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高雅な気品と芳香をただよわせる洋ランの女王

カトレアの花

西村先生の国字改良論

編集部

西村先生は国字国文の問題に対しても一大識見をお持ちの方

であった︒明治七年当時一流学者の機関誌であった明六社雑誌

第一号に︑西周氏が﹁洋字を以て国語を書するの論﹂と題して

ローマ字の十大利点と不便三点をあげての急進論の発表に対し

て︑先生はその三大不便を余すところなく指摘して時期尚早と

断じ︑さらに将来の国字問題にも言及されているのである︒

漢字廃止が︑やかましく論じられて来た明治三十三年には

﹁現今教育界の二問題﹂と題して︑今︑世上で﹁四十七字の仮

名と二十六字のローマ字を国字として使用すれば︑面倒な字画

でしかも五万余の漢字がなくとも国害も洋書も結構読めるじゃ

ないか︒﹂との議論は︑国運の将来︑国民文化の消長に関する重

大事であることを考えない︑単なる目前の利害に捉われた無謀

の論にすぎないのだ︑とその利害得失を詳しく述べて︑国字の

改良に当っては慎重を期して臨むべきだとの先生の卓見には今

日に於ても十分に傾聴に値するものがあると思うのである︒
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とは当然であるが︑戦後︑制定された当用漢字の学習の象では︑果
たして現実の言語生活に事足りているであろうか︒また︑その当用
漢字自体が︑正しく用いられているであろうか︒

先年︑国立国語研究所の公表した調査などによっても︑国民多数
の読む雑誌に用いられている漢字の字数が三千余字であみというこ
とは︑現実の言語生活が当用漢字の桑では不十分であることを立証
するものであるし︑また︑大学の受験生の答案や︑大学生のレポー
トなどに︑当用漢字の誤字が多すぎるということは︑漢字の教育が
いかに不正確であるかを立証するものである︒これは︑漢字の抵抗

︑︑

というよりは︑漢字そのものを軽視する風潮の影響ではあるまい
か︒

漢字を用いるのが︑わが国語の正しい表↓記であるというからには︑

弘道歌壇⁝⁝．：：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝入江相政選⁝⑫

漢字が言語生活に不必要であるというなら論外であるが︑かなと
学校教育において︑漢字の教育を尊重する姿勢を正すと同時に︑時

編集後記

叙勲者芳名氏家寿子氏

代の言語生活に不十分な当用漢字の字数や音訓について︑思いきっ
た改正を加える必要があろう︒事は小に見えて実は文教の重大問題
であることを痛感する︒
︵特別会員東京教大教授文博︶
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国語・国字問題雑感

葉山修平

Ｉ

右のような疑問は︑大方の識者がすでに時に応じ折に触

を生じさせる根本問題は︑改革を進めてきた者たちへある

れて指摘しているところでもある︒思うに︑これらの疑問

いはその︵機関︶が︑国語・国字に対して正しい認識に欠

、 ご ノ

戦後における国語・国字の改革がかりに必要だったとし
第一は︑国語・国字の改革というような問題を︑国家機

けていたことに由来するものであろう︒それがいい過ぎで

ても︑私にはいくつかの疑問がある︒

あるならば︑国語・国字の有している言語としての本質の

めの手段︵媒材︶であるということである︒

ことばの第一の性質は︑思想・感情を相手に伝達するた

たい○
︑︑︑

とを認識した上で︑ことばとしての国語・国字を考えてゑ

︑︑︑

まず︑現代口語の文章は︑﹁漢字かな混り文︲﹂であるこ

一一

と混同したかの何れかである︑といい直してもよい︒

一面のみを故意に強調したか︑本質から離れた一面を本質

︑︑

妥当であろうかという疑問である︒

関あるいはそれに準ずるものが︑政策として行なうことが
第二に︑国語・国字改革の意図が極めてあいまいであり︑

従ってかなづかい︑送りがな︑当用漢字の撰択︑教育漢字
の学年配当︑漢字の略字などの諸点に於て︑ほとんど定見
らしいものがないことである︒

第三に︑二十年を経てぷた今日に於て︑国語・国字の現
況は︑かつて史上にゑられないほどの混乱を呈しているこ
とである︒しかも︑政策として国民に強要し︑規制するこ
と︑戦後の改革ほど強力なものはないのである︒

rワ、

血

︑︑︑

峰第二の性質は︑単に手段︵媒材︶であるばかりでなく鈴
︑︑︑

︑︑︑

ことばはそのことばを話す民族の歴史であり︑文化である
ということである︒

第一の思想・感情の伝達の手段としてことばを考えるこ
とは︑ことばを空間的な機能として考えることになるであ
ろう︑空間的というのは︑地域的ということであり︑階級

を示したといえよう○

恥︑油

明治期の﹁言文一致運動﹂が︑当時の混迷したことばの

︑︑︑

生活にある一つの方向と秩序とを与えようとしたものであ

の規制と秩序とを与えようとしたものが︑国語・国字の改

るとすれば︑大戦後の混乱瓶廃したことばの生活に何らか

革案というものであろう︒

だが︑両者は根本的に性質を異にする︒明治期のそれが

成功し︑戦後のそれがいまだに予想された効果を挙げない

的ということである︒すなわち同時代に生きる人たちの生
活圏の中で︑相互に思想・感情を伝達し合い︑現実生活を
︑︑︑

ばかりか︑更に新たな混乱を惹起する原因を作ったという

︑︑︑

円滑ならしめるためにことばを使用するということである︒

︑︑︑

相違ばかりではないＯ

明治期のそれは︑ことばによって生きなければならない

このことは︑ことばが外的な状況に応じて変化する性質
であることを示している︒社会・生活の変化によって︑こ

もの︑あるいはことばは生活するものの思想・感情を平易

︑︑︑

とばもまた変化してゆく︒社会・生活の変化が最も急激に︑

に率直に伝達するためのものであるとする︑時代に生きる

︑︑

しかも最も顕著に見られるのは︑政治体制の変革期である︒

︑︑︑

一人一人の内面からの必然の要求であった︒一部支配者の
︑︑︑

大和奈良期︑平安期︑鎌倉室町期︑江戸期︑そして明治維
新というように歴史を辿ってぷるまでもない︒ことばもま

いからであった︒言文一致運動の推進者が︑かりに二葉亭

ためのことばを︑時代の誰のものでもあるものとしたい願

四迷であり︑山田美妙であり︑尾崎紅葉であったとしても︑

また西村先生や︑前島密︑福沢諭吉という知識人であった

たそれに応じて変っていることは︑各時代の文芸作品を考
えるだけで十分に理解できることである︒
明治維新による政治体制の変革の著しさが︑社会・生活
︑︑︑

としても︑それはたまたま時代に生きる名もない人たちの
︑︑︑

に著しい変動を与え︑その反映として漢文脈によることば︑
︑︑︑

戯作者流のことば︑和漢混清によることばが︑乱雑にいり

徴的なことといえよう︒

の﹁牡丹燈篭﹂に刺戟され︑それを模したということは象

約束した二葉亭凹迷の﹁浮雲﹂が︑実は落語家三遊亭円朝

声の代弁者であった︒今日の﹁現代口語の文章﹂の出発を

糸だれた︒

第二次大戦による社会・生活の変動も実に目を瞳るもの
︑︑︑

があった︒ことばもまたそれを反映して混乱と額廃の極承
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︑︑埴

︑

ことばは常に生活の反映であり︑思想・感情を忠実に簡

︑︑︑

る保証はない︒各界︑各階層から選ばれたものは︑いわば

しいという声があるいはあるやも知れぬ︒しかし︑このこ

その利害代表であるＯことばを論じるのに利害代表はおか

︑︑︑

に理解されよう︒委員の交替を招かなければならなかった

とは戦後の﹁国語問題審議会﹂の辿った曲折を桑れぱ直ち

︑︑

とぱの本質といえようが︑そのことは上述の如くことばの

潔に平易に伝達するものでなければならないというのはこ

はじめて可能であるということができよう︒

担い手である時代に生きる一人一人の要求と願いによって

本質から考えてどうであろうか︒敗戦による衝撃は︑過去

第二次大戦後の国語・国字の改革は︑こうしたことばの

国家機関の政策として行なわれた改革が︑政治的なかけひ

と長い年月と徒労な論議をくり返してきたことであろう︒

語の表記の基本であることを確認するという一事さえ︑何

経緯は姑く措くとしても︑﹁漢字かなまじり文﹂が現代口

︑︑︑

に存在していた一切の価値を失なわしめた︒政治も文化も

しかも︑明治期の﹁言文一致運動﹂が︑一部支配者のた

きに堕するのは当然予想されたところである︒

めのことばを国民一人一人のものとした功績と価値を︑全

ひたすら混迷と頚廃へと傾斜して自らの道を失なった︒あ

く逆の方向にひきずってゆくものであるともいえるである
︑︑︑

は文教政策を否定しているのではない︒ことばは国家百年

rイ、

るものは民族そのものの存在にさえ疑いを抱くほどであっ
て生きてきた志賀直哉が︑﹁フランス語を国語に換えよ﹂

た︒日本語に絶望したものさえあった︒偉大な文学者とし

う︒ことばは国家あるいはそれに準じる機関が政策として

︑︑︑

に森有礼が﹁英語を以って国語に換えよ﹂とアメリカの新

といったのも︑その表われであったろう︒かつて明治初期

規制し︑統一すべきではない︒こういったからといって私

こうした時期に︑国語・国字の混乱に一つの方向を与え︑

の計として考えられねばならないものだから︑国を挙げて

︑︑︑

聞に書いたことにも通じるものがあるように思われる︒

よりよいことばの秩序を保ち︑よりよいものとせねばなら

︑︑︑

秩序の回復をはかることは為されねばならぬ当然の措置と

ない︒国家が無関心でいいわけはない︒しかし︑国家機関

恥︑︑

いえよう︒そして﹁国語︒国字の改革﹂が文部行政の一つ

が為し得るのは︑ことばを考えるためのあらゆる資料を蒐

由に利用できる体制をつくることでなければならないだろ

集整理して︑国民各界各層の誰でもが︑その資料を公平自

︑︑︑

は望ましいとしても︑国家機閃・あるいはそれに準じるも

として打ちだされたのである︒ことばの秩序をはかること
のが︑政策として行なうことはどんな意味があるであろう

う︒そうでなければ︑先に指摘したような弊害の承が生じ

か︒よしそのために教育︑文化︑産業その他各界からの学
︑︑︑

識経験者を選んだにせよ︑ことばの改革が妥当に行なわれ

、 式 ノ

本語はますます混迷を続けざるを得ないように思われる︒

るばかりでなく︑ことばとしてあるべき姿を見失ない︑日

ら益することのないのは︑今日の国語・国字の混乱が何よ

そすれ︑正しい意味での平易化︑簡便化︵機能化︶には何

学習者は正しい国語・国字を身につけたか︒従来の漢字

りの証しである︒

に費した労力を他にふり向けることができたか︒否である︒

︑︑︑

歴史的かなづかいのかわりに現代かなづかいが用いられて︑

ことばが単に思想・感情の伝達の手段︵媒材︶の桑でな
いことは誰しも認めるところであろう︒英語を話す国民が

誤りはなきか︒反って混乱は甚しい︒

それどころか︑学習者は二重の労力を費すことを強いら

国家があり︑国語がある︒これらの国民は︑自らの国語を

れている︒まず民族の文化辿産としての古典を学習すると

あり︑フランス語を話す国民がいる︒世界にはいくつかの

っていることである︒その国の国語は︑その国民の血であ

持っているが︑これは同時にそれぞれの歴史と文化とを持

を支え︑日本文化の基礎を作った漢字・漢文を読むために︑

き︑改めて歴史的かなづかいを学ばねばならない︒日本語
︑

り歴史であり︑文化辿産である︒私たちの日本語はまた私
︑︑︑

たちの歴史であり︑文化である︒私たちは時代の文化をこ

もう一度本来の漢字を学び直さねばならない︒

こうしたことを一有は煩わしいから挙げぬが︑従来の国

とぱによって築き︑ことばによって後代に伝える︒そして
私たちはそのようにして私たちの祖先たちの文化辿産を継

誤った道を辿ったことは事実であった︒﹁漢字かな混り文﹂

語︒国字改革の方向が︑一部表音派と称される力によって

ことばのもっている空間的な性質のみを強調して︑簡略

︑︑︑

してもまだ正しい方向への希望が残っている︒

という日本語の文章が確認されたことは︑遅きに失したと

承してきた︒ことばのこうした性質は︑先の空間的な機能
戦後の国語・国字の改革は︑こうしたことばの本質を故

︑︑︑

に対して時間的な機能といってもいい︒

意に無視する方向に走ってはいなかったろうか︒平易︑簡

化符号化に急激であることは厳に戒めねばならぬ︒ことば

るべきであろう︒ここに﹁かなづかい﹂﹁漢字﹂の新しく

ってもう一度﹁漢字かな混り文﹂という国語・国字を考え

︑︑︑

便なることばが望ましいことはいうまでもないが︑いたず

がそのまま民族の歴史であり︑文化であることの認識に立

︑︑︑

るような産業界の鼻息をうかがい︑印刷の能率という技術

らに学習者の便宜の象を考慮し︑テレタイプ化に象徴され
上の皮相な事象を本質と思い違いをして︑ただ機械的に漢
︑︑︑

字を制限し︑何ら定見のないままに字形の簡略をはかった

正しいあり方が考えられるように思われる︒

︵東京都会員開成高校教諭︶

と思いこむが如きは︑ことばを混乱に陥れるのに役立ちこ
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石井勲
されたのです︒

