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て之を保持することを押す稲人力を以

日本弘道倉

○儒門緒言服宙男
し︒︵泊翁先生訓︶

て之を推進すること能はざるを知るべ

達するときは︑川然の蕪迩は人力を以

のなり︑若し能く道理に通じ︑時鍵に

し皆未だ天地自然の順序を知らざるも

はす芯是等の碗を主張するものは︑諾

の如くなる能はす︑何程急進せんと欲

も図の護達には︑自然の順序ありて芯

進を賎しみ︑以て瓦に相手ふ芯然れど

のあり通愈進は傑守を賜り︑守蒋は漸

稲するものあり︑或は念進と稲するも

今側本邦にて政治を術ずるものには

順

りである︒私の要素が少く︑従って秘桝が少いのが特色である︒上

の方灸には御地位に封する御自畳と御鴫みがあり︑下の人為には武

任感と奉公の誠意とがある︒上下共に正しいものへの開心で結ばれ

ている︒此の庇の部でも︑数年に瓦ろ朕汎で恨施な洲査と︑それか

皇太子妃の選定
此の度の皇太子妃御選定の装表は︑清新な一三−スとして飛剛民

ら来る確信と︑一統乱れないチームワークがあってこそ可能であっ

生活と︑架しい私的御生活とを立派に御洲和あらんこと寺一切に念じ

此の上は御二方の前途の御幸禰寿．斬るのみである︒巌縮な公的御

ある︒此の意味に於てまことに御同慶に堪えない︒

日本の皇室の明識と︑併せて日本民族の良識とを請明したかの鯉が

る和気と︑透徹した理性とが融合している︒かくも美しい結資は︑

今や剛民の多くは我蕪の如く椴醗を揚げている︒そこには胎蕩た

の一役を果されたものと錐者には感じられる︒

ものは科畢的捜査にも等しいもの︑その上で皇太子殿下小諜龍熱晴

たのである︒単なるロマンスの壷物にあらずして︑根本に横たわる

に深い感銘を典えた︒ひとり閣内に於けるばかりでなく︑海外にも
或る程度の反響があったと仰えられる︒

歴史の長きが故に︑古い伴統に縛られて︑ともすれば近代と縁遠
い存在の様に見られ勝ちた我が皇宗に︑かくの如く進歩的穴英断が
行はれたことを驚く人もあろう︒然し県室の内部を知る推者には︑

寧ろ反掛県我が皇室なればこそ資現の可能性があったように脳は
れる︒今も昔も︑皇室は宣停めいたことには甚だ潔癖で︑的の外れ
た憶測や想像にも敢て排明を控え︑反賀のみが雄癖であると期して

居られる︒今度の御虚置は︑此の御性絡の一端が事変を以て示され
た黙でまことに意表が深い︒

くそして静かに︑遠くから灰かな御親しみを差りつ上あり度いもの

上げる︒我々閥民として峰御地位に伴う御苦勢を拝察しつＬ︑温

にある︒長い歴史を辿れば︑之に反する事例も無いわけではないが

である︒︵野口肌︺

日本の皇室の美風は︑筆者の見るところでは︑純潔性と透明性と

概言すれば此の性格が御家風となっていろ︒殊に明治以後は一屑然
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道徳教育論批判︵その四︶

吉田能へ次
．︵道徳教育と債値一意識︶

道徳は人間の人間たる所以の特質である︒古来人而獣心

である︒ロックの論にも一面の近く理の作することは認めね

である︒故に先天的性善悪論の如きは無川の論争となるの

ばならぬが︑一切の先天性を否定するは行き過ぎである︒

ロック自身も反符作用の先在を認めて居る︒

具僻的善悪概念の中には何を善とし何を悪とするかの内

することは明である︒けれども善を善とし悪を悪とする慨

容的規定が包含せられて居る︒而しこれは経験に依って生

過ぎない︒近時﹁忠犬八公﹂の釧像なども出来たが︑これ

諺もあるが︑これは鳥類の行動を擬人的に解樺したものに

悪を決定せる鮎に行き過ぎがあるのである︒カント皐派の

らぬ︒唯カントは先験理性の活動のみに依って道徳上の善

味に於いては人間には善意識を内在するものと言はねばな

といへぱ人間にして人間に非すといふことを意味する︒尤

も同様で︑動物心理単上より解織すれば別の説明も成立つ

ヘルバルトが五道念の中に﹃内心の自由﹄の外に﹃意志の

らぬ︒カントの賞践理性は正に之を指すのである︒此の意

ことと恩ふ︒如何にも動物の本能的活動の中には人川も及

完全﹄を峯げて居るは安営である︒吾人は道徳教育を論ん

値意識そのものは経験以前のもの即ち先天性でなければな

ばぬ高等の心理作川と恩はれるものもあるが︑それは自畏

である︒要するに︑善を善とする道徳的意識は何人も所持

するに歯つては是の鮎を明確に歴別して世かねばならぬの

も﹁鳩に三枝の礎あり﹂とか﹁烏に反噛の孝﹂ありとかの

と反省に出づるものでなく︑執れも人間の自己投入作川に

するのである︒併し乍ら直ちに人間は皆善であるとか侍平

基く主槻的解淫である︒

英園のロックは一切の概念の起源は経験であるとなし
インネード・アイデア

等の償値意識を有するものであると論断するのは論理の飛

躍たるを免れず︒世には道徳概念を全然映如して居る者も

先天的槻念なるものを否認した︒彼は経験に内外の二極を
センセー．シヨンレフレクシヨン

づけた︒叉直撮的認識と論護的認識とを瞳別し道徳的概念

匠別し︑外的経験を感兇といひ︑内的経験を反省と名

ーチといふのはある︒たとひ全然徳性を峡如して居らぬま

でも道徳に敏感なる人間と鈍感なる人間とがある︒又道徳

ある︒精淋病者の中に道徳不感性者即ちモーラル・アンサ

る評誰的認識と説いて居る︒而して一切の概念の起源は経

心の狸固なる人と薄弱なる人との差等がある︒況んや道徳

は後者に属し行篤と法則と比較するより生ずる開係に馬す
験に基くものである以上︑先天的道徳観念は存在せぬ道理
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識︑閑暇生活に側する知識即ち趣味の教養等を翠げ︑理想
的生活とは此等を調和せる﹃幅の庚き生活﹄にあると説い

接に自己保存に開する知識︑吐含的政治的生活に閲する知

外ならない︒これ認識論上の亘理であって︑意識活動の存

識内にある世界は自我の内容として自我の内に在る世界に

するものである︒これカントが自我は世界の内にあるに非

すして世界は自我の内に在るといふ所以である︒吾人の意

て居るｐフランスの修身教授の国定要目にはソリタリテイ

記し︑リセーの中級に於いて一単年間また再び其の要旨を

求に韮いて外来の刺戟に取捨進捧を施すのではあるが︑そ

暗示又は模倣の意識作用である︒尤も自我が自我猫自の要

の構造に影響を典うるものである︒これ心理墨上における

反復し︑リセーの最高畢年に至って倫理翠を票間的に論究

れに依って自我自身の内部樵造も影響されるのである︒故

在する限り︑必ず非我の世界をその内に反映し︑必ず自我

することになって居る︒現今の道徳単に於いて個人の生命

に意識鰐は他我の浦足を自我自身の浦足の篇めにも要求す

・ソシアル即ち﹁祇禽連帯﹂を道徳の妓高原理と説いて居

と幸禰とを無規する説はないと共に︑佃人主上主義的人生

るものである︒諺に﹁朱に交れぱ赤くなる﹂とは此の理を

る︒一初等教育の修身科の要目中には多方面に亘る本務を列

訓を説くものはないと恩ふ︒要は人間生活に於ける各種の

重要硯せらる典所以である︒

諭すものである︒杜含畢上人間を牡舎人︵ソシウス︶と呼

慨値内容を如何に統一調和すべきかは倫理畢上の問題の核
心なのである︒道徳上の自律他律の問題の如きも自我活動

ぱるる所以も亦これが矯めである︒これ教育上吐禽教育の

の形式と内容とに開するもので︑正しき道徳生活を自律的

って成立するものである︒意識鵬には軍猫孤立的存在とい

不可分的に融合する︒殊に意識の内容は客観の主観化に依

何に依存する︒けれども意識鰐にあっては自我と非我とは

の髄験に依って陶治される︒換言すれば自我自身の努力如

れは主観的であり自我の要求に依存する︒従って自我自身

慣値評慨は意識活動の所産である︒その限りに於いてそ

身の責任に存するのである︒けれども此等の各方面に亘っ

の間より具磯的徳性を陶冷することは尭励に於いて佃人内

証含等多種多様である︒此等の環境は種為雑多である︒こ

牡含を離れて成立しない︒人間生活の環境は家庭︑畢校︑

限り執れの場合にも一方に侃すべきでない︒人間の生活は

とするが常道である︒けれども雨者共に意識活動に馬する

身の経馳に依るべきであり︑理知の陶冶には知的啓蒙を主

教育塁．上の原理よりすれば意志の陶冶は主として意志自

ふことはあり得ない︒意識其のものの本質は非我即ち自我

て通常なる施策を樵することは主導者の責務である︒而し

に遂行することが道徳教育の理想なのである︒

以外の刺戟に感雁し︑知尭し︑それを自我自身の内に擬取

（4）

道徳教育論批判︵その四︶

吉田能へ次
︒︵道徳教育と債値一意識︶

である︒故に先天的性善悪論の如きは無用の論争となるの

である︒ロックの論にも一面の亘理の存することは認めね

ばならぬが︑一切の先天性を否定するは行き過ぎである︒

ロック自身も反符作用の先在を認めて居る︒

具鰐的善悪観念の中には何を善とし何を悪とするかの内

ことと恩ふ︒如何にも動物の本能的活動の中には人間も及

も同様で︑動物心理塁上より解輝すれば別の説明も成立つ

過ぎない︒近時﹁忠犬八公﹂の銅像なども出来たが︑これ

諺もあるが︑これは鳥類の行動を擬人的に解樺したものに

も﹁鳩に三枝の階あり﹂とか﹁烏に反噛の孝﹂ありとかの

といへぱ人川にして人間に非すといふことを意味する︒尤

完全﹄を筆げて届るは安営である︒吾人は道徳教育を論ん

ヘルバルトが五道念の中に﹃内心の自由﹄の外に﹃意志の

悪を決定せる鮎に行き過ぎがあるのである︒カント皐派の

らぬ︒唯カントは先験理性の活動のみに依って道徳上の善

味に於いては人間には善意識を内在するものと言はねばな

らぬ︒カントの賞践理性は正に之を指すのである︒此の意

値意識そのものは経験以前のもの即ち先天性でなければな

することは明である︒けれども善を善とし悪を悪とする慨

容的規定が包含せられて居る︒而しこれは経験に依って生

ばぬ高等の心理作川と恩はれるものもあるが︑それは自畳

である︒要するに︑善を善とする道徳的意識は何人も所持

するに徴つては是の鮎を明確に腿別して世かいばならぬの
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遊徳は人間の人間たる所以の特質である︒古来人面獣心

