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緊縮政策の秋

野口明

沖縄を見る目：⁝⁝・⁝⁝⁝新美忠之⁝②

巻頭言：．緊縮政策の秋：⁝・野口明⁝①

になく引緊めることになったらしい︒戦後︑敗戦の後と云う大切

商業の極意⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝森田康之助⁝㈲

あきない

な時期に︑経済恢復の意外な幸運に酔ったか︑放漫財政の弊は眼

道徳の復興︵五︶：⁝：⁝：木下広居⁝⑪

ｌ武士道とば

鉄道の錆び⁝⁝：⁝⁝⁝⁝田村寿⁝⑮

﹁ブーメラン﹂道徳について

員達も待遇や増員に必死となり︑国家の財政に対する考慮など無

室内鉢物の上手な手入れ⁝渡部弘⁝鯛

長寿つれづれの記：：⁝⁝：森幹郎：・鰯
ｌクラブの型と長寿についてｌ

⁝：⁝：：：⁝⁝⁝・後藤三郎⁝⑱

いかに見えた︒行政整理などと云う文句は禁句になって久しい︒

叙勲者芳名・編集後記⁝・⁝：⁝：⁝⁝⁝：：

⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・横田佐代治．：⑳

新しい家庭教育︵その三︶

弘道歌壇・⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝・入江相政選⁝⑱

家ばかりではなく︑議員達も簡単に歳費を増額するし︑一般公務

如きも終りは処女の如く︑結局放漫予算を作製してしまう︒政治

めには所信を断行した︒然るに此の頃の財政当局は初めは脱兎の

行され︑浜口とか井上とか云う蔵相は随分怨まれたが︑国家の為

を蔽うものがあった︒大正や昭和の初期には︑時に行政整理が断

新聞報ずるところによると︑政府も明年度予算編成方針は例年

次

今や真剣に国家財政を立直すべき秋である︒国費は結局人民の
青血である︒公費も私費と同じ位に大切に扱って貰いたい︒こう

︵副会長︶

云うところにも公人の道義心が鋭敏に働かねばならない︒
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目

沖縄をみる目

変化の蔭にあるもの

けて一家全滅︑本土の学校にいた妹さんだけが横浜？にい

実は︑出陣した教え子は病死︑家族は疎開船で敵攻撃をう

やかにビルが立ち並んでいた︒手づるを求めて確め得た事

ｌ沖縄随想Ｉ

十年一昔というが︑戦後二十年の沖縄︑特に那覇を中心

新美忠之
とする変化はまことに今昔の感が深い︒首里城跡にそびえ

られる筈︑というのであった︒われわれの知り得ないでい

道路が整備されて大型トラックが走る︒那覇港は外航艦

る間に︑沖縄住民の受けた被害が片々たる恩恵で癒される

船が横付けできる規模に改修され︑軍需物資の積み卸しに

る琉球大学の鉄筋建築から昔日の風物を想像することはで

そうとするのはひがめであろうか︒﹁亜米利加合衆国依り

いとまない︒那覇空港には国際線ジェット機が発着する︒

きない︒首里城の復元は殆ど不可能に近い︒被支配民族の

琉球の住民へ献呈さる﹂という誤字を含んだ標板が﹁琉球

奇跡の一マイルと土地の人がいう国際通りには宝石︑貴金

筈はない︒

政府行懲府ビル﹂のァ︲ヶ︲ドにば鑓込れている︒ｌ実

歴史を断絶させてアメリカ的を移植する政略的意図を見出

際はアメリカ域政府が使川中であ為Ｉ琉球大学構内の復

べている︒色とりどりのネオン広告が夜空に反映する︒ホ

属︑装身具︑洋酒︑食料品︑工芸品などの商店が軒をなら

テル︑料亭︑レストラン︑バーの娯楽施設か繁昌している︒

製護国寺菟鐘の傍にも同種の寄贈由来を記した標板があ
縄住民の求めるもの自体であるや否や︒戦争で消息の絶え

那覇の都市景観は本土の中都市よりも急激に西洋化し︑外

る︒だがこうした押しつけがましい単なる物的な恩恵が沖
た教え子のゆかりを尋ねたが︑記憶にある久茂地町には冷
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見的には繁栄と見える︒

滞在中観光客の一老婦人にホテルの食堂で感想を聞いた

土の知識層︑指導層に果してこれに応ずるだけの心構えと

とは知りませんでした︒これではとてもアメリカは返しま

いが︑沖縄の住民は英語を話す国民と誤解されるのを怒り

繁昌し英会話ができることに優越感をもつ徒輩すら少くな

としばしば聞かれたことがある︒戦後の日本では英語塾が

沖縄では英語でアメリカの教育が行われているのですか

識見が用意せられているや否や︒

せんね︒わたしだったら返しません︑と︒この婦人は沖縄

ことがある︒沖縄︵那覇︶がこんな立派な街になっている

は時計や宝石が安い︑持てるだけ買って帰ります︒という

の丸の国旗に深い愛着と感激をあらわす国民である︒祝日

ている事実すら忘れているかという悲しみからである︒日

に限られてはいるが︑国旗の掲揚をアメリカ当局に認めさ

をこめて受けとる︒日本の教科書で日本国民の教育を受け

民︒沖縄にこういう種類の観光客が殖えたが沖縄にどれほ

せた沖縄の日本人である︒日の丸の国旗にいわれのない反

金には不自由しない隠居さん︒女学校時代の忘れてしまっ

どの利益になるか︑ここでは問わないことにして︑この老

沖縄問題を深刻にうけとる知識としては未だしの感を深く

の事情も次第に詳しく紹介されるようになった︒しかし︑

kOノ

た英語が通用するか心配でした︑という旧女学校出身の庶

人のわたしだったら返しません︑資金を注ぎこんでこれま

せられる連中と︑いかに隔りがあることか︒

感を植えつける日教組やその同調団体︑進歩的文化人と称
高等弁務官

アメリカ的思考に通ずるからである︒こういう思考は時間
の経過︑投資量の増大とともに強度を増し︑沖縄問題︑祖

品近になって沖縄問題が大きくとりあげられるようにな

でにしたのだから︑という素朴な沖縄観が示唆的である︒

国復帰問題の解決を困難にする︒
えを聞いたし︑生徒の作文からも読みとることができた︒

った︒新聞社は競って世論調査結果を発表している︒沖縄

本土の人達はわれわれの置かれた現状を知らなさ過ぎる︑

とすら認識できない知識人がいることである︒沖縄の住民

する︒たとえば︑現在の沖縄統治機構が﹁軍政﹂であるこ

沖縄の学校では行く先々で先生たちから叱責にも似た訴

と︒この訴えは︑しかしながら︑沖縄にも高層ビル？がで

国復帰に寄せる期待の根底に何があるか︒これらは沖縄の

がどれほど人権をふみにじられる生活に耐えているか︑祖

きたという種類の外形的︑観光的知識をもってほしいとい
うのではない︒戦中戦後の沖縄住民の犠牲と現在の境遇を

統治機構の本質︑その現実が何であるかについての明確な

理解してほしい︑現状の打開︑変化する沖縄の将来のため

●

適切な示唆と援助を与えてほしい︑という訴えである︒本

／ の 、

が現実にどういう姿をとりうるか︑キャラウェイは卒直に

は執勘に白人に内在している︒アングロ・サクソン的支配

その例証を示したものといえる︒沖縄住民の悲劇はそもそ

認識がなくてはわかろう筈がないからである︒

沖縄には琉球政府がある︒立法院もあれば裁判所もあ

も何に由来するか︑日本の学者︑指導層は改めて国際法秩

り沖縄住民の要望は実現できない︒高等倉弁務官がどれほど

る︒しかし︑表面的には沖縄住民による政府ではあるが沖

カ国防省管下の軍人である高等弁務官がいる︒その高等弁

正当な要求をふみにじっても︑沖縄の統治機構の内部では

縄住民の自由な意思がこの機構を通じて実現される保障は

務官はアメリカの利益︑アメリカの軍行動を代表するアメ

打つ手がない︒高等弁務官も︑その人柄によって沖縄住民

ふとったとしても︑最終的には高等弁務官が同意しない限

リカの一出先機関に過ぎない︒その意見と判断はアメリカ

の福利を考える人もいる︒しかし︑それも出先機関として

序を見直すがよい︒琉球政府が沖縄同胞の切実な要望を汲

の軍事目的達成︑アメリカの利益増進を至上命令とするも

の権限を超えたことは決してしようとはしないし︑アメリ

無い︒アメリカの沖縄統治の手段としての間接統治機構の

ので︑沖縄住民の福祉を増進するなどは二の次ぎになる︒

頂上には︑琉球政府に命令するのは︵布令の形で︶アメリ

それが高等弁務官の職務権限であり︑点数をかせいで国防

沖縄の住民が自由の保障と具体的な住民の福祉の増進を

カ的権利義務観念はそういう扱いを許さないのである︒

沖縄で︑キャラウェイという高等弁務官は悪名が高かっ

省のめがねに叶えばよい︑これが彼等の本音である︒

かしそれは高等弁務官相手では解決できない︒現在の統治

機椎を合法化している条約を改める課題であるからであ

求めるとき︑現在の統治機構からの離脱が必要になる︒し

後に奇怪な取り調べを受けねばならなかった︑ということ

た︒その妻君の乗っている車の前を走った沖縄の運輸手が
も聞いた︒この妻君︑ひいてキャラウェイという男は︑沖

にせよ沖縄統治機構の国際法的基礎たる条約を締結した本

いた種は刈り取らねばならない︒止むを得ぬ事情であった

混同︑愛憎による偏頗な扱い︑専窓横柄︒東洋的な為政者

土の政府も国民も総力を結集して条約改正を達成して︑先

る︒条約の当事国である日本の政府の課題である︒自ら蒔

道徳から判断すると完全に落第点がつけられるが︑西洋生

縄で王国の主権者・王妃気取りであったわけである︒公私

れの近代国際法秩序︑条約は彼を責めることができないの

縄住民の悲願を素直に受け入れて最大の努力を払うか︑無

づ沖縄住民の奴隷的拘束の根元を断ち切る責任がある︒沖

為に日を延して沖縄独立論や沖縄アメリヵー州編入論に方

である︒国際法は高貴な理想を掲げてはいるが︑敗者は奴
隷と考える︑沖縄の住民は有色人種である︑こういう心理
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ている人達にそれら糸満出身者がいる︒資金を出している

