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一

○道徳教育への工夫
九月一日の新里期から︑小中畢校の義務教育では道徳教育がいよ
ｊ︑特設賞施され︑一ヶ年間に三十四時間とか︑三十五時とかの賓
施が義務づけられることとなった︒

道徳教育の賓施については︑日教組を初めこれに同調する政黛や
閣燈など推歩派を自任するものからは︑とかくの論があるが︑それ
は文化閣家の図民として今日の有様で浦足するとか︑或は現在の畢
校教育でやって居る道徳教育で十分だとかいうのであろうか︒その
目的が︑図家組織の鍵革にあるとか︑特殊の勝曲りな考え方ならば
別として︑そうではなく︑道義を益々典して︑より閣家剛民の教養
と肺位を高め︑人間味を鯉かにしようと願うならば︑これに反謝す
るのはチトおかしな話ではあるまいか︒
文明間民か野盤剛民かは︑一にか比って道徳の教養を各自が牙に
つけて居るか否かにある︑といってもよいほどに人間の基礎をなす
道徳を子供に峡ける教育こそは︑より益を弧化すべく︑これでよい
というものではない︒まして維戦後殊に衰えた道義心のことだ︑そ
れを養うに今日のま奥でよいなどということのあるべき筈がないと
すれば︑問題は道徳教育を特設して弧化しようとすることの是非よ
りも道徳教育には何をどうにという内容に問題はある窪で︑これに
は充分械討すべきであると我をも考えるのである︒

そこでまづ道徳の徳目とか主力を注ぐべきものについて︑今後最
も緊要なるものの研究が必要でこれは決して昔のま典のそれであっ
てはならないことは勿論であるが︑この半は紙面の都合上ここでは
ふれないことにして︑次の問題である如何に指導し験けるかの方法

の一端にだけふれることにする︑それにはまづ理論よりもより資践
や訓練に力を注ぐべしということである︒日本の道徳教育は︑明治

大正を通じて︑とかく知識の面が多く資践面が少かつた︑素より道
徳は理論より出凌すべきではあるが︑その側的は遂に賞践に蹄する
とすれば︑常然より訓練に力を入れるべきであろう︒特に少年の時
代こそ訓練が蝦も必要であるから︑西欧諸剛の如き︑幼少一年の峡け
は︑家庭を初め皐校に於ても非常に厳格だということであるが︑こ
れは誠に尤であるといわねばならない︒
ところが我が閥では︑かくノ︑すべし︑すべからずと説くことは
識して来たが︑家庭の親も駆校も自らこれを行いつつ叉生徒たち
にも旧附坐臥これを賀践させる訓練というものは至って怠り勝であ
る︒そこで知識では皆善悪を承知していても︑その．お説教が即貨践
とならない︑子供たちは狂隙の手本から導かれたり習性となる行が
ないからであって︑知識と行嬬とがバラノ︑のまｋなのである︒道
徳を説く先生や父兄は︑術に凹斗がその通り行い︑それを見せて怠
りなく疫際に唯け︑いつしか子供たちの行いを一の智悩にまでさせ
て始めて道徳は生きるのである︑例えば泥坊が言っても︑立派な人
が言っても︑人のものを盗んではいけないという道理そのものは間
違いないが︑だからといって︑泥坊が言ったのでは子供には資践へ
と導かれる働きにはならない︑だから道理どおり砿けるには道理ど
おりの行いをする人が言い︑そして欺ける必要があるのに︑この鮎
がとかく従来は峡けていた嫌いがあった︒即ち道理は道理︑行いは
行いで︑然も道理を資行に生かす方法に努めなかった︒これが道徳
教育の効果がとかく云冷された根本ではなかったろうか︒こうした
方法の鮎だけは今後の道徳教育の峡けに是非改めたいと思う︒どう
ぞた障物の道理を教えるだけで道徳教育は事足るかの安易な考え方
を捨てて︑説くものほ一勢勘考の自任だけでなく︑自ら手本を示し
てこれを裏づけすることで道理を生かし︑子供に資行させる厳しい
咲けに力を注ぐ努力を望んで止まないものである︒︹知巳庵︶

生命の倫理

深作安文

を殺すなかれ﹂といふ戒律は諺悌基二教の経典に︿シキリ

掲げられてある︒さて︑この生命は先づ第一に︑奉呈が人

格を完成する上に基本的の峰件たるのであって︑若しこれ

が無ければ︑五男は到底己が人格を完成して︑本貫の人間

たることが不可能である︒これは生命の有する倫理上並に

哲皐上の意義と贋値とである︒然り︑生命の軽覗は人椛の
人生のごつたかへし︑世相の陰惨︑家庭の荒涼︑犯罪に

は倫理上並に哲皐上愁至上至商の事項に封する無心︑無恋

の所行であって︑宥恕の除地は寸墓も認められないのであ

燥州は諭なく︑人格尊厳の破壊でもある︒すなはち諺それ

る︒たミ年齢と病気とが情状酌量といふ事態を喚起すの

開する自責︑苦悩に満つる自棄︑撤愛の破綻諺洗心の至難
し︑吐愈上︑混迷した生活の倦厭が︑もるノーの生命の軽

等︑言換へれば︑精紳上︑肉謄上︑道徳上︑経湾上︑ない

劇中︑鮫も人の注意を引く筆頭でなければならぬ︒いはゆ

生命は五男の所有であると何時に︑又︑吐含のそれであ

的に成立し︑祇含的に啓培せられるものであれば︑五男の

更に思惟するに︑その完成せらるべき各自の人格は肺曾

一一

は己むを得ない︒

る道徳教育の壁にぶつかって︑左支右吾︑その方策に間じ

る︒この故に垂男は勝手に己が生命を︑又︑他のそれを害

る︒巾にもかのこ少女の父親絞殺こそは︑数ある近来の惨

抜いた我が指導階層の人為は︑先づかような賞際問題の綿

することは許されないのである︒垂見の生命は五男一私の

L上ノ

硯となって現はれて︑吐曾の暗い影を作り上げるのであ

想を見出すことが出来るかとも思はれる︒

る︒こ上に於いて︑自他の生命の保存︑愛謹が一段の重要

所有ではなくて︑吾交と杜禽との共同所有であるからであ

密な取扱の中から︑割合に容易に効果的な同教育の根本思
かの﹁命あっての物種﹂といふ僅諺は︑今日︑依然とし

性を具へ来るのである︒昔︑封建時代にあっては︑己が尊

てその生命を有する︒垂見の生命は︑一たびこれを矢へぱ
の東西︑人命に危害を加へる行篤が︑特に道徳と法律との

永遠にこれを回復することが出来ない︒これ時の古今︑洋

ある︒

親鴎を無き者にした者は︑断然︑極刑に虚せられたもので

元来︑人命の保護は︑園家的祇愈の主要なる義務である

二鮎からみて︑諸多の罪悪中︑最も重大なるものを構成す
る所以である︒否︑宗教も亦︑決してこれを獣覗せず︑﹁人

〆 司 、

一一と同時に︑又重要なる権利である︒かの警察諺司法制度諺

軍隊等の存するは︑主としてこれが篇めである︒これ等三
者がその任務を完遂し得るや否やといふことが︑そのま上
でこれ等を有する園家的杜曾の品等を決定する標的となる
のである︒しかしながら︑国家的杜愈は決して寓能力を有
するものではない︒この種の壮含が如何程︑その役目を亜

覗しても︑突護の事鍵に向って十二分にその義務を完うす
ることは期待し難いことがある︒所謂正樹防衛はこ上に是
正せられる︒

かように︑垂見の生命は貴亜なものであっても︑道徳は
往さ﹂の生命を犠供して︑更に大なる義務の遂行を命する
ことがある︒例へば︑赤十字事業に開係ある者が︑男子と
いはず︑蒋又︑女子といはす︑硝煙弾雨の間に馳駆して︑

傷病兵を救護することの如き︑或は病源探究の蔦めに︑醤
者や病理畢者が︑進んで陣染病患者に接して︑その病源を
変兇することの如き恥或は又︑地理皐者︑地震畢者等が︑

火山の爆護︑地震の惨害などを物ともせず︑賞地を踏査す
ることの如き︑一登数へ来れば訟僕を更へても逆も︑間に

自殺は倫理上からも難解の問題の一とせられる︒こは人類

特有の事象であって︑生を愛し︑死を厭ふ常識の上に立て

は︑極めて不自然のことでなければならぬ︒人知以外の動

物の生活は︑専ら本能によって支配せられて︑少しも意志

の自由を有せぬ︒是れ彼等の間に︑自殺といふことの見ら

れぬ所以である︒意志の自由︑従って思慮︑反行︑約めれ

ぱ︑熟考といふことは︑自殺を可能ならしめる心理畢的係

件である︒一国の文明なり文化なりが進み︑紅禽の機織が

複雑となり︑日為の生活が困難となるに従ひ︑自殺者の統

の比は︑大鰐︑コンスタントである︒この軸からいへば︑

計は︑上昇するを常とする︒自殺者の数とその園の人口と

でなく︑確に一種の杜含現象と見るべきである︒伊太利の

自殺は猫りこれを人類の不自然的行篤であるといふばかり

モルセリーが︑﹁自殺は生存競争と人類淘汰との結果であ

って証文明壮倉に於ける進化の法則に従ふものである﹂と

断じたのは︑一雄の填理を道破したものであると︑見なけ

自殺の原因は頗る多岐多様である︒今︑その主なるもの

ればならぬ︒

癌謎家庭の混雑︑遊蕩並に犯罪に開する悔悟︑刑罪に封す

を畢げれぱ︑ノイローゼ特に憂欝病︑酒糖中毒︑呼吸器病︑

る恐怖︑恥辱︑激怒︑失鍾︑嫉妬︑絶望即ち是れである︒

合はいであろう︒か上る素晴らしい献身的行篤の主鰐たる
者は︑たとひ︑肉には死んでも蕊には生きるのである︒こ

生活の告白である︒醜い生活の醜い経結である﹂と言切つ

猫逸のパウルゼンが︑﹁自殺は罪悪の象徴である︒罪多き

れを不死の生命と呼ぶのである︒
一一一

妻こ上で筆者は︑自殺を検討する段階に到達した︒古来︑

（2）
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きウェルテルの悩み﹂が一公けにせられてからといふものは

ばならぬ．叉稀に謹術の盲目的熱愛がある︒ゲーテの﹁若

たのは︑このあたりの事賞を念頭に匪いた言畢げでなけれ

ている間は芯一方に己が封己的義務を果たすべく熱他方に

二係も亦軍に一面の主張である︒吾為は布くも一息の通う

歌を叫ぶ者こそ︑賃の勇者といふべきである︒ついては第

い意志力を働かせて︑あるゆる困難︑非運を打附して︑凱

四

これが心酔者の内には自殺した者がある︒

凌のこの世に於ける生存は︑いはぱ千載の吾︑永恒の一過

己が掛他的義務を果たさねばならないのである︒蓋し謡吾

である︒されば玉男はたとえ︑どの様な窮境に陥ろうとも

さりながら︑これを古代にしては諺グリースのストア皐
のヒューム︑猫逸のショー︒ヘンハウエル等は︑何れも自殺

派︑エピキュロス畢派の人達︑これを近世にして峰英国

る間は︑努めて内外の義務を果たすことを心掛けなければ

叉︑どの様な額齢に達しようとも︑布くも一縦の生命のあ

約めることが出来る︒

を認容している︒その諭擦を見るに耐これを左の三ケ膝に

して断じ得るところでない︒病人の自殺といふことは世に

なら左いのである︒己が生存の偵値の如きは︑能く一朝に

ありふれた事控であるが︑米剛のウィリアム・ジェームズ

例人類は自ら我身を殺す自由を有する︒
何自ら我身を殺す者は勇者である︒

をどんな人が通るかを見る矯めでも可い・﹂といっている︒

は﹁自殺する前に︑もう＃四時間生きていなさい︒窓の前

しかし︑冷静に老へて見る健これ等三ケ峰の主張は︑こ

例仙仙なき生存を中止する者は賢者である︒

れを覆へすことが出来るのである︒五男の生命は前述の通

て︑見れば︑第三係も亦少くとも全稚命題の形では兎これ

賞用主義者の言として砥いふべからざる味ひがある︒由っ

り︑五男一私の所有ではなくて︑垂見と紅含との共同所有
である以上︑吾盈は少くとも蔽禽人としては︑我身を殺す

けれども︑自殺反濁論は︑多少︑例外を認めぬ識にいか

五

を力説することは至難であるといはねばならぬ︒

ある︒中外︑古今の自殺者の中に峰無論︑幾多の勇者が

自由を有せないのである︒これが第一燦の背理なる所以で
あろうけれども︑さればとて︑凡ての自殺者が勇者である

しいものである︒すなはち︑己が大事に逢着して人力の一

ぬのである︒しかも︑その例外はいかにも尊といもの︑輝

も︑事情︑境遇の弧い屡迫の前には︑敢えて己が生命を絶

地に塊ぢない場合である︒言換へれば︑命を鴻毛の軽きに

切を表し︑たとえ︑自ら我身を殺しても︑少しも傭仰︑天

といふことは出来ない︒生活上の落伍者も憩懸愛の遊戯者
つことは眼前の事賢である︒却って︑宛も鋼徴のような腿

（3）
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一

比して︑己が面した難開を突破した場合である︒例へぱ耐
は︑単にこれを非難し得ないばかりでなく芯とこしへに我

楠木正成の討死のような場合である︒彼の素晴らしい忠死
が国史を飾って︑後世︑彼を仰慕して奮起し秘七生報国の

武名を輝かす者が少くないのである︒中園では丁汝昌の自
殺のような場合である︒彼は一つには海国中園の海の第一

線の最高責任者としての己が鰐面を全うし謎又一つには部
下勝率や雇外図人の生命を助けようとして︑従容︑毒を仰
いて死んだのである︒叉︑古代希臓のソクラテースの場合

識を練磨して︑正邪善悪について正確なる断定を下さしめる

ロ︑道徳教育の目的は︑努めて被教育者の個我を純化し︑その良

にある︒

とを解し︑あらかじめ︑懇誠と教育技術とを習得して︑然る

︿︑道徳教育者は︑どこまでも人の師たる品格と使命と及び責任

後︑壇上に立つべきである︒︹一二一︑八︑一×文畢坤士︶

現今の道徳教育問題山

我図に於ける目下の道徳教育上の群しき問題といへぱ︑

藤井種太

んで疑はす︑死に臨んでなぼ蕊門人に向って詳有迩法の

の如きである︒その徹底した通念健何庭までも図法を尊
美徳なる所以を説き︑固法の命ずるま奥に︑吾と我が生命

反する教育者国篭の反抗とであらう︒以下此の二者につき

文部営局の小中高校に於ける道徳科復活への踏切と︑之に

上あるのである︒これを要するに︑些の私心とてはなく︑

を中断し︑その崇高な人格は永遠に日星とその光を手ひつ

すべきかを考へてみたいと恩ふ︒

批判を加ふると共に︑我閣の道徳教育は牌来に於て如何に

った︒庭が其後民主交義思想の弘布と共に︑園民思想の大

潮笑してゐたのが︑常時の中老以上の人だの心の反雁であ

ら︑候令修身科を展しても我が国鵠は動かじ誼と心の中に

図民道徳の中心たる忠君愛国の思想を抑へんとするもの乍

間は融畢国瞳若として之を見詰むると共に︑是れ即ち我が

られて来た修身科を陵したに始まったものであるが︑初の

た著しいものとして漣明治維新以後我図教育の主眼とも槻

前者は融維戦後進駐軍営局が︑我国の教育政策上に執っ

道の蔦め︑勝又︑己が理想の篇め︑決行せられる自殺は︑
倫理上︑十分に認容せられるのである︒

道徳教育は教育皐隙系上︑理論門内のものといふよりも
むしろ︑賞践門内のものと見るべきである以上芯筆者は世
の道徳教育者が︑特に教育上の賞際問題の研究にその開心
を傾けて︑左のような諸鮎に留意されることを要望するも
のである︒

者を教養するにある︒

一ィ︑教育の本義は賓際上︑役に立つ人格理念と才幹とを所有する
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押し流されて︑体来の風習等を破棄して顧みず謎老人は勿

