特集明治100年の再評価
−体育の日に健康の反省を−
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本幅は︑富山県射水支会長片口安太郎氏

︵四十二年逝去︶が割田元本会主事の宿泊

の際︑本館の震災を聞かれて寄贈された︒

小杉町で西村先生の講演後︑宿舎で温顔を

感激︑明治二十七年支会を結成︒上京懇請

以っての先生の訓話に︑青年の氏は大いに

激発自ら制せずんぱ︑章に吾身の累を胎さん︒十

して﹁保健処世﹂の座右の銘として朝夕仰

いでいた︒

年此の心を治むれば一の葱字を除き得ん︒

自修詩之一泊翁茂樹

︲︲

であろう︒
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今年は︑明治の改元から数えてちょうど百年になる︒この秋は全国的にさ
ぞかしいろいろの一記念行事でにぎわい︑あざやかに日本の歴史を色彩ること
さらに十五年を経過すれば︑また大正の改元から百年を迎えることになる
のだが︑そのときになって果して大正百年の記念行輔が行なわれるだろうか
となると︑おそらくは何人も首をかしげるであろう︒明治と大正とでは︑川
本の歴史の一つのエポックとして黙た場合︑その歴史的の意義に格段の差が
あるからである︒明治だからこそ︑大いに祝い︑盛大に記念に値いするとい
うのが︑国民の素直な心情であろう︒
国の生命は永遠であるが︑その歴史には起伏をまぬがれない︒明治時代は
日本民族が新たな息吹きを吸いこみ︑その千不ルギーを結集して︑国の埜礎
を強化し︑その後の発展の基盤をきずいた時代であり︑この意味において川
本の長い歴史の過程に︑さん然と光彩をはなったエポックである︒
日本は明治維新によって︑はじめて中央集権的の近代国家として生れかわ
ったのであった︒明治の課題は︑新らしい国造りと近代化にあったが︑当時
の日本を取りまく国際情勢を考えると︑独立を保持するだけでも︑大変だっ
たのである︒ともあれ欧米の文物を摂取し︑人知の歴史上他に類例ないほど
短日月の川に長足の進歩を遂げ︑近代国家として浬しく成長したのである︒
日本は第二次大戦において︑再起不能と思われたほどに︑徹底的にうちの
めされた︒しかし灰焼の中から立ちあがって︑十数年を出でずして見事に復
興したばかりでなく︑最近の科学技術の進歩と経済の高度成長は︑世界的の
脅威とさえいわれている︒いったいこの奇蹟を生乗出した力はどこから来た
のか︒その根源が明治時代にあることを考えると︑われわれは明治の休業
に︑感謝とともに︑大いに記念して然るべきである︒
ところで一部には今日の社会悪の根源は明治時代の政治にあるとし︑明治
を高く評価することに対して異議を唱える人がないではない︒たしかに今に
してみれば明治の歴史にも明暗両面のあることはいうまでもないが︑だから
といって明るい面まで抹殺することは素直ではあるまい︒歴史は︑流れの如
きものである︒前時代と比較して承よ・明治の歴史は︑決して逆行したので
談会座長︶

はなく︑飛躍的に進歩したことは否定できまい︒︵特別会員沖細問題雑懇
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〔巻頭言〕明治の評価の視点

大塚正八

如何様にすべきかを改めて考えて糸たい︒

ｌよりよき人生を過ごすためにＩ

体育の日に健康の反省を

はじめに

ある︒力の強い人︑弱い人︑形の大きい人︑︒小さい人など

な人をより頑健にすることが鍛錬である︒

にすることが育成であり︑強い人をさらに遥ましく︑丈夫

小さい人を大きく︑力の弱い人を強く︑病弱の人を丈夫

身心の育成と鍛錬

もある︒力の弱い人は強い人を羨や梁︑小さい人は大きい

脊の高い人もあり低い人もある︒丈夫な人も病身の者も

人に憧れる︒身体の大小は先天的なものであるから自分で

前に課せられなければ身心ともに健やかな人になることは

言っているが︑誠に尤もなことで︑育成も鍛錬も成人する

生物学の人食は︑苗から立派な樹に育てることを育成と

康というものは︑自己の努力や摂生によって改善したり︑

難かしい︒成人してしまってからでは効果が薄いといわな

すぐどうこうするわけにはいかない︒しかし︑体力とか健

肝要であり︑十分の三か四ぐらいは後天的の努力によって

向上することができる︒養生によって先天を補なうことが
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身体の鍛錬にしても︑持って生まれた素質を考えないで︑

る︒︲

心のそれは生涯続くものと考えて先づ間違いないようであ

が多い︒身体の育成と鍛錬は青年期までに十分に行ない︑

持を専一とすべきで鍛錬などでは却って身体を損ねること

ければならない︒とくに舟五歳以後になっては︑体力の維
一六二貝︶︒

こういった内容が会祖西村泊翁先生の道徳講話の中で語

求めることができる︒
られている︵道徳教育講話一六○

誠に古くて新しい言葉といえよう︒体育の日を迎えるに
当って︑その先見の明に敬服すると同時に︑それならどの
ようにして体力をつけたら良いか︑健康の保持︑増進には
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木大将の父君は︑弱かった大将を鍛えるのに寒夜に冷水を

言っても︑素質を十分考えてからでなくてはいけない︒乃

か現われない︒根性をきたえるとか︑銀難汝を玉にすとか

た員闇雲に鍛えあげようとしては却ってマイナスの効果し

にも私達の身体は打勝って︑人生を長く生きぬくことがで

も一向に衰えをゑせない︒一生遅ましい鼓動を力強く打続

心臓は︑持主が中年を過ぎて漸く退化現象がおこってきて

ませたのとは全く違う︒鍛錬によって強化されたスポーツ

も細く︑筋居も薄弱な病的肥大で︑まるで風船玉をふくら

きる︒また︑心臓を強くするための身体活動は︑同時に皮

けてくれる︒心臓が強ければ︑少しぐらいの高熱にも故障

膚も消化器も神経系の働らきまで︑身体各部の相関作用で

浴びせた︒そして大将は身心ともに立派に育成されたとは︑
も大将が強くなる素質を持っていたからであって︑もし︑

強くしてくれる︒健康診断を確実に受けて身体に運動に不

私たち小学生時代の修身の本に載っている︒しかし︑これ

と思う︒昔ス︒︿ルタがあれほど武威を誇ったのにも拘らず︑

先天性心臓疾患でもあったらそれこそ大変なことになった

成に当るとともに身体の錬成に励むべきであろう︒

適性の点がない限り︑大いに運動をしてスポーツ心臓の形

ではもし弱い点があり運動に不向きであったら︑勿論そ

れ進ましく育てというス・︿ルタ教育に問題があるのではな

の時は早期治療によって欠陥を癒してから自分の体力にあ

とくに中年を過ぎ老年に達してからは︑心の鍛錬は別と
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遂に小国のま入でアテネに併合された原因も︑た堂強くな
いかとさえ言われる︒かくれた素質を見出し︑それを伸ば

あるが同じテニス︑同じ水泳にしても︑その行ない方によ

し強くすることが︑育成と鍛錬の際に忘れてはならぬこと

って強化鍛錬運動にもレクリエーション運動にもなり場合

った連動に励むのが良いと思う︒以前本誌で述べたことも

冒頭に述べた会祖の言葉に︑﹁摂生によって改善し︑養

によっては機能回復連動にもなり得るわけである︒自己の

であろう︒

な鍛え方ではなく︑合理的に育成と鍛錬を統けるべきこと

生によって先天を楠なう﹂とあるのは︑無茶な精神主義的

体格︑体力︑健康状態をよく知って身体機能の向上に努む

して︑身体活動は保健連動に徹すべきで︑年寄りの冷水は

くきであろう︒

を述べているものと私は解釈している︒

運動によって鍛えあげられた心臓である︒スポーツ心臓は

厳に慎みたいものである︒

こ坐に﹁スポーツ心臓﹂というものがある︒青少年期に
生理的な肥大を遂げているから︑心筋も強く︑筋層も厚く︑

年齢・性・体力などに適した夫々の運動を自己の健康状

形も大きい︒従って脈拍はゆっくりと大きくなる︒弁膜症
や中隔欠損症の場合のように︑形だけは大きくても︑心筋
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態から考え出し︑これに精進すべきであって︑体育の日を
健康反省の日にと言う意味も亦こ奥にある次第である︒

体力測定と健康診断

また︑肺活量を測っているとき︑老齢の曾ってのスポー

ツマンが乃公に一つと無理して息張って腰椎を痛めて動け

いたら脈拍が一二○になるか試して承るといい︒それ以上

年をとったら出来るだけ速く歩いてゑて︑何メートル歩

どもある︒腰椎骨折や心臓麻庫でもおこしたら大変である︒

なくなったり︑急に水に飛びこんで胃唾筆をおこした例な

いるが︑何時の間にか次第に退行的変化をおこしてくる︒

人は誰でも成熟期までは絶え間ない発育と発達を続けて
人生やむを得ないことであるが︑しかし決して無策無為に

は平生から運動していない人達はしない方がよい︒中年の

少くても年に一度乃至は二度自己の体力や健康を反省し︑

体力や健康を忘れていてはいけない︒

定のめどがつく︒無茶はしないことである︒

者は出来るだけゆっくり走る︑何分ぐらい走れるか体力測

しかし︑健康診断だけは正確に受けて戴きたい︒私達は︑

自己を桑つめて人生の一里塚としなければならない︒

今年の夏︑丸の内のある会社で皇居一周の耐久駈足なる

胸部と胃のＸ線間接撮影・心音図と心電図の検査・尿と血

り︑各地域や職域で実施して良い成績をあげている︒別に

ングアップ不足のま上︑体力も何も構わず﹁参加すること
に意義がある﹂とばかり︑老若男女殆んどが参加した︒宮

ものを企画し︑全員の参加を要請した︒ところがウォーミ

仕えの悲しさで︑上役が走るのに自分も走らなければとい

いものである︒

体育の日に限ったことではないが︑何かの機会に実施した

液の一般検査・血圧の測定を年一回行なうことを薦めてお

う嫌々の参加もあったと聞いているが︑結果は全く香ばし

体育の効用

体育の効果をすぐ求めてはならない︒一度や二度の運動で

健康状態を確かめてから行なわなければならない︒また︑

体育運動は健康増進のために行なうのであるが︑同時に

ート社員は途中で吐き出す︑勢込んだ重役はアキレス健を

て走った中年の女性は自分の瞳に自分で照く︑青白きエリ

くなかった︒︒ヘンギン烏のスタイルよろしく歩くようにし

切って入院︑いまだに加療中という為体であった︒

のものであって︑これについても会祖の泊翁先生の含蓄の

ぐ効果の現われるものを欲するが︑体育の効果は無形長期

効果が現われるわけはないので長く続けて欲しい︒人はす

ある︒しかし︑それにはそれだけの準備があったわけで︑

ある言葉がある︒

皇居の濠ぱたを学生が軽快に走っている姿はい上もので

体力を知らない企画といわざるを得ない︒

誰でも真似して走れるものではない︒自己の体力︑仲間の
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よくなるというように将来をみて体育の教育をすることが

