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大学

野口明

第一段の峠は越えたが︑今後は多事多難である︒今迄の経過から見て︑

持した︒

りたことは︑手遅れながら止むを得なかったであろう︒輿論もこれを支

学内問題として取扱ったところに棚陥があった︒然し遂に警察の力を借

東大当局も此の点は感づいていたろうが︑大学の自由と云う看板の下で︑

ず何よりも此の連動の本質と性格とを十分に調査することが必要である︒

逮捕された者の中にも︑肝心の東大生は案外少いと報道されている︒先

学生運動が︑実は政治運動である事は︑既に多くの人が指摘していた︒

するか︑未だ予断を許さない︒故に時期尚早の感もあるが︑敢て一言する︒

安田講堂の封鎖が解かれたばかりの時で︑今後終偲に向うか︑更に発展

程深刻でありこれ程の規模とは思わなかった︒此の稿を書いている今は︑

大学の騒擾は社会を震骸した︒東大は特に激しく︑率直に云ってこれ

題

大学当局の苦心は察するに余りがある︒然し何としてもこれを契機に充

︑Ｊグー︑ｊＪ１︐︑
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分時間をかけて健全な大学制度へ歩を進めて欲しい︒政府も︑政党も︑
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日本弘道会の発展のために

川村宗嗣

﹁生固卜常事︑死モ亦常事︑常身ヲ以テ常事二処ス︑晴

も及び難い所であろう︒更にその絶筆の辞に︑

はないＯ多年鍛練を積み︑所謂﹁大悟徹底﹂した禅僧とて

Ｉ新﹁弘道会要領﹂の設定を望むＩ

世俗に﹁人の一生は棺を覆うて定まる﹂などと云われて

空雲無ク︑湾水波無シｏ﹂

いる︒西村先生の﹁道徳論﹂には時世の変遷も考えねばな
るまいが︑然し先生が果して如何なる死生観を持って居ら

イヅ一三

シ

シ︒上天下地︑自在二澗歩ス・﹂と︒

軌力得ルトコロアリ︒魂ャ何一三クャ︑定マル所アルナ

イザサ

﹁人間ヲ遁遥スルコト七十五年︑孜々トシテ道ヲ求メテ

ジンカソ

境である︒しかも又日く

と︑誠に﹁死を見ること帰するが如し﹂という坦々たる心

れたかということが一番根本の問題になろうと私は考える︒

私は今年七十七歳に達した︒先生の逝去の年より更に両
三年を越えている︒然るに山田安栄氏の﹁泊翁︑西村茂樹
ものを覚える︒日く︑

先生略伝﹂を読んで︑その臨終の節に到り感激禁じ得ない
﹁三十五年︵明治︶七月病二確り八月十五日大漸両陛下

鮮魚及ビ葡萄酒ヲ賜フ︒十六日特旨正三位勲一等二叙セ

れた霊魂が︑自由自在に天地を澗歩して︑天上天下に之を

生涯を傾けて得た所の﹁道﹂を提さげて︑肉体の規制を離
オモムロ

ルラ︒病革ルャ筆硯ヲ命ジ︑仰臥謝世ノ辞ヲ写シ︑徐二

ゴング

広めようという大願望を述べて居られるのである︒之を禅

者の﹁欣求浄土﹂に比し︑幾層の救世の大願を持って居ら

絃上曲ヲ奏シ︑曇然トシテ幽界二就クヲ侍シ・﹂
ゲンジョウ

と︑臨終に際し︑自ら辞世の辞を書き︑その名を知られた

れた事を示すものであると考える︒

先生は仏教を出世間の道として排斥せられた︒在世間に

西村家に於て若くして熟達された謡曲玄象をうたわれて︑

静かに臨終を待ったという態度は到底常人のよくする所で
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達せられた事は実に尊いことだと云わねばならぬ︒釈迦は

処する常道を以て︑自らよくこのような生死一如の心境に

再版され︑今日容易に入手出来るようになったことは大な

先生の根本的主張を示した﹁日本道徳論﹂が岩波書店から

多くの会員には︑弘道会の実態を知る印刷物が無い︒先年︾

は困難のように思う︒更に先生の明治三十一二年に誹述さ

世間の四苦八苦を救わん為めに出世間の道を説かれた︒先

れた﹁道徳教育講話﹂の速品を︑曾って弘道誌上に掲載さ

て居らず︑殊にあのままの形では︑若い人々を引付けるに

れたものと云うが︑今川の弘道誌上では之を伺うことがで

る仕合わせであるが︑これも一般書店の店頭には殆んど出

ってしても︑先生の説かれた﹁道﹂その根底に於て古今東

自らこの生死観に達せられたのである︒私はこの一事を以

きない︒これは昭和十三年に弘道会から出版されてはいる

ど触れて居らない︒然るに西村先生は在世間の道を講じて︑

西に絶した誠に勝れたものであることを先ず信ぜずには居

生の主として依られた儒教の祖孔子は生死の問題には殆ん

られない︒先生凡そ五十年の努力を以ってしてこの道を立

として重要なものに西村先生が明治二十三年と明治三十三

道会要領﹂甲号及び乙号として︑各十項目に分ち︑甲号は

年に制定された﹁日本弘道会要領﹂がある︒之は﹁日本弘

が︑勿論一般に流布されているとは云えない︒更に弘道会

ず︑明治二十七八年の頃に会員一万余人︑支会一百余と伝

て︑之を広めん為めに独力を以て日本弘道会を開き︑老躯

えられる︒吾等後輩︑この会に連なるもの︑弘道会の今日

号は広く国家の事に及ぶ秋極的面に亘るもので︑頗る簡明

会員自らの身を修むること即ち消極的の面を専らとし︑乙

を提げて自ら各地を遊歴し︑謀々道を識じ倦むことを知ら

の状態を見て発憤を禁じ得ないものがある︒勿論今日の弘

六百年の記念事業として日本弘道会本部から出版されては

直戯︑要を得たものであるが︑之も昭和十五年に紀元二千

道会の本部組織の中には挿々たる学者︑識者が名を連ねて
居られ︑先年︑会の九十周年一記念式典の末席に列した際に

いるが︑今日一般の入手は困難でありまた西村先生が今日

サイサイ

も︑その多士済々に鷲ろかされたのである︒然し私ども支
会の実情を顧みると︑年々支会員が老齢化して︑若い人達

は会員指導の為めにも細心周到な解説をして居られるので

に居られたならば︑恐らくは今Ⅲの世情に応じた解明をさ

あるが︑戦後の思想的にも経済的にも非常に変革された今

れるであろうと思われるものである︒このように西村先生

しい会員を誘引することは困難に感ずる︒殊に若い人を誘

立派な原稿が載せられている︒然しそれだけによって︑新
うには特に困難である︒これでは今日の世に処するに充分

日の世情に照して︑先生の思想を演緯して︑簡明に弘道会

が集まらないＯ毎月の弘道誌には︑編集者の努力によって

とは云えぬと思う︒第一私のように終戦後に入会した様な
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Q

のとしては︑甚だ不便極まりない感じがするのである︒

残念な事と思う︒吾々会末に列し︑殊に支会につらなるも

の方向を示すべき指針の文献が出来ていないことは︑誠に

九︑国民の風俗を改善すること

八︑正論を張り邪説を破ること

七︑道徳の団結を固くすること

十︑社会の制裁を作ること

一︑忠孝を重ずべし神明を敬ふくし

なかったので︑昭和十五年末に副会長吉田熊次氏が︑出来

るが︑甲号に関しては西村先生は纏めた解説をして居られ

右の乙号に対しては西村先生自身で簡単に解説して居られ

二︑皇室を尊ぶべし本国を大切にすべし

輯録し︑更にそれを敷術して梢や詳細に解説したものが︑

﹁日本弘道会要領﹂︵甲号︶

左に日本弘道会要領の項目をあげて見よう︒

三︑国法を守るべし国益を図るべし
四︑学問を勉むくし身体を強健にすべし

の解説は教育勅語や戊申詔書などを引照して説明して居ら

﹁弘道要義﹂として出版されている︒然し吉田博士の甲号

るだけ西村先生の著述中より︑その解説に相当する文章を

五︑家業を励むべし節倹を守るくし
六︑家内和睦すべし同郷相助くくし

れる︒皇紀二千六百年の紀念事業としての編纂であるから︑

語その他の勅語が廃棄されたままの戦後の今日には適当し

運動がこの弘道会要領や解説で充分だとは言い難いように

知れぬと思われる︒しかるに︑今日の世情に於いて弘道会

した解明をされるか︑要領の一部をも改めて居られるかも

当然のことと云うべきであるが︑大日本帝国憲法や教育勅

十︑宗教を信ずるは自由なりと誰も本国の害となるべき

七︑信義を守るべし慈善を行ふくし
八︑人の害を為すべからず非道の財を貧るべからず
九︑酒色に溺るべからず悪しき風俗に染まるべからず

ない︒西村先生が今日居られたならば︑必ずや今日に適応

宗教は信ずべからず
﹁日本弘道会要領﹂︵乙号︶

一︑世界の形勢を察すること

は是非ともこの要領のような簡単な指針が必要だと思われ

る︒然し西村先生が逝かれて六十余年の今日︑誠に容易な

思われる︒今日の支会を維持し︑更に之を拡張する為めに

事ではない︒容易な事ではないが不可能な事ではないよう

二︑国家の将来を慮ること

五︑教育の適否を考ふること

四︑国家の経済を知ること

に思われる︒日本弘道会の幹部の方々には︑西村先生に親

三︑政治の良否を観ること

六︑無識の者を教化すること
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会を支持して居られる学者も居られるのである︒先生の根

