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かつたので︑剛の優勝劣敗と云ふことは
・なかったが︑今日は優勝劣敗の世の中に
なったから︑﹁勝﹂といふ手をば︑道徳の
川的として娃非優者とならねばならない
併し若しも此の﹁勝﹂れるといふ字を以
て専らそのま上敦へと致す時は或は他人

たりするやうな事がない︑ともいへないか

嘩畔秒唾唾埜坤郡極沌罫仙跡錘識札唾跡

ら︑之は槙まねばならぬ︒︵泊翁先生訓﹀
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修身教育
凡そ物事を改革する場合には︑制度の改革即ち型の改正から始ま
るものであるが︑刑は元来一般的のものであるから︑之を個々に生
かしてゆく迄には相常の歳月を要するであらうし︑又型の改正には
必ずしも新らしい刑に入るべき準怖が出来てゐて改正されるとは限
らないから︑その間に大きな隔りのある場合もあるので︑新らしい
制度を生かすことは︑巾を容易ではないものである︒

絡峨後の我が図に於ける教育改革を見ても︑叙上のことが考へら
唖鵡率押咋鍵嘩惟確溢継嘩妙↑︾捷咋峰碓盤栂諦湾確鯉峠咋雌珪︾｜

出したのも︑此の塗の消息を物語るものといへよう︒元来欧米の畢
校では修身科を近かない所も少くないと言ふか︑それは修身教育を
趣観して居るのでなく︑其等の国々には山東幽教としてのキリスト
教があって︑休日毎に塁校外の教科として図民一様に教育されて居
るのである︒故に畢校の教科日から除かれてはゐるが︑何人も平等
に教含等によって修身教育を受けて居る課である︒然るに我が図で
は左様な組織もなく︑然も畢校よりは修身教育を除外するとなると︑
我が剛に於ける畢校の修身教育溌止は︑典等欧米諸闘と同一脱する
素より畢校に於ける修身科存溌の是非については︑理論としては

ことの出来ない問題がある課である︒

如何様にも言へるであらうが︑何としても︑教育として人間の近義
心を養ふことが第一に必要であるといふことは︑異論のないことで
一方に片寄らないで自然に各個の道義心を淵蕊するやうに指導すべ

ある︒唯その方法として或る狐に入れた我へを注入す奇へきか︑或は

きかに問題があるだけであらう︒恩ふに従来我が国の畢校に於ける

修身教育疋幽家や民族の意識が弧過ぎたとか︑湖に倣ったとかで

槻されるやうになったことは尤と云はねばなるまい︒そし一膨一国教に

云々される鮎があるとすれば反劣さるべきであらうが︑さればとい
って︑だから塵止す寺へきだとは言へないし︑又若し祇含科といふや
うな新らしい教科目によって︑堆徒達に祇含の各方面の生きた淑察
を邑せて︑そこから自焚的に泣義心を開発させようとするといって
・も︑それにはよき指導なくしては無意義に雑る外はない︒
今日我が鴎では畢校に修身科なく︑といって祇含にも其の機附が
なく︑又砥含科の如き活用や指導も︑綴験浅く︑又配慮が乏しいと
なると︑之は釜く逝義教育の無祁といふことになる課であり︑又従
際生徒の通義心低下から見て︑近頃畢校に於ける修身科教育が問題

か︒

よる教含の迩義教育が不可能の我が閏としては︑やはり畢校に於け
る修身教育の必要が常然問題となって来る外はないのではあるまい

であらう︒︵知己庵︶

然らば祭校の修身科指導は何によるべきか︑・之は困難な問題では
あるが︑先づ人類共通の逝誌に力鮎を世いて︑国家色を努めて除く
ことや︑或は人川の教育に試験的な新畢説などはきけて︑少くとも
維駐済みの教へから美鮎を採るとか云ふ工夫いあるべきこと︑そし
て開護や指導により工夫さるべきことなどが考へられる︑かくして
具挫的には識者を候つくきであるが︑兎に角か入る努力の下に力弧
く修身教育への意掘を弧くすべをであると恩ふ︒
今日は大人の世界も道義心が催だ軽硯されてゐるが︑殊に兇童︑
生徒のそれには仏だしいものがある︑それは猫り畢校教育のためば
かりとは言へず︑敗・職諸僚件に左右さる上鮎が多々あることは認め
るもの入︑猫肌っ蝶けなき教育︑道義心潤養の教育に乏しいことに
責任の大きいものを感ずる︒仙界の平和は通義心の強調であり︑敗
戦による人心腐敗の甚しい世相に産しては︑より吸い逆義心の溌揚
を促されるとき︑畢校に於ける修身教育は今や旋剃に老慮こるべき
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新人生訓と
ザ

八十五里

本多静六

喜入生訓の差別

緒言

いたづら

せて一般に努力と云うのである︒しかもその努力なるものは

子供のうちは遊戯という形式であらわれるが︑成人するにし

たがい︑それ人︑の仕事ｌ職業を趣し︑勤勢という形であ

かように努力は︑人生の本能であり自然であり︑偶だの休

らわれる︒

︑︑︑もむ

息や睡眠は何れも努力するための準備であるから︑努力は賞

に人生の全部であり︑﹁人生印努力﹂と云うことができるの

る人生の幸編ｌ富蝋名響も美衣美食慰安休息も努力を通し

からず︑腹の減るのが最上の料理であるのと同じく︑あらゆ

また毎日遊んでばかりいる人には︑日曜祭日の有難味もわ

である︒

文は︑かねて私が言ばんと思っていた事を私以上に詳く述べ

て一初めてその員償を味わうことができるのであるから︑﹁努

﹁西村先生をして今日に在らしめば﹂てふ勝部員長君の一

られ︑直に感謝に堪えません︒早くから西村先生に私淑せる

力即幸禰﹂である︒

も

私が七十八から新たる簸近超霊期的進歩せる量子皐を基礎と

ももも℃︑︑℃︑︑

かように﹁人生帥努力﹂﹁努力印幸禰﹂なる人生槻に目晃

︑殖＄℃

せる新人生訓の研究に若手せるは︑全く範を西村先生にとり
しものである︒これ私が本文を本誌にか上ぐる所以︒

化し通生涯職業に耽るのが人間の道であり︑自然である︒望

したがってその仕事が楽によくできるようになり︑おのずか

職と確信して︑一心不凱に努力を綾けさえすれば︑慣れるに

︑

新人生訓要領と題し︐誰でもすぐさま愉快に幸祇になり︑

のため多少苦痛を感ホるとともあるが︑一度決めた職業を天

問で鴨勢働でもあらゆる職業ｌ仕事は初めの間こそ不慣れ

めて︑早くから努力を綾けへ自然にその職業を趣味化し道楽

必ずや立身成功健康長寿の幸禰生活を楽しみうる秘訣を通俗

第一新人生訓要領

的にお話しする︒まずその秘訣の根本から説くと︑我を人間
がこの世で生きているということは︑何か心のうちで考えた

ら仕事に興味を畳え︑趣味を生じて︑仕事が面白くなり︑つ

からだ

り︑何か身鰐を動かし働かせているということであり︑何れ

いに仕事が道築に代るのである︒かく各自の仕事を道楽化し

あたかも遊戯やスポーツ︵競技︶や遊謹のごとく金銭や名器

いのちエネルギーこころからだ

あらわれたにすぎない︒すなわち元は一つもので︑心身一如

も人間の持っている生命の活動力が精肺と肉鰐との雨方面に

であるから︑この雨者すなわち心の働きと筋肉の働きとを合

（1）

妄

進生活を楽しむのが︑私の新人生訓の員髄であり︑幸幅成功

℃︑℃︑

のためで蔵く︲た哩面白いからやるｌやりたくってたまら

長命の秘訣である︒

今日最新の科畢によれば︑我糞人生も吐含園家も︑宇宙寓

ないからやるのだというように︑各人悉くがその職業を道楽

物一として確定し完成せるものなく︑何れも不確定未完成の

化するのが人間の幸耐な生き方の極致である︒資際畢者塾術

家職工はもちろん︑百姓でも商人でも勢働者でも政治家でも

のま上二度と繰り返すものでなく巡歴史は断じてそのま上二

まＬで︑時を刻為その完成に向って日に新たに進化しつ上あ

度と繰り返さない︒彼の平和と戦争が繰り返すごとく見えて

苛も成功せる人は何れも金銭や名巻に超越してその職業を１
世には自分は貧乏生れで︑食うための勤め働らきで一杯だ

も︑その内容資質ば断え歩進化して︑︑決して同じものの繰り

る︵菖物不確定性原理︶のである︒したがって同じことをそ

から︑中凌以て墨間道楽や職業道楽にはなれないという人が

返しではない︒しかも寓物の進化は決して一直線に進行する

１仕事を道楽化した人達である︒

あるが︑それは↓全くあべこべで︑彼の金持が食欲性欲名響欲

・病苦・貧苦その他一切の苦難は︑進化行程の波であり︑大
︑︑︑︑Ｌ℃︑も心ｂ︑︑屯︑℃︑芯︑
なる苦難の谷の次には大なる職楽の山がくるのである︒つま

ものでなく砥かえって波の形で進行する︒戦災︒天災・凶荒

る︒とくに精神界と物質界とは互に相互補助の開係にあるか

り大なる歎楽は大なる苦難を通して初めて得らる典ものであ

中し得ら虹るか．ら︑かえって早く職業道楽になり易いのであ

ら︑物質界の困苦映乏は精神界の満足感謝で容易にこれを補

るから︑決して平凡姑息の安楽生活のみを追い求めてはなら

などに費すエネルギーを︑貧乏人はその仕事だけの一鮎に集

うことができる︒すなわちわれ若し富裕に生れたなら︑とて

若しそれ大なる災難例苦に際倉したならば︑やがてそれに

も早くから努力の習慣を得られなかったであろうに︑幸いに

くから職業道楽の境地に進むことができたのである︒とくに

比例して大なる平和職梁がめぐり来るのだと確信し︑つよく

ある︒

健康長毒で成功する秘訣は︑智能と筋肉の活動すなわち畢問

その苦難にたえ悪ぴつ上︑一生懸命努力をつずけさえすれば

ない︒最も幸幅なる平和欺桑は最も大なる悪戦苦闘の賜物で

と勢働とを一方に片寄らホに併行的にやることである︒しか

やがて大なる歓楽がめぐってくる︒ナニクソ俺はどんな苦痛

自分は貧乏生れで︑物見遊山にもスポーツにも映書にも行か

るに金持生れは勢働せずに机にばかりかじりついていて畢問

確信して︑全力をあげて努力を一初めさえすれば︑早くもその

困難にも負けるものか︑きっとそれを堪えて切り抜けるぞと

れないので︑止むを得ず専心その職業に努力をつずけて︑早

ばかりするから病弱になり易いのである︒されば貧乏生れの
︑︑︑

人は働肇併進が容易にできる身の幸を感謝しつょ一生働肇併

（2）

ぼ・いざり︑その他先天的に悪しき慨質︑不利な境遇のごと

力で左右することができるものである・めくら・おし︒つん

きも︑つとめてこれを善用し︑後賃天的鰐質境遇の改善に資す

苦難は己に精祁的に克服せられて︑苦難の半ばはもはやなく
﹁勇断敢行すればすでに半ばは成功﹂とはこれを云うのであ

なったと同じである︒﹁断じて行えば鬼祁も之を避く﹂とか︑

あり︑かくれたる長所美黙をひきだしえて︑立派に成功する

るならば︑相補性報償の畢理により︑その映陥を袖うて余り

ことができるのである︒いうまでもなく︑それらの人たちは

る︒

全エネルギーを或る一鮎に集中し易いからである︒

１℃︑︑℃℃もも℃℃︑℃︑︑
物の完全と充分とを求むる勿れ︒不完全不充分が人生の貝

相であり︑不完全不充分なるが故に努力の必要があるのだ︒

ざるは︑天が各人にその特徴をもたしむる所以であるから︑

貧宙・蝿弱・賢懸等︑各人の先天的境遇素質のおなじから

力の習慣をやしなうべきである︒

怠惰・擬瀧をまぬかれうる鮎を善川して︑早くより決死的努

悪しき親をもち︑貧困に生れたるものは︑人生の病魔たる

若し鳳瀧典足の時世ｌ天圃や極楽浄土に到達したりとせば
そはもはや人生に努力の必要がないので︑人生部努力の根本
︑︑︑︑ｎ℃︑

概念上から人生はすでに死滅すべき筈である︒
天才よりも努力︒偉大なる成功者ばかなら赤しも生れなが

人はおの／Ｉその典えられたろ素質境遇を根擦とし︑その運

らの天才ではない︑凡才がその逆境を善川して︑非凡に努力
を有する人であるとするならば︑それは一％のインスピレー

精進せる人に多い︒もし弧いて天才が生れながらにして天分

命を善川して︑各自澗・特の殿堂を築くべきである︒

投身しなかったら︑決死努力こそ︑何でも成功できるとい

の大著述はできなかったであろう︒私︵本多︶も︑もし落第

塙保己一は七歳で盲人にならなかったら︑群書類従その他

ション︵霊感︶と九十九％のパースピレーション︵流汗︶と
又瓦はいくらみがいても玉にならぬという人もあるが︑人

よりなるものと云わねばならぬ︒

間はだれでもみがけば玉になれる素質を有し︑た営その玉に
されば畢問に優秀なるものは畢問に稲技能がすぐれたるも

性と感情︶よりなり︑理窟に偏すれば冷酷争闘となり︑人情

理浦と人附の調和︒人間の杜愈生活は理窟と人怖︵又は理

ロざスパトス

う掴とうとい貝理を膿得できなかったであろう︒

のは技能に︑腕力狸きものは肉鰐勢働にと︑それ卜︑の個性

るところに脳進歩的平和幸禰の人生がある︒

に侃すれば遊堕淫蕩となる︒理性によりて感情を純化節川す

︑︑︑︑︑乃込︑

なるのに遅速難易の差があるだけである︒

褒揮すべきである︒

猫立自彊︑自由平等は理窟であり︑又相互扶助︑尊賢惑愚

と天分とを知って心一心不乱に努力精進︑完全にその個性を
Ｅ︑︑︑︑

運命の善用︒いわゆる運命なるものは︑たいてい自分の努

（3）

巳

﹁働かずんぱ食うべからず﹂とは一面の理窟であり︑み赤から

幼弱を愛育し︑長老を尊敬するのは自然の人情である︒また

人ばかりとなり︑自分もまた世間から好かれ︑よき幸禰な人

中に厭な人嫌いな人は一人もなくなり︑みなよい人︑好きな

の鮎を理解し罪を憎んでその人を憎まぬようにすれば︑世の

耐乏生活．いかなる不景鋪Ｉ食耀難・貧乏苦・就望難・

︑︑ｂも

になれるのである︒

多く働き︑働けない人にわかちほどとすば自然の人情であ
る︒

乏しきをうれえホ︑ひとしからざるをうれうとは︑一種の

空前の大戦争に大敗して︑水年蓄積せる富を失い︑国土は

就職難・生活難も決してそのま上永久につ歩くものではな

とぽしきをうれいつｉ︑おのノ︑できるかぎり勤倹努力心も

半減せられて日清戦争前の大さとなり︑人口はその常時に偶

ひがみ根性で︑共貧共愚のもとである︒人糞にはしぜん賢愚

って国富を増して︑貧富ともに日交あらたに比較的幸禰生活

加せる八千数百寓人を養わざるべからざるに立至りし日本の

い︒冬来りなぱ春遠からじ︑雪の下には早くも花咲く春は萌

に進展すべきである︒低度に甘んする自由平等生活は︑人生

方妓新科巣の教養に追付き追越す兇悟で︑一生懸命努力精進

狸弱の差があるから︑その生活にもまた貧富大小の差がある

の進歩を害す︒とぽしきをうれうるところに︑生産意欲も努
力精進も護生するのである︒
︑℃︑︑ＥＥ︑︑︑︑︑も︑℃︑︑︑℃
ひと
人の短をそしる勿れ︑己の長をほこる勿れ︒若し他の非の