長いが︑長い程効果がある︒自分一代に限らず子孫の身体

分か長い︒体育は最も時間がかかり︑効を見ることは最も

とが早い︒算術でも何でも教えると早く覚える︒徳育は幾

あるが︑その中体育が最も将来にある︒知育は効をみるこ

ｌ教育臆勿諭知育・徳育・体育を数えることが大切で

人に一人は青年期の能力が一生統くし︑二百人に一人は年

も仕様がない︒しかし︑全員がこういうわけではなく︑百

らしい︒老人はた翼経験の上にだけ生きているといわれて

は覚えていても昨日今日の出来事をすぐ忘れるのもこの為

に衰弱していくという︒度忘れが多くなったり︑昔のこと

断力は青年期に最高に達し︑それ以後は身体の退化ととも

甲斐がない︒ある学者の実験によると︑私達の記憶力や判

ように青年期の精神機能を持続︒向上できる人は例外なく

とともに向上すると言う︒身体が弱れば老脈するが︑この

を丈夫にする工夫をし︑二代目の人より三代目の人の方が
肝要である︒一度に強くなろうとせず︑後年に効を期すべ

たる人達を見ると成程と思わざるを得ない︒

健康であり体力のある人であると言う︒老齢にして︑嬰蝶

きである燭Ｉ
道徳教育講話一○一頁からの抜華であるが︑明治中期に
．おいて己にこのように述べられている︒記録のために︑勝

健康になろう︑体力を作ろう︒そして自らの健康を確め
て活動しよう︒

利のためにだけ体育運動があると考えている人は現在にも
極めて多く︑これらの人は先人の言に剛偲に耐えないこと

おわりに

えるのではなかろうか︒

︵特別会員東教大教授医博︶

会祖の言葉をそのまま今におきかえても︑そのことが言

の健康を反省し︑より良い日を送りたいものである︒

さの上に力強い人生を礎きたい︒体育の日に︑改めて自ら

健康状態を知り︑体力を作り︑健康を高め︑自らの遥し

と思う︒自己の健康のためだけでなく子々孫之の為に体力
を作るべきだということ︑効をあせるなということを私共
健康への反省

は改めて銘記せざるを得ない︒

私達が健康であり︑良い子孫を残すためにも体育の必要
は単に長命長寿であることだけでなく︑人として十分に働

なことは分ったが︑それと同時に︑健康であるということ

な意義がある︒徒らに馬齢を重ねるだけではつまらない︒

らくことの出来るいわゆる労働寿命を延ばすことにも大き
生けるしるしとして人生が活動の場でなければ生きている
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八植林随想Ｖ

植林と教育と愛国

山本光

てきた以上︑それを通しての人生観があるはずだ︒それを

数年前︑ＮＨＫから﹁三十年も木を植える仕事に関係し

板や柱涯製材しても︑節ばかり多くて使いものになりませ

て︑先細りの︑いわゆるウラ・コケの木になってしまいます︒

もりっぱな木のように見えますが︑元のほうばかりが太く

を育てたのではだめです︒太い枝が四方に張って︑いかに

良い材木を得ようと思ったら野中の一木杉のようなもの

ラジオの人生読本の時間に話すように﹂と求められました︒

ううるに如くはなし︒終身の計は人をううるに如くはなし﹂

．年の計は穀をううるに如くはなし︒十年の計は木を

うことがあります︒このように︑林木はたがいに助けあい︑

心に被害がひろがり︑森林全体がひどい状態になってしま

ます︒そうしたところに暴風や大雪がくると︑その孔を中

木と区別しますが︑林木をまとめて伐ると森林に孔があき

ん︒そこへいくと森林の木は違います︒林木と呼んで孤立

というのは中国春秋時代の書﹁管子﹂のなかの語だそうで

いに競争してスクスクと伸びていき︑下枝は自然に枯れ落

ち︑本末の太さかあまり違わない︑節の少ない良い木にな

もちつもたれつの生活をしているわけです︒しかも︑たが

ります︒大勢の人間をいっしょに集めて︑たがいに切瑳琢

に職を奉じ︑・木をうえる仕事に直接関係しておりました︒

ている点があるものだと感じることがときどきありました︒

のことに携わっていますが︑学校を川た当初は帝室林野局

すが︑私はただいまは人をうえる仕事とでもいうべき教育

ました︒

・二番煎じで恐縮ですが︑そのときのメモをもとに筆をとり

まえがき

､

磨させる学校というような設備をわざわざ作るというのも︑

Lbノ

し
、

考えてゑると︑教育というものは木を育てる仕事によく似
植林と教育

／ ハ 、
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実社会で良い仕事ができる円満な人間を育てるためではな

ろ悪い学生といわれているような者こそ︑特に手をかけて

ことが多いもので︑教育に携わる者は︑ある意味ではむし

私は大学に入るとき︑林学科という科を選びましたが︑

自然と人間

大蛎に教育する必要があるのではなかろうかと思います︒

いかと考えます︒

そうかといって︑森林の木もあまりくっつきあって競争
がついた貧弱な︑抵抗力の弱い木ばかりになってしまうの

えることは良いことだ︒学問によっては︑いきものをたく

そのとき玄峰老師はこんなことをいわれました︒﹁木をう

が激し過ぎると︑ヒョロヒコーロ伸びて上のほうにだけ枝葉

で︑﹁間伐﹂を行ない適当に間引いて良い環境を作ってや

さん殺したりしなくては研究できないものもあるが︑川に

ります︒人間社会も︑入学試験などがあまり激し過ぎると︑

人間形成に大切な若いときを受験勉強などばかりに追われ

た﹁同じく林業で生計を立てている村でも︑造林人夫を出

木をうえることなら︑誰も迷惑を受けるものはない﹂︑ま

している村と伐木人夫を川している村とではおのずから気

て過ごしてしまうことになり︑たいした人物は出てこない
﹁氏より育ち﹂ということばがありますが︑森林もこま

風が違う︒造林人夫を出す村のほうが︑人の気風もおだや

ということになってしまいます︒

かい注意と愛情とをもって育てないとりっぱなものになり

の述動が︑昭和二十五年から復活しましたが︑私も︑人作

かで人情も篤い﹂と︒文部省や林野庁の後援で︑学校植林

自然をこまかく観察していると︑いろいろ教えられるこ

りには木をうえさせるのがいちばん良いと思っています︒

ません︒それはまさにそのとおりですが︑また一方︑森林
を選ぶということも大切です︒数年前︑百歳に近い高齢で

を育てるに長い年月がかかるので︑最初に良い種子や苗木
遷化された三島竜沢禅寺の玄峰老師は︑人間の中の大木と

た︒よくおっしゃっていましたが﹁苗木は︑鶏の脚のよう

苗がはえません︒はえても根が土に届かぬうちに枯れてし

い所がありますが︑そういう場所にはなかなかヒノキの稚

会をもったことがありました︒木曾にはひじょうに笹の多

キが天然に育っていく状態を︑何年かつづけて観察する機

なしっかりした根をもっているものが良い︒人間も若いこ

とがあります︒ヒノキの本場は木曾地方ですが木曾のヒノ

ろ根性の悪いような者でないと︑世の中の役に立つような

ような格好になって林の中に残っていることがありますが︑

まいます︒むかし大木を伐ったその根株が腐りかけて臼の

いうような感じを受ける高僧でしたが︑老師は紀州熊野の

者にならん﹂と︑学校時代に先生をてこずらせるような者

奥のお生まれなので植林の知識も豊富にもっておられまし

が︑案外︑実社会に出てからよく仕事をするというような

ワー
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く︑木全休が扇平な形になっていて︑太陽に面している側

苗の時代から枝が四方に出ていますが︑ヒノキにそうでな

その上にはよくはえているものです︒マツやスギですと小

話をして人夫頭を弁護しましたら︑係官もそういうことが

それにならって植えてみたと答えていました︒私も前述の

か山側に向けるべきかというようなことが問題になります

を南向きの山腹に植える場合︑木オモテを南に向けるべき

対して反対側の白っぽくみえるほうが木ウラです︒平坦地

が︑植林のような自然の力に負うことの多い仕事は自然に

あるものですかといって納得してくれました︒ヒノキ苗木

では必ず木オモテは必ずそちらのほうに向きます︒前述の

のほうが緑色が濃く︑そちら側を木オモテといい︑これに

腐りかけた根株の上にたくさん稚苗がはえている場合を観

ことがありました︒種子をまいて育てた苗木は︑翌年の春︑

かし木曾駒が岳の麓にある御料林の苗畑を見せてもらった

いるものは︑象な外側に木オモテを向けています︒私はむ

向けています︑そうして︑噴火口の叩に当る部分にはえて

いずれも︑方角の南北に関係なく山頂のほうに木オセテを

とえたとしますとその裾野に当る部分にはえている稚苗は

う西遊記の中の話を思い出します︒要するにわれわれは自

結局︑お釈迦様の掌から飛び出すことができなかったとい

がましい話です︒孫悟空が雲に乗っていくら飛び廻っても︑

の一部である人川が自然を征服するなどとはまことにおこ

ばですが︑何だかあぶなっかしいような気がします︒自然

を使っているのをよく聞くことがあります︒勇ましいこと

山登りをする人たちが︑山を征服するなどということば

ならっておくのがいちばん無難だと思います︒

長くなった根や枝葉を切りちじめて別の苗床に植えかえて

くことができるだけです︒

然に順応し︑自然の理に従った方法で︑これを利用してい

察しますのに︑かりに根株の形を噴火口をもった火山にた

やりますが︑こうするとこまかい根がたくさん出てきて︑

﹁山高きが故に貴からず︑木あるを以て貴しとす﹂とい

植林と愛国

うしたいわゆる床替苗木がたくさん植えられていましたが︑

山に移植してもよくついて枯れません︒その苗畑には︑こ
木オモテが南に向いている列もあり︑北に向けて植えられ

黄河の流域にはあまり森林がないので︑黄色の士がたえ

るでしょうか︒

な乱雑な植え方をするのだと叱りましたところ︑人夫頭は︑

ず流され︑﹁百年河清を待つ﹂ということばができたほど

うことばがありますが︑山に木がないとどういうことにな

自然に種子が落ちてはえたヒノキを見ると︑この辺までは

黄河は濁っていて︑海まで黄色になり黄海と呼ばれている

ている列もありました︒係官が人夫頭を呼んで︑なぜこん

南を向いているが︑それから山よりは北を向いているので︑
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とって苗木の手入れをしているので︑何をやっているのか

