈極まる戦死を

領したが︑高地一帯はシンガポール｜の

の紙面は鮮血にまみれてをりと虹を

その○除長に手渡された手帳には︑

遂げたのであった︒

天王山とも醤へらるる重要地黙で︑こ

見た同部隊勇士の心を深く突いたとい

美をうけた︺榎本松雄大尉は部隊の先登
談に立って白書の突撃を敢行︑百名の英
集兵を血祭りにあげ︑同高地を完全に占

される︒其所で敵は弧力なる大砲の掩︽

死︒これこそ大和魂の権化であって︑

ふ︒瞳！此の牡烈な榎本松雄大尉の戦

れ註占領されては敵の退路は全く遮断
護の下に︑戦車を先頭に大部隊を以て
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不朽の漬髄でなければならぬ９

五回に亘り逆襲して来た︒同部隊は数

一十分の一の兵力で敵の企てを粉砕した
ノ

が︑第三回の逆襲の時︑同大尉自ら手
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繊／地に陣取る約七百の敵から物凄い砲撃
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○柔道篇︵七︶

平賀仙三郎

柔道と心力錬成︵２︶

柔道と陶冶性

た︒然るに同市柔道家松田柴太郎氏が或畢年度の始めに該

校柔道教授蛎託を命ぜられ︑右児童の畢級の柔道科を循営

した︒伺兇童に封しては術に稽古のみを着け︑二言の説話

をもなさずに過ごすとと一撃期に及んだ︑やがて夏季休業
中夏稽古を行ふに至って始めて彼の操行に開し問答的に話

して改心を促した所︑彼は非常に感激して従来の緒神的態

度を一鐙し︑極めて頁塾な少年性を願はし︑畢校長以下全

職員を驚嘆せしめた許りでなく︑第二畢期より第三皐期と

瓢著な畢術の進歩を示し︑遂に卒業の際は畢術操行共に優

其後少年航泰兵を志願し︑其畢校激育を受け︑現に優良な
航案勇士として最近征途に就いたのである︒

秀なる成績を以て卒業の築冠を占めたのである︒然も彼は

三柱︑シドニー︑及デイ・ゴ・ワレース胴蒋攻蕊の第二次特

亦二事従に徴し柔道修行が特異の精紳を自ら油養するこ

錬大東噸戦手織戦に於ける特別攻撃隊九軍林中︑主幹級の

は之に近を一域に達して届られしととは皇幽海軍魂の濫鰐以

講別攻離除十林中五柱が︑柔道を修行せられて有段考若しく

い︒

吾等の精祁内に於ても絶えず起ってゐる︑論理畢上の排誇

る︒か上る作用は濁り寓物間に於て行はれるばかりでなく

る力との働き合ひが起り﹃互に作用せる結果として新しき
ものが現はれるのであって︑相反する力の葛藤の結果であ

ならぬ︑原形を保持しようとする力と︑之を鍵へようとす

要せぬ︑而して生成護展は之を言ひ換へれば種の愛化に外

森羅寓象は生成護展を原則としてゐるととは今更喋誉を

柔道と自然法

とが老へられろ︒私の継聡に鑑みるもかくの如きは紗くな

座外に何看かを曙示するものなることを私は感ぜざるを得な
い︒従奔として生還を期ぜず偉業を果さんとする聖行は特
殊の心魂の溌動に氷くものたるべく︑而して其心魂の髄得
が柔道修行に開係ありと解するも決して我田引水の事では
あるまいと私は信ずる︒

贋島市某国民畢校高等科児童の某は甚だ早熟にして︑不
良化其極に達し︑酒︒煙草には夙に泥み︑果ては女性に接
する経験をも有し︑反抗乱暴等所有不良性所行を敢て篇す

ので︑皐校営局は常惑して施す詮も知らざる状態であつ
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あ２Ｌ︑公理叉は公遡と稀ぜらるＬものは即ち自然の原則

るものは滅び︑則るものは楽ゆろば天地運行の根本原則で

法とは此現象を解すろば言を要せぬ︒自然の原則に背反す

に於て︑公道を擁謎して飽くまで之を護展せしむるため︑
︒一
全然私心を去り所有心身の力を傾倒すろものなるが︑私心

私は考へる︑即ち人類間に行はるＬ一ろの相反する力の零

道とは武士道と其意味を異にすることを断って置く︑武士

武道の本質でなければならぬと私は確信する︒麦に言ふ武

は誠心と言ふ心的状態であって之を瓢現する道が我が閏の

を全く去り︑天地の公道に則った心の境界は是即ち員心叉

ぬことは言ふまでもない︒従って人間が公道を貴賎する時

寓物の砿長たる人間と雌も宇宙原則の支剛より脱却し得

を指すに外ならぬ︒

そこに正義の徳を示現し得るのである︒疫に砿義の行篤は

階層の迩守す．へき道として成立した規範であって？詮ずる

道とは言ふまでもなく鎌倉時代武士階級の川現して以来其

造の始めより緊閣精神の賀践道として護達せしものなるこ

所主従開係の佃人道徳の範圃駐脱せざるが︑武道は皇幽確

に汁肯し得る所である︒而して天地間の原理が人類の智識
や力を以て左右し得るものにあらざることも亦容易に領き

ら作られしを荒し︑粛服殿に坐して刺衣左織り給へろを妨
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同然の原則即ち公道に溌足すろものなることは吾等の奔易

得る︒自然を征服ずろと言ふ語が川ゐらろＬが︑是決して

践の道であるから︑皇剛民全部の履践すべき道︑換言すれば

臣道である︒皇剛購造の大緒刷が宇宙の公道を紳髄とせら

とは前述の如くで︑宇宙の粘祁を根基とせる天地の公道溌

れしは︑天御中主榊が天地間の中榎となられ天川地祇幾多

してその恩恵を家つたことに外ならぬ︒然るに英米文化は

の祁交の御協力を得て幽物を創進せられ︑諾冊二刺に︑其

宇宙の原則を左右したことではなく︑寧ろ人類が之を明に

に誇り且つ豪語して居ったが︑今や今次の仙界戦零の結果

自然を征服せる結果なりとして英米人は従来世界非我物顛

御通志淀織ぎて闘士を修理すべき尊命と天過矛とを賜はり

に御譲りになられし祁話によりて容易に拝察し得る所なる

二帥は大八洲を修理周成して其統治権を御子天照大御榊

ってゐる・一事によっても之を謎し得よう︒即ち没訴は是天

地の公道に背反するからであって︑彼等が自然を征服すろ

彼等の認識の誤謬たることは彼等の文化が浪淋の一途を辿

を以て正義なりと考へた結果に因をなすもので吾等の認識
我園の武道は之を二言にして張せぱ自然の公道に則り︑

碍せしを御怒りになられて︑素蓋鳴命に封し丈夫の武き術

が天照大御紳が︑蒼生が食して以て生命を繋ぐ稲を御鵜

之に反するものを蟻減して人類壮曾に其原理原則を確賀且

へをなされて武道の範を蕪れ︑自他超越の公道頴現︑賑義

とは全く反してゐるのである︒

輩固に典瓢せんとしてＨ本民族の選んだ一の方途であると
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資行の賞を示させ給ひしとと︒

