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○順序といふとと
撫岬︑経戦後が日本ぱ︑無血革命だなどと言はれるほどに︑あらゆる方

らである︒

面で一足飛びしたことが多かった︒思想の自由で共産轍なども一躍
公認されて凱旋狩軍以上の獄迎で獄屋から出て来た︑戦争放棄と言
った世離れの飛躍︑やれ修芽科の腹止︑性の解放︑家族制度の腰止
農地法の寅施︑奈而端和諭︑誌含の最高主椛︑やれ何々といふ風に
これを数へだてすれば際限のないまでに︑戦争前のことと今日とで
は︑まるで天地の相述であり︑その商いｎ棟と倣い現批の中川の空
白は従に白髪三千丈である︒従来はどちらかと云へぱ低川の現焚で
あったのに︑今日の飛躍したものは諸ふ所の高いｊ︑理想であるか

教授の一﹂とでも︑逆義心は之を外から教へたり︑示したりするもの
ではなく︑自身﹃内よりの向畳に侯つものださうだが︑これでは無偏
自然論で︑老子やルソーの再現だ︑それから性教育なども︑知らせ
ないのがいけないので︑よろしく解放し︑悉く知っての上で自身の
良識に訴へるのがほんとうなんださうであるが︑これも到着鮎の灯
が遠過ぎて可一般は暗路に迷ひ︑密含や遊戯にふけって了ふので︑
十三歳で二人の子の母であり又中畢一年生でもあるなどといふのが
世間に続出するのである︒新聞和になるものなどは氷山の一角であ
る︑この川某蝶下の調査では︑高等蕊校生徒ともなるや︑二十パー
セントが桃色遊戯の選手だといふが︑その説く川棟があまりにも遠
過ぎるといふものなのであらう︒彼の新聞雑誌を賑はせたチャタレ
ー問題なども︑あの作品は赤本ではなく丈畢であって︑性への新ら
しい肖畳を促すためのものださうである︑あれを読むことは弊杏ど
ころか︑寧ろ教育になるといふのだが︑そして弊審を受けるものが
あれば︑その者が悪いのださうだが︑如何に丈畢を狩椛づけて見て
も︑震際の現狂では十三蔵の父母を作る矯めに役立つとしたら︑如
何に尊い文畢だとしてもどんなものか︑讃む人は悉く制ふ報庇の丈
畢人ではないのを哀むのである︒

にあると恩ふ︒︵知己雄︶

一々蕊げると際限はないから止めるが︑兎に角今日の一足飛びは
何れも皆紡梅づくめであり過ぎてゐて︑それで現愛は一向によくな
らないのは︑一躯に塊在の日本の狂状からはそのｎ棟が速過ぎて︑
然も途中の橋は悉く取除けられて居るといった風なので︑辿りつけ
ない迷ひに月日を過ごしてゐる偽めなのである︒人間吐含の皿想追
求は︑生き鑑り死に鍵りての長途の旅である︒順序を遡って一歩令
々と近い︑標の一吸塚をもってすべきで︑遠い７１︑理想の美名の下
に低いＪ１︑現笈の徒が時間の空我をしてゐてはならない︒革命とい
ひ︑革新といひ︑それは幾筋かの逆の選定ではあっても︑決して或
る近の到着鮎を意味するものではない︒獅立後の我等の反省は↑﹂入

理想といふものは決して空想ではなく︑寄々の考へでどうしても
かくあるべきもので︑それは努力によっては変塊しなければならな
いとするものの︑併し商く仰ぐべきものそれである︒けれどもそれ
は遥かなるもので八日なの努力への指導とか鞭推とかの原動力とも
言ふべきで︑何人も直ちに到達し得る性質のものではない︒許し到
韮し抑た昨はそれは簸早瑚想ではなく唯の現焚といふものであら
う︒だとすれば現変雌活を指導する理想は︑なるべく近目にこれを
求めて引張らないと︑力が弱くなるので︑先賢は夜近の提灯拝は一
間・二川の所をよしとし︑一町二町の先きにすべきではないといっ
てゐる課なのである︒所が今日の一足飛びは何町も先きに提灯持が
ゐて︑その位涯でと上だｊ︑と叫び︑歩行する春は遥か先きによし
灯は認めても︑その中間は憧暗なので︑ついて行けず︑和々と迷路
にきまよって失敗を操返してゐるといったものである︒
奈而購和︑絶対仙界平和︑枇界剛家︑剛籍不要などといって︑耶
術の不要を説いたりするのも︑仙界を器げて武術の充査をしてゐる
ときに少々提灯が遠過ぎる︒絶封の向山だの平等だのといふのも︑
自分が自分でどうにもならない現変では寧ろ滑蒋でさへある︒修鰍

評内身がその課も判らず︲︑又︵ｎ分の欲する所が川を超えず賑ころか︑︶
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道徳責践と修身科

河野省三
砥℃心℃℃も

泊込︑Ｌ︑︑

うな人間的感化であって欲しいと恩ふのである︒

かくてこ入に畢校教育に於ける特定の修身科の設置が必要

かどうかといふ問題に直面してくる識である︒此の問題が天

野文相の教育的熱意から︑と典一雨年︑特に新聞紙の問題と

して︑極共論議されてゐるが︑私は﹁改造﹂の本年新年競に

於ける﹁画家と道徳﹂に開する鼎談や瞳同じ一月に於ける東

京都一部の教育開係者の含合で行った講演の報道などによっ

む︶︑綴育性︵衛生︑保険等にもわたる庚義の健康法︶が︑

皐性とも云へよう︶︑文化性︵進歩性︑壮含性︑趣味性を含

れ人︑の教育に在ってそれ相雁に歴史的性賢︑論理性︵科

方︵作文︶でも︑理科単でも︑杜含科でも︑謄操科でもｂそ

たいと考へてゐるものである︒数へ方︵数畢︶でも︑つ堂り

由る差等はあるべきであらうが︑大僻に於いて︑何れも歴史
性︑論理性︑文化性︐賠育性と共に道徳性が伴ふやうにあり

ふと云ふ考へ方は︑私は昔も今も鍵らない主張であり魁世に

倫理としての特殊な科目を設けて︑その思考心資践の力を養

た小畢校の高単年の生徒に封して魁綜合的︑批判的な修身心

い感化を及ぼすべきであると同時に通中畢校︑高等畢校︑ま

任考の心情乃至行動を通して︑自然に迩徳的の級に沼うて良

が脳ともかく︑凡ての皇科の教育がその皐科の内容とその桧

と︑多くの同論者の間にも多少の差異の存するのは兎れない

問題は心・その細かい鮎の意見や慰賓施上の方法論などになる

て体へられた天野文相の見解には全く同感である︒かういふ

自らに其はり︑或はよくそれが底力となってをることが必要
℃℃℃
だと信する︒殊に道徳性はどの単科の教育︵教へ方︑しつけ

かういふ兄解をとる人は︑決して少くないと恩ふ︒私は此の

︑︑

私は皐校に於ける各豊科の教育には︑皐校の程度の高低に

方心指導上に開して︶のうちに魁自然に塞盤となるべきもの

やうな心鱗へを仕事の噌みとして︑教育者は勿論︑公務員に

︑ｂ殖砥℃℃℃もむ＄︑℃魁

であり︑それらの墜科の捨任の先生の行動にも心持にも︑自

込︑︑︑︑

寧ろそれは有害なも＠どもあり得るから︑その捲任者の生徒

生徒を導く場合に画平生よくその教材の蒐集猫選捧︑批判︑

畢校の先生が︑例へぱ国語科の捨任春として教域に立ち︑

︑殖℃Ｅ︑

愛︑畢問的熱意︑教育的晴みから生み出され輯褒露してくる

解淫に心を川ゐ︑生徒の理解︑教養に役立つやうに︑通常な

咽℃も︑℃℃︑︑℃

らに内在し︑作随してほしいものだと考へてゐる︒それは殊

るのである︒

も・宗教家にも︑一般の指導者にも職近来︑特に切望してゐ

︑心も︑脳︑殖︑Ｅ

更に道徳化せしめたりも修身科めかせたりする必要もなく︑

道徳的の行動であり魁そのやうな情操の表現であり適叉さや

（1）
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少くない︒もとよりそのうちには︑望科としての内容を盛り

るのであり︑普通の修身科に優る効果が見られる例も決して

むならば︑そこには立派な道徳教育が無言のうちに賞践され

努力を梯ひ⑮人間を愛し．皐問を噌む心情からその職責に勘

ての権威付けをしてはならない︒それは私が申すまでもな

盈修身的色彩を施して︑先生としての粉色を示し︑教育とし

更にそれ人Ｉの豊科について道徳的態度を以て臨んだり︑態

先生が︑その道雲徳性を明らかにし効果的にしようとして鵡殊

てしまってはならない︒それと同様に魁凡べての畢科捨任の

而も道徳は人間生活の最も重要な面であり︑人生にとり壮

育であり無害の感化でありたいのである︒

く︑自然的であり鵠験的であって︑詔はゆる無意識の道徳教

入れ︑之を溢れ出させる論理性も文化性も歴史性も鵬育性も︑

更には国民的も国際的慾人間的の教養も開拓されてくるので

源泉となるのであって︑直の教育は心此のやうな生きた無意

にし︑その理想を高遠にし耐其の批判を明確にし︑其の賃践

含にとって︑極めて貴い力であると同時に︑その思想を豊富

ある︒それは賞に︑教育者の怖操乃至教養がその根本となり
識の道徳的態度と修身感化とを︑凡べての皐科︵その措任者︶

るのは決して無理ではない︒而も道徳といふものは︑先生と

然し畢校教育そのもの又性格としては魁・斯やうな期待をかけ

育者の力に待つ理想的要望に厨するものとも見られようが︑

秘と相待雁する堅賞崇高な人類の生活を貫く西洋の心とを結

本国民にとって頗る緊切な要求である︒﹁朝に道を聞いて夕
に死すとも可なり﹂といふ東洋の心と︑鮒玄隣大な宇宙の紳

を公正且つ安易ならしめる所の思索と教養とが︑叉今後の日

ひ

に要望してゐると恩はれる︒勿論かやうな教育は格段の良教

生徒との特別な開係から生ずる自然な深い影響力︑渡動力と

に向って歩んでゐる日本園民は︑遠い加先以来職時の流れと

合して︑佃人の正心誠意に基づく図家の完成と世界の平和と

℃︑芯︑︑

︑Ｅ︑

して︑最も人間味のこもった深みのある効果を奏するもので
︑

も℃℃いも五

れることは︑自然であり肝要であり︑殊に蒋来の世界と日本

途上に於いて︑迩営な時期に︑修身科や倫理科として課せら

徳教育が一般の賞践道徳と相待って大切である︒畢校の進肇

教養と道の教を尊重して来たのであるから︑常然︑特殊な逆

︑芯︑

生活にも掴教育の基盤にも︑倫理的な修身脅家治圃干天下の

取し︑近世に及んで欧米の種盈なる文化を採用して︑一般の

共に︑儒伽老荘の思想愁皐問並に倫理単説乃至宗教信仰を識

ある︒皐校としての杢畷の教育は︑斯やうな各豊科のはたら
孔Ｅ

きの綜合として︑始めてよく其の亘債を護郷するものと恩は
︑

れる︒教育はどこまでも善く育てる心にもとづく良く教へる
℃殖も︑︑込込陣
力によって︑其の畢科の文化的憤値と道徳的性格とを生み出
すのである︒

﹁味噌の味噌臭きは上味噌に非ず芯祁道家の祁道喚いのは
賃の祁道家では無い﹂と平田篤胤が云うたやうに︑教育家が
狭い教育のワクに囚はれたり秘堅苦しい教育家の型にはまつ

（2）

。

味の必要が自然に痛感されてくると考へてゐろ︒唯︑必要は

と個人との賛情と理想とを深思熟慮する時︑私はその深い意

の熱望から︑叉とのやうな日本国内の牡含的︑教育的方面の

人間としての思想的︑秩序的︑文化的概念の護達やその教養

民から︑権威ある道徳の光と聾とを要望するやうになった︒

ｆ

現状に封する要望から︑そこに修身科の復活や新生を必要と

直に安易な賞施を意味するものでないことも考慮のうちに入

先生の皮相な道徳槻を非難して痛烈を極めたが︑其の間にも

儒教に於ける形式的に伽いた徳目的教育の弧訓を排し︑道畢

の鮎から見て︑先ごろ天野文相の私案として新聞紙に陣へら

徳若しくは園民道義の樹立︑再建の灘が高まって来たが︑此

性質である︒昨今︑宗教家や批含教育家などの間にも国民道

と上で特に考慰を要することは︑修身科︵倫理︶の内容︑

する見解の生ずるのは︑蓋し自然の勢ひだともいへる︒

道徳の生活に部した磯駒的︑本質的亜要性を力説することを

れた所の﹁団民資践要領﹂は︑可なり有意義の見解として共

我等の先受者たる園畢者︑殊に本居宜長や平田篤胤等は狼

れねばならぬ︒

しくなった事賞を示してゐる︒かくて其の立教無川論も︑明

鳴を感ずる︒唯それは圃歌としての﹁君が代﹄園族としての

ると云ふ意味ではなく︑特に文部大臣として︑・権威的に教育

（3）

忘れず︑又篤胤を繰って漸次︑その倫理的︑徳目的傾向の著
治時代に入って︑固内の怖勢と閏民思想の指導との開係から心

に於ける一科目の規準として︑叉その思想として不適苗であ

を要望されることｉなったが︑それは必ずしも其の道徳教育

進めたが︑日露戦争後︑圃家内外の賞怖を反映して︑圃民道

反封の焦鮎があったのである︒その内容として︑︵まだその完

界に君臨するやうな性格であってはならぬと云ふ所に︑その

﹁日章旗﹂の復興奨励に次ぐ︑反動的な考へ方として再考慮

で︑修身科︵倫理科︑賓践道徳科︶が一段と其の確立の歩を

又一方︑欧米の宗教事怖や一般教育などに錐みて︑修身科が
特に重脱されて来た︒而して教育勅語が下賜されるに及ん

を以て︑修身科の役割を充たすことｌなった︒而もそれが太

徳がほ堂其の中心として︑より力弧く賞際的︑教養的の性格

分尊重するに値ひするものと恩ふ︒

備した草案に接した鐸ではないが︶︑その考へ方として︑十

凡べて斯やうな重大な意義と影響を有する問題の施設︑批

平洋戦争の異状な去脆的敗戦と共に︑日本の各方面に於ける
の低迷に接鯛しつ上︑修身科の姿が幼稚な腫含科の一隅にそ

心﹂といふ見解にしても︑単純な湖鮎から之を立言し批判し

判は共に十分の考慮を要する︒例へばかの﹂天皇は道徳の中

従来の歴史的な迩徳乃至権威の失墜に直面し︑新しいモーフル

の影を留めるだけとなったのである︒そこに現代に於ける反

てはならない︑之には第一に憲法並に日本民族の理念に於け

道徳的︑反日本的︑反東洋的︑反教椛的の傾向の著しい世相
を憂慮する教育者や有識者や宗教家や︑特に一般の忠責な園

I

︑℃

℃泊︑℃ｂ

る天皇の性格︑並に道徳の中心といふことの意味を明らかに
に終ける此の考へ方の敷布と云ふやうなそれ人〜の鮎につい

し︑更に此の命題にもとづく国民の道徳的在り方︑畢校教育
て︑頁面目に旗重に立言し又批判すべきである︵前述した﹁改
造﹁に於ける天野博士の読明には︑勿論︑概括的ではあるが︑

