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○蓉修と分
世人欧米人の衣食仕我より美歴な
ろを兄て︑我も亦彼の如くせざるべ
からずと凪ふものあり︑夫れ森と俺
とには定則なし︲衿自己の雷の度に
雁じて定まるものなり︑欧米の富は
大約我に＋催す︑故に衣食住の美も
其の富に雁する者にして︑敢て森修
と稲すべきに非ざるなり︒我の密は
彼の十分の一にして︑衣食化の美は
決して彼の十分の一に非す︑或は彼
の半に及ぶ者あり︲然るに剛氏は己
が耐を蝋さんことを勉むる者少なく
して︑彼と蒋修を競はんと欲する者
多し︑没危殆に非すや︒
︹泊翁先生訓︺
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○新と貝
人川といふものには︑常に新らしいものに興味をもつ性倣があっ
て︑例へぱ新年といってはおめでたいといひ︑取木の萌える赤の新
らしさに魅力をもち︑或はまだ知らない世界の新らしさにこよなく
心を惹かれる︑といった風である︒それと川時に思想とか蕊術︑文
畢とかいったすべての方而でも︑何かこれまでのものと異ったもの
の新らしさに興味をもつ︒殊に何か失敗したときとか︑壁に突き稀
って了ったとか︑不平不測に塊へないとかいふとき︑或はまだ松の
張らない地位の定まらな呪称いうちなどといふものは︑新らしい流
行のものへのあこがれが殊に弧いものである︒
誠にも敗戦後日本の諸煉件などといふものは︑これまでの蜘柄の
一切が無脱されて︑他人の力によって無理無僻なことを勝手に押し
つけられたこと︑それが職争に敗れたという弱味から素面に受入れ
る外なかったといふこと︑こられの動機は新らしいものへのあこが
れを最も弧くするにこの上ない機称であったから︑何も彼も新らし
いものがやたらに生れると共に︑それらの新らしいものへのあこが
れも純めて弧いものがある課である︒
今日は新と蕪との争ひの時代とな室﹂ゐるが︑鷲なるが故にすべ
て反とはいへいと共に．新なるか故に直ちにまた瞳とはいへない︒
ただ蒋なるものは土肇として偵仙があり︑新は生成への役川として
意義があるといふもので︑この雨方かそれ人︑の意栽を唯かすこと
によって︑何れも境となり得るといふものである︒このことは変に
砿大なことであって︑徒に新燕そのものをもって︑面ちに走図鰹か
否かを争ふ如きは愚の仏だしいものといはねばならない︒
燕いものの吉備も素より刷るか︑今後を負うもの︑今後の生命を
推うと〆﹂ろの今日蛾も力のある新らしいものについて︑新をただ炭
と老へることの危肱を恐れなければならない︒といふのは︑今日新
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︑︑

らしいものを主錐するものを見ると︑ともすると其の蜘柄とか民族
︑︑

性とか︑それらによって時代々身を最蒋として歩んで来た跡のしき

琴︒Ｏ

たりとかいったものなどは一向に考へないが如くに︑そしてあたか
も突然に土からでも生れて来た人川ででもあるかの如く︑そして更
には一個の術命さへ負ふ鮎のあることも忘れて︑一個の人州として
何とでもなるかのように説をたてて︑その勝手なる新らしさで興味
をもたせて居ることが除りにも多いことである︑一慨それらの新説
は︑柿の木を桃にでも栗にでも梨子にでも勝手に︑た資の一木とし
て扱って居るに等しく︑それ人︑の性格の木そのものをより改良進
歩させることを忘れて居る奇術家のように振舞って居るかにある︑
例へば男女同椎といへば︑Ｗ十Ｍといった︑女も男に等しくなるか
の振舞︑平和といへば︑人間性を無池した︑公式論の平和論︑或は
物徹一遥倒の人唯狸︑知脳や菱本領値を全く無税した努力一鐙とか︑
又は徒らな衆愚の尊重︑親を無秘した子供の存在︑竿々数へると限
りはないが︑一磯そうしたことが正しいことであろうか︒更には又
ほんとうにそんなことが変際に可能であるだらうか︒若しそれが可
能ならば正しくそれは奇術師ともいはねばなるまい︒こ坐に新なる
が故に必ずしも瞳ではあり得ないということが言へるといふ課があ

この枇には限りのない生命がある︑人間も亦これをうけついで︑
限りなく生きついでゆく︑生きるといふことは成長を意味する︑生
成するには常に新らしい姿になってゆく︑こ上に見る新らしさとい
ふものは︑掌いものであるが︑その生提する生命には︑そのものを
生ぜしめる土蕊があってのことで︑この土褒は常に排いものである
が︑永久に生命を生れさせる︒そこでこの襟い土蕊を忘れた生命の
成煙︑又成長を考へない土蕊といったものは︑到底老へることは出
来ないことを恩ひ︑諸覗莱新といふことの方向遂諜らない新即腫の
ものたらしめなくてはならない︒︵知己庵︶

年頭の感ｌ緊張の倫理

の橋下に居住する浮浪者と起居を共にし︑其の生活の高上

と改善とに識力した︒然るに此等浮浪者には全く﹁野心﹂

といふものは無い︒その日︑その日を生きて行きさいすれ

却って米露砺陣誉の緊張はその度を加へるであらうとの噂

図際間の緊張は多少弛むべしとの諜想が見事裏切られて

なる事例であるが殖所謂﹁張りの無き生活﹂は一個人に取

に不可映事なるかを示す一例護であらう︒尤もこれは極端

念したといふととである︒かくの如きは緊張が如何に人生

護心が磨滅して居る︒故に到底救済の望みがないので︑断

ば満足して居る︒よりよき衣食とか居住とかを欲求する悲

の内に昭和三十年は過ぎ去った︒閏内的には保守革新の二

吉田

大政黛の封立が新に成立して新年を迎えた︒本年は新雷雨

の妨害となるかは言を用ひざる所であらう︒先年ヘーゲル

りても如何に退屈なものであり醜国家牡含に取りても進歩

又我が畢界にても知名の哲畢者オイッケン教授なども精祁

肇派の某畢者が﹁戦争の哲皐﹂と題する著書を公にした︒

哲畢の立場より戦闘を歎美した︒要するに緊張の倫理的償

ある︒善い動機に塞ぐ緊張は善で︑悪い動機より渡する緊

値は緊張そのものにあるのでなく︑緊張の動機にあるので

元来緊張そのものは倫理的には中性のもので適善でもな
ものである︒緊張がその度を越せば闘争となり職相共に創

るが稲賞はそう単純ではない︒自己の利益とか自己の欲望

するのは悪であるか︒これは一見明白なるが如き問題であ

然らば如何なる動機に基くのが善で脳如何なる動機に渡

張は悪となるのである︒

のみに安んじ︑心力の弛緩を意味することと解するなら

とかに基く意志であっても極無候件に悪となすべきである

﹁生活意志﹂︵ヰレ・ツム・レー尋へとは寓物の根本原理で

か︒ショーペンハウエルは世界の本質は盲目的意志となし

老生は祥って東京の某小畢校教師と知り合ったことがあ

あると主張した︒スピノーザも亦自己保存の性は人心の本

容する所とはならぬであらう︒

ば︑緊張は決して倫理的悪とのみ断定することは良識の許

も緊張とは心に張りを持つことであり通平和とは無事平倦

平和を希求する齢の天下に高き所以である︒けれども若し

とを兎れない︒とれ何んとかして剛際間の緊張を緩和し︑

疲を蒙るに止まらす︑時としては杜禽生活の崩破を招くこ

く悪でもない︒見方に依って善ともなり悪ともなる性質の

ひ浮んだのである︒

像せられるのである．かくして緊張の倫理が問題として恩

次

勢力の緊要は内外共に愈糞激度を加えるのではないかが想

能

る︒その君は浮浪者救済に興味を持ち親しく﹁お茶の水﹂
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質であり︑﹁事物の十全なる観念﹂︵イデア・アデクアー

畢術の進歩に合致せざる所である︒

・ダイ・インテレクチュアリス︶に信頼するが如きは現今

他面に於いては︑訓練と努力とに依って培養せられるもの

である︒か入る徳性は一面に於いては民族性に馬するが︑

怠ってはならぬ︒とれ即ち︑緊張に開する韮本的倫理なの

の主張のみに固執することは許されない︒常に自己批判を

らるべきである︒人間は完全なる者であらざる限り心自我

よ﹂などのあきらめは︑とれこそ封建的随智として究追せ

悪として責務を負はねばならぬ︒所謂﹁長い物には巻かれ

行せしめることは人道上よりも民主国家の一員としても罪

らぬ︒か上る場合に於いて営然の権利を放棄して悪事を横

合法的手段に訴へて厭くまでも十一全なる解決に務めねばな

ばならぬととは勿論である︒その事が不可能なる場合には

場合には吾人の良識の限りを謀して其の誤謬を話し合はね

若しも相互若しくは一方の明瞭なる不合理に基く緊張の

タ︶は善の規準であると説いて居る︒これは事物を﹁永伍
の相に於て﹂︵スブ・ス︒ヘチ・エテルニタテイス︶観るとと

で埴員の認識であるとなすのである︒事物の本質本性より

溌するものを悪となすべき理由はない︒か上る哲皐瀬より
すれば自己保存は道徳上善であり正であり個人間に取りて
は椛利であるのみならず︑義務であるといふととになる︒

ベーコン以来の経験主義よりしても快楽を求め︑自利を計
ることは人間の本性で通所謂天賦人権の基礎となるのであ
る︒それが悪と評償せられるのは耐他人の利益を顧みるこ
となく自利の篇めに他人の利益と幸禰とを侵害するからで
ある︒蛾大多数の最大幸禰を至善︵スムマムヶボーヌム︶

となす倫班説はか比る人間槻と枇界槻に基くもので︑近代
デモクラシー思想の根抵である︒スピノーザは﹁十全なる
あるが︑その限界は不完全なる人間に取っては誤認を兎れ

であるのである︒︵顧問・文畢坤士︶

である︒デモクラシー闘家に取って訓練と修養の特に必然
なる所以は麦に存するのである︒これが篇めに肇校教育は
極めて重大なる職責を有する鐸である︒併し賞牡曾に於け
る指導者たるものは先づ其の範を示さねばならぬ︒﹁君子
は風なり民衆は草なり﹂との古賢の誠は民主国家に取りて
最も適切なる蔵言たることを恩はざるを得ぬのである︒如
何なる自由も園内に於ける閏是の表現たる憲法の権内に於
いてのみ認容せらるべきは現今文明諸国の通念であり現賞

槻念﹂と不十分なる槻念とに依って通善悪を匠別するので

る︒かくして緊張の倫理の理解と訓練との峡くべからざる

の生すべきは︑苑れ得ない人生の悲劇に外ならないのであ

ある︒かくして相互共に善意と信んじながら緊張と争闘と

的性質の如何に依って判断に相違を生すべきは理の営然で

何に依り︑或は佃人の修養の如何に依り︑叉その人の先天

ない︒︵スピノザは汎紳論者である︒︶或は個人の経験の如

所である︒スピノーザの﹁榊に封する智力的の愛﹂︵マモル

（2）

￨

｜新しい政治
塚本寿一

政黛論が︑あらゆる角度から論評された︒その内容を見る

するもの逮或いは慰二大政蕪の事賓上の封立未だしとして

に︑形の上に重黙を置くもの︑英国の議曾政治と批較論許

砥愈黛の統て保守合同の賃現により︑日本の政治史上

た︒政治の賞態も魁とれを批判する立場に立つものも殖或

たという立論の未成熟さも職率直に認めざるを得なかっ

新の二大政黛謝立が蝋かくも早く賞現するとは思わなかっ

しかしながら心論評する例にとっても睡我園に︑保守封革

前途を悲槻硯するもの等有相常賑やかなものがあった︒

特記すべき保守封革新の二大政黛封立のま型︑越年した新

いは︑政治家自身の斑悟においても︑二大政黛に封する無

▽新段階に入る

スタートを切るとと典なった︒

っても諜想外に早く保守合同も資現したことは︑急速訓に

えなければならないかということに注意が向けられたので

それに到達するまでの段階において︑我︷ぺとして︑何を考

た︒一足飛びに︑所謂英図流の政権交代論から出渡して︑

越年した今日脳との二大政黛諭も︑漸く内容的に前進し

準備さを露呈した時期であった︒

春の政局はもと上に遮新しい日本政治の展開を目指して︑
常に︑新しい政治の道の確立が︑念願されながら︑その

新しい日本政治の州拓を意識させる導火線となった︒固よ

ある︒一日も早く︑そこに気がつかなければならなかっ

、 J ノ

資現の兆すら見えなかった折柄︑杜含黛の統一の資現によ

りその根本は脳一全図民の政治への開心︑更に進んで︑政治

との黙に向けられたことは猫日本政治の前進の上に芯極め

た︒年を越したとはいえ心数ケ月を出ですして︑注意が魁

て意義深いことなのである︒何となれば︑それは︑ｎ本政

ない︒との鮎＄依然として疑倶の念をぬぐい去るととの川
来ないことは︑残念なことであるが︑形式的にも出来た二

愛好の心構えが︑その大きな前提になることは多言を要し

大政黛封立の事貸を見て︑とれが育成の心を新にしたこと

になるからである︒

治の現段階に封する反省であり︑その結果は︑進歩の前提

﹁今の政黛は︑まるで︑政椛争奪株式含壮だ！﹂と喝破し

犬養木堂翁が池五︒一五事件で倒れる直前首相官邸で︑

▽政掌と政権

は︑殆んど一致した圃民感蹄といえよう︒との考え方に立

と思う︒

つ時︑先づ日本の政治が︑新しい段階に入ったと見てよい

▽所謂二大政黛論

昨年︑保守封革新の二大政黛の封立が現出した時︑二大
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日本に二大政黛が封立した︒との状態が現出した以上︑

英国流の保守封革新の雨大政薫による政椛交代にば︑悶

て︑政黛間ｌ鴬時は︑保守二大政蕊間Ｉの政権争奪戦

民生活を大きく動揺させない︑政策の近似性が必要である︒

政権が︑直ちに保守封革新の朝野胴黛によって︑交代して

多の経験をなめさせたが迩営時を恩ひ︑今日を思う時輔政

国民の殆んどがこのことに無開心であると同時に︑政黛自

が盛んであったが魁とれをたしなめる言葉としたことがあ

黛と政権及び政策の開連を篤と捻討する時と考える︒政黛

鰐も︑反省がないようだ︒鳩山首相は砥保守政権の持続を

行われるように︑感じ易い︒現に︑前述のように︑一称の

が政策に忠賞なる限り︑政権を獲得して︑その力によって

信じつ上︑杜含黛との政椛交代の時来ることも念願する言

る︒政権をうばいあうために唾手段を選ばぬ醜さを表現し

平素︑園民に公約した政策を資行に移したい気持になるの

動である︒しかも魁そのためには殖吐含黛が保守無に︵こ

錯畳に陥り易い︒いな魁既に陥ったのである︒

は鴬り前のことである︒いつも︑選畢の時の公約が︑反古

たものである︒その後通園内外の情勢の愛化は︑我乏に幾

になったとか通或いは︑公約に忠賞だとかいわれるのは︑

の場合自由民主黛︶近寄ることだという．杜愈煎の鈴木委

と主張する︒との雨者の意向を貝ともに︑解綴すれば脳常

員長は︑﹁保守薫こそ︑その政策を杜命黛に近よらせよ︒﹂

な姿であるが︑そうである限り︑政権の座にあって︑その

政策中心に政黛が動くとと脳とれは現代議含政治の理想的

政策の賃現に努力することこそ︑政黛本来の形といえよ

って︑既に峡けている現状である︒固民が選畢によって哩

↓分︑その隔りは狭められない︒政権交代の恭礎的要素にな

閏民のその政鎚謄封する信︑不信の分岐鮎であるからだ︒

う︒二大政黛封立は︑との政策中心主義に立って︑初めて

現賞の場合を思うと︑その場合︑その政黛の政策が︑その

かけ離鯉ているといわなければならない︒政権交代という

の隔りをた貰心営然として見送ることは︑貝に賞際政治と

の政策の近似鮎を何虚に蕊現するかにあるかを我だの念頭

接判断の結果を表明する場合は勿論︑平素においても︑と

に世かなければならない︒現在の如く埴保守封革新の二大

ま上賞行に移されることを考えることの亜大性を認識しな

一つの大きな韮準を兇川すのである︒と同時に︑政椛交代

領域の下に︑雨黛の主張する諸政策が︑相営大幅に相違し

ければならない︒それが殆んどないのは樋今のととろ殖保

に開運して砿日本猫自の軌道を打立てる前提も︑朝野雨薫

ている状態では︑二大政黛の封立はあっても︑二大政黛の

守政権に慣れて︑杜曾黛政権が︑程遠いという潜在意識に

とらわれている惰勢的判徴ともいうべきであろう︒責際政

政椛交代に︑なほ︑道遠しの感がするのである︒

▽政権交代と政策
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ければならない︒と上に︑更にも一つ考えねばならぬこと

とである︒英函の保守砥勢働雨黛間に︑比較的卿満に︑政

は︑内閣交代の度毎に︑政策が念蒋回することを避けるこ

椛移動が行われているのも︑保守︑努働胴黛間に︑政策の

るのである︒政治意識の前進の具総的一例である︒
▽政権交代の原則

治の進行は︑との惰性的判断を許さないところまできてい

二大政黛封立下の政治前進の大前提は︑政策中心に政蕪

上の差異に基づく政策の相違は通相互に譲ることが出来な

いにしても︑固民生活の安定を主眼とする主要部分の政策

近似が存在するからである︒資本主義と睡牡含主義の主義

について︑内閣の愛るごとに℃急愛して︑固民に迷惑をか

乃至政治全般の運誉が行われることである︒しかも＄との
段階にある政策︑即ち︑典黛的立場にあるものの政策と︑

けることは避けなければならないという意識が雨黛員の心

政策中心で行われる政治の心舞壷の鍵化︑つまり︑賞行の

えば︑政椛の交代は殖如何なる場合に行われるか︑これは

野薫的︑批判的立場にある政策との交代︑即ち細括的に云

を支配していることを指摘しなければならない︒

日本政治における二大政黛封立の新なる意義を見出すので

たいのである︒との答は〃ノウ〃と出るであろう︒と典に

日本の保守︑革新雨黛間に︑との心構えありやと質問し

言うまでもなく︑内閣の鍵化であるから︑内閣不信任案通
の中でも．政策が剛民の赤判を受ける場合は︑解散︑細選

ある︒保守．革新ともに︑今のところ︑まだ人︑黛派根性

過による解散か︑細僻職の場合が想定される︒従って︑そ

政蕪が︑内閣の首班を勝ち得て︑政椛に安雌することにな

なのである︒端的に︑本年元旦の新聞紙上に見られた鳩山

強く︑議含政治全鰐の前途を考える除地すらない程︑窮屈

畢ということが出来る︒との細選畢によって︑多数を得た
る︒かくて︑その蕪の主張する政策が剛氏の共鳴を得心支

の政策の近接を希望し︑杜含黛は︑又保守蕊の枇含蕪政策

鈴水胴難首の談話の中にも︑自由民主黛は杜禽黛の方から

持されたことＬなるのである︒従って樋その政策が通漸次
政椛交代が行われることは大きな進歩であり︑新しい日本

具僻化の道を辿ることｉなる︒このように︑政策中心で︑

れるのである．その底には通政策の念韓同による一般国民

への接近を望んでいる賞怖である︒立場はちがうが︑逆に

に封する迷惑を出来るだけ避け︑可及的小範園に政権交代

共に魁保守封革新の政策の近似を望んでいることも認めら

▽必要な政策の近似性

政治の展開といえるのである︒との可能性が︑二大政黛封

政策責現の上において︑園民の支持を失い︑政権の座か

の影響の止まることを希望していることが理解し得るので

立を韓機として一段と高められてきたのである︒

ら縛落することは︑政椛交代の正しい原則であるといわな
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自由民主裁張︑今︑絶封多数を得ている︒薫内の紛争が

