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新宮殿は昭和39年6月末起工o総工斐130億円。昨年11月14日正面の東庭に天
皇皇后両陛下皇太子ご夫妻のご臨席を仰いで落成式があげられたoそして24，5，
6の3日間一般に公開された。日本の優雅な伝統を生かし，国産の特別資材をも
ちい，最新の技法によって造営。今後長く皇室と国民の繁栄に役立つことであろ
う。この新年から5年ぶりに一般参賀が東庭で行われる。
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まこと

年が新たにな煙ったからと云っても︑天地自然の風物にこれぞという変化が
あるけわではない︒そこで門松もやめてはどうか︑年賀状も廃止してはどう
かというような議論も一部にはあるが︑私はやはり節度は加えながら特別の
弊害の無いかぎり従来通り︑此等の行事も保存して︑新年は新年らしく新し
い気分になるのがよいと思う０人は日に心を新たにして進歩を計らねばなら
ぬが︑さてそれを何時から始めようかという段になるとなかなか踏みきりの
つかないのが人情だ︒それによい踏み切りの機会を与えるのが新年などの年
中行事だ︒見方によってはこの行事は因襲に捉
祝わ れ た 固
値肥
陥の 旧
脹慣 の よ う だ
たが
か
それがかえって日新の工夫ともなるのである︒日新といえば大学の害に出て

も無いわけではない︒神聖の教場であるべき大学がいつか血鯉くさい修羅場
となり︑そしてその間に行われているいわゆる作戦や戦略は手をかえ品をか
えて日新の実をあげている︒この種の日新はまことに困りものだ︒どうか教
師も学生も心を新たにそれぞれの位に素して正しい意味の日新に進んで貰い
たい︒此が年頭に際しての私の最大の希望である︒︵特別会員東京教大名誉教授文博︶
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﹁荷に日に新たに︑日々に新たに︑又日に新たなり﹂という文句を思い
い
だす︒聖王と日われた股の湯王が自分の身を汰浴する盤に彫りつけた銘文
で︑王は之によって反省し︑日々自分の心の洗濯に資したものだという︒
近来科学の進歩はまことにすさまじい︒月の世界にも飛びだしていくとい
う︒全くわれわれの想像も出来なかった日新の進歩だ︒これは喜ぶべきこと
であるが︑さてわが精神界道徳界において之に伴うだけの日新の進歩があっ
たであらうか︒勿論若干の点では進歩もしていようが︑反面また日新の退歩
一
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未来社会は物心両面で完成
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一種の科学的技術はもっていた︒ただその技術を独立したなった︒

三趣毒蓉垂鰐謹惟畔奄吟鋤趣鍾匪唖押扮唾稚斗酔銅嘩奄相珊窪癖韮捌岬窪神碓審針諦確塞弛唾靴呼銅畔恥封桧榊誠唾

一ここ約十年に急進したｏそれまで見ることも験めす術も子頭脳は人間の考える仕事の或る部分を機械がやり︑人

一学の完成は大きな質的の変化発達だった︒あらゆる学者定を入れてそれから結論を引出す思考は人間に劣らな一

︽常に調和した美しく完成した古典物理学の体系ができた︒そうなると人間は何の為めにあるのかと疑いさえも一

︾た︒しかるに世紀末に物理学が新しい領域に入った︒つつ位である︒マッカーサー元帥が首になったり︑§︿小ず︲一

（2）

i

〆

一

−

−

−

（3）

−

へ

ー

生きが

一縦のつながり

森田康之助

﹁寮の子に見習え﹂という声が高い︒

高燥な台地の上に広い敷地と明るい寮︑就学前の子供た

この板敷の私室で起居する理事長夫妻に対し︑子供たちは

ちは嬉々と遊んでいる︒案内された理事長室には畳がない︒

以下は志賀口理事長の話である︒

畳の室で温い布団にくるまって︑ヌクヌクと寝るのである︒

私には私財はありません︒あるのは公金だけです︒子供たちは先

これを子供たちの上に投じます︒

生も畳の上で寝てくれと申しますが︑私は少しでも余裕があれば︑

こういう施設で︑他所にないものはといえば︑子供たちの両親の

地方新聞のことである︒成人式や学校の卒業期になると︑

わからぬ子も多いのですが︑某の父︑某の母とだけ記しつけた神

霊を祭っているということでしょうか︒勿論親の名もハッキリと

牌の前で︑子供たちの誕生日にはその祭りをいろいろします︒子

毎度地方名士の祝辞がその顔写真とともに掲げられる︒人
生は誠実にあれとか︑正直は第一の美徳だとか︑ありふれ

けているという厳然たる事実を私は子供たちに認識させ︑感謝と

供たちは真朗です︒その名すら知れぬ親ですが︑こうして生を享

︑︑︑︑

た横のつながりの道徳を強調する言葉が並べられるのが常
︑︑︑︑

ると子供はきまって︑先生︑よくわかりました︒もう一度考え直

もよいという声が聞こえたら移りなさい︑と云ってやります︒す

坐することにしています︒そして両親に相談して︑他所に移って

もあります︒そういうときには︑私はいつも神牌の前に二人で静

主や同僚と折り合いがわるく︑他所に移りたいと云ってくるもの

ありません︒もちろん数多くの子供のことですから︑中には傭い

会に巣立っても厚く信頼され︑就職に困ったということは一度も

の性行の上にも反映するのでしょう︒おかげで一﹂の寮の子供は社

報恩の生活を説いているのです︒こういうことが自然に子供たち

であるのに︑ただひとり﹁親と師の心を胸に刻翠つけて﹂
といつも縦のつながりを説く人がいる︒志賀口覚民である︒

この人は︑いわゆる親なし子を収容して︑義務教育を修
了させると︑自らその子たちの親代りとなって︑社会に送
り出すという︑社会福祉事業にうちこんでいる人である︒

こういう施設の子どもたちは︑とかく粗暴でひが承がちで
と机を並べるのを嫌がるのが普通であるが︑この志賀口さ

あるため︑近隣の父兄は自分の子が学校で︑施設の子ども
んの寮の子どもたちは学校でも︑そろって模範少年である︒
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しますと反省してくれますｃ

出たばかりの元気な若手揃いだったというが︑丁度その土

の人はほんの数人︑居あわせた三︑四十人の社員は学校を
も︑︑︑

教育の方法にはいろいろあるでしょうが︑横のつながりだけを云
︑︑︑︑

曜日の晩にあの忌まわしい脆風が中京地区を襲ったのであ

︑︑︑︑

せん︒今の世に鮫も欠けているのは︑こうした縦のつながりの教

ここまでは困難ではあっても︑心ある人ならば一応はで

して顔を揃えたのである︒

日だというのに︑八時半のいつもの始業時刻には全員出勤

社員の家を守りに行った︒怖ろしい夜の明けた翌日は︑曜

晩は独身者寮の者は二人づづ手わけして︑家族もちの先輩

責任者の留守をあづかつた若い社員は申し合わせ︑その

ヲｏＯ

うのでは︑十分ではありません︒縦のつながりを忘れてはいけま
育だと思います︒私の察の子供たちが︑町でも学校でも︑それか
ら社会に出てからでも︑志賀ロの寮の子ならばといって信用が厚
︑︑︑︑

いというわけは︑こうした縦のつながりの関係をいつも説いてい
るからではないかと思います︒
︑︑︑︑

縦のつながりの教育︑戦後日本の教育の最大の忘れ物はこ
れである︒個人の幸福を説く団体や︑ご利益の追求を第一

きることである︒だが︑これからさきのことは容易にでき

ることではない︒それだけに吾人の心を深く動かすものが

あるのである︒その話というのは︑こうである︒

出勤時刻に顔を揃えた一同は︑直ちに協議した︒何しろ

非常事態である︒電気は止まる︒汽車は動かない︒街は水

につかり︑多数の死者や行方不明者を川しているという状

態︑救援を待ちわびる多数の確災者を前にして︑われわれ

のできる御報公とは何であろうか︒それは交通述輸のため

に欠くことのできぬ石油・ガソリンの価額をば︑この際安

定させ︑値段をひき上げさせないということ︑一﹂れが第一

rR，

義とする信仰集団はやたらと繁昌している︒だがこれに反
して﹁お国のために役立つ人川になれ﹂という教育は︑学
︑︑︑︑

校でも家庭でも︑今Ⅲでは全く地を払っているように見え
る︒しかしながら縦のつながりの教育が︑教育のうちで最
も困しいものの一つだといわれている︑こうした施設の子
︑

の教育の上で立派に成功しているのである︒換言するなら
ば︑青少年の純粋なる心はいまだ喪われてはいず︑縦のつ
︑︑︑

ながりということをぱ素直に受けいれ︑縦の結びつきの上
に自分の位置を見出だし︑自己陶冶し自己形成して行って
いるのである︒

手をつけるべき仕事ではあるまいか︒他社に期待してはい

に緊要なことではあるまいか︑これこそわが社で率先して

伊勢湾脆風のときのことである︒出光興産の名古屋支店

けない︒それにはどうしたらよいかと相談して︑関係のあ

二︑非常時にうろたえては

では支店長は本社に出張していて留守︑在勤の社員は年配

、 J ノ

たり広く弘報して︑ガソリンスタンドではガソリンの販売

素からの会社のおとくいに対してだけではない︒全市にわ

さんありますから︑ご安心下さい﹂と連絡した︒それは平

官庁やバス会社その他に通報して一︲石油︑ガソリンはたく

らゆる方面から石油やガソリンを取り寄せる一方には︑各

に︑われわれには一段と心をひかれるものがあり︑これを

いわば昨日までは学生であったような若い社員であるだけ

出光その社是社訓に長い年月鍛えぬかれた社員ではなく︑

ちであったということである︒出勤薄というものをもたぬ

たちがいづれも入社間もない︑いわば学生あがりの社員た

日本は混乱している︑人と人との対立抗争は日に日に劇

美談とするのである︒

な物価急騰という現象の中で︑石油だけは公正に売り捌か

価額のつり上げをいっさい許さず︑あの大災害に伴いがち

い旗や︑革命を意図する赤旗が林立する︒こうした不幸な

で結ばれていねばならぬ筈の学園だが︑アナーキストの黒

しさを加えている︒本来その間がらは最大の信頼と愛情と

悲観的材料のみがいたづらに吾人の眼をひくのであるが︑

以上は若手社員が︑責任者の不在の間に起った非常時に

れたというのである︒

対処すべく︑自発的に協議し︑実施した行為なのである︒

り重点がおかれ︑これに徹してきていたのである︒親の子

日本の教育は昔から﹁教﹂ではなく︑﹁青﹂に主眼があ

流れていることを知るのである︒心強いことである︒

こうした一方には青年の純一な精神が︑地下に漏灸として

見事である︑立派である︑といわねばならぬ︒

人の真価は非常の際に最もよく発揮される︒平素の修養
なり心がけなりが︑赤裸食に露われるのである︒元禄十四
年三月︑浅野長矩の吉良義央との事件の報知をうけた小野
寺十内は︑その妻にあてた書翰に︑

るならば︑

と︑いつも自らの心に云いきかせてきたのである︒﹁育﹂

われを愛せよ︑われを敬せよ

父は上も︑その父は坐もわが身なり

と︑親心にいつも立つことを心がけ︑

学ばずとても道に至らむ

己が子を恵む心をのりとせば

に対する教育がまさにそれであり︑二宮尊徳の道歌をかり
つらよど

き

身不肖にても︑一族日本国に多く候と︑かようの時にう
せつ

ろつきては家の庇︑一門の面汚しも面目もなく候ゆゑ︑

申し候︑

節にいたらばいさぎよく死ぬべしと︑たしかに思ひ極め
と云っているのである︒十内の平素の修養がこのトッサの
間に︑その身の処し方をきめさせたのである︒見事な武土
の心がけといわねばならぬ︒

右の出光興産の社員の話で心ひかれるのは︑その主人公
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こそ︑今日われわれがわれわれの祖先に対してもたねばな