賛成者も多く︑私も同感者の一人である︶

随って又︑この﹁国民賞践要領﹂に閲しても︑同様の注意
を梯って︑暫らくその重要な内容は別としても︑教育勅語の

令的なものＬ取扱ひ方︑斯やうな権威若しくは義務感を要望

従来の位置の愛郷︑文相又は文部省として蛮布された此の訓

に戦時中︑政府筋から示された戦陣訓へ国民訓等に封する敗

する指導的な力に封する現代教育壮含内外の思想的傾向︑更
戦後の或る方面に於ける国民感情等について︑周密な考慮を
桃って後に︑之を適営な方法で公布すべきであり︑又その全
世には斯やうな政府乃至文部大臣などの椛威づけの訓示や

綴の捲想を考察して︑其の可否を批判すべきである︒

通達を要望しがちの教育界の伽向に封して︑単純に其の官尊
あるが︑それは或る場合には速断に失する︒日本の一部の国

民卑や非自主性や︑甚だしきはその奴隷性を痛罵するものも
民や教青春が教育勅語や園民資践要領のやうなものを要望す
るのは︑もとノー其の人糞の胸中の信念や理想に封する大き

な共鳴同感の麓が明瞭に力弧く園内に響いて︑一面には自分
自身の理念を確認し︐一面には︑それに依る固民同胞の統合

に力迩さを感じたい心持から来てゐるのである︒そこには素
より雄大な信念が峡けてをり︑主我的指導親に乏しいには遠

ひないが︑国民一般の立場としては︑必すしも自主性が無い
と断することは出来ないのである︒
再軍備問題に在っても︑唯之を経済的理由︑平和的要求︑

憲法上の規定︑敗戦の経験と云ふやうな︑それ人︑の一面的
考察に依って其の焚否を決すべきではない︒之には少くと

先立って︑之に携はる教育者自身の倫理的︑︑責践的︵鰐験的︶

も︑第一に平和の主張そのものＬ性質と内容︑第二に憲法に
於ける平和宣言の依擦する所の﹁世界各図の信義と公正﹄と
が確立してゐるかどうか︑現代世界に於ける所謂二つの平和
に封する日本の平和とは何か︑第三に現資の世界怖勢に世面
する日本の自由主義国家群と之と封立してゐる共産主義園と
に封する直刺な立場︑又我が図を囲む米函とソ連との従来並
に将来に於ける各種の開係と其の双方の今後の情勢︑更にそ
れらの外国に封する日本の道義的な在り方等各方面に亘る堅
責な考慮の結果としての冷静穂健な判断を待つ必要がある︒
道徳教育上に於ける修身科の問題も︑各般に亘る十分の注
意を桃って︑その効果を期待せねばならぬ︒殊にその結論に

の教育を貫いて行く︒︵完×丈畢坤さ

思想的︑心理的方面の教養と︑宗教的︑人間的︑牡含的情操
の訓練と︑又平たく云へば︑亘賞と熱意と親切と研究心とが
深く省みられることが大切である︒それと同時に︑先生にも
生徒にも︑泊翁百話︑禰翁百話︑二宮翁夜話︑自助論︑エソ
ップ物語︑朝日新聞杜刊行のと上るの問題といふやうな書物
が多く讃まれるやうに有りたい︒至誠と俸統とは永遠に人類
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新鵬法とその精祁
次

郎

たものですが︑常時の委員長は徳川義親侯爵︑副委員長は下

村毒一先生で︑これは今回の弘道念の澱法委貝禽の組織と同

一であり︑私も常時専ら原案作製の衝に常つたのであります

・が︑今日との﹁職法要項﹂を読みかえして兄ると︑賞に隔世

の感に堪えないのであります︒

それもその筈で︑倣時は国家意識の勃興時代で︑国民の民

族意識は異常に昂まり︑将に太平洋に狂澗怒涛をまき起そう

として︑風雲の剛ろ急な時代でありました︒こうした価向が脳

雰議の上にも反映しない筈はなく︑固家的槻念や︑民族意識

が極めて濃厚な案が旧来上がったのも︑寧ろ徴然であったと

しかしこの時から既に十年︑この間の鍵化は資に著しいも

言えましょう︒

のがあります︒恐らく察前でもあり︑絶後でもあろうと思わ

れる大鍵化でありました︒天皇陛下の﹁人Ⅲ天皇﹂の御宣言

を始めとして︑華族制度の腔止︑猫占企業の解僻︑農地の開

数年前までは夢にも考えなかったような事柄が︑それからそ

放心勢働組合の著しい進出︑戦争の放棄︑家族制の愛革等為

れと賞行されて行きました︒

この急激な愛化は︑戦争のために家を焼かれ︑工場を段た

と名づけましたのは︑往年︑文部省から﹁感法要項﹂という

その内容についても︑今日に営てはまらないものが深山あり

一時は殆んど混飢情態に陥りましたが︑雌近だん卜︑平静を

れ︑衣食にも窮迫した事態とからんで︑弧く賦含を動揺させ︑

が︑だん人Ｉ︑商まって来ました︒但し︑こ上で深く注意しな

取りもどすと共に︑道徳の復興を呼び︑確法の必要を説く藍

の事項をつけ加えて形を整えましたので︑﹁新鶴法要項﹂と
名づけたのであります︒

ますので︑それを参考として︑色為の手を加え︑新しく幾多

ものが出ましたが︑それはもう十年も昔のことではあるし︑

まず今回の憩法を強表するに獣って︑これを﹁新藤法要項﹂

新膿法の根本理念

と思い烹す︒

ないとも．限りません︒それらの鮎については他日御叱正を願いたい

ありませんから︑その中には侃見や︑考えちがいの鮎がまざってい

一人としての私の考えに止叢り︑粂髄の方におはかりしたわけでも

について少し申述べてみたいと思います︒もちろん︑これは委員の

公刊されることＬ思いますが︑こ入にその粘祁といったような方面

その溌表をかねて︑講演念を東京に開きました︒その案は近い中に

ありましたが︑この程一雁のまとまりがつき烹したので︑昨年の幕

弘通含でばかねてから時代に即雁する新しい潅法の研究調査中で

島

文部省の﹁耀法要項﹂の作製は︑矢張委員倉の手で行われ
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川

−

新しい曜法でなければならない事であります︒

礎法の再現では蔵くて︑現代の要求に本づく︑新しい道徳︑

ければならない事は︑その道徳なり穫法なりは︑前の道徳や

日本を湖光園とし︑世界の人為を誘致すべきだという霊もあ

国との往来は︑日にノ︑１察くなります︒それに︑一部には︑

かし交通︑通信の護達は︑益堂世界の国登を近接せしめ︑外

ります︒こういう時勢に︑わが確法が園際的覗野に立って︑

含とい上たいような気がします︒政治も︑経済も︑文化も︑

明らかな事であります︒

その内容を刷新しなければならないことは︑火を賭ろよりも

今日の杜曾は鍵革というよりも︑寧ろ︑生まれかわった吐
産業も︑民主主義を原理として︑佃人の自由と平等と幸幅と

法﹂と呼んでいました︒これに封して︑この膿法をその特賃

ありません︒前の﹁澱法要項﹂を︑世間では一般に﹁園民澱

であって︑新擢法がこの基調の上にたつべき事は言うまでも

はかる事を旨としています︒これはそのま上祉介生析の原理

棚ならば．ドーアの開閉にしても︑椅子の使い方にしても︑

しても︑靴にしても︑あちらの風に従うのが穏常であり︑洋

ーニングコートを着るとすれば︑ネクタイにしても︑手袋に

修理や不鰐裁の底いようにしなければなりません︒例えばモ

これらの生活に閲しては．少くも欧米の習慣を参酌して︑不

大いに欧米の風を輸入している事に気がつきます︒それで︑

それに私たちの周園を見室すと︑衣食住の各方面に於いて︑

によって名づければ︑﹁民主磯法﹂とでもいうべきでありま

洋風に従うのが自然でもあり︑合理的でもありましょう︒

を重んじ︑互に親和協同して︑世界の平和と人類の禰祉とを

思います︒

しょう︒と上に新潅法の特質の一つを見出すことができると

わが国は︑待望の平和約礁も︑既に大多数の園だとの間に

らば︑今後の稽法が︑厭米の確法を考慮の中に入れなければ

たが︑その効果は矢張欧米の風習に依存することを考えるな

欧米で行われている方法を川いることが非常に多くなりまし

殊に簸近は︑公私の含合にパーティとか︑ディナーとか︑

締結され︑本年はいょノ︑その効力が護生しようとしてい窯

ならない事が︑一そうはっきりして来ます︒

国際的覗野にたつ新膿法

す︒従ってこれからのわが国は︑諸外国と手をとって︑世界

さてわが国の礎法は︑大いに外国の風を探り入れて︑現代

博統の尊重ｌ濃法の個性と自主性

なりません︒然るに我が国は東海に孤立している上に︑長い

の確法を一そう充賞せしめようとする篇でありまして︑軍に

化しなければなりませんが︑それは︑これによって︑わが図

民は庚く世界の園を知り︑世界の人為に接して行かなければ

平和と人類禰祁の篤に蒜くさなければなりません︒従って国

の事情に疎く︑外人に封する態度も洗錬されてい麦せん︒し

間園をとざして太平の夢を貧っていましたので︑固民は海外

L
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尊重すべき偉統も︑その保守的︑固執的性格は︑往凌にし

新蔭法と科畢性

我を捨て上彼に従うという意味ではありません︒ば十一分に尊重せらるべきであります︒
本来謄法は祇禽の所産で︑時代的にば内容に若干の愛遷は
ありますが︑その時代に於ける枇含の規範として重要な役目

を果たしています︒そうして︑その大部分は︑時代の洗錬をてそのものを時代から離れた︑蕉式のもたらしめる弱鮎をも

うけながら︑偉承されて︑一そうその吐含に通切なものと蕨つといふ事を忘れてはなりません︒今日ともすれば確法を古

っています︒膿法が夫だの祇含によって相違のあるのはそのいしきたりに過ぎないもので︑若い世代の者には縁のないも

鯛であり︑偉統の亜んじなければならない理山もこの鮎にかの．上ように考える者のあるのは事賞で︑たしかに今日の所謂

これをわが国の鵡法について見ますと︑その偉統の中には︑で︑融法の科畢的考察︑これは今日の大きな課題の一つであ

上っていると思われます︒幡法の中には︑非現代的︑殊に非科肇的の部分も少くないの
先史時代からと思われるものもありますし︑叉その中には幾ります心

︐例えば﹁おじぎ﹂︵澱︶の挨拶にしても︑その形は速く記弓のではありません︒一見不自然に見える事でも仔細に総討

多の優れたものを見出すことができます︒とはいうものＬ︑従来の確法には全く科皐がなかったとい

に︑和服とよく調和した形として渡達して来ましたので︑﹁きえば坐った時や︑腰を掛けた時に︑女子は雨膝の間を附いて

紀の記述の中に兄ることができますし︑それが挺い年月の間しますと︑そこに正しい道理を護兄することがあります︒例

もの﹂と共に︑外国の人糞から︑その優雅を稲えられるようはならないという古来のしきたりについて見ても︑解剖畢者

になりました︒のいう所では︑女子と男子とでは骨盤の形がちがい︑頚磯角

又座敷の装飾．座敷の坐作進退の優美な形などは︑外人の︵大腿骨と頚との作る角度︶がちがって︑女子は男子に比較

均しく目を見はるところであり︑包み結びの方式等も︑わがして︑膝をつけ易い形になっているという事であります︒

又歩くのに﹁内股﹂に歩くという︑一見極めて不自然の足

勿論これらも長い年月の間には鍾遥があって︑今日の形がの形にしても︑服装から来る事情と共に︑鵠の左右動を少く

園の一つの特色と見られましょう︒

昔そのま人の形というわけでもなく︑／又これがそのま上明日するために︑礎い重心をできるだけ左右に移動させないとい

行われるかどうかわかりません︒しかし新しいものは古いも一一︐う効果から出たものとすれば︑鍵の上の歩法︑わけても和服
〆窪を着た時の︑女子の歩法として︑一雁うなづけるような気が
の比反省と批判の上に成りたつことを考えると︑確法の偉統察輝
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ついているということです︒叉象にしても︑その互大な足あ