いかもしれぬ︒領内至る所︑原野は開拓されず︑川という

一年間に流失する肥土の量か四億トンといわれています︒

面積の半分ほどになるでしょう︒森林があれば︑木の根が

山は禿げ山だ︒新らしく国守になられた政宗公という方は

ありさまです︒アメリカのミシシッピー河なども同様で︑

土をおさえ︑山くずれや土砂の流出を防いでくれます︒ア

英まいな君と聞いているが︑このままにしておかれるよう

ひまをつぶしている人に国家百年の計を語っても仕方がな

メリカ合衆国の土壌保全局という役所が発表している試験

なら︑国を治め民を安んずることを知らぬ猪武者だ︒国家

と問うたところ﹁何処のひま人か知らぬが︑狩などやって

結果によりますと︑地表にどんな植物があるかということ

百年の大計は樹木︑特にスギを植えることだ︒このことを

三十センチの厚さにして約八万ヘクタール︑東京都全体の

チ︵約十八センチ︶の厚さの土が流れ出すのにどれだけ年数

によって土の流れ出し方が違うことがわかりますＯ七イン

るということです︒原生林では︑北京原人やジャワ猿人な

二年から百五十年くらい︑原生林では五十七万五千年かか

草生地では草のはえ方︑種類などによって違いますが八十

に言上したところ政宗は﹁スギの種子は食べるものでない

っているので係りの者が気付いて怒り︑厳罰に処するよう

毎年熊野から持ってこさせるスギの種子が途中でかなり減

らスギの種子を取り寄せてこれをまきました︒ところが︑

この良悦という僧から仙林のことを教えられ︑紀州熊野か

教えてあげようと思っているのだ﹂と答えました︒政宗は

どが生活していたころから現代までかかってやっと流れ出

から必ずこれをまくであろう︒まいたところで発芽成長す

がかかるかというに︑裸地では十八年︑ワタ畑で四十六年︑

るころまでには流れ去ってしまうというのですから︑この

すくらいの土の量か︑裸地では︑生まれた子供が高校を川

このような大切な森林も︑さて植えて育てるということ

志を実行してくれているようなものだ﹂といったというこ

ら︑途中でこれを盗む者は︑考えようによっては︑自分の

てまくのは自分の利益を考えてやっているわけではないか

れば︑その地方の役に立つ︒自分がスギの種子を取り寄せ

になるとそう簡単ではありません︒目先の利益がないので

一事をみても森林の重要なことがわかると思います︒

人はなかなかやりません︒こんな話があります︒

範地のようになっていますが︑二︑三百年前には︑放置さ

奈良県吉野郡川上村のあたりは︑今でこそ民間林業の模

とです︒

ころの話です︒牡鹿半島の桃の浦︵現在石巻市︶で狩猟をし

れたままの山野も多かった︒延享年間︑竜門郷の藤右衛門

伊達政宗か慶長六年︵一六○一︶会津から仙台に移った
ていて︑林の中に一軒の古寺を見つけました︒老僧が鍬を

（9）

という人が︑村民に植林の気持を起こさせるにはどうした

てくるに違いないと信じます︒

緑の美しい国土になれば︑おのずから国を愛する心も生じ

国土を緑化することをやって頂きたいものだと思います︒

六年菅野ふゑ

︵東京教育大学農学部教授︶

に寺院を建立し︑その寺のために木を植えるということを︑

植えつけ

らよかろうか︑と玉竜寺の空竜和尚に相談した結果︑村内

寺という寺を創立︑みずから率先して︑一︿ギ・し︸ノキの植

みずから範をたれて実行することにしました︒東光山薬師

門は妻子や空竜和尚に﹁自分の死後も力を合わせて是非植

林をはじめたが事業なかばで病没したが死の間際に藤右衛

そびえ立つ霊山のふもと

わりにこれを誓い︑周囲の人々も遺志をついで植木に協力

林をつづけてもらいたい﹂と遺言しました︒和尚も引導が
しました︒植林はその気になりさえすれば誰にもできるこ

そこがわたしたちの学校林だ

こんど下がりにくる日まで待ってね

松のなえよ

早く大きくなってわたしのせにおいつけ

女子はなえぎぶくるのなえを植える

男子はとうぐわをふりあげてあなをほる

とであるし︑しかも収益もあるということがわかって︑村
の植林事業が盛んになったということであります︒

王子製紙株式会社の中島社長が数年前︑朝日新聞に次の
ようなことを書いておられた︒青森県大平山林の技師で︑
自分が苗木から育てあげた大事な山林が農地に転換され︑
つぎつぎに伐られていくのを見て気が狂ったようになり︑

｜﹂んど来たらじゃまな草をかつてあげるよ

割腹自殺をはかったという人があったそうであるが︑この

草に負けないでがんばってのびよ

︵福島県石田小﹁山はそだつ﹂第十六集︶

否妻山の残雪が太陽にてらされていた

一本もかれないで根をはれよ

ような山林に執念をもった人たちによって︑植林というよ
国を愛するのは自然の人情です︒平和は誰しも欲すると

うなじみな仕事は守りつづけられてきているのです︒
ころです︑緑は平和の色です︒エス︒ヘラント語をやる人た

ちが緑の星の記章をつけていますが︑緑は平和を星は希望
を表わしているのだと聞きました︒平和を望むなら︑まず

（10）

道徳の復興︵一○︶

日本人は侭恥と思えば︑やらない︒馬鹿にされ︑軽腿さ

１１腐敗選挙に思う１１

木下広

れたりすれば︑やめようと思う︒しかし︑見下されるので

とは思わない︒名誉の負傷ぐらいに思っている︒

拠が揃うから便利なだけだ︒そして︑検挙された者も︑恥
腐敗選挙については︑たいていの人が︑見あきた︑聞き

一︑恥を知れ

あきた︑といっている︒これをやめなければ政治もよくな

か供応とかいう悪質なものは︑例外的になったようなこと

前回にくらべて検挙された者の数が減少したとか︑買収と

この間︑参議院の選挙があった︒あとが新聞を見ると︑

の一本ぐらいしか検挙されない︒そして︑誰を挙げるか︒

の一毛︑﹁九﹂は無限大だ︒牛を沢山つれて来て︑この毛

れなのに︑問題になるのは︑氷山の一角ならいいが︑九牛

反しなくとも︑きたないことをしているか分からない︒そ

というのが︑どのくらいの人が選挙法違反や︑罰則に違

もなく︑不名誉でもなければ︑改心することもないわけだ︒

が書いてある︒もしそうなら︑結構な砧だが︑事実はちが

それは響察のきめることだ︒

まらない︒やめようとしないのが︑今の日本人だ︒

らん︑ということも分かっている︒それなのにちっとも改

うらしい︒

っておれん﹂

﹁あんなに︿デな買収をやられたんでは︑警察として黙

いるようで具合が悪い︑といったノルマ象たいなものがあ

についた者を挙げる︒警察としては︑泥棒もつかまえなけ

というので動き出す︒それも︑選挙運動期間の初めごろ眼

どこの磐察でも︑このくらいは検挙しなければ︑怠けて
るらしい︒そして︑やはり︑戸別訪問とか文書違反が多い︑

L」̲Lノ

居

という︒何たることか︒こんなものは︑発見しやすく︑｜証

／ 司 司 、
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れぱならないし︑交通違反の取締りでも手が一杯だ︒選挙

のだ︒そこに問題がある︒道義感覚に関係なし︒

ことだ︒恥ではない︑と思っているのだ︒これが全国的な

﹁人にものを頼むのに︑酒も持って来ないのは無礼千万Ｏ

ダダめしをよろこぶ︒﹁違反﹂だなんといっても︑

えば︑ゥソをつく︑ごまかす︑卑怯なことをする︒ダダ酒︑

で︑どこに行っても物の考え方が同じだ︒選挙についてい

日本人ほど同質的な国民はあるまい︒北海道から沖細ま

のことを専門に︑かかりきりにしておれない事情がある︒
しまう︒

だから︑十日間ぐらいで︑ある程度検挙したら打ち切って
そんな風だから不公平なことも起こる︒蕃察と仲よくし

オレたちが投票してやるおかげで︑議員という偉いものに

ている有力者のところに来て︑
﹁Ａ候補が部落で買収したことが問題になりそうです︒

いけない︑などというのは非常識だ︑という︒

というような理窟をこ源ている︒ｌそれをワイロだから

すのが当り前じゃないか﹂

邸宅に住めるようになる︒そんなら︑オレたちにお礼を出

なって︑いばれるし︑金も出来る︒いい暮しもできる︒大

だから︑Ｂ部落に落としたカネは︑取りもどしといたらい
い﹂

と注意したりする︒

二︑大ボス小ボス

国会議員の選挙では︑県会議員や市会議員︑町会議員な

たかも知れん︒百年の前のイギリスでは︑今の理想的な選

実をいうと︑こういう風俗は︑百年前なら万国共通だっ

三︑イＬキリ／スでＪも垂臼は

新潟の塚田知事が県議何十人に二十万円づつ渡したことで

でも同じことらしい︒これを悪いと思っていない証拠には︑

どに︑まとまったカネを渡して買収をたのむ︒知事の選挙

辞職した︒ｌこれが発見されなければ︑やめるばずはな

﹁買収事務長﹂というアダ名がついていた︒それが︑この

人︑高く一票を買ってくれる人に投票したＯ選挙事務長は

五十年ぐらい︑一件の違反もなくなったのは︑違反を恥と

挙とは大ちがい︒腐敗しきっていた︒いちばんカネを出す

選挙で︑何百万円を渡した彼の秘書が逮捕された︒偶然の

塚田の秘書か自殺した︒ところが︑その同じ塚田が参議院

するようになったからだ︒はずかしくて︑きたないことが

い︒しかも︑二十万円では少額に過ぎる︑ということで︑

機会に発見されるだけだが︑全く同じことだ︒それは︑当

できないのだ︒前世紀の末に︑イギリスは道義的に大飛躍

返しに来た議員がいたので︵したのだそうだ︒そのことで︑

選しさえすれば︑どんな犯罪も消える︒誰でもやっている
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するのだろうか︒こんなことが︑いたるところで行なわれ

群馬県や愛媛県で県会議員や市会議員か大量に逮捕され

ているのではないか︒

た︑というが︑ほかの県では︑全く︑そんなことは無かっ

をとげたと︑いわねばならぬ︒それによって︑議員の︑議
た︒それは︑物の考え方が変った︑ということだ︒昔なが

員の集まる議会の信頼が商まった︒権威を持つようになっ
らのコソ泥根性で︑警官の姿を見て逃げかくれしているよ

せない︑というところまで来なくては︑いけない︒だから

といっていた︒また︑有名な検聯が︑

のを全部︑何千人も釈放してやったことがあります﹂

﹁中央で何といわれようと構わん︑と覚悟して︑逮捕した

ら︑

たのだろうか︒ある県の警察本部長をしていた人に会った

選挙や政治の腐敗というものは︑法律上の問題ではなくて︑

でも︑絶対に違反はやらぬ︒できない︒いや︑お互いやら

うでは︑いつまでたってもダメだ︒警察が見てないところ

道徳の間辿なのだ︒物の考え方︑善悪の判断が変らないの

﹁どの候補者も買収供応はやっているので︑特別に誰を検

一証拠の揃ったものの中で︑一人の候補者が三千万円ばかり

挙する︑というわけにはゆきません︒昨年の衆議院選では︑

に︑取り締りだけ厳しくしてみても︑巧妙に逃げる方法を

買収していました︒それが全国で最高でしたでしょう︒私

覚えさせるだけのことだ︒お上の顔色をうかがうな○
近来︑違反が少なくなった︑といっても︑法をくぐり︑

かったのだ︒当選してしまえば︑犯罪は消えてしまうよう

といっていた︒その候補者については︑何のおとがめもな

が担当した事件でした︒﹂

警察の眼をごまかす者が増加したのでなければ結構だが︒

四取り締まり選挙Ｉ今東光
今東光という中尊寺の大僧正が参議院選挙に立候補した︒

この人は自民党を内部から改革してやる︑ということで出

﹁当選のためには手段を択ばず︒当選のためだ︒殺人以外

の悪いことなら︑勇ましく何でもやってくれ﹂

だ︒だから大野伴睦のように︑

め選挙民に酒を飲ませたり料亭で供応したりしたので大量

ということになる︒もし︑運動員で検挙される者が出たら︑

たのだ︒ところが︑手下の坊さんたちが︑市会議長をはじ

﹁ウチの坊主には酒くらいが多くてナ﹂

に逮補されている︒今東光議員は︑

でも旅をしてもらう︒

なるまで︑かくれている費用を出す︒ハワイにでも沖純に

家族の生活は保障してやる︒本人が逃亡するなら︑時効に

と笑っている︒今議員みたいな生ぐさ坊主を当選さして何
になるだろう︒これで政界の腐敗が直せる︑と思って投票
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その代り︑警察で泥をはいて︑仲間に迷惑をかけるよう
なことをしたら︑死んでもらう︒瞥察署長をやった人で︑
選挙での自殺者にぶつからなかった人はあるまい︒
日本ほど取り締まり選挙を長くやっている国はあるまい︒