と反行に川づるものでなく︑執れも人間の自己投入作川に

するのである︒併し乍ら直ちに人川は拷善であるとか皆平

基く主槻的解樺である︒

英国のロックは一切の概念の起源は経験であるとなし
インネート・アイデア

先天的観念なるものを否認した︒彼は経験に内外の二極を

躍たるを苑れず︒世には道徳概念を全然峡如して居る者も

等の償値意識を有するものであると論断するのは論理の飛

センセーシヨンレフレクシヨン
歴別し︑外的経験を感受といひ︑内的経験を反符と名

ーチといふのはある︒たとひ全然徳性を峡如して居らぬま

ある︒精刷飛者の中に道徳不感性者即ちモーラル・アンサ

でも道徳に敏感なる人間と鈍感なる人間とがある︒叉道徳

は後者に馬し行篤と法則と比較するより生する開係に馬す
る諏護的認識と説いて居る︒而して一切の槻念の起源は経

心の弧固なる人と薄弱なる人との差等がある︒況んや道徳

づけた︒叉直尭的認識と諭誰的認識とを唾別し道徳的槻念

験に基くものである以上︑先天的道徳観念は存在せぬ道理

rl，

﹁

ざること其の面の如し﹂との諺も恐く此る事賞に由来する

観念の内容に開しては賞に千差寓別で︑﹁人心の同じから

教育は到着不可能である︒彼等には全く欲↓心といふものは

貧民教育の研究に熱心な人が居た︒その人の話に﹃貧民の

筆者が大畢に在職中に︑東京市の小畢校教員の一人に︑

更によりよきものを求める意欲は全く無い︒若し除分の銭

ない︒衣食住の如きも︑その日だけ過ごすことで満足し︑

のであらう︒此の如き相違は何虚から来るのであるか︑そ
れを究明する篇めに進徳意識を分析し︑その内容と形式と

が手に入れば︑徒食して何日でも暮す︒それが無くなれば

を匠別することが必要なのである︒

道徳概念は道徳的判断即ち道徳的評偵の所産であるが︑

これは俄値概念の峡批を示すものである︒彼等は慨値槻念

は極めて薄弱であるから︑生活向上の篇めに努力せんとす

始めて再び乞食に出るなり屑拾に行くなりするのである︒﹂

る意志が起らない︒米人クラークが札幌農畢校を去るに際

その根本は償値判断の所産である︒償値観念は分化して道
の匡別は範嬬を異にする慨値規範に過ぎぬものである︒故

して︑﹁ポーイス・ビー・アンビシアス﹂と言ったのも︑

徳的概念︑零美的槻念︑論理的概念等となる︒善・美・貝
に道徳教育を論する際にも道徳的慣値意識の性質を究明し

於いて立志の必要を説き︑大志を懐けと脚ましたのも慨仙

償値意識の昂上を激働せしものと解すべきである︒儒教に

吾人は先に人冊は逝徳的存在であると言った︒併しそれ

が目的に合するものを﹁よきもの﹂と諭したのも人間は善

意識の修養の大切なることを示すものである︒ソクラテス

その内雰と形式の護達を考慰に入れることを怠ってはなら

は︑人間の素質に道徳的褒達の可能性が内在して居るとい

ぬのである︒

ふ意味である︒換言す虹ぱ人間は道徳的可能僻であるとい

る︒要するに道徳上︑全面的禁欲主義は誤謬である︒善悪

を求むるもの︑即ち人心の欲求を前提として居るのであ

の債値概念は欲求を満足せしむる所に護生するのである︒

ふことである︒而して︑それが現賞的道徳磯にまで護達す

尤も近頃の憤値論の中には情緒を主とする論と意志を主と

るのは内外の原因に基く努力と感化との成果である︒吾人
の道徳教育問題は現賞の人間生活に就て問題で︑確賞なる

べきでない︒人川の意識活動には少くとも知情意の三方理

する論と理知を主とする論とがある︒これ等も一方に侃す

せられねばならぬ︒精確に言へば︑精祁生活の賞護的事賛

が存在し︑又意識の根本的屈性として統一と持綾と創造と

ヘインネル︿ルプ・デル・フェルヌンフト︶に於いて論究

に基き蔽確賞なる槻察と推理とを土墓として判断を下され

がある︒かくの如く複雑なる超立磯的存在である以上はそ

認識の範園内に於いて︑即ちカントの所謂﹁理性の範園内﹂

ねばならぬ︒これが所謂精祁科皐的方法なのである︒
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一

価みても明白でなければならぬ︒

ることは︑カント皐派が主張する自我賞現読といふ名稲に

であるが謎倫理的善意識といへども自我の欲求を土墓とす

理的善と倫理的善との混同すべからざるは言を待たざる所

識の心理的分析の足らざることを示すものである︒尤も心

教育の任務なのである︒カント哲畢の道徳論の映黙は善意

特定の規範洋一設定して合理的償値鵠系を培養するのは道徳

値概念の内容は無限の差等が有り得るのである︒その間に

れの要求も多極多様に亙るのは常然の理である︒人間の債

所である︒否︑聖賢のみならず︑人川はパンのみで生きて

性以外の理性的欲求の存することも古来の聖蟹の賃護する

明向である︒けれども商等なる意識機としての人洲には感

全然感性的要求を無脱して偵値意識の成立し得ざるべきは

感性的要素の存することは何人も否認し得ざる所であれば

義の道徳論を眼中に於いての論である︒如何にも人間にも

ざる架空の臆説として非難して居る︒これ彼は所謂理想主

賃である︒スピノザは従来の道徳論は現賞の生活に通用せ

と叫ぱる上所以も是に存するのである︒唯人間の欲求は多

ハンストさへ流行する世相でないか︒ビー︒アンビシアス

鵬るものに非ざるはこれ亦明向である︒怖の例ではあるが

意識そのものを正しく培養するかに存する︒即ち︑正しき

称多様であるが故に︑その中で収拾進捧を施し意識全僻に

要するに逝徳教育の問題所亦は︑如何にして遊徳的慨値
人生槻肺愈槻を内祥とする仙仙意識を塀養する方途を考究

義︑経鹸主義には理想といふものが無いかの如く説く傾向

浦足を典うるものを人間として慨仙規範と判断するやうに

の翠の元覗であるが今日に於いても其の意味内容さへ確定

が多い︒けれどもこれは仙仙規範に州する兄解の和違に川

陶冶することが道徳教育なのである︒理想主義者は向然主

して居港い︒ジョン・スチュワード・ミルは其の著諭理皐

づるものである︒幸肺主義者が極端なら個人主義者に非ざ

に厩する︒ベーコンの主州せるエソロジー︵性格単︶は此

の中で︑﹁祇介科畢の論理﹂と題して桁詳細にエソロジー

する鮎にあるのである︒是等の問題は庚義の陶冶票の範隅

に論及して居る︒現今の心理皐肺含既倫理単等の進歩に顧

ム︶となすのは一和の理想主義と言ふくきである︒現今の

る眠り︑蚊大多数の妓大幸耐を妓商善へスムマム・ポーナ

逝徳教育の川題は人間槻の如何に依って解答を典にする

みて更に精確な研究が要求せらるべきである︒

本務︑国家に封する本務︑人類に封する本務と共に自己に

封する本務を説くを常とする︒ス︒ヘンサーは功利主義で者

倫理単に本務論といふのがある︒その中には家族に封する

提とする快楽主義と理念を主とする人洲獅を前提とする理

あるがその倫理皐読には直接に自己保存に閲する知識慾間

は止むを得ざる所である︒殊に感性を主とする人間観を前

想主義との間には瓦に不戴天の敵の如く反目する歴史的事
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記し︑リセーの中級に於いて一皐年間また再び其の要旨を

る︒初等教育の修身科の要目中には多方面に亘る本務を列

・ソシアル即ち﹁吐含連帯﹂を道徳の岐高原理と説いて居

て居る︒フランスの修身教授の園定要目にはソリタリテイ

識︑閑暇生活に脇する知識即ち趣味の教養等を畢げ︑理想
的生活とは此等を調和せる﹃幅の魔き生活﹄にあると説い

接に自己保存に開する知識愈腫含的政治的生活に閲する知

求に基いて外来の刺戟に取捨選捧を施すのではあるが︑そ

暗示又は模倣の意識作川である︒尤も自我が自我猫自の要

の構造に影響を典うるものである︒これ心理畢上における

在する限り︑必ず非我の世界をその内に反映し︑必ず自我

外ならない︒これ認識論上の員理であって︑意識活動の存

識内にある世界は自我の内容として自我の内に在る世界に

するものである︒これカントが自我は世界の内にあるに非

るものである︒諺に﹁朱に交れば赤くなる﹂とは此の理を

に意識隙は他我の浦足を自我自身の浦足の矯めにも要求す

すして世界は向我の内に在るといふ所以である︒吾人の意

することになって居る︒現今の道徳事に於いて佃人の生命

反復し︑リセーの最高畢年に至って倫理翠を単問的に論究

れに依って自我自身の内部樵造も影響されるのである︒故

訓を説くものはないと思ふ︒要は人間生活に於ける各種の

諭すものである︒杜愈皐上人間を杜含人︵ソシウス︶と呼

と幸耐とを無規する説はないと共に︑佃人︑王上主義的人生

心なのである︒道徳上の自律他律の問題の如きも自我活動

慨航内容を如何に統一調和すべきかは倫理皐上の問題の核

垂要覗せらる上所以である︒

ぱるる所以も亦これが矯めである︒これ教育上杜含教育の

の形式と内容とに開するもので︑正しき道徳生活を自律的

身の経験に依るべきであり︑理知の陶冶には知的啓蒙を主

教育皐曹上の原理よりすれば意志の陶冶は主として意志自

慨値評慨は意識活動の所康である︒その限りに於いてそ

とするが常道である︒けれども雨者共に意識活動に馬する

に遂行することが道徳教育の理想なのである︒

の篭験に依って陶冶される︒換言すれば自我自身の努力如

れは主槻的であり自我の要求に依存する︒従って脚我自身

って成立するものである︒意識鰐には軍猫孤立的存在とい

不可分的に融合する︒殊に意識の内容は客観の主槻化に依

身の責任に存するのである︒けれども此等の各方面に亘っ

の間より具鰐的徳性を陶冶することは尭局に於いて個人自

祇禽等多諏多様である︒此等の環境は祁為雑多である︒こ

壮禽を離れて成立しない︒人間生活の環境は家庭︑畢校︑

限り執れの場合にも一方に偏すべきでない︒人間の生活は

ふことはあり得ない︒意識其のものの本質は非我即ち自我

て適営なる施策を構することは主導者の責務である︒而し

何に依存する︒けれども意識磯にあっては自我と非我とは

以外の刺戟に感雁し︑知畳し︑それを自我自身の内に擬取
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も民族に取りても将来の迩命に開する重要性を有すること

校教育は徳性の基本的培養に努むくきが故に固家に取りて

論は人間生活の全般に於いて存在する理由がある︒特に畢

使命は此等諸問題を解決するに存するのである︒道徳教育

的原理として賞際腫含を支配せねばならぬ︒遊徳教育論の

て執れの場合に於いても健全なる人間観と人生観とが主導

上る自然性は動物も之を有する︒併しその親心が奪いもの

は己を忘れて諜すのが︑自然性としての親心であるが︑か

あるが故に人間といふことが出来る︒例へぱ︑子供の篤に

ぬ︒此の価値評便機能は人間の本質的のものであって︑之

理由も附けられようが芯理由なくとも善不善は毒動かされ

卑み︑之を不善と謂はざるを得ぬのである︒之には極交の

している︒同時に︑他を措いて己の鴬にせんとする欲求を

端と謂はる上側膳の心や︑同慌心についても何様である︒

善いもの︑といふ俄値評佃は動物の有せぬ所である︒仁の

が杜含一般に認識せらるべきである︒

現今の道徳教育問題︑

は悪なりと調った︒され共此等の自然性の上に︑此等の善

た︒されど自然性としては︑他を措いても自己の篇にせん

之に従ふことに外ならぬ︒所が下に言ふ如く︑不善や悪は
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孟子は︑か上る仁の自然性があるから︑人性は善なりとし

以上維新以来我悶道徳教育の振はなかつたこと奨共に︑

徳教育を振起するには如何にすべきか︑の問題に入るには︑

逝が生する︒前にも言及した如く︑書中席に︑性に率ふ︑

の本性によりて蕃悪が別たれ︑善を取り悪を避くる所に人

何であるかを明かにすることは︑倫理単の根本問題であっ

人閲の人間たる所以即ち人間の本性Ⅱ人間性Ⅱである︒此

て通古来論議の山積する所︑今之を架説することは出来

が宜いのであって︑それが義である︒義は宜なりと注樺せ

之を道と謂ふ龍とある所以である︒道が分れば之に従ふの

借て前にも言及せる如く︑人間は何人でも︑己を措いて

遡っていて︑根弧い︒そこで韮には弧要の意味が伴ふこと

られている︒そこで道義とは︑人間の本性により逝を知り

他の篇に課す心を尊び︑之を善と謂はざるを得ぬ天性を有

大方の賛許を得る所であらうと臆断している︒

ぬ︒よって只自らの信ずる所を摘記するに止めるが諭之は

道義が何であるか証に立ち返らぬぱならん︒然るに道義が

との欲情も存する︒布子は︑か上る欲怖弧きが故に︑人性

畢校に於ける道徳教育の六ケ敷さを述べ︑之を道義の本質

之によりて孟子布子の性の善悪論も起るのである︒之こそ

悪を別つ機能を有することが人間の人間たる所以であって
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に蹄因すとしたのであるが︑次に︑此の難鮎を究破し︑逝

郎

て義務を感ずることになるのであって︑道義は人の道に従

とした︒かくて人間の本性より道が生じ︑道に従ふ上に於

切の欲求を拠って︑只常篇の一念によりて行はねばならぬ

になる︒義務感即ち営篤の念がそれである︒カントは︑一

も︑之に類するのでないかと恩はれる︒何となれば︑伽教

系を展開した︒悌教の煩悩の槻方も︑基督教の肉慾の槻方

よる︒ス︒ヘンサーの如きも同様の見解に立ってその哲畢鉢

ひ岡ふのが人川の自然だと槻するに至らしめたのもそれに

からである︒自然的欲求でも︑．杜含的欲求でも︑それが自

きは︑それが利己的なることを意識するに由ると恩はれる

に蕊ても︑基督教に於ても︑自然的欲求を卑むことの甚し

然るに人間は其の本性上善を知りて之に向ふものである

己を措いても他の篇に識したいといふ親心のようなもので

ふことと︑それへの義務感とを指すといふべきである︒

が︑他方に於て荷子の謂ふ様に不善乃至悪への掻き傾向を

あれば︑何人も之を卑むことは出来ない筈である︒之に反

して︑向己の馬を主とする我欲は︑何人と雌之を卑まざる

んとの我欲に韓じやすいからである︒さり乍ら人間は︑性

を得ないのである︒それが人間の本性︑即ち人間性であ

有している︒といふは︑人間の意欲は︑．専ら自己の篇にせ

悪説の謂ふ如く本来悪であり︑叉本来我欲的である︑とは

なって了う︒小供が天使の姿を有しているといふのは︑未

謂へぬ︒己を忘れて小供の鴬に表したいといふ親心︑己の

だ世間づれがせす︑天然の純情を有するからでなから弓

る︒併しか上る人間性を有し乍ら︑人間は険しき吐称的生

ような自然的欲求も︑もとは唯それだけで︑他を措いても

活の中に自ら利己で固まり︑ホップスやス・ヘンサーの徒と

自分が先づ喰はう︑己が先づ鵬らう︑といふのではなかっ

か︒庭が世摺れするに随ひ︑何人も利己的色彩を濃厚にし

難儀を顧みず不幸な人の馬に識したいといふ側隠の心等は

た︒然るに︑競争はげしく︑生馬の目を抜くような周園の

人の戒むくきは利得にありと言へるは尤である︒か比る次

誰も彼も慾深婆さん慾深爺さんに化して了う︒孔子が︑老

何人も自然に有する所であり︑食びたい︑眠りたいといふ

もとより︑凡ての欲求に利己的色彩を典へ︑先づ自分がと

祇含状勢の険しさは︑自然に人間を利己的にし︑生命欲は

が其の書の誇頭に於て︑梁恵王に︑王何ぞ必ずしも利を言

はん︑仁義あるのみと説き︑功利を頭から叩きつけたのは

第故︑道義は利得の外に存するといふ見解は正しい︒孟子

心にも︑情け心にも職利己的色彩を加へ︑反噛を希待する

痛快であって︑や具もすれば功利の匂のする孔子の教を洗

いふこと上︑欲するといふこと上は一であるかのように恩

親心︑情は人の鴬ならすといふ情け心︑と愛するに至らし

ひ清めたことは︑孔孟と併稀せられ︑孔子の正道を鯨ふる

はしめるに至ったのである︒そこで本来は奉仕的である親

めた︒ホップスをして︑凡ての人間は利己的で︑人糞相手
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かくて人川の本性は︑善と不善︑即ち他の鴬に蒜すと自