上を通ったあとを見るのに︑四つの足あとが殆んど一直線に

します︒徳川委員長のお話に︑熊をうちに行って︑熊が雲の

すから︑封建杜含には個性の尊重とか︑人間の自巾とかいう

る畏敬乃至屈従が︑その根本となっていたのであります︒で

で︑上の者は︑下の者に封して挨拶などをする必要はない．

ものはなく︑挨拶というものは下の者から上の者にするもの

とが︑庚く左右にならんでいるのではないということでし
物の取扱いや︑受け渡しについても同様で︑一見非常に煩

寧ろ上の者から下の者に封してするがよい等といったら︑正

も︑動作でも︑すべてとの調子であります︒それを︑挨拶は

少くもそれは任意であると考えられていました︒言葉使いで

墳に感じられる茶の湯の手前にも︑合理的な長所を見出すよ

た︒

うに︑古来の確法にも︑長い経験から︑自然合理的となった

新確法はこの根本に立って組織されたものであります︒

畏敬ではなくて親愛であり︑屈従ではなくて協同であります．

その本質的のものでなければなりません︒従ってその開係は

漉法が人間平等の思想の上に立てば︑左右のつながりこそ砥

気の沙汰ではないように考えられた時代もあったのです︒

ものも少くないと思います︒

新濃法と現代生活

煉統的鶴法に封して第二に批判されるのは︑それが︑能率
と賞用とを旨とする現代生活ともうまく噛み合っていかない

この鮎に開して更に弧調したいのは︑職業的耀法からの解

放であります︒封健祇曾では各称毎に自分の澱法を定め︑こ

という黙であります︒との黙は次第に塗っては来たものＡ︑
ていて︑自動車が走り︑飛行機が飛ぶ世の中に︑ふさわしく

まだ無駄が多かったり︑廻りぐどかつたり︑間がのびたりし

た︒所謂小笠原擢法は︑幕府のお留確法でありましたので︒

他ではこれをそのま上用いることを許されませんでした︒こ

れを下のものに扱い︑藩内の秩序を保つ事に役立て上いまし

えなければならない黙であります︒

ないようなものが︑案外重んぜられています︒これもよく考
民衆のための新瞳法

した︒との風は民間にも移って︑確法を一種特別のもので︑

ういう事情から︑瀧法の指南役という特別の職業が生まれま

更に注意すべき事は︑偉統的の擢法の中には︑未だに封建

礎法はすべての人によって︑すべての場合に行われる︑平明

り︑所謂潅法家は益糞とれを煩環のものとしました︒しかし

特別の場合の特別の方式というように観念させるようにな

ために︑確法はこの上下の別を正しくするための道具とされ

な道でなければなりません︒︵以下十九頁ｃ

封建牡含では︑身分とか地位とかいうものを最も重硯した

的色彩が濃厚なものが残っているという鮎であります︒

た感がありました︒端的に言えば︑それは下の者の上に封す
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購和後の教育問題座談含
出席者

本曾副曹長下村毒一

思うのですね︒第一は制度の問題だが極これを今六二制にし

ようというような鮎もあるようだが慾私は六三制というもの

は戦後の教育改革の一番大きな獲物であって︑やはり維持し

た方がよい︑また維持しなければならぬと恩うております︒

ただここで考えなければならぬことは︑日本ではそのすべて

の教育制度を一定の型にはめて︑それを一全図一律に弧行しよ

うというような考え方が非常に弧いが︑私は必ずしもそうい

・東京教育大里教授大杉誰一
︵司含︶割田斧二

お茶水女子大皇教授勝部員長

す︒今そんな馬鹿なことをする人はないけれども︑齢程かげ

ぶちこわしをやっておる︒何十校かそんなこともあったので

ことも随分無理なことがあったようでして︑北惟際で畢校の

はじめにやはり皐制を決めて小畢校を津凌浦交に作るという

る︒資際において不断の努力ということが随分ある︒明治の

よいのではないか︒漸進的に進んで行くような考え方にす

六三制を一定の型にはめて弧行するということは止めた方が

まして画力が非常に衰弱した場合ですからして︑郡部一律に

政の負捨に雁じてあまり窮屈に考えないでやらせる︒日本は

数人あるなかで先生は一人︑そういうふうに地方の欣況︑財

アメリカの小単校は五十パーセント以上が軍級畢校です︒十

セント以上は百人以下位の蕊校です︒教員も五・六人位です︒

スクールというもの魁これはあちらの統計をみると五十パー

すればよいと思うのです胆︒例えばアメリカあたりでもハイ

ということを︑地方の賞傭に即して︑自由にやらせるように

うことをしないでもよいと思います︒もつとその制度の迩川

割田本日は御多用のところおいでいただきましてありが
とうございました︒雄和後の教育の問題というような題のも
とに︑先生方の御高見を御伺い出来ればありがたいことと存
じます︒いろいろの方而で雄和後は何かと鍵遷があることだ
ろうと思いますが︑この教育の問題の如きもいろいろな問題
が考えられるのではないかと思います︒問題は深山ございま

すがそのうちで主なるものの二通三限定するよりほか時間も
ございませんから︒まず第一に六三制の問題というのがござ
いますが︑一部では六二制にした方がよいとか︑或いは三の

方の中皐が現在は義務教育でありながら高等皐校えの準備教
育というような内容になっているというような問題もあるよ
うでございますが︑この鮎いかがでございましょう︒下村先

下村私からはじめにやりますかな︒六三制の問題はです

生いかがでしょうか︒

ね︑制度そのものと内容との二つの方面に問題があるように

（9）

h可

う闘情にあると思うんですね︒そういう国情においてわれわ

んしてやらなければならない︒内容は私はよく一分らないけれ

れ日本人が︑みんながとにかく楽に食ってゆける通人並の生

ありつけても低賃銀︑安月給に廿んじなければならないとい

ろと日本に通雁するように改めてゆく必要があるのじやない

活が出来る諺つまり憲法でいう﹁健康で文化的な生活﹂が出

ないＩ就職難ということが語こって誇り議す．たと重職に

か︑そういうふうに思う︒制度を窮屈にしないこと︑内容も

来るようになるようにみんなが努力しなくてはならない︑そ

ども︑内容はこれまたいろいろになっておるが︑除程いろい

が︑六三制そのものはこれはつぶさすに守ってゆくべきでは

再検討して本営に日本に適するものにしなければならない

持があれば︑追糞に出来るんじやないかと思いますね︒私は

的措澄ということを考えて︑ゆっくり気長に育てるという気

任を感じて首をくくったというが︐やはり賃怖に即した漸進

はり地方によってば村長さんが六三校舎が川来ない偏に砥責

刺︑とはっきり厘別してしまうことが問題だと思います︒や

勝部私もそう思いますですね︒六三制に非ざれぱ六二

で︑頼りになるものは結局八千五百寓の園民の頭のよさと︑

ね︒そうすると私は結局この日本の何もかも無い惟件のもと

いつめられた袋小路から立直らなければならないわけです︲

っていたのですから︑今度は平和な方法でそういう日本の追

を狸得してゆくという方向にもっていった猫このことが間逮

手段に訴えて℃海外に領土を接げてゆく魁戦争によって資源

問題なので︑それを明治︑大正も昭和の指導者が戦争という

いみじめなものであるわけです︒これを打解することが先決

ういう場合に日本のおかれた傑件というものは︑非常に苦し

◆

日本の固怖から来る根本問題というのは︑こういうことじゃ
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ないかと考えておるが︑その考え︑どうですか？

ないかと思うのですが︑つまり領土は四割五分忠削られた︒

す︒そういうことを考えて教育だけが根本の日本の再建の動

道義の力というものしか最後のよりどころはないと思うので

力になると思うんです︒とすれば教育にかねを惜しんではい

そうして人口は海外の引揚者が蹄ってきましてふえる一方︑
この狭い領土にひしめきあっておるわけです︒そ弓して食糧

現在八千五百寓十年経てばやがて一億になろうという人口が

からそこに限度がある︒そうとすればあせらず魁ゆっくり地

られないへしかしまあ日本の財政という面からいえばおのず

固めをして︑六三の根本の枠を確立しながら内容を充資して

の絶封最というものは足りないから海外から輸入しなければ
い︑工業をおこすという場合でも賓源が不足している︒せめ

ゆくということが︑今日の根本の態度であっていいと私は思

食べてゆけない︒それならば貿易を盛んにしなくてはならな
て水が豊富だから電力をおこそうとすれば費金がない︒そう

うのでございます︒

U

いうふうに貧乏な画でありますから︑働きたくても就職口が

夕

「

やり易いようにとにかく受ける方の子弟の側からいってもも︲

ＬＬ

︑︲

︑下村本営だな︒

かからんような方法でやらなければいけませんね︒

それから六三制を維持する市町村の方からいっても︑無理の

︑

割田 大 杉 先 生 い か が で す か ︒

なって資情に卸してやることがどうも峡けておりますね︒

割田どうも元来日本は制度が布かれるともすぐ制一的に

大杉みなさんのお話のつけたしになることだと思います
けれども︑東京のある工場に近い中畢校に参観に行きました
らば︑その校長先生の話で︑﹁義務教育でありながら全然畢

下村非常に形式主義だ︒

勝郡形式主義ですね︒

割田六二制を唱えている人も︑地方か賞情でどうも経済

それを即いて迂澗ですけれどもびっくりしたのですが︑事怖
やるというところに無理がある︒こういうところにその無理

を叩きますと︑下村先生のお話にありましたように︑一律に

のですね︒まあ折角出来たことですから︑先生方の御意見も

上からどうにもやれないというところからやはり出るらしい

校に出て来ない生徒が五十人もおる﹂というのです︒一寸私

が出てくるのであると思ったのですが︑その後また八王子の

をきかせる脳紡局そういうことですね︒

制度は維持する魁内容は械討してゆく︑しかしそこに融通性

大杉全慨いろんなことが多過ぎる︒戦争になる前から戦

のことを話したら︑そこでも全然川て来ない︑遥期峡肺は同

争中慰戦後とグルグル錘りますから通また今度まるきりもと

ある中単校に行きまして念の鯛にこういうわけだといってそ

れませんが︑やはり経済事情が主なような話でありましたがｂ

じことでそれも驚いたのですが︑いろんな事情があるかも知

やはりはじめてから四・五年のことですからもう少し：：：︒

割田↑どうもありがとうございました︒次に今各方面から

に師えるのもいかんし︑とんでもないこともいけないので魁

問題になっておりますが︑修身科をおいた方がよいか︑悪い

それは校舎の問題もあるし心父兄から兄れぱ皐校にあげてお
のですけれども︑これは群働基準法ともひっかかってくる問

か砥またその修身科の本営の精祁をいかす上から慾現在ある

くよりも働かせた方がよい︑大僻そんなような話らしかった

ているから悪いということもいえますけれども愈止むを御な

よっておかなくても補えるかという問題でありますが︑非常

吐含科というものをいかに活川してゆくか︑その活川如何に

題でありますけれども︑使っているから悪い慰韮準法をやっ
い事情があるんじやないかと思っておるのですが耐そのこと

在の間題から︑教育の方面でも特にまた修身科というような

に経戦後一般国民の道義が額腰したというような︑賓際の現

でやはり原則は折角出来上ったのですから︑融通性というも／
のを加味して⁝：︒︒

下村軍紺のすみをほじくるというようなやり方でなく︑
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ノ

問題が考えられてきたことだと思うんですが︑この問題いか

教育という場合にそのまま入ってきている︒で新しい教育論

はまたオールオアナッスイングでありまして︑道徳の間接教

者は新しい教育を無峰件︑無批判に︑反封する人達もここで

下村勝部さん諺大杉さんからおつしやって下さい︒それ

がでございましょうか？

はすべて排準する︒徹底的に間接教授一本槍でゆこうという

授がいいとなると︑それならば直接教授の修身科というもの

ことを︑小皐校の校長さんあたりでは主張するのです︒しか

を聞いて僕もまた．：：・・

勝部修身科の問題はですね魁日本を占領した営時のＧＨ

間接的方法との長所︑短所の比較ということは十分試みてお

Ｑの誤解がかなりまじっていたように思います︒つまり修身

るのでして︑それぞれに長所もあれば短所もある︒全米教育

だと思うのです︒アメリカあたりでもやはり直接的方法と︑

を過大評償といいままか︑かなり思い遠いしていた面もある

協含の道徳教育委員念というものがありまして︑その報告を

しそれは私はこれまた日本人の非常に形式主義的な行き過ぎ

と思います︒明治︑大正︑昭和にかけてのごく一部の時期を

みますとこのようにいっているのです︒﹁直接的道徳教授は

というものが日本の軍団主義︑超国家主義の擦鮎であったと

除いては︑そうその極端な価向をとって前進したとはいえな

碓賞ではあるが︑畢校における道徳教育としては一面的であ

いうふうに見なしたわけです︒これは少し修身科というもの

の鮎なのですが︑つまり修身科というものはヘフランスの教

いのじやないかと思います︒で問題はこの教育の方法として

教課の全面で道徳教育を雄こす︒小畢校でいうならば皐校↓全

といきなりお説教をおし州してゆく修身科のやり方よりは芯

いうたてまえにあると思うのです︒つまり技術の面からいう

らいいますと︑道徳においては間接教授の方が効果があると

りは望ましきものとなる︒両者は相反するものというよりは︑

よく結合させることによって愁いずれか一方のみを川いるよ

接的方法とは互いに補足し合うものである︒つまり雨者を程

に退けるというのではないので︑やはりこの間接的方法と直

いるのですやけれどもしかしだからといって︑これを至面的

ハンデキ・ヤップがある﹂というように直接的方法を批判して

畷が一つのホームルームという形で︑寓遍なく間接的に道徳

柿足的なものである︒雨考は同じく子供の心を傾むけ︑しば

り︑劣るやり方である︒十分亜要であるがその遥漏は重大な

の教育をする︑品性の教育をするという方がより進歩したや

しば同じ材料を利川し︑常に同一の窮極の目的をもっている︒

育制度から貝似て作った道徳教育における匝接教授というや

り方なのだという意兄が︑アメリカの過去何十年の総制であ

そういうたてまえとして漣一般方針としては道徳教育の基礎．

り方ですが︑アメリカあたりの今日の新しい教育の技術論か

ったということが出来ます︒それがこの戦後の日本の新しい

〔12〕

I

問題はとの吐含科で州護した間接的方法がその調節において

の根本の態度だと思うのです︒丁度いま日本の今日の常面の

るべきである︒というのが今日のアメリカにおける道徳教育

道徳的立場の調節に失敗する時は︑この直接的手段が川いら

的な方法は間接的な手段をとる︑しかしこの間接的な手段が

は教えるのがよいかと思うのですが⁝⁝︒よほどそういう弊

る意味から指導のところでは︑先生が迩営に教へるべきこと

かから生徒のいい意見が出るのを待っておるのでしょう︒あ

つまらぬ問題まで生徒に識論さして結着がつかない︑そのな

だという代案を出しちゃならぬものだという誤解があっても

なことをいわして︑経るところで先生がそれを批判して︑こう

一般の教員大衆が却って反封する︒家庭の父兄達はそれをの

勝部一つばですね︑今日直接的方法をとることに封して

が多いようで︒

やや行きづまっている狸破綻をきたしている時じゃないかと
思うのです︒この時にあたってやはり自然的な直接的方法の
助けを用いる︑川いようとすることは虚心坦壌に考えてみて
よいのじやないかと思います︒