れるＯ或は先生に親灸されなくとも弘道精神を体して︑本

炎され︑或は自ら先生を助けて地方遊説された方々も居ら

天下地︑自在淵歩﹂の先生の英霊か今日の会勢を見られて︑

十年前の︑会が漸く盛ならんとする時のことである︒﹁上

を希望するなり︒﹂と書いて居られる︒これは︑今から七

同感なるべし︒余は諸君に梱請して今より更に一層の泰発

足る者少し︒是茂樹が深く恥づる所にして︑諸君も定めて

シヤ

本精神を体し︑今日の世情に即して如何にあるべきか指針

道会の幹部の諸先生に是非とも川治百一年の第一歩として︑

会員を叱陀する御声として私の耳に響くのである︒日木弘

を制定することは可能な事と思われる︒荷くも日本弘道会
を保存し︑更にその勢を拡大しようというには︑是非とも

る︒

差当りこの事業に着手されることを切に希待するものであ

なされなければならぬ緊急川迦と信ぜられるのである︒西
村先生が︑日本弘道会要領乙号解説の末尾に﹁従来道徳者

︵秋田支会長元大東文化学院教授︶

／ 戸 虹 、

の病は︑一は因循なるなり︑一は熱心に乏きなり︑本会の

LOノ

如き一万の会員と百二十余の支会あるも︑其事業は観るに

わたしの終戦

に任官し︑長崎県に赴任して学務課長となったが︑三月下

佐久間
私は︑太平洋戦争開戦の詔勅を︑東京霞ヶ関の内務省の

との連絡を受け︑急遼長崎へ帰り︑年度末の教員の定期異

旬文部省へ用務で上京中︑郷里の親戚から召集令状が出た

のなかの自動車中隊に配属された︒補充兵であったので︑

東部第十七部隊は︑本名は近術輔重兵隊といい︑私はそ

動を済ませて︑四月十日に東部第十七部隊に入隊した︒

屋上で︑東条大将の口からじかに聞いた︒当時東条大将は︑

私は︑その翌月すなわち昭和十七年の一月に地方事務官

たのである︒

して︑内務省の職員たるわれわれを集めて︑詔勅を奉読し

内閣総理大臣で内務大臣を兼任していたので︑内務大臣と

彊

の使役や炊事︑中隊事務室︑下士官集合所などの当番に出

演習は現役兵よりも楽であったが︑そのかわり︑いろいろ

職責を果してゆけるかどうか︑若干の不安があった︒しか

中尉で︑しかも士官学校出身者であった︒私は区隊長を拝

たが︑これは異例のことで︑他の区隊長はいずれも大尉︑

し実際にやっているうちに︑だんだん自信がもててきた︒

命したとき︑果してこれらの人たちの間に伍してりつぼに

私の不得意とする自動車の操縦︑修理の技術教育は区隊附

されることが多かった︒総力戦で勝ち抜くには︑国民一人
なければならないのに︑炊事場でねぎ切りや︑事務室でお

少尉や下士官がやってくれるし︑戦闘訓練の計画や指導の

一人がそのもてる能力を適所で有効に発揮できるようにし

してほんとうの御奉公になるのだろうかと思い︑幹部候補

なかったし︑もっともだいじな精神教育の面では︑私は他

能力は大尉︑中尉の諸君にくらべてそれほどひけめを感じ

茶くみをやったりするようなことをずっとやっていて︑果
生の試験を受けた︒

陸軍輔重兵学校幹部候補生隊で八ヶ月の教育を受けて見

ちである︒学生たちの気持は︑士官学校出の区隊長には︑

幹部候補生は︑いわゆる学徒出陣で入隊してきた学生た

の区隊長よりもすぐれていた︒

なかなかつかみにくかったようである︒士官学校出の区隊

八年の十二月に少尉に任官したが︑翌年三月には︑陸軍輔

習士官となり︑習志野の東部第十九部隊に配属された︒十
重兵学校幹部候補生隊附を命ぜられた︒いわば母校に帰っ

求したが︑私は︑かれらの先輩として︑﹁学徒に徹せよ﹂と

長は︑幹部候補生に対し︑まず﹁学生気分を捨てろ﹂と要

て︑後進の教育にあたることになったのである︒

輔重兵学校では︑幹部候補生隊第二中隊の区隊長となり

五十人の幹部候補生がいた︒区隊には︑区隊長のほか区隊

のなかには︑たしか︑四つの区隊があった︒一区隊には四︑

本校から離れて︑世田谷の馬事公苑の近くにあった︒中隊

側の高台にあったが︑私の勤務した幹候第二中隊だけは︑

に理くつをいってかかるので要注意とされていたある候補

をさせようとしたのである︒他の区隊で何かにつけ区隊長

私は︑学徒たるの自覚を促し学徒らしい自覚をもった行動

とを否定し忘れさせて軍紀を植えつけようとしたのに対し︑

ばならないかを考えさせる過程において︑彼は学生たるこ

なかったと思うが︑なにがゆえにそうした行為をしなけれ

的な行為そのものは︑他の区隊長と私とで別段ちがってい

学徒たるの誇りに恥じない行動を要求した︒要求する具体

ここで終戦まで勤務したのである︒この間の一年半は︑私
の軍隊生活のなかでもっとも充実したものであった︒

附少尉一人と下士官が二人いた︒これが幹部候補生の教育

学校は︑目黒の玉電大橋停留所の渋谷の方から向って右

にあたるのである︒私は少尉でいきなり区隊長を命ぜられ
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して卒業していったこともある︒そんなわけで︑幹部候補

生が︑その後私の区隊に編入され︑もっとも優秀な一人と

人たちよりもいっそう適切であったかもしれない︒しかし︑

う︒﹁学徒に徹せよ﹂という私の教育方針は︑これまでの

の生活は︑かれらにとっては︑学生生活の延長であったろ

とっては︑その含蓄ある意味がよくわからなかったかもし

比してこそよく理解されるべきものであるので︑かれらに

私の言葉のほんとうの意味は︑普通の軍隊生活の体験と対

私は︑幡重兵学校で︑幹部候補生の教育について︑区隊

言を求められることも少なくなかった︒

生の精神指導については︑私は士官学校出の区隊長から助

長にひじように大きないわば自由裁量が与えられ︑上官か

れない︒

二十年にはいってから︑東京への空襲は激しくなった︒

らうるさい干渉を受けることなく︑気持よく勤務させても
らったことを︑いまだに感謝している︒当時の軍隊生活で

れわれは︑福島県の白河廠舎に疎開した︒ここは︑東北線

育はゆるがせにすべからず﹂という教育総監の命令で︑わ

る︒しかし︑やがて︑﹁戦局苛烈になるも幹部候補生の教

の整理や航空機製作所の機械の疎開などをやったこともあ

幹部候補生隊にも戦時業務が下命されて︑下町方面の焼跡

卒業させ︑後の候補生を二十年の一月に迎えた︒これは︑

期にわたり教育した︒はじめの候補生を十九年の十二月に

白河駅から甲子温泉へ向う途中の高原で︑はるか下を阿武

私は︑いわゆる学徒出陣で入隊してきた幹部候補生を二

このようなことは︑珍らしかったのではなかろうか︒

それまでの幹部候補生は︑まず一般兵と同様に普通の部隊

特甲幹︵特別甲種幹部候補生︶といわれた人たちである︒

隈の清流が走っていた︒

東京にいたときは︑演習場で演習をしている最中に艦載

に入隊し︑そこで幹部候補生の試験を受け︑それに合格し
た者が学校に来るのであるが︑特甲幹というのは︑大学や

ようなこともなく︑静かに訓練に専念できた︒ただ困った

ことには︑この期の候補生は前期の者に比べて体格が総体

機の急襲を受けたこともあるが︑白河へ来てからは︑その

においてひよわであったうえに︑食糧がだんだんと不足し

高等・専門学校に在学中に試験を受け︑合格した者が︑最
ある︒したがって︑かれらは古兵にいじめられる内務班の

てきたので︑栄養失調になる者も出て来た︒そのような者

初から幹部候補生の身分を与えられて直接学校に来るので

の養成期間を一段と短縮する必要から︑このような新しい

生活を知らないのである︒戦争が永びいてきたので︑将校

したこともあった︒

には︑演習を休ませて︑川魚や蛇をとらせて栄養の足しに

特甲幹の人たちは︑まったくの学生である︒輔重兵学校

制度がとられたのである︒
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訓練の方もいろいろな支障が出て来た︒自動車隊である

からいっそうしっかりやれ︑という御言葉ではなかったか

とりにくかったのできき終った直後には︑ソ連が参戦した

用燃料に使用した︒それも量に制限があるので︑一人当り

が︑ガソリンが欠乏してきたので︑アルコールや木炭を代

忍上難キヲ忍上﹂というようなお言葉もあったので︑来る

じように沈痛な調子であったし︑たしか﹁堪へ難キヲ堪へ

ものが来たのだと直感した︒時間がたって︑おそらく東京

という将校もいた︒しかし︑私には︑お声が全体としてひ

私たちには︑大本営発表以外の一三−スはわからなかっ

の操縦訓練の時間も減らさざるをえなかった︒

たが︑戦局が我に有利に進んでいないことが︑なんとなく

から電話の連絡でもあったのだろう︑さっきのは終戦の詔

その日の夕方だったと思う︑あるいはその翌日の夕方で

勅であったことがハツキリした︒

あったか︑私は︑私の区隊の候補生と営庭の夏草の上に車

して指示されたが︑私は︑必勝の信念の涌養は︑実践的に
は︑日々の与えられた任務にベストを尽くすことであると

心配になってきていた︒必勝の信念の潤養が教育の重点と

考えて︑教育にあたったＯそのころ︑新任の校長の訓示の

て他国を征服しつつあるではないか︒ガンジーをみよ︑彼

も祖国は再建できる︒スターリンをぶよ︑彼は思想をもっ

い武器はとりあげられるであろう︒しかし︑武器はなくて

座になって︑こう語った︒﹁日本は戦いに敗れた︒いっさ

この秋は雨か嵐か知らねども

なかで︑

今日のつとめの田草取るなり
という二宮尊徳の歌が引用されたのが胸にしみたことを思

は非暴力主義で大英帝国をてこずらせているではないか︒

頭に立ってがんばっていたある候補生から︑﹁区隊長殿︑

のような行きかたを学ばなければならない︒﹂

しかし︑これからは︑もう一つの型︑徳川家康や大石良雄

に︑いさぎよく命を捨てることをよしと教えられてきた︒

われわれは︑これまで楠正成や明治維新の志士たちのよう

日本は勝てるのですか︒﹂という思いつめた表情の質問を

ソ連参戦の一三−スがはいったとき︑いつも区隊生の先

い出す︒

受けたときは︑私はドキッとした︒﹁歴史からみると︑世

私は︑このように話したけれども︑スターリンやガンジ

多いと聞いたので︑スターリンやガンジーの伝記をさがし

少尉の下宿先が大学を出て村に引込んでいる人で︑蔵書が

ーについて詳しいことは知らなかった︒幸い︑同僚のある

それから数日後︑天皇陛下の放送があるというので︑全

のではなかろうかｏ﹂私は︑こう答えるほかなかった︒

界の二大強国を同時に相手にして勝つことは︑むづかしい

員営庭に集合を命ぜられた︒陛下のお声ははっきりときき
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てもらったところ︑たしか沢田謙氏のものがあって︑貸し

ち遠しノ︑なった︒

れぱならないのだ︒こう思うと︑無性に召集解除の日が待

︵緋別会員消防庁長官︶

てもらったＯ私は︑そんな本を読みながら︑これからの日
人の時代は終った︒これからは私たち文官がはたらかなけ

本の進み方や私の祖国再建への貢献のしかたを考えた︒軍

道徳の復興︵十三︶

大学生と暴力

木下広居

う︒これも分かる︒第三には︑大学が財界に奉仕するよう

する教職員の待遇改善の問題もある︒第五に︑入学試験を

なものであってはならぬ︑とか第四に授業料︑それに関連

もう半年ばかりの間︑大学問題が各方面で論ぜられてい

やっているように︑国家的に大学入学資格試験をやれ︒そ

やめろ︑という︒今年だけではない︒ドイツやフランスで

一暴力とは何か
る︒たいてい議論は︑いくつかに分かれる︒第一は︑大学

この大学の︑どういう先．生の講義をきき︑その指導を受け︑

れに合格すれば︑全国どこの大学にも行ける︒そして︑ど

を民主化しなければならぬ︑ということ︒教授会が何でも
きめてしまうのは︑いけない︒助教授や講師・助手︑事務

単位を取ろうと勝手だ︒ただし︑今より︑きびしい教育だ

職員︑さらに学生に発言権を与えよ︑という︒それは︑医
科について象徴的にいわれるように︑封建的徒弟制度をや

大学院も国家試験で入れる︒これも︑今のようなもので

から︑大学入学資格試験も卒業試験も︑むづかしくする︒

第二には︑マスプロ︵大量生産方式︶がいけない︑とい

めろ︑ということだ︒
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はダメだ最近︑ある大学の助教授が︑カナダに留学した︒

こでも︑国立・私立の区別をする必要がない︒

の大学が騒動をやっている︒その混乱に共通点かある︒こ

要するに︑年よりがやっている大学経営と教育の方針に

そこで受けた指導は︑これまで見たこともない︑親切なも

ついて︑学生の団体が全面的に抗議しているのだ︒ただ抗

だった︒かゆいところに手の届くような教え方で﹁日本の
大学では︑まるで何も教えられなかったのと同じだ︑とい

デモをやったり︑もょろしい︒しかし︑問題は︑自分たち

議しているのではない︒反対の意見を出して議論したり︑

日本では大学の数が多く︑学生数は一六○万というが︑

るところにある︒

の意思を表明するだけでなく︑暴力によって相手を脅迫す

うことが分かりました﹂という手紙が来た︒

の優秀な生徒は︑大学の程度の低くいのにガッヵリするの

まことにお粗末である︒このようにして放置すれば︑高校

というのが︑おかしい︒もし︑大学が社会に必要なもので

だいたい︑私立大学の授業料が国立大学の十倍以上など

ことも称讃されていたことがある︒しかし︑親が殺された

昔は親の仇を討つことが許されていた︒主君の仇を討つ

ある︒これは︑現在の国家において︑許されないことだ︒

では︑暴力とは何か︒肉体的力を不法に行使することで

あるなら︑授業料などは廃止すべきである︒ソ連のモスク

た︑主君が恥をかかされたならば︑名誉穀損で損害賠償を

ならば︑国家が裁判で相手に死刑の執行をしてくれる︒ま

も尤もだ︒

ワ大学などが︑その趣旨で︑授業料を取らぬばかりか︑学

家が代ってやってくれる︒だから︑暴力は許されないし︑

要求できる︒つまり︑個人がやることは許されないで︑国

生の生活費や学費を国家が負担している︒それでこそ︑社
まれて来るにちがいない︒

暴力は法律に違反することである︒暴力を行使する者は

暴力をふるう必要がなくなったのだ︒

会にとって重要な義務を負わされている︑という意識も生
金持の子だけが大学教育を受けられる︑という現在の制

処罰される︒暴力と関連するのが家宅侵入罪である︒断ら

度は改める必要がある︒そのためには︑国立とか私立とか
いう区別をやめ︑全部が公社的なものになり︑国民の税金

ことも罪だ︒その他集団的に無切符で乗車したり︑無銭飲

れても立ち去らない者は罪になる︒さらに︑人を監禁する

しい暴力が行なわれた︒器物を焼いたり︑強盗的に大学の

食したりする︒数百人の負傷者を出す︑というような甚だ

が通らない︒

こういう改革については︑大たいにおいて︑意見の一致

でまかなうようにすることが合理的である︒今の制度は筋

がありうる︒ただ︑急場に間に合わぬ︒全国で六十ぐらい
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どうして︑このような暴力の横行を許容しているのであ