選挙関係者は皆︑警察のお目こぼしを期待している︒その

いちばん腐っているのは町や村の選挙だそうだ︒こう←

というのはウソだ︒

う狭いところでは︑秘密が保もたれる︒警察で白状したり︑

投書したりした者は﹁村八分﹂になるＯそうなったら︑生

ある信頼できる人から︑こういう手紙が来た︒これは九

活もできないし︑自殺するほかないそうだ︒

﹁私どもの町会議員選挙では︑一票が三○○○円です︑当

州から来たものだ︒

態度は奴隷的︑封建的だ︒こまかいことを︑いちいち選管
や警察に行って︑﹁これは違反になりますか﹂と伺いを立

万円使いました︒有椎者は︑なるべく高く票を売りたい一

選するには一○○万円必要です一位で当選した人は五○○

てる︒法律に触れない範囲で︑できるだけカネを使いたい
のだ︒誰もがスレスレをねらっている︒これが︑ほめたこ

柄や政見よりもカネです︒カネを持っている︒カネぱなれ

心です︒誰は︑いくらもらった︑とウワサしています︒人

とがないことは知っている︒しかし︑恥だとは決して考え
ない︒

五︑五十畳の古座敷

者がいるから︑と三人分の買収費を要求したそうです︒町

朝めし前のことです︒教育委員は︑自分の家に三人の有権

とを思うのでなく︑自分の利益です︒ワイロをもらうなど︑

がいい︑という評判が大切です︒また︑出た奴は︑町のこ

﹁全国の都道府県が五十あるとするならば︑それは︑いま

の政治に関係する者といえば︑無責任︑無恥なものばかり

尾崎署堂が︑

だかって大掃除をしたことのない五○畳の座敷のようなも

のです︒国会議員の選挙となれば︑県議︑市議︑町議など

です︒町長や町議らが︑町の工事を自分の利権にしている

のだ︒どの畳をはいで︑たたいてみても︑たいへんなホコ

涯大金をやって買収活動をしてもらうのですから︑大変な

リだ﹂

といったことがある︒たたけば︑いくらでもホコリの出る

ては︑一切が腐敗してしまいます︒選挙で国を亡ぼすこと

成り立たないような仕組みです︒こんな選挙を続けて行っ

負担です︒こういう不正をや三﹂いなければ︑日常生活も

ところ︑全国同じことなのだ︒
だから︑

﹁いや︑これは︑その県独特の事件で︑私どもの県では︑

見たことも︑きいたこともありません﹂
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上︒﹁あれは何かの間違い﹂﹁田中先生は偉い方︒悪口をい

犯だが︑政務次官︑県の自民党連合会長︑議員は二十年以

田中彰治議員は︑前科何犯で︑恐喝︑詐欺︑横領の常習

いいでしよ塗り︒﹂

になります︒選挙亡国とはこのことでしょう︒どうすれば
とあった︒

うのがどうかしている﹂と選挙民はいっているそうだ︒

田舎で︑新聞もロクに読まない人だけなら︑まだいい︒

元首川岸信介氏は︑さき頃︑日通覗件でワイロをもらった

六︑池正が政界浄化に努力？
ある町では︑この前の選挙では一千人も逮捕されたので︑

月に勲一等になった時の祝賀会で︑

という疑いで起訴された池田正之輔衆院議員が︑今年の六

﹁これまでと同じように毒舌をもって︑今後も政界浄化の

いる︒また︑今までと同じことをしていたのに︑この村だ

ために努力されんことを期待いたします﹂

今度は気を付けたので一人も挙げられなかった︑といって

いうわけでしょう︑といった質問もある︒

務所生活をする︒そして︑さんざん恥をかく︑ということ

というのが口ぐせの池田議員だ︒これで通るなら︑善も悪

して悪いといえるんだ﹂

うしなければ議員の地位を維持できないのだ︒汚職がどう

﹁議員は︑オレを含めて︑皆が汚職している︒誰でも︑そ

と挨拶した︒

けで六十人も挙げられました︒はじめてのことです︒どう
結局︑

にならなければ︑改心しないのではありませんか？﹂

﹁私を含めて︑候補者の全部が起訴され︑有罪になって刑

などといっている人もある︒こんな哀れな国民が︑どこに

こういうことを︑あいまいにしてはいけない︒恥ずべき

もあったものではない︒

だから︑恐れ入る︒

あろうか︒こういう奴隷が集まって主権者になっているの

敗したままにしておこう︑というような人は︑お上の手で

ことを︑平気でするような人物︑あくまで日本の政治を腐

﹁議員になれば︑十年もすると︑たちまち金持になって大

劾すべきである︒︵理事専大教授︶

罰せられるのを待っているのでなく︑我交の手で摘発し弾

そして︑

です﹂

邸宅を構え︑豪箸な生活をするようになります︒偉いもの

ょうが︑新聞でたたかれようが︑平気なものだ︒

といって︑カネをもらいに行く︒そういう議員が汚職をし
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一ｉ八研究雑懲ｖ

電気自動車開発の問題点

ところが本邦の場合はどうであろう︒近頃は建築工学が

白．烏

進んで詑階の霞関ビルが立つ世の中になったとはいえ︑世

脂生気ノＯ

ズム︑あるいは業界を賑わしていることは皆さんご承知の

世界のあちらこちらで︑電気自動車が最近のジャーナリ
通りであろう︒電気自動車とは電池で動く自動車という意

界有数の地震国でもあり︑ビル街と言っても高さにおいて

のは十字路に立っている交通整理のおまわりさんぐらいの

スなど住民はさして苦にしない︒廃気ガスで苦しんでいる

はたかが知れている︒多少風があればガソリン車の廃気ガ

味である︒

車の廃気ガスによる大気汚染を防止するということと︑ガ

そもそもこの電気自動車の開発理由は︑従来のガソリン
ソリンエンジンの騒音の防止に基づいている︒

計画の拙劣さからか︑住宅地帯と工業地帯との区別がない

のに等しい本邦では工場の煙突から吐き出される煤煙の方

ものである︒大気汚染の公害は行政官庁の土地政策︑都市

が著しいのであってガソリン車の廃気ガスは次の課題であ

アメリカ︑ヨーロッ︒︿のうちでも特に米国が電気自動車

みればお判りになるであろう︒あの高層ビルの立つ街並を

り︑当面の問題ではないといえる︒またガソリン車の騒音

の開発に熱心なのは二﹃−−ヨーク市などのビル街を考えて

騒音になやまされるばかりでなく︑風通しが悪いので廃気

ット機が昼夜を分かたず飛び交う基地周辺ですら︑キーン

にしても．案外日本人は無関心ではあるまいか︒米軍のジェ

縦横に走る道路はアルプスの谷間であり︑住民は自動車の
ガスが充満し︑恰もエンジンテストルームに起居している

というあの耳をつんざくような音にすっかりならされて︑

ようなものである︒したがって米国などの都市では電気自
動車の開発は必要止むを得ない事情からということができ
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一

余り気にならないらしい︒こう言ったら﹁とんでもない﹂

題点に触れることにしよう︒米国ではほとんどの企業が乗↑

ーバイド社製の酸素一水素燃料電池を積んだステーション

せたセルビァ︵価格一五︑○○○ドル︶を︑ユニオン・カ

低

とおこられるかも知れないが︑とにかく日本人は騒音にな

の一つであるゼネラル・モータ社が︑銀−１亜鉛電池を乗

用車を目標にして開発を進めている︒三大自動車メーカー

発生音には割と平気でいる︒

れきっていて自動車のクラクションとか急ブレーキの祭の
こう考えて承ると従来のガソリン車を電気自動車に代え
では電気自動車の開発研究などと電力会社を初めとして

タを発表︒電機メーカーのウェスチングハウス社が鉛蓄電

来の鉛蓄電池を乗せた市街地および郊外用小型乗用車コム

ワゴン︵価格六○︑○○○ドル︶を︑またフォード社が従

電機メーカー︑自動車メーカー︑電池メーカーの民間企業

るべきだという必要はどこにも見当らない︒

が︑なぜさわいでいるのであろうか︒諸外国におぐれをと

クトロ・ストレージ・バッテリ社が市街地凧郵便トラック︑

池を積んだ二人乗高級ゴルフカート︑電池メーカーのエレ

ユニオン・カーバイド社が酸素ｌ水素燃料電池を積んだエ

ってはならない︑イニシアティブを取りたい︑あるいは何
時でも受入れ態勢だけはとれるよう措置することが必要で

本邦においてもおそまきながら数社がバン型乗用車の開

レクトロバンを発表している︒

が︑思わくと期待とが渦巻いて企業間の闘争すら其処此処

発発表を新聞紙上で行なったのでご記憶の方もおられると

はないかなど企業によっていろいろ考え方があるであろう
に見受けられる︒要は企業意識といおうか︑企業発展の行

思う︒

このように電気自動車についての発表は数多いのだが︑

きづまり打開のため新しい業種に飛び付いたのである︒特
に本邦では電力会社が電気自動車開発のお先棒をかついで

電気自動車の駆動機構に関しては交流変換高速インダク

一体なぜ販売されないのだろう︒

ではないだろうか︒電力会社としていわゆる蓄電池を乗せ

ションモｉタとかＳＣＲモータなど優れた開発が行なわれ

いるが︑電力会社が電気自動車の開発とは奇妙に思えるの

に過ぎない︒このような考えから本邦では電力会社が中心

た電気自動車を夜間の余剰電力を売り付けようとしている

の実用化を阻んでいるのである︒いまさら電池がどうして

たが︑これらの駆動エネルギー源である電池が電気自動車

が短かくなるし︑銀ｌ亜鉛あるいはニッヶルーカドミウム

などと思われるだろうが︑鉛蓄電池では重過ぎて走行距離

となり電機︑自動車︑電池などのメーカーを組合せたいく
つのか共同開発研究グループが生れている︒

さて話をもどして電気自動車の開発状況ならびにその問

（17）
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ミナ微細結晶集団の本質的な物性は容易には変えることが