理に合致せしめ得ると否とに因るので︑名人達人とは最も

も甲者と乙者とにより蚊果の差の生ずるは此の綾を充分露

何について考ふるに︑術による動作の溌源より絡り即ち完

よく置理合致に熟達せる士なりと言ひ得る︑次に道とは如

成するまでの過程に外ならない︒従２Ｌ武道と言ふ以上必

榊武天皇が御東征の際彼の孔舎街坂の戦に天皇の軍の利

れし御事跡に鑑みれば更に明徴し得るのである︒

なるが︑之を行動の資際に現はす方途は種々様妾で一様な

の状態が︑誠なる言葉を以て言ひ表はさる入は前陳せる所

し︑狭義に於ては選畢遠道︑献交道の如く専ら手段方法を意

ある︒庚義に於ては皇道︑臣道等︑道徳的規範の意を表は

する要あることは︑道の意義が旋狭二様に解さるＬことで

の道と稲せらる上所以はと上に存するのである︒愛に一言

らねばならぬ︒是以外日本武道はあり得ぬ︑武道が破邪頴正

ず誠心誠意を人が正しき方法を以て行篤に現はすことであ

なきを日に背きて戦ふによるとせられて︑熊野路より進嚢
れて日即ち自然の公理に反すろを忌み︑天命を尊信遊ばさ
武道の賓賎と直理

らざるは言を侯たぬ︑或は時代により︑或は封象により各

一難の私心なく邪心なき天地の公道を人間が鐙得せる心

種の武器を以てし︑或は徒手空拳を以てする等千差寓別で

あるｕ素より雨者の総帥は異なるものでないから︑後者の

味することを表はす︑右に述べしは狭義に解したるもので

次に穂の意義を桧討するに徳は得なりで己が身に具へて

意義を人生百般に適川する時は庚義となるは言を要せぬ︒

ある︑又武器其物も文化程度に雁じ︑刀剣︑弓箭︑銃砲︑機

し溌揮するは古今一貫して同榛である︑愛にｎ本武道の威

銃︑爆雷︑機雷等種堂異なるが︑其祁髄たる誠の心を資現
力があり︑其溌動には必ず砿義の光が閃き︑邪道を摺伏せ

とは即ち武の道を反復賃行して武道精祁を端に護露する習

寸時も離れざる状態に至りたるを言ふのであるから︑武徳

慣を身に燈得したる調に外ならぬ︑此習慣を堅く身に具ふ

しめねば止まぬものがあるのである︒而して蕊動の妓果を
を要する︑柔道に於ける鵠躯の重心の釣合を外さ堂ろ姿勢

最も大ならしむるには必ず合理的・即ち直理に合致せしむる

の心境即ち誠心を員理の示す法則に従って行動に具現する

が賛現に開する術︑道徳について述べたのであるが︑武道

以上は私の信ずる日本武道の本源︑其紳髄たる精紳︑之

武道の本質と陶冶

れば具ふる程武徳が高まるは言ふまでもない︒

道であると言ひ得る︒此行動を具現する心身の愛化︑別言

其者に具傭せる感化力或は陶冶力は此等の総合せられた作

ざるを得ない︒故に円本武道とは自他を超越せる純粋無娠

を採るが如きは其一例であって︑之に反すれば失敗に終ら

すれば綾なるものを私は術と構する︒同一の技を賃現する
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用に存する︒即ち其中核たる誠心は前述せる如く天の性で
自他を超越せる純粋無雑の譜であるから所謂至誠である︑

至誠にして動かざるものなしと言ふ古聖の言に侯つ迄もな
く︑蔑物の長たる人間の顛能として至誠に感ぜざるはない
のである︒従って武道精祁の蝿得考に接すれば直接技の指

・導を受くると否とを問はず其人の誠心の露光に光被せられ
るのである︒更に其肖像︑博記︑説話等を見聞するに於て
が歴史的に曜如として永く剛民の脳裏に潜入して民心を鼓

も亦同様の作用があるのである︒大楠公の純忠至誠の箱紳

鍛舞しっ上あるが如きはその好適例である︒
訓って術なる作川について老ふるに︑之亦天地間の直理
錬に合致する淀本鐙とするから︑術に通ずるとは動作が侭理

購に合致する様熟達せし事でなければならぬ︑凡そ進歩向上
は寓物の向ふ所︑人の欲する所であって︽之が罵に優勝劣
座敗も雌雄陶汰の現象も起ることは容易に思考出来る︒此故
に優秀なる術技特に祁妙不可思議なる所謂放れ技とも言ふ
ぺを技術に封し︑人は思慕の念が自ら湧き而も之を禁じ得
に感化力の具はる所以も賞に此鮎に存すると私は確信す︒

ぬのである︑之れ賞に人間の本能性に基くもので術其もの
道は術を完成する過程と狭義に解すろを以て︑夫れ自身
には感態教化の作用の存辻ざるは言ふまでもない︒

作の術によって行篤に現はすととを反復し︑篭得したる強

人心に反映し之を刺戟して模倣本能を誘溌せしめ︑教化の

き習慣性であるから︑精紳の作用と表裏一龍をなすを以て

蚊を奏すろは怪むに足らぬ︑而し・て徳なる語は人格の別名

を察するに難くはない︒

観せらる上より推考すれば武徳の教化力の大なることは之

結尾

かやうに考へると︑日本武道は本質的に強大なる訓化力

を具ふろものたるを断言し得ると私は信ずる︒故に之を修

行して熟達す娘ぱする程人格が練磨され︑自づから向上す

て忠勇采備時代の指導者たる資質を具へたるは其所以愛に

るのである︒往古の日本武士が武道の修練研解の一途を以

す薫陶力は︑其人絡の力と武道本来の力とが綜合されて偉

存すると思惟せざるを得ぬ︑武道に練達の士の門弟に及ぼ

大なるものとなるは容易に想像し得らる︒現今︑畢校教育

に於て武道科受持敦師の薫陶が畢科捨任教師の夫れに勝る
とと遥に大なるもので︑本稿の姑に畢げたるが如き例は決
して稀ではない︒

終りに柔道は日本武道にして而も﹁柔術は瀦武蕊の母な

り﹂の語の意味を推究すれば︑日本武道の代表若しくは綜

故に武道の陶冶性は即柔道の陶冶力でなければならぬ私

合的のものと解するも決して曲解ならずと私は信ずる︑此

が本稿に於て︑武道の名稲を用ゐて論を進めたるは此故で
ある︒

L

一穂に至っては核心たる粘祁を直理に合致する塗化ある動
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家庭科単③
家を建てる人の馬に

工畢士山田醇

里ノ

小牲宅では臓接問と害療とを︑同一

礁接問と書奮

〆、

下に︑丈四寸五分位の通風換索州の掃

書寮で注意すべき事は︑南側の窓の

のが川来る︒︵三月誌第四岡参照︶

戸で連絡して居るが︑非常に便利なも

壁に取りつけて雁接間と引遠ひの附子

通行出来るようにして︑本鮪を西側の

て︑机と椅子を侭いて其の後方が楽に

ンドウと稲する︑二尺位の突出を設け

科大邸宅ならでは見合せた方がよいので
私の設計では長四帖の書粛を︑態接開
畢の南側に設けて︑南側の窓をペーウヰ

庭の部屋に設ける場合もあるが︑之れは

家

五

而して此鹿に注意すべき事は︑南西

殊に西北側の押入など︑夏は絶燈に夜

開のホールと其の北側の溌備室とが︑

方向の書斎土其の北側の雌接州と︑玄

州窓を設くると︑夏が大鍵に涼しく且
れも是非設くる必要がある︒︑一醗畢者

一直線に南から北に風の通る様に開口

具など入る人事は出来ぬものである︒

の書譜を除いては︑巾一間で天井迄の

を設くる事に依って︑夏の通風をよく

又机の下に蚊の乗る事が無いので︑之

本箱を設けてや其れに通常な引出池を
つけると︑一般人の本箱としては十分

れも大愛に効果がある︒千五六百町の

な釘で打ちつける事にして居るが︑之

設くるか︑丈夫な木格子を比鞍的大き

私の設計では洋風雁接間でも︑戸袋を

ーフス戸の焼切り泥棒が多くなったので

の多くが洋間となった結果︑洋間のガ

は便所が改善せられた代りに︑礁接間

非常によく入ったものであるが︑近来

昔は泥棒の多くは︑便所や蕊所から

に検索川の極小窓を設くると︑大鍵に
効果的なものである︒・

せずして︑書粥と藤備室とには︑西側

接間と玄闘の開口は︑不必要に大きく

特に注意すべ誉事である︒同時に叉雁

する事が出来るので︑間取りの作成上

なものであるが︑三百冊以上の本を入
るＬ場合は？更に工夫を要する︒

書療の位置としては︑東北の方位が
一番理想的であるが︑西に玄開を設け

中央部に居間を配置すると︑書驚を東
北に設くる事は︑一寸配置が困難であ
るから︑書寮生活が生活の根本でない
限り︑睡接間の南側でたいした故障は
無い様である︒

斯様に書瀦と雁接間とを分離すると
色登な方面に便利であり︑又部屋の配
置も都合よく行くもので︑かくすると
玄開をはさんで︑礁接間と溌備室が設
けられ︑西北隅の溌備室は︑南面せる
家の内で︑一番悪い方位で︑夏は暖く
冬は寒く︑居住には非術に故障劣一く︑

