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年頭感
年が葬れると過ぎこし方を顧み︑年の初めに賑ると︑これからの
一年のことに心をやる︑これが人間の心の癖である︒鼓に昭和二十
六年を新らしく迎へては︑衆るべ曾此の年のことがあれこれと恩は
れる︒そして﹁今年﹂はどういふ年であらうか︑どうしようかと私
は私なりに考へて見る︒人々又おのノ︑＼さうであらう︒
今年こそばノー︑︑と思って幕れる欺きを毎年繰返す年末のことなど
は忘れたやうに︑心の年の始めの出装は元無である︒そして毎年の
それにも恥して今年こそは並大な年でありさうであり︑そして我々
の畳慨も川めてかからねばといふ域に考へられる︒といふのは︑朝
鮮動肌のもつれが悪庇の吹き出物のやうに世界嶋根を張２﹂ゐる︑
これがどうなることかといふこと︑更には今年こそと待ちこがれて
来た誰和が今年こそ蝿塊するのではないかと恩はれること︑かうし
たことは︑誰でもが両ぐと心に浮ぶからである︒薪しかうしたこと
が来るとすれば︑その四手と薬と努力の如何では︑正に祁州の迩命
を決するであらう戒大事であるからである︒
先づ世界平和のことであるが︽それがどうなるかは抑ならぬ人川
が何とも言ひ切ることは困難であらうし︑又我々が何と思三Ｌも此
の大きな問題が我奄の力だけでどうにもなるものでもない︑といっ
てノホホンと﹁あなたまかせの俺が春﹂でゐる課にもゆくまいから
我会は我々の分で如何なる場合でも腹をしめてかかる外ばない︑こ
れについての川越は︑これから愈と祁輝職が仏しくなるといふこと
で︑これに迷はないことが先づ重要である︒私は川舎に居つ一﹂波洲
の細い価別のⅢ来ない安ラジオで放送を幾日か聞いたが︑夜になる
と︑モスコウ放逢といふのが毎夜ＮＨＫと混戦し一﹂︑正に枇界の混
凱そのものであり︑祁経職といふことをしみじみ思賦せられたが︑
これは幽一内だって愈疋立場々々の放送が催しくなって︑心を乱すこ
とであらう︒御川心はこれに迷はされないで︑各川の槙亜な考慮と

又誰和伽迦であるが︑ダレス将使の来訪と共に︑各界が俄にザワ

信念を間くすることである︒

ザワとして来一Ｌ︑和々と意見が瀧表され出した︑此の問題たるや︑
弁煎各派わ立場などのケチなものを超え一Ｌ虞創に老ふくきことであ
るが︑叩なる人蝋取りや覇︑利の立場での放送もないとは言へない
から︑北互に恨亜に考へて︑剛民として︑祁閣のため考へ壷し言ひ
誰しその上︑一致鮎を見出す心祷へをもつべきではないかＰこれは
軍なる﹁平和か職争か﹂とか側主・閣連安釜保障︑中立︑基地反封
とか︑祁耶州か︑砿放棄かなどといふ標語めいたもので解決のつく
ことではなく︑斑現芭ぜるためには様々り内容が伸ふことであり︑
寧ろその方が大切であることを考へないととんでもないことにな
る︒祁脚の迩命は︑第二次批界大戦で壊れたが︑尚芽ばえるだけの
ものをいくらかは残したのに︑今度謀ると︑それこそ文学通り奈滅
ともならう︒標語などといふ空念俳は笑ふくきもので︑貧乏か術有
か︑親切丁寧か︑冷淡粗略か︑高償か安償かといった言葉と同じで
平和か戦争かなどといふことば︑言ふを用しない決ったことである︒
川越はた蛍それを漉現させるには︑どうしたらといふ内容のことで
ある︒商人だ２Ｌ︑低廉︑親切︑丁寧と袴言ふではないか︑それを
変行して居るかどうかは別のことになってゐる︒自分一人でどうに
も川来ることでさへさうである︒仙界を相手のことが標語でどうに
もならぬであらうことを考へねばならぬ︒然るに︑政黛などが﹁戦
争か平和﹂かの標語で人気をとったといふ逃翠のことなどを見ては
深く考へねばならぬやうである︒我奄はよほどしっかりして物を考
へねばなるまいではないか︒無僚件降伏した我固の或政蕪の考へ一
つで平和と職争が仰山胤在となるなどといふ簡単なものではない︒
唯希望を述べるとすれば︑図民恐らく一致するであらう︒祁図を異
にしない以上は︑だが一人で指す蒋棋ではない︒第二︑第三︑と考
へに考へぬいて愛する祁叫のために善鹿したい心が湧く︑これが年
頭感である︒︵知己庵︶

−

吉田

萄子﹁性悪篇﹂を謹む

﹃序説

堕旦恥

︽日パ

ろ潤逸理想主義哲畢も亦︑性善説であり自由主義を主張し

た︒カント哲豊はその代表者であって︑彼の良心寓能論とも

見るべき倫理説はその表現に外ならない︒所謂近世思想の先

ある︒然るに宇宙の根本原理を盲目的意志と解したショゥ噂ヘ

駆者たる啓蒙思想も亦理性を人性の本質となす所の性善説で

ンハウエルは人間の本性を盲目なる﹁生命意欲﹂︵ヰレ・ツム・

レー奇へことなしたので自ら性悪説者となる︒英国のホッブ

スは理性主義経験主義者であるが蝋・性悪説の代表者と見徹さ

れて居るのは心彼は感性を理性の本質となし人間を本来利己

的のものと見倣したるが故に遥自然のまＬに放任する時には

人間は相互に争闘するとと射狼相食むに至るものと解した︒フ

君主に絶封の権力を附典し︑吐含生活の安全を期したのであ

く

それ故に自己保存の篇めに心互に君主を擁立して闘家を作り１

り自ら性善説となる︒羅馬法はストア哲単等を通してこれを

と云ひ得るのである︒荷子の性悪論はホッブスのそれと思想

に専制主義覇道国家論であるが︑其の根擦は性悪説にあった

る︒ホッブスの主著とハイアサンは彼の理想圃論であ２Ｌ賞

所よりすれば性善説となる鐸であるが︑アダム・エブがエデ

ホッブスとは異なるものがある︒荷子は人性は本来悪なるも

的傾向を一にする鮎が多いのであるがも国家理想に開しては

んとせるのである︒荷子が﹁善は侭なり﹂と断じ︑忠臣孝子︽

のであるから耀義を厳にし教化を厚くして王道国家を賞現せ

を目して偽善者と稲するのは︑荷子に特殊の解樺があるとし

理的錯誤を免れ得ないと思ふ︒筆者は荷子﹁性悪篇﹂の本文

ても︑世人を誤解せしむる危険が多い︒のみならず思索上論

の基督教奮教は性悪槻を本として禁欲主義的教義を樹立し

いて性善説に傾き︑個人の自由を潅讃した︒其の影響下にあ

教改革の産物たる基督教新説では﹁榊は吾が胸にあり﹂と説

た︒希臓羅馬文化の復活を旨として文謹復興を取り入れた宗

説く︒特にアウグスチヌス祁畢がこの鮎を力説してから中世

祁話に基き其の子孫たる人類は宿罪に因って性悪となったと

ンの花園に於いて脚の禁断を破りて知慧の責を喰つたといふ

人間一般に通用せる所より佃人の権利を法律の基本となし
ヱーペンピルド・
た︒基督教祁望にては人間を刺の子とし聴祁の同像と見る

希臓哲望の主流はヌース︵理性︶を人間の本性と見徹す所よ

しく行はれたのであるが性悪説も亦東西古今に少くは底い︒

之を前提とするやうに思はれる︒性善説は東洋及び西洋に久

性善説を諜想するものであり︑博愛人道の思想も亦暗獣裡に

持つものである︒人権尊重とか自由解放とかが思想は概して

あって︑其の解決は政事脳道徳︑教育の上に甚大なる影響を

人間の本性は善であるか悪であるかは古今東西の大問題で

次

ゞＬ

究明せんと試みやうとするのである︒なほ本文の訓話は山口

に印して彼の所論を検討し進んで其の誤謬の因って来る所を

依ってなれるもの即ち侭なることの識擦であるとするのである︒

平に録着するのである︒これ人の性の悪なること善なるものは作篤に

始めて辞譲の善風が興り︑潅義の文章傑理に合する良俗が生れ世が治

二セニ

シニミヲルニヲシ

情性一而正し之︑以擾二化人之怖性一而導レ之也︑使下皆出二於

惇飢而不膨治︒是以篤レ之起二磯義一制二法度一以矯二飾人之
ヲシヲテシテヲキヲよルデ

ニシテマラヲテニガシシテヲテシテ

ーア

ニシテマラ
ナルヲヘラクニシテシカラ
凱而不し治︒古者聖王心以二人之性悪﹃以偏偏除不し正︑

後治釦今人無二師法↓則偏隙而不ン正︑無二礎義一川惇

マラントケレパヂニ︑ンテシカラケレパチ

秘畢ドヵヲン今人之性悪叩必維下律一一師法一雑テ後退︾嬬二潅妻↓雑テ

え

故拘木必特下待二躍括蒸柔一然後直塑鈍金必将下持二磐腐一然後

二︿ズ﹃一ヂテヲ︑ごフントハズニチテヲル

くして善は傭であるとする結論をするのである︒

困るから聖人が出一﹂人性の悪を矯正して葬俗を興すこととなった︒か

以上は主として人性の悪なることを立諭せるものであるがそれでは

察常博士の荷子新繰に依篠することとした︒
二︑荷子の性悪説の論擦︵上︶
︿ナリノナル

人之性悪︑其善者憶也︒
ハレナガ﹈Ｚ一シテリムヲフレニ一一ジーア

今人之性︑生而有し好し利涛︑順し是故争奪生︑而僻謡
ブレナガ｜Ｚ﹃シデスルゴトフレー﹄一ジテ
ブ

ズデー

亡駕︒生而有二疾悪一駕︑順し是故礎賊生︑而忠信亡
ムヲフレニニシ

ブ−ラバ手とニヘパ

レナ秀ラニシテリテ

薦︒生而有二耳目之欲一好二謹色一駕・・順し是故淫剛生而

二スニニズニリテ

擢表文理亡涛︒然則従二人之性一順二人之情司必出二於争奪↓
合二於犯文凱理﹃而錦二於暴↓故必蒋下有二師法之化︑鶴義之

ス

キルデニシテ二セントニツ一アヲルーヲ

道究然後出二於僻謡﹃合二文理︽而婦中於治毎用し此翻し之

ラバヂナルニトカナリナル︿
然則人之性悪明美︒其善者信也︒

槻ソ之︑然則人之性悪明芙︒其善者侭也︒

君子﹃縦二性情一安二窓唯一而逢二磯義一者鰯二小人や用し此

恥．マニシヲシジテ二つヲ天トテヲ

治一合中於道上者也︒今之人化二師法一積二文望一道二澱義一者馬二

何なる意味であるかは後の比嘘と説明とで明かであるが︑要するに

︵樺︶拘木とは屈曲したる木のことである︒唾とは弓を嬬正する器︑

︵窪︶人の性は悪である︑人の性の善であるのは傭である︒侭とは如

天性ではないといふことで︑後天的に作り篇されたものであるの義で

括とは矢を矯正する器︒無とは蒸に通じて火ＥＬむすこと︑矯とはた

グワツ

︒．ワポグ

ジヨ・●ワ

ガロン

ルーヲラバチナルコトノナル︿

の人間の本性は生れながら利を好む︑即ち利己的である︒此の利己的

ある︒その読擦として先づ今時の人間生活の有様を翠げて居る︒今時

め直すこと︒曲れる木は堕括に入れて矯正して始竺﹂宜直ぐになる︒

惇り凱れて治らない︒古の聖人が濯義を起し法度を制定したのは人性

注がなければ人心は偏頗陰隙で正しくはない︒濯義が行はれなければ

後に正しくなり︑稽義に馴化せられて初竺﹄治平を致すのである︒・師

じたものである︒人の性も悪であるから師と法との感化を待ちて然る

等は性悪を善ならしむると同じく後天的作篤に依ることを比職的に論

鈍き金物は磐腐即ち砥石Ｅ﹂とぎ磨くことに依２﹂鋭利となる︒これ

ロ心ワレＪ︲

本位に従ふが故に雫ひや奪ひ合が出で︑群議即ち誹退したり譲り合っ
たりすることは無くなる︒人間は先天的に嫉み憎むといふ悪き性を具
会Ｌ居るから他人をそこないきずつけることを篇て︑忠誠とか信義と

かが滅亡する︒人間には生れながら耳や目の本性として麓や色を好む
から︑これに従うに依２Ｌ淫乱の風が生じて濫義と文章傑理とが亡び
る︒これが即ち人間性悪を示すものである︒それではよくないから師
法即ち師匠と法則とが人を教化し︑濯義に依２﹂人を導き︑かくして

I

Ｐ

（2）

」

の悪を教化し治千を致さんが篇めである︒今︑師法に感化せられ文畢
を身に積み潅義に由る者を群子と篤し︑性情の欲をほしいままにし︑

平気で我侭をな上﹂薩義に運ふ者を小人と篇すのである︒これ明に人
性は悪であり善は作篤で︑傭である護擦とするのである︒

三︑性悪説の論擦︵下︶

桁子は性悪説を論理的見地からも論誇せんと試みて居る︒
その本文は次の通りである︒

ソスルテントヲ︿メナルガし︿ヒヲ︿とヲ
凡人之欲ソ潟ソ善者︑篤二性悪一也︒夫薄願し厚︑悪願し美︑
ハヒハヒヲ︿フヲ．モキヲ二ハズ基阜一
狭願し慶一貧願し富︑賎願し責︒荷無二之中一者︑必求二於外や故
ニシテ︵ヲ一一シテハヲモスルラニハズメ

二ツテヲ

スルザントメチル

富而不し順ン財︑貴而不レ順し勢︒荷有二之中一者︑必不し求二
於外幸用し此槻し之︑人之欲し鯛し善︑鯛二性悪一也

︹樺︺凡そ人が善を篤さんと欲するのは性悪なるが篇めである︒即ち

人性が本来善でないかこそ善を求めるのである︒才能や性質等の薄き
ものは何らかして厚からんと願ひゃ醜悪なる者は美ならんことを願ひ︑
狭ければこそ礎からんことを願ひ︑貧しきものは富まんことを願ひ︑

賎しきものは貴からんことを願ふ︒荷くも自分の中に無きものは必ず
自分の外に之を求める︒故に富者は財を得ることを願はないし︑貴人
は雛勢を得ることを願はない︒人間が善を篤さんとするのは人性は悪
で内に善を有しないからである︒即ち人性は悪なるが篇めである︒こ

のが善を求むるといふことは寧ろ道理に合はない︒性善なればこそ善

することは論理としても正富ではない︒それのみでなく︑性悪なるも

事を篇さんことを欲すべきで︑性悪なる者は悪事を篤さんとするのは

論理に叶うのである︒人間が湛表を善と上﹂之を魁得せんと欲するの

は︑孟子の説の如く寧ろ性善説の請擦となすべきである︒これが認識

論上の原理に合するのである︒葡子は此の熱に閑して次の如く説墜﹂
居る︒

クトフルニリテヲツ﹃一ツ
︒ミテヲスルルヲレ
夫好し利而欲し得者︑此人之情性也︒恨二資咳財而分者一且
上ニミテヲ久ルヲクナレバノヂセンツスルハ

と

順二惰性一好ｖ利而欲し得︑若し是則兄弟相奪芙︒且化二耀
二レチルーニヒ一一

スレパニルナリニモ

ク

義文理︽若咳是則譲二乎画人一美︒故順二怖性一則弟兄争英脳・

卜チマタンゾピンヲンゾピンヲ

リト

化二澱義一川談二乎園人一美︒︵以下二節略︶孟子同人之性
ナル
ナル︿
ナリ下レズソ
善︒是不し然︑凡古今天下之所謂善者正理平治也︑所謂悪︑／
ニトス︿ヨⅡ〃
３
︲レ
者偏隙惇飢也︑是善悪之分也己︒今誠以二人之性固正理平く