て生きがいとし︑信条とするという︑こういう教育や指導

る純粋な志向と念願を︑彼らの胸中に発見させ︑これを以

のために尽くしたいという青少年の︑本来もちあわせてい

の教育は日本教育の伝統である︒世のために報いたい︑国

敵を撃破したのである︑時に家康は廿九歳の青年であった︒

の意味はなしとするのである︒かくて自ら陣頭に進み︑大

これを承諾せぬ︒信義の援兵は︑自ら第一線に立たねばそ

信長は家康の厚情に謝してこれを予備隊に配した︒家康は

信長︑信義の上からその応援に駈けつけた徳川家康である︒

ついでは元亀三年︑甲州の武田信玄は全力を挙げて上京を

図るが︑眼前の浜松城に拠る家康の如き小敵は︑信玄の眼

らぬ責任ではあるまいか︒

しばしば聞くことである︑北欧の国はその生活は国家に

自重を勧める︒だが家康︑信長との信義もあり︑且つは見

づける武田信玄である︒徳川の老臣また家康に向って切に

中には全くない︒家康を横に見たまま真一文字に西上をつ

よって保障され老後の施設は完備し羨望にたえぬものがあ

さずとし︑直ちに決戦を挑むのである︒戦は敗れた︒しか

す見す敵軍の城下通過を許すが如きは男子の一分これを許

三︑生きがい

るが︑人々はこれに安住することなくして自殺する者また

酒食たる立身出世主義が世を風塵し︑排摺陥附いたらざる

生きがいを喪った人の心の支柱とはなり得ないのである︒

を営むことができるのである︒老後の完備した福祉施設も︑

人はその生きがいを見つけたとき︑最も充実したその生

Lイノ

いちぶ

非常に多いということをｏこれ即ち︑人は︒ハンのみによっ

しながらその勇戦奮闘は三河武士の名を恥づかしめぬもの

ったのである︒家康の地位はかくして築かれたのである︒

があり︑さすがの信玄も舌をまき︑家康と戦うの不利を悟

信長は懇に家康を推重した︒天下人秀吉もまた家康を無視

終戦直後の荒廃窮乏︑まずは求められたものは食であり︑

ついで衣であり︑住であった︒衣食ようやく足り︑不十分

て生きるものではないことを︑ハッキリと語るものである︒

ながら雨露をしのぎ得るに至って始めてレジャーが求めら

することはできなかった︒

なく今日は心ゆるす同僚も︑明日は狼の心をとぎすますの

恥ぢも外聞もない今日の立身出世主義というヒズミも︑あ

ひと

れ︑得るところの賃金の少しでも多からんことを望んで︑

である︒乱離の末法濁世といわざるを得ない︒これという

はいせいかんせい

のもつまり︑何を為すべきかという︑人生本来の目的を見

くるところなき物質生活の充実︑即ち拝金主義を以てその

生きがいとするところに由来するのではあるまいか︒

寺ご寺含窪鬼

喪ったところから起った風潮に他ならないであろう︒

元亀元年の姉川の合戦︑浅井・朝倉の大軍に対する織田

／ 庁 、

ろに吾人は︑父祖の心を心とすることができるのである︒

人生の生きがいとは信義であり︑この信義に生きるとこ

の歩み方をしなければならなかったに違いない︒

ヶ原にこれを迎撃しようとはしなかったであろう︒もしそ

備隊を希望し︑信玄に対しては危険を冒してまでも︑三方

は従って純一であり得るのである︒日本の将来のために︑

青年は人生の花であり︑この花のときが最も多感︑信義に

自己の安全と保身だけを図るのであれば家康は姉川で予

ういう態度に出れば信長と家康とでは︑年齢も違えば勢力

尚一層驚き入ったのである︒何事も朕であり規律である

ことを祈るばかりである︒︵監事明治製糖社長︶

うる集団の美しさを日本だけでも一日も早く実現しうる

世に生を得た人有が御互におちついて︑生活をたのしみ

美しさの実現までは︑まだまだ遠いとしても︑今はこの

騒然として集団の美しさを失っている︒世界連邦という

を慨嘆する一人ではあるが︑現在は日本いな世界全体が

最近其の集団の美しさを失ってしまったところが多いの

しく達成し難いのである︒私は学校といふ集団さえもが

たものが多い︒それでは威圧力も説得力もなく目的を正

るがこの頃のデモには集団の美しさを全く失ってしまっ

まれるのだと思ふ︒私はデモもやってよいと思ふのであ

始めて企業集団における美しさが保たれ企業の発展が望

が企業経営の根本であると思っているのである︒それで

ある︒これをうまく組合せて美しいモザイクにすること

︑

︵特別会員国会図書館分館閲覧課長文博︶

どうか大輪の美しい花を咲かせてほしいものである︒

に於てももともと大差があったのであるから︑おそらくは
家康は信長の部将として駈使に甘んずべく︑その領地も信
長の属国と堕し︑その後の徳川家の運命もまたおのずと別

集団の美Ｌさ
相馬敏夫
私は先日テレビで福井における国体の閉会式に於ける

各県選手の行進や整列を見ていても感じたことである
が︑今日の体育祭における千二百人もの生徒の集団体操
を見ていて一層集団の美しさをつよく感じたのである︒

よくもこれ程までに揃って美しさを表現しうるものだと
思ったのであるが︑これも何もこれだけの生徒が一つに
まとまって練習したのは一回もなく︑全く小さなグルー

と思ふのであるが︑私はかねがね一つの企業に従事する

プに分れて練習しただけとアナウンサーの説明をきいて

人の性格や思想が同一とはいえない︑むしろ種々雑多で
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ったが︑国際政略の実体は日本を再び白人優越支配を脅か

戦後教育と教育勅語

美忠之

す強国とはさせないというのであった︒無条件降伏・占

った︒占領軍当局の指令は有無を云わせなかった︒﹁日本

戦前の教育で育った者は︑式日に校長先生が恭しく教育

国民は全部が捕虜である︑経済規模は軽工業程度の状態に

勅語を奉読した姿を思い起すことであろうし︑修身の教科

こと少く︑教育勅語という言葉を聞いたことがあるとして

置く︑天皇の上にマッカーサーが君臨するのだ﹂こうした

領・その後に講和条約締結という戦争終結方法は︑日本を

も内容は殆んど知らないのではなかろうか︒教育勅語を調

種類の言葉を平然と公言する者もあった︒形の上では日本

戦勝国の思い通りに変革させる作業を可能にするものであ

べるのに便利な資料集や論文にはどんな書物がありますか︑

想するであろう︒戦後の若い世代は﹁明治﹂について知る

何回かこういう学生の質問を受けたことがある︒教育勅語

のであった︒

の政治機職を通じたにせよ占領軍の専制支配下に置かれた

書で教育勅語の文言を暗諦できるまでに学習したことを回

を知っているか知らないかの別が今日の世代間の隅りを象

この日本無力化政策は︑日本国民の強固な統一を支えた

徴するといえそうである︒教育勅語の示す内容は今日の時
代に何の意味も無いのであろうか︒戦後の教育で教育勅語

には精神的一体化でありこれを無力化する上で教育の及ぼ

が占領政策の重要項目の一つとなる︒国民的統一は最終的

基盤を破壊するとき完成する︒その作業のために教育変革

戦後の日本教育は戦勝国のきびしい管理政策によって変

す影響力は極めて大きいからである︒教育勅語に代って新

がどのようにして姿を没したのであったか︒

国家に作り換えるというのがその掲げる大義名分？であ

革した︒軍国主義超国家主義を拭い去って民主的平和的な

（9）

新

根本において教育の力に言つくきものである﹂と述べてい

教育の基礎とせられた教育基本法前文に﹁理想の実現は︑

理及び信仰は日本国民を軍国主義超国家主義に誤用させる

注目すべきものが︑いわゆる神道指令であった︒神道の論

というのである︒この指令によって神宮神社の参拝や遥拝

その他︑神道儀礼を伴う学校行事の禁止︑教科書や教師用

る通りである︒

教育︑教化が軽んぜられるのでは国家社会の発展もなく

体の本義﹂﹁臣民の道﹂神道に関する官刊行物普及の禁止︑

さらには﹁大東亜戦争﹂﹁八紘一宇﹂などの用語の公的使

指導書からの一切の神道教義の抹消︑そのための検閲﹁国

用禁止などが命令せられた︒学校に神棚があれば神棚を撤

の民族の置かれたもろもろの条件によって︑その内容は同
じものとはならない︒民主主義もマルクス主義もナチズム

去し︑忠魂碑があればこれも撤去乃至破壊を命ぜられた︒

安定もないが︑どのような教育が行われるかは︑それぞれ

もその形成された時点での具体的な諸条件の上に構成せら

式日の御真影奉拝宮城遥拝も行われなくなった︒行き過ぎ

の指令が教育の場を動揺させ児童や生徒の敬神崇祖とか義

れた理論であり思想であるに過ぎない︒それが永久不変の

勇奉公殉国などの心情育成を阻害した害悪は絶大である︒

原理として通用する保証はない︒人間の世界には無限に新
戦前しばしば思想戦が云々せられた︒それは︑相争う陣

欧米人は国家と教会との分離抗争という歴史の背景をも

たところでは校庭にある二宮金次郎の像まで撤去した︒こ

営がどのような思想・理論で内部の統一を保っているかを

っている︒神道指令はかれらが自らの歴史の中で形成した

たな条件が生まれるからである︒

示すものであると共に自らの思想理論を不可謬と妄想しそ

える者も現に見かける事実である︒そこに何等の矛盾を感

れぞれ世界支配を目ざす思い上った態度を示したものであ

じないのが日本人の信仰生活であった︒それは恐らく西洋

る︒神棚と共に仏壇を安置もする︑社頭で仏教経文をとな

追随を強要するこの思想戦の態度を感じとることができる︒

人には奇異なことと映ずるであろうが︑そういう姿が日本

祭政分離主義による政治形態を採用せよと命令したのであ

自国の誤りや逸脱を反省し是正するのは当然のことである

人と神社との結びつき方である︒祭る神には武神も文神も

る︒占領軍当局の日本教育変革政策の根抵にも︑アメリカ

が︑敗戦後の日本は民主主義一辺倒の精神革命を実現する

ある︒戦勝の祈願は神社でも寺院でも執行せられた︒五穀

的民主主義を人類普遍の原理と強調しその思想や理論への

かをすら理解しないものである︒

豊穣天下泰平の祈願も同様である︒止むことを得ず戦争に

義務があるという一部論者の議論は民主主義の何者である
占領軍当局による日本教育を解体する作業として最初に
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は︑人間自然の心情である︒第一次世界大戦に際して労働

なったとき出征者の武運長久を祈り自国の勝利を念ずるの

せられた国会がどの様なものであったかを考える上でも参

うのである︒被占領下日本国憲法により国権の最高機関と

国神社を置き公的な慣行を守ることがどうして排除されな

の無名戦死の墓に詣でる国際儀礼もある︒忠魂碑を建て靖

全国の学校から教育勅語謄本の回収を命じ︑学校教育と教

られていた︒この衆議院と参議院の決議を承けて文部省は

は差控えられたが︑教育勅語謄本は引き続き学校に保管せ

終戦後しばらくして式日行事に教育勅語を奉読すること

考になろう︒

ければならないのか︒神道の教義や行事が直ちに侵略主義

育勅語との完全な断絶が強行せられた︒某県でのことであ

者が国際的団結と訣別して祖国の急に赴いた事実︑訪問国

軍国主義に通ずると非難するのは神といい宗教といえばキ

︐る︒回集された謄本は県庁の庭で焼却となった︒ある校長

さんは愛惜のあまり自ら写しを作成して学校に保存してい

リスト教とその教義しか認めようとしない立場での異端征
この神道指令の約二週間後修身地理歴史の授業停止が指

伐の心情を露呈したものである︒

令された︒教科書はすべて回収を命ぜられた︒地理歴史の

てしまった︒国会はこの校長さんのような考え方を全く代

たが︑民政部係官に見とがめられ︑遂にその職を免ぜられ

なったが︑修身の授業は遂に再開されなかった︒この措置

授業は後に社会科という新設の教科の中で行われることに

次に戦後教育問題を考える場合度外視できないのが学界

表していなかったのである︒

旦の詔書とともに日本民族を神話から遠ざけ︑伝統的な国

は︑いわゆる天皇人間宣言と俗称せられる昭和二十一年元

られ︑戦時中拘禁されていた党員はすべて自由の身となっ

教育界の左翼偏向の問題である︒戦後共産党は合法と認め

るものであった︒修身教科書には教育勅語が掲載されてい

民統一の精神的道徳的な基盤を動揺させ否定させようとす

かし米ソ間に対立が萌しはじめると︑モスコーの指令に従

た︒彼等は開放者マッカーサーに涙を流して感謝した︒し

って日本共産化に狂奔した︒戦後の荒廃貧困という条件は

たが︑児童生徒はこれを読む機会がなくなった︒教育から
この教育政策を徹底させる上で︑占領軍当局に忠誠を示

教育勅語を見失わせる最初の布石であったといえる︒

いうまでもなく日本共産党は早くから天皇制打倒︑私有

共産主義運動拡大に絶好の条件でもあった︒

院の教育勅語等の失効確認に関する決議であった︒日本国

に何の拘束もなくなった︒公職追放措置の反面として失職

財産制否定をその綱領に掲げていたのであるが天皇制論議

したものが︑衆議院の教育勅語等排除に関する決議︑参議
憲法によった教育勅語は単なる過去の文書にななったとい

（11）

マルキスト学者を大学に復帰させることができた︒そこに

抽象的な平等概念に惑溺したものというほかない︒

は孫文やネルーの言葉によく示されている︒孫文によると︑

日露戦争が文字通り国運をかけた戦争であったことは異

バルチック艦隊全滅の一豆Ｉスはヨーロッパの人民を悲し

学界言論界の左翼偏向が現われ︑﹁思想﹂とか﹁世界﹂に

布し︑小中高校の教員にも大きく影響し︑日教組の教師の

ませ︑日本の同盟国であった英国人も日本の勝利は結局白

なったアジアの諸民族に快哉を叫ばせ︑光明を与えたこと

倫理綱領が義務教育を動かすまでになった︒教育勅語は完

人の幸福ではないと考え眉をしかめていたがスエズ運河を

論のない事実である︒日本の勝利が西洋侵略勢力の餌食と

全に抹殺されたのである︒階級闘争の戦士養成を目標とし

通過したとき︑アラビア人は日本が勝ったのは西洋の民族

められる状態でそれらが権威あるかの如く一般知識層に流

て教育が行われるとき︑児童が天皇は悪魔であるという作

掲載される論文はいわばマルクス教室の優等生の作文で埋

文を書くような事実も出て来るし︑日清日露戦争も単に帝

を打ち負かしたのだといって歓喜したという事実を伝え︑

に・苦しめられ続けてきたわれわれ東洋の民族が西洋の民族

君主制のもつ優れた意味はアメリカ人には分るまいと英

国主義的侵略だという程度にしか教えないことになる︒

のである︒政治的には民主政治の実質を高めながら法律的

を経験した英国人は再び君主制を廃止しようとは思わない

だけでなく︑欧米諸国で明治維新史研究・日本研究が盛ん

ることは大きな研究課題になる︒アジア・アフリカの諸国

した事実は一つの驚異であったし︑何がそうさせたかを探

僅々半世紀の間に東洋の一弱小国から世界の強国に成長

日本の勝利がアジア諸民族の独立運動の原動力となったと

にはキングの主権を認め自らは臣民であることに何等の矛

な理由である︒占領政策に奉仕して空疏な民主主義平和主

考えている︒

盾を感じないのである︒英国のキングも帝政ロシアのツァ

義を教育の指導原理として教育勅語を見失わせる教育は日

国人はいう︒そして諸国の君主制が亡びても︑トランプの

ーも秦の始皇帝も君主という概念は共通であっても具体的

四つのキングと英国王は残るという︒クロンウェルの独裁

な君民間係を支える背景は同じではない︒人民を牛馬のよ

本を喪失させ国民生活を混乱させる禍根であるＯ

︵本会評議員文部省教科書調査官︶

うに扱った歴史的背景から革命権の理論か構成せられたと
しても︑その理論がすべての民族・国民に歓迎されるとは
限らない︒愛国は肯定するとしても天皇に対する忠君を説
こうとしないだけでなく否定しようとする戦後の知識層は
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〆

