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○固民の品性

今人口を開けば鞭ち言ふ︒販細躯の獅

権を握るべしと︑或は言ふ枇界の一等図

とならんとすと︑其の言間より善し︑然

れども︑如何にせば其の希望を達するこ

とを得べきか︑此の如きは決して外交家

の小策略︑政黛家の空言を以て得べき者

に非ざるなり︑岡民の品性他剛より優勝

なる畔は︑劣敗剛となるなり︑剛民のＭ

なるときは催勝図となり︑他叫より劣等

性慢等なるときは︑良蕃の政滴冷施すこ

とを得べく︑爾閣の業を起すことを得べ

く精鋭の兵備を整ふることを得くし︒然

らば図家が行ふ所の教育の主義︑即ち粘

紳は︑催等なる閥民の品性を造るに在る

は至て明白なることなり︒︵泊翁先碓訓︶
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○自由の範園
自由の本能というものは︑人間にとって最も大きなものの一つで
あって︑この慾望は人智が開けるにつれて︑益々募ってくるもので
ある︒古来革命などが行はれる時は︑その中に何時もとの自由の叫
びが要素の一つになっている︒それほどに自由というものは好まれ
るものなのである︒我が図にあっても明治維新に際しては︑フラン
スの自由の思想が早くも輸入され︑政治上の自由思想が大に叫ばれ
て来た課だが︑殊に敗職後はその叫びが愈々盛んで︑自由と平等は
今日の考え方の根元になって居て︑先づ世界のどこの図を見ても︑
日本ほど自由の許されて居る園はないと言われ︑自由の天図である
とまで言われるのであるが︑さて然らば果してこれが図の進歩であ
り︑喜ぶべきことであろうかどうか︒深く考えて見なければならな
もともと人間の自由といったからとて︑それは絶封なものではな
く︑例えば自然の理法︑物理や天盤等に封しては人間に何等の自由
がないことは勿論で︑た営人川の枇界に限らるる課であるが︑その
人間世界にあってさえ︑決して制限のない課ではない︒というのは
人間というものはそれぞれに胤曲に生きるものの︑その中に相迩ず
る目的をもつものであり︑そしてその目的をよりよく達成するため
には︑佃タハラノ＼でなしに︑家族を成し︑征含をそして画家を成
すものであるから︑それ等の集剛が共通の目的達成を助成するため
には︑常然にまた個々の人間生活に封して︑或る程度の自由に制限
を加えることである︒若しこの制限を不常と考えるならば︑それは
人間の目的を否定するものであり︑家族や祇含及図家の意義も否定
︑︑︑

︑匙︑

するもので︑やがて人間それ自らをも否定することになるのであ
る︒人間は全くの個々の石コロの存在であってはならない︑石弓ロ
自彊が集ったところで︑家族を成さないし︑柾含も国家も成るもの
ではない︒よろしく人間は人間であると同時に︑それｊｆｌの惇統を

￨

ス︾︒

背負った人間としての目的をもち︑その共通の目的達成に庇含や幽
家を作ってゆく︑そこに愛の精祁が芽ばえて成長するという課であ

を知らねばならない︒

ところで世界一の政治的に自由を許されて居るという日本の現状
を狸るに︑果して叙上の鮎はどんなものであろう︒今日進歩一的イン
テリと称する者を初めとして︑これらの人に従う者達は︑殊に一も
二もなく自分達共通の目的達成の組織の場である祇含や図家の或る
種の制限に封して︑自由を害するとして︑やたらに反抗に反抗をつ
貰け︑全く協力ということを知らないのである︒これは個々の人間
を一貫するもの︑その目的達成としての証含団家を認めないからで
あらう︒そしてまたこれは同時に人間の目的をもたないということ
でもあって︑これではた堂自由勝手にバラＪ１︑に生きる個々の物艦
にも等しい︒このような自由というものは︑画家国民に許さるべき
自由ではない︒これでは国家園民の燈をなさないこととなるからで
ある︒世界一の自由はこふに至って恥づくきことなのである︒人間
は人類共通の人間であると同時に︑また民族の血の旅る上個有の人
間である描命を免れない︑こ上には常然民族愛がなくてはならな
い︒そしてまた醐家は共通の図家であると同時に︑民族共並のⅡ的
達成の機開として︑それ︑卜︑特有のものでもあるから︑民族として
画家愛というものが生ずるのは常然である︒とすればそれらに対し
て個々の勝手な自由に一部制限を受けるのが常然で︑その柿剛内で
の自由というものが︑境の国民に許さるる自由というものであるか
ら︑進んでむしろその制限には協力すべきが園民の義務であること

ス︾ｏ
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本能というものは尊いもので︑これは生かさなければならないが
これを生かす逆は︑放任でもなければ厳禁でもなく︑いわゆる適切
ならしめる工夫である︒そしてその工夫の世界に人間の文化の努力
がある︒自由もこの工夫された上の自由でなければならないのであ

我が図の道徳教育

吉田
一︑国定修身書の起草

次

いては無経験者である私が果してその職に堪へ得るか︑又

その適任肴であるや否やも疑ったのであるが︑同僚中には

高等師範出身肴で現に其の附腿小畢校で修身科教授を質際

に捨任して居る乙竹岩造君と︑長く文部省で教科書検定の

賃務に常って来た平出鰹次郎君とが同じく起草員として居

らるると聞き梢安心した︒且日本園民の道徳意識の育成に

して大畢院に入り︑道徳教育を研究題目と定めた︒これは

たが︑最一初は固定とすることも未決定で︑言は営他の検定

固定修身害の起草は明治三十三年の春より若手されて居

を引き請けることに決心した︒

参加することが筆考の宿望にも合致して居るので︑途に之

筆者が中畢生時代からの宿望であったのである︒それにし

もなしに︑文部行内の仕事として初められたらしかった︒

それが明治三十四争五年の教科書牧賄事件が勃褒したので

修身書と並んで之を進捧使川することを許す位の考で官制

定修身書の起草に従事することになったことを耳にし︑同

ので︑その準備を急ぐよ弓にと菊池文相が特に委員含に出

小皐校教科書中修身︑請本等を固定とするの誰が決定した

ても自活の黄を得なければならぬので︑私立畢校での講師

君の後任として哲畢館︵東洋大皐の前身︶及び浄土宗高等

修身書訓在委員倉の含長は加藤弘之博士で︑同委員は高

席して申し渡されたのである︒

東京帝園大畢教授︵哲畢講座捨任︶井上禰次郎博士＄同︵倫

等師範壁校長伊溌修二氏︑女子高等師範畢校長高嶺秀夫氏

理肇捲任︶中島力造博士の外東洋大畢長井上側了仲士︑文

畢生生活中でも殆んど例のないことであった︒然るに翌明
ったので

薫之介氏の七人であった︒後勘東京高等師範里校長嘉納治

部符普通畢務局長洋柳政太郎沖士︑同固書課長文畢士渡逢

筆者にその後任者たることを勧められた︒或日

た所がその旨を鱒へられたのである︒道徳教育の問題は筆

五郎氏が伊深氏に代り︑新に東京帝国大畢教授︵心理畢講

普通事務局長深柳政太郎氏より招がれて︑氏の私邸を尋ね

治三十四年の春︑中島君が文部符の蝿託を餅することとな

され︑時を夜の十二時頃まで勉弧したことは︑筆考の永い

つこととなった︒かくて一年間は全く講義案の作製に忙殺

畢院︵大正大畢の前身︶で倫理事及び教育望の講義を受持

の口をさがした︒偶為中島徳賊君が文部行の雌託を受け固

った︒委しく言へぱ東京帝剛大畢の丈科大畢打単科を卒業

明治三十三年に東京帝固大皐を卒業後直ちに大事院に入

。,､､

者の最も興味を有する所ではあるが魁一初等教育の賞際に就
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ある︒筆者は中島徳賊君の後任者ではあるが何等表向きの

草員三名あり︑乙竹︑平川．並に筆者はそれに常つたので

座捨任︶元良勇次郎博士が委員に加つた︒委員含の下に起

氏がオランダで大単の講義筆記である法制大意に類するも

はなって居ない︒皐制の修身科の中に性法略と題して西周

屋教育では修身教材は涜書の内容であり耐猫立した科目と

のも含めて居る所を見ると或は悌繭西の﹁修身及び公民﹂

て営時は西洋の榊窪書が流行し︑中畢校以上では文部省議

がオランダに体ばつたのを参考したのかも知れない︒而し

の勧善訓蒙などの倫理書法制書が行ばれ︑小皐校川として

ると聡同含最一初の委員曾で加藤委員長より大凡次の如き褒
議があり︑一同それを諒承したとのことである・加藤博士の

も禰津諭吉氏誕著の﹁童蒙教畢﹂が多く流行したらしい︒

事務引きつぎとては受けなかった︒唯残されたる記録に依

るととであり︑僕も既にその意見を褒表もして居るので融含

とれは﹁チャムプルのモーラルカラッスブック﹂の津と記

褒議は道徳の根本主義に開しては各員とも所信を有せられ

されてあるから︑米園遥で行はれたものと恩はれる︒トニ

カク畢制の畢校制度は伽蘭西式であるが︑その内奔たる単

の日常生活に必要な道徳に開しては意見の一致を見出すこ

科課程には米幽式も加って居る︑従ってその道徳湖念も西

誌に依って今更それを鍵更することは出来ない︒併し閣民

いといふのである︒明治維新以来︑我園の徳教に淵しては

洋風のものが採川された︒後になって︐元田永学氏の一教

とは左税困難ではあるまい︒その方針で今後進んで往きた
種糞沿革がある︒明治五年の畢制には夙に修身科を設けて

至った︒尤も明治十二年時代にはなほ西洋の道徳思想は勢

が弧かつた︒これは島田三郎氏の記録にも明である︒﹁政

皐大旨﹂などの問題が起り我が国間有の徳教が行はれるに

界は自由思想頗る礎で︑固含附設や自由民椎の議論で︑杢

米の望校で修身科を必修科として居るのは悌蘭西だけと言
ってよい︒其の事情は後に述べることとするが︑概して北

居る︒これは蓋し桃関西の望制に依ったものであらう︒欧

欧では宗教科︵基将教︶を課する例が多く︑英・米では﹁信

育論が多く教育家の間に誠まれ︑他の一方に於いては留畢

ても︑スペンサーや今へイン等の書物や︑共他英閏の自由教

身に類する科目を設けて居る所もあるが︑それも随意科と

生が蹄朝して︑礎に英園流の自由放任主義が喝へられて居

園鼎の湧くが如く︑其影響は教育界に及びて教育方面に於

なって居る︒明治五年の皐制には小畢校の課程に﹁修身口

た﹂とは島田三郎氏が述べて居る所である︒島川氏は河野

教の自由﹂公立畢校では宗教科も修身科も課して居ない︒

授﹂と題してギョウギノサトシと仮名を附して居る︒これ

敏鎌文相の下に文部符に居た人で改正教育令案が元老院に

尤も米国の或地方ではマナンス即ち作法科などと稚して修

は米国の例などに依ったものかも知れぬ︒徳川時代の寺小
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の指導を必要と論じて居る︒明治十四年には﹁小票枝教員

ある︒島田氏は自由主義者ではあるが教育に鮒しては固家

出た時に文部省大書記官として其の説明の任に雷つた人で

間もなく榎本子は枢密院顧問官に卿じ︑内務次官の芳川瓢

本武揚子で︑総理大臣は山牒公で内務大臣を兼ねて居た︒

徴するがよかろうといふととになった︒時の文部大臣は榎

があるようだからと注意されたので︑元田翁とも前以て相

正子が文部大臣に親任され熱心に此の事に常つた︒又内閣

談するがよかろうと言ふととで︲井上子と元田翁とが芳川

心得﹂が溌布せられ︑教則綱領なども改正され後半明治十

せられたのである︒即ち教育勅語は憲法政治と共に誕生し

瓢正子と共に教育勅語の成立に誰力した次第であると言明

法制長官は井上・毅子であったから文部大臣と共に此の識に

たのであるから朋者の間には何等かの開辿の存すべきは容

参雪した︒又陛下は文教のととは大抵元田永学翁に御相談

易に推察せられる所である︒然るに世人が此に注意を桃う

て居られる︒明治二十三年十月三十日教育勅語を陛下より

された︒芳川子も教育勅語の制定には心血を雛いたと言っ

治二十三年に至り最一初の海国議含の間近に教育勅語が喚溌

ととなく教育勅語といへぱ蕃式道徳と考へたり︑甚だしき

年代の徳教は大磯儒教主義の修身書が行はれた︑然るに明

は封建道徳とさへ誤解するが如きは無知も亦逃だしと言は

書索に於いて所感を漢文にて書き記されたものがある︒そ

下賜さるろや︑芳川文相は非常に感激せられ蹄宅後直ちに

これは明治四十二年頃のことであるが︑常時の固定修身

ざるを得ない︒

は表であり外である︒道徳は裏であり内である︒﹂との趣旨

を述べて居る︒此れは如何なる意味を有するかは知るべき

の内に﹁政治と道徳とは表裏一僻をなすものである︒政治

由もないが︑教育勅語が第一回の幽愈州催の間近に勝って

起草開係者が山蛎有朋公を目白の邸に訪問して教育勅語の
案者は誰かと間はれることがあるが教育勅語は時の内閣の

御風気を押して御内儀に文部大砲を召されて御下賜あった

話を拝盤したことがある︒その時に山蛎公は教育勅語の起

ととは出来ぬと前世きして其の成立の由来を大旨次の如く

仕事として成立に営つたので︑誰といふ仙人の仕事といふ

るものの存すべきは推察するに難くはない︒更に元田翁は

ことや︑教育勅語の成立に参典した井上毅子は明治憲法起

教畢大旨以来文教の問題に熱心であったのであるから︑教

草者の一人であるとと等を恩へぱ両者の間に脈絡の相通す

るものを内閣より示して欲しいとの議が出た︒その中の数

その席上で二三の地方官から︑地方の思想指導の雑一本とな

名の者が魁自宅まで来て熱心に論じた︒そこで内閣がこれ

育勅語に示されたろ道徳の中には東西の道徳と政治とに開

話された︒明治二十三年の春頃に地方官含議が附かれた︒

を取り上げ閣議の問題とした︒依って先づ肇者達の意見を
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られたが︑教育勅語の換護せらる上に際して稲弘道倉の主

に日本迩徳論に於いて我為の徳教の如何あるべきかを論ぜ

たことも察すべきである︒含覗西村先生も亦︑明治十九年

する諸説が比較検討せられ︑探長補短の識見の包含せられ

科書は憲法治下に於ける人生訓を本義とせねばならぬと考

歩に顧み適切↓なる手段を講すべきである︒要するに修身教

ない︒唯教育勅語を鵠得せしむる方法に閲して心単術の進

害としては心誰が起草に富ってもそれ以外に方針はあり得

課を世き︑低畢年にてはこれを﹁よい子供﹂又は﹁よき日

へたのである︒故に各翠年の修身教科書には一︲結び︐｜の一

中島徳職君は修身書の椛成に附して称を考究せられたら

は﹁忠良なる日本人﹂と題し︑少くとも義務教育期川に於

本人﹂と題し︑高畢年に進むに従って﹁善良なる園民﹂叉

張と何等相容れざる所なきを喜ばれたのである︒

り︑沸剛西で行はれて居る修身教科なども幾種が集まって

いて教育勅語を奉僻する人格を養成せんことを目的とした

しい︒我が国の修身教科書は殆んど全部蒐集せられてあ
居た︒これは後に耳にした所であるが心同君が餅職せられ

のである︒

言はれたらしい︒それが或教育家の耳に入り︑不都合であ

徳口が足らぬ︒何弓かして教育勅語の再降下が願はしいと

に員剣に此の問題を考慮に世いた︒首時我が国の倫理畢説

は︑執れかの一途を選び︑他を棄てねばならぬ︒筆者は常

に若しも︑それが倫理畢読の進歩と矛盾する場合に於いて

り︑大皐院畢生として道徳教育の研究に従事して居る︒故

然るに筆者は一方に於いては畢徒たることを期して居

たのも勅語に関係があったらしい︒同対は東京で教育愈か

ると文部省に談じ込んだので︑修身起草員を僻するに至っ

何かの旅上で︑修身書を細纂するには脳教育勅語だけでは

たとのことである︒筆者は此の鮎に閲しては中島君と全く

の命令に誉まるろ行篇は直の道徳たる償値はないとするの

にありては自律・自律との論議が極めて盛んであった︒道

である︒是に於いて教育勅語本位の道徳と倫理皐上の自律

修身教科書でもない︒従って倫理畢上の本務論などの如く︑

い︒我が国民の篭得すべき主要なる徳目を重黙的に示され

見解を異にした︒元来教育勅語は倫理肇書でもなければ︑

ることが大切である︒即ち我が固の徳教の基本を明示さる

道徳との開係が解決を要請せられたのである︒筆者は大畢

に出づるものでなければならぬ︒刺とか君とか他の権威者

べきである︒とにかく明治二十三年以後は我が園の徳教が

在畢営時より此の問題に興味を以て考慮し一柾の見解を取

徳の根本は自律にある︒即ち善を善とする自我の自褒活動

一定したのである︒我が国の修身教科書の大本は是に依擦

って居た︒その詳細は最後に論んすることとするが︑世論

悉く道徳上の本務を網羅したり全徳目を羅列する必要はな

しなければならぬことは論を侯たざる所である︒国定修身
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憲法皐者としてはそういふ論も成り立つであらうが︑翠徒

