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○修身教育のこと

ソと跳返る反射反雁のように反掛意見をブッているので前途は仲冷

︑︑

義務教育に於ける修身教育のこと︑修身科の濁立といったことに
ついては︑歴代の文相が問題にして来たものの︑何時も世論とかい
うものに押されて物にならなかったが︑今度の松永文相は小︑中畢
校に修身科を樹立させて︑愈々明年度から之が賀施の資現を期する
方針で努力すると雄明した︒
この蕊明に封しては︑賞際我が子の日々の行動に心術している父
兄たちの意外の賛成があり︑輿論調査でも約四割以上がこれを支持
して居るというのが︑従来とは異った力になっている︒しかし例に
よって日教組はもとより︑専門の教育畑の人左は︑ピンといえばピ
困難である︒

今日のいわゆる進歩派を自任している者は︑営局に濁しては何か
ら何まで反抗する精岬から出溌している︑修身科樹立についても︑
営局はまだ具膿的なものを何等示してはいないのに︑修牙科それ自
膿が︑忠君愛図︑親孝行などそのまｋ戦前えの逆コースが目的だと
︑︑︑
決めてかＬっている︑そして現在彼等が壮曾科であのダラシのない
道徳教育をしていながら︑恰もそれが萌全でもあるかのような口ぶ
りである︑そして何か峡鮎を攻撃されでもすると︑政治が惑いから
だの一鮎張りで済している︒勿論政治にも罪はあるが︑しかし教育
営事者たちも︑もつと賃刺に自ら修身教育について考えるところが
なければならない大きな問題であると恩ふ︒
今日の修牙教育は牡曾科の中に含まれて居り︑然も各教科月それ
人︑で道徳詩教えるといふ建前をとって居るが︑勿論道徳の問題
は︑人間としての根木の問題であるから何の教科側でもこれキー教え
るべきは常然で︑その趣旨からは︑この方法も理曲はあるが︑何の
科目でも教えるということは︑自分だけの責任でないから︑何科で
も教えないということにもなって︑事は仲冷思うようにはならない

弊もあるが︑それはそれとして︑今日道徳として教えていることは

いことキー切に願うものである︒︵知己庵︶

人間吐曾の生活を目滑にするといった︑人と人との交際とか︑汽車
や汽船や公衆の場所の心得であるとかいった︑いわば杜曾生活のエ
チケットともいうべきものである︑このようなことも人間の道義心
から溌した具膿的なもので勿論必要ではあるが︑どこまでもこれは
末端のことであって︑これだけでは道徳教育としては不完全である
そこで私たちの望む道徳教育は︑そうした具隈事項が生れ出る根
本をもつと教え込むということである︒即ち人間というものはどう
いうもの︑どうあるべきもの︑世の中というものは︑どういうもの︑
どうあるべきものといった人生観︑世界観を教え︑そして人間の道
義に封する信念を菱う一﹂とである︒この鮎欧米のキリスト教による
道徳教育は︑これに添っているが︑その馬めには︑﹁古今東西の立
派な人物の言行などといったものを︑伶猟する人格者の教師によっ
て教えるということである︒
これについて︑雄も附難なことは︑それに任ずろ教師のことであ
る︒自ら一勢働者を以て任じ︑経済の待遇を人間全部の目的とする
といった人為では︑この教育は出来ないからである︑こ上で教師の
再教育︑再訓練が必要になって来ると同時に︑これが篇めには︑ど
うしても淵立の科Ⅱとせねば出来ないであろうということである︒
今日理数科といったものは畢問の全部かに力を入れて躯びｘ教え
ても勝るが︑勿論これは自然科畢の護達を促すこととなり︑人間生
活に便利を輿えることにはなるが︑しかし原子力の如き︑これを扱
う人間の道義心の低下によって︑却て人間は自ら自らを殺そうとし
ているではないか︑道義の昂揚なくしては︑自然科畢の護達も無意
味である︒かくて道徳教育は理数科教育以上に必要であることを知
るべきで︑営局はもとより︑営半者もよろしく腫剥に考えて貰いた

道徳教育と修身科

指導要素が薄らぎ︑高等畢校以上になると︑儀式的公共的

の修身教養の機含も除り顧みられなかったのである︒それ

斯やうな畢校に於ける道徳教育を咽んで︑牡含一般の室

らの鮎が満州事愛以降になって︑念角度に緊張して来た︒

その時分︑道徳教育としての修身科に比較的深い開心を

育に澱いて警戒されてゐた民主主義︑吐舎主義︑共産主義

図民感怖の虚脱的怖勢に伴って︑従来の思想的︑道徳的教

一

河野省三

気噂奮来の家庭教育に於ける道徳的訓練の衰退に引かへ

て︑割合に深い開心と要望とが各方面に持たれ︑明治の末

から大正時代にかけては︑青年圏も炭義の道徳的訓練を中

一修身教育受難の時代
畢校に於ける修身教育といふものは︑経戦前に在って

修養を重んする畢生の気分も乏しくなかった︒要するに道

も︑又いつの時代に在っても︑他の畢問的教育に較べて決
いふことが時代と吐含との要求といふ力を背景とし基調と

徳教育を向上させ︑修身科を亜澗させる阿民的緊張が伏在

ても︑政治と道徳との結合が孤調され︑道徳的︑宗教的の

して︑家庭に在っても芯杜含に在っても︑殊に皐校に於い

心とした修養に軍鮎が世かれた．商度の畢校教育に在っ

て︑その教汽の漉施が重要祝されてゐた︒それでも︑その

して容易い畢科ではなかった︒過去の時代にはその尊重と

畢科内容の選定についても︑その推徴指導の賞際について

も︑修身科そのもの上存立︑道徳教育それ自僻の資施に

してゐた︒それは必ずしも道徳教青を徹底させ︑修身科を
有効にする可能性を梁澗させるものではなかったにして

然るに国家的統制と思想的緊張が︑阿民の生活的不安に

は︑不安の少い環境であった︒

も︑可なりの苦心が挑はれた︒昔の小中望校に於いては︑

大抵校長が多く之に常り︑ごく稀に修身科捨任の先生がゐ
た︑然しその特殊な研究や効果の調査といふやうな方面の

もってゐた小畢校の教員は︑一面に先生全鰐としての

の活動が目ざましくなった︒それがやがて外に在っては︑

迷うてゐろ荒涼のうちに︑凄惨な敗戦の経結が宣告され︑

つながりのある垂範的な賞践による自然的感化︑意識的訓

混迷する自由主義思潮と狂奔する共産主義陣管との封立す

ことは︑荊合に開心が薄いのであった︒

育といふことに共同的態度をとる風があった︒中畢校殊に

︑︑地︑

高等畢校︑事間皐校の道徳教育としての倫理科は思想乃至

の椛威が塗ち︑大人︵をとな︶は責任の所在を追求され秘

る陶際開係となり︑内に在っては圃防の脊什が砕け︑文教

推理を基調とした興味も加はって︑自然に修身的訓育的の

（1）

1
ﾉ

一

子供は自由の天国を解放されて︑一方には文部省と教育者
とが封立の常態を示し︑一方には常規を逸した生活情景が
頻護しつ上ある︒

かやうな戦後激動の鍾態は︑牡含秩序の恢復と園民意識
０００ＯＯ

の反省とによって︑徐凌に新しい正しく明るい画家生活を
○○

再建し展開するであらうが︑それにはやはり偉統と常識と
時代とに反省し目ざめた各方面の良識と努力とが根本的に

必要である︒そこに適正な道徳教育の樹立と健全な修身科
の施設が必要なのであって︑かやうな時代的掛立の支障に

二道徳教育の反省期

要が存する︒

成してゐる︒ここにこそ修身科に封する施設と良識との必

可なりに高まってゐる︒是等は全く修身科の受難時代を形

を︑また日本民族の長所や美黙を軽硯する反感的な気分が

うな時代的傾向と相待って︑反抗と痛快とが︑過去の日本

弘心を軽んぜしめる傾向を弧めて行くものである︒このや

純亘性︑奉仕観念を薄弱ならしめ︑叉愛郷心謎愛国心︑寛

利的謎物質的︑偏頗的︑焦燥的ならしめ︑自然に黄任感︑

少からね危隙性が随伴してゐる．それは少からす固民を功

には︑閏民の間に︑政治的意慾と経済的慾望とに於いて︑

而も歴史や思想や教育の大きい動きを示した戦後の日本

術へる熱意と賢明と努力とが後退してはならない︒

一

道徳教育は特に徳統と常識とを重んじ︑時代に適膳する

ことが必要であるｐ私が前項に於いて誼割合に多く時代の

情勢を説いたのは︑この責怖に留意し善庭して︑我が国に

於ける道徳教育謎国家的理想︑国民的努力等に開する俸統

ｌ歴史的努力を撒いて進展する生命線を尊重し健全な常

的反省︑斌禽的考臓のうちに︑この道徳教育の推進︑修身

識︑一般的良識に照らし玉その冥賞な精榊に本づいて時代

科の活動を要望し期待したいからである︒現代日本に於い

て︑単純に﹁古い修身科﹂を復活しないとか︑﹁戦前の修

身科﹂をそのまＡ賞現してはならぬとか云ふやうな簡単な

らかなのである︒

考へ方は︑一初から心配するにも及ばぬ程︑時代の動向は明

修身科︵或は倫理科︶は特設する必要はないと主張する

一理由として︑修身道徳といふものは︑各畢科の捲任希︑

よって賃際に垂範し謎自然に教導すべきものであると力説

肇校の先生自鵠が︑それ人〜の畢課を通じ︑各自の賞践に

するものがある︒その面に封する重覗の考へ方に於いて︑

私も同感であり︑私自身年来の主張でもある︒ただそれは

修身科の裏づけであり融先生としての共通の責任であっ

いふもの建皐校に於けるさういふ考へ方︑祇含や家庭や

て︑やがて皐校教育の確立を目ざす理想である︒修身科と

魔く団際間に於ける生活意識︑図民道徳の基盤を築き壷人

生行路の軌範を示すものである︒そのやうな修身的教養︑

（2）
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I

倫理的思考は︑畢齢の或る程度から漸次︑啓護し訓練すべ

護達した複雑な腫含︵及びその皐問︶のうちに役立つやう

青を︑歴史︑地理及び法制経湾と合せて謎一切之を非常に

あり︑大切なので︑その授業時間や捨任先生にお任せして

剛怖と︑これに件ふ歴史教育︑地理教育などを施す特別の

室の抽象論を弄ぶ文化人さへも少くない︒経戦後の日本の

これによって現代人の献含槻念を高めて行くのだといふ架

の免許状が割合に容易く下附されるやうに恩はれる一方︑

な教育を施さうとしてゐるのである︒その上︑この吐含科

きものである︒

而してこの道徳教育の賞践垂範説若しくは自然感化説

よいやうな軽易なものではない︒高級の畢校に於ける倫理

は︑修身科乃至専門的捨任者の有る無しに拘はらす必要で

肇や修身研究は徴然専門的畢者の講述範園に譲られるべき

さも有理であるやうに︑議論もしあきらめもし得るので

困難とに直面して居ればこそ芯現行制度のやうな無理を︑

在っても︑このやうな賞践的︑共同的な特殊教課としての

ある︒時代は既にモウ少し冷静賢明に批判し反省し刷新す

︑︑︑︑

は︑たとひその教育が壮含科の内に包含される現行制度に

ものであるが︑少くとも小中畢校に於ける修身科に在って

責任感を亜脱せねばならない︒それが皐校なのである︒然

他の畢科の椛威を傷けたり︑他の皐科で教へる常識と背馳

しても秘数皐に開しても秘隈育に開しても︑どの畢科でも泌

に︑先生もまた率先して身を修めるべき性質のものであ

ならない共通鮎が多い︒修身は生徒の身を修めると同時

りする畢科ではない︒道徳は先生も生徒も共に賞践せねば

道徳教育も修身科も︑先生が生徒だけを教へたり黄めた

したり︑凡べて︵殊に小中翠枝に於いて︶︐自分の主とす

る︒之は修身には限らない︒どの単科でも︑たとひ先生は

もさうであり︑更に何れの程度の皐校の教育者に在っても

L◎ノ

べき境域に来てゐる︒

る皐科に鮒する正否は我れ開せず駕︑麦任はないといふ態

一日の長たりとも︑格段の差があっても︑生徒に教へつ上

しそれはひとり修身教育に限ったことではない︒阿詔に閲

進展のため︑児童生徒の向上のためを旭うて︑出来るだけ︑

度は改められねばならない︒教育者としては髄皐校教育の

て猫始めてその皐歴が皐力となり︑その成否の鵬鹸のうち

自分も教へられる所が少くない︒否︑賞際の教育に首っ

槙みと努力と進歩とを心がけて︑迷惑にはならぬやう︑篤
世には修身科を受持てるやうな耐行方正︑頭脳優秀な教

此の共に肇ぴ互に修めつ上︑いよノ︑進んで行くといふ謙

から虞の畢識の進展弄一兄川し得るのである︒何れの単科で

員は滅多に居ないから︑さういふ教課を特設するのは無理

虚と信念と努力とが必要である︒修身科といふものは輪そ

になるやうにといふ生活を暗むことが望ましい︒

だと説く人もある︒然し現行の祇曾科はその貴瓶な道徳教

〆 の 、

1
一

ことは︑固より決して容易なことではない︑然しそれを受

の内容を定めることも︑之を具鰐的に且つ活用的に教へる

もらびたい︒自分たちの力では及ばないからといふ切責な

封する者もあるが︑さういふ極端な見解は︑畢校教育の存

り︑それを畢校に打任せるのは︑身勝手な事だと云うて反

︑︑︑︑

持つ先生にのみ︑その人格と識見と教養とを特別に注文す
ることは︑やがて他の皐科を捨任する教員に封する同等︑

じうし︑その希望に刑ひたいと云ふ鹿に︑教育者の立場が

要望から皐校の先生に信頼する悲願がある︒その悲願を同

︑︑︑︑

同様の要求となって︑誰も教坤一に立てなくなるであらう︒

を教育者に希望すると同時に︑修身科に封してこのやうな

あり苦心が存する︒修身科も︑藤く逝徳教育も︑その双方

在を危くする︒親や大人には子供を自分たちより良くして

私は先生が生徒と共に修め共に翠ぶ謙虚で元気な心がまへ

来の経験から老へても︑″可なりに苦心と努力と維鹸とによ

あり︑最も苦心の存する庭である︒然しそれは近く明流以

修身科の教へ方と共に︑その内容が極めて亜要な問題で

共同の熱意から成立する︒

するものである︒

心榊へを教育者自身の生涯の修養科として塔むことを念願

昔から教へるは智ふの始めだというてゐる︒私は修身科
は絡身科のやうな気がする︒

って誰達してゐる︒修身教育が殊に体統と常識と時代の三

が︑それにしても現代に庭し︑未来に進む道の根本的な規

の情勢と固民自鵠の在り方とに深い留意を桃はねばならぬ

面から旗思されねばならないから︑勿論︑現下の岡家内外

修身教育については︑譜はゆる徳目主義を目標として非

範はさう愛ってゐるものではない︒新しい心がけ︑通常な

三修身科内容の問題

望者に在っても︑十分に気づいて居り︑殊に我が園では耐

難する者もある︒それは既にその方面に傾き過ぎた儒教の

徳そのもの上理想に考へても︑容易に新奮を分ち難いもの

動き方︑重鮎の標識は指導者の格別の注意を要するが︑道

︑Ｅ︑︑

る︒況して戦前に於ける修身科に在っても可なりよく注意

理乃至道義の教育は︑モットよく人生問題や杜含生活とも

がある︒艮貸に修身の誠意と識見とを活かせれば修身︑倫

まごころと賞践とに重きを置いた函皐者の切論した庭であ
された鮎である︒教科書がたとひ簡明を尊ぶ除り徳目的︑

結びついて来る︒︵特別命貝・文畢坤も

概念的になっても︑その責践的︑具礎的に教へる虚に︑教
育者の努力と興味とがある︒

世には又︑親たちや大人︵おとな︶が︑自分たちに出来

ないことを子供たちに守らせるやう侭修身内容を定めた
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地域献含の堅操こそ最も望まし質下︶

佐藤寛次

つたといふてよい︒前回述べた産業組合時代︵明治三十三

年に始まり経戦前に農業倉となり次でなくなった︶に於け

る信川組合こそ農業者の自助的金触機開の最初のものとい

ふことは出来る︒この組合は脈川として町村又はそれ以下

を以て随域と篤し︑之に居住する者は職業の如何を間はす

の振展叉は家計の護達を固り︑更に進んで都又は迩府螺等

菰って組合の菱金造成を助け︑貸川によって組合員の業務

州集って共同の登金を造って組合員の金庫となし聯貯金を

従来農業考は自作人であっても︑また小作人であって

の行政随域を以て循川組合連合称を作り︑組合州協力して

も︑概して金融には恵まれなかったものであった︒商店金
なかった︒少しく金高が多くなると︑無謡によるか︑町の

融によって漸く盆募二期に買掛代金を支挑ふより外に途は

る産業組合中央金庫を盛り上げて︑一層度い範圃に亙る金

融界に参ゞ加することになったものである︒康業紺介時代に

費金の需要供給の訓節に任じ︑更に進んで至闘を随城とす

金はよくノ︑袖つた場合に篤すので︑まことに忌むべきこ

於ては農業者は勿論のこと︑巾小以下の工業巻商業群等も

高利貸を菰ふか地主の恩悪に帆つたものであった︒また借
との一つであったのである︒この返済力のない新に封して

この制度の悪洋に浴したのであった︒政府またこの機開を

に此の制度は︑全図に金融の網を張り廻らしたもので︑農

通じて所謂低利査金を地方に流したものであった︒夫れ故

山漁村の人為の庭先まで中央と辿絡のある金脈を持つこと

叉は縁故者間に作った帆母子誌又は無識講は溌起の動機は
よいとしても︑結局は苦揃の師子となったものであった︒

を得せしめた識である︒かくて組合の脊一金が充賛し︑史に

金融する春からいへぱ甚だ危隙なことでもあった︒農業者

醐倉杜倉郷倉の施設もＮ作︑洪水等の受難時に於ける救済

鹸裕を生するに至ると信連や中央金庫を通じて中央の金融

を中央から地方に流すといふ様に杢固の金融に蕊りを持ち

の擦鮎ではあったが︑概して地方的で︑有力なものとは云

抑たのである．昭和二十二年現行農業協同組合法が布かれ

いかねる︒報徳牡は二宮翁の蓮作による蚊振大なるもので

従って全図の金融政策の封象及共済の制度ともなり︑農

市場に流し︑地方の姿金に不足を生じたときは︑低利費金

産物の販寅︑需要の肺入等に至るまで庚く農業者のために

て︑軍位組合︑都道府同組合述合倉︑農林中央金庫︵旅業

あったが︑一全図に普及するに至らなかったのである︒

その翼を披げる農協制度の如きものば事賛我が図には無か

（5）

組合中央金庫は法律の改正に伴い改名したものである︶の

あるかを示す︒さて機関に於ける年度末蕊は如何︒

機開別年度末礎貯金高表

昭和三十年度末割合同三十一年末割合

系統組織が再建されて︑組合員たる農業者のために奉仕す
ることになったのである︒爾来十年の歳月を閲したが︑此

農協八○︑○八四六五・三％八九︑七○八六二・七％

農家の年度末貯金総高の六三

六五％は農協への貯金に

計一二二︑六三七一○○・○一四一︑四七三一○○・○

其の他九四九○・八・一︑六五○一・六

郵便局一四︑五九四二・九一六︑九七三二・九
銀行二七︑○一○一三・○三三︑二一三二三・三

の間に於て︑金融を取扱ふ農協系統は如何なる活動を鴬し
ているかを見たい︒

一一

金融の任務を持つ組合系統は︑農業者の貯金を集め貸付
金を篇す単位農協︑信用事業を管む連合含︑中央金庫の四

の鮎から︑貯蓄機開としての存在を物語るものである︒更

残って︑それが僅少ではあるが増加しつ上ある︒農協はこ

に機開別借金高を見よう．

三十年度割合三十一年割合

十二月末現在全府牒一戸首り農家借入金

長期低利・二︑五一二九︒一％三︑四一五一○・五％

農一部割一二︑梱程弐三︑唾垂廻

七︑八七八

協一倍弛一酷毒鑑準垂三八・八一二︑一四三三六・九

銀行八二五二・九一︑四七○四・四

合計二七︑七七七一○○・○二二一︑八七二一○○・○

個人一○︑八四八三九・○一二︑二八三三七・四
その他二︑八○○一○・二三︑五六五一○・八

農業者の借入金高は三十年末に於て二七猫七七九回が︑

L O ノ

である︒

％

計一六八︑四五三一ｇ凸一四六︑二○一ｓ凸二二︑三四三一ｇら
︵農家査金動態四半期報岱による︶

前表は農家が如何に自己の農協を利用して貯金を篇しつ上

〆 戸 、

先づ園の農業者はその僅少な除裕金を如何なる機開に貯
金しているのか︒左表によって大凡を知ることが出来る︒
でもこれは全府嬬を通じて農家一戸営りの金額を計算した
ものである︒