すべきである︒それにはまず︑われわれ日本人は大戦中すで

え出でつつあるのだ︒

見え間ゆるときは︑悉くわが心の垂りしことを思い︑わが身

に一億玉砕の畳悟をしたのであるのに︑天皇陛下の御英断に

のは営然である︒したがって︑ひとしからざるをうれえ歩︑

を顧み︑わが心を改むるならば︑その非と見えしととかえっ

より︑辛くも生き縫って日本再建の大任を荷うに至った身の

幾多の苦難に堪え忍び︑勤倹貯蓄以て閣富を同復しつつ︑他

再建にば︑少くも営分の間︑食糧難・経済難・生活難その他

て是となり︑かえって身の幸となるものである︒若し他人の
なってみるがよいｂしかるときは大抵その人の境遇上己むを

行いの気に入らぬときは︑暫く立場を取換えて本人の立場に

にわれわれ日本人の最低生活は︑米味噌と雑穀と野菜果賓だ

光柴を感謝し︑とくに大なる苦難は︑それに堪え忍びさえす
れば︑かえって大なる欺喜の種子であることを確信し︑さら

その人を助くる気持になる︒︑

腎臓蒲・脳溢血等あらゆる萱洋病を免れえて︑健康曇毒にな

に減じ︑働肇併進の職業道楽に耽るならば︑胃腸病・糖尿病

けで柴養充分なるを信じて︑酒・煙草その他愛深料理を極度

得ざるに出でしものなることがわかって︑かえって同情して
芯︑︑︑

由来人生行篇の大部分は僚件反射であり︑その候件の備わ
る場合には誰でも反射的︑無意識的に過失を起しやすい︒そ

（41）

六ｌ舌

く働くた一克乏生活の訓練

めの準備一︵従順・畢習・錬成︶

職業泣楽︑．成

の調和

︵理性と愛情

科畢信

情従︶

︵理性主︒愛

科畢信

性従︶

︵愛情主・理

１１︲
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一一エ

﹁附﹂人生計書一総括表

第一︑教錬期

三ｌ壷一四五

晴耕雨諭︑顧問︑

性従︶

ｉ●︲Ｉ

変際生活

三筋
を節す

食眠性の三慾

多施︑

多皐︑多働︑

四旗一

己れ一人成功し︑人の上に立ち︑人に羨まれ

も偉人も嫉妬の敵は避け難いものであるから

るようになるのは︑永く幸禰生活を保つ所以

ひと

でない︒されば功は人に譲り責は自ら負い︑

名利の位置はなるべく他に譲り︑常に温良恭

も︑︑Ｌも︑︑Ｌ︑℃︑もも︑︑

派謡ひそかに慈善奉仕齢いわゆる橡の下の力

一

隠居や遊惰家署の生活を恨み︑いょノー︑倒る

持ち︵陰徳︶を楽しみながら︑みずからはど
む︑︑︑︑もむ℃も℃迫︑︑もも︑℃︑︑
こノーまでも質資簡素の生活を誉み︑一生染
も︑︑︑︑︑︑︑℃亜℃埴︑︑︑︑も︑︑

℃ｂ︑︑︑℃︑芯︑屯︑もも︑︑︑︑︑℃︑
叉まで壌ぴつ歩け働きつずけてポックリ往生
︑︑︑︑●︑︑︑も︑︑︑砧︑ｂ︑︑︑︑も
するのが︑最も幸禰なる健康長毒生活の員髄

かく槻じかく行ずるところに︑すなわち天

である︒

図も極楽もた園ちに今の世に賞現せられて︑

の目的でなく︑求めずとも自然に他から典えらる坐もので︑

えすればそれでよいのである︒彼の金銭名響のごときは人生

人生の全部であるから︑人間は一生その努力生活をつずけさ

すなわち哲畢を生ずる︒さらに成長すれば︑もはや観念の世

にしたがい︑自己の考えが起ってきて︑主槻的概念上の知識

う通りに素直に信ずる︵妄信︶けれども︑ようやく成長する

人智護達の五段階︒人間幼少の間は︑何事も父母長上のい

℃︑ももｂ︑

云わぱ職業道楽の粕である︒だから︑みずから求めたる名利

界だけで満足せず︑進んでこれを賃験する客槻的知識︑すな

またこれを歴史的にみると︑人知は奇蹟陣説信仰等の妄信

わち科事知識に進む︒︑

は︑やがて苦痛の種子となり︑典えられたる名利はさらに一

︑︑心︑︑︑︑︑

第二人智護達の五段階と新蕉人生洲の差別

永く人類の幸禰と世界の平和に貢献し得るのである︒

相談役︑芽の上相 超科畢信ｌ黙
｜岬榊︾︾岬︾
談︑遊覧指導旅行
和顔慈眼︑光風 ︵愛情主・理

の活動︶
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活動・

︵職域奉公・
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超積名めめ

六 三

宍Ｉ言

青年期︵錬成︶

勤努期
一美ｌ苦

三ｌ宝

三ｌ蓋

実ｌ全

←﹄

八六
Ｌ后二五

憾し
し利
利る を き の の
し 晩力
力畢
畢 〈〈儒儒憾
年を一

む一

めて
てに
併併 めめめ
む 年道道
に蓄、たた

少年期︵教義︶

ｌＩ
第三︑奉仕期
初老期︵お職奉公
時代︑感謝時代︺
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他力本願となり︑祁︵沸︶さま委せ︑あきらめ︑さては自己

知識に一初まり︑ついで主観的観念の哲望から︑さらに責験的

陶酔又は自暴自棄となり愈動もすれば信心や悟りの美名の下

しさえすれば何でも祁悌がお授け下さるのだという妄信から

における科皐の進歩は︑過去二千年分以上の飛躍的進歩をと

然の神の造れるものはすべて完壁であると教え砂神悌を信仰

げ︑従来のいわゆる科望知識なるものが︑もはや今日の非科

の世を厭い︑あの世にあこがれ︑ついに遁世入山の凋善生活

に︑自ら日凌の努力精進を怠り︑自己の職業を揺てたり心こ

客観的の科畢知識に進んできた︒しかるに︑最近二十余年間

に二分し︑さらに科皐霊感の知識を加えた人智の五段階を提

しかるに私の新人生訓は最新の科単とくに量子里を基本と

た︒

に陥り︑或は現世を悲観して自殺する人さえ生赤るに至っ

皇的知識となりしものすこぶる多い︒されば科肇知識を奮新

唱する︒す旗わち
第一階妄信知識︵信仰的︑偉統的︑宗教的知識︶

第二 階 哲 皐 知 識 ︵ 主 槻 的 槻 念 知 識 ︶
第三階奮科皐知識︵元素時代︑古典物理化畢時代ｌ硝子
顎微鏡１戸脱的現象Ｉ分析化豊１級面鰐三次元の世界︺

のであるから︑人間はまず人間自身を本として他と考えてみ

市槻もまず自分がなければ老うることも観ることもできない

微覗的現象ｌサイクロトロンＩ線面鰐時四次元の世界︶

世界を川悌を認識すべきである︒したがって私の新人生訓は

なければならぬ︒すなわちまず自分を認識して︑他を杜曾を

せるいわゆる﹁人本主義︲一で︑自力本願であり︑人生観も宇

第Ⅲ階新科望知識︵原子時代︑量子単時代︑電気顕微鏡
第五階科畢霊感知識︵勤勉長森の老科畢者にのみあらわ

必ずしも自然や祁悌を頼ま赤︑自然の恵みは有難くこれを享

進によりて︑自然そのものを改良し・︑自然をよりよく︑より

受するが︑さらに人力によりて１人剛の科鎮知識と努力精

新人生訓は︑もっぱら私の八十余年間の贈験に印し︑未熟

るべきもの︶

ながら第四階の新科単知識をもって奮科里時代の人生訓を検

多く人生に役立たしめんと努力精進する人生訓である︒
Ｌもｈ︑︑︑︑︑︑
︵陰徳の上に努力生活︶また従来の道徳は魁少青年時代より

るＬ悟り︑または勘の知識で︑やがて科畢的に立誇せら

討修正せるものである︒

るというのであった︒だがそれは平和時代には適する人生訓

ば︑晩年その陽報と貯蓄により︑幸編安楽の人生を全うしう

勤倹貯蓄︑かつ慈善奉仕いわゆる陰徳を積んでおきさえすれ

ら洲︵叉は悌︶の存在を仮定叉は妄信し︑且つ除りに多く自

であるが︑今日のごとく人生進展行路の波が詮りに高く︑時

従来行われた人生訓は︑いわゆる﹁祁本主義﹂で︑最初か

新奮人生訓の差別の一

然や祁沸に頼りすぎ︑もっぱら祁悌に師依信仰をす上め︑自
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代思潮や経済生活の激鍵する場合においては．もはやそれだかえって人生は獣えず努力していることであり︑努力印幸幅

けでは安住ができなくなった︒現に私達が折角勤倹貯蓄せしなる人生観からいよいよ倒る上まで畢ぴ綾け︑働き綾けるい

財産も名誉も︑大戦敗のため財産税や不努所得税の増徴で何わゆる働豊併進の努力生活を楽しむのが最も安全幸編なる人

の役にも立たなくなり︑せっかく施せし慈善も︑その慈善を生であるという新人生訓に到達せる結果である︒私が古来人

受けた人・堂が何れも戦死したり不具者や貧乏人となり髄国家生訓の数多存在するものあるに拘らす通あえて新人生訓を護

もまた財政難のため私たち老人などを救助することばできな表せる所以である︒

くなった次第である︒されば時勢によりては青壮年時代の貯新奮人生訓の差別の二従来の人生訓は主としてその人糞の
蓄鴨慈善陰徳も老後安住の役にば立た蔵い︑とくに清貧に寮主観的槻念の上に立脚し︑その篠木に藷いて︑自然のｌ跡

んじて奉仕生活をなし§家庭野菜の地面さえもたない老皐着または沸ｌの遥れる宇宙寓物は二卜先本出来上ったもの

いよ陰徳陽報の因果率もアテにならないとさえ云わる上に至生であったと云う信仰︵妄信︶叉は暇定の上に成立した︒し

中には餓死または自殺せるものさえ少なかざるに至り︑いよ完成せるものと兄倣し心祁俳の時代が最も回流具足幸禰な人

った．元より陰徳の性質上慈禅はそれをやった剃那皇にたがって榊怖の議理ｌ蜜は其宗祁の主獅的獅念ｌは永却

あ上よいことをしたよかったと心の中に感ずる欺喜快感で︑｜不鍵の員理であり︑人間はその員理に到達すべく努力緒逃す

もはや償なわれたもので︑他日老後の陽報を期するごときは・るのであい︑その努力精進の手段として︑信仰信心が温故知

根本的の間遠いであり︑陽報をアテにせぬところに貝の慈善新とか︑正反合の緋護法とか︑歴史は繰り返すとか︑因果率

はあるのである︒などができたのである︒

とにかく私共生活上︑従来のごとき勤倹貯蓄と慈善陰徳だしかるに今日の最新科畢では︑専ら資誰的客槻知識に基き

けでは老後の安住が保護できなく蔵つたのである︒そこで私宇宙菖物一つも確定せるもの完成せるものなく︑何れも未完

け働き綴ける職業道楽の生活を添加せる次第であるＰ︐しかし長量が微小で百年間の生長量が幾寓分の一粍というごとき場

の新人生訓は︑いかなる時代時勢にもなおかつ老後まで幸耐成のすがたで生きて動き生長しつ上あるのであるから︑今日
に安住しえられる完全なる人生訓として︑従来の勤倹貯蓄慈の菖物はもはや昨日のものと全く同じでなく︑必歩や多少鍵
祷陰徳の上にさらに老後までｌいよいよ倒る蝋まで肇ぴ絞った患の進んだ蝋のである．た蝉金石のごとくその動き方生

との添加は︑必すしも老後生活の安住を期するばかりでなく℃合には︑その生長量を賞測することができなかったために︑か
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７１