論評すべきものではないと主張したことがある︒如何にも

杉槙吉博士などは勅語は勅語なるが故に尊いのであって︑

筆者は或日︑店頭に於いて大倫理望と題する一書を見出

の中には性交にして誤解の存することを遺憾として居た︒

した︒苓者はスコ・へノーエル︑諜者は中江篤介とある︒偶

最一初の国定修身害は諜定通り明治三十六年に完了し︑翌

としての筆者には何庭までも理論的解樺を無税することは

年四月より杢固一律に賞施された︒同時に筆者は倣米留畢

女高橋五郎氏は書評に於いて此のスコ︒へノーエルとは猫迎

る︒かくては折角の好著も多くの読者を失うであらうと冷

を命ぜられ︑先づ猫逸に渡り︑俳剛西及び英悶に三ヶ年除

者の態度もこれに外ならなかったのである︒

笑した︒高橋五郎氏は筆者が第一高等畢校受験準備の矯め

滞在し倫理単及び教育事の研究に従事した︒その川彼地に

出来ぬのである︒所謂図民道徳論の勃興せる際に於ける筆

哲らく在籍せる剛民英語畢校での恩師である所より世ちに

於ける剛民の逝徳教育の資際に就いても出来るだけ注意を

禰畢者ショー︒ヘンハウエルのことである︒諜者は伽剛西畢

本書を手に入れて締諭した︒如何にもこれはショー・ヘンハ

者であるが故に︑これを俳繭西語の震音で讃んだのであ

ウエルの名群でカントの倫理説を詳細に批判せる数百ペー

︹顧問・文畢博士︶

挑つた︒次回にはその要旨を述べようと恩ふ︒︵未完︶

では有志が相謀って︑その生誕地を清掃し︑恭しく祭典を

去る五月四日は通先生の生誕百五十年︲に常ろので︑水戸

深作安文

開する一考察

藤田東湖先生に

ジの大冊子である︒カントは自律逝徳を唱迩して居るが耐

て居るのである︒併しカントは此の書評を読んでも少しも

本書の説く所は茶督教の道徳説と異なる所がないと論断し
驚かなかったであらう︒なんとなればカントは彼の倫理単
陳論とも見るべき資践理性批判に於いて基督的道徳を賞賎
することは必ずしも他律的遁徳と言ふくきでないと明言し
てあるからである︒筆者は是等の事情に顧み教育勅語に基
く迩徳を刷述することは必ずしも他律的道徳を説くもので
ないと所信を固めた︒従ってそれは倫理翠の進歩に反する
たのである︒要は教育勅語に示されたろ道徳の合理性を理

ものではないとの確信を以って固定修身書の起草に従事し
解すると否とに依って自律とも他律ともなるのである︒上
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然るところ︑先生の人格の振幅はずっと凌ぐして慰尋常

多彩の面が槻取せられる︒筆者は今︑先生の性格の内︑特

には経世家︑皐者︑教育家︒等をはじめ︑文豪︑詩人など

雑なものとがある︒先生は後者に馬すると見られる︒先生

中外の偉人の性格を案ずるに︑割合に単純なものと︑複

放謄自ら喜ぶのは︑必ずしも谷むくきではないが︑しかし

戒めていはれたには︑凡そ人は誰恨でなければならない︒

恐らく︑これが先生の直骨頭である︒先生は平生︑門生を

ば︑一面︑豪放である先生は︑他面︑頗る謹旗であられた︒

優に雨立したのである︒この故に︑試に先生の賞鵠を叩け

人にあっては︑容易に相容れない性格が︑先生にあっては︑

に談旗と敬榊とについて︑いささか検討を試み︑先生の大

ながら通例へぱ︑孟子のいばゆる浩然の気の如きも︲通例︑

として猫同所に児童公園と曾館とを設ける計蓋がある︒

行って通先生の御霊を慰めまつった︒これを機含に︑記念

うと恩ふ︒

をなされた主因は︑専ばらとの二徳に作するととを述べよ

はやって脳思慮なき振舞に州で︑悔を後日に髪すが如きは

人の考えるようなものでは断じてない︒かの一時の血気に

人︑或は抱腹絶倒を除儀なくせられ︑或は岬然として馬す

誰きない︒先生は獣堂とれを聴いて一語も渡せられぬ︒甲

った︒或る時︑先生を訪ひ︑時勢を浦論して︑継舞として

大久保叩東は︑青年のころ︑大に才気を侍んで多癖であ

むしろ気の繊えたものの所業である云令かように︑人に
ある︒

謹槙を教ゆる先生は︑先づ自ら談槙でなければならぬ筈で

一一

る︒時として通その機智が動いて︑ユーモアを飛ばせば︑

先生は風格豪宕︑談論瓜生池客を好み︑衆を容れ魁以て
能く幕末日本に於ける指導階層の木鐸となられたのであ

ところを知らなかった︒との覗角から見た先生は︑いかに

一気に世間︑稀に見る大字を書かれた︒その雄庫なる筆勢

のいょノ︑高潮するや︒稽穂の穎で作った大筆を町して︑

鉢で墨をすらせ︑自らは巨盃で二升ほどの酒を飲み︑酒興

となり︑賞行の人となって耐明治維新の三傑の一人として

ころがあり︑それから︑自省︑自責終に寡獄となり︑沈勇

甲東はこれを聞いて︐冷汗︑背にあまねく︲深く塊づると

たるものは︑賞行を重んじて職多言を卑しむといばれた︒

はれない︒ことに於いて︑先生は︲侭然として︑布くも士

︒ナジ

村には︐先生が同地の子生八幡嵩の鴬に揮竜せられた大職

も卓落︑比ひなきの士であられた︒今側︑常陸鹿島郡大谷

東はますノ︑得意となり︑喋芝哨萄何時果つくしとも凪

は︑まととに︑坐上に風雲を捲起す慨がある︒これが先生

回天の大業に参蓋したのである︒

が保存せられてある︒それを書くにあたり︑先生は先づ橘

の書かれた文字中︑最大のものといはれている︒
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一

が︑その盟友︑高橋愛諸に書き典へた大幅の川師表は︑今

また︲門生にも繰返へして教へられたのである︒束湖先生

を以てす﹂といふ名句を︑一方なら︑ず重んじて︑令息にも︑

臣が謹慎を知る︒故に崩するに臨んで︑臣に寄するに大事

谷先生は︑中園濁漢の諸葛孔明の出師表に見える﹁先帝︑

政治而への活躍のやうやく繁忙となり︑剰さへ︑天か︑命

烈公から刺通集成の考訂と︑利害取調とを命ぜられたが︑

たかを︑はっきりと窺知ることが出来る︒先生は天保三年

先生がいかに敬紳といふととを︑力を極めて︑重んじられ

墜し給はんとす﹂と言切られた︒われ／〜はと具に至って

る︒そして結末に近づいて︑﹁榊皇在天の雲︑また︑勝に降

糞と標傍している︒これは水戸教皐の特徴中の特徴であ

日︑水戸市外︑大洗の常陽明治記念館に︑その雄勤揮厚の

それが責を結ぶに至らなかったことは︑今Ⅱ以て︑識者の

か︑安政二年︑江戸大地震の剛︑横死せられた篇め︑柊に

先生の謹槙性は︑その源を父君︑幽谷先生に護する︒幽

光を放ちつ上ある︒先生が烈公脅昭の抜擢と総信とに︑衷

先生の祁道に淵する思想︑信仰の源頭は︑頗る遠いので

深く借むところとなっている︒

心︑感激してｈこれに仕へて︲始維︑忠誠そのものであら
れたのは︑けだし︑その謹慎の全幅の瓢現であったに相違

次は敬榊である︒先生は平生・敬虚の念に富み︑荷くも

の本地垂迩説によって︑その奪ふところとなり︑本邦の併

の川道史槻に存するのである︒先生に従へぱ︑祁道は僧侶

あるが︑その祁道に閲する認識の簸高段階は︑けだし︑そ

大事を口にされたり︑文にされたりする時は︑義公光固の

を捨てた篇に︑祁道の破壊を見︑いはゆろ刺道者流が睡儒

儒が嘘中国の文飾に惑ひ︑彼れの文を重んじて︑我れの質

一一一

祁雲の照鑑を聖げ︑己が本心の働きは︑到底︑これを証ひ

ない︒

る鐸にいかぬといはれた︒また︑烈公の命を奉じ心自ら中

門流を生じた馬に︑それは一の小迩と化し去り︑終りに︑

伽二教の論を識み遮洲道を陰陽五行論に附称して︑幾多の

近世の古肇者は︑古言はこれを剛明したけれども︑己が猫

軸となって創立した蒋畢︑弘道館には︑祁闘の創建に大功
ある︒これは戦争中︑爆災の犠牲となった︒その他︑同じ

を立てられた武川の一往︑武誕槌祁を棚講した鹿島祁吐が

むしろ︑自然を以て人道の極致となし心祁道を明徴にしよ

うとして︑却ってこれを暗味にしてしまったのである云廷・

断を以て︑あらゆる人生の吉凶を善悪二洲の所篤に蹄し︑

その論陣の堅き︑その筆鋒の鋭き︑封手をして遁るるに所

した弘道館記では︑道義の淵源を以て︑わが建国の租祁と
なし︑従って祁道を教育の基盤と定め︑儒教をその羽翼と

く公の旨を受けて︑同館建畢の精榊と︑教育の方針とを絃

なし︑｜：敬祁崇儒︑偏黛あるなし﹂と断じて︑祁儒一致を堂
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なからしめねば措かぬのである︒
四

ろからである︒結局︑祁人一如である︒﹁正直の頭に神宿

る﹂とは︑周知の偲諺に過ぎぬけれども︑また︑一の林道

先生の見て以て本貫の祁道とするととろは心全く上陳の

の如きは︑との精祁と一脈の内面的連梁が存せぬとは︑恩

的亘理と見るべきである︒例へぱ︑先生の前後三回の決死

ふに︑何人も断言することは六づかしいであろう︒先生は︑

ものと異るのである︒それは日本州間の初めから︑雁祁天
皇の御代まで︑大陸の教皐の渡来する以前のわが園の道で

常に大義を明にし︑人心を正すととを以て︑己が使命と信

誠意︑一命を弛って些の逢巡するところがなかった︒これ

あって︑敬祁と祭祁とを以てｎその妓大簸高の行事とする︒

といふは︑己が附仰︐天地に封して毒末も塊づるととろの

先生はこれを表現するに︑﹁皇国の道﹂︑﹁大和の逆﹂︑﹁皇

いはれた︒ついては︑若しこれを現代的に表現すれば︑そ

ない態度には︑必らすや︑祁雲の照鑑があるといふ閲い敬

して︑一旦︲大事に際含し︑これを解決する篇には︑誠心

れは大陸文化の浸染せぬわが純粋無妬の精榊的資産であっ

虚の念があられたからである︒

じ︑特に敬紳と尚武とを以て︑政教の眼川とせられた︒そ

て︑その中には日本画民の信仰︑道義をはじめ︲政治︑教

逝﹂︑﹁大道﹂︑﹁祁州の道﹂︑﹁祁皇の道﹂等の稲謂があると

育・経済︑文化︑国防理念等を包容し︑彼等をして己が太

と上に於いて︑讃者には︑先生が大をなされた主因は︑

べきである︒約めていへぱ︑儒俳二教の如き外来文化の影

ることと考へる︒先生の﹁鹿島洞を拝す﹂といふ長詩に︑

専ばら謹慎と敬刺との二徳であるといふ卑見を認容せられ

源に遡り︑己が本宗に報いさせる所以のものであるといふ
響せぬ本邦固有の文化財である︒先生はその名著の一であ

わが国には脈為不壊の榊道糖榊が自づと賊出されたのであ

仕あらせられ︑人民は正直の心を以て刺を祭り︑その結果︑

古来︲わが国の君主には︑誠敬の御員心を傾けて前に奉

あり︒誰か知らむ・千古無窮の感︒如今︑却って布衣

代の珍・時運︑見れず︑泰また否︒功業︑従来

はむ︒前に中郎あり︑後に梅里︒英光共に稀せむ︑絶

満んや︒這雲時時︑人傑を出す︒皇風或は常陸より振

悠たたる世態＄寓愛すと雌も︒明祁の正気も量に遂に

左の文字が見える︒

る︒布くもわれノーがとの精榊に基いて︑人に接し︑物に

の人に在り︒︵筆者注︒中郎は藤原錐足︒梅里は水戸義公︒

り﹂と道破せられている︒

る常陸帯の中に一肺の道は大和魂の本にて︑皇国の元気な

謝する以上︑天は青く︑日は白いのである︒何となれば︑

三一︑五︑一八︶︵丈畢輝士︺

屈伸

との際︑各自の心は人の心であって︑やがて︑刺の心であ
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一

園民道徳より観たる

新憲法及教育基本法

ろ﹁主権在民﹂の筋金が心這入って居るので︑天皇は矢張

吾だと同一の一市民となられた窪で︑従て日本固民の天皇

槻には︑大なる愛化を来した次第である︒

是迄は天皇は国民柴響の源であり︑国民道徳の中心であ

ったが︑班に一般国民の天皇槻が右の如く塗った以上︑我

皇覗皇宗の遺訓たる斯の道を以て︑どこ迄も︑閏民の擦る
経戦後日本剛民に課せられた聞際的義務を果たすためｂ

倫理の軌範ともなるべき宗教を持たない日本国民は︑幸か

が︑他に有り得くしとも恩はれず芯又他に一般国民の賞践

ればならぬ︒さればと言って︑教育勅語に代るべきもの

べき賞践倫理の軌範となす老方は︑敢早常然改められなけ

さきに︑憲法の改正が行はれたが︑その中には︑園民多数

不幸か︑此庭しばらくの間職畢校教育に於ても︑一般民衆

︵一︶

の意志にそはざる行過ぎもあり︑民情を無硯した鮎もある

の方面に於て通何等かの施設法策を講すべき焦眉の急に獣

年以前の混沌たる状態に︑引戻された識で︑今や我国は此

少なくとも迩徳教育の方面に於ては︑事賞上わが明治廿三

しかし本文に於ては︑それらの軸に鯛れようとするので

︵一一︶

面するに至った次第である︒

先づ第一は︑是迄国民道徳の信候として︑唯一無二のも

賃際牡含にまでは徹底せすして︑今日に至るが魁今度の新

君の下に騒寓民平等の人椎が確認されたが︑それが垂昆の

次は基本的人椛に閲する事柄で︑明治憲法に於ても︑一

のとなって居た教育勅語を夫なったことである︒新憲法に

された︒従って人椛の尊亜︑醐民平等の生活の意識等も亦︑

アメリカ民主的生活と同様︑或はそれ以上︑更に一層正し

憲法に於ては︑はっきりと男女同椎︒華族腰止等が︑決定

には何等の鍵化もないが斌唯新憲法には︑その中にいばゆ

於ても︑﹃天皇は日本画民統合の象徴であって恥その地位

×

て︑これを憲法調査上の参考に供したいと思うのである︒

鮎を指摘し︑更にそれと教育基本法との開係を桧討して見

はない︒此庵では唯︑特に闘民道徳に重大なる開係を持つ

拘はる憲法訓在称案なるものが魁可決された︒

というので心今日それが政府及び議称の問題となり心去る

i
肥

の道徳的生活に於ても︑その振るべき規準を矢なった誰で

JU，、

四凡廿九側の衆議院に於て岸信介外六十除名の議員提出に

淫

は︑主椛の存する固民の細意に基づく﹄とあって︑資質的
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相

一鍬深く掘りさげて︑畢童をして貝に人間の貧ゞ雌なる所以

云ったような単なる方法論だけでは済まなくなった︒更に

育に於ても亦︑従来の個性尊重とか︑個別的皐智指導とか

そとで以上の趣旨を徹底せしめんとするには︑今後の教

吐愈的裏付が出来て来なければ︑その成功は尭束ない︒そ

て迩鴬なる啓蒙運動や︑その他の方法によって︑思想上の

経るべきものではない︒それと同時に︲或はそれに先立ち

にその資績を筆げようとすれば︑決して法令の改正だけで

されば婦擢獲得にしても︑家族主義の切替にしても︐直

を自兇せしめ︑且つ正しく誤りなく︑之を総得せしむるよ

なくてはならぬ︒政府も此虚に槻ろ所があったれぱこそ秘

れには︑何よりも先づ教育の面に鵜て︑それだけの川意が

く狸化されなければならぬ事となった︒

う︑教育することが︑今日以後の日本の圃民教育に於て

於ては︑教育制度の大改革を断行した窪で︑その結果新に

さきに以上の如き憲法上の大改革を行うと同時に誠一方に

例えば折角の婦人参政雛にしても︑我国の婦人は︑英叫

は︑特に大切なるものと考えられなければならぬ筈だ︒

婦人等の如く︑自らの努力で戦い取ったのでなく︑恰も棚

と想像される︒

畢校教育法及教育基本法の二法案が制定︑賃施されたもの

そこで大事な問題は脳その望校教育法及教育基本法の如

から牡丹餅の落ちてきたように︒思いがけなく︑他から典
えられたものであるので︑我園の婦人層に︑正しく之を受

と認むくきものなるや否やである︒

上の大鍵化に雁するに足るべき有効適切なろ教育上の改善

何なろものなるやである︒果して以上の政治︑壮含︑思想

するだけの智的能力が耐身について居るか何弓か︒多くは

入れるだけの用意が脳出来て居るか何うか︑又それを活川
未だ出来て居ないかも知れぬ︒もしそうだとすれば︑諜期

然るに徴時此の二法案の貸施されるや︑吾為は之を見て

︵一二︶

叉その附脇法たる民法の改正で︑多年の家族制度が陵止

甚しく失望したが︑此の失望は︑今日と雌も︑少しも塗っ

の効果は畢らないことになる︒

されたとしても︑猫一般大衆の間に︑長い冊家に附随して

試に右の中の皐校教育法を見るに︑それは︑教育審議倉

て居らないのを遺憾とする︒

て居る限りは︑事賃上在来の家族制度は猫大衆の吐含生活

以来の我大中小皇校及その他の教育諸制度をあげて︑悉く

護達してきた所の道徳的概念が︐依然として吐含を支配し
のうちに温存きれる事になる︒又それを無理に無くそうと

之を屡止し︑そのあとに︑アメリカの六︑三︑三︑四制度

をそのま上移して来たもので鵡別に教育基本法と穂する教

すれば︑いろいろな家庭紛議が派生されて︑絶えず吾為の
家庭生活を劫かすことになる︒
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日本を振起作興せしめ︑再び地球の表面に︑明治大正常年

