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︹巻雲言︺科学技術の進歩と

人間倫理の遅滞

木下一雄

学校の教育課程が科学技術の革新に伴う時代の進展に即して︑全

面的に改善されることになっている︒中学校教育課程の審議に当
り︑数学に側する専門調査貝の報告に﹁数学教育は日に新たになっ
ていく数学そのものの進歩に即応し︑世界的視野のもとに︑各国で
研究が進められている︒教育課程の内容も方法も︑これらの研究成
果を取り入れるようにしなければならない﹂と論じてあった︒

ところが呪にアメリカでは七︑八年も前から︑カリフォルニア・
イリノイ・スタンフォード各大学で︑科学分野の教授陣が小学校段

目次
︹巻頭言︺

科学の進歩と人間倫理の遅滞⁝⁝木下一雄⁝⑩

武士の心がけｌ日本のここ↓？︲・⁝：．森田康之助⁝②

道徳の復興㈹．⁝⁝：：：：．：：：：⁝木下広居⁝⑥

父・母・先生と子供たち⁝⁝⁝⁝大浜英子⁝⑪

子どもの日によせて⁝⁝⁝⁝．：⁝山口寿恵⁝⑱

︹道徳教育のヒント︺２

学校のしつけ・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：広沢節三⁝⑲

新しい家庭教育⑥⁝：．⁝：⁝⁝⁝・横田佐代次⁝⑫

大原幽学の子供仕込心得①⁝⁝：⁝：：⁝⁝．：：．⑳

室内鉢物の上手な手入れ日：⁝⁝・渡部弘⁝燭

階の算数︒理科教育の研究に当り︑科学的学習態度をつくり︑児童
の理解できる数概念の研究を進めている︒また駐日英大使館発行の

弘道詩林・⁝：：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝三好凌石選⁝帥

弘道歌埋⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝入江相政選⁝帥

弘道第八○○号一記念原稿募集：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝鋤

︑国冨冒弓︵且葛本年二月号には︑英国の大部分の小学校で数学教
育の新しいシステムを採用し︑生徒たちの数学的概念のレベルを高
めるための実際の指導例を︑写真をもって列挙している︒

新入会員芳名

電子計算機は日に性能を進めるであろう︒しかしそれを支える原
理・原則は人間自体が創るのである︒知識はいかに尊重しても︑偏

編集後記

重はありえない︒科学技術の進歩が人間を疎外するという解釈も成
り立たない︒問題は人間倫理の遅滞にある︒倫理を向上するのが先

決である︒︵特別会員教育課程審議会長︶

（1）

け

森田康之助

く︑京都市民からも厚い信望をかち得ていた人であった︒

子二代にわたり京都所司代を勤め︑禁中のおぼえもめでた

ら限りない信頼を寄せられていた名臣であるとともに︑父

のもとにはまたおのずと名臣が輩出するものと見え︑この

ある︒勇将の下に弱卒はないというたとえのように︑名君

世上ではどう云っているかと︑その評判をたずねたことが

この重宗があるとき近臣の者に︑予の裁きようについて︑

のもち主であった︒

その子周防守重宗もまた︑父に優るとも劣らぬ高潔な人格

この伊賀守勝重が初代の京都所司代として︑着任したの

家来もまたなかなかよく出来た人物で︑世間では殿さまの

はこれを聴いていかにもと思ったのであろう︑それからの

は慶長六年だったというから︑まさに天下わけ目の関ヶ原

法廷はこれまでと全く面目を一新したのである︒すなわち

しにくい︑と申していますと︑在りのままに答えた︒重宗

である︒したがって徳川氏を代表する立場に在る所司代と

威光に圧せられて︑御前に出たときはよくその言葉をつく

しては︑その立場は決して楽ではない︒職責の遂行も困難

に所司代の席を設け︑その座右迄は茶臼が据えてあるので

白洲に臨んだ縁さきの障子はしめきられ︑その障子の内側

の合戦の翌年のこと︑京都市民はまだまだ豊臣氏の恩顧を

が多く苦労を重ねたが︑その裁決は明快にして厳正流るる
長い在任期間を通じて︑徳川氏の政治は公正だというので︑

かる後にその席に着き︑葉茶を茶臼で抹茶にひきながら︑

ある︒裁判にあたっては重宗はまず西方を丁重に拝し︑し

えこひいき・

が如く︑いささかの偏頗も依枯晶眉もない︒二十年という

なつかしみ︑徳川氏に対してよくは思っていないという時

徳川氏の初世のこと︑板倉勝重︑重宗の父子は︑将軍か

武士の
が

ｌ日本のこころＩ

、

人々の信望を年とともに重ねることとなったのてあるが︑
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'
し
、

障子越しに人左の訴訟を聴いたのである︒そこで人怪しん

云うまでもないが︑いざ辞任というときは︑大小の政務の

は︑上下の人為から惜しまれ徳望を慕う声が高かったこと

およそ裁判には寸皇も私を挟むことがあってはならぬ︒

当時から難件中の難件として︑京都市民が所司代さまはど

であった︒佐渡守に引きついだ案件というのは他でもない︑

てはこれを裁決して︑後任の牧野佐渡守の着任を待ったの

悉くを処理し︑出訴中の事件はただ一つを除いて他のすべ

そこでまず西方を拝するというのは︑京都の守護神愛宕の

畠ノ Ｏ

でそのわけを聞いたところ︑重宗の答はこうであったとい

神に誓って︑自分の心に私心がいささかなりともきざした

っていた事件なのである︒さがない市民たちは︑さすがの

う決着をつけなさるかと︑眼をそばだて固唾を呑んで見守

よくおわかりでない佐渡守さまでは到底処理できまい︑と

周防守さまでさえもてあまされたか︑では新任の︑事情も

るのである︒また心が平静を保ち穏やかであるときは︑手
のはたらきおのずと平かに︑心さわげば手もとは必らずみ

ならば︑たちどころに神罰を下し給えと祈願をこらしてい

だれるものである︒そこで訴訟を聴きながら葉茶をひいて

いうので︑世間ではその無謀さにまず驚いた︒ところがこ

渡守が着任するとすぐ最初に手がけた裁判がこの難件だと

の佐渡守の裁決は理路整然としており︑調査もまた綿密に

寄ると触わると噂しあっていたというのであるが︑その佐

自分の心が平静であったかどうかを見︑裁決を下すに適っ

ゆきと里きしかも公正であるというのであったから︑関係

いる自分を︑いぶかしく思うというのも無理はないが︑つ

た心であるか否かを︑自分で確かめ︑自分で知ろうがため

者や諸役人はもちろん︑市民たちのいずれも理の当然に服

まりこうしてひいた抹茶の粉のできぐあいで︑そのときの

なのである︒また障子越しに席を設けたというのは︑人の

せざるはなく︑満都の人左は周防守さまに優るとも劣らぬ

佐渡守さまよというわけで︑新任の佐渡守に対する信頼の

をおそれ︑予めこれをおさえようと思ってのことである︑

念はたちまちにして高まり︑昨日までその手腕力量を危ぶ

容貌により︑自分の心に愛惟の念や侃頗の心の生ぜんこと

し︑誤りなきを期するにいかに心をつかったかということ︑

ったのであった︒

んでいた声は︑今日はもう聞くことができなくなってしま

とこのように云ったというのである︒その裁決の公正を期

し給えと祈るほど真筆であり︑ある意味に於ては命がけで

かい心入れと思いやりがあったのである︒即ち重宗はこの

この話には一異がある︒重宗の後輩佐渡守に対するあたた

そしてその公正を期する願いは︑愛宕の神に即刻神罰を下
あった︑ということを知るのである︒

この重宗が三十年の勤続を以て所司代の職を辞したとき
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重宗の起草にかかる判決文に自己の名を︑いわば署名した

渡守に托し︑その功を譲ったのである︒佐渡守はだから︑

を重ね︑判決を下すばかりにしておいて︑これを後任の佐

事件に対し当初より心に期するところがあり︑調査に調査

ついてしまったが︑お家の危急は些かも緩和されない︒家

賂をつかい︑ために江戸屋敷にあったさしもの金銀は底を

罪科を免れようというので︑松平家では時の要路権門に賄

軍のお怒りにふれて閉門を命じられたことがあった︒この

し︑会社員であれば在任中に一点でもよけいにと︑自分の

世間一般に誰しも官吏であればまず自己の官歴を大切に

うものがない︒最後の手段として外族にあたる井伊掃部頭

家危しともなれば︑誰もこのために金を貸してくれるとい

来たちは百方苦慮して主家のため金策にはしったが︑その

業績をあげることに熱中するものである︒従って在任悼尾

同様︑家老たちはこの松平家の存続を危ぶみ︑或は公儀を

直光侯に槌りつくこととなった︒ところが井伊家でも他家

だけのことであったのである︒

の難件は自分で処理しようとするであろうし︑またこうし
ても世間では当然のこととして怪しまぬであろうが︑重宗

はなく︑それからの職責遂行には多大の便宜を得ることと

る所以ともなり︑もはや誰ひとりその力量徳望を疑うもの

は︑譲りをうけた佐渡守は京都市民から厚い信頼をかち得

借を拒否したとなれば︑末代の噸りを招くことともなり︑

であろう︒まして貸し倒れとなるということを警戒して恩

後難をおそれて親類を捨てたという世のそしりを免れない

人の急を救うというのは義である︒もしこれを救わずんぱ︑

このとき末座に控えていた岡本半助という者が進桑出て︑

はばかり︑恩借に応じようとはしない︒

なったばかりではない︑ひいては徳川氏の施政に対する威

はあえてこの功を自分の後輩に譲ったのである︒この結果

信を︑いよいよ重からしめることともなったのである︒

その組織を動かし構成する個々の成昌Ｅは︑こういう爽や

からぱこのことを主君のお耳に入れようということになっ

ない︒一座の宿老たちいずれもこの岡本の説を是とし︑し

べく進んでその恩借の要求に応ずべきだ︑と主張してやま

当家の恥辱はこの上もない︑といってこの松平忠英を救う

かな︑五月の風にも似た人となりの人が必らず多いもので

たのであるが︑岡本は承知しない︒膝を進めて云う︒もし

国家でも企業体でも︑その勃興期といわれる時代には︑

この板倉父子に似た心の人をとりわけ多く見出すのである︒

ある︒徳川政椎二百五十年の基礎を築いたその初世には︑

たなら︑そのときは当家の立場は苦しくなるではないか︒

末に味方したなどと云いがかりをつけられ︑お各めを蒙っ

阿波守さまのために融通したことを公儀から松平家の不始
一一

これも徳川の初世︑松平阿波守忠英という殿さまが︑将
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かかる大不忠はないと云わねばならぬ︒そこで万一このよ
一一一

に対する頂門の一針でなくして何であろう︒

己れ歌わずして人をして歌わしめることかなわず︑己れ

日本人の本来の面目の喪われたる︑顧るにすでに久しい

の件は掃部頭さまにはゆめゆめ御存知ないことである︒こ

うな事態に立ち至ったときはこの岡本が公儀に出頭し︑こ

ことと云わねばならぬ︒本来の日本人の心︑義理に生き義

起たずして人を起たしめることはできない︒荷くも時弊を

理に殉じ︑行住坐臥の間もいやしくもせず︑義理を講究し

慨く前にまず自らが眼醒めねばならぬ︒では何に眼醒めね

殿の方寸に出たものとして︑殿の名をいよいよ高からしめ

幸に世の好評をかち得たときには︑すべてこのことはわが

勘考し︑義理にまともに承当し一歩もこれを外すまじとす

とごとくこの岡本一存のしわざであると申し開きをし︑切

たいと思う︑とこのように云ったので︑ここに衆議一決︑

腹して殿さまの難を解くことにしたい︒またもし反対に︑

蔵をひらいて金千両を出し︑松平家の危救を救ったのであ

る志であり︑決意である︒そして幸にも功あり名誉をうれ

ばならぬと云うのか︒

った︒後に井伊侯はこの措置を聞き︑岡本半助の才智と義

ば︑これを長上先輩に譲ってこれに誇ることなく︑しかも

当家の松平家に対する措置が時宜にかなったものとして︑

心に深く心うたれ︑大にこれを賞したという︒

重宗に岡本半助︑この二つの話にふれて︑もし吾人の胸に

したのである︒これが日本人の心であったのである︒板倉

としこれを讃嘆し︑この人の行履を自らの鏡鑑としようと

がある︒今ここにこの岡本半助の言動に着目するとき︑そ

ある種の爽やかさが吹きぬけ︑共鳴共感を覚えるものがあ

謙抑自らを持そうとするの一念である︒人またこれをよし

の諭旨まことに義理にかない︑且つ世の誉れは挙げてこれ

雪菟のために要路に賄いをするということ︑このことを

を主君に譲り︑不幸にして万一罪責を問われることあらば︑

おり︑生き通しであると云ってよいのである︒

るならば︑本来の日本人の面目また吾人の胸奥に息づいて

とやかく云うのでは︑この話の本筋を捉みそこなうおそれ

一身を以てこれを引きうけんとする︑そこには些の私心も

︵特別会員︑国会図書館分館閲覧課長︑文博︶

なければ欲念もない︒美事な武士の心のはたらきだと云わ
ねばならぬ︒非難を蒙り責任をⅢわれれば︑すべてこれを
他に転嫁して自らは口を拭い知らぬ顔をする︑利益と名誉
はその直接の功労者をおしのけても︑これを私してはばか
らぬというのが人情の常である︒半助の言は︑まさに時弊