接の原因をなすと謂はれるが︑賞は︑彼等が時代の風潮に

篤が新聞やラジオ等にて瀕盈と陣へらる上ことが論其の直

た︒之については︑現代の青少年の不道徳的乃至犯罪的行

なる懸念から︑修身科の復活を要望する一般的傾向となっ

のでなからうか︒果して然らば詮道徳科教育なるものも︑

之に従ひ乍ら︑如何に之に善産すべきかを︑教ふるに止る

は何物も之を遮ることは出来ないのでなからうか︒教育は

を得ないものがある︒現代の青少年を動かせる戦後の風潮

ので︑何人と雌︑逆巻き寄せ来る環境の波涛には従はざる

あらうか︒惟ふに︑時代の力︑祇含の影響は賞に弧大なも

併し畢校に於ける道徳科教育は果して右の要望を充すで

になる︒

論のこと戦前の人為を軽侮し謎一切を自分等の勝手に無軌

時代の渦巻に封しては秘微力知るべきではないか︒蒜是れ

なる鍾化につれ餌従前の瑚笑は消え論時代に封する頁面目

と皐校に於ける道徳教育復活の大勢を雛成したのではなか

道的に振舞はんとしているのを看て︑もう総て上は措けぬ

熟思すべき問題である︒

勿論不道徳的乃至犯罪的行篤は秘体へらる上が如く︑擬

て︑爾来数十年Ⅲ之については異論が無かった︒併し其の

れには東洋体来の道義中心の趣庁が礎られていたのであっ
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ら弓か︒

のは︑剛氏の迩徳教育であった︒小畢校より専門畢校に至

新以後新に設立せられた我が固民教育の首座に世か恥たも

した︒溌季の惟風は昔から嘆かれつ牌けて今日に及んだ︒

るまでの各祁畢校の全教科目の筆頭に修身科を世きあらゆ

試に之を明治維新以後の我国民教育の事賞に徴するに蕊維

か上る行篤者の数率が戦前より多いか否かは問題であらう

であった︒之は日本が西洋より単ぴ探った所謂スクール式

る科目の畢智は修身を以て細折する趣斤を明かにしたもの

礎である︒されど之は今日に限らぬ︒戦前にも融昔にも存

の青少年が老人や戦前者に封する態度は昔日の比ではな

が誠必ずしも現代に限りてといふ問題ではない︒併し現代

仙界の如く感ぜられる︒老人仲川でなくとも︑固民の多数

賓際に於ては謎考へなけれぱならぬ大なる問題が存在して

って︑我園凋特のものであったと諮ってよい︒惟ふに︑此

は︑現今の牡含の趨勢が諜想外に愛化流稗するには安住の

いた︒それは融皐枝教育に於て修身教育が如何に六ケ敷き

教育としては︑他の先進諸国に於て見られない新鰐制であ

感を得ない︒何とかして秩序と安定とを得ねばならぬ︒之

ものであるか稲といふこと凡諭其の結果に於て如何に逆効

い︒敬を以て道徳の心緋となし︑長幼の序を倫理の経緯の

には国民に道義の教養が必要であると老へられる︒そこで

如く心得て来た東洋道徳の老人仲間には︑現代は道韮外の

戦後展止の修身科教育は之を復活せぬぱならぬといふこと

〆 戸 、

果を招致するに至ったかといふことである︒

修身科教育が如何なるものであったかは多くの人為の語

つた︒賞に修身科ほど六ケ敷い授業は外に無かったのであ

相営にあったとしている︒戦前の固威の商揚は︑明治時代

ものは︑明治以来の修身教育は蕊不十分乍らに諭共の効は

修身教育の本質すら知らないものが少くない︒彼等のある

もか上はらす︑向信を以て之に憐らんとするものは極めて

せしめ︑口を極めて之を尊亜したのであった︒併しそれに

教育者養成の畢校にてはどの科の志望者にも修身科を履習

ならんとするものには︑修身科捲営は必至であるが故に諺

人為が之を捨常する習慣となり秘荷も教育者となり校長と

併しそれが重んぜられただけ︑自然に校長や校長に近き

︸つ︒

に引続いての園総道徳教育の結果だとしている︒そこで満

る所であるが︑未だ直賞でないものが多い︒のみならず謎

洲風の建設や︑固家生命線の篇めの北支征服や︑惟界を敵

ち得なかったのである︒教育者養成の畢校に於て己に然り︑

一般の畢校に於ける修身科の如何なるものなりしかの賞状

稀であって︑教ふるものも討教えらる坐ものも詞確信を持

は推して知られる︒所がか比る賞状であるにかＡはらず︑

としての敢然たる宣戦等を偉とすると共に瀞今日の我国の
蕊らざるかを億ふとき︑彼等には戦前の修身教育の懐しさ

教育者はお坐なり乍らに逝徳教育は行はれてゐるかの如く

阿際的位置の如何に劣れるか︑園民としての意気の如何に
が感ぜられるのである︒併し道徳教育に封する期待が斯の

ふものは︑自己自身修身になっていなくてもむ修身をして

如きものとすれば︑そは全く錨兇的であって︑幻滅に了る

ゐる様に繕らってゆかねばならんものであることが︑逝徳

に言ひ価間一般も之を大眼に見ていた︒蓋し是れ修身とい

員賞のところ︑修身科の教育は決して夢想せられるよう

教育にも其の外面的恨粧性を保たしめたによるのである︒

外はないであらう︒

はないものであった︒維新以来小畢校以上の畢校の教科科

な効力を存するものでなかった︒否︑寧ろ除りにも微凌振

に之を尊び︑その不成績を看過していた︒之が心ある教育

のであつたにか上はらす︑教育者自身も︑世間もお坐なり

らく他には存せぬ︒その説か上る所が談であった窪でもな

者には届たまらぬ程の苦痛であって︑修身科は箕面目なる

そこで戦前の修身科は教育としての其の賞状員に哀れなも

く誼その説き方が談であった課でもなく︑而も効果は賞に

教師である程軍き悩みの種であった︒猫り之左如賞につま

程に於て︑これ程重んぜられ︑随って研究せられ︑熱心に

哀れなものであった︒だから説くものも力が入らす篭希望

らぬと思ったものは︑その授業を受くる生徒自身であつ

貝面目に施行せられ︑而もこれ程効果の畢らね科目は︑恐

も持てず譲お坐なりに流れるのが諺修身科授業の賞状であ
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た︒後論の如く︑小畢生は姑く措く︒中畢生以上の生徒は

頭に言ふ所の天命之謂レ性︑率し性之謂レ道︑修レ道之調し教︑

理であり︑而してそれが心の至上要求である︒書中庸の冒

を捨つることの出来ないのが人間の本性である︒それが倫

の三句は諺性をぱ謎道義と離る上ことの出来ない人間の本

修身科程お坐なりの授業は外に無いものとして謡寧ろ之を

虚が経戦後は︑前述の如く芯修身科を何れの畢校の教科

居睡りの時間としていた︒

と解するとき︑賞に儒畢の根本を明示せるものであり︑又

庚く道徳と教育とのよりて来る原理を道破せるものである

性︑即ち今日では人間性Ｉ古く感良心又ば良知機能Ｉ

と愚考する︒かくて吾人は道義と雛る上ことの川来ぬ本性

目よりも除くことＡなった︒教育の任に常るものにはこれ
後の教職員として︑修身科授業の無くなったことを悦ぶも

を有しているが︑や奥もすれば此の本性を失ふやに兄ゆる
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程肩の軽くなったことは無い︒得たり畏こしである︒経戦
のＬ妙なからざることは推察せられる︒随って修身科復活

ことは出来ない︒只反道義的のもの︑即ち不善乃至悪︑に

る︒併し人間はその本性を放置して居ても︑之から離れる

には︑教職員が第一の反掛者である所以もわかる︒さり乍

って効果少なければ紗い程猫益之を行はねばならん︑とい

ことがある︒人難犬の放る上ときには血眼で之を索むるが

ふ至上要求が存するからである︒之を再言すれば謡修身教

そ上のかされて︑その本性を溌揮しない迄である︒所が世

心の放る上をぱ捨て上おく︑と孟子が嘆するのは其虚であ

育の拒否は︑人間の本性其物の拒否である︒是れ人間とし

はれても︑藤る上より顎はる上は無し︑良心の閃きは︑之

悪は弧い︑本性は之に砿はれ勝である︒さり乍ら如何に蔽

る︒何となれば︑修身教育が六ケ敷ければ六ヶ敷い程︑随

て︑特に教育者として︑自らの要求を自ら拒否することに

ら是れ蓋し修身教育の本質からいへぱ︑歪くの逆効果であ

なるからである︒

心の深き所よりその褒揮を要求する︒それが至上要求であ

る︒天性は如何に蔽はれても︑蔽はれ上ぱ砿はる上程︑内

る︒此の要求は自ら道を修むる上にも︑他に道を修めしむ

を減することは出来ぬ︒それが人間性であり︑天性であ

道徳教育に雌重要なる根本問題である︒惟ふに︑何人と雌

る上にも愈同様に存在する︒そこで如何に困難であっても

然らばその至上要求とは何であるか︒何故左迄効果少き

親として子供に封する前に︑教師として生徒に封する前に

修身科教育を特に支持するの必要があるのか︒是れ今日の

先づ自我自身に封し︑道義教養の必要を痛感するのでなか

道を修めしめる教を立てねばならぬのである︒

教職員の人交は謂ふであらう︒我登は修身教育を不用と

らうか︒兎もすれば我欲に打負け︑時凌心中の不善に塊づ
る鮪甲斐なき自我ではあるが︑それにもか上はらす︑道義

〆 弓 、

のであるから︑各教科の教育と共に之を施すべきであるか

教育を施している︒是れ謎如何なる教科も倫理と離れぬも

あって︑現に教職員は︑それぞれの教科の中に於て︑道徳

いふのではない︒戦前の如き修身科教育を不用といふので

あっても︑善とは何であるか謡と反問すれば諺皆口を誠し

ま善を行ふことだとか︑善を知ることだとか答ふるものが

心とは何であるか︑問へぱ︑殆ど答へ得るものは無い︒偶

けて居ないと看る外はない︒試に道義とは何であるか︑良

あらゆる教科に開係するとは芯倫理の一角がそれぞれの教

の教育も人格の達成に寄興すべきである︒さり乍ら倫理が

かったに因るであらう︒尤も︑か典る抽象的槻念や理論は

な特別の科目が無く︑まとまった道徳的知識が典へられな

して︑此等のことが教えられなかったことは詮修身科の様

のは無い︒惟ふに︑小望から大皐に至るまでの道徳教育に

のよさとは異っているか私と問ふてみても︑分っているも

てしまう︒善はよいといふ字であるが︑道徳の善と︑事物

科に鯛れていることであるが︑それぞれの一角を継ぎ合は

不用だ︑孝行や︑慈善や︑その他の何れの徳も︑責行すれ

成る程倫理は凡ての教科に開係している︒如何なる教科

らである︒それが最具態的であり賞際的であると︒

如何なる活動も道義から離る上ことの出来ないものである

すれば倫理の全綴が教育出来ると恩は営謬である︒人生の

ば善いのだ︑と謂ふかも知れぬ︒さり乍ら如何なる徳の賞

であるか︑何故徳は賓行せねばならぬのか︑賞行は如何に

行にも︑少くとも︑それが何故徳と謂はる上か︑徳とは何

して起るか︑といふ如き倫理的分別を要する︒尤も分別が

が認それぞれの活動は寧ろ倫理の杢鵠を背景としている︒

育行を起す凡て壁はなく︑徳の賞行には︑別に確乎たる道

故にそれぞれの活動に於て倫理を教へんとならば慾其の都
各教科の教育に於て堪へ得る所ではない︒どうしても倫理

度倫理の杢僻について教育せぬぱならんことになる︒之は

義的信念を要するが︑分別も亦信念に到る要件である︒そ

こで︑此等の分別や信念を得しめるには誠特別なる教科目

は之を一にまとめて教育せねばならぬ︒各教科に於ては︑

︲を設ける必要が考へられる︒文部営局が遅れ乍らにも新に

必要の場合︑時糞之に言及して開心を促せば足る︒

然るに戦後の道徳教育は各教科に於て之を行ふている筈

道徳教育が行はれていると直面目に主張し得る皐校はどれ

の間道徳教育が峡けていた結果︑この度新に同科目を設け

虚が戦後十数年修身科を廃止したま上であったので︑そ

道徳科を世くことにしたのは営然である︒

であるが︑責は何も行ふていないと謂ふてよいのではない

だけあるであらうか︒私の経験する所では︑近時大望に入

ても︑適営なる教師が得られないのでないか冠と憂慮せら

か︒小畢校は除外するが︵その意味後出︶砥中皐以上に於て

畢し来る畢生に倫理の問題を出してみると砥殆ど教育を受
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一

れる︒とふのは︑修身科が廃せられて以後諺畢謹大畢の如
く教育者を作る畢校に於ても︑倫理を精究する畢生は殆ん

ど無くなっている︒之は︑戦前に於て師範系統の皐校は素
より砥大畢に於ても教師志望者が︑修身科授業捨任の鴬め
翠って倫理を緒究したのとは︑全く異る︒文部営局は遁徳科

を設けたが︑其の教授者を如何にせんとするか︒倫理の教
授能力について︑戦前の教師同様に戦後の教師を看︑現在
の教師をそのまＬ道徳科を捲任せしむれば論戦前に倍溌す
る道徳教育の不振となるであらう︒これ迄の様に放世せぱ

倫理を粘究せる教育者は皆無となり︑畢校に於ける道徳教
育は其場限りの支離滅裂のものとなる外は無い︒手遅れ乍
ら道徳科を設けることになったことは︑近き将来に於て諺
倫理を精究せる教師を得ることになるといふ黙からだけで
も蕊喜ぶべきである︒

併し道徳科を設けるからとて︑叉倫理に心掛ある教師を
得ることになるからとて︑それは戦前と同様になることで
あって︑道徳教育を戦前以上に進めるといふことにはなら
ぬ︒戦前の道徳教育の不振は依然として前に盤鵬するを看

る︒之に封し文部営局噂道徳教育過程を新に定め︑その
教授方法を規定し︑之によりて戦前の道徳教育の誤れるを
正し︑不振を振起せんとするものＡ如くである︒果して然
筆げ得なかった道徳教育は誼しかく簡単に改良せられるで

るを得るや否や︒明治維新以後朝野共に力を謡しても効を

あらうか︒

修身科教育に反謝のある人糞は︑修身科の復活は戦前の

軍固主義やファッショの再現を来すを催るといふ︒か比る

人糞の考では︑昔の修身科教育の結果は偉大なもので︑そ

れが曾て蒲した軍団主義やファッショを新道徳科教育が再

びすると謂ふ︒成程大戦鴬時は︑我固の上下は軍国主義で

あり︑ファッショであった︒併しそれは決して在来の修身

吾人は︑軍固主義やファッショに雷川する風潮に封し︑自

教育の成果ではなかった︒寧ろ無力の結果であった︒常時

した︒教育者の多くはそれであったと恩ふ︒併し修身教育

覚ある閏民を作ることが修身教育であらねばならぬと主張

の六ケ敷さは︑その自晃を典へることの困難に外ならぬ︒

此の倫理的自晃が弧かつたならば謹我が画家は︑又国民は

あんな敗戦や亡固の一途をたどらなかったと信ずる︒常時

八紘皇化の矯めの征服を教えたのでは無かった︒又サー尋ヘ

の修身教育は決して︑我欲的な生命線准得の篇めの掠奪や

ルに雌せられて沈獣を守る様な例口な閏称議員を育成した

のでは無かった︒唯修身教育の力が足りなかったのであ

る︒今日修身科を復活すれば︑復た軍団主義やファッショ

を養成する様に言ふのは︑戦前の修身教育を証ふるもので

あり︑又その力を幻尭的に買ひかぶっているものである︒

そこで文部常局は︑昔の修身科の復活で無いといひ︑そ

の教科内容を槙亜に改むるから︑戦前の道徳教育とは異る
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といふ︒修身なる語は融書大畢が言ふ通り︑結構な語であ
るが︑若し此の語が在来の修身教育の弊を語るといふのな
ら︑之を改あるに異存はないが魁その弊とは何であるか︒
餅局は其の弊を︑教科内容の不備とか︑教法の不充分とか

