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一一球渦湧汰蛍一画の定期総会に当り会員各位多数のご参集を得ました事につき感謝致します︒
日一一・

さて昨年磯淀を見ました会祖西村茂樹先生の墓地史跡指定の標識に奇しくも恩師安井息軒先生と名を連らねられ

蚕した事は泉下の先生も⁝入の御満足の事と存じます︒更に御郷国千葉県に於て﹁房総の先覚者﹂資料展示会を開
催してその偉業が世に紹介されました事も御同慶に堪えぬ所であります︒

わが日本弘道会が明治九年創立されましてから先輩諸賢の限りない努力によって国の内外に於て自他共に許す道

↑葬

義立国の名門としてやがて記念すべき九十周年を迎えようとしておるのであります︒

今やわが国には民心の動揺︑犯罪非行の激増等により高度の経済成長にも一抹の不安があり︑世界は科学の飛躍

この時に当りわれわれ会員は会祖顕彰の感激を新にすると共に全生涯を捧げての会祖のご労苦に思を致し一致団

的発展を示してはい主式が︑東西に︑はた南北に於て民族対立の激化はただならぬ様相を呈しているのであります︒

侭ぞ

Ｙ訟辛名や︒：ｂｒ

︾毎苧一

鮒畑日本弘道会長酒井忠正

︿緒弘這伽渡羨に則り本会の発展向上に一段のご努力あらん事を切望するものであります︒

■

今︒

■い■

蝋：鈎翰脅箪五月十六日
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吉展ちゃん事件に思う
口

明

しいと思ったことである︒私は今日︑官民を通じて実施されている所

であった︒その殊勲に対して︑又その経験と手腕に対しても︑実に惜

った︒それは主任格の刑事君が︑明年は定年で退職の予定と言うこと

弘道歌壇：：：⁝⁝⁝・；入江相政選⁝燭

新米校長の第一声⁝⁝遠藤正雄⁝鋤

道を求めて︒⁝⁝：⁝⁝倉持豊三郎⁝鋤

石川理紀之助翁とその和歌
⁝⁝：⁝：⁝：川上富三⁝⑱

東部支会便り
敬弔・編集後記

ブラジルだより⁝⁝⁝大館竜祥⁝⑩

⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⑳

祝柿木・内藤両氏参院御当選

弘道詩林：：：⁝：：⁝：三好凌石選⁝⑬

弘道俳壇：：⁝⁝：⁝大橋越央子選⁝㈱

年の延長を主張する者である︒︵副会長︶

今︑官民両界に実施されている定年制に対して︑少くとも五年乃至十

ある︒人間は一生を一職に賭け得ることが理想ではなかろうか︒私は

二の人生に送ることは︑使用者にも被使用者にも︑実に大きな損失で

謂定年制の現状を愚かなことと見ている︒職種によって多少の差異は

：⁝・⁝フリッッ・フオス⁝⑯

日開両国語の交わり

子どもの夢・⁝⁝：⁝⁝斎藤喜門⁝倒

論語私抄け⁝・⁝⁝・⁝・加賀栄治⁝⑱

⁝⁝・⁝⁝：⁝平塚益徳⁝⑦

世界の中の日本の教育︵上︶

今の世が恐ろしい⁝⁝入江相政⁝②

⁝：：：⁝：⁝・野口明⁝①

巻頭言吉展ちゃん事件に思う
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八︑九月号目次

I

あるが︑平均寿命の延びた今日︑円熟の頂点に当る人を退めさせ︑第

此の報道は︑全国民から喜ばれたが︑私には一つ気になることがあ

警察に対しても︑甚深な敬意と感謝とを捧げる︒

きく取扱われた︒大役を果した刑事諸君には︑引いて警視庁︑日本の

丁度参院選挙の開票日に当っていたが︑ニュースとして殆ど同じ位大

吉展ちゃん事件が美事解決したことは︑何としても朗報であったｏ

野

﹃ｌ︽

︑１／

／Ｉ理

今の世が恐ろし

戦いがおわってからまる二十年︒そういうことで近ごろ
なにかというといろいろの回顧談が新聞雑誌をにぎわして
八月六日は原爆記念日︒あの頃は原子爆弾ということは

いる︒

分っていたかいなかったか︑とにかく新聞にはただ新型爆
弾として報道されただけだったが︑実に容易ならざる事態

になったということは︑当局がいくらひたかくしにして
も︑われわれ国民には自然に分ってきたものだった︒

私の若き同僚の一人は︑当時陸軍少尉として広島に勤務

入江

部屋の中にはいった︒
その直後のこと︑ただならざる光が目を射た︒その下士

たほかの一人もいっしょに︑三人の人は全身を毛布によっ

官は横にあった毛布を．ハーッとかぶせてくれた︒居あわせ

った︒木造のその建物はどこかへふっとんでしまった︒毛

ておおわれた︒間髪を入れずに名状すべからざることが起

さっきの﹁ただならざる光﹂がピカであり︑建物が吹き

布には針の山のようにガラスの破片がささった︒

飛んだのがいわゆるドンである︒そこは爆心からわずかに

し自転車呈目尾よく空気がはい三︲﹄いた声っ︑間違いなく慰

千米︑本部というのはまさに爆心にあったそうだから︑も

要があって︑自転車に空気を入れようとした︒どうしたも

れだけでも生きてはいられなかったろう︒

それこそ全身が針の山︑放射能や爆風をもろに浴びて︑そ

霊祭の対象になっていたろうし︑部下の機転が無かったら

していた︒そしてあの朝七時過ぎに︑本部に連絡に行く必

政

のかその朝に限ってうまい具合にはいらなかった︒部下の
駄目だった︒そういうわけでまあ一服しようというので︑

下士官が︑わたしがやってみましょうといったが︑それも

（2）

相

い

死なない時にはどんなことをしても死なないし︑死ぬ時

はじめて覚えたものである︒

えはしないといわれた︒幸にそんなこともなく︑しばらく

あの頃は︑広島や長崎には︑向う百年間︑一本の草も生

しいひもじさから抜け出そうとしたのは︑太平洋戦争のは

来るだけ自らの手でなにかをつくり出して︑配給だけの悲

のやんばちで︑何を食っていたか︑よくも覚えないが︑出

原爆が落ちたのはもう日本の断末魔︑あの頃はもうやけ

行って象ないが︑テレビなどで見ると︑草木も生えれば人

じまるより少し前の頃からだったろう︒

にはいくらもがいても助からないのである︒

も住み︑見違えるような繁栄をつづけているらしい︒

一体﹁不拡大方針﹂とか言われてはいても︑事実はあれ

よあれよという間に拡大を重ねてきた︒それにつれて当然

二十年前にば︑原爆の地に草一本生えないとされても︑

それを別に不思議とも思わないようなものだった︒それと

のことながら食い物は見る見る影をひそめて行ってしまっ
た︒

いうのが原爆地は沙汰の限りとしても︑奈良︑京都︑金沢

自分も食べたいし︑妻や子供にも食べさせたい︒もう青

松江というような︑ごく僅かな都市をのぞけば︑あながち

原爆地で無くとも︑どこもかしこも見わたす限りの焼野

々とひろがる芝生を眺めて楽しんでいる時期ではなかった

わけだったから︑選ばれたのは当然この沖維︒
十九年の夏から内親王さま方は︑女子学習院が疎開した

次三の次だから︑やたらにかさの大きなものに限るという

︑︑

イモの沖細という品種くらいなもの︒それにもう味は二の

これは肥料っ気の無いところに生えてくれるのはサツマ

りなりにも畑ができた︒

で掘ったりスコップでやわらかくしたりして︑とにかく曲

な吸い取られてしまったカサカサの土の肌が出てきた︒鍬

ゑんなはがしてしまった︒芝の根に抱かれて︑養分をみん

から︑丹精してほかの草一本も生えさせてなかった芝生を

原︒それこそ草のひとつも生えていないといってもいいよ
うなものだった︒

草木が無いばかりか︑家も無ければ食い物もなくて︑六
私はどうしても末は死ぬことになると思った︒死ななけ

無斎林子平の新手のようになっていた︒

ればおさまりがつかないだろうとも思った︒しかしいよい
よそういうことになるまでは生きていなければならない︒

役所の飯はトウモロコシの粉を湯でといてかきまわした
もの︑サツマイモの蔓のはいった薄い味哨汁︑そんなもの
い糖油で煮たのが五つ切れ︒それが主食でもあり副食でも

ので︑それといっしょに塩原へお移りになった︒そのよう

のくりかえし︒またよく出たのは輪切りにした大根を︑薄
あった︒生まれて四十年︑大根が主食であることはこの時

ハｏ

︑●ノ

ｒ．︑

にして空き屋になった呉竹寮のお庭の芝生︑これは牛込の
私の家のよりずっと広かったから︑このほうは仲間といっ
しょに糸んなはがしてカボチャを植えた︒

そしてまた内親王さまのいらっしゃる塩原の御用邸で
も︑なんとかして野菜を作らなければならなかった︒十九
年頃にはまだ東京から便があるごとにいくらかの野菜が来
たし︑それにあの山のふもとの農村へ行って頼めば︑内親
王さまと︑お供の食べる野菜ぐらい買うことができた︒け
れども戦局の行く末を考えると︑それもはたしていつまで

しょに無くなってしまう︑と︒オン・ザ・ロックのウイス

キーのように︑なるほど言われてみれば︑ほとんどが石

で︑その中にバラ・︿ラとふりかけたように土がまざってい

る︒まさかそれほどでもないが︑関東ロームという東京の

土にくらべればまさにそんなものだった︒

寒さの早く来る所のことでもあるし︑こんなところで作

れるものはきまっている︒蕎麦とトウモロコシと馬鈴薯

い目を見ずにおすませになれるとは思わなかったが︑まあ

と︑それに青い菜の葉︒これだけで内親王お三方がひもじ

これをおこして畑にした︒こんなことを続けているうち

ありとあらゆる所の︑芝があれば芝をはがし︑土があれば

私としてはこんな風にして御所や御用邸︑自分のうちと

まあこれでも無いよりはましだろうというわけだった︒

うすれば汽車の連絡は無くなるし︑自動車で東京から物を

アメリカはきっと鉄橋を爆撃するのだろうと思った︒そ

つづくものか︑本当に不安なものだった︒

運ぶこともできなくなるわけである︒そういうことになっ

に︑戦いは敗れてしまった︒

敗れた後はなお一層悲惨だった︒幣原総理大臣は一千万

た場合︑はたして山のふもとの農村をあてにしていいもの

おどしたのはつまりは政治というものだろう︒内に向って

人飢死するだろうと警告した︒九人に一人は飢えて死ぬと

かどうか疑問だと思った︒ではどうすればいいか︒

塩原の御用邸の中に畑を作るほかに道はない︒すなわち

して︑なんとかして食糧を放出してもらおうという根胆で

国民を戒めるのと全く同時に︑かえす匁でＧＨＱをもおど

裏のお庭の斜面の芝草をはがしてそれを畑にすることにし
た︒内親王さま方もずいぶん働いてくださった︒かなり広

もあったろう︒しかしアメリカは食糧の心配などはしてく

々とした畑ができるにはできたが︑牛込の私の家の庭以上
にこれはまたひどいやせ土である︒その上に火山の頃の石

れなかった︒

た︒その中にこのころの思い出が書いてある︒氏は当時農

松村謙三氏の﹁三代回顧録﹂というのが最近出版され

が一杯つまっている︒東京の習慣で︑私は神経質にこの石
をなんとかして取りのけようとした︒そしたら塩原の人に
とめられた︒石を無くすのはいいが︑そうすると畑もいつ

（4）

︑︑︑︑︑︑︑
を召し上っていた︒昼はうどんかすいとん︑そして夜は麦

ン粉を節約して︒︿ソを焼けといっておききにならない︒そ

と半掲米とを交ぜたのを軽く一碗︒こういうのがその頃の

の結果︑こげ茶色の．︿ンができあがった︒欣然としてそれ

何に要請しても一粒の麦の放出もしてはもらえなかった︒

陛下の主食だった︒刑食物も徐なものはあがらなかった︒

か︑恐らくは最も心痛していた人だったろう︒ところが如
農林大臣として天皇陛下に拝謁した際︑この憂悶について

一体︑主食だろうが副食だろうが︑陛下お一方分ぐらい︑

林大臣として︑日本の食糧危機を如何にして打開すべき

奏上した︒そしたら陛下は事も無げに﹁それなら私の持っ

どんな工夫もあったわけだったろうが︑それを絶対にお許

しにならなかった︒これなら国民に合わせる顔があるとい

に食糧をもらって国民の窮乏を救ったらどうか﹂とおっし
ゃったそうだ︒松村農相は早速幣原総理にこのことを告げ

ている宝物をみんなアメリカにやってしまおう︒その代り

た︒総理は︑そうまで陛下はご心配になっているのだとい

う︒陛下のお宝物なんかいただくわけにはいかない︑とい

になっているのか︒では早速本国から食糧を取り寄せよ

スやトマトにマヨネーズ︒ソースがかかっている︒大きく

表紙にサラダの写真が出ていた︒カリー︒フラワーやレタ

でしばらくしたら︑アメリカの雑誌ライフが来た︒その裏

君臣ともにフラフラのヒョロヒョロだった︒戦争がすん

うものだけしかお摂りにならなかったからである︒

ったそうだ︒それから食糧の放出が続いた︒はじめは焼け

切ったハムはジェラティンにおおわれててらてら光ってい

うことをマッカーサーに訴えた︒彼はそんなにまでお考え

石に水だったが︑度重なる放出はだんだんに日本国中にし

たつけと︑忘れ果てていた物からじっとしていられないほ

る︒はずかしい話だが︑私はそのカラーの写真を手から離

どの食欲を呼びさまされたのである︒こんなものいつにな

桑透ってきた︒そうなればこれが呼び水にもなって︑日本
昭和二十一年の初夏の頃︑千葉の巡幸の打合わせの時国

ったら食べられるのだろうと思った︒私の三十九歳の時の

すことができなかった︒ああ世の中にはこんなものがあっ

鉄の人に︑いつになったら車輔はととのいますか︒車輔が

ことである︒

の物も出るようになってきた︒

ったら︑車輔の復興もなにもすべて食糧ですよという答え

住んで︑食べ物ばかり作った︒朝︑四時ごろに起きて︑早

の無いことは同じだった︒牛込の家の焼けたあとの壕舎に

戦争がすんで半年経ったのに︑一年経ったのに︑食い物

今のままでは︑日本は復興しないじゃありませんか︑とい
だった︒すべての物に先立つのは食糧であった︒これが人
の世の姿なのである︒
︑︑︑

そのころ陛下は豆かすやらふすまやらを入れて︑メリケ

頁Ｊ

︑１ノ

／６︑

その頃の役所はこまったことばかり︑笑うようなことはひ

になるとあるいて出勤︑四十五分かかって役所に着いた︒

春のからっ風に吹かれながらカボチャの穴を掘った︒八時

古屋へ行くのにも飛行機を使ったり活気があるといえば活

たり︑ハイウェイがいたるところに通じたり︑その上︑名

言われたことを今にしてしゑじみ思いだす︒新幹線ができ

食い物が出廻らなければ国鉄の車輔もできませんよ︑と

行けども行けども焼け野原︑あれから二十年︒二十年︑二

気があるので︑外国人も舌を巻いている︒一敗地にまゑれ

昔︑という時間が︑こんなにも大きな仕事をしてくれよう

ったかそれとも頭の一角がおかされていたか︒

二十一年になったらカボチャがたくさんとれた︒親孝行

とつもなかった︒けれども毎日笑って暮した︒やけ気味だ

も︑恩師のところへ行く時も︑防空服を着てカボチャをひ

これから録画に行く︒テレビでもラジオでも︑なんの準備

テレビから頼まれて︑戦後早々のことをしゃべるために

とは思わなかった︒

もしたことはない︒だから今日も出たとこ勝負︒そのほう

ったカボチャだもの︑甘味というようなものは別になかっ

いなかった︒順々に食べて減ってはきたが︑すっかり収穫

た︒ただ大きくはできていて︑やっぱりカボチャにはちが

るかも分らないのに︑下ごしらえしようもない︒

が話の生きがいいし︑それに第一︑相手がなにを聞いてく

なんでもあり︑なんでもできる今の世が恐ろしい︒

てみただけである︒

俊成

︵侍従・歌壇選者︶

うづら鳴くなり深草の里

夕されば野辺の秋風身にし染て

kOノ

とつかかえて行けばすべて足りた︒私が家内と二人でつく

を終った時︑今まで人にあげたり食べたりしたのを足して

ということもなく頭を去来したことを︑ここに書きつづけ

もうそろそろ迎えの車がくるだろうという今︑ただなん

計算したら百六十五個になった︒これで家中飢えず︑浮世
の義理も足したわけだった︒

私はすこぶる食欲が旺盛である︒今でも食べようと思え

はと思って自分でひかえている︒しかしなんにしてもこの

ばいくらでも食べられる︒けれども老来︑そんなに食べて

ＪＪ

ごろは賛沢すぎる︒街中どこをあるいてもショーウインド

ウにはエビのフライがあり︑カツレツがある︒鰻屋も寿司

屋も軒なみで客寄せに大わらわである︒あんなに沢山の店
がよくもよくも立ちゆくものだが︑一千万の人口と︑おの
ぼりさんの何百万を加えれば︑あたりまえのことなのだろ
︑久以○

