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↑のる︒︵田中十苗ｌ青空教室より︶

暴れ廻るチュウ公族の不眠不休連夜の不寝番
の過労には全然無関心で動物愛護などと口先で
はうまい事を言うが︑我が輩を見さえすれば小
言を言うか︑泥棒ときめて暴力を振う人間共の
中で流石に激石先生だけは見上げたもので︑我
が輩に割合に理解があり相当の親近感ももてる
らしいから︑我が誰も過分の敬意を持っている
つもりではある︒が遺憾ながら我が誰の商名を
ご存知ないからでもあろう︑遂に呼び声は聞か
ず了いになって了った︒
ところで青空大学の上野学長ご夫妻となると
我が輩どもをミイ︑チビとやさしく呼んでくれ
る︒それだけでも右難い事なのに︑ミイ子︑チ
ビ公︑それどころかミイちゃん︑チビ君と敬称
までつけて下さるのである︒特にご夫人は三度
のご馳走を割愛して下さるは勿論のこと夏は莫
嘩︑冬はふとん畑鮭までもご心配なさるので我
が輩の感激も一入である︒チニウ公ども逮捕の
忠勤︑ご帰宅の出迎︑お出かけの見送りは申す
までもなく︑お昼ともなればお腹の督促もさる
ことながら菜園にご夫人を必ずお迎えに行くと
いうので近所の評判である︒
淵の子と梅突三合瞳ひけり
こんな句があったようだが我が推はびくとも
しない︒鰹節を川と稜んでも赤の他人にやられ
る心配はないし︑追われる不安などさらノ︑な
い︒ここは母と子の居心地のよい絶対境なので

明治百年に際して

野口明
今年は明治元年から百年に当る︒各方面で明治時代を再吟味して
そこから何等かの教訓を求めんとしている︒我々少年期を明治に過
した者は︑よい印象だけを持っているかも知れないが︑劃期的飛躍
をした此の時代には学ぶべき点が多いであろう︒私はその焦点は結
局国民が国家全体のことに強い関心を持ったことにあると思う︒今
日では世界情勢も変ったから︑明治時代と同じ行き方たるを要しな
いが︑然かも国家全体への関心を強めることは必要である︒個人尊
重の思想も結構だが︑同時に国家尊重の思潮を伴わなければ奇型で
ある︒個人だけの幸福や繁栄などと云うものは有り得るものではな
い︒国家意識の恢復は決して反動でも︑又単なる郷愁でもなく︑新
しい文化国家建設への熱源である︒︵副会長︶
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日本人の事業経営

ｒＤＰｂｂ

宮口

・翼

出光佐三

まつってある神域で生まれました︒この地方は︑明治時代

わたしの家庭もその地方風︑神徳を受けて︑実に立派な家

から︑名校長︑名教員を数多くだしたので有名ですが︑非

それはただ︑わたしが日本人として育てられ︑日本人とし

庭でありました︒両親は︑わたしどもが怠けると非常にし

わたし自身のことを申しあげて失礼かと思いますが︑わ

て教育されたままを実行してきただけのことで︑別に新し

かった︑それからぜいたくを非常に慎んだ︒そして︑人の

常に醇風美俗の地方風をもったところであります︒そして︑

いものでもなんでもありません︒そのことをこれから申し

ために尽くせということを教えたんです︒それを今わたし

ておられる方が多いかと思いますが︑そうではありません︒

あげたいと思います︒わたしの会社には︑出勤簿がない︑

たしの会社の経営は︑わたし自身が考え出したように思っ

首切りがない︑労働組合がない︑定年制がない︑給料も発

めにありたいというのが家風です︒わたしはこの神徳︑地

がやっておる︒ぜいたくを慎桑︑働いて︑そして社会のた

けた︑ということです︒神戸に行って大阪を見ております

方風︑家風をうけて︑さらに神戸の学校で校風の感化を受

なま

表されていなければ︑時間外手当も社員か辞退する︑とい
るということなんです︒それで︑わたしがどうして日本人

るに堪えないことをやっておる︒それでわれわれ学生は

と金持ちが金のあるにまかせて︑青年学生から桑れば︑見

う変わったことがあります︒これは日本人がやればそうな
として育ったかをお話して承たいと思います︒
あまてらすおお染か皐

わたしは宗像神社という天照大神の三人のお姫さまを
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に信頼する︑ということを知ったんです︒それから内池廉

これから商売人になろうとしておるときに︑商売人はいら

﹁金がなんだ︑社会は人間がつくったのであるから人間が

ないといわれ︑実に驚いた︒ところが先生は言葉をついで︑

売人はいらない﹂ということをいわれました︒わたしは︑

﹃人間尊重﹂︑﹃人間の尊厳さを尊重せよ﹄という言葉にな

﹁金をもうける意味の人はいらないのだ︒しかしながら生

吉博士は経営の方の先生でありましたが︑あるときに﹁商

っておるのです︒これは大阪の金持ちのあり方を見て︑教

中心である︑人材を養成せよ︑人間がしっかりせよ﹂とい

わったことである︒そして水島欽也先生が神戸高商の初代

の間をつなぐ意味の配給者としての商売人は必要である︒

産者と消費者との関係が非常に複雑になってくるから︑こ

うようなことをいいあった︒これが今︑わたしの会社で

校長でありました︵わたしは第三回の卒業生であります︶

かない︒それでそのなかに入って配給者として介在する商

生産者である生産工場からすぐに消費者に売るわけにはい

が︑先生は正金銀行におられるとき世界各地を回られ︑病
気のために銀行をやめて教壇にたたれたのでありますから︑

からといって品物を買い占めて︑高く売りつけて金をもう

人は絶対に︑永久に必要である︒ただし︑品物が足りない

世界の情勢もよくご存じになっておられる︒そのときは社
士なんかが盛んに社会主義を唱えておられて﹁家族掘情主

会主義が勃興したときでありまして︑京都大学の河上肇博

事情を聞かれた︒それから先生はわたしどもの希望をきか

された︒わたしども学生は︑先生の家に呼ばれて︑家庭の

わらず︑水島先生は家族温情主義を強調され︑これを実践

なんていうことが時代おくれとなっておったときにもかか

にもわたしがあたらしく考えたことではないんです︒しか

は︑学校の先生の教えをそのままやっただけのことで︑な

いうことを教わって︑それを五十五年間実行した︒わたし

﹁黄金の奴隷になるな﹂︑そして﹁消費者のために働け﹂と

それをわたしは五十五年間実行してきたということです︒

の進むべき道はこれだ﹂ということを︑わたしは感じた︒

んです︒これを︑学生として聞いておって﹁これだ︒自分

れ︑性格︑学業などを見て︑適当と思われるところに就職

し︑これは実行が困難であるがゆえに︑日本でもそういう

けるような商売人はいらない﹂ということをおっしゃった

の世話をされたの糸ならず︑就職後も︑ちょうど実の親が

形をやっておる者はありません︒世界的のものであります︒

ある﹂といわれておったのです︒家族温情主義︑家族主義

実の子供を愛するように世話された︒それをわたしが見て︑

今日︑経営学者の間で流通革命といわれているのがこれな

義というのは︑資本家が働く人を搾取する︑ずるい看板で

社会の中心となる人間は愛情によって育つ︑ということを

どれい

知ったんです︒人間は愛情によってはじめて育ち︑お互い
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んです︒﹁中間にいろいろなものが介在して口銭を取り︑

司に一人で行って店を開きました︒学校を出た人なんかは

のできごとです︒そういう尊い教えを受けて︑わたしは門

ら︑これはわたしが二十五歳︑日田さんが三十四歳のとき

きませんから︑上の学校にいけない高等小学校を卒業した

して物価を下げよ﹂というのが今の流通革命という言葉で︑

それを内池先生は五十五年前にいわれておる︒そして︑わ

物価を高くすることはいけない︒中間の配給組織を簡単に

たしは五十五年間︑その教えを実行してきたということな

が︑そのとき︑私の心のなかに水島先生の顔が浮かんだ︒

そして〃このお母さんにかわって︑この子を育てよう〃と

素質のよい子供を採用した︒母親が子供を連れてきました

ありますが︑その真理は真理であっても実行が困難である︒

思ったんです︒これは相手の立場になったということなん

んです︒いかに先生がたが真理を説かれるかということで
その困難な実行を︑五十五年間やってきたというだけが︑

から︑やめさせなかった︒子供は困難なことにでくわせば︑

ですＯお母さんにかわって育てようということであります

それからもう一つ︑わたしにとって大切なことは淡路の

わたしの取り柄なんです︒

なる︒ほかの会社では︑駄目な人は首をきるということに

すぐやめたがる︒それをやめさせては︑その子供が駄目に

なるが︑わたしのところでは︑あくまで育てるのだから︑

ころ親類に迷惑をかけられて破産して︑わたしが独立する

やめさせないということである︒今でもなかなかやめさせ

日田さんの教えです︒わたしの家は︑わたしが学校を出た

の話をいろいろ聞いているうちに︑自分の京都にあった別

にも資金はありません︒そのとき日田という人が︑わたし

でておるのでありますから︑定年制もない︒したがって︑

ません︒これは︑相手の立場を考える愛情ということから

対立闘争の組合なんかはいらないということになります︒

よばない︒ぼくは営業になんか興味はないから報告もいら

出光でも組合が一度できたことがありますが︑二ヵ月で解

荘を売ってお金をつくり︑﹁君にこれをやる︒返すにはお

せ︒それだけがぼくの希望である︒金はお前にやるんだ﹂

ない︒これをやるから親子兄弟仲良くして独立の主義を通

なって︑北海道の室蘭油槽所に入ってきて組合をつくりま

したが︑二ヵ月して﹁この会社には組合はいりません︒わ

散してしまいました︒二十三歳の青年が︑鉄道でパージに

たしが悪うございましたから︑わたしだけを始末して︑他

ということをいわれたんです︒これは︑日本の﹁陰徳﹂の

やっておるとするならば︑それはこの日田さんの教えによ

れました︒今日わたしが陰徳というようなことをいくらか

の組合員は罰しないようにしてください﹂ということをい

あり方です︒はじめてわたしは﹁陰徳﹂のあり方を教えら

るものである︒日田さんは︑わたしより九つ年上でしたか
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ってきたのです︒わたしはその人をそのままおいておりま