一癖稚壁鋤韮州趨蝿畦斡郵唖稗詑潅娠緬峠延か癖蝿耐熱弛睡

一長一短はあるが︑何れでもよい︒それは読く人糞に任せ

或は欲を解脱する淫迦の立場等によりすることが出来る︒

てよいのである︒六ケ敷き鮎︑即ち鰐得の難さは︑説き方

に存するのではなく︑道義其物の本質に存するのである︒

自己の鴬ではなく他の露に課すことが善いとは何人も肯定

するが︑それでは我欲を抑へて他の篇に議し得るかと自ら

問はｒ何と符ふるか︒得ると答ふる人が幾人存するであら

うか︒道義の僻得の難さは道義其物の本質に存する︒修身

科といふ科名を鍵じたり︑教授要目を蕊へたり教授方法を

して動かなかった道徳教育が︑俄に改一革せられて躍進する

指示する位にて︑戦前数十年間力の限りを識して而も沈滞

の低調を操返すに過ぎないだらう︒

とは恩へない︒そんな着眼では︑恐らく戦前の修身科教育

然らば道徳教育は︑皐校に於て︑之を如何に行ふくき

こそ道徳教育の賃が翠らないのである︒之は道徳教育の弊
ではなくて︑難である︒教授内容は正しく醇教法も常を得

か・之は︑日本だけでなく︑世界の教育界に於ける大問題

である︒といふは︑畢校教育として道徳教育が成功してゐ

ても︑鴨得を必ずすることは出来ぬ︒之は何人も自我自身

例へぱ︑自分の鴬ではなく︑親兄弟を始め他の人冬又
は祇含の篇に謀すといふことが善なることは︑何人も雫へ
ぬことである︒そしてそれが種為の形に於て所謂徳行とな

るといふ例は寡聞にして未だ之を耳にしないからである︒
西洋に於ては之を教含に委している︒我国に於ては維新以
前は塾教育に於て之を行っていた︒道徳教育を皐校教室に
於て行っているのは俳卿西其他に例が無いではないが︑そ
の功を翠ぐるに至って居らぬ︒是れ正しく事核教育上の大
問題である︒此の大問題に立向っては︑所謂蝋蜘の斧であ
って︑吾人の及ぶ所ではないが︑以上論じ来つた責任上︑・
以下管見を摘記したい︑大方の御叱正を乞ふ︒受皐博さ
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机の塵
×

何をか言わん︒

勝来の世界は︑至人類が混血し︑共通の
性格を成し︑言語も一つとなり︑慨界は一
固になると某撃者は言う！思想は自由︑

夢は自由！但し艦来の大溌言者になる

×

か︑夢遊病者となるか︑それは今日では祁
のみが知るというばかりなり美！

自らを恨まざる者が徒に他今と言う︑今日

一般のあまりにも多言なるはみなそれ！
昔の人は自ら行２Ｌ然る後他を言うがため
に寡言だった︑何れが批をよくするかよく

×

老う書へし！

である！禰局を世を砿話でカラコウあた

ては︑異状性格では済まされない︑正に狂人

女高生殺しは同じ高校の十七の生徒だっ
た︑何の目的もなく人の生命を断つとあっ

ことにだって少しはよいことだってありを

遡徳教育や勤務評定に限らない︑文部省
が言えば全部反封と出る！文部省のやる

うなものだが︑全部ないかい！それでは

×

勤評の九・一五ストもマァノ︑嵐が小さ

︒やの！

畢ぶ︑先生はただの鍔伽者では困るという

に流行！信頼？する先生を子供はよく

ヂモゴッコ︑ピケゴッコ︑坐り込みゴッ
コ︑お金をネダル子供のハンストなど各地

×

りもどうかしている︒粥人がこの狂者と証
含に同居させられることはマッピラデス！

×

犬と猿の仲だとか︑ただ感情的なんといっ
たもんではない︒日教組は彼等と共に天を
頂かぬといった日的が他にあるからか？

文部術を腰し︑自ら教育科程を作り︑行
政と教育指導を一手に握ると日教細方針を

だよ！

焚表！ハハア讃めた︑共産日共幽家を作
る革命が目的？なるほど文部省と争う筈

Cu3

文部省の教育科程及逝徳教育の指導識習
含に封し︑日教組の封策は之を拒否し︑希
望者にはピケを設て入場させず︑我が意に
叶わずば︑総てただ暴力を以てし︑法も秩
序も子供の教育も一切お構いなしとある！
これは正に革命の外の何物でもなし︑また
×

民主主義の正に反対！これでは相談も研

我が思うこと以外は拒む︑これは獅裁紡
祁︑他に多くの非我あることを無澗するは︑

×

究も︑人権も言うの養桁なし︑目指す敵は
本能等なの？

なかった︒メデタシ７く︑！

く済んだ！世間翠げての心配も無駄では

美

×

そ

敗戦後の日本に弧くなったものが二つあ

器

現下の新聞︑雑誌の論調を見ると︑いわ
︲ゆる進歩派に肩をもちながら︑甲もだが乙
も云令⁝．．と商人根性を出して︑お上手募

器

りを澱擁している！公平ぶりのつもりだ

×

かしらないが︑心根が見えすいて醜い︑物
に闘全はないからオッポはつかまれないが
信念がなさすぎる︑言わざるに等し！

美

る︑臼く靴下と婦人だという！ナイロン
靴下の方はよいが婦人の方のそれはどう

×

か︒若し天下は女の外なしといった獅裁募
り︑無茶募り︑無軌遡ぷりあらば︑チト何本
か毛が足りないといえる︒汝自身を知れ︑
人間性を知れ︑世の中を知れ︑オダテモッ
コには馬鹿が乗るとか！

汁

｜無病長寿の大自然法

い肺病で長い間何年となく休んで絶篭

にしたら第一便通がよくなり毎日快通

それから白米を全然止めて玄米菜食

のが全く忘れる様によくなり二三日立

安静で療養をしているので︑主人から
れているが︑其には絶濁反封で︑﹁私

つと元気がついて気分も晴だし︑顔に

があり︑これまで便秘で苦しんでいた

は胃が悪いので其んな硬いものを食べ

−

しばしば玄米完全柴養を試みよといわ

たら死んでしまいます﹂と振り向きも

きられ芯ねて鰐がいたかったのも全く

笑いも出る様に左り︑起きて見たら起

二木謙三
弘道の大結榊を僻して弧く正しく長

しないので仕方なしに放って匿いてい

忘れ︑咳も擁も殆んとなくなり︑死蒲

く生きるためには謎五員は大自然に背
たのです︒

と思うた難描も何時とはなしに全快し

の多くは皆反自然の生活をしている耐

然るにある時夫人が泣いているので

て若い時の様に働き出し︑間もなく外

いてはいけません︒然るに今日日本人
其れが今日日本に病人が非常に多くな

ねたら︑﹃これでは私も最早だめです﹄

主人が﹃何んで泣いているのか﹄と尋
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っているわけであるのです︒

人も驚いた事で︑それから垂く無病他

出も出来る様になって︑親類や近所の
というて泣いている︑主人は大いにし

殆んと総てというてよい程日本人は

何んと驚くべき事でありませんか︑

かったのです︑それだから玄米でも食

玄米完全菜食になったら︑肺病ばかり

皆米を鵜いて白米にして食べているで

キットよくなる︒云はれて夫人は止む

働くといる様になっているのです︒

と称して共を食しなければ健康になれ

なく少しばかり玄米食を口に入れたら

康となり︑今では人一倍先きに立って

ないと思い込んでいる︑何んという間

ではなく胃腸蒲はもとより︑二十年も

べて見ろ？というているではないか

蓮に陥っていることでしょう︑其れが

甘いではありませんか︑それから少し

しょう︑そうして其れに肉魚を滋養物

日本人に病が多い一番大きな原因であ

下痢の綾いている人が便通は正常にな

る様になり︑何年間も胃腸薬をたやし

つつ阻んで岨めぱ阻む程旨く唾液も津

一例を上げて見るならば︑或る私の

ハア玄米というものはこんなにうまい

たことのない人も薬など一プクもいら

り砥常習便秘であった人も毎日快通あ

友人で熱心な玄米菜食者で︑もとより

ものですかと生れて始めてさとったの

なくなり︑慢性気管支炎でセキの出る

山出て︑食いにくいことは少しもなく

無病健康でひまなく働きぬいている人

です︒

るのです︒

があるのです︒然るにその夫人はひど

I

完全に治り︑要するに寓病皆治って無り︑またヌヵのある品に少しの水を入

性皮虐病の人も︑不治と云われる癌も輿えると悦んで食べて直きに元気にな

何十年なやんでいた人もよくなり︑慢ろのです︒所がその少し前に烏に糠を

皆治り︑リョウマチス︑祁維術で何年内に念に心臓肺癖を起して什れてしま

人慰瑞息が何年でも綾いている人でもことも出来なくなり︑一週間が十日以

てその一生を働き通して経ることが川

食者は無病にして疲れ知らすに長毒し

ではありませんか︑之れによって玄米

大自然の恩恵であることを感謝すべき

総ぺて人間を生かすために輿えられた

を日本人の殆ど細くてが皮をはいで白

来る︑有難いではありませんか耐其れ

くして更に之を古くなるまで貯賊して

病健康になるのです︒れて之を瀧過紙でこして其の水をのま
米食芯菜食にしたら治らない病気は全けている烏を治す蕊は糠の中にあって

臭くなりかけたのを何ベンでも水でと

即ち不完全な食物を止めて完全な玄しても治るのです．即ち白米で死にか

くないということになるのです︒それは水に溶ける性質のものであるこ
無病になるから従って長毒し︑即ちとは有名な農翠博士鈴木梅太郎氏の読

いためて︑其れが寓病のもとになって

りませんか︒

いるとは何んという気の毒なことであ

ぎ洗って白米飯にたいて大食して胃を

天毒を全うすることが出来︑その脈絡であるのです︒そして其の糠の有効成
は誠に立派なもので︑例へぱ蝋燭のも分を﹁オリザニン﹂と名づけられまし
え謡きて風なきに渦りでに消えると同た︒
じことで︑何の苦痛もなく︑生命に封即ち玄米の中には白米の有審作川を

ら胃の弱い人は食べられないなどと云

い居るとはなんとなさけないことであ

そして逆に玄米は固くて不消化だか

する執着もなく︑安楽な臨経であり得打ち消す有効成分が糠の中にある外に

試みに鶏を力や．に入れて水と白米だけとをもふせぎ︑同時に空気のはいるこ

したる肥料を柴養としてとり︑人間並

大自然界を御覧なさい︑植物は腐敗

りましょう？

を典えて置いたら︑烏は一週間以内にと即ち酸化をも防ぎ︑又同時に其の糠

養としてとり植物は根を地下におろし

それを動物試験にうつして見ますと全に生きた米を包装して曝気の入るこ

るのです︒其糠はまた油を含んだ繊密の膜で︑完

﹁鳥類脚気﹂と鍔畢上呼ぶ状態となりにトビ色を典えて光線の入る害をも防
先づ烏の脚が不自由となり立つことがぎ︑即ち完全玄米は一粒づつ完全包装

て︑その肥料の流れ来るを待ち動物は

１１

びに動物は新鮮にして生きた食物を柴

出来なくなり︑羽も肺庫して飛び上るされているわけであるのです︒之れは
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せす︑憾は生きた泥総を食すれども死

矧を食すれども︑死せる妬矧は之を食

死せる鼠は之を食せず︑蛙は生きた班

っている︑猫は鼠をとりて食すれども

常に動いて其の生きた食物を求めまわ

理をする︑お葉類は煮るとすれば耐な

の他胡瓜︑トマトらなど生で通常な調

即ち大根おろし︑人参おろしなど︑其

野菜はなるべく生で食するが宜しい

不完全食瞳を使うことが誤りです︒

折角の自然聴食は之を棄てて加工的に

醤油をかけて食するのは間違いです︒

中でうでて其の水を流して︑其の葉に

菜は従来の悪習慣によると大量の水の

な聴分です︒醗辛くはない聴です︑野

結語︑斯くして自然食︑自然食法に

に僅かの水を入れ︑弱い火にかけて静
かに煮て沸騰後二分間で火から下ろし

かえり︑よくよくⅢんで唾液を深山一分

るべく水分を少くしてこげつかぬ程度

て︑筒お五分又は十分間蓋のまま世い

泌して之を川うることが無病長毒︑疲

ズ忠信二至ル

︵二宮尊徳全集第一巷︶

忠勤ヲ護シテソノ弊アルヲ知レバ必

信二至ラズ

忠勤ヲ謡シテソノ弊ヲ知ラズンバ忠

小出孝三

ｌ思想の混凱に思うＩ

忠勤の弊

のです︒︵署肇博士︶

秘法で︑これが生命の自然法則である

れ知らすの生活︑静かなる自然臨維の

て後に食する︑自然の味浦鮎に出てい

せるドジョウは之を食せす︑厳は桑の
葉を食すれども萎れた古い葉は之を食
せず︑五男日本人には新鮮な生きた玄
米は之に適すれども皮をはがれて死し
る︒

調味料は自然そのままの持ち味をい
かすために︑なるべく用いないのは原
則ではあるが︑止むなくぱ極少しの垂
食聴︑味噌︑醤油もその道理で一切

ですませることです︒

多量に用いないこと︑何んとなれば不
自然の状態になり︑本営の玄米野菜の
持ち味をこわす恐れがあるからです︒

止むなくぱ細べて少量微量にする︑必
要だけの醗分は皆姓秀の食料に一切大
自然から輿えられているものです︒草
の葉でも︑やけば次が残る︑それが完全

一
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て鐙質した白米は断然五男には適しな
い食物であることを述べて此の論の終
最後に玄米のたき方は︑玄米一合に

りとする︒

水一合七勺乃至二合を取り之を小鍋に
入れ弱い火にかけて静かに多少気長に
炊いて近くというだけです魁一度沸騰
して来たら一層火力を弱めて静かに水
のなくなり鍋底にこげつく昔がし︑こ
十分間蓋取らすに蒸らし

げる香りの護散するまでで諭火を打ち
切り︑五分

て後食すれば炊き方満鮎の美味しい玄
米飯が出来ます︒
｜

理の把握し方謎表現のしかたにおいて丁度尊徳自身の言葉の中嶋この何の

い︒しかし冠東洋と西洋とは︑その貝ことはやむを得ないところであるが︑

時代により所によって塗るものではなよって多少の解樺上の相違の川ている

亘理は古今東西を通じて一つでありれた言葉は︑讃者の畢識や経験などに

かと考える︒

し等︿報徳二室ル﹂ということになろう

もまた﹁報徳ヲ蓋シテソノ弊アルヲ知

いった言葉と考えられる︒しかしこれ

ひるがえって今日の祇含の資怖を兄

ると︑この﹁忠勤ヲ森シテ至善ヲ忠﹂

う人達の如何に多いことか︒われ一人

若干異るものがある︒後者が知性を重解説と思われるものがある︒

得たりとばかり肩をいからして大言壮

て徒黛を組んで国法を犯し︑しかもな

排準し︑更には言論の傾城から逸脱し

語し︑反封するものは拷敵なりとして

んじ︑理論的に究明し通紬果を論理的忠勤ヲ謀シテ至善ヲ恩︿︵忠二非ズ
に積み重ねて一つの鰐系にまで構成し忠勤ヲ謡シテ道理ヲ恩︿︵可ナリ
︵前掲書︶

ようとするのに封し漣前者は直観を重忠勤ヲ識シテ報徳ヲ恩︿︑ハ忠二至ル
んじ︑知情意のはたらきをもって行的

｜に把握し謎その紳髄を簡潔且つ端的に自己の思想や行動が絶封に正しく反行
一表現することを特色としている︒それの除地もないと考えている場合には︑

お正義なりとて自己を抑張ろうとする

風潮が︑近殴特に著しい︒このような

は艇曳矛盾を含んだ表現をとり︑それその者は蛎慢固陥に陥ってその意岡と

によって却って貝理の機微を体えてい結果とは相反することとなってしま

とは︑向明といわねばならない︒まし

ちのおよそ逝にはずれたものであるこ

て蛍んやその忠勤を捧げる掛象が齢外

態度一つをとって見ても︑かかる者た

忠勤を誰せぱ弊などあり得ないとい冷さが残って十全のものとはいい難

画の政黛であったり︑身勝手な恨説の

る場合が多い︒前記の二宮尊徳の言葉う︒道理だから行うという道理を抑立

うのが普通一般の常識である︒しかもい︒感謝報恩の謙虚にして柔軟な心を

もその一例というを得よう︒てた行篤は︑正しくはあろうが堅さや

敢えて弊ありというところに︑読者をもち︑寓物に徳を認める解脱の境地に

あれば︑その誤謬は明瞭である︒

およそ思想的混乱の今日程甚しい時

上に栂ち上げられたイディオロギーで

代は︑有史以来なかったのではないか

一旦はとまどわしめ殖次いで心の底か立って︑寓物と和合し寓物の徳を愛育
人を稗ぜしめる契機があるのである︒の化育を賛ける正しい生活のあり方で

らうなずかしめ︑以って正しい行えとする態度が︑自他をともに生かし天地

元来このよう渥占人の深い繊鹸から生あるＩ右憾大僻このようなこころを
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れば融聖徳太子の時代が同様の混乱に

