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読書と体育

鎌田正

国家の隆昌は︑健全なる心身を持つ人的資源を必要とする︒戦
ことは︑真に喜びにたえないが︑世論ともすれば体育の一辺に偏

後︑体育に関する国民の認識が高まり︑体力の向上されつつある
し︑健全なる精神の涌養を等閑視するの傾きあるは︑極めて重大
である︒﹁心は身の本なり︒身は国の本なり﹂とは︑先哲の教え
るところ︒真に国家の隆昌を図らんとせば︑一を尊び︑一を廃す

そ
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べからず︒今日特に健全なる精神の涌養こそ︑最も緊急の事とい
うべきではなかろうか︒

然らば︑健全なる精神を梱養する方途いかん︒その最も有効に
して行ない易きものは︑読書︑すなわち良書を読むことであるｏ

南宋の大儒朱子は︑読書の要は心を専一にして聖賢の意を観るに
ありと言い︑陸象山は︑読書の戒めは荒忙にありと説いているｏ

時あたかも秋冷にして燈火親しむの好季︑体育の向上に努めると
ともに︑心静かに良書を精読して︑先哲の達識の意を探るならば︑

心身の健全は期して待つべく︑国家隆昌の本をつちかうというべ

新入会員芳名⁝⁝⁝⁝・⁝：：：：⁝：⁝⁝・的

きであろうＯ

会祖西村先生は︑つとに﹁読書次第﹂を著わし︑本会要領の中

敬弔⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝・⁝：．⁝⁝⁝⁝鋤

編集後一記

に︑﹁身体を強健にすべし﹂と説かれている︒今にして先生の達
識を思うこと切である︒︵特別会員︑東京教大教授︑文博︶
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読書の楽しみ
岩淵悦太郎
更級日記を読むと︑著者が︑伯母から源氏物語五十四帖
はしる︲Ｊ１︑わづかに見つ入︑心も得ず心もとなく思

﹁はしる︐／︑︑わづかに見つＬ﹂と記しているのだ︒更級

日記の著者も︑ちょっとのぞくぐらいは経験したであろう︒

しかし︑源氏物語をじっくり読むという機会はなかったの

当時は印刷術が発達していなかったから︑複本は転写で

だ︒

作られる︒しかも紙は大変高価だった︒だから源氏物語五

十四帖が︑更級日記の著者の時代にどのくらいあっただろ

そこで︑源氏物語の受容は︑目から行われたのではなく

うか︒非常に少なかったと思われる︒

て︑耳によって行われたと︑私は考える︒数少ない源氏物
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を贈られた時の喜びを

語の写本を台本にしてだれかが朗読する︒それを何人かが
矛亡さ軒こ

ふ源氏を︑一の巻よりして︑人もまじらず︑きちゃう

かろうか︒

ら︑源氏物語は短編小脱の集りとして椛成されたのではな

が限界であったろう︒朗読形式で味わうという受容形態か

そんなに長いものを消化出来ない︒五十四帖の一帖ぐらい

のの集りであることは︑朗読をするような場合は︑一夜に︑

源氏物語か長編小説と言われながら︑実は短編形式のも

たためであろう︒

って徳川家本に句読点があるのは︑朗読の台本として用い

しい︒古くは句読点を打たないのが普通だからである︒従

こまかに句読点が打ってある︒当時の文章としては大変珍

ている源氏物語の写本の中で︑尾州徳川家蔵の本などは︑

一緒に聞く︒ということで受容が行われたと思う︒今残っ

の内にうち臥してひき出でつＬ見る心地︑后のくらゐ
も何にかはせむ︒

と記している︒筆者は女性だから﹁后のくらゐも何にかは
せむ﹂と言ったのだが︑少し大げさ過ぎる感じがしないで
もない︒

この更級日記の文章の中で見逃してならないのは︑﹁人
もまじらず︑きちゃうの内にうち臥してひき出でつ具見る
心地﹂とあることだ︒一般に読書というものは︑個人的な
活動だ︒自分一人で味わう楽しみである︒それなのになぜ︑

更級日記の著者は︑わざわざ﹁人もまじらず﹂と言ってい
るのだろう︒

私は︑平安時代︑源氏物語を手にして目で読むという機
会は少なかったと考えている︒だから更級日記の著者も︑

ム
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もし︑源氏物語などを朗読するとなると︑それを聞くの
は一人ではなく︑何人かが一緒であろう︒少なくともそこ
には︑聞き手以外に朗読者が一人はいるわけだ︒というこ
とになると﹁人もまじらず﹂源氏物語を味わうということ
はできない︒

ラジオの始まったころ︑テレビが流行し出したころ︑受
信器が高価でもあったし︑茶の間に一台ということで︑家
族がそろって聞いたり︑あるいは見たりすることが多かっ
た︒自分一人では独占できない︒﹁人もまじらず﹂という
わけには行かなかった︒平安時代の物語の受容形態は︑こ

の中のどの巻にするかは︑聞き手一人一人の勝手にはなら

ない︒読み手の選択に従うこともあるだろうし︑聞き手の

だれか一人の好みに︑ほかの人々が従わなければならない

場合もあったであろう︒ところが︑もし︑自分が源氏物語

の写本を持っておれば﹁一の巻﹂からでもいいし︑途中の

たり遅くしたり︑同じ場所を何べんもくりかえしたり︑途

巻からでもいい︒選択は自由である︒それに読み方を速め

オやテレビを視聴する場合にはない︒読書は全く自主的活

中を省いたり︑全く自由である︒こういう自由さは︑ラジ

読書は﹁人もまじらず﹂ただ一人でできること︑読書を

動なのだ︒ここに読書の楽しさがある︒

めること︑こういうことは︑読舎だけに許されていること

する時間や場所を自由に選べること︑本のどこからでも読

だ︒こう考えて来ると︑更級Ⅱ妃の著者が﹁后のくらゐも

何にかはせむ﹂と言ったのは︑一概に大げさときめつける

こともできないだろう︒それほど︑読書の楽しゑは︑大き
く深いのだ︒

最近︑読書は︑昔ほど盛んではないようだ︒しかし︑わ

たしたちの周囲にテレビやラジオ等が盛んに行われていけ

ばいくほど︑わたしたちは︑読書に精進する意欲を持たな

のうち五時間は読書に費したという︒それも週刊誌なんて

ければならないと思う︒柳田国男先生は︑晩年でも︑一日

︵特別会員・国立国語研究所長︶

いうものではない︒かたい本ばかりである︒

、 リ ノ

れと似ていたと言える︒

ただし︑このごろは︑受信器の値段が安くなったから︑

個人で一台を占有することもできる︒この点では︑受容の
しかたが︑昔とは違って来て︑むしろ現在の読書の場合と
似て来ていると言えよう︒

しかし︑ラジオやテレビの場合と読書とを比べると︑大
変大きな違いがある︒ラジオやテレビの場合︑普通は︑き
められた時間に︑きめられた順序で受容しなければならな
い︒それに反して︑読書は︑いつでもできる︒自分の好む
時に本を開いて読むことができる︒場所も︑室内だけでは
なく︑電車の中でもいい︒〃

更級日記の著者は﹁一の巻よりして⁝⁝ひき出でつ上見
る心地﹂と記している︒朗読の場合は︑源氏物語なら︑そ
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上里美須丸

ンター的なものが増設され︑何となく気ぜわしい時代にな

その下部組織のようなかたちで︑県単位の読書推進運動協

会を開くなど︑読書運動を推進している︒多くの県では︑

を中心に﹁読書週間﹂を設け︑ポスターを作り︑著者講演

の子供の日を中心に﹁こどもの読書週間﹂を秋の文化の日

団体が中心となって︑読書推進運動協議会が結成され︑春

学校図書館協議会︑日本書籍出版協会︑日本雑誌協会等数

読書推進運動協議会六七年前に︑日本図書館協会︑全国

であろう︒

ってもらおうという意味で︑誠に結構な催しといってよい

の深い味わいを知り︑やがてはこれを習慣にまでもってい

こで︑せめて読書週間に︑一冊でも二冊でも読んで︑読書

著者の考えを︑再構成しなければならないからである︒そ

自分
分な
なり
りに頭の中で
ず︑頭の中で著者の考えを反すうし︑自

読書推進運動と読書会

読書週間今年も十月二十七日から十一月九日まで読書週
間がやってくる︒読書のように︑非常に個人的なもの︑し
かも年間を通じて親しむべきもの︑ないしは習慣として身
につけるべきものについて︑何々週間と銘うった他の催し
と同様︑読書週間を設けることは︑いささかこっけいと思
われる︒おそらく︑夜も長くなり︑涼しくなって︑いわゆ
る燈火親しむ気節にちなんで︑始めたものだろう︒しかし
今日では︑別の意味で︑国民が読書について︑もう一度考
えなければならない時期に到っている︒すなわち︑ラジオ︑

テレビ︑週刊誌等︑マスコミが発達し︑速度の速い交通機

り︑じっくりものを考えるというよりは︑てっとり早くイ

の期間に︑母親の読書感想文を︑毎日新聞とタイアップし

議会があって︑各種の催しを行っている︒千葉県では︑こ

関が発達し︑↑﹁一ルフ︑ボウリングを始め︑各地にレヂャセ

ンスタントな知識を吸収して︑余暇を楽しく過ごそうとす

a−

て募集し︑これを文集にまとめて︑十二月初旬に﹁本を読

る︒このような時代に︑読書が如何に大切であるかは︑い
うまでもない︒読書は一字一字活字を追ってゆかねばなら

I
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むお母さんの集い﹂というのを開催し︑文化人の講演を開
いたり︑読書についての体験談の発表や︑それを中心とす
る話しあいが行われ︑年とともに盛大になっている︒

読書を推進するための方法読書を推進する運動としては︑
各県とも︑いろいろな工夫がこらされており︑例えば︑長
野県でも︑ＰＴＡ母親文庫と称し︑県下のＰＴＡのお母さ
んを四人単位に組織して︑学童を通して書物の巡回を行っ
ている︒鹿児島県では︑﹁母と子の二十分間読書﹂と称し︑

毎日子どもが声を出して読書するのを︑母親がかたわらで
聞いてやる方法で読書をすすめている︒静岡県では︑﹁茶
の間の読書運動﹂と称し︑家庭読書を推進しているｏ千葉
県では︑学校図書館と提携して︑学校図書館の一隅に︑母
親の読む本をおき︑これを母親読書センターと称しているｏ

この図書の賊入のためには︑最初二年間県から補助金を出
しており︑昭和三十五年から始めて︑すでに七十五ヶ所の
小中学校に︑センターがおかれている︒母親に読書熱か盛
んになった原因として︑子どもの教育に熱心になるととも
に︑子どもとともに伸びようとする意欲が高まったこと︑