りに死物または無機物と名付けたにすぎない︒しかるに今日
の科皐ではいかなる微細の量も間接または直接に測定し得る

の根本であると云いうるのである︒

境は徹去せられ脳とくに因果率も群護法もそのま上では通用

目︼①︵︶嵐の︶が成立した︒その結果従来の無機物と有機物との

業にはなお手っ取り早い藍科畢を墨ぶのを便宜とする︒た堂

雁川で足りるのであるから︑奮来の物理化望工業や多くの産

目に見えるような間違いは起らないから飽営分奮科畢知識の

但し今日われわれがな蕊普通に使用せる物質ｌ器具機械
ｌ衣食のごとき直観的物驚には時の生長率産加えなくとも

しなくなり︑歴史は断じて繰り返さホ︑淵故知新は徒らに時

今後の世の中は原子や宇宙線の活力の雁用や︑各祁電子その

に至り︑ついにいわゆる不確定性原理︵目旨号討曙閏目白鼻ご届

間を案費する鮎から科蕊進歩上の妨害物となり︑あらゆる望

私は未熟ながら断然新科蕊知識の段階に立って︑蔭人生訓

る新科畢乃至科望勘の時代に進むべきである︒

中の誤謬と短所を改め︑その美黙と長所を生かして︑こ上に

ものの雁用に進むのであるから︑是非とも量子墨を基礎とす

のなることが判然とわかった︒とくに従来物質の測定は線・

私の折角研究中の人生墨の中間報告として此新人生訓を護表

間知識は決して永久に確定せることなく︑員理員相も一も永

面・鰐の三次元の世界に限定されていたが︑現在ではさらに時

する次第である︒︹完︶︵林峯博士︒特別倉員︶

却不鐙のものなく遥日に新たにしてまた日に新たなるべきも

と共に生長する作用量子ｅＩの．ｓ×旨ｌ曽晦冨讐⑦．︶ｈを加

某大畢の教授倉がすんで︑坐談含となる︑某博士臼く一︲此の頃の
女畢生は種々と新語を使ふので︑その含話を聞いて居るとどうも到
らないことが多いネー︑昨晩のことだが﹁トテシャンー﹂などと云
ふ語を盛んに使ってゐたがネ︑ありや何かネ！とさすがその道では
陣士先生の知識一ともってしても︑これは理解に窮したといふ風情１
です︒さすがは単究のこととて︑疑問に封しては不問にしない此の
提案に︑一坐の者皆又畢究のこととて︑推響と下す！乃手ワ某陣士日
く︑そりゃ君三味線の形容詞だらうよ！なる程さうかネ！と一同も
うなづき顔！すると︑又白く︑近頃はギョッ！ギョッ！といふこと
ばが流行してゐるがアレは何かネ！あれか︑多分あれは眼王の形容
詞だらう︲これが象牙の塔証含のガクャ話！

笑話

えて線・面・鰐．ｈ又は時の四次元の世界に進んだのである︒

したがって蕉来の数皐︵算術・代数︒幾何・三角其他︶は
とき大きなもの所謂互覗的現象ｅ冒自Ｃｓ君らを取扱う場合

今日もはや従来の天秤ではかり︑硝子頴微鏡で検定しうるご
に限り今なお通川するが︑最新の科畢ととに原子電子その他
微硯的現象９国胃○８暑準︶を取扱う場合には︑そのまＬでは

殆んど通用せざるに至ったのである︒それ故今日の新科肇は
る量子数皐・量子力畢・量子物理化蟻︒量子生物事その他一

微分積分以上の高等数肇と時に開する作用量子とを基礎とせ
般量子望の畢習があらゆる新科畢の基礎的皐科となる趨勢に
︑

あり︑結局量子肇の研究溌建があらゆる事間知識の研究護達
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過失を軽覗する図民

鈴木賀一
戦時から戦後にかけて︑故意に因る犯罪が激増したために
国民はどれほど害悪を被っているか判らない︒これに付て適
切安樹なる封策を談じなければならないことは言うまでもな
いことであるが︑近時また過失に因る惨事が蝦しくなった︑

日凌頻麦として過失に因る大惨事が練出していることは周知

過失の責任を間はれて罰せられる人も︑人情としては気の

事を見て︑一層感を深うしたのである︒

毒ではあるけれども︑その過失者の篤めに焼き殺された多数

の入廷や︑その遺家族の人糞こそもつともつと気の毒であ

る︑焼死者のことを思えば過失者が罰せられるのも己むを得
ないことと思う︒

由来わが国民は過失ということを︑非常に軽硯する傾があ

るように恩はれる︑否多くの人は過失について責任を感じな
いようである︒

たとえば電車の内で過って人の足を踏んだとする︒踏まれ

わたくしはこの過失に因る惨事と損害とを獣脱するに忍び

もそのやさしい詞に封しては︑﹁どういたしまして︲一とおと

ならば一言﹁済みませんでした﹂と詑をいえば︑踏まれた人

た人は痛いではないかと叫ぶ︑若し踏んだ人が責任を感余る

ないのである︒何とかしてこれを絶滅し︑同時に過失によっ

に解決してしまうのである︒

なしい返事をせすには居られない︒それで事柄は極めて和か

の事賞であって河にかなしいことである︒

て鹿罰を受けることのないようにしたいものだと常に念願し

を琴ハス内に持ち込んだという黙で︑失火罪︑過失致死罪︑臨

方検察聴横須賀支部で調査の結果︑開係者の一人はガソリン

件が起った︑この事件が刑事為件として取上げられ︑横演地

門附近で︑死傷者四十七名を出した束演急行語ハスの黒焦げ事

本年Ⅲ川十四日のことである︒横須賀市の醤武川海兵関南

者も織ってはいない︒ここに論争が起り︑万に交す諭乗の言

は感情の動物であるから︑責り詞に封しては買い詞で︑被害

こういうことを言ばれたとしたらどうなるでしょう︑人間

ようにアベミヘに被審者に喰ってかかるようなことがある９

つけ︑恰かも踏んだことが自己の轍然の椛利ででもあるかの

たがない﹂とか﹁知らずに踏んだのにどこが悪いか﹂と怒鳴り

然るに多くの場合に踏んだ人が﹁過ちでやったととばしか

ているものである︒それには過失の或大さを閲民一般に知っ

時物姿需給調整法述反で本月十七日に起訴せられ︑車掌と喫

葉尻から感怖は益麦興奮し︑経には怖るべき殺傷事件までも

て貰はなければならないと思う︒

煙者とは近日中に︑起訴か不起訴かがきめられるとの新聞記
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郎

ー

任を自受しない馬めにおこることで．心得違いも甚しいもの

惹き起すに至ることがある︒これ竿は過失者が全く過失の責

て殺されたとしても︑殺されたその人の難儀及遺族の悲嘆に

りはない︑故意によって殺されたとしても︑また過失によっ

であっても︑特たまた過失であっても︑被害群の苦痛には愛

されば人為は過失というものが︑いかに重大なる結果を惹

は愛りば左いのである︒

と言はなければならない︒

昨昭和二十四年中に起った火災は一菖八千余件であって︑
その損害は二百七十億回といわれている︑本年に入っては火

感じ︑絶鰐に過失をしないよう心がけなければならない︑そ

き起すものであるかということを考えて︑常に過失の責任を

熱海市の如きは多数の人命を亡いたる上︑約年数以上の家

災は益脅多くとりわけ大火災が頗る多い︒

屋を焼失し︑その損害額は三十五億回といわれている︑聞く

えれば︑その人の道義心の欠乏を意味することになるのであ

れに過失の責任を感じないということは︑一段ほり下げて考

必要が生じて︑自分の室へとりに行った︑その時わたくしは

る︑サロンのテーブルの上で書簡を認めて居たが︑人名簿の

た︑一日一三ヨークの或るホテルに宿泊した時のことであ

の少年保護事業及少年審判所︑牡含事業等を硯察して廻つ

開催された︑少年保護の画際命議に参列した後で︑欧米各図

のに感心する︑わたくしぱ嘗て白耳義園ブラッセル市に於て

欧米人は資にとの黙について︑徹底した理解をもっている

るから︑非常に恥づくきことである︒

ところによれば︑熱海の火災の原因は一青年が鮎火するや否
やを試みるために︑煙草の吹殻を器内に容れてあった油の上
に投げ込んだためだということである︑それが法律上過失で
あるか︑未必の故意と認められるかということは︑事賞を正
確に調在した上でなければ断言はいたしかねるが︑極く見て
も過失であることに疑はないと思う︒

図賓法隆寺の火災も電気布圏の不注意からだといわれ︑上
松町の大火もストウプの不始末からだということである︑そ
の他の場合でも一般的に火災の原因は大部分が過失であるこ
過失者は申すまでなく︑故らに悪意を以て行動するもので

追って十五命六歳の少女がわたくしを訪忽て来た︑何事なら

置いたままにしてサロンを出たのであった︑ところが後とを

日本流の無頓著さに迂澗にも︑ペンをテーブルクロスの上に

はない︑との鮎は最初から悪意を以て行動する故意犯人とは

載せて下さい︑クロスの上に置きますと︑インクでクロスを

とは統計の示すところである︒

大に趣を異にしている︑それだからこれを主観的に過失者本
人の立場から槻れぱ余り憎めないことは勿論であるけれど

汚損することがあります︑そうするとホテルはあなたに損害

んと零れたところ︑少女は﹁あなたは︒ヘンを︒ヘンホルダーヘ

も︑これを客観的に被害者の方面から観れば︑加害者が故意
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賠償を請求いたします︒あなたは損害を賠償せねばなりませ

損害を賠償するのは営然のこととし︑被害者も亦その損害の

それゆえに欧米人は過失をすれば自己の責任を感じ︑その

かということに感嘆したのである︒

って︑ほんとにつまらないことであります耐それよりは始め

ん︑そうなってはお互に手数をかけた上に損失することにな

から双互の間は何の不思議も感ぜす︑まことにさらりとした

賠償を請求するのは営然のこととして借まないのである︒だ

山火事なども過失から起ることの多いのは該彼我共に同様

でもある︒

ものである︑従ってまた過失の諜防に細心の注意を沸うわけ

に注意して︑そんな過ちを起さないようにする方が︑よろし
恐縮し且つ赤面して︑厚く感謝の意を表しました︒

ゅうございましょう﹂と言われましたので︑わたくしは誠に
何故にわたくしが恐縮し赤面したかというに︑それは軍に
・ヘンを世き忘れたという鮎ばかりではなく︑この過失橡防の

のようではあるが︑スウヱーデンの汽車の窓には︑﹁火のつ

意を一人ただの国民に要求しているのである︒︑

注意にあづかつたことは＄とりもなおさす稲との少年によっ

然るにこれをわが図について見たらどうでしょう︑旅館に

いたマッチや煙草を絶織に捨てるな﹂と窓枠に書いてあるそ

刑事政策としてはｂ鋲腰主義よりは課防主義を探るのが︑

泊ったお客が過失をした場合にも︑旅館の主人が棋害賠償の

うであるや森林資源園たるこの図では蕊それほどに細心の注フ

今日の定石である︑だから大人の犯罪を絶滅しようとするな

て︑少年保誰の員随を突かれ︑潟めに教えられたところが極

らば︑先づ少年時代にこれを善導することが肝要である︒蓋

れはせんかと考え︑惜しいと思いながらも請求もせず泣寝入

請求でもしたら︑いかにも悪練な族館であるかのように恩は

めて大きかったからである︒

し少年保護の重要性がここにあるのである︒畢竜するにこれ

なと怒鳴りつけるお客が多いであろう︒甚しきに至っては過

などがそんなことでも言ったなら︑反封にけちなことを言う

く

は諜防主義を賞行せんとするに外ならないのである︒

ければならなかった筈なのに︑少年保護を本職とするわたく

失か故意かわからないが︑旅館の盃や器具までも持ち蹄る人

べきものではないと思っている︑否それどころか旅館の女中

しが︑反封に少女から説き総かされたのであるから堀赤面せ

りで済せてしまう︑過失をしたお客も︑てんで賠侭などをす

すには居られなかったわけである︑同時に外園ではかかる少

いないのである︑欧米人と較べてまことに恥しい限りではな

もあるのである︒過失を諜防しようなどとは︑夢にも思って

とのホテルの少女は︑わたくしに課防主義の重要性を説い

年少女にも前以て過ちを犯さざるょうに︑課防主義を吹き込

てきかせてくれた︒本来ならばわたぐしが少女に向て説かな

んであるのを見て︑少年保護思想がいかに普及徹底して居る

︑●１０

Ｖ力

このようにわが国人は過失を軽覗し︑革も過失の責任を感

じないのだから︑ところかまわずに煙草の吹殻を投げ棄てた
りなどして︑年を数廷の人命をそこない︑数菖戸の家屋をも
やし︑数千町歩の山林を焼き挑っても︑敢えて意にとめない
のである︒

家屋不足︑木材不足に悩みつづけている現状に於て︑この

Ｉ通信よりＩ

拝啓雑誌弘道最近雛まで御悪送被下御濃申上候維戦後六星霜其問

責官着々御回復雑誌弘遊も整頓せろ陣容を拝し御同慶斯事に御座候

御承知の通り敗戦後占領治下の幽民としてお互様に数多き辛酸を嘗

め蓋し物質的にも精祁的にも其痛手は今日に猶残り居り候事は御挫

の．生徒の修養道場として座吸を提供せる村家ありし虚︑束描の女畢

駒の通りに候此頃岱山荘に迄仰はる所によれば本夏東京の某女畢校

生は無断にて其村家に識されたカン詰何筒かを村家に無断にて口を

ように莫大な家屋と山林とを次焼にしていては︑政府と民間
ってしまう︑誠に遺憾至極なととではないか︑これでは﹁椛

とでいかに努力して新築しても︑結局プラス︑マイナスに終

開きて喰ひ壷し知らぬ顔の半兵衛で族の恥ぢはカキ捨てを費行番一し

き希くは象牙の塔中に高踏琴﹂らる当事なえ霊牡含指導の愛賎に迩進

て常夏スイスに於てＭ︑Ｅ︑Ａの大含合も有之候次第に候貴含の如

正に努力さるべき欝然の責務と奉存候欧米にても同様の感慨無量に

に常って敢然として狂潤を既倒に回すは釜く貴命の如き迩徳削腔の．

に過ぎざるも今日程迩義籾念の薄らぎし事はなきものと存じ候此時

も隣人より盗取さるものも在りし由に候以上はほんの一︑二の賓例

立木竹林を無断にて伐採し境界線を有利に押進め遂に若干の土地を

ぅ

手贋き構内を有し隣家との垣根も不充分なりし虚隣人の腹黒き途にく

もの幾多あり︑又東京の奮郊外に住せる某友人の談によれば彼は稲皿

助種蒔きや烏がぼぢくる﹂という諺のようなもので︑われわ

れ羅災画民は永久安住の家をも求めることができないのであ
る︒

過失者が起訴されたとか言って︑始めて狼狽して悲しみ︑
狂い廻るのは遅い︑後悔は先にたたない︑園民は畢って過失
の重大さを自畳し︑これが諜防に専念されるよう熱望してや
二己