農家一戸賞り貯預金預ケ入金と金額︹昭和三十年︺

一二六︑六四九会も一七︑七○八記・三％

睡紳光年間預入高割合年間引出高割合純増加高割合
農協一四四︑三五七全も

郵便局六︑四二○三人五︑六三二三人七八八一重
銀行一六︑九二○さ己一三︑一六七芋ロ三︑七五三美人

一

其の他七五六？垂六六二？五九四？四

−

三十一年末に三二︑八七二回となり︑一八・三％増加してい

るが︑前表によると三十年末の貯金高一二二六三七回が三
十一年末に一四六︑四六四となり一五︒四％増加している

買掛金八五五八三一八三

流一︑買掛金八五五

受託壷買債務一七九二七一△八
︾一
峠峰
輯用
鍛務金
一三
七
短︾期
借
三
三九
○三 ○ 二 九 三 △ 三 七

六○五

その他六○五六七四六八

︾／ 計二九︑八三四三四︑六一七四︑七八三

計三
三六︑○
合計
○九
九四
四四一︑三○八五︑一二四

から結局に於て貯金高は多くなっている︒然し借入先は依
三十年農協からの借入金は三八・八％であるのに組合外か

然として組合外からするものが多い︒即ち低利資金を除き
らするものは五二・二％︑三十一年度に於ては農協側から

宜窪
窪三
三○
○︑
︑三
三未
末日三一︑三未瑠減
資

末虚虚分分
除一金
期木
末末
剰剰
除金
○一
五○五一四一
李及
及負
負伎
伎三
三六
六︑
︑一
一九
九九九四一︑四四九
資本

が最も多いのは︑農協の努力に足らない所があるのではな

するもの三六・九％に封して五二・六である︒殊に個人借

一︑三四一

一梱帳輝確一一一一牢一一一エ千回二︑四八九千聞

一長期炎出金三︑七三六三︑七六九

一農林漁業資金運用二四六二三八

事短期貸出金九︑三一八一○︑四九○

二一︑八三一二六︑一九九

業その他五九○六七七

責掛金二︑三三六二︑恥哩↓
経受
託物件三○三

銅棚卸蚕琵二︑八八八二八︑○二二
一

小計二八︑四九九三三︑○八九

業その他一︑一四一一︑一四○
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いか︒次に農協の活動状況はどうであろうか．
一農協常平均財務状況︵農林省調査︶

一計七︑一三○七︑八三七

現金四三六四三五

信預ケ金二︑○九七一四︑二○九

用有侭誌券三九○三八八

〜．

資本及負債三○年三月末三一三月末堀減︵減６
出資金二︑○三九千回二︑五六○千回五一二

二︑二二三二︑七六九五四六

資
本
剰除金網積立金一八四二○九二五

信用事業

長借入金三︑六三○三︑四六四△一六六

首︵

期 その他借入金四○七四五八五一
債計四︑○三七三︑九三一△二五

貯金二四︑四七一二九︑一七八四︑七○七
鋤短期借入金喜一︑弐池一二︑郵畦垂△一一一一郵

計二七︑八六五三二︑五五八四︑六九三

謹資定固

産 費 動 流

1
回

計．三五︑七一九四○︑九二六
期末末虚理峡損金四八○五二三
資産三六︑一九九四一︑四四九
︹農林省個査単位組合二一︑四○○の平均︒︶

農協の中には不振組合もあり︑更生のためにその整備に

努めているが︑大勢は年麦好い方向をとっていることは前
表の財務状況からも察し得られる︒而して農協の物的信用
の基礎は巾すまでもなく出登金︵株式含祇の萱本金に徴る︶

と諸積立金に在る︒それによって貯金と借入金を運用して
行ふには事務所も必要であり︑倉庫も入川である︒資金に

組合員えの貸付及唯販事業の資源と篇すのである︒事業を

用することもあるが謎前記の表に示される通り︑昭和三十

除裕があれば︑連合倉︑中央金庫等の預ケ金有償護券に蓮
年度末に於て全図一関二千四百の単位農協の平均川養金は

に於て連合倉があり︑全国厘域に於て中央金庫が緊密な連

らない︒先づ此等連合倉等の資力は如何になっているであ

絡をとり︑中央地方相互扶助の賞を峯げているからに外な

ろうか︑前表と同一叉は一層複雑な内容を有するけれども︑

出来る限り煩を避けるために次の如き略表を作ることにし
た︒

平均一信用農協連合含街蚕資産及負価表

蚕本及負伎の部昭和三十年三月末三十一年三月末

出費金五一︑○九六千回六四︑六七六

積立金その他六︑二七○八︑二七六

短期借用金その他四八三︑九七四三○一︑三五六

長期借入金四一八︑三二九三八六︑○八一
貯金三︑○○五︑八○四三︑八八○︑九六一

計五七︑三六六七二︑九五二
動

三︑四八九︑七七八四︑一八二︑三一七

合計三︑九七一︑九八七四︑六四八︑九○○

期末末虚分利益六︑五一四七︑五五○

二︑五六○○千回︵一組合員に荊営てると四三○○千回と
なる︶諸獄立金は二十繭といふ僅少な自己賛金を以て二九︑

資産の部三十年三月末三十一年三月末

長期貸付金九六四︑○六四九七一︑○三六
計一︑○五二︑八一七一︑○四五︑八九三

固定費塵三九︑六六二
外部出資四九︑○九一二六︑三七七
圭些

資

○○○千回の貯金を集め三四○○千回の借入金を鴬し得た
といふことは︑地域牡曾に於ける信用の程度を知るの賓護
とするに足ると恩はれる︒

一一一

然しながらか上る地位を有する所以の本源はといへぱ︑

組合員が互に之を擁護することの堅いこと及府螺等の厘域
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匙現金

琳一擁降誕券等
蚕一

一筆側

憲一晦期貸出金等
計

一︑

一八︑六四○

三○五︑二五八

一︑

一一︑●

三五七︑六四二
一一一︑

二三七︑六三○
九一九竜一七○
凡一

◇●１１︑

九七一︑九八七

二四六︑

一九八︑

一八︑

一九九

一五九

六五八

三九三

たコールマネーを取り︑食綴代金につき政府に代って立替

て農林債券を護行したり︑日本銀行の融通を受けたり︑ま

所馬圏僻に融通するものであるが︑金融操作の必要に雁じ

は水来は自己資本と預り金によって萱融の調達を行い之を

ればコールローンを川し︑有恢誰券を引受け︑預金を篤す

排を馬し︑金融公庫の業務の委任を受け︑登金に除裕があ

一四二︑

九○○

六○三︑ ○○七
﹄ノリ冊↑Ｄノ

﹄︑ｗｕ４１︑︑

蚕金調達

農林中央金庫の資金調達及迩川

のである︒最近の概況を表示すると左の通りである︒

等厳い範剛に於て費金の需要供給を訓節する任務を果たす

七千百寓側を噸し︑長期貸出金及短期貸出金は二十億千六

百砿側百醐側面蕗個

科Ⅱ昭和三十年十二〃末室十一年十二月末恥減

預り金二一六︑二○三一五○︑七三四二川︑派三一
農林依券三五︑八二三三三︑八一四△二︑○○九

公脆岱付黄金六○︑○○九六四︑三九○四︑三七八

借入金四○三七△三

瀧受託金九八五二二︑四六七二一︑四八二

出費金三︑二七五三︑二七○△・羽

計二三九︑四九○二九二︑一二九バー︑六一三

その他一三︑一五五一七︑四一二四︑二五七
資金の蓮川

有償誰券四九︑二一○三八︑○○二△二︑二八

貸出金一二一︑六七二一七○︑二六八五七五九六
うちコールローン二︑七六五四︑三六五一︑六○一

科目三○︑一二月末三一︑十二月末珊減

趣を異にする︒また外に全図的農林漁業金もあるので︑金

参書するものである︒この上農協︒農協連合倉とは少しく

す︑森林組合︑漁業組合を通じて漁業金触及林業金融にも

農林中央金庫は猫り農業のみにその業務の純閲を限定せ

四

を示めしている︒

に於ても昭和三十二年三月末は前表に比して十億凶の増加

回︑静岡蛎偏連の二五憶川である︒また一連介称の平均

三川未︶兵庫聯循迩の一四九億川︑北海道信辿の一四八億

ると︑妓も多いのは愛知牒信連の一六三憶凹︵昭和三二年

は可なり増大したといい得る︒貯金につき岐近の涜例を見

百寓凹に達したのであるから︑都迩府蛎信川辿介愈の賃力

の上に千三百五十削回を加へ︑貯金は三十億回の上に八億

昭和三十年度末までの問に一連合含川登金は五千百禽回

1コ

融祇含に封する趣きを異にするものがある︒即ち中央金庫

（9）

へ

1

食糧代金概算抑金三︑八三六三︑九九三一五七

現金預ケ金一︑一四六一︑七四四五九八

券は公杜債を合して三十一年末三百億回︑園侭六十一億回

ローンは最高百六十億剛で平均五十九億回である︒有償護

券に封しては最高三百七億回︑年平均五十一億回︑コール

四十四億回︑森林囲磯一億回その他二十四億回である︒借

年末の預り金中農業開係から千四百三十七億回︑水産函鵠

億Ｍ︑三十一年末に千五百七億川の互額に達する︒三十一

資分として計書されているが延中金扱のものは三十九億

他を合して三十一年度の諜定は百九十九億を農業開係の融︲

回︑土地改良に百十三億回共同利用施設に二十四億回その

剛奄美大島復興に一億回その他自作農維持創設礎に二五億

前者は所謂財政融費の一であって︑新農村建設に一五億

︾つ︒

けて蔦すもので︑政府の食糧代金の支挑を篇す業務であ

受託といふのは農林漁業金融公庫の業務につき委託を受

地方債その他十八億回計三百八十億回である︒

一公庫受託貸付六一︑八四八六六︑六二三四︑七七二

その他一○︑八六八二︑四九四六二六
計二三九︑四九○二九二︑一二五五二︑六三一
預り金は調達資金の最も重要なもので︑全資金の五二％

入金は日本銀行よりするもの三十一年の一月に一千寓回二

回︑信連扱のもの三十七億回地方銀行扱のもの六億回であ

内外を占める許りでなく︑金額は三十年末に千二百六十二

月に千三百寓回共に月中で返済融大蔵省の資金運用部から

昭和三十一年産米の政府買入債格は石営平均一○○七○

︾︒Ｏ

三千七百寓回は年末に残りコールマネー二百八十五億回は
短時日内に返湾している︒出資金は三十二億七千寓目であ

囲鰐の自主目標二四︑三五七千石を上回って三○︑一九一

回で諜約申込数量は政府の要請堂二三︑五○○千石︑集荷

る︒資金運用の面に於ては︑三十一年末に於て貸出金は千
七百三億であるが︑農業函階に封し三百三億回︑水産図鴨

トンに達した︒さて此等米萎の代金は政府から中央金庫を

五千石を買入れ︑他方三十一年産姿の買入は一︑一五九千

千石であった︒内一全販連の取扱分は二八︑三二千石に達

に百六十一億回︑森林函贈は二十億回である︒また用途別

預り金が多くなったので︑農林債券の護行高は少なくな

に分けると運韓資金に千四百四十七億回設備資金に百二十

り︑三十年末に比較して三十一年度末は二十億回を減して

概算金が挑はれる︒事賞買取りがあると先づ食糧管理特別

経由して米については諜約巾込と同時に一洞岱り二千回の

し総量の九四％を占める︒十二月末には政府は二七％七八

三百三十八億回となった︒運用の方面に於ける短期貸付は

九億回︑災害査金に百三十五億回である︒

三十一年を通じて六百六十八億である︒即ち政府の短期護

〔10）

一

日には二百七十一億Ｍになっている︒そこで前記の蛮行限

になると︑中央金庫は立棒挑をするが︑三十一年十二月六

含汁からの受託金から排はれ︑食糧誌券溌行商が限度一杯

ることに一段の努力を桃はなければならない時が来ている

奉仕し謎全国連合禽及中央金庫は全図組合のために奉仕す

て︑組合員のために奉仕の誠を誌し︑地方連合念は組合に

農協は昭和二十二年に生れて早くも十年になる︒農協中

ことを警告いたしたい︒

樹て︑旗印を新にした際︑杢唯連事件が勃護したのである

央含は之を記念して全国農協の躍進を期待し龍三年計蚕を

庫の立替沸を解消せしめた︒中央金庫の米代については概

度を従来の三千五百億回から四千五百億回に引上げ中央金
算金五百六十六億四︑本代金二千百二十九億回︑妻代金は

者を出したことは以ての外で︑今後理事者の陣容を固め任

を典へることはなかったのは幸であった︒た賞不心得の

が諺今日に於ては奇風一過大伽藍そのものには何等の障礎

三百七十七億計三千四十四億といふ巨額である︒
五

今日の農協程農村に於て農村及農業枇面の問題と収組ん

ることに努め︑面目一新の要あることは多言を要しない︑

それに付てもなぼ農協には焦眉の問題は残っている︒一は

務を確賞に行ひ連合愈及単位組合との結合を一層推固にす

肥料配給上農協の地位を確立することであり︑二は食糧管

でいるものは他に少ない︒従って色だの批評が農協に投げ
だけを拾い翠げて見るも次の如きものがある︒農業経管の

理が慶止された場合までに擁らるべき方策に開するもので

かけられるのである︒農協の眼前に在るものの砿要なもの

肥の合理化と肥料配給の改善︑機械の導入と生産性向上︑

改善︑土地改良の蒋及︑牧野の利川坤進と酪農の振興︑施

ことの出来ない物量であると同時に︑農業者のみが使川す

ある︒全購連の取扱ふ肥料は農業の維掛にとって全く峡く

が多くなって︑之を墓鱈︑朝鮮︑東南亜細亜方面に輸出し

ることに定まっているものである︒勿論肥料工場の産出量

のない程である︒その川に術よい天気が綾けば︑雨天が綾
けば︑台風襲来の警報があれば︑燐虫害が漫延すれば︑そ

金融の疏通︑農業者の教育等等といふ様に指を屈するに隙

の防衛︑救済の考慮に惟れ日も足らない現況である︒農協

のである︒極端にいへぱ︑メーカーからいへぱ内地に寅ら

得るのであるから︑輸出と内地消巽とは競走の立場を作る

なくとも輸出をするといふ手はある︒然し事賛に於て内地

は単位の小地域から全図にかけての大伽藍ではあるが︑そ

安心してよいが︑微少な蟻筏さえ大堤を崩すのである︒私

農業を無硯することは許されないであろうし︑又食糧事情

の礎禰が果して誰固であろうか︑この礎打にして確ならば
は地域賦曾に在る一堂の軍位組合はその創設の趣旨を鰐し
１
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弓