家庭で昔より暇がとり易くなったこともあろうし︑或る母
いうように︑相互の刺戟作用が働くこともたしかである︒

親が読んで︑﹁この本は面白いから読んでみなさいよ﹂と

集団読書・読書会しかし︑何といっても︑読書運動を効
果的にすすめるのは読書会である︒つまり集団読書という

いるようである︒

記録をとって︑段々積み上げている読書会は︑長続きして

び︑或る程度の規約めいた約束ごとを定め︑読書会の都度

会を開いたりしている︒いつも民主的な方法で世話役を選

ブ﹂という組織があって︑リーダー格の人を集めて︑研修

地で開いたこともある︒読売新聞には︑﹁読売フッククラ

は︑リーダーの養成をどうしたらよいかという講習会を各

或いは世話人︑司会者といった人が大切であるｏ文部省で

読書会が長続きするためには︑何といってもリーダー︑

でも大したものである︒

によって︑受け取り方が違うものかということが分るだけ

いうように︑全く反対に考えている場合があり︑いかに人

を︑甲の人は善人であるといい︑乙の人はよくない人だと

読書会に出席して驚くことは︑小説の場合︑その主人公

おり︑市川では﹁東洋史を読む会﹂にまで発展している︒

史を誇っており︑すでに一五○冊の本を読んで話し合って

葉県立図書館を中心とする婦人読書クラブは︑十四年の歴

て系統的・専門的読書会に進むものまである︒例えば︑千

書について話しあう初歩的なものから︑十年二十年と続い

或る地域の有志を中心とするもの等いろいろあり︑ただ読

とするもの︑前記の母親読書センターを中心とするもの︑

ことである︒これは図書館を中心とするもの︑職場を中心

｢
頁

読書会連絡協議会此頃は何事も連絡協議会ばやりである
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L

が︑読書会も御多聞にもれず︑市川には︑市川読書会連絡
協議会があって︑約二十団体が参加している︒千葉県とし
ても全県的な千葉県読書連絡協議会がある︒県の読連協の
変った催しとしては︑合同読書会というのがあって︑或い
は県北で︑或いは県南で︑そしてときには一晩どまりで︑

各地の読書会の連中が一ヶ所に集まって︑一冊の本につい
て︑読後感を語りあう会がもたれていることである︒いわ
ば︑読書会の他流試合のようなものであるが︑他の読書会
の傾向もわかるし︑遠足をかねたリクリ十一イションにもな

しても︑己が生涯の業と為さんとする者を勉励すべきは勿

論の事なり﹂と広く読書をすすめておられ︑目的をたて︑

など︑今日でも肝に銘ずべき核心をついておられる︒

系統的にすべきこと︑上すべりの読書では駄目であること

書物の選択悪書を追放するという問題がある︒各県と

も︑﹁青少年健全育成条令﹂というものがあって︑悪書特

に︑性的刺戟の濃い雑誌を指定し︑業者と連絡をとって︑

のであろう︒千葉県では︑更に一歩進んで︑青少年の読む

仕入拒否その他の運動を展開しているのは︑時宜を得たも

べき良書の推奨という仕事を︑県の青少年課が中心になっ

kOノ

て︑この二三年推進している︒その方法として︑図書館・

学校図吉館・ＰＴＡ︑青少年団体に︑本を選定する委員を

目録を作成して︑幅広く配布し︑良書を推奨するわけであ

委嘱し︑県民から申し出でのあった書物について審査し︑

りかねないが︑現在のところ問題なく進んでいる︒

る︒このことは︑運用を誤ると︑戦争中の思想統制にもな

肉となすものでなければ︑何にもならない︒多くの書物を

結び要するに︑いくら良書でも︑熟読がん味︑血となし

とでは︑西村先生の意図されるところとは︑全くかけ離れ

読みちらかし︑断片的知識のひけちらかしに終るようなこ

たものになるだろうし︑場合によっては︑読書の弊害もあ

全︲葉県会員︑千葉県立中央図書館長︶

るということを知っておかねばならないだろう︒

／ ハ 、

っているので︐あるＯ

西村先生の﹁読書次第﹂さて御案内のように︑千葉県出
身の日本弘道会食祖西村茂樹先生には︑﹁読書次第﹂なる
し︑別に読書の方法順序を定めざるべからざる所以なり﹂

撰述がある︒その趣旨とするところは︑﹁東西の教を通観
とあって︑ま︒つ第一に儒教を学び︑次に西洋の哲学を学び︑

儒教と相比較して考究すべきことを説かれ︑儒教︒哲学に
おいて︑とりあぐべき書物の代表的なものを系統づけてお
られる︒また書を読むには︑﹁必ずしも年限を定むること
を要せず︒巳に一読したる後︑時々之を繰返して其義を心
に記し︑其身の遭遇する所の事実と対照観察して︑自得せ
んことを求むくし﹂︒とその心得をとかれ︑儒教︑哲学の
り︑化学なり︑又は農業なり︑工業なり︑商業なり︑何に

