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健康なからだに健康な心を

家運は書棚から

野口明

読書週間と行事にちなんで寸感を述べる︒

若し単的に近代人の資格を挙げよと云はれるならば︑私は読書︑スポ
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体育の重要性⁝：⁝⁝：⁝：．：平塚益徳．：③

ーツ︑芸術の三者を数える︒若しそれを一つに絞れと求められるならば
私は踊蹄なく読書を挙げる︒読書こそ教養ある近代人の資格であり誇り

体育の日に健康の反省⁝⁝⁝大塚正八郎：．⑥
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古典を坐右に⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝新美忠之⁝⑳

子供たちのための読書指導⁝湯浅晃一⁝⑲

戸田校見学記：．：：：．：⁝⁝大沢水紀雄⁝⑯

体操で町づくり三十年の

故西村勝三翁の横顔⁝⁝⁝：由村寿⁝⑫

道徳復興運動第一話．：：：：木下広届⁝⑩

である︒

今日マスコミの発達で︑書物を通さなくとも︑豊富な知識を吸収でき
の感激と利益とは︑到底マスコミの及ぶところではない︒将来と雌も読

るし︑大に吸収すべきである︒然し古今東西の名著良書を静かに読む時
書の意義は少しも減じないであろう︒

私は嘗て教師をしたので︑多くの生徒を持って居り︑それらの家庭に
招かれることも時々ある︒すでに大学を出て十年以上の年輩故︑それぞ
れ立派な家庭を持っている︒先づ感心することは家庭器具の整備で︑冷
蔵庫︑洗濯機は無論のことステレオ︑自家用車まで珍しくない︒

の一種︑内外の古典のいくらか︑新刊書の少し位欲しいことだ︒それに

本会創立九十周年記念式案内⁝⁝⁝⁝⁝⁝⑫

然し淋しいことがないわけではない︒それは書棚に︑せめて百科辞典

こういう家庭に行くと︑亭主も妻君も子供迄立派に見える︒それは多分

編集後記

会員だより⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝：伊藤正男：．⑫

文学美術︑スポーツ等の趣味的なものが加われば先づ及第である︒時々
私の友人や後輩で︑書物を愛し読書の習慣を身につけた人々が︑多くは
大成した事実を知っているからであろう︒﹁家運は書棚から﹂というの
が︑私の貧しい経験から生まれた生活観の一つである︒︵本会副会長︶
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次

体育の重要性
ｌ体育の日によせてＩ

平塚益徳
ざるを得ない︒

せた体育がもっと一般的に︑尊重さるべきだと心から思わ

の教育が︑単なる娯楽でなく︑精神的な意味を十分にもた

べきものである︒私は︑私自身の体験を反省しても︑現代
ら要望がしきりに寄せられてくる︒日く美術︑日く農業︑

一一

教育課程零議会に関係している昨今︑いろいろの方面か

しが特に共感を禁じ得ないのは︑武道の振興を含めて体育

等々・それ自身一々尤もなものが多い︒それらの中でわた

弱く︑消化不良の現象をよくひきおこしていた︒今日とは

小学校時代︑私は身体が弱い子供であった︒特に胃腸が

﹁健全な精神は健全な身体に宿る﹂とは︑古代ローマの

心配して二つの方策をたててくれたのである︒その一つは

違った意味で教育熱心だった私の両親は︑特に私の身体を

を重視せよという要請である︒

国民的合言葉であるが︑体育はひとり身体の健康強壮を目

づけ︑農場で子供なりに力仕事を手伝わせることであり︑

夏休みに千葉県下の父の友人の経営する大農場に身柄をあ

格言であると共に︑紳士道を高く掲げたイギリスにおける
的とするばかりでなく︑実に旺盛な精神力の基盤として重

しつらえ︑木剣を振らせ︑剣道の基礎的な訓練をつませた

もう一つは︑必ずしも広いわけではなかった庭先に立木を

要視しなければならないものなのである︒この場合の体育
は︑ひとり学校内の学科課程のわく外で処理すべき性質の

ことである︒

ものでなく︑われわれの日常生活︑いうなれば四六時中︑

その機会が提供され︑何らかの形でその組織化がはからる

（2）

大きな影響を与えた︒小学校時代︑毎年のように夏の大部

千葉県下佐原在の大農場での夏休桑の生活は私の一生に

れた免許状を信用して︑ハーバード大学までドライブを兼

ンビア大学で親しくなった一自然科学者に誘われて︑同氏

いう充実した生活を送っていた︒ところである日同じ．唾

ねた小旅行の行を共にした︒出発に際して他の友人たちの

が購入された自家用車でこれまた同氏がアメリカで獲得さ

中には︑アメリカのハイウェイは危険であるからと︑好意

分を牛の世話︑鶏の世話︑さては豚の世話まで喜んで引き
満喫させられ︑中学時代︑将来農学部に入ろうと思ったこ

的に中止を勧めてくれた人もあったが︑私はむしろ車の持

受けた私は︑自然を愛し︑特に生きものを可愛がる喜びを

する性分をうえつけられたのであった︒

に︑疲労の度が高く︑遂に有名なコッド岬の近くの三叉路

然し︑慎重な運転には相違なかったが︑悲しむべきこと

れるに相違ないと独り決めしていたのである︒

主且つ運転者が初心者であるから︑十分慎重に運転してく

とさえあった︒そして今Ⅱでも人一倍︑生きものを大事に
以上は必ずしも体育と直接な関係はないが︑庭先で木剣
上級生から私を剣道部の豆選手に仕立てた︒大正の初期︑

を振り上げて︑剣道の型を覚えたことは︑やがて小学校の
第一次世界大戦直後わが国には︑いわゆる大正デモクラシ

のところでハンドルを切違えて立木に正面衝突し︑自動車

こうした事故に遭遇して︑助手席にいた私は︑前面の厚

そのものを大破してしまったのである︒

いガラスに頭を激突させ︑一時人事不省に陥ってしまった︒

ーの波がさかまいていたが︑小学校の段階でも立派に剣道
く行なわれていた︒従って私の剣道の歴史け古く︑中学時

部があって︑上級では学年別︑学級別の対抗試合などがよ
代に段位を授けられ︑高等学校では正式に︑一時ではあっ

併し幸いにも︑第二の激突のショックで目を覚まし︑その

した自動車の︑フロント・ガラスにすっぽり頭大の大穴を

ができるようになったが︑使いものにならなくなる位大破

後約二週間︑絶対安静の末︑漸くベッドを少し離れること

たが︑剣道部員の末席を汚していた︒

何故私がこのような私事を筆にするかというと︑これに
は可成り重要な理由があるからである︒

とが稀有のこととして評判になり︑何故助かったかが問題

あけ︑しかも即死しないで︑とにかく一命を取り止めたこ

になったのである︒そしてその答は︑わざわざ自動車の破

それは一九五五年十月下旬のことであった︒当時私はフ
カの道徳教育︑特に宗教教育について研究すると共に︑日

損の程度を調べに行って下さった一東大教授によって︑私

ルブライトの交換教授として︑アメリカに招かれ︑アメリ
本の教育の発達についてアメリカの諸大学で講義をすると
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は︑剣道か柔道か︑その何れかを相当身につけているに相
違ないと断定されたのであった︒

私は柔・剣道のもつ身心鍛練の教育的な意義の高いこと

ておきたいのはスポーツの一般にもつ教育的な意義につい

を深く認識しているつもりであるが︑この他に是非一言し

てである︒この場合︑イギリスでの在り方が大いに参考に

実のところ︑ああした大事故の場合︑助手席にいる者は
十中︑八︑九までは︑ガラスの中に頭をそのまま突込んで

なると思われる︒

に︑スポーツマンは規則を守る人である︒およそルールの

ルマンと同義語に受けとられている︒何故であるか︒第一

周知のように︑イギリスでは︑スポーツマンはジェント

頚動脈を切り︑即死してしまうのだという︒現にわれわれ
が失敗した魔の箇所は自動車事故が頻発するところであっ

員ノ ○

て︑犠牲者が少なからず︑それまでにも出ていたのだとい

ス人は︑法を守る国民として世界的に著名であるが︑卑近

定めた規則にあくまで忠実な人々なのである︒事実イギリ

な日常生活から︑国家︑社会の全分野にわたる諸活勤にわ

無いスポーツがあり得ない以上︑スポーツマンこそは一度

場合︑直ちにおこしうるということは運動神経の練磨の効

たって︑法をよく守る点で世界的に名高い︒イギリスで長

咽瑳の場合︑いわば反射的に身を引くことのできるのは

果に違いないのである︒幸いにも私は︑少年時代から身体

く続いた統制経済中︑それを破った者が極めて少なかった

反射運動のおかげであるが︑そうした動作を︑突発事故の

した私を護ってくれる力となったことを知らされて︑感慨

を強める目的で若干修練した剣道が︑この一大危機に直面

個人が最善をつくすことである︒この場合忍耐︑勇気︑敏

スポーツマンのもつ特性の第二は︑一定のルールの下︑

ことは今日でも語り草である︒

・剣道の正課復活論者の急先鋒になるであろうと噂された

無量であった︒当時一三−ヨークの邦人の間では︑私が柔
くらいである︒

のである︒興味深いことは︑イギリス人の愛好するスポー

活︑犠牲といった︑いわゆる男性的美徳が十分発揮される

ツは︑選手の交替が許されず︑一度競技に入った者は︑多

とにかく私は剣道で一大危機から救われたのであった︒

少傷つこうが︑味方にマイナスにならぬ限り︑最後まで奮

而してここで強調させていただきたいことは︑剣道を修め
っただけでなく︑この他に無形の恩恵をいかに多く与えら

たことによって私は︑このような有形の恩恵を直接的に蒙

る人である︒

闘するのである︒この点でスポーツマンは︑頼み甲斐のあ
四

れているかは数的に現わしえない位である︒
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ではないことである︒彼等はいわゆるスタンド・プレーを

第三は︑スポーツマンの力闘は決して個人的栄誉のため

心から祈念してやまないものである︒

のまま新しい体育尊重の国民的風土として定着することを

大の声援と感謝とを献げた正しい愛国の精神の発露が︑そ

︵特別会員︑文博︑国立教育研究所長︶

極度に卑める︒全体のよき一員としてこそ︑彼等はそれぞ
れ最善をつくすのである︒かくして彼らは益々一緒に仕事
最後に︑スポーツマンは︑勝敗が決せられた場合︑勝っ

ができる人として尊重されるわけである︒

泊翁先生遺詠集より

一一

、

ておごることなく︑負けて自らを卑めない︒否むしろ勝っ

上ヶ潮早き夕風に昔の事を偲ぱる上

竜の都に入り給ふ波のうたかたあな哀れ

栄枯盛衰小車の廻るは早き世なりけり

番

、

長門の海班の洲とはこく︽かとよ

ﾉ

身の果いづく陸奥の怨はふかし衣川

労

､

壇

た相手を尊敬し︑それを祝福しうる度量をもつ人である︒

イギリスでこれを﹁ファイン・ルーザー﹂という︒立派な
つ宏量の大精神を見出しうるのである︒

敗者という意味である︒ここにわれわれスポーツマンのも
いうまでもなく︑こうした諸特性は︑スポーツの目的と
いうよりもむしろ自然的な結果と象なすべきであろう︒ス
ことであろう︒しかしその楽しみは︑決して外形的な享楽

ポーツのもつ第一の性格は︑それ自身の中に楽しゑがある
ではなく︑ある場合には︑刻苦勉励という面をも内包する

汁

ものである︒ここに次元の高い意味での修練の意義が自ら

碁

わたくしは︑国民をあげて体育の重要性が強く認識され
￥鋤

器

生ずるわけである︒

だした最近のわが国の傾向を大いに力づよく思っている︒

特に過般のオリンピックにおいて示し得た︑よきスポーツ
愛好の精神︑相手に対してその美技に心からなる拍手を送
った国民的度量︑同時にわが国の選手の活躍にこれまた娘
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体育の日の健康の反省を

大塚正八郎

ない筈です︒またそうかと言って︑無関心の裡に休皐を有

しかし︑体育の日は単に体育・運動関係者だけの日では

難がるだけで無為に過すことも人生の無駄だと思います︒

はじめに
これは︑秋冷の候に大いに体育・運動に親しんで貰いた

その反面︑オリンピックの時でさえ我不関駕をきめこん

ものを見詰め︑人を考究する学問を人間学といいますが︑

体操とも似而非なるものです︒広く深く人︵ヒト︶という

のですが︑元来は教科の名前から出発したものです︒昔の

体育という言葉は終戦後広く用いられるようになったも

体育とは

てゑたいと思います︒

次に︑日頃考えていることを体育の日に因んでお話しし

保健体育に関係ある者の一人として私は考えます︒

体育のＨを健康反省の日にｉ是非そうして戴きたいと

いでしょうか︒

一体︑私共はこの体育の日に何を考え︑何を試みたら良

十月十日が今年から﹁体育の日﹂ときまりました︒

い意向でもあろうし︑東京オリンピックを記念したのかも
知れません︒或は毎月一回休日設定の線に沿って考えられ
地方によっては︑華をしく体育行事を開催する所もあり

たことも想像されます︒

ましょうし︑体育功労者や記録更新の選手達を表彰する所
もあるでしょう︒また︑体育・運動の啓蒙に力を注ぐ所も
あると思います︒そして体・育関係の人々は多忙を極めてこ