色

育の目的及方法等脳その内容に開する事項を規定したもの

の猫立自治の姿を復活せしめんとする重大時期に際倉する

リカ政府より派遣された日本教育覗察圏の報告書に蝶っ

或鮎は抑え︑ある鮎はこれを仲ぱして︑共産に地から生え

き者を封象としたものでなければならぬ︒而してその中の

上︑特にその園の固民性︑若くは阿民的特殊性とも云うべ

凡そ一剛の教育のⅢ的を示すべき教育基本法と名告ろ以

を突付けられて︑満足して居られる筈はない︒

に常り︑か上る生温いるいノッ・ヘラポウな教育の目的など

が魁制定公布された︒

いづれも新憲法と同様︑全面的にアメリカの息のか上っ
たもので︑その原案は文部省の手に成ったものではない︒

て︑作られたもので︑彼等の槻ろ所必らずしも営ら余／︑然

仔細を言えば脳マッカーサー軍司令官の要請により︑アメ

かも彼等はその謡った槻察の下に︑アメリカ式の教育及民

るのでなければ︑そこの図民の民主化とは言えない︒又そ

たような︑特色のあるその閏の民主為義なるものを創造す

の間に教育者の弧烈な熱と︑異常なる力が加はる︒それで

主為義を川本政府に抑付けていったもので︑五男から見る
先づ教育基本法の第一係︵目的︶を見ると﹃教育は人格

思うのである︒

こそ始めて︑その図の民主化が成就されるものではなかと

と︑荘だ不流足なのも常然だ︒

の完成をめざし︑平和的な国家及び杜曾の形成者として亘

義を愛するとか︑平和な悶家を作る人糞とか︑何れも至極

期して行はれなければならない﹄と書いてある︒亘理と正

下に︑日本の文物は一切奮弊間畑のものとして排斥され︑

ったものと兄てよい︒術時の側本は︑商事維新の大枕令の

の方面に於ては︑全く明治一初年畢制頒布欝時の日本に立戻

之を要するに︑今日の日本は︒少なくも国民教育及徳育

×

理と正義を愛し︑佃人の価値をたっとび︑勤捗と責任を砿
んじ︐自主的粘榊に充ちた︑必身共に健康な固民の育成を

Ｈ的としても︐誰からも苦情は起るまい︒要するにアメリ

五年の新皐制は一全然沸附西やアメリカの制度を直鐸して︑

西洋のものなら︑何でも善いとして採用された︒従て明治

尤もな語をならべたもので︑とれならばどこの閏の教育の

いたもので︑その代り賞際的には︑何れの剛民にも員剣に

カの教育家が︑白紙に寓画共通の文化人の教育の目的を書

訓蒙の如き︶が︑キリスト教の教義を説いたものであるな

れた︒その中でも︐文部省が郷鐸して出した修身書︵勧善

そのま異質施したもの︒教科書も雛瀧されたものが川いら

今や我日本は︑従来の軍国主義を一掃して︑更始一新︑

迩川されそうな黙は︑一つも兄川されない︒

世界的民主糞義を扶植徹底せしむる事に依って︑敗戦後の

〔11）

−

｜ど︑随分おかしな事もあったが猫経戦後の日本が恰度その
通り︑現在の日本文化︑若くは昔から陣はったものは︑悉

基本法との開係を考慰し︑これが大改善を要する事をも︑

︵本含評議員・教育評論家︶

一

併せて審議してもらいたいと思うのである︒︵完︶
○

この話の虞状はさてとして︑こ上に現はれた通りの筋を思うと︑
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く封建制度の除弊︑軍国主義の温床だとして排斥され︑何

△たはむれに母を背負ひてそのあまり軽きに泣きて三歩あゆま

石川啄木の歌に

一もかもアメリカ式の民主一色に塗り替えられなければ︑日
本は立直らぬという事になった︒甚しきに至っては︑日本
ず

了ったという記事が出ていた︒

ならないで︑富士の湖あたりで︑天なり命なりと︑母を絞殺して

あまして︑幾日もｊ＼も鱒々と背負い歩いたが︑ついにどうにも

の失業の子が︑大鍵な親孝行なところから︑その苦悩の心をもて

ところが︑先日の新聞に︑唖の七十齢歳の責母をぱ︑四十齢歳

が︑親子の情愛を感じさせるものがある︒

といふのがある︑これは啄木が日常生活の或日の一こまである

歴史は猫立の一科として教えてはならない︒修身科は之を
るが如き︑誠に言語同断な事もあった︒

課するに及ばすなど上︑屈辱的指令をアメリカ側から受く

正常なる日本国民の

そこで︑明治一初年に於ける無軌道的欧化寓能の殖民地教

育が︑その後漸次日本的自発の下に

教育に改革される迄には︑責に十数年の歳月を要した︒西
村翁の日本弘道命の如きは︑常時その改革運動の陣頭に立
った者である︒

象とし︑側本文化を基礎とし︑しっかりと共の地の上に根

それが大罪というべき親殺しであるが︑近頃杜曾面を毎日埋めて

老いては子に従えというが︑これこそ子に従ったわけである︑

をおろした世界的民主糞義を創造するに至る迄には︒猫幾

いる他の色や慾の殺人事件と異って︑単なる殺伐とか悲惨な感じ

吾人は以上の教育基本法も亦︑これが直に日本園民を封

多の改革と︑国民の大なる努力を要するものと確信する者

でなしに︑もつとｊ︑深い切々の哀情にひきずられる︒妻子を失

て︑﹁或る人の生涯﹂として︑永久に世に人に訴へるものがある︒

てこの心情こそ今日は涙して明日は忘れ去る悲惨事件ではなくし

さまよった果てのこと︑この姿こそ正に一篇の文畢である︒そし

も一人の母親は唖であったこと︑空腹を抱えてその母を背負って

った︑そして失業した中年男︑その心持は優しい親孝行の作︑然

である︒
×

吾人はくり返して言う︒今回の憲法調査並にその附馬法
の改正等も︑結雄だが︑しかし頁に民主的平和的道義日本
の原動力となるべきものを創造せんとするならば︑単に法
令の改正だけでは︑その用をなさす︑之と同時に現行教育

心

×

机の塵

の１．

日ソ交渉再含というのに︑図論の統一も
なく︑また政府自盤にも腹も方針もなしＩ
これが自由図の姿と思っているらしいが︑
とんでもない︑図の慨をなさないというも
×

保守も革新も政策による結黛ではなく︑
数多の親分子分の細胞集圃即ち朋黛に過ぎ
チヤラおかしい！

ない！二大政黛などという看板はチャン
×

出現による！これに飽きてまた文化へ！．↑
これの繰返しが歴史！よくは考ら尋へし

︑抜けとなって人間は腐る！公卿の末路が
それ！それを救う者は質査剛健の幕府の

日本共産蕪も︑祇園の輔向でそのま上郷

×

年の大計に基く考究を忘るる勿れ！
イカガワシイ宗教が雨後の符と出現して
その狂信的圃結募りには︑正に天下統一気

向！その自主性たるや零！図家の濁立

×

︑︑︑︑︑

リ︑タカリ︑入っては弧盗︑殺人︑放火等

出でては織りなす自動車︑ぐれん隊︑ス

︑︑︑︑

物には必ず一利一群あり︑絶封なものは
自然科畢の世界のみ︑随て議論は何んとで
も出来る！だから話合へと言うのに︑他人
の言うことは一切開かぬのが居る︑それは
左右の雨翼！

×

泣きの涙で納めた穐金のことを恩へぱ︑
二十六の小僻役人の一億側近い辿込みは一
層憎いこと！

．×

を云々する蚕格彼等にはなし！

×

こそファッショ化で逆コースという寺へし！

暇の慨あるもあり！恐るべきはかかる一
人一画への迷狂とその排他にあり！これ
×

教科書展示含始まる！その種類数千に

×

及募というが︑その八方美人的蒋者の間己
保存術と︑同前の好餌を忘れぬこと︑昨代
の好みに便乗のこと︑無目的のこと︑無信
念のことは一つにも等しい共通性をもち︑
た宮商魂による多和多趣に過ぎぬという︒
人間の教育も商費の具になり果つ！
人間に目的あり︑図にも目的あり︑人間
はた営物を知るだけのものでなく︑閏はた

蛍人間の集刷ではない筈！信念と目的の
×

ない教科評とその教育は軽蔑すぎへし！

々１これではノイローゼにならざるを得
ない！昔の武家時代男子門を出ては七人

文化︑自由を説くところの戸１スは︑柑
然エロに走るが︑今日一方には暴力派も盛
んに出現する！これを見るとまだｊＩ︑文
化の珊熟とか丈弱の域とまではいかぬらし

話合う場を暴力で形付けることは︑民主
々義否定の革命である！然るに参議院議員

×

の敵ありどころの話でばなく︑内外無数！

いわい！

選畢に見と暴力を振った連中が殆んど再讃
避！そも選出した者は革命を是認するの

るものにのみあり︒

ー

F

×

白く軍備の問題︑日く基地の問題︑日く
引揚者の問題︑臼く死刑鹿止の問題日く何

か︑はた仲川の者ならば何も問はずという

文化々々で人間の華は咲くが︑やがて脈

×

の？何れにしても世には許せず！

．⁝．．と世側の問題になって居ることは︑宿

少年の性的犯罪年々傭加して居る︑その
教科書は︑旧版の自山から生れる少年談物
であるという︒自由は良識を以て自律し得

を人椛︑人道にかりては居るが︑その変は
た堂目前傷心のセンチメンタルなるに過ぎ
ず︑よろしく人道の根本に思ひを致して百
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民主国の個人崇拝
三つの警戒すべき鮎ｌ

石坂養平
二十五日︶で第一

ソヴェト共産黛第二十同大含︵一九
五六年二月十四日

書記フルシチョフや第一副首相ミヤコ
ンが行ったスターリン誹誇演説は東欧

と疑うだろう︒スターリンの行き過ぎ

を非難する正常な資格があるだろうか

スターリンの猫裁︵澗裁は崇舜を生む︶

誰れでも先ずフルシチョフ達に同志

て彼は背は高く︑若燕しく︑美しく︑

くとも十五歳は若くさせている︒かく

術家の鉛筆はブラッシが彼の年を少な

ているが︑固さはなくなっている︒謹

る︒眼付きは貝迩ぐ厳恥なものになっ

胸部をゆったり張ったものとなってい

そし魅力的にみえる︒﹂︵二八九

る︒わたしはスターリンに封する記憶
を新たにするために︑有名なルイス︒

スターリンの生きているときには砿一

○頁︶と出ている︒フルシチョフ達は

や無暴な人間虐殺は周知のことであ

フィッシヤーの﹁スターリンの生と死﹂

演説中膨問題となった個人崇拝︵クリ

は後日に譲るとして︲ことでは彼らの

はじまるのを望むのであるが︑その事

平和を擬装した侵略共産主義の衰退の

わたしはこの際ソ辿が大に動揺して

ている︒

れるだろうとの希望的槻測さえ行われ

フルシチョフの地位まで危険にさらさ

紋はまたまたひろがり︑アメリカでは

る︒五ケ月を経過した今日でもその波

近くの線を拭い取り︑頭を長めにし︑

とくに稜滑さの浮き出している左眼の

して出来た馬亘は︑彼の目の縁の線逮

き︑難も殆んど取り去っている︒こう

ーリンの顔の罵員から︑しみを全部抜

で至っている︒ソ池の試鮒研は︑スタ

に榊のような費質を付典することにま

わだった修整を施すことに始まり︑彼

いることだ︒これはまず彼の馬興にき

際立った特徴は︑それが現資離れして

像のところに﹁スターリンの自設像の

をよんで見たが︑その第二十四章自謹

でしまえば屍に鞭うって構わないとい

るときには最大の彰徳表を奉り︑死ん

いるではないか︒賞の本人が生きてい

大明耐﹂を造りあげる請助罪を犯して

けでも一ズターリン大帝﹂﹁スターリン

ている︒すなわち︑彼らはとの一事だ

世僻をつかっていたという記録が残っ

は長くもない演説で二十回もあげてお

ターリンの名を十六回あげ︑ミコヤン

は︑フルシチョフは蹴規改正油説でス

黛大念︵一九五二年十二月︶のときに

ではないか︒早い話が︑弟十九回共産

生懸命︑彼を洲とする手徳いをしたの

二九

の毒本一スターリン博﹂︵向後英一課︶

ト０リーチノスチ︶の禁止について語

額の禿げ上りを直しも肩を角ばらせ︑

園をはじめ世界各固に波紋を投げてい

って見たいと思う︒
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園である︒自己も同罪であったことを極度にスターリンの現賓を修正してい

うのは︑東洋の君主閏では見られないはたいと︑平気でゥソをついている︒

ことは馬鹿定奏しいととであるとの考

気どって︑他人を崇拝するなどという

うなことから︑彼も人也︑我も人也と

経戦後︐基本的人椛の奪東というょ

︲
ざんげするか︑沈獄を守っているか︑どるので︑従ってソ連の歴史を歪曲して

えを持った青年があるらしい︒個人崇

ひと

ちらかが︑われらの道義観念である︒いるわけである︒

しかしこんなことは椛力争奪の外に人現代の人間は病的といえるほど自意

わけではないから脳それもよかろう︒

どもそういう一部青年のひとりよがり

或は見あげた見識かも知れない︒けれ

拝をしなくてはならぬという徒がある

川人崇拝の問題をめぐって警戒しな

とっては一顧の慨値もないであろう︒人間として自分よりも数等すぐれてい
スターリン自身はもちろん︑はたのると思われる人︑︵または自分のもって

くてはならぬことが脳凡そ三つばかり

間の仙値を認めないソ連共産薫幹部に識が弧いけれども︑それでも．一般に

肴が寄ってたかって彼を崇拝するよういない才能を豊富にもっているように
にさせた﹁作篤の仙人崇拝﹂はよくな思われる人︶を兄川すと︑それが現代
い︒禁止されるべきものであることはに生きている人であれ︑歴史上の人物
いうまでもない︒自由主義の園・民主であれ︑先輩として師として手本とし
主義の閏では︑行われそうもない﹁作てあがめる気持ちが起ってくる︒自分
篇の個人崇拝﹂は︑佃人の歴迫と自由と同一の職場にある人で＄例えば自分
の剥奪とに経始している共産主義園でが財界人である場合には︑現日本の財
は︑ひとりスターリンの場合のみでな界で人格側流で金をほしがらないよう
く︑レーニンの場合にも︑いくらかそな人物を見出して︑その人を敬仰する

ある︒先ず第一に︑自分の脱野の庚狭

は︑同時にソ連の歴史でもあるが︑とではどうにもならない︒これを弧制も

主として見聞によって︑歴慰庁匪恥咋眺胸﹂

人を知るというのには︑現代人ならば

を︑兇することである︒われわれが他

あろう︒

を勝来幸禰にすることにはならないで

がいないと思いあがるのは︑決して彼

めたくない︑否︑あがめるに足る人物

にだけ︑腕にだけたよる．他人をあが

のことではあるまい︒自分は自分の心

は︑ほんとうにものを考えて兄ての上

ソ連政府の作ったスターリン体記は人川の感怖の自然渡露であって理屈
の徳記は︑これまでロシヤに生を享け請托も受けない民主国の佃人崇拝とい

−

のきざしがあった︒というよう蕨ととが起ってくる︒これ

た者の中で︑スターリンほど偉大な者弓のである︒
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￥ ー

物を知ることは何人にも不可能である

するのであるが︑古来一東西の主要な人

ならば主として請書︵読史︶によって

掻充に努力をつ賀けなければならぬ︒

ければならぬ︒そして見聞護書の範園

流に落ちる危険の多いことを自畳しな

でないので︑必ず異った形ちで蘇返る

祁は︑このまま忘れられてしまうもの

篇めである︒彼らの列箕たる憂国の精

れはその何百分の一︑何千分の一を知

自由︑平和という合言葉が流行してい

とである︒経戦後の十年間は︑民主︑

つと端的にいえば﹁時﹂を自斑するこ

に生きている︒われわれはあまりに

ども︑その偉大な精紳は﹁時﹂の底流

れに従って一時沈むことはあろうけれ

日はあろう︒第一流人物も︑﹁時﹂の流

れば足りるのである・けれども同時に︑

﹁時﹂に敏感であって第一流人物への

第二に︑自分の立っている時代︑も

知らなすぎるということにも限度があ

る︒これらの合言葉にはいろいろの意

あってはならない︒

思慕︑敬壷仰を思い止まるようなことが

のみならず︑その必要もない︒われわ

の深さをもっていなければならぬ︒数

る︒或る程度の見聞の庚さ︑読書読史

き纏っている︒一恭目立つのは︑人物

味が含まれているが︑誤解︑曲解も附

︑︑ｎ℃︑︑

年前のととであるが︑中畢を出たばか

口英世︑耐津諭吉︑ナイチンゲールと

争に開係して名をあげた元帥︑大勝は︑

るが故に︑東郷︑乃木というような戦

い方に非常な偏向の行われているとと

史﹂を調べて見た︒そして人物の取扱

る︒わたしは︑柊戦後に川た﹁日本歴

第三に︑第二に開運しているが︑歴

答えたのが雁倒的に多かった︒恐らく

慨値韓換を鮭儀なくされている︒わた

を溌見した︒或る歴史本は︑マルクス

りの青年が﹁あなたはどういう人を崇

皐校の教科書の直接の影響であったろ

主義の立場に立っている︒だから︐こ

史を書く人の態度を注硯する必要があ

う︒わたしには何だかひどく人物の捕

に足る人間慣値を認めるので．次の

しは東郷︐乃木その人に相営推奨する

の本では明治時代から大正時代へかけ

である︒戦争はごめんだの﹁時﹂であ

捉が千篇一律のように思われていささ

一︲時﹂にはまた侭値をあげるだろうと

ての貸業家は︑↓全く値打ちのないもの

評償の上に異常な韓換の行われたこと

か不快だった︒しかし幸いに第一流人

思っている︒国家の主権が国民に移っ

になっていろ︒また或る歴史本は︑昔

拝していますか︒﹂との問いに封して野

物を志向していたのはうれしかった︒

ある︒徳川幕末の憂国の志士といわれ

たが故に一般国家意識が弱くなりつつ
た人達が格下げされているのは︑その

ことに一生懸命になっている・だから︑

Ｇ

まければ︑どうしても崇舜人物の捕捉

自分の見聞がせまく︑請書の範園がせ

から忠臣義士といわれた人々を艇する
にあたって第一流を逸して第二流第三
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いる︒われわれは崇拝人物の捕捉にあ