〃︑／︑ノ︑ノ︑ノ︑Ｊｆ︑／︑がく︑ノ︑︑〆︑ｏｆ︑ノｈ３ｆ︑／︑／︑／︑ノＩ

まない︒︵完︶昭和二五年五月下旬起稿︵元大審院検事・舞護士︶

ＩＩＪ

せらる坐ことを至雌に不堪候右御職秀一筆如是に御座候︵加藤玄将︶
︵文筆博士︑協賛含員︺

一請書の頁

イギリスの鉾働黛・

民主聯盟︑並びにフェビァン協含に属してい

二Ｊ

者がポーーフンド的である以上にイギリス的で

四○年頃には炎本

・たのである︒﹂

﹁イギリスでも一八三○

ある︒それ故︑ドイツの反動的の新聞などは

常に︑マクドナルドやスノーデンのことを愛

おこなわれたのであった︒しかし勢働黛をこ

家と勢働者との間に︑ずいぶん革命的闘争が

しらえた人たちは︑それから三代も四代も後

図者の標本のように書き立てて居る︒その理
スの勢仙黛は︑イギリスの似統的植民政策を

由は︑ドイツの祇曾主義とは反掛に︑イギリ

治は世界で一番堅固︑その貴族階級は佃界でると信ぜられるからである︒﹂

﹁イギリスは不思議な画である︒その君主政なら﹄という考えをもって国策の逢行に努め

る時代に生れたのである︒それゆえ︑彼らは

封しては相常法律の保護を受けることのでき

した努働者であり︑蚕本主義に伴う悪結果に

の人間で︑彼らは努鋤組合に入っている熟練

もつとむ優秀︑したがってその寡煩的支配力﹁イギリスの鍔働黛を研究する外図の吐曾主

うに資本主義を眼のかたきにした人間とは心

努伽者とはいいながら︑彼らの父や祁父のよ

竹内雄著幅付書店とり︑罰非曲直を問わず︑布くも画家の鴬め

はもっとも弧健である︒しかも祇含主義政戦・義者峰努鋤黛の細縦が多くの鮎において︑

理的にもちがっていた︒それにまた彼らの時

が政権をとっている︒﹂﹁惇統の図イギリスに自分の考えていたことと奈然ちがっている事

も︑今はいろいろの鍵化が起っている︒しか没を蕊見するであろう︒ヨーロヅパ大陸にお

となく懐工合がよかった︒彼らは生活標準に

その中でも彼らは外図の勢働者に比令へると何

おいてはヨーロッパ大陸の無産階級よりは中・

代は︑世界的に景気のよかった時代であり︑

の︑それもラスキのいっているように︑蚕本リスの勢伽黛は聯合組織をとっている︒すな

し本哲的には今のところ何らの鍾化＄ない︒いては︑杜含主義政黛の多くは個人的黛員の

主義制度の機棒内で運用されているにすぎなわちイギリスにおける努側組合の大多数は︑

﹁歴史的にいえば︑勢働黛はイギリス資本主

産階級に近かった︒﹂

杜含主義政黛が天下をとっているというもの上に建設されている疋それと反封に︑イギ

い・﹂︵序文︺こうしたイギリスの努働蕪につ剛磯的に鍔働黛に加入しているのであって︑

蕪とは大いに性質を異にしている︒イギリス餌五千九百三十一人で︑その中︑勢働組合に

特色を反映して居るのであって︑外国の努働第一年︵一九○○年︶における黛員は三十七

い︒努伽黛は舶来の政治理念によって造られ

黛も︑同様のレッテルを貼らなければならな

てあるように︑これらの政無に反封する勢伽

び自由薫がイギリス製というレッテルが貼っ

のということができよう︒すなわち保守蕪及

義の吐含機構それ自魁の内部から壷生したも

いて理解するのにはまことに好箇の書物であそれは奈黛員の九十パーセントを占めている

る︒努働組合員が粂黛員の九十パーセントを占め

の労働薫は︑ドイツの祇含民主薫がドイツ的馬するものは三十五繭三千七十人︑残りの二

﹁イギリスの努働寵は︑イギリス人の国民的ているのは努働鴬創立以来のことで︑創立の

である以上に︑またはポーランドの耐曾主義繭二千八百六十一人だけが獅立努働蕪︑証含
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イギリスの歴史とイギリスの祇含状態から生

曾と革命﹄の中においていっているように︑

たものではない︒それはマクドナルドが﹃議

て︑砥含幅祇事業と重要産業閏有化の二つの

﹁今日までの勢働黛の祇含主義政策は大別し

ーは事霊において二代目になるわけである︒﹂

のだから︑勢働黛内閣の首相としてのアトリ

えよう︒﹂

働歳の特色があり︑またその限界もあるとい

成就しようとするところに現在のイギリス勢

級間の摩擦を最小限度に止めつつこの革命を

ことは否定できない︒個人の自由の制限と階

保験法を制定した︒この保臓法には︑︑疾病︑

ヴァリッヂ国民保除案を基礎とする劃期的な

りの小冊子であるから気軽に讃み了る︒最後

いて見られるがよい︒全部で百四十六頁ばか

記したつもりであるが︑くわしくは同書につ

これでこの書物の中から亜要な鮎だけを摘

も

れたものである︒つまり数百年間イギリスの

カテゴリーに分かっことができる︒前者では

をとって出現したのが︑すなわち努働黛なの

失業︑出産︑寡婦︑孤鬼︑養老︑死亡の七種

さきにチャーチル内閣によって立案されたベ

である︒勢働黛の持っている本質的性桁は︑

なものが︑だんだん成長し︑それが政黛の形

牡念組織の内部に潜在していた反賓本主義的

保守薫及び自由黛のそれと釜然種類を異にし

﹁事賞︑今日のイギリスを見て誰しも感心す

ることは︑愛革が憎悪を伴わずに行われてい

に序文の中の左の結語を引川しておこう︒

主眼とする国民保健法が制定された︒アトリ

にいることができたら宏一んなにいいだろう︒

ることである︒あるフランス人が︑ロンドン

の生活が保臓されている︒さらに欝療国管を

ー首相はかって重要産業団管化の必要を弧調

フランスばかりでなく大陸諸国では︑あんま

が含まれており︑いわゆる揺藍から墓場まで

黛の性格は歴史と惇統により賦興されたもの

して︑自由への最大の脅威は︑富と輝済力が

り猪疑心や憎悪心がありすぎる︒しかしイギ

てはいるが︑歴史と蝉統を超越したものでは

であるときえいえるのである︒﹂

少数者の掌中にあることだと述べたが︑産業

ないことは同一である︒それどころか︑勢伽

．九二四年︑イギリー︿に最初の勢働黛↓内閣

国管化は少数者の経済力濁占を排除すると同

の勢働黛は︑保守薫の住宅計書でも正しいも

リスだけはそうでないといったが︑イギリス

ーチルに代って三同目の鍔働黛内閣を組織す

時に︑企業における個人の自由を制限するこ

が出現してから︑一九四五年アトリーがチャ

るまで約廿一年間唱勢伽黛の首領は四たび

とになる︒少数者の経済力濁占排除と企業に

ルだと思う︒イギリー︿では︑す寺へての髪革が

封して保守薫が︑ともかくもやらせてみよう
ではないかという態度は︑さすがはジョンブ

のは率直に認めたり︑また今の勢働黛政府に

鍵つた︒すなわち一代目がマクドナルドで︑

いところで︑図替化による企業の個人的権利

おける個人の自由尊重のかね合いはむずかし

が縮限される範園と速度は︑狩来の国内的国

二代目がヘンダーソン︑三代目がラレズペリ

際的貧本主義涯済の進展乃至ゆき詰りに依存

ー︑その次が四代目で︑これが戦争後におけ
る英帝国再建の重大責任を饗肩に握っている

するであろう︒それはともかくとして︑イギ

ードをかけてはいるが︑それとても決して悩

アトリー首相である︒ただし以上四人の中で
勢働黛の首領として寅際に内閣を組織したの

リ↓︿の耐愈主義革命が産業の幽醤化を通じて

激的におこなわれているのではない︒﹂

語

って徐々に改善されて来た︒現在猛烈なスピ

はマクドナルドとアトリーの二人だけで︑あ

徐々にではあるが︑一歩一歩前進しつつある

徐々に行われる︒下層階級の生活は永年かか

との二人は内閣組織の機含に恵まれなかった
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次に科畢としての倫理肇に主槻的倫理墨と客観的倫理肇と

いっておられる︒

科望は自然科単にあらずして精祁科事でなければならぬ﹂と

を厘分することができる︒主観的倫理塁は従来個人的倫理肇

一通俗︾倫理研究の諸方面
︾倫理墨は道徳に閲する研究の畢問である

として嚢達したもので︑道徳的判断の主鰐・客鰐が主なる研

究問題となりやこれはやがて道徳認識論の分野である哲皐的

︾いるの方面がある︒コントという皐者は︑

倫理単に直結する︒客観的倫理肇は主として牡含的・歴史的

︾倫理紫︑そ量問としての研究の分野にはいろ
杜含護達の段階に雁じて畢問の護達を三段に分け仲第一の段

ばならぬ︒以上は倫理単が個人的倫理墨と賦曾的倫理肇との

階を刺皐的時代︑第二の段階を形而上票的時代︑第三の段階

二方面に護達した所以である︒若しそれが道徳というものを

そこには枇含科箪と歴史科蕊とがその研究に迩川されなけれ

第二の段階は撫畢的倫理豊︑第三の段階は科畢的倫理蕊とれ

文化偵値という面から棚察するならば︑道徳文化の護達はや

見地から︑道徳の事資・現象をとらえて之を研究してゆく︒

である︒中貼力進先生は﹃教育的倫理単﹄に於て倫馴単の種

がて道徳文化史として逝徳の事貴史と封蹄的であり︑倫理思

を賞誰的時代というように分類したが︑道徳に淵する研究も

類を︑第一敵宗教的倫理箪或は卿蕊的倫理墜説Ｉ或夢者は

想史研究の分野をもわれわれに要求することとなろう︒

大僻この三つの段階に分れる︒第一の段階は宗教的倫理製︑

解脱倫理と名附く︑第二種哲単的倫理掌︑第三種科皐的倫理

膝井健次郎先生ぱ﹃主観道徳単要旨﹄に於て︑倫理単は道

単とし︑完全なる科単的倫理畢は生物望︑心理単︑杜禽畢と
いう三つの畢問の研究で得たる事貫に基いて論究しなければ

徳的事賞といふ︒主槻的道徳的事賞は吾人の道徳的意識の事

て此の杜倉上の規律又は道を指すのである︒これを客槻的道

資であって吾人の行潟をして道徳的たらしめ若しくは不道徳

徳的事箪を研究する科畢なりといわれ︑道徳的事賞とはやが

としての倫理即ち倫理哲畢を否認せんとするものではない︒

的たらしむる春は何であるか︑つまり吾人の道徳慣仙と槻て

ならぬといっておられ︑吉田熊次先生は﹃倫理蕊概論﹄の中

哲皐としての倫理単即ち倫理哲畢と︑科畢としての倫理製即

で倫理哲畢と倫理科畢との開係を述べて︑﹁余は決して折皐

ち倫理科畢とは五に補充すべきものであると恩ふ︒従って余

とを合して系統立てた背こそ直に倫理単系統と謂ふべきであ

居る者は何であるかを説明する︒此客観道徳望と主潮道徳肇

る︒吾が所謂客磯道徳壁といふのはエトスとかモーレスとか

の所謂倫理科望即ち科皐としての倫理事なるものは︑自然科
現象であり︑精祁問題であることは明白である︒従って倫理

畢的のものと解すべきではない︒倫理逝徳のことたるや精抑
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は︑エートスとか云ふ品性若しくは性格と云ぷ方面を取扱ふ

云ふ意味の風俗習慣を取扱ふ義に取り心主観道徳望といふの

生活の中に融合させて来たものである．なお又そうした大陸

あって︑それ以前には主として儒教や悌教の賞践道徳を国民

甑から西洋の倫理単を移し植えて次第に護達して来たもので

さて申すまでもなく畢問としての倫理望は明治時代の初め

的思想を撮取して来る以前にもわが国固有な国民生活の中に

根擦を説明するものといふ事が出来る︒客槻道徳単は吾人の

民族的な特質をそなえた生活や思想があったことはいうに及

義に取るのである︒主観道徳皇は客観道徳望の基礎若しくは

徳単を得て始めて自己の生命と接鯛し来るのである︒猫言ひ

ばない︒かくてわれわれ日本人の生活から思想へ筋思想から

責行と直接には殆どん無開係没交渉であるが︑それが主観道
換れぱ︑主観道徳事と客観道徳墨との開係は︑恰かも認識論

畢問の段階へと︑三つの段階を経て今日に及んだものと考え

思想の護展の上にどのような影響を及ぼして来たかを観察叔

塁移入の跡をたどりながら︑それがわが園の倫理単乃至倫理

られるのであるが︑以下主として明治以後における西洋倫理

と自然科事との開係のやうであるといふことが出来るのであ
るともいっておられる︒

道徳史の研究

高橋誠一郎博士は日本の経済望者の研究の一つとして﹃耐

⑨

なければならぬ︒早くには道徳史の研究として進められて来

深諭吉ｉ人と皐説﹄というのを著わされたが︑その序の中で経

述してみたいと思う︒

たが︑これは迩徳の事資史と思想史とに厘分せられ︑事責と

済望史的研究の三方面の必要を説いてたら虹る︒第一には︑

客観的倫理墨の分野では特に道徳の歴史的研究が進められ

あろう︒中島力造先生は前脊の中でこの道徳の研究に説き及

思想・杜含状勢と倫理思想とは相互連開的に相補足し合うで

て居︐つた欧米経済壁の里方の血統を調べ上げ︑之れを丹念に

故瀧本誠一博士の所謂︑長らく我が皐界の﹁婿養子﹂と偏っ

分析し︑深刻に批判し︑其の成立及び護展過程を探求し究明

んで︑﹁倫理望を研究する者が始維注意して行かなければな
た其道行を述べたものであります︒是はまだ書物が津山あり

らぬものは道徳史であります︒人道の道徳が進化護達して来

る﹁我がｎ本の家風︑即ち耐先代有日本にはどんな経済思

するの必要がある︒第二には︑此の婿養子の来る以前におけ

ありまするが︑大鰐何鹿の国でも道徳がどういふ風に鍵化し

ませぬ︒又非常に範園の匿い研究であって容易に出来ぬので

するに至る以前の時代より偉承せる思想及び畢読を攻究する

の要が認められる︒第三には︑外国経済単が輸入せられて後

想が行ばれて居ったかを研究し﹂西洋経済思想が日本に浸潤
●

て来たかといふことを知り居る事は必要であります﹂といつ
ておられる︒
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今