と人間の本性に出でたるもの故︑此の本性の自受を掘り下

六ケ敷きかを顧みれば直に分る︒併し頼む所は︑逝義が素

くの昔に卒へた毒見の自我自身にとりても︑それが如何に

利の篇にするとの匡別を裁然と分ち誠善を算むと共に不善

ぐれぱ︑之を無限に︵と謂ひて可ならん︶深むることが出

ものとせられる所以であると信ずる︒

を卑まざるを得ないのであるが︑人生はその周閲との開係

感は高まり︑如何なる我欲をも抑ふることが出来︑如何な

来るといふことである︒之を深むる所︑道義に封する義務

かれ勝である︒そこで道義を自利と合致せしめんとの要求

た如く︑汝の慾を悉く叶へてやるが︑其の代りに命を貰ふ

はぬに至ることは︑先賢の護する所である︒カントも言っ

る困難にも堪ふることが川来︑その篇には命を棒ぐるを厭

べ

上功利と断つことが出来ない賞怖から︑道義︑即ち善の道

起り︑里説としても︑功利説の如きものが現はれてくる︒

借て然らば人間性の自畳を深むる工夫如何︒先づ其の基

行け。、

に従ふこと︑に封して︑心中に矛盾を感じ乍らも自利に曳

叉賞際の虚世法として︑商家の大部分は︑公衆への奉仕と

は︑人間は一命を捧げることが出来るのである︒孔子も生

の篇に仁︵即ち善︶を害ふことなし︑身を殺して仁を篇す

ぞ︑といへぱ︑誰しも之に雁じまい︒併し其の義務の篇に

と言っている︒人間性の自発の深まる庭︑我欲を制駁する

か祇含の篇とか︑如何にも道義的な庚告をして︑賛は自利
家乃至自黛の利達を謀っている︒加之︑仙川も術然のこと

に止らす︑之を自我の外に投げ出すことも可能である︒若

を企て奥いる︒又政治家も︑牡含聞家の篤と稲し乍ら︑自
なるかの如く之を見逃している︒かくては営事者自身︑其

礎として考へられることは︑自性の自蝿を促すよう常に心

自発を深めしめるには如何すべきかに蹄着する︒

る︒そこで問題は︑何人も有する其の本性を振起し︑之が

他にも其の自受を及ぼすことが出来る︒徳孤ならず︑であ

ければ千蔑人と雌我往かん︑と言った︒更に之に止まらす

濁るとも︑自らの清を保つことが出来る︒孔子は︑自ら直

しか上る境地に達すれば︑事為無擬︑周囲が如何に我欲に

の本性の閃く虚に起る心中の葛藤も︑之を押し隠し爺吐含
に潜む道義の蕊も︑功利の仮面に蔽はる上こと上なる︒か
上る杜含に於て︑如何にして道義を掩護し︑之を護揮せし
むるを得るであらうか︒之は道義の教育に侯つ外はないの
であるが︑如何にしてその教育が可能であらうか︒

前に論じた如く︑道徳教育の六ヶ敷き鮎は︑道義を鉢得
即ち自利より脱却せしむることであるが︑維新以来望校教

を用ふることである︒如何なる機能でも︑之を用ふること

せしむることに存する︒騨得とは︑道義に徹せしむること

は微凄たるものであった︒之は︑前述の如く皐校教育を夙

育に於て修身科を設け全力を翠げたにかｋはらす︑其の効
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放心となる︒故に絶えず之を意識するよう勉めいぱなら

何に善の尊きか︑不善の卑しきか︑を教へられて︑之に異

は異り︑言葉のみのものと湖念するに至る︒かくては︑如

の賞に合はざるを知り︑教へられたる道義は現責の事賞と

ぬ︒之が篇には︑機含ある毎に道義に注意せしむると共に

議はなくとも︑自己の我欲を抑える力とはならぬ︒道義も

少なければ萎廃する︒自性の自礎作用も然り︒孟子の謂ふ

る上徳の意義︑其の種類︑其の事例等と共に︑不善や悪に

道義とは何であるか︑善悪とは何であるか︑一般に認めら

とが出来る︒徳孤ならすといふ徳は︑徳の言に非すして︑

徹し我欲を駕駁せる人にして一初めて力ある道義を徳ふるこ

言葉だけの道義では我欲に封して無力である︒質に道義に

の心掛けた虎である︒従来のものとても︑人間の本性を反

つきても教育するを要するが︑之等は従来施した修身教育
省せしむるには意義があった︒併し乍ら自利を抑へて道義

る︒

資徳を意味している︒道徳教育は賓徳の教師を必要とす

然らば賞徳の人能く徳を教へ得る所以如何︒臼く︑如何

の力を褒揮せしむるには尚遠かった︒之が篇には︑その自
兇に活を入れねばならぬ︒謂は堂︑其の自兇に聖火を黙ず

なる人にしても通道義を教ふる道は一のみ︒そは巳に言へ

ある︒所が︑善悪に限らす︑凡ての債値評債は︑賢物を験

る如く︑迩義の基く所の人間性を深く自晃せしむることで

るを要する︒つきては蒋来の道徳教育の篇に要求したき二
事がある︒

其の一として要求することは教師其人について堂ある︒

道義に鯛れる片だの教訓も謎先生が其の教訓の賞行者なり

信じている︒だから各教科の端為に於て︑又時につれて︑

外はない︒小翠校に於ては︑児童は概ね先生を尊び︑之を

頁に有徳の人の提噺といふか︑鮎火といふか︑それに侯つ

が其の境地に達すれば一恭よく分るのである︑が猫自に之

に説明せられても︑その宵物を見ざれぱ分らぬ︒尤も自ら

あらゆる事物の貴さを絶し員美を兼ね供へている︑と如何

は出来ぬ︒善は凡ての慨値の最上のもので︑其の尊さは︑

は分らぬ︒謹術品も賀物を兇ざれぱその美しさを知ること

人間の本性の何たるか︑道義の何たるか︑徳の何たるか︑

と信じている︒随って其の教に力がある︒所が生徒が追為

に達することは至難である︒そこで之を教ふるには︑音物

はうまいと如何に説明せられても愁之を味はねば︑うまさ

成人し︑世の中が分って来ると︑自己心中の我欲と先生の

を示すことが至要である︒面に迩義に徹したる人に接すれ

せざれぱ︑直にその慨仙を知ることは出来ぬ︒例へぱ︑之

逝義的教訓との間に矛盾を見出すと共に︑或は先生の言能

ば︑その善さ︑その尊さは︑自ら自己の心にも徹するもの

等は之を教ふるに難くはない︒併し徳の賞行に至りては︑

く先生自身と一致するやに疑問を抱き︑或は先生の言先生
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である︒聖哲の感化力は偉大である︒孔子が周公を心中に

さに厩倒せられて弱在来の如くお坐なり修身の教師となっ

勉むる人であれば︑といふことになる︒是れ賛に止むを得

し我欲を超越し道義に徹するに至らすとも︑之に到らんと

けられぬこと上なると︒貝にその通りである︒そこで︑よ

河清を待つよりも遼遠である︒かくては道徳教育は手のつ

が皆如上の有徳者たるを待つとならば謡道徳教育は︑百年

は︑現時に於て寓を以て数へねばならぬ︒その多数の人為

は古来極めて稀である︒所が道徳教育に常らねばならぬ人

異議の無い所である︒併し我欲を超越し道義に徹したる人

をして迩徳教育に従事せしむることの可なるは︑何人と雌

人或は請うであらう︒有徳の士遮即ち道義に徹したる人

は次に述ぶる第二の提案とその趣旨を一にするものである

ある︒謂は賃︑道義に徹する修業場を附くことである︒之

に徹せんと勉めねばならぬような進路に立たしめることで

に︑単に教室修身の授業に止めず︑其の教師をして︑迩義

とになる︒そこで鐘に提案したきは︑道徳科を設くると共

説教となり︑師弟共にお坐なりの修身教室を作って了うこ

教室にては道義を説けど︑生徒は剛らず︑つい口先だけの

るが芯凡人の悲しさ︑二六時中我欲に囚はれ勝であって︑

輩を導かんとすれば︑道義に徹せねばならぬ︑との念はあ

ぱ漣道義に従はんとの心起り︑殊に道徳教育を任として後

の本性として善の尊ふべきを知り︑我欲の卑むべきを知ら

て了うのではないかと︒之も亦直に然りである︒何人も其

ないことである︒恨令聖地に到らすとも︑之に到らんと勉

から恥次の項に合せて論することにする︒価し方法は一に

経き︑之を以て自己を磨きしことも恩ひ合はされる︒

むるものは︑所謂次善であって︑自他共に道に肋むの柵導

厩するが︑其の目的の第一として︑教師自身を磨かしめん

かく謂ふとき︑人或は更に謂ふであらう︒若し道徳教育

となり得るであらう︒

のであるが︑仮令賃徳の人を得ても︑それだけでは教育の

以上は道徳教育の第一要件として教師の徳性を要求した

とするものであることを断って世きたい︒

と調うならば恥戦前の教育界もか上る人を索め︑所謂師範

者として索むる所が融道義に徹せんことを勉むる人に在り

教育は之を養成するに努力したのであって別に新しいこ

の上に於ては︑寧ろ第一要件に勝るとも謂ひ得るのであっ

に於て供ふべき第二要件が存する︒此の要件は︑教育功果

勉むる教師を養成すると謂っても︑昔の師範教育のま上で

て︑之によりて︑蒔かれた道義の征子の数為が育つのであ

効を必し難い︒それが周悶に感化を及ぼすには︑その周圃

は︑それは憂束ないのでないか︒よしそれが得られたとし

る︒種子を蒔くのは師であるが︑之を育てるのは地味であ

とではない︒所が暇令前の師範教育同様に道義に徹せんと

ても︑一旦就職して自ら道徳教育に営るとき︑其の六ケ敷
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のとせぱ︑その重要性の更に加はるを翻るのである︒所が

る︒而も此の地味は師を誘ひて種子を蒔くに至らしめるも

叉多数の間に魔がれぱ庚がる程︑又年月が長くなればなる

振起した結果に外ならぬ︒此の空気が濃くなればなる程︑

と︑が周園の人だの人間性に共鳴を感ぜしめ︑其の自昂を

るものは賞は此の力である︒孔子の薫化が大なりしことは

程︑其力を倍加するものであって︑道義的に人凌を薫化す

此の地味が︑従来の皐校教育に於て如何に備はれるか蛍問
題である︒さきに畢校教育に於て道徳教育が可能なりや否

あったと信ぜられる︒ソクラテスの感化も︑其の周閲に集

周園を取巻きし＋哲七十二子等の間に醸成せられた徳風で

素より孔子の人格によるが︑其の力を大にしたるは︑其の

借て然らば其の第二傑件︑謂は貸地味︑とは何である

に於て術はり得るか否かの問題に蹄すると愚考する︒

やは未解決の問題なりと言ったのは︑此の地味が畢校教育

か︒日く︑それは同じく人の問題であるのだが︑教育する

る︒維新以前の我図の塾の教育が︑道義に堅き人を作った

所以も︑其の塾風にありと断じてよい︒堀川皐院の塾風︑

りし営時のアテネの青年達が有せし敬風に因ると察せられ

成宜園の塾風等は多くの篤行者を出したが︑小さき松下村

人の問題ではなく︑之を受くる人糞の間の問題である︒と
為がその資格を術へすぱ・砥教育はその効を奏さないからで

いふは︑如何に教ふる人がその資格を傭へても︑受くる人
ある︒

塾の如きも︑塾生の間の気分が維新の傑物を作った︒無形

のものであるが︑それぞれの塾風はその塾生に大なる薫化

さらばその資格とは何であるか︒己にそれぞれの畢校に
入畢の資格ありて入墨しているものに︑道徳教育の篇に︑

を行ったのである︒

風とか単風とかの言葉はあるが︑薫化の力ある校風畢風が

顧みて之を維新以後の我が畢校教育に比較せぱ如何︒校

更に何の資格を要求するのであるか︒白く︑之は道徳教育
ある資格である︒吾人は之を徳風と呼ぶ︒之は教を受くる

を受くる佃為人の賓格ではなく︑受教者の一図が有すべき

で行かぬが︑各畢級乃至肇年に於て︑各の先生を中心とし

て︑児童の間に︑ある種の空気を作っている︒之が陪獣の

現存するであらうか︒唯小畢校に於ては︑全校の校風とま

間に︑或は見童を制約し芯或は勇躍せしめている︒私は曾

人だの間に起り得る雰閲気︑即ち空気︑であって無形のも
って成長する︒此の空気は道義を教ふる人に謝する心持よ

てある女子の訓導から︑﹁自分は往年畢校在畢中︑愛情を

のである︒併し其の力は偉大である︒道義は此の室気を吸

あるが︑彼が功利を離れて貝に道義に徹し純員にその人間

以て正しきを教ふることが訓育の唯一の原理なることを塁

り起るものであるから︑其の源をなすものは教育者自身で

性を謹揮せること︑乃至少くとも之を護揮せんと力むるこ
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きかないので悩んでいる︒是れ何故なるか﹂との質問に封

