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カルガモは昔から東京付近にかなりいたのだがとりつくされてすっかり少なく
なった。のんびりした母子連れの散歩など近ごろは見たこともないと専門家たち
もいっている。

一家団らんなごやかなふんいきだと思ったらどうしたことか七羽のひなのうち

一羽だけがことあるごとに仲間はずれにされるo柔そつかす である。別に姿
かたちが兄弟より劣っているようには見えないのだが母親までがじやけんに扱

う。群れからちょっと離れて一羽だけヨチヨチ歩いている。しりを振ってようや

く皆i二追いつくと，先頭にいた親が振りかえってL出しゃばるんじゃないよ可と

頭を一つこづいた。二，三回そんなことを繰り返したあげく ゑそつかす' は列

の最後尾についてそつぼを向いた。ふくれっ面をしてふてくされた形だ。長年野
鳥の研究にたずさわってきた山階鳥類研究所長山階芳麿理博もL変なこともある
ものですねえ可と首をかしげた。童話の王様アンデルセンもこんな光紫を見て名
作Lみにくいあひるの子 のピン￨､を得たのかもしれない。

国民教育の再認識

関屋竜吉
この数年来望ましい人間像とか理想の人間形成などという言葉が為政
者連の口から頻りに唱えられているが︑一国の教育がその国の国民教育
である以上︑今更このようなことが論議されるのを私は可笑しく感ずるｏ

問題は人間像の描写にあるのではなく︑現在のように自主性の大切なこ
とを故意に利用して国家よりも社会よりも先づ個人の尊厳を主張し︑そ
の為め歴史を抹殺し︑祖先を冒涜し︑仁義を無視するような教育とこれ
によって作られた社会思想とを如何にして根本的に匡正再建するかに在
ると信ずる︒最近政府は青少年の改造を目指し一大運動を展開せんと企
図して居り誠に結構な思いつきであるが︑それには青年運動というもの
は上からの命令に依って進行するものではなく︑下から青年自体の力で
盛りあがづてくるものであることを忘れてはならない︒即ち社会人自身
がこれではならぬと自覚するのがその要点であろう︒既に社会人という

以上其の基本は家に在る︒近来﹁家庭の日﹂設定の運動が各地に隆盛
になりつつある︒私はこの運動が独り家庭内の融和慰安等の事項に止ら
ず広く社会国家の問題の話合いの場であってほしいと思うと同時に嘗て
私の提唱した家族会議の案も取あげて貰い度い︒これは戸々の家庭のみ
ならず近隣の家族の間の話合いの場をつくる主旨である︒この二つの案
につき改めて批判を乞うものである︒
︵特別会員・大日本女子社会教育会理事長︶
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大橋富貴子

野球︑キャッチボール︑サイクリング？︑ハドミントン︑

６遊んでくれる︒

５よそへ連れて行ってくれる︒

４おみやげを持って帰ってくれる︒

３おこづかいをくれる︒

現代の親とこども

一︑現代のこどもたちが︑自分たちの親をどう思っている
かＯ

わたくしは少し前に︑わたくしの勤務している東京のお

なわとび︑しょうぎ︑さかだち︒

茶の水女子大学文教育挙部附属小学校の五年生九十五名に
﹁父母﹂という題で作文を書かせたことがあります︒前も

︑やさしい︒

ふざける︑こどもみたいなところがある︒

９おもしろい︒

元気︑まめ︑大きい事をする︑約束を守る︒

家の指揮をとる︑けんかの仲裁をする︑力もちだ︑強い

８頼もしい・

大工︑庭の手入れ︑せんたく︑料理０

７万能選手だ︒

って知らせておくことはしないで︑学校で四十分ほどの間
に書かせましたから︑おそらく平生こどもたちが考えてい
たことが︑とっさに出てきたものと思われます︒

その作文の中に出てきた父親観・母親観を挙げてみます
と︑次のようになります︒

㈲父親に感謝し︑父親を尊敬している表現
１勉強をみてくれる︒
教え方がくわしい︒母よりよく知っている︒

２ほしい物を買ってくれる︒
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小さなことでは怒らない︒

ｕ祖父母によく尽くしてあげる︒
⑫社会の為に働いている︒
過家に父の本がたくさんあり︑父は勉強している︒

口父親を批判し︑父親に不満を抱いている表現
ｕ忙しいと言うこと︒
忙しいと言って少しも遊んでくれないが︑家ではひまを
作って遊
遊ん
んで
でほ
ほし
しい
い︒
︒忙
忙し
し↑いと言うくせに︑手伝おうとす
ると︑じゃまだと怒られる︒

過疲れたと言うこと︒
こどもをうるさがる︒

猫めんどくさがること︒
話しかけてもしゃべってくれない︒

Ⅳ怒る︒
すごくきげんが悪い時がある︒そういう時は︑会社へ行
っているほうがいいと思う︒

喝酔うとだめになる︒
四帰りが遅すぎるＯ
仕事ではなく︑マージャンのこともあるので︑そういう

亜こどもが早く起きるとうるさがる︒

羽こどもに早く寝なさいとやかましく言う︒

こどもの見たいテレビに理解がない︒こどもでも夜勉強

することがあるのに︑なんでも早く寝ろと言う︒

鯉整理整頓がよくない︒
溺母がからだのぐあいが悪い時に︑あんまり心配してあ
げない︒

母は︑父のからだのぐあいが悪いと︑とても心配してい
るのに︒

白母親に感謝したり︑感心したりしている表現

１よく働く︒
朝家族を起こしてくれる︒料理︑掃除︑せんたく︑裁縫

ししゅう︑アイロンかけ︑片付け︑お客の接待︑こどもの

せわなどがじょうず︒毎日同じような仕事をあきずによく
やる︒

２こまごましたことに気を配る︒

出がけの注意︑家の中のこまかい用事︑こまかくめんど
うをみてくれる○

食べたり︑おけいこや勉強をしてくれたり︑読書をしてく

くれる︒病気の時何でもしてくれる︒いっしょにおやつを

自分の話を聞いてくれる︒悪い点を取った時なぐさめて

３やさしい・

別ゴルフに夢中すぎる︒

時は︑あんまり遅く帰らないほうがいい︒

幻タバコを吸いすぎる︒そして吸いがらの始末が悪い︒
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やろうと思ってしたのでないあやまちや︑こどもに理由

のあることをわけを調べずに怒る︒兄だから︑姉だからと

れたりする︒やさしい手紙をくれる︒贈り物をしてくれる︒
悲しいテレビを見て泣いている︒家族のことを心配する︒

いうだけでむりやりがまんさせられる︒

ると︑いやになる︒

勉強しようと思っている時に︑勉強しないの︑と言われ

てしまう︒

過こどもがやろうと思っている時に︑先まわりして言っ

４責任感が強い︒
病気になっても︑家のことを心配する︒出かける時︑る
す中のことに細かく気を配る︒

皿けちんぼ︒

５いつも元気ｃ
６象なりがきちんとして︑さっぱりしている︒

道ばたや︑電話での話が三十分も続く︒

画長話をする︒

れる︒

い時には叱られる︒こどもからお金を借りて︑返すのを忘

消される︒きげんがいいと叱らないことでも︑きげんの悪

きげんのいい時にすぐ買ってもらわないと︑あとで取り

肥よく忘れたり︑気が変わったりする︒

テレビを見始めると動かない︒

おめんどくさがり︒

こづかいをおしそうにくれる︒

百点を取っても︑友だちが何人も百点だとほめない︒お

７きれいずき︒
８遊んでくれる︒
トランプ︑テレビ︑おしゃべりなどいっしょにしてくれ
る０

９きまえがいい︒
ごちそうをしたり︑おこづかいをくれたり︑買ってくれ
たりする︒

ｍお酒やタバコをのまなくて気持ちがいい︒

四母親に不満を抱き︑母親を批判的に見ている表現
小さなこと︵きたない︑マンガ︑テレビ︑けんか︑靴が

︑よく怒る︒こわい︒うるさい︒

廻父のことをこどもに甘すぎるともんくを言う︒

肥勉強中でもお使いを頼む︒

加父の留守の時に︑こどもにきげんの悪い態度をする︒

揃ってない︑電灯消し忘れ︑うるさい︑早く寝なさい︑点
り︑ぶったり︑つねったりする︒

が悪い︑ガラスを割ったなど︶をガミガミ︑長々と怒った

皿よく見たり聞いたりしないで決めてかかる︒
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㈲母親に同情している表現︵父親に対しては同情的表現
が無かった︶

釦忙しくて気の毒だ︒

原因としては︑父親の仕事ぶり︑生活態度︑きびしい生

１ねばり強さ︑たくましさ︑スタミナが足りない︒

２ことぱづかいが悪い︒行儀が乱れている︒

間がないことが考えられる︒

よって身体を鍛えられればよいのであるが︑その場所と時

き方をこどもにわからせる方法がないことと︑スポーツに

い︒みんなの犠牲になりすぎる︒

好きなところへ行かれない︒好きなことをするひまがな

型苦労が多くて疲れてたいへんだ︒

先生や親に対し友だちのような態度をとるのがどうも気

になる︒﹁でも：⁝・﹂とか︑﹁だって⁝⁝﹂とか︑言い訳

時々いねむりをしているのを見る︒休みの日に朝寝をす
るだけが楽しゑだとはかわいそう︒

が多い︒

２身体発育が目覚ましい︒それに比べて精神のほうは︑

る程度まで信頼してもよいのではないか︒

１のびのびと育っている︒こどもの自主性を認めて︑あ

ロ現代のこどものよいところ

ものをだいじにしないこどもがふえる︒

消費文化が進んでいる今日︑注意しないと金銭を浪費し

４金銭︑品物︑食物などをそまつにする︒

うとしない傾向がある︒

主体性があるのはよいことだが︑親の注意に耳を傾けよ

３親の干渉をいやがる︒

親しゑと同時に尊敬の念をもっともたせるべきである︒

が知らなさすぎる︒

絶対の服従とか︑厳格な関係というものの必要をこども

配おかあさんを好きな所に行かせてあげたり︑好きなこ
とをさせてあげたり︑からだを楽にしてあげたりした
い︒

二︑現代の親たちは︑自分のこどもをどのように見ている
だろうか︒

わたくしは︑一に挙げたこどもの声を印刷してその父母
たちに伝えました︒それから一週間ほどたった日曜日に父
母会をもちました︒九十五名の児童の父母が百三十二名も
もあり︑父も母もどちらも出られなかった家は四軒しかあ

集まりました︒父だけ母だけの家のほかに︑父母出席の家

その席上︑六つのグループに分かれて話し合ったところ

りませんでした︒

次のような児童観が出ました︒

日現代のこどもに欠ける点

︑１ノ

／Ｉ︑

ＦＤ

親のせわのやきすぎのせいもあってか︑昔よりしっか

力をしていただきたいものです︒

を思い出して︑わが子の心︑今の子どもの心を理解する努

ここには︑小学五年生のこどもの例を挙げましたが︑こ

りしていないと思われる点もあるので注意したい︒

ます︒けれども︑親が子を理解しようという気持ちをもて

どもと一口に言っても︑年令によってたいへん違いがあり

３思ったより親思いである︒親はもっとこどもを誇りと
し︑良い点はおし染なくどしどしほめて励ますように

せるという条目を先哲の語を検討して作っていられるので

会祖西村先生は之だけの癖をすれば親子それ人ｆ︑の務が果

親と子の道

︵お茶の水女子大学文教育学郁附属小学校設諭︶

す︒そして︑子もまた親を理解するのです︒

ば︑こどものほうから心を開いて︑親に話しかけてきま

すべきだ︒

読者の皆様の身辺では︑親の心︑子の心は︑ここに挙げ

三︑終わりに

たのと比べてどうでしょうか︒わたくしどもの学校では︑

このあと︑学校では道徳の時間に︑父母の考えと子の考え
おける親孝．行の問題を指導いたしました︒またＰＴＡの会

﹁道徳教育講話第三父子の道﹂から紹介する︒親の子に対す

を取り扱い︑子としての在り方を種々話し合わせ︑現代に
合では︑父母の教育的役割︑父母はこどもの教育のために

母に過を及ぼさない︒八老を養う︒九応分の喪祭をする︒

三尊敬する○四恩を知る︒五過を諌める︒六心を養う︒七父

子の親に対する道九ケ条一父母の命涯従う︒二愛慕する︒

派な日本国民とする○七婚姻を求める︒

るが特に留意せねばならない︒五生活の途を指導する︒六立

養うｏ四徳性を磨く︒知徳の事はとかく学校に任せがちであ

る道七ケ条一給養保持する︒二身体を大切にする︒三知識を

いかに協力すべきか︑また︑親は子から何を学ばなければ
ならないかなどを話し合いました︒

いつの世にも︑親と子の間には︑二十年以上の年のへだ
たりというものがあります︒しかも︑子が零才から二十才
になる二十年間の成長が激しいのに比べて︑三十才の親が
五十才になるのは︑その大きな変わりではありません︒乳
を飲ませた子︑手を引いてやった子︑見下ろしていた子と
思っているうちに︑あっというまに︑こどもは親と同じ背
丈になり︑同じくらいむずかしいことを理解し︑対等な口
をきくようになります︒二十何年前のあの年のころの自分
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幼児のしつけ
ｌ将来の道徳教育につながるものとして１