となり︑雨者の間に雌将官聡が立ち入り殖肥料工場の合理

肥料製造との利害調節を必要とし︑肥料侭格の統制が必要

ばか上ることを容す程の除裕はない︒量に於ては農生産と

て行ばれた米穀統制法か米穀法の如き統制を残さなくては

ばならない︒それ故に食糧管理を塵するにしても戦前に曾

の食糧を入れると如何なる結果を生するか︒を考えなけれ

し︑公正な取引を確賛に行ふことにつき一段の努力が桃は

の旋風が起り得る源がある︒此等の開係を清潔なものとな

得ないものがないとは限らない︑鼓に杢購連に封する砂漠

料者の内には全眺迎に納品をしないもの︑叉は取引を篇し

にする方針がとられている謀である︒その間に在って︑肥

政府が補償をするといふことが必要になろう︒それは兎に

た低からざる様にし常平倉の働きをするか若くは生康者を

又は外米を輸入する等のことを行って︑米俊を高からすま

けて買入れを行い︑除りに高くなると貯賊米を変り川し︑

して︑米慨が除りに低落したときは政府は一定の基準を設

なるまい︒世冊の人は之を間接統制などと稲するかも知れ
ないが︑近接統制の一睡のものであると私は考える︒そ

化を促すと共に施肥方法の合理化を固り︑配給開係を側滑

れなくてはならないと恩はれる︒それには組合員の系統組

角として︑かＡろ統制が行はれる場合には勅農協側として

しさを加へつ上あるが︑雁止となった場合には米価の昂騰

敗戦後十除年を雑た今川に於ては之が存否に開し漸く八釜

の安定上映くべからざるものとして盃足したものである︒

疏莱︑煙草︑茶︑繭︑牛乳等についても同様なことが考え

るまいか︒これは米斐のみに限ったことではなく︑果物︑

るといふ見通しを立て上︑農協の特色を溌抑すべきではあ

沿批薪の閉僻叉は米穀取扱業考と囲柵取引を行ふことにす

統一し︑臨機政府の買入米を引受けることとなし︑平時は

今日行はれている諜約費渡しを制度化し︑生産側の陣奔を

することに姪はないが︑農業者も亦それにつれて康米慨棉

食糧特理法は戦時の立法であり︑戦時に於ける国民生活

織を受けて︑一糸乱れざる剛結が不可縦になるのである︒

騰貴の恩悪に溶するかといふと︑必ずしも然りといふこと

られる︒

ぐると生産が減少することになろう︒齢り恵まれなかった

の立場を自省する必要がある︒農協の立つ地域献含の老も

農協が若しか上る遠大な希望を持つとすれば︑農協自ら

︷へ

ば川来ない︑寧ろ反封の場面に愉惑することの方が碓賛と
見てよい︒といふのは米便除りに高くなると安い外米を多

農業者は一層悪れなくなるのではあるまいか︒我が国は原

若きも又男も女も農協に共の精榊力も経済力も結集して農

く入れなくてはならなくなり︑そのために米姿が安償に過

料の乏しい国である︒外国貿易の帳尻を心配しながら多く

〔12〕

「−−

たる費金は充資しているや否や︑農協と共にその共同計算

協を守立てる畳悟が果して確責かどうか．農協の物的基礎

んぱ立たす﹂︒政治と道徳は分けて考えたり研究︒調査す

治が道徳的に信用されないでは問題にならぬ︒﹁民信なく

．身一家を善くすることだけは道徳の厩内のことＬし

このことを西村茂樹先生は︑しば人〜狸調しておられる︒

るや否や︑貯金は農協に︑僻入金は農協にと定めても約束

て之を行い︑一画を善くすることは︑迩徳の外にありとし

るといっても︑元来ばら八︑になっているものではない︒

通り︑貯金し叉は返済を涯行するや否や︑組合員は組合と

て之を顧みざるの理なし︒然れば政治は道徳の内に包含せ

制による肥料︑飼料︑種苗︑農薬等の購買力結集は果して

共に汚き︑組合員と共に絡姑するといふ机互扶助の締榊に

﹁今日世人が最も誤謬の見を懐けるは︑道徳と政治を分ち

りと云ふは明白なることなり︒﹂︵語録︑二九頁ｌ明治一三年︶

飛間であるや否や︑農産物共同販寅の規約を厳飛に遵守す

充ち流ちているや否や︑農業経誉の改善︑組合員の生活改

て二様とすることなり︒﹂︵柵錐︑七五頁三二年︺政治と道徳

（13）

善︑農協の立つ地域吐含の改善の中心としての農協たる資
地域内に於ける教育︑枇命教化︑厚生施設等が︑この農協

格ありや否や等につき三行しなければならない︒またこの

いうまでもなく現代の政治は討論し話し合いによる政治

ある︒

の粘榊が地域吐含に棚没し︑地域枇愈の人麦が禰然識すべ

だ．天降り的に上からの命令で行なわれるのではない︒昔

はつながるものであり︑政治は道徳を推礎としているので

きは識すといふ堅操の徳を護姉し以て彪大な農協系統の礎

からゲルマン民族の間でいわれたように︑﹁すべての人に

の姿と内容を知り︑その溌述を川浦ならしめる稗の農協愛

石たりとの認識に徹することこそ蚊も望ましいものと恩ふ

なる︒賞は︑た貰批評するだけでなく︑｜︲そうではなく︑

薫が内閣を作り︑少数蕪たる野黛は内閣を批評することに

得る︒ということには政鎚叛つきものだ︒まづ剛含の多数

ず︑法律もない︑ということだ︒そこで︑和談する承認を

という脈川に立っている︒人足の承認がなければ税もとれ

開係することは︑すべての人に相談してやらねばならぬ﹂

匿居

次第である︵完︶︹特別念員︒農皐漁士︶

道徳
木

こうしたらどうだ︲｜と建設的な批評︑攻華をするようにな

下

人民の間から選ばれた議員が園含を作り︑その園含が首

と

る︒そして詳しく討論したり︑いろんな群議の段階を経て

治

相を指名して内閣を組織させる︒そういう人たちのやる政

政

−

弧い方︑内乱で兵力の弧い方が支配する︑といった方針は

は大昔の状態とくらべれば軽たしかに進歩である︒腕力の

だから現代の政治は﹁数の政治﹂だ︑といわれる︒それ

びる︑という結果になって︑政治や経済については道徳的

ある︒その上︑昔の武士階級の道徳は封建制度とともに滅

る道徳的訓練︑制裁の方面はあまり注意しなかった傾きが

来ると︑欧米の制度だけを輸入して︑その基礎になってい

ところが我国では誠明治以来欧米の文明が急速に入って

んだものである︒

すたれた︒﹁相手の頭を割る代りに頭数をかぞえる﹂﹁識

考え直したり反省したりして︑最後には多数決できめる︒

砲丸負レット︶の代りに投票川紙︵︑︿ロット︶を使う﹂

塞白︑員塞状態がつ鷺いたのである︒

政治︑経済ばかりではなく︑スポーツでも︑我国では

方針は人類の政治が迩徳的に進歩したことを示している︒
力ではなくて︑話し合いによって道理を求めよう︑という

﹁勝った方がえ上﹂で︑そのためには手段をえらばす︑混

のか連戦連敗だ︒ところが妓後の試合になって日本チーム

お家塾で︑先方では勝たねばならぬわけだが︑どうしたも

ことに愛つたからだ︒こういうわけで︑討論の政治︑固曾

力が善悪正邪を決定したり︑誰が支配者になるか砥をき

に負傷者が一人出て︑川場できなくなった︒そしたら先方

による代議政治になったのであるが︑こ上に新しい道徳の

めた時代に催武士道ｌ騎士謎という遡徳が為った︒どこ

の監督はチームで一恭妓優秀な選手を一人やめさせてしま

ムがカナダに遠征したことがある︒ラグビーはイギリスの

の閏でも同じようなことがあるが︒力をもって争うにも敵

った︒日本の監督は︑﹁そうまでしなくとも﹂といったが

乱や暴力沙汰も起る有様だ︒かつて日本のラグビー・チー

味方が共通に守らねばならぬ規律︑約束があった︒それに

きかない︒とうノくＩカナダは誼どうしても勝たねば魂と思

問題が起って来る︒

受けろ︒この道徳は武人の問だけではなく︑一般の民衆に

そむけば武士や騎士の仲間から非難され排斥され︑制裁を

たり間うちは道に反する︒つまり謹正為堂堂とやること︑

に︑こっちは飛道具を使うのは卑怯だ︒敵の寝こみを襲っ

なら負けた方がましだ︑という蕪持をもっていることだ︑

人が︑フェアープレーに反するきたないことをするくらい

印象をきかれたとき︑感心したのは︑三千の青年の一人一

﹁アメリカの畢生が一年間オックスフォードにいて︑その

イギリスの元首相ボールドウィンがいったことがある︒

っていた最後の一戦にもまことにきれいな負け方をした︒

きたない心や行動をきらうのである︒そしてこれは戦う時

戦うには同じ武器を使う︒相手が力でかまえているの

もやはり善悪の規準を典えたものだ︒

ばかりでなく︑武士のあらゆる活動︑政治にも維湾にも及
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1

と答えた︒﹂こういう騎士の気持が畢校時代から養われて
いるからこれが政界の名士サイモン卿は誼﹁イギリスの議

家の蕊本的底憾続Ｉを破るよりもむしろ︑反封黛に勝た

愈制度は︑瓦にちがった政黛に厩する人鐙が︑憲法ｌ函
した方がいい︑という考え方を堅くもっている間だけ︑な
政治を捨餅する者が川違をやらないためには︑有力な反

めらかに迩菅されるだろう﹂といっている︒

謝蕪がなくてはならぬ︒武士は謝等のりつぱな机手をえら
んで戦う︒だからイギリス下院議長の第一の任務は野黛を
保謎するにある︑といわれて来た︒園家も野黛首領には一
九三七年以来俸給を出している︒︵現在は年に約三七五寓
川︶野黛には︑もういうことはないところまでいわせる︒
我悶の圃曾では政府難が三百人︑野黛が百人なら︑それに

比例して溌言時間を典える︒典蕪はほとんど大臣を批評す
ることもないので︑八百長の波説で時間を持てあまし︑野
しか演説できないので︑みんなが腹ふくろ典わざで不満や

滋ぽいＬたいことの十分の一もいえず︑しかも二人ぐらい

て来る︒

る方なく謎ありあまったエネルギーは言論以外の物理力で
法案通過を阻止することに使われやすいことになる︒
野黛には十分に攻準の準備をさせることだ︒前世紀の中
頃からディスレーリがはじめたことだが︑首相が並要な政
府の見解を菱表するときは︑必ず前もって野黛の首領に知
らせる︒すると︑野黛の全議員がその日に攻撃の準備をし

理に従う﹂︵旨昌昌胃儲閉昌○弓罰①四の︒ｅといったではない

これは相手に封する思いやりだ︒一九二四年一月一二日
に不信任案が通過すると︑首相ポールドウィンは二月一二
日まで休含しようと提議した︒これは︑はじめて組閣する
勢働黛に人事や政策について十分準備する時間を典えるた
めだった︒保守裳内部には黛首があんまり勢働黛に同情し
すぎる︑と怒る者もあったが︑ボールドウィンは︑重大な
責任を感じて槙亜にやってもらうのが国家のためだ︑とい
ってきかなかった︒これについて勢働黛の理論家ラスキー
は︑政策上ではまる反封のボールドウィンに手紙を書いて
その態度をほめ︑それでこそイギリスの政治は平和的に護
展できるのです︑と書いている︒左派も反識曾主義のサンデ
ィカリズムやマルクス流の革命論を唱える必要がない︒
固含はパＪ一フメントで︑話し合う︵パルレー︶ところ
だ︒三人寄れば文珠の智慧看︑話し合うことによって︑そ
れまで誰も持っていなかった智慧を産み出すことである︒
数できめる前に十分話し合うことが固含の中心でなければ
ならぬ︒ところが︑討論に入る前から﹁粟諌み﹂ばかりし
ていて︑野黛が謹言するとたちまち﹁やめろ﹂一︲討論を打
切れ﹂と絶叫する狭垂さでは︑識愈制度の意味がない︒
﹁西人の言に日く︑暴王の雁制は深く之を長るるに足ら
ず︑其の最も畏るべきは多数の腰制なりと︒﹂需錐七五頁
ｌ明治三一年︶寛大謡互譲の美徳によって道理を護見した
上で表決にすることだ︒それでマクドナルドは︑﹁数は道

か︒法案は雨黛の合作︑政治は雨黛の協力による政治でな

また汚職秘腐敗選畢︑待合政治などの問題も道徳の問題

くてはならぬ︒

であることはいうまでもない︒︹参議院法制局調査課長︺
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×

の塵

教科書は間に合わずとも︑明年度から修
身科を濁立変施する意気を松永文相示すＩ

×

死ある人間に宗教の切なる如く︑人間のあ
るところ良心の切なるを知らしむ今へしｌこ
れを嫌う人間どもにこそ愈緊要なる．︑へし
美！
紬詐またｊＩ︑十月闘争とか．︐こうなると

×

正に闘争の職業化！働くことと一髄！賓本
主義と耐含主義の平行線どこまで行っても
合うことはなし！
厩力をかけられて繁柴出来る民族と自主
的に繁策出来る民族とは︑歴史上から見て
根本的な民族の性格によるらしいＩ自由な
どと言って見ても寓能な根本元理とはなら
ない！我が民族の如き果して前者に属せず
と言い切る自信ありや否や！
×

李ラインばかりと思ったら︑ピートル帝
濁も海上十二海里の権利主張と御出でなさ
った︒この四つの小島の民族は︑かくて四
方八方自由に動ける海さえなくなった！

×

︑︑︑︑

世界原水爆究鹸禁止大含が東京で附かれ
た︒事や甚だよし︑世界人類の平和のため
に！但し左翼の人々が中心な所に︑その政
治的意剛を考えることは︑イケナイことか
しら！
×

自画の憲法を初めから闘世不易と考える
？一は改正の要なしと決めてか上る！一は
日進日新と考える？改正と決めてか上る！
これでは話し合いの庚場はあり得ないこと
となるＩ自分たちの憲法ですぜＩ何んとか
ならないもの？
×

圃家の最高機開とする圃含で決めた図法
も︑一方では自分たちに都合の悪いもの

×

は︑悪法として守らないでもよいという︒
一方は争議などで容易に喪刀は抜かない
で︑とかくグズノ︲︑で雑る！あってなきに
等しいとあらば三章にでもする？

昭和三十二年八月二十七日茨城蝶東海村
に我が図初の原子の火ともる！正に歴史の
×

一頁を成す！

日本婦人射殺の米兵ジラードの裁判開か
る！法は園を超えて正しくあれＩ酒に解っ
ての射殺米兵無罪などと︑先般の裁判は兎
角の議論がありますよ！

×

世界・ヘンクラブの大命︑世界地理畢含等

×

東京に招く︑我川の鮎で四苦八苦ぶりそぞ
ろあわれを催す！貧乏のくせに招かれたが
る︑招きたがるは日本人の通弊？

祁武以来の景気とやらは︑線香花火と消

えて︑忽ち不景気が墓風の如く襲うのと

×

き︑米価は︑湯銭は︑電車賃は︑醤油に︑
パンにメン類に︑何々と値上り綾出ｉ天は
高くとも人痩せるの秋？

﹁人川繭事塞翁が馬﹂とは東洋の古言だ
が︑我々とは物の考え方に天地と隔たる何

虚かの図でも︑曾ては一画の最高権力者

×

が︑忽ち田舎の李門畢校の教師に︑謹趣所
の所長に︑名もない小幽の大使に等された
りした︑これを見ると︑東洋のこの古言は
世界に通ずる腫理であるらしいｉ

老人の日が来て︑心ある人の慰めがあ

る︑心淋しい老人には年に一度のせめても
のこと！だが家族制度が亡びてそれに封す
る封策のない老人たちの除生は一盤どうな
る︒桧山節考の筋を地でゆくばかり？
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机

反封屋
○

烏山喜一
文部大臣が代ったので︑何か新しい

人間いつまでも零ハカの一つ憂えみたい

︑恥

を知るものは寒心に堪えないことであ

に︑一つの思想にこびりついていなけ

るのも結樵なことである︒しかしこう

ればならないものでもないから︑蕊わ

いう案がすぐ昔の固緬な忠君愛国につ

への誘惑から護り︑他を苦しめる悪行
から救わうとするのには︑まづ畢校教

ながり︑民主主義教育の破壊になると

ろう︒だからそういう少年たちを︑悪

育で正しい手を打つのが︑最も通常な

か︒それはかつてファッショ的で︑自

方法だと考えたのが︑この案の起りか
方法はこれだけかどうかということ

説と異なる考の他人を︑とかく非団民

断定する根擦はどこにあるのだろう

は別にして︑この表明の理由は十分に

と考えられる︒

ら猶案の定塗修身科というものを来年

ことが始まりはしまいかと思っていた
度から義務教育の課程に入れることの

逆判断に関係しはしまいか︒

呼ばわりした︑その自己の経験からの
○

意義はあろうと思われる︒

このごろの新聞の祇含面にしても︑

表明となった︒

のいまわしい風紀問題や辺傷沙汰誼そ

えたことがない︒中畢生や高校生の間

いての︑センセーショナルな事件が絶

ーンェージャーというものの行動につ

手を翠げて来た︒そういう連中のある

の破壊だと︑いきり立って反掛の火の

忠君愛固への逆戻りだ︑民主主義教育

待ってましたとばかり︑これは戦前の

教組とかいうものは︑これを知ると︑

ど階級闘争は戦いであり喧嘩であるか

と味方とに分類して議論する︒なるほ

いか︒とかく一派の論者は何事も︑敵

それだけというのは除りに偏狭ではな

察するのに︑甲か然らずんば乙︒ただ

いいのではなかろうか︒物を槻︑事を

考えることにはもつと幅があっても

のほかいろいろな刑事問題︑犯罪とま

数の者は︑戦前にはいま噛んで吐き出

ら︑そうなるのかも知れないが︑こん

ところで自稲進歩主義教育家とか日

ではいかないが︑その一歩手前で補導

にした皇道教育のチャンピョンだった

すようにいう︑その忠君愛園を金看板

週刊誌の記事にしても︑いわゆるティ

は目に鮭るものがあり︑しかも壮含面

目が﹁平和﹂というのも面白い︒もつ

された事例など︑その無軌道的な所業

のだから面白い︒君子は豹愛するとい

なに戦い好きな人人の︑いつものお題

を賑わすのは︑その賞数からはほんの

うから︑君子が豹鍵するのもいいし︑

ともその﹁平和﹂も﹁平和を戦いとる﹂

一部にすぎないといわれるから︑賃際
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一 元

前のもの︑公理なのだからまことに簡

するのである︒そうしてそれは読明以

悪とは反封側の敵に肺するものと断定

を冠する史畢家の好んでやるところ

も人物でもを庭世する︒これが進歩的

すべて善玉と悪玉とに分けて︑事件で

こういう兄方は歴史の上にも来ると︑

は通しているのかも知鯉ないが１．

というんだから︑それはそれとして筋

かえってその悪影響を弧く考えさせら

がする︒こういう鮎のみを弧調したら︑

お行儀や心構えをもたされたような気

ｌ後の知識から判麟すれば︑むしろ
偏善的とでもいうよう旗Ｉ形式的な

き︑その時間には他の授業とは違って

畢校の修身というものを思い川すと

筆者のような老人が尋六十年も昔の小

は︑筆者自身にも大いに疑問はある︒

れだけの効果を聖げられるかについて

いうものが教課の上に猫立しても︑ど

をいいねえ漣鯉かい？符かい？親孝行

われえで︑何でもいいから欲しいもの

かい﹂︒﹁別にないよ﹂︒﹁そんなことい

分はどう？何か食べたいものはない

え︑描床のお袋に言葉やさしく︑﹁気

から廿四孝の話を聞いて感心した熊さ

江戸時代の笑話に︑大家の隠居さん

の議論は何を意味することになるのだ

仮定の下に︑議論をしたとしたら︑そ

身科はこういうのが再登場するという

などを聖げて来れば︑その修身科なる

の徳目や︑それに唯じた形式的な例話

ら︑今日はまいから融熱いうどんのか

がたいね︑そんなにいってくれるんな

をしたいんだから﹂︒﹁そりやあ︑あり

んが︑おれも一つ秘孝行をしようと考

ろうか︒

単である︒これは自稚進歩主義各層に

れる位である︒また古い修身の教科書

それで文部省がこんな案を出したと

ものが︑いかに封建的なもの︑人間無

で芯その善は自分達の味方の側にあり︑

共通するものである︒

なると︑響の物に雁じるように︑文部

脱の非民主主義的なものであったかを
主張することもできる︒筆者のような

というのがある︒また皐枝の修身では

かい︒この死ぞこないめ﹂とどなった

に怒って廿四孝にうどんなんかがある

けでも欲しいね﹂といえば︑熊公大い

記︑

悪だとして︑この善玉教育者たちが︑

省を敵と考える︑敵のすることだから
立ち上がるということも︑その限りに

ものがそう考える程だから︑世の自稲

ただそれは昔の賓料である︒だがそれ

も修身科を攻撃することはできよう︒

ならないの︑親孝行をしたくっても出

ことが出るので︑﹁なぜうちは貧乏に

親孝行の例話には︑いつも貧乏な子の

しこ

おいては理由のあることである︒

進歩主義者が︑そんな例話でいくらで

を時代も移り人も代った今日にも︑修

といって来ると筆者は︑何かこうい
と︑疑われることになりそうだが︑そ

う人人に含むところあってのことか
んな腹黒さはさらさらない︒修身科と
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いったような反封諭にもあてはまる皮