ナルヲテヌ﹃一シテシカラシテトー︑ラ

治一邪︑則有悪用二聖王へ悪用二濫義一突哉︑雌し有二聖王穐
ナリ二
︿一フ
夕ゾヘン
義↓蒋昌加二於正理平治一也我︒今不レ然︒人之性悪︑故古者
テ

聖人以二人之性悪寺以鯛侃二険而不ｖ正︑惇飢而不移治︒
ニガテテヲテミ二カニシテヲテヲシテ
故篤ｖ之立二君上之勢一以臨し之︑明二澱義一以化し之 起二法
ヲ
ヌヲクシテヲ・テラムヲシテニセ

正一以治ン之︑重二刑罰一以禁ｖ之︑使下天下皆出二於治一合中於
二
し
善上也︒是薩義之化也︒

右の論理は比警としては面白い黙もある︒如何にも一般には貧困な

ふ時には互に自己の利益を求める︒．かくと﹂兄弟の親密なる間でも純

である心警へぼ財物を取り一﹂之を分ける者があるとすると︑性情に従

︹縁︶自己の利益を好み︑これを獲得せんと欲するは人間本来の性情

る者は富を求め願ふ念が握く︑位の高き者は自ら高き位を求めないこ

を抑制ＬＬ図人にも譲るやうになる︒故に情性に従へぱ弟兄でも季ひ

然として相奪はんとする︒若し濫義文理に化せら︾っ生時には其の性情

れ葡子が人性悪なりとする論理的基礎なのである︒

る程益々権勢の慾を逢うする事例もある︒故に葡子の如く簡単に勧定

とがある︒併し乍ら富を得る程︑金銭の欲が深くなり︑地位が高くな

合ひ︑これを矯竺Ｌ濯義に化する時には国人が互に相謡りて利を貧ら
ないやうこなる︒これで見ろと︑人の性は悪でその内には善はないか
ら︑外に善を求めて潅義を隈得十るのである︒︵中略︶孟子が人と性は

正理平治である︒即ち正しき道理にかない平和にしてよく治まること

善であると言ったが︑そうではない︒凡そ古今天下の所謂善なる者は
である︒所謂悪なる者は偏除惇飢である︒即ち偏頗にして険悪に︑惇
戻にとＬ乱暴である︒善悪の厘別は資に此に存するのである︒孟子の
言の如く人之性は善で︑先天的に正理平治であるならば聖王が濯義を
説く必要はない課である︒若し聖王稽義が有るとしても正理平治の上
に稗益する所はない筈である︒質はそうではない︒人之性は悪で︑偏
臓不正に走り︑惇凱不治に陥ることを聖人が翻破して︑君主を立て威

カラナステル︿ズルピテ

ラルセヲソナル︿

不し可膨肇︑不ソ可〃事︒確義者聖人之所レ生也︑人之所二塁

人之装布不レ察二乎人之性億之分者也︒凡性者天之就也

クスルノュジシテスカラカラトスルー

フヲ

ンデクズキナシテスルフヲ卜

而能﹃所二事而成一者也︒不し可ン事︑不し可レ事而在し人者︑

謂二之性一可二塁而能﹃可二事而成一之在シ人者︑謂二之億記是

︵ヘクテルハシテクレキテ
性偏之分也︒今人之性︑目可二以見↓耳可二以蕊印夫可二以
ル︿しヲキテクへシニ△しヲ力号ンテナリ

ルートオラプナリ

見一之明不離し目︑可二以鴻一之聴不ン離し耳︑目明而耳聡︑

不し可レ皐明実︒

︵淫︶孟子は人間が駆問をなし聖賢の教を望び善を行ふのは人間の本

性が善であるが篇めであると言って居る︒然しそうではない︒か坐る

る偽性とを頚別せざる知慮浅薄の至す所であゑ尤も孟子は四端の説

説をなすのは人の本性を知るに及ばず︑人間の本性と作篤に依２Ｌ成

を唱へ︑それが仁義濯智の本で人間の本性であると主張したのである

が︑苛子は概括的に右の如く述べるのである︒元来本性といふのは天

より賦輿されて自然に成るものである︒即ち後天的に里ぽずして成就

し︑作篇を待たずして具はるものである︒之に反して後天的に塁び篇

して成るのは億である︒彼の稽義なるものは聖人が作篤せるもので︑

人さ﹂れを後天的に翠んで初めて磯得するものである︒今︑人の性を

見るに目が物を見︑耳を聴く性能を本具するが如き先天的のもので︑

目あれば必ず明に見︑耳あれば必ず蕊くことに聴きものである︒これ

は生れながら自然に存するもので後天的に翠んで得るものでないこと

は明白であると言ふのである︒苛子の此の一評論には異議を挟む除地は

無いではない︒その課は目は必ずしも先天的に明ではなく耳は必ずし

も生れ乍ら穂なのではなく︑後天的修練を錘て愈々明と聴とを致すが

明白で︑覗費鶏の修練は後天的のもの即ち本性とは別個のものたるは

篇めである︒けれども見る素質聴く素質は先天的のものであることは

（4）

勢を以て臨み︑潅義を明にして固人を教化し︑法律制度を起して之を
治め︑刑罰を重んして之を犯すことを禁じ︑天下をして治平に蹄し善
に合せしめたのである︑これが聖王たる者の政治で︑潅義の教化であ
る︒かくして葡子が聖人の教化は性悪説に基くものと主張するのであ
る︒苛子はなぼ進んで十数節に亙２Ｌ此の趣意を解明せんと試坐Ｌ居
るが論旨は同一であるから以下十数節の解窪は省略する︒

四︑性善説を難ず
荷子は叉特に孟子の性善論を評論して其の非論理的なるこ
とを摘護し︑自己の所説の正営さを裏付けんと試みて居る︒

其の論は論理的に必赤しも正しいとは言ひ得ないが所謂性善
が多いと恩ふ︒

説の弱鮎を鋭く突いて居る鮎は世を戒しむる上に寄奥する所

クラ︿ナレパドクラレシテパルー

孟子日︑人之畢者︑其性善也︒日︑是不咳然︑是不鯵及し知二

■

異議のない所である︒唯︑人間が後天的に薩義を習得することの出来
るのは︑その本性に同質の性能が先天的に具はる誼擦と見るのは性善
説の立場なのである︒葡子は性の善なるものは後天的に習得せるもの
て善なるものを後天的に習得し得るかといふ認識的批判に封しては果

で︑先天性には峡如せるものと主張するが︑不善なる本性は何に依っ

である︒全智全能の榊が此の世の悪の謹生を許容することの説明に窮

したライ零フニッッが地上に悪なるものは存在せぬので︑テオデセー︵稗

は正いのだ︶と主張せねばならなかったのも此に基くものと思はれ

これが篇めと思はれるのである︒

る︒程朱翠派が太極には理︹善︺と気︵悪︶とを併せ含むと読くのも

ラント

スレハル一一テレヲルーヲ

荷子の此の推論は形式論理的には一雁その如く見える︒け

侭であるとするのである︒

て察すれば人之性の悪な﹀雪﹂とは明白で︑善なるものは後天的作篤即

る︒故に情性に順へぼ辞譲せず︑誹譲すれば惰性に惇る︒これに依っ

惇する行である︒然割晶手子之道に燈義之文理であり美重あり善であ

弟は兄に譲り︑子は父に代り弟は兄に代るのは皆人間本然の性情に反

勢しても休息を求めず︑長上に代りて筒働かんとする︒子は父に譲り

飢ても長者より先に食はんとせず︑人に食を譲らんとする︒自分が疲

を欲する︒此は人間の自然の性情である︒然るに世間の有様を見るに

飢れぱ飽食せんことを思ひ︑寒ければ淵媛を欲求し︑疲努すれば休息

に自説の正常を誼明せんとするものである︒現今人々の性情を見ろと

︵燦︶此の節は葡子が孟子の性善説に止を刺さんとしたもので︑同時く

ラパ

ルコトカナリノナル
然則人之ナ性
悪明美︑其善者侭也︒５

惰性一川不二僻譲一実︑僻護則惇二怖性弓突︒用し此槻し之．３

セ

反二於性一而惇二於情一也︒然孝子之道︑澱義之文理也︒故順二

スル

リ二
リニ
子之譲二乎父﹃弟之譲二乎兄一子之︑代二乎父一此二行者︑譜
モ︵
シテニル

所し譲也︑努而不二敢求惨息者︑特し有し所し代也．夫

ルスレ霜ドモルメ︿ンゴトヲ︿二ラントル︲し

ウルモレバヲ・ルヅハ︵﹄

此人之情性也︒今人飢見ン長而︑不二敢先食一者︑糖し有咳

今人之性︑飢而欲ン飽職寒而欲し媛勢而欲ン休︑

ヱテスカンエトヲエテナランコトヲシテマンコトヲ

して認識論上論理的に解答し得るか何うかが問題でなければならぬ︒

イ口寸

レ

葡子はか上る問題を顧みることなく論を次の如く進竺Ｌ居る︒

クナリタスルガノヲククンベノチ

テリウマレナガラ一一シーアレノヲレノヲズヒテフヲ

孟子日︑今人之性善︑将皆失二喪其性一故也︒日通若ソ是則

過芙︒今人之性生而離二其朴一離二其資一必失而喪し之︒

一ダヲルーヲラパチナルコトカナリ卜︵シーア
ノヲトシヲシーナレノヲトスルヲムノ〃ル

用し之槻し是︑然則人之性悪明突︒所謂性菩者︑不レ

〃ルニクナラキテルヲレヲキテク

離二其朴一而美し之不し離二共炎一而利し之也︑使下夫養朴之於咳
美︑心意之於修菩若中夫可二以兄二之之明不レ離﹀︑︑可二以艦一

ニシテナルガ
しヲ
之聴不し離し耳︑目明而耳恥上也︒

ｊ１Ｔ

︹輝︶孟子日く︑今人の性は善であるが︑人皆其の性を失喪するが故

に不善となると︒此の論は誤謬である︒今人が生れ乍の素朴を離れ資
質を離れて之を失喪するならば︑それで人性が悪であることは明白で
ある︒人性が善であるのならば素朴を美として之を離れず︑資質をよ
るしとする課である︒これ恰も目が其の本性たる見ることの明を離れ
ず︑目は必ず明︑耳は必ず鴫なるが如くならしむ筈であると論じて居
る︒此の葡子の批判は極めて正常なる論理を含むものであ２﹄︑性善
論者の答嬬に窮する所である︒性善論者カントは人が悪を篇すのは︑

本性は善であるがその力が弱くして悪腫封するハング︹春獄︶に出づ
るものであると説陰Ｌ居るが︑かくては人間の天性即ち本性の中に善
ならさるもの即ち悪なる素質が存在することを許容せさるを得ざる課

ばれる︒

持って居る︒同時に種族保存の本能を有するので︑時として

の生鰐として自己保存の本能を有するが故に衣食住の欲望を

は善悪を客観的に固定せる馬性と観る鮎である︒人類は一個

間の天性を善若しくは悪の単一性に蹄する鮎であり︑その二

説も共通に陥って居る誤謬は少くとも二つある︒その一は人

人性を先天的に善とする性善説も︑先天的に悪とする性悪

五︑結語

性観に開し一Ｌは萄子よりはルソーの方が寧ろ勝って居ると恩

含槻に開してはルソーよりも荷子の見方が倦欝であるが︑人

る過剰文化を罵倒せるものであって一般的事賞ではない︒腫

ある︒これはルソーの文畢的誇張性が十八世紀時代の鯛熟せ

せるものであるが︐荷子は後天的修練が善の根源となすので

といふ有名な句がある︒これは悪の根原を人篤即ち吐含に蹄

の手を離れたる時には善である︑人の手に渡って悪となる︒﹂

ルソーは名著エミルの巻頭に於いて﹁綿てのものは造物主

荷子の結論は正しいとは言へないと恩ふ︒

傭ではなく︑人性の貝を表現するものとなるのである︒故に

ば善事は億となるのであるが︑性善説を前提とすれば善事は

と結論せぬぱならぬ謹である︒要するに性悪説を前提とすれ

萌芽が人性に先在するならば僻誕耀義は人性の善に基くもの

的に存在する事資を否定する誇擦を示すものでは左い︒善の

れども孟子が主張するが如く人性には仁義穫智の端緒が先天

I

ぱ自己の利益を顧み歩して他人の潟め自己を犠牲することを

はんとして自己の危難を忘れることのあるは共に先天性の褒

敢て馬ろのである︒親は子心潟めに己れを顧み歩︑他人を救

めである︒換言すれば人の本性は善悪未分化のものである︒

露と見るぺきである︒孟子の四端の論の生る上のはこれが篇

のである︒二宮尊徳翁が天性と人道とを厘別し︑善悪を人道

善ともなり悪ともなる素質が人間に賦典せられて居る本性な

の規範としたのは之が篤と恩ふ︒抑善といひ悪といふものは

客槻的に固定した内容を持つものではない︒物欲の如きも自

利に走って他を顧みざる時は悪と評償せられるのであるが︑

これに依って一身一家の篇めに勤労に脇み節約に努むる時に

は美徳とせらるべきである︒慈愛の如きも愛に溺れば子女を

賊する悪徳となる︒所謂邪錘の痴情の如きも利他的本能の鍵

態と見ることが出来るであらう︒元来善悪は慨値評償の一範

し悪を悪とする償値意識そのものと︑何を善とし何を悪とす

曜であって︑道徳的意識の所産である︒その内には善を善と

るかの償値規範とを包含して居る︒前者は先天的に人性に固

のである︒かくして人間は善人ともなり悪人とも成るものと

有するが後者は後天的に教化と環境とに依って確立せられる

言ふことが出来る︒︵尤もこれには遺偉等に依る限界ばある︶

晩近の畢界に於いて人格︵即ち人間︶は生る上ものでなくし

て養成せらる上ものであると説かる上のはこれが馬めであ

る︒後天的修養に成るものを億と稲するのは荷子の過誤であ
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」

ワ︵︾Ｏ

荷子はホッ・ブスの如く叉ルソーやカントの如く娩近の心理
墨等の精紳科畢の進歩に接して居蕊ない︒古来の性善悪論の今
日の皐界に受け納れられざる琴へき所以は此にある︒唯荷子が