ノ
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〃

『

●

傾向があるので︑大に注意すべき事で

家や︑単なるガーフス戸の多い家を狙ふ

った門や︑間取りの外郭に凸凹の多い

大篭此の頃の泥棒の多くは︑混み入

なくて居住者の不注意が原因である︒

に逢ったのみで︑夫れも設計の不備で

設計中︑一寸とした不注意で二軒泥棒

廊下には小さな掃出窓を設くると︑冬

非常に涼しくなる︒而して又北側の中

パゴラにヨシヅを取りつけると︑夏は

パゴラを取りつけ︑夏四ヶ月間は此の

庚橡の外にはテレスを設け︑其の上に

光は橡州外に群つる様にして︑しかも

るが如く︑冬の日光は奥深く︑夏の日

適常なる欄間を設け︑軒の出は前述せ

無論南側の橡側にも居間の南側にも

多くの方交が兎角布関を使州したがっ

年来︑此の腰掛嘘を利用して居るが︑

様にすべきである︒私の家では二十数・

脚や腰を従来の矩睦式の方法で暖めぬ

で︑足の指先きを金網を透Ｌ七暖めて一

ては︑有毒瓦斯を吸ひ込む事となるの

意すぺき事は︑此の卓子に布圃を掛け

読み書き食事も出来る︒然し此虚に注

らぱ他に暖房の必要なく︑此の卓子で

屋に︑納戸とか内玄開の様なものを設

紳棚の類を設くると︑之れも亦非術に

日用品を入れ︑其の一部分に俳製とか

３

吋州即岬錘鋤睡虻錘吋老搾麺崎垂綱呼一

くない事である︒５

て︑不術生な生活をする事は︑誠によ−

ある︒ガラス窓に織棒や員輸棒を入れ

家ただけでは何等の効果も無いもので︑

廊下の北側に︑奥行一間乃至九尺の部
くると居間が冬は暖かに︑夏は涼しく

季居間の換索に便利である︒その上中

泥棒には合理的な雨戸と︑丈夫な木格
庭子が一番効果的であるから︑たとへ洋

科風外槻の家でも何とか工夫して︑戸袋

ヲつ○

なって之れも極めて大切な方法であ

か木格子を大に利用すべきであると循

畢じて居 る ︒

の中央が最良の位置で︑北側は中廊下

居間の位澄は前に述べた様に︑南側

と思って居る︒即ち三尺角の腰掛けの

で︑之れで南日本の住宅の暖房は十分

ので︑筆蒜が二十数年前考案せるもの

庭で︑炭火無して暮す事が出来て︑頗

暖房の必要無く︑主婦や子供は日中此

とすると︑冬季天気の日にはほとんど

として︑其の四分の三叉は半分を鍵敷

居間と度橡一

を南側には庸橡才設くる事に依って︑

中央に一尺角の落しを設け︑其上に金

る維潜な生活が出来るが︑一部分南端

夫れから居剛の前の職橡の巾を六尺

便利である︒

夏は涼しく冬は暖な部屋となるので︑

三尺角の卓子を澄くと︑南日本の冬な

網の蓋をなし︑更に其の上に丈一尺の

設備としては腰掛嘘が一番必要なも

此の方針は絶燈的なものであると信じ

Ｉ

q

て居る︒〃

一

寺﹄

番下の方の戸を板戸として上部を襖と

しを設け︑その一部に錠前をつけ︑一

叉居間に設くる戸棚は︑下部に引出

に注意し︑室内の換気にも本格的な注

とする場合は︑床下の漁素には十二分

同様よくない事である︒寓一洋風居間

小住宅で洋風をまねる事は︑烏の行水

冬季足の方がまい事と︑二つや三つの

すると︑燈裁もよく資用にもよい︑第

意を桃はぬと︑誰しく不健康な家とな

子供の遊ぶのに不純なので︑私は居間

七圏の下部は二本吹き寄せの舞良戸と

るので︑此の鮎特に注意して置く︑只

とすると︑雨水の篇に故障を生ずる魚

して︑杢板を使用せる篇に外見甚だ美

軍に天井に換気口を設けただけでは︑

を板敷とするのは︑夕立の時に全部鶏

事である︒叉腰掛嘘の縁を漆ぷき又は

換気の目的を達し難いもので︑自然換

だけは日本風を主張して用ろ︒殊に中

漆塗りとせば︑立派でもあり丈夫でも

気の方法は︑下から新しい寒気が入り

１１１１１１１︲１︲︲Ｉ︲

︑

○審識まで遊びわたるは網の中に集る魚の

たのしむがごと

Ｏ孝行の心を天も水にせで酒とくまする養

老のたき

○世の中は何のへちまと恩へども津らりと

しては暮されもせず︐

○木に竹の無理はいふともそこが親いはし

ておけやたがわらうとも
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である︒

ある︒同様に燈の上の卓子も同じ仕上

し凡之れが完全に外部に出る様な工風

即ち・一階と二階とのフトコロに逃げ州

込み︑天井から天井裏叉は二階の下︑

風とする事があるが︑我国の気候と育

ものである︒然し少しく粗造の日本館

をなさぬと︑絶燈に換気の効能は無い

時堂洋風かぷれの人糞は︑居間を洋

げとすると食事にはとてもよろしい︒

児の習慣とから︑兎角故障が多いので

は︑螺の合せ目から侵入して︑天井板

たとへ洋風住宅としても居間だけは盤
敷きとなし︑腰を掛ける蔦には︑前記

の合せ目からぬけ出すので︑平家建の

るのが︑最も合理的な方法である︒

切妻や入母屋の部分にガラリ窓を設く

家では︑小屋裏の空気の出入口︑↑即ち

の腰掛鰭を使用してほしいと思って居
る︒

挨の多い我剛では︑洋間に津川な家
具を入る上と︑掃除に不便である事と

宇

家

畢 科 庭

ざ

四月常曾︑含員談話曾は︑咲き遅れた槙
のまだ散り残る十八日定日の日曜日︑午後

五時半より曾館二階曾議室に於て開曾し
た先づ開魯の挨拶として腐江室事は﹁今日
は別に諸題を掲げなかったが︑前回の﹁現
段階に於ける戦時生活﹂の話題に付ても充
分に語り議せなかったかとも思はれる︒し
かし︑又それに限らず時局に謝する御感想
の何なりと何ふととが出来ますれば賊に幸
であります﹄と述夢︒

◇厩梨惣助君︒私は今日一切の職を退いて
居る身とて︑別に之と言ふ時局の．感想もな

いが︑唯若い時より常に激へられて来た論
語の﹁人心惟危︑遁心惟微﹂と云ふ言葉が
涌切に今感ぜられるのである︒今日吾今日
常生活に即しての部面でも︑物賓の乏しい
︑︑︑︑

折︑一部の人々はどうかうと云ふやらな流
↑言蜜語もあるが︑彼の曾ての米騒動などと

云ふものも︑其の元は何んでもなかったか
＄知れぬが︑遂に事が大きくなったやうな
事に省みても︑決して今日の流言蓋語も姪

なく︑訓育が充分行届かない事は事賞であ

か︑家庭を通じて指導する等と云ふ鈴裕が

る︒だが︑何か日本人に妖鮎あるかどうか

禰すべきではないと恩ふ︒常局では種々苦
が徹底しないのは遺憾である︒兎角地方の

り何はせて頂きたい所です︒

勿論吾々には分ることでなく︑吉田先生よ

心されて居らるるのであるが︑全園民に之
人に此して都市の人心は一層危いものがあ

Ｏ高島諮議︒高梨君の意見に全く同感で今

〆

るのではあるまいか︒私は町曾に闘係して
居るが︑接する睡役所や其の他でも︑下僚

生徒は多くなるし︑指間は多くて唯忙しい

に困ったものである︒閏民肇校の教員等も

と云ふ有様だから一人々々の訓育などは到

日人心惟危︑道心惟徴の妖態なる事には誠

で困ったものである︒此等下僚の入舎には

吏員などの態度なるものは︑上吏の意も通

多くの吾々の敏子が居るのであるが︑こん

生徒は極めて乏しく︑一般生徒は畢校の出

底出来ない︑新聞にでも出るやらな立汲な

ぜず︑そして又市民も激昂させると云ふ風

な風であるのは︑吾々の責任か︑祇含のそ

あるが︑斯様な立派な先生を全部には望め

畢生の前で自分の頭を郷つたと云ふことで

めて︑畢生の悪いのは自分が悪いからだと

らない︒曾て新島先生は︑多くの畢生を集

か︑規律正しくするとかの訓練が出来て居

入などの有様でも飢脈で︑師を尊敬すると

れか︒今日の非常時に︑世を畢げて．人心

限りである︒

惟危︑道心惟微﹂なる感あることは遺憾の

Ｏ吉田副官長︒・我が国民は由来忠孝仁義の

道を以て教育され︑又其の空頻の中に育ち
ながら︑然噛今日の如く道心惟微といふが

ないし︑又斯くしても生徒が感激するかど

如きは︑之は一股人間の弱鮎として仕方な

うかも今日では疑問であらう︒東陳首相が

になると一屑甚だしいものがある︒一例を

頂きたいものである︒そして中等畢校以上

校の凱雑たる今日の寅情を翼くぱ巡覗して

各地を巡覗さるるが如く︑文部大臣にも嬢

いものなのか︑或は何か吾々日本人には妖
気付でもありませんか︒

鮎となるものがあるのか︑高梨さん何か御
Ｏ高梨惣助君︒我々教員生活の侭験から見
てそれに追廻され︑児童を虞に訓育すると

て︑国民畢校なども上からの指圃が多過ぎ
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誕餌本曾々員談話曾の記

記の含話談員々舎本曾常月四

季

●

記の曾話談員々曾本曾常月四

申せば多｜数の堅校に教鞭を執る某博士の直い︑物を持ってやっても縄一つ言はない︒
授業中食事して居る︒又或官立大畢では︑︑の事は一向考へないのである︒それ弘ら今

話に︑或る皐校では一番奥の方で一畢生が女畢生婦人等は男子よりも甚だしい︑他人
遅刻して入った一︑畢生が直ちに机に寄って日は子供を尊重せよと叫ばれて居る時︑其

潅入った︵尋ねると一高から来た畢生であの方面の研究者に聞くと︑托兇所の子供を
︑︑︑

った︶︑不心得を責めると︑自分は癌て居預るのを工場では厄介耐し︑オャッもやら
ても講義は聞いて居るとか分るとかと︑教ず物質扱ひして居ると云ふのである︒何れ
授に向って理窟を言ふのである︒又或畢校の方面を見ても人心雅危︑道心雑微ならざ