だがそれは逆に形式に囚われた︑前に

式主義への一つの批判ともいえよう︒

科への一つの皮肉でもあるが︑また形

の一口話もある︒これはたしかに修身

きやあしない﹂とこぼす明治時代︵？︶

いうことで︑道徳教育が行われたことつたこととはいえなかろう︒
は否定できない︒それこそ封建的とい前にいったように西洋ではキリスト

曲りなりにも︑家庭におけるしつけと薪手しようとしたことも︑決して間違

る︒しかしわが固の場合でも古くから層の教育の場である義務教育の面から

菩迦的な道徳的基礎が︑わが国の現在は︑良識あるものにとっては常然のこ
の献含に峡けていゑことは事蛮であとであり︑それをまず誤られ易い少年

人もある・たしかにそうした宗教的な職る︒だからそういう鮎を心配すること

日本にはそれがないということを嘆く徳的無政府歌態を現出させたからであ

ということに始まると思われるが︑そ

一僻この修身というものは︑しつけ

うことは亜んじられ︑それは明治時代すらジャーナリズムが書き立てるよう

で︑その身分階層に雁じてしつけといっているからというけれども︑それで

う言葉で蔽われるにしても︑江戸時代教があって︑普迦的な道徳的基盤を作

○

肉にもなりはしまいか︒

か︒単校教育になって始めて考えられ

れは賃に皐校以前のものではなかろう

にも及んだ︒そうしてその教育勅語に︑そのティーンェージャーの無軌道
は芯多少その性質を異にするが慾キリぶりには︑手を焼くことが多く耐やは

むことはできない︒それが戦時中までう世態の反映でもあろう︒近年わが剛

る問題ではなかろう︒それは教育全僻

と何じょうに︒

かし今はその効力も影響も全く失われ各地で起り︑生徒同士が︑或は生徒の

スト教が西洋の壮愈で果しているようり大きい吐介問題になっている︒映謹

修身１通徳教育というものは︑文
部大臣などがた考えになるよりも先

てしまった︒それは戦後の自由主義や教師への脅迫や暴行が仰えられたが︑

な役荊を︑とにかく波じて来たのも否﹁暴力教室﹂のようなものは︑そうい

に︑家庭で考えられ︑そのいい導きが

民主主義の曲解や行過ぎが親も子も教こういう事件は︑明かに畢校に通って

に始まるとすることが間違いであるの

必要なのだ︑よく世の中には西洋には

て︑野放固な無責任な混乱に巻込み逆た妓近世間を驚かした︑ある中皐校の

師も生徒も︑いなすべての祇含をしいる迩徳否定の一つの現資である︒ま

が︑とかく考えられ易いように︑畢校

キリスト教があって︑子供のしつけｌ″

は綾いて道徳教育の指標となった︒しではこの映謹を地で行った暴力沙汰が

Ｉ道徳的な導きの基礎となってるが︑
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ら︑今はさし控えて他の機含に譲るが

たり耐チャンやくうで人命軽視を平然と

書をいえば︑エ画チックな刺戟を呪っ

やらせたり︑それをあくどい看板や宣

科全般の再捻討という問題になるか

徳で匿告することなどの反省︒ジャー

古い昔まだ篭罰が大目に見られていた

に︑それだけで足りていると︑いい切

１．ここに輝そういう論者に霞際

ナリズムはジャーナリズムで︑特に週

教師が生徒をなぐり殺した事件などは

えよう︒いずれにしてもこういうこと

時でさえ︑見られなかった大珍事とい

れるかと念を押しておくに止める︒

うが︑皐校というものが︑人川を尊重

開係者の性格︑環境などに問題もあろ

うほど︑甘い考を持つものでもない︒

徳性の向上改善がすぐ効果されるとい

指導のむずかしさもあるし︑青小一年の

筆者はこの修身科ができても︑その

でそれが極端になって︑ついに法に胴

甚しいことなどもそうである︒出版物

うなエロもの記事に主軸をおく伽きの

刊誌の如きが論揃いも揃って︑同じよ

が起ったということは︑もとよりその

のあることを思わしめはしまいか︒そ

すぐ戦前の恐るべき桧間に通じる不法

由とかを振舞わし自由が公衆・杜含に

れると︑自分の不都合は省みないで︑

しかし今は全く道標が倒され壊されて
いるんだから︑これを樹て直すこと

弾雁だとか︑出版の自由とか表現の自
要だと考えるのである︒

は︑決して無意義ではなくたしかに必

する導きに封して︑何か峡けてるもの
こに畢校での道徳教育の指導が︑特に
必要とされる主張の︑無下に斥けるこ
とのできない理由があるのではない
か︒

んでこの一科の濁立を必要とする？と

れ︑立派に育てられている︒何を苦し

生指 導 と か い う 級 で ︑ そ れ は 配 腹 さ

それは同時に康く吐含的に成人層にお

ら︑それでいいというものではない︒

身科として畢校の課程にとり入れたか

とは︑この道徳教育の問題は︑単に修

．ただここに考えなければならないこ

いえるか︑若い世代に封する責任がと

して若い世代を毒さず悪影響がないと

る商業至上主義の一戦張り︒これで果

に自己浄化はやらず︑ただ利これ求め

主張はするが︑賃際には何一つ自律的

をいう︒そうして自己の良識・自粛を

げて騒ぎ廻り︑二言目には官憲の横染

封する責任の伴うことなどは︑棚に上

いう反論もあると聞く︒これもある程

ける反省と︑その守り立てへの配慮が

○

の授業というものの現賞が︑その論者

度は事資であろう︒しかしその祇倉科

必要となる︒それは簡箪にどうすれば

といえば今の牡含科では全般的に人

のいうように運んでいるかどうか︒筆

ということは困難ながら︑たとえば峡

れるか︒

者健多大の疑問があるｌそれ砿職禽
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済的な悪みとともに︑いろいろな川閥

昔の小畢生の歌にある如く︑河川は経

元来河川は︑その流域の住民の幸祁

う有様︒安定と向上の兄透しのないと

の楽しみをそこの人堂に典えたもので

のために刺が典え給うたものというこ

ころに本術の幸脈のありよう鉾もな

あった︒ところが大資本の力は︑これ

仕方がない︒蛸配常という言葉がある

麦と吊り渡されたケーブルが︑谷の林

く︑享楽は刺那的となり︑机子の封

を堰止め︑その相貌を一愛させ︑従来

グムエ事も勢いよく行われており︑資

を超えて眺められた︒現金牧入が鞘し

立︑家庭の不和もそこには伴うもので

とができる︒一：小鮒つりしあの川﹂と

てその土地一回の入廷が︑喜びにちみ

ある︒一瀦寅り謡した暁には︑如何い

の楽しみを奪ってしまった︒しかもそ

が︑班先の折角に残した陰徳をなしく

幸祁になったかというと︑必しもそう

れによって産出された電力は︑山河を

ずしに寅喰して享梁に変っているとい

ではなく︑寧ろ反封というべき賞怖で

うことになるのか︒近唾の山の買手

く疾走し︑高く組上げられた繊柱や︑高

あった︒工事に雇わ紅て日に四百回五

は耐大きい算盤をはじいている都市の

持迩ばれ︑地元を潤すところがない︒

描切ろ送電線をもって一直線に都称に
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材や土砂を満載したトラックが間断な

百回の敗入があれば︑都市の商人は抜

大我本家との話もきいた︒沿炎性向が

して河川の恩恵を根こそぎ引上げて持

将来のより大きな窮乏と伸徳の素を残

け目がないもので︑従来〃に一同位で

ズの皐読をまつまでもなく︑日常誰し

って行く賓本の力に︑農村の人の不快

一旦上れば容易に下らぬことはケーン

パチンコも進出してくれば︑その他の

も経臓すること︑倹約から蜜灘には行

の念を抱くのも︑無理からぬことに思

あった映登が毎日かかるようになり︑

享梁機開も入り込んで来る︒夜の外出

き易いが︑一度上った治輩生活の水準

町を僻して後︑筆者は︑含津若松に

には背庚の三シ揃を着るようになる︒

内虎隊の蕊所を訪ね︑更に裏磐梯に五

われた︒

いとしても︑その完成後の生斯はどう

のある家庭も︑ダムエ事の綾く間はょ
いうことになるのか︒収入のある現在

は容易に下げることはできない︒牧入

子女も︑映蓋は兄たいし都介風の装い

の某季ハス含腫の槻光今ハスが東京から車

色洲の景勝を探った︒驚くことに来京

工事に川ずに農業に専念している青年

もしたいというのも︑無理のない話︒

よく先を兄透して将来の計をたてる＠

や︑それだけ除一分の敗入のない家庭の

牧入がなくてそれだけの支出をするに

りである︒

でなければ︑却って耐の元となるばか

裏を連ねて客を運んでおり︑棚光ホテ

は︑臨時に山の一部を寅るとか︑祁先

ｌｌｌｌｌ︲︲

の植えた樹を責るとかするより外に︑

ノ

−

文相の表明に反封する前に︑人荏は

終りにある宵民合同の委員念で︑民

のある新しい町に招かれて︑数時間の

ってその査任を廻避すべきではなく︑

も畢校で道徳教育が行われるからとい

うべきではなかろうか︒家庭において

表したいのであります︒しかし誠に

全く合致しているので︑賛成の意を

などがかねて考えていたところと︑

この案は非常にいいと思います︒私

であり︑これこそが閏づくりの根本で

建にあり︑村づくりは同時に人づくり

問題を中心とし︑租固再建は郷土の押

た︒講渡の内容は︑新しい村づくりの

て︑土地の人糞と話し合う機禽をもっ

拙い講減を行い︑且つ座談命に出席し

親たちはその責務を改めて考える必要

残念なことには︑これは文部行の原

間委員の一人が

があろう︒そうして岸内閣の立派な三

こうした額族的風潮に十分な考慰を桃

悪追放のお題目も︑著資に賞施される

で座談倉の話題も︑その後の少数有志

ある旨を参狸調したものであった︒それ

の者との雑談の内容も︑町村の政治経

いたします︒

済文化思想等の現状と︑これが封策と

案と承わりましたので︑絶封に反封

政治家と名のつく程の人為は︑その言

してご参考に供します︒︵一九五七・八

と︑その意見を述べたという責話を記
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べく︑わけても代議士諸公すべてｌ
行二枚舌︑三枝舌などをも含んでＩ