▽牡曾掌政擢可能か

民的不信の蕊を瀞ぴて︑紬選畢に臨んだとすれば︑その反

とを篤と考嘘に入れる必要がある︒スキャンダルなど︑閏

きく作川するのは︑総選畢に常面する哩前の政怖であるこ

からこれを諜想するとすれば︑日本の現在の闘民感情が依

激化して分裂しない限り︑絶封多数の牙城ばくづれない︒

動は保守窯に悪く︑革新政堆謄幸すると兄なければならな

ある︒そとで︑次の段階として︑との保守封革新の封立の

又内閣細僻職の理由も護生しないとすれば心現在の保守蕪

い︒従って殖とのような場合には︑祇称溌一内においても︑

然として︑保守に傾いている時︑Ｉ今日まで数回に亙る

政椛はすうと稜く︒自由民主黛が︑保守合同の結果出来上

革新分子が勢いを得︑左派的傾向を多言分に帯びることを諜

資態がいつの日にその近似性を溌見し得る時機となるであ

ってから︑鳩山第三次内閣が成立した結果脳との保守瀧政

縄選畢の結果に徴して１面これからの二︑三の総選畢

策がいつまで綾くかという論議が盛んである︒しかも︑そ

想しなければならない︒かくの如く︑保守から革新への政
権の移動はも先づ第一の前提鷹二大政黛の政策の近似性

ろうかということが問題になる︒更に賞際的にいえば脳職

の結論として︑第一に黛内怖勢に大鍾化が起り︑分裂もし

について考える必要があると同時に︑日本の闘民感怖の細

の紡果は︑依然保守薫が強いと課想されるのである︒唯大

くは︑これに類するような事態が起り︑内閣不信鋸案が通

選畢時における浮動性についても︑併せて考慮に入れてお

愈黛が政権をとり得る時期はいつかということである︒

過し︑解散か綿僻職せざるを得ない結果と左つた時︑第二

を意外の方向に持ち来すからである︒

▽結語

く必要がある︒段階の国民感箭の動揺性は︑綿選畢の結果

られる畔︑との二つの場合が︑鳩山政権退陣の場とされる

以上の如く職日本の政治は︑悶民各層の一段の政治的自

には心スキャンダルなどのために︑｜内閣至鰐が国民の全面

のである︒従って脳との二つの退陣の峰件が回避される限

発によって︑新しい段階を右意義に乗り切るととの川来る

的不信に陥り︑内閣細僻職をせざるを得ない破目に追ひや

っても︑保守政椛は続くと見ねばならない︒しかも砥任期

り︑鳩山政椛が綾く︒場合によって︑鳩山という雁首が愛

い︒政治への開心を深める意識こそ︑現下剛民に課せられ

の麗理に︑指導的立場にあることは︑今更︑多言を要しな

時期となった︒政治が︑経済に︑外交に︑或いは肱称問題

行われて︑保守黛と杜命黛の総選躯による決戦が行われた

た大きな使命といわなければならない︒慶耀大祭教授︶

満了近くまで持ちとたえられたとしても任期による改選が
場合︑保守勝つか︑革新勝つかの問題に常面するが︑今日
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道義責践の目印︵めじるし︶

○

ＴＷＪで０

ムロ

富川高度は二祥奪徳の高弟で︑畢徳共にすぐれた人であ
る︒高慶は天保十年︵一八三九︶二十六歳の時︑︵尊徳五
十三歳︶撰町に行って二宮先生に入門を請うた︒高慶は賞
時すでに幕府の大畢昌平校に単んだ立派な畢徒であった︒
先生は﹁畢者は畢問の研究をすればよい︒御仕法︵産業復
興・興固安民の法︶に用はない﹂と言って︑而禽も許され
なかった︒しかたがなく高慶は︑近所の農家の座敷を借り
て寺子屋を始め魁機含の至るのを待っていた︒そうしてた
びたび樫町の陣屋に川かけて行って︑室外に漏れてくる先
生の談話に熱心に耳を附け︑夕立にぬれても︑そこを動か
なかった︒先生は小川服の仕法に出かけたが蹄って来て︑
﹁あの畢者はまだ届るか﹂と聞き通﹁お教えを受けなけれ
ば︑どうあっても師らない﹂と言っているという話に︑先
生は﹁それでは少し見込みがある﹂と言って芯高慶が入門
を請うてから四月たって︑やつと面倉を許された︒その時
二宮先生は高麗に向って﹁豆という字を知っていますか﹂
と聞かれたので聡高慶はすなおに先生の前で豆という漢字
を書いて見せたところも先生は魁﹁その豆は馬が喰います

か﹂と問われ︑﹁自分の豆は馬が喰いますぞ﹂と言って︑

先生の畢問の賞畢であることを諭されて通始めて入門を許

されたという有名な話がある︒それ以来︑高座は身魂を傾

力に負うところが多かった︒高座は報徳記八巻を作って先

けて二宮先生に師事し脳先生の偉大な功績はとの師弟の協

○

生の功業大徳を後世に徳えたが心明治二十三年七十七歳で
段した︒

大正十二年九〃一Ⅱの開東大農火災で竹平町にあった文

部符の臓舎は一夜にして次燐に蹄した︒その臓舎は明治一初

の一室で固定修身教外書の細修に梢っていた︒隣室では理

年に建築されたものであった︒私は大正八年以来その臓舎

科の教科書を編纂していた︒その頃よく理科の教科書と修

身の教科書との細纂の趣旨を開係者と語合ったものであ

る︒理科は動物・植物・砿物︒物理・化畢等の自然界の事

ころは物そのものではなく︑物の記述娩明である︒そこで

物︒現象・理法を教えるので︑理科の教科書の教えるとと

修身の教科書もそれによく似ていて︑人物の物語であった

児童川書は畢習上のメモにすぎないというのである︒また

り︑倫理の説話であって人間の行動そのものではない︒し

たがって児童肘書は醗単に皐習の補助であるというのであ

る︒これらを図譜の教科書に比べると︑そこに大きな相異

がある︒国語の讃本はその内容である文字・文章そのもの

〔7〕

鞭蹄識碓師詮咋

戦前の修身教授は︑二宮翁の言う本請教育に階っていた

ように思われる︒しかるに戦後には修身科が展せられ︑教

育勅語は斥けられて腿道徳教育の指針は︑教科の﹁指導要

｜垂壁牽塞坤識地軸睡諦唱紳藷却搾唾野蒜
直接教材であり︑理科・修身のそれは間接教材である︒古

領﹂にさえ書かれない・道を求める立札はすっかり取沸わ

い︒のみならず芋種を埋めるとともしない︒ただ掘り出せ

とが必要であるが脳文部省は今にまだ芋種の木札を立てな

聞いた︒なるほど芋種を見つける方法としては掘り出すこ

私は幾たびもそういう努力をしている先生たちの経験談を

芋種を何庭に見出そうかと空しく努めているようである︒

り︑生徒の生活経験を掘り下げて見たが︑もとより子供が
美徳を生まれながら持っているわけでもなく脳道徳という

らに杜曾環境をあさったが︑出てくるものは悪の瓦喋ばか

たちはどこかに道徳︵芋種︶があるだろうと考えて︑やた

何が正しいかという目模は示されてなかった︒それで教師

要であることを示唆したにすぎないで︑何が善であるか︑

あるが︑道徳︵芋称︶を見つけるには掘り下げるととが必

するためには脳どんな指導が必要であるかを指示したので

引書要綱﹂というものを作って︑児童生徒が道徳的に成長

て指摘したことがある︒文部省では﹁道徳教育のための手

ってしまった感がある︒との黙を私は本誌﹁弘道﹂におい

れてしまって芋種がどこに埋めてあるか全くわからなくな

い時代には古典が教育の中心であって︑それを讃むととを

専らとした教授法であった︒即ち本請み教育であった︒そ
の方法が賞際の望問を教える場合にも用いられ︑理科修身
の教育も同様の扱いを綾け魁特に修身は戦前までも一すじ
に教科書にたよりもその講樺に経始する有様であった︒し
たがって修身教授は生活経駒に即して行わるべきものであ
ると注意されても︑多くの教師は安易なお話しに移り︑貴
賎的な取扱いに努めなかった︒とうした趣旨を取りちがえ
られたま上戦前の修身教育が反省のないま上で屡止になっ
たことを残念に思う︒
○

﹁二宮翁夜話﹂に﹁家僕芋種Ｑもだれ︶を埋めて︑其の上
に芋種と一記せし木札を立てたり︒翁日く︑卿等大道は文字の上に

ある物と恩ひ︑文字のみを研究して畢問と思へるは運へり︒文字
は道を博ふる器械にして︑道にはあらず︒然るに書物を蓋みて道
と思ふは過ならずや︒道は書物にあらずして行ひにあるなり︒今
彼の虚に立てたる木札の文字を見るべし︒此の札の文字によりて

よというだけでは芋種をつかむことができない︒一たい児

芋種を掘出し︑畑に植えて作ればこそ食物となる︒道も同じく目
印︹めじるし︶の書物によりて︑道を求めて身に行ふて︑︑初めて

童生徒の心の中に立派な道徳が埋職されているのであろう

道を得るなり︒然らざれぱ畢問と云ふくからず︑只本漬のみ︒﹂
とある︒
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りした教を戦後の児童は受けていいと訴えられたことがし

いか︒私は母親たちから畢校で何がよい何が悪いとはっき

いで魁道徳教育の目的を達しようとしているのではあるま

さえ怖れ禅かつておるように見える︒教師は目印も立てな

作り出した︒世人は道義の目印︵めじるし︶を立てること

史を通して瓢現した道義精祁を放棄して道義の暗黒時代を

現われるものではあるまいか︒敗戦と共に日本人が長い歴

国の生活の中において人糞の良心に基く行動の交渉の間に

に培養され貯蔵されているのではあるまいか︒また腫倉集

という芋種は長い鵠験によって教養を積んだ大人の心の中

か︒祇含の現賞は悪の報道に充ちているではないか︒道徳

た閣宮における代表者によって旗亜審議して決定されたも

ができる︒しかもとれらの目印はわれわれの正樹に選畢し

らの法規の中に現代人としての行動の目印を褒見すること

︵一九四五年︶の精刺が包含されている︒われわれはこれ

年︶の前文︑ユネスコ︵図際連合教育科畢文化機開︶憲章

ら次代を救う信念を明らかにした幽際連合憲章︵一九四五

に名状するととのできない悲哀をもたらした戦争の惨柵か

かりでなく︑更にわれわれの生涯中において再度まで人類

で保有していた租図に封する根本的理念を維持しているば

ないといってもよい︒との法規の中には︑日本人がこれま

うものであって︑世界にはまだこれほど理想の高い立法は

よって失った人命・名響・威厳・財産等あらゆる損害を償

その賞現の困難なことは何虚でも︑いつでも嘆かれていた

教育の本義でもある︒行動の目印がはっきりしていてさえ

済も道義によって基礎づけられている︒あらゆる文化が道

する既成宗教には道義を含まないものはない︒また政治経

道義はわれわれの生活の中にある︒われわれの生活を律

０１

ばしばある︒逆を立て徳を明らかにすることは︑人類窮党

のである︒ｌ

のであるが︑今や新日本建設の基礎を道義に求むくきであ

義を含むものと考える︒これらの人間生活を離れて道義は

︲・︲ｆｖ﹄フ吟︾﹄︲﹃ｌ０ｃｆ利ノー〃Ｉｉｒｌ面噌ヨノｒ︑〃ｋ︑品別州〃Ｍ１く奇十一今訓勾釧Ｅｖ−挫川︑ｌ︑﹃！﹂勺〃酢・

の理想であって︑その賀現は人間杜含の念願である︒また

の不幸であるといわなければならない︒

・ろのに︑道義の目印がまだはっきりしないのは︑われわれ

われ雲われは第二次大戦を経てここにわれわれの行動の目印

しからぱ道義の目印はないかというに︑そうではない︒

しく国民の遵守すべきものであった︒それが戦後において

あり︑教育勅語があったが︑その溌布の形式こそ異れ︑等

ば道義が孤立する場合がある︒戦前においては帝固憲法が

に考え私生活から遊離して道義を見るために︑や上もすれ

ないといってよい︒しかるに道義を論するものは︑抽象的

を立てたのである︒その目印は日本国憲法である︒教育基

は日本閏憲法というもので︑団民の意志によって表わされ

○

本法である︒とれらの立法は即ちわれわれ日本人が大戦に
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た日本国憲法には崇高な政治道徳が揚げられ︑政治と道徳

よい︒正員・清脹と書くもよい︒その目印によってその立

目で表わすことを嫌う風がある︒その目印は芋種と書くも

道徳の賃践・道義の教育にあたって人為はその目印を徳

とを表わすものとして約束されるならば︑これを嫌うわけ

札の下には芋種があり︑欺かない心︑貧らない心があるこ

とが一如となっている︒現代のわれわれの生活は政治を離
宗教によって行われたといってよい︒宗教に代って政治の

れてはない︒宗教の支配が狸かつた中世においては道徳は
支配下に立つ現代では聯政治は道義を規範として行われる

な性質さえ帯びた︑感じのよい連想を伴うようになってい

ている閥では︑デモクラシーといえば︑吐含的な通道徳的

れがそうした特定の政治形態以上に民主政治の長く行われ

の主椛の意志を表示する全図民の支配を本義とするがもそ

われているものといってよい︒民主政治は投票によってそ

うである︒表現はどうでもよい︒要は心の徳︑行いの道を

﹁嘘を言わない﹂ということが教育の根本となっているそ

宮翁も至誠を教えの中心としていた場アメリカ合衆園では

の修身書は正哩・減資を指導の大切な目標としていた︒二

正直がいやなら︑﹁嘘を言うな﹂でもよい︒戦前のわが閏

ある︒芋種がいけなければ﹁との下に芋あり﹂でもよい︒

本心があるならば︑その目印は頼みになる標識である筈で

の木札を芋極そのものと思わず︑その目印の下には芋種や

る︒友情のこまやかな温情に富む人遮地位財産を高ぶらず

表わす立札となる徳目なり遥標言なりをもって行動の目標

はないではないか︒徳目は目印であることを忘れず︑芋極

誰とも平等に接しようとする調和的な人物は民主的だと呼

を示すことは通われわれの言語や観念の約束として避くべ

ようになったと考える︒古の儒教の理想とした徳治主義は

ばれている︒民主政治は自由と平等を生産し擁護するもの

からざるものではないか︒

現代においては︑聖王明君に代って国民の自治によって行

の開係によって殆んど批判の除地がないまでに刺聖化され

と考えられているが﹄それは民主政治がとの二つの至蛮と

仰ぎ︑それを本とする教育基本法に道義教育の目標を求む

政治に韮いて定めた日本園憲法にわれわれの行動の目印を

われわれは現代において雌もすぐれた政治形態である民主

る﹂︑﹁恒久の平和﹂︑﹁公正﹂︑﹁信義﹂﹁安全﹂﹂生存﹂︑﹁園

代表者がこれを行使し油その禰利は︑国民がこれを享受す

のであって︑その権威は国民に由来し︑その権力は闘民の

が国民に存すること﹂︑﹁国政は固民傷厳粛な信託によるも

ち﹁諸閏民との協和﹂心﹁わが図全土にわたる自由﹂︑﹁主権

日本圃憲法には国民の遵守すべき目標を掲げている︒即

くきであると思う︒

ているためであるとジエームス・プライスは言っている︒

○
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言

﹁平等﹂︑﹁杢謄奉仕﹂︑﹁思想の自由﹂︑﹁良心の自由﹂︑﹁信

﹁佃人の尊重﹂．﹁生命︑自由及び幸禰追求に封する椎利﹂︑

責﹂︑﹁椛利﹂︑﹁義務﹂．﹁責任﹂︑﹁自由﹂︑﹁公共の禰祁﹂通

家間の封等開係﹂︑﹁闘家の名遜こ︑﹁正義﹂心﹁秩序﹂︑﹁誠

る︒われわれはこれらの壮曾生活を完うする人間の行動の

国民の行動の基準であると共に教育の目標となるものであ

る地位尊亜﹂も﹁悶民杢僻に封する直接の責任﹂等いずれも

先人によって示された目印を求めて道義の目標を高く掲げ

基準と共に︑自己の良心の徳を養い人格を完成するために

んだ︒︵一︑二八︶

それより別室で新年宴愈に移った︒先づ下村副含長の普頭によ
って︑︵此の日酒井倉長止むを得ぬ事あって妖席︶新年を呪し︑各
自の健康を耐って乾杯の上食事に入り︑又例によって除興に入り︑
河原文敏氏の朗詠︑大島正義氏の詩吟並に和歌朗詠︑高田瞳治氏
の詩吟︑中山久四郎氏の一高寮歌︑三好凌石氏の詩吟︑川島次郎
氏の謡曲︑宮尾祐吾氏の謡曲等々続出︑壷くるところがなく︑誠
に新年念らしい和やかな空荊に浦ちた︒最後に東催卯作氏より挨
拶を兼ねて目︑己の信催を述べるところがあった︒かくて午後九
時散肯し︑なほ数氏は別室でお茶を頂いて雑談を交し別れを惜し

五時竿講演を経った︒

此の日講師として︑座礁大畢教授の政治評論家塚本謙一氏を煩
はして︑﹁新しい政治の逝﹂と題しての講演を聴く︑塚本氏は︑今
日の二大政黛の内容を詳論して︑その形の上で塾ったかの棚ある
政黛の複雑な内容に及べば︑尚我が閏の政撤政治︑識含政治の牌
来は多難なものがあることを焚例を以て述べられ︑大磯として議
員の画の低下が根本問題であって︑之を指導統率するところの清
い︑私のない︑唯圃家︑図民のための奉公を念とする新らしい指
導者によって︑我が談命政治の嵐の光明が見らる上であらうと結
論された︒維って四︑五の人々との間に質疑睡答があって︑午後

りで復活したことである︒

新年倉を兼ねて︑一月含貝談話倉を一月二十七日︵金︶午後四時
から︑麹町半破門の束僚含舗で附いた︒本含の新年倉は︑大正時
代には︑新年の御講書始めの講師を招いて︑本曾で開かれたもの
であるが︑久しくこれも絶えて居たことであるが︑本年は久しぶ

一月愈員談話御並に新年称の記

︵評議員・前愛媛大祭長︶

ることが今日の急務であると信ずる︒

教の自由﹂︑﹁表現の自由﹂＄﹁畢問の自由﹂︑﹁通信の秘密﹂︑

﹁居住︐移糠及び職業選捧の自由﹂︑﹁雨性の本質的平等﹂︑

﹁健康で文化的な岐低限度の生活を誉む椛利﹂︐﹁杜含耐祉︑
壮含保障︑及び公衆術生の向上蝋進﹂︑﹁勤労者の図紬﹂心
利﹂︑﹁教育を受ける権利﹂︑﹁勤弊の椛利及び義務﹂など︑

﹁関鰐行動﹂︑﹁財雄椎﹂︑﹁納税の義務﹂︒﹁裁判を受ける椛

以上は︑政治の原則であると同時に︑吐脅道徳の眼目であ

る︒更に一九四八年︵昭和二十三年︶に定められた﹁世界
人椛宣言﹂は︑すべての函の人民および園家が達成すべき
共同の唯準を掲げたもので︑枇称のすべての仙人およびす
べての機開はこれを尊砿遵守すべきものと思う︒また︑わ
が教育推本法にも軍要な目標が掲げられている︒即ち﹁世
界の平和と人類の禰融に貢献﹂︑﹁仙人の尊厳の自昂﹂︒﹁亘

成﹂．﹁員理愛﹂︑﹁正義愛﹂︑﹁佃人の償値尊重﹂︑﹁勤努﹂︑

理と平和の希求﹂︑﹁個性ゆたかな文化の創造﹂︑﹁人格の完
﹁責任﹂．﹁自立的精榊﹂︑﹁心身ともに健康﹂︑﹁皐間の自

由﹂︑﹁自護的精榊﹂︑﹁自他の敬愛と協力﹂︑﹁差別感の排
除﹂︑﹁男女の相互敬重協力﹂心﹁良識ある公民﹂︑﹁政治的教

養﹂︑﹁宗教に開する寛容の態度﹂︑﹁宗教の祇含生活におけ
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新年の新生活運動は
新精称生活より
Ｉ清瀬文相の一讃逢望むＩ