だ人も多かったことから考えて︑体育の日にも無関心を装

の日を送るに違いありません︒

う人が案外あるかも知れません︒
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人のからだや心の異常や障害を取除き治療する分野が臨

康という言葉には何時の間にかこつの一三アンスが秘めら

によって絶えず変動してやまなかったわけです︒そして健

ヒポクラテスの時代から現代に到るまで︑時の流れと民族

床医学︑からだの機能・椛造の研究をする分野が基礎医学

いった場合の広い意味の健康と﹁私は健康です﹂といった

れてきたようです︒﹁あなたの健康状態はどうですか﹂と

人間学を次のように大別することができます︒

病気を未然に防止するための研究分野が予防医学であり︑

人生における創造豊かに実り多き幸わせな身心の状態﹂と

・科学を背景として種々なされていますが︑﹁健康とは︑

現在ＷＨＯを始め︑健康への定義が︑現今の思想︑倫理

時の狭い意味の健康がそれです︒

公衆を対象とするものが公衆衛生学︑そして基礎医学︑予
防医学を基盤として人の健康の保持増進をはかる応用領域
が保健学であり︑人の健康を増進︑体力の充実︑機能の向
つまり体育は︑人の健康・体力・機能を離れて論ずるこ

にからだも心も発育・発達をし︑体力・機能・思考力も欠

文学的・抽象的に私共は解釈しています︒一方︑年令相応

上をはかる分野が体育学ということになります︒

うものです︒昔の体操・武道などは︑体育の実技部門の一

けることがなく︑食欲・便通に滞りもなく︑性欲も正常で

円滑な私的・社会的生活を送れることが︑健康の具体的な

健康は万人の斉しく望むべきものであり︑それに対する

解釈と言えるかも知れません︒

りたい︑もっと健康を高めたい︑こういう願いを実現する

努力を惜しむ人もありません︒健康になりたい︑健康であ

健はそのための行為である﹂として大過ないと思いますＯ

ょう︒いうなれば﹁健康は望ましい身心の状態であり︑保

ために行なう活動が﹁保健﹂であるということができまし

大体短かい言葉で定義づけることが無理ですが﹁健康﹂

しかし︑健康といい保健といっても︑私達はその一面的

L J ノ

とはできない分野で︑理論と共に体技︵運動実技︶を伴な
部に含まれるわけです︒

体育の持つ内容と目的がこのようである以上︑私共は体
育の日こそ改めて自己の健康というものを体力・機能を通
じて反省すべきではないかと考えます︒

健康と保健
健康と保健とは隈々同義語の如く用いられ︑同一視して

とは新生と廃棄の限りない新陳代謝の連続である有機体の

な概念を持つだけで︑全てを解明することは至難の業と思

も支障は殆んどないのですが一応私見を述べてみます︒

・哲学を背景とした生に対する理念の現われであり︑生活

います︒健康というものは各人の小さな主観に左右されて

生活々動の一断面を示す言葉であるとともに︑時代の倫理
活動の状態を指すものです︒その為︑健康観というものは

／ ワ 、

内容を求めなければならないからです︒そこに人間学の存

はならないし︑時代を背景として先人の研鎮の上に立って

い体力の持主ではありません︒特殊運動能力の持主という

作っても︑間もなく呼吸器疾患などで倒れるようなのは良

在理由もあるわけで︑色々な角度から︑色々な学問領域か

ぬところです︒

そこで私共としては自己の体力を常に反省し︑それに相

べきで︑こういう人もいいのでしょうが︑日く吾人のとら

しかし理論は理論として︑そういうものが健康というも

ら解明への努力が続けられているわけです︒

のであるならば︑私共は何とかして健康の確立を目指して

ればなりません︒

応しい運動なり︑作業の種目・程度などをきめていかなけ

身体の錬成

保健活動を推進させなければなりません︒
それには先づ体力と機能の充実に力を注ぐのが大切です︒

私共が何か事を志すに当って先づ問題になるのは体力で

う︒そうはいっても過保護的な甘やかし方では錬成になり

的な過要求は特定のスポーツマン以外は避けるべきでしょ

体力にあった運動でからだを鍛えるといっても精神主義

す︒ただ運動・競技に限らず文化的活動にも体力を必要と

ませんがｌ私共はこの意味で次のように蓮動を大別して

体力の理解

することは周知のことでしょう︒旨⑦旨い段５Ｆ８号○月

考えています︒

言もこれを称えているのかも知れません︒

錬成運動は各種競技の選手達や青少年の鍛錬を目的とし

運動一儲︾唖︽眺雑錯岬︾︾銅

蛎豊５健全なからだと健全な心をｌというそヘナリスの
私共は体力を次のように考えています︒
︑基礎体力︵身長・体重などの体型︶
体力ｌ身体機能︵握力・肺活量などの基礎能力︶
／運動能力︵走・跳・投などの応用技量︶

のです︒保健運勤は職場体操のような疲労を早く回復させ

た体力強化・健康増進の運動で﹁根性作り﹂にも役立つも

に役立つ後療養の運動です︒レクリテーーション運動はフォ

る運動や四肢不自由や病後の回復期にある人達の機能回復

つまり︑人としての生活行動に必要な身体能力の総合さ
れたものが﹁体力﹂であるという考えです︒単にからだが

の運動です︒

ークダンス︑ハイキングなど﹁からだ作り﹂﹁気分転換﹂

大きいとか︑力があるとか︑駈足や泳ぎがうまいというこ
しい状態が良い体力というわけです︒仮令競技に新記録を

とではありません︒体格も能力も年令・性・環境にふさわ
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なります︒運動の方法・強度によっての分類だからです︒

同じバスケットボールも︑選手なら錬成運動︑会社の昼

したい︑それには体育の日など思いを到すのにはもってこ

も等閑になりかねません︒何かのチャンスを掴んで反省を

ければなりませんが︑多忙な現在ではややもすれば両方と

いの日ではないでしょうか︒

休みならレクリエーション運動︑傷疾の人には保健運動と
自分は健康の維持に体力の向上にどんな運動をどのよう

おわりに

言う人がいます︒知育偏重の弊害に感染した人の言葉で全

運動ばかり出来て成績の悪い奴は人間の屑だなどとよく

にしたら良いか︑体育の日に考えてみるのも良いでしょう︒

手足の動く限り︑高令でも棒上にあっても︑機能障害者
従来運動どころか歩行にも苦しゑを訴えた月経困難症の

や運動を禁止されている人以外誰でも運動は出来る筈です︒

い人は一人もいないのです︒白痴・愚鈍の人には正しく連

運動能力があり︑身体機能が勝れ︑健康な人に頭脳の悪

くの間違いです︒

力回復を早めたり︑高令者が機能回復体操で腰痛症が癒っ

動はできません︒小学校の低学年や幼稚園の児童をみても

によって培かわれた脳細胞とは性質が異なるため︑両方を

′Q，

人でも生理体操によって回復したり︑産婦が産梶体操で体

は運動が何よりだと思います︒

たなど︑身体の錬成と迄いかないでも︑体力の回復増強に

色為なことを述べてきましたが︑体力・機能というもの

訓練してスポーツも学識も超一流というわけにはいかない

しょう︒しかし︑思索によって訓練される脳細胞と︑運動

運動の勝れている子は皆朗らかで成績の良い子供ばかりで

の内容をよく弁えて︑それを通じて自己の健康というもの

健康の反省

を反省したいということを述べてきた次第です︒

運動をすると頭が悪くなるなどという間違った考えを持

のです︒両方とも一流の域までは勿論達する筈ですＯ

っている方はすぐそれを捨て元気に運動をして戴きたい︒

健康を反省するには︑定期健康診断や︑成人病を中心と
した人間ドックなど無自覚性の裡に病気を早期発見し︑早

とに角︑忘れがちな健康というものを︑こうした記念の

体育の日は︑そういう日でもあるのですから︒

日を機会にまた反省し︑より健康に︑より強い体力を作っ

期治療をするとか︑あるいは診断によって健康の程度を再
のと︑本論の主旨のように運動によって体力・機能を高め

認識するというように健康診断によって状態を反省するも

︵東京教育大学教授︑慈恵医大誰師︒医学博士︶

て人生を大股に歩みたいと思います︒

どちらが勝れているかというのではなく︑両方をやらな

健康を維持しながら健康を反省するものと二つがあります︒

ミ リ ノ

道徳復興運動
第一話・乞食の中共寺まいり

そうだ︒新聞を見ていると︑六人が

ただ中共に旅行する︑ということだ

けしか分らない︒ところが︑玄人筋

では︑これで一億円はかたい︑とふ

んでいる︒実はもっと多額だろう︒

自民党の議員も︑よく中共寺まい

りに出かけたものだ︒帰って来た時

に話をきくと︑﹁何しろ︑この旅行

憾金がいらないのでｌ﹂とごまか
弘道会も九十周年を迎えたが︑会

庁や裁判所でもないのに︑他人を犯

験から伺いたい﹂といったら︑検察

どう思いますか︒﹁造船疑獄の御経

方から大変おこられたそうだＯ﹁出

千万円のおゑやげを辞退したら︑先

木下広居
祖をして今日あらしめば︑何といわ

したものを受け取らぬは︑礼儀に反

せた﹂とか︒﹁日本人では初めて﹂

ある硬骨をもって鳴る記者が︑一

れるだろうか︒まず︑最も憤慨にた

ッたそうだ︒そして﹁自民党では総

罪人にすることはできない︑とドナ

している︒

えないことから話すことにする︒

する﹂とか︑﹁出した者に恥をかか

民信なくんぱ立たず︒人民に信頼

と︑首相は﹁どこやらの党でも︑委

裁選挙に大金が動くそうで﹂という

﹁隣の大国を知らず︑交際しないこ

老が中共寺まいりから帰って来て︑

八十何才になる中国通の自民党長

とか︒

されなくなったら政治家も︑おしま

員長の改選に金集めをしておられる

い︒それも︑あんまりひどいので︑

あきれはてて︑新聞も本当のことは

ではないか﹂と反撃していた︒

めに憲法改正をする人たちとは全く

とは︑まちがいです︒再軍備するた

意見がちがう︒保守第二党を作らね

行なわれる社会党の委員長改選に際
して︑中共に金をねだりに行くのだ

員が中共寺まいりに出かけた︒近く

はたして︑社会党左派の六人の議

書かなくなった︒暴露記事を書くと
青少年をガッカリさせて気の毒︒国
過日は国会で︑社会党の議員が佐

辱にもなるからだそうだ︒
藤首相に︑小林議員の不正行為を︑
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ぱならん﹂といった︒﹁中共には泥
国一記念日も選挙制度も米価も︒

事なことは国会外の審議まかせ︒建

て︑演説することもなし︒何でも大

いながら︑大金が政界に流出する源

正しい﹂﹁金のかからぬ﹂選挙とい

﹁政治家に大金を出す会社は︑共産

どこまで政界は腐敗して行くか︒

を急速に採用せよ︒

をふさごうとしない︒抜本塞源の策

いうのが昔から政治の理想です﹂と

総選挙︑地方の統一選挙が数ヵ月

棒がいない︒落ちたるを拾わず︑と
大変な︑ほめ方︒それも道理︑同行

後に迫ったので︑買収・供応が︑は

革命を援助しているようなものだ﹂

の人が︑その人が先方から貰った紙

つの温泉旅行︑会費五百円︒汐干狩

なやかに行なわれている︒数百人ず

と︑ある老政治家はいう︒

包みを開けて見たら︑何と日本円で

も︑選挙公示の九十日前までは︑ど

会費五十円など︒乞食の行列︒これ

選挙法のおかげだ︒この法律を絶対

んなに買収してもよろしい︑という

ていた︒恥を知っていたＯだから道

った︑と思う︒まだ政治道徳が生き

一千万円入っていたとか︒

自民党議員で河野という副議長を
流﹂で中共まいりをしてきたが﹁中

徳復興運動というのだ︒

明治時代は︑これほど堕落はなか

している人だそうだが﹁スポーツ交
共の社会にはリズムがある﹂とくタ

変えようとしない︒

金で買えないものはない︑というこ

﹁彼の哲学は一つ︒人でも物でも︑

河野一郎氏を知る政界の某長老は︑

ること︑今日より甚だしきはなし︒

どうも︑金の力で政治が動いてい

まで︒三千ドルから税がつく︒日本

も労組も︒個人でも一率に五千ドル

治献金ができないようにしたＯ会社

きれて︑五十年も前から︑団体は政

では︑ヒモつき政治献金の弊害にあ

組も出さしてはいけない︒アメリカ

その大金は財界が出している︒労

秋風に尾花くす花・

風前の草花

︵本会理小・専修大学教授︶

ぼめ︒

とでした﹂と話していた︒池田前

では会社の資本金の千分の二・五ま

かみなつきかな

むく鳥の錦けちらす

ちりのこる紅葉の枝に

十月紅葉

あらはれにけり

うちなひき虫のすみかも

泊翁先生歌集より

首相も何百億残したか分らないが︑

で︑利益の何割までは政治献金すれ
ば損金として計算できる法人税の規

る︒政党・派閥・議員の個人後援会

定がある︒しかも無税だ︒﹁明るく

どの派閥も︑金を差引けばゼロとな

には政策も思想も主張もなし︒従っ

など︑皆募金機関にすぎない︒議員
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明治百年の金字塔工業界の元勲