であった︒この町は耐島牒の︑新潟聯

これを快しと思っていないということ

弧く︑農村の中堅層も青年も︑決して

資本の地方農村に封する攻勢が極めて

方もあろうが︑筆者が痛感した鮎は︑

農村の現状に封しては通いろいろ見

いうようなことが︑中心となった︒

ｌ特にその思想の動向についてＩ

農村に旅して

山大祭長︶

二八︑姥子山荘にて稿︶︵特別含貝・前欝

を深く反省されれば︑この自民鍵ら老
大臣の悲願に雁えるところも少くなか
ろう︒そうして道徳教育への効果も︑

ある意味において︑多少とも強化され
ることとなろうか︒

また始めにいったような反封の人為

も︑ た だ 感 怖 的 な ︑ 文 部 行 が や る か

を流れている︒有名な只見川も遠くな

との蝶境にあり︑阿焚野川がその一部
近醜夏になるとよく地方の各地で︑

く︑この一帯は所謂電力費源の豊庫と

小出孝三

叫びを止めて︑この際には世態の禰槻

夏季大望雪とか夏季講習とか稲する催し

いうべきところである︒現に大規模な

ら︑反動だ逆コースだというような︑
と間特とが必↓要なのではあるまいか︒

が附かれる︒筆者も先般耐烏牒の西部
○

1

であった︒その土地の人々のものであ

ルの査本もまた東京の大黄本とのこと

のは︑農村の人気特に青年層の人為

併し筆者がここに問題にしようとする

そ企業は健全に存在し得るのである︒

過去と大いに異る鮎である︒

あることは︑今日の農村を考える場合︑

最近︑周知のように︑禰島嬬下で二

る筈の槻光資源も︑結局それを利用し

つの大きな選畢があった︒一つは知事

する漠然とした好意と希望とを生んで

本に封する反感が︑この結果を噺した

利に絡っている︒農村人の中にある喪

二つながら保守蕊の敗北︑壮禽厳お勝

選畢︑一つは圃禽議員の袖映選畢で︑

いる︒箕面目な青年の間でも︑﹁姿本

資本に封する反感は︑杜曾主義に封

の︑思想の問題である︒

主義か枇御主義か﹂は︑現在最大の開

て︑住民は徒にバスの捲き上げる砂塵

て利益を得るのは都市の大費本であっ

都市と農村の封立︑農村の都市によ

を浴びるばかりである︒

る破 壊 と 衰 亡 ｉ こ れ は 所 謂 笠 本 主 義

かしつ上訓和と進歩とを着賛に蜜現す

めて亜大なことである︒固の体統を生

ものと思われる︒大衆は聡明である︒

つくり﹂から﹁村つくり﹂の方途を語

保守窯と巻一本との悪因縁を看破し︑保

り合っても︑吐含主義が喪本の攻勢か

るものとして︑保守燕の壷任は大き

は今後立ち行くか否かについて︑二三

力の必然にして鴬然な護展で︑何等そ

ら農村を救う唯一の逆であるならば︑

い︒保守瀧自身が清潔な燕として脱皮

心事である．長男は長男で果して農業

れ自身は排斥さるべきことでもなく︑

することが吐含蕪がマルクス主義の公

の護生常初からの問題で︑既に論じ識

悔むべきことでもない︒併しその護展

必然であるならば︑寧ろその賞現の方

或は吐愈主義吐含になることが歴史の

され︑文畢のテーマなどにもよく探上

の仕方については︑自らそこに逝があ

て緊要である︒

式論から脱却することとともに︑極め

層の間に醐雌されつ上ある︒これは極

り節度がなければならない︒英圃の産

向︑革命の方向に努力すべきであってｂ

次に吐含主義の本質を脚知徹底させ

守蕪頼むに足らすという気分が︑青年

業革命後の悲惨な努働者の生活がマル

の蓄積などは︑末梢のことということ

現責にふまえた上のじみな建設的行篤

て︑危倶と不安とをもっている︒﹁家

クス主義共産主義を生んだ如く︑儲か

は百数十極あるといわれているが︑使

ることが大切である︒杜愈主義の定義

男は二三男で自己の将来の生業につい

るが 故 に 何 を し て も よ い と い う 態 度

になる︒この謎現在の経桝の仕組と封

され︑交通路が開拓されるのは︑生藤

は︑今日においては時代錯誤である︒

立する思想と︑その思想を捨ふ政瀧の

げられたことである︒電力黄源が附溌

その土地のものと利益を分ち合ってこ

(層23〕

1

は︑私有財産制を腰止して︑画家機開

する吐含主義の賞現せんとするところ

否かの問題である︒今日の科畢的と稲

で︑果して目的と結果とが一致するか

で︑要はその貸現の方法や機構の問題

としては寓人誰しも異存のないこと

考えている人もある︒これらは︑目標

の追放︑勢働尊重の徹底が祇含主義と

か牡曾正義を賞現すること︑或は貧困

いる人によって定義はいろいろで︑何

﹁理想郷﹂が一︲理想郷﹂でない面が紹

に皮肉であったが︑堆近は随分と所謂

る武力侵入の行われたことは︑あまり

と震表した直後に︑ハンガリーに謝す

腫含主義こそ元来平和的性格のものだ

察して来た某畢者が︑マルクス主義の

に濁すものである︒ソ連に招かれて槻

なく︑却って多くの不幸と悲劇を人生

人智のさかしらという以外にいい様が

義鰐制の機械的棒造物にすることは︑

に富む生命鰐をわざわざ殺して祇倉主

要を痛感する次第である︒︵一三一・九︒

就されることを常に銘記することの必

済一如の着資な生活の蓄積によって成

く︑迩義を日常生活に具現する逝徳経

の愛革によって招来されるものでな

人類壮含の向上は思い上った吐含機椛

回滑になった誇擦というべきである︒

﹁計劃﹂により物資の動きが却って不

死者の出たことを護表しているが︑

る︒中央では昨年一地方に集国的に餓

一八︶︵最高裁判所間書館次長︶

が生産から配給までを行う一元的計測

深刻化していることは︑無失業がその

介されている︒東欧衛星諸国で失業が

葉の臓力に迷され勝ちであるが謎左記

経済 の 樹 立 で あ る ︒ ﹁ 計 測 経 済 ﹂ の 言

等交所謂ブルジョア腫含専厨といわれ

毒である︒その他謎・弧盗殺人窃盗賓春

を以てしても解決できぬかと寧ろ気の

大看板の一つであるだけに塗弧制勢働

一謎市場がなければ自由はあり得

マーケット

の諸鮎を看過してはならない︒

二︑市場償格がなければ産業部門間

ない︒

れの一公表も行われている︒︵弓営①

る犯罪も同様に存在し︑近頃は漸くそ

三︑大建造物は経済機雄の良さの表

目白①の︐Ｆ○口８画．旨ロ＄．ご雪参照︶

乃至企業間の均衡はあり得ない︒

現ではなく︑寧ろ奴隷的勢働の象徴で

止してきたことは意味深いことであ

ソ連がその裁判所の判決録の輸出を禁
今日の自由企業鰐制の自動調節作用

ある場合が多い︒

金百五拾回︹送料共︺

○道徳教育講話

西村茂樹先生著

I
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古言を探る

も︑必ずその年からいえば︑すでに昔にな
﹁ねを添へて猫こそしのべあやめ草忘れぬ

っている︑即ち昔の今日ということである

○余り固きはまるび易し

つまの今日の昔を﹂お互に日を惜しむべし︑

がないと︑す雪へてのことに失敗し易い︒裕

意気とか︑信念とか︑明とかいったもの︺

ば︑物事はす今へて必ず成し途げられるとい

愚直一途に地までも努力を綾けるなら

○愚公山を移す

何年何月何日は二度はない︒

人は温順回浦であることは結椎である

に言う﹁お人よし﹂とかいわれる類の人が

うことのたとえに用いられる︒それは昔黄

が︑而しその中にも何か一つの圭角︵即ち

それである︒古歌に﹁まるくとも一つ角あ

河の下流北岸の一帯には太形︑王屋という

出入に不仙だから︑山を取除こうと一同相

いう九十歳近い老人がいた︒山がじゃまで

二つの高山があって︑その雛に北山股公と

れ人心あま・り回営はころびやすきを﹂とあ
る︒

○在りての厭い︑亡くての偲び
人間はとかく競走心とか︑ネタミとか︑

せぬのに︑そんな大仕事はむつかしに第
一土をどこえ捨てるつもりか﹂とたづねた

談が一決したら︑その妻が﹁小丘でさえ崩

思いで︑良い鮎を見ないで︑いやな箇所ば

ら︑鋤海に逆んで捨てようと然えて仕事を

世中というものは︑いつまでも在るものの
かり目につくものだ︑しかしいざ亡くなる

む後家の子も手惇に来て︑合計四人で山を

妬めた︑子や孫を使い︑その上に隣家にす

欲とかいった種々の天性をもつし︑また在

と︑いとど美鮎が思い出される︑そぞろ懐

くづし︑鋤海溌まで一日一回往復したら一

しく慕われもするものだ︑これぞ人間の本

能いとうものとして常のことである︒河海

﹁その年であの大量の土石をどうするの
だ﹂といって止めると︑愚公は﹁おまえは

年か入った︒そこでこれを知った知燕者が

隣家の後家さんの子にも劣るいくじなし

抄に﹁ある時はありのすさびに愉かりき亡
○今日の昔

くてぞ人は慾しかりける﹂．：⁝と︒

何年前の今日︑その日は同じであって

だ︑私が死んでも子がいるしその孫そのま

一方山の方はふえることはないのだから心

た子と子々孫に及今へば人は絶えない︑所で

配は無用だ﹂と棒えた︑へびを操る利がそ

の意気に恐れて天帝に申上げたところ︑天

運んで平にされたという故事によるもので

帝はその誠心に感じて︑二つの山を徐所に

ある︒

日常生活にあって或は人の言ったり行っ

○心の問わぱ如何に答えん︐

たりすることは︑嘘や低りも出来るであろ

う︑今日の刑小訴訟法には︑被告に︑Ⅲ分

いうものが奥えられ居るが︑しかし自分の

に不利なことは言わなくともいい歎秘椎と

良心というものに反問して見るときは︑ま

と︒﹁無き名ぞと人には言ひてありぬくし

さかに嘘を言う課にもいくまいと︑いうこ

心の問堂如何に答へん﹂とは即ちそれであ

うｅ○

（25〕

ー

一

いろはがるたと家庭管理
徳

敬子

です︒然し親の主義まで世話を焼くこ

とも出来ません︒綱領の甚六は雨親も

さうなり勝ちでしょう︒

若くてのんびりしていますから自然に

何にしても子供を今日のような時代

△

に育てることはなかなか困難なことで

の冷水﹄と皆から冷やかされますよ︒

的に言い易い言葉芯誰にもよくわかる

たからもうそれを着て︑走って蹄る途

美以子にはレインコートを持たしまし

手短かな言葉でしかも端的に︑客槻
言葉で表現してあるいろはがるたを私

では先になって子供が可愛想なことに

す︒然しやっぱり甘やかして行ったの

なりますから小さい時から親の持つ経

﹁さうかも知れないい﹂といって玄開
﹃老いては子に従い﹄

より外えは出ないで済む︒

は教育したいものです︒子供だけでな

験・知識から杜含に順唯出来るだけに

中でしょう﹂というとおばあちやまも

人も言はれる人も客概的であるが故に

鮎極めて意味があります︒小言をいう

﹃負うた子に教えられて浅瀬を渡

く手体い女の子も預つた親戚の子供で

は内分の家庭管理に飽かす役に立たせ

双方の間に若干の距離を常に置くこと

る﹄等この部に厨するが正確には場合

も一硯同仁に仕込みたいものです︒若

ています︒特に其表現が客獅的である

が出来るから︑やんわりと聞えます︒

も少し違うと思います︒

ようにもなります︒﹁また出た﹂で済

②﹃子は三界の頚つかせ﹄

い﹃律義ものの子達山﹄

面白おかしぐ話しながら附いて来させ

ら︑遊びたい礎りの子供や若い者達に

﹃夏薬は口に苦し﹄等と口ずさみなが

ら﹃梁あれば苦あり︑苦あれば楽あり﹄

い者︑幼きもの凡て希望を抱かせなが

せつぱ詰って云っても一般論に近いよ
うにしか届きません︒それが却ってよ

△

みます︒然し口に出す私としては繰返

側﹃総領の甚六﹄だのがあります︒統

ましょう︒そそっかしい子供には注意

同じ家族開係でも親と子に開して

し繰返し云っていつかは聞く人の行篤

深くなるよう﹃念には念を入れ﹄﹃油

いのです︒そうして繰返し一種の僻の

になるまでと待つ気長い仕事です︒

んが確かに私の周圃にも⑩を責議して

計皐的に研究されたものかも存じませ

どこにお出ましですか︒美以子を騨ま

く①とは親の教育法もあくこく見たい

いる家庭も津山知っています︒側は全

いの者には﹃負けるは勝ち﹄の冥意を

断大敵﹄等を話し︑負けることの大嫌

母親﹁おばあちやま︑この雨と雪に
で御迎えでもなさるならまた﹃年寄り

〔26〕

山

弓

一話したり少し熱を廻す子には次の句も

ある子諺ある人は皆に追ついて行けな

また色堂教育しても教育しても生来

時代には今日のように鍾愛至上主義者

山が選ばれていないように思う︑此の

どうも錘愛開係についてはあまり深

は表向き出せなかったのか催かに﹃文

いものもいて稲煮自暴自棄的な気分に

はやりたし書く手は持たず﹄という程

のために書寝をすること︒稗じて何気

と昔から言はれるように不可能なこと

なる場合﹃背に腹は換えられぬ﹄もの

と等は昔の人は想像もしなかったこと

中で仲の良い男女が話し合っているこ

ない振りして賞は悪だくみをすること

て自分の性に合った事に努力するよう

度で現今のように通勤の途次︑竃車の

に釜を抜きとられること︒然し奥の意

剛ますのも佳い指導法である︒中には

であろう︑綴文さえ書けないで心身を

をクョクョしないでカラリと思い返し

味は油断してずるい人に乗ぜられろこ

焦がした気の毒な時代であったのでし

を云います︒﹃月夜に釜をぬく﹄月夜

とです︒また﹃のどもと過ぐれば熱さ

く﹄式に世の中を狭く考えて悲槻し︑

気が小さくて﹃霞のずいから天のぞ

なもの﹄と云はれる人掩も届るかと思

を忘れる﹄等と油断をすることのない

う︒同時にまた﹃割れ鍋に閉ぢ蓋﹄で

ょうと斯くて逆よく﹃縁は異なもの味
には雌かに枇の中の庚さは賎のすいか

延びる能力も技術も延ばし得ない人糞

こそ︑もう次にはと問く考えるが其苦

ら見たような小さいものでなくて︑宇

行く行くが︑長い人生航路中には﹃鬼

或いは作らすに共日だ為がけみされて

ロノ

L

よう導かねばならぬ︒難苦をなめた時

をすることを戒めてある︒

も凝りたい︒

減足し切った夫婦開係の出現は今も昔
△

宙の慶大さを悟らすによい句と恩ふ︒

しみが去ればすっかり忘れて抑ぴ油断
少し出しゃばり者には﹃犬も歩けば
棒にあたる﹄犬も出歩くから棒につき

﹃無理が這れば道理ひっこむ﹄があ

斯くて人生は思い思いに家庭を作り
る︑無理が横行すれば道理に叶った事

人も評し自らも満足の生活のみが続く

に金棒﹄だの﹃えてに帆をあげ﹄等と

兄弟︵姉妹︶げんか等をした時

が行はれなくなるのだから今日のよう

術る︒即ち川しやぱるから柵に遭うの
あまり恵まれない人が家庭の一員で

な民主を義画家に於て賃に恥すべきこ

だというのもよいと思う︒

ある時は﹃琉璃も破璃も照せば光る﹄

とである︒むしろ﹃論より誇擦﹄を抑

ものでもないので案外なつまづきが原

者でも教育を受ければ立派になって光

即ち附子のかけらのようにつまらぬ

因で次から次え﹃泣面に蜂﹄だの時に

は﹃骨折り損のくたびれ儲け﹄で経る若

進めて考えさせたいものである︒
△

が出る︒と勘ましてやることが出来
る︒

rワワ、

よい︒﹃盗人のひるね﹄盗人が夜稼ぎ

− − F 一 一 一 一 一

−

三一、

千の年月が綾く場合もある︒其原因こ
力すべきであろう︒

韮を見較べながら買求めて蹄つた︒さ

は松茸飯にしてと思って手頃な値段と

である︒大部松茸も出廻つたから今晩

元来家持ちに大切な経済面での句と

て松非の傘の部と軸部とをはづし傘の

△

の棒ちぎり﹄で棒までちぎるような手

してはあまりに有名な﹃塵積って山と

のような小さい虫が落ちて動く︒一本

所を黒い紙の上で軽く叩いて兄たら糠

そは色袋あるであろうが﹃喧嘩過ぎて
荒な短気者の性格の︑王人でこれが﹃身

る︒共に名句中の名句と思う︒只今私

なる﹄﹃安物買いの銭失い﹄等があ

専横を許し過ぎての紡果かわからない

とも﹃亭主の好きな赤烏帽子﹄で主人

しこけてゐるような人であったかそれ

の煮えたもご存じなく﹃無駄話に話

みさんの峡鮎で窒所の維持が悪く﹃芋

僻﹄で通り過ぎたのか︑それともおか

んどうく息がりやで常に﹃知らぬが

品にビックリした︒そしてアルミ庇の

に移しかけて壁との間のたまった座の

季大掃除のつもりで先日その箪笥を他

の箪笥の後側が壁になっているので秋

で貼りつけてある︒丁度其純の世場所

ちょっと出せないように粕の周囲は紙

とにしている︒一度入れたアルミ貨は

中︲のものが定つた一つの箱に入れるこ

の家庭でも一回のアルミ貨を見ると家

式は絶封に頁はいことｑ悪いから比較

となった︒疏菜類果物瀬の一山○○Ｍ

の不明を恥ぢたのが既に二十五年の昔

も不味だし香も勿論︒ほんとうに自分

た垂の六判位になった︒そして結局味

る︒入念に悪いのを取去ったら諜期し

垂の内部に茶褐色の小さい穴が見え

本あった︑軸の方は七本の内四本まで

宛↓分けて試みたが悪いのが七本の内三

ゼニ

﹃すいは身を食う﹄で食はれたか︑め

から出た錆﹄となったのか︑それとも

こん度こそ﹃臭いものにふた﹄をせず

ぜなくては元が取れぬ︒結果として随

的安い︒安くするためには古いのを混

が愈舞生活が悪くなって来たら決して

ら皆を呼んで其塵と見較べさせた︒皆

縮を振ってシャリシャリと鳴らしなが

一分調味料を使ってあまりまずくないよ

切開手術に取りかかることが必要であ

ものぞいては去り去ってはのぞきに来

勇敢に原因を追及して自己反符を促し

た︒其箱はもう少しで一杯になるがま

れは食品だけではない︒子供の下着類．

うに松茸飯を作るのに竹が折れた︒こ

それには﹃頭かくして尻かくさず﹄

だ附かれない︒開く時は皆の在宅の時

のは買手も十分注意するので割合い掻

おもちや︒雑貨類等︒うんと高価なも

る︒

と云ったような愚なことをやめて時に

﹃安もの買いのぜに失い﹄の第一回目

に開いて別途を決めることになる︒

が少ないがそれでも安心は出来ない︒

はかねてから﹃目の上のこぶｊと思っ

は一山○○回の極茸を買った時のこと

た人にも腰を低くして究怖を訴えて相
談に乗って貰い勇気を出して再建に努

（28:）

勉狸が必要である︒

貝の相場と品質の見分け方には相常の
△

でき︶としてうらみごとを云うの意︒

ることをかくすために病︵梅毒性のお

なるほど賑の潜伏期間は非常に長期で

ははぱを効かすの意︒﹃かつたいの震
うらみ﹄でかつたいは今の瀬病であ

して見ると僅かに﹃花より園子﹄が

殆ど不治に近いらしいのに封して悔泰

元来食生活に閲したことはあまり鯛

家庭努働の時間に開して﹃三べん廻

活としての全生活を一括としての感じ

兄つかる︒この一旬こそは正に庶民生

はもっと早く治療出来るから本人とし

れてないようであるが注意深く読み返

って煙草にしよ﹄というのがある︒一

がズやくりと川された名句と云えよう︒

．△

雁これから休息しようかと思ったがも

やはり昔も今も愛りない絶封な﹃食﹄

タパニ

ある︒元来勢働時間に封して正確なの

れ世は情け﹄で旅では同行の者が助け

Ｑ一三・九・一八︶︹共立女子大梁教授︶

いろはがるたであります︒

ばれた東京を中心として東図に仰はる

以上は日本百科僻典︵三省堂︶に選

う三べんだけやって体まうといふ意で

共に空中で中ブラリンになって居るこ

合うし世渡りは互に同情をもって仲よ

尚世渡り杢僻に就いては﹃族は道連

である︒

てはいくらかよいと思うのであろう︒

ベル

はアメリカの勢働者達で感心させられ

とがある︒一般に日本の道路工夫等の

く暮したいと思う︒

○泊翁西村茂樹惇

上下二巻

︵含員特別頒慨︶

金六百回︹塗料共︶
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ろ︒其代り起重機の腕が十二時の鐘と

努働が遊んでいるのか仕事しているの

△

・間﹃屍をひって尻つぼめる﹄とは間

か通りがかりに見てよくわからないよ
うなものと比較したら流石は昔から勢

が遇然にそれが事責となることがある

﹃嘘から出た誠﹄は初めは嘘であった

が口聾時間のみにこだわらすもう休ん

ということ︒﹃聞いて極楽見て地獄﹄

に含はいことを表現していると思う︒

でよい時にももう三趣だけ廻って来

のように自分が人から聞いたことと自

た︒然しまた日本でも個人経誉の人達

てから夕令ハコにして休むとしようと思

分の眼で見たこととの間には距りの多

働を尊ぶ習慣の園民性かと感心して見

う尊い心根も亦美しいことである︒

いことであろう︒僧まれ子世にはばか

る﹄人に憎まれる程の子は世間に出て

やっぱり﹃三遍廻ってタバコにしよ﹄
か︒

！

な人たちが日本の印象を新聞に寄せている︒

った︒期日は僅かに十日間位だったが︑種冬

世界数十ヶ函三百数十名の︒ヘンマンたちが集

先頃世界︒ヘンクラブの大命が東京で鮒かれ

ヨークのアパートを思わせるとか︑又日本姉

を作っている住宅は︑ロンドン郊外を一三−

畳が素晴しいとか︑一仙帯を仕切って小世界

日本だ︒又圃民が上品で潅俵正しく︑文化感

中に惇統的なものを兼ねもって生活している

古代ローマの事など思出させる︑近代の姿の

見たりすると︑恐ろしく古典的で︑昔読んだ

ち︑お舞銭を上げ︑備えつけのオミクジ箱を

考えて見るに︑全く欧洲の文化を狂信して︑

のであろう？これは古い図の姿ではあるが︒

古い惇続も身から離さないということになる

とが新らしい姿をして居ながら︑心の中には

の線を段々と太くして来て居る︒そうしたこ

っても︑離れない鍵部分は菰って来て︑博統

つけては︑ハガして来た︒しかしハゲたとい

ハゲて行って︑つぎ７︑と他のツケヤキバを

︑︑︑︑︑

それらは勿論日本の首都の臭いを一寸喚いだ

人のやさしく︑敬皮で︑内にしっかりしたも

を幽語にと願い︑制度はもとより︑ダンスを

頭髪を赤く染める︑側玉詮背く染める︑英語

︑︑

といったものだから？大したことのある筈は

のをもっているのを感じたなどとお世跡めく

付焼匁

ないが︑節一印象は﹁詩﹂の生命であるとさ

事もいっている︒

ごとく︑そしてナポリやロスアンゼルスのよ

を見ると︑シカゴの如く︑メキシコの市街の

のいるとどこだんべ﹂といった有様・工場地帯

米国の作家ドスパソスは東京に居て﹁おれ

あ﹂と自分のことを思わせられるのもあった︒

であることが日本の在り方としてはよいこと

いわれれば︑そうかも知れないし︑またそう

多年の惇統を心に全く離さないでいる⁝⁝と

ながら生活している国民には古代風のもの︑

近代容姿なのであろうか︑そしてその姿をし

今日の東京は左様に世界の何所にも共通の

は︑全くハゲタわけではなく︑何程か付くも

過ぎる程にもなった︑しかし一度つけた匁

に向くようになって︑一部には図粋的にさえ

ったが︑明治十年頃よりはそるノー︑心が自分

の間に自分などというものは全く無い有様だ

始め︑遊戯繭般向う様のすることが没く︑そ

そこで古代はさておいて︑明治維新の頃を

ら︑その印象には今更ながら︑﹁なるほどな

れているようにペンマンたちの鋭い感兇か

うでもある︑ホテル近迩を歩くと︑世界で見

なのではないかとも思わせられる︒

日本の歴史を顧みると︑どうも日本人には

ぶりだが︑明端維新に輪をかけた二の舞ぷり

そこで今度の敗戦によるアメリカ様の狂奪

のだけは付いて残ったこは勿論である︒

たどこかでもあるようだし︑バーや徽仙瓜の
店の並ぶ街を見ると︑パリを恩出す︑舗迩工

であって︑これでどうなることかと心配され

から見ると大鍵落着いて来てアメリカ様の狂

もしたが︑戦後十除年ともなると︑その常時

りの進取的であった︑中国に︑朝鮮に︑或は
インドに︑欧米に︑と時の新しい文化にはい

性来生意気なところがあ２Ｌ︑常に新しが

つも食いついて︑それらの風姿に生きて来た︑

る︑さてこれからどうなるであろうか︒

信ぶりもよほど相場が下落して来たようであ

ル街はモンテビデオの如く︑デパートはサン
フランシスコ最上等のそれと同じである︒と

しかしその中で民族的仰統の一線は絶えない

事の人々を見ると︑︑メキシコを又思出す︑ピ

思うと自分は果して今どこにいるのやら判ら

で︑他幽から入れた文化の付焼匁は︑やがて
そうかと思うと︑一方には利祇に拍手をう

なくなると︒
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婦人文化講産三
日本の婦人文化の
進んだ道

生田花世

のに創意を加えた﹁桃山式﹂が作られ

山風﹂を示し︑建築は誠藤原時代のも

遂げている︒

川末期まで多くの女性が︑殉教の死を

信仰の狸さと壮烈なる行動である︒徳

女性は前にものべたように法均尼︑光

俳教方面で謎信仰のつよさを示した

た︒秀吉が金力︑人力をつくして作っ
るものであった︒なを︑この時代に特

や︑親礎上人や︑日並上人の州剛に何

明皇后︑其他︑弘法大師や︑偉教大師

た楽楽の宮殿は日本建築の進境を見せ

の進出であったし︑一初期キリスト教

筆すべきことは︑武士の東南アジアえ

に︑水火の責苦にさいなまれ生命を奪

人もあったのであるが︑信仰心のため

われても屈しなかったという女性が切

︵切支丹︶の日本えの渡来であった︒

支丹からは出ているのである︒︵賛例

七

われ︑キリスト教の宣教がつづいて行

の一つ︑切支丹大名の大友義統︵よしむ

もし日本武士の海外進出がつ壁いて行

日本第二の暗黒期︹西暦一四五七足利

いたであるザか︒海外進出は中絶さ

われたならば︑日本歴史はどうなって

リ謎︑くう︑︑ハラになった時︑家臣の娘

ね︶が改易となり︑一家一門チリ︑チ

一五五五足利韮雌執椛︺を経て

るとの兄解から︑織田信長以来厳禁さ

れ︑キリスト教の宣教は因土侵略であ

義政執椛

て行く︒庶民は戦争と︑天愛地異から来

織田 信 長 ｌ 禦 臣 秀 吉 の 光 明 期 に 入 っ
る貧寒の中で生きてゆく事だけが大仕
方為交の豪族が保謎する寺院討祁牡な

は女も交っていた︒明智光秀の娘お玉

客と放逐がつづけられた︒信者の中に

雅府によって︑さらに徹底的に信徒辿

そして︑豊臣氏のあとをついだ徳川

人︑其の他︺

士仇討﹂の時に出ている︒︹大石良雄夫

僻さなかった幾人もの女性が﹁赤穂義

責め殺されたｌ切支丹迫客史よりＩ︒

教義を守り謎客をとらないので︑姉は

二人︵信者︶が遊女とされた︒しかし

どによって︑大陸から体えられた生活

細川忠興の夫人であったガラシャはそ

れた︒

文化と精祁文化は継承されていった︒

の中でも著名の人である︒三十八歳に

事であったと云える︒然しながら︑地

そして︑豊臣秀吉の晩年︑桃山時代の

して義死した夫人に見られるのはその

然しながら︑概して江戸時代は士農

猶︑愛怖のために︑いかなる苦捕も

被服方面を見ると詮錦・綾の約加た

文化の華はひらいたのである︒

る模様のものが生産されて砥所訓﹁桃
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、

面が世襲の風習となり︑公私の別がも

建制 が 津 交 浦 交 に ま で 行 き 渡 り ︑ 各 方

工商の階級がはっきりと出来上り︑封

その他十数人︶女醤に野中腕女これ

数人︶和歌︵大田垣蓮月誕野村望東尼

の他十数人︶漢詩︵梁川紅蘭その他十

づかに謎俳句︵加賀の固の千代女︑そ

はごく小ししか表現されていない︒わ

リの州港要求︑英船との紛糾その他︶

らの﹁黒船渡来﹂︵アメリカの︒ヘル

たり︑成しとげられたが謎ついに外か

将軍吉宗の政治その他︶約三百年にわ

幾度もの経済の危期ものりこえ︵八代

のつと

基幹とする勤皇の志士の鞭起によっ

で動揺しはじめ︑内には︑図文畢者を

江戸時代の庶民が逃避的で︑消極的

した︒

幕府の基礎がための時︑﹁外様大

て︑勤皇か耐佐幕かのアッレキが激化

名として敬遠され︑いぢめられた薩長

で︑卑屈な生き方となっていった︒

結婚のほとんどが︑常人の愛の意志

であったのと同じように︑女性も脆病

︲位に訟文業を見るのである︒

の凄 く 制 定 さ れ た ︒ 君 臣 の 間 は ﹁ 忠
義﹂人と人との間は﹁義理﹂これに則

た︒

らないものは生きて行けないのであっ
﹃侍の子というものは︑腹がへって

からでなく私家と家︑親と親との取り
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も︑ひもじいとはいわぬもの﹄
﹃侍の妻というものは︑自分の生ん