の中に過すことが度をあるのですが︑こうした場合にいつ

ふじの

昔から﹁三つ児の魂百まで﹂といわれています︒これは

とです︒昔だんまりやさんだった人は︑いまもってやっぱ

になっても︑昔のおもかげはどこかに残っているというこ

りだんまりや︑昔おきゃんだった人は︑いまもやっぱりお

も感じることは︑どんなに大きくなり︑一見見違えるよう

私は長いあいだ幼稚園の教師をしてまいりました︒と同

きゃんで賑をしく会話をして会の雰囲気を盛りあげている

場の一隅でじっくりと話しあっているというふうで︑昔の

時に︑自分の子女を三人も育てあげました︒この公私の経

性格はその人の心の奥を貫いているものであることをしみ

し︑昔慎重だった人は︑やっぱり慎重の傾向だった人と会

幼稚園の教師として最初に担任した人たちはもういまは

験をとおして︑この﹁三つ児の魂百まで﹂の諺はまことに

働きざかりの五十才近くにもなるでしょうが︑担任したそ

いるのに︑やはりいまもってまじめで凡帳面で︑近隣との

きかないほうだった長女は︑四十才近くにもなろうとして

また吾が子の場合についても︑まじめで凡帳面で融通の

じみと感じるのです︒

へ入ったからとかいうふうに︑時折クラス会を開催し︑担

大学を卒業したからとか︑大学に入学したからとか︑学校

れぞれのクラスが︑クラス会をすることがよくあります︒

真実だと思います︒

幼少のときについた人柄というものはその人の一生を貫く

、

ものであるということをいっているのです︒

池

任者としてその席に招かれて︑半日を昔の幼児だちと談笑

（7）

菊

弱かったせいでかばい過ぎた三女は︑幼時は神経質でもの

女はいまでもがさがさしていて行動が迅速粗忽です︒体の

を求めるといったぐあいです︒明るくおつちょこだった次

つきあいのふしぶしについて︑いまだに母親たる私の意見

あがるとのことです︒残りの一○％は︑十五六才までのあ

のです︒そして三才頃までは全体の約九○％の部分ができ

に︑すでに全体の脳の神経細胞の半分をもって生れてくる

ます︒三才までの間に脳の神経細胞の九○％ができあがる

この脳の神経細胞のでき方には重大な意味が含まれてい

いだにできるのであると説いています︒

ということは︑量の上からいっても︑速度の点からいって

ごとをやりとげようとする意慾に欠けていたのですが︑い
まもってやはり神経質で︑一才になろうとする自分の子ど

この三才までの間にできあがる九○％の部分というのは

もまことに訓目に価する驚くべきことです︒

もを育てるのに︑恐怖にも似た神経質のつかいようをして

いる状態です︒ぎ

これらの実例をとおしてつくづく感じることは﹁三つ児

で﹂の諺でもって︑幼児教育の重要さを喝破していたその

発な時代にもかかわらず︑古人はすでに﹁三つ児の魂百ま

幼児心理学や精神分析学︑まして大脳生理学などの未開

なものと考え︑動物的感情的なものを軽く考えがちです︒

ります︒ある人は人間的理性的なものを高級であり︑重要

ものに対しては感情的・動物的であり無意識的なものであ

的なもので︑後でできる一○％の部分の理性的︑人間的な

いうならば本能的︑衝動的︑条件反射的あるいは連鎖反能

叡智には︑ただおどろくのほかはありません︒﹁人づくり﹂

しかし︑実際に人間の性格を特徴づけているのは︑殆んど

の魂百まで﹂ということです︒

は︑幼稚園からと考えて幼児教育の重要さに気づき︑漸く

無意識のはたらきであり︑理性よりも感情のほうが人の行

動や考えを支配している場合が多いのです︒所詮人間は感

この教育に本腰になろうとしている現代人は︑古人の前に
恥ずべきではないでしょうか︒

こえた感情があって︑理性だけではどうにもならない場合

情の動物であるともいわれておりますが︑人間には理性を

それではなぜ三才が人格形成の時期であるかというに︑

が個人の場合は勿論のこと公けの場︑国家同志の間にさえ

三才は人格形成の時期
これについては︑得心のいく理論があるのです︒今日では

屡を見聞するところです︒．

脳神経細胞の形成される三才以前の教育も亦重要であると

この意味で︑感情的︑衝動的なもののうずまく九○％の

大脳生理学や精神分析学などは︑昔とは比べものにならな
いほど発達してきました︒

その説によりますと︑生れたての赤ん坊は︑生れたとき
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はじまる時期であることは前に述べました︒別の言葉でい

てしまっているのです︒問題児や非行少年の原因が︑幼い

や欠陥を直そうとしても︑それはすでに非常に困難になっ

社会生活を営むようになってから︑これらの性格のゆが象

えば︑自我の発達のはじまる時期です︒この頃までは︑生

の発達する幼児期に正しく教育されていたならば︑将来社

ときの育てられかたにあると指摘されているように︑自我

三才は︑理想的なはたらきをする脳の神経細胞の形成が

いわなければなりません︒

れながらにもっている本能的な欲求や衝動によって生きて

かたよりに悩むような大人になることはないのです︒

以上の理由によって︑生れて後三才までの教育︑ならび

会問題をおこしたり︑あるいは自分自身の性格のゆが糸や

自分をとりまいていた社会や自然から分離して︑独立の第

に三才を契機としてそれ以後の教育がいかに大事であるか

いたのが︑自分をとりまいている自然や社会︑他人などと

一歩を踏桑出すのです︒三才児が抗反的であったり︑あま

ということがわかると思います︒

自分とのちがいに気づきはじめるのです︒そしていままで

のじゃくであったりするのは︑この理由によるもので︑自

要約していうならば︑三才以前の教育も大切であるし︑

また三才頃の自我が芽生え発達しはじめる頃から以後の教

私の近親に二才五ヶ月ぐらいの女児をもつ家庭がありま

育もまた非常に大切だということがいえると思います︒

rQ，

分は他人とちがって自分自身なのだということを自らため
この自我のはたらきこそが個人の性格を左右し︑人生観

し︑それを主張しているのです︒

を支配し︑どのような生涯を送るかを決定するものだとい

す︒その女児はよく遊び︑何事にも積極的意欲的に興味を

す︒ところでその女児はすなおでよく母親のいうことをき

っても過言ではありません︒よい性格とは︑自我が正しく

くのだそうですが︑この頃外の砂場で砂遊びをしているが

もつというので︑その点両親はうれしく思っているようで

自我が弱すぎる人は︑本能的欲求を調節することができ

発達し︑社会化されていなければならないのです︒

の迷惑もかえり翠ないで自分の欲求を満すことに目がくら

ないので︑自分の欲求を満すためには現実の規則も︑他人

ってきて︑家の中を砂だらけにする︑と母親は自分の気性

遊びにあきると外靴のまま平気でどんんどん家の中にはい

﹁家にはいるときには外靴をぬいではいらないと︑家中が

れないという驚きの気持で私に話してくれました︒

︵まじめ︑やさしい︑つつましい性質︶からしては考えら

んでしまい︑方法などは考えないで︑無茶なことをしてし
また自我の強すぎる人は何が何でも自分を主張してゆず

まうので︑す︒

らず周囲との人間関係がうまくいかない︒大人になって︑

、 ゾ ノ

てしまう︒いくらいってもわからないが︑この児はどうか

ら教えても︑次のときもやっぱり外靴のままではいってき

砂だらけになってきたなくなるからいけませんよ﹂といく

しようたってできないのに︑そのお子さんは悪いこととい

です︒大人だとそんなことをするのは罪悪だと思うので︑

ずかずか平気で家にはいってくるなんてほほえましい光景

そこでその母親に言いました︒お子さんは外靴のままで

いっても止めないで︑次にまたこのようなことを繰り返

れて汚くなってしまうので困る︒いくら﹁いけません﹂と

器を使っているので割れはしないが︑床の上が食物がこぼ

食物ごと床に落ちてしまう︒幸いプラステックの子ども食

に両手で押しやり︑果ては食卓の上から押し出して食器が

えられた食器を︑まだ食物が残っているのにおかまいなし

るが︑ひととおりお腹がよくなると︑食卓の上の自分に与

の女の児のことですが︑その女児は食慾も旺盛でよく食べ

く︑しかし子どもにはおだやかにそして厳然とわるいとい

二度でぱったり止まるとは期待しないで︑気長に忍耐ずよ

次からはしないことを約束するようにするとよい︒一度や

な表情をし︑言葉をていねいにして︑その悪いわけを話し︑

はいることはきらっているのだということを分らせるよう

こと困ったことであってお母さんは外靴のままで家の中に

ましいと思ってもそれは表情には出さずにそれはいけない

にこして眺めているんだと思いますから︑心の中でほほえ

子さんはその行いはいい事だからお母さんがああしてにこ

ん︒しかし︑ほほえんで眺めてばかりもいられません︒お

しろほほ笑ましいことで︑心配なことでなんかありませ

うことを知らないので︑いとも平気で入ってくるなんてむ

しているのではないかと母親はとても心配そうに私にたず
ねるのです︒

す︒どうしたら直るでしょうかといって︑私が長い間幼稚

うことを教えなさい︒三度や四度はくり返しこうゆう事が

またあるときはこういう質問もうけるのです︒やはりそ

園の教師をしていたというので何か解決策が得られるかと

器を払いのけて︑床に落してしまうその手をぎゅっとおさ

またその食事の場合にしても︑あるときは食卓の上の食

あろうと覚悟をしてと答えています︒

のできかかる時期であるから︑この際︑丹念に気長に忍耐

といえば︑そろそろ理性的なはたらきをする脳の神経細胞

る子はいい子でないと話し︑もうこの次からは︑お腹がい

えて︑きびしい厳然とした表情をして︑こういうことをす

私はこれをきいて考えました︒その女の児は二才五ヶ月

思ってのことでしょう時を相談に見えるのです︒

い︑平たい言葉でいえば︑してよいことと悪いことの区別

っぱいになったらお口で﹁もう沢山﹂ということをいうよ

づよくそのいけない行動を止めるようにしなければならな
がわかりかける時期に入りかけているのであると︒
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うに教えてあげましぎう︒これも二度や三度でなおるもの

三は︑自分の良心に満足が感じられたことをよいことだと

考えるものです︒心が晴ればれとしたというような類です

もです︒幼稚園時代の子どもでは︑第三の良心に感ずると

がこの第三の考え方は小学校一年でも︑かなり進んだ子ど

ではなくて︑始終くり返しくり返し言ってきかせたり︑た
しなめたりしているうちに精神の発達も伴ってきて︑この

二は︑お母さんや先生に賞められたから自分のしたことは

きるだけ伸ばしてやりたいと考える人もいましょう︒また

人もありましょう︒また持って生れたいろいろの性能をで

丈夫で病気一つしない健康な子に︑ということを考える

かということを考えない人はいないと思います︒

親は誰しも自分の子どもはどのような人であったらよい

道徳性につながるものであろうかと考えてみましょう︒

では次に日常どのような事項をしつけておいたら将来の

しつけの内容

びていくものなのです︒

がさらに進んで︑はじめてほんとうの道徳的観念にまで伸

はどのようなものであるかを次第に知るようになり︑これ

自分のしたことを賞められることによって︑善い行いと

徳的な観念を作っていく下地になるのだということです︒

動についてのこのようなまわりの者の批判こそが幼児の道

現在は善いとか悪いとかの観念はありませんが︑日々の行

ここで考えなければならないことは四五才の幼児では︑

のが普通でしょう︒

ッ︒就中︑第二の人に賞められたからよいことだと考える

いうことまではとてもいきません︒せいぜい一と二のニ

ような幼稚なことはしないようになるのです︒事実この女
児はいまは満三才と二ヶ月になり︑少しばかりいわゆるき
きわけができてきて︑前述のような行動はあとかたもなく
消え去りました︒母親は前の心配は杷憂に過ぎなかったこ
とと悟っています︒