ら出勤簿をとるぞという侮辱なんです︒わたしが十五︑六

敬しないということで︑侮辱です︒お前は信用できないか

年前︑アメリカに行ったとき談︿︑ピッソ︑ハークで製鉄所の

すが︑今は両親を引きとり︑結婚して子供もできて︑立派

社長やらいろいろな重役が二︑三十人歓迎会を開いてくれ

にがにせものだ﹂と反問しましたから﹁民主主義というの

な社員になっておる︒かれは純情な青年であるが︑まだ子

は︑自分のことは自分でやらなければならないことだろう︒

供で︑経験がなかったために︑ただ共産主義の理論に負か

となっておるということなんです︒それだから〃赤〃とい

それであるのにいちいちタイムレコーダーをとって︑一時

だ﹂といったんです︒かれらはちょっと緊張しまして﹁な

って︑これをむや桑やたらと責めてはいけない︒これをな

たときに︑わたしは途中で﹁君らの民主主義はにせもの

んとかして育ててゆくということを︑われわれは考えなけ

を唱える資格があるか︒それから机の配置も後ろから課長

間も目が離せない︑信頼もできないという人が︑民主主義

されて︑そういうことになったわけで︑実際に人間の温か

ればならない︒頭から憎んでかかるということは良くない

味のある会社を見て︑それにとけ込んで︑今は立派な社員

と思います︒日本では愛情によって育てるということであ

出勤簿はない﹂といったら片づきましたが︑それを信用し

ではどうしているか﹂というから︑﹁わたしのところでは

なければなにをするかわからないという人が︑民主主義を

は自分の利益のために人を使い︑悪ければすぐ首を切って

たか︑しないかはわかりません︒それくらい違うんです︒

が監督するようになっておる︒そのように後ろから監督し

しまいます︒切られる方もそれならぱというので切られな

民主主義というものは︑大体いいものであるが︑それを悪

りますが︑外国では違う︒自分の利益︑自分の我欲のため

いように組合をつくって対抗するということが︑事業経営

用しているというのが︑今の民主主義なんです︒ことに日

に社員を使うということなんです︒ここに︑さっき申しま

の上にもはっきりでておるわけなんです︒これがさっきか

本では﹁民主主義﹂という一言によって︑悪いことを行な

ですから︑向こうはつまってしまった︒﹁それでは︑出光

ら申しております両方の国体の違いであります︒そうして

うことがはやっているんです︒そういうわけで︑外国と日

唱える資格はないのではないか﹂といったら︑これは事実

出勤簿がありません︒これは日本人には当然のことで︑出

したように︑無欲だった日本民族と︑我欲のために人を搾

勤簿は外国からきたものなんですＯ出勤簿をとるというこ

本のあり方は根本的に違うのであります︒また給料が発表

取する征服の民族との違いがでておるのであります︒外国

とは︑お互いの信頼がないということなんです︒相手を尊
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とを︑あなたがたは侮辱とお思いになりませんか︑校長先

されてないということについては︑人間を金で評価するこ

ろうと思えば︑なんでもやれるということです︒それで生

家だけは第一番目にあてがってきました︒愛情をもってや

のが︑わたしの一生でありますが︑そのなかでも従業員の

と思うので︑給料を発表しませんでした︒それならば︑給

やったとしても︑親としてはなぜ︑早く帰って家で楽しめ︑

義を唱えるならば︑社員がいくら時間外に居残って仕事を

ことです︒この間もある会議で﹁出光が家族主義︑愛情主

し︑生活の安定は保一証されなければなりません︒わたしは︑

生がたはおそらくそう思われるだろうと思うんです︒しか

料とはなにかということでありますが︑それは生活を安定

といわないのか﹂という質問がでたんですよ︒そういう考

にかということですが︑これは日食の仕事を楽しむという

させるためのものです︒生活は安定しなければいけないが︑

活は安定しておる︒それならば一体社員に対する報酬はな

反面︑ぜいたくや享楽をしてはいけない︑人間が駄目にな

えは︑わたしのところにはないので﹁社員は仕事を楽しん

金で人間を評価するということは︑その人に対する侮辱だ

るからである︒いわゆる親の立場から子供を見たときには︑

でおる︒あなたがたのように公務を苦役と心得てはおりま

かんじん

結婚した子供には家をやり︑女一房の食い扶持をやるのは当

せんよ﹂と答えたのです︒日々︑日の照る肝腎な時間を苦

を忘れ︑金銭を超越して楽しんでおる姿が人生であって︑

ろいろな訓練をおえて︑はじめて支店にきて︑営業に従事

LOノ

ぶち

入社した社員でも︑結婚すれば収入が六割ふえるというこ

然だと思うんです︒それで︑わたしのところでは同じ年に

役と思うということは人生ではない︒日々の仕事を︑時間

とになります︒それから︑わたしは五十五年間︑社員に家
をさがさせたことはありません︒終戦のときに千人の社員

これが本当の人生ではないかと思います︒わたしの会社で

はそうなっておる︒すこし前わたしはちょっと高松支店に

公務を楽し象︑家に帰っては私生活を楽しむというのが︑

おりません︒わたしがさがして︑社員にあてがった︒これ

行って︑若い連中と一時間ばかり話をしてきたんですが︑

が外地から帰ってきたが︑自分で家をさがした人は一人も

に住宅をあてがわないというのはどうかと思うんです︒そ

が生活の安定だと思うんです︒だから今のように︑公務員

がわないというのもどうかと思うんです︒わたし自身がや

しておる学生あがりですが︑それが﹁日曜に山登りして疲

ろいことをいったですよ︒油槽所でドラムころがしやらい

今年の春入った大学卒の社員に意見を聞いたとき︑おもし

ってきたから︑やってやれないことはない︑という確信を

れて帰ってきたところが︑仕事が残っているというので︑

れから大会社︑大銀行が自分のところの従業員に家をあて

もっております︒金のために苦労のしつづけだったという

／ 戸 、

夜会社に出て︑仕事をしました︒そういうふうに仕事を楽

かせる︒自由に自分の思うように適材適所で好きな仕事を

外交の好きな人もおる︒これを適材適所において自由に働

ということなんです︒一昨年ですか︑アメリカのスタンフ

争に行き詰まって︑仲良くやるということをさがしておる

教育︑社会のすべてのあり方に通じることである︒対立闘

つ一つの石油業とか事業とかいうのではなくして︑政治︑

本人のあり方をさがしておる︑ということですＯこれは一

アメリカの対立闘争の経営は行き詰まって︑無我無私の日

これが日本人の経営ではないかと思います︒いいかえれば︑

やっておれば︑仕事が楽しみになるということなんです︒

しんでおります﹂というのです︒この話は今聞いたばかり
です︒わたしは︑実にいい傾向だなと感心したんです︒こ
れはほかの会社なり役所の人からいえば︑どうして若い者
がそうなりますかということで︑信じられないでしょうけ
れど︑今聞いたばかりで﹁疲れておる体を引きずって︑会
社に夜出て仕事を楽しんでおりますよ﹂と生き生きと聞か
されて︑わたしは感激したのです︒それならば︑どうして
日為の仕事が苦役でなくなるかということでありますが︑

ォード大学の先生がわたしの話を聞きに承えられましたが︑

それには上の人が無我無私でなければならないということ
です︒わたしの会社では︑わたしが無我無私︑重役が無我

帰る時︑わたしに﹁スタンフォード大学にきて︑誰演をし

から個人個人が対立闘争しておる︒それをまとめるのには︑

由がないということなんです︒対立闘争の思想であります

いるんです︒それはアメリカ人は自由を求めておるが︑自

うと︑﹁それはわからない﹂という︒わたしにはわかって

ものをさがしておる﹂というんです︒﹁なんですか﹂とい

ておるからこれも申し分ない︒しかし︑その上にある尊い

おって申し分ない︒そして︑その結果は︑理想的に発達し

にあり︑組織︑規則すべてが水ももらさないようにできて

ことですか﹂と聞いたら︑﹁アメリカでは天然資源が豊富

わからないでしょうが﹂というんです︒それで﹁どういう

てください︒しかしながら︑お話をうかがってもおそらく

無私であるということです︒もし︑わたしが﹁会社のため
に働け︑わたしのために働け﹂といえば︑社員はそういう
ことにはならない︒﹁消費者のために働け︑製油所のある
ところでは市民とともに栄えよ︑市民のためにこの製油所
わ

があれ﹂というふうに相手の立場をいつも考えてやるので︑

青年が意欲を湧かす︒そして重役もみな無我無私でありま
すから︑派閥争いなんか絶対にありません︒わたしの会社
の重役会なんていうのは︑まるで漫談会みたいなもので︑

わいわいいって会議している︒誰が決めたかわからないう
ちに﹁あの製油所を建てよう﹂ときまる︒派閥がないから
人事をやったときに︑下の人が色めがねでみない︒だから
適材適所で仕事をさせている︒内勤の好きな人もおれば︑

ワー
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心のあり方をさがしておるということです︒いいかえれば︑

ようなものがなくなっています︒それで︑そういう人間の

組織万能で︑人間の温か味であるとか︑うるおいとかいう

る︒結局自由がないということです︒いいかえれば︑規則︑

ヵ人は自由を求めながら︑その反対に自縄自縛になってお

ところが︑それが微に入り細にわたっているから︑アメリ

組織︑機構︑経営管理というものでまとめなければならん︒

党などが︑何も知らない漁民をそそのかし︑マンモスタン

てることにした︒ところが日教組出の某議員や総一評︑共産

物資が十億円位入る︒こうして採算上の犠牲を覚悟して立

ば︑関税その他の税金が年々四︑五億円︑出入の船が買う

事だから姫路に五十億円位の金が落ちる︒製油所が出来れ

姫路へ持っていくことにした︒両方で百二︑三十億円の工

承知で重油の脱硫装置も千葉でやることになっていたのを

で立てることにした︒それから世界で初めて出光が冒険を

歳月を迎えて︑市民と共にということがはっきり現れてき

共に繁栄するということをやってきた︒その徳山が十年の

者としては消費者本位をやり︑製造業者となっては市民と

ある︒われわれは過去五十五年︑無我無私の心境で︑配給

けて︑その実力を持って消費者のために尽すということで

いかと言えば︑それじゃいけない︒自分で自分に実力をつ

油業ということである︒それなら出光自身がつぶれてもい

これが出光にどうでておるかといえば︑消費者本位の石

うと出光は非常な犠牲を忍んで千葉に移ったわけである︒

本のためにも非常に不利である︒そこでこれを反省させよ

こに利己的の思想があっては産業は本当に発達しない︒日

風がよくない︒産業立地条件としてはもっともいい︒がそ

視し︑地方の利益も無視してやった︒大体あの地方は地方

しよう︒選挙の票にしようということで︑出光の好意を無

まいってしまう︒すぐ分ることだけれども︑とにかく金に

ないことをいい出した︒そんなに油がもれちゃ出光の方が

カーがつけば︑魚がくさくなり︑食えなくなるぞと他愛も

じじょうじばりく

日本の民族性をさがしておるということなんです︒

た︒千葉の製油所が出来てからまだ三︑四年であるけれど

たのだが︒これは一般から非常に歓迎された︒さすがは出

ぼくは初めのうちは︑漁民が可哀そうなので我慢しておっ

所の建設をやめて︑千葉に撤退するという画期的なことが

光である︒出光でなければとても出来ないと言われて非常

も市民と共に繁栄するということが現れている︒姫路製油

て姫路が真暗闇になった︒地元から建設を一年早めてくれ

起ったのもそのためである︒これは山陽特殊製鋼がつぶれ

に働いておるということが認識されたわけです︒

に声価をあげた︒これで出光が社会国家の思想善導のため

︵出光興産会長・文責編集部︶

というＯ一年早めれば︑それだけ余計に工場を遊ばせねば
ならないが︑役に立つなら犠牲もやむを得ないということ
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馬敏夫