聖人の教化を極力主張するのは後天的感化の肝要不可峡なる
ことを力説せるもので︑性善諭が陥り易き楽天的自由主義の

治論︑道徳論︑教育論には永久に償値を失はざるものが包含

弱鮎を戒むる上には水久の直理を示すものと思ふ︒荷子の政

再建を口にした︒近くある含合の新年Ｄつどいには遺言より

見たる日本再建を口にした︒
日本の砿患者の救療は欧米人の手により︑肝心の日本人は

うていたからである︒欧米人の多くはいづれも遺言を認める

同胞の世にも不幸なる患者を天刑病者かつたいなど上忌み嫌

が︒死に際によろしく頼むとか兄弟仲好くとか御闘の鯛とか

型にはまった文句をならべるのでは無い︒健在の間に遺言を

筆にしいつも之に加筆しているのである︒長い族にでも立つ

の自己反省も分別も心懸けもないのが例になっている︒私は

時は叉新に筆にすべきであるが︑日本人はそうした平素から

を願いたいといったが不幸にして一人も無かった︒私は言下

開口に先ち参倉の諸君の中に遺言を認めて居られる方の翠手

に今や再建日本の懸案はあまりにも多いが︑もし日本人の多

り修養があれば日本の再建どころかア︑した戦争もはじめな

くが平素から遺言を筆にしておくだけの分別があり自符があ

かったであろう︒伸虜虐待その他の背徳非傭な罪悪も起らな

私は新春も遺言につき長講延命槻と題して次のような一文

かったであろうといった︒

、 i ノ

せられ︑現下の我函の如く自由主義の行き過ぎを反宥せしむ

海南

を草した

新年の書初めに長毒延命疑なしという語まじないを筆に

する︒それは遺言である︒欧米では寓人あげて平時から

遺言を記しておくのが例になっているが︑日本でシの字

r け 、

る上には貴重の資料であると恩ふ︒尤も施設や方法に淵して

は封建壮含を前提する順習を墨守すべからざるは言を侯たざ
る所である︒文化の進歩には所謂創意工夫の必要なる所以は

下

柵資に此に存するのである︒︵一宝遡九︑四︶︵顧問︑文筆輝士︶

長寿延命観
再建日本と遺言
る︒再建すべき事があまりにも多いからである︒惨敗されし

近頃はいつも︑再建日本について之を口にし叉筆にし一﹂い

村

理由があまりにも多かったからである︒
さきに島根畷の杜倉事業大倉の講減には霜より見たる日本

灸

嫌いがあり不精であり︑遥言など縁喜でもないことを聞
くのもイヤという人が多い︒そのくせ遺言が無い篇に遺
産争いなどで血で血を洗う話を聞けば顔をしかめる︒し
かも自か傘謹一言を記さ水病が重くなると中にはもはや再
起不能とあきらめて遺言したいと気付く人もあるが︑も

はや云ふ能はず筆にする能はず煩悶して息を引きとる例
も少くない︒

遺言しておけば不時の出来事に出あっても病が重くなっ
ても斌もんも起らない︒心残りの無い安心立命の心境と
となる．そうした心のなどみにより自から病勢も表へる
本人も気がらくであり家族も看謹人も大助かりである︒

たとへ不起の客となるにしてもそこに未練もない焦燥も
ない︑さらに遺言がモノをいって肉鰐は死しても遺言の
賞現により事資生命の延長ともなる︒
おれは貧乏だ借金は有っても資産は無いから遺言の要な
しという聾もある︒しかし遺言は資産のかたみ分けばか
しておくべきである︒小豊中墨の若い人たちでも遺言に

の気分で遺言をつくった︒

した各種の関鶴はじめ官公署曾腫銀行工場とか︑さては

遺言は一身一家から友人たち︑さらに母校とか生前開係

き残されてよい︒

郷黛に祇含に園にさらに人類に世界にその分に雁じて書

私はこうした話をしたが︑私の次に立った最近アメリカか

ら飯つた方が︑只今の私の話をうけて渡米の時に遺言をつく

りまして心のどかに族をつ堂け幸に無事に販園したという事
を語りつがれたのは此上も蔵くうれしかった︒

私は日本人の多くが平素から遺言をつくるだけの反省があ

り修養が出来た時に再建日本の完成があると信ずる．男︶

︵特別含員︑法畢輝士︶

；

電
零

りで無い︑借金があれば猫更その虚分なり方法を書き鍔
望友ヘァノ書冊をアノ篇員をアノ書面をおくると記すも
よい︒母校へ幾本かの苗木をおくるのもよい︒私は半世

紀あまり前からいつも向う五年生き残ると見越して遺言
を書きつ画けて来た︒死ぬからというよりも一年一年と

生きのびる︑この春も八十歳まで生きのびるという感激

c今人
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I

家庭 教 育 の は な し
ｌ狸・唾．Ａのために

大杉謹一
すべて子供の教育のことは︑畢校と家庭︑父母と先生とが・
心を協せ︑連絡をとりながらこれにあたるのでありませんと
いろいろのことで不都合を生じたり︑失敗したりするような
ことになります︒少し大きくなりますと︑畢校からぬけてよ
そで遊んでおっても︑親たちは畢校に無開心なためにそれを
知らずにおったとか︑皐校もまた家庭と連絡をおろそかにし
ていたため︑とんだことになったとかいう例がしばしばあり
ます︒それでと上にお集まりのようなＰ︒四・Ａの曾合が行
われることになったのです︒アメリカの百科事典をのぞいて
みますと︑・ヘアレント・ティーチャーＣアッソシエーション

ス︵雨親・教師の含︶というところに︑﹁Ｐ・唖．Ａの活動
は︑︐皐校の課業の公開参観ということから出溌するのが普通

で叉効果的でもある︒そこに親たちが招待される︒この皐校
参観から雨親たちが肇校の問題に熱心になってくる︒﹂と︑こ

う書いてあります︒それからほかの百科事典には︑﹁家庭と
畢校の協力﹂という見出しのところに︑︒﹁先生の家庭訪問﹂
﹁両親の倉﹂﹁ｒ・田︒Ａｌ家庭と肇校と連絡﹂︑こういった

ような項目も見え︑﹁小畢校の．組織︒経誉﹂という書物を見ま

すと︑﹁Ｐ・配︒︒Ａと両親教育の書﹂というところに﹁母のク

ラブ﹂とか︑﹁Ｐ︒Ａ・亜クラス﹂とかいったような事柄が述

べられております︒この頃は大鰐どとの畢校でもこのことが

礎んで︑だんだんに改良され進歩してまいったことと存じま

さてそれについて本日は︑一般に子供の教育のことに開し

す︒

のことは畢校の方に主としてお躯がいせいばならぬと思いま

てお話してみたいとおもいますが︑大鰐︑知識技能など勉強

すが︑子供の蝶のことは大鰐家庭の方のおもな仕事でもあり

得ておかなければならぬ事が多かろうと考えますのでや﹁家

肇校でやっている事がらの中でもいろいろと家庭側の了解を

ということについてお話いたしてみたいと存じます︒

庭教育のはなし﹂という題でありますが︑主として子供の賎

ま木﹁しつけ﹂という言葉の意味でありますが︑これに側

アラスと

仕付．②族と二つありまして︑仕付にも側したてること︐②

﹁新に仕立てたる衣服の折口を馴らさむが鯛に︑緋にて粗縫

に縫ひつけおくこと﹂というように書いてあります︒それか

クチキフル一︑．と

ら朕という方を見ますと︑これは︑﹁儀式︑饗雁︑雁封︑接待

うように書いてあります︒それで﹁しつけ﹂というのは︑昔

等に︑物事の扱ひ︑起居愛動の行儀を教へならすこと﹂とい

から大鰐︑行儀のと︒と︑潅儀作法のことを指しているものと

理︒

見られます︒そしてこれは字引の説明にも明かでありますよ
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、

うに︑一定の法則を教えてこれに馴らすというように受取れ
ます︒それでしつけ糸のように︑折目を馴らすためにはこれ
を縫いつけておくことも考えられるのです︒
これを教えられる子供の方から申しますと︑﹁まなぶ﹂：︵肇

ぶＬということで︑これは古い文章では﹁まいぶ﹂といい︑
﹁宝ねる﹂という言葉から稗じたもので狸﹁他に似せて篇す﹂

とか﹁倣ひて行ふ﹂とか﹁省ふ﹂とかいい︑﹁智ふ﹂とは練習

する︑何度も何度もやってみる︑そしてそれに馴れるという
のですから︑まなぶことは︑否ふことで︑くりかえし行うの
でなければならぬということになります︒

それで従来の考え方から︑子供の装ということを申します
と︑いろいろの際における物事の扱いや︑起居動作について
一定の型を教え︑行儀作法を習わせること︑というように考
え︑子供の方はそれを箕似て倣ふ︑なかなかわからぬ︑また
できないから何度も何度もそれをくりかえし練習しておぼえ
てゆくという段階をとるのであります︒しかしこのやり方は
特別謹事でも仕込むといったような場合で︑しつけというよ
りは﹁しとみ﹂という言葉の方が適切であります︒蝶もその
極地を申しますれば︑文字が身と美とででき上っております
ように砂︵これは国字といって︑わが国で特に作った漢字鰐の

文字であります︶それは謹術の極地であると思います︒この
あや

ことは最近文豪幸田露伴先生の娘さ︐黒﹂いらっしゃる文さん

の著に成る﹃こんなこと﹄という︑鯖筆風の名文章をごらん

になりますと︑家庭の祭というものもなるぼど謹術だなと思

いつき︑その稽古︑つまり修業というものが港みたいていで

に︑先ず以て親たちの心がけ︑自分たちの模範の事が先きに

ないことがうかがわれます︒との鮎では子供の蝶をいう前

立つようなわけで︑これは或る意味の胴親教育にならなけれ

ばならぬこととも考えますが︑先歩一般のこと︸と申します

と︑親たちがただ自分の考え︑自分たちのやって来たこと︑

子供におしつけてゆくというだけでは︑よくゆかない場合も

自分たちの教わって来た型︑それだけをたてにして︑それを

たいと存じます︒

多いのですから︑その黙を少しく御注意までに申し上げてみ

教育ということは︑教えることと︑育てることとの意味が

あるわけですが︑教えるというのは︑知識を教え授けるとか

げ知らサーると同時に︑路しるべをする︑導いてやるという意

塾を教えるとか︑路を教えるとかいうこともありますが︑告

味もあります︒蝶といっても︑型がちゃんときまっている事

えてそれをその通りに畳えさえすれば︑それでよろしいとい

がらを︑例えば動作にいたしましても︑それをその通りに教

うのであれば︑教わる方はそれを員似る︑型通りに何度も何

度もそれをくりかえし練習してそれに馴れるというのでよろ

しい︒ところが銭ということのうちにも︑た噌軍に行儀作法

の型ばかりで左く︑日常生活の上で常識もあり教養もある人

であるならば自然に人品も出来︑人との交渉や膳封の間にも
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無確無作法なことのないように︑ふだんからよくそういった
ような事がらについてならされている︑それをしつけができ
ているというようにもいうので︑むしろ常識や教養の方が先

き立つ場合が多いのです︒つまり︑形式的な型というより
人間としての日常の態度︑心がけという方に車軸がある

のです︒殊にこの頃の教育上から申しますと︑子供の遠足で︑

は
車内での無作法なことや︑公園で紙屑を散らして困ることだ
の︑言葉遣いのあらいことだの︑言う事をきかないとか︑言
いつけを守らないとか︑男女間のふしだらなこととか︑そう
いった生うな事がら一般について賎がよくいっておらないと

申しますと︑それはもはや家庭ばかりの責任でなく︑単校側
の大きな責任にもなって来るというように考えられますが︑

今日のそういったような蝶というのは︑一般に教育というの
と何等鍵りはないようにも思われます︒

それでその場合の蝶である教育のことでありますが︑これ
は教えるといって︑路を教えるのも︑塾を教えるのも︑蕊問

おし率

を教えるのも︑いずれも其道に導いてやることに相違はあり

けるとか︑むりにもこうさせるとかいったのでなく︑よく子

供の立場を考え︑子供の身にもなって見て︑子供の成長を助

す︒これは殊に最近の教育の大きな方向であることは申すま

けてゆくことのできるように取扱わなければならぬと思いま
でもありません︒

それで﹁育﹂︑そだち︑そだつということが問題になりま
そい

おほ

す︒これは元来﹁副立つの義かと一歪と字引にもありまして

ともありますが︑これはどこまでも助けてゆくのであって︑

身近かにつき添うて︑養い生し立つること︑成長させること

てこれを助けてやるという意味なのであります○もともと生

副い立つというのは︑自然の成長をはたから手を副えてやっ

き物というものは自然のその生命をのばしてゆく本性をもっ

るというのが教育の本筋であります︒﹁そだち﹂が善いとか申

ている︒それにさからわず︑その本性をよい方にのばしてや

でもあります︒しかしこれも前申しました通り︐おしむ︑捨

しますと︑教育の結果である農のよいことをいっているよう

てがたく思うというので︑これを副い立てるという方法で導

ら力添えしてやって助けてゆけというように理解されること

さて以上のように申しますと︑ただ子供の成長を︑はたか

ているかどうかということが結びついてまいります︒

いてゆく︐それにはどこまでも親たち大人たちの模範が出来

機から教え導くのでなければなりません︒をしふ︵教︶とい

と思いますが︑これは子供は﹁子供らしく﹂育て上ゆくとい

め

ませんが︲その動機はどこまでも﹁愛む﹂といって︑愛しと

うのは︑をしむ︵愛︶というのと通するというのがこれであ

うので︑わざわざ子供らしくない大人らしいｌつまり﹁おと

思う︑愛づ︑捨て難く思う︑つまりそれを愛する︑という動

とし知らすととでなければなりません︒ただむやみにおしつ

ります︒それで親切に教え導いてやって︑篇すべきょうにさ
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I

なしい﹂子供に育てよ︑綾けとは大人らしい子供︑大人の型
でありまして︑﹁子供らしい﹂子供になるためには︑﹁子供らし

にはめた子供にするということであってはならぬというまで
くない﹂行動をさせないようにし︑子供らしい子供であるよ
うにしなければならぬのです︒その鮎で︑行儀作法というこ
とも︑それは決して不自然なことではないのであって︑子供
は子供らしく振る舞うということなのであります︒それで子
供時代からだんだん成長して青年時代になりますと︑それぞ
であります︒

れ年齢に雁じてす上めていかなければならぬことはもちろん
アメリカの教育については︑近頃たくさんの方があちらへ
で誤り解していたことも︑はじめてはっきりわかってくるよ

まいって．直接あちらの様子を見てまいりますので︑これま
うな次第であります︒例えば︑小望校の族のことであります
が︑﹁運動場でも喧嘩する生徒を見たととがない﹂とか︑﹁廊
下など走る子供が一人もいなかった﹂とか︑﹁アメリカの小肇

校では殊に蝶がやかましいので︑ルーム︒スタンダードやラ
イン・スタンダードとして貼２︲一あるものを見一Ｌも︑静粛と

いうことが常に狸調されている﹂などいったようなことをは
じめ︑ハイスクール︑つまり中畢校の授業にしても︑﹁小箪校

のそれと様子は自然異るところがあるけれども︑一様に識か
である︒姿勢は日本流に考えるかたい行儀のよい姿勢ではな
く︑自然の姿勢でいる︒けれども雁を立つとか︑話をすると

か︑いた歩らするとかいうことは決して許されない︒この綾

の鮎については︑女の先生が大部分であることと考え合わせ
す︒

ると面白い問題である︒﹂このように申している人もありま

このようなわけで︑子供時代はこのようにしっかりと朕を

して行こうとしている様子が見られるのです︒イギリスなど

のもとに育てられて行くというようにも申しておられます︒

では︑殊に女の子は満二十歳になるまではすべて雨親の監督

この鮎でわが国の︑殊に経戦後の子供の教育は︑まるきり野

放しの状態でありまして︑これは大いに考えなければならぬ
ことだと︑ぽつぽついわれてまいりました︒例えばその一例

ですが︑動物園の話で︑先日新聞に出ておりました︒責にき

の倉で参りましたが︑やはりそうです︒まあ紙屑公園です︒

たないというのです︒豊島園へ先日畢生といっしょにクラス

しかし望校の先生が引率している組では︑お鉾営のあと屑物

からそれぞれ遊びに出かけたのは︑それこそ皆自分勝手で︑

を一定の場所にかたづけているのを見受けます︒しかし家庭

をマイナスにしているわけであります︒子供には小さい時か

散らかし放題です︒これでは折角畢校で教えても家庭がそれ

ら子供相雁の﹁よい事﹂壷慣事﹂の厘別ができるようにしな

ければなりません︒今日では放任の結果︑こうした善悪の判

断についても全く無頓者なのではないかと思われます︒これ

が習い性となって︑あたりまえのこと︑これ位は何んでもな
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いこととなっては︑それこそ末恐ろしいのであります︒それ
で︑こんなことなどはしっかりと教え導い一Ｌ行かなければな