加藤玄智
昨年で経戦後十年が経過した︒今年

されたと云へる︒然し精刺界に思いを

ろ︒物質界は斯様にして一と先づ再興

撃常時の惨状はスッカリ無くなって居

卜度東京の銀座街に踏み入れｉぱ︑爆

園の内面生活の賞状と云へやう︒足一

る︒老へると其常時の外敵は能く此鹿

下我閏の精祁界の現妖は賃に是れであ

黒其ものとなるであらう︒悲しい哉目

ったとしたら如何︒彼等の糖榊界は暗

も若し毒︿イプルが突然撤去されて仕舞

が爆破され終ったと同様の現状を終戦

迄我圃を結榊的に破壊し経ったものだ

後十年の今日筒綾けて居り︑然も粘祁

馳せる時︑我精刺界が無形の敵弾で破

界が無形なる故を以て其破壊の事賞に

と云ふ嘆弗を渡せざるを得ない︒是れ

の聖所たる人家に川入して立木を盗伐

夜間に乗じて教育者が生徒を引いて村

人増はまだ気付かない様子である︒我

私が我輔川界の賞朕は絡戦街時物質界

事貸が全く聖断にあったと云ふととが

キャンプファィャーの燃料とする︒是

私の住む近所へ畢校のキャンプが来る︒

偲ばれて年頭感無量である︒﹁青天稀

では教育家が身を以て生徒に盗伐を教

壊された跡は歴然である︒之例夏期に

詔止二千土↓聖徳将来甘雨和︒奉戴至誠

為日本人は精榊の噴火口上に平然とし

は元旦先づ共常時を回顧して和平来の

慈愛訓︒怨税平等絶二風波ごかくして

て狂歌漫舞して居ると云ふ無自畏な状

師は弟子をなぐり︑弟子は師をなぐる︒

態である︒近くは又子が親を殺傷し︑

へて居るのだ︒それが所謂口先ばかり
た口が塞がらない︒此鹿迄惨戦の結果

でない賞行の道徳だと聞いては︑あい

乍らドウャラ︑コウャラと云ふ虎迄回

義務教育生徒の父兄の指示に依って政

に猫立国となり︑叉経済面でも不十分

復した．ｌ但し閏遮禽議で張圃の陰

で永い間教育界の賓典として閏民の粘

が我教育界を蝕んで居る︒それも其筈

十年後の今日では漸く形だけは政治的

謀から篭シ子扱を受けたのは大恥辱だ

あることを報告されて居る︒マックア

ーサー元帥さへ敬意を厚く排つた天皇

治的意味を帯びた畢校ストライキさへ

を中心とする所謂天皇制に迄見禰違い

に依って抑流されて仕舞った︒教育者
も被教育者も共に全く盲蝿の浮木の有

刺を培って来た教育勅語は内外の怒涛

様である︒若し日本と厭米との位近を

な私評をさしはさんだ高校生の談話が

やう︒然し聯って我閏締榊界の現状に
て敵弾爆破の残骸のみがまだ散らばっ

至ってはどうか︒極言すれば依然とし

換て彼等の吐曾に其宗教表へたりと雌

がｌ先づお亙に新年お目出度と云へ

て居ると評せざるを得ないのが現下我

(震12）

生徒をして無作法に此畢に川でしめた

驚くの外はない︒教育記者も記者だが

教育雑誌に護表されて居ると聞いては

教育雑誌の編輯者に依ってレィノ〜と

菌を撒き散らしたと同様な感がする︒

病院から開放して日本全土に其偉染病

たのに反して今度はそれ等の患者を避

病院内に入院させて健一全者をも保誰し

鯛れるのは恰も今迄博染病の患者を避

理槻で片付けて仕舞ぼうと云ふのは無

がある︒それを何でも無差別平等の法

等の位世を保って居る庭に人生の妙味

へて法爾自然其侭であって然も各自平

鶴︑蝿は蝿︑各向の相違差別特色を術

い言僻を弄するが︑是れは怜もソクラ

多一くの吐命指導者は理窟に合ったらし

のを以てみれば事校教育殊に其牡倉科

此頃は農村の家庭でも漸く妻の位世が

理だ︒法律一鮎張で人生には道徳も塾

認められつ上ある様だが︑一家の中で

テス常時の論涛論者をＨ本の今側に蘇

角を矯めて牛を殺すと云ふのは此事で

愈的に叉教育的に維戦後の災柵が今間

は妻と夫とは全然同一で少しも差別は

術も不要であると云ふ前提の下に今︑

如ｆ
何に
にノ
人︲
心１の
る嬉
か力
をを
︑
血
２上
Ｊに
に現
刃は
にれ
＃て
了居
児鐸

生させた様なものに兄へてならない︒

あらう︒人権擁謹の婦人指導者は叫ぶ

タャスク知るととが出来る︒占領巾の

ない淫だ︒是れが今川の法律が要求す

か出る一方に侃した極端な老へが其奥

るではないか︒以上畢げただけでも杜

行過政治が清算され行過教育が是正さ

る民主政治の附放であると︑斯くて一

ではあるまい︒維戦後人椛川題が八釜

する︒此法律醐能主義が如何に叉一知

能で男女平等無差別を打ち立てや弓と

も二も韮本人椎呼ぱはりをして法律醐

と↓誤謬とがあると私は恩ふ︒世には物

看破される︒並に思想上の根本的峡陥

生の見方に淵源して居ると云ふととが

の底を叩けば畢尭唯物論と云ふ世界人
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等を措営して居る先生の心底が疑はれ

るべき叫び雄が各虚に繋がるのも偶然
しくなり︑吉脱色街が閉鎖され︑州妓

半解の村民の頭脳をユガめて員の自由

ところの本鰐︑資鰐の存することを忘

いが︑其結果パンノーが峨眉するのは

れてはならない︒此蹄一の篭︑其本鰐

と云ふ現象もあれば心と云ふ現象もあ
何に男女平等と云ったとて女の様に男

る︒此二つの現象を蹄一統合して居る
をして子供を産ましめる窪には行くま

なるものが即ち哲畢︑宗教︑道徳．塗

平等とは似ても付かない一献のイドう

ととになって来ては︑法の文面上如何

い︒鶴の足は長く︑躯の足は短かい︒

謬見を作り出さしめるかを悲しむ︒如

に奴隷開放の立派な吐含は出来た様に

術の依って起る直の大本原や大源泉で

は勿論青少年の耳目にも隅れると云ふ

みえても徒らに彼女等が州放されて寧

是れ又自然だ︒男は男︑女は女︑僻は

司

ろ大ビラに醜職に従事して朝夕人目に

勿論職夜の女が到る虚に澗歩し︑大人

の人身責買が法律で開放されたのはよ

是.いを何謬平半す能《）るなは前
れ･しに見等解るで二民い妻タ

Ｌ

とを知って世かねばならぬ︒物の一元

謂現代人の盲目的偏見があると云ふと

して物の世界一侃黛で行かうとする所

る至美の世界である︒是れを全く無硯

道徳界の所謂至善であり︑美の理想た

あり騒聖又は信の世界たる宗教であり

ぬ︒此蹄一の本総は哲畢上其の世界で

あると云ふととを腫見のがしてはなら

働者を伴い行かぬのであるか︒全く解

紳勢働者の位世に同胞としての肉鰐労

いとしても何が故に彼等は教養ある粘

ノ〜と自ら卑下して居る︒其謙遜はよ

自ら物質勢働者に伍して︑それでヨシ

も粘榊努働者も随別せず︑精榊勢働者

からネ︲一と斯くして彼等は肉篭労働者

家は云ふ﹁教員だって畢童勢働者です

て血を洗ふに等しいからである︒教育

めて考へて始めて其説明の完壁を得る

ば私の所謂蹄一の本階大元に蹄若せし

る如き是等は細て根本に立蹄ってみれ

を述べ平和を述べ基本人椛を述べて居

国連憲章の如きも︑其開巻第一に博愛

焦燥浅薄な見解に外ならない︒又彼の

んとするのが現代日本の戦後に於ける

だ︒それを単に物質一面からのみ解か

すして︑此の名句の員解は到底不可能

あの句が作れるのである︒是れを知ら

不滅の員月を見て居る者にして始めて

１１﹄

のみから総てを説明し導き出さうと云

し得ざる鹿である︒是れもつ野まる鹿

﹁天は人の下に人を造らす︑人の上に

物質偏諏の粘祁から来たものと云へや
統合の本職を抹殺して仕舞い︑物だけ

人を造らず﹂と云ふ語を引いて人間寓

ふ世界槻︑人生槻が根本的誤謬と断ぜ

を簸経窮童の本原と老へる虚から来る

ざるを得ない︒此極端な見解から我阿
の中が生まれ出して来るのだ︒唯物論

能主義を主張し︑人間の上に立つ刺や

・のである︒禰淫翁が力説されたと云ふ

的立場から云へぱ︑大根︑人墓を切る

謬見である︒体ふるところに依れば︑

伽を噸笑する一知牛解のシレモノが世

う︒前に述べた通り物心雨現象の蹄一

のも人間を切るのも同一だ︒何となれ

彼の越後の良寛和筒が家に忍び込んだ

の今日に見る様な偽︑悪︲醜︑疑の世

ぱ大根︑人墓人間も共に同一物質に外

へて居るが此﹁天﹂の字が最も必要な

葉から勝手に﹁天﹂の字を抹殺して考

かる無法なヒュウマニズムは其元の言
が︑それが良寛の貝作であらうと︑又

ので是れは儒教の天︑キリスト教の天

間には津山あるが︑此人間主義即ちか

仮作であらうと︑兎に角此句の表面に

即ち刺である︒其大切な文字を知らぬ

盗兇の去った後﹁ドロ棒も取り残しけ

陸績として生じて来如何に防犯係りが

現はれた肉眼に映すろ月の裏に心眼で

り窓の月﹂と口ずさんだといふととだ

努めても此種罪悪を防ぎ止める事が出

なければ分らない︒回月の賢在︑不生

ら本文の始めに略記した様な諸罪悪が

来ないばかりでなく︑益上其猛威を起

ならないからである︒とう云ふ見解か

しくせしめるに至る︒是れ蓋し血を以
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「

の大元を故意に捨て上悌像の木や金だ

となれば是れ私が前に述べた統合蹄一

像古美術の直精祁は把握されない︒何

らう︒俳教の信仰抜きにして奈良の俳

翁もおそらく地下で泣いて居られるだ

ろ鹿に言語と理論の欺硫がある︒禰灘

けで此耐深翁の名句を解樺しやうとす

顔の牛兵術で勝手にウッチャッテ人だ

自然下火になる︒聞けば赤十字主義の

ら来る相互扶助の如き愛の締祁運動は

って他人の事にも同情すると云ふ虚か

主義では勢ひ人間が利己主義にのみ走

来なければならない︒斯様に物質寓能

等の新精祁運動の面が高く評慨されて

らない・寧ら前に述べた様な道徳宗教

反省倉を行いましょう

て架しいレクリエーションの集りや

だけで禽事経ったと恩はれては︑たま◇むだな忘年倉や年始の宴含を自粛し

所の改良とか云ふ物質面の新生活運動ロ︑年末年始の宴含の自粛

◇立てる場合は枝木を使いましよう

ホ︑門松︑クリスマェッリーの自戒

◇降誕祭は静かに呪いましょう

二︑クリスマスの馬鹿騒ぎの自粛

◇心から挨拶を交しましょう

しょう

◇形式的な贈りものや年挺欣はやめま

毎年末年始のきよ濃溌止

けを 見 る こ と に の み 絡 止 す る か ら で

赤い羽根募金が課期した程昭和三十年
度は集まらないと附くのも又︑物慨的

ある︒是れ恰も闘雄を論するに其本脈
に横たはって居る剛家を抜きにして竹

へ︑助けあい運動

◇一人残らずの人が幸せであるように

な利己主義に基くものと老へられる︒
故に私はかく断言し︑かく決心する︒

◇ムダを排して助けあい運動に協力し

の旗竿遮布の切れ地と云ふ単なる物質
だけを取川して是れを考へると同様で

如左︒但し圃連愈議で弧園の陰謀から

ましょう︒

︹特別含員・丈畢輝士︶

御殿場市教育委員倉

ところに貼って下さい︒話合いも行い

︑この印刷物は事務所や茶の間の適常な

ましょう

あるからである︒人一度此虚に気が付

糖シ子扱を受けたのは大恥辱だがＩ︒

てましょう

て新しい年の新生活の愛行計譜を立

◇個人︑職域覇地域のそれ人︑におい

イ︑新生活の変行計査の樹立

努めましょう

年末年始に際して特に左の事項の愛践に

○新生活運動を弧力に推進しよう

けば惨戦に依って根こそぎ破壊された
我国の精祁文化はまだ一も回復されて
いないと云っても過言でないことが明
瞭だ︒此全憤に陥った我精祁界の立て
直しは昭和三十一年の元旦を以て年と
共に新たに其溌足をしようではないか
今世間に流行して居る新生活運動と云
っても︑只︑僻村に水道を引くとか蕊
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︐１１

憂うべき教科書の問題
如何にして之を解決すべきか

相津照

ろ一節があって︑左の如く書いてあっ

そこで前回の疑獄事件では︑業者と

教科書探定委員との間に行はれた贈牧

賄︑脅喝︑酒食饗応等による涜職が主

た︒

﹃以上の畢科課程について魁論議さ

であったが殖今回の苦怖は︑以上のよ

公開競争に附せらるぺきの原則が︑

く高くなり一般父兄の側から︑もっと

して︐自然教科書の寅慨が︑法外もな

うな事が︑無限無数に行はれる結果と

そこから現はれてくる筈である︒又

なれば︑教科書の準備及び溌行が︑

れたる事項が︑健全なるものである

祥て我園に︑教科書の探川に開して

︹己国定の後の検定制度

一大疑獄事件の起ったことは︑猶記憶

安くしてもらいたいとの蕊が︑次第に

いたものを脳その下の子供にも使える

ろばかり︑何とかして愈上の子供の用

まり頻繁なので︑父兄の負捲は軍くな

高まってきたｃ又教科書の鍵り方があ

視察官たちも︑教材の計書と評償に
封する能力を示すであらう︒かくて

機含さへ典えられるならば魁教師や

多数の努力によってこそ︑新しく改

に新なる讃者もあらん︒その結果心明
で︑小皐校用教科書の固定が断行され

善された計霊が示される機含が示さ

治州六年菊地︵大麓︶文相の時に及ん

に供給さる上事となって魁裁に五十除

極めて低廉なる償を以て︑全国の児童

止を要求するものに外ならないので︑

ように出来ないものか︑との要求もあ

文部省では︑一も二もなく︑之に膳じ

れるのである︒﹄

は何事もなく行はれて︑絡戦直前まで

る︒猶もう一つ二つ教科書稔定制度や

綾い た ︒ そ こ で 連 合 軍 の 占 領 政 治 が 開

て︑直に国定制度を廃止した︒而して

その中の一つは︑捻定教科書の粗製

以上の一節は︑即ち我国定制度の屡

始されると︑我園の教育制度及びその

今度の捻定制度になった鐸で︑その結

濫造ということである︒教科書が民管

う批難が一部にはあったが︑その他に

内容の全般に渉って︑之を徹底的な米

果忽ち今回のような批難攻華が︑一般

年︒その間︑固定の劃一に過ぐるとい

図式の民主教育に建直す目的を以て芯

父兄及び各方面から起ってきた次第で

する利潤というものを見なければなら

い︒而して︑それに投費した費本に封

になれば︑教科書の商品化は兎かれな

はれて来て居る︒

化の方面から︑相営痛切なものが︑現

教科書の内容について︑政治及一般教

米園より派遣された教育覗察国の報告

ある︒

︵二︶稔定制度に封する批難

書が︑文部省に提出された︒而してそ
れを見ると︑その中わが教科書に開す

（16）
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営時の遣方に比べると︑固より同日の

いする︒

問題となったのは︑時節柄︑注目に値

民主薫の以上の書類を見ると︑現に

論ではない︒

それで︑いよＩ︑教科書が出来上る

の︐又は特にこれに同怖を持った書き

行はれて居る中小畢校検定教科書中に

りに訂正して出すといつかは通って︲

と︑今度は文部行の検定審査委員含の

而してそれを費込の運動費に充てると

責出せるようになると︑今度は販費の

たものがあるというので︑一をそれを

方をしたもの︑即ち伽向的態度をとっ

を柾げて︑中共やソ連に味方をするも

いうのが︑民管一般の通川となるも亦

競争にとりか上る︒今日の事なれば︑

或者は明かに事賞を曲解し︑或は史賞

止むを得ない︒そこで心勿論一概には

ある︒以上鍋げられた問題の簡所が魁

指摘して︑世川の批判を仰いだもので

して突返されても︑幾度でも御説の通

言へいが︑多くの場合︑教科書編纂者

るか知れぬ程の贈牧賄や︑酒食饗雁が

教科書疑獄事件術時の涜職に何層偶す

談に附せられる︒二度や三度︑附菱を

には︑看板に傭はりがあって︑堂凝と

ばならない編纂変の軽減を計ること︑

そとで第一に想最も力を川いなけれ

ればならぬ︒

定債で︑之を供給することにならなけ

畢校教科書とあれば︑出来るだけ低い

ぬ︒さればと言って︑義務教育の中小

I

をする者があって︑その人の手によっ

之に常るのではない︒賞際はその下請

その名を連らねた大家が︑必らすしも

︵三︶偏向教育の問題

だから︑たまらない︒

結局その費川が︑父兄の負推になるの

行はれると恩はなくてはならないが︑

教育者の間に左傾的思想の脈為たる流

か︒どうかは︑しばらく措き︑抑も我

果して中ソ畑向と認むくきものである

を利用して︑一枚いくらで原稿を書か

情であるが︑もう一つは︑教科書の内

以上は民管教科書に封する一般的な苦

て成る︒叉中には＄畢生のアル幸ハイト

せて居る庭もあるという︒固より一概

看板に偽はりあるものが多いと総く︒

心的な責任を持つ者ばかりとは限らす

幾多の教科書屋の教科書編纂には心良

には言へいが︑とも角も︑今日の大小

間に訴えたのでⅨ途に教育界の大きな

フレットを第二輯まで出して︑之を世

委員含が騒ぎ出し︑これに開するパン

多凌見出されるというので耐民主薫の

容に於て︑甚だ憂うべき偏向の箇所が︑

に至った結果として心あらゆる思想犯

畢げて︑前古未曾有の一大愛革を見る

我園の思想︑政治︑経済︑壮含一切を
問う委多

が直に出獄を許され︑是等の思想が自

ながら︑唯今日では︑今度の敗戦で魅

之を従来の最も責任を重んんする固定

・らあるので︑今更驚くにも及ばぬこと

ではない︒遠く第一次世界大戦前後か

れのあることは︑今日に始まったとと

副おﾁニ

旦

『
̲
q

背以

房
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﹂

由に開放され︑教育界の左傾分子が︑に乏しい︒全国劃一の国定を用いさせ
何時の間にか︑日教組に入り込んで︑るような事峰正に教育の逆韓である
最近それが山口にも現はれ︑京都の事など上いう批難が起るに相違ない︒そ
校騒動ともなって︑大に世間を騒がとで︑現在の検定制度を改善して︑之
すに至った謹であるが︑文部省に於てを綾けてゆく外はないとすれば︑第一
も︑経戦後の思想問題には︑特に重大に老へられることは︑誰が考へても︑
開心を持つに至り︑さきに教育基本法検定教科書の数の制限であらう︒而し
の意識を明確にするため︑教育二法案て次はなるべく有力なる大倉杜を進ん
を賞施︑教育の中正を期すること︑侃で︑その印刷溌行の任に鴬らせること

あるから︐文部符としては︑更に教育アメリカでは︑全図の約牛数が︑各

向教育を厳重に取締る事となったのでが︑肝雀だ︒
二法案の粘澗を徹底せしむるため︑此・州が教科書の認定に常り︑他の半数が

専門の含牡が幾つかあって︑その中の

際教科書検定の方面にも︑何等かの甥各都市町村自身その認定に樹ろ︑而し
て認定された教科書は︑大きな教科書
策を識ずべきである︒

︹四︶国定か民誉か

そこで最後の問題は︑之を如何に一︑二が之に常る︒勿論酒食の饗膳な
すべきであるが︐此際思切って︑叉元ども行はれぬ限りではないが︑そんな
の闘定に戻れば︑少なくとも慨格と侃ととは軍なる儀潅として行は虹るの
しかし︑一日一民纂民管になると同時に︑・ろというような事は︑絶封にない︒そ

向の苦怖は︑忽ち消滅するに相違ない︒で︑それがために教科書の慨が高くな

一児童の自主的皐智主義の教育が︑高調れは︑主としてその含紅の力が大きい
一されるに至った以上︑再び元の弾力性からである︒然るに我国では︑アメリ

力の一州にも等しい狭い虚で︑大小幾

多の含牡があって心互に鏑をけづって

な弊害や苦情が︑出て来るのは︑止む

競争するのであるから︑所詮いるノ＼

を得ないであらう︒故に稔定制度を綾

けるとすれば︑その先決問題として︑

是等の教科書愈杜を整理統合して職そ
の共同印刷︑共同販賓所のようなもの
を起させる必要がある︒しかしか上る

ことは︑机上の案としては︑よいかも

知れぬが︑賃行は容易ではない︒

そこで︑世の中には︑妓蕃を得ずん

︵五︶最善を得ずんば次善か

ぱ次善ということである︒依って姑息

ながら華に一つの安協案がある︒それ
は固定を原則とすること︑しかし従来

よう︑それに多様性を持たせること︒

の固定の如く︑測一に失することなき

即ちそれ瓜︑特色のある二︑三和類の

教科書を作ることである︒而して先づ
その見本を作り︑之を全国各地方の展

示含場に陳列して︑その地方の各採定
雰査委員等をして︑その中から︑それ
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ある︒

︐心︑可とするものを撰捧せしむる事で

悪るく出来て居ても︑教師その人に魁

農村はよい方向へ鐘

っている

石坂養平

最近の農村のありさまを一言で描き

Ｏ

川せぱ︑先ず太平無事であるといって

がもむかし草薙家屋は瓦登に愛つたし︑

盤も新らしくなり座ぶとんの数もふえ

よい︒先ず衣食住中の住の方面である

の取扱如何によって︑どうにでもなる︒

大牛蕊所の改審もできている︒まだ敢

猶憂うべき偏向教育の問題にして

要するに教育は人がやるので︑教科書

も︑賞は左迄愛うべき事でない︒教師

思いもよらぬととである︒

て︑兇童に教え︑児童をして︑之を機
械的に読師せしめて居たら︑何の効能
もない︒児童の自主的畢智指導などは

力さへあれば︑弾力ある指導はいくら
でも川来る︒いかに弾力ある︑良教科
書を持たせても︑教師が之を鵬呑にし

猫固定教科書の特色ある多様性を持
たせるためには脳編纂委員の選定に特
別の注意を排うととは︑勿論だが︑そ
の外に魔く民間より優良なる教科書の
原稿を得るため︑懸賞募集の如きも︑
その一方法なりと信ずる者である︒
現在教科書の国定制度を探川して居
る虚は︑先づソ連邦中の各共和国が︑
それである︒共産団では小畢校第一肇
年より 共 産 主 義 閏 の 市 民 た る べ き 教 養
を必要とするので︑その級に沿うた教