子供に封しているつもりだのに︑子供は自分の言ふことを

及んだ︒然るに家庭に於ては︑教室以上の愛と正とを以て

兇童は連年よく自分の言に従ってくれて︑遺憾なく今日に

ぴてより︑之を信じ︑之を心掛けて来たが︑自分の受持の

の間に定まった空気が生じ難い︒たとい生じか坐っても︑

は︑殆ど毎時間異る先生が異る科目を捨任するので︑生徒

入れる空気は起らない︒第二には︑中畢校以上の皐校にて

児そこで教師はたとい道義に中る訓話をしても︑之を受

皐校に於ては︑之を信ずるに至らしめる何等の措澄も無

知ると共に︑教師の道義的境地を疑ふに至るのであるが︑

Ｇ

し耐﹁畢校に於ける貴女の力は︑資は貴女を中心とする教

数が五十人ならば︑四五の不順者が居ても︑四十以上の力

擦して︑一校の訓育を磯げることになる︒其庭は︑畢長な

を醸すことがあるが︑それが却って他に封立を起し︑相磨

室の空気の力である︒即ち一種の牡含力の所篤である︒然

を以て腿するから︑窪なく雁服せられて了う︒家庭では母

り校長なりが上に立って︑之を融和統一すべきでないか︑

が︑生徒の間にあるグループを作り説一諏の特色ある空気

一子一である︒その上主人が子供の前で母親を叱るといふ

と或は調うであらうが︑現今の畢校組織では︑それは至難

次の時間には壊れてしまう︒稀にはある信頼せらる上教師

ようなことがあれば︑母親の力が半減する︒若し夫婦能く

である︒現今は皐長や校長は︑米図の畢校同様に︑皐校教

るに家庭に終ては︑その枇含力を峡いている︒教室の兇童

かぬことは無いと恩ふ﹂と答へて︑その訓導の納得を得た

呼吸を揃へて相合して子供に鴬らぱ︑子供が言うことをき

件を術へているからである︒教師も道義の人と信ぜられて

徳教育はある程度に於て行はれている︒そは行はる奥二催

も︑それは無用であるのみならず遥無功である︒戦争経結

上の道義的統一を企つる地位ではない︒よしそれを企て＆

︵之が今日の教組との問題を起す本となっている︶功利以

る篤に︑常に功利的立場に於て他の職員に封している︒

育事務の細括者であるのだから︑其の事務上の能率を翠ぐ

いるし︑之を中心として︑クラスの級風も存するからであ

ことがある︒惟ふに︑戦前も戦後も︑小畢校に於ては︑道

る︒同様のことは︑前述の如く︑家風についても謂へる︒

く教育事務の長ではあるが︑人を作る訓育の長たるには遼

直後は︑校長は小使長の如蚤ものであったといふ︒今は漸

家庭内に力扱き家風を起すことが出来るからである︒

風が存しないのだから︑それは徒勢であった︒元来畢校共

作る訓育の長たるを心掛けていたようである︒併し畢風校

遠である︒之に封し︑戦前はさすがに︑畢長校長峰人を

夫婦相和し︑加父母等も之に加はりて諏小供に臨むとき︑
然るに中畢校以上の畢校に於ては︑如上の空気を起すこ
とは至難である︒先づ第一に︑生徒は追為自己並に世間を
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は︑同塾の兄弟弟子とは全く異り︑一人一人匠糞別為であ

の信頼を以て集った教職員でない︒随って教職員お五の間

に出来ている︒昔の塾の如く︑塾長に封し︑道義的に満腹

呼ばれ︑或は︑孔子の教の資は移って日本に於て存すると

於て我図が用いて以て其の功を筆げ︑或は東洋の君子園と

緊要なる問題である︒卑兄によれば︑之には︑維新以前に

か︒是れ蓋し畢校に於ける道徳教育達成の鍵をなす所の最

椿て然らば皐校教育に於て如何にして徳風を養ふべき

正営である︒之には論議があらうが今は立入らぬ︒

って︑相通じている空気がない︒だから畢風校風の起りよ

物の組織が︑全校一致の畢風校風を作ることの出来ぬよう

うがない︒かくして教室内の室気は︑支離滅裂であって︑

まで中国人をして感嘆せしむるに至った道義の教育方法認

の塾とは異り︑今の畢校に於ては芯教授科目多様にして通

即ち塾の教育謎を畢校教育に併せ別ふくきである︒但し昔

い︒今後道徳科を新に設けても︑同様の状態を線返すに過

うには行かぬ︒熟にては師弟の開係が徹していた︒随って

随って教授者の数多く︑生徒の数も多くして︑到底昔のよ

に熱心であっても︑自利とは縁遠き逝義に相集る素地がな
ぎないのでなからうか︒畢校至鰐の校風は勿論のこと︑各

何等の力なく︑生徒は︑只功利的に知識や技術を習得する

教室に於ける徳風すら成立し難い虎へ︑暇令仁索松陰を連

師との開係とは全く異っている︒先生先輩に封する尊敬と

塾長に封する尊敬は非常なものであった︒今日の校長と教

西洋諸国では︑古くより道義を宗教的教儀の中に含めて

れて来ても︑その結果や知るべきのみである︒

ていた︒此の徳風の中に於てこそ功利を離れた道義心が生

信頼︑弟子後輩に封する愛育と親切とが力弧い徳風を作っ

ち高弟であり︑生徒が末弟であったならば︑一大塾を作り

育する︒今日に於ても校長が大先生であり︑師が小先生即

て来た︒教含では︑同じ儒仰を求めて集れる人糞の間に︑

一種の空気が雛されている︒此の空気が信仰と共に薫化を

槻ている関係上︑迩徳教育を教含の諸行事の中に於て行ふ

典へる︒そこで畢校にても鵬舜堂を作り︑宗教教育と共に

である︒

そこで︑今日の畢校教育に併せて︑出来るだけ塾教育の

得るであらうが︑今日の翠校にては︑それは絶封に不可能

出来ぬ︒宗教は倫理と密接なる開係を有し︑倫理を勧める

長所を探り入るべきである︒その方法としては︑新に道徳

道徳教育に於て︑同様の空気を砿成せんと努めている様で

のに大なる力となるものであるが︑倫理は本来宗教より猫

教育の一科目を立つるを機とし︑その教師には︑直に道義

ある︒併し我閏は固情を異にしている︒西洋に倣ふことは

立せるものであって︑寧ろ宗教の基礎をなすものであるか

に徹したる士魂少くとも徹せんと力むる士を選ぶと共に︑

︒

ら︑畢校教育に於ては︑道徳を宗教から離して教えるのが
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そ

とだし︑又橡備畢智の篇め個人塾に通ふ生徒も少くないの

の中畢校以上の畢校には︑下宿して通塁する生徒も多いこ

す矯め︑徳風樹立に専ら力を誰さしむることである︒今日

ように教室にての道義の教授に止まらす︑道義の賞行を促

作ることを努めしむることである︒即ち戦前の修身教青の

たものであって︑教育としては蚊上のものであり通醍醐味

して不可能事ではない︒古来己に行はれ︑且つ成功し来つ

族との開係もあり︑塾使としては六ケ敷き業であるが愁決

のである︒惟ふに︑此は決して容易なる仕事ではない︒家

信頼高まると共に︑徳風自ら生ずるに到ることを期するも

に互に精抑練磨をなすを企園するものであって︑塾長への

だから︑又特に志望するものもあらうから︑か上る畢生生

ると信ぜられる︒維新以来の修身教育は此の肝腎のものを

を有するものである︒之によりて道徳教育は初めて成就す

その教師をして︑道徳教育に峡くことの出来ぬ徳風を自ら

徒を集めて︑皐校以外に寄宿舎風の塾舎若干を作り︑道徳

↓全校生徒の校風の中核をなすに至ることは︑想像に難くな

のであるから︑自ら其の間に通歩る空気が生じ︑相悪りて

各塾によりて多少気分を異にしても︑道義を中心とするも

全校には及ばないが︑暇令一部分だけでも︑而してそれが

むるのである︒勿論之は生徒の一部分を敗容するに止り︑

を共にし芯之と共に畢ぴ︑共に遊び︑絶えず之を提噺せし

は︑同行者である︒塾生を磨くものは︑先生であるが︑同

れ勝である︒所がか上る時︑之を励まし之を力づけるもの

欲に因る︒如何なる道義への修行者も︑常に我欲に難まさ

性の向蝿が術に妨げられて︑逝義が拒まる上は︑自己の我

の深き自兇に存する︒所が巳に継述せるが如く︑此の人間

ならぬが︑其の泉派たり得る所以のものは︑自己の人間性

右につき︑道義の師は徳風の泉源として先づ尊ばれぬぱ

迩却していた︒

い︒道徳科の教師はもとより︑其の他の教師にても︑布も

科の教授者は同時に塾長たらしめ︑若干の畢生生徒と起居

道義を教へ︑人を作らんとするものには慾各小熟を作り︑

の古塾の先生が道義に優れていたことは事賞であるが︑先

時に︑塾生も亦先生を鱗くことになるのである︒維新以前

此の小寄宿舎即ち塾が今日の所謂寄橘介と異る所は︑後

平素起居の間に徳風を蓑はしむるを得ば︑更に可ならん︒

の意味に於て︑塾は逝義の教育上師弟両者の川に大なる意

日に於ても︑親は子供を磨く中に子供に磨かれている︒此

事務的に寓事を産理するが故に︑舎監も幾人か賞交代して

生を癖くに力あったものは︑塾生であったに運ひない︒今

其の勢に服するに封し︑前者は︑道義自受の篇に︑一人格

者に︑自ら磨く進路を典ふ︑と言ったのは是である︒

義を有する︒吾人が前に︑道義に徹することを力むる教育

者が畢生の宿泊を目的として︑之に利することを専らにし

考の下に寮生若干を同居せしむるを立前とし︑塾長を中心
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一

文部常局が迩義の教育の篇め特別の科を設くるに到れる

ピンとしている︒水場がよい︑この前はどうしてもだめ

営だ︑今年だけで見ると︑一つのシャクヤク︑ボタンでも

なかった︑﹁人間だってそうですね﹂と私が言いました︑本

で︑香港逢から飛行様で花を取り寄せたことがある︑なる

此際に︑単に科目の名を改めるとか︑その教科内容の整備

ほどそうだったかもしれないと思いました︒陛下に獄上し

とか講習倉を開くとかに止まらす︑進んで塾の設置を研究
し︑之が貸現を期してもらびたい︒如何に前者に骨折って

たいからという花がまいります︑やはりあのへんまでも違

って来たのかしらと思いました︒そんなことは日本で丁寧

からうか︒後者に於て︑初めて畢校に於ける道徳教育に新

に取り扱うし︑それから日本の水揚げや何かの方法もまじ

も︑戦前の修身教育の奮態を脱することが六ヶ敷いのでな
路を開くことになると信ずる︒西洋に於ても︑英国大里の

めにするからである︑﹁花に封する心構えが違って来たか

して︑それから本営のお座敷に生けたものだけれども︑そ

それこそもとは一生懸命にこれは貝中を切って︑水揚げを

のでしょう﹂と言いましたら︑﹁そういうものではない﹂

け花の心得がたいものですから︑﹁水にさえつければいい

らですよ﹂と言いました︒﹁そんなものかしら﹂と私は生

ハウスの制度の加きを参照とすべきであらう︒常局の一考

信子

げが違う﹂と言いました︒それで私は︑これは面白いこと

言いますから︑﹁どこが違いますか﹂と言いますと︑﹁水揚

ますから軸やっぱり日本のおいしいお刺身などがおいしい

人たちは洋式のものを上ります︑私などは年寄りでござい

また食事のことですが︑この頃は︑ほとんどみんな若い
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を瞳はしたいものである︒

献交儀謄
松

けさえすればいいので生けたけれども︑このごろは昔の通

れが一時そういうことができないで︑やたらむしように生

て来たから︑それで違って来ましたよ︑と言いました︑物

りにかえって︑砦さん水揚げの方法ができ得るように愛っ

を言うなと思いまして附きましたところが︑数年前まで

ように思いますけれども︑やっぱり洋式の方がよろしいそ

事何でもそうなのかしらと思い︑私一人感心したのです︒

は︑花の作り方︑つまり肥料の開係すべてがなかノ︑蕊わ

年前に日本に来て買ったときの花と︑昨今の花とは違うと

られる西洋の方にお目にかかったことがございますが︑数

私は︑よく花屋さんから花を洋山買って生けて喜んで居

講演された中の一節であります︶

︹本猫は︑特別愈員︑松卒信子先生が本称の新しい職法講習念に

¥

の上等なのを食べさせて護ったらどうだと言われて︑男の

ほど外国へ護ちました小さい孫などを︑ある方が支那料理

うで︒これについておかしい話があるのです︑それはこの

たちは本式のことは昂えられないものかしら﹂とお歎きが

いのです︑﹁気の毒だ﹂とおっしゃる謎やっぱり﹁今の人

と陛下がおつしやる︑決してああいろ方は批評はなさらな

だく︑そのときに︑一︲戦後の鍵り方というものはひどい﹂

まりフヵークとナイフの使い方が完全でないということで

先きにたつ︒やはり大臣でも何でも行儀が悪いのです︒つ

いきました︑とても結継で︑これは本式で︑フカのひ紅な

って芯﹁おばアちやんも一緒に﹂と言うので︑連れられて
ど川て一生懸命講燦して食べたのです︑そうすると︑末の

ことでございますか﹄と︑私も東宮職の開係で︑一年に二

御前に出ると恥かしいようなことがあるのです︒﹁どんな

子ばかりおるものですから︑その二人を連れていって下さ

十一になります孫が︑﹁いつギョーザが出てくるんだろう

つしやったらいいのになと思うんですけれども︑仲麦槙ん

お話を伺いますと︑﹁いやあれ⁝．：﹂とおっしゃいます︒お

でお話になりませんが︑わかるんですね︒私もよそで︑立

度ぐらいずつ御座所に川ますけれども⁝⁝そういうときに

い﹂と︒いかに︑そこいらのつまらない支那料理しか食べ

ナ﹂などと言うのです︒﹁ギョーザなどは︑きょうは出て

させられないものだナ⁝⁝﹁やはりお子さんには︑何もこ

派な方に結婚披露なんかでお目にか＆りますと︑やっぱり

きませんよ﹂﹁僕の好きな支那料理はギョーザきりしかな

ういうごちそうをする必要がなかったナ﹂と笑ったのです

フォークとナイフの使い方が全然違う︑ああ︑ああいろ方

が偉い方になったんだな⁝⁝そう考えてみれば︑何もお行

けれども︑そういうものなのです︒

洋食にいたしましても︑豚カツだとか︑コロッケだとか

すけれども︑あれがすっかり直って︑ちやんとするのには

儀よくエチケットを習ってばからしいと思えばそれまでで

やはり何年か先きになるだろうことを︑すぐ私どもは考え

いうのはまだ上等の方で︑それで平生そこいらにあるもの

ます︑外国になど出ていらつしやる方たちがもの笑いにな

でないと︑子どもたちの頭にはないばかりか︑．：⁝人間も
る程度で︑．：⁝いいものを食べてないと︑これでは仲為ち

船に乗るのでも作法の本が出ているのです︑賞際︑お気の

その程度だとつくノ︑恩ひました︑それを食べて喜んでい

またこういうことは言うべきではないのですけれども︑

毒なくらい物を知らない方が多いのです︒ナイフやフォー

らないようにというので︑この頃は飛行機に乗るのでも︑

姑維内閣の交迭だとか何とかいうのがしば／〜ございまし

クの遇き方一つでも︑スープの飲み方︑お茶の飲み方等糞

やんとした席には出られない鐸です︒

て翰偉いお方為が姑経鍵る︒そうすると宮中で御飯をいた
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そして教えさえすれば謎醜いことはちつともない耐それが