りません︒しかし族につ堕しは︑親たちが自分で気がつかな
いうちに子供に自然と悪いくせをつけているのがいくらも見
られます︒イソヅプ物語に︑﹁子蟹が横にはっているのを︑み

っともないと母蟹がとがめる．ではお母ちやんはといったら
もこれに似た鮎があります︒

お母さんも横にはって行く﹂という話がありましたが︑族に
前に﹁まなぶ﹂ことは﹁まねる﹂ことだと申しましたが︑

りたいものです︒かくて道徳教育は自然の教育のうちにおの

づからはぐくまれて行くことでしょう︒御清蕊を感謝いたし

ます︒︵完︺︹評議員︑東京教育大畢教授︶

１１侭

編輯室茶話

文葵作品をめぐって︑文畢者と取締常局との間に︑屡を紛争が起る
これは昔からの事であるが︑維職後民主幽家︑文化闘家が云々される
やうになってからは︑一屑甚だしいものがある様である︒近くは﹁チ
ャタレー夫人の慧人﹂の雛諜書が溌禁になったことからゴタノＩ︑があ
った︒叉かと云ふ程のことである︒
文蕊者の立場からは︑あれは立派な文挙作品である︒決して好色を
目的としたものではない︑英米その他が溌禁して居るのは︑キリスト
教倫理によってなされたものだ︑作者は之を革命する意側で書かれて
ゐる⁝⁝といふ︒取締側は︑よい丈畢作品であり作者の目的がなんで
あるにしろ︑性に閥する露骨な表現は︑一般讃者に影靭があると見る︑
正しく雨者は食ひ途ってゐる︒なるほど同書の如き立派な丈畢作品で
あり他に目的があるのかも知れぬ︒併し文畢にも表現には限界がある
そし一Ｌ丈畢者だけが誠むものならばよい︑一般大衆に誠ませるとなる
と︑果して作者と同じ程度には受取れまい︒又丈畢教養柊溌のためと
しても︑一般には徐令として順序がある︒取締側は素人の眼である︑
文畢には至らぬ者の言も聴くべきであり︑頃合ひを晒者が計る今へきで
ある︒徒に丈畢の名では形付かない︑要は大衆眼の程度を思ひ啓溌の
順序こそ大切である︒文畢者は或は此の作品から︑性描篇しか受取ら

〔13〕

善いことも悪いことも︑子供はまいたがるものであります︒
と申しまして︑暗示と模倣の法則がいちじるしく働き︑殊に

殊に今日のような︑牡含の秩序の蹴れた時代は︑群衆の時代

らやってみたいという心理になりがちなものであります︒

感能的な慾望の満足︑乃至冒険的︑破壊的な行動などは筒更

モツ

しかし文明の今日におけるいわゆる文化人は︑単なる﹁群

﹁群衆には道徳がない﹂といわれるのはこのことであります︒
ブ

衆﹂であってはなりません︒それは祇禽心理畢者のいう︑い
パブリック
わゆろ﹃公衆﹂でなければならぬのです︒公衆の意見や判断

は︑感情に支配されることなく︑理性の助けを得て公平な見
って︑一般社舎人の行動を見守りもし︑ょきをほめ︑あしき

解を持つことでしょうｐこれがいわゆる良識ある世論ともな

ないとも限らない︒
何事であれ人間はそれ ぐ︑の専門に至れば︑何を讃んでも弊はない
弊のあるのは素人である︒境に作品が理解出来なければ︑へんな虎だ
け．︑自分に分る興味のあることだけで一桧を償値づける︒取締術局は
素人の謎として素人なるが故馬鹿にせずに聴く雪へきだ︑そして素人も
徐々と文皐への理解今超して行くやうに歩みよるべきではなからうか︒

1

を制してまいります．これが杜含の道徳というものなのです︒

澱儀もこれによ２Ｌおのづから保たれてゆくというようにあ

｜

けないのではなく︑交通安全上設けられた規

お巡りさんが叱るから赤の時は通行し一Ｌはい

風に︑﹁誰々に叱られるから﹂ならば︑必ず人

んでゐたといってましたが︑若しこれが日本

れは市のものなんだよ﹂と言つ一Ｌ︑平然と遊

ごがほしくないか﹂と云ふと︑﹁おぢさんＩこ

︑︑︑︑︑

則を守るためにいけないのですし︑又店のも

の居ない時は或は木登りし一﹂りんごを盗むこ

聞かすべきだと思ひ富す︒例へば交通信雅は

のを一寸失敬するのは︑お巡りさんが叱るか

ととなるのではあるまいか︒

職含教育︵＄
従来日本の親達が子供を擬ける場合︑何か

らいけないのではなく︑さういふことをする

ことも一つの封建性の名盛りとも言へ雷せ

しなさい﹂といふ工合に申︲します︒こうした

叱られる︑お巡りさんに叱られる⁝・・・からよ

お母謹んが叱るからいけないのではなく︑そ

をきかないとか云ふことなどは︑お父さんや

こと︑約束を守らないこと︑素直に言ひつけ

とだからいけない課ですし︑又家の中を汚す

すまい︒この塗に大いに反省して︑改めねば

ふ凝念をもたせるやうにして行かねばなりま

心の命によってかくしなければならないと云

く︑自主的に人間としてかくす誉へ堂こと︑良

致し方なくよい行動をするといふ他動↓的でな

これからの祭けは︑﹁誰々に叱られるから﹂

う︒何か一つの権力者を持ち出して︑それが

なのです︒

の事が人としてすべからざる悪いことだから

Ｏ叱かられるといふこと︒

﹁お父さんに叱られる︑お母さんに叱られる

悪るいことをしたとか︑止めさせるといふ際

のはお巡りさんが居ようが居まいが︑悪いこ

︑Ｌ︑

齢所のお叔父さんに叱られる︑お叔母さんに

ふのです︒さうしたことは︑若しその人が場

かうした叱られる教育の結果︑人間はどう

叱るから︑それが恐いから止めろ︑よせとい
合により叱らなかったならば︑それは悪いこ

なるかといふと︑出透は一寸した相違のやう
に思ふかも知れないが︑知らず知らずの中に

︑

から致し方なくするもの︑借りた金はきびし

︑︑︑

ならぬ牡含教育があると恩ひます︒稚金とい
ふものは︑弧制的な催促があるから納めるも
の︑選畢は棄権するなとやか富しく言はれる

とであ三Ｌもよい課であり︑又善い事であっ
て亀叱られたらやめなくてはならないことに

行ひに蔭と日向が出来るやうになります︑乃

︑

たといへませう︒

もな２Ｌ︑祭けとしては誠に不充分なやりか

の一︲叱られるから﹂的咲けの常然の結果でな

い催足があるから返すもの︑親に叱られるか
ら勉弱したり働いたりする︑先生が叱るから
行儀をよくする竿を︑要するに何令は何々さ
れるから致し方なしするといふ風で︑自主的
に行動することか忘れられるの犀従来のこ

の方便とし一しは︑指導上時に他動的な面も啓

ければなりません︒素より幼鬼の蟻けの一つ

になり勝ちです︑良心に封する義務とし一Ｌ行

してもよいとか︑要領よく立廻るとか云ふ風

ち人の見て居る時は注意するが︑蔭では何を

賎けといふものは︑本来が人に叱られる叱
いことだか︑悪いことだかをよく知らせるべ

られないでするものではなく︑そのことが善

動↑するのではなく︑相手を見一Ｌ行動すること
︑︑︑

切なことであると思ひます︒︵記者︶

謹に役立つ事もないではないが︑目的は蝕迄
も自畳し一Ｌ自主的に行動することにあるか
ら︑そのやうに指導することがこれからは大

となる︑それで腫行ひといふものは偵値はな
いのです︒或る人がパリで街路樹のりんごが

きものです︒素より悪いことであれば叱らる
べきものでばあり蓑せうが︑叱る叱らないは

熟してゐる下で︑そんなものには全く無開心
で遊んで居る見童を見て︑﹁どうだ︑このりん

︑︑

この次で︑その事がすべきことか︑す曇へから

ざることかを子供にも到るようによく言って
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平和論ノート

石坂養卒
私がトルストイの﹁戦争と平和﹂︵馬場孤蝶鐸︑国民文庫刊

ら持って来た書類を繰ってゐた︒︵︵三︶一八七

一八八頁︶

馬場鐸では︑老公爵の言葉が︑﹁人間の血管から血を抜いてし

まって︑その代りに水を入れ給へ︑さうすれば︑戦争は全く
無くなるぢやらう︒老婆の嘩謹ぢや︑老婆の騨語ぢや﹂とな

っている︒︵上巻七○○及び七○一頁参照︶意味は同じことで

アンドレイもピエールも作中の重要な主人公であり︑前者

あるが︑課としてば馬場の方が優れているようだ︒

公園アンドレイ︵公爵の父︶とピエールとの﹁戦争のなくな

は空想を好む理想派であって︑作者トルストイの人生槻の雨

は︵そして恐らくその父老公爵も︶貴族的な現資派で︑後者

行含︶をよんだのは約二十年前のことだ︒私はそのさい︑老
る時代が来るか来ないか﹂の問答を面白く感じた︒昨秋米川

出ていないのは残念だが恥その少し前のところでピェールは

︲ピエールの﹁戦争のなくなる時代到来﹂の誇明がちっとも

極面を代表しているものと思われる︒

正夫毒の同書︵岩波書店︶を偶然手にしたので︑雨謹害を封
そこのところが米川課には次のように出ている︒

比する意味をも含めてよみ直した︒

老公鰐は機嫌がよかったので︑さま人Ｉにピェｉルを助つ

公爵アンドレイと来世の有無を論じたあとで﹁もし肺があり

来世があるとしたら︑員理も善もある筈です︒そして人間の

た︒

食事の前に︑再び父の書粛へ師って来たアンドレイ公爵は

せん︑愛せねばなりません︑信じねばなりません︒﹂と言い︑

また天を指しながら﹁われノーは単に今との一塊の土の上に

簸上の幸禰はその盤得に突進することです︒生きねばなりま

住んでゐるだけでなく︑永遠にあすこで菖物の中に住んでゐ

老公爵が熱くなってピエールと争論してゐるのを褒見し
ゐた︒老公爵は別に怒りもしないで︑冷かし牛一分にその説

たのです︒またこれからも住むのです︒﹂と言っている︒戦争

た︒ピエールは戦争のない時代の到来する可能を誰明して

﹃人間の血管から血を出して水を入れるがいⅥさうした

人間の血管に流れる血を水と取り換えることは出来まいが

をなくするのは直理だ︑善だとピェールは信じていたらしい︒

を駁してゐた︒

ら戦争もなくなるだらうロいや︑女の度ごとだ︑女の寝ご

好戦的な血を平和を好む血と入れ換えることは出来ないと

とだ︒﹄と言ったが︑それでもやはり愛想よくピェールの肩

を敵きながら︑卓の傍へ近寄った︒その傍ではアンドレイ

畠︒．

限らないだろう︒

公爵が︑話の仲間にはいりたくない様子で︑老公爵が町か
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昭和二十一年十月一日付の私の日記に左のことが出てい
る︒

︑骨

ブロヅクに分立することは世界に破滅をもたらす鮎を指摘
した︒

し︑平和のために園の大小を問わず各国の理解と協力を要請

の壮年が︑﹁峰から針をとってしまえばちっとも恐ろしくな

二︑三日前の夕刻︑熊谷騨の東武線ホームで︑或る百姓風

力説した︒

と国際連合の遠大な使命達成に特殊の重大責任をもつことを

らしい虐恢哲理でも蕊見したかのように得意にｌ幾慶も

以上の中︑われわれにとって最も感銘の深いのは四つの自由

︵四︶︑大国として資力をもつ米園が︑平和のための事態解決

操返している光景を目撃した︒私は︑ピエールと老公爵と

特にその中の﹁恐怖からの自由﹂である︒これについてトル

いぞ﹂と．相手に謝して執鋤にＩというよりは︑何か新

のある倉話をハッキリ思い出した︑雨者の間に何のゆかり

の可能性についての話を耳にする︒全世界にわたってとの恐

の自由を意味する︒近時われらのすべては次の世界大戦勃護

ーマンは﹁恐怖からの自由は︑何よりも先ず戦争の恐怖から

Ｘ

もないと知りながら︒そしてどういうわけだろうと自問し
て見た︒
Ｘ

怖が起っている︒しかしこれらの恐怖は事賞無根であり︑ま

みた︑その結果︑報告のすべてが重要な一鮎で一致している

一九四六年︵昭和二十一年︶十月二十三日トルーマン米大
ング匠のシティ・オブ・一三１ヨークビルデング︶で行った

ことを知った︒即ちあらゆる国家が戦争に嫌気しているとい

ともな話ではない︒余は世界各地から来た報告に目を通して

歴史的演説の内容を私は鮮かに思い出す︒

統領が︑園際連合第二同細倉︵舎場一三１ヨーク・ブラッシ

︵こ︑米国は孤立政策を放棄し世界の恒久平和の樹立と維持

ある政府なら︑この全溌的な感傭を無税することはできない︒

うことだ︒各国は戦争の苦しみと無駄とを知っており︑責任

未来を問わず︑世界のいかなる園とも戦争をし

に封する切賞なる願望である︒︲｜と言った︒

たとは思わない︒米国外交政策の祁髄をなしているのは平和＃

米図は現在

のために全力をあげて国際連合を支持することと改めて確認
した︒

︵二︶︑故ルーズヴェルト大統領の唱道した﹁四つの自由すな

わち言論の自由︑宗教の自由︑窮乏からの自由︑恐怖からの

近いだけに第三次大戦の流説に蕊き耳をたてる人が増してい

昨年六月勃護した朝鮮動飢を契機としてその場所が我国に

新しい戦争勃護の可能性を否定した︒

る︒戦争の恐怖からの自由ということが我国人にとって一層

自由に国際憲章の基本がおかれていることを狸調すると共に

︵三︶︑連合諸国が異った政治思想のために相互に相容れない
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のにはそれほど魅力は感じられない︒それだから︑各閏間の