りかえて瓦をのせ︑すばらしいガラス

蕪も残っているけれども・庇だけはや
然るに我固の今日の教師は︑その大

がやるのではないから︒

戸をはめているのが多い︒お客には火

科書を探定する必要がある︒それで︑

多数は︑蕉時代の菅教育で養成された
義務教汗の皐智指導をするには︑猫一

が目立っていろ︒安い化繊物が大部分

ソ連を始め︑各共和園政府の方針とし
教科書の原稿を得る庭が少くないよう

段の修養を要すると恩はなくてはなら

をしめているけれども︑中には純毛の

姿は都含の女性とすこしも違いはない

つぎの衣の方面では若い女性の洋装

Ｏ

だ︒我園に於ても︑民川から通常な草

ぬ︒されば吾凌は︑教科書の問題を老

オーバーをつけているのもないではな

者であるが故に︑今日の九ヶ年に渉る

案を得る方法としては︑決して悪るい

へると同時に︑一般教員の力の養成と

い︒スタイルもよくお化粧がだんだん

て︑懸賞募集の方法を以て︑迩営なる

方法ではないと信ずる︒

いう事も︑併せて政府や議含で脳研究

上手になって靴をはき鞄をさげている

鉢に炭を入れて出す位になった︒

︵六︶結局は教員の力によるもの

してもらいたいと思うのである︒
︵評議員︶

されど︑要するに教育は活物であり通

︲
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I
教科書は死物である︒いかに教科書は
−

００リト．ｌＩｔｂ

いるけれども魁副食物の取り入れによ
って味尭も蕊達して自然に矯正される

ようである︒年輩の男性ば依然として

一

割叫唾ユ榔韮榊蒔椎卦蛎癖需針匡一望趣一

は十六年百十寓戸脳二十一年百六寓一

小作錠自作︵借入地五割以上九割未満︶

古風な和服趣味を堅持しているが︑そ

どうして農村がとにかく外面上太平

○○○○Ｏ

五年百五十九寓一千戸とやＬ増加し︑

はおしなべて都曾のサラリーマンのよ

無事な姿になりえたかといえば︑その

し︑小作︵借入地九割以上︶は十六年

千戸︑二十五年四十一繭一千戸と激減

ことであろうｃ

りも安物らしい洋服姿か猫ジャンバー

根幹として自作農家の激増したからで

の数は至ってすぐない︒青年層中年層

姿かである︒都舎人と目立った違いと

あり︑しかも自作農家の激漁は昭和二

小作農家にとっては棚からぽた餅が落

二次農地改革の結果にほかならない︒

六醐九千戸であった自作農家が僅か四

激減している︒昭和二十一年に百八十

蕗七千戸︑二十五年三十一寓二千戸と

百五十二蕗四千戸︑二十一年百六十三

○○

いえば四側も五日もひげをそらないで

十一年十月二十一日から施行された第

ちて来たような耕地所得︑善地主から

割かを自家消費にあてることにもなっ

家生産品を悉く換金した農家がその何

多くなった︒とれまで鶏卵︑牛乳など自

た事宵は季はれない︒副食物の種類が

和十六年︑二十一年︑二十五年におけ

放の産物でなくて何であろう︒試に昭

作農家の激増はこういう珍妙な農地解

られたのが所謂農地解放であるが︑自

で世襲の蜜︵農地一反歩︶を取り上げ

この二百寓町歩は反常金十寓回とすれ

家の大量生産となったわけであるが︑

町歩が小作農家の所有と化して自作農

醤地主の所有であった農地約二百寓

これを銘記しなければならない︒

という誰期的大激琳を来たした事賃は

○

かろうし︑賞際朝夕の食卓を調べてい

た︒なま味噌をなめて間に合わせると

ろ自作別農家数をあげると︑自作︵維

にあたる︒責に大金である︒反備十寓

ば二兆回となる︒わが閏戯州の約二倍

そのつぎの食の部面では家庭差が大

不粘づらをしている位のものだろう︒

ないから．分りかねる︒しかし萎飯を

いえば清酒三升︑米五升といった低価

いった貧しい家庭は殆ど跡を絶った︒

誉農用地の九割以上自己所有︶は十六

剛というと︑一寸商くひびくようであ

年後の二十五年に三百八十二繭二千戸

食う農家が減じ米食をする農家の輔え

純農家地帯に魚．確詰類をうる商店が

六蕗九千戸︑二十五年三百八十二繭二

年百七十一寓一千戸︑二十一年百八十

○Ｏ

激増したのは需要があるからだろう︒

るけれども︑坪常に換算すれば三百四

○００○○

千戸と大激増し︑自作兼小作︵同上五
ら喰・︑へるといった偏食の習慣は残って

偏食 Ｉ 築 養 な ど に 頓 著 な く 好 蓋 だ か

一
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十回にもならない︒現に反営十五寓回︑

農家の激増に鯛れないでどうして農村

れなかった︒農地改革に基因する自作

あった︒封建制度が封建制度としての

前の農村には地主の果たすべき役目が

と呼ぶにもあたらぬだろうから︒改革

１１︐︲

二十禽回にうれている農地が随所にあ

の根本的鍵貌がありえようか︒進歩的

存在理由をもっていたように︑地主制

１

る︒特殊なケースは三十寓回五十寓回

度には地主制度としての存在抑由があ

Ⅲ

にうれているのだ︒これだけの償格の

とやら︵その資は迎合的︶といわれる

としてけなすのが迎合農政皐者の常套

皐者というものは︑とうもしらじらし

手段であった︒歴史は現代の角度から

ある農地が殆どた堂同様に小作農家の

町村合併の紡果︑村は大くなり︑市

眺めると同時に︑柑該時代に即しての

った︒こういう地主を全く無川の存在

料︵物納︶として支挑っていた米姿の

や町の農村地厘が大くなっている︒合

いものであろうか︒

み和場でうれているのだから︑一町歩

牛分ほど︵私の推測︶が供川以外にや

考察を忘れてはならない︒

地主の↓全くなくなった農村又は農村

しにあるが︑なかなかうまく行きそう

地価では併然新自作農家の巾から指導

併のねらいは経我の節減︑財政の建直

工合は必然的にふくれ上るわけだ︒農

役に立ったとすれば︑先ず上交の川来

もない︒従来の坤加度をチェックする

に陳因しているのだと私は思う︒

生れつ上あるようである︒しかし事業

興階層の溌言椎もだんだん弧くなって

家や農家商人や自作職業者といった新

者といったものが生れるべきだ︒濫際

負心︑大きい同治国僻の一員となった

いるし︑藩地主中の人格識見のすぐれ

か一躍市民になったとかいうような自

の﹁農村鍵貌﹂という論文をよんで驚

念︑三○年五川︶に川た近藤康男教授

ば︑今のところ︑町村合併によって農村

という安心感︑そういったものを除け

すこし古いが︑﹁中央老公論﹂︵八百縦記

いたことがある︒賢際との題名を見た

た者で生気をとり戻した者もいる︒地

よって自作農家が謡期的に激増した事

おきたい︒一町歩に満たぬ保有地を貸

農村にはもう地主と稲すべきものは

な人達が人蒸を伸し議員などになる可

好きであるとかかけ処わるというよう

方では︵何虎でも同じだろうが︶世話

能性が多いが耐金の力も争われない︑

なくなった︒このことははっきりして
付けている土地所有者をわざわざ地主

ころが一言半句も農地改壷革問題にふれ

とき．私はてっきり第二次農地改革に

が救われたという事例は兄られない︒

ばえであるう︒村民が町民になったと

村の太平無事な姿は大半こんなところ

以上耕作している新規の自作農家の懐

手にころがり込んで︑しかも従前小作

1

賃を中心としているものと思った︒と
ていないのだから︑驚かないではいら
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｜

で事業家や商人など新興階層と太刀打

うになっている︒自作農家は金の方面

いや︑金の力がだんだん人を動かすよ

なってサラリーマンになるのが多い︒

つとめ︑公務員となり市役所の吏員と

なり商校なりを州ろと︑銀行や含牡に

まっている︒そこで．その子弟は中畢

一

ちが出来ぬ恨みが多い︒

ｕさす︑各家庭内にも月給をとる人間︑

いほどである︒とのとととは︑とりも

莱機械は可なりよく導入されて効果も

経済主僻になって自活できる人間が数

疫男以外は大部分そうだといってもよ

あげているようだが︑耕転機械は極度

人できるという意味になるのである︒

農村の機械化は二十数年来唱えられ

に集約化した埼玉地方︵東北地方は別︶

ているが︑その割に進んでいない︒調

の農村では部分的な効果しかあげえな

となって維済主鵠を形成していたので

○香樹園高木蕉風翁

喜毒賀鐘句含

︹千葉蝶東部支含長︶

入花二十側ニノ組ヨリ半額

四季任意三句一組

者一巻春秋庵準一宗匠各選
二巻雲中庵双美宗匠三光

選三巷嵐雲堂松風宗匠美景

謬庵畦舎伯楽堂稲架大

評向路庵揚柳聖雨堂狂児

祇菊志園小葉養拙庵洪水
自賀評喜毒翁蕉風

十数年前まで農業家庭では家族が一階
あるが︑今日では︑た回比較的弧いと

い︒案外早く限界へ突き雷りそうだ︒

園家が弧制的に農地解放をやるな

右締切昭和三十一年三月一日

懇請︒呪章心同好各位へ御蕊博

高木仲一

文喬大集所千葉螺香取郡山田町川上

松友吟祇
・企垂川水吟
里の華祇

昭和三十一年二月

午前九時より香樹園吟場に於て開巻執行

同四月廿二日︵日曜︶

弱いの差があるだけで︑幾つかの経済

農高校を卒業した青年が農業研究含

ら︑もつと計霊的にやるべきだった︒

無計誰極まるものだった︒これでは田

を作ったり篤農壮年が４Ｈクラブを組

主鶴が一家庭内に並存する状勢となっ

だけで一町歩以上︵畑でも同様︶を耕す

織して村の農家維管に乗出しているな

第二農地改革はた堂小作人へ小作して

自作農家は数えるほどしかできない︒

ど員剣に村作りにいそしんでいる人達

たのである︒

一町歩以下の耕地で機械の導入を固っ

が多くなった︒こういう人達を先駆者

いた耕地を安償で輿えたというような

自作農家でも︵小作農家はもちろん︶

ても魁その効果は知れたものであろう︒

を帆柵したい︒︵評議員︶

とする新らしい農村︑農村地厘の誕生

一年を通じて計弊すれば自家労力があ

〔22〕

大杉謹一

大橋乙羽の生涯と作品白

一︑はＬがき

１１

ないで心女ばかりのこの家︒女主人公

１

のほかには芯十五六の女中一人と

下

と名乗って遥未だ渡部又太郎であった

働きの碑一人︑都合三人の女世帯であ

ります︒︶

をんな

二十一歳の青年大橋乙羽が︑いかにも

す︒

妾宅ならば門票に位階までは書くま

じきに心さりとて女ばかりとはいぶか

く

し︒祇王小督が流れを汲むものにはあ

なさけ

月前の花臨をこぼし︑何を恨みてか︑

らじｐ門に轍蹄の痕だになきは︑主人

た脈やめ

てっていあと

吸ふて眠る蝶無き故か︒露の怖に嘆き

の履︑地をはらひしにょりてか︒いぶ

や脳お前モーねてもい上よ︶

︵さう︒だいぶおそくなったね︒春

やすみあそばしませ︶

︵奥様︐お床をのべましたから︑お

とこ

女中は閥に手をつかへ︒

しきみ

らす︑〃を眺めてはかとつ︒十五六の

ぞ︑つ

し身ながら︑露ものうげな風怖はいぶ

かしきは弱女︒夜ふけたれど未だに眠
たほやめ

た

かし︒しぼれしか花びら︑さめしか色︒

ろう

かみ

に兇する︒鼻高く眉秀でて︑色は水際

た比へる波︒愛らしき口元に赤きを誰

ひ髪くしけづるその姿︒涼しき眼には

臆たけたる一人の弱女の︑鏡にむか

呼行末のはかなきととょ︒

あばや一と夕立＄落ちなぱ誰が手︑鳴

一の上

流一腿な彩筆を縦横に駆使しておりま

１１

わたくしは前日に︑乙羽の作品の一つで
ある家庭小説﹃霜夜のむし﹄を紹介いたし
ました︒それは一筒の繊愛小論であると同
時に︑またそのうちに︑少なからず家讐庭問

岡は引き績いて︑家庭に主材をとった初期

題がひそんでいることも暗示しました︒今
の短篇小説を若干紹介しながら︑その内面
の心理描篤をも解剖して︑今日になお依然
として介在する幾多の家庭問題にからませ
て批判を加えてみることにいたします︒

二︑情囚

奥様いつのまにかだいぶ花が散り

︵ハイありがとうございます︒オヤ︑

はたち︒

立ちて白し︒

年は二十か︑さなくぱ十九︑九の字

とれは通明治二十二年十一月溌免の
﹃小文望﹄第二嘘から第七脱にかけて︑

に縁も心心の苦努に胸を痛むか︒溜息

いますので猫なんだか気候までが

ましたこと︒それに月が好うござ

といき

六回にわたり連載したものです︒第一

に曇る鏡の面︒拭ばんとして︿ラノー

おもてぬぐ

舵から紅葉山人︑露伴子︑柳浪子︑眉

と落す紅涙︒⁝⁝

位木暮冬雄とありますが︑主人は見え

．︵あア︶

お寒いやうでございますね︶

ら︑明治文壇の古老たちが轡をならべ

山人︑横井也有︑思案外史︑江見水蔭

︵ところは向島小梅村︒門票には正七
こ
ぐれあるじ

１

I

て登上しており︑その中に乙羽庵主人

１１
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ながめてば︑またも恩ひに沈む︒⁝：．
−の下

︵春や︑旦那様のお立ち遊ぱしたの
はモー⁝⁝︶

１１

がとＬ京都の地から東京に遊畢したの

１１●ｌ

︵お前︑遠慮おしでないよ︶

は雪子が十二の春︑早や三歳を経て十

六・兄と共に紅葉を高雄山に眺めては︑

五の春には心あり︑今年雪子は鬼も十

ひっそり

︵奥様︑さやうなら御免下さいまし︶

女中も痕に就けば︑寂静ぞ増さる︒

それから冬雄は少尉になって京都の

この上

東京の冬雄を慕っております︒

たかをや窪

されど弱女は尚未だ眠らす︒手箱の中
てがみ

より一通の書簡を出だし心半ば手にま

てう

︵さやうでございます︒あの時は殆

かせて巻き︑請みては心はふり落つる

ど

度春のはじめ．⁝・・早いものでござ
涙︒

は冬雄の家へまいります︒冬雄は今年

さき

家に蹄ります︒翌る日母に乞うて雪子

し

⁝⁝⁝御身の嘆き左ろ事なれど︑昔

すろば受悟の事にて候︒扱今同征討
に向ひ候は国家の大事なれば︑戦死
を振ひ其勢頗る椙恢に御座候へば︑

す︒東京で畢問をさせたら︑それこそ

んが感心な子で畢問が好きだとほめま

なくてはとすすめております︒お雪さ

冬雄のお母さんが冬雄に家内を要ら

この下

二十三︑雪子はまだ十六の乙女心︒

時より軍人の君に仕ふるは死を先に

むか

いますね︑モー春も暮⁝⁝︶

︵さうだったね︑あちらの様子はど
んなだかしら⁝⁝︶

︵︿ィ︑新聞で見ましてもどうも⁝
．・・・︒︒︶

︵さうだね︑お手紙もたった一度つ

却りて軍術の修練にも可相成候︒軍

と堅く心得居候︒殊に敵は九州に威

人の軍に臨み凱陣の外に生を一全くす

いづちをうちます︒

立振な婦人に：．⁝と︒冬雄もそれにあ

きり⁝⁝︶

︵おいそがしい中にいらっしゃいま

るものは︑寧ろ生恥と被存度候︒

なまはじ

ぱしませう︒旦那様がいらっしゃ

すからね︒モーそのうち御撮り遊

またワシと泣く︒書簡をまるめ涙を
拭はんとせしが︑ふと気にとがめ︑書

やがて両家の相談一決︑木暮母子に

第三

いませんと︑誠におさびしうござ
いますことね︶

簡さしのべ︑職をねんごろにたょみて

Ｌは

︵ホ︑︑︑そんなに淋しいなら︑わ

めて下卿をも置き暮らす︒雪子は日糞

雪子は無事東京に若き︑とある家を求
との弱女は名を雪子と呼び︑主人冬

に某女畢校へ通って勉強いたします︒

手箱の中に入れる︒

雄は今年一千七の陸軍中尉︒さて冬雄

たしのそばにお寝よ︑お前ねむい
だらうから︑さきへ寝てもい上よ︶
︵ヘイ芯イエ︑︶

I
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今年雪子が十九の春︑見事二人の粘

り・いぶかしと恩へど若しやそれかと︑

聞けば通ふと門の戸をた上くものあ

かど

雪子は今年十八︑花はづかしき色あ

婚式︒冬雄は幾日も経ぬに中尉に昇進︑

気もいそｊＩ１︒熊本特溌電信と聞いて︑

一

るに︑さても男心のつれなさよ︑冬雄

正七位の位階さへ賜はる︒一家の喜び

り読み下し聡

雪子は把る手ももどかしく︑封じ目切

と

が様子フト愛り︑言葉にも雪子の耳に

は云ふもさら︒冬雄は少しの暇あれば

いと垂

は角あるやう︒されど母は露ほども知

とて︑雪子と共に手を携へて鎌倉に遊

電文を持ちしま上呆れてしばし言葉も

らず︑あまりに夜愈は外宿の名となり

びます︒夢の跡する鎌倉山の松︒江の

あき

小説であります︒乙勿が二十一歳といえば︑

情囚は以上六回にわたって菱表した短篇

三︑あとがき

フユヲウチシニシタ

て芯家をあくることの度為なれば︑後に

島の奇︒大磯の勝も見果て上︑箱根山

なくばかりｃ

あゆ・

は漸くに気にとむるやうになります︒

の玉ぐしげ︒七湯に浴みして仙境の恩
さるを世は無常︑或る日の夕べ東京

Ｏ

或る日冬雄にむかって母が︑雪子の
折節の外出︑軍人に不相雁のよからぬ

より至急の飛報．蹄りて見れば母の戒

の役を背景とした常時の世相もうかがわれ

未だ稚気を帯びた作舶でありますが︑西南

て︑落合直交の孝女白菊︹新確詩︶﹁阿蘇の

や上後のことではありますが︑﹁不如蹄﹂の

山里秋ふけて⁝：．﹂を思い浮べると同時に

なつかしい作舶であります︒

作法とも一味似通ったような感じがして︑

さるにても︑いじらしい雪子の心境︑今
にしてみれば︑このたびの戦争で幾多の悲

いを︑ほんとに身にしめて考えてあ一げなけ

劇を見たことでありますし︑わたくしたち
はこ上で多くの未亡人の方々のせつない思

ればならぬと︑つくづく思います︒︵評議員︶
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兄からの書簡を手にとって讃み下し︑