子供の道徳意識

いま例をあげて申しましたように︑子どもは次第にまわ
りの者からいわれたりたしなめたりしているうちに︑して
よいことと︑して悪いこととの区別がわかってくるもので
あると申しました︒これは子どもはほんとうに善悪の判断
がついてのことでしょうか︒大人のように︑なぜよいこと
か︑なぜわるいことかはっきりと理解できて︑いいことは
するし︑悪いことはしないのでしょうか︒

或る学者の小学校低学年に行った調査によると善悪につ
いての考え方に三種類あったとのことです︒
一は︑愉快だから︑面白かったからいいことだと考え善と

いいことだと考えるもの︒即ちお使いに行ったら賞められ

快とを混同してるもの︒

たからいいことだと考えるのであります︒

r
ll、
、 企 み ノ

せてやりたいと考える人もおりましょうが︑いまここでは

将来一人の人間として生きていくための技能を身につけさ

・自分でできることは自分ですること︒

︒遊びでも仕事でも熱心にして最後までやりとおす︒

・自分の思ったことをすなおに正直にいう︒

をやしなう︒

・物をたいせつにする︑粗末にしては勿体ないという気持

性格とか人となりなどの面について考えてゑましよう︒

親は愛くるしい吾が子の寝顔をみては思うことです︒大
でいる社会とよく協調し︑人から嫌われもせず︑また人の

きくなったらどうかしてよき社会人となって︑自分の住ん

うなるには小さいときからどのような事項についてしつけ

幸福な生活のできる人間にしたいとこい希うことです︒こ

・人に親切にし︑親切にされたら感謝する︒

・父母や先生などに言われたことをすなおにきく︒

・友だちと仲よく遊んだり仕事をしたりする︒

習慣や態度

三︑社会生活をしていく上に身につけておきたい望ましい

ておいたらよいか具体的な項目を次に挙げてゑましよう︒

・人に迷惑をかけたらすなおにあやまり︑人のあやまちは

好ききらいなどもしないで︑誰とでも仲よくやって行ける

一︑基本的生活習慣を身につけるようにすること

・約束したことは守る︒．遊びや生活のきまりを守る︒

ゆるすことができるようにする︒

つも清潔にしておかなければ気がすまないという清潔の習

基本的な生活習慣とは身体や衣服その他の周囲などをい
慣︑衣服その他を独りで脱ぎ着のできる着衣の習慣︑また

ることを知り︑親しみと感謝の気持をもつ・

・家庭や近隣などには自分たちのために働いている人がい

の仕方などを身につける食事の習慣︑ひとりで排便の処理

好ききらいをせずに出されたものはみな食べるとか︑食事

心が自然の姿です︒これを自我の芽生えはじめる三才頃か

ら以上申し上げたような社会化の方向へ指導していくには

以上細々と申し述べましたが︑子どもの心理状態は自己中

に満ちた生活のできる睡眠の習慣などの五つの項目を申し

のできる排便の習慣︑よく睡眠をとっていつも晴々と活気
ます︒この基本的習慣は勿論健康を維持するためにも必要

で︑よき指導者の指導の下で生活をさせ︑その生活の中で

子ども一人ではできない︒ぜひとも子ども同志の集団の中

二︑個人生活をしていく上に身につけておきたい望ましい

ておきます︒

︵お茶の水女子大学附属幼稚園教諭︶

指導していくことが絶対条件であることを最後につけ加え

なことはいうまでもありません︒
習慣や態度
具体的な事項として汝のようなことが挙げられますＣ
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､

Ｉ教育者を志して

る家の子は︑怠けてもわるい行為はしなった︒健康な家庭の空気を

天野貞
｜立志

いことを思って︑わたしなど父母に感謝せざるをえない︒落第こそ

しないが積極的な勉強は全くせず︑その日その日過ごしていたが︑

吸っている者は︑少しぐらいわるい空気を吸っても病気にはならな

幸か不幸か四年級の時野球の試合で足を捻挫︵ねんざ︶した︒

明治三十年︵一八九七年︶わたしは将来︑医師になろうという希
校・高等学校の前身︶へ入学した︒この中学は︑わが国においてド

その負傷がなかなか治癒︵ゆ︶せず︑かろうじて直った時チフス

もあって︑入学して間もなく野球部へはいった︒当時︑独協野球部

わたしは生来どちらかというと虚弱であったから身体鍛練の意味

とうとうわたしは修学を断念し︑学校をやめてしまった︒

い︶をこうむることとなった︒そのうえ︑チフスの予後がわるく︑

苦労知らずのわたしの生活が︑ここで全く予期しなかった鉄槌︵つ

十四年わたしが十七才母は四十五才であった︒それまで全く気楽で

にかかった︒わたしと一緒にチフスを病んだ母が他界した︒明治三

は隆盛をきわめ後に一高野球部投手として盛名をはせた守山恒太郎

たのである︒わたしは深くこれまでの怠惰な生活を反省し︑かすか

この打撃に出会って︑わたしの魂はその混迷からたたき起こされ

かように︑先輩は野球も上手であるが︑勉強もよくしたのに︑ど

い出してくれたのは︑内村鑑三先生の諸著作︑わけても﹁後世への

ながら新生の光を望むようになった︒その際︑わたしを絶望から救
最大遺物﹂であった︒

ういうわけかわたしたち後輩組は︑怠惰でほとんど勉強する者がい

帰れば徹夜で勉強するという人であった︒

氏が主将であった︒守山さんは運動場では騒ぐ方であったが︑家に

を初代校長とする名門校である︒

徒が医家の子弟で医科志望であった︒明治十六年に創立され︑西周

イツ語を外国語教科とする唯一の中学であって︑ほとんど全部の生

望をもって東京に出て︑ドイツ学協会中学校︵現在の独協学園中学

■

なかった︒不良少年といってよいような者もいた︒後になって反省
してみると︑そういう怠け者の中にいても︑家庭のしっかりしてい
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祐

先生は﹁後世への最大遺物﹂として︵一︶莫︵ばく︶大の資本を
蓄︵たくわ︶えて社会に寄贈すること︵二︶たとえば治水事業のご

ます﹂︒︵岩波文庫版五一・ヘージ﹂

してその生涯を世の中の遺物としてこの世を去るということであり

わたしは先生の著作を熟読して希望を見出した︒これなら自分に

もできるという勇気がわいてきた︒﹁勇ましい高尚な生涯﹂を真つ

の目標は︑この世に輝く一﹄とではなくして神と人とに仕えることで

しぐらに目ざして生活しようと決心した︒したがって︑自分の生涯

をあげられた︒

とき事業をのこすこと︵三︶著述︑教育等により思想をの一﹂す一﹂と

以上三つの遺物はいずれも尊き遺物であるが︑すべての人にでき

ら四年おくれたけれど独協中学五年級に編入試験を受けて再入学し

心の落ち着きにしたがって︑健康も回復してきた︒そこで学友か

ある︒未熟ながらわたしは一種の精神革命を体験した︒

ることではない︒最大の遺物は何人にもできるものでなければなら
ぬ︒それは何であろうか︒先生によれば﹁勇ましい高尚な生涯﹂で
の中はこれは決して悪魔が支配する世の中でなくして神が支配する

ある︒しからぱ﹁勇ましい高尚な生涯﹂とは何かというに﹁この世

は教育者となって︑いままでの自分のような怠惰の過誤に陥る者の

た︒昔日の怠惰者は︑一変して非常な勉強家となると同時に︑将来

ないように努力しよう︑神と人とに仕える教育者こそ︑自分の使命

世の中であることを信ずるこである︒失望の世の中にあらずして希
の中でなくして歓喜の世の中であるという考えを我々は生涯に実行

二中学・高校時代

でなければならぬと︑ここに志を立てたのである︒

すでに教育者になろうと決意したわたしは︑四年もおくれている

ゆえ︑できるだけ簡易な学校を出て︑一日も早く独立したいと考え

いと︑教育にあこがれたのである︒ある日︑校長の大村仁太郎先生

た︒就職先は小学校でも中学校でも︑どこでもよい︑全力を傾注した

に校長室へ呼ばれた︒先生はわたしにぜひ︑一高を受験するように

と勧めてくださった︒なお卒業試験における卒業生総代の答辞は︑

だから口頭で述べてほしいといわれた︒

毎年書いたものを朗読するが平凡でつまらない︑君は話がじょうず

わたしは組の首席であっても全級の首席ではないのに︑卒業生総

わたしは野球部にいて怠けたにがい経験から︑運動部が怠惰者の巣

代として︑しかも口頭で答辞を述べさすというのにはわけがある︒
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望の世の中であることを信ずることである︒この世の中は悲嘆の世

天野貞祐博士

窟︵くつ︶であってはならぬことを演説会ではばかるところなく痛論

めに従いドイツ大使や平田束助男爵列席の卒業式に︑卒業生総代答

したのが︑ひどく校長に気に入ったからである︒わたしは校長の勧
辞を口頭で述べた︒その内容が︑当時横浜で出ていたドイツ新聞に
報道され︑昔日の平凡な怠惰者は︑はからずもここに面目をほどこ
すこととなったのであった︒受験についても︑校長の意見どおりに
一高を目ざし無事に合格した︒その際︑立志に基づき医科志望を文
う一種の十字架を負っている︒一才でも若いことを誇りとする時代

科に変えて教育者となる修業に発足した︒わたしは四年の遅滞とい
に︑四年おくれているという重荷は経験者でないと十分には感得で
きないであろう︒ことに今日は一浪︑二浪もおり︑場合によっては四

していた岩元禎先生の家にも連れていったりしてくれた︒

ものなしきりに交際を求め︑かれの家にも︑また非常にかれを愛

かれとわたしとは︑けっして同じタイプの人間ではなかった︒否

てこういっている︒﹁天野君が私の性格とはおよそ対無︵しよ︶的

それどころでなく︑かれ自身．高時代の旧友﹂という文章におい

な性格の持主であることは︑同君の早寝早起きと私の宵張朝寝坊に

もおのづから現はれてゐるが︑私は天野君によって真の友情の何で

あるかを常に教へられて来た︒私が今日比較的順調な軌道をたどっ

てゐるとすれば︑その多くを天野君の一高以来変らない友情に負ふ

わたしたちは︑かように違った性桁の人間であったが︑五十四才

てゐるといっていい﹂と︒︵九鬼周造著﹁折にふれて﹂岩波書店︶

でかれの死ぬまで︑三十年以上実に親しく交わった︒かれはおおよ

うで︑｜﹂せこせしたところが全然なく︑他人のことに立ち入らず悪

浪もおるが︑当時︑浪人はまれであったから︑四年の遅洲はいっそ
う重荷に感ぜられた︒すでに中学で﹁天野︑それでも中学生か﹂な

口いわず︑わたしは口論したりしたことは一度もなかったが︑ただ

いったと︾︶ろ︑実に意外に憤然として︑君は何をいうか︑先生のお

一度わたしが岩元先生は偉いけれどドイツ語授業はどうかと思うと

どと無邪気な友人の呼びかけも︑けっして快いものではなかった︒

かげで本が好きになったではないか︑それで十分ではないか︑とい

いまにして思えば︑それは怠惰な生活から救い出す運命の恵みで
できない︒したがって︑一高の秀才たちに進んで交際を求める考え

あったが︑当時の未熟な心境においてはヒヶメであったことを否定

われたのには全く一言もなかった︒

あったが︑ドイツ詔の発音には岩元先生の方言的発音の痕︵こん︶跡

九鬼君は語学が非常に達者で古典語もでき︑英独仏は全く自由で

は全然なかった︒もともと内村先生の影響もあって︑社会の強者に

が存していたようにわたしの語感にはひびいたのである︒先生とか

抗して弱者に味方するのがわたしの生活態度であった︒権力者︑華
かった︒そうして秀才もその仲間であるような気持であった︒

あった︒総理自身電話に出られ相談したいことがあるから外相官邸

二十五年三月ある日の午前︑吉田総理からわたしの自宅へ電話が

三文部省・独協学園

れとは世にもまれな美しい師弟の関係であった︒

族︑富豪などには反抗するつもりはなくとも︑その側に立つ気はな
ところが︑なんと運命は不思議なものであろう︒クラスの最優秀
った九鬼周造︵のちの京大教授︶という人物が︑わたしというど一﹂

