Ｅ易編

月号

会

日 本 弘 道

師 馴 一 汗 ． 而 障 ４ １ 倉 ﹁ 当 ／ Ｅ 乳 一 に 吟 字 引 会 １ 梼 江 疾 次 一 恒一

ユハ

東 京

第七十四巻第七百七十号

第七百七十号

昭和四十年六月一日発行

道

弘

了｡
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民主制度の持

野口明

東京都議会の腐敗は今に始まったことでなく︑遠く明治時代からそ
の傾向があった︒会祖西村先生も︑明治三十四年︑新富座に於て市制

１１

六月号目次

巻頭言

民主政治の持病：⁝端⁝野口明⁝︵１︶

本会関係叙勲者芳名：⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝：︵９︶

⁝⁝．：⁝：：：：．千葉三郎⁝︵２︶

東南アジアの情勢とｎ本の使命

党員を議員に選挙するに因すと迄極言されている︒かかる潔癖な主張

道徳授業風景⁝⁝⁝斎藤喜門⁝︵︑︶

素乱を糾弾する獅子肌をされた︒その内容を見るに︑市政の腐敗は政

は︑今日では実行不能に見えるが︑よく考えると先生の診断は正しい

戦後は特に︑本来公党であるべき政党に︑私党的病症が募って来た︒

私の姑さん：⁝・⁝高野・林⁝︵釦︶

正味の仕事⁝⁝⁝下程男吉：︵略︶

美しい波紋⁝⁝⁝松原一彦⁝︵哩︶

派閥︑利権︑役得︑買収等の悪症がそれである︒ひとり東京都だけで

弘道歌園⁝⁝⁝入江相政選⁝︵幻︶

と思われてならない︒

はなく︑全国市町村に伝染している︒ひょっとするとその病源は一番

弘道詩林⁝⁝⁝三好凌石選⁝︵翌

敬弔

新入会員芳名

支会だより東部支会総会⁝⁝⁝︵型︶

上の国会にあるかも知れない︒嘗て官僚横暴︑次で軍部横暴︑今や即
ち政党枇暴の時代となった︒

権力を持つ者こそ燈も真華謙譲でなければならない︒指導階級こそ
最も道義的に健康でなければならない︒蛎る者は久しからず︑民主制
度の持病を根治する妙法は無いか︒ただ一つある︒選挙によって病源

体を駆除する事のみである︒︵副会長︶
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東南アジアの情勢と日本の使命

千葉三

決ったわけです︒それが軍部の若い連中に知れて︑十四日

二十年前の八月十日には︑終戦︑無条件降伏ということが

とって非常に光栄でございます︒ご承知のようにいまから

今日︑先輩の皆様方にお話することのできるのは︑私に

﹁私の家はどうしたんでしょうか？﹂というから︑﹁いま

鈴木さんの長男の一秘書官さんから電話がかかって来て︑

を倒せ﹂﹁ワァーッ﹂と叫んでいるんですね︒そのうちに

るわけなんです︒群衆が六百人位集まって﹁パドリオ内閣

のですから︑起きて桑たら隣りの鈴木さんの家が燃えてい

ところが︑翌朝になると︑なんだかガタガタしているも

の晩に総理大臣の鈴木貫太郎さんを暗殺するという計画が

燃え落ちた﹂︑私が﹁時に総理はどうしました？﹂といっ

はじめにＩ︵私の終戦秘話︶

あった︒鈴木さんの家は丸山町の私の家の隣りなんです︒

それから間もなく︑ご承知のように終戦の詔勅がでたわ

いくところです﹂ということだったんです︒

夜遅く僕の家屋ふとんを運ばなくちゃならんということに

けです︒実はその朝︑横浜の高等工業の学生と近衛連隊の

たら﹁いま無事西片町におりますが︑これから総理官邸に

なると︑かえって物騒だと思うから明晩からにしたらどう

兵隊さんが三十人ばかり機関銃を据えて私の家を狙い射と

の家に泊めてもらいたい﹂と電話がかかった︒﹁こんなに

だ﹂﹁そうですか︒じゃ明日からお願いする﹂ということ

うと思ってみたら︑﹁千葉﹂という門札だ︒﹁これはしまつ

そこで︑十四日の夜十二時頃秘書官から﹁今晩総理を貴君

で寝ました︒
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郎

た﹂といって︑そこから二十間程はなれた鈴木さんの家に

事チェリアンが非常に奮闘して民主政治にしたのです︒過

しめて圧倒的であった︒これは国民会議派が権力争いから

去共産政治が行われた当時は教科書はソ連の教科書を用い

三派閥に分れて候補を立てたので敗けるべくして敗けたん

いく間に鈴木さんが逃げた︒ところが︑裏通りで車が︒︿ン

さんが襲撃されて殺されていたらいまの平和は来なかった

いっていた︒この度の選挙に共産党が一二五席中四三席を

と思う︒鈴木さんはおとなしそうにみえて剛毅大勇の人物

です︒若し︑ケララが共産化するとセイロンも共産化しま

ており︑この影響が未だに尾を引いて困っていると知事が

で︑私は崇敬して居りました︒これが本当の話で︑さきほ

す︒セイロンはバンダラナイケ総理︒美しい女性でありま

クし︑鈴木さんは歩いて西片町までいきそこから車に乗っ

ど御紹介の渡辺さんの言葉を多少一訂正させていただきたい

す︒ご主人は非常な親日家で私も特に親しくしておりまし

て総理官邸に行った相です︒ですからもしあの時に︑鈴木

と思います︒

た︒夫人は自由主義者です︒しかし長男は共産党員です︒

その為に始終共産勢力からつるし上げにあって動きのとれ

ておるのです︒英国の勢力を排除するために中共の力を利

、 J ノ

東南アジアの情勢

用した方がいいということで︑飛行場には赤旗ばかり立っ

r Q ，

最近東南アジアを染ますと︑非常に物騒な場面が多い︒

ておるし︑ラングーンの中共の大使館は一大城郭の観があ

ビルマはどうか︒オン・ジー︑ウー・ヌーらの自由主義

ない状態になっています︒

ルノ大統領が国連を脱退したし︑三月十日に予定されたＡ

うことでございましたが︑果せるかな／・正月二日にはスカ

ります︒日本人を尊敬しておりながら︑現在日本人は二十

の多い年で︑蛇が冬眠からでて鎌首を持ち上げている姿勢

私は今年の正月に香港で﹁今年は巳の年だ︒昔から︑変化

Ａ会議は六月二十八日になりましたが︑これまたうるさい

れない︒病気になったら早く死んでくれという態度になっ

結果になってくるだろうと思います︒さらに︑中共承認︑

四時間以上居られません︒まだ日本から賠償金が支払れて

者にゑな監禁されて︑風邪をひいてもアスピリンを与えら

国連加盟の問題︑その上にヴェトナムの紛争こう考えて参

おります︒昨年六月二十八日から中小企業は国営となり︑

ろが︑香港の連中が︑﹁こちらでもそういわれている﹂とい

りますと︑アジアは何といっても世界の焦点になっており

生産手段の国営化は中共︑ソ連よりも激しくなっておりま

が巳で︑日本では激動の年といわれている﹂といったとこ

ます︒つい十日くらい前に︑インドのケララで選挙があり

す︒共産党非合法という法律は全く空文になっている︒

ノ

ました︒ここは誉って共産州であったのですが︑いまの知

夕

トナムから米軍の撤退を要求する運動が盛んに行われて居

ヴェトナムはご承知の状態です︒日本では︑最近︑ヴェ

九条を改正して︑再軍備しろ﹂というようなことはいわな

私どもは﹁中共が核実験に成功したから︑日本も憲法第

仮にヴェトナムでアメリカが撤退するというようなこと

原子力潜水艦一隻が四百億円︒こういうのを十隻持ったら

本の経済はきわめて底が浅い︒一人乗り戦闘機が五億円︒

いＯ現在ある日米安全保障条約で十分です︒というのは日

があると︑如何なるでしょうか︒恐らくは︑ヴェト﹁一ンは

日本経済は立ちゆかない︒ご承知のようにこのたびの予算

ります︒

タイ︑マレイシアの共産勢力と結んで︑大陸の共産化は必

れから︑道路︑建設事業の公共事業費六千億円︒社会保障

です︒一番多いのが地方交付税でこれが七千二百億円︒そ

は三兆二千五百八十億円︒このうち防衛費が三千十五億円

ご承知のように︑インドネシアはナサコム内閣でありま

至です︒

す︒﹁ナ﹂はナショナリズム即ち民族主義︒﹁サ﹂は回教︒

いづれも防衛費よりずっと上回っている︒西ドイツは日本

より経済が充実しているにかかわらず︑アメリカと防衛安

費が五千五百億円︒文教費は四千五百億円を超えている︒

全保障を結んでいるのも今の内に︑経済其の他の国力を充

﹁コム﹂は﹁一ミニスト即ち共産党で︑スカルノさんはナサ

ミニストは現在二百五十万といっており︑干係団体を合せ

コムは自分の作った三つの支柱だといっておるのです︒一二

て一千万人︒これがソ連からだんだん遠ざかり︑いまは中

ョージ・ケナンがこういっているから日本もこうだ〃得々

張しているから︑日本もバスに遅れちゃいかん〃とか〃ジ

うことを考えないで︑〃ドゴールがヴェトナム中立化を主

こうした面に対し︑日本のマス・コミは日本の立場とい

し台湾が中共の手に入ると︑日本の︸一ネルギー源︵石油︶は

入している︒どこを通るのか︒台湾の花蓮港沖を通る︒も

入していないのに︑今ではタンカーで一日に十三万トン輸

輸入しております︒二十年前海軍があった時に百万トン輸

か︒手っとり早い話︑昨年石油は五千五百万トン南方から

日本の立場からみてどうなるか︒自明の理ではないだろう

また︑中共が国連に入るとなったら台湾をどうするか︒

実するという狙いからと思います︒

と並べます︒そうした議論もけつこうですが︑同時に日本

中共のいうことをきかなければ妨害され︑日本の経済力は

日本の姿勢を正せ

共と固く手を握っております︒

のおかれている立場を︑先ず考え︑ナショナルインタレス

押えられて仕舞います︒日本の鉄鋼生産は世界第三位だ︒

ト︵国家国民的利益︶をはっきり見きわめる必要がないだ
ろうか︒
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その鉄鋼石も三千万トン南方からおなじ航路を毎日通って

