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手町和田倉門外︶の佐倉藩邸に生れた︒
儒学を安井息軒︑松崎傑堂らに︑洋学・
砲術を佐久間象山らに学んだ︒かれは佐

倉藩および佐野藩に仕え藩政に参画し

の学校教育に根深く侵透させた︒なお︑

た︒明治六年︵一八七三︶森有礼︑福沢
諭吉らと明六社を起し︑啓蒙思想運動を
展開して多大の影響を与えた︒明治九年
東京修身学社︵今の日本弘道会︶を創立
以来伝統的な日本道徳論を強調して﹁日
本道徳論﹂﹁婦女鑑﹂などを著わし︑皇
室中心の修身倫理観の基礎を築き︑戦前

で残した︒

﹁古事類苑﹂の編纂事業を指導︒明治三
十五年︵一九○二︶八月十八日︑七十五

東京都教育委員会

昭和四十三年十月一日建設

たものであります︒︶
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年に当るのでそれを記念して改建され
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害をなすべからず︑国益を計るべし︑というのは︑ロータリーの四つの

弘道会は弘道会でまたロータリークラブとは異った趣がある︒然し︑ま

いてきたとも思う︒私が弘道会に関係したのは数年前のことであるが︑

の言行について︑この四つのテストに照らして考えて見るくせが漸次つ

求めているかも自然に段々と分りつつあるような気がする︒そして公私

れでもクラブに入って十数年になった御蔭か︑この四つのテストが何を

仲々六かしい︒言うはやすく行うは難しとはよく云ったものである︒そ

ラブ員として出来るだけこの綱領に遵うよう努力しているのであるが︑

になると思うのである︒然し︑現実はどうであろうか︒私自身︑勿論ク
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なるかどうかをあげ︑自分の言行をこれに照らしてからにせよ︑と綱領

うか︑⑧みんなに公平か︑③好意と友情を深めるか︑③染んなのために
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私の属しているロータリークーフブは︑四つのテストとして①真実かど

︑︑︑︑

︹巻頭言︺四つのテスト

！

ごすようになれば︑其の世の中はほんとに住承やすい気持のよいところ
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三Ｅ時代と人間生活

三

っかいな話しはない︒内田百聞氏が︑その随筆の中で︑インターヴューなどのさい︑やたらに顔の間近につきつ

の表情の変化や仕草がみえるという点では︑たしかに便利なものであろうが︑他面からいうと︑これくらいおせ

ある︒電話にテレビをつけて︑電話中に相手の顔がゑえるようにしようということらしい︒話しをしている相手

きわめて身近な話であるが︑テレビ電話というものが︑いずれ︑私どもの前におめ桑えすることになるようで

と︑人間の精神生活を荒廃・退廃に導く危険性をもっているのではないかとも思うのである︒

は︑いい面ばかりでなく︑そこには両刃の剣ともいえる危険な面がひそんでいるのではなかろうか︒へたをする

が大きい︒電算機の発達が︑社会の進歩発展に貢献している力はまことに偉大である︒しかし︑電算機の発達に

旅行や大規模な海洋開発も可能になりつつある︒私たちの家庭で使う電気機器の改良進歩も︑これに負うところ

に示されている︒電算機によって︑企業や行政事務の合理的・能率的運営ができるようになってきているし︑月

近頃におけるエレクトロニクスの発達は︑まことにめざましい︒その端的なあらわれは︑電子計算機の改良発達

のはエレクトロニクスであろうと思う︒

のである︒聞かされてみればなるほどとも思うが︑この三つのＥのうち︑私どもに一番身近で深刻な関係をもつ

︵ポリプロピレンなどの新しい化学繊維のこと︶の三つだそうで︑これからの時代は︑この三Ｅの時代だという

は︑近頃耳にすることばである︒三Ｅとは︑エネルギー︑エレクトロニクス︑エキゾティック・マテリァルズ

家庭生活の三種の神器とか︑三Ｃ︵カー︑カラーテレビ︑クーラー︶ということはよく聞くが︑三Ｅというの

修

けられるマイクロフォンの仕掛けのことを﹁聖代の不祥事﹂だと表現しておられたのを読んだことがあるが︑電
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林