医Ｊ

︑ノ

／ｆ●︑

道徳の復興帥

明治の偉人ｌ尾崎書堂①

もちろん︑そういう人はいない︒当分は︑出る見込もない︑

といった方がいいかも知れない︒会祖西村先生は︑﹁政治

と道徳は一本にならねばならぬ︒個人としては︑道徳を守

らねばならぬが︑政治家としては︑公人としては︑道徳に

反してもかまわぬ︒目的が正しければ︑そのための手段は

金をもらって︑おとなしくなったなど︑そんなことは薬に

木下広居

リズムは間ちがいだ﹂と繰りかえしておられたＯ

どうでもいい︒目的は手段を神聖にする︑というマキア響へ

尾崎先生が︑ちょうどそれで︑曲ったことをしなかった︒

尾崎署堂からはじめる︒考堂なんて︑むつかしい名前だ

いっても︑無効だし︑このへんで手を打ちましょうといっ

したくもなかった人だ︒尾崎先生には︑金や利権を持って

買収や供応もしなかったし︑買収されて弾劾演説をやめた︒

なァと思う人もあるだろう︒行雄というのが本名だった︒

一︑解散も平気

だから︑等堂を崇拝する尾崎という人が︑息子に行雄とい

だから︑吉田茂さんでも︑

ても筋が通らなかったら︑一切きかない︑という人だった︒

﹁あのじいさんには実に困らされる﹂

ところで︑全国青年研修会といったよう旗

している．

と悲鳴をあげたものだ︒

う名をつけた︒そういう野球の選手が東映のピッチャーを

﹁これから尾崎行雄の映画をやります﹂

吉田茂さんは国会で無礼なことをいわれると︑

会合で︑世話役が︑

といったら︑皆が眼をかがやかして待った︒そして︑一人

﹁バカヤロー﹂

ませんか︲一

のだ︒どうです皆さん︑吉田総理を懲罰にしようではあり

﹁バカャローとは何だ︒神聖なる国会の議場を侮辱するも

すると相手も負けていない︒

とやったものだ︒

の老人が画面に出てくると︑

﹁話がちがう︒尾崎は︑こんな年寄りじゃない︒話がちが
うじゃないか﹂
といい出した︒

若い人は尾崎行雄先生を知らないらしい︒しかし︑尾崎
先生ほど偉大な政治家は日本に出たことがない︒今日でも︑
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の審判を求める必要がある︒それが総理としての義務だ﹂

人たちではあるまいか︒それは主権者たる国民に︑有権者

﹁こんなことをいう議員たちは国民の代表として不適当な

なんていうもんだから︑吉田総理は︑

のだから︑泥棒とちっとも変らない︒

うに用心する︒警察の眼をぬすんで︑悪いと知りつつやる

ないこと︑法律違反をしてもいい︒ただ︑つかまらないよ

るからだ︒当選という目的を達するためには︑どんなきた

ぬ︒だいいち︑莫大な金をかける必要がある︒何とかして

やらねばならぬ︒もう一度議員に当選できるかどうか分ら

いっせいに︑すべての議員が首になることだし︑総選挙を

普通の議員なら︑解散ときけば︑鬼よりこわいものだ︒

る︒買収はやるが︑二重帳簿にして︑表て金だけを選挙管

挙運動をする人は︑いかに法律のアミをくぐるかを工夫す

というｐ民・衆は︑見ていながら︑見ぬふりをしている︒選

んし﹂

ん︒そして︑こっちも︑あんまりにくまれたくもありませ

﹁何しろ︑みんなやっているんで︑どうしょうもありませ

警察や検察庁の人たちは︑

解散は四年に一度にしてもらいたい︑というような卑怯な

理委員会に報告し︑裏ら金は一切秘密︑書類は全部焼いて

という意味で天皇に解散を奏請したにちがいない︒

ている学生が試験をいやが為のとＭじだ︒ｌもっと解散

根性を持っているから弱い︒だから解散をこわがる︒怠け

しまう︒

といって自殺する人が出る︒自殺を強要される場合もある

﹁候補者と仲間に相済まぬ﹂

を警察に知られてしまったような者があると︑

だから︑運動員で︑つかまった者があった︑とか︑秘密

は度々やるがいい︒とくに︑﹁審議拒否﹂だとかいってサ
ポルような議員が多かったら解散すべきだ︒サポル議員の
歳費の日当を減額すべきだ︒それもやらないから︑国民か
今でも選挙になると︑まず金集めだ︒何千万円から何億

ら信頼されなくなったのだ︒

ところで問題は︑この法律違反を何とも思ってない人が

二︑どうして法律違反をするか

も︑法定選挙費用の十倍も百倍も使う︒そして︑報告には︑

候補者もない︒そして金使いが荒らい︒選挙期間中だけで

れて行かない人はなく︑そのために会社から金を集めない

平生︑金品をくばったり︑御馳走したり︑温泉旅行に連

ようだ︒

多いからだ︒さっきもいったように︑目的を達するために

法定費用の半分ぐらいしか使わなかった︑という届けをし

もとだ︒それを︑お互に悪いと思わない︒

と集める︑という話がある︒しかし︑これが選挙法違反の

は手段をえらばず︑という卑怯︵きょう︶下劣な根性があ
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ている︒選管の方でも︑ウソの報告と知っていながら︑黙

うのが世間のほんねらしい︒何たる恥しらず︒

だから︑きたない選挙で札を沢山罰くうまいたのが当選す

る︑といわれている︒きれいなことをしていたのでは当選

って受け取っているのが現状らしい︒何という堕落だ︒そ
して︑ほとんど誰も︑こういうウソを当り前としていて︑

と語った︒

いことにしている﹂

﹁国会議員という肩書を見ただけでも︑その人を信用しな

経団連の会長である石坂泰三さんは財界の大御所だが︑

三︑政治家が信頼されないわけ

ている政府も信頼されなくなるのは当然のことだ︒

こういうふうでは︑だんだん議員も︑与党の議員が作っ

と新聞記者に話した︒

﹁締一脆な選挙をしたので落選した﹂

元議長の矢野健太郎さんは︑大分で負けた時︑

の見込がないわけだ︒

番大事な︑国民の代表を選ぶ手続きがウソで固まっている

怒りもしない︒摘発などしようものなら非常識扱いだ︒一

政治評論家の御手洗辰雄さんは︑

のだ︒全く驚くべきことだ︒そして︑それが平気とは︒
﹁法定費用で選挙したのは尾崎署堂︑斎藤隆夫︑市川房枝︑
あとは全部ニセモノ議員﹂

といったことがある︒それは︑法定費以上を使ったんだか
ら当選無効だ︒それに誰も文句をつけないから︑こんなニ
セモノ国民代表が議員ヅラをしている︑という意味だ︒

衆議院議員の法定費用は全国平均二百五十万円︵これを
知らないで︑知らないふりで大金をやったり取ったりして

﹁選管への届け出用紙には︑交通費とか︑弁当代︑といっ

万は︑どうして届けないんですか︑ときくと︑

て持って来い﹂といった︒そこで息子さんが見たら︑﹁父

先生が﹁調査書﹂というものを配って︑﹁これに書き入れ

たことがある︒その息子さんが高校に入学した︒組主任の

北海道知事の町村金吾さんは︑前に衆議院議員をしてい

たような費目はありますが︑買収費という費目はありませ

親の職業﹂という欄がある︒すっかり考えこんでしまった︒

いる人々が多い︶だ︒すると︑ほかに使った何百万︑何千

ん︒我々の使うのは︑ほとんど全部が買収費ですから︑届

﹁今どきの高校で︑ここに国会議員と書いたら︑先生や仲

父親のところに来て︑

間の生徒から︑どんなに軽蔑されたり笑われたりするか分

という︑弁解をするのが普通だ︒

だから︑札束が背広を着て議席にならんでいるとか︑い

らん︒そんなつらい思いをするぐらいなら︑入ったばかり

け出る必要がないんです﹂

や︑政党の総裁も札束がイスに腰かけているだけだ︑とい
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れますか﹂

だが学校をやめる︒それとも︑お父さんが議員をやめてく

する︒それを等コマカしてもらうために献金してくるのがあ

わ前をはねる面白さ︑などからやっているのが多いから︑

後援会の関係者も︑自分の生活のため︑集まった金のう

る︒利権を世話してもらいたいから︑というのも多い︒

というので︑父親たる議員は全く弱った︑という話︑これ
財界から政界に入って来た人がある︒その人が︑財界と

は町村さん本人のした実話だ︒

は﹁あいつ﹂とか﹁あの悪党が﹂などといっている︒もと

議員や候補者の前では．へ．︒ヘコしながら︑いないところで

﹁財界では︑一度ウソをついたら︑おしまいです︒しかし

政界は︑どうちがいますか︑ときかれて︑

の議員や候補者が国民の代表として︑りっぱな人だと思っ

もと︑よくないことをやってる︑というひけ目がある︒そ

良心的にやろうとしても︑むずかしいらしい︒金を沢川集

になり︑宇治川田市長︑参議院議尚︵もやった︒この人は︑

署堂会という後援会に入った︒昭和十三年から︑その会長

人たちだった︒阿竹斉次郎さんという人は︑大正六年から

こういうのと正反対だったのが尾崎署堂を支持していた

ているわけではない︒金になるからやっているのだ︒

政界では︑毎日ウソをつかなければならないのです﹂
といったことがある︒

める︑大邸宅を構える︒運動員や取り巻きに金を配る必要

こんなわけで︑選挙で当選し︑政界で活躍している人は︑

がある︑というわけで︑﹁後援会﹂は企の話ばかり︑ウソ

す﹂

とります︒その光栄だけを︑胸にしかと抱きしめて死にま

﹁磐堂先生の選挙運動ができたことを︑一生の光栄と思っ

まだ大阪の天王寺に健在だが︑

四︑演説会に入場料

ばかり︑だまし合いで︑正直な人では勤まらぬそうだ︒

それと正反対のことをやったのが尾崎署堂だった︒おそ
らく﹁後援会﹂の第一号も響堂会だったろう︒しかも︑そ
た︒ほかのは︑ある議員を議席につけておくために︑ある

所にやって来た︒だれでも手弁当である︒そして︑わずか

三重県の選挙区では︑署堂をしたって多くの人が選挙事務

明治二十三年の第一回の選挙から署堂は当選し統けた︒

といっておられるＯ

人を議員に当選させるために︑選挙民に恩を着せ︑金を雷︑ハ

ばかりの選挙資金を持ちより︑立候補の手続きから︑あら

の後に出来た︑無数の後援会とは︑全くちがったものだっ

いる団体だ︒会社といっても一流の会社ばかりではない︒

ゆる選挙運動をした︒というのは︑響堂は自分の選挙運動

ラまくＯそのために莫大な金を︑いろんな会社から集めて
倒産寸前のや︑幹部が会社の金を柚領したり汚職してたり
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﹁なぜって︑そりゃ先生が偉らかつたからです︒藩閥︑官