／ 戸 、

世界の中の日本の教育山

平塚益徳

ことを考えてみますと︑我が国に於ける自主性ということは︑必ず

いうご経験がたくさんあると思いますが︑私は厳密に自主性という

Ｉ︲
かかげさせていただいた題目は﹁世界の中の日本の教育﹂という

いと断定せざるを得ないわけであります︒残念ではありますが︑日

しも木当の民主的な意味に於ける自主性のよさがはっきり出ていな

大変大きな池目でございますが︑与えられた時間は約二時間です
し︑第一私の能力から申しましても︑問題のすべてを申し上げるこ

はないかと心配致しております︒これが一つ︒もう一つは今日のお

本では自主性というものは本当にそのよさを発揮出来ていないので

とは出来ないばかりでなく︑世界の教育のすべてを知りつくしてい
ているものと致しまして︑私自身が常日頃考えておりますことを︑

るわけではございません︒しかし一日本人とし︑又教育学を専攻し

して諸外国の教育をまねるということで申し上げるつもりはござい

話は諸外国のことを申し上げることになると思いますが︑それは決

ません︒先に申しました様に︑世界の教育ということを考える場合

皆さんとご一緒に考えさせていただきたくそういう観点から日本の
どういう所にまた弱点があるかということをご一緒に考えさせてい

教育を世界の教育という鏡の前に照らしてどういう所に長所があり

川本の教育ということを何時でも考えるという蕪礎を失わない稜り

でございます︒そこで私の気持を皆さんに分っていただくというよ

ただきたいと思うわけであります︒

うなことから︑出来ましたら先ず最初に自主性というものが︑どう

民主的な自主性
お話を進めるに当りまして︑私の一つの持論を申述べさせていた

これは私の確信でございますが︑自主性というものには︑どうし

いう構造を持っているかということから申し上げ度いと思います︒

ても欠くことの出来ない三つの条件があると思うのです︒本当に民

だきます︒戦后我が国では自主性ということをやかましく云ってお

主的な自主性が成り立つためには欠くことの出来ない条件が三つあ

ります︒恐らく先生方︑皆さん方に自主性ということをいろいろな
で読んだり︑或はいろいろな方のお言葉の中に盛に出てくる︑そう

機会にご自身おつかいになることがあると思います︒またものの本
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る︒

日自己に謙虚であること

うことをこちらから求めることが出来るか出来ないかということ︑

れを喜んで受けて︑そのことを一つの反省の材料として︑自分がよ

いうことの決定条件になるのだと思います︒批判を受けまして︑そ

そのことがその当人︑その国家︑或は団体を進歩させるかどうかと

も同じことで︑したがって国家ということになりますと日本という

りよきものへと︑進んでいくということ︑これは非常に大切なこと

第一の条件は何かと申しますと︑それは個人でも団体でも国家で

ことを考えるわけでありますが︑個人︑団体︑国家を問わず︑まだ

以上申しましたこの二つは︑申し上げるまでもなく︑ベルグソン

です︒

という有名なフランスの哲学者が申したことによく合致するわけで

自分はまだ足りないのだということを自覚して︑それに基づいて︑

自分が足りないということの自覚をもつことです︒謙虚な気持で︑
何時でも更によりよきものを他に求めようとする態度︑つまり求道

か﹄︑それは﹁社会が︑より開かれていくことだ﹂と彼が申したこ

す︒つまり﹃社会がより進歩しているということはどういうこと

とにあてはまるわけです︒これはオープン︑開くということです︒

的な態度と申しましょうか︑これが自主性の第一の条件です︒これ

らざることを自覚する︑この点では第一の条件と同じであります

がどうしても必要です︒第二の条件は何かと申しますと︑自己の足

いているというあり方︑これは進歩したあり方です︒個人として

とざされていないで︑開かれてあること︑他に向って常に自分を開

も︑社会としても︑国家としても進歩したあり方です︒たえず他を

が︑どこが違うかというと︑その足りないというｎ分をつつまず︑
す︒日本の諺に︑﹁くさいものにはふた﹂というのがありますが︑

の根本原理に則ったあり方です︒ところで私はベルグソンの言葉を

見て︑他から学ぶというこの態度︑これはオープンつまり民主々義

かくさず他に示すということです︒これは非常にむつかしいことで

い合って︑他に示めさないということになりがちなものです︒しか

引用して大切なあり方についてご一緒に考えましたが︑もっと重要

自分自身ばかりでなく︑仲間の欠点︑というものはお互い同志かば
しこれは自主的ではないのです︒そうではなくて︑むしろ弱点︑欠

一寸違いますが︑非常に心配なので念の為︑先生方とご一緒に︑こ

な点をここで申し上げておきたい︒それは今日の本来のお話の筋と

出来るか出来ないかが︑問題を決定する鍵だと思っていますが︑何

ジョンデュイがかつて︑家庭をいくつか並べまして︑その家庭が︑

入りましょう︒ジ三ンデ﹃一ウイ︑どなたもご存知だと思いますが︑

の為匡申し上げておきたいと思います︒その前にこういう説明から

発揮するためには更に二つの根本条件が必要であるということを念

こで民主を義におけるオープンの原理が︑本当に民主を義の良さを

点は他に示して︑そのことによって︑逆に他から二つのことを期待
いことではないのですが︑助言を求めるということです︒

致します︒第一は何かと申しますと︑これはそうたいしてむつかし

ロ他人の批判を喜んでうける

かと申しますと︑他の人から批判されるのを喜ぶことです︒しかも

民主的であるかどうかということの判定の基準に︑大変面白いたと

しかし第二は非常にむつかしいことです︒実は私は︑このことが

唯︑甘んじて批判を受けるのではなく︑むしろ批判してほしいとい
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全体のプラスになるような意見でなければだめだと云うことです︒

をいうそのことが︑全体の決定にプラスになるような方向と内容の

自分勝手な意見を云って︑民主々義と思ったら大間違いです︒意見

えをもって私達に説明してくれました︒

どういうたとえかと申しますと︑週末に一家揃って遠足に行くと

一︺①昌の言昌○口﹁責任のある参加﹂という原理です︒これが分ってい

意見でなければなりません︒これを英語で云いますと用岩○口の匡の

いうを例にとりまして︑どの位の時間︑どの位の喪用をかけ︑何処
に行くかというその計画を立てる場合に︑民主的な度合の少い家庭

はないのです︒云うことⅢ身が︑全休にプラスになる︒責任ある参

ない︒とにかく何でも云えばいいと思っているようですが︑そうで

は父親または母親と二人で決めてしまう︒あとは子供達について来
いということです︒それは比主的の度合の少い家庭である︒それが

加というこの原理︑自分の云うことが︑ｎ分勝手であればこれは民

もう少し民主的な度合か高くなりますと︑上の方の子供達が自分の
意見を申述べることの空気が濃くなっていて︑それが出来る︒それ

かをプラスして︑全体の決定に︑よりよき決定をもたらす︒小さな

主々義にはならない︒自分の云う一﹂とが︑みんなの気の付かない何

子供の発言でも︑ああそれは知らなかった︑良いことを云ってくれ

がもっと民主的になりますと︑がんぜない小さな子供までが︑問題
比主的であると言うのです︒

を決定する場合に自分達の意見を述べることが出来る︒これが最も

たと大人から云はれるようなものでなければいけません︒唯︑自分

の云いたいこと︑やりたいことを云っただけでは決して民主々義に

オープンの原理

私はこのオープンの原理は最近の日本の現実生活では民主的とい

もう一つ︑むしろこれが大切なのですが︑今日お集りになってい

はならないのです︒

さん方の所でも︑みんなに意見を言わせるという一﹂とは行われてい

いると思われるのですが︑それは指導者の原理です︒つまりみんな

る講習会といいますか研修会は︑このことのためにお集りになって

うスローガンの下にかなり実際化していると思うのです︒恐らく皆
ると思うのです︒ところが大いに気をつけなければならないことは

からの意見が出た場合︑誰かがそれをまとめなければならないのて

本当に開いているというこの在り方のよさを発揮させるためには︑
どうしても欠くことの出来ない二つの前提条件があることを忘れて

よき指導者がなくては成就しません︒民主を義の指導者というもの

は︑そうでない場合のものとはくらべにならない程︑重大な責任が

す︒日本で一番足りないのはこの指導者です︒民主々義というのは

ある︒みんなの意見をまとめて︑そして正しい方向に向けるという

はならないことです︒それが忘れられては困ったことになります︒
ではこの二つの条件が非常に足りないわけです︒ただ云わせるだけ

そうでなければ幸いでありますが︑非常に残念ですが︑現在の日本

で正しいと思っているようです︒しからぱこの二つの条件は何かと

ことは余程指導者に見識があり︑確固たる信念があってはじめて可

こっちの意見をききそうだと云ったのでは指導者にはなれないわけ

能なのです︒みんなに云わせて︑あっちの意見をききそうだと云い

申しますと︒

責任ある参加
第一は︑これは意見を云うことは結構でありますが︑その意見が
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どなくて第一と第二の立場だけで自主性と考えることがあれば︑こ

ついでにここで申上げておきたいことは︑この第三の立場が殆ん

あくまで大切なのです︒

の原理が生きるわけです︒この点で︑自分自身にも云いきかせてお

です︒以上二つの原理が︑十分に条件づけられてはじめてオープン

りますし︑又︑我々の研究態度もこの原理にもとづかなければなら

れも大変な間違いです︒自分というものがないからです︒それは丁

さて本論にもどりまして︑第三は何かと云うと︑自分の事は自分

す︒といって︑また第一と第二とがなくても亦困る︒そこで本当の

たこっちの岸とただようばかりです︒これは本当に困った立場で

度池の中の根のない草のようなもので︑風が吹けぱあつちの岸︑ま

で決定するということです︒私の大好きな言葉ですが﹁千万人とい

民主々義の立場というものは︑この三つのバランスがとれるという

白自信をもつこと

ないと考えております︒

えども我一人ゆかん﹂というその確固たる信念︑自分がそうだと考

事になるわけです︒

私の拙い著書に︑民主々義というのは元来バランスだという主張

えたら誰が何と云おうとそれをやってのけることです︒殴誉褒睡を
外にして︑さらにみんなの顔色を伺っているのではなく︑自分がそ

々義というのは極端を排斥するわけです︒中庸を行く東洋の道徳に

がありますが︑バランスをとるということは大切なことです︒民主

ある中庸を行くという事です︒この場合どこが根きょかというと︑

うだと思ったらしっかり自分の道を進むこと︑これが自主性でしょ
れども自分が自分の信念を持つ場合にあくまで二つが条件になって

るのが︑他の二つの点で︑この三つが揃って本当の自主性ができる

云うまでもなく第三の点です︒これが根きょで︑それを豊ならしめ

う︒ただし気をつけなければいけないことは︑それには違いないけ
いなければならない︒この二つの条件がなくなって︑あるいは殆ん

日本は世界一級の教育国

というわけです︒この事を皆さんと再確認しておきたいのです︒

ど消滅して︑第三だけを民主主義の自主性だと思っている団体があ
る︒特に組合などがそうです︒一般に非常に狭い立場︑自分達の立
場だけで事がらを決定しようとする︒この狭い立場から自主性を主

そこで本論に入りたいと思いますが︑現在ユネスコに参加してい

た時は八四ケ国でしたが︑それからアフリカあたりでどんどん独立

る国が二四ヶ国︵現在二七ヶ国︶あります︒私が﹁一ネスコにい

張すると二つの問題がおこります︒
一つは独善主義一人よがりで︑自分たちだけの立場で押し通し︑

国が出来て︑二四ヶ国になりましたが︑オブザーバーの国が六ヶ

ほかの立場を勉強しようとしない︒ほかの立場をしんしやくしよう
としない︒もう一つは︑これが一番困るのですが排他主義です︒ほ

一二○ヶ国あるわけです︒この間日本のオリンピックには九四ヶ国

国あります︒従ってユネスコに直接間接に参与している国が世界に

に参加している︒その他に中共のように﹃一ネスコに参加していない

来たわけで︑何れにしてもこれだけの国々が世界にあり︑ユネス﹁一

かのものを排せきする︑一人よがりで自分達だけよくて自分達の考
狭い考えから他人の云うことを聞かないで︑ただ敵だ敵だと排斥す

えと異にするものは全部敵だという考え方です︒排他主義︑非常に
るものです︒この二つの誤った立場をなくすためにも︑広い立場が
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国が若干あります︒何れにしても世界に現在一三○ばかりの国々が
ありますが︑その国の中で高等教育か一番すすんんでいる国はどこ

