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平 塚 益 徳

明治百年を迎えて

評議員国立教育研究所長

ー﹂の素晴らしさである︒

明治百年を迎えるに当り︑あらためて痛感せしめられる

る明治維新当時の指導者たちの熱意に特別な注意を払って

し得なかった点である︒ライシャワー氏はこの語学に対す

の門に多くの俊秀が唱集したことも中国では稀にしか見出

学した若人達が︑原則として︑揃いも揃って祖国に帰り︑

さて第三の特色は︑明治初期︑大志をいだいて海外に留

化に対する心構えの一般問題でもあったわけである︒

いるが︑それは単なる語学の研修の問題ではなく︑海外文

ことは︑わが国民の一大特性としての﹁教育的エネルギ
ここ数年来︑筆者は英・米を始め諸外国の大学・学会さ
らに国際会議に招かれて︑わが国の教育の過去ならびに現
いるが外ならぬ筆者自身︑今旧そのように祖国日本の教育

況について講義ないし報告を行う機会を少なからずもって
の歩承の中に︑他国にその比を見ない旺盛な﹁教育的エネ

長所と短所﹂について御進講する機会をもったが︑極めて

筆者は最近ネパールの皇太子殿下に対して﹁日本教育の

それぞれ新しい日本の建設の主柱となったことである︒

ルギー﹂の発露と︑教育的達見の送りとを到るところに見
第一の特色は︑幕末から明治にかけて︑わが国の新指導

出さざるを得ないのである︒︲

に対して提出された︒すなわち﹁海外への留学生は︑その

新知識が官民から大いに歓迎され︑手篤い待遇を以て政府

聡明であらせられる皇太子殿下は︑言下に強い疑問をそれ

とめた点である︒忘れてならないことは︑彼等の態度は決

はないか﹂という卒直な反論であった︒筆者はこれに答え

諸機関に迎え入れられたからこそ︑勇躍して帰国したので

、 ユ ノ

者が︑謙虚な態度と精神とを以て海外の新知識の吸収につ
して模倣ではなく︑言葉の本質的な意味での摂取であった

て︑新島裏︑沢山保露︵日本女子大学の創設者成瀬仁蔵の

ということである︒何が故に模倣でなく︑摂取と敢えて云
うのか︒蓋しそれは︑明治以前においてわが国には既に驚

たえつつも︑祖国日本の真の意味の近代化のために挺身し

師︶等敢えて民間にあって︑驚くべき経済的な困苦欠乏に

た人為の遺業について説明して︑皇太子の疑問を解いたが

くべき教育文化の蓄積があり︑それらを背景として足らざ
第二の特色は︑そうした海外の新知識の吸収に当って︑

何れにせよ︑明治初期におけるわが国の指導者たちの高迩

る点を積極的に他に学び自らを補おうとしたからである︒
明治の指導者たちは︑先ず徹底的に外国語の研修に対して

る︒西村茂樹先生も渡航は果せなかったが刻苦英蘭学を修

得東西の長所を摂取して明治の国民思想道徳運動の先駆者

な精神は︑ここに改めて深く学びとる必要があるのであ
ることは︑わが国の側で示された外国語の習得に対する執

労者として深く敬意を表するものである︒

新日本建設の主柱として又世界の道徳思想史上の不朽の功

驚嘆に価するほどの熱意を傾けた点である︒日・中両国の

念ぶりである︒このことの最もよい例示はかの有名な﹁蘭

外国文化摂取の歴史的過程の比較研究において明かにされ

学事始め﹂であるが︑明治初期におけるキリスト教宣教師

rl、
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徳川慶喜公を偲びて

島津忠重

徳川慶喜公などというと︑それこそ明治維新百年記念の話題にぴたりの人物と思うのが

十人の内少くも八︑九人まであって︑誰でも古い人と肯定し勝ちと思うのが当然だろう︒

だが︑慶喜公は大正二年まで存命し私もその晩年身を以て現実に面談の機を得たので︑私

はまたと無い奇遇に恵まれた経験の持主で︑現在では最早他にそのような人はあまり多く
は居ないだろうと思っている︒少くも元気な人では！

そこで︑それは本当かなどと嘆声も漏れ聞こえて来るかのような気もする︒が︑然しそ
すれば直ちに解明することなのである︒

れは現実なのである︒つまり︑問題はいつ私が生れたか︑慶喜公がいつ他界したかを検討

私の生れたのが明治十九年十月二十日で慶喜公の他界が大正二年十一月二十二日であっ

たのだから私がその生前に会ったことがあったからとて︑別に不思議ではなく︑それは当

維新の際の将軍は第十五代徳川慶喜公であったのだが︑次に将軍になる筈であった一シ

然のことである︒つまり私が満二十七歳一ヵ月の時慶喜公は他界したのである︒

五摂家の人達と共に公爵を授けられ︑又後に慶喜公は別に一家を興こし︑新たに公爵を授

橋徳川家達公は当時駿河に封ぜられて居て︑明治十七年他の維新の際︑功あった大大名や

（2）

慶 喜 公

けられた︒それまでは遠慮もあってか︑ほとんど社交界にも出ない人であったが︑授爵後

は宮中の儀式等にも出るようになり︑私も家達公の紹介で宮中で慶喜公に親しく面談する
好機に際会した︒時は正に明治の極末期の一日であった︒

私の慶喜公に対する印象は︑割合小柄な人物で︑私が面談した時すでに老齢であって︑

あまり元気もなく︑ほとんど口もきかぬ温厚な人物のように見受けられた︒そして︑家達

公からの紹介で私が島津忠義の実子で忠重といい︑現在の島津家の当主である旨を述べた
﹁ああ︑そうですか︒﹂

のに対し︑慶喜公からは︑

と簡単な返事しか聞かれなかった︒が︑私を見入ってのかつての将軍の目は曇って来たか
︑︑︑

︑︑

のように感ぜられ︑言葉がなかっただけに︑感慨無量という風に私の目には映った︒その

際私自身もその場の空気にのまれ︑口をきくことも渋った︒慶喜公はその後大正二年七十

七歳で世を去った︒それだけに︑最初であり︑かつ最後となったので︑昨今そのことを誠
に残念なことであったと思っている︒

その後私は上野寛永寺に慶喜公がその約二ヵ年足らずの将軍の重職を退いてから水戸に
︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑

︑︑︑︑

隠退するまでちつ居していた室をはからずもおとずれる好機を得てくまなく仔細に見るこ

︑︑︑

とが出来た︒室は大体八畳こた間で横に並び︑それをとりまく一間幅の縁側があり︑二た

間の後方には古風な広い便所がついて居て︑更にその後には一間幅位の板のろうかが玄関
１︑︑

︑

と他のこた間から成る広い大書院とを結び︑更にその後には台所などがあるらしき寛永寺
︑︑︑

︑︑︑

っ居の当時の追憶にしばしめい目してそのめい福を祈った︒︵終︶

︑︑

の客室で︑又その一角から本堂へ小さい短かい渡りろうかに接している︒私は将軍隠退ち

︵四二︑一○︑二六稿︶

︵特別会員︑島津興業会長︶
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現代小学校道徳教育の問題点について

〃文京区千駄木小〃笹崎正市
〃同（東教大教授）

〃〃誠之小〃嶋根欣一

〃会員（東教大坂戸高校教頭）

〃 〃 真 砂 小 〃 人 見 昭
大塚正八郎

〃 〃 吉 田 豊
〃〃北区滝野川第5小

〃豊島区高松小〃渡辺芳子

教 諭 岩 淵 英 夫

西野次三

後藤三郎

（記録）
横田佐代治

道徳教育の現状

ｌ期待はずれの低調ぶりｌ

片山今日は現代日本における小学校道徳教育の問題点というこ

とについて話しあって頂きたいと思います︒日本弘道会も︑かねが
ご挨拶を︒

ねこの問題にとり組桑たいと思っていました︒では︑野口先生から

野口大勢集まって頂いて有難うございます︒弘道会は西村先生

の創立になり昨年で九十周年を迎えました︒西村先生の薫陶を受け

集団でした︒現在も二千五百部の会誌﹁弘道﹂を発行しています︒

たものは︑日本各地で活躍しています︒西村先生の存命中は大きな

いで︑道徳思想の普及に力を注いでいます︒かねがね教育界とのつ

最近では入会者が多くなりつつあります︒西村先生の教えを受けつ

ながりを持ちたいと思っていました︒毎月第二火曜夜に︑道徳教育

道徳思想についてのデイスカゾションをして来ましたが︑今回翠な

片山日本弘道会は民間の道徳教育運動です︒西村先生は︑民間

さまを迎えて︑討論できますことを︑心からよろこんでおります︒

の道徳教育者であったわけです︒象なさんの中には︑現場での問題

点や互の道徳教育についての実践につながる努力などの経験をおも

ていただくことにしたいと思います︒青少年の不良化が問題になっ

ちのことと思います︒今日は︑このようなことをあらいざらい出し

式﹂い○

ている現在︑今の子どもはどうなのかということについてお話し下

塩沢道徳教育が新設されて十年になるが︑まだ地についていな

いのではないでしょうか︒特設された一時間で︑道徳教育の目標が

r4、

小林良男

塩沢光利

〃理事（専大教授）木下広居
〃理事・主事渡辺正勇

〃練馬区開進第3小〃

〃理事（目白学園教授）
片山清一(司会）
〃特別会員（立大講師）

〃新宿区早稲田小〃高田賢
〃板橋区板橋第7小〃

︵出席者︶

、 ま ノ

日本弘道会会員赤羽台西小教諭
日本弘道会副会長野口明

（順序不同）

達成されるとは思わないが︑そのことによって一般の人たちが学校

塩沢人格を尊重する気風はできていると思います︒しかし敬語

かないというようなことは覇ありませんか︒

いかと思われることが多いですね︒敬語にしても何にしても︑ちゃ

の使い方などを考えても︑今の若い母親がそれを知らないのではな

が道徳教育をやってくれるのだという感じになってきてしまってい
るのが︑遺憾であるように思います︒家庭は家のしつけまでも学校

西野子供のしつけは父母がしてほしい︒それ以前に︑子供の人

んぽんですね︒

に頼むようになってしまってはいけない︒学校が凡てのしつけを徹

笹崎道徳教育以前の問題がありますね︒何でも承んな︑学校に

底させようとすると︑ジレンマにおちいってしまいます︒

ます︒家庭でも︑父が母を女性としてまた人格者として尊重するよ

格が尊重される教育をしているかどうかが疑問であるような気がし

ことはないが︑いろいろと徳目を列挙してあるのでどこが重点かと

木下ごもつともな考えが多いですね︒文部省の指導要領は見た

らないのではないかと思います︒

うにしているかなどの点で︑父親の考え方をかえていかなければな

おんぶしてしまうということも多いですね︒子供のためには何より
るようではいけないと思います︒

も家庭の愛情がほしいと思います︒こんなものまで学校におしつけ

片山学校で道徳教育をいくらやっても効果がないという感じが
ありますか︒

笹崎子供の心情まで︑ゆり動かす道徳教育にならないのが現状

そのためのわからせたり気づかせたりという教育が︑学校で必要だ

人見地につかない︑定着しない︑習慣化しないことがたしかで

簡単にいえば﹁うそをつくな﹂ということです︒うそをつかないこ

ということです︒いいかえると﹁良心的になれ﹂ということです︒

すとき︑一晩考えていう言葉は︑﹁りっぱなクリスチャンになれ﹂

トム・ブラウンの学校生活では︑父親は︑寄宿のある学校へ送り出

いうおさえがない︒むしろこの重点が大切なのだ︒イギリスでは︑

と思います︒しかし︑家庭での父と母の考え方がちがったり︑特に

ではないでしょうか︒何か︑うわっすべりな感じで：：：

子供の教育が︑母親まかせになっていることなどが︑問題だと思わ

り﹂のことばでもいわれているが︑イギリスでは︑うそがはじであ

とは︑むずかしいことです︒日本でも﹁義を見てせざるは勇なきな

るという教育が中核です︒これは武士道精神と同じです︒これは武

れます︒しかし︑健康の習慣についてだって︑学校まかせが多いで

士階級の道徳ですが︑民衆に感化をもたらしています︒これは︑町

すね︒手を洗うこと︑ハナガミムンカチの忘れものについてさえも
学校にまかせようとすることが多いですね︒学校と家庭の領分をは

たよ︒

を通じ選挙違反の事例を見て︑いかに︑うそが多いかを実感しまし

践を通して期待することが大切であると思う︒今回福島県への旅行

人百姓の間でも高く評価しているのです︒こうしたことを子供の実

っきりさせ︑そこで協力しあうといったことが必要だと思います︒

ｌまず中核を求めよＩ

道徳教育の目標

片山親がいくらやかましくいっても現代の子供が言うことをき

ＦＤ
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いるんですね︒日本では道徳指導の中心がないといえる︒昔は﹁忠

片山﹁グッド・マンである﹂ということが教育の中心になって

ということの本当の意味がわかっていないのですね︒

り方も﹁笑われますよ﹂ということに発していますね︒恥ずかしい

何に対してなのかがはっきりしていませんね︒お母さんの方の︑叱

後藤私の教えている大学の学生に新渡戸さんの話をした一﹂とが

孝﹂であった︒それが戦後﹁人間尊重の精神﹂が中核であるとうち

あります︒新渡戸さんは﹁恥を知れ﹂ということを重視した人であ

出されたのですが︑内容的にはあいまいですね︒次に
道徳教育の方法についてはどうでしょうか︒

る︒すると学生の中に︑軍国主義に協力した人だというのです︒

初の人には一本の筋金が通っていたが︑特別な道徳教育を受けはし

人がいない︒恥を知れとは何だということを知らないのです︒明治

今の学生には︑道徳指導が欠けている︒自信をもって道徳を説く

笹崎木下先生のお話をきいていると︑イギリスがうらやましい
に︑神に対してということがない︒教育基本法といってもつかみど

と思います︒日本では︑誰のためにという対象がない︒英国のよう
ころがないようです︒国家的な大目標が与えられることによって︑

なかった︒ところが現代では道徳を説く人が自信をもって︑はっき

りいわなければいけない︒先生自身が︑自信をもって︑説くことが

スムースさができてくるのかも知れない︒

木下私は﹁はじを知る﹂教育が大切だと思います︒ロシヤの外

﹁道徳とは︑こういうことだということを先に出しなさいとすすめ

できなければ︑道徳教育の実はあがらない︒私は︑いつも学生に

ているｏ﹂教育実習生が︑いっていることだが︑道徳の時間を敬遠

ていますが︑これでは︑外交の信用はなくなってしまいます︒日本
人は︑誇りを持たなければいけない︒日本人の誇りを回復する必要

いる先生がどのくらいあるのだろうか︒私の孫のようすを見ている

しているむきが現場にあるようですね︒自分で自信をもってやって

交について︑エンゲルスが非常に﹁うそをつく﹂ということをいっ

がある︒英国で紳士になれというのも︑騎士道から出てきている︒

果たす役割が大きいですね︒

片山大切なことにふれていただきました︒道徳教育上︑両親の

教師と両親のもつ責任

ほしいものです︒

庭によびかけるようにしてはどうだろう︒学校の徹底したリードが

ない︒﹁今週の中心は何か﹂といったようなことでもよいから︑家

い︒給食や行事についての通知はあるが︑道徳についてはやってい

と︑今の学校では︑どうしているのだろうと疑問を持つことが多

わが国の現代の選挙などの腐敗ぶりを見ると︑日本人の誇りが地に
落ちた感じだ︒﹁武士道を知れ﹂と︑強調したくなる︒

道徳教育の背景
Ｉ目に見えぬものへの着眼ｌ

片山天を知るという言葉があります︒昔の人には天を恐れる思
想が強かったが︑今の若い人は人工衛星の天しか知らないのではな
渡辺︵芳︶子供がものを言わない理由を聞いてみると︑恥ずかし