できないと考えられるからである︒発明した当のフォード

オン電導体の筒の電気抵抗の高い点にあり︑ペーターアル

社ですらこの電池の開発は現在行なっていないようである︒

などの蓄電池では鉛蓄電池と同様重量率︑容積率が悪いば
も価格が高くなりすぎてしまう︒また燃料電池の場合はさ

一方の亜鉛空気電池は従来からある空気電池を改良して

かりでなく電池の材料費だけで三百万円はするので余りに
らに価格が高くワット当り二万円が市場での相場であるか

寿命︑亜鉛極のリチァージアビリティの悪さなどやはり難

蓄電池として使用しようとするものであるが︑空気極の短

ら目の玉が飛び出るであろう︒したがって電気自動車の実︾

用化は新電池の開発に掛っているとしても過言ではないの

ト状結晶成長にあって︑この電池系の亜鉛のもっている性

問が行く手を阻んでいる︒後者の問題は亜鉛のベントラィ

である︒

かかる新電池は価格が安くなければならないことは言う

されたもの︑従来からあるものについて徹底的に調査が行

川せるものでなければならない︒今日までに新しく生み出

ことは無意味であり︑無駄金をドブに捨てるようなことの

社が上述のいづれかの電池にしぼって開発を行なっている

込みなし﹂と断定さえしている︒こうしてみると国内の各

向坊教授は亜鉛ｌ空気電池の蓄電池としての﹁実用化は見

質を変えることは不可能なのである︒このことから東大の

までもないが︑計算によると鉛蓄砥池の四倍の出力の蓄電

なわれた結果︑フォード社のナトリウムー硫黄電池とゼネ

ないよう即刻中止した方がよいと思われる︒

池︑換言するならば鉛電池の四分の一の重量で同じ出力が

ラル・ダイナミック社の亜鉛ｌ空気電池との二つが有力と

化の鍵になるが︑今日迄に体系づけられた学川からは新電

だすことが出来るかどうかということが電気自動車の実用

結論的には前記条件を満たすまったく新しい電池を生み

見倣されている︒本邦でもこの二極について基礎ならびに
ナトリウムー硫黄電池は作動柵度が三百度Ｃであるのて

開発が各社で進められている︒

電池の保温の問題がある︒この点は解決し得たにしても自

池出現の余地は残されていないと言った方が正しい︒

本邦の場合は︑さきにも述べたごとく差しせまった電気

動車のスタート時はどうするかの難問題が残るであろう︒

君津茸自己の①の︑かよいのではなかろうかＯ

自動車の必要理由が見当らないのだし︑企業としては当分

これらの点は鉛蓄電池などのハイブリッド方式にするなり︑

いづれ解決されるとしてもこの電池から大電流がとり川せ

︵東京芝浦電気中央研究所研究主任工博︶

るかどうか甚だ疑問に思われる︒それは熔融ナトリゥムと
熔融硫黄との中間に置かれるベーターアルミナからなるィ

（19）

ヨーロッパ旅行で感じた言

一日本
よお
び日
の本
姿人の姿壬
日お本
よ本
び人日

片山清一一
くくくノ︑くくくｊｌ１鋤︑くくＪ︑くくノ︑ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑くノ︑ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑ｊくうくノ︑ノ︑／︑ノ︑くくくノ︑ノ︑くくくノｌくノ︑ノ︑ノ︑↑

ヨーロッ︒︿旅行から帰った人の感想は︑人によりさまざ

ストリートは銀座と少しも変りはない︑⁝⁝たとえ相違が

あったとしても︑僅かな時間的ズレにすぎない︒﹂と述べ

このたび︑わたくしも︑七月三十一日から八月二十日の

られている︒

三週間にわたって︑︑ヨーロッパの各国を見て廻る機会にめ

ぐまれたので︑全くの素通り程度ではあるが︑直接向うの

られていることと︑ほぼ同じようなことが含まれている︒

文化にふれて感じた︑さまざまな感想の中には︑上に述べ

・ハリーのエッフェル塔よりも高い東京タワー︑三十六階と

ったように︑ヨーロッ・︿の国々を遥かにしのぐ建物や交通

いわれる霞ヶ関ビル︑世界にも類のない東海道新幹線とい

機関を︑わたしたちが持っている︒

明治時代と違って︑日本の女性の服装も︑ヨーロッ︒︿と

まであるが︑中には﹁ヨーロッパにあるものは︑たいてい
期にかけてヨーロッ・︿に出かけて行った日本人にとっては︑

東京にある﹂と考える向きもあるらしい︒幕末から明治初

か︑ミニスカートに至っては︑日本は遅れているどころで

はない︒ヒッピー族やフーテン族といった輩については︑

は大差があるわけでもない︒いやむしろアイズシャドーと

と想像されるが︑その時代からすでに百年︒その上︑日本

あるいは東京は︑むしろヨーロッ・︿各国よりも遥かに数多

それこそ何から何まで珍らしいことばかりであっただろう

をとり入れる努力を続けてきた今日では︑ヨーロッ︒︿に行

人特有の﹁追いつけ︑追い越せ﹂の意気込桑で︑西洋文化

ロッ・︿から何の学ぶべきものもない﹂ということにはなら

といったようなことを言うたからとて﹁日本はもうヨー

いことも認めざるを得ない︒

然のことである︒現代のように交通通信の発達してきた世

っても︑あまりびっくり仰天するようなことのないのは当
界では︑文化も一様化し︑平均化して来るのは︑だれにも

つとして︑﹁模倣性が強い﹂ことだと教えられてきた︒全

ない︒わたしたちは︑小学校時代から︑日本人の特性の一

くその通りだと︑このたびの旅行で痛感した︒

理解されることである︒下村寅太郎先生も﹁ヨーロッ︒︿遍

歴﹂という本のあとがきの中で﹁パリやロンドンのメーン

（20）

､ざ へ〜 へ"､ﾍｰﾍつ
一 分シ 、

も︑いや模倣だけで満足し切れなくなった現実をもよく心

そして今や模倣から創造への道を歩みはじめていること

いった工合である︒﹁大国に見習え﹂ということが︑明治

普仏戦争でプロシャが勝てば︑ドイツ式に陸軍を改めると

初期における文明開化の旗印だったのである︒こうしてわ

だがしかし︑わたしはヨーロッ・︿を一めぐりしてきて日

得てはいたのであるが︑旅に出てみてはじめて︑それでも

本に帰った時の卒直な感想を︑つつ象かくさずに言わして

が国は︑ヨーロッ・︿の文明に近接しようとする涙ぐましい

百年にして︑近代の後進国から現代の欧米なみの先進国に

もらえば︑一言で﹁何という混乱した文明であることか﹂

やっぱり日本の近代文化は︑相も変らぬイミテーション文

進み得たのも︑実はこの日本人特有の懸命な模倣精神によ

ということである︒狭い道路にひしめき合う自動車ノシ

努力を続けて今川に至ったのだといえよう︒

るものであって︑もしもこれを欠いていたななぱ︑今日の

化であることを︑いやという程味わされた︒日本はわずか

東南アジア並象の国にとどまっていたことは疑うべくもな

いう意味である︒ヨーロッ・︿にあるものと同じものを︑日

しかし︑ここで考えてみなくてはならないことは模倣と

こうしたことは︑ちょっと考えてみただけでもわかるはず

いときたなさ／けばけばしい広告着板と女性の化粧／︑

コーッピング・センターといわれる銀座や新宿の屋並の不揃

本にも造るといっても︑ヨーロッパには多くの国があって︑

の小島たる日本の特性があるとも言えよう︒そこに行くと︑

であるが︑それがなかなか理解できない所に︑やはり東海

いＯ

それぞれに固有の文化をもっている︒その上︑ヨーロッ・︿

文化といっても︑まことに多面的で︑模倣するといっても︑

い威厳のようなものを持っている︒ローマの旧市内は︑三

千年の遺跡をかかえて威風堂々と近代都市の中に交わり︑

やはり欧州の大都市には︑何か知ら落着きがあり︑犯し難

こかの国の何かを断片的にとり入れてくるという形になら

またその新市は︑古代ローマ都市の粋を生かして︑新しい

全部が全祁そっくり真似るわけにはいかない︒結局は︑ど

に︑突如として︵つまり周囲の文化的環境を無視して︶十

ざるを得ない︒その結果︑たとえば東京下町の中心地浅草

ンスが最強だと聞けばそれに習って日本陸軍の服装を制定

容を誇っている︒このことは︒くりやロンドンでも同じであ︲

は古いもので新しいものに対して︑おめず億せずにその威

の下で︑しだいに貧弱化していく姿とは違って︑古いもの

風格をもって建設されつつある︒芝の増上寺が東京タワー

し︑海軍はイギリスだと見れば︑日本海軍のすべてがそれ

る︒ベルリンのように︑第二吹大戦に際して連合軍の猛攻

二階のビルを建てたような形になってしまう︒陸軍はフラ

に右へ習えでやってしまう︒しかも明治四年︵一八七一︶
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華によって瓦喋化した都市でも︑復興に当っては︑その廃

見られるような文化の混乱と混在とは︑以上のような日本

×××

人の姿勢から結果したものではないだろうか︒

立っているカイザー・ウィルヘルム大帝記念会堂の如きは︑

嘘を見事に生かしている︒西ベルリンの中心街の真只中に

切ってしまうことは︑妥当ではない︒模倣ということは︑

しかし︑このような悲観的な見方だけで︑日本人を割り

明に物語っているが︑それをそのままにして︑そのすぐ側

めには︑模倣する意欲が必要である︒そしてその中に現状

単なる﹁猿真似﹂とは同義ではない︒少くとも模倣するた

尖塔が無残にもぎ取られて︑戦争当時の物凄さを今日も鮮
に新しい高層ビルの教会を建てている︒しかも︑この両者

珍奇なものとして受けとり︑これを珍重してきた歴史を考

しかし︑こうなったのも︑大陸から流入してくる文化を

グセンターにも︑その成果が堂々と展示されてくるように

けられている︒そしてその結果︑ヨーロッパのショッピン

努力によって︑西洋文明を模倣してきたし︑今日もなお続

はないということである︒日本は︑明治以来︑げんめいな

が潜んでいたはずである︒つまり模倣は創造とは無関係で

に安住してはおられず︑何らかの変革を施そうとする結神

が︑まことに見事な調和を保っている感じである︒こうい
う仕事は︑とても日本人にはできないことではないかと考

えてみると︑むしろ当然のことかも知れない︒伝統的なも

えられる︒

のをすべて古いものとして片付け︑時にはそれを自らの手

なった︒

三百年の長年月を費して完成されたのである︒その間に人

寺院の如きは︑ミヶランジェロが建設にとりかかって以来︑

まえである︒ローマのヴァチカンにあるサン・ピエトロ大

ようなやり方だけでは偉大な建物のできないのは︑あたり

によって日本の進路が開拓されてきたものであるが︑その

このことは︑確かに前向きの姿勢であったし︑そのこと

な競争場裡におかれている自動車界にも︑日本製の自動車

出されている日本製の時計︑さらに世界的商品として激甚

まだ進出の程度がかすかであるが︑スイス製品に対抗して

店の中央に陳列されている日本製のトランジスター商品︑

ドに︑ずらりと列くられた日本製カメラＯラジオ・テレビ

他に見出せない︒ローマや︒︿リの一流のカメラ店のウィン

いることを知った時の喜びと誇らしさとに比ぶべきものは︑

もⅡ本商品がパリやベルリンの一流店に堂左と展示されて

このたびの旅行でいろいろのことを感じたが︑その中で

によって破壊までして︑さらに新規に新しい建物を打ち建

は変り世は移っても︑この仕事が続けられてきたのであっ

てようとすることさえあった︒

た︒とても日本人にはできることではない︒現在の東京に
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が割り込みをはじめている状況など︑さっと通り過ぎる旅
人にも︑目につく現象である︒

という都会だけを考えても︑悪くいえばマコーズコテしてい

る﹂ということである︒ドブ川の上に高速道路を作ったり︑

ピンチを切り抜けている姿である︒モスコー市街の大道や

やたらに歩迦橋を渡したりして四苦八苦して辻妻を合わせ︑

者である︒今川︑日本商品が︑こうした先達者の川に伍し

の道路は今にも行きつまりそうな感じになる︒﹁何とかな

パリーのシャンゼリゼー通りを見たものにとっては︑東京

しかしこうした商品は︑もともと西洋が先輩であり発明
て競争することのできるようになったのは︑やっぱり模倣

る﹂と努力してみたところで︑﹁どうにもならない﹂とも

からはじまったのであり︑その点でⅡ本人は模倣の天才で
あるとも考えられる︒だがそした模倣があったればこそ︑

らすⅡが︑あまり遠くないのではないかとも思う︒

また明治以降百年間の成果だけでもない︒日本の長い歴

三年間ででき上ったものではない︒

今日のような繁栄と︑行きづまりとは︑決して戦後二十

先輩達を追いこす製品を創造し得たのである︒Ⅲ木の文化
が模倣にすぎないと歎くよりも︑この模倣によって今日を
築きあげてきたことを誇りとしなければならない︒日本人
は︑また創造の精神をもった民族であることを自覚しなけ