又学校の成績も同様であることが明らかに

頭を殿へる漢字学習法

漢字はなぜ必要か

方が深く確実なものになる訳です︒言葉を

正確に︑豊かに使ふ人がどの面でも成功し

ているということは︑よく考えて染れば実

所で︑我が国では︑深い意味を持った言

に当然のことなのです︒

葉の多くは漢語です︒だから︑どんな学問

を進めて行くためにも︑又︑社会で︑成功

するためにも︑日本人である限り︑先づ漢

うことになります︒

字を数多く正確に覚えることが必要だとい

点でした︒瞭料級の平均点は百四十点︑職

な大会社の社長さんで︑得点は二百七十二

学んでから漢字を学ぶという順序を取って

明治以米︑文字の学習法は︑先づカナを

誤れる従来の学習法

ますと︑学生は勿論︑普通の社会人でも︑

ある調査が行はれました︒その報告に拠り

長級は百十四点︑主任級は八十六点：︒こ

このテストで最高点を取ったのは︑有名

その人の能力は︑理解している言葉の正確

のやうに地位の上下︑収入の多少が︑国語

先頃︑アメリカの人間工学研究所で興味

さ︑及び言葉の数の多少に依ることが明ら

の力に正比例していたのです︒
これは学校でも同じことでした︒医学・

でないと漢字を教えないのが︑従来の学習

入れ換ったが︑兎に角︑かなを学んでから

う順序で︑戦後は︑カタカナとひらがなと

戦前は︑ガクカウ←がくかう←学校とい

います︒

かになったということです︒どんな学問で
も︑書物を読み︑その内容を理解すること

に拘らず︑このテストで最高点を取った学

には︑かなよりも漢字の方が覚え易いので

の手順です︒所が︑実験してみると︑幼児

工学・法律・文学：．︒その専攻科目の如何

生がその学部でもやはり最高の成績を取っ

が基本ですから︑それは当然と言へぱ実に

たのです︒

当然のことですが︑それをはっきりと証拠
立てた意義は大きいと思います︒

この調査では︑中学生︑高校生︑大学生
から工場勤務者︑大会社幹部︑社長クラス

の三つの漢字を幼

えられないが︑漢字だと覚えられるのです︒

解している言葉の数が多ければ多いほど︑

〃鳩〃と〃烏″と〃九

これも︑実験して基て解ったのですが︑

す︒三歳位の幼児だったら︑かなはまづ覚

まで凡そ四十万人もの人に対してテストを

いる言葉の深さが深ければ深いほど︑考え

その人の考へ方の幅が広くなり︑理解して

人は言葉で物事を考へます︒だから︑理

入の多少が︑国語の力と正比例しており︑

行っています︒その結果︑地位の上下︑収
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児︵三

五歳位︶に与へますと︑一番先に

いのが〃九″です︒従来︑この三つの中で

読めるようになるのは〃鳩″で︑一番難し

しておりますが︑皆例外なく成功していま

当用漢字は全部で一八五○字ありますが︑

ることが出来るのです︒

それに使はれている部首は全部合はせても

今までの漢字の学び方は︑時期が遅すぎ

ら︑一九二個の部品の持つ意味を︑その本

八五○字の漢字になっているのです︒だか

個の部品がいろいろに組合はせられて︑一

す︒

るばかりでなく︑書き取り練習などのがむ

質からよく理解して行くならば︑一八五○

一九二個しかないのです︒つまり︑一九二

六歳児でも二十︒︿１セントはどうしても覚

しゃらな機械的な暗記力に頼るしか方法が

正しい漢字学習法

九十五パーセントまで覚えます︒このよう

えられない︒所が︑叩鳩″だと︑五歳児で

ありませんでした︒これでは︑労ばかり多

一番やさしいと考えられていた〃九″は︑

に︑従来の文字の難易に関する考へ方が全

学校の三年生位までです︒だから︑生活的

の迩味や読尭方まで推察することが出来る

字の当用漢字は勿論︑それに数倍する淡字

従来の漢字軽視が︑この頃やっと反省さ

な漢字はそれまでに多く学ばせることが大

機械的な暗記力の強いのは︑せいぜい小

くて効果は期待できません︒

れて︑昭和四十六年から︑小学校で学習す

切です︒それ以後は︑それまでに得た漢字

例へぱ︑〃整″という漢字について考え

ていたのです︒

く誤っており︑従って︑学習法も全く誤っ

る漢字が千字ほどになります︒一年生で七

力を土台に︑体系的︑論理的な学習により

て悪ることにしましょう︒この字は︑〃束

字︑三年生で百五十字︑四年生で五十字︑

ら︑私は︑一年生で五百字︑二年生で三百

予定です︒然し︑小学校で千字学ばせるな

年生で一九五字︑六年生で一九○字を学ぶ

〃木″など象形文字と言はれる一部のもの

推理して行く方法です︒漢字は〃山″・〃川″

ことにより︑その総合である漢字の本義を

字の要素である部首の持つ意味を理解する

体系的・論理的な学習法というのは︑淡

首です︒〃正〃は︑止︵足の裏の象形字で︑

手に棒を持って〃たたく″ことを表した部

手の意味の部首︶と／︵棒又は鞭︶とで︑

ことを表したものです︒〃女″は︑又︵右

輪の形を表した〃口〃とで︑木をたばねた

ています︒〃束″は︑木と︑これをくくる

父・正〃の三つの部首によって細立てられ

頒クセイ

体系的・論理的漢字学習法

のです︒

六字︵従来は四六字︶二年生で一四五字︑

記憶させるようにしなければなりません︒

というようにしたいと思っています︒漢字

のです︒それは〃部首″と呼ばれる漢字の

を除けば︑大部分が形声文字と呼ばれるも

ソク

三年生で一九四字︑四年生で一九六字︑五

の肥憶力は︑一年生と六年生では︑一年生
年間︑この実験と研究とを統けて︑事実を

その総合である漢字の意味や発音も推理す

その部品の持つ意味や発音が解りますと︑

部品の組合はせによって出来ていますので︑

ことを表した字です︒

まるべき線に止まる︑つまり〃ただしい〃

とどまるという窓味︶と一︵線︶とで︑止

むち

の方がずっとずっと強いのです︒私は十数

れるこの学習法を︑全国のあちこちで実施

明らかにしたのです︒〃石井方式″と呼ば

ワー

︑１ノ

〆Ｉ︑

そこで︑〃整″は︑﹁木を束ねて︑不ぞ

形で︑両足を左右にそるへた形の部首です︒

部首は︑右のように︑人体に関するもの

で︑〃発″〃登″などの字になります︒

ィ・上・ル・勺・ク︒Ｐ
は︑人が二人並んでいますから︑〃並ぶ〃

これから前進することを意味していますの

という意味と︑〃比べる〃という意味とあ

これは皆〃人″を表した部首です︒〃比川

へる﹂ことを表した字であることが推察で

ろひになった所を棒でたたいて正しくそる
きる訳です︒音は︑〃正しく″するのが本

る字です︒二人並べばすぐ比較が始まるか

セイ

地自然に関するものなどがありますが︑と

に関するもの︑動︑植物に関するもの︑天

から始まって︑衣食住に関するもの︑道具

才・又・ナ・一・ヨ・寺・寸

らです︒

義ですから〃正〃であることも解ります︒

漢字は字形が複雑ですから︑機械的にが
いものと言はなければなりません︒然し︑

てもここには紹介出来ませんので︑もっと

むしゃらに覚えようとしたら︑確かに難し
これは皆〃手〃を表した部首です︒〃双″

の神話﹂宮川書房新社発行をお読み頂き

詳しくお知りになりたい方は︑拙著﹁漢字

その部品を一つ一つ理解して︑これを論理

ふ意味の字です︒〃友川も︑二つの手を組

は︑手が二つ並んだ形で︑〃ふたつ〃とい

部首による漢字の推理学習は︑頭を殿へ︑

たく存じます︒

的に推理して行くならば︑これほどやさし

合はせた形ですが︑これは握手の意味で︑

く楽しく覚えられて︑而も忘れようとして
も忘れられない文字はないでしょう︒

思考力を発達させますので︑ぜひ読者の皆

〃仲良し″を表したものです︒〃雪″は︑

手の上に載る雨という意味の字です︒雨は

整という漢字を︑試みに英訳して黙ると︑

８冒只牙目明︶旨Ｏａｑに当ることが解

様にお奨めする次第です︒

から下の部分が足なのです︒〃歩川は︑左

の〃口″はひざ小僧を表したもので︑ひざ

たすくる国ぞまさきくありこそ

しきしまの大和の国は言霊の

言霊の幸う国柿本人麿歌集より

︵大東文化大学誹師︶

手に載りませんが︑〃ゆき″なら手に載る
止・止・少・血・ヰ・久・条・火

でしょう︒

ります︒８℃目は〃父″に当る語です︒
〃束″は号冒鴨に当り︑○己日は全く正
と同じ意味の語です︒漢字はこのように複
になるのは当然です︒そして︑このように︑

これは皆〃足″を表した部首です︒〃足〃

部首に分解して︑その本質から考えて行き

足の前に右足を踏み出した形の字ですから︑

雑な意味を持った字ですから︑字形が複雑

ますと︑難しいどころか︑世界一やさしく︑

〃あるく川ことになるのです︒〃年″は︑

味の〃８″が付くと︑崖をおりるという意

それが下向きになった形で︑これに崖の意

しかもこれほど便利な文字はありません︒

部首のいろいろ

味の〃降″になります︒〃六〃は︑災の変
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漢字教育の問題斎藤喜門

た道は︑かなり長く続いた︒そ

が︑私の心をとらへる︒曲折し

た道はかなり長く続いた︒そう

わたしの心をとらえる︒曲折し

しい男性的な八甲田の高原美が

午前八時︑焼山に着く︒ここ

やけや左

してえん道所灸に温泉があった

うして︑沿道所々に温泉があっ
やけや童

から十和田まで十二キロ︑名高

午前八時︑焼山に着く︒ここ

た︒

い奥入瀬の渓流にそうて上るの

１﹁子どもは字を知らない﹂ということ

から十和田まで十二粁︑名商い

で︑両岸にぜっべきがそばだち

かもしれません︒しかしそれは︑今の子どもたちが不勉強だからで

ぶりを笑うことがあります︒たしかに戦前に比べて漢字は知らない

くといった感じである︒流れは

まるで渓流其のものを上って行

右にし又左にしつＬ進むのだ︒

木の密生する谷底の道を︑流を

ある︒流れはあくまでもす詮水

のを上って行くといった感じで

つ進むのだ︒まるで渓流そのも

を︑流れを右にしまた左にしつ

じゅもくのみつ生する谷底の道

おいらせけいりゆう

世川のおとなはよく︑﹁今の子どもは字が読めない︒﹂といいます︒

で︑両岸に絶壁がそばだち︑樹

奥入瀬の渓流に沿うて上るの

はなく︑教えていないからです︒戦前は小学校六年間に一三五○字

あくまでも澄恐︑水量は極めて

おいらせ

︵ざつもくりん︶︑抱擁︵せつぷん︶こう読んだといってその珍答

そして天照大神︵てんてるだいじん︶︑輪廻︵わまわし︶︑雑木林

の教科書を戦前のものと比べてゑると︑驚くほど漢字が少なくなっ

量はきわめて豊かだ︒

教えたが︑今は八八一字しか取り扱いません︒ですから︑今の国語
ています︒次は﹁十和田紀行﹂という文章で︑昭和八年から十三年

漢字だけは新漢字を用いたが︑ずいぶん漢字が少なくなることが

盟かだ︒

い感じのする文章は書けないということになりそうです︒今の教科

わかります︒こんなに洩字が使えないなら︑こうした漢語の多い堅

にかけて作られた教科書の巻十一︵六年生前期用︶に載せられたも
のです︒下段はそれを今の教科書にこれが載るとすれば︑さしあた

たものです︒

とわ芝

夏の或朝︑私は青森駅から十一夏のある朝︑わたしは青森駅

郊外に出ると︑自動車は八甲車に乗った︒

はつこう

和田行の乗合自動車に乗った︒↓から十和田行きの乗り合い自動

田山を目ざして進んだ︒上るにこう外に出ると︑︑動車は八

字は︑かなり漢文でもやらなければ読めなかったが︑今は︑﹁王︑

漢字はことばとして使えばよく覚えます︒戦前︑﹁鵬﹂という漢

２使う漢字はよく覚える

ないことは当然で︑今の子どもの不勉強を責めても始りません︒

書を始め︑読む本の漢字の状況はこんなぐあいだから︑漢字を知ら

りこんなぐあいに書かれるであろうと思われるものに書き改めて染

だはっ

つれて︑青森平野から陸奥湾へ甲田山をめざして進んだ︒上る

それはふだんにこれを使いよく見ているからです︒

大鵬︑目玉焼き﹂といって︑どんな子どもでもこの漢字は読めます︒

むつこうだ

かけての展望が開ける︒すぱらにつれて青森平野から陸奥湾へ

むつわん

しく男性的な八甲田の高原美かけての展望が開ける︒すばら
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かった漢字でも︑ほとんどの生従が読めたものが五五字もあり︑七