鮎︵美鮎はすべて抹殺︶に封決させて

所謂逆臣の美鮎を一つあげて忠臣の映

みた︒次に示したものが心その集計で

典えず自由に選ばせ︑自由に記させて

生徒一人に五つ宛︑何らの諜術知識を

れる徳目は何か﹂という題目の許に︑

自畳一女怖二○

親しみ一美二
規律一義務一
誠二一自由平等五
感恩一勇気一

﹃愛怖﹄が群を抜いて七○鮎︑﹃親

の心裡をよく現はしたものといえよ

切﹄が六二鮎など︑現代女子高校生

﹃女らしさ﹄の一鮎︑など深く考えさ

う︒﹃責任﹄の一○鮎廻﹃澱儀﹄が五鮎︑

協力三六信川信頼九
言葉遣い三注意力二

せられるものがある︒就中︑﹃孝行﹄

標語﹂として次のものを示し通その内

次にはⅨ右の結果に基づき︑﹁よりよ

の一戦に至っては︑どうか︒

﹃蝶﹄が三鮎︑特に職﹃感恩﹄の一鮎︑

こだわらぬ一尊敬奪亜二○

く生きる篇めの行動◆思想︒心情等の

協議二勤労二

頁而日七新鮮○
自立二考える
素直二二正義五

進取的二落許

皐問教育九朕三

女らしさ一正直三八

理解四人格二

常識二幸而感
勤勉四○責任一○

愛情七○健康二 孝行一明朗一五
澱儀五信仰二 平和五魔い心一
仲識一親切六二 怒 ら ぬ 一 率 直 一
資力賞行一○正確三 努力一二互助五
希望二夢一
折護一

ある︒

たりて秘こういう偏向史書に迷わされ
てはならぬ︒︵七月八日記×評議員︶

徳目と女子高校生

進藤譲
吐含道義とか道義再建とか頻りに高
唱される昨今︑やがて日本の母たり︑

将来の主婦たるべき地位にいる現時の
女子高校生は︑こういうことに封して
平生どんな考えを抱いて遮その日為を
悪らしているであろうか︑これは私共

にとっての淵心事でなければならな
い︒左に︑私の閑係している東京女子
畢院︵練馬睡開町所在︶で︑先般資施
した徳目調査の結果を掲げ︑大方諸氏
の参考に資したいと思う︒女子高校生
一○五名に封して行ったものである︒
先づ最一初に当祇含生活に必要と思わ

一
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容等について詳細にとの解説を試みて

みた︒・
誠賞感謝賞行自由
寛容健康報恩自主
平等敬虎努力愛怖
勇気自愛椛利奉仕
親切信仰友愛義務
義理勤勉尊敬倫素
遵法人情素直忍耐
同情廉恥愛国信頼
克己責任明朗孝行
協力正直謙譲純潔

競後に︑右の標語四○について︑生

勤勉七報恩三

克己○正直四○
誠賞一五友愛六

自由三謙譲○
愛情三六協力一三
奉仕六寛容三
敬虚○素直二四
千等一四感謝六

同情二椛利○
孝行二四忍耐二
勇気六義務二
遵法○明朗二二
人怖九信頼五
義理一廉恥○

﹃健康﹄は別として︑﹃孝行﹄が五五

徒一人に五つ宛︑記させてみた︒その
結果は次のようなものとなったのであ

鮎︑﹃責任﹄が四六鮎︑﹃正直﹄が四○

鮎︑を示すに至った︒第一同の時の

る︒

健康九一親切一七

﹃孝行﹄の一鮎が五五鮎となり︑﹃義

以下の零鮎など脳多一分に問題を含ん
でいるといえようか︒

務﹄の一黙が僅に二鮎となり︑﹃克己﹄

自主一孝行五五
努力一六尊敬八

と上で注意すべきは︑第二回の時に

純潔九信仰五

責任四六愛固一八

倫素五自愛一

謹め〃その内容等について詳しく説い

た〃ことである︒〃話せば判る〃とい

うことがある︒との場合も亦そういえ

﹃親孝行﹄といえば︑直に時代遜飢

るのであろう︒

と感じ︑古臭いと断する︑しかも彼女

達は︑﹃母の日﹄と総けば︑フレッシュ

を感じ︑感興が新しいと結論づける︒

がこれは︑ひとり現時の女子高校生の

みが負うべき責では断じて無いのであ

︹本含含貝・東京女子単院参事︶一

る︒御批判を得たい︒

ＩＩＩＩ

泊翁西村茂樹博

上下二巻

頒偵金六百回

︵含貝特偵︶
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一
丁

雑詠
○事操

藤玄星由子

肇人尊畢操︒死守及菰齢︒究理求員
志︒千秋照汗青︒

○柴落
柴落凡情夢︒醒来皆是室︒無方篇大
道︒何虎問窮通︒

○畢究三味
自喜謹亭業︒粘研日奏新︒聖賢唯我
友︒無復雑塵蕊︒

○詠富獄
不二雪峯衝九長︒威容壮大抜群倫︒
青春気宇常如是︒岐潔清明天地員︒

○富士山洲木花附耶媛
晶堂冠雪富峯頭︒燦突明光無匹儒︒
山宰花祁貞徳潔︒偉承垂訓耀千秋︒

○那須乃木邸井泉
水心一片至誠雄︒在野在官無異同︒
苔刷井泉流不舎︒清明注玉後人衷︒
○南陽枯什
弾雨相飛惨戦場︒新牧枯什断愁腸︒
英雄不朽輝千古︒殉国諸嬢何有亡︒
門外鱗為狂鶴人︒椴迎鼎坐語相親︒

○迎客

小心除嬢姪︒大謄禦狂潤︒無畏娯粘

湖山体映同心鏡︒這裡体言主典賓︒

○膳大心小
進︒寓難千苦安︒

○政客
政戦争呉越︒凱歌逐鹿雄︒奉公能克
己︒先示至誠衷︒

○心響
段響余何問︒至誠中道行︒猫遊褒艇
外︒心月一天清︒

○新刊紹介

▲富士山信仰の新展望加藤玄智著

古代より索峰富士としての民族信仰は︑

他の山餐の信仰をば代表するものと言って

の威容を稲へ︑美を賞し︑文畢にも幾多優

ょからう︒この信仰の敬虐な精祁から︑そ

れたものを成して居り︑蚕山する者も六根

を清瀞にする一つの行として行はれたもの

に維職後は途中までバスで上れる便も出来︑

であった︒登山者は今も盛んであって︑殊

といふと︑とである︒併し今日の人々は︑民

籾光含吐の商策に鵬られて︑一府の盛況だ

山を征服するの快味︑或はいはゆる物見遊

族本来の信仰などは知らず︑た営西洋風に

山のためである︒本書は宗教界の最高長老

加藤跡士が︑富士熊峰の民族の正しい逝徳

の丈蕊作品をも加えて︑趣味を添へて居る︒

的︑汎祁論的信仰について述べられ︑幾多

日本国民として︑世界に誇り得るこの賓の

雛峰について︑民族の信仰は︑一雁心得て

居るべきである︒一読をおすすめする︒

富士山本宮浅間祁枇︹非賓ロ巴

○溌行所静岡螺富士宮市撰ケ丘
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︵

二︶

この国土この歴史この人逗このことば

コンロン山上の水は︑大きく二つに分れてくだり︑ともに

一

いるのです︒住んでいるのです︒わるければよくし︑よけ

ことではなく︑自分でしなければならないことであります︒

長い旅をつずけています︒一つは黄河に漣一つは長江に流

しょうか︒

これは寓葉集の開巻第二の歌であります︒わが国土のよさ

れこみ︑それぞれむきをかえて束に進み︑ともに海にはい
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れば︑いっそうよくしたい︒それはひとにたよってできる

よくてもわるくても︑ついに離れられないとの国土︑との

つけ︑したしみ愛する︒それが今日では︑かえってただ一

歴史︑とのことば︑との人ミ・心をここにとのなかにおち

との鮎について︑わたくしたち日本人は︑あらためて考

つの英雄的な生きかただ︑と言われています︒

えてみる必要はないでしょうか︒なにか︑とんでもない︑

わすれものをしているのではないでしょうか︒とんでもな

い錯尭をおとしているのではないでしょうか︒なんでもな

つ

いあたりまえのことを忘れているのではないでしょうか︒

自分自身を見失って︑なにかに懸かれているのではないで

××××××

とばの美しさはなんとも言えません︒世界中どこの図のと

江水が言います耐

わたしは四千里以上も走ってやつと海につきます︒

河水が言います︑

っています・河水と江水がであいました︒

との歴史・とのことばのなかに︑との人這とともに生きて

いいにせよ︑わるいにせよ︑わたくしたちは︑との図土

ん︒

とばをもってきても︐これほどのなつかしさはおぼえませ

をうたっているのです︒そしてこのようにうたっているこ

やまとのくには

やまとにはむらやまあれど
とりよろうあめのかぐやま
のぼりたちくにみをすれば
くにはらはけぶりたちたつ
うなばらはかもめたちたつ
うましくにぞあきづしま

原富男

一青年講座一

I

わたしは五千里以上も走って海に入るのです︒
河水が言います脳

わたしが通りすぎる土地は︑との民族のふるさとです︒

これは心おとなりの中園の人皇が新しい意気にもえて︑そ

の国土のよさをみなおしていることをうたった物語りであ

たちの加先は︑加固の土地に親しみ︑代違たゆまず働きつ

租図の歴史ほど古い歴史はない︒数千年このかた︑わたし

中風の少年少女は言ってい霞すＩ世界でわたしたちの

ります︒

人ミが魁やまをきり︑いばらをはらい︑作物をつくり

ずけ︑との匿い大陸を東亜の美しい田園につくりあげまし

との民族はいい才能をもっています︒わたしは︑との

ろのものを誰明しているのを︑みてきています︒速い

をそだて麓をかつて糸をつむぐことを︑していました︒稲．

た︒ごくはやい時代に殖わたしたちの租先は︑稲をうえ豆

木をそだて︑川隅をいとなみ都市をたて︑またいろい

がはじめておこったところです︒

築物を︑数多くのこしています︒また北京︒南京︒長安︒

っています︒わたしたちの加先は︑偉大な工作すぐれた建

豆・糸はわが園の三大特産で︑どれも艇いながい歴史をも

むかし︑わたしが通りすぎた土地は︑との民族の文化

そうですよ︑との人迄はほんとうにいい才能をもって

江水が言います︒

います︒ごらんなさい︑わたしたちが通っているとこ

した︒そのどれもがまた長いながい歴史をもっています︒

わたしたちには読んだり書いたりする文字があります︒こ

洛陽といったような大小無数の城市を設計し建設してきま

れもまた三千年もの長い歴史をもっています︒詩経という

は︑あなたの方は︑はてもない変の穂波のつずきでし
つずきです︒春夏秋冬それぞれに︑めずらしい花がさ

ょう︒夏は︑わたしの方は︑見わたす限り緑の稲田の

をつくる︑ととも印刷することも︑わが園が世界でいちばん

詩集陸一千年以上も古くから誠みつすけられています︒紙

ろは︑なんと美しく︑なんと豊かなことでしょう︒赤

きます︑とりきれないほど野菜やくだものができます︒

古くから護明したのです︒わが覗国の歴史こそ︑もっとも

戸 一 ヨ

どこへ行っても多くの人が住んでいます︒たくさんの
︑城市や村里が柴えています︒やがてここにいろいろな

○○

光築あるもり偉大蔵ものでば蔵いでしょうか︒Ｉと︒

××××××
工業も護達するでしょう︒そしてかならず世界の楽園
になるでしょう︒

有名なトルストイがのこした傑作の一つ﹁イワンのばか﹂

C21）

って︒いつもかわらず物おしみしないのです︒このような

ろよく一︲さあさあ欲しいものは持って行くがいいよ﹂と言

ていばらのダラス︑それにばかのイワン芯三人のきょうだ

あるおひやくしょうさんのむすこに軍人のセミョン︑ほ

ます︒ととろが︑かれはさんざんのまけいくさで︑面︑は

こんで︑王さまに︑全世界を征服してみせる︑と高言させ

にとりついた子悪魔は︑セミョンに途方もない勇気を吹き

子悪魔たちは︑それぞれの分捨を︑きめました︒セミョン

かかえ︑年老いた両親を養いながら︑あせみずたらして働

のイワンだけは生れた家にとどまり︑おしとつんぼの妹を

を求めにでかけるまでに︑困りはてました︒ところがばか

みんな買い入れましたので︑ついにはイワンのもとに助け

望に駆りたてました︒ダラスは眼にふれるものはなんでも

りでふくらませ︑世のありとあらゆる物を手に入れたい欲

○○

Ｏ

一

○○

の物語りは︑要するに自分のことばかり考えて脳目から鼻

きょうだいの様子を見た悪魔は猫ととに︑ばかのイワンの

０○

にぬけるように︑かしこく立ちまわる人からみたら極ばか

底ぬけのばかさかげんに︑ばらをたて砿子悪魔三人にいい

○Ｏ

かえって入この生活を幸幅にしているのではなかろうか︑と

かも知れないが︑そのよう港人の方が魁長いめでみたら︑

いがありました︑軍人のセミョンは︑王さまにつかえて戦

つけて︑きょうだいげんかをさせるようにがしかけました︒

功をたて︑やがて貴族のむすめさんをお嫁にむかえて高い

まるつぶれ︑領地はとりあげられ︑死刑の宣告さえ受けて︑

主張しているのです︒話のすじはつぎのようであります︒

位につき．多くの領地をいただいて︑りつぱなくらしをし

牢につながれてしまいました︒子悪魔はセミョンに牢やぶ

いていました︒高位高官にいるセミョンもお金もちのダラ

のイワンにとりついた子悪臓は︑イワンの底ぬけのばかさ

○○

ていました︒ほていばらのクラスは︑まちの商人のもとで

ダラスにとりついた子悪臓は︑ぼていばらをますます欲張

りをさせイワンのもとに走らせようと計霊しました︒一方

スも︑ともに自分たちのことばかり考えて両親のことなど

０Ｏ

み魁ときとともにはんじようしていました︒ところがばか

修行をつみ脳商人のむすめさんをお嫁にして商寅にいそし

全然かえりみない人ですが︑自分たちのいまの豊かなくら

に砥あきれてしまいました︒というのは︑との底ぬけの大

○Ｏ

しに満足せす︑おとうさんのところへ︑土地や穀物をねだ

ばかイワンは︑子悪魔のために腹痛をおとされようが秘す

Ｏ

りに行くのです︒おとうさんは︑あとにのとつて家を守っ

きを折られようが︑ねをあげるどころか聯ますます勇気を

０Ｏ

ているイワンをふびんに思い謎イワンにきいてみなければ

ふるいおとすばかりだからであります︒とうとう逆にねを

○Ｏ

⁝⁝と︑相談するのですけれども猶ばかのイワンは脳とと

（22）

１１
に殺されろところを．ゆるしてもらい︑寓病にきく木の根

つくって音楽をやらせ︑おどりをおどらせたりして︑人こ

黄金にかえて農民たちに分けてやったり︑変わらで兵隊を

イワンは︑子悪臓どもから教つたまじないで︑木の葉を

二本を引きかえに︑いのちからがら地中にもぐりとんでし

にとれが聞えぬはずはありません︒こんなまじないを知っ

をよろこばせました︒いそうろうの二人のきょうだいの耳

あげてしまった子悪臓は︑イワンにつかまえられ︑すんで

まいました︒ほかの二人の子悪魔は自分の役めをはたして
せたりして仕事のじやまをするが︑すこしもへこたれ歩に

ているなら︑なぜ早く教えてくれなかったんだ︑と不平を

○○○○○

雁援にでかけ︑イワンのかまの匁をこぼしたり姿をくさら

ワンは︑あいもかわらす︑にこにこがおで教えてやりまし

こぼしながら︑イワンのところへ︑ねだりにきました︒イ

た︒しかし︑二人のきょうだいがその茜金やその兵隊で人

働きつずけるイワンには︑ほとほと手のつけようがなく︑

は＄さすがに︑黄金や兵隊がそのようなことをするものな

わらで兵士をつくるまじないを教えていのちごいをして猫
地中にもぐってしまいました︒軍人のセミョンとほていば

らば心わしはもうご免だよ︑とｂそれからのちはもう︑き

かまがみあたらないのを不審がりながら︑三人まえの仕事

ました︒そこへ雄一初に地中に消えた子悪魔があらわれ︑な

まが病気にかかりました︒王さまは心配のあまり︑姫の病

やりました︒ちょうどそのとろ︑との図の王さまのお姫さ

二本のうちの一木を︑摘気になやむ犬にやって︑なおして

イワンは︑さきに子悪臓からもらった寓病にきく木の根

ょうだいの求めに雁じなくなってしまいました︒

走を困らせたり殺したりしているのを兄聞きしたイワン

らのダラスとは︑このときはもう︑イワンのもとにのがれ
て心牌を訳浄罪をしていました︒二人のきょうだいは︑牌
○○○Ｏ

そうろうの身でありながら︐イワンの土ぐさいのが気にく
わず︑別棟の家をたててくれとせがみました︒イワンはお

を引きうけるからと︑イワンにとり入ろうとしますが︑イ

しました︒おふれをきいたイワンは︑さっそくのこりの一

気をなおしたものは王のあととりにするというおふれをだ

とりもせす︑こころよく引きうけて︑材料をきりにでかけ

ワンはなかなか受け入れません︒ついに︑とんまけして︑

本をもって王さまのところへでかけました︒ところが途中

戸 言

まあ一服と︑ひと休み︑気をゆるしているすきに︑またイ

まに︑イワンはおしげもなくその一本の木の根をやってし

で︑あわれな病人の．こじきにであい︑慈悲をこわれるま

まれてしまいました︒

ワンにつかまえられ︑木の葉を黄金にかえるまじないを教
えてゆるしてもらいまたいのちからがら︑地中に投げこ

１１Ｉ
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まいました︒こじきの病気はすぐなおりましたが︑人逗は
○Ｏ