班に分れて現地視察を行ない︑そのあとの二日がだいたい

七日から三十日に亘る四日間であったが︑初めの二日は各

那覇に赴いた︒会議日程は︑往復の時間をいれて三月二十

のの霊方弔う塔が︑栃木の塔とか︑北霊の碑とか︑三重︑

慨無量であった︒梨明の塔の近くには︑各県出身のつわも

れ果てているという感じを与えられたのは意外であり︑感

れていると思っていたのに︑その環境といい︑なんだか荒

私は︑かねがねひめゆりの塔はもっと清楚な状態で管理さ

それぞれ思い思いに意匠をこらして立派に立てられてい

福井︑静岡の塔というように︑ほとんどすべての県の塔が︑

懇談会にあてられたのであった︒スケジュールがぎっしり
ままに帰ってきた︒したがって︑その見聞もまったく瞥見

いるような気がして︑むしろまことになさけない感じを抱

というよりは︑今の日本の政治のあり方の悪い面を示して

るが︑御国のためにと散華していったつわものの霊を弔う

の印象に止まり︑正鵠を得ているかどうか自信はない︒し

つまっていて︑私は︑実際市内見物も買物もする暇もない

ホテルに小憩後︑一同言言ハスで南部の戦跡視察に出かけた︒

相

繊淵見洲た淵ま剛圭

議篭

かし︑第一印象を卒直に述べるのもあながちむだではない
︑し﹂田心気ノ○
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私は︑このたび第二回沖細経済振興懇談会に出席のため
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かざるをえなかった︒ただ私が︑これはよかったと思った

に歌い集団自決した健児の塔だ﹂とか︑﹁沖細の人十万︑

た︑もし沖純零ハスのガイド嬢が︑﹁これが君が代を高らか

た人々の心を引締めるであろうかと思われたのである︒ま

すべてこのような塔であったならば︑どれだけここを訪れ

示して山を背に立っていることてあった︒もし各県の塔が

のがあった︒南部戦跡巡りをしながら︑甘鮮畑の管理の不

だけあって︑昨日見た本島の南部での印象とは異なったも

古も石垣もともに砂糖・・︿インを主として生活している島

旅であるが︑石垣島に着いたのは約二時間後であった︒宮

先島視察に赴いた︒宮古島に途中ちょっと立寄っての空の

が︑私は他の班に加わって宮古︑八重山︵石垣島︶という

翌日︑団員の一班は本島に残って中部地方の視察をした

あながち冗談とばかりは聞きとれなかった︒

内地の人十万が犠牲になった沖細の戦闘があったからこそ︑

われる砂糖産業のあり方を非常に案じたのであるが︑ここ

十分さ︑その成育状況の貧弱さを見て︑当面基幹産業とい

のは︑島守の塔が極めて清楚に︑祭られる人の高い風格を

をほうふつとさせるように︑戦跡を心をこめて案内してく

石垣島では︑一行は二班に分れ︑その一班は島内視察に

った︒

先島の甘藤畑はそれよりはいくらかは優れているように思

今日の明るい日本の社会ができたのだ﹂などと当時の模様
れなかったら︑なんの感慨もわかず︑むしろ各県の塔のあ
まりにも立派さと珍奇さを競っているのに憤慨するだけで
は上海で︑長参謀長とは仏印で︑ともに語り合った間柄で

あったろうとさえ思うのである︒それにしても島田知事と

できたのは︑私としてはまことに嬉しかった︒また︑ガイ

あるだけに︑この懇談会出席を機会にその霊を弔うことが

さい発動機船に乗って︑西表島よりもう少し先の新城島の

出かけたが︑私はまたとない機会と思い︑有志の人々と小

下地島に畜産視察に出かけた︒このような面積の小さい離

ド嬢が﹁原爆︑焼夷弾の戦いが再びないように︑平和が続

くことが︑この戦跡に散っていった御霊にこたえる所以

島では︑その島固有の農業の糸では生活が成り立たず︑島

その一つになったよしである︒

るのがその島を生かす良策と考えられるに至り︑この島も

島となる︒そこで︑全島を肉牛の飼育地帯として牧場化す

を離れる者が多く︑人口は漸次稀薄となり︑やがては無人

だ﹂と言ったのにも︑私は強く心をうたれた︒約三時間を
費して戦跡巡りを終え︑最近那覇市に合併された小禄とい
う町に近づいた時︑ガイド嬢が﹁この町は︑現在は軍作業
で生活しているがアクセントが他の町と異なり︑鶏までが
アメリカナイズしてコーラコーラと鳴く﹂と言ったのは︑
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石垣島出港は午後一時半帰港は六時半頃になった︒海は
穏やかなほうだと土地の人は言っていたが︑船はサンや．礁

のないところに出ると高波に強く揺られた︒島では一時間
ばかり経営者の話を聞いた︒この島には前に小学校もあっ
たが︑今は住民も他の離島に移って今ではその校舎の土台
が残っている程度で︑現在はこの畜産関係の管理者の一家

こんな離島で︑岸辺におろされた食糧などの需要品を肩

れないものかと思われるのである︒

にかついで牧場へ帰って行く管理人の後姿を帰りの船の上

からみているうちに︑船は島を離れ︑また︑高波に揺られ

等．の赤い花が今を盛りと咲き誇っていたが︑私どもの乗っ

使用しているのは琉球列島全体で総面積の八・七％︑最も

沖細があると言われているが︑アメリカ軍が軍用地として

沖細は︑沖維に基地があるというよりは︑基地のなかに

はじめたのである︒

て行った発動機船も岸に直接着くわけにいかず︑一同靴を

、止」・ノ

とその使用人合せて十︲一人が住んでいるだけである︒デイ

脱ぎ︑ズボンをまくし上げ︑海に入って上陸した︒敵前上

軍用地の多い沖純本島でも二・七％にすぎない︒しかも︑

っており︑まったく﹁沖縄の道路というのは基地と基地と

道のうち九三キロはアメリカ側が鋪装などの維持管理に当

用悩一路は二九キロで残りは政府道ではあるが︑その政府

しかし︑沖維本島の主要道路は延長八三六キロ︑うち軍

か与えられなかったのである︒

たがその当時︑米国軍が進駐していたのに似通った印象し

たず︑終戦後しばらくの間︑私は栃木県で県政を預ってい

ったために︑基地のなかに沖維があるなどという感じをも

かりか︑かえって基地とはほとんど縁のない離島を見に行

的な基地の町となったコザ市︑石川市などを見なかったば

戦前の純農村から人口六万余の都市にふくれ上り今は典型

私は︑沖細住民の生活が基地と隣合せている那珊の中心地︑

陸だと笑ったが︑このような島で畜産経営にいそしむ人々
この経営主体は土地を出し合って十一名でつくっている

の努力にはわれ知らず頭が下がる思いがした︒

任意組合で︑いままで一二○頭を二一○頭にしたのである
が︑〃ここに牧場を開いてから︑まだ一年半くらいしかた
っていない︒その間に十頭ぽかりを熱病のために失ったが︑

生後七ヵ月くらいたったところで本島へもってゆき︑一年
半くらい養って肉付をしてから枝肉として神戸へ送り川す︒

七ヵ月以上になると牝を追いかけてやせる︒また検疫が沖
縄と日本との両方で行なわれ︑そのために相当日数もかか
り︑その間に体重が減る︒これを改良してほしい︒〃など
という話を聞いたのであるが︑行政区域が異なるとはいえ︑

日本の領土である以上︑これなどは一回の検疫で済ませら

rll，

しても沖縄経済の現状および潜在的資源開発のための基礎

にはなれない〃と言うのは当然であると思う︒そこでどう

ような気もする︒また︑沖純の繁栄を支えている基地収入

を結ぶ渡り廊下だ﹂というのも︑あながち誤ってもいない
も的確なところば不明であるが︑琉球政府がこの三月末に

日本人としての連帯感の上に︑沖純経済が日本経済の一環

総合的研究に本土政府も力強い協力をいたすべきであり︑

かをお互いが胸に間うてみる必要があると思うのである︒

として︑いかなる点で︑またいかにして寄与し貢献しうる

発表した一九六七年度の基地収入は推定一億二千六百万ド
ルにのぼっている︒しかも︑この基地収入のうち︑固定的

文部大書記官西村某の木票を付せる挟箱を荷い来る︒番頭︑之

なく謝絶せんとす︒先生之を聴き唯々として退く︒偶を従者︑

を潜る︒時に番頭出で来り︑辞するに虚室なきを以てし︑左右

京のとき︑路を函嶺に取れり︒乃ち某楼に宿泊せんとし︑其門

明治十四五年の交︑先生官命を帯びて関西地方を巡視し︑帰

西村先生宿泊を謝絶せらる

︵監事︑日本製糖工業会握・明治製糖社長・文責編集部︶

なものの最高は︑軍人・軍属に住宅や部屋を貸す家賃・部
ドルに近く︑しかも一戸当り二︑三千ドルの建築費として︑

屋代であって︑一戸当り一ヵ月九○ドルとして年間一千万

石垣島から那覇へ帰る飛行機の中で隣合せた土地の人が

二︑三年で元が完全にとれることになるよしである︒
﹁自分どもはもちろん日本人であり精神的には日本へ復帰
したいが︑経済零ヘースにのらない生活はできない﹂と団員

の一人に語った由であるが︑多くの沖細の人々の心境を端
的に示したものと言えるであろう︒しかし︑﹁復帰したら
どうなるか︒たしかに一時的な混乱は避けられない︒しか
し︑その問題は本土政府が考えるべきことだ︒混乱するか

を見て始めて其高官なるを知り︑驚慌出でて先生に謝し︑恭し

ら復帰しない︑では筋が通らない﹂︑﹁われわれ基地で生活

している者にとり基地撤去は無責任極まる議論だ︒いった

く上室に延けり︒蓋し先生平素粗服にして箸らず︑此時亦一見

べきなり︒︵泊翁伝より︶

其高官なるを識別する能はざりし為の承︒先生の倹徳以て想う

いあとはどうなるというのだ︒沖細経済の現状からみて︑

アメリカ軍が引揚げたあとを考えるとぞっとする﹂という
ような相錯綜した意見が聞かれるのである︒

私は︑〃現在沖細経済にとって基地収入は極めて重大で
ある︒しかし︑いつまでもこれに依存してよいという気分
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道徳の復興白