親幕派の子孫と︑しのぎをけづって明

土の三藩の子孫が曾津の松平その他の

い女は放逐されたし︑第二︑第三︑第

治維新の大愛革に流れ込んだ︒この時

きめであった︒嫁して︑子供を生まな
四の女の出現のために﹁生ける屍﹂と

死しても泣かぬもの﹄

超人間的なあり方が︑﹁忠義﹂と

だ子が目の前で︑主君の子の代りに毒

﹁義理﹂の名によって︑この時代の男

和寓内親王は幕府方の弧請にょつ

臨になれなかった︒

御されて︑政権の天皇に錦するのを御

苦労の多い方であった︒そして念に崩

孝明天皇は歴代の天皇の中でも︑御

天皇の御妹︑和官内親王である︒

した一女性がある︒その人こそ︑孝明

代の渦巻の中で︑身を殺して︑義を成

徳川幕府の永績は︑外に日本人の進

八

の述懐であった︒

︵捨女︶とはこの境涯での泣きねいり

﹁憂きことに慣れて雪間の嫁菜かな

されたのである︒

は骨肉相食み夫を父に殺され︑子を自

女の生き方とされていた︒戦国時代に
分の父に殺され︑あらゆる肉親間の離
雫反に悲しみの涙をしぼった日本の女性

が江戸時代ではまたこんな風に﹁忠
義﹂﹁義理﹂の重墜にあって︑人間性

出をはばみ︑内に︑庶民を徒で縛って
￨

一を虐げられた︒

｜江 戸 時 代 に は 女 性 の 精 祁 文 化 の あ と

｜

決定すること

ていった︒

一︑上に立つものも︑身分の下のもの

家樋口一葉︵本名夏子︶の作品には︑

て︑有栖川官職仁親王と御婚約がきま

っていたにもかかわらず︑勅命で破

も︑心を一つに合わせて国家の政治

男中心の世の中で︑どんなに女が生き

特に︑一葉の日記︵生活苦闘︶では︑

ではおさまらぬ心怖がある︒

女なればと諦めた︒しかしながらそれ

い︑女なればと負け女なればと忍び︑

女なればと悲しみ︑女︸なればと従

破しつくされているのだ︒

渡期の日本女性の心︑生活の両面が描

明治二十年代に出現︑活動した小説

棄︵徳川家茂に降嫁せしめられた︒︵御

一︑公家や武家だけでなく︑下為の人

この江戸朝より明治期へうつり鍵て過

とにかく︑政略結婚であった和宮内

民まで皆その望むことがかなへら

がうまく行くやうにすること

親王 が ︑ 江 戸 に お い で に な っ た こ と

れ︑人だの心が政府からはなれぬや

夫婦間はわるくはなかったという︒︶

が︑徳川を救い︑江戸を大きい戦火と

うにすること

を維新の裏面史は説いている︒

けること

自然で正しい吐禽をつくるやう心が

一対昔からの悪い習慣は腰止して私

混乱 か ら 救 っ た 内 部 の 力 だ と い う 事
アメリカ︑イギリス︑厄シアその他
︑︑︑︑

との開港のとりきめをした井伊掃頭守

一︑外固から新しい智識をとり入れ︑

難いかを憤りと諦めとの断綾でのべつ

は裡田門外で︑水戸の浪士たちに斬り
殺されたが︑幾多の波澗曲折ののち︑

この御誓文の護布は明治元年︵西暦

園をさかんにすること

蕊明のくらさである︒

大政は天皇に︑そして︑天皇は開港の

一八六八︶三月であった︒︵御即位は

くしているのだ︒いまだ秘光明のない

英断を下した︒

にそって進んだといってよい︒治政四

明治新政府は︑大鰐この御誓文の線

明治時代は︑日本はじまって︑未曾

しかしながら︑明治の開化なれば︑

協賛のもとに成された慶藩置螺︑国民

十五年間穂内外の刷新はいちじるしく

有の護展ぶりを示した︒第一光明期

八月︶

皆皐の護布は︑新日本の第一歩での善

日清︑日露の大戦争をのりこえて︑所

︵推古女帝時代︶第二光明期︵桃山時

幼帝奄明治天皇治政のはじめに諸臣

政であった︒

調︑﹁開化﹂の一途をのぼった︒国民

代︶そして︑この第三光明期明治時

稲料をもらうことが出来ている︒

こそ︑女が︑男に伍して︑小説を書き慾

一︑何事を決めるにも︑多数の人が含

の中の半数である女性も︑奮態を脱し

五箇僚御誓文︵大意︶

議しそれも公平な議論にもとづいて
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一
一

「

代には︑日本が世界と交るょうになつ
一たのであった︒

き︑見くびってかかり︑タカをくくっ

としている傾向についての洞察力を快

日本は有史以来はじめての大敗戦を

殺︑中にはユキスギがあったとしても︑

喫したのであった︒敗戦団というもの

たところに敗因があった︒

あいとはちがうが︑日本の女性はいく

件であったといえるのである︒形と色

は古来から惨謄たる目にあう︒日本も

﹁女性尊正﹂の機運をかもしいだす事

二十数ケ固の文化を輸入して︑鍵稗を

亦一朝一夕では︑明治時代のところま

それらが封建のかたい扉をた氏いて︑

とげた︒男はチョンマゲ︑︿カマ︑カ

らかづつ古代のように女の生きる自由

生活文化は︑英︑桃︑藤︑米その他

ミシモ︑女はオハグロをつけること︑

でも戻れない打撃を受けてはいる︒図

をとりもどした︒

のに青少年の意気の梢沈︑放逸︑虚無

もはや終戦から十三年もすごしている

民は敗戦の悲痛から虚脱状態となり︑

驚くばかり文物の上で溌注をとげた

猫立﹂という蕊が︑ぽつぽつ︑有識婦

も晩年になったころ︑婦人の﹁経済的

くりかえし︑一進一退しながら︑明治

手に追われようとも︑海外状勢の認識

多に杷憂があろうとも芯排日の火の

平洋戦争の上に現れた︒いかに人口過

大きい鵬誤は大正をへて昭和時代の太

形式に伴う内容が不足であった︒その

界平和の所願とにかけるより外はない

世界にむかって︑原爆賢験中止と慾世

日本の蒋来は︑年ごと︑日ごとに︑

れ︑風附にまじってくる︒

るので︑空は汚染され︑毒気は海に流

スまでも参加して︑水爆貸験をつづけ

又︑南方で︑ソ連とアメリカ︑イギリ

は蔽うべくもない︒そこえ池北方で︑

人の間から︑となえ出されはじめた︒

をもつと的確になすべきであった︒各

質においてはおくれていた︒つまり︑

明治時代ではあった︒しかしながら賀

九

眉をそりおとすことなど︑屈従を表示
するいろんなことを展し︑明治十年頃
には穆女で断髪するものまで出来て︑

これは﹁ユキスギ﹂として弊告されて
いる︒

目兇めた婦人の一部から詠愛なき結婚

方面の俊秀が海外へ留望し︑硯察旅行

欧化派と︑固粋派とは何回も反動を

をこばみつづける動きも川はじめた︒

といえよう︒

乱︑︑

男子への無像件従馬︵盲従︶を脆しよ

をしていたにもかかわらず︑アメリカ

リカ軍司令長官マックアーサーは︑日

昭和二十一年四月十日︑常時のアメ

｜うとのあがきも現れた︒︵青踏︶とい

蔽し︑徐為に園家的図結をかためよう

が新興悶家として︑おそるべき富を蓄
う雑誌を出した平塚明︑事傭結婚をし
一ていた柳原樺子の脱出︑芳川鎌子の自

二１１
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数人出来た︒翌年は女の参議院議員が

利を典えた︒そして︑女の代議士が十

本婦人に進蕊する椛利︑選畢される椛

封しても︑この闘士をいたづらに荒展

拓して︑園づくりした日本人の先祇に

かい︑猛獣︑毒物とたたかい山野を開

めぐらすならば諺あらゆる困苦とたた

なものとしてよほどお気に入りらしい︒も

いるかにある︒思うに現今の諸制度は完全

れで見ると︑進歩主義者たちは︑俄かに現

即ち人間の世というものだからである︒こ

り得ない︒日に新たにして日に進むのが︑

から見て︑完全無妖なものというものはあ

たことではあるが︑だからといって︑遡理

とより敗職によって︑極端な改革が行われ

十数人出来た︒明治二十年以来︑約六

させ︑生き方を自ら汚すということは
昨今︑ここにかしこに︑永遠の弘道

十年先蝿考中島俊子︑影山英子︑等に

を思唯し︑ｊ日本﹂について正しい兄

恥かしいことではあるまいか︒

奥むめお︑等糞によって︑誰含に猛通

よりて希望され︑平塚明︑市川房枝︑

勤されても︑日本政府からは容易に許

︲︲・Ｉ︐

解をもち︑洲故知机の立場で︑新日本

のだというべきである︒

現朕維持一鮎娠りは︑物の筋からは鍵なも

が︑本心てあることは判っているが︑その

を取り返えされはしないのかと恐れるの

ぎをドサクサ粉れにものにしたので︑これ

進歩主義者らしくなるのであるが︑行き過

いともいえる︑誠に愛なことである︒尤も

建設に志す剛毅な青少年がふえつつあ

がある鮎を︑もつと行き過がせる の な ら ば ︑

彼等は占伽 政紫で津山の行き過ぎの柾土産

憲法を調査するといえば︑そんな必要は
ないという︑修身教育を弧調するといえば︑

に︑進歩主義者を以て間任している人達は︑

そんな必要はないという︒とまあこんな風

悉くの問題について︑現状維持を主張して
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欣維持の保守主義者の清板をかける方がよ

マックアーサーによって思いがけず授

可しそうもなかった姉人の参政椎が︑

るのが︑せめてものよろこびである︒

けられたのである︒

光明に持っていってくれる︒それをこ

心身の他脹な若老の登場こそは日本を

も男子同様︑つづいては賃銀も迩力あ

い旭がう︒︵経︶

紬餅も二十歳以上自由になり︑修皐
らぱ男子同様という風に︑﹁人椎﹂が
みとめられて来た︒とはいえ︑資力が
ろに護兄される現在である︒急激にや

出来ていないための穴がいろんなとこ
って来た自由えの考えちがいもある︒

たとえば秘若い男女の無責任︑我利た

く所謂太陽族の出現などで︑世の中
日本創建の頃︑二千年の昔に恩ひを

の秩序はみだされつつある︒

○

源氏物語の家庭葛藤

大杉謹一

がた

ら︑その間に起る家庭葛藤に現代的解嘩をかの方にひけをとらないようによく気をつ

鍵らぬ浮世のありさまをおもいうかべなが亡人は生れもよく立派な方でしたので︑ほ

一閏Ｍ倒閣倒園が深かったせいでしょうか︑

心細げに見えます︒

方のようにはゆかないので︑更衣はいつも

加えてみることにいたしたいと考えたのでけますが︑現に外戚の有力な後援者のある
す︒

桐壷

ぅ帝でしたかＰその頃の風習で︑後宮にはなります︒帝の第一皇子︵最初の女御から

緬調腿の頃とおもわれますが︑なんとい更衣はやがて世にも美しい皇子をお生みに

あらためて申すまでもなく︑源氏物語

た︒その中で一人の更衣が帝の特別のお気になっているので︑それは長男として一膳

大勢の女御とか更衣がおいでになりましお生れの︺は右大臣の娘の女御からお生れ

はＬがき

は︑光源氏一家︑三代にわたる長編の物
は紫式部藤原多嗣の後喬篤時の女︑二十二

に生ごこうい

語︑五十四帖という大作であります︑作者

この更衣よりは身分の高い家柄から召さ子は御自身の愛子として特に可愛がりま

に入りで︑深い御寵愛を蒙っています︒大事にされますが︑更衣の女御の第二の皇

しくおもい︑更衣と同等またはそれより地皇子にきめられるのではないかと第一の皇

れた女御は︑そのことが腹立たしくねたます︒それで事によると皇太子はこの第二の

のぷたか

才のとき藤原宣孝と結婚︑一女登子︹大武
の後苦しい生活の中で︑この物語の筆を執

てたまりま芽一ん︒そのような一同の恨みのたれるのも無理はありません︒

位の低い更衣たちは︑ましてくやしく憎く子の御生母である弘徴殿の女後が疑いをも

三位︶が生れて︑二十四才に夫と死別︑そ
られました︒

一際天皇の中宮彰子︵道長の女︶に仕え

す︒すると帝はなおもこの方ばかりに心をだけ峰更衣にとってもとうてい無開心で

ごと

は︑賞家へ蹄っておられる日が多くなりました最初の女御なので︑この女御の恨み言

せいか︑からだが弱くて心細くなった更衣一副職幽の女御は︑帝のお若いときに入内

一昨年窪田空穂氏の源氏物語︹梗概書︶

れ︑唐の玄宗皇帝が楊貴妃を寵愛されたこかりですが︑その愛情が深くそそがれれば

引かれる有様で︑これでは家庭の中も凱はいられません︒たよるは帝の深い愛情ば

ます︒

たのが二十九才から︒三十九才で亡くなり

が出たのと前後して︑故輿謝野晶子夫人の

とから閲が乱れたためしにもなりかねない注がれるほど︑人の恨みも重なる道理で︑

至謹源氏物語と谷崎潤一郎氏の新諜源氏物
語が版を改めて世に出︑歌舞伎や映譜でも

と高官たちが心配しています︒苦しい立場に置かれます︒

更衣の父の大納言はすでに亡く︑母の未南回国︑更衣のお住いの御殿は御所の東

重ねて興行が大営りという有様でした︒そ

一れで私はこの大作の中に見られる昔も今も

〔36 ）
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それでも︑帝は︑﹁死の旅も二人ともど

の方へやって来る︑⁝：⁝・とあっては︑正

バッチリは物の値上げとなって︑小樹の下

︑︑︑︑

北の隅の桐壷でしたため︑帝はほかの女御

わけはない﹂と仰せられるので︑

もにと誓った上は︑自分一人を置いて行く

涼しさ招く玉ぞこぽるる

○月やどる岩井の水をむすぶ手に

おくれ先立つためしなるらん

○末の露もとの雫や世の中の

いか︒

は少をミョリが悪いというものではあるま

︑︑︑

それでも不平は絶えないのが彼等であると

ウラヤマしい連中は大樹の下の人々⁝．：⁝︑

に﹁泣き顔に蜂﹂というもの︑ほんとうに

や更衣たちの御殿の廊下をお通りになって

とお答えはしたものの︑息もたえだえであ

いかまほしきは命なりけり

限りとて別るる道の悲しきに

お通いになるので︑これをながめている方
たちは︑そのたびに嫉妬の炎をもやし︑そ
の恨みが重なってまいります︑召されるこ
とが︑あまり多く綾く頃は︑途中に意地の
わるい仕掛けをしたりなどします︒

かくれになりました︒母の喪で皇子は母方

しになります︒その夜半すぎにとうとうお

ります︒ぜひもないとあきらめて里へお厨

です︒それに反比例して帝の御同情はます

へ退出する︒父子の別れの悲しみが帝をい

このようになると更衣はいよいよ憂うつ

ます厚くなり︑他の吏衣をわざわざ別の所

たくなげかせます︒

て来て︑フウノ：︑している今日︑何の要求
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へ移してまでも︑更衣をそこのお部屋に近
いてお通いになります︒移された人の恨み
は申すまでもないことです︒

