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香炉形顔面付土器鼎二高繋
昭和四年九月設立の貝塚史跡保存会の要請で史前学研究所の大Ill柏、甲野勇氏らが

千葉県香取郡小見ill町良文字東谷の地を発掘、本器を初め多数の辿物を発見、これら

は全て保存会で管理し、現在玉姫神社々務所に保存されている。辿跡は昭和五年二月
二十八日文部大臣より史跡に指定された。
本器は前面に顔面、背面に横口が開いている。両面には吊るための緒通しの管があ

る。顔面の表裡は甲野氏によれば霞ケ浦沿岸地帯に於て特に濃厚な分布を示す土偶の
顔面に類するという。

分類上からは細文文化後期加簡利B式に属すると見られる稀少な人物意匠土器とし

て考古学上の貴重な資料であり芸術史上からも亦価値高いものとして県の有形文化財
に指定された。以上、千葉県教育委員会の平野元三郎文化財主事の解説によるもので
ある。

国民性について

久松潜一

国民性はその国民の性である︒それだけに他の国民の性格と異
なる特殊性を有しているが︑しかし特殊性だけでは意義がすぐな
い︒その特殊性とともにどの国民の性格とも共通する普遍性があ
ることによって︑人間性の高い意義が生ずる︒日本の国民性とし
て﹁まこと﹂ということが説かれる︑この﹁まこと﹂は近世の富

士谷御杖が﹁真言弁﹂という著書の中で説いている所によると
﹁まこと﹂は真言であるとともに真事であるというのは言霊信仰

によって言に出せばそれが行為として実塊されるのであり︑また
実現されることを言葉に表すのである︒言と事とは一体である︒
そうして真言も真事も真心の現われであるとしている︒心と言と
事とは一体となるのである︒また人間の心には利己的な偏心や︑

感情本位の一向心や︑理性本位の公心があり︑理性と感情との自
然に融合されたのが真心である︒そういう真心の言語的現われが
真言であり︑行為的現われが真獅であるとしている︒こ上に真心
真言︑真事との一体の関係がある︒それを国民性の中心において
いるのである︒数日前︑友人の栂尾︑高山寺の小川義章老師を訪
うてこの事にふれた時︑それはゲーテも早く説いていることを語
られた︒いわば真心︑真言︑真事は日本にも西欧にも共通する人
うなものであろう︒︵特別会員︑東大名誉教授︶

間性の真実であり︑また理想でもあるのである︒国民性はそのよ
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日本民族の特性

日本民族の特性︑それは一体どんなものであろうか︑若
し独自の特性があるとすれば︑いかなる面にそれを指摘す
ることが出来るであろうか︒自己が日本人であるだけにそ
れを客観的に観察することはなかなか難かしい問題でもあ
る︒事実︑等しく日本人とか日本民族とかいわれていても
個左人について見れば色有な型があって︑全般的統一的な
特徴を見出すことは容易ではなく︑またそれを観察する角
時代や社会的背景によってもその様相を異にする場合も生

度や立場によってはその特徴にも様々なパターンが現われ
じて来るｏ私たちは通常自分たちが日本人であり日本民族
の一員であるなどとことさらに意識していないものである
が︑ひとたび住みなれた祖国を離れて他国を訪れる人なら
ば誰しもその国たに特徴づけられた個有の風俗︑慣習︑並

白鳥芳

民族的慣習が見出され︑それぞれの特徴が指摘されるもの

も︑感情表現の動作になると︑もうそこには国々で異なる

も少なくない︒喜怒哀楽に関する人間性の共感は別として

について興味を惹く点も多く時として奇異に思われること

るものであるｏ一方他国人から見れば︑私た一つの行為行動

と異なる民族性や文化特色を持っていることに気づかされ

このような自他の比較の中に自ずと私たち日本人が他国人

は学ぶものもあればなんとなく嫌悪を覚えるものもある︒

活の様相を更めて再認識させられることが多い︒その中に

ちに︑これまで全く無意識の内に過して来た自国の日常生

他国人の生活に接したり︑或はその中にとけこんでゆくう

びに生活様式に異様な関心が注がれるものである︒そして

郎

である︒従って私たち個灸人が個人的に行動してもそれが
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集団を特徴ずける行為と見散され︑他国人から見れば︑そ
れが日本人に共通した特徴として印象づけられるものであ
ｚ︾Ｏ

ナイフ︑フォーク︑またはスプーンを用いることを習得す

る︒︒︿ンを食べるために箸を必要としない︒ここに食生活

文化の中に︑既に日本人とヨーロッ︒︿人との間に大きな相

ち︑その文化の中に育くまれてなにか共通した人格または

であろうか︑それは恐らく日本人として共通した文化を持

紅茶は普及していても緑茶や沫茶の味を知らない︒着物も

︒︿人たちは刺身のような生魚を食べないＯまたコーヒーや

る︒日本を訪れた欧米人ならいざ知らず︑一般にヨーロッ

さて私たち個々人が日本人と呼ばれその特徴がそなえつ

個性が楠付けられていることを意味するものであろう︒文

ないから帯を結ぶことも出来ないし︑下駄を用いないので

は︑日本人とヨーロッ・︿人との間に多く求めることが出来

化人類学的説明によれば﹁文化とは個人が社会から獲得す

草履や下駄の鼻緒に指をはさんで歩くことも出来ない︒子

違が現われて来る︒これに類する生活文化の諸事象の相異

る全てである﹂とかまたは﹁文化とは社会の全生活様式﹂

けられているということは︑一体何を根拠としているもの

を指すものであり︑﹁社会的伝統のすべて﹂であるなどと

ので竹馬も知らない︒折紙とか紐を使うあやとりなどの遊

びもない︒遊戯も重要な文化的辿産であるからこのような

供の遊戯にしても︑竹という植物も元来ヨーロッ・︿にない

地域社会の中で育ち︑その社会的伝統の遺産を習得しなが

面においても日本人とヨーロッパ人の生活文化には伝統の

定義づけられている︒即ち個々人は自己の所属する特定の
ら人格︵個性︶が形成されている︒従って個人が他国にあ

違いが発見出来る︒

っていた︒ところがある日車掌が切符を切りに来たが生憎

ウィーン大学の民族学研究所に通うため市電の回数券を持

の幾つかをヨーロッパの街角から拾って見よう︒私は毎日

日常の社会生活中に見られる慣習には多食差異がある︒そ

このように衣食住に関して習俗を異にするばかりでなく

もヨーロッパで暮して見てはじめて認識させられる︒

淋しい︒米食をしないでも生活が出来るものだということ

日本人は米食に慣らされているので御飯がないと食事が

る場合個人の行為がその個人の育くまれて来た地域や社会
の伝統を示している場合は決して少なくない︒卑近な例を
挙げるならば︑日本人は物心がついた幼児の頃から食事の
ために箸を用い︑椀で味噌汁を吸い︑茶碗で飯を食べる︒

箸がまともに使えるまで相当の月日を費やして親たちから
教えられる︒だからすべての日本人の生活から箸︑椀︑茶
碗はきり離すことが出来ない︒このような食生活に現われ
た慣習も日本民族文化の伝統の一端である︒

これに反してヨーロッパの子供たちは生れながらにして
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ポケットからなかなかその回数券が見つからず︑車掌は不
私が直ぐ探すから待ってくれと頼んでも仲々信じてくれな

人がよく﹁他人が見ているからそんなことをしてはいけま

立っており︑善悪の判断もそこに基準をおいている︒日本

ヨーロッ︒︿では子供の教育はキリスト教的道徳基盤の上に

日本は確かに子供の天国だと思うことも屡食であった︒

声がかかり︑親はあわてて子供をたしなめている︒

い︒そこで暫らく問答を交わしていると車内のあっちこち

気嫌な顔付きで私を疑い︑どうしても切符を買えと云う︑

から︑少し待ってやれと声がかかる︒後の出口の方からも

せん﹂などと小言を云うのと根本的な違いがある︒ゥイー

ンの住宅では九時になれば門を閉めてしまう︒大学生にな

大声で待ってやれと車掌をどなっている︒

私も少々気まずくなったが︑やっと回数券が見つかった

な光景を日本では余り見ることが出来ない︒またある日︑

も気にしており両親の子供に対する権威と厳格さは決して

い︒だから普通の家庭では︑子供たちは帰宅の時間をとて

では特別の事情がない限り子供は親から鍵を借して貰えな

私は小さな食堂︵ガストハウス︶で夕食をとっていた︒一

肺の価格は同じである︒医薬分業がはっきりしているから

失われていない︒その他︑薬屋に行けば︑どこの店でも薬

ると子供はやっと自分の鍵を貰うことが出来るが︑それま

人のこわい男が店の隅にあるスタンドで酒を飲んでいた︒

ので︑ほらここにあったよと車掌に見せると︑その途端︑

酔が廻ったのかマスターにからんで盛んに怒っている︒マ

良い薬や高い薬をすすめないのには感服させられた︒

医師の処方菱がなければ特殊の薬は買えないが︑やたらと

車内の乗客が皆﹁琴ハヵな﹂と云って車掌を叱陀した︒こん

スターは奥から棒を持川して金は要らんから出てくれと叫

このような場面はしばしばウィーンの町中で見ることが出

イツ人たちは日本はアジアのドイツだと云っていた︒日本

世界を歩けばたしかにＨ本人への信頼と評価は高く︑ド

更めて考えて見るよすがにもなると感じられたのである︒

ように形成されて来たかという教育的または伝統的背景を

れはまた現代における日本社会の性格や個人の人格がどの

会に見る世相との違いを他国に発見出来たからである︒そ

このようなことが印象に残っているのは︑なにか日本社

ぶが男は仲々云うことをきかない︒するとそばで食事をし
ていた二三人の客がいきなり立ち上ってその男を外につま
み出してしまった︒

ウィーンではいつも社会人のひとりびとりが自分たちの

来た︒ウィーンでは電車や等ハスの中で子供は必ず立って大

人の感情はきめが細かいし人情も厚い︒義理人情などとい

生活行為を正しく見守っているような深い印象を受けた︒

でさわいだり話をしたりすると周囲の人だからシッシッと

人に席をゆずっている︒そればかりか子供が少しでも大声
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はより感情的でヨーロッ︒︿のそれはより合理的であるのか