政治資金の問題

読者から政治資金の問題について意見を求められている︒

もっともすぎる程もっともなことだ︒政治や選挙の腐敗を
歎く人が多い︒政治家や議員は︑皆識ハヵにされている︒こ

う軽蔑されていいものだろうか︑と心配しているのが常識

下広居

の利益を犠牲にする心がけがあった︒ちょうど弘道会は後

衆に先んじて憂え︑民衆に後れて楽しむ︑という心構えで

楽園のそばにあるが︑これは昔の政治家が先憂後楽で︑民

日本人の中に非常識な人が少数でもいるからこまる︒我

を改めようとした︒もう少し公明な方法で政治資金を集め

制度審議会は︑これまでザル法だった﹁政治資金規正法﹂

うに取扱っている国が︑どこにあろうか︒要するに︑選挙

さて︑政治資金の問題などを︑こんなに重大なことのよ

造った庭園だ︒

灸の祖先が恥と思ったことを平気でやって恥としない風が

これで一歩でも前進できれば結構だ︑といったのだ︒

たらどうか︑という世論に押されて答申したことだ︒︲１ｌ

正直に届ける人が少なかった︒届けても金額が少なすぎる︒

けの金を︑どこから寄付してもらいました︑ということを

実際︑これまでは︑ひどいものだった︒自分は︑これだ

ければならないのだ︒ただ︑何についても︑﹁昔がよかっ

ある︒だから︑いろんなことについて道徳の復興を叫ばな

をもった日本人だ︒

&

た﹂というのではない︒生活技術については進歩した︒電
気の利用︑水道・ガス・写真機・トランジスターなど昔は
しかし︑道徳はどうか︒天下国家に奉仕する人々は自分

なかった︒
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木

また寄付された金も料亭などに支払われている部分が大き
すぎる︒届け出なくとも罰せられていなかった︒

寄付した会社にも︑共和産業のように︑﹁何右をしても
らいたい﹂と頼むためのワイ戸的性質の寄付も多いのでは

ないか．ｌあれなど催氷山の一角いや︑九牛の一毛だ︑
という批評があるぐらいだ︒

﹁政治には金が要る﹂﹁選挙ともなれば︑いくら金があ

っても足りない﹂︒これが分らないのは選挙も知らず︑そ
の経験もない素人だから問題にならん︑といいたがるのが
玄人たる議員だ︒

この玄人のやることに我慢ができなくなったのが︑大部
分が素人の国民だ︒議員を信用しない︑軽蔑する︑︑篤く力に

する︑ということがただごとではない︒真面目で純情な青
少年は︑どう感じているだろう︒それが心配でならぬ︒

西郷隆盛︵南洲︶は道義を実現するのが国家の任務であ
る︑とした︒当時東京府に勤めていた薩摩出身の役人がワ
ィロを取った︑という一評判だったが︑これに対して切腹し

て国民にわびよ︑といっている︒横井小楠は︑
﹁何ぞ富国といわむ︑何ぞ強兵といわむ︑大義を四海に
布かむのみ﹂

といったではないか︒

日本という国は経済成長だけでいいのか︒議員たちは︑
今まで通りの資金集めがしたい︒とくに︑選挙のある年は︑

一層自由に募金ができるように︑﹁答申﹂の手直しをして

くれ︑と要求している︒

これは国民一般の感覚とは断然ちがっている︒議員たち

︵主として与党議員だろう︶は現状維持を主張するＯ我々

は民衆に代っていわねばならぬ︒﹁現状がいけないのだ﹂

と︒どうして︑この腐敗を温存し助長しようとするのか︒

良心を失ったやから︑というほかはない︒

そもそも︑第一次選挙制度審議会は︑会社・労組などの

団体からの寄付を禁止する︑という答申を出し︑第二次審

議会の答申でも︑第一次の答申を受けて︑一層同じ趣旨を

る意見とに分れた︒委員の一人であった長谷部正氏は﹁即

強く主張したのだ︒その際即時断行派と何年かの猶予をす

第五次審議会は︑団体からの寄付を禁止することは﹁実

時断行﹂が少数で敗れたので憤慨して辞職したほどである︒

れまで通り︑会社・労組からの寄付ができる︑と答申して

状に合致しない﹂などといった︒﹁おおむね五年間は﹂こ

・第二次の答申があって以来︑政界の腐敗はいよいよ深刻

しまった︒全くなってない答申といわねばならぬ︒第一次

になって来ている︒熱し易くさめ易い日本人でも︑それ以

来︑どれだけ買収や汚職や疑獄があったか︑憶えている︒

そして︑放任すれば︑佐藤首相の﹁積年の病弊﹂はますま

す甚しくなろうとしているのだ︒ソ連や中共からの共産主

義の宣伝を恐れる前に︑国内の腐敗に反撃する革命やクー
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デタの勃発を心配すべきではないか︒金権によって政治を
左右せんとする者︑選挙民に金品を等くうまいて議員の地位

を維持せんとするワイロ授受に専念する醜業者らは︑自ら
自覚することなしに︑革命運動を助長せんとしつつあるの
ではないか︒

段鑑遠からず八十年前のアメリカにある︒アメリカは一

といった○

一八九三年に当選した大統領マッキンレーは︑オハイオ

の実業家で上院議員のハナと仲がよかった︒彼は巨額の金

をマッキンレーに注ぎこんだ︒ハナは︑資本金額に比例し

て︑各銀行・会社から一定率の政治的寄付金を取り立て

表してマッキンレーを監視していたのだ︒

レーに投票するように命令した︒そして︑︿ナは金権を代

た︒また︑大会社に雇われている者に対しては︑マッキン

モルガン︑ロックフェラー︑︿ナらは︑

九○七年今からちょうど六十年前に︑団体から政治家への
寄付を禁止する法律を作った︒それは︑個々の市民が政治

い︒︵理事︑専大教授︶

いとめるには︑国民が眼をさまして立ちあがるほかはな

収以外に手はない﹂といっている︒政界の腐敗と堕落を喰

日本の議員は︑かげにまわると︑﹁選挙民は乞食だ︒買

でも同じことがいえよう︒

すべての会社は政府姫協力せよ﹂といった．Ｉ今のＨ本

﹁国民のためだから資本家の不正を調査する仕事について

したセオドア・ルーズ︑︑ヘルトは︑

持っている﹂と豪語していた︒
ところで︑マッキンレーが暗殺され︑副大統領から昇格

﹁国家が何だｏ法律は何といおうと勝手だ︒オレは権力を

鉄道王の＄ハソダービルトは︑

干渉を許さない﹂といっていた︒

﹁実業界は法律を超越する︒経済活動に対しては︑国家の

を動かすべき責任があるのに︑ある会社が自己の利益を実
現するために莫大なる金を政治に出した弊害が大きかった
からである︒佃を人の零細な寄付はヒモ付きにならぬが︑

八十年のアメリカを見よ︒一八八八年にハリソンは大統

大口のものはヒモつきになりやすいからだ︒
領に当選した︒彼は当選に際し︑
﹁神様のおかけで当選いたしました﹂

といったら︑彼に莫大な選挙資金を川していた百貨店主ワ
ナメーカーに一喝をくらった︒

﹁オレが金を出したおかげではないか︒ウソをいうな﹂

というわけで︑彼を郵政長官に任命して︑がまんしてもら
った︒

満州の利権にまで手を伸ばさんとしたハリマンは︑
﹁オレに必要だとなれば︑国会の両院と裁判所を買収で
きる﹂
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教育法令改正に伴う女子教育の方針
ｌ学制頒布当時の構想とその展開Ｉ

未経験いや未曾有のできごとでさえあ

った︒

したがって︑学制頒布に際して出さ

れた太政官布告が諭すように﹁男女の

励したが︑短年月で女子の就学率が向

別なく﹂小学校に行かせるようにと奨

文部省年報の示す統計によると︑学

上するはずがなかった︒

制実施第一年の明治六年には︑女子の

岬就学率はわずか一五・一％に過ぎなか

三○︶

山梨・滋賀・長野・福井・広島・山口・札幌・根室の三
府二県︑学事巡視一○回︶

︹明治一六年︺︵東京・京都・大阪・函館・三重・愛知・

︵一○年報︑Ｐ二九

シテ︑其甚ダシキニ至リテ︿︑措テ間ハザルモノアリ

︹明治一五年︺女子教育︑振︿ザル︿︑本邦従来ノ弊風ニ

１と︑

文部省の学事報告を文部省年報に基づいて列記してみる

もかかっているのであるＯ

になったのは大正一○年であって︑明治六年から約半世紀

なるのは明治三七年つまり明治後期のことである︒九九％

三○年︵男子は明治八年に五五・五％︶九○・○％以上に

った︒︵男子は三九・九％︶それが五○％を越すのが明治

片山清一
わが国における︑女子に対する学校教育は︑明治維新以
後において始めて実施せられたのではないが︑少くとも国
の制度として女子教育を定めたのは明治五年八月に出され
た学制である︒男子の教育については︑すでに近世におい
て身分階層に応じた各種の学校によって実施されてきてい
たので︑その経験やそこで得られた教訓を︑学制以後の教
育の中に生かすことができたに相違ない︒また教育を受け
る側から考えても︑学校に行かせ︑学問を修めることに︑

女子の場合のように苦痛を感じたり︑障害につき当るよう
なことがなかったものと思われる︒しかし女子に学校教育
を受けさせることは︑教育行政の担当者にも︑教育に直接
たずさわる教師にも︑また被教育者たる女子の保護者にも︑

全くはじめてのことであり︑いわば日本教育史上では全く

（16）

八︶

殊二小学校教員ノ不足ナルト︑女子教育ノ起ラザルトハ︑

実二各地ノ通患卜云フベシ︵二年報︑Ｐ三七
︹明治一七年︺︵小学校ノ部︶

に対する学校教育は︑わが国にとっては初めてのことであ

るから︑学制頒布の当時は﹁男女の区別なく﹂教育を施す

していたわけではなかった︒むしろ実施過程において︑い

というだけであって︑女子に対する特別の教育目標を設定

ろいろな障害にぶつかったり︑誤りをおかしたりしている

妓二地方教育者ニシテーノ注目ス零ヘキ事項アリ︒女子教

育ノ振ハザル事是ナリ︒蓋シ全国女子ノ就学︿︑男子就

る︒このことは︑教育現場だけではなく︑教育行政上の諸

中で︑女子教育のあり方を探求して行ったのだとも言え

施策においても同様であった︒そのことは︑教育関係の諸

学ノ半数二至ラザルノミナラズ︑地方中猶五分ノー以下

法令を通覧して︑この中で女子教育をどうしたかを研究す

ニオルモノアリ︒是し民間宿弊ノ致ス所ニシテ一朝ノ能
ク匡正シ得ヘキ所二非レドモ︑亦施設方法ノ未ダ尽サザ

を示しているが︑その第三項に︑．般ノ女子︑男子卜均

明治五年六月二四日文部省が︑学制実施に着手する順序

ることによって明らかにされるであろう︒

ル所アルニ由ルモノナラン︒然ラ鼠ハスナハチ︑其ノ得失

ヲ講究シ︑以テ実地適応ノ方法ヲ設クルハ︑目下ノー要
明治一五年の女子就学率は三一・○％︑明治一六年は三

﹁是小学ヲ興スニ就テ第一義トス﹂と記して︑その重要性

シク教育ヲ被ラシムベキ事﹂と示し︑その魂明文の末尾に

務ト謂フベシ︵一二年報︑Ｐ一二︶

三・六％︑明治一七年は下って三三・○％といった年であ

︑︑︑︑︑︑

とし︑また同文末尾に註記として

︵傍点ｌ筆者︶

に不学の戸なく︑家に不学の人なからしめんことを期す

自今以後一般の人民︵華士族農工商及婦女子︶︑必ず村

︑︑︑

を強調している︒また同年八月三日の太政官布告の中で

るが︑文部省としても女子教育の不振をどうしてよいか︑
考えあぐねている様子が伺われる︒

したがって明治時代の小学校女子教育については︑何よ
りも女子就学率を引き上げることが重大なことであった︒

この最重要事項を達成するために︑女子教育の内容にも大

きな考慮が払われたのだと言っても過言ではないであろ

のは︑其父兄の越度たるべきこと︵下線ｌ傍点︶

としているのを見ると︑一見して男子にも女子にも同じ教

幼童の子弟は︑男女の別なく︑小学に従事せしめざるも

育を施すことを企画しているようにも受けとれるのである

学者の量の増加を計ることを考えたのである︒

しかし質の改革ということは︑必ずしも女子教育の理想

う︒すなわち女子教育の質を改革することによって女子就

に近接したことを意味しない︒さきに述べたように︑女子
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−
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画
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いことは︑学制当初から考慮に入れられていたようである︒