すが︑十月功勢とか巾して︑努鋤争議を盛

﹁寄らば大樹の下﹂と先人は申して居りま

式が行われました︒皇子の御生母になった

にそうだ﹂とつくトー感じます︑祁武景蹴

んにやって居る人性を見ても︑﹁ほんとう

所で養生をして見てからにしなさい﹂とい

が出来ることか︑もしそんなことをするな

すと︑帝はひとときもおそばをはなすまい

っているうちに︑だんだんおわるくなり︑

らば︑職場はツブれる︑明日からはお手上

の者に︑皮肉にも不景気はまつ先きにやっ

数日後には御重態の様子で︑更衣の母の未

げだ︑ところが大樹の下の人々は︑騒げば

とやらも一向に開係のない小樹の下の勤め

亡人も心配でたまらず︑泣く泣くお暇をね

騒ぐだけ何等かの利益がある︒然もその卜

︑

がいます︒

と︑おゆるしにならず︑﹁もうしばらく御

瓢やずどころ

の御病痢で資家へおさがりになろうとしま

更衣は御息所と呼ばれます︒御息所は一時

障匡の崖圧が三才になったとき︑癖謹の

○

れることで︑新興民族︑中老国民︑老図民

生にばかりでなく︑民族の粘刺にも考えら

若返り法でもあったが︑歳月と共にこれも

どと浮気をした︒そしてこれはまた一つの

て︑やれフランス料理だ︑イギリス料理な

夏は物の生命の成長濯展の時なので︑す

誇大に言えば寓年青年で︑何か前途洋々と

正直なところ若々しさをもっていて︑少し

我々は長い歴史をもつ幽民ではあるが︑

を食わせられて︑大いに敗職後はこれまた

先きの逢ったアメリカ料理︑ソ聯料理など

と禅えない力によってではあるが︑今は目

秋風抄

などと思はせられる各国のそれにも︑あて

また多少は青年の域を過ぎて来るかと思っ

べてが開放的で︑我為の心も明るく︑また

いった感があることは一面誠に頼母しいこ

たら︑今度のこの敗戦である︒これはやむ

はまることのように思う︒

何となく放心欣態になるが︑一度成長が止

とである︑これは術に新しがりやで︑生意

までの薪返り法には見られなかったほどの

今日の若返りには婦人たちが︑僻にこれ

根本は民族年齢にまだ若いものがあるから

娘時代を変現させ︑その意気やあたるべか

︑︑︑矛︑

に涯営換えられてくる︒古来物思はる呉秋

のことであろうか︑物には一利一審はある

らざるの槻がある︒それはＭ過剰などの騒

ぎはなく︑ＭやＷなどの性の唾別をなくし

︑

といわれているが︑いつの世になっても︑

うと思う︒

が天職に無我夢中で働く肺年時代というも

ならばこれは赤の時代であり︑ついで各自

イといった少年時代から青年の時代︑言う

木の葉が落ちても︑慾がころんでもオヵシ

称えて︑大いに若返り法とした︑でもこれ

に舌鼓をうち︑やがて支那料理の御馳走を

のはあまり来なかった︑かつては印度料理

ほとんど秋などの変の熟する時代というも

いったところで︑そしてまたその連紬で︑

秋の稔りを迎える日があろうか︑世は秋と

相集れば誠に賑かなことでこの鮎では︑元

揮している︒かくして︑開放的青年たちが

とばかり︑盛んに大鵬に脊年的開放性を遊

﹁書きますわよ﹂﹁大いに喋りますわよ﹂

て了うとするところまで来ている︒そして

のは︑これは夏の時代にも比す寺へく︑そし

らはや坐秋らしいものを迎えて︑多少通人

思えばこの図民はいつも春から夏時代と

て静かにして︑迫まって来る寂しさに物詮

の域に入ったともいえるが︑それも長い歴

なって︑しきりと感を思わすのである︒

︑

思はせられる初老などは︑秋の時代で︑老

史の上から言えば必ずしも長くはなく︑移

ｕ１１ｌ１ｌｌｌｌｌＩＩＩｌｌｌｌｌｌＩＩｌｌｌ

●

しかし︑この繭年青年たちは︑いつしか

気に溢れている今日ではある︒

の晩年は冬ともいう︑︑へきであろうか︒とこ

１１

り気のこの青年図民は︑珍しいものを漁つ

︑︑︑

その四季に擬すべきものが一生にはある︑

脚然に四季があるように︑我を人間にも

これに鍵りはない︒

ものだが︑この鮎は大いに尊重すべきだろ

︑︑︑︑︑

んで︑変の熟るる秋ともなると︑そぞろ吹

熱なところがそうさせるかも知れないが︑

若返っている︒

しか何となく内に物を求めるといった状態

者

く風も身にしみて︑附放的だった心もいつ

刺L−

ろでこ
こう
うい
いっ
った
た歴
厘別
別は
は︑
︑濁り我々個人の一

：Ｉ

￨
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食卓稽法御
スプ︲ンＩフラットシルバーの二

川島次郡

食卓で一つを共用にしていたそうです︒フ

ォークは十七世紀の始め頃伊太利から各図

に陣わったもの︑ス︒フーンは始めは料理用

として熱い汁をくみだすのに使われていま

したが︑汁物は直接口を器につけて飲む習

って食卓にならべられ︑重要な食器となっ

憧がずっと綾いていたので︑この三つが揃

です︒

たのは十八世紀にはいってからだという話

粧︵化粧州を水に溶かすため︶に使ったも

スプーンが食器の仲間入りをしたのは割

ますが︑それは料理に使ったものやら︑化
のやら︑はっきりしないそうです︒中世に

に新らしいことですが︑その用途の雁いこ

もＪ銀のスプーンがあったらしいと言われ

を特にフラットシルバーと純和している

なっても一般に使っていたスプーンは︑木

フオークｂスプーンの三つがあり︑これ

前擁には洋食群の大切なものに︑ナィフ

こ︑と︑銀器を亜んずる古くからの習わし︑

や動物の得で作ったものでした︒白蝋と

一一

ましたから︑こんどはその続きとして︑

ナイフフォークの使い方等について述べ

できていることは外のものに劣りません︒

ここに掲げたのはスプーンの基本的の形

と︑従ってその形や大きさに色々のものが

となっているものであります︒２ミリー

か︑ブリタニヤ金蹄とかのスプーンがあら
フラットシルバーといって︑スプーンは銀

スプーンのことを諜きましょう︒

にきまっているように思っていますが︑本

ポストの二国威Ｐ巨鼻訂三に︑よる︒

われたのはその後のことです︒なお今では

スプーンは︑顔が富る程に磨くといわれ

ありません︒銀メッキのもあり洋銀のもあ

営の銀器が︑ざらに使われているわけでは

テーブルスプーン

ンは︑ナイフ・フォークと共に︑食事の清

ています︒たしかに︑銀色に輝くスプー

ティースプーン

︲左から四番目のスプーンは︑正式の食事

食噸畢のスプーン

食後のコーヒーのスプーン

デザートスプーン
それにスプーンが食卓で使われだしたの

ロームメッキをしたのもあります︒

はナイフやフォークより後で︑三つの中一

り︑ステンレス︑黄銅にニッケルまたはク

しかしスプーンは︑元来愛用から出護し

番早いのはナイフでしたが︑始めの内は一

であります︒

らかさ︑品のよさ︑楽しさを醸し出す源泉

ではありません︒古代ギリシャ・ローマに

たもので︑最初から銀で作られていたわけ

（39〕

プスプーン﹂があり︑水瓜には先きの二つ

スに使う大型の﹁ソーススプーン﹂︑﹁スー

意しないとスープの滴りでネ

らないようにします︒ただ注

虞直にしてたく前屈みにな

クタイやチョッキを汚すこと

に割れたスプー￥もできています︒

がありますから︑スプーンに

ちついて滴りの垂れないよう

溢れる程にいれないこと︑落

︲に注意することが大切です︒

り︑チーズの細かいのを入れたりします

スープには︑時に︑クルートンを入れた

それで食卓に出すのにも︑魚や肉と同じよ

プをつけてたくたりしてはいけません︒

が︑パンをちぎって入れたり︑パンにスー
︑︑︑

うに左からし︑飲みものを右から出すのと

持ちスープ皿の手前から向うの方へと動か

さてスープが出たら︑スプーンを右手に

はありません︒維ったら︑スプーンは︑ボ

が︑無理に一滴も残さないようにする必要

差指で︑皿の手前をつまんで皿を傾けます

スープが少くなったら︑左手の栂指と人

さい器に︑クリームや砂糖をいれないブ

してスープを掬います︒スプーンは栂指を
︑︑︑︑︑

ラック・コーヒーが出されますが︵但し非

ールの凹面を上にし︑柄を皿の右手前にか

けておきます︒

しません︒

てはいけません︒またスプーンのスープを

出すことがあります︒この場合は︑スプー

や︑柄が左右についているカップに入れて

スープは時に︑紅茶茶碗に似たカップ
吹いてさまそうとしてばなりません︒スー

ってたべます︑この時スプーンは受皿にお

で二口三口掬ってたべ︑あとはカップを持

ンが受皿につけてありますから︑スプーン
これは何の料理でも同じですが︑上患を

します︒

プの熱さはスプーンを下の唇に富てて判断

スープには︑すうすうとすする一昔をたて

︑︑︑︑

軽く上にかけて持ち︑上からわしづかみに

スプーンにはこの外に︑ポールの底が偏

伴ってスプーンも小ぶ︲りです︒

茶碗は︑紅茶茶碗より形が小さく︑それに

ｇｏＣｐといっています︒一般に﹁−１ヒー

の時使うもので︑Ｐ津貝︲ロ旨口角○○顛濡

いって︑﹁飲む﹂とはいいません︒

︑︑

唾別します︒言葉も﹁スープをたべる﹂と

葵︶とも︑食べ物の仲間とされています︒

スープはコンソメ︹清葵︶ポタージュ︹濃

の大きさです︒

テーブルスプーンは︑スープ用で岳８

三

公式には甘味を加えることもあります︺そ

縄呼燕静塊誕餓

と︑柄の長い﹁ソーダスプーン﹂︑サーピ

ぐ40）
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平になっている﹁アイスクリームスプー

一

「

う鮎だけがちがいます︒ゴーンフレークの

で︑向うから手前の方へ動かして掬うとい

だスプーンを︑手前から向うに動かさない

たべ方は︑スープによく似ていますが︑た

︹ポリッジ︶に使います︒オートミールの

デザートスプーンは︑まずオートミール

じことです

ます︒これは紅茶・コーヒーの場合でも同

きカップに突込んだままたべないようにし

前から思いついたものではないかと想像さ

いった人がありました︒これは茶の湯の靴

ップの把手をとってとりまわして飲む︑と

スプーンをカップの向側におき︑右手でカ

茶をかきまわし︑全部砂糖が溶けてから︑

把手を抑え︑右手にスプーンを持って︑紅

は把手を左にする方がよい︑それは左手で

について︑始め

のカップの向き

ておきます︒こ

プーンを横にし

ツプの手前にス

る︑生活が苦しい？Ｉ︑とポャクのも尤で︑

酒色の中にこの世の赤を歌っているかにあ

シーに乗って︑娯楽ごとに夢中になって︑

ロには文なしで︑立汲な荒物を藩て︑タク

素倹約︑他日を期しているという︒フトコ

中より徐計に働かねば︑と歎々と働き︑質

回もせず︑職争に負けた図民は︑勝った連

像億ドル保有の西ドイツの方は︑争議は一

ごっこで︑ワーワー騒いでいる︒外貨五十

になって︑物偵の値上りと︑牧入のイタチ

外貨一三億ドルの貧乏日本は︑益々蕎津

︑︑︑

場合も同じことです︒

ただ欧米のパーティーや︑食後に出す茶

らぬものであろうかネー︑

子然とアキレルばかり︑も少し何んとかな

政治がダラシ・がなさ過ぎる︑幽民も批染シ

この反似をしたい限り絡生余は足りない︑

は︑スプーンをカップの向う側に澄くこと

右に向けてあります︒

れますが︑欧米の疫際では把手は最初から

デザートスプーンは︑この外果物︑煮た
す︒但し煮た果物は︑デザートコースでな

があります︒これは︑紅茶を受皿ごと受け

︑︑︑︑

く︑野菜として出されたら︑フォークを使

取ったときの操作には便利だから︑こうい

︹評議員︶

寛いだりすることが多いのです︒

屋に行ったり︑同じ食堂でも︑ソープァに

いつまでも食卓についていないで︑別の部

う形が行われだしたものでしょう︒食後は

て凍らせたもの︺の場合も同じことです︒

果物︑プリン︑プディングなどに使いま

○

います︒シャーベット︹果汁に砂糖を入れ

五

ティースプーンはティーに用いる外︑デ
ザートスプーンと同じように︑果物にもつ
ティーには︑カップの把手を右に向け力

かい︑うで卵にもつかいます︒

一
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弘道詩林
三好凌石選

＠連題八十八聖寒蝉大森午︵日立︶

覧古懐今感蕊胸︒勤王烈士起振鋒︒依雲亭子納涼虚︒開左

○００Ｏ○○○００００００００００００００ＯＯ
○○０ＯＯ
霊山仰紫峰︒評臼︒感傷之惰︒謹諸納涼︒浦談可訓︒

＠榊路山藤玄加藤玄智︵御殿場︺

榊路山中玄洞門．皆然禽古悶直源．清虚有象璽峰秀︒無限

○○０００Ｏ○○○○○○○００００００ＯＯＯα

＠朝顔九十四聖如雪慶野庄作︵茨城︶

０００○○
乾坤道自尊︒評日︒起得通勤︒景象有黙︒

○０００．０００００○○○○００００○○００００

朝破理顔夕減光︒秋来鰐気送新涼︒乃翁潤有栽培染︒喜得
０ＯＯＯＯ
花刺助寿康︒評白︒風桁浦高︒花弁栽培︒能菱其性︒

＠先批七十二回鮮辰

八十六聖江東片口安︹箭山︶
０００００○○００○○００００００○○００Ｏ
那維僻去後︒懐醤坐涼蕊︒百日紅紅映︒蓮花白白州︒堪思
○００００００Ｏ︑︑︑︑︑︑︑秘︑︑

儒門望︒猫抱鼓盆哀︒痩骨支家業︒祁頭撹劫次︒自註︒内
０００００００００Ｏ

子残後州四年故云︒蝉翁次談日︒尊娩逝如夢︒惟存奮鏡墓．

００００００００○○００００○○Ｏ

招魂閏室冷︒追薦悌篭開．断織室除恨．絶絃価抱哀︒香畑

花影濃︒燈穂照心次︒評日︒前後雨篇︒一讃令人感悲側︒

○○○○○００Ｏ

＠勤労感謝日九十二聖右隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶
０００Ｏ○○○００００００００○○００００００

勤労員是無双費︒生産坤加固蓮輿︒大厘都成工匠力︒豊田
０○○００○○○○ＯＯ００○○○○００︑︑︑迅
正見老農能ｐ物登脆溌値難悩︒俸給紛稲職敢承︒要識定時
恥︑︑︑︑︑︑︑︑︑
従事好︒如今感謝筒堪稲︒評日︒湿率︒妓僻題意

＠途三男庸夫航空之徳園

去短取長心自雄︒東西技術奪天工︒湖程三寓八千里︒朝褒

八十一聖順粥小串清一︵横涜︶
○○○００００００００００○○○○００００○○

＠丁西六月一初八宿鎌形武氏宅

○００ＯＯ
扶桑向速室︒評臼︒一気町成︒昔斌蛎錘︒

移山寺島慶一︹千葉︶
︑︑斑︑︑︑︑︑１迅迅︑︑記○○○００００○○

瓢然久客笑相迎︒酌酒剖難尤有傭︒満壁詩書人不見︒老松

＠東海村秀波栗原糖夫︵横漬︶

○○○○○
依奮作琴盤︒評日︒詔浅意深︒親戚情話︒浦娯自足︒

○００００ＯＯＯＯ００ＯＯ００ＯＯ○○００

評臼︒臨界新語︒得句雄健︒能入化工之手乃爾︒

浩浩乾坤気︒遥思東海村︒兆民拷待望︒臨界火光翻︒

＠次移山先生殻弘粁坂本弘︹千葉︶

五句雨舞烏詫同︒夏気如供餅暑来︒知是今秋牧稚富︒薫風

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○００００００Ｏ○

＠明月蓬莱間宮雄︵藤津︶

０００００
吹度稲花川︒評白︑著意平坦︒誠致可味︒

一輪明月上軍密︒雛外煙波碧泌漫︒焼屋銀蕊秋更静︒清涼

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○００００Ｏ○

０ＯＯ○○
夜色筆頭看︒評白︒三四清新︒月色可翫︒

＠新秋水石横江勝美︹横涜︶

ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ○０｜

０００○○
花映暁天渚︒評日︑二一浦爽︒三四有附微之意︒

礎炎己誰爽風生︒幡蜂知秋草際鴫６日月郷人環不止︒芙蓉

︑変節山先生八峡毒石崖林附之助字蕃

仙山練抄瑞雲中︒肇徳文章老益雄︒欽仰高齢冊八峡︒蛮詞

○００○０○○Ｏ○ＯＯ○○００００○○○○００
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戸

一

○○○○Ｏ
遥献節山翁︒評日︒高風可欽︒雅談Ⅱ刑︒

＠送友人之米園惑斎縦坂正︵千葉︺

︑︑︑︑︑沌︑︑︑︑︑︑︑述○ＯＯ００００００

飛機関取牧君行︒片胤孤鴻似有怖︒再禽懸知雁不遠︒春風
○００○○

遜日笑相迎︒評弓分手期再含︒鹸見有幡致︒

＠渡師山先生詩文紗霞軒鵜野英治︹千葉︶

過齢八峡挿無彊︒報図文章光雛長︒磁到詩篇金玉韻︒皇風

０００○○○○○○○○○○００ＯＯ００００○○
○ＯＯ００

振起放群光︒評弓捌而雅︒酢而健︒

＠後素先生遺徳碑成
八十一聖況堂天野佐一郎︹東京︶

○００○○○○００００００００００００００○○

恩怖感蒋憶先師︒遺徳千秋不朽正︒辛苦三年功巳就︒同朋

０００ＯＯ
今日仰製碑︒評臼︒感恩之憐︒溢干語句︒商徳可欽︒

０○○ＯＯ

里球高校競輪扇︒什七年来制覇成︒寓衆椴呼灘援沸︒健兇

＠臓胤商業間枝優勝審賦蓬州桑原毅作︵雌鳥︺
０００００００○○ＯＯ００○○ＯＯ○○ＯＯ○○

今日荷光労︒評弓剛健︒幽球優勝︒欣存之朕︒宛在日脂︒

一世雅名鳴海東．維統卓抜徳蝶隆．五戒明府三柑選︒米寿

＠斑武藤岐阜腺知事米赤行城背谷敏夫︹千葉︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑証︑０ＯＯＯＯ００ＯＯ
０○○○○

康寧致匪鵜︒評弓談絡高提．治紙可銘︒

＠大油谷武城岩崎庇治︵横演︶

○００００００○○ＯＯ○○００００００００００

逼人山雨来︒評弓佳洲︒筆筆蝿活︒一結有干釣之力︒

０００ＯＯ

画嶺世稲天下隙︒雲林巌堅惨炎隈︒硫筑掩掩池中沸︒鬼気

＠初冬偶成潅山箕輪直︹茨城︶

︑︑︑︑秘︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑お私

烏飛兎走疾於箭︒節入冬期十月天︒念脹衝風飛白玉︒袋楓

︑秘殖池沌○ＯＯ○○００○○００００Ｏ証︑︑︑

有除課︒耀逢日夕足安眠︒評日︒錐致牢︲坦︒冊儒淡如︒

︑可︑︑︑︑︑︑︑︑

帯雨布紅鍵︒文章宣見千金直︒来縛惟甘二頃田︒若問山園

＠偶成互村田中和三郎︹千葉︶

０○○ＯＯ○○○○ＯＯＯＯ○○００００ＯＯ○○

隣郎婚事全︒評弓努力有呪︒一家景禰︒

○○○○○

冊墾絡能成美川︒今年米作勝前年︒欣宥牧嘩豊焼好︒更有

︑錦昇庵即事岐龍唐津蝿太郎︵横演︶

○００ＯＯ○○００○○○○Ｏ︑℃︑︑︑︑︑︑︑
箪青続翠錦岬頭︒延眺農痔幾葛袈︒州脈潅浩臨浦淑︒怖棚
︑︑︑︑︑○○００ＯＯ００００００○○︑℃恥︑

︑郡︑︑︑︑︑︑︑︑

謡諦封林丘︒雲泥鵡爪無遥跡︒野鶴山雲未歴鱗︒日日間居
次之淡遠︒

親翰墨︒風光自是作良儒︒評日︒前以景致︒後以情趣︒便見胸

＠鈎焔漫言

＠化焦嘘瓢乎遊人

日東提案果何如︒貸臓何由不客除︒核爆員篤人知敵︒坤球

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△
一瞬化焦嘘︒

．＠意偏貝

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

東京名産到二難津如稗迭二横演一亦足し珍︒便識海苔香味美．
△△△△△

謝飛恵贈意侃員︒鋤桑原毅作氏見峨海苔戯僻難津大阪

＠賀足利紫山管長老師百歳毒以奉贈凌石寛

一念三千四大身︒光風舞月見清丘︒仙齢百蒜老増健︒機外
超然法悦新︒

＠七十自毒識請吟埼喬和
白首耽詩気筒豪︒細勉名利付秋事︒七十樗材無補世︒空仰
天章東壁高︒
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一