噂のある由を語り︑せめたてます︒雪

病︑その月の末つ方室しく他界します︒

︵あなた御無事で⁝⁝少しも早く御

となりました︒

梁として︑俄かに熊本へ出稜すること

には

翌年の春︑主人冬雄は鹿児島暴徒進

子は千糞に心をくだきます︒

其四
雨あって後の花︑雲あって後のⅡ︑

かへりて憐れを添ふるもの︒冬雄は野
津家の忠告を受け︑はからず母と雪子

撮り遊ばせ︶

⁝．：⁝これで事怖は一切判明いたしま

をわづらはした以後は︑かへつてその
ふぴんさを増して︑そ図ろに己が非を

した︒

ばら

今脊枕元の時計を見てうち驚き︑枕

悔い︑日を経るま上に︐冬雄雪子は兄
から

には着きましたが︑残るは夫の移り香︒

妹の如くいとむつまじく︑母はソクソ
ク喜び野津家に頼んで耐結婚の事を蔭

恩ひ川しては眠られず︑耳そばだて上

か

ながら急ぎます︒

1

勢使問題の倫理的解決
ｌ︽鍾重倫雲の二︾Ｉ

村宗

に本論に這入ることＡする︒

山勢働争議と社曾不安：⁝・勢使封立の問題

努働組合運動の護達により勢働零議の全閣的頻装は日本では終戦

後の特異な現象であって︑特に交通開係︑通信開係︑電力閑係︑炭

ている︒之は一見皮肉の狼がないでもない︒然しながら東洋でいう

ころが同銃の表紙に﹁迩徳の理論と礎行．﹂と題する泊翁先生訓が出

官との衝突を起すなど往為暴力的傾向を現わし︑零議と何の関係も

高唱して示威的気勢をあげ︑或はメーデ其の他の場合には故意に警

と××闘零本郎というような看板をか上げ︑ピケを張り︑勢働歌を

しめ︑近来は取引所︑銀行にまで罷業を見るに至った︒而も公々然

坑開係等に於ける罷業は一般大衆にも直接多大の迷惑と不便を感ぜ

﹁逝徳﹂の﹁蓮﹂は倫理であり︑人倫の理論盟系で︑﹁徳﹂はその

ない︒殊に維職後の現代のような証含炊勢の急激に鍵化した場合に

走るようなもので︑正しいと信じて︑とんだ方向に往かぬとも限ら

ついて批判する余裕はないが︑新憲法に現われている民主主義を基

等主義︶の攻撃と云えよう︒こ氏で費本主義乃至杜曾主義の理論に

であるが︑その根底は資本主義︵自由主義︶に封する吐曾主義︹平

この問題は言うまでもなく使用者側と勤勢者側との掛立抗零なの

ない公衆にも不安の念を起さしめている有様である︒

於いては︑之に封虚する儲めに新しい見地からの理論避系が先づ砿

先に最大多数の最大幸禰に就いて述べたように︑ペンタムの功利

⑧使用者側の友省：．⁝資本一三義の矛盾の問題

本とする倫理の立場から︑この現象を橡討しよう︒

くものと考えられる︒その上同雅所載の藤井徳太郎陣士の迩徳教育

このような個人の物質的欲求を無制限に追求することを認める自由

主義の如く感畳的︑肉膿的快楽を追求することを人生の目的と考え

主義趣済に立つ資本主義制度は近代物質文化を著しく豊富にした

に闘する論文にも﹁倫理は一賀した全魁的燈系を輿えなければ確信
題の倫理的解決﹂の稿では︑紙数の開係で︑勢使︑政争︑閣防など

定調和は得られずに︑私益は必ずしも公益と一致しない結果となり︑

多数の賃銀勢働者は無産者屑に堕し︑マルクスによる吐曾主義理論

が︑費本主義を擁護する糎湾畢読が経済的自由競争を正義ずけた識

る倫理的見解を述べて諸方の御批判を仰ぎ度いと思う︒従ってその

は最後にＪ・Ｓ・ミルによって反省され︑ベンタム主義に理想性と

を武器として攻撃闘零を展開するに至り︑之に敵しかねて功利主義

刻下の綾だ重要な諸問題に論及することが出来なかった︒現代倫理

るのであるから︑その前提に就いては再述することを省略して直ち

の全燈的盤系の見地から誠に遺憾に思われるので︑以下之等に閲す

に達し得ないものである﹂と云って居られる︒私の﹁現下日本諸問

の要諦が特に緊急であると信ずる︒本誌の徴丈のねらいもそこに基

立されることが望まれるのであって︑殊に道徳教育の場に於いてそ

を知らずに︑唯﹁徳﹂を求めんとするは︑地理を知らずにむやみに

倫理に従って資行したよき結果︹債値︶を指すものと思う︒﹁通﹂

本誌七・八月雛に現代倫理に開する懸賞論文の溌表があった︒と

嗣

基本は前稿同様︑日本図憲法に示されている現代日本民主思想に在

（26〕

川

句

枇曾性を加味した錘貌を示し﹁自分目牙の幸幅ではなくして開係者

﹁勤勢者の閣結する椛利及び閣総交渉その他の閣隈行動をする権

次ぎに勤努者の側であるが︑新憲法では第二十八峠に

らかに前世紀的無制限の自由経済に立つ謎本主義理論をそのま上許

優先すべきこと︑並に閥民の佃人黛軍を基本としていることは︑明

ながら公共︑鵬柾に反する如き行篤は元より認めない主旨なのであ

るから︑罷業も勿論原則として遠法なわけではないであろう︒然し

と定め︑組合の結成︑閏交︑スト等の雛利も保障されているのであ

利はこれを保障する﹂

容するものではなく︑常に公共の幅祇に反せざることを前提とすべ

トは禁じられる法律が出た︒然るに成謂合法ストと解して請暇︑時

るから︑交通︑通信︑電気等の公↓衆に多大の損害不便を及ぼす如きス

こそ人生の目的であるとしたのである︒新憲法の公益は術に私益に

すべての幸幅﹂をⅡ指すべく︑﹁人格の完成に向っての人間の成長﹂

く︑更に公共の禰枇の矯めに個人の椛利を積極的に利川する義務を

間外勤務拒否等の方法によって︑なほ事質上公衆の利益を害するよ

要求していることを充分認識するを要すると思う︒教育勅語に一︲公

以も同様の趣旨によるものであろう︒然るに今日の杜曾でも︑前代

益を魔め︑仙務諾開﹂くことを間民道徳の要項にあげられている所

況やピケ等に暴力を川い︑坐り込み︑つるしあげ等他人の行動を拘

も反し︑民主倫理上許すべからざる悪であることはいうまでもない︒

て臨む気分がまだ人︑礎って居て︑自分は快適な住宅に住み高級自

うなストが行われて居ることは︑法律上は兎もあれ︑憲法の趣旨に

動車にふんぞり反りながら︑住む家に剛難し︑ラッシュアワーの超

理の原則に照して明らかに不審であると云わねばならぬ︒これは如

束妨害する如きは法律上之を禁止する規定の有雌に拘らずや民主倫

に符迩の邪であった資本家がその雁川する勤勢者に封して椛成を以

浦員電車で通勤する工員達を眼下に見おろす態度がまだ人︑脳く残

うな看板を掲げ︑使用者側を見ること仇敵の如く考えて行動して居

近来の組合運動が蒋しく闘争的性格を帯び︑公然闘零本部というよ

の存することは言をまたないが︑それが憲法の要求する公共里胴祇

るのは︑マルクス杜曾主義の階級闘争理論の影響によるものと思わ

何なる職場︑如何なる種類の黍議に就いても通ずる倫理であろう︒

に封する責務であること凡個人愈重とに思い至れば︑特椛階級的意

り︑個人の幸一胴追求の権利は常に公共Ｑ鵬祇境推のために利用する

れるが︑新憲法による民主主義の私益は常に公益に催光の地位を譲

っている︒こ上に壷本家側の民主的反省が要諦されると思う︒蚕本

識は起されない筈であり︑従って勤勢者の人格を載頭し︑その﹁健

家︑事業経賛者は貨銀を受ける勢働者達とは異なる精岬的飛き勢苦

康で文化的な生活﹂を保障する心がまえも常然起るべきである︒宮
公膳或はその裡襟小乗職場に於ける上級者に於いても同様の傾向が

は︑マルクスズムの主張する階級闘雫を否定しているものと兇なけ

責任を負い︑自己の餓亜と共に他の個人をも蔵電するという立て前

ればならない︒それがたとい合法的に行われるとしても︑多くの場

多く見られるが︑之も蕪態の官僚臭を脱しきらないによるものとい
うべく︑この方は剛民﹁全儲に奉仕する﹂公僕たる立場︵舗十邪係︶

合﹁椛利の淵用﹂になろう︒況や資力行使的態度の如きは何虚から

見ても許される余地はあり得ない︒現責に存する杜曾的矛盾はどこ

を常に反省すべきであろう︒
③勤勢者側の友省：：：階級闘争の問題
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月分よこせ﹂式の迩要態度の如きは︑勤勢者自らの墓穴を堀る結果

ることなく︑単に勤勢者の給興の聡額の承を求める﹁年末手富ニカ

力﹂が必要である︵第十二係︶︒更にその事業の盛衰採算等に顧慮す

なのである︒之等の機開と呼雁して︑根気よく解決する﹁不断の努

所等の機構がある︒而もそれらはすべて国民の篇めの︑国民の機開

には立法機開としての圃曾であり︑執行機開としての政府及び裁判

まで凶穏和な方法︑合法的手段で解決に努めねぽならぬ︒之が篇め

あると定められている︹第二十七峠︶︒之を古い椛義思想に韮いて権

明定されてあり︑叉勤勢の如きも閣民の椛利であり︑同時に義務で

にその﹁婿進の矯めに利用する責任︻第十二・三峠︶を含むことが

権に就いても﹁濫用しない義務﹂﹁公共の禰祉に反しない義務﹂更

明らかにこの主旨をとっていることは前に述べた通りで︑基本的人

れ︑権利は同時に義務を伴うという考えに塗って来た︒新憲法でも

然るにその後西洋でもヒュー了一ズムの思想や就曾思想の進展につ

に一個の愛の字を見ず︲一という西諺がうなづかれる状態であった︒

うべきであろう︒殊に議曾主義を否定し︑暴力革命によって無産階

の規定に反することになるのである︒即ち椛利の裏には常に義務が

利としてのみ主張し︑義務としての履行を怠る如きは明らかに憲法

︑︑︑

ともなるべく︑且自らの品位を下げ︑個人餓重にも反する行篤とい

級濁裁の牡曾を資現せんとする園際共壷主義の如き︑元より新憲法

存在することを弧く念頭に置き︑椛利の保持に努力すると共に︑同

先の民主征勧賞現の第一要件であろう︒

に積極的でなければならない︒これこそ佃人格の相互魚重︑公益優

時に之を濫用せざる責任︑公共Ｑ胴祉のために利用する義務の履行

の許容する限りでないことは明々白冷である︒

凶権利観の社酋化⁝⁝義務解怠の問題
こ上で勢使双方ともに心得て置かねばならぬことは椛利と義務に

就いての考え方である︒この言葉はいうまでもなく明治に入って西

更に前にも述べたように︑蚕本主義も初めベンタム主義により擁

⑤感謝と報恩⁝⁝勢使共築の問題

護され︑専ら感畳的快楽の追求の自由を目標として護展したもので

欧から職入された法律用語の識語であるが︑常時はなほ多分に個人
主義︑自由主義に偏した思想を背景とするものであった︒日本でも

紳的︑倫理的問題として取上げられる傾向が薄かった︒その結果所

と義務の履行とは別個に考え︑殊に物質的取引に重きを置かれ︑精

擢利は主張しながらも義務や責任に思い至らぬ有様で︑椛利の主張

護達した西洋前代の物質中心の椛利義務の思想に濁し︑東洋では古
︑︑︑︑︑︑︑︑○○０Ｏ
来精紳を中心とする感謝報恩の思想が重んぜられたのである︒明治

目標とするものであるといえよう︒﹄﹂のような思想的背景の下に

より活きる﹂人世を基礎とし︑ミルの所謂﹁満足した豚﹂の杜曾を

︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｏＯ

には平等は握調されず︑友愛ということは特に忘れられがちであっ

明治の初めに民主思想がとりいれられたが︑自由が叫けばれたほど

あった︒之に掛抗して護生したマルクスの吐曾主義も同じく唯物的
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○
基礎に立って︑感畳的満足の量的分配の平等を達成せんとするもの
︑︑︑︑︑︑︑︑○Ｏ○ＣＯＯ○Ｏ
であるから︑畢克この意味での資本主義も壮曾主義も﹁パンのみに

謂三百代言的主張が横行し︑故意に法網をく峰て︑免れて恥じざる

た︒自分の権利は要求しても他人の権利には無開心であり︑自由や

厚顔の徒が幅をきかす世情を生んだ︒従って倫理と法律とは甚だし

以来の日本の献曾では︑西洋の椛義思想に雌倒されて︑博統的感謝

︑︑︑︑︑○○ＣＯ

く離れたものと考えられ︑﹁法律の書は稜んで山を篇すも︑その中
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努使間に限らず︑如何なる場合でも︑権利義務にはこのような感

ろ涯司ノ︒

のと考えられる︒︹元大東文化染院教授︶

謝報恩の念の伴った態度こそ︑現代日本の民主主義倫理にかなうも

代の民主主義は上述のように前代の椛装思想とは大いに趣を異にし

報恩の思想は兎角忘れられ勝ちであったが︑新憲法のとっている現
ているのである︒之を日本の吐曾に質現して行く矯めには感謝報恩

菊地庸〒

日本道徳論を讃む

の東洋的倫理恕想の裏付けが甚だ重要なことを痛感されるのであ
る︒之を勢使の開係について言えば︑使用者側は生産が勤勢者の献
身的努力の賜物であるとして感謝の念を以て封し︑之に報いんとす
る心樵えをとること︑勤努者としては自分が職場を持つことは吐曾

奇しくも天長の佳節は︑日本弘道曾創設者西村茂樹光生の著︑日

の恵みであるとし感謝の念を以て誠心その職に努力し︑使用者側と

ある︒小泉八雲も言う︒伸大なる番物は︑正しく綱者の心の成長に

協力して生産の震をあげて之に報いようとする心棒えをとるのであ

は農民が辛苦して作った賜物であるから︑一粒でも粗末にしては相

意味をその人に開き表わしてくれるものだとは誠に我が意を得た至

比例して︑成長する︒人の経験の積むに従って︑その原文は新しき

の人の教泰と慨鹸の結砧とも言うべき佃性と人格とが之を擬むので

済まぬという感謝の念を以て食し︑農民は土地や太陽や風雨の自然

言である︒ひとしく同一の書を読んでも︑讃む人々によって︑その

本道徳論を一讃するの磯を恵んでくれた︒凡そ番物を讃むのは︑そ

の作用をも天地の恵みとして感謝しながら耕作に努力するという類

感銘と感想とは千差蕗別であろう︒私は昨年の天皇誕生日に︑弘道

る︒これだけでは一見封建恕想の如くにも見られようが︑必ずし

で︑叉人権の韮本たる自己の生命についても︑父母を始め︑租先︑

曾の先輩達に導かれて︑明治三十五年享年七十五才を以って他界せ

も封人開係のみでなく︑例えぽ碗に鹿られた米の飯に濁しても︑之

杜曾︑天地の恩恵として感謝し︑之を重重し︑且母を以てその恩に
︑︑

○︑︑

報いようということになる︒一口に天地︹自然︶の恵み︑衆生︵壮

日木道徳論は明治十九年先生が五十六才の甑︑二十年来考究した意

られた西村翁狩東京本郷千駄木の養源寺の墓前にしのんだ︒その著

︑︑︑寺︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑守

曾︶の恩に感謝し︑その恩恵に報いることが人間の勤め︹義務︺で

見として日本道徳の此の如くあらざるべからざることを考定した者

○○０○○

○

あるとの考えである︒感謝する所に︑物に濁しても︑人に封しても
愛情が湧くのである︒努使双方がこういう考え方で︑相互に相手の

であるとせられている︒

定であり︑個人愈重にも︑公共禰祉の塀推にもかなうことになろう︒

曾要領︹乙暁︶一︑枇界の形勢を察する事︒二︑圃家の将来を慮る

中に於ける切貨なる心情を讃むことでなければならない︒日本弘道

ことなく︑所謂眼光紙背に徹して︑著作者の置かれた時代と環境の

賃に害を讃むとは︑その表現せられた文字の表面の意に捕わるＬ

人格を認め︑その立場になって思いやり︑互に相手の禰利の篤めに

感謝報恩を忘れた唯物的杜曾は︑無軌道の競争となり︑闘争を事と

霊す心懸けになって努力すれば︑共に柴え︑共に浦足し得ること必

し︑仰教でいう修羅道︑餓飢道となり︑地獄の如き殺伐の人世とな
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事︑と掲げられているが︑常時のＺンァの形勢と日本画の濁立保持
とは虞に憂慮すべき状況下に在ったのは歴史の明示する所である︒

同書の中に言う︒近年西洋諸国︑何れも力を東洋に伸ばさんとする
ビルマ

の意あらざるはなし︒仰閑西の安南を取り︑英吉利の緬旬を減して

兼て朝鮮の互文島を略し︑濁辿の南洋諸図を呑併し︑ロシアの地を
南方に擬めんとするは︑十Ｈの共に覗る所なり︒日本東海の表に吃
立し︑地勢良好にして物産能多なれば︑西洋諸図の久しくこの図に
垂延するは至って明白なることなり︒此の如き危殆の地に立ちて其
濁立を保たんとするは︑決して容易なることに非ず︑世の論者偏に
文明の風俗を喜び︑一日も早く之に遜らんと欲する者多し︒文明開
化は同より希望すべきことなれども︑図ありてこそ文明開化も要用
なれ若し其閣を失ふときは文明開化も施す所なかるくし︒云々・

上述の如き東亜の形勢にも拘らず︑一世の人心益︑欧米の文物に
心酔し︑道義の如きは棄て上之を顧るものなく︑閣民の風俗只笹卿燥

浮薄に流る上の勢を馴致せるを憂いて明治十九年十二月︑大畢講義
室にて三日間の大波説の草稿を術行したものが日本道徳論である︒

敗戦後拾年︑未曾有の醐内人心の動揺混副と道義の顔溌︑園内諸
制度の改革と新憲法施行︑サンフランシスコ係約の裟効に伴う濁立
自主の秋に︑この書を讃む者の感慨は責に無量である︒

明治以後日本が富国亜兵︑以って軍国主義の一路に辿らざるを得
なかったのも︑一に︑西欧列睡の帝閣主義侵略の時代に庭して︑一

る︒閣際連合の棒想の具踏化しつ上ある今日とはその趣を異にする

図の樹立保全のための己むなき運命であったことに想到するのであ
のであるが︑弱小図家に稗落した今日の日本園民の胸に稗々と響く
ものがある︒

書中の用語に封建的色彩を感ずる如きものがあるが︑それは時代

の相違で︑明治初中期の新聞の論説などを讃むと丸で官聴の告諭を

を念頭に置く必要があろう︒又日う︒

讃むような響きがあるのと同じで営時の文章を讃むには時代の推移

吾が一定の主義健一教︵儒教・哲畢︶の精粋を探りて其の粗雑を

棄つるなり︒日く天地の反理是なり︒反理は儒道に言ふ所の誠にし

て︑中浦に誠者天之道也といふ者是なり︑余が日本の道徳の基礎と

せんとする者は即ち此亘理にして︑虞理の外には天地間に一も完全

の哲畢︑五千余巻の仰糎も其の上に出づること能はず︑其卑きより

無峡なる者はあらず︒腫理は其高きよりして之を言へぼ︑三千年来

し︒と︒又道徳を弘むるに第一に着手すべきは妄諭を破する一﹂とな

之を言へぱ愚夫愚婦も皆よく之を理解し︑之を運行することを得く

り︑妄諭の雲霧を扶開せざれぱ決して太陽の直理の光輝を見ること

能わざるなり︒妄諭に五あり︑其の三自己を過信するの妄諭是は

少しく畢問ありて自ら一見識を立てたる心持なれども︑其畢力狭院

クラテスの無智の智の方法を以って至上となしている︒無限の天地

にして炭く物の理に達せざる云々︒現代の哲畢者の態度としてもソ

の反理の前に自己を愚夫愚姉と認知する謙虚なる気持こそ︑他の人

格を軽覗せざる民主的時代の心構と言うべく︑人類文化創造の先賢

者にして︑永く世界の至賓と仰がるＬ偉人の虞の心境であったので

ある︒親驚が愚禿親鴬と自ら名乗って生涯を過ごし︑ニュートンが

虞理の大海に比すれぽ︑自己は海遥に貝殻を拾う小見に似たりとの

直に書を讃むとは︑その書中の単なる一章一句に補わる奥ことで

誰恭さに等しいものがある︒

はない︒全巻に流る上精岬でなければならない︒書中に又日う︒余
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が道徳の教の基礎とせんとする者は儒教に非ず︑哲畢に非ず︑況し
て悌教と基督教とに非ざるは勿論なり︑然れども亦儒道を離れず︑

哲畢を離れず︑伽教基督教の中よりも叉之を採ることあり︒我が図
民が皇室に封して忠誠を識すべきの道理と情義とを兼備へた事は︑

本居平田の雨畢士が精詳劃切に論じたることもあれば︑今喋々之を
説くことを要せず云々と︒之を要するに先生の志す所は︑之を古今
に通じて謬らず︑之を中外に施してもどらざる新憲法の大陳則たる
人類普遍の原理に外ならない︒今日憲法改正と擁護との二派の議論
しろこの原理に矛盾する所を改正せねばならないのである︒直理は

園内に在りと錐も︑この大原則には愛更あってはならないので︑む

に︑徒に抽象的普遍の原理を固持すべきではない︒西村先生は書中

時を越えて心に具わり︑時虚位に於て歩々生成たるものであるが故

て︑確乎と之を了識把持することを得るべき者なり︒凡そ事物の虞

に日う︒腫理は無形無醗なる物なれども夢幻泡影の如き物に非ずし
理を知らんと欲せぱ必ず之を事賓に求む︑事物の事資に合ふ者は誰
く頁理にして︑事質に合わざる者は反理に非ず︑事資は亘理の測量
のであり︑花は紅︑柳は緑である︒世界に存する図家は夫々の民族

器なり︑と︒凡そ宇宙と世界に存在するものすはべて佃性的なるも
の個性と偲統の所産に外ならない︒植民地開放と民族樹立の世界の

大勢を察すべく︑各国家各民族の個性に内在する天地の大道こそ所

理に支配さる入超国家的軍圃主義とは相違することを再思すべきで

ある︒先生は書中に日５︒畢問の信ずる所の同じからざる︑政治上

の意見の同じからざるｃ保守改進︶等は︑何れも民心の一和を妨

ぐる者なり︒然るに今道徳の畢曾を開き︑同志は官民を論ぜず︑政

去り︑愛閣心を先にして一身の利害を後にし︑胸襟を開きて互に相

治の意見の如何に開せず︑道を論じ教を説き︑公道に従ひて私見を

結ぶときは閣民の一和を固ふするの方法是より美しきは無かるべ

教育に開して日う︒方今閣中に教育曾の設甚だ多きは教育の篇め

し︒と︒現下の日本朝野への警世の言と云うべきである︒

に賀すべきことにして稲賛すべきもの少なからず︑然れども許多の

の風潮に従ひて其説を篤し︑例へぼ儒教主義の流行する時は儒教主

教育曾の中には︑或は二一の議すべき所なきに非ず︑其一は其時左

理に依擦して一定の主義を立つること能はず︑と︒味う雫へきの言な

義を稲賛し︑兵式鵬操の流行する時は兵式膿操を稲賛し︑教育の原

今日二つの世界の封立︑第三次大戦の回避は人類の悲願であるが

りと言わねばならない︒

之が資現の方法は如何︒先生書中に日う︒道徳の傑目と云ふ者は甚

だ難かしき者の様に聞ゆれども︑其賞論じて其極に至れば︑少しも

得らる旦者なり︒

不思議なることもなく誠に平々凡為たることにて︑誰人にも理解し

第二我家を美くし

第三我郷里を美くし

第一我身を美くし

第四我本図を美くし

謂具隈的普遍の原理である︒第百十六代桃閣天皇の詔勅に︑夫紳道

かんがへて︑たてをかせられたるわが図の大道にして︑朕は勿論︑

︹四十二頁へつづく︺

はわが大澗及爾の大胆と︑葛世の篇に心をあはせ︑天地自然の道を

政をとる人︑必まなぶべき能ろちなること也︑と︒我が忠孝の大義

『

はか上る天地創造の原理に基く︑永遠の道であって︑一時的戦争心
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圭旦年琴講琴座一