古くから日本人の美徳の一面でもある︒しかし日本のそれ

も置き代えられるかも知れない︒良い意味で見ればそれは

えない︒ヨーロッ・︿的に云えば礼儀と愛を意味する言葉に

う言葉も必ずしもやくざの社会だけに通用するものとは思

いに血縁の色も濃くなる島国的同胞間の中で︑あるいは結

つまたその認識にも限度があった︒古く系譜をたどれば互

とも不得意であるし︑外国人の応待にも慣れていない︒か

国の植民地とされたこともない︒だから外国語に通じるこ

二十世紀に至るまで外国人に占領されたこともなく︑他

き上げられ︑そこに自然ときめの細い民族的感情が生み出

束し︑あるいは反目し合って︑その民族の長い歴史がきず

されて来たに相違ない︒かかる民族感情は時として長所と

で双方で犠牲的奉仕精神の交換が行なわれているが︑ヨー

もなり時として短所ともなって現われ︑しばしば自尊心と

も知れない︒師弟愛などと云っても日本ではかなり情緒的
ロッ︒︿の方がより合理的で時には功利的にさえ感ずること

ともあれ日本民族の歴史と伝統は豊かであり︑文化的な

すことは出来ない︒

卑屈感が交互に作用してその零ハランスを欠くことも見のが

さえあった︒

大学の授業料などもヨーロッパの学生は自分の聴講する
講義数によって各自か支払う金額を異にするが︑日本の大
学では授業料は月額︑年額で支払われ︑講義の数など問題

文化特色はその源郷を華南や東南アジア大陸に求めること

て近年多くの研究が進められているが︑稲作民族としての

遺産にも富んでいる︒この日本民族の起源とか系統につい

が出来るし︑それにかかわる神話や伝説の類もまた同地域

現代において日本人は精神的にも大きな変貌を示し︑社

にされてはいないのである︒

本民族の文化的乃至精神的特徴をとらえようとすれば︑そ

会的にも大きな進展の道を歩んでいる︒しかし日本人や日

に系統を求められるものが少なくない︒

た︒しかし多くの高文化は他国から導入され︑従って日本

様相を示す日本民族の歴史的な特徴が認められるわけで︑

ことは不可能である︒そこに複雑多岐に亘る種族的文化的

南北アジア大陸の民族や文化との関係を無視して考察する

いずれにしても日本民族とその文化の形式は︑本源的に

の伝統を無視して考えることは出来ない︒島国という条件

人は他国の文物に異常な好奇心を示しやすく︑それを摂取

の下で︑古来日本人は一般に他国との交流接触が少なかっ

する妙を心得えている︒その反面︑自己の特長を育てたり

理解する鍵と云えよう︒

かかる民族的伝統を探求することがまた日本民族の特質を

︵上智大教授︑日本民族学会理事︶

する機会にも恵れていなかった︒

発見することが下手で︑自からそれを他国に顕示しようと
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日本国民性にっ

島茂男
小

て現実的合理的に秩序立てて行こうとする教えであって︑

信頼の上に立ち︑人間社会を仁義礼智信などの徳目をもっ

○一年に大陸から儒教が伝来した︒儒教はもともと︑人間

血縁地縁によって成立したわが国の古代部族社会に︑四

儒教と仏教

思うのである︒

に委ねることにして︑ここでは②について考えて見たいと

を失ったかである︒①については考古学や民俗学の専門家

人が︑定住後の風土や歴史の変転に伴って何を得︑また何

向をもち︑どんな文化をもっていたか︑②この原初の日本

た原初の日本人は︑本来︑どういう人種的ないし民族的傾

べきであると思う︒即ち①この日本の国士に源来し定住し

て

当時としては非常に整った絶対的な思想であるところから

（6）

文化の日に因んで︑わが国民性について論ずることにな
ったが︑この種の問題に関しては︑現在でもまだ敗戦後の
って︑これを論定することは時期尚早の感がある︒しかし

混乱期をようやく脱した程度で固まって居らない状態であ
一時は全くアメリカ化されたかに見えたわが国が︑しだい

にその主体性を取りもどし︑先ごろのオリムピック東京大
いるように訪日外人の目にも映る現在において︑わが国民

会の頃と比べただけでもよほど日本らしさを取りもどして
性の問題を考えて整理して糸ることは︑やはり意味のある
日本書紀や古事記などから割り出して﹁明き直き清き心﹂

ことであると思うのである︒

はやはり次の二つのことを注意して科学的具体的に論定す

などと云われていたわが国民性を新しく考える場合に︑私

い

．

ったｏ明治になってから著しくなってきたキリスト教は︑

他力本願である点で浄土教と同類型であり︑階級や貧富の

町時代には︑自己の中に神を求めて静思する禅の流行があ

差をこえた愛を説いて主に青年層の支持を得たが︑人間の

単なる親和感によって結ばれていたわれわれの祖先は︑こ
じめることになったのである︒しかし他面︑秩序の確立は

原罪を説くことや︑排他的に唯一絶対の神を仰ぐ点などか

こに依るべき規範を知って格段に個性的自立的な生活をは

たは部族内での闘争を誘発し︑このためにこれまでの同族

直に受けいれられることはないようである︒

ら︑性善を信じ︑汎神論に傾くわが国民には抵抗なしに素

そこに成立する現実的な権威や権力をめぐっての部族間ま
意識からくる運命共同体的な素直な親和感が弱まり︑確た

右のほかに︑わが国民性の成立に大きくひびくものは︑

日本の風土

る思想的根拠をもった人たちの闘争を見るようになった︒

越ばかりがすべてではなく︑死後の世界のあることを教え

ろう︒大陸と海をもって隔てられているために︑その闘争

なんと云っても日本のおかれた地理的位置とその風土であ

折しも五三八年に仏教が伝来し︑現実のこの世における優
生きとし生けるものは等しく死の恐怖にさらされて居るの

かさを撹乱されることがなく︑気候は温和で︑水清く繊細

や混乱の影響をうけることが少く︑ために単一民族の和や

であり︑諸行みなこれ無常で︑かくてこそ人は誰しも慈悲
の心をもつべきであると教えた︒ここでわれわれの祖先は

わが国民性の勤勉と親切とは︑最近でもその美点として

最近の風潮

な習性にもよるものであろう︒

夏と冬とではまるで反対の方向に吹く季節風の利用に巧み

のうえこれが上から伝達普及されたためであろうし︑また

外に弱いと云われるが︑これは高い外来文化に養われ︑そ

本人は︑とかく事大主義で個性の確立が未熟で︑内よりは

考えがちなのは︑そのマイナスの現われであろう︒また日

性を醸成した︒しかし一面物事に徹底を欠き︑ものを甘く

な風景は︑合理的であるよりは調和的で情緒的なわが国民

人生を広く弾力的に見るべきことを知ったのである︒

仏教もやがて余弊極って僧通鏡の出現などあったが︑か
くて儒教と仏教とは︑先入主となってわが国民の心魂に深
く浸透し︑両教は互に影響しあってわが国民性を形成する
決定的な二つの柱となったのである︒因みに︑中国や印度
の現状から考えて︑この二大精神文化を継承し︑さらに他
の文化と対比しつつこれを発展せしめることは︑世界文化
に対するわが国の責任であろう︒さてこの他︑わが神道の
成立は︑天台︑真言の二大宗派の堕落を見る鎌倉期におこ
った仏教日本化に由来するもので︑即ちあらゆるものに神
が宿るとする汎神論の組織柵化されたものである︒そして室
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シャ精神とキリスト教とを源流とし︑云わばアジア大陸の

い何を得たかは︑大いに研究すべき問題である︒即ちギリ

激流の中に︑わが国民が国民性のうち何を保持し︑何を失

数えられているが︑こんどの敗戦とその後の混乱と変転の

どもやはり︑このことは可能であろうし︑できるだけ速や

の優れた点をとりいれて消化してきたわが国民には︑こん

る︒古来︑温和で清純な国民性に生き︑いくたの外来文化

この産みの悩みを経ない借衣に甘んじてはならないのであ

かにそうあり度いと祈念するのである︒

ゴ︲︲謝しいものと古いもの

徳川義親

︵特別会員︑順天堂大教授︑東京教大文学部講師︶

一半島であるヨーロッ・︿における多くの民族の抗争の間に

成立したきびしい欧米思想が如何に影響したかである︒自
て︑アメリカのさしがねによって行なわれた日本の民主化

国の指導層に対する国民の一般的不信のこの混乱期におい
は︑各人の自発性の尊重はよいが︑そこから教師や先輩の
指導を拒否する傾向が高まり︑極端な自己主張︑不統一︑

わが国の文化は洋式のものがすさまじい勢いで生活にとけこ

の進展をゑた欧米では︑遂に人間の個別化の弊害に懲りて

を考えない人である︒わが国の文化は︑わが国の伝統を守るだ

セメントの文化は外国の文化と考えるなら︑それは日本の文化

り︑交通整理なき車の暴走であるｃ十九世紀に大いに個性

背徳︑無責任︑放時氾濫となった︒正に目標なき混乱であ

二十世紀の現在では︑人間の連帯観を培うものを求めて焦

けでなく︑外国のよきものを取り入れる点にあった︒和風と洋

んでいる︒畳の上︑紙と竹の中の文化こそ日本のもので︑石と

慮しているという︒東洋の教学と西欧の個性の尊重とは︑

風の混合はむしろ誇るべきものであると言えるのである︒それ

ていくことができるのである︒

１１噌誠墜箪：；

るもののみが︑他国のよき文化を発見し︑これを自己の糧とし

躍の足場となりうる時に於てである︒自己にすぐれた文化があ

が伝統として尊重されるのは将来われわれの粗となるもの︑飛

ことである︒伝統は古いものを守るという意味ではない︒伝統

はわが国の古き伝統を守り更にこれを創造していかねばならぬ

正に車の両輪であって︑先哲の高きを仰ぐ謙虚さと︑自ら
の所信を主張する大胆さとは共に大切であり︑相補って人
生は玉成されるものであろう︒わが国の民主化は既定の事
実であり︑行なわなければならないところであるが︑温故
知新︑即ち︑古きょきものと新しきものとを如何に調和せ
しめるかは緊要であり︑苦心のいるところである︒しかし
よりよく新しいものの誕生には︑それ相応の産みの悩詮が
伴うものであり︑われわれは勇気をもってこれに立向い︑
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沖純返還は住民悲願を優先に

盛り上った沖細返還論議

純

ちも︑これまでにない本土への身近かな感じを抱きはじめ

然と浮び上ったという感じである︒それだけに沖縄の人た

せている︒戦後二十二年になって︑沖縄が国民の前に︑忽

国会が積極的な姿勢をとりはじめたことが︑問題推進に大

の沖細問題特別委員会が現地に乗り込むなど︑野党各派と

社︑社会などの各党による現地調査団の派遣︑また衆議院

一方︑マスコミによる報道の活発化のなかで︑公川︑民

こうした本土での動きに呼応して現地沖縄でも︑各界を

たようである︒沖縄問題がこのように急速な高まりをゑせ
たキッカヶは︑そもそもなんであったかを振り返って象る

網羅した委員によって︑復帰問題協議会が逸早く発足しま

次ぎ次ぎと誕生している︒

題研究会が生れるなど︑現地でも復帰に備えた研究機関が

と︑まず昨年八月の森前総務長官の〃教育椎返還〃の提唱
次いで今年の一月︑佐藤首相の大津発言︑つまり教育権

た復帰の際の経済混乱を避けるため︑経営人による復帰問

きく拍車をかけたといえよう︒

のとおりである︒

還﹂など︑一連の発言かキッカヶをなしてきたことは周知

ｉ︑とする談話そして下田外務次官による﹁核つき返

崎

国内世論を盛り上げて︑華々しく政治の日程に登場してき

沖縄の施政権返還問迩は︑かつて翠ない盛り上がりをみ

浦

にはじまったといえよう︒

だけの分離返還でなく︑施政椎の全面返還を目指すべきだ
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の方針や構想を発表しているが︑そのなかで︑沖縄と本土