有なことと思う︒弧いてその比を求め

よって正反封になっている時代は︑稀

悪・正邪・曲直の基準そのものが人に

で意見の野立したことはあっても芯善

と思われる︒方法や手段といった領域

鎚を下すことを怠ってはならない︒

をなしつつある者には論断乎反行の織

破壊し秘外国の思想戦の第五列の役割

大切であるが︑人の世の信と秩序とを

が肝要である︒撮取不捨の大慈悲心は

って理非曲直の理義を明確にすること

脆の境涯は必要であるが︑その上に立

る︒この意味で︑所謂勤評闘争におい

する本道であることを痛感せしめられ

を守ることが︑今日の思想混乱を是正

われているが︑正法を明かにし逮正法

何を以てかまがれるをたださん﹂とい

えといわれ誠﹁それ三責に蹄せずんぱ

う︒かの十七僚の憲法は太子の悲痛な

るという考え方が詞今日の思想的病弊

人倫道徳の根本が時代により愛化す

わねばならない︒更に園家の法令が謎

通そうとしたことは︑正しい態度とい

し︑一貫して議含政治の固家の筋道を

て営局が図法を守るという立場に絡始

困りはてた時代ではなかったかと思
叫びと解樺したい︒殊に感銘の深いの

の一つの大きな原因である︒それは枝

是非の理︑なんぞ能く定むくけんや

しも愚に非す︑共にこれ凡夫のみ︑

⁝．：我れ必ずしも聖に非す︑彼必す

するものゆえ誠時代の鱈い手である階

不易を抹殺している︒時代により愛化

殊更に弧調し︑根本の所謂﹁僻道﹂の

葉末節・方法手段の面におこる鍵化を

和合とに役立つこと︑けだし無量なも

法の椛威は一段と高く︑国民の蹄一と

倫の大道に合致するものとなるならば

天地の公道と我が閏の道統とに基く人

だけでは今日の思想問題を解決する態

もって弧行せんとするに至っているの

はあたりまえと︑不道徳を正義の名を

山田醇
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は第十催である︒

相共に賢愚なること︑みみがねの端

のがあると確信する︒︵三三・九．一五︶

度としては︑少しく弱きに過ぎると思

が今日の賞情である︒根本の道とする

︹最高裁判所岡書館次長︶

級により愛化するのは営然で︑封立す

われる︒ここにも尊徳の所謂﹁弊﹂に

ところまで相反したのでは芯話合いと

一︑背柱の不斉整

病気の根本原因は誼

る階級に従って道徳が正反封となるの

なきが如し︑云麦

焔入 る 可 能 性 が あ り ︑ 信 念 と 勇 気 と 賞

いっても殆ど期待することは出来ない

この太子の懇切な御教えも︑この部分

行力といった鮎において峡けるところ

であろう︒聖徳太子は﹁篤く三賓を敬

家と健康履き

が出はせぬかと倶れる︒善悪不二の解

』

二︑酸撫基の不平衡
三︑宿便︑黒便︑便秘
四︑血液循環の不等速
五︑刺経作用の不調和
以上の五つが雄大原因であると褒表
されておりますが︑一般には相常に艇

開心のようです︒昭和二年の事と記憶
しておりますが芯私の遠縁のある大き
な禽牡の吐長が通衰弱して口がきけな
いで三年もねておりましたので︑雌艇
法で亦名な西勝造氏と兄舞に行き︑家
人の活によると有名な博士三人に診察
一を受けて︑高血唾病で口がきけぬと云
一ふ事でした︒

−て稲趣岬嘩味に入るや飛人の僻貌を兄

蕊離灘蕊伽一

と云ふ符をうるや︑町氏は看謹姉に病

になる迄三年冊も芯胃腸癖で有我な○

に驚くと何時に︑資は口がきけぬよう

ですと巾されました︒虚が家人は非附

病と云ふよりは︑胃腸が大鍵に悪いの

悉と六恭とをしらべて︑病人は高血燃

正せぬと︑捲将に分らぬ大蒲で死を早

ものは︑常に注意して脊柱の故障を矯

な布関にねるもの芯ゴルフや弓をする

もの︑横にねるもの︑柔かな枕で柔か

下を向いたり︑横を向いて鞭労働する

者のみならず猫通勤選手や軽連緬して

人を下に向けさせて聯脊柱の胸推の五

○○冊腸癒院に通っておったと小され
西氏は胸推の五恭と六恭とに異状が

では絶僻に杢流は附難で︑根本陳川で

るので︑必ず粁臓を蒲み︑注射や手術

ゴルフと弓とは耐胸推の十稀をまげ

めます︒

あるので睡之れを海蕊するように指導

ある十需の胸推を矯正するには︑西式

ました︒

に床をはらい︑入浴する事も川来︑折

て︑毎日川来るだけ多く︑金魚運動と

他脱法の硬枕を使川し︑平林疫崇にね

せられて聯漣行せし紡果︑約三ケ剛目

不癖整には大に注意すべき事です︒

起したのに注意せす︑三年目に腰は術

自然に密塾するために床の中でぐるぐ

脊柱にかるい刑脱臼を生じ︑ねてから

氾ぞうの悪い子供は聴蓋間あばれて

Ｅ管蓮動をする事が肝要です︒

も川来るようになりましたが︑脊柱の
私自身も先年オート琴︿イに突き飛ば

質問すると︑毎晩のようにさすっ

み︑咳は出る︑疲労がひどいので聴西

されて︑胸推と腰推とに五つも異状を

ております︒

る辿るのですから︑就寝前に板の上にゞ

一一一︑病人は股をいたがりませんかと

二︑次ぎに楕便のかたまりは下腹部

八十日間も第三雛型健康機を利川して

背を下にしてねせ融叩足をそろえて正一
坐しておる親の膝の上にのせさせ︑税↑

欝畢で有名な渡逢沖士の診察を受けて
全快する事が川来ました︒

の左の方ですかと質問すると︑そ
の通りです︒

︑︲ノ

〃︑

ワー
１人

をアルカリ化して︑日本人の病気の多

ぴや︑笑いや︑安心や謡登山等は血液

す︒

て極端なアルカロージスだづたので

︲
は子供の雨足を雨手でもち︑二蕊三分

くは酸性化ですが謎アルカリ化しても

︑︑︑︑︑︑︑

間子供の足を左右にふると︑子供の胴

病気をするので大に注意すべき事で
す︒

は︑病室に火鉢を入れさせず︑必ず部

供の肺炎を︑一人も死なせなかったの

業四十年間に注射薬を使用せずして子

又小兇科で有名な岡部環博士が︑開

るので︑その晩は安眠する事が出来ま

篭が左右にふれて︑副脱臼が賓整さる
す諭之れが西式健康法の金魚運動で︑

と云れておられました︒

屋の換気に注意したのが大きな原凹だ

農村の人糞の日常の食物を観察して
みましたが︑戦後酸性食がおそろしく

賃に放果があります︒

運動選手が肺肪膜を病む最大原因は

多いようです︒叉厚着をして冬火陸生

性食の偏食に留意することが肝要で

なる空気を呼吸すると同時に︑常に酸

健康長毒を保持するためには︑新鮮

内米飯の過食と︑脊柱の寓整に不注意

活をしておる老人に︑アルカロージス
先年村松梢風氏の妹さんの孫が︑膿

が相常にあります︒

のためですから︑健康長毒を希望する
ならば︑西式健康法を賞施すべきで
す︒

ー性のミルクを入るる習慣は︑酸聴基

す︒コーヒーに酸性の砂糖とアルカリ
晩けいれんとうめき甚しく︑三日目の

の平衡を保つためです︒

胸で静岡の病院で手術をして︑三日三

晩に遂に院長から死の宣告を受けた

◇◇◇

ので︑静岡螺の精農家尾藤氏が西跨畢

悪くなり奄又野菜類の繊維物質をとら

と肝臓の機能が衰え︑肝液素の分泌が

厚着をして皮膚を空気にさらさない

人間の健康には酸騨基の平衡が必要
で︑磯液が中和しておると健康です︒

を研究しておるので︑同氏の指導で︑

して窓をあけ︑西式健康法で有名な裸

多のまい晩に病室から全部の火鉢を川

◇◇◇

アルカリ性を帯びておると云はれてお

私共の鵠液は函七・二乃至七・四で弱
ります︒

泣くこと︑不安Ｄ下山等は私共の血液を

穀類や︑卵︑砂糖︑寒冷や︑憤怒や︑

例がありますが︑之れは火鉢の火で室

を受けた病人が︑十日後に退院した賞

療法で翌日は平熱となって︑死の宣告

しくなります︒

せぬと論腸内に黒便を生じ︑便秘が甚

動が衰え宿便を生じます︒宿便に注意

なかったり︑水分が不足すると腸の嬬

日光や︑努働や︑肉類や︑魚類や蕊

酸性化し︑之に反して暗黒や︑安静や

内の酸素が不足し︑極度に病室を温め

︑誼︑

野菜や︑牛乳及乳製品や︑温熱や︑喜
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して︑之れが内臓に影響して寓病の根

古便を腸内にためると︑毒素が震生

を呈します︒

に保存しておるものは︑必ず貧血症状

が回虫の柴養となるので︑回虫を津山

ております︒

古来三脈不等速は病気であると云はれ

の川上博士が護表し︑西式健康法では

左半身不随を起すと︑昭和十年頃慶大

と︑右半身不随となり︑右にたまると

えるので︑下腹部の左に宿便がたまる

素が篭血液の浄化を悪化し︑循環が衰

との診断で稲ざくろ根皮で僅かに三週

醤者から︑肺病ではない十二指腸虫だ

た病人が︑西式健康法を研究せし若い

の醤者から肺病だと云はれてねておっ

して諺衰弱して甚しく咳をして︑四人

先年私の郷里で壷六年間も青い顔を

ておるので︑血液循環の故障は健康に

本の毛細管が細胞八寓に生命力を典え

針一本位だと云はれておりますが︑一

本の毛細管をあつめて︑その太さが絹

に柴養を逢っております︒約二百五十

管があって︑之れが全身四百兆の細胞

人間の篭には約五十一億本の毛細血

源となり︑最もおそろしいのは此の毒

よほど以前から此の事を警告しており

至大の影響があります︒詳細は次ぎの

ます︒

間で全快せし貸例があります︒

はミルマグで我団では西勝造氏溌明の

すが︑近来英悌ではクリマグで米固で

めに毎年断食をせし事は非常に有名で

イマグ又はミルマグ五ＣＯに約廿倍の

るので河健康の篇に毎朝空腹時に︑ス

古い黒便が一升以上出ると云はれてお

飯常食者は諭廿一日間の断食をすると

尚又毎日便通のあるものでもや白米

末端近くにある︑動静脈吻合即ちグロ

解剖畢者レアリ・レアリスが毛細管の

説を渡表し︑又一七○七年フランスの

心臓脈動力説即ち俗に云ふ心臓ポンプ

一六二八年英画皇帝の侍醤︿１曇へ１が

機含に記述しますが︑結論を申ますと

印度ではガンジーが︑宿便排除のた

スイマグで︑宿便の掃除が出来るよう

水を加えて︑最一初一週間続けてのみ︑

もの峰年に一︑二回スイマグで宿便

繊維物質のない白米飯を常食とする

十年も古い黒便が排出されます︒

を加えて飲むと謎柔い便の中に五年も

次ぎの一週間は一○ＣＯに約廿傭の水

固語に通じ四十年間に七寓三千巻を読

健康法で有名な偉人西勝造氏は︑八ケ

ーミューを渡見しました︒然るに西式

になりました︒

の掃除をせすに︑断じて健康長毒は不

し︑毛細管原動力説を主張し︑現代醤

破して諺︿１今へ１の心臓動力説を否定

脊柱の不脊整︑酸蝿基の不平衡︑宿

◇◇◇

宿便 は 回 虫 の 宿 と な り ︑ 又 黒 便 の 附

可能です︒

着しておる庭には内出血を生じ︑之れ

畢で等閑にせしグローミューを採用し

１Ｊ
便等は︑血液循環を不等速にするので

︲Ｉ
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て︑現代醤皐で治療出来ぬ難病を︑蕊皐健康法の特長です︒何れにしても前

や注射や手術をせすして︑簡単に杢治巻は脊柱の副脱臼によって︑後者は柴

するようになりました︒菱の不足で故障を生ずるので注意が肝
私は孤制疎開以来芯郷里で結核や高要です︒
血雌で苦しんでおる人交に︑阿式雌股同時に人問の他艇に︑精帥作川の賞
法を論明して理解が川来て賞行せしも在を無帆する事は川来ません︒Ｃ︑Ａ︑

廷は︑私の主張する他股住宅に住み︑から性格を作る︑性格から運命を作る﹂

のは悉く全快してとても喜んでおりまホール博士は﹁思った通り細胞が排列
す︒どうぞ健膜遮寿を希望せらるる方する︑細胞の排列は習慨を作る魁習慣

及に勉めたいと思います︒︵評議員︶

念轄しつつある世界と
日本圃民の畳悟

河川内叫野霧肝ｕ
︲
二両鐸ｌ

弧剛が汗等に典えて居る彩禅力は容易

◇世界の各剛中支配的地位にある二大

の惟界各阿は米ソの二大弧固のウゴキ

ならぬものがある︒卒吐にいへぱ今日

マゴ附くと仙界各剛は生雄も経済も旭

に支配されつつある槻がある︒下手を

想も儒仰もこの二大図のいづれかにあ

一Ⅱも早く凹愈に入称して︑凹式雌脹と渡表しておりますが︑西醤畢では他
の精紳修養を大に主張しております︒

やつられて︑雌正な中立的立場といふ

法なるものを理解するよう切望しま膜の四分の一は精紳作川で︑身心一如
す︒

◇然るに幸か不幸か米ソ二大弧剛は何

ものを喪いつつある様にも兄える︒こ

◇◇◇近来新興宗教が州帝に嘘んなようで

私共の祁経系統は︑脳脊髄祁維系統すが︑結論は修養不足のものが多い篤
と内臓祁経系統とに分れ︑前若は動物と思います︒祁棚や俳壇を取沸い︑剛
性刷維系統と呼ぱ肌︑後新は柿物性川先の位牌を焼き拙い︑その上祁先の墓
維系統とも自律刑経系統とも云はれ︑のある寺の炎川を桃はす︑居住村の村

れも低劣なる或は野卑なる現状の中に

埋没して一歩をも抜き川そうとする理ゞ

ぬ時期が来て居ると忠ふ︒

こに祁剛日本が先づ猛反行せねばなら

前蒋は我だの意思によって自由になる祭りの斐川を拒むような心がけのもの
一嘩譜鍛堵は自由にならぬと云われておば恋
聯可
結能局で心
すが
︒けが悪いので健康還蒜は

想すら見えない︒唯自己の利害にのみ

を右往左往して居る槻がある︒それ所

囚われて冷たい戦祁と熱い戦霧との間

Ｉ
然るに此の自由にならぬ柿物性榊維子供等には皐校で︑教養の低いもの
一を稲意思によって自由にするのが西醤には姉人含や公民館で︑精抑修養の将
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￨
￨ 心づにした様又◇あのうじま行らlま界郎る火か
｜呪而Ⅱなてi,'灸はこる形いやまわ行でしの氏・堂か
す固る、、な錐う°勢弓なでれわはて鍵の妓自か
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催騨?硫澗灘蝋譲簾澱騨
てととた拝りには辿り稗＋Fに主再いモと、たらら
もに吾り迷心分佃ますさ敗誰総弓クこ今叙し生

｜陵I弟等すし協れだするんけば討議ラろ日解めれ
｜民一はるたMてにL‑‑(II身、るこ諭前ツにの蝿て米
｜のに先様りし、、と界こんのがすシき世吉居て

かしなければならないということを老

ぬと旭ふ︒その鮎を須磨嫡吉郎氏は卒

斑悟というものを躍持せなければなら

らぬ事位殆ど自明の生活原理ではない

が一人立ちする様に老へて行かいばな

教化開僻の影響を受けて居る一般含員

すら糖榊的に彼様に澗立して行く以上

誠依忠活現︒光鯛始中維︒

大死無亡森︒純忠瞳聖雄︒

○乃木測斌大祭献詠

腿尺知来絡︒測人感唯迩︒

仰唯新殿就︒明鑑照徴衷︒

○明治祁桝再建落慶藤玄

かと旭ふのである︒︵詐縦員︶

也にｎ分で一人立ちするようになんと
へるのであります﹂と述べられた︒是
は同氏の雅純な考で佃人主義猫善主義
を︑王張されるものでないことは明向で

あるから吾等も其趣斤締刺に於て何感
である︒

◇吾等は平素絶えず幾多の教化側僻に
附係して雁るが︑何故ｎ分で一人立ち
するように何とかしなければならない
かと云ふことを今少し徹底的に考へて
兄る必要がある︒例へぱ幼児期に入る
と子供でも母机をたよるより友だちを
求めて隼州生活をしたがるものだ︒つ
まりそういう生活を雑て段掩粘榊的に
望考の殆ど定説で幼稚閏や保育閏が幼

成蚤していくものらしい︒これは心理

あると云ふことは殆ど一般の常識とな

兄の導き方で今日の護述をしたもので
って居る︒集隅生活をして居る幼兇で
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古言を探る
○山静かにして太古に似たり︑日長うして
少一年の如し︒