人生の鈴
菩峰

勝部具長
四︑クニッゲ﹃人間交際法﹄から

コツを相常畢ぴとったに違いありません︒おそらく︑鴎外

の若い日︑その二十二歳から一千六歳まで足かけ五年間︑

ドイツに留畢している間に︑賞際にヨーロッパの市民腫倉

の空気をすつたととと︑その市民杜曾における生活の技術

を教えたとのクニッゲの本とによって︑鴎外の人生の知慧

は大いに磨かれたのだと思われます︒磨かれて＄よほど日

た﹃人間の交際について﹄という本で︑これはレクラム文

うのは通フーフィヘルン・フォン・クニツゲという人のかい

て︑との知慧袋をかいたのであります︒そのタネ本とい

鴎外は賞は例によってドイツ人のかいた或る本を参考にし

う︑という意味のととを巾しておりますが︑何ぞはからん︑

吐禽に出てゆく少年たちの鴬に世渡りのコツを教えてやろ

す︒鴎外は︑自分の知慧のありったけを示して︑これから

ますと︑との鴎外の知慧袋にはタネ本があるのでございま

う庭生訓の解読を試みてまいりました︒ところで賞を申し

として表に立てるにはハルトマンの方が便利で都合よかっ

の擦り所は︿ルトマンの哲畢でありました︒ところで理論

ました︒坪内遁遥との有名な論争のときにも︑鴎外の理論

ルトマンの哲畢を皇んで︑それを日本に蹄ってから紹介し

ドイツの哲畢としては鴬時流行のエドワルト・フォン・︿

とができます︒マア通裕折畢というべきでしょう︒鴎外は

一種の腰生主義であり︑徹底した仙人主義であるというこ

際法という本だけについていえば︑クニッゲの人生槻は︑

り︑劇作や評論の筆をとったりした人ですが︑との人間交

との本の著者のクニッゲという人は︑ワイマールの宮廷の
侍従をやったり︑官を退いてから小説をいくつも書いた

本人ばなれのしたものとなったのだと思われます︒一階．

庫に今も入っております︒初版が川たのが一七八八年のこ

たでありましょうが︑鴎外が賞際の日常生活のより所とす

これまで三回にわたって森鴎外のかいた﹃知慧袋﹄とい

とですから︑もう今から数えて百六○年も昔にかかれた古

い本なのであります︒鴎外の知慧袋とよみくらべてみれ

に立ったのではありますまいか︒人というものはなかなか

るには︑とのクニッゲの通俗哲肇の方がかえって本営に役

はそのドイツ留皐の間に︑との本をみつけ︑面白がって熟

などというものは︑決して表に出したがらないものであり

本音を吐かないものであります︒自分に一番役立つタネ本

ば︑明らかにその内容は共通しております︒おそらく鴎外
読玩味したに違いありません︒そしてとの本から世渡りの
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と批評されてきました︒しかしクニッゲのとの本には︑ち

ひとこと

ます︒ましてフランスの盗賊の教訓︑﹁決して本一昔を吐くな﹂

ッゲの考えをそのまま忠貸に紹介しております︒

やんと親孝行の大切なことを述べており︑鴎外もそのクニ

沙．

という一言を肝に銘じていたらしい鴎外が︑その死ぬ間際

東洋に個有の孝行論などではないのであります︒孝行を日

と︑とういうのがクニッゲ向身の考え方であって︑特に

今の子供たちは︑うちの父や母は頑固で考えが古くて︑共に語
るに足りない︑年寄りを相手に話をするのは退屈でたまらないと
いう︒しかしそういう子低たちも︑なにか商寅上の利益のためか︑
又は情欲のために︑人の家に出入りするときには︑ずい分ガン舜
そうなぢいさん︑ばあさんとも結構話をして退屈そうな顔もみせ
ず相手の莱娠をとっている︒これは︑線のないぢいさんばアさん
に剰してはよく辛抱するくせに︑側分の親に封しては辛抱しよう
としないのである︑しかしながら人の子たるものは︑側分の親か
脚分を大きくするまでに︑どれだけ苦捗をかさねたかを考えてみ
なくてはならない・親は子のために眠るべき夜をも眠らなかった
のである︒親は子のために下げなくてよい頭をも下げてきたので
ある︒親のために︑退屈なのを辛株する位のことができなくてよ
いものであろうか︑子たるものは︑辛棒して間分を抑えてでも︑
親のために充分相手になって世話をすべきものである︒

ようにいっております︒

すなわち龍﹁親に仕えては孝なれ︑﹂という書出しで次の

までウカッなことをいう筈がないのであります︒しかし鴎
外の数多くの作品をよんで︑われわれが感じとるところの
一称のニヒリズム魁懐疑主義︑厭世的な匂ひ態そして非常
に粍度の商い佃人主義というものは漣たしかにとのクニッ
ゲの教訓に一脈相通するものがあるように思われます︒

︑︑︑︑

よく鴎外を論評する現代の批評家は︑鴎外と激石とを比較して︑
鴎外は人間の感情を抑える克己的なタイプの最後の人であり︑激
石は人間の感情を露什にあらわす近代人の最初の人であったよう
に色分けをこころみます︒
しかし鴎外も斑は︑ドイツ留禦中には感崎のままに行動したこ
ともあり︑むしろ美と向山を求めてヨーロッパ人の生活の跡を追
った股初の日本人の一人であったといえましょう︒逆に激石は︑

その晩年︑則天去私ｌ天に期して私を去ること塗れが蝿漢詩
の仙界にあこがれていたこと琵思えば︑やはり感怖否定の克己的
な塊地をめざしていたということもできるのであります︒

むしろ人川が世の中の事に苦労をかさねるにつれて︑次
第に厭世的な伽向をおび︑ニヒリスティックになって仙人
主義の徹底した境地にすすめば︑東洋西洋の匝別なく︑人
はだんだんに冷静ないくらか冷たく感情を殺すような形を

尤も鴎外もクニッゲの説く西洋の道徳に比較して東洋の

むしろ滑稽にみえたことでありましょう︒

本人の道徳の専寅特許のようにいうのは︑鴎外からすれば

鵬外は親孝行ということを大切にしておりました︒一般

道徳の特色を述べております︒たとえば親と子の附係です︑

とるようになるのではありますまいか︒

に孝行は東洋の︑ことに日本の徳統的な徳目と考えられて

東洋では︑親が子に謝してとかく威張りすぎるため︑子供

L

きましたから︑鴎外の親孝行は東洋の道徳を守ったものだ
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ー

は親を畏れて遠ざかり︑親を愛するととができないように

に銘じておいて決して損でない

あります︒しかし何か事に賞って慌てるなという教訓は肝

かなか修養によって自分を憂えてゆくということは困難で

と鴎外はいっております︒

である︑ところが西洋では親が杜含に出て交際に忙しく︑

させてしまう傾きがあるのは東洋の家庭にありがちの映陥

が雨側の欄干にまたがって白刃の刀をふり廻して︑群衆が

人出で永代橋が落ちた事があります︑そのとき二人の武士

隅田川の中におちるのを防いだという話は＄臨機雁鍵の庭

文化年間の出来事ですが︑深川八幡のお祭のとき︑除りの

ど︑教育はあっても要するに雇人にすぎない全くの他人に

又親だけのたのしみや遊びのために暇がなくて家庭を顧る

任せきっておくのは︑親として無責任であって︑これは西

かし同じような事をして死刑に虎せられた例もあります︒

世として世に稲賛され誤り徳えられたものであります︒し

ゆとりがなく︑ために自分の子供たちを家庭教師や女中な

洋の上流の家庭における弊害である︒親が子を教育するの
に封して親愛の情と同時に尊敬の心をもてるようにするの
よそ
はまことに容易ならぬ事である︒鴎外はしばしば他の家庭

を振り廻した事件がそれです︒このため八岩は答めをうけ

抱いている子供に怪我をさせまいとして群衆の中で脇差し

京都清水寺の開帳の夜に砿角力取りの八岩というものが︑

に︑椛威を失わすしかも愛情ゆたかにして︑子が自然に税

で︑親子が謝立して争っているのをきいて︑心の中では子

て結局死刑になりました︒とういう臨機の虚置は普通の人

これより生する利益は無際限な

り﹂というのであります︒︵完︶︒

り生ずる損害は殆どなく

るということは世に庭する道の深秘の一つにして︑これよ

かり抱えていても考える除裕を残しておけ︒﹁との控へ居

時︑すぐに謹言するな︑すぐに手を動かすな︑まづ一分ば

渡りのコツであると申します︒思いかけない事に出曾つた

嘩に限らず︑どとでも腰を下して容易に立上らないのが世

るな﹂と書いてあったそうです︒そこで鴎外は船の中の喧

書物をみた中に﹁船の中で喧嘩があったとき決して起ち上

には仲為出来にくい事ですが︑しかし鴎外がかつて兵法の

供の立場に味方し同情し乍ら︑自一分には他人の子を教える

椛利がないために獄って兄過すことが性交にしてあるのだ
ということを述べております︒
鴎外の遺族の方冬の書かれたものを誼みますと︑鴎外は子とし
ては親に孝行であり︑夫としては妻に封して立派なやさしい夫で
あり︑父親としては子供たちに封してよきパパさんであり︑親戚
や兄弟に封し一しは頼もしい相談相手であったようにみえますが︑
・又事震そうであったでありましょうが︑それは自然に巧まずして
そうであったというよりは︑むしろ努力して︑技術的にそう振舞
った結果そうであったのであり︑その心の底には賢明な知的な配
慮計算が働いていたのだと思はれます︒少くとも此のクニッゲの
本と鴎外の知慧袋をみれば︑鴎外はこの交際法の聴明な変行家で
あったといわないわけにいきません︒

さて人は生れつきの性格天分によって左右され易く︑な
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せないので︑勝手ながら原稿用紙を追加させ

だけに輿えられた紙片だけではどうしても壷

書くようにと注文受けましたが︑問題が問題

十行の牛︒ヘラ原稿用紙三枚に︑主題の件を

って椛成される血族共同関脇﹂が新民

って監護︑教育される未成年の子によ

て新しく﹁夫婦とその共同の親椛によ

いう閣隈を認めていない︒﹁家﹂に代っ

はない︒新民法はこのような﹁家﹂と

﹁家﹂の制度にあるといっても過言で

の長所のよって生ずる基礎は︑この

い︒以下述べる薄民法の峡黙︑新民法

きな制約であることはいうまでもな

憲法の保障する個人の魚巌に封する大

け家を絶やさないようにと種々の規定を

この家督相綾を非幣に重覗し︑できるだ

主﹂の地位の承継を意味する︒薄民法は

いう家督相績とは﹁家﹂の統率者たる﹁戸

二︑家督相綾が匿止されたこと︑藩民法で

鮎の一に数えることができる︒

も個人の自由の回復として新民法の美

の制限が除かれた黙である︒このこと

制されていたのが︑新民法では全くこ

○二○催︶ので︑法律上家の潅績を亜

相績の放棄ができなかった︑︹奮法第一

四四係︶法定推定家督相捜人は︑家督

家庭制度が展止され
て善い黙．悪い黙

ていただいた︒

てよいであろう︒民法の改正によって

法の撫想する献曾的箪位であるといっ

の第二章﹁戸主及上家族﹂の規定中には

民法改正の最大の長所はこの﹁家﹂の

た﹁家﹂は法律の表面から消え去った︒

あらゆる封建的身分制度の茶盤であっ

等を生ずるに至った︒特に家督相綾が︑

一の親から生れた子の間にも著しく不平

設けたので︑その結果男女間あるいば同

遺憲相績の問題に結びついて︑相領人間

んでいた︒︵この章は改正によって全部削

溌止にあることは明らかである︒

シテ其家二在ル者及上其配偶者ハ之ヲ

仙奮民法第七三二催は﹁戸主ノ親族ニ

○係︑第七四二催︑第七四三係︑第七

催第三頂︑第七三五係第二項︑第七四

正によって否定された︵落法第七三三

絶家再興︑溌家等の副念もまた民法改

②蕉民法における一家創立︑分家︑巌

ば非術に大きな意味をもつ︒

縦制度を溌止したことは︑資際的にみれ

な峡陥といえよう︒新民法がこの家督相

は︑薄民法では法定推定家督相綾人は

六二係︑第七六四腺︶特に注目すべき

族開係は︑その者が婚家を去ることに

叫蕉民法は︑生存配偶者と婚家側の姻

れたこと︒

家族トス・戸主ノ鎚更アリタル場合二

於テハ薄戸主及上其家族ハ新戸主ノ家
﹁家﹂の樵成員の範悶を限定し︑家の構

︲﹁家﹂を去ることができず︹奮法第七

三︑親族開係に封する﹁家﹂の制約が除か

族トス︒﹂と定め︑戸主を中心とする

に漉済的不平等を生じたことはその大き

除された︒︶

次のような直接﹁家﹂に開する規定を含

一︑﹁家﹂が溌止されたこと︑蕉民法親族綿

大島正義

第一︑頁くなった黙

1

成員の身分的鍵更に封しては︑種々の

0

F

法律的制約を加えていた︒このことは
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1
，

偶者の姻族開係の意思表示によって目

えよう︒新民法はこれを改め︑生存配

人の立場は非常に制約されていたとい

戸主の同意を要したから︑質際上未亡

二九樵︶しかも生存配偶者の去家には

よって消滅するものとしたパ奮法第七

約を徹陵した結果夫端︑特に女子がどれ

制約を生ぜしめた︒新民法がそれらの制

や︑離婚味囚の不平等など種々の法律的

から︑夫の直系腸に封する妻の扶養義務

いう鐘則を取り﹁家﹂を同じくすること

蕉民法は夫婦は﹁家﹂を同じくすると

れたこと︑

の承継についてこれを相識の概念から外

首肯される鮎である︒︵但し新民法が祭祁

ことも﹁家﹂の溌止の常然の蹄結として

止し︑辿毒相綾一木に切り換えた︒この

新民法は︑相綾制度から家督相綾を溌

六︑相絞開係に封する﹁家﹂の制約の匪止︒

制度に切り換えようとしている︒

新民法はこれ等の鮎をこと人︑く修正一

曲に姻族開係を消滅させることができ

位多くの利益を輿えられたかは説明する

して︑別に承継の規定を設けたのは︑奮

し︑養子制度を虞に﹁子のための養子﹂

ることＬした︒︵新法館七二八係二項︶

までもない︒

②薄民法は養子縁組を韮礎として護展

来の慣習に封する安協として指摘される

五︑親子開係に封する﹁家﹂の制約を除い
たこと︒

としても︑これは法律の規定の中に持込

鮎である︒慣習を章重することは正しい

した親族開係の離縁の効果について複
雑な規定をしたが︑新民法は縁組によ

山本来親子の開係は︑自然の事賃に基

むまでの必要があるがどうか︑疑問なし

って護展した親族開係は離縁によって

は親子が﹁家﹂を同じくするか否かに

く開係であるにもかかわらず︑薄民法

七二九僻︶養子制度から一︲家﹂の制約

としない︒︶

全面的に経了するものとして︹新法第

よって︑親子の法律的効果へ親権の行

憲法の掲げた家族生活の指導原理は

七︑男女の本質的資現︑

を除いた︒

のことは︑親子閑係という最も緊密な

﹁個人の愈厳﹂と﹁男女の本質的干等﹂で

使︑相績等︶に非常な差を設けた︒こ

自然の開係に封するきわめて不自然な

至六によって大部報分達成できようから︑

ある︒この中﹁個人の輸厳﹂は前記一乃

第七章︶扶養︹第八草︶を︑新民法が

陵止︑改正した鮎も注川される︒親族

制約であるから︑新民法が右の制約を

側蕉民法における親族曾︹駕法親族編

曾の陵止により個人の自由に封する封

いわなければならない︒

取除いたことはきわめて安常であると

次に︑新民法が﹁男女の本質的平等﹂に

し︑扶萎制度についても︑従来の形式

承准者を得る手段と考えたため﹁家﹂を

山父と母の平等︑蔭民法が母親に親権一

討すると︒

ついてどのような改正をしているかを検
中心として種々の制約を加えていた︒

⑧蔭民法は養子制度をもって﹁家﹂の

建的親族幽慨からの干渉はなくなった
的な範閏︑順位を改めて︑簡単にした
黙は新民法の長所であろう︒

四︑夫婦開係に封する﹁家﹂の制約が除か
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一

勺

場合に親族曾の同意を必要としたり︑

を第二次的にしか輿えず︑親権行使の

符理椛辞退の制度を認めたことは︑夫
婦の不平等を法律的に確立したもので

意を要しない︒

内妻が法律行馬をするには︑夫の同
㈲離婚原州は︑夫と妻とに差別がな
いＯ

八︑家庭生活の秩序維持のために︑従来家

㈱配偶者は術に相綾人となりうる︒

の完全な平等を認めたのみでなく︑婚

を課せられていた戸主及び親族曾に代っ

族制度的組織の上に立って︑後見人役制

ある︒新民法は父母の親としての地位

として親権者としての夫婦の平等を法

なかった︒新民法は未成年者の婚姻を除

いて︑かかる制限は徹腰した︒佃人の章

うまでもない︒

厳と自由を変現するためであることはい

新民法は︑家族法の持つ封建的色彩を挑

第二︑悪くなった黙

拭し︑これを近代的身分制度に置き換えし一
ようとするものであるから︑その韮本的方一

ら言えば︑新民法によって家族制度が悪く

向については批判の余地はない︒この靴か

る︒しかし︑民法の改正が一部では急激で

なったということは考えられない鍔であ

て︑家庭裁判所という︑剛家的監督機開

綾制︶

九︑相綾における男女平等の確立︵均分相

を設けたこと︒

姻中の父母は共同して親権を行うもの

制化した︒

②夫姉の平等︒
新法は︑妻の無能力︑夫姉の財津開
係︑夫婦の同居義務￥貞操の義務等す

部では︑民法間脳も蒋来の悩脅に安協し︑

間にギャップ孝一生じていること及び他の一

あったために︑従来の牡曾華盤と法律との
綾制を礎止して︑諸子︹男女の別なく︶

新民法は︑薄民法における長子一人相
均分相按制に鍵更した︒いうまでもなく

ることは否定できない︒以下民法改正によ

新しい時代の牙分法に徹し切れない靴があ

べて夫中心に椎成されていた蕪民法の
言したことは︑男女の本便的平等の理

規定を改めて︑夫婦の完全な平等を宣

せ︑糎沸的韮然を典えようとするもので

って悪くなった鮎として述べるのは︑この

すべての子供に剥し平等に遺産を相縦さ
あって︑新法の改正靴でも最も受富なも

一︑先ず新民法は﹁氏﹂語そのま上残して

ような意味においてである︒
十℃蛎姻の自由の確立︒

のの一つである︒

想えの躍進として特筆すべき鮎であ
・る︒この蛾を少し誰卿測に述べると︒

㈹婚姻後に師する夫姉の氏は︑営邪
者が婚姻の際に定めたところに従う

㈲夫姉の一方が婚姻前から有する財

り︑﹁氏﹂が同一か否かによって法律効

蕪民法では﹁氏︲一は一︲家﹂の呼榊であ

の一方がその﹁家﹂を去って他の﹁家﹂

果を異にする場合が多かった︒ところが

いる︒

に入ることを意味したから︑戸主の同意

蔭民法の下においては︑嬬姻は配偶者

は︑その特有財産として各自がこれ

を要件とＬ婚姻の自由は保護されてい

憲及び婚姻中自己の名で得た財産

かでない財産は夫蹄の共有とする︒

､

を符理し︑その何れに蹄するか明ら
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新民法では﹁家・一がないのだから﹁氏﹂法律に規定した靴は甚だ疑問といわざる

プを生じていることであろう︒

に﹁氏﹂は原則的に牙分法上の法律効果が同じであり且つ親族である者をして祭
とは無開係だという建前をとっているか祁を誉ましめるという靴にあるとすれ

内縁の妻に関する規定は全くない︒﹁内

アップされているが︑新民法においても

この問題は湾民法時代からクローズ・

らこの問題を取上げていないことはむし

影禅を及ぼすことなので︑民法が正面か

護を峡くことについて︑

ら︑従来のように﹁氏﹂が存在することぱ︑なお問題は複雑になる︒この鮎は一

縁の妻﹂に開する規定を設けることは︑

四︑民法の規定が﹁内縁の妻﹂に開する保

によって︑封建的家族制度が復活するこ屑のこと︑法律の規定からは削ってそれ

単に立法技術のみでなく︑家族法全催に

は個人の呼榊というべきであろう︒︑それ寺一得ない︒しかも新民法の趣旨が﹁氏﹂

い︒しかしながら新民法も﹁氏﹂をもつと思う︒

とは先ずないといってよいかも知れなぞれの慣習に委ねる方が安富ではないか
て各個人が自由に創始し︑鍵更しうるも三︑民法における離嬬規定に封する批判︒

果を避けるよう努力している︒現在の段

のとしているのでなく︑一定の身分上の最近離婚が輔加したという世論があ
開係を前提として取得し鍵更するものでる︒そしてこのことは民法改正により雛
あると定めている︒これでみると新民法婚の可能性が堺加し︑男女とも離婚の擁
もまた一種の﹁氏共同催﹂ともいうべき利を濫用するからだと言われる︒しかし︑