も︑その目的を異にし︑教育内容を別にしなければならな

が︑実際はそうではなく︑男女の別なく教育を施すとして

母たるべき女子の育成が女子教育の目的であったのである︒

り方はＢが規定してくることになる︒すなわち当初から賢

ているように考えられるが︑女子に対する教育の実際のあ

すでに学制第二六章の女児小学においては︑小学校普通

しかし実際に学制が実施された過程では︑以上のような

教科の他に﹁女子ノ手芸﹂を教えることを明記している︒

前にあげた﹁学制着手順序﹂の指令の説明文には︑次の

配慮がほとんど払われなかったのではないかと思われる︒

ように示されている︒

子学ブ事ナカルベカラズ︒カツ人子︑学問ノ端緒ヲ開キ︑

就学率の低い少数の女児に対しては︑女子特別の教育を施

人間ノ道︑男女ノ差アル事ナシ︒男子スデニ学アリ︒女
︑︑︑︑︑︑︑︑

月第二大学区を巡視︑視察した西村茂樹文部大書記官は︑

のは︑止むを得ないことであったであろう︒明治一○年四

すというよりは︑むしろ男児と同じような教育が施された

母ノ賢不賢ニョリ︑スデニ其ノ分ヲ素定スト云フヘシ︒

其ヲ以テ物理ヲ弁ワルュエンノモノ︑母親教育ノカ多キ
︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
二居ル︒故一二般ヲ論スレバ︑其ノ子ノ才不才︿︑其ノ
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
而シテ今日ノ女子︑後日ノ人ノ母ナリ︒女子ノ学ビザル

﹁学事通覧﹂において︑次のように報告している︒

女子︿将来ノ事業︑男子卜異ナレ︑︿︑其ノ教育︿男子卜

可ラザル義︑誠二大イナリトス︒故二小学ノ教ヲ敷キ︑

従来女子不学ノ弊ヲ洗上︑コレヲ学バシムル事︑ツトメ

地理︑歴史等ノ内幾分カヲ略スベシ︒唱歌︑音楽︿︑雅

シトスベシ︒スナハチ女子二︿︑裁縫卜治家術トヲ教へ︑

ヵルベヶレドモ︑上等ヨリハ︑其ノ教育ヲ異ニスルヲ宜

異ナラザル事ヲ得ズ︒下等小学︿男女同様ニテモ差支ナ

四頁︶

テ男子卜並セシメン行コトヲ期ス︒︵﹁発達史﹂第一巻︑
三四三

この説明によって示されることは︑

この報告によって実状を推測すれば︑文字通り﹁男女ノ

正ノモノヲ作リテ︑コレヲ教フルヲ宜シトスベシ︒

別ナク﹂教育されていたものであろう︒また文部省第六年

るべきだ︒

Ａ人間の道に男女差がないから︑女子も学校教育を受け

ら︑学校教育を受けるべきだ︒それが教育振興の基底と

Ｂ女子はやがて母となって︑子の教育に当るのであるか

報には︑︵明治二年度文部省年報︶

傾向シテ︑修身ノー科︿甚ダ完全ナラザルヲ覚１︒又女

カツ夫レ従来各地方二行︿ルル所ノ教科︿多ク開智上二

なるものだ︒

という二つの考え方である︒﹁男女ノ別ナク﹂とか︑﹁男子

ト均シク﹂とかの表現だけで考えると︑Ａの方が強調され
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アルニ過ギザルハ︑尤モ遺憾トスル所ナリ︒

子二礼法等ヲ教フル如キー至テ︿︑僅力一二︑二︑地方

改正教育令は通例︑日本近代教育史上において学制・教

ることとなった︒．︵教育令改正第三条︶

ろ学制や教育令は外国制度の模倣であったのに対して︑改

るが︑決してそう一義的に断定すべきものではなく︑むし

正教育令は日本社会の古くから存続させてきた伝統やその

育令の進歩性に対して反動的な意義をもつものとされてい

学制は︑もともとフランス学制等を参考にして作成され

当時の実情が︑いわば内発的にプロテストをした表現と見

ことが嘆かれている︒

たものであって︑日本の当時の実情に適しないものが多食

として︑女子に対する修身作法の教育が行なわれていない

あったに相違ないが︑何しろ百事一新の時代であったから︑

日本の風土と人間とに定着して行く過程に現われた一現象

と考えるべきものであろう︒さきに示した学制着手順序に

るべきものである︒言い方をかえると︑新しい教育制度が

あるように︑女子教育はもともと賢母育成を目ざして開始

その適否が前以て見通されるはずがない︒実施してみては
重なる学制への追加条項︑さらに明治一二年九月に出され

されたのであるが︑実施の過程において決してその目的通

じめて適否を知ったというのが実情であったであろう︒度

られる︒

た教育令も︑こうした試行錯誤過程の一つであったと考え

︵明治一二年︶によって示された︒そしてこれに付加して

目ざされた目標が実現されて行ったものと考えられよう︒

治時代教育近代化の設計図となって教育が進められ最初に

わけである︒そして改正教育令によって布かれた路線は明

たいながら︑ようやく明治一三年の改正教育令に到達した

発布された﹁小学条目二件﹂の内容は︑①道徳教育の強調

それ以後出された教育法令︑すなわち明治一九年の小学校

りに実施されるものではなかった︒さまざまな方向にたゆ

︵とくに儒教による道徳教育︶と②実学主義教育の普及・

しかし結局このような経験から得た教訓の集積が︑明治

強化であった︒これには﹁農商一兵農商ノ学科ヲ設ヶ﹂と

特別な規定が設けられていないが︑内容としては︑明治一

令︑明治二三年の小学校令においては︑女子教育に対する

天皇の聖旨を奉じて元田永手侍講の作成した﹁教学大旨﹂

しているが︑この考え方を女子教育に延用すれば︑女子に

がら進められたものと考えることができる︒

三年の教育令によって打ち出された方向をおおむね辿りな

は女子特有の学科を設けようということになる︒事実そう
いう考え方でやったかどうかは不明であるが︑教学大旨の

︵理事︑目白学園女子短大教授︶

趣旨をとり入れて作成された改正教育令︵明治一三年一二
月二八日公布︶には︑女子には特に裁縫等の科が設けられ
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コカコロニゼーション

ｌ沖縄随想Ｉ

キーのほかにコカコーラが並ぶ︒あな

なる︒よく考えたものだ︒その販売組

こめば︑いつまでも需要があるように

新美忠之
がちビールや酒の飲めない人のため︑

織はアメリカ資本の支配下にガッチリ

沖純は亜熱帯の風土であるから︑清
涼飲料の需要度が高いわけである︒コ

縛られている︒沖縄でコカコーラ小瓶

一本の小売価格は一○セント︵約三六

というのでもなさそうである︒沖細の

円︶︒原価は？多くの先生にたづね

バー街で︑われわれには耳なれない
﹁コクハイ﹂というものが出されるか

てみたが︑知らないというのがその答

ていることが︑沖縄の生活面で目につ

らである︒ウィスキーにコカコーラを

えであった︒年間どれほど消費せられ

カコーラがこの清涼飲料市場を独占し

個人の私宅を訪ねても︑官庁・学校

の知れないカクテル材料にコカコーラ

割ったもののことである︒まづは得体

ているか？これも調査する暇がなか

くことの一つである︒

会社に出かけても︑殆んどといってよ

が愛用されている︑というわけであ

メリカ資本の商品︒成分に使用せられ

このコカコーラは︑周知のごとくア

トかの利潤がアメリカ資本に奉仕する

カコーラ小瓶一本を飲むとき︑何セン

はなかろうかと思うが︑ともかく︑コ

った︒価格は薬九層倍の類に近いので

た鎮静剤から習慣性がつく︒一度売り

ヱ︾Ｏ

いくらいコカコーラのもてなしをうけ

る︒来客の接待は先づコカコーラか
ら︑といった有様である︒湯を沸しお
手数がない︑という理由もあることで

茶を入れ︑さてこれを冷やす︑という
あろう︒宴会の席でもビール︑ウィス
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9

せられることの多いオレンジジュース

確かである︒コカコーラと並んで消費

に還元されることはない︒これだけは

ことにはなっても︑それが沖純の経済

には﹁先生︑これは島産のゥイスキー

で！といきましょう﹂と︒先生の中

だのと騒ぐのは止めて︑宴会は泡盛

り遥かに上等︑ジョニ黒だのジョニ赤

界の一級酒ですね︑下手な輸入洋酒よ

レンジより遥かに豊富だということで

果では︑そのビタミン含有量は輸入オ

られたりするに過ぎないが︑分析の結

の用途として︑芭蕉布の洗濯に利用せ

く日本経済のｌ貧困化の素因がある︒

イナス︑目に見えぬ沖純経済のｌひろ

こういうところに国際収支の面でのマ

三六○円︶︑島産ウィスキー一本一

ル一本八○七ソトーードル︵二九○円

類の小売価格をみると︑オリォンビー

ょう﹂と応ずる人もいた︒ついでに酒

です︒島産のウィスキーならいいでし

からである︒日く︑﹁コカコー︲ラとい

放の具体策ともなろうかと思いついた

かでなかったところに︑コカコーラ追

弁った︒コカコーラの跳梁に心おだや

ここでまた︑おせっかいなことを駄

ある︒

も同様である︒塵も積れば山となる︒

沖縄滞在中︑第何回目かの島産品愛

い色彩でしょう︒泡立ちは馬の小使み

うアメリカ生れの飲料は︑何とドス汚

用週間宣伝が行われていた︒その展示

ョニウオーカー黒︶一本八ドル︑並泡

ほど︑わたくしには苦手です︒オレン

たい︒見れば見る程︑考えれば考える

ドル八○セント︑洋酒ウィスキー︵ジ
盛︵これは一升詰︶一本一ドル︑泡盛

即売会には︑煙草︑ビール︵オリオン
ー︑泡盛︑砂糖︑茶︑油︑菓子︑椛詰

古酒は約その三倍︒

ビールの無料試飲もあった︶ウィスキ
などの食料品噌好品︑陶磁器︑ガラス

ンジージュースよりもシーカーサⅡジ

ジージュースにして下さい︒そのオレ

ュースがあったらなお結構なんです

沖細にはシーカーサーとよぶみかん
の一種がある︒開花期は二三月の頃︑

が︒どうでしょう︑先生方が共同州資

製品︑織物など工芸品︑珊瑚︑貝殻︑

くつ甲製品などの装身具︑あるいは砂

冬期に完熟する︒山野に自生している

カコーラや寒くヤリーズとやらを追放す

い差うことにしてはいかがでしょうＯコ

合にはシーカーサージュースで！と

て︑先づ先生方の会合から始めて︑会

してシーカーサージュースエ場を作っ

糖黍の残砕を固めた建材等々多くの

品種改良に手がつけられている由であ

し︑屋敷内に栽培せられている︒果実

るが︑酸味が強い︒西洋料理にオレン

島産品が展示せられていたが︑清涼飲
高校の先生たちとの研究会や︑教育

ジの一片がつけられているように︑刺

の大きさは在来種紀州みかんくらい︒

関係者との会合の席などで︑しばしば

身などにつけて使用せられたり︑特殊

料は何も見当らなかった︒

﹁琉球泡盛の古酒は蒸溜酒としては世

へらず口をたたいたことであった︒
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の援助を推進するものでありたい︒そ
れが基地経済といわれるアメリカ資本