害を読む一方︑﹁政治なり︑法律なり︑医術なり︑物理な

上

ｊ
読書随想

■︲ｋ

な想像力がたくましい時代には多くの

が大切だと思う︒しかし︑私達のよう

かる・私は︑どちらがいいという塀よ

てるイメージを感じとり︑さらには想

についたと考えるのは間違いである︒

像力を働らかせた時に︑身につく︒だ

本を読んだ方が望ましい︒さて︑その

ろさを少しも味わわないで︑教養が身

から内容を読みとろうとする気持がな

本の選び方だが︑全然読書について︑

のよいところをよく理解して見ること

い読者には︑読書からの教養はゼロで

関心がない人︑その人は︑前に述べた

り︑読書のよいところ︑テレビ・映画

ある︒さらに︑内容を読糸とるには︑

ように︑まず興味を持ち︑自分でおも

読書から得る教養は︑そこからにじぷ

読書への関心︑興味が必要となってく

しろそうな本を見つけて︑最後まで読

読書のあり方について

らには映画を通じて感覚器官を働らか

るので︑ある︒

が︑これは︑読書から得た自然の力で

の︑知性を養うためだのと言っている

ある人は︑教養を身につけるためだ

れがちである︒

数多くあり︑私達もついそれに誘惑さ

の興味本意だけをねらっているものが

物が増加している︒その中には読む人

る︒それなのに︑年々たくさんの出版

読書という時間が少しずつ減少してい

は目に映ることが同じなため︑みんな

て︑いろいろなイメージがわき︑映画

そのことから︑読書は︑読み方によっ

聞くと︑共通した点かたくさんある︒

しかし︑同じ映画を見た人達の感想を

の感想を聞くと︑人さまざまである︒

ない︒たとえば︑同じ本を読んだ人達

読書から得るような︑考えだす教養は

味わう運動が大きくなる︒そのため︑

せるという作用は小さくなり︑感動を

メージを感じとったり︑想像を鋤らか

テレビ︑映画について考えれば︑イ

と思うが︑あんなに神聖で美しいもの

読書を味わって読んだ者にはわかる

書といえよう︒

うになれば︑ほんとうの意味にける読

くの本にふれてないが︑熟読できるよ

まで︑いろいろな種類の本︑又は︑多

するの糸となる︒私はまだ︑熟読する

おだやかな︑麻薬状態がつづき︑熟読

うようになる︒ここまでくると︑後は

自分自身がその中にすいこまれてしま

い︒そうすれば次第に︑想像が発達し

本意だけのものはさけなければならな

んで見ることが大事だ︒その時︑皿味

最近の人間は︑テレビやラジオ︑さ

佐藤久美子

市川市立市川第一中学校三年

せる機会が多くなっている︒そして︑

楽しんで読書した者にしか分らない︒

同じような感動がわくということがわ

しむためのものだと考える︒

私は読吾の根本的な要素として︑楽

ただ︑だらだらと活字を読桑︑おもし

（7）

は見あたらない︒それに︑幅も奥行も

ぽから帰ってきた︒私はこの続きをお

又私はあまり本を読むことが好きで

知った︒

が行ったことがない︒でも本で調べて

とができる︒たとえば宇宙へ行きたい

本をみて思いだし︑確かめたりするこ

ある︒この夢の世界と思われる読書が

﹁はな﹂といってやっぱり花の好きな

そるおそる読んだ︒私の家の仏様は︑

からないが︑私が本を読むということ

はないので︑本のありがたさもよくわ

ちょうどその時︑おばあさんが田ん

た︒

意外にも人間の生活の意味を深める最

おばあさんだったそうでした︒たまた

深く︑人間向上として︑最高の手段で

も重要なものといってよいだろう︒

まお盆のため︑私もお墓に行き︑フト

読書について

まで何回となくテストをうけてきたが︑

のは五月の月例テストの時だった︒今

平均してゑると﹁社会﹂がいちばん悪

は︑こんなに大切なんだな︑と思った

次に私自身の読書動機について述べ

﹃花には死がない﹄私はこう思った︒

二十分位︑毎日々之本に目を通した︒

かったので今月はと思って十五分から

さいていた花をもっていってあげた︒

るｏ以前から先生︑両親又先輩にも勧

椿姫の一節を思いおこして︑我が家に

められていたし︑又自身読書の必要性

それが積り積もって七︑八回読んだと

千葉県平三中学校三年

私がそこを読んでいたのはちょうど夕

思う︒テスト用紙の問題も︑うすぼん

野口京子

方だったが︑家の人はまだ仕事から帰

では︑文字文化より︑映像文化による

を知っていたが︑現在の社会環境の中

の時私は︑読まなくては覚えられない

やりと思い浮かべることが出来た︒そ

マルグリッドの死後︑一人の男がそ

できると考えている矢先きに︑先生に

知識を広める方が早く感じ取ることが
よばれ﹁読書について﹂という題名で

読むということが大切なことか︑少し

（8）

今︑私は椛姫という本を読んでいる︒

ってこなかった︒

のお墓を尋ね︑番人に﹁マルグリッド

墓に埋葬されているはずだがと尋ねた

いささか蹄路したが︑此の機会と思い︑

感想文を書いてみないかと勧められ︑

ことがわかった︒

・ゴーチ丘という女が何月何日この
ら︑番人は大きな帳簿をみて︑確かに

いくら本が読みたくとも︑読むことの

しかし世間には︑私達とは反対に︑

私はこんな身近な問題からどんなに

埋葬されていると答えた︒其処で墓地

づつわかってきたような気がする︒

て知っていたり︑経験で知ったことを

先ず本とは経験がなくても︑本を象

私の体験について述べてみます︒

へ行ってみると一目でわかった︒その

墓のまわりには梼の花が咲き乱れてお
り︑ただの一本もしぼんではいなかっ

ふ

い

る気持ち︒もう一つは︑その人がやっ

自分の利益しか考えないようなどん

ＦＩＬ

と不幸から切りぬけてしまうと︑なん

く人を疑うことも知らない純心な心の

欲な奥さんにだまされながら︑欲もな

できない人が大ぜいいる︒

ような気持ち︒少しはっきり言えば︑

となくもの足りないようなそっけない

読書とは頭で見︑頭で考えるものだ
つた気持を安らかにさせるような気が

と思う︒そして今まで経験してゑたか

なってしまう︒欲がなく︑一心に努力

椎助は︑知らず知らずのうちに仙人に

私はこの感想文を書いたことによっ

の人に敵意をいだくようなことになる︒

かという気にさえなり︑しまいにはそ

いろいろな悪ぢえを働かせ︑自分の

んでいるのだ︒

にも︑そのようなすぐれた力が︑ひそ

ことでもできる︒ごくありふれた人間

をする人間は︑どのようなすばらしい

もう一度その人が不幸になりはしない

て︑読書とは︑一回読んだきりでは内容

︵手だしをしないで︑そばから見てい

それを彼︵作者︶は︑傍観者の利己主義

した︒

容がすぐ感じ取れるので面白みがある︒

る人の自分勝手な考え︶といっている︒

がよくわからないが︑テレビなどは内
しかし︑内容がすばやく感じ取れる

利益しか考えないどん欲な人間は亡び︑

自分を捨てて一心に努力する人間は勝

また︑人間は他人の目から見られる
だから内供︵登場人物の主人公︶は︑

自分のことだけに心を奪われやすい︒

（9）

ことによって︑人間の思考力を失い︑

私はこういうことを考えさせられた︒

また視力も犯されるおそろしさがある︒

うな努力する人間になりたい︒

とだと︑彼は教えてくれた︒そして︑

人間の世界で︑美しいことは正しいこ

わたしたちは︑一心に目的に向かって

作品﹁魔術﹂でも欲のある人間には
てあったが︑この作品も似たようなこ

いけないということも︒

とをいおうとしているのではないだろ
うか︒

どんな苦労もいとわずに進まなければ

魔法など使えない︒ということを書い

んなものかがわかつたような気がする︒

点︑長所︑ふにくさ︑美しさなどがど

わたしは︑これらを通じて︑人間の欠

彼の作品は︑ぶな短篇で満足だった︒

利をかち得るのだ︒わたしも︑そのよ

は弱い人間なのである○

り長くしたりしている︒つまり︑内供

自分の鼻を人の心によって短かくした

の中︲か︽わ
お茶の水女子大学
附属中学校一年生

曾我部玲

人

﹁芥川竜之助名作集﹂

鼻
人間の心には︑互に矛盾した感情が
二つある︒一つは︑人の不幸に同情す

仙

剣道とは何ぞや
未だに日本は混沌としているけれども︑それでも追禽と

弘正

うつのが仕来りである︒その祈りは︑

清め︑鍛刀場には〆維を張り廻ぐらし︑神に祈りをこめて

Ｉ刀を抜かずに︑物がまるく治まる

ことである︒これは名匠五郎正宗はじめ︑刀匠の誰もがの

の祈りをこめて作られた日本刀を手にして闘う︑真の剣客

祈念であることは︑まどう方なき事実である︒従って︑こ
の祈りもまた︑

剣道とは︑剣を手にして敵と対し︑己の身を守るために︑
に通ずるものである︒即ち剣の道︑剣道が生れるのである︒

物的観念では取り扱わないのである︒皇室では三種の神器

古来日本人は刀剣に対して︑欧米人が考えるように︑唯

が︑最高の道徳を生んだ例は︑日本剣道をおいては︑類例

道徳を生むに至るのである︒世界広しと雌も︑闘争の技術

ばならないのである︒そして遂にⅡ本剣道は︑ｎ本最高の

実行しているのである︒即ち剣道の真姿は︑不殺でなけれ

でなければならないし︑事実古来川本の剣客は︑これを

ｌ不殺ｌ

の一つに加えられ︑神社はこれを神体として祭り︑武士は

L

を見ないのである︒日本剣客の最高峰は︑新陰流の祖上泉

Pd

士だけに限ったことではなく︑農工商すべての日本人に通

の性質を知らねばならないと思う︒

剣道が剣を用いて闘う性質のものである以上︑まづ︑剣

要すれば敵を倒す術であり︑その修練の結果が︑剣の大道

いう問題を︑考えて見たいのであるＯ

の存するところであるＯそこで此処に︑剣道とは何ぞやと

必ずしも︑真の剣道を理解しての上のことかどうかは疑問

日本の刀匠が刀剣を作製する場合は︑斎戒汰浴して身を

ずる考え方でもあった︒

野

事実である︒吾々の剣道も日を隆盛を取り戻しつつあるが︑

日本的なものが︑日本人自体の間に見直されつつあるのは

吉舎

己のたぱさむ剣を︑己の魂として尊重した︒これはまた武

L

（10）
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伊勢守信綱であると言ってよい︒

向準一

上銀信綱の家は代灸上州太胡︵オオゴ︶の城主であった

生れた︒幼少の頃から文武両道を︑父小野朝右衛門によっ

て仕込まれた︒禅の修行もした︒長ずるに及んで︑時恰も

総帥西郷南洲を訪い︑赤心を吐露して︑江戸を戦火の厄か

山岡鉄舟が騎上東海道を走って駿河に至り︑幕府征討の

維新の動乱︑日本のレイ明期に遭遇していた︒

将の境涯を捨てて一介の剣客となり︑全国を武者修行して︑

が︑永禄六年二月︑武田信玄の攻略に逢って後︑上泉は武
自己の信ずる剣の樹立に奔命したのである︒しからぱ自己

ら守った話は︑ここに詳述を要しない程有名である︒

そしてまた︑上野に立龍る彰義隊を説いて︑無益の戦を

の信ずる剣とは何か︑それは即ち︑

避けしめようと官幕両軍の間に立って︑日本人の本筋を通

心中には︑忘れることの出来ない大きなナャミがあった︒

であった︒

ｌ不殺の剣ｌ

それは︑一刀流の師浅利又七郎の鋭剣が︑鉄舟の咽喉をヤ

日本人の誠を捧げたのであったが︑ただ一つ︑山岡鉄舟の

クして離れぬ︑剣の迷いである︒鉄舟は浅利と立合って以

すために努力し︑新政府が樹立されてからは︑明治大帝に

良の宝蔵院胤栄の紹介で︑柳生但馬守宗厳と立合った時も︑

用いて素手で取りおさえ︑全然刀を用いなかった︒また奈

後十有七年の間︑浅利の剣に日夜追われ通して︑剣に開眼

上泉伊勢守は京に上る途中近江の琵琶湖のほとりで︑上

相手宗厳が︑上泉凹がけて斬り下して来る真剣を︑素手で

泉の抜群の腕前では︑斯って捨てるに易い盗賊を︑智略を

三度まで取りあげてしまって︑宗厳の戦闘を奪ってしまい︑

することが出来なかったのである︒しかし明治十三年三月

︵鎌倉修道学院長︑剣道範士︶

如実に剣道の何ものであるかを物語っているのではないか︒

名匠正宗の刀剣の心︑上泉の無刀取り︑鉄舟の無刀流は︑

進め︑ｌ無刀流Ｉを創設したのであった︒

ｌ無刀ｌであることを悟り︑自分の修得した一刀流を更に

鉄舟はその後尚も剣の真諦を追って止まず︑剣の奥義が︑

が出来た︒

三十日遂にこの迷いからさめて︑真の剣義を把握すること

武将の境涯から一介の剣客になって探求した剣の大道︑

ｌ剣の究克は不殺なりｌ
の大目的を完成させたのである︒これを上泉の︑

と言うのである︒上泉を剣の最高峰とする所以も此処に

ｌ無刀取りｌ
存在するのである︒

徳川末期にもう一人の︑上泉にも匹敵すべき剣客がある︒
それはｌ無刀流ｌ山岡鉄舟その人である︒

山岡鉄舟は天保七年六月︑旗本の子として江戸の本所に

／1T，
L上.lノ

L

思う

に鉄棒をこなしたり︑駈足や水泳などを教えてくれた︒武

に

はじめに

道にはいかめしい柔道と剣道の教師がいて︑広い道場の真

体育の日

昨年から新たに体育の日が設けられた︒設定の理由は色

大塚正八
をあると思うが︑昨年の例からぷても︑この日には各地で

て歩兵操典そのままの訓練をし︑時には富士の裾野などで

中で活を入れられた︒教練には陸軍の現役将校が配属され

して︑それが宛も体育の日そのものの過し方と考えている

この体操・武道・教練が︑戦後になって体育というもの

戦車をさじえて夜襲・払暁戦の猛演習をやらされた︒

に置き換えられたと信じている人が案外に多い︒体操の変

身が体育だと考えている人は更に多いようである︒

しかしこれは見当違いで︑体育とは決して体操などの変
型ではない︒

体操とか︑リクリエーションとか︑武道かスポーツある

いは運動というものは︑体育の実践面の大部分を占めては

いるが︑それらを行なうことだけで体育というものの目的

rlワ、

郎

運動行事が行なわれたり︑スポーツ競技大会が開かれたり
向きが多いように感ぜられる︒

体育の日とは︑そのように運動やスポーツ競技に興ずる
だけの日なのだろうか︒更には︑体育とは運動とかスポー
ツの代名詞なのだろうか︒

戦前に学校教育を受けた私どもには特に﹁体育﹂という
言葉はなかった︒その頃は︑体操・武道︒教練という科目
があり︑すべて実技を主体とする教科目であった︒

白いトレーニングシャツとパンツの体操教師は︑軽やか

︾
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ＦＭ亭

に近ずくことは出来得ない︒体操は体操であり︑運動はあ

いるわけである︒すなわち︑体育には理論と実践があり︑

水泳とか陸順競技・球技あるい健勝技などｌを行なって

従って︑ただ運動会をしたり︑スポーツ競技会を開いて︑

体育の日には

れだけでは体育の日を有意義に過したことにはならない︒

従って︑単に運動︑スポーツなどに打興ずるだけで︑そ

その一つだけでは決して体育ということにはならない︒

くまで運動にすぎないからである︒

これで体育の日の行事が済んだ︑かくして能事了れりとす
それなら体育とは一体何なのか︒体育の日には何をした

るのは全く誤った考えに他ならない︒

体育とは

するわけにはいかない︒我々いわゆる一般の老若男女は如

つめて追求しようとする︒しかし︑一般の人がこれに追随

体育学を専攻する人は︑体育というものを真正面から見

体育という言葉は確かに教科目の名称から生まれたもの

ら良いのかということになる︒

ではあるが︑時の経過につれてその定義づけは極めて難か

うとする科学﹂であると言っても過言ではない︒その目的

﹁ヒトの健康というものを︑主として身体面からとらえよ

科学の分野に大きな領域を占め︑個人的にも社会的にも

る実践科学の総称﹂であって︑医学・心理学とともに人間

とは︑身体活動を通して身体をより強く育てあげようとす

肩を組んでレクリエーションの一時に打興ずるのもよいこ

だろう︒友人・子弟と手を携え︑あるいは我がつれあいと

かさない人は︑この日に思い切って動かしてゑるのもよい

いに動かさないわけにはいかない︒普段あまりからだを動

た通りであるが︑矢張りこの線に沿って我々もからだを大

体育の実践面の大部分が身体活動にあることは己に述べ

員ノか︒

何にして体育の日を迎え︑楽しく一日を過したらよいだろ

達成のためには︑人体の構造と機能に関する十分な基礎知

とと思う︒勿論無理は禁物で︑年令と性別そして職業的環

しいものになっている︒しかし敢て一言するならば﹁体育

は社会学の応用知識も必要となる︒

識を必要とするし︑その理論の展開には医学・保健学時に

ことにもなりかねない︒普段あまり使わぬ筋肉を屈伸させ︑

境を考えて連動しないと︑却ってからだをこわしてしまう

よい空気を十分に吸い︑団蕊の裡に一日を過す︒また︑平

すなわち︑自然科学を基礎とした理論を踏まえ︑身体活
動という方法を通して健康の保持増進に当る科学的分野が

生は労働に休む間もない人は︑軽い疲労回復体操など保健

運動のあと静かに気分転換の日に当てるようにする︒

体育であるといえよう︒

そして︑身体活動の実践方法として各種の運動技術Ｉ
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ように感ぜられやすい︒これだけでは運動の日かレクの日