に︑公明︑社会︑共産の各党がそれぞれ沖縄返還について

ところでこうした世論の動きのなかで︑民社党を皮切り

ものは︑アメリカの心を知ることであった︒したがって︑

もとで︑苦悩し続けてきた︒この苦悩のなかで学びとった

沖縄の人たちは戦後二十二年︑アメリカの植民地支配の

け入れないことをよく知っている︒また︑この﹁基地撤去︑

即時全面復帰﹂は︑対米交渉ではなく︑対米挑戦であるこ

彼らは﹁基地撤去︑即時全面復帰﹂を︑アメリカの心が受

とも彼らはよく承知しており︑沖縄の祖国復帰は挑戦によ

との経済隔差を埋めるための経済開発の発想が共通してい
基地の扱い方では︑それぞれの政党の立場を反映して︑大

るのに対し︑施政権返還の条件でいちばん重視されている
きく隔たりをみせている︒即ち社会党の提唱する﹁基地撤

っては実現されるものでないことも︑十分心得ている︒

ないから︑この主張は沖縄の復帰達成を望むなら︑潔く降

メリカに挑戦する姿勢では︑沖縄の祖国復帰の道は開かれ

卒直に言って﹁基地撤去︑即時全面帰帰﹂を掲げて︑ア

去︑即時全面復帰﹂の線から︑民社党の﹁本土並象基地で
七十年目標﹂の線と︑その主張は大きく食い違っているが
早期復帰を目指した点では一致している︒

本土における政党間の基地の扱い方が︑このような大き

る︒もちろん核つき返還を歓迎する声のあろうはずはない

沖縄の松岡主席は︑核つき返還は歓迎しないと言ってい

してもらいたいものである︒

うと︑多くの人たちの描いている復帰像は︑﹁現実的で可

が〃歓迎しない川という表現は微妙であり︑意味深長であ

な隔たりをみせているのに対し︑現地の大勢はどうかとい

能な姿での復帰Ｉ﹂これが沖縄の人たちを代表す扇声の

常識としているように思うがわれわれもこれに共感する︒

とに集約されると思う︒現にこの線での構想は︑現地では

像は︑七十年をメドとする本土並象基地での復帰というこ

沖縄の人びとが描いている﹁現実的で可能な姿での復帰﹂

のではないか︒

だけでなく︑沖縄現地の多くの人達に共通する声ととれる

いと︑受けとれる︒この表現は単に松岡主席の個人的考え

る︒歓迎はしないが︑と言った受け入れを拒むものではな

ようである︒

悲願優先を望む沖縄の声
沖縄返還問題に取っ組んでいる政党や国民各層に期待す
る沖縄の声は︑あくまで沖縄の悲願達成を優先させて欲し

い１．というものである．彼らの望む﹁現実的で可能な
しかし︑彼らが描いているこの復帰像は︑決して彼らの

姿での復帰﹂である︒

理想像ではない︒悲願を優先させるための次善像である︒
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沖縄での最有力の政党である与党の民主党は︑﹁まず復

をはるかに越えた一○三億が支出される︒この実績をみて

十二年度の政府予算で︑沖縄への財政援助は︑従来の倍額

までば︑胤本の戦後ば終らないｌ﹂と演説した︒昭和四

事実︑沖縄の人びとは︑この佐藤内閣のもとで︑沖純の

これも自然の流れで︑不思議でもなんでもない︒

り上がりをみせ︑対米外交での大きな焦点となってきたが

その佐藤内閣のもとで︑沖縄返還問題が︑かつてない盛

も佐藤内閣の沖縄への関心と熱意は素直に認めてよい︒

帰を実現し︑基地の問題は復帰後の日本全体の問題として
の民社の線︑七十年をメドに本土並みの基地での復帰と原

検討すべきだ﹂といい︑野党での最有力の社大党は︑本土
則的に同調しているやに思われる︒
こういった線が︑現地の大勢と了解してよかろう︒

沖純の復帰は日米協力の障害を除く

で︑少くとも返還のメドがつかめるものとして︑期待は切

復帰が大きく前進するものと期待している︒十一月の訪米

実である︒こうした期待のなかで︑〃福田発言〃が﹁不快﹂

沖縄返還の世論の高まるなかで︑われわれが理解に苦し
のむずかしさを国民にＰＲすることが必要だ﹂とする発言

むことは︑自民党の福田幹事長の記者会見での﹁沖組問題

とされていることはいうまでもないＯ

三木外相とラスク国務長官の沖細問題会談の模様を伝え

である︒復帰へのムードが先走ることえの警告であったか
どうかは別として︑沖縄では与野党をはじめ巷の声も︑一

は極東の安全保障が第一義で︑復帰への住民の願いは第二

た︑九月十五日のワシントン情報を沖細では︑アメリカ佃

の願望が︑いまの段階に入ってまでも第二義的に扱われて

義的に考えている︑と受けとっているようだ︒そして住民

﹁むずかしいことはわかっている︒それでもこんどこそ

斉に︑﹁不快な発言﹂と受けとられているようだ︒

からいまさらこんなことを言うのでは⁝⁝﹂と反発する声

佐藤内閣の出現は︑たしかに沖縄に大きく希望を抱かせ

この態度に対し︑﹁西太平洋の安全保障を第一義的に考え

あるからであるが︑沖縄の有力紙琉球新報は︑アメリカの

けて離そうとしない︑アメリカに対する沖縄のゥツセキが

根拠の薄くなった対日平和条約第三条で︑沖縄を縛りつ

いることへの不満をかくそうとしないという︒

何か出そうだ︒また何か出さねばならないではないか︒だ
も聞かれると︑いうのだ︒

また︑この期にあたって︑世論の盛り上がりに水をブッ

てきた︒戦後はじめて現職総理が沖縄を訪問したのも佐藤

沖縄住民を含む日本国民の願いを附随的に考慮するという

かけるようなものだ︑との憤りも聞かれるという︒

首相であった︒その佐藤首相は沖縄で︑﹁沖縄が復帰する
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け︑また他の有力紙沖縄タイムスも︑﹁安全保障の優先は

発想こそ︑世界の大勢から遊離したものである﹂ときめつ

る重要問題である﹂と指摘している︒

が国を含む極東の是正をいかにするかが︑日米間に横たわ

国土の一部が他国の施政下にあることは不自然である︒わ

沖縄問題の早期解決を図ろうとする日本政府の姿勢は︑

基地優先であり︑住民不要の考え方に通ずる︒沖縄基地が
自由を守るためにあるといいながら︑その沖縄で住民の願

る〃沖縄の比重〃が著しく高まってきたためであろう︒

かつて翠られなかったことであるが︑これは日米間に占め

われわれが日本の対米主張で強く望むことは︑沖縄問題

いすら自由にならないとすれば︑まさに矛盾ではないかと
自由と安全を守るというアメリカのもとで︑政治の自由

が日米協調のうえでの最大の障害となってきた点︑この障

きびしく批判している︒１九・二一・読売Ｉ
も人権の自由も否定されている沖縄では︑なにが自由かと

害を除去することが日米間の最大の課題となってきたこと

党の自民党に対しては︑一部にアメリカのベースに乗せら

言いたいのだろう︒他民族の自由の犠牲のうえで自由を守
いま沖縄は︑復帰を目指して燃えている︒二十二年にわ

れたと印象される発言︑つまり極東の安全保障のワク内で

を︑強く押し出してもらいたいのである︒そして一方︑与

たる民族のウッセキが大きな火の玉と燃えさかっている︒

沖縄返還を論ずるといった発言を速かに封じてもらいたい

る︒そんな論理がありうるはずはない︒

もし佐藤首相の来るべき対米折衝で︑なんの成果も得ら

また︑世論の高まりのなかで︑怖れることは︑非現実的

ことである︒

のようなことになるか測り知れないものがある︒佐藤総理

で︑不可能な線を押し出して︑国論を二分し︑対米交渉の

れないとなると︑ここまで燃え上った沖縄復帰の火は︑ど
はどのような困難のなかからでも︑その政治生命をかけて

背景を弱めようとする主張のあることである︒アメリカの

らなければならないことは︑言うまでもない︒そして厳に

でも︑少なくとも復帰のメドをつかんで帰らないと︑沖縄
佐藤首相は︑八月十六日の沖縄問題等懇談会で︑﹁沖縄

警戒すべきはイデオロギー論争であり︑反帝闘争への持ち

厚い壁を突き破るにはあくまで統一された国論が背景とな

が現状のままにおかれることは︑日本国民の不幸であるば

調をなすべきことを改めて強調したい︒

込みである︒われわれは︑沖縄住民の悲願優先が国論の基

では不測の事態が起こるかも知れないと憂ええいるＯ

かりでなく︑日本と極東の安全保障に対する日米の協力関

︵神奈川県会員︑丸ノ内︵財︶沖純財団勤務︶

係を保持するうえにも支障がないとはいいきれない﹂と発
言︑三木外相も三月十四日国会の外交演説で﹁今なおわが
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一〃

人生論は結局生命論に帰する︒人は生物であり︑生物は

此の本は我々素人にも判るように解脱したものであるから︑

生命に関する研究を紹介した教養向の書物を贈られている︒

人生論

生命を営む︑生命は生物の特性である︒故に先ず生命論か

念を得たので︑先ずそれを紹介させていただく︒

私は之を読んで︑不審の点は同教授に質川して︑一応の概

野口明
ら入ることとする︒その生命の探求は大別して三つの分野

見たら︑一生物学者の﹁生命研究の近況﹂と云ったような

その少し前に︵昭和四一年一月頃︶偶々ラヂオを入れて

で行われている︒自然科学と哲学と宗教とである︒依って
此の三つの分野に於ける生命観をのぞいてみることとする︒

一自然科学の生命観

云うような語があって︑ハツと鷲かされ耳をそばだてたが︑

勉での誹浪に適遇した︒その話の中に生命の解叫は近いと

聞き終ってはいささか失望せざるを得なかった︒それは細

生命に関する研究は︑今側の自然科学の体系に於ては︑

生物学に於て行なわれている︒生物学の中にも分科がある

とで︑私の期待した生命論からすれば程遠いところの問題

であった︒かくの如く生物学者の研究は︑単一細胞を研究

胞の生理の解明に近く光明が萌すであろうと云う程度のこ

室のガラス器で飼養して︑顧微銚下で観察する︑物理的及

が︑例えば東大の例をとって象ると︑理学部の生化学︑発
深い︒私は自然科学者ではないが︑親しい友人に︑東大理

生生理学︑生理学︑医学部の生理学等の講座が最も関係が
学部生化学の藤井隆教授が在り︑近著﹁生物学序説﹂なる
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的研究としては重要であるが︑その構造︑刺戟︑反応︑発