数の糸満漁夫が産を築いた︒那覇の目抜通りに店舗を構え

人も多い︒しかも︑こういう出資者の多くは︑見すぽらし

向を変えさせるか︑日本の指導層・知識層の果たすべき課

い家に住んでいる︒税金から逃れるために︒残念？なこ

題と責任は大きい︒

那覇高校を訪れたとき︑校庭側溝の土砂に混って掌大の

兵相手のコザの町を懐しい故郷ですといい切る戦後世代︒

ありながら︑多くを語ろうとしない校長さんの世代と︑米

鉄火の嵐・砲弾の暴風を生き延びた沖縄戦の生き証人で

とに︑われわれ教師にはできない芸当ですね︑と︒

沖縄の結集

焼けただれた鉄片らしいものが眼にとまった︒手にとりあ
校長さんは︑掘ればまだいくらも出てくるでしょうと︑無

要領よく立ち廻って財産を築いた連中︑農地をアメリカ軍

げて砲弾の破片でしょうかと尋ねるともなく尋ねたところ

たのであろう︒

k、ノ

感動に答えただけであった︒苦い思い出に耐えられなかっ

士相手のサービスや軍労務で生活する階層︒沖縄住民の内

用地に貸して安楽に暮している一部の農民︑アメリカ軍兵

部には︑生活態度やその考え方に微妙な差異を生む素因が

その何日か後に糸満高校を訪れた︒勇敢な糸満漁師のこ

雛成せられている︒妥協を知らぬ保守革新両陣営が︑沖縄

と︑その特有な夫婦財康制Ｉ妻ば夫から獲れた魚を買い
受け︑これを行商して得た収入ば妻の所得となるｌのこ

る︒これをいかに保持し強化していくか︒沖縄指導層の適

となど戦前の書物で読んだことがある︒漁港の臭いがただ

切な施策を期待してやまない︒沖縄住民の物的生活に赤字

の一致した結集力が沖縄問題解決を促進する前提条件であ

は鶏糞の臭いに変りましたと︒今日では駐留軍用鶏卵供給

を抱えながらのアメリカ生活化という愚かしさはないであ

問迦を抽象的末梢的政争の具にする危険性もある︒全住民

の養鶏に変ったというのである︒駐留軍が撤退すれば直ち

よっているであろうと想像していたが︑全くかけ離れてい

に破綻するであろう︒そしてまた話しが続いた︒戦後︑荒

いう事実を見つめながら︑経済自立の方策が練られている

ろうか︒琉球銀行の株式五一％はアメリカが握っていると

た︒糸満出身の指導主事が笑いながら語った︒糸満の魚臭

れ果てた田畑を整理すると︑置き場に困るほどの砲弾の破

い︒︵四二・一一・三︶

であろうか︒沖縄の有識者の判断と実践を切望して止まな

片が出てくる︒兵器の残骸がころがっている︒初めのうち
は処置に困りながら一部を日用器具に利用する程度であっ

︵本会評議員︑文部省教科書調査官︶

I

たが︑そのうちにそれら真鋳屑や鉄屑を密貿易品として支
那に運び小麦粉や雑貨と交換して持ち帰る方法でかなりの

／ 戸 、

あきない

商法の極意
ｌ商業道徳心日本的性格Ｉ

森田康之助

今と違って火災保険というありがたい組織のない時代の︑

庶民の自衛の手段だ︑生活への知恵だと云ってしまっては

災に躍ると︑売掛けの代金はひとまずそのままとして︑こ

めてきたのであるが︑その頃の問屋は︑小売りのものが火

その対策には懸命の努力を重ね︑今でいう都市計画をすす

年︵一六五七︶の大火以来たびたびの火災に︑徳川幕府も

形をつかまされて︑親子心中でもせねばおさまらなくなっ

ころから︑取引にも温かさが喪われてギスギスし︑不渡手

ようになってからは︑こうした助け合いの必要も薄れたと

が世は文明開化となって︑火災保険というものが行われる

く生きていることを︑味あうべきではなかろうか︒ところ

差はあれ︑お互いの間に︑信頼と友情・義理の観念が美し

ミもブタもない︒人間同志が︑問屋と小売りという資力の

れを取りたてることをしないのみか︑すぐに倉をひらいて

た話を︑耳にするようになってきたのである︒

火事は江戸の花だという︒振袖火事ともよばれた明暦三

してやったものである︒これとは反対に︑問屋が火災にや

大正十二年の関東大震災といえば︑もうその怖ろしさ︑

一一

商品をその店に仕送りしてやって︑その店の再興に力をか
られたとなると︑小売りの店のものは未払金をできるかぎ
り工面して︑直ちに問屋に駈けつけその問屋の一日も速か
に復興することができるよう︑力を合わせたものである︒
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すさまじさを知っている者も少くなった︒このときは東京
だけで四十万戸の家屋を焼失し︑復興のために宮中から御
内裕金が壱千万円も御下賜になったという大災害ぶりを窺
うことができよう︒事実諸外国では︑日本の再起を危ぶむ
この大震災に催災した三人の富豪があった︒奇しくも三

の説すらもあったのである︒

人とも﹁太郎﹂をそのよび名にもつところから︑人々は︑
﹁震災の三太郎﹂といった︒原富太郎と大橋新太郎︑それ

に服部金太郎の三名である︒この三太郎の蒙った損害の大
せられた呼びかたであるが︑とりわけ同情されたのは服部

なにぶんにも未曾有の強震であり劫火のこととて︑とり仕

と云って詫びれば︑非常の際だ︑お客もゆるしてはくれよ

す暇もなくスッカリ焼いてしまったのである︒天災だから

を欠いてどうしよう︒そこで彼は店の再建復興に着手する

うｏダガそれでは金太郎の心がゆるさない︒お客への義理

前に︑店員たちを督励して︑店に宝石や貴金属を預けたお

までも︑似合いの品を弁償して歩いたのである︒こうした

客を避難さきに探し出し︑もとの品ソックリとはいかない

後に︑店や工場の再建のために︑金策にとび歩いたのであ

世間では︑服部の再建を危ぶむ程の大打撃をうけたので

った︒

けたいのが人情である︒店の者もそう云った﹁この大震災

ある︒一銭のお金でも余分にあれば︑それを復興資金に向

こういって店を思う支配人の声を抑えて︑お客に弁償して

です︑天災です︒お客に今すぐ一々お返しをしなくとも﹂

人としての道だと服部は思ったのである︒世間は感嘆した

歩いたのである︒世の人の思うこととは逆だが︑これが商

賞讃した︒こうした金太郎のやり方で︑思わざる急場を救

われた者も︑お客の中には少くはなかった︒似合いの宝石

を弁償されて感泣した者もあった︒このやり方で服部の信

金もととのった︒これが服部時計店の繁栄のもとであり︑

用は著しく高まった︒あの服部ならば︑というので復興資

﹁セイコウ﹂の時計に対する世間の深い信用は︑こういう

、 イ ノ

きさはケタがはづれて大きかったところから︑同情して寄
金太郎である︒銀座の露天商から身を起した服部金太郎は
文字通り立志伝中の人である︒ところがこの人の銀座尾張
町四丁目︵今の銀座四丁目︶の店も︑白金の自分の邸宅も
それに本所の工場も︑一晩で悉く焼失してしまったのであ
る︒とりわけ本所の工場は︑新式の機械を外国から取り寄
せたばかり︑やっと動き出そうというその矢さきに焼かれ
たのである︒さしもの服部時計店だが︑気の毒に再起はオ
この困難にフシかり︑ひとたびは荘然と自失した服部で

ポッカナかろう︑とまで云われたものである︒

はあるが︑このときハツと頭にうかんできたものは︑こう
いう店の常として︑ふだんお客から預っている︑時計や宝
石・貴金属類のことである︒お客の大切な財産ではあるが

／ 可 、

ところから生まれてきたのである︒

服部は世の賞讃に対して︑商人としてあたりまえのこと
をしただけだと答えた︒自分の名を売ろうとか︑店の信用
をかちとろうとか︑ましてこの美談を演出して再建資金の
調達を容易にしようとかいう︑アテコミの行為ではない︒

こういう非常のときに際して︑人間の真価がたくまずして
発揮されるものである︒この大震災に際会して服部は︑先
づ第一に店の再興資金に向けたいという己の私心をぱ︑お
客に譲ったのである︒自分の店を信用してくれるお客にま
づ報いなければならぬ︑という平素の心がけが︑このとき

にしなさい﹂と云ったというのである︒もっと儲かる方法

はないものか︑その方法を教えて貰いたい︑とこのように

いことであった︒そこで︑イブカル主人に向って︑小林氏

思っていた主人である︒この小林氏の言は全く思いがけな

はこう云ったという︒〃営業成績があるところまで達した

務であり︑この義務を守るのが商売のコツというものだ︒

ならば︑その上は利益をお客に還元する︑これが商売の義

に神楽坂の店で鰻井一シ五十銭のやりかたの方が︑利益は

あなたの店は本店も相当の利益をあげているが︑それ以上

いたづらにノレンだけに頼ってやっていると︑トンダこと

大きいというのは考えものだ︒大衆の心をよく捉まないで

になる︒たとえばチップだ︒どこの店でもお客が心を悩す

のはチップだ︒チップはどこの店でもとっているのだから

あなたの店で取ってはいけないということはないが︑そこ

がお客へのサービスだ︒チップはやめなさい︒チップをと

らないと︑女中の収入が減るというのであったなら︑その

チップの代だけを︑お客に出す料理の代金から引いて︑お

客には安い値段で料理を提供し︑そのチッ︒フ代に見あう額

スというものだ〃と︑このように教えさとしたというので

をお給料として女中に支払うのだ︒これがお客への一サービ

長石山賢吉氏が︑このやりとりを眼のあたり一部始終耳に

ある︒たまたまこの席に同席していたダイヤモンド社の社

し︑後年明かにされたものであるが︑われわれの深い関心
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に発動したのである︒お客に対する義理に生きるというこ
となのである︒義理に生きるとは︑己の私心を去ってこれ
をお客に譲る︑ということなのである︒

ら︑お客にサービスしなさい︒お客に利潤を還元するよう

葉﹂の主人の顔を見つめ︑﹁この上は儲ける必要はないか

に儲っている︑結構なことだ︑とまづこう云った後で﹁竹

人のさし出した決算害を一覧した氏は︑あなたの店は相当

がある︒泥懇の小林氏である︒店の鰻を賞美したあと︑主

高い阪急の小林一三氏を招いて︑商売の指導を仰いだこと

である︒この店の主人があるとき︑商売上手という評判の

東京で﹁竹葉﹂といえば︑数ある鰻の老舗のうちの一つ

三

をそそらずにはいない話である︒

これは極めて格安低廉︑幾万箱と売って始めて利益が計上

箇二十五銭から三十銭が相場であったというのであるから

されるという仕組みであった︒この﹁宝塚歌劇石けん﹂の

この小林氏が経営した阪急電車は︑都市から無人の郊外
を結ぶ役目をもっていた︒云わぱ電車に乗ってくれるお客

箱の中に︑小林氏は石けん販売の挨拶文を入れておいた○

ごくい

の半額だから︑買って帰れば電車賃はダダになります﹂売

この石けん一箱を皆さんに買って帰ってもらいたい︒市中

日く﹁宝塚に遊びに来ていただいてありがたい︒帰りには

を作りながら︑電車を運転しているようなものである︒沿
線が開発されて︑お客がふえてくれなければ︑阪急電車の
会社は発展しない︒そこでお客をふやすために宝塚温泉を
開発したのである︒山懐ろにあった小さな涌かし湯の︑旅
温泉を開発して︑大理石の人工の大温泉を作り︑温泉場を

したやり方である︑と云ってよい︒この商法の根底にはお

シであった︒論語にいう︒﹁恵して費えず﹂を実地に生か

つい

って喜び買って喜ぶ︒これが小林氏の商法の極意であり．

中心に大娯楽場を開設した︒宝塚の少女歌劇もこうした着

とを見てとらねばならぬ︒商法とは利潤の飽くところを知

客に対する﹁譲り﹂という考え方が一貫して生きているこ

、 レ ノ

館も僅か二︑三軒︑当時の人が相手にしそうにもないこの

眼から始められたものである︒ところが小林氏の着想は︑

いう所に特色がある︒収奪ではなくして譲りである︒この

小林氏の商法はこれとは逆に︑利潤の顧客に対する還元と

はここに在るとマックス・ウエー︒︑︿Ｉは云うのであるが︑

らざる収奪だ︑とする所の考え方がある︒溢本主義の精神

この娯楽場や歌劇でお客にお金を使わせるのが目的ではな
かった︒電車のお客を一人でも余計に作りたい︑というに
どこまでも目的が在ったのである︒そこで宝塚に来るお客
には︑できるだけお金を使わないようにして︑一度来る人
は二度︑二度来る人右は三度来て貰うようにしたい︒それ

の顧客に対する道であり︑お客から利潤をもらうことがで

云わぱ百八十度方向を転じた考え方は︑つまりこれが商人

きたという事実に由来するところの︑商法の義理とでもよ

にはお客からお金を収奪するのではなくして︑お客に譲る
はつとめてよそより安くした︒直営の店ばかりではなしに

ようにしなければならぬというので︑宝塚の売店で売る品

ぶべき考え方であった︒そしてこの商法の義理に純一に生
り方であった︒

き抜いたのが︑未曾有の変事に際会しての服部金太郎のや

個人の店でも︑大阪や神戸より安くお客に売るように頼ん
いうものを売り出すことにしたのであった︒その石けんと

で歩いたのであるが︑そのあげくに﹁宝塚歌劇石けん﹂と
いうのは︑三箇入り一箱四十五銭︑当時の化粧石けんは一

r q 1

このように︑武士の生き方に通ずるものを本来もっている

のである︒換言するならば︑これが日本的な人生観であり

戦国時代︑相州小田原は長州の山口と並ぶ︑わが国の股

に世界に通ずる普遍的な道でもあるということを︑吾人は

商法観であって︑この還元という日本的な生き方は︑同時

東伏見生

子供らしい︒この賀状は明治三十二年末から初まった○十二月

る︒代議士商売なんかも大変ですＯ芋判でもつくるテもあるが

しないであとで足りないと知りませんよ︒こんな会話がよくあ

ことしはチト不承気になったから三千枚でいいかね︒ケチノく︑

どこの会社でも︑お宅でも年賀状に血眼です︒どうするかなあ

来年のことをいうと鬼が笑うという︒だけど十一月中頃から

年賀状と金詰り

︵特別会員︑国立国会図書館︑国会分館閲覧課長︑文博︶

自信を以て主張したいと思うのである︒

賑地であった︒花の京都はすでに応仁の戦乱で灰焼に帰し
雲雀のとび立つ荒野となっていたのである︒この小田原を
根拠に関東に雄飛したのが北条氏︑この北条の基を開いた
早雲の子が氏綱︑この氏綱に五ケ条の遺訓がある︒その第
一は︑