な生徒であるだけでなく︑貴族であり︑美貌︵ぼう︶の持ち主であ
に光るところもない四才年長の平凡な生徒にどうして心を引かれた
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と︑二階の部屋へ案内された︒間もなく総理が隣の部屋から出てこ

まで来てほしいといわれるゆえ︑承諾した︒迎えの車に乗って行く

有之私情の赴くままに委んには正さに老台と心境を分ち可得候共此

慰する狸足るべく愚自ら量らず斯の夢を抱きて襖悩若悶致す次第に

られた︒話というのは稲垣通産大臣が辞職されて︑そのあとへ高瀬

においては自信を持っている︒現にわたしの主張が通っていたなら

事ここに至って致し方なく死んだ積りでやろうと覚悟した︒果た

こうしてとうとう四月十五日には承諾の返事をしてしまった︒

天野老台侍史﹂

侭致難く愚衷御同情の上更に御再考願度奉存候

頓首四月八日吉田茂

ば︑今日の教育の混乱は起こらなかったことを事実が証明している

は給食の継続︑義務教育半額国庫負担法について大蔵大臣に反対さ

して道徳教育︑国民実践要領︑国旗国歌等で世論の攻撃をうけ内に

わたしは︑日本の教育がどうなければならぬかというような構想

文相に移ってもらう︒そのあとをわたしにやれということである︒

と信じている︒しかし行政能力ということについては自信がない︒

れさんざんに苦労して成立させた︒そのほかに白線浪人の救済︑私

わたしは文部行政の自信がないといってお断わりした︒そうすると
総理は﹁自信などだれもありはしない︒現に自分は︑夜に目が覚め

学振興法︑文化功労者年金法案︑近代美術館等の成立である︒

次に︑独協大学のねらいは︵ご受験準備を要しないように︑外

るとよく自分に総理がやれるものだと考えたりする︒自信などが問

国語と作文だけを高校卒業程度で試験する︵二︶入学した者には勉

L上Oノ

題ではない︑国のためにやらなければならないのだ﹂としみじみ話

い出席をすすめ︑礼儀を重んずるなど︑指導誘披︵えき︶に力を注

強を要求する︒勉強しなくては卒業できない︒したがって規則正し

一応考えるとかのなんとかいってしかるべきではないか﹂といわれ

動は二次的として修学を一次的とする︒勉強第一主義である︵四︶

ぐ︵三︶大学は﹁学問を媒介としての人間形成の場﹂と解し︑部活

ぶん笑談ふうに﹁相談を受けて即座に断わってしまうのはどうか︒

たが考慮の余地のないことを述べて辞去した︒ところが始めた話を

されたが︑わたしはどうしてもできないといい張った︒総理はいく

そう簡単にやめる総理ではなかった︒再度︑高瀬文相を使者として

改め︑いわば生きた外国語を身につけさせる︵五︶学生は政治問題

語学授業がとかく読むに偏し︑書き話すことをおろそかにする弊を

に断定を下す能力を修業中であるから︑デモなど政治運動には参加

よこされたり︑ついに突然ご自分で出てこられ︑説得につとめられ

しない︵六︶教師は病気など万やむをえざる場合以外休講しない等

た︒その際︑わたしが留守の場合のために書いたといわれて︑つぎ
ととする︒

抄出︶

︵独協大学長元京大教授︑文部大臣︑毎日新聞教育者十話より

ここにあるわけである︒

である︒教育者生活五十年︒わたしの生涯の最後の決定的なかけが

の手紙を残して帰られた︒ここに全文の引用をゆるしていただくこ
﹁過日御光来奉謝候御気持の辺乍揮小生に於て了解致候得共唯だ
其精華を発揚するに難からざるべく壊滅廃嘘の間より新日本を再興

敗残の我現状如何にも見るに忍びざるところ斯国斯民善導せぱ再び
し世界驚異の下に堂々列強に伍するに到って些か我民族の自負心を

／ 可 公 ､

西村茂樹翁と

学である︒武士道とは︑倫理性の高さによって裏付けられるという

素行の考えは︑当時の最もすぐれた学者であった息軒によって︑翁

にも伝えられたことであろう︒翁は︑佐野・佐倉両蕪の重臣西村芳

こととなる︒佐倉藩は佐野藩の本藩で︑幕末に老中筆頭を勤め開国

郁の長子として生れ︑成長すると父と同じく佐野・佐倉藩に仕える

をすすめた堀田正睦を藩主とし︑徳川譜代ながらその開明策の故に

きわめて特殊な藩であった︒堀田侯は︑家中に注学をすすめ︑学者

を招いた︒翁がはじめて洋式砲術を習った大塚同庵も︑元は江戸の

浪人で︑渡辺華山・高野長英らと蕃社の獄に連座した蘭学者であ

る︒同庵を師範に招いたのは︑翁の父芳郁だが︑芳郁は当時の碩学

松崎恢堂の門下であり︑俄堂はまた華山の師として︑その減刑に尽

の英学者であり︑招かれて佐倉群の師範となった人である︒﹁西の

したことで名高い︒後に︑翁が英学を学んだ手塚律蔵も︑日本岐初

を第一に︑人材を登用した成果と見ることができよう︒

長崎・束の佐倉﹂と称せられた学問の隆盛も︑こうして人物・学問

その外交の韮本として︑真実を旨とし︑一時しのぎの言い逃れやい

堀田侯は︑老中筆頭として米国使節ハリスと交渉にあたったが︑

う﹁中廠﹂の体得を心掛け︑努力した人といってよい︒その考え方

つわりは決してしなかったといわれる︒ハリスもその手記に︑堀田

に上イノ

明六社
武井正弘
一︑西村翁の人となり考え方について

は啓蒙的・改良的であり︑特徴としては︑多くの維新の知識人のな

る︒こうした主君に仕え︑啓発されたことが︑翁の人格形成に大き

侯は朗々と外交のことを語り︑礼も厚く︑紳士であると︑記してい

西村茂樹翁は︑まじめで清潔な生涯を過した人であるｏ儒学でい

かで︑一貫した﹁東洋実学﹂の精神で考え︑実践したことがあげら

立て︑重臣から国禁であると諭されて断念したことがある︒幸いに

象山に学んでいるが︑松陰より一年前︑翁もやはり外国渡航の志を

安政の大獄で刑死した吉田松陰も︑翁と同じく山鹿素行の学を修め

翁はさらに︑佐久間象山に兵学を学んでいる︒米国渡航に失敗し

く役立っていよう︒

れる︒翁は︑日本人の品性の向上こそが︑まことの富国であると説
き︑そのための国民道徳の建設に努力した人であった︒このような
翁の考え方は︑どのようにして培われたものであるか︒それを先づ
考えて染たい︒

翁は︑安井息軒を師として古学を学んだ︒古学とは︑山鹿素行に
よって唱えられ︑伊藤仁斎によって切りひらかれた︑日本独自の儒

／ 1 行 、

かも秘書役を勤めるなどして︑励む場所を得ることができた︒

翁は︑広い視野で国政を処理できる立場にあった人を主君とし︑し

．身の栄達を望まず︑ただ忠義をいたす﹂ことを望みながら︑志
をくじかれ︑ついには︑弟子さえも．身の栄達を願う﹂ものが多
いと歎いて刑死した松陰と比べると︑同じくアヘン戦争によって目
覚めさせられ︑外国に渡ってまでもその科学文明を学び︑国家のた
めに役立てたいと願いながら︑そこには単なる立場の相違だけでな

ったわけである︒

く︑運命的な違いのあるのが感じられよう︒憂国の志のみ相等しか

二明六社設立・社員・解散について
維新後︑印椎県権参事として︑廃藩後の整理を終えた翁は︑明治
五年職を辞し︑上京して家塾を開設する︒この頃︑知人の横山孫一
ために上・下会議院を興すべしと︑いう翁の持論を︑士族問題に関

郎を通し︑参議木戸孝允に招かれて面接する︒用件は︑士・華族の
心を抱いていた木戸が聞いて︑実施するための相談であった︒この
案は︑征韓論などで多忙になった木戸との意見の調整ができず︑遂
にまとまらなかったが︑木戸は教育に対してもひとつの理想をもっ
ていた︒それは︑﹁人民の質的向上が行なわれぬ限り︑二・三の英
才がでて努力しても︑全国の富強は決して行なわれない︒強いて行
なえば専制政治になる︒王制維新の実をあげ︑国を富ますには︑西
洋文明の形をまねるだけでなく︑教育からはじめて︑日本の根本的
な開化を行なうべきだ﹂という考えである︒翁は︑木戸のことをそ
の遺稲﹁往事録﹂でもふれているが︑こうした木戸の考えには︑共
明治六年七月︑米国公使としての任務から帰任した森有礼は︑や

感するところが多かったと思われる︒

の宿に森を訪ねている︒森は翁に向い﹁米国にては学者は各々その

はり︑横山孫一郎を使いとして翁に面会を求め︑翁は日本橋木挽町

世人を裸益している︒しかるに本邦の学者は何れも孤立して相往来

学べる所に従い︑学社を興して互に学術を研究且つ講演などをして

の社会の必要は彼の国にならい学者相和して学社を結び︑集会︑講演

することが少ない︒従って世益を為すこともまれなのである︒今日

せんこと﹂であるとして︑﹁国民道徳の衰退を救い︑学問の高進と

道徳の模範を立つべし﹂と計っている︒翁もこの意見には賛成し︑

共に当時の代表的知識人たちを説いて︑明六社を興すこととなる︒

結社当時の社員は︑

明六社とは︑明治六年の結社にちなんだよび名である︒

阪谷素五十二歳中村正直四十二歳
箕作秋坪四十九歳福沢諭吉四十歳

西周四十八歳杉亨二四十六歳

柏原孝章四十七歳加藤弘之三十八歳
西村茂樹四十六歳神田孝平四十四歳

津田真道四十五歳森有礼三十二歳

津田仙三十七歳田中不二暦二十九歳
箕作麟祥三十歳清水卯三郎四十三歳
以上の通りである︒

第一回の会合は明治六年八月十一日︑築地精養軒で開かれ︑森有

を交換すべきことを決議した︒明六雑誌が刊行されるのは︑明治七

礼を社長に選出︑月一回精養軒楼上にて講演会を行ない︑相互研究

年二月︑社長森有礼の斡旋で︑月二回ないし三回︑会誌を発行し︑

集会も一日︑十六日の両日行なうよう決められてからである︒以後
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で出版休止が決まるまで︑四十三冊が発行されるわけである︒明六