日の教員が︑私自身をも含めて自信がないのです︒つまり道

ぞんでいるのに教員大衆が反封するということは︑やはり今

徳教育の直接的責任というものを回避しようという雌向が弧

割田大杉先生いかがでございましょう︒勝部先生は面接
大慨考えておられることだが︑どうだろうという御意見です

的なのと間接的なのを補足し合うというのが向うの畢者達の

までのような修身を教えるというやり方がまあ全面的にいけ
癒いとばいえ厳いので︑今は縫験から肇ぶｌ総雛主義とい

大杉そうですね︒これもさつきのお話と同じように︑今

科の問題は資は今日の教師論と申しますか︑本常のよい先生

つかってゆく教師が非常に減ってきているという鮎で︑修身

常に便利で︑間接的方法の方が責任を同避出来るから先生自

びかけるということが出来ない場合にはや兇童中心主義は非

いのじゃないかと思うのです︒先生が自信をもって生徒によ

うやり方になってしまったと思うのですが砥やは刈私も調節

が数が少いという問題に戻ってくると恩のです︒

が︒

してゆくことにしなければならぬと思いますね︒賓際話を聞

身にとっては便利です︒だから昔のように全人格をもってぶ

きましても︑修身科の道徳教育を牡含科でやってゆくのがこ
道徳教育は顧みないというが︑生徒の活動を主にしてプ画ジ

却て効果のない人もあるというようなことをいわれました

それから一面にあまり御説法をきくと反感をもってしまって

御説法をきいてそれによって効果をあげ得るタイプの人と︑

割田春山作樹博士なども人間の性格には二種ある︒直接

ェクトしてやってゆくが︑それは教育の方法としては進歩し

の頃ですが︑今までのところは殆んど祇含科としてやって︑

たやり方だと思うのですが通責際みていると生徒にいろいろ

︲１１
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すね︒

質がいろいろあるとすれば遥そういったことで補えるわけで

が︑そういったことから南方相補うということは魁人間の性

ということ︑これは非常に必要であります︒ともかくも一つ

さんのいわれたように︑庇護しあって︑おぎないあってゆく

とは恩ひますが︒それから特設しても他の教課と︑先程勝部

︲下村私は道徳教育ということは非常に軍要な意味があっ
うのです︒でまあどんなことでもやるということは勘紬局ど

ゃんとその新教育の出護黙にあたっても別に倫理という特設

次の三鮎のことを勅告する﹂という傑項がございまして︑ち

いてあるのですが﹁もし倫理の鯛の特設科を設けるならば︑

勝部それはですい︑第一次教育使節園のレポートにも書

責任を背負う課目をたてる必要があると思うのです︒

んなことでもやらんということになるので魁その主義はいか

科を設けることに反封していないのです︒それをただ日本側

て︑やはり主として責任をとる教課目があるのが営然だと思

んと思います︒それは杜含科でやることも一つの考え方に相

大杉終戦後一つ面向いことをききました︒これからの教

違ないけれども︑二鰐杜曾科が今のドイツのゲザムトウンタ

というようなことはドイツあたりでは定論であったらしく思

育者の性格は︑・交番の巡査のようなものだというのです︒そ

が勝手に退けて︑︲祇含科という間接的方法一本に片よってし

われるのです︒その大切な道徳教育︑賎というような問題を︑

うして人から道をきかれれば︑あっちに行けばよいといって

リヒトの考え方ですが通それは低皐年で責行出来るという︒

ほかの教課旧と綜合してやることは大僻無理なやり方で︑効

教えるのが先生だというのです︒教師は生徒に向ってその立

小肇校四年以上にはゲザムトウンタリヒトはう宝くゆかない

果のないやり方である︒だから私はやはり修身という名前が

場でゆけばよいというので︑祇曾科などはその方針で指導す

"

まったわけです︒

とかいう名前に改めるならばよいと思います︒やはりそうし

何か昔のことを連想するようでいかんというならば︑道義科

いので︑生徒がいろいろ自分の経馳から問題をひき出してく

ればよい芯教えるというのは自分から弧いて教える必要はな

て一つの猫立した教課目をたてるべきじゃないかと思いま

に＄自一分で道を探して行ければそれでよいので︑交番に来て

聞くものがあれば教える︒いかにもいい例をひいて話された

る︒それをどっちに行ったらよいかと交呑に行ってきかす

ヶ年の経験によっても︑祇禽科で道徳教育をやることは到底

ものだと思いましたが︑今まではただこちらから出来上った

で︑私はよくは知らんのだが︑．とにかく施行以来今日まで数

不可能のように思うのですね︒どうしてもこれは別に特設し

知識を教えるだけであった・しかしそれよりも切責に非常に

す︒一ニーロッパでは大鰐宗教という課目でやっているわけ

なければならぬ︑そのやり方もいろいろ考えなければならぬ
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は止むを得ないことになり︑ただ議論をワイワイするだけで︒

ことにならぬとも限らないので聯結局今いう通りにゆき過ぎ

たら生徒だけにまかしておく︒しかしそれではとんでもない

る︒そこで指導すれば貝の教育教授ですが︑ききに来なかっ

自分が困った問題でいろいろ自分でやってみたり先生に教わ

年脳高皐年は高畢年とそれ机営やはり先生が中心になって指

どうしても出来ない問題なのだ︒これはやはり低畢年は低肇

問題などというものはもとれは児童中心に任しておくことが

ことば︑本営は教育の否認になってしまう︒殊に倫理道徳の

勝部基本的な︑少くとも最少限度の道徳概念︑知識とい

導するととがなければ成立っていかないように思いますね︒

よい結論は早く典えることはないとか︒たしかにそれはある
とはたしかに教育の新しい方法ですが︑ただ自然に任せるの

に道徳の問題では人格の上から感化するということが非常に

童中心の創意︑工夫を促がす役だとかいうだけでなく︑こと

割田一総私達は教育者は単なる教育の技術者だとか︑児

うものは注入しなければならないと思います︒

でなく埴特に道徳については長い経聡を経た上から教える︑

大事じゃないかと思うのですが︑今日の新しい教育はどうな

が︑やはり生徒が躍んで来る意慾が生徒中心に出るというこ

これは教師が椛威をもっていうのでなければ︑教育者はおか

勝部追凌教師論が礎んになって参りまして︑結局におい

しいことになってしまうので︑決してアメリカだってそんな

て新教育も単なる技術に諺飴するものでなくて︑教師の人格

偏したものではない︒これは明白だし︑蝶の問題など︑最近
アメリカを覗察した人からいろいろお話をききましても︑む

というものがやはり様凌な技術をまとめる︑いわゆる屍の要

のでしょうか︒

るようですから︒

割田そうですか︒

ると思います︒

でなければならないということが一般的に認められてきてい

しろわれわれの考えるよりもはるかに指導の面が秘く出てい

勝部私は殊に中畢校から高等単校にかけて︑精祁的に倫
理観は通やはり自昂と申しますか︑理智的な面が弧く出てく
るのですからそこに訴えて︑人生槻ないし倫理槻という面を

下村今お話の児童中心主義ですね︒それは児童の自溌︑

そこで道徳教育者には智憧慰心怖膨判断という三つの展州を

れは非常に技術的薩面を弧調したものだと思うのですが︑あ

勝部あの文部省が護表しました﹁道徳教育の手引き﹂あ

そういうことを重んずることは大事なことなので︑それを軽

試みているわけですね︒低畢年においては理屈をいつたって

直接的にも教授することがむしろよいと思うのです︒

脱することは絶封にいけないけれども︑しかし生徒は何とい

分ら旗いのですから書償ｌつまり形からしつけ壷

く︑書

っても未成熟者ですから︑児童中心にまかして一逢倒でゆく

︾︲ｒ︲ｉ
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提的に行篤を習慣づけてゆく方向もとり得ると思うのです︒

生に封しては通むしろ判断が先にきて︑理智的な理解から自

して必要だと思うのですけれども︑青年期に入った生徒︑畢

情ｌ道徳的心情を豊かにさ瞳るということもつまり段階と

慣の獲得ということがあてはまると思うのです︒それから心

のですけれども︑

り︑時間を割いてもよいからそういうようにありたいと思う

何か道徳教脊の特設した時間を便宜上杜含科の主確にするな

ですが︒高等皐校に行きますればもう少し理論的に指導する

が︑そういう道徳教育の時間︑ホームルームでやっていいの

一時間位は︑そういう特設といっていいかどうか分りません

けないと思うのでして心その鮎で私はせめて中肇校でも一週

ム

ていると思うのですけれども︑その内容が十分でないという

文部省の手引きというものは技術的な面で非常な貢献をなし

下村内容がね⁝⁝︒

の文化は十二歳︑姫娠は十三歳とかいう皮肉もございますが＄

今相営とれについても問題があると思うのですが心近頃はそ

割田どうでしょう︑この塗で次に男女共墨の問題に⁝⁝︒

大杉今おっしゃる文部省の手引きの段階からみまして︑

ことが非常な峡鮎だと思うのですね︒

習慣というところは賎になっているのでしょうが諺その時に

しかし理想的にいえば杜含というものは︑男女協同の蓮管の

というような概念が今日も奥にはあるように思うのですが︒

舞墓ですから︑それは小さい時から男女が親しく交って︑と

元来日本では儒教道徳で︑﹁男女七歳にして席を同じうせず﹂

いうことと︑うまく調和を保って︑道徳的良習慣を養うとい

もに望ぴ︑ともに遊び︑ともに話しあってそうしてお互の雨

既に子供の経験ということと︑それからやはり教師の指導と

うのだろうと思うのです︒それで大磯小畢校心中肇校の義務

性が理解し合うということは︑理論の上からまことに理想的

な御尤もなととですが︑奮来の日本の習慣から一躍皐校では

という鮎で杜愈科ばかりでなく心他の蕊術教育や団語教育︑

男女共里という大飛躍をした潟に︑弊害も生じまして蕊父兄

教育はそれを主にしてやりまして通更にいわゆる道徳的心情

に道徳的判断というところは遮少くも中望校から高等単校に

としましても男女共蕊の畢校には入れたくないというような

歴史教育とかいろいろなものの助けを得てゆく︒それと同時
ゆきますと︑やはり特に道徳的判断心善悪疋邪の判断という

ころの小畢生の上級から中畢えかけての姫娠中絶の問題も職

こういった男女共肇の一つの弊害の面としてあらわれておる

考えも多いという話でありますが︒所麦にあらわれておると

んじゃないかというようにも考えられるのですが︑この問題

ものを︑今まではよい習慣を養ってきた︑それが基礎なので
ことは︑どうしてもやはりただ生徒の経験だけ︑経験の間に︑

すけれども︑更に正確な善悪正邪の判断をするというような
いろいろ考えるのにはやはり正しい教師の指導がなければい
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､、一

はいかがでございましようか︒

下村その男女共畢の問題は大肇程度と︑高等単校以下と
二つに分けて考える方がよいと思うのだが心大皐程度以上は
これは男女共墨でも差し支えないと思いますが︒高等畢校以
下に問題があるわけで︑これは昔から偉い教育畢者でも養否
雨論あって耐本営のことはまだ分らんわけだが芯私はかつて
スタンレー・ホールの﹃青年期﹄をよんだが︑男女の共単と

いうことは非常な腫含的悲劇だという言葉を使っておった
が︑心理的︑生理的にすべて迷うものを一緒に同じ封象とす
る脳教育することは枇含的悲劇でもあるといっておる︒そう
いう重要な問題を稔討せずして︑いきなり経戦後の側本の教

育に通川した︒荊田さんがおつしやったように儒教道徳の徳
統が千何百年もつづいているところにバツとそれをもってく
ることは心それはどうも少し狸畢であったと思うのだな︒今
日までの経験によると面白くないですね︒これは教育上の利
＄

害得失は別として職風紀問題魁性道徳の問題から考えて︑こ
れはとんでもないことだと思うのだが職との逢で高等畢校以

下は何とかしなければならぬ︑そういう鍵が教育界から常然
起らなければならないと思うのだが︑一磯教育者が不感性に
なっておるのか︑一向雲が起って来ないのが不思議だと思っ
ております︒

勝部小畢校もやはり分壌の方がよろしいですか？
下村小皐校は従前も共皐を建前にしていた魁その通り分

雛しなくてもよい

でしょうがも中畢以上は︒

勝部ソビエトは分畢です︒

下村ドイツもいかんというので一九四二年ですが

割田〃その他峨米はどうでしょうか︒

ら十年程前に止めてしまって男女分単です︒

今か

下村やはり大磯の確制は分単でしょう︒ドイツでも︑イ

ギリスでも︑フランスでも︑アメリカは原則的には共肇をや

っておるけれども︑ほかは：：．．︒いま多少愛っておるかも知

〃

らんけれども︑フランスなどでは特に厳重です︒五十人以上

地域杜含におれば︑女生徒濁立のものを︑中等教育をしなけ

ればならぬという規則がありました︒それからイギリスあた

りでも共皐は少いですね︒日本でいきなりパッと⁝⁝︒原則
的にいま官公立はそうでしょう︒

勝部そうです︒
下村これは暗中飛躍をやって

勝部一つは男女同椎というあの理論がこれと一・緒になっ

たのでしょう︒単なる教育上の問題でなしに通そういう杜含
うことがございますね︒

的な平均化というものと結びついてこれに拍車をかけたとい

下村教育的に考えるとむしろだんだん分れてくるのが進

る︑或いは智脳の除計なものは別に扱うというようなことは

歩であって︑年齢によって分ける︑智脳の誰達によって分け

窪︑

常然で︑だから男と女という非常に大きな逢いのあるものを
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／

一緒にするということは︑原始的教育になるといい得るわけ
だな︒

勝部アメリカではむしろ今日男女同椎でなくなってい
る︒マーガレット・ミードという女の畢者がおりますが︑文
化人類畢の畑でしょうが慾その著書に﹃メール︒アンド・フ
イメール﹄︵男と女︶というのがございまして︑非常に男と女

の違いをそこでは研究しているわけです︒それからもう一つ
同じく﹃チェーンジング︒ワールド﹄︵愛りつつある世界︶で

男よりも女の方が権力が増大しつつある︒これが非常なアメ
リカ杜舎の鍵化の特徴だということをそこで言おうとしてい
るのですね︒

大杉私は現賞の問題で砥少年犯罪の方から一寸考えてみ
まして︑少年犯罪といっても年齢が康くなりますけれども︑
一番数多いのが窃盗というようなものですが︑それにはいろ
いろ原因はありましょうが心飲酒も喫煙それを未成年者が守
らなくなってしまった殖それでつい金がほしくなって窃盗を
やるのが割合に多い︒それとならんで性犯罪ですね︒その性
犯罪は小畢校というのはどうでしょうか知りませんが喧中皐
らわになってきたばかりでなく相営多いらしいですね︒これ