故西村勝三翁の横顔

田村寿

精神的に曲折を免れ得なかった︒しかし志

メリヤス︑白煉瓦︑ガラス⁝⁝に独創的見

すところは日本のため︑洋靴︑洋革︑洋服

透で︑失敗をかさね︑非難を顧みず︑しか

も智仁勇の人として道義の道を精進したこ

と申すほかはない︒

とは︑さすがに西村茂樹先生の愛弟だった

野川の正田家と協力

今や館林の醸造家正田一門ははなやかな

下野佐野の豪商正田利右術門氏はその一族

存在である︒翁が維新前︑事をともにした

らしく察せられるが詳にしない︒けれども

武士から死の商人へ

翁は佐倉藩士の出である︒翁が西洋文明

明治百年にあたり︑わが工業界の英傑
の忘れられた反面を描いてみよう︒文

名家の間で多年縁組みを重ねる慣わしだか

また耐火煉瓦類似品をつくっている︒旧幕

に箸眼したのは︑旧藩主御老中堀田正睦の
崎伝習生となって海軍をこころざして成ら

感化を認めなければならぬ︒ひとたびは長
ず︑開物設新の世相を察して︑武士から浪

時代このことは並大抵のことではなかった︒

ーズで︑新しい科学はチョンー︑ゲ頭を

人さらに実業家となった︒しかもはじめ武

野佐野藩は井伊方なので︑正田氏と翁は相

万延元年桃の節句に井伊大老が殺されて下

明開化の潮はすべてのキャッチ・フレ

ラな口舌の輩をみちびいてこれらを愛

揺り動かした︒故西村勝三翁はハイカ

士根性は維新の動乱に死の商人となって︑

謀って対戦準備に小銃買入れを周旋してい

その前途には幾多の壁がたちふさがる

否︑反官ではなく藩閥にたいする徳川武士

魂は相当な反官精神をみなぎらしていた︒

れも徳川譜代で︑内心正を踏んで恐れぬ士

て貿易商になった︒つまり武士としての宿

に行き︑貿易の趨勢をみて︑ここにはじめ

正田家に招かれた翁はその製鉛業を助け︑

的な摂取と融合を実践した︒この等ヘー

し深く日本という大地に根ざした有機

レーションを張ってもうけた︒野州佐野藩

軍需品︑銃器弾薬を扱い︑千三のス・へキュ

ら不思議な奇縁があるかもしれない︒この

スで故西村勝三翁︵伊勢勝︶は国家的

に深い縁をもち︑佐倉といい佐野といい何

のであった︒しかも一日作さざれぱ一

資本主義的青年実業家となったわけであっ

望をすて︑士魂商才に多少の物慾を加えた

のことを賢い見透しをもって対処した︒

国際的に率先して陣頭に立った︒未知

る︒文久元年秋この正田氏と同行し︑検浜

日くらわず︑明治初年の人物の実に強

の共通観念だった︒両刀を捨て去って後︑

い意思の代表的表現であった︒
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動

た︒横浜の運上所の仕事などに関係したと

後国民皆兵になるから軍靴類を国産せよと

死に代ゆるに大村の一言は心魂に徹し︑今

殺されたのが明治二年であるが︑前年翁は

いあいたるムードをかもし︑才を愛し︑病

部を設けた︒この英迦な社長の下に和気あ

組合をそしきさせ︑さらには米国にまで支

をいたわり︑まるで骨肉も及ばぬ翁の人格

スクープがつきものだった︒そのうち罪を

のヒントを生かしたのであった︒かくて横

るではないか︒明治三年まず清国人播浩を

識見はまことに追慕してやまないものがあ

ころは抜目がなかったが︑貿易には投機と
えて江戸十里四方お構いになり︑さらに石

を兵部省に上納したという︒

一雁って教師とし︑スイス総領事の世話で同

浜運上所に山積された伝習靴を買い︑これ
されば大村の銅像を九段上靖国神社広場

国人ファーブル・ブランドＳと製靴の機械

川島の人足寄場に拠り込まれたりした︒こ
をはじめ小泉家から先夫人をめとった︒い

に建立するに際し︑翁は巨額の浄財を寄附

れも一時的で間もなく︑神田で銃砲才取業
よいよ暗雲低迷し慶応はすぎ︑明治元年三

剛舞を輸入したが︑いずれも未熟で︑一足

った︒翁畢生の桜組︵佐倉に音が通ず︶の

たて︑伊勢勝の金看板を堂なとあげるに至

メーカーの技術導入であり︑日本風装史上

めて木幡化するに至った︒これこそシュー

レ・マルシャンを招き︑この人によって初

省から一万両を貸りて五年三月靴工閑人の

に五町もかかって大損をした︒そこで兵部

したことであった︒

をはじめた︒一方︑江戸材木町に寓して︑

れば人生さとりの境に入ったと申せよう︒

峰火があがり︑一大光明を仰いだ︒いうな

明治三年三川軍靴製造所を築地入舟町に

月官軍が江戸城に迫る時勢になった︒

このころ未だ佐幕派で譜代の諸藩兵を援護

の革命であった︒レ・マルシャンは中年で

じき

していた︒このことが官軍の忌詳にふれ︑

靴の材料たる製革工場も忘れはしなかった︒

健気にも神出淡路町の共立学校︵開成学園

大村益次郎を軍靴の神とす

東征大総督府に引致されて︑すんでのこと

ついで兵部省から軍靴の注文は雨のごとく

L、1．ノ

翁は横浜居留地に開店し︑外商と直取引

に危かった︒天なるかな︑この人を救った

︵この人の事歴は別に発表した︶

の前身︶を卒業し︑学生史の一頁を飾った
た︒

下り︑向島須崎村へと工場は移るのであっ

の人だった︒英傑はさすがに英傑を識る︒

のは他ならぬ軍防事務局判事大村益次郎そ

これに遅れて令弟西村勝郎氏がこの視察

のため欧米をまわったが︑日本の製革技術

製靴王伊勢勝の名声高し
わが国製靴技術はこうして軍靴によって

ルとして大成したことの発端といえる︒同

が狐を模し︑濠を採入れ︑ついに独をモデ

大村ほどの人物だから︑翁の天分を察して
一大転向を誓わせ︑逆に銃器弾薬の御用達

め︑石川島囚徒︑非行少年等社会福祉︑救

時に独からロー↓︑ンという裁縫師を招き木

起った︒しかも翁は佐倉藩の失業士族はじ
済事業によってその労働力を求めた︒これ

き︑世間は勅任官の洋服屋と称し︑全国的

挽町のち銀座一丁目京橋角にテーラーを附

を命じ︑加うるにサイゴン米一千万斤を輸

らを西洋式に分業により︑労働者を無産階

入することになっている︒時に三十四歳の
血気の壮者である︒茂樹先生の四男謙吉氏

級者とみず︑天賦人権を尊重し︑今の労働

惜しいことに大村益次郎は京において暗

を養嗣子に迎えたのもこの年であった︒

／ 司 八 、

したて

に翁によって洋服仕立が啓発されたのであ

治も五年といえば珍らしい︒さらに丸形機

二台を輸入し︑築地に新工場を設けた︒明

く︑ここに渋沢翁の人格の広がりが生れた︒

痴居士の紹介による︒金融の王ばかりでな

両翁の相識ったのは明治七年で︑福地桜

明治五年大久保一翁知事は︑東京営繕会議

った︒

の体をなさなかった︒まるで︑オバＱのよ

所を作らせた︒旧幕の松平定信が江戸の町

械を一台輸入したが︑職工が間抜けで靴下

費を節約させ︑あました七分積金は明治初

傑物伝中の黒星メリヤス

うな代物を︑船越課長に見せたら︑苦笑し

明治の文明開化ザンギリ頭の徒輩は天下
渦をとして街にあふれた︒自由民権諭を唱

に任せていた︒これで営繕会議所をつくり

年に百万円という大金に上った︒これは民

翌年秋東京会議所と改称した︒その会頭渋

て受領したそうであった︒そのうちシャツ

東京日日新聞の古い記事から一例をとる︒

沢栄一︑副会頭西村勝三︑メンバーは大倉

える人も地に魂ちた︒けれども果して半世

もと芸州久居藩の田村喜三郎という人が

喜八郎︑杉村甚兵衛︑福地桜痴︑千葉勝︑

有金で新政府も処置に困り︑一切を渋沢翁

ったろうか︒前例もなく先駆者もない処女

西洋より大きなメリヤス機械を取り寄せ

清水卯三郎︑三野村利左衛門︑鹿島清兵衛

にさとい同業者が続出してしまった︒

峯によじのぼったのである︒前途に立ちふ

下谷西町にて織立工場を開き︑これまで

堀越角次郎︑益田孝︑成島柳北︑小林銀次

類まで織ったから売れはしたが︑早速︑利

さがる岩壁は険しかったことはいうをまた

の丸形機なりしものを︑このたび蒸気器

ハッキリ認識した翁のような英傑が幾人あ

ない︒真実のこもった企業は無論黒い影を

械なので余ほど宜い品だと申します︒

紀の未来を洞察し︑資本主義の発達段階を

宿しつつ︑やがて本物は本物として世の賞

が舶来ばかりで高価なのをなげき︑国産品

山県公の親戚︶が一日翁と会談の際︑靴下

兵部省の会計課長船越衛氏︵のち男爵︑

後は振わず︑何も利益を目的としないので

たらしい︒だから翁の丸形機は明治十年以

に至るまで︑メリヤス︵莫大小︶が普及し

というような情勢で︑肌着︑ズボン︑股引

ることは有名である︒この青淵先生が﹁論

を屈してその力に依嘱したこと凡そ百に上

翁か幕末以来︑朝野の偉材で︑新政府も膝

して人の上に立つほどになっている︒渋沢

村翁は東京の有名な富豪として大工業家と

けわ

讃をうけた℃黒い星の一つはメリヤスだっ

を造って上納したらどうかと語った︒

廃業して他人に譲ったが︑いわば日本の礎

語とソロバン﹂に立脚した救世愛民の大人

令兄茂樹先生の恩寵については多く申すま

想さるる人食で．あろう︒この辺にくると西

筆者も故岡田啓介大将と雑談の折︑大将

を築いた翁であった︒それだけならよいが

格は紹介された︒翁も腹のズイまで敬服し

郎︑吉村甚兵衛の諸氏で︑今なお読者の連

は明治十八年海兵に入学した頃︑まだ靴下

翁の手がけた事業は多い︒それが債鬼に攻

小渋沢といわれるまでになった︒もとより

︵明治八年十二月十四日︶

も靴も左右を弁えず︑上官に怒鳴られた由

められる幾年月だったか︒捨てる神あれば

たのである︒

を述懐された︒造る方も用いる方も無我夢

また救う神もあった︒

渋沢栄一翁の助け船

中だった世相をさこそと知るのである︒
さて翁は早速米国から手動メリヤス製造機
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祥は明治六年弁理公使森有礼がホイットニ