六年終了者に対するある人の調査によれば︑六年生まで︑教えな

数二八○○九四回が調べられています︒そのうち︑異り字の満足度

発表されました︒それには三三二八字が取り出され︑その使用延回

字がどのような割合で使用されているかを調べたのが︑三十七年に

年一月から十二月までに発行された雑誌九十種について︑どんな漢

｜識語御霊

先％％％％％
１５３１２６
１８
４９
０９
６９
８９
８
８

ＦＤくり庁﹄Ｒ︺︵ろ︵ろ

字開詑印弱別沼
教育漢字

満足度

これによれば︑世間で使用

これを自然習得の文字といいますが︑今の小学生は︑学校で教えな

1498

４当用漢字はこれでよいか

約二○○○字知

たということになりそうです

ことは︑この九○％をねらっ

小学校で一千字教えるという

○字ということになります︒

ぐらい︑九○％ならば一○○

す︒九五％ならば一四○○字

っておればよいことになりま

も含めて

されている漢字ｌ専門用語

j
3
2
1

ます︒高等学校では︑その一八五○字を十分に読め︑そのうちのお

中学校三年までの間には︑この別表の漢字を使いこなすほか︑当用

語いにわたってこの漢字を使いこなすことは望むべくもありません

八・二％のところを見てみましょう︒それによれば︑教育漢字︵別

しかし事実はそうではありません︒一八五○字に最も近い満足度九

はほぼそれに近い数字になり︑これであまり問題はなさそうです︒

これはいったい何を物語るのでしょうか︒それは︑現在の当用漢

対に︑当用漢字外のものが二六三字も必要になっています︒

六九字のうち︑七四七字だけ必要で︑残り二二二字は不要ですが反

漢字一八五○字の残り九六字についても読めるように決められてい

約二○○○字ということが理想ならば︑現在当用漢字一八五○字

1995

○％ぐらいまで読めた漢字は一四○字もあったと報告されています︒

1883

は次のようになっています︒

表外漢字

759

１１１
叩妬調灯妬
︒︷ナ｜字沌１
２５７７

1010

い文字でもこんなにひとりで覚えているのです︒こんど小学校で一

なく︑むしろこの自然習得の数からいえば︑二○○字ぐらいにし

○○○字教えることになったが︑これは決してむずかしいことでは
ても無理はないようです︒要するに使えば覚えるということです︒
今の子どもたちは︑漢字に対して不勉強なのではなく︑漢字を多
く教えていないために読めないということが言えそうです︒それで
もし︑必要な漢字まで教えていないとしたら︑これは︑教育に関係
する人たちの怠慢と言わざるを得ません︒

３漢字はどれだけ知っていればよいか
いったい漢字は何字ぐらい使用できればよいのでしょうか︒

現在小学校では︑当用漢字別表︵いわゆる教育漢字︶の八八一字
を教えることになっていますが︑これは初出を教える程度ですから

i
諾馬

表︶でさえ七字は不必要となります︒教育漢字外︵別表外︶漢字九

全部は読象書きができるようになっていません︒ましていろいろな

計

もな漢字は書けるようになることになっています︒

それはともかくとしていったい何字ぐらい読めればよいのでしょ
うか︒少し古い資料になりますが︑国立国語研究所で︑昭和三十一
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累

です︒淵用漢字表は︑これを掴紙審議会が決定してすでに二十一年

字一八五○字のうち︑二○○字ぐらいは︑めったに使用されない文

ことは︑非教育的といわざるを得ません︒

す︒当用漢字を改一訂しないままに︑これを覚えることを義務づける

よく見られるようになったので︑多くの生徒が読めるかと思われま

るが︑それが終れば忘れてしまい︑身につきません︒やはり文章を

しかし︑漢字は︑カード式で覚えても︑受験には一時的に強くな

なりますから︑漢字の学習は決しておろそかにはできません︒

たしかめて見れば︑学習成績かどうかということがはかれることに

れます︒川分の子どもの漢字の使い方はどうか︑読み方はどうかを

また︑漢字を正確に書ける子どもほど︑知識も正確のように思わ

知っています︒

とされています︒そして漢字は本を多く読んでいる子どもほどよく

れています︒また中学の場合︑読める漢字と学習成縦の相関が高い

います︒つまり︑書ける漢字の字数と学習成績の相関が高いと言わ

小学校の場合︑漢字を書ける生徒ほど学習成績がよいといわれて

６文字と学習成績

字で︑大して学習の必要のない文字であるということを物語るもの

た︒語いが変わればそれに使用される漢字の字種も変化する一﹂とは

以上たった今日︑日常使用のわたしたちの語いも大きく変わりまし
当然です︒したがって当用漢字を改訂する時期がすでに到来してい
るのです︒

５当用漢字であまり使用されない文字
特に次の○印漢字はあまり使用されず︑したがって中学生も覚え

○

読桑︑その文章の巾味といっしょに覚えるのでなければなりません︒

漢字は単に漢字だけで存在するのではなく︑ことばとして意味をも

って存在していることを思えば︑洲然そういう生きたことばＩ文

よく漢字の勉強として︑同じ漢字を十回も二十回も統けて群かせ

字Ｉとして覚えなければならないことがうなづかれるでし襲う︒

る親がいますが︑これは最も古い方法です︒ていねいに書けば習字

の練習にはなりますが︑漢字を覚える勉強にはなりません︒結局は︑

︵特別会員お茶の水女子大学講師︶

木をていねいに広く読むようにすることが肝要です︒
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るのに苦労している文字です︒全国的な調査をしてもｌ文部省三

○

○

十一年１１中学卒業時で十％に達しないものです︒

○
○殴○
０塊０
Ｏ
謁見
打寡婦弾○
劾金
輪郭
該当
○
○
○
○
○
Ｏ
渇
威
嚇
欠
陥
直
帖
定
棄
権
緩慢
○望○
○
○
○款○
Ｏ
便
宜
老
朽
虐
待
風
拘束
○
○
○紛糾凝固○蕪
○ 御璽
拷門示
唆
錯
覚
暫
定
恩
賜
諮
問
○
○
○
○法
○
○
容
叔世
女静○
粛遵
抄本
嘱託
○赦○
○淑○

○

．﹄．﹄１１１・気ｙ１

○○
侮辱○
発祥
元帥
遂行
枢排
斥
分
析
○
○
○
○中○
○
○
推
薦
漸
次
措
置
塑
像
喪
中
附
性
鞭
客
０
○
○
○
○匿
○名
逐次
嫡子
折○
衷
弔○
電
勅○
語更迭
○
○
○
○

危篤
寧煩もん頒布罷免赴任月賦
○
○丁○
○○○Ｏ抑圧
崩
壊
走
猶
予
中
浦
窯
業
擁
護
○
○奔
○
○
濫用
累○
計廉充贈
賄○
朕虞
れ○
且つ

これはやはり十年以上も前の調査なので現在とは少し異るものが
あると思われます︒たとえば︑﹁月賦﹂﹁贈賄﹂などは町中や新聞に

／ 司 可 ､

１

西村茂樹先生のみた

ｌドナルド．Ｈ・シャイブリー教授の研究Ｉ

え︑未来を構想している点においては﹁前向き﹂であり︑

人間は︑等しく生きている人間であるからには︑明日を考

しかし一般的な概念としては︑保守を直ちに退歩と考え

流れが容赦なく押し流してしまうことは︑だれにでもわか

現在を静止の状態におこうと努力してみたところで︑時の

したがって進歩的であるといえよう︒過去にしが象つき︑

ることは妥当ではない︒むしろ保守とは︑前進しないこと︑

いくら頑迷な保守主義者だって︑そういうことがわかつ

ることである︒

き﹂的存在となる︒

対すなわち退歩と受け取られやすい︒とくに進歩主義者か

保守的と進歩的のどちらにもせよ︑そういう思想をもつ

はその差によって︑保守と進歩の焔印がおされる︒

派だということになる︒五十歩百歩という諺があるが︑要

みると︑それと同じ程進歩的でない人たちは︑すべて保守

うとする人たちは︑保守的なのである︒つまり進歩派から

一

日本近代化の問題点︵三︶

四保守と進歩
ｌ儒教の保守性を指摘Ｉ

﹁保守と進歩﹂とを対立的に用いるのが通常になっている

清

ら考えると︑保守主義者はすべて退歩主義であり﹁後向

が︑そうすることによって︑保守ということが︑進歩の反

山

すなわち立ち止ることを意味する︒現状を改革したり︑変
革することを進歩と考える人から見ると︑現状を維持しょ
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片

シャイブリー教授は︑西村先生の考え方仁ついて次のよ

であるか︑という考え方である︒

ざるを得ないと言ってもよい︒だから保守と進歩とは︑い

うに言うＯ進歩とは過去と絶縁することによって可能にな

ているはずである︒わかっているからこそ︑保守的になら
ずれも前進過程における﹁五十歩百歩﹂の差の問題だと考

るものではない︒したがって現に存在する制度︒文物に目

もくれず︑全く新しいものに取り替えていくことによって

えられる︒

とくに幕末期から明治初期にかけての変転の目まぐるし

適するか適しないかが全く不明である新しいものをとり入

進歩するという考え方は不健全である︒日本の現存条件に

れるより先に︑現存する制度・文物を改善し︑近代化して

い時代にあっては︑何が進歩的であり︑何が保守的である
派が保守であって︑開港派が進歩的であったと断定できる

いくことの方が大切である︒そしてそこに適切な進歩が約

かは容易に定められなかったであろうと考えられる︒撰夷
ものでないことは︑維新史の初歩に通じた人ならわかるは

束されるのだ︑というのである︒

こうした進歩観をもった西村先生は︑明治維新以後︑わ

ずである︒だからこそチョンマゲ頭が因順姑息であり︑ザ
ンギリ頭が文川開化であるといった︑外観的基準をもって
西村先生の場合︑明治九年︵一八七六︶までは進歩主義者

あり︑批判的である︒西村先生の維新史観によれば︑わが

なかったが︑それを受け入れるに際しての態度は︑慎重で

が国に流入してきた西洋の教えを頭から否定するわけでは

であったのに︑その年から突如転向して保守主義者となり︑

国が外国と接するようになってからも︑少しもあわてずに

保守と進歩の見わけをつけようとしたのであろう︒

反動主義に変ったのだ︑と評されている︒しかし︑そうい

﹁儒道は︑三百年来︑全国の上等社会の気風品行を造成し

文明の基をつくることのできたのは︑ゑな儒学の功といわ

たる者にして︑かつその教たる父子・君臣・夫婦・長幼・

う考え方をもってすると︑幕末から明治前期あたりまで活

たとえば福沢諭吉にしても︑明治二十年代に入ると︑も

躍した人たち中で︑西村先生と同じように転向しないもの

はや保守主義者であり︑同じ明六社の森有礼も︑文部省入

朋友の五倫を主眼として︑致知格物より始めて︑誠意・正

うに評伽する︒

りをした頃は︑進歩主義どころか︑頑迷な保守主義者とな

心・修身・治国・平天下に至るものなれば︑現世の事につ

ねばならないというのである︒そして儒学について次のよ

っていたのだ︑とも言える︒ここで問題にしなければなら

きては︑儒道は︑あらゆる天下の教法を網羅すというも可

がだれもなかったのだとも言える︒

ないのは︑進歩とは何であり︑また進歩が如何にして可能
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なり﹂