しかし︑このままでは前に述べたことと一見矛盾がある

増進の連動と健康保持の連動というわけである︒

成を主とする保健連動に先ず大別することが出来る︒健康

体育運動と︑個体の発育発達に伴ない︑あるいは矯正や育

これらは更に細かく分けられる︒競技スポーツというの

になってしまうではないかとの反論も出てくると思う︒確
かにこれだけでは不十分である︒私たちはこのようにして

対抗試合など全て競技スポーツで︑激しい身心の試練が要

アード大会・国民大会をはじめ野球の試合︑柔道や剣道の

とする運動競技である︒オリンピック競技会・ユニバーシ

て更にはその反省にもとずいて健康を自信をもって明日へ

求される︒強化鍛錬運動は健康な身体をより逼ましくしよ

は︑相互いに勝負を争ったり︑新しい記録に挑むことを主

の出発の資料としたり︑あるいは早期受診・早期発見など

過した後で︑改めて自己の体力︑自己の健康度というもの

病気や異常に対する管理の手段にあてたい︒積極的にせよ

は同様でも主目的が前者とは異なる︒レクリエーション運

うとする運動である︒柔道︑剣道︑野球など実際面の種仙

を︑各自の年齢・性・環境に応じて反省してゑたい︒そし

れが体育の運動分野を通しての体力・健康の確認というこ

登山・水泳・スキー・スケートあるいは野球等にしても︑

動も実際の運動種目にそれ程の差異があるわけではない︒
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消極的なものにせよ︑体力や健康の反省を十分にする︒そ

言葉を換えて言えば︑体育の日とは﹁運動を通じての健

とになるからである︒

かろうとするのがレクの運動である︒ここには勿論身心の

日常生活の複雑さから気分の転換を求めて体力の育成をは

身体活動とは

康の日﹂に他ならないのである︒

試練などというものはない︒運動に楽しみを求めながら健

ウントをとるにしてもそれは互に交替する為の方便にすぎ

言い得て誠に妙である︒ピンポンは楽しむもので︑仮令カ

ンポンはレクリエーションだと話すのをきいたことがある︒

面白いことを言う人がいて︑卓球はスポーツであるがピ

康生活を続けようとするだけである︒

体育の実践面の大部分は身体活動にあると述べたが︑そ
の身体活動を次のように分けて考えることができる︒
︑競技スポーツ
体育運動ｌ強化鍛錬運動

身体活動へ︾レクリエーション運動

ない︒卓球の合宿練習では毎日数百回のラケットの素振り

と相当距離のランニングも求められる︒競技スポーツと殿

L

保健運動Ｉ疲労回復体操
／機能回復運動
すなわち︑より健康に︑より強く身体を鍛えようとする

犀

ｒｉ

錬運動・レクリエーション運動の微妙な差があろうか︒

る筈である︒我々の人生は乳幼児時代の保健運動に始まり︑

とと思うし︑中年すぎてからは次第に保健運動に移ってく

連動を︑青年期には若さを爆発させる迎動を︑そして中年

青少年期の体育連動時代を経て︑向老期以後は再び保健連

以後はその体力に応じた養護運動に楽しみを求めるのが自

れは保健運動の領域とも考えられる︒境界領域の運動のた
疲労回復体操は︑職場における産業疲労を癒すため︑個

動に戻るのかも知れない︒幼ない頃は発育・発達に即した

人としても一日の労働に疲れた筋肉をほぐすためなどに行

何時になっても若さと強いエネルギーを持っていること

然の流れであろう︒

体調を整えようとする運動である︒仕事に疲れて思わず腕

おわりに

は大切だという︒そしてこれは身体活動によって求むくき

私たちの望ましい健康とは単に﹁からだの健康﹂だけで

をもんだり︑肩を叩いたり︑時には腰を思い切り伸ばすこ

それを正常に回復させるための矯正連動である︒結核など

はない︒﹁心の健康﹂も忘れることはできない︒両者相侯

とがある︒自然に行なっている疲労回復体操の一例であろ

で長期療養後に社会復帰の一手段として行なうものもある

って豊かに稔り多き人生を歩むことができよう︒とかく身

ことは禁物である︒

し︑小児麻蝉の後遺症について行なうものもある︒産撫体

辺を省染る暇もない人生にあって︑自らの﹁からだと心の

だというＯしかし︑自然の流れに逆ってまで無理に求める

操などといって出産後の体力回復のために行なうもの︑生

他康﹂をテストして詳かに反省する日として体育の日をあ
てたいものである︒

八Ｖ八Ｖ八Ｖ

︵特別会員︑東京教大教授︑医博︶

をあげている運動もあり︑その種類も多様である︒

う︒機能回復述動とは︑身体に機能異常や障害があるとき

なう︒使いすぎた筋を休め︑使わぬ筋肉を柔かく動かし︑

めである︒

レクリエーションの運動は誰にでも出来る︒その為︑こ

今

理体操といって月経随伴症のひどい人に行なって良い成績
私どもの身体活動には大別すると以上のものがあり︑同
一種目の運動にしても︑それを行なう目的︑方法︑強度に
よって色々と分けられるわけである︒

我々は学校時代や社会に出てからも︑何とはなしにどれ
かに属する運動を繰返してきた筈である︒思春期を過ぎる
頃から青年時代はスポーツに鍛錬運動に若さをぶつけたこ
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LL■

のびのびと

夏の全国高校野球は千葉県の習志野高校が優勝した︒﹁習志野

ものらしい︒一種の暗示だが︑それによって持てる力を十分に発

生徒たちに﹁自分たちは一流だ﹂と思いこませることに専念した

に出てもあがらない落着きが出ればしめたもの︒最後はもっぱら

ｌ習志野高優勝を見て

紀雄

市﹂と言っても関東をちょっと離れたらもう何県にある市だかわ

大沢

からないような︑東京の一ベッドタウンの﹁市立高校﹂である︒

揮させるところなど大したものである︒

からの住宅地にできた高校ではなく︑畑とススキが茂っていたよ

習志野高校は創立後日が浅い︒いわゆる名門校ではない︒古く

創立十年になるやならずの高校が︑全国各地区でしのぎをけずっ
て晴れの甲子園に出て来た強豪︑老舗チームを次禽に破って堂々︑

って優秀な中学生は千葉市にある県立千葉高に行ってしまう︒何

うな野原のまんなかに立った高校だ︒伝統など何もない︒正直言

優勝旗を手中におさめたのだから大したものである︒
高校野球では﹁涙﹂がつきものである︒勝ったと言えば感激の

てスポーツ振興に力をそそいだ傾きが感じられなくもない︒事実︑

かユニークな点がなくては存在価値も薄れる︒そんな思惑もあっ

あまり涙があふれ︑惜敗すればくやし涙にむせぶ︒ところが習志
つこぼさなかった︒二位になった高校生たちはおいおい泣いてい

野高のナインは激戦の末︑優勝旗を勝ち取ったあとも誰も涙ひと

しかし今夏優勝したのはそういう輸入選手やコーチの力ではなく︑

けては引っぱったり︑よそからコーチを招いた﹂と言っている︒

すべて習志野高校に入るべくして入った生徒たちの努力の結果が

山口校長も﹁数年前まではずいぶん遠くから優秀な選手に目をつ

に馳れているからですよ﹂と習志野高チーム育ての親の山口久太

稔ったものだ︒のびのびと野球をやらせる︑これが優勝の原動力

たのに︒これには甲子園の観客も︑ＴＶ中継を見ていた沢山の人

校長は事もなげに言った︒﹁これだけ練習にはげみ︑野球という

たちも︑ちょっと驚いた︒﹁それはね︑選手どもが〃勝つこと″

ものをとことんまで考えたお前たちが︑何で敗けるはずがあるも

だろうという︒

I

習志野高校は野球ばかりではなく︑ボクシングも︑サッカーも

のか﹂ｌ生徒たちにこう教え込んだのだという︒もともと実力
があるチームだからあとは自信というか︑度胸というか︑桧舞台

△︸

生
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水

ｒ︾﹁

めっぽう強い︒柔道︑剣道が体育の正課になっている︒狭い運動
場と体育館でよくこれだけの活動ができると思われるほど︑いろ
いろなスポーックラ尋フがあり︑それぞれがいい成績をあげている︒

どれかが好成績をあげると他も負けずに頑張るからどんどん良く
なる︒こうした高校生ぐらいの年頃の心理をうまくとらえた教育
をしているようだ︒﹁雑草のごとく﹂というのか同校の生徒に与