らドライブして有名だった︒恐らくこの夫

で︑明治時代の名流夫人で︑自家用車を自

なお勝三翁夫人は故西園寺公成氏の令妹

る︑と信ずる︒

ー等を招き︑私財を投じて銀座の味哨屋の

は維新後宇和島城主伊達宗城侯が大蔵卿と

妻は渋沢栄一子爵の仲介らしい︒というの

研究喪︑校舎の新設︑学費補助等多くの美

二階で︑商法講習所を始めたのが起りであ

でもない︒翁の偵務は渋沢翁を得て清算し

る︒森氏は清国公使に転出したので︑東京

談逸話をのこしている︒また一橋商大の発

石川島の獄内で靴からメリヤスを修練さ

なりそのプレインに家老の公成氏が敏腕を

こうして七分積金の所産たる東京養育院

せたのも実はその一つだった︒府下の瓦斯

会議所がこれをうけ︑渋沢とともに翁の寄

の児島惟謙︵大津事件で法の独立を守った︶

揮った︒公成氏は元第一銀行副頭取で同藩

た︒第一国立銀行の大きい背景がついた︒

街焼︑東京瓦斯局事務長渋沢︑副長をこれ

与は大きかった︒当初教科内容については

の院長渋沢︑副院長に翁がなった︒

また翁がなった︒これぞ今の東京瓦斯株式

福沢翁の力にまつものがあり︑桜痴居士︑

今日血脈を伝えている蔵前Ｉ大岡山といい︑

ップに教授陣の一大敵国をなしたことは︑

益田孝氏も尽している︒矢野二郎先生をト

目実氏が副頭取となった名門だ︒

役となった︒二代目他次郎氏が常務︑三代

たのを第一銀行に合併し公成氏が入って重

と有縁の人︑伊達侯が第二十銀行を経営し

さらには東京府会議員として十二年三月
その第一回選挙に当選し︑翁の事業にお上

一橋といい︑国家百年の計は人物を養うに

、」』ノ

会社の前身なのである︒

が金を貸して慶応にはどうして貸さないと

ある︑教育こそ迂回生産の粋なるものとい

田中蛙城

大学講師︒著書近刊︶

理事︑報公会役員等︑開成学園監事︑諸

重臣胴担当識減で有名︒現に国連都本部

︵東京生れ︒慶大経卒︒毎日新剛各部長︑

いった福沢諭吉初め安田善次郎︑大倉喜八

え翁も泉下に喜んでいるであろう︒

郎︑福地桜痴等と席を同じうするに至った︒

後年また小川平吉氏が顧問なる因縁で政

茂樹先生永眼の年三十五年︑桜組︑大倉

友会に入党をしたが政界の内幕にあきたら
ずして脱党してしまった︒若し政治家たら

となった︒しかし桜組の名を惜し承本店や

組︑東京製皮等併合し︑日本製靴株式会社

桜組と倶にあり

んには大臣は眼のまえにあっただろう︒公

て秋祭見る

踊った日いまは昔の夢であり杖に曳かれ

共的存在としてそのほか挙げるいとまのな

三十日翁の臨終に際し盟友渋沢子爵と固い

製革工場を千住に移した︒明治四十年一月

とあり関白にされ

死ぬことを忘れたおやぢ今日だけは敬老

東工大や一橋商大の恩人

く翁は安んじて大往生を遂げた︒

三才の元勲として︑明治百年の金字塔であ

翁を決して賞めすぎてはいない︒智仁勇

感激と感謝の握手を交わし︑渋沢の一諾能

いほどに行動半径は拡大された︒

東工大が手島精一博士によって蔵前高工
となった時分翁は役員として筆舌に尽せぬ
くらい尽力した︒その令息も同校に学んだ︒
学理の応用を専らとし工談会︑海外派逝︑

r1反、

体操で町づくり
﹁体育の日﹂にちなんで

千葉県南総町見学記

大沢水紀雄

東京オリンピック後︑体操ブームが言われ︑あちこちで講習会や

と続いているのだという︒

競技会が開かれるよう一﹄なり︑体操人口は急激にふえてきた︒徒手

体操ばかりでなく︑もろもろのス義ｌシの隆盛ぶりは目をみはるば

かり︒とうとう十月十日が﹁体育の日﹂として国民の祝日に制定さ

れるまでになった︒戸田小・中学校はさしずめ﹁体育の日﹂制定の

根本思想を三十数年前から実行に移している−１先達﹂とでも言えよ

教育委員でもあられる渡辺主事さんと訪れた九月中旬のある日︑

うか︒

は運動場を中に︑両側に小学校と中学校が向い合っており︑全校体

戸田中学校ではちょうど運動会の予行演習をやっていた︒この学校

校︑宮田淳校長が迎えてくれた︒五十九歳の校長さんも生徒といっ

﹁やあ︑いらっしゃい﹂トレーニングシャツに．ハンッの戸田中学

操も︑運動会も小中学校合同でやることになっている︒

しょになって体操で汗を流す︒﹁自分のからだを通して教えなけれ

秋の陽射しがふりそそぐ広い運動場に︑小学一年生から中学三年
る︒どの生徒も実にくったくのない明るい表情で体操を心から楽し

までの男女生徒七百五十人が︑いつぱいに広がって体操をやってい

も図画︑音楽の先生も三十四人の教師全員が体操をやる︒毎週火︑

ばだめ﹂というわけで︑戸田小︑中学校では校長以下︑数学の先生

木曜には放課後︑先生が全員集まって体操を始める︒時々︑財団法

んでいる様子だ︒生徒全員がこれほど熱心に︑しかも楽しそうに体

人三橋体育研究所から講師を招いて研究もする︒こうして体育の時

操をしている学校はそうざらにはあるまい︒ここ千葉県市原郡南総

である︒

﹁体育﹂も重視︑小学校一年生から系統的に体操を学ばせていく方

から︑国語︑算数︑理科︑社会科といった﹁知育﹂の面だけでなく

ら必ず体操をやるもの﹂と思いこんでいる︒まだあどけない表情の

見られない︒皆﹁体操とは切っても切れない﹂﹁この学校へ入った

ちな︑体操をするのを嫌がったり︑おっくうがったりする姿は全く

だからここの生徒たちには︑都会の小・中学校の生徒に見られが

﹁子供たちが楽しくやれる体操﹂を教えていく︒

間はもとより︑毎週一回の全校体操や体操部の活動などを通じて︑

町の南総町立戸田小学校︑戸田中学校は知る人ぞ知る〃体操学校″

体操学校と言っても︑もちろん体操選手を養成する学校ではな

針をとっている全国でもめずらしい学校だ︒それもきのう今日やり

い︒﹁心身の調和的発達をはかることこそ真の教育﹂という考え方

始めたことではなく︑何と昭和四年に打ち出した教育方針で︑連綿
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ふり︑足を動かすさまは実にほほえましい︒

小学一年生が︑大人も顔負けの頑丈な身体の中学三年にまざって手
﹁体操をやることで︑全校生徒に緊密な連帯感が生まれて来るよ
うです﹂と宮田校長は言う︒戸田中学の校旗は︑生徒たちが放課後
三を五だ︑お茶の実を拾い集めては学校に持ち寄り︑それを売って
ためた金で作ったものだ︒体操で身体を動かすことに馴れているか
ら︑家へ帰ってからも︑農業の手伝いなどで汗を流すこともいとわ
なくなる︒

﹁あの学校は体操ばかりやってる︑他のことは．：：﹂と云われな

いように︑との自戒は生徒の心中にも芽生えてくるのか︑県下中学
校の珠算大会や書道展︑美術展でも数々の入賞者を出すようになっ
た︒

体操教育が町の人たちに及ぼす影響もかなり大きい︒何しブっ﹁体

操を軸とした教育﹂を始めたのが昭和五年だから︑現在の南総町の
世論形成層というか︑働き嘘りの人たちは皆︑体操教育の洗礼を受
けて育った人ばかり︒

毎年秋の運動会には地区の父兄がこぞって見に来るし︑機械体操
やマット競技で父兄の参加を呼びかけると﹁我も我も﹂と飛び入り
が続出して︑鉄棒は鈴成り︑マットの前には行列ができて整理する
のにひと苦労するほどだ︒他の学校の運動会で父兄参加と言えば︑
ス︒フーン・レースや障害物競争︑パン食い競争といったところなの

オジサン連中がたくさんいる︒三十半ばを過ぎた母親が︑小学校へ

だが︑この地区では﹁鉄棒なら︑まだ息子に負けやしない﹂という
通っている娘さんと逆立ち︵倒立︶のくらべっこをしているなどと
いう話も良く聞いた︒

家族ぐる承︑体操にはとても理解があり︑子供が小学校に入ると

まずトレーニング・︿ンシとシャツをそろえてやると言う︒

戸田地区は粘土質の土壌で︑戸田小中学校の運動場も一旦雨が降

ればぐちゃぐちゃ︒とても体操どころではなくなる︒すると早速︑

地区の父兄が勤労奉仕︑トラックで近くの山から砂を運こんでは運

ですがね︑近ごろだいぶ良くなりました﹂と先生は大喜こび︒南総

動場の整備をやる︒﹁以前は雨が降ると丸二日間は使えなかったん

町挫協常務理事でＰＴＡ会長の征矢善三郎さんは﹁トラック三百台
しそうに話していた︒

分ぐらい運こびましたかな︑父兄の皆さんは熱心なものです﹂と楽

これより先︑南総町ではこの春から給食センターが発足︑小・中

さらに︑来年中には体育館を作ることになったそうである︒

学校九校の生徒に完全給食がほどこされるようになった︒これも体

としてＰＴＡ評議委員会や部落懇談会などで種々討議され実現した

操で練磨する一方︑健康な身体を作るためになくてはならないもの

ものだと言う︒これなども﹁体操を通じて健全な人づくり︑町づく

りを進めよう﹂という町民の総意が実ったものとして︑他の町の模

今でこそ︑南総町は比較的豊かなのんびりした田園地帯だが︑昔

範になるものと言えよう︒

は文化生活とはおよそかけ離れた寒村だった︒現南総町教育委員会

多賀四郎教育長が昭和四年︑戸田小学校に教頭として着任︑当時の

伊藤戸田村長︑根木戸田小学校長︑現校長の宮田さんらと相たずさ

た︒

えて︑﹁体操教育﹂を通しての明るい村づくりの第一歩を踏み出し

それまでの戸田村は村民の七割がいわゆる﹁小作人﹂で︑ぱくち
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が盛んに行なわれるなど︑よどんだ空気がただよっていたという︒

﹁村を良くするには生気あふれる子供を作為ことが第ごｌそれ
には体操︑というわけで︑三橋喜久雄さんが提唱していた﹁生命体
操﹂を導入した︒

この体操は身体の柔軟性をますように︑リズミカルに動き︑屈伸
運動を取り入れたもので︑今でこそめずらしくはないが︑当時とし
ては大変目新しいものだった︒当然︑当時の文部省流の﹁要目﹂に
掲げられた﹁体操﹂とはその発想も︑やり方も異り︑従っていろい
ろな批判や指弾を受けた︒

しかし︑この体操の方が生き生きとした感じがあふれ︑村の人た
ちの共感を得た︒子供たちにも喜こんで受け入れられた︒﹁見てい
密でしょうと多賀さんは当時を回想しながら語った︒

てもやっても面白い体操﹂ｌこれが三十数年間も永続きした秘
太平洋戦争に突入し体操は不可欠のものとなり大いにもてはやさ
れ︑やがて終戦︑混乱期で体操どころではなくなったが︑それでも
戸田の体操教育だけは続いた︒そして今では町の大人にも子供にも
町民の生活の中にすっかり根をおろしたように見える﹁体操によ

深く親しまれるものになったのである︒

る町づくり﹂にも︑障害がないわけではない︒農村地帯にひたひた
と押し寄せる工業化の波︑それにつれて起る住民のサラリーマン化
流出が﹁町民皆体操﹂を不可能にしてしまうことだ︒京葉工業地帯
の造成は近年ますますピッチを早め︑南総町から千葉市へ出る小湊
これまで土地に密着していた小さな生活圏が急激にぼう張して︑そ

鉄道の始発地﹁五井﹂あたりには続為と大工場が建てられていく︒
うした工場地帯へ通勤する人たちもふえてきた︒

土地ブームで補償金が転がりこみ︑建設ブームで投下された金が

なり︑〃お楽しみ気分″をあおる結果ともなった︒地味な体操は青

町や住民をうるおすことになりはしたが︑その反面︑消費ブームと

一年生から中学卒業まで九年間つちかった﹁体操による実践哲学﹂

年層からはどうしても忘れられがちになってしまう︒せっかく小学

も︑実社会へ出たとたんにさらりと忘れられてしまうきらいが出て

それに加えて︑年々病根を深くする受験体制︒中学校での補習

来ているようだ︒

︵充︶授業がなくてはならないものとなり︑自然に体操などへ振り

と校長も担任教師も深刻な面持ちだ︒

向けるエネルギーは減殺されてしまう︒﹁これは難問題なんです﹂

体操では日本一の伝統を持つ南総町戸田の人たちがこれからどん

な﹁妙技﹂を示して︑﹁体操教育を通じての新時代の町づくり﹂を

︵神奈川県会員︑日本経済新聞社会部記者︶

見せてくれるだろうか１．

泊翁先生詩集より

重陽宿飯岡村

楯間新月弄秋涼響枕涛声夜転長
誰識孤身海郷裏灯前憐影送重陽

登長岡城遺嘘

当年順逆事荘を志士英名抵死香
猶有遺民談往日越山信水旧風光
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子どもたちのための
読書指導