１１

蝿めになるのかと一季・評事は考へず︑唯怖の

潟め目前の事にのみ袖はれる傾がある︒何

親は︑是非を云︑ふより子供の味方をする︒

か事のある時︑我が子供が何か言ふと必ず

其鹿で畢校の入肇にしても茨白が撤・かれた

りするのである︒遊理から云へぱ︑我が子

が力がなく他の力のある子供が入堅州来れ

ば︑それが閏家のためなんだと云ふ老へに

て︑何れも其博士は奮慨して僻職したと云か考へ直さればならぬものがあるのではな

四十名が出席簿に印してあると一云った風と○吉田副雪長︒私は日本の道徳生活には何

あるまいか︒どらも日本閏民の認識には不

ら︑人心︑祇曾︑妖陥を率して来るのでは

し︑又一家の情には立派なものがありなが

にのみ支配される︒此の鮎が一方皇室に封

ならねぱならぬＪ所が私情の篇め日先の事

ふととであった︒斯様な例撤限りないこといか︑何所かに峡鮎があるやうに恩はれる

徹底な所があるやらに恩はれる︒

では四︑五名・しか出席して居ないのに︑三るなき今日である︒

ては至る所黄白が撒かれて左右すると云ふ不心得を責め齢職するとなると雛生なども

で︑誠に困ったものである︒又入皐に際しのである︒唯今の高島さんの御話の如く︑

が如きは立派な畢校にも津山あることであ謝罪する︒そこを見ても根は決して悪くは

ふものである︒逆理と傭が併行した生活が

川来ないのである︒日本人は身内には責に

○高島諮議︒私も吉川坤士の云ふ妖黙を恩

今回の入堅新制庇では一人や二人に贈賄し生活の如き．殊に美はしいものであり︑皇

よく道を謎す︑こんな閥民は他にはないが

る︒文部省常局が新聞に職表した所には︑ない︒又日本人には立派な精があり︑家族

て居たが︑責情を知らないの蚕あらうか︒すのに︑それが事一度他人︑他人の子供と

ても効果はないやらに出来て居ると言はれ室の潟めと云ふ様な事には︑立派に役を果

か︑却て人を押し退ける程である︒これは

身内以外に封しては一向職昇ないばかり

思ふに徳川三百年封雄の弊で︑藩と藩とは

此等今日より進だしきは曾てない有様であなると︑打って錘って無理解になるのであ
る︒東俸首相は官吏に屡々訓戒されて居るる・恩ふに之は︑情と併行して道理には概し

敵覗し合ったそれが抜け切らないのではな

○震江主事︒今日隣組が出来たが︑とれに

いかと思ふ・

其れには理由があっての事であらうが︑徹て徹底した態度を持って居ないのではある
老人にも傷病兵にも若い者が席を譲らなて居るが︑如何にしたらほ．んとうに皇室の

底しないのは遺憾である︒叉電車の中でもまいか︒今日皇園の逝とか皇道とか言はれ
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１

とは明白な事蜜である︒而して此の兵器の

進歩は各圃の競ふ所であり︑又著しいもの

も他の隣組には至って冷淡である傾がある︑又今日何々週間と云ふ事が歴々行はれる
○庚中宗太郎君Ｕ隣組の中にさへ猟中蝋がの時は一向顧みられないやらである︒此の

やらである︒が︑其の週間内は注意されても︑其の以外

るのは︑機甲兵器︑航空機の二つであると

し︑樋めて通俗的に戦車の種類︑性能︑よ

ある戸﹂とも事淡である︒今兵器の花形であ

り飛行機の進歩壷達に及び︑戦時下銃後圃

あって困るのがある︒無いよりは櫓しで段事もどうかと思ふ・
々よくはならうが︑今日では決して一家の○高島諮議︒其の週間の時でさへ立派に行

して科畢︑兵器には猫一歩を譲るものがあ

混い情によって行はれては居ない︒はれては居ない︒

り︑術それが開心は専門家に限られて︑一

あった︒而して此の時に常り︑諸外燭に比

ない︒導者日本人が自分一家の事にのみ厚く︑他

般園民は一向無心開である情況であること

民の削防への認識畳慨を促す切なるものが

○唐中宗太郎君︒高島先生の言はれるやう．人に薄いと云ふが如きは大問題であ一って︑

知識の普及と向上を期すべきで︑此の鮎が

Ｏ吉田副酋長︒遺理と情が一致せねば︑一かくして八紘一宇の理想を以て︑家族主

に髄車の中などで男子より婦人の方が他人意見も頗る多く︑又重大な事とて論も識き
を顧みぬこと一屑甚しく︑注意せぱ平然とないが︑吟間なき嬬恋打切って︑一同夕食

今後の園家として諏大な問題である︒とて
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剛も一家であると云ふととになっては行か義延憂の大東亜を建設せんとずる今日︑指

して居る︒私は常に親切な言葉を以て此のに入り︑食事しつつ座談的に語り合った事
場合直言注意するのであるが︑これが教化である︒︲

みて考へねばならぬ重大な問題である︒か

間民の奮起を促された鮎︑闘民の骨身にし

は誠に遺憾である︒今後は閣民粂髄の科畢

顎︾あると思ふ︒又商人の不親切なこと甚だ約三十分にして午後七吟再・曾︑先づ閣民

くて諒々と約一．時間牛に亘り熱心に説かれ

Ｏ上田瀞君︒私は過日四谷見附の所で︑傷って識定の誰減曾に移った︒先づ贋江主事

へられ︑午後九時近く散衝︑花の阿月の柑

愈は華々しく盛曾に雑了した事は何よりで

た︒後二︑三の人々ｋり質問ありて之に答

組の女畢生が歩いて居たが︑女畢生は皆輔氏琵城︒﹁大東亜職と新兵器﹂と題して

１

あった︒︵四︒一九︶

純齢がない︒郊外砿車では二一回あったがならば︑勝敗は一に其の兵器如何にあるこ

索るが︑省線の中では一回も席を誠られた↑あって︑兵の精祁も作戦も彼我同一である

かつた︒又私は屡々傷病兵を連れて砿車に職用兵と共に兵器の優劣が重大なる要素で

沼をしたが︑引率の先生は一人も澱をしな講演きるることとなった︒乃ち戦争には作

嫡兵を引率して遡ると︑十五六人一剛十齢︲の細介にて本日の講師たる陸飯中播河村恭

と恩？で．朗讃︑曾員一同之に唱和する別あり︒経

少

しいが︑これは上流の客に大いに罪がある儀濯を行ひ︑次で贋江主事の木曾甲乙要領

配の曾話談員々●本曾常月四

Ｉ

顔

筆

﹄ＩＩ

随筆
飛行機さへあれば軍艦も
海軍ももう要らないのか
海軍少将高橋・節雄
日本の飛行機こそけ︑米英が馬鹿に仕切って居った︒昭

充に取掛るもそしてとの袖充が完成しないうちは薄次の戦

は︑やらうと思っても出来ない︒既ち戦と戦との間に︑相

常の御休みがあるのが普通であった︒然るに大東蕊戦争に

第一線で毎日戦零をして居る

於てはそうでない

それが全く飛行機の篇めである︒飛行機は造り易い︑補

・充し易い︒大戦争で相常に消耗した後でさへ︑翌日から叉

にやられて仕舞ふ︒第一線では毎日戦争して居るのだ︑飛

引績き出動出来る相常歎の飛行機を持って居なければ︑敵

行機は気流が悪い鳶に引返へすととがあっても︑毎日必ず

飛募のだ︒従って飛行機に開係の深い第一線の水上艦艇も

大東職戦手開始以来︑飛行機の活動が除り目提ましいの

亦毎日戦って居るのだ︒

で︑始めは皆驚いて︑唯之を眺めて居ったが︑そのうちに

段掩と之が常然であるやうに恩はれ︑途に叉︑これなら海

軍艦も海軍ももう要らなくなったのではないか︐

の戦も︑飛行機だけでい上じゃないか

といふやうな﹄ノーとを考へる毒さへ出るやうになって来た︒

アメリカの戦争の中心は︑始めは戦艦菖能の輪型陣︵リ

ングフオーメーション︶であったが︑大東亜戦争になってか

らは︑航空母艦を中心とするやうに鍵って来た︒然るに之

が珊瑚海交戦で︑脆くもやられて仕舞ったので︑今度は日

ロ

和十六年十二月七日早朝︑布畦在泊のアメリカ太平洋艦隊
旗艦・ヘンシル︾ハニャに於て︑通信員は︑鏡敏なタンタルム

漢察管を有する探知器に依ってか︑飛行機の大群の接近す
ることを知り︑之磁参謀に報告した︒然渇に参謀は︑唯よ
しｊ︑と答へた壁けで︑何の虎置も施さず︑之が日本の飛
行機であらうとは︑夢に哨思ひ及ばなかった︒
飛行機とそは︑円鮮戦争には全く無かったものである︑
従って大東亜戦↓争には︑この飛行機が︑幕しい特色を典へ