へで櫛で運る方L一意るいなしら秀oれい
入一いな動Oもで気O上生ま落校他と入
る流いくばだ発生に司げ徒う第だ所教間
生大成、かか奮徒感人てもよしつのえに

学績結りらすのず生承拾うてた優るな太

える言葉なのだそうだ︒踏まれても︑たくましく伸びていく図

(習志野 万野球優勝祝賀会）

凸︻﹂Ｌ

徒もふえたという︒物の役に立つ人間は案外こういう所から出て

くるかも知れない︒︵日本経済新聞社会部︶

青年のふところ調査

先ごろ経済企画庁が﹁独身勤労者消我動向調査﹂というのを行

なった︒日本の青年男女がいったい月をいくら稼ぎ︑どのくらい

何に使い︑どんな孫らしぶりをしているのだろうかという調査で

調査対象は東京︑大阪︑札幌︑北九州にある従業員百人以上の

ある︒

会社百九十九社を選んでそこに勤める二十九歳以下の独身青年男

万五千五百六十八円で︑借金や貯金引き出し︑前月繰り越し分を

女三千四百三十七人︒それによると三月中の実収入は一人平均二

二万八千百八円︑女子が二万千四百八十一円であった︒

加えると二万九千六百四十九円となっている︒男子の平均収入が

支出は男子が二万三千百八十五円︑女子が一万八千八百十七円

で︑男女とも家賃︑飲食費などの基礎的支出が約一万千円で全支

出の一五・四％をとっているのが独身青年らしいところ︒

出の四五％から五○％以上を占めている︒次が教養娯楽費で全支

娯楽費の筆頭は・ハチンコで︑男子は半数が﹁ちょっとしたヒマ

には．︿チンコをやる﹂と答えている︒都会にたった一人で働きに

出て来て︑たまの休日︑どこに行くあてもなく繁華街をぶらつき

揚句はパチンコに時間をつぶす︑といったケースだ︒二日前はほ

ィＩＬ

ワー

︑１ノ

／Ｉ︑

とんどが﹃映画﹂と答えたものだが︑ＴＶでじゅうぶんなのか︑
そのかわり観光旅行︑ドライヂフ︑ハイキングがぐんとふえてお

映画はあまりお気にめさないらしい︒

た三千四百余人の七○％が過去一カ月間に一泊以上の旅行をして

り︑教育娯楽費の六割はこれにあてているようだ︒調査に解答し

都会のスモッグから逃れて旅行に出かけるのは大いに結構なこ

とであろうが︑どうも近ごろは急に﹁ゆとり﹂ができたせいか万

西村茂樹

事派手すぎるきらいがあるようだ︒︵編集部︶

知の修養

西洋で修養と云うのは第一が知を修養する︒第二に心を修

養する︒第三に行を修養する︒こう三つになる︒そこで知を

おり︑一人平均一万三千九百円の旅行費用をかけている︒気軽に
という︒実際に交通公社をはじめ旅行代理店が外国旅行の会員を

どこにでも出かけて行くという風潮は今後ますます広がりそうだ

るとは物事を多く知る︑物事を多く知るには何が第一番であ

修養することからお話しましょうが︒⁝：⁝第一に知を修養す

し方がない︒併し学問の外にもまだ致し方はある・夫は経験

るかと云うと学問です︒知を修養するには学問を棄て上は致

募集すると︑集まってくる半数は二十代の青年達だという︒若年
労働者不足で平均初任給が年々高くなり若い人たちの経済状態が
﹁若い者は衝動的で︑全くわけがわからない﹂と年寄りはこぼ

て其の真味を知ることである︒夫からもう一つが観察です︒

と云うことである︒即ちわが身で直接に世の中の物事に当っ

昔とはくらべものにならないほどふえたせいだろう︒
す︒確かに最近の青年の無軌道ぶりは目に余ることも多いが︑そ

い︒仏教では殊に観の字を重んじて︑天台には止観などと云

や見の字とは大層違います︒心で観るので眼で見るのではな

此観察と云う事は是も翻訳が誤っている︒此観の字は視の字

若年労働力不足で初任給は年を上がっていく︒こうして青年の

れはこうした経済力の飛躍向上にも源があるようだ︒
ふところが豊かになり︑独身で家計負担がほとんどないから金は
自然と﹁遊び﹂にふり向けられる︒若いＢＧがサラリーをため︑

云うのに︑観察と云う訳字を付けたが︑﹁ヲ寺フザベーション﹂

うことがあります︒西洋で申します﹁ヲ課フザベーション﹂と

は観察ではない︒視の字を書いた位に当ります︒唯今︑知

日本観光協会の調査でも﹁余暇の利用﹂は︑学生の九割︑サラ

を修養することを学問︑経験︑観察と申したのは︑東洋の観

行に出かけていく風潮とはなった︒

大学生が半ば学業を拠って〃アル博ハイト〃にはげんだ金で海外旅

リー一︑ンの八割が観光旅行に出かけるとの結果が出ている︒この

で知り︑自分の経験で知り︑夫れから心の観察で知るのであ

︵道徳教育講話霊誕頁より抄出︶

るｏ是が知を修養することである︒

察で心で観る︑心で物の内外迄観ることである︒初めに学問

少の余裕が出て来たことと︑日本の企業が労働時間短縮の方向に

進み︑夏期休暇制度などを取り入れるようになって︑サラリー一︑

ｆ入内

ように〃レジャー人口〃がふえてきたのは何と言っても生活に多

１１
ンも川遊びに向ける時間〃が持てるようになったからだろう︒

一

（18）

里︲勺も

道徳の復興︵四︶
ｌ政治との関係Ｉ

木下広居

Ｉ

▲四一

いっている︒これを見て見ないふりをしているのが一評論界

のだ︒誰が議員になっても︑汚職せざるをえないのだ﹂と

毎月︑国会議員は選挙区に百万円から千万円は注ぎこむ

でありマスコミである︒

必要がある︒それは︑選挙民が金をほしがるから仕方がな

い︒議員が悪いのでなく︑金を使わせる選挙民が悪いのだ︒

選挙民が候補者から賄賂を取るから悪い︑という︒一票の

リスでもミルが下院議員に当選した頃は買収供応の弊害が

値段が上がり︑選挙費用は度ごとに倍になっているｏイギ

甚だしかった︒彼は一八六五年︵明治維新の三年前︶に理

想選挙で出たのだが︑議会で何をいっても賛成してもらえ

﹁私は二十五年ばかり生まれるのが早すぎた﹂といったほ

なかった︒だから彼は︑

、 ユ ン ノ

西村先生は道徳を知らないで背く者︑道徳を知っていな
は︑公然と道徳を韓︿力にしている者︑に分けているｏ

がら背く者︑道徳に背きながら︑ごまかしている者︑第四
第一から第三までは︑自分だけが悪いことをしているの
で︑他人や社会に迷惑を及ぼさないとすれば︑罪が軽い方
だ︒しかし︑第四の︑公然と道徳を傘︿力にして︑自分ばか

りでなく︑他人も︑社会一般の人々も︑自分と同じように
堕落してよろしい︑というのは極悪非道︑地獄に落ちる罪
六頁︒以下同書の頁は同書を示す︶

というべきである︑という︒︵明治十九年︒西村茂樹先生
語録︑十五

現在日本の政治を見れば︑議員と称する者は︑ほとんど
例外なく汚職しているらしい︒そして︑それを恥としない
ばかりでなく︑﹁自分だけでなく︑皆議員は汚職している

rlQ，

議員は莫大な金を集めて賛沢をしているし︑公務員の中

どだ︒︵明治二十年︑十九頁︶

には賄賂を取っている者もある︒法律に違反して起訴でも
されると︑﹁運が悪るかつた﹂﹁へただった﹂という︒

法律は最少限度の道徳といわれる︒その法律すら守らな
い︒見つからなければいい︑としている︒不道徳なことを
しても世間で非難されない︒

とくに政治は道徳の外にあるものだ︒当選のためには手
段をえらばず︒殺人以外なら︑何をしてもいい︑という考
とするからである︒︵明治二十二年︑二十九頁︶

わが国では政治家とか議員が汚職して歴史は長いＯそし

制裁のないことだ︒︵明治二十六年︑五十二頁︶

に放っておくならば︑悪くなる一方である︒

て︑それは︑ますます甚だしくなった︒将来も︑このまま

というのは︑昨年の秋︑﹁黒い霧﹂に関係ある人物とい

われたような人々は︑ほとんど例外なく当選して︑また議

員になっているからだ︒本人が反省しないのはもちろん︑

という︒少しぐらい悪いことをするようでなければ金は出

世間では︑﹁ちょっとしたことで騒がれて気の毒﹂だった

なったのは︑よほど運の悪い人物で︑同情すべきだ︒実は︑

来ない︒金がなければ政界には川られない︒汚職で問題に

やっている︒ただ︑上手にやるから見つからず︑見つかっ

政治家とか議員と名のつくものは︑すべて例外なく汚職を

うだ︒

ても大目にみてもらっているからだ︑と考えられて来たよ

政治家というものは仁義道徳に反し︑ゥソをついていい

ものかどうか︒悪いことをして金を集めていなければ議員

という地位は維持できない︑という主張は正しいか︒断じ

︵理事・専大教授︶

て否︒子供の時からウソをつくな︑泥棒は悪いということ

をたたきこむ必要がある︒

（2()）

え方が流行している︒それは︑政治を道徳の外にあるもの
政治が道徳の内にあるべきは当り前のことだ︒公務員は
裁判でも︑行政でも仁愛をもってしなければならぬ︒公正
であり︑寛大であり︑温和であるべきである︒公平無私で︑
残酷だったり︑だらしがなかったりするのではいけない︒

公務員は賄賂と関係があってはならぬ︒清潔な人物しか採
用すべきではない︒公務員の中で最も任務の重いのは︑大
臣・議員という種類の公務員だが︑これらの者が一般公務
員を監督して︑道徳の模範にならねばならぬ︒︵明治二十
二年︑三十一頁︶事実はどうだ︒

今日の悪弊は︑法律で禁じていないことは何をやっても

L

いい︑という思想である︒そして︑道徳に反したことをし
ても︑法律に反し︑それが公けに罰せられない限り社会的

−画

〃︾︑

横田佐代次

︽﹂

もっともな疑問です︒のちにくわしく説明しますが︑知能と才

た︒

新らしい家庭教育︵その二︶

二︑知能と才能

能はちがいます︒また︑社会的経験や本人の努力などによって︑

かちえた能力を社会的知能と呼んで︑われわれの生活能力の支え

わたくしは前回︵六月号︶で︑心理学からみた子どもの理想像
は︑第一にからだの健康で︑つぎはよい性格︑第三に知能の高い

となっています︒

はたらきをつかさどる知能など︑それぞれの機能は︑たがいに関

を想像することが︑困難であるとおなじように︑子どもがやがて︑

はありません︒小さい苗木からうっそうとおいしげっている大水

また︑人間の可能性というものは︑幼児期だけできまるもので

ことであると例をあげて述べました︒そしてこの三者︑すなわち

連をもちながら成長し発達し︑しかもその紐織は︑いずれも六

どのように成長するかは︑青年期になってもその判断はむずかし

健康にたいせつな運動機能︑性格のもととなる情緒︑そして頭の

七歳頃までに出来あがることが︑学問的に一証明されていることを

子どものときにすばらしい人間になるだろうと期待されたもの

いものです︒

が︑思いもかけない姿でめぐりあったり︑あの子どもがと思うよ

ところが︑まもなく数人の読者から︑﹁うちの子は小学生︵あ

話しました︒

るいは中学・高校生︶になっているので︑しつけも教育も望みが

して︑時代の流れに投じたとき︑彼は思う存分に能力を発揮でき

人間性のどこかにひそんでいる素質が︑なにかの機会に芽を出

うな者が堂どうとした風さいで活躍していることがあります︒

七歳で固

ないのか﹂﹁たとえ知能指数が低くとも︑社会的に成功している
人物もけっして少なくない﹂﹁知能の機能組織が︑六

定するという考えには賛成できない﹂などの手紙をいただきまし
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そしてふしぎなことには︑彼自身の人間性がある程度できてく