湯浅晃一

４１

●﹄

︲︲Ｉ︲倍Ｉ．Ｉ︲ｌ卜︲１︐

Ｆ１４Ｊ企１邑且もＩ上１曲

を毎月実施し︑それによって得た収益の大半を学校文庫︑学校

を通じて︑やがて協力体制が固まってきた︒たとえば廃品回収

励んでいれば︑これを父母が見逃すわけがない︒ＰＴＡの組織

教師たちが︑このように一致して同一目的に向かって教育に

科学的に読番指導が進められていったのである︒

るときは︑熱っぽく︑またあるときはきわめて冷怖に客観的に

﹁子どものしあわせのため﹂という第一義の目的に志向し︑あ

にしても︑研究態度や研究体制︑協力体制にしても︑すべてが

０︲ｉ９０叩１塁︑ｊｌｆｆＪＰⅢ吋叫︲︲ドⅡⅢｌ仏胸Ⅲ

教育には︑そこに必ず目的がある︒﹁この子どもたちをどの

図書館の充実︑図謹附入資金として提供するようになった︒教

による人間形成︑学力向上をめざしたかいがあって︑芝浦の子

師も父母も︑学校も地域も︑すべてが一体となって﹁読諜指導﹂

教育である︒

ように育てようか﹂という心椛えがあり︑願いがある︒それが
わたしが︑本校の子どもたちと接して強く心に思ったことは

かになると同時に︑一方︑読字力︑読解力など︑技能面の向上

ズ﹂の豊かなファンタジーがえがかれたり︑実に大きくのびや

ン︑野口英世など﹂偉人の世界が拡がり︑また﹁メリーポピン

読書カードに記録された内容にも﹁ヘレンヶラー︑リンカー

どもたちもやがてすばらしい成果に包まれるようになった︒

﹁せめて字が読めて︑書いてあることがなんであるか︑わかる
子にしてやりたい﹂という願いであった︒なぜならば︑ここの
地域の子らは︑文化的経済的生活に恵まれないものが多く︑そ
の基礎学力も意外に低いからなのである︒

わたしがそう感じたように︑この学校の全職員の気もちもま
た同じであった︒﹁字を読めるようにしてやろうじゃないか︒

れてきたものである︒

もすばらしく︑それが︑晶近の学力訓査の結果にも歴然と現わ

わたしが︑当校に着任してまもなく︑﹁せめて字が読めて︑

番かれてあることがなんであるかわかる子にしてやろうじゃな
共通の目的︑共通の願いが︑そうであるがゆえに︑当然︑わ

いか︒そして︑基礎学力も高めてやろうじゃないか﹂と︒

とうとう実を結んだのである︒読書指導を﹁子どもたちのしあ

書かれてある内容がわかる子にしてやりたい﹂という願いは︑

わせのために﹂という発想から行なったことを︑わたしは︑今

たしたちは﹁読書﹂による人間形成︑﹁読書﹂による技能養成
他校のそれとはいささかその発想を異にする︒すなわち︑全職

でもよいことをしたと思っている︵東京都会員︑芝油小学校長︶

を目ざすことになった︒わたしの学校における﹁読書指導﹂は
員の懇願から出発したものなのである︒したがって︑その方法

一

一

（19）

古典を坐右に

美忠之

良書を選ぶ皮肉屋のカーライルは︑図書館がいくら蔵書冊数を

れぞれ専門学界で評価がきまることであろう︒それにしても︑筆者

が学生のころ教材に使用した英国の書物があれから何十年経過した

今日︑引き続き刊行されているのにくらべると︑専門の学術書の分

野でも︑わが国では生命の長い良書が少いようである︒いわゆる一

般書については推して知るべし︑というのであろう︒鳴り物入りで

の仲間入りしている有様である︒読者の胸奥に迫る何物かがない限

ベストセラーだのと宣伝広告せられた著作が半年もするとツゾキ本

り︑どれほど宣伝したところで見向きもせられなくなるのは当然で
おちのようである︒

ある︒ベストセラーだのと騒がれる作品は失望するために読むのが

小説家を志して叱られたことから二葉亭四迷の名が出来た︒文化

先生が新発見だ新説だのと騒ぐものは図書館の片隅でほこりをかぶ

誇ってみたところで︑薪炭代りの倉庫でなければ幸だ︑また︑学者

た︒俳優や歌手などとともに長者番付に顔を出す作家も少くない︒

明治の二葉亭は恐らく目を廻すことだろう︒エロ・グロ・ナンセン

国家・平和国家のかけ声のお陰で小説文芸物の売れ行きがよくなっ

者の心の糧となるものでなければ書物というに価しないし︑似而非

ス物よりは少くもお上品なところから大衆の需要が多くなったため

った大昔の本に書かれていることが多いものだと祁愉している︒読
学者や売文業者によっては良神は生まれない︑虚心坦懐に古典を読
国連統計が示すように今日の日本は出版王国の一つになった︒文

癖がある︒宗教関係も○○教というより○○学会といった方がもて

ないものなのだが︑大衆には学問だの学者だのを買いかぶり過ぎる

である︒もともと学問とか学者というのはつきつめて見れば何でも

字通り色とりどりの書籍や雑誌が店頭に氾濫している︒図書館も次

るのも同じことであるが︑文学に親しみ文学を愛好するということ

め︑というのである︒

い昔語りになっている︒しかし︑この莫大な図書の中で良書と目さ

第に整備せられた︒精魂こめて自ら写本をつくった先人の苦心は遠

ですよ︒と忠告したくもなるが︑そもそも誤訳だらけの蔀訳書がま

こともあろう︒そんな場合︑それは恐らく誤訳で意味が通じないの

で小説に読みふける︒誤訳だらけの疎訳小説を頭を抱えながら読む

車の中でまで活字に目をさらしている︒出版企業にとってはまこと

かり通っていることに問題がある︒読訳の名儀人は恐らく誤訳など

れるものがどれほどあるのであろうか︒読諜好きの日本人は通勤龍
に大きな市場があるわけだ︒この中で企業の宣伝文句に迷はされる

しない筈の知名人︒出版社は大衆をひきつけるために知名人の名を

拝借︒この例憾外国文学に限ったことではない︒大衆は何等かの意

ことなく良書の選択が行われているのであろうか︒

それぞれ専門分野の図書は一般大衆には縁がないことであり︑そ
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新

味で心の樋となるものを模索しているのだが︑現実には出版企業の
に奉仕させられている有様である︒時々金を無駄遣いするだけでな

走狗となり︑売文業者になり下った学者先生や文芸作家の物質生活
く︑頭の中まで低俗化・奇矯化する危険がある︒まさに文化日本の

なきにしかずという批判的能力すなわちその人なりの見識は︑掌編

の大学生の多くは飾つトク︵読︶立てトク︑眺めトク︑ダイジェス

三たび絶つという種類の苦心努力の後に養はれるものである︒今日

トで間に合せトクだけで︑時空を超えて世界・人生を語り合える読

同じ経験をせられた方も多いことと思うが︑青少年期には多少と

鼎の軽重をⅢわれているというほかない︒デモクラシーだ近代化だ

指導良番推砿をしなければならないようでは日本の教育はまさしく

書の楽しみを知らないのではあるまいか︒大学生にまで改めて読番

も感銘をうける文章の数︒ヘージ位は簡単に暗記してしまう︒白紙の

悲劇だといってよかろう︒

青少年にとって最初に何を読んだかは後々に大きく影響する︒青少

ランだ毛沢東だのというように思想家の名をつらねるだけでは大地

唯物史観だ社会主義だとお題目を唱えたり︑サルトルだロマンロー

の役に立つ筈がない︒

に根ざした教養は身につかない︒まして︑誤訳だらけの理解では物

かなえ

年初学者のために︑古来先人の多くか読書指導に努力した所以であ
る︒西村茂樹翁のもその一例である︒言論著作刊行の自由は勿論重

女児についての報告を見ればまざまざとわかるが︑人間は人間社会

だ解明し尽されていない課逆である︒狼に育てられたという二人の

一切は深く過去に根ざしているし︑人間にとって人間の探求は未

要視されなくてはならないが︑保護するに価しない悪書の影群を青
少年に及ぼさせない配慮︑子弟後進のため良書の選択指導をするこ
と︑これは父兄先誰者に課せられた責務である︒

古典に沈潜するさて読謀指導とか良書推薦が云々せられる場合

目をそむけるわけにはいかない︒柵故知新とか稽古照今ということ

の中でだけ人間であり得る︒人間らしい生活を営むための見識が教

ばは人間探求と歴史への沈潜との関係を省察したものであるし︑古

その主として目ざすのは個別専門科学分野の図書についてではなく

ちがう︒また︑世の中が忙しくなるにつれてダイジェストが流行す

厩哲の生涯をかけて到り得た教えは︑時代の推移にも拘はらず読む

養であるとすれば︑読書によって教養を高めるためには︑真剣に人

るが︑ダイジェストによっては原典の味をかゑしめることはできな

者の共感を呼ぶのである︒静かに古典に沈潜し︑古賢哲との対話を

一般教養の資となる書物である︒テレビやラジオが普及しても繰り

い︒晴耕雨読とか︑読書百遍義自ら通ずという使い古されたことば

通じて古賢哲が今日にあらば今日の問題に如何に答えるであろうか

不完全な人間が悲喜哀撤苦悶を織りなした具体的な歴史の事実から

は今後も依然として良書を読む場合の心得として生き続けるであろ

間を探求した古賢哲の教えを忽にするわけにはいかない︒もともと

う︒頼まれてある大企業体の入社試験を行ったが︑大学生があまり

を味読すること︑今日良書の選択読書指導の先決の課題は改めて古

返し考えるということになると読書という方法を欠くことはできな

にも文字を知らず︑あまりにも雑誌評論的な知識を追うだけで︑統

典を探ることにあると考える︒︵本会評議員︑文部省教科書調査官︶

い︒テレビが普及して映画の存在が次第に影薄くなるのとは事柄が

一的な見識が認められないことに驚いている︒尽く書を信ずれば書

r
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大石義雄

明治維新と帝国憲法

一︑帝国憲法の意義

私ども法律学を学ぶ者からみまして︑明治維新の精神というもの
は︑これを法制の上から魂ますというと︑帝国憲法によって私は総
生みだしたその過程における問題を︑軽視するというのではありま

括されておるのではないかと考えております︒もちろん帝国憲法を
せんですけれども︑明治維新というものは︑これを法制の立場から
みたその正真性格というものは何を通して認識できるかといえば︑

いうまでもなく帝国憲法を通じて認識できるものだと私は考えてお

のだろうか︒この点から染ますというと︑日本という国が近代国家

として正に世界の一員として勇躍するという客観的条件の下に生れ

でありますから︑いま流行の言葉でいえば正に前向きの憲法であ

たのが帝国憲法であります︒

った︒この点いまの憲法は︑全く後向きになっておる︒しかし﹁い

まの憲法こそ前向きの憲法である︒だから新しい日本はこの前向き

憲法の前向き精神によって日本人は生れ変らなきゃいかんのだ﹂と

けれども︑私にいわせるとそれは逆さまなんだ︒いまの憲法は前

非常に力説するのが流行になっておる︒

向きではなくて後向きなんだ︒前の憲法こそが前向きなんだ︒前の

えば︑第一に国民統合の国家体制如何！これは即ち国体の問題で

憲法を率直に象れぱ判るように︑国家存立の基本的要件は何かとい

国家が一つの民族共同体であるからには︑磐石の国民的団結を維

あります︒

持する体制︑同家存続の基本的要件は昔も今もどの国家についても

二︑万世一系の天皇と憲法

変りはないのであります︒

日本では何も帝国憲法によってはじめて新しい国民統合の国家体

治するという歴史的な国民統合の国家体制というものは︑不文の形

制が作られたわけのものではない︒これは万世一系の天皇これを統

ところで︑帝国憲法に限らない︒いつの時代︑どこの国の憲法で

ります︒

おる︒この文字によらない︑不文の国民統合の国家体制を明を白々

でははるかに古い歴史からわれわれの歴代の祖先が持ち応えて来て

の形において︑宣言したものが帝国憲法第一条の規定でありますか

も︑その性格というものは本質的にどういうものであるかというと
のではないかと私は考えております︒そうして象まするというと︑

その憲法を生み出した時代の客観的条件を無視しては認識できない

ら︑第一条は正にわが国体大宣言の規定といわれている所以であり
ます︒

日本について言えば︑帝国憲法を生み出した客観的条件︑それから
いまの日本国憲法を生み出した客観的条件︑これは一体どういうも
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る︒今後はそういうことは絶対あらしめてはいかん︒この意味にお