新民法が︑諸子均分相績制をとったこ

五︑均分相綾制が不適富であるという批判

の名琵りを止めている︒﹁系譜︑祭具︑うべきであろう︒た野ここで問題にする

つけた鮎において︑まだ封建的家族制度従う国民の側の認識不足によるものと言

こ︑新民法は﹁氏﹂と旭光の祭祁とを結びれは民法を蓮川する裁判所あるいは法に

がやがて薦民法の﹁家﹂の思想に代るこのは︑一概に悪いとも言えないし︑また
とのないよう注意すべきである︒︺不常な離婚が堺加しているとすれば︑そ

革の努力も数代の中に粉砕されると想像

の自作農を創設しようとしている農地改

業資産の分裂を生じ︑いわゆる適正規模

うである︒均分相綾制は相綾の度毎に農

とは︑我図の杜曾機権の全般︑特に農村

判することは恐らく正常であるまい︒

階において︑この鮎をとらえて民法を批

の妻の地位についてできるだけ不営な結

ろ営然と言ってよい︒判例皐訟は︑内縁

ではあるまいか︒︵少くとも﹁氏﹂．の呼梅近い法律である︒従って離婚の珊加する

協同膿を想定しているかも知れない︒そこの批判は歯っていない︒民法の離婚規
して新民法のこの考え方はや典近代的身定は︑男女の離嫉原因の平等︑目的離婚
分法の立場からすれば不徹底といえるの主義近代身分法の長所を集約した完全に

墳墓﹂の承継を相綾から切りはなして別とするならば︑民法の改正が余りに急胤

されるからである︒この鮎についての批

にとって直接大きな打撃を典えているよ

の理論によって承縫させ︑しかもそれをつ大にすぎ︑現愛の杜曾との間にギャッ
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︹例えば農業資産相綾特例法の如き︶の

判は誠に安富であり︑新民法の峡鮎でも

気持が判らぬと︑また大いに考えさせら

制度が匪止され︑自由主義を喜ぶ君達の

だ︑人生の梁しみいずこにありや︑家族

の大畢生が話し合った際︑日本の畢生が︑

六︑これは聞いた話だが︑戦後米図と日本

を崩さないような配慮が必要である︒

的方針は正しいのであるから︑この趣旨

ことはまたやむを得ないことであるが︑

れば︑園民性にそぐわない鮎が出て来る

急激であったため︑賓際にこれを適用す

も言ったように︑民法の改正が余りにも

新民法改正の酷がさけばれて来た︒前に

に適しない大きな問題があって︑随所に

その他新民法が︑日本人の捜際の生活

れるところがある︒

あろう︒恐らく近い将来に通常な特別法
制定を必要とするであろう︒但しその場

民法の改正によって家族制度が溌止さ

合にも均分相綾を原則とする民法の韮本

れ︑自由主義の世の中となったので重荷

に玉詠を御恵贈あらむ事を︑

とろあり︑本年七十七の嘉齢を迎へら
れ霜髪を戴くと雌も猫豊燦として毒色
遼堂濃かに家門亦清禰只管風月を侶と
して閑雅なる除生を逢られつ土あり魁
今岡左記要項により江湖博雅各位に祝
賀詩歌俳句を乞はんとす希くは翁の篇

懇請要項

一︑期日昭和三十一年三月

がおりた感じがすると言ったら︑米閣の

については︑またの機曾に護らせてもら

余りに紙面が長くなるから︑かような鮎

大塚耕陽

千葉螺香取郡小見川町五郷内

十日限り︵厳守︶

躯生がびっくりして申すに︑我々は世界

います︒︵評議員・東京節一熱護士曾副

二︑玉詠届先

に比類の無い日本の家族制度を非幣に羨

名奔利走吾何管︒花月惟吟天地春︒

七十七齢頑健身︒壮懐未減気猶振︒

林石崖

自毒七十七︵諸大方博雅高３

意を表せんとす

追而玉詠は冊子に職錐し御机遥に呈し謝

同竹内洪水

協賛
含長︺

１Ｊ

しく思っていた︒何となれば家族制度の

雅友石崖林庸之助翁七十七

特徴として︑君達は大畢を卒業するまで

親から翠費をもらって専心勉強すること

齢沢賀漢詩・和歌・俳句懇請
翁は温厚篤賞の君子にして文畢を好み
殊に漢詩に堪能なり夙に北総の碩畢故
渡逢存軒の無逸塾に単ぴ恩師硬後は同
門の先輩故本官三香の清風吟牡に参じ
雌黄を請ふ等大いに研鍵され更に曾て
は日本弘道含の支曾にも諾捧さる上と

ができるではないか︑しかるに我々は個
と︑自分で働いて畢費をつくらねばなら

人制度であるために︑働けるようになる
ぬので︑思うように専心勉眼することが
できない︑且つまた君達は老令になって

々は老令に達すると養老院に運ばれるの

も︑死ぬまで家族に見てもらえるが︑我
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大原幽皐先生の事跡㈲

気塊︑技術に依て大差を生ずるとゆう意味で

先手と行くから肥料を雑草に喰われる心配は

なく︑家内中の気持ちも朗かで他股状態も良

現今全図各地より︑先生の遺教に単ぶべく

あろう︒

り耕地に施して行けば︑地力榊進し︑牧穫は

漸堺する︒之に反して︑慾張り糎誉で一町歩

く︑そして一反歩の余剰勢力で自給肥料を作

の遺跡の附近に住む開係上︑僧越ながら︑先

作る力で一町一反歩作れば不手廻りになる︑

遠藤如水

生の指導された諸般の事項のうちで最初に農

遺跡を訪問する人が多い︑私は幸にして先生
幕末吾園の農村指導者中︑最も勝れた人は

草に喰われ其上無理に牙隙を酷使するから︑

凡ての仕事が後手︑後手と行くから肥料は雑

はしがき

中江藤樹先生︑二宮尊徳先生︑大原幽畢先生

村煙管の一端を世に紹介し大方識者の参考に

健康状態も不良となり病人も出来勝ちとな

蚕したいと存じます︒

先生の農業裡誉法は第一に

の三人である︑此うちで畢問では藤樹先生が

勝り︑事業では愈徳先生が勝る︒此雨先生の

る︑叉自給肥料が出来ないから︑地力は段令

つであるあることは申す迄もないが︑就中勢

農業生産の要素は︑土地︑資本︑勢力の三

果︑土地は可成︑手放すまいと勢力不相雁の

糎誉は駄目だと厳しく戒めた︒農地改革の結

１︑労力に韮準を瞳き耕地を制限した

幽堅先生は天保の初め項︑千葉際香取郡干

力が最も重要な要素である︑そこで幽畢先生

省すべき要があろう︒

無理糎誉の農家も間々見受けるが此鮎大に反

一致せる定一評である︒

中間に位するのが幽畢先生であるとは識者の

潟町︹営時の長部村︶に来り二十七︑八年永住

は︑先づ第一番に家毎に幾人の勢働力あるか

して︑﹁種苗に由り︑花果人に依る﹂と書いて

尻次郎子爵が︑雨三岡幽翠先生の迩跡を訪問

脊一院長であり︑後年東京市長をやった︑田猫

いが︑そんな無理な睡瞥は長く綾くものでな

せるから︑それだけ儲かると思うかも知れな

で一町一反歩作ったら一反歩だけ働き出き出

兎角︑慾の深い人は一町歩作るだけの努側力

代柿い︑何日迄に種子蒔絵り︑何月何日迄に

其通り費行せしめた︒即ち何月何日迄に苗

日門弟と協議して其年中の仕事割を定め必ず

することである︒幽畢先生は毎年奮正月六

事の予定表を作り︑其予定表の通り必ず資行

農業糎醤上︑最も肝要なことは一年間の仕

２︑仕事割の働行

が面白くない家内喧嘩も出来る︑だから無理

され︑荒溌せる農村を復典し模範村たらしめ

を調査せしめた︑即ち男幾人︑女幾人︑其内

衰え牧隆は漸減するという結果となり︑凡て

た︑偉大なる農村指導者であり︒叉卓抜せる

上

糎世家でもあった︑其遺跡は昭和二十八年︑

で子供何人︑老人何人︑合計して正味完先な

カダ

の的となって居る︒

文化財保護委員曾の史跡に指定され世の讃仰

る勢働力幾人あるかと︑そして一町歩作るだ

幽翠先生の事績を絶讃されたことがあったが

賂一町歩作る力で九反歩作れば︑いつも手

田植絶り等々︑そこで菖一家内に病人や︑不

けの勢働力あれば︑九反歩作れよと教えた︒

種苗は何くの土地にもあるが其内で適不適が

が廻る︑耕転︑施肥︑植付︑牧穫︑凡て先手︑

たしか明治の晩年であったと思う︑曾計械

ある︑だが花や果物は之を培養する人の精紳
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「

のように正月六日に決定するが︑其日︑其日

相談﹂の励行であった︑仕事割の大綱は前記

資行せしめた︒それから特筆すべき邪は﹁符

の相互融通をなし︑是が非でも必ず予定通り

田植えを行ふことを曾得せしめたものであ

に挿入し︑しかも苗の倒れざるように上手に

にて持ち中指を苗の根に添えて苗を浅く泥中

地指導された︒其方法は苗を親指と人さし指

入れ龍のヒゲという草を以て挿苗の仕方諸疫

を指導し︑又毎年蕪正月六日の夜︑盟に泥を

又幽畢先生は何事も凡て研究的であり︑門

の事に研究的であった︒或日︑女の門弟がア

も如責に示したものであり︑又此地方の立地

農民を感服せしめたのは頭の働きの良さを最

せしむるようにし其結果︑米の大塀牧を得て

め稲の開花結責を前記の暴風雨倒来前に完了

を見て居たのを慨し︑挿秩期を断然一ヶ月早

の暴風雨季節に遭遇し︑被害減収の︑うき日

く︑篇に猫の開花期が二百十日︑二百二十日

先生が長部村へ来た常時は田植が︑いつも遅

他の業より一暦頭の働きが必要である︒幽畢

に支配されることの大きい仕堺であるから︑

農業は申すまでもなく天候という不可抗力

５︐頭の働く経誉

されたものである︒

の芝草を薙きて堆肥を津山作るよう極力奨励

給肥料を作れと教え︑夏の朝草刈りや︑道路

歩作る力で九反歩作り一反歩の余剰勢力で自

あろう︒そこで幽畢先生は前一記のように一町

肥料を本髄とし︑金肥は補肥とすべきもので

昔も今も鍵りがない︒だから肥料なども自給

成現金支出を少くするが其要諦であることは

農業の糎誉は凡て自給自足を本隙として可

４︑自給肥料の輔廉奨働

て居る︒

の仕事は前日の夜食後一服吸ふ間に家内一同

る︑此方法を一名振り植えと榊し︑柿狭する

など︑よく聞いて自らも曾得したと体へられ

で︑明日は田の仕事にするか︑畑の仕事にす

人の燈の樵えが一種樹得の態勢であったと古

近隣の者︵今日の共肋班のようなもの︺と勢力其頃全然末知な農民に正催植︹細張り植え︶

るか︑雨天の場合︑晴天の場合︑叉仕事を分

慮の出来事の篇︑予定通り進行しない場合は相常心を砕いて指導されたものである︒即ち

搭するときは主人は何︑妻は何︑作は何と︑

老は像えて居る︒

人に濁しても研究的に仕事を練解せよと指導

う

必ず前夜に衆議一決せしめた︑さすれば仕事
の能率も非常に上る︑所が其日の仕事の朝に

こんな逸話も仰わって届る︑或日農畢者が

された︒

幽翠先生の所へ来て緑肥作物の効用を話さ

なってから︑主人は田の仕事を主張し︑妻は

率の上るものでない︑だから此祥相談Ｑ名

れた︑すると先生が其緑肥は地上の韮と根で

畑の仕事が先だと頑張るようでは︑とても能
よい相談︶こそ家内和合︑能率榊迩︑やがて一

業は上手︑下手に限りなく差異がある︒反営

ラレ餅を上手に妙って持参したので︑此アラ

幽畢先生は︑ひとり農業ばかりでなく凡て

いう話である︒

ろが其農畢者も︑この質問の祥えに窮したと

どちらが肥料分が多いのかと反問した︑とこ

家繁築の基だと特に奨肋されたものである︒

３︑技術の練腰に務めた
昔から農業位たやすい業は無いといえ︑又

米を四俵取る人︑六俵︑八俵も取る人と其開

レは誠に上手に妙れて美味である︒どういう

農業位むつかしい業もないと言ふように︑農

きが頗る大きい︑之は要するに技術の良否に

工合にして妙つたかと火の加減︑加熱の時間

L

基因する︑だから幽畢先生は技術の練磨には
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ー
ヨ

篠件を勘案して︑なるべく早生種を多くし晩

も流行的巧利主義を排し︑一事貫行主義で寧

後の人となる勿れ﹂と戒められたが幽皐先生

恩うに自己一身の不良なる者が他を美く

第五他図の人民を美くす

し︑一図と世界の平和を論ずる資格のないば

︵三十一頁よりつづく︶

生種を少く栽培せよと奨励された︒
ろ拙を守るように指導された︒

６︐園碁式農業経誉並に虚世法の指導

つ自分の領分を堅固に守って置いて︑時に敵

即ち碁の上手な人は常に︑守る︑守る︑と打

よって農業糎誉法及び虚世法の指導をされた

は上手ではなかったそうだが︑時折︑園碁に

も糎済の護展も望めない︑古人も﹁生産増して

と︑底なき器に水を入れるが如く家道の興隆

生産を塀狸しても︑生活に一定の規範が無い

る︒生産輔狸元より結構である︑だが如何に

近時農村指導者の多くは生産輔弧主義であ

の復活には反省すべきものありとするも︑一

の術の養成を峡いている︒元のま上の修身科

多言を要しない︒現在我図の畢校教育に治心

の虚に乗じて攻勢に緯ずる︑所謂必勝不敗の

曾計みだれ富生じて道義亡ぶ﹂と憂えられた

７︑生活改善に徹底した

態勢である︒之に反して下手な人は只無闇に

が兎角︑世の中は席柴と春修︑病気の三つが

幽翠先生の遺跡には碁盤がある︒先生は碁

敵の石を取りたがる︑そこで︑取ろう︑取ろ

貧乏の原因で︑殊に虎築と箸修は犯罪の誘因
幽畢先生は此鮎に深く留意し︑分相雁︑器

のそのである︒唯諜算を取って事務的に執行

が運用にその人を得ざるときは百の制度も何

る所であるが︑制度如何に完備するとも︑之

壮曾保障の制度は今日の文明図の何れも探

の確立を痛感せしめられる︒

生活に追わるＬ現代人の胸を打って︑主瞭性

くに智を以ってせられてゐる︒機械的な日常

信義︑推一坂の気象︑愛国心︑忠孝の八徳を貫

一身の治心術として勤勉節倣︑剛毅︑忍耐︑

りとも何の世を益する所があるであろうか︒

牙治まらずして天下国家を論ずる大言壮語あ

う︑が取られの基の諺の通り自分の石が逆に

となる場合もあるから戒むくきことである︒

量相雁の教えを説き︑師弟相約して禁酒を断

昔支那の陶淵明という偉い人が﹁拙を守る﹂

敵の捕塵になって負けてしもう︒

の教えを誘いたが︑農業は此拙を守る精祁が

行し冠婚葬祭︑凡て餅で行った︒術衣服は綿

る︒

輩諸賢の御指導を仰ぐの念切なるものがあ

でもあるまいが︑卿か調後の感想を録して先

一定した古典となっているので︑今更請後感

幾歳かの春風秋雨にさらされて︑既に債値の

岩波全書の一となって居り明治十九年以来

べき鮎が甚多い︒

す︑なる項にて︑指示する精紳と方法に翠ぶ

する丈では意味をなさぬ︒害中に貧人に施輿

最も大切である︒農業者が巧利主義に傾くと

祭以外は用ひなかった︒

幽畢先生の教えに︑﹁人足ることを知らざ

服︑魚類も平素は鯛を用ひ高償な魚は冠婚葬

勢力の関係等も考えずに無やみに飛びつく︑

れぱ箸りに限りは無きものなり︑天照皇大禰

多くは失敗する︑何々副業が有利だと聞けば

或は一時世上を隆がした殖産金融曾杜等に出

の時代と今の時世を比較すれば諸事足らぬと

自己の立地傑件も︑販路の遠近︑糎験の有無

費して虎の子を失ふ等︑皆下手な碁打ちに似

︵つ堂／︑︶

此事を思い出して自制せよと戒められた︒﹂

いう事はないのだから︑客の心が生じた時は

米人ホルムスという人も﹁新らし事を試み

て居る︑賃に戒心すべきことである︒

る最初の人となる勿れ︑又古き殻を捨つる最
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○道徳教育について

得るものではない︒これ必然性の本質だか

からである︒この必然性とは︑断じて欺き

だからである︒この文化精祁畢人といへ︑

忠孝人で勤王人で志士たらねばならぬもの

公道は︑天の象徴であり︑弘道は︑地の

なんではあるまいか︒華に︑反煽︑善悪の

長一短たる心の蕊︹魂︶の護見となるもの

ならず︑毛髪も微ならずで︑一切寓物の一

の計たる迩徳教育の﹁画家興隆ノ本ハ図民

育勅語の内容印粘祁の徹底の一字たる百年

ある︒道義昂揚といふ︒何の事もない︑教

勅語の緒祁人たらねばならぬものだからで

は︑三百十有五大文字の教ふる所で︑教育

象徴であり︒皇逝は︑人の象徴たる道者一

分岐鮎の主因あるを見逃してはならぬもの

以テ園本ヲ固クセサル︿カラス﹂との道義

紡祁ノ剛健ニ在り之ヲ潤養シ之ヲ振作シテ

忠孝人といへ︑勤王人といへ︑志士といふ

也で︑三位一磯性精祁文化たる日本精祁を

だからである︒この意味に於て︑現代は︑

らである︒鼓に︑塁の燕奥を究めねばなら

知る人たらねば︑人間単は判らぬものであ

原子力時代とは云ふもの入︑紙済畢と人間

吉田庄太

る︒人間梁は︑断じて︑機械塁ではない・

の国際信義ぞ︒日本を亡ぼすものは︑日本

教育を忘れて何の日教組ぞ︒日本人よ︑何

ぬ極秘があるのである︒されば︑宇宙も大

人間畢とは︑科畢であり︑哲単であり︑宗

墨との封立時代と云ふも︑決して︑過言で

○００Ｏ

教墨であって︑結畢せぱ︑魂の一宇であつ

はあるまい︒これ総済畢の唯物史槻畢であ

々も遼憾の極である︒これ単の一宇は︑魂

○○

て︑魂畢と云ふの外はあり得ないやうであ

入たるを知らねばならぬものだからであ

であり︑恩であり︑道であり︑徳であって

る︒泥んや︑迩徳教育の荒怠をやである︒

り︑人間単の唯識史槻畢たらねばならぬも

で︑宇宙とは︑自然とは︑文化とは︑精

天地人に三通即三徳即三身を離れては︑無

宇包 ｏ

祁であって︑心の蕊露ならぬはあり得ない

意味のものだからである︒徳なくして何の

五十七巻第六百四十五銃にて︑含祁西村泊

ｅ一○・二・二五平七軒町にて勤努畢含長︶

からである︒これ唯有一乗法で︑唯物なら

堅城やで︑政治も輝済も教育もあり得るも

翁先生訓﹁本邦の農家﹂を思ひ起せし故に

のではあるまいか︒然るに︑畢者大病時代

ぬ︒否︑唯心ならぬ公道部や弘道即地︑皇

のではないのである︒人は目的であって︑

で︑この唯物史槻畢に囚はれあるは返す々

道即人たる三即一︑一即三たる大通大義︑

金は形式であり︑目的の↓内容たる精祁科畢

心の難ぞ人は魂

我立てり心の力魂は

大権を知らねばならぬものだからである︒

その所感を少しく記すと︒

我圃に於ける今時乃ち戦後の農業は︑ま

此度︑弘道誌︑昭和二三年七︑八月雅第

Ｊ

鈴木仙松

○日本農民の現状と賢悟

然るに︑事変は︑小説よりも奇也とか︒

る︒云ふ所の人間単とは︑文化精祁畢人で

I

印人間単を知らねばならぬものだからであ

ﾛ

この喪である︒名は蜜の賓とかや︒名宜
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郎

伴ふものならでは︑必然性を峡くものだ

￨

さしく園民羅済と共に激鍵期であり︑従っ
て管陛の地位も亦︑多面的に鍵化したので
ある︒此の愛動期に際曾せる時︑腿業に従

営誠変と力とを持って︑より善き無管方法

○○○

事する何人も自ら信ずるところの計誰に基
を築いて行く︑準備を整えるべき時代でこ
そ有ると思ふ︒

に逝義の品揚に務め︑それによりて日本郷

八氏︹報徳証︶より新生活通勤のこと︑建

うといふことに話合った︒それから河井蝿

︵東城農事研究含長︶

図のため世のために困苦とた些かい︑以て

ざるとに拘らず︑人迩上これを天職と心得

ぬであろう︒だから吾々は農を好むと好ま

して生産水準の上昇なくしては苦悩は絶え

トを出したとか云ふこととは別にして︑我

民主薫がこれらの問題についてパンフレッ

幸に懇談倉は教育家も津山居ることとて︑

の偏向問題並に修身科獅立問題について︑

門牡︶から︑今日問題となって居る教科書

となり︑懇談に入った︒先づ明石照男氏︹詑

り生産塘弧に主として興る︑特に︑農村青仙

折しも昭和三十一年改新計謡の初春に餅

二三の人々よりも意見があり︑結梅だらう

様などについて話して参考に伐し︑その他

含︶は教科書の内容及文部省の委員命の模

綾て種々懇談午後四時州命す︒

現に努力することを決議して総含を雑り︑

祁を以て臨み︑平和な社含︑文化赴含の狂

に於ても赴含に於ても︑常に五談大和の粘

採り入れ︑生活の合理化を刷り︑更に家庭

濁自の事業も併行すべく︑尚新生活運動を

支含成立後は支含の指示により︑亦は分含

含長一名幹事一名出すことを希望し︑青梅

して存澄すること︑青梅支含役員には副支

成木支含を青梅支含と改称︑成木は分含と

得て前途の謹展を期待し得る旨説明あり︒

経過を報告︑殊に多数有力者の撤迎協賛を

し︑次で中村氏より青梅市域に拙大運動の

︵四十九瓦よりつづく︶

ノノィ／ノ︑くくノｊｊｊｊｊｊノｊｊｊｊ︑

席した︒

本命よりは津田︑野口︑割田の三理躯が出

たが︑和気蛎々裡に午後四時牛散称した︒

ったので︑話が中々誰きるところがなかっ

ところがあった︒この含合も久しぶりであ

国記念日の設澄問題などについて語られる

建糊や護展の蝿め一層の奮伽努力を望む︒

両１１

○道徳剛耀懇談含記事
十月六日︵木︶午後二時から︑上大略の

寒暑や風雨も何のその︑稜いものも︑汚れ

我は逝徳の立場からこれについて研究して

七回を附いた︒例によって河井弼八氏坐長

ることも︑また︑疲れることも厭わず働き

参議院談長公邸で︑迩徳六間魁懇談倉の第

盛んなる増産意欲と勤努とに依って︑先ず

其鹿で狩来は︑日本農業も枇界に列して

食殺の安定を岡り︑これから立派な近代国

これについて︑中野邦一氏︵迩義再建︶及石

見たらどうかと云ふ提案があった︒そこで

所謂圃際的なる経替の手段をとり入れ︑そ

家と成る今へく︑その通を歩んで進もうでは

年諸君には︑以上簡単なりと雌も余が叙述

と云ふことであったので︑一間盤一名の委

川謙氏︵心畢含︺そして勝部度長氏︵心畢

せる方向に︑敢鮎的な畳悟︑決心をされ︑

員を選出して︑小委員存を設けて研究しよ

ないか︒

且つ素直なる修養と教養とを倦まず忘れず
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油︑ＥＥＥ︑℃やＥ℃ＬＬ閏︑○○○○○○○○○