および唐虞三代の治世に習わんとするが︑現代Ｈ本におい

⑤儒教は︑古きを尊び︑現代を軽視する︒そのため尭舜

さるべきではない︒

だけで日本の道徳のすべてをおおうという考え方には賛成

このように西村先生は︑儒教を高く評価しつつも︑儒教
することができない︑とする︒その理由とするところは︑

この儒教批判を通して感じられることは︑西村先生は︑

ては︑そういうことは不可能に近いＯ

決して頑固な保守主義者ではなかった︑ということである︒

二九頁︶

①最近の洋学は︑心理学や生理学において大きな進歩を

儒教をもって日本道徳の筋金としようとする意図をもちな

次の五つである︒︵﹁日本道徳論﹂︵岩波文庫版︶二八

それに合致しないものがある︒

とげて︑微に入り細をうがつ研究をしているが︑儒教には︑

道徳ではない︒国を治めるには︑家族道徳とは違った道が

悌というのは︑家族道徳であって︑社会道徳ないしは国家

あるが︑その中核は孝悌ということである︒ところが︑孝

﹁儒教の教えは︑修身︑斉家︑治国︑平天下ということで

︵先生は七十二歳︶の中に次のように記している︒

確認して桑よう︒西村先生が明治三十二年に書いた自識録

いま一つ︑西村先生の儒教批判をあげて上述の考え方を

かがうことができる︒

いている︒ここに西村先生の進歩主義者としての面目をう

がらも︑儒教の教えのもつ欠点を︑まことに鋭く適切に衝

②儒教には︑禁止のことばが多くて︑奨励のことばがご
く僅かである︒したがって保守的なことに甘んじて進歩性
の気迫のないような国民では︑国威を輝やかすことができ

に欠けるようになる︒現代のような時勢においては︑前進
ない︒

③儒教の教えによると︑目上のものが強い力をもつが︑
つまり目上の者は権利をもつが義務はなく︑目下の者は︑

目下の者はほとんど無力に等しい︒

その反対に義務ばかりあって何の権利も持たない︒こうい
う状態は秩序を保つためには必要であろうが︑儒教では過

ある︒儒教には︑こうした教えが欠けているのは︑まこと

べきであって︑孝悌をもつて律することができないものが

そこでは正義とか誠実とかいった社会道徳が中核になる

必要であり︑技術がたいせつである︒

④儒教には男尊女卑の思想がある︒男は正妻のほかに数

度に重視されている嫌いがある︒

人の妾をもっても答められないのに︑女は夫が死んだ後で

に惜しむべきことである︒﹂︵泊翁叢書−︑六六一頁︶

すでに七十二歳という晩年において︑このように述べて

も再婚が不可だと説く︒これは︑まことに不公平であり︑

不平等である︒こういう教えは︑今日以後においては維持
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いるのである︒西村先生は︑決して頑固な保守主義者でな
かったことは︑これによって明らかである︒

五︑進歩主義者としての西村先生
ｌ自衛国防と工業立国Ｉ

このような進歩主義的な面は︑さらに積極的に西村先生
の著書・論説のいたる所にあらわれているＯ
Ｂ日本の家族制度︵﹁日本道徳論﹂岩波文庫︑五八頁︶

中国の古典によると︑全家族が同じ家に住むことが尊重
すべきだとしているが︑そういうことをしても︑何の役に

白軍備は自衛のためのもの

西村先生は︑もちろん富国強兵論者であり愛国者であっ

た︒したがって軍備を強くすることには反対しなかった︒

のためであってはならない︑とした︒そういった軍備は︑

しかし軍備はあくまで国家防衛のためのもので︑他国侵略

したがってその国の富に応じたものになるべきもので︑貧

乏国のくせに強大すぎる軍隊をもったり︑富有国だのに弱

い兵備であったりしてはならない︒

西村先生は︑明治二十八年三月︑日清戦争がわが国に有

博文︵当時総理大臣︶に次のような建言をしている︒

利に展開して︑わが国が北京に肉迫しようとする時︑伊藤

﹁清国から識和の使節が来るようになった時には︑もちろ

ん償金や領土を要求することになるだろうが︑わが国から

清国に要求するのは︑できるだけ小さくした方がよい︒た

め国民におごり高ぶる心が生じ︑著修に流れ︑外国を軽視

とえ莫大の償金をとり︑領土を涯得したとしても︑そのた

するようなことになれば︑他日かえって大きい禍がおこる

ものである︒まして今日欧洲人たちは︑日本の勝利を快く

思っていないようであるから︑どんな所からどんな変事が

起るか予測できない︒たとえ償金が少く︑領土は僅かしか

得られなくても︑国の内政︑か整い︑教育︑産業︑貿易︑航

海などが進歩するようになれば︑この戦争に勝ったという

だけでも︑後日︑日本が世界の大帝国になれる階段ができ

／ イ ー 、 、

も立たない︒何よりも前途ある有為な青年たちを拘束する
ことになって有害であるばかりでなく︑社会の進歩に何一

つ役立つこともできなくなる︒家族同居の風は改められな
くてはならない︒

口神道復古の忌避

西村先生は︑徳育は皇室によって指導さるべきだと考え
た︵修身圭回勅達明倫院設置等︶が︑道徳は必ずしも皇祖皇宗

より淵源すべきだとは述べなかった︒︵シャイブリー教授
は西村先生はこの点にふれていないと述べている︶そして
神話や神道に対しては︑好意よりも敵意をもっていた︒神
祇官を通して神道を奨励しようとした維新当初の企ての失
敗したのは︑国民の知識の進歩に歩調を合わすことのでき
なかった神道の教えのもつ欠陥のせいだとしている︒
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この文章に接すると︑西村先生は︑あたかも三国干渉の

たというべきである︒﹂︵泊翁叢書 四三八頁︶

あることを予言していたとも考えられる︒というよりも︑

日本の歩桑を見つつ今日まで生存されたならば︑﹁わたし

が言っていた通りではないか﹂と申され患ことであろう︒

明治初期の日本は︑外国貿易をするにも国家建設をす為

四工業立国の構想

った︒国民の八割近くが農民であった︒したがって立国の

にも︑たよるべき産業としては︑農業以外に何ももたなか

第二次大戦後の日本の軍備のあり方を︑つとに提示してい
たとも言えよう︒このことを裏書きする文章をさらに探し

工商の二業に転ぜしめて︑百年後の大計をなさざるべか

二倍に上るの予算あるをや︒宜しく今より国民の意向を

んや人口の増加は年を盛にして︑百年を経ざるにその数

米の諸強国とその富を斉しくすることは難かるべし︒況

らざれぱ︑何程農業の進歩をなすも︑是のみをもって欧

地なき所にその効力を及ぼすこと能はず︒本邦土地大な

たり︒然れども農業は土地を基礎とするものにして︑土

りては︑この法その宜しきを得て︑よく今日の富を致し

て︑広く世界に及ぱざりしに由れる者ならん︒往時に在

と︑土地の肥沃なるに由り︑一は人民の智識国内に限り

本邦古より農を以て国を立てしは︑一は気候の温和なる

の中に

たことは︑先生の進歩的な思想を示すものである︒自識録

こうした中で︑西村先生は︑工業立国の立場に立ってい

においても長く日本の為政者たちの考え方を支配していた︒

近世以降の﹁農は国の本なり﹂という思想は︑明治以降

本は農業にあると考えたのは当然のことである︒

てみると﹁続国家道徳論﹂の﹁国是﹂の中に︑次のような
文章がある︒︵傍線ｌ筆者︶

１１

海陸の軍備は訓河矧釧調国脚衛の用にのゑ供すべし

○侵略を以て国是となすべからず︒他国を侵略するは盗賊
なり︒

︵叢書 二三二頁︶

○他国との交際は専ら平和を主とすべし︒今日︑世界の各

１
ｌ１Ｉ

国ゑ
表面
面に
には
は平
平和
和を
を唱
唱ふ
ふれ
れどど
象な表
もも
︑︑内心に併呑の欲をた

Ｉｌｌ

くましくせんとするもの多し・此此
一の如きは決して学ぶべ
ｌＩ
き所にあらず︒ただ真正の平和を以て相交はり︑ 通商そ

の他の方法をもって相相
互互
のの
利利
益益
をを
なな
すす
くく
しし
０Ｏまた他国の

Ｊ

ｌ

ｙ︵従前の朝鮮に対せる政策の如き
内事に干渉すべからず
二三二頁︶

はもっとも誤まれり︶ またみだりに他の強国と連合すべ
からず︵叢書

この二つの文章をみただけでも︑西村先生は︑国防につ
いて︑まことに正当にして新しい考え方をもっていたかが
うかがわれる︒七十年たった現代においても︑いや現代だ

るように思われる︒西村先生催もしも︑日露戦争以後の

からこそ︑西村先生の教えが︑いきいきと生きて迫ってく
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ておられたかを明示するものである︒

ことは︑先生はいかに世界の事情に通じ︑先見の明をもっ

農業よりも工業によって国の将来を計るべきだと提唱した

と述べている︒これが吉かれた明治三十二年ごろは︑わが

らざるなり︵叢書Ｉ六九九頁︶

国はようやく軽工業時代に入ったばかりで︑まだ農業が中

業人の知識の向上をはかるべきことにも着眼している︒産

さらに︑こうした工業国とするためには教育によって産

しかしこうした考え方は︑もちろん西村先生だけではな

心産業だった時代である︒

得ない︒

﹁工商の業を盛んにせんとするには︑まず工商の教育を

業に従事する人たちが無学であっては︑その振興を期待し

盛んにせざるべからず︒従来本邦の実業家はたいてい無

かった︒福沢諭吉もつとに工業立国の思想をもっていた︒

のように農業立国よりも︑商業立国の思想をもった人たち

学なり︒無学にして良工商となるは︑決して能はざる所

さらに明治維新以前においても︑神田孝平の﹁農商建国弁﹂

いては先覚者であり︑進歩的な思想の持ち主であった︒

がいた︒しかしこれらの人たちは︑いづれもこの時代にお

この点についても今日の産業教育についての先覚者と称

なり﹂︵叢書Ｉ六九九頁︶

すべきであろう︒︵本会理事目白学園短大教授︶
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わが国近代の思想史において︑一般的に保守主義者たち
は︑農業重視の立場に立ったのが通常である︒大平洋戦争