これまでは歴史の実際をみますというと︑天皇に新たなものが国民

いうまでもなく︑文字に書かんでもそうなっているんだけれども

国民統合の堀高権威の座に立たざるを得ない︒日本ではほかのこと

と言おうと︑委員長と言おうと︑総理大臣と言おうと生きた誰かが

ればならない︒名前は大主と言おうと︑大統領と言おうと︑書記長

な問題ですね︒どこの国でも︑国があれば生きた能力が統合しなけ

の糸がその地位に立つべき国なんだ︒これはだれも争ってはいけな

はともかく︑ここだけは争ってはいかん国なんだ︒万世一系の天皇

統合の権威者であるかの如き現象は歴史を通じてみることができ
いては旧憲法第一条の四体の大宣言というものは非常な大きな意味

いんだ︒これは非常な国家存続の要件としては大きな問題なんです

を持つと思います︒この磐石の国民統合の国家体制を基礎として︑
然らば国家の運用の方法はいかに在るべきか︒これが第二の問題だ

ね︒

の問題点はここに在るのだ︒ところが残念ながら敗戦の痛手という

原則を憲法の基本原則とするといっております︒憲法の改正の一番

ところがいまの憲法になりますと言うと︑主権在民︑国民主権の

ろうと思います︒

も︑破壊から国家を守るという国家体制︑国防体制︑これが国民統

それにしましても︑いかなる時代いかなる国家についてみまして
合の国家体制と相並んでその基盤の上に尊重せられなければならな

せざるにと拘らずわれわれは保守党を支持せざるを得ない︒しかし

いておらん︒私は今日でも︑今日日本の政治の上では︑欲すると欲

保守党がいいからではない︒保守党以外に支持するものがないから

ものが余りにも大きかったものだから︑大勢の方友がそこに気がつ

必要なことを前提にして規定されてあります︒そうして明治元年の

い第二の国家存立の基本要件であることは疑いを容れない︒この点

五箇条の御誓文の精神を体して帝国憲法としては政治方法としてい

の国会議員の一人一人の腹の中はいざ知らず︑日本人なんだから︑

しかたがない︒しかしその保守党自身が︑この問題については個々

はご承知のように帝国憲法では明を白左の形で憲法自体国防体制の

チャンととってあります︒民主主義というものは憲法が変ってはじ

けれども社会活動としては︑わが国の国民統合の国家体制は歴史

われわれの言うことは個人の腹の中では判っているんでしょう︒

わゆる民主主義の政治力法具体的には議会政治の原則というものを
めて日本が新しく採用したもののように︑戦後は宣伝されておりま
すけれども︑冷静に帝国憲法を研究すれば研究するほど帝国憲法は

染ればよく判ります︒恐らく憲法調査会の委員に選ばれた保守党の

これは憲法調査会に選ばれた保守党の調査委員の皆さんがかえり

議員のだれが言っておるかと言うんですよ︒

の日本国憲法をみまするというと︑国家存立の第一の要件でありま

的な国民統合の国家体制でなければならんと︑いま生きておる国会

すところのまず国民統合の国家体制が大きく姿を変えております︒

かと思います︒けれどもほかのことはともかく︑この国民主権の問

国会議員は︑こういう話が比較的に判る人が任命されたのではない

決して政治の独裁というものを原則としないんだという憲法の精神

ご承知のようにいまの憲法では︑天皇は国の象徴でありまた国家統

が明を白々の形で出ておると思います︒ところがこれに対して今日

合の象徴ではあるけれども統合する人ではない︒これは非常な大き
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これは争うことのできない神聖不可侵なもの︑だから憲法改正と言

題に触れるというとタブーなんです︒もうそこに触れたらいかん︒

はわが国の議会政治というものは実は行れていない︒憲法論からす

すから︑もう一歩でそこまでいく途端に正に小便しようと思ってい

るならば︑安保改一訂だろうと︑日韓条約だろうと︑建国紀念日の法

るのにちょっと止めたような︑そういう状況なんですからね︒結局

これが残念ながら圧倒的多数なんですよ︒ただ一人名前を挙げてよ

制化であろうと︑出席議員の三分の一の過半数決で決め得る問題で

っても︑それ以外のことについて改正の議論をやるのがいいんだと

いかにあるべきか︑万世一系の天皇意志の下に国民統合して然るく

ければ富田健治さんただ−人︑日本の今後の国民統合の国家体制は

ただ一人︑富多健治委員だけだったんです︒あとに全部それに触れ

ことを審議会に委すのなら話が判りますが︑肝心の﹁いつを建国紀

す︒もちろん〃それは審議会に委した〃というけれども︑技術的な

い︒紀元節法案も野党の暴力阻止の前に屈服したということなんで

す︒それが三分の二に近い現在の保守党でありながら決定できな

ることを非常に嫌がる︒今後の日本の憲法改正を考えるわれわれと

し︒そういう考え方を明らかにされているのは私の見るところでは

しては︑非常に大きな問題ではないかと思ってあとます︒

に︑だからといって保守党を捨てたんでは日本の政治を託する代る

弁解の余地がないと思うのです︒もちろん先ほども申しましたよう

い︒これは保守党自身が議会政治を否定したと非難されても︑私は

念日にするか﹂という一番の問題点を自己の責任においてやらな

三︑憲法改正の必要
ここを再検討しない憲法の改正とは何をやるのかというんだ︒こ
二月十一日でない日を︑紀元節の日にするというようなことで︑こ

れはちょうどいまの紀元節の問題だってそうだろうと思うんです︒

おる︒けれども保守党としては︑もっと政治家としての断乎たる決

に投票する︒また他の人も保守党に投票してくれることを希望して

意を持ってもらいたいものと考えております︒いつもいうことであ

べき政党がないんだから︑われわれはそう言ってもいつでも保守党

てはどう考えようと︑建国紀念日法制化をどうしても実現しなけれ

れまで紀元節の国民運動が行われておったかどうか︒政府が腹の中

になったいろんなものが︑根強い国民の運動があれば︑これを無視

ばならないと考えるようになって毎年毎年︑議会で問題にするよう

い︒それがしかし︑民主主義的な政治のしかたなんだ︒こういう錯

りますけれども︑どうも戦後日本には行政はあるけれども政治はな

憲法改正の必要を訴えて下さい︒そうしたらわしは改正してやる︒

憲法を改正してくれ︒三分の二の議席を与えるほどの国民の多数が

ことはすべきじゃない︒国民が︑あれをしてくれ︑これをしてくれ

世論が何と言っているのか判らんのに︑自分の方から積極的に言う

民主主義というものは世論によって政治を行うというもんだから

覚が保守党の議員の有力者の間にもあると思います︒

することができないから出したのでしょう︒だから紀元節法案を出
す時に︑建国紀念日は二月十一日でなければならぬということは︑

これは決ったことなんですよ︒それがどうですか！今日では二月
十一日になるかどうかさえもわからん︒

私はあの議長斡旋案が出た時にびっくりした︒これはとてつもな
いもんだ︒大変な議長が出て来たもんだ︒もう一息だったんですか
ら⁝：．︒安保改一訂︑日韓条約︒あの決意を以って当ったはずなんで
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これが民主主義政治だと錯覚しておるんですね︒こんなものは︑政
治の責任は国民に委して︑自分は国民の作ったお膳の上でご馳走を
食べるだけはわしが食べてやるという行き方と変りがないｏ民主政
治であろうと︑何であろうと︑いやしくも政治というものは︑まづ
第一に︑国策としての理想を掲げなければいけない︒憲法改正につ
いていえば︑国民主権なんというものは日本の歴史にないことなん
だ︒

今後の日本の国民統合の国家体制を堅持するためには︑ぜひとも
われわれの歴代の祖先が︑守って来た国民統合の国家体制でなけれ
て︑今日よりも明日︑明日よりも明後日︒だんだん国民をそういう

ばならんのだぞ！と︑こういうことを国民に徹底的に宣伝しそし
ふうに︑ひきつけて︑そうして選挙毎に保守党議員がふえて三分の
二以上になったら︑断乎︑憲法改正を断行する︒これが民主主義政
治というものなんだ︒

ところがいまはそうじゃない︒だれかが政治理想︑政治目標を作
ってくれたら︑それを技術的に実現してやるのが︑これが民主主義
政治だ︒こういう誤った考えが支配している︒これは現在の保守党
の方々にはぜひとも大反省をして︑私は︑もらわなければならない
こういうようなわけで︑私自身は旧憲法即ち帝国憲法というもの

と考えております︒

は︑これから日本は正に幕府政治から脱皮して︑近代国家として世
界に雄飛するという環境の下に︑そういう目的の下に作られたのが
帝国憲法である︒だから王政復古の精神を基礎として万機公論に決
するという︑日本的民主主義体制が︑これは何と言っても︑日本の

政治にしては非常な前向きの憲法だと言ってよいと思います︒

四︑国体破壊の憲法論

ご承知のように︑敗戦を機会にして︑憲法が大きくひっくり返さ

れておる︒尤も︑ポツダム宣言を日本が受諾したということは︑当

かどうか︒この点を桑ますというと︑占領軍がどう考えておろうと

然に帝国憲法を変えなければならん法律上の義務を負うたことなの

客観的には︑ポツダム宣言のどこをみても︑ポツダム宣言の受諾は

憲法改正を必要とするという結論には結びつかない︒しかし︑これ

も戦後の流行の憲法論ではそうはなっていない︒ポツダム宣言の受

諾は必ず憲法改正をしなければならなかったんだ︒私はこれは結果

論だと思うんですな︒何故そういうことを言うかというと︑ポツダ

ム宣言は認めておらん︒何故か！ポツダム宣言は﹁日本国政治の

ム宣言自身日本の歴史的な国民統合の国家体制からいえば︑ポツダ

べきもの﹂こういっておるんだから︑どうしても日本の歴史的な国

最終形態は︑自由に表明せられたる国民の意志によって決定せらる

ね︒

民統合の国家体制には︑両立せんじゃないかという考え方なんです

ところが︑この側由に表明せられた国民の意志とは何か︒これは

占領軍ではこの点をどう考えているかというと︑帝国憲法を議会制

度を承認して︑その議会制度の下に︑承認された国家の政治体制で

形の上ではいまでもそうなっているんですよ︒ポツダム宣言を受

あればいいということなんです︒

諾し︑その後われわれは︑国民投票で日本の憲法はいかにあるべき

の審議にかけて議会を通過したということを以て自由に表明せられ

かということを決めた事実はない︒事実は︑帝国憲法の定めた議会

たる国民の意志が決定したものとして占領軍はそう認めておる︒
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だからいまの憲法を占領軍は承認している︒そうだとするならば
ポツダム宣言の受諾後︑日本の帝国議会は︑ポツダム宣言を受諾し

国家存立の第一要件として必要なことは︑磐石の国民統合の国家

れば後向きである︒

挙権を持っておる人為の︑しかも多数だけで決めたんじゃなくて︑

体制が第一だろう︒そうすると日本天皇制というものはその時の選

数千年の歴史的民族的生活経験を通じて日本人の国民統合の国家体

たが︑日本の憲法改正を必要としないか︒議会の審議にかけて﹁憲

制はかくあるべしという民族意識の基礎に立つ天皇制です︒これほ

法改正の必要な︸﹂と﹂を帝国議会が決めればですね︒日本の国家の
法理論としては⁝．：︒こうなるんです︒ところが普通はそういうふ

政治体制というものは︑従来のままであってちっとも差支えない︒

でも問題になった件ですが︑問題になった第一点は︑一体いまの憲

ど民主主義的な固い基礎はないじゃないか︒これは実は憲法調査会

法は民主主義憲法︑というけれども︑果して民主主義憲法といえる

うには説明されていない︒ポツダム宣言を受諾したということがも
この憲法論はなかなか有力なんです︒〃有力″というのは︑道理が

う既に帝国憲法は死んだんだ︒これを〃八月革命″と称している︒

いかということは︑憲法の中味だけで決ることか︒制定の過程は入

かということが問題になった︒ということは︑憲法が民主主義でな

らないのか︒こういうことが問題になった︒中味はともかく第一番

正しいという意味じゃないですよ︒実際の学界や政治界を支配して
憲法のテストはそういう考え方でテストされていると思うんです︒

に自分が作ったものでない憲法が民主主義憲法といえるかという問

いる程度が大きい︒恐らく︑いまの国家公務員試験︑司法官試験の
ポツダム宣言を受諾したということが前の憲法が変ったということ

そうなると誰が何と言おうとも︑日本が自由な立場で自由に審議

題はどうするんだ︒

の権限は無くなったんだという説明なんです︒しかし私に言わせる

なんです︒だからポツダム宣言を受諾すると同時に日本天皇は従来

おる︒だからさすがに憲法改正反対論者も︑やはり制定の過程から

して作った憲法でないということは憲法制定の客観的事実が示して

みても民主主義的憲法なんだ︒そういうことをあつかましくいえる

というと︑無くなった天皇が憲法改正の発議の権をとっておるじゃ
じゃないか︒そして可決しているじゃないか︒昭和二十一年十一月

かにそうだ︒作った始まりだけの時点に限ってみれば︑いまの憲法

者はだれもなかったんです︒そこを衝かれるというと︑それはたし

ないか︒無くなったはずの炎族院が憲法改正の審議に参加している

これをどう説明するか︒八月革命論では実は法律論としては説明が

ばたしかにできた時は民主的とは言えない︒しかしｌそれからが

三日に天皇は御裁可なされているじゃないか︒これはどうなんだＩ
つかんのです︒しかし何か言っているだろう︒それは言っておる︒

まの憲法ができてから何年になるというわけなんです︒あの当時は

大事なんですｌしかしあれから何年になるというわけなんだ．い

まだ十五六年だったと思いますが︑﹁もう十五六年も経っているじ

それはただ裁可しただけだ︒議会はただ審議しただけだ︒議決した

ゃないか﹂ところがこの十五︑六年の憲法生活を反省してみますと

だけだ︒法律論になるというと議決したということが大事じゃない
の使い方がまるで逆なんですね︒いまの憲法こそは︑私から言わせ

か︒こういうようなわけで︑前向き論︑後向き論という︑この言葉
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しかし︑この主権在民でも戦争放棄の問題でも︑今の憲法は日本