校あたりが一番心いわゆる桃色遊戯ですね︑非常にどうもぁ
と男女共肇とどうか︒そればかりでなく腫含全般の風潮もひ
びいてくるでしょうけれどもも高等畢校あたりでもやはりそ
ういう黙が同じように懸念される︒これもまあもう少し皐校

の権威︑指導というものが進んでくればこの危険もなくすこ

とが出来ると思いますが︒しかしこれも私︑結論から申しま

むしろよかろう︒中畢校までは教師の指導がうまくゆけばよ

・すとやはり先程からお話のように融私は小肇校の男女共肇は

い︒かように思うのですが睡場合によっては中皐校はそこで

一律にしなくても︑或る程度どうかと思うが芯高等皐校はい

ろいろな黙から考えまして︑むしろ男女別の方がよい︒最も

うことを考えてい別の方を主張したいと思います︒大豊は完

男女の特徴の出る時期なのだから︑男女の別による成長とい

ないばかりでなくむしろ全総の上から男女共単ということは

成期ですから瞳それでもう既に自発を伴っておるから差支え

下村教育界からどうしてそういう議論が起らんでしょう

一向問題にならないと思うのですが︒
か︒不思議ですね︒

下村そうした方が責任をもってやれます︒

大杉一律にしなくてもやはり経済的にやれるところは︒

大杉経済上の事情で生徒数も少し︑教室も少いというと

ころは止むを得ませんが︑何もかもそうしなければならぬと

いって劃一的なのはどうかと思います︒畢智院の方に伺いま

すと︑高等畢校は全然別にやっておるようですが︒

大杉肇智院は営局の意見がやはり別の方がいいという理

下村別です︒

由でや２﹂おられるのだそうで︑非常に敬服しておるのです
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一方はそれをやってみるけれども︑それを暫くここでもう少

はり男子は男子だけでやっております︒今研究段階で︑組の

皐ということなのですけれども︑高等皐校の方では一組はや

が︑私の方の教育大皐の附脇でも今は中畢校も高等箪校も共

なものもございますが⁝⁝︒どうもありがとうございまし

題︑教員組合︑Ｐ四Ａの在り方︑畢力低下の問題というよう

の捻定制の問題︑漢字制限の問題鰯指導者養成機開設置の問

かと思いますからこれで経ることといたします︒他に教科書

日本弘道倉の問題としての重要なるものは大鰐とれで霊きた

贈法の創造・

墳なものでもない筈であります︒それでなければ︑祇含生活
の規範という意味は薄れていきます︒

岡頁よりっ堂く︶新澱法は決してむずかしいものでもなく︑短

た︒︵完︶

し経駒してみまして︒

下村それは捲健だな︒
大杉お茶の水はいかがですか？︑

勝部私のところでは高等肇校は女子だけです︒男子は入
れません︒

下村その方がよいでしょう︒

吐曾は一つの過程であるならば︑その生折規範もたえず動
いていくべきです︒今日の磯法は昨日の碓法でないと共に︑
明日の澱法でもありません︒時と共に動いて行ってこそ︑貝
に壮含生活の規範として役立つことができるのであります︒
新磁法は今日に於てのみ新であります︒現に︑私たちは委
員倉で︐一たんきめた事を後になって幾度か改めています︒
勿論その根本理念や︑重要な鮎については斑・・塗らないにして

も︑細かな黙はたえず塗っていくのが営然で︑澱法はこうし
て進んでいくのだと思います︒

そうしてこの愁法の創造護展は︑私たちの確法である以上︑
その改善は私たちの責任であります︒本耀法要項の作製も︑

︵特別倉員︶

これによって互に力を協せて新しい時代の︑正しい祇含愁法
を生みだして行こうとする趣旨に外ならないのであります︒
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割田智脳の働きもそれぞれやはり男女は男女の特質があ
るのですから︑今は男子にも裁縫をさせるのですが脳ああい

うものはどうでしょうか︵笑謹︶紡局︑中皐湿高等単校にな
すからその塗道徳以外の問題としましてもｃ

ったらそれぞれの天分をいかす教育︑性別の天分がございま

大杉私はいま性犯罪が懸念されるのは職やはり中皐校じ
ゃありませんか︒桃色遊戯などどうも一種の放任でしょう︒

割田女の生徒が倉に遅刻した︑﹁どうした﹂といったら

どうもそうらしい心一希ひどいらしいですね︒

﹁宴含で酒をのんだ﹂という︑大愛酔っぱらっても煙草は吸
うし⁝⁝︒

割田まだまだ教育の問題は津山ございますけれども魁先
生方から以上三つの問題について御高説を伺いまして︑まず
K
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まで添へてある︒量が私には多過ぎて井の底にご飯を少し残

けるという家で済した︒一金八拾回也で簡単ではある斌お汁

ツユ

う気になる︒そこで第一日目は友人と一緒で親子井が割合頂

て行く時等自から群常持ちはやめて何か外で済ましたいとい

もの大確さうである︒斯うなると荷物の多い時や廻り蓮をし

のはなつかしいものばかりである︒食べもの・着もの・住う

近頃随分世の中のことが昔に返って来た︒其内大部分のも．

徳
其一親子井に豆腐のお汁をつけて四人分の賞斐

（20）

L

衣に例を取って見る︒ワイシャツ一枚の洗濯料金は三○
回︒然し家庭で洗へぱ︑洗濯剤︒糊アイロンの電気代等を見
稜っても徹か其四分の一か五分の一で済む︒但し洗罷屋サン
のものより多少は池外兄に兄劣りがあるかも知れない︒その

代り︑漂内の度数が加はらないから地礎の傷みが少ない︒即

たら﹁何のことはないですよ︒天気になったら参りませう﹂

と云ってくれた︒なるほど朝八時から来てくれて私のやり愛︑

しば勿論別にもう一本の大きな松の枯木もすっかり薪にして

積んでくれて午後四時にはキッカリ︑仕事を絶って蹄って行

った︒正に﹁餅は餅屋﹂の誰明になる︒

て兄たが少し水を瀧山流すと通共水雁で膏薬がはげる︒やつ

管の曲り角に穴が明いて水がもれる︒応急策に紳刺評を貼っ

また四︑五日前のことであった︒裏所の流しの防水の通る

仕立賃に就いて老へると浴衣一枚縫うのに現在どうしても

とブリキ屋を楓んで来て貰って相談したら﹁川つた所の叩側

ち毒命は延びる︒

一五○回位は取られる︒自分で縫えば無賃である︒これも亦

を全部取換へねばとてももたない﹂という診断である︒それ

﹁餅は餅屋﹂を否定出来る︒所が一生涯にたって一度手を通
・す振袖ものの仕立てとか数年後に一同新調するオー零ハー類似

ではその通りにということになって翌日まで待って新管と換

・鹿を見たり︑詰らぬ廻り道をしたり︑心遣いをしたりしても

まあこんな例は生命にどうという稗でないから慾多少は馬

ある︒

ら汚水も勢よく走り出てくれた︒これも﹁餅は餅屋﹂の誰で

へて貰った︒ハンダ付けは催か十分位の仕事であるが直した

やスーツ等は心先づ先づ餅屋に依頼する方が︑通かに得策の
ようである︒勿論少数の人の例外はあるとしても︒

次に住に就いて考へて見る︒先日から庭の枯木を薪にする
来てくれない︒仕方なしに︑鋸の幅の賑いのを二百五十回で

まだまだ良いが事疾病に開した場合となると全くこわい︒昔

というので人に依頼して世いたが︑いくら待っても薪割りに

新購入して︑日曜日利川のつもりで︑午前二時間半︑午後ま

から﹁素人の生兵法﹂などと云って戒められてゐるととも尤

んまさんを呼ぶやらその夜は漂布を試みるやら︑大騒動をし

にかけて大愛なこり方で︑頭まで気持ちが悪い︒とうとうあ

て六把で三百六十回となる︒所が翌朝起きて見ると頚から后

難事ではあるまいか︒︵共立女子大数選

の限界級をどこにどう引くかのことである︒至難と云へば至

人様にも相談して見て等という場合も起るであろう︒要はこ

からは専門家に頓むと心とれはもう少し工夫を要するとか︑

もである︒家庭の仕事はよほど上手に兄極めをつけて慾これ

ナマ

ツマ

がら割って︑やつと薪五︑六把分は出来た︒一把六十回とし

た二時間除り魁働いて鋸で切る所は切り繭割る所は不器用な

た︒二日間は半病人となって仕舞った︒其内日頃から庭の手

ナⅨ

入れをしてくれている植木屋さんに途中で州奮って此話をし
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I

私の人生観︵二︶森岡卒六
○税に仕へる徳
私は南親共四十二歳の時の末子で︑七つの時に母に通れら一Ｌ始めて

なると自惚れかも知れないが︑私は一人の老父に仕えるために︑一家

せて貰って居るのぢやないか︑親に仕えるということは︑勿論精肺上

はもとより杜曾からも信用されて︑その毎日ｊ＼は何十倍かの得をさ

とである︒

のことだが︑損得から言ってもこんな割のよいものはないと思ったこ

子と言ふものは親に長く居て賀ふ程幸禰なことはない︑すべてのこ

とを誠心を以って指導して呉れる者は何と言っても親の他にはない︑

東京に出て︑父の許に居ることＬなったが︑その年に母は亡くなって

そして家庭の者や世間の人に封しても︑親に仕える道を責地に示すこ

れたらなアーと心から老へられるものである︒﹁孝行をしたい頃には

了った︒翌年四得の小翠佼に入り︑十一で尋常四年を卒業︑それから

親はなし﹂といふ言葉がある通り︑人間の弱紬として親を縦ふ頭には

約一年は姉の所で子供の守をしていたが︑十二の十二月にメリヤス屋

る︒爾来この仕事に従事すること四十有齢年になる課であるが︑その

のだが︑誰人も中年頃になると総ての場合︑あ上こんな時親が居て呉

間といふものは文字通り七韓八到であらゆる困難と戦って来た私であ

が︑私は幸に長く父親に居て貰ったので︑この鮎誠に幸臆であったと

通常親は亡くなってゐるところから︑かういふ言葉も出る課であらう

．とも出来るといふものである︒若い時代は兎角さうも狸く感じないも

る︒然し顧みて親に心配をかけて済まなかったと恩ふことば︑事業に

へ小佃で住込んで二十一の徴兵械査で父の許に蹄るまでずつと働き︑

失敗した時だけであった︒してよく世間にある﹁親にくちごたへ﹂す

日の仕事や︑出先の話などしてそれを楽しいひとときとしたものだ

恩ふ︒父の在世中は毎日朝食の前に父の居間に行ってお茶を頂き︑昨

これを機に妻を迎へてメリヤス裁縫の仕事を樹立して始めたも●のであ

るといふことは絶掛にしなかったといってもよい︒私はた峰何事があ

が︑今恕ひ出しても懐しいことである︒私が父に別れたのは五十二の

︑︑︑︑︑︑︑

っても親を喜ばせてやりたいものだと出来ないながらも努めたもので

ある︒親は親で甘いものを食いたいといふ課でもなし︑立派な着物を

で出て踊りの遅くなった時であった︒といふのは父は日が暮れると直

して居ったが︑父は連も短気な人だったので︑私が一番の悩みは商用

ぐ震ることにしていたので︑蓮く踊ると機嫌が悪いからである︒多の

時で︑父は九十三まで長命された︒八十二三の頃までは大菱私を力に

私は事業がどうやらなるようになってから︑つく人︑考へさせらが

まい時などでも七時にもなると疫床から店へ出て来て︑﹁平六はまだ

だと言ってゐたものである︒

ことがある︑それは今日一人の親に仕へ︑家庭は家内や子供・弟子達

着たいといふでなし︑ただ子供に封して心から安心したいといふだけ

を加へて二十人にもなったが︑誰一人として家では口ごたへする者も

と床に戻り︑また一時間もすると起き出して尋ねるといふ風で︑八時

儲らないか！﹂と尋ねる︑家内がまだです﹂と返誹すると﹁左様か︲一

︑︑︑︑

なくよく働いて呉れる︑これは何とも有難いことで︑自分は幸者であ

頃に蹄２Ｌ居れば安心してまあ機嫌もさほどでもないが︑九時にもな

る︒その上商壷仲間の迩中や大勢のお得意達も﹁森岡はよく親に仕え
る奴だ︲｜とお世鮮かも知れないが言２Ｌ呉れて信用して貰った︒かぅ

〕

（

らうものなら最早痘ては居られぬらしく︑非常な御立腹であり︑其の
後にな２﹂私が戻２﹂﹁た峰今戻りました﹂と挨拶する場合など︑飛
び起きて来て﹁貴様今頃迄何虚へ行って居たのか﹂と手を翠げて打つ
のである︒後れた理由など話してもいつかな聞き入れないのでただ打
かう考へたものだ︑父は自分を心から頼りにして居るので︑心配して

←豊

たれて居る他ないといふ有様であった︒このやうな場合︑私はいつも
来ると心を押えきれなくなることなのだと︒だがこれを大勢の店の者

上りますか﹂と︑尋ねて見た︑私の主人の家は営時日本橋馬喰町三の

老へたので︑或る日それとなく主人に﹁今うちではどれ位の経費がか

三で︑建坪約二十坪︑家族は主人夫婦と子供二人︑女中と小僧が私と

二人で七人暮しであったが︑主人の言ふには月二十七・八回は費ると

のことであった︒そこで私は早速日記帳をつくり︑毎日自分でするメ

リヤスの仕立を手ミシンで縫ふ仕事の工賃を記入し始めたが︑それが

で足りると思って池もよい気持にな２﹂翌月のお一日に休めたが︑そ

月末に主人の家の経費である二十七・八回になった時は︑あァ！これ

のである︒主人や友達には笑れもしたが︑自分としては一生懸命だっ

の額に不足した時は︑月に一三口位の徹夜は珍らしくなく頑張ったも

や家族達はさうとは知らず唯私に同情して︑父が無理だといふ風にの
み見るので︑私は父に一府気の毒だと忠ふのであったが︑併し皆が私

たとへぱ主人坂の身でも主人は材料で︑これあるために仕事も出来

善いことだといふ︑そして思ふ︒これが承知でゐてさて中々資行出来

十人が十人︑百人が百人︑誰れも彼れもが︑言行一致といふことは

○言行一致

出来ると云ふものではなからうか︒

とによ２Ｌ自らが救はれる︑そしてその励みにょ２Ｌ一層働くことも

なるものである︒何時の杜曾だって同じことだと恩ふ︒自ら仕へるこ

った︒かうなると世の中が明るく︑心にも面白味をも２Ｌ来るやうに

へる﹂と感心して呉れ︑小僧仲間でも何程かは重く見られるや５にな

が︑これで主人も浦足︑自分でも浦足︑そして世間も﹁よく主人に仕

た︒今考へると私は主人の家を自分の材料にして使２Ｌ来た課である

に同情と﹂呉れることは︑益々私によく仕えてくれることとはなっ
た︒

何事をするにも材料がなければ出来ないものだ︑親の居るうちによ
く仕えることは誠によい材料があることであり︑親ばかりではなく世
間からも喜んで貰へるとは︑この位よいことはない︒然るに兎角心の
至らいな者は︑此の良い材料を悪い材料にして︑親不孝をして︑枇間
からも雌はれ者になったりする︒損なことではある︒世間といふもの
は︑自分には何の開係がなくとも︑不義なことは憎む︑その反面には
親などに不孝をしたりする者には誰からも好意は有たれないものであ