旨

である︒

如何であったかということの歴史的な検討にほかならないの

明治以後西洋倫理の移入

之れが我が特有の国情及び思想と那逢まで一致し︑如何なる
に又脳其の影響の効果及び利害如何を究明することが要求せ

黙に於いて撞着し︑又何虚まで之鯉を愛貌せしめたか︑更ら

して来た開係上醗倫理望といわんよりは寧ろ修身単として専

が理論的というよりは寧ろ資際的傾向を久しき以前から保持

明治維新の前後はじめて西洋の哲墜を輸入した頃には︑彼

よって既に其の開拓に着手せられたとば言ひながらむ．猶ぼ未

ら教育的・資践的な目的をもって取扱われ来つた模様である

られる︒是れまで我が国に於ける経済墨史的研究は其の主力

耕の原野として残されてゐるものが紗くない状態に於いて存

明治四年七月︑全園の単政を縄轄する中央行政官臆として新

の地における近代的な思想傾向としての賞護主義を主として

してゐる︒我れ等は今︑中華思想の影響を多分に受けた徳川

たに文部省の設立を見たのであるが︑畢制の制定につき先ず

を第一の方面に傾注せるの観があり︑最近に至って著しく護

時代経済思想の後を承けて︑西洋経済事の感化を豊かに享け︑ｊ

以て教育者の養成が先決問題であるとして︑︲﹁小単教師教導

達せるものに第二の方面︑殊に徳川時代に於ける経済思想史

科畢としての経済単が成立せんとしつつあった明治初期より

場を建立するの伺﹂を正院あてに建議することとなった︒そ

の下に移し植えられて来た︒またわが国︑総じて東洋の畢風

始めて︑其の以後に於ける我が日本経湾思想界並びに豊界の

の中の教授の目大略のうちに︑既に﹁修身﹂の目が数えられ

壁ぴ来つた模様であるから︑従って倫理肇も亦そうした墜風

代表的指導的地位に在った諸経済皐者の生涯と其望説とを分

ている︒その後次第に教則の制定改正が行われて来たのであ

L上ｲノ

的方面がある︒第三の其れに至っては心固より一部の望者に

貢献を明かならしめ︑更らに我が経済壁将来の進歩護達に費

措研究して︑日本経済単の進歩に封する是れ等諸先輩の寄典

るが職明治七年乃至十年頃までは教科目の中に専ら﹁修身蕊﹂

として採り入れられて来た︒しかしそれも主なるものは西洋

せんことを企圏するものである︒

倫理害からの職毒物であり．総案物であって︑その偉統は遠

、

以上の事柄は︑正にそのまま之れをわが国倫理墨の史的研
究にあてはめて考えてみることが出来る︒私が以下に述べよ

ったのである︒今その中で最初に最も庚く行われ最も進歩し

く西洋︵欧米︶の進歩せる文明吐含に渡達した倫理思想であ

次に述べることとしよう︒︵大杉︶

たもので一般に勢力のあったウェーラン有︲の倫理書について

うとするのは主として第三の方面︑外国倫理望即ち西洋倫理
しつつどのように 理解せられ批判反省せられ︑その間にどの

望が輸入せられて後︑之れがわが特有の園惰及び思想と開運
ような影響を牡舎 人心に典え︑その効果は如何︑利害得失は

〆 了 時 、

婦人と世
田中孝子
婦人の問題はいつでも一般杜含問題の一環でありまして︑

母子寮にはいっている婦人たちは他に比較して特典をもち

住居が安定しているばかりでなく︑子供のための設備もあり

て少数の人しか利用することが出来ず︑増設は試みられてい

それで働く道もありますが︑牧容世帯に限りがあるので極め

は行きません︒

るようですが︑なかなか大多数の希望者を満足させるわけに

戦争直後はまだ或る面では除裕があり︑不安定な職場なが

世の中の欠鮎が婦人の生活の面に現れる場合が多いのです︒

わたくし共が一番多く開心をもつのは未亡人の問題で︑特

のいで来た者もありました︒それが近頃企業の縮少を行って

ことに女は早く整理され闇責なども普通の商店が出来たので

ら子供を抱えて働いたり︑闇市で立寅したりして︑どうかし

成立たなくなったり慰子供が望校へ上るようになってお金が

にその中でも戦争によって夫を失った婦人達の生活でありま

法と最近出来た教育扶助其他母子寮などであり︑表面は一膳

す︒その救済の方法として園家でとっているものは生活保護
完備しているように見えますが︑賞状はとてもこれだけで現

かかって来たり︑いろいろの事情で︑今頃になって生活の危

例えば生活保護によって給興される金額は一人富り千園彊

そういう未亡人たちが世間の金づまりと一般の失業状態と

機が表面化して来た人達も相営に多いのです︒

在暮して行けない程度のものです︒

で︑食糧は全部○公で見積ってあり︑ぎりぎり切りつめた生

る今日︑三十前後の未亡人で特技でももたない人は雇ってく

若い男や女が職を求めて大量に職業安定所につめかけてい

活費で少しの幅もないのですから︑現在の社曾にそれで暮し

っているので︑どちらにしても最低生活の線以上に出ること

牧入でもあれば︑その額だけ扶助料から差引かれる立前にな

れる人はないわけです︒もっとも都では街の清掃作業に民生

て来たわけです︒

は出来ません︒そして︑これだけの扶助でさえも︑全鰐の諜

委員の護明ある婦人を使っていますが︑それでさえ希望者が

に影響され︑さきに述べた生活保誰の適用が一層困難になっ

算が十分でないので︑それを割営てられた町村でも︑要保護

除り多いので︑厳選される少数の婦人がようやく仕事にあり

て行ける筈はないのです︒それでいて内職でもしてわづかの

者の全部を援助するわけに行かす︑自然新規の扶助はなるべ

中になったり︑若づくりしてカフェーの女給にたることもあ

つく状態です︒堅気の商責がないのでインチキなお茶屋の女

れない状態です︒

く避けることになり︑従って民生委員の誇明もなかなか得ら
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相

ります︒家で内職をするとなると諺これが叉驚くべき安値で

た行動をとる者がぽつぽつありますが︑大てい男のかかる不

生き方であるように大見得をきります︒これは女にもそうし

一れを認める傾向さえあります︒

このような婦人たちは経済的開係で結ばれている者ばかり

を大して非難せず︑却って声

貞を招致する立場の方が多いのです︒世間も亦こうした成行

一日中朝から晩までかかって二三十回から五六十回位︑一ヶ
凡の牧入は千凶から二千回が開の川でしょう︒

こういう心細い生活であるために︑何かちょっと親切に相

ではなく︑それだけに始末がわるいのです︒作家平林たい子

談相手になってくれる男性があると非常にそれに頼るように
なり︑そんなことから悪い人に編さ恥て生活苦の上塗をする

氏も﹁昔はお妾は日蔭の身であったので︑妻の地位ははっき

僻の前提として交際したいと思う場合でも︑彼等の執達は焼

も時代の風は冷たく吹いております︒たとえば若い男女が結

かかる邪迩でなく︑正常な開係にある猫身考同志の睡愛に

る解決より外ないのは遺憾です︒

春である正妻を擁謎する法律もありますがも結局経済面によ

来た﹂という意味のことを言っていたようでした︒勿論被害

ば妻の地位を侭略するかも知れないので除計に危険になって

りしていたが︑今は公然と愛人という名で呼ばれ︑あわよく

ことになったり︑又は妻子ある人の世話になってずるするに
二雛のような存在にはいりこむ結果になります︒子を抱える
となかなか再婚出来なく未亡人もそうした二競的開係にはた

やすくはいれるものです︒これまで未亡人のことばかり述べ

︑

て来ましたが︑抑留者の妻の場合も殆ど同じことが言えます︑︲

後者は不安定なだけによけいに気の毒です︒
一たい戦後の傾向として︑夫婦の紐帯がゆるみ︑妻ある男
ないで他の女に走ることを不貞と思わない男子が非常に多く

のように息子や娘に異性の友達と話をする雁接間をもつ者は

出されの暇住居では︑あのアメリカ漫諮のブロンデーの家庭

子と情交開係を結ぶことを不徳と考えない女や︑家庭を顧み
なりました︒勿論男子本位の昔の家庭では夫の飢行が獣認さ

度営喫茶店に入るだけのお金をもち主せん︒結局足を棒にし

チぐらいしかなく︑お茶をのむとしても中皇尚償なのでそう

少ないでしょう︒若い男女はゆっくり話したくも公園の尋ヘン

れていましたが︑近代的なセンスが護達して来てからは︑そ
ろが戦争によって道徳の基準が破壊され︑経戦後員に自由な

うした怖事は恥づくきとととして兄倣されていました︒とこ・
世の中になったので︑倫理的案白の中に人間の欲望が偏重さ

になり︑この間新聞にあったよるに泥抱と間違えられ一し撒銃

て方堂歩きまわるか︑どこかの隅で立話をするかということ

で打たれた男女のような気の毒な事件まで起るほどです︒結

れる時代となりました︒そうすると夫婦などという制約も一
の赴くままに他の人と結んだ鍾愛を成就させることが員資の

方的な愛情の喪失︵と稲する︶と共に︑簡単に放棄し︑感情
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婚したいにも家がないという者が潔山あり︑求婚はしたが︑
さて家を借りる権利金の工面をどうしようかと思い憎む青年
もいます︒このように正式の結婚が困難なために責質的な夫
余る場合も多いのです︒

婦開係に入り︑子供が出来たりした後に気が塗って非劇を生
婦人に関係した問題はまだいろいろありますが︑小文では
きます︒その一つは夜の女のことです︒娼妓というものは昔

毒せません︒わたくしは今最も悲しむべき例を二三翠げて世

然となるばかりです︒

からありましたが︑現在わたくし共が毎日街頭で見うけるパ
ンパンなるものは柊戦後の産物です︒彼女等の中には食に窮
して零落したのもありましょう︒華やかな生活に憧慣れてな
ったのもいるでしょう心地逆な生活に立還らせるような施設
もありますが︑なかなか困難なようです︒又彼女等の不潔な
行動の中から生れ出でる数多くの私生児のことを思うと︑暗
不良少女も近年めっきり殖えました︒女皐生の桃色遊戯︑
家出︑犯罪など数え切れぬほどで︑此等の娘達の将来にも大
きな不安が微わっています︒混然とした思想と牡含情勢の浪
に巻きこまれて行手を見失った小さな舵子に指針を示す力が
家庭にも畢校にも望まれないようです︒
こうした様をな証曾不安や思想の悪化は一たいどこから来
ているのでしょうか︒いうまでもなく︑それは戦争が噺らし
たものです︒戦争ば家庭から働き手を奪いました︒家を焼き
財賓を亡しました︒その魔手は猶のびて女の幸禰をふみにぢ
り砥家庭生活を汚し︑子供の心までむしばみました︒
この災厄は軍に婦人の不幸だけに止まらないで砥含至鰐の

疾患となっております︒そのため日本は敗戦の痛手からよう
やく立直ろうとする前途を阻まれて居のです︒わたくし共は
一日も速かにこの戦争の悪影響を取り除いて明朗な吐愈を作
らねばなりません︒そう念じている矢先きに︑わたくし共の
国土から程遠くない地域が戦乱の巷と化しました︒国際間の
情勢には暗雲がただよ２Ｌいるように見えます︒日本はやや
もすればその渦中に巻きこまれそうな形勢が濃厚になって来
ています︒これに封して或る一部の︑戦争によって利益を占
める立場にある人達は事態の進行を希望しさえしておりま

人は筆って反封しなければなりません︒︵東京都結婚相談所長︶

す︒一たい日本人の中には自分さえ得をすれば他のことは念
頭に置かない性質をもっている人が随分あります︒これに加
えて生活の雁迫から逃れようとして︑いっそ戦争でもあった
らなどと言う春もあります︒こういう人達は現在直面してい
る枇含悪のことや︑庚島や長崎が家つたような恐ろしい惨淵
に見まわれて︑同胞や自分自身までも生地獄の苦しみをうけ︑
折角立上りかけて来たこの国土も次爆に蹄して了うかも知れ
ないことを考えないのです︒
この硬再武装の話も度ぺ聞きますが︑日本は憲法によって
戦争を放棄し︑平和園家として世界の文化に貢献することを・
誓ったのでした︒そして其れが嘗て佃本の犯した罪の側とな
る唯一の道でもあるのです︒これを守りぬくことは︑現在他
の園が戦っている耐それに参加しないのば不義理だといみ理
窟にはあてはまりません︒他の方法による協力は喜んでしま
すが︑再び武器を取上ることは出来ません︒
日本の婦人はこの前の戦争のお蔭で今に至るまでこのよう
な種だの不幸な問題に悩まされています︒主義とか主張とか
ばともあれ︑この前の戦争を坪起すような機運に封しては婦
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青木昆陽先生の事蹟︑︑

乙︑洋窒の事

胃頭にも述べたやうに︑大槻磐水翁の言はれた通り︑簡肇
は新井白石先生が草創し︑青木昆陽先生が中興したのである
日本が峨洲人に知られたのは砥遠く西暦十三世紀の末︑マ

が︑我邦に於ける泰西文明輸入の経緯について概説する．
ル↓一・ポーロ︵昌胃８用○ざ︶が元朝に来り︑其旅行記にジ

パングＳご掌届ぬ巳といふ烏閣があると書いたのが始めであ
ヲ︒Ｏ

巾甑は略して︑欧洲人が我邦に来たのはへ称盈読があるけ
れども天文十二年︵西暦一五四三年︶八月廿五日にポルトガル

人が九洲祇ケ島に漂恭したのを以て初めとする︒次で天文十
八年︵西暦一五四九年︺八月葡人ジェスイット派の名倫フラン
シス・ザビエル︵国聴寧届⑦賦函窪乱①己はポール・ド・サンタ

フエー︵鹿児島の人本名猟治郎︶を伴ひて鹿児島に来り︑島

津氏の許可を得て布教に従事し︑滞留二年四簡月にして日本
を去った︒彼が其師ロョラに寄せた書翰中に﹁日本人ば単を
好み能く道理に通するもい︽未だ地球の回鰐なる事及び其運行