五︑明治維新百年と憲法改正

大体そういうふうに思っているから十五︑六年間いまの憲法が行わ

の歴史的な背承があるかどうかといえばそうじゃないでしょう︒こ

が前向きの方向をとって︑ますます偉大なる国家になるような悲法

いうと別に国民大衆がどこがどうだということはないじゃないか︒
れて来たじゃないか︒この事実が大事だ︒ということは︑この十五

れは皆さんご承知のようにいまの憲法は戦争に負けた詑証文なんで

六年の間は︑国民の暗黙の承認が与えられて来たというわけなん
だ︒民主主義は国民の意志に即し︑その国民の意志は陪黙の承認も

これが偉大なる国家になるような慕進力を生む原動力になるよう

すから⁝⁝︒

ました︒これからは二度とああいうことはいたしません︒お詑のし

な憲法になり得ないことは当然であります︒どうも済まんことをし

そのくせそういう立場の諸君は日本の旧憲法までの天皇制は非民

また国民の意志であるという考え方なんです︒

五︑六年ぐらい統いて来たということが︑困民の暗黙の承認のある

主的なもんだという考え方なんです︒そこは私などは﹁そうか︒十

いおとなしい国家としてお詑びいたします︒そういう国家のカヲク

るしとして国民統合の国家体制も変えます︒軍備も持ちません︒弱

リがいまの日本国憲法であることは︑いまの憲法の制定経過をみれ

いて来たわが天皇制は簸も強力なる国民の暗黙の承認があればこそ

ば︑私は一点の疑いもない︒ということは結局は日本弱体化の占領

憲法だと言い得るならば数千年の間︑国民統合の国家体制として続

立つ天皇制はないじゃないか︒﹂

の意味なんですから︑これがどうして前向きの偉大なる国家の原動

目的達成の一環としての憲法改正が戦後の日本憲法改正のほんとう

数千年間統いて来たじゃないか︒これほど強力な民主主義的茶礎に

こういう問題に転換されていっておるんです︒だからわれわれは

れは維新百年を近く迎えるに当って︑今後生れて来るであろうわれ

力になり得るかどうか︑こういうふうに考えるというといまわれわ

帝国憲法までの日本国体というものは︑非民主的だという考え方も
しばしばききますけれども︑実際は正に非民主的とは逆に︑目に見
えた仮の選挙などで多数決で決めたようなも とは違って︑数千年

われの子孫に残すべき憲法はいかにあるべきか︒

は私事ではない︒われわれがいかに叫ぼうとも︑私の目の黒いうち

結論は私ははっきりしておると思います︒しかし天下国家のこと

の民族確信の基礎の上に立つ︑国体という意味における︑堀も強力
の国家体制をあっさりやめて︑主権在民の国民統合の国家体制をい

な民主主義的地盤を踏まえたものなんですから︒そういう国民統合

い︒けれども︑これから生れてくるであろう日本民族はいかにある

にわれわれが考えるような憲法が生れてくるかどうかそれは判らな

べきか︑彼らがよるべきものを何も残していかないということは︑

まの憲法はとっておる︒しかし憲法を支える国民的信仰と国民的道
ものは作ればよいというものじゃない︒こういうことを考えるとい

んとうのこととして︑毎日怠たらず積み上げて︑それを来たるべき

私は民族使命に欠けると思う︒だからほんとうのことはやっぱりほ

徳の支えがあればこそ憲法の権威は出て来るんですから憲法という

いかんものがあると思います︒

うと︑どうもいまの憲法を簡単に前向き憲法として受け入れるには
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われ歴代の祖先から受け継いで来たものをいつでも用意しておいて

子孫が暗中模索しないで︑いつでも必要あらぱよるべきもの︑われ

やる︒

ここに非常に大事な意味があるんじゃないか︒来年まで憲法改正
い︒そういうふうに考えるならばそれは天下国家を私するものだ︒

が成功しなきや︑もうやめたという︑そういう考え方は私は採らな
私の目の黒い︒黒くない︒こんなものは永遠の民族の生命からみれ

あってもなくてもどうでもいいようなものだ︒これから二十年︑三

から．：・・・︒

十年生きたところで︑無限の．民族の生命から象れぱ一瞬の生命です

しかし︑後から続いて来る子孫︒これをみていくといった民族の

生命は無限︑そこで小我を捨てて大我に生きる︒この意味を︑私は

皆さんの一そうの御健闘をお祈りいたします︒ありがとうござい

この憲法改ゞ正との関係でも認識することができると思います︒

ぱ一瞬の生命に過ぎないんですから︑個人としての私などはこれはました︒︵京大名誉教授︑日本国民会議に於ける講演要旨︶
も

り若い人々が進んで﹁道徳﹂を研究するようにならなけれ雲ばな

日本道徳論の再刊を田中俊夫ところです︒文庫版再刊の利点は多々あります︒老人はもとよ
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拝復岩波文庫版による﹁日本道徳論﹂の再版については紙らないと思いますｏ

型も残っているかも知れませんし︑又﹁岩波﹂のネーム寺︿リュ第二に弘道会員として︑依り所の文献のないことを残念に思

Ｉが知識人にも重んぜられている事に依るものです勺一般世間う者です︒せめて一冊は手許におきたいものです︒これがなけ

漠然としているし︑忠君愛国だけでは偏狭的で若い人には向きますまい︒かくて自分も知らず︑まして他人に勧める方法もな

一にも︑道徳論の由りどころが乏しく︑唯︑ヒューマニズムではれぱ泊翁先生の著書に親しむことは皆無というも過一一二口ではあり

一そうもありません︒明治十九年の講演﹁日本道徳論﹂ならばくなります︒輝かしい将来に進む基本となる道徳いわば人の世

﹁況健にして明快﹂﹁世界的で明日的﹂でもあり︑一つの指標の華︑人倫の貴さを教える﹁弘道﹂の意味も消滅することにな

として若い人為にも早天の雲寛︑或は一味涼風︑一条の光明とります︒

もなるかと思はれるからです︒心ある人にも信用して読んで頂せめてもの心尽しとして︑型は小冊でも宝の山とも言うべき

けるかと思われます︒倫理科の学生も手軽く買求めることが出この文庫本を誌友の一人々食に持たせたいものと念じてや承ま

来︑先生もテキストに用いてくれると思います︒こうして﹁弘せん︒右重ねて失礼ながら愚見を申上ます︒切に御海容御諒承
私も持っていましたが友人に呈上して了って残念に思っている

道﹂精神を弘める方法として手頃のものと確信されるのです︒の程を︒六月十日︵松江支会幹事︶

￨

秀逸

○

埼玉県鷲宮葛人

終戦日迎ふる度に墓参すも召されて逝きし吾子偲びつつ

もてなして頼み帰しぬ農を継ぐ嫁の世話すと来し仲人を

川越市小名木狂辰

悪しきとは知らで落書せし孫を叱りしあとの老の淋しさ

佳作
○

埼玉雌鷲宮葛人

二粁コース歩け歩けの大運動喜寿の会長先頭を保つ

熱入れてラジオ体操に通ひくる元校長の脚腰たしか

千葉県加藤己之○

へり

○

埼玉県相沢正直

千葉雌菅谷義太郎

千葉県菅谷喜一鈴の舎の大人の住みける松坂の鈴の玩具の絵の懐かしき

入江相政

夜すがらの産屋の岬かるる時声高らかに孫は生れぬ飯岡の護岸工事の人為力大自然よりの荒波防ぐ

○

○
千葉県菅谷義太郎暑しも
新き杖つきて散歩に出でし妻遠くや往きし未だ帰らず○

らし
七夕を祝ひて飾る笹竹をゆすりつつ吹く夜風涼しも
唐黍の葉ずれの音も遠のきて秋雨細くたそがれそめぬ訪ね来し友と詣づるうぶすなの森にも今朝は山鳩の鳴く
足音にふととだえたる虫の声静かにまてば又鳴きそむる楽げにプールに泳ぐ子らを見つつＨを浴びて立つわれは

木洩れ日を背に躍らせて遊ぶ子らの声静まりぬ昼帥なる↑ハス降りし園児らは皆喜くりはじめて広き海眺めつつ

ら

夏の日の妙りつく如く照る中を帽も冠らずかけてゆく子つつがなく田植終りて妻子らと梅酒をつくる老は楽しき

はずむ

真昼野に草刈りをれぱ野良着まで汗に惨みききて息さへ年老いてえび腰となるわが妻の身には着なれし和装似合

○

入江相政選

暑さつづき妻はかこちぬ鶏卵の値上れど産みの止まると○
￨I

Ⅱ
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弘道歌壇

塩気なき水ゆたかにも注がれて見渡す広田出穂の揃へる彼岸花かさなりあひて咲ける辺に延享二年苔あをき墓
！

︑喜レ雨

詩林三好凌石選松堂中村柴次︵逗子︶
０○○００００
早天連日火雲長︒

○○○０○○０
︐時事偶感樹着二蝉聾
一又夕陽︒

鴎盟相結十三年︒植樹偏期国土全︒

春霞何虚得二清眠毛︑立秋

騒起
客仙七
遊通
亦同
遷︒好
評日
︒︒
筆力志
剛健
︒可二以見診所レ｜
憶
人
友
︒

＠偶成

静古中村静子︵逗子︶

碑表戦し功千載惇︒
評日︒著筆浦動ｏ治絞可レ想・︑立秋

評日︒淡遠︒筆有謹趣︒

松癖小島員太郎︵横漬︶
○○○○○○Ｏ
評日︒一結懐然感傷轄深︒
城南西春彦︵東京︶畷雨一過炎熱散︒
０○○○０ＯＯ
＠賀二須田翁治水願彰碑竣工一晩潮打し岸釣舟多︒
○○○○○○０
黄昏己畳碧天涼︒
越南法難勢増頻︒
曲浦無し風鴎弄レ波︒
○○０○○○○
評日︒筆意清新︒秋涼自畳︒
村宰多年志業全︒
僧尼相次自焼レ身︒
帆影高低残照外︒
００○○○○Ｏ
︑永平寺避暑
常参厩政唾二群賢毛
大乗持レ節堅レ干し徴
隔レ汀遥蕊櫓聾過︒
○跡
○鴬
○蓮
○山
○豆
０偶０
季
然︒親鴬日蓮︑︑阜鴎稽球征太︵逗子︶ 知君治水柴害大︒

白雲出し肋選二稗房毛
︑書懐
○００︒︒○○
風裕二経醗一除韻長︒
遠去二家郷一己十年︒︒・・・・・・

岳堂林宗治︵富山︶

︑吊二樺尼智順一

評日︒箸一意沈椀︒措辞軽妙︒

碧花紅舞動二詩田尭

愛着中庭秋尚早︒

澗椅二欄干一樹影移︒

梅渓勝田啓治︵千葉︶轄蕊恩渥柳喉唾叩
書窓此夕掃二挨塵毛
浅畢無し功頑健身︒

経営勧業志迩堅︒

焚香顧影涙潜然︒

自レ襲二家名一冊一年︒登料急洞空二葉石↓

噌幅川文五郎︵繍演︶蕊遥謹．

︑還暦自言

評日︒温雅︒可三以想二其襟懐宅

塊吾難助未し驚レ人︒

耕陽大塚規一︵千葉︶ 賀 島 俳 前 祭 し 詩 庭 ︒

評日︒一棲絶槍し榊︒一憂国慨＠春日遊二樹林寺一

○○○○○○○
塔影登レ室人迩絶︒
都塵堆一異夢室牽︒︑︑︑︑︑︑︑
０Ｏ○○○○○
山中自使俗情忘︒
論来東亜和平策︒
評日︒筆一意浦爽︒景象自然︒
Ｏ○○○○○Ｏ
擾乱多端鱒槍然︒

然︒

︑新秋賓樹森森絶二世塵や

秀岐栗原精夫︵横漬︶遥看塔影費峰崎Ｃ
○○○○○○○
Ｏ○○○○○○
梧桐一雨動二新涼む巌頭白雨天花散︒
○○○○○○○
ＣＯ○○ＣＯ○
枕上室濠酔夢長︒現出西方浄土春︒
○○ＣＯ００Ｏ
評日︒一二清高︒三四超凡︒
起歩二中庭一先椅レ楊
○○○○○○○
＠次中村志軒先生芳韻