食べる物でも︑そこを考えて︑よく本式の方法を研究し︑

へ行って食べなくちやならないというわけぢやない︑家で

つ守らなければいけない戦研究の力が足りない︑何もよそ

⁝⁝︒それはもう家庭で考えなくてはいけない︑母親が一

人のちやんとした人はみんな上衣を着て歩いている︑開衿

なければならないのに困った︑なぜかというと蕊アメリカ

行って︑ニューヨークへ行って来まして︑上衣を着て行か

でも︑みんなその服装をしている︑どなたかがアメリカへ

熱帯の土地の服装です︑言一うでも恥シンガポールあたり

洋服と言えば洋服ですが軽装ですよね︑拝見するとすべて

シャツで一雌だと人の家を訪問する︑その人たちはお楽でし

シャツだけで歩るいているものは川舎ものだと︒⁝：それは

ょうが︑ハツと思うことが随分あります︒この暑さだから

ございますと︑その場合親が随分きびしいのです︑ことに

外園の困らない子どもさんたちになると︑ひどい無作法が

ます︒ですからそれを兇ますと︑もう一息若い子供さんを

は︑いまはまるで海水着のように女は肌を出し︑男は開衿

家庭で教える︑皐校で洋食などを食べるというのはほとん

でも通してきたのにと思います︒お互にあの室襲の間は厚

やりきれないと言ってしまえばそれまでです︒昔ならそれ

昔も今も鍵ることではないと私は思います︒それが日本で

どない︒それですから先生方もお気のついたときには教え

こうするのだと言って︑た上かんばかりに押しつけており

ていた堂く必要がありますけども︑賞際にそういうことは︑

いで過ごしてまいりました経鹸がございます︑それは自分

ぽつたい紺色の着物を着て︑モン︒ヘをはいて夜も脱がな

小畢六年から中畢一︑二年あたりになると︑ああするのだ

まだまだ日本は進むことはいるノ︑進んでも内容はなって

の身を守るためで︑暑いと感じるのは︑落着いたときに感

いないということを充分気をつけられて⁝：．同椛だ何だと

言って男の方でもそういう鮎が随分遅れている鮎があると

するだけで︑﹁さあ﹂というときの身排えをもっていた︑だ

から何とも思わすに過ごしてきましたが︑いま考えると︑

思います︒

いうものの大切さがつく人︑感じられると︑言ってあちこ

裸でも暑く感じる︑それは全く心持です︑人間の心権えと

そしてまた︑たまに行儀がいいと︑キザだとか︑ナマィ
キだとかいう麓が依然としていまでもあるのです︑また気

に封しては︑やっぱりこうしなくちゃならないとか︑また

私は今まで方為見てまいりますと︑図柄によって外国人

ちの方とお話いたしたことでした︒

．お
へ糸
側
をつけていると︑クラブや何かのお給仕人にしても︑

の使いどころが悪いと言うか︑衣食住のうち爾着物はほと

仕こそすれ誼自分が坐って見ていてわからないという︑頭
んど日本人はそこまで興味がないから洋服ですが︑それは
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お連れして︑アメリカの方の家庭にごちそうになりました︒

恥かしい思ひをしたことがあるのです︒日本の方二・三人

ぞ︑どうぞどうぞ﹂でそれは盛んに譲ります︒それで私は

日本人のお茶・お菓子を出したときの遠慮ですね︑﹁どう

分久しい前ですけれどもおりました︒よく感じたことは︑

とになるものです︒私はアメリカに三年竿ぐらい︑もう大

とえばいろんな遠慮ばかりがたったりなんかすると愛なこ

自分たち図土でもこうしなくちやならないということ︑た

それを喜ぶのです︒﹁そのようにして︑生活なさらないと

たとえば﹁これはおいしそうですね﹂といって先に食べる

遠慮したけれども︑アメリカでは遠慮ということはない︒

﹁お先に﹂とか﹁失確﹂とかということが先にたつもので

どんなことでもみんなに進める︑そうすると︑日本では

まことに如才ないから︑自分がこれを出そうと思ったら︑

いのだ﹂とおつしやるので芯﹁アメリカ人というものは︑

支那の婦人とも同じような経験があると話をしました︑

があるのです︒

アメリカ人と親しみは得られせまんよ﹂ところ言ったこと

の椅子とまんべんなく椅子を分けて坐らしていた蛍きまし

そうしますと︑小人数でしたから︑あっちの椅子︑こっち
た︑そこえお菓子が出る︒﹁どうぞ︑どうぞ﹂で︑私うっ

：．⁝﹁まあお先に﹂と言っておればとうるけれど︑まあそ

支那人の礎法からいうと︑二度は断わっていいそうです︑

これだけのお菓子とお茶が御不満のようだから漣新たに呼

るのは日本人だけですよ︑そうしておいて一番最後になっ

﹁お蹄りなさい﹂と言われる︑だから三度も四度も遠慮す

とりになってはどうですか﹂と言ったのですけれども︑お

かりとどうぞお先にという意味で︑﹁皆さんかまわすにお

ぶことにするから嫌ってくれ﹂というのです︑そこで﹁い

てお茶を飲みそこね︑お菓子を食べそこねるような始末に

ですけれど︑三度は主人に封して失耀だ︑無確だといって

やそんなことはありません︑みんな喜んで食べますよ﹂と

ちらからどうぞお入り下さい⁝．：﹂と二度まではいいそう

言ったのです．﹁私が第一食べます﹂と言ってお茶やお菓

お菓子が悪い︑お茶が悪いということではないのです︑話

なるのです︑そこは心得がないからで︑決してそこの家の

とりにならない︒主人の方が私を呼んで﹁どうもきょうは

子をいた貰いた・﹁ここの奥さんがあなた方が遠慮なさる
ものだから物が悪いのだろうと心配しているからいた野き

て注意すればわかったのに﹂とお別れしたことが御座いま

してみれば何でもないわかることで︑つい﹁皆さんにすべ

英国に参りますと︑それ以上やかましいのです︒英国人

す︒

ませよう﹂と言って齢そうして食べたんですが︑お茶を飲
みお菓子を食べてきげんがなおり︑ゆっくりとお話をして
鰯りました︑そうすると蹄り際に︑﹁どうしてきげんが悪
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言って︑鍾なことに不満を述べられることがよくありま

うわけで嫌いなのでしょう﹂﹁どういうわけでしょう﹂と

です龍それだものですから︑よく日本の奥様方が﹁どうい

なしてもなかＪ１首も振らないで︑拒絶したって感じるの

は︑日本人と同じで︑見識ぶって︑一生懸命になってもて

みがきたてていかなければならないということを痛切に感

美しくみがいていくのには︑われノ︑が共堂に何とかして

なさけないのですけれども︑まあ国民性ですから︑それを

にはそれを現わし得ないのです︑一面なさけないといえば

日本人にはないのですとこういうのですけれども︑日本人

に芯いわゆる西洋人のチャーミング︑チャームというのが

松平簡堂伯の人格

じます︒︹文責在記者︶

す︒今度あちらへ参りました孫が︑畢校で言葉だけは︑英
語やら何やら充分けいこして行ったのですから︑あちこち
早速歩いているらしく︑街の感想を謡若い男の畢生の感想
だとか︑何なり詳しく書いてよこせと言っておきましたら

一催促されるものは誰でも果すが︑催促されないものを特に注

であった︒寄附は自分の力を計って即決し︑他との振合等は考

意して果された︒例へぱ見舞ごと︑税ごと︑寄附等は即決即行

よく書いてよこします︑その手紙の中に﹁かねておぱあさ
まがいっていた通り︑賞に堅賞そのものだと言えば大そう

もその一つである︒︶︹野口生︺

を臨時に御手博いしていると︑種奄思出すことがあるが︑この話

先年割田さんから此の話を伺って感銘を畳えた︒今割田さんの後

︵伯は御承知の如く嘗て本含々長一超つとめられた方である︒私は

た︒

一外より内を尊ばれ︑上衣は粗で︑下衣は良いものを用いられ

た︒

一時間を厳守されて︑いつも三十分位前に出席される風があっ

一近親の不幸をよく救はれた︒

た︒

一骨董品や同書で貴重なものは園に寄附され︑二級品は貢られ

えられなかった︒

立派に聞えるけれども︑私が歩いている女や子供を見ると
まるで鉛筆かすりこぎ棒が歩いているようだ﹂と書いてあ
る︑そして﹁何の美しさもなく︑貝つすぐ向いて︑さっさ
と歩いて行くのは賞につまらぬものだ﹂とも書いてある︑

私はすぐ返事を出しました︑﹁第一の印象がそれなれば︑
いまにすりこぎ棒が菊の花の如くに見える時期がくるでし
ょう﹂と書いてやったのですけれども︑そういうふうで︑
日本人がすでに鉛筆ぐらいに向うの人は見られるらしいの
です︑非常にかたくななところがあるのです︒