大将によらず諸侍まで︑義を専に守るべし︒義に連ひて
てはたとひ一国二国を切り取りたるといふとも︑後代の
恥辱いかが︒おのれ天運つきはて︑滅亡をいたすとも︑

Ｉ義理連へまじきと心得なぱ︑末世にうしろ指ささるる恥
辱はありまじく候︒

賀のおしるしＥ扇を使った︒末広がりの縁起をかついだ︒けれ

廿日より舟日まで特別扱いをすることになった︒明治以前は年

である︒そしてこの末尾に﹁無道の働きにて利を得たる者

と︑義理に専心純一であらねばならぬと子孫に遺訓したの
天罰つひにのがれがたし﹂と結ぶのである︒

ぎで引締政策も長し︑差押状と一緒じゃね︒

にもなる︒気の毒なのは局員と寺︿イトの青年︑それとポンド騒

とだの︑番号をまちがえて損したりするより︑よっぽど人助け

が分らなくなっているＯコリヤ︑とにかく︑ピンノくＩしてるこ

か年賀や暑中見舞のデザインというか絵画が下手くそで︑名字

ｌ年賀郵便は発売日にもう売れてしまう︒その上どうしたこと

︿シキリしないので困ることです︒一年中の義理が七銭以下１

ど今年ほ特に町名や番地が変ったり︑その後︑どうも生き死が

義理に生きるということは︑武士に対して求められる生
き方であり︑商法に従う者は関知せずともよいことである
ようにこれまでは思われていた︒そして資本主義は飽くな
き利潤の追求を目的とすると考えられてきた︒然るに服部
金太郎といい或は小林一三といい︑︑その商法は義理に純一
あきないごくい

に生きることを︑そして義理に生きるとは収奪にあらずし
て還元である︑ということを吾人は知った︒商法の極意は

I
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四
一

道徳の復興五

木下広居

﹁武士道﹂に﹁緒言﹂を書いた米国人グリッフィスは︑

．八六○年に︑私は始めて日本人を見た︒江戸から来

た使節だった︒私は力強い印象を受けたか︑彼らの守った

は防腐剤をほどこされたミイラとしてでなく︑生きた魂と

理想と作法の捷嘉きち嘘武士道であった．ｌ武士道

であった︒日本は自国の歴史及び文明における最善のもの

して存在したのである︒それは現実に人類の活力たる精神

を失うことなくして︑世界の提供する最善のものを採り入

教

訓及び実践を︑生活と活動心労働と仕事︑手と技術と．ヘンと

れこれを同化したｌ著者以上に日本固有の武士道

耕作と霊魂の教養に対し︑調和的に結合したものはない﹂

と書いた０︲

一国民の中に生まれた道徳︑その価値を知ろうと思うな

さえ知らない︑ということができる︒言語・道徳・宗教・

１１︲

礼儀・作法︑すべて異国のものと比較してみてこそ︑自分

の生命ではないか︒一つの国しか知らない者は︑その一つ

らば︑外国の道徳と比較しなければならぬ︒比較こそ学問

日本道徳の復興を考える時︑武士道を除外することはで

一武士道とは
きない︒新渡戸稲造は明治三十二年︵一八九九︶に﹁武士

のものが分かる︒値打が判定できる︑というものだ︒

関連してアラビア人の風俗が︑しばしば新聞雑誌に出た︒

最近︑イスラエルとアラブの間に戦争があった︒それに

照らしている︒

たる制度が死んだあとでも生き残って︑今なお道徳の道を

たしかに武士道は封建制度の子である︒しかし︑その母

道﹂を書き︑内村鑑三は武士道に基礎を置いたキリスト教
新渡戸によると︑自分に正邪善悪の観念を教えたものは

を唱えた︒

らば︑日本の道徳は封印された巻物にすぎない︑というの

武士道である︑という︒封建制度と武士道を理解しないな
である︒

イー︷

ーＬ

︑１ノ

／Ｉ︑

今日でも芝居小屋や映画館でも︑お客が少くて困る時は

の者が武士道を讃美した︒

がう︒砂漠地帯で︑オアシスや川の沿岸にしか︑住む処も

それを見ると︑アラビア人は日本人と非常に道徳観念がち
食糧を生産する処もない︒乏しい環境だ︒その上︑長い間
食が多く︑しかも感謝する気持もない︒当然の権利のよう

野屋利兵衛は﹁武士道﹂の感化を受けて︑武士のように行

町人であり農民である︒自分たちのお手本にしている︒天

やったことを讃美するのは︑決して武士同志だけではなく

忠臣蔵をやる︒すると︑たちまち満員になる︒四十七士の

に他人の食物を取ってたべる︒泥棒も︑人が見てなければ

ヨーロッ・︿諸国の植民地だった関係からか︑物もらい︑乞

恥としない︒持主が現われれば︑返せばいい︑と考える︒

いか︒

騎士︵ナイト︶の道徳は騎士道︵シヴァリー︶である︒

動するから﹁男﹂である︒これは西洋の場合も同様ではな

だ︑とある︒これは︑アラビア人に限らない︒日本人ほど

その根本はフェアプレーである︒公明正大であること︑卑

ゥソを平気でいう︒誠意と責任感がない︒無気力で怠け者
忠実で勤勉な国民はない︒比較的の話だが︑ウソをいった

生活という小説を読むと︑トムの騎士道は﹁小さい子をい

劣や臆病を軽蔑することであった︒トム・ブラウンの学校

何をするにも正々昔寿とやる︒卑劣なことをしない︒恥

り︑＄コマ化したりするのを軽蔑する国民は少いようだ︒

赤穂義士の芝居を日本人が好むのは︑吉良がワイロを取

を知る国民である︒はずかしいきたないことをするくらい

って浅野に卑怯なことをした︑ということからはじまる︒

したい﹂ということであった︒

思う︒これが武士道の感化でなくて何であるか︒近来︑こ

ぢめず︑大きな子に負けなかった者︑という名を後世に残

れが大分くずれて来た︒武士道が忘れられて来たことが心

吉良がそういうことをしたかどうか︑史実は少しちがうそ

なら︑負けた方がいいぐらいではなく死んだ方がいい︑と

配になる︒しかし︑それでも︑外国人と較べると︑かなり

うだが不正と汚職を嫌う国民性が現われている︒武士道を

が葉隠武士であった︒死のうか死ぬまいか︑と迷うことが

毎日毎日︑今日こそは一生の終りと覚悟して登城するの

二武士父子の死

て恥をかく前に死を選ぶのである︒

実践できない者でも︑武士道に憧れているのだ︒不正をし

ちがっているのではあるまいか︒

封建制度では︑いわゆる士農工商で︑武士階級が最上位
ったこというまでもない︒しかし︑武士階級の間に行なわ

で支配階級だった︒この階級的差別には甚だしい弊害のあ
れていた道徳が農工商という他の階級に感化を及ぼした︒
それは伝染病の︑︿イ菌が広がれるような勢いというか︑皆
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死ぬことと見付けたり﹂である︒自分の正しいと信じた信

ないＯ必らず︑さっそく死ぬ方にきめるのだ︒﹁武士道は

人々は︑武士父子が正しく清潔な人々であることを理解し

には赤くにた小エビと米が出て来ただけだった︒はじめて

々の前で︑我が子の胃袋を切り裂いて内部を見せた︒そこ

の近所で赤飯をたいて︑茶ワソに盛って置いたら︑いつの

た︒赤貧洗うが如き貧乏だった︒ある時︑その浪人者の家

罪として断頭台で処刑された︒チャールズ一世は﹁国王と

る議会と争い︑ついに敗れて捕えられ︑国民に対する反逆

れた︒一六四九年︑国王チャールズ一世は︑国民を代表す

た︒それは紳士道︵ジェントルマンシップ︶として拡張さ

ヨーロッ︒︿の騎士道も︑騎士だけの道徳に止まらなかっ

活であった︒だから武士は畏敬された

武士道を証明した我が子の後を追った︒これが武士道的生

た︒すると︑返す刀で父なる武士は切腹して︑死をもって

念を通すためには︑浪人ぐらい︑いつも覚悟していなくて
はならぬ︒

佐賀は続一脆な河が多い︒それを飲み水にもしていた︒そ
こには小さなエビもいた︒どういう事情かわからないが︑

間にか無くなっていた︒近所の人為が騒ぎ出した︒一つ思

浪人者が男の子の八つぐらいのと父子の二人暮しをしてい

いあたることがあったからだ︒その浪人の子が︑

して生きることができないでも︑紳士として死にたい﹂と

文芸評論の江藤淳氏が︑アメリカのプリンストン大学で

一ングのこと

日本文学を教えていたことがある︒試験期が近づいたら︑

三カン

を及ぼすようなことをしない︒恥を知る︑ということだ○

いる︒ウソをつかない︒不正なことをしない︒世間に迷惑

を︑自分と同じような︑紳士になることを期待し訓練して

いった︒イギリスでは︑あらゆる階級の者が︑自分の子供

﹁今日は赤いご飯をたべた﹂

といっていたことを耳にはさんだからだ︒あの貧乏な浪
人の家で赤飯なんかたいて食べられるわけがない︒きっと
あの男が盗んで食べたにちがいない︑ときめてしまった︒

浪人は︑いくら貧乏しても泥棒呼ばわりなど︑とんでもな
の子供が︑どんな空腹であっても︑そんな卑怯なことをす

い恥をかかされて︑だまっているわけには行かない︒自分
るとは断じて信じなかった︒しかし︑疑い深い︑もう泥棒

の監督をお断りすることになっています︒それで問題を出

しただけで︑お引きとり下さい︑という申し出があった︒

学生の代表が来て︑自分たちの大学では︑試験の時に先生

江藤氏は驚いたが︑カンーラグをしたら︑すぐ発見できる

したと信じ切っている人々に︑そうでないことを証明しな
なかった︒ただ︑死をもって証明するほかなかった︒彼は

ければならなかった︒そのためには︑何の人的物的証拠も
恥を忍んで生きるよりも︑直ちに死を選んだ︒おお勢の人

（13）

う﹁名誉学級﹂が米国では増えるという羨ましい話だ︒

誉制度︵オナー・システム︶﹂というのだそうだ︒そうい

ンニングをした形跡がなかったそうだ︒こういうのを﹁名

を集めて持って来た︒それを調べてみると︑どう見てもカ

ょうな問題を出し︑教授室にいた︒そのうちに学生が答案

学で監督なしの試験をやっていたら︑高校でも生徒がそれ

ている︒これをきいて江戸川区西小岩の愛国学園では︑中

る︒四国・松山市の東雲学園では︑監督なしの試験をやっ

日本でも一︲正直﹂ウソをつかぬ教育をしている学校があ

もいない︒カンニングしたら零点にする︑と約束してある

るため教室にいるだけ︒あとは終る五分前まで監督者は誰

を希望するようになり︑五分だけ出題の先生が質問を受け

が︑これまで不正者は一人も出ていない︒

しかし︑先生の監督なしの試験というような︑学生の名
誉を重んずる風は︑イギリスがやはり先輩だったらしい︒

また︑学園内に十カ所の無人売店がある︒商品と定価表

ポールドゥィンといえば一九二三年に首相になった保守党
の政治家だが︑こんなことを書いているＯ
﹁アメリカの学生で︑オックスフォードに一年間留学して

たことは一度もない﹂そうだ︒卒業後︑社会へ出てからも

﹁余計なお金がはいっていたことはあっても︑足りなかっ

であったかときかれて︑それは︑ケンブリジとの試合をし

ゥソのない人生を続けるように︑同学園では︑いつまでも

と金銭箱があるだけ︒正直屋と呼ばれるこれらの売店では

ている時︑三千人の学生が︑一人のこらず︑きたないこと

この﹁無監督試験﹂と﹁正直屋﹂の両制度を続けていく︑

いた人が︑オックスフォードで最も感銘を受けたことは何

を︑ちょっとでもやるくらいなら︑負けてもらいたい︑と

正しいこと﹁義﹂は武士の徒のうちで最も厳格な教訓で

という︒︵昭和四十二年九月八日︑金曜日︑朝日新聞参照︶

ところが日本の学校ではどうか︒﹁カンニングの研究﹂

ある︒卑劣な行動︑曲った振舞ほど嫌わしいものはない︒

一心に念じて見ていることだ︑と答えたそうだ﹂

ニングの技術は︑こんなに進歩していながら︑それの対応

という本をある大学の学生部長が書いた︒それには︑カン

いて︑カンーラグは試験地獄の現代では︑当然の現象のよ

ず承︶は﹁節義は人の休の骨あるが如し︒骨無ければ首も

つべき場合に討つことなり﹂といった︒真木和泉︵まきい

て決心し︑猶予しない心である︒死すべき場合に死し︑討

林子平は﹁義は勇の相手で裁断の心である︒道理にまかせ

うにいっている︒あきれたものだ︒カンニングは恥だとも

も士たる資格あり﹂といった︒︵理事︑専大教授︶

正しく上に在ることを得ず︒Ｉ節義あれば︑不骨不調で

策として︑監督する先生側も研究する必要があるなどと言

恐れ入ったことだ︒

悪いこととも書いてない︒それがキリスト教の大学だから
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鉄路の錆び