ており案外に無関心であったのである︒

で生活が出来ぬような甚だしい錯覚を抱い

する知識は極めて浅く︑寒い寒い小さな島

実なのであるが︑元来日本国民は北方に関

れたことは歴史と人文地理上から明白な事

その海域は往時から日本人によって開発さ

世界に誇る北洋の宝庫千島列島と南樺太

一国論の統一が先決

以前においてさえ︑軍国主義の思想家たちは︑農業重視を
捨てなかった位である︒そういう中において︑西村先生は︑

﹃剥凸

能戸英三

北方領土恢復の問題点

畷

勿論︑軍部の防牒上の対策も余りに行き

連邦ではない︒またソ連とは平和条約とい

ある︒随って領土権の問題はその対象はソ

合国軍にあることを忘れてはならない筈で

の操業を安全ならしめなければならない︒

に海上自衛隊により警備の万全を期し漁民

海上保安庁により日本漁民を制御するが

ったために︑政治家外交家学者や教育者の

過ぎてその実情が国民に普及されていなか

させている︒日本人として領土の恢復が一

に検討すべきではなかろうか︒即ち日ソ共

間的のものとはこの考え方から双方が大い

三木外相とコスイギン首相との会談の中

どと驚いているが︑ヱトロフ島は東京都よ

如きは我国の威信を失墜せしめるだけであ

日も早まることを希望せぬものはないのに

の周辺の海域はがら空きで漁場が展開され

りも大きい島で一部分に軍備があってもそ

うことはあり得ないのではないか︒

その対策に当って︑政略︑党略のために利

同宣言を実行することを主目として一歩前

中にも現在なおその判断を誤り国民を混迷

用し︑その本質を弁えぬ暴走振りは寒心に

進して︑﹁日ソ和平宣言﹂により北海道本

いう字句は一切無用である︒

国への引渡しを受け日本国民の安全なる産

島の附属島喚たる歯舞諸島と色丹島の日本

る︒要は官僚による事なかれ主義こそ日本

もⅡ本人の漁業をソ連が了解した例があ

必要がないのである︒終戦当時この千島に

て漁狸のために殊更に取り越し苦労をする

政府は南千島は千島でないなどと表言し

の﹁ガン﹂であると言いたい︒

日本国民の歴史の教育に疑問を与え国民の

手に国境線を越境侵入した事件が起きて日

戦の布告をした覚えはないし︑ソ連軍が勝

に国際法上から考察して日本がソ連邦に宣

に対して返還を求めるのか不審ではないだ

ために日本固有の領土と称するものをソ連

々の誤まれる判断と聞き及んでいる︒何の

ぬと主強するが︑これは自民党の一部の人

政府は南千島を返還せねば平和条約をせ

とは厳然とした事実であり︑その後明治八

シリの二島を合して千島と命名しているこ

の誤りから起きて来たものと思う︒

東大教授の寺沢一氏などは根本はその判断

統一見解を迷はせているが速かに是正して

本軍が防衛した事変なのである︒不可侵条

ろうか︒日本固有の領土であるならばソ連

年に至ってクリル諸島が日本領土と決定し

三南千島はどこの領土か

受けていないのである︒

共同宣言では領土に関する何等の拘束も

業開発をせねばならない︒日本に返還など

ヱトロフ島にはソ連の要塞があるからな

ス句○

堪えない︒

二日ソ和平の促進
︑ソ和平は互に望むところであるが︑平
和条約となると領土の問題の解決をせねば
ないか︑日ソ間で領土の問題を交渉すると

ならぬというこの点にも疑問があるのでは
か︑領土の問題は平和条約には必然的な決

約の破棄は勿論国民感情として許し難い仇

軍及び官憲の即時撤退を求むくきで︑堂々

定事項の加くに称える向きがあるが︑実際

敵であるが︑当時のソ連軍は連合国軍の一

と日本国民を帰還せしめ︑日本本土と同様

明治二年に北海道に於てヱトロフ︑クナ

国後島は日本領土でないなどと主張した

貰はなければならない︒

り進駐したのであってその解決の責任は連

員として最高指揮官マッカーサーの命によ
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てから﹀クリル諸島と千島を合して千崎列
のための政令の範囲である解釈をこの系統

この運動の根本は︑同島の引揚者の援護

ぱならない︒

の団体がそのまま北方領土の定義として返

島と称すこととなり︑日本全国︑小︑中学
校はもとより大学に至るまで全国民は南千

還運動の署名や陳情等に表言し普及したこ

ることなく広範な国民運動として取り上げ

国の反省を求め︑日木皿内の政争の具とす

領土の間匙は当然国際法的に解決せねば

ね壱ばならない︒

サンフランシスコ平和条約の際に漠然と

運動をすることは全国民の国民感情を害す

道庁の補助を受けている団体がこんな逆な

而も外務省の公的団体として外務省や北海

争前から日本の領土なのであることを更め

決定的な目標であると思う︒

たものははくだつせぬ﹂と云う条文のみが

ならないのであるから今︑現在はカイロ宣

国内は勿論世界各国の地図にも記載されて

鳥までが千島列島と教育されており︑ｎ本

﹁クリルァイランズ﹂として調印し︑その

ることは勿論その禍恨は将来永久子孫に及

と全千鳥︑南樺太までの要求は八六︑二％

北海道に於て調査したアンケートによる

北方領土は沖細全島の二十倍に相当し安

題点として考え直さねばならないのである︒

当ある︒この点は特に重要な領土恢復の問

鳥だけだと誤解して発言している御仁が相

全千島列島︑南千島は勿論第一次欧洲戦

﹁第一次欧洲戦争前から日本髄土であっ

解釈の相違から起きた国内政争の問題から

ぼすこととなる︒国民運動としては全千島

て確認せねばならない︒南千鳥の間違った

言第二項による規定即ち

千島列島を殊更に糊塗せんがために固有の

運動から相当な地位の責任者の中でも南千

とであって︑このことは大変な間違いで︑

領土という立場を作るためか︑﹁南千鳥が

列島︑南樺太︑公海漁業の椛益を含めた当

いる︒

千鳥でない﹂などと発表しているが大変な

然の広範囲でなければならない︒

は日本語に訳して﹁クリル諸島﹂︵北千島︑

であって︑二○歳台でも六七︑六％である︒

放棄せしめられた﹁クリルァイランズ﹂

間違いであると思う︒

中千島のこと︶と明記することにより国民

ヶ国の国際会議で決定せられるものであり

サンフランシスコ平和条約調印の四十八

↑のるＯ

︵北方領域恢復期成連盟理事長︶

保川越や沖細川池とは全然関係がないので

全国民の要望も勿論これ以上であること

コタンをいうと﹂その範囲を示しておるが

ソ連邦ではないのである︒

本国としては︑領土恢復の相手方は絶対に

シス﹁一平和条約等を完全に履行し終った日

ポツダム宣言︑カイロ宣言︑サンフラン

は疑いないであろう︒

与論の統一に禍いを生ぜぬようにすること
が望ましい︒

四北方領土とはどこまでか
北方領土の返還の運動に当り︑﹁北方領

大変な間違いであり︑将来に重大な禍根を

その方法或は決議の機関は何処にせよ訓印

土とはヱトロフ︑クナシリ︑ハポマイ︑シ

残すことがあるからこれも早くに是正せね
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住宅地

商店街 中間的

γ伽

地域

(女 ）

その

女幽

23％

I

I
'￨

26％

−11％、

句

珠算塾

三分の二の子どもが塾へ通っている︒また︑

彩男女の平均が︑％となり︑クラスのほぼ

％となっている︒女子は教養塾やおけいこ

次いで就職の準備教育としての珠算塾が弱

塾・進学教室・英語塾で全体の副％を占め︑

男子は進学のための準備教育である学習

踊・お琴などのおけいこごとにわけられる︒

いとするピアノ・お花・習字・絵画・舞

英語塾などと︑広く教養を身につけさせた

としての学習塾・日曜進学教室・珠算塾・

塾的なものには︑進学︑就職の準備教育

２︑塾の種類

どんな塾へ行っているのだろうか︒

く塾へ通っていることがわかる︒それでは︑

的には︑下町の商店街の子どもたちが︑多

男子より女子の塾へ通う割合が高く︑地域

絵、バレエ、お花、お琴、英語

対象に︑塾について調査をしてゑた︒
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ピアノ

学習蝿(0

︹道徳教育のヒント︺３

下町

域

山の手
団地

塾と子ども

下町

C校

秋元宣明

D校
山の手
B校
A校

いまの子どもたちの生生活にとって︑塾
は切り離せない存在である︒新学年になっ

絵、日舞、バイオI)ン

都内四つの学校の平均は︑男銘％︑女布

都内4校の塾の傾向

１︑塾に行っている子どもの割合

たこの四月︑都内の四つの学校の六年生を

表2

娠女

︲■︲︲１
１

2野6
一

Ａ校は都内でも有名な団地の中の学校で

︵女子について︶

ある︒実用的な珠算塾を除くと︑ピアノ・

習字・バレエ・お花など︑女の子としての

教養を高めるおけいこごとが目につき︑団

地内特有の雰囲気が想像される︒一方︑Ｃ

校は︑下町の問屋街の近くにあり︑商店街

ということもあって︑実用的な珠算塾をは

じめ︑進学教室・学習塾へ︑％の子どもが

通っている︒これは︑﹁商う﹂ことのきび

しい体験から︑﹁子どもだけは﹂という親

磁女
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など国％であるが︑学習・進学教室・珠算
が鞘％もあり︑女子にも﹁いい学校︒いい
会社へ﹂の親の期待は大きいようである︒
更に一﹂れを地域的にみると︑たいへん大き
な差が目立つ︒

Ｂ校は山の手の住宅地にあり︑越境入学

Ｔ一一
６−

１

レ鵬一
︑ハ

れないうえ︑遊び場もないことから︑﹁塾

店の商売で一日中︑子どもの面倒を見てや

の願いの反映とゑることもできる︒しかし︑

27％

44％

しても︑Ｂ校の親もＤ校の親も将来の進

ノ

17％｜珠算塾

学・就職に対する不安と学校教育では満足

／

ノ

日曜進学教室

20%

珠算塾

m¥^

30%

学習塾

︵男子について︶

の多い学校として有名である︒従って塾の
や進学教室に集中している︒Ｄ校は山の手

傾向も親たちの進学熱を反映して︑学習塾

7％

D校

学習塾
その他

英
語
フごI』口
一

A校・C校女子の塾の割合

ないまでも︑柔・剣道へ行く子のあるのは

と下町の両方の性格を備えた地域の学校で︑

ピアノ、習字、絵、
表4

実用的な珠算塾へ行く子が多く︑塾といえ

その他

珠算・習土j'：

し得ない気持ちがそうさせるのであろう︒

英語、習字

表3

他地域に見られない特色である︒いずれに

1‑‑。−アノ

ー

26％
1
7
％

習 字

珠算塾

柔剣道

ぶ
3
0
％
、

その他

学習塾、絵、英語

男
1
7
％
ビ ア ノ

零泌

B校・D校男子の塾の割合

３︑塾に対する子どもの意識︵Ｂ校の例︶

ちもなくはないであろう︒

へ行かせておけば﹂という親の安易な気持

は吐かないものの︑本心では﹁勉強からの

﹁当然だ﹂と受けいれ︑女子ほどには弱音

親のいう﹁勉強しろ﹂をなんの抵抗もなく

う本音がうかがえそうだ︒つまり男子は︑

１人と無関係ではない︒それでは︑塾へ行

が︑Ａ校１人︑Ｂ校哩人︑Ｃ校７人︑Ｄ校

寝る時こくについて︑十一時以後にねるの

いるのが現状の姿である︒このことはまた︑

女弘％で︑他は︑一時間以上の遊ぶ時間を

遊ぶ時間がない﹂と答えているのが男副％︑

く日は遊ぶ時間がないのだろうか︒﹁全然

子どもたちは塾へ一週間に何回くらい行

遊べなくても︑ほとんどの子が﹁別になん

三回

子は二

回︑︐女

しかし︑﹁いま︑白由な時間があったら︑

になりきってしまっているからであろう︒

に︑﹁遊べなくてあたりまえ﹂という意識

教室に行っている子に多い︒これはその子

と︑塾に行っている子どもの三分の一に当

ばん多い︒更に日雁日について調べて黙る

︑かいち

行きたい︑絵をかきたい︑マンガを見たい

すりねむりたい︑テレビをみたい︑外国へ

頭に︑プラモデルなどのもけい作り︑ぐっ

に対して男子は︑野球をして遊びたいを筆

なにをいちばんしてみたいですか﹂の質問

８鯵

作り州している︒また塾のために友だちと
男子

これは︑東京の子どもが遊び場がないため

とも思わない﹂という答えを出している︒

っているのだろうか︒

は週に

三一塑鯵一蝿泌

一一幻％｜犯％
二

五一狸鯵一噸鰯

四

五

４︑塾と時間的制約

解放﹂を求めているのではなかろうか︒

いま行っている塾について﹁楽しい﹂と
い﹂が男女ともⅡ％である︒更に︑いま行

答えたものが男閃％︑女弱影︑﹁つまらな

っている塾について︑男子のほとんどが
﹁ずっと続けたい﹂と答えたのに対して︑

女子の妬％が﹁できたらやめたい﹂として
意識のうえでの矛盾をあらわしている︒男
子はその理由として︑﹁学校の勉強に役立

四

七一哩露

１１
ｉＩ
六

の能力の問題もあろうが︑入塾の動機の大

たる認％︵男女とも︶が︑日曜日も塾や進
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つ﹂﹁友だちができる﹂とか﹁将来のため
になる︲｜などあげているが︑女子は﹁つま