下広居

るまいが︑基本的なことは︑折にふれて反省していないと︑

一体︑国家は何のためにあるんだ︑と開き直る必要もあ

日本人全体が信用されなくなるのではないか︑と心配だ︒

ぶとは︒まことに恥ずべきことだ︒戦争反対︑という声に

国民の不幸︑悲惨な運命によって︑経済的利益を得て︑喜

何と情ない︑下劣な国民になり下がってしまったのだ︒他

のではないか﹂と心配する︑といった具合だ︒日本人は︑

た︑という報道を聞けば﹁今までほど︑もうからなくなる

て︑﹁岩戸景気だ﹂﹁昭和元禄﹂といい︑北爆が停止になっ

ｌ恩赦と新宿騒動Ｉ

道徳の復興︵十二︶

｜恩赦と選挙法違反
この頃︑不愉快千万なのは︑はっきり道理をいう人が少

まちがいをやって︑気がつかないことになりやすい︒

ろうか︒

我々が国家を作っているのは﹁利益﹂のためではない︒

我々︑個々人の利益になるからではない︒正しい国家︑世

界の人類が模範︑お手本にするような国家にすることだ○

決して︑各人の収入が世界一になったり︑総生産額が吐界

それは︑昔の人がいったように︑安心立命である︒安堵で

人間は︑この地上で︑何を一番求めているのだろうか︒

一になることではない︒

近来︑口を開けば︑経済が何︒ハーセント成長したとか︑

ある︒ということは︑満足して︑不平がない︑恐怖心がな

といったではないか︒

かんのみ﹂

﹁何ぞ富国といわん︑何ぞ強兵といわん︒大義を四海に布

横井小楠は︑

といった︒

﹁国家は商事会社ではない﹂

西郷隆盛は︑

は︑どれだけ︑人道と正義と思いやりが含まれていたのだ

くなったことだ︒ごまかしが多すぎる︒こういう風では︑

木
貿易は︑どれだけ伸びた︒国際収支は黒字だ︑などといつ
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−

﹁また︑選挙の話か︑あきあきした︒どうでもいいじゃな

こんなことをいうと︑

いか︒何といっても︑同じ人が当選する仕組になっている

い︑生命と健康に不安がない︒明日の生活に心配がない︒

いうことだ︒ｌそれが瞳治の理想であろう．いいかえれ

んだ︒総理大臣だって︑自分がやらないだけで︑人にやら

人から物を奪われることがない︒暴力が行なわれない︑と

せて︑自分は見て見ないふりをしているだけじゃないか﹂

んだ︒違反だって？皆がやっていることなんだ︑何が悪い

なるほど︑今の世界は昔に較べて︑物質的に進歩した︑

というにきまっている︒これが︑何よりの弁解になってい

ば道が行なわれていることだ︒

といえる︒しかし︑インドのように︑一年に何千万人が餓

その上︑どうしても選挙違反をやらずにはおれぬ理由が

ｚ匂○

死するところもある︒アフリカのある国では︑数万の子供
が餓死寸前だ︑という︒百人のうちに︑義務教育を受ける

カネになるからだ︒ｌどうしてこうも︑国民全体が︑カ

ある︑という︒それは何だ︒分かりきったことじゃないか︒

のが一○人ぐらいのところは︑いくらでもある︒乳児死亡
率の高い国がある︒日本でも︑出産時の母親と胎児の死亡

月給を二倍にしてみせます﹂

﹁経済のことは︑おまかせ下さい︒必らず︑あなたがたの

池田前首相は︑

ネ︑カネと騒いでいるんだ︒

率がスウェーデンの二十五倍とか︒こういうことは︑国家
としても︑国辱というべきではないか︒なぜ︑産前産後に
働する母親のために完備した病院や託児所を作らないのか︒

定期検診をして︑それを無料にしないのか︒どうして︑労

ｌ議員は何を考えているのか．そういうことを問題にす

と約束して︑喜ばせていたものだ︒しかし︑月給が二倍に

たしている︒議員か︑当然やるべきことをしていない︑と

食の目標を見失ってしまったようだ︒元来︑国家とは︑そ

なのだろうか．ｌ動ネを皆で追っかけているうちに我

意味があるのか︒物価高を喜んでいるのは︑どういう財閥

なる頃には︑物価が二倍になるらしい︒だとすれば︑何の

るのが議員の任務ではないか︒

いうことは︑誰しも気づいていることと思う︒しかるに︑

少し︑話が︑わき道にそれたが︑現代の政治が変調を来

我々選挙民は︑主権者でありながら︑召使たる議員たちを︑

ール大統領を訪問した︒あとでド課﹁−１ルは︑

んなものではなかったのだ︒池田前首相がフランスのドゴ

﹁トランジスター・ラジオのセールスマンのようなのが来

ちっとも監督していない︒どんなに悪いことをした人間で
状ではないか︒

も︑ちっともかまわずに︑何度も当選させているのが︑現
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た﹂

ｌどうも近来︑議員鴫大雨たちも自分の利誌ばかり考

だ﹂というので︑大量釈放に︑ふみきったのだそうだＣ

きくところによると︑議員は誰でも︑何人かの選挙法違

かＯ

えて︑国家国民のためを考える者が無くなったのではない

といったとか︒

こんな記参事が新聞記事にのるようでは困ったものだ︒い

つか︑日本の雑誌の表紙に︑ヒシャゲたようなドゴールの
漫画が出たことがある︒さっそく︑日本駐在のフランス大

て︑一年に五百万円かかる︑という︒

反者を抱えているそうだ︒その費用が莫大だ︒一人につい

だから︑恩赦にしてもらいたい︒来年に予定される衆院

に名誉段損の訴えを起こすべきだ︒日本人は︑商売のため
なら︑どんな卑怯なことでもする︑きたないことでも平気

のだろう︒いったい︑いつになったら︑この恥知らずども

選に︑この﹁選挙寄生虫﹂を使って買収・供応をやりたい

使が抗議して来た︒当然なことだ︒日本政府は︑ドゴール

めなら︑戦争の長びくのを希望するような卑怯者は︑一人

だ︑といったような首相を選びたくないはずだ︒特需のた

放したいものだ︒それは﹁恥を知る﹂選挙民が︑その気に

が働かなくなるのか︒一日も早く︑これらの腐敗分子を追

ところで︑がまんのならないのが明治百年恩赦に︑選挙

もいないはずなのだ︒

なれば︑できることなのだ︒それができないのは︑よごれ

らなのだ︒心ある選挙民は︑選挙法違反者を恩赦にするよ

たカネをほしがったり︑ダダ酒を喜んだりする者がいるか

うな政治屋どもに痛憤しているのだ︑ということを議員た

をいうと︑昔の日本武士道を心得た者なら︑
﹁罪をつぐないをしたいのですから︑恩赦は拝辞したい﹂

法違反で挙げられた四万人を含めてしまったことだ︒本当

と申し出るのが当然だ︒しかるに︑議員たちといっしょに

ニ新宿騒動に思うこと

ちに知っていてもらいたいのだ︒

いっている︒そして︑

なって︑明治百年で恩赦になるのは︑当然の権利のように

と脅迫したそうだ︒首相としては︑もう一度総裁になりた

ないことにするが︑それでもいいか﹂

じめ︑﹁治安問題﹂だというかと思うと︑別の人々は﹁こ

案外少いようだ︒それは︑どういうわけだろうか︒首相は

というべきだ︒ところが︑その暴力について議論する人が

学生運動は暴力に結びついている︒暴力に特色がある︑

いものだから︑

れは根が深い問題だ︒学生は現在の大学制度︑運営︑教科

﹁もし佐藤首相が︑恩赦にしてくれなければ︑彼を三選し

﹁派閥の要求をことわって︑彼らを敵にまわしては大変
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反映する制度を考えなければならぬ︒学生を処分する場合

目︑教育の態度方法にも不平を持っている︒学生の意向を

ではあるまい︒

といったものではない︒多数の者が検挙され︑あるいは傷

だから︑警官隊を差しむけて︑鎮圧すれば︑これですむ

トロッキーの場合なら︑ソ連の官僚制度を攻撃する︒何

いたならば︑下火になるだろう︑と予想されるようなもの

のために革命を起こしたのか︒それは︑労働者と農民の社

にも︑公正な裁判形式をとるべし﹂
﹁今の学生は甘やかしすぎて︑生意気で︑師弟の礼儀も知

会を作るためだった︒しかるに︑・威張って︑高給をとって︑

などという︒また年寄にいわせると︑

ありながら︑不平をいうとは︑けしからん︲｜

らず︑勉強もしない︒昔よりも︑はるかに恵まれた境遇に

お役人の俸給を平等にした︒ところが︑今はアメリカの資本

を否定したのは不平等が悪いと思ったからだ︒レーーラは

賛沢な暮しをしているのは︑役人や党の官僚だ︒資本主義

家と労働渚よりも差が甚だしいＩなどという．そういう

ところで︑大学の校舎を占領したり︑警官隊と戦ったり

という︒

の少数者が革命の練習のようなことをする︒しかし︑実は︑

する者は︑数千人であり︑その中の指導者は数百人だ︒こ

不平が社会主義をとっている国では︑どこでもあるらしいｏ

日本の学生がいっているのは︑社会主義国家の場合とち

革命を起こして︑どういう新社会を建設しよう︑という青
写真もないのだ︑という︒

めない︒自分たちとは︑何の共通点もない︑と思っている

とだ︒大人のいうことはナンセンスなのだ︒何の価値も認

一から十まで反抗したい︒それは大学でも会社でも同じこ

な︑からはじまって︑大人の作っている社会に対しては︑

しなものが現われるにちがいな随という期待がある︑と

現在あるものを︑こわしてしまえば︑何か︑少しでも︑ま

らしい︒そこでは破壊的活動だけに意味が認められる︒大

がっている︒帝国主義国家といっしょになって戦争をする

いうことらしい︒例えばトロッキーは︑ソ連にも革命を起

人が破壊に反対する︒破壊外に︑とるべき道がある︒とい

しからぱ︑彼らは暴力をふるうことに目標がある︑とい

こす必要がある︑といった︒それも︑もう一度というので

うなら︑大衆団交でつるし上げるだけだ︑という︒暴力を

わねばならぬ︒それは現在の社会秩序を破壊することだ︒

なく︑何度も革命をやれ︒﹁永久革命﹂ということを唱え

︵本会理事専修大学教授︶

排除し秩序を回復することが先決問題ではないのか︒

たものだ︒

社会の施設や建物を破壊することが目的ではなくて︑秩
序を混乱させることに目標がある︒
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道徳教育のヒント︵８︶

子どもの過去意識の一面
ｌ明治時代をどう見ているかｌ
吉回

賢

戦後二十年﹂の論争などを皮切りにして︑

十年四月の朝日新聞紙上での﹁明治百年と

と考えられるからである︒

もその時代の息吹きを肌に感じて生きて来

一一

一般の語感からは明治時代をむかしとい

どのように考え︑感じているであろうか︒

よい︒昔とは切った肉を日にほしたもので︑

﹁昔﹂という字義からは明瞭に含ませても

う範嶋に入れることには抵抗もあろうが︑

明治時代は︑現在のおとなにとってさえ︑

いる︒現在の子どもにとっては︑低学年な

ところで現在の子どもは︑過去に対して

連のものと見倣せるであろう︒

号︶の特集﹁明治百年の再評価﹂もその一

と言ってよい︒本誌昨年十月号︵第八百二

論界をにぎわした一つの大きな話題である

た人が現存するところに一つの特色がある

明治期以後については︑ごく少数ながら

おく必要がある︒

想されるにしても今少し精しくつきとめて

代と把えているであろうことは︑およそ予

どもにはなおさら過ぎ去りし夢のような時

田

この問題はここ数年のジャーナリズムや言

まな論議を呼んでいる︒やや古くは昭和四

治時代の評価をめぐって︑肯定否定さまざ

昨年は明治百年にあたり︑︑世間では︑明

1

それ程古い過去を指すのではないとされて．

らいざ知らず︑小学校三年生以上になれば︑

するとは考えられないにしても︑過去Ⅱむ

明治時代を原始・古代の時代の大昔と混同

ないそのむかしということばは﹁向かし﹂

かしと感じていることはまちがい︒

︵しは接尾語︶であると︑また古く四段活

用した﹁向かす﹂の連用形であると考えら

れている︒つまりこれは自己の生きている

時である現在の立場から︑今を華準にして

た概念であろう︒仏教でいう此岸に対する

向こう側にあるものという考えから導かれ

彼岸にあたる訳である︒そこでは此方Ｉ現

ぬ溝あるいは渡れぬ橋があるものと考えら

在と彼方１昔との間には越えることのでき

か︒いろいろに予想できるにしても︑とに

れてきたとぶてよい︒その溝とか橋とは何

かく不可逆的な時間の流れの経過は無視で

未開社会においては︑昔とは現在と全く

きぬ︒

異る次元に属し︑殆ど異質のルールないし

ていると研究者は伝えている︒日本でも前

原則が支配していた時という観念が流布し

き手︑話し手には歴史的事実としてなかっ

近代伝承社会の昔話の世界では︑たとえ聞

たフィクションの話であると知っていたと

L、L／ノ
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しても︑あるいは昔ならあり得たことかも
六年男児︶