物を持ち出す︒

ろうか︒それは︑大学当局が警察権を持たず︑こういう行

突するものはない︒暴力が行なわれれば︑自由と自治は無

くなる︒無理が通って道理ひっこむ︑ということになる︒

もの︶が︑ひるがえり︑﹁○○解放地区﹂と中共的略字で

られる恐れがある︒識堂はアヵ旗︑黒旗︵無政府主義者の

れている︒寄宿舎でも︑立ち入ろうとすれば︑角材でナグ

の大学を一見すれば明瞭だ教室も研究室も図書館も封鎖さ

自分で大学を治め︑管理する能力がないことは︑スト中

責任というほかはない︒そして︑代々木派の共産党は︑反

ときいても︑その青写真は無いのだ︒ただ破壊だけでは無

来る︑と主張する︒では︑新しい社会は︑どんなものか︑

う︒今までの制度を全部破壊したあとに︑新しい社会が出

のに反対している︒全世界に︑今すぐ革命を起こせ︑とい

が︑代々木派の共産党が︑自由主義陣営との共存を唱える

反代々木派という学生団体は︑トロッキー主義者という

二破壊の思想

大害してある︒そして︑女子学生も寝泊りしているようで︑

為を鎮圧することができないからだ︒

可ハイ毒に注意﹂などの貼り紙も見える︒校庭では︑ヘル

代壷木派に暴力的騒動を起こさしたあとで︑国家権力を導

まで大学を占領する計画だそうだ︒そうなると︑来年の入

現在︑反代々木派は︑入学試験を中止させ︑七○年安保

の思想を実現したい︑という点は共通だ︒

うことらしい︒今は︑この両派が争っているが︑共産主義

入して弾圧させ︑自分たちが暴力的に政権を取ろう︑とい

メット︑角材︵或は鉄管︶で武装した者が突撃を練習をし
ている︑という有様だ︒

我々は︑根本的な疑問を持つ︒大学の中で暴力が行なわ
ことだ︒およそ︑大学は教育と研究の場所である︒両方と

れる︑ということは︑どういうことを意味するか︑という
も学問を中心とすることだし︑完全に自由がなくてはなら

試も卒業生もなくなり︑大学の閉鎖にならざるを得ないだ

からである︒自由と自治が目的で︑あとは︑どうでもいい︑

この自由といい︑自治というのは︑学問のために必要だ

が武装し覆面して暴力を振う場合︑一般の学生に立ちあが

学生は百人に一人ぐらいしかいないそうだ︒しかも︑それ

しかし︑問題は︑これで終るのではない︒こういう過激

ろ気ノＯ

ぬ︒教授と研究の自由だ︒自由のためには︑外部からの指

ということではない︒学問が目的で自由と自治は手段たる

れ︑彼らを大学内から排除せよ︑というのは無理だ︒東大

図や干渉は絶対に許されない︒

条件である︒そして︑暴力ほど︑自由や自治と正面から衝
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なるほど暴力は悪いことである︒しかし︑少数者の使う

の勢力は歴史の法則に逆行する暴力で︑はるかに大きな害

暴力は小さい害であり︑既成社会の制度を護持する多数者

だけでも︑すでに数百人の重軽傷者を出している︒

この少数の暴力主義者︑共産主義の狂信者の暴力によっ

悪を排除せんがための小悪であるから許容されねばならぬ︒

悪である︒だから︑この先駆者的少数者の暴力は大きな害

て大学が支配されていいだろうか︒どういう理由で彼らの
暴力を許すのであるか︒少数者が多数者を支配する資格あ

逆に︑多数者に利用され︑この先駆者的少数者を迫害する

りや︒意見の相異がある時︑団体が意思を決定するには多
数決とすることが大昔からきまっている︒少数で決定する

ために使われる国家権力ｌ警察力こそ真の暴力である︒

右のような理論で︑社会党などの左翼政党が︑自民党政

ことは︑否定された︒人間としての価値が平等であるなら

なった場合︑左翼進歩的文化人たちは︑筆をそろえて︑社

府が提出した法案をつぶすために暴力を使って乱闘国会と

ば︑数の多い方に勝たせるのが当然だからだ︒だから︑民
ところが︑近来︑左翼独裁主義の主張の中には︑人間の

主主義を認める社会では︑多数決を認めざるを得ないのだ︒

だ．ｌそしてこの半年間東大の学生が︑左翼教授の

右翼暴力は不正だが︑左翼暴力は許される︑という考え方

これは明らかに左翼革命理論を借用したものに過ぎない︒

会党の暴力を弁謹したものだ︒

変革しようとする少数の先覚者がある︒それに対して︑自

は︑こうだ︒社会には︑真面目な︑熱情を持った︑社会を

価値の平等であることを認めない者が現われた︒その理由

分のことばかり考えて他人のこと︑社会全体のことを心配

唱えることを忠実に実行したのが﹁大学封鎖﹂だった︒

て︑それを実際に適用される︑とは気がつかなかったらし

ところが︑おかしなことは︑それは政治理論だけであっ

しない︑無関心な人間が多い︒その場合︑熱情をもって社

い︒本当に少数革命分子が︑教室や研究室を封鎖して︑授

会を変革しようとする少数者は︑眠っているような無関心
秩序は︑この不真面目な無関心層が造っている︒しかも︑

な多数よりも︑はるかに価値がある︒そして︑既成の社会

業も卒業も入学も不可能になると︑左翼教授連は︑ウロタ

きない︒大学内の暴力を許しては授業ができない︒入学試

暴力も弁護しなければならぬ理窟だ︒ところが︑それがで

エ出した︒国会の乱闘を弁護していたのだから︑大学内の

この秩序を防衛せんがために国家権力を利用する︒
の意思より重んずるのが本当の政治︑民主主義ではないか︒

験も不可能だ︒自治の中心たる教授会を開く場所にも困り

しからば︑この少数者の意思の方をこの堕落した多数者

には︑既成社会の秩序と衝突せざるを得ない︒

そして︑少数者は︑自分たち先覚者の意思を実現するため

（12）

ないで︑腰を抜かして坐りこんでいいか︒無責任も極まれ

暴力革命分子を首相も文相も静観している︒いったい︑政

を希望せず大学を破壊しようとするのだ︒そういう少数の

はじめた︒反代々木派は紛争を解決するつもりなく︑それ

せよ︒

鎖反応を起こすにちがいない︒まず大学内から暴力を排除

そこには社会の秩序も人権の保護もありえない︒暴力は連

選らばれた先覚者と自称して社会の顛覆をはかるだろう︒

の独裁を認めることは民主主義の否定だ︒少数者は常に︑

・ｑｂ

・口■

・二・Ｐ宮

ヨーロヅパ旅行で知った

︵昭四四︑一︑一八︶︵理事専大教授︶

治家は︑最も初歩的な︑法と秩序を維持することすらでき

・ｑｂ・守▲・・ロム・Ｐ

日本および日本人の力
︲ｌ川本人旅零と川本語の瀧川Ｉ

ないかとさえ心配される程である︒

に住んでいるのでは︑むしろ反対に低下しつつあるのでは

なったとは聞いていても︑最近のように値上り状況の国内

聞き︑肌にふれて︑ヨーロッ︒︿における日本の地位を確か

理解に過ぎないのであるが︑それでも︑直接目に見︑耳に

わけではないから︑ほんの断片的な感覚をつづり合わせた
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りと︑いうべきである︒少数暴力に振りまわされ︑少数者