どれ位低いかと申しますと︑未だ就学率が八○影台の州が三つも

あるのです︒

はるかに下がってしまう︒結局︑初等教育︑中等教育︑高等教育の

あります︒黒人が多いからです︒そ一二﹄平均しますと︑日本よりも

三つの段階では︑我が国は︑世界で少くとも第一級という地位を占

でしょうか︒高等教育の学生とは満十八才以上が学業にいそしんで
的即ち人口との比率に於て高等教育の学生が一番比率として高いの

めるわけです︒私はユネスコの本部におりまして︑責任上︑世界の

いる者を指しますが︑人口の違いが国によってありますから︑相対
はどこか︑これはいうまでもなくアメリカが世界で一番である︒ア

れましたことは︑Ｈ本という川はたいした国だと云うことでした︒

教育を調べたり︑見たり︑きいたりしまして︑何時でも感じさせら

そしてこの点を常に感謝している次第です︒われわれ日本人はもう

メリカには二千から大学がある︒第二はどこかというと︑これは非

少し︑こういう事について知るべきだと考えています︒これが第一

常に面白いことですが︑ソ連と日本が丁度今きそっていて︑第二の
たアメリカが世界第一・アメリカは現在日本の新制商校の段階で就

地位にあるわけです︒中等教育はどこが一番かというと︑これもま

です︒

第二番目に是非ここで検討させていただきたいことは︑この現在

日本教育の高水準は歴史的

学率は九○％を突破しております︒ただし︑あとでも申し上げます

の日本の教育の高い地位が︑決して現在だけではないということで

が︑入学の時には非常に同率ですが︑アメリカは日本と違って︑入

ます︒しかしとにかく︑就学率の点からいうと世界で一位なので

学後ドシドシおとすのです︒従って卒業の時には︑比率は若干下り

とを今日︑お集りの皆さんに︑お調べ頂きたいと思います︒要する

す︒現在だけが商いのではなくて︑歴史的にもそうであるというこ

にそういう点を歴史的に調べる必要があると思うのです︒どういう

の高率でした︒これは世界の驚異です︒第三に初等教育はどうかと
いうと︑初等教育の段階では︑今まで第二位をしめていた我が閲が

の研究所等で︑私は日本の教育の発達について屡々講義をしました

ことかと申しますと︑アメリカやイギリスの大学で︑或はフランス

す︒ところで︑この段階でも︑第二位は日本で︑去年は七○・六％

断然第一位なのです︒西ドイツと並んで第一位ですが︑逆に第一位

が︑拙い私の講義を聞いておられた方々が︑現在彼等の国の教育︑

を誇るアメリカがずっと下っている︒どうして下るかというと︑現
在アメリカには五○州がありますが︑その州の中で︑三つの州では

ろいろと問題にしたからです︒

私が﹁一ネス﹃一に居りました時に︑度を質問されましたことは︑何

或は地域の教育を高めるという立場から日本の教育を吟味して︑い

故日本は現在のような高い教育の水準を持つようになったのかとい

育の状態がちがう事は︑ご承知と思いますが︑云ってみればバラバ

ォルニア州では︑中等教員は大学院の一ヶ年課程を経なければいけ

ラです︒教育水準の非常に高い州︑つまり一三ｌヨークとかカリフ

うことでした︒そういう質問をする方の気持をはかりますと︑私は

あるが︑非常に低いからです︒アメリカという国が︑州によって教

ないことになっているのですが︑逆に非常に程度がひくい州が三つ

（11）

でも模倣が上手だという一種の予想があるのです︒そこで何故こん

ういうことかと申しますと︑外国の人友の間には日本という国は今

どうしても次のようなことを感ぜずにはいられなかったのです︒ど

られます︒元来寺子屋というのは︑師匠は一人か二人で︑通って来

して︑武士の子弟のための学校がまた三百近くあったのです︒私の

実に驚くべき程の数でした︒二万からあったのです︒藩擬と申しま

る生徒は大体二︑三十人でした︒多くても五︑六十人だったわけで

先輩の石川謙という先生このことのぼう大な研究書を出版されてお

日本が一八七二年に新しい教育制度を制定したということぐらいは

のだったのです︒﹁往来﹂ものという教科書がのこっていますが︑

す︒けれどもそこで使われていた教科書というものは実に立派なも

なに高い教育水準を来たしたかというこの質問で︑彼等の大部分は

ならない間に︑日本がすい星のように︑こんなに高い水準になった

知っているわけなので︑まだ新しい教育制度を定めてから百年にも
ということは︑殆んどゼロに等しい日本が︑世界第一の高さに立っ

この寺子屋に匹敵するものを考えますと︑イギリスにデームズ・ス

習字を勉強しながら歴史︑公民地理などを勉強していたわけです︒

クールという学校があります︒﹁デーム﹂というのは﹁おばあちや

た訳で︑そこで何か諸外国の教育を上手に模倣したからだろうと考

ん﹂という懲味ですが︑﹁おばあちやん学校﹂があったのです︒こ

ただきたいことは︑寺子屋というのは民衆の︑本当の自分達の力で

の一部にある︒まねの仕方というのは変な云い方になりますが︑そ

造り上げたものだったことです︒八代吉宗将軍の時には多少援助を

え︑そのまねの仕方を教えて欲しいという空気がどうしても質問者

達の中には多いようでした︒日本はうまいことをやったのだから︑

受けましたが︑あとは殆ど全部が自分達で経営していたのです︒私

ういうカラクリといいましょうか︑そういうことを一つ教えて貰い

そのやり方の一端でも教えてほしいという気持です︒私はそういう

ても問題にならないのです︒しかし︑私がここで特に強調させてい

質問を度嬉受け童した時に︑少し酷な答え方でしたがｌこの点は

はよく外国の人に申し上げるのですが︑あなた達は寺子屋というこ

れと日本の寺子屋を比較すると︑構えから云っても︑内容からいっ

先生方と確認して鯖きたいと思うのですがｌどうかあなた方は一

したというのは︑余りにも日本を知らな過ぎると思うからです︒そ

とを聞いたことがあるかどうか︒明治以後︑外国の学校をただ模倣

度いという気持が質問者の中にどうもあるようで︑特に後進国の人

八七二年︑つまり明治五年八月の﹁学制﹂以後のことばかりをお調

して寺子屋ばかりではありません︒その他に江戸時代にはいろいろ

らべにならないで︑それ以前︑つまり江戸時代︑鎌倉時代︑或は平
安朝時代の日本の教育の歴史をお調べ頂きたい︑と何時でも申し上

な教育機関があったのです︒お針屋という︑お針の師匠さんが立派

ていたわけです︒或は大工や左官等の徒弟制度︑更に農村地帯には

な教育機関をつくっていました︒お針を教えながら娘達の教育をし

げてきました︒

寺子屋
ではないということです︒そうではないのです︒例えば︑江戸時代

す︒﹁若者宿﹂とか︑﹁娘宿﹂とか云われたものですＯそこでは一緒

農閑期ではありましたが︑農村青年達の宿泊の場所があったので

どういうことかと云いますと︑日本は決してゼロから出発したの
には寺子屋というものがいったいいくつあったでしょうか︒それは
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に宿泊しながら︑お互いの経験を語り︑お互いに公民的な勉強をす

国民︑つまり日本国民に比較的早くなれたかということには︑この

の階層があったにも拘らず︑それが何故明治に入ってから︑一つの

度です︒お屋倣奉公という制度がどんなに大切な教育制度であった

更に私が申し上げなければならないことは︑お屋敷奉公という制

本国民としての一つのまとまりが比較的早く出来たということの少

族︑平民という言葉は残こりましたけれども︑実際問題として︑日

ういうことがあったからこそ︑日本は明治に入ってから︑たとえ士

考えられるからです︒このことは非常に大事なことであります︒こ

平均化し︑同じような考え方で塗りつぶすという役割を果たしたと

お屋敷奉公ということが若干役立っていた︒生活様式を日本全体で

るという仕組みでした︒これが一番発達しているのは︑鹿児島県の
﹁健児の舎﹂です︒

か︑私はここでご説明しておきたい︒元来お屋敷奉公というのは︑

お屋敷奉公

ご承知のように武士階級の家庭に︑特に富裕な町人の子女が二︑三

くとも一つの理由となったと言えるからです︒

よく申していることですが︑今から九百五十年も前に出た本です

さらにつけ加えさせていただきたいことは︑外国の女性の方々に

源氏物語

年お女中として住み込むことでした︒これを女中奉公︑或はお屋蚊
そこに行く良家の娘達が︑自分の身の廻りを世話する文字通りの下

奉公と申したのです︒これは決して下女としていくのではなくて︑
女をつれて︑お屋倣に奉公に行づたわけです︒これは︑武家社会の

が︑源氏物語という本をお読みになったことがあるかという質問を

っくりされているわけです︒今から九百五十年も前に︑日本の一人

いろいろな習慣とか言葉づかい︑またお客の接待︑今の言葉でいう

の女性が︑全部とは申しませんが︑宮中を背景とした大ロマンを書

するのです︒幸い源氏物語は英訳されて︑多くの外国の人からもび

るわけです︒従って当時の文献に残っていますが︑お屋敷奉公出の

いたわけで︑その様な高い学門的な教育的な水準を日本が持ってい

家政というもの一切を武士の家庭に預けられて勉強して帰えってく
女性達を﹁お屋敷奉公出﹂ということで一目おき︑当人達も一種の

たというこの事実は︑特別に注意さるべきでしょう︒私はこの二つ

ところで︑第三にどうしても附け加えて申し上げたいことがござ

ほこりをもっていたらしく︑この点では大変面白い表現が残ってい

います︒それは何かと申しますと︑こういった高い教育的水準を持

るのです︒それは丁度︑女子大川がいばっているではないかといっ

った国民的エネルギーを背景にして︑明治維新の私達の先輩たち

﹃○
いうことをどうしても考えないわけにはいかないので︑す

を持ち込んだからです︒勿論︑この豊な商人の所には︑豊でない下

敷奉公から帰えりますと︑豊な町人の家庭の中に︑武士の生活様式

が︑実によく外国のことを勉強した上で︑日本にとって量重な教育

の点から︑日本という国は教育的にエネルギーの満ち満ちた国だと

層の町人の子女が︑女中として州はれて来るわけです︒そしてその

のです︒私が何故これを取り上げたかと申しますと︑実はこのお屋

女中が︑ｎ分の家にその生活様式を持ち込む︒こうしたなり行きは

制度を立てたという事実です︒このことは私が申し上げるのではな

た空気が大正末期あたり一般社会にただよっていたのと同じことな

一体どういうことになったかというと︑士農工商という︑江戸時代
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くて外国の学者が言っているのです︒ラィシャワー大使もその一人

ことにしました︒そして一つの大学の区域を︑三十二の中学校の区

のように学校を作る計画を立てたのです︒これは計算するとすぐ出

に分けると言うことにしました︒そこで全国を学区制として網の目

て参りますが︑大学が八つ︑中学校が二百五十六︑小学校はなんと

域に分け︑一つ一つの中学校の区域をさらに二百十の小学校の区域

申していることは︑明治維新の日本の指導者達は実に立派だったと

五万三千七百六十と言うぼう大な数字となるわけです︒ところで当

ことを一生懸命に勉強しておる人がおります︒その人達が例外なく

いうことです︒そういう点から言っても︑私達はすぐれた立派な指

時の日本の人口は現在の紗程度でした︒三千万台です︒この三千万

です︒最近はアメリカの人の中にもイギリスの人の間にも︑日本の

ません︒しからぱ具体的にどういう点ですぐれておったかというこ

導者をあの明治の初期に与えられたことを心から喜ばずにはおられ

台の人口の所で︑小学校を五万三千七百六十校も作ろうと計画した

すぐれた明治の教育制度

とを二つの点で取り上げて申し上げたいと思います︒

ますことは︑私達の勉強は未だ不足だということです︒これに反し

をしつづけてまいった訳でありますが︑いつでも学生に申しており

アジアから来た学生諸君はこの数字を良くみて︑この数字から︑明

ご自身で︑チョークを使ってこの数字の下にアンダーラインして︑

くそれに耳を傾けていたアジアからのたくさんの留学生に対して︑

ロンドン大学のラワリーズ教授が︑私の講義をきいておられ︑同じ

国は︑世界広しと言え︑日本だけです︒これはたいした一﹂とです︒

て明治維新の指導者たちは実に良く勉強しました︒武士階級の優れ

私は今まで長い間︑九州大学で二十年も教授として︑学生に講義

た階層から出た︑本当に人材揃いの彼等は︑今日申し上げました第

して国に持って帰り給えと言うことをおっしゃいました︒日本の国

治の初めの日本の教育の指導者達の︑ウイズダムを諸君は良く勉強

民の一人として外人にほめられることは感激ですが︑世界的な学者

一の要件︑第二の要件を良くふまえて︑諸外国のことを実に良く勉
ンス︑イギリス︑アメリカ︑ドイツ︑このような国々の教育につい

強しております︒特に諸外国の中で︑勉強した国はオランダ︑フラ

ドネシア︑フィリピン等の留学生に向って︑明治維新の日本の指導

ばぱ代表として勉強に来ているインド︑︒︿キスタン︑ビルマ︑イン

者達の叡智を諸君は良く勉強してお帰りなさいとアンダーラインし

から︑ロンドン大学と言う世界的な大学の中で︑それぞれの国のい

﹁学制﹂を制定し︑教育によって国を興すと言うこのことを取り決

おります︒そうして︑明治五年の八月に︑新しい教育制度として︑

て示された時の私の感激は皆様に想像していただけると思います︒

て実に良く勉強している︒彼等の勉強した証拠は︑現在でも残って

めた訳でした︒この点を外国の大学で講義を致しまして︑外国の人

で催何故︑ラワリーズ先生は︑日本の叡智だとされたか︒これはす

ニイチ

々がびっくりした一一とを度々経験しておりますが︑その中の二つだ

興す根本方針を決めたからです︒

ぐおわかりのように︑日本は︑国民初等教育を充実することで国を
初等教育の充実

エイチ

つの大学の区域に分ける計画をたてたこと︑これはフランス式の制

けを申し上げましょう︒その第一は︑明治五年に日本が︑全国を八
度でしたが︑それを取り入れて︑日本が八つの大学の区域に分ける
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と云う政策を取りました︒これはすばらしいことです︒申し上げる

までもなく︑江戸時代では︑寺子屋と云えば︑町人の入る学校で

あれ︑そのようなことに関係なく︑まづ子供たちを小学校に入れる

す︒藩学とは武士の子弟の入る学校でした︒つまり職業・地位・身

大学から初めるのではない︑中等教育から初めるのでもない︒実
ことだと申されたのです︒皆様もご承知だと思いますが︑数年前ま

に国民教育から始めたと言うことを非常に重要視し︑これは大した

で︑インドは︑国民の七五％が文盲でした︒ついこの間のことで

うに非民主的な教育の制度で︑これを二重組織と申します︒階級︑

分によって学校が区別されていたのです︒これは誰でもご承知のよ

地位︑身分で学校がちがう︒非民主的である︒この非民主的であっ

す︒しかもこれはインドだけではありません︒ご承知と思いますが

たⅡ本の従来のあり方も︑幕末になりますと︑相当民主的な形態に

アジアではセイロンが商いのですが他の国は殆んど皆小学校の就学
のかと云うことをよく勉強して欲しいとお噸していますけれども︑

率が五○％以下です︒私は実は同僚に何故セイロンの就学率が高い

民主的な制度をたてたのです︒これには︑外国の人はびっくりして

本は一挙に︑全ての者が同じく小学校に入ると云う︑すばらしい︑

おります︒おかげで︑私はロンドン大学で︑皆さんは日本が今度の

なっていたのですが︑この傾向か︑背餓になってはいましたが︑日

ア十八ヶ国の中からこの四ヶ国を除きまして︑十四ヶ国︑これには

峨争以後︑急に民主主義になったと云う風に錯覚しているかも知れ

とにかくこのセイロンと︑日本と︑旧川本であった台湾と韓国と︑

インドも入りますが︑この国有は︑小学校就学率が平均で︑まだ五

この四つの国を別といたしますと︑ユネスコに参加していますアジ

○％なのです︒ところが川本は鮫初から小学校をまずしっかりやる

八七二年という大昔に︑皆が小学校にまず入ると云う制度を︑制定

しようと努力して︑それを成功させたのです︒このことをどうぞお

ませんが︑どういたしまして︑日本は︑こと教育制度に於ては︑一

忘れなく︑と云うことを申しました︒聞いた先生方もにが笑いしな

と云う国餓をたてたのですから︑すばらしいことでした︒だから日
のです︒小学校は誰だって行くのが当り前のことだとなっているの

がら驚いておられました︒こう云う点を私達はもう少しはっきり認

本には国民基礎教育と云うものは昔からしっかりしていたといえる
にアジアの多くの国々︑さらにアフリカとかアラブの国々と較べて

日露戦争の勝因

大きな模範の国になりつつある訳です︒

のつみ重ねの結果だというその認識が深まる訳で︑日本はこの点で

本が今日のような教・育の高い水準に到達したのは長い歴史的な努力

な﹁ローマは一日にして成らず﹂という諺が良く解るようです︒日

外国の人灸は︑このようなことがだんだん明かにされると︑有名

識すべきだと思います︒

日本ははるかにこの教育面では先に行っておるのです︒
こうしたよい伝統をつくってくれたのは︑申すまでもなく明治維
新の先輩たちの努力です︒しかもその基礎は︑寺子屋などにあるわ
けです︒ですから私は︑日本という国は教育的に大した国だと思い
ます︒これが一つ︒

民主的単線型
もう一つございます︒どう云うことかと云うと︑明治五年八月に
なると︑まづ日本は︑女子も男子も区別なくへ武士であれ︑町人で
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第四番目に︑ついでですので今少し申上げますと︑一九○五年を
境として︑日本の教育が世界に影響を与えた事実を忘れてはいけま
せん︒これは残念ながら今までの日本の教育の教科書には出ていま
せん︒云うまでもなく一九○五年は日露戦争の時のことです︒白い