るといふものである︒世の中といふものは皆自分の材料だと考へれば

いからお喋りするといふ課でもあるまいから︑何かそこには理由がな

ない︒といふのは一燈どうしたことであらうか︒口に税金がか比らな

亨つ一○

間運ひはない︒私は明治二十九年の赤だったかそれは十七の時であ

別の開係でもないと︑人が言行一致であるかどうかといったことは︑

ければならないやうにも老へられる︒一燈世間といふものは︑何か特

る︑昔の人は十五になれば元服して一人前になったといふ︑すでに十
七であるからには立派に一人前の筈だ︑さうだとすれぽ若しその地位
に居るなら此の主人の一家だって背負って起てなければなるまい⁝と

（露）

ぬことを瀬した場合は︑何としても其所まで努力して梢ぎつけやうと

くのではあるまいか︑稀にそんな人があれば︑寧ろ︑﹁彼は蕊り者﹂

案外に無開心といった所があり︑言行一致でないのが普通位にして麓

ひせず︑又人に恥づるところもないから︑多くは長命が出来るのも︑
齢徳であらうか︒

努めてはきたつもりである︒筒言行一致といふことは︑精神を無駄使

ことであり何と損なことであり︑慾のない話ではあるまいかと思ふ︒

○獄麓東湖筆勢窟詩屑

富獄冬景七首

藤玄畢人
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位にして特別扱ひにして居るといったものだ︑だが老全し見ると惜い
といふのは︑言行一致の人は︑世間から信用も信頼もされ︑篇めに自
分は人の上にも立つやうな出世も出来るものとすれば︑これ程割がよ
く得なことはないのではないか︒かう考へると︑こんな善いことを何

て︑自分では研究と工夫と努力をしないといった篇めではあるまい

故人はしないのであらうか︒思ふにその原因は︑その指導を人に任せ

か︒別言すれば︑反面目と勇気を峡くからのことからではなからう

志の弱い人は︑自分の立場を者へずに︑ただ相手の人の気持のよいや

らば︑その賞行は何事よりも楽に出来る課であるのに︑兎もすれば意

か︒何人も自分の立場から自分の信ずることを責任をもって言ふとあ

々危脆である︒反面目で勇気さへあればこれほど簡単で︑梁で得なこ

人が益々多くなるやうだから︑その言葉だけで人を信用することは愈

寒天早起途人還︒脇目初紅映雪山︒山象妻時看幾愛︒開成五

色倶明了︒

旭紅雲白蓮峯暁︒林下童昔驚宿烏︒湖静炊姻尚未揚︒山光水

地自従容︒・

水晶宮外玉芙蓉︒鑑堂峻婚諜九冬︒純美端厳員浄域︒心兼天

裡意従容︒

破璃窓外仰蓮峯︒秀御天風臨九冬︒壮美無双呼不二︒自然懐

新是餐立玉芙蓉︒峻潔鋤凌宰九冬︒一幅霊園清浄土︒心随天鯉

雲獄蒼異相封鮮︒紫畑紅旭彩川簸︒早朝来斐村祁壮︒先騰邦

家無事年︒︑ノ
地自従容︒ｒ︑

はあるまいか︒そして口数の徒らに多いことは一層資行を困難にする

うな風にぽかり話をするので︑遂に賓行が出来なくなるといふもので
といふものである︒

人の心といふものは︑資行によって現すよりも先ず言葉によって現
すことが一審梁であり初めでもあるが︑それだけに信用も出来ない︑

とはないのに︑何とも惜贈﹂とである︒言葉だけの人に接すること

色彩雲顔︒

近頃は追々と人が悪るくなって︑心持と全く運つたことを平気で言ふ

こう思って︑これまで︑自分の言ったことは必ず責行しやう︒資行出

は︑その心を計る梅需雑さ︑面倒さ︑質に骨が折れてたまらない︒私は

古又千秋︒

三冬雪獄読皇猷︒天頂長風掃百憂︒八面玲聴無表裏︒〃清容寓

来ないことは言ふまいと努めて来た︑そして菖一話の中に賃行の出来

弘道詩林
三好凌石選

○壬辰元旦口競香城菅谷敏夫︵千葉︶
○○︒○○Ｏ○○○○少︒○○Ｏ○○○○０○○○○○
星遜執徐︒

○○○Ｏ

日群詔光恵有除︒固擢恢復連勝鍔︒誰知伏塾侯時久︒剛是歳

︵評日︶温雅︒随口吟成︒三四興図之気象︒可以卜知︒

○古稀書懐立峯斎藤一二︵樹山︶

︑︑℃Ｅ℃ｂ︑℃︑︑︑い︑℃○○○○○◎０○○Ｏ

○○○Ｏ

歳月勿勿夢裏過︒今迎七秩感偏多︒四恩欲報猶難得︒只保残

○○○○

○詠貝塚石崖林庸之助字悪

︑℃も℃℃︑℃︑℃︑︑℃＄殖℃○○○００００○○Ｏ

考古諸賢接腫来︒塚逢土器積成堆︒迩薦一億三千歳︒遺跡長
︵評日︶筆力通勤︒

○○○○
存是史材︒

○元旦作禿堂青柳千万吉︵群恩

︑℃地私℃℃℃︑芯芯︑込込︑○○○００○○○︒Ｏ
隣熱唯嵯報新正︒七十七齢元旦迎︒極目仰思詣聖深︒匡襟敬
○００○○○○○○○○○○○○００○︑︑︑℃︑︑
︑Ｅ︑︑Ｅ屯もｎ

舜誓利明︒遠山練紗雲容睡︒塞野蒼荘新気清︒笑封春盤先酌

酒︒一家椴語兄淵怖︒

○辛卯祁月念三珊野霞軒翁過訪見附岩瀬亘澄大人躯齢集

︵評日︶筆致平淡︒却見雅趣︒二聯自有虚庇緬薪之致︒

喜賦此潟謝移山寺嶋慶一︹干蕃

︑ＥＥや述迅込︑︑︑︑ＥＥ︑０○○︒◎○○○○Ｏ
三裡荊峰門巷幽︒再看吟展過林丘︒飽祁楓葉紅如染︒浦薙村
○○○００○○○○○○︒○○○Ｏ○︒○︑℃︑︑︑︑
酷緑欲浮︒一巻賀堆何潅雅︒同抱悉話也風流︒含杯共類澄翁
︑︑︑℃︑︑︑Ｅ

︵評臼︶五六懇怖自溢︒一結晩筋可見︒

毒︒晩節香残雛菊秋︒

○壬辰元旦作夏村川中和三郎︵千葉︶

超絶恩讐相共親︒但看民主悶椛新︒川河不改依然在︒迎得平

○○○○○○○○○○○００○○○○○○○○○○◎

︵評日︶起得浦健︒談格超越︒新年之作︒千筋一律︒英不套語︒

０○○○
和第一春︒

此作別有新意︒而不得替他年之作ｊ

○新年作椿翁菅野三郎治︵祇邑

○○︒○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ○ＯｏｑＯ
平和克復歳云新︒瑞気愈開天地塵︒拙老欣然呼菖巌︒児孫共
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生養太和︒
︵評白︶二王︲淡・三町諏籍可味︒

○詠健康保臓悪粥兼坂軍阜︲葉︶

底事人間疾病多︒醤秘仁術筒嵯陀亨健康保除制猫伽︒不惑流

０○○００００○○○○○○Ｏ△△△△○００００○
○００Ｏ

亡奈命何︒
︵評日︶筆錐鈍菱︒垂戒仲然︒

○新年作有隣菅谷徳次郎︵字都ｇ

︑︑︑恥︑魁︑︑℃︑︑ｂ︑︑○○○○○○○○○○

０００○

昭和龍歳入新正︒八十七齢吾始迎︒唯悪同憐追漸去︒猫存凡
骨養鮭生︒
︵評日︶清高︒結句足以想其篤人︒

○賀中嶋翁七十七毒耕陽大塚規貢千葉︺
℃︑︑︑℃Ｅ︑私︑︑迫迫︑℃○○○○○○○○○Ｏ

白髪長涛貌似仙︒常緬維峡梁恰然︒知許秩善除慶在︒聖鍵古
稀遼七年︒
︽評日︶構思洗錬︒著築亦佳︒

、

０．００
唱一家春︒

○新年作瀧山箕輪直︵茨城︶

︵評臼︶劫後迎春︒裁始表喜︒寓歳唱和︒亦是一家景禰︒

︑Ｅ︑℃℃心︑ｎ℃℃℃︑︑殖○○○Ｏ○○○○︒Ｏ

洪鈎一縛歳華新︒穆穆東風暖意伸︒群雀噌噌天正曙︒柴門巳
○○○○
通舜年人︒

︵評日︶穣安常見詞才英装

○贈菅津桐蔭翁次韻震軒鵜野英治︵千葉︶
℃℃︑︑心込述延︑︑℃ＥＥＬＯ○○○○００○○○

幾参国政致共身︒正見平生守節員︒八咲齢高勲業在︒東灘今
○００○
典菊花親︒

へ評日︶老後愛菊風祁可想

○酬束耕弘堂詞兄兄寄昨水飯田雄肪︹茨城︶
︑︑︑Ｅ︑ｎ︑︑迫︑℃︑Ｅｎｏ００○○○○○○○

馴笑我擬︒

◎○○○

世局隈暖歳月移︒眼看寓象是吾師︒謝君今日鐙据贈︒高誼難
︵評臼︶現粥之胴︒以此佳句酬︒何症之有︒

○緒島新年口競蓬莱間宮雄︵祁奈川︶
もＥ︑︑℃心℃︑恥Ｅも℃芯ＥＯ○○○○○○○○Ｏ

○○○Ｏ
畔烏暗春︒

彩雲蕊蕊暁噺新︒東海波平瑞色均︒総烏迎年奮楼閣︒天妃而
︹評臼︶迎年之客︒偶於仙境得之︒暢情寄懐︒尤可掃塵衣︒

○呈萱堂千鳥波多良介︵新潟︶

魁℃℃︑℃︑︑︑︑もも︑℃℃○００︒○００○○Ｏ

︒︒○○︲
感暗愁催︒

詞華絢澗染墓来︒七十七齢顔色開︒欲報慈恩猫未得︒家貧偏
︵評日︶慈萱歌詠︒尤足欣慰︒筆致沈著︒一結孝子之情︒可欽︒

○賀某令愛新婚如雪慶野庄作︵茨葱

花顔窃究麗容成︒之子子録華燭明︒賀客満堂皆鎮毒︒喜看階

○○○◎０００○○︒︒︒︒○℃ｂ℃℃︑Ｅｎｂ℃︑

︵評日︶起筆篇出委致而不俗︒一結亦佳︒

︑迅込芯
老百年情︒

○新年作煙匡荒浪坦

◎○○００○・○○○○︒︒○Ｏ○○○○○Ｏ○○○Ｏ

年見太平︒

○○○Ｏ

戦後人情動易狂︒唯欣海外誌和成︒放翁一句得吾意︒己ト除

○壬辰新年寒蝉大森午

︵評日︶得吾意三字︒便是此篇生動之所因︒起句輔謂︒

○○○Ｏ○０．○○○○○︒○Ｏ・○００︒︒◎
○○Ｏ
欺天喜地講和春︒四海波括淑気新︒国運人心余歳改︒ 扶桑猫
ＣＯ○○
立自由民︒

︵評日︶儒逸︒言外著意︒感慨係之︒

○偶成凌石三好寛

人生寓事一浮渥︒名利何勢分外求︒

割田斧二選

○嬰兄新潟螺波多良介

弘道歌園

知是清寧身涜界︒雲心月性自悠悠︒

秀逸

やうやくに立つやみどり子ま手うちてそのほ上ゑみの顔にみちつつ

︵みどり子のそのさまを描きてほｌ１ゑましき︑可愛さ表し得たり︶
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『