例として次の二つを掲げる︒︵Ａ・Ｂ共

的把握やまして評価はなし得ない︒四・五

出来事の記憶があるにすぎず︑時代の全体

六年生では現行で五十時間内外をかけて︑

年では日本の通史を学習してはいないのに︑

知れぬという偶感が心の片隅に残るのは許

天皇に移った時代である︒しかし政権が

Ａ﹁結論からいうと︑主権が徳川幕府から

の一環として学習を済ませているばかりで

日本の歴史を学習している︒明治時代もそ

の大いなる効用﹂の事実も報告されている︒

天皇の手に移っても人民のくらしは楽で

されることであろう︒こういういわば﹁嘘
これらのことは歴史的時間意識の複雑極

なく︑制度の変化︑階級の変化によって

ませることにあるのだから︑こうした学年

なく︑その学習のねらいが時代の特色を掴

まる相貌を示してはいないだろうか︒時間

かえって苦しんだのではないだろうか︒
中期・後期になると︑一段落ち着いて︑

の観念については歴史哲学上の重要な︑根
本問題の一つで︑多くの学者の努力にも拘

第二には学年に拘らず︑子どもの脳裏に

差が生ずるのも当然すぎる程と言える︒

も強くなり︑世界に知られるようになっ

人民たちのくらしも楽になったし︑国力

むずかしい論議はさておき︑子どもの過

本がどこの国と戦争して勝ったということ

残ってい患ことば戦争などの出来事ｌ日

らず︑解明が困難なものとされている︒

クによって︑貴重な日本美術が海外に流

過去を把握していることが注目される︒戦

ｌが多いこと︑つまり事件中心に時代を

た︒が︑西洋文明がはいってきたショッ
失したり︑失なわれてしまったことは︑

に触れてみたい︒

大変残念である﹂

去の感じ方を明治時代を例として以下簡単

一一一

したことなので︑それを覚えているであろ

のことが多い︒交通については四年で学習

うし︑元来児童の興味をひくことでもある

争以外では︑発明発見の事項︑交通史関係
代だと思う︒また日本がこんなに立ぱな

Ｂ﹁古い江戸時代から急に新時代に移り変

国に成長したのは︑やはりそのころの人

調査方法は︑小学校四・五・六年生の一

結果をゑてまず気がついたのは︑六年生

ので了解できる︒

っていくので︑大変あわただしかった時

と四・五年生とでは顕著な差が認められた

灸の速く他の国においつこうという気持

部について明治時代の自由記述を課した︒

ことである︒六年生では明治期を曲がりな

ちが︑そうさせたのではないかと思う︒

れのぎせいになった人たちのことを考え

一歩をふゑ出したのはいいと思うが︑そ

世の中が新しくなり︑日本の成長の第

ことの反復・習慣や慣習は歴史になりにく

らわかるように︑単なる日常生活の平凡な

ゲシヒテは出来事の意とされていることか

必ずしも児童に限らない︒歴史を意味する

事件や出来事中心に歴史を理解するのは

りにも一つのまとまりある時期として掴む
代に対しはっきりした評価を与えている例

るといたましい気もする﹂

か︑掴もうとしている︒の桑ならずその時
もある︒その意見や考え方の当否はともか

これに対し四・五年では︑断片的事実︑

く︑却ってそれを破る異常事がとかく記憶
をしようとしていることは賞揚してよい︒

く︑過去に対し一定の基準からの価値判断
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れたのは︑日清日露戦役︑西南の役︑飛行

じであろう︒このような事件として挙げら

にも記録にも残り易い︒これはおとなも同

ことからみればこのことはおよそ察しがつ

の混線は︑例外的に一・二あるだけという

がえるといっても︑明治以前の江戸時代と

るということが考えられる︒時代をとりち

こごとにかけつけ︑家に帰るのは夕方か夜

し︑子は子で学校から戻ればすぐ塾やけい

商売などの仕事に励み追いまくられている

とも言えよう︒親が夫婦共稼ぎをするか︑

長に昔のことを話してやる余裕がないのだ

︵本誌祁号秋元宣明氏﹁塾と子ども﹂の一

機の発明︑初めての鉄道︑電車が走る︑小

日露の役と大平洋戦争とははっきり区別で

く︒おとなにとっては同じ戦争でも︑日清

家庭生活では︑親子の対話が不足するのも

文参照︶夕食後は宿題やＴＶに夢中という

学校ができる︑明治天皇の政治︑文明開化

きるけれど︑現在の子どもｌ昭和三十年代

のようすなどである︒

に生れた子どもにとっては︑明瞭な差を認

ないというジェネレーションがオヤジ族な

︵大正・昭和の初期のことでさえ︶を知ら

かてて加えてもはや家庭には明治のこと

尤もであろう︒

四年でも少数ながら明確に江戸時代と区

めがたいのである︵むろん六年で学習する

別し︑政椎交代１幕群政治から天皇中心政
治へ移ったことを指摘した児童もいた︒

ら平和ムードいっぱいの大衆消費のＴＶ時

のである︒これは致命的と言ってもよい︒

からそれを除けば︶彼等は生れおちた時か

時代をとりちがえて把握していること︑す

代に生きているのである︒仮りに以前日本

第三には︑前項と関連して出来事の生起
なわち明治と大正昭和との混同がゑられる

太平洋戦争のことは袖せても︑明治大正時

ない︒明治時代について諮れる年代が少数

代のことは生食しい体験として話せる訳が

ても︑彼等には﹁ああそうですか﹂以上の
感概も湧きにくく︑遠い時代の背ぱなしを

○原子ばくだんが落ちた︵同右︶︒

○ラジオが初めて放送された︵四年女︶︒

などで知ったこと﹂などで知識を吸収する

習ったこと﹂﹁本で読んだこと﹂﹁テレビ

は殆んどないということである︒﹁学校で

期︶のことを直接知る場が︑現在の家庭に

第四の問題は︑むかし︵この場合は肌治

て︑世代の波長は短く︑家庭に脹る生活体

せいぜいで︑祖父母ｌ親ｌ子の三代に較べ

問題となるだろう︒まして今や核家族の時

に伝えようという気持ちがあるかどうかが

としても︑父母の生きた時代の空気を子孫

になっているのは世代の交代で仕方がない

聞く時の心情の範州外には出がたいところ

はどこかの国と戦争したことがあると聞い

○第一次世界大戦があった︵六年女︶︒

ことが注意される︒例えば︑

○日華事変の後に第二次大戦に参加︵六
年男︶︒

などである︒単なる記憶違いということ

例︑杵に読替によるインホメーションの漉

れだけ過去のことを知り︑詔りつぐ内容に

験の濃度は稀薄であることを免れない︒そ

に問題はひそんでいる︒

もあろうし︑うろ憶えのことを書いた例も

得の例が多いのに︑家人に聞いたという例

○Ⅱ本は大戦宣告された次の日ハワイの

あるだろう︒それとⅢ時にそもそも子ども

はごく少数である︒現今の多忙な時代に悠

真珠湾を攻撃した︵同右︶︒

にとって明治と大正・昭和とが劃然と区別

チイクル

代である︒父子の年令差は︑三・四十年が

されにくくなっていることに根本の基があ
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晴の叙勲者芳名

︵敬称略︶

︵昭和四十三年十一月三日︶

勲二等瑞宝章

本会財務監督監事

相馬敏夫︵︑︶東京
財務行政の円滑化に努めるとともに
製糖業関係団体の要職にあって業界
の発展に寄与︒大蔵省管理局長︑栃
木県知事歴任︒全日本製糖工業会会
長︒経済団体連合会理事︒明治製糖
社長０

勲五等双光旭日章

弁護士羽生長七郎︵鋤︶千葉
調停制度の確立に尽すとともに法曹
会の発展に寄与︒

親子だけの家庭を祖父母のいる家庭とでは
実際家に祖父母のいる子どもは︑折りに

陛下を迎え︑日本武道館で行なわれ︑その

昨年十月二十三日には明治百年式典が両

差が生ぜざるを得ない︒

ふれて昔はこうだったんだよ︑という話を

れつつある︒これにもむろん意義がそれな

他の関連記念事業が政府の肝入りで展開さ

りにあろう︒一世紀に亘る日本の発展の跡

聞かされている︒それだけ歴史上の知識は
明治のことをよく知っている子は多く祖父

増し︑史的感覚は伸びていく︒四年児童で

であろう︒しかし根本的に日本の歴史は日

を振り返り︑今後の方向を考えるよい機会

本国民によって子孫に語り継いでいくとい

母と同居しているか︑平素から一緒にいる
Ｖを見ている時に︑ごく平凡な日常会話の

ケースが多い︒ある児童は︑食事の時やＴ
中で祖母に昔のことを聞かされているし︑

お祭り騒ぎ怪堕するか︑関係業者の商魂に

う姿勢に乏しければ︑単に空念仏を伴った

山である︒

乗せられて税金の無駄使いをするのが関の

別の児童は昔の交通のことに興味を持って︑

ういう子にはことさら敬老の精神など教え

子どもにとってもおとなにとっても過去

進んで祖父に聞き調べようとしている︒こ
ずとも︑言わず語らずのうちに身について

過去に対する子どもの把え方はさま・ざまで

このように明治時代一つを例としても︑

を教えるというのか︒良かれ悪かれ過去の

いく子どもに過去を教えないでその外に何

うもない︒それにも拘らず︑刻を成長して

は﹁昔を今になすよしもがな﹂でどうしよ

あり︑そこに多くの問題︵知識の量と質な

く叡知と意欲が生れるであろうか︒︵都会

史実を授けずして︑どうして未来を切り拓

くる︒

なかったか︶をかかえていることがわかっ

教育研究会員︶

員新宿区立早稲田小学校教諭満新道徳

ど︑評価Ｉ価値観のことには余り触れられ
た︒指導は家庭は固より学校でも十分とは
今よりましな方向へ歩まねばなるまい︒

言えない現状ではあるが︑それ故少くとも
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四
'