らない﹂﹁すきでない﹂﹁疲れる﹂など︑男

半が﹁うちの人に言われたから﹂というこ

などがあげられている︒女子は︑テニスや

バトミント﹀／・ゴム段などして遊びたいを

と︑Ａ校は男女とも喝％︑Ｂ校は男︑％︑

筆頭に手芸やお料理・読書・お手伝い・絵

学教室へ通っている︒これを地域別に柔る
女奴％︑Ｃ校は男虹％︑女認％︑Ｄ校は男

レビなどをあげている︒ここらあたりに遊

かし︑男子もいまの塾がせいいっぱいとみ

びに対する子どもたちのほんとうの欲求が

バイオリンやエレクトーンなどの音楽・テ
のＢ校と︑下町商店街のＣ校の子どもの半

７％︑女加％となり︑表３．４同様︑地域

数は︑日曜もなく︑塾や進学教室に通って

差が大きく目立つ︒つまり︑山の手住宅地

﹁習字﹂をあげ︑進学教室や学習塾がなか

に大部分の子が﹁ギター塾﹂﹁珠算塾﹂﹁絵﹂

ったことから﹁勉強はもうたくさん﹂とい

えて﹁これからはいってゑたいと思う塾﹂

とほど迄は意欲がわかないのであろうＯし

子にくらべ消極的で︑特に︑学習塾や進学

｜

とや︑時間的制約もあって︑他のおけいご

'
一
蓑
−
京

ｏＤＰＨ凸呼引．咽良６４叱叫卸１．Ｊ﹃Ｆｐ︲刊４川ｌｂｊ３氏司巳

敬弔

壁島津忠重氏
許＃荷

特別会員として長く本会のために︾
ご尽力いただき︑また昭和四十二年一
七八月号に﹁械樹祭の思い出﹂九月一

号に﹁健康長寿法﹂本年一月号に︽
﹁慶喜公の思い出﹂三月号に﹁海舟︾
翁﹂と統けて出色の王補を寄せられ函
た氏は去る四月九Ⅱ午前八時十五分醒
慢性腎孟炎のため築地聖路加病院で
ご逝去︒行年八十一歳︒薩摩蒲主島
津忠義公の嗣子皇后膝下の叔父に当
られる︒元公爵︑貴族院議貝︑海軍︐

少将︒戦後は島津興業会長︑全日本︾
蘭協会会長︑園芸文化協会会長など︾
を兼任され多方而に亘って指導に当翻
られた︒喪主は長男忠秀氏︒なお葬畢
儀は四月十八日午後二時青山葬儀場︽
で徳大寺実厚氏が委員長となり神式
により行われた︒祭鯉は正二位勲一
等の記・章︑皇后陛下皇太子同妃両︾
殿下のご供物︑高松宮様初め多数の︾
生花で埋められた︒本会を代表とし坐

尋

垂

齢

竺以剛剖きり︒︼幹︑疹一︐４Ｊ６︐や洞間今世言Ｂａ匙でｐ︲品︒亀報や︒和？４Ａｆ︲ＦＦ咽

て渡辺主事が玉串を捧げた︒
刃Ｉ︲﹄︑．凡︒︲︲Ｊ︲Ｆ１︲ｄ︲︲ｆ〆札俳呼町四︲︒ｂ・・勺︑好字尋０１．隅名

という強い願いが︑この調査からうかがえ

も自身の世界の中で︑常に生きていきたい

と思いことんでいるものの︑子どもは子ど

症になり︑塾やおけいこに行くことを当然

べなくても︑なんとも思わない﹂ほど不感

うっ積しているようである︒﹁友だちと遊

目を向ける年頃になったとき︑角帽がヘル

な環境で育った子どもが︑ひとたび社会に

験教育を学校でしてはいないか︒このよう

ないか︒更にこれに拍車をかけるような受

を︑生気のない︑色あせたものにしてはい

欲が︑みず難ずしくあるべき子どもの情感

﹁わが子だけは人並み以上心﹂という親の

メットになり︑・ヘンが﹃一ン棒に変わる︑そ

るのである︒

を費す子どもたちに与え育てなくてはなら

いろいろ思いをめぐらすとき︑塾に時間

んな人間になっているのではないか︒

つには︑経済的なゆとりが出てきたことも

なぜこうまで塾がさかんなのだろう︑一

５︑まとめ

あるだろうが︑なんといっても︑﹁いい学

二に豊かで大きな人生Ⅱ標・第三にみず象

ないものは︑鈍一に卿由な遊びであり︑第

ずしい情感．そして第四に正しい理解力と

校︑そしていい会社へ﹂という社会の競争
がもたらしたものと考えられる︒このよう

主義の強い影響と︑加えて家庭教育の不在

判断力をもった社会性であろう︒

視して︑その地域︑その子どもに合った︑

今日の道徳教育も︑このような現状を直

な社会の利己的な批争主義と︑ｎら親の椛
どもたちの豊かな人間形成は︑とうていは

になされなくてはならない︒︵東京都会員

きめ細かい指導が︑あたたかい愛情のもと

威を放棄した家庭教育の不在の中では︑子
かり得ないであろう︒﹁いい学校にはいり︑

東京都北の台小学校教諭活新道徳教育研

いい会社へ就職するんだよ﹂という親の一

言が︑可能性を秘めた子どもの人生におけ

究会会員︶

﹁○○君に負けるな﹂の一言が︑﹁友だち

るより大きな目標を失わせてはいないか︒

と遊べなくてもなんとも思わない︒﹂不感
利己的な子どもにしてはいないか︒

症な子どもにし︑自分のことしか考えない
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…

沖縄の主席公選
く予想される空前の激戦＞

て︑沖純では三つ

から十二月Ｅかげ

ことしの十一月

結びつく選挙だとの認識からだ︑と恩われ

からの脱却を目指す〃祖国復帰″の路線に

となっているものは︑やはりアメリカ支配

由として住民側が受け取ってきたのは︑公

には︑それだけの理由があったはずだ︒理

アメリカが公選に踏柔切り得なかったの

政主席選挙法﹂を立法した︒しかしこれが

一九五二年︵昭二七︶琉球立法院は︑﹁行

メリカの沖細施政批判勢力が登場すると怖

れを警戒してのことだととれた︒つまりア

物が登場するに違いない︒との怖れからそ

選すればアメリカにとって好ましくない人

る︑十一月には琉

議員廃案の立法であったため︑肝心の選挙

プ︒○

球政府行政主席と

期日はアメリカが決めるとして︑条文中の

の選挙が行なわれ

立法院議員の選挙

長の選挙が︑現地

沖細の首都那覇市

立法院での主席公選促進決議は前述の棚

六年１．やっと公選か実現するのである︒

棚︑ざらしされたままになった︒それから十

選挙期日は空白にされ︑せっかくの立法も

議員選挙法﹂を公布︒沖縄︑宮古︑八重山

告をもって︑﹁群島政府の知事及群島議会

月しかならない各群島知事を廃官にしてし

一九五○年︵昭二五︶アメリカは特別布

ではこれを三大選

た︒ところがアメリカは︑在任僅か一年七

各群島で︑任期四年の知事選挙を行なっ

れていたはずだ︒

が︑翌十二月には

挙と呼び︑すでに

りにその後数回にわたって行なわれ︑また︑

上げ立法後︑一九五四年︵昭二九︶を皮切

足させ︑行政主席にアメリカ任命の人物を

全沖細を統轄させるために琉球政府を発

まった︒

んべんも繰り返えされてきた︒時には在任

帰協議会︵五○団体加盟︶の大会決議でな

住民による主席公選要求は︑沖純県祖国復

前哨戦が活発に展

畠ノ○

開されているとい

公選に踏み切
れなかったア

住民による初の直

中で主席選挙は︑

この三大選挙の

くアメリカの任命︑そして現行の立法院に

カによる直接任命︑立法院の指名にもとづ

カはかつて答えようとしなかった︒アメリ

このような沖細側の根強い要求にアメリ

民にはわからなかった︒行きあたりバッタ

ければならなかった︒アメリカの意図は住

を消してまで︑急激な行政変革を施行しな

もないが︑任期半ばにも至らない公選知事

首長を一人にしたことの意味はわからぬで

終戦当時の沖縄県の行政区域に戻して︑

各群島知事を廃官にした︒

据えた︒同時に︑各群島政府を廃庁にし︑

接選挙だけに内外

は移さなかった○

よる選挙と三遷したが︑いっこうに公選に

いるＯ

中の任命主席退陣要求の決議まで行なって

の関心を集めてい

メリカの苦悩

るが︑関心の焦点
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リの施政としか映らなかった︒だがそこは

当時︑沖細での復帰運動はタブーとされ

全員は︑﹁共産主義市長に協力できぬ﹂と

交付を停止してしまった︒那覇市の部課長

付を市計画に対する融資と一切の補助金の

都市計画に対する融資と一切の補助金の交

ていたが︑平良を中心とする愛郷憂国の士

挙げた︒

は民族の良心と信念を貫くため決起︑堂々

辞表を提出︑財界人三○○人は連名で瀬長

後述するようにアメリカにとって容易なら
前述した一九五○年の群島知事選挙では︑

の運動を展開して天晴の成果を収めたので

に非協力を声明した︒この非協力声明はア

ぬ事情があったのだ︒

アメリカの野党的立場にある平良辰雄が沖
あった︒

が︑八重山群島知事には安里積千代︵現沖

また︑宮古群島知事に西原雅一︵物故︶

ない︒そこで好ましくない存在を消すため

味な︑かつ︑怖るべきものであったに違い

の三首長の健在は︑アメリカにとって無気

の途は絶たれ︑四面非協力の声で満ちた︒

進行中の都市計画は挫折し︑おまけに融資

瀬長は当選したものの手足はもぎ取られ︑

メリカへの忠誠を意味するものだと評する

細群島知事選で︑与党で立った松岡政保

細社大党野党１第一党Ｉ委員長︶が当選し

に︑アメリカは窮余の策として︑群島政府

沖縄群島知事に就任した平良辰雄は︑

長は沖細人民党委員長で沖継での左翼の主

那覇市長選には瀬長陥次郎が当選した︒瀬

があった︒一九五六年︵昭三一︶十二月の

った動機は︑群島知事選のほかに次の選挙

アメリカが沖細で首長公選恐怖症にかか

な手段をあえて辞さなかったのである︒

を抹殺するためには︑法律改正という卑劣

われた︒アメリカは一人の好しくない人物

そして瀬長はこの法律改正で被選挙権を奪

法を改正して瀬長追放の職種的暴挙に出た︒

高等弁務官は市町村長選挙法︑市町村自治

一九五七年︵昭三二︶十一月︑ムーア米

向もあった︒

た︒この二人の群島知事も平良と同様アメ

の廃止︑群島知事の廃官という手を打った︑

沖細に平良︑宮古に西原︑八重山に安里

リカの野党的立場であったし︑それに平良

のだと住民は判断した︒

︵現琉球政府行政主席︶に圧勝した︒

とは政治信念︑政治路線を一にした同志で

﹁沖細の祖国復帰運動は反米でない﹂との

覇市名義の銀行預金を凍結した︒そのうえ︑

彼が当選した三日目に米国民政府は︑那

はこの発表を真に受けない者もいたほどだ

来る十一月行なうと発表した︒住民の中に

アメリカの沖細での公選恐怖症はこのよ

場してきたのだから︑アメリカにとっては

ことしの二月突如として行政主席の公選を

うにして症状を進行させていたが︑さて︑

登場となったのである︒

大胆卒直な民族理念を打ち出した︒また︑

峰︑アメリカがいちばん嫌がっている人物

もあった︒そこで全沖細が野党知事の一斉

沖細群島議会は平良知事に呼応して︑沖細

だった︒この瀬長が首都那覇市の首長に登

一方︑折柄のサンフランシスコ講和会議

かった︒

まさにことだった︒さっそく彼の追放にか

住民不満への鎮静剤

の祖国復帰を全会一致で決議した︒

に向って住民の日本帰属請願の署名運動が
になった︒集まった署名は︑沖縄群島全有

○Ｏ

展開され︑平良は事実上この運動の指導者
権者の七二％を上回る成果を短日のうちに
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憤りをこめての爆発となった︒