便利な言葉には魅力が乏しいように︑平等という言葉そのも

平等という言葉は論理的だ︒論理的な︑従って比較封照に

私はトルーマンの演説内容を熟讃吟味した後︑十月二十六

平等ということには︑暖昧模糊は許されない︒平等であるこ

切賃な要求となっている︒

日の日記に凡そ次のようなことを書きとめゞた︒題目は︑﹁平和

﹁近代民主政治﹂の著者プライスは﹁抽象的な原理としての

とと︑平等でないこととの限界は極めて明白だ︒

平等に封する信念は︑今日は人糞の心中に薄らいでゐろが︑

トルーマンの自由に封する解樺︑自由の確立によってもた

の基調は自由か平等か﹂というのだ︒

らさるべしと願望する大戦の防止︑恒久平和の樹立に開する

平等に封する感情は︑責際に於いては︑俳図及び合衆園に於

○○

○○

大統領は︑平等に開してはあまりにも慎ましく︑否．消極的

熱誠は︑悉く蓋せりといっていいほどである︒しかしながら

私は一七七六年米国樹立宣言を国家群に雷てはめて書き換

に延蔓してゐる︒﹂︵松山武謹︑第一巻八九頁︶と説いている︒

て依然として力弧く︑オーストラリア︑一三１・ジーーフンド

由来自由平等という順で唱えられている如く︑自由が根本

な言葉しか吐露していない︒

であって平等はその次のものである︑すなわち自由があって

○○

えて見た︒

国家は細て平等に創られている︒彼等は肺に或る譲渡不可

然る後に平等があるが如く考えられ信じられている︒が︑私
はいまこそ平和の確立にあたって自由が根本であるか︑平等

能なる椛利を賦興されている︒生命︑自由︑幸耐の追求等

て護生したものである︒我等はこれ等真理を自明のものと

形成され︑固際連合の正常なる椛利は各固家の同意に基い

○○○○

が根本であるか︑両者の重みについて再検討を要する時機に

は之に鴎し︑岡際連合はこれ等諸権利を確保せんがために

自由という言葉には魅力があるし︑そして何が自由かとい

○Ｏ○

なったと思うのであるｄ

うことが註漠としている︑浩漠としているところから魅力が

考える︒

︵協賛曾員︶

これはそのまま平和世界建設宣言にならないか︒︵完︶

生れる︒猫立主権をもっている図は自由であるということだ
けは明白であるけれども︑それ以上各固家間の交渉開係に入
ると︑所謂自由に限界があらわれる︑しかもその限界さえも
どの線まで自由の名で呼ばれうるのか︑どの線に達すれば自
由でなくなるのか︑潅漠としている︒自由という言葉には︑
詰漠と魅力とがつき物のようだ︒

（17〕

家庭管理者の立場
で﹁菓子﹂を硯る

徳山敬子
戦時中 不 自 由 だ っ た 菓 子 類 が 最 近 は
殆ど復活して来たことは甘黛には責に

を使用したいものである︒

様には両方待ち合せた時には迩営な方

おやつに頂く時は何でもよい︒然し御客

生菓子は生菓子︑煉羊美は煉羊美である

トだけのものである︒多少固くなっても

煎餅だけの格である︒カリントはカリン

番茶の暑いのをくむとしたい︒

ば前者を添へたい・手製のお萩があれば

のが似合ふ・ビスケットと五色豆があれ

る︒瑚誹や紅茶にはやはり洋菓子風のも

ば菓子類は飲物の種類を選ぶものであ

子類は常に飲もので薄めて食べること

︵六︶食べかた一般に甘味ｐ濃厚な菓

にお菓子に⁝⁝﹂と云ってゐる︒こんな

︵三︶季節菓子にも季節がある︒一月一

鮎はアメリカのお母サンは感心なもの

有難いことである︒然し菓子も一つの哨

で︑チョコレートのやうな濃厚なものを

ある︒舌切雀でさへ御爺さんには﹁お茶

して川されたのでは興醒であろう︒十月

知れぬ︒然しこれが節分を過ぎた頃訪問

子供が食べる時一つを一口にパクッと

が胃腸への刺戟をさけるために紡織で

の移り頃肌寒くなって香魚の焼きもの

入れると大愛叱ってゐる︒包紙で包んで

杯なら︑松竹梅の形のものや百人一首の

けれども︑一般に砂糖が濃厚なため用ひ

やうちわの形の干菓子を出されても亦

端の方から少し宛惜しみ惜しみ食べる

歌の書かれた正月菓子も先為よいかも

すぎると身鰐に悪いことは誰も知って

寒いやうな気がする︒極端な夏菓子と参

して脂肪のやうなエネルギー源を含む

にも重要硯せられる結果ともなる︒

ゐる︒然し乍噌好品であるが故に賦交的

ものとを匠別さへすれば大篭恥はかか

雨極端に用ふる種類は自から厘別され

︵四︶菓子にはまた場合がある︒吉凶の

好品であるが故に殊更注意を要すると

︵七︶器との調和筒菓子を盛る器も晴

篭一個しか輿へない︒

なものは五つ六つの子供なら一度に大

1

好品で柴養素としては澱粉︒砂瀧分時と

からある固有の和菓子それに西洋菓子．

︵こ先づ種類から考へて見ると︑在来

菓子等と数へて見ると︑全く日本は御菓

てゐる︒親類のおめで度い御脱に鰻頭を

思ふ・格好の良い漆器の銘を盃に上等の

やうに習慣づけてゐる︒またこんな濃厚

子の園のやうな気もする︒

手土産にするよりも別のものがよい︒悔

生菓子を載せて出して貰っても有難い

ぬ︒

︵二︶格種類から云っても右のやうに

いで白いのだけにしてほしいｃ

に来てくれた人に紅白の落雁を出さな

ても生菓子・蒸菓子・干菓子︒餅菓子・駄

多種多様であるが︐この内に自と夫為の

し︑新鮮味たっぷりの洋皿においしそう

支那風菓子と数限りない︒菓子にし

格を持ってゐるものでいくら聴煎餅が

︵五︶飲物との調和も一つ大切なこと

焼き立てでパリッとしてゐても︑煎餅は
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咽Ｉ肋

な︾拝生が盛られたのも嬉しいものであ
る︒古風な猿い竹製の器に面白い干菓子
が這入ってゐるのも亦結構である︒
の償格は︑原料の上下と職人の上手下手

獄麓東湖筆勢窟詩屑

藤玄畢人
冨獄春景十一首
晶白玉芙蓉嶺ｐ雲裏詔光天地清︒

節入春分未鶏鴬︒微通一脈気生令晶
春色同来暖漸加︒懸蒜楊柳野人家︒東
山湖上堅泳謡︒冠雪蓮峯篭顎霞︒

軽暖軽寒好適人︒撰桃梅李一時新︒霞

頂冨峯冬未去︒既聞山麓老鴬謹︒

１１︲．︲１１︲ⅢⅢⅡⅢ叩Ⅱ川Ⅲ″／

附貧人無償費︒鴬花妙有即無春︒

１１︲ｌ︲︲川︲ｌ︲

戸

雲峯詔景寛無隣︒相好無双唯一員︒天

︷圭子

、

︵八︶経りに菓子の買方に開して︒菓子
と小責場所の位置等為で︑一個二十回の

ドウナッッも十五働のも十回のも三つ
二十回のもある︒消費者としてはこれ等

の僚件の内一番狸く老へるのは原料の

龍蓮獄顕︒悩殺詩腸覆載春︒

峯頭詔光雪光中︒撤麓撰雲映旭紅︒山
自秀蕊花自美︒無言天地説皇風︒

晴審冨獄気快哉︒吟杖踏青渡水隈︒峯
下撰雲峯上雪︒春冬双景一時来︒

艶陽時創出騰行︒曳杖瓢然弄快晴︒相
進鴬花山路客︒蒼湾雪獄自然清︒

獄下春闘獄上冬︒玲琉八面玉芙蓉︒一
望山麓樫花雪︒正気浩然皇国錘．
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善悪である︒進物川の場合は其上上手に

出来てゐ て 誰 で も 知 っ て ゐ る 商 票 の も
のを選びたい︒或はまた自分が常に勝入
して安心して使用出来るものならよい︒
然し自家用であれば材料に主眼を置き︑

粗悪品でないならば何も暖簾ねだんの
品でない中流の店で唇買ひ求めたいと恩
ふ︒先糞私はこんなに帆たいと恩ふ︒
︵二六・一・二四︶
︵共立女子大教授︶

烏競歌遷喬後︒妙経題唱法一昔奇︒

畑霞春暁日昇時︒雪縁蒼毒剛交宜︒好

山霊秀斯花美︒更仰扶桑一系皇︒

蓮獄詔光康雪光︒撰雲譲蕊映朝陽︒斯
暮春窮聖採穣生︒凋伍残紅自有情︒雪

I

その師プランッ・ポアズ氏に次ぐアメリカ人

本書の著者ルース・ペネディクト夫人は︑

その他日本及びアジヤに開して記述された文

リカに住んで居た日本人の生活の観察研究や

のと恩はれた︒﹂と云っている様に︑常時アメ

っては一文化の理解に必要峡くべからざるも

出し︑彼等の殺述によって人類畢者の私にと

彼等がそれをどんな風に判断してゐろかを見

彼等に彼等自身が謹鹸した具鰐的事責を尋ね

園には日本で育った日本人が大勢居た︒私は

の直接面接を割蓮しなくともよかった︒この

って非常に頼りになる研究劉象である民族と

して非常に公平に客劉的になされている︒

かと思はれる箇所もないではないが︑全跨と

る︒その中には卿察が誤って居るのではない

書に於て人類畢の立場から分析し椎討して居

博統的にと思って居た多くの事柄を夫人は本

国人の見た日本関民性の矛盾︑そして我安が

分である︒﹂と述べられて居るが︑この様な外

れ哨員責である︒菊も刀も共に一幅の繕の部

物の睡系と緯系になるのである︒これらはど

る︒然も此間の歪ての矛盾が日本に関する書

はねぽならぬと云ふ様な事はまづない事であ

｜謹言の頁

類畢者の第一人者であったと云はれる︒二早

献によってこの研究を推めたのである︒

畢者として私の利用し得るあらゆる研究技術

国民であるかと云ふ事を解く篇に︑文化人類

究の仕事を委嘱された︒私は日本人がどんな

至極な﹁しかし又﹂の迩護が見受けられる︒

世界の他の閣民に用ひられた事のない位奇惟

た︵中略︶日本人について書かれた記述には

まで戦った中で最聡気心の知れない園であっ

本書の冒頭に﹁日本人はアメリカ人がこれ

型に賎まり込む有様を重槻した︒この本は日

た︒私は何百もの事象が幾つかの全髄を掩ふ

的な開係を持って居ると言ふ前提から冊護し

どんな孤立した行動でもお互に何等かの瞭系

る固民的崇拝を有し俳優や蕊術家に高い築響

加へる事は者へられない︒︹中略︶又美に封す

し又彼等は不遜で重大であると云ふ事を附け

ない位濫儀正しい園民であると云ふ時︑しか

書物である︒﹂と云って居る所に一端が伺はれ

日本の園たらしめて居る所のものを取扱った

はれて居るかを記述する︒本書は日本をして︑

ものであらうとその中に此等の暇定がどう現

るものである︒本書は営面の活動が如何なる

生活の誉み方に闇する日本人の催定を橡討す

叉ある箇所で﹁私は文化人類畢者として︑

を利用して欲しいと云ふ依頼を受けたｏ﹂と述

る特定の一面を取扱ふ書物ではない︒本書は

本人の宗教とか漣済とか政治とか家族とかあ

菊と刀Ｉ日本文化の型

ルース・ペネデイクト夫人著

のある箇所で﹁私は一九四四年六月に日本研

べて居る如く︑常時日本と交戦状態にあった

いて書いて居る時︑そしてその民族が類例の

反面目な醗察者が日本人以外の他の民族につ

アメリカが︑敵国としての日本の性情を理解

を輿え︑菊の裁培に秘術を壷す閣民に閑する

するため︑軍常局よりこの仕事を依頼された

て︑文化人類畢者にとって最も重要な賞地調

はされたものである︒夫人はこの研究に富っ

書物を書く時︑刀の崇拝と武士の最高の威光

る如く︑夫人は﹁文化型﹂の提唱者であった︒

のであった︒本書はその研究の記述として著

て︒二三の研究技術と必要傑件とを利用し得

た︒しかし﹁それでも私は文化人類畢者とし

とを述べるもう一冊の書物によってそれを補

査と言ふ研究方法を探る事が不可能であっ

る自信があった︒少くとも私は人類畢者にと
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日本的であった︑ｌ日本の長所をも叉短所を

的でもないし叉儒教的でもなかった︒・それは

ると︑その﹁型﹂の概念は同一の動機乃至は
も込めて︒﹂と云はせたのであらう︒

この事については諜者が後記しているのによ

心的態度によ２﹄貫かれて居る一群の行動或

○人格︒綱陵伯には裏と表の人生とい

︵二十六頁より︺

ふものが全くない︑これが人格者たる所

る・間達へられて得のこともあるが損も

て兄︵家達公︶と間遠へられることがあ

以である︒﹁自分は時為似て居ると見え

生活に於ける道徳感︑階級意識︑それに塞ぐ

ミニ章以下に於ては︑日本人の圃民性︑杜曾
種々の義務︑義理︑穐儀︑人情︑恩情につい

する﹂と言はれたがも十六代様︑名貴

は習慣に顕著にやきつけられて居る共通の特

て︑又子供の賎について等︑多くの具膿的な

院議長としての謹名には得もあらんか︑

徴で︑一民族の文化はこう云ふ幾つかの﹁型﹂

読明を件２﹂記述し一﹂いろ︒本書に封する批

併し政治家家達公の生活の多少の裏面

れている綜合的有機的な全磯である︒此等の

を内に含み︑或は此等の型によ２Ｌ組立てら

評が︑﹁明治以後の資本主義の溌達によって引

の闘志は道義への熱情に見るばかりで︑

れた伯と云ふ︒併し私の知る伯にはそ

営時の園禽に絶望して議員生活を僻さ

共に︑改革派の闘将であったが︑遂に

先生︑谷干城︑曾我祁準︑簡堂伯等と

あらう︒嘗ては聞く砥貴族院で︑泊翁

には同一硯されては損するといふので

の中に包撮する媒介者であると云ふ様に夫人

起された日本人の生活の近代化の側面が取上

型が佃なの行動に意味を奥へそれを文化全膿
は考会﹄居た︒彼女は日本の文化の研究につ

げられて居ず日本人の生活で古めかしい色調
を帯びている︒﹂と云はれるのはたしかである

が︑日本人の根本的態度は明治維新又今度の

敗戦によ２Ｌも少しも鍵２Ｌ居ないと云ふ夫
人の論を誤りとは云ひ難い︒我乾の閣民性を

温厚篤質回滝無凝の高い人格者その人

冷静に客翻的に分析し反省し︑欠職を改め長
所をのばす意味に於て︑本書の我々に輿へる

であるのみであった︒︵完︶

教訓的債値は大きいものであると思ふ︒︵完︶
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陛Ｌもこの嫌な文化型の概念に立脚黙を置い

て居り︑その様な研究態度が彼女をして﹁確
の人生観が合致しない鮎であるかと云ふ事が

かに私は︑一度どこか西洋人の服定と日本人
分り彼等が用ひている範曝と象徴とについて
多少の理解があればよく西洋人の目に映る日
本人の行動の多くの矛盾はもはや矛盾でなく
なると云ふ事を謹見した︒私が日本人と一緒

詩

に仕事をしていた時に彼の使用する語句や観

ザ

器

念の多くは鎧初は不可解に恩はれたが︑やが
の歳月を経た感情の篭つたものである事がわ

辛畠骨３砥

升

て其等は重要な含蓄をも２﹂居り︑何百年も
かって来た︒徳と不徳とは西洋人の考全﹂居
たものとはまるで違ったものであった︒その
燈糸は全く濁特なものであった︒それは俳教

粥

言われたものですが︑今は水引孝一かける技術

ｉｉｌ
一一謄法一川島次郎一りは水引がかけられなげれぽならないように

一欄Ｉ跨騨鍛繍準擁嬉詐懇鋪眺鴻峰繊砿蹄群舞主であ
をつげることが︑一般の習わしになつ・ていります︒ですからや必ず包み紙の上に︑﹁粗口座
ました︒ところが最近は婚潅のよ諺罪な特別とか︑﹁寸志﹂とか﹁薄謝１−とか﹁御覗﹂とか