なっております︒

の拠出額も八十五億円で︑これは彼等の小中学校の資金に

更に驚くべきことは︑日本の公立学校の分校は山の中に

いる︒これまた同様にひねられる︒こういう︑だれが考え
てもわかるようなことを考えないで︑無干係なフランス人

にあって北鮮人を教育している︒本校の校長は日本人なの

に分校の先生は全部朝鮮人で日本人は入れない︒教科書は

あるのかと思うと︑あにはからんやノ．分校は市街地の中心

マルクス︑レーニン︑革命の基地となっているところもあ

どもの意見を尊重する︒二つの中国がいいか︑一つの中国
す︒日本人は日本人としての立場を十分考えていただかな

る︒独立国の日本でこうです︒アメリカだったらすぐ排除

がいいかは日本人として︑当然結論が出てくるはずなんで

のであります︒

しいか心配に耐えないｃよくもゴルフをやっていられる︒

私どもは︑日本国内を眺め︑アジアを観るとこれでよろ

なのです︒

校という自由自在な制度がある︒これが終戦後の敗北教育

です︒世界中でこんなことはないのです︒日本には各種学

いと︑とんでもないことになってくることを心配している
教育制度の盲点︵各種学校︶

エドガー・スノー︑その他の論文にいたしましても︑日

本は昔のままの日本というふうに考えておりますけれども

麻雀をやっている時間があるものだ︒つくづく感じます︒

実状は果してそうか︒いま︑日教組は下火になっていると
いいますけれども︑正式の共産党員は七千人を下らない︒

之が対策は第一に自民党がもっとしっかりしなくちゃい

策はある

小学校の校長先生で共産党員とはっきりわかっているのが

かん︒政府がほんとに信念を固めて日本を建て直さなくて

四十三人もおるし︑教頭が公立学校だけで三十九人もおり
ます︒いま︑公務員の中にれっきとした共産党員は二万五

はいかんのですが︑自民党にも社会党にも派閥があり党内

百人もいる︒

にならなければならない︒一流新聞の中に共産党員が千八

第二には︑マス・コミの問題︒マス・コミが正しい姿勢

かりすることが絶対に必要だ︒

のことだけで一杯で遠く外を考えない︒然し自民党がしっ

千人を下らず︑局長の中にまでいる︒世界の自主国にこう
しかも日本には六十万の朝鮮人がいる︒小平市には北鮮

いうことはありません︒

の大学校がある︒ここは実に訓練が行き届いて︑昔の士官
の四年間に三十七億円が北朝鮮政府からこの大学の朝鮮人

学校︑兵学校どころじゃない︒昭和三十六年から昨年暮れ
子弟のために送金されております︒日本国内におる朝鮮人
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タントラ党の方が来た︒ネール首相がメノン国防相を溺愛

員の横の連携をとることです︒昨年の五月にインドのスワ

第三には日韓国交の正常化とアジアの自由諸国の国会議

も︑ヴェトナム人の意見をきく事を忘れている︒私たちは

どうだ︑ソ連がどうだ︑中共がどうだといっているけれど

この場でもいった︒〃ヴェトナムでは外部からアメリカが

備会で今年更に大会を開きたいと思っているのです︒私は

彼らは〃アジアの将来は日本とインドだ︒仮に国連に中

したために悲憤して国民会議派を脱退した正義派です︒

け結ぶよりアジアの民主主義の国が団結したらどうだ〃と

いうようなことをいったんですが︑私は〃インドと日本だ

れインドと日本がこれに対抗して立候補すべきである〃と

するかをきめる︒このようなところから始めなければなら

ナム人の代表と︑われわれはほんとうに話し合って︑どう

期された︶︒ヴェトナムの若い連中は立ち上った︒ヴェト

幸いこの三月にはヴェトナムに総選挙がある︵九月に延

い〃Ｏ

まずアジア人として︑ヴェトナム人の声をきかねばならな

いうことを話しましたら︑〃やろう〃というところから話

共が加入して安保理事国に立候補するような場合はわれわ

がはじまりまして︑先月末にインド︑パキスタン︑タイ︑

る人たちが東京に集まって︑﹁アジア国会議員連合﹂を結

安定に大きく影響するのです︒華僑といっても︑祖先が中

第四に私は華僑の団結をしたい︒華僑の態度はアジアの

華僑の団結をはかる

ぬと思っております︒

成しました︒議長を岸信介氏がやり私が推進役でそれに石

国人というだけで︑今では華僑は東南アジアにおきまして

台湾︑フィリッピン︑韓国の国会のほんとに国を憂えてい

井光次郎︑賀屋興宣︑木村篤太郎の三氏が中心となって働

は政財界でりっぱ涯成功しております︒日本の新聞や外務

ン・ブンチェオム︑サク・タルナビン︑台湾からは国民大

イン︑タイからは前外務大臣プーャ・スリビサン︑プラソ

ィラレァール︑前下院議長ホセ︒Ｂ・ラウレル︑Ｋ・ヴハ

分反共も二割五分で大部分は中立︒腹の中は反共だがどっ

会長をしておりますが︑この人たちの見方でも容共二割五

東京における華僑たちで︑亜東工商協会を組織して私が

と分けておりますが︑大間違いです︒

省は華僑千三百万を二つに分けて一方は容共︑一方は反共

きました︒各国とも非常に優秀な人材が出席しました︒

韓国からは共和︑民政︑民主の金声哲︑季晶来︑韓建法

会秘書長谷正綱︑立法院副議長侭文亜︑監察院長李嗣瑠と

の中になった時に殺されはしないか︒これが恐しい︒〃金

ちにも与しない︒はっきり反共だというと万一共産党の世

の三党幹事長︑フィリピンからは下院議長コルネリア・ヴ

いう方々で︑ほんとうによく話し合いました︒これは準
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ません︒台湾にいくと反共といわれはしまいか︒それで私

でじっとしているんです︒従って︑この諸君は台湾には来

持ちけんかせず︒錐も鳴かずぱ射たれまい〃こういう心理

物質慾の華僑でもアジアの安定には協力する証拠である︒︑

求め︑あっちのグループ︑こっちのグループでも放さない︒

いんじゃないか﹂と卒直に話した︒終ってみんなが握手を

私のつたない二十分の話を聞いた香港の人たちでもこう

日本の若人に期待する

いう情態です︒いわんや日本人はりっぱな素質を持ってお

は︑この連中を東京で組織する︑ということを提案してみ
ラでも賛成です︒特に私は︑香港に今年の一月半ばに参り

たが︑台湾は賛成しなかった︒然るに最近は台湾でもマニ

るのですから楽しゑです︒

私は﹁ヴェトナムがこうなっておる︒インドネシアが国連

主としてＭＲＡの話をしてくれ﹂という注文であったが︑

く金持ち連中が八十五人集まった︒﹁政治の話は一切抜き︑

ている︒その二回目︑三島君のいうところによると︑初代

でいった︒毎日新聞にボーイスカウト十話を三島君が書い

貯金をすることを心得よ﹂という︒次に私は指名されたの

新郎新婦に対し訓話をされた︒﹁いい家庭を作れ︑そして

私は最近︑ある結婚式に出席した︒その時︑仲人の方が

ヒルトンホテルで私の歓迎会をやってくれたんですが︑香

を脱退している︒いろいろうるさくなっているが︑この原

て死んでいくのは下だ︒仕事を残して死んでいくのは中

総長の後藤新平さんが︑﹁三島よく聞け︒人間は金を残し

港はじまって以来の人出なんです︒人数の多いことじゃな

．︿ンションからでているのだ︒日本もかってそういう誤り

因は国家の利己主義から始まっている︒特に中共のエクス

のはマネーでなく人間である︒人間︑あいつはうそつきだ︒

たそうで︑私はこの言葉を引いていった︒﹁資本というも

あいつは頼りにならないということになったらだれにも相

だ︒人間を残していくのが上の上だ︒わかったか﹂といっ

うしたらいいかという点についてお互い話し合いたい︒香

を犯した︒この点自分は申しわけなく思う︒しかし︑それ

港は三十二年経つと︑九十九年の期間が切れて︑中共か台

なったらこれは資本だ︒だから資本はお金でなく人間であ

手にされなくなる︒逆に︑あなたは頼もしいということに

だけアジアの平和と安定には日本は責任を感じている︒ど

いものがある︒あなた方は香港人として行動しているが︑

湾に返されることになる︒それだけに華僑の諸君も前途暗

いう意味のことを話したのでありますが︑今日の世の中が

る︒そういう意味での蓄積ということなら賛成である﹂と

民主主義を利己主義とはきちがえて︑自分を中心にして損

その小さい考えを捨てて︑アジア人としてアジアの安定に
だわり過ぎるから︑自分の財産のことを心配して寝られな

協力するという責任を感じたらどうだ︒あまりに香港にこ

ワー
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メリカだと海を渡って時間と輸送費がかかる︒対米貿易を