戦争が航空基地と相待って進展すること

て居る︒第一に
第二に

・戦争が毎日有ること・
日露戦争時代までは︑一戦経ると直ぐに兵器弾薬人員の補

一

ー
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「

本に倣って︑基地に依る航空部際をして之に代らしめた︒

ところが之を見たＲ本人にして︑島喚に基地を有する航室
部隊さへあれば

ならなければ

．空輸が一時に何菖噸ても出来るやうな時代に

飛行機は速力の大なることが︑空中に居ることの出来る

基地航宗母艦寓能論は駄目だといふととになる︒

ことすら出来ず︑随って制海力も何も持って居ない︒して

僚件であって︑速力を持って居ない時には︑唯寒中に居る

之れだけで七つの海を制し得る
ではなからうか︑アメリカの飛行機には︑現時一蕊二千海

飛行機のみで海を制することは思ひも寄らず︑海も空も飛

飛行機が空中に投錨し得る時代にならなければ

見れば

里の航績距離を有するものがあるといふととだが︑この距
離が二倍にもなれば︑もう飛行機だけで︑制海も制室も出
はなささうだ︒

先づ空乏制しなければ海を制することが出来

行機で等といふ時代は︑まだｊ︑来ない︑唯

〆ない

といふととは︑大東亜戦争に於ける最も著明な事責であ
る︒

◇◇
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来るではなからうかと︑こんな風に考へ出した人も皆無で
如何にも島喚といふ島喚が︑皆基地になる︑航塞母艦同
様のものになる︑沈まない航塞母艦になる︑併しそれは同

時に↓
動かない母艦である積極性の無い母艦
である︑それでは誠に償値の低いものではないか︒基地は
叉軍需物資の補給を受けねばならない︑多量に豊富に受け

戦の要訣は︑集中と先制とに在る︒能く之をなす者は勝

やうと思へぱ︑船で以て海上から受けねばならない︑之が
仲堂ハケ敷い事である︒此の困難を避ける篇に︑輸逢を飛

の風雲急を告ぐるや︑露は東洋に於ける海軍兵力を︑旅順

仁川及び流塵に分置した︒之は明かに集中の兵理に背くも

ち︑なさ園ろ者は必ず敗ける︒明治三十七年の初頭︑日露

ぶといふことである︑そして将来其の量が︑激倍になるか

︑︑

のであって︑其の直意は︑之に依て日本を威嚇し︿戦ふと
となくして日本に勝たうといふのであった︒然るに日本は
する︒して見れば

も知れない︒然るに補紛は︑一回に何寓噸といふ大量を要

行機に托するとすれば︑其量は知れたものである︒今日ド

◇

イツのグライダーは︑百十四名の人員︑十二噸の戦車を運

◇

随

筆

早く之を見破って全兵力を集中し

敵の未だ備へざるに先立って箇々に之を分箪
した︒敵は驚いて兵力の合同を計ったが︑時既に遅く︑屡

た︒

も︑亦脆弱次外間以外の何物でもなかったのだ︒日本は

何時も内線の利を牧める
から弧いのだ︒

◇

此の記を作る︒︵完︶

ｒｌｔｌ１Ｊ４１ｆ９ｆｌくノ︑／・１１Ｊ９ｊｆｊｆ３くｊＫＢｆｊ４ｂｆｂｆＪｆＢｆｊ〃Ｂｆ・ＪｏＪｆｂｆ−ｆＪｑＬｆ刀４２くＪｑ２ｆ２ｇＪ

○賢い武士は敵を見くびらず．

○家庭の圃浦は互の遠慮から︑

︑召︑ざ

戦ひ通さねばならぬ戦であるのだ．海軍記念日を前にして

に屈伏するまで︑最後の最後喪で︑唯自己の澱力を侍んで

協もないのだ︒大東唖戦争は︑敵を盤減するまで︑敵が虞

遂に出来なかった︒大東亜戦争には︑仲裁がないのだ︑妥

湘な努力をした︒此の度と雌亦誠意を識して之を試みたが

ことだ︒敵を一団に限ることに就ては︑明涜の先輩は︑非

に︑大東亜戦争に於ては︑同盟国の外は︑殆ど皆敵である

ことは︑日露戦争に於ては︑敵は露の一閥だけであったの

日露戦争と大東燕戦争とを比較して︑五男が切に感ずる

◇

堂企てＬ屡糞成らず︑途に彼の様な大敗北を招くに至っ
此の事は︑大東亜戦争に於ても︑同様であった︒敵は所
謂ＡＢＣＤ包幽陣を以て日本を包園し︑略糞其の目的を達

◇

○早起きの鳥は餌に困らぬ︑

言

し得たと考へて居たかも知れないが︑日本の識者は少しも

随驚かなかった︑何となれば敵の兵力は︑日露戦争の時より
ももつと散漫で︑そして我が兵力は︑非常な準備を以て集
中されて居たからである︒果然彼等は布味で撃破された︑

マレーで叩き漬された︑そして今や南太平洋の一角に押詰
められて居る︒

隼吾たばこＬに内線作戦の利を考へずに居られない︒ドイ
ツは何故強い︑内線の利を占めて居るからだ︒ナポレオン
は内線作戦の名人であった︑全兵力を集中しつ上︑非柑な
速度で歓羅巴の内線を歩るき︑敵を外聞に廻はして︑全部
叩き潰して仕舞った︑モスコｉに入りさへしなければ︑ナ
ンと同じ道を行って居る︑米英が︑あちらこちらに兵を撒

ポレオンの勝利は完肇であった︒ヒットラーは︑ナポレオ
いて歩ろいても︑何の抵抗力にもならない︑ソビエットと
雌︑同じく外圏の一環たるに止まるのだ︒ＡＢＣＤ包園陣
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事記含習瞬術技オジラ等局

１１

高等ラジオ技術講習曾記事

日■■■■ＩＪ１ｊＩＩ

凸■ｐ厚星■■ｐｐＰ■■いり■■■■ｇ■■８口■ｊ凸Ｂ■＆●■■■且■■凸■■■■■■４■■ｐ■■■自耳Ｆ■■■品ｚ■■■■■■■且■■貝■■■星■Ｂａ興醸Ⅸ蘭睡寓両■■■■■■亭■■色■ｇ■ａａ■︑鼻■

○第十八回修業澄書授輿式
高等ラジオ技術講習曾第十八回修業式は︑三月二十七日午後六

正に二千有除名ｐ愈々其の成果を鮭曾に認めらるるに至ったこと

は︑誠に同慶に堪へいと共に︑其の責務の重大さを痛感きせらる

○第十九回開購式

る次第である︒

隼十九回開講式は︑四月五日︵月︶普通科午後一時半︑本科は午

後六時半よりと︑それぞれ三階講堂に於て畢行せり︒

例により景山曾計主任の司曾にて鴎民儀鯉︑閣歌沓唱の後︑魔

時より本含館講堂に於て畢行せり︒景山本含灸計主任の司含にて

稜威の難有さであるとして︑日本精祁を説き︑又各自職域の奉公

先づ国民儀睡として︑宮城遥拝︑天照皇大祁の奉拝︑護国の英霊

により必勝の信念の資を示すこと等所調決戦下の心構へを諭し︑

て庚江主事は︑新入畢生諸君が︑此の大戦下研畢の時を持つ鴫御

次で庚江本曾主事より誇番の授典あり︑普通科二十二名の練代

江主事教育に開する勅語を奉誼し︑それより日本弘道曾を代表し

として弦川亜治君︑本科百五名の網代として新井輿助君︑本科修

並に第一線滑兵の武運長久及努苦に誠を捧ぐ一べく祷念し︑国歌を

業試験合格者三十名の総代として細江俊之君にとそれぞれ誰書を

とは大なるものがある所以を述琴へ︑教へらるる者︑教ゆる者の共︲
に虞刺と虞剥の投合一致の一誠により︑樋めて短期ではあるが︑・過

吾々の毘儒は︑畏くし勅語に示されてある︒且緩急アレ歩義男
公二奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ﹂との聖旨を奉鴨之を．
如賞に顕現するにある所以を説く所あり︒
更にラジオ普及同志倉を代表して大井教務理事は︑今日の大東
亜戦争に無線科畢が如何に偉大なる使命を有するかを説き︑随て
国家も優秀なる之が技術と人格を傭へたる者を必要として居るこ

徳性の酒養の並行一致にあの所以を述舎へ︑結びとして今日現下の

次で日本弘道倉の沿革大要より甲乙要領を解説して本含の主義縮
刷とする所を紹介し︑本蒜習曾の締祁とする所が優秀なる技術と

︑

それより本含を代表して麿江主事は︑畿雪の功空しからず︑銭

授輿する所あり︒

に目出度修業せる〒同に祇詞を述べると共に︑今後時局重大なる
オ普及闘志倉を代表して︑大井教務理事は︑犬自然の恩恵︑及大

時に貴祇曾に出る心棒へを諺々と説いて訓示する所あり︑又ラジ
日本帝園に生れたる光築の所以を述べて︑修業生一同今後感謝報

去十八回に修業営勾先篭諸君の示せるが如き見るべき成果を筆

恩の生活あらんことを懇望して訓証した︒絡て第十八回修業生を
代表して細江俊之君は︑これまでの御高恩に感謝し︑今後の決意

げ︑以て園家の要求する所に膳じて報公の没を翠ぐべしと訓し︑
や種々細目に豆る教務上の注意をなし群通科本科共式を閉ぢた︒
因に今回の入畢生は︑本講習衝開設以来の多数に上り・普通科
六十名︑本科百五十除名︑締切を繰上げて術定員超過の盛況恋｜あ
ったｕ是本講習曾の垣慣の現れであらうｐ