いでしょうか︒

いとか︑人に笑われるのがいやだとかが多いのです︒恥というのに
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吉田両親の不熱心さや言うことの根きよのなさが私たちの学校
の父母会で話しあわれました︒望ましい家庭では﹁親のまねをしな
さい﹂といっている人が多かったようです︒こういう人たちは︑自

す︒﹁親を見習え﹂ということは︑親の側に模範となるべき実際の

小林私は︑自分の子供に親を見習ってもらいたくないと思って

生活があるからだと思うのですが︒

代の差が目立ちすぎている︒何か大人の世代と子供の世代との間に

例えば︑交通安全指導などが大きくのしかかってきている︒また世

います︒今日では学校は︑少し荷を背負いすぎている感じがする︒

横田道徳教育も主体は親でしょうね︒恥を親が知るようになら

信のある人と受けとってよいでしょうか︒

なければならないのです︒親まで教育しなければいけない︒私の学
校は︑高校ですが︑父兄会には︑卯％の出席率です︒親はどう協力

のです︒自分だけがよければよいという考え方は相当に浸透してい

は大きなずれがあるように思う︒物の見方に断脳があるように思う

までは学校の道徳教育は背負いたくないというのが本音なのです︒

るようです︒小市民的な考え方が出ている︒家庭に於ける道徳教育

したらよいかを考えてもらうことが必要なのです︒戦後の混乱を現
代では物質的には克服したけれども︑精神的には未だしの感が強い

現代社会にみなきる不信感

ものがあります︒クリスチャンは自分の心に支えを持つ人だとい
う︒教育の根本は自我の育て方だというのですが︑父母の考え方の

片山道徳教育を指導する教師としては︑自信がないからやらな

Ｉまず大人の世界からｌ

いのか︑それとも︑子供とともに道徳を探求するということとどち

してくれないとか︑補教に行ってもかえって淋しがらずに喜ぶとか

、 0 ノ

方がそれにおいつかないことが多いのではないでしょうか︒
どこまでが正なのかということはむずかしい点がありますね︒考え

高田教師が自信をもてということはある程度わかるのですが︑
方によっては︑ストライキを正しいと見る見方もあるのです︒正し

らが大切かという点については︑どうでしょうか︒

ということもあるのです︒また実態調査をした結果を見ても︑子供

西野児童の方に不信感がありますね︒挨拶しても︑挨拶をかえ

いということは︑考え方いかんにもよるということはずいぶんある
家庭で親が子に口先だけで教えるのでは︑家の中の地位のしっか

ものです︒

りしないもの︑たとえば母親にとっては︑なかなか子供に徹底しな

は勉強のことをきかれるのがつらいといっているようです︒

木下﹁ママゴン﹂とよばれる母親があるそうですね︒また︑優

いのです︒現代の家庭では︑実学のような手や体を通して教えるも

習と言って︑子供をおいこむことや︑子供の生活にピタリと接して

秀な母親でも子供の教育に失敗した例をよく知っています︒学習学

のがなくなってきているのではないでしょうか︑体を通して︑見よ
う見まねで学ぶことが実は大きな教育力になっているのだと思いま

深刻に反省しないといけないのではないかと思います︒

いないことなどが失敗の原因としてあげられると思います︒これは

す︒十年たって桑て道徳教育の成果がいくらか︑かわってきたと思
われることなどはないかと考えているのですが︒

片山正しいことについての判断は大人も迷うことが多いもので

rヴ、

岩淵教師の側からの信頼感もないと思います︒十月二十六日で
感じたことです︒学校内の職員は組合の強い人が核になっていて︑
その人を信じているのです︒政府・教育委員会に対する不信感が強
く︑教育に対する不信感にもそれが通じているのです︒同僚に対し
て自分の出世とか教育委員会の手先とかいった不信感については普
通の手段では︑処理できない面が多いのです︒こうした中では︑理

るのだということをよりよい生活の基礎になることだということを

同僚の迷惑と︑集団のきまりをしっかり言ってきかすことが大切

よく言って聞かせてやることだと思います︒
だと思っています︒

叱る教育の必要

片山近頃は︑先生が心から叱ることがなくなっているのではな

ｌきびしさへの要請ｌ

ということから初めた方がよいように思います︒そうした点を中心

いか︒真剣になって叱る教師が少なくなっているようですね︒子供

くつよりも生活指導から入って︑児童のしあわせにどうつながるか
に話し合いをすることをまず考えています︒道徳の時間については

の方から考えると︑本当に﹁こわい先生﹂はなくなったのではない

っていました︒しかしこれではいけないと考えなおし︑人間として

渡辺︵芳︶私は子供がひどいことをしても︑がまんして許してや

かな︒

一時間をどうすごすか︑資料の世話を見ている程度です︒子供の幸
福をつきつめれば必ず話の一致点が見出せることはたしかです︒こ

片山教師についての不信感については︒

のことについては校長も力説しています︒

の必要な態度をとるよう一生懸命叱ってみて︑少しずつ分ってくれ

先生がよいと思われる傾向もあるが︑中には︑きびしさが望まれる

後藤﹁やさしい先生﹂と﹁こわい先生﹂とでは︑一応やさしい

たように感じました︒

塩沢戦後は教師は批判されすぎているのではないでしょうか︒
教育のひず象を先生のせいにするようになってくる︒それが知らず

小林私の学校では︑校長自らが理科室の清掃をしています︒子

知らずの中に児童にひびいてくるようになります︒

供は︑そのわきで遊んでいるということもあるようですが︒

い出になっているという人をよくみます︒これは終生の教育となり

声もある︒いつまでも先生に叱られたことが頭に残っていてよい思

いといっているのを聞いてがっかりしたことがあるのですがね︒

ます︒私は有名な先生が倫理学史の時より倫理学の講義の方がつら

／

後藤私の知っている野口先生という方はまつ先に実践すること
が教育の本道といわれ︑実行しておられた︒子弟関係は︑非常に立

られることに敬意を表します︒教育の中心は︑やはり道徳教育であ

うした中で︑道徳教育の研究会がどんどん進められ研修を重ねてお

思います︒戦後の混乱からもよく立ち直ったとも考えられます︒こ

野口道徳教育の学校で受け持つ分野は︑かなり小さなものだと

派なもので生徒が見習うという態度がよく見られた︒野口先生の人
格そのものなのですね︒

小林廊下を走るとか︑清掃がうまくできないとか︑教師の人格
西野叱る場合︑犬や猫にない人間としての大切なことをしてい

の不足からくるものなのでしょうか︒
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るが諺それには先生方が大にいわないよりはいった方がよいので
れるものなのだからです︒

す︒その効果は︑その時は目に見えないようでも後では︑必ず現わ
学校教育のよさは︑先生が尊敬されていることと︑具体的な方法
をもってなされていることと︑グループとして扱われその中で︑殿

とですね︒

座談会出席の感想

渡辺︵正︶本日は長時間誠に有難うございました︒

第一線の現場で後藤新平市長のいう﹁大臣たるより六ヶしい﹂小

した︒本会は明治九年東京修身学社に始り帥年を経た今日も微力な

がら西村会祖の余徳によって国民道徳高揚運動を続けているのであ

学教育︑特に道徳教育にご活躍の皆様の熱心なご討議に敬服致しま

ばよいのです︒確信のある教育は一朝一夕に生まれるものではあり

一に会祖のお引合せによって結ばれた同志であると考えまして大に

ります︒今回片山理事のお骨折でこの研究会がここで開かれたのも

られることだと思います︒先生は︑この担任の子をどう育てるか︑

ません︒だんだんと︑そのような方向に行くことが大切ですね︒社

どのように導くかを考えてやること︑その中に︑真心をこめてやれ

会道徳も︑社会のリーダーがよくならなければいけないと思いま

さき程校長の率先指導とか教師の自信とかが出ましたが西村会祖

心強く感じておるのであります︒

供したいと思います︒時間もすぎていますし︑私もよくは読んでい

す︒

健康教育と道徳教育

大塚私は健康教育の方が専門なのですが︑道徳も︑融通のきく

ることに致しますが︑今後皆様とともにこの研究を続けることが出

ませんので︑特に道徳問題に関係が深いと思われる主なものをあげ

を砕いておられたか︑数多い著書講演の中からご紹介してご参考に

が全心全霊を傾け全半生をかけて国民道徳の振興に関していかに心

ものでありたいと願っているものです︒交通道徳も場所によっては

ｌまず手近かな所から初めよ

左側通行の必要な所があるのですから︑偏食の指導でも同じことだ

かねてからの持論の修身は他教科の基礎とすべきものとの観点から

来ますならば一段と効果があがるものと確信するものであります︒

明治十三年に刊行した小学修身訓を初めとして︑修身教科書之説︑

と思うのです︒給食ののこし方にも問題はあるのですね︒走るなと

小学修身の教授を論ず︑修身の教授法の疑問︑日本道徳論︑道徳教

いう指導が多くあるようだが︑実際に調べて象ると︑二分間以上連
続で走るという生活の中での現象は︑ごく少ないということが分っ

育講話︑国家道徳論などであります︒尚会祖は道徳教育者必読の入

に期待することを切言しております︒

著について批判を加えてあります︒そして要は理論家よりは実行家

門書として﹁読書次第﹂に道徳︑哲学宗教等の和漢洋の代表的の名

ていますので︑健康上からは︑走ることをもっと考えてやる必要が

西野成程一面だけをつっついているため全体を忘れたようなこ

あるのではないかとさえ思っています︒

片山よいことも悪いこととの関係で見つめなおさねばというこ

とをやってしまっていることもあることがわかりました︒
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道徳の復興㈲

木下広居

﹁義を見て為さざるは勇なきなり﹂とある︒勇気とは正義

葉隠は﹁義﹂を徹底させ︑純潔を守るためには死を軽ろ

を実践するところに現われるものだ︒

んずるほかに道はない︑と教えた︒死のうか死ぬまいかと

迷うような事件が起こったら︑死ぬ方にきめたら︑まちが
水戸の義公は︑

いない︑とした︒

﹁戦場に駈け入りて討死にするは︑いと易き業にて︑如

何なる無下の者にても為し得らるくし︒生くべき時に生き

死すべき時にのみ死するを真の勇というなり﹂

といっている．ｌこれば業隠と大ちがいだ．﹁生くべき

ないのではないか︒﹁真の勇﹂を求めて考えこんでいては

至難のわざである︒分別が先に立つならば︑決断はありえ

時に生き︑死すべき時にの承死する﹂というような分別は

義が武士の徒では中心をなしている︒人情よりも﹁義

勇ましい実践から遠くなる︒武士は勇ましく純粋な気持で

一︑義

理﹂が大事といって︑︲武士以外の階級にも感化を及ぼした

生きることを念願したのだ︒﹁義﹂は敢為と結びついてい

し︑武士の精神や信条とかけはなれたことをする者たちが

る団体的規律といったものは︑武士道と間係がない︒しか

まちがいだ︒自分たちの利益のために反社会的なことをす

ヤクザの﹁仁義﹂︑泥棒仲間の義理など︑明らかに解釈の

とも﹁仁義﹂という者が現われた︒しかし︑内容がちがう

武士階級以外にも﹁義﹂が影響を及ぼしたＯ武士でなく

たのだ︒

孟子は︑﹁仁は人の心なり︒義は人の路なり︒其の路を
舎てて由らず︒其の心を放って求むるを知らず︒哀しいか
つあるも求むるを知らず﹂といった︒

な︒人︑鶏犬の放つあらば則ち之を求むるを知る︒心を放
﹁義﹂を重んずる者が一番尊敬された︒学者や芸術家よ
りも﹁四十七人の義士﹂がすぐれたものと思われた︒

この﹁義﹂と勇気が結びついていた︒義のために行なわ
れるのでなければ︑勇気も道徳にならなかった︒論語には
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やはり同じ合言葉を使わねばならぬところに︑武士道の感