田村寿

た︒これを岡蒸汽というう名で︑一般によ

機関車が︑今でいうと︾ノロノロと突走っ

しく︑形はたびたび改造し︑原型をそこね

ばれたものである︒これはその名にふさわ

入︵一八七一年︶されたころは︑とてもピ

てしまったのは︑残念だが︑明治四年に輸

ろいかっこうのラッ・︿形をした本家の惣領

カピカ光ってたし︑煙突もちょっとおもし

の甚六で︑弁慶と号した︒現在は東京神田

須田町の交通博物館にドッカリと納まって

八丁堀の吟味方佐久間弥太吉を権大属に任

に︑岡蒸汽反対の勢いだったので︑旧幕の

いわく﹁来年一月一日より発行せらるる

用し︑かれが両刀さして目付になり︑鬼佐

る︒実は当時は人気が荒くて人夫を使うの

すというけれど︑残す名前もいろいろで︑

新橋横浜間の汽車上中等定期乗車券の割

久間の異名高く︑荒くれ人夫を監督した時

る︒題して﹁定期券﹂

タクワン和尚のように死して波物となるも

合は左の通りなり﹂という︒

虎は死して皮を残し︑人は死して名を残

のもあり︑サッマノカミタタノリのように

一カ年限り上等金二百円

らなかなか骨が折れたにちがいなかった︒

代である︒そして顎で人夫を使うことだか

・かんぱ

中等金百四十円

あまり香しくないのこしかたもある︒

別にサッマノカミタダノリがキセルをや

新橋横浜間の鉄道建設がすんで︑開業式に

六カ月限り上等金百二十円

中等金八十円

ったという故事来歴は小生寡聞にして知ら

ションに行幸あらせられ︑かたじけなくも

召して︑ヒタタレ︵直衣︶姿で新橋ステー

は︑明治天皇がお若くて四頭立の御馬車に

中等金五十円

勅語を賜わったのである︒この時の錦絵が

三カ月限り上等金七十五円

明かである︒子供の名前をつけるときには

一カ月限り上等︲金三十円

あるが参列の人為は新旧まちまちの服装で

ひとによくこの手を使うひとがいることは

ないが︑今の世に学生をはじめ︑各階級の

とにかく︑むずかしくない︑ワカリやすく

中等金二十円

いまよく映画に出る英雄︑豪傑︑美人美女

武家の礼装あり︑新規輸入のフロックあり

当時の物価表を見ればわかるように︑バ

ものに︑慎重につけにやいかん︒

そもそも汽笛一声東京横浜間を︑第一号

カ高いものにしたものである︒

制限内の文字で︑そういう因縁のつかない
ところで見ていただく古新聞は︑明治十
八年十二月二十九の自由灯にあるものであ
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愚連隊の連中までいた︒われわれのオヤジ
の手都合をなすべし﹂

テーションに来り︑切符買入れ︑その他

定期の切符を買ったんですの︒ヤンなっ

岡蒸汽にこっちまいまして︑質八おいて

︑︑︑

すがにぐちをいったんであろう︒

なんて︑貞淑なりし明治の一︑ダムが︑さ

ちゃう﹂

﹁うちの主人たら︑このごろなんですか

級は︑お伯父さんとこの汽車にのって行っ

ハハァー発車十五分に来て︑用意して待

それだけじゃない︑あとがあるから妙で

やるようなケンマク︒

つとれというんだからまるでダダで乗せて

た︑と物語明治史を聞いたことをおぼえて
いるＯ

このベンヶィはあとからあとから新鋭が
出るので︑明治四十四年国鉄をお払い箱に

時間を違わざるようには受け難けれども

﹁但し︑発車並に着車が必ずこの表示の

と神戸間の鉄道開通式があげられた︒その

開通の話だが︑明治十年二月五日に京都

まった︒そこで国鉄で機関車がほしくなり

なった︒この車は明治九年︵一八七六年︶

とき明治天皇がはじめて御料車におのりに

ある︒

私鉄側もオーケーでお入り用なら差しあげ

べし﹂

なるべく時をたがわざるように取り行う

なって︑私鉄の島原鉄道に身売りされてし

ますから︑何か新しいものを一台交換しま

まったくそうである︒また見ようによる

もとに造ったといわれる木製の二軸客車で

マッヵーセー・スミスという人物が監督の

神戸工場で雇イギリス人技師ウオルター・

しょうという話︑私鉄側では手ぱなすにあ

と何とまあ良心的じゃなかろうか︒日本の

klbノ

たり︑﹁惜別感無量﹂と書いて︑はなむけ
したものが︑銘板になっている︒

新製の御料車を連結した晴れの御召列車

ったが︑またその当時はそうはいかん︒お

は京都を発し︑皇族・内閣顧問・文武官代

ある︒

られ︑海や川の蒸汽船に対するもので︑旧

はなかろうと︑威張るのはこのごろ鉄道員

くれても︑急行料金さへ払いもどせば文句

列車時刻は遅速がないのが世界一で有名だ

加賀藩で︑洋行がえりの先覚者佐野鼎とい

この岡蒸汽というのも旧幕時代から用い

うひとが︑能登の七尾港で︑やや本式の岡

といういわゆる第一公式であった︒陸軍で

表が陪乗して大臣参議以下が附随車にのる

阪駅に到着して一たん下車し︑大阪の視察

礼砲をうちとどろかせるうちに︑新築の大
というものは高いこと大変なものだった︒

をすましてのち︑ふたたび御乗車になり神

それ庭しても前にあげたその頃の定期券

サマの気風だけれどね︒

くらいである︒

蒸汽を輸入して走らせたという記事がある
さらに当時の気風を見ると振っていた︒
その時の︑開業の掲示である︒

がひかえておって祝詞をうけられた︒昼食

戸駅に向かわれた︒そこには英国大使たち
ほどのものだったにちがいない︒今日いう

を召されてからまたこの御料車で京都に帰

は階級が上で庶民のよくするところでない

より︑日々横浜並に品川ステーションよ

ならばキャデラックを十台もっているより

えられたのであるが︑駅前の便殿では大臣

当時︑汽車の定期を所持しているなんての

り列車出発す︒乗車せんとする者は遅く

も︑イカしたものだった︒

﹁来たる五月七日より左の表示の時刻に

とも︑この表示の時刻より十五分前にス

／ T ハ 、

実におちつい灰色の絹張りで︑おごそか

依然として人の心は荒れている︒ベンヶィ

だ︒技術は進み︑マスプロの世となったが

隆にふれる思いで︑明治は遠く美しいもの

こうした御料車などをみると︑明治の興

に重々しい︒そこで御手洗というものは玉

義経は映画となって親しい名で︑人は死し

脚と丸形と小判形のテーブルがある︒

﹁西京神戸問ノ鉄道工竣ルヲ告ク︑朕親

ている︒照明は石油ランプをつかい︑当時

座の近くにあるのだが︑次室にとなりあっ

以下ことごとく列立しているところで︑鉄

臨シテ開業ノ典ヲ行う︑汝百官捨据経営

て名を残すとは本当である︒

な

此工事ヲ完成シ衆庶ト与二鹿祝スルコト

としては最新式のものであった︒ながめて

道への勅語を賜わった︒

ヲ得ル︑朕深ク之ヲ嘉尚ス﹂

いると日本美術のセイカのようで眺めあか

と国税庁が困る︒川﹂

わしは一日一升じゃから一合も節酒するか﹂てな連中︑﹁男らしくキッパリやめる

ぞやセヅシュ切歯してござるでしょう︒﹁あの大臣是非入会して﹂︒﹁ア︑よろしい︒

ばかり︑日一日と︑酔っ払い天国化したのだから︑地下の大臣︑大博士先生も︑さ

第一︑結婚式の三を九度に︑酒がなかったらどうするんだ神酒あがらぬ神はないと

影も形もなくなって了った︒それもそうでしょう︒酒がなくては夜も日もあけぬ国

って節酒にのり出されちゃ︑こちとらの商売上ったりだ﹂と泡を食ったが︑その後

そこであわてたのが酒屋さん︒﹁こいつは天下の一大聯︑あんなお体ら方が︑揃

り︑ひいては青少年の健全育成にも役立った︒

三島毅の諸先生で当時としては大臣︑大博士級の大物ぞろい︒これが日々盛大にな

かたし

が︑明治十七年に初めた日本節酒会は賛成者が西周︑加喋弘之︑中村正直︑川田剛︑

うじやないかくらいでは︑つまりは三日坊主でしょう︒我等の会祖西村茂樹先生方

あ玄ねつよし

ゃいるがやめられない︒何しろ天照大神の古から︑おなじみですから︑節酒をしょ

酒は百薬の長︑されど度をすぎると気狂い水となる︒タ零ハコも同じだが︑分っち

ず︑立ち去りにくい感じである︒

節酒阪上長世

︵特別会員︑国連都理那︶

これに対して太政大臣三条実美は百官を
この開業式は︑明治五年︑鉄道開通式に

代表して奉答申しあげたという︒

もくらべる鉄道史の上から意味の深い出来
ごとだった︒この日この車を製った一雁い英

人ページと監督したスミス外一人に賞を賜
うとあって非常な名誉とされた︒

なるほど御料車の第一号で豪華けんらん
でつくったものたが明治天皇の御気に召し

たるものビクトリア王朝式のもので︑神戸
賞を賜わったことでも十分わかろう︒外側
はうるしぬりで︑中央部に菊の紋章が描か
れ︑その両側には金粉で竜の模様が如何に
ついものだったが︑惜しいかな︑戦時中に

もアジア的である︒軒回りは唐草の彫刻が
交通博物館が閉館中に湿気のため痛んでし
まった︒内部天井は浮模様の入った絹の錦
しゅす

織︑壁も儒子で張ってある︒両側の次室の
中央が玉座室で︑玉座のソファと丸イス四
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ブーメラン道徳について