れだけに今後の発展のためには︑この行きづまりを打解す

史のつみ重ねによって︑築かれたものであると思うが︑そ

る方策を探求する熱意をもたねばならない︒しかも長い歴

ればならない︒

だが︑こう言ったからとて︑第二次大戦前のような過大

なかろうか︒︵理邪目白学閥矩大教授︶

の前途を希望あるものにして行く鍵をにぎっているのでは

れを正しい方向に伸ばして行くための教育が︑結局︑川本

まい︒国民のたゆまざる努力が何よりも必要であるし︑そ

史の成果であるだけに一朝一夕で改められるものでもある

な自惚に走ってはならないことは︑今日の日本人は︑頭に
焼きつくほどに︑よく知っているはずである︒﹁日本はも
う西洋から何の学ぶべきものもない︒﹂といった思い上り
は︑ついにＨ本の敗戦に込い込むことになったのである︒
と思うが︑肢近︑﹁Ⅲ本は大国なんだ﹂といった口ぶりが︑

まさか︑今Ⅲそういう思い上りをしているⅡ本人はいない

わたしは︑このたびヨーロッ︒︿の国をを廻って感じたこ

間々聞かれるようになったので︑少々心配になる︒
とは︑Ⅱ本はまだまだ西欧から多一くのものを学び取らねば

ならない︑ということである︒上にも述べたように︑東京
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性格をどう育てるか

たとえば︑中学生や高校生になって恥家

そぴと勉強と︑家の手伝いとが︑人間をつ

くるうえに大切な要素となっています︒

さて︑前回五月号の続きですが︑赤ちゃ

の手伝いをさせないお母さんが多いのです︒

おらない劣等感のためでしょうか﹁学校の

さらに困ったことは︑自分が女学校も出て

ル筆コールなどのつるしおもちゃをじっとみ

つめて︑音が止るとからだをもたげて﹁も

んが二か月頃になると︑くす玉︑風車︑オ

もよい﹂と言った考えが強く︑その他の家

成績がよければ︑家の手伝いなどはどうで
庭生活のしつけも放任主義となっています︒

のは四ｉ五か月頃です︒一︑マにだっこしな

おもちゃをにぎってあそぶことのできる

がらおもちゃを落し︑それを拾ってやると︑

っともっと﹂と言うようなそぶりをします︒

それですから︑子どもたちは︑一般に自

ことが悩盈となっていることが解りました︒

また落してよろこぶのは︑七か月たってか

つまり家庭教育について自信を失っている

っています︒あとで先生方と話し合って詮

己中心の考えが強く︑わがままな性格とな

だんだんお誕生日が近くなり﹁エン己

らのことです︒

この夏休象に家庭学級や婦人会︑ＰＴＡ

ました︒とくに子どもが二人か三人しかい

とんど変らない﹁農村の都市化﹂には驚き

どんな田舎でも︑意識や生活が都会とほ

稲刈りなど︑その年頃にふさわしい仕事を

かたづけあるいは︑いもほり︑苗くばり︑

ません︒おそうじ︑風呂たき︑食事のあと

いをさせるようしつなけれ亀ばよい子は育ち

年頃からは家庭の事情に応じて︑家の手伝

子どもは︑都会・農村の別なく︑小学三

成長にともない心も育って︑おもちゃあそ

能力が発達してからのことです︒からだの

そびのできるのは立ったり歩いたりの運動

す︒しかし︑長い時間ひとりでおもちゃあ

おもちゃあそびができるようになってきま

ができると︑しばらくのあいだひとりで︑

ないので︑その教育について熱心なことは︑

巽に気をとられて︑家庭のしつけをなおざ

多くのお母さん方が︑勉強や学校の成績の

育に関心のあることは︑よいことですか︑

と責任を自覚させ︑さらに︑おもいやりの

だけでなく︑家の仕事や生活に対する理解

させることは︑働くよろこびを体験させる

こんでいますが︑二Ｉ三歳頃になると︑お

そびやお母さん︑おばあさんを相手によろ

り︑どうしてもお友たちがほしくなります︒

誕生日くらいまては︑どこの子も一人あ

りにしていることがわかって︑心が痛むも

もともと︑子どもは小さいときから︑あ

となとのあそびだけでは︑満足できなくな

東京のお母さんたちに劣っていません︒教

びを楽しめる一﹂とになります︒

歩きお母さんたちと話し合ってきました︒

ますと︑このような考えの家庭の子どもほ

−
￨

ど学校の成績がよくないということです︒

横田佐代治

などの依頼で東北の農村を十日ほど廻って

１︑子どものあそび

あそびは子どもの

ある入づき合いのよい性格となります︒
のがあります︒
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新しい家庭教育(7)

させませんと︑社会性が発達しないばかり

きお友たちがないか︑あるいは仲間入りを

も忘れてよくあそび廻っています︒このと

ることができると︑朝早くから食事の時間

もし︑近所の同じ年頃の子どもと一緒にな

したがらないので困ります︒

うしても子どもを家庭内にとどめて外に出

ます︒隣同志とつきあいのない三︑は︑ど

自然に仲よくなってあそび廻ることができ

ますと︑子どもたちはなんの抵抗もなく︑

的行動を川い︑時によっては︑基力などの

することなく︑自分本位に衝動的︑破かい

くてきません︒他人の気持ちや感情を意に

ば︑情緒が不安定となり︑仲間あそびがよ

最近︑目だってきているのは︑家庭をか

攻撃的態度を強くあらわします︒

でなく︑知能の発達もおくれ︑性格も正し

えり翠ない父親の子どもが︑友だちつきあ

幼稚園や学校に入ってからも︑庭のかた
す象で友だちのあそびをじっとゑていたり︑

こつけ︑あそびに耽溺して︑子どもに接す

れほど影響はないのですが会社のことにか

仕事に専念して︑かえりのおそいのはそ

教室の窓から級友のあそびを︑爪をかみな
がら眺めている子がよくあります︒これは︑

お友たちとあそべるか︑あそべないかは︑

く成長しないおそれもあります︒

その子どもの家庭で︑どのように育てられ

社会性が育っていないので自信がなく恐怖

いのよくないことです︒

たかによります︒とくに親と子の関係が︑

このような子どもを調べてみると︑家庭

心が先に出て仲間入りができないのです︒

くらか救われます︒しかし︑多くの母親は

ることに注意しなけれ︑ばなりません︒たと

他の子どもに対して重要な役割をもってく

の乏しいママの子︑一人っ子や末っ子で︑

に問題があります︒さきにもあげた社会性

になります︒それでもよい母親ですと︑い

る時間がないと︑精神的な父親不在の家庭

えば︑誕生Ⅱ近くになって︑自我の形成が

祖母に溺愛されている子などに多いのです︒

わがままに育った子は︑自己中心性が強い

してきます︒子どもへの溺愛や過保護も一

満は︑いろいろな形をとって子どもに影響

に陥りやすいものです︒しかもその欲求不

いうものが︑川然にわかっている子は︑家

はじまったときに︑それを伸ばして自分と

恵識するとしないとにかかわらず欲求不満

ますから︑仲間あそびもよくてきるのです︒

族の中の自分の立場もある程陛理解してい

なります︒

ので︑友だちからきらわれて仲間はずれに

た子は︑友だちとのあそびも積極的に行動

適当なおもちゃを与え︑一人あそびのでき

れを気にしている子は︑お友だちと一緒に

く育てられて︑手足のよごれや着物のやぶ

ん︒潔癖症で︑そのうえお行儀がやかまし

お母さんの性格的影響も少なくありませ

なってあらわれます︒

愛情関係は︑やがて子どもの性格的欠陥と

つの例です︒こうした正しくない母と子の

また︑子どもの発達に応じて︑それぞれ

することができます︒いわば︑自我の発達

あばれたり︑精こんをかたむけてあそぶこ

三歳までの子どもたちは︑同

に応じて︑それだけ知能も商く︑性格も成

そびをゑても︑各自かめいめい自分本位に

さて︑二

長していることを意味します︒

の約束やルールをもっておりません︒砂あ

じところで一緒にあそんでいても︑あそび

近所隣りの親たちの意識や人間関係も大

夫婦仲がわるく︑冷たい家庭に育った子

とができないのです︒

切になってきます︒親たちが仲よくしてい
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あそび﹂と名づけています︒お互いにこと

行動しています︒これを心理学では﹁平行

るからです︒子どもたちは︑そのリーダー

のうち梶︑あそびをリードすることを認め

しょうね﹂と別なあそびに心を向わせるよ

ものです︒﹁さあ︑みんなでダンスをしま

く叱ってもＢちゃんは︑やめようとしない

うにしなければなりません︒また︑このよ

にしたがって仲よくあそんでいます︒たと

くばり︑音楽や絵などで︑心をやわらげる

うな欲求不満のある子には︑日頃から気を

えば︑一本のなわにつかまって汽車こつど
すると﹁ホッポー：．：．ボッボー⁝⁝﹂と︑

リズミカルな歌に似た一︲ほら︑こんなに高

口で汽笛を鳴らすのも︑女の子たちのまま

ばをとりかわしてもいません︒それでいて
い山ができた︒マ↓︑みてちょうだい︒あら

ごとあそびやお人形あそびで︑お母さんに

育てなければなりません︒

る社会性の基礎となるのですから︑大切に

も︑間もなく︑共同的な集団あそびのでき

やお母さんの性格がよくわかります︒なか

それぞれ個性が表現されて︑家庭のしつけ

なってついてくる子どもといろいろですが︑

をやく子ども︑またリーダーの言うままに

あそびの仲間に加わる子ども︑ひとの世話

なって笑いながらあそんでいますから︑子

かが絶えません︒しかし︑すぐまた仲よく

めそうとすることから︑よく衝突してけん

れます︒この自己主張と﹁力の意識﹂をた

に行動しようとする自己主張が強くあらわ

いません︒それですから︑自分の思う通り

相手の立場を理解するまでの心が成長して

三歳頃から芽ばえはありますが︑

お互いに︑話しあい共同したあそびがで

には︑さきに述べたような家庭であるため

と言う二

子どもの社会性は﹁お友だちがほしい﹂

ことも必要なことです︒

二人役をかけたひとり語をしている場合が

あら︑ほんとに商いこと﹂などと︑一人で

なるのもリーダー格の子どもです︒

きるようになるのは︑四歳前後です︒知能

に︑グループに入る能力がなく︑だまって

幼稚園でのあそびを染ていると︑進んで

多いのです︒これを﹁社会的独語﹂と言い

が発達して自我が成長すると︑友人から愛

子どものグループあそびの一つに﹁おま

どものけんかに親の口だしはいけません︒

ます︒しかし︑こうしたあそびやひとり語

情を求めたり︑自分のやったことを認めて

それで︑リーダーをときどきかえたり︑

わりさんごっ一こがあります︒そのあそび

お友だちのあそびをみている子もいます︒

みている子を仲間に入れたり︑じょうずに

もらいたい心もはたらきます︒よろこび︑

い︑ねたみなどの情緒もあらわれます︒さ

悲しみ︑おもいやり︑怒り︑嫉妬︑恥じら

る︑権威に対する反抗︑すなわち﹁おまわ

これは︑子どもの心のなかにひそんでい

の強い子です︒

わる者やギャングになるのは︑リーダー格

れるのが︑おとなしく弱い子どもが多く︑

ブランコあそびなどで︑みんな順番をま

をよくみていると︑おまわりさんにさせら

っているのに︑いつまでもひとりで頑張っ

あつかってやると︑どの子も楽しくあそぶ

リーダーの指示によって自分の持ち場を守

ている子をみかけます︒こんなとき先生が

らに集団への所属欲求もわき︑あそびの約

る責任も育ってきます︒そしてこの年頃の

﹁Ｂちゃん︑もうやめなさい！﹂とけわし

ようになり︑自然に性格もなおります︒

子どものあそびをみていると︑自然にリー

束やルールもしだいにわかるようになり︑

ダーができます︒仲間同志が言わず語らず
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忘れ︑自分を忘れて夜ふけまであるいは日