・・孔４口︒■４口︒

■ず

I

昨年八月ヨーロッ・︿を旅行してゑて︑ｎ本が︑今国際間

一

においてどういう位置にあるかを︑おぼろげながらではあ

清

最近数年間の短期間において︑日本の工業生産は︑世界

山

のトップに近くなった︑とは聞いていたが︑実際にどうい

英京テームズ河のほとり

での︑わずか三週間の旅行であって︑くわしく調査をした

雲

るが理解できた︒もっとも七月三十一日から八月二十日ま

Ａ︾

'一I

片

匙

鍵

らないものである︒また︑円に対する国際的レートが高く

:
燕
；

うものであるかは︑国内にいると︑誰だってなかなかわか

蕊

め得たことは︑凡百の評判を聞き︑書籍・新聞によって得

でいたのではないかと思う︒というのは︑欧米人たちは︑

日本人の側のせいではなくて︑むしろ欧米人の側にひそん

以下のものとさえ考えていた時代が︑長く続いて︑第二次

自分たち以外の人間は︑自分たち以下の人間︑時には人間

たものよりは︑確実性のあるものだと思う︒

わたしが学生時代から長く聞いていることは︑日本人が

えも︑東洋人や黒人たちは︑白人たる欧米人以下だとさえ

大戦の終了直後ぐらいまで延びてきていた︒いや今日でさ

昔の日本・今の日本

せられる︑ということである︒おそらく︑そういういわれ

欧米に行くと︑﹁ジャブ﹂﹈シ勺という軽侮のことばを浴び

カ人も濠州人も侮辱されていたのである︒そうした被侮辱

たま日本人が侮辱されたというよりは︑アジア人もアフリ

民族の中で︑日本人は過去百年営々として欧米文化に﹁追

考えている欧米人たちが少くないのである︒だから︑たま

いつき︑追い越そう﹂とする努力を重ねてきた︒時には欧

があるので︑日本人としては︑国籍を示す必要のある場合

しかし︑最近の日本は産業的に向上したので︑そういう罵

ばが︑オリンピックなどで用いることとなったのであろう︒

米人の真似までして︑アジア侵略の企てを実行に移した︒

当シ弓少ｚというより︑最近では冒弓○口日本ということ

はヨーロッ︒︿人の間に残っているだろうと想像していた︒

声が少くなっているであろうとは思ったが︑それでも多少

だから欧米人からすると︑侮辱の上に怨視と羨望とが加わ

しかしこうした世界最優秀民族をもって任じてきた欧米

ったことも考えねばならない︒

だが︑実際行ってみると︑そういう想像は全くの杷憂に

人たちも︑第二次大戦後の世界の動きに左右されざるを得

過ぎなかったことを知った︒というよりも︑日本人は最近
いか︑とさえ思われた︒わたしたちは︑単なる短期川のツ

では欧米人から相当敬意をもって取扱われているのではな

た民族自決の原理は︑第二次大戦終了後において︑現実と

なかった︒第一次世界大戦後ウィルソン米大統領の提唱し

して世界を支配するようになった︒欧米人たちも︑今やこ

ーリストにすぎないのだから︑欧米人の心の中には︑どう

うした実情に目をおおっておることはできなくなってきた︒

いうものがあるのかを知る由もないのであるが︑行った先
先でふれた些細なことで︑〃少くともわれわれ日本人はも

ころか︑かえって欧米人の優位を認め︑その下に立つこと

日本人を含む東洋人やアフリカ人たちは︑侮辱を感じるど

だが︑逆に以上述べたことと対応するように︑われわれ
日本人がひと昔︑軽侮されたということには︑いろいろ

たＯ

はや馬鹿にされてはいない〃ということを知ることができ

の理由が考えられるが︑その最も大きな理由は︑われわれ

（14）

に甘んじてきた︒いわば隷従に満足していたのだと言える︒

いうなれば︑侮辱されても︑欧米人から侮辱されたのであ

程当然のことである︒

旅行する日本人

は︑明日への弱い生命をつなぐために︑あたかも部下いじ

がらも貧困と悲惨さとに沈ませられたＡ・Ａ諸国の諸民族

侵略と搾取とをほしいままにした結果︑同じ人間でありな

先進資本主義国であった欧米各国が︑アジアやアフリカで

時代となったのである︒戦争でもおこなわれている所でな

能であったが︑現代ではだれもが︑どこにでも旅行し得る

以前には︑旅行というものは︑ある限られた人ゐにの象可

﹁大衆旅行時代﹂をあげている︒現代という時代にはいる

現代の特徴をいくつか列挙しているが︑その一つとして︑

アンドレ・ジークフリードは﹁現代﹂という書物の中で

めをする上官に楯を売る部下の如く︑欧米人たちの歓心を

い限り︑お金さえあれば︑たいていの所には行けるように

れば︑自分らにとって妥当だと認めていたのだとも言える︒

しない有識の人☆のいたことも否定できないが︑大きい社

さえ買わうとした︒もちろんこういう状況を決して潔しと

るので︑欲するままに行けるわけではないが︑行きたいと

なった︒もっとも︑まだ入国制限のきびしい所がかなりあ

アルプス展望台上の日本人旅客

会的な力となることができなかった︒欧米人たちは︑この
大勢をよく認識し利用した︒馬鹿だと言われても腹を立て
価しなかったに相違ない︒

ない馬鹿さこそ︑かれらにとっては侮辱以外の何ものにも
こうした侮辱に堪え切れないのは︑どのような人間にと
っても同じであろうが︑日本人は早くこれに気づき︑そこ
からの脱却を計ろうとした︒文明開化といい︑福沢のいう
脱亜入欧ということもその脱却への試ゑであった︒営々辛
苦一○○年の成果はあった︒だが徹底的な敗戦／︑もう再
いた中で︑二十年の月日が流れ︑日本は戦前の状態に復し

び世界史の中に日本の登場することがあるまいと思われて

によって日本人を侮辱できなくなったことは︑当然すぎる

さらにこれを越えた︒もはや欧米人たちも︑ジャップの名
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日本を離れると︑アジア人の顔が︑ゑんな日本人のように

であったが︑その次に多いのは︑われわれ日本人であった︒

見えて︑日本人でないのに︑日本人だと思ってしまったこ

人らしい旅行者が︑圧倒的に多数であることは︑噂の通り

っても︑国内に限られていることが多かったのであるが︑

いう意欲のある限り︑そのうち旅行可能になるはずである︒

最近数か年にわたって︑日本人の一般旅行者がひろく海外

んだ日本であるだけに︑しばらく見ていると︑日本人的な

ともあるに違いないが︑さすがに生れた時から慣れしたし

ところで︑日本のような島国では︑最近までは旅行とい

の諸国に︑大ぜいで出かけるようになってきた︒今年の正

りちがえるということがなくなる︒一昔は︑日本人といえ

所作が出てくるので︑まずまず日本人を︑他の東洋人と取

月休みには︑香港の町は︑日本人の観光客でいつぱいにな
り︑香港の物価吊上げに貢献しているという程である︒い

ば︑眼鏡をかけてカメラを携行している人間だという定評

ってきたので︑それだけの外観では日本人だと判定できる

があったそうであるが︑近頃ではどこの人間も同じ姿にな

と押しかけているのが現状のようである︒

や香港だけではない︑世界中のどこにも︑日本人がわんさ
わたしが︑このたび旅行したヨーロッパにも︑日本人旅

ると︑その犠牲者の中にたいてい日本人が一人か二人が乗

ものではない︒とにかく外国で旅客飛行機の墜落事故があ

はじまって以来の大事件だといっても差支えないことであ

り込んでいるという状況である︒これは︑正に日本の歴史

アの各地に出かけ︑アジアの諸民族と直接する機会をもっ

ろう︒もっとも太平洋戦争には︑多くの日本人が東南アジ

いうことはなかった︒

たのであるが︑ヨーロッパやアメリカに大勢で出かけると

このような日本人の海外旅行は︑まず第一に日本人の見

方や考え方に大きく影響を与えるに違いない︒日本人が島

国根性をもつとか︑外国人に対してコンプレックスをいだ

いているとか評されてきたのであるが︑そういうことが本
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行者の姿が︑いたるところで見られた︒もっともアメリカ

諺韓撰

氷河の見えるシャモニーの町︵フランス︶

龍

当かどうかを確かめる機会が与えられるだけでも︑日本人
にとって大きい収獲である︒そしてさらに明治維新以来百
年間にわたってモデルとして見習ってきた欧米文明に︑じ
かにふれることによって︑日本人の視界が拡大されるに違
いない︒

第二に︑日本人が海外に出かけることによって︑外国人
であろうと思う︒いったい欧米の人たちは︑日本語という

たちが今まで抱いてきた日本人観を是正することに役立つ
言語の障害のために︑日本を知るには︑英仏独で書かれた
紹介ものを通す以外に道はなかった︒明治初期に日本にき
た外人たちは︑いろいろと日本の紹介や日本滞在記などを
書いているが︑たとえば小泉八雲のように︑一種の珍奇な
国︑幻の国のように取り扱うか︑それとも一世紀ぐらい時
代おくれの封建君主国として眺めたものである︒そうした
印象はいまだにヨーロッパ人の間に残っていて︑小学校の
地理の教科書あたりには︑中国か日本か︑どちらとも判定
し難いような挿絵をのせている︒さらに太平洋戦争になる
と︑独伊と同じようなファッショ国家として受けとられた
結果︑日本に対するはげしい憎悪をヨーロッパ人に感じさ
せたであろう︒こうした日本人が︑このたびヨーロッ︒︿の

に︑ヨーロッ︒︿人たちの今まで知らなかった日本人の欠点

にも気づくことであろう︒しかし︑いずれにせよ︑現代の

日本人を理解してもらう機会を与えることになり︑そして

日本語・日本字の進出

そのこと自身が︑非常に重要なことである︒

はじめて海外に出る︑本人は︑外国語を知らないと︑旅

行できないと考え︑中途半ぱな会話練習をはじめるのが例

したものではないということがわかる︒そうなったのは︑

となっているが︑ひとたび外に出て見ると︑そんなに心配

日本人の旅行者は︑たいてい団体で行くために︑観光会社

のガイドがついて行ったり︑向うで働いている日本人が案

内してくれたりするからである︒その上︑股近では︑旅行

てきたことも見逃せない︒

者に不自由な思いをさせないための施設や設備がととのっ

しかし何といっても︑アメリカ人に次ぐ旅行者である日

本人であるから︑ヨーロッ・︿の観光事業としても︑日本人

の一つとして︑日本語による紹介がある︒

を相手とする特別な処置をとらないはずがない︑その処置

フランスでも︑スイスでも︑有名な所には︑たいてい英

独仏の各語による紹介︒︿ンフレットができているが︑こう

ようになったのが︑その最も著しい例である︒わたしたち

した三語のほかに︑最近日本語の︒︿ンフレットが作られる

いた日本人観を変えざるを得なくなるであろうと思う︒も

が︑デュセルドルフからルフトハンサ機でベルリンのテン

各国にどんどん出かけるとなると︑かれらが今までもって
ちろん日本人のよさも知ってくれるであろうし︑その反対

﹃Ｉ上

ワ０

﹃１ノ

／Ｉ︑

●ヘルホーフ空港に着いたのであるが︑出迎えにきてくれた

ドイツ人のガイドが配ってくれたベルリン案内は︑すべて
日本語で書かれていた︒まるで内地旅行をしているような
感じになった︒活字から考えて︑多分日本で印刷して︑ド
イツに送られたものではないかと思うが︑こうした印刷物
を用意している所から考えると︑ベルリンにも相当多数の
日本人が来ているためだと考えて間違いあるまい︒．︿リで
も︑東京の鳩泰ハスのような巡回遊覧等︿スがあるが︑名所見

ようになっている︒その言語には英独仏ス︒へインの各語の

りも︑ずっとはっきり理解できるのである︒

語の聞き取りがむつかしいのだから︑英語の説明をきくよ

こうしたことは︑・くりや︑ヘルリンの大都会だけではなく︑

フランスの片田舎︑シャモニー村でも同じである︒ここは︑

モンブラン見物に来る旅行者の多い所であるから︑恐らく

訪欧の日本人もどっさり来るのであろうか︑食堂のメニュ

ーにまで︑日本語の説明が加えられていた︒フランス語の

ほかに︑日本字で店の看板も出す︑という始末であった︒

そういった街頭の日本字ばかりでなく︑商品の中でも︑日

本字に出くわすことがあって︑何か地獄の中で仏さまに出

った時であった︒よい時計には︑たいてい保証書がついて

合うという感じがした︒それは︑スイスの時計を買いに行

いるが︑その内容は︑やはり英独仏伊などの各語で書かれ

ているのが普通であるが︑この中に日本語が加えられてい

ることを知ったＯ多分日本人のお客さんが多いためであろ

うが︑こういった片隅にも日本字がのせられていることを

ういえば︑昨年︑川端康成氏が︑初めてのノーベル文学賞

知って︑やはり心の喜びを禁じることができなかった︒そ

を受けられたことも︑日本の文化が︑たとえ英独仏語を通

してであったとしても︑世界の人々から認められてきた一

証拠であろう︒日本語がヨーロッパの中に進出してきたこ

語るものであろう︒︵つづく︶︵理事目白学園女子短大教授︶

とは︑日本および日本人の力の伸びてきたことを雄弁に物
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物の説明にはボタン式で旅客の知っている言語で聞かれる
ほ
に︑
︑日
日本
本語
語が
が入っている︒たいていの日本人には︑英
ほか
かに
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識