隊の中に日本から派遣された軍隊もおりました︒この中で︑日本か

ら行った軍隊が一番規律が正しかったのです︒これは世界的に有名

な話です︒それは国民教育がしっかりしているからでした︒道徳教

育かしっかりしているからでした︒ご承知だと思いますが︑この時

の前の一八九四

五年にかけての日清戦役で日本は各国から大いに

命をかけて︑ロシヤの勢力を満州から駆逐したのです︒諸外国はそ

で︑満州から追い払った︒これは大変なことでした︒国をあげて運

た軍規に厳正な日本の軍隊が︑今度の戦争には必ずしもそうでなく

に来た最初に︑当時の吉田総理に︑何故︑あの時世界的に有名だっ

規律のよいということを目のあたりにしょく覚えていた︒今度日本

で北京に行っていた訳です︒そこでマッカーサーは︑日本の軍人の

マッカーサー元帥のお父さんも軍人であったので︑元帥自身も副官

驚かれた訳ですが︑その後十年たったこの時︑今申上げたことにつ

つめよった有名な話があるのです︒この位︑日本の軍隊︑或は国民

なったか︒その原因はどこにあるのか説明してほしいと吉田首相に

熊として世界中から恐れられていたロシヤをとにかく日本は独力

いて︑外国の学者たち或は文明評論家たちが驚きの余り︑何故日本

の信用が高かった訳です︒今一つ私は皆様に読んで頂きたい本があ

はそんなに底力を出すことが出来たかについて研究致しました︒そ
国民教育の充実と道徳教育の徹底

いう本である︒岩波文庫にあります︒これは英語で書かれた本で

る︒これは一九○五年に出た新渡戸稲造先生が書いた﹁武士道﹂と

k、Lbノ

の結論として二つあるのだということになりました︒

第一は国民教育がしっかりしていること︑第二は道徳教育がしっ

す︒この一九○五年に出た﹁武士道﹂が非常に多くの国々に銃訳さ

れて︑何故日本がしっかりしているかということの一つの源泉とい

かりしているということです︒この二つの面がしっかりしているか
ら︑日本は国をあげてあのロシヤの力を満州から駆逐出来たのだ︒

われた日本の武士道が世界的に有名になった︒私はこのようなこと

ると思いますが︑戦後︑非常に残念でしたが︑一部の時代におもね

を今少し国民が知るべきであると思います︒だんだん理解して頂け

これは実に世界的に有名な話です︒

この道徳教育がしっかりしているのは︑一九○七︵明治犯︶年に

の教育が諸外国に影響を与えたのです︒

なのです︒ところが事実は正に逆で︑一九○五年を境として︑日本

たが︑それは全く皮相というか︑初めから傾向をもった誤った主張

て︑そのような論には何時でも反対し︑私の拙い著書にも書きまし

の教育は全部だめだったと申しました︒私は九州大学の教授とし

ると申しましょうか︒誠に非学問的な教育学者たちが︑戦前の日本

始めてロンドンで世界道徳教育の国際会議があった時に︑日本代表
が日本の道徳教育について説明し︑各国の代表は本当に深い敬意を
表しかつ賛嘆したという話があります︒単に道徳的教育がしっかり
しているというだけでは不十分なのでその一つの結果を明かにして
一九○○︵明治詔︶年北清事変の時のことですが︑駐屯していた

おきましょう︒

ドイツ︑ロシヤ︑イギリス︑フランス︑イタリー︑アメリカ等の軍

／ 司 八 、

清露両国への影響

は駄目です︒だからこの時に日本が勝ったということは結樵だった

自分はたいしたものだという気持が出たら︑もうその国民その個人

留学生達を遇するのに︑侮蔑的な言葉をもってしたわけですから︑

けれども︑このことが極端に民族的な誇として︑日本に来た中国の

第一にどこに影響を与えたかと言うと︑戦争の相手国のロシヤの
教育がこの時改革された︒ロシヤの初等教育の改革は一九○五年か

第二番目は︑一九○五年から一九二年に中国の清朝でしたが︑

ら始まる訳です︒

はこれから日本の教育を考える場合に︑教育には反省ということが

︵本稿は昨年十一月四日千葉市役所正庁での千葉県下の教育委員

です︒

とを︑歴史的に見せつけられるから︑益々そう考えざるを得ないの

どうしても必要だと確信させられています︒そして︑こういったこ

帰ってから非常に彼等が排日的になったのは当然でした︒だから私

二年できるかと申しますと︑清朝が亡んで︑中華民国になりまし

日本の教育をすっかりまねした︒一九○五年から一九二年︑何故
た︒この時期を︑私が申すのではなくて︑中国の学者たちが︑﹁日
本教習時代﹂と︑教習というのは先生ということですが︑日本を先
生とした時代だと︑中国の学者が云っているのです︒この日本教習
時代はどういう時代かといいますと︑第一︑教育制度が完全に日本

研修会に於ける講演の要旨で校閲をへたものであります︒︶

八筆者紹介Ｖ

東京帝大教育学科︑同大学院卒︒広島高師教授︑九

州帝大教授教育学部長︑同比較教育文化施設研究所

究所長︑中教審議会︑日本ユネスコ国内︑各委員︑

長︑ユネスコ本部教育局長等歴任︒現在国立教育研

日本教育・日本教育哲学・日本教育史各学会常任理

事︑日本比較教育学会長︒フランス政府より︒ヘル

教授︒

ム・アカデミック教育功労章受武︑文博︑九大名誉

主要著書旧約聖書の教育思想︑日本教育史︑近

代支那教育文化史︑日木のゆくえと道徳教育等︒
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の教育制度にならったわけです︒第二番目に日本から先生をたくさ
ん招へいしました︒大学から小学校までです︒先生方の中にも知っ
ていられる方があると思いますが︑約八百人も招へいした︒しかも
非常に優遇された︒一番有名な学者は服部宇之吉先生ですがあとで
東大の名誉教授になられた方です︒第三番目は二万人に近い学生が
中国から来たわけです︒それらの留学生を日本がどう遇したかとい
うことをご存知でしょうか︒私は言葉をはばかって申しませんが当
時の日本人の多くが独特な言葉で彼等を呼んだわけです︒﹁日本勝
った支那負けた﹂というあの言い方で︑折角︑日本を慕って来た留
学生を排日的な気持をいつぱいにして帰えしました︒このことは日
本にとって非常に大きなマイナスです︒そろそろこの時代から日本

ことです︒私が先程申し上げましたように︑国が興る︑個人が成長

には︑一つの大きな虫が出来ていた︒身中の虫です︒おごりという

するのはどこまでも謙遜の態度からなのです︒自分がえらいのだ︑

■

論語私抄目

賀栄

治

◇﹁血気﹂のとらえ方

わたしの﹁日日抄﹂というべきものである︒

を思い出す︒これから書いてゆくのも︑﹁論語﹂を借りた

も︑何か書けといわれると︑ふしぎに︑﹁論語︲一のことば

し︑また︑それほど年とって来たとも思っていないけれど

けっしてまだ︑﹁論語﹂の味がわかってきたとは思わない

るのは︑年とって来てからであるといわれる︒わたしは︑

のことばが思い出されてくる︒よく︑﹁論語﹂の味がわか

このごろは︑何かものを書こうとすると︑すぐ﹁論語﹂

加

﹁血気﹂ということばが︑わたしの注意するものとなる

ようになったのは︑それほど古いことではない︒しかし︑

この春には︑このことばが︑むしように︑わたしの脳裏を

窓から送り出す生活を続けてきたのに︑今年ほど︑血気に

往来した︒来る年も︑来る年も︑春になれば若い方々を学

ついて︑特に若人の血気について︑考えさせられたことが

ないｏだから︑わたしは︑血気の無用を説いて︑若人を送
った︒

ただし︑わたしは︑いわゆる﹁血気にはやるな﹂という

意味の説教をしたのではない︒﹁論語﹂の﹁血気の章﹂を

一︿︾○

あげながら︑若人に考えてもらうように︑話しただけであ

孔子日︑君子有三戒︒少之時︑血気未定︑戒之在色︒及

之在得︒︵論語︑季氏︶

わか

其壮也︑血気方剛︑戒之在闘︒及其老也︑血気既衰︑戒
い

あ

孔子日わく︑君子に三つの戒め有り．少き時峰血
い

気未まだ定まらず︑これを戒めること色に在り︒其の壮

圭幸妥ご

なるに及んでや︑血気方に剛︑これを戒めること闘に在
と得に在り︒

りｏ其の老に及んでや︑血気既に衰う︑これを戒めるこ

﹁論語﹂で︑﹁血気﹂という語が見えるのは︑これが唯
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口

一であるが︑この﹁血気﹂は︑少なくともわたしにとって

鯛・得Ｉの根拠︒理由に﹁血気﹂の推

さて︑この章を一読して︑たれでも気づくことは︑三つ

移が置かれていることである︒この根拠としての﹁血気﹂

の戒めｌ色

ところで︑この章でいう﹁君子﹂も︑﹁論語﹂にしばし

まことに注目すべきことぱである︒

ば見える﹁君子﹂と同様︑有徳者︑つまり出来上ったりつ

わたしどもは︑日常よく︑﹁血気にはやる﹂とか︑﹁血の

いかにとらえているのだろうか︒

は︑成人である人間一般の意味にとってさしつかえないも

気が多い﹂とかいう︒どうも︑わたしどもにとって︑﹁血

とは︑いったい︑いかなる意味であろうか︒﹁血気﹂を︑

のと考える︒したがって︑この章は︑成人である人間とし

定されるべきもののように︑うけとられているのではなか

気﹂とは︑抑制されるべきもの︑強調していえば︑何か否

ばな人という意味であるが︑こんにちのわれわれにとって

て持つべき三つの戒めをあげ︑﹁若い時には色欲の過剰に

ろうか︒だが︑この﹁論語﹂では︑﹁血気﹂そのものが︑

気をつけよ︑壮年︵三十歳以後︶になったら晴一嘩しないよ

だから︑その点に気をつけよ﹂といっているのである︒

うに気をつけよ︑老年になったら︑とかく貧欲になるもの

気を振るいたたせよ﹂などとは︑けっして言っておらず︑

されていないのである︒﹁血気にはやるな﹂とか逆に﹁血

抑制されるべきもの︑否定されるべきものとは︑けっして

ものの︑深い洞察から吐かれたことばであって︑それ自体

戒められるのは︑﹁色﹂であり︑﹁間﹂であり︑﹁得﹂であ

もちろん︑この三つの戒めは︑長い人生経験をして来た
まさしく人生の知恵というべきものであろう︒そうして︑

って︑﹁血気﹂ではけっしてない︒熟読してもらいたいの

のであるならば︑いったい﹁血気﹂とは何か︑その意味は

のであり︑必然的ないし絶体的にその存在が容認されるも

このように︑﹁血気﹂は︑あくまでも肯定されるべきも

は︑まずこの点である︒

﹁論語﹂には︑そうした意味での人生の知恵が︑豊富に盛

られていることも︑大方の人々が︑すでに気づいているこ
とであり︑わたしなどが︑特に強調するまでもないことで
ある︒ましてや︑この三戒をとり出して︑いわゆる説教な
どするつもりは︑今︑さらさらない︒

いかに解されるものであろうか︒

語﹂における﹁血気﹂のとらえ方である︒

た学者である朱子︑この朱子の﹁論語﹂解釈は︑今なお最

今から八百年前︑十二世紀の中国︑宋代の生んだすぐれ

そ﹄フ

ここで︑わたしが注目するのは︑﹁論語﹂のこの章に見

も権威ある解釈として伝えられているが︑その朱子は︑ご

られる﹁血気﹂ということばの意味︑いいかえれば︑﹁論

×××
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からだ

の﹁血気﹂を解いて︑次のようにいっているＯ

ところで︑孔子の︑ないし﹁論語﹂に現われる︑人生観

﹁血気﹂とは︑人間の肉体がそれに本づき︑それを根拠

みしめるべきであると考えているが︑このリアリズムは︑

は︑人生の知恵のリアリズムにおいて︑﹁論語﹂の味をか

していることである︒極めて現実的なことである︒わたし

察の態度の特長は︑たんてきにいって︑極めて生き生きと

として生成してゆくもの︑つまり︑人間の生理の根本にあ

どこから︑どうして作られるのであろうか︒中国の知恵の

Ｉ血気と嘩形の待ちて以て生ずる所獲り︒

るもの︑という︒この前提には︑物質・物体を形成する根

人間の生理の根本にあるもの︑それはいうまでもなく生

方であろうが︑﹁血気﹂を︑人間の生理の根本にあるもの

通用する解釈ではなく︑おそらく︑中国古代からのとらえ

﹁論語﹂の﹁血気﹂に対する朱子の解釈︑それは︑たん

田心昌ノＯ

もつ性格は︑ここいらあたりで︑考えられるべきものかと

本にあるものは﹁気﹂であるという︑中国の伝統的観念が
横たわっているから︑﹁気﹂とは何か︑その論議をすべき

命力であるが︑生命力を︑けっして抽象的観念的にとらえ
ようとせず︑肉体の証示である血液の運行においてそれを

であろうが︑そこまで立ち入る必要はあるまい︒

とらえ︑血液の運行と共に示現されるエネルギーを生命力

血液の運行において示現されるエネルギーであると解する

ことは︑かんたんにいって︑人間の生命力を︑唯物的にと

らえたものである︒もし︑﹁唯物的﹂という語が誤解を生
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に朱子自身の桑の見解ではなく︑また︑宋代の学者にだけ

であるとしていることさえわかれば︑それで足りる︒

じやすいならば︑物に即す︑現実に即くという意味での

おそらく︑﹁論語﹂でいう﹁血気﹂とは︑朱子の解する
とおりであろう︒そうして︑ここに至ると︑もう一つ︑わ

抽象的観念的ではなく︑また︑教条的神秘的でもない︒も

要するに︑中国の知恵は︑つねにそのとらえられ方が︑

﹁現実的﹂という語に置き換えてもよい︒

つ

たしどもの考えるべきことが出て来る︒中国人が︑人生の
知恵をとらえるとらえ方は︑どういうものなのかという点
である︒

ともと︑具体を離れた抽象健ないし︑物質ｌ一つ一つの

念の︑どちらかに︑より傾くことはあっても︑しょせん︑

物という意味で︑個物と換えてもよいｌを離れた観念健

孔子の洞察力の深さによるものである︒

ない︒時代によって︑人によって︑具体と抽象︑物質と観

×

孔子は︑実に深い洞察力を持った人である︒﹁論語﹂が

×

﹁人生の書﹂とよばれ︑﹁中国の知恵﹂とよばれるのも︑

×

なく︑物質を離れた観念はないとする︑それであったと思

中国人の知恵のとらえ方は︑つねに︑具体を離れた抽象は

それは︑長流の途中に見られる表面の移り変りにすぎず︑

ムを︑こんにちの中共指導者たちも︑しっかり受けついで

のではなかろうか︒いえかえれば︑人生の知恵のリアリズ

た︒しかし︑﹁道﹂をとらえるとらえ方は︑一貫している

わたしどもは︑わたしどものもつ歴史と現実に即して︑

いるのではなかろうか︒

﹁道はもともとあるものではない・踏むことによってつ

日本人の知恵をつくり上げなければならない︒﹁論語﹂の

員ノ ○

くられるのだ﹂という魯迅のことばも︑この中国人の知恵

﹁血気﹂の章を思い川しながら︑中国人の知恵のとらえ方

るじん

のとらえ方の︑長い伝統を︑魯迅的な表現で言ったもので

について︑考えさせられた次第である︒

都府知事に立候補︑或は世界の諸国を視察

ない今日︑﹁日本人﹂の育成には特に遊徳

た︒戦前教育指導の中心だった教育勅語の

︵特別会員︑函館学芸大教授︑文博︶

はなかろうか︒

﹁道﹂は︑かつての中国においては︑孔孟の道であった

される等々︒現在は参議院大蔵常任委員︑

が︑こんにちの中国では︑マルクス・レーニン主義に代っ

ＩＩ祝御当選

ら之までの三十年の体験を以て行政的に出

来なかった諸問題を政治的に解決したいと

教育に重点をおかねばならないとの観点か
正常化委員会幹事︑日本・成人両教育協会

同国防部会副会長︑同全国組織委員会教育
特別会員植木光教︑同内藤誉三郎両氏は

の念願に燃えていられる︒

産業公害対策特別委員︑自民党教宣局次長

去る七月四日の参議院議員選挙に於てそれ

の常務理事等二十余に及ぶ副会長︑理事︑

明治四五年神奈川県秦野市に生る︒東京

内藤誉三郎氏は全国区から初めて︒

にご理解深い両議員のご当選は本会にも国

る﹂世情を西村会祖が痛く型いて本会を創

事彼に取って木邦固有の精華をすててい

にも誠に心強い次第である︒切にご健闘の

設された当年を思わせるこの時︑道徳教育
長を経て事務次官となり昨年ご退官︒戦後

程お祈り申上げます︒

文理大英文科卒後文部省に入り庶務︑財務

占領軍との交渉に幾多のご苦労を重ねられ

会計等の課長︑調査︑社教︑初中教等の局

明治の初年に欧米の文化に幻惑して﹁万
顧問の要職に就かれている︒

ご同慶に堪えません︒

ぞれ高点を以て栄冠をかち取られました︒

植木光教氏は当選二回︒︵地方区︶

昭和二年京都府城陽町に生る︒三高︑東
昭和二八年︑衆議院議員秘書として政界

大法学部政治学科卒︒

に志されてから︑北海道知事室長勤務︑京
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斎藤

一五年後︑円満な家庭をつくり︑金の不自由なしに生活する︒

一四年後︵二八歳︶︑結婚して家を持ち︑父母に孝行する︒

一二年後︵二六歳︶︑会社に勤めながら大いに遊ぶ︒

二五歳になって課長になる︒

例一︵男子︶今から九年後︵二三歳︶︑一流会社に入り︑活躍して

子どもの夢
﹁君たちの夢について︑おとなは何といっているか知っています
か︒﹂と︑ある時︑中学生に尋ねたら︑﹁ない﹂﹁現実的だ﹂と答え

本人たちは︑自分の夢が現実的だとも︑夢がないのだとも意識して

二一年後︵三五才︶︑独立して︑自分でりっぱな会社をつくる︒

三五歳までその会社にいる︒

二六年後︵四○歳︶︑別荘などを設け︑大いに遊ぶ︒世界に名

二八年後︵四二歳︶︑会社をもう一つ設け︑兄さんに社長にな

をとどろかせる︒

一見︑誇大妄想にかかっているのではないかと疑われようがそう

ってもらう︒施設に二千一カ円寄附する︒

ではない︒まだ︑いわゆる夢の段階から出ていないのであって︑し

討すれば︑さまざまの様相を呈していて︑この批評の当たるところ

たがって実現の可能性も何も考えず︑いわば空想怪遊んでいる状態

と見るべきではないか︒戦前の子どもが︑大臣・大将と言ったのと

今︑その調査から目立つものをいくつか取り出して検討し︑それが
次は︑﹁君たちは︑自分の二十年後︑三十年後はどうありたいと

ことや︑大将が考えられなくなり︑けつきよく会社経営に目が向い

別に変わりはない︒ただ︑大臣がそれほど偉いと思われなくなった

現代の世相とどう結びついているか考えてみたい︒

も当たらないところもあり︑いろいろ考えさせられるものがある︒

ろが︑ひと口に﹁夢がない﹂﹁現実的だ﹂といっても︑具体的に検

彼らがどのような夢を持っているかを調べて承たことがある︒とこ

最近︑私はある必要から︑約一五○人ばかりの中学生について︑

幸いである︒

したり︑さらにおとなの無理想をやりこめたりす︑る挙に出ないのが

いない︒したがって︑おとなのこの批評を肯定したり︑それに抗議

た︒おとなからどう批評されているかはよく知っている︒しかし︑

門

思っているか︑それを書いてもらいたい︒﹂といって書かせた一部
である︒
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喜