のことを知らず︑予は其理由及び天文に鮒する事を説明せし
に︑彼等は悦んで之を総き且予を敬慕︑云女︲｜と述べ︑更に

﹁日本人は才智と勇気とに富み︑心匿く畢を好めば︑員理を

営時の日本は雁仁︑文明以後一百年間の暗黒時代に在って

信ぜしむるには十分の望あり﹂と記してゐる︒

耶蘇教の信仰上非常に好都合であったと同時に︑南鐙流醤肇

中央の推力全く失墜し地方の諸大名は殆んど猫立し︑それが

を輸入する機禽ともだった︒

此宣教師の中には布教の傍ら醤を業とする者があって︑布

を徳へた春はルイ・アルメーダｇｏ昌鐘号匡日①冨己とい

教と共に鍔方を陣へた︒而して簸初に西洋醤術即ち南溌鍔方

て病院を建て外科の施療を行ひ︑綴いて幼児等に貧民の病舎

ふ術人である︒彼は天文什二年唾豊後風に来り︑私財を投じ

の順忠考を救療した行嘱は深く人心を感動せしめた鯛め︑恥

及び瀬病院をも建てた︒斯の如く彼が世人の肢も嫌ふところ

蘇教信徒も次第に鋤加した︒

天正二年︵西暦一五七四年︶足利氏亡び織田信是天下の政椛

を掌握するや︑天台︑一向の宗徒は威勢を特みて政府の命に

従はず性共兵力に訴ふることがあった︒之に反し天主教徒は

て僧兵を鋲雁せんとし︑牧師オルガンチノを招き︑京都に方

能く信長の意を迎へたので︑信長は彼等に布教の自由を許し

蕊園を典へ︑本国から三千諏の薬草を移植した︒

四丁の地を災へて南鐙寺を建て︑又江洲伊吹山に方五十丁の

降って天正十一年織田氏に代って豊臣秀吉が政権を執るに

及び︑南議寺の耶蘇教牧師は雛慢となりて人民を惑凱するを

〔21〕

悪み︑兵を造はして同寺堂破壊し︑牧師を捕へて本圃へ返し
天主教を禁じた︒然るに征韓の役起ると共に西教禁止も弛緩
し︑耶蘇教信徒は依然天主教を廃せず︑畢校や印刷所を長崎
より天草に移し︑ラテン文典︑葡語其他日葡封諜誹書などを
印刷した︒斯くして西洋文物殊に醤術は大阪︑堺︑長崎等の
地に礎りて所謂南澄流外科の基となったのである︒

斯の如く葡人︵スペイン人も︶は秀吉の鰯めに迫害を家り

徳川時代に至りて是等二国の勢力挫折し︑新教を奉ずろ英閲
二園が代って我邦との通商権を掌握することｋなりも更に慶

長十八年十二〃和蘭人の忠言によりカトリック教を以て我邦
に害ありとして断然之を厳禁し︑信徒は邦人たると外人たる
とを問は歩︑一切漠門及びマニラ等に放逐した︒次で家光の
代に至りて禁令益堂厳重となり︑寛永七年洋書の輸入を禁じ
た︒此の極端なる西教雁迫の結果は鳥原一撲となり︵西暦一六

三七年︶濁り和蘭及び支那人にのみ厳重なる監督の下に岡易
を許し︑遂に爾来二百年間の鎖国を断行するに至った︑資に
日葡交渉開始以来一百年に相糊する︒

以上葡国との開係について略叙したが︑之れより和蘭の事
に就て述べやう︒

・和蘭の商船が我邦に渡来したのは慶長五年箇暦一六○○年︶

し︑其結果和蘭一国のみが通商を猫占することｋなり︑泰西

競争したが︑和荊は葡西両国に打勝ち又英国も日本より退去

篇すに至った︒

文明の総ては和閲によりて輸入せられ︑鼓に和蘭肇の興起を

抑も我邦に和蘭醤師の来朝せるは︑慶安二年︵西暦一六四九

ては三十年戦争が維結してウエストフアリア平和候約成立し

年︶和蘭から使節を派遣せる時を以て始とする︒営時欧洲に

して同伴することＡなったが稲第一同に来たカスパル・スハ

新奮雨教の和議が整った︒而して和剛使節は醤師をも随員と

ム今へルゲン︵属騨砦胃普旨冒号の侭①ｅは猫逸人であって︑同

人に就きて数名の日本人が剛鰐方を畢ぴ︑桂川市筑の師︑胤

．﹃南溌や紅毛なる呼稀は元来支那人のつけたものであって︑

川甫安は﹁紅毛外科宗陣﹂其他を著はした︒

南鐙とは南方の擬人︵蕃人︶の総禰で︑其中にはラテン系

の葡西雨園人も含まれてゐるが︑彼等の多くは蒙髪が黒き

ゆゑ︑欧洲から来たものとは恩はす︑矢張り南洋在住の土

人だと誤認し・叉紅毛とはチュートン系の英薗人をいひ︑

其髪髪が緒赤色なるより紅毛人と呼んだのである︒

次で長崎の人西川如見は︑元職賓永の間︑西洋地理書を著

はして︑海外の地理風俗等を記述した︒

馬の宣教師ヨハン・バプシスタ︒シドチａ○首目鹿壱冨冒

其後︑新井白石は六代蒋軍家宣公の時に︑賓永五年八月雑

って家康の顧問となったのは人の知る所である︒同年英国は

霞昏昏︶が大隅の屋久島に上陸し︑捕はれて江戸に護送され︑

四月で︑其船中に英国人ウイリアム・アダムス︵安針︶が居
東印度衡腫を︑和蘭は二年遅れて同名含斌を設立して英国と

（鯉）

小石川小日向山屋敷︵切支丹坂︶に幽閉されたのを︑賓永七
年将軍の命を受け︑通詞今村市兵術を介して海外の風俗地理
を悪て︑﹁西洋紀聞︲一を著はし︑正徳二年更に和蘭の甲必丹

より幕府所賊の興地圏に就きて︑各図の風土人情を雛取して
﹁采覧異言﹂と名づけて将軍に献じた︒

如兄︑白石雨先生は自身和剛語には通じなかったものＡ︑

蘭肇創始の路を拓いた功績は特筆すべきものである︒然し公
然と蘭畢を輸入して西洋畢術の扶殖に力を錫したのは八代特
の禁を解き︑同七年には甲必丹を引見し︑侍醤桂川甫筑をし

軍であって︑彼は享保五年︹西暦一七二○年︶家光の洋書輸入

て封話せしめ︑爾後之を以て常例とするに至った︒次で元文
三年将軍は和蘭の天文書を手に入れ芯其挿岡の精繊なるに感
歎し︑之れを讃み得れば甚だょからむと近侍に語りたるとこ
・ろや書物奉行たりし昆陽青木文蔵が平素和蘭書を謹みたしと

又長崎の通詞等は︑それ迄は蘭書を塁ぶととを禁じられた

が︑昆陽に訴へて其斡旋によりて延享二年に蘭書講演の許可
を得た︒

弦に前野良津先生は︑課てから蘭語を畢ぴたくて切望して

ゐる折柄︑昆陽先生の事を聞き︑明和六年︹西暦一七六九年︶

昆陽は其志の篤きに感じ︑自分の知れる所を悉く彼に鱒へた

昆陽の門に入って閑語を望んだ迩時に良葎年四十七であった

七一年︶三月四日︑千住小塚原に於て杉田玄伯︑中川淳庵其

良淫は更に奮護して長崎に赴き研精慨らホ︑翌為年︵西暦一七

他と共に解剖︵鵬分︶を槻︑和蘭解剖固譜﹁ターヘル・アナ

の著作となったのは︑

トミア﹂と封照して︑支那の妄説を癖じ西洋醤の員なるを確

認し︑遂に之を翻謹して﹁解鰐新書﹂

る︒

普く人の知る所であって︑委曲は﹁蘭皐事始﹂に述べてあ

上述の通り︑良淫の脳語の手樺をしたのは︑賃に昆陽先生

××××

で而かも其死の直前であった︒即ち昆陽先生微かりせぱ︑良

言へることを聞き︑乃で昆陽と幕筈であり本草望に精しい野
は毎年一同江戸に参礎する甲必丹附添の通詞に就きて蘭語を

呂元丈の両人に和蘭書を蕊ぶや弓命令を下し︑それより雨人

は早晩あったとしても︑相常年間遷延したであらうと恩へば

今更ながら昆陽先生の闘畢に開する貢献の偉大なるを痛感せ

淫も蘭語を墨ぶ機含を逸したであらうし︑たとへ繭望の勃興

すには居られない︒故に先生の二大事蹟を秤にかければ︑其

単ぴ︑更に命を受けて延享元年︵西暦一七四四年︺長崎に行き

言語の呼法︑語格の組織等を略交知り得て﹁和蘭文字略考﹂

蘭人に就きて蘭語を塁ぴ︑四百除言を習得し︑文章の鰐制︑
﹁和蘭話謹﹂﹁文謹﹂等を箸はした︒然し資際は五百若くは其

執れが優れるやに就ては大に考へさせられるのである︒︵完︶

︵評議員︑悪博︑千葉醤大講師︺

以上の単語を兇えたもので和蘭語畢の力は幼稚のやうであっ
たのは己むを得ない︒

）

､
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アメリカの印象

太田三郎

て有力者の活躍に期待することとなります︒それと同時にア

メリカでは︑損失の事業をすると︑全所得からそれ丈差引い

て呉れるので︑か榛な開係からその二世達が儲からない事業

を別にやるといふこともあるでせう︒

兎も角アメリカのテクノロジー︑器械文明といふものは︑

資本の小さい函ではとても出来るものではありまぜん︒器械

私は主として運輸方面の事業調査のため︑約三ケ月ばかり
の印象として最も掻く感じましたものは︑彼の巨大な資本の

不足といふ僚件の下にあって始めてよく護達する課でありま

アメリカ各地の覗察旅行をして参りましたが︑先づアメリカ

す︒今日アメリカでは法人税も戦前の二倍以上となり︑税金

は愈々護展して来たのでありますが︑大きな資本と勢働力の

次︑第二次の大戦を経てその資本力が益堂大きくなって参り

も高くなってゐるが︑それでゐて含杜の儲けは二倍以上であ

文明は︑第一次世界戦争後頴著な護達を見︑第二次大戦後に

ました︒そして其の大きな賓本と経誉との開係が責にうまく

り︑勢働者の牧入も資質上三十六パーセントの塘加であると

力そのものであります︒御承知のやうにアメリカは世界第一

見せて居るのであります︒自由競走といふものも︑蒋来問題

行って居りまして︑劇しい自由競走によって愈為その護展を

アメリカ人の儲けるのは︑如何に努働力を少くして︑然も

いばれる︒亘大な資本と自由競走によって此の如く大きな牧

分は杜舎事業であるとか︑或は儲けのない農業経誉であると

より良品をより多く作るかといふととにある︑そして何人で

入を得つつある其の有様は︑到底日本あたりでは見ることの

か云ふ他の方面に活躍して居る︒フォード・ロックフエラー

あらうと︑良きものを作り州す者に封して世間の人は登本を

はあると恩ふが︑今日の所兎に角アメリカではうまくやって

など何れもさうです︒彼の繊道王ハリマンの今の孫などもｂ

提供するのですから︑若し此の競走に負けた者はサッサと見

居ります︒アメリカでは財閥の二世といふやうな人は︑重役

大臣などをやって政治方面には開係したりするが︑自分の所

切りをつけて他の仕事に稗じてゆく外はない︑責に其の事業

出来ないものであります︒

の織道事業の経誉などには参加して居りません︒何れも自分

の良い悪いで金を借りるにも大きな遠ひとなるのであります

の名はあっても直接自分の含吐の経管には開係しないで︑自

の所の経誉には巨額の給料を梯って資力者を傭ってやらせて

外資の導入などと云っても︑例へぱ日本で地下識の識道を敷

くなどと言っても︑此の様なことではアメリカでは金は貸さ

居ります︒元来自由競走といふものには︑その経誉者のよし・
あしと云ふものが直ちに明かにされるものですから︑叉競つ

（型）

歩

うまく丸めて利益を得ようとするやうなやり方でなく︑何も

す︒日本などのやうに統制などによって︑業者が役人などを

りませう︒何事も良いもの︑有利なものをと考へられるので

ないが︑リーゼル寺ハスといふ様なものになら喜んで貸すであ

も日本人だけは東洋人の中でも他の園とは異ってゐると不思

が日本人はさうしたとともなく猫スキャンダルがない︑どう

ンでも大官達はアメリカに大きな家を買ひ込んで登灘をする

ゐるととがあります︒それは東洋人は中華民函でもヒリッピ

いふ風であります︒唯だ−つ彼等が日本人を不思議に思って

議に感じてゐることです︒アメリカへの旅行者でも︑東洋の

もずっと質素な旅行であることなども異って居ると云ふので

日本の役人は名もないやうな旅館に泊って︑賞業家などより

す︒アメリカでは役人といふ者は貧乏である者と考へてゐる

他国の者ば役人達は貴業家などよりも賛灘な旅行であるのに

してさしたる開心をもつてゐない︑日本人に封して友人だと

来たやうで︑日本に好意ある人糞とも接したが︑日本人に封

ので︑之を常然と考へるので︑かうしたことは大菱に好い影

第二の印象は︑アメリカ人の日本人に封する感怖の問題で

老へるものも少いし脳といって敵だと考へてゐる者も少いの

それからアメリカが綿司令部を通じて日本に封し物資の援

響を典へて居る葎であります︒

って貰ひたくない︑二億ドルや三億ドルの金は︑日本が不徳

の義務を果して居るまでのことで︑あまり封日援助などと言

って礎んに宣博して居るが︑営方としては日本に封して営然

としては先づさしたる闘心をもつてゐないといへませう︒最

さへしなければ呉れてやらうぢやないか﹂といふやうなこと

助をして居ることに封し﹁日本ではアメリカの援助麦食とい

も之を仙糞に見ますと︑概して日本に進駐した者は日本をよ

本との友好を考へて居る特殊な者はありますけれども︑︑一般

く言って居るやうであり︑又日本と弧烈な戦闘をした事のあ

か好意といふや弓にのみ考へて︑徒に人をのみ頓る心持ちに

を先方では言って居ります︒此の按助のことを我交は友情と

︵迩輪省群議含副委員長︶

なるべきではないと思ひます︒︵談話要旨︑文責在記者︶

る者は︑﹁日本人は弧かつた﹂と言って︑日本人を軽蔑しな

なことは利用されて居りません︒唯グルー氏などのやうに日

すが︑何れの黛派の者も日本とよくするとかどうとか言ふ様

︑︑私︑︑

です瞳本年秋にアメリカでは上院下院の半数選畢があるので

あります︒アメリカ人の日本に封する感怖も段凌と鍵化して

とが弧く印象づけられます︒

彼も鋭い自由競走によって︑唯資力で勝利者となるといふこ

金

いが︑朝鮮や支那などに勤務した者は︑九十九パーセントま
で好い感じをもって居ないやうであります︒そして日本人が
って居る者は﹁日本人はしっかりしてゐる﹂と考へて居ると