たからにほかなりません︒

ると︑その性格的な欠かんさえも生かされて︑彼の精神的内容を
で割りきることのできない人間性の神秘がひそんでいます︒いや

豊かにし︑短所がある意味の栄養素一﹂転化されます︒ここに科学

われわれのはたらきは︑知能だけではないということの証明にな
ります︒

五歳頃における大脳皮質の神経細

とくに︑最近になって研究のすすんだ大脳生理学でも︑のちに

くわしく説明しますが︑十四

しかし﹁稲づくりは︑苗七分﹂といわれているように︑作物の

胞の発達と︑精神的たん練の重要性がわかってきました︒

栽培にも︑植林にも苗木のそだて方を重くゑています︒まして精

三才頃の子どもの家庭生活や︑

びたび言いますように︑けっしてなおざりにはできません︒

神的はたらきをもっている︑人間の幼児期におけるしつけは︑た

とくに知恵のでざかりである二

友だちとのあそびが︑きわめて重要なことになっています︒むか

知能に加えて注意力︑洞察力︑忍耐︑努力などの意志のちから︑
あるいは他との協力︑おもいやり︑その他情緒の安定など︑数多

しから﹁三つどのたましい百までも﹂と︑三歳児教育のおろそか

それでも︑頭のはたらきは︑記憶︑推理︑判断などを中心に︑

解明はなされていません︒

ということができます︒しかし︑その本質については︑科学的な

知能はなんであるかについて︑かんたんに頭のはたらきである

１︑脳の発達とそのしくみ

三︑知能を高めるそだて方

大きな影響をもっている時期であることを説いています︒

つけの正しいか︑正しくないかは︑子どもの知能や性格形成に︑

心理学でも︑この時代を﹁第一反抗期﹂と言ってそのときのし

にできないことを︑われわれに教えています︒

くの性格的要素によって︑いわゆる人間の才能が形成されます︒
それですから︑子どものときに優秀であるからといって︑その
将来を楽観できないと同時に︑とりえもないように見える子ども
の前途を悲観してはなりません︒

もともと︑子どものしつけや教育は︑人間の可能性を信ずると
ころに︑よろこびと希望がわいてきます︒

また︑わたくしの話しをしていることは︑子どものからだや精
神の発達についての平均値つまり一般論であるということに︑注
人にはそれぞれの素質や環境によって個人差があります︒一人

意していただかなけれ︑ばなりません︒

ひとりの子どもたちについて染れば︑ゑんなちがっています︒三

五歳から急畏その

六歳まで急カーブで伸びる子もおれば︑いそがずゆっ

注意力︑観察力︑理解力︑洞察力などが関係して︑発明・発見な

歳から五

くりと成長発達する者もいます︒また十四

どの創造力や生活力が︑生まれてくることはわかっています︒

Ｌ今

思考力が発達します︒思考力は︑概念を媒介として成立し︑推理

なかでも記憶は︑知能の基礎となるもので︑これを土台にして

才能が伸びて︑はたちすぎてもそれがとまらない青年もいます︒
﹁十で神童︑十五で才子︑はたちすぎればただの人﹂﹁大器晩成﹂

などと︑むかしの人の格言は︑どちらも正しいのです︒

両﹄
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活態度を教えたり訓練したりしないと︑知能の発達がおくれると

︑単・﹄

いうことになります︒無関心でほったらかしておいては︑よい子

がおくれます︒つまり︑子どもは︑誰かがめんどうを承たり︑生

また﹁これからだにわるいからたべられない﹂﹁そんなことを

によってかためられます︒

すると︑人に迷惑をかけることになるから︑やってはならない﹂

普通︑二歳児の大脳は︑おとなの十五・︿１セントとなり︑十歳

がそだってきません︒

す︒

などの判断力は︑思考力の発達にともなって︑正しくはたらきま

します︒しかし発育がとまるわけではなく︑ゆるやかなカーブで

前後には︑もっとも発育がさかんで︑十八歳近くでその頂点に達

五歳から遠心力の強い

三歳ごろから平気でブランコに乗ってよろ

しかも複雑にそして巧妙に展開されていきます︒しかも人間にと

大脳皮質は︑内側にある古い層と︑外側にある新しい屑とにわか

す︒人間らしくいちばん高度な活動が︑ここで行なわれています︒

頭のはたらく脳組織で︑とくに重要なものに大脳皮質がありま

ちじるしく敏しょう性の運動機能が成長します︒

スピードのある遊ぎに興味をもつようになってきます︒同時にい

こぶことができる平衡機能が発達し︑四

それですから︑二

すすみ︑女子で二十三歳︑男子は二十五歳には成熟期になります︒

さて︑このように知能の中心となる記憶・思考・判断力は︑ど
の機能を発揮するのでしょうか︒

のような成長過程によるものか︑またどんなしくゑによって︑そ
それは︑脳についての発育や機能について︑知っていただかな
けれ︑はなりません︒

胎児は︑お母さんのおなかの中の十ヶ月に︑月日の経過にした

ってもっともたいせつな︑脳のくみたてにいちはやく着手され︑

がって︑すばらしい見事な秩序により︑発生と分化が行なわれ︑

生まれるまでに百五十億の細胞と︑それぞれの細胞に五十本づつ

れています︒

しかし︑脳の重さは四百グラム程度で︑われわれ成人の三分の

喜び︑怒り︑かなしみ︑はじらい︑恐怖︑嫉妬︑嫌悪︵けんお︶

五歳までには食欲︑性欲など五官を通じての休性感覚ならびに︑

古い層の神経細胞は︑受精後ただちに成長がはじまって︑四

の神経がつきます︒この脳細胞と神経の数は︑まったくおとなと

一にも達しません︒つまり︑脳細胞や脳神経のかずは︑一応そろ

同じだけできています︒

っていますが︑内部組織のそれぞれの機能は︑まだそだっておら

この時代のしつけやそだて方とくに︑母親の子どもへの愛情のも

などの情緒を中心とした機能ができあがります︒それですから︑

ち方が︑子どもの性格に大きな作用をもっています︒たとえば︑

ないので︑未熟です︒それで脳の重量が︑おとなにくらべて軽る

性質となります︒

むりやりに乳房をふくませると︑おちつきのない子︑あきっぽい

母乳が出るのに与えなかったり︑あるいは︑の象たくないときに︑

らびに訓練などによって︑発達させることができます︒またそれ

ここでたいせつなことは︑脳神経のはたらきは︑経験や学習な

いのです︒

ぞれの機能に芽ばえがあり︑そのときにしげきを与えないと進歩
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史を調べたところ﹁⁝⁝しかもこれらの少年犯罪は︑彼らの小さ

にわたって少年犯罪について研究を続け︑これら不良少年の生活

アメリカの刑法学者シェルドン・グリュヅク博士は︑五十年間

なりました︒

ぼえていないのに驚き︑奥さんは職を退き育児に専念するように

うにおくれていました︒なかでもことばの数が︑三分の一しかお

おちつきのない子が︑少なくないことです︒このような子どもた

孤児院や保育所などに行って気がつくことは︑情緒の不安から

由とわがままのはきちがい︒放任主義︑子どもへの理解の不足︑

このように︑生きいきとした表情や︑ことばを失った子どもた

ちは︑焦点のきまらない目で︑ぼんやりと外をながめています︒

いときの家庭内で芽ばえている︒それは幼なき頃の甘やかし︑自
なかでも両親の不和からくる母の情緒的不安や精神的なショック
赤ちゃんであるから︑なにも判らないと思って感情にまかせて

が︑その七割にも達していることがわかった﹂と述べています︒

だきあげたり︑頭をなでたりいわゆる肌でふれあう愛情を与え︑

しかし︑これらの子どもたちも母親がわりになって︑やさしく

ちの精神状態を︑ホスピタリズム︵施設病︶と呼びます︒

さらにいっしょになって話しあったり︑笑ったりすると︑まもな

の夫婦げんかは︑育児学のうえからも賛成できません︒またグリ
ュック博士の研究にもあるように︑抱きぐせをつけるような甘や
しかし︑アメリカの心理学者が︑スキン・シップすなわち肌で

三歳

十四︑五歳を頂点に上昇急カーブを描きます︒ここでは︑知的感

（24）

かし︑無関心もいけないことです︒

く子どもらしい表情をとり戻し︑生きいきとしてきます︒

アメリカは︑夫婦中心の家庭生活で︑乳児といえども別室にお

覚︑論理的抽象概念などと思考を中心とする創造力︑理解力︑洞

六歳になって本格的発達期にはいり︑

大脳皮質の新しい層における神経細胞のはたらきは︑二

かれます︒日本のお母さんのように︑だいたりおんぶしたりする

察力︑判断力などがふかまり︑さらに意志と関係ある抑制力︑努

頃から成長しはじめ︑五

ふれ合う愛情が︑乳幼児の知能の発達や知能形成に︑きわめてた

ことがほとんどありません︒母の肌にぢかに触れる愛情が乏しい

したがって︑この時代は家庭でも︑学校にあっても集団生活や

力︑忍耐︑協同︑寛容︑その他恒久的能力の機能が育ってきます︒

いせつであると言っておることも注目しなければなりません︒

のです︒ここに幼児期における愛情の欲求不満があるという考え

社会的生活態度を秩序や規律にしたがって︑きびしく訓練する必

方です︒また日本の子どもが︑両親とおなじ寝室でそのまんなか
に川の字型になってやすらかな眠りにつくことのできるのは︑情

﹁鉄はあついうちにきたえよ﹂といわれますように︑以上の学

要があります︒

問的背景をもとに︑この時期にやるべき鍛錬をおろそかにします

うらやましがっている心理学者もいます︒

緒の安定から︑なにものにもましてよいしきたりであるといって︑
夫婦共かせぎのあるデレクターが︑双生児を生んだのでその一

︵東京都会員・東京教育大学附属坂戸高等学校長代理︶

と︑強い意志やたくましい生活力がそだってきません︒︵未完︶

からだは自分のそだてたのより大きいのに︑精神の発達はひじょ

人を育児病院にあづけました︒三年後にそれをひきとったところ︑

可一

t

０理財

の咲く木を

ないで︑大失敗をすることがあります︒それで︑できるだけ健全

で防除できますが︑後で生育がわるかったり︑あるいは防ぎきれ

㈹病気や害虫に侵されていないものたいていの病虫害は薬剤

です︒

が︑そうでない場合は︑つぎのようなことに注意することが必要

ます︒信用ある種苗店や植木屋から入手することが最も安全です

て見たくなるものですが︑ときとしてわるい苗を見ることがあり

縁日やお祭りなどに売っている苗を︑手軽に買ってきて︑植え

一︑苗の上手な選び方

咲かせるには︑その他の時期にもいろいろな手入れがあります︒

休眠期間中に︑植えたり︑枝を切り込んだりしますが︑花をよく

が咲いて︑季節を楽しく味わうことができます︒その花木は冬の

常緑の庭木のなかに︑花木を植えこんでおくと︑四季折煮の花

お庭
花

な苗を選ぶことが大切です︒ことに根頭癌肺病などに侵されてい

部

弘

区

二︑植えつけのしかた

い場合には︑花を見て買うのが間違いありません︒

とになります︒しかし花が咲いているものを移植しても差支えな

見分けが難かしぐ︑結局信用ある柚木屋から買うのが一番よいこ

③種類や品種の特長をよく現わしているものこれはなかなか

っておかれた苗に多いのです︒

類によってもちがいますが︑一般に植えかえをしないで︑永年放

がまばらにあって︑細根の少ない場合をいいます︒これは木の種

後の生育がわるくなります︒根が荒れているというのは︑太い根

達していても︑根が荒れていたのでは︑植えいた象が多く︑その

根がよく発達していることが大切です︒地上部がいくら太くて発

②根がよく発達しているもの根は養水分を吸収するために︑

ないことが必要です︒

渡

移植の適期は一般に︑落葉樹は秋に落葉してから︑翌春新芽の
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に