ものではない︒多くの人々の分業的合作だ︒自分のした仕

だいいち︑大きな建造物は︑すべて一人の人間で作れる

が盗まれて︑影も形もない有様だ︒

武士道の﹁義﹂は封建的な秩序を維持するために利用さ

で︑いつ破壊されるか分からない︒ライトの帝国ホテルも

事は︑ごく一部分にすぎない︒それに︑いかなる物も無常

化力を見るべきだろう︒

り︑長男のために弟や姉妹が犠牲になったり︑父の放蕩や

手を加えても︑あと百年も維持できるかどうか︒

保存するとすれば︑五十億円を必要とするということだ︒

れた︒それは家においては家長に対する家族の義務とな
飲酒に必要な金を用意するために娘が身売りをするような

宗教の説教や哲学の教え︑道徳の教訓があった︒︒しかし︑︲

だろう︒だが︑ちょっと待ってくれ︑大昔から︑いろんな

な遺産を残すことだ︒それなら人類とともに︑永遠に残る

そうだ︑物質的な遺物だから滅びるのだ︒後生に精神的

義理︑親が勝手にきめた政略結婚を泣く泣く承知する孝行
もあった︒しかし︑それは武士道の本質とは関係がない︒
封建制度の産物にすぎない︒

二︑勇気

ほとんどすべて︑短い時間だけ空気を震動させただけで消

内村鑑三は武士道の上にキリスト教を築かねばならぬと
主張した︒彼は﹁後世への最大遺物﹂という講演で︑こう

えてしまったではないか︒

では書物を著わすに限る︑というかも知れない︒これま

いうことをいっている︒誰でも︑後世に何かを遺したい︑

た無数の本が現われた︒自分で書かなくても︑弟子が書い

と思う︒自分の生まれた時よりも︑少しでもましな世の中

万四千巻の教典になった︒しかし︑それらは︑書物の何分

にして死にたい︑と希望すべきである︒ところで︑世界を

の一だろう︒ごく僅かな部分にすぎない︒大多数の本は︑

クラテスの言葉はプラトンが永久化した︒釈迦の説教は四

と思っても︑容易なことではない︒三千年前のエジプト王

その断片も残っていない︒孔子の人柄も思想も論語を読め

てくれていい︒キリストの言葉は新約聖書に書かれた︒ソ

は︑十万人を二十年間働らかせてピラミッドを造らせた︒

社会を改革する︑といった︑大それたことが誰にでもでき

あれは︑国王が永遠の生命を維持するために︑自分のミイ

た︑幸運な人たちだ︒普通の人間にマネのできることでは

ば分かる︒傑作を残すのも特別な才能を持つ︑選らばれ

るだろうか︒何かしら﹁物﹂の形で自分の事業を残したい

ラと宝物を保存するのが目的だった︒ところが︑どうだ︒

ない︒

満足な形をして残っているのは算えるほどしかない︒それ
も年金胴れている︒肝じんのミイラも宝石や金銀も︑一切

（11）

ヨ

仲間に︑子孫に︑社会に影響を及ばさない︑ということが

勇ましく生きることだ︒それが真実の実践であるならば︑

次第でできないことはないＯそれは︑正しい目的をもって

しかし︑我灸にできることがある︒すべての人が︑決心

招来すればなり﹂というところがある︒

れば銀難は忍耐を生じ︑忍耐は練達を生み︑練達は希望を

めだった︒ロマ書第十章にも︑﹁我は銀難を喜ぶ︒何とな

足で寒稽古に通わせたりした︒それは忍耐力を養成するた

この勇気を養うことが武士の大事な心がけになってい

的な勇気では︑もろい︒精神的勇気は︑自分のしているこ

うことは︑恐れを知らぬ︑ということである︒ただ︑肉体

忍耐がなければ勇気は養なわれない︒勇気がある︑とい

た︒少年の頃から剛毅︑不携不屈︑大胆︑自若というよう

とが正しく︑まちがってない︑という信念によって一表づけ

あろうか︒

な性質を育てあげようとした︒とくに︑母親が訓戒した︒

て︑

子供が何かの痛翠で泣き出したりすると︑母は子供を叱っ

ぱならぬと同時に空腹もがまんしなければならなかった︒

時はどうする︒﹂と励ましたものだ︒負傷の苦痛に耐えね

す︒戦場で腕を斬り落とされたらどうします︒切腹をする

ある︑といわねばならぬ︒何かをしようとする場合に︑び

ならないのである︒そこに武士道の道徳としての普遍性が

たことではない︒一人前の人間は︑すべて︑そうなければ

らぬ人︑と答えるほかはない︒そして︑これは武士に限っ

故に︑武士の特色は何か︑ときかれるならば︑恐れを知

されている場合に現われるものである︒﹁正しくあれ︑そ
して恐るるなかれ１国︒言驚閏且序胃巨員﹂である．

武士の子は腹がへっても︑ひもじいとはいわず︑﹁武士は

くびくする者︑臆病な者は︑自信がないのである︒修行と

﹁そのぐらいで泣くとは武士の子らしくない臆病者で

食わねど高揚子﹂の風を学ばねばならなかった︒

勉強と練習が足りないからである︒小泉信三は︑﹁練習は

んで忍耐し︑練達の域に達したと自信する者にして︑はじ

不可能を可能にする﹂と書いた︒非常な努力をした︑苦し

また︑どんなことが起こっても︑泰然自若としていなく
﹁大変だ﹂など︑一生に一度いえばいい︒自分が死ぬか国

恐れを知らぬ勇者は落ちつきがある︒敢為の行動が勇気

三︑沈着

持主たりうるのだ︒

めて恐れを知らぬ勇者となることができる︒敢為の気象の

てはならぬ︒何が起こっても︑びっくりしたりしない︒

だから︑子供の時から︑﹁獅子は︑その児を千例の谷に

家の運命にかかわる時だけにいうべきだ︒

落す﹂︒けわしい谷を登ってこられる子供だけを育てよと
いったきびしさがあった︒時には断食をしたり︑厳寒に素
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の動的表現であるのに対して︑平静は勇気ある人の静的表

戦闘は肉体力と武器による争いばかりではなく︑勇気と

衣川の合戦︵西暦第十一世紀︶において︑東国の軍は敗れ︑

知力の競争であった︒

ろうろしたり︑口やかましく物をいったりするのは︑真に

その将阿部の貞任︵さだとう︶は逃げたｐ追手の大将たる

現だ︒勇敢な人は常に沈着である︒落ちつきがなくて︑う
自信のある︑勇気ある人とはいえない︒驚き︑あわてるこ

源の義家は︑敗将に迫って声高く︑

と呼ぱわった︒すると︑貞任は馬を止めた︒そこで義家は

﹁きたなくも敵に後を見するものかな︑しばし返せや﹂

とがなく︑何が起こっても精神の平静を象だされない︒地

震も嵐も︑死の脅威にも心を動かさない者が大丈夫であ
﹁天下の広居に居り︑天下の正位に立ち︑天下の大道を

る︒孟子の第三篇下には

衣のたては︑ほころびにけり

大音に︑

は従容として︑

と詠象かけた︒その声が終るか終らないうちに︑敗軍の将

行なう︒志を得れば民とこれにより︑志を得ざれば独りそ
の道を行なう︒富貴も采だす能わず︑貧賎も移す能わず︑

と︑上の句を付けた︒義家は︑引きしばった弓を︑にわか

／可0‑》、

威武も屈する能わざる︑これ之を大丈夫という︒﹂

に弛るめて立ち去った︒人が怪しんで問うと︑﹁敵に激し

年を経し緋のみだれの苦しさに

差しせまる生命の危険に際して詩を吟じ︑死に直面して

く追われながら心の平静を失わない剛の者を恥づかしめる

という名文がある︒

として平生と少しも変っていない︑余裕がある︒

﹁汝の敵を誇りとすべし︒しからぱ敵の成功はまた汝の

ニイチェは︑

ことはできない﹂と答えた︒

歌をよむ者こそ武士である︒その時の筆蹟も音声も︑従容
江戸城を築いた太田道潅は︑槍で刺された時︑彼が歌を
の句をよんだ︒

好むことを知っていた刺客が︑刺しながら︑次のような上

成功なり﹂

といった︒平時において友たるの値打ある者だけを︑戦い

かかる時︑さこそ︑いのちの惜しからめ︑これを聞いて
まさに息も絶えんとする勇者は︑脇腹に受けた致命傷に少

︵理事︑専大教授︶

人は金をもって戦わず︑鉄をもって戦う︑といった︒

武士というものであろう︒ローマの盛時において︑ローマ

に際して敵として選ぶのである︒それが勇気あり名誉ある

かねて無き身と思い知らずぱ

しもひるまず︑

と︑下の句をつづけた︒

L、LOノ

神棚のお燈明に火を点ずる︒また主婦はこれを受け取って

をする︒早暁未明の頃︑主人が社から聖火を持ち帰ると︑

年越の当夜︑一家の主人は社に集り斎戒泳浴してお篭り

から門松用の松を買ってくるのとはわけがちがう︒

新美忠之

あるお正月の思い出

門松をはやすこの二十年間の変動は激しいから︑今も
ぞろぞろと帰っていく人たちとは逆に︑伊賀の山村に居を

そのままであるかどうかは知らない︒終戦後︑疎開先から
定めたことがある︒その数年間︑村の古老や青年達と多く

の頃︑主人は若水を汲み︑神棚に供え門松にも供える︒お

お雑煮を作るため竃のたき木に火を点ずるのであるが︑・そ

年迎えには年送りの行事が前にある︒年の暮れには山か

の知己ができた︒その山村の新年風習を思い出す︒

煮を祝う︑という順序である︒

何を汲みとるかこれは︑ただに一地方の一山村だけの

雑煮は勿論若水を汲んで供せられる︒さて︑家族一同お雑

のことでなく国民一般の慣習であったが︑今日の都市生活

は︑などの常緑樹もある︒門松には〆縄や幣がつけられ
る︒龍をはじめ室点にも〆縄が張られる︒〆縄も幣も家庭

る︒家の内外を掃除し︑門前︑内庭に清潔な砂が敷かれ

では次第に忘れられている︒時代の変遷と共に︑この形が

ら門松を採ってくる︒松に定っているのではない︒ゆづり

で作られる︒門飾り︵門松︶にもお雑煮を供えるようにな

精神が忘れられ過ぎているのは残念なことである︒

続けられていくわけもないが︑この慣習の裏に流れていた

︑︑︑

っている︒山から門松を伐り出すことを︑門松をはやして

その一つは︑家族の厳しさの反面に流れるほのぼのとし

来る︑といっていたが︑門松を伐り出すことも祝福祈願を
こめた祭事行事の一つの内容であったことがわかる︒店頭
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としての成長は︑同輩を考えるだけでは浅いものに終る︒

家つきカー付き婆抜き︑だという若い男女がふえた︒人間

た一体感が忘れられることである︒このごろ結婚の条件は

沢な生活ができるように︑という目標だけになるというこ

第三は家・親︒祖先を忘れた孤独な個人に残るものは賛

ぶ金が無いからという理由で強盗を働いたり人を殺したり

し︑万人に豪華・賛沢な生活ができるわけのものでない︒

のけ他人をあざむき︑ひたすら利益だけを追求する︒しか

とである︒豪華・賛沢な生活ができるように︑他人を押し

する衝動的な非行の例が多くなったが︑その根抵に︑親子

の福祉国家だの自由平等があろうか︒どこに血の通った平

反目︑ねたみ︑争いが絶えないところに︑何の文化国家だ

親を忘れ祖先を忘れるのでは犬や猫と同じことになる︒遊

兄弟︑祖先を忘れさせるような言論・立法・教育があった
その二は敬度の観念が薄れたことである︒西洋人は教会

のあまりにも軽薄著修であるのに文字通り隔世の感を深く

質素な山村の年越行事新年行事を思い出して︑現在の世相

和な社会生活︑国民の統一が実現できるであろうか︒簡素

と強く結びついているから︑デモクラシーを説き自由平等

する︒ギリシャ神話の教訓にもある︒物的な豊満は倣慢を

ことを篤と反省する必要があろう︒

を主張しても︑その根抵には神を恐れ神の徒を守ることを

生糸︑やがて破滅すると︒戦後二十年︑浅薄皮相な言論や

圭戸い上﹂たか当どいかの・ほｈ／か弁娃

大空に春をしらせて朝かぜに

早春

泊翁先生歌集より

い︒︵評議員︑文部省教科書調査官︶

せる︒これが今後の教育の中心に置かれなくてはなるま

政治から抜け出すために︑置き忘れた﹁日本﹂を再発見さ

忘れないが︑戦後の日本では日本の伝統を否定することが

民主化であるかのように誤解する軽薄な風潮がはびこっ
た︒親に孝行を説けばおかしくて︑という︒忠君などどこ
の未開国民の話ですか︑といった受け取り方である︒敬神
崇祖など考えてもみようとしない︒蜘眺の子を散らしたよ
うなギスギスした個人が右往左往する状態︑これが今日の

国状である︒しかも個人としては日々不安の中に生活す
る︒無力な凡夫という自覚を妨げる社会状況を正さない限
り安息は求められない︒祖先を祭り神に祈る心︑人間とし
ての心の豊かさが欠けては︑国民の統一も心からのものと
はならない︒家を破壊した結果のみじめさは改めて思い直
す必要があろう︒
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西村先生のみた

ｌドナルド．Ｈ・シャイブリー教授の研究Ｉ

片山清一

いう長さだから︑日本語にすると︑四○○字詰原稿用紙に

すると一五○枚ほどになるであろう︒おそらく海外に紹介

るようになったかについては︑いろいろの考え方ができる

外人とくに英米人たちは︑どうして日本について研究す

klbノ

日本近代化の問題点筒

｜︑この研究の動機
ｌ日本近代化の原因究明ｌ

教授は︑現代アメリカのハーバード大学につとめている人

はないかと思われる︒

された西村先生の研究論文として︑もっとも大きいもので

であるが︑教授は︑一九六五年︵昭和四十年︶に︑プリン

ホールのことばを引用してみよう︒

であろうが︑この吾の序文を書いたエール大学のＪ・ｗ・

ここに紹介しようとする︑ドナルド︒Ｈ・シャイブリー

ストン大学出版部から発行された﹁近代化に対する日本人

とその余波とによって︑さらに西洋人たちが日本人と接

すばらしい発達をなすに至った︒こうしたことは︑戦争

他の英語使用国において︑日本に関する学問的研究が︑

﹁世界第二次大戦終了以来︑アメリカ合衆国およびその

の態度の変遷﹂という書籍の中に︑

西村茂樹
一儒者の率た﹁近代化﹂観Ｉ
という題目の長い論文をのせている︒Ａ５判で四十八頁と

／ 1 八 、

果であると︑ある程度までは言えよう︒しかし︑もっと

刺戟されて︑それが一般的なブームとなった自然的な結

触する機会が多くなったことによって︑日本への関心が

白力の象徴と実体︵三論文︶

︒徳川時代の状景︵二論文︶

⑥新しい価値と古い価値︵五流文︶

四文化的対照ｌ中国と印度Ｉ︵二論文︶

この論文は︑その刑題の示すように︑．儒者の近代化

ｌこの大変動期に生きる道Ｉ

二︑明治維新と西村先生

に入れられているＯ

この中︑西村先生に関するシャイブリー教授の論文は白

直接的には︑日本についての学問的研究の企画が細胞分
裂的に増加してきたこと︑特に日本語を読み書きできる
学問的専門家の人数が著しく増加したことによるのであ
る︒﹂としているＯ