び化学的の実験研究である︒此の単一細胞の研究は︑基礎

ならず︑一は生殖であり︑一は親和性である︒そして増殖

性質を持っている︒此の二つの性質は個体になっても無く

は繁殖性︶を持っている︒次には各細胞はお互に集合する

の方法も︑親和の現象も︑一定の原則に従っているから︑

生︑死滅等の物理的及び化学的説明を以て︑高等な生物の
生命を解明することにはなお多くの困難な関門があるであ

此の自然界には︑細胞の物質的原料である元素︵原素︑原

そもそも人間を始め各種の生物は︑単なる細胞の集りで

のである︒此の何れを欠いても︑細胞も生まれないし︑個

子︶と共に︑之を一定の形で纏めて行く法則とが実在する

ろう︒

はなく︑厳然たる統制のある多数の細胞が作った組織体で

の法則の厳然たる存在に注目せざるを得ない︒自然科学者

も此の法則を見逃してはいないし︑十分注意し尊重してい

体も生まれないのである︒我々は此の目に見えない自然界

だけでも約一四○億︑全体で約四百兆︵癌研所長黒川利雄

るが︑その法則が何処から来るかと云うような根源的問題

って見ると︑赤血球だけでも二十兆前後︑大脳の皮質細胞
博士の説︶と云われる︒今地球上の人口総数が三十二億八

は︑自然科学の対象外に置いているのである︒自然科学の

ある︒然かも非常に多数の細胞の集りで︑人柵の場合をと

り遥かに多数の細胞が︑我々一人一人を作っているわけで

千五百万︵国連一九六五年統計︶と云われるから︑それよ

の外にも未だ多数の秘密が残されている︒今その一二を挙

研究は近年大に進んだが︑我々素人から見ると︑此の問題
げて見よう︒

第一にエネルギーの問題︒細胞は顕微鏡下で見ると絶え

ている︒その個体は種々の機能を有する器管の配置と結合

ある︒此の細胞の組織体を生物学に於ては﹁個体﹂と称し

スが崩れると︑個々の細胞は少時は生き得ても︑組織体の

から成っている︒そして︑此の器管の形相や機能の︑ハラン

ている証拠で︑生と死との判定は動くか動かないかにある︒

ず活動している︒細胞でも個体でも動いていることが生き

度で酸素と結合して燃焼することから発する﹂と︒私は之

通常の温度では酸化されないような物質を︑比較的低い温

又水及び食塩等である﹂と︒又﹁生物が持つエネルギーは

博士の害を見ると﹁それはブドウ糖︑蛋白質︑脂質である︒

その動くエネルギーの源泉は何かと云う問題である︒藤井

個体の方は忽ちに死滅する︒我々が問題としたい生物の生
命とは︑単細胞についてではなくて個体についてのことで
ある︒

藤井博士の書によると︑細胞には重要な本能がある︒一
つは細胞はそれぞれ固有の機能を営んで生活しているが︑

同時に絶えず自己と同じものを増殖させる自己保存性︵或
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等の解説を読んで︑然らば燃焼するとなぜエネルギー化す
るか︑その時のエネルギーは何処から来るか等の難問を提

ている如くである︒生物の元祖は海中で︑単細胞の原生動

外部は乾いているが︑内部は水︑即ち海水に今でも漬かっ

エネルギーの根源をも突きとめねばエネルギーの本体も判

太陽の熱と云う外あるまいと云われた︒然し私はその太陽

る︒之は大脳の発達によるもので︑印象を蓄えて記憶とし︑

未だ定税はないようである︒今地球上は輔乳類の天下であ

細胞が︑原素の結合からどうして生命を得たかについては

淡水にも入り又地上にも移ったと云われる︒然し最初の単

物から出発し︑後に多細胞の後生動物に進化し︑更に後︑

らぬように思った︒結局此の川越は大自然の事実と云うだ

それを材料として思考作用を為し得るからである︒この力

して藤井博士を困らせた︒博士はエネルギーの根源は結局

けで︑未だ今日の自然科学はエネルギーの根源︑従ってエ

生物以外の何物でも無く︑生物共通の長所と短所とを持っ

を岐高に持つのが即ち我々人間である︒であるから人間は

ネルギーの本体を解明しているとは思われない︒

次には進化論︒進化論は今日では常識である︒実に進化

催され︑各国の碩学が出席して︑新聞やテレビにも興味あ

本年︵昭和四二年︺夏︑生物化学の国際学会が東京で開

ている︒人間を含んでの生物の発生進化の過程については︑

論は大きな発見で︑十九世紀はダーウィンの世紀とさえも

要した出来事であったから︑実験室的実験が困難であるこ

る話題が紹介された︒私も注意して聞いたが︑今日のとこ

未だ多くの秘密が残っていることは認めねばなるまい︒

とも一因であろう︒生物発生の経過については海を揺藍と

ろでは細胞のメカニズムを分子的レベルで追求している段

云われる︒今や進化の事実は疑い得ないが︑進化の過程や

することがほぼ定説の由である︒その一つの説明として︑

階で︑個体の生命の解明にまでは未だ多くの秘密が残って

法則については未だ定説が無い︒それは余りにも長時間を

較すると︑海水の塩分の量と驚く程似ているそうである︒

を要するに近年細胞の生物学的研究は長足の進歩を見たが︑

居り︑幾多の段階があることは学者達も自認していた︒之

現存の多くの動物について︑その血液や体液を分析して比
人間の体重の七○パーセントは水分であり︑その量か少し

れていると云わねばならない︒

個体の生命の研究と云う大きなテーマは︑未だ将来に残さ

でも減ずると︑苦捕を訴えやがて死亡する︒何となれば︑
水分は養分や酸素の運搬に︑又老廃物や炭酸ガスの排出に︑

二哲学の生命観

又体温の調節にと︑体内のあらゆる化学作用の媒介を担当
しているからである︒病人が危篤の時に︑海水に近い食塩
水注射をするのも此の間の消息を物語る︒我々の肉体は︑
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西洋東洋共に生命については二つの要素を認めている︒

一は目に見える物質︑一は目に見えないがその物質を支配

二元論と云うよりは︑指導原理をより重く見ているような

らに重点を置くかによって︑哲学的立場が分かれるのであ

ず着目するのは当然のことであろう︒然し此の二者のどち

のに疑問を持つようになって来た︒その根拠となることは︑

帰った若い物理学者の話を聞いてから︑物質の存在そのも

今迄はやや唯物論の方に傾いていたが︑最近米国留学から

ので︑確信を持って定見を述べられないのは残念である︒

私自身は︑本格的に哲学の勉強らしいことをしていない

節がある︒

る︒即ち物質をより根源的存在に見て︑法則は物自体に内

して之を生活させる法則である︒哲学者が此の二要素に先

在すると見る方を唯物諭或は実在論の陣営とする︒之に反

る時に他に何物も残さないと云う現象である︒結局物質と

を構成する素粒子︑その素粒子が消滅してエネルギーにな

云うものは最後のものでは無くて︑エネルギーの凍結した

物質を構成する分子︑その分子を構成する原子︑その原子

うべきであるが︑今日では二元論は微力のようである︒哲

ようなものだろうと云うのである︒私は此の話を聞いてか

して法則の方をより根源的に見る方を唯心愉或は観念柿の

学者は徹底を好むからか︑二つの一元論は古来から常に相

ら︑今迄古いと思っていた法則重視の考え方に︑新しい魅

陣営とするようである︒両者を対等に見るのは二元論と云

心論又は観念論の方が︑幾分弱まりつつあるのではなかろ

争って今日に至っている︒然し自然科学の発達と共に︑唯

力を覚えるようになったことを告白する︒

読んでいるローマのマルクス・アウレリウスは自省録の中

は古典化してしまった︒西洋でも︑偶々近年私が親しんで

論︑理は法則に当り︑気は物質に当る︑があったが今日で

第五日に魚と烏︑第六日に陸の動物︑そして最後に人間︑

二日に天︑第三日に大地と草木︑第四Ⅱに太陽︑月︑星︑

第一章を見ると︑神が宇宙を創造した時︑第一日に光︑第

先ずクリスト教の方からのぞいて見る︒旧約聖書創世記

三宗教の生命観

うか︒古代には宗教的な神︑又は宇宙を支配するような︑

神秘的な超人間的霊性の存在を認める傾向があった︒両者

で﹁自分と云う存在は︑結局肉体と少しばかりの息と︑内

を対等に見る所謂二元論としては︑東洋の儒教の理気二元

なる指導原理︵法︶から成っている﹂とか︑﹁形相因︵物

り息を鼻に吹入れて生命を与えたと第二章にある︶︑第七

人間を男女に分ち︑神自らの像に似せて造り︵土を以て造

日は即ち安息日︵之が日曜の起源︶としたとある︒此の人

の形を作る自然の法則︶と物質から成って居り︑無から生
ぜず︑又消えても無に帰しない﹂と云っている︒然し彼は
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との間に︑理解の仕方に差別があるかも知らない︒然し聖

られるとは思われないし︑又カトリックとプロテスタント

間創造の神話が︑今日のクリスト教信者にこのままに信ぜ

る︒生物も無生物も同じで︑金石も星辰もである︒此の意

ば︑肉体も精神も絶えず大小の変化を続けていることであ

象は変化の連続であると云うのである︒人間にとって見れ

から公教要理の如き本を見せられたが︑少年の頭でも︑人

する︒物の存在は法則通りになる︑故に物の存在は法の存

諸法無我は多くの法が存在して︑それに従って物が存在

するところは無い︒

間が土から作られたとは信じ得なかった︒であるから私は︑

在であり︑物自体は仮りの存在に過ぎないと云う原理であ

味では生物学に於ける単細胞の活動にも︑進化論にも抵触

カトリックには反感を持たないが︑カトリックの信者には

書に書いてあるので一応之を採用せざるを得ない︒私は小

なれなかった︒ただここで誤解の無いように願いたいこと

に説明すると︑元素が自然界の法則によって離合集散する

る︒無我の我は物自身と云う意味である︒もう少し近代的

学中学をカトリック系の私立学校に学んだので︑時を先生

は︑教義についてだけを云うので︑クリスト教の持つ崇高

識は無い︒仏教には自力他力の二大宗派があり︑之を一緒

生物ときり離して考えない︒キリスト教の如きエリート意

次に仏教ではどう見ているか︒仏教では人間だけを他の

差異がある︒兎に角仏教に於ては自然界に在る︑目に見え

う確かなものか︑仮りの存在と云う不確かなものかと云う

成っていることを認めるから︑問題は物の存在が実在と云

仏教では之を仮りの存在と見る︒然し何れも元素から物が

いと云うのである︒生物学では細胞の実在を確認するが︑

一過程が物であるから︑物そのものは本質的には実在しな

に説明することは六ケしいが︑然し仏教共通の原理と云わ
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な倫理に対しては︑深い敬意を私は持っている︒