﹁中共にはアメリカと変らぬくらいの経済資源がある︒ア

が北鮮や中共の宣伝はよく新聞にのりますよ︒

逆に︑﹁自分たちの住んでいる社会のために何が正しい

が得かで判断をする︒だから一家の中︑政党の中にも対立

か﹂という善悪の標準を立てて︑正しいことを推進するの

い﹂とおっしゃる議員の方がおります︒こういうことは党

全部中共貿易に切りかえた方がいい︒中共と結んだ方がい

問自民党の方から中共の話を聞く機会が多いんですが︑

だという考え方になってくると︑共通の話題がでてくる︒

が起きる︒

そこに融和が湧き︑協調の精神が生きる︒そういう面につ

要だと思います︒

内で調整をして︑自民党が一本になっていただくことが必

答全くそうですね︒中共の資源については尤もらしく考

いて今の若い人達と話しをしてみると︑われわれの若い時
いていまの日本の若い人たちはすばらしいと思う︒そうい

えられますが実は簡単にいえないのです︒例えば石炭に例

よりもより物を考え︑より実行力もある︒私はその点にお
う点から考えて︑弘道会の諸先生が更にご努力いただいて

をとると中共炭は灰分が多くてコークスに不適格です︒止
Ｏ

自分の教え児︑またその次の教え児を動員して︑正しい道

むを得ずオーストラリアから買わなければならない有様で

︒

を弘めていただいたならば︑日本の将来はほんとに明るく

す︒またいまの教育の問題で︑小平の朝鮮大学のほかに︑

の問題を述べましたが︑この組織は将来更に伸びていくと

産党の大学で紺野与次郎君が学長です︒昨年の二月に四億

から網代にいく右っ側の崖の上の建物です︒これは日本共

その他に先生方のお気のつかないのが︑﹁伊豆学園﹂︒熱海

なるじゃないか︒

思います︒私のような人間でも出来るのであります︒いわ

円︑ソ連が一億円︑日本が一億円︑インドネシアが五千万

五千万円で建設した︒これは中共が一億円︑北朝鮮が一億

私は︑二つの問題︑アジア議員の集まりと華僑の新組織

んや先生方のようなりっぱな方がやっていただいたならば

問先生︒共産党員の数とか︑中共︑北鮮のことはマス・

答ええ︒出さないのです︒

問新聞にもテレビにもでないですね︒

人を入れない︒

円の内訳︒一万坪の土地に厳重に柵を巡らして一般の日本

日本の将来は明るさを取りもどし︑のびのびとしていくん
じゃないか︒かように考えている次第であります︒

コミにのりませんですね︒

間おかしいですね︒

Ｉ質疑応答Ｉ

答そうですね︒国内に於ける共産党の活動はのりません
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一果すとともに副議長として国会の運営に尽特別会員木下一雄皿東京勲四等瑞宝章

一多年貴族院議員として議案審議の重責をとしてわが国外交の推進に貢献︒千葉市長︒地方自治︒

会長酒井忠正ｎ歳東京日英協会理事長︒大使︑公使︑外務次官特別会員宮内三朗布千葉
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−◇本会関係栄光に輝く叙勲者芳名に参画した︒特別会員加藤玄智肌東京

われはしないかと思って︒してご指導下さることとなりました︒︶

こういうことを聞きたがらない︒﹁お前に癌がある﹂とい︵三月十三日於本会講演要旨︒今後先生には特別会員と

答自民党だって知らないのがほとんど大部分でしょう︒う仕組みになっているそうです︒︵衆議院議員︶

答知らなかったようですね︒費というものがあり︑自動的に百分の一とか百分の○・二
問へえ︑うかつですなあ︒という金は干係協会に入るので頭を下げなくても入るとい

しよう﹂と向うからいわれたそうです︒ソ連と貿易しますとね︑資本主義国では手数料というもの
問社会党の人は知らなかったのですか？を何％かとられる︒共産国には手数料はないが︑人事管理

得をとして一︲私は教育第一主義だ︒いま三十七億円を日本らお金をもらってくる人が多いそうですね︒
に送っている︒私がいかに同胞を愛しているか之で解るで答そういう噂です︒共産党の活動資金については中共や

答この間︑社会党の諸君が金日成首相に会ったところ︑問自民党や社会党で中共視察においでになる方が向うか

、

︵ｕ︶

︑１ノ

／ＩＬ

道徳授業風景

小・中学校に道徳の授業が義務づけられてすでに八年になる︒戦

だけれども︑生意気だということばはこの二三日︑教室のすぷず柔

迎えたこの一年生をどう思うか﹂﹁どう思うか﹂は中を漠然たる問い

一年生︵中学︶は生意気だ

前の修身ではない︒修身のような行き方であってはならないと注意

でささやかれていたので︑不満が出てくることうけ合いとたかをく

斎藤喜
されながらも︑やれ指導計画だ︑読み物資料だ︑それ副読本だと騒

くっての問いである︒案の定応接のいとまもないほど手が挙がる︒

ているなどとひやかすから生意気だ︒﹂﹁上級生の前で足を組んで腰

意気の一言に尽きるｏ﹂﹁クラブ活動をしているのを見て好い線行っ

﹁教えてあげたが︑ありがとうとも言わずに行ってしまった︒﹂﹁生

がれているので︑これがどのような進め方をしているか︑関心の深
い方もおありかと思って筆を執った次第である︒次にその風景を点

掛け自己紹介にもぶっきらぼうに言う︒﹂﹁なれなれしく話しかけて

描するが︑はたして昔の修身と違うかどうかご判断いただきたい︒
これはつい先日︑中学二年生になっての第一回め道徳の授業風景

こんなことが︑くどくどと二十分もいわれた︒私は﹁うん︑うん﹂

である︒ねらいは︑﹁二年生をどう受けとめるか︑つまり成長を意

と聞いていた︒時には︑﹁ひどいもんだね︒﹂と相づちをうった︒し

とはなかった︒﹂﹁朝あいさつしても返さない︒﹂

こういう時は︑なるべく関心の深い問題を投げかけなければならな

かし内心はおかしくてたまらなかった︒実は私の娘が現在中学三年

礼儀を知らない︒﹂﹁紹介の時にやじをとばす︒私たちにはあんなこ

い︒そこで考えついたことは︑一年生に対する文句を言いたいだけ

生で︑私は中学二年の担任である︒昨年の今ごろ︑この娘が︑うち

うにある︒読尭物資料を用いず︑話し合いだけで進めようとした︒

言わせてみようということである︒この年ごろというものは︑じき

識し︑自覚ある態度をもって今後の生活を展開していこう︒﹂とい

下の学年には反掻を感じることが普通であって︑これはどなたにも

に帰ると親父である一年担任に向かって︑このようなことを一しき

りぶちまけるのである︒否定したり︑一年生の肩を持ってその文句

経験があるのではあるまいか︒

．年生がはいって下級生ができたのでうれしいだろう︒初めて
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門

入生に向かって言っているのである︒

る︒そういわれた一年生だったが︑今︑それと同じようなことを新

に反擬を加えようものなら︑親子げんかが始まりかねない様子にな

ければならないような意見迄押されて発言できないでいた者もよう

成か︒﹂こう問いかけると︑これまで生意気な一年生をやっつけな

﹁ほんとうに生意気なのか︑知らないでそうしているのか見きわめ

やく手を挙げるようになった︒

しかし︑ここで︑﹁そんなことは小さなことで実にくだらないこ
とではないか︒﹂とでも言おうものなら︑とたんに︑﹁先生は話せな

﹁私たちも去年いわれた︒やさしく教えるべきだ︒﹂

なければならない︒﹂

﹁けんかしていたのでは︑一年生と同格になる︒尊敬に値いする二

い︒﹂﹁ぼくらの気持ちがわからない︒﹂などと総スカンを食うこと

年生になるべきだ︒﹂

やさしくするとつけあがるという意見も出たが︑結局︑教えるべ

りであり︑これにどう対処し︑二年生としての体面をどう持するか
は真剣な問題なのである︒私の過去をふりかえればこの気持ちで相

た︒そして︑鍛える主義の者が︑自ら︑自分の意見を訂正して︑

きだ︑尊敬されるものを持つべきだとの意見が圧倒的な勝利を得

必定︒考えて見れば︑二年生にとって︑この一年生の態度は目ざわ

ら自らに発見させるのが指導法としては上策である︒私は︑これか

談に乗っては︑彼らは納得出来ない︒と同時に︑あるべき態度を彼

も加わりながら次のように話しを進めた︒

いからとうぬぼれて野球部に入ったが︑先輩にいやというほど鍛え

﹁厳しくされてありがたく思っていることがある︒自分は︑肩が強

という︒もうひとりは︑

﹁私の言ったのは少し言い過ぎであった︒﹂

﹁こんな生意気な一年生に対して︑二年生たる者︑これからどうし

られ︑うぬぼれをたたきのめされたが︑自分といいうものがわかっ
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らの話し合いの進め方でこの気持ちがどう変化するか︑多少好奇心