ふうになりました︒

１１１

不思議にも︑イワンが王城に行きついたとたんに︑お姫さ

ワンにはいつこうとたえません︒ところがどうでしょう︑

おどらせました︒けれどもイワンの底ぬけのばかには曲が

セミョンとダラスを︲もちまえの魔性で︑もののみごとに

おやぶんは︑ついにとしをあげました︒まず手はじめに︑

一方︑子悪魔どもが三人とも蹄ってとないので︑悪魔の

まの病気は︑すっかりなおってしまいました︒王さまは大

たちません︒そしてそれにみならうイワンの国のばかな閣

言 司

イワンのばかさかげんをロミにわらいました︒けれどもイ

よろこびで︑さっそくイワンをお伽さまのむとどのに迎え

○Ｏ

ました︒イワンはやがて主の位につきました︒けれども王

えも︑婦人たちの装飾品や子どもたちのおもちやにはなっ

民には手をやくのでした︒との園では︑山吹き色の黄金さ

ても．それ以上の故能はありません︒大おやぶんの指揮の

○Ｏ

さまのくらしはどうもイワンの身に合いません︒そとでイ
ワンは︑王のきものなどぬぎすてて︑なれたひやくしよう

もとにおしよせてきた悪魔の軍隊も︑きてみて︑との園の

○○

仕事に糖をだしはじめました︒さあたいへん通園中のちま

国民になって︑ことに長く住みつきたいとこそ願え︑との

ようなばかの入この身に危害を加えようとはいたしません︒

○Ｏ

たちまたでは︑イワン王はばかだそうなといううわさが︑
たちはじめました︒おきさきさまも索にかかるのでイワン

○○

て︑との国の人ミを﹁ばか！ばか！﹂とののしりつずけ

０○

悪臓のおやぶんも︒とのイワンの図では耐とうとう力つき

とう気にとめる様子もありません︒おきさきさまも︑またｂ

ながら︑自分で自分の墓穴を掘って︑ついに地中に消え去

王にそのととをもうしあげました︒けれどもイワンはいつ
ばかであったのかも知れません心﹁とのわたしがどうして

って行きました︒とのイワンのばかの画では︑人ミはみん

Ｏ○

おつとにさからえましょう︑針の行くところには糸もまた

な手にたこをつくって働いています︒食う物も︑著るもの

○Ｏ

ついて行くものです︒﹂と︑おきさきさまも︑イワン王とい

も︑住む家もとと足りて︑人ミはたのしくくらしています︒

との物語りは︑もうはやくから︑わが園でも＄多くの人ミ

○Ｏ

っしょになって．のら仕事に︑精をだしはじめました︒上
のなすところ下もまたとれにならうのたとえ︑イワンの固
には＄かしこく立ちまわる魁世のいわゆる︑りとうものは

によく知られ親しまれているものであります︒わたくしど

○○○００

いなくなり︑ばかばかりとなり︑みんなが自分のひたいに

もの今日いつばんの情態は︑すこしかしこすぎはいたしま

○Ｏ

あせをながして働き︑自分で自分を養って生きろ︑といふ

( 24）

せんか︒なるほど︑いろいろの事情から︑やむを得ず︑そ
のようになっているのだ︑と言えば言えないとともないで
しょう︒けれどもそれに廿えていたのでは脳との園土︑と
の歴史︑とのことばのなかにあって︑ついに離れることの
できないお互いのわたくしども日本人の行くすえは案じら
れます︒いたずらにひとのことを気にやみすぎたり心うら
やましがっていたりして︑自分の固土︑歴史︑ことばと︑
そのなかに生れて生きて死んで行くお互いの人ミを忘れて
いることは︑やがて自分自身を忘れはて︑ついになくなし
てしまうことになるのではないでしょうか︒いくらかしこ
くこすく自分のことに一所懸命のつもりでいても︑その紡
との物語りのうちには︑﹁正しいと信んじとんだら砿そ

果は逆になってしまいましょう︒

れを底をついて追求する︑ｎ前のことにかまけて︑うまく
やって切りぬけさえすればいいなどと︑やすっぽく考えず
○○○Ｏ

にさえ思われることでも︑それがほんものだと思いこんだ

に︑本質的なものをⅢ指して︑ときにあるいは空想のよう
ら︑どのような苦しみにもまけず︑どこまでも︑とどのつ

為のなか噂わが心をおちつけ腿親しみ愛し脳その健全な

まりの口的ｌこの圃土︑この歴史．このことば︑この人

とまれているのを読みとるととができます︒

護展を期してやまない︑﹂というような考えかたが魁つずり

愛国心とか道徳などと言うと︑今日︑わが国の若い世代

の人這は︑ほとんどまつたく︑うけつけようともいたしま

せん︒いまのわかい世代の人ミがうらやましがって︑かろ

ばずみにも︑その表面にあらわれたｌそれもぼんとうに

っているその国ミでは稲逆に︑いままでよりは︑もつとも

そうだかどうかばつき︐しない ところだけを童ねたが

つと︑その圃土︑その歴史︑そのことば︲その人墓のうち

に心をおちつけようとし心それを親しみ愛し︑その他康な

護展に力をつくそうとしているのです︒

わたくしどもの自由も潤立も通との努力をよそにしては

とてもとても望めません︒そしてわたくしどもの自由・猫

立は︑世界杢鰐の平和ｌ調和のうちに︑あるのです︒世界

杢鵠の平和ｌ調和は︑世界の園ミがそれぞれほんとうに自

ることはもちろん︑だれだって厨固であったり植民地であ

由であり澗立したうえにだけ成り立つのです︒どれいであ

ったりすることを望んではいません︒

︵文皐博士︶

わたくしどもは︑もつともつと︑あたりまえのことに︑

ふかく心をとめようではありませんか︒︵完︶
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I

ノ

五十年来の平和主義

一

−１情操教育を忽せにするな

アノと七票のオルガンを備え︑岡霊では鹿児

六人の生徒をもつ田舎の小畢校で︑二蔓のピ

島牒の小木野校と日本一を争い︑森永母を識
える菅のコンクールにも作品を出したといふ

○

って︑新らしい日本の肉付として︑手段方法

明治維新は︑王政復古の維新で︑その大綱
は決まっていた課である︒そしてその中にあ

畑山首相が中畢時代の恩師と歓談したとい

エゴイズムになることは勢しむ尋へきである︑

から︑之に共鳴する傾向が甚しいが︑その偽

青年畢徒の間には自分の生命を亜んずる一念

落着いたことであった︒

として︑富国誕兵︑文明開化︑代議政治とい
ったことが唱えられた課であるが︑そのよう

ふ事が新聞やラジオの話題となった時︑私は

私は五十年前この皐校の校長であった時︑丁

戦争は娘だといつ一Ｌ平和論を叫んでいる現代

五十年前の小畢校長であったといふので︑全

荊の偽村に通された人々の姿を見て︑覗杯を

勝命を催したが︑私は戦傷紺死者の遺族や傷

も︑維職後十年では︑まあ︐Ｉ︑こんなものか

って︑今日徳教の目標が五里霧中であること

にしても︑民主幽家とか︑文化幽家とか︑自
・由平等とかのお題目はあるにしても︑明治維
新に比して︑大綱の力に乏しい︑その中にあ

で︑変に二十有三年の歳月をかけて︑やっと

の方針というものは︑勅語が誰布さるるま

︲な看板の裏付けをする精祁の基礎︑即ち徳教

図中小畢校生徒の間謹コンクールで其畢校が

含揚の白木屋四階にいって見ると︑準特選

村を翠げて戦争の歓びに湧き立ち盛大な呪

一︑一等二︑二等九といふ成絞で︑想ふに私

願ひ出で︑財間法人松江育兎院の感化教育部

あげるに忍びず戦争の悲哀を痛感して休職を

常るであらうという幼ない子此たちであった

も知れない︒一日も怠ることなく︑その向ふ

るよりも日本民族の生命を尊重し︑建国以来

職争は私も嫌だ︑躯く個人の生命を尊重す

は︑今日のような︑心によりどころのない︑

をつづける心掛けが大切である︒素より我々

免院の創立にも協力した︒

長となり︑戦病死者の遺児を敗容し︑篤政育

今の校長は私の時から十五代目の内谷とい

の祁先の惇統を守る鴬には娠な職零も避けら

のである︒

く︑それほど馬鹿な国民ではあるまいと思ふ

ないような園民であるならば︑それは経に亡
図たらざる詮得ないが︑一時の迷いはともか

自畳が必ずや来ることを信ずる︑寓一それが

九千萌幽民バラ︑Ｉ＼な勝手な生き方に封し︑

くてはならぬが︑一面には短気を起さず運動

ふ青年だが︑五十年前に私は校歌を作り師範

れないと恩ふ︑この意味で図際日本としても

所に引張るべく︑心ある人の努力をつづけな

畢校の音楽教師に作曲をたのみ︑歴史と音楽

日本固有の惇統を死守し八粒一宇の理念を現

力せねばならぬと恩ふ︒︵完︶

海同胞の理念に徹し︑人迩的に世界平和に努

震にする鴬には侵略でなく︑軍国的でなく四

を亜んじて怖操教育に主力を傾けた︑勿論音

内谷校長の手紙によると今でも情操教育に

の宿や金剛石など荘重なものであった︒

楽といっても今のジャズなどとちがい︑埴生

せた︒

が︑私は微んでこの趣きを今の梁校長に知ら

の教育した五十年前の小畢生からは孫にでも

入選作品の展蝿青に案内してくれた︒

今日の昭和革新は︑その維新の大業から見
れば︑時代からしてもより小さなものである

伴

度日露戦争が勝利で経った時であった︒

菊

日本一の優位になったといって︑主催者から

田

亜営をおき︑昔楽と剛喪とに主力を注ぎ七三
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金波模主人︵小笠原長生︶

冬史

だいじ

あだ

かばかかんたんしんく

兇させんとの大事なる鳴仇おろそか

おも

にてなるべきか︑斯許りの難難辛苦蕊．

みづからいと

しゆじや一つおんうへいか置くらた圭

自身は厭はれど慾た堂／︑恩ひやらる

版か

坪↓失いたもといってきなみだ

上は︑主上の御上︑如何暮させ給ふら
おももりたがほれくだ
ん︒それを旭へぱ謹良が︑骨も碑くる

許りぞ﹂と．御衣の挟に一滴の︑涙か

つゆむらしぐれぬいろ堂わか霞つみさを

しんくおうかう

こたろづよますら

かさぎしろ一せくと準とてんちひろしちかありさ正いざ差たあは

たへしのがんこ上も

いた生さだま迄ろ

とざまさいらいおご詫一﹂おはもりなが幸つう彦一し

なたまくわけんかうしやそのほかいでけんいとりひし一﹂んかぼんみんまよ

しんきんやすたてまつあた

ろ龍
う楼
ぼ鳳
う開
けつ
上数
す百
う年
ひ︑
やく
んれ
著た
わる
す︑
ぶけ
く︑﹁まととぎ
やみ
君りはう︑
のう
内ち
にひ
成とて
君れ
臣ん
のく
義んをし忘
武家ねど︑姉輝にせん錘托縮葎にして︑未

時憩はせ奉り︑御顔見上げて涙を浮ましてやこれは時政以来︑鯖りに森りや在すらん︑逃良忠義を知らぬにあらいま

しいこたてまつおんかほみおみんだうか

よと片岡八郎．路の傍への辻堂に︑哲恥辱さへ︑薪に伏して報ひしならすや︑野に入らせ給ひても︑定めし熟睡まで

かたとかは一つらうみ一也かたつぢどうしば．空なじよくたき贋ふむく

むかしえつわうこうせんくわいけいざん
く
ち落
た給
まふ
い︑
た痛ましさな墨う
九に
人ん
にと
てこ
芯ろ
庭ざ
定だ
めおず
ひれぞ
︑昔時越王勾践は︑含稽山のろととⅨ締騨慨が僻諮りぞ︒薙のをと

ゆくとれや直︽に飢匁の︑山伏姿に身ぱ臣等一同︑心苦しう候﹂淫舜う歎けばふにも︑堪し
忍ん
ぶかべ
き御心地はあらざる
た鈴賊いしよつきごらん
かだいたうのみやもりながしんわう患んしんわ︒つみやう一口けたま
を愛へて︑大塔宮謹良親王︑君臣僅か宮は打消し給ひ︑﹁いやとょ八郎さのみべきに︑臣下の篇に配所の月を御覧ず

まことつる毎一はうまぶしすがたみし・んらどうこ上ろぐるさふらふたげ

伊の遠山らすぐ濃く︑畿総の気色そのて︑笠世の城も賊徒に落され︑天地康死を善ひたる有様嘩勇ましくも又哀
みやがた一Ｐた博おき
いへど罪たてまつところおんめ
さんみわかうらふきあげす
ま典に讃して見たし和歌の油︑吹上過しと雌も︑世き奉るに所なく︑御目れなり︒宮はやがて姿勢を正し︑膳岐
かた−２空むかうや●ｊ︑りやうてつ
ふたまかきころもおひ
なたかたまつしやよ
ぎて名も高き︑玉津烏とは呼びながら︑にも隅飢給はい︑柿の衣に笈をかけ︑の方へ打向ひ︑恭だしく剛手を突き︑
な
茜よくたいいよノーつ上がおは
ひとこころ含よ一心うしん涼−しなかつがはわらんじめしすじつあひだけんたんあくしよへ
人の心の清からで︑忠臣義士は中津川︑草鮭召て数日の間︑険難悪所を経させ﹁玉鉢愈を悪なく在しますか︑名に
きおきし農い︸ゅやあかたま
壁はらいも造いくしよて雪じんしよしのたまならたびなたまみたてまつ
小腺芋瀬と幾ケ所の︑敵の陣所を忍び給ひ・慣はい旅に慣れ給ふを︑兇奉れのみ間ける隠岐の烏︑一夜を明させ給

いとほや主﹄︶すみゑけしき

き
￥↑くほたびみ−口たとはるん〜ぎここ入ごたんせん
曲浦の旅の路︑辿りノ︑て遥糞と︑紀所や此所の御難戦︑それさへ御蓮拙くす語らず胸のうち︑君臣共に顔見︿回せ︑

た涜よふきふれわがみともお腰つか杉やう一Ｌい
漂
ふ浮舟も︑吾身も共に畳束な︑長汀ながら︑能から零怖に錘はり雑言秒︽た惣耗麺︑僻馳は鳩俊の僻埜掩沙畢︑壷言一口は

い

鱈呼畔や︑誹鯉の織誇匪嘩せば︑輝にせ権はい峨坪にて︑燕帝の藤とは軽しためと恩へぱなかノＩに︑心弧しゃ丈

おも

い生わがうへ

露か村時雨︑濡れて色増す若松の︑操
村上彦四郎忠勇の段ぃ崖わがうへし
んくちぅかぅ
も今ぞ吾上に︑かＬろ辛苦も忠孝の︑

忠と勇錦の御旗

I

一人らせ給ひ遮華軒香車の其外は︑出さの椛威を取挫ぎ︑天下寓民の迷ひをぱ︑だ辰襟を安んじ奉るとと能はす︑た胃
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津

一

くちおしさふらふ

てらすおほみかみ堂しま

てんあまみやし百つうちみい一口だいじたに︶﹄とつかまつ含岳はかたどからう
じつげつ一一うんかた吾﹂のたまざがみ豊産こいかつ上・た重雲二ぬかね歩みとも

口惜弓候ぞや︑さりながら︑天には天宮は徐かに打見やり︑．大事とは何事仕れり﹂と︑聞きも終らず片岡八郎︑

ごぜい一心うみこ入る↑︽︺ししんぶつかんなだかものりょうにんたまぶけなと湾ざ｜李らとかく

照太紳も在すべしⅢいま日月浮雲のぞ︑語れ蕊かん一と宣へぱ＆相模はホ眼を順らし突立上り︑﹁吐したり鼠の徒
た
めかくげんかんむなに
ひ
と
い
き
つ
そ
れ
が
し
おんあとしたかしがらいおあがざま人︑
篇に隠されて︑玄蕊室しきに似たりとシと一息吐ぎ︑﹁某御跡慕ひつ上︑彼輩︑言はして避けばつけ上り︑祁埼な
いへどしんしんきみなんきみこもりかげまゐ
いもぜしやうじざうどんぶれいしたね歩たノ︑
雌も︑洲もし刺たらぱ︑沼荒ぞ君たら所の森影に参りしととろ︑芋瀬の庄司ろ雑言無確︑いでその舌の根寸廷に︑
ねがばしばしぽとしのがたけにんおぽざうひょうおよそよにん弐一りさ
ざらん︑願くは暫時が程︑忍び難きをが家人と提しく︑雑丘︿凡一千除人︑切下げくれん﹂と蛎雌すを︑弾蝿二一恥
しのたまてんかため茜よくたい
と
り
か
こ
だ
い
と
う
お
し
と
鱈
ま
まかたとかどのぜうしの
忍び給ひて︑天下の鴬に王郭を︑た園むらノーと取圃み︑それなろは大塔の抑止め︑﹁先づ待たれよ片岡殿︑小忍ぱ
ぜんい一Ｐやしたたまもりなぢ等せつさふらみやおんともみひがめみやまくったう
たいばうやぶまといか
専一に蓑ひ給へ︑謹良不肯には候へど宮の御供と見ろば僻目か︑三山の別徴すんぱ︑大謀を破るとは申さすや︑怒
たうへめいおう萱たげうじゃうへんぶめい一幸くゐんばうよとうともがら
こと
詮んきみ
も︒尚ぼもこの上︑一命を忠義に勉ち︑定迦︑武命を含んで隠謀輿黛の徒輩をりにまかせて事をはやまり︑葛一君に
い−つねんあくきまでぞくとあんをんおくわんとう一匂うしんつかまつことさふらおんけがくゐふ一ぬうせめ
一念悪鬼となる迄も．賊徒を安織に遇ぱ︑開東へ注進仕ろ事にて候へぱ︑御怪我あらぱ︑悔てかへらぬ不忠の黄︑
なみだごじつくわいごだいとうみやこのみちさう．とほ
しりよたまそあやう
ぐべきか一と︑涙にまぢる御述懐︑御大塔の嵩を此道より︑左右なく通しまよくノー思慮をめぐらし給へ︑抑も危
もつともばかちう萱ぶさうひと︐Ｉ〜
こ
と
の
ち
ざ
い
く
わ
ち
ん
し
や
こ
と
ば
み
めいいたしんかしょくぶん
逝理ゃと許りにて︑忠義無双の人為も︑ゐらせん事︑後の罪科陳謝するに言葉きを見て︑命を致すは臣下の職分︑さ
しばしことば
ひらがのらうめさふらふ
みやと漣まゐ
ぎしんいつはてきくだざへうとｒ
暫時言葉はなかりしが︑平賀一二郎目をなく候︑さり詮がら宮を留め巡らせんれぱ紀保は詐って敵に降り︑独豹は留
詣エ﹄いどじやうことそのおそさふらおんともひと人︑なかＬ一つ雲もみたしういの一彦かば
しぱだ具き︑﹁︿︑ァ恐れ入ったる御誌事は︑其恐れ候へぱ︑御供の人為の中まりて城を守る︑とれ持主の生命に代