高まった︒中でも日本政府に対する不満は

﹁日本政府頼むに足らず︒復帰は自らの力

以来︑沖細は教職員会をはじめ野党と民

同法案は廃案された︒

主諸団体の行動は急進的な様相をみせ︑与

で勝ち取ろう﹂といった言葉が激しい語調

からだ︒

という︒渋りに渋っていた主席公選だった

党との対決姿勢をいよいよ強めるに至った︒

沖細のアメリカは︑かねがね財界有力人
やアメリカと近距離にある要人ら庭意見を

﹁沖純の返還は継続討議に移し︑沖細・

たものだった︑と受けとめている人も多い

鎮めるための︑鎮静剤としての効果を狙っ

時点で︑公選を発表したのは住民の怒りを

述べたようにアンガー高等弁務官があの

で聞かれるようになった︒

一九六七年十一月︑日米主脳会談の共同

どの打診だった︒この間に対し或る財界人

員会を設置するｏ﹂﹁小笠原は返還する︒﹂

本土一体化のため︑日米琉による諮問委

声明が発表された︒

求めていたらしい︒主席公達となれば誰が

は︑野党の立場にある某氏が最有力候補で

立候補すると思うか？誰が有力か？な

あり︑その人物の当選が予想される︑と卒

もともと沖維では佐藤首相の対米交渉に

ところでアメリカが主席公選に踏染切る

という︒

アメリカはまた立候補者と目される人物

それほど大きく期待をかけていなかったよ

までには︑述べたように地元有力者に対す

要約すればこのようなものだった︒

にも直接打診を試みている︒これ以上住民

のが真相だったろう︒しかし少くとも復帰

うだ︒期待と不安が相半ばしていたという

る打診工作も怠らなかったが︑いざ最最の

直に答えたという︒

の公選要求を無視することはできなくなっ

時期のメドぐらいは取りつけてくるものと

断を下すにあたっては慎重な検討を重ねた

野党主席の登場も計算ずみ

たとの判断から︑アメリカ自身のくう固め

考えていた︒ところが共同声明の発表でガ

一九六七年︵昭四二︶一月から二月にか

に備えての打診工作だっのである︒

と思われた︒即ち︑当選するであろう人物

で︑これによって教職員の政治活動を完封

二法案の強行成立を策したのは与党民主党

運動が立法院を取り囲んで爆発した︒この

ので︑佐藤内閣の退陣︑平和条約第三条の

﹁日米共同声明は県民の要求を無視したも

する抗議県民大会が復帰協主催で開かれた︒

十一月二十日那覇市で︑日米両政府に対

は︑対米対日姿勢は︑掲げて立つ政策路線

体における統率力は︑左翼勢力への牽制力

の影響力はどうか︑その属する政党や組織

としての人気や声望はどうか︑住民大衆へ

について与野党のいづれに属するか︑個人

ッカリした︒

しようとの意図だった︒教職員を主体とし

撤廃︑即時全面返還を要求する﹂との決議

けて︑教公二法案の成立を阻止する猛烈な

て動員された二万人のデモ隊が警察隊一千

が仮りに野党系であるにしても︑アメリカ

そして当選するであろうと思われる人物

は︑その政治的手腕力量は︑等を︒

このように日米会談を契機として︑両国

を採択した︒

風承を現出した︒この激しい抵抗の統く中

政府に対する住民の不満と不信感は急速に

人と激突︑逆に警察隊が牛努抜きされる珍
で立法院は丸三ヵ月空転し︑揚句の果ては
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ばないとの判断が︑窮極において主席公選

の沖細施政にさほど混乱や困難を招くこと
狭しと登場してくるに違いない︒まさに全

匡利用したり︑あるいは政党対決の場に悪

また︑沖細の選挙をそれぞれの政争の具

沖純に対する本土の関心が空前の高まり

うな意図はなかったとしても︑結果がその

うことである︒もちろん︑最初からそのよ

用したりする一﹂とになりはしないか︑とい

を見せた証左ではあるが︑といって︑手離

恨もある︒

ようになってしまえばどうなるかという危

沖細ではこんどの選挙戦を物地作戦と人

しに喜んでぱかりはおれない︒

る︒

日本的規模での選挙戦が展開されそうであ

への最終的なハーブ固めの要素になったと思
われる︒

もちろんアメリカとしては︑政府与党系
の当選は大いに望むところであろうが︑現

海作戦のぶつつかり合いになるとみている︒

に逆行したり︑沖純の平和を損ねたり︑沖

大いに結構︒だが︑それが沖純住民の福祉

実には与︑野党のそれぞれが擁立を決定し
ている両候補のいづれが当選しても︑別に

本土の与党と財界は︑惜しみなく物量を
し︑また︑野党各派と多くの団体は︑次ぎ

純の政治を混乱させたりする結果となれば︑

そこでわれわれが思うことは︑支持応援

意外とも︑あてばずれとも考えないのでは

提供して支持応援に乗り出してくるだろう

とにかく沖維に主席公選の住民願望が達

ないか︒そう思えるのである︒

いったいその収拾は誰の責任においてなさ

が最も怖れることは︑本土の与野党各派が

主席︑立法院議員選挙を控えてわれわれ

シ平である︒しかしわれわれは支持政党や

な加害である︒このようなことは︑もう真

こそ沖維に対する新たな犠牲であり︑新た

このことを深く心したのでなければそれ

山となれでは大変な人災である︒

暴れ放題暴れておいて︑あとは野となれ

いＯ

のそれでなければ支持にも応援にもならな

支持応援はあくまで沖細の立場に立って

れるかということである︒

次ぎと大量の人間を送り込んで応援に馳せ
こうなると︑沖細は有史空前の激戦場に

成されることになったが︑これは現地の声

なりかねないのである︒果たしてこのよう

に呼応して急速に盛り上った国民世論の商
まりの中でこそはじめて容易に︑これを可

なことが沖細のためになるか︑それとも不

参ずるであろう︒

細の窮極の願いである〃祖国復帰″も︑国

る︒

為になるか︑予断のゆるされないものがあ

能にしたと思われる︒このことはまた︑沖
民世論のより一層の高まりの中でこそはじ
めて達成されるものであることへの教訓と

支持応援に名をかりて︑それぞれの党利党

団体の善意と良識に期待し︑このような事

選挙を政争の具に十ゞるな

来るべき主席選挙は︑沖維有史以来の激

略をそのまま沖純に持ち込んで︑沖維を政

したい︒

しい戦いになりそうである︒もちろん沖細

態が危倶に終るであろうことを信ずる︒

有史以来の選挙激戦を予想

が舞台になるわけだが︑その無台には沖細

いうことである︒

争の渦中に巻き込むことになりはせぬかと

︵五月二日稲︶︵神奈川県会員元沖継県課長︶

をはじめ本土の各政党や多くの組織が︑所

ワニ

ワ︐

︑Ｉノ

／ｌ︑

︿禅 話﹀

の力
ちから

塩谷祖光

ん事でも生命を打込んでその事と一枚になれば︑それを生命化する

事が出来るというのである︒仕事する時は仕事三昧︑労働三昧︑研

せば︑宇宙人間ひっくるめての一団の生命というものは丁度疎栗の

究三味︑みなその通りである︒それはどういう原理から来るかと申

ようなものである︒卿栗はどんな細い純のさきでも一本つまめば栗

全体を提げる事が出来る︒それと同じように︑世の中のどんなつま

のに全宇宙全人類の生命が宿って点火する︒実際これが生命の原理

らんものでも︑それに精神をこめて三昧になれば︑そのつまらんも

であり︑禅の極致であり︑仏教の最後である︒話は至って簡たんだ

が皆さん実際やってごらんなさい︒仲々むづかしい◎それで客観的

１１
人間はありのままに物の真相を見ることが出来ず︑自分の欲する

今度は心という事のお話です︒禅の方で心と称えるものに二つの

の活動力である︒もう一つは人間の悪ならず︑自然物をひっくるめ

見かたがある︒一つはわれわれの精神即ち肉体に対する無形の人間

な仏の加護を仰いだり坐禅をして心に三昧の癖をつけるのである︒

真相を正しく知ることが出来ぬものである︒弦に於て坐禅をし︑身

て︑つまり宇川を形造って居る一切の存在の根元をさしてそういっ

ことは正しく︑己の欲せざることは誤って居る様に思われる︒あり

心を調え︑妄念を抑制して︑宇宙の真理を徹見し︑正しい道に従っ

ているようです︒同じ心という字であるが︑前の方は﹁こころ﹂と

のままに正しい道理を知ることが出来ぬ︑所謂偏見に執われて物の

て日常の行動を為し︑心中少しも煩悶執着なくして︑安心立命の境
禅の方で随処に主となるという言葉があり︑それから三味という

界に達する︑これが禅の目的である︒

部をその対象物に打ち込んで︑その物と一体になりきった境地が︑

た人である︒随処に主となるとは︑その場その場に自己自身の魂全

出来るか出来ぬか︑このものを自分のものとしてしっかり握れるか

ところまで面倒なのは第二の心という方である︒これを人間が意識

食いたい︑今すぐわれわれが思って居るこのもの即ちこころです︒

さて第一のこころの方はたれでも判っている︑暑い寒い呑みたい

読み︑後の方の場合には﹁しん﹂と読んで区別して居る︒

随処に主となると言うのである︒三味というのもその時その時の事

の頭であれやこれやを考えてしまったものはもう心の直接の働きで

握れないかが︑禅の所謂悟りで︑この一点にあると思われる︒人間

言葉がある︒人間この言葉の何方にでも適いさえすれば︑もう悟っ

情庭自分を打込んで︑われを忘れる事である︒われを忘れるといっ
この事を極端に持って行って︑禅の方では阿尿放尿喫茶喫飯も法

響を受けて︑それを生活に現したいならば︑普通の言葉でいえば一

はない︒二重三重の屈折した後の働きである︒若し直接その心の影

アン幸．ワーーヨー

てもぼんやりする事ではない︒津身の智能を注ぐ事である︒

の道であると説いて居る︒人間生活のどんな些事も︑どんなつまら
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心k

が働いて居る︒人間がここ一番という時は意外な働きをするもので

それに面接したいなら︑三昧という言葉がある︒仕事をする時は仕

生懸命とかいうのが近いようである︒然し禅の修行のやり方で真実

立ち廻りの上手なものが必ずしも名優ではない︒団十郎という役者

れ︑暴力を振う事が出来なかったのである︒お芝居でも舞台の上で

しまったのである︒流石の文覚上人も西行法師の心の威力に圧倒さ

るその眼光の柔らかさ︑その柔和な態度に文覚上人すっかり参って

ったという︒これも心の働きである︒鎌倉の円覚寺の開山に祖元禅

は舞台に出さえすればただ黙ってすわって居っても立派な芝居にな

事三味︑われを忘れて仕事をする︑無心にして没頭する︒この時心
ある︒しかし心が非常の時ばかり頭を出すのでは︑まだその人に生

ったのが祖元禅師だということである︒というのは︑時宗公は幼年

師という有名な人がある︒北条時宗の師匠であるが︑彼の心胆を養

活化したものとはいえない︒その場限りである︒一挙手一投足︑す
ることなすこととが心のままに動くような人間にならなければ完全

の時代から青年期にかけて非常に臆病であった︒﹁智いよいよ進み︑

な人間とはいえない︒そこで坐禅をし仏の御名を唱えて精神の統一
を図るのである︒この心こそ人間最上の宝である︒人間の強さは心

う書いている︒これではどうも天下の政務を執るに不都合である︒

才いよいよ明かなるも︑その怯弱なること処女の如し﹂と自分でそ

自ら己を強くして行かなければいかんという一種の自彊術として禅

にある︒人間に何が無くとも心があったならば︑人間として遜色が

の修行をされた︒その時に時宗公の師として支那からｎ本に来られ

ないのである︒若し人間に心がなかったら如何であろうか︒男は誠
い力があるといっても腕力は遠く馬や牛に及ばない︒女は椅一腿だ︑

たのが禅師である︒禅師は宋末の人である︒元の為に宋が亡びて禅

て︑筆を執って一句を書いた﹁乾坤孤節を卓るに地無し︑喜び得た

容色がいいといっても︑その美は花には及ばない︒然かも腕力と容

り人空法亦た空︑珍重す大元三尺の剣︑電光影裏春風を斬る﹂お前

師の寺にも元の兵が侵入した︒寺中のものがみな逃れ去ったが︑禅

優勝の地位を保っているのである︒人間も青少年の間は美しい︒一

達は俺を殺す気か知らんが︑俺の生命は決して死ないぞ︒刀の為に

色も幾十年とは続がない︒はかない力はかない美である︒しかし人

杯に精気が満ちて見える︒年が寄ると段左椅麗でなくなる︒精気が

斬られるような生命ではない︒お前が俺を斬っても︑それは春の風

師は泰然として安坐し︑将に元兵の為に頭を斬られんとするに際し

衰える︒容色や腕力で値ぶ象される時には︑年寄は三文の価値もな

である︒この心をもっていることによって︑人間は何物にも譲らぬ

い︒然るに人間は年をとるに従って威厳が備って来る︒何故か︒心

から面白い︒元の兵は驚いて斬るのを止めたのである︒禅師の心の

を斬るようなものだ︒俺の方にはちっとも感じはないぞというのだ

間は腕力以上のもの︑容色の美以上のものをもっている︒それが心

は年と共に成長し︑年と共に光を増して来る︒殊に心の実現に努力

白隠禅師といえば徳川時代禅門に於ける傑出の宗匠である︒この

力に元兵は平服してしまったのである︒

か機会があったらなぶり殺してやろうと待ち構えていた︒ある時西

禅師が駿河の原の少陰寺という寺に住職して居た頃に︑門前の花屋

文覚上人は西行法師のすることなすこと一々気にくわない︒何時

して怠らない人に於て猶更のことである︒﹁山田霊林師税参照﹂

行法師が文覚上人の庵を訪れたのである︒西行は事もなげに挨拶す
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もしも自分の未来の夫である男の名前をあからさまに申したならば︑