話についたテレビなどというものも︑いささかオー↑︿ーな表現をすれば︑まさに︑現代の怪物というべきであろ

う︒こんなものができれば︑うっかり︑寝ころんだり︑はだかのままで電話に出たり︑尾篭な話であるが︑便所

などに電話をつけることはできなくなる︒いくらエレクトロニクスが発達し︑電算機による新しい機械装置が可

能になったといっても︑ここまで︑人間生活に干渉する必要はないと思う︒こんなことがさらに進んで行けば︑
人間の精神生活の構造までが変化を受けざるを得ないことになろう︒

もうだいぶ前のことであるが︑ジョージ・オーウェルの一九八四年という小説を読んだことがある︒これは︑〃

共産国社会の未来を弧刺的にえがいたものであるが︑その中にはスターリンに似た顔の﹁大いなる兄弟﹂の出て

いるテレビようのものがどこの家にも備えつけられていて︑このテレビあるいはその附属設備を通じて︑政府

は︑市民一人一人の行動を常住坐臥監視できる仕組みになっている︒もし︑誰れかが︑ちょっとでも政府批判の

ある︒テレビ電話のことや︑晶近すでに実用化しているポケット・ベル︵出先の人を自由に電話で呼び川す装置︶

会話などをしようものなら︑たちまち︑﹁大いなる兄弟﹂が︑テレビの中から注意や叱責を与えるというわけで

人間というものは︑元来︑自由を欲する動物である︒少なくとも︑自分の城である自家の中では︑誰れにも干

のことなどを考えると︑実さいのところ︑こういうことも不可能ではない世の中になりかねないように思う︒

渉されずに︑思索し︑読書し︑会話し︑あるいは寝ころんでいたいという欲望をもっている︒人間から︑自分の

時間︑誰れにも干渉されないでいられる秘密の生活がなくなったら︑人生は︑どんなに索漠たる味気のないもの

になることであろう︒人の人たるゆえんがなくなるのではなかろうか︒考えるだにおそろしい感じがする︒特

に︑オーウェルの書いているように︑そういうエレクトロニクスによる監視装置を一部の独裁的権力者がにぎっ

たらどういうことになるであろうか︒別の見方をすれば︑こういう監視装置ができ上った場合︑これをにぎった

こんなことを考えると︑エレクトロニクス時代は︑必ずしも︑ばら色ばかりではないように思われる︒核開発

ものは︑黙まっていても︑独裁者になれるであろう︒

の場合と同様に︑これを人類の幸福と利益のためにのゑ使うという︑周到な知慧が働かなければ大へんなことに

なるであろう︒エレクトロニクスの発達は︑人間の精神生活を破滅に導く危険性をもつというのは︑あまりに悲
観主義的な見方であろうか︒︵首都高速道路公団理事長︶
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英才教育への期待

英才が要求される時代
現代ほど少数の人間の恩恵を多数の人間が受けている時

入江孝一

優れた人間の頭脳を必要とするからだ︒そして︑宇宙開発

ブ︵︾○

からえた技術開発は現代の人間の生活を変えようとしてい

競争という政治的対立からもたらされたものとばかりは限

人間の能力を開発しようとする政策は︑米ソの宇宙開発

即ち自動車に乗る人間は多いが︑自動車を考え出せる人

代はないといわれている︒

間は少ない︒また︑テレビを見る人間は多いが︑テレビを

が︑この寄与率は︑資本︑労働力に比して将来益々高まる

アメリカ︑ソ連︑日本とも大体三○％内外とゑられている

ることを指摘している︒教育が国民所得に寄与する率は︑

している︒これは人間の能力の開発︑教育によるものであ

増加すべき額より︑はるかに多く増加している事実を発見

析してゑて︑資本の増加︑労働人口の増加に比例して当然

るものであるが︑過去三十年間のアメリカの国民所得を分

普通国民所得は︑資本と労働力の増加に比例して増加す

光を約束されている︒

らず︑あらゆる面に於ても優れた頭脳を開発することが栄

つくる人間は少数である︒優れた頭脳の持ち主から創造さ
れた結果を多数の平凡の人間がその恩恵を受けていること
を言っているＯ

そうしたら︑この優れた頭脳を開発することが国家とし
ても︑民族としても最も必要なことである︒

かつて︑英国のチャーチルがこのような意味のことを言
っていた︒

一九五七年にソ連が人工衛星の打ち上げに成功してから

世界はあげて能力開発の時代に入った︒宇宙時代には最も
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四歳