とができないのです︒しかもあそびの指導

いすぎると︑子どもたちが︑由にあそぶこ

員までついておっては︑自分たちが工夫創

りさんは偉いものだ﹂という︑その権威を
ただ︑子どもとおとなのあそびのちがい

もおもしろくもない一﹂とになります︒

意をする余地がないものですから︑楽しく

うち負かすことによって︑抑圧されたとこ

は︑おとなは仕事や生活の休養としての娯

唯もでかけます︒

ろの﹁うさ﹂︵﹁一ンプレックス︶をばらし

楽ですが︑子どもはあそびそのものが生活

いつけを守らないと﹁言うことをきかない

なに圧迫された生活をしており︑しかも言

を創造し︑発展させ︑社会性を学びとり︑

それゆえ︑子どもはあそびを通じて︑自己

となっているから︑本気であり真剣です︒

石ころを大州そうに持っているのがみられ

拾った木片や棒きれ︑あるいはみちばたの

なおもちゃにあまり関心がなく︑工事場で

子どもは︑うちでも外でもいつも︑おと

ていると考えられます︒

と︑おまわりさんがつれてゆく﹂とおどか

川時にからだも成長します︒

都会の子どもが︒︿・︿の買ってくれた商川

されています︒それゆえ﹁おまわりさんは︑

るのが﹁おまわりさんごっこ﹂です︒子ど

そびの中でうち負かして喜びを味わってい

す︒こどもたちはその﹁こわい人﹂を︑あ

が知らずしらずのうちに︑つくられていま

こわい者だ︒おそろしい人だ﹂という意識

あそび場を川のところどころにつくって承

アメリカのある小さな部巾で︑子どもの

がやしなわれ︑知能も一段と高められます︒

とを忘れてなりません︒このことから自我

怠志をⅢ由にはたらかせること雫ができるこ

あそびが楽しくおもしろいのは︑自分の

自由日在に創造力を発揮するところ庭あり

そびの木質は︑子どもが自分の心のままに

個人のあそびも︑グループあそびも︑あ

るのです︒

に工夫してあそぶところに夢が生まれてく

泊翁先生欺集より

さむき白かはの里

あれて跡もなし秋風

いにしへの問屋は

名所秋風西村泊翁

︵東京都会員東教大坂戸尚校数釧︶

います︒素朴なおもちゃをｎ分の思う辿り

もは︑このようなあそびによって脈しい情

たら︑不良少年の犯罪が︑年を追うて少な

ます︒

にＨに子どもの姿が少なくなり︑まちの不
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ます︒木片や石ころに子どもは夢を託して

緒が育ってきます︒

では︑不良少年の激琳で困っていましたか

くなりました︒これをきいた大きなＢ都州
ら︑広い面積のあそび場をたくさんつくり︑

わたしはさきに︑子どものあそびは﹁無

いたれりつくせりの施設設肺をととのえて︑

心﹂であると話しました︒子どもはなぜ口
しょうか︒それはあそびが楽しく︑おもし

分を忘れて無心にあそぶことができるので

良少年の数は少しも減っていません︒理曲

ところがどうでしょうか︒あそび場は日

専任指導貝をいく人か職きました︒

もっともあそびが楽しくおもしろいのは︑

Ｉ

ろく︑しかもあそびは︑子どもにとって生

おとなも同じことです︒︒ハチンコ︑マージ

はきわめて簡単です︒施設や設備がととの

活がかかっているからです︒

ャン︑ゴルフなど︑おもしろいから時間を

￨

八道徳教育のヒントＶ６

渡辺芳子：

うそと︑まこと

ｏうそと知りつつ

若い頃は流行脈の文句など︑なんの苦も

ばよいものを︑そうもいかないところに人

のない男性などさっぱりあきらめてしまえ

なものを中心にして︑やって染る︒それが

持ちましょう︒﹂といって自分のできそう

けは自信があるのだというものを︑ひとつ

と態度まで生き生きとして︑人が変ったよ

またふしぎなもので︑いったん自信がつく

生の味わいもあるのかもしれない︒

知能テストの結果がでて︑それをつくづ
く眺めてゑると︑日頃からもの覚えがよく︑

ものわかりの早い子︑判断力のある子など

ではきめられない子どもの能力の発達が︑

う﹄鋪﹄向上の目立つ子がいるｐ知能指数だけ

そこに見られる︒こんな時︑子どもを一面

は︑比較的知能も高く︑なるほどと思うこ
とがある︒やはり一升ますには一升︑五合

的な見方でだけ見ないでよかったと思う︒

九リットルでは感じがでない．：⁝︶思うが︑

子どもたちの前では︑ゆめゆめそんなこと

の減退が嘆かれる︒

まして大切な事柄ではなおさらで︑記憶力

くできる人というのは︑それだけ努力もし︑

かりましたＯよくわかるなと思う人や︑よ

の知能には︑そう大きな差のないことがわ

﹁知能テストの結果を見ても︑みなさん

り︑見もしないことを見たようにいうこと

もが行きもしない所へ行ったように言った

んひらいていくような気がする︒幼い子ど

って︑うそとまことのしめる割合がだんだ

る︒ふつう若いほど正直で︑年をとるに従

しまってよい場合と︑そうでない場合があ

世の中には﹁ほんとうのこと﹂を言って

○ほんとうのことは

ますには五合かと︵一・八リットル︑○・

その頃覚えた歌は︑歌えば今でもしまいま

はいえない︒

なく覚えたものである︒ふしぎなもので︑

でまちがいなく浮かんでくる︒しかしこの

けれどこんな状態の中で︑ふと耳にした

のです︒できないといってあきらめてしま

効果の挙る学習のしかたをくふうしている

頃は歌の文句などさっぱり覚えられない︒

れずに覚えているのがある︒

歌で一度聞いただけなのに︑はっきりと忘

が大事なのです︒﹂といい聞かせる︒話し

で投げ出してしまわないでやり通す強い心

●自分の保身のため︑または見栄のため︑

しかし大人の場合はそうでなさそうである︒

で︑うそを言おうとしているのではない︒

に行ったり︑見たりした気になっているの

がある︒そんな時︑その子どもはほんとう

〃雨の銀座の町角でひとり涙に濡れな

ながらひとりひとりの子どもたちの顔をぷ

わないで︑もっと方法を研究したり︑途中

という一節である︒うそと知りつつ待つ女

るのが︑﹁先生︒うそをいっている︒﹂とい

がらうそと知りつつ待ちました〃
心の哀れさが︑だいぶすりへってにぶくな

うような顔は見当らない︒みんないちおう

いことをいうｃ

●相手に悪く思われまいとして︑心にもな

ありもしないことをいう︒

いＯ

信じてくれる顔つきである︒なお﹁これだ

った神経にも︑ひびいてきたのかもしれな
うそとわかっているのなら︑そんな真実
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はえらいとか︑うそをつくと命を落とすと

だました羊かいの少年の活などでも︑正直

対し︑誠実に接してくれた教師の姿である

親の姿から受けた感銘でありへまた自分に

その方向をさし示すものは︑爽剣に生きた

●さらに相手の心を引き立たせるためにう

ていくための道徳﹂のむずかしさがある︒

か︑簡単にいい切れないところに︑﹁生き

そをいう場合もある︒

実ではないと知りつつ言うこともある︒

●ひいては︑相手を傷つけまいとして︑真

判断の基礎に︑身をもって示す親や教師の

このように考えてくると︑子どもたちの

場合が多い︒

ことをのべたら︑それはとりあげて︑賞め

しかし子どもが︑すなおにありのままの
てあげたいし︑いいかげんなごまかしを重

●また︑多くの人々の幸せと平和のため︑

実を告げないということすらある︒

自分ひとりが苦し糸を負って︑あえて真

うそといい︑まことといい︑それは単な

る形式や表現の問題ではないということで

ある︒ほんとうに心と心が通いあっていれ

しかしそれはあくまで理想であって︑現実

を言うとかえってはなれるような気がする︒

ば︑黙っていても通じるものである︒もの
結局︑どのようにして生きていったらよ

の技術としてとり入れていこうと思う︒そ

のであれば︑あえて﹁うそも方便﹂を教育
と思うが︑そのより所となるものをしっか

して﹁うそとまこと﹂を子どもたち自身の

には︑子どもたちの成長や発達に役立つも

り掴ませていきたいものである︒それには︑

眼で見通し感じとって︑それに対処してい

いかという︑ひとつひとつの︑問題に直面

どのような価値を選ぶかという場合の子ど

した時の︑判断力をつけてやることが大切

Ｏ判断の基礎をしっかり

どものしごとと思う︒

ものほんとうの姿を見つめることこそ︑私

注意もし︑たしなめもしたいと思う︒子ど

ねるようであったら︑早く見つけだして︑

姿勢が大きな意味をもってくる︒

こうなってくると︑うそとまことの川値
をそう簡単にきめられなくなってくる︒

戦後の食枇難の時代に︑食べざかりの子
どもたちをかかえた母親が︑凹分は食べず
とも﹁おかあさんは︑おなかがすかないか
かな︑かぼちゃを︑子どもたちの食器にわ

ら︑あなた方がおあがり︒﹂と言ってわず
けてくれた有難さ．：⁝︒とてもわたしなど
には︑そんなうそはつけない︒
Ｏ正直ということ
﹁道徳﹂の内容に﹁常に真心をもって︑

正直に行動する﹂というのがある︒低学年

く人間に育てていきたいと願っている︒

立たせるということになると思うが︑知的

らを︑未だそうした機会は得られなくとも︑

囲んで会をやります︒﹂といって別れた子

﹁先生︒大きくなったら︑きっと先生を

もなりの考え方の訓練をしておいてやりた

となどを︑中学年高学年では︑﹁常に誠実

に判断できる場合と情的に判断する場合が

ではうそをいわない︑ごまかしをしないこ
に行動することを主な内容とするのが望ま

いと思う︒それがいわゆる価値葛藤の場に

しい﹂とあるが︑正直そのものの価値をい

また心楽しいものである︒

その日がくるであろうと︑待っているのも︑

︵東京都会員幾島区高松小教諭︶

ある︒そうした場においての知見や豊かな
〃今︑何を為すべきか〃と考えるとき︑

情操を日々の生活の中で養っていきたい︒
ワシントンの桜の話︑狼がきたと村人を

くら説明しても道徳性は高らないと思う︒

〃
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一ｈＪｒ︑〃ロ︑１グ︑リグ︑︑／︲１１ざ︲Ｌ︲︑︲．．︐・も︑ｆ︲Ｊ