明治八年六月﹁謹誘律﹂﹁新聞条令﹂が発布され︑九月一日の会合

上のこととはいえ︑政治上のことを論ずることがないとはいえな

官吏の気持ち次第で寛厳の差を生じるのも問題である︒また︑学芸

で︑有形の律令を以って取締るのは問題である︒取締当局の決定が

律令によるべきである︒元来学者の発諭は無形の精神から出るもの

い︒現在のわが国の事情では︑意見があれば各個人の責任で発表す

雑誌は毎号平均三千二百余冊売れたといい︑当時の新聞が八千部の
を知ることができる︒為政者から青年学徒まで︑新知識の源泉を此

る方がよく︑社の名によるべきではないと述べ︑この意見を議案と

発行であったことを思うと︑学術雑誌としては如何に成功だったか
の雑誌に求めたといわれ︑文明開化の時代的象徴としての役割を果

を交換し会う会合になっていったが︑遂には︑たまった金を使い果

雑誌廃刊後の明六社は︑講演も廃止して︑ただ昔話や学術上の話

して賛否を求めたわけである︒

﹁本朝ニテ学術文芸ノ会社ヲ結ビシハ今日ヲ始メトス︒而シテ社

で︑洋食を食べながら話を聞き︑明治四十三年まで統いたが︑清水

すことにしようと相談が決り︑毎月一日に会員外の講師などを呼ん

翁は︑第一号の終りに︑

すものであった︒

中ノ諸賢︿皆天下ノ名士ナリ︒千古不磨ノ説ハ必ラズ此会社ヨ

卯三郎︑加藤弘之︑杉亨二らの人を晶後として︑消滅してしまった

開化ノ度二因テ改文字ヲ発スベキノ論

理 土 凹 ノ

リ起ラント︒何トゾ諸先生ノ卓識高諭ヲ以テ愚蒙ノ眠ヲ覚シ天
下ノ模範ヲ立テ︑識者ノ望ヲ砿︵むなし︶ウセザランコトヲ是

明六雑誌の運命が︑いわばその会の盛衰を支配したといえるである

三西村翁の論文・代表的な人々の考え方について
の通りである︒

論文名号数

翁は︑合計十一篇の論文を発表しているが︑その順序︑号数は次

尻ノ○

祈ル﹂

明六雑誌の廃止は︑先づ箕作秋坪より提案され︑論戦の末︑多数

と述べ︑時代の指標となることを宣言している︒

決で廃止が決ったという︒当日の出席者は十三名で︑廃止賛成が九
名︑田中不二暦︑津田仙︑辻新次︑福沢諭吉︑古川正雄︑秋山恒太

て発布したものであり︑学問的な論説を掲げる明六雑誌には関係が

続刊説を唱えた森有礼は律令は︑政府自ら為にするところがあっ

いづれも廃刊に同意した︒

名は︑福沢諭吉の記した﹁明六雑誌ノ出版ヲ止ムルノ議案﹂を読承

道︑阪谷素︑森有礼︒欠席した西村茂樹︑加藤弘之︑中村正直の三

郎︑箕作秋坪︑清水卯三郎︑杉亨二︒反対が四名で︑西周︑津田真

陳
言一則三
政体三種説二十八
自由交易論二十九
修身治国非二途論三十一
賊
説三十三
西語十二解三十六
たとえ政府の内部事情がどうであろうと︑判断するのは発布された

な随という主旨のことを述べたが︑福沢諭吉はこれに反論して︑

rlq，

自主自由解三十七

政府与人民異利害論三十九
椎
理
転
換解
説四
四十
十二
三
第一の﹁開化ノ度二因テ改文字ヲ発スベキノ論﹂は︑同じ第一号
にのった西周の﹁洋字ヲ以テ国語ヲ害スルノ論﹂への反駁である︒
西は︑明六社の主旨は万民の啓蒙にあるとして︑現在の無知の状況
を脱しない限り国民の幸福はあり得ず︑これを教化する学問も言文
不一致の文語体で述べられているのでは︑とうていこの役には立た
ない︒まして漢字制限の問題で論争などしていても仕方がない︒漢
とだし︑思いきってアルファベットの使用をすすめてみたらどうか

字も元は中国文字の輸入なのだし︑西洋人との交際も盛んになるこ

翁は︑西の文章が明快であり︑その説の通りになれるならば愉快

と提案する︒

であるが︑と前置きして︑西のいう通り民が愚かであれば︑いろは
四十八字の習得も容易でない︒まして洋文字になれることは至難で
ある︒あなたのいうように文字を改めても愚かさは破れまい︒自分

手塚律蔵に学び︑その縁で佐倉藩士の名義を借りて︑幕府の蕃書調

ン大学匡留学して︑社会科学︑哲学を学び︑帰国後将軍慶喜の側近

所教授手伝いとなり︑同役の津田真道とともに︑オランダのライデ

に仕え︑維新後は沼津兵学校頭取から山県有朋の招きで兵部省に出

仕︑兵制改革に尽し︑貴族院議員となり男爵を授けられている︒軍

た人物であり︑きわめて実妻証的・科学的な考え方をした︒留学前の

人勅諭の起草者でもある︒西は︑西洋哲学を初めて日本にもたらし

民生福利に役立つ﹂といっているが︑これはその生涯を通しての考

青年時代﹁西洋性理の学と経済の学を合わせ学ぶことが富国強兵・

え方でもある︒後に︑﹁人民愚かにして開化今だ成らず﹂として自

四十二号︶では︑健

由民権反対を唱えたが︑永久平和・簸大福祉への望みは︑決してこ

れを捨てなかった︒﹁人生三宝説﹂︵三十八

あり︑道徳もそれを得れば大体成るとして︑法は一﹂の目的達成の手

康・知識・富有を三宝と唱え︑これを得るこれが人間最大の喜びで

ともいい︑その考え方の動揺と苦悩を示している︒こうした動揺は

段であると述べながら︑カントの永久平和論は哲学家の夢想である

見て意味を判読することもできるが︑洋字はがむつかしい上︑数字

が︑こうした出身であったことは︑維新を考える上で︑大きな問題

である︒明治初期の自由・権理・文明開化の原理普及に努めた人々

／明六社員は︑島津藩出身の森有礼を除き︑すべて旧幕府の関係者

思われる︒

西が生涯政治と密着して生きたため︑より強かったのではないかと

で一語を作らねばならぬ︒かりに改文字をしても︑伝わった書物か

点を含んでいよう︒唯一の雄藩出身者である森有礼も︑他の政府高

は愚かさが破れねば文字も改まらぬと考える︒また︑漢字は字面を

とは︑むしろ開化がすすみ︑漢字の使用が面倒でわづらわしいと︑

すべて洋字に訳して役立たせるなども大変むつかしい︒こうしたこ

官に比べ著しい相違を示している︒

年︑憲法発布の日に暗殺されている︒慶応元︵一八六五︶年藩の留

森有礼は弘化四︵一八四七︶年に生れ︑明治二十二︵一八八九︶

一般の人がいい出した時に︑改めて考えるべきである︒と述べてい
西周は︑津和野藩医の家に生れたが︑江戸留学中脱藩し︑洋学を

る︒
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して経験を稜み︑前途洋をたるものがあったが︑米国滞在の経験で

キリスト教神秘主義者によって教育され︑明治元︵一八六八︶年帰

学生としてイギリス︑ロシアを経てアメリカに渡り︑︿リスという

翁の考えと︑﹁学問は身を立てる財本﹂として︑﹁去年ノ平民︿︑今

識を広め学問を修めることが︑自己の倫理性を高めることだという

礎を西洋に置くか東洋に置くかで︑考え方はずい分違ってくる︒知

否定が多く語られている︒同じ実用の学を論じるにしても︑その基

ナイカ﹂︵筑摩県令・永山盛輝︶という考えを鼓吹した功利主義思

年ノ参議︑昨日ノ傭夫ハ︑今日ノ大輔トナル︒アリガタイコトデハ

国したが︑二年後二十四歳で駐米公使となった︒かれは︑外交官と
日本人の未だ西洋人に及ぱざるを痛感し︑加えて士族を廃した新国

は翁が願った道義の高さを準養う教育ではなく︑学歴尊重とエリート

想とが︑平行して行なわれたわけである︒教育は普及したが︑それ

家で︑国民すべてを規律と廉恥を重んじる人間に育てあげる必要を
悟り︑教育行政に転じたという︒その考え方は︑科学・技術・産業

意識を生み出す役割を︑多く果すようになる︒

を重視したが︑単に西洋のそれだけではなく︑基礎としての合理主

佐久間象山のいう﹁東洋道徳・西洋芸術﹂あるいは橋本左内の

義をも受入れて︑これにより良きをとり︑悪しきを捨てる選択的摂

﹁器機芸術は彼に取り︑仁義忠孝は我に存す﹂という意見は︑真剣

︵三十九号︶には︑待っていては百年河清を待つに等しく︑決して

も生かされぬ少数意見であったろう︒翁の﹁政府与人民異利害論﹂

取を行ない︑日本が躍進する基礎ずくりを行なおうとした︒特に︑

その持論である︒明六雑誌に五回にわたって発表した﹁妻妾論﹂で

政府は人民のよいようにはしてくれぬ︑と記され﹁慾︵つと︶メョャ

ではあったが理解も浅かった︑当時の西洋認識の範囲では︑どうに

は︑一夫一婦制と平等論を述べ︑その実践として︑福沢諭吉を証人

慾メョャ﹂と結んでいる︒維新の知識人たちは︑文明開化の方途や

に心掛けた︒体格をよくすることが︑人間改造に役立つというのが

に立て︑自ら契約結婚を行なっている︒日本の近代化にあたり︑西

小学校での教育を重視し︑読み◆書き・算数の普及と︑体格づくり

これを発展させていくのが森の願いであった︒

洋の考え方の基となるものと︑日本の伝統的なものとを結びつけ︑

それが文明開化への道だと述べている︒翁は﹁修身治国非二途論﹂

て少数意見であるとともに︑民間結社である東京修身学社を設立

その政策を支持していったようである︒翁のこの意見は︑したがっ

していったか︒多くの人は︑むしろ初めは批判的であっても︑追々

の施策をよしとして受け取ったか︑批判とそれに対する方法とを示

成果を︑どのように考え受けとめていったか︒いい変えれば︑政府

︵三十一号︶で︑政治と道徳はそれを行う人格の公正さという点で

明六社員たちの論文を見ると︑その多くは科学の至上性を説き︑

結びつかねば︑人を従わせ︑国を盛んにすることはできぬと説くが

し︑独自な実践活動を行う決意であったともいうことができよう︒

原理的な成句の解説を行なっている︒﹁西語十二解﹂では︑文明開

二解﹂︵三十六︶﹁自主自由論﹂︵三十七︶﹁権理解﹂︵四十二︶等︑

翁は︑西洋理解の誤りを正し︑混乱を失くそうとして︑﹁西語十

文化を進むるには虚学︵形而上学︶を捨て実学︵経験科学︶を知識
や︑福沢諭吉が文明教育論で述べた﹁今日の文明は道徳の文明に非

の基とする︵津田真道・開化ヲ進ムル方法ヲ論ズ・三号︶という論
ずして知恵の文明﹂なりという説をはじめ︑伝統思想︑特に儒学の
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化の意味をたづねて︑

たとえば福沢諭吉は︑現実の改良︑選択でなく︑既存の秩序からの

ジを規範として受け入れた人である︒福沢もまた国家主義者であり

脱却により︑西洋資本主義の源から︑伝統とは別個な秩序のイメー

愛好・才能・道味の開発上進の意を含む︶

っ一身上の自持の問題ｌ人柄のよくなること︵知識・行誼・仁心・
ｏこれをすすめれば︑

せしめた功績は大きい︒かれは西洋的に人間精神の自然に対する勝

その個人主義者としての自覚から︑国家を個人の内面的自由に媒介

利を讃歌した人である︒だが︑こうした実験的・作用的・進化論的

１交際ノ品位段合一進ミテ其全体ヨク安昌幸福ヲ受クルコト︒

２人民各個ノ品位段々進ミテ同ク安昌幸福ヲ受クルコト是ナ

軍備充実・租税増徴・官民調和というスローガンにより︑﹁脱亜諭﹂

による植民地分割への要求として表れてくるのではないだろうか︒

な考え方は︑国家主義的な立場からは︑西洋列強との競争に参加し

維新の意義が︑こうしたナショナリズムに転化していくのは︑単に

ョン﹂とはいえぬといっている︒
また﹁自主自由解﹂では︑

リ︒といい︑たとえ豊かになっても品位が低ければ﹁シビリゼーシ

１自然の自由ｌ生得的なもの

福沢だけでなく︑多くの啓蒙家たちが︑余りにも日用的実学の欠除

の自由についても︑政治上の束縛に対する語としてこのことばをあ

はなるべく小額にして︑むしろ両国民が相和していけるよう配慮す

翁は︑日清戦争終結時︑総理大臣伊藤博文に書状を送り︑賠償金

を伝統のなかに︑見すぎた為ではないかと考える︒

２交際上の自由ｌ良善なる法度の力によりてこれを得るもの

げ︑その前提として︑暴政によらず︑身体︑財産を全うすることを

には︑不可欠の倫理であり︑単に理念としてではなく︑啓蒙し窮行

べきだと述べている︒戦争否定と友愛とは︑翁のような国家主義者

と説き︑﹁法ナキハ自由ナシ﹂としてソクラテスに言及し︑政治上

ス法をあげ︑人民の権利を三綱に分つと説明する︒

治維新後の道徳的混乱のなかで一筋の道を示した西村茂樹翁を現代

それは古いとされた東洋実学の伝統でなければならない︒それが明

ての気塊と実力を備えていた︒だが今日この地点でふり返ること︑

明六社の人たちは︑問題はあるにせよ︑ともかくパイオニアとし

直︑変転した思想ゆえに興味をひく加藤弘之にはふれたかった︒

得ないが﹁江戸川の聖人﹂といわれ﹁西国立志篇﹂を著した中村正

明六社員には︑他にもすぐれた啓蒙家が多い︒紙面がなく言及し

すべき道理であった︒

あげている︒そして︑交際︑政治上の自由を受くる例としてイギリ

２己が意に従う権理︵法にそって︶

１己が身心を保護する
３己が財を守る権理
また政体としては︑君民同治と共和制が民の自由を得べき政体であ
り︑人君独裁と貴族専権は人民の自由のない政体だと記している︒
発し︑現実を改良して歩み続ける︑国家主義者としての道義的な姿