評 日 ︒ 一 雨 生 し 秋 新 涼 自 畳 ︒ 弘 軒 坂 本 弘 ︵ 佐 原 ︶ 奉二蒋祁徳一遼二華甲毛評日︒語浅一意深︒哀惜殊深︒

爺候秋色憶二南湘毛

一
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作者以二奮節一馬二主張毛

評日︒建図︒諸説紛紛︒

寄在二法師遺詠中毛評日︒遺烈赫突︒感慨何堪︒直気横溢ｏ足二以解戸順ｏ

︑偶成
賞心倶酔黄金酒︒長博士道善精華︒
芳洲新家孝︵津︶

異代異郷客︒遥望天一涯︒◎・

風雨永二今夕毛悠然傾二酒厄↓＠依韻重寄二安岡先生一

興し翁一酬唱︒讐欽亦忘レ機︒亡羊室嘆雨三岐︒

香城菅谷敏夫︵千葉︶諭し蚕匪拙レ陣ｏ調讃榊搾柳︒出典欲し探猶未し獲・

︑吊二白虎隊一三首紙上龍蛇走︒行間韓二珠磯毛掃涙難し牧世己移︒
雄藩立レ策欲し回し天︒

中有二紅顔美少年宅
隊伍堂堂総二白虎毛

一
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︑︑︑︑︑︑︑
二十除年樽瞬間︒
評日︒筆有瀧籍︒情韻亦佳︒︑雨夜懐凌石詩翁
︑︑︑︑︑︑︑
＠香取祁宮式年祁幸祭暁荘前耀一章︵中園︶＠群蓉郷毒識睦隷筆乗示二
春花秋月未看間︒
︑︑○○︑︑︑
恭賦
凌石寛
燈前聴レ雨眠難レ就・
霞肝鵜野英治︵千葉︶黄昏雨盤裡︒無肌讃二唐詩毛
○○○○○○○
室引二清愁一億二故山毛
少
陵陳慨士︒千秋涙室垂︒天書哀痛責無し涯︒
堀爽雄姿畢二玉鞭毛
評日Ｏ風懐自佳︒
君年近穴狭毛我僅迂一壮時毛玉稿漫川一異辞︒
緋抱統胃耀二春天毛
＠大船病院長桝岡博士
老少雌し異し地ｏ偶然幸相知︒容慮先憂兵力表︒
胸像自賛鋳板竣工即
仰看勅使盛儀在︒
賦此以贈
空谷聞二足吾宅胸臆自嬉嬉︒廟誤亦恐国鈎危︒
倣若祁輿瑞気鮮︒
雲石村田一雄︵枇演︶
評日︒格調清高︒膿儀可レ想︒我今槻二翁圭見朗然訓二翁詞毛傷心忍レ説時絡否︒

自賛雌し誇如警レ世︒

○○○○○○○
刀圭一代済二窮民↓
○○○○○○○
角抵柔剛技入し利︒
○○○○Ｏ○○

○○○○○○○
讃来請去感殊新︒
評日︒桁訓可訓︑猫有除韻︒

墓畔低個奈レ難し去・中村松堂命以レ使レ行能作し規・規規制也
錦楓紅似二少年心芭聖統連綿大業崇︒典擦縦雌レ折二麟角毛
興亡如レ夢一長嵯︒橿原登極憶二刷雄壬加川惜不レ解二人順壬

赤心遺烈世長博︒﹄評日︒著筆明快ｏ賜懐寄情︒義命由来徳令群︒
︑勝持寺寺在二洛南西山一
菱 岐 寺 田 英 一 郎 ︵ 布 施 ︶ 秋風那蓋樹森森ｏ交誼之厚︒自溢干緒墨之間︒如レ斯措字合相宜︒
暮烏略し室感慨深ｏ︑建国記念日制定有し感義因し所し立偏篇レ質︒質本也

︑︑︑︑︑︑︑
来訪城州古掩宮︒
︑︑︑︑︑︑︑
晴郊十里挑二春風毛
︑︑︑︑︑︑︑
西行庵畔枝枝白︒
︑︑︑︑︑︑︑
不動洞遥樹樹紅︒

此地金湯天下誇︒紀元須レ定雷佳節︒謝君高教有二深三島
藩命己窮臣節詣︒寓姓威知建国功︒便是知し知亦得レ知︒

○○○○○○○
隔レ水樫雲影迩糖︒
○○○○○○○

穿レ花燃語曲猶工︒

1

弘道を読んで

伊藤正男

それにしても︑漢文は︑楽に読めないの

ところの相互扶助︑経済面に於ける提携︑

経済機構の樹立︑自由主義に基いた自由正

妥協と寛容︑世界的独裁を排除した世界的

義︑日本の若い世代の教育等︑よくわかり

で抵抗を感じます︒

昔の不勉強を今に後悔しておりますが︑

神︑即ち︑道徳を修め︑これを自分の一人

ました︒又︑会祖西村茂樹先生の弘道の精

だけにとどめないで︑家族︑社会︑国︑世

早速﹁名詩類選評釈﹂を求めて︑気侭に拾
それでも先生から弘道会を勧めていただ

界へと広めて行く構想︑人道主義とは︑人

い読拳しております︒

いたお蔭で﹁日本史の参考書﹂をよく読み

先日は︑会誌をお送り下さいまして︑あ

直してみましたところ︑明治の初期の欧化

間の愛であるとの教えには︑全く敬服しま

﹁能バンと任命簿﹂は全く傑作でした︒

りがとうございました︒

思想︑皇道思想︑社会主義の関係がよくわ

れたものになることがよくあるからの老婆

機が純粋であっても︑次第に目的からはづ

う杷憂がないでもありません︒それは︑動

の精神のような誤解をうけはしないかとい

ことは結構ですが︑それが曾ての八紘一宇

いうことであります︒弘道を世界に広める

には︑日本は今少し頑張らねばならないと

ということであり︑又︑世界の注目を引く

日本のことをどれだけ考慮に入れているか

唯︑少し懸念されることは︑世界の人は

した︒

りです︒先生もさぞ︑昔日を懐しんでおら

当時の秋田師範の様子が偲ばれ︑嬉しい限

大杉主事の英訳論文については氏の説く

かりました︒

れることでしょう︒

今云生口
日本弘道会創立九十周年記念式並祝賀会
一︑日時昭和四十一年十一月六日︵日︶午前十時半
一︑場所東京都千代田区神田錦町学士会館
一︑記念式会長式辞文部大臣︑宮内庁長官祝辞
一︑記念講演立教大学教授大久保利謙氏︑日本大学教授石川誰氏

御依頼の拙稿は︑﹁シェイクスピアと道

心なのですが︒

すから︑今しばらくお待ち下さい︒

徳﹂という題にでもしようかと思っていま

一︑祝賀会︵会費不要︶

の程お待ち申上げます︒

準備の都合上御出欠は何卒十月二十五日までに御通知願いたく︑振って御出席

︵群馬県会員︑中央高教諭︶

（32）

編集後記
さわやかな秋風の好季となって一入書物
に親まれている事と思います︒西村会祖が
明治二十六年明示された道徳学入門手引の
﹁読書次第﹂の小冊が国会図書館にありま

ます︒野口︑新美︑湯浅の三氏からそれぞ

す︒ご希望があれば︑その一端を紹介致し
れの立場で読書についての有益な指針を頂
きました︒

◇﹁敬老の日﹂に統いて﹁体育の日﹂が新
に出来ました︒国民の健康な心身が充実し
て国力が一段と伸長するとしたら何より喜
ばしい事です︒鍛錬した剣道によって奇禍
を免れた平塚博士のわが意を得た武道推称
論︑大塚博士の高い次元から国民体育の反
省と対策︑三橘体育研究所長さんお声がか
りの﹁生命体操﹂三十七年︑村造りの基を
固め統けて令名をうたわれる戸田枝探訪の

坤準釧極蓉癖恥権職麺唖率確嘩癖識一

大沢氏︒

駆心

致します︒

◇凡てｌ金！一にも︑二にも︑三にも

が大手を振ってまかり通る世の中に木下

金︑外聞もなく︑恥もかきずての﹁お足﹂

大きく洲介されたことです︒泉下の先生

先生が四九頁に亘って世界の道徳学界に

代化に対する態度の変遷﹂中﹁西村茂樹﹂

様︑生雄様の由緒をとつくりとお訪ねさ

Ａ君〃凸哨

典Ｕ

︽ザ

＆▼毎晶Ｔ

れて若い世代に特に敬愛の心︑ひいては
愛郷心もかきたてて下さいます様願上ま

す︒︵細︶

弘道売価一冊金四十円
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銅認侭日本弘道会
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編集兼
発行人

品１

の好季に加えて︑十月は秋祭の月︒氏神

◇よき連動とよく心に読離身に読む読書

れ会員も喜びに堪えぬ所であります︒

も定めしご満足のことでしょうがわれわ

理事が公憤される様に会員各位もさぞか
し義憤を感じておられる事と思いますｃ

◇松江の田中さんのご高説の通り︑展近
要望される方灸の多い会祖西村先生の珊
波文庫の日本道徳前が去る八月二十︑復
ら国民が欧米の文明に心酔しての道徳低

刊されたことです︒本書は明治の初年か
下に対する伊藤内閣への大きな期待に反
して﹁鹿鳴館時代﹂の醜状を見るに忍び
ずして明治十九年もおしつまった十二月
西村先生の大演説であります︒道徳思想

帝国大学の講堂で三日間に百ぢて行った
界の先駆者︑国民道徳の卒先乗範者とし
いるのです︒明治百年の金字黙︑仙界文

ての憂国の至梢が切々懇友と述べられて
化史上の不朽の本書が本会創立九十年の
記念となったことは先生の偉大な余徳の
賜に外なりません︒

今一つ︑朗報が津田塾大学の片山清一

︒︑必〃︑肌〃■︑

夕︑柚〃け︑ダ

電話九段剛○○○九番

ザ︑２〆＆︑必〃も日〆巴笥や〃︑７夕臥︑坐ク︑Ｉ全区も鉛〃︑７〃区︑圭夕︑乳

尋ハード大学のシャイブリー教授が昨年プ

さんからもたらされました︒それはくＩ

グ︑凡〃い︑〃ク︑ハクい司傘グ︑ｒ〆唾︑

振替口座東京里二七番

も

リンストン大学で出版した﹁日本人の近

､

ロ．？●

１９１０

仏像図典

概説日本美術史

β

小堀遠州の作事
日本歴史叢書⑬

章

日本の彫刻

日本の庭園
日本の工芸

一

花押かがみ？鳶代

印

日本の服装山
ｑｈ６︲馴
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醒浄蛇騨馳霊鱗味極鋤癖唾樺鍛唾唾鯉識謡塞誰揃様式Ｂ５判／価一五○○円

桂離宮は果して遠州の作なのか？︒危大な史料・指図類
を考証し︑遺存する遠州好の作事を蹄破して独自の緒論
を導き出すとともに︑遠州の人柄に迫り︑彼の作風の真
髄を明らかにし︑もって遠州の事業を総合する決定版︒

荻野三七彦著

森瀧著

Ａ５判／価一五○○円

佐和隆研編

著者の専攻する古文書学の立場から印章の歴史を述べ︑
現代生活における印章の役割に言及する︒印章にまつわ
る種を相を解明して各時代の生活相に及び︑多くの写真
とともに興味尽きないものがある︒各新聞こぞって絶餐

東大史料編纂所

古寺巡礼や博物節の観賞に︑古美術の研究に佃頼できる
手引書︒仏像の典拠になった経典・鮫軌の内容をあげ︑
多くの作例写真を掲げてあらゆる尊像を網羅し︑さらに
各種の図表を付録に収めた便利重宝な図集辞典である︒

東大史料編纂所が明治以来蒐集した花押を整理した本格
的花押集︒本書には平安時代の貴賎僧俗一三八四人の花
押を実物大で収録︒依拠する文書℃典鯖を掲げ︑またそ
の称号・本名・法名・出家・死亡年月日・年齢等を付記

久野健編

︒ＵＤｐ会７４や訓町的

Ｂ５判／価一八○○円

鈴木敬三・他編

Ｂ５判／価一三○○円

中川千咲編

Ｂ５判／価一五○○円

森瀧編

Ｂ５判／価一○○○円

Ｂ５判／価三○○○円

四六判／価九八○円

Ｂ５判／価二五○○円

鑑賞と研究と辞典とを兼ねた画期的編成の彫刻史︒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
説等を収録︒初心者にも専門家にも便利な鱒とし好評︒

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

陶磁・金工・漆芸・染織など各般にわたる工芸の歴史を豊
富な写真と巧承な櫛成によって玄とめあげた鑑賞と研究
手引の図録集である︒付録に形の種額・形のうつりかわ
り．模様・実際の技術および工芸史年表などを併せ掲げた

描かれた絵画作品や現存する当時の辿姑はもとより︑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︒個奇の衣裳や着装
煩などあらゆる角度から詳細に解説した︒︵古代Ｉ室町︶

も、
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