そのように︑賞に守ってみなくちやならない黙が津山あ

一隅城純蕩斯馴踊騨鵬創満諦騨誌

（18〕

源氏物語の家庭葛藤ｗ

涯鯛鵡潔聡珊一﹂蝦鍋一聴壷一懸龍噸踊賦睡

一刷一誹溌蕊鰹測瀕澱隣覇旗語方であったと見て

いの言葉は藤壷の胸をいためさせま

Ｊ驚扉賎塞噸睡蓬鯨繁蕊潔総

ありません︒

て苦しんでおられたことは申すまでもの嫉妬のたれであり︑そのあたりの岨

す︒しかし中宮は内心に悩みをもたれにとって二度目︵妓初は桐壷の更衣︶

大杉謹一
藤壷

一催一群漢蕊繍
徽殿の女御をしのぐ御身分︒それに亡
であるということで︑きつい女御のお

くなられた桐龍の史衣によく似たお方

の薪さで川家なさいます︒その後三十かつたとおもいます︒浮気通しの源氏

かくれになった年︑中宮は御年二十八壷の帝への気苦努はなみたいていでな

かり思っていられたのに︑ろつかり過になったことでも︑中宮は恐ろしい罪

蕊簾編諏航患麗一間殴灘潅灘識

浦にゆかないところから︑心には藤壷めしくも悲しくなります︒

源氏は四つ年上の葵の上との間が回派であると認めながら︑錘する心に恨

七歳でお亡くなりになるまで︑絶え間も︑正妻である葵の上への不満がもと
なく事為になやまされておいでです︒で︑心にはどこまでも藤壷の宮を御立

いでになることを熱にした母后の反封
をおし切って︑帝の懇望により御入内

藤壷の巾悔に光源氏が

になったので︑一初めから無理があった
わけです︒

一隅一

大層なつかれ︵源氏は

いに御二人の間に開係が結ばれて御懐

ちをおかしてしまったというわけで︑と感じておられたのに︑帝の崩御後も

葵の上と紬好した後のことですが︶︑つ

お生みになります︒源氏十九種藤壷二

姫になります︒そして御子︵冷泉︶を

しひしとせまってまいります︒さはいしても止めさせようと苦噛されます︒

邪錘のむくいがその後の源氏の身にひ心を寄せてくる源氏の鐘を俳力を以で

え︑源氏にとってはいわば︑母親型の源氏の思いがけない忍び寄りを︑宮

十四の時です︒︵この時源氏の本妻葵
の上は二十三︶
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可

氏にとっては︑いわば一初鍾の宮であり

は飽くまで冷静にとりなされます︒源

妬みます︒夫より四つ年上であったと

もはや何のかいもありません︒

かったかと悔みますが融今となっては

て芯なぜ自分は妻に十分な愛を示さな

その後葵夫人は妊娠し︑源氏はわが

と正式に結婚します︒紫十四︑源氏二

いうことは証夫人自身気まずく恥しく

でになります︒もとより御子︵冷泉︶

子︵夕霧︶の母になろうとする夫人に

十二の時です︒不思議な鍾化が源氏の

思っております︒

のためには源氏に好意を持たせておか

また新しい愛を感じていますが︑困っ

心にあらわれます︒除裕が出来て︑初

ます︒宮は迫る源氏を狸く避けておい

ねばならないし︑宮のお心は動揺しま

たことには︑何かのたたりらしく御容

くらしていた紫の上

源氏は︑いっしょに

す︒いっそ出家でもとお考えになるの

織が悪い︒これは六催の御息所のたた

一間もなく

は無理ありません︒

めてのどかな家庭の主人になっていま

したが︑須磨へ流され明石の君を得て

蹄ってから︑二人の間にまたしても気

直に明石の君の事を話して明石の君に

まずいことが起ります︒源氏は紫へ卒
分は長い間この人を飽き足らなく思っ

です︒源氏は妻を見直しもし︑なぜ自

｜詞一騨灘塞饗

りであるとも取り沙汰されています︒

宮の出家の報は︑源氏ばかりでなく
周園の人交の意外としたところであり
ますが︑いわば営然の成行きと申せま
しょう︒

葵の上

やがてその姫君を紫の上のところへ

は後遥今上の中宮となります︒

引取って育てることになります︒姫君

女の子が生れたことまで陣えました︒

み出し︑源氏を迎えの使を出す間もな

ていたのかと不思議になります︒間も

く息が絶えておしまいになります︒二

なく夫人は俄かに胸がせきあげて苦し

それでも源氏は誰よりも一番最一初に結

ある葵の上の心は一層恨めしかった︒

十六歳でした︒源氏は妻の死を悲しむ

圃扉灘霊蕊
思うような良妻になし得るであろうと

婚した妻として︑蒋来はきっと自分の

れます︒

とともに︑人生の厭わしさが深く思わ

一陶一窪謹賦喋

おもい︑若紫は第一夫人のあることで
紫の上が正夫人になるのではないかと

蒋来の苦勢を気にしており謎葵夫人は
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１１

良書と人生

岡崎毒
圃民各自が周閲の環境にのみ支配さ

事を巾述べて見度い︒先づ本書の由緒

に封して多大の興趣を感ずるかといふ

が西村茂樹先生の著書と共に言志四録

て愛読の理由を述べて見度い︒何故私

四鋒がある︒今回は特に言志四録に就

味を憂える書物に佐藤一驚先生の言志

だ太だしく表へす︒何ぞそれ幸なるや

に﹁余は今年︑齢八秩に蹟る︒耳目未

四謎言志妻録︑凡て三百四十膝︒巻頭

先生六十七歳より七十八歳迄の作︒

保九年正月起稿︑嘉永二年二月稿終る︒

三弛言志晩鋒︑凡て二百九十二峰︒天

経ったものであらう︒

えず自己を守り慰めてくれる良友良書

とかしてやってゆこうとするには︑絶

晩録︑言志室録の細稲である︒云ふ迄

言志四録は言志録︑言志後鋒︑言志

ふ︒嘉永一亥夏五凡﹂とあるから先生七

単記して綿を成す︒題して塞鋒と云

一息存すれば︑翠は腰すべきに非す︑

アク

から述べると︑

がなくてはならぬ︒良友は一朝にして

られた所からかく名附けられたものと

もなく一術先生が自家の一家言を述べ

れることなく︑一人立ちするように何

求めることはむつかしい︒之に於て最

てくるような書物のことである︒勿論

い・ここに良書というのは何時読んで
乱︑︑︑︑︑︑芯︑︑︑︑︑︑︑︑
も新鮮味があり︑読む度に深みを増し

後の激 励 慰 安 は 良 書 に 求 む る 外 は な

十年五月二十六日︑先生四十二歳の時

録す﹂とあるから︑本書の起稿は文化

第一膝の細註に﹁文化突酉五月念六日

一︑言志録︑凡て二百四十六係︒開巻

凪はれる︒

間︑修養を始め︑政治︑法律︑虐世︑｜
自然︑人事等百般の事象に亘って居一

る︒従って共の材料は倫理︑道徳︑翠一

世の考察を基として書かれたもので賞
︑郡︑︑︑︑︑︑︑︑記︑℃︑証︑︑
践弱行を本旨として居る所に特徴があ一

述ではあるが︑何れも自家の閲歴︑鹿一

︑︑記︑︑地迅︑

二︑言志後録︑凡て二百五十五係︒開

中に記されたる思想は表面朱子の説

︑

であった︒殊に西村茂樹先生の日本道

巻の文の註に﹁文政戊子重陽鋒す﹂と

を採用するや弓に見えるが︑賞は王陽

証

同書の特斑は何れも随筆︑断片的記

自分が日本弘道念に入念したのは明治

で完稿の期は不明である︒

である︒其の後は経迄の年月がないの

十八歳より八十歳迄の記録︒

の末期で︑自分としても明治時代の古

︑︑︑︑︑︑︑︑込︑︑︑

典に将別の興味を蝿える畢生時代の事
徳論を初め先生の著書は如何なる断簡

ある︒先生五十七歳に常る文政十一歳

明の説に近いと云はれて居る︒何れに

る︒

零墨と雌熟讃して今日に及んだのは勿

九月九日起稿︑天保八年十二月に稿を
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市

論だが︑近頃老境に入り特に深甚の輿

I

ことの出来ない渡逢華山翁によって一

︑︑︑

しても そ の 文 章 た る や 雅 馴 に し て 簡
一

粥先生の像が書かれて今筒本書の中に
残って居るし︑間一驚先生が祭義の一

約︒その論旨たるや著賞倦健︒有難い
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑玉︑︑︑︑︑
ことには今尚吾等に取って日川服暦す

を放って居るのなどあって全く感慨無

節を昇風に書かれて今筒我拙宅に光輝
最なものがある︒妓後に私の猿敬愛す

ひ

殊に吾等が特に心を牽かれる一事は

る言志四録の左の数節を掲げて本文を

一

︑︑地Ｅ地池迅恥︑
べき金言が中糞多い︒

た時︑一切の俗事を絶ち︑除世を餐は

天保十二年先生が齢七十歳に達せられ

たつと

升

升

外

斗

るより尚きばなし﹂九月十五日稿︒

井

特

古典について︵ＰＨＰ誌より︶

一古典には古い過去の要素と︑永遠の要

る古書である︒

一古典は古書ではない︒現代に生きてい

﹁人須らく自ら省察すべし︒天は何

終ることにする︒

のにする︒

素とがある︒後者がその古典を永遠のも

んとし︑岩村侯の涜町の邸内に︑土地

の故に我か身を生み出せるか︑我を
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数百坪を借りて禰修所と名付けた書宝

して果して何の川に供せしむるか

自図と他図の古典を十分に取入れなけれ

ばならない︒図の文化を高めることは︑

一教義を高めるためには古典に親しまね

の乏しい図の文化は皮相である︒

一古典を讃まない人の教養は浅く︑古典

心である︒

一古典を章軍する心は︑永遠を尊重する

自動車とは違う︒

一詳物は新しいが故に奪いのではない︒

古典のいのちと云う︒

一永遠のものは常に生きている︒これを

迄作られたがこの年の七〃に林述請翁

有らん︒天の役にも共せざれぱ天の

が逝去された︒一方主飛であり一方兄
落膳も非常なものであったが誠然し世

答必ず至らんと︒符察して此に到ら

と︒我既に天物なれば︑必ず天の役

の中の大勢は隙退を許さなかった︒同

ば︑則我身の荷も生く可からさるを

事した林翁であったから︑先生の失望

年幕府は遂に先生を儒官に任じて昌平

知らん﹂
きび

饗の官舎に住せしめた︒先生之より翻

﹁緊しく此の志を立て以て之を求む

日事に書を読むに従ふとも亦是れ閑

窮むるをや︒志を之れ立てざれぱ経

︑

単の在る所なり︒況や害を読み理を

れば︑薪を搬ぴ水を逆ぶと雌︑亦是

はこ

然謹奮せられて其の活躍殆んど隔世の
私︑︑

感があった︒其の賃謎としては西郷南
迅︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑芯︑
洲翁すらも言志四録中から百有一川を
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑
抄録して日常服暦して居られたと云ふ
ことが体はって居るし︑加之︑明治維

新の志士として活躍した何人も志る上事のみ︒故に肇を蔦すには志を立つぱ不可能である︒︵野口生︶

￨

一

古言を探る

親密な交りというたとえ︒答仲と鮒叔は春

解し合って利害により交際することのない

る華であゞるというのである︒

弱いものに過ぎない︑しかし︑これは考え

は一本の輩であって︑この自然の中で最も

人の質問に封して十分解答することが出

その時管仲は分け前を除分に取ったが︑彼

た︒その若い頃共同で二人は商買をしたが

をいったもの︒東大寺は奈良にあり︑華厳

美︑剛城寺は鐘の昔がよいので名高いこと

東大寺の特長は批大︑平等院は建築の優

ｑ蕊桜東大寺︑形は平等院︑麓は園城寺

秋時代害の図の人で︑非常に仲がよかっ

来る人というものは︑その質問する人の畢

が貧しいことを知っているので︑鮒叔は一

○善く問を待つ者は鐘を撞くが如し︒

力が高ければ︑その力に雁じて程度の高い

宗の網本山︑平等院は宇治にあって天台

はよく理解してその行篤についていかなる

縄本山である︒

宗︒園城寺は大津市にある天台宗寺門派の

言もそれを非難したことはなかった︒飽叔
場合でも︑おこることもなく悪口も言わな

程度に雁じて初歩の答をする︑それは恰も

かった︒だから笹仲は﹁我を生む者は父母

答を輿え︑また相手の程度が低ければその

くつけば小さく鴫るのと同じようだという

︹割田氏遺稿︶

ものもあるもんだと評したもの・

情というものはかくも利害︑勝手︑軽薄な

かないで棄てて了う︑というのである︒人

き︑それと反封にその人が衰えると寄りつ

勢力の盛んなよい時は︑無川にこびてつ

○炎にして附き︑寒にして棄つ

鐘をつくに大きくつけば大きく鳴り︑小さ

我を知る者は胞叔だ﹂といって︑ますｊ︑

親密になったという故蛎によるものであ
ス︾ｏ

︑︑︑

京の人はその根はこまかいが︑口先だけ

○京のお茶漬

の意︒京の人は知るべの者が見舞に立ると

りがけにお茶漬でも食べて行けと勧めると

は世僻がよいとて︑そしる言葉で︑客の蹄

其の人が蹄らんとて暇乞ひして坐を立つと
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のである︒

○雁風呂
青森牒外ケ漬の惇読で︑俳句の季題にも
なっている︒秋になると北方から飛来する
雁の群れは︑海を渡る時の用心に木片をく
わえて来て︑この演べに落して行く︒そし
再びこれを拾って行くのだが︑その冬の川

いう時︑時分になりましたが御仕度はどう

て春ともなれば南から北に蹄るその際に︑

る︒そこでこ具の演の人たちは︑それを拾

うということもいわれている︒

で御座る︑お酒でも進んぜませうものとい

に不幸落命した雁の分だけはなぎさに残
いあつめて風呂をたて︑死んだ雁たちの冥

フランスの哲人パスカルの言葉で︑人間

○考える葦

頑を耐る︑それを雁風呂という︒

管仲と飽叔との交際のこと︒互によく理

○管胞の交︒

ノ

我を人間には︑知︑情︑意の三つが本性と

々々がよほどしっかりしないと︑若しも感情

主権者となり自由となった︑こうなると一人

園民一人々灸が尊重され︑平等の権利をもち

て考えてゆく努力︑そこにのみ日新諺日進は

を考えてよりよく︑より新らしくと事に鹿し

いもの醤いもの︑改む︑へきものはある︑それ・

中を新らしくは出来ない︑勿論その中には悪

法というものに見る性といった根本までもは

み出た惇統・歴史︑或は一切の物の仕方︑方

して備っている︒別の言葉でいえば︑境︑善︑

だけで動くようなことになると︑反動令々で

ある価にも拘らず︑無暗に反抗して行く︑思

斐もある︒しかしその性分︑その性分から染

ので︑その何れの一つも峡くべきではない・

美であるが︑この本性は尊ばねばならないも

極端から極端に揺れて落着くところを失うこ

うにこれは物の道理からではなく︑す雪へて感

してからは︑幸か不幸か国民の心の寄りどこ

た蛍注意すべきことは︑その一つノー︑を生か

とになるので︑大いに考えさせられる課であ

情に大部分が支配されているためでなくては

雑記帳

すと共に︑時により︑事によりこの一二者を適

る︒今日に既に其の心配が現われているでは

ろがすべてになくなり︑民主々義の名に於て

徹に配することのこれであろう︒

例えば︑敗戦後は治者と被治者︑教育者と

ないか︒

我々図民はよく言われるように︑フランス

被教育者︑親と子を初めとして︑自由の考え

ふさわしい力を身につけなくてはなるまに

からには︑主権者となった一人々々がそれに

人によく似た性質があって︑熱し易くそして

の下に彼我の開係は維職前と後の圃民にはっ

って︑あまり極端から極端な動きはなかった

この奮い歴史にあって︑フランスなどとは異

これまでの我が証倉図家の動きを見るとき

いかない・

などと較べて見る時︑誰しも感じない課には

しく誕生する人間になって新らしい歩みをす

全く一切を無祁して新らしく生れ愛る︑新ら

と思う︒職争前のものは一切が無償値となし

がら︑よくもこう異ったことになったものだ

ころで作って来た惇統や歴史を負って生きな

住み︑旭先の血を亨け︑祁先たちが信ずると

いった有様だ︑これまで遡り祁先からの図に

ではなく︑た資不安動揺を繰り返す盲動の世

多数などというものは何等の意義をもつもの

するといったものであれば︑その集りである

各自が至らぬもので︑た宮感惰ばかりで行動

情を兼ね備えねばならない︒若し権利を持つ

した意志の力と︑それに加えるに奮起の力感

それには反変か否かを考える反︑遡義を主と

とにもかくにも︑民主々義が目標になった

冷め易く︑丘よりも意志力よりもより感情的

きり現われて︑何一つ一致するものはないと

ならぬ︒

ところがある︒彼のより知的で冷静な英国人

な特質があるというのであるが︑碓にそんな

一つの世界に類のない信念︑深い感情となっ

が︑これは国民に心の寄りどころがあって︑

とはいって見ても︑何から何まで新しくな

任を果し得る椎利者となることを期せねばな

人々奄の修養というものは大切で︑立派に責

となるばかりであろう︒この鮎からも資に一

ることが果して出来るであろうか︒なるほど

るまい︒︹割田氏遺稿︶

る心意気らしい勇気には驚かされる︒

我々は日新日進を期すべきで︑こＬに生き甲

ていたがためであったと思われる︒若しこれ
がなかったとすれば︑必ずやもっと極端な動
きが繰り返されたに逢いないかと思う︒

ところが彼の敗職という大きなツマヅキを
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弘道詩林三好凌石選
＠中秋澗月節録八十九聖寒蝉大森午官立︶