五歳は一五︑小学生は一○ぐらい伸びる︒年齢が低

ことに今日のように技術革新がはげしい時代に於ては︑

ものと考えられる︒

て変動が激しい︒知能指数は十二歳までに定着すると考え

くければ低い程伸びが良いが︑油断すると下ることもあっ

すすめられる︒

られるので十二歳まで高度に定着させるのが目的で研究が

優れた頭脳の創造力がことさら要求されてくるので︑この
能力開発のための教育が必要になってくる︒
日本の英才教育

んでいる︒頭脳の高い子も︑低い子も同じ教育をすること

の民主教育という占領政策教育によってその逆行の道を歩

測定して︑それと暦年令との比を指数化したものである︒

Ｂテスト︶で現わされている︒それは子どもの精神年齢を

子どもの知能は︑現在スタンフォード・ビネー方式︵Ｓ

子どもの知能は伸びる

を︑教育の機会均等といっている︒英才児だけを集めて英

ところがこの知能指数は一人の子どもについて象ると︑変

世界が能力開発時代に入っているときに︑日本では戦後

才教育をすることは差別教育もはなはだしいものと考えら

化しないというのが︑これまでの心理学の一般的な見解で

こんな中で︑玉川大の伏見猛弥教授は︑昭和四十年九月

実証したのが最近における大脳生理学の研究である︒

それが︑知能は外界からの刺激によって発達することを

涯変らないと考えられていた︒

あった︒これは人間の知能程度は先天的に決っていて︑生

れてきた︒

英才教育研究所をつくり二歳から十二歳までの知能指数一
最初は七人の子どもを対象にはじまったが︑現在では一

二○以上の子供を集めて英才教育をはじめた︒

③大脳皮質の細胞は︑外部からの刺激によっての象発

クラスは平均二・一人で︑知能指数は一三七から一四○で

○○人を越えるようになった︒週二時間の教育であるが︑

からの言語的刺激がないから言語知能は発達しない︒

達する︒例えば狼の中で育った人間の子どもは︑外部

くらべて︑極めて早期に行なわれる︒これは身長や体

⑥外部の刺激による脳髄の発育は︑身体の外の部分に

り︑遺伝的要素をすべて否定する人すらある︒

この立場から大脳生理学者の中には︑大脳に関する限

ある︒

知能指数の伸び率は︑平均一年目で一七︑一︑二年目で

ス︾○

三歳では知能指数二○︑

一六・九︑三年目で一五︒八︑平均一六の伸びを示してい
年齢による伸び率の相違は二歳
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重の発達カーブと︑脳重量の発達カーブとの比較から