このような人たちが︑たがいに研究の成果をもちよって
開いたが︑それから一九六○年一九六二年と連続して研究

観﹂としての西村先生の思想を示したものである︒したが

討議し合うため︑一九五八年北米のミシガン大学で会合を
会とつゑ重ねてきている︒会はゼミナール式でおこなわれ

って西村先生を儒教思想をもった人物であるとみている︒
内容は︑

てきたが︑ゼミナールの主題は次の通り
１︑近代化に対する日本人の態度の変遷

序言

徳川官僚から明治近代人へ

２︑近代日本の社会的変化

保守主義者としての西村

３︑近代日本における国家的・経済的事業
４︑近代日本の政治的発達

進歩主義者としての西村

より明治初期にかけて︑①←②←③に推移した経過を考察

尊王撰夷②文明開化③富国強兵の三つを分析し︑幕末

事情を述べ︑そこから三つのスローガンを拾ってくる︒①

序言では︑明治維新の性格をとらえるため︑日本開国の

の五章に分かれている︒

一進歩的徳川官僚の惟界観

５︑日本文化における伝統と近代化

この中の１の主題の研究成果が︑この書物によって公け
六頁にのぼる大冊である︒

にされたのである︒本文五三一頁︑その他を加えると五五
内容は五部に分れ︑十四論文が集録されている︒部の題
目だけを示すと︑

㈲この問題の系譜と性格︵二論文︶
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る︒

し︑そうした中で西村先生の役割を明らかにしようとす
明治維新は︑たしかに大きな変革であった︒しかし幕末

の他外国人の来訪を重視するものとの二つの対立論が現わ

れる︒そしてどちらに重点をおくかによって明治維新の見

﹁日本人は十九世紀中ごろ︑もはや在来のやり方をもっ

著者シャイブリーは︑この論の冒頭に次のように述べる

方も大きく変化する︒

てしては︑外夷を岸辺で喰い止めることができないと理

から明治初期に生きた人たちにとって︑その変革がどのよ
うな方向に向うかは︑全く五里霧中の状態であったものと

解するようになった︒アジアの他の国ぐにに起ったよう

な主権侵犯にもなり兼ねない結果をひき起す貿易接衡の

によって進めばよかったとも考えられるが︑具体的に事に

圧力に抗するためには︑組織や方法において︑ある思い

想像される︒もちろん﹁五ケ条の御誓文﹂が示され︑それ

いわれる大久保・木戸・西郷などにしてもわからなかった

臨んで何を計画し︑何を実施してよいかは︑維新指導者と

みの中でも最も重要なことは︑日本文化の諸方面を近代

ない強国とすることであった︒この軍事的な実力への企

化して︑日本をして︑もはや外国の侵略を恐れる必要の

切った新しさが必要であることに気づいた︒こうした試

こうした混迷時に当って︑進歩的な考え方をもった者と

であろうと思う︒時の政府が﹁朝令暮改﹂の施策だったと

保守的な考え方をもった者との対立がきびしい様相を呈し

く︑その後一世紀間にわたり優先性と重点とを決定し続

図は︑ただにその後の日本の歩みを規定しただけでな

非難されたのも︑むしろ当然のことであったであろう︒

たのは︑自然のことである︒明治の初期は︑一般にいわゆ

けたのである︒﹂︵同書一九三

る﹁文明開化﹂謡歌の時代といわれているが︑実際は︑こ

だから︑撰夷から開港にふみ切ったのであり︑また開港

と幸福とがおびやかされる時期であった︒したがって明治

ことに多事多難であった︒国内的にも︑国際的にも︑平和

いたことである︒幕末から明治初年にかけての日本は︑ま

ていた︒それは︑上下階級等しく﹁日本の危機﹂を感じて

しかしこうした対立した思想の底に共通した感情が流れ

象が色濃くあらわれてきた︒﹁富国強兵﹂のスローガンが

る性質のものであった︒明治十年代になると︑そうした現

っていた以上︑その行き過ぎは︑早晩ブレーキのかけられ

ないが︑その底には︑日本の自衛と発展とへの意志か横わ

明開化ということも︑単なる表面的意味だけならば問題は

から文明開化へと進展して行ったのである︒したがって文

四頁︶

が︑数多くいたことは否定できない所である︒

うした文明開化に背を向け︑あるいは快く思わない人びと

維新の導因として︑国内事情に重点をおくものと︑黒船そ
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それであった︒この構想は︑幕末からすでに広く行き渡っ
ていたのであるが︑明治十年代のそれは︑文明開化の洗礼
を受けた後であることの故に︑近代的な意味をもった富国
強兵であった︒

目まぐるしく変転して行く世の中︑そしてまたそれと並
行して変る政府の政策︑このような渦巻の中で﹁明日には
明日の風が吹く﹂と割り切って生きて行くこともできたか
も知れないが︑明治元年を迎えた時︑年すでに四十一歳で
いかなかった︒立ちおくれた日本にとっては︑文明開化も

あった西村先生は︑猫の目のような変り方をするわけには

成された日本の美風を一朝一夕に捨ててしまうわけには︑

大切である︒しかしそれかといって︑長年月にわたって形
断じてできない︒ここに何とか一つの依り所を見出さねば
ならない︒西村先生の苦悶がそこにあったし︑また先生一
めることであった︒

生の仕事は︑この依り所を見つけ︒それをひろく国民に弘
著者は︑ここで西村先生について︑次のように述べてい
Ｚ句○

西村は︑明治政府のやり方に対しては︑鋭く不快を感じ
ていた︒﹁政府のやることは︑たえず表面的なことばか
りでへ目的も何も存在しない︒だから朝令暮改となり︑

こじつけとなる︒﹂こうした結果となるのは︑政策を導
く道徳的原理が欠けていたからである︑と西村が考えた

／もノ４︑ノ４︑″／ｑ︑ノー︑／ｋ︑／︐︑１．／１Ｊ

一証

読書次第緒言抄西村茂樹

二就カ
カソ
ン了ヲ望ム︒

今余
ー言
ニ う所ノ学問︿︑専ラ正心修身ノ道︑即チ世二
今
余ガガ
謂フ所
謂
所ノ
ノ道徳学ヲ指ス者ナリ︒天文地理政事法律格物
化
学農
農Ｔ
工商其他此ノ如キノ学問︿︑各其専門ノ師二就
化学
キテ
キ
テ学
学ブ
ブベキ可ナレバ︑全ク此書ノ範囲ノ外二在ル者
ナリ︒
ナ
︒妖
然しドモ道徳ノ学︿人ノ人ダル道ヲ教フルノ学
間ナレ
問
レバ
バ︑天文地理等ノ学ヲ為ス者モ︑先ヅ道徳ノ学
ヲ為
ヲ
為シ
シ︑︑正心修身ノ大要ヲ会得シ︑然ル後二専門ノ学

二
ニ万分
分ノ
ノ益ヲ為ス丁ヲ得︵幸ナリ︒

方今
今政
政府
府ニテ定ムル所ノ中小学ノ学科二倫理修身ノ科
ア リテ
ア
テ下
正心修身ノ道ヲ教フ︒其法固ヨリ可ナリ︒然ル
二其
ー
其教
教師
師ダル者其教授ノ主義方法ヲ得ザル多シ︒此ノ
如キ者
如
者︿
︿蓋シ其人深ク道徳ノ学ヲ講究セザルニ由ルト
雌モ
モ︑
︑ホ
亦先進者ガ其人ノ為メニ方針ヲ指定セザルノ過
ナリ
ナ
リ︒
︒全
余因テ自ラ固肥ヲ端ラズ〆試ミニ読書ノ方法次
第ヲ
ヲ案
案ジ
ジ︑以テ後生二告グ︒若シ後来学問スル者ノ為

（19）

一

シ シ

一 戸 、 プ ー 、 − − へ 〆 一 曹 一 、 ヘ ー ー ー ヘ ､ ハ ー

大塚正八

冬の健康管理
はじめに
冬の健康ということであるが︑これには冬の寒さ︑冷たさ︑乾い
からだを鍛えるためにも︑病原体の侵襲からからだを守るために

た空気を先ず考えに入れないでは対策をたてることができない︒
も︑私達は冬の特性に対する配慮と措置が必要である︒

冬の生理
冷たい空気に触れていると皮膚温は低下し︑末梢血管は収縮して
しまう︒ついで末梢血管が麻蝉におちいるに従って皮膚の充血がお
こり︑やがて血液の循環は円滑に行なわれなくなり︑筋活動のため
の手不ルギー源の供給も不足しがちになってくる︒そして運動もぎ
ごちなく︑からだも固くなってしまう︒寒さに対しても体熱の放散
を防ぐために鳥肌をたて無意識の裡にからだを丸く固くするように
なる︒乾いた空気は気道の粘膜を刺激しその機能を制限してしまう
運動をしても夏など上はちがって何となくぎごちなくなったり︑
一寸した不注意から呼吸器の病気を起こすのも︑これら冷たい乾い
た空気と寒さのためである︒

な衣類を身につけるかということは生活する上にも運動に際しても

重要なことである︒年齢や性にか塁わらず保温のためにはメリヤス

のが良い︒雪山の遭難の際に︑木綿製の下着の人は全身凍傷で生命

製の下着のように軽くて伸縮が自由でしかも汗を吸いとりやすいも

にどのような下着を選んだらよいかを知らせてくれるものである︒

を失なったのに︑メリヤスの下着の同僚は助かったという実例は私

るより︑メリヤスのような下着の上に洋毛製のものを数少なく身に

特に女性では腰部の保温にも役立つ︒着衣は薄いものを何枚も重ね

第二には汗の処理である︒仕事をしたあとなどで汗をかいたま上

つける方が全てに便利で健康的である︒

でいると︑汗と下着が冷えるにつれて体温の放散は著るしく︑から

だは急激に冷えて体力は消耗する︒特に幼弱者や中年以後の人は汗

い人達にも汗の処理だけは十分に注意しており︑スキーやスケート

の処理を怠って気管支炎から肺炎などを惹起こしやすい︒私達は若

で汗をかきそうなときには肩から手拭を拡げて肌の上にじかに腰部

まで垂らしておかしている︒こゲすると運動中に汗を沢山かいて

の汗の処理を簡単に済ませると同時に下着一枚を替えることになっ

も︑手拭を肩の一方から引出すことによって背中から腰・啓部まで

とに角汗の処理は体温を保つ上に忘れてはならないことである

て極めて便利だからである︒

る場合は必らずからだを締一瞳にし︑下着を替えるべきで︑簡単なこ

し︑汗のかきっぱなしが一番良くない︒シャワーや入浴の設備のあ

肉や関節を柔かくし︑血液の循環もよくしてから始めて欲しい︒冷

第三には戸外の運動や作業の際は準備体操をしてからだを温め筋

れらの措置を等閑に付してはならない︒

まず第一に注意することは服装である︒衣服気候といって衣類と

一般に心得たいこと

衣類の間の温度が皮膚に与える影響は非常に大きいので︑どのよう
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郎

のもとである︒血圧も急に上昇し脳卒中の原因にもなりかねない︒

えたからだのま上で急に仕事にかふるのは能率も上らないし︑怪我
高年の方には特に注意して戴きたいことである︒私は先年信州の根

第七には︑極めて常識的なことであるが︑冬には空腹時の長時間

で是非やって戴きたい︒

い︒特に飲酒後はからだが冷えているにも拘らず︑当人は体熱が高

に亘る外出や運動・飲酒後の作業などは絶対に避けなければならな

だけでなく凍傷や凍死のことさえあるので気をつけて戴きたい︒

まっていると錯覚し︑行動にも冷静を欠くことがあり︑感冒に雁る

子岳から菅平のダポスにスキー・ツアーをした折に︑六○歳を過ぎ
ことがある︒この時は随分と苦労をしたけれど結果は芳しくなかっ

狭心症・心筋梗塞強い胸部圧迫感や胸内苦悶を覚え︑ときには

には外出を避けるとかやむを得ないときはマスクを着けるとよい︒

しておけば殆んど防ぐことができる︒もし頭重感や軽熱のあるとき

感冒・気管支炎・肺炎これらは含鰍・汗の処理・服装を正しく

くるが︑紙数の関係で一般的なものをあげてみよう︒

年齢・性あるいは職業によって起こしやすい病気も夫を異なって

注意したい病気

た方が山上の寒気と過労から脳出血の発作を起こした例に遭遇した
た︒準備運動もせず︑服装も整えずにスキー・ツアーに出かけ遭難
している大学生を助けたこともある︒戸外の運動や仕事をする場合
である︒高齢の方には外出に当っても︑畦い屈伸体操を一Ｉ二分し

は︑服装の整え方・汗の処理・準備運動が何よりも必要ということ
てから寒い外に出ていくという僅かの労作を惜しまぬよう願いたい
第四には外出後は必らず含噺をして戴きたい︒普通の水道水や井
戸水で結構であるから︑数回含附して欲しい︒冷たく乾いた空気に
よる上気道粘膜の収縮を和らげるとともに︑その抵抗力を増し︑こ

往症のある人︑動脈硬化のある老壮の人に多発するので︑これらの

死亡通知に見られる死因は脳卒中とともに一番多い︒心臓疾患の既

では二月頃から︑大阪あたりは三月初め頃から流行するが︑十一月

人は酷寒の日や風の強い日には戸外の仕事や外出を避けること︑過

意識が昏濁することもある︒冬に比較的多い病気で︑新聞の名士の

から十二月頃に接種して貰っておけば先ず予防することができるか

くり入ってよく眠ることが発病予防にはたいせつである︒

労に陥らぬこと︑疲れた後はぬるいお風呂︵四○度Ｃ前後︶にゆっ

上に飛込んだ病原体を洗出すことによって呼吸器病の予防に役立つ

らである︒接種を受けたグループと未接種のグループに分けて同一

第五にはインフルエンザの予防接種を是非受けて戴きたい︒東京

工場で観察したことがあるが︑接種者群には殆んど発病がなかった

冷の戸外に飛出すというように気温の急激な変化をからだに受ける

脳出血高血圧の人や動脈硬化のある人が温かい室内から急に寒

第六には何かからだに不健康な点のある人はホームドクター等に

の人には力仕事も冬には不適である︒最近は中央暖房の設備も普及

と血管が急に華縮して脳血管を破裂させることがある︒また高血圧

のに︑未接種群ではインフルエンザの多発を象たことがある︒

いは心電図など億劫がらないでいって承たい︒転ばぬ先の杖という

してきたが一般の家庭ではまだ便所とか廊下は非常に寒く︑戸外と

よって随時に健康診断を受けて欲しい︒血圧の測定・尿の検査ある

けれど︑中年以後の方は自己の健康度の反省にもなることになるの
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を起こしやすい︒十分な注意が必要であろう︒

殆んど温度が変らぬ家も多いので︑高齢の人はこういう場所で卒中

スキーが大好きで︑あまり上手ではないけれど老夫妻御揃いで軽斜

康を高めることもよりたいせつであると思う︒私の知人の老教授は

の絵のようでもある︒若い連中が道をあけ拍手で迎えるのは当然で

あろう︒しかしこれは一寸例外かも知れないが︑別にスキーでなく

面を静かに滑ってくることがある︒まことに微笑ましい風景で一幅

ても年齢や性・健康度に応じたスポーツがあることだし︑大いに冬

月経不順冬は体熱の放散が強い上に︑作業時には夏と反対に血

のため月経は周期・量ともに不順になりやすく︑随伴症も著明に出

るいはホルモンの分泌状態の変化などで体調の変化が著るしい︒そ

．時には車を駆ってのドライブもよいだろう︒境遇や︑体力に従っ

の運動を楽しんで戴きたい︒犬をつれての散歩・子供とのピンポン

蕊の比重や粘調度が低くなるとか︑循環が円滑でなくなるとか︑あ

やすい︒随伴症のある婦人は︑摂取栄養素に気をつけ高カロリーで

して戴きたいということである︒︵特別会員︑東京教大教授︑医博︶

に重ねて申上げたいことは︑含蹴・汗の処理・服装の注意を十分に

分の健康状態をよく知って適庇な運動を続けたいものである︒最後

は体力の消耗をさけて春の日和を待つ︒そして老幼すべての人が自

おわりに丈夫な人は冬の特性を利用して体力を鍛え︑病弱な人

ムドクターと相談の上で無理のない保養生活を送るべきであろう︒

外出に際して服装に注意したり寒い夜には外出をさけるなど︑ホー

かい日中だけ軽いレクリエーション運動をするとか︑高血圧の人は

護する期間と考えるべきであろう︒結核性疾患で後療養中の人は暖

これらの人は︑冬は鍛える期間ではなく体力を維持し︑個体を保

有疾者や虚弱者などからだの弱い人はどうしたらよいだろうか︒

冬に鍛錬するのは勿論からだに自信のある人に限られるわけで︑

からだの弱い人は

て冬のスポーツを楽しみながら健康生活を送りたいものである︒

消化のよい食物を摂るとともに過労や冷えを防ぐようにすることが
肝要である︒動物性蛋白は特に良いといわれる︒

ガス中毒冬になると暖房器具による一酸化炭素中毒が頻発す
る︒換気には十分に注意したい︒室内の人が皆ほてってきたり頭重
感を覚えたりするのは中毒の前徴であるから注意をしたい︒