千四百人もいた︒

閥︑財閥︑堕落した政党︑軍閥と戦い続けた考堂は︑日本

た︒桑んな庶民だった︒少い時で五︑六百人︑多い時は五

ょうが︑立って下さい︲一と頼むものだ︒候補者が自分の金

を︑何もしなかったからだ︒だいたい選挙というものは︑

を出して︑この金で運動して下さい︑と頭を下げるような

一の政治家で︑絶対に当選しなければならぬ︑と信じ切っ

選挙民の方から候補者にお願いして︑﹁面倒で御迷惑でし

のは︑逆で︑まちがっている︑という考え方だ︒だから︑

﹁洪水のたびに落ちる橋を︑鉄筋コンクリートにするよう

た人々が多かったからです︒﹂と阿竹さんはいった︒

に運動して下さい︑と尾崎先生に陳情したことがあります︒

が普通だった︒しかし︑負けては相すまん︑というので︑

すると先生臆︑﹃長持臆枕に唯ならん﹄といわれた︒ｌつ

考堂は選挙になっても︑自分の選挙区に帰ってこないこと

に健入場料をとった︒ｌ今月演説会で入場料を収った

署堂会の人々が運動した︒もちろん︑言論だけだ︒演説会

め︒自分は長持のような︑天下国家のことで頭が一杯の議

員であり︑一地方︑一選挙区の代表ではなく︑国民の代表

まり︑そんな地方的な細かいことは︑枕程度の人物にたの

だ︑という意味でした．ｌそれを聞いて選挙民たち健

きる議員や候補者があろうか︒
﹁当時の金としても︑決して安い金額ではありませんでし

り献金をもらうのが︑世界の常識だが︑日本で︑それので

たが︑どの会場も超満員でした﹂

思ったのです︒

先生には国のことだけをやってもらえばいいんだ︑と皆が

署堂に選挙事務所を提供した伊勢市のマュ問屋北村利平

と松阪市の池上治一さんは胸を張った︒

していましたら︑先生に︵してしまいました︒うんと叱ら

それから︑先生の銅像を作ろうと︑ひそかに有志が計画

﹁とにかく皆が手弁当だし︑ビラ張りするのも一門の名誉

れまして﹁ツバメのフンの台に︑私をするつもりかって︒﹂

さんは︑選挙の会計係をしたことがあるが︑

と信じこんだような人たちばかりなので︑選挙費用を届け

︵理事専大教授︶

続け︑﹁憲政の神様﹂といわれるようになった︒

このようにして︑六十三年にわたり︑二十五回も当選し

ものが︑かからないようなものでしたから﹂

出為書類の書き方に苦労しました︑ｌまるでお金という

しか経費がかからなかったそうだ︒

という︒
︒多
多く
く見
見積
積っ
って
ても
も︑
︑法
法定
定選
選塞挙費用の十分の一ぐらい
害堂会の会員というのが︑会会
社社
︵のような団体ではなかつ
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︒︑心

晶轄蕊

＃蜂

︹講演要旨︺於磐城体育センター

父・母・先生と子供たち

大浜英子

の子は﹃どうしてそんなことをしたの：・・：﹄と聞かれたとき︑﹃ち

ょっとやって見たかったんだ⁝⁝﹄と答えた︑ということです︒首

をしめて︑苦しがる様子を見たかったんだというんです︒別にお金

を盗ろうとしたんでなく︑ただそれだけの一﹂とだったらしいんでご

ざいます︒併し︑ほんとにそんなことを聞くと︑どうしたんだろう

大した理由がないのに︑十五︑六歳から十七︑八歳の少年が人を

と思います︒

殺したなどと︑新聞に出て来ております︒

母性本能のない母親と蒸発する父親

取らしたいという母親があっちにもこっちにも出ています︒また︑

一方︑教育マ一︑といわれる子供のお尻りを叩いて︑いい点ばかり

母親らしさ︑母性本能をなくしてしまったお母さんもいるというこ

再婚するのに子供が邪魔だといって川へ突き落した︒そういうよ

坊を入れて海岸に埋めたということが小さく出ていました︒

ごく妓近の新聞にも︑子供が邪魔だというので︑ポＩル箱に赤ン

とも聞きます︒

に見える方がそれほど稀じゃないんだそうでございます︒

運転手はちょっと気を失っただけだったんだそうですけれども︑こ

ついこの間も︑十六の子供が自動車に乗って︑運転手の首を絞め︑

っくりさせるようなことをする子もございます︒

十四歳ぐらいで人を殺したり︑それから十七ぐらいで世の中をび

し︑また学校もよく出来るし︑一体どういう訳だろうと思って相談

たり︑怪我をしたお母さんが来られます︒ふだんとてもいい子供だ

っしゃる︒そこには︑子供に乱暴されてどうかすると︑目をはらし

東京の警視庁の少年補導係の婦警さんには心理学専攻の方もいら

お思いで頭をかしげますね︒

うちの子はそんなことはしない⁝：．と私も思いますが皆さんもそう

例えば︑母親を殴る子供があるんだそうでございますね︒お互いに

新聞を読んでも︑この頃シヨックなことがたくさんございます︒

一緒に考えたいと思っております︒

今日は︑お母さん方が沢山おいでになりますので︑この間趣で御

近ごろの子どもの生態

蕊

一

一ｌユ

﹃

︑Ｉ／

／Ｉ︑

うに母性本能がなくなった︑非常に少くなったといわれているよう
です︒

それからお父さんの蒸発︵お母さんもある︶︒無責任で︑出稼ぎ
に︑いった先で新しい生活をしていて︑仕送りもしない︒どこにい
るかも判らない︒ハガキを出しても戻って来る︒そういうような世
の中の出来事を見ておりますと︑一体︑これはどういうことなんだ
ろうと思わずにはいられません︒今日︑経済的にどこの家も楽にな
って︑子供たちものびのびすべきなのに︑新聞に毎日を々︑次から
次へとシヨックなことが出るのはどうしたことなのだろうと皆さん
もお考えと思います︒

親と子の間柄というもの
子供は︑こういう親は嫌だと言っても親を選ぶことは出来ない︒
子供が小さければ小さいほど︑親が一日でもほったらかしておけば︑
死んでしまうかも知れない︒

ついこの間も︑北海道にございましたね︒親が喧嘩して母親が実

なものであります︒

さて︑皆さんも御存じだと思いますけれども︑印度のカルカッタ

の山の中で狼に育てられた八つになる女の子の話です︒アメリカの

牧師さんが︑自分の家へ連れて来て︑人間らしく育てようと色々苦

心なさった︒ちゃんと人間のようにＩァ製リカですからベットに

寝かせて︑人間の食べるものを食べさせる︒ところが︑夜になると︑

洋服を着せても破いてぬいでしまう︒そして板の間の家の隅っこに

うずくまって言葉も使わない︒色冷教えて︑ようやく言葉も判るし︑

ォークで食べられるようになった︒けれども︑普通の八つや九つの

うずくまりから立って歩くようになって人の食べものをナイフとフ

子供と同じようには発達しなかったということです︒少くともここ

でいえることは子供はそれほどにまわりの影響をうけるものだとい

うことです︒生んでおけばひとりでに大きくなるということを申し
と同じになってしまう︒

ますが︑親が育てていればこそであって︑狼に育てられれば狼の子

子どもには親を選べない／︐

子供の年齢が︑あると一﹂ろまで来れば︑親がいなくても自分自身

家に帰ってしまった︒父親は働かなければたべられないというので︑
三つとその下の子供を家の中に置いたままカギをかけて出ていった︒

の力で︑餓死することもないのですが︑幼い時には自分の力で考え

の牛乳びんを︑一人は生の野菜を持っていたとか⁝．：︒

子供が死んでいるのを近所の人が見付けた︒餓死ですね︒一人は空

なって行くのが子供です︒だから︑朝鮮に生れれば朝鮮︑︒︿リに生

ふうに生れて来てしまった︒どうにもならない悲しい事実をお互い

これだって別に親が悪いのでもなく誰がしたのでもない︒そういう

の不川由な︑目が見えないとか︑或は頭が働かない子供がいます︒

たり︑歩いたり︑或は︑いろいろな処置をすることは出来ない︒鉢

れれば︒くりの風習に従い︑朝鮮語︑フランス語を使う︒日本なら日

ある国のある家庭︑ある親︑そして︑そこの習悩に従って大きく

本という風に望もうと︑望むまいと子供は生れた国と︑生れた親と︑

そこで︑普通の子供で︑ある年齢に達してくれば︑親は選べない

にたくさん見ていると思うのです︒

生れた環境が決まっているのです︒このように︑親と子供は運命的
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ます︒と申しますのは子供にとって親は決定的ですけれども︑また

といっても︑或る程度親に対して子供なりの考えを持つことが出来

いるうち庭︑そこのお母さんがお菓子をやったりして可愛がってく

もなくなったが︑学校のゆき返り︑犬をなでたり犬と遊んだりして

のお母さんが犬が好きで弧かつてくれた︒お母さんに叱られる心配

れる︒学校で﹃うちのお母さん﹂という綴り方があった岬に︑その

子供の側でもいい親であってほしいと願い︑社会もいい親であって
ほしいと要求しますけれども︑必ずしもすべての親が皆子供のため

子は﹃犬と僕のお母さん﹄という題で︑友達のお母さんの一﹂とを書

いた︒胤分の母親に対しては愛満とか︑尊敬の心は持たなかったけ

に最善だとはいえないと思うのです︒

れども︑友だちのお母さんに母親の理想像みたいなものを感じて︑

子供は︑親が悪いと全く駄目になるものなのか︒社会も子供も親
もそう諦めていいのかしらということを︑とくと考えてみたいと思

に悪い﹂とにも走らずに︑そこで感情の安定を御ていたという︑わ

親への憧れが友だちのお母さんで満たされていたのです︒そして別

けです︒私︑その時に本当に思ったんですけれども︑世の中には親

います︒例えば︑うちは貧乏だから駄日だ︒うちの親なんて緑でも
﹄Ｏ
のか︑社会もそういう風に決め付けているのかということで︑す

ないんだから僕たちは駄Ｈなんだというように︑子供が考えている

とき︑親に代る友だちのお母さんなり︑おばさんなり︑また先生な

らしくない又親らしくしようと忠っても出米ない親がいる︒そんな

つくづく感じたのです︒テレビを見ていて思うのですけれども︑子

りがいれば︑子供は悪く反抗なんかするものでないという一﹂とを︑

﹁犬とぼくのお母さん﹂

お父さんは工場で働いている︒呑んだくれで稼いだものをぷな呑

私は︑そのことで例を挙げて染ます︒

か︑何か不満はないかと小さい子供に聞いている場面がございます

供に向って︑お母さんに何を求めるか︑お父さんにどうしてほしい

ね︒うちのお母さんは︑宿池ばかり︑やれやれというんです︒お父

んでしまって借金もして来る︒お米が買えないこともある︒母親は

さんはテレビばかり見て︑寝転がっているという程度の不満がよく

口州に川て何百門かを黄って自分も食べ子供にも食べさせるという
からやけくそになって浮気をする︒夕食も放つぼらかして帰って来

ような生活をしているＯそのお母さんは︑父親が金を持って来ない

川ます︒お父さんはテレビを見ていて︑ど一﹂かに連れていってやる

親の知らない子どもの姿

う不枇ですよ︒

とか︑何か買ってやるとか約束するけれども︑果してくれないとい

ないこともある︒

あるとき︑子供が犬を拾って来た︒子供は一生懸命です︒近一町の

ソバ屋から残り物を賞って来て犬に食べさせる︒お母さんが帰って
来ない時にはおソバ屋の残りを犬と一緒に食べて寝る︒ところがお

またお母さんは︑おヤシをくれるが︑サァ宿題々灸で嫌になって

母さんは︑その犬を捨てろという︒仕様がないから泣く泣く捨てて
来た︒が︑犬はもどって来た︒今度はお母さんに内緒で犬に自分の

しまうといいます︒親に対する憤満をさらりといえる子はいいと思

︑︑︑

食べものを︑半分やっていたが犬はだんだん大きくなる︒幸い友達
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います︒親に対するいろんな不満を非常にやかましいので何にもい