○○○○○
吟花嚇川人︒評日︒楽天瞳三字︒美性保毒之訣也︒

米毒己過迎六春︒身将頑健楽天員︒老翁安否如相間︒吾是

＠新年作九十一里有隣菅谷徳爽郎︹宇都宮︶

一数今加九十齢︒不妨日日尚好形︒鈍根往往雌招笑︒幸得

０○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

０○○○○

安康賦蒜星︒評弓三四喪篠︒老健叩喜︒

＠丙巾歳旦作篭莱Ⅲ宮雄︵利奈川︶

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
群雲鍍製鵬光新︒天地今迎服始春︒Ⅱ映鳳城花筑動︒鰯詑
○○○○○○○○○ＯＯ○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

御渉柳芽均︒東風草木培方土︒帝深山川育庶民︒酌酒賦誹

︑丙巾元旦有感水石横江勝美︵横演︺

種養在︒慨然閏鰐仰皇仁︒評昌︒浦麗雅健︒尚見図風之美︒

○○○００○○○○○○Ｏ○○○○○○○００○○

○○○○○
亦作諭書人︒評臼︒詔愈槻岬︒意塊亦深︒

川牌落交暁光新︒嘘唯難雄己報奔︒五十葛姿猶一夢︒今年

＠新年作稚山奨輪直
︵茨城︺
○○○○○○○○○

誰識布怖如稗輪︒非非是赴養天亘︒無能無智又無異︒自笑

○○○○○
三無正迂春︒評臼︒三無迎春︒語間淳朴︒

＠新年害感八十一曳況堂天野佐一郎︵東京︶

雲毛添白典年新︒竹影晦魂役此身︒階老軍逢丙巾放︒今春

○○○○○○○○○○○○○○○００○○○○○○

○○０○○
八十一齢身︒評日︒三一腫率︒一両間見肌格︒

＠斑石崖翁七十七寿次其嬬祇越南岡川九術︵武生︶
込︑０恥︑Ｅ︑︑︑Ｅ︑ｎ℃︑○○０○○○○

○○○○○
紅帯寿山春︒評日︒僻旨篤永︒振字狭談︒得和亦難︒

崖翁七十七齢身︒日夕締書志益振︒畢徳洋洋人致敬ｃ珊雲

＠類春岱山椎名保弘︵富山︶
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弘道詩林三好凌石選
＠新歳偶感四言古八十七聖寒蝉大森午︵日立︶

○○○○○○○○○○○○○○○○０○○○○
果果瞳瞳︒日川塘漠︒斗柄東指︒天下知春︒珊気昨気︒欝
○００○○○○○○○○○○○○００○○ＯＯ
躍紫度︒江雲蒙鍵︒獄雪聡玲︒速峰雨後︒嵐光偶青︒近郊
○○○○○ＯＥ︑︑︑＄Ｅ︑︑砥Ｅ︑１︑︑︑
焼痕︒草色将句︒東風解凍︒淋魚唆頻︒茜鳥遜示剛細溌堪
︑孤貼恥︑ＬⅡ︑︑︑︑︑︑Ｅ︑ｂ︑Ｅ腿︑︑
蝿︒門外松秀︒雛遥悔馨︒閏旗刷翻︒迭故迎新︒昭和川一・
︑Ｅ︑Ｌ○○○○○○○○○○○○○○○○○
歳在丙巾︒野翁塁諜︒八十七齢︒傾長命盃︒僻賦毒星︒脈
○○○○○００○○Ｏ○○○○○○○○○○○
池後素︒造興津津︒畷若酌酒︒間談無坂︒悔意讃易︒洗心
○○○○０○○○○○○○○○○ＯＯ○℃︑︑
養貝︒泳浴聖恩︒日夜窮維．悠悠天地︒楽道忘貧︒戦後十
︑Ｋ心Ｅも℃︑︑埴Ｅ︑︑℃○○○○００００
戦︒雨稚兵塵︒物象照岬︒主椛在民︒皇剛興譲︒載仰洪鈎︒
００○○００○○００○○○○○○○○○○Ｏ

天統聯綿︒朝野机税︒聖徳疑疑︒博愛飛仁︒雅沿四海︒光
○○○○○○○○○○○○○○○○○○０ＯＯ
被率演︒咋大有年︒肱桜康寧︒鼓腹繋壌︒豊諜小作︒請看
一祁岬︒好僻池蕊︒叫呼秀鰐・岬僻腰癖︒膝祁岬晦︒婆僻綻

０○○○○○○○○○○○０○○○○○○ＯＯ

川︒文物燦然︒長存嗣珍︒槻光異容︒逐歳稗瑛︒同文同和︒
↑○００Ｏ

蹄善隣︒尤畳有愛剛之歪怖︒

須期善鄭︒評日︒四言詩格︒蝉聖掠場︒起筆秀抜︒附合自在︒以
見老筆之手腕︒前段叙旋題早春之意︒中幅叙境涯淡泊保毒抵
抵興
興︒
︒後
後
段叙皇統無窮︒聖津之描被︒典天府不拡︒豊穣之悦灘︒末段一筆結

＠丙巾歳朝八十五聖江東片口安︵耐山︶

０○○○○○○○○○○○○００○○○○○○○○

棟格竹緒川︒評弓浦逸︒起句貧字︑蓋可不術東翁境涯︒

○○○○○

青醗安一令守清貧︒鏡裏憐宥白髪新︒槻酒辛盤能白酔︒椛花

＠新年偶成九十四里如雲慶野庄作︵茨城︺

１１

グ

Ｌ

＝
一

００○○○○○○○○○○○○○○○○００
評日︒忠厚之旨︒見子楕墨之間︒

三元開瑞色︒天地典時和︒恭献無彊毒︒若生唱閲歌︒

荒張幸吉︵茨城︺
＠歳除感懐
℃Ｅ︑＄℃Ｅぉ述述おく℃Ｌ℃００００○○００Ｏ

○○○○○
寓感入鐘馨︒評日︒瑞荘︒感慨殊長︒

青雲自歎志難成．老退山村又畢耕︒戦後十年時世異．悠悠

＠丙申元旦夏村川中和︵千葉︶

︑︑℃︑通︑埴︑砧肥もｂ殖℃○○○○○ＯＯ

雨舜四方利︒評臼︒粛然整襟︒至誠迩祁︒韻致自佳︒

昭和三十一年春︒瑞気洋洋寓象新︒暁起先欣身老健︒整襟

＠恭賦辰題早春禿堂青柳千繭吉︹群馬︶

︑℃︑Ｌ︑︑︑ｂＥ︑︑ＬＥ℃○００○○○○○○

仙境好︒一瓢酒霊尚忘蹄︒評日︒鴬得宛然︒筆致幽新︒

夜来暖雨漉柴扉︒暁看山腰濃謂園︒斑雪巳消生宿草︒厳寒
○００○○○○○○○○００○○００○○芯池︑ｂ
漸退脱重衣︒梅花放薯鴬先騨．柳樹含芽燕未飛︒飽賞早春
︑︑︑ＬＬ℃︑︑︑︑

＠冬日江村恵驚兼坂重︹千葉︶

○○○○○

一帯長江帆影斜︒寒煙婚霊鎖漁家︒枯薦礎柳風諭狐︒惟認

恥もむＬ︑℃℃︑℃恥︑肥℃ＬＯ○０○○○○○○

＠秋夜請書耕陽大塚規ス千葉︶

局禽緊浅沙︒評弓淡而雅︒

碧天雲霊夜光凝︒寓箱無謹心自徴︒山閣紙窓人静坐︒三更

０○○○○○○○○○○○○○○００○０ＯＯ○○

○００００
猫別請書燈︒評日︒随口吟成︒至楽可想︒

凌石三好寛

＠束湖先生百年祭次寒蝉詞契箕詩誠以寄

束湖先生名日彪．正気之歌壮千秋︒手提賓刀三決死︒棟梁
器量製闘牛︒先生事出自幽谷︒志在勤王鍔不休︒先生畢害

＠改訂前雅塞蝉作東湖先生百年祭糞詩長古末尾二句改作一

趣作鯉箪・譜家玉穂＃痛側御驚．蝋峨氏
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弘道歌園割田斧二選
秀逢

○年の始松江市平井常清

硝子戸に小鳥の影のゆらぐさへ見るにのどかなり年の始は
︵元日は人の心のなどみて︑見聞の醐物すべて長閑に感ず︶

○千葉螺菅谷義太郎

風よけのわらはたふれて変の葉のみどりもまし春のすな畑
︵早春の枯れ果てた山村に︑俺かに見る萎の緑による作者の
あはれである︺

○一初日東京都中村徐風

白鳥の引く水の尾に漣のたちて静けき初日影かも
︹皇居内濠の初日︑作者の愛国心も知られてよし︶

佳作○申歳新年禰島市菅野椿翁
し

まが事を見ざる聞かざる語らざるめでたき蔵と今日を迎へ

○早春千葉螺兼坂秀嶺

○新年感新潟螺波多良介

早春の光をうけて猫柳の眉をつくるか水を鏡に

五百重千重一初詣人波よせて聴彦の宮にいにし百人

千葉螺鵬野秀春

○全図解放農地補償連合含

人皆の力合せてあしき法正した噂すぞうれしかりけり

○折にふれて茨城螺田口きよ子

○千葉螺金杉茂穂

さながらに祁代の春も恩はせて鹿島宮居のあかつきの霜

固く

冬の夜の寂かなりけりいづくゆか薬打つ音のみたしかにひ

○新潟蝶土田朝男

○退職埼玉嬬小名木狂辰

人波に命とられて初詣弼彦の耐もなげきましけむ

煙草店開きて我の今日よりは退職しての仕事始まる

○新潟螺土田盛一

○和歌浦茨城媒田口賛雄

春浅き和歌の浦波静かにてみなぞと深くすめる月かな

横涜の子らのかへりしのちになど越のみ雪のしげく降るら

○埼玉螺大久根吐月

○元旦旭川市高石雅談

脱穀の吾に消されつつ暮六つの鐘の一音低く届く納屋かも

む

○友宇都宮市菅谷徳雁

○富山螺片口江束

赤城嶺と齢は高く重ねつつふもとの里に住める友かも

を

L

八たび迎ふ申の新春に恩ふかも明治のみ代の遠ざかりゆく
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元

めでたし

一初日あびて行交ふ人の今日といへぱほ上ゑましさを兄せて

○割川斧二

なむか

大橋越央子選

徐夜の鐘波うつやうに聞えけり

恩ふとと凡てを去りて明の春千葉脈

早春のかそけき音やゆろる幣

元日や無病芙十路のみち平ら川越狂
騒鮭を吊す鴨居の暦剥ぐ

老も出て家例のごとく鍬一初め千葉茂
同鵬の屠蘇一とんに僻ひにけり茨城磯

棄て難き思川のあり古暦厩島椛
初市場蓬莱山を飾り立て千葉秀

○大橋越央

屠蘇飲んで酢ふて笑ふて初鏡千葉諦

南

辰

村嶺翁山穂

我と我を責めつぐからに成る歌を詠みつがばけだし救はれ

１ １Ｊ Ｊ
弘道俳墳
松江

東京

枯桑の道を通ひて教師たり
近山に雲すでに来し桑括る

︹次雅漢詩・和歌・俳句原稿締切一二月十日限︶
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秀逸．○雑詠
川光にとま人︑とある枯枝かな
白鳥の引く水の尾に一初日かた

埼玉

越後

介月南風子
子

鮒懲＃
明

東京徐風

一F■■伊守

千葉

軒す堂め早春の譜を奏でけり
厳の市コヶシ人形質ひもどる
山風に雲のくづるる小笹はら

松江

枯芝や日本語しやくる祁父の子

佳作
落葉焚く公悶日和続きけり
枯芝や土杵の上の鬼ごっこ

枯蓮の池の醐象動かざる
足ろを知り屠蘇一義の甘味哉
めでたさに恩ふとと無しお元日

名と年を連ねて孫の賀状哉

J2I B

波大伊*原
ﾝに『

子

本含だより

財務監将石坂泰三

杯側也を寄附さる・御芳志を感謝す︒

の七七忌に常り刷子弘氏より本称に封し令壷

△妹尾氏の芳志故秋田支命是妹尼蛎之助氏

Ｉ
△石坂財務監督夫人逝去

氏夫人雪子氏は︑十二〃姪Ⅱ逝去さる・誰ん
で哀悼す︒

木︑寺田︑向田︑平津︑萩原︑津剛︑棚田の

住聡矢島師から﹁臨葉﹂についての誹彼があ

諸氏竿が参集︑妹尾含長の逝去に作ひ常分の

った︒醐葉和敬の溌遼から醐莱難などを通じ

感謝す︶氏は肌活三十九年以来の本念々員で︑

子さんは︑京都束本願寺との僻約内定の山慶

てその時代の祇命瓜蚤や︑政治耗群恕想など

識に五十年以上に亙って本宙に誰力された長

喪︒川に文子さんは︑元本命々災徳川詫孝伯

を偲び起すに減に切なるものがあった︒そし

のあり方などについて話合ひ︑綾いて天龍寺

の令孫である︒

て闘葉時代は岐も民主的な時代であったとも

間二名の代行委員が祉話をすることや︑今後

△鈴木氏の芳志千葉螺東部支称刑支長鈴木

老である︒御自愛を所る次弟である︒

仙松氏は︑本含の刺立八十周年に旧み︑金五

昨散宙︒︵平搾︶

言へると例を示して解説する庭あり︑午脈五

△徳川家の慶事特別含貝徳川達成氏令嬢文

百側也を寄附さる・御芳惰を感謝す︒

怖を感謝す︒

次氏には本命に令奄脈側也を許附さる︒御芳

により川称︑萩服支称握年頭の肌僻並に新し

年命に雑て紬命川惟︑午後二昨巾村氏の川竹

Ｏ成木支曾報告

△佐藤博士の芳志特別愈貝雌畢仲士佐藤蒐

日に亙って旅行さる︒

火那巾に宗教刷察のため︑十二Ⅱ九日より数

△談話曾並に新年富一月二十七Ⅱ午後凹昨

△下村副曹長下阪下村村別称艇は︑大阪及

△河野氏の芳志紳別命興河野竹三柳士には

より束恢命伽に於て含貝談祇命並に新年称を
附く︒﹁新しい政治の近﹂と越し︑慶雁大祭教

起立乾盃︑更に祁酒を頂き︑一同畳幡を新に

き年への希望を力弧く述べ︑一同之に和して

術火命は一〃五日青枕錐六巾畢肱に於て新

本命に余壷肝側を寄附さる︑御芳怖を感謝

授嫁本謙一氏の講演を聴き︑後愁談︑夕食を

す︒

△理事書十二月二十三脚測田﹁菊水﹂に於

愈の発展を澗願し︑非風胎蕩裡に新年称を州

く四十四血へつづく︶

間に於ける兄敢の袖導に備る等の巾合せを篤

力し︑流命教育の一助として畢校と家庇の中

梓行群の表彰︑辿族の慰安︑更にＰＴＡに協

三十一年度の湘業として各和訓波称の狂施︑

煙の命計披に蛎業報告を鯛し︑之を承認す︒

ぢて︑面ちに縄含に移行︑小川氏より三十年

共にして九時散命せり︒嬢愈なりを︒

百九十一口秋川支命は十一月二十七日午府

○秋田支曾報告

支曾だより

て本命抑覗含を州琶︑細々協議せり︒尚術日
は細川委貝向も同時に催せり︒

△小笠原氏の芳志特別称此小姓脱握雄氏は
本命に金五面側也を群附さる︑御芳怖を感謝
す︒

二時愈員三浦氏宅で聞いた︒河村︑隙行︑船

△漬倉氏の芳志新潟蝶の欠老命︑演倉順二
て︑本命に令壷肝側也を寄附さる・御芳志を

郎氏は︑八十歳の高齢を迎へられた記念にと
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I

金耳牛口

駕

新

年

一金 五 百 側 也 ？ ︶

東京都佐藤寛次

一金宣肝叫也︵多︶

千莱蝶鈴木仙松

一金 五 百 川 也 ？ ︶

一金 萱 肝 側 也 ？ ︶
新潟螺演食順二郎

静岡蝶小笠脈優生

埼玉蝶河野行三

一金 宣 肝 回 也 ？ ︶

秋岡市妹尾弘

一金登肝剛也へ排附︶

I

枇幽法人日本弘道倉

昭和三十一年元Ⅲ

『
蕊

編輯後記

て輸血と致しました︒そして新しい装ひのも
とに雌かな誌而となったことです︒ではこれ
で昭和三十一年度年頭の編韓便と致します︒

ので︑それらも整理すべく︑本雅は犠牲を梯っ

○維峨後すでに十年となりました︒その川の
努苦は今更に言ふまでもありませんが︑幸に
も閣民の努力によって︑諸般の方而で復興の
一路を辿って参りましたことは御同慶の至り
であります︑諾して又年一年と国民の心にも
日に見えて落着が出来て︑これまでの盲Ⅲ滅
法︑無我夢中の生活から︑辿々と脚ら反有し
て見ようとする心持がポッノ︑︑と雌じて来た
ことも蝿えるようで︑例へぱ憲法︑民法︑商
法︑労仙立法︑選畢法等々︑諸祁の法律の改
正︑或は教育等の問題についても︑教科書︑
教科内容︑更にはその制度等に至るまで︑考
へ直さうといふ麓が盛んになって来ましたこ
ともその塊はれでせう︒だが何那も人に典へ
らるるは幼く︑自ら作ることは容易ではあり
ません︑せめて我々は蒋を守る頑固さでなく
た宮盲目に猛進する浮薄にならず︑正しい改
正と願ふものです︑この挫にも本年の教化事
業には尊い使命があるようです︒
○識て存せられて居た原稿が相常にあります

に慶びと致しませう︒

○明けましておめでたう存じます︒こ入に本
含も創立八十周年を迎へました︑皆さんと共

I

弘道資債一冊金琴拾回也

弘道倉入曾手積

一ヶ年曾費金白欧拾同を排込み入曾の手績

をとること︒肯員には雑誌弘道を無料配布

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

岡吋人砕方に途付す︒

○本誌麿告の件については︑

Ｉ

本曾編韓部へ御相談を乞ふ・

東京都千代田騒西押田二ノー

昭和三十一年二月一日弱行

羅蹄嬢割田斧二

東京都千代田随紳田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田麗紳田神保町三ノ十

東京耶千代田厩西紳出二ノー一

印刷所︵東京垂ご共立杜印刷所

諦麺掴日本弘道曾一

電話九段九群
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