れるものがあるからそれを基準にする︒それは他の法と区

ない法則を重視する︒その意味に於て仏教は唯心論に近い

しるし

じや︑くじよ︾少

ここで一つ附言すべきものに因果律がある︒結果にはす

と見られる︒

別する印と云う意味で︑三法印と云われる原理である︒㈲
ぎよう
諸行無常︑○諸法無我︑白浬梁寂静である︒
諸行無常の語は︑平家物語の冒頭にある﹁祇園精舎の鐘

である︒此の法則は自然界の万物を縛る厳粛な法則である︒

べて原因があって︑原因なき結果は絶対に無いと云う原理

く見れば法則と云う点で諸法無我に︑変化と云う点で諸行

此の因果律の存在を独立した法則に数える説もあるが︑広

の声︑諸行無常の響きあり﹂などと︑栄枯盛衰の形容詞の
云う意味︑物は絶えず進行し︑且つ一瞬も常態を保たない︑

如く思われ勝ちであるが︑そうではない︒行は物の進行を
即ち万物は変化して止まないと云う原理である・・一切の現
『

無常に︑何れかに吸収させてよいように思われるから︑こ

生命を主題として私の貧しい知識を述べたが︑其の間自

四私の人生観

最後の原理は渥薬寂静である︒此の原理は一番掴承にく

一度繰返して︑私の人間像を作り︑そして人間の生き方に

ら私の人間観の傾向を感じとられたかと思う︒それをもう

こでは唯注意を喚起するに止めておく︒

く︑私自身にもまだ十分に掴めていないでいる︒浬渠とは

生物の一種に過ぎないと思うＯ人間は本質的には一本の雑

第一に私は生物学に信頼し︑進化論を信じ︑人間を以て

ついて愚見を呈したい︒

不変の意︑寂静は静止の意である︒万物は諸法に従って常
に変化を継続しつつ︑然かも同時に︑過去未来の区別もな
云うことである︒即ち不生不滅不変の或るものである︒仏

く︑絶対不変に静止するある一つの大きなものの現れだと

相当長い当分の間は︑生命の問題は解明できないと思う︒

人間の生命の本当の姿は到底掴めない︑恐らく当分の間︑

であって︑之が理解され体得された時が即ち悟りとなる︒

るようにさえ思う︒過去に於て地球上で全盛を誇った生物

少し云い過ぎかも知れないが︑解明する前に人間は滅亡す

草︑一匹の虫けらと変り無いのである︒ただ生物学だけで︑

私が未だその境地に達していないのに︑かかる大言を吐く

が︑殆んど絶滅したか︑或は衰微しつつある先例があるか

の死を渥渠と云ったのは︑本来の不変なものに帰ったと云

ことを許していただきたい︒然し此の原理は多くの仏教学

う意味から来ている︒此の原理が仏教の真髄であり︑結論

者によって云われて来ていることなので︑私は心中に憧慢

の優を誇る大脳の過度の発達によって滅亡する危険性があ

よって滅亡に向っているように見える︒従って人間には其

らである︒恐龍はその巨体の故によって滅亡し︑象は鼻に

る︒すべて生物はその長所が命とりとなりそうである︒何

仏教の自然観及び人間観は以上の如くである︒仏教には

を覚えつつ︑之を紹介した次第である︒

六ケしいであろう︒それは仏教には方便と云って︑種々の

種々の教説があり︑どれが仏教の真髄か︑第三者に判別は

ランスが崩れるからではあるまいか︒然し今我たは滅亡を

となれば一器官が極度に発達すると︑他の器官との間の今ハ

心配する要は無く︑ただ人間と雌も諸行無常の原理を負っ

人々を教化する為めに︑種々の仮説を作って説いたからで
いる原理で︑之を以て仏教の基本原理とすることは︑多く

ある︒然し右の三法印はどの宗説に於ても︑根底に流れて

人間は生物であるから︑他の生物と共通する性質を多分

ていることを自覚して置かねばならない︒
のである︒

の仏教学者の認めるところであるから︑私も亦之に従った
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なことはしない︒かくの如く生物相互間の闘争性は遺憾乍

である︒自然は甚だ公平で︑人間だけを特別に取扱うよう

自身も亦寿命が来た時には︑細菌やビールスに殺されるの

生きる為めには他の生物を犠牲にせねばならないし︑人間

に持っている︒その最たるものは生きんとする本能である︒

間が長年の間に築き上げた文化であり︑他の一つは複雑な

い︒その特殊性として思い当るものは二つある︒一つは人

物と区別せしめる特殊性をその上に附加しなければならな

だけでは未だ人間を定義するとは云えない︒人間を他の生

人間が生物であることは誰しも云うことであるが︑それ

社会生活は小にしては家庭から︑大にしては民族とか国家

ら認めざるを得ない︒私は今﹁遺憾乍ら﹂と云う語を使用
りでにそう云う言葉が出てくるのである︒生物は同類は勿

と云う集団︑その外に学校や職業的集団等を含めての組織

と︑更に芸術や宗教を含めた心的作用の産物の一切である︒

論︑他類とも親しまんとする本性をも持っているのである︒

体を意味する︒この二つを利器として人間は地球の上で全

社会生活の機構である︒文化は自然科学︑人文科学の知識

此の闘争性と親和性と云う相反した本性︑両者が自然に存

したが︑之は生物の本能の一つに親和性があるから︑ひと

在すると云う矛盾はどう解すべきか︒私のひそかに考える

定義して︑社会生活を営む動物としたように聞いている︒

それも一応当っているが︑私は文化を重視し︑それに社会

盛を誇っている︒嘗てアリストテレスであったか︑人間を

に因があるようである︒自己保存の為に生殖があり︑その

生活を加え︑此の両者を生み出した智能︑その根源となる

ところでは︑此の二つは共に自己保存と云う生物の大本能

防衛の為に集団生活の本能があるように思われる︒之は主

為に男女相愛があり︑その結果に親子の愛情があり︑外敵

団であるとも見られる︒であるから異類の生物の間にも親

からすれば︑系統的にはつながりがあり︑実は一つの生物

ただ云えることは︑人間は生物であるから︑他の生物と全

の問題になると︑その本体は正直のところ私には判らない︒

人間の定義は以上の如くにして︑籾て然らば人間の生命

し度い︒

大脳を取上げて︑人間は大脳の著しく発達した生物と定義

和性が無いわけでは無い︒然らば他の生物を犠牲にせずに

として同類の生物間の現象であるが︑異類の生物も進化論

生活し得るかと云うにそれは今のところ絶対に不可能であ

の何物にも支配されないと云うことである︒前にも紹介し

く同様に︑自然の法則に完全に支配され︑自然の法則以外

間はかくの如き生物の一種であることを十分に承知して︑

ている︒然し今日の段階では︑細胞を分子的レベルで︑研

た如く︑生物学者は非常な熱心さで︑生命の問題を研究し

る︒之は生物に対して自然が課した厳粛な宿命である︒人
人間の諸問題に対処せねばならない︒
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究しているに過ぎない︒研究が進展すれば個体の生命にま
で及ぶことは考えられるが︑法則︑即ち生命現象を規定す
る法則の問題になると︑之は自然科学からはみ出した︑哲
学や宗教の問題としている︒尤も自然科学が発達すれば︑

恰も進化論が果した役割の如く︑哲学や宗教の領域が狭め
られることはあり得ると思う︒然し自然科学だけでこの大
自然の神秘の扉が開かれることは容易には期待できないで
あろうｏ況して今日の状態では不可能である︒ただ私とし
て云えることは︑それが宗教であるか哲学であるかは私自
であって︑それが万物を︑日月星辰から︑人間を始め数多

身にも判らないが︑自然の本体は一つの大きなエネルギー
の生物を作っているように感じられる︒そのエネルギーの
動きには一定の秩序法則が自ら内在しているように感じら
以上は人間を一個の生物として見た人間観で︑それが人

れる︒此の事実は︑ただ事実として見る外ないのである︒
間の生き方に於ける大切な基本であることは確かである︒

然し人間は前にも述べた如く︑膨大な文化を持ち︑複雑な
社会機構を持つが故に︑その文化を利用し︑社会生活を円
滑に行なわなければ生きて行けない︒我々は自然人として
は同一であるが︑社会人としては同一でない条件を帯びて
いる︒即ち前者は人間を平等に見た平等観或は絶対観であ
り︑後者は個々の人間に差別を見た差別観或は相対観であ
る︒故に人生如何に生くべきかと云う問題を︑各人が自分

の問題として考える時には︑絶対観だけでなく︑相対観を

十分に吟味してかからねばならない︒又反対に相対観だけ

に捕われて︑絶対観を軽視しても危険である︒此の二面観

が︑よく調和し︑生活が両者を自然に且つ円滑に協調させ

ることが一番健全且つ幸福な状態である︒
ここで問題になるのは︑右の二面観に対処する場合の法

則である︒自然人を律する自然法則は他の生物に於けると

て︑それに背かぬようにすればよい︒然るに社会人を律す

同様︑絶対的強制力を持っているから︑我々はそれを知っ

る法則は︑絶対的強制力を持たないから︑取捨選択の余地

がある︒法律とか道徳とかの法則は自然法則に比べれば︑

作った人為的産物の如く見えるが︑その基準とした理法は︑

それだけ力が弱いわけである︒然しそれらは︑一見人間が

れる︒我為が真理とか合理とか呼ぶ理は︑人が発見した天

実は社会生活に必然的に伴う自然発生の法則のように思わ

準に真理を置き﹁真理には︑宗門も︑学派も︑国境もない﹂

然の理を指すのである︒明治の先覚者西村茂樹が道徳の基

と云っているその真理である︒真理は自然の中にあるので︑

作ったものの如く見えるが︑本質的には社会生活を営むに

之を発見するのが人である︒法律も道徳も一見人が勝手に

っている︒例えば夫婦間の貞操︑親子間の扶養の義務︑金

当っては︑どうしても作らざるを得ない形式と内容とを持

銭貸借の利息︑約束実行の義務︑罪人の処刑︑税金の徴収
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現象である︒其の内容は時と処で勿論差等はあるが︑大体

等は︑古今東西何れの社会でも期せずして行なわれて来た

さないで︑なるべく自然の法則に背かぬ用意が必要である︒

的叡智︶と称しているとのことであった︒いずれにしても

見を発表して︑之を等︿イオロジカル・ウィズダム︵生物学

マルクス・アウレリウスの言葉に﹁自然によることで悪い

人間界のあらゆる現象を見る時は︑人間の生物性を見落と

ことは一つもない﹂︑﹁自然に適合して生きるより他に平安

の考え方は同じである︒道徳も同様で細部の差異はあって
無いので︑社会生活の基準となる法則は︑特に法令的に人

の道はない﹂等があることを思い出す︒そして絶対面に於

も︑原理は共通のものが多い︒自然法則のように強制力は
為的強制力を附したのであって︑かくの如く法令を作るこ

の理に最もよく適応する道徳の法則に従って生きることが︑

ては自然科学の教える自然の法則に︑相対面に於ては自然

今人間社会に於ける最も深刻な間越は︑国家民族相互の

学的な立場︑宗教的な立場︑此の三つの立場から見た人生

健康と安心の基だと思う︒それには自然科学的の立場︑哲

と自体も自然の理の産物である︒之を要するに之等はすべ

利害関係から来る戦争の脅威である︒生物は闘争性を持つ

て︑人間性に伴う自然の現象である︒

が故に︑之を絶滅することは容易ではない︒私は独立国家

命の秘訣があると云いたい︒

観が矛盾なく一致することが一番願わしい︒そこに安心立

ここで一言して置きたいことに次元と云う問題である︒

戦争は絶対に無くならないと思う︒人間平等論の上に立ち︑

一方に於て自然科学を信じ乍ら︑他方に於て非科学的の教

が割拠している間は︑その上に強力な政権ができない以上︑

手にかかって︑共産政治国となっては︑同じではなかろう

最も人道的と誇称する共産主義の思想は︑一度之が人間の

云う釈明をよく聴く︒次元と云う語は高等数学から出た語

義の宗教を信じ︑両者は次元を異にするから矛盾しないと

で︑哲学的には拡がりとか空間とか云う意味に用いられる

か︒思想そのものの内容には︑幾多の美点があるとしても︑

ようである︒であるから︑先きの例から云うと︑自然科学

政治家の手にかかると人間的臭味が出るのである︒私は人
間の親和性から来る人道精神を尊重するが︑それだけでは

と宗教とは別の空間︑別の世界の問題であるから︑両者の

見解は違ってもそれは矛盾とは云えないと云うのである︒

生物の本能に従って︑戦争は勝敗に拘らずお互に損であり︑

斯くの如く次元を使い分けて︑それで矛盾を感ぜずに行け

平和を期待し得ないと思う︒それと共に自己保存性と云う

こんな話を藤井博士にしたところ︑英国のエヂぞハラ大学

る人もあるかも知れない︒然し私などは違った次元を巧み

危険でありとする打算を考えることも効果があると思う︒
の生物学教授ワヂントン氏︵葛画監旨唱︒画︶も似たような意
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私が嘗て禅の指導を受けた立田英山老居士は東大の動物学