ょな︐御誠忠の御志︑榊俳などか感にて︑名高き者一雨人賜はって︑武家り︑名を留めしに候はすや︑兎ても角
わう
彰一やくそくばらつく
めしわた
ごもん政たたまいもぜしやうじしよぞんときみとほ

てう一心いみよかぜやなにうたがさふらふかつぜんつかまつしるしすなはもこれ

まゐ

らうおんだいとかは

雁なからん︑やがて逆賊を帰ひ護して︑へ召渡すか︑さらすぱ御紋の旗を給はても芋瀬の庄司が所存解けて︑君を通

朝廷の御世と耀くとと︑何疑ひの候り︑合戦仕りし護左は帥是なりと︑し参らすべきならば︑三郎御大事に代

．しかからかみひこらうこでらさがいづかなを聖い

みやめ

ら一ついう

いもをしやうほどちかおんこぶけま壁ざふらふ
なんＬさいざ畢らふのぶ
べき︑芋瀬の庄も程近ければ︑御越し武家へ申すべきにて候︒とのこシのうらんとと︑何の仔細か候べき﹂と︑述

秘つ江黙るべきに︑村上壱四郎木寺相ち︲何れも叶ふまじとの御意ならば︑れば間は目をしぱた上き︑﹁一ハ鄭が勇二一
きたいぶかちからひとやつかまつ
さふらふあひだしからうちいづいづい

吾く含みこ○ところご皆一

乞うしん

蕊れいい︷こ﹂んけ一つらずてそんにんすて
みこＬろいか渋ばかかかさんじやうごもんみはた差んぽん

槙は如何せしか︑まだ来らぬは不雰し力なく一矢仕らんするにて峡間︑碓郎が智︑執れを執れと言ひがたし︑さ
いま
こでらさがみごんじゃう
めくてナでたいぜい
ひやくなんくその左かつきしたが
Ｌ﹂と︑言ふ間もあらせず木寺相模︑と言上あられょかし︑前路は既に大勢りながら百難千苦の其中に︑附従ひし
れんおとしたもんじはしよへいとり詮
ごへんたうまちまきおり︐ｆｌしいじゃうおんため二こうじもく
御跡慕ふて一文字に︑走り寄りつ上平にて取巻きたれば︑御返答待巾さんと各糞は︑主上の御篤股肱耳目︑いかで

だいじさふらふことば丑は実は

伏なし耐天︑君此所に御坐ありしか︑無稽の一言︑蹴散して捨んとは存ぜし一人も捨らるべき︑か比る忠臣なかり

一大事の候と︑言葉念しく呼はれば︑が︑御心如何と計り兼ね︑斯く参上せぱ︑御紋の御族よし千寓本あればと
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て︑雌の錘に毒つくきぞ︑畦証が噸ひり燕変は︑輝に嘘捗嘩み恥て︑鐸呼も跳悪︲蕊て祷輝と嘩畦し︑峨蝿の能に一一

のまきに続き︑紳鍵を礎れに嘩すべし︑宗かね雌準恥腔の癖砕の識ゆるみ︑鍔雌へられ︑しばし盈遊れ権へかし︑さ

そ郡〃︑八ら
郷う
取と
訓り
蛙い
坐だ
いお
雄ほ
︑仰壁にく﹄評郊唾窪ん齢健捧の︑誰帥しは︾だや妾蕊諏ぱ唾齢畦雄叩か詫距錘鍛畦となり︑

議誌溌錦卿識・繍擢・焼識珂隣謝諏轄賎喝織聴騨睡擢嘘蝋︾鰯誌一一
こでらてつかかたどからううちしたのたの

む世
咽
びい
入り
たば
るか
許りなり︑や上あって木寺手を支ゆれば片岡八郎︑つく人〜と打知りもせん︑頼みがたなき頼みをぱ︑
棒礎漉誇撫ひ鼠﹁いかなれば鐸奉︑かく誰り面﹁砿がありぬくき垂炎の補確︑し蝿むも砿なき確りから︑誌牢の露に鱗

までしんかおはれたまみやうがぼど海そそちなんひとむすめたづねがゆるくだたゆ

稽咋硫撚溌総伽瀧蝿鰹鵬曜蝿獅搬溌鶴難侭華難瀦縄織銑継馳陛蟻

職の醸飛一︑無勢蕊産秘とと誕ぴ魂溌鍛嬢や畦説誹準鞭詠じ計竺ハ鍛誕帳は奉土雄りに婚霊地華鍔や卦毒癖延も舜境塚癖

ら薪︑まして綜噸き鰐命謎誰へ荊諏獅前露︑父に泣く狼荘司津︑浅猿しや慾韮れ瀧油︑聞居軍人峯︒閉驚耀．﹁悪き庄詞

に棒ぐるは︑臣等が願ひ此上は候はね迷ひて︑鎌倉に心を寄せ︑あるべき事が計略ょな︲今ぞ討死の外になし︑御
みこ比ろそむいか賃それがしいまい農いまみやあざむた一﹂まつみはたいいかうか鷺みやすこざは
ど︑御心に反かんも如何なり︑某今よか今も今︑宮を欺き奉りて︑御旗を意は如何に﹂と伺へぱ︑宮砂しも齢が

て︑軍園を解かせ候へぱ︑各為は飛をて︑鰯め捕りまゐらせんと︑玉世の庄り︒今更何をか驚くべき︑溌季の世の

り峨癖︾溢毛︑締蝉髭鮭能誹犀に錘し〃齢腔溌く諒ひし偲︑郷御難を群苛減託せ継罪誌浄に﹁そ凱礼とれも転義り論な

昏薙篭匙葬諏︑磁鑑銚早〆需船浄へ一と︑詞罪諜匙踏口埜鉛ら術後ともに大認に江李と紳に優紬髭迄女も壷塞も如誰︑ぁ蛙り

Ｌいごたて藍つへんじはやおちた茨じしめおばあとさきたいぜいなかやさをとめ
ただまみ

錦の御旗携へて︑以前来北訪埼越溌冊近氷抑寄せ諏睦まくか上る父灘湾願ひの鋤蛎さま糊桐け召裡荊軸×

忽ち見えず滝殉け郡ぱ︑宮を罪鋤凱糞を︑誠詑すは鉢意に識ら津津蝿︑卵証誰か吻傭なき圃遡韮曇事ふ与密苦孝泌姑中︑

恥畔か鐸し僻睡酔い睡趣池評恥奔乱翻︾奄挫雑種害碓醍裡癖裾識唖壁

戸 一

一癖い帳韮稗荊睡唾院帥癖搾一唾岬榊鐸婚鐸

き義ありと︑鐸も鐸しく峰かけて︑錐浄の軽妙僻になるやらんと︑それが最言葉も泣く許り諭並居る諸士も諸共に︐
塀き叱虚へ趣り来る︲麟詑が露舞抄至ハ僻さ雁けなさ︑禄謹議よと世の雌に︑唾かを賑を鋒りしが︑嵯鐘れてはげほ

一磁撚耐鍛寿の琴評続娠の︑礎鶴に似た溌咲ろ上のを壷れから埴誰す舞渉球の識なし︒いざ縦越しと八恥が︑獄めに一
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のがぼとのがみゆくきき

さらば逃ろ上程︑逃れて見んと行先も︐
げてきへいなかつがはとうげおちたま
賞に敵兵の中津川＄峠をさして落給ふ︑

ちうをみちひとすち義やおくひと

めしつかおのれらいむやくこと

み坐よき美ちうざ

いきほちかよ

むらかみよしてるうでほれど

たち

かなたてざひとつぶてのこみたりはるか

けとぱこぶしかたたいぜ﹄量った度なか

つと︑彼方の敵に人喋︑篭る三人を遥

に蹴飛し︑拳を固めて大勢の︑亘只中

をとりい一参色ゑら垂里心．たをいうもうぶ

さうくわいり聖く

どう

に踊入り︑敵を選ばず打倒す︑勇猛無

双の怪力に︑たまりかれつ上一同は︑
ひきいやいばいなづまはう含

きらりと引抜く匁の電光︐八方より斬

て雪むとうてん

りか＆ろを︑もの／〜しやとかひく堂

に期ろか地に入るか︑共所よ此所よと

しやうじえりくぴと

うろたひ農えた入ふあるひ
狼狽ゆる︑隙を得たりと敵き伏せ︑或
けとはふみのこおひちら

にげ

ほやひつかつうづてん

し︑逃んとしたろ庄司が襟首︑取るよ

り早く引荷ぎ︑もんどり打たせて頭郷

倒聯足下に厩へて動かせナ︑御族を取

ありさまもういうふたあやをりだ

ちうしんむらかみよし一Ｌるぼまれつた

ー 一 言

りむらかみひこらうよしてるナがたや藁ぶし

かたこゑ含こよしてるふしん芸ゆ

いかうか愛Ｌいも世

みにて︑芋瀬の庄司せ上ら笑ひ︑一︲ヴハ

って抑戴き︑目上高く捧げたる︑その
ときいつきやうおのＪ１

おしいた皮堂なうへたかざ入

︑︑︑狂人を相手となし︑勝ってやる

含ちがいおひて

も時の一興︑それ各嵩ぐるノく︑まきに
し
ばあふくるなめ

有様は忠と勇︑二つを紋に識出せし︑
にしきひかかｒ︑やぶめいすゐなが
錦の光りもろともに︑輝く武名末長く︑
にんてきへいくみつ

たぶ

癖り上げ︑嚢だ上きに篇し召され﹂と︑

忠臣村上義光と︑名響をとそは陣へけ

さいう

かれ一︶れみにつこうちゑくびすち

るものなり︒

本箭は明治廿五年拾月の作嘗て畢之友に
掲載し後又た義太夫雑誌に登載せられた

て未だ果さず︒

本篇は以上にて完結したるものにあらず
尚ほ後段を著作すべき筈なりしが折なく
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忠義の道の一筋や︑宮に後れてた営一

人︑村上彦四郎韮光︑とれも姿は山伏

みナ歩かけす愛きたあげ

の︑身は篠懸の錫ならで︑殿ひ上たる

含んてつこ当ろかたこんごう赤へそのおひ

金織の︑心も堅き金剛杖︑よし其笈は

かけ乞いそここ上

り︑敵をあやなす無刀のあしらひ︑天

追討のため大将軍に給はる庭︑汝等如

ついとうだいしゃうぐんたまところなんちらごと

召使はるＬ己等に︑言ふも無益の事な
がら︑耳あらぱ能く聞け︑世には忠義
いもと
しにんげん
と云ふ文字あり︑これを知るを人間と
おのれらめほなひとたみうまたち
す︑己等も目鼻は人並に生れつき︑立
あるみもつきみてきたじんめんじう
歩きする身を以て︑君に敵封う人面獣
しんいづくひら
みはた
心︑何虎より拾ひしか魁それなる御旗
かし
てんかいおぼぎみ︸Ｌう︸Ｌき
は性くも︑一天四海の大君が︑朝敵
き畜生が︑手を鯛たりし天罰目前︑見

は蹴飛し踏にじり︑残りすぐなに追散

かるおもきみおんめぐみわす
極くとも︑亜きは君の御慈︑忘れはせ
わがむねわらじともひきしおん
じと我胸も︑草畦も共に引締めて＄御

ょや村上義光が︑腕骨へし折ってくれ

おとしたこまつばらかなたこかげひと

跡慕ふ小松原︑彼方の木蔭に人ありて︑

んす﹂と︒立はだかりし勢ひは︑近寄
こなたた懇いたの
るくうもなかりけり︒此方は多勢を侍
いも造Ｌやうじわら

どうそくかをざうご独はたと

売くしやうてふれてんばつもくぜんみ

語らう聾の聞ゆるにぞ︑義光不審の眉
よぬきあししのよやうす
を寄せ︑抜足なしつ上忍び寄り︑様子
如何にと窺へぱ︑かくとも知らぬ芋瀬
しやうじらうとうよにんもるともにしぎみ
の庄司︑郎黛十除人と諸共に︑錦の御
はたてとりあうちみだみこゑたか

族手に取上げ︑打かへし見て濁藍高く︑

おのＪ１なだかだいぐん
﹁いかに各々さしも名高き官軍も︑

わがい巷しおちおそにしきはたさしいだ

我威勢に恐耀れ︑錦の雄を差出して︑
いのちから＃︑にげだひやうばんほど

脇まされて左右より︑二人の敵兵組付

ひっ生かたいひねナ垂いしい

くを﹁彼是見つ上莞爾と打笑み︑首筋

むづと引掴んで︑弊を捻りし角力の修
れんふりはな
たを
練に︑振放されてどっさりと︑倒るＮ

うへ壁どりこにんどたちむかめん

倒なりと義光は翻前よりか上る一人が︑

上を踊越へ︑五人一度に立向ふを 面
とう髪してる萱へ
いちにん
小手をぱ丁と取挫ぎ︑肩に桧ひで曳や

こ一亀てうとりひしがたかつえい

り

生命辛堂逃出せしは︑いや評判の程に
はたが表くらどのさし

もない︑やがてこの族を︑鎌倉殿に差
あげりつしんしゆつぜ藍た入くよるこ
上なぱ︑立身出世は瞬間うち︑お喜び

下されよと︑傍若無人に物語るを︑聞

くだほうじやくむじんものがた含上

全はむらかみよしてる差つふみをつをどい

も終らす村上義光︑松踏折て躍り出で︑
一習底しだいがんかつ瓢ひらけがれおつ
血走る大眼赫と見開き心一ヤア汚穣に集
はへむしめらけものひと雁うでう

まる蝿虫奴等︑獣類に等しき北悠に︑

￨

大杉謹一

大橋乙羽の生涯と作品向

まえがき
これまで乙羽先生の家庭小説を紹介して
来ました︒﹃浦夜のむし﹄﹃情囚﹄に績いて

﹃捨扇﹄は第三側︹絶︶です︒私はこのあ
と今二つ﹃京屋娘﹄と﹃おもひ川﹄を物語
って︑それで作品をひと先ず維結する考え
でいますから︑何卒しばらく御愛顧をたま
わりたいのです︑これほどの名文と傑作が