○の因子になる︒

なっていないので︑これを除くと知能因子の組糸合せは九

なるが︑そのうちの領域の中の行動的因子はまだ明らかに

測定できる因子は四七︑これ以外は純粋に測ることはで

二歳頃までの間に決定される︒

きないが︑刺激することができるので九○の因子の刺激を

も推定できる︒知能の発達の度合いは大体○歳から十

って知能のそれぞれのはたらきを分担している︒記憶

③大脳皮質のおよそ一五○億の細胞は︑その位置によ

八○％・数学ですら七○％近くを認知と記憶である︒残り

と︑アメリカでは︑認知に七○％︑日本では認知と記憶に

学校教育ではどれだけの知能因子が働いているかという

行なっている︒

ということが解ってきた︒それで︑知能は外部的刺激︑

の因子は極めてわずかしか働いていない︒これからゑると

ある︒

をつかさどるものもあれば︑言語をつかさどるものも

はできるだけ早期に行ない︑知能にはいろいろの因子があ

即ち教育によっての桑発達することが解り︑その知能教育

今の学校教育は片輪の教育であるということがいえる︒

知能の高い子どもは︑小学校に於てある意味での問題児

めることとなった︒

市にある聖徳学園小学校を協力校としてこの四月からはじ

きた伏見教授は︑さらに小学校に於ける英才教育を武蔵野

子どもの知能は教育によって伸びると実践的研究をして

英才小学校誕生

で開発されれば︑新しい創造的世界が開かれることになる︒

そればかりではなく︑子どもの知能がこれまでの領域にま

学の入学なども知能指数一四○以上ならば苦労をしない︒

ることで︑子どもの頭がよくなれば勉強も楽になるし︑大

知能指数が伸びるということは︑頭のはたらきがよくな

るから︑知能教育はその因子を分析し︑そのすべてに刺激
を与えるような仕方で行なわなければならない︒というこ
アメリカの心理学者ギルフォードによると知能には三つ

とで研究実践をしてきたのが伏見教授である︒

考える領域としては図形︑記号︑概念︑行動に分けられ

の面がある︒

考える対象としては︑単位︑分類︑関係︑体系︑転換︑

る︒

見通し︒

考えるはたらきとしては︑認知︑記憶︑拡散思考︑集中
思考︑評価ということになる︒

知能因子は具体的には︑記号である関係を記憶するとい
うように︑これらの組象合せになる︒知能因子は一二○に
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一

となっている場合が多い︒小学校に入っている子どもは一

クラスに於て︑大体知能指数八○から二一○までの間の子
どもを教育している︒知能指数五○ぐらいの開きがある︒
年齢差にして四年の開きになる︒

学校の先生は四年も違った子どもを一つの学級に集めて
授業をしなければならない︒この能力差は学年のすすむに
つれてますます激しくなる︒八○の子どもは学習にあまり
いい反応を示さないが︑一三○の子どもは学力もどんどん
すすむことになる︒六年生になるころには︑その能力差は
暦年にして八年の差となる︒

小学校の先生としては︑どうしても平均の知能指数一○
○程度を対象として授業をすることになる︒それで知能の
低い子は追いついてはいけないし︑知能の高い子は興味を
失うことになる︒知能指数一三七以上の英才児は極めて著
しく問題児となることもある︒これは突飛な質問をするの
で先生を困らせ︑先生からいやがれてしまう︒また︑ある
子どもは教科書を学校に置きっぱなしで︑頭の千不ルギー
をもてあましている︒

知能の低い子どものためには特別学級を設けて︑それに
ふさわしい教育をしているが︑知能の高い一三七以上の子
どもに対しては何等の処置を講じていないし︑むしろ民主
教育に反すると批難されるのでそのままに放置されていた︒

子どもの折角の能力が︑それにふさわしい教育を受けなけ

れぱ︑だんだんとしぼんでしまう︒それぞれ能力にあった

哀相なのは英才児である︒将来︑世界のために金の卵を生

教育をすることが本当の民主教育というものであろう︒可

教育の機会均等ということを︑すべての子どもに同質同

む頭脳を平凡にしてしまう教育をしているのが現状である︒

量の教育を与えることだと考えていることに能力別による

能力にふさわしい教育を与えて賛うのだからと喜んでいる

教育をはばんでいることになる︒外国では自分の子どもの

スに入れられることに対して砿烈な反対をしてくる︒

のに︑日本の父母はその反対で︑自分の子どもが低いクラ

英才小学校では︑初めから知能指数の高い子だけを集め

て教育するのだから父母のこういう文句は出ない︒全児童

の知能指数の平均が一五○だから︑その学習進展度は︑普

習得できる︒

通の小学校にくらべて遥かに早く︑一年生の分を数ヵ月で

六三三制という現在の十二年の課程は︑英才児なら早け

れば八年︑おそくとも十年で習得できる見込みである︒そ

メリカでもソ連でも︑大学入学の年齢の制限を撤廃してい

うすると十六歳前後で大学入学の壁につき当たる︒最近ア

る︒日本では十八歳にならなければ大学に入学できない︒

英才小学校のやり方を中・高に伸ばす場合︑そこに二︑三

の空白が生れるわけで︑今後︑知能の高い子どものために

大学入学の年齢制限を撤廃するか︑それとも現在の制度の
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ままで︑各学年の段階において教育の程度を深めていくか︑
伏見教授のはじめた幼児から知能を伸ばす英才教育は︑