恢復の悲願
北 方領域

一一一

ム戸︑

ヒヒ

抜本的に考え直そう
独立国家として自国の領土を失うほど重

力の多くの植民地は解放され︑数凌の小国

これは日本がこの大東亜戦争を止むに止

は独立することが出来た︒

まれず実施せねばならなかった最初からの

当時は全人口の一割を犠牲にしても必ず

聖戦に外ならないのであった筈である︒

や完遂する怠気込みであった︒一割といえ

日本は立派な独立国な筈である︒

大な問題はないのではないだろうか︒

領土の半分を失っていて︑而も当然復帰

ば約八百万人の犠牲を覚悟であったのであ

るが実際には三百万内外に止まった事は不

めようとすることをしない︒
こんな国家は世界のどこにあるだろうか︒

由解放︑植民地政莱の改廃が徹底し︑日本

幸中の幸であり︑しかも亜細亜諸国民の自

出来得る充分な権限を有しながら恢復せし

政府は何を考えているのだろうか︒政治

この一連の北方領域は日本の国土の半分

業などは故なくして奪われている︒

方領土や公海漁業の権益︑露領沿海州の漁

て開発された全千島列島及び︑南樺太の北

しかしながら︑日本は我々の先祖により

る程になった︒

も亦︑経済力の向上で︑世界の注視を受け

家は何のために国策を論じているのだろう
国民も亦︑入ごとの様に考えているのか

か︒

一部の人々の外は殆んど無関心の状態であ
大東亜戦争の結果先祖伝来の領土である

ス︾０

北方領土の半分を放棄せしめられた︒

しかし未だどこのものともその帰属は決

の母体であったことを忘れてはならない︒

を失い︑年収一千億Ｈにのぼる重大な産業

現在︑ドイツが東西に分れ︑朝鮮が南北

まっていないのである︒当然日本に復帰出
的交渉の本筋に向かって政府なり政党の対

誤れる政治家の一部には南千島が固有領

に分断されているのと少しも変りがない︒

来得る条件が傭はっているのであるが対外
策が進められず︑徒らに政争の具とするば

の運動を進めているが︑果してそれが妥当

土であるから南千島をソ連邦に返還せよと

かりでそのすきに乗じて思想的に乱用され
国内の混乱を深めているのである︒

この戦争を契機として︑アジア︑アプリ
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英
戸

なのであろうか︑もっと深く真剣に考えね

に不充分であったり︑妥当でないものが相

国後島を合して千島という名称を始めて命

したのでこのクリル諸島を千島に加えて︑

リルアイランズ︵クリル諸島︶を日本領と

った︒その後明治八年にその北方にあるク

じたのである︒これがほんとうの千島であ

文章の中でも︑ウルップ島の以北をシ一一ム

を北千島と称しておったのであるがその後

をからの千島を南千島と称し︑クリル諸島

北方千鳥が漁業の隆盛を極めるに連れて北

千島列島と称したのである︒そしてこの元

十年前から中千島の十八島が名称が変り︑

は明治八年にクリルアイランズと樺太が交

シュ島まで北千島と称しているがこれなど

例えば現在学者の中から発表されている

当に多い憾みがある︒

全千島列島も︑南樺太も当然日本の固有

ばならない問題なのである︒

わって却って他の総てを一諦めさせる謀略に

の領土であるものを逆に南千島だけにこだ
乗せられることを考察せねばならないので

北千島は最北のシリンキ島以北の四島とな

部のアライト島︑シュムシュ島︑ホロムシ

換された時の呼称であって︑現今︑己に数

北方領域の恢復の問題については抜本的

っていることなどは弁えておらないような

ある︒

に方策を樹立し︑政府の外交対策と国民世

状態である︒

の解釈であろう︒外務当局や各党派︑報道

含まれていないのでそれはそのままの法的

られたクリルアイランズは勿論︑南千島が

サンフランシスコの平和条約の時に用い

でいるのである︒

爾来北千島︑中千島︑南千島として呼ん

った︒その後すでに数十年を経過している︒

その中間十八島を中千島と称するようにな

ロ島︑シリンキ島の四島を北千鳥と称し︑

論を合致せしめ一国を挙げて超党派で進展

また報道陣もそのまま調査せずに大衆に

させねばならないのである︒
国際法上から見ても国際慣例によっても︑

それは北方に関する文献が極めて乏しく︑

等︑外何れの場合でもその表現を異にして

殊に混迷しているのはクリルァィランズ

知らせるので益々判断に迷うのである︒

概して歴史の長い住民の多かった南千島

いるから益々国民の運動が一致せぬことと

民は意外にその関心が薄いようである︒

当然日本に復帰出来るのでありながら︑国

︵えどろふ︑くなしり︶などについては︑

解釈として置いたままで結構なのである︒

なっている︒

特に外務省などは南千島という表現を避

相当の資料があっても︑中部千島︑北部千

でもない判断をする馬鹿者が出来てくるの

その対策を誤るから国際法学者の中にとん

島や南樺太などに関しては︑特種の任務の

けさせ︑択捉︑国後は千島でないなどと発

北方の問題が世界平和のために重要な岐

なぜソ連に返還を求めるのか

であろう︒

人為か漁業に関係のあった人々のほかには

歴史を没却するようなこととなるのである︒

ど全く官庁だけの責任のがれの方策は日本
明治二年に蝦夷地を北海道と改称したと

表し各省次官会議に於て申合せをさせるな

知られていなかった︒そのために学者︑政

き︑本島の東北にある二つの島即ち択捉島︑

当の抑制などもあって国民大衆にはあまり
治家︑外交官︑教育者などの中にも種々な

体験者も少なく︑また軍部の機密保護の過

錯誤に陥り︑法的解釈や︑正しい姿の理解
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路に立っていることなどは理解されていな
いＯ

日本は米国とソ連邦との戦略上で挟撃さ
れていることを深く弁えねばならない︒

沖細諸島には九十万人の住民のいる関係

の青年団体が﹁ソ連出て行け﹂という標語

正しいのである︒最近日本学生同盟や其他
を用いているがあれが正しい呼びかけであ
ると思う︒

全千鳥及び南樺太についてもソ連に対し
てはそれが正当な事であると思う︒

千人に及んでいる︒

た船舶は一︑二○○隻以上︑漁民は一万二

海上保安庁の巡視船は危険区域になるべ

く近寄らぬよう日本漁船を制御している︒

そして傘捕されると保安庁からの報告によ

然し︑現在ソ連に対して盛んに返還の運

もあってその叫び声も高いが︑領土椎は日
これに反して︑北方領土は全千島列島︑南

本にあり︑施政椎返還の問題だけであるが︑

動を進めソ連の攻撃を行っているが︑これ

海上保安庁にの象委ねることなく︑海上自

政府は南千島が固有の領土だと主張する

かと思われるのはあたりまえだろう︒

いるのてある︒一体この彼土はどこのもの

樺太から日本人は放逐されてしまった︒そ

い︑同胞を使役し︑財産を没収するなど︑

は一方的に不可侵条約を破棄し︑暴力を振

と同じように︑外因船を警備すべきである︒

が固有の領土なれば本州本土や北海道本島

り外務省からその返遠をソ連邦に嘆願して

の内定住者の多かった南千島の人為の返還

日本人として憤激に堪えないので国民感情
をあおるために当然であるが︑領土椎の恢

務ではないだろうか︒

衛艦によって漁船を保談するのが当然の任

ンフランシスコに於て吉田全椛が日本の放

決定する機関は︑サンフランシスコ平和条

要はあるが︑Ⅱ本に対し︑領土椎の復帰を

ぐだけで益友混迷している︒

うか︒その支任は誰なのか︑剛氏はただ端

日本の政治外交防衛はどこにあるのだろ
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の要求はあるが一部に局限されているので
進めて大衆の関心を深めねばならない︒

その運動が盛り上がらない︒一段と研究を

である︒勿論︑ソ連邦にも納得せしめる必

復という則池の相手方はソ連邦ではない筈

棄したクリルァイランズに含まれないとい

約調印の四十八ヶ国の間際会議であるので

南千島は定住者があったということとサ

うこととが重ねて械洲され南千鳥だけがⅡ

べきかを検討︑調査しつつ政府の対策と国

あるから︑結論は︑国際法的に如何にある

︵北方伽城恢復期成述州理事擬︶

本固有であってＨ本人によって開発された

民運動の合致を図らねばならないのであ

領土であるかの如く国民に錯覚を与えたな
なるのである︒

ソ連邦は放棄もせぬ南千鳥や更に北海道

る︒

本島の附属島喚の歯舞色丹島までも不法占
領して︑その附近に近寄る漁船を掌捕して
勝手に振舞っている︒これまでに享捕され

達
'
三

ら将来全く取り返しのつかぬ重大な問題に
また南千島をソ連邦に返還を求めるのは
大変な間違いであると思う︒

放棄もせぬ南千島にソ連軍が居座ってい
るのである︒ソ連軍の徹退を求めることが

W

新しい家庭教育︵その八︶

の指導者で︑とくに過激な行動に走る者は︑

地方出身が多いと言うことです︒そのなか

でも︑父親の学歴が小学卒の場合に︑思想

も行動もひとしおはげしいこともわかって

さらに︑東京・大阪・横浜など︑大都会

います︒

の出身者でリーダーになっているのは︑父

横田佐代治
ろなことが︑複雑にからみあっています︒

題になるのは︑東大をはじめとする学生騒

最近︑地方の講演や座談会で︑いつも話

く深いものがあります︒これらのことにつ

接触の欠除︑教育課程など︑その根は幅広

教育精神や研究態度︑教官と学生の人間的

性︑学部自治のセクショナリズム︑教授の

のもとで︑子どもたちは︑身も心もすこや

ふる里である﹂といいました︒この母性愛

愛情は︑心の宝であり︑支えであり︑心の

１︑全学連暴力学生のおいたち

﹄Ｏ
親の亡い者が多いのて︑す

動のことです︒﹁どうして︑いまの学生は︑

さきにわたしは﹁子どもにとって母親の

たとえば︑管理運営の封建性︑人事の閉鎖

あのように暴力的なんでしょうか﹂﹁静か

ます︒しかし︑わたしたちの研究している

じていますから︑あまりふれないことにし

から精神我へと︑心が成長します︒このこ

精神︵どこの子も︑一○歳頃には︑身体我

しかし︑子どもは女の子でも男の子でも︑

できなくなっていますから︑心配する親心

生全体の二

三％︶たちの封鎖で︑勉強が

のに︑ほんのひとにぎりの暴力学生︵東大

学に︑しかもあこがれの東大に合格できた

いる学生の育った家庭環境は︑どんなでし

などと︑非行少年まがいのことばを使って

ができないのか﹂﹁黙否は︑最大の暴力だ﹂

対して﹁てめえたちは⁝⁝﹂﹁どして返事

と称して︑自分の教えをうけている教授に

イプをもって︑暴力を平気でふるい︑団交

にこのような強い権威に︑心のよりどころ

しいものにあこがれをもってきます︒同時

そしてもっと強いもの︑渥しいもの︑きび

て︑いわゆる精神的離乳がおこなわれます︒

ります︒順調に育った子は母親から独立し

ると︑母親の愛情だけでは満足できなくな

わゆを﹁自我のめざめ﹂の中・高校生にな

で︑くわしく説明します︒︶の成長で︑い

とについては︑いずれ︑のちの自我の形成

はもっともなことです︒

ょうか︒ある人の調べによると︑学生運動

ヘルメットにふく面︑そして角材や鉄・ハ

えてみなければなりません︒

家庭教育の観点から︑彼らの生いたちを考

かに成長します︒

いては︑多くの人がそれぞれの立場から論

質問をうけます︒

な話し合いで解決できないものですか﹂と︑

そして︑どの親も﹁自分の子どもだけは︑

全学連の運動に入らないように﹂祈ってお
られます︒小・中学から高校︑大学へと︑

現代の大学騒動は︑ひとりわが国だけで

あらゆることをぎせいにして︑わが子を大

なく︑世界的なもので︑その背景はいろい
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く︑しげきに応じて異常な行動をおこしや

になっても︑正常な性格をそなえることな

人格形成にひず桑ができ︑大学生や社会人

り︑精神的離乳ができません︒したがって︑

れませんと︑母親コンプレックスか強く残

役割を果さず︑子どもの欲求にこたえてく

この時代に父親がいないか︑おってもその

ける父親の重要な役割があります︒もし︑

を求めたくなるのです︒ここに︑家庭にお

の子どもたちも︑社会のきびしさのなかで︑

とができます︒それですから︑どこの家庭

もにとって父親は﹁社会の窓﹂とも言うこ

父親からは︑社会を学びとります︒子ど

それぞれの成長過稚を通じて教えられます︒

挨拶︑隣近所や親類とのつきあいなどを︑

マナー︑正しいすわり方︑歩き方︑朝夕の

らは︑日常生活の態度︑たとえば︑食事の

もともと︑子どもは︑家庭生活で母親か

どおどしてろくにくちをきけないでいます︒

どと︑むむずかしいことを言われると︑︲お

もたちは︑人生の夢をむすび︑川時に親へ

し︑正しい愛情をもつことによって︑子ど

なやみもちがってきます︒親がそれを理解

少年期・青年期それぞれにおいて︑考えも

おたがいの理解から愛情がわいてきます︒

庭生活でも親と子の人間関係においても︑

いうことわざがあります︒わたしどもの家

す︒フランスに﹁理解は愛情のはじめ﹂と

ことによって深くなり︑正しくはたらきま

そして︑その愛情は︑子どもを理解する

ず︑子どもへの愛情となって表現されます︒

の椎威を認めて︑これを心のよりどころに

毎日よく働き︑職業に専念する姿から︑父

の信頼と尊敬とが川然に生まれます︒

ところで︑戦後の父親は︑民主的家庭生

すいのです︒

活を誤解し︑子どもを甘やかして育て︑自

いままで述べたように﹁親の権威という

由と放任の区別さえもけじめがつかなくな

それゆえ︑どこの家庭でも子どもたちの

者を﹁育ちのよい子﹂と名づけています︒

せん︒わたくしは︑このような家庭で成長

ることを︑知っていただかなければなりま
ために︑父親の権威が無意識のうちに保た

ものは︑わたしたちの日常生活のなかにあ

って︑おとなしくなっていますから︑中・

れていることが︑たいせつです︒また︑父

いわゆる育ちのいい子は︑大学生になって

しています︒

高校生の子どもたちにとっては︑まったく

からも︑暴力をふりまわす性格とはならな

りいわゆる︑ものわかりのよいお父さんぶ

頼りない父親で︑心の支えを求めることが

さりげない話し合いを︑心のなかで欲して

親の職業観︑人生観などをもとに︑生活の

農村の多くの父親は︑子どもが中学や高

できません︒

います︒したがって︑この年頃の子どもに

両親がたがいに理解しあい︑共に手をたず

く︑あるいは社会的地位でもありません︒

テストさえよければ︑よろこんでいます︒

あそびも手伝いもさせることなく︑学校の

しょうか︒﹁勉強は︑宿題は﹂とせきたて︑

せて﹂と︑はりきる教育ママさんはどうで

それを﹁子どもの教育は︑わたしにまか

いものです︒

対して︑言うべきことも遠慮がちになり︑

さえて歩んできた生活経験から自然に︑に

親と子の人間関係は︑財力や学歴ではな

います︒

しつけも放任状態です︒反対に子どもから

じみ出る人間性です︒それがとりもなおさ

けめ︵劣等感︶から︑父親の自信を失って

校生になると︑自分が学校を出ていないひ

﹁封建的だ﹂とか﹁それは憲法違反だ﹂な
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よいとは考えていません︒︵家庭学習につ