○年頭所感千葉蝶菅符義太郎
和もなりてこの日の本の民われら図に誰さむ年たちにけり
︵軍純なる内に調子を通じて潤立圃民の欣ぴと畳悟あり︺

佳作○東京都中村徐風
図と図のへだてもあらで仰ぎつ比た堂にすがしき初み空かな

軒に垂れし垂氷の速のとけつぎて雨と降りつ︲塁よき日和なり

部一一口

○割田斧二
ｍ

弘道俳壇越央子選

秀逸

晴とまづ書き込みにけり一初日記

若菜摘む人らし野逢に腿る

翁子甫化峰

○千葉蝶〃兼坂秀嶺

高く上る凧のうなりも長閑隆Ｌ講和の年の初み空仰ぐ

○蕗の墓松江市平井．附清

汲みあぐる水もぬるめる井戸端に落葉もたげて蕗の蕊萌ゆ

埼玉

東京徐風

美

島祷翁

Lジjノ

元日や幣のさＬやくほどの風

雪の中春の七草摘みにけり
後悔も希望もなくて大晦日
佳作

雑︸評

木枯や藁屋の窓に灯の漏るる

徒食して此の牙世にふる矩健かな

落葉踏んで山の日向を人の来る

乏しくも健かにして初詣

鶏小屋の鶏啄むや初氷

八十年の年の瀬を越すうれしさょ

隅蘇酌みて微笑みかはし老夫婦

／ の 写 、

○千葉腺鵜野秀春

○妹を恩ふ東京都川山幸太郎

老の身にまたるるものは風流士の錦にまさる言の葉の花

あひあはで遠き和泉の貝塚の霜ふる夜半にゆきし妹おもふ

○新年祁烏脈菅野三郎治

新らしき年を迎へてほがれたり妻もろともに八十路越ゆろを

○埼玉聯小名木狂辰

夕ぐれの街ひかれゆく野良犬のなく麓あばれ遠くなりつ上・

○禰烏螺潰名博綱
○千葉螺金杉茂穂

雨あとのさ枝しづけき庭木々ゆやがて雫のひとつ落ちたり
かげ

鶴勉の巻を開きて謡初

石良秀

○贋川義雄君に新潟蝶土田朝男

雪初も古風ゆかしき書法かな
諒闇の二字もさびしや年始状

雲はれて初日輝く四方の山

鳥玉葉玉葉

葉後葉

水

崖介嶺

棒奈丘一香

白

i埼千埼千

稲

千越千

たまさかの光をうけつつ水仙の嘆き揃ひけり山添ひの家

あき人の道を守りて村肝の心よしをの店ぞにぎはふ

○埼玉蝶石川奈美子

骨牌坂競へる子らにまじはりて調みつ拾ひつ老も忘れぬ

Ｉ

ノ

一

御降りに濡れたる賀状と堂きけり

配達の賀状あふれているカバン

鍬初の維りし鍬の土はらふ
磯浪の香もかすけし初日の出
初富士や裾にからまる根なし草
門松に目につく塵もなかりけり

埼玉一

千葉戸正一南

富山越
茨城稔

化

路
峰

山腹は雪ある裾の紅葉哉
梅の鉢三度移せる日短か
そばの座に呼ばれて除夜の鐘となるゞ

末の娘も嫁ぎて鯖し家の春
朝日さす窓静かなり胴毒草

越狂辰
千葉秀

松江形堂

元日や車廻しの大蘇織

彫深き面崩る上初笑

○雑詠十句以内︵三月十五日締切︶

本含棄報

︾建車へ一十

△東部支曾芳志︒千葉豚東部支含に於ては含

祁五十年忌に際し金五百脚を霊前に供へら

る︒御芳勝を感謝す︒

△豊岡支含芳志︒埼玉蝶豊岡支愈にては今回

酒井倉長新任を税し本含に金登千同を寄附さ

﹁・

る・感謝︒

△野間氏芳志︒狩別命員野間左衛子氏は本含

に封し金壷千側を寄附さる・年冷の事ながら

△編輯委員言︒十二月十一日午後五時より若

御芳傭を感謝す︒

漢含館に於て編稗委員念を開き︑明年度の方

△理事書土一月十九日午後四時半より若渓

針につき種々協議せり︒

き種々協議せり︒

曾館に於て酒井酋長を迎へての初瑚事含を開

△小笠原氏芳志特別倉員小笠原長生氏は本

含に金参百側を寄附さる・御芳情を感謝す︒
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初凪や土浦通ひの鹿島丸
初鶏や母てふ試練の族に入る
初鶏に妻は晦日のそばを食ふ

初鶏や衿を正して帥の前

初渡舟醗賑かな利根堤
鍬初や親によく似た咳ばらひ

悲なく雑煮の朝を通へけり
いたはりて老母を縁に初日出

埼玉古山人

春浦
茂．穂
奈美子

・玉葉葉

元朝の草雲の幅蕊明富士
自立の鍬 し か と 握 り て 鍬 は じ め

龍と書く筆勢躍る吉書かな
松風の音静かなる初日の出・
元朝や先づ見る富士．の御来光
○

川

埼千千

め支曾の事業に付て懇談を︑かさねたり︑特に

来酢瞳支含創立六十迦年に相禰し︑折りから

○千葉厩東部支曹報告
十月二十八日小見川町中皐校に於て支念秋

に金武千卿を寄附さる・御芳情を感謝す︒

△藤原氏芳志特別含貝藤原銀次郎氏は本含

来春縄含嘩八都村にて附催の韮と予定せられ

昭和二十六年十一月四日午前十時より滑川

Ｏ新川支霞報告

Ｌせり︒

やと其の原案等に就きての意見を草すること

ければ︑来る役貝含に謀り特別の行事なども

△憲法研究溌表倉課て本含に於て研究せる

柿ひ︑野卒理事より含計に閲する報告あり︑

長より衝務の報告をなし︑鈴木訓支命長之を

二十八日の三日間徳川委員長邸内蕊明講堂に

役員及含員より意見の溌表あり後支含役員任

季総含並に講演命を開催す︑午前十一時支含

開催︑読師は徳川委員長外松卒信子︑川島次

期満了に付改選を行ひ左記の如く決定せり︒

新濯法の蕊表含を︑土一月二十六︑二十七︑

郎︑鵬志田敏治︑入江相政の五氏にて雄含な

一︑支含長高木泰三二︑刑支含長鈴木仙

Ｉ１１

匙リ妾二○︒︽

含館に於て役員官を開催し︑総含附議率頂を

に移り支含長は粥藤三一氏︑副支含長は成瀬

事の含計報告と形の如く進行︑次に役員改選

含挨拶に綾き︑渡遥幹事の庶務報告︑伊藤幹

みで心覗く感じられた︒先ず粥藤支倉長の州

は少なかったが命する者はいずれも熱心者の

い催しであったが︑行事重複せるため出席者

常日は恰も文化迦間中のこと上て窪に意義深

決定し︑午前十一時より第二回納愈を附く︒

△旭東子氏逝去容臓二十七日旭束子こと能

徳︑小林康哉︑吉川蝿吉郎︑谷本嘉三︑五

松三︑理事野平香峯四︑評議員宮崎浦
十嵐丑松︑岩田正直︑渡遥保治郎︑菅谷敏

勢貞治氏逝去︑哀悼︒氏は約四十年の本含々
員にて︑弘通俳坑選考たること三十年︑功勢

夫︑伊藤武︑高森俵三郎︑保科正之︑寺本

柳猟次兵術五︑顧問讃佐原派治郎︑以上

△裁劉詞潮刺珂鋤劃︒特別含貝林畢簿士本多静

六氏は︑一月二十九日︑八十五歳を以て︑心

午後一時三十分より本部より特に出張せられ

多大なりしを︒こ入に謹んで弔意を表す︒

臓瓶のため逝去︒哀悼に堪へず︑輝士は立志

たる割田主事及講師女大教授勝部反長先生の

章二氏にいずれも留任決定︑幹事︑評議員は

た︒続いて協議に移り︑仰含則の一部を愛更

斎藤支含長より夫を指名︑異議なく決定し

し工第三係に﹁三月総含を開き﹂とあるを迩

事殿より本部に於ける印刷状況等の説明あり

堀内ヒサ氏の弧い要望に封し︑臨席の制田主

）

（

正雄︑大塚規一︑喪理巳之助︑石毛功︑青

惇の人であり︑林畢界の椛威のみならず︑努

部先生の日本人の使命につきて現時の世局に

御講演を拝聴︑先づ割田主事の挨拶の後︑勝
虚する吾人の畳悟と変践要頂につき古今の例

△江名支倉溌倉式二月十一日祇鳥螺江名町
に支含謹含式を畢行︑本含より講師として丈

力雅践家としての範たりき︒

畢坤士深作安丈氏︑及主事割田斧二出張︑盛

一時間半に一旦りて熱癖を振るわれ衆聴に多大

護を翠げて懇切丁寧に指導せらる入所あり︑

○十一月二十三日高木支含長宅に於て︑菅佐

することを決議し︑②含誌護行は早目にとの

瞥上の都合により﹁秋季縄含を開き﹂と修正

原顧問︑鈴木副支命長︑野卒理事の来含を需

隔の含員各位の来場を見ざりしは遺憾なりき

の感銘を奥へられたり︑此の日降雨の矯め遠

含なりき︒

支含業報

1'

に本部よりわざＩ︑臨席の割田主事殿より本
があり盛含裡に雑了した︒

含者との間に約一時間に亘り熱心な便疑雁答

に本含貝の活動を力説して結ばれ︑雑って参

日本弘道に開する嵩高適切の講話あり︑一同

係の懇話を鴬した︑最初に山田宮司の祁道と

て後とお祇の酒希︑中に道義上の懇談民生開

式後直ほライの式諺次いで一同御祁酒を戴き

出来得る限り善虚するとのことであった︒次
支含の合計は堅演であり庶務事頂を見ても役
○川越支雪報告

員がよくやっている︒尚事業としては他の支

を閉ぢ︑席上﹁弘道﹂雑誌を願った︒

午後二時過ぎ日本図家寓歳を三唱して懇談倉

感奮し︑大河内祭典委員長の人としての責任

祁職は永川祁証宮司山田勝利先生︵弘通酋貝︶

十一月十七日午前十時︵時間励行︶

である︑含員を輔加することが大切ではなく

祁職八幡祁牡壮事榊原氏︑熊野祁壮祇事の三

出席者の大部分は他の有志へも﹁弘通﹂頒ち

含でやっているところもあるが善行者表彰を

命の事業が認められることが大切である︑此

人奉碍︑山田宮司により祝詞奏上︑祁詞の内

たいとて数部持ち行かれ︑弘通念の趣旨宣惇

を篤した︒

上の壷力を願うとの激励の酢を頂き︑成瀬副

容は日本図蓮の隆昌と世界人類の娠祇︑日本

の日の祭典並に懇談念は資に道義高揚上有意

と倉員募集に努めんことを申し合はした︑此

と勤努の祁聖に就て語り︑その他一同佳き話

酋長の閉曾の挨拶があって総含を雑了した︒・

幽民の幸禰︑民生の安定︑弘泣曾並に含貝の

大祁及八百寓祁霊の奉安殿祭典を畢行︵小祭︶

午後は本部派抵講師勝部腕長先生を迎えて一

泣義高揚の敷果結変等を内容とせり︒

証閥法人日本弘道命川越支含で事務所内天照

時三十分より﹁施含・教育・逝徳﹂の湿迦下

祭典委員長は大河内要三︵弘逝含員で川越市

日本弘通倉川越支含が昭和二十六年一ハ月上

加へたらよいと思う︑精祁的に何かと地方に

に約一時間半に亘り楚に御熱心且つ感銘深き

倉議員︶︑中原公民館長佐を木氏︑中原前の副

旬より︑その再興を企間するに際して︑之に

貢献することが本含の精祁を生かす大切な鮎

御話を頂いた︒聴衆は午前出席の曾員に加え

唾長祁山氏︑民生常務委員長石川氏入含︵川

協力して大なる馨按を終始一貫して︑迩徳昂

の紹介をなす︒講師先生は州口碓頭﹁今の日

設立の趣旨と新川支含の蕊群を説き講師先生

た︒講演合は先ず支曾長の挨拶に始り本支含

曾代表松倉秋之助は本命へ含長選任の評議員

越市民生課藤田氏︑原口氏夫妻参列︵川越支

倉道︵弘道曾員︺松倉慶三郎︵弘通曾員︶川

倉其の他野村氏︑民生常務委員松倉つる︑松

名木主事蝶含議員染谷浦四郎氏︑同高橋東洋

警部その他署員川越市中央公民館進藤館長小

ノリト

て小・中・高校の校長︑教官の参集もあり︑

越市倉議員︶民生常務委員大熊せん氏入曾川

本には先ず教育勅語に代る雪へき道徳の採り虚

念へ出席︶山田宮司最初に玉串奉典︑二人の

の他の教職員︑各中畢校長その他職員︑各小

〃

恰も道徳教育が腫制に採り上げられて居る折

越市役所民生課長府瀬川氏入念同主事仲氏入

義であった︒

柄とて反筆傾聴されたことは錐に喜ばしかっ

が必要である﹂と喝破され︑徳川時代の平和

祁職列奔次いで大河内祭典委員長︑玉串奉糞

挙校長その他職員︑高等女隼校長その他職員︑

氏︑川越市含議員の多数︑荒井高等蕊校長そ

吏員︑井に川越市瞥察甥長金津警池次席田中

る︑祁職︑僧侶︑川越市長伊藤泰吉その外市

によって来たる虚から綾々現在図際祇含問題

其の詮順次玉串奉糞．

揚の川越麦倉に著るしき厚意を寄昨蕊られた

に論及︑最後に道徳武装の必要とそれがため

〔30）

川越郵便局長長鵬郵仙局長その他の局各課長

に町村の方々及町村の理事考井に名器恥員︑

の他館役員︑調停委員の多数︑保護司の市井

多数の竪師蕊剰師︑中原公民館佐々木鮪長そ

事務︑農︑商︑エフ製造各般の産業事務︑映

務︑各挙校の教育事務︑鍔療衛生本務︑消防

調停事務︑保護司事務︑民生事務︑公民館事

局通信事務︑交池各機闘の事務︑裁判事務︑

川越検察所事務︑川越税務署事務︑川越郵便

揚と幽民信頼の度をいやが上にも高揚して︑

げ運動も無益ならしめて︑以て警察威信の溌

とは︑日本替察の好き模範と篤し︑講和裟敦

日本の獅立︑図際上にその名答の維持と向上

を希うの秋︑かかる替察迩徳の溌揚こそ虞に

因に替察署長は草別警耐︑次席は小林警部

頼母しい︒淀とに感謝に堪えない︒

︲であって︑平素署員全挫の悦服する良長官

であり︑甥貝一同皆な誠黄忠良の揃いであ

り︑司法部は主任もその他の掛り員も皆忠

誠にして腕利きの猛者稲あって︑不正不法

の徒を職傑せしめ︑又良民の保護に閥辿憾な

I

その甲斐なからしめ︑又犯人検束後の渋い下

局員︑市内市外の含祇役貝井に梁校職員︑市

逝徳的︑技術的︑公共禰靴的祇含的図家的に

謹︑諸種蕊能︑井に各趣の文化闘係の事務等

幽家正義の擁護と不正暦懲の武を揚げたるこ

及町村の婦人合長同衝貝︑浦和市川越市の耕

を及ぼすごと大なることを確信して疑はず︒

獅立︑国際上の名答信用維持向上に好き影響

向上進歩凌達若るしく延いて今後日本国家の

誰士浦和市の保護籾祭所長その他︑川越税務
署宇都野署長その他川越椎崇所員図家幣祭川
越地睡警察署草別署長及次席小林警部その他
署員︑川越少年刑務所西所長その他消防役員︑