る︒そしてそのお金を使って足りなくなると人様のものまで借りる︒

ます︒この頃は若い労働力が足りませんから割合にいいお金も取れ

すると︑父母が融和していない︑仲が悪いというのが圧倒的に多

年の親の状態調べを見せて貰ったことがあります︒

家庭裁判所に来る︑二十歳以下の少年も同じですネ︒そういう少

われます︒本当にそうだと私も思うのです︒

親との話合いや交流がないというのが︑原因だと少年補導の方はい

さかのぼって考えると︑家庭の中が冷いとか︑親が対立していて︑

うふうになるのが悪への道だそうです︒↑

それでも足りなくなって悪いことを重ねて行くことになる︒そうい

えないというようなのがあります︒親が一方的に強くて子供は仕方
例えば給食があります︒昔はお弁当を持って行きました︒お母さ

なく従っているというのは困ります︒

んはお弁当の残りを見ると叱ります︒子供は仕方がないから食べる︒
こんなお弁当はいやだ︒きらいだ︒捨ててしまった⁝⁝と言える

二度や三度はそうするとしても︑しまいには捨てて来ます︒
のならよいがだまって捨ててたくたふりをしているのが怖いのです︒

家出する青少年の心情
上野の駅には家出した男の子︑女の子が来ます︒あそこに少年補
て︑親元へ帰したりしていますが︑﹃どうして出て来た﹄﹃お母さ

けれども︑しよシ中︑家が冷たくて淋しい︒父親はどこでどう遊ん

て実家へいってしまうとか︑表立って喧嘩とか︑いい合いはしない

例えばお父さんが︑帰って来ない夜があるとか︑母親が︑だまっ

いようです︒表面はおだやかでも︑気持が対立しています︒

ん︑いるんでしょう⁝⁝お父さん︑いるんでしょう⁝⁝どうして出

ているのか︑仕事があるのか︑帰って来ないし︑祖母と母と仲がよ

導センターというのがあって︑婦将さんがそういう子供を親切にし

て来た：⁝・﹄と聞くと︑ただ﹃うちがつまんないんだもの⁝⁝﹄

て︑反抗心が起るらしいのです︒何か一つやってやろう︒自分が抑

くないというのでは︑晴一嘩しているより︑もっといやなことになっ

えている気持をどこかで爆発させて何か︒︿シとしたことをやりたい︒

つまらないということだけらしいのです︒どうしてということでな
ろうと思うのです鯵ｃ両親︑或はお姑さんとお嫁さんの間が非常に冷

それがどうしたって悪いことに通ずるんですね︒悪の手先になって

しに︑つまらないんだ⁝⁝︒東京へ出て行けば︑何か仕事があるだ
たい︒別に晴一嘩しているのではないけれども対立している︒子供は

やった：⁝・おごってやる︒偉い偉い：⁝・﹄といわれて︑今迄余りほ

やる︒何か盗って来いといわれて店先で盗って来る︒﹃お前は良く

先生の果たす役割

出かすということになりがちらしいのです︒

められたことがないので︑嬉しくなり︑親の手に負えないことを仕

それを感じ︑何か不満と不安定が溜ってつまんないということで家

ｎ分で稼いで気の称なお母さんに小遮い送るんだというそうです︒

出をする︒

結局︑必ずといっていいくらいに悪に入る︒女の子ならバーゑたい
なところに住込んでしまって︑外部にはわからなくなり︑さらに転
落して行く︒男の子の場合でも︑住込みとか︑或は転灸として歩き
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がやきもきしてもなかなかむつかしい︒そういう時に誰が子供の話

こういうようになってしまった場合︑或はなりつつある場合︑親

﹃あの自転車がいいナ﹄というと︑すぐ自転車が屈くし︑或はお菓

を車に乗せて遊園地に行ったり︑デ︒︿−トに行ったりする︒子供が︑

それに自分の忙しい時間をさいて︑土曜日の午後か日曜日には子供

分もやっていると思っています︒父親は自分の側から満点をつけて

て︑欲しい物で部屋が山になっている︒父親は子供に対して母親の

子がいいなというと箱に一杯お菓子が来る︒子供の思うようになっ

相手になる︑或はそういうような子供の気持を転換してやるかとい
うと︑これはどうしても先生です︒

夕食の前後ですｌ夕方に︑その先生は︑自分はどうせ散歩する序で

コレートもお典子も食べ切れない︒おもちゃも沢山あるのに又来る︒

いますが︑子供の側から見ると︑欲しいと思えば何でも集る︒チョ

或る漁村で︑落着かない子供が沢山いる︒そこの先生のお話です︒
だというんで︑自分の受持っている子供のいる街をずっと歩いて︑

欲しくてもがまんするということは全くない︒自分で自分を抑える

﹃オーイッ﹂と外から声をかけるんですって⁝⁝﹁いるか⁝⁝﹂そ
うすると︑子供たちは先生だ︒：⁝というので︑宿題を思いだしたり

お父さんは母がいないから子供に不満を持たせてはいけないと思う

気持がないわけです︒一体これが教育なのかしらと思うのですが︑

のです︒シッヶの面からいうとマイナスなんですが︑気がつきませ

するそうです︒﹃オーイッ︑いるか．⁝：﹄という声だけですが︑そ

んてしようけれども何といってもそういうことが子供らの気持の安

いて︑父親の名儀で友だちの車を買ったりして︑結局︑悪に走る道

ん︒高校に行った頃には何でも自分の思うようになるくせがついて

れで落着いて勉強する気になる⁝⁝︒これはその先生だから出来た
定といいますかそれとも自分の存在を先生が知ってくれる︑認めて

父親の手で育った子ども

となってしまいました︒

くれるという満足ふたいな︑安心象たいなものがあるらしいのです︒
そこで私は思います︒すべての家庭︑すべての親によくなれ︑子
供のために良い環境を作れといったって注文どおりにはゆきません︒

今度はお父さんだけで女の子を育てた例をあげましょう︒このお

父さんは貧乏でした︒母がいないから可哀相だからといって年頃の

じさんおばさんが必要です︒

そこに愛の手を差しのべてくれる先生︑または地域の先生らしいお
家庭の事情でお父さんだけ︑つまりお母さんが離婚などでいなく

ろともいわない︒お膳の上は新聞用紙をかけ茶碗を洗ったことが

娘を甘やかしました︒寝具は万年床で敷きっ放し︒ふとんを片付け

から︑赤いセーターも︑靴も買ってやれない︒娘は﹁もらってき

父親は︑妻のいないやり切れない淋しさを︑酒でまぎらしている

ターも欲しくなるだろうし︑変った靴もほしい︒

ない︒女の子も大きくなればゑんな友達が持っているような︑セー

なったとか︑或は病気︑入院しているとかいう家庭がある︒或は父
母親だけで子供を育てます︒

親のいない家庭がある︒そういう場合の親と子は︑父親だけ︑又は
蚕づ父親だけの場合の例をあ妻げてみましょう︒このお父さんは会

から自分は母親の役目をするんだというんで︑ＰＴＡにも行くし︑

社の重役︑車も持っている︒ただ母親がいないという家庭です︒だ
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た﹂といって︑盗んでくる︒父親はよかったね⁝⁝といって娘の新
しい靴に見入る︒どっちもほんとうにかわいそうみたいです︒片親

は先生又はおばさん小父さんに力になって頂くことだと思うのです︒

ければならないんですね︒その・一生懸命には大変胸を打たれますけ

達とよく暗一嘩します︒相手の子供は負けても﹃なんだ︑お父さんを

今一つ︑両親が亡く︑おばあさんと暮している子供なんです︒友

おばあさん子

れども︑子供は良くならないだけでなく︑悪を悪と思わないで他人

．：⁝﹂という︒おばあさん子は﹃おばあちゃんにいいつけるゾ﹄と

連れてくるゾ︑お父さんは強いからお前なんか︑かないっこないゾ

がいないからといって一生懸命になるそのなり方が︑非常に考えな

の物を盗ってしまう︒貰ったんだよ︑よかったよかったといって︑

もの⁝⁝﹄といわれると︑おばあちゃんは弱い︒どうせダメなんだ︒

いうでしょう︒﹃なんだ︑ヨポョポのおばあちゃんなんか︑そんな

一０
︐分の物になるということ︑こわいことで︑す

母親だけで育った子ども

ソ⁝⁝﹄という時に︑もし先生がいて︑﹃いいつけてもいいんだ︒

勝てないんだという劣等感を持つ︒﹃うちの父ちゃんを連れて来る

お前かもっと大きく強くなって︑お婆ちゃんと二人分をお前かやれ﹄

これは又反対に︑お父さんがいないでお母さんだけの場合︒たと
なった者もあると思います︒その場合にも︑母親がお父さんに代っ

いで︑お婆ちゃんと二人分の力持ちになろうと感じるらしいんです︒

とはげましてやれば︑子供は負けても悲しいともダメだとも思はな

先生が子供の将来を良くもし︑悪くもするという力がどれほどあ

klOノ

えばお父さんが出稼ぎに行っていない家もあるだろうし︑或は亡く
て非常に厳しくやる︒結局︑子供はホッとするど−﹂ろか︑休み場が

るかということを感ずるのです︒先生でなくても︑その地域の人が︑

周囲の大人の責任

ない︒しつかりものの母︑厳格すぎる母に対して︑男の子はいつも
はハイハイといっているのに︑何かの拍子で爆発する︒お母さんを
抑えていたその抑えの親孝行の気持︑いわば緊張のままずっと張切

身よりのない子供に力を貸すことは︑地域の住人の義務でもあるし︑

殴ったり︑お膳を蹴とばしたり︑本箱をひっくり返す︒今迄抑えに
っていた糸が︑いつかプッっと切れるという方がありますがたしか

家庭での両親が調和した暮し方をしていなければ︑子供は良くな

子供たちを悪くしない大きな要素だと思うのです︒

にそうでしょう︒

それから︑お父さんがいないから可哀相だといって︑非常に消極
的になって︑甘やかすと同時に︑お前だけが頼りだという︒子供は

で迷惑をかけることにもなる︒びっくりさせてやろうとか︑自分の

らないばかりでなく不満や抵抗が子供を何かに走らせる︒社会にま

子は温順しい︑よくいう︸﹂とを聞く︑学校の成績もちゃんとしてし

力をどこかで見せてやろうとか︑という気持になる︒親は︑うちの

母親と離れられなくなる︒例えば結婚してもすべて相談する︒その
片親がないということは不可抗力の場合が多い︒そういう時に母

弱さはその子を倖せにはしない︒自分の新しい生活に自主制がない︒
親なり父親なりが考えなければならない点は︑義務教育中の子供に

〆 司 戸 、

るので安心している︒が子供には大きな壁があって︑家庭では思う

男の子は︑凹分が結婚したらやっぱり女性をいたわるという気持が

お父さんがお母さんを手伝ったり︑お母さんをいたわる姿を見ると︑

先生の一声で安定感が得られるし︑辛い一﹂とに立向ってゆく勇気

道徳教育も同じです︒妻は夫にこうあるべきだ︒親は子にこうし

中で両親がお互にいたわり合い尊敬し合っている姿が大事です︒

つまり︑男性と女性とが同権だとか︑平等だとかいう前に家庭の

は自分も将来そうする下地を見習います︒

身につくし︑お母さんか︑お父さんに奉仕する姿をみている女の子

ように自分を表現することが出来ない︒

・か出る︒

父親の姿が子どもにどう受取られているか
それから家庭の中の父親というものの姿です︒家で店をしている
とか︑田や畠で働いているというのなら︑父の働く姿を眼で承るこ

つだけです︒私たちでさえも︑上からいわれるとカチンと米るもの

があるのだから︑ことに子供はそうです︒子供は家庭を持った時︑

なさい︑子は親にこうだというだけでは今の子供はむしろ反感を持

供にはわかりません︒くたびれて寝転がってテレビを見るお父さん

父親や母親に見習って本当の懲味の助け合いとか︑尊敬し合いとい

とが出来ます︒が勤めの父は︑外でどんなことをやっているか︑子

お父さんは何をしていてどんなに忙しいか︒一家の生計がそれで支

しか見ない︒そこでお父さんなんか⁝⁝ということになる︒母親は︑

うものが出来て来ると思うのです︒そこに親のあり方というものが

重大性をもつ訳です︒つまり親たちの姿そのものが子供に移って︑

す︒

さて︑家庭というものはお互いが調和している︒仲良くしている︒

家庭のもつ暖かさの重要性

子供がそれをまねてもよいという風にしなくてはいけないと思いま

えられているのだという感謝を示すことが大事です︒
昔はお父さんの留守の時にはそのお膳に御飯をつけて︑蔭膳をす
えておくということをしました︒

母親がお父さんの働きに感謝して尊敬しているということが口で
云わなくてもわかる︒子供はお父さんに対して尊敬を持つ︑寝転が

お互いに努力をし合い︑思い合っているということ︑そこに暖かさ

っているのは本当のお父さんではないということが︑知らされる︒
それで︑子供は大きくなっても︑やっぱりそういう父親になろうと

があるのです︒御飯を食べても︑何かしゃべっても︑テレビを兄て

にくい場合が沢山あります︒けれども︑そういうようなところにど

を皆さんもお感じになるし︑私も感ずるんですけれども︑仲を出来

お互に自分自身の生活を考えてゑると︑そうなんだナということ

にする一つの大事な場所なのですね︒

も何となくふんわりとしていることが子供を悪の方に向けないよう

思うんじゃないでしょうか︒

同時に︑こんどは父親の家庭の中での態度です︒俺は象んなを食
わしているんだゾと威張って︑母親の奉仕の精神とか︑努力という
うにしか見ない︒妻がどんなに家のことをしているか︑どんなに節

ものを認めない︑父の息子は︑家庭をもったとき自分の妻をそのよ
約して家庭全体のために尽しているかをわかろうとしないのです︒
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うしても一番大きな気持を使わなければならない︒またそうしなけ
れば子供は良くならないんだということをお互にもう一・へん考え直