﹁クラブ活動を遊び半分にやられては困る︒私たちは︑かつてグラ

てありがたいと思っている︒そういう点で︑厳しくやらなければな

ていったらよいか︒﹂とたんに男子二名が挙手︒

ンドの草取りをやらされ︑野球のポール五十筒拾わされた︒こんど

私は︑それは大きな愛情だ︒その人のためを思ってするか︑自分

らないことは厳しくしたい︒﹂

たちもやられたからとか生意気だという考えからするかは同じこと

﹁私はバスケット部だが︑卒業生のある人に︑グランド三周︑ポー

の一年は︑生意気だからそれ以上やって鍛えるつもりだ︒﹂
ル洗い︑めちゃくちゃパスをやられたが︑同じようにやらせる︒﹂

でも大きな違いがあることを話してこの指導を終わった︒

ない︒しかし︑自分を反省してゑる余裕を持たせるだけでも道徳の

こういったからとて︑すぐにそのように実行できるとは期待でき

﹁なるほど大いに鍛えようというわけだね︒﹂こう言って︑﹁鍛える﹂

﹁それでは反擬があるだけです︒教えてあげなくてはいけないと思

と大きく黒板に書く︒すると︑女子から反対の手が挙がった︒

たらどんなにか価値ある時間となるだろう︒︵お茶大附中教諭︶

授業は価値があろう︒まして知見を養い︑実践の意欲を持たせられ
﹁鍛える﹂と﹁教える﹂の両意見が出たがめいめいはどちらに賛

います︒﹂こんどは︑﹁教える﹂と黒板に書く︒

I
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美しい波紋

これが﹁きのうきょう﹂の随筆で︑

そこから波及した美しい共鳴の声が随

筆集のなかに拾録されてある︒話はた

だこれだけのことであるが︑波紋の描

き出したものを拾って見ると﹁孝道い

まだ地に墜ちず﹂﹁美しいなんて形容

詞が上すべりするほどのお嬢さんの心

ばえ﹂﹁つくづく︑ほれぼれとして感

心した﹂﹁優しい情愛の溢るる家庭が

将来がこんなにも楽しくなった﹂﹁眼

松原一彦

鏡が涙でぽうっとかすんだ﹂等々・私

羨しい﹂﹁これを読んだその日から︑

に尊敬するあなたの書かれた俳句の色

素直で︑明るくて︑人なつこくて︑

紙をあげたい︒父のよろこびを深くす

それで礼儀もあれば︑智性も︑情緒も

﹁美しい波紋﹂という文字は一昨年六

ものであった︒渋沢さんは︑卒直で︑

ずる︒

素朴な親思いの優さしい娘心にうたれ

もよみかえして︑胸のうちに春風を感

間に伝わり︑さらに最近出版された随

いるところに︑共感を呼んだものであ

ある︒現代高校生の良い面が躍動して

でできるお礼をします﹂という意味の

筆集﹁自画他讃﹂の中に編集されたも

て﹁いささかの夕風ありぬ胡瓜も承﹂

るために別名で郵送してください︒私

のである︒私はそれをスクラップにし

月二十日の朝日新聞﹁きのうきょう﹂

て読み︑﹁自画他讃﹂を購って来て読

の句をかいた色紙を送った︒すると父

人間は︑ひとりのようだがひとりで

人間はひとりではない

あった︒

｜お父さんは紙すきを業とする俳人で

ろう︒

親から感謝の礼状が来たが︑その中に

欄に載った渋沢敬三さんの随筆から世

﹁美しい波紋﹂

、

み︑くりかえし読んで感懐を新たにし

巨骨という句があり︑史子さんからは

﹁おろかにてどの子も素直紙びいな﹂

内容は︑渋沢さんが広島の畠中史子

の半草履︶が小包で届けられた︒

お礼として菓子と流し雛の足中︵藁製

ている︒

もらった︒﹁俳句好きの父の誕生祝い

という高校三年の未知の娘から手紙を

‐
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I

ながっている︒ひとがあくびをすれば鬼の牙のようにさきの尖んがった靴等
となりのひともあくびをし︑ひとりが々︑心の電波︑感情のビールスは︑人

は忽ち消えてあとを残さないのが常で

拡がり︑いいかげんな重味のないもの

にならぬものはないが︑質がよくて︑

醜︑大小︑強弱︑なんでも波紋の一石

酸っぱい梅干を喰べた話をして顔をし間のいるところを伝わって波及する︒

になっても七十五日が生命である︒は

ある︒根のないつくり話などは人の噂

人と人との心は︑眼に見えぬ糸でつフラフープ︑白地花もようの訪問着︑

はない︒とである︒だっこちゃん︑ヨーヨー︑

かめれば︑向うのひとりも妙な顔をしここに人間が生きもので︑善くも︑悪

万人の共鳴をひくものは永く︑大きく

て生つばをのみこんでいる︒くも成長することの証拠がある︒器械

やりは同時にすたりに通ずる︒しかし

渋沢さんの書かれたように美しい波紋

私どもの若いころ︑藤村操という一人形だったら︑こんなことはないのだ
高の秀才が巌頭の感を立木に書いて華から︒

現に私などは新聞で読んで共鳴し︑随

豆大島の噴火口の自殺も当時の流行とら波紋が起きてまるく拡がり︑岸辺を

とめている︒

を友人やクラブ仲間に貸して読みなさ

筆集を購って来て再三味読し︑その本

には︑終りもなければすたれもない︒

厳の滝に投身すると︑その後暫くは投静かな池に投じた一石
身自殺の青年たちがあとを断たず︑伊静かな池の面に石を投げればそこか
なって警察や地もとを困らせた︒浅草ゆすってやっと停まる︒それと同じよ
に子供を誘かいして身代金を脅迫するうに︑人間が社会に投じた一石も︑人
事件が起ると響きがこだまするようにの心に大小の波紋を描いて︑近くから

がある︒

やひやする︒それは特例ではなく続出い波紋が拡がる︒広告はこの心理に乗

思う︒

心に一味の清風を送ってくれることと

応酬のこの二句は︑今後も無限の人

純真で︑無作為のものに無限の味い

いと勧め︑尚いつまでも拡めようとつ

忽ち秩父地方に惨酷な少女殺しが統い遠くにまで︑波及する︒美しい一石か
た︒新聞やラジオで特種が現れるとひら美しい波紋が起り︑醜い一石から醜

これを模倣といい︑連鎖反応ともいう︒理をつかんでテレビに蝦しい視聴を集

の先駆となるからである︒心理学ではって流行をつくり︑放送会社はこの心

これも昨年四月五日の朝日新聞に載

愛の寄金で灯した善意の光明

った﹁明るい社会賞のひとびと﹂の記

ひとのすることはなんでもして見ためる︒教育者も︑政治家も︑宗教家も
はない︒ひとがやるからやるだけのこ呼んで大きな収穫をあげる︒善悪︑美

くなるもので︑時の流行に格別な理由大きな一石を投げれば︑大きな共鳴を

︑１ノ

〆ｆ︑

﹃１４

ｑ︺

朝日新聞社は異例の賞金五万円を寄付

山口県光市社会福祉協議会にあてて

志が弱いとおとがめにならないでくだ

で送金をやめさせていただきます︒意

守れないで申訳ありませんが今月限り

金が困難になりましたから︑お約束が

心のやさしい娘さん︒﹁あなた﹂の

ふくれあがった︒

た﹁愛の定期便﹂はいま一万六千円に

たたえての送金が相次ぎ︑二百円だっ

生までから心のやさしい未知の女性を

事から知ったことである︒

した︒﹃匿名の寄金を続けた心のやさ

さい︒いつの日にか必ず送金できるこ

の人たちによって受継がれています１

い娘さん︑﹁あなた﹂にわが社は異例

この話が二月二十一日付朝日新聞紙

１と結んであった︒

ともした﹁善意の灯﹂は︑多くの人の

上で﹁送れぬ愛の定期便︑父の不幸で

務員たちは泣いた︒

ておられた山口県光市社会福祉協議会

匿名女性がおわび状﹂として紹介され

とをお約束します﹂わび状を読んで事

へあなたにかわって寄付いたします﹄

の﹁明るい社会賞﹂をおくります︒賞

とあった︒無名の娘に社会賞が送られ

ると忽ち悪しい反響を呼んだ︒山口県

﹁ありがとうＯありがとう︒桑んな

金の五万円はあなたが愛の寄金を続け

これをその無名の娘にかわって朝日新

下はもちろん︑島根︑大分︑佐賀︑長

の人間性にお礼を申します﹂人間を見

近く続いたが︑ことし二月の手紙には

いた︒この篤志の寄金は凡帳面に三年

女文字の封書のなかに二百円はいって

ら始った︒毎月一回﹁貧しい人に⁝﹂

たちで受継ぐことにきめました︒こづ

ようだが︑その美しい心に感謝し︑僕

には十人の学生グループが﹁生意気の

二百円︑三百円とまちまちだが︑なか

便りと寄金が寄せられた︒金額は百円

ば巨額になる︒誰から命ぜられたもの

は少額だが︑その少額でも積み重ねれ

いた︒

読柔終って膜目した︒そして私は咳

便﹂は等ハトンタッチを申出られた善意

聞社が娘さん宿願の寄付金に充てたと

って定朝便を引継ぎたい﹂とバトンタ

崎︑福岡各県から﹁気の毒な女性に代

のでした︒

くびって悲観してはならぬと自戒した

心を強くゆさぶりました︒﹁愛の定期

いうのであるから︑異例でもあるが︑

ッチの申出が続出︒その殆んどは匿名

あろう︒

稀に見る︑珍しい美談といってよいで

で︑二月末から三月にかけ四十一通の

﹁おくれてもうしわけありません︒私

かいを節約するのだから多くは送金で

でもない︒父の不幸にあって︑少額の

この匿名の定期便は三十六年五月か

は勤めの続く限り送金すると誓って参

きぬが﹂と千円ずつ二回︒病人や中学

マンか︑労務者であろう︒毎月二百円

む︒匿名の女性はごく薄給のサラリー

好意は好意をうみ︑善波は善波をう

｜波は万波を産む

りましたが︑昨年父の不幸にあって送
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う︒人☆は︑その純真なまどころに感