の場合の外は︑慰斗紙や慶斗袋を用いて︑﹁御見舞﹂とか書くのです︒﹁粗口座とは文字

水引をかけるような事は殆んどなくなりま通り﹁粗末な品﹂なのだと︑解耀されてはな

した︒らないので︑﹁自分の志を表すに足りないも

元乗物を贈答する趣旨は︑それにょ２﹂の再こんなものでは到底自分の精神は表せな
︑︑︑︑︑
感謝とか︑好意とか︑同情とかの心持を表いけれど﹂﹁ほんのしるしに御目にかけさす﹂
すのに在って︑躯に物を典えるという意味という意味にとらなげれぽなりません︒叉一

博続というものは︑そこに意味を持２Ｌ来

ます︒長い間の人々の裡験によ２﹂︑通常の

物が自然にきま２﹂いるという事もあり︑博

続心理とでも申しましょうか︑博統というと

一種信仰的な心持が加わ２Ｌ︑贈る者にも贈

られた者にも一種の安定感を輿えるというよ

とは必要であります︒けれども軍に博統だけ

うな事もあり︑物の贈答に︑博続を考えるこ

では中々解決するものではありません︒が︑

ともかくも贈答の品に封して︑一種の陣続が

要だという事を示すものであります︒

成りたっているのは︑それ程︑物の吟朱が重

人に物を贈るという事は決して近世になっ

て始まった事でなく︑わが国でも神話時代か

ら︑恐らく人間の杜曾生活の始めから︑存在

した事責でしょう︒厚始的時代には包装等と

いう程の事はなかったでしょうが︑わが図で

︑︑︑

は木の葉に載せたり︑木の枝にかけたりして

贈った事は確かで︑今日の玉串とか︑かしわ

餅とかいうものは︑その遺風とも考えられま

す︒この時代の包装は︑よしあったとしても

贈答に物の吟味が第一だという事について

一種の資用にしか過ぎなかったのでしょう︒

更にこ上に問題としている慰斗ｌ今日贈り物

の重要な形式として考えられている異斗につ

、

ノ

、．』

ではありません︒その篇にどういう場合で股にそう解輝されているのです︒

も品物をむきだしのまＬ人の前に出すといしかし︑それだからとい２Ｌ︑贈物は包装
ぅようなことはなく︑必ず紙に包み︑通常を立派にしなければならないという蕊にはな

な包装を施して来たものです︒りま︑すまい︒その志を︑物によ２し表わそう
︒見舞

しかもその包装のしかたが︑わが園ではとするならば︑包装の美しさの前屑物その
諸外国に見られない優雅さを持２﹂いるとものの選探︑吟味が根本的トー必要重

言われています︒世の進むにつれて︑菖事ならば︑こちらの見舞の誠意を表●すに足りる
が龍率的になり︑形よりも質を筒ぶ価向にもの︑これを受け取った者が︑心から慰めら
なるのは自然の勢でありますが︑こうしたれ︑心から喜び︑心からその好意を感謝する
古くからの僻統は︑矢張存讃するようにしような物を選ばなければなりません︒それに

てはどうですか︒は︑勿論︑少なからぬ苦心と努力が必要でし
答いかにも今は水引や屋斗は使われなくよう︒しかしその苦心と努力とが︑やがて見
なりました︒前には女手の唇みとして︑一通舞の本旨にかなうわけです︒

r、の、

｣

いて考察してみましょう︒慶斗はのしあわび
ｌあわびの肉を乾して︑長く伸ばしたもの︲Ｉ

を紙に包んだのが︑その始まりで︑今日それ
が幾らかはっきり残２しいるのは︑婚薩の時
等につかう長庚斗です︒長慰斗は輝く伸した
絶の肉を︑奉書に包んだものですが︑昔は本
︑︑

常に他の肉を乾して伸したもの︑即ちのし胞
︑︑︑

はなく︑今日烏賊を乾したするめを贈るよう

を贈ったのです︒単に儀式的な添物としてで
に︑のし絶そのものを贈ったのです︒

ところで︑こののし胞は今で４鰯や秋刀魚
の上弓にらく腫は得られないと同様に︑昔は
に︑これを水に浸して調理すれば味もよいの

珍品の一種だったにちがいありません︒それ

︑︑︑︑︑

のです︒その上後世︑のす︑のぽすという言

で︑延命長寿の効があるとされていたらしい
葉に縁起をつけて︑めでたいものとされて︑
一そり珍重がられました︒ですから︑之を贈

られる事は非常にありがたい事だったので
しかし︑のし胞を贈答する事は中々雨難な

︑す︒・

ので︑別の物を贈２﹂も︑贈る心は同じく︑

延命長寿を脱う意味だという事を表すために
長慶斗を添え︑それがだんＪ︑象徴化して︑

折展斗となり鮎慶斗となり︑書き慶斗となつ

たのです︒

つ表り︑疑斗もその起りは︑贈答の一︲物﹂

が本にな２﹂いるという事がわかります︒そ
れで私は贈答には第一に物を吟味することだ

いのです︒

少くも形式をと上のえる事は第二だとい上た

その次に考えたいのは水引です︒
水引は︑語原から申しますと︑﹁糊水引﹂か

︑︑

ら来たもので︑紙の小撚などを丈夫にするた
めに︑糊の水をこしらえ︑その水を引いたの
が始まりなのです︒昔は物をいわえるのに︑

から来たもので︑今はただ一種の美しさを添

えるものとしか考えられません︒ともかく＄

責なのです︒

水引が本来賞用的のものだったという事は事

人に物を贈る場合︑包んだり︽いわいたり

るという意味もあり寵す︒だからこそ︑わが

する事は必要です︒人に上げる物を大撫にす

図には盆や台に載せるとか︑祇紗をかげると

叉包装を美しくするということも大切で︑

かいり習わしもあるのです︒

それが篇に︑物がその僧打を高め︑贈られた

す︒それで︑すべ一﹂むきだしで︑めったに紙

者に好感を持２Ｌもらえるという事聡ありま
で︑糊水を引堕Ｌ︑容易に切れないようにし

紙撚を使いました︒ところが紙撚では弱いの

時現在は一種の過渡期で思いｊ︑の方式が行

りたってもよいのではないかと思います︒た

のではないか︑新しい時代に新しい方式が成

いて之を古に引き戻そうとするには及ばない

んｊ︑使われなくなるのも︑自然の勢で︑狸

こう考えて来ますと︑今日水引や慰斗がだ

慣が成りた２しいるのです︒

色のリボンで結んで人に渡すというような習

ントの場合などには︑赤だとか︑緑だとか︑

などに包まない欧米でも︑クリスマス・プレゼ
かったと申します︒

たのです︒それで宮中では下津として使わな
この水引にお化粧をしたのが今の赤白︑紅
白︑金銀等の水引で︑文職頃から今のように
なったのだと聞里Ｌいます︒つまり疫用的の
になっていますが︑軍なる水引時代は勿論一

ものが装飾的になったのです︒今は五木づＬ

三本乃至七本位のこともあったそうです︒赤

本で︑色をつけ一﹂からも今の形になる前には

白︑紅白︑金銀等の色の染め分けは︑古から
濯法につきまと２しいる︑陰陽五行の古い考
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われて素凱という感じを輿えないでもあり
ません︒

但し婚喧のような重大な行事で︑昔ながら
の三々九度の盃事を行うような事柄に封して

は︑矢張昔ながらの包み結びが行われるのが
営然だと思います︒婚薩に限らずその他の重
要な行事︑改まった場合等には︑たとえ中世
からの習慣であるにもせよ胆父母︑曾加父母
以来の慣例によるべきだと思いますｃその他
の場合︑日常普通の事柄には︑鼠斗紙庚斗袋
程度で浦足してよいのではないでしょうか︒

右︑後ろ等は陰と考えるのです︒叉色につい
ていえば明かるい色︑赤や金の類は陽で︑之

に濁して白とか銀とかは陰なのです︒そこで
陰は陰︑陽は陽と︑禽物その庵を得るという
事は︑宇宙の原理でもあり︑人倫の常糎でも
あ２Ｌ︑そこに嘉い瑞群が表れるとするので
す︒ですから水引を赤白に染めわけた以上︑

赤が陽の方︑即ちその物の左にいかなければ
ならない筈なのです︒但しこの陰陽は相封的
でありますから︑金赤となると︑金が陽ｌ陽

中の陽と申しますｌで赤が陰にまわるので
す︒

普通の場合乃至めでたい場合に左前に包ん
ではいけないというのもその道理です︒

答﹁お移り﹂は﹁移る﹂の義︑甲が乙に

を表すものなのです︒所有主の移ったしるし

物を贈ったとすれぽ︑甲の物が乙に移った事

若し贈られた者が︑その好意を受けまいと

です︒

れるのは贈られたものは︑﹁︑たしかに納受いた

︑すれば︑その物を返すでしょう︒お移りを入

しました︒私の物として︑いた蝉陰Ｌおきま

す︒﹂という護擦のようなものです︒

︑︑

それに普通白紙を二枚入れますが︵凶事に

は一枚︶昔はつけ木︵木の薄片に砿黄をつけ

︑︑︑

︑︑︑

たもの︶︑マッチ等を入れました︒これは一︲砿

黄﹂のいおう︑を﹁呪う﹂のいおうに結びつ

なおこのお移りは婚稽の際等には入れませ

けて︑健康を呪う心と考えられます︒

ん︒これは︑これが二度とくりかえされない

されています︒

ようにとの︑細かな心づかいに本づくものと
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なお昔からの惇統によ２Ｌ水引や屋斗を使
うときは︑その方式も亦博統に従って︑誤の
ないようにすべきであります︒

次に魚に疑斗をそえないのは︑炭斗胞も︑
︑︑︑︑

魚も︑共に海のもの︑なまぐさ物だから︑同

代排させようとする意味ではないでしょう

で白が左だとか︑金銀ならば金が右だとか

問水引や寅斗の像統の中︑水引は赤が右
いうのはどういう意味でしょうか︑又魚類

か︑ともかく嵐斗胞と性質を同じくする

じ性質のものによって︑嵐斗飽を贈る心持を

の贈り物には礎斗を添えないと申しますが

︑︑︑︑

升

なまぐさものには用いないのが古くからの例

美

これにも何か根礁がありますか︒博統とい
２Ｌしまえばそれまで峰すが︑一膳理由を

います︒

で︑なまぐさ物の中に駐盤操類等もはいって

﹁お移り﹂を入れて返しますが︑これはど

問人から物を贈られた場合︑その器物に

ういう意味ですか︒

善

知りたいと思います︒

答ご尤もです︒水引の場合は︑前に申し

その左その前等で︑下︑

ました陰陽五行の考から来ているので︑物の
陽といえぽ︑その上

器

0

忘勿草︵下︶割田斧こ

始末のつかない混凱に至ると．今天紳榛三媒公の人格にょつ

て納めたといふが︑論より︑策より叉力よりも︑獄走として

徳川綱陵伯のこと居て偉大なるは人格である︒さすがの元勲常時の乱暴者も今

簡堂伯と共に泊翁先生の高弟であり︑第四代の本命兇長で天帥様の居る所では面白く酒も飲めなかったといふが︑綱陵

あった綱陵伯は︑名門御三卿の一である田安家を継がれた方伯を恩ふ時︑私はこんな昔の逸話が恩ひ州されるのである︒

であって︑その禰宗武卿九代の青である︒そして将軍十六代○武家の訓練︒伯は家兄蝿之助︵家達公︶が出でて将軍家を

その風貌は見達へるばかり相似て居た︒私が本含に就職した本を腰にした︑ほんとうの殿様の経験がある︒伯日く︒五歳

様といばれた家達公の次弟︵頼倫侯は伯の弟︶御兄弟とはいへ︑継ぐこととなったので︑田安家を相続することとなった︑二

大正十五年には曾長であられ︑昭和十六年二月逝去さる上まにして漢畢塾に素讃に行った︒お伴を二人連れてである︒キ

伯は本曾に曹長たること約一一千年といふ久しいものであつたまらないが︑お伴の者が厳しいので︑致し方なくやらされ

で約十六年間御指導を得たことである︒チンと坐して雪ふのであるが︑自分は漢文の素讃が嫌でノ︑

たが︑侍従次長︑侍従長といふ枢要なお忙しい職にある時でた︒兎も角我倦といふものが自分達には一際出来なからた︒
も︑特に陛下の御許を得て定日の金曜日といへぱ必ず本含にそれが今になって見ると大鍾に役立って︑今日書とか漢畢丈

見えられる︑そして心から国家のことを心配され︑弘道含のぱどうやら出来るやうになった﹂と︒伯は家達公のやうに英

護展を念として︑自ら語り︑人の話をも鑑かれ︑道徳的な雰園留皐はしないが︑外園へは行かれていたし脳英語も出来た

圃気に浸って居られることを飽かないといふ風で︑本含で三が︑何といっても漢望が特意であり︑詩をよくし︑害は立派

時間四時間を過ごされることが普通であった︒今その感じをなものであったが︑これは我侭の出来ない厳い武家教育の御

一言にして表はせばＹ君子人であり︑醤大名の名君といった蔭であったといふ︒今日の放任教育を思ふとき︑封建的と排

のであったが︑それで居て犯すべからざるものがあった︒人○我儀がない︒伯は一見大まかのやうであったが︑賞は麓

槻がある︒伯には厳しいといった所はなく︑温厚篤資そのも禦するが︑厳しい武士教育︑叉味ふべきである︒

︲格の力といふものであらう︒聞く彼の明治維新の元勲︑それくべき細心さであったから︑何事も細く気がついて居るにも

一際うまい︑

は富時多くは三十代星円年であって︑或は理論家︑資行家︑一驚︽拘らず︑決して人に文句を言はす︑﹁我﹂といふものを︑
出︑さ
な
℃

誹諭家︑策略家様倉の者があり︑大いに飲み︑大いに談じ︑︾勢い︑これは容易に誰にも出来ない︒食事なども
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▽‐−両

洋服に限ることとしたのださうである︒現禰人の御前に謹ん

Ｅ︑ｂ

主づい重言ばれず︑どんな粗末なものでも︑キレイに食べて

で奉仕する心を以てしても︑此の如きお行儀のよさは通訓練

○責任感︒綱陵伯は責任感の極めて狸い人であった︒開係

伯の如きうってつけの侍従長であったと恩はれる︒

なくしては如何に困難であるかが知れるといふものである︒

了ばれる︒地方支曾の講演倉︑溌含式などには努めて出張さ
れたが︑揮毒攻めに逢はれ︑夜の二時︑三時に及ぶのが稀で
なく︑山梨へ出張の時など蕗款捺しを手簿はれた園府犀束氏
はとうノー堪へられず弓た上寝をされて了っても︑含員のた