その他のこと病気ではないけれど冬には土地が凍てついている
し︑雪や氷も多い上に私達の反射運動も鈍っているので一寸したこ
とで転んだり滑ったりして怪我をしやすい︒これは前述のように準
備運動をしてからだを柔らかくしておくことである程度防ぐことも
てきるが︑作業や運動の際は十分に気をつげることが肝要である︒
またそういう際には保護具を利用することも忘れてはならない︒

次に凍傷などもそれの対策を忘れてはならないものＬ一つであ
る︒これは皮膚血管の収縮や麻揮に伴なう現象なので︑服装を整え
るとか︑皮腸の摩擦などでも防げよう︒

からだを鍛える
以上は大体からだを冬の脅威から保護して健康を守ることについ
て述べてきたが︑反対に冬の季節の特性を利用して体力を錬磨し健
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老人よもやま

木村健一

ｌ︲

に夫に先き立たれ︑まったくの一人暮しだが︑明るい悠左

三年生れの百歳のおばあさんがいる︒子供がなく︑五年前

千葉県八日市場市下出羽に諸田つやのさんという︑慶応

百歳の川柳ばあさん

紹介することにしよう︒

かけることも少くない︒今回は︑それらの中から二・三を

をふみにじっていると思われるような︑気の毒な老人を見

のを教えられることも多いが︑中には︑自分で自分の幸福

たくさんでき︑人生における年輪の美しさ︑深さというも

長年︑老人雑誌の編集をやっていると︑老人のお友達も

I

自適の生活である︒死んだ主人の遺族扶助料が唯一の収入

で︑ささやかな庭にカボチャ︑ナス︑里芋などを手作りし

これがおばあさんの食膳をにぎわしている︒買物などは隣
いようだ︒

家の婦人が手伝ってくれるので︑さして生活に不自由はな

つやのさんの唯一のたのしゑは︑川柳をつくることだ︒

﹁おもと川柳会﹂というグループに入っていて︑会が開か

れるときのほかは︑めったに外出せず︑いつも句作にふけ

っている︒だから︑時間をもてあますとか︑退屈すること

がなく︑毎Ⅱがとても楽しいのである︒長寿のおばあさん

を訪問すると︑よく﹁早くお迎いが来るのを待っていまう

す﹂などというが︑つやのさんは夢にもそんなことを思っ羽
ていない︒よく人の話をきき︑またラジオで世の中の動きく

を勉強し︑思いつくままに川柳をつくっている︒つやのさ

ドライブの秘書は奥様風に化け

んの川柳を二︑三紹介しよう︒

膝枕させて二号はよくねだり

と︑世相を見つめる目がするどい︒身におぼえのある人はぴ

くりとするような句だ︒

婚約をしてから惜しい口があり

すすまない見合いにゆれるイヤリング

よい声の電話に女房ちょっと妬き

これはデリケートな娘心をよんだ句︒

女一房が妬いて汚職のうそがばれ

と︑きびしい社会批判の句もとび出す︒

つやのさん宅には常に川柳の同好者が訪ねて来て談笑が
たえない︒つやのさんには八十三歳のボーイフレンドもい
る︒つやのさんの心は常にほのぼのと温かい○句を書き送
ったり送られたりの毎日だが︑ボーイフレンドからの手紙
に︑こんな都為逸が書かれていた︒

へ情こもったお手紙見れば飛んでいきたい主のそば
つやのさんは︑さっそくお返えしをした︒

へ文のやりとり世間に知れてわたしや恥かしでもうれし

つやのさんは最上の趣味を持ち︑川柳を通じて多くの人

の信頼と尊敬を受けて心ゆたかな老後を送っているのであ

る︒まことに目出たい長寿者といってよかろう︒つやのさ

ある老婦人の手紙

んのこの上の長寿健康をお祈りしたい︒

先日︑ある老婦人からお手紙を頂いた︒この婦人は夫の

死後︑嫁と合わず家庭不和から老人ホームに行きたいとい

い出し︑幸い︑亡夫の扶助料もあるので︑軽費老人ホーム

﹁⁝：．︵前略︶⁝⁝こちらに来て︑もう三月にもなりま

に紹介して入居させた人である︒

夢のようです︒でもここへ来て私も反省させられました︒

した︒おかげさまで元気な毎日を送っております︒嫁と角

自分ほど桑じめな︑不幸な者はないと思っていましたが︑

なんという艶っぽいお返しであろう︒

てないことＯ人さまに迷惑をかけないこと︒神さま仏さま

ここに居られる方灸は︑全く身寄りのない︑私以上に不幸

突き合わせて暮していた︑あの息苦しい︑かなしい思いも

は尊ぶけれど︑また路端のお地蔵さんも拝むけれど︑たの

な方をなのですもの︒だから皆より添って慰め合って暮し

つやのさんに長寿の秘訣を尋ねてみた︒すると﹁腹を立

つやのさんの処世の心がけであり︑健康長寿法にもなって

ゑごとをしたことはありません﹂との答えだった︒これが

ているのです：．⁝︵中略︶⁝⁝先日の日曜日︑思いがけな

ぐも嫁と孫が訪ねて来ました︒﹃ああ︑ここがおばあちゃ

いるようだ︒

老後に趣味をとよくいわれるが︑日本の老人の六︑七割

ははしゃぎまわり︑嫁も夕方まで何くれと手伝ったり︑お

話したり︑遊んで行きました︒そして帰りに﹃これ少ない

んのお家なの？お庭にいっぱいお花が咲いてるね﹄と孫

は︑自らも楽しみ他人をも楽しませるもの︒中は他人を楽

は無趣味だという︒中には︑家の中の片つけだけが趣味だ

しませずとも自分が楽しめるもの︒自分は楽しいが︑他人

ましたｃ私は思わず﹃ありがとう﹄といいました︒本当は

けど︑おばあちゃん何か買ってね﹄とお小遣をおいていき

という老人も多い︒これでは嫁も大変だろう︒趣味の最上

の邪魔になるようなのは下の下で︑これはいただけない︒
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心の優しい嫁だったんですね︒離れて暮してみて︑私にそ
れが分ったのです︒私の人生にひとつの眼が開けた思いか

感覚のズレ

ある大学の社会学研究室が大都市周辺の小都市で︑子供

私はこの手紙を読んで﹁ああ︑よかった﹂と思った︒こ

の身廻りのことで手がかかりませんか﹂とアンケートを出

話になっておりませんか﹂︑また嫁のほうには﹁お年より

夫婦と同居家庭の老人に﹁あなたは身廻りのことで嫁の世

の老婦人はホームに入って︑世間を見る正しい眼が開けた

﹁自分は元気だから世話になっておりません﹂と答えてい

した︒そしてその答を集計してみると︑ほとんどの老人は

いたします︵後略︶﹂

のである︒ここまで来れば︑将来家族と同居するようなこ

が九十二・︿−セントに及んでいる︒

るのに対し︑嫁のほうは﹁とても手がかかる﹂と答えたの

とになっても︑恐らく円満にいくことであろう︒

最近老人クラブなどで︑よくこんなことをいう人がい

老人と若い者とでは︑単に身廻りひとつについてもこれ

る︒﹁昔は姑がいばっていたが︑今は嫁がいばっている︒

よい姑にならないと嫁にいじめられるよ﹂と︒果してそう

とであろう︒一家が仲よく暮していくためには︑この事実

ついて見れば︑ずいぶんと数も多く︑ズレはぱも大きいこ

を認識し︑このズレはばを狭ぱめるように努力することが

だけの感覚のズレがあるのである︒生活のいろいろな面に

大切であろう︒と同時に︑若い者も︑老人とはそういう特

だろうか︒嫁姑の関係だけでなく︑対人関係では︑﹁どち

互いに相手の人格を尊重し合い︑その長所を認め合う姑で

が︑そもそも誤りではなかろうか︒よい姑︑よい嫁とはお

性を持っているものだという認識を持つことが大切なよう

らが強い﹂とか︑﹁いじめる﹂とか︑力関係で考えること

とは︑この相手のよさを認め合うこと︑相手の身になって

あり︑嫁ではなかろうか︒一家の対人関係で一番大切なこ

同居し︑孫たちは︑おばあちゃんおばあちゃんとなついて

しい嫁との間に三人の子供があり︑七十歳になった老母と

この息子は某大会社の中堅社員で四十歳になる︒心やさ

ひとつ話を聞いてくれ﹂というのである︒

﹁うちの母は︑私の顔に泥を塗るようなことをやった︑

た様子で訪ねて来た︒

に思われる︒先日のこと︑知り合いの家の息子が︑興奮し

論語に︑﹁子貢間いて日く︑一言にして以て終身之を行

考えること︑いわば﹁思いやり﹂の一語につきるようだ︒

うべきもの有るかと︒子日く︑それ恕か︑己の欲せざると
ころ︑人に施すなかれ﹂とあるが︑﹁真心ある思いやり﹂

のトラブルの相談も受けたが︑この頃になって︑論語の有

こそ家庭平和の基本だといえよう︒これまでずいぶん家庭
難さが解りかけて来たような気がするのである︒
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それほど盛大にして金を費うまでもあるまい︑仏は子孫が

りたいという︒息子は︑死んで三十余年にもなるのだから

ら︑今度の年忌は盛大にし︑昔の知己を皆集めてはでにや

る︒おばあちゃんは︑自分は五十年忌まで生きられまいか

おばあちゃんの死んだ連れ合いの三十三年忌が今秋あ

って何という言葉をいうか︑一体全体︑お前さんは誰のお

ある︒すると︑売り言葉に買い言葉で︑母親は︑親に向か

しからん︑俺の顔に泥を塗ったと︑母親を責め立てたので

なし︑母には月をお小遣も渡してある︒それなのに実に怪

はないか︒自分が母親の小遣いを無理に取上げたわけじゃ

で息子は憤慨したのである︒万事納得づくでやったことで

それは母親の手紙によるものだということが分った︒そこ

珍しいこともあるものだ︑と考えていた︒ところが後日︑

達者で暮しているのを一番よろこぶはずだから︑法事はほ

かげでここまで大きくなったのか︑というわけで親子の間

いる ︒ さ て ︑ そ の 話 と い う の は ｌ ︑

合理的な意見である︒そこでいろいろともめたが︑結局︑

どほどにし︑家で必要なものでも買ったほうがよいという

ことにした︒しかし条件をつけた︒というのは︑この一家

面切って言い合ったところでどうにもなるものではなかろ

伺って見ればそれぞれに理窟はある︒しかし︑それを正

は︑目下冷戦状態にあるＩというのである．

ではボーナスはいつも三つに分け︑母親︑息子︑嫁がそれ

う︒そこで私は息子には﹁年よりとはそういうものだ︑お

嫁のとりなしで︑息子のほうが折れて母親の希望を叶える

ぞれ三分の一を貰うことにしているのだが︑母親の希望通

つまらないことに気をつかわず︑書をやり︑歌でもつくる

宅のお母さんだけがそうなんじゃない︒そう思えば腹も立

なり︑老人クラブのお世話をするなり︑楽しんだほうがよ

りの年忌をやるのには相当の金がかかるから︑今年の夏の

ところが︑一旦納得した筈の母親が日が経つにつれてど

いでしょう﹂といっておいた︒その後︑この一家は大変平

つまい﹂と話し︑母親にはその後﹁お宅の息子さんは実に

うもそれが心残りでしょうがない︒そこで遠隔地に別居し

和に暮している︒とかく一家の中では︑親しさになれて遠

ボーナスはそれぞれ貰ったつもりで︑そっくり積立てるこ

ている次男︑嫁に行った娘たちに手紙を出して﹁今年はボ

りっぱですね︒もう家のことは一切息子さん夫婦に任かせ

ーナスがないのでさびしい⁝：．﹂と訴えた︒事情を知らな

因となりがちだが︑やはり親しき中にも礼儀ありとは︑至

慮がなくなり︑そのため︑たわいないことがトラブルの原

とにしたというのである︒

い次男や娘たちは︑兄貴のところでボーナスがないとはお

言である︒八﹁老壮の友﹂編集長Ｖ

かしい︑何か失敗でもしたのだろうかと思いながらそれぞ
れに応分のお金を︑母親のお小遣にと送って来た︒息子は

（26）

新しい家庭教育(その四）

横田佐代次

３︑記憶︵前回十二月号の続き︶
われわれが日常経験したこと︑体験した

いうもので︑ほんとうに忘れたものではあ

で思い出すことがあります︒これは再生と

りません︒すると再生するときの状態や方

きかけによってきざ承こまれた印象と︑理

さらに記憶は︑大脳の古い皮質のはたら

るとも考えられます︒

法によって︑忘れることを防ぐことができ

海馬︵かいば︶に送りこまれます︒それが

性や知性をつかさどる新しい皮質が発達し

ことは︑知覚や認識によって︑側頭葉から

れることは︑先にも説明しました︒

ことができます︒このことをわたくしたち

かえし反復することによって記銘を強める

そしてどちらの場合も︑くりかえしくり

てから得られた知識とがあります︒

整理されて︑痕跡︵こんせき︶として残さ
痕跡はくり返えすことによって強められ
れています︒記銘されたものは︑必要に応

るので︑これを記銘︵きめい︶と名づけら
じて再生して思い出すことができます︒こ

れるように︑ときがたつにしたがって喜び

ょうか︒﹁去る者は日々にうとし﹂といわ

また忘れるということは︑どうしてでし

子どもの成長に応じて︑興味をもたせなが

力をつけることができます︒しかし記憶は

つぬきの機械的な反復練習によって︑記憶

それですから︑幼いときの学習は︑理く

は︑﹁学習﹂と呼んでいます︒

も悲し象も︑色あせて忘脚のかなたに去っ

う自然に︑習慣づけなければなりません︒

ら︑心を集中して︑くりかえしおぼえるよ

のようなしく象を﹁記憶﹂と呼んでいます

てしまいます︒これは時間の経過が忘却の

えるということは︑それに関係ある大脳皮

このように︑くりかえしをかさねておぼ

て︑学習能力を高めることになります︒

意力をまとめることＣ︑精神統一が行われ

心を集中するということは︑その一点に注

一つの条件になっていることにまちがいが
ありません︒

忘却は記銘の反対で︑記銘されたものの
なかから保持されている部分をとり除いた

質の神経細胞に︑新しい神経が結びつくこ

もので︑一剛陶工閑幽Ｉ同凶の図式であら
っていたことでも︑何かのきっかけや関連

わすことができます︒ところが忘れたと思
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件反射は︑ソ連のパプロフが考えた法則で