まさる貧者の一灯でなくて︑何であろ

けたのだから︑これこそ長者の万灯に

しい家計の人に違いないが︑それを続

二百円も続けられぬところを見ると苦

固く信じている︒

の小さい老人クラブであることを私は

ゆくよろこびを味っているのが︑我々

私どもの環境の小社会が明るくなって

いる︒目に立たぬ奉仕の積上げから︑

人は心ひそかに何かの奉仕を心がけて

ぴたりと来ることばを挙げると︑

句の中で︑いまの我々老人たちに最も

た︒私が後藤さんの好んで書かれた文

ころから追憶談が交わされたのであっ

てから︑恰度三十五年になるというと

に刻まれた何百万円の寄進札が神さま

ゆり動かされる︒何女大社の社頭に石

無名の娘さんの二百円に万人の共感が

の大量の寄付金にありがた糸がなく︑

に近しといわれる︒たくらゑがあって

さればこそ小善は徳に近く︑大善は名

きかせてくれ給え﹂と淡白に話しかけ

名も無い人間のことばにもじっと耳を
傾け︑﹁君！いまのその話をもっと

大風呂敷という異名をとった︒しかし

との意表に出る大きいことをいうので

後藤新平伯爵は偉丈夫であったが︑ひ

鼻目鏡に刈込象の髭︒威風堂たたる

後藤新平さんのことば

人をのこして死ぬのは上だ

仕事をのこして死ぬものは中だ

金をのこして死ぬものは下だ

とばを教わって︑粛然としたのであっ

後藤さんから聞かされたという次のこ

だが︑この夜︑三島さんから︑最後に

そしてむくいをもとめぬよう

ひとのおせわはするように

ひとのおせわにならぬよう

謝したのであった︒

をだしにつかった広告料であることは

る豊かな心ももって居られた︒あると

心の問題は︑量でなくて質である︒

誰でもが知っている︒信仰でもなけれ

き︑ある席上で雑談をしていると︑当

まさにそうである︒むだごとをつけ足

た︒

ば︑謝恩でもありはせぬＯまた儲けさ

時東京市長の後藤さんが︑そういって

虚名をのこしたがったり︑それがほ

す︒

々の下だ︒

しさに罪悪をのこして死ぬものは下

︵日本老壮福祉協会を長︶

であった︒

後藤さんが京都府立病院で亡くなられ

塵島総裁と閑談した︒この四月十三日は

昨年のある夜︑ボーイスカートの三

京府視学︒これは偉い人だと思ったの

私のそばによられた︒三十代の若い東

せてくださいの取引であるにきまって
いる︒

無名の凡人たちが︑人知れず行う日
々の小善から徳が積翠あげられ︑積ま
れた徳の光りから社会が明るくなり︑
人生が暖められる︒

私の知っている限りでは︑大抵の老
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正味の仕事

下程勇吉
いても︑各人はめいめい代理不可能の生活

的行動をし︑ついには︑犯罪や自殺という

はないのである︒このことは︑人間自体の

ような人間疎外にはしることさえ︑まれで

﹁教育と宗教﹂参照︶︒したがって︑いか

構造にもとづくのである︒︵拙著全人社版

こと腫生理的心理的に逸脱的行動にはしり

なる社会においても︑逸脱的行動がある︒

やすい青少年がいろいろ問題をひきおこす

点では︑社会機構のいかんをとわず︑世界

のである︒

各国ともに︑その対策に頭を悩ましている

がたいことで︑それは成長の過程の一コ↓︑

にある程度の逸脱行動に出ることは︑避け

なっている︒もともと︑何人も思春期前後

ましく論じられ︑教育関係者の頭痛の種に

最近︑青少年の非行問題がいろいろやか

欲望を内的に自主的に統制し︑生理的心理

るのでなくては民主主義とはいわれない︒

るほど︑各人が自分の欲望を内的に統制す

民主的であるとしてしりぞければしりぞけ

の主体でなくてはならない︒外的統制を非

その点についても︑自己統制のできる責任

各人はめいめい代理不可能の人格として︑

ャル︑街頭の看板︑鉄道沿線の広告︑色ど

る︒新聞広告︑テレビ・ラジオの．↓︑Ｉシ

そるような刺戟が︑青少年をとりまいてい

わねばならない︒いたるところ︑欲望をそ

少年の欲望を刺戟するものが多すぎるとい

つけていることである︒現代の社会は︑青

出され︑人食の欲望をそそり︑欲望に火を

文明が進むほど︑いろいろの商品がつくり

この際︑もとより忘れてはならぬことは

ともいわれるわけであるが︑現在の青少年

的エネルギーを有意義的に使用するのでな

る欲望のめざめにのぞんでいる青少年に︑

りあざやかなネオン等々︒これらがあらゆ

の主体である︒欲望を正しく充すためには

団的な暴行に出ることは︑見のがす︸﹂との

が欲望の無軌道的解放にはしり︑ことに集

のことは︑いかなる時代︑いかなる社会廷

けれ●ば︑まともな成長はとげられない︒こ

ところが︑人間はやっかいな存在で︑欲

をあおる刺戟がいたるところ象ちゑちてい

ることである︒すでに欲望がめざめ︑それ

いかなる影響をあたえるかは︑何人もわか

望の正しい自己統制ができぬまま程︑逸脱

おいても︑あらそわれない真理である︒

できない問題であるといわれよう︒もとも
は︑何もあらゆる欲望を無条件的庭解放す

と︑一切の封建的圧制をのぞくということ
ることを意味するものではない︒

欲望は各人自身のものである︒欲望につ

（16）

説く克己主義︵ストイシズム︶を無反省的

る︒しかも︑新教育は︑欲望の自己統制を

んであろう︒

同じようなでたらめであるといわれるゆえ

麦をくわせる﹂ような行き方をするのと︑

もまた誤りである︒

無視するのが誤りであるとともに︑その逆

望の無政府的解放に狂奔し︑本能の満足を

の尊厳と平等という錦の御旗のもとに︑欲

に説いている︒そこから︑青少年は︑人間

チンコに血の道をあげている︒こんなこと

屋が繁昌している︒青少年も大人も白昼パ

んな田舎町でも︑主な通りでは︑パチンコ

・ハチンコ屋のまわりをうろついている︒ど

午前中からゲタぱきの〃あんちゃん〃が

いのである︒これがあるからこそ︑人間は

る︒この面なしには︑民主主義は成立しな

なるような光明面・プラス面をもってい

とともに︑自己統制によって︑自律人格と

ばならぬような暗黒面・マイナス面をもつ

人間は政治統制によって︑制禦せられね

にしりぞけ︑人間の尊厳と平等を無条件的

無条件的に主張している︒

を許す政治をする限り︑﹁人づくり﹂のム

なるのである︒こんな自律的人格性を喪失

自己自身の荷をになってゆく責任の主体と

その点︑青少年も無政府状態であるが︑

ードをつくるといったり︑人間像をいろい

﹁人づくり﹂を高調する為政者もでたらめ

である︒高校生など︑未成年者には︑喫煙

る︒こんな人食が逐年文明の進歩とともに

した者が︑精神病者・犯罪者・自殺者であ

ふえるところは︑人間疎外に人々をおいや

であろう︒青少年の不良化は︑教育の問題
であるとともに︑政治の問題である︒こん

る文明病がはびこる深刻な現実があるわけ

ろ観念的につくるといってもはじまらない

なことを考えないで︑﹁人づくり﹂を説く

の自律的人格性を喪失し︑責任の主体でな

であるが︑青少年が人間本来の条件として

が禁止せられているが︑専売公社は美しい

煙欲をそそられぬ青少年はないであろう︒

店頭広告をかかげている︒あれを見て︑喫

ものをいうべきであろう︒

人々は︑いま少し現実の社会に眼を向けて

若い女性が煙草をくゆらせている魅力的な

また郊外電車や国鉄の沿線には︑ネオンが

くなったときに︑不良化の現象がおこるの

あざやかに﹁今日も元気だ︑煙草がうまい﹂

と夜空にえがき出している︒あの広告を未

っきりとらえたように︑自己統制の意志を

人間の人間たるゆえんは︑デカルトがは

である︒

商業資本を廃して︑生産も分配も国家統制

の意味で︑自己の欲望を自分自身の意志で

もつ自由人格であるところにある︒何らか

しかしこれは︑政治だけの問題ではない︒

のもとにおく共産主義国家においても︑青

あるｐ国営ともいうべき煙草専売公社が︑

成年者の目からさえぎる何ものもないので

の喫煙欲をそそるようなことをしておきな

商業資本以上に巧妙な広告をして︑青少年

少年の非行現象の問題は頭痛の種である︒

統制し得ない者は︑まともな人間ではない︒

もともと︑青少年の不良化の問題は政治の

て責任をもつ者が︑正常な人間であり︑そ

自己統制力をもち︑ｎ己自身の欲望に対し

として︑﹁人づくり﹂とか︑道徳教育とか
をとなえるのは︑施政演説で福祉国家を力

この問題を教育だけで考えて︑政治の面を

問題であるとともに︑教育の問題である︒

がら︑喫煙その他の非行に出る青少年対策

説しながら︑政策の実施面では﹁貧乏人に
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自己自身のものでなく︑それにふりまわさ