を述言へて以て報恩の至衷を表し答辞とする所あり︒かくして式を
閉ぢ︑名残りをと営むる記念撮影の後︑映霊マレー戦記を鑑賛し︑

各自特恵の十八番蕊を出し合ったりして︑同じ畢びの窓に鑑きい
識四ヶ年六ヶ月︑修業生を国家に役立てること

回顧の情を辿りつつ別れを惜しみ︑十時散曾した︒絃に本講脅曾
が創設されてよ

−4:；−

審唱し︑総て庚江本曾主事の教育に開する勅語の奉韻あり︒

沙

口

一粒︑川寺︿或惜樺︷

○聞水戸梅信有威

成所安蒜斌恕牟葉︶
寺刺楚鐘牧鋳磁︒擬洋夷且欲寧遥︒

■口もももも℃ｂｂ℃ｂｂ℃ロ

常欽名勝外防侮︒毎念皇軍内護樺︒
ｂもｂも℃℃℃︒ももｂもももｂ
階楽園中梅譲郁︒好女亭外柳縄蘇︒
今人看過古人跡︒今古怨雛横目前︒
評臼︒余聞水戸梅花之勝有年︒今讃高作
遊意益動︒然老齢不果淘可憾耳︒

○奉祝天長節
石崖林庸之助︵千葉︶

築然四海徴誉湧︒一億臣民頒聖明︒

も℃もｂも９℃℃℃ｂＵ︑︑℃・
大業炊弘宣八紘︒経文緯武徳途宏︒
︒○○○○○００︒○◎０○○

評白︒句々洋今︒得雅頓之盟︒

も︑

毒仙小泉氏正属島︶

○雨後所見§

評伺︒梅暦柳眼︒四字鮎綴特奇︒

梅唇柳眼開何日︒翻坐憾頭讃史書︒

▽ももＵ■℃■もももむ℃もｂ
習堂東風寒乗除︒詩腸渇謡未寛毎︒
︑ｂ︑℃いり︑℃︑℃︑℃もり

霞橋只野清患島︶

○静寒

評日︒句中墨出華字︒特胤清麗︒

料蛸跨寒春未回︒解居裁句亦幽哉︒
００ＣＯ○○０℃℃︑Ｂ一もｂ■
日華映虚雪莱燦︒寓樹理英達屋開︒

聴松小池三男吉︵新潟︶

○春雪即目

評臼︒皇軍大捷︒爽快可想︒

屍山血雨域謹中︒忽抜南洋海路通︒
もも℃℃９℃Ｄｂもも．︑℃︑ｂ
禦退米英東亜地︒三千里外月玲瀧︒

︑ｂｂＵもｂ■℃℃ｂもＢｂＵ

︲三省尾葎幸治郎︵埼舌

○米英撃滅二首一節

1

・一天雨雰夕陽移︒湾仙雲錦翠色披︒

評日︒此作清麗︒亦畢米家筆︒

ももじ℃℃︑℃℃ももＵｂいじけ
方識米家揮酒妙︒南窓喜看満山姿︒

○春日江村

春江管谷健男早葉︶

花紅柳維鶏隈高轡自樟偏舟不墨労︒

Ｈ暮何人牧釣去︒和来揮櫓似離騒︒

もももり□勺９℃▽も℃もｂＵ

調︒．︒

評日︒作者於此詩︒宜畢離騒︺益高其

○花下月夜

蕉風高木泰早葉︶

︑℃℃ｂもｂｂ︑℃ｂ︑︑℃ｂｂ・
川縦水輪春夜天︒笛謹吹減水流遥︒
﹁Ｑ凸且Ｑ画︑℃℃︑Ｄ︑もも︑﹄
枝餐姻影花篤徹︒樹底青苔史可憐︒

評白︒一讃使人有遊仙境之想︒

○賞棲有威

如雲慶野︲庄作︵茨蕃

評日︒霊峰名花︒反映特妙︒

℃ももｂ℃Ｄももり︑︑℃もｂ・
樫樹成装値愛吟︒春光揺曳翠殊深︒
ｂ︑℃︑■ｂもり︑℃℃︑りむ℃
霞峰富士霊千歳︒皇国名花冠古今︒
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弘道詩林