もｆｉ︑︲．︲︲１︲︲︑︲︐

︒︑／︑１＃︑ｒｊ︑Ｊ・１︑

︾秋の園芸︵一一︶︽
へ

渡辺弘

分に当てることがよく︑水はひかえ目にや

霜よけは︑奥まで陽光のさしこむような片

す︒

屋根で︑古いヨシズや炭俵などを利用しま

庭木では︑ソテッ︑ヤシ類︑ドラセナ︑

シュロチク︑西洋シャクナゲ︑アメリヵテ

ィコなどは防寒が必要です︒防寒のしかた

は︑地温の降下を防ぐために︑根元にモミ

ガラやコモ片を敷くのと︑芽の部分を保護

するために幹や葉をすっぽりコモで包む方

は︑三方を炭俵などで囲って︑南側から光

法とがあります︒シュロチクやヤシ類など

をうけるようにすることもあります︒シャ

クナゲなどは樹冠にワラ束をひろげてかけ

②落葉樹の移植落葉広葉樹は︑今月

るのもよい方法です︒

になるとほとんど葉を落としますから︑こ

ります︒とくにサンセベリ↓ノ︵チトセラン︶

メコマッ︑モミ︑イヌガヤ︑ハイネズなど

植の適期です︒寒地性の針葉樹として︑ヒ

れから︑厳寒期を除いて春の萌芽までは移
今月のおもなしごとは汝のようです︒

安全ですＯ

①防寒と霜よけ冬の寒さに弱い秋ま

は十月末から︑水を一漁も与えないことが

東京地方では中旬一﹂ろから強い初霜かあり︑

ンシランなどの室内鉢物は︑初覇がかかる

をすると軟弱に育って︑かえって耐寒性が

などの秋まき草花は︑余り早くから霜よけ

ます︒

きって潅水する水ギメ法がふつうに行われ

でつき固めながら土をかけ︑終りに水鉢を

もとの深さまで埋め戻して︑水を注ぎ小棒

植穴は根鉢直径の一・五倍ぐらいに堀り︑

も移植の適期です︒

と凍害で回復しなくなりますから︑初霜ま

から︑この月の半ば過ぎに霜よけをします︒

弱くなるので︑しばらくは蛭︑さにあわせて

なければなりません︒・ハンジーやデージー

き草花や庭木類は︑ひどい寒さから保護し

えに室内に入れるようにしましょう︒そし

庭に出しておいたラン類︑観葉植物︑ク

うすい氷がはるようになります︒

あり︑今月は初冬の第一の月にはいります︒

節では立冬︵八日︶と小雪︵二十三日︶が

気象学のうえでは晩秋に属しますが︑気

I

て︑日中は出窓などにおき︑弱い光でも充
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溝

三︑十一月のしこと

蕊

P

③庭木の一般手入れマツ葉は︑二年
きます︒

きに明るい場所に出し︑しばらく寒さにあ

くあ↑りません︒球根の根が充分に伸びたと

わせてから暖めると立派な花が早く咲きま

苗とは比較にならないほど良質の苗木がで

⑤キクの芽分けキクの展示会などの

っています︒あまり多すぎるのは見苦しい

いつも空気にふれるようにしておきます︒

す︒根は呼吸しますので︑根のつけもとは

ぐらい落ちませんから︑新葉と古葉がまじ

茎が地上に葉を出してしまうと︑親株の病

終った月末ころから芽分けをします︒地下

また︑温度が商いと水は腐れやすいので︑

ので︑冬の間に今年伸びた枝の三分の一

菌も背負いこんでいるから︑ウド芽のうち

かえます︒五度以下ならその必要はありま

四

三分の二より下の葉をむしってさっぱりし
てやります︒これをも桑あげといい︑その

に分けることがよい︒ウド芽を植えつけた

⑥サクラソウの植えつけ二ホンサク

上部が枯れてしまい球根だけが生残します︒

スなどの春植え球根は︑初祁がかかると地

ス︑カンナ︑ジンジャ︑ダリア︑アマリリ

⑧春植え球根の掘り上げグラジオラ

せん︒

五日に一回くらい︑半分堂の水をとり

ときに伸びすぎ︑こみすぎ︑形のくずれた

ら︑モミガラをかけたり︑霜よけなどをし
て冬を越します︒冬の間でも乾きすぎない

枝を魂定して形を整えます︒

ヒバ知は︑刈りこむと葉先が赤くなって

ラソウの植えつけは今月が適期です︒二月

暖地ではそのまま冬を越しますが︑寒い地

ように︑暖かい日中に水をかけます

にも行ないますが︑開花までの期間が短か

方では早めに掘り上げて︑貯蔵しなければ

んでやります︒スギは寒さに弱いので︑冬

枯れこみますから面倒でもハサミや手でつ

トウジュロ︑ドラセナ︑ユッカ類は︑枯

ことがあります︒

いために︑株の力が弱くよい花が咲かない

カラミ枝︑こみすぎ枝を抜いてよい形に仕

チノキ︑シイなどの常緑広葉樹は徒長枝や

つけ後は︑鉢の縁まで地に埋めて︑上に落

ものを選び︑一株づつ鉢に植えます︒植え

航えつけは株分けのときに地下茎の太い

それで︑掘り上げた球根は天Ｈで乾かして︑

度と湿気で球根か腐れることがあります︒

なりません︒貯蔵の時期が早すぎると︑伽

の間はハサミを入れないほうが安全です︒

いから切りとっておきます︒モッコク︑モ

葉や下葉をとりのぞき︑古い花軸は見苦し

上げ︑葉の多すぎるものは三五葉を残して︑

⑦球根の水栽培ヒヤシンス︑クロッ

こゑます︒

九○センチくらいの穴を掘って球根を埋め

水がよく暖かいところを選び︑深さ五○

土をおとしてから貯蔵します︒貯蔵は︑排
カス︑スイセンなどの水栽培は︑中下旬以

葉やモミガラなどを殺って冬越しさせます︒

側ツルバラの挿木中旬にツルバラの

降にはじめ︑水温が低ければ万事良好です︒

下葉をも難あげます︒

諏定を兼ねて︑その枝を挿木します︒なる

文部教Ｗ︶

︵東京都会員東京教育大学保谷挫場

それぞれの球根にあった容器を工夫して黙
めには︑暗黒状態が適当で︑明るい所はよ

ればよいのです︒根が出そろって伸びるた

べく南向きの暖かい所に柿し床をつくり︑

乾いたら水やりをしますがこれで︑四月上

北側から片屋根の霜よけをしておきます︒

旬にはよく発根した苗木になり︑春押しの

ｑＪ

ーＬ

︑ｌノ

／ｆ氏

千葉県金杉茂穂

篠塚しげる選

○大栂は雪にたわみし父忌日松江市白名遥々

山茶花や由緒に富める麓寺

○暮れ残るたんぽ上明り利根堤

○春風や港になびく大漁旗

○暮る上まで小峰さ坐やく藤の花評中七がうまい︒

狭しと鳴く蛙﹂というつづき具合が趣を深くしている︒

評谷津田という名前が一句の効果をあげているのと﹁：⁝．

○雲けはし谷津田狭しと鳴く蛙

延する︒季節のうつりかわりを素直にとらえた点がよい︒

評暦では春でも風はまだ身に泌む頃例年のように感冒が漫

○余寒尚去らず感冒はやりつ入

鈍し

評威厳のある古武士型の父君であったよにうこの句から詠
みとれる︒

○猪を獲て焚火せし川原あと

評あたりの景色までが目涯防沸と迫るような気がする︒

全栗間歌史

雪車の医師細りし父を診てやさし

○残雪やひばり雲間に能義平野

大息す彼地雪崩の痛ましく

千葉県加藤刀水

評﹁野火まとも﹂もよいが﹁風匂ふ﹂が更によい︒

○駅を出て野火まともなり風匂ふ

○春夕陽貨車長々と来て停る

評観照の深い佳句︒

○母呼びに立てば消えゆく春の虹

○牡丹の咲き定まりし花明り

貸家札かけて庭の菜花盛り

全八木幹勇

潮騒の中にかすかに初蛙

鉄塔に風早春の空鳴らす

○芽木の雨明るくなってまだやまず

篠塚しげる

川越市小名木狂辰

ニコョンの春眠まつはり地下足袋穿く

わが起居日々白のみの朝顔に

風交の一蓋根生美もて足れり
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弘道俳壇

新入会員芳名
昭和四十二年十二月以降

神奈川酒井源太郎三好凌石

東京木村健一渡辺正勇
福島五十嵐徳雄〃
東京小谷野愛子片山清一

宮城山崎卯吉西村幸二郎

〃岡本正治〃
鳥取金田進伊藤徳重
大阪大鴫信正〃
大分大嶋荘助〃
兵庫田宮敏一〃

千葉平山績酒井久平
″平山幸男〃
″畔蒜惣弥〃
〃八代重信〃

″八代浩〃
〃畔蒜清〃
〃高橋金作〃
〃斎藤栄昌〃
″石橋武男〃
〃藤崎隆司〃
〃加瀬亀吉〃
″花香忠一〃
編集後

来る十月二十三日には明治百年記念式典
が挙げられます︒世界が驚く日本の今日
の繁栄はかしこくも明治天皇がご在位四
十六年の長い間終始一貫率先垂範遊ばさ
れて私たちの父祖の総力結集によって築
かれたことは申すまでもありません︒こ
の史上空前の盛徳偉業を顕彰し感謝する
ことは大浜先生の仰せのように私たち子
孫の当然の責務でありましょう︒
◇昨今会館近くで日大紛争のビラが見え
ます︒町会では﹁教室へ早く戻って町に
迷惑をかけないでくれ︑日大は学生に真
理と誠意を示してほしい⁝﹂と︑日大後
援会では﹁巳むをえない事情を﹂それぞ
れ訴えています︒是非はともかく二度と

のご協力をお願いしたいものです︒

ない青春時に学業を放棄した上に暴力を
町にまで及ぼすことはとうてい常態とは
考えられません︒局面打開に父兄の方々

唾利毎争刃

凸刃

心池グ映画夕堅方毎

◇十六号台風被災の方盈に心からお見舞
申し上げます︒鎮守のお祭︑収穫︑紅葉︑
運動会など秋色の深まる折柄各位には一
段とご自愛の程祈り上げます︒
◇明治百年に当り当面の世相ｌ大学紛争︑
北方領土︑米審︑公害の問題など本月末
日までに八百字程度のご寄稿頂ければ幸

です︒︵編︶

弘道売価一冊金四十円

４ｒ豆野ｒ︑■７唾夕Ｔも幻ｒ笹野ｒ℃〃匠巳夕官込夕■︑幻江込夕匡込夕ｋ屯の匹蓮ａＫｕ画砿哩毎匹も夕眠︑
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〃菅原誠〃
″田中松子〃

神奈川大島福次郎〃

広島西村和三郎相馬敏夫

佐賀平野信雄松尾秀市一

東京山口和夫〃

″諸岡力〃
″大坪丞〃

福島鹿又長治白岩和夫

鳥取加藤重蔵︵終身︶坂尾正己

″鈴木三郎︵終身︶〃

千葉辻谷忠次渡辺正勇

″佐藤賢治〃
″越川右京本人申込
″加納務片山清一
東京佐衣木三郎〃

〃本間宏〃

記

森有礼全集
内容目次

予価

全三冊

二○︑○○○円

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ます︒何とぞ御期待下さい︒

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︶

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︶

第三巻英文関係資料︑その他約十点
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十五万一千九百円︵残部若干有︶宣文堂書店出版部
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