の問題としてとらえることになるからである︒︵特別会員︶

こうした翁の考え方の背後には︑いわゆる和魂洋才的自覚から出

しようとした人の︑息吹きが感じられるのである︒翁とは対照的に

勢が見受けられる︒日本人としての自覚により︑真の国際理解に達
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諸橋轍次先生文化勲章受賞祝賀会一

ＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌＩＩＩ１１ｌｌｌＩＩ

教大国語国文学会長吉田博士の閉会の辞で午後八時四十分散会︒

︵ご肖像写真二面︑手文庫一個︶目録を贈呈諸橋博士のご挨拶︑東京

学徳を称えていた︒附中受業生諸井秩父セメント社長から記念品

会終身会員鈴木一平大修館社長の祝詞は︑何れも皆博士の偉大な

生として鈴木信太郎博士︑木俣修氏の賀歌朗詠︑麓博士の吟詩︑本

本会特別会員高田真治博士の狸詩朗吟︑山岸徳平博士︑附中受業

祝宴に移り︑玉井幸助博士は旧同僚としての逸話を披露︑続いて

斯文会を長の祝辞後最長老の本会顧問宇野哲人博士による乾杯で

学を郡然一体化の空前絶後のものと挨拶︑和歌森博士︑徳川宗敬

大漢和辞典が主なものであるが︑先生の学識は漢宋の学と経史の

林信明博士は今回の受賞は詩経研究︑儒学の目的と宋儒の活動︑

二百六十余名︒東京教大鎌田正博士が司会︒世話人代表の同大小一

午後五時から若渓会館に於て東京教大漢文学会︑同国語国文学会︑

︵文化勲章拝受の日の諸橋先生︶

本会特別会員東京教大名誉教授諸橋轍次博士には︑昭和四十年

！蝋
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斯文会︑東京高師附中受業生の共催で盛大に挙行された︒参会者

謎蒸

文化勲章受賞の栄誉を担われ︑その賀宴が︑去る十一月二十六日

■お

｜諸橋轍次先生御挨拶＃＃＃

今日︑漢文学界の方冬国文学界の方々︑斯文会の方々︑学問

関係としては︑そういう方々がおいでくださいますが︑ちょうど

それが私の子供の時分に学んできた︑その方向の方々のお集まり

いはまた今日お集まりの方灸のような先生︑友人︑あるいはあと

の感慨が︑こういうところにまた自然に集まってきたのか︑ある

になっておりまするのでありまして︑これは自分は︑子供の時分
な会をお催しくださいまして︑ことに最初に宇野先生の乾杯のお

いうふうにしてくださったのか︑なんかそんなような感じがいた

から来てくださった方々︑そういうお集まりの方々が︑私をこう

今回私が叙勲をいただきましたことにつきまして︑かくも盛大

ったお言葉をいただきまして︑実に感激しておる次第でありま

教育方面につきましては︑これも私自身としては師範学校には

しております︒

ことばをいただき︑また数食のかたがたから︑まことにいた承い
す︒厚く御礼申しあげます︒

いりましたので︑学校の先生をやることは当然のことであります

私は︑六十年間教育に従事し︑漢学を通じてやっておったとい

し︑また元来が気のきかない︑早くいえば融通のきかない︑家内

などと言っておりますが︑︵笑︶実際そのとおりで︑役に立つこ

うことは事実であります︒けれども︑それ以外︑実はほとんど何

とをなんにも知らないものでありますから︑ほかの方に進む方法

なぞよく申しますが︑あなたは役に立つことは何にも知らん人だ

というのでありますから︑そこの講義をするならば︑何か新発見

もしておりませんのでございます︒実際におきまして︑大学など

をするとか︑あるいは新研究をするというようなことがなされな

ことに学生の方左には恵まれておりまして︑率直に申しますが︑

はないので︑ただ学校の先生をやっておる︒ところが︑これはま

の講義をしましたが︑大学は学術の瀧奥をきわめるところである

せんので︑まあ学校の先生をやっておる限り︑何か受け持たなけ

の学問のどちらかと申しますれ︑ば︑やはり儒教を主としたものを

の素読を習っておりましたものですから︑自然それをやって︑そ

当から言うと︑教育するためにやっておるとも考えない︒ただ愉

るからやったということも考えたことはない︒そうしてまた︑本

からやっておるという感じは少しも持ったことはない︑義務であ

︵拍手︶これはまことに愉快であったんです︒それで職務である

私の人生で一番楽しかったのは附属中学の先生時代であります︒

ければならんのでありますが︑私自身︑そういう性格ではありま
ればならん︒受け持つとすれば︑子供の時分から︑親し承のあっ

やっていく︒しかもその儒教も︑日本のものがあるべきものだと

際であります︒こういうことでずっとやってきましたので︑学問

快であるからやっておるというようなことであります︒これは実

たものをやるより方法がない︒子供の時分から︑論語や孝経など

にただやってきただけであります︒

いうことを︑子供の時分に習いましたものですから︑そのとおり
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ら計画し︑桑ずから前途を考えて進んできたのではありませんの

の方からいいましても︑また教育の方からいいましても︑みずか

ア︑これはなるほどいいことを言ってくれた︒いままてほんとう

く︒剣道の極意はここだということを書いておる︒そこで︑︿ハ

持たずに︑遭遇するところの境遇にあって︑そうして流れてい

に︑私自身はだいたい﹁流露無碍﹂︑そういうと︑たいへん極意

で︑ただほんとうの自然の流れの中に︑自分が自然にやってきた
だけのことなんであります︒

なってきたのであります︒そのあとにまた説明がついておった︒

初歩の人間に一つ教えることがあるという︒それは大技を覚えよ

をとっているようでありますが︑融通がきかないから︑自然そう

ですね︒その人が著わしている︒これは伊東一刀流の極意を伝え

ということであります︒大きな技︑大技を覚えようということは

二︑三日前に︑ある友だちからヨ刀流の極意﹄という本をち

ておる人らしいんですが︑その人の友人から贈ってきました︒

何かというと︑これはごく簡単なもの︑剣道をやるときには足を

ょうだいしました︒笹森という︑前に大臣をやったことがあるん

五︑六百︒ヘージの本であります︒初めのところを見ていましたと

だけのことなんです︒それ以外のことは考えるなと︑こういって

どういうふうにする︑打つときにはどういう形で打つというそれ

おるんです︒そうして︑これが初歩だと︑つまり︑﹁流露無碍﹂

ころが︑ふっと目についた書かある︒それは徳川家達公の書であ

ということは︑極意でもあるがまた初歩である︒初歩のものは︑

ります︒話はよそにいきますが︑けっしてじょうずな害ではない
が︑さすがにこれは十六代将軍でなければ書けないような書だと

てくれました︒どうもこれはよほどわたくしに教えておるんだ

初歩だけではいくものではないということを︑最後に教えておっ

今日ここに徳川さんおいでになりますが︑徳川さんのご書はよく
ましたところが﹁流露無碍﹂︑流れる露︑露の流るるようにして︑

と︒わたくしは結局︑人生の初歩だけをいままでやってきてお

拝見しませんが︑ほんとうにそういう感じがした︒その文句を見
少しも停滞しないようにという文句︑なかなかおもしろい文句が

る︒これからほんとうのところをやるべきはずであると思う︒

︵拍手︶ところが︑その点はとても自分にはできないわけであり

あるなと︑わたくしの字引にあるかと思って見ましたところが︑

わたくしの今回の受章については︑もちろん大きなこの字引を

ます︒

︵笑︶だんだんそんなことで引きつけられましてその本を読むと

ありますが︑わたくしの力というよりは︑多雲数のかたがたの力で

やったということも︑たぶんお考えくださったことかと思うので

たい私の字引にないようなことばはたいしたことばじゃない︒

ありませんでした︒︵笑︶しかしこれはどういう意味だか︑いっ

もなしに寝ころんで読んでおる︒約半分ぐらい拾い読みでありま
結局﹁流露無碍﹂露が流れてごくやわらかに︑露はご承知のとお

も金のはいらない仕事をやってくださる︒こんなことちょっとで

あります︒鈴木社長が財政的の困難に打ち勝って三十何年も一文

すけれども読んで染た︒そうすると︑一刀流の極意というものは
り水でありますから︑四角でもなし三角でもない︒自分では形を

一
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とにわたくしを直接助けてくださいました︑たとえば近藤正治氏で︑また来るということは︑できずにまいりませんでありました

ぎないことであります︒それに多数の渚君が協力しましたが︑このうち長男︑次男は︑つい一週間ほど前に公用でまいりましたん

それから川又武君︑これがゑな亡くなっております︒これは︑編が︑ただ今日の喜び︑皆さまのご誠意の点は︑長く家族にも伝え
集のほうで助けてくれた人であります︒それから︑印刷のほうでておきたいと思います︒

非常にこれは苦心しまして︑以前は活字でやったんでありますが最後に︑私自身の今後のことでありますが︑実はもうなにかや

これはどうにもならんと思っておったときに︑助けてくださったん年を取って︑これから大いに燕発して︑なぞということは申し

それをやってくれた小林康麿君︑それが全部焼けてしまいましてらなければならんということは考えておりますけれども︑なにぶ

のが石井茂吉君︑これは写真植字の発明者であります︒こういう上げることはできませんので︑ただいままでやってきた︑やはり

ような諸君の手柄であるのであります︒わたくしは実は最初にここれも流るる露︑少しでも従来学びましたものを︑なるべくやさ

の叙勲をいただきましたときに︑自分の実際の力︑自分の実際のしくして︑機会さえあれば大ぜいのかたがたにでもわかるように

成績というものに対しては︑あまりに過大のことで︑ありがたいして︑少しでもお役に立つようにしたいと思います︒先刻お手も

いう感じは︑実のところ︑そんなに起きたことはなかった︒けれ︵乱世に生きる中国人の知恵︶︵講談社現代新書︶これもその一

もったいないという感じは非常に受けましたが︑そううれしいととにさしあげましたのは︑これはほんのつまらない本なんですが

のために喜んでくださる︑こういうかたがおいでになるというこの人々﹂という題目で書いてありますそれと︑いちばんおしまい

ども︑こうして今日皆様のお集まりをいただきまして︑わたくしつなんであります︒これは八章あります︒少くとも第一章﹁中国

しまして︑ほんとうにうれしく︑喜ばしい感じを得ております︒と思います︒︵拍手︶というのは︑中国はけっして戦争しちゃな

とを考えると︑わたくしのために喜んでくださる皆さまの志に対の二︑三ページある結語とこれだけはぜひひとつお読逢願いたい

そうして︑先刻申しました︑亡くなった四君なども同席されたららん国だということ︑こんな国と戦争して︑これほどばからしい

ぱ︑非常に喜んでくださるであろうと︑何ともお礼の申しようのことはないということを書いておるし︑それから︑いちばんおし

さらに︑先刻は結構な目録をいただきまして︑その点も重ねてれはやっぱり手くだなどをやったらば︑日本は負けるにきまって

ないほどありがたく思い︑またうれしく思っております︒まいのところには︑中国人につきあうには︑なんとしたって︑こ

おるから︑真正直にやったらよかろう︒まちがっておるかしらん

なお︑またこどもなどのご招待もいただきましたんでありますけれども︑これだけは︑私の信念でありまして︑そういうことを

お礼を申し上げます︒

が︑実は五人のこどもが︑いま東京に一人もおりませんので︑そ害いております︒今後もそんなことをしていきたいと思っており
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﹄