今後さまざまな問題が生じてくる︒

小学校の英才教育まですすんできた︒この聖徳学園小学校
に於ては四月から新入児童三○名で︑平均知能指数一五○
という世界でもはじめてといわれるクラス編成で出発した︒

能力別の無学年制がとられ︑日本の教育に対して大きな問
題と期待がなげかれたのである︒

世界は宇宙時代を迎えようとしている︒このときに最も
必要なのは優れた人間の頭脳を要求する︒その人間を育て
ようとするこの英才教育に日本の学界はもちろん︑政界の
財界の各方面の協力がなければならない︒
英才児は頭はよいが人間的にどうかという疑問がある︒

人間的に優れているということは一つの知能因子で︑英才
のはじめる聖徳学園小学校は聖徳太子の教えをもとにして

児というのはこの知能が高いことを示している︒伏見教授
建学された学校である︒

三八ミ

家庭でも英才教育ができる通信教育も考案されている︒

英才教育に関心を持たれる方は︑渋谷区代を木一
ヤタビル英才教育研究所に間合せられたい︒

︵東京都会員日本移動教室協会常務理事︶

一

シャィブリー氏の西村茂樹観

ｌ西村先生の教えたものｌ

昭和四十三年七月に岩波書店から出版された﹁日本における

近代化の問題﹂の中に︑ハー寺ハード大学教授シャイ雲フリー氏の

書いた﹁西村茂樹﹂が訳出されてのせられている︒これには副

題として﹁近代化についての儒教側の見解﹂とつけられてい
る︒

この内容については︑弘道で三回にわたって解説したのでお

読みになった方は︑だいたいのことはおわかりと思うが︑この

訳は全訳であるから︑ぜひお読みになっていただきたい︒外国

人にして︑こんなに詳しく西村先生の著書・論文を読みこなし

ている人は少ないであろうが︑日本の学者にしても︑これ位研

究している人は数える程しかないであろう︒西村先生の道を奉

じる弘道会員は︑西村先生の教えをしっかりとつかみ︑それを一

されるようにお勧めしたい︒︵片山︶

どのように現代に生かすかを考えるためにも︑ぜひ本書を参考

１１
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のであります︒

きに判断に迷うことはないのであります︒

誰でも︑利と不利が容易に判断出来ると

選択に迷うときに勇断を必要とするのであ

ります︒結果

魂鷲なさん御
であります︒

存知のとおり

な決断を行う

ました︒この見敵必戦の思想は︑もともと

ず攻撃するということをモットーといたし

３
眉
ｌ恒に困難なる道を選べ

ります︒この戦闘以後︑私は攻撃すべきか

太平洋戦争における潮の流が変ったのはべき時機は︑ミッドウェイ空襲を行って帰

に亘って世界の海を支配し得た精神的支柱

英川海軍の伝統精神であり︑英国が数百年

すべからざるかの岐路に立ったときには必

この戦闘に

ミッドウェイ海戦であったと思われるのでって来た飛行機隊が︑上空にあるときに敵

源田実おいて︑重大

ありますが︑私はその海戦において第一機の航空母艦が確認せられ︑母艦に残ってい

戦と言わず︑印度洋作戦と言わず︑全く向攻撃隊を先に出す場合には百数十機のミツ

それまでの戦闘は︑連戦連勝でハワイ海を出すかの選択を行うときでありました︒

した︒た飛行機隊を先づ収容して︑然る後攻唯隊

は問うところではありません︒問題は闘魂

も容易に出来ることであります︒勿論勝敗

見たら必ず攻撃せよというのならば︑誰に

無理な命令ともなるのでありますが︑敵を

であります︒戦って必ず勝てというならば︑

うところ敵なしという有様で︑多くの人をドゥェイ空襲隊は︑あるいは海上に不時着

があるかないかであります︒歴史の示すと

動部隊指揮官南雲中将の参謀をしておりまる攻撃隊を先に出すか︑それとも帰って来