とで︑これを﹁条件反射﹂といいます︒条

って︑一生忘れないものとなります︒

育て方がよいと︑そのメカニズムが強くな

もし︑おかあさんやおばあちゃんたちの

経細胞の結びつきができ︑いわゆる﹁知恵﹂

食べること︑排池することなどの自己を維

もともと︑人間には眠ること︑飲むこと

ょっとあげました母と子の肌でふれ合う愛

について︑最近重要な考え方に︑先にもち

赤ちゃんの記憶からはじまる知恵の発達

が出てくることになります︒

コッコッという靴の音がきこえてきただけ

なりません︒おかあさんの胸のなかで︑す

情の問題を︑思い出していただかなければ

彼は犬にいつもエサをやっている小使の

す︒

で︑この犬がだらだらと唾液を出すことに

持するための本能や︑性欲の種族保存本能

やすやと眠っている赤ちゃんの安らぎの寝

あるいは︑社会的な集団本能とがあります
そしてこれらの本能は︑大脳の古い皮質

ヒントを得て︑いろいろな実験を行った結
果︑ついにこの法則を考え出しました︒

しかし︑これらの本能のそれぞれが︑生

それを知ってよろこびの表情で︑母のおっ

ほえみかけると︑ことばがわからなくとも

き上げて﹁はい︑おっぱいですよ﹂と︑ほ

顔をごらん下さい︒また︑おかあさんが抱

は生まれたときから自然にそなわっている

活の習慣となるためには︑大脳神経細胞の

ぱいにしが承つきます︒

にある神経細胞がつかさどっています︒

本能的な反射であるが一国岨←｜川尉一←同圃

の正しい育児がなされなければなりません

発達を促進するように︑生まれたときから

そして﹁ものを食べるとき唾液が出るの

一詞幽←｜川尉一という︑もともと無関係で

というくりかえしがあって︑いつのまにか

て乳首を︑くちびるに触れてやらなければ

自己維持本能のはたらきですが︑抱きあげ

おかあさんのお乳を吸うことは︑もちろん

たとえば︑生まれてまもない赤ちゃんが

も明るい表情で笑ったり︑手足をぱたぱた

緒が安定しておりますと︑ほかのおとなに

このような母に育てられた赤ちゃんで情

あった靴音が結びついておこる反射を条件
彼はまた﹁この条件反射は︑一つのもの

地方都市にも保育病院ができ︑乳幼児を預

経細胞は︑一時的なもので︑永久的なもの

さんからの学習によっておぼえてきます︒

がらがらを振れば音のすることも︑おかあ

このほか︑物をこぎることやおもちゃの

ますが︑ことばをおぼえることは︑一般の

育してくれますので︑からだはよく成長し

最近共稼ぎの夫婦が多くなりましたので

が︑成立してもそのまま放っておくと弱く

﹁乳首を口にふれること﹂などを︑くりか

飲むことができません︒﹁だっこすること﹂

かっています︒ここでは専門のお医者さん

反射﹂と︑名づけたのです︒

に心を向けないと成立しがたいものである

させてよろこんでだかれていますＯ

なり︑しまいには消えてなくなる﹂と発表

えしの条件反射によって︑やがて飲むこと

や看護婦さんたちが︑科学的︑医学的に保

しています︒

をおぼえるのです︒

となっていないから︑くりかえし続けて︑

にかえっておかあさんといっしょになると

子どもよりおくれています︒ところが家庭

つまり︑新しくおたがいに結びついた神

条件反射のメカニズムを強固なものとする

こうして赤ちゃんの大脳は︑さまざまな神

必要があります︒
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ていますから︑おかあさんが自分の赤ちゃ

に看護婦さんが熱心に保育しても︑限られ

なるといわれております︒これは︑どんな

四

に︑睡眠をじゅうぶんとらなければなりま

ば︑子どももおとなも記憶をよくするため

いっております︒この説が正しいのであれ

と整理されて︑必要に応じて出される﹂と

りこまれる︒それを熟睡したときにきちん

をしたいようなそぶりを承せます︒

す能力はまだ育っていません︒しかし話し

りの表情に対して泣きますが︑ことばで話

の笑い顔にはほほえみをもってこたえ︑怒

の心の発達が遂げられないことに︑思いを

とです︒科学的な保育だけでは︑赤ちゃん

学習が︑保育病院と大きなちがいのあるこ

赤ちゃんと母親との情愛によって結ばれた

げた古い皮質の情のはたらきが知的なもの

いないことを理解することです︒先にもあ

ってまだ知的なものと感情とが︑分化して

です︒それには︑子どもが︑おとなとちが

のうちに記憶力をつけることも大切なこと

子どもの発達程度を理解し︑興味と喜び

誘われて声を出し︑そのよろこびを母にし

これはたのしそうに話しをしているのに

んが﹁うんうん﹂とうなずくと﹁にこにこ﹂

らないことをいいます︒そのときおかあさ

とがあります︒そうしながらなんだかわか

いわんばかりに︑あごやほほをひっぱるこ

いるとき﹁わたしのほうをむいてくれ﹂と

分のおかあさんと︑よその人と話しをして

新たにしていただかなければなりません︒

よりずっとまさっているから︑好きなこと

五か月で︑ふつうの赤ちゃんと同じに

んを育てるような︑反復練習の機会の乏し
せん︒

四か月頃になると︑だっこをしている自

いことが原因です︒さらに大切なことは︑

母の愛情が子どもにとってどんなに大事な

興味あることが喜びの感情と︑うまくとけ

と満ち足りた笑いでこたえます︒

かります︒針仕事をしながら︑食事の用意

ものであるか︑かけがえのないものかがわ

まもなく﹁ああ︑あｌあ﹂﹁あっぷ︑あ

らせて嬉しいからです︒

っぷ﹂など︑ことばのまねごとができるよ

このことは︑子どもが声を出しはじめた

あうことになります︒

うになってきます︒これを﹁噛語︵なんご︶﹂

たり︑ともに笑ったり︑歌をきかせたりす

をしながら︑朝な夕な赤ちゃんに話しかけ

いっそうはっきりしてきます︒

ことばは音声によって︑自分の考えや心

頃やことばをおぼえる順序から観察すると

の動きを︑人に伝えるはたらきをもってい

噛語時代は︑子どもがことばをおぼえる

る日常生活が︑幼児の学習になっているこ
子どもの記憶をよくするのには︑このほ

るので︑それを使いこなす精神が発達して

しい相手になっていただかなければなりま

準備のときですから︑めんどうがらずやさ

とを︑忘れてはなりません︒

かよくねむらせること︑遊ばせること︑具

おらなければなりません︒それには声をだ

つぎの段階にすすむことができなくなりま

せん︒放任されると心の発達がおくれて︑

四か月から八か月の頃まで続きます︒

といいます︒噛語時代はふつうの子どもで

体的なことがらと関係づけておぼえさせる

す機能や眼でぷる視覚︑耳できく聴覚など
赤ちゃんは三か月頃までに︑おかあさん

も︑ともに成長していなければなりません

こと︑五官を働かせ︑手足を動かすことに
ある学者は﹁わたくしたちが︑日常の経

結びつけることなどがあげられます︒

験や学んだ知識は︑つぎつぎと海馬におく
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ちに︑お話しができるようになってきま

と︑よろこんでそれをくりかえしているう

わかったようにうなずいて調子をあわせる

赤ちゃんのいうことがなんであろうとも

四歳の一か年間に約八百語を記憶

の単語をおぼえ︑それをつかって話しがで

くのです︒そして二歳頃にはもう三百近く

ぎつぎとことばをつ糸かさねてふやしてゆ

よろこびとリズミカルな感情のうえに︑つ

っていることに注意してください︒つまり

ないます︒さらにそのことばがリズムに乗

と関係があり︑言うことによろこびをとも

語も知っていると︑生活に不自由ないので

までに五千語近くです︒おとなは一万二千

ふやしたことばのかずは︑小学校にはいる

のです︒

ょに手足を動かすことに興味がわいてくる

つまり︑おぼえたことばを使っていっし

す○

す︒もっともことばといっしょに︑表情と
き︑三

になると︑自分の名前をよばれてふりむい

ふつうの赤ちゃんは︑九か月か十か月頃

ります︒ふつうの赤ちゃんは︑五

とつ関係深いことに︑運動能力の発達があ

子どもがことばをおぼえるのに︑もうひ

がリズミカルな調子のことばとぴったり一

もふれましたように︑子どもの興味と感情

ばを記憶できるのでしょうか︒これは先に

を︑家庭の自然な生活で一記憶したことにな

子どもがからだと心の成長にともなって

母さんでしたらその意味が自然に通じあう

身ぶりがともないますから︑注意ぶかいお

すから︑子どもたちは︑その三分の一以上

たり︑声といっしょに手を出したり︑足を

頃からはうことができ︑さかんに前進して

致したときに︑努力することなく︑機械的

するといわれます︒

ばたばたさせてよろこびます︒﹁いけませ

んだおもちゃをふって音が出ると非常によ

なんでも手に持ってこようとします︒つか

ものです︒

ん﹂﹁だめ﹂ということもわかってきて︑

のです︒

なくりかえしの条件反射によっておぼえる

誕生近くなれば﹁かあちゃん﹂﹁ばあち

よろこびはさらに大きくなります︒猫をみ

んだり投げたり︑手や足を自由に動かして

になると︑活動範囲が広くなり︑物をつか

また誕生日がすぎてまもなく歩けるよう

ぶをおぼえて︑ひとりでうたうようになり

かえしを要求します︒そしてその歌詞ぜん

って歌い︑あきることなくなんかいもくり

謡などを歌ってきかせると︑いっしょにな

やがて絵本が読めるようになり︑その童

就学前にどうしてこのように多くのこと

ります︒

さらに﹁うま﹂﹁うんま﹂﹁わんわん﹂と

ろこび︑大きな声を出しながらおかあさん

ゃん﹂﹁とうちゃん﹂あるいは﹁ママ・パ

て﹁にゃん︑にゃん﹂といいながら︑つか

六か月

﹁ママ﹂などの片言︵かたこと︶がいえる

か︑おかあさんのことを﹁ああ−ちゃ﹂

のところにはいよります︒

．︿﹂﹁ぽっぽ﹂﹁ぶうぶう﹂などの単語を

ようになってきます︒

はっきりおぼえて︑発音できるようにそだ

て︑歌わせようとしても歌うことができず

ところがそのなかの一節だけをぬきとっ

ます︒

ってよろこびます︒

えんぴつをもって床やふすまに︑かきなぐ

んでうれしがり︑﹁これな−に﹂といって

さて子どもがはじめにおぼえることばを

ちます︒

よく注意すると︑みんな興味あることがら
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︲

みちのくや藁家の軒に熱る些柿

千葉 金杉茂穂
小名木狂辰

埼玉

また途中でまちがえを直してもそのつぎが

続けられません︒はじめからうたいなおさ

ます︒

せると︑こんどはりつばに歌うことができ

これは歌詞全体のリズムが自分の感情と

いっしょになっておぼえるので︑その一部

をはなしては記憶のメカニズムがこわれる

さて︑このような記憶は︑子どもの精神

から歌えなくなります︒

発達にとって非常に大切なもので︑これが

基礎となって思考︑推理︑理解︑想像︑判

す︒れれですから記憶のはたらきは︑子ど

断などの高い知能がのびることになりま

もの心の成長のもとであり︑出発点という

︵東京都会員︑東京教大附属坂戸高校教

ことができます︒︵未完︶

頭︶

〔｡上ノ

静中に動あり五十里ダムの秋

加藤刀水
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旅衣古 都に宿とる夜長かな
黒船の 下田港の既望かな
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弘道詩林三好凌石選＠新春書感此劇擦二子樋︑一葉原作一

秀波栗原精夫︵横漬︶秀波栗原精夫︵横漬︶

可し讃︒ｆカン

︑題藤原鐙夫国手書像東窓日暖玉梅香︒
今迎玉暦戊申年．秋老楓林虚虚嘉︒
○○○○○○○
八十三翌竹陰長尾宗次︵松江︶履端先喜松門静︒
南北和平一路懸︒偶然避遁美人車︒
○○００○○・○
○００○○○○
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︑
︑
︑
︑
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照し榊︒
洞在二茨城豚一祁二耕雲斎諸士一弘軒坂本弘︵佐原︶

静古中村静子︵逗子︶咽噸二浦霜一毒気暖︒・・・﹄︒・・

頑︒
健︒傾
杯陽楽
﹄一知
︑︶︑
︑生︒
︒︒
︑戊申新年作・・・
︒﹄
︒耕
大可
塚規
︵︒
千葉
八︑
十人
歳︒
月遷

漠Ｃ
漠ｏ
妖雲
天ｏ
︒
０○○００Ｏ
欣然順﹄雲賦二新詩↓
Ｃ雁
ｏ影
︒前
Ｃ．
Ｏ西
Ｃ風
ｏ巳
︒晩
︒秋︒
瑞０雲
談謎暁光
催．︒︒老
来
撫
得
霞
湖ｏ到景
︒
評日︒含蓄︒不し着二一字毛蓋得二摺油状輯候二涯哩

○○○Ｏ○○○
○雲
００
○懸
○０
．
日
暖風和開二玉梅弐何固俄有二短兵迫↓遥見飛帆
外
．

穿﹄林好烏報﹄春来．・・・・・・︒風蕊

風流や

○○○○○○
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︑戊．
申元・
旦作・
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涙遥・
臨貌・
閥天・
．﹄・
評日︒含蓄ｏ壷木し着二一字蕊得二
○○○○○○○
松涛小島員太郎︵横漬︶北越天寒風更狂︒

在ロ衣︒

評日
沖沖
淡︒
楢︒
二之
風︒
再風
一 ︒荏夢一家無﹄惹亜迎春刑場月冷凍二巌霜︽
評
日︒︒
淡
楢恵二
之荏恵

○○○○○○Ｏ

＠神宮橋
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Ｃ
ｏ
Ｃ
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巷東風
瑞色
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慨然
登耐ｏ
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・天
・遥０
看．
一．
初陽上．血涙千行吊二国蕩﹃﹄榊宅嘱年碧披雫