後健康になることがいちばんと思います︒土屋博士は八十八まで

ます︒なんとしても皆々さまのご好意にお報いする私の道は︑今
す︒︵拍手︶

手︶できたら︑もう少し・：⁝︒今日はまことにありがたく思いま

は大丈夫と言ったけれど︑少し足りないように思︲いますから︵柏

諸橋先生の晴の受賞

報であった︒各紙は皇居での写真とともに大漢和辞典刊行の偉業

恩師諦橋轍次先生の文化勲章受賞は私には何よりもうれしい吉

典︑側文韻府等の大辞典が皆勅命の国費によっての成立と対比し

最大のＮ・Ｅ．︐︵Ｐｚの急両三哩堅︺冒呂︒昌暑︶︑清の康照字

祖父の楽山︑嵐陰義塾主の尊父嵐陰︑叔父の蔵軒︑地方初めての

更に本書は遠く諸橋家学の大磐石の上に現れたものであった︒

本人初の学術奨章を贈られている︒だのに本家本元の日本に於て

田竜︑同じく東大社会学の建部迩吾等の諸先生が輩出して︑越後

尚友塾開設の括遮︑後藤象二郎の大同団結に参じた古注学の従弟

︵本会主事︶

想︑皇道楽土の実現のために末永くご指導を賜らんことを︒

先生には切に健康にご留意の上︑本書究明の主標たる儒教の理

の誉であり︑日本の誇りでもあるのだ︒

宇宙第一等の辞書は実に祖孫三代の集大成だったのである︒家門

下田で﹁訓導様のお家﹂と呼ばれていたのであった︒世紀を飾る

空前絶後の大著に対してどうしてこんなにおくれたのだろうとや

いた︒すでに昭和三十年に紫綬褒章︑三十五年に国民政府から日

て何という崇高善美の結晶であろう︒

後漢の許慎・許神父子二代の説文解字︑九十一年を要した英国

たのであった︒

よって︑皇室国家等の一切の助成に侯つ事なく全十三巻が完成し

茂吉氏︑門人百余名の全身全霊をあげての︑数々の奇跡的協力に

の校正刷を基に再刊を決意︑先生の左開眼︑写真植字発明者石井

卒業後経理にそれぞれ配置︑一家総がかりで戦禍から守った三部

︵鎌田氏並びに斯文会編集係整理︶

』

をたたえ特に朝日の天声人語と読売の編集手帖は全らんを埋めて

渡辺正勇

』

きもきしていた私に友人からおめ出とうとの声をかけられたり︑
編集着手以来三十七年間には国運にも︑先生の身上にも大転換

賀状が舞いこんだりしたのでやや気をよくしていたのであった︒

紙の減配︑有力補助者の死亡等幾多の困苦が統出した︒

が起っていた︒先生は両眼が失明︑奥様の逝去︑全版の戦災︑用
が出版報国の一念に燃える鈴木一平大修館社長︵千葉県木更津
二高を卒業の次男啓介氏を印刷に︑東京商大在学の三男荘夫氏を

市︶は東京慈恵医大卒業まぎわの長男敏夫氏を退学させ社務に︑
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：

◇ブラジルへ移民する子を送って◇

る海がめの数を数える声もはずんで子供た

つづけ︑船を追ういるかの群れや浮いてい

ちははじめて見る世界に驚異の目を輝かせ

思いました︒

しかし幸い外務省はじめ現地の田付大使

ました︒夜空の星座もすっかり変わって南

ピザを拒絶してきたのにはだれもが意外に

のご尽力で七月一日の正午︑七名の許可が

誤電報にびっくり

・ハナマにはいる二日前︑ここに思いがけ

十字星が頭上に見えだしました︒

の手続きをすませて上船すると︑その四十

いことがわれわれを待ち伏せしていました︒

出ましたので徹夜で出発準備をすませ︑二

分後には船は日本をあとに港をすべり出す

っと深い青色になりました︒文筆によくた

．︿ナマが近くなるころ︑海の色がもっとも

日正午横浜の領事館でビザをいただき税関

というあわただしさでした︒おかげで七人

めたい藍︵あい︶の色﹂ということばをふ

てよこされた通信の中にあった﹁ゆかた染

しなまれた故斎藤大使がハワイの海を通っ

は別れの涙もふりしぼるひまさえなく︑日
私ども一行九名は︑三等船室の一角のお

と思い出していたそのとき︑事務長が心配

あてに届いた電報のことで︑ロス駐在のブ

械化が万事そろっているという好条件です︒

ラクター︑発電機そのほか開拓のための機

船は．︿ナマに向け珍しい静けさで航海を

静かに考え静かに眠ることができました︒

た︒南米行きの船客はその夜からはじめて

ったすべての騒音はアメリカで上陸しまし

費の三分の一は電報代にとんてしまいまし

した︒許可されて持って来た五百ドルの旅

．：︒けれどもその夜︑星空に祈りつづけま

まいました︒何事もなかったかのように⁝

私はつとめて冷静に子供たちの前でふる
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本を去ったのでした︒

ロスでは子供たちは船中に残っていました︒

かいこだなのようなベッドを占領しました︒

われ聖ステ︒ハノ球団のコーチだった若林さ

ム一行の上陸を禁止したという知らせを受

ラジル領事が本国政府からサンダースホー

それはロスの大阪商船の代理店から船長

ありげな表情で近寄ってきました︒

ブラジルには迎える土地が待っており︑

んの令息が船中にわざわざたずねて来られ︑

ザをいただくひまもなかったのです︒われ

あわただしい日本出発にアメリカ上陸のビ

そこに送り込むエリザベス・サンダースホ

そのおみやげの大きな大きなアメリカのア

きになって︑六月一日ブラジル政府が入国

ところが七月二日にいよいよ出発というと

け取ったという伝言だったのでした︒

ームの混血青年第一号の七人は承な日本で

でした︒ロス到着の日︑それまで船中にあ

イスクリームに子供たちは目を見はったの

−
」

え︑われわれの耕地にはブルドーザー︑ト

沢田美喜

農業の訓練を身につけていました︒そのう

ビザ釦分前に出る

安住の地への旅

った翌日︑甲板の人のいない所へ子供たち

た・⁝⁝どうしてもいつかは知らいせなく

させないのなら自分のところへ夏休みを過

ク女史でした︒もしブラジル政府が上陸を

私のことを心配してくれたのは︒︿−ル︑ハッ

ごすよう招待しよう︑入国のビザがなくて

てはならない問題です︒とうとう電報を打

を集めて言いました︒

使って船の旅をして帰ったと思えばいいや︒

言って別れたのでしたが︑そのときくらい

は今はもうその心配がなくなったとお礼を

の書類まで持って来てくれたのでした︒私

上陸しなくても︑これだけ長い旅をして見

よい友だちを持った幸福を感じたことはあ

も許可されるようにと︑わざわ︑ざ上院議員

聞を広めたと思えばすばらしい夏休みだっ

りません○一涙が出るのを止められませんで

﹁またおとな電かヘマをしてゴタゴタして

たと思えるし︑昔ママが住んだことのある

した︒

いるのさ︒まあ︑夏休みを少し高い費用を

ブエノスアイレスではラプラタ川にいる．ヘ

騒いだり︑お互いのハンモックをゆすぶっ

結ぶのです︒大喜びしたのば子供たちです︒

たりしているうちに桑んな寝てしまいまし

次の日︑朝九時すぎ︑船はトメァスの船

た︒

付き場に横付けされ︑農場から出迎えに来

ころでわれわれの目ざすコロニーにはいり

た人々とともにさらに一時間余り行ったと

さあこれから彼らの生活が始まるのです︒

ました︒

おそらく彼らがこんなに真刺な顔付きをし

たのは初めてでしょう︒自分の家︑自分の

つねにつままれたような表情でした︒しか

行くことに希望をかけていた子供たちはき

と話したときには︑あれほどブラジルに

一度食べたいと思っていたお魚だし：⁝・﹂

ら釣ろう︒ちょうど生きているうちにもう

の松浦氏に迎えられて小さい組合の船に乗

ベレンに着くと︑伊藤総領事はじめ農場

安住の地に来たことを感じたからでしょう︒

翠なの目が光るのは︑とうとう自分たちの

た︒船はどんどん上流に向かって進みます︒

ところにはいると川の色が土色となりまし

いよいよ船がアマゾンの大西洋にそそぐ

牧場へ本人の希望で行き︑一人は他の日本

五人でした︒残りの一人はアマゾン上流の

ハンモックで一夜

し︑その数時間後に︑あの電報はまちがい

ヘレイという世界一おいしい魚を船の上か

だったとわかってホッとしたとき︑私は力

り移り︑手に荷物を持てるだけ持ってァ↓︑

あの電報のもとになった一三−スが全米に

んどはすばらしいことが待っていました︒

パナマ運河を出たクリストバルの港にこ

の乗客がこのハンモックの上で一夜の夢を

つり並べられました︒なにしろ三十名以上

シャンデリヤかクリスマスツリーのように

その夜の船上には︑ハンモックがまるで

手伝いには二人がすぐ加わりました︒

本の苗の手入れも彼らの仕事です︒建築の

メートルぐらいに育っています︒その四千

一月の末に植えたピメンタの苗はもう一

は働き出しました︒

人の耕地へはいりました︒次の日から彼ら

七人のうち︑この農園に落ち着いたのは

つぎつぎ広がる夢

れていました︒

のだという決心が︑みんなのおもてに表わ

が抜けてそのまま五時間ほど眠り続けてし

ゾンの支流アカラ川を上り出しました︒

土地︑ここで自分たちの一生の基盤を作る

まいました︒

報道されて第一番に秘書を飛行機で送って
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オウムも夜暗︵な︶くサルもみんな友だち