る︒自己の欲望・怒り．おそれ・苦し拳が

る青少年は︑欲望の自己統制に欠けてい

の点に欠ける者が犯罪者である︒非行に出

フランクルのいわゆる﹁はたらく力﹂が︑

自殺的傾向をおびてくる︒幼少の頃から︑

に心のはりを失ない︑精神病的︑犯罪的︑

﹁我がもの﹂としてつかまぬ人間は︑つね

てつかむ態度からはじまる︒自分の仕事を

は︑つねに自分の生活を﹁我がもの﹂とし

々たる人間の仕事も︑その全生涯をあげて

芸術家や学究の仕事にも及ぶのである︒微

いには︑全身全霊あげていそしむ教育者や

誠意のこもった職人気質の人為の仕事︑つ

︵プロジェクト︶︑生徒の工作︑さらには︑

伝い仕事からはじめて︑学童の課題作業

て天に迫るものとなり︑歴史においてもっ

誠実にきずき上げるならば︑ついに人にし

を自己自身のものとして受けとめ︑それを

人間形成の基礎条件として重大視せられる

れるとき︑人間は逸脱行動に走る︒それら
まともに受容するとき︑それに責任をもち
ゆえんである︒

この点で︑想起されるのは︑上にあげた

とも純粋なものを生糸出すのである︒

腹の底から全人格的に自律的に行動するよ

﹁正味の仕事﹂という言葉を杉浦重剛に語

ことに︑自分が仕事にうちこみ︑自分と
仕事とが一となるような場においては︑表

うになる︒

いわゆる自己受容の場が開けぬ限り︑自

った佐灸木高行のことである︒明治二十五

年︑東京神田の大火で︑杉浦重剛が経営し

自己の心をつつみかくす﹁前面﹂もなく︑
﹁防衛機構﹂もないのである︒ここにいわ

は次のごとく語ったのであった︒﹁君もよ

ていた英語学校が焼けたとき︑佐禽木高行

も裏もなく︑内外一加であって︑そこには

問題の子どもや青少年に自己受容の体験の

ゆる﹁実地の正業﹂︵二宮尊徳︶とか﹁正

く考えてみなさい︒昔︑徳川三百年の間︑

できぬのである︒今日のカウンセリングが
場を開き︑真実の人間性にめざめさせ︑自

味の仕事﹂︵杉浦重剛︶とかいわれるもの

大老とか中老とか︑時の政治をあずかって

律的に責任をになう独立人格となることは

律的に独立人格となるように全力をあげる

場で力説される人間学的根拠があるのであ

が︑人間形成の本筋としての全人教育の立

しかし後の世まで残って聞えている者が何

権威を振った者は︑ずいぶん沢山あった︒

ははじめて心のはりをおぼえて自分の生活

る︒非行行動にはしる青少年は︑犯罪学者

ゆえんである︒かかる道が開けるとき︑人
の問題にとりくみ︑自他の心のつながりを

人あるか︒ほとんど数人にすぎない︒これ

の徒である︒ここに表裏内外の別なく一︲自

が明かにしているごとく︑つねに怠学怠業

に反し︑中江藤樹・山崎闇斎・伊藤仁斎の

である︒実に人間形成の道は︑つねに心の

己自身の仕事﹂にうちこんで生きる﹁よろ

ごときは︑いまにいたっても︑なお生きる

深めるような﹁生の充実感﹂を享け得るの
はりを覚えるような﹁意味への意志﹂の覚

こび﹂と︑生の充実感をあたえる﹁正味の

︑︑

醒からはじまるといわれよう︒

は︑正味の仕事をするのが大事で︑それが

がごとくである︒だから︑人間というもの

すなわち生命である︒世に︑一時虚名をう

仕事﹂が家庭教育・学校教育星おいて重大

﹁正味の仕事﹂と陸無心な幼児のお手

な意味をもつゆえんがある︒

ところで︑こんな自律人格にめざめる道
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たわれる者のごときは︑何でもない︒また
一朝の栄華を誇るのも︑愚である︒君はど
こまてもその通りで貫かねばならぬ云云︒﹂

この言葉にはげまされて︑杉浦重剛は再起
し︑その生涯の﹁正味の仕事﹂として︑心
血をそそいで英語学校︑またその後日本中

にささえる原動力をなすものであるといわ

日ただ今から即刻出直して﹁正味の仕事﹂

ある以上︑われわれは青少年とともに︑今

は虚名の世界である︒もとより︑中江藤樹

くらい虚しいことはない︒ジャーナリズム

会においては︑一時的に名がきこえること

の波に浮き沈みすることがはげしい大衆社

な花形役者があらゆる面でジャーナリズム

ことに︑今日のように︑線香花火のよう

える力﹂﹁つながる力﹂というような﹁人

と深い関係をもつ﹁味わう力﹂﹁もちこた

力﹂をよびさまし︑さらには﹁はたらく力﹂

て生きるように︑何よりもまず﹁はたらく

実現的傾向をまともに生かし独立人格とし

も︑各人のうちに生きている建設的な自己

であるといわれよう︒実にカウンセリング

らく教育こそは︑青少年問題の積極的対策

か月間は︑わたくしに取って実に舌の

五月から六月にわたる葎の盛りの二

﹁れいろう﹂より

︵文博・京都大学教授︶

に生きるよりほかはないのである︒

まともな人間にするとともに︑日本を永久

ねばならない︒﹁正味の仕事﹂への教育が？

本当の教育である︒﹁正味の仕事﹂を目ざ
すとともに︑﹁正味の仕事﹂を通じて︑欲
望の統制を自律的に行ない︑自己の生活の

などのような聖賢の道は︑平凡な人間には

間の条件﹂を身につけせさる道をひらくも

道を確立し︑生きる﹁よろこび﹂に道をひ

期待できぬところである︒しかしながら︑

のであるといわれよう︒﹁正味の仕事﹂を

学の経営にあたったのであった︒

内村鑑三のいわゆる﹁勤勉正直なる平民﹂

するよりほかに︑真実に生きる道はないの

弓〆に田心い孝卑ｙＯ

味と天の趣味とを同時につかゑ得たよ

食うことに於て野蕃と文明と︑土の趣

やりつつ︑そして本を読みつつ︑毎を

ったと申しますが︑わたくしは百姓を

卓を囲んで毎を食うことなり︒﹂とい

ある人は︑﹁文明とは︑家族一緒に

しようか︒

舌鼓を打つ時の心持︒あｌ︽何といいま

に盛って食卓に安置して︑家内揃って

きれいに洗って大きな古伊万里の皿

り︑頭のお正月でもあります︒

お正月です︒同時に腹のお正月でもあ

五十嵐力

るものである︒

の拳が︑﹁亡ぶべからざる日本﹂をささえ

である︒

このことは︑社会の条件がととのった上

﹁貴族・政治家・軍人の代表する日本﹂

は﹁早晩必ず亡ぶべき日本﹂であり︑﹁勤

で考えればよいというような︑のんきな問
すことのできない生命の一こま一こまを生

題ではないのである︒人間は日をくりかえ

であるが︑﹁亡ぶべからざる日本﹂をささ

は刻々燃えつくしゆく蝋燭のようなもので

きているからである︒しかも︑人間の生命

からざる日本﹂であると︑内村は説いたの
える者は︑﹁正味の仕事﹂をする平民であ

勉正直なる平民の日本﹂は永遠に﹁亡ぶべ

る︒実に﹁正味の仕事﹂こそは一人一人を
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I

墓

I

私のお姑さん

千葉県東部支会

米之井読書会
私がこの家に嫁いで三年余りになりま

ますから︑何でも物知りで時代に遅れる様

も悪農業雑誌や新聞は一通り目を通してい

なことはありません︒私と二人で畑の草取

さんるを見るにつけ︑うらやましくて思わ
そのような未熟な私を姑は︑何かとうる

になります︒この様なお姑さんが農村にた

なんかして居る時等よく読書のことが話題

ず淋しさがこみあげてきたものです︒

さい世間の口から︑かばい続けてくれまし

くさんいらっしゃったら︑きっと若い娘さ

た︒お蔭で今の私は農業という職業に対し
深い誇りと愛着が持てる様になりました︒

陵一

初夏遊二吉野一謁二延元︵後醍醐天皇︶

会祖西村翁の詩

される人に成りたいと思って居ります︒

け勉強して︑お姑さんの様に若人から尊敬

私も仕事の合間を見て読書会で出来るだ

ん達も村に残るのではないでしょうか︒

そこに尊い人生があるのだと知りました︒

そして叉今の仕事に全魂を打込めてこそ︑

都会にあこがれて村を去って行く娘さん
の姿を見ると浅薄な自分の娘時代が思い起
ながら働くその姿こそ農家の娘にとって一

されます︒緋の野良着を着て真黒に日焼し

めまぐるしい程発展する今の時代に︑い

番美しい姿だと思うのです︒

ろいろの事でまだまだ人としての苦し承を
知らぬ自分が恥しくなります︒

路入二芳山一魂欲し迷

桜花落尽剰二香泥一
労は決して嫁には負わせたくない︑自分一

でも姑は何につけ﹁自分の負った様な苦
人でたくさんだ﹂と言います︒私はその言

緑樹蔽レ天新月暗

す︒一児を持つ母となった今すくすくと︑

ます︒その奥にある姑の孫に対する優しい

育つ我が子の成長をうれしく見つめており

葉に思わずまぶたが熱くなり︑嬉しさより

子規叫過古陵西

愛の眼指は︑何と言っても私の一番の心の

くさんの本を読んだということです︒今で

この誇るべき私のお姑さんは︑若い頃た

いう気持が自然に湧いてくるのでした︒

なりました︒それと同時に孝行をしたいと

も姑に対する感謝の気持で胸がいつぱいに

十八才で一家の嫁と言う座についた私︑

支えになります︒

当時を思い起すと︑何につけても半人前の
私でありました︒田圃にでて働きながらも
きれいに着飾って裁縫に通う同じ年頃の娘
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』