後藤三
日

私は今度中央公
論社で出している
﹁自然﹂という科

﹁ブーメランはな

ン学雑誌の八月号に
うぜ一戻る？ロゲル

一新聞広告を見て︑

メギストＣ﹂という

でみた︒その構造

ブ早速注文して読ん

どうして物理学に関係のない私がこの題目に心を引かれ︑買って

読んで見たのか︑それはブーメランの道徳哲学が長い前から私の心

私は大正五年︑考えて見れば今からもう五十二年前東京高師二年

の中に強く根を張っているからである︒

の時のことであるが︑道徳・修養ということが本来好きであり︑そ

れだから倫理教育科を専攻しようとしていた私は︑どこかでｌ

いう小型の本を見つけた︒この本は大日本文明協会の連続出版の一

多分神田の古本屋あたりであったろうと思うが︑﹁少年と道徳﹂と

つで︑中島半次郎氏の親切な解説がある︒その解説や例言で見ると

原著はドイツ︑ミュンヘン大学の哲学及び教育学の教授であるフリ

ードリヒ・ウィルヘルム・フェルスターで︑書名は旨鳴且伊の言⑦

その時私はその内容についてどれほど吟味したかは記憶にない︒

であるという︒

中島さんの解説は見たか︑内部をバラバラでも見たか︑書名と文明

私は寄宿舎に帰って読んでみた︒この時は中島さんの解説を見て

協会の名を信用して買ったか︑たしかな一記憶はない︒

気に入ったところに点を打った︒それは今も残っている︒著者フェ

ルスターの人物もわかった︒学者であるだけでなく倫理運動家であ

本文を丹念に読んで行った︒ところが面白くない︒何度やめよう

るということもわかって気に入った︒

う一﹂とを読んだことを励ましにして辛抱して読んで行った︒すると

べきものである︒著者の本心がど一Ｅあるかわからないから︑とい

と思ったか知れない︒しかし何時かどこかで︑書物は最後まで読む

途中から面白くてたまらなくなって﹁ああやめなくてよかったな﹂

や投げ方や︑戻っ

て来る力学的理由

としみじみ思うようになった︒私は原書か見たくなったが︑学校の

が書いてあって面
白い︒
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郎

う題で学校の校友会誌に載せた︒その思想は今も私の心の底に残っ

がら自分で訳して見た︒そしてそれを取り入れて﹁主観主義﹂とい

のよいところを原書から写し取り︑寄宿舎に帰って訳本と対照しな

図書室にはなかったので︑上野の図書館へ行って借りて見て︑訳本

また諸君Ⅲ身いつかこれを人から賊られて︑それを投げるや否や

投げ手の手に大きな輪をえがいて再び帰り来るものである︒或は

ブーメランという特殊の飛道具について聞き及んでいる︒それは

われわれの多くはすでに︑彼のオーストラリアの土人の用いる

れない︒

諸君はすでに人は人のすべての行為を︑あたかもこのオースト

突然諸君の頭上に舞い戻って来て︑急いで逃げた事があるかも知

で私はブーメラングだと思っていたのであるが︑今度のにはブーメ

いたであろうか︒われわれの行為はよきにせよ悪しきにせよ︑青

ラリアの飛道具に比べることができるということによく気づいて

つである︒但しその本にはなぜかブーメラングとなっている︒それ
ランとある︒私が今この題で道徳の事を書いて見ようと思い︑﹁秘

ていて︑時折講義の中にそれが出て来る︒ブーメランもその中の一

蔵書﹂の中から古い﹁少年と道徳﹂を引き出して来て︑その場所を

りになってしまうものではなくて︑それは常に倍旧の重圧を以て

空遠く飛び去ったり︑あちこちに衝突したりして︑永久にそれな

われわれの頭上めがけて帰り来るものである︒ｌたとえそれは

見ると︑新聞の切り抜きがあって︑﹁ブーメランの話﹂という題で

われわれにはそう意識されなくともＩ︒

出ている︒昭和三十三年六月二十七日のもので︑東京大学教授︑航
らない︒朝Ⅱ新聞ではないかと思う︒こうして切り抜いて挟んで置

究研究所︑流体力学︑谷一郎博士の解説としてある︒新聞名はわか

傷害を与えずに済んだ時でも︑それはわれわれ自身には︑あたか

そうしてわれわれのした悪事が︑ねらった他人には偶然何等の

これはこの時後に見る時のことを思って切り取って置いただけで読

を与えて行く︒

も彼の太陽が毎晩その軌道を廻って沈み行くように︑正確に傷害

きながら一記憶にない︒記憶というものもあてにならないと思うが︑

ったと思う︒今度の解説と一緒に読むこととしよう︒ところでこの

実際それは彼には聞こえてはいなかった︒しかしその悪口屋の

いって弁解した︒だってあの子には聞こえやしないよと︒

いるのを聞いたことがある︒その子供は母親に各められて︑こう

私はかつて一人の子供が大声で窓から他の子供の悪口をいって

んで見なかったためであるかも知れない︒とも角取って置いてよか
解説にもブーメランとなっているからいよいよブーメランにちがい
ない︒私もブーメランに改めることとする︒
ロ

フェルスターはその書物の中で︑ブーメランについて書いている

ーメランであることを知らなかった︒もし彼がその悪口をいった

子供は︑その悪口が自分の頭にキチンとまつすぐに飛んで来るブ

時︑自分の顔を鏡に写すことができたら︑彼はたしかにその飛道

ことは︑次のようなことである︒以下は私のその時の拙訳である︒
する次第である︒

私個人の昔を偲ぶよすがと︑まずいところをおみのがしをおれがい

具が彼を害したことを直ちに知ったであろう︒即ち彼が牛め︵日
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本でなら馬鹿野郎に当るだろうか︶と叫んだその瞬間︑何となく

牛らしい馬鹿野郎らしし所ｌ粗野な暴力癖のあるＩ
があらわれる︒しかも残念なことには︑これはその瞬間だけでな
くて︑そこから何物かを永久に残して行く︒
私は諸君にたずねる︒諸君は諸君のしたすべての行為は︑単に
他人に対するための承でなく︑諸君自身のためでもまたあること
自分の所有でない金は︑一銭たりとも身につけるな︒たとえそ

をゑずから反省して桑たことがあるかどうかと︒

るとしても︒他人のものを盗む者は︑まず自分自身を盗むのだ︒

れが百万長者の金であり︑彼に取って何等の価値のないものであ

ノ︑Ｏ

われわれのなすよいこと正しいこと︑それは単に他人に対して

である︒それ故にたとえ何人か見ていなくとも見ていかないから

︑価値あるの承ならず︑われわれ自身に対してもまた価値あるもの

といって不正なことをしたり︑よいことをしなかったりすること

はまことにいわれのないことである︒何故ならわれわれのしたこ

とは︑何一つとしてわれわれ自身に痕跡を残さないで行ってしま

かつてアメリカの大統領リンカーンが︑いなかへ遠乗りをし︑

うものはないのだから︒

一ぴきの豚が沼に落ちて窒息しかかりはいあがろうとしてもがい

ているのを見た︒リンカーンはすぐ馬からおりて豚を救い出し

に広まると︑人々は大統領ともあろうものが︑たかが豚一ぴきの

た︒しかしそのために自然彼は泥まゑれになった︒この話が世間

しかも堅固な神聖なたのもしさを盗むのだ︒

天網恢々疎にして漏らさずという諺がある︒世の中には発見さ

から天網から漏れたのだと真実信ずるか︒多くの学生はうそをい

かりを考えてしたのではない︒同時に私自身のためをも考えてし

った︒しかしこれに対する彼の答はこうだった︒私は豚のためば

ためにどうしてそんなに多くの労力を払ったのだろうと不思議が

ってそれがあらわれなかった時︑今度はうまくやった︒尻尾も出

ることを断行した人である︒

たのであると︒彼こそは後厚不グロをその不幸な奴隷から解放す

に知られず罪せられもせずに済承もする︒しかし諸君はそれをだ

れずに済むことも沢山あり︑多くの虚言や詐欺や不秩序やも︑人

さず誰にも気づかれなかったと考える︒しかし彼のこの考は根底

ずっと古い人であるが︑誰もそれを古いとはいわないではないか︑

ないかといわないで下さい︒ソクラテスや．フラトンはもっとずっと

大正六年の本といえば古い本ではないか︑古い人のいった話では

いる︒が私はこれ以上挙げることをやめる︒

の一つ一つが自己の品性の原因となることを︑心痛いまでに教えて

フェルスターはこういう調子で︑いろいろの例話をあげて︑行為

白

から誤っている︒なるほどたしかにうそはばれず︑また罰せられ
もしなかったであろう︒しかし実際にはその秘事秘力はいつの間
にかわれわれの目元︑顔つき︑態度にあらわれる︒

生物進化の法則に従えば︑すべての筋肉も機関も︑もはや使わ
れなくなったものは次第に退化して行く︒それはわれわれ人間に
もあてはまる︒そして単に筋肉のみならず︑心の働きに於ても︑
またそうである︒何事も拳固や洞喝で押し通す者は︑拳固と胴喝
は日に日に強くなり︑その反対に精神の方は日に日に弱まって行
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古くても真理は真理である︒

品性とか人格とかいうものは人間のねうちである︒それが一つ一つ

どういうものかがわからないと︑せっかくの趣旨がはっきりしない

以上が所謂ブーメラン道徳の趣意であるが︑そのブーメランとは

四

う︑私は話してよかったなと思うのである︒

の行為の積み重ねである︒だからどんな小さな行為でも一つ一つを

の広告を見たので早速買って見た︒そして本を見ると十年も前に切

ので︑それを知りたい見たいとかねがね思っていたところへ︑今度

品性とか人格とかいうものは一つ一つの行為の積承重ねであるｃ

は永久にすたらず︑この書物にある一つ一つの例話はよいお話だと

それで中央公論社のお許しを得て︑その挿画を借りて︑形と返還

の方がなおよくわかるような気がする︒

り抜きがある︒前のでも一応わかるように説明されているが︑今度

大切にして謹まなければならない︒その意味でフェルスターの精神

田心うＯ

同じ趣旨で私はもう何年も電車のキセルについて同じ話を繰返し

の図を示すこととする︒但しお二人の方が骨折って説明しておられ

ている︒諸君はキセルというものを知っているか︑先に金属があり
口元に金属があり︑途中は竹で金属でない︒だから両端の賃金だけ

る力学的説明は今のところには直接必要はないので省く︒

思う︒ところがこれは実は二十円や三十円には換えられない大損を

度そういういい方をしているのではあるが︑一つ一つの行為が人の

をも少しはっきり云って置く方がよいのではないか︒それは或る程

こうしてブーメラン道徳は大変面白く有益ではあるが︑その趣意

を払って途中を失敬することをキセルというのだが︑検札は来ない

していることなので︑その人はそのためにすぎがあったらコスイこ

はなくて︑出て行く時その痕跡を残して︑それを形造って行くので

品性・人格となるのは︑出て行ったものが返って来てそうなるので

かとビクビクしている︒やっと無事に通ると︑やれやれ得をしたと

とをしようという悪い品性を作っているのだ︒悪い大きな痕を心の

にその名を知られずとも︑それは常に必らずその報いや功徳となっ

あることである︒だから人に知られず︑人に何の危害を与えず︑人

中に刻みつけているのだ︒外の人だってしている︑見付けられなけ
ればいいじやないか︒などと考えるのは自己の品性とか人格に対す

ているのである︒中江藤樹は格物致知を物を正し良知に致るとし︑

る消すことのできない痕跡を作ることになるので︑その損失ははか
り知られぬものである︒それに乗車賃は社の経営発展の財源だし︑

とし︑何をどう視・聴き・言い．あらわし︑思うかが人となる根本

であるとしたのもそこをいっているのであると思う︒ブーメラン道

物は事なり︑事は五事なりとし︑五事は祝・聴・言・貌・思である

せんでした︒人もするから私だってしてもよいぐらいの考えでして

︵特別会員︑立大講師︑文博︶

徳は実践道徳の根本を示す話として面白い話だと思うのである︒

はそういう︒すると何と驚いたことに︑私はそんなこととは知りま
いました︒今後は絶対にしませんという︒翌年はまた別の組に︑去

それだけ乗せて貰うのだからその賃を払うのは当然ではないか︑私

年もこういうことを話してこういうことがあったという︒するとま

た︑おはずかしいけど私もしていました︒もう絶対しませんとい

（21）

長寿つれづれの記

むしろ無くなってしまったのである︒こう

心地の悪くなった老人たちが集ってつくっ

して坐るところのなくなった︑また︑坐り

のである︒老人たちは︑息子が出かけてし

たのが︑初期のころの老人クラブだと思う

まった後︑狭い住宅の中で︑嫁と一日中︑

角をつき合わせているよりも︑一堂に会し

老人たちだけでいた方が話しも合ったし︑

りとる息子の悪口が出︑おやお宅もですか

では︑おそらく︑嫁の悪口︑嫁の気嫌ばか

楽しくもあったし︑気楽でもあった︒そこ

ある︒これは︑全国社会福祉協議会の調査

森幹郎

ｌクラブの型と長寿について

老人クラブの蕊明期

と相槌が統いたことであろう︒

一切分からないが︑一体その頃の老人クラ

従って二二という数以外︑定かなことは

わざなりと︑その徒然草の中で書いたが︑

昔︑兼好法師は︑物言わぬは腹ふくるる

になるもので︑一昔以上も前のことである︒

二○に達したが︑一体︑老人クラブとは︑

老人クラブの数は︑この四月で六八・七
どこの誰がいつ頃から始めたものなのだろ

を早められ︑古くからのとしよりの座は妓

子供とだけから構成される家族化への促進

えよう︒

持つ効果には少なからぬものがあったと言

さて︑この限りにおいて︑老人クラブの

一度に解消してしまうのである︒

ろう︒欲求不満︵フラストレイション︶は

肴にすることなどは︑その典型的な例であ

にスウーッとするものである︒上役を酒の

言いたいことを思う存分に言った時は︑実

ときほど気分の重いことはない︒そして︑

まことに然りで︑言いたいことが言えない
か︒

ブとはどんな内容のものであったのだろう

この点についてきわめて強い関心を有し︑

その頃の老人クラブは︑避難所型老人ク

避難所型

うか︒老人問題の研究者としても︑私は︑

事ある毎に我こそと思わん人は︑わがクラ
ブこそ第一号なりと名乗りをあげて下さい

すなわち︑昭和二十二年の民法の大改正

ラブと言うことができよう︒

によって︑従来から行なわれてきた男系戸

の反応もない︒本誌の読者諸賢の中から︑

と訴えているのであるが︑いまもって何ら

し出があれば︑ま一﹂とに愉快である︒

我が老人クラブこそ第一号なりと言うお申

主相続制の大家族制度は︑核夫婦と未婚の

早安泰ではなくなってきた︒というよりも

さて︑老人クラブの数が︑初めて統計上
の数字として記録されるにいたったのは︑

一般に︑老人というものは︑同じような

昭和二十九年のことで︑その数は二二と
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ことを︑そしてⅧじような怨痴を何度も何
じようなことを繰り返すようになると︑そ