文章の明治調であるためか︒現代の若い層
に詰みづらいので顧みられないことを惜み
せめて本誌念員にでも明治文畢の思い出と

たてかは

して︑なつかしんでいただきたいと思う一
念からであります︒

捨扇︵第三回︶
其十八
は上す友い

くらしい︑気休めばかりおっしゃって︑ほ

さんがいらつしやるじやありませんか︑憎

︲Ｉ
お園はやがて心も鐘まり気平かになるにつ
夫はどう遊ぱしたか︑お母さんはお癌み

けて︑却て煩悩の数を轍してまいります︒

にっこり﹄うち笑い︑﹁は上些︑お前なぜそん

なに疑ぐり深いだろう︑女房があるのなら

んに罪だよ﹂と︑女は男に怨ずれば︑男は

れようか︑お六が起きておってくれればよ

なすったろうか︑このま叉読って入れてく

二人持とうといいやしない︑お園にやァも

ひ衣

いが︑何とお詫びをいって儲ろう︑短気な

う暇やったから︑お前を女房にしようとい
あ

夫の顔を見るのがいやでならない︑これと

さすが

渋りのだ︑どうせお前にやアわたしのような

男は似合うまいよ︑流石は柳僑のはやりシ

ねエ﹂と︑乙に身をひねくれば︑女は俄か

︾﹄

さん︑旦那があの妓をいいと思っていらっ

いうのもアノ蕊妓奴が⁝⁝聞けばお師匠さ
とりあち
んの世
語だそうだが︑ホンに窪れたお師匠

いかわした男もあるだろうよ︑人面白くも

子︑引く手あまたのお前だから︑ほかにい

絵がまとまりのつかぬこと︑いっそ離：．⁝

にむっとして︑﹁何んでございますと︑ほか

り

しゃれば︑よし今夜蹄つたところが︑未始

いやＪ１︑死んで︒⁝・・いや１１︑︑モウいつの

に情男があるだろうシて︑はいありますと

・をしっかり握るに︑女はすねて芽をかわす

おとこ

間にか宅へ来た︒といへども門内に入る様

もｊ︑︑通さんという立派な情男がありま

一息

子もなく︑しばらくして罪つくりの立ち聞

す﹂と︑男の頬を一寸突けば︑男はその手
三時の鐘は鏑々と響きわたり︑聡月雲に

こうＰｆ１

きに耳を傾けています︒

と︑妓前からこのていを見詰めていたお園

あたり

かくれて︑四方漸く小暗くなるに︑梅津通

は如何に口惜しかったことでしょう︒歯が

めた影もかくとは知らず︑何輝らぬ高麓に

憤怒の眼に朱を注いで︑憎いｊ︑と見詰

とでした︒

龍なこ

み身ぶるい︑拳を握って︑己れと云い様に

こぷし

次の臥房には︑燈いと明るく︑男女さしむ

らんだ眼は︑人か夜叉が︑いと恐ろしいこ

ふしど＆もしび

かいの影ありＪ︑と障子に映れば︑それに
つれてなまめかしい酷が︑庵炉に洩れ聞え
ます︒
かみ

﹁あなたそんなことおつしやシたシてい

けませんよ︑お園さんという確かなお内室

一

ぬるく吹く春の風︑竪川の橋のたもとに

詮りて︑林町なる賞母が住居より︑とぼと
ぼと齢り行くお園︒往来にははや足跡絶え︑

橋上に立って川の上下を眺めております︒
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￨

の子供等寄りたかり毒悪戯を面白しと︑犬

わるいたづら

におもいの菱りけん︒にっこり笑うて跡振

を駈けさせ︑小石を投げて︑ワッワア︐︐︑

くぜつ

口説は高じて厭味となり︑互にじれてじら

と泊京つ追われつ︑田の畔路を辿りては︑

お園は去るともなく行くともなく︑本所

村中誰一人知らぬ者とてないようになりま

泥田の中に落ちつ樽げつ走り歩けば︑今は

くる熟ち

されて︑果ては可もなく不可もなく︑女が

り顕り︑口の中にて物云いながら︑迷いま

二シ目橋のたもとまで来ましたが︑向うか

した︒けれど田舎は都と違って︑他人の噂

ゆくかた

よいて行方知れず︒

にら

ら来た巡行の巡査に見誉められて︑林町の

は瀧の川へ茶見世を出し︑夏は瀧見の客を

も少ないのに︑母は心を落つけて︑その身

其十九

母が許へ還り届けられます︒

ねぎらい︑秋は紅葉の色を眺めて︑麓の川

さりとては人の心のあさましさよ︑今は

いことでした︒春は菜の花に狂う蝶を追う

いて︑尾花・野菊を折探り︑心慰む日も多

鎮まり︑心地よき日にば︑畠の間を遊び歩

Ｉ︑と溢ろＬ夕は一

一

一 詞

つめよれば男も返し︑男が語れば女は答へ

の闇︒

見る︲︑二人の姿は消えて︾晩みし窓も頁

ひと

この時お園は牛狂飢︑嫉妬の炎に心も迷

とぐちあ

い︑我れか他人か我が牙を忘れて︑是非の

分別あらぱこそ︑門口に至り開けてあけて
よそ

哀れお風は思わぬ憤怒に遡上して︑狂人

ほた

と︑呼べど叩けど香もなし︒他家の女に夫
ねと

を採奪られ︑女房が傍に見て居らりようか

ともあれ︑きのうまでも塾妓とやらに馴染

て野路・あぜみち駈けめぐれば︑黄・蒲公

お閑はこ上に来てより︑いくらか精禰も

の流れと共に︑行術定めぬた峰ずまい︒

れど︑手雁えなきに︑お園はくやしさ百倍

ぬ前は︑借老同穴の契浅からずして朝夕の

英︑ぺん︒へん草︑色美しく染めなして︑都

縁︒

になってしまいます︒とうｊ︑通次とは離

いぴぎ

と︑︑いと高麓に叫べども︑聞えぬ振︲りの

堀り︑歯を喰いしばり身震いし︑副れし髪

起臥にも︑お園？〜と女房にまさる可愛き

ならねど唐錦︒路傍の花を折探っては︑と

高罰︑憎しと云い様︑小石を拾い謹矢と投

をむずとっかみて︑みりＩ︑とむしれば︑

者なしとまで︑寵愛もし契りもした身が︑

ぼ？︑と行く後姿︑思うては行き考えては

江じま

指にからまる五筋六筋を︑糸切り歯に噛み

一旦仇し女と情け交わせしよりは︑罪もな

すみれた幻

砕きては︑忽ちそれを吐き出し︑空をにら

い妻に難題云うて︑厭がるを無理に離縁し

歩み︑首を垂れ眉をひそめて立止るかと思

の露に砕けて︑光はら

を汲みとって咽喉をうるおし︑明月芋の葉一

避けて︑田中の清水のちよろノ︑と流れる

ぽ上・

んで大笑すれど︑あたりに見る人更にな

それがもとで狂者とまでなったのに︑此の

芝ちがい

かくするかと思えば︑また忽ち心菱りて

やそれを追いかけます︒夏は木蔭に日影を

えば︑飛び出る雲雀に気をくれて︑またも

し︒

事知らぬにもあらぬ通次は︑住い知れては
﹁かし家﹂の貼札︒・

や

何かと六ケしかろうと︑引越先を知れずに

らざれぱ︑力まかせに格子戸引けど︑女の

其二十
きちがい

そりゃ狂女が来た︑無事は通すなと︑村

た宮

戸をひそｊ︑とうち叩けど︑答ふる者もあ
力の如何では湛ゆくき︑破る典様子の見え
ぬに腹立ち︑指先もて引っ掻いては︑俄か
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ず上ぎおぶなへし

も

薄︑女郎花に招かれながら︑田の面に出で

か上し・

も︑既に三十除年の歴史をもち︑思想問題

れつつ今日に至って居る︒我が図にあって

此の時お園は︑袖の中から拾い集めた落

す︒

といへぱ︑主として共産蕪問題が中心とな

認され︑公然活動して何の樺る所がなく︑

たまげ

葉をいだし︑床凡の上にぱらりと散らして

て捨てた案山子に驚きつ︑それ村の方が追

﹁お母さん︑御覧なさい︑これｊ︑花が咲

ることを極めて困難にして居る︒よろしく

その千鍵繭化の巧な峨術に︑その正慨を握

っていた︒殊に敗戦後は連合図によって公一

つかけるぞと︑影に魂消て走る罪なさ︒野

きました﹂と︑たわいなく見とれるを︑母
は傍から言葉を出して︑﹁お園そりやァ花が

かたへ

に︑お園も淋しさを知って︑母が傍を離れ

分け木枯し桐一葉︑潮う冬近くなる風の菅

咲いたのかえ︑は上典︑ほんに美しいな﹂

この化物の本慨を見極むべきで甘言好郷に

ん︒

ぬ日は︑また常人に異ることがありませ

と︑娘の心を慰めやれば︑お園はた峰嬉し

よい類になって居ることは︑極めて危肱こ

本書は自由擁謹連盟代表の北岡謙逸仲士

︑︑︑

お園がこ上に来てからは︑た野山水を友

げに小首かたげて︑にやりｊ︑と笑ってい

ふぽん

として︑縦知らぬ木仰金仰︑不惑やこれが

の上もないことである︒

を始め︑何れも斯界の椛威者である田遥忠

男沖士︑企部政一仰士外数氏によって︑誤

︑ＪＪｋ︑１０

袖に拭うて別る曳詮は樹間に聞え︑さらば

るに︑若者不悪さ一入まさり︑落つる涙を

◇

今の身の上︒

あるじ

その後通次小松は如何にしけん︑行末の

のである︒小冊子で極めて要を得たもので

りなく其の正髄を裸かにして見せてくれた

茶屋の主婦が長物語に︑始維を聞いた若

善悪は知らず︑斯く世に捨て人に捨てられ

者は︑梅津通次の薄情にうち驚き︑或は怒
り或は悲しみ︑もらい涙にくれましたが︑

しきものはた母︑これこの秋風ばかりかは

たお園こそ︑気骨も折れた捨扇︑世に怨め

いく矢く

日も暮れかけたので︑若干の茶代を典え︑

である︒今や日ソ交渉が再附されつつあっ

心ある人の坐右に是非術へねばならぬもの

自由擁護連盟

溌行所東京都世田谷随下馬町三ノ五

も御取次します︺︵定価六拾側︑〒八側︶

へよう︒一讃をおすすめする︹本命に於て

本書の出版はまたその時を得たものともい

そのバイキンの活躍が尤も憂臓されるの峠︑

︑︑︑︑

て︑その外交が成立した暁には︑日本剛に

．：：︵捨扇おわり︺

狂女︑早くも若者に眼をとめ︑いと麓高く

ソ聯が共産革命遂行この方︑全世界赤化

△日本共産薫の正鵠自由擁護連盟編

○新刊紹介

後日を約して蹄りかけますと︑蹄って来た
﹁お母さん︑通次さんじやないか︑あァ︑
に

そうじやないと︑そうかえ︑大屑肯ている
ね﹂と︑床にどシかと腰かけて︑若者の顔

の共産蕪なるものは︑悉くの諸国が︑或は

つく人Ｉのぞき︑﹁ほ聖典︑通次さんじやァ

無いわ︑若しもそうだシたら︑思う榛怨ん

魔蕊として︑或は怪奇な猛獣として惜まさ

にこ

でくれようとおもったけれど﹂と︑た蝉莞

こども・

爾と笑うこと︑罪なき様は小児のようで
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食卓穫法ｅ
メニューをだいじに

の宴だからであります︒

をつかい︑氷果を紅白にしたのは︑結婚披露

和食でも︑洋食でも︑料理の数は非常に多

ニー日の口巨という言葉は︑フランス語では

号冒房という意味をも含んでいるように︑材

フランスだといわれますが︑そのフランス料

く︑近代的料理法を︑科畢的に完成したのは

ていて︑その型ができています︒しかしメニ

のものであります︒それで席についたら︑誰

料や調理法など寺一細かに示したもので︑便利

なりません︒そして室を出るときは︑名札が

も海老に限らないで︑時には鮭が出たり︵例

類が想像されます︒それで魚の料理といって

川島衣郎

あったら名札と共に︑持ちかえるのは︑主人

でもメ一三１に眼を通し︑料理の大器を知る

メニュー改まった洋式の曾食では︑普通

四百齢種という程で︑魚でも肉でも料理の種

カードに印刷したメ一三−が︑めいめいの席

サーマンのトマト詰︶︑鰯が出たり︵例サージ

メニューの様式次に掲げるのは︑四月上

しかし︑どういう料理が出るにしても︑和

こはどこでも嫌われるそうです︒

が園で珍魚とする鯛を喜ぶのは猶大人で︑た

とか︑蟹とか︑色為のものが出ます︒ただわ

ンのトマトシチュー︺︑その外鯵とか︑さより

に封する濫儀でもありましょう︒

メ一三−は︑普通︑レストランに備え付けて

メ一三１であります︒

野精麦軒で催された︑結婚披露の午さん曾の

一一

います︒

食が飯と汁と菜と香の物とを骨組としている

ように︑洋食でも一定の型が成り立っていま

前菜坂合せ
濃葵汁

第一前菜

はいうまでもなく︑ここで魚料理に伊勢海老

メ一三−の内容が︑場合によって錘ること

プディング

第六デザートコース

す︒

牛繊肉網焼読菜

果物盛合せ

乳酪氷菓紅白

伊勢海老タルタールソース

季節生野菜坂合せ

第二スープ
第三魚料理
第四肉料理
第五生野英

もちろん洋食でも︑中華食でも︑普通の曾

卵誹麺鞄

食で出す料理の種類や︑順序は︑大膿きまつ

するまでもないからであり童しよう︒

まいますから︑殊更︑料理の品目などを披露

とんど全部を︑最初から眼の前にならべてし

出して来るのに封して︑和食では︑料理のほ

や中華食では︑一品ずつ︑次から次へと順に

和食の場合にはまずありません︒これは洋食

いって︑矢張曾食の席にはよく出しますが︑

こういう献立表は︑中華料理では﹁菜軍﹂と

ある定債入りのものとは全然性質を異にして

ので︑一種の献立表であります︒しかしこの

理の品目を︑そのときに出す順序に一記したも

の前においてあります︒このメ一三−は︑料

理には︑ソースだけでも二百齢種︑スープは

司

と同時に︑主人の心づかいをも察しなければ

ー
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訓誹・紅茶

菓子
果物
この様式をどういうもので充たすかという
ことによって︑豪華な料理となったり︑普通

引き上げて︑ロビーで煙草でもくゆらしてい

ているときに運ばれたり︑曾食では︑食堂を

は︑食卓を離れ︑ソープァーに寛いで談笑し

のようなもので︑これらはわが図のすき焼と

ばローストピープ︑米図ならビーフステーキ

普通であります︒重い料理とは︑英閣でいえ

一般に重きを置かれている料理を考えるのが

か︑天ぷらとか︑鰻の蒲焼とかいうものに似

る時に出されたりすることもあります︒

は︑この韮本的の様式に従って料理を組み合

定食と一品料理ホテルやレストランで

料理は︑品を吟味すれば︑鰹に定食につかう

これを大料理と呼んでいます︒それでこの大

しらいの程度につけるもので︑人によっては

て︑それに軍鮎をおき︑外のものは︑軽くあ

この各コースの中︑前菜は峡くことが少く

せて献立を作り︑これを定食と呼んでいま

程のものであります︒これはわが閲にも霊す

一一一

なく︑﹁前菜はホテルやレストランの方式で︑

すが︑大ていの曾食ではこの定食を用いま

の食事となったりするのであります︒

正式のディナーにはないものだ﹂と︑ある外

り︑近年はビフテキを看板にしている店がで

き焼や︑天ぷらや︑蒲焼の専門の料理店があ

で︑二種なり︑三種なり︑場合によっては特

のがあります︒これは型や様式に拘泥しない

小人数の集まりなどに適しますので︑一般の

但しアラカルトは︑何といっても︑親しい

この定食に封して一品料理ともいうべきも

す︒

交官はいっていました︒最後のデザートコー
スは主な食事がすんで︑寛いで話し合ったり
てしまいます︒パンのたべかけでも︑たとえ

定の一品を選ぶのであります︒これは一寸見

曾食には︑依然として定食が用いられていま

する一と時で︑その前に食卓の食器は皆ひい

全然手をつけなかったにもせよ︑給仕人はそ

ると︑定食より簡易な形と考えられますが︑

きていることでもわかります︒

っくり下げてしまいます︒そうしてきれいに

定食にもピンからキリまであるように︑これ

思います︒

す︒元為饗雁となれば︑相手の噌好を第一に

も方法によっては︑豪勢なものともなりま

も︑料理の種類が多く︑例えば前菜といって

るのは船のメ一三−です︒同じ洋食といって

船のメニユーメ一三−で多少かわってい

す︒

のコースをデザートというのもこのためかと

なった食卓に︑菓子や果物が出されます︒こ

なお︑これらのコースは︑全部食卓の上に

を口にしない︑菜食主義者があります︒画ソ

考えなければなりません︒西洋にも全然肉類

いもの百五六十種︑温いもの二百種といわれ

元は食堂を開く前に︑控室で酒といっしょに

ます︒魚でも肉でも推して知ることができま

出されるとは限っていません︒例えば前菜は

ドンの菜食専門の店は︑マルセイユの魚専門

す︒それで長い船路には︑客の好みを考えて

一

も︑前に述べたようにフランス料理では︑冷

出したものだそうで︑今でも図によっては︑

ています︒

のレストランと同じように︑隣く人に知られ

同一コースに何種かの料理を用意し︑その内

前菜に重きをおき︑相常手のこんだものを︑

また特に選ぶとすれば︑品質はもとより︑

食堂にはいる前に出すところがあります︒

またデザートコースの馴誹は︑家庭の場合
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時に次のものを附け合わせる︒セロリ

コーヒー茶ココアかミルク︒

たべるのに封して︑濁逸ではポテトーが常食

は米国らしく︑伊太利でマカ冒一をたくさん

生野菜

二一の野菜

︹つ堂く︶

︹卜部兼邦︺

︹風教百首︶

潮の八百重し荒山中も

○祁まさいかたはあらじな荒潮の

○

榊の姿と見つつ恐れよ

○天め地の中に満ちたる草木まで

○

：１１

生活の大要は察することができます︒

かなことは一々あげることはできません︒が

の相富の部分を占めているようです︒その細

います︒例えば米園の客船いい卑①︑匙①ｇ

午食次の内から三四品

卵ホットケーキ

から自由に選樫することができるようにして

セロリー省︑旦弓号房ｏ里の昼︶以下十種を

カクテル︒

スープか︑メロンか︑フルーツ又は魚の
軽い肉料理︹小難︑小羊のような︒又は

見ると︑ジュース四︑フルーツ六種ｌグープ

デザート

二種以上の野菜

○

○千代をへて愛らぬ富士のみいのごと

固の礎きづけもろ人

︹加藤玄智︶

言

ｰ

葛号○口のある夕食のメ一三−には︑前菜に

ーストニというぐあいに︑色花の種類が一記し

あげ︑スープニ︑魚二︑肉はアントレ三︑ロ
てあり︑朝食は米人の習わしは︑ジュース・

フルーッ・革・采・梨・オレンジ・メロン・

コーヒーか茶︹認︑冷は季節による︺

魚か卵のはいった料理︶

李ｌが上かつています︒これは一定のわくの

パンとバター

果物で始まりますが︑その朝食のメ一三−を

中のアラカルトで︑メ一三−としては︑特別

スープか︑フルーツか︑魚のカクテル・

タ食

のものながら︑適切のものといえましょう︒

四

飯と汁と菜と香の物が全部揃っているわけで

生野菜

ロース︑Ｐ

はないように︑洋食の場合も︑日常の食事は

デザート

日常の食事わが園の食事でも︑三度三度

簡単であります︒前に駐留米人が︑メードの

食事の習慣は園によってちがいます︒英図

パンとバター

﹃−１ヒー

ていました︒

参考に作った書籍には次のような献立をあげ

朝食

の︑ベーコンエグスがよく出ます︒ポリッジ

では朝から肉をたべる習慣で︑ハムエグスだ
もよくたべます︒果物をふんだんにたべるの

果物か果汁

エ和ソ７１

トーストか温いパンバタとジャムかジ
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弘道詩林
三好凌石選