して見ましょう︒けれども日本中のすべての家庭にそれを望んだっ
て無理かもしれません︒親にも色々あって︑仲良く出来ない親もい
るし︑大変な問題を抱えていて一緒に住めない親もいるてしよう︒
色々雑多で︑家庭はこうあるべしということを命令したってそうは
ゆきません︒しかし家庭が悪ければ子供の悪くなる率は多いでしょ

子どもの日によせて山口寿恵

思えば敗戦当時の子どもたちが巷にほうり出されて一向に良

い朕がなされていない姿を見て︑子どもは二十年後のことを憂

え︑私財を投じ︑幼稚園を設立しました︒以来﹁他人の幸福の

に合言葉として︑専ら徳育︑体育︑どちらにも片よらぬ教育方

ために︑努力することが日本人の使命である﹂とのことばを互

ない︒そこに家庭外の手を子供に差延べなければならない義務があ

につながる幸とはいえないような気がします︒むしろ貧しいな

でやって幸福だなあなどと満足している人を見かけますが永遠

今の世の中には︑自分達の家なのだからと︑気侭勝手を平気

針を打立ててきました︒

ると思うのです︒何と言っても子供は国の宝です︒だから大きく考

う︒親が悪いから仕方ないと放っておいていいかというとそうでは

えて︑国というものが親になるべきです︒御承知のように児童福祉

持っては︑今日よりは明日明日よりは又次の日がますます豊か

幸い当幼稚園は幼児の家庭の人冷とも常に話しあい︑経験を

り︑立派な子女の家庭教育に励まなければならないと思います

なっていくことを思うと日常生活の大切な意味のあることを覚

がらも家族むつまじく互に助けあい︑はげましあってまじめに
生活している人達こそ︑永遠の幸福の鍵をにぎってる人ではな
いでしょうか︒日常の大人達の行動がそのままこども達の朕に

法︑児童憲章というのがあって︑子供はいい環境で育てなければい
けないとか︑いい環境を与えよとかいわれています︒親が親として
親の義務を果せる家庭ならそれにこした事はないのですが︑そうで
ない家庭も沢山あるのです︒それに対してはどうしても国が親とな
に先生のような小父さん︑小母さんふたいな人もほしいのです︒子

らなければいけない︒国が親の代理をするのは先生であって︑それ

交通地獄ともいわれている京浜第三国道にそったバス道路に

なものになりますよう実行しています︒

面した幼稚園ではありますが園内に入りますと花笑い︑烏うた

八日に行いましたが︑アンデルセンの童話に出てくるような建

う︑楽園なのです︒開園以米はや十八回目の入園式を去る四月

強く感じなければいけないと思います︒

供に対して国の親の代理も勤めているんだということをめいめいが
このような連帯の責任感をもって各家庭が営まれさらに学校と地

園理事長︶

りますよう祈ってや象ません︒︵東京都会員学校法人池上学

ついでに書きそえて︑このこども達のよりよい幸福な門出にな

物もあづかって本当にたのしい︑なごやかな一日でしたことを

域が一致協力して子どもを見守って行くならば︑それこそ﹁朝日に
て生れてくるのではないかと思います︒身の程もかえり見ず私は皆

匂う山桜花﹂と歌われているようなほの・ぼのとした美しい国がやが

さんとともにこの夢を果したいものと毎日を々念願しているのでご
ざいます︒︵東京家庭裁判所調停委員︑大浜信泉氏夫人︶
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どのようなしつけの方法をとっているかｏ﹂

世界中にとおっているが︑その目的は何で︑

いっていましたが︑少しもさわがしくあり

を︑ひとりひとりが︑各個に先生に聞きに

こうとすると︑子どものひとりが︑すっと

立ちあがってドアをあけてくれて︑つぎの

ませんでした︒また私が︑つぎの教室に行

教室まで︑かならず案内をしてくれました︒

という質洲をしたところ︑予期に反し︑答

しつけている︒現在は自由なしつけをして

方法としては︑個人に責任を与えることで

ました︒先生がたの話では特別にこうしな

それがまったく自然のかたちでおこなわれ

はいとも簡単で︑﹁きびしいとは思わない︒

いて︑むかしのようにむちなどでたたいた

朝礼の時も︑終わって出て行くときも︑祢

いろいろな私立の学校をみて歩きました

例私立の学校

きました︒

の口は家に帰らなければならないことを聞

学校にはいることができず︑すごすごとそ

してしまい︑たまたま遅刻してきた児竜一は

始まりの時刻が過ぎると直ちに校門を閉ざ

じがしました︒ロンドンのある小学校では︑

っていましたが︑よくしつけられている感

ければならないという鮭はしなかったとい

りすることは法律で禁じられている︒﹂と
いうスミス博士の話でした︒

㈲・公立の小学校
英国でいくつかの公立の学校をみました
うごく一般的なインファント・スクールと

が︑ロンドン郊外にある砕号ロ盲目とい
ジューニア・スクールを朝礼からみせてい
ただいたときは︑児童か︑一列になって整

かできちんとしていました︒給食の時も朝

然と体育館兼講堂にはいってきましたし︑

校長から英国を主として欧米の学校をみ

の児童数が百名という小さい学校でした︒

学校を見たときを例にあげてみます︒全校

㈹ブリテッシュ・カンセル

したと思われないほどきちんと食べていま

︑いの×国Ｏ５の甲８日昌○ｑのｇｏ巳という

そのうち約一ヵ月は英国に滞在して︑幼稚

ここでは校長先生が先に立って学校中を案
た様子は別になくいつもと同じようでした︒

ちんとしていましたし︑礼儀が正しく︑顔

内してくださった︒ここの児童は服装もき

した︒お客が来たりしたため緊張したりし
授業を参観しましたが︑国語の時間など

ロンドンの個人下宿を根城にした私は︑早
速にブリテッシ﹃一カンセルをたずねて︑ま

は個人個人で本を読み︑わからないところ

園︑小学校︑中学校を中心に見学しました︒

ず﹁英国の学校はしつけのきびしいことで
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｜

(東京都会員、立教小学校教諭、
n『新道徳研究会員）

が︑そのうちで︑ロンドン市内にある晋︲

広 沢 節 三

しましたが︑子ども達が二百人も一堂に会

−日本と英国の比較−

礼と同じ場所にテーブルをならべて食事を

学校のしつけ

ヵ国を約三ヵ月にわたって旅行しました︒

英国で

〔道徳教育のヒント〕2
てくるように命令をされた私は︑欧米十三

.＝＝＝工i

どもが多く︑動作が上品でした︒どの教室

つきもきりつとしまって︑りこうそうな子

英国にはロンドンをはじめ地方の小さな

㈲公園で

ました︒例によってゑんなが一斉に起立し

はいませんでしたが︑静かに本を読んでい

しました︒図書館にいった時も監督の先生

敬意をあらわしました︒これには私も当惑

も子ども達は一斉にさっと起立して私達に

のんびりと過しながら︑子ども連れでやっ

人工湖水さえありました︒私はこの公園で

どろきました︒この公園にはヨットの走る

都会の真中にこんな広い公園があるの庭お

私は国亘①原島にいってみました︒大

の有名な公園が数多くありました︒ある日

んありました︒ことにロンドンには︑大小

都市や町にいたるまで立派な公園がたくさ

きは︑右手をあげて︑指名されたら︑はっ

私語ば禁じられていますし︑発表したいと

した姿勢でいます︒授業中は姿勢正しくし︑

分近く朝礼をしています︒この間きちんと

真冬でも校庭で一年生から六年生まで三十

なりきびしいものであると思っています︒

て象ることにします︒本校のしつけは︑か

つの例としてわが校のしつけ﹄らいてふれ

立教小学校は特殊な例かも知れないが一

二日本の学校のしつけ

ました︒あるクラスではラテン語の時間が

てくる多勢の家族をそれとなく観察したり

きりと返事をして答えます︒教室移動のと

でも一クラス二十名位でした︒校長と私が

終わり︑つぎの体育の時間に移る動作のす

しました︒家族づれは︑たいてい車の中に

しても集団としても︑あらゆる場面でしつ

きは整列していきます︒そのほか︑個人と

教室にはいると︑授業中でも︑休憩時間で

ら五百米先にある体育館に私達が行ったと

早いのにはすっかり感心しました︒本館か

サンドウィッチを食べながら談笑したり遊
んだりしていました︒白鳥やかもが岸辺に

います︒それには児童の一人一人が毎日の

けなければならないことをきめて実践して

間計画に基ずいて︑本校児童のまず身につ

ひとりの少女がそれにえさをやると烏達

います︒そして学校全体の目標として﹁親

にか少女のまわりには︑ばとやすずめまで

切﹂﹁大切﹂﹁清潔﹂﹁努力﹂ということこ

に守らなければならないことがきめられて
一羽の白鳥が︑自分の前に立ちふさがった

加えて﹁交通道徳を身につけること︒﹂﹁個

学校生活︑家庭生活︑社会生活をするうえ

はとに腹を立ててはとの頭をいやというほ

人のきまりを守ること︒﹂個人のきまりを

も群らがってえさをねだり︑そのうちに︑

は争ってえさをついぱゑました︒いつのま

寄ってきて︑えさをねだりました︒

けがなされていますが︑特に生活指導の年

ピクニックの用品を積んできて︑手作りの

きには︑きちんと整列が終わって︑空中転
回をはじめたところでした︒その節度の正
しさは︑むかしの海軍の兵隊さんの体操を
見ているような気がしました︒私は校長先
生に﹁︾この学校は特別なしつけ方をして
いるのですか﹂とたずねましたら﹁別にな
い︒神に祈ること︒つねにこうすることが

どくちばしでつっつきました︒私はこのよ

守るということについては︑例えば︑時刻

よいことなのだという話をしている︒むち

いが子どもについての報告をよくおこなっ

思い出して︑それとくらべていました︒

うな光景を見ながら︑東京の公園のことを

である︒親に対しては︑授業参観などはな

でおしりをたたくというようなことはまれ

ている︑一ということでした︒
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を守る︒授業中は正しい姿勢で聞く︒むし
の母親に︑日常生活の中で自分の子どもに

いうわけでしょうか︒先日尋本校で三年生

以内について書いてもらいましたら︑机や

歯のない子どもになる︒などであり︑二学
名の徹底︒ノートや鉛筆︑教科書などを大

本箱の整理整頓をしてもらいたい︒あとか

何をしてもらいたいかということを二項目

切に使うなどがあり︑これを発展させて

んとしてもらいたい︒洋服をぬいだとき︑

たづけをしてもらいたい︒あいさつをきち

期は﹁物を大切にする︒﹂具体例として記

﹁公共物を大切にする︒﹂すなわち学校図書

た︒これをうら返すと︑家庭でこのような

てもらいたい︒などが大変多かったのでし

あとしまつをしてもらいたいｃ時間を守っ

館の本を大切にする︒学校の机︑椅子︑掃
除用具を大切にする︒手洗いをきれいに使
う︒そのほか動植物の愛護ということを加
えています︒三学期は﹁感謝﹂ということ

大原幽学︵一七九七

一八五八︶の

︵一九ケ条より抄出︶

子供仕込心得①

一︑家内中の者︑預りし子かはゆくな

り︑目をしのび落涙する程の情なけれ

一︑男十五歳︑女十三歳迄には︑何事

ばならぬ事︒

についても一人前にならなくては︑生

えます︒これはほんの一例です︒してみる

なり︒何事も十分に心懸くくし︒又赤

様心懸くくし︒必ずはしたものは無用

一︑食事に付ては腹がけちにならない

涯の恥なれば能く心懸けさすべし︒

達に親切にする︒事務所︑給食室︑小使室

と日本では学校にたよりすぎ︑当然家庭で

基本的生活習慣をしつけられていないとい

の人達に感謝する︒このようなことを︑本

なさるべきはずのしつけができていないよ

を中心にして︑﹁ありがとう﹂をいう︒友

校で編集した﹁ゑんなの学校﹂という副読

うです︒電車の中でも子どもがさわいでい

家内中同じに配るべし︒必々︑親・子

︑よんどころなく少なき物などは︑

雲かよし︒

見る事も無用︑必ず人の見る所でする

きするとも︑人目をしのび︑あんばい

ば甚だ悪し︒もっとも女房共食事の働

飯か餅などの類ひは︑家中別灸にすれ

本を使用してより具体的に指導しています

るのを見ても多くの人達はみのがしたりあ
国をはじめヨーロッ︒︿では他人の子どもで

まやかしてしまうことが多いのですが︑英
英国と日本の小学校でのそれぞれのしつ

あろうと公共心に欠けるようなふるまいが

三英国のしつけと日本のしつけ

けを比較したときに︑英国では宗教をとり

あったときは︑どしどし注意します︒この
ようにおとな達の心がまえの相違が︑子ど

あげていることと︑一クラスの人員が二十
名前後で教育が徹底して行なわれているこ

もに投影されているように感ずるのです︒

内中︑唯︑心中に楽しく︑うかれる程

一︑先祖や親に孝の志起り候節は︑家

とをのぞいては日本のしつけとさして相違

くからず︒︵統︶

嬉しければよし︒必冬口にてはほむ

供へ先に出すべし︒

があると思われませんが︑個人をとりあげ

れぞれの立場によって︑責任を果してこそ︑

従って︑しつけは︑家庭︑社会︑学校がそ
うまくいくのではないでしょうか︒

ても集団を通して悪ても英国の子ども達の
ほうが︑朕がよく身についているのはどう
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新しい家庭教育(その6）
＜子どもの考える力とあそび＞