︸正月をかざる花一

一渡部弘一

ましよう︒

なたにでもできる手入れの要点をあげてゑ

日でも長く︑より美しく楽しむために︑ど

これらの鉢物が酷しい寒さのなかで︑一

す︒

リムラなど鉢花が︑たいへん喜ばれていま

また︑近年はどの家庭でもシクラメンやプ

私達の身近な親し象深い鉢物の一つです︒

花梅や福寿草︑松竹梅の寄せ柿えなどで︑

昔からお正月のめでたい飾り花といえば︑

シクラメンの花

②植えかえ勇定が終ったら︑鉢から

ゥメの花は白︑紅︑絞りと︑さらに一重

葉土三くらいの割合に混ぜ︑細目のフルイ

ます︒植えかえる土は︑赤土四︑砂三︑腐

い落し︑外側の根を三分の一ほど切り詰め

木を抜きとり︑根土を叩いて古い土をふる

咲きあり八重咲きありで︑数百種におよぶ

一︑ウメ

沢山の品種があります︒東京を中心にすれ

にかけてミジンを除きます︒

咲かせるようにします︒日中の陽ざしが強

ら室温をいくぶん涼しく保ち︑じょじょに

花を長く楽しむには︑咲きはじめの頃か

柵室やフレームで花芽の生長を促します︒

え終れば︑すぐに油粕の粉をそのまま︑大

え︑細目のジョロで充分に椛水します︒植

を施しあまりおさえつけないように軽く植

す︒植えかえは︑鉢底に一握りほどの骨粉

がよく︑深鉢よりは木の生育かよいもので

鉢は根がらくに入るような大きさの浅鉢

ば︑二月上旬頃から三月下旬ころまでの間

すぎたり︑夜間の温度が商すぎるような住

とし︑日あたりと風通しのよい所におき︑

さじ三杯くらいを三カ所に盛り上げて置肥

に花が咲きます︒お正月に咲かせるには︑

が︑花の寿命は短かくなりがちです︒それ

居では︑花が一斉に咲き︑見事であります

乾燥させないように注意します︒

ものですから︑ときどき殺虫剤を散布して

芽が伸びたころ︑アブラムシがつきやすい

⑥春からの手入れ四月になって︑新

から︑急げきな温度の変化や強い風にあて
花が終ったあとの手入れのよしあしで︑

駆除します︒八月上旬ころ来春に咲く花芽

ることもよくありません︒

明年からの花の咲きぐあいもちがいますの

①整枝花が終ったら︑すぐに日あた

で︑次のような手入れにご注意下さい︒

に切ってはいけません︒秋のお彼岸ころ一

す︒正月に咲かせるには︑十二月中旬ころ

度追肥すれば︑明年またよい花が楽しめま

が新しい枝にできるから︑枝は伸びても夏
ような場所に出し︑花がらを全部ムシリ取

りのよい︑風通しのよい︑夜つゆのあたる
ってやりましょう︒つぎに︑各枝の基部に

ームに入れます︒

まで充分寒さにあわせてから︑温室やフレ
三芽くらいを残して︑枝先き全部切り
捨てます︒

二
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すべすべと滑かな感じがすれば花芽が着き

下旬ころ︑葉の表を指先でさわって桑て︑

般家庭でも一五○日間くらいは咲きつづけ

います︒花は気品があり︑寒さに強く︑一

贈答品として︑年ごとにその需要がふえて

シクラメンは︑年末から年始にかけての

長い期間つぎつぎと花を咲かせます︒

すが︑葉数の多いものほど花立ちがよく︑

が良品です︒鉢の大重きさによってちがいま

が丸味を帯びて︑よくしまった感じのもの

なお︑早く花芽を知る方法として︑四月

ザラザラなら花芽が着かないといわれてい
ます︒

ラソウ科の球根植物です︒年中温和な気候

シクラメンは地中海沿岸の原産で︑サク

おくと︑鉢土の酸素が不足して︑根の呼吸

用いますが︑この鉢皿にいつも水を貯えて

うに水の量を加減します︒住居では鉢皿を

にすませ︑夕刻までには乾き気味になるよ

を阻害しますから︑余分な水は除きます︒

を好み︑暑さや雨露はきらいます︒生育適
二五度Ｃくらい︑夜間は一○度Ｃくらい

は︑鉢土の上部から水を与えることが理想

〆Ｉ︑

の色

水やりの方法も︑鉢底から吸水させるより

です︒いつも鉢底から吸水させていると︑

かなりの低温にも耐えるので︑一般家庭で

湿りすぎるばかりではなく︑肥料の塩類が

ろまで肥効がつづきます︒

三回ほど施

二杯くらい︑二月上旬ころに施せば四月こ

︵東京都会員文部教官東教大保谷農場︶

ワ﹄

は五度Ｃ以上に室温を保てば充分です︒夜

上部の方に浮きあがって︑活発に働く根を

︑１ノ

おくと︑二○度Ｃ以上に上昇し︑高温と乾

のないように鉢土に混ぜてありますが︑二

肥料は︑一月一杯くらいは不足すること

いためる一﹂ともあります︒

注意しましょう︒

燥のために︑花保ちがわるくなりますから

間の暖房が強すぎたり︑ストーブの近くに

が理想です︒しかし︑花が咲きはじめれば︑

温は一五度Ｃくらいですので︑日中は二○

水やりは︑晴れた日の午前十時ころまで

ます︒

二︑福寿草︵フクジュソウ︶
お正月用のものは︑一般に﹁フカシ芽﹂

といわれるもので︑温室やフレームに入れ
て早く花を咲かせたものです︒普通の芽は
﹁生芽﹂といわれ︑開花期は三月になりま

すが︑暖かい日だまりでは二月末ころに花
が咲きます︒

花つきのよい芽株をつくるには︑春によ
く日があたり︑夏には西陽が切れるような
南向きの場所がよいのです︒鉢植えのもの
は︑花が終ったら鉢から抜いて地植えし︑

月ころから肥切れをすることがありますの
で︑日中はよく光のあたる窓辺におき︑丈

うすく溶かして︑一カ月に二

また︑シクラメンは光を好む植物ですの

大きな株は春に株分けし︑秋庭鉢植えに

夫に育てたいものです︒光の不足したシク

します︒油粕などの置肥は︑茶さじに一

充分に肥培することが大切です︒

四年株分

ラメンは︑花色が槌せて︑だんだん花立ち

で︑ハイポネックスなどの複合肥料を水で

します︒花だん用としては︑三

もわるくなり︑草姿もくずれてしまいます︒

土は粘土質は生育がわるく︑腐葉土を多

がそろっていて︑洋傘を拡げたように草姿

花色が鮮明なもの︑そして葉の形や大きさ

立派なシクラメンは︑花型が整って大きく︑

けをせず︑そのままの方がよいものです︒

く含んだ砂質壌土を好みます︒

三︑シクラメン

大学における四つの間題

︹群演︺

いつの時代にも︑学校制度は常に検討されるべきものであり︑教育

第一︑第二︑第三の点は︑いわゆる大学教育一般論でありまして︑

なるかと思います︒︲

革命運動の客体︑または主導力としての大学︑こういう面が問題に

尾次

私は大学問題をこう考える

私は︑現在数十の大学で抱えている問題と︑それに対する学生の

いのでありますが︑第四番日の革命運動の主体または客体としての

目的︑教育内客の改善ということは常に問題にならなければならな

思います︒その革命運動を可能ならしめ︑あるいはそれを推進する

便宜上最後におきましたが︑根本問題はここにあるのではないかと

るものでありますので︑なんといっても一番重大なことであります︒

とり大学の存廃間逆の承でなく︑国家の存統それ自体に関わってく

たということは著しい変ゞ化であるといわねばなりません︒これはひ

それがほとんどどの大学でもあたりまえであるかのようになって来

めて微弱にしか存在しなかったものでありまして︑現今のように︑

大学ということは︑これは従来の大学には存在しない︑あるいは極

第一は︑大学の鱗造上の問題であります︒今日の日本の大学はい

激しい運動︑これを四つの点から眺めてゑたいと思います︒

郎

かなる構造︑組織を持っているか︑この椛造や組織の中に間腿点は

第二は︑大学における教育目的と教育内容それ自体の中に問題は

ないであろうかということであります︒

第三は︑大学の自治とはなにかという点であります︒〃自治︑自

ないてあろうかということであります︒

しいんだ﹂とはいうものの︑一体凹治とは何かが必ずしも明確でな

治川と大学は叫び学生は叫び︑社会の人為は﹁大学こそ自治でよろ

第四は︑共産主義革命運動の舞台としての大学︑あるいは︑共産

いという点は考えなければなりません︒
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村

便宜を与えている種々の点が前の三項目に含まれていると思︑います

い︒ヨーロッ︒︿の家庭教育中心から発達した賛沢な学校教育はすべ

いっても限界がございますので︑私立学校は日本では大変育ちにく

て高い授業料をとって教えるのでありまして︑このような教育機関

ての子どもを寄宿舎に入れて︑十分な栄養をつけ︑規律を厳しくし

ので︑最初にこれを申し上げて承たいのであります︒

日本の官公立大学
私は歴史を専攻しておりますので︑明治以後の日本の専門教育制

尊敬しつ﹂の先生にこそつくのだ﹂という自らの意志を確かめた学

しかし︑その中にあって︑先生が中心となり︑生徒はその先生を

は日本では必ずしも十分成育しなかったのであります︒

生が集まってくるということは私立校の長所であったわけでござい

度が発展して来た跡をふり返りながら︑わが国の今日の大学問題が
るのてあります︒第一は大学の構造上の問題でございますけれども︑

社会の変化と大学

ございます︒

幸いにしてそういう流れの中で勉強させてもらうことができたので

もエリートを以って自ら任じて勉学したものであります︒私どもも

かな数でありましたので︑学生は珍重され︑大事にされ︑学生自身

際に上級学校に入る者の数も︑国民全体の人口からみれば極めて僅

くリーダーを育てるんだ︑という観点に一致しておりましたし︑実

の親達もまた︑学生を迎える学校側も︑とにかく社会を指導してい

わゆるカレッジライフというものが︑ほぼ一つの合意点に達して世

生の側からいいますならば︑高等専門学校︑大学における生活︑い

明治時代を過ぎて︑ほぼ日本の専門教育︑あるいは大学教育︑学

大正以後のカレジライフ

客観的事実でございます︒

は︑いろいろな面から承て官立に比べて非常な隔りがあったことは

ます︒が︑遺憾ながら︑官尊民卑の余弊から︑日本の私立専門教育

どういう曲線の上に立っているのであるか︑常に歴史的に眺めて承
日本の専門教育の経歴は︑官立大学・専門学校が中心で︑国がお金
を出し︑設備を整え︑教授を任命してそこへ希望する学生を入学さ
せるという︑すでに学校設備や︑教官が国の手によって準備されて
いるところへ︑学生が志望をしていくのでありまして︑学生はあく
までも受動的であります︒そして︑先生と学生との間には儒教的な
った礼儀と尊敬に対して︑教授は威厳と慈愛と深い学殖とを以って

師弟の倫理が厳存しておりました︒三尺下って師の影を踏まずとい
学生に接して来たわけであります︒

私立大学の育ちにくさ
これに対して私立学校は︑日本では非常に育ちにくい状態を続け
て参りました︒江戸時代には︑五人十人という生徒に読み書き︑算
盤の学習をさせた寺子屋がありますが︑ここではたった一人の先生
がすべてを賄っていくわけでありまして︑これは官立とは違って教
師が中心である︒設備や教材は二の次でありまして︑先生の人格と
一人の教師の力には︑学力の上からいっても︑また経営の面から

学識が中心であったのであります︒
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ノ

しかし︑学校といえども社会の変化には影響を受けるわけであり

まして︑学校だけが完全に独立して浮世の波風を逃がれられよう

えますと︑醗肌の水準からふて大学とは称し得ないような学校まで

らも︑革新的な頭脳で考えなおして詮る必要があると思うのであ

そういう意味で︑大学とは何ぞやということを︑構造機能の上か

が全部大学といわれているわけであります︒

る大衆社会の方向に世の中が進んで参りますと︑従来︑必ずしも︑

リート教育ではない︒国民全体の知識水準の平均的向上のために役

ります︒要するに︑今日の大学は大衆学園なのであって︑決してエ

わけはありません︒ことに大正期の資本主義の発達によっていわゆ

とかいうそういう会社関係で︑知識程度の高い卒業生を採用するこ

大学や高等専門学校の卒業生を要求しなかった株式会社とか︑商店

特殊な技能的な分野を担当する学部などは別でありますけれども︑

立っているやや高度な常識学校であるといってよいのであります︒

の専門家を養成することを目的としているのではありません︒仮り

法学部だとか経済学部︑文学部︑そういう文科系の学部学科は高度

の要求にこたえるため︑官立の高等専門学校が相当数ふやされまし

とが始まって参りましたので︑就学志望者が激増して来ました︒こ
たし︑その他︑従来私立の大学というものは︑ほとんど存在いたし

にそうしようとしましても︑いまの大学制度では専門家教育という

ませんでしたが︑専門学校の大学外格運動があって︑早稲田︑慶応
その他みな大学となって来たわけであります︒それでも︑大学生は

ことはとてもできないのでありまして︑そういう意味では大学の先

生も︑大衆学園の先生であるにすぎません︒教授方は自分たちが承な

ほとんど男子に限られていたのであります︒

戦後大学の大衆学園化

ほしいと願っておりますが︑そうは参りません︒それは︑教授の社

旧制大学の出身でありますから︑大学は非常に高度な存在であって

けているのですが︑ここのズレこそ今日の大学問題の契機でもあり

会的地位にも関することてありますので︑旧制大学の意識を持ち続

こういう状況から戦後を迎えますと︑こんどはその傾向が飛躍的
いような状態に発展しました︒男女平等であるということから︑従

か︑違ったものになったんだという考えはほとんど持っていないわ

かりではありません︒世の親たちもまた︑大学が格下げになったと

そういうことの迩識の切り換えができていないのは大学当事者ば

ます︒いまの大学はいわば公衆浴場のようなものであります︒

に大きくなって︑今では青年五人に一人は大学生であるといってよ
来女子を排除していた大学にも︑すべて女子が入学できるというこ
その結果︑高等専門教育に対する国民の一定しておりました意識

けで︑依然として相当向度な専門教育機関であると考えているわけ

とになって参りました︒

とても学生を捌ききれない︒大学は否応なく本質を変えつつあると

が時代おくれなものになって来ました︒戦後はそういう考え方では

ですが︑実状は必ずしもそういうものではございません︒それで

せんＣ

は︑戦後の状態はすべて戦前に劣るのかというと︑そうでもありま

考えざるを得ないのであります︒

今日の大学は旧制の高等専門学校︑大学予科等をすべて包含して
大学になったものでありまして︑これに新らしい短期大学などを加
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入れまして︑デモクラティックな平等教育の立場から︑上下の格差