出る前までがよく︑常緑樹は五

六月か︑九

一○月ころがよい

とされています︒寒い地方では︑秋植えよりも春植えの方が︑寒
植えつけは︑落葉樹と常緑樹とでは多少ちがいますが︑あまり

さの害をうけることが少ないのです︒

に靭定鉄

に切りつめます︒なお︑直

一五

難しいことはありません︒ウメ・モモ・サクラなどは接木一年苗
四五

を植えるのがふつうですが︑まず根を長さ一○
で切り︑つぎに地上部を三○

径四○ 五○ 深さ三○ 四○叩の植え穴を掘り︑堆肥などを
十分に入れてから少し土を入れ︑これに苗を植えつけます︒
植え終ったら︑十分水をかけ︑根元にワラなどを敷いて︑乾燥
を防ぎます︒

ツッジのように細根の多いものは︑移植が簡単で︑とくに根や
地上部を切りつめる必要はありません︒しかし常緑樹では︑一般
に植えかえると︑根がいためられるので︑地上部もそれに伴って
切詰めないと︑しおれたり︑枯れたりすることがあります︒ふつ
うの肥えた土では︑庭木に元肥を施さなくて植えつけても差支え
ありません︒

大きな木を植えかえる場合には︑前の年から根回しと称して︑
根を切っておく必要があります︒

三︑枝の切りかた
庭木として花木を植える場合は︑あまり人工を加えないで︑自
然の美しさを眺めたいものです︒それで枝を切るときは︑込みす
しかし垣根として植えこんだ場合には︑放任しておくと︑花芽か

ぎた枝を切り透すとか︑逆枝や徒長枝を切りとる程度にします︒

﹄﹄一

枝の先端の方にぱかりついて︑基部の方が空いてしまいます︒だ

枝を切るときに最も注意の必要なのは︑枝を切る前に︑花芽は

からハナモモや全ノウメなどは︑必ず蕊定が必要です︒

枝のどこに︑何時ごろできるかということを知らなければなりま

側枝の先端

花芽のできる部分

１１

か︑あるいは花芽に差支えない部分を切るようにします︒

せん︒そうして︑なるべく花芽のできる時期をさけて枝を切ると

おもな花木の花芽のできる時期

七月上旬

七畔中旬旬

頂芽

花芽のできはじまる時期

六月上旬

︾犀唖殿一垂皿杯

種 類Ｉ

一

ヅバキ

汁ザッン勃一誌月上鋤

七月上旬

サク一ブ六月下旬一七月下旬

ジンチョウゲ

クチナシ︷鐸一一一叩壮朋耳雨

ウメ八月上旬

碑詑塞か狂型皿耶珪卵
ポ

モ 八月上旬
々デマ雌可賄月珪覗
ユキ︲ヤ

アジ

短果枝の上

新梢の服芽

頂芽

頂芽

新梢の雁芽
二年生の枝の蔽芽
または短果枝上
新梢の版芽

新梢の舷芽
頂芽とこれに次ぐ
二 三の肢芽

右の表は︑いままでに調べられた︑花芽のはじまる時期を示し

１季
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〃

〃

〃

〃

〃

I

モ

たものです︒これを参考にして︑枝の切る時期と切る部分とをき

なければなりません︒

枝の先端を切ってしまうと︑花が咲かなくなりますので︑注意し

をしてやらなければなりません︒花つきに関係する環境条件はつ

花木にたくさん花を咲かせるには︑その性質にあった栽培管理

四︑花をよくつける環境

二

の花芽になるので︑花芽分化の終った十月以降に︑これを一
に切り減らすことがよく行われます︒

芽を一

ナシ・ナンテン・ツッジなどがあります︒また寒地を好むものと

ものとがあります︒暖地を好むものとしては︑センリョウ・クチ

①温度花木には暖地を好むものと︑比較的冷涼な気候を好む

い勢のよい新梢は︑冬の間に先端を三分の一くらい切り去るよう

しては︑ソシンロウバイやライラックなどがあります︒ライラッ

二切りとることがあります︒ハナモモやハナウメでは長

にします︒このとき︑葉芽︵花芽に比べて細長い芽︒二つ芽が並

クは仙台以北でないとよい花が咲かないといわれていますが︑最

また花芽ができるのに︑温度が高い方がよいものと︑冷涼な温

近は暖地用のライラックもできたようです︒

ハナモモでは︑花芽が枝の上の方にぱかりつく傾向があります

度が必要なものとがあります︒例えばシ︾ハキやツッジ︑ハナモモ

んでいれば︑一方は花芽で他方は葉芽︒三つ芽があれば中央が葉

ので︑できるだけ太い枝に近い葉芽の上で︑切戻し秘定をする枝

ユキャナギ︑コデマリ・アジサイなど秋に花芽が分化するものは︑

など︑夏のころに花芽ができるものは︑たいてい高温を必要とし︑

ボケは二年生の枝に花芽ができるという特性がありますので︑︑

モ・サクラなどがそのよい例です︒

と︑花が揃って咲きません︒例えば︑ツッジ・ハナウメ・ハナモ

しかし高温の時期に花芽ができても︑冬の寒さに十分当らない

低温が必要です︒

一年生の枝は何時繭定しても︑花芽を切りとる心配はありません︒

枝の脹芽が花芽になる種類は︑枝の先端が切り取られても花が

ハナモモ・モクセイ・ユギャナギなどがあります︒半日陰を好む

エニシダ・コデマリ・ザクロ・サルスベリ・ツバキ・ハナウメ・

②光線花木には一日中よく日の当る場所を好むものとして︑

咲きます︒しかし頂芽が花芽になるような︑ツバキ︑サザンカ

ものとして︑アオキ・アジサイ・ヤツデ・クチナシ・ツッジなど

が乱れないでよく花がつきます︒

これを上手に利用して︑一年生の枝を形よく勢定しておけば︑枝

する種類では︑ある程度花は犠牲にされても仕方ありません︒

ハクチョゥゲやドゥダンッッジはどのように︑刈り込みを多く

をつくっておかなければなりません︒

芽である場合が多い︒︶の上で切っておくことが大切です︒

フジでも同じように︑花が終ったあとに︑古い花茎とその下の

ぎのようです︒

ボタンなどは︑花が終った花茎の下部の芽が︑二つないし三つ

するために効果があります︒

とは難かしぐ︑むしろ減ることは︑花一輪ずつの大きさを大きく

めます︒しかし実際問題として︑花芽を減らさないで枝を切るこ

戸

︵厳密には岐芽であるが︑頂芽に含まれているので︶などでは︑
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醒

日当りのよいところを好む花木を︑建物の北側の日陰などに植

があります︒

えると︑どうしても花つきがわるくなります︒逆に半日陰を好む
ものを日当りのよい所に植えると︑夏に葉焼けをおこして︑花つ
きがわるくなるばかりではなく︑ときとしては枯らしてしまうこ
とがあります︒

また日中の日の長さが長くないと花が咲かない花木︵クチナシ
など︶と短くないと咲かないもの︵シ簿ハキ・サザンカなど︶とが

あります︒それでクチナシに夜間電燈照明をして︑クリスマスに
咲かせたり︑シ零ハキに夕刻黒幕をかけて︑昼の長さを短かくして︑

ムシにはマラソンやデープテレックスなど︑コガネムスはＢＨＣ

を︑アカダニにはエンドリンやテップ︑ニッカリシなどを用いて

病害で困るのは︑根頭癌腫病といって︑地際に近い根に︑コブ

防除します︒

コブができる病気です︒これは細菌性の病気ですから︑苗木をよ

く選んで︑病気のかかっているものを持ちこまないようにします︒

病気の株を発見したときは直ちに抜きとって焼き捨てることが第

一です︒そして周囲の土も掘りおこして︑新しい土ととり換えま

マンネブダイセンを散布します︒媒病はカイガラムシやアブラム

す︒この他に夏に発生するウドンコ病にはカラセンを︑銃病には

シの出す︑甘い分泌液に数種の病菌がついて媒状になるので︑こ

れを防ぐには︑まずカイカラムシやアブラムシを防除することが

先決です︒︵東京都会員︑東京教大付属保谷幾場︑文部技官︶

泊翁先生歌集より

間塁声賜題

もの上ふの駒乗すてし通とてか

行間の原にくつわむしなく

風前草花

やよ牡鹿はやくきてねょ玉萩は

この夕風にちりもはてなん
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夏に咲かせることもできます︒

⑧水分多くの花木は︑適度の水湿がないと︑よく育ちません

があります︒

が︑とくに水湿を好むものとしては︑ヤナギ類やギョリュゥなど

仙土花木は土質をあまり選ばないものが多いですが︑モクセ
イ・エニシダ・ハナウメ・ハナモモなどは肥えた土に適します︒
これらはやせた土に植えると︑どうしても花つきがわるくなりま
﹄Ｏ

す

⑥病虫害よく育っても︑虫のために葉や花芽を喰われてしま
ったのでは︑花は咲かなくなります︒ツッジではシンクイムシが
よく花芽を喰うので︑ＢＨＣなどで防除します︒アブラムシ・ア
オムシ・ケムシ類・ハマキムシ・ミノムシ・カイガラムシ・コガ
ネムシ・アカダニなど︑いろいな害虫がつきますから︑家庭では
アブラムシには硫酸ニコチンやエンドリンなど︑アオムシやヶ

ム

小型の噴霧器を用意する必要があります︒

︒■

「

︲
弘道俳壇

栗間歌

大橋越央子選
松江

遍路笠菜の花道を過り行く

山寺の昼森閑と濃山吹

百日紅目当てに友の家探す

千葉

早稲刈や真昼の背に陽の熱く

農にスト無く脱殻の音更くる

麦飯に此の身健なり今朝の秋

菅井秀

石橋香峰

坂本弘軒

角田洋圃

名益夫

埼玉 小名木狂辰

鳳仙花はぢけ余震なほつ堂く

島根

留守順まれ頼まれもせぬ水を打つ

寿昌の杯拝領の日の五月晴

爽やかに私の富士を仰ぐ庭

父祖よりの樋の水供ず墓参り

松蝉の森となりけり奥の宮

千葉

産業国となりて栄えて原爆忌

千葉

用捨なく墓域侵して南瓜熱る
憶志士

千葉

月まどか華表に映ゆる合祁の夜
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｜松頼の涼しき塵を降らすのみ
また一人立去り端居更けにけり
回覧板端居の席に届きけり
漉帳師の泥手が生めるもの涼し
化粧掛けする陶匠の涼しき目
隠岐悲し緑蔭に読む流人の碑
御火葬塚

それと見る門扉の御紋木下間
蝉時雨遠島百首笑し読む
黒木御一助

御所跡の南風鳶の笛に和す

千葉金杉 茂穂
田植はやく終へし安堵や昼風呂に

白

姪I

史

'
1
ﾘ
!