に使い分ける気持にどうしてもなれない︒私の桑では無い︑

我々の肉体に結集して︑人間としての組織体を営む唯一無

に生命を大切にするが︑もっと自覚的に大切にすべきであ

一回のもの︑之程貴重なものは無い︒我々生物は︑本能的

で︑未だ嘗て自然科学と矛盾を感じたことは無いと明記し

る︒その自覚とは︑生命の本質を見詰めて︑肉体的に又社

二の機会である︒あらゆる生物の生命は一回的存在︑本番

ている︒又私の友人で︑最近師家分上︵師範格︶の資格を

った生き方に心掛けることである︒我々の一生は楽しく幸

会的に︑如何に生くべきかを考え︑なるべく自然の理に適

出身であり︑多年禅を修行した人であるが︑その著書の中

立場から禅を説いている︒円覚寺の管長朝比奈宗源老師も

聴き難し︑此の身今生に向って度せずんぱ︵度は救う意︶︑

福でなければならない︒仏法に於ては﹁人身受け難し仏法

得た電子工学専攻の工学博士中村唯岳老居士も︑電子学の

ると言われたのを聞いた記憶がある︒是等の禅者達は次元

嘗て其の法話の中で︑自然科学者こそ禅にとって味方であ

は持ち時間の制限があって︑自然科学の発達を待っていて

は間に合わない︒自然科学の今日の知識を基礎にして︑哲

更に何の生に向って度せん﹂と云っている︒我々の一生に

学及び宗教については古人の考えを参考にして︑それらを

などと云うテクニックを用いずに︑即ち自然科学も宗教も

元と云うものがあるならば︑同じ次元に於て両者を一致さ

私は解釈する︒私自身も未熟な禅の修行であるが︑若し次

然科学と哲学と宗教とを自分なりに一致させるべきである︒

引きくるめて我々自身で思考を重ねる外はない︒そして自

同じ世界に於て解釈して然かも矛盾を感じていないものと

の力は生まれないと思うからである︒そしてそのことは︑

せたいと思っている︒そうしなければ真の信念︑真の信仰

た︒勿論未だ禅を語る資格は持たないが︑軌か学び得たこ

私は幸にして聴き難き仏法を聞き︑禅に触れる機会を持っ

とは︑自然と自分との関係についてよく観察し︑よく思考

仏教︑仏教の中の禅に於ては可能であると考えるのである︒

することであった︒以上は︑私の今日持っている考えの一

釈迦と云う人は︑今を去る約二千五百年の昔︑自然科学も
明し︑今日小にしては顕微鏡の時代︑大にしては宇宙開発

幼稚であったと思われるインドに生まれ︑宇宙の原理を解

幾多の欠陥があると思うが︑此の点は素人論として寛恕を

端であって︑顧みて甚だ御恥しい次第︑専門家から見ると

修会にての講演の原稿を整理したものである︶

乞う次第である︒︵本稿は昭和四一年三月四日文部省幹部職員研

の時代に際しても︑未だに行詰まらない仏法を創見したそ
最後に一言したいことは︑我々の一生は我々にとって只

の明敏さは素晴しいと思う︒

一回のチャンスであると云うことである︒無数の原素が︑
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現代の青少年の意識と問題点

最近体位の向上は目ざましいものがあるが︑精神の成長
と強靭さとには︑戦前に比して遅れており劣っている︒

先般︑私の学校で指導上の資料を得る目的で行なった諸
調査から生徒の意識に関するものをいくつかあげイ或る・

白Ｈ四石

２自分の将来︵進学・就職︶のこと躯％

１ベトナム戦争︑中東戦争師％

３友情・友人のこと５％

③人間とは●死●文学⑧道徳⑨中共など

このほか︑●世界の将来⑨交通事故︑異性︑結婚

４日本の政治４％

この調査結果は︑地域性から来る特色がある程度出てい

りでは大多数はわりに健全であるが︑心には内在する問題

向が現れていると考えられる︒また︑この表から見るかぎ

るであろうが︑現在の高校生の見方・考え方の一般的な傾

１どんな人かを︑ことばであげたもの弱％

この他︑●正義感のある人●信念のある人●社会
に貢献する人●苦難をのりこえる人など

があり︑特に注意すべきものをあげてみると︑

◇家庭の問題
●家出したいと思うことがある︒●親と意見の衝突があ

会がない︒●親に何でもかくさず話せない︒など︒

●友人を家で快く迎えてくれない︒●家族と話し合う機

｜

｜

る︒●親があまり期待しすぎる︒●家族間が不和である︒

４なし︑または無答副％

この他︑●野口英世●ヘレンヶラー︑リンカーン
●秀吉●父または母●宮沢賢治など０

●シュバイッァー血％●ケネディ８％

２具体的な人名をあげたもの蝿％

●誠実で思いやりのある人︑％

●自分の考えで行動できる人８％

◇あなたが理想とする人はどんな人か︒

夫

◇いまあなたが最も関心のあることは何か︒
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和

◇生活態度の問題
●時々生まれて来なければよかったと思う︒●人生に目
的がない︒●世の中に矛盾が多すぎる︒●自殺したいと
思うことがある︒●現在の政治が不満である︒など︒

◇学校に関する問題
●信頼して打ちあける先生がいない︒●先生が厳格すぎ

●あまりに規則規約が多すぎる︒●試験が不公平である︒

はこのょうな成長過程を通った者たちによって惹き起され

ているといってもよいであろう︒

また︑○親︑とくに父に権威がない︒○無力型の父と強

妻型の母というのが非行少年の親の特色であるという︒

高校においても問題のある生徒や担任が指導上苦労する生

徒の家庭について︑これと全く同じことが言える事実から

ことはもちろんであるが︑大人の自信あり権威ある指導が

も︑このことは肯ける︒根本的なものは家庭の教育にある

このほか︑学業友人身体性格に関するものがあげられた

る︒●先生が生徒の悩象を理解してくれない︒など︒

あるかを痛感させられる︒

青少年の健全な育成のためにどんなに重要であり不可欠で

次の﹁西欧と日本の人間形成﹂︵牛島義友ｌ月刊教育問

ま厳しく自戒させられている︒

ような傾向はなかったかを︑教育に携わるわれわれは︑い

ないで自主性を伸ばすという名目によって責任を回避する

たちを甘やかしすぎなかったか︑指導すべきことを指導し

に学校教育においては︑戦後︑民主主義の名の下に子ども

ミ等でとりあげられていることは周知のとおりである︒特

育のみならず︑学校︑社会の全般に亘る問題としてマスコ

この権威ある指導の不足︑不徹底ということは︑家庭教

このような悩みや問題点が未解決であり︑欲求不満が昂
じ︑これに種灸の条件が相乗的に働いて非行を生み出すも
のと考えられる︑知り合いの家庭裁判所調査官の話による
と︑非行少年の型には次の二種があるということである︒

○雑草型貧困︑欠損家庭︑共稼ぎ︑放任等からの欲求
不満に原因するもの

○もやし型比較的裕福な家庭︑教育熱心︑盲愛溺愛に
よる過保護等からの欲求充足過剰に原因するもの
↑ハイクや自動車の無免許運転で事故を起こすものなどは
合が多いという︒

後者で︑免許も無いうちから︑セガんで買ってもらった場

がまさに浮き彫りになっている︒

い人はないであろう︒わが国の現代青少年の意識と問題点

題︶という表題の︑調査記録のデータを見て︑考え込まな

させられる︒毎日︑新聞・テレビ・ラジオ等によって報ぜ

◇目上の人のいうことに対して︑たとえ自分の気に入らな

このいずれも意志薄弱であり︑衝動的であることは考え
られる事故や非行・犯罪の大部分は︑こうしたもの︑また
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です︒︵％︶