ゆく︒ところで智者というものは︑下らぬこ

に次からＪ１︑へと忽ち仰わって果てしなく

な興味となるらしく︑愚人の問では無批判

うものであろう︒

能であって︑これはそれを現わす一つとい

て見る︒未練をもつというのは︑人間の本

いのに︑みな一度はその破片をつぎあわせ

︑︑

とをよい気になって喋りはしないから︑こ

食事の時間を遅らせれば︑腹が空いて食

○若木の下で笠をぬげ

もその種が乏しいものだというのである︒

めておかぬと︑年をとってから人に話すに

とかく若い時分に旅行して︑見聞をひろ

事がうまいから︑美食︹肉︶を食べた代り

若い人というものは︑或は勝来どんなに

○若い時旅をせねば老いての物語りがない

る︑日は子供がさものんびりと遊んでいる

になり︑またゆる？！︑と歩けば疲れないか

出枇する人か判らないもの︑即ち狩来ある

上でやっと止まって了うというのである︒

そのように長いという︒山中の静かさ︑春

らこれは車に乗った代りにするというので

ものだから今時の若い者はなどといって馬

山の中はひっそりとして静まり返り︑大

の日の長さをぱ現わした名句である︒
○山を琴ると十里︑聴姑の麗猶耳に在り︒

ある︑即ち貧乏していても身を正しくして

鹿にしないで寧ろ敬意をもって接すべきだ

○晩食以て肉に常て︑安歩以て車に雷つ︒

山から十里も離れたところでも︑またひ

いれば︑それが何より安らかで楽しいこと

昔の何事もなかった時の思いをさせられ

ぐらしの蕊が聞えるという意であるが︑こ

といレヮことである︒

だというもの・

○昔年寄に弱い者なし︒

れは即ちひぐらしの蕊が遠くまで聞えてや
まないように︑世の偏政者たるものも︑よ

た人はひとりもいないことになる︑みんな

していわない︑よく・ヘラノ︲︑と喋る人はよ

よく物を知っている人はみだりに口を出

○知る者は言わず︑言うものは知らず

自慢話をして︑今の若い者はいくじがない

年寄りの昔話を聞けば︑若い時に弱かっ

行わねばならぬというのである︒

なものである︒

く知らぬものである︑と世の中は先づこん

ろしく常に民のその蕊をぱ耳に聞き政治を
○指汚しとて切られもせず︒

らかった言葉である︒

な場合︑ほとんどの者が︑どうにもならな

というものは誤って茶碗などこわしたよう

いつまでも未練をのこすことの替え︑人間

いくら愚痴をこぼして見ても無駄なのに

○わった茶碗をついで見る︒

などというから︑そうした年寄の口癖をか

自分の指がきたないからといって︑切っ
て捨てて了うわけにはいかない︑即ち我が
肉身などに悪い者などがあった場合でも︑

一え︒

簡単に虚分するわけにはいかないという警

根も葉もないようなうわさそれでも非常

○流言は智者に止る︒

Ｉ
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○傑作の西村先生の樽とその年譜

○︒◎︒Ｃ

Ｏ◎︒︒◎

︒︒◎０．００

きて︑西洋の砲術を翠び︑その調奥を究む︒後佐久間象山に従つ

０．０．

００．Ｏ◎○◎○○

＊

て兵法を塁ぶ︒象山日く︑砲技は兵法にしかず︑兵法は洋畢にし
︑︑︑︑︑︑︑◎︒︒︒Ｏ
○︒︒
かずと︑先生深く其読に服し︑此より大に力を西籍に用ふ︒

年二十六︒父祁の職を継ぎ︑佐野藩の附人となる︒附人とは猶偲

相の如し︒佐野は佐倉の支藩なり︒時に支藩主好臣に惑はされ︑

中山久四郎

藩士服せず︒先生老臣某と議し︑談議頗る力む︒支藩主悔悟し︑

ヅト

更之を述ぷるを要せず︒しかるに最近土屋弘先生︵鳳洲と雛す︶

西村先生の惇記は含員諸君は勿論︑一般世人の熟知する所︒今

好臓二人を細け︑一藩帖然として︑蛎無きを得たり︒

ア反

０Ｏ◎

て︑藩主に上り︑叉海防策を作り︑之を閣老阿部正弘に上る︒

ぷテマッ

この旗︑米閥の軍艦浦賀に来り︑互市を詩ふ︒先生意見を具し

◎︒００○

の﹁晩晴撰文妙﹂二編巻五を閲して︑西村先生僻を讃を文章
勤健の妙に感じ︑着眼商尚記事詳密︑識者をして抑飛び肉躍ら
しむ︒感懐甚だ深く且つ切なり︒よって原漢文を普麺丈に書き

◎︒︒

︒００００○○︒︒０

日ひ︑一を擢夷論と日ふ︒先生常に開園説を持す︒而るに時俗震

皆機宜に合す︒是の時に方り︑悔内僅々論議分派︑一は開図説と

︒︒◎００．

改めて︑本誌に寄稿す︒
＊

Ｏ西村泊翁先生博

所となる︒先生歎じて日く︑此れ海外の形勢を知らざるに坐す︒

我この輩を醒さ蝉るべからず︒と幕府に上書し︑海外に遊駆せん

夷論を以て正義となし﹃開図説を持するもの︑往々その排撃する

と欲す︒藩老固執して可とせず︒

我邦の裡義載せて令典に在り︒爾来紹述して︑世左名賢あり︒慶
ずる所︑概して漢畢に止まり︑和漢洋の畢読を融合し︑卓然とし

喪政二年十月︒藩主堀田正陸閣老となり︑尋いて外閣事務を専管

元︹慶長︑元和︶以降は︑則ち其人枚畢に逼あらず︒然れども論
て家を成し︑侃々謹議︑力を閣家に致し︑知りて言はざるなく︑

後又徳川氏の篇めに︑三策を害す︒是の月︑藩命を以て京師に至

慶雁三年十月︑大蒋車徳川慶喜公に上謝して︑大に時事を論ず︒

る︒是より先き大将軍職を辞し︑京師を去りて大阪に入る︒先生

０．００

す︑先生支藩の老を以て︑兼ねて機密文書を符勾す︒

ツ

言ひて姻さ野るなく︑以て閥民道徳を振興し︑百年の長計を規謹
０○○０．︒︒００︒︒００◎︒◎
するに至りては︑則ち泊翁西村先生を推さ峰るを得ず︒而して人
○ＣＯ０．００００︒○０．︒︒◎
情遠きを崇び通きを卑しみ︑今人の古人に勝るものあるを知らず︒

︒︒ＣＯ

此れ余のこの僻を箸はす所以なり︒

先生西村を氏とし︑幼名は平太郎︒後鼎と改め︑又茂樹とあらた

も亦大阪に赴く︒
００００︒◎︒○

と︒是の夜︑先生遥に東方を望む︒火光天を燭す︒日く︑戦すで

明治元年一月三日︑人あり報じて日く︑徳川氏の前鋒京師に向ふ

に開く︒但し火光一所に在り︑東軍敗れたりと︒翌日敗報果して

デヲ

む︒泊翁は其競なり︒系源義光より出で︑世為佐倉藩に仕ふ︒胆
︑︑︑︑︑︑︑︑
芳高︑徳行一藩に冠たり︒考︵亡父︶芳郁︑性剛毅厳正︑材文武
︑︑︑

を具す︒

先生幼にして藩畢に入り︑漢書に享精す︒既にして大塚同庵に就

〔23）

し

フサ

政官畢制を頒布す︒先生︑畢問は身を立て生を治め壷を興す所以

堪へざらんと︒因って大に匡正するあらんと欲す︒而るに常時の

︒ＣＯ︒

を蹄へ琵琶湖を航して︑堅田に達す︒堅田は佐野藩の別邑たり︒

至る︒先生いふ東車既に敗る︒蹄路必ず梗がらんと︒去って暗嶺

に説き及ばず︒今日制を建つ此の如し︒後に至り恐らくは其弊に

０︒○○

なりとあるに至り︑日く︑論は則ち善し︒但し未だ仁義忠孝の教

ヤ

先生留まりて︑京師の動静を探り︑Ⅲつ岩倉輔相に上書して︑兵

０００Ｏ

畢者皆西欧畢術に舷惑し︑道義を以て迂腐となす︒先生慨然大息

を弾むるを勘む︒
００︒︒◎○

三年︑佐倉藩大参事に任じ︑四年︑印旅沼を決し田圃を開くこと

して日く︑儒道漸腰︑修身の単︑其根抵を失ひ︑人心放逸︑流弊

︒︒︒◎

を議す︒計すでに成りしが︑藩脹せられて果さず︒乃ち士族授産

の届るを知らずと︒是に於て自奮︑図民道徳を維持せんと欲す︒
００︒︒○

︒︒Ｏ

法を議し︑封邑を強し︑閑地七百除町を得て︑之を士族千二百蝕

術中の阪芥素等首として之を賛け︑遂に川志十五六人を得たり︒

Ｊ︐夜宮

戸に分つ︒倉女装同志を募何し︑礎る所の地を合せて︑草莱を墾

此れ日本弘道曾の始めたり︒
︒○︒︒︒︒

︒○○○

︒○○Ｏ

拓し︑茶樹を栽培し︑年に茶葉数千賞を得て︑之を海外に版ぎ︑

なり︑知名の士を筆げて︑犬に筑要の書籍を編纂す︒古堺類苑︑

十年一月︒文部大書記官に征ぜらる︒是より先き先生緬輯局長と

︒◎◎

八月︑兵部省︑先生を辞す︒辞して出でず︒

釦利を得たり︒藷し先生擁謹宜しきを得たりといふ︒

尤も浩揃たり︒未だ成るを告げす︒
○◎◎

に及び︑法律制度︑濯儀風俗に至るまで︑一に泰西に模倣す︒是

十八年十二月︒朝議大に政儲を革め︑海内新政を想増す︒義する

︒○○

︒○○Ｏ

︒０００．◎○

︒Ｏ

五年︵先生四十五歳︶五月︑家塾を東京深川に開き︑生徒に教授

十一月︑印幡牒椛参事に任ぜられしが︑叉誹す︒

に於て︑舞踏曾起り︑服装曾創まり︑活人謹曾興り︑而して忠孝

○○００Ｏ○

し︑かたはら著述に務む︒後築地に徒居す︒六年︑時事に感じ︑

節義︑勇武廉恥︑以て図家精紳となすもの︑一切棄つるが如くに

︒︒

掻族院を興さんと欲し︑木戸参議︑山田少蒋等と謀りしが成らず
○０．Ｏ

︒Ｏ

八月︑先生森有濯の説を賛けて︑明六杜を創む︒これ本邦皐曾の

して職ゑず︒爾来伶使慧偲語倭睡浮の徒︑時に乗じて勢を得︑質

Ｏ○︒︒︒◎○

○︒

始めたり︒後︑文部省畢士曾院を立つ︑渡に之に本づくなり︒

と︒親ら大駆誹義室を造り︑衆人を禽集し︑談説三日︑大に人心

直剛毅の士︑屈抑輔刺︒先生憂憤して日く︑﹁吾黙止すべからず﹂

︒○

︒︒

十一〃︑文部省流等出仕に袖せらる︒

○︒︒︒○

七年︑後藤象次郎︑副島種臆等︑建議して︑民選議院を興す︒喜

を警腸す︒時に十九年十二月十四日なり︒
Ｏ○◎

んで日く︑是れ時宜に適する者なりと︒因って元老院に上書し︑

明年春︑其稿を印行す︒論ずろ所滑々敷菖言︑反覆詳識痛切淋

︒○

其議を納れんことを諸ふ︒

滴︒其の齢する所を要すれば︑天地の賃理誇求めて以て枇道浄維

持するに在り︒日本道徳諭是なり︒

○００ＯＯ

八年︑四等出仕に進み︑︐五月︑三等侍講に兼任し︑従五位に叙せ

初め道徳論の成るや︑文部大臣森有潅之を協賛す︒時相︹時の綿

︒︒︒○

らる︒爾来聖上井に皇后を啓沃し其功尤も多なりといふ︒
Ｃ
Ｏ○○︒︒０︒Ｏ○
九年一月︑文部大丞に任ぜらる︒三月︑修身畢吐を創む︒初め大
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と︒先生得むこと話得ず︑語の過激に渉るを測りて之を護行す︒

有濯口く︑何ぞ必しずも然らん︒その甚しき者を去りて可なり

恐らくは諸公の意を充たさ障らん︒むしろ之を火にせんと︒

口く︑﹁此書は僕の粘紳の注ぐ所︑たとひ数十係を珊除するも︑

有濫先生を召し︑書中の数篠を摘し︑命じて之を改めしむ︒先生

理大蔵︺以て新政を誹段し︑圃蓮を阻抑すとなし︑有薩を詰責す

事日に蕊し︒勢分ちて二となさ陣ろを得ず︒是れ駆問を以て之を

れに曲る︒蓋し上古の風俗簡撰︑故に政教を以て一とす︒後枇人

し︑政に従ふ者は道徳を顧みず︒剛政の振はざる所以は︑一に此

徳論を著はす︒其略に口ふ︑﹁今や世人道徳政覗を分ちて二シと

教︑異日必ず翻るべき者あらんと︒事寛に行はれず︒後又画家道

詔を溢し︑明倫院を設け︑果して諸ふ所を得ば︑則ち本邦道徳の

ち︑以て闘民の安寧を護ること能はざらん︒切に願はくぼ新に大

して︑剛民道徳修めざれぱ︑則ち窃かに恐らくは皇室の奪巌を保

︒○．

二十一年七月︑華族女畢校長兼任︒一華族女駆校は皇后の創建する

言へぱ︑其抵は則ち決して然らず︒これを欝業にたとへん︒鍔家

ず︒然れども二者幹一併用するに非ざれぱ︑則ち蕊性を知り病状に

０○

所なり︒先生本邦古代の典式と︑欧米諸邦の畢規とを参酌し︑遂に

は必ず醤術と化翠とを兼修す︒〆夫れ化畢は鍔術と間より同じから
通すること能はず︒

０︒︒︒︒○０００︒○

︒︒００○○○○ｏ○

其の教則を改定せんと欲す︒而して罷めて果さず︒是より先き先
りといふ︒

之を航海者にたとへん︒航海者は必ず天文嬢と︑汽機畢とを兼修

○◎

拓する左以て剛是とし︑米剛は利川犀生を以て叫是とす︒我の剛

〔25）

生命を受けて︑東宮を輔導し︑叉諸王の鱈めに︑西洋歴史を誰ぜ
先生常にいふ︑西洋諸閲は耶蘇教室以て︑民徳を酒養す︒中ん就

するに非ざれぱ︑則ち能く方位を蝉じ風涛に龍すること能はず︒

す︒夫れ天文と汽機とは間より同じからず︒然れども二者を併用

く︑魯西亜の如きは︑洲主目から政教の桃を執り臣民の湘主を脱
ること︑猶ほ大教主の如し︒今日猶ほ対主猫裁政膿を持するを得
マサ

今の篤政者は︑猶ほ鍔家にして化畢を用ひず︑航海者にして︑天

○︒◎︒○︒︒︒︒◎０︒○︒◎Ｏ

るもの︑職として此れに之れ山るのみ︒誰しみて惟ふに︑我が皇

又口く︑凡そ枇界剛を立つる者必閏是あり︒智西版は謡域洋一開

０００．Ｏ

室︑天加以来︑蕗枇一糸︑雷称の隆︑禰聖無比︒故に本邦道徳富

○

文を川ひざるが如し︒あｋ危いかな︒
︒ＣＯ０．

に皇室を以て韮礎と鰯すべし︒その智育慨育の如きは︑之を文部

◎◎０○０００○○︒︒○

ヤ

も息まざる者︒是れ天則なり︒故に悲習を岡守して︑錘迩を知ら

是営に如何すべき︒日く︑天則に従ふのみ︑夫れ天運循行︑少し

烏極胞︑佐為木高行︑佐野常民等に諮る︒皆之を賛し︑これを宮

省に付して可なりと︒時に先生宮中顧問官たり︒此を以て脚僚副

↓︑サ︒Ｏ

内大臣士方久元に謀る︒久元之を善とし︑因ってこれを文部大臣

ざる者は︑天則に運ふなり︒但し菖物装育︑皆秩序あり︒園政に

︒○Ｏ

二十二年二月︑宮内大臣に建議し︑明倫院を宮内省中に設けんこ

りては︑則ち活眼達識︑時勢を洞翻する者に非ざれぱ︑未だ之を

任ずろ者は︑此意を識らざるべからず︒而して之を錘通するに至

Ｏ○︒◎

森有魁に言ふ︒有濯誤解あり︑事成らず︒

とを諸ふ︒其略に口く︑﹁部︑綴に似て︑而して甚だ急なるもの
︒００Ｏ

あり︒圃民道徳の教是れなり︒男もふに今後外圃と交際益之密に

1

所なり﹂と︒

○南牽羽峯評︒此編泊翁先生の絡始を詳叙し︑復除慈なし︒た鷺

．︒◎︒◎００○︒○○

蝶ずること能はず︒

堪ふくけんや︒弘識す︒

後二歳先生館孝一損つ︒責に明治三十五年八月十八日也︒痛惜に

改定︑内地雑居︑及び翠制改革等の事を論ず︒其他図家事あれば

その偉徳を謹揮するのみならず︒亦以て天下後世の道徳風教を

０００

二十三年︵先生六十三歳︶九月︒貴族院議員に任ぜらる︒在職二

︒︒○︒◎

年︒議合はざるを以て之を誹す︒後叉大臣諸公に上書して︑篠約
必ず上書して︑以て意見を陳述す︒而して率︹おうむね︶世人と

非ざる也︒

維持するに足る︒文中﹁今人古人に勝る﹂の語︑決して諌言に

○三島中洲評︒泊翁平生迩徳を説く︑陳腐に渉らず︒性だ仰欽す

ＯｏＣＯｏマサＯ

合はず︒

る︒而して齢七十三なり︒先生躯幹蟻偉︒容は淵にして言は閥︒

し︑詳悉通さず︒尤も多く其の論説を載す︒始めて其の全豹を

然れども其の一斑を窺ふに過ぎず︒今此編翁一生の顛委を記述

︒︒︒︒︒︒◎

三十三年︹先生七十五歳︶二月︒先生累進して従三位勤二等に至
暇ある毎に︑海内を周歴し︑諒々として道を講じて︑士民を糊誘
多く︑今や弘道曾員殆んど一寓人︒支曾一百二十鮭に至る︒