＠老懐吟興八十七聖寒蝉大森午︵日立︶

松雄竹誠入湘雛︒一臥清陰好避炎︒午夢同時麹首望︒常南

○○○○○○○○○００○○００００○○００○○
○○○○○
雲外徹墜尖︒

苦熱人兼長日長︒炎天風死赫繍陽︒壁間一幅飛泉詮︒洗誰

○○○○○○○○○○○○００○○○○○○○○Ｏ
○○○○○
煩襟生午涼︒評日︒無限吟思︒自兇有浦風徐来之興︒

＠初夏雨後八十五聖江東片口安︵酎山︶

新樹滴階刷︒風雌捲翠涛︒廓然清浄界︒鉄坐読離騒︒評日︒

○○○○○００○○○○○○○○○０○○Ｏ
間適︒韻格軽妙︒

＠鹿野山恵斎兼坂重︵千葉︶

大樹摩天鹿野山︒老篭硯院隔人衰︒愛看九十九路勝︒詩在

○○○○○○○○○○○○○００ＯＯ○○○○○○

○○○○○
青瀞翠岳間︒評日︒白薪之勝︒篤得宛然︒

＠値参議院暴状水石機江勝美︹横涜︶

○○○００○○○○○０○○００００○○ＯＯ○○

寅名何足言︒自註口︒老子云︒共政悶悶︒其民淳淳︒評白︒

塊柵登場日日暗一︒紛紛識事奈空論︒不知悶悶経振暴︒偏善

○００○○○○

＠偶成八十九聖群翁菅野三郎治︵祁烏︶

天下選良︒何等狂態︒作者胸中有如此濡塊之大者︒

○○００○○００Ｏ○００○○○○○○０℃℃︑砥

取︑︑︑︑ｎ℃述芯︑

花間上下頻︒煙景猶能延墨客︒風光亦是馬詩人︒間来舎友

＠江島蓬莱間宮雄︵江島︶

典無毒︒環緑荘中絶世塵︒評日︒清雅︒

℃︑℃︑︑込恥Ｌ℃お○○○○○○○○○Ｏ

筆力豪宕︒流靭錨然︒

瑞営天女島︒蒼海泌無堰︒浪挑榊龍窟︒崖陰閏古春︒評臼︒

多年沸世忘其身︒賓践朋行職善人︒藍綬章輝除慶在︒一門

○○○○○００００○○○○○○○○００００○○

ゞ＠賀廉索先生賜藍綬褒章雲石村田一雄︵横漬︶

＠大石良雄九十一聖有隣菅谷徳次郎阜都宮︶

○○○○○
珊色類長春︒評日︒著盃︒敬蕪之怖殊深︒

℃Ｅ︑℃℃℃℃ＥＥ︑℃Ｅ︑ＥＯ○○○○○○○○

夏村田中和︵千・葉︶

義魂千載垂︒評弓描出活活．最可朗唱︒

○○○ＯＯ

揃罵雌多志不移︒深謀忍辱但如疲︒霜刀忽閃離家覆︒忠節
＠暴力議含

○○○００○○○○○○○○００○○○○００ＯＯ

○００００
鞭起帰妖気︒評日︒一喝︒似見暴状︒浩嘆何禁︒

議場混飢極紛紛︒恰似修羅争闘群︒掩眼員堪護長嘆︒誰能

＠賀海上雲鵬翁七十七詳霞粁鵬野英治牟葉︶

Ｅ迫迅︑ⅡＥⅡＥＥいぉ心込︑○００○０００○○

嘗従戦伐樹奇功︒百錬千豚健恢蛎︒雅客稲脇職眉毒︒雲鵬

＠賀石井東水対古稀移山寺島慶一早葉︶

○ＯＯ○○
七十七齢翁︒評臼︒剛健︒如見鵬翁︒

○００○○○○００○○○○○○００○○００○○

知君志業本依仁︒翰墨風流意境新︒児女相婚孫亦婆︒一門

＠賀気仙沼市幡野翁毒石崖林席之助字葉︶

○○○００

○○○００○○○○○○００○○○○○○００○○

清禰古稀春︒評弓訓桁綿永︒天祁可想︒

蚊蝿絶滅総侃安︒容膝全無一睡難︒正識近年科畢力︒家人

○○○○Ｏ
也見有除椴︒評日︒術生聴明︒足以安眠︒

も魁℃℃︑Ｅ︑ＬＬＥもＥ恥迅○○○○○○○○○

＠環維荘小柴次韻蚊龍唐津蝿次郎︵横演︶

七十七齢吾典君︒親交有道楽斯文︒剛知識委育才俊︒徳望

ｌ

︑ノ

ワー
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1

脳︑︑︑℃述耶℃︑︑℃︑Ｅ︑○○○○○○○○○

朝夕天陰巳淡旬︒庭前喜見霧光新︒烏飛樹抄去来念︒蝶舞

￨

００○○○

︑賀小幡前明府再営選参議員賦此以賦

参｜年世久聞︒評臼︒淡雅︒

越南岡田九術︹武生︶

○○Ｏ○○○○○００００

道︒蛙鳴蝉吟︒時事日否︒老涙需襟︒頂門一戯︒鼓働士気︒

００○○○○○○○○○○００○○００００Ｏ

敢営︒亦可以誠人︒

匡抵人心︒朝野熊清︒宜以篤蔵︒凌石日︒溢美之語︒雌不

凌石三好寛

＠次韻寒蝉老契見示賢室廿三年忌辰詩賦此敬糞

己届廿三年︒

賢閏重疾竜無疫︒去向青山王作煙︒相燭檀香秋寂実︒忌辰

瀧帰農痔閏純在︒香魂依樹川初三︒高懐縦作室室看︒瞭下

︑川寒雌詞兄見示江東詩殻寄懐

思悶嘘火談︒

○Ｏ

厘中猫未得巣南︒野雀誰能可共談︒莫笑方頭迂拙甚︒狙公

無復怒朝三︒自註日︒授耕録云︒俗謂不通時宜篤方頭︒陸
＠贈一華女史

魯望詩云︒方頭不含王門事︒塵土室総白綜衣︒

家事紛紛累厭身︒不如惟典自然親︒任他俗客私相笑︒本是
風流階雅人︒

＠民疾苦瓢乎道人

恩牛怨李雨紛紛︒暴状猫無勝敗分Ｃ廟議誰憐民疾苦︒劫除

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

＠失利椎

△△△△△
善政未曾間︒

△△△△△△△△△．△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△
争得卜安全︒

大邦雁迫己多年︒爽約終令失利権︒縦就迂同航路遠︒波涛

三

ー

︑Ｅ芯Ｌ砥殖述Ｌ︑℃︑ＥＥＥＯ００００○○○○

知君治逝最公明︒堂堂政戦競輪扇︒参議筒蹄民主薫︒営壇
＠賀中山勘左衛門翁八十八毒

○○○○○
亦復荷光柴︒評日．一気町成︒清韻可荊︒

九十四里如雲慶野庄作︹茨城︶
︑Ｅ︑︑も℃︑００○○○○○○○○○０○○︑︑

米毒迎来弧雌身︒撫松翫月楽天員︒兇孫侍坐附喧宴︒住気
も℃︑Ｅ︑
満堂瑛樹新︒評白︒詩情浦遠︒語亦通勤︒

＠賀文好堂商店新築況堂天野佐一郎︵東京︶

○００００○○００○○○○ＯＯ○○００○○○○

継走層俊構築新︒桑都老舗徳篤隣．欣看事業坤隆嘘︒文好

０００○○
従鼓蓮更新︒評日︒著筆高迩︒詩致自佳︒

＠昭和丙申歳龍集春王正月一夕酔除偶請吾奮友凌石詩
聖次予東湖先生百年祭長古韻因走筆暢雅懐以代評罵

属望非才妄言多謝塞蝿午

千軍︒敗後国民︒意気鉛沈︒殺伐風涯︒滞雲影深︒道無可

０○○○○○○○○○○００Ｏ○ＯＢ︑︑旭心
東湖先生︒安政濫逝︒爾来如夢︒荏再百歳︒昨賦握篇︒代
︑︑︑︑︑旭︑Ｅ︑︑咽○○００○○○○○○・
猿致祭︒凌荷詩翌︒藻雅才慧︒次韻章法︒常山蛇勢︒首尾
○○○○○○○００００○○○︑芯︑ｂＥＥ︑
和雁︒蔚無森滞︒波潤老成︒造語迩麗︒一隅三嘆︒吟心欲
︑Ｏ○００○○○○ＯＯ○○００○○ｎ℃︑︑
僻︒一篤行間・字挟風霜︒附仰古今︒以慨以恢︒維忠維孝︒
︑脳︑︑︑咽℃︑︑︑ＥＥ００○○︑℃︑︑Ｏ
至誠一貫︒椿表面目︒躍如雁看︒慕徳同感︒不禁景仰ｃ幸
℃︑砥℃︑︑℃芯迅ＥＥい︑℃℃︑︑℃︑︑℃
篤先生︒吐気寓丈︒訓来諏去︒口潟除薫︒近業傑作︒筆帰
︑︑○○○○○○○○○○○○○００○○○○
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﹁
秀逸

弘道歌園
○雫

割田斧二選
松江市平井常浦
東京都中村徐風

電線に光れる雫つぎつぎに垂りつづきつつ極りて落つ
○

︹日柑の脇目︑雫の動作を現はした手腕に感ず︶

︵子供の心情を朝前半にして走り出す動作に表現し得て居る︶

雨舞れて祭太鼓の鳴りたてば朝前半に出でゆく子かも

○人を戒む埼玉螺石川奈美子

佐倉市兼坂秀・嶺

︵傾城に迷ひし者への教訓歌︑言ひ得たり︶

葉がくれのとげ忘るなよ花うばら色香のよしや勝れたりと
も

↑○扇

○

千葉螺菅谷義太郎

︵着想は奮いが︑雑音なく訓令へが貫かれて居る歌︶

手にならす届にのみは夏ながらそれとも知らぬ風のかよひ
て

佳作

宇都宮市菅谷徳雁

不足税渡しながらも受取りぬ心をとめし友がたよりは
○

富山媒片口江東

○海上千旗大人の喜寿ｊ千葉螺鵬野秀春

○夏夜長岡市波多良介

年久に耐に仕ふる大人なれば肺もたすけて齢のぶらむ

○米寿自澗禰烏市菅野椿翁

橋の上に空と川との月二つ見つつは涼む夏の夜半かな

○榊山聯椎名保弘

固らずも米のよはひを迎へけり教へ子たちに毒かれつつ

む

わが命かみのさづけし力なりつとめはげみてむくいまつら

○茨城螺蕗川一誠
○千葉螺金杉茂穂

かへり見ぬ朝顔作り親しくも今は兇ゆる齢となりい

○山柚川越市小名木狂辰

雲低く垂れし梅雨塞ふるはせて狭川に此の雄しきりなり

雄後まで代掻きなせる小牛ょと川に濯ぐもねもごろにせり

○旭川市高打雅祇
○千葉螺布橘香峰

雌雄岳の絶景映す阿寒湖見上げ兄下し飽くるともせず

○埼玉聯大久根吐″

入梅も終るか雌の鳴きしきて逢ふ人砦の暑きを言ひぬ

炎天の木蔭に子等を遊ばせて男勝りに田草とる妻

○割川斧二

し

眼を据ゑて崎蛤追ふ子の員刺さ兄つつは我の老いて恥づく

一

話合ひてす上めす奥ませつぎノ︑に飽かぬは人の心なりけ
り
○

家持も総きしとつたふ二上の山ほととぎす今日を晴くなり

１１１
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大橋越央子選

もくもくと砂ふきあげてわく清水

炭を焼く煙流ろ上雨の中

葉撰の下を樺みて萱架立つる埼玉奈美子

打ち場ろ花火に深き夜空かな千葉丘南

満潮に略く霞切や利根川原茨城厭市

子つばめの羽ふるわせて巣立ちけり埼玉吐〃

抑責の禁札太く夏の輩茨城一人

老鴬の高音に夢を破られし千葉茂穂

縁蔭に巷の昔の遠かりき千葉春村

小牛撫で分つ喜び田植済む川越狂辰
茜雲うつりて度き柚田かな東京徐風

蝿しぐれ聞いてまどろむ涼しさよ千葉秀嶺

︹参院選翠維る︶

縁蔭を水流れ出る涼しさよ富山岱山
甲羅ぼす鶏に夕立到りけり千葉香峰

越央子

更衣して図蕊の涼しさょ幅島椛翁
○

老いぬれば老に安んじ更衣

清潔に老のくらしの夏衣

○九︑十月雅文苑原稿締切九月十日限り

の︶封書に記念擁原稿朱書

○九︑十月雛八十周年記念雛︵九月十日限︶︵八十周年に因むも

−

弘道俳壇

越後良介

（40）

秀逢○雑一詠
谷川の俄か濁りや栗の花
脚立のみ見えて林檎の袋かけ
蓄蔽垣に病快き顔みせにけり

星今宵潮鳴り遠く退きぬ
薦原に蔑切暗いて雨上る

松江耽史

内伊原香栗
越

物なくて蟹の泡さへ夕焼けて

城葉江山江
山

松江碧明子

ロ
ニ
『

佳作

のうぜんや蛇と岡ふ山鳩
ふるさとの月美しや魂祭
懸煙草して庭庚く龍徳寺
タオル干し手摺によれば栗の花
さぐらんぽ雲上平の娘が詰めぬ

鱗慶の投岩見ゆろ梅雨の海
城映す水ゆがめけり藻刈人
夏菊の一輪早く嘆きにけり
石解の花を愛して病み久し
梅雨の月病舎の庭に出てもみて
紫陽花の薄むらさきにそまる頃
涼しさや小笹がゆれてわく清水

市南子路史

;淵捌
路

茨千松富松
墓デ

本含だより
△道徳園贈懇談倉五月三十日午後二時より
参議院含館で六圃盤小委員倉を開き︑修身科
凋立問題につき協議せり︒本含よりは下村副
含長委員として出席した外︑津田理事︑割田
主事出席せり︒

生堂含鮪に理事倉を開き︑全員出席︑八十周

室を焼失したことは︑既報の如くであります

三月三日夜︑本含付属寮より出火して︑九

○本含報告

△高田氏の芳志特別含員高田展治博士には

年記念事業等に関して種為協議せり︒

本含に封し金五百同也を寄附さる︑御芳志を

が︑其の後孜公復興に努力して参りまして︑

思はぬところに意外な出費があるものであり

りました︒賓際に仕事にとりか上りますと︑

去る六月一杯で漸くその復奮を見ることとな

感謝す︒

支含だより

と安川銀行秋田支店に握らく勤めた開係上安

矢田︑平津︑三浦氏等の出席あり津幽氏はも

に於て開曾︒東山︑樫田︑津国︑川村︑萩原

市内瀞弘寺住職矢田師の御厚意によって同寺

一九三回の集曾を七月二十五日午後二時から

して居ることでございます︒こ坐に除白を以

ように致さねばならぬと︑柑事者一同深く期

して︑二度と秤び此のような災雌を起さない

つけても︑今後は注意の上にも注意と致しま

てもの不幸中の幸と思って居ります︒それに

の復蕉を見ることが出来ましたことは︑せめ

幸にも本官の財政に大きな穴もあけずに︑そ

に相常に苦勢致しましたことですが︑しかし

まして︑中々課算の通りには参らず︑経済的

設立の功努者である︒六月六日の告別式に割

去︑享年七十九歳であった︒氏は飯能支含の

田善次郎氏の言行︑虚枇訓等について御話し

Ｏ秋田支倉便り

△六国贈懇談倉六月十四日︹木︶参識院含

があり術古くから有帝である阿仁銅山開焚の

△須田氏逝去本命飯能支含代表︑須田挫作

航凹雅室に泣徳六Ｍ慨懇談念第十一川の例命

縁起のことに及び三浦氏からはそれに関連し

氏は︑課て静養中であったが︑五月三十日逝

を附き︑藻て小委員命を設けて研究中の修身

てとりあへず御報告致して程きます︒

史談などもあった︒更に憲法改正に仲ふ家族

て秋田の鋳銭所のことや蛎造について珍しい

々準術致して居ります︑併せて度々ながら御

で︑新秋を期して︑記念行蛎を致す尋へく︑浩

報告致します︒

なお本年は本愈創立八十川年になりますの

せてその取扱方等につき協議せり︒本命より

問題や批命の諸問題などについても︑大いに

田主事は本含を代表して参列︑弔意を表せり

教育の問題につき︑委員首の成案を検討し併

ほ協議の結果︑この決議を文部大臣に提出毛す

討論するところがあって五時過ぎに散称し

た︒︹平津︶

は瀧田︑野口雨理事及荊田主事出肺せり︒な

を訪問︑各国鰹代表一名づ入出席提出した︒

−

ることとなり︑六月二十六日午前十時文部省

△理事倉七月十一日午後六時より︑祁祁
缶田蚕

本念よりは下村副含長代表して出席せり︒

（41）

金白半ロ
本倉第五十四回定期細含に於て決議
せる本曾定款第十三峰の一部愛更の件
は︑去る六月一日附を以て左の如く認
可されたので鼓に含告す︒

昭和三十一年五凡二十四日附で申請
のあった定款の一部鐙更を認可します
昭和三十一年六月一日

東京都教育委員曾

金五百回也︹寄附︶東京都高田貝治

陶輯だより

○暑中御見舞叩上げます︒
○本擁は吉田輝士︑深作坤士︑或は相深氏の
ものなど︑論文が多くなりました︑暑さの折
では御座い室すが︑是非味読して戴きたいも
のと存じます︑蓑た小笠原︵元子僻︶先生の
ものは︑先生が二十五六歳位の畔奔かれたも
のですが︑早くも優れた文才を示して届らる
もので︑庇に名文であります︒
○来る九・十月雛の弘通は︑本曾創立八十周
年の記念雛となる溌定でありまず︑我川の都
合もありまして︑大きなものは出来ませんが
卿かその記念の微意を表したく準備して居り
ます︑念員諸氏から︑丈蕊ばかりでなく︑一
般散文で結椛ですから︑︵八十周年にＮむも
の︺振って玉摘をお寄せ願ひます︑︵締切は九
月五日迄︶

○八十周年記念倉は︑目下のところ来る十月
頃の気候のよい折にと選定致して居ります︑
確定の上は御通知致しますが︑その折は全図
から振って各位の御出席を願ふものであり烹
す︒

て漣きまます︒

○なほ八十周年の記念事業として︑西村先生
の語録を出版して曾員各位に差上げたいと準
備中でございますことを︑この際諜告巾上げ

所ります︒

○酷暑の際です︑くれトーも各位の御自愛を

弘道責債一冊金参拾五園也

弘通倉入含手続

一ヶ年含我余百五拾岡を擁込み入倉の手績

をとること︒曾貝には雑誌弘通を無料配布

岡封入の方に塗付す︒

する外に諏々の特典あり︑規則書は郵券拾

○本篭涛告の牛については︑

本愈編群部へ御桐談を乞ふ︒

昭和三十一年八月一日鶏行

割田斧二
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