弘

道
詩
林

１１

1

○蓬春
恵獅兼坂重早琴
︑℃℃Ｂｐもや０℃℃も℃●．︑︒Ｊ︑

９℃ｂ℃９℃ｂ︑ｂもｖももも

細雨濠交雑蔭新︒礎花落需巳成塵︒
評臼︒淡々蒲筆︒却有奇趣︒

一藍何虚杜鵬叫︒多一恨詞人鰻晩春︒

○柳堤待舟

森仙小泉氏正属島︶

評臼︒宛然小博︒可以存不朽︒

︑︑Ｕｂ℃■■︒ｂ︑Ｕｂ■■ｂ
彫錘妙技出新頴︒蕊術名雲海内博︒

○塁慶野如雪翁
東耕石川藤作︵茨城︶

八十一齢凌仙料︒幾人商仰是脚仙︒

郷中文士半黄泉︒堪菱斯翁誇命全︒
℃︑巳︑℃ロ︑刃ももＵＵ●℃

評日︒余聞斯翁名巳久美︒今因高作知其
術健抑嬬人端︒可慶賀︒

○重訪某和尚
ｂ６︑口ｂ℃もむｂ

聴松小池三男吉︵新潟︶
︑ｂも勺もｂ

回顧曾源感又新︒諮詞開悟縛迷員︒・
■ｂ︑もも・句︑℃ｂ℃Ｕ町もも︒
︑潅為一理同三界︒俳読慈悲儒読仁︒
評臼︒綜合儒怖︒雨教奥旨命意不凡︒

悪惣提耳父兼師︒ 風貌相向海鶴姿︒
℃︑ｂも℃℃℃・
℃︑℃︑もも︑
八首遺篇貴子壁︒ 掲看自毒古稀詩︒

︑評日︒頚蕎之意︒ 溢子其詞︒

○石油其一

波多良介︵新潟︶

浦瀬山隈出石油︒土人致常有来由︒

一子教〆一去歳四月雁召入軍籍︑八月

紫泉河東田敦美号吾

○突亡鬼

今談此作知其噛矢︒感慨亦多︒

評日︒石．油責馬閣産之一・詠之詩甚少︒

四十年前事︒恩恵至今猫記不︒

９℃ｂ℃守℃もも︑ロＵ刃ｂｂ

回

Ｉ

︑得病蹄還．至十一月病勢重加︑本年

三月遂逝災︑齢未達而立︒

ｂもｂｂ℃もｂｂｂｂｂももも

讃維三昧無量涙︒撫育過来二十年︒

℃勺ＵｂＤｂＵ口ｂもｂ９℃ｂ

哀別今朝仰碧天︒梅花譲郁続棺前︒

評日︒至情之語︒側々使人哀惜不巳︒

三月雛弘道詩林正誤

○布施侃寮有七十自
七歳嘱翁莫逆之友宇

述詩後無幾而没今鼓
井宕陰書之幅成記威

小池聡松氏正誤

Ｏ

七絶第一句同雲同雪・
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もｂｂ︑▼℃℃℃９℃℃ももｂ

千綜寓継柳催垂︒影蝿溶々森水淵︒
９℃℃︑℃︑ももｂｂ︑▽︑ｂ
好箇草菌呼渡坐︒扇舟不厭掠瑳遅︒
評日︒亦是有盤謹︒甚可涌也︒

○農業
松堂中津麗水︵山梨︶
戴星荷紺州茅屋︒郊肝風光書不如︒
ｂ℃ｂ︑℃℃︑︑や︑︑℃ｂもｂ
田圃耕転置快事︒好雁閣策賛軍怖︒
評臼︒結句挿入流事︒結椛更新︒

○贈名彫刻家川口
龍鰐先生

移山寺島慶︵千葉︶

／

霞軒鵜野﹂英治︵千葉︶
▽ｂ▼Ｂｂ■■Ｅｂロ℃一℃もむ︑

年少辞家閲八年︒業成蹄里読龍仙︒

、

弘

道
詩

林

弘

弘道歌園
少佐捗睦香盈嬢電
○五月蒙題．清河

天茨城際長沼成美︒
心まて洗ふこ上ちす五十鈴川きょきなかれ

地千葉聯本城巳之助

に口をそ上けは

晴れ渡る空哨うつりて里川の水の流れのき

よくもあるかな・

人長岡市横山文子

くもりなき鏡の如く山川の水は清くもすみ
わたる哉

人東京市工藤花子

奥山の木々のしつくのなかれきて清くすみ
けり谷川の水

人頑島螺湯田久毒

山川の清き流のみなもとはいはほのとけの
しつくなりけり

人新潟蝶波多良介

○埼玉螺石川奈美子

刷路山かけをうつして五十鈴川清を流れは
とはに濁らし

玉川の水

都人しはしいこひて眺めけりそこ主て済を

○松江市成瀬岩太郎
祁川やみもすそ河におりたちてあらひ満め
むやまと心を

︒千葉螺蕨築太郎

○千葉癖高石精一

たに川をそｘき注きてすゑつひに大きくき
よき河となりけり
晴れ渡る空をひたして流れ来る水清らけし
利根の大川

○禰島解只野︐閑月

○千葉厩菅谷義太郎

日の本の人のちからにもろこしのきいろき
河の水もすむらん

○東京市工藤哲英

さくす基の五十鈴の川の済けれは人のこ上
ろもあらたまるらむ
そと清きいす入の川のなみの上に千とせの
松のかけやとすなり

︲○千葉癖伊庭弘道

底まても澄みにすみたるいすＬ川訓の代よ
りそ溝く流るる

○千葉癖字井太三郎

源の清くしあれは五十鈴川つきぬ流れの末

○雨島蛎菅野三郎治

もさやけし

○千葉牌片岡佐仲

もろこしの濁れる河にひきかへてわが日の
本の水は澄みけり
にこりなき園のすかたか五十鈴川刺代なか
らの清き流れは

砂白く松は緑に照り映．へて底も見えすく河

○滋賀螺久保萱堂

蔑代もかはらぬ御代のためしとて五十鈴の
川は水をよくして

○茨城脈慶野庄作

やまかはの流れはきよしむかしよりみそき
のみちは今ものこりて

○︑秋田市妹尾馬之助

吉野川その水上の情けれは流れの末も濁ら
ざるらむ

○大阪府笹川清之助

祁風や五十鈴の川は天地のあらむ限りは澄
まむとそ思ふ

○山梨癖山本耕夫

五十鈴川清き流れは祁代より天壊のむたか
はらさりけり

○埼玉蝶尾漂三省

淵に瀬に魚釣る人のあつまりて満き流れそ
したしまれける

○山梨鵬中潔麗水

多摩川の清き流れに樟さして網打つ人をモ
デルとやせむ

○東京市中村徐風

富士川の清き荒瀬を逼しく篭ひつつのほる
碧鮎の群

○山梨螺若林貞雄

千いぼ秋さかゆるみよのすゑ情く流れてつ
きぬ五十鈴川かな

○禰島螺潰名博綱

の水琶よくして

山かけはすみょかりけり朝な夕なくむ谷川

○茨城螺長沼成信

みそきするみたらし河は祁代より情ぎ流の
きはみなりけり

○山口嬬矢阿部興市

､

の氷かな
︵六月兼題・夏夜・五月五日締切・七月余
題・夏舟・六月五日締切︶
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d

歌

道
￨
園

姉

１１
弘道俳壇

︑旭東予選
◇秀逸

娠島閑堂

・天長節操へて時着縫ひ柊へし

山梨貞雄

遠嶺糞の残雪肢し柿接木

千葉経子

ふりあげし鶴階光る春の風

松江形堂

雨近き山のぬくみに卿れる

滋彊萱堂

春雨や遺骨迎ふる汽車の騨

幅島雁所

木炭を脊負ひ下り来ぬ夕ゞ樫・

埼誰玉佳香

茨城淡々

炭焼の小屋の国旗や天長節
赤飯の排歯うれし天長節

千葉経子

管門に天長節の旗立ちぬ

名古屋永育

山梨貞雄

晴れ渡る天長節の練兵場

埼玉三省

天長節机上に披く御製集

愛知吾山

天長節一フジオは報す大戦果

東京徐風

師幽長に殿下お座すや天長節

晴れわたる天長節や日章旗

山梨松堂
参賀する人のつ蛍けり天長節

禰島雁所
種おろす天長節の田家かな

山口松風
天長節噛る庭の大樹かな

頑島椿堂
天長節脱ふ戦士や朝日庭

Ｉ

蔵トー忠

滋賀

京に来て天長節を祇ひけり

千葉

天長節諜に集へるいぐさ船

松江

畢童の祁預の式や天長節

■

埼玉﹄

粁毎に並︒へる族や天長節

禰島

敵前に天長節の一と日かな

秋田

天長節下駄新らしき姉妹かな

・山梨

天長節弼楽祇ふ一日かな

脹島

みいぐさは今酬や天長節

松江

天曇節炭焼小屋に園旗立つ

︒鯉

滋賀

千葉

花咲いて朝日室夢しく歯を鯉く

暁の空のかすみて遠撰

形堂

奈美子

芳竹

閑月

登堂

− 4 7 −

堂

如

堂

̲謎

閑

貞

形

雄

堂

如

愛知吾山
禰島閑月

供出の槻名残りの花見かな

◇天畏節
ハ

1

可

前線の天長節の一三１又かな

〆

弘

道

俳
垣

L.

区
］

東京無嬬生

頑烏桁堂
山口松風

旅了︿てかへりし朝や庭樫
筏舟つ堂き下りぬ堤樫
棚花只一本の名所かな

頑烏口雁肌

浦浪の凪ぎしあしたや襖咲く

・茨城淡々

埼玉佳

縛馬堂を飾る篤反や花の宮

︑四谷秋

傘さして見廻りにけり雨の花

山梨貞

水に映えて棚咲きけり丘の宮

愛知吾

鴬維やめて暫し落花に見入りけり

◇雑詠

夜裡や照空燈の放つ筋

︑・服烏椿
慰問文に封し込めけり溌山帳

１束京無総
紫雲英咲く畑に建ちけり新工場

千葉一
庭掃きしあとに夕の花散りぬ

松江形
湖よりの風軟かし花の馬場
山口松
苗代田水のあふれて夕日映ゆ
胴鳥臓
銃後もる翁ひとりや種下し
四谷秋
職ひし跡の野原や揚雲寵

網船のこぎゆく演や春の緬玉／佳

禰烏閑
雨脚のかそけを朝や下萌ゆる
同閑

千葉経

青を踏む空に銀翼眺めつ上

花資のぬれて戻るや春の雨

雨はれて妻のみどりの色霊し唾．奈美

名古屋永青

誉門や歩哨の剣に風光る

山梨貞雄
池の面に雲影動き柿接木
滋賀益堂
吐に腰かけて語るや田打人自
埼玉三省
雨の夜の枕遥近く蛙鴫く
東京徐風
春愁や鰹かなりし受験生
山梨松堂
筆や必て眺めて居りぬ花の雨
茨城淡今
千葉維子

春風やどちら向いても木の芽吹く

愛知吾山

衿着て水汲む人や椎の宮
某粥軍現地要職に輔任

同同人

春風や粥車馬を撫で入謹つ

修錬了へ梅の野迩を蹄りけり

武識野猿峠

紅赫目白来る日の海瓜きい

︑香川半田通人

︒旭東子

◇課題︵各五句︶

富士見ゆる峠に出でぬ遠霞
肥絶えし丘の洞に花逓し

◇木下闇︑田草取．雑詠七月五日

◇夏霞︑紙魚︑雑詠六月五日

◇課題例句

◇喜雨︑蚤︑雑詠八月五日

小鰯の乾き曲るや照り霞不二門

夏謹瓜些あがる天気かな白芽

奥能登の烏山青し屋霞洞岳

一峡や深くぬけたる萩魚の穴未央

凝として燈下を過ぎぬ紙魚一つ萎人
御礎の金泥がらみし紙魚ならん瓦全
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出征の留守もる家や初裡
南朝の遺跡語りぬ花の僧

山梨松堂
花見舟残して雨は上りけり
東京作風
落花浴ひて子等鈴念なし紙芝居
埼玉三省
山梨貞雄
紹古屋永青

休電日工場畢げて花見かな

梱散る石段登る白衣兵

埼玉奈美子

灯せぱ庭一ぽいの襖かな

堤の花散るに任せて舟下る

秋門芳竹
散る花に遠く職友偲びけり
千葉誕子
欺乃や相見戻りの下り舟
娠島閑月

同閑堂
忠露塔めぐりて朝の樫咲く

、

雄 雄 香
、

山

生 堂
如

子 子 月 堂 香 雄 所 風 堂

弘
道

俳
壇

I

鶴雲鰹劉蕊灘蕊蕊蕊雛睡

︲

︲
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本曾莫報
１１１１

一△協賛愈員認翻劉列御氏は識て嫡気︑の鹿三月一弔意を表せり︒陣士は多年本魯に誰力され一△命員小林秀吉氏は令息雁召に因み本命事一

一二十一日東京溢谷松涛の自邸にて逝去さ一し所多大なりしを惜しむ︒一務我に寄附あり︑御芳志を銭に感謝す︑術一

一る︒哀悼に堪へず︒享年八十有三歳の高齢一△第十九回高等ラジオ技術講習含開講式一本愈策山庶務の令息も確召さる︒共に武運一

本一誌細謹繰唖癖榊醒睡皿窪幅誕噸酔麺掴︾華一唖や鋤舘唾柘野畷錨僻諏排罪毎時峠吟味癖一坐峠雌撮硫咋一定日︶午後五時より本曾館曾一

一盛況である事は名賞共に成るの質誇として一△第四十四回の本年度淀期縄曾は︑時局下一一

︾一︑識︾︽一︾眉︾読手睦錐︾︾︾︾恥︾︾蹄一癖︾岬︾︾罪︾鋸︾︾一癖鍔恥銅牢︾州都一岬︾︾一州崎桝銅︾︾御鍵州榊諏︾錘︽︾一手
一謝の微意を表せり︒

一とて諸般の準備稀後るるの止むなきため︑一
報一△三月二十六日︵土︶午後六時より本含及ラー何よりである︒
一ジオ普及同志念共同主催の高等ラジオ技術一△四月九日︵金︶午後四時より本曾髄に定期一五月二十三日の日蝿間別項の如く開催する一