は︑この作戦においても同様の戦果を収め水をせなければならなかったかも知れない

世上一般の仕事でも同様であり︑ものご

ているのであります︒

ころは攻撃した方が多くの場合に勝利を得

戦の計画と実施に当ったのでありますが︑百機あまりの飛行機と熟練した数百名の搭

ん︒如何に困難でも︑辛抱強く噛承ついて

とを諦めて放棄したものに成功はありませ

私は航空作戦担当の幕僚として︑この作わが司令部は後者を選んだのであります︒

るものと期待していたのであります︒のであります︒

ように成算を得ることは出来なかったのでを選んだのでありますが︑あとから考える

計画を立てるに当って︑それまでの作戦の乗員の生命が重圧となってのしかかり後者
あります︒併し︑惰性というものは恐ろしならば︑当然前者を選ぶべきであったと思

やがて輝かしい栄光を手にし得るのであり

であります︒恒に困難なる道を選ぶことは︑

ます︒︵参議院議員元空将航空幕僚長︶

︑くものは何れの日にか成功をかちとるの

ら今度も何とかうまく行くだろうというお角の戦は出来たと考えられます︒最も悪い

いもので︑今までうまく行ったのであるかいます︒前者を選んでいたならば少くも互
ぼろげな希望をもって戦闘に臨んだのであ場合でも後味の悪い戦はしなくても済んだ
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盤

大浜信泉

一部の論者はいう︒沖純の基地には陸海空その他各種の

異論がある︒

地を本土並みの基地とすることには︑日本国内においても

個の任務が負托されていると解されているので︑沖維の基

までもない︒ところで沖純の基地には︑本土の基地とは別

の協定︑交換公文等の適用を受けるようになることはいう

憲法をはじめ現行の諸法令および日米安全保障条約︑附属

の歴史的の意義はまことに大きい︒その結果として沖細は

施政権の返還は日本にとっては主権の回復を意味し︑そ

過はないであろう︒

に達した︒とにかくこの問題はそこらにおちつくとゑて大

他の観点から推論して一︑九七二年を目標とすべきだの結論

論化した観があり︑韮地間題研究会も国際情勢の分析その

ゑえて大きな波紋を描いた︒しかしいつのまにかそれが世

があってのことではあったが︑当時はあまり突飛だったと

る︒むろん漫然たる放言ではなく筆者には筆者なりに根拠

火がついた沖縄問題

今年は沖純の年といわれている︒たしかに国会の論争を
みると︑その観がふかく︑必要以上に過熱している憾みさ
えある︒前期国会においては︑論争の焦点は佐藤総理ジョ
ンソン大統領共同声明の解釈問題にしぼられていたが︑い
まは論点が移動して︑議論はもっぱら施政権返還後の軍事
基地の態様をどうするかに集中していると承てよい︒
来年は日米安全保障条約の運命を決すべき年であるが︑

各政党の政策が鋭く対立している問題であるだけに︑いわ
ゆる安保闘争とからませないためには︑沖細問題は今年中
にその解決のメドをつけておくことが必要であろう︒とも
あれ六月には愛知外務大臣︑十一月以降には佐藤総理の渡
米が予定されており︑すくなくとも施政権の返還時期につ
いては今年中に確約がえられるものと染てよいであろう︒

おけるある会合の席上︑おそらく一九七二年までには実現

施政権の返還時期につき︑筆者は昨年一月郷里の石垣島に
するであろうという趣旨の希望的観測をもらしたことがあ
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装備が配置され︑かつ有機的に体系化されていることのほ
か︑核基地と対外的作戦行動の自由が容認されている点に
おいて本土の基地とはちがっており︑そしてこの特殊の機
能は日本の防術はもとより︑アジヤの平和の維持の上にも
絶対に必要であり︑せめて沖細の基地だけでもこれを維持
すべきだと主張する︒