もしそれならばそれで︑大学の組織︑構造︑その他を︑もっと科学

育を受けられるというような趣旨になった当然の帰結でありますが︑

をつけるための教育ではなくてすべての国民が機会均等に高度の教

終戦後の専門教育分野の大きな変化︑プラスとなった面は︑従来

的に︑日本の進んでいく社会状況に即応したものにしてゆくべきで

戦後の私立大学

をしたということであります︒内容がよくなり︑良質の学生が進ん

あったと思います︒しかるに︑今日の大学人たちは︑旧制度の頭で

官立大学の陰で気息奄をとしておりました私立大学が︑非常に発展
で私立大学に学ぶようになって︑官立︑私立の格差が少なくなって

でありますならば︑会社の幹部が明治大正の頭でおって︑一方︑会

新制度の現実に対処している面が多をあると思います︒仮りに会社

しかしながら私立学校は︑国家から言うにたる持典を受けており

来たという点は大きなプラスでございました︒

のです︒これは目下の急務となっているにも拘らず︑大学はそうは

いから幹部の意識の切り換えを早くやるという考え方が出てくるも

なっていない︒古い意識で新しい事態に対処しております︒これが

社はどんどん性質が変っていく︑これではもはや営業が成り立たな

めには手段を選ばず式の方法をとらざるを得ないというジレンマが

学園の構造上の大きな問題点であるかと思います︒

ませんので︑経営と教育とのジレンマは解消しない︒しないどころ

あるために︑定員をはるかに上回る学生数をつめ込んで︑十分な教

か増大してきておる︒片や自主性を要求しながらも︑片や経営のた

育を施すことができないというパンク寸前の状態にあります︒

次は教育目的と教育内容の問題であります︒明治時代の大学教育︑

大学の教育目的と教育内容

いま︑日本には短期大学をふくめて八百有余の大学と名のつく学

は到底及び難い専門知識や︑技能を必要とする部門に限って教授し

専門教育というものは︑極めて限られた専門技能教育︑一般国民に

新制大学とは何か

が出ております︒在学生の数は百三十九万︑これは文部省による定

すなわち︑医者をつくる医学部︑官吏あるいは弁護士をつくる法

ておったわけであります︒

校がございます︒昭和四十二年度において︑八百二十校という数字
員積算数字でございますので︑東京︑大阪︑京都などの私立大学に

学部︑それから鉄道︑鉱山︑その他の工業方面に進出する技師をつ

おける定員以上の入学者数を加えて推計いたしますとｌ私の極めて
漠然とした推計でありますけれども

は昌平坂学問所や和学講談所の遺産を継承していながら文学部は古

くるところの理学部︑工学部などがそれであります︒東京大学など

百八十万位はいるのではない

かと思います︒これは日本の総人口一億に対し相当な率になるわけ

とで︑日本の古典を医学部や法学部同様に重要視する体制を最初は

典講習科と称して大学の本学部に入れていなかったというようなこ

でありまして︑これが無事に治まるということは物理的に不可能で
このことは︑あの終戦のどさくさの中で︑アメリカの教育制度を

ありましょう︒
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とっておりませんでした︒

はない︑ということ︑そこに︑職業に就くことを焦らずに︑ゆっく

した学校として存在し︑そして︑大学へ進むのにも今佃ほどの困難

陣を得られないという︑こういう学校の存在︑しかもそれが独立

校が増加し︑限定された高度の技能︑知識人を養成する大学ではな

たことは︑実にすばらしいことであります︒十七才から十九才甑ま

り書物を読み︑哲学を考え︑察歌を嶋うといったような生活ができ

ところが大正時代になりますと︑関東大震災前後から大学︑高専
くて︑会社等の発展にともない︑一応の知識を持った人間をつくる

格陶冶の時代があるというような制度は︑まあ︑日本の明治以来の

での多感な青少年の時代にたくさんの読書をし︑友と語るという人

というだけの︑確実にどこに就職するというあてもない大学教育︑

教育が生んだ最も大きな成果だったと思うのであります︒そのため

つまり就職︑職域と直結しない大学教育が行われて参りました︒
こうして︑いわゆる大学は出たけれど式の学士が続出して来たわ

て全部つぶすということになった︒折角定着した人格形成のよき学

に︑マッカーサー司令部は︑これを仙家主義官僚の況床であるとし

園としての大学予科︑高等学校というものがつぶされてしまったわ

けでありますが︑そういう時期から日本は近代的な高等教育が実は
つまり職業と密着しない大学︑陸軍士官学校や海軍兵学校のよう

普及しはじめたのだといってよろしいかと思います︒
な︑あるいは師範学校のように︑卒業すればすぐ職域が義務づけら

けであります︒

一方において完全な意味での職業教育とも違ってしまった今日の

れるというふうな専門教育でない︑どこへいってもよろしい︑専門

大学はどっちつかず教育と申しますか︑十分な職能が育つわけでも

に就職した新社員が︑入社の挨拶状一つ陸に書けない︒語字脱字を

ない︑十分な人格形成ができるわけでもない︒ご承知の通り︑会社

が大正昭和時代に発展をして来たわけであります︒

教育と職域とが一応絶縁された状態で教養をつけるという大学教育

教育の最も眼目であります人格の形成︑徳操を深めるというこ

から承れば︑次元の低いものであると思いますが︑人格陶冶の場と

の講義を一年受講すると四単位になるというような︑現実梶全く即

することの多い一般教育科目は廃止されて然るべきですし︑一科目

に再検討されなくてはなりません︒高等学校で学習した内容と亜複

このような点から考えても︑大学の教育課程や単位制度は根本的

平気で犯す︒まあそういうものが出て来てしまいました︒

ろ少︑

と︑そして国家社会の精神的な支柱となっていくということ︑これ
が教育としては根本的なものでありまして︑職能教育は︑人が社会

しては大学予科︑または大学直前の学校としての高等学校︑ここが

に立ち生活を維持していくために必要な教育であるから︑精神教育

最もいい場所でありました︒

に申しますと︑学士号なども廃止すべきでありましょう︒大衆学園

を卒業した者が前世紀の辿物同然の学士号など授けられるのは全く

応しないばかばかしい制度も廃止されなくてはなりません︒ついで

意味がありません︒特殊な称号がほしければ︑国家試験でも受けて︑

旧制の高等学校は︑そこを出ただけでは何ら職業的に有利な条件

年もあるということ︑大学予科でも二年または三年でその大学本

は与えられない︒資格条件は与えられない︒しかもその期間が三ヵ

科へ入らなければ︑その予科を卒業しただけでは︑何ら社会の保
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厳格な審査によって取得すべきであります︒

が国では同県人会が学内にあるように︑同国の者が集まって集団を

のナチォン︑フランスのナチォン︑その組が共通の会議体をつくっ

組みます︒これがつまりナチォンといわれているもので︑イギリス

てゥニベルジタスをつくる︒そして︑簡単にいってしまえば︑この

大学の自治〃

学生自治会が︑ボロニァ市政府に﹁いい先生を推薦してほしい﹂と

ールとなるのであります︒

授団と学生の組合が選挙によって学長を選びまして︑これがレクト

申し出で市政府当局が権威ある教授を世話する︒そうして︑その教

第三番目に大学の自治という問題ですけれども︑この問題に対す
って承な違います︒

る考え方は︑大学の先生により︑あるいは学生により︑社会人によ
なにを自治というのであるか︒これは私は二つあると思うのであ
りますけれども︑それは︑大学そのものが︑政治権力の拘束を受け

と︑教授たちが社会や政府に対して︑大学の自治︑学問の自治とい

求する自治と︑この二つがあると思います︒これを混同いたします

対して市政府当局が﹁学生の分際で何事だ！﹂というと荷物をまと

選挙によってその学長を罷免するということもあり得るし︑それに

その教授に満足しない︑学長が気に入らないということになると︑

従って大学の主体を為すものは学生でありまして︑もしも学生が

うことをいうことと︑自治なんだから学内でなにをやってもかまわ

めてどんどん移動してしまう︒学生が移動してしまうことによって︑

ないという自治と︑もう一つは︑大学の管理機構に対して学生が要

ない︑角材でなぐり合っても︑一般の通行人に対して暴行を加えて

大学はその実体を失うわけであります︒

これはヨーロッパにできた︑学生が大学を作った最も組織的なも

もすべて許されるといったような︑全く無法な︑人間世界では通用

のであり︑ヨーロッ・︿にはそうした学生による大学運営の伝統があ

る︒しかしヨーロッにもそれだけでなく︑封建諸侯や王国の王立大

われている︒これが今日の現実であります︒

しないことまでが︑自治の範囲に入れられるような愚かな考えが行
自治といわれるのは︑無論これはヨーロッ・︿の大学の伝統から来

て準備をして︑学生を吸収する︒この場合には大学側に管理権︑あ

学︑国立大学の系統が何といっても多い︒これは施設︑教授団すべ

るいは教育椎の権威が存在する︒学生がいかに教授が気にいらなく

ているわけでありまして︑ご承知のようにヨーロッパで︑最も古い
したと伝えられております︒その大学の場合を象ますと︑今日ユニ

ても︑気に入らなければ学生の方から出ていくべきものであって︑

大学といわれる北イタリアのポローニノ大学は西暦一○八八年に成立

バーシティの語源をなしているウニベルジタスという言葉は実は組

平坂学問所や藩学などの伝統と結びつけて発足したわけであります

日本は︑そういう歴史の違いのあるヨーロッパの大学の外形を昌

であります︒

教授を罷免するとか︑学長を改選するということは根拠がないわけ

なぜウニベルジタスといったかというと︑ヨーロッパ各地から笈

ーションに近いものであります︒

合ということで︑英語でいえばコミ一三ティとかあるいはコーポレ

を負うて学生がイタリアに学問に参りますｃそうするとちょうどわ
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、

それから学生の自治ということですけれども︑現在大学で問胆に

改造するということは文部省にとっては容易ではないのであ一ります︒

から︑そうしたヨーロッ・︿的伝統がないにも拘らず︑今日︑大学側︑

するわけであります︒もちろん︑日本の大学においても︑教授が研

なっているのは学寮の管理︑または学生ホール︑学生会館の管理権︑

の法体制では大学を閉鎖することはできるけれども︑大学の内部を

究をし︑その研究を発表しまたは講義する自由は保障されているわ

学部長選挙の問題︑カリキュラム編成の問迦︑こういったことが学

んだ﹂と発言して一部の方々は憤慨されたようですけれども︑塊任

けでありますし︑学生にも相当な自由が与えられているのでありま

生の参加による迎営のできる部分ではないかといわれて検討されて

あるいは学生側は極めてヨーロッ︒︿的な伝統に立ったような要求を

のであります︒最近はもっともこれが自由になりまして︑いかなる

すが︑何としてもヨーロッ・︿とは大学そのものの成立の基本が違う

ことを教えても︑それが研究の成果である限り価値を持つものとい
もう一つは︑そういう教授を任免する実質上の権利を教授会に認

ない状態のままで︑反米闘争を行なっている︒過熱した現状から出

大学の本義である学問の研究を遅らせ︑研究センターの建築ができ

九州大学は例のジェット機墜落事件以来︑学長をはじめとして︑

います︒

めているということ︒文部省は文部大臣の名において辞令を人事課

た現象であるとは思いますが︑はたしてそれが大学人としてとるに

うことで保護されているわけであります︒

長が発行いたしますけれども︑これは形式であって︑文部省が﹁こ

ふさわしい行動であるかどうか︑私は疑うものであります︒

しかし依然として︑国立大学の場合は︑その施設︑建造物︑家

を学長自らが進んで学生に呼びかけて︑学生による大学運営の拡大

におきましては︑私立では和光大学が︑学生の経営参加ということ

の委員会によって行なおうという案を出している︒一方︑東京近辺

その九州大学では学部長の選挙とカリキュラムの細成を学生参加

の先生はいいから東大の先生にしよう﹂ということは絶対にできな

具︑什器︑図書︑教官の俸給まで全部国家が負担しているのであり

ということを図っておられます︒これは私立の大学でございますか

いということになっている︒これもまた結構なことであります︒

まして︑そういう教育の基礎的な諸条件︑物的条件は全部文部省の

ら︑学長や教授の︑あるいは経営者の教育観念からして︑それが教

責任になっております︒

この文部省の責任に帰しておる部分と︑大学が主張し得る教官人
事の問題と︑学問の自由の問腿は両立しているのであって︑従って

私どもが高等学校におります時には︑寄宿舎の管理運営︑全校生

育的に妥当だと思えば︑差支えないでありましょう︒

徒のためのホール︑寮の食堂の経営等は全部目治的に行っておりま

、

もし国家の施設に危害が加えられたり︑破壊されたような場合は文
部省がそれを守る義務があるわけであります︒守ることを命ずる義

して︑従業員の俸給その他も︑学校の経理とは別に払っておりまし

それから︑試験の生徒による管理︒これもいたしたわけです︒教

た︒

務があるわけであります︒

しかし今日ではどうもそれが明確でない︒灘尾文部大臣は﹁いま
の法律では文部大臣にできることは大学をつぶすこと以外にはない
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終ると教官室にお届けする︒そういう方式を三年間とってカンニン

官室に問題をもらいに行って試験官なしの試験を受け︑答案を書き
グをしたものはたった一人しかいない︒それも一番できる人が︑自
分の答案を完壁ならしめるという芸術的な感覚から︑ちょっと参考
書をみたということがあっただけでありました︒つまり︑︑ゴルフの

の声を聞きながらの自治であったのであります︒

ようなものであって﹁天知る︑地知る︑我知る﹂というわけで︑神
これはほんとうの意味での倫理的な自治であり︑制度的な自治は
その倫理的な自治の上に立って存在したのである︒ところが︑今日
学生が要求しておりますのは︑倫理的な自治の精神というものを全
く度外においた︑外形的な自治の要求であり︑一種の革命的な要求
であるわけでありまして︑これに対して大学が︑ポロニァ大学のよ
に学生の管理権の範囲を拡大しました場合は︑それだけの能力なき

うな錯覚を起したり︑外形的な自治︑そのことだけが尊いかのよう
者が︑それだけの仕事を与えられたことによって︑いわゆる手に余
るようになることは明瞭であります︒

そういう意味で現在の学生の実力の状態︑そして学生組織の問題︑
そういうことは抜きにして白紙の上に大学の自治を論ずるというこ
とは極めて危険であるといわなければならない︒

革命運動
次には︑革命運動と大学でございます︒十九世紀においてはマル
クス主義の革命運動の推進力になるものとして考えられたのは大工
場でありまして︑工場にはたくさんの人が密集しており︑普通の商
店などと違って︑統制のとれた従業機鱗である︒職工か係主任の命

いものが工場でありました︒従ってマルクス主義革命の第一の着手

令に従って動かないと︑全体が混乱するというほど︑軍隊組織に近

ところがだんだん職域は拡大し︑工場労働者だけが勤労者なので

点は工場に組織をつくることであったわけであります︒

はなくって︑プロフェッションと呼ばれる領域も非常に組織化して

来た︒組織能力が向上して来ましたので一般に会社の事務所︑ある

いは学校その他にまで︑革命組織の扶植が及んで来たわけでありま

し︑戦後陸二ストのような︑激しい盛り上りがありましたけれど

すが︑しかし︑日本においては戦前は完全に非合法化されておった

も︑労働組合もまれにみるような経済繁栄︑それに累進所得税の設

定によって巽収入が平均化されている部分が大きくなって参りまし

工場労働者が中心になって︑共産革命を遂行するだけの必要がな

たので︑革命勢力の母体としては弱められて来た︒

くなって来たといいますか︑そういうふうに物を考える必要がなく

そこで︑八農民運動はあっても育ちませんからＶ︑結局共産主義

なって来た︒

大学であります︒

革命運動の最後の組織︑最も有力な拠点として考えられましたのが

従って今日の大学の問題は︑一般に考えられているよりも︑はる

かに共産主義革命︑暴力革命の要塞であり︑拠点としての意味が大

きいのでありまして︑いわゆる会社の労働組合︑あるいは政党︑文

ん︒大学こそ日本を破壊し︑従来の同家制度を根本的に叩きつぶす

化グループなどというものは武力革命の実力部隊ではございませ

実力団体として組織されている強力な存在であり︑これが着々とし

て巨大化しつつあるのが現在であります︒
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いまのところ短期大学は入学するとすぐ出ていってしまいますか