がまだ素朴ですから︑ふりまわしたり︑た

す︒しかし︑この時代は︑脳神経のしくみ

女の子は︑このほかに人形をほしがりま

きはじめ︑さらにふすまやかくに︑ところ

と︑それを使ってなぐりがき︵掻画︶を描

最近︑まちで販売しているおもちゃのな

の上につぎつぎ出てくる文字や絵に興味を

識の発達にともなって︑表現できる能力が

おぼえて︑その才能をさらに伸ばします︑

芽ばえてきたからです︒そのうえ︑白い紙

そしてやがて︑創造的脳神経細胞の発達を

かには︑構造や機能が複雑で︑色彩もしげ
ますから︑選択に意を用いなければなりま
二歳から三歳児は︑運動機能がさかんに

せん︒

き的で赤ちゃんの心にあわないものがあり

子どもが絵や字をかくあそびは︑力の意

クレヨン︑鉛筆︑画用紙などをみつける

いては︑のちの機会に述べますが︶より重

かまわずらくがきをしてよろこんでいます︒

びをしています︒

要なことは︑人間性の豊かなことです︒そ

たいたりしてかんたんに音をだすことので

からです︒

れには父と母とが︑それぞれ家庭における

きるものが適しています︒

わたしは︑勉強も学業もおろそかにして

機能を正しく果されるよう︑おたがいに努
力することです︒

２︑子どものあそびとおもちゃ
さて︑話しを前の続きにもどしましょう︒

前回十一月号のとき︑あそびは子どもの知

はたらくので︑それにしげきを与えるため

のです︒そのため近所隣にあそび友だちの

だちと一緒にあそびたい欲求を引きおこす

さらに力の意識は︑競争心を誘い︑お友

促がすことになります︒

せつであるかを︑例をあげて説明しました︒

に︑まりや少し手のこんだ電車︑自働車︑

能発達や性格の形成にとって︑いかにたい

ほかに三輪車︑くゑ立て玩具など︑手足や

ないときは︑お母さんやおばあさんなどが︑

いおもちゃについて述べることにします︒

からだを動かしながら︑たのしめるものを

一緒にあそんでやらなければなりません︒

それで今回は︑子どもの成長期にふさわし
生まれてから三四か月頃までは︑ながめ

えら・ばなけれ雲ばなりません︒

とのできるものと︑それに動くものや走る

のように自分の力で音を出してたのしむこ

るようになるので︑ゴム人形や笛︑らっぱ

動機能が発達しはじめ︑にぎることもでき

く︑誕生日がすぎて二歳頃までは︑手の運

して︑風せん︑風車︑オルゴールなどがよ

しをしたり﹁もうねむいの︑おやす糸﹂と

つに足をいれるのよ﹂などと︑お人形と話

チでふいてやり﹁きょうは寒いから︑こた

んなに汗をかいている﹂と言って︑ハンカ

をこのみます︒﹁赤ちゃんあついのね︑こ

話しをよろこび︑とくに女の子は︑お人形

また︑絵本を柔たり︑かんたんなおとぎ

また︑この頃は音楽的センスをやしなう

がいるというだけで︑結構たのしいのです︒

勝手にすきなようにしていても︑お友だち

と︑協力体制はなく︑てんでんばらばらで

こんでいます︒あそんでいるのをみている

ていません︒ただ一緒にあそぶだけでよろ

ないから︑あそびのルールや規律はわかっ

しかし︑まだ自我意識がはっきりしてい

自働車などがよいのです︒絵本を患せて︑

言って︑ねせたりして長い時間ひとりあそ

るものやリズミカルな音をきくおもちゃと

お母さんが声をだしてわかるのも︑この頃
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こともたいせつな時期ですから︑ラジオ︑

できる﹂という自信と︑力の意識がさらに

す︒これらのあそびを経験して﹁ぼくにも

おります︒

の観念がやしなわれるようになると言って

やにしてあそんでいるうちに︑創作力や数

五歳の後半から六歳にかけては︑かんた

強くなると︑子どもは新しい冒険をやって
みたくなります︒たとえば︑へいや庭木な

んな家のく桑立ておもちゃあるいは︑汽車︑

ム訓練︵ジャズはよくない︶をしますと︑

自然に歌うことのよろこびもたのしゑもわ

自働車︑飛行機などを作る材糾を与えて︑

テレビ︑レコードなどによって正しいリズ

かってきます︒

どから屋根に登って︑高いところから下界

五歳になると︑︑我意識がしだいに

を見おろすようなこともやりかねません︒

四

もともと︑子どもはなにかやってふたい

し︑このような材料をあたえないと︑金づ

白由に製作させることがたいせつです︒も

はっきりして︑心がさらに成長し︑空想的

という心が動くときは︑それをやりとげる

また︑つまらない木片やきたない石ころ

な夢を描くことができます︒それゆえ︑自

ってゑたい﹂という意欲が出たときには︑

ておることがあります︒高いお金で買って

などを大事に︑ポケットや机のなかに入れ

ったりこわしたりしてよろこんでいます︒

それをやらせてみるタイミングを︑見おと

ちで柱でも机にでもところかまわず釘を打

さないことがたいせつです︒たとえ失敗し

ちは木片や石ころに夢をもっていることを︑

もらった精巧なおもちゃよりも︑子どもた

才能の芽が出てきたと考えてよいのです︒

のほかよろこびます︒そしてお友だちと一

工︑砂あそび︑どろんこあそびなどをこと

ても︑くりかえしくりかえし試ふるとやが

自転車のりでも鉄棒でも子どもたちが﹁や

緒になると︑競争心も加わり︑山をきずき

て成功して自信がつき︑さらに新らしい冒

ないというようなあそび︑たとえば粘土細

トンネルをほり︑川に水を流し︑あるいは

分の意志を自由に使い︑千変万化きわまり

れて︑創作懲欲を墨たしてみちたりた心に

汽車を走らせるなど︑おやつの時間をわす

女の子は︑てまり︑おはじき︑あやとり

理解しなければなりません︒

っこ︑電車ごっこなど︑いく人かのお友だ

などのあそびのほか︑お客ごっこ︑お店ご

なく前進します︒

険にいどみかかって子どもの能力はたゆ染
このとき︑子どもの力の意識を無視した

分業的に秩序を立ててあそんでいます︒た

抑えますと才能の芽は︑おとなになっても
フレーベルという心理学者は︑子どもの

とえば﹁Ｋ子ちゃんは︑きっぷ売り﹂﹁Ｈ

のあそびをみていると︑男の子とちがって
あそびの重要なことを考え︑種食の形をし

ん﹂と︑ぶんたんをきめて︑木の葉や紙き

子ちゃんは改札がかり﹂﹁わたしは駅長さ

ちとあそぶことをよろこびます︒そしてそ

た木片で︑おんぶつ︵恩物︶という幼稚園

伸びなやみます︒

り︑あぶないことを心配しすぎて︑それを

なります︒これらのあそびによって︑おそ
らく大脳神経が急速に発達していることて
おもちゃでは︑輪投げ︑ボール投げ︑ブ

ありましょう︒

ランコ︑積木細工︑組桑立ておもちゃ︑折

むきの教具をつくりました︒それをおもち

り紙など知能的なものと︑運動的なものと
また︑階段やはしごの昇り降り︑木のぼ

が必要になってきます︒

り︑水泳などの才能や能力も芽ばえてきま
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れで切符をつくり︑たのしそうにあそんで

レアは二月を前後して︑多く出まわってい

に多いといわれるとおり︑わが国でもアザ

は︑最低一

トをかけて保温します︒枯らさないために

障子をかけ︑寒くなるにつれてコモやシー

順調に花を咲かせるには︑五度Ｃ以上は必

八度Ｃが理想です︒他

の高温性の鉢花とちがい十度Ｃ以上にする

要で︑できれば七

と開花がおくれるといわれます︒

級鉢物です︒左右に重なる広幅の葉とオレ

クンシランは花も葉もみごとな早春の商

よく当てて︑水やりは二

フレームに入れてからも︑日中は弱い光に

て︑なるべく乾かすようにします︒室内や

の冷えこむ十月ころから水やりを少なくし

なお︑毎年花をよく咲かせるには︑朝晩

ンジ紅色の豪華な花とはよく調和し︑和室

いの割合で行ないます︒っぽみが葉のあい

て水やりをふやしてやると︑花が早く咲き

だに見えはじめたら︑いくぶん温度をあげ

三日に一回くら
るしく需要が伸びています︒

五年で花が咲きは

精した花は早くしおれますから︑種とり以

花は一ヵ月くらい咲きつづけますが︑受

ます︒

ら四月ころで︑花茎は中心部に近い葉のあ

めますから︑花のあとは肥料を与えて︑株

ます︒花が終っても葉が美しく︑周年楽し

外はめしべに花粉がつかないように注意し

①低温期の手入れ原産地は南アフリ

が咲きます︒

いだからでて︑それぞれ二○

三○輪の花

ふえ︑毎年咲きつづけます︒花期は一月か

じめ︑その後は株張りが大きくなり花数も

種子をまいてから︑四

クンシランはヒガンバナ科の多年草で︑

洋室いずれにも向くために︑近ごろいちじ

三ヵ月ほど

二度Ｃを保てばよいのですが︑

います︒

ます︒これらの鉢花は︑いずれも自然状態
では四

このように︑いろいろなルールをまもり
ながら個人個人は︑それぞれの才能をきそ

レームで加温し︑人工的に二

五月に花が咲きますが︑温室やフ

い合うところに︑創造力のきばんがつくら

早く咲かせたものです︒

だ厳しい寒さはつづきますが︑日ごとに陽

②高温期の手入れ霜の心配がなくな

に活力をつけてやります︒

れば︑五月中旬ころから露地に出して︑高

カのケープタウンですので︑耐寒性は強い

温期は半日陰︵樹の下や日覆い下︶の場所

す︒二月の鉢花としては︑正月のシクラメ

で露地におき︑適当な低温にあわせてから

ほうです︒東京地方では十一月上旬ころま
室内に入れます︒また︑フレームでは夜間

ンやプリムラ類につづいて︑クンシランや

ざしは暖かく何となく春のいぶきを感じま

｜︑クンシラン

れます︒したがって︑子どものグループあ
そびは︑社会性をやしなうだけでなく︑思
考力や創作力を産み出し︑やがてよりよい
性格をつくるためにもたいせつになってき

弘

また︑欧米ではアザレアの消費が圧倒的

シネラリアなどに人気が集まります︒
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ます︒︵未完︶
︵東京都会員東京教大附属坂戸高校教頭︶