誰すことを得て︑仰欽益と深く︑人をして一誠一省︑篇の誰き

◎︒︒︒

す︒而かも未だ嘗て一銭を人に費せず︒士民の信従するもの日に

易営を憾ましむ︒

○○

先生編著する所︑寓図史︑西闘事物紀原︑婦女鑑︑小畢修身訓︑

び依田畢海︑四屋穂峯雨先生の評語あり︒

南躍︑三島雨先生の上記の評の外︑本文の諸節に︑雨先生及

土屋弘日く︑吾聞く道畢宋に盛にして︑用に窮せず︒甚しきは属

文政十一年︵一八二八︶先生誕生一歳︒

○西村先生年譜

以上詳密なる博記により︑簡明なる年表を作ること左の如し

初畢賓訓︑心翠講義︑日本道徳論︑画家道徳論︑記憶錐︑自識錐︑
ロジワク〆

言論叢︑随筆等︒其の謹述する所の者は︑防海要論︑経済要旨︑

禁あるに至り︑識者之を惜む︒吾先生の畢読に於て︑亦此歎なき

佐野の附人となる︒米図軍艦浦

嘉永六年︹一八五三︶二十六歳父祁の職を繕ぎ︑佐倉藩の支藩

教育史︑西史年表︑泰西史鑑︑洛日克入門等なり︒

能はず︒況んや先生平生徳を経し哲を乗り︑品行端直︑其義に非

慶睡三年︵一八六七︶四十歳先生京阪にあり国事に奔走勤努

生機密文書を虚理す︒・

外国事務を専管せるにより︑先

安政二年︵一八五五︶二十八歳佐倉藩主堀田正陸閣老となり︑

奨に来る︒先生海防策を上申す

ざれぱ︑則ち一芥も人に取らず︒其道の若きは︑則ち蕊を傾けて
害まず︒所謂行その言ふ所に塊ぢざる者︒先生あり︒あ上︑先生
︒◎０００︒○０．
時輩の迫格する所と篇るといへども︑其の皐業志節︑必ず一代を
○０．００００Ｏ○︒◎︒︒０．︒︒○．
風歴し︑而して永く後世に側はるものあらん︒

た野し行文雄健︑予をして不朽に博はらしむ︒此れ深く謝する

是篇の成るや︒先生閲讃して日く︑﹁推奨敢て富る所に非ず︒
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一

年にして之を瀞す︒

徒一二位勤二等

す︒

同三十三年︵一九○○︶七十三歳

︒︒︒○

明治元年︵一八六六︺四十一歳同上

八月十八日︑先生永眠︒

︵丈畢坤士︶

同三十五年︵一九○一ワ七十五歳

︑︑︑

生のところえ挨拶に行ったところ先生は静岡は産業人の考えが非
術に進歩しているから役人がロパシをいれない方が良いと教えら
れたと述懐して居られた︒うなづかれることである︒話が教員の
勤評問題や道徳教育に及んで大に熱論するところあり宗教が道徳
に及ぼす影聯が大きいが今の日本人には宗教的信仰が薄いことが
道徳教育の以前の問題ではないかというような話しなども出て最
近にない盛含で六時過ぎまでも話合った︒尚繁田氏から本支含の
ために昨年も五千回を寄附されたが本年も亦同様の御芳志を頂い
たことには含員深く感謝にたえない次第である︒︹卒津記︶

○三十七頁より

持の替官にナグラレ放しもまた困る︑よくは老うべし︒

改正案が出るので︑また反抗する︑イタチごっことなる︒英圃あ
たりでは︑瞥常の行過ぎが殆んどない︒それは警官に向って力を
加えたりすれば︑それは罪に問われるからである︒風民の良識と
訓練︑こうした一線はどうしても必要なことで︑警官はどんなに
︑︑︑︑
ナグラレ︑罵言をあびせられても仕方がないでは困るし︑治突維
︑︑︑︑

警察街職務執行法改正案を︑政府が臨時談愈に提出して︑テン
ャワンャの輿野黛︑それがために数日間を空費して了った︒今日︒
の日本の現状は︑お互に自分たちに都合のよいこと︑わるいこと
︑︑︑︑
で争って︑自他をツキマゼたものがない︒一方では力をもって闘
う︑そこで瞥官も従って一寸行過ぎたりすると︑問題になる︑と
いった瓜で手がでない︒そこで法律の改正が出る︑大幅に披げる

○

同三年Ｑ八七○︶四十二歳佐倉藩大参事となる︒
兵部省及び印幡螺より就職の談

同四年︹一八七こ四十三歳佐倉藩士族授産法を設計す︒
ありしが先生之を酢す︒

同五年︹一八七一ｃ四十五歳家塾を東京深川に開き生徒に教
授し︑又著述に務む︒

同六年ｃ八七一己四十六歳貴族院を興さんと謀り︑成らず
明六献詮伽め︑畢士愈含院の起
源を附く︒文部省五等出仕に補
世垂いる︒

同七年︵一八七四︶四十七歳民選議院を興さんこと建議す︒
◎０Ｏ

同八年︵一八七五︶四十八歳三竿侍講兼任︒

︒◎︒◎

同九年︵一八七六︶四十九歳文部大丞となる︒修身阜祇を創
０○０︒Ｏ

＊編桝局長となる︒

め︑日本弘通倉を開始す︒

何十 年 Ｑ 八 七 七 ︶ 五 十 歳 文 部 大 書 記 官 と な る ︒
同十九年○八八六︶五十九歳大挙講義室を造り大に講演す︒
同二十一年Ｑ八八八︶六十一歳華族女畢校握となる︒

同二十年ロ八八七︶六十歳前年の講演を印行す︒
同二十二年Ｑ八八九︶六十二歳明倫院を宮内省中に設けんこと
を建議す︒

同二十三年Ｑ八九○︺六十三歳貴族院議員に任せらる︒在職二

一
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｢刃

○新しい稽法講習倉の記
維戦後の道義は︑曾て見ないところの甚しい瀕慶ぶりで︑心

て新しい程法誰習曾を開催したことは︑その雷時報告した通りで

爾来六年有餓を経たわけであるが︑時恰も本年よりは小︑中畢

羊の︾︒︒

校に於て先づ道徳教育を特
特設
設す
する
るこ
こととなり毒
↓その特設博
時聞
間丙
内に

湛法も加わることとなったので︑かねて

ある人の等しく歎かざるを得なかったものである︒この現状に直
面した木曾は︑道義心の護揚を弧洲すると

日間︑芝公園内の日本女子曾館に於て︑

計翌して︑八月十五︑十六︑十七日の三

剛各府際の教育長に二名以内の希卿者の

法誌習曾を開催したわけである︒また金

谷畢校の先生方を中心にして︑新しい濯

共に一方道義心の表現として︑日々の生活
つけて︑枇曾生活をして敬と愛によって︑

の蜜践としての潅俵を先づ剛民等しく身に

とし昭和二十五年に日本弘道曾漉法研究委

心持よく︑明るく︑蝦かに秩序をたてよう

に達したことである︒

推薦を依頼したところ︑聡識者約六十名

先づ第一日の八月十五日は︑午前八時

に代って下村剛酋長より開曾の拶挨があ

より申込受付事務を維了の後︑酒井曹長

された︒次で午前九時よりは﹁現代の潅

り︑併せて誰帥方それ人︑の略歴を紹介

注﹂として︑徳川誰師の細論が二時間︑

終って十二時までの一時間は川島誰師の

﹁翠校教育に於ける澱法﹂の総論があっ

て︑詫食︑午後は高倉誰師より別窒日本

十時は︑
峰徳山誰師の﹁瀧法と家庭の城け﹂十

十二時までは松平誰師岬
のの﹁祉交俵瀧﹂の識議︑中食後は︑内

第二日間Ⅱ八時

間で坐濫の責習がありて︑午
午後三時半第一日を絵つた︒

時

一

（28）

員曾を設け︑徳川養親氏を委員長とし︑委
員十名にて約二ヶ年の研究を誼ね︑昭和二
十七年にその結果を﹁新しい鵡法﹂として
言うまでもなく︑・終戦後の就曾は︑いわ

一書に刊行したことであった︒

ゆる民主々義の帝の下に急奨を来したので
したがって剛民の稽義にあっても︑古来の
しい改訂をを齢儀なくされて来る課で︑新

伴統を錬飛しつつも幾多のそれに雁じた新
しい時代の濯法の韮準を打建てる必要に迫
られるところから︑本曾潅法委員曾も幾多
の研究を重ねたのであるが︑何れも現代の権威ある潅注研究著の
苦心により一膳の成果を得たことであった︒そこで昭和二十七年
春徳川委員長邸の誰堂で︑東京都内の各畢校の先生方の琴加を得

新しい職法誰習曾記念撮影

藤講師の﹁道徳教育について﹂と題し︑文部省の立場から︑道徳

教育についての反意について誰表さ麺午後三時半を以て維誰ｉ
その二日目を維つた︒

十時まで

十二時までは徳川講師の﹁現代の燈法﹂の講談があり︑下

第三日は川島講師の﹁畢校教育に於ける鵬法が八時
十時
村剛禽長より誰明苫の授典の後︑記念撮影︑午後は引被いて食卓
鳩法として︑洋食の質習に入り︑徳川︑川島叩誰師の指導で約一
時側牛に亙って︑蜜習した︑かくして三日間の誰習曾を終ｒした
謀であるが︑午後の三時よりは座談曾を開いて︑誰帥と講習生と
の親睦を計ると共に︑質疑雌答を交し︑誰習者たちは何れも熱心

ｘ

戦争中はひたすらに翠閣政府に協力した︑ところが結果は敗戦

となり︑協力したものはアベコベに戦争犯罪者のレッテルをはら

はいつどうなるか判らなに政府に協力するということは考えね

れてひどいⅡにあった︑この生々しい経験から︑画民は﹁世の中

ばならない﹂という考え方をするようになった︒︵今日のいわゆる

の政府をむしろ煽り立てていた組に脇するのが多かったものだが

進歩的畢者とか評論家などというものも︑戦謡中はその多くは時

今日の塗り方というものにはその心持が影響している︒そして左

の方に組していると︑普く本は壷れる︑誰淡繁昌等々で収入が多

ことは派手であり︑快哉が味えるといったものである︒そしてま

い︑そして人間の本性の一つである逃歩性とか革新とかを唱える

たかって署二六︑五︑一五事件というもので生命の危随を魁雛

な人達であったのでこ語り合って識きるところがない有様であっ
た︒そして毎年この一催しをして貰いたいと段意見も多く︑又この

うのが常である︑これが時勢というものであろうか︒

でゆくより外はないが︑今日の人は皆功利一鮎張りで庭するとい

い・思えば世の中はどうなってゆくかは判らない︑それには儒念

には︑勝来に虚するに馬鹿を見ないようにとの態度がないではな

てい上人たちなのであるが︑指令をうけてこれに従う人の一心の一中

膳部の何千人の﹁赤﹂は別として︑末端の一般の一人々はみな概し

の考え方に踊っているものも少くない︑もとより日教組なども主

若い者に植えつけつ上ある︒先般の勤雫評ストなどの現れにも↑と

皆に辿っている︑この影響は日本でも﹁革命近し﹂といり観念を

この甑は世界の左翼陣誉が大鍵高い姿勢をとり出して︑目山肺

したように︑左翼からの生命危臓も考えてもいる︒

講習を受けて︑夏休み後の新畢期に大きな梁しみが湧いたと述べ
る人もあった︒

︲次代の閣民に教育の効果を翠げるには︑︲先生方の正しい指導に

熱意を捧げることに負うものが頗る多いとすれば︑やがて誰習者
各自が奉職の畢校に於て︑この熱心さをもって望まれることを思
うとき︑その成果は期して待つべく︑今後が梁しみであることを
浦感した︑その集まられた人々は︑数に於て決して多数だとは言
えないと思うが︑その人々の一崎常千ぶりを見るとき︑幸にこの
誰習曾の催しも︑無嬬ではなかったと自負すゑ次第である︑維り
に臨んで︑この稀と言わる上暑中の候に︑誰師誌先生を初め誌智
者諸氏の勢に濁して︑本曾は主催者として︑衷心より感謝の意を
捧げる次第である︒︵一九五八・八︑三己
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大杉謹一

源氏物語の家庭葛藤㈲
夕顔

へ忍んで通っていった道すがら︑五係

れているらしい︒或る夜六峰の御息肪

じく足遠で︑どちらからもひどく恨ま

のだと喜びます︒

も︑まんざらでない女が見つかったも

評にあったそんなさげすまれる住家に

女は︑まことにしほらしくもやさし

めのと

に源氏の乳母の一人であった大気の乳

い性質で︑おっとりとしていて︑考え

ところもなく︑まるで子供のようで︑

深くもあり︑それかといって軍だしい

しかもまんざら男を知らない様子でも

すんでいるのを兇舞うためとあって︑

立寄ります︒そこの乳母の子の惟光に

母︵今は尼になっている︶が病気でや

案内を乞います︒この家の西憐りに︑

に入って︑しげしげ通うことになりま

ない︒そこでひどくこの女が可愛く気

一隠一悪謂鍋溌
なり︑しげく通ううちに︑かげろうの

主人のあるらしい女が︑なげいている

源氏が夕顔を知って︑この女が可愛く

らしく見えます︒惟光の話で︑これが

十七歳︑夕顔十九歳の頃でした︒

すが︑ふと夜のうちにあえなく死んで

邸へ車を運び︑そこで一夜をあかしま

或る夜︑この女を誘惑して︑近い別

す︒

ていよく女をだまして︑源氏を通わせ

れます︒王童と申します︒運命の子王

娘があります︒父は頭の中将とおもわ

夕顔には︑この時すでに三歳になる

しまいます︒

︵空蝉︶をその任地へ連れて下ろうと

いましたが︑夫が娘をあづけて北の方

童の物語は︑あとから出てまいりま

源氏には葵の上という第一夫人があ

す︒

していると聞き︑今一度あえないもの

源氏はその頃︑空蝉に思いを寄せて

はじめたのです︒

した女であると気づきます︒惟光が︑

夕顔という女で︑雨夜に頭の中僻の話

ようにはかなく死んでゆきます︒源氏
源氏はその頃遥六僚の御息所二十四
歳のもとへ忍んで通っておりました︒

源氏より七つ年上の未亡人︵夫はその
東宮︶で︑八つの姫君︵後の索宮︑冷
泉院の中宮︶がおありです︒ひどく思
いつめる性分のお方で︑源氏との開係
が若しも世間にもれでもしては︑人の
笑い草になりはせぬかとなげきわずら