入江相政選

○司同

余りにも春の寒きに枯れしかと見廻る盆栽芽に生気あり

思はずも下に侍み香を喚ぎぬ植ゑて五年目初咲きの梅

暦にも弥生なる日に小川辺の氷あかるきアスファルト道

○同菅谷喜一
○同坂本弘軒

芽麦田に夕日は紅く射返りて凧揚ぐる子等の舷しき瞳朝明に又昼過ぎにささ鳴きを聞き居り春の芽ぶき初めい

○千葉県菅谷義太郎るものを

佳作あさ黒くことしも熟れぬをさなき日この桑の実をは象け

灯の消ゆる如くにはかにみまかりし父を葬れる宵の灯び○入江相政

○埼玉県鷲宮葛人

あけびてふ蔓の芽とりぬこの夕酒の肴にひたしにはせむり

去年の秋むろに入れたるさつま芋うす紫に冬も芽をふく春とはただ名のみなりけり待ちあぐむ庭の桜も菅見せざ

藁垣を潜りて捜すかくれんぽの鬼がみつけし蕗の円ら芽来る

新潟県波多良介○同金杉茂穂

子等の足右に左にかいくぐりてんてん手種弾象やまずも人の家の軒端に巣だちしつばくろは古巣忘れず今年また

童のつきそらしたる願コム趣は草にかくれぬ夕日の草に○同恵畑豊

朝寒の破璃戸にひとつ蝿のゐて陽のさすなべに趣の向き彼岸後のさ庭に吾子もくさぐさの草花の種まきて札立つ

かふ○千葉県菅谷健夫

○千葉県加藤己之○埼玉県相沢正直

秀逸野のにほひ厨にみちぬ草餅のかをりゆたけき春の祭日

弘道歌壇

ワ﹈

﹃ｌ主

︑−／

／１挺

ＯＯ００○○Ｏ

︑︑︑︑︑︑ｎ

ｏ００○○○○

身浴二霊泉一意自融︒韓豊仙郷白日間︒評日︒清疎︒従二張謂詩一脱化︒

詩林三好凌石選謬差︹潟︒星云沈湯原路蝉水爆鴨︒月照二氷肌浮二曙査

︑述懐最喜清請相節酌︒瀞街播レ榊心勇爽︒︑上野不忍池地畔即事
生︒蕊群羽鞍穏山︶酔溌天地篭岬蕊︒娠燕俊梯言奏叫暁荘爺耀章︵中園︶

同首播州路︒荘抄海山晴︒・・・︒・・・

評日︒暢情悠然︒在二節酌中わ評日︒温雅︒殊尭清爽︒上野山頭樫似レ錦︒

０○○○○○○０１０
威○容
制二畿旬毛金湯白鷺城︒ｏｏｏｏｏｏｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
︑
大
島
大
火
書
感
＠
二
杉
田
東
漸
寺
伊
達
精
秀
小
西
湖
畔
柳
如
レ煙︒
摩
し
空
天
守
閣ｏ︒
雲
棟
畳
二次飛
妻
宅
・
・
・
︒
・
・
・

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

秀波栗原精夫︵横漬︶和尚見レ似詩韻一伊人巳爽二花前約一
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
改築今弦就︒技術極二其精毛蒋溶忽鍵寿隈一跡︒雲石村田一雄︵横漬︶源し恋琴遊亦昨輝︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○︒
○梅
０花
０放
０二
○玉
○光
○や
○評
○日︒従二池名一着し想来︒詩書
園帯費巨億︒落落規模宏︒一争戻叫戸熔尭雲至鴬語綿鐙裏

桃
影ｏ
︒ｏ
猶ｏ
蕊ｏ
鼓︒
蓋登
聾固︒
・酒
・友
・︒
︒傾
・蓋
・奮
・酷︒
ｏ見
ｏ兵
ｏ馬
ｏｏ
人・
命・
無・
二︒
傷︒
失︒
や︒
遠︒
来詩
黄︒
︒兼情︒好麗︒

豊咽嘩掴認︒球荊活喧咽︒訓鎌知腰レ蚕涛勤如評日︒不二亦柴一乎之語︒一謂可︑元日一偶成

評日︒員情資況︒可三以知二訓錬想︒

随順価撫育Ｏ四海可以卒︒績川弱生長七郎︵千葉︶

００００○○００○○
精○
華
懸日月︒忠孝慕丹誠︒之要兎︑春廃偶成青皇喋啓九重天︒
○○○○○００○○

００○○○○○○○○

○Ｏ○○○○○

居治不忘凱︒烈烈護東減︒︑花下偶成秀波栗原精夫︵横漬︶也迂春風乙巳年︒

００○○○○○○○○

老里九十四︒白頭老歩兵︒松涛小島員太郎︵横漬︶琴鍔鐙謹響︒煙秤溶海畔︒八十六齢身尚健︒
○○○○○○○○○○
剛健猶養書︒桑槍憶枯柴︒菩悔卸し診敦祷爵︒客懐幽趣在ｏ浴後酒頻傾ｏ狩僻撫容詠阿簿︒
○○．○○○○○○○Ｏ
夜雨青燈下︒撫刺感頻生︒梅や迩謹興評僧︒評日︒清淡︒一辞亦佳︒評日︒清動︒筆致老健︒

城寺田英一郎︵布施︶竹陰長尾宗次︵松江︶
坐寒獅野菱蓋
鮭．夢人止八
︒
０．卜
０Ｏ身
○○○
○

今古惟一夢︒槍然不勝情︒揮酒末し空犬未し散︒︑寒梅︑春一初偶成
園之至誠毛

蕊・蒸茎窯韓灘蕊鞭鯉．

○○００○○○
○○○○○Ｏ○
松堂中村柴次︵逗子︶静古中村静子︵逗子︶欲し春疑是未し消し雪︒乾坤落落襟懐潤︒

○○０○○００
＠湯原即事︑湯原偶成︑一枝疎影椅二低塙毛無窮無達只
甘レ貧︒
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評日︒潅宕︒百涛可レ期︒

ＣＯ○○○○○
健骨偏期百害春︒
︑春日偶成

梅湖菅野澄江︵横漬︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

雨後林庭静︒敵詩花影中︒

○○００○○○○○○

評日︒惰駒亦佳︒

晴禽霊欲し断︒猶動一簾風︒

︑新年口占

弘軒坂本弘︵佐原︶

一家皆健在︒借老迂二新年土

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
評日︒平穏︒浦酌可し毒︒

施酒芳堂酌︒曾孫弄二紙鳶毛

︑客窓偶成

芳州新家孝︵津︶

︑︑︑︑︑︑︑
二十除年一夢間︒

︑︑︑︑︑︑︑

西風動し樹客窓閑︒
○○○○○○Ｏ
家郷路隔雲千重︒

○○○○︒○Ｏ

忍レ看天逼雁北還︒
評日︒吟懐談遠︒詩思可レ吟︒

︑新春口占

︑︑︑︑Ｅ︑︑

膝下見孫酒正醇︒海外馳レ名徳作し郷︒
○○○○○○Ｏ
墨錬此身猶未し章︒賞錫放し輝光突突︒
ＯＯ○○○○Ｏ
偏欣翰墨興し年新︒哀哉魂也己千春︒
評日︒光衆入し詩︒情意兼到︒＠贈二志賀直哉翁一

＠軌二鈴木光同尼一文壇者宿直哉翁︒
藤玄加藤玄智︵御殿場︶妻骨如レ仙釆藻雄︒
書屋亡二統竹毛清虚落落風︒八十二齢生誕日︒
深思兼二決行毛憧慢獣雷室︒見孫緯し膝掛二春風毛

︑悼二三頓居士野村洋三翁一＠謝三長尾竹陰詞契恵二松江

敬重七律二首凌石寛名産甘露煮一

一世高人三箱翁︒珍味魚服甘露烹︒
期順猶瞭五春風︒喫来不し魔舌頭鳴︒
劫除屡立済民計︒病肱断し酒雌し無し興︒
戦後常牧興国功︒引得山陰風物情︒﹄
揮悦久修天毒在︒誇レ健平生病不し知︒
道肢己達徳一音隆︒臥し床蹄し月噸如レ痴・
依然臆し化魂何去︒佳肴有し酒禁難シ破・
髪諾鴬花顧影中︒﹄欲し謝二高情一軌寄レ詩︒