のある事といへぱ︑どんなに忙しくても︑倉などには絶えて

︑︑℃︑

めいやな顔を一つされ歩︑主事が念員の申出でを断るのも制

映席されなかった︒無理されるので︑時間は或は後れたりも

﹁我﹂といふものを見せられなかったのである︒

がやＡ不自由であったが︑それでも無理されて努められた︒

されるが︑少し位病気でも出られる︒晩年は衰弱のためお足

して書かれるといふ風であった︒道のため︑同志のため︑
○抑行儀︒伯は前述の如く幼少より武士的厳しい教育を受

であったのでｂ同じく出て居られた家達公が見兼ねて﹁お前

或の含の時など︑その出席された姿があまりに痛為しいとと

そんな姿で無理して出なくてもよい︑人に心配をかけるでは

とて︑椅子に坐されても︑座敷に居られても︑その姿は恰も

ないか﹂と色を底して注告されたことがあった︒昭和十六年

けられ︑そして側近に奉仕して一層の磨きをかけられたこと

い暑いも口にされたことが嘗てなかった︒そして驚くことに

ったが︑それでも月に一同は電話でお邸へ呼ばれ︑本含の事

が心配なので種堂と報告を聞かれるのである︒そして﹁倉へ

二月逝去さる上迄の半ケ年程は︑床の上に居られることＡな

て用いられるととがなく︑泰然自若として居られた︒よし側

は︑酷暑の折准ど︑見ればあの肥って居られる互鰐とて︑流

近に奉仕しての鍛錬によるといっても聴本含あたりに見えら

を常とされた︒此の責任感には唯登感激するばかりであった︒

出たいが残念でたまらない﹂と如何にも鍵念らしく言はれる

中為よい御行儀といふものは出来ないらしく︑或は袴の裾を

和服を許されたのであったがも高位高官の人為であっても融

たといへるか︒全く前述の如く昔の御大名を目前にするとい

られたかと思ふ︒この事などは御大名の名残を留めて居られ

なかったやうでありや家計も開興されないで︑家職にまかせ

○金銭を手にしない︒伯は金鎧は殆んど手にされることは

つり融腕をたぐり上げ︑ハンケチ形扇子を盛に使ふといふ不

った感があった︒︵二十一頁へっ蜜く︶

ないこととして驚歎の外なかった︒嘗ては宮内省でも夏季は

れても之を奮行さる上とと︑これは野人の私などは到底出来

汗淋滴たるものが顔などに見えるが︑扇子︑ハンケチを絶え

︑生ける像の如くで︑寒さ︑暑さなどによる表情も見せ赤︑ま

●

行作が始まるので︑御前で此の無作法を禁歩べき手段として
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弘道詩林

奥無謹選

○恭賦崖題朝塞香城菅谷敏夫︵千葉︶
Ⅱ︑︑

洪鈎云一緯︒劫後六新正︒罷闘軍杢撤︒癖和談未成︒隣邦戦

人情︒雌我無兵備︒侃希救菖生︒

§︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑心︑︲︑︑︑１℃︑︑︑︑
端起︒四海澗根瓶︒誰蓮回天策︒孟垂娯世柴︒揚眉大室霧︒
︑℃︑︑︑Ⅲ︑︑︑︑︑︑︑︑ＥＯＯＯ○○○○Ｏ
縛眼瑞峨明︒田野無逢一嘩山河徹底清︒潮来君子園︒養得吉
○○○００００ＯＢＯＯＯ
評白︑格律整密︒借辰題述世界現状典皇固責任︒一讃有使志士奮起
者︒拘是警世之作︒

︑︑︑︑︑もも

○辛如新年東緋石川藤作︵茨城︺

︑︑︑ｂ︑Ｕ︑℃︑︑℃︑︑ｂ︑︑︑

和絶禰因︒

暁霧寒雲春不春︒牛憂半喜気難伸︒隣邦動凱何時己︒寓函相

評日︑憂国之情溢於構喪︒恐是皇画一般之感想︒

︒○同演名博綱急島︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ｅ
恰遇昭和辛叩農︒自慶八十四同春︒長孫卒望就公職︒三世連

︑︑︑
綿︑一
族親︒障

○寒梅如雲慶野庄作異城︶

評臼︑高毒浦祇︒使人健羨︒

︑︑ｂ︑
占百花魁︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
南枝蒋綻雨三梅︒香気芥芽員快哉︒霜雪不侵君子節︒園中潤

○恭呈栖開先生空影北田謙治︵埼玉︺

評日︑梅花浦節︒維始不溌︒百花之魁不負名︒

︑︑︑︑Ⅱ︑︑ｂ︑︑︑Ｅも．︑ＯＯ○○○○○○○○
久遠蓬壷紫翠萌︒間雲来往続塘源︒貝君子住幽皐畔︒仙繊時

○００Ｏ︲

評日︑祁韻標紗︒想高士之可貴功英︒

聞憂一鴫︒

○００○○○○○○Ｏ

○賀鵜野霞軒翁古稀移山寺島度︵千葉︶

吟峨養性富佳篇︒庭上蒼松色亦鮮︒惟有高人達高専︒欽君髪

評臼︑蒼松之下︒日日事吟峨︒古稀翁清幅可想︒

０００Ｏ
蝶古稀年︒

○偶成恵秀兼坂重︵千葉︶

℃︑心︑

︑℃ｂ︑℃︑℃ｂ誼︑
婦惜宿痴周歳過︒叉看牛倒事嵯陀︒一難去叉一難到︒不耐人

評日︑鯛災相綴︒拘駕可傷︒諸記人世如塞翁馬︒

生惨稲多︒

LゴJノ

○ 同 禿 堂 青 柳 千 寓︑
吉︑︵
群馬︶
︑︑︑︑︑︑︑︑

鶏鳴駁総破幽眠︒東脈微明鵬色鮮︒屋後井頭柊盟欺︒階前池

見山河形象鍵︒乾坤一稗入新年︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂｂ心︑︑︑︑︑︑
畔弄淵漣︒朝室仰望雲途麗︒暁苑怖看霜更好︒柄畑礎星徐没
︑︑︑ｂｂ︑︑︑︑Ｅ︑︑ｂ︑︑︑芯℃︑ｂ︑︑︑
影︒硫瞳紅旭漸昇天︒丘陵亜鹿浦淋議︒街巷喧遥族瑞煙︒喜
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑・
評白︑七言排律所稀見︒此篇依題意述歳旦快鋪光景無迩︒

○同潅山箕輪直︵茨城︶

︑Ｅ︑︑砧ｂ︑︑℃℃︑︑︑ｂ︑︑︑℃︑℃︑︑︑︑︑
︑︑︑ｂ
雲譲蕊中︒

一初日出山輝碧室︒暁光呈瑞自瞳瞳︒非鰯非霧細細気︒春到群

評昌︑詳瑞布天地︒自是太平之気象︒

○同夏村田中和三郎︵千葉︺

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
暁起庭前烏語間︒照照旭日瑞雲間︒平和願得魁諸国︒遥仰玲
評日︑把皇国名山末︒気品畳一段之高︒

︑︑︑︑
蕊富士山︒

〆｡▼、

︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑

○示蝉女千鳥波多良介︹新潟︶
︑ｂ︑︑

欣然決意出家郷︒薪水執勢一初上堂︒不問報酬多少事︒精勤莫
評日︑此種題詠在詩篤珍︒蕃俗之言︒可以券春服暦︒

忘此築光︒︲

○呈石川東耕詞兄畔水飯田雄肪︵茨城︶

詩思縦横似古賢︒墨痕祷逸擬書仙︒長居潤楽無憂境︒不識江

︑︑︑︑︑︑︑Ｅ︑油︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑℃︑︑︑
︑︑︑℃

湖衆望綴︒
評日︑詩書鯉絶︒可知教化地方民衆︒

○仙瀧山雑詠霞軒鵜野英治︵千葉︶

︑℃︑ｂ︑砥︑︑℃︑︑Ｌ︑︑０００００００○○Ｏ

○００Ｏ
州不時春︒

満山紅葉映秋受︒飛曝綜徐洗俗塵︒詩客相逢無隔意︒笑談幻
評日︑名湿詩客︒淘是一幅之好封︒想其景︒又想其人不巳︒

○同耕陽大塚規一︵千葉︶

︑ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑迅○００００○○○○Ｏ

曝桂雲匡響轄然︒騨宮丹碧映楓嬬︒仙瀧美似麿山美︒況叉詩
評臼︑奥前首同景︒・更加詩碑︒添一段之趣︒

０００Ｏ
碑吃饗天︒

賀小池重醤肇博士喜毒︒次其自述韻︒
雄志営年閥練荊︒夙標仁術客皇城︒同心曾結鴬鴎契︒
老境盆堅金石盟︒不忘農昏究筈法︒可堪風月惜詩情︒
養冥安分業惟努︒喜毒功豊有盛名︒

ＩくＩ

無麓奥忠彦
ｉ１１ＩＩＩＩＩ

弘道歌園

割田斧二選

○東京都中村徐風

秀逸

︵平和を念願する作者の心が︑晩秋の張板にすがる一つ蜂ののどかさ

日を浴びて張板にすがる一つ峰見つ且平和な世界患ほゆ

○千葉蝶菅谷義太郎
を見出づ︑味あり︺

罷風に倒れし家の改築に篭ぎし柱の太かりしを思ふ

○松江市平井常清

︵繕ぎし柱の太かりし︑これぞあはれを現はし一Ｌ除りあり︶

病床の身には親しも夜明けまちて軒になきつぐ小雀の麓

○千葉螺鈴木春村

︵病人の朝のたいくつさ現はし得たり︶

新年幅島蝶湯田久毒

水仙のひともと活けてす上けたる怖嬉一ながら今朝の明るき

ほぎかはす年の始めの言の葉は自由平和のしをりとぞ思ふ

はれ渡る空を仰ぎて先づ斬る世界安かれと朝の心に

朝空埼玉螺石川奈美子
同︐千葉螺保科徳次郎

たまきはる命ものびむこ上ちしてあなすがｊ︑し朝のみ塞は

山の端に月を残して績雲のたなびく宝にあくるしののめ

同新潟牒波多極二
同新潟螺土田朝男

七色の雲のあやなす富士のねの朝のみ室ぞみるべかりける
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」

佳作◇雑詠

どよめける女の群に繕凧墜つ

芽姿畑人麓めきて烏の群

霜の夜や職場かへりのコップ酒

東京光

埼玉白

松江形

東京徐

秋田柿漢

東京芋蔓
旭束子

同松二
同朝男

茨城稽山
東京若菜
新潟良介

埼玉奈美子

富山越路湖
茨城一誠く
幅島吾山
同桃花房

千葉義之︑ノ

祁奈川寂光

生き残る金魚動かず薄氷

捨て猫の鳴きやい夜の寒さかな・

姿踏の人や旦疲る書下り

東京若菜
茨城静甫

初暦綴きの休日めくりけり

本棚の向︲をかへたり去年今年

年賀客去りて静かな夕べかな
元日の門標見上げ入いりけり

暮の街賓出し旗の立ち並ぶ

日本海波にきらめく初日の出

元日の庭の燈篭朝日受け

初富士は太古の姿そりま坐に
南天の赤き垂れ穂に雪つもる
スキーヤー集りにけり雪の山

家族みなこたつによりぬ雪の夜

海遠く雲の小島の横たわる

何事もなかりしごとく暖腫燃ゆ
○

いさかいし兄弟再ぴ凧を場ぐ

寒梅の暮れて松箱募り来し

風 堂 水 石

八十二翁奥忠彦先生を千葉螺鵜野秀春

○東京都橋本光石

公のつとめばたして唐弓たにはげむ翁ぞ世にもめでたき

何となく話ほがらか初篭

母も出て手荏つきけり松の内
．恕ツクリ
春着きて木
履はいて手篭つく

青少年の犯罪をうれ陰Ｌ千葉螺兼坂秀嶺

冬山をひとりし行けば時雨きて操に残る枯葉鴨せり

京島田京

あでやかな初夢見しと租父は言ふ

賛しくもわれ健かに雑煮替ゆ

二葉の時ねだやしせずは未遂に斧の入るべきときは来べきを

成人の日に幅島螺潰名博綱

若人の世におのｊ︑の心さしふみし竺Ｌたつけふぞ腿はむ

○茨城豚蕗田誠

人並に供出維今Ｌ老いの身の浦しく迎ふ新らしき年

淡芋吾柿光

↑浦瀬商楽曾新潟螺波多良介

あきなひの楽え知られつ責出の賑ふさまを見るにつけても

○千葉螺金杉茂穂

今年こそ幸多かれとさしのぼる初日に向ひおろがみまつる

○割田斧二

旭東子選
二蔓山鴻石

塵塚の粧ひすがしその形におく霜白く浮き立ちて見ゆ

１ １ｉ Ｉ

弘道俳壇
秀逸◇雑 詠

杉の秀をきびしく揃へ山眠る
師走ぬくき晴れ日や責出し旗
カレンダ−正しくかける年始め
除夜の 鐘 み な そ れ 人 ︑ の 音 色 も ち

雪の夜の物賓る笛を聞きゐたり

I

同束禰秋東

本含棄報
Ｉ

静養中なりしが︑十二月二十三日横須賀市大

多年本含のため壷力頗る多く心から本含の壷

︲津の自宅ＥＬ逝去さる・哀悼に堪へず︑氏は

展を念とされ︑弘道誌上にも屡で執筆され︑

十二月擁のものは途に絶筆であった︒術現代
稀に見る人格者篤変の士であったことも世に

知らる坐所であった︒謹んで哀悼す︒又氏は
太田外務次官の厳父である︒

◇編輯委員富十二月二十七日大塚若漠含館
に於て︑本曾弘道編輯委員含を開き︑明年度
の計豊等を協議し︑夕食を共にして本年の納

き︑小委員含案を検討︑之を以て選定の基本

徳川委員長邸にて本含濫法研究含委員合を開

◇憲法研究酋十二月三日︹日︶午前十時より

◇山田氏芳志評議員山田醇氏は金六百回を

寄附さる・御芳志を感謝す︒

含創立一週年の記念に本含に封し金壷千回を

◇新川支曾芳志富山螺新川支含に於ては支

含とせり︒

憩法の完結を見たり︑依て此の今後の虚置に

寄附さる・御芳情を感謝す︒

木仙松氏は還暦を記念し一Ｌ︑本含に金参百回

◇鈴木氏の芳志千葉螺東部支曾副支含長鈴

◇野間氏の芳志特別首員野間左衛子氏は本

血に一Ｌ突如逝去さる・四十有除年本含に壷力

震た︑先生は︑有篤の士を︑その性能に随ひ

ずｌといふのである︒後進の心を側々と打つ・

った︒寺島裕氏の武燕野史蹟曾が︑毎月一回

されしを︑哀悼に堪へず︑謹んで弔意を表す
臆へ申訪中の所一月二十三日付認可さる・

証含のそれ人︑の方面に紹介するの開心があ

生の豪琶はここにある︒役員は装飾物にあら

えら

断では事を運ばれなかった︒公人としての先

生は︑せっかちで︑即決連行であったが︑濁

行となって︑蓮誉は回流に行くのである︒先

せ︑三人鼎坐︒協議︒支含の方針となり︑資

した︒三時過ぎ︑副支含長と幹事とが委を見

と手紙を渡す︒二人は舗漢庵をいそｊ︑と辞

これを抜井さんへ︑加藤君はこれを新井君こ

惇言したからである︒翠軒先生は﹃平野君は

．﹃茶舗から二人が飛んで来た︒女中さんが

力があったのだ︒﹄︵高篠氏談︺

と翠軒翁は語った︒いま︑想へば︑翁は祁通

ば︑反接せぬと誰が保護しよう︑高篠君！

止されてる左翼といへど︑国情の突鍵に遇へ

﹃高山彦九鄭も︑時代が推移して忠臣︑禁

館に︒

九月二十四日︒二七九回常含︒一時︑群雲

○翌岡支曾報告

支含棄報

I

◇改正定款認可濠て改正定款認可を主務官

◇麺綱罫劉迦到本含講師江幡辰三郎氏は脳溢

を寄附さる・御芳志を感謝す︒

一日逝去︑謹んで哀弔す︒

氏は︑課て病気療養中なりしが︑昨冬十一月

◇野田博士逝去協賛念員文筆博士野田義夫

情を感謝す︒

含に余壷千回を寄附さる・例年ながらの御芳

製等種々と協議せり︒

つき協議︑尚之を具燈的に解説せる一書の作

哀悼す︒

歳︑先考以来本含の功努者たりしを︑謹んで

麟爾氏急逝︑十一月十五日逝去︑享年五十八

◇繕嶋氏逝去千葉蝶東部支曾副支曾長糟鳩

きる︒

末代策氏出張︑﹁農村経済の方向﹂と題し講演

含よりは割田主事及講師として経済畢陣士開

六日千葉螺東部支含は秋季講演官を開く︑本

◇東部支禽講演書昭和二十五年十一月二十

￨
￨

◇太田氏逝去評議員太田秀穂氏は薮て病気
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1'