その父親は誰であるかと追求する︒けれども昔のことであるから︑

の娘さんが妊娠して男の赤ん坊を産んだ︒父親は大変いかりまして︑

のわかれ道であると思うのである︒この心こそ人間を造る最後の働

を体験し︑それによって人間生活化する方法が︑種々の宗教の教え

非常に仲が良くなる︒これが人間の一麗わしいところである︒この心

から友人になろうというのは︑水臭い︒唯心と心との接触に依って

︹秋田支会の交通安全運動︺交通安全は今や世界人類共通の
願望である︒わが秋田県でも年毎に交通災害の増加になやみ︑
今年は県政の上でも特に重要施策の一として取り上げられ︑警
察の取締の増強︑歩道橋︑横断歩道の完備などをはかるととも
に︑県内各市町村の部落毎に︑交通安全指導員を依嘱任命して
大衆の指導に当ることになっている︒特に新学年の開始と共に
幼稚園や︑小学一年の児童などの通学には母親達の心配は涙ぐ
ましいものがある︒弘道会秋田支会は︑ここを慮って︑先般
来︑県警本部︑県交通安全対策室などと連絡をとり︑宗教団
体に働きかけ︑﹁交通安全祈願運動﹂を展開している︒その結
果︑県神社庁では最も熱心で︑四月八日県支部会議を開き︑県
内各神社に於いてこれを実施すべく協議し︑観梅期の前に是非
とも実現したいと語っている︒生長の家教団秋田教化部でも︑
四月七日に県総会を開き︑県内各支部を中心とし︑全信徒をあ
げて祈願の実施に入る決議をした︒秋田市仏教会でも︑花祭り
行事に際し︑特に交通安全祈願を兼ね行うことを計画してい
る︒日本キリスト教団も勧誘したが︑同教団では靖国神社国家
護持法に反対する立場にあるから︑神社庁などと共同歩調をと
ることは誤解を受けるおそれがあるとて応じなかったのは遺憾
であった︒禅話を聞いて修身の一助とし︑交通安全祈願運動を
提唱して市民の為に一瞥の力を致すことは決して修斉治平の道
にはずれるものではないと信ずるものである︒︵川村支会長記︶

︵秋田県会員曹洞宗玄心寺住職︶

きであらねばならぬと思うのである︒︵於支会誹演要旨︶

念り易すい自分の父親はどのようなことをするかわからんと思って︑
日頃父親が尊敬しているところの御寺の白隠さんの名前を挙げたな
らば何ともいわんであろうという︑あさはかな考えから︑この子供
いに念って︑いきなり赤ん坊を抱いて寺に参り︑このたぬき坊主︑

の父親は御寺の白隠さんであると申したのである︒すると父親は大
この子供に覚えがあろうと申したのである︒禅師は何時も自分に対
か﹂といってその子供を引き取ったのである︒ところがこの子供の

して丁寧である父親の顔色と態度を見て一切を看破し︑ハハそう
本当の父親はこのことを聞いて大いに恥じて直ちに花屋の父親へ参
り一切を告白しお詑びをした︒花屋の父親は大いに驚き︑直ぐに白

隠禅師のところへ行って事情を申し上げ御詑びをした︒これにも
﹁ハハそうか﹂︑そのえん罪が判って御詑びに来ても︑これにも貝

﹁ハハそうか﹂といってその子供をわたした︒無実の罪を受けても
︿そうか﹂︑こういう人生の苦楽に当面してもびくともしないとこ
ろの精神的態度は勿論心の働きであって︑一朝一夕の修養では出来
ちここでなけれ︑ばならんと思うのである︒

ることではないけれども︑人生に活きんとするものの理想目的は即

われわれの社会生活特に人間関係は複雑になって来ている︒自分
の頼みを聞いてくれる協力者がいなければ一日も生きて行くことが
出来ない︒弦に友人がある︑非常に好い友人であるならば︑男振り
ら︑それが本当の友人である︒この男は馬鹿で能く言うことを聞く

が好いか︑醜いかに関係はない︒唯心と心との接触となって来るか
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支会だより
千葉県東部支会春季総会
年々春秋両度︑支会総会を開くを例とし

垣を周らし︑石畳の上に︑蓮台に円柱型の

幽学先生の百十年祭に参列された渡辺先生

前日長部の大原聖殿に催された偉人大原

︵惟フニ定洛西葉室山浄住寺二住ス︒時適

︵編集部附記︶

諸斡旋を感謝する︒︵石橘記︶

また評議員の飯田寅次郎︑島田誠寿両氏の

には本日の総会と引続き御苦労様でした︒

塔を仰ぐ︒高さ一丈二尺︑勅論普応応禅師
遺徳碑と鋳出す︒更に小南部落に至り︑孔
雀飼育六十年の経験を持つ︑会員の青野忠
治郎翁のお宅を訪ね︑飼育の苦心談を拝聴︑

目の保養も出来珍らしさに驚いた︒茶菓の

震翰及ビ諭号ヲ賜︿ルヲ蒙ル・実二正徳壬

師ノ辿芳忌辰二値上︑恭シク太上皇ｎ染ノ

接待をうけ︑夏Ⅱ浜宿会館に引返す︒

総会は中食後︑二時より開く︒評議員飯

たが︑役員会の申合せに基き︑午前見学︑

田寅次郎氏司会となり︑日本弘道会要領を

午後講演会と云う︑趣向を変えた行事を︑

石橋理事提唱︑伊藤支会長の挨拶︑石橋理

三月九日東城地区に開く︒午前八時集合︑

衆寺の丘に登る︒干潟八万石の耕地を一望

棒ノ湖開拓の恩人鉄牛禅師の墓所黄蕊宗福

事の会務報告︑席上支会表彰を行う︒

三月十六日︵土︶午後一時半より三浦幹

秋田支会例会

一三棚スト云フ○︶

ミ恩ヲ訓シ略ボ堅眠ノ陰二錨り︑以テ後蛇

辰八月ナリ︒定院二詣リ拝受シ且シ脳ヲ望

の下に収めた景勝の地︒天保水耕伝で知ら

表彰状根本覚宥殿仏教会に声望高き

事宅に例会を附く︒会員塩谷祖光氏に﹁禅

、 u 上 ノ

れる勢力富五郎が自殺した金比羅山は峰統

に於て総会を催すに際し表彰状を剛るもの

社会福祉の業績特に顕著なり依て東城地区

話﹂の講演を願った︒塩谷氏は︑市内曹洞

量下は夙に民生委員を委嘱され多年に亘り

裏庭の小堂の扉を開けば三層の台石に建

宗玄心寺の住職であり︑教悔師︑免囚保謹

きのすぐそこである︒

つ卵塔︑高さ六尺程︑表には開山鉄牛機老

なり昭和四十三年三月九Ｈ日本弘道会

宿であり︑古い熱心な会員である︒誹液後︑

師などの公職を兼ね︑県内仏教界有数の菩

束部支会長伊藤武
講演は︑明治維新百年と今日の諮問胆と

日く︑勅諭大慈普応禅師塔陰︒惟定住洛西

題して︑主事の渡辺正男先生が一時川余︒

和尚塔︑側面より裏へと左の刻文を見る︒

太上皇目染辰翰及諭号︒実正徳壬辰八月也︒

葉室山浄住寺︒時適値師巡芳忌辰︑時蒙賜

終って懇談︒

た意見の提出があったり︑久し振りに活気

を呈した会員となった︒塩谷氏の誰演要領

場からと︑信仰的立場からと全く相対立し
層の鮮さを加えてくれる︒熱心な栗洲町の

ることにした︒︵川村支会長記︶

は︑特に同氏の執筆を煩わし︑別に掲載す

日本晴の好天気に恵まれ︑強風なるも︑

出席した若い高校教諭の中から︑哲学的立

定詣院︑拝受且望閥謝恩︒略錨堅瑛之陰︑

以永諭後昆云︒享保己亥天中秋日︒当山二
樹木茂る境内門外に出ずる所︑鴨の名所︑

しく感じた︒

会員酒井久平氏が遠路参加は同志として嬉

昨日の雨で︑挨も立たず萌え出る新緑に一

禁猟地夏目堰を冊陳する︒ここに一大銅碑

代不肖徒元定謹誌︒

建つ︒石階を登れば︑歌︑俳句を刻せる石

rql1

｜￨

入江相政選

り

︑やうやくに眼帯とれば大自然若芽育ててわれ迎ふなり

︑つ

＠長病みを克復なせるこの身体乗り出す窓に若芽萌え出

む

︑左遷されし辞令片手に決然と立つその庭に若芽ふくら

○川越市小名木狂辰

︑外出せし妻に土産の催促をする癖つきてわれ老いにけ

︑海士の子ら土筆摘みゐる沼岸に春まつ葦の紅く角ぐむ

づむも
＠菜の花に昼の日ざしの柔らかく照りて舷しき畑中の道

︑峡小田にうち振る鍬の光りあびて若き夫婦の田打ちは

︑川岸に咲ける椿の紅が水に音して散るは寂しも

○千葉県加藤巳之

Saを

○埼玉県相沢正直

○貧しさに堪へつつ今もいそしめりわが父祖の業かたく
守りて

︑祖父のあと鷲の社に筋持ちて四十五年もわれ仕へたり

○駅通り埋め立てすらし今日もまた土盛り運ぶダンプゆ
き交ふ

︑たち並ぶ家にかこまれ今もなほ庚申塔たつ葛梅の里

埼玉県鷲宮葛人

○気遣ひもなくなりて子らの歩道橋渡り喜ぶ見れば嬉し

○歩道橋造りしを見て喜びぬわが鷲の宮の町の人らは
き
○

︑花ぐもる野良には今日もをちこちにはや春耕の耕転機
鳴る

たり

千葉県菅谷義太郎

○野良仕事休みてしばし老われもわが携帯のラジオ聞き
○

○

同菅谷正舟

○歌会に出席準備の一つにとフレームの鉢に水を与へい

て

入江相政

○月灸に待ち居る友の詠み歌の見えぬをかこつ雑誌開き
○

黒の底に金のにほへる鱗して鯉はたらひの隅に動かず

（32）

弘道歌壇

晴の叙勲者芳名
︵四月二十九日敬称略︶

勲三等瑞宝章特別会員氏家寿子

ｍ東京
家庭生活問題審議会副会長︑元日本
女子大学家政学部長︑多年女子教育
に尽力すると共に家庭生活行政の推

進に寄与

⁝

◇私たちの言葉の理解度と活動力が一致

ます︒

て日を是好日への努力がいるものと思い

に︒天人相感の古語を謙虚に再思三考し

らについてお役に立てたいものと鎌田博

語を早期に習得させたいものです︒それ

社会での成績をあげるためにも︑国字国

の活用とか何かそれぞれ工夫して学校や

た︒切にご活用の程を︒︵編︶

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

振替口座東京三一毛番

電話︵美一︶○○○九番
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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
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昭和四十三年六月一日発行

昭和四十三年五月二十五日印刷

弘道売価一冊金四十円

争和〃企サダい丁今

士を初め諸先生のご高見を特集致しまし

語が母の背中で知らず知らずの間に覚え

争刊〃いぜ〃金Ｔ

いろいろとご意見はありましょうが︑漢

然界︑生物界︑人間界に無気味な現象が

て了ったように楽に覚えられるのではな

卓▼もＰｒ︑夕Ｔいいげい凸廿込凸ｒ込夕廿唾凸■画身■喝ぬけ︑戸■毛凸■ｕのは通分Ｒ︑命星也夕晶増野ふり

するとの証明は貴重なものです︒そこで
字の制限が当然の問題となる訳です︒こ
の頃は柚文字や仮名がふえて来てはいま

すが︑到るところに漢字は目にふれま
す︒私の学生時代に教育学の篠原助市教
現をされました︒僅かにあいている数少

授は未知の漢字を﹁穴埋め﹂と面白い表
ない新字の穴をふさげば地ならしが出来
るというのです︒楽に覚えられるものを
戦後に一八五○の当用漢字として字体ま
で変えての制限です︒少々高度の研究︑

戦前の書物でも読もうとすれば︑かえっ
て二重の負担となって来ました︒石井方
式のように小学校でも記憶力の旺盛な低

統発しているように思われます︒誰一人

いかと思います︒家庭でも学校でも字書

学年に早く漢字を出したら︑私達の日常

として和平と幸福を願わぬ者はないの

北の民族戦︑世界的な火山の活動など自

交通禍︑労資師弟の対立︑東と西︑南と

震災から四十五年︑打続く各地の地震︑

ます︒忘れた頃に起るといわれる関東大

にはどんなにかと心からお見舞い申上げ

災のｌ特に田植を控えての農家噸方念

去る五月十六日の十勝沖の大地震の被

』
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森有礼全集全三冊
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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

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︒
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