度も繰り返して言うものである︒だから同

のだが︑さて︑老人クラブに集まって悪口

ろそろあの人もとしをとったなあと見直す

のできた老人は︑実に少なかったのではあ
るまいか︒これに対して︑今日︑このよう
な楽しみを許されている老人は︑比較にな
に小．ざっばりとして帰路を急ぐ老人の心は

らない程多いのは明らかである︒心身とも
明日からの生活へのレクリエート︵再創造︶

の喜びにあふれている︒これで︑嫁との間

の言い合いをしてみても︑悪口の材料にお

しかし︑そうそういつまでも踊り︑歌い

のずから限度があるものである︒いくら何
いられない︒浜の真砂ほどもあった悪口も

飲み︑食いすることにぱかり時間を費すわ

もうまくいきそうである︒

一度口に出してしまえば︑もうそんなにも

けにもいかないという反省の空気が︑老人

でも︑そう息子や嫁の悪口ばかり言っても

ないということに気がつくのである︒こう

たちの間から生まれてきたことも事実であ

老後の幸わせは︑常に社会との交流を密

て助成金が補助されることになった︒

定されたのを機に︑老人クラブ活動に対し

ったので︑昭和三十八年︑老人福祉法の制

いては︑つとに注目されていたところであ

人クラブ活動の家庭生活に及ぼす効果につ

さて︑一方︑老人クラブの持つ意義︑老

収しようではないかという考え方である︒

ようにしっかり新らしい時代の新知識を吸

孫たちに馬鹿にされないように︑負けない

らしいことを教わってくるが︑としよりも

つまり︑最近の子供は学校でいろいろ新

ス︾Ｏ

して︑いつの間にやら︑老人クーフブは︑次

レクリエーション型

の型へと移行して行った︒

この型は︑︑ハカンスとかレジャーとか言

う言葉が最近は流行しているようだが︑何
もこれを若い者の専売特許にしておくこと
はあるまい︒わしら明治青年も少しは派手
にレクリエーションとやらをやらせてもら
いましょうや︑という型である︒とは言っ
ても︑老人のすること︑せいぜい○×ヘル

ス・センターにでも行って︑お湯につか
り︑舞台に上って︑歌い︑踊るぐらいが関
しかし︑考えてみると︑昔︑こんなこと

・の山である︒

にし︑積極的に社会活動に参加することに

ある︑という考え方︑そして︑老人クラブ

は︑老人と社会との間の︒︿イ︒フの役割をす

こうして老人クラブに対し助成金が補助

るという考え方が生まれてきたのである︒

クラブは︑おどろくべき蝋加を示すにいた

されるにいたり︑これに刺激されて︑老人

学習型

ったのである︒

老人クラブに対する公費の助成は︑言わ

ばその健全育成費とも言わるべきものであ

って︑避難型老人クラブ︑レクリエーショ

ン型老人クラブがさらに健全化していくた

めに使われるべきものであった︒また︑老

であって︑天下り的な官製のものであって

人クーフブはあくまで︑民間の自主的な活動

よる一宿動が最も望ましいものとされてき

はならないという願いから︑会員の会費に

た︒従って公費による助成はあくまで︑老

人クラブ活動の一部に対して︑行なわれる

老人クラ余フ活動の健全育成化とは︑老人

ものにすぎなかった︒

クラブ活動を通じて会員が教養を高め︑健

はなく︑勉強もする老人クラブ﹂﹁自分た

康を増進させることである︒﹁遊びだけで
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ちのことばかりでなく︑地域社会への眼も
開いている老人クラブ﹂

こうして周囲の人たちの老人クラブに対
する見方も変ってきた︒

つまり︑その一助にもなれば︑との意図
から老人クラブ助成金が始められたのであ
り︑従って︑助成金が少なすぎる︑一カ月

繰り返し述べているように︑老後の幸わ
せが社会との交流を断つことなく︑常に地
域社会との密接な結びつきを図ることによ
ってもたらされるものである以上︑こうし
た発展を示すにいたったのは︑きわめて健
全なことであり︑望ましたことであった︒