え方であって︑内心から湧き起こった感情ではないであろう︒要す

に二千万円﹂というのも︑そうするものだという入れぢえＥよる考

に受け入れての考えであろう︒また︑﹁父母に孝行﹂とか︑﹁施設

つは︑﹁大いに遊ぶ﹂ということである︒これも今の世相を無批判

たというところであろう︒ただ︑ここで注目しておきたいことの一

し︑﹁白衣で笑いながらやさしく応待する︒﹂というあたりには彼

健全さがあると思う︒現実的といえばたしかに現実的一こある︒しか

さがある︒決して自己犠牲なんていうことは考えない︒そこに私ば

えなかったのではないか︒この両立を考えるところに現代っ子らし

︵働く意味︶の両立を考えている︒戦前はこのどちらか一方しか考

全体的にちゃっかりしているという感じだ︒まず金儲けと人助け

ところが︑戦争が始まれば従軍は避けられないだろうが︑それな

らなりの夢がある︒ロー↓︑ン的なものがある︒

るにこの夢は︑今日の世相を表面的・断片的・無批判的・肯定的に
受け取った上に築かれている︒結局は︑まだ︑自分の将来を考える

ら後方勤務をしたいという︒いかにも自己中心である︒砲煙弾雨の

段階に立ち至っていないといい得る︒自分というものさえつかめて
いないのが中学一・二年のころで︑したがってこの時期を捉えて︑

中をくぐり抜けるなどということは考えない︒もう一歩踏みこむと

と︑冷害の起きる処以外だ︒何で離島がいやかといえば︑船が何

いるからだ︒辺地といっても︑いろいろあるが︑離島と炭坑の町

何年か後私は東京にいない︒私は辺地の小学校の先生になって

例三辺地の先生に女子

いうところがないところに現代っ子らしさがある︒

夢があるとかないとかということは︑当たらないと思う︒戦前の子
どもが︑大臣・大将といったことが大きい夢をもっていると思いこ
んでいるとすれば︑それ自体少し浅い見方だといわざるを得ない︒
それもまた当時の風潮とかおとなの入れぢえに過ぎないのである︒
見方感じとり方が伺い知られ︑そして結局︑子どもはおとなの鏡に

いし︑人が死ぬとみんなが泣くからだ︒冷害が起きるところはう

か月かに一回しか来ないし︑狭いからだ︒炭坑は爆発した時こわ

そうはいうものの︑子どもの夢の裏には現代の子どもたちの物の
なることが強く感じさせられる︒

理堅いから︑﹁先生︑先生﹂といって︑よくしてくれるからよけ

まり考えないでいい︒それに川や山で遊べるから︒農村の人は義

育熱心な父兄もいないだろうから︑テストの点や進学のこともあ

う︒でも校長兼用務員でなくて︑ただの先生になる︒山奥なら教

辺地の小学校は生徒が少ないので教えるのはかんたんだと思

だから希望として山奥に行きたい︒

え死にするかもしれないし︑うえ死にしなくてもやせるからだ︒

例二医者になりたい︵男子︶
ぼくは今︑医者になりたいと思っている︒人というものが存在
する限り病気というものはなくならない︒それをほっておけば人
は死にたえてしまう︒それを防ぐのが医者である︒

医者の中でも内科をやってみたい︒白衣で笑いながらやさしく
応待する︒そして病気をなおせば人は喜び︑そして金がはいる︒

いいい︒よいばかりでなく︑山奥の子どもをよい方に向かわせ

これほどいいしようぱいはないと思う︒今や世界情勢は危い︒戦

かにしてもらえば︑自分は安全である︒

争が起れば医者が必要になる︒だけど︑なんとか後方勤務かなん
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が︑夫が外で働き妻が家庭を守るということが続く限り︑夫は仕事

︵職業︶に関して理想を持ち︑それの実現に努力もできるが︑妻の

て︑明るい生活にしたい︒

辺地の先生というから殊勝な考えだと思うと︑その理由がやはり

場合はそれができない︒家庭生活に関する理想をもつべきだとなれ

女性の理想はわからなくなる︒しかし中学生の段階ではそんなとこ

ば︑甚だ局限された理想となる︒理想を真剣に考えれば考えるほど

自己中心である︒そこには︑苦しいことにも敢然とぶつかって自分
の道を切り開くとか︑人間愛とかということはあまり見えない︒何
かにあこがれている︒男子の医者になりたいという例と似ている︒
今の子どもには︑行動的・積極的なものが少ないといわれるがたし

えられている︒ところが︑これは中学の女子に限ったことではな

の働きによって得た金で︑のうのうと暮らす外面的な姿だけがとら

ろまでは考えていない︒ただ︑夫によりすがって生きていく姿︑夫

儲け︑楽しみ︑余力があれば世の人含のことも少しは考えよう︒そ

い︒今日の若い女性の多くに見られる傾向ではないか︒アメリカナ

かにそう言えそうである︒まず自分の安全を確保する︒そして金を
れは例一・二に共通している︒しかし︑これははたして子どもたち

イズされて女性が大事にされて来たのがこんな傾向を生染出したと

夢は必ずしも理想ではない︒この点を念頭において考えても︑現

に出ない傾向が見られる︒

なるとこれは考えものである︒しかしここにもやはり自分は積極的

だけを責められる問題だろうか︒

例四高級な生活をしたい女子
私はあと十年もしたら︑自分で高級ァ・︿−卜の三室ほど借り︑

独立した生活をしてみたい︒そのために待遇のよい会社に入りも
うけたい︒独立したらがみがみ言われないし︑自分の好きなこと

た快楽追求的で︑案外名利追求型である︒一方︑男女に共通して家

代の中学生の理想のとらえ方は︑自己中心的で︑安直型である︒ま

大学生にも見られるところではないだろうか︒

は︑体当り的ではなく︑回避的であるところでこの点は高校生にも

庭的である︒そして女性には依存的なところが強い︒困難に対して

をしていられていいなあと思う︒

でも︑後十年もすれば男女とも結婚年齢が早くなってこの夢も
おじゃんである︒そしたら︑なるべくお金持ちの男性と結婚して
高級なアパートや家に住み︑この夢をかなえようと思う︒この方
かけ離れて高級な生活をしてみたい︒

を無批判に受けとっているのであろう︒現在のおとなにどのような

る︒おとなのものの考え方︑生活態度を彼らは肌で感じとり︑それ

どうして中学生がこうなのか︑思うに︑中学生は白紙の状態にあ

女性の理想というものをどうとらえるか︒これは大きな問題であ

が楽でいい︒つまり私はがみが象言う人やうるさい雑音︑騒音と

る︒もし夫唱婦随という一︲一とが多少でも考えるならば︑女性は自分

ろうか︒その日その日の生活に流されているのではないだろうか︒

理想があるのだろうか︒個人としても社会としてもどれだけあるだ

︵東京都会員︑お茶の水女子大学教官︶

中学生を批判する前に自らを省る必要がありはしないか︒

の理想実現と夫の理想への協力と︑どう両立させていくか︑これは
たいへんむずかしい︒夫唱婦随などということは古いことで︑夫唱

婦随︑婦唱夫随はその時灸によるのがこれからの行き方だと思う
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秀逸

○千葉県加藤巳之

さまざまの貝住ひたる貝殻のそれぞれに白き日の光溜む

琴へルトにて送るる土がトラックの荷台埋行く黒く光りて

巾広く段々に侵蝕されてコンクリト重り並び川に連なる

○秋田市桜田洋子

鳴る神の音遠のきて稲妻のきらめく光窓に見て寝る

わが門の槻の木にある蝿の薄趣かそかに振りて鳴く見ゆ

久にきて今宵宿れる友の家沼風に蚊帳の軽くゆれをり

○

出る汗の塩ばみ乾く真昼過ぎ荒れたる畠にわれは草とる

入江相政選

いかならむ祈りにか据ゑたりし夏草の中のこれの野仏

○川越市小名木狂辰

猫二疋扶助受けながら好きで飼ふ孤独の婆は食細めるも

○埼玉県相沢正直

妻と来て麦刈る畑も地境に卯の花白く今盛りなり

○千葉県菅谷義太郎

何事もなす非して知らぬ間に奥歯なき迄身は老にけり

会誌来ぬ弘道歌壇に我が県の人の多きをつくづくと見る

○同鵜野秀春
○同菅谷喜一

梅雨曇り山の緑はわかねども榛名の山にうぐいすの席く

○埼玉県鷲宮葛人

歳よりも若く見えけり停年もま近しと言ふなと語れば

○新潟県波多良介

老人のまとゐ楽けどこのひまも時計の針は急ぎゆくなり

○入江相政

﹂

この細き湧く井力に若きらは天幕張りて幾日をか経し
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弘道歌壇

日閏両語の交わり
海軍はオランダ語でも一カイグン︲一

フリッツ・フォス
ヨースチンは︑一六○○年に︑英国人︑
ウィリアム・アダムス︵三浦按針︶といっし

八重洲との因縁

私はこのたび︑オランダ訪日経済使節団

んでいたので︑当時の江戸の人々は彼をヤ

ン・ヨースチンは︑江戸の八重洲河岸に住

﹁ナガサキコンゲンキ﹂によると︑〃ヤ

ょに日本にやって来て長く江戸に滞在した

一九五一年にユネスコの調査で三回︑六

で六度目の訪日である︒

の一員として来日したわけであるが︑これ

一年にロックフェラー財団の基金を受けて

エスと呼んだ″というのである︒

心︑東京駅の名前になっていて︑たとえそ

ヨースチンことヤエスの名前が日本の中

事実を知ってかなり驚いた︒

私は日本文化を研究しているうち︑この

一回︑六三年の末にも一回︑それぞれ数週

間余の短期滞在︑半年以上の長期滞在など
いろいろあるが︑通算すれば三カ年ほど日
その間に︑私は日本とオランダを結ぶ︑

れが地名庭よる偶然にすぎないにせよ︑オ

本で生活をした勘定になる︒

ふしぎな因縁に気づいた︒日本の方もあま

ランダ人にとっては︑いやでも親日家にな

日蘭文化の交流には︑まずフィリップ．

半ドンは繭語から

感情が倍加したことはいうまでもない︒

私もまた︑このことを知って以来︑親日

らざるをえないことがらではある︒

りご存じないことがらである︒

それは日本の首都東京の中心も中心東京
駅の玄関口の八重洲ロという名前である︒

﹁ヤエス﹂ｌとはたれあろうオランダ
人︑ヤン・ヨースチン・フォン・ローデン
シュタインの別名なのである︒

フランッ・フォン・シーポルト博士︵一七

一八六六︶がいらっしゃる︒

博士は︑オランダに︑日本のいろいろな

九六

品物︑特匡当時の風俗がしのばれる︑フ戸

屋︑タバ﹁一屋︑占い師などの看板︑木版画

書物などを持ち帰られた︒それらの品物は

おさめられているし︑博士を記念した日本

もちろん︑今でも国立文化人類学博物館に

植物園もあって︑日本の大イチョウその他

したがって︑オランダの日本文化専攻の

の植物がりつばに成長している︒

てきた︒私が教鞭︵きょうべん︶をとって

教授たちは︑ほとんど同博士の薫陶を受け

マン教授が︑やはりシーポルト博士の弟子

いるライデン大学の︑日本学科初代のホフ

であった︒私は現在同大学の四代目の日木

語教授である︒さて︑日蘭文化交流も︑ヨ

ースチンまでさかのぼれば︑約三百数十年

それは︑お互い︑気づかずに使っている

の長きにわたっている︒

日本語︑オランダ語に表われている︒

たとえば︑｜︲半ドン﹂﹁ドンタク﹂という

日本語は︑オランダ語﹁ゾンターク﹂︵日

曜︶ということばからきたもので︑オラン

ダ語の﹁カイグン﹂は︑日本語の﹁海軍﹂
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日本で生活していたある日︑私はトイレ

ば︑こんな失敗談がある︒

ット・・へＩ︒︿−を買いに行った︒私は敬語

く使われることばである︒

このほか︑語句としては学生がよく使う

のつもりで﹁ニブジ三のカミユソ一︑くださ

から来ている︒

の二︑﹁⁝⁝デアル﹂﹁⁝⁝卜﹁一．ノー﹁チ

生活にも似た面が

このように︑日本語に生きているオラン

とｌくだんの商店の主人はどうしても

通じた︒主入いわく﹁おお︑トイレット・

わからない︒手まね︑足まねでやっと芯が

ニウモクヲヒク﹂﹁ケイイヲハラウ﹂コュリ

また︑日蘭間には︑国民生活にもやや類

●へＩ︒︿Ｉね﹂ｏ蛾近では︑便所の日本語に︑

イイホウホウ﹂などもある︒

を食べるし︵オランダ人はニシンを生で食

似したところが幾つかある︒両方とも生魚

ダ語が約三百数十あり︑オランダ語に生き

ブリキ︑チンキ︑カバン︑ズック︑キル

﹁おトイレ﹂というのもあるそうだ︒

ている日本語が約百ぐらいある︒以下その

ク︑ホック︑コップ︑カン・︿ン︑デッキ︑

べる︒はじめてとれたニシンをまず女王に

ト﹂︑ご婦人は﹁デイム﹂︒二つをとおしで

話は通じる︒オランダ語で紳士は﹁ヘラン

すると︑これは︑ローマ字を読める人なら

例を思いつくままに列挙してみよう︒

タラップ︑マドロス︑ピンぼけ︑ハトロン

プロ好きでもある︒アムステルダムに滞在

ささげる儀式すらある︶︑サクラを愛好し︑

したことのある人ならば︑たいていお気づ

ついでに︑オランダ譜のベンジョの話を

のくらおいて⁝・・・﹂と︲いうのもオランダ語

紙︑さらに講談に出てくる﹁キンプクリン
﹁フクリン﹂︵毛織物の名︶を借用してい

きと思うが︑オランダの銭湯は大きなビル

好きで︑日本語は高校卒業以来︑二十八年

ところで︑私は子どものころから日本が

は賢といい︑﹁ヶとという名のオランダ

ダ語と似たものは多い︒私の息子︵むすこ︶

発音だけなら︑意外に︑日本語とオラン

読むと︑﹁ヘラント︑ダメデス﹂︒

るのである︒意外なものでは︑﹁オテ﹀くこ

ぐらい学んでいるが︑いまだにむずかしい

でシャワーの個室があるＯ

ル﹂から﹁お転婆﹂の日本字をあてはめた

くる名前でもある︒妻の美弥子でさえ︑子

人は多く︑娘のナオミは︑旧約聖書に川て

には︑意外に共通の事実は多いのだ︒

いオランダ語の名前になる︒日蘭両語の中

のきかないという意味の﹁オンテンバー
らしい︒地方に住みついて方言にも残る︒

国語の一つだと思っている︒なんといって

さん︒これは︑オランダ語で︑気まま抑制

東北で呼ぶ﹁カンプヲ﹂︵じゃがいも︶︑広

と︑色々な言いまわしのあることである︒

も日本語のむずかしさは︑敬語のあること
カミサマください

をとった﹁ミヤ﹂は︑れっきとした︑美し

などがその例だ︒

島︑愛媛などでいう﹁バンコ﹂︵ベンチ︶

たとえば︑便所のことを︑お手洗い︑ご

一方︑オランダ語に生きている日本語に

は︑ふしぎに技術用語が多く︑﹁モーチョ

い方があり︑どういう状況でどのことばを

不浄︑はばかり︑かわやなどいろいろない

会長︶︵日本経済新聞︶

︵ライデン大学教授︑オランダ日蘭協会

ウ﹂﹁ジュウニシチョウ﹂﹁シャッコッ﹂﹁ル

使うということがむずかしい︒便所といえ

イコッ﹂﹁ギサン﹂﹁スイソ﹂﹁インリョク﹂

など︑﹁ビョーイン﹂﹁タンサン﹂などはよ
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石川理紀之助翁とその和歌