二月をかざる花
部

二月の声を聞けばすぐ立春です︒まだま

渡

で涼しく管理します︒高温になるにつれて

けや通気をよくするために︑ ゴ ロ 土 を 多 く

一○％ていど加えたもので︑ なるべく水は

旬ころに︑成熟した新しい枝にできます︒

アザレアの花芽は︑六月下旬から七月中

水やりの量をふやし︑油粕や化成肥料など

だから多くの花をつけるには︑五月中旬こ

ろまでに新しく伸びた枝を︑茎部三 四枚

用います︒

梅雨や九月の長雨のときは︑水はけがわ

を置肥して充分に肥培します︒

た株は︑来春に鉢全体を種うばかり見事な

させて草姿を整えます︒このように仕立て

の葉を残して摘心し︑さらに多くの枝を出

アザレアはサツキに似た美しい花です︒

二︑アザレア︵せいようつつじ︶

ヨーロッ・︿で改良が進み︑花色や花型の変

るく根ぐされ病が発生しやすいので︑なる
べく水はけのよい場所におくことが大切で

化に富み︑日本には約六○品種ほど栽培さ

花が咲きます︒摘心が五月中旬以降になる

で︑日中の強い光線以外は充分に当てます︒

す︒九月中旬をすぎれば陽光も弱くなるの

れています︒自然の開花は三

と開花が揃わないので︑一

に取りこみます︒零度以上あれば越冬しま

二度弱い霜に

アザレアの花芽は︑一度低柵にあわない

と︑花つきが非常にわるくなります︒

このころからだんだん水やりを減らしてい

四季咲性があって︑フレームや温室では一

当たるまで外においてからフレームや玄関
バラエティに乏しい寒冷地にもよく出まわ

すが︑早く咲かせるには︑十度Ｃ前後で約

その後一般家庭では︑夜の温度を岐低四

一ヵ月ほど加温しますとよく開花します︒

ります︒

四月ですが︑

けば︑りっぱな花を咲かせることができま

二月をかざる鉢花としては代表的なもので︑

七年目の古

月ころから促成開花させることができます︒

⑧植えかえと株分け六

す︒

六枚に生長ころが株

い大株には︑地際に側芽が伸びてきます︒

この小株は木葉が五

さないこと︑肥切れさせないことで︑水や

五度Ｃ程度に保てば︑花を長く楽しむこと

①手入れの要点栽培のコツは︑乾か

ころ植えかえのときに行ないます︒株分け

りは四季を通していつも土が湿っているよ

ができます︒

五月

の要領は︑先ず古い根や土をふるいおとし︑

うに注意し︑肥料は油かすや化成肥料の置

分けの適期ですＯ株分けはふつう四

小株にも新しい根をつけるように切り離し

の割合で施します︒

肥を︑四月から十月のあいだ一ヵ月に一回

株をふやすには︑五月上ｌ下旬ころ挿木

植えするのはよくありません︒

鉢に植えかえます︒鉢を抜いてじかに露地

新芽が伸びはじめるころに︑やや大き目の

③植えかえとふやし方花がおわって︑

ます︒なお︑植えかえや株分けの前は︑充

アザレアは暑さには強いので︑夏も日殺

分に根土を乾かしておくと︑土や根がほぐ
れやすく︑さらに根はしおれているので弾

いなしで露地で栽培できますが︑一般に乾

固まりかかったもので整枝をするときに切

を行ないます︒押し穂は新しく伸びてやや

きやすくへ強い光に弱い品種もありますの
で︑なるべくうすく日捜し︑涼しく管理す

りせずに︑仕事がしやすくなります︒

ることが安全です︒

力性があり︑新しい根が折れたり傷ついた
植えかえる用土は︑腐葉土と赤土︵また
は荒木田︶を半点に合わせ︑それに川砂を
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す︒植え込んだ苗はフレームで越冬し︑翌

元をミズゴケでから象︑浅箱に植えこみま

ます︒用土は鹿沼土とビート︵泥炭︶を半

東京大学その他で見られる暴力をもって

︵東京都会員文部教官東教大保谷農場︶

りつめた枝や間引いた枝を用います︒鹿沼

五月ころに鉢上げをして露地に出し

々に混ぜたものが適しています︒

年四

土などを用いて挿しますが︑発根は四○

す︒いずれ私が担当いたしておりますとこ

不法学生に対しましては︑私は社会から隔

ことによって彼等をして社会から離脱しそ

離するようないわば二重封鎖手段を誰ずる

社会の秩序を素乱させておりますところの
ので何とぞ御了承をお願い申し上げます︒

ろの北海道拓殖短大の教育︵普及︶方法の

また︑同誌上の教育勅語の問題とか︑大学

終戦後のアメリカのいわゆる去勢政策の

の生存は不可能なること︑すなわち社会の

講義に活用させていただきたいと思います

○会員だより○

五○日かかります︒根が伸びはじめたら根

日本人の

誇りをもたせよ

平田倹二

結果としてのわが国の現況がよく把握でき

本当に直接間接にいろいろ御教示いただ

恩恵かいかに大きいかを体験せしめること

ました︒真に慨嘆に堪えません︒何として

き自分なりに啓蒙されるところが非常に多

しました︒

りがとうございました︒短かい文章の中に

載の﹁弘道﹂御恵与いただきまして真にあ

も国民の一人一人が日本という実にうるわ

ありがとうございました．：⁝︒

かったことをしゑじゑと感じております︒

紛争の問題など深い関心をもって拝読いた

無限の思考が含まれておりますことに深い

しい国の椛成員であることに大きな誇りと

年末御多忙の折にもかかわらず︑玉稿掲

感動と共鳴とを覚えました︒たしか教育学

責任とを自覚し相互にその立場に深い理解

で相手方の行動の発展性が期待されるよう

あります︒

を教育の基幹とすることを強調したいので

と愛情とをもつという理念を確立すること

られたものです︶

授であられる筆者から相馬敏夫監事に寄せ

︵本稲は札幌市会員で北海道拓殖短大教

唱いたすものであります︒

が最も有効適切な手段ではなかろうかと主

ミ量一ヶｉションの効果は最も簡潔な表現

者ソーンダイクの言葉かと思いますが﹁コ

あてはまると思ってま一﹂とに欣快でありま

な場面でもっとも大きい﹂というのがよく
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︑昭和己酉元旦作
＠熱海偶成

評日︒措辞入し刑︒佳洲堪訓︒

弘道詩林三好凌石選
天随二日出一瑞光新︒

悠然曳﹄杖占二涼天↓

○○○○○○・○

○○○○○○○
風牧雨霧水幽幽．
○○○○○○Ｏ
譲郁金英離落秋．
○○○○○○○
吟賞愛看多二雅趣一
○○○００○○

道遥曳﹄杖興逮優︒

評日︒寓出清新︒吟賞可レ誇・

︑︑︑︑︑︑︑
返照林密白日悠．
︑︑︑︑︑︑︑
仙郷惟見満山秋︒

評
︒消
消脆脆
一レ
意掬可
評日
日︒
︒︒
秋秋
意可
○レ掬・︑賀二清水徳造君鼓動一

○○○○○○○
○○○○○○○
零
﹄餅餅
葉﹄美
於
零﹄
霜霜
葉美
於﹄
﹄書
︒﹄ 書 ︒ 整 禁 順 拝 祁 如 在 ．
○○○○○○○
○○○○○○○
坐
駐二二
鋪敗一
敗牌二
坐駐
吟吟
鋪一
二遠
↓遠 牌 ↓ 松 樹 蒼 蒼 洞 廟 頭 ．

︑
槻月翠峰杉崎精治︵横演︶
︑中
中 秋秋
槻月

松
沸小
小島
島展展
儲漬
漬︶︶教育多竿樹二伸勤
松沸
太太
郎郎
︵横
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
秋
姶階
階月月
秋光
光姶
明明
中中
． ．需薫久聴徳瑳崇．
○○○○○○○
○○○○○○○
零
露博博虚虚同．紋動今日人皆賀．
零
露
博
博
虚
虚
同
．
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑
欣
然順﹄害仰二高風↓
杯酌相欣千里客．
︑︑︑︑︑︑︑
評日︒措辞淡泊︑高風可レ頚︒

評日︒着筆奇絶︒一結亦唯幣︑悼二片野柴太郎君一

酔来幽賞興無﹄窮．

秀城栗原精夫︵横漬︶

︑望浅間岳一

評日︒辞旨哀州妓深︒

座間而畔掛二斜陽↓

評日︒着筆奇絶︒一結亦漁速︒
︑︑︑︑︑︑︑
＠
新宿宿
御偶苑
＠新
御苑
成 偶成孜孜教畢幾星霜︒
︑︑︑︑︑︑︑
静古や
中村
村孫
静子
子︵
︵逗逗
子子
︶︶薫育人材徳望長︒
○○○○○○○
計報俄仰哀間﹄極︒
○○○○○○○

○○○○○○○
御苑秋深菊一場．
○○○○○○○
黄花酸郁帯し霜香︒
○○○○○○○
龍鱗百尺栖二仙鶴記
Ｏ○○○○○○

評日︒筆意清研︒佳調可し詞︒

老幹凌﹄雲害色長︒

○○○○○○○
︑題二紅葉一
○○○○○○○
錬石佐藤良賊︵横漬︶
弘粁坂本弘︵佐原︶漠漠濃煙一草履．
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
従業同郷三日休︒掩映霜楓秋色一雌︒
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
慰安亨楽酔歌調︒詩情亦共二野情一録︒

︑夏祭信陽浅岳碧模糊︒

茅屋融融淑気均︒
松堂中松築次︵逗子︶
︑︑︑︑︑︑︑
徐酌二屠蘇一卿自害．
雨除秋冷帯二晴光↓
︑︑︑︑︑︑︑
白頭八十一齢春．
一路﹄無﹄塵望紗荘．
○○○○○○○
︑軽井津曾館即事
浴
後呼﹄杯能養﹄老
○○○○○○
城南西春彦︵東京︶ ○
侃誇二頑健一占二仙郷一
○○○○○○○
山頭客館絶二風煙↓
評
日︒襟傾落落︒筆致快適︒
○○○○○○○
雲樹秋高岳影懸︒
＠槻二菊花一
○○○○○○○
撒気清澄心自爽︒
評白︒筆致超妙︒秋気可レ詠・