４子どもの考える力
三歳から四歳に成長すると︑子どもの知

対話﹂で︑思考力をやしない︑自分で問題

を解決する態度のしつけや︑家庭教育が大

ちがっているのを笑ったり︑叱ったりして

しかったり︑答えをあせったりあるいは︑

切になります︒しかし︑その問題がむずか

ます︒ビスケットなどを与えると︑九つ十

能は︑とくに思考力はいちじるしく発達し

子どもの考える力は︑先にも例をあげた

はなりません︒

おぼろげながら理解できるようになってき

位までわかり︑過去・現在・未来の区別も

﹁坊や︑おとなしくしていると︑︒︿・︿の

に単純なもの故︑問題は子どもの体験や生

るいは条件となって強くなりますが︑非常

想像などと︑おたがいにしげきしあい︑あ

ように︑好奇心と興味とか︑自己の欲求や

おみや︑沢山ありますよ﹂といえば︑おと

ます︒

なしく床につき︑また﹁眠いときどうす

活の中から︑具体的なものをえらぶ必要が

は食べる時のミカンやクリといった具体的

る﹂ときけば﹁おふとんに︑ねんね﹂など︑

なものを用いて︑気ながに子どもといっし

未来のことを仮定しての問いに答えられる
しかし︑ものごとの原因と結果との関係

ためには︑子どもの指やおはじき︑あるい

については︑思考・推理・判断の有機的メ

ょにあそぶという気持で︑相手になること

あります︒たとえば︑数の概念をやしなう

カニズム︵機構︶ができなければ︑正しい

﹁楽しかった﹂という印象を残して﹁また

です︒そして子どもがいつも﹁面白い﹂

ようになります︒

考えられています︒

子どもの自己中心性についての理解もま

と希望をもたせることが大切です︒

あそんでね︑ママ﹂とつぎのあそびに期待

理解がむずかしいので︑五歳頃では無理と
また︑言葉を自由に使うことができない
ことと︑自己中心性のためとで︑原因と結

幼稚園などで︑大勢の子どもの話を聞い

た︑家庭教育にとって重要なことです︒

ていると︑人のことはおかまいなしで︑自

あります︒それですから︑日常生活の中で︑

果との関係を︑はっきりできない年代でも

で例をあげたような︑子どもとの﹁愛情の

言葉の記憶による言語能力を伸ばし︑今ま
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次

代
田佐

横

も同じことを何回もくりかえして平気な子

分の言いたいことを一人でしゃべり︑しか
幼稚園にかようようになると︑子どもがみ

あい早く自己中心の考えがなくなります︒

からやむをえません︒もし子どもがおとな

感情がはげしく︑心がたゆみなく動く結果

んであることがふつうのことです︒これは

のようにおちついていて︑ゆったりしてい

ちがえるほどおとなになるのは︑自他の区
別が集団生活の中でやしなわれるからです︒

るなら︑からだがわるいか︑知能がおくれ

どもがいます︒

かくれんぼの時︑頭だけをおし入れにつ

子どもの思考力を高めるためのつぎの問
もともと︑思考力をはじめその他の知能

りの注意力をはたらかせることができます︒

のちょっとした努力によっては︑子どもな

しかし︑よい環境をつくり︑おかあさん

ているか︑どちらかとみてよいでしょう︒

っこんで﹁もういいよ！﹂といって︑自分
ず﹂は︑自己中心性の現れということがで

は︑それぞれが独立して働くものではあり

それにはまず︑おかあさんの暖かい愛情で︑

題は生活経験を豊かにすることです︒

きます︒それでも︑このような自分本位の

ません︒からだとか感情とか︑人間全休の

はかくれたつもりの﹁頭かくして尻かくさ

考え方は︑やがて他人のことを考えること

やすらぎ注怠力を集中させることができま

とその愛情によって︑情緒が安定し︑心が

子どもを抱擁してくださることです︒する

子どもの経験を豊かにするためには︑家

機能が十分発揮されます︒

族の誕生日を祝ったり︑お祭りやおひなさ

生活の調和にささえられて︑はじめてその

りません︒ただ︑いつまでも自己中心の考

まや五月の節句などの年中行事をなおざり

のできる前ぶれであり︑成長段階のひとふ

え方からぬけきれない一人っ子や甘やかさ

にできません︒またときにはお芝居や動物

しですから︑よく理解して育てなければな

れて育った末っ子などは︑推理・判断など

園をみせたり︑一家そろってのピクニック︑

ょうか︒それは︑自分とほかのものの存在

性を︑自然にとりのぞくことができるでし

それなら︑どうすれば子どもの自己中心

ととのえることが︑思考力の発達を助ける

せたり︑絵にかかせたりして︑生活環境を

いことです︒さらにそれを︑子どもに話さ

海水浴︑スキーなどに連れてゆくこともよ

ちにくくなります︒

であきっぽい性質の子となり︑注懲力が育

に︑むや桑やたらに買ってやると︑むら気

たえなければなりません︒手あたりしだい

発達に応じて︑年齢にふさわしいものをあ

次は︑絵本やおもちゃは︑子どもの心の

す︒

る必要があります︒

の知能発達がおくれがちですから︑注意す

をわからせる一﹂とです︒たとえば︑小さい

ことになります︒

兄弟が多いと︑小さい時から兄や弟とのけ

なることも一つの方法でないでしょうか︒

せたり︑イヌ︑ネコなどを飼って仲よしに

ように︑おちつきがなく︑注意力がさんま

ります︒﹁子どもはうつり気﹂といわれる

ことは︑先にもちょっとふれた注意力があ

思考力の発達に関係することで︑大切な

す︒一冊の本を何回も︑くりかえしくりか

川然に成長してきます︒絵本も同じことで

うにすれば︑性質もおちついて︑注意力も

ってから︑つぎの新しいものをあたえるよ

一つのおもちゃが︑自分のものになりき

ときから︑隣り近所の子どもたちとあそば

んか︑もののわけあいなどの生活で︑わり
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をくりかえしくりかえし読象ふけったり︑

力も育ってくるのです︒

よって︑心の栄養となるだけでなく︑注意

えし︑初めから終りまで読ゑこなすことに

な問題を象つけ︑お母さんも一緒になって

よりは︑子どもの生活の中から︑かんたん

算数のことを考えがちですが︑算数という

を出してその答えを求めるといえば︑すぐ

出して︑注意を向けさせることです︒問題

次は︑子どもの成長発達に応じた問題を

ぎの段階の才能の発達を促すことになりま

練ができますと︑子どもの知えは進異つ

のくばりから︑生活の中で考えることの訓

このように︑お母さんのちょっとした心

いわば自分の﹁分身﹂となりますから︑ど

人形でも︑さながら実在と観じてきます︒

人公になってしまいます︒おもちゃでもお

えさせることですｃたとえば︑おやつのミ

解き方のぶち筋を︑子ども自身に自由に考

ば正しい答を出すことができるか﹂という

あさんが問題を出すのではなく﹁どうすれ

しかし︑この場合に大切なことは︑おか

子どもはあそぶことによって︑手や足そ

どうしたことでしょうか︒

とにそれほど関心をよせておられないのは

す︒

こにゆくにもおもちゃを手ぱなすことがで

カンが八個あったとします︒﹁お兄ちゃん

５子どものあそび

題を︑つくることができます︒

あそんだりすることによって﹁同一化﹂の

なります︒

考えると︑子どもは喜んで注意するように

きなくなり︑お人形との対話ができるので

に二つ︑Ｋ子ちゃん二つ︑お母さんも二つ︒

になります︒同時にあそびの道具を使って︑

の他の運動機能が発達して︑からだも丈夫

もともと︑絵本でもおもちゃでも︑それ

はフィクションでなく実在化し︑自分が主

現象がおきます︒すると︑絵本の中の物語

す︒

残ったのは︑お父さんのぶんです﹂︒Ｋ子

をしげきして︑頭の働きをさかんにし知能

いろいろと工夫するうちに︑脳の神経細胞

しかし︑一般のおかあさんたちは︑このこ

めて重要なのは﹁子どものあそび﹂です︒

子どもの知能や才能を高めるのに︑きわ

絵本は年に四回︑おもちゃは一年に二つし

ちゃんは﹁お父さんも二つ﹂ということが︑

ドイツでは︑幼稚園までの子どもには︑

か︑買ってやらないしきたりということて

自然のうちにわかってきます︒

また︑おつかいにＫ子ちゃんをいっしょ

す︒なるほど︑世界各国のおもちゃ展示会

につれてゆき︑ナスやキュウリの買物など

ますから︑朗らかで活動的な性質となりま

を見ると︑ドイツ製のおもちゃは︑値段は

で︑考えさせることも子どもの興味を誘い

を希望するならば︑売らんかなの商業主義

をくれることや︑金時がク一︑やサル︑シカ

せながら︑キジ︑イヌ︑サルにきびだんご

なくなることは先にもふれました︒

まえて︑社会性がやしなわれ︑自己中心で

ルールをおぼえ︑自然に生活の秩序をわき

でいるうちに情緒が安定し︑満足感を味い

高いが︑非常に丈夫に出来ていて︑子ども

ます︒あるいは︑桃太郎のおとぎ話をきか

を高めるのです︒そのうえ︑無心にあそん

庭なっています︒子どもの正しい心の成長

たちが投げても打っても︑こわれないよう

す︒とくに友だちとあそべるようになると︑

やマスコミに︑わざわいされないおもちゃ

などと相撲をとるときの回数などからの間

や絵本の選択をしなければなりません︒
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心理学では︑あそびの性質や機能によっ
す︒もし︑これらを用いて︑同じことを何

などがあげられますが︑このことについて

な人間性︑ドライな性格︑偏向性の思考力

ところで︑子どものあそびの道具は︑お

回もくりかえしをすれば︑先にあげた﹁同

となからゑれぱつまらないと思われるよう

て︑子どものあそびを︑次のようなわけ方

⑤競争あそび⁝メンコ︑ビー玉︑スゴ

な︑木片や石ころなどへ素朴な材料を用い

たします︒

ロク︑トランプ︑ポールなどの道具を用い

は︑青年期の家庭教育で︑くわしくお話い

げたりするあそびで︑おもにからだを使い

る集団あそびです︒負けたくないという競

一化﹂が行われて︑心の発達に大きな働き

ます︒たとえばカタカタや打楽器︑球技の

て︑新鮮なあそびを展開することに注意し

をもっています︒

ボール︑バット︑三輪車︑スケートのよう

なければなりません︒こわれたホーキが馬

↑①機能あそび⁝とんだりはねたり︑投

なものを用いるものです︒これは運動機能

ほか︑ルールをまもり︑人との協力をさと

争意識から︑頭をつかい行動が敏速となる

をしています︒

の発達を促し︑運動感覚の訓練になり︑子

もいわれ︑ままごとの道具︑ミニチュア家

よって独自に展開され︑農村の子も都会の

実際はこれ以外のあそびが国により地域に

に︑さっぱり興味をもたない﹂と︑訴える

﹁せっかく高いおもちゃを買ってやったの

るのですＯ

ふろに承たてて︑楽しくあそぶことができ

の材料となれば︑捨てられたミカン箱をお

となり︑一本のなわやひもが︑汽車ごっこ

具︑お人形や動物玩具を用います︒はじめ

がみられますので︑子どものあそびは︑多

子も︑それぞれの発達段階に応じての変化

しかし︑これらは一応の分類であって︑

り︑集団生活と社会性を体得できます︒

はおとなの模倣から出発して︑やがて子ど

②ごっこあそび．：これは模倣あそびと

どもにとって大切なあそびです︒

もの現像や空想をしげきし︑創造力をやし

父親もいます︒その訴えをよくきいてみま

想像力を十分発揮して︑自由自在に子ども

作材料︑砂︑粘土︑紙などの素材をもとに︑

危険になっていますので︑戸外であそぶこ

て交通機関の普及に伴い︑登校下校さえも

のあそび場が乏しくなってきました︒加え

とがわかりました︒つまり子どもの心理的

完成されているために︑興味がわかないこ

すと︑おもちゃか︑あまりにも精密すぎて︑

の好きなもの面白いものができ︑またこわ

とができず︑その種類も少なくなっていま

ただ大都会では︑戦前とちがって子ども

種多様でかぎりなく存在します︒

してつくりなおすことができます︒それゆ

す︒子どものときに十分あそべない子は︑

側榊成あそび：漬木︑プラモデル︑工

なうことかできます︒

え︑工夫︑創意の力がやしなわれ︑知能や

れてきますから恐ろしいのです︒たとえば︑

青年期になって︑はっきりその影響が現わ

校教頭︶

︵東京都会員︑教育大学附属坂戸高等学

発達にあわない結果にほかなりません︒

④受容あそび⁝絵本や雑誌︑写真︑レ

孤独で人つきあいのわるい性質︑利己主義

才能を高めるのに︑すばらしいあそびです︒
コード︑テレビなどによるあ一そびをいいま
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室内鉢物の
上手な手入れ