三

この現存の十二万という歌は︑翁五十四歳

から七十一歳までの十八年間のものである

から︑その以前の大体四十年間の作は︑十

八万ぐらいになるのではないかというので

ある︒あたらずとも遠からずであろうが︑

研究家の推定であることにちがいない︒

三十万という数は︑さておいて現存の十

二万という歌も実に莫大なものである︒筆

とに生活・世相︑世道人心といったものを

ととまらず︑目にふれるすべてのもの︑こ

流を尊んでいたが︑詠むところ花鳥風月に

あったところから︑いわゆる古今調で桂園

歌子女史の添削をうけ︑またこれと親交が

寺住職︶に学び︑後︑高崎正風翁や︑中島

冷泉家の流れをくむ蓮阿上人︵秋田市西善

歌人としても有名であったＯその歌風は︑

秋田県の産んだ農聖石川理紀之助翁は︑

翁の立場からみると︑この道歌的なものに

その作者とは不離一体のものであるという

を存せしむるのみならず⁝⁝﹂と︑和歌と

我が歌なり︒．：⁝我和歌を作れば︑和歌我

の心の徳の現はれなれば．：⁝我が作れるは

々三十一文字に過ぎざれども︑作者その人

考えその生涯をみ︑そして﹁⁝．：和歌は僅

見られがちである︒しかし︑翁の人生観を

々からは︑芸術的価値が低いもののように

傾向がつよく︑そこから歌人といわれる人

ののみとは言えない︒習作といったものが

容的な面からみると︑必ずしもすぐれたも

ている︒ここからみると︑十二万はかるく

月は七五四首︑十二月は一三二二首となっ

明治三十六年の十月は︑一二六一首︑十一

くあたりまえのことで︑今︑筆写している

五十首というと︑これは︑翁にしては︑ご

り室詠んでいるという計算になる︒月五百

いが︑大体︑月平均五百五十首ぐらいのわ

ておらないからはっきりしたことは言えな

者は不勉強でいまだその一首一首にあたっ

翁一流の人生観にてらしてするどくみつめ

のではないかと思われてならない︒

こそ石川翁のまことの姿が表現されている

いうことはまったく古今独歩の感がある︒

ものであること︑また歌数が非常に多いと

万首という数を基準としての推定である︒

かと言われている︒これは現存の歌の十二

翁の生涯の作歌数は大体三十万ではない

西走一日も寝食を安んずる事なし⁝．：﹂と

する歌人にあらざる翁が︑自ら﹁．⁝：東奔

曲の歌がずい分多い︒が︑風流韻事を事と

多く︑したがって駄作も目につき︑同工異

さて︑この十二万という歌を︑質的・内

突破しているのではないかと思われる︒

た歌が多いということ︑そして︑その歌は

らその多くは教訓的︑道歌的なものになる

富

語調の巧拙を越えて真情をずばり表現した

１歌数三十万

上

右のような︑取材の傾向と歌風の特質か
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川

ほどの和歌を詠んだということは︑その精

語るほど多忙をきわめた日々の中で︑これ

十六年の七月に︑あとつぎの老之助氏がな

滞在中も一日も欠かさず詠んでいるし︑三

ているが︑その前後の旅行中はもちろん︑

行き︑ここで六ヶ月間窮民救済指導を行っ

五年の詠草集のかたわらに︑

関する歌が二首のっているし︑また︑三十

百首よめる中﹂という前がきで﹁時烏﹂に

て旧詠をあつめたもの︶の中に．日千五

﹁本月︵一月のこと︶廿九日暁︑かずよ

きものではないかと思う︒

み試・一時間︑五十首﹂

こころむ

らも︑とにかく続けているといった状態で

かず

﹁歌よみの名人と言わるるものは︑昼夜

がでてこないものだ︑と門人に教えている

室詠みつくしたあとでなければ︑よい趣向

なことであるとし︑一つの題で種左な趣向

翁は︑歌の稽古上﹁数よみ﹂はたいせつ

とある︒

歌を心からはなさぬものである︒⁝⁝心か

が︑このような学習のためには︑この日課

この日課詠について翁は︑

ある︒

くなった時︑悲嘆のどん底におちいりなが

力において︑作歌の力量において偉とすべ

２日課詠草
翁の詠草集︑明治三十三年分の表紙裏に

﹁此とし十二月廿五日より日課詠はじま
﹁日課詠﹂というのは︑翁の場合︑一日

ら歌をはなしていては︑如何なる趣向に逢

る︒﹂と備忘がきがある︒

一題のわりに月毎に歌題をきめていて︑毎

うことができても遂に詠み得ずに過してし

ところが︑その日課題である︒一例を示

題詠がよい方法であることは間違いない︒

というものである︒日課題詠である︒

まう︒．：．：予は日友の課迦について二十首

日︑その歌題について数首ずつよんでいく
こうした︑日課とまではいかなくても︑

ぐらい詠むのが常である︒二十首であると

から行ってきたものに相違なく︑翁にして

大方二十分間ぐらいかかるであろう︒始終

三十六年七月

せば次のようなものである︒

題詠によっての稽古法はおそらく︑若い時

心からはなさぬから趣向はたちまちでてく

立秋︑水道︑初秋虫︑残暑︑荻︑現︑夕

荻︑萩︑涙︑野亭秋︑海水浴︑薄︑夢︑

すすき

おぎうつつゆう

みれば︑まさに五十七歳にもなろうとして

る︒：⁝．｜

と語っている︒二十分間に二十首とは︑

桔梗︑藤袴︑朝顔︑仙人︑刈萱︑蔦︑女

Ｌ

いる時︑今更日課詠などと︑改まる必要も
ないようなものなのに︑あえてはじめてい

すばらしい速度であるが︑このようなこと

人力車︑朝霧︑釈教︑月前虫

郎花︑鴨頭草︑草花︑軍人︑野草花︑露︑

歌数が多くなっていること︒そして一日と

即ち︑明治三十四年から︑飛躍的にその詠

てそれまでの詠草は全部焼失している︒そ

詠集﹂︵三十八年五月に︑翁は火災にあっ

三十一年に︑翁かまとめている﹁貞直旧

つ一つの題に対して常に真剣にとりく承︑

えされるものである︒しかし翁は︑この一

でない︒毎年毎年︑同じような題がくりか

このような題は︑年々歳女そう変るもの

なえしつ拝くさ

ふじばかまくずお象

るところに︑何か執念といったようなもの

に残っている︒

をうらがきするような記録がところどころ

怜ぎはぎ

が感じられる︒

して怠っていないことは︑おどろくほかな

れで入念に与えていたたんざくなどによっ

執念！といったが︑事実︑この次の年︑

い︒明治三十五年には︑同志と共に九州に
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風よきの竹の賛がきを立てにけり今か蒔

ず

新しい趣向をもり︑自分の情感をよ染だそ

３ゆめのあとの和歌

秋田魁新聞社の社長で︑著名な俳人でも

︵当時︑苗を軟弱にするというので苗代

らん小田の苗代⁝⁝﹂

門人に次のようなことを語っている︒

人﹂︵昭和６年︶の中で︑｜︲⁝⁝併し自分

あった故安藤和風氏は︑名著﹁秋田の土と

うとつとめていた︒

の管がき不用論が︑中央の学者指導者に
よって唱えられていた︒しかし翁は秋田

ふものあれば︑自分は遠慮なく︑否二人の

に対し︑果して秋田に歌人なかりしやを間

﹁趣向に新奇をてらうのはいけないが︑

の気候から必要なものであるとして反対
翁の稽古の態度がうかがわれる話である︒

．：又歌人として蓮阿に教へを受たそうだ

その石川貞直︒即ち石川翁については﹁⁝

撰の種にかあるらん

苗代に浮きて流るるかげもなし︑こや塩

た日含の稽古によって︑感おこれば即座に

むものである︒﹂と言っているが︑こうし

ではなく︑感じた時の心を慰めるためによ

﹁和歌はきまった常事をよむためのもの

り得るものはその和歌に於てである︒殊に

焼する情感を無視して居る︒而して之を知

只外面の冷静なる意志のみを見︑内面に燃

言行に徴するに智情意共に強烈なる︑人は

きものはない︒⁝⁝貞直の文章︑和歌及び

きがあり︑篤胤の前後に於て之と匹敵すべ

型なるに対し︑突をたる生命と狼をたる響

むし

は平田篤胤と︑石川貞直である︒﹂と言い

にしなければいけない︒本日の日課題の

翁は︑この日課題詠によって︑実にきび

が︑寧ろ彼独得の歌風を発揮し従来の紋切

また人まねばかりしていてはいけない︒自
分でなければ詠み得ないような趣向︑他人
していた︶

︲〃苗代″などは︑雲上人はもちろん︑他業

しい稽古をつんでいたといえば過言であろ

歌人ありしことを断言するものである︒夫

がまだ詠んでいないような趣向でよむよう

の人では言い得ない趣向を︑私たちはよ桑

うか︒

︵当時︑種子の塩水撰が県の奨励事項の

につけたものではないだろうか︒題詠であ

三十一文字にその真情を表現し得る力を身

其の和歌は措辞の巧妙なるよりも︑真情の

げてみよう︒

得る筈だ︒試みに私がよんだものを二三あ

一つとしてとりあげられていた︒農業技

っても融通無擬︑自在に自分の感情を吐露

流露にして人工的なるものよりも自然的な

がよいとされている︒﹁日ののぼらぬ中

︵均等に種子をまくには︑朝なぎの一瞬

だ歌などには︑肺脈をつく佳作が多いのは

るもの︑あるいは︑何か二とにふれてよん

歌や︑﹁思うこと﹂と題をつげてよんでい

歌としても彼を代表すべき〃夢のあと〃の

すに不便なるも︑自分は文章としても︑和

．：貞直の和歌は全集なきを以て之か例を示

る処腫︑人を感動せしむる特徴がある︒⁝

しお

法としては新しいものの一つであった︶

した作品が多く︑ことにところどころにみ

にまく﹂ということが古くからの農民の

如上の日々の稽古のたまものであるといっ

えり

朝つく日のぼらぬほどと賎の男がまきい

られる﹁折にふれたる﹂という前書きの和

智慧の一つであろう︶

げ

そぐなり小田の苗代

日のいでて蒔きやしつらん苗代の畔にむ

てよいてあろう︒

和歌を抜牽して之を示さんとす︒﹂と︑以

らむら種のよりくる
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下約一千八百字を費して︑﹁夢のあと﹂の
梗概と︑その中の数首の和歌を紹介し︑最
後に﹁⁝⁝此の種の書を多く読桑しも此の
一篇程感動せしめたるものは殆どない︒人
心の至情発露の自然︑是こそ和歌の真髄︑

芸術の至上にして即ち之れを得たる貞直を

○なげきてもわびても今はかひなしと思ひ
しこころかなしかりけり
○父はいま迎へ来にけりいざかへれ空しき
からと身はなりいとも
だ思はれぬ我こころかな

○なきがらをまさしくみても死したりとま

いう︑歌に対する人灸の偏見を︑身をもっ

行われていた﹁歌よみのかまどつぶし﹂と

てくつがえし︑歌こそはすぐれた国風であ

るということを世に示そうとして︑意地に

なって農事︑経済にはげんできたためであ

る︒だから和歌こそは今日の私をあらしめ

↓勾一︒

た資本である︒⁝⁝﹂というような意味の

と﹂は︑翁四十五歳の時の著作で︑長男民

この和風氏を感動せしめている﹁夢のあ

るものが多く︑また︑三十一年に草木谷の

ために失った前後の歌にも︑人を泣かしめ

るが︑明治三十六年に︑次男老之助を病の

としての歌ではなかったということであ

川翁における歌は︑単なる風流韻事︑芸術

ことがたいせつではないかと思う︒即ち石

というものを従来と異った点からみていく

ちゅうちょ

以て秋田の二大歌人廷列せしむるに踊路せ

之助を千島の果てに探しもとめ︑白骨を抱

草庵の焼失した時︑あるいは︑救荒のため

る︒翁は﹁入いやしくも感ずる所あれば歌

ここから︑私は︑﹁石川翁における和歌﹂

ことを綾禽述べているくだりがある︒

いて帰るまでのことをかいた歌文で悲捕胸

と胸にせまる佳什が多いのであるが︑ここ

県内をまわったときなどに︑その真情切点

この﹁夢のあと﹂と同じような内容にな

をえぐるものがある︒紙数の都合で︑文は

ざるものであるｏ﹂と結んでいる︒

もちろん︑歌も全部はあげられないが︑そ

ものである︒故に行い第一︑言葉第二︑文

る︒此の誠は行いが正しくないとわからぬ

字第三と知るべきである︒﹂といっている

を詠む︒この歌を詠むのは人の心の誠であ
明治十九年︑山田部落救済の事業をすす

では省略することにする︒

めていた翁は︑東京以北点取詠草大会を開

活︒その真実な生活を第一に考え︑その生

が︑翁の場合︑あくまでもこの行いｌ生

の中の数首を順にぬきだしておこう︒

き︑もって国風としての和歌をひろめよう

と思う︒だから︑これから出される歌集も

としての歌として建ていくべきではないか

活に油をそそぎ︑その生活を表現するもの
﹁：：：私が今日︑農家経済や農事のことで

単に︑春夏秋冬雑に部立てして︑よい歌を

ならべるといったようなものから︑一歩ぬ

になったのは︑みな和歌がすたれることを
おそれてなのである︒というのは︑秋田で

少しでも人に説き教えることができるよう

援助を懇願しているが︑その手紙の中で︑

と計画し︑御歌所の寄人伊藤祐命氏にその

４歌は資本なり

○さして行く蝦夷が千しまは遠けれど子に
逢はん日ぞ近づきにける
○世になしと我が子のうへを聞くからに見
るも悲しきくなしりの山
○なきがらをまさしく見ねば世になしと人
はいえどもうたがはれつつ
○もしや又わが子のいきてあらんかと︑あ
ふ人ごとに目ぞとまりける

みるぞかなしき

○北の海千島のはてに尋ねきて我子の骨を
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けでた別の形のものにならなければいけな
き︑遂にその一首をものし得ず︑