るんですね︒﹂

この放言が伝ったためかどうか︑

八Ｖ八Ｖ

コークの躍進

﹁スカッとさわやか⁝⁝﹂テレビの

スイッチをひねると︑毎日のようにコ

カコーラの宣伝が目に耳に飛び込んで

ス︾Ｏ

従属から離脱する現実具体の道で︲あ
戦後間もなくのころ︑徳川頼貞さん

きます︒わが国でも︑清涼飲料水とい

いう世帯が多い︒或る学校で話した内

ｌ沖綴でば共稼ぎで夫婦とも先生と
容が夫から妻へあるいは妻から夫へと

が︑コカコロニゼーションという新語

えばコカコーラというように︑日常生

は︑戦後最も成功した外資の進出とい

ション︵植民地化︶の二語を合成した

えるでしょう︒その販売の巧みさ︑Ｐ

を作られた︒コカコーラとコロニゼー
もので︑コカコｉラ植民地化すなわち

Ｒの激しさは︑零細企業の多かった日

き︑シーカーサーの接待をうけたし︑

校長さんから︑私も郷里の山にシーカ

アメリカの植民地化の意味である︒戦

いう形で学校間に意外に早く情報が流
れるｉ︑本島北部の高校を訪ねたと

ーサーを植えていますと話されたし︑

後日本の世相を皮肉った言葉である︒

活に根をおろしてしまったこの飲物

ーの栽培と品種改良︑企業化に熱心に

その高校隣接の村長さんがシーヵーサ

ェアをみるにいたっています︒

か︒沖維に滞在して︑まざまざとコカ

社からは原料液を送ってくるだけで︑

本の業界を一なめに︑八○％の市場シ

コロニゼーションを見せつけられた感

コカコーラ一本が︑どれほど物心両面

とかく︑通りすがりの旅行者の感想

うことです︒

ピンづめや販売は日本の子会社が行な

に︑眼に見えぬ関連をもっていること

意見程度のことは︑郷土にドッカと根

ではない︒沖縄は本土のかかえる諸問

が深い︒だが︑これは沖純だけのこと

とり組んでいるという話を聞いた︒

を下した具眼の人士が夙に気付き既に

やげに頂戴したシーヵーサーを味いな

護の旅宿に帰って︑校長さんからおみ

い︒ソ連や毛沢東中共に垢ぶるのも同

ある︒アメリカ化だけのことではな

程度の差はあるにせよ︑本質は同じで

題の縮図でありまた拡大図でもある︒

んだとすると︑正味七○円の代金のう

宣伝文句につられ︑二人で一本ずつ飲

﹁コークとよぼう：．⁝﹂などという

﹁一カコーラの日本進出の特徴は︑本

実行に移していることの多いもの︒名

った︑と思うことであった︒政府の沖

がら︑つまらぬ放言をしなければよか

送られてしまいます︒︵編集部︶

八Ｖ八Ｖ

ち︑五五円は原料費としてアメリカに
︵評議員︑文部省教科書調査官︶

じく愚かなことである︒

純経済援助にしても︑こうした種類の
具体的な資源開発に対する資金・技術
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住いに緑を
ｌ夏の園芸Ｉ
弘

は濃淡の差があらわれてきますので︑つねに三センチぐらいの商さ

芝生は長い雨期のあとで葉の伸びすぎが目立ち︑また場所によって

日本シ・︿やコウライを︿の緑も一層あざやかになってきますが︑

○芝生の刈り込みと除草

がわりにあげてみましょう︒

緑をまもり︑より楽しい住いをつくるために︑それらの仕事をメモ

内の鉢花なども暑い季節なりに︑適切な手入れの工夫が必要です︒

かえ・花木や果樹の施肥など︑多くの園芸作業が続きます︒また室

防除をはじめ︑芝生の刈込み・秋柿球根の掘り上げ・花だんの植え

に病気や害虫の蔓延もさかんになります︒これらの除草や病害虫の

の季節です︒雨にうたれ雑草が伸び︑草木がしげる時期は同じよう

しい梅雨をすぎ︑やがて真夏の太陽がさしはじめると活動的な園芸

ショウブ・アヤメなど夏の花々が色添えを深めています︒うっとう

サクーブにはじまる春の花も終り︑どこの庭にも等ハーブが咲き︑ハナ

部

に刈りそろえ︑きれいな平面にします︒とくに伸びの早い芝生は月

草勢に衰えが象えて葉色が淡いときは︑硫安や尿素を水でとかし

に妓低二回ぐらいは刈り込んだ方がよくなります︒

五○○倍ぐらいにうすめる︶︑この水肥をジョロで平均に

施します︒芝生に大敵のクロー誉ハーやメヒシ雲︿などの雑草は︑早め

︵二○○

雨が続き日照が不足すると︑葉にサ︑ビ病などが発生しやすくなり

に引きぬきます︒

○秋植え球根類の掘り上げ

ますから︑晴れ間をえらんでダイセンやボルドーで消祢します︒

早春から晩春にかけて美しさを誇ったヒヤシンス・チューリッ・フ

・アイリス・アネモネ・スイセンなどの秋植え球根類は︑土の乾き

やすい場所ほど早く葉が黄ばんできます︒そのままに放置しておく

かりにくくなります︒晴天が続き土が乾いている日に掘り上げ︑日

と︑葉が枯れて見苦しくそのうえ掘り上げるときに球根の位置がわ

かげで干します︒その後茎葉を随時とり除き︑外皮のきれいな充実

ら木箱などに入れ︑涼しい室内で夏越させ秋の植えつけを待ちます︒

した球根だけをえらび︑品穂名を間違えないように名札を入れなが

○ハナショウブの株分けと植えつけ

梅雨どきに咲くハナショウブやアヤメ類は六月末までに花が終り

ます︒ショウブの性質として︑花の終ったあとに新芽の株際から新

根をのばすので︑七月中旬ころまでに株分けをして植えるのが最も

よい方法です︒ショウブは水辺でないと育たないと思いがちです

が︑鉢植えでもよく育ちます︒鉢かダルに粘質土にわずかの積み肥

します︒冬は霜にあって枯れますから︑枯れ葉を切り取って︑庭に

や腐葉土などを混合して植えこみ︑朝夕の水やりを忘れないように

鉢ごと埋めこむようにします︒
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渡

○病害虫の防除

季節によっても発生のしかたがちがいます︒一般家庭では︑実際の

以上あげましたように︑植物の病気はさまざまで︑植物の種類や

によるもので︑アブラムシなどの媒介で伝染することが多い︒

ます︒早目に防除して植物を健全に育てるよう心がけたいものです︒

防除に当って︑専門家のように多くの薬品を使用するようなことは

梅雨あがりあとの高温多湿は︑さまざまの病気や害虫を発生させ

④病気植物の病気としてあらわれやすいものは次のようです︒

は雨の心配のない日をえらび︑午前一○時頃が安全です︒日中の日

薬剤散布にあたっては︑雨後の水滴や朝露などがなく︑散布後に

の立枯病にはウスプルンやファイ馬コンなどが用いられます︒

カラセンを︑ポトリチス病にはトリアジンやオーソサイドなど︑苗

ンまたはボルドーなどを︑ウドンコ病やサビ病にはサルトン七五や

腐敗病・斑点病・サビ病・露菌病などには︑オーソサイドやダイセ

なく︑万能的な農薬を二・三種類えらび常備するのがふつうです︒

︑︑︑︑︑

葉に黄白色の斑点か円くでき︑白褐

ゥドンコ病恥葉面にウドン﹃一をまきちらしたようになり︑やがて
灰白色になる︒

ポトリチス病︵灰色カビ病︶

葉や茎にさまざまな色と形の斑点ができてくる︒その特

色のカビが沢山はえてきて︑少しの震動でも粉が周囲に散る︒
斑点病

徴にしたがって︑黒斑病・褐斑病・白星病・角斑病などがある︒
サビ病咋葉に黄色・赤色・黒色・灰白色などの粒をつくり︑これ
が破れて中から同色の粉がとび散り伝染する︒

われた部分を切りとり︑または全株を引きぬいて焼却あるいは土中

盛りは薬害がでやすいのでさけるべきです︒散布前には病気のあら

深く埋めることが安全です︒とくにモザイク病などウイルスによる

腐敗病恥根ぎわ・球根などが腐る︒
萎凋病恥葉がしおれてたれさがり︑しまいには茎もしおれてくる︒

ものは︑薬剤を散布しても直接の効果があらわれませんから︑焼却

めに茎葉がいじけてかすり状の葉色やちぢれ形をさえ呈し︑上記の

や若葉の裏側に群ってつき︑大きな害を及ぼします︒この寄生のた

のある黒色の小虫が︑草花・果樹・野菜など全般にわたって︑若芽

②害虫害虫として寄生の多いのはアブラムシです︒緑色や赤味

す︒

落とし︑︒︿ラの根頭がんしゅ病などは根こそぎに抜きとり焼却しま

することがよく︑サクラの天狗巣病などは発生部分の基部から切り

タチガレ病︵立枯病︶函地際が細菌でおかされ︑萎凋病のようにな
り︑やがて倒れる︒

タンソ病︵炭痕病︶醜末期になり湿度が高いと病斑の中にごく細か

い赤褐色の粒ができてくるのと︑往々にして病斑部がさけて穴があ
くことが特徴である︒

ロキン病︵露菌病︶麺斑点の裏側に細い菌系がくもの巣のようには
テングス病︵天狗巣病︶恥サクラによく発生し︑枝葉がむらがり︑

えてきて︑多湿のときはベトベトに腐れる︒

モザイク病とよばれるウイルスの薗延伝染を招くことにもなりま

根頭がんしゅ病串︒ハラなどに発生する︒根にこぶができる︒

で乾燥がはげしくなると︑赤ダニが葉の表裏に発生し︑その被害で

す︒・マラソン乳剤の駆除効果が高いようです︒また盛夏の炎天続き

こんと う

鳥の巣のようになる︒

モザイク病函葉に緑色の斑が入り︑縮れることもある︒ウイルス
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六回継続的な