にもならないで一人なやんでいまし
た︒そんな心境のうちに︑ふと見た夕

紫︲の上

かとじれったく思っていますが弱どう

源氏は左大臣家︵葵夫人︶のところ

顔が︑下流の中の下流と︑あの夜の批

っています︒

へも足遠になり︑六篠の御息所にも同

I

（30）

I

１

かつたが︑源氏の熱心さに負けて︑姫

１

りますが︑左大臣家の娘で四つ年上の

に源氏の君のお子様におなりなさいと

一

姉様型︒その第一夫人ならびにその里
すすめるものもある︒

らさらに不満は人形型の紫の上を自由

われるのは論いわば母親型を求めなが

源氏と同席する︒繕にかいた何かの姫

い︒父大臣がいろいろと宥めてやつと

はいってしまって出て来ようとしな

が綜宅の折も︑例の通りよその座敷へ

一悶一蕊蕊蕊蕊

方が何んとなく煙たくって物足りない
ところから謎源氏は欲求不満になって

にもなりまた可愛がって楽しまれる封

います︒そこで一方に藤壷の女御を慕

象にしたくもなる︒八つ年下でこの上

というように総麗に飾り立てていて︑

しては恨めしいことです﹂と訴える源

い︒今一初めてのことではないが︑私と

﹁時麦は普通の夫婦らしくして下さ

なく気に入った形である︒

身動きすることも自由でないようにき

教養をあたえてゆくことが︑何よりも

象が︑無邪気な少女を未来の妻として

氏の心境であります︒夫の浮気のせい

間懇綴寵馴祇
楽しかろうなどとおもいつめる︒幸い

もありましょうが︑妻の性格が気に入

ちんとした妻である︒

藤壷の宮の兄君の子であってみれば︑

らぬという鮎もありましょうか︒夫は

下の紫の上の方にそそがれます︒

｜割憂蕊瑳懲噂

若紫の女王は︑源氏を第二の父と思っ

しい心の慰めを得て満足します︒

て馴染んでまいります︒源氏はただ美

一︲峰際し瞬峠｜入れることになりまし

１緬唾⁝雲蕊幅

て︑紫の上はいろいろと心をいためま

で源氏は紫にすすめて明布の姫君を養

す．紫との間には子供がありませんの

女にいたします︒

源氏の寵愛だけは一身にあつめてい

るというものの︑しあわせな身であり

十三でなくなります︒

ながら家庭のなやみはたえません︒四

＊

ほかはない︒

＊

自分もよいし︑まことに好都合という

になく︑露骨に軽蔑されています︒こ

＊

妻の機嫌をとりますが︑ききめは一向

ん︒そこで夫の心はますます可愛い年

れでは家庭生活が楽しいとはいえませ

｜倒一蕊灘灘鯛
心に祁手の親たちに求めます︒先方で

＊
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I
１１

＊

I

一はまだ幼い姫のことではあり慾気にか

＊

I

言論の自由ということは︑よかれあしかれ

物事をよく考え研究して︑信念を以て意見を

一言して時間を費すことでなく︑自分自身で

新聞や雑誌を初め一寸した聞きかじりなどで

いというのは︑教養や信念がなく︑た宮蹄す

簡単だが︑それでいて事に協調和合は出来な

小人は同じて和せずとあるが︑雷同は至って

栴に蹄する恐れがあるからである︒論語にも

人︑の主人の菱絡から下りて︑た崖の使川人

民主幽家の一の大きな特握になっている︒こ

述べることである︒それから︑民主的自由と

るところ我碓勝手にあるからなので︑これで

の問題につい︑単にその場の思い付きとか︑

れは或る野心家︑或る組織の考えといったも

いう字の如く︑各自が皆主人であるという建

記

のがその目的を達しようとする勝手な力に封

は蛭に閲つたことである︒

雑記帳

して︑幽民が自由にその思うところを言い合

ことである︑即ち軍に自分に都合のよいとい

前に立って︑言うことには責任をもつという

る役︑を果し︑或る少数者の考えでなく︑大

ったもの︑勝手なものなどの弘行を食い止め

から考えを出すとか︑或は自分の事は棚に上

った勝手な考えを仮しんで︑脚他噸方の立場

ということは︑ほんとうに都合のよいことだ

その思想を現わす本荊の文字の意味するとこ

い向山といって同じく書かれて居るけれども

るといった無責任さを排すること︑或はまた

と喜んでいるが︑文字そのものは︑民主とい

勢の考えで少しでも公正を期すといった立場
から尊ばれてよいことである︒

ろは︑大いに異っているのであって︑民主思
いったいわゆる意地悪根性︑或は使川人的上

嫁に封するシュートメとか︑コジュートとか

︑︑︑︑︑

今日の日本は︑枇界のどこの図にも見られ

︑︑︑︑︑

ない言論の自由閏だといわれる︑誠に殆んど

ものは︑動物的な勝手鎮催というものとは違

想の表現に使う民主とか向山とかいう場合の

の一言等々と動機は様々のようであるが︑だ

こと︑自由だからといふ意識︑或は我こそは

なことである︒その一言たるや︑言わでもの

が商くなければ︑その言うところ荷うところ︑

格がないともいえる︑というのは︑国民の教養

ととは出来ない︑そしてまた自由を奥える菱

れば︑民主を韮というものは効果を蕊抑する

素々閏民全部の教養が相常に進んでいなけ

︑︑

無制限ともいう状態で︑あらゆる場合に待っ

ないなどといふことである︒

ガミ根性といった﹁誠﹂を失っていてはなら

がしかしこのように形式だけはともかく整っ
らない︒

て来つつあることは︑よいことと言わねばな

がないならば︑或る好餌によって或る者にた

ることは危臓であり︑またしっかりした信念

低俗︑放縦に流れて︑主人たる責任をもたせ

を備えてゆくかということである︒その方法

ちまち同化されて了ったりして︑各人がそれ

ところで今後はいかにしてこの形式に内容

の一つとして考えることは︑各自がそれ卜︑

ろがすべて人川の逆の外に出ないといったも
のだ︑これがほんとうの自由だが︑こＬに至
るのは容易ではないが︑一般の者は意志を躯
ゞくもって努力して︑闘民︑脈含人︑家庭人ま
た個人として︑逆に途わぬようにとする大き
な責任を負うのが自由への逆というもので︑
これには不断の教養と訓練を必要とする︒だ
から自由とは幽民として決して呑蕪なもので
はなく︑大きな責任をもつ刻苦の制度なので
ある︒夢誤解なく努めたいものである︒

して言えば︑古人の言った自分の欲するとこ

う内容をもつ文字なのである︒これを一言に

てましたとばかり一言が飛び出して仲を賑か

︑

げて澄いて︑人の事だけを問題にして批評す

こんな考えの者たちが︑民主といい︑向山

うことによって︑是非が自ら打出され︑片寄

者
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弘道詩林
凌石選

而
一一一

＠題獄八十九望寒蝉大森午︵日立︶

仰︑富岳鋲榊州︒奇策又奇句︒詩才筆力這︒山是稲不二︒

○００００○○００００○○○○○○○○○○Ｏ
瀧然菖古存．富獄歴乾坤︒雲秀維錘庭︒祁州稲凋尊︒霊峰
０○○ＱＯ○○００００００○○○○○○００Ｏ
誓碧室︒千古雪玲瀧︒奇惣来天外︒詩成怖仰中︒寓邦誰不
０○０○○○○Ｏ○○○００００○○○○○Ｏ
説然東海頭︒瑞雲環大麓︒鎖国幾千秋︒偶賦四首却呈凌石詞

Ｏ○○○○○○○００００００Ｏ
︑賀山田孝雄先生篇富山名響市民賦呈

長︒評臼︒高慎胤浦絶︒吟筆鎚卿頭︒封岳詩兼識︒長留闘古秋︒

八十七聖江東片口安︵富山︶

０００００○○○○○○００００００○○Ｏ○○○
０００○○
百歳不虚生︒評日︒老筆通勤︒自見風抑︒

荷来名響市民柴︒獄雪争輝眼更明︒篤胤精榊間粛皐︒正知

＠次韻吊塞蝉詞宗令嗣照君

○００００００００○○○○００○○００○○Ｏ○

○ＱＯ○○
礎祢卿似洲︒評臼︒愉炎其悲︒使異側川辿人︒

笑子哀細禰自傷︒遥知護帳割中腸︒命無先後経難奈．忍看

＠菊八十三聖廉驚小串清一︵横漬︶

霜気亜︒酌酒夕陽明︒向晩催高興︒悠然忘世術︒評日︒幽

︑ｎ︑︑証︑︑︑１Ｅ池︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
秋天風露冷︒黄白棚斑清．水溌楠公旅︒香浮陶令挫︒含英
︑弛氾︑爺︑︑１００００００００００
新浦逸︒雅溺可訓︒気節千古︒流芳可掬︒

＠賀友人某八十毒

九十六里如雪慶野庄作︵茨城︶
︑︑︑︑︑ｎ︑︑︑︑Ⅶ五︑︑○○○００○○○○

＠伊藤丘南翁霊前賦箕移山寺島慶一︵千葉︶

︑︑迅地︑︑︑地芯︑︑︑℃迅○○○００００００

○○○○○
遺影涙痕新︒評臼︒語厘情篤︒韻致亦醇︒

襟懐落為語偏員︒自是風流蕊籍人︒今夕蘭盆魂返否︒楯間

＠紫苑八十三里況堂天野佐︵東京︶

℃込稲︑秘︑︑︑芯︑︑︑︑詑○○○○○○○○○

本来山地天然草︒撤葉抽華六尺長︒露冷幽花呆紫色︒風姿

＠寄箕輪鳩山先生弘軒坂本弘︵佐原︶

○○○ＯＯ
淡淡弄秋光︒評日︒三四幽蝿︒秋光可愛︒

一望無雲鴫語頻︒脆風遠去地無塵︒江村到庭黄雲迩︒四歳

︑︑︑︑Ⅵ︑︑︑︑Ⅵ︑砧︑︑︑芯︑︑︑︑︑︑︑

＠杉霜墓球月固瞭山箕輪直︵茨城︶

︑︑℃︑︑
竪穣安固民︒評臼︒迩出自然︒豊穣安民︒

繁霜帯月雁雄頻︒落落風懐妙入刺︒横梨賦詩兵気壬︒繊衣

○００○○○○○○００○○○○００００００００

＠慶雁義塾百年祭喜賦景州宮本芳郎策京︺

０ＯＯ００
室負洛城存︒評臼︒風韻浦絶︒興盤漢詩︒在伯仲之間︒

附塾子鼓一百年︒英材輩出厩先驚︒我邦文化護端地︒凋立

○○○００○○○○００Ｏ○００○○○○○○○○

＠脆瓜後有作水石横江勝美︹横漬︶

０００○○
精祁千載体︒評臼︒河気峻逸︒一結有干鈎之力︒

芯迅︑︑︑︑︑︑︑︑芯砧︑︑○○○○○００○○

○○○○○
猫作静思人︒評日︒意境深遠︒結得不凡︒

脆風一過洗沙塵︒弦月鮮明録語頻︒生事也蒋入秋夕︒避喧

＠秋江即目悪斎兼坂重︵千葉︶

︑︑︑︑︑芯︑○○００○○○○００○○○０︑︑

西風吹度大江秋︒潮落薦花雪一洲︒飛雁数行雲影遠︒斜陽

︑︑恥︑︑
照水逢撮舟︒評日︒宛然如萱︒無一不詩︒

一
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！
｜

好

杖国年迎生誕辰︒性将剛直楽天員︒子孫続膝皆稲健︒瑞須

０○○○○
猶期米寿春︒評日︒喜気自溢︒着筆亦健︒

I

︑芳山懐古石崖林庸之助︵千葉︶

○○○Ｏ○００○○００○○ＯＯ○○○○００○○
０００Ｏ○
遺跡夢荘荘︒評白︒夜恨夢三字︒芳山套語︒用法得妙︒

秋風動樹夜凄涼︒箇雁盤哀寓恨長︒秋冷芳山一輪月︒南朝

＠納涼豊寮肥田寅松︵横漬︶

︑︑秘︑︑︑芯︑沌込迅℃︑ＥＯ００○○００００

○○○○○
高枕夢侃長︒評臼︒一結有閑雅之致︒

薫風吹緑動新隻︒石鼎茶煙一楊涼︒前後有閑負午睡︒北窓

＠贈高山郵便局長退職霞軒鵜野英治︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑弛○００○○００００

清容如鶴擬先賢︒郵務孜孜五十年︒退膳江湖間自適︒一竿

︑湘洋晩望蓬莱間宮雄︵藤津︶

︑︑︑︑︑︑記恥迅恥迅︑︑︑○○○○０○○００

０○○○○
盤室海鴨呼︒評日︒清適入詩︒一気町成︒

碧海荘荘繕島孤︒雲光帆影有還無︒登臨柾目欄干外︒遥看

＠温泉偶成青玉中村静子︹逗子︺

池︑︑︑誼︑︑︑︑︑︑℃︑︑○○○○○○○○○

０○○００
竹寛響霊泉︒評日︒清幽之境︒詩儒自溢︒

山深古木欝参天︒風椿雌蕊夕照前︒此地清閑絶塵境︒陰崖

＠時事所感秀波栗陳精夫︵横漬︶

戦雲洩漠掩金門︒中共企圃何虚存︒正志東西風勢激︒誰回

０○○００ＯＯ００○○００○○００○○○○○○

０００ＯＯ
奇策賭乾坤︒評日︒風雲之鍵︒不可迩脂︒

倶期攻玉新︒

淑女苔琴配告人︒一家琴誘自和春︒帆規有語君須記︒進畢

＠賀横江水石雅契令嗣靖郎君新婚凌石寛

△△△△△
月白帯詮哀︒

脆風廿二捲天来︒豪雨遅威林堅憤︒溺没流離不知数︒荒嘘

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

＠礎風節録

章分乎︒青衿泣封一雄火一︒

△△△△△△△△△△

乗勢似狂測︒台司川意猫迂遠︒畢長存心也困難︒群議不成

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
頚陶底事賞堪歎︒狂制勤評歴教垣︒守法頼椛憂異轍︒抗言
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

＠青衿泣瓢乎遊人

○○○００
憂世只同頭︒評日︒阿世之徒︒嵯何其多︒

綱維弛溌奈刑州︒文教頻聞邪説流︒敗後巳過十三戦︒慨然

＠戊戊八月十五日偶成香城菅谷敏夫︵千葉︶

０○○○○
風月只悠然︒評日︒一二員率︒三四寛紳︒自足欣慰︒

○○０００○○００Ｏ○００ＯＯ００００００○○

＠夜鑑識蕊蓬洲桑原毅作︵庚島︶

℃︑︑︑︑私︑迅恥︑︑︑地弛○００○○○○○○

０００○○
秋知是此謹︒評日︒東波所謂詩家清境︒結得這勤︒可訓︒

月掛松林夜自明︒野塘露墜爽涼生︒叢中錘韻疑蒜竹︒天地

＠六月十日熱海三樹荘吻壮小集楯間有識舟先生所書
高潔雲入怖之句因一分字篤韻得入

雲石村田一雄︵横涜︶

○００○○○○００００００００○○００○○○○

勘勘尋肌雅人難︒詩怖勃勃試篇什︒玉泉浴後酒頻傾︒酔裏

山荘翠嵐入︒

＠画嶺雲錦荘偶成松堂中村築次︹逗子︶

千峰寓塾翠紫同︒雲錦山荘墨書開︒浴後己忘炎暑酷︒天風

○○０○○○○○○○○Ｏ○Ｏ︑詠︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑
浩浩絶塵挨︒評日︒清爽︒自掃塵襟︒

＠碕花吟亮翁長島亮平︵埼舌

︑ｎ︑︑︑述部私記︑︑︑砧︑証︑︑︑︑︑

維葉四時美︒開花放異香︒佳人堪愛賞︒幽谷渦仙装︒
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I

弘道歌園

１１

１１

割田斧二選

秀逸○松江市平井常溝
折りためて手に除れどもなぼ堪えて捨つるに惜しき秋草の
半に

︹秋草の花によせる愛怖あはれにして深いものがある︺
こころ

○東京都中村徐風

秋雨に親子地賊の袈裟ぬれて性交ふ人の傭そそりね
︹物淋しき秋雨にぬれて立つ逝遜の地職掌に思いをよせる作者の
純情のほども知られてよし︺

佳作○千葉聯群谷義太郎

○富山牒片口江東

我家は坂路に添へり幾十年老いての今も道を繕ふ

○高山郵便局長退職千葉嬬鵜野秀春

再建の帆ひと練り込む木やり節Ⅲけば前世紀の夢蘇る
いそとせの長き年月公のつとめはげみし対ぞたふとき

○佐原市坂本弘軒

日焼けして孫ら夫婦の蹄り来ぬ秋の準備とはげむ書前に

○飯利米吉翁に長岡市波多良介

庭にたつライオン松と千代かけて弧く雄為しく君は柴えむ

○秋田市撰田洋子

佐倉市兼坂秀嶺

掃きためし塵の中より青為と葱の芯立ち朝光に峡ゆ．
○

○

千葉嬬石橋佐毒

願ふこと心のまＬにならぬ世かいすかの職とくいちがひつ
つ

○

茨城牒蕗川香風

四年綾く豊作と記す新聞ょ平年作と今はなりしを

○

川越市小名木狂辰

蕃川流る上水を眺めつつ知らぬ人らと岩風呂にあり

千葉聯金杉茂穂

恩給の支給頃をぱ忘れずに三女は孫を引きつれて来ぬ
○

大利根の夕赫かなり雨霧れてところどころによしきりの鳴く

○草津白根岬吐にて埼玉聯大久根吐月

千葉聯渡逢豊秋

秩父の宮にか上はる由緒を記す碑に偲べとや怖く松雌の藤
○

涜山牒椎名保弘

豊年といへど小農たち難く心の奥には暗き鴎あり
○

長岡市土田朝男

富士の嶺も一足づ上に登るなりかくは辿らな望む理想を
○

○

割田斧二

生業に日毎追はれて歌の道進みかねたる我が身はづかし

炎天下突如下り来て川烏の我が目路織るや心ひきしまる
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ｉｌｌｌ