こうして︑今や老人は︑老人クラブに集

叱りもあったが︑それは当たらないと思う︒

らには︑教養の向上に努めるばかりでもな

も訴え︑踊り︑歌い︑飲ゑ喰らいして︑さ

まって︑自らの不平不満もぶちまけ︑愚痴

そもそも老人クラブとは︑助成金など無

に一︑五○○円で何が出来るんだというお

くても活動できる筈のものでなければなら

とにもなったのである︒村づくり︑町づく

く︑広くその眼を地域社会に対して開くこ
り国づくりのための言貝として︑無くては

ないからである︒

地域社会型

り︑老人クラブに対する評価︑批判は今や

ならぬ存在とさえなろうとしているのであ
変りつつあるのである︒老人は老人クラブ

避難所型老人クラブ︑レクリエーション
はいずれも老人クラブの関心は常に︑老人

活動を通して︑﹁その知識と経験を社会に

型老人クラブ︑学習型老人クラブにおいて
自身又は老人クラブ自身にあった︒すなわ

役立たせる﹂ことが出来るようになったの

今後の問題

である︒︵老人福祉法第三条︶

ち自己指向性といえよう︒

これに対して︑一方では︑これだけでい
いのかという内省が生まれてきた︒すなわ

今や老人クラブに参加する老人の数は四
数にも近い会員を誇る大団体である︒その

ち︑すべからく現代に生きるものは︑目を
あるという︑言わば︑外界指向性とでも言

ピラミッド型の頂点に立つ全国老人クラブ

二○万人にも及び︑六十歳以上の老人の半

わるべき考え方と︑これに基ずく活動内容

連合会はすでに昭和三十七年︑四月結成を

外にも開き︑関心を外界にも向けるべきで

とである︒

象︑以来活発な活動を続けてきたが︑本年

三月十日には財団法人として許可され︑ま

た︑昭和四十二年度においては︑老人クラ

ブ指導者研修費として二○○万円の国庫補

助金を交付されるほどにまで発展した︒昭

にすぎない︑十数年前を想うて︑まさに︑

和二十九年に僅か二二とその数を数えた

しかし︑上り坂の時には︑下り坂のある

感無量と言うべきであろう︒

ことを考えておかなければならない︒転ば

ぬ先の杖という︒もう一度︑鵬下丹田に力

数ばっかり増えすぎて︑活動の内容がお

を入れなおすことが必要ではないだろうか

ろそかになっていることばないか︒全国老

人クラブ連合会︵全老連︶には︑頭でっか

の集積として結成された筈だが︑単位クラ

ちの心配はないか︒全老連は各単位クラブ

ブの活動は十分か︒老人クラブは今や有数の

かねない気配にあるようである︒しかし︑

圧力団体となり頼りになる票田とさえなり

老人クラブは政治に対しても宗教に対して

一歩誤れば大変なことになりかねない︒

も中立であるべきである︒

老人クーフブが︑正道を歩まれることを︑ひ

そかに願っている一人である︒

（24）

一九六五年の国連統計︵口．ｚｐｇ︺ｃ唱一︐

やがて数年後には長寿国グループに数えら

数年間の延び方から判断すると︑わが国も

との差は年を縮まりつつあり︑特に︑最近

上の高令者についても目下調査中であるが

治百年に当たるので︑在外邦人中の百歳以

の対象とされた︒また︑昭和四十三年は明

になったが︑同年は十人︑本年は八人がそ

長寿国
三号国２３○○ごによると︑世界の長寿国

れるにいたるであろうと推測されている︒

百歳以上の高令者
さて︑最後にわが国の百歳以上の高令者
老人福祉法の制定された昭和三十八年か

スイス

潅弐

アメリカ（白人）

ニュージーランド
力ナダ

イングランド

ウエールズ

ｆ庁ｉ房ｊ局Ｉ庁﹄局＃

デンマーク

スイス

ニュージーランド

カナダ

日 本

イングランド・
フランス

男女
昭和三十八年一五四人︵二○︑一五四︶
三十九年一九一人︵三一︑一六○︶

四十年一九八人︵三六︑一六二︶
四十一年二五四人︵四六︑二○八︶
四十二年二五三人︵五二︑二○一︶

南米︑ハワイ等に十余名いると報告されて

いる︒︵厚生省老人福祉課勤務︶

ぼくらの学校四年菅野浩次

ぼくらの学校よい学校

いつもきれいにかがやいて

赤いお屋根に︑青いかく

みんな楽しく︑勉強中

山はそだつ木もそだつ

ことしも植林あせながし

まわりの山は承どりいる

むれいつぱいに息をすう

あたりの山を見わたして

日本一とむねをはる

く調査が行なわれていなかったところであ

従来︑百歳以上の高令者については︑全

ｌ

は次の表のようにノルウェー︑スウエーテ
ン︑オランダ︑デンマーク等で何れも男女
ともその平均寿命は七十歳を越えている︒

ら百歳以上の高令者に対して木杯︵昭和四

について述べておこう︒

わが国の男子は世界第九位︑女子は第十一

十一年からは銀杯︶が贈られているが︑そ

すなわち︑左の表からも明らかなように
位となっている︒しかし︑戦後のわが国の

オランダ

の推移は次のとおりである︒

平均寿命の延び方を承ると︑世界の長寿国

フランス

睡皇
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門ｊＱ﹀７Ｆ○可上
庁ｊ︻ｆ局ｉ︻ｊ局ｊ

戸ｏｎ︒﹃１Ｒ︶只︺４４４４﹃１局﹄Ｑ︾︵Ｄ
■
■■●甲●■●卓︒◆
ＦＯＦＤ室︑４４︲坐４４ ４４詮︽︒の︒句︑

○空の乙ｎコ４詮貝Ｕ貢Ｊ

スウエーテン

◆■●早●●■●申巳●

ノルウェー

刈坐○ＪＱＪつＯＴＬ戸︑４詮ＱＪｏｏｎＵハＵ
１斗訂１可上︑︶八Ｕｑ︺︑ひ負︶︹ろＲＵ︹ろ
ワー行ｆ︻ｆ庁ｊ庁ｒハＯ︿Ｏ穴Ｏ︿○ハ０くり

のふならず︑医学的︑疫学的︑社会医学的

るから︑この調査は単に統計的事実として

学校林にいけるのだ

ぼくら四年も来年は

山はそだつⅣ集より︶

︵福島県霊山町立石田小学校

にもきわめて興味深い幾つかの事実を示す
は︑沖縄における百歳以上の高令者もその

ものと思われる︒なお︑昭和四十一年から
対象とされ︑同年から銀杯が鵬られること

I￨

日 本
ウエールズ

−−｜涜
￨
男

室内鉢物の上手な手入れ

鉢物の栽培環境と手入れの要点

r ､
k−ノ

弘

いかに半日陰を好む植物でも︑健全に生育を統けるには︑それ相

ｉレンスの仲間は強い光線を好ゑます︒

で人工光線を利用するなどの工夫が大切です︒また年に一度しか咲

応の光を必要としますから︑つれ仁日中の弱い光に当てたり︑室内

い光や高い温度︑風などをさけ︑体力の消耗を防ぐことが賢明です︒

かないような蛍軍な花は︑できるだけ長く楽しむために︑開花中は強

八温度Ｖ植物は各々原産地のちがいや品種改良の過程で︑生育

適柵や順応性がかなりちがいます︒四季の温度の変化によって柿物

のも多いことですから︑高温期匡は室内を涼しく心がけ︑低温期に

をとりかえて観賞することもよいのですが︑年間通して栽培するも

物を選ぶことが安全です︒しかし最低三

ても冬越しの温度管理が難かしいものです︒だから低温に耐える植

冬に楽しむ植物は変化が多く︑育てる妙味も格別ですが︑何とし

はできるだけ暖かく保つ工夫と設備が必要です︒

か﹂﹁肥料のやり方は：⁝・﹂などと︑いつもいろいろな質問をうけ

冬越しができるし︑最低七

一○度を保てば理想的で︑多くの種類

五度を保てば︑どうにか

ることがあります︒ちょっとした手入れのていどで︑鉢物の生育を

から︑暖房機や燃料を吟味し︑温度を適当に保つ工夫を考えたいも

暖房機によっては有害ガスがでたり︑乾燥に過ぎることもあります

暖房設備があって︑夜通し加温できればこのうえありませんが︑

がよく育ち︑花を咲かせることができます︒

の栽培については︑次回にゆずり︑今回は光・温度・水やり・室中

の後急げきに温度を下げる一﹂とが多いようですが︑植物の生理にわ

のです︒一般の家庭では︑就寝前まではストーブなどで暖房し︑そ

ニール覆いや箱類でもよい︶など梶入れることが適当です︒これ位

の世話ができないときは︑日中の温度をあまり上げないようにし︑

るい影響がありますから︑低温に弱い植物は特製の保温ケース︵ビ

夜の寒さに対する抵抗性をつけておくことが効果的で︑夜間は室内

八光線Ｖ植物の種類によって︑光のほしがる度合いがちがいま

あります︒同じ曇へ﹁三ヤ類でも︑レックスは半日陰を︑セン・︿プロ

す︒光のよく当る窓辺と薄暗い室内とでは︑明るさが全くちがいま

れの目安になるような要点をあげることにいたします︒

の湿度・肥料・病害虫の防除など︑共通の一般的な栽培環境や手入

低温期にはとくに手入れのむずかしい鉢物もあります︒個々の種類

住まいのなかで︑よく育ち花を咲かせる鉢物は数多くありますが

らえ︑それに滴一応した生育環境をつくることがたいせつです︒

左右することが多いだけに︑日ごろの手入れは植物の性質をよくと

になりました︒﹁水はどれほどやればよいか﹂﹁寒い夜はどうする

クリスマスや正月をむかえ︑どちらの家庭でも鉢物を楽しむ季節

部

すから︑光に対する植物の性質をよく調べ置き場所を考える必要が
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渡

の比較的暖かい場所におくことは当然です︒

八水やりＶ柿物の種類はもとより︑室柵・植込材料︵土や水ご
けなど︶・鉢や植物体の大きさなどによって︑水やりの回数や用量
三日に一回の割合で水を与え

を調節し︑そのやり方も工夫しなければなりません︒一般に高温の
ときは毎日多目に︑低温のときは二
るようにします︒水やりで室内が汚れやすいので鉢の下には水盤や
すぎて︑いつも受皿に水が溜っているようでは︑根の呼吸作用が衰

鉢皿をおき︑鉢土の上からていねいに与えるようにします︒水が多
えるので︑水を除くようにします︒日中は湿っていても夜間はいく
三○度Ｃぐらいの温

ぶん乾き気味にします︒さらに低温期に与える水の温度は︑必らず
気概よりは︑高いことがよく︑できれば二五

き︑なかなか吸い込みませんから鉢ごと寒くケシなどの水中に浸して

ら︑つねに鉢の下には水一﹂けや砂などを入れた︑大ぎ目のパットを

置き︑いくらか水を含ませておくことがよいようです︒ヘゴ材や古

木に着生している植物は︑全体を霧吹きや噴霧器で湿めらせます︒

此ンジ︵強い霧︶をすることも結椛です︒

ときには葉の汚れを洗うために︑暖かい日中を選び室外で葉面にシ

八肥料Ｖ肥料が不足して︑生育が衰えたり葉色があせるような

ことがあるので︑早目に肥料を与えます︒室内に悪臭●かしたのでは

困りますから︑ハイポネックスや．フラントフードのように複合化学

せたものを乾かして貯えておき︑施すときは水で粘り団子のように

肥料を薄く水にといて与えることが無難です︒油粕などはよく腐ら

の肥料は︑できるだけ開花前に施し︑柿物体を充実させることが望

して︑土中Ｆ﹄浅く埋め込みます︒年に一度しか咲かないラン類など

まれます︒強い肥料は根をいため︑葉に障害を起こし観賞価値をそ

八病害虫の防除Ｖ温室のように病気や害虫の被害は少ないもの

こないますから︑できるだけ薄い肥料を与えることが安全です︒

ですが︑光線不足や湿りすぎで起る病気があります︒特に低温や多

から
ら︑
︑低
低洲
洲期
期の
の水
水やりは特
湿で根腐れ病などがときたま発生しますか

早目に駆除しま

きやすいから︑

ガラ
ラム
ムシ
シ︑
︑ダ
ダニ
ニ類
類な
などがつ
に注意します︒害虫はアブラムシ︑カイガ

ロ

カ

︵東京都会員︑

す︒

0 ノ

、

水が理想的です︒水ごけ柚えの鉢内は一たん極度に乾くと水をはじ
﹄○
充分水を吸わせることがよろしいようで︑寸
鋼

八空中の湿度Ｖ一般に観葉植物の仲間は︑空気中の湿度をほし
がります︒とくにアイビーやブイロデンドロンなどのように気根が
三○％にも下がるか

てるものや湿地性のシダ類などは室内の乾燥は禁物です︒暖房する
室内ではとくに乾きやすく空中の湿度が二○

〃イ

リ

．ワアラ

ム︑一

・へゲリア

ジリカ

リレトレ東教大保谷農場

シネナヵ文部技宵︶

プオ︑ト

上中下

rワワ、

１

千葉県加藤己之

①Ｆ

千葉県菅谷義太郎一

菅谷喜一一

○ドロッ︒フを口に含みて幼な曾孫虫歯になるかと吾に尋

○畑添の野草漸く刈り終へしわが畑を見る孫を連れつつ
ぬる

○老妻に請るる童書に尾起きて灸淫蛙け灘老龍に一

○老いぬれば野良のゆき来も乳母車妻は使へり杖の代に一

○柏手の音も静かにこだまして秋野軸吋を識錬る郵諦一

千葉県並木文蔵一

秋田市武藤喜七

○急ぐ享なければ日向に腰下し両膝もめば眠けさしくる

︑蚊遣焚く煙かづきて騒ぐ子らの声静りぬ夕館なるらし

蛍﹄に

黄ば染たる楢の葉散りくまた散りく林の道の陽のくまな

入江相政

○十分と思ひて立てし添竹も秋雨永くなほ穂岬ぴた嵯一

同

○次々に紅梅の錦織りなして川路の秋は尽くることなし

千葉県金杉茂穂

○稚なき時より教へ育まれし御恩は永く忘れざるらむ

かたくな

○頼しく思へり老の言ふ事をいつも素直に聞く孫を見て

埼玉県相沢正直

︑工場の広場の隅の池青くすぱやく水を浴びてゐる驚烏

︑時雨すぎし山に入りゆくひと処追憶の如温ゑこもれり

しゑ

︑海の青空の青より濃き秋と告げむともせぬ自負はさび

秋田市桜田洋子

＠朝市に勤む老いの習とて朝は破璃戸の白むを見て起く

＠穂薄の乱れて座く野に中ゆく人の見えかくれする

一︑朝日影かがよふ路にまろびゐて光る胡桃の赫き円ら実

一

相政選
入江

一︑子らの言ふ事にも今は従へり頑なりし我も老ゆれぱ

Ｉ
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弘道歌壇

ところで︑脳の重さはどうでしょうか︒

てきました︒なかでも意志力や創造力の柔

はやくできることが︑近年になってわかっ

さどる新しい皮質の神経細胞よりもずっと

古い皮質の神経細胞は︑理知や意志をつか

四○○グラムですが︑六ヶ月で約二倍の重

生まれたとき普通の子どもは︑三七○
八歳で大人の九○

．ハーセント近くなります︒第一図をみれば

てすぐれた才能をもたらすものであるとい

ある側頭葉の発達をよくすることは︑やが

なもとである前頭葉と︑記憶・判断の座で

さとなり︑そして七

わかるように︑乳幼児から幼年期にかけて

また︑第一図の発達曲線を染てわかるよ

うことを忘れてはなりません︒

非常にはやい速度で成長します︒その後は
発達の速度をゆるめ︑男子では︑二十一歳

うに︑乳児期︑幼年期において脳は︑急速
一二五○グ

で一三五○グラムから一四○○グラムとな
り︑女は一九歳頃で一二○○

な上卦カーブをもって成長し発達しますか

ように︑やがて大脳皮質の分業体制ができ

（29）

ラムになり︑いわゆる成熟期に達します︒

んのこと︑運動機能ならびに性格や知能形

ら︑この年代において必要な栄養はもちろ

にできません︒たとえばできるだけ母乳で

成におけるしつけと家庭教育を︑なおざり

しかし︑赤ん坊が生まれたときの脳細胞
が︑それぞれの機能はまだ動いておりませ

は大人と同じ数の一五○億をもっています
ん︒からだの成長と併行して︑脳が発達す

う暖い愛情︑共に笑ったり話しかけたり︑

育て︑だいたりあやしたりする肌でふれ合

また成長にしたがい︑おとぎぱなし︑絵本

るにつれて︑たくさんの樹状突起をのばし
あいながら︑神経線維に髄鞘︵ずいしよう︶

を読んできかせることやおもちゃあそびな

てきます︒そして近くの神経細胞とからみ
ができ︑はじめてそれぞれの部門が︑はた

ど︑ゑんな脳の発達に関係しています︒

神経線維に髄鞘のできるのは︑運動と感

上ってきます︒

こうした生活から第二図に示されている

らきをはじめることになるのです︒

１脳の発達とそのしくみ︵十月号続き︶

な精神作用をいとなむところの大脳皮質は

さて︑大脳には生まれながらそなわって

覚をつかさどる脳幹や小脳がはやく︑高等

質でも本能的なもの︑情愛的な心のやどる

さて先にわたくしは︑生まれたとき赤ん

ことを話しました︒

つの細胞から五○本宛の神経がついている

坊の脳細胞は一五○億をそなえており︑一

横田佐 代 次

２大脳皮質と二元的心理

(その三）

おくれてから発達してきます︒その大脳皮

新しい家庭教育

たらきをする古い皮質と︑その後に成長す

緒的な悲しみ︑喜び︑怒り︑恐怖などのは

文化も文明もなかったことでありましょう︒

な毒にくいあらそいとなり︑現代のような

本能的欲望のおもむくままになり︑動物的

経のはたらきのみで生活するのであれば︑

えられたり︑あるいはその手綱がゆるんで

すから︑その機能がなんらかの原因でおさ

は︑すべて新しい皮質の働きによるもので

このように︑わたくしたちの人間的行動

やがて新しい皮質の神経細胞が︑育って

抑えがきかなくなります︒日頃おとなしい

すぎるとアルコールの作用で新しい皮質の

す︒

る理知や意志ならびに感情を現わす高い精

乳幼児がほとんど動物的な生き方であるこ

くると古い皮質の欲望や情愛の魂が︑むき

をおさえる抑制機能の発達を意味していま

神的なはたらきをつかさどる新しい皮質が

出しにあらわれます︒たとえば︑酒を飲み

わたくしたちの脳が︑もし古い皮質の神

あることは︑先にもお話しいたしました︒

とは︑古い皮質のいとなみによっているこ

いる本能的な欲望や快・不快感あるいは情

ところで︑このまったく働きのちがった

とを一証明しています︒

その機能が動き出しますと︑冷静な思考や

二つの皮質の神経細胞の機能は︑どんなし
くゑになっているのでしょうか︒アメリカ

判断ができるようになり︑本能的な欲望を

がり︑一日中楽しくてなりません︒

何をやってもうまくでき︑仕事の能率があ

反対に︑気分がそう快で︑気が乗ると︑

すことがあります︒

ようにはかどらず︑ときに失敗をくりかえ

と気にかかり︑気分がすぐれず仕事も思う

また︑わたくしたちは︑心配ごとがある

て弱くなっているからです︒

れるのも︑新しい皮質が︑それにならされ

マージャンや競輪などのギャンブルにおぼ

の機能がはたらかなくなる結果です︒かけ

意識や距離間かくをつかさどる新しい皮質

で車を運転するのが危険であるのは︑方向

のマックリーンは﹁古い皮質の神経は馬で

／
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あり︑新しい皮質のそれは︑馬を乗りまわ

【大脳皮質の分業図】

は暴力を振うことさえあります︒酒を飲ん

ｌ︲

Ⅱ
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す人である﹂とたとえています︒

１１

中に蓋

性質と思われている者が大声でわめきばて

【脳の発達曲線】

おさえることができます︒つまり興蒋機能
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情愛をつかさどる神経が︑わたくしたちの