天成器識本超倫︒︑病中用二李白春日酔起
名利何曾子二版身毛詩駒一道し情

養志清高惟寡欲︒五鰐本頑健︒慈恩感二此生む

梅渓勝田啓治︵千葉︶ 穂情宏淳亦深仁︒冒し寒偶得し病︒綿会臥二茅樋や
埠頭遼レ客誼篇し道︒悠然取二半睡師畳聴二漏刻鳴毛
昭和四十又迎レ春︒

︑︑︑︑︑︑︑

不し知春己至︒穿レ樹聴二新鴬↓

何常下招二紅友毛披レ襟暢中幽情却

三旬細床臥︒唆し腹酒不レ傾・

︑寸繊漫言

︑誰不レ驚瓢乎道人

４△△△．△△△
地債暴騰誰不レ驚・

何馬執し政．無し施し策︒

△△△△△△△
濡し擢禁レ利侭縦横︒
△△△△△△△

憂心仲仲奈二民生毛

△△△△△△△

︑争闘紛

△△△△△△△
底事同胞争闘紛︒
△△△△△△△
大邦牽制勢相分︒
△△△△△△△
王朝文化安南国︒

△△△△△△△

︑負し利多

惟看山河溌二戦王完

兎而無し恥寛同レ案︒

△△△△△△△
其奈二議員汗職一何︒
△△△△△△△

堪レ嘆都政稲根大︒

△△△△△△△

幾個較奴負し利多︒

△△△△△△△

迎二大使婦一蹄字ヲ脱ス︒次句ノ

︑︑︑△

◎正誤西春彦氏詩云︑幅相出

蹄ハ不用︒
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1

支会だより
東部支会総会の記
連日強風で挨りと云うこの頃には︑珍ら
しい静かなよい天気︑全くの総会日和︒会
場は八都地区田部の名利︑︲地蔵尊で知られ

た西雲寺客殿︒三月十四日午前十時半より
内山副会長開会を宣し伊藤支会長春季総会
氏への評議員の委嘱等を了り中食後講演会

奈

新入会員芳名
§

同

渡辺正男

同

木島正治

古津千次郎

三浦畑四郎

同

三好凌石

吉野中

同

同

同

同

渡辺正男

野口明

同

同

坂尾正己

昭和三十九年十二月以降

千本勇蔵
倉繁良逸
河原健治
平山真静

樫葉勇

渡辺広志
常泉茂夫

鈴木等
小池済
渡辺誠之
秋葉正

菅野梅湖
和田真助
佐藤信雄
船越象象
野津佐千穂

小玉吉若
桑原清平

同

鈴木義之

同

同

菅佐原秀夫

角田章

渡辺嬉一

鈴木政雄
風戸博晶
馬場和夫

飯田健介

同

同

遠藤彦之進

宮崎長左術門

同

松本晴夫

同

三好凌石
石橋香峰

同

同

渡辺広志
渡辺正勇

同

同

篠崎金之助

武藤桂巌

木原喜八郎

寺本勲

浅野あや

青柳弥喜夫
野平喜兵衛

加藤藤治

岩瀬貢

宮崎忠恭
松本一保

石毛惣左衛門

笹

鈴木新司
堀江芳子

同

同

同

本吉三郎

同

小宮勝

原地隆雄
周吉

ｔ
士

小沢又右衛門

小柳智代吉

渡辺宮子
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開催についての挨拶︑会務報告︑菅谷正雄
を開く︒﹃日本弘道会の現況と会祖西村茂
樹先生﹄の題にて︑渡辺正勇先生獅子乳さ
れ︑更に﹃婦人の本質について﹄野口明先

生︑実のある講演をされ会衆を感銘させ
た︒午後四時閉会︒聴講は婦人層特に多く
堂に溢るる盛況であった︒会員角田洋圃︑

葉 京 重 根 田 川 葉 京 島 取

岡鳥雄

島野采治

写雨

川

葉

城

田村隆二郎︑山田勝治郎氏ら︑会場諸般斡

旋に尽力された︒︵東部支会報告︶

千東三同同島秋同神同同同同同千東広同同烏

宮同同同同同同同同同同同同千神同同同同同同同同同同

志

示

敬弔
田中新次郎氏

二月二日病気の為鳥取市岩倉二八五の
氏は本会社会教化学院︵大正昭年３月︶

自宅に於て死去︒行年七十八︒

号で紹介︶市政︑農業特に果樹園芸︑民

第一回卒業生︵一条秀美氏昭和調年９月

年藍綬褒章︑

俗︑文化財︑保育︑保健婦の社会的向上
等に貢献︒功により昭和
二月二日従六位勲六等︒
著書︑産業組合の使命︑農村隣保事業︑

因伯年中行事︑椎茸文化史︑鳥取県二十
世紀梨伝承等︒遺族は長男圭太郎氏︒

加藤玄智氏
特別会員として本会の為にご尽力下さ
った氏は去る五月八日午前七時四十分︑

老衰の為静岡県御殿場市東山一○五五の
自宅で死去︒九十一歳︒東京都出身︒文
学博士︒元東大・国学院大教授︒神道特
に生洞研究の権威者︒三十五年紫綬褒章︒

この四月二十九日勲三等瑞宝章︒本会に
は研究を綴る﹁聖徳﹂と﹁富士文庫報﹂

を寄贈されていた︒告別式は九日午前九

捕憤慨嘆されていられるものと思うにつ

と題して糾弾されただけに定めし泉下で

ありませんか︒︵編︶

東京都千代田区西神臼二ノー

渡辺正勇

東京都千代田区神田神保町三ノ十

ｐ■︒■︒■●■■巴ｐ■毎■●■凸つい■■わ■■■今●幸■勾町﹃巴も︒■■や■︑ｑ■①４■Ｐ■■■■■▼夕ｐ■垂●︒■■Ｄ●ｐｐＰｂ

振替口座東京豊言番

冠話九段剛○○○九番

銅鎚姻日本弘道会

東京都千代田区西神田二ノー

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

編集兼
発行人

昭和四十年六月一日発行

昭和四十年五月二十五日印刷

弘道売価一冊金四十円

■︒ｂ■■︒必ず■の■●●旬●■守■●①■■■①●守凸■●■□︒即■凸■︒●Ｐ■︒■■①■ザ●寺■

■印●ｂ■？■■旬■■色色や●

投じて清廉潔白有能の士をあげようでは

道会会祖の名に於て正しく明るい一票を

けても私達会員は来るべき参院選には弘

時から自宅で︑喪主は長男誠平氏︵東大
教授︶︒

編集後記
ベトナムの戦禍がアジアに世界につな
がる情勢を表裏両面から解明して平和の
日本維持の為に︑アジア諸国の国会議員

一は高校

に呼びかけられる千葉さんの憂国の至

情︑松原さんの美しい波紋

生︑一は職場の両女性の感激美談︑下程
さんの全霊を打込んでの仕事の三昧境︑

斎藤さんの話合によって現代学徒の知性
と感情のズレの調整︑過重の労力を要す
る農耕に家事に育児の凡てに心を砕いて
寸暇もない主婦達が貴い時間を生み出し
て修養の為の読書会を統けていられる高
野さん林さんのそこから湧き出た感想︑

野口副会長の今回の東京都会議員の醜状
に対する巻頭言の如く︑曾て東京市公民
会名誉会員に推された西村会祖は新富座
に於て病を押して﹁市政の刷新について﹂

＝

一
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、
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臥雲辰致

和気清麻呂

へ︑︑・９Ｆ︒ズヂ

力続ける苦悩の生涯描く

残す／・窮乏裡に不携の努

ガラ紡織機を発明し日本
産業発達史上に不域の名

護国の神と記り上げられ
正当の評価与えられなか
った︑勝れた古代革新政

平野邦雄皿三○○円治家の真面目新たに描く

ｒもｂ且雨樹印三十丘幸や九月二日古希三瞳啄津更吻認可

河村瑞賢
古田良一血一八○円

藤原頼長
橋本義彦伽二六○円

大黒屋光太夫
亀井高孝畑三七○円

羅山

町三一○円

近盛晴嘉山三○○円

ジョセフⅡピコ

富倉徳次郎順一二○円

卜部兼好

英知と創意工夫により︑
日本海海運の開拓と淀川
治水事業に不滅の功遂げ
た江戸初期大実業家の伝

井伊直弼

吉田常吉噸四五○円

桓武天皇

村尾次郎︑二八○円

田原嗣郎皿三三○円

悪左府ｌ保元乱の元凶？
院政下の複雑な政情分析
し︑数奇な運命を巧桑に
浮彫した人間頼長の伝記
極北の小島に漂着つぶさ
に辛酸なめ︑十一年後露
都より送還された数奇な
運命児の歴史的生涯描く

久松潜一ｍ一三○円

平田篤胤
博識を以て家康以下三代
に仕え︑子孫相承けて幕
府文教の権を握る︒典型
的御用学者の生涯を描く

笠原一男川三三○円

契沖
蓮如
名探題として九州制覇の
功遂げ︑傍ら最も和歌連
歌に秀で︑文学史上に不
朽の名遺す風流武人の伝

角田文衛伽二八○円

田畑忍皿二四○円

児島惟謙
新史料で其人間像を描く

堀一郎Ⅷ一三○円

空也
わが国最初の新聞発刊者
十三歳で漂流渡米し受洗
帰化︒帰国後開国日本に
寄与した彦蔵異色の伝︒

者・歌人・評論家︒変革期
の世相を巧みに批判す／︐

徒然草で有名な中世の隠

入交好惰加三○○円凶弾に什れた巨人の生涯

社長ｌ政財界の悪と戦い

武藤山治謹謹濡織鶏諾 佐 伯 今 毛 人

川添昭二

今川了俊

勇雄川四八○円

堀林

Ｉ

日本歴史学会編集／内容見本送呈

村瀬正章噸二五○円

を網羅●菊池寛賞受賞に輝く業績

重抵．明久醐三○○円し︑波澗に富む生涯描く

新書判･布装上製･口絵年譜月報入

公武合体の犠牲となって
家茂に嫁し︑幕府滅亡の
際苦悶を極む︒幕末史彩
る数奇な皇女の運命描く

ベストメンパー●史上の重要人物

和§官

叢書

武部敏夫剛三○○円

伊ロ

●正確ですぐれた伝記●執筆者は

1

綴覚憩いが望如瀦繍郵鰐織雛

既刊125冊発売中

／

[ﾛ

断圧／︑開国の先覚か違勅

安政の獄を断行し志士を

の元凶か？新史料を駆使
して時代と人物を浮彫す

治行った〃延暦聖主〃の伝

奈良時代を克服して平安
時代を開く︒門閥を抑え
人材を登用し︑清新な政

国学の巨匠︒宣長の学統
継ぎ︑宗教的・実践的方
面に大新機軸開いた精力
的思想家の事績を浮彫す

して国学の先駆となる︒

僧侶の身で深く古典を究
め︑文献学的方法を確立

其生涯と不朽の学績描く

真宗中興の祖︒御文の作
成と名号の頒布ｌ盛んな
布教活動で真宗王国の基
礎築いた傑僧の面目描く

東大寺造営の主宰者︒数
数の業績あげた有能な奈
良朝一官人の生涯を︑渦
巻く政局の波潤上に描く

大津事件勃発に朝野樗然
たる際︑敢然政治的干渉
排し司法権の独立を護持
した明治法曹界巨人の伝

あまねく諸国を巡行して
浄土信仰と念仏を民間に
弘む︒踊念仏・鉢たたき
の沿革併せ説く異色の伝

園'弘文館/東京都文京区本富士町2/振替口座東京2 番