渡部弘
３ゴ ム ノ 木 の 育 て 方
ふつうゴムといえば︑インドゴムノ木の
ことです︒家庭向きの小鉢はもちろん︑貸
鉢用の大鉢もつくられています︒ゴムノ木
ので︑熱帯アジアとくにインドに自生しま

はイチジクと同じようにクワ科に属するも

す︒

④おもな種類
ゴムノ木の種類は約二○○○種もあると
いわれます︒このなかには︑釈迦に関係の
あるポダイジュをはじめ︑ガジュマルなど

おもな種類としては︑インドゴムノ木

ゴムノ木の仲間にはいります︒

インドゴムノ木

斑入りゴムノ木

︵ニラスチヵ︶︑斑入ゴムノ木負リエガ

タ︶︑大葉ゴムノ木︵マクロフイラ︶︑葉イ

ンドゴムノ木︵クライギー︶︑丸葉インド

ゴムノ木︵デ﹁一ラ︶︑白斑入ゴムノ木︵ド

ュラタ︶︑ドウバゴムノ木︵プリンセプス︶︑

ウシェリー︶︑カシワバゴムノ木︵・ハンジ

ジャバ︑●コムノ木︵ヒイトラ︶︑ベンガルポ

ダイジュ︵ベンガレンシス︶︑テンジ﹃一ク

ジ﹃一︵デイベルシフオリア︶︑ガジュマル

ポダイジュ︵レリジオサ︶︑ゴバンポダイ

㈲性質と手入れのしかた

︵レトウサ︶などがあります︒

ゴムノ木は熱帯地方の原産ですので︑高

ます︒また強い光にも耐え︑逆に弱い光の

温多湿にはとても強く︑よく生育をつづけ

室内でも育ちます︒しかし弱い光のもとで

高温多湿になると︑葉がやわらかで節間が

長くなり︑見ばえがよくないものになりま

すから︑なるべく光に当てて︑丈夫に育て

ましょう︒

夏は戸外に出すとよく生育し︑葉が肉厚

になり光沢もよくなります︒しかし乾きす

三○度Ｃ︑夜

ぎると下葉が落ち︑上葉だけが残りみっと
Ｆ︲ｂ凸

生育の適温は︑日中二五

もなくなります︒

（26）
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二○度Ｃくらいですが︑低い温度

取り木目

が持続します︒

幹が高くなりすぎたり︑枝が四方に伸び

例ふやし方

一二度

によくならしたものは︑夜間一○

すぎたぱあいは︑取り木をしてふやしなが

Ｃくらいでも生育します︒さらに︑十月下
旬ころまで戸外におき︑寒さにならしたも

二センチの幅に皮を環状

乾きすぎても湿りすぎても︑根の出はわる

いに注意しながら︑水やりを調節します︒

ミズゴケは少しずつ乾くので︑湿りぐあ

方はいくぶんゆるくしばっておきます︒

い︑下の部分をヒモできつくしばり︑上の

ないように︑そのうえからビニール布で秘

さに巻きつけます︒そしてミズゴケが乾か

れるように︑滞れたミズゴケを堆大の大き

にむきます︒そして皮をむいた部分がかく

のところで︑一

の間がよく︑写真のように枝の葉と葉の間

取り木の時期は五月から七月くらいまて

ら︑枝ぶりを整えるようにします９

取り木口

のは︑五度以下になる家庭の室内でも安全
に冬を越します︒しかし入室前に︑霜に当
てることのないように注意し︑冬の問はな
るべく水やりを少なくします︒︵コップ一
杯の水︑三日に一度くらい︶

室内ではホコリが葉につきますので︑三
日おきくらいに葉のホコリを拭きとってや
ります︒室内に長くおくと︑光が不足して
樹が弱るので︑できるだけ光のよく当る窓
辺に寄せておくことがよいのです︒

鉢にかえます︒あるていどの大鉢に植えて

くなります︒ふつう一五日目ころから根が

小鉢植えのゴムノ木は︑生育につれて大

す︒どちらも年に一回︑梅雨のころが適し

あるものは︑鉢の肩の古い土をとりかえま

からそのときに切り取ります︒

川て︑五○日Ｒ前後で根が長く伸びてくる

切り取った枝は︑大きさににあった鉢に

ます︒秋や冬は絶対にさけるようにします︒

いろな土がつかわれますが︑粘質の土をつ

す︒

植えつけ︑Ｈ陰において根づきをよくしま

鉢土は赤土や田土︑または川砂など︑いろ
かうぱあいは︑鉢底に鉢のカヶラを用いて︑

４サンセ︑ヘリアの育て方

水はけをよくします︒

肥料は油粕などを水で粘り︑ダンゴのよ
うにして土の表面に置けば長い期間ききめ
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の種類には︑美しい黄金色の斑入りと︑銀

は楕円形で︑小鉢植えに適しています︒こ

外に出しておくと株張りがよく︑葉の色沢

光にも充分当てるようにします︒とくに戸

さかんになりますから︑水やりを多くして

九月下旬ころからは温度が低くなり︑水

もよくなります︒

白色の斑入りがあります︒

何性質と手入れのしかた

の吸収もおとろえますので︑じょじょに水

熱帯アフリカの原産ですから︑高温乾燥
に耐え︑日当りのよいところを好みます︒

九月に充分吸収で

しかし︑弱い光の室内でもよく育ちます︒

かんな時期︑つまり五

やりを減らします︒なお︑肥料は生育のさ

冬越しの温度は︑最低五度Ｃは必要で︑

しません︒

きるように施し︑十月以降の低温期には施

ないことが安全です︒多肉植物ですから︑

植えかえは︑毎年四月から五月ころに行

例植えかえとふやし方

あまり暖房のとれない一般家庭では︑一○

五ヵ月くらいのあいだ︑︑水一滴なくとも枯

月下旬から三月中旬ころまでは︑水を与え

れる心配がありません︒しかし暖房がきき︑

くらいを寄せ植えします︒

つう二○センチていどの鉢には︑三

五本

た子株を親株からきり離して植えます︒ふ

出したら︑根土をよくふるいおとし︑ふえ

水はけをよくします︒先ず︑古鉢から抜き

土に腐葉土と川砂を等分に混合したもので︑

います︒一般につかわれる土は粘質のコロ

癖燕織灘蕊識蕊溌識識溌識鍛蝿鍵鍵議

五日

サンセ︑ヘリアはチトセラン︑またはトラ

八度以上を保てる室内では︑四

に一回くらいの割合で︑少量の水を与える

七

から人気のある鉢物です︒﹁一リ科に屈し︑

ことは差支えありません︒このぱあいでも

ノオラン︵虎の尾蘭︶ともよばれ︑むかし
熱帯アフリカの原産です︒

地際の部分に湿気が多いばあいですから︑

サンセベリアが寒さのために腐れるのは︑

夕刻には土が乾くようにしておきます︒

ンとよばれ︑菜は長く︑狭緑色に白色の虎

口Ｉレンティｉ二般にフィリチト七ラ

㈹お も な 種 類

斑と菰金色の縦斑がはいる︒

根茎を五

六月以降は温度条件がよく︑生育が

緑に白斑のはいるニロチカなどは︑親株と

ます︒しかし︑葉挿しでふやすぱあいに︑

一○センチ

七センチに切り分けて伏せ一﹂む

予防の﹁一シです︒だから同量の水を土に与

ふやし方は︑右のような株分けのほかに︑

えるぱあいでも︑上から水をかけるよりは︑

に切って挿し木する方法︵葉挿し︶があり

方法︵根茎挿し︶や︑葉を五

五

とまるようにすればよいのです︒

下から水を吸いあげさせて︑鉢士の途中で

土の表面に近い部分を乾かしておくことが

一盲チカ︾まえの種類から菰金色の縞を
除いたものです︒

ステノイラ恥一首チカよりは葉幅がせま
ハーニー卵戦後に輸入されたもので︑葉

く︑白色の縦長の斑がはいる︒

（28）
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ーのように黄金斑のはいる種類では︑葉挿

同じ色彩の苗になりますが︑ローレンティ

しをするとふやした苗は一首チカと同じよ

サンセ︑ヘリアの株分けや根茎挿し︑また

うになり︑黄金斑はあらわれません︒

は葉押しなどは︑どなたにも簡単で︑楽し

︵東京都会員︑東京教大保谷股場文部教

くふやすことができます︒

官︶

﹁弘道﹂第八○○号発行

平十

期限五月末日まで︵必着︶

（29）

記念原稿募集

お願い由︲し上げます︒

来る七月に 弘道﹂第八○○号を発
行することになりました︒日本の雑誌
では︑もっとも高い号数であろうかと
思います︒この発刊を記念して︑七月
八月の二か月を合併して︑記念号を出
すことにいたしました︒ついては︑会
員諦氏より恋ってご投稲いただきたく

募集要項

論文など

題目弘道会会員としての感想︑

枚数四○○字詰原稿用紙一枚

1

L
ゴ甲

蛸
1

根 茎 挿

ＩＩ

千葉県加藤己之

入江相政選

︑初日さす茶の間にうから皆揃ひ孫の新妻雑煮もりをる

︑焼け跡のくすぶれる中に仔承て灼けただれたる大木見
つめぬ

○同菅谷義太郎

＠足病める老い吾夜道に遠く見て鎮守の火災悲しふにけ
り

○久々に弘道歌壇に名を見せし友やいかにと思ひ深まる

︑弘道に腰折ながら歌のせて無事なる吾を友は知るらむ
か

＠足病める弱みあれども老いの身に好める餅の味はよる

○埼玉県鷲宮葛人
しも

︑春暖はいまだ来らずやよひ月過ぐるも野辺の風は冷た

＠手術後の日々は楽しく目に移るくさぐさの物皆美しき

て用ひて

○子らと住む母屋は建ちけり美しく祖父植ゑし木もすべ

︑秋冷の肌にしみくる夕暮を稲背負ひきてややに汗ばむ

妾ご

く

ｌ｜

白々と気はのぼるなり陽だまりの堤の草生蒲公英の咲一

け

○入江相政

○み社に詣でてともに成人となりし人らの幸祈りけり

同菅谷喜一

○真木柱板も削りぬ速やかに電気釣を今は用ひて

○

○山川の瀬の音かそけきこの丘の君が墓前に今しわが立
つ

︑雪残るこの山里に老いづきて炭やくわれに冬は楽しも

︑雪風に堅く東てたる背戸道を薪ひく馬の息ほの白し

︑枯萱の中ゆく道の白有と雪残りゐて屋根に連なる

眠れる

︑飼はれゐる事の安堵にすやすやと抱かれしままに猫は

めけり

︑夜べの雨晴れて日のてる向ひ山木々の芽吹きも青みそ

＠夕闇の迫れる野面めらめらと籾殻やく焔紅くしるけし

︑顔洗ふ寛の水に灰かなる日影動きて夜は明けそめぬ

○

K
‐

︑幾久しくま幸くあれと祈りつつ孫の契るを大祖に告ぐ
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弘 道 歌壇

︑︑︑︑︑︑︑
怖古中村静子︵逗子︶孤燭風前恨韓深︒
!