これらのことは︑古い皮質にある本能や

二元的心理は︑とくに中学生や高校年代の

理のあらわれということができます︒この

な破壊的暴力を振う若者もまた︑二元的心

興奮して︑付和雷同性なり︑恐ろしいよう

びつきによって︑現われることを経験して

て︑それらのことが脳神経と内臓器官の結

にきた﹂とか﹁冷汗をかいた﹂などと言っ

したちの日常生活においても﹁興奮して頭

います︒

で︑いとなまれている理知のはたらきてあ

しつけや教育にとって重要でありますから

気持にはたらきかけて︑新しい皮質の神経
る仕事を左右している結果にほかなりませ

そのときにくわしく説明いたします︒

お互いがたすけあったり︑支えとなったり

神経とは︑反対の働きをしながら︑同時に

とえば︑いなずまのものすごい光や大きな

官と密接な関係にあるということです︒た

つぎに大切なことは︑古い皮質が内臓器

なりません︒先に﹁子どの理想像﹂であげ

大きな力となることを考えておかなければ

理性や知識による仕事をやり遂げることに

たん練は︑わたくしたちの気力をつくり︑

の内臓器官を丈夫にし︑子どもの頃からの

それですから︑Ｗ・腸・肺・心臓その他

ん︒つまり古い皮質の神経と新しい皮質の

して︑相互緊密な関係にあることを物語っ

雷鳴に︑子どもは精神にショックをうけて

の基本であり︑社会生活のバイタリティの

た健康・性格・知能の三つの柱は︑人間性

心の零ハランスを失い︑大声で母を呼び︑遂

このような大脳の二重概造は︑わたくし

に泣き出します︒怒りがはげしくなると︑

してきました︒

ものであるということがここでもはっきり

血管が緊張して︑顔に青すじをたて︑足が
ふるえてきます︒このような恐怖も怒りも

になるものですから︑わたくしたちは︑こ

記憶は︑あたまの働きをする知能のもと

３記憶

それがはげしくなると︑心臓が高鳴り︑こ
とばも出すことができず︑呼吸さえも困難
になることがあります︒

れを蕪礎知能と名づけています︒

を発揮することができないことがよくあり

選手たちが︑あがってしまって日頃の実力

ったり泣き止むのは母がわかるからです︒

えます︒泣き叫ぶ赤ん坊が母に抱かれてぴ

非常にはやく︑生まれて二

、J−Lノ

ています︒

ゑなもとをなしています︒たとえば︑椎威

たち人間性の二元的心理を形づくっている

に服従したい心が動く︒それですから椎力

に独い反抗を示しながら︑おとなしく椎威
に反発し︑批判し強い抵抗を示した者が︑

権力の座を占めると︑より強い推力主義者

また︑大切な入学試験や︑日本シリーズ

ます︒これも︑古い皮質の神経機能がむき

の野球試合︑オリンピックなどで︑生徒や

ちょっとした機会としげきで︑言い争いが

底に誰でも憎しみの感情がありますから︑

出しになって︑新しい皮質の神経が理性で

るのも︑そのリズムが感覚を通してわかつ

まもなく︑子守歌や音楽をきいて喜んでい

夫婦がお互いに愛しあいながら︑心の奥

となりかねないのです︒

はじめられ︑感情が激してはげしくなり︑

おさえられなくなったと言うことができま

三ヶ月で芽ば

遂に破局にいたる人たちも︑けっして少な

す︒受験生や運動選手だけでなく︑わたく

思考︑判断の基礎となる記憶の機能は︑

となしい性質であるのに︑錐団的にはすぐ

くありません︒個人としては︑やさしくお

rQ1、

も忘れないようにするにはどうしたらよい

支り農麓万湖噂総和が支

ったのは遺憾であった︒︵石橋記︶

帰京と云う多忙さの為め実現不可能だ

有志座談会の企画が︑講師先生の即日

感謝する︒その夜講師先生を囲ゑての

其の他の御尽力で盛会であったことを

も意義深い講演であった︒地元支会員

院議員の補欠選挙を控えての折故︑尤

を与へた︒十一月五日千葉県選出参議

下広居先生の演説︑聴者に多大の感銘

り︑更に選挙と評論で著名な︑理事木

者も多く︑主事渡辺正勇先生の熱演あ

講演は中食後続行され︑婦人の聴講

り総会の行事を終る︒

事会務並に会計報告を了し︑懇談に移

会、繁、石L会の連会

ているからです︒

続会ら云然水牛干珍
て長れふと面禅潟ら
石開、所続を師町し
橋会読が<開に西い
理を為､､拓よ公､

のでしょうか︒これらのなぞをときほぐそ
脳の中である特殊の細胞の間を︑信号か

うと沢山の学者が研究を進めています︒

まわっている状態が記憶で︑信号が止まる
現在一番心をひく考え方は細胞の一つ一

と忘却であると言った学者がいます︒

つに記憶装置があるのだろうという説です
それは細胞核をかたちづくっているタン
パク質の分子構造が︑記憶のしくゑのカギ
をにぎっており︑この分子の配列やく象あ
わせは︑どん／Ｉちがったものを作れます
できるという考え方に立っています︵未完︶

からいくらでも新しい記憶を貯えることが
︵東京都会員︑東教大付属坂戸高校教頭︶

敬弔井筒調策氏
評議員として多年ご尽力の氏は六月十二
日午前六時ご逝去︒行年七十四歳︒若くし
て︑全国青年団統一の運動に従事し又中央
義士会理事として義士の史実を探究すると
史赤穂義士を校一訂︒六月二十五日縁の泉岳

共に道義の振作に努力︒渡辺世祐博士の正

列︒

寺に於て葬儀執行︒本会より野口副会長参

長定期眺のとを十日秋
の刻を望耕云開月続の

挨内差随地はく八き集

拶山し一がれo日に
、副繰と整た鉄、は

先に述べた大脳の古い皮質による感覚的
はたらきが記憶と結びついて︑その機能が
﹁子どもの一記憶はリズムに乗る﹂と言って︑

動きはじめるのであろうといわれています︒

幼児にリズミカルな動作や学習をすすめて
ことでありましょう︒

いるのは︑このようなうらづけがあっての
さて︑大脳で記憶を受持っているのは︑

両耳の奥にある側頭葉で︑その中身は大脳
の底の方の海馬︵かいば︶という処に︑し
まわれています︒記憶の座が側頭葉にある
ことを発見したのは︑今から十数年前にカ
ナダの外科医︒ヘンフィルドで︑彼は﹁側頭

葉が海馬から必要な記憶︑とくに知識を出
してくる門番のような働きをしている︒ま
た側頭葉は知識が入ってくる時も︑海馬に
送り届ける役目もしている﹂と述べてます︒
それにしても︑海馬ではどんな具合に︑

記憶がしまわれているのでしょうか︒忘れ
てしまったと思っていたことが︑何年かた
ってひょいと思い出したり︑いま聞いたこ
とをすぐ忘れてしまったり︑記憶とはまこ
とにふしぎなものではありませんか︒

また︑いちどおぼえたことを︑いつまで
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伊は場祉潟梼芙秋秋曇東
藤集・の八のﾅ季日り部

宣とこ鏑所り民絶
し会の木謂、館好雨
、貝会城干司にのか

晴の叙勲者芳名︵十一月三日︶

評議員弁護士大島正義応東京

勲三等瑞宝章︵敬称略︶
多年日本弁護士連盟理事として尽力
し︑又調停制度の発展に寄与︒

勲四等旭日小綬章
五十余年にわたり中等教育の振興に

千葉市教育長楠原信一沼千葉
努力し︑又教育長として地方教育行
政に貢献︒支会再興に尽力中︒

編集後記

責に在って多年国の内外に於て本問題の
為にご活躍の先生から現在並に将来の対
策等についてご高説を承った訳でありま

勾廿︑タケ︑今虻地内灯︑今茸延タツｕ幻鷹迅鼻店唾命函也御甘酒の関︑〆冒辿

侮凹

認ｕ〃掌︑拘吊恥

乱ｖ郷恥泡碑恥可〃＆▼

公宙〃毎面

弘道売価一冊金四十円

昭和四十二年十一月二十五日

す︒本講演は次号にのせる予定です︒

昭和四十二年十二月一日

がら■か８︑毎″延伸〃埴も戸やＬ蘭

唾刃酎

ｆ︑〃ケＬ■塚＆︑分字単口辱凹︑■ザＬＬ毎８︑到少唾埴々ｉｎ貝ウ出迅々ｆ︾４ｖＬ１売寸もＪ秒挺Ｔ幻？︑晶毎Ｌ汀″Ｔ︑鋸仔も

振替口座東京三一壱番

砺話︵美一︶○○○九番

銅溌姻日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山宇平

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

◇去る三月千葉県東部支会に婦人部会が
ご高配で千葉県天津小湊に︑又石川佐中

◇多事とも言うべき昭和四十二年もいよ

編集兼
発行人

結成されて後岡野清信神明社宮司さんの
社教主事さん︑波木井碧流会長さんら幹

部のご尽力でいわき市小名浜にそれぞ
すことは喜びに堪えません︒松田氏の﹁新

れ︑近く結成される運びとなっておりま
しい家庭教育﹂の連載もその為であり︑

講師の派遣等も考えておりますので︑各

を迎えて沖細問題についての講演会を開

いよおし詰って参りました︒明年は明治

地で統友と結成方お願い致しきす︒

きました︒沖細が廿余年にわたって米軍

故郷に帰ったような喜びに浸るのは一人

維新百年の記念行事があります︒懐しの

十一月七日午後二時から大浜信泉先生

の施政権下に於て特異の状態に在ること

い︒小島の日本の大日本としての国礎を

明治生れの編集子ばかりではありますま

は周知の通りであります︒島民の祖国復
帰の声が高まるとともに政府に於ても森

業を偲ぶと共に激動して止まぬ時態に対

築いた当年の父祖の憂国の至情とその偉
応の為にも各位にはご自愛の上よきお年

佐藤総理の訪沖︑閣僚懇談会の設置︑首

前総務長官の教育権の分離返還に初まり

ました︒そこで本会は石垣島のご出身で

相訪米の重要会談にまで発展さして参り

を迎えられますよう祈り上げます︒︵渡︶

l

あり︑現在沖細問題等懇談会の座長の軍

」『

発印
行刷

一

１ｉ︲ｌ

有馬四郎助三勢瀧
クリスチャン典獄・愛の刑務官として︑わが国行
刑史上に不滅の名残す勝れた天職者の生涯を描く

五度の渡海失敗にめげず失明の身で来朝︒奈良仏
教と日本文化に大感化与えた偉大なる唐名僧の伝

幕末蝦夷地の大探検家︒尤大な蝦夷日誌の著者︒
北海道・樺太の命名者︒非凡の生漉を鮮かに描く

人物叢書︵川︶

圭室諦成著

定価四三○円

肥後から迎えられて越前松平春獄の顧問となり︑
雄藩連合による開明的施策に身命捧げた先覚の伝

小堀還州瀞溌

遠州流茶道の祖︑建築・造庭の巨匠︒遺構と文献
を精査して︑天才的大芸術家の生涯と事蹟を描く

人物叢書︵剛︶

田口正治著

定価四二○円

豊後の僻村に在って思索承ね︑﹃玄語﹄以下の驚異
的哲理書著わす︒近世日本の独創的大思想家の伝

定価五二○円

人物叢書︵剛︶

川端太平著

闘病の床に驚異の文学活動統け︑俳句・和歌の革新
に不滅の偉業遂ぐ︒明治詩壇巨匠のユニークな伝

ｈｑ

幕末越前の名君︒開国進取の達見抱きながら朝幕
の板挟みに苦悩する生渥ｌ激動の時代と併せ拙く

規謹篭三浦

奇行に富む型破りの非凡な学者／︑海外及び帰国後
の全生涯を生物学・民俗学の業績とあわせ描く／︑

定価四五○円

人物叢書︵噸︶

笠井清著

楠

蘭学草創期に京都に蘭方医学を唱道し︑解体十余
度その技匹敵するものなしと証われた先覚者の伝

電話(813)9151<代表＞

南
方
正

各新書判／布装上製
口絵・挿図・系図・略年
譜等入／収救総目録送呈

I吉川弘交館

東京都文京区本郷7丁目2−8
振替口座東京244番

鑑真蒙塗詮

空前の.企画／
歴史ブームの焦点.′
史上の重要人物網羅
日本歴史学会編集
既刊147冊