はい

いえない

どちらとも
いいえ

一二一二●五

二五・五

四一口つ

｜本校

二・つ

一︿●一一

九一・七

英一仏一
七二・一

二一・五

一︿・四

日一独一英一仏一一本校
三つ・五

四五・五

四︒二

八・三

︿七・五

二七・五

四二・五

三つ︒ｏ

﹄︑﹄︑■一

一一一一●一

二四・つ

一〆↑〆一

一一二一口一ユ

こつ︐八

二七●五

ーニ九・つ

一一一︒−垂

七一一・五

一七・五

一つ︒ｏ

一一一●一一

八三・三

本校

◇あなたの国が止むを得ぬ事情で他国と交戦した場合︑あ

青︑︒一

フノ一

一七・四

三二・五

四一二ｏ一︿

一四●五

一一︿・↑︸

なたは次のどれを選びますか︒

喜んで参加す
しぶ参加
一二四◇︷︿

二一二・つ

て考える方が正しい︒︵％︶ｒ

三 三 五 ＝

ノノ
えなら

いと

も

七・つ

七・五

ｌ︲︲︲︲八五・五

日一独

︒Ｃ

︐七

■一一一

三・四

一一一〆

一一■﹄﹃

九四・○

二︿・垂

一︿三・つ

一八・毒

英一仏一一本枝

九一・五

一一Ｇ−二

五・二

︵福島県会員︑福島県立小野高等学校長︶

をはかるべきときであると思う︒

本当の自主性を与えるための施策を立て︑真剣にその推進

今こそ次代を背負う青少年に道徳的な支え︑精神的な力︑

的環境として青少年を具体的な生活を通して育てて来た︒

かつて︑わが国は家庭も学校も︑そして社会もともに道徳

嘆するところであるが︑精神的道徳面ではどうであろう︒

ばならない︒戦後二十年︑わが国の経済の復興は各国の驚

学校においても︑また社会全般においても検討されなけれ

や道徳的情操が育てられているかどうか︑家庭においても

指導すべきことが的確に指導され育てられるべき︑心情

される︒

このようにはっきりした形で出て来ると︑今更ながら驚か

いるかは︑毎日接する生徒の姿から大凡は察せられるが︑

現代の青少年がどのようなものの見方をし考え方をして

いいどは
いえちい

いことがあっても︑がまんして聞いているのが礼儀です︒

はい

どちらとも
いえない
いいえ

囲毛天

◇親に対する服従心こそ子どもが学ぶべき最も大切なもの

る 三 七

◇自分のことはどうなってもよいから︑自分の恩人につい

届

一

一

●
■

独

己茜至

四八・七

仏
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／

に参加し

な絶すしる
い対るぶ

︿読書随想﹀

のですから︑世の中というものは全く

せん︒こんな二人が同じ世の中にいる

ったことなどたくさんあります︒

と︑ピアノの練習をほおり出してしま

とベットにひつくり返ってしまったこ

の二人の差などまだ序の口なのかもし

働いている人たちを考えると︑つくづ

くなります︒この暑い中で汗を流して

そんなことを思い出す度にたまらな

おかしなものです︒もしかすると︑こ

﹁君たちはどう生きるか﹂

れません︒きっと世の中には︑まだま

く自分が情けなくなってしまいます︒

吉野源三郎作

を読んで

だその日その日の暮しにもこまってい
お茶の水女子大学附属中学校一年

そしてなんだか尊いものをおしげもな

す︒でもこの世の中には︑自分の家が

といってよいくらいの生活をしていま

住盈︑両親もいて︑何も不自由しない

に気がつきました︒私は︑自分の家に

く品物が手にはいることだけが幸福で

知りません︒そしてただ︑何不自由な

飯の味も︑自分が物を産み出す喜びも

は汗を流して働いたあとのおいしいご

ないでしょうか︒なぜならば︑私たち

よりも私たちのほうが︑不幸なのでは

でも逆に考えてゑると︑浦川君たち

く捨てているような気がするのです︒

る人が︑たくさんいることでしょう︒
とうに幸福です︒

それに比べると︑．︒ヘル君や私はほん

横井久美子
私は︑この本の中でも︑特に貧乏に

持てずに︑ア︒ハートや貸家に住んでい

そう考えてみると︑いろいろなこと

る人も大勢います︒また︑その家賃が

ついては︑いく度か痛感したことがあ

払えなくてこまっている人もいると思

の若い衆が病気になれば︑学校を休ま

もありません︒それに比べ浦川君は店

ように思えてなりません︒暑いので︑

えしのつかないような悪いことをした

それを考えると私は︑今までにとりか

れてしまった子もいることでしょう︒

浦川君と．・ヘル君との生活はまるっ

激しました︒

○﹁貧しい友﹂について
私は︑この話を読んでほんとうに感

るのです︒

きりちがいます︒．・ヘル君は自分の好

います︒両親がいないために︑ひねく

なければなりませんし︑それでなくて

何をするのもめんどうになり︑ごろり

私は︑小学校時代から読書をしてい

金宗やすよ

千葉県平三中学校二年

楽しい読書

のです︒

あるという桑じめな考えしかもてない

いで学校を休んだことなどただの一度

きなときに勉強できますし︑家の手伝

から登校するので︑勉強に熱中できま

も︑朝早く起きて︑家の手伝いをして
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一

る︒何に引かれて読んでいたのか︑ま
ったく分からない︑今の私ですが︑何

﹁にんじん﹂を読んで
東京都文京区立文林中学校三年

かす行動に︑兄や姉から﹁冷血人﹂と

称されてもしかたのない事ではなかろ

うか︒
●●●■

問題もあるように思う︒母親ルピック

時のまにか読書から手を引くことが出

夫人にもそれなりの残酷行為はある︒

にんじんをそうさせるのは︑環境的

﹁にんじん﹂読者を誘惑させる様な

きたない話だが︑前夜の寝小便をスー

坪内正治

ダウンクイズ︑ファミリークイズなど

題目であるにもかかわらず︑少交﹁残

プに入れてにんじんに飲ませるという

来ない︒中学校に入ってからもアップ
でよく︑兄とどっちがたくさんあたる

ろう︒

酷物語﹂として第一次印象が残るであ

はたいてい兄に勝ってしまう︒少しで

いたい読んでいる︒そのためにクイズ

それ以来私は︑自分の読みたい本はだ

がついている︒よって作品には︑本名

年の事で︑髪は赤く︑顔はそばかすだ
らけという外観的な姿で︑こんな愛称

にんじんとは︑作品の主役である少

ながら︑自分たちも同じ﹁冷血人﹂で

姉こそにんじんには﹁冷血人﹂と言い

また︑それを見て笑おうとする兄や

けということも兼ねているとは思う︒

ことだ︒しかし︑この事は母親のしつ

●●●●

の必要性を身に感じた事はなかった︒

か競争したこともある︒其の時程読書

も読書をしておけば︑本当に役立ち︑

は出ていない︒

分かった︒読書をすることは︑これか

の歴史の光という本を読んでいたので

なことがあったかと聞かれた時︑日本

に︑歴史の時間に︑この戦いにはどん

殺す﹂﹁もぐらを石でなぶり殺す﹂﹁ね

性格であると感じる︒﹁しゃこをふみ

行為を荒々しくやってのけるとという

耐えられない意志の弱さ︑また残酷的

にんじんは︑ひがみやすく︑それに

言すぎると思う︒という様に︑いちが

起こらないと思うが︑ルピック氏は無

任は父親だ︒父親の態度が厳格ならば

接なんの行為も犯してないが︑家の責

はないのだろうか︒ルピック氏は︑・直

てたら︑止めるのが兄姉という役目で

にんじんは︑ルピック氏だけが頼り

●●●●

していったのである︒

いに誰という事もなく残酷物語が発展

はなかろうか︒末っ子が残酷行為をし

ら︑社会に出ても役立つし︑又いなが

この顔半分を銃で撃つ﹂現代人には予

●●●●

自分のためになることがわかった︒現

らにして世界の実情を理解し人々の心

また︑﹁舎監を学校からくびにする﹂

測できない野蛮な行動をとる︒そして
﹁気にくわない女中にへまをさせて追

を理解し︑自分の心も広める上にも役

い出す﹂という人間に対しても︑やら

立つことを痛切に感じているので︑今
いと心に誓った︒

後も一層の努力をして︑読書に励みた
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の綱だった︒寄宿舎でも︑期待してい

たのは父親で︑激励したのも父親であ
ったＯそして︑すべての事を話せる相

﹁坂本竜馬﹂狂風の巻

﹁わしのは付和雷同ではない︒わし

のだ︒したがってわしひとりであって

が︑この目で見︑この心でつかんだも

んじんだが︑母親も母親だ︒兄や姉に

道理が合わないらしい︒にんじんもに

反面︑母親ルピック夫人とはどうも

なかった︒内容にしても︑さして愉快

この作品も︑最初は事実︑おもしろく

ろくないと決め込んでいる︒そして︑

だことがない︒第一︑最初からおもし

実名小説というものは︑あまり読ん

﹁おんし﹂と呼ぶ︒それに彼は︑一見

まで呼び捨てにするし︑相手は誰でも

東京都文京区立文林中学校三年

よい︒それだけに世間中の人の考えが

は︑ていねい過ぎるほどのことばを用

なものではない︒だが︑読むにつれて

らぬ︒﹁不言実行﹂という武道の語が

非常に無知である︒幕閣の名前すら知

すべて行き詰まっても︑わしには決し

い︑食事も勝手にさせたりして︑兄や

主人公の生き方は︑狭い現代に生きる

芦葉学

姉には大事に育ててるにもかかわらず

僕には脅威であり︑興味を感ずるのに

を吹いておいて︑その何割かを実現さ

あるが︑彼は正反対であった︒大ボラ

手でもあった︒

にんじんに対してはガラリと趣が変わ

十分なものになってきた︒そこで︑僕

せようとした︒そして世の中を見透す

彼は︑封建的な制度は気に入らなか

ている︒僕が読む前に知っていたのは

坂本竜馬と言えば︑大抵の人は知っ

また︑彼は︑本は読まないが︑世の中

からこういうことができたのだろう︒

りで良いのだ︒彼には剣の腕があった

ったりして︑旅を続けた︒彼は彼ひと

った︒相手がどんなに偉くても︑大名

親のために自殺行為を夢見たが︑死に

剣豪であることと︑幕末の志士である

を読んでいる︒だから︑相手の言うこ

●●●●

て行き詰まりはない︒﹂

る︒差別待遇もひどい︒自分の都合の
●●●●
いいようにこき使う︒にんじんは奴隷

は︑主人公の生き方がはっきりしてい

ために︑無一文で︑ヒゲをかたなでそ

●●■●●

の様にしか思わざるをえない︒近所に

る狂風の巻を︑それも主人公の生き方

①●●

対しては︑いかにも優しく見せかける

だけについて感想を書こうと思う︒

きれなかったのだ︒にんじんの心中は

ことだけだった︒この本の主人公もや

●●●●

調子の良い女である︒にんじんは︑母

複雑だったに相違ない︒彼は︑まだ母

はり剣豪であるが︑幕末の志士ではな
ぎ回る人間ではなかった︒彼は言う︒

かった︒彼は︑尊王撰夷とわめいて騒

問をして︑あざやかに切り返す︒彼に

とは一歩後退して聞くが︑突然鋭い質

●●●●

福な家庭を作りあげたかったのではな

親の愛がほしかったのだ︒そして︑幸
かろうか︒
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は相当の自信があったに違いない︒
﹁空気のような人間﹂とは主人公のこ

のようでつかみどころがない︒彼は︑

うものを彼は持っている︒半面︑空気

言う︒誰にも影響されない生き方とい

府の封建制を批難し︑天皇は平民だと

がっちり根をはって

心に祈ってうえる音

はやくりつばに育つよう

心をこめてうえる音
とうぐわふってうえる音

心にふかくのこる音
松のなえ木をうえる音
ザックザック

まだ火の玉になっていないようだ○火

松の木はそだつ
大空にむかって

主人公は自分の道を貫いている︒幕

とだ︒

の玉になったその時は︑彼は肢も正し

わたしたち︑がそだつのを

両手をひろげぐんぐんと

草をにぎりかまを動かす

五年鈴木幸子

下がり

山はそだつ略集より︶

︵福島県霊山町立石田小学校

松の木はそだつ
はやくりつばになろうと
松の木はさけぶ
わたしもさけぶ

おいかけるように

い道をすばらしいスピードで進むだろ
は時として抹殺されることがある︒少

う︒しかし︑進み過ぎた思想︑生き方

群集心理というものがある︒時とし

し心配である︒

てヤジ馬となり︑時として乱闘騒ぎを
起こす︒僕は︑竜馬のような︑時勢のヤ

ジ馬になりたいと思っている︒そして

六年五十嵐節子

そのヤジ馬は孤立しているのである︒

松の木
ザッ ク ザ ッ ク

松のしんを切らないように

雑草になんか負けないで育て

かまをふるうたびにあせが流れる

といのりながらかる

つらいけれどがまんしてかる

しょっぱいあせだ

わたしのあせをさらっていく

下の方から谷風がふいて

風は冷たい水のようなものだ

いい気持ちだ

足がいたい

歩くたびにいたい

霊山が見える

けれどもがまんして歩く
そのうちいたいのもわすれた

ふもとに大きい松の木が見える

むらさきの岩がきれいだ

とつぶやいた

はやくあんなに大きくなれ

︵山はそだつⅣ集より︶

×××
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見守る

○

○

○

千葉県加藤巳之

土地改良記念碑除幕式にあたりて

同菅谷喜一

︑大のぼりたてて宵宮のにぎはしく氏子参りは暁に及ぶ

よ染や

︑懸税み垣にかけて豊年をことほぐ神路の山晴れわたる

かけちから

︑山水の澄みて流るる川面を小さき渦の生れては消ゆ

同松川清

＠畦士に塗りこめられてもがく峨姑を塗る鍬止めて暫し

︑夕闇のおほへる沼の暗くして影なき鷺の声渡りゆく

︑卯の花の灰かに白き黄昏を牛励まして田掻きつくる

たそがれ

入 江 相 政 選

○

埼玉県相沢正直

︑豊かなる垂穂を渡る風うけて記念の幕しじかにも落つ

○清き水流るる利根の渡し場の人は老ゆれど今も舟こぐ

○大利根の流れは今も変らねど昔と変る栗橋の町

○新しくかけ替へし利根の大橋を今は忙しく車ゆき交ふ

＠妻と来て播きし大根の芽生えたる畑にも今朝はこほろ
ぎの鳴く

○同鷲宮葛人

○わが妻は老ゆれど今も耕せり土に親しゑ土を愛して

○住み心地宜しく吾娘の水盤にいけし盛花部屋に飾れば

○働きて帰れば好などじょう汁作りて待てり妻は今宵も

○千葉県菅谷義太郎

○いつの間に出でて伸びけむ塁珠沙華植ゑし心に花は答
へて

茨城県吉川与十郎翁創建の松原社祭典献詠歌

○千葉県鵜野秀春

うから

○独力に社を建てし吉川翁その真心は永久に香らむ

○志士たちの御魂も今日は故郷に帰り来まして族にあはむ

○ここたくの松原神社の祭神は牛堀町を永久に守らむ

○川越市小名木狂辰

○窓辺掃けば地底より湧く土の香の寝ぼけしわれの鼻を
くすぐる

○入江相政

にび色の相模の海の沖つべは秋のはやてに荒れ狂ひつつ
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弘 道 歌 壇