鳥海
燕燕
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横漬
鳥
海佐
佐藤
藤良良
横︶
漬︶時光爵壁紐風雪評日︒精榊︒明満底花︒奇花初楓洗掘喧一喝唾雷
︑︑︑︑︑︑︑

瑞
気同同
春二雲
曙光記評日︒自然︒著し手成し春︒如レ胎︒暮潮遥向二曲汀一生︒
瑞気
﹄﹄
春雲
曙二
光記
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−

訓釧．．．︒︒
評日︒槙密︒是有興逃︒如レ不し

｜額鞠︒如修掌花瑚即寓古威霊鍾二八州一
可し知︒

｜乗 鮭 熟 麓 ︵ 逼 患 謝 鮮 篇
山野秋酎紅葉残．﹄沃砦曙浦燕論

諮譲孤懐筆感畔酒霜鵜唾揃擦髭
や一癖排俊櫛春．無月中秋惹﹄恨鏡︒
騎流毛

評日︒勤健︒疋峡千尋︒走レ雲評日︒清奇︒娼娼群松︒下有二

＠賀明治百年記念式典

鴎鯨諸鞠鞠鴬↓

駕灘癖鱈職繍紳耀満山蒼

評日︒賓境︒惰性所し至・妙不二
自零毛

︑那智爆下作

芳洲新家孝︵津︶
︑︑︑︑︑︑︑
羊腸険路掛一前峰一
︑︑︑︑︑︑︑
老樹亭亭翠色濃・
○○○○○○○
段段轟雷那智曝．
○○００○○Ｏ
霊気憾﹄地躍二祁龍↓

評日︒豪放︒槻花匪レ禁︒呑二吐
大荒む此廿四品之語︒

八十九齢天奪﹄毒．

功勤第一仰二斯人一

＠偶成

宇宙荘荘白日臨．

閏﹄幽探﹄秘道途深︒

︑悼躯田澄江夫人

養来富士山霊気︒
振起青年興国心︒

秋琴一夜絶一一鳴絃︽

佳詠驚﹄人錦繍堆．
金港生﹄輝文化賞︒
欣然賀客筆二項杯一
︑戊申元旦作

︑十三夜
︑利生庵雅集栢梁魁聯句
庭訓能垂閏範全︒
鳥海佐藤良職︵横漬︶︑︑松竺坤荊︑築次︵逗子︶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
淋魚溌刺澗水通︒鳥海 六十四年如二幻影↓
○００○○○○
芳醇一杯酔二金風﹃翠購 香 魂 髪 謙 思 凄 然 ．
○○○００○○
秋天探﹄勝心自融︒静古 ︑賀二飯岡幸吉大人受賞一
○○○○○○○
雨除池上一燈紅．松涛 茂翁門下一英才︒
○○○○○○○
亦是秋光遠近同．公子
○○０Ｏ○○○
不奈中秋煙雨篭．松堂
○○○○○○○
寂莫林庭塵念室．秀波

＠翫月

評日︒高古︒月出二東斗心好風相蒼︒

︑拝二鹿島香取雨洞一

娩二吉田前宰相一敬重

扶桑再造展二経締記

酔珂二霜皇一喜欲﹄顛．

今朝小酌誇二頑健一

百雲猶静二十年︒
白頭働志更悠然．
五上二台司一民政新

凌石寛

○００○○○○
松涛小島員太郎︵横漬︶ 逸
興欲﹄飛杯酒中︒凌石

績川弱生長七郎︵千葉︶碧天如水好中秋．

崇洞顛若聾二門槙罰最喜雅鐘無限興︒

藷欝老杉榊域幽．月白雲晴銀漢浮
二榊長有天功在．吟﹄詩酌﹄酒酔二南槙一
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可

○遊びにくる友も少き孫の為時に相手をせがまれてする

同菅谷義太郎

○新しき年の始めのめでたさに習ひて老いも門松を立つ

︑朝館炊く厨の窓をさらさらと訪なふ如く粉雪降りくる

︑木枯に難の柔毛の軽く舞ひ冬立つ庭に日のかげりゆく

︑一日の残り火しまひ灯を消せば星屑のごと光る炉の灰

︑夕焼けの明き光りの中に舞ふ靖峠の影のうつる池の面

千葉県加藤巳之

︑遠近の感じにふれる曇天に長き陸橋を渡りをはりぬ

＠たまたまを浮く鯉ありて境内のよどむ池面ににほふ紅

︑街の中冷えつつ今朝は硝子戸に湯煙の如き物走りゆく

秋田市桜田洋子

入江相政選

つつ暮す．

○曾孫だけも歌詠む人になれかしといまより望みをかけ

＠空翻る飛行機見れば両の手を口にかざして孫高く呼ぶ
く告げにくる

○わが前に御飯どうぞを﹁御飯どう﹂と曾孫は得意によ

↓埼玉児鷲宮葛人

○野良に出て耕す吾も雨の日は家にこもりて独り文読む

千葉県金杉茂穂

秋田市武藤喜七

○連山の紅葉色濃き川湯なる温泉郷の静かなるかも

佐原市坂本弘軒

○子と共に走り比べてその果に笑ひほほけてひと時息ふ

埼玉県相沢正直

○月映ゆる秋の祭のにぎはひぬ潮来出島の山車の職子に

︑出ては入り入りてはまた出流れ雲ぬひつつ動くいざょ
ひの﹇月

○今日も亦幣造らむと謹翠て注連張る部屋に吾は紙断つ

○寄り来ては離れ又寄り白き蝶二匹舞ひをり花のま上に

千葉県菅谷喜一

入江相政

○国土つくる大き績を立てましし小沢の大人も逝きまし
にけり

秋さむき灯影かなしも更たけて寸松庵の継色紙見る
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沖縄問題を語

渡辺さんから沖純問題についてお話するようにと電話がございま

動というものは︑かなり古くからあったのでありますが︑しかしそ

÷

日本政府が直接負うようなふうに持っていきたい︒

を無くするということは到底できない︒ただ︑問題は行政の責任を

非常に基地に密着し︑基地に対する依存度が高いので基地そのもの

役割を果しており︑また現地の社会生活並びに経済事情をゑても︑

うものが︑非常に日本の国防並びに極東の安全保障の上から重要な

つけなければならないが︑しかし沖純の実状をみると軍事基地とい

上許されるべきではないという観点から︑何とか問題の解決に手を

なった上で︑このまま沖細を放っておくことは︑日本の政治の責任

臣でありますが︑就任早々沖細に行かれて︑沖細の実情をごらんに

それに火をつけたのは前総務長官の森清氏が︑沖細問題の所管大

たと申していいのではないかと思います︒

れはまだ︑観念論の域を出なかったのでありますけれども︑昨年の

し申上げることはまことに光栄に存ずる所であります︒

して︑出て参ったのでありますが︑沖細川題については︑私は宿命

と︑無論沖維に関する論争︑ことに沖細の現地における祖国復帰運

なぜそのように国論が沸騰して来たか︒その経過を辿って染ます

大浜信泉

(上）

夏辺りから︑具体的な川本の政治の課題として表面に浮び上って来

一世論過熱化の過程

ろ

的に取組んで参った関係もありますので︑お歴含の皆様の前でお話
沖細問題と申しましてもなかなか複雑多岐に亘っておりますが︑
時間の制限もありますので︑般近の沖細間辿に関する世論の動向︑
アメリカの沖細統治の功罪︑いい面と悪い面︒先ず︑沖細問題の焦
点︑並びにそれに対する懐疑的な議論等にふれたうえで︑こんどの
佐藤総理の訪米の際の対米接術の目標等について一通りお話申し上
げたいと存じます︒

ご存じのように︑この沖細問題に関する世論か︑昨年の夏頃から
常に急速に熱して参りまして︑大体三段跳びに上昇して来たと形

えあるのであります︒

してもいいんじゃないかと思うのでありますが︑最近は過熱の観

容 非
常
・
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られた際︑記者会見の席上︑これは予期せざる不意の質問だったら

しいですけれども︑その問題について総理の意見を新聞記者が問い

これが︑いわゆる施政権返還問題でありますが︑全面一括返還と
いうことは︑到底今日の段階に於ては無理であろうということで︑

くきで分離返還をすべきではない﹂というような︑折角森さんがと

り上げている問題に水を差すような発言をされたこともあります

ました際に︑総理がうっかりして﹁施政権の返還は全面返還を求む

が︑これは総理の真意ではなかったのでありまして︑その後懇談会

基地が直接関係がなくまた民族の将来に大きな影響を及ぼす教育の
いう方針を採ったらどうだろうかというので︑いわゆる︑教育の技

問題だけでも︑他の行政から切り離して︑日本政府の責任に移すと
能的分離返還論というものを提唱され︑それを閣議の席上に提案さ

す︒

を続けまして︑今年の七月のはじめに結論を報告したのでありま

その前に三月の末から︑私︑ちょうど南米のコロンビアで国際大

れて︑これは正式の閣議の議題ではなかった︒そうでありますけれ
たし︑なお総理は︑﹁まず取っ組んでやってくれ﹂というように賛

ども︑一通り森さんが構想を話されて︑他の閣僚から異議もなかっ

すので︑出席したついでに︑南米諸国を廻り︑合衆国に寄りまして

学協会の理事会があり︑私もアジア地区の代表理事の一人でありま

下両院の極東問題関係議員︑これにアメリカの外交政策に相当影響

約一カ月間︑合衆国の国務省︑国防省の沖細問題関係官︑並びに上

上に大きくクロー・スァップして参ったのであります︒

同されたということで︑この〃教育権返還論川というものが世論の
同時に問題は非常に複雑な内容を持っておりますので︑役所だけ

リカに反省を求め︑沖縄をいまのままに放置しておくことは︑これ

ザッと百人近くの人々に会いまして︑沖維問題の実状についてアメ

会︑ワシントンの日米協会︑その他主なる大衆の極東関係の学者等

ておる団体があるのでありますが︑それから一三−ヨークの日本協

ーションズという﹁フオーリン・アフェアース﹂という雑誌を出し

力を持っておると思われるカウンシィル・オブ・フォーリン・リレ

で案を作るというのは心許ないということで︑諮問機関という意味
で﹁沖縄問題等懇談会﹂という委員会が設けられまして︑教育界か
ら森戸辰男︑茅誠司︑いまの東大総長の大河内さん︒私も教育界と
いうことで入りまして︑なお︑財界からは鹿内さん︑外交畑から朝
海さん︑医療関係から武見太郎さんという顔触れで懇談会がはじま
私は沖縄出身であります関係上︑古くから沖縄問題に取り組んで

ったのであります︒

のためにも得策でないように思うので︑少なくとも施政権だけは日

は日米両国の協力関係の上に非常な障碍になるし︑これはアメリカ

本に返して︑日本が統治について直接責任を負う体制に切り換える

おる縁故がありますので︑その座長を仰せつかったわけでありま
びに会議の進展状況を記者会見の形で発表いたしましたので︑それ

す︒新聞も非常にこの問題に深い関心を示しまして懇談会があるた

じましたことは︑この問題は何と申しましても︑事柄の性質上︑解

これに対していろんな反響はあったのでありますが︑ただ私が感

必要があるんじゃないかということを説いて回ったのであります︒

ります︒尤も︑教育権の分離返還という構想に対しまして︑去る一

が非常に世論を刺激し国論を沸騰させた原因になっておったのであ

月の総選挙の際に︑佐藤総理が地方遊説の途上︑滋賀県の大津に寄
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決策は日本側がイーラアティブをとるものなので齢アメリカの方か

のであって︑何としたって日本の方から具体的な案を持って提案す

ら﹁いらなくなったから返しましょう﹂と言って来る気遣いはない
べきものである︒

アメリカはそれを受けて立って︑討議の上やっぱり譲れるものは
作って臨めば︑とにかく打開の道はあるんだという印象を受けたの

譲るということになる︑こう感じたのであります︒また︑青写真を
であります︒

帰って参りまして︑佐藤総理にそれを報告し﹁とにかく早く日本
リカに当れば必ず問題は展開するに違いないと私は観測するから︑

政府の方でこの施政権返還問題に関する青写真を作った上で︑アメ
ぜひそういう高い次元のそういう審議機関を設けてもらいたい﹂と
いうことを提案したのであります︒

う印象さえ与えてしまっておるんでありますが︑どうも世論の方が

の壁が厚い〃という牽制球ふたいな報道がちょいちょい入って来る

余り先走りしちゃって実態はそこまでいかない︒むしろ〃アメリカ

いかと思われるのであります︒

もんですから︑多少世論も惑っているというのが今日の実状じゃな

二沖維の法的地位の特異性と

これに伴う諸問題

アメリカの施政現状とその功罪について簡単に触れておきたいと

思いますが︑ご承知のようにアメリカが沖細及び小笠原に対して施

平和条約の第三条には﹁日本国は小笠原諸島︑南西諸島︵琉球諸

政椎を持っているのは平和条約の第三条に基づくものであります︒

する合衆国のいかなる提案にも同意する︒このような提案が行わ

を﹁合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくことと

島及び大東諸島を含む︶﹂とこう書いてあるのでありますが︑それ

懇談会というものが設置されて私が座長を仰せつかったんでありま

総理もそれに同意されまして︑直接の諮問機関である沖細問題等
す︒こんどの懇談会は従来教育問題を扱っておった委員か全部横す

び住民に対し︑行政立法及び司法上の椛力の全部及び一部を行使す

れ︑且つ可決されるまで合衆国は領水を含むこれらの諸島の領域及

に報道されて反響を呼んだということと更に今佐藤総理の直接の諮

して︑信託統治に附するという提案がなされ︑可決されるまでの過

統治制度の下におくことが原則てあります︒合衆国が国際連合に対

平和条約の第三条の形式︒この条文の樵成から申しますと︑信託

す︒

る権利を有するものとする﹂こういう規定になっておるのでありま

べりで入るほかに︑財界から足立正さん︑農業経済の大家である束
ん︒外交専門の福島恢太郎さん︑こういう方々合計十六人になって

畑さん︑金融関係専門家である東京証券取引所の理事長の森永さ
おるのであります︒

問機関としての懇談会が設けられた︒それに近く訪米を控えておる

持つということになるのでありますが︑その後二十三年を経過した

渡期の処置として︑いわゆる施政権︑行政︑立法︑司法上の全権を

そういうことで私が訪米して帰って来まして︑それが大きく新聞

関係上国論がだんだん高まっておる︒ムードの上から申しますとい
ノ

まにも施政権が返還されて問題が一挙に解決するんじゃないかとい
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メリカの議会における答弁等によりますと︑信託統治に附する意志