この考え方は︑本土では都合のわるいことを沖純では︑

これを認めようとする一種のシワよせ論であるが︑それで
は沖縄問題は根本的に解決されたとはいえない︒このこと

の主張は︑日米の協力関係の持続を指向し︑施政椎を返還

の主張の根拠としているからである︒要するに安保闘争は

することがむしろ国民の協力をうる所以だということをそ

アメリカにとっては逆に施政権の返還を拒む理由に利用さ

れる危険のあることを警戒すべきであり︑沖細川題は安保

闘争が悪化しない前に解決のメドをつけることが絶対に必

第二次大戦後︑日米両国は政治︑経済︑文化︑国防等の

要だというのは︑ひとえにこの理由によるものである︒

各面において︑両国の歴史上かつて前例のなかったほど緊

にとっても得策であって︑米国を敵視することは失うこと

密の関係にあり︑またこの友好関係を持続することが日本

の関係を基礎としたものであり︑したがって日本にとって

Ll−Lノ

は︑国会における野党側の追求がほとんどこの点に集中し

関係の在り方には批判の余地があり︑沖純の返還運動はそ

が多くして︑なんらうるところはないであろう︒ただその

ていることによっても明かであろう︒この点は対米交渉に
あたっても相当難航することが予想されるが︑しかし独立

和条約と日米安全保障条約によって設定された︒そしてこ

戦後の日米関係は︑その基礎は一九五二年に発効した平

とを忘れてはならないであろう︒

の根底は両国の協力関係における歪象の是正連動であるこ

の主権国家が自国の領土内における核兵器の使用や︑対外
的作戦行動について他国に白紙委任状を与えるようなこと
は許さるべきではなかろう︒

なお日本には非武装中立論を唱え︑自術隊の必要をさえ
疑っている有力な政党もあれば︑日米協力に対する反対勢

は対等の地位における協力関係ではなく︑従属的の関係で

ことはいうまでもない︒一言にしていえば︑勝者と敗者と

はその路線にそった運動であるが︑平和主義と国民感情に

あったことを忘れてはならない︒当時日本は敗戦に伴う経

れが当時の国際情勢と日本の国情を背景としたものである

訴える大衆運動であるだけに反米運動に転化する危険が大

済的の窮乏と社会的混乱のどん底にあった上に︑完全に武

力もある︒この派に属する人燕は︑日米安保体制を批判し

きい︒この運動は沖純問題に関する限り結果においては現

沖細の基地の即時撤去を強く主張する︒いわゆる安保闘争

状固定論に帰着し︑逆効果というべきであろう︒沖縄返還

／ 1 1 ､

っとも端的に日米協力の歪象を示しているといっても過言

ともにアメリカの統治下におかざるをえなかったことがも

してその固有の領土の一部である沖純を百万に近い住民と

の防衛についてさえ全く無力な状態にあったのである︒そ

装を解除され︑さらに平和憲法を制定して軍事的には自国

結局勝者と敗者との関係に基く歪みを是正し︑対等の協力

国家への脱皮の必要を示すものであり︑沖細の返還要求は

なっている︒そのことは︑較滑な従属国家から対等の主権

科学技術をほこる大国に成長し︑かつての戦敗国ではなく

︐︵特別会員沖純問題等懇談会座長︶

関係に入ることの第一歩にほかならない︒

でない︒

ところで日本はいまや世界第三位の工業生産力と高度の

のあり方に集約されているといえよう︒こ

うした世論の動きを現地の新聞論調と︑本

の探究を進めることにしよう︒

ぶ異民族支配から脱却して祖国憲法の下で

に役立てたいというのが︑基地研設置を発

返還交渉にとり入れさせ︑かつ︑世論指導

ところで返還時期については︑七十二年

るが︑問題が政治的に高い内容をもち︑国

懇に対し︑返還問題の諮問が予定されてい
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土中央各紙のそれとを検討しながら問題点

人権を回復し︑日本国民としての平等の立

信泉座長の狙いであったといわれる︒

想した沖純問題等懇談会︵沖縄懇︶の大浜

沖細返還問題の焦点

基地研報告に対する沖純での評価

沖純基地問題研究会︵基地研︶Ｉ久住忠

沖縄の年

場で︑平和と安全を保障されるための〃復

浦崎

ついての結論は︑去る三月八日︑報告の形

男座長Ｉの﹁施政椎返還と基地の態様﹂に

ことしは〃沖細の年〃といわれている︒

帰″が鮮明にされることへの期待からであ

で発表されたが︑