１１１１

支会だより
八おみ婦人部例会報告Ｖ
遠藤でう部会長宅に︑九月二十五日開く︒

少い集りであったが︑部会長が体験した敬
老美談︒好縁組へと伸びたお話︒青少年育
成殊に幼年時よりの家庭の峡けの大事な点︒

胎教など話し合い︑細野と志幹事家庭内の
の例会であった︒尚読普クラブ組織の基礎

いたわりの雰囲気等冬なごやかな座談会
決議を了した︒

上︑講演会の当日は重ねて来秋すべき旨申

会の計画及報告を了承︒種を指示ありたる

出でらる︒懇談・ビールのコップを乾して

二︑記念講演会

五時散会︒

九月三十日︵士︶兼ねて準備中の日本弘道

会創立九十周年記念特別講演会を開催す︒

午後一時過ぎより会場の秋田服装専門学校

講堂に続々聴衆参集あり︒正二時講師︑本

会評議員︑国立教育研究所長文学博士平塚

益徳先生を迎え開講す︒先ず川村支会挺開

会の挨拶あり︒次で東京本部主事渡辺正男

先生より日本弘道会の主旨の説明と講師の

紹介があって︑平塚博士の講演に移る︒博

えられた︒支会長より先ず昨秋十一日六川

され︑会員も常連の外︑新入会員も二三見︐

開催した︒東京の本部から渡辺主事が出席

午後一時半から支会事務所のいわしや方で

暫く開かなかった例会を九月二十三日︵土︶

九十周年記念講演会準術などの関係で︑

一︑支会総会

会員中より︑その上更に県教委に依頼して

校機関等に呼びかけている旨報告すると︑

聴衆の招来には県教育委員会から市内各学

念特別講演会開催に決した事情を説明し︑

長平塚益徳博士の派遣を乞い︑九十周年記

受け︑本部より講師として国立教育研究所

午後二時より秋田服装専門学校講堂を借り

て来た経過を報告し︑来る九月三十日︵土︶

日本に如何に商級な女子教育が存在したか

高く評価されているか︑従ってその当時︑

た紫式部の﹁源氏物語﹂が如何に世界的に

辞を述べて散会となった︒

如く︑感激の中に四時終了︑支会長感謝の

士の講演は約一時側半に亘り︑聴衆酔うが

に行われた東京本部の九十周年記念式典に

直接電話にての督促を乞うべしとの意見あ

八秋田支会Ｖ

参別した結果︑当支会でも記念講演会を開

り︑支会長之を諒承︑渡辺主事は以上の支

ということが︑世界的驚異になっているこ

いうのであったが︑九百五十年前に番かれ

演題も﹃現代教育の諸問題に就いて﹄と

を記るそう︒

左に記憶をたどって博士の御講演の梗概

催したい希望で︑今年初夏から計画を進め

秋田支会総会

句○
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学校をそれ人︑大学としている︒

スコ・ザビエルの報告には金沢文庫と足利

様な国力の躍進を来たしたものと云うべき

なって︑世界の人々をして目を見張らせる

速な学校教育の普及を見︑それが原動力と

こそ︑明治の初めに学制がしかれて以来急

てはならない︒次に子供の事は出来るだけ

ではなく理性に導かれた厳しい愛情でなく

情が根底になければならない︒しかも盲愛

が愛児を膝にのせて乳を含ませるような愛

施されて居らねばならぬ︒家庭教育は母親

とから下って中世末に日本に来たフランシ

日本は明治維新以来︑学校教育の普及に

自分で処理させる自立の精神を養わせるこ

をすること︑他人に対するマナー︵作法︶

と︑自分の激情を自ら抑制することの訓練

ている︒然るにその後︑教育勅語の取扱い
の形式化︑神格化︑軍国主義の賊屋︵ばつ

であって︑唯単なる模倣ではない﹂と答え

こ︶などにより︑教育の本来の在り方が妨

で︑他人の立場をも考えさせるように仕向

を一と通り身につけさせること︑更に進ん

の就学率が九五％を超え︑世界第一流の教

げられ︑世界戦争に突入するに至ったが︑

努め︑明治三十七︑八年ころには義務教育

それよりも以上に白熊として世界に恐れら

育国となったことが世界の注目をひいたが

戦争の末期に米国ではいち早く日本占領後

の第一歩的準備である︒このようなしっか

けることが大切である︒それが社会生活へ

たことには世界中がびっくりした︒私は毎

の方針として︑日本に如何にして民主教育

れていた帝制口国の勢力を満洲から排除し
年の様に欧米諸国の大学に招かれて講議に

りした家庭教育を土台にして幼稚園から小
いた︒然し民主的訓練が十分に出来てなか

ことが大切である︒︵文責在川村支会長︶

中高校︑大学と学校教育を秋み重ねて行く

を進めるべきかが研究されて居ったのに驚
った日本では終戦後の教育界は民主化の名

の教育がどういうわけで短期間にこういう

の下に︑混乱が生じた︒例えば教組が一方

赴くが﹁維新後に西洋の制度をまねた日本

しい﹂と欧米やアフリカあたりの開発国家

実力を生むに至ったかその秘密を教えてほ

東京高田正治〃
千葉小林金治〃

〃古井道教〃
″中村藤三〃
〃富永重義〃

神奈川和田徳三郎〃・

埼玉柳田繁雄相馬敏夫

昭和四十年九月以降

新入会員芳名

的に教師は労働者であると主張するが如き

しての勤労である︒日本の江戸時代の寺子

群の学者にもよく聞かれるが︑私は﹁ロ

屋の教師は教えることが先第一で教え子の

て︑一つは奴隷的労働と他は人間の本質と

はない︒江戸時代の三百諸侯の各藩には藩

それである︒元来人間の働きには二つあっ

学があり︑その他各地に学者の私塾があっ

方から教育を受けた恩義に対して謝礼する

ーマは一日にして成らず﹂で︑決して日本

て︑高級の教育に当った外︑庶民の教育の

を学校教育の桑を重んじ︑経験による習得

ならわしであった︒更に現代の日本では性

は維新以前に教育の実績が無かったわけで

為めの寺子屋が各地にあって初等教育が想
た心学も庶民階級の道徳教育に大きな働き

学校教育の前提には家庭教育がしっかり

を耳学問などと云って軽視する傾向がある︒

像以上に普及していた外︑大阪中心に起っ
をして居った︒こういう基礎があったから
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特別会員堀田正久氏︵三回︶

字で芸︵げい︶と読んでこの文化的偉業

の盛況が思いやられますが︑今︑当用漢

昭和四十二年十月二十五日
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旧
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弘道売価一冊金四十円

氏は前会長堀田正恒氏の御長男︑会

昭和四十二年十一月一日

いわれる旧十一月に文化の側をおいたの

はないでしょうか︒また昔から芸生とも

恥Ｕ
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印刷人春山宇亨平

東京都千代田区神田神保町三ノ十

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

が芸︵うん︶と殆んど読まれぬことが気

てシミの害を防ぐことから書庫︑識斎を

余談ながら香草の芸を書物の中に入れ

ｌの稽孫に当ります︒今後本支会

芸閣︑芸台と言うばかりでなく︑さらに

尽力会祖とともに千葉県の十二仲人
の発展のためにも一層の御尽力を期

﹁草切る﹂転と同義であることに深い意

な幾場とすることつまり自然と人工の妙

義があります︒雑草を取除いて実り豊か

待するものであります︒

編集後記
のは紫式部と芸亭です︒余り世に知られ

も偶然か深意あってか奇縁であります︒

﹁文化﹂そのものズバリと言ってもよく

合を示すものとすればこれこそまさに

ないので一言︒世界の文化史上に永遠の

それに古い字書に芸草は死者をもよみが

菊番る文化の日に当って思い出される

紫式部が昨年ユネスコ本部から世界の偉

光を掲げている源氏物語五十四帖の作者

化の向上発展のためには死して後なお再

えらせる妙薬であるとありますから︑文
生の保障がついているものとすれば本当

人として表彰されていることです︒

今から九百五十年前にすでに日本の文

む折から一段と御自愛の上それ八忽︑の地

学がいかに華だしいものであったかを物

域職場に於いて御活雌の程祈り上げます

に願ったりかなったりです︒冷気身にし

今一つは読書の好期に際しての芸亭

語っている訳です︒

︵うんてい︶です︒さらに二百五十年を

湘集派
発行人

祖西村先生の仕えた藩主正睦公ｌ

いたわが国最初の公開図書飢ですＯ当時

さかのぼって奈良朝末期に石上宅伽が開

l

になります︒

I

外国掛閣老として安政条約の締結に

祝御当選佐倉市長

l
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日本歴史叢書／既刊十八冊／絶賛発売中

︵はたもと︶

つ綜合的に叙述された︒多．年にわたる著者誼蕎の結仙︒

新見吉治著
日本歴史叢書⑯／定価九五○円〒鋤
旗本の概念・官位・職制・知行・軍役・昔捕役・親族・
風尚・家計・札差株仲間など︑広汎な事象をとり上げな
がら︑わが国社会の特質を論じつつ︑これらを分析的か

震畜重信書⁝奉儒塗篭蜜胸参迩脈占喜嚢笥〒鋤

﹁条里制とは何か﹂﹁条里制の歴史的意義﹂の二分に分
ち︑条里制を単に地剖の復元に終らせることなく︑これ
を生産力の問題としてその社会関係を追究し︑古代史に
組入れることに努力された︒著背砿年の研究の柴大成︒

諭錆禽三鋳︲●毒羅箪灘雪勢Ｊ這綱恥通勤倒幕細

荘閲制下の物資の移動︑武士・挫民の交通︑幕府の交通
政策︑京文化及び東・西国文化の交流など︑考えられる
諸問題を追究し︑鎌倉時代の交通史を見事に体系づけら
れた︒従来皆無に近い当代交通研究の先駆をなす労作︒
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