一講習愈第十八回修業護書授輿式を畢行︑園一理事曾を開催︑．第四十四回定期縄曾の件︑一に蛙爆識仲祁峰群癖時締癖蛎蓉雌赴軍墾酎一

一民儀憩︑国歌奉唱︑勅語奉讃︑護書授輿︑一昭和十七年度決算︑昭和十八年匪識算案等一なれり︒振って含員諸君の御来魯を切望す尋

一本含及一フジオ普及同志倉代表の訓示︑修業一其の他重要事項に就き審議し決定する所あ︑一る次隼である︒
一生総代の稗酢等︑又記念撮影︑映霊︲鑑賞等一りたり︒常日は堀門含長︑吉川副含長︑松一△埼玉螺霞ヶ開副支曾蛭河東田教美氏耐子一

一々和気繍々樫に溌愈せり︒因に今回の修業一非理事︑吉川︵郁致︶理事︑陵江理事釜理事一認︒一認鮭噸示に順召勤務中病を得逢に逝一

一生は︑普通科二十二名︑本科百五名︑合絡一出席する所あり︒一△協賛倉員吉川茂氏母堂逝去︑囚月十七日一
１４．１０１１︐０日﹄ⅡⅡ■■０１Ｊ■■１０口画■■■■ＩＵＩⅡＴｒＴｌｌｌＩ１１１．０５−口０Ⅱ０１
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一試駿及第者三十名︑盛含なりき︒一△四月十一日︵日︶千葉螺香取郡東部軍含に一告別式には旗江主事参列弔意を表せり︒一
■■ｐｌｌ５ＪｌⅡ１■１１１１１１Ⅱ８１８一日０１■ＩⅡ．Ⅱ！慎︲言︲０４１吋ⅡⅡ咋１Ｊ・ＩＪ９Ｉ
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支曾鴬報
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幸

一就いて深く憂慮せられ︑至情を吐蕪さる︒一前十時より平野氏の講諦にて弘道誌の﹁泊一

■８■ＢｑｌＴ︲ｌｆ６︒ⅡⅡ■ＩＦ■ｊ５４ＩＩＩ６ＩｊｌＢ１︲ロ！ⅡⅡ１１ＩｌｉＩ１ｊＤｌＩｌＩ１１ＩＩＩＩ１ｌ︲ｌ・ＩｌＵＩｌⅡＩｌｌｌｌ０Ｉ４Ｉ０︲ｊ０ⅡｌⅡ■０１０８日１１１．．ＩｌＩｌ０ｌＩｉⅡ６８９一

１一
一次で鹿児島柴潮師は︑今日の思想傾向に一三月一千七円第百九十一回常愈開催︑午一

一価ち八絃宇規の理想賞現の焼め︑東亜新秩哀調先生訓﹂及び﹁地久節賀飼﹂を研究した︒一

一序建設の指導者たる吾々は︑須く大闘民た一繁田支含長︑本日は先輩が支曾を創立＃一
○秋田支曹報告−１１１：ｉ：１１〆；言１１１﹂盈習にト｜ツラ領ｉ一勿司ｆｋ プ渚司 製篭写式哩角−１当１︑
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一ざる入である︒然るに惟人嘗て其の人物を一田平吉其の他多数なりき︒一一
︐次で鈴木氏の童話に開する研究謹表あ一

潔篭霊霊罵窯蕊遷誌露灘蕊慧鯉

一物の梗概を説明され︑鼓に其の祁貌を窺︑与一れ早営を畳ゆるの感あり︒春を望む無分は一特色である︒猿蟹合戦︑カチ／︑山等を解一

一のを感じた︒．﹂

一ととを得たのは何よりであって．秋田の勘一明るくものびＪ１︑と架し︑我等自然を友に一御霊 帆陸圭唖蹄釦噛罰奄搾信奉報録華職一
一主を語る上に一段の重きを加へたるの感が一活躍するも既に近しか︒
一散曾︑豊岡支曾の近景にもやや春容の動く一
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却岬日本弘道書職員

口理事
︑

曹長梱侭湘田正恒
副曾蛙女畢博士吉田熊次

講談法堅博士松ｊ／茂
講談丈畢博士吉田瀞致

主事磯江︑万◆次郎
〜

爾二鎚一倒琴細一
○時局は進んで来て決戦の聾も叫ばれて居
る︒敵も皇土を空襲に虞剣だとも注意され
て居る︒塘産も︑奉公も︑堅忍持久も︑一

億一心も愈々皆吾々の舞峯となって来た！
かせねばならぬ︒

それと共に建設も一方に着々と併行して行
﹃東亜姓設とその

資践怖理﹂ の問題に母いた︒素より職争と

○本誰は編輯の或鮎を

の大本を示し︑次でその賞践に入§琴へきだ

と云ふ考へからである︒荻原博士︑清原博
士︑高山助教授の堂々たる巻頭を飾る論文
る︒切に御味訓を願って︑吾々商接戦剛員

は︑責に本粧を僧値あらしむるものと信ず
に非ざる科︑ 殊 に 教 化 人 と し て の 使 命 が 何
に あ る か ︑ 如何に今後を善鹿すべきかを

考究されんことを切望するものである︒
れ．一枚の紙も如何に国家の力に係るか

○用紙は剛策に雁じて愈々節約を蝕儀なく
浦感しつつ︑簡にして使命をよく果す︑ベ

きかの苦心を柳はねばなら圏︒播来の減頁

弘道責憤表
一冊陰金式拾五銭

六冊⑤金登目五拾銭

十二冊・陰金参目

弘逝曾入曾手績

税登銭
税不要
税不要

日本川版曾曾員恭粧二二二○二二

・合︒

所純需口画東津四三乱七燕

癖識城鋪雌瀞鍬

印刷所︵東束元己敬文杜

東京市牛込腿下宮比町十二番地

東京市牛込腿下宮比町十二番地

印刷人告原留吉

編輯人

護行兼割田斧・二

東京市刷田湛西祁川二丁目一番地一

昭和十八年五月︑一日壷行一

昭和十八年四月廿八日印刷納本↑

本含編桝部へ御相談を乞ふ︒

○本誌廠告の件については︑

入の方に直に送付す︒

一ケ年含饗金参回を柳込み入含の手演をと
ること︒愈員には雑誌弘道を無料配布する
外に種々の特典あり︑規則書は郵券四銭封

ケケケ

乱

か溌定のものを除いたことである︒

一六一

一

併行する建設ではあるが︑その進捗は理想
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ｰ

陽Ｌ

Ｏ菊版上ドニ鋸・クロース上製

ｌ

４１

定偵金八回

避料四十五銭

、（曾
行刊記博生先翁泊
春七一三四京東座口替振）一目丁二田紳西園田紳市京東

伯爵松卒直亮儲修

○天背金・網頁激千七百除頁

○曾員頒布割引令七回

鍔１−●●

内曾道弘本日

Ⅱ

西村先生博記編纂曾編述

ｉ

ｒも幻△世︑二−１８４今全一か農Ｕ

1

− ＝

i

本曾々耐泊翁西村茂樹先生は︑明治聖代の巨人にして︑畢徳兼備一世
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︑
叉教育の振興を固り︑外交経済等の事をも憂慮献策し︑図民道徳の維
持振興を以て柊生の任務とし︑加之幕末に際し風土とし藩老として大
に蓋庫せられ︑特に少壮幽耶を憂ひ︑和漢堅は勿論蘭英胴畢及兵法火
技の末に至るまで︑之を研習して以て常路者に建言したる一大偉業の
如き︑後進者の今筒取て模範とすべき者なり．今や国難績出︑固民上
下一致裁力之に常るべき秋︑本書の如き賞に図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備へよ・
聴月一珊一Ⅱ掻け

■凹門引日Ｊ︲︲川刈ｕＩ制０ＬⅢ咽側制ｑ伺洲︲

､

F

葉数十室簿・潜年

il

間帥十重牢八胤十ｕ涌二捕鯉邸睡聞憩い
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･事逸･遣補及博本
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