行く人もいます︒森の中にいるキツツキも

を始める者もいる︒原始林に材木を切りに

いる二匹を加えて︑四匹分の豚小屋づくり

一つは︑来年も︑またその次の年にもここ

てゆこうとしているからです︒そしてもう

っかり大地につけて自分の将来を切り開い

がありませんでした︒彼らはここで足をし

きて︑今のような安定した表情を見たこと

私は十八年間彼らといっしょに生活して

とは大きな大きな感謝でした︒

う⁝⁝でも光を前途に承ることができたこ

どってきた道はなんと長かったことでしょ

ウクレレなどにまじる歌声⁝⁝十八年のた

が終わって川で水浴びした彼らのギター︑

たち︑そして元気いっぱいの彼ら・⁝：仕事

長かった惚年の道

になりました︒だれ一人ホＩムシックにな

にやってくるホームの弟たちを迎える準備

二匹の子豚が送られてきました︒前から

らず︑こん虫を集める者︑熱帯魚をつかま

をすることで頭がいっぱいなのです︒

⁝．：緑の密林・⁝：原色のあざやかな野鳥

える者︑釣りに行く者︑カヌーをこぐ者︑

べて次の旅の準備にかかろうとしています︒

みんなが働いたあとのたのし象はいっぱい

ンデスを越えてメキシコのオリンピックに

の目標は働いて四年たったら︑あの山︑ア

だれもが働く喜びを味わいました︒彼ら

って答えました︒

に行く決心をさせたのかと︑彼らは胸を張

彼らに聞きました︒何が君たちをブラジル

させました︒ベレン港上陸のとき移民官が

児の為にホームを開いて少年少女の養育と

昭和二三年大磯の岩崎別荘に占領下の混血

交官夫人として終戦まで殆ど外地で過し︑

生まれ︑元国連大使沢田廉三氏と結婚︑外

沢田さんは三菱本家岩崎久弥氏の長女に

︵日本経済新聞より︶

全リザベス・サンダースホーム理事長︶

行こう⁝⁝それまで働いてピメンタの初収

ヌナナがふんだんに食べられるから．：﹂

あります︒

穫を待とう：⁝・夢はつぎつぎと広がってゆ

就職の世話をされている︒それが世界的に

（30）

この二つの目標は彼らの目に希望を満た

きます︒

認められ︑昭和三五年︑第三回エリザベス

ブラックウェル章︑同四○年一○月︑ロサ

一カ月彼らとともに生活し︑ともに働い

てすっかり慣れるのを見届けて日本に去る

道された︒︶を贈られている︒

︵世界的に権威あるもので当時大食的に報

日︑私は彼らに別離の涙すら見せませんで

：︒﹂

×

﹁また来年︑あとの組をつれてくるから⁝

並んで手を振る彼らをあとに去りました︒

私はなんの不安もなくみんなの中に立ちま
じってひけめすら感じない彼らを思い浮か

×

した︒

ンゼルスの国際孤児財団から世界婦人章

﹁ここでは算数に悩まされないから．⁝：﹂

沢田美喜女史

支会だより

人︵内婦人四人︶の参加︑昨年秋十月二十
九日朝七時総武線旭駅集合︑七時二十三分
発車︑見学の最初は成東︑千葉県選定十二
偉人の一なる歌人伊藤左千夫の旧居︑奇構

今回は︑麦蒔の農繁期なるも︑熱心な参

せり︒

加者を得︑日本弘道会及神明宮の御後援︑

加るに誹師諸先生奉仕の御尽力︑合せて深

べて規律のもとに︑へだてなく︑心身を緊

く感謝する次第︒講師︑受講者起居動作総

張させ︑殊に︑天照皇大神の神霊鎮まりま

さき

不動堂︑次に一の宮に至り神武天皇御生母
明院︑次勝浦にて猿の放飼で名高い猿ヶ城

第四回麻績青年部研修会の記

を祁る旧国幣格の玉前神社及天台の古剰観
安房伊勢宮は︑峻険諾冊山の麓︑荒波よ

この催の一大特徴というべきものとす︒受

す清浄の地に︑講演を拝聴する研修会は︑

講者により︑地域青少年啓発指導に努めら

更に小湊誕生寺宝物殿見学︒夕刻五時天津

れんことと︑併せて講師受講者共々に御健

せる太平洋を前にした承勝地Ｅ国鉄沿線見

移る︒七時開講挨拶︑青年部会長石橋香峰︑

の宿舎につく︒入浴夕食を終り研修講演に
続いて講師の日本弘道会渡辺主事の教育勅

す︒︵石橘香峰報︶

勝ならんことを念じ︑研修会顛末の記とな

講話を拝聴︑八時朝食︑直ちに清澄山に登

した︒朝拝を了し︑七時︑岡野宮司殿の御

報告︑更に二月四日東京芝公園日本女子会

藤太郎の開会挨拶あり︑石橋理事より会務

郎︑島田誠寿各評議員出席︑副支会長内山

原秀夫︑宮崎清徳︑五十嵐丑松︑飯田寅次

lOLノ

学に兼ねての一泊二日の催︒講師とも十七

語︑東部支会内山副会長両先生の御講演︑

る︒初めての方には珍らしい事のみ︑天然

催し高木豊蔵︑鈴木新司︑永嶋良治︑菅佐

返り寒の強い二月六日︑小見︑大平に開

東部支会の役員会

九時消燈就寝︒

十Ⅱ三十Ⅱ︑引続き好天気︑六時起床︑

整頓清掃洗顔後︑六時三十分伊勢宮大拝殿
に一同外殿︑太々神楽を奉奏︑渡辺主事︑

石橋会長それぞれ玉串を献じ︑一同も御神

記念物の大杉︑壮大な食堂︑怖脈の景勝︑

一周忌追憶会状況を述べ︑協議に入る︒春

館に︑日本弘道会前副会長下村寿一先生の

酒︑神峨を享け︑聖域に過す厳粛さに感銘

更に小湊に引き返し名勝鯛ノ浦を見学︑御

季総会を万歳地区に開催︑支会役員二十年

宿に至り北条時頼の旧蹟を訪ね︑午後五時
八分︑予定通り旭駅に帰着︑悲がなく解散

／ の 1 ，

I

にて辞任の菅谷敏夫に感謝状贈呈︑婦人部
結成の計画︑欠員監事に永嶋良治を選任委
し散会せり︒︵東部支会報︶

嘱︑会費改一訂等を協議し︑午餐を共に懇談

ぶ迄を︑亦漢訳の字数一九三は即ち育期と
人間は一皮むけば皆同じ相互理解し睦卑

か︒

くらさん︵人間尊重︶

人生は腹八分目と知りながら分度守れぬ

珍らしく連日高温続きの天気も逆転し︑

更に渡辺正勇先生一時間熱演あり︒教育勅

披露され︑興味深き講演一時開半に及ぶ︒

己のはかなさ︵持己︶等女の自詠の和歌を

冷静に読書塔みかひもなく未だ覚れぬ自

われぞ恥かし︵恭倹︶

寒冷となり午後は氷雨に変り︑帰路は皆迷

東部支会春季総会の記

惑であった三月六日の日曜︒天保水滞伝で

先生と伊藤博文公のことや︑曾って日本が

語の偉大なる功績を説かれ︑会祖西村茂樹

の真理の為めにして︑隣国支那は︑日本式

世界列国驚異の的となったのは︑教育勅語

知られた︑親分繁蔵の配下の角力名﹃勢
総会を開く︒

力﹄柴田富五郎の生地︑干潟町万歳に春の
会場小学校予定の処︑急に東公民館に変

し︑亦多くの留学生を日本に送り︑日本の

教育導入の為め︑多くの日本人教師を招膳
教育制度を取り入れた実例︒英国も亦︑英

更し︑午前十一時楼上会議室に於て開会︒

報告︒次で感謝状贈呈︑婦人部結成︑会員

語訳の勅語を重視したと述べられ︑関心を
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石

石

渡

菅

緑

西

支会長伊藤武の挨拶︑理事石橋香峰の会務
倍加運動︑会費増額︑補欠監事等を協議決

千葉鶴岡正之渡辺正勇

県名入会者紹介者

昭和四十年八月以降

新入会員芳名

り︒︵東部支会報︶

大いに高め午後四時半︑拍手裡に閉会せ

講演会は午後二時︒評議員鈴木新司開会

定︒監事に永嶋良治を承認委嘱す︒

の挨拶後︑先づ支会長より︑長年評議員た
りし菅谷敏夫殿の功績に対し︑感謝状と記
念品を贈呈︒続て石井信先生には︑二宮尊
及び教育勅語の﹁樹徳﹂より﹁一徳﹂に結

徳の報徳訓を中心に︑その後段の﹁報徳﹂

宮 東 千 東 千 神
〃 ク ク ク 〃 〃 奈 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ク ク ク ク ク ク
崎 京 葉 京 葉 川

富村翠西西田緑篠片森斎小稲野田平藤芦土林林林野宮林
高 田 川 村 村 辺 川 崎 岡 川 藤 番 葉 平 野 沢 田 屋 沢 崎
嘉
善
憲久一幸英勇修和卯佐隆良さよつと兵広大み愛秀
晃郎義雄二吉司義由重之助一子たれねし衛茂幹つ勉子雄

条〃〃〃,付〃〃〃〃川谷辺ククククク〃〃〃橋〃〃〃僑

秀
四
敏
正
香
香
美 郎 郎 夫 勇 峰 峰

幸

今云︲生国

編集後記
風薫る五月︑新緑の天地︑空に踊る鯉の
ぼり︑五色の吹流し︑矢車の音︑凡てが希
望にもえる快適の季節である︒雄飛する男
児の幸先を祝う子供の日が五月五日の端午
の節句︒勇壮︑優雅︑創造︑夢幻の童心ゆ
たかな私たちの祖先の英知は流石だとつく
それにしても天真︑らんまん神の如き子

︐人︑思うのである︒

宝をすぐノ１０とすこやかに育てて行くには

に発展させたいものである︒

どうしたらよかろうかと多年この道にご糖
進の大橘︑菊地両氏からその一端をよせて
頂いた︒更にこうして関屋氏の総家族会議
天野博士の教育者︑諸橘博士の育英細粁
武井氏の西村会祖の多面に亘る足跡︑戦争
の落し子で肉親の愛に飢えている全く独り
ぼっちの混血の孤児をしつけいたわり︑は
るばる遠く南米の奥地にまで青い鳥を探し
求めて︑遂に悲願成就の喜びに咽ぶ沢田さ
んの観音行等はそれ人︑立場は異っても透
徹した人生観に立って国家社会に寄与した
尊い金字塔なのであ︽る︒皆青少年を故郷
し︑人生航路の指針とすべきもの︒
あらとふと青葉若葉の日の光
万緑千紅の別世界の裡各位には切にご健
勝の程を祈上ます︒︵編︶
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昭和四十一年五月一日発行

昭和四十一年四月二十五日印刷
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Ｉ
日本弘道会第六十四回定期総会
一日時昭和四十一年
五月二十九日︵日︶

評議員会午前十時
︵寿昌祝賀︶

総会午前十一時三十分
｜場所千代田区西神田二ノー
本館会議室霊謹譲錘一蕊鴇迦

一議題昭和四十年度決算
昭和四十一年度予算
昭和四十年度事業報告
役員改選

昭和四十一年度事業計画
其の他

昼食懇談
会祖法要午後二時

文京区千駄木養源寺
右の通り開催︵会費不要︶致しますので
お繰合せの上ご参会の程願上げます︒

冊

Q角

を取り上げ︑ユーラシア文化

世界史の盲点と未開拓の分野

既
刊全

本文九ポイント一段組
以下毎月一冊ずつ続刊

口絵・図版・地図等挿入

四六判／上製ケース入

上

史像を描く画期的な歴史選書

ｌラシ
文化史選書

蝋

１１

価七六○円箸︒日本近代化を考える上にも貴重な示唆を与える︒

④新刊かに復雑・特殊な発展を示したかを︑見事に解明した好

進地域︑東・中欧において﹁自由﹂と﹁民族﹂の問題がい

矢田俊隆箸十八世紀から第一次大戦に至る時期に︑ヨーロッパの後

近
③既刊族︒帝政ロシアを主軸として展開する近世シルクⅡロー

宝石と絹と毛皮をめぐって活躍するロシア商人と草原民

佐口透箸中央アジア草原とインドとをねらう鋭いモスクワの眼︒

口
価七○○円ド隊商貿易および東西交渉史をダイナミックに描く︒

朝ムガル帝国︒本害はムガルの統治体制と民衆生活の実

石田保昭著三世紀にわたってインドを支配したイスラームの征服王

②既刊体を追求して︑インド史におけるその位置を明らかにす
価六五○円るとともに︑後進国インドの由来を探ろうとした好著︒

シオドスの作品を通して︑当時のポリス社会の現実を探

①既刊り︑古典ギリシアの栄光を生匁出した基盤を追求・解明

価六八○円しつつ︑明暗諸相を見事に描き出した社会史的考察の番︒

１１Ｉ

近刊Ｉアジアの歴史と歴史家増井経夫著

■ユーラシア文化史選書／続刊書目

ユーラシア考古学：︒：．⁝︵交渉中︶

宋代の経済生活⁝・⁝：：・河上光一
中国民衆と秘密結社．：：・酒井忠夫

西域の美術・・・：⁝⁝⁝⁝．︵交渉中︶

太平天国：．⁝：⁝⁝：：．：小島晋治

天山ウィグル王国．：⁝：・山田信夫

遊牧騎馬民帝国：⁝．：⁝・護雅夫

チンギス汗帝国⁝：⁝⁝・村上正二
マラッカ王国⁝：⁝⁝：：和田久徳

オリエント︵題未定︶：：：⁝板倉勝正

アラビア人の通商活動・・前嶋信次
オスマンートルコ史論⁝三橋富治男

十五世紀の東地中海：．．：渡辺金一

口Ｉマ帝国論⁝⁝⁝：⁝・弓削達

森田鉄郎

ルネサンス期のイタリア社会・⁝：・・・

ドイツの近代化：⁝⁝⁝・橡川一朗

帝政ロシアの農民生活⁝阿部重雄

金沢誠

フランス古典主義の世界・・⁝⁝⁝⁝．

ポルトガルとアジア・⁝：赤井彰

三好洋子

イングランド王国の成立；：：︒：⁝⁝

第二次世界戦争史序説：・山上正太郎

︲ Ｉ１ １

振替口座東京二四四番辞

鍔諦縦鍵鎚
太田秀通著労働の尊さを讃え︑現実生活の苦悩を歌った農民詩人へ

ギリシア世界の蕊明
冊冊

ムガル帝国
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