二回の散

植物の葉が黄白色のかすり状に変り︑精彩を失います︒これ嵯対し
三日おきに五

ても言ブソン乳剤やアカールなどの散布が有効です︒一
布では完全に駆除できませんから二
散布が必要です︒なお赤ダニは水湿に弱いのでしばしば散水して洗
い流すのも有効です︒

最近問題のアメリカシロヒトリは︑本年も︑大発生の予想です︒

アメヒトは年に二回発生します︒すなわち一化期が六月上ｌ下
九月下旬です︒この防除には︑卵からかえ

りたての︑またクモの巣状のネットの中に入っているころに︑虫の

旬︑二化期は八月下旬

ついている枝葉を切り取り︑足で踏みつぶしたり︑焼き殺すのが雌
も簡単です︒この期間は虫も小さく︑集団性があり︑葉の表皮をき

ム・百日草・キンレンカ・コリウスなどにかわります︒

ら秋にかけて咲くサルビア・ブレンチマリー︑ゴールド・アゲラータ

植えつけ前には︑花だんを充分に耕し︑堆肥︵腐葉などでもよ

二○

い︶などの有機質を施して︑さらに化成肥料や混合肥料が多くつか

われます︒なお耕す前に消石灰を一平方メートル当り一○○

植えつけるには強風や晴天の旧中をさけ︑できるだけ曇天の日や

○グラムぐらい散布し︑士の酸度を中和することも大切です︒

夕方に植えることが安全です︒さらに植え傷みを少なくするには︑

草花苗を鉢植えにしておけば︑運搬や柿えかえにも好都合です︒

︑ハラやダーリアの夏花はあまり期待されませんが︑秋花は色彩が

○バラ・ダーリアなどの手入れ

えて開花を休み︑秋咲用の太い枝をつくることが肝心です︒したが

濃く︑花もちも長いので重宝です︒それで夏の間は充分に養分を貯

って初夏の花が一まず終れば︑軽く追肥を与え︑細枝を功定して︑

に乾燥統きのときは︑一週に一度ぐらい充分水を与え︑土に水分を

姿をととのえ︑根元に広く敷きわらをしいて乾燥を防ぎます︒さら

○家庭用果樹の手入れ

保たせることが効果的です︒

庭園樹の一部として植えられているウメ︑モモ︑スモモ︑グミな

て堆肥配合肥料などを充分に与えて︑翌年の結実に支障ないよう

どはすでに収穫を終って︑樹勢も弱ってきていますので︑礼肥とし

にしてやります︒またこれらの種類には非常にァ拳フラムシが寄生し

︵東京教育大学農学部付脱股場文部教官︶

やすいものですから︑早目に駆除します︒

し ノ

、

れいに食べ残すので︑幼虫のついている葉はすき透っていて︑比較
的見つけやすく始末も簡単です︒この期間を逸すると︑大きく成長
した幼虫は不ツトを破って分散しはじめ︑旺盛な食欲ぶりを発揮し
ます︒この対策として︑デー︒フテレックス︵ＤＤＶＰ剤︶などの有

機リン剤を散布することが効果的のようです︒
このほかに毛虫類やアオムシ︑ヨトウムシなどの被害も少なくあ
鉢栽培のとき湿地で発生しやすい︑ナメクジやカタツムリに対し

りませんが︑アメヒトと同じようにＤＤＶＰ剤などで駆除します︒
ては︑ナメキールやナメコロンなどを用いて誘殺します︒根切り虫
や︿リガネ虫などは土壌中にひそんでいますからアルドリン粉剤な
どを施用して防除します︒
春花だんをにぎわした秋植球根の掘り上げのほか︑・ハンジー・デ

○花だんの植えかえ
ィジーなどの草花も六月上旬には見苦しくなってきますので︑夏か

r9R1

一

一

加藤巳之

入江相政選

鵜野秀春

︑数々の君の短冊長かりし一生の筆のうつりいゑじき

︑明治より世に著せし数々の著書君逝けど生きて残れり

＠百とせに近き齢のいまはまで詠みにし君の歌は光りき

︑明治大正昭和の長き三代を君生き抜きて歌を詠ましき

同

元御歌所寄人九十四翁武島羽衣大人を悼みて

︑白藤の花に群がる蜂の音にゆきすぎ難く暫し見とるる

ける

＠芽吹きせる雑木の枝の露もちて舷しきまでに陽に輝や

らし

＠さみだるる峡田の面のたそがれて代かく牛の声のいぢ

＠限られし時をし惜しぶ水ひくと夕の畦に人さやぎをり

︑田植する峡の棚田を巡りつつ日毎乏しき水をかこつも

県

埼玉県鷲宮葛人

○安かに我は眠りぬ今日も又手術せし目の経過よければ
けば

︑十日目の今日はうれしも物の見ゆ眼帯とりてわが目開

︑手術後の十二日目には嬉しくも附添ふ妻の腕時計見ゆ

︑くすし言ふ如くに見ゆる目となりしわが幸せをいつも
思へり
ゆれば

佐原市坂本弘軒

︑若かりし時の加くに見ゆらむかわが老の目もやがて癒

とばり

︑夜の幕まだ明けやらぬ千町田にカンテラさげて蛙追ふ
人

川越市小名木狂辰

○胸の名札苦斗を語る謝恩会ほろ酔ふ盃に童顔の浮かぶ

︑連休も吾には寂しひたむきに老父に従うて畦塗り習ふ

秋田市武藤喜七

埼玉県相沢正直

○人柄の清く正しく識高く実行力のたくましき人を

うからやからら

○よく見ゆる目となることをくすしより間きてよろこぶ

入江相政

わが飼ひしお玉杓子は墨のごと黒き蛙となりて世に出
§つ

（26）

弘道歌壇

１１１

１１

梅散って神苑の春静かなり

符の走りを恩師の下に先づ

ああああと吃の言の葉暖かし

連休もわれには寂し畦を塗る

梅白し建国祝ぐ日よみがへる

○

芦茂り利根の流れはとこしえに

梅かをる年輪いよよ美しく

大宮の花のトンネルあるがまま

千葉県加藤刀水嫁ぐＨを農暦に挟み春惜しむ

大橋越央子選

千葉県金杉茂穂

一天珠の如建国を祝ぐ日なり

坂本弘粁

川越市小名木狂辰

咋咋﹄

越央子
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１１

峰去りて牡丹の花の静まりぬ
十薬の花明りして寺小径
ほぐれゆく巧薬の芽の遅速かな
春耕に埴輪の破片転び出づ
卒業や祖父たる責務一つ終ふ

渡船場も績解きて春を待つ

市

弘道俳壇

一

それよりもさらにたいせつなことは健康で

学生活を送ることができなくなってきます︒

も︑おそらく途中でざせつして︑満足な大

新らしい家庭教育︵その二

す︒からだのじょうぶなことです︒むかし

横田佐
一︑心理学からみた子どもの理想像

一

子どものしつけや家庭教育のことで︑集

また社会に出てもたくましい生活力・活動

しているのではありません︒もし﹁子ども

から﹁心身一如﹂とか﹁健全な精神は健康
お母さんによっては︑子どもの教育に熱

の理想像の基本となるものは何か﹂ときか

まられたお母さんがたに﹁どんな子どもに

心のあまり︑幼稚園時代から家庭教師をつ

れますならば︑第一に健康でからだのじょ

さればといって︑わたくしは知能を軽視

﹁勉強のできる子﹂﹁頭のよい子﹂﹁知能

けたり︑英才教育と称する塾などに二︑三

力を期待することはむずかしいのです︒

の高い子﹂などの答えが︑ひじょうに多い

歳ころから通わせて︑勉強をおしつけてい

な身体にやどる﹂といわれております︒

頭がよいこと︑知能の高いことは︑子ど

ています︒ところで︑最近このような有名

活のなかで︑その土台や骨ぐ悪ができあが

・知能は︑幼児期における子どもの家庭生

そしてこの理想像の基本となる健康・性格

ことで︑第三に知能の問題をとりあげます︒

小・中学校をみて︑心がいたむのは︑子ど

うぶなことをあげます︒つぎが性格のよい

しかし︑頭のよしあし︑勉強のできふでき

もたちの顔色がわるく︑体力がおとってい

るということを忘れてはなりません︒しか

一流大学へのエスカレーター教育をめざし

よりさらに重要なことは︑真面目で誠実︑

ることです︒やがてこれらの子どもたちが︑

もこれらの機能︵はたらき︶は︑おたがい

ます︑そして有名小・中・高等学校から︑

責任感が強く︑人に迷惑をかけないおもい

親の希望する一流大学に入学できたとして

もがおとなになってからの社会的活動にた

やりのふかい人がら︑つまりよい性格で人

い↑つな条件であることはよくわかります︒

のには︑考えさせられるものがあります︒

なってほしいのですか﹂とたずねますと︑

次

間性の豊かなことてないでしょうか︒いや
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代

う︒もし才能の芽ばえがないなら︑しげき

をあたえるとか︑経験させるとかの課境を

ろに運動機能をおさえたからです︒

運動機能をのばすことは︑特別むずかし

に密接な関連をもって成長します︒そのな
かで健康をつかさどる運動機能が︑いちば

任や無関心では︑よい子がそだちません︒

ととのえることが必要となってきます︒放

母が多忙なときには︑祖父母がその役割を

いものではなく︑赤ちゃんのうちから︑か
てることです︒這うようになったらはわせ

の津ようみまねによって︑才能が促進され

はたしてくれます︒また兄や姉のやること

んはやく発迄して︑性格や知能の土台をつ

る︒歩けるようになったらあるかせる︒か

るから︑きょうだいのあることは︑子ども

らだを自由に動かすことのできるようそだ

子どもの健康は︑栄養を考えなければな

るというように︑子どもの自然の成長をさ

けられるようになったら︑かけあしをさせ

くりあげます︒

りませんが︑お母さんがたが気ずかないこ

１︑健康とくに運動機態について

とで︑たいせつなことに運動機能の問題が

がしあわせです︒

ポールあそびをしたり︑鉄棒にぶらさがる

します︒もつ川﹃＃親が子どもといっしょに

人間の性格は︑どうしてつくりあげられ

２︑性格

またげないと︑運動機能はひとりでに発達

運動機能の発達は︑子どものからだをじ

るものでしょうか︒それは情緒のはたらき

あります︒

ょうぶにするだけでなく︑性格形成や知能

促進されます︒

のをたすけたりしますと︑それだけ発達は

わたくしたちは︑きれいな花をみると

はどんなものでしょうか︒

によることが大きいのです︒すると情緒と

の発達にも︑大きなちからとなっています︒

のちほど順を追ってくわしくお話しいた

たとえば︑小さいときにたのしくあそばせ
ると︑あそびのなかで運動機能が︑脳をし

﹁まあ！美しい﹂と︑うっとりしてその

しますが︑人間の才能は赤ちゃんのときか

﹁こわい！おちたらあぶない﹂といいな

花をながめます︒また大きな雷鳴をきくと

ら︑青年期にいたるまで︑成長発達段階に
応じて︑それぞれの才能が出てきます︒し

がら︑うちのなかにかけこんで︑雨戸をし

そびは︑子どもなりに工夫創意をはたらか
し︑その過程において意志が強くなり︑や

つけとか教育というものは︑子どもの才能

めます︒便所のくみとりがはじまると﹁く

げきして知能を高めます︒また自主的なあ

がて忍耐心のある性格となります︒﹁子ど

の芽︑ばえをよみとって︑それをのばすこと

さいわね﹂と鼻をおさえます︒やけている

もは︑あそぶことでりこうになる﹂ことを

お母さんがたも︑自分の子どもは︑いつ

にほかなりません︒

をひき︑ようかんを食べて﹁これはおいし

火書ばしにふれれば﹁ああ！あつい﹂と手

や

どこで︑どんな才能の芽が出てくるかを︑

い﹂と舌づつみをうちます︒このようにわ

五歳ころまでにできあが

ると学問的に証明されています︒小学生に

知っておくことが理解であり︑その芽がす

たくしたちは︑目︵視覚︶耳︵聴覚︶鼻

忘れてはなりません︒そして︑この運動機

なって︑人なみに走れなかったり︑こわく

手をさしのべることが︑愛情でありましょ

くすくとのびるように︑あたたかい援助の

能の組織は︑四

で︑恐れてふるえている子どもは︑幼いこ

て鉄棒にぶらさがれない︑少し高いところ
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︵喚覚︶皮膚︵触覚︶舌︵味覚︶などの五