︑松毒園即事

竹陰長尾宗次︵松江︶

欲﹄尋二仙鶴一惜忘﹄還．

○○○○○○○
瑞雲揺曳隔二塵震↓
○○○○○○○
傑閣城東背吟水閑︒
○○○○○○○
松言園中入不老︒
○○○○○○○

（29）

︑︑︑︑︑︑︑
偶得一一清閑一低二雅遊↓
︑︑︑︑︑︑︑
客換酌吟酒興偏幽︒
○○○○○○○
悠然敵﹄句渓聾裏．
○○○○○○○

評日︒結尾俊秀︑自発二高致毛

占表千峰紅葉函秋︒

評日Ｏ哀絶凄絶︒痛恨殊深︒

︑︑︑︑︑︑︑
髪糞威容在二眼前↓
︑︑︑︑︑︑︑
雁書俄見計音惇︒
○○○○○○Ｏ
嵯哉蓮沼功長在．
○○○○○○○
憶到営年鱒暗然︒

︑敬老曾偶成凌石寛

寄稿を希望致します︒

樽酒三杯入二酔郷↓凌石◎新年・初春其他の諸篇玉作ご

＠奮友二賢見﹄訪即賦似﹄此﹄翰墨人生八十年︒
評日︒秋景入詩Ｏ吟一意自深
雫
︒＠ 湯 原 客 館 浩 然 吟 赴
長尾竹陰無窮無達只徒然．
柏梁鵠聯句戊申十
︑湯河原客舎偶成
︑︑︑︑︑︑︑
老生迂拙猶増健︒
松堂
堂一月十七日
中村松
錦繍作﹄堆秋満吟天．
○○○○○○○
更向二風塵一欲﹄筆﹄鞭．
︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
此夕金星秒二秋天一静古 ︑
酔吟霜楓樹不吟勝﹄研．
参差高閣白雲懸︒
︑
日吉氏招飲席上即賦
○○○○○○○
○○○○○○Ｏ
渓襖翠杯一家全．松堂 ○○○○○○○
身浴二霊泉一別有二天︒
風
流
有
﹄
興
君
休
﹄
笑
︒
高
堂壁上石生害．
○○○○○○○
○○○○○○Ｏ
○○○○○○
一筆揮来勢自疎．
欣看鴬鳳鏡中研奈加 ○
欲吟擬林間媛酒笠
雅客閑談詩境地．
○○○○○○○
○○○○○○Ｏ
仙 鶴 和 鳴 自 語 然 秀 波 評日︒不二亦架一乎之語︒佑二俳緬癖鋤睡誰嵯鑑
穂﹄嶋笑坐一樽前︒
○○○○○○○
子眼前壬
評日︒閑雅︒情在二一酌之中
中毛宅霜林葉落寓感牽錬石
○○○○○○○
漁父詞小島松涛蝿錘隷権岬州雪雄唯生病一
︑湯河原客舎偶成
吟懐偏在杯酌前凌石 ＠
○○○○○○○
海村漁罷柳翻し秋．
吟
情
知雁一一草﹄思多↓
静古中村静子︵逗︵
子逗
︶子︶︑書懐︵蓄作︶
○○○○○○○
○○○○○○○
浦
潮
来
繋
二
釣
舟
↓
恢
復
在
﹄
近蒋﹄誇吟健．
倖風木村翠︵盛岡︶ 曲
秋雷湯原日欲﹄昏︒
○○○○○○Ｏ
一笑迎﹄我淡相和︒
○○○○○○○
○○○○○○○
惟有二櫓聾随﹄浪去↓
至聖垂﹄慈赦二不忠↓
山庭橘柚満二領璽
昨従三口頭生二癌腫↓
○○○○○○○
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑
夕陽影落水悠悠︒
三経二手術一病根準︒
期然拝﹄詔誓二匪朗記
俗静呼﹄酒炉頭坐︒
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
︑戊申九月念二日松害想君鰐力本剛彊．
辛苦重来非﹄所﹄一意︒
億﹄雷清談興自温．
書屋浩然吟杜聯句倉公檀﹄技入所﹄重︒
○○○○○○○
評日︒雅懐無限︑栽事清温隅
︒ 偏除二荊疎一祷二興隆↓
○
○○○○○Ｏ
詩家秋在二竹雛傍↓松涛君不﹄見三猿之戒諦観全︒
︑湯原客舎偶成
評日︒常日凄涼︒感慨最深︒
○○○○○○○
採﹄菊題﹄詩幽興長︒静古痢癖岬識二審二郷喧
錬石佐藤良減︵横漬︶ ︑吊藤野前中隊長
○○○○○○○
秋天落木冷二月光一錬石耳聞手描断二言泉一
○○○○○○○
携﹄杖俳個塵累忘︒松堂書道秀絶如吟斯少．
○
○二
○更
○不
○﹄○
風静
断○
吟香︒秀波祁明護持天鮫岐︒
○○○○○○○

』
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篠塚しげる選

○渡烏捉へし城の遠眼鏡

○摺鉢の底に犬戯れ砂丘冷ゆ

○砂丘冬略舵は影も癌もてる

やはり写生が大切である︒

評実際にこの景色に接した者でなければ作り得ない一句︒

︑客二三拾ひ砂丘の時雨馬車

鳥取砂丘

○もつれ落ちたるが地を這ふ秋の峰

である︒

評上五から中七にかけての実写はまことに新鮮そのもの

＠土砥めてしばらく湖たず秋の峰

松江市栗間歌史

●

○秋風の忍び返しに当たる音

○因幡路やさんさ時雨の二段稲架

同白名遥左

評小さな停留所︒高く大きな稲架︒両者の対照が面白い︒

︑停留所全く稲架のかげの中

千葉県八代義昌

○初霜を朝日もろとも踏みてゆく

○天狗岩裾に射す日も冬に入る

○改修の垣根木匂ひ冬日匂ひ

︑筆初力のゆ上し竜の文字
た光を放つ︒

同八木幹男

評竜の文字を諏初めたというのでこの句か生きノ＼とし

○元日や神の灯のま直ぐ立つ
○女教師の和服姿や松の内

○神橋の宝珠燦を初日の出

︑白菊に朝の陽の色汚れなし

なしと見たところがお手柄だ︒

評白菊が汚れていないことを︑射している朝の光に汚れ

○初霜に若さが頬を輝やかす
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弘道俳壇

川越市小名木狂辰
○両の手にお年玉下げ叔母来られ
○孫どもに囲まれ喜寿の屠蘇を汲む

千葉県加藤刀水
○老いの身の昼寝の暇なく健やかに

○舟からも来る客もあり神詣

○平凡な暮しに安堵年の暮

○学童の暫し立ち寄る焚火哉

夢描く心は老いず初暦

多

同坂本弘

しげる

多伊藤徳三郎多
多片野善四郎姿

多鎌形健二タ
グ平野金示酒井久平
多斎藤恒雄多

タ野原重次郎多
千葉県嫌形精石橋香峰

多内田瑛夫チ

埼玉県新井一由小名木教吉

秋田県高橋正夫渡部文堆

ク川野勘策多
多久我敏郎多
ク伊原一也多

姿小高甚三郎多２
参
米
倉一郎多く
金尾伯司ク

多石井正美多
多河野昌雄多

散らし梅重なり沈む春著脱ぐ

千葉県菅谷万歳石橋香峰
多

多菅谷伊平多
佐藤博多
参木内整治多
多越川作衛多
多秋葉明平多
多野平勝利多

同金杉茂穂

○新しき卒塔婆目立つ墓地の秋

新入会員芳名昭和四十三年四月以降

千葉県八代義昌酒井久平

参斎木真夫参
参宮崎正平多
多斎木美文多
多佐藤定雄多
多八代重昌多

多喜多見昌一多
多小山田武夫チ

タ宮崎米作多

神奈川県渡辺武三好凌石
東京都村重嘉勝斎藤喜門

千葉県佐々木美恵子藤原光太郎

ブラジル花城清和大舘竜祥

多今石須美江多

多中村松治佐藤賢治
渡辺竹治郎多

曇菅沼昭芳多

多畔
佐蒜
伯誠
術ク
ク
ク
ク名上左内多
多田中実多
多高木福太郎多
少藤
鎌崎
形茂
亘多
ク
ク

多

多高橋喜作多

京都府岡田辰三西村幸二郎

多金生悦小谷藤二郎

３

Ｊ

弔

げられたことはご賢知の通りである︒ど

によってこれを達成しようと全半生を捧一

どうしたというのだ︒悪名高い秦の始皇

教育であったのであろうか︒一体これは
帝でさえ一切を焼いてはいないのだ︒原

ためにも︑天候異変︑インフルエンザ流

問題である︒進学青年達の熱望を断ち国

歩道に悩んでいる︒全く国をあげての大

の中に都が取払ったので︑通行人が砂の

の理想は一朝一夕に実現し得るものでは

新の国是

◇戦後二十余年思想混迷の今日︑明治維

を改一訂されるようにとの陳怖である︒

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

春山宇平

東京都千代田区神田神保町三ノ十

共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

銅蝿姻日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所

印刷人

砺集兼
発行人

昭和四十四年二月一日発行

昭和四十四年一月二十五日印刷

弘道売価一冊金四十円

程祈り上げる次第である︒︵渡︶

行︑交通禍等多患の折柄︑切にご自愛の

うか会員各位にはこれを国民運動とする

もなく日本弱体化の占領政策である︒

因は一体何なのであろうかｏ申すまで

だ︒

世紀の成長経済も﹁魂のない繁栄﹂なの
◇昨年十二月日本精神作興連盟の野村直
邦会長の提案で全国農地同盟代表小柳牧
安岡正篤︵本会を含む四十二団体︶︑他四

術︵会員約八十万︶︑日本国民会議代表
十二団体の賛成者を以て政府自民党に対
して意見書を提出している︒要は一九七
○年の安保改訂の危機に直面して︑おそ
まきながら︑三千年の伝統に輝く本来の
日本に返すよう︑従来の事なかれ主義を

運の進展講さ童たげるｌ凡そ文化国家

ないであろう︒会祖西村先生は国運の発

棄てて勇断を以て速かに弱体下の憲法等

とはほど遠い蛮行である︒東大法学部資

展が国民道徳の振興にあることを強調し︑

郵便番号一○一

振替口座東京四三七番

竜話︵一五︶○○○九番

Ｉ⁝ｉＩ

五ケ条の御誓文や教育勅融

料の惨状を見て悲憤の涙にくれたのは編

政府もさることながら︑会員同志の団結

大学の騒動で今本館近くの敷石は一夜

｜編集後記一

会長参列︒

代々幡葬儀所で行われ︑本会より野口副

を歴任︒告別式は同月二十七日午後一時

愛媛大学︑東京家政学院短期大学の学長

期大学教授︑東京女子高等師範学校長︑

川病院でご逝去︒行年八十五歳︒立正短

昨年十二月二十五日午後六時胆嚢炎で玉

評議員として多年本会にご尽力の氏は

藤本万治氏

敬
集子のみではないであろう︒何のための
I

人物篇

ご挨拶Ｉ﹃大日本教育会雑誌全号﹄複刻の主旨ｌ
石川諏
弊店はさきに﹃文部省年表﹄の複刻を試象目下第三十年報ま監修大久保利謙近代日本教育資料叢書趣鋤需
海後宗臣

で進行いたしておりますが︑幸いに江湖の好評をえまして︑全
号複刻の完結をめざして鋭意努力いたしております︒

さて︑このほど斯界の要望によりまして︑右の企画を一そう森有贈全集全三冊解題大久保利謙
嘩堆詫喧錘継赫醐砿跨鐸誰酎隆又震幅諏琉胆毒敷誇順湘叢悟娃津田梅子全集未定同山崎孝子
保利談︑海後宗臣の権威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公伊沢修二全集未定同交渉中

その手はじめとしまして︑既に予告申しあげ︑各位からも久山本鼎全集未定同浜田陽太郎

開出版を試みることに踏皐きりました︒及川平治全集未定同交渉中

資料篇

しく待望されております﹃森有種全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年外数点検討中
内完成︶を急ぐとともに︑近来とみに各種雑誌の資料的価値の

筆癖識確学塞瓢蝿樺畷霊い缶球拓蓉蝿晴一幸鐸塞↑や娃椙嘘鋤塞大日本教育会雑誌︵姻詰什堆蓉什昨月︶解題上沼八郎

八年︶同交渉中

十九年︶同久保義三

十四年︶同高倉湘

い教育雑誌中の白眉とも申すべく︑とりわけわが国の近代教育壮丁学力︵昭和六年

本資料であります︒即ち当時の教育学説思想はもとより︑中臨時教育行政調査会議事録︵大正十二年

制度が確立する明治中期以降の研究には欠くことのできない基臨時教育会議議事録︵大正六年

この資料の完全な保存のなされているところはほとんどなく︑教育審議会議事録︵昭和十二年

十六年︶同平原春好

謹で蝿梅麺震率鋤牽癖婿雲索曜醗札灰時翫榊準蝿確差輝雑認奄文政審議会議事録︵大正十三年Ｉ昭和十年︶同大蔵隆雄

このため研究上の不便をかこつ面も少なからず見受けられて参自由教育︵大正十三年Ｉ昭和二年︶同交渉中

料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個１外数点検討中

りました︒弊店は今回その欠号を補って完方全
も昭の
し︑
資︶上同交渉中
教な
育︵
和と
五年
十新
一年

振替東京一三二六○一番

電話︷鐸一一一圭狐一一一和ま

藷錘宣文堂書店
出版部

人の座右にもそなえて研究の便に資したい意向であります︒東京都文京区大塚二丁目十七番十二号
複刻全号二十六冊︑また別巻として全目録と解題をとりそる
え︑ここに各位から予約を募りたいと存じ︑ご挨拶申しあげる
次第でございます︒何とぞ弊店の微意をお掬みとり下さいまし
て︑今回の複刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒
昭和四十四年一月二十日