日本の生命を維持するか︒日本の将来をめちやくちやにするかの境

的な動きをも含めましていまや日本の簸大なる問題の一つである︒

申し上げましたようなことは︑だれでも知っていることであって︑

では展後に︑いかにすればよいのかということになる︒これまで

いかにすべきか

い目に立っている問題と考えます︒

ら︑じっくり落着いて学生運動をするだけの学生自体に余裕がない︒
しかも女子学生が七五％を占めておりまして︑なんといっても女子
の方がやさしい︑そうした暴力的なことには与しない率が高いので︑

短期大学は向う側で手をつけにくい︒手をつけてみても効果が少な
いのであります︒

で雑然としていた問題を整理いたしましたので︑その整理から何か

別に驚くに当らないというわけでありますけれども︑私は︑いまま

そこで︑一番問題になりますのが四年制の大学であって︑しかも
田舎の大学よりも︑大都市の大学︑学生数も多く有名な大学︒これ

後性格が一変しているということを︑社会一般の方為に認識を深め

にかということ︑そういうことがはっきりしないので︑大学は終戦

造上の間越として私があげましたところの︑結局現在︑大学とはな

実行の目安がつかめると思うのであります︒まず第一に︑大学の構

が狙われて今日の状態を来たしているのてありますから︑私どもも
そのつもりで大学問題をみなければならない︒

に取り組まなければならないにも拘らず︑現在︑私が関わっていま

教授会は本来ならば︑学生運動のこうした動きに対しては︑真剣
す家永訴訟のように︑大学教授自らが国家を相手どって︑自らの正

てもらうという運動をしなければならない︒

がすでに旧体制的なのであります︒学園の周囲の人食が毅然として

乱繁をしてわれわれの営業を妨げては困るじゃないか﹂という発想

込まれた商店街の人々の﹁大学生さんはえらい人だ︑なのにこんな

般の有識者がしっかり認識しなくてはなりません︒日大騒動にまき

いわゆる大衆学園としての大学であるということを世の父兄︑一

式の職務に関せざる余暇につくった教科書についての国の処置を不
当とする訴訟を起して︑これを一つの政隻治問題に転嫁させて組織を

つくり︑異常な運動を展開している状態なのであります︒
出ました︒東京地裁に訴えられたこの訴訟がなぜ京都で附かれたの

私はこの七︑八︑九日と京都に参りまして京都で開かれた裁判に
か︒京都での法廷を開くことを希望した原告側の目的は京都大阪で

て昔式の﹁学生さん﹂ではないのであります︒従って地域の商店︑

学生に対しなくてはなりません︒彼らは大学大衆なのであって決し

社会人もきびしい態度で学生に臨むべきであります︒決してこれは

大集会を開いて裁判を中心に気勢をあげるという点にあると想像さ
生︑大学の先生︑そういう人々が行っている一﹂となのである︒いろ

学生をいじめるという憩味ではなくて甘やかさないことでありま

れます︒それは一つの政治運動でございます︒これが高等学校の先
いろ年令差とかなんかによって硬軟の差はあるにしても︑本質的に

す︒これこそ彼らを立ち直らせる所以であります︒

大学当局及び有識者が︑大学の変質をよく認識してその華礎に学

はいまの日本の国の伝統を減し︑共産主義的な国家を作ろうという

考えでありましょう︒従って大学問題は︑大学教授のそういう政治
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ります︒

か︑そういうものを通じてＰＲに努めていかなければならない︑そ

園問題を考えなければならない︒これにはいろんな雲ハンフレットと

て学生達を粛然とさせる必要がある︒同時に︑油断をしている大学

をする︒十分な敬意を払えるような栄誉を与えるということを以っ

して︑これを希望した者が試験を受けて︑受けた者には十分な保障

いろな面において厳重な試験︑これは希望者でけつこうであるから

以上︑いろいろ申し上げましたが︑巨大な学生数を学内に抱えこ

てもらう必要があります︒

の先生方︑世間に甘えて勉強しなくなっている大学教授に襟を正し

ういう点は文部省の大学学術局が当ることを適当と考えるものであ
次に︑すでに有名無実になった制度をどんどん廃止していく必要

み︑無理をして校舎を増築し︑学費を上げて騒ぎの原因をつくる私

があると思います︒徒らに複雑に積承重なっておりますので思いき
ってナタを振う必要があります︒また︑演習制度つまりゼミナール

とを要します︒それには︑学生大衆の存在様式を変え︑もっと自由

の制度を徹底して行ってマスプロから脱却しなくてはなりません︒

な形での学習︵テレビ利用や通信制の採用︶を進めるとともに︑志

大衆学園の中に真の人格教育の核を造ってゆくことが必要です︒こ
フォンで講義をしたところでしょうがありませんから︑通信教育な

ある学生には学内での十分な教育をし︑また一般学生には公的試験

いる国立大学︑これらはともに病体であります︒病体は休養と治療

り︑映画・テレビを用いての講義で結構であります︒そうすれば︑

立の大学︑国費をつぎこんで革命運動の拠点を保護する形になって

余計な建物など建て︑そのために授業料を値上げしたりする悪循環

による資格取得の道を開いて︑情実や惰性や怠慢がはびこることに

れを欲しない学生大衆には︑何百人何千人と一堂に集めてマイクロ

はなくなりましょう︒旧来の観念に拘泥せずに大学の機能の一部分
を社会に解放してゆく方向に改めてゆかなければならない︒

要旨︶

︵文部省教科書調査官文博昨年十月十一日本会に於ての講演

よって騒乱の原因をつくることを排除しなくてはならないと思うの

であります︒ｌ終ｌ

もう一つは︑前に申しましたように︑国家試験的な制度というも

の八学校別にとらわれない共同の学力認定方式Ｖを研究する必要が
あると思います︒それは私が申し上げた教育目的と教育内容の問題
で︑いまの大学を卒業しても︑大学は出たけれどであって︑純然た
る職業教育ともいえず︑また人格教育ともいえない︑いわゆるどっ
ちつかず教育であるということに問題の大きな点がありますから︑
そういう知識半ば︑人格半ぱな人々を向上させるために︑ほんとう
これは大学の内部の単位取得の方法をバカにしたような形になり

の資格を証明するような試験制度を考える必要がある︒

ますけれども︑大学の教育をほんとうに高めていくためには︑いろ
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．︑紗〜︑；鱗︑Ｊ︲︲・嶋；

学生騒動に想う

︑︑︑︑

道農大のクラーク先生︑学習院に於ける乃

学生の心に希望と向上の灯をともした北海

の如き徳育に主眼を置いたリーダーが当節

○○

木将軍︑更に遡っては松下村塾の吉田松陰
には甚だ残念乍ら激減して来たということ
である︒
︑︑︑

大学に於けるマスコミ化は教育という場

員

だ

よ

り

服せしめんとしても無理であろうと思惟す

権を発動すれば事足れりとなし︑徒らに屈

って来る処の遠因を究明せずして只単に強

的の形で大学が運営されることが最上︑因

く学生に範を垂れるという詔わぱ三権分立

する事のみに従来日徳を備えたる人が親し

々学を研究︑学生にその専門的知識を注入

厳選し︑之に充当ロ研究する学者は専心只

経営には︑潔白且つ経営の才能ある人材を

三者分立とでも申しましょうか︑㈲大学

は当然である︒

を野放図に放慨して置くことも出来ないの

然しながら︑国家社会的見地からはこれ

事であったのではあるが︒⁝⁝

上げることは法皇の力を以てしても不可能

その昔︑河の流れを変じ︑河水を山上に追

爆発することにつながっている︒因みに︑

批判し︑諸灸の社会悪に敏感に反応し反抗︑

の純真さが︑権力の座にある人有の行動を

を失ったとも一手えるものであり︑又︑青年

会

るものである︒︵東京都会員︶

シ

一

，

〜 ー 曹 、 へ

ＴＩＪ
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︒←串９９

Ｌ一二
トーイ

る︒大学の多くは全校学生が皆出席すれば

三者分立の大学を

憶えば︑私が東大法学部に入学した昭和

又︑先生方も純粋的︑学問的学究型の方灸

収容し得る教室にも事欠くとの由である︒

が多くなり︵それはそれなりでよろしいの

の初め頃には学・識・徳の三才兼備の教授

に壮観そのものであった︒日く︑上杉慎

云った人灸は皆無とは云わないが︑．極めて

だが︶徳育を以て生徒を親しく指導すると

太郎・小野清一郎・田中耕太郎・穂積重遠

Ｏ

慶応義塾の開祖たる福沢諭吉の如き人傑︑

少数になったのではあるまいか︒

吉・党克彦・牧野英一・吉野作造・末弘厳

達が締雁星の如く目白押しに居られて︑実

０○○

白

に於て︑教授と学生間に心と心とのきづな

／のr〕､

日日

の方々︑更には︑外交史の神川︑経済学に

Ｏ

は河津︑国際法の権威者としての︑山田三
Ｏ

即ち︑学問的にも︑識見に於ても将又徳

良の諸先生であった︒

望の点に於ても超一流の人物ばかりで︑吾
等学生一同毎日感激しながら講義をうけた
ものである︒

然るにと謂っては些か語弊の嫌いがある
モス教室で︑マイクを駆使しての授業であ

が︑現時点に於ては︑如何であるか︒マン

kOOノ

崎

く︒予定した一万歩の見学遠足は雨の為め

中止し︑昆陽神社のある幕張にて︑甘藷栽

君死に給うこと勿れと︑歌った与謝野晶

を守る為には︑大きなおしゃもじまで担ぎ

集れぱ大きな力となります︒自分達の生活

会を終る︒

と四十二年度経費の決算報告があって︑総

拶︑石橋香峰理事よりはその後の会務報告

清徳評議員開会を宣言︑伊藤武支会長の挨

今こそ母の力をもって

石井信先生の失敗談と題しての有益なお話

培の功績第一人者として昨日顕彰を受けた

子の歌がありますが今世界中に拡っている

出すお母さん方です︒これからの日本を背

高野つる
学生運動の波涛が日本にも大きな渦を巻い

負う大切な学生譜君の今の姿を黙って見て

を拝聴︒総会は十一時︑小見川町長の宮崎

ている昨今︑いったいあの学生のお母さん

居ることはないと想うのです︒

君

五ケ条のご誓文と教育勅語を率先垂

問題﹂と題して﹁史上空前とも称すべき明

辺正男先生には﹁明治維新百年と当面の諸

副支会長︑日本弘道会要領を朗読︑講師渡

講演会は午後一時開会︑勢頭内山藤太郎

方は何をして居るのでしょうか︑母の亡い
人も中には居るかも知れない︒然し大部分

台所の経済問題と違い大変六かしい事で
はありますが権力や武力で抑えきれるもの
ではないでしょう︒今こそお母さん方が起
ち上る時です︒その結果はどうあれ話合い
もせず只腕をこまねいて居る場合ではあり

明治三十九年﹁新年山﹂のお歌会始めに於け

進んで日露両国の調停に立たせたのであり︑

る大須賀松江の﹁つはものに召し出だされ

し﹂の選歌と一︲こらは皆軍のには﹂の御製

がいかに感動的であったか︑又日露戦の大
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の学生には︑お母さんが居る筈です︒