親しみを示した者はよい印象をもって居り︑日本人をよく知
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自叙惇と回顧録

藤原楚水
このごろの出版物で目につくものＡ一つは回顧録や自叙像

なものである︒之に反して西洋のものは︑その叙述が如何に

で︑もうすところ薩く描馬しつくされてゐて間然するところ

も精密で︑あだかも油櫓を見る如く心一草一木︑隅から隅ま

ふものは殆んどない︒しかし名ある大家のものになると流石

がないが︑一度讃過すれば二度と繰りかへして積みたいと恩

に無駄と思はる上ものは一言半句もなく︑ひしひしと讃者の

魂の苦悶を訴へる員資の記録は︑五男に深い感銘を典へ赤ん

︲胸に迫ってくるものがある︒ことに彼等が自己の鰐験を語り

風のものＬ多いことである︒

自叙陣を書くといふことば︑今日に始ったことではない︒

願がある︒との二人とも私のよく承知してゐる先輩でもあり︑

次郎氏の財界同願八十年と池田成彬氏の古人今人及び財界同

私の妓近讃んだこの極の系統に馬するものの中に︑藤原銀

ぱやまざるものがある︒

東洋の古いところでは穆晋の陶淵明の五柳先生陣︒劉宋の衰
築の妙徳先生徳︒唐の王績の無心子偉︒同じく五斗先生簿を
劉子自陣心陸蝿家の甫里先生陣︑同人の江湖散人陣その他︑

私の平素最も敬意を梯ってゐる人達でもある︒それだけ特に

始め︑陸羽の陸文畢自陣︑白楽天の酔吟先生陣︑劉夢得の子

清の雁授兼や朱川純など︑私の翠げ得るものだけでも数十百

宋の仲放︑欧陽修︑鄭思肯︑金の王欝︑明の楊維禎︑胡麟麟

について忌輝なく私に言はしむれば︑藤陳氏の場合に於ては

これらの著書は興味深く通讃したのであったが︑その読後感

西洋のことは私はよく知らないが︑私の讃んだもの土中で

家をくだらないであらう︒

何かその記事の裏に一皮だけ剥き足らぬものがありはせぬか

何か原因があったのではないかといふことである︒私の知る

鼓も感銘を深くしたのはルソーの徴悔録であったやうに記憶

限りに於ては︑王子製紙の大成︑即ち藤原氏の成功の基礎を

といふことである心即ち言ひかへれば藤原氏が責業人として

陶淵明の五柳先生陣に見る如く︑・東洋人の自叙陣は概して

する︒トルストイの私の徴悔なども︑最も謙虚な気持で書か

ひどく簡明であるが︑幾度繰かへして讃んでもあくことがな

なせるものは︑北海道の苫小牧の工場であり︑この工場を溌

あれだけの成功を牧めた裏面には︑同氏の語ってゐる以外の

く︑讃むたびに何ともいへぬ深い感銘と興味とが湧き出てく

天居士その人であったのである︒いろいろな経緯で鈴木氏は

意し︑計霊し︑その地盤をつくったのは鈴木梅四郎氏即ち呑

れた自叙陣の一鵬であらう︒

てゐる南謹や︑書道や︑俳句の五目に輿へる興味と同じやう

る︒それは恰も簡潔の間に無限の深さと︑遠い世界とを蔵し
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原銀次郎氏の成功もあり得なかったであらう︒即ち結果から

何であったであらうか︒言ふまでもなく後の王子製紙も︑藤

若し前に鈴木氏のこの計謹がなかったとしたならば結果は如

を筆ぐるを待ち得歩して鈴木氏の退陣となったのであるが︑

ら恩はる上ほどのものであったから繭流石の三井もその成果

は除りにも遠大であり︑常時の日本人としては寧ろ無謀とす

の上に後日の王子製紙を築きあげたのである︒鈴木氏の計霊

同杜を退き︑藤原氏はそのあとの轄迦維管に常り魁その基盤

甚だしきば︑天上に輝く星にまでもその租先を遡らしめてゐ

曲で必ず先祁は三皇騒五帝︑孔子や︑孟子の子孫から川で︑

うか︒漢以後の支那に存してゐる碑文などを見ても︑同工異

れは東洋古来の偉統的な偉記作文の定型とも稲すべきであら

づくめの完全無映居士か遥祁に近い大人物となってゐろ︒こ

頚徳文で︑舞文曲筆し︑・独鮎も短所もなく︑何も彼もえらい

の類のものが非常に多い︒しかしこれを讃んで見ると︑全く

記といふものが編纂せられて州版になる︒明治︑大正以来と

たならば︑後の藤原氏の成功はなかったと同様耐如何に鈴木

たことになったのである︒若しも前に鈴木氏の計書がなかっ

ぐれた経管の手腕がふるばれたといふととが王子の大を築い

にも請むものはない︒政界や財界の開係考が贈呈をうけるか

遠く︑さりとて小説のやうに面白いものでもないから︑義理

きまってゐる︒即ちそのいづれもが定型的なもので︑員資に

て祁童︑長じて偉人となり︑商傑となる︒先づその書き方は

政治家や賞業家の偉記なども︑との筆法で︑多くは幼にし

る︒我園に於ける系固にもその例は多いであらう︒

氏の計謡があっても︑藤原氏の繋理的手腕と︑維管の才とを

いへぼ︑前に鈴木氏の計叢があって︑そのあとに藤原氏のす

得なかったならば＄これまた王子製紙の大を見ることはでき

おつきあびに一冊づ上買ふだけで︑せい人︑口絶の葛員位を

見るのが開の山であらう︒

なかったのである︒

私は藤原氏の回顧録を死後に細纂された上述の如き偉記類

ところが藤原氏の回顧録には一言もこの鮎に柵れてゐな
い︒これは私の見落しではないかと念の偏め繰かへして読ん

とは︑同書の責行が洛陽の紙価を高からしめたことが何より

と同一硯するものではない︒他人もまた私と同感であらうこ

の論擦であるが︑唯だ私の遺憾に恩ふのは︑前記の如く︑語

で見たが見あたらない︒著者は何故との肝腎な一節を符略せ

ってつくさざるところのあるのが内壁の微暇で︑謡工をして

られたのであらうか︒私ども護者としてはこの軸にも鯛れて
美筆記となってゐるから︑この鮎或は下田氏の聞き堀しか︑

貰ひたかつたのである︒尤もこの書は藤原銀次郎述︑下田縛

面上の黒子をも謡かしめたといふ古人の襟度を示して貰ひた
かつた軸である︒

或は氏のばからひでわざとぬかしたのかも知れない︒
凡そ名ある政治家なり責業家が死ぬると︑必︲ずその人の体
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池田氏の場合は藤原氏とは更にちがった讃後感があった︒

〃王堂選集再刊について

︾田中孝子：

故田中王堂の遺著は大抵絶版になっておりますが︑先頃友人石橋

石橋湛山氏推薦︑

を喋舌せることは並一通りのことではなかったであらう︒そ

四冊にまとめられ︑再刊されましたや題名は﹁徹底個人主義﹂﹁雁

湛山氏杉森孝夫郎氏其他の方々のお骨折で︑その中の幾編かが選集

池田氏は昔からの沈鍬居士で︑填重の人であるから︑この人

れだけとの害に封する期待は大きかったのであるが︑さて附

家の間には定諭・として高く認められる所と信じます︒のみならず先

﹁ｌ王堂が日本に於て稀に見る縄創的糠禦者であったことば難門

します︒

下さい室した︑これにつき石橋湛山氏の書かれたものの一端を引用

如是閑︑杉森孝次郎︑石橋湛山︑植田清次の四氏がそれぞれ御執筆

津諭吉﹂﹁ヒューマニスト二宮寧徳﹂﹁西哲群像﹂で︑序文は長谷川

いて見ると︑いつもの調子で︑この本に於ても池田氏が甚だ

寡獣で︑多く喋舌ってゐないといふことである︒即ちいひか
ふれば此の話を引き出す漁めの第三者の話が鮭りに多く︑水
増しがせられてゐるといふことである︒池田氏のやうな人に

喋舌らせるには︑話の引き出し役が必要なことはいふまでも
ない︒そこでいろいろな人が︑いろいろちがった角度から話
を引き出さねばならぬが︑語る鴬の本人は池田氏であるから

て所謂文明批評家として中央公論其の他に多くの論文を溌表し華々

生は単なる誰壇の哲畢者ではなく明治四十年代から大正時代にかけ

しく活躍をされました︒旋際其頃の涜書界に於ける先雄の盛名は断

書物の内容は飽までも池田氏の話を中心とし︑引き出し役の

第三者の話は最大限カットすべきである︒これがこの極の書

然群を抜き一世を風魔する鞭がありました︒﹂

定償割引つ一宮尊徳﹂一○○同︑他は一五○側︑四部揃五○○側

もお分け致します︒

尚王堂選集は私の手許にありますからお讃み下さる方には何部で

正しき針路を示した哲墨であります云々﹂︵婦人之友三月鑑︶

て生きんとする自由主義︑或は民主々義の反髄を明らかにし︑その

ならない理由となると考えます︒王堂哲畢は今日日本が其れに依っ

﹁併し私はこの事こそ却て今日王堂哲畢が大いに顧みられなければ

れ︑王堂の自由主義が容れられなくなったことを述べ

ここで石橋氏は世の中が共産主義や次いでファッシズムに影等さ

物をつくる場合の綿稗技術でなくてはならぬが︑本書に於て
はそれが卿かかけてゐ掌るかに兄受けられる︒

責業之日本や︑東洋経済など︑近ごろ自叙陣風のものや︑
同顧録︑随筆などポッ／Ｉ連載し始めてゐるやうだが︑語る
人も︑書く人もどうか亘資を徳へて貰びたい︒ことに相手が︐

故人である場合︑その人の立場をも考え︑その功を浸せぬや
う心して筆をとられんことを希望するものである︒これがま
た語る人の品位をも高からしむる所以の途でもあらう︒︵完︶
︵協養念員︶

︵執れも送料含む︶申込先︑東京都練馬麗東大泉八三四町中孝子宛
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●

−

弘道詩林

奥無謹選

○次市原蒼海准硯詩論香城菅谷敏夫︵千葉︶

鵬眼斑紋下記年︒．磨之不燐潤而堅︒愛龍喚刑硯私上︒墾気

０Ｏ○○○○○００○○００○○○○○○○○○○
○○○○○︾
帯霊長鋤然︒註︑硯地周圃刻墜龍︒
評白︑詩思雅馴︒誕述周到︒愛硯者垂誕不巳︒

○悼海上雲鵬翁息女長逝次韻夏村田中和三郎︵千葉︶

巾掴挺身従育英︒風流述思有除清︑狂風一夜名花落︒可耐

℃︑＄︑℃℃︑砥も殖︑︑１︑○００００００ＯＯ
○００Ｏ○
人間哀悼情︒

０００００
幅海類高風︒

○秋夜聴雁︐悪癖縦坂重︵千葉︺

評白︑造語無奇︒而頚徳之意歴然牽衆心︒今

秋雨講請思紗黙︒家書不到夢室牽︒凋憐半夜哀一音切・鴻雁

︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑私芯込池も︑℃︑︑
︑︑私︑︑

机呼月似弦︒

評巳︑鴻雁果偉信乎否︒旅客懐郷之情篇得遜腫︒

川色水光遠隔塵︒虚心獣坐養天員︒共名其徳世皆識︒自作

○呈小室山大野如賓老師松堂中津麗水︵山梨︶
もｂ︑もももも註油︑︑︑︑︑○○○ＯＯ００○○

０００○○
寡言脂行人︒

評臼︑短詩能述老師人桁無迩︒思一面接之惰有頗切者︒

○題蓋竹無蕊奥忠彦

○

胸裏瑛冴落素菱︒請粛風起似鳴絃︒一竿自有一竿趣︒
看作斐然君子鐘︒

弘道誹林前脱正淡

○慶野庄作氏︑題の馬五ヶ村⁝は儒五箇村．：の課
︑︑
○勺

○恵掛兼坂重は悪粥の誤

○天野佐一郎氏作結句に傍鮎を入れること︒

（29）

評日︑哀痛切切︒衝人肺肺︒海上一家不幸可想︒

○帆専長寺境内経堂建立立崇粥藤一二︵寓山︶

︑Ｅ芯芯︑Ｌ＄︑︑
専長浄境建経堂︒宏壮幾層梁棟香︒連架圏書賛教化︒能教

︑︑︑︑︑
悌徳放霊光︒

評日︑糎堂建設世所稀︒費沸教典陸最大︒常路者高志足以欽︒

○牽牛花ｆ・如雪農野庄作︹茨城︶

︑ｎ︑もも℃︑︑℃℃︑︑℃℃〃恥込︑︑︑︑︑︑︑

風冷雛逢秋色深︒牽牛花護惜吟心︒莫言艶麗凋萎早︒悪得

割田斧二選

○秋霧松江市平井・常清

弘道歌園

1

庭木より軒にと張りし蜘妹のいにか上りてしろし秋のあさぎ

秀逸

〉

砥︑︑︑︑
紅顔長若今︒

評白︑盛衰興溌人世之常︒而封花新此情︒特於詩人儒然︒
︑︑︑■︑︑Ｅ︑︑︑︑ｂ

○油瀬十勝︵其十︶小瀧入池千鳥波多良介︵新潟︶
池是小瀧入︒我郷用水全︒乾田能瀧慨︒救世喜前縁︒
評日︑平淡能誘潅慨之功︒一郷之専可知︒

○帆高木秀南先生毒碑除幕式震軒鵜野英治︵千葉︶
︑︑︑︑℃︑︑○○

菖人密仰育英功︒吃立豊碑響望隆︒博士文章長不朽︒寿山

！
！

︵蜘妹の巣に蒐めて見る朝霧︑田園の風景が鮮かに知られる︶

○東京都中村徐風

昨日までさわがしかりし子つばめも巣立ちて今日の寂しかり
けり
︵世の生活はすぎへて此の如し︑去りしものを思ふ情よく現はる︶

○稗草新潟螺波多松二

みだれふす八束足穂の秋の田にあるじかぼにも稗草たつ見

千葉媒鵜野秀春

○山口螺柳烏静子

教子のなげきもよそに現世を祁さりませる刀自ぞとひしき

○蓮にょ寺そ千葉牒乗坂秀嶺

箱にしも火の川心とかきてあれば心して我との寸燐みる

泥にそまね清き蓮のそれのどとわが心をばみがききよめな

○東京都橋本光石

間引菜のあふるＬ策をかＡへきて流れに洗ふ蔓珠沙華のほと

○秋雑詠千葉螺金杉茂穂

築しみはよそにあるなし一初孫の笑顔にしただ見入るひととき

ノC30)