統治制度の下におくという提案をしておりません︒の象ならず︑ア

今日︑まだアメリカは国際連合に対して沖維及び小笠原諸島を信託

でなければならないし︑なお制度の改革に伴って再教育を行ないま

一的なものにするということが必要である︒また教員の免状も統一

だから教育の理念︑教育の制度︑教科書︑教材︒すべて日本と統

で︑沖縄の教員も日本本土によこして︑日本の指導者によって再教

したが︑これもアメリカの指導のもとにやるべきものじゃないの

従って条文の後段の施政権を根拠としていま統治を続けていると

はないんだと明言しておるのであります︒

いうのが実状であるのであります︒ところでアメリカには信託統治

から招聴すべきものであって︑アメリカ人が直接これに当ることは

育を施す︒全部それが不可能な場合には再教育に当る指導者は日本

適当ではないんだ﹂というような趣旨の意見を述べたのであります

にするという方針が初めから無かったんじゃないかと思われてなら
ないのであります︒と申しますのはサンフランシスコで平和条約が

した︒

﹁非常に貴重なサゼッションをくれてありがたい︒なるべく希望

が︑非常に忙しい政治家にも拘らず二ページにわたる返事をくれま

に添うようにしたいが︑特に注意を喚起したいことは︑サンフラン

調印されて︑日本の国会の比准を得る前に︑私は当時のアメリカの
﹁私は沖縄出身の一教育者に過ぎないけれども︑平和条約の第三

シスコの平和会議に於てもくり返し声明した通り︑日本が沖細に対

全権だったダレスに対して手紙を出してみたのであります︒

ておるけれども︑これは非常に民族の誇りとして堪えられないこと

してレシデュァルソベレンティを持っておるということを宣言し

条をぷると合衆国は沖細を信託統治に附するということが規定され

メリカの統治を必要とするというなら︑特に次の諸点を考慮しても

だ︒そういうことをやめてほしい︒もし︑国際情勢上どうしてもア

これは残存主権と初めは訳されておりますけれども︑最近は潜在

ておるんだ﹂ということである︒

そのことを考ると︑一番教育の問題が重要である︒教育というも

託統治という新しい法律上の地位が与えられ︑その住民も〃信託統

ことになりますと︑完全にその国の領土権はなくなるわけです︒信

主権という言葉が用いられておるようであります︒信託統治という

のは人を作るのが任務なんで︑もしアメリカが沖純の教育を支配し

りますが︑その残存主権を認めて︑これを強調しておる所からみま

治民〃ということになって︑木来の国籍がなくなるのが建て前であ

ろう︒いつか必要がなくなれば返すに違いない︒

らいたい︒アメリカは永久に沖細を自分の領土とする意志がないだ

て︑自分の方針で教育を行なう︒沖維が必要なくなった時にこれを

して︑やはり﹁これは信託統治にする意見はなかったんじゃない

日本に返すとした場合に︑木に竹を継いだようなことになっては︑
非常な民族の悲劇が起る︒だから教育だけは日本に委してもらいた

か﹂と私は思うんであります︒

政︑立法︑司法上の権限の全部をアメリカが掌握しておるわけであ

それはそれとしまして︑とにかく第三条の後段によって︑今︑行

い︒日本の教育基本法︑学校教育法のごときものは︑そのまま沖純
に適用する︒法の適用がそのままできないというのなら︑同じよう
な法律を沖純でも制定する︒
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ります︒これがいわゆる施政権でありますが︑この施政権というの

申すよりほかはないのであります︒とにかく敗戦の結果そういう特

おくということはこれは余り歴史に類例のない非常に異例の措置と

の一部とその住民とともに︑本国から切り離して他の国の統治下に

殊な事態を生ゑ出したわけでありますが︑この沖縄のおかれておる

は主権の作用としてのいわゆる統治権なので︑従ってこの地区に関
この権力を持っておりますから︑独立国と同じように︑アメリカ

地位というものは︑これは国際法に照しまして︑余り類例のない特

する限りは最高にして排他的政治権力であるわけであります︒

異なものではないかと私は思うのでありますが︑軍事占領なら軍事

占領という既成の範曜があるのでありまして︑やはり戦時国際法規

は日本を含めて他の国の干渉を受けることなしに︑独自の計画に基
また︑アメリカが施政権を必要としているのは別に︑住民の統治

で規制されるわけですが︑また租借なら租借で基地のための土地の

づいて基地を設置し︑自由にこれを使用することができる︒
に興味があるわけではないので︑基地を構築して自由にこれを使用

貸与だとかいう例はいくらもあります︒

すけれども︑どうも沖純のおかれている地位というものは︑非常に

信託統治なら信託統治という例が既成の概念があるわけでありま

することができるという手段として施政権を欲しがっているように
これに対して沖細の住民がどう受けとったかということでありま

日本の主権が潜在しているため︑憲法を初め日本の諸法律が向うに

、 写 ソ ノ

思えるのであります︒

変則的なもので伝統の既成概念を以ってなかなか説明できない非常

まず︑アメリカが施政権を持っておりますから︑では日本の主権

すが︑ご承知のように敗戦に伴なう精神的な虚脱︑経済的な窮乏︑

はどうなったんだという︑日本の主権の運命が問題になるんですが

に特殊な形態ではないかとこう思うのであります︒

条約第三条に基づく施政に切り換えられたわけであるが︑そういう

社会的な混乱の最中に占領行政が七年続いて一九五二年から︑平和
最中の措置でありますので住民もさほど抵抗を示すことなしにこれ

り継続していて︑アメリカの施政椎があるものだから︑日本の主権

これは潜在主権という言葉で形容されておりますが︑主権はやっぱ

しかし︑だんだん生活が安定し精神的なゆとりを取り戻して参り

い︒領土の割譲というものが行なわれたわけではありませんから︑

がその下積みになって底に潜在しているんだとこう解せざるを得な

を甘んじて受けたというのが実状であろうと思うのであります︒

のであるということに︑疑惑の念を抱くようになって来ることは︑

ますと︑沖縄の住民と自分達のおかれている地位が非常に特異なも

適用されないという姿になって︑アメリカの施政権がなければ︑当

アメリカの領土ではないわけであります︒日本の領土でありながら

元来異民族による支配というものは︑支配される方の側から染れ

然に川本の主権が自動的に発動して本来の姿に戻る︒こういう理論

これは自然の成り行きであるわけであります︒

であるということは︑地球上至るところに民族解放運動というもの

ば︑やはり民族の尊厳︑誇りというものを害する耐えられないもの

沖縄の住民の身分の問題でありますけれども︑これは領土の割譲

榊成になろうかと思うのであります︒

または独立の民族国家が理由はともかくとしまして︑自分の国土

が起っておることによっても明らかなわけであります︒
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を取得したわけではない︒やっぱり依然として日本人としての身分

というものが行われておりませんから住民も決してアメリカの国籍

沖細の方で設立された公益法人でありますけれども︑これを日本へ

というので︑銃撃されて問題を起したこともあるのです︒またこの

りますが︑その船がインドネシア辺りへ行きまして国籍不明の船だ

持って参りますというと日本の民法第三十六条に﹁外国法人︿国︑

が継続しておると見ざるを得ないわけであります︒

国ノ行政区画及上商事会社ヲ除ク外其成立ヲ認許セス﹂という規定

現に統治しておるのはアメリカであるけれども︑領土も住民も依
然として日本の領土︑日本の国民であるということであります︒そ

認めますけれども︑これ以外の法人は一切の法人格を日本の法律は

認めないということになっているのでありますから︑沖細で設立さ

があるのですが︑国だとか行政区画は法人を認めるし︑商事会社は

れた公益法人というのは︑日木に持って来ると法人格を認めないの

ういう特殊な形態であるために法律的にいろんな問題が起るのであ
籍をどう表示するかということがまず問題でありますけれども︑日

りますが︑第一に沖縄の住民が外国に旅行する時に︑その身分︑国
本では旅券を発行する場合には︑国籍は〃日本川と書くわけですけ

であります︒

表理事になったことがあるのでありますが︑沖縄の学生寮を造りま

のでありますけれども︑私は初代の東京事務所の責任者として︑代

琉球育英会という日本育英会と同じような性格の特殊法人がある

れども︑沖縄の住民につきましては︑沖維で発行する場合は決して
現を用いさせておったのでありますが︑今年の七月からアメリカと

して︑登記しようと思いましたら︑やっぱり︑その法人の名前では

アメリカは〃日本″とは書かせない︒最近まで〃琉球人″という表

たので〃日本″と書くようになりましたけれども︑それまでは〃琉

のでありますが︑外国扱いにされております︒そういうことで複雑

登記ができないんで︑他の名前を借りて信託的に登記した例がある

協定ができまして︑旅券の発給事務は日本政府が行なうようになっ
球人″英語で〃リュウキ﹃一ウァン〃ということで表現しておったの

談会座長︑南方同胞援護会長︶

靖国社権宮司池

国を守りし学徒兵はや

うまし国沖維島を血に染めて
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︵十一月七日本会に於ての講演要旨︶︵特別会員︑沖細問題等懇

な問題が起って来るのであります︒

であります︒

ところが国際社会において︑琉球という承認された独立国はない

いっていろいろ物議を醸すわけです︒〃こんな国はどこにあるん

わけなんですから︑そういう国籍で表示された旅券を外国へ持って
だ虚〃ということになるのでありますけれども︑それと同じように
問題になるのですが︑これは国際法上は所属国の国旗を掲げる建前

琉球に船籍港のある船舶はどこの国旗を掲揚すべきかということが
になっているわけでありますけれども︑沖縄は合衆国でもありませ
んから合衆国の旗を掲げるわけではない︒日本の日の丸をも立てさ
せないで︑デルタ旗という特別の三角旗をかけさせておったんであ
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久︲叩票牡ｒ亀・日程︒●基・
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編集後・記

︵島津斉彬公もそうでした︶であった為に

島津さんの慶喜公の思い出は本誌を飾
る出色の物と思います︒時勢とは申せ公
の大政奉還は﹁有事に際しては天朝が第
一︑幕府が第二﹂との水戸光囲公の大精
神を貫かれて︑いわば世界無比の大改革
が無血の裡に断行されたことは公に負う
所が多いと申すべきでありましょう︒躍
進の物質文明と退潮の商く美しい古来の
精神文化との肢行によるｌ自己中心のｌ
対立抗争を︑今︑好評のＮＨＫの﹁三姉
妹﹂に見られる憂国の至情に燃えた当時
の父祖は一体何と思われるでしょう︒西
村会祖の藩主堀田正睦公は慶喜公擁立派
日米修交の功労者でありながら大老井伊
直弼によって老中ご免となりましたが︑
この日本新生によってともに地下に於て
どんなにお喜びかと思われます︒
◇繁茂伸展を意味する本年の干支戊申が

単な葛徒長無実とならぬようｌ物心両
面のアンバランスを是正して真の文化・
民主国家を建設するには先般来日のトイ
ンビー博士の﹁高い道徳と宗教﹂による
との言にまつまでもなく︑本会はこれが
為に九十年の努力を致しておるのであり
ます︒維新百年を迎えて本誌は明治に於
ける会祖の偉統を顕彰するとともに本会
の使命達成の為に思想危機が叫ばれ︑激

ｒも幻ｆ哩分で込公で込分守哩毎で也垂４℃公で唾狩ｘＥ〃誼ｕ〃て砧砂正画〃Ａｕ〃典画〃晶訂〃蝿Ｙ

晶甘
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託γ〃侭ャ夕阜了酵

各位にも一段とご協力の程願上ます︵渡︶

動してやまぬ世相に対処して少しなりと
お役に立てたいものと努力しております

口ｆ込垂Ｙ︑分ｒ唾
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しＨ中間係を詳述された︒律令制・交流小一研究上の好著︒

中国から輸入した律令であったが︑彼我の律令は嗣情に
よって多くの何典があった︒木狩は力役・宵恢・兵役・
戸鰐・京畿・土地租税および民間習裕など浦制礎を比較

木神ば宵内省の編纂で珊治狛年の刊行︑既に股の稀翻醤
である︒天皇の御正伝であると川時に維新革正を蝿ぐる
朝廷︑幕府︑諸藩の政浩接衡の跡を根本史料を按排して
綱文を立て︑編纂した唯一の維新史料集︒既刊 一・二

Ａ５上製函入
内容見本送呈
各冊︑由分売

Ａ５上製函入
本文六五六︑
価三五○○円

菊判上製函入
本文一づＳ頁
価三六○○円

宮内宵綱纂︵平安神宮記念出版︶八全五冊Ｖ

東京大学名誉教授宝月圭吾先生の還暦を記念して︑その
薫陶をしたしく受けた打名が︑主題を先生の研光領域に
ちなんで執筆した磯かな内容の論文集︒古代・中世綿Ⅱ
三流○○円／中世編Ⅱ二八○○円／近世編Ⅱ三七○○円

Ａ５上製函入
一巻１毛ｓ円
二巻 三ｓ円

孝明天皇紀第三

日本社会経済史研究全三冊

中山道の江戸近郊宿 蕨〃・ここに舞台を求めて︑江戸
時代の平野部宿場住民の生活実態を︑多年の探索・蒐朱
による豊揃な史料を駆使して︑克明かつ齢勤的に描く︒
特に近世交通史研究の識問題解明に全力がそそがれた︒

清水市史椛纂委員会綱

蕨巾史綿纂委員会綱︵豊田武監修︶

宝月圭吾先生還暦一記念会細

律令壁駄日中関係史の研究

曽我部静雄著

蕨市の歴史一巻二巻

Ａ５上製函入
本文六○○頁
価三○○○円

Ｉ﹄
Ｉｌｉ

の思想界との関連において位置づけ︑さらに文明史と史
論との性格を歴史的に考察した︒多くの新資料を駆使し
た明治史学史の紐織的新研究であり決定版である︒

価九○○円

本文七○二頁
価五○○○円

旗本の概念・官位・職制・知行・耶役・群謂役・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
つ総合的に叙述された︒多年にわたる著者悪蓄の結晶︒

本文二九○頁

価九五○円

興判上製函入
本文四二二頁

組入れることに努力された︒著者積年の研究の集大成︒価六五○円

ち︑条里制を単に地割の復原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

﹁条里制とは何か﹂﹁条恥制の歴史的意義﹂の一蔀に分礎判上製函入

１１

巽判上製函入
本文三九八頁

荘園制下の物資の移動︑武士・農民の交通︑幕府の交通
政策︑京文化及び東・西Ｍ文化の交流など︑考えられる
諸脚題を追究し︑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︒

明治史学の伝流と成立およびその歴史的意義とを︑当畔Ａ５上製函入

蔭柵皇霧鱗織亀趣１１腿嶋刷鱈雨

本篇は関津川の河岸に陣屋を設けた小島藩の施政と農民
に中心をおいたが︑幕末から明冶初期にかけて日本近代
化の過溌に東海地方の果した役制を知るため大きな意味

清水市史資料近世三︵髄糾︶
ｌ︲１１

小沢栄一著

近代日本史学史の研究明治編
新城常三著
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