日本弘逝命中央井に地方各支愈の愈冷益を振
興時局の亜大に猫腫封虚を一府向上せんこと

電車川越市騨長及騨貝︑印刷事業家︑新聞祇
蕊能家其の他︑市内市外の各有志の誠意と誰

詮念願して止まない︒川越支曾亦一層の奮卿

きを期するに足る︑炭にかかる警察こそ獅立

Ｏ成木支酋報告

一月十五日午後一時牛より成木中畢校称議

日本の名蕃である︒

室に於て新年茶話含州催︑萩原支念長より待

図家警察川越地唾警察署は別記の如く日本

を堅めん︒

努力を含員井に各協力者と共に決心と畳悟と

力井に弘通念に新たに昭和二十六年八月以来
入含せられたる︑祁職︑循侶︑各畢校長︑保
護司︑調停委員︑民生委員︑市含議員︑竪帥
蕊捌師︑公民館中央髄長支部伽長︑命脈役員

し多大の謹援を偽し末りっ坐ある︑迩徳警察

望の祁図濁立への赫かしき新年を迎へての慶

弘泣街川越支含の道徳昂揚批含教化事業に封
なるが︑過般来︑その捗内に重大犯罪あるこ

びと︑含員の畳悟と努力︑支含の行事運管等

市役所吏員︑町村理事者其の他有志の協力多

とを︑逸ち早く知悉して︑急速に垢の捜査に

大︑本含支部の道義高揚壮含教化上に於ける
その奏敷甚大感謝に堪えず︑尚又日本弘逝念

若手し︑司法主任井に主任以外の司法掛員一

三時閉官︒同時より青年則と共同主催にて同

管開催︑萩原支含長の式僻︑︽成人祝賀記念歌

校教室に於て中村氏の司含にて成人祝賀演奏

に付挨拶あり︒一同交獄屋剣に協議を遂げ同

して︑犯罪人をめぐる︑多数有力者︵中に共

同書夜をわかたず︑精励刻苦奮励の結果︑途

産主義者もあり︶の狂奔的誇推浬滅の策動と

に犯人械束︑迅速機敏に検察臓に事件を送致

本含から川越支含に封しての御支援と御厚意
の数々感謝の極︑文畢坤士河野省三先生の昨
厚志御竪援の宏大釜く感喜至祁︑・

年十二月十五日の御講演とその後継縞的の御

川越市役所各事務︑︑川越市警察事務︑圃家警

察川越地厘蕃祭署事務︑川越少年刑務所事務

（31）

一

集の贈呈︑来賓の覗誹︑成人代表の覗鮮あり︒

同三時四十分閉式︑同時より青年閲木崎剛長
の司曾にて︑木崎剛長の挨拶ありて︑演奏倉
に移行︑唯是震一氏の等曲︑新井策害氏のア
コーデオン︑﹁床屋の英ちゃんこと﹂下門英
二氏外一名の流行歌謡曲等あり︑稀に見る盛
含裡に午後五時閉念す︒

営日の主なる参列者左の通り

一︑支含長以下含員二︑青年閣長以下圃員
議員︑成木村内四校長

三︑来賓成木村長︑同助役︑成木村議長以下

効果あるものとなりません︒米に類似し今に部ね︒いため証ぼ︑たいてい︑寄生虫卵は死滅

分︑大豆で代表させる部分︑鰯が保持する部する︒該潅草はヴィタミンＣが多くはいって

分︑も一つは大根が含有する部分︑柴菱上︑いる︒茄でるとき︑熱湯の中に永く髭くとそ

ってをります︒御飯に梅干︑これでも︑一雁入れて︑直ぐ出す︒多量を浸したぱあい︑釜

この四つのものを巧く鑑つたらいいのだと云のＣは破壊されますから︑少盆を︑チョコッと

腹は膨れる︒津庵を添へると︑尚ほ良くなりの中の湯の温度は︑端が九十度ｈ中央は六十

ます︒更に味噌汁を加へると︑大豆の成分が度であります︒徳山︑そいっても︑それだけ

消化されて︑いちだんと良いものになる︒こ・ぢや困るんぢやないの１１１とも︑云ひ得られ

れに大根壷刻み込み︑煮干を加へるれぱ理想ますわねえ︒もちろん︑これ以上の調理もあ

的なんでございますの︒煮干は粉にして永くります︑が︑わたくしは︑ぜいたくを省き︑

いものにして入れます︒だいたいへ一人に封す︒無から有は生じないから︑理論めいた調

眠くと脂焼けしますから︑使ふ都度︑粉に近最低限度の線で我腿して戴きたいと恩ふんで

し二匹ぐらい︒鰯のぱあひ︑はらわたは棄て理法も必要です︒何事も︑母様がた︑娘さん

Ｏ豊岡支酋報告
十一月二十四日午後一時牛より︑支含長邸

てゐますのょ︒これで︑動物性のものが掘れ︑婦人は︑お腰を冷やすことは禁物ですから︑

に第二百九土一回常含に併せて婦人部講演命
を附く︒︵十月はこの準備のため休含︶︒旧席

した︒けれど︑もちつと足りないものがありと思います︒わたくし︑アメリカに三年岡ケ

梅干の畔よりも︑ずっとよくなってまいりま工夫と創意で︑保温の完奈な服装を川いたい

ないで下さい・・あそこにも佳いものがはいつ今毎クの努力しだいでございます︒それから︑

支含長︑徳山先生を紹介︒四時︑鈴木すゑよ

なまのま入︑は今にいて︑油でいためるのです．けて︑﹁いけません﹂をしらす︒後ろから廻

て︑まことに洗いにくいが︑三度ぐらい洗い︑人前を分けてはいらうとすると︑母は呪みつ

いのです︒その葉は毛がモソモソ生えていす︒念且口の際など︑子供が母親を見つけて︑

Ｃがはいっていて︑負けずに主円いところがい︑入れると︑溶けぬのみか︑胃を刺激するので

アセターゼが含まれ︑主円い葉にはヴィタミンせる︒合理的ですわね？大きいのを一と口に

では良さが逢いますわね︒白いところにはヂかう難いで︑廿たるいのを︑少しずつ喰くさ

しいんです︒大根は︑白いところと主円い葉とは︑蜜に硫一しい︒キャン↓アーにしても︑紙を

ます︒おろし大松︑誰稚草を殖やすだけで宜月ほどをりましたが︑あちらでは︑子供の賎

含員︑女子四十七名︑男児十名︒盛含を極む
子氏︑聴講者を代表して謝酢を︑抜井副支含
長閉含を述べ︑念を絵る︒

﹃婦人の皆様こ共立女子大筆教授徳山敬
子先生﹃少女時代から︑わたしども婦人は︑

生活に封して︑楽な︑意義あるものをと︑唯
ろげながら考へてをります︒で︑まず︑生活
のうちの重要な部門である食物について巾上

げますが︑食物は︑材料を巧く配分しないと

）

（

しくいふのですよ︒ぱあいによっては︑もの

のエチケット︑物の使川法︑二︑母親が喧

って入るまでは︑何度でも線返す︒Ｈ術雌活

のです︒雌を上げると︑砿貼は指の方に行き︑

小指の附け根と睦との四つの鮎で支へられる

少し上と︑脈︵あしうら︶の親指の附け根と

ぱあい︑からだの中心といふものは︑お膳の

を委蝿した︒肩書が︑一つ殖えた筈である︒

るとその数十七に及ぶと︒今回︑支含評議員

長の令嬢千代子さんが︑共立女子大梁出身な

代沌義翁の時代に入命しました︒翁の細服一
鮎張りと︑弘泣そのものたる熱怖的な人絡に

である︒入命して良かった︒﹄
小高柴吉氏︵山田村︶﹃私は︑支含提の先を

父さんの紹介で含貝になった︒庇にいい雑誌

筏柴氏︵川越市︒明治大祭法科生︶﹃中里伯

た︒

賜場治郎氏夫人︵原市場村︶﹃宅は仙父本八
の昨代からの含員でございましてね︑わたし
十七八歳のころから︑肌父に連れられて︑本
命の念合に出席し︑大家のお話を聴くことが
楽しみでございました︒これが︑婦徳を唯く
うへに︑どれほど役立ったかわかりません︒
有難いと恩ひけすわ︒﹄と︑蛎然︑甑を綻ばし

ふ雪へしＯ

刺立に先立つこと三年の前に常る︒柔喪とい

年︑明治二十四年の入念である︒豊岡支含の

の記事を︑どうぞ︒﹄氏は含員たること六十二

上もないしだいである︒農村向き︑家庭向き

長に迎へ︑農村の含員にとって︑悦び︑この

中里喜三郎氏︵鶴ヶ島村︶﹃酒井先生を新倉

のわかるまで︑ピチャノ︑叩く︒え入︑叩き

調和を保つため︑脹ら脈が後方へ引っ張る負

徳山先生は島根螺出身︑奈良女高師を経て

ますとも︑お尻を叩きますよ︒幼稚剛までは

コロンビヤ大畢に塁ぷ︒敦育界に霊捧さるこ

推は非常に過大となってまゐるのでありま

教育だわなア﹄と︑ほんとうに恩ひますね︒

と多年︑豊かな畢殖︑深い糎臓︑や急しい川

す︒これで︑わたくしの話を罪ります︒﹄

日本では︑子供が石に蹟いて樽ぷと︑ものさ

い︒生活が身についているからです︒﹃向山

しで︑石を叩いて︑だまします︒﹃泣く子と地

に鞭話逮ｌとの蕊が高い︒ち潅参に︑爽禽

語︑ふさはしい表情︑竿好評絶讃︑再び先生

喧しくいふんです︒中畢生になるといはな

頭には勝てぬ﹄では︑日本の子供がかわいさ

ので︑徳山先生は非常にその奇遇を欣ばれ

つ室づ

うですわ︒小いさいらちに硬教育を施し︑大
きくなってから自由教育に採り︑自分Ｈ身に

十二月十六日︑節二百九十三回常命︒一時

た○

側噺させるｌこれが︑いいんぢゃないでせ
うか︒ドイツでは尚一層これよりも弧い︒イ
で︑子供に腰を掛けさせません︒子批は新製

より茶棚に州含︒女含挺より年末慰労の表示

○

品ですから︑疲れはしません︒日本では︑子

り︒岡時十分閉含︑筆を称へて︑支含員の盤

あり︒鈴木栖開氏より内外諸精勢の解説あ

ギリス亦た然りです︒あちらでは︑砲車の巾

わるい和子を︑蒔かれたもの︑芯いてしまっ

島並識大人に感謝してゐます︒﹄

修養上︑不可鉄のものである︒やはり︑私の
性格を見抜いて細介して下さったものと︑小

粕谷幸嘉氏︵束金子村︶﹃弘泣誌の記事は︑

いたく打たれましてね︒﹄

有益なお話を砿せていただき︑有難うござい

瀧田一︲一う子氏︵藤津村︶﹃先凡は徳山先生の

を左に・

供に廿えて︑我俄を聯長させるんだもの⁝⁝︒

たものは仕方がないけれ塔も︑わたくしたち
と忠れます︒近取︑群い女の人の川に︑ハイ

す◎﹄氏は地方稀に伽る女傑で︑公職を並記す

ました︒もつと有貝を輪やしたいと恩ひま

婦人は︑もう一︒へん考へなほす必要があらう

ヒールの靴が流行しますが︑あれは︑術生上

冬至も近いのに︑例年になく︑陵し︒

良いとはいへません︒いったい︑人川が立つ

C33)

、

会同牛ロ
ー金五百凹也︵鋳祁竺叫年奄︶

千葉螺東部支称
埼玉螺豊岡支含

一金宣千回也︵郭井含握新任祁晒︶

一金宣千側也︵寄附︶東京都野間左術子

一金参百回也︵多︶静岡蝶小笠原長生
一金武 千 側 也 ︵ 多 ︶ 東 京 都 膝 陳 銀 次 郎

○江名支曾護含式
二〃十一日耐島蛎石城郡江宿町に川
本弘道愈江名文含創設され︑その溌愈式
を畢行︑水禽より文畢仲士深作安文︑主
堺削川斧二胴氏川鵬す︒

○弘道俳壇選者後任決定
弘道俳壇選祥として約三十雛年誰力
の後任符を物色巾のところ︑幸にも斯

されし旭東張先生逝去されしため︑そ
逝に椛威ある大橋越央子先生の御快諾
を得たので︑今後川先生に御指導を頂
くこととなった︒筒越央子先生は元逓

１１１

階次官︑内閣書記官撞等に雁任された
官界の名士である︒︲

Ｏ編輯後記

恩ひます︒

○昭和二十七年の新春を迎へ京して︑各位か
ら津川の賀状を頂き︑誠にありがたう御座い
ました︒厚く御懲を巾上げます︒
○本年は御承知のやうに︑蛎和溌効の年で︑
近く愈︑︑獅立閏となれることであらうと恩は
れます︒さうすれば愈︑︑我々は自分の責任に
於てょきを考へ︑ょきを選び︑ょきを黄行し
て︑枇界の一員として第一歩を踏み出す課で
あります︒約七ヶ年の占伽下に於ては︑あら
ゆる方而に和為と新らしいよいことを躯ぴま
したが︑一面には又民族︑風智︑共の他を異
にする試案的なものを施包れたものもあり︑
又側幽のよいものを見失ったり︑悪いものが
捨てきれないといったものもないではありま
せん︑そこで今後は一つの仙界共皿の人間で
あり︑同時によい日本人であるべき所の途を
考へねばなります堂い・
○本雛は主として教育問題について此の鮎を
老ふくく︑河野岬士の修身科問題の御意見を
何つたり︑又下村剛愈是︑大杉︑勝部雨教授
の購和後の教育問題についての座談含記事を
その主たるものと致しました︒教育は図家百
年の問迦です︒お互に侭剥に老へたいものと

願ひます︒

○弘通俳塊選者旭東子氏が幕の十二Ⅱ二十七
日逝去され︑矯めに後任者選衡中です︑或は
今回の分は次雅となるやも知れず︑御諒承を

弘道賓慣一冊金参拾回也

ｌｉＩｌ
一

一

Ｉ

弘近倉入含手綴

一ヶ年官費金百式拾側を抑込み入曾の手織

をとること︒含員には雑誌弘通を無料配布

岡封入の方に途付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

○本誌贋告の件については︑

本愈糊桝部へ御相談を乞ふ︒

昭和二十七年二月一日溌行
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