の研究旅行を十年続行︑百除名の含員を擁し現含計係より支含を計に開する報告あり︑後
て︑益蔦盛大に赴いてゐるのも︑源今とただせ懇談首をかさねて午前の日程を了したり︑今

ば︑先生が︑氏を︑埼玉螺人倉に紹介したる次は新たに含貝名簿を印刷して︑含計報告と
に始まる︒個人としての先生の卓れ響に黙兆そ共に各含員に配布せり︒本年に入りてより含

こにある︒自惇速記のため︑先生の膝下には貝の死亡者五名︑新入念者千五名︑現在支含
ん書へった四年絵の日子は︑筆者の生涯に於い貝三百九十五名なり︒筒明年春の縄曾は祁代

て︑最も感激と怖訓に浦ちた毎日奄々の連絞村に於て開催の選定なり︒

ｌ先生

捨蓋同忌遊迦夷緬鯛氏の彼岸篇長の開奮の藤につぎ︑諭脅計係鈴木仙松君

であった︒﹄︵北田生記︺午後一時一一子分より講演倉を開く︑高木支
の意義の稗義あり︒松崎正迩師︑栖闘氏の訓に封する感謝妖及記念品の附呈をなし︑同氏
高麗村の奇僧狭間龍定師の先生への塔婆があ斧二先生の弘道曾の使命についての御講演あ

経にて追耐式を行ひ︑墓参に出づ︒埜前にはより謝瀞あり︑それより日本弘道念主事割田
った︒師は先生の徳を慕ひ︑春秋の彼岸に︑り︑次で講師経済畢博士開末代策先生の農村
瓢然として来たり︑荊恕︑建塔婆︑繁田家へ羅済の動向についての懇切なる新講演を給は
は寄らずして去る︒而も九年︑この行を改めり︑含員に多大の感銘を輿へられたり︒猶本
ぬのである︒高情︑掬す曇へきではないか︒参日の含同に儲り講師二先生には早朝御出溌十

倉者︑割川主事︑繁田︑松崎︑諸井︑西津︑一時には含場に御到清下され︑御示教を賜は
高篠︑栖闘︑小峰︑華蝶︑田代幹事︑繁田くり︑深謝すると共に︑宮田正直評議員には︑

代表として野平含計の焼香及追悼の詞あり︑

含長︵代︺高木支含長の焼香及追悼の詞︑曾員

それより参含者一同順次潅拝をなし︑式を閉

び合へり︑絡三Ｌ有志により墓参をなし︑卒

ぢ︑別室に於て追憶談に入り︑各自故人を偲

故縛鵡鈴月詞宗迩吟

塔婆及香花を捧げて懇ろに冥祇を所りて散含

せり︒

路頭謹人

新樹良し憲心を奮ふ赤い屋根

緒の具溶くカンバアスに若葉山生る

○追悼含席上一聯

俄かに荒ふ軒の凧香峰

菊枯れて庭面陀しき此の夕言へ蕉風

向山妹山背山眠るらん栗杖

長う尾を史く山羊の砺営揚柳

古池の底に浸せし桂影秀叫

︵以下略︺

鈴昔月に残る漸寒碧翠

昨年十一月結成式を畢行した営支官は︑十

Ｏ富山騨新川支曾報告

二月三日創立一周年記念講演含を総含に併せ

ら︑河原春子︑登奥子︑繁田望︑繁田謙二︑念場は勿論雨先生の御宿泊の御用意迄寓端御

Ｏ千葉際東部支曹報告尚十二月十日︵日曜日︺には︑副支酋長故総

一Ｌ滑川含館で開催した︒招待してあった顧問

北田︒配︾隠下されしことは厚く謝する次第である︒

昭和二十五年十一月二十六日橘村石出小畢鳩麟爾君の追悼法含を八都村稲荷山の西雲寺

でがなかったが︑御寄贈下された曾祁西村先

の片口江東翁︵射水支含長︶が御病後でお出

校に於て︑溌支倉秋期縄曾井に講演啓を開催に於て就行す︒↓午後零時三十分支含長︑支含
・す︑午前十一時より総曾を開渉阜︑高木支命長役員︑近隣曾員等参集︑一時より本堂に於て

より曾務の報告を行ひ︑鈴木前含計係︑野卒西巽寺貫主及衆僧による讃継退祇の後︑堀田
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から亀集って早くも三十名となった︒寮藤支

に掲げ︑縄含を開いた︒熱心な曾員が他郡市

生の御厘筆にか坐る額﹁葛物備於我﹂を正面

治︑経済︑産業︑教育︑思想等の見透し︑朝

支含事業につき協議︑左記の通り決定︑尚政

新年常含を開催︑祁鮮を交換︑二十六年度の

初東風や国の外にも日章旗．

日の丸の自由に復蹄初日哉

題につき意見を交換左記の希望を申合せ︑そ

鮮事髪その他図際開係の成行言︑殊に講和問

の使節

︲境なき朝空仰ぎ日の丸を立て坐迎へむ講和

荷口雫と

ゑ

五時︒

碧く晴れ︑風なし︒菱蒔く乙女︑野に散らば

飯能町朝日山四国善通寺闘東別院に開く︒空

十月二九日︵二八○回常含︶一時

○豊岡支曾報告︑

初日影梅にも春の色そへて草の樋に鴬のこ

める若水

東雲に釣瓶の昔も高らかに喪になみｊ︑汲

新年を毒きて

園々の境とりさり諸共に友よ仰がむ清き初

世界平和析念

事の含計等の報告に次いで︑協議に入り︑本

含長座長席に着き︑渡遥幹事の庶務︑伊藤幹

れより茶話倉に移行し望脈引等の除興あって

日の丸に明るき門や梅かほる

の事業は︑評議員含に一任すること奥なった︒

部へ金壷千側の寄附の件等を可決し︑新年度

一︑我奄は釜而講話を切望するも不可能の場

講和に封する希望

二︑有益なる講演を随時開催するとと

一︑村内の成人を招待し祝典を暴行すること

支含の行事

午後四時閉曾せり︒

かくて一同中食を共にした︒

午後一時より講演官に移り︑富山大畢文理
畢部長清水虎雄先生︹嵩含顧問︶講師として
出張され︑﹁日本の行舎へき道﹂の題下に︑世界

の大勢特に思想︑文化︑政治及び経済の諸方

くべき困難な前途につき︑二時間に亘り詳細

二︑我奇は沖縄︑硫球︑小笠原諸島︑千島の

合は個々の講和を認める

講述せられ︑引績座談念に於て含員の交ミの

必要とあれば基地として提供するも可なら

領土権確保を主張する︑但し日本の図防上

面から二大勢力の謝立下にある我が日本のゆ

質問に封し懇切な御指導あって感銘を輿へ

む︒

さぐり定まりまた歩みいづ

閉含後清水講師を中心に幹部役員等晩餐倉

た︒

障を国連と米国に依存して楽蕊することが

山岸フミ子氏参加︑紅一鮎なり︒松崎正道

陸くは膿の割れ目ゆ垂る水と

りみゆ︒山腹をいそぐ︒

許される以上︑他図が日本の理想を無澗曝

師より讃岐蕎萎を戴く︒感荷︒師は乃木大狩

際情勢特に朝鮮の事例に見て日本の安釜保

た︒︵昭和二五︑十二︑二八︺

鯛して浸入の気配無きやを常に暁頑し︑寓

に眉侍二十除年︑勝軍の公私雨面にわたる得

三︑我令は非武装永久中立を切望するも︑幽

Ｏ成木支含報告

一の場合は畢図賑起祇園防衛の畳悟を堅持

を催し︑時局を論じ合って意気旺んであっ

十二月二十日村役場及村内校長含と協議︑

すべきである︒

に出しました︒

鰯を風のうごくか軒越しに

別項の如き圃族掲揚方奨励の通知を村民一般

Ｏ国旗掲揚を奨励して

がたき活字引である︒

一月十四日午後二時より成木小皐校に於て
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崖の赤松枯れ葉をこぼす

畏の塘一地に到らぬと︑仰の姿は凡郷ない︒そ

果のめぐりなりけり﹂で︑善悪を超越した無

﹁先琶の仙の依りを返すか今伐すかいづれ川

かしいと恩ふ︒公式待合のためでしたがね︒

今川までに︑この規定を破ること川口︒差づ

たので︑今年六月から離酒私規をつくった︒

○○Ｏ○

梅のあゆみも待ちがてぬ一へし

弘逝粘抑で一貫してゐてさへ︑このとほり

山ごもり寒き夜ごろはふくれゆく

れが︑侭如

を亡ぼし︑閏を亡ぼすの肱︑無理からぬこと

だ︒人が︑多く︑酒ゆゑに︑身を亡ぼし︑家

月影だ︒ｌ水中に川影藍︑見

ることは易い︒しかし︑捉へることば索難で

︹松崎師へ︶

栖開氏︑迩元と正法眼賊につき商話あり︒

かな﹂と︑一句ものしたが︑手に水詮抑めぱ

ある︒一茶は﹁明月をとつ一﹂くれろと泣く子

いました︒来年は兎の鉱分で︑ひとつ︒﹄

ですなア︒﹄抜井﹃支含長さん︑有靴ふござ

・逆元の世の言経る寂けきに

２Ｌ泣く沢の中にのみ︑便如〃月は影を術す

川影はその小へはいってくる︒この親身にな

川またかへり物普もなし

制田主聯及び尚篠氏より︑迩徳教育の急務

施無畏の心に到ること︑俳人瓢水が泳んだや

これが︑まことの慈悲心の瓢塊である︒この

を︑焚例によって商洲︑支含長川含を獄雪会Ｌ

肌冷えをすずろおぼえて降だる山

おのれ−人の善を守ること竿が︑信仰碓祇に

うに﹁磯までは海女も蓑きる時雨かな﹂で︑

散倉した︒

木を椎る斧か黙にひびかふ

すが︑来年もよろしく︒﹄高篠﹃毎年︑元旦

のと厚く御澱巾上げます︒本年妓後の術官で

より表彰の柴を僻叢した︒各位御支援の賜も

子女史︶は粂州祇命猫業協命︹含曇中川望氏︺

支命長﹃十一〃︑挫岡保育刷娘叔峨︵くら

於茶伽︒諸外枠満氏初出肺︒

拾武Ⅱ折七日○一八二四術有︺二時ｌ川時︒

Ｏ

於ける要諦ではなからうか﹄

夕つ粥ちぎれて山の背に消ゅを・
Ｏ

そがひにみつつ橋へとかかる
拾壷月廿六日二畔︵二八一回附含︺於茶舗︒

出席︑紫旧交含握︑抜井副支含長︑松崎︑西
浬︑商篠︑小峰︑鈴木︑川代︑北川︑

栖開﹃槻昔菩薩の異稲を施無長者といふ︒

抜井氏︑残疾癒え︑ひさびさに出席された
ところ︑畏るるところ無きを施すの領域にあ
れば︑いっさい︑盗人の存在など識らぬ︒﹁ど

ろぱうのとり残したる窓の月﹂とは衣を漆ら

つの他脹でとぽし細たことは︑愉快に堪へな

に五つの渡行要川を定めるが︒今年︑その一
い︒﹄支祢災﹃もう︑老へるべき年齢に推し

れた良寛の調味であり︑﹁雲折々人を休める月

見かな﹂とは︑俳聖芭蕪の雅峻である︒紡肘

I
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一命日・牛口．
−金登千回也︵寄附金︶

Ｉ

編輯後記

弘道賓償一珊金琴拾圏也一

１１Ｉ
愈這慈な

○本年に誠に我が閏にとって敢大な年である

卿に常リ新年の覗詞を巾上げます︒

する外に種為の特典あり︑規則書は郵券八

詮とること︒曾貝には雑誌弘道を無料配布

一ヶ年曾費金百誠拾同を排込み入曾の手績︾

弘道曾入胃手檀

企登千回也同︶
南山脈新川支禽

と思ばれ煮す︒と巾すのは︑先づ多年ゆ術願
かといふこと︑それから枇界の平和といふこ
であります︒︲

とがどうなるかといふ川越を控え一Ｌ居るから

て︑よく蕪虚するだけの心〃川意といふこと

○かうしたことを恩ふとき︑我々は之に虚し
が常然に要求されることです︒若しこの重大
な時に川意を炊くならばそれこそ百年の悔を

○本癖誼鑑呼蹄永咋祁識鈍吾ふ︒一

昭和二十六年二月一日鍵行一

東京都千代田鹿西祁田ニノ一

癖噸峰割田斧二

東京都千代田睡神田神保町三ノ十

東京都千代田腿抑田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門
せん︒我々は龍づァ﹂のことを考へて︑愈這剛

一ｉＪ凸︑Ｆ０１今︑↓・秀アｕ

日本出版協曾曾員番噌二ｇ茜一

．掘替口座東京雲云祢一

電話九段九芯

羅魂題日本弘道宮

東京都千代田匿西神田ニノーー

印刷所︵東京豊︒王︿立杜印刷所

﹄０才︽︑一︑．こ

賑かに特秘する溌定です︑御期待を願ひます︒

す︒更に三川月の次雛は︑逝徳教育雛として

○本雛の細桝はこの考へから致したことで

僻です︒

です︒これが先づ編卿子の頭に浮んだ新年の

結を州くして︑之が毘惟を新たにしたいもの

家民族の滅亡さへ老へられないことはありま

残すことであり︑更に大きく言へぱ︑或は蜘

一

金六百剛也︵川︺

埼玉螺山川酢

金︷誤両側也同︶

千葉蝶鈴木仙松
昭和二十五年度の研究事業として着手せる
本禽濫法研究曾は︑徳川委員長の下に委員十
名にて︑毎迦の小委員曾︑毎川の委負曾で研
究しつつあったが︑大髄本年一月にて草案の
脱稿を見るに至った︒依て更に之に雌後の械
討を加へて︑是非共出版の運びに韮らせたい
と目下努力中である︒エチケットの問題は今
日漸く剛民の麓となって来たやうであるが︑
本曾の此の事業がその先鞭をつけたことにな
ったことは幸である︒若し之が仙に川るなら
ば︑その稗益する所勘からざるを循ずる︒

弘道﹁三川川剛叫淵倒１将輯道徳教育
とする︒

一くむｆ←

一帳榊に叶嘩群瑳皿塞謝産卵榊髭以て︑

甫幻﹁﹃門旧南画面﹃一言も画卓﹃画６４口８勺・凸句凸も由ロ︒今﹃ｂｌ９−１Ｊ

一

卿勤燕︒方臆菱＃・トー一

きことば存がに塊へ帝せん︒一・二〃雛の細

○昭和二十六年駐迎二Ｌ我々同志

←

である講和心問題が愈︑︑礎現するのではない

東京都野川左術子

■

1