2

」

蝉頻り昔栄えし城の杜
愛用の唐墨匂ひ夏来る

千葉田村隆村
千葉宮崎秋峰子

千葉田村春風

千葉県加藤己之

入江相政選

干し藁の香につつまれてゐる昼採

弘道歌壇

なし

＠さむしろに小豆の実莱干しなめて峡の一つ家人の気も

︑夕暗くなりしなぞへの田圃道卯の花あかり便りにて行
く

﹁﹁１

貨車長く待つ踏切や蝶肢し

神代史播く芭蕉玉巻けり

日焼せし顔見合せて笑ひけり

千葉加藤刀水

○越央子

丸窓は唐様芭蕉玉巻けり

︑庭隅の八つ手広葉にふる雨の雫となりて光りつつおつ

︑山裾にいつかおのづと咲き出でし秋萩の花露に光れる

秋田市武藤喜七

︑ほのぐらき盆のみ寺のしじまより亡き父母のすがたお
ぼろに

り

＠父母の霊還えるとふ今宵なれば砿きよめて香をたきけ

＠野の花に木の実を添へてこの宵をみ霊まつりぬいざ帰
りきせ

も

○瓜馬の背に余るほど背負はせて性かせ給へや道遠くと

埼玉県相沢正直

＠手術後の目に明らかにうつりたる四方の景色の美しき

ｌ一
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かな

○食卓にくさぐさ並ぶためつもの見つつ箸とる夕飾楽し
き

︑よくなりし目にてくまなく病院を見つつ退院するはう
れしも

＠をちこちの物みながらに美しく見ゆる目となる老はう

すがし

入江相政

○四時半過ぎ明けゆくままの朝食を畑の雑草とればすが

く

○草花より高き四季ばらそより高き爽竹桃もねむも花咲

千葉県菅谷義太郎

○通勤の農道楽し朝ごとに稲田の穂首傾くを見つ

く

︑亡き母のみ霊を待つが如くにも蘇鉄にやどり風閲の咲

山田の宿

︑地鳴りしてさむるしじまの大きく揺れなほ揺れ続く上

千葉県菅谷喜一

○父祖よりの臼を用ひず精米機求めて今はわれも米揚く

く

○年老いし今もたゆまずわが妻はわれより先に起きて働

田にも立つ

︑ヘリコプター飛びて農薬まくという目じるしの旗わが

便

一

たたかれて青葉ここだも看に散る鳴神は遠くさかりゆ
きつつ

、J,上ノ

れしき

ば

陣オ

rQ1、

＠何事も楽しくうれし老われは手術せし目の今は見ゆれ
＠いつのまにかく老いしかと思ひけり鏡にうつるわが姿
見て

＠たよらずにひとり歩きの出来る身となりたるわれはう
れしかりけり

○大帝祁る明治のみやしるに詣でて仰ぐ大みいつかな

川越市小名木狂辰
︑戦盲になりてマッサージ開業の二十年の夢いまだ結ば
ず

葛人

︑み仏に香華を手向け鐘うてば全身を秋の静かに流れ来

埼玉県鷲

億r

佐藤寛次氏閉歳︵哩・５・瓢︶

ｌ敬弔
特別会員︑東大名誉教授︑産業組合中央
会理事
︵東京世田谷区赤堤五ノーノニ○︶

喪主佐藤ヒサさん

｜支会だより

般若経︑星宮神社︑神生城祉︑貝
塚︑観音寺
﹁米野井﹂蛇峰城吐︑戸田神社︑子の権現︑

長谷観音
﹁小見﹂木内胤尚墓︑徳星寺︑小見城壮

午後五時解散

﹁川上﹂川上城祉︑佐倉川祉︑須賀神社

︵東部支会報告︶

新入会員芳名
昭和四十一年七月以降

″秋馬邦夫〃

埼玉勢〆良吉小名木教吉

″竹ノ谷正雄〃

〃山田信〃

芳村信太郎〃

木下正平〃
中野辰雄〃

沢計吉渡辺正勇

原久夫沢村暁之助
田中泰造白名益夫

大久保正厚〃

藤原恭一〃

工藤富治郎渡部文雄

堀種志三好凌石

大平力シ石橋香峰

永島捷人〃

金城和彦渡辺正勇
加瀬忠次三好凌石
金子鼎一郎〃

高橋友道春山治部左衛門

尾野敏郎古津千次郎

佐藤庄次郎伊藤直介

伊舎堂長英浦崎純
久本弥吉新美忠之
山本貞夫相馬敏夫

西時正〃

石塚成十郎〃

水島正澄〃
本多紀元〃
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麻績青年部
東部支会麻績青年部は山田町文化協会と
合同して︑八都地区の文化財巡りを別紙の
通り実施した︒連日の酷暑中八月二日は特
別涼しい一日で︑自転車による一日の研究
であったが︑参加者が予想より少なかった︒

ったとの感想であった︒

しかし熱心な参加者には小人数の方がよか

文化財巡りコース
午前八時︑教育委員会集合
﹁仁良﹂名勝片葉葦︑熊野神社︑史蹟大炊

〃町田善太郎〃

〃松本国三〃
〃山口右喜〃
〃須賀清一〃
〃内田瑛夫〃
〃岸田長〃
〃野川政之〃
″小高一郎〃
〃小峰幸平〃
〃国田正雄〃

雲

殿林︑測量三角点

』

﹁神生﹂新福寺毘舎門堂︑書写六百巻の大

﹁﹄

東 沖 山 静 島 神 東 千 秋 神 島 千 埼
奈〃
ク ク ク〃 〃
ク 〃 〃 〃 〃 〃 奈
京 細 形 岡 根 川 京 葉 田 川 根 葉 玉

｜臨集後記一

ヤード大会で︑日本は柔道︑体操等に︑
沢木啓祐選手が五千粁︑一万粁に優勝︑

甲子園の全国高校野球大会で無名の習志

暗の舞台で︑日頃鍛えた技を正を堂々

学問ヲ勉ム︒へシ身体ヲ強健ニスベシと

すまでもなく勉学とは知識を磨き人格を

と妓善を尽くしての恋闘こそ若人の本懐

野高校の優勝など全国フアンを熱狂させ

商めることであり健康は日常生活はもと

であり︑各自が全校が全郷が全国が全世

は会祖西村先生が明治二十三年発表の本

より事有る時にも﹁五善﹂の遂行にかく

界が固く手を結んで﹁五善﹂ｌわが身︑

たのでした︒

べからざるものであります︒読書法︑心

家︑郷︑国︑世界を善くするｌの理想実

会要領に明示されたものであります︒申

身鍛錬法が考究される訳でありますＯ西

◇新潟山形の水害︑四国九州の干害心か

村先生の﹁読弥次第﹂は古今東西の良識

して読書の順序をのべたものでありま

らお見舞申上げます︒新涼の夜毎に加わ

界の悲願でもありましょう︒

す︒本号は岩淵︑商野両先生を初めその

るこの頃ご健勝の程祈り上げます︒身近

現に努力することが本会の使命であり世

道の先生方のご商見や少数ながら中学生

の随想和歌俳句などどしどしお寄せ願上

をあげて小中学校の道徳教育の入門書と

の読書の楽し承を特集して見ました︒各

げます︒︵渡︶

×××

地域の読書会が次第に盛んになっている
ことは喜ばしいことでその状況をお知ら
せ頂けたらと思います︒

◇去る八月東京でのわが国初のユースシ

幻ｒ竜幻γ︑タャ唾全ｒも

ｒ埴

廿延全町迅勾汀凹勾岡匙垂匡廼碑再璃狗画恥〃誰ｕ

尽地

ｘｕ

掘迅〃ＡＶ〃晶切

曲曹〃心Ｔ

鵠▼

弘道売価一冊金四十円

昭和四十二年九月二十五日

〃照︑

渡辺正勇

侭

砺話剛○○○九番

振替口座東京空二七番

ザ抵刃〆画︑４〃込む〃ｒ︑幻伊Ｌアダ世︑Ｊ〃Ｌ︑〃好︑〃〃仏君毎丁も〃″些叫〃γ︑あ
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革史

明治元年七月十七日江戸を東京と改めてより百年︒東京は著しい変貌を
とげ︑各町名の変遷にもめまぐるしいものがある︒本書は東京の一三三
一の町名の沿革を︑現行の二十三区に沿って各方面の史料を基に詳細に
整理・解説した︒いわば町名辞典ともいえるものであり︑研究者︑文筆家︑
教職者はもとより一般の方々にも簡便・重宝な手引である︒

重藤魯編四六判／上製函入／六九六頁／定価二五○○円〒伽

■■

１１

東北の歴史上巻

味深く統一した好蒋である︒広く読まれるべき好脅︒下巻Ⅱ続刊

はじめて成る東北の綜合的な歴史︒東北の古代文化・蝦爽の問題︒平泉
藤原氏の性格・鎌倉武士団の移住・多変国府をめぐる攻防戦・東北の戦
国大名・秀吉の奥羽仕厩まで︒日本史上︑東北の歴史が占める役割を︑
最新の研究に基づいて︑各専門家が叙述し︑さらにこれを平易にまた興

久保常晴著︑月中旬刊Ａ５判／五七○頁／定価三五○○円〒剛

加えて論じた本書は︑歴史考古学者たる著者の面目躍如たるものがある︒︲

ＩＩ

大化以前の架空年号ｌ古代年号︑中世以降創作使用された私年号に関す
る始めての集成的研究で︑非公年号研究の唯一無二の労作︒金石文・考
古学的資料を従横に駆使して相当年次を決定し︑発生の史的背景と本質
を解明する︒とくに全国的に考古学的史料を渉猟し︑新発見の私年号を

ＪＩ

豊田武編四六判／クロース装上製／四六八頁／定価九五○円〒川

私年号の研究
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