り

○割田斧二

pIII石堂る

ゆ
︵あるじかほの田面の稗草︑それは枇相の象徴とも見ゆ︶

○道千葉螺菅谷義太郎

世わたりのうさはあれども慰めてつよむるものは正しかる道
︵生活信僚たのもしきかな︑老練︶

上

の

小鳥らの鳴きまぎらせど虫の青の書をとだえすすみかへりつ

良りえ萩稽

佳作

１Ｊ

夜こさのを

○禰烏螺湯田久毒

夢吾光形み

旭東子選

京島京江城

弘道俳壇

東 病 唄 松 茨

庭にひくかけひの流れ昔かれて寝さめさびしき秋の夜半かな

なぬる岸る

秀逸◇雑詠
貧しくも何不足な

かみか河刈

○中野俣村にて新潟蝶波多良介
中野俣西と東のへだてあれどへだてこ上ろもみえぬ里人

○時局感懐東京都岡崎毒市

塁珠沙華丘の夕日

退院の母待つ
爽涼の始護の汽車

いかばかり荊の道のけはしくも夢な忘れそ側の本の道

○中島山田玄梁翁詮悼みて山梨螺中津一腿水

逃げし虫鳴き出し

る乗燃や早

《

り

中島の山田を照らす今日の月の雲かくれして淋しかりけり
○教育家落合重子刀自を悼みて

たにに舟し

ミー毎一一
一

Ｆ寺

佳作◇ 雑 詠

塔婆一枚界て行くや盆供養

禰島吾

東京光召

た営ようてやがて消えゆく流蹄愈

風つよき黍畑に人働ける

新潟良介
梨松

竹さやぐ影来し障子秋日落つ
落栗を竹龍に入れて戻りけり

芋掘りて亜きを荷ひ庇下る
捨てに来し茶がら総て得ずに虫を聞く

型引いて見る隣家の南瓜かな
秋田

茨城みのる

■午

イニ

１−１

Ｆ︐４基

I
l
l

漢
光

虫の聾次第に闇に砿ごりぬ
鳥追の小屋に人准く案山子立つ

徐風
聖に剣

↓・図︑

禰島雁

オミ

新涼や茄子の味よき一夜漬
黄金波寄せ来る朝に歯を磨く
踏切に待つ間しばしを虫時雨
月待ちて虫時雨きく茶室かな
茸狩りの夕日に向ひかへりけり

紅葉狩山寺の僧と酒を汲む
秋の風マラソン選手駈け来る

美

;蓉

篭釣りの四五人並ぶ夕日かな扇島無風庵
添乳兇のぬけ出しあとの書寝妻同テル子
稽の穂の資りそめけり落し水千紫茂穂

母馬について仔馬や吾亦紅東京夢辞
月落ちて鵜舟の籍つぎ人︑に同野舟

腰篭の重たくなりね栗拾ふ同睦村

○旭東子

子の科畢解き得ず銀河いょｋ濃く

○秋季又は冬季雑詠十一月二十日限ロ人十句以内︶

秋の風仔馬は柵を脱け遊ぶ

次雅文苑原稿締切

○弘通詩林︵題随意︶十一月二十日限

○弘通歌嗣︵題随意︶十一月二十日限

（籾）

柿
寂

如奈形

菩提寺へ舟で渡りぬ秋川水
横文字の書物置きあり秋燈下

歯の治療終りて墓参や秋彼岸

秋の山登りつめれば薬師堂
髄風の外れて秋茄子今日ももぐ

川

島玉江

所
嶋子堂

山

刺I
東

禰 埼 松

一
一
−

一 一 空
ー

本含棄報
△高木氏妻碑千葉蝶東部支含元副支含長香
南高木卯之助氏は教育界に霊力さるること五
十有除年︑其の撫史︑教育史︑土地制度史︑

村誌︑その他郷土の篤編纂︑或は多数の門弟
に詩文を誰ずるといふ同地の碩畢であり功拶
者で︑現に八十有四歳猶壮者を凌ぐの健勝︑
先般門弟等先生を永久に陣ふくく毒碑建立を

者︑繁田︑割田︑諸井︑西津︑高篠︑くら子

むとさむしくて仕方がない︒ためになる首で

る図に味方すべきですね︒﹂高篠﹁常含を休

あるから︑うちの方の犬竹郁子さんにも出席

栖開︑四郎︑北田︒

一時半開念︒繁田支含長﹁五月は︑製茶で

いことだ︒﹂くら子一︲犬竹さんにもぜひｏ﹂諸

を卿めてゐるが︑自韓車に乗れぬので︑惜し

井﹁赤の連中も︑旗振りはよからうが︑御同

それに弟の四郎は怪我をする︑途に常含を休
迩憾である︒これから毎月開含のことに鍵り

様︑旗振られは困つたものされ︒﹂︵笑鋸︶筆

んで︑多年の歴史に︑ひとつの空白を残した
はない︑どうぞ︑よろしく﹂割田一︲戦争は事

ゐりましたと︒山中の四閏善通寺開東別院も

者﹁朝日山の松崎さん︑どんど︑奥さんがま

あの四挫半だけは︑さぞ︑暑いことでごわせ

賓の問題だ︒釜面購和︑永世中立と︑理論だ
畢者のいふやうには動いてはくれないのであ

う﹂話頭毒くるところなし︒五時半散含し

けはい上が︑惟界情勢といふものは︑さう︑

る︒第二次世界大戦で︑ドイツが旭日昇天の

群雲館に開く︒出席者繁田支含長︑割田︑諸

七月汁日︑二七七常含︒二時より支曾長邸

︑○

た︒

ソ聯を奇ふたら︑どうであったらう？Ｌか

井︑高篠︑繁田くら子︑同蚕典子︑同千代子

たとき︑日本は同盟の誼みから︑背後から︑

勢ひで押しまくり︑ソ聯が風前の燈火に焔つ

むべからざるものを頼んで︑到頭︑図を棒に

し︑日本立僚約を固く護って動かず︑頼

北田︒

遠の連命を双肩に捲ってゐるのであるから︑

うナ︒恐るべきことである︒政治家は国家永

つくり︑畢校の主流をリードしてゐるのださ

ことである︒そして︑この秀才がグループを

にマルクシズムの研究を勤説してゐるといふ

親戚知己に通報して時を移してゐると︑日本

試みたりしたが癒らぬ︒回復絶望とあって︑

叩吟二年︑回房杏林に訊ねたり︑民間薬餌も

録農した︒ほどなく︑執鋤な背下垂に躍って

範畢校を卒業︑教育界に在ること二十五年で

長含々長︶や抜井副支含長と前後して埼玉師

﹁隣村の吉川典一氏︵支念員︑現入間郡町村

講話﹁易ど稗に擦る健康法︲｜高篠彦平氏

振った︒﹂栖開﹁某校に︑四十六歳になる畢

いはでもの蕊者の差出口を﹁曲畢阿世﹂で片

生が在畢︑年々落第を猿けて︑新入の秀才生

付けたのであらう︒﹂諸井﹁日本は信頼しう

（32）

計り︑去る五月二十七日除幕式畢行︑璽谷輝
士の撰文並に書である︒慶賀に堪へず︑因に

先生より之が記念にとて余五百回を本含に寄
附きる︒御芳情を感謝す︒
△憲法研究委員倉九月七日︵木︶午後一︲一時

より目白の徳川委員長邸にて九月濯法研究委

員念を開き︑小委員含案を討議せり︒出席者
九名妖席者二名なりき︒

￨
六月十八日︑二六六回常曾︒於茶舗︒出席

Ｏ豊岡支曾報告

支含棄報

I

のが︑原田熊雄男と親交のある瀬良是助氏だ

農士畢校に開係をもつの故で訪ねて衆られた
は白色と開係があり︑これを蝿ふと弧色が白

あって︑柴菱上︑大豆なんかは宜しい︒肺臓

こたらず︶の鯉の板が︑新涼の風を拒んで︑

高篠氏の行綾を讃へて書きし﹃勤行不慨︵お

たので︑易の志向を掬み︑応禰の核心を災行

易について︑私は安岡正篤先生に参叩してゐ

れた︒熟讃して心機一輔した︒これよりさき

白隠祁師の夜船閑話を註樺した一書を貸輿さ

んですわ﹂︶︒氏は聴き﹁抑と長毒法﹂といふ

︵高篠夫人日く﹁これも仁徳の致すところな

な舌を使ふと批だ︑なぜなら︑心臓は眉毛と・

りをすると心臓が悪くなる︑説教して︑除計

﹁眉毛を害まず﹂といふことがあるが︑お喋

青い菰など車効があるのである︒櫛の言葉に

顔が青瓢箪になって智力が鈍ってくる︒葱の

には︑葱の根や白い豆がよい︒叫峨が弱ると

け頬が赤くなって気腿が表へる︒かふいふ人

二︑韓行表彰の件

里︑古城︑祁代︑繭歳︑府馬︑良文︑八都の

支含長︑鈴木副支含長︑・野平含計係︑橘︑豊

て︑常支倫役員懇談合を開催︑出席者高木

八月二十七日午前十時より石出小畢校に於

女竹を計報告︑支命行班の件等々を附識し︑

一︑支含秋季総含の件・

各評議員出席左の事項につき協議せり︒

○千葉騨東部支璽報告

し︑自力本願で病を征服しようと決心したの

三︑鈴木前含計係に封する感謝の件

ハタノ︑と鴫ってゐた︒︹八月下淀北田生︶

である︒浦一ヶ年で目的を貫徹した︒

敦をするこいふことだ︒味ふべき言葉ではな

開係があり︑心臓を病むと眉毛が抜けるから
即ち眉毛易一ずとは︑お前たちのために説
いか︒なほ﹁梅干しは縛背殺し﹂といふが︑

時三十分散含せり︒

書食を共にし︑和々懇談する所あり︑午後二

■

磯鹸と知見の雌雄法を要約すると︑つぎの

西洋では薬と食物は庇別する︒東洋では価

ことと一時川の施祁とを峡かさず︑絶望税さ

私は十五年川︑毎朝︑梅干し一個づ入食言へる

＝
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〜

とほりだ︒

別がない︒いばゆる薬餌で︑薬が食物︑食物

れた生命を︑今日まで︑雌雄でとほしてゐる

が蕊である︒古の賢人は物を食ふには︑間然

︵五行︺︵五臓︶︵色彩︹築養︺︶︵機能︶

×

の色どりを考へて食べよと教へた︒色彩は内

火ｌ心職ｌ赤︹人参︑赤豆︶ｌ測輝
水ｌ腎臓ｌ諜亀萱︑鶏胡嫌︶ｉ錐命

余ｌ肺臓ｌｎ︹葱縫自邑ｌ魂蝿

木Ｉ肝臓ｌ篭︵大豆︶ｌ活力
土Ｉ卿縦ｌ霧︹忽青︶ｌ鞠意

×

臓器竹と開係あるもので︑不自然に顔の赤い
のは心臓が悪いからで︒人参とか赤豆とかの

赤色を帯びたものを擁坂すると︑著しく祁耀

色が黒くなる︑黒豆や黒胡脈の好きな人は腎

つ茅さに再説を諾ひ︑高篠邸を僻すると︑

×

が強化される︒腎の色は黒で︑これが弱ると

Ｉ１

臓が旺盛で生命もビチーｉ︑してゐる︒肝臓の

鵬を砕く﹂腰は要で︑物事の大事なことを︑

門扉に︑前日本農士畢校椎校蒋膜兵治氏が︑

機能は活力元気を挙る︒鵬錘と相封して﹁肝

﹁肝腎要﹂といふではないか︒茜色と開係が

×

−

命日隼ロ
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ー金五百回也︵本含に寄附︶

千葉螺高木卯之助

特別倉員︵推薦︶松卒信子

○臨時総含々告
本含臨時総含を左の如く開催致し

一︑日時昭和二十五年十一月十

ます
八日︵土︶午後一時

一︑場所東京都千代田匠西祁田
二ノー︑日本弘道含館地下含
議室

一︑議事日本弘道倉定款改正案

審議︑

一︑記念講演講師未定
倉員各位の振て御参倉をお待ち

致します︒以上

１１

編輯後記

と思い叢す︒

−１

︾碑ｐｌ﹄．

｜

弘道責価一冊金気拾園也

１１

弘通曾入含手綴

一ケ年愈費金百式拾側を排込み入倉の手縦

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

脚封入の方に送付す︒

する外に種為の特典あり︑規則書は郵券八

本含編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌贋告の件については︑

割田斧二

日本出版協曾曾員番説Ｂ二ｇ茜

１１

振替口座東京里一言番

電話九段九番

搾蔀煙日本弘道曾

東京都千代田匿西神田二ノー

印刷所︵東京雲ご奨立社印刷所

．東京都千代田厘紳田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田睡紳田神保町三ノ十

溌行兼
編輯人

東京都千代田睡西神田二ノー

昭和二十五年十月一日饗行

ｐ凸■ト﹄ｂＩ胴言

追々と充武しつ土あることは同慶に堪へない

○本擁の本多坪士︑鈴木先生等の諭旨も︑か
うした心持で味讃するとき︑大きな柴養とな
ることであります︒各位の御指導で︑弘通も

たいものです︒

養ふことに努め︑こ上からそれ入︑の場面に
虚するの心掛けを持ちたい思ひます︒そして
我令文化剛髄︑迩徳剛髄の使命をこＬに涯き

ことを止めて︑本来の在り方を見極めて之を

旋から或る動擬を生じつ入あるやうに見えま
す︒併し我々は徒に時の流れに右往左往する

図家防衛の問題︑教育問題等々︑日々迫る現

つ入︑前途にあれこれと新しい希望を持つ迄
の心となったのに︑やれ思想問題︑治安問題

我が図としても日一日と講和の光に近づき

絶らむことを析るばかりであります︒

長することなく︑この不安が一時の気迷ひで

日の足元に心を奪はれねばならなくなって来一
た︒我々は唯節二次大戦の一休みでこれが延一

再び世界の々人々が不安と動揺を来たしつ又あ一
ることは誠に蕊念です︒乃ち枇界は新しく平一
和と文化の建設に進む意菜を火ひかけて︑今一

○絡職五年漸く人心の安定を見るやうになつ一
たのに︑計らずも朝鮮事件の勃溌を見ては︑｜

｜