歌袋一つたづさへいでたたん︑玉も黄金

もので︑その碑面の文字は翁の自筆であ

思うとき︑そこに真実に生きることを求め

の一首を辞世として︑世を去った翁の姿を

も身にもたずして

る︒﹁石川理紀之助之墓﹂と真中にかき︑

翁の墓石は︑翁が生前石工につくらせた

いか．ｌ湛はそう考えている︒

その左には︑生年月日︑両親の名前︑生地

の道を求めて歩みつづけた修行者のきびし

た者の果てしないきびしさ︑一すじに和歌

︵秋田県会貝︑秋田市立南中教諭︶

さをし桑じみと感じさせられるのである︒

などを彫っていて︑右の方は空間にしてい
る︒聞けば︑生涯の傑作を一首きざゑつけ

我身思えば恥づかしぐもあり

師の君と言われてここに五十年

教え子と共に道を求めて

という感じが常渥あります︒

私も教え子たちと同様に人生の旅人で

す︒共に道を求めて歩む人間なのです︒私

いたします︒中学︑高校併せて三千四百人

は毎週一回全校生徒に十分間の放送講話を

まで前後六年の開きがありますが共通の

程の学校なのです︒中学一年から高校三年

話︑誰もが心得べき卑近事はいくらでもあ

るようです︒私自身その話の腹案を考える

ならないのだということが切実に考えられ

時私もそうすることがよいのだそうせねば

ます︒又そういう問題をとり上げるように

の問題を話しましたがよい習慣をつけるこ

しています︒この間も数回にわたって習慣

とによって︑労せずして日々規則正しく間

違いなく進むことが出来︑生活が能率的に

ることが必要である︒我等の生活は時と共

習慣をも顧みてこれでよいのかと考えて見

のです︒楽しかりけりは少し甘い表現かと
ったのだ悔いる所はないという程度のもの

に推移し四囲の状況も変るものだからそれ

ると活しました︒そして時には身についた
と思います︒そして皆様からの恩恵を考え

に応じて自分の生活様式も変えなくてはな

なり︑エネルギーを有効に使うことが出来

五十年を祝って下さった時の私の感想で

ます時有難いことだと思っています︒

も思いますが︑ふり返って見てこれでよか

倉持豊三郎

るつもりだったということ︒ｌ死ぬまで
そうした一首を求め求めて︑世のために働

道を求めて

教え子と道を求めて五十年
楽しかりけり我が生涯

す︒私は今も教職にありますが十六才で代

それと同時に

今年の始め知己の方々が集って我の教職

用教員になってから今年で五十一年になる
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明すれば中学一年生にもわかるし古稀近い

した︒これらの事は種全の事例をあげて説

行くことができるのだということも話しま

反省と努力︒それによって自己を改善して

らない︒ここに我々の生活の進歩がある︒

間としての苦悩ば心の一所産です︒神は人間

けを現わすものではありません︒悩み︒人

われます︒心の働き︒これは明るい部面だ

のと思います︒文化の創造はこれにより行

神作用即ち心の働きこそ人間の本質的なも

この理性は精神作用の我種の発見でこの精

はありません︒唯一無二です︒私の歩きぶ

未来を通してもここに居る私と同一のもの

私はこの世でただ一人です︒過去︑現在

一歩調で畑方たる道を同一に歩むとしたら

あり︑又難易があると思います︒誰もが同

に心という宝を与えましたが同時に悩みを

り私の歩調は私だけのものです︒私たちは

無味乾燥も甚だしいと思います︒

私にとっても大切なことと思います︒道を
求める心は年令如何を問わず師弟同一であ

私の理想︒私の知力体力︒私をとりまく環

に苦悩を味う存在とも言えると思います︒

む存在であり︑文化の幸を咲かせると同時

人間は社会的生活の上に理想を求めて進

も物の考え方も好みも他の親とは違うので

私の唯一の親に仕えるのです︒風貌も音声

えるといっても誰にも共通の親ではない︒

を生んでくれたあの父母だけです︒親に仕

私たちは一口に親といいますが私の親は私

たちは自分を大切にせねばなりません︒又

その私はかけがいのない私なのです︒私

きものと思います︒

境をよく考えて一歩一歩私の歩調で進むべ

も与えました︒

存続が可能です︒人との接触交渉は人の道

により心の働きは充たされ相互扶助により

更に人間は社会的存在です︒人との交流

ると思います︒

千古不易の道

人間の本質が変らない以上その通りだと思

に大きな部面を占めます︒

人の道は千古不易であると言われます︒

います︒古代人と現代人と人間が違ったよ

この人川の現実を凡て︑否︑この現実を

うにも思われますがそれは木質的変化でな
科学の進歩にはすばらしいものがあります

味わって我らの先哲は様々の訓えを我らに

さえ疑われるものがあります︒能力なり生

遺し苦悩から離脱の法をも悟されました︒

す︒私たちは性々にしてものを考える時抽

く可能性の実現にすぎないと思われます︒

ん︒古代の彫刻などを見るとその後の進歩

がそれは人間固有の知的所産にすぎませ

き方なり殆んど変っていないというような

ここに現存するもの︒現実︒具体は必ず特

象的普遍的に概念化して考えるもですが︑

殊な姿をとるものです︒普遍的概念として

或は忠恕といい或は慈悲といい或は仁愛と

います︒

いい︑これらは人間不易の道と言えると思

人間は元来一個の生物であります︒本能

見方さえあると思います︒・

千古不易の道と雌もそれを辿るのは我ら

いと思います︒この私は私のこの親に仕え

なりません︒自分の親を見失ってはいけな

の親だけを考えて私の現実の親を忘れては

の生物と違って理性があります︒これは人

各自であります︒万人万様で歩調は決して

るのです︒ここが大切なところと思います

私の歩む道

間独特でこれにより本能も衝動も制御され

同一でありません︒ここに人生の面白さが

衝動に駆られる生物であります︒しかし他

ます︒或理想のもとに制御が行われます︒
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います︒

以上述べましたように︑私の歩む道︑私

ます︒素質も万人万様です︒自分の素質を

す︒これが自分の生きる道であると思いま

の評価は相対的なものでなくその人にとっ

の生きる道がその人に意義ありとせば人間

私の歩む道︑それは私が切り拓くべきもの

す︒人の素質を羨むは愚です︒わが素質を

て絶対的なものであると思います︒︵東京

人間の評価

伸ばす為にあらゆる努力をなすべきです︒

都会員︑文京学園女子中高校指導主任︶

存分に伸ばす︒伸ばす努力に遺憾なきを期

私たちの生きる道も様々であると思いま

己が素質と境遇に即して最大の努力をして

私の生きる道

す︒人間という抽象的概念から見れば万人

前途を開拓する︒これが私の生きる道と思

と思います︒

た私︒それはこの私だけなのです︒同一境

は四人の子があります︒たちも各違うよ

など愚の骨頂というべきと思います︒私に

と現実の私はこの私です︒人の境遇を羨む

ということであった︒勿論︑教育の抱負を

校長として生徒︑父兄︑同僚に何を語るか

た︒着任早々ぶつかった当面の課題は︑新

私は今年四月︑新米の校長として着任し

合理化は如何にあるべきかに頭をつっこみ

私もご多分にもれず学校経営の近代化とか

に最近の学校経営ブームなるものによって

とでもあって正直いって自信がない︒第二

ないし︑発令後ただちに第一声をあげるこ

遠藤正雄

新米校長の第一声

同様でありますがこの環境Ｉ境遇に生まれ
遇というものは絶対にありません︒同じ親
から生まれても兄たり弟たるの相違があり
ます︒自己の境遇から離れて自分を考える

せん︒今ここに現存する血の通った私は

ということは実在を考えることではありま
唯一無二の私の境遇に生れ育った私です︒

これが私の出発点なのです︒この自己の境
遇に即して前途を開拓する︒これが私に与

うです︒これが私の子なのです︒人の子が

述べたらよいではないかといわれるが︑そ

えられた生きる道です︒人がどうであろう

どうであろうと私の現実の子はこの四人で

仕事になれた者が思いがけなくも現場の責

新任早食の記者会見によくある﹃とっく

ぐ役立つものでもない︒

ているが︑といってこのことが着任早々す

それなり庭いくらかわかったような気がし

任者となったのだからとまどいせざるを得

第一私のように教頭生活三年やっとその

う簡単匡はいかない︒

の子を羨むなどとはしないつもりです︒こ

をなし将来の幸を考えてやるべきです︒人

す︒私はこの四人の現実の子涯即した教育

の境遇に加えて素質ということが考えられ

（34）

動いているものであれば︑そうもいってお

とはできても相手が人間教育であり︑日盈

りと様子を見た上で云々﹄としゃれこむこ

話にメスを入れたいとい．うことであった︒

話したのかわからないといわれ易い全校講

校長の話は長く︑しかもつまらない︑何を

はかねてから考えてはいた︒生徒にとって

長自身が真剣に考えなくてはいけないと私

えである︒

同じ話をきくことがあってもよいという考

りかえして行く︒中学三ヶ年に生徒は三回

のものを完成したい︒そしてこれを毎年く

そうなことはいわず︑とぼしい経験と桟い

かることしかないし︑徒らに粉飾したり偉

は結局︑私は私なりのものを裸にしてぶつ

しかし︑このことから私は次の原則を私自

ったなし﹄の段階で私は参ってしまった︒

るを得ない︒やはり研究不足であり︑﹃ま

さて自分が突然その立場になるとあわてざ

これらについては今迄考えてはいたが︑

一︑始業式での講話要旨

生徒に対する講話のみかかげる︒

賢のご批判に侯つしかない︒紙面の都合で

で校長第一課はパスしたものかどうかは諸

ようなことを第一声として語ったが︑これ

ところで未熟な私が新米校長として次の

のべてもこれはナンセンスである︒で︑私

られない︒といってメッキをかけたことを

学識をさらけ出してぶつかる決心をした︒

身に誓ってスタートした︒

管理者としての資質が強調されてきた︒そ

校長さんはまず教育者であったが︑戦後は

一体どうなのかという疑問である︒戦前の

かりすぎて本来の教育者としての指導力は

刊行物も多いが︑この方面にウエイトがか

それなりの成果はあげてはいるしその種の

ついての法的研修や実際の勉強はさかんで

は︑最近の校長さん方には経営とか管理に

なるが︑これを生かすこと︒即ち校長自身

の内容がどうしてもこの大陸生活が背景に

多感な青年時代を大陸で送った者には︑話

第四は︑私のように大陸生活十数年に及び

講話のカリキュラムを作成しておくこと︒

的なものを主軸にして話すこと︒第三は︑

手にわからせるためには抽象論でなく具体

は︑具体的内容を必ずもること︒木当に相

てよしとする︒十分以内であること︒第二

第一は︑校長講話は短く要を得るをもっ

式においては﹁われ事において後悔せず﹂

初心を貫き通そうではないか︒そして終業

気と根性をもっていかなることにも肌せず

年こそがんばりぬくぞの決意を新にし︑勇

．年の計は始業式にある﹂︒志をたて今

と昔からいわれているが︑諸君にとっては

っかりもとう︒﹁一年の計は元旦にあり﹂

う︒今日から始まる学校の学習での志をし

めの第一歩︑同じ第一歩でも覚悟は全く違

あります︒一里のための第一歩︑百里のた

①﹁初心忘るるべからず﹂ということばが

こでしみじゑ思ったことが二つある︒一つ

そう考えたらわりに気も軽くなったが︑こ

はあっても校長も教師なりという基本線は

れはそれなりに社会的必要性によるもので

に接する機会は全校朝礼以外には極めて少

外したくない︒第二は︑校長にとって生徒

おくことにした︒カリキュラムの作成は一

をたてて話すこと︒といった諸点を念頭に

の体験を生かしこれを批判的客観的に筋道

っている︒めいめい自分というゴム風船を

私は人間はゴム風船みたいなものだと思

②一人一人の人間の価値を信じよう︒

ない︒直接生徒の指導にあたるこの少ない

ケ年をかけて資料あつめをつづけ自分なり

の感想をもち得る人間になろう︒

チャンスをもっと効果的に生かすことを校
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ときにはあまりふくらんではいない︒そし

持って生まれてきた存在なのだ︒子どもの

てその可能性を信じてせい一ぱい自分の風

ためには自分は自分であるとの自覚にたっ

るのである︒充実した生涯を送ろう︒その

れから学ぶ事柄はまるで海綿が水を吸いこ

である︒一番物覚えのよい年令であり︑こ

瞭に映るものである︒第三には︑頭の成長

眼には見ないものであるが︑心の目には明

新入生の染なさんの真新しい洋服︑ピカ

この三つは︑そろって成長してはじめて

船をふくらませて見ようではないか︒

ピヵ光るボタン︑帽子︑輝やかしい目付を

よき中学生なのです︒アンバランスであっ

てこれは自分でふくらませてやろうと思っ

いになると︑この風船どれだけふくらむか

見ていると実に美しいと思う︒それととも

てはならない︒体ばかり大人になって心も

てふくらんだのではない︒まわりの大人の

やってみようという気が起きてくるはずで

に私は︑みなさんの服がゆったりしていて

むようにその吸収力はすばらしく発達する．

ある︒しかし現実には自分がゴム風船であ

袖が手にとどく位まで長かったり︑だぶだ

二︑入学式での講話要旨

るという自覚︑つまり自分には努力すれば

ぶしている姿を見て私は︑三つのことをこ

助けでふくらんだのだ︒しかし中学生くら

向上発展できる可能性が具っているという

と教師のこの三つへの願いと祈りは諸君の

頭もプァーな人間であってはいけない︒親
一つは︑諸君の身体の成長を期待して作

今日からの中学生活の三つの目標であって

尻ノＯ

時期だ︒学問の基礎をしっかり身につけよ

ことの自覚が足りない人が多い︒更にふく

の中によゑとることができる︒

らむということ即ち自己の向上発展という
ものが︑どんなに価値の大きいものである

いか︒

筈である︒親はそれを予定し︑期待して大

秋田師卒︑北京留学︑北京補仁大並

よいのだ︒希望をもってがんばろうではな

の大小がきまるものではないことを知るこ

すぎて格好わるいなんていうべきでない︒

きめに服を作って下さったのである︒大き

に日大卒︒

ってくれた親の心である︒中学生の体の成

とです︒大は大なりに︑小は小なりに︑ど

第二に︑心の成長を期待していることだ︒

教官︑秋田県鳳鳴高校教諭等歴任︑

奉天平安小︑旅順師範︑補仁大等の

かに気がつかない人が多い︒そして大事な

れだけ十分にふくらませたかが問題にな

体ばかり大きくなって心の小さい人は不具

への橋わたしだけに目に見えて大きくなる

る︒大は大なりに︑中は中なりに︑小は小

者である︒体の成長に比例して︑何が正し

長ぶりは誠に驚異的で︑少年から青年前期

なりに充実した風船になろうと思うことで

く何が不正であるか︑何が善であり何が悪

ことは人間の価値は︑誰でも同じ大きさの

す︒自分は自分なりの大きさにふくらむこ

であるかを判断でき行動し得る人間に成長

現在三脈市立第四中学校長︒

八筆者紹介Ｖ

とができる︒人と比較してその大小で劣等

しなくてはならない︒これは体のように肉

風船ではなく︑風船の大きさによって値打

てはならない︒そういう人間こそ軽蔑され

感をもち︑ふくらまそうという意欲を失っ
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○

○

お・めし

大芦海苔あぶりて遅き昼飯かな

○

海苔干して子宝多き海女の村

○

海苔干して交通事故もなき部落

○

養殖にまさる香気と大芦海苔

○

︑４１Ｆ

自家用といふ厚手なる大芦海苔松戸市栗間歌史

大橋越央子選

健かに齢重ねて明の春千葉県金杉茂穂
○

遅しく生きて楽しき雑煮かな

○

○・

芹屑の浮きつ沈みつ春の川

○

下萌や日毎忙しき野良仕事

水温む生賓の索の揺れやます千葉県坂本弘軒
○

墓のみち埋めて桜ちりにけり
○

水仙垣柵根にひそと咲きにけり
○

日脚伸ぶ寄進工事の大鳥居川越市小名木狂辰
○

日脚伸ぶ非番警官爪を切る
○

越央子

冬の雨バス詰めるだけ詰めて発つ千葉県八木幹男
○

柿一樹桜一樹の庭の春

一日の鍬を洗ふや春の月
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壇
弘道 俳

一

詩林
三好凌石選
︑題二放水歌集一

霞軒鵜野英治︵千葉︶
○○○○○００
博畢宏才放水翁︒

○○○０○○Ｏ
多年政界致二其弟宅
０００○○○○

○○ＯＣ００○
一巻歌篇恩津豊︒

門人慕レ徳相倶計︒

守屋先生名柴夫ｏ読放水︒

○○○○○○○
世事荘荘歳月馳︒
此身幾冒二銀難一去︒

○○○○○○Ｏ
人生若し夢漫相思︒
○○○○○○Ｏ

ＣＯ○○○○Ｏ
働レ志営須レ貫二所期壬
評日︒筆力道勤︒面目躍如︒

︑不忍池

暁荘爺耀一章︵中国︶
○００Ｏ○
小西湖畔路︒
○○○○Ｏ
今夕叉重過︒

０００００

体下向二花間一去・

○○○○Ｏ
墜隻侭影多︒

評日︒情調宛韓︒見一手言外毛

︑偶成
雲石村田一雄︵横漬︶
︑︑︑Ｖ︑︑︑
百花誰識妙機迎︒
︑︑︑︑︑︑︑
歳歳年年見二此生宅
０○○○○○Ｏ
況是一期還一曾︒

○○ＯＯ○○Ｏ

奮然働レ志取二功名壬
可レ見︒︒

評日︒前平坦Ｏ後奇哨︒憤俳
︑輿二友人一遊二伊豆山一

績川羽生長七郎︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑
樫花己謝緑楊芳︒
ｖ︑︑︑︑︑︑
雅友共遊伊豆郷︒