０○○○○○○００○○００○○○○○０Ｏ○○○
星斗無輝夜景幽︒月明可賞好中秋︒何人最抱雨般感︒竿是

○○○○○
清娯牛陪愁︒

Ｏ○○○○○○○○○○０００○○○○○○○○Ｏ

今夜照乾坤︒評日︒前首悲獄︒後則愉側︒詩意殊深︒

中秋傭仰感何堤︒惨事同頭不忍言︒登識脆風去如夢︒月光
○
○○○○・
＠富山圃民僻育大倉

八十七聖江東片口安︵宙山︶

耐遼叡覧野球場︒篭虎和争士気場．盛事千秋未曾有．越中

０００○○○○００○○○○○○○０○○○０○○

木石佐藤凍明景京︶

＠蘭菊賦悪癖綻坂重︵千葉︶

池池乱地︑誼︑︑︑︑︑︑︑︑○Ｏ○Ｏ○○○００

○○○○○
行楽復何求︒評白︒闘菊放香︒高風可墓︒

西風吹葉響腿麗︒黄菊花残惹暗愁︒筒愛庭前石蘭秀︒人生

＠退職有感水石横江勝美︵横漬︶

○○○○○○０○○○○○○○○○○○０○○．００

一畦小久保謙一︵機漬︶

解冠何管利名心︒翠海員源猫欲尋︒阿世渦酒不堪嘆︒正詫

○００○○
打破鄭謹淫︒評日︒雅健︒意在言外︒

＠笑母

一夜秋風沸涙新︒故郷俄失侍門親︒窓前月暗遜媒咽︒打我

○００００○○○○００○○○○○○○○００００

○○○００
何堪不肯身︒評日︒哀痛之語︒不堪卒読︒自省甚深︒

＠小見川五町村合併有感石崖林席之助︵千葉︶
︑︑︑迅弛︑︑︑︑︑︑︑話孔○○０００○○００

０００○○
交流逐歳新︒評日︒着意亦新︒

束細五街風俗淳︒南連林阜北江津︒浴将園策養民力︒文化

＠歳除偶感瀧山箕輪直︵千葉︶

回頭今古幾陰晴︒好把段響任批評︒陥巷自存一瓢桑︒安居

○００００００００００○０００○○００００００

＠秋山探勝武城岩崎康治︵横演︶

○○○○○
何必間功名︒評白︒絶無俗気︒一紡自遡之境地︒

一天秋色白雲閑︒泌泌孤村指顧問︒風動楓林蕊械械︒夕陽

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑迅込︑○○○○○００○○

○○○○○
深虚見青山︒評日︒篤景宛然︒筆致亦佳︒

＠題英蘭女史遥稿後霞軒鵬野英治︵千葉︶

芯︑︑︑︑︑津．恥︑池︑Ｅ︑︑○○○ＯＯ○○○○

○○○００
貞石後毘体︒評日︒余自少奥女史相知︒今祁此詩︒哀痛甚切．

夫君贈我一遺篇︒綴玉聯珠文字鮮︒堪惜剛明終隔世︒蘭花

＠竹原市新成喜賦蓬州桑︐原毅作︹竹原︶
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０○○○○
河獄護輝光︒