そのお母さん方が︑あの息子達を育てる
時自分の乳一房をふくませ︑或はミルクを呑

ません︒出来るか出来ないか先ず話し合っ

はわれわれの明日への大いなる力となるこ

朝から夜迄終日雨と云う十月十三日︑小

との御製が米国大統領ルーズ言へルトをして

て申しますと﹁よものうゑ基なはらから﹂

母さん方が手を差し延べるべきであったと

見川町西小学校に於て︑総会と講演会を開

支会だより

部小さな窓の会同人︶︵農業主婦︶

なお人柄をこの明治百年に当って知ること

を見る様な闘争をさせよう︑又︑一般市民

︵千葉県会員日本児童文学者協会千葉支

て象ることだと想います︒

範遊ばされた明治天皇のご高徳を偲び立派

に迷惑を懸けても暴力を用いても希望を通

仮にも最高学府に籍を置く人間が暴力沙汰

す人に成れと願った母が居たでしょうか︒

とを痛切に感ずるこの頃であります︒御製

ませながら大きくなったら大学へ行って血

Ⅱ

とは何事でしょう︒例えその根源は日本国

民の幸福を希う事であるとしても人を傷つ
け自分も傷いて何の幸福があるでしょう︒

想います︒母ひとりの力は小さくても大勢

学生諸君があの様な行動を起す前に︑お

I

勝の原因が日本の国民教育の充実と勅語を
た世界の各国に非常な影響を与え敵国のロ

中核とする道徳教育の徹底にあったと知っ
シヤや清国を初めアメリカにも及んでいた
夕

西村先生植樹記念祝賀会

︲Ｉ秋田支会

１１
川村宗嗣

て居るのである︒これが起縁で弘道会秋田

が︑今日周囲一米に余り︑亭々として舞え

支会が成立した︒この記念植樹の傍の標木

いてあるので腐りはしないが︑表面が真黒

は︑立派な杉材で︑頂上と根本を銅板でま

になって文字が全く見えないので︑今回そ

と言われているのであります︒更に乃木将

くことにした︒東京本部から理事渡辺正男

軍の殉死︑明治昭憲両陛下と会祖西村先生︑

主事が来秋され︑過分の援助まで頂いたの

を機会に支会では西村先生をしのぶ会を開

本秀五郎先生は﹁日本の蕊明の幕末の志

で︑些か酒者を準備して︑八幡秋田神社の

れを削り︑新たに文字を書き換えた︒これ

士﹂と胆しての講演︑単身老躯を押して︑

社務所を会場として︑二十余名の会員相集

大学生の騒動︑北方領土︑靖国神社国家護

四国の土佐や山口県の萩等坂本竜馬関連の

持のⅢ題などについて熱演され︑続いて橋

地を踏査の上の講演︑両先生の講演は聴者

まり︑ささやかな記念祝賀会を催した︒時

弘道会のもとである東京修身学社を起し︑

維持せん﹂との勇猛心を起こされ︑今日の

先生が明治九年﹁独力を以て国家道徳を

い集会であった︒

祭に当る絶好の機会であるので頗る好まし

新築された美しい社務所で︑而も明治百年

は紅葉うるわしい千秋公園の秋田神社前に

は昭和四十三年十月二十七日の日曜日︑所

に深い感銘を与へ夕闇迫る頃閉会した︒

千葉県麻績婦人部会

︵東部支会報告︶

九月二十七日稲作業終ってホットしたの
で︑遠藤部会長宅に役員会を開く︒石橋
香峰理事が社会教育先進地としての栃木
県黒磯町を九月九日視察したことの所感
の発表や︑例会を年四回程度開催のこと

出版し︑二十年九月﹁日本弘道会﹂と改称

大学に於いて講演された﹁日本道徳論﹂を

修身の道を誹明し︑明治二十年︑前年東京
会祖西村茂樹先生が秋田に来られたのは

の午後を懇談に花を咲かせた︒

や︑旅行見学等のことについて小雨模様

十一月三日幹事の秋葉まささんが急逝し︑

田城吐︑千秋公園の本丸に手植された松樹

明治三十年六月との事であるが︑その時秋

同十二月通俗講演会を東京各区に設け﹁修

部会役員が会葬︑幹事長野平富佐子が部
︵麻績婦人部報告︶

会一同を代表して弔辞を捧げた︒
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身の道﹂を説き公衆を開導された︒二十四

続けていました︒私は今︑内藤湖南先生ご

の講演又は会員の研究発表で活溌な活動を

喜八郎支会長が熱心で毎日の例会には名士

因︑民心作興の秘密は勅語であったのだと

激励をうけています︒日清日露両大戦の勝

して席の暖まる暇のない有様であられたと

させられた事が思い出されます︒今年は明

から見た皇統一系万世不易説﹂などを紹介

進講の﹁立Ｆ義﹂や根本通明先生の﹁周易

数の教員が迎えられ︑清国から留学生が二

和田先生は四川の師範学校長という風に多

り入れて服部宇之吉博士が北京大学総教習︑

悟った清朝は全面的に日本の教育制度をと

／

し︑専ら弘道の事業に尽され︑各地を遊説

年夏︑東京築地より南葛飾郡寺島村に幽居

云う︒明治三十年老齢を顧みず我が秋田に
られたのである︒当時全国に支会百二十余︑

年九月明治天皇が行幸され僕后坂は当時の

治維新百年でありますが本県には明治十四

西村先生が侍講︑華族女学校長︑婦女鑑︑

万に及ぶという盛況振りを示したのです︒

来られ︑この植樹を為し︑支会のもとを造
会員一万余人と云われた︒

八日に逝去された︒享年七十五才︒先生が

空前の明治の繁栄は名君賢相勇将良民の総

絵画館で当時を偲ぶことが出来ます︒史上

比し︑更に高令の者もあるが︑今後大いに

合であった︒会員も西村先生来秋の七十に

を述べるなど頗る活気に満ちた意義ある会

され︑会員またこれに呼応して各自の熱情

の天皇など一時間余にわたって詳々と講演

秋田に来られたのは実に七十才の時という

力結集の賜と思います︒その明君の象徴が

若い世代に呼びかけて︑先生の念願を進展

明倫院など皇室との深い関係︑歌聖として

ことになる︒先生の辞世の詩に日く﹃人間

五ケ条のご誓文と︑教育勅祇でありましょ

ています︒﹁院内鉱山ご入坑﹂は明治聖徳

を迩遥すること七十五年︑孜為として道を

う︒大臣の副署なく直接天皇が国民に強く

のであった︒︵秋田支会長︶

向上せねばならぬとの固い決意を新にした

県民歓呼の命名である事が随壁紀程に見え

求めて聯か得るあり︒魂や何くにゆく︑定

お呼びかけになられた勅語が発布されると

先生は明治三十三年︑老齢の故を以て官

まる所有る無し︒上天下地自在に澗歩す﹄

ります︒その例一証には本荘の尾留川安彦氏

非常な反響をよんだ事はご賢知の通りであ

職を辞され︑三十五年三月病を得て八月十

と︑先生の英霊︑今日﹁自在に淵歩﹂して

生一同を官邸に招いて夕食を共にして︑諸

の為卒業式に臨席出来なかったので︑卒業

明治神宮宝物殿遠景の誤でした︒

訂正第八○三号の表紙裏の写真は一

秋田千秋公園の支会に臨まれ︑親しく会衆

全国に魁けて本会九十年を記念して平塚博

子は教育勅語の錦旗の下に働くこの上もな

の折たまたま勅語起草の井上毅文相が病気

士の講演会を開かれ︑今年は当支会七十年

い栄誉の人である︒十二分の健闘をして将

がおられます︒明治二十七年東京高師卒業

と西村先生植樹七十一年の祝賀会を催され

来十年の後栄ある凱旋を期待するという大

を指導せられたものと信ずる︒東京本部の

ました事は感激に堪えません︒私の在秋当

渡辺主事は﹁川村支会長のご尽力で昨年は

時︵昭５１岨︶は秋田県師範学校長の和田
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明治百年記念並びに結成講演会
本会理事片山清一氏︵目白短大教務部長︑

東京学芸大講師︶を講師とする誰演会が福

場の県立小野高等学校の体育館には聴衆約
五○○名が集まり極めて盛会であった︒

主催者﹁小野町選挙管理委員会﹂委員長
の講師紹介があって︑講演に入った︒

の開会のあいさつに引き続いて︑渡辺主事
講演は︑﹁明治百年を迎えて﹂という︑

し︑友田島根大学教授の講演に明治維新の

講演では﹁世界史より見た明治維新﹂と題

大業を追憶し映画﹁明治天皇と日露戦争﹂

にふさわしい行事に会員一同感銘祝盃を揚

を鑑賞し︑感涙にむせびつつ明治百年記念

渡辺主事を囲んで懇談支会今後の発展を祈

げて万歳三唱︒薄暮散会︒閉会後別室にて

〃竜玲も坤・４必．没
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事の一環として︑さらに小野支会結成を記
念して本会協賛の下に開催された︒当Ⅱ会
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明治百年記念大会
松江支会は寿会連合会と共催で十一月十
六日午後一時より老人福祉センター松寿園
年記念大会を開催︒本部より渡辺主事を迎

大ホールに於て叫治維新百年並支会七十五

民石倉俊寛氏等多数臨席会員二百三十名出

迩罫燕蕊鴬

§蝿

え来賓には巾民代理後藤氏生部長︑名誉市
席ｏ先づ君が代斉唱の後会長代理沢村幹事
長開会の辞来賓祝辞で渡辺主事は会長松平
の墓が西村公祖と同じ養源寺墓地に在るこ

伯が会の大功労者であり︑藩祖堀尾忠晴公
とが見付かるなど実に深い奇縁に驚いたと
の挨拶︑田部島根県知事の祝電披一露︒記念

』

選

l

も

l

○千葉県加藤巳之︑三十五年過ぎし昔の思ほゆれ御室の堤夕焼の雲

○雪洞に灯のつく宵の艶めかしたゆたふ舞妓の銀の答

入︑陵の参詣道路に立ち並ぶ雑木の梢に秋の陽光る

か

政︑木立群るる谷のしじまに聞えくる山鳩の声かそかなる

︑︲・封引到仁美二三．・

壇選︒津市新家孝
l

思ひし

︑夕冷えの脚にこたふる峡の田に老いたる妻と稲架かけ︑望郷の念己染難き心境を君吾に洩らせしは一再ならず

いづ

︑山里の秋の大地を統ぶるごと我が家とりまき虫は鳴き︑生きて世にあらぱ再びめぐり逢ふこともあらむと思ひ

○京の町昔思ほゆ南座の秋の興業職はためく

＠なよなよと歩む乙女の姿してコスモスの花咲き盛りな＠大原の茶店の老人し桑じ桑と京の昔を吾に語りぬ

︑株刈る暁の野づらの白柔きて振へる利鎌露に光れる○秋深し四条通りに美しき京の女の白き面かな

弘

江相

−てをり○古里は悲しくそして懐しと言ひて異郷に果てし君はも

一

（38）

弘道歌

○今は世に亡き人多きこの頃の吾が身辺に佑しき諸さす︑蜜柑色の半月天に懸りゐて秋刀魚やく家に秋の訪づる

︑木屋町の灯はクリークに漂ひて夜空冷たく星の流るる○埼玉県鷲宮葛人

︑生きることの如何に苦しく切なきかを身にし翠君は死○つつがなく夜業終りて仰ぎみる空は今宵も星美しき

にて行きしか○氏子らの奉仕によりて行はる昔ながらの千勝獅子舞

○逆境に終りし君に何をもて手向けん今はその術もなし○千莱雌金杉茂穂

＠海山を遠くへだてし火の国の古里恋ひて逝きし君はも○名にし負ふ碓氷峠も紅葉して歓声をきく寺ハスの窓より

︑三十五年過ぎし昔の懐しき加茂川くりの草に鳴く虫○埼玉県相沢正直

○山裾の薮に赤う柿熟れて日毎鵬の席く声にぎはふ○只管に悲しく淋し三人の子残して逝きし吾娘を恩へぱ

○千葉県菅谷喜一○富山市小川権四郎

＠熟れたれど妻の帰るを待たむとて残せし葡萄の味のよ○乱咲の白菊一輪本棚に眺めて悲し全学連を
ろしさ

○同菅谷義太郎○入江相政

＠老い吾は早く目さめて午前二時弘道歌壇の原稿を書く気の澄める朝にもあるかな咲きながらはひりの菊は霜に

○川越市小名木狂辰ふしたり
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○独居も我には楽し鉦叩き

＠ひるがへる歴女の緋袴神迎

千葉県加藤刀水

篠塚しげる選

よくなるＯ出雲からお帰りの神をいそいそと王女がお

る︒又﹁ひるがへす﹂よりも﹁ひるがへる﹂方が品が

評﹁神有月﹂は座五の据わりが悪く﹁神迎﹂と直して採

松江市白名遥を

○仕舞ひ湯に何処か祭の笛きこへ

評細かいところに目の届いた描写がうれしい︒

＠秋簾糸のほつれの見えてきし

●
出迎する楚々たる姿が目にうつるようだ︒

○雛の手の菊杯に壮語あり・

川越市小名木狂辰

︑祝ぎことの障子父子で貼り急ぐ

千葉県金杉茂穂

○子育て地蔵赤い頭巾鴫のはれ〃

︑涼しさや松の葉越に残る月

篠塚しげる

千葉県八代義昌

評﹁松の葉越﹂の月に涼味を汲象とったところよし︒

○秋晴の湖上に澄める倒さ不二

○遠く近く朝嶋端きて空暗るる

︑築山に母の手を曳く月見哉

評情のこもった美しい一句︒

し入

枯芝の微塵もあげぬ明るさよ

枯芝の孜々と日を溜め込んでをり

（40）

弘道俳壇

謹賀新年
昭和四十四年元旦

編集後記
びに堪えぬ所でありますが︑﹁昭和元

◇世界を驚かした﹁いざなぎ景気﹂は喜
禄﹂と呼ばれる反面の諸問題の中で︑常
識では到底考えられない学園の暴動こそ
は早急に解決せねばならぬ問題と思われ
ます︒孟子は二千年の昔に︑﹁飽食暖衣
逸居して教えなければ則ち禽獣に近し﹂

と喝破していますが︑正に然りと答えね
なく会祖西村先生は満身の力を尽して千

ばならぬ浅ましい現状です︒申すまでも

って国民道義の高進のため全半生を捧げ

万人といえども我往かんとの勇猛心をも

し私たちも何らかの行動を以てお答えせ

られました︒明治維新百一年の新春に際
ねばならぬものと考えます︒

◇諸橋︑村尾両先生を初め本誌を飾る玉
健勝とご多祥の程祈り上げます︒

稿に深謝するとともに年頭に当り切にご
◇千葉県栗源町の古参会員酒井久平氏は
情熱を傾けて本会の普及に尽力︑僅女半
年の間に平山町長を初め町の有力者百余
名を勧誘︑近く支会が結成され︑今後の

一

運営にも万全を期しておられますことは

時局柄感激の外ありません︒

八○二号八頁上段︑﹁では必ず﹂の次に

◇訂正

﹁木オモテを南に向けていますが︑小石

品︑毎Ａｕ
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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

第二七年報︺

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

既刊三六冊定価

古本買入最高評価の上譲り受け童す．地方出張も致します．

宣文堂害店

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号
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