○○○○００○
億昔英雄雌伏地︒
○○○○○○○
海山依レ菅感偏長︒

評日︒感慨之深︒自有二幽致毛

︑辞任偶枯

水石横江勝美
︑︑︑︑︑︑︑

世間無三虚不二駕塵毛

︑︑︑︑︑︑︑
畢府亦看護誘頻︒
○○○○○○○
高踏超然形影在︒
○○○○ＣＯＯ
清風明月養二吾員や

自適養レ侭︒

評日︒塵中其然︒塵外忘機︒
↑＠夏日偶成

松堂中村柴次︵逗子︶
松韻幽和二烏語一長︒

︑︑︑︑︑︑︑
薫風古木帯二斜陽や
︑︑︑︑︑︑︑

○○○○００Ｏ

把レ筆呼レ杯興無し極︒

○○○○○○Ｃ

清閑猶有二俗情と甥

評日︒閑適︒馳二懐方外毛

＠奉レ迎二鳳駕一而有レ感

○○○○○○Ｏ

竹陰長尾宗次︵松江︶
︑︑︑︑︑︑︑
鳳駕遥巡雲里天︒
︑︑︑︑︑︑︑
奉迎今日也随縁︒
憶曾角抵嘉二優勝毛

○０○○○○Ｏ
感激而来五十年︒

競二角力毛余連倒二五人毛満

余嘗肇二子東京高師毛偶有
二畢塾大曾↓遼二東宮及諸
皇子一而供二台寛一諸生各

場激呼拍レ手辱蒙二嘉穂や

評日︒・豪健︒感慨亦深︒

︑偶成

翠峰杉崎結治︵横漬︶
︑︑︑︑︑︑︑
薫陶五十有除年︒

︑︑︑︑︑︑︑
己閲二三朝一得二瓦全や
○○○○○○○

最喜一家無二世累や

至誠通し聖愛如レ泉︒

○○○○○００

評︒

評日︒愛如レ泉三字︒可二以馬戸

︑病中作
秀坂栗原精夫︵横漬︶

瑳鉄弛レ身酔歩中︒
︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

不し知災禍果何在︒

○○○○○○○

路傍恰似信天翁︒

評日︒僕茂︒感謝不し措・

○○○○○○Ｏ
偏喜祁明阿護隆︒

︑梅雨偶成
松涛小島頂太郎︵横漬︶

︑︑︑︑︑︑︑
箭請梅雨書猶昏︒
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宮城懸人︒在官廿年︒衆
議院議員営選六回︒叙勤
二等︒
評日︒清勤︒高情可レ想０
同人

︐賀二米本旭窓翁叙勤一

齢過二八秩一増剛健︒

︑︑︑︑︑地︑
創立干し絃五十年︒
︑︑︑︑︑︑︑
燦然東壁帯し群鮮︒
○○○○○○Ｏ
○○Ｏ○○○○

俳句や経二営固書館や曇賜二

瑞賓一章輝毒幅全︒
旭翁千葉馬久賀人︒夙噌二

等壬

藍綬褒章壬今春叙二勤五
評日︒東壁呈し瑞︒︲椿毒自全︒

︐＠感懐
弘軒坂本弘︵佐原︶

￨

｜︲１１Ｗ︑︑︑︑︑︑
静讃二唐詩一坐二竹軒や．

○○○○○○Ｏ

新樹緑深︒韻語響︒

○○○○○○○
評日︒筆致清疎︒

天蒋レ放し雷尚鈴珍魂︒

＠梅森
静古中村静子︵逗子︶
︑︑︑︑︑︑︑
︾梅森寂箕小橘西︒
︑︑︑︑︑︑︑
一雲外冥冥杜宇席︒
掃二誰閲愁一是何日︒

○○００○○Ｏ

○○○○○○○
柳陰猶望淡煙低︒
｜評日︒三四無恥︒筆絡噸妙︒

｜病後偶感
梅渓勝田啓治︵千葉︶

只欣除事︒向レ詩耽︒

︑︑︑︑︑︑︑
誰知四苦経難し兎︒
︑︑︑︑Ｙ︑︑
病臥安レ身岬似レ参・
○○○○○○○
起椅二竹窓一川按レ句︒
○○○○○○Ｏ
評日︒措辞洲漉︒一訓可レ愛

︑述懐
岳堂林宗治︵富山︶

︑︑︑︑︑︑︑

一鬼戦残一痴顛︒

只偶輔河志不し全︒

︑︑︑︑︑︑︑

操し粗砥し鎌吾巳老︒

○○○○○○Ｏ

○○○○００００

瀧頭同し首望二秋天毛
︑韓二寺本旭園翁一

評日︒愉然︒老境慨心之至︒

香城菅谷敏夫︵千葉︶
○○○○○○○
磨墨偏期徴硯穿︒

○○○○Ｏ○○
入利害塾座二前賢壬
○○○○○○○
先生底事遼批レ筆︒
○○○○○○Ｏ

評日︒感傷無し限︒哀惜甚深︒

孤二負樫花一赴二九泉毛

＠乙巳七月念五日
清韻荘浩然吟杜小柴聯句

△△△△△△△

不し知二烏鷺一志徒毎︒

△△△△△△△
百年登侯河清頚︒

△△△△△△△

華し樹猶憐似し釣し魚︒

︑菖世柴弘軒

若到三連邦詞二闘争屯

△△△△△△△

△△△△△△△
乾坤長合し見二和平幻
△△△△△△△

自由貿易従し妓始︒
△△△△△△
幾億人民菖世柴︒

汚し名汚し職一身危︒

︑自相欺瓢乎道人
△△△△△△△

＠日傷心

欲し近二仙齢一健凌レ牡︒

後素研攻妙入し榊︒

干し才干し畢本彬彬︒

念書展賦呈凌石寛

︑槻野口明先生古稀記

可し知都政日傷心︒

△△△△△△△

身作二繋囚一驚し世甚︒

△△△△△△△

便俵縦椛負し慾深︒

△△△△△△△

利権欲し獲費二黄金壬

△△△△△△△

尭而無し恥自相欺︒

○○０○○○○
△△△△△△△
山荘把陸酒憶二菖遊如松堂 失二墜擢威一巳若し斯︒
○○○○○○○
△
△△△△△△
月上一雨櫛一映二渓流や静古 豪 語 誇 レ 人 還 買 レ 笑 ︒
○○○○○○○
△△△△△△△

清風帯し涼夜悠悠︒松涛
○○０○○○○

群夢普騰故山周︒雲石
○Ｏ○○○○○
豪雨頻頻猶百憂︒秀波
○○○○○○○

笑掛二室樽一又回し頭︒凌石

蝿集襲二都心壬

︑寸徴漫言
＠催二胸襟や碧桃山人
△△△△△
乗し虚病易し侵・

△△△△△

△△△△△△△△△△

＠欲し引レ書求員散人

恰逢議員改︒憤激低二胸襟毛
汚職何篤︒欲し引レ響︒″

八△△△▲△△

︑娩二河野前国相一

古稀不二是古稀人や

俄報二計昔一中外痔︒

経綿健闘迩二前賢幻

如レ此偉材世無し匹︒

︑悼二加藤玄智先生一

杜鴎哀絶緑陰天︒

才華畢徳冠二群賢や

夙究二生洞一論二二諦幻

籍籍高名海外博︒

常攻二稗典一得二興詮や

至誠長見聖祁道︒

一去青山魂髪髭︒

純理具博知性編︒

清容正在二岳光一剛

夫人

︑悼半井前市長令正久子

琴絃夜絶玉開推︒

猶惜褒香逗二碧苔圭

中餓積レ功⑳魂遼去︒

惰然願し影梯頻催︒

塞毛伏詰綴紬投二玉稿↓

＠近来吟壇凋落ｏ韓晃二寂
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会員だより
ブラジルか︽わ

りますコロニア︵英語のコロニー︶という

聞を見たり︑在留邦人の団体で発行して居

にご自愛の上ご健闘の程祈上ます︒︶︵編︶

会の発展にご尽力下さるとのことです︒切

ヶ年滞在のご予定でお出になりました︒本

を時々訪ねてブラジルの歴史︑教育史︑教

拝啓御当地はさぞかし御暑いことでござ

が一ヶ年もたてば捨い読みでも出来る様に

が私には出来ませぬので困っております︒

あったそうでして︑余りかんばしくない結

会報告︶

し︑懇談裡に午後二時散会せり︒︵東部支

催や︑第四回中堅青年研修会等の協議を了

費値上げ等を伝え︑尚今秋の支会総会の開

十周年を迎うるに当り会員の倍加運動︑会

十三回総会︑会祖墓前祭の模様と︑創立九

務の報告︒更に本部に於ける評議員会︑六

支会長︑開会の挨拶あり︒石橋理事より会

門︑鈴木新可︑宮崎清徳︒午前十一時伊藤

之︑内山藤太郎︑飯田寅次郎︑宮崎長左衛

ったもの︑菅佐原秀夫︑菅谷正雄︑鈴木義

れた役員会日和であった︒小見︑大平に集

この頃︑七月十一日は雨もなく比較的恵ま

長期の梅雨空に気も滅入りそうな︑今日

東部支会役員会の記

支会だより

雑誌を毎回読んで居ります︒又邦人の本屋
育制度史や邦文の文化協会発行の各種の調
査報告書を手に入れましたのでゆるゆる勉
強しまして御参考になる様なことがありま

いましょう︒御元気で御活躍の事と存じま

なり得るかと思って先をたのしゑにしてお

したら御報告いたします︒何分ブラジル語

す︒日本出発の折はいろいろ御配慮を蒙り

ります︒

特別会員大館竜祥

まして有難う存じました︒幸に途中つづが

します︒冬の極寒の時季でございますが︑

果が相当にあり︑目下先輩邦人の移民の有

私の約三十年間気にしておりました昔の

気温は室内で朝が十七・八度︑日中に二十

識者等が全力をあげて改善に努力されて居

なく当地へ参りまして丁度二ヶ月を経過い

二・三度になります︒誠に暖かく︑日中戸

るとのことです︒何れよく研究をして見た

農業移民の二世教育は矢張り重大な問題で

外では木綿の夏のシャツ一枚で皆があるい

いと私も思っております︒副会長野口先生

たしました︒当地は目下日本の二月に相当

ております︒草木は蒼灸として真赤な花が

によろしく御鳳声下さいまし︒

︵大館さんは去る五月二十五日夜羽田から

一九六五年八月二日

咲き乱れております︒ブラジル内でも当サ
ンパウロは高原にある為年中気温変化が少
ないので老人には大層よるしうございます
まだ当地に参りまして二ヶ月にしかなり

︵Ｏ甘い国自国的三８陣ＱＰＦａ色︾Ｐぐ．

ご夫妻お揃いでサン・ハウロのお子さんの所

冨の﹄．ｏ員旨雪脚望○浬三○︾即轡邑︶へ・二

ませぬので︑何もわかりませぬ︒何も申し
あげる様な事はありませぬが︑毎日邦字新
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青山庸氏

松江支会長として終戦後の思想混乱期
に当り本会の名会長であられた松平直亮
伯のご熱意を心に期して会員の増加弘道

精神の高揚︑ｌ日の丸掲揚運動︑乃木
魂の徹底ｌ等に種々ご尽力の青山庸氏
は去る四月十五日八十六歳の長寿を以て

松江市東本町五丁目の自宅に於てご逝
去︒誠に哀惜の情に堪えません︒氏は国
学院卒業後大社中︑鳥取中︑徳島中︑津
和野高女︑大連商業︑隠岐高女︑米子高
女に教諭校長︑松江市社会︑学務課長等
歴任︑島根県立盲唖校長ご退職後は退職
公務員連盟理事長︵名誉会長︶として多
残されたのであった︒

年に互って県国の教育界に大なる足跡を
四月十七日の葬儀には支会顧問︑松江
名誉市民石倉俊寛氏︑弘道会支会代表柏
木寛一郎氏︑退公連会長沢村暁之助氏等
の弔辞があり盛儀であった︒喪主は長男
健吉氏︵岐阜県海津高校長︶︒︵古津千次

郎幹事から詳細のご報告あり︶

一ご活躍とご寄稿を期待するものである︒

秋迎える三十年会のよき記念誌ともなる

編集子在任当時︑昭和十年の卒業で︑今

昌調言雲諜曽灘言言郵書一加賀︑川上︑遠壁一戻は共に倉持氏︑
陛下が窮乏の戦中戦後一すじに国民の
上を思召されての極度の簡素のご日常を

顕彰特集です︒

した︒次号は会祖墓地史跡指定︑千葉県

つづる入那
江州
待捌
従押
の秘
Ⅷ録
密︑
冊平
岬塚
牽博
榊士
誠の
細史
洲実
暇垂や権恥︾︾︾岬華押︾稚︾暗︾喉酔翻︾
によって証明された世界に冠たる教育日

本ｌ本稿稿
健は
会会
員員
楠楠
原原千
千葉
葉市
市教
教育
育長
長さん
のご好意によって整理され︑博士には入

多忙
忙裡
裡に
にご
ご無
無理
理に
にお
お願
願い
い一
院︑渡欧等のご多

東京都千代田区西神田二ノー

渡辺正勇

春山治部左衛門
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昭和四十年八月二十五日印刷
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代に平易に生かして今後連載される加賀
博士︑自己中心の子供の夢をそれとなく
善導にご苦心の斎藤教官︑川上氏の石川
三十余年の研究︑遠藤︑倉持新旧両校長

翁手沢の歌集をしかも翁の旧居に於ての
の経営指導方針︑大館さんのサンパウロ
航空便等に心から深謝︒

日本・オランダ両国に生きる数百のこ
とばは両国三百余年の交流和親の︑更に

西洋文化をもたらした証左であり︑加之
ての当年の苦学が偲ばれて一入のなつか

西村会祖が﹁ハルマ和解﹂を抄筆までし
しさを覚える︒フリッッ・フォス教授の

〆
−
−

一 一

議溌田

○図本製
○版文本一一

円六二／

而艶曳著

研究会編

森穂綿日本の庭園
鍵編日本の彫刻

１１

中川千暖緬日本の工芸
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Ｂ５上製函入
本文一九六頁
価一八○○円

陶磁・漆芸・金工・染織など各般にわたる工芸の歴史を
豊富な写真と巧染な構成によってまとめあげた鑑賞と研
究手引の図録集である︒付録に形の種類・形のうつりか
わり．模様・実際の技術・工芸史年表などを併せ掲げた︒

Ｂ５上製函入
本文一八○頁
価一○○○円

Ｂ５上製函入
本文一八○頁
価一三○○円

Ｂ５上製函入
本文二○○頁
価一五○○円

鑑賞と研究と辞典とを兼ねた画期的綿成の彫刻史︒代表
的な写真をことごとく網羅し︑概説・年表・風土記・時
代の特徴と変遷・彫刻部分の解説・造像法さらに用語解
説を収録︒初心者にも専門家にも便利な護として好評︒

︹主要目次︺日本庭園の変遷史・庭園の作者と流派・日本
庭園の様式と意匠・庭園の材料・日本庭園の細部・庭閲
の造り方と道具・現代の庭園界・庭園風土記・庭園史略
年表・索引等︒権威者によるすぐれた写真と正しい解説︒

描かれた絵画作品や現存する当時の遺品はもとより︑そ
れらによって正確に復元された衣裳を実際に着装した写
真などを豊富に掲げた服装史の図録︒個盈の衣裳や着装
順などあらゆる角度から詳細に解説した︒︵古代ｌ室町︶

日本美術史の概説書と作品観賞のための写真集というようなものは極め
て多いし︑また現に刊行されつつある︒しかし本書は単なる年代記的な
記述方法をとらず︑個々の作品を通して流れる具体的様式と史的展開を
重視し︑この問題を学問的に追究して最もオーソドックスな叙述を行な
った︒しかも文章は平易であり︑図版・挿図も豊富に収めている︒
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