００００００○○○○００○○００○○００○○○

黄花紅葉小春喧︒固母親臨台随尊︒憐老伽孤坤徳渥．蕊峰

○○○○○
呈瑞耀天門︒評日︒語自温醇︒意亦敦厚︒

＠賀間悔嘩軒翁建句碑子江島

八士一更廉粥小串清一︵横溢︶
○○○○○○○ＯＯ○○○○○○００○○○○○○

○００○○
功績幾千年︒評日︒著筆清雅︒頚美可仰︒

潮香名句世常体︒一片碑成胴樹逢︒納島途誇東海美︒霞翁

＠展望開九十六翁如雪慶野庄作︵茨城︶

旅館三層結織新︒主人款待見情員︒葱潤展望風光好︒多是

○○○００○○○○○○○○○○００００００○○

＠松

○Ｏ○○○
束都見畢人︒評日︒虞率有致︒自足慰怖︒

長揮大夫封︒風骨似蒼龍︒堅貞何庭得︒報雪幾秋冬︒

○○○○○００００○０○○○○○０○○Ｏ

評臼︒通勤︒風訟自高︒

I

一

←

竹海夫山塗合併︒協心識力市初成︒畢杯相賀椴無極︒偏祷

霞畢軒軒東海天︒稜稜吟骨亦如仙︒裁来繕島潮香句︒永勅

＠娩竹雨詩伯二首節山騨谷温

貞理後世陣︒

大義報皇恩︒

泰東文化頼君存︒督皐育英師道算︒邪説横流忠孝展︒誰明

遠逝嘆無期︒

同頭在浦憶営時︒賦得来勝相遇詩︒蹄園幾年過疎淵︒今聞

＠悼竹雨詞伯三首寒蝉大森午

研堂今突君︒

夙競詩書書三絶︒東華誌上憶清難︒吉門碩果尋零落︒先突

撮養誰知唆菜根︒古稀偏喜布衣尊︒農昏猫有占詩境︒鋤月

況翁天野佐︹町田︶

忍読涙墜垂︒

騒壇寂実記勝悲︒剛是秋風葉落時︒咋失研堂今竹雨︒遺篇

一朝耳計恰秋風︒億起営年恨不窮︒天帝知君筆橡大︒召教
入白玉楼中︒

計昔俄到我心驚︒只怪残燈夢不成︒濁酒維難分至楽︒聯休

＠突奮友竹雨詞長凌石三好寛

＠賀霞軒翁句碑除幕式巻石志村武夫︹横漬︶

無再含同庚︒秋風蒲索魂何去︒遺墨淋潤韻筒清︒君逝坊壇

０○○○○００○○○○００○０００○○００○○

＠潮香句碑次凌石詞長見寄似嬬韻大森塞蝿

宏餅麗藻本超群︒自少詩名世夙聞︒天縦逸才清比玉︒筆躯

○００○○
頁碑寓古陣︒

奇気健凌雲︒雅標久負斗山望︒崖春深嘉文謹動︒一夜魂婦

○００００○○○○００○○００ＯＯ○○○○○○

○００○Ｏ
千秋遠近陣︒

＠正誤前競青衿詩乎作手︒賀横詩告営作吉︒

冥路遠︒霜林葉落涙紛紛︒著愚陣故及︒

束海霞紅総島天︒来遊雲集俗兼仙．仰看貞石潮香句︒雁識

誰巽語︒低頭掩涙暗呑聾︒

松箱潮蕊続総鐘︒彩霞譲蕊映軒前︒詩中有書多佳趣︒糟島

豪雨迄威過︒猶醗棲惨痕︒良脊一明月︒寂歴照荒園︒

○００○○００００００○０○○００ＯＯＯ

＠中秋作排陽大塚規一︹千葉︶

○○○○○
遊客膝塵煩︒

山川風物是公園︒須計槻光道有源︒正識天功無国境︒能激

︑弘︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑０Ｏ○００００○○

＠贈八王子観光協含事務長

仰鵬輪典美︒倣若嬢風塵︒誉造幾辛苦︒至誠明鑑新︒

０００００００００○○００○○００００Ｏ

＠寄伊達椛宮司帆明治祁宮再建

常住盈彪月︒恒存光外光．回輝無出没︒天毒有何亡︒

○００○○○○００○○００○○ＯＯ○○Ｏ

＠鞭小笠原長生大人藤玄加藤玄智︵御殿場︶

○００００
耕雲酒一樽︒評臼︒明達之語︒梼訴可期︒

０○○○○○○○○○○○○００○○Ｏ○００○○

＠七十自毒豊薪肥田寅松︹横漬︶

０○○○○
隆隆此地柴︒評白︒撲茂︒欽其所由︒展望甚深︒

地︑︑︑︑︑迅迅︑︑︑︑︑私○○００○○○○Ｏ

ノ

＠賀蓬莱間宮霞軒翁糟島句碑除幕式凌石寛
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｜

L−−l

秀逢

大橋越央子選

松江

柿廿し地下足袋軽く踏み馴れて

長瀞やゆるゆる下る紅葉舟千葉茂穂
秋祭癒えぬ身に聞く怖柁し茨城静市

稽の穂をかかみてもみる豊の秋川越狂辰

天そ上る巌鋤為と秋寒し千葉春甫

山茶花のこぼれて橋にちらばれる佐原弘軒

たち栗をひろふもたのし秋の山越後良介

土間狭く俵積みあげ歳の暮千葉秀嶺

かまっかの色極まりぬ日照り雨東京徐風

投げやりのこの菊なれどほめられて千葉香峰

○批含祁祉大倉にて表彰され功努章を頂く

露けさや竹林柿けて精舎の灯静岡葉風

消炭や母娘の生活つ坐ましく
底冷の船に投け込む粗架一駄

仕舞湯に蕊かけ夜寒の戸を閉さす

作業日記閉じて夜寒の灯を消しぬ千葉春村

I

半減門いつも閉ざせる時雨かな

俗事より雅含に忙し日短

△次競文苑原稿締切一月十日

ｌ︲０１

若き身のすぐ来る春を待ちにけり千葉豊秋

○越央子

松 江 碧 明 子 雨乞ひに登る武甲や草いきれ埼玉吐月
変蒔の土手にかたまり萱伽かな茨城一星
︐貝向き八垂山茶花の戸口かな茨城一誠

岡葉玉江江

弘道俳壇
◇雑詠

湖に白波兄ゆる嘘を開く
くさめして戻る仙人月の道

柳散る昔のま上に渡船場
竃出しの炭はぜる音山側向
籾廷縫ふて入り来る郵便夫
佳作

冬虹の下荷を負うて人来る

繊橘を渡りて叉も大枯野
雲一つ東て上傾く冬木かな

筒抜けに透る斧昔山眠る
しみじみと除夜の矩健に妻老ひし
ふたもと

一枚の大石のあり虫を聞く

荒れ残る亘松二木虫の寺
秋の暮寺の小道の幾曲り

埼玉

洗

御手洗のすみに浸して藤袴

烏渡るや黍殻刈て丘の家
烏渡り働きに来る越後の娘
草紅葉老ひし蛭の這ひかけて

如
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風村･洗子史

擁M謝
史

北鈴細原栗
戦

i瀞千埼松松

皇 一

Ｌ

１１
で︑郷里から上京された令甥を喪主として

談室に安涯した︒氏は獅身で辿族が無いの

り含計監査に閥しての報告あり浦揚之を了

野卒理事より含計に就ての報告岩田監事よ

時開含支酋長より含務及行事に就ての報告

支曾秋季縄倉並に講演倉を開催︑午前十一

十月二十六日小見川町中央小皐校に於て

十一月三日に茶毘に附し︑六日に告別式を

の費用を負推することとし︑遺骸は本曾々

△役員改選今年の秋は役員の改選が多く

行った︒迩什は郷里群賜蛎吾妻郡中之僚町

△各支部講演雪支曾だよりにあるが如く

本部は勿論︑各支部にも︑多くの知友にも︑

氏の急逝は全く青天の騨震にも等しく︑

待の講演含開始︑本曾主事割田斧二先生は

に花を咲かせました︒午後一時十分再開期

十二時二十分休憩︑謹食を共にして時事談

生は﹁時事雑感﹂と題され︑目今の世界情

説示あり次て講師前山形大畢長鳥山喜一先

東部支曾︑川越支愈︑松江支愈・山形螺心

な報告に止める︒

勢より説き起こされ幽内の時事に付て諸家

本曾の旨命と現下の蹄勢につき簡明なる御

△後任主事割田氏を失った本念は︑至急

の説を引用せられ最も平易に解読せられて

めに遜悼の特斡もある筈故︑ここでは簡単

△本酋談話倉十一月二十二日︑評議員倉

後任者の詮衡にかかり︑多年本含編輯委員

曾員に一縦の光明遊興へ下されました︒午

大きなショックを輿えた︒いづれ同氏の蔦

に引績いて︑本含館地階含議室で︑公安調

として各位にも御馴味の︑現山形家庭裁判

汲遼されたが︑時局柄何れも歓迎された︒

査臓次長開之氏の﹁現下の惟相と治安の問

所首席調査官大杉謹一氏に内定した︒氏は

かも前途にほのかな明るさをさえ感ぜしめ

で含務は漉滞し︑各方面に御迷惑をかけた

口理事が臨時に事務を庭理した︒此の事件

十二月中旬に就任の深定︒それ迄の間は野

にも開はらず東京より烏山講師割田主事雨

後四時閉曾︑因みに常日は朝来雨天なりＬ

先生の来場を得又熱心なる命員各位が薮里

にして散命した︒

を多数末含致されました事を多謝すると共

先生方が熱心に援助せられ又町長殿及び町

に含場たる中央小畢校校長教頭先生初め各

ことを深く御詫びする︒

勤な割田主事が本舗隣りのアパートの自室
で︑脳溢血で倒れているのが溌見された︒

川越支曾報告

謝いたします︒

千葉螺東部支曾報告

営局の方々が克く後援下さいました事を感

なった︒本含は多年の功績に酬る矯め一切

直ちに近くの病院に移された麓一同の期

支含だより

△割田一王事の急逝十月三十日朝︑平素粘

られ︑一同の感銘は深かった︒後夕食を共

いたる

な内容で︑悲槻に堕せず梁瀬に堕せず︑然

題﹂と題する講演が行はれた︒非常に有益

友含支含で講演曾があり︑本曾から講師が

承次て本曾に封する含貝の意見開陳ありて

含告にある如く総含︑評議員念が開かれた

字横尾の令兄割田鹿作氏方に蹄った︒

本含だより

、

が︑何れも重任と定つた︒

｛

待に背いて翌三十一日の夜逢に不婦の客と
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1

講演含
雁中畢校で︑お茶の水女子大堅教授︑勝部

め︑須藤松江市畢事課長ら約二十除名熱心

演︒集るもの︑松江市長の熊野英氏をはじ

十名

虞崎勝次

幌郵睡誌︾霊授湯村楽一

へ編斡子︶

籍を進講した斯界の泰斗であった︒

内省御用掛をも勤め︑長く皇后陛下に漢

氏︑武蔵高校教授︑東洋大畢を長の外宮

︵註︶藤天淵先生とは文堅陣士加藤虎之亮

哀惜何堪俄易賛︒詩魂那虚入雲審︒

吟増一老将勃迩雛︒博畢英才一世標︒

奉悼藤天淵先生大森塞蝉

美

螺下各支部長及役員その他一般二百五

器芳

四︑聴講者

師含館を含揚として︑講演念を開催︒﹁新時局と思想問題一漂職鍛鐸貝
しぃ迩徳﹂の演題にて︑二時間にわ雫にり講三十八度練を行く日本

屋長先生﹁家庭のしつけと祇含教育﹂につ

に質疑雁答遼かさね︑きわめて有益に四時

昭和三十三年十月一工︲九日︑川越市立初

いて整然たる理論︑適切な愛例を以って︑弘
半︑念を雑つた︒

昭和冊三年十二月七日

報告いたします︒

左記の遡り事業を庇施いたしましたから

山形騨心友倉支倉事業報告

道含員︑畢校教職員︑ＰＴＡ︑姉人含︑児
童委員︑保護司︑人権擁護委員︑掃護士其
他青少年の問題を措常する者に︑心の紐︑

聞いた方々が︑家庭に蹄って話し︑それｊ︑

明日の活力を典えられた︒尚︑このお話を

含長南雲親一郎
含貝の迩徳教育の篤の講演含

一︑日咋昭和冊二年十二月廿二日
二︑場所山形市中央公民館
戦前︑戦後の道徳

三︑講師及び演題

醒岬蕊雑感準鍾蕊軽震増田蕊
聯下各支部長役員その他三百名

四︑聴講者

含貝の思想及び道徳教育の篤の講演含

一︑日時昭和洲三年十一月廿三日

（29）

の職域で語り︑かくて僻えｊ＼られて︑そ
附︑常日︑新入含員三橘︑田中内純氏︑

の及募所限りないものがあると思う︒

松倉秋之助

日本弘通含川越支含長

毛利利一氏︑土屋彦佐氏︵一二一︑一○︑二九︶

松江支曾報告
雷支含は昨秋以来︑含員脅募につとめる
と共に︑他面事業の推進をねがい︑かねて
きたが幸いにお茶の水女子大単助教授勝部

三︑講師及び演題

二︑場所山形市立第一小畢校講堂

遡徳問題について含員の話し合いを重ねて

員長先生︵本螺出身︶が島根螺︑証含科教

欧洲を旅して山形解知事安孫子藤吉

育研究大含に講師として来螺されたのを機
含に十一月九日午後一時半より松江市の醤

ｌＩｌＩ

Ⅱ

一 一 皇

儒門精一言一一三
か
た
う
な

○また白く︑仁者は難きをさきにして獲ることをのちにす︒ためＥ９るありて作すは︑みな護ることをさきＥ９

いただ

るなり︒古人はただ仁をなすことを知るのみ︒今人はみな獲ることをさきにす︒

︵卯︶

○人あり無心と説ふ︒伊川日く︑無心では是しからず︑ただまさに私心なしといふくし︒

○

○張横渠日く︑天地のために心を立て︑生民のために道を立て︑去聖のために絶望を糖ぎ︑寓世のために太平を
く

必ず行はざるところあり︑これ疑ふなり︒
へい

○また日く︑心大な虹ぱ百物みな通余︒心小なれば百物みな病す︒

つひ

筈を議したので一時隠遅高太后が朝政をとるにいたって︑入って大臣となり︑塞ぐ新法を改めた︒相位におるととわずか

⑳未︑嘩州夏牒涼水郷の人︒名は光︒君宜は字︒賓元はじめの進士︒仁宗英宗に歴仕し︑祇宗のときになって王安石の新法の

もってすることをなさんや︒

○司馬君責日く︑畢は心を治むることを求むる所以なり︒肇おぼしといへども︑心をさまらざれば︑なんぞ望を

︵虹︶

聖人の奥を見ることを得す︒故に畢者はまづすべからく気質を愛化すべし︒

○また白く︑肇をなすの大益は︑みづからよく気質を愛化するにあり︒しからざれぱ卒に護明するところなく︑

代って断るなり︑手を傷つけざる希し︒

ぱ必ず穿塗して意を創つけ︑事端を作起すればなり︒徳いまだ成らずして功業をもって事となすは︑これ大匠に

含索

きすぐな

○また白く通すでに畢ぴてさきに功業をもって意となすものあり︑畢においてはすなはち相害ふ︒すでに意あれ

そこな

○また白く︑疑ふことを知らざるものはただこれ賞作ならず︒すでに賞作なればすべからく疑ふことあるべし︒

⑳過去の聖人︒

開

八月で死んだ︒太師温閏公を贈られ︑霊は文正︒著には蚕治通鑑がある︒治乱興亡のあとを詳論︑シナ編年史の最善のもの
といわれている︒迩穂は凍水先生︒

︵蛇︶まこと

○問ふ蓮伯玉は五十にして四十九年の非を知ると︑信なるか︒君賓日く︑なんぞただにそれしかるのみならん

のぼ

や︑古の君子にして蕊を好むものは芯死するになんなんとしてそのいまだ死せざるの前なすところの非なるを知

るものあり︑いばんや五十年をや︒それ道は山のごとし︑いよいよ升りていよいよ高し︑路のごとし︑いよいよ

行きていよいよ遠し︒畢者もまたその力を識して止まんのみ︒聖人にあらざるよりは︑よくその高遠を窮むるこ
とあらんや︒

やど

⑫論語︑憲問に﹁遼伯玉ひとを孔子に使ひせしむ⁝⁝﹂とあり︑朱注に﹁遜伯王は術の大夫︑名は瑛・孔子は術に居て︑かつ

てその家に主る・﹂とある︒また一︲按ずるに註間和す︒伯玉行年五十にして四十九年の非を知る︑と︒また日く︑伯玉行年六

十にして六十化す︑と︒けだしその徳を進むるの功︑老いて倦まず︑ここをもって践履瀧笠︑光輝宜著⁝⁝﹂とある︒

力

○朱晦庵日く殖聖門日川の工夫は︑はなはだ滝近なるを兇ゆ︒しかれどもこれが理を推せば︑包れざるあるなく

かう︵粥︶ゆ︵鰹︶

麓かざるあるなし︒その元庚なるに及べば︑天地とその庚大を同じくすべし︒故に聖となり︑賢となり︑天地を
位し寓物を育む︑ただこの一理のみ︒

ゆ

○また日く︑塁をなす︑すべからくまづこの大腔を立て得て常り︑やがて裏面に去いて壁落を修治するに︑綿密

な

︵の人は多くはこれいまだかつてこの大規模を知り得ず︑まづ去いて一間竿房を修治し得︒事を
ならし
しむ
むく
くし
し︒
︒今今
演さざる所以なり︒
⑬腔は︑からだ︒盤
鐙内
内の
県空虚のところ︒大陸はつぎの大規模とほぼ同じ意︒

門

粉

二一厘

﹄乞一Ｊ

②かくやまというおおい︒

附

儒言精門三四
なづ

○伊川臼く︑畢者にして文義に泥まざるもの︑また全背かえって遠く去る︑文義を理倉するものも︑瀞泥して通
ぜず︒かくのごときの肇は謎ただ心力を喪やすのみ︒

○また日く芯論語を読むがごとき慰奮時いまだ讃まず芯これこの人︒読みおはるにおよびて秘後来またただこれ
この人︑すなはちこれかつて読まざるなり︒

ゆ

○また日く︑畢者はまづすべからく論孟を読むべし︒語孟を窮め得れば︑おのづから要約の虎あり︒これをもつ

て他経を槻れぱ︑はなはだ力を行く︒論孟は丈尺権衡のごとく相似たり︒これをもって事物を量度し去けば︑自
然に長短軽重を見得るなり︒

ゆ

○問ふ︑かつ語孟の緊要の虚を看るいかに︒伊川日く︑もとよりこれ好し︑しかれどももし得るあれば︑終に波

︶

沿せざるなり︒けだし吾が道は濯氏の一たび見をはれば︑空寂に従ひ去くがごときにあらざるなり︒

︵妬︶︵妬︶かん︵

︵粥︶

○瀧定夫問ふ︑陰陽はかられず︑これを刺と譜ふ︒伊川日く︑資なりこの疑う問︑これ棟難の間なり︒
⑮伊川の門人︒名は酢︑定夫は字︒蓋は文粛︒
⑳この疑問というに同じ︒
⑰むずかしい質問︒棟はえらぶ︒

もと

○また白く︑五経の春秋ある噂なほ法律の断例あるがごとし︒律令はただその法を言ふ︑断例に至って︑すな
はち始めてその法の用を見る︒
⑳剣決例︒

○また日く︑およそ史を讃む︑徒らに事迩を要めす︑すべからくその治乱安危興慶存亡の理を識ることを要むく

し︒かつ高帝紀を読むがごとき︑すなはちすぺからく漢家四百年の経始治乱まさにいかにすべきかを識得すべ

本雅を出すことにしました︒不行届のことば

○割田さんの急逝で混乱のさ中に︑兎も角も

Ｏ煽輯だより

Ｏ下村副曹長重任

かりで巾︐課ありません︒それでもどうにか髄

一

下村副曹長には︑昭和三十圭年十月十七日

裁を符ましたのは︑割田さんが或る税度川意

命日年ロ

三十九係により︑十月二十四日︵金︶午後川時

をしておいて下さったお蔭です︒氏の辿柚か

を以て五ヶ年の任期が浦了したため︑定款第
から本曾を鮒に臨時細曾孝一開き︑選畢の結果

らも二︑三の小箭を掲載して︑故人を偲ぷこ

弘道壷債一冊金参拾五園也

弘通含入念手続

一ケ年合金饗百五拾側を桃込み入倉の手綴

をとること︒含貝には雑誌弘通を無料配布

側封入の方に送付す︒

する外に和々の特典あり︑規則識は郵券拾

本命細斡部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庇告の件については︑

昭和三十三年十二月一日蕊行

野口明

東京都千代田腿四祁田二ノー

随筆家として知られ務書もあります︒何れの

火水都千代剛脈祁田祁保町三ノ十

印刷人春山治部左術門

東京都千代田腿祁剛祁保町三ノ＋

溌行兼
細斡人

歌の命にも脇せられず︑洲雅術新の歌風の持

東京都千代田睡四祁川ニノー

印刷所東京完言共立杜印刷所

教授を癖て岱中に入られた人です︒歌人及び

江儲守氏の息で︑東大幽丈単科の出︑畢智院

慨はすことになりました︒氏は元御歌所握入

在宙内臓に勤めて居られる侍従入江相政氏を

致します︒選者の後任は︑恨軍詮議の結果現

す︒熱心な投柚家諸沼に封して深く御詑びを

○弘通歌剛は今雅だけは休ませていた蛍きま

とにしました︒

左の如く漁場一致下村剛曹長の飛任となった

日本弘道閥刑曾長昂征︶下村寿一
○選田︑野口雨理事重任︒

本曾理堺深川源一︑野︑明川氏三ヶ年の征
十一〃二十二Ｈ木曾鮒に一評議負曾を開催︑選

期は浦丁となったので︑定款輔十七峠により
畢の結果左の如く飛征となった︒

野口明

○Ｈ木弘道酎理災派征︶瀧田源一
○多

○割田主事急逝
本禽理小︑主琳割川斧二氏は十〃三十一日

主ですから︑本誌の選者としては此の上無い

振替口座東京皇宅番
日本出版協倉含員恭雅Ｂ一両完

冠話九段九番

諦諏煙日本弘道含

人と思います︒次雛から刷氏の選評の下に出
溌致しますから各位の御勉弧を期待します︒

に脳溢血で急逝された︒
○大杉謹一氏一王事就任

○早い機含に割剛さん遡悼の蒋川を考えてい
歌はその方に載せることを御諒永下さい︒

ますので︑各位から寄せられた哀悼の丈や詩

十二月中旬︑禽貝大杉謙一氏が主無に就任
する識定︒

日本弘遁禽理事・主半大杉誠一

日本弘道会礼法研究調査委員会

新しい膿法

次

容装
姿
服
あいさつ
談
活
動
作
物の坂扱
食
事
道
交路
通
旅館・ホテルおよび汽船

公衆の場所
社寺・教会

応待・接待

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

祇関法人日本弘道含

法要項﹂が必要であるとい

東京都千代川区西神川二ノー

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声でありました︒

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︑発表致しました︒

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︑外務脊

発行並びに申込所
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