◇雑一詠

弘道歌園割田斧二選
秀逢

○松江市平井常清

枯草にとまるを見れば赤錆蛤短き命もしばし静けく
︵深く事象に諦念して︑人生にも相亙り︑もののあはれあり︶

○宇都宮市菅谷徳雁

我往年輔勤の矯め二ヶ年間家庭を離れし際︑添疲の子を残
し置きたりしに︑子は父の輔勤を知りっ具も獲る時は必ず
枕を二つ並べて置きしというを恩ひ出でて・

二年の夜為を茎しく父の枕ならべてい胆し子かもいぢらし
︹親を慕う子供の純情こそは親を泣かす︑誠は天の通なり︶

○千葉螺菅谷義太郎

いつくしみ深くはぐくむ乳人を母とも幕ふみなし子かなし
︹この子供の純精が成人して如何に愛化するであらうことを思
えば︑人の世はまことにあはれである︶

○東京都中村徐風
︵人生無篤のうちに老ゆの感それ３卜︑になきを得ず︑素朴の中

年寄をことほぐと菓子贈られて響れの中に恥ぢひおぽゆ
にその感あり︶

佳作

○富山腰片口江束

おくつきに秋の七草手・同けして在りし世しのぶ蝉しぐれの

○鈴木康文先生歌碑除幕式千葉螺鵜野秀春

教子の心こめたる石文は仰ぎ見るだにとふとかりけり

○台風長岡市波多良介

あらかじめ恩ひしよりもしづかにて景色ばかりか越の台風

○茨城豚蕗田一誠

台風の懸念に厩る夕なり畑のおちこちこぼろぎの鳴く

○挫作の秋千葉螺片岡如山

秋繭を責り渡したりわが手足伸びゆく如し風呂に浸りて

多牧狸の人ら年為数ましてみのりの秋のいや豊かなり

○千葉媒石橋香峰
○佐原市坂本弘軒
○佐倉市兼坂秀嶺

朝顔の花を園みてうからみな朝茶に陸む時ぞ楽しき

○川越市小名木狂辰

飯の外お茶に煙草に酒と飲みて口もなかノ︑忙しきかな

○富士登山千葉牒金杉茂穂

農薬を施せし田の稽黒く豊作型となりて照り峡ゆ

頂に残れる雪の輝きに心躍らした壁登りゆく

（44）

○

○

埼玉螺大久根吐川

千葉懸渡逢豊秋

法難の昔を偲ぶ槙の木に幾世照りけむ法のみ光り

新潟聯土田朝男

病の療えて露ふむ旦かな

穂学む田一全く昏れて天の川

壁の数子に数えさせ南瓜買う

養老園全棟静もり天の川

夕立漏る廷が分つ口論の座

武職野の面影残り百舌烏猛る

豊作も三年綾く月太る

越狂辰

東京徐風

路

盆踊笛に太鼓に一昔の冴えて人ら明るし豊作の年
しら造

○

割川斧二

台風の諜報ありしも何一つ被害のあらぬうらぎりぞよき
○

茨城一

／、

蛇龍洗ふ飛沫にぬれて打叩

うねたての引行く縦に崎蛤来る

嵐気味止んで夜に入る虫の蕊

台風もそれて安堵や空の月

越

工血如吐弘香秀良茂静

畦道に一つ白鷺拾う目に白きがさびし痩せて件ちたり

Ｉ１ｌＩＩ

◇雑詠

秋凍し灯ゆる上挑子港

古袷松が枝にかけきのこがり

松芽のかをり流ろる秋の山

墓掃けば散り来る一葉ありにけり

猫り居の土にしみ入る虫の蕊

土川入妻の馳走の泥縮汁

○

風鈴に机移して怠ける兇

騨路の木愈の軒端の門火かな

前山の黒く時る門火かな

○次雅文苑原稿締切十一月十日限
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弘道俳壇大橋越央子選

秀逸

稽妻や翌けき年の綾く秋千葉嫌伊藤丘南
ワイヤーの静かに往き交ふ青葉漢富山螺香川越路
奈良にて

朝戸繰れば大鹿のそりのそり去る東京都中村徐風

稽妻のしきりなる夜の渡し舟茨城聯内田静甫
涼しさや椋相の葉越に雨後の月千葉牒金杉茂穂
佳作

掛稽に川守りの洞かくれけり千葉丘南
世僻いふて物乞ひ来るや里祭

破れ垣の暇繕ひや冬隣り

（葉葉後葉城

越王玉

誠

子洗月軒峰嶺介穂甫

山

川

鱒

f千越千茨

埼二埼佐

本含だより

￨￨

支含だより

﹁日本撫済の現状﹂︵本含談話含講菰概要︺

村上牧太︑柔迩奉仕の岸津竹次郎雨氏の表彰

九月十三日青梅公民微に於て︑刺遡奉仕の

○青梅支含報告

なるパンフレットを︑弘通七︑八月雛に添え

察署岡本署長︑青梅市議官榎本議長参列︑そ

式を畢行︑文部省より大臣代理臼井政務次

の他市立小中塁校長︑一般含衆百名以上参

て︑全含員に配布せり︒今日の経済事椿逮理

旬にかけて︑含津地方を旅行さる

加︑中村氏の司含で午後二時三十分開式︑中

方事務所吉竹所長︑青梅市榎戸市長︑青梅警

△青梅支酋善行者表彰青梅支念に於ては︑

悔︑弘通念より含長代皿割田主事︑西多摩地

九月十三日︵金︶午後二時より市内公民鮪に

る輝過を報告︑飯田支愈長の挨拶あり︑次で

表彰状並に記念品を胴呈し︑来賓文部大臣代

村氏より村上︑岸津雨氏を表彰するに至りた

は文部街より政務次愉臼井荘一氏出席︑その

理政務次官臼井先生︑西多摩地方事所長吉竹

於て︑同市の篤行者二名の稀に見る善行を

他市長︑地方事務所長︑警察署長等の覗僻あ

△競馬含理事長再任酒井本含々長は︑日本

聴く倉に移行︑臼井先生より迩徳教育に付約

午後三時二十分式維了後︑文部大臣のお話を

長︑日本弘通含長代理割田先生の祁酢あり︑

先生︑青梅市長棋戸先生︑帝梅弊察懇岡本署

競馬含理事長を農林省より再任さる・

の質疑無く感激裡に午後四時維了︑中村司含

四十分熱心に而も親切に御託あり︑含衆より
より来貢並に一般参列者に謝僻を述べて閉含

△青梅支曾講演雪青梅支含と雁生小畢校外
二畔より祁生小畢校々堂で講演倉を開催︑本

を宣す︒

囚に村上氏は剣通防具三十組以上常備し︑

含よりお茶の水女子大畢教授勝部丘長氏出張

三校の共同主催で︑九月二十八日︹土︶午後

︾に︒

り︑本含よりは割田主事出席す︑盛愈であつ

表彰し︑表彰状並に記念品を鮒呈した︒常日

解するに秘めて緊要なものだからである︒

I ￨

△理事消息野口理事は七月下旬より八月上

△パンフレット配布財務監督石坂泰三氏の

￨￨

され﹁家庭教育と迩徳﹂と題して講演さる・

道を教え︑岸津氏は是亦青少年数拾名を集め︑

青少年数拾名を集め︑一週二回刺の逆と人の

一週三回柔道に併せて人たるの道を教え︑雨

氏共名を求めず財を求めず︑自己の雅業を犠

牲に献身奉仕されて居り︑現代世相の中に於

ては稀に見る奇特の行億である︒日本弘逝命

青梅支含は斯の篤行を表彰し卯か感謝の意を

表した次鋪で︑今後術地方に於ける吐命迩徳

の昂揚に多大の効果を商すことを確信するも

尚本倉より物心雨面の御援助ありたること

のである︒

を感謝する︒

（46）
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○また白く︑鬼祁は︑二気の良能なり︒

︒０

０Ｏ

注働二気とあわせて説くと便利である︒二菜は陰・腸ふたつの気︒陰陽はひとつの気の南面︑ひとつの気の妓初の分化面といえ

る︒易の盤酢惇に．陰一陽︑之謂迩︑﹂とある︒これを説明して︑．陰一陽は形而下︵有︶の器︹これとかあれとかいう︑

ことができて︑ひとつひとつ唾別がつく現象︶︑通はそのようにある全慨をいう︒形而上︹無︶のものである︒陰・陽は︑

比較相待に絡始する現象の世界のありかた︑もっとも原始的な糎鹸の封象となる典︲俗な現象からはじめて︑それにつながる

l
l

ス︑水
水︑
︑凹
凹︒
︒陽陽
はは
稚穣
極極
的的
︑︑プラぞ火︑凸︒

いろいろの思想的な世界にまで蕊展して︑その積極面と消極面とを示すもの︑ということができる︒陰は消純的︑マイナ

｜

気塊

｜

m.鬼c
紡形
璽腔

磯記の澱迩についてみると
陽陰

｜

儒門粘言

Ｏ

５
４

６
４

而下の器あり︑物を生ずるの具なり︒ここをもって人物の生する︑必ずこの理を票けて︑然る後に性あり︑必ず

ら

○朱元晦日く天地の間︑理あり気あり︒理なるものは︑形而上の蓮なり︑物を生するの本なり︒気なるものは︑形

１
４

由るところなし︑すなはち天より出づ︑人に係らず︒﹂とある︒王陽明の良知良能の説はこれにもとづく︒

なり︒慮らずして知るところのものは︑その良知なり︒﹂とある︒注に﹁良は本然の差なり︒程子日く︑良知良能は︑みな

㈱そのものに本来くっついているはたらきという意︒孟子塞心章句上に﹁人の梁ばずして能くするところのものは︑その良能

００○○

いうと︑地と天にかえるという意味である︒

ことである︒鬼は鬼︑利は祁︑それぞれ︑分離し︑やがてはもとの陰陽という個別を超えた一気にもどる︒かたちについて

となり利となる︑鬼祁︹つまり形磯とそれにくっついたはたらき︑く精薙︶の合磯が﹁生﹂である︒死はそれがもとにかえる

的のもの︹伽︶と形而上的今形而上ではない﹂という意︒︶のもの︹気︶を分化し︑このふたつが︑それぞれ︑緊張して鬼

Ｏ

である︒鬼は形態につながり︑祁は粘雄すなわち幽語でいう粘祁活動につながる︒ということは︑陰陽が交合して︑形而下

ている怖態が成りたつ︑という意味のことがある︒この限りでは︑鬼は雌の︑洲は鋪の︑それぞれ︑緊張した怖態をいうの

このようなふたつの系列がつくれる︑そしてこのようにちがうものが︑いっしょになって︵つまり交合して︶︑人の生き

天地

一

門

精
言

一一一

ることを気のうえに引きおこす︒それで︑動くことによって陽を︑止まることによって陰を︑おこす︒そのようにして︑い

ている︒けれども自分自身以外のなにものからも支配されない︒自分自身は動くことも止まることもないが︑動くこと止ま

理は︑あらゆるいのち︑あらゆる心のはたらき︑あらゆる力のもとである︒だから︑あらゆるものをそのうちに含み潜ませ

がこりかたまるとき１言ところでは︑いつも︑その中心になっている︒
︒︒Ｏ○

気は︑こりかたまって︑物遼生ずる︒理は︑いわゆる心のはたらきでもなく︑なんにも作りだすということはないが︑気

と︑ほとんどまったく同じである︒

ち
とで
であ
ある
る︒
︒だ
だか
から
ら朱朱
ちばんも と
子子
がが
︑︑このような理を表現している仕方は︑老子の名にくっつけられている道の表現の仕方

がりはもっている︒理は︑したがって︑また太極である︒なにものも︑もうつけ加えることはない︑いちばんはじめで︑い

くことも︑もちろん︑さわることもできない︒気が形盤的で形而下であるのに封して形而上である︒けれども限りないひろ

ところでそういう理は︑道︑とほとんどまったく同じで︑いささかも形捜的なところがなく︑したがって︑見ることも聞

油に火がついてもえる︑といったようなものである︒

気と理とがいっしょであれば︑人の心ははたらくが︑ふたつが離ればなれでは︑気も理もどちらもはたらけない︒それは

気にくっついて︑しかもそれを支配している﹂のである︒

らでも︑理は︑いつも︑陰と陽にくっついている︒﹁理は︑たとえば乗り手がその馬に乗っているように︑陰・陽ふたつの

のときから︑理と気とはある︒気が︑ひとりでに︑陰すなわちマイナスと陽すなわちプラスの対立をおこすようになってか

まず︑気は︑理に支配されているまあいわばガスのような変盟である︒こうような世界ができあがるまえ︑いわゆる太一

鯛朱子は程伊川から理気の諦を承け一Ｌ盤系づけ︑集成した︒その要領はつぎのようである︒

○○︶︑年七十一で死︒著述は非常に多い・けれどもその精粋は四書の集註である︒

紘民を主とし︑畢問は居敬窮理を主とした︒宋の理畢は朱子になって集大成したということができる︒慶元六年︵西暦二一

ろ︑経管した畢堂などにちなんで︑紫陽・晦庵・雲谷老人︑晦翁・漉洲嫡聖ざ迩翁などと雛した︒政治についての論で正君

れ︑浦の康蝶のとき︑位を＋哲の次にのぼせられた︒よって朱子と稲せられ︑また朱丈公とも称せられる︒そのおったとこ

安の朱烹と稲している︒官は換章閣待制︑秘閣修撰︒霊は丈︑紹定のとき︑徽図公に追封され︑淳茄のとき孔廟に従祁さ

注幽元晦は朱烹の字︒のち改めて仲晦とした︒朱烹は宋の婆源の人︒整源は︑梁・陳のときは︑新安郡である︒だから︑多く新

この気を真けて然る後に形あり︒

儒

ま現にこのようにあるとの世界をまんべんなく︑動かしている︒

このような理をたてる朱子は︑したがって人桁的な祁はないもの︑としている︒それで︑ふるく孔子が︑はっきりとはＨ
いわば合理的なものを︑おきかえている︑と︑毛いえる︒

畳的でないまでも︑とにかくいたく評定的であった人格的な洲の信仰を︑はっきりと︑ここで断ちきり︑その代りに︑まあ

望円更と澄みとおった空を天という︒天は側周をえがいて回り岡って止むときがない︒しかし︑あの天に︑この批界の人

○○○

の罪や悪い行いを裁く何か尊いものがいる︑というのは︑いわれのないことである︒といって︑そこにいっさいのものが現
る︒﹂このように︑米子の思想の基稚はまとめて解稗できる︒

にしたがってい︑またしたがうべき一定の法則というか︑原理というか︑とにかくそういうきまりがあることはたしかであ

㈱米子は張猫栗と程明辿とを引用して︑天の理としての人の性は︑完全に善であるとしている︒その説はつぎのように解稗で

きる︒天の理としての人の性は気とまじって濁らされる︒そこで善と悪のまじりあった人の心ができあがる︒天の理は︑た

だ聖人だけに完全な勢力を占める︒だから︑聖人には峡けたとこがない︒聖人以外の人は︑だれでも︑その心のいい面を︑
○Ｏ○

○００

まず川心ぷかく菱って︑わるい面を桃いのけなければならない︒人が︑天の理からうけるものが性で︑天の無からうけるも

のはいのちである︒いのちを輿える皿によって︑人が天からうけるものが性である︒性は︑徹頭徹尾︑善であって︑なんの
不審もない︒

○また日く︑人の人たる所以︑そそ
のの
帝理はすなはち天地の理︑ その気はすなはち天地の気︒理には通なし︑見るべ
からす︒故に気においてこれを槻る︒

○ま
−言うべきなし︒しかれば必ずそのよってきたるところを推さんと欲すれば︑
Ｃ
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すべからくますこの理あることを一説くべし︒しかれども理はまた別に一物となすにあらず︒すなはちこの菰のな

７
４

門

つ

かに
に存
か
存す
す︑
︑こ
こくの気なければ︑この理もまた掛り緋くところなし︒莱墜９なはち金木水火となす︑理はすなはち仁

義確智となす︒

緒言

○また白く︑﹄太極はただこれ一筒の理の字のみ︒
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○本雛は秋期補大瀧となりましたが︑その主

ん︒

なるものが︑期せずして修身科の問題となり

一

○豊作は三年つづかないと昔からいわれると

ました︒私たち砥含教育︑迩徳振興を任とす
るものにとっては︑国家のため圃民養成に正

科畢の進歩︑農業技術の護誰その他があるこ

○文部省に於ても︑世の褒状に鑑みて︑修身

であります︒

大な問題で腫刺に考え泡ばならぬことだから

とではありましょうが︑このように良い方に

立の畢科としていよ︐Ｉ︑変施を期して居るよ

うです︒しかし︑私たちはその方針は柑然だ

教育の論議から一歩を進めて︑義務教育に獅

と思いますが︑といってそのいかにしての具

狂うのは︑誠に御同慶に堪えません︒

いてこの秋立祇な稔りの成果を得ましたが︑

見ることなく︑衆知を集む署へきでしょう︒本

ありますまい︑前ばかり見たり︑過去ばかり

慨的問題については︑決して簡躯なことでは

雅の河野先生︑鳥山先生などのお説はよく味
ふ言へき好読物です︒

お互に一働きせねばなりますまい︒

○十月に入るや各支含で講演含などが深山灘

す︒

謝すると共に切に遡のため御自愛を術りま

定されて居ります︑皆様の御識力に封して感

腫ぜねばならないし︑剛家脚髄の問題も︑諸事

す︒自分の事は︑自分で整理せねばなりませ

せの俺が春﹂の安逸さは許されないことで

占領政策に馴れてともすれば﹁何事も貴方委

うに善虚するお瓦の亜大責任があることで︑

ることですので︑何れもその通を謀らないよ

ようやく脚主的に解決すべき機迩が参って居

○剛家全慨を通じて仙界の微妙な動きにも遡

ちの眼前には問題が山読Ｌている有様です︑

動を期する秋に入ったわけです︑思えば私た

私たちはまた一足迎れて︑これから一層の活

○稲作たちは︑この夏を健全に溌育すべく働

て来たといわれますが︑勿論この狂いには︑

させられます︑維職後は何も彼も狂いを生じ

いいますが︑その豊作が本年で三年間つ堂く

Ｏ編輯だより

で

という朗報で︑何か私たち図民は大鎚心弧く

【
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弘道責慣一冊金参拾五回也

弘道含入含手績

一ヶ年含賓余百五拾側を排込み入含の手綱

をとること︒曾員には雑誌弘通を無料配布

岡封入の方に送付す︒
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本官編桝部へ御相談を乞ふ︒

○本誌贋告の件については︑

昭和三十二年十月一日壷行

割田斧二

東京都千代田雌西岬田ニゾー

東京都千代田腿祁田祁保町三ノ十

菱行兼
編輯人

印刷人春山治部左術門

東京都千代田腿祁田祁保町三ノ十

・東京都千代田睡西祁田ニノ一

・印刷所東京免言︶共立牡印刷所

読認廻日本弘道含

電話九段九番

振替口座東京皇宅番
日本出版協曾含員番溌Ｂ一西寛

一