1

三好凌石選南郊章綴烏先知封ハ津鍔や惚望評

●

O

I

○○○○○○○
倍老金婚五十年．
○○○○○○○
紅霞三月啓二現錘一
○○○○○○○
鬼孫綻﹄膝撤無﹄極．
○○○○○○○
正是家門幅害全．

O

O

q

−

邸

竹陰長尾宗次︵松江︶勅﹄花紅未吟溌．嘱球群牝嘩穂鳴中村松堂

錬石佐藤良減︵椛演︶花落春風珊傷情︒佐藤錬石
＠明治百年書感︑︑︑
︑︑・・・・・・Ｏ

評日︒一二超妙︒二一四消峻︒︑春意運ＯｏＯＯｏｏｏ

一窓燈影暁天寒．

○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
東雲連日奈二愁嘆一雲帯二時光一水一波︒延元陵下涙語学襟︒
︑賀善翁金婚
○
○
○
○
○
○
○
秀波栗原精夫︵横演︶ ○○○○○○○
春
未
﹄
成
﹄
春
意
更
酸
︒
坐
看
二
槻
花
一
間
酌
し
酒
︒
評
日
︒
著
韮
淵
雌
︒一音節蒼涼︒
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑
吟
情
誰
篇
寄
二
相
思
一
︑
浩
然
吟
杜栢梁鵠聯句戊申
庭樹瑚﹄花風勢勇︒
三月十七Ⅲ於佐藤良賊氏
︑︑︑︑︑︑︑
評日︒一結見怖趣之深︒

弘道詩林

購思o酒o波､知､子l

評日Ｏ慶一意無し限︒佳気燃し春

＠再訪二修畢院離宮↓︑新年偶成

︑︑︑︑︑︑︑
︑花下珊酌芳山花落
夜沈沈．一弾日煤煙袖浦東︒

評日︒孤芳峻節︒遺愛可し欽○芳洲新家孝︵津︶績川弱生長七郎︵千葉︶
○○○○○○○

可﹄識花祁護二哲人弐︑芳山懐古︑元旦口跳

弘珊坂本弘︵佐原︶腹進佳釧極捌風↓
○○○○○○○
浴後開﹄襟拝二里榊↓
四明山下雷離宮
︑雲
︑︑
︑﹄
︑受匿塵︒
箭
孤︑
芳︑不
・・・︒・・︒・・○
○齢・
・睦・
八
十類
又加
七・
荊催却喜無一人到↓
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
清香溌庭見二天﹄塁︑︑賞︑
︑．
尚期二百
書祷二安全一
飽
池︑
泉︑
気︑
色雄
○○○○○○○
菅公遺愛惟千古．
評日︒懐古撫今ｏ詩意殊佳︒評日︒著一意超然︒喜気般深︒
○○○○○○○

菱城寺田英一郎︵束大城︶八十拒蕊陛軒鵜野秀春︵千︲菜︶

＠梅︑︑︑︑︑︑︑・・・︒瓶・
・
梅香一
異笑・
迎﹄春．

評日︒刷味綿秀︒感慨亦多︒

︑︑︑︑︑
○○○○○○○
誰憶金剛祁助全．ｏ寒
ｏ気
Ｃ粟
ｏ生
ｏ﹄肌．愛霜弛遥蛇環些中村静古
︑雲中訪梅
曲池鵬溌樹色明︒佐藤碧雲
○○○○○○○
破
暁
Ｏ
ｏ
松堂中村築次︵逗子︶ 隆
隆国運見二回天↓○
○
Ｃ鴬
ｏ先
ｏ語︒ｏｏｏｏ照Ｏ
入
坐琴
韻清．栗原秀坂
︑Ⅵ︑︑︑︑︑
春遊復可﹄期︒ｏｏｏ返ｏ
ｏ﹄Ｏ
ｏ
老生今日感無﹄極︒
評日︒言外著筆︒清遊可レ期︒吟客謀し職酒頻傾︒三好凌石
︑︑︑︑︑︑︑
明治悠悠一百年．

○○○○○○○
寒雲漠漠逓二峨州↓
○○○○○○○
飛雪紛紛風未し休・
○○○○○○○
野外尋﹄梅堤十里︒
○○○○○○○
清香赴虚典悠悠︒﹄
︑︑︑︑︑︑︑
暁風捲﹄雪白紛紛︒
︑︑︑︑︑︑︑
酌し酒吟し詩絶二世気弐
○○○○○○○
坐掛二梅花一頗按レ句︒
○○○○○○○
鴬醗時隔二竹離一聞・

評日︒詩意殊深︒朗訓可レ試

松癖小島風太郎︵横漬︶

︑春寒

Ｉ
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之相o酌o一､先､静｜

○○○○○○○
千門菖戸旭旗紅．
○○○○○○Ｏ
白頭欲﹄老猶増健︒
○○○○○○○
翠﹄爵唯所国運隆︒

評日︒詩筆縦横︒壮健堪レ賀︒

︑時事偶感

＠退職偶感

中村松堂
一参辛淀扶柄︒

︑︑︑

︑︑︑
三十年．

︑︑︑︑︑︑︑
夜来膝六過二長天一
︑︑︑︑︑︑︑
玉樹玲瀧映日鮮．
○○○○○○○
雪雲林儲松頼響︒
○○○○○○Ｏ

吟情都在酒杯前

○○○○○○○
坐
掛一樽倶話菖︒︑春日偶書錬石

秀城栗原精夫︵横演︶酔榊抄雲霞雪雪桃李花開竹屋菊

事増奇︒

吟韻一

迷濠甚︒

有二四知一

堪﹄嘆黒霧

政界誰思
醜聞績績

不︾見光風一雲月時︒

不﹄見光風雲月時︒﹄

乾坤信濃鉄二安恰↓

縦令二浄化一果何有︒

▲

白眼堪陰吟調論詩︒﹄

山庭秋老鳥先知．
落葉蒲茄雨亦奇．

不﹄知敗者除悲在︒

︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
第二黒船天日昏．評日︒措語清逸︒最有情味︒煙霞動﹄影引二春風↓
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
畢
連
三
派
塵
二
乾
坤
記
︑
述
懐
誰能更有﹄供二吟料一
○○○○○○○
岳堂林宗治盲山︶涛評評溌添秤解︒

鐸妻却評掛野諮﹄烏兎太勿河＠賀二世巣潮伸君新婚

燈影花光瑞色均．

︑︑︑︑
突如引退住田︑山
紅顕石哨頚凌石寛

壮歳己過猶越﹄夢︒
一樽濁酒柵掛時︒﹄

︑︑︑︑︑

▲

○

惟元旦詩結句珂常﹄作﹄把

○

︑正誤十三夜詩縛句奮常作

惟看文府修二愁顔一

師道頚唐誰有些責

抗議雷同似二狼群一

畢園秩序副紛紛︒

挑燈室読少陵詩．﹄

梢梢憂心猶在﹄此・

一樽濁酒澗掛時．
酔裏高吟亦自恰︒

一嘩琴跡塀呼町坐思騎二竹馬封開唯唱起締婚新．

角界低迷蚕堪﹄身更望米年翁︒

何犬奮超護一雄閑評日︒除情所レ期︒自有二詩致や借老百年除慶在︒
高堂長占太和春．

翠峰杉崎精治迎得康寧津順春聯盟宮長激送迎雅錘招飲

香城菅谷敏夫︵千葉︶︑戊申三月十一日横漬書道

評日︒前生二感慨宅後見二同情毛︑言感

︑書感

ｏＯｏｏｏｏＯ︑︑︑︑︑︑︑席上賦呈

喜
看育英賢哲士．浩気惟期晩節員．酔中援﹄筆興無﹄極．
︑︑︑︑︑︑︑

烏飛
歳Ｃ
蒋ｏ
準ｏ
過︒
価ｏ
是Ｏ
輿Ｃ
年新
Ｏ
Ｃ兎
Ｃ走︒
Ｏ老
ｏ懐ｏ
Ｃ︒
書道聯盟啓二雅延一
同顧営時感慨多・今朝欲し策全生計︒迎﹄新迭﹄善共欣然︒
︑
︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

前途偏茎養二人和一評日︒著意卒浅︒晩節可レ見・領得風流翰墨椎︒

ＪＪ

評日︒清峻︒嘱望在し和︑雪表松堂︑次二安岡正篤氏見﹄寄首尾

（32）

垂､1地、
教､懐、
畢､性、
園､事、

−
ー

新入会員芳名
昭和四十二年四月以降

佐藤達治石橋香峰
佐藤芳伸〃
吉田良作〃
平野範治〃
平山高司〃

菅井誠二内山藤太郎

小川仁本人申込

千葉県平野郁弥渡辺正勇
″
″
″

″
″

″
″
〃

佐藤太重郎〃
佐藤要之助〃
菅谷源五郎〃
山田佐武郎〃

高木浩〃
加田大二吉野中

加藤邦男

山之内惇浩

伊藤治

加納秀幸
山本平治
亀田威夫

新田吉次郎
佐野賢之助

宮部晃
中田武男
三沢豊

伊藤菊之輔

″

〃

菅佐原秀夫

三好凌石
〃

″

堀田周作
白名益夫

″

″

〃

〃

I

五月五日は﹁子どもの日﹂年々のこと
ながら最良の日ざしのこの頃︑さわやか
な風︑うららかな空︑もえ出る木をのう
すゑどり︑いるとりどりのさつき︑風に
泳ぐ鯉のぼり︑心ちよい矢車の音︑﹁春
のうららの隅田川﹂と口ずさ象たくなる
のは会員の皆様もご同様と思います︒
◇昔から世の親たちは子供らが家の︑村
の︑国の︑世界の柱ともなる立派な成長
を夢に描いて心からの祈りをこめてのお
祝いであった﹁端午の節句﹂には︑本当
に重大な意味があったのでした︒
◇本号は明治百年の先覚を偲ぶとともに
世界の日本としての大きな使命をもつ栄
えある日本の子供としての自覚をもち︑

■■■■■■■■

″
″

″

″

″

〃

〃

″

″

青木伊四郎藤原岩太郎

藤原岩太郎〃

佐藤正治佐藤達治
石橋長男鈴木新治
東京田村清本人申込
島根永見善一白名益夫
神奈川上田春市三好凌石
大森幹男〃
佐藤良蔵〃
秋田伊藤時次川村宗嗣
″

神田金一〃

渡部弘〃

説を特集致しました︒

又それに対する親たちの心構えを改めて
再確認して︑人間不在などと騒々しい世
相を洗い流して明浄直なる日本本来の姿
としたいものと大浜さん初め諸賢のご高

上ます︒︵編︶

Ａｕ幻Ａ▽〃八℃〃＆℃ダムｖ

ふむα晶勺〃いり白

◇来る七月に本誌はお蔭様で八○○号と
なります︒各位には奮ってご投稿の程願

〃ｒものｒものｒｎｅｒものｒＣあげものｒもの冒也々官もの■Ｕα■も″種口〃■い〃８℃〃４℃

弘道売価一冊金四十円

昭和四十三年四月二十五日印刷

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

春山宇平

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和四十三年五月一日発行

編集兼
発行人

印刷人

印刷所

東京都千代田区西神田三ノーノ六

諦鮒咽日本弘道会

電話︵芙一︶○○○九番

振替口座東京豊毛番

；

″
″

″

東京横田佐代治渡辺正勇

｛

〃〃〃〃島富〃〃神〃〃千
奈
根 山 川 葉

一
一
一
一

予価Ｉ二○︑○○○円

森有礼全集全三冊
内容目次

，'

第二七年報︺

電話大塚一秘

一二詑狐一一一秘霊

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号

宣文堂書店

古本買入最高評価の上譲り受けます︒地方出張も致します︒

既刊三六冊定価Ｉ十五万一千九百門︵残部若干有︶宣文堂書店出版部

文部省年報︹第一年報

第三巻英文関係資料︑その他約十点

第二巻紀行︑日記︵約二点︶・書翰︵約百六十点︶・伝記資料一︵約二十数点︶・伝記資料二︵遭難
関係記録約二十数点︶・雑纂一関係資料︵約三十数点︶・雑纂二︵評論追憶約四十数点︶

第一巻政治法制︵約二十五点︶・外交︵約二十点︶・学問宗教文化︵約十八点︶・教育︵約四十点︶
教育二︵演説︶︵約五十点︶

昭和三十九年九月︑文部省年報復刻発行の後︑近代教育史の分析に不可欠と考へられる森有礼についての完全
な資料集の必要性を痛感し︑四十年五月︑多年森有礼の研究にしたがって来られた大久保利謙先生にお願いした
ところ快諾をいただくことができました︒ついで斯界の先生方︑及び森家御遺族の御協力を得て︑今年五月頃全
三巻として発売の運びとなりましたことを御報告致します︒周知の通り木村匡編﹁森先生伝﹂は古書価二万数千
円の高値を記録し極めて入手困難であります︒その上書翰解読に誤りも多く今回は特にこれら資料の正確を期す
るとともに新資料及び関係資料も加えて編纂されたもので森有礼資料の決定版と申しても過言ではないと存じま
す︒第一巻は現に印刷完了第二・三巻は四月中完了の予定となっておりますが両三年の日時を費して皆様の御手
許に本全集をお送りできることになりましたことを深く感謝申し上げる次第でありす︒何とぞ御期待下さい︒

．'