暮れてまた明るき背戸や百日紅

蝿や縫ふ暇もなく厨妻

千葉茂穂

大橋越央子

介山誠村月秋辰甫

大橋越央子選

鈴なりの柿に夕日や丘の家
見上ぐれぱ己に秋来ぬ鰯雲
避病院裏門かたく塁珠沙華
雨もよび稽刈やめて大根蒔

機音の止みて夜皐の吾子を待つ

早稽刈るや脆風それし話など

稲かりのさかりとなりてひまもなし

等川紅葉うつりて秋深し
榊ながら刺初雪薯を掘る

日の本の柴えを見せて稲の出来

葉香峰
葉弘軒
京徐風
葉秀嶺

岡山城葉玉葉越城

弘道俳壇
◇雑詠
一枝のおぼらかに揺れ萩の花

秀逢
幹糞に栗鼠の歯痕や山の秋
木の資沈む小さき水輪や雨の池
塁珠沙韮踏まれて検死なお続く

維濃き湖畔に待てば風は秋

佳作

松江碧明子

研する上棟の槌秋高し

願望の古書手に入りて秋灯

豊作の話にはづむ涼み墓

○

豊作を見越して諜約超過かな

露草は秋冷凝りて咲きにけむ

△次読文苑原稿締切十一月十日限

山荘に音立てそめし秋の雨

ｌ

（36）

小内細栗原

松江耽史
埼玉加

長樹茨千埼千川茨

千 束 千 千

萩の燈下りそこまでの小買物

坂下りて畦道となる稲の花
秋立つや窓あけ放ち天守閣
秋燕や雨にけぶらう湖ありね

金風や庵の竹垣新たなり
風立ちて噴煙秋の日をかくす

椿の葉雫し島の霧はるＬ
秋風や火を噴く山の測候所
凡調なホ句詠みつ野け秋暮る上

伊豆の海暮れて三日月かＡりけり

秋耕や傾ける陽を頬に受け

︲

１１

良岱一春吐豊狂静

ト

辰市洗史子

f糾蝿

洗

川茨埼松松
越城玉江江
市蛎聯市市

その費現に着手されている︒依て本管も之

同氏を永久に偲ぶ今へき記念事業が計鐙され

とするが︑今回各方面の闘係者によりて︑

村海南氏逝去されて早くも一ヶ年にならん

一︑講師は本含より派遼を諸ふ︑の三頂を

十六日︵日曜︶一︑含揚は小見川小畢校︑

総念並に講演倉に開して一︑含期は十月二

等に就て︑依頼及打合せあり︑後本年秋季

り曾員移動等に就て︑含計係より含計事項

１１

△新しい濃法講習倉既報の如く︑八月十
に賛助することとせり︒

かせ︑二時三十分散官︑尚次回総念は豊浦

決定し︑壷食を共にして各自談笑に花を咲

本含だより
五︑十六︑十七日の三日間に豆り︑本含は

Ｏ小笠原氏逝去本含特別含貝︵元子爵︶小

○臨時純曹十月十七日下村剛含長の任期

に打たれ愈々翁の有除歳の毒を所りて乾

れ御指導を給はりました熱心さに一同感

さねられしも進んで定刻以前に来臨せら

満了のため︑別衷曾告の如く︑定款第三十

因みに番佐原職間翁には九十歳の齢をか

に滞在された︒

氏は本含に塞力さるること四十有除年に及

め逝去さる・享年九十二歳哀悼に堪えず︑

た︒︲

△特別雪員推薦命告の如く︑定款節十二

杯致しました︒

支曾だより

瀧亜直氏の御出席あり同氏より各地の澗崇

る︒東京国分寺に住んでいる聯出身作家大

九月六日午後二時より菅員三浦氏方に集

Ｏ秋田支曹便り

九催により副称是迩撃の臨時納念を開催す

員に推薦せり︒

△東部支曾講演倉千葉蝶東部支含に於て
は︑十月二十六日小見川町にて秋季講演倉
を開き︑木含特別含員前樹山大畢差鳥山喜

支店に於て支酋役員倉を開催︑顧問菅佐原

八月三十一日午前十時より小見川町魚平

市長になられた加谷賀朝蔵先生はかつて静

た︒これについ長らく官界にあり後で秋田

ぎては良くないと云うようなことを話され

興をさせるためには役人の指導が除り弧過

談や久し振りに見た郷土の感想や︑産業振

翁︑高木支含長︑鈴木副支酋長︑石橋理事︑

岡に穂任の命令を受けたとき一木喜徳郎先

Ｏ千葉螺東部支含報告

△大橋氏築任特別含貝大橋八郎氏は︑今

宮崎理事︑岩田監事︑内山︑渡遥︑菅谷︑

出席︑支曾長より含務に就て︑副支含長よ

二十七頁へつ資く

●

回日本髄蒋公砥総裁に策任された︒慶賀︑

飯田︑吉川︑寺本︑大塚︑穴津︑各評議員

△下村海南氏記念事業故本曾特別曾員下

る︒

大橋氏は弘道俳壇選者﹁大橋越史子﹂であ

一氏出張され︑﹁時事雑感﹂の題下に講波

ることとなれり︒

係により酒井愈彊より十三名を本命特別愈

び功勢者であった︒謹んで弔意を表す︒

△酒井含長八月中旬︑北海道に旅行され

｜

△選田理事八月中を長野螺鯉井津千ヶ瀧

地唾にて開催の議定︒

笠原長生氏は︑伊豆長岡の自邸で老衰のた

耐

多数誹智生参集︑盛念裡に総了した︒

''

新しい濃法講習含を翠行したが︑全幽より

1
'

さる入こととなれり︒

1
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｜

儒門精言
すべか

つ〃︑

二九

●

０
８

きやくな

○また日く芯須らくこれその心を大にして開陶ならしむくし︒ 雲へぱ九層の裏を篇る︑ 須らく大いに脚を倣すべ
くして方に得るが如し︒
山の下を山脚というようなもの︒土台のこと︒
⑳下のこと︒山

単
○また白く︑皐
杢を論すれば理を明らかにせんことを要す︒治を論ホれぱ須らく磯を識るぺし︒
○また白く︑皐肇
雷ぱざれぱ老いて表ふ︒

８

大姉抵翠ぶも言はずしておのづから祥るものは︑すなはち自得なり︒安排布澄あるものは︑みな自得
○また白く討大
にあらざるなり︒

○また日く︑董仲待謂ふ︑その義を正しくして︑その利を謀らず︑その道を明らかにして︑その功を計らず診と
２
８

孫思迩日く︑騰大ならんと欲して心小なることを欲し︑智回ならんと欲して行方なるを欲すれば︑以て法となす
し

一抄

６
８

４
８

れず︑造次にも必ずここにおいてし︑顛浦にも必ずここにおいてし︑出庭語獄︑必ずここにおいてし︑久うして

８

ずること篤ければ︑これを行ふこと果なり通こ紅を行ふこと果なればこれを守ること固なり︒仁義忠信諭心を離

３
８

を求む・いはゆる明らかにするによって誠なるなり︒これを誠にするの道は︑道を信ずること篤きにあり︑道を信

○程伊川日く︑肇の道は︑必ず先づこれを心に明らかにし︑養うところを知り︑しかるのちに力行︑もって至る

書千余方九十三巻がある︒

士にしようとしたが受けず︑唐の太宗のとき京師にはでたが宮にはつかず︒また山に踊った︒百徐歳で死んだ︒著は鍔薬の

⑫唐の雁士︒華原の人︒百家に通じよく老荘を言い︑かねて陰陽鰐蕊・算数のことにも油じていた︒階の文帝が召して図子博

んせられた︒著奉秋繁露は有名である︒

③漢の贋川の人︒春秋公羊畢者︒武帝のと営仕え江都の相となる︒災異の誰で知られる︒漢儒畢の第一・免官家居の？つち重

く

餅あた

失はざれぱ︑これに居りて安んじ軽動容周旋礎に中りて謎邪僻の心おのづから生ずることなし︒

⑨堅固の略︒

⑨果敢の略︒思いきりがいいこと︒

顛柿
柿怪
は傾覆流雛の際︒︲一とある︒
﹁迭次は急遼荷且の時時
︑︑顛

障ｊ

⑤⑳わずかのあいだ︒と
とっ
っさ
さの
馬場合︒論語の里仁に﹁造次にもここにおいてし︑ 顛柿にもここにおいてす︒﹂とあり︑朱注に
⑰たちいふるまい・動作のこと︒
︵芯

○また日く経は道を載する所以なり︒その言僻を訓し︑その訓話を解して︑道に及ぱざれば︑無川の糟粕のみ︒

で
ある
るがが
であ
︑︑のちただ文字にこだわるやりかたのように解稗されるようになっている︒ここではのちのほうに近い意味らし

⑰訓とは地域によっておこる意味？ｐがいを考えること︑話とは時代によっておこる意味のちがいを考えること︒これが本義

Ｌｖ

︑ｏ

い

○また日く︑道に志して応切なるは︑もとよりこれ誠意なり︒もし迫切にして理に中らざれば︑かへつて減なら

すとなす︒けだし賞に理中おのづから緩急ありて︑かくのごときの迫を容れざるなり︒天地の化を槻れば︑知る
べし︒

○また日く齢畢は自得するより貴きはなし︒得とは外よりするにあらざるなり︑故に自得といふ︒皐んで自得せ
ざれぱ蕊老いるに至りて益女衰ふ︒

えんよう記

○また白く記自得とは守るところを愛へざるなり︑自信とは守るところを疑はざるなり︒

○

○また日く︑古の畢者は︑優柔厭妖にして︑先後次序あり︒今の畢者は︑ただ一場の話説をなして︑高きを務む

ｰ〆

るのみ︒

言

粘

門

⑮ゆっくりと十分に味うこと︒
儒

儒門精言一三
たくは

いり鋤・けば

○また白く︑間識多きは︑なぼ庚く薬物を儲ふるがごとし︑用ひるところを知るを貴しとなす︒

○また白く︑今の皐者噂山麓を登るがごとし通その迄逼にあたりては︑悶歩せざるなし︑陵しき虚に到るに及

びては︑すなは
ぴ
はち
ち逢
逢巡
巡す︒すべからくこれ剛決果敢もって進むことを要すべし︒
⑲つらなりつづくさま︒

いた

○また日く︑君子の畢嘩必ず日上に新たにす︒日嬰二に新たにするものは日卜辰進む︒日食に新たにせざるもの

は必ず日上に退く︒いまだ進ますして退かざるものあらず︒ただ聖人の道には進退するところなし︑その造ると
ころのもの極なるをもってなり︒

○また日く︑百工は器を治む︑必ず用あるを貴ぶ︒器にして川ふくからざれぱ︑工をなさざるなり︒単んで川ふ
るところなければ︑肇はまさに何のためにせんとするや︒

いし

０
９

○
た白
白く
く︑
︑函
事は博きを貴ばず︑正しきを愛ぶのみ︒正しければ博し︒言は文なるを貴ばす︑常るを愛ぶのみ︒
○また
首れぱ文なり︒
⑳質の
の封
封で
で︑
︑形式︑Ｉ外面がととのうこと︒

○ま
また
た日
日く
く︑︑
拝第一等は寓人に護り典へ︑しばらく第二等となると説道ふなかれ︒わづかにかくのごとく説ふは︑

すなはちこれみづから菜つるなり︑仁に居り義に由る能はざるものと︑差等おなじからすといへども熟そのみづ

から小とするは一なり︒畢を言へぱ︑道をもって志となし︑人を言へぱ︑聖をもって志となす︒

○また白く︑畢者はすべからくこれ賞を務むくく︑名に近づくべからず︒まさにこれ︑名に近づくに意あれば︑

これ偽なり︒大本すでに失はれて︑さらに何事をか肇ばん︒名のためによると利のためによると︑清濁おなじか
らずといへども︑その利心はすなはち一なり︒

』
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命日年ロ

○日本弘道含臨時総含
昭和三十三年十〃二十四日

一︑日時
︵金︶午後四時

東京都千代川原西祁川二ノー

一︑場所

日本弘通禽餅

刑含優選畢︵十Ⅱ十七Ⅱ下村剛命涯

一︑議案
任期浦了による︶

右の通り定款第三十九係により臨時絶
命を州催致します︒称且容位の振て御
川席をお願い致します︒

岬蝿日本弘道念

昭和三十三年十月

︹出席者には淋常を呈す︺

数に命告す︒

定款第十二僚により酒井含蛙より左の
人為を水禽特別命員に推蛎せり︒依て

○日本弘道倉特別含貝耐序不Ｏ
塚本森一︑大脇正義︑岡崎毒市︑氏家
寿子︑藤井郡太郎︑小川孝三︑川中孝
子討山川醇︑河井猟八︑内藤粋三郎︑
岩村迩祉︑山崎犀二︑三好凌布

○編集だより
○菜は爽かに︑五穀稔りの秋を迎えることと
なりました︒含貝各位の御健勝を御慶び巾し
上げます︒

が出て参一ります︒その現われが砥含の各純の

○本年は気候不順なことでしたが︑幸に製作
が惇えられています︒かくして維職このかた
我々幽民の衣食住の生活は蒲々と安定感を蟻
して参りましたことは︑御同慶で御庄居いま
す︒しかし人間は﹁パン﹂のみによって生き
るものではなく︑衣食住にや上落蒲きが出来
ると更に推んでそれからそれへと称々と愁望
方面に瓦って起って来ています︒
○その様々に現われる耐含の出来事︑その根
元をなすものは︑一は仰統のよきものを生か
しつつ︑改蒋進歩を期そうする保守と︑仰統
などは顧みずに︑瑚想に向って︑この時こそ
と一鋪に革新を計る革命思想の争です︒この
相反する二つの考えからの争いが︑何かにつ
けて闘いとなる︑こ上に幽民的な粘祁の危憂
不安が絶えないわけで︑いわゆる過庇期の拠
頼時代にあることです︑この中にあって︑人
命糎澗の考えから生ずる様々の碓含の悲劇或
は教育に於ける遡徳問題といったことで︑本
雅に深作︑藤井雨坤士の所論を承ることは誠
に幸に存じます︒また二木跡士︑小出︑山田
岡崎の誰先生から等々︑内容の充武したもの
となりました︒どうぞ秋の夜長を齢火の下に
て親しまれますようお願い致します︒

割田斧二

振替口座東京皇軍番
日本出版協含曾員番雛Ｂ一言完

電話九段九番

識諏廻日本弘道含

東京都千代田腿西神田二ノー

印刷所東京尭言︶共立杜印刷所

東京都千代田睡祁田紳保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田礎祁田祁保町三ノ十

護行兼
編輯人

東京都千代田腿西紳田二ノー

昭和三十三年十月一日蕊行

１１︲

本含編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庚告の件については︑

岡封入の方に送付す︒

する外に赫々の特典あり︑規則書は郵袋拾

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

一ケ年含饗余百五拾回を桃込み入曾の手績

弘道含入曾手煩

弘道賓憤一冊金参拾五園也

』

一

日本弘道会礼法研究調査委員会

新しい鰐法

次

容装
姿
眼
あいさつ
談
話
動
作
物の坂扱
食
事
道
路
交
通
族館・ホテルおよび汽船

公衆の場所
社寺・教会
集会・会議

応接・接待

夕食会・昼食会
お茶の会・園遊会

競技・遊技

古来の伝統と美しい慣習と

を尊重し︑しかも今日の実

情を十分考えた新しい﹁礼

祇園法人日本弘道含

法要項﹂が必要であるとい

東京都千代田区西神田二ノー

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声であり童した︒

今回︑日本弘道会礼法研究

調査委員会は︑全く新たな

構想のもとに︑新礼法要項

を調査︑発表致し妻した︒

本委員会は︑各界代表者を

もって構成し︑二カ年の歳

月を費して完成され︑内容

については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

等の意見も求め︑完備した

ものたらしめており戎す︒
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