官をはたらかして生活していますが︑これ

ます︒

このように︑強いしげきによっておこる
りませんが︑子どもの性格形成にひじょう

子どもの耳のちかくで︑突然大声をだした

に対して︑おそれの情緒をあらわして泣き

り︑荒あらしく戸をしめるような大きな音

にわるい影響を与えます︒子どもの情緒的

の機能の組織は︑五

情緒は︑おとなでもからだや精神によくあ

経験が調和されてよく発達すると︑自然に

あがるのです︒したがって人間の性格の基

﹁美しい﹂とか﹁おそろしい﹂とかの感情

をあらわします︒しかしいなずまのものす

感情がやわらぎ︑明るい性質となり︑少年

環境すなわち︑子どもと親あるいは祖父母︑

礎や骨ぐみは︑小学校に入学する前の家庭

らの知覚はぷんな脳神経と︑むすびあって

ごい光や大きな雷鳴がはげしくなると︑子

期・青年期になってからも精神的生活ぜん

怖のほか︑怒り︑笑い︑嫉妬︵しっと︶恥

らわすことを情緒といいます︒情緒には恐

きな変化がおこり︑それが動作や表情にあ

このようにはげしいしげきによって︑大

人間に成長します︒情緒の安定した子は︑

人問の調和もとることでできず︑孤独的な

すと︑心がいじけて反逆的性格となり︑友

悪︑強い恥らいなどを︑たびたびくりかえ

さいときにはげしい恐怖︑怒り︑嫉妬︑嫌

嫉妬心の強い母の娘は︑やきもちやきでこ

校でも怒りっぽく友だちからきらわれます︒

短気で粗暴のふるまいをする父の子は︑学

れるということができます︒むかしから

兄や姉との人間関係が主となって︑形成さ

六才までに一応でき

このように情緒は︑乳幼児に芽ばえ︑そ

ランスを失い︑その恐怖のために泣き出し

どもらは精神にショックをうけて︑心のバ

たいが健全になってきます︒ところが︑小

出します︒

ます︒

らい︑悲しみ︑泣く︑愛︑おもいやり︑嫌

性格がよいばかりでなく︑のちに述べるよ

お母さんがたは︑よその子の学業成績が

３︑知能

乳幼児の赤ちゃんのころは︑知覚も情緒
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﹁子は親のかがみ﹂といわれているように︑

悪︵けんお︶などたくさんあります︒これ
らの情緒のいくつかが︑かさなりあって感

まります︒

も未分化で︑まだわかれないでいっしょに

の子のお父さんも学校でよくできました﹂

と話しあって︑ひそかにわが子をかえりみ

よいと﹁やっぱりね︑親ゆずりですよ︒あ
げきなどによって︑しだいにわかってきま

なっていますが︑心の感動とそとからのし

す︒

うに︑知能も高く︑学習能力も大きいので

情とむすびついて︑表現されたのが︑性質
怒りの情緒が強いと︑心がはげしく動き︑

や性格となります︒

顔に青すじをたて︑こぶしをにぎり大声を
はりあげます︒また恐怖が大きいと︑足が

す︒たとえばおっぱいを飲んでいる赤ちゃ

でしたから︑子どももできません﹂とあき

ぶるぶるふるえて歩くことができなくなり
ます︒怒りも恐怖もそれがさらにひどいぱ

んでも︑お母さんにだっこするときは︑他

らめています︒また孫の学芸会にいってき

ある母親は︑﹁わたくしが算数がきらい

あいは︑胸がどきどきしてことばもでなく

った表情をあらわしてよろこびます︒また

の人にいだかれたときとは︑まったくちが

てためいぎをついています︒

なり︑呼吸がひとときとまることさえあり

〆

一一

ﾆﾛｰ

歌もじょうずだった︒おどりもうまい﹂と

たおばあさんが﹁隣りのＫ子ちゃんは︑唱
十ケ月もまた︑きわめてたいせつであると

では赤ちゃんが︑お母さんのおなかにいる

境がぐっとおも糸を加えてきました︒最近

ればなりません︒病気もよくないのですが︑

などのミネラルとビタミン類を︑とらなけ

します︒さらにリンやカルシ﹁−−ム︑鉄分

どに多くふくまれているアミノ酸を必要と

とくに妊娠中毒症︑性病︑熱をともなう病

ほめています︒それをきいていたおじいさ

子どもが母の胎内で︑いちばんさきに成

ます︒なお一般の人々かあまり気ずかない

気仁かからいようにと︑医師は警告してい

いわれるようになりました︒

細胞と脳神経を中心に成長します︒

長をはじめるのが頭の部分です︒つまり脳

んが﹁そうだろう︒あそこのおばあさんも︑

れていた︒これは生まれつきだからしかた

若いころ歌がうまく︑田舎げいしゃといわ
がない﹂と話しあっていました︒学校の成

ります︒

ことに︑妊婦すなわち母親の精神問題があ

それですからこの七千五百億本におよぶ神

ころがその七○・ハーセント近くが︑夫婦な

らの両親の生活までも調べあげました︒と

くのあいだ不良少年の研究を続けて︑かれ

おとなの大脳は百五十億の細胞からでき

経が︑分業によって︑われわれの日常生活

かのわるいということがはっきりしました︒

績がいい︑算数ができる︒習字や音楽がう

を支えているわけです︒記憶・思考・判断

しかもこの子どもたちが胎内にあったとき︑

アメリカのある学者が︑夫婦で四十年近

子はよい文をかき︑音楽家の子弟が︑その

から工夫創意︑発明発見あるいは歩行︑睡

ており︑さらに一つひとつの細胞に︑それ

才能にすぐれており︑絵かきの子どもがじ

眠など︑毎日の仕事や活動が︑よどみなく

は精神的に大きなショックをうけたものが︑

母が父親からぎゃくたいされたか︑あるい

まい︒みんな親ゆずりの遺伝であると考え

ょうずな絵をかくのは︑小さいときに︑そ

行われますのは︑分業のち密なくみ立てと

ぞれ五十木の神経がむすびついています︒

れぞれの才能の芽をのばすことのできる環

結密で︑確実なはたらきによるのにほかな

この考えはまちがっています︒文学者の

境であったことと︑親がそれだけの理解をゞ

ている人が少なくありません︒

示したことを意味しています︒

うに︑知能もまた親と子︑とくに母の子ど

ています︒さきにもちょっとふれましたよ

七歳ころまでにできあがると︑はっきりし

親の栄養と健康そして情緒の安定をあげる

さまたげられます︒ここでの問題とは︑母

らだや精神に問題があると︑細胞の完成が

中にできあがるので︑このときに母親のか

さて︑胎児の大脳細胞も脳神経も︑妊娠

なかったむかしの人が︑ながい生活経験に

と考えられます︒心理学もストレスも知ら

きるとおどかして︑火事場にやらなかった

流産や早産の恐れがあるので︑赤あざがで

妊婦が︑こうふんしたり騒いだりすると︑

のある子が生まれる﹂といっておるのは︑

田舎で﹁妊娠が火事をみると︑赤いあざ

多数であったということです︒

の人間的ふれあいか︑その形成に大きく影

もに対する愛情︑あるいは祖父母や兄姉と

ことができます︒脳細胞は︑もっとも上等

りません︒

響します︒知能は遺伝か環境かについて︑

な蛋白質︑たとえば卵・魚・肉類・豆類な

心理学では︑知能の機能の組織は︑六

長いあいだ論争されましたが︑現在では環
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は妻の妊娠を心からよろこび︑妻への愛情

をこまやかに示して安心感を与えなければ

びき︑胎内の子どもによくありません︒夫

なりません︒それを﹁つわりで︑おもしろ

たわけでしょう︒

ある国立大学の教授をしているわたくし

よって得たちえが︑このような教えとなっ

の友人は︑七男四女をりっぱにそだてあげ

で夜おそくまであそび︑妻を心配させるこ

くない﹂といって︑マージャンや飲酒など

晴れの当選者芳名︵敬称略︶
衆議院議員︵一月二十九日︶

にぶんはじめての妊娠で︑重い物をもって

ました︒その奥さんは﹁長男のときは︑な

妻に対する夫のあたたかいおもいやりが︑

なによりたいせつなことで︑それはやがて

とはよくないことです︒ともかく妊娠した

生まれてくる子どもの知能の正しい成長発

はいけない︒外出のときに車に乗らないよ

特別会員水田三喜男︵十回︶
大蔵大臣

同千葉三郎︵十回︶

ょうか︑たいへん神経質な子どもとなり︑

にも気をつかいすぎました︒そのためでし

達を促がすことであることを︑忘れてなり

うに︑食べすぎないようになどと︑あまり

ずいぶん苦労しました︒そのごはつぎつぎ

高等学校長代理︶

ません︒ｌ未完Ｉ︵東京教育大学附属坂戸

芦

知事︵四月二十八日︶

るひまもなくすぎましたから︑神経の太い︑

あちさゐは誰かゆるしてか

夏草花

卯の花くたしをやゑたにせす

早苗とる袖の雫はいつかひん

早苗

泊翁先生歌集より

と十人も生まれたものですから︑気をくば
強い意志をもった子ができました﹂と話し
ています︒

人間に個性があるように︑妊婦にもそれ
それほど︑神経質になることなく︑自然の

ぞれ個人差がありますから︑栄養︑健康と
生活リズムをくずさないことです︒それよ
りも妊婦である妻と夫との心のむすびつき
について︑デリケートな心のく︑ばりがたい
せつなことです︒

妊娠を知らされた夫が﹁なんだ︑またで

かふ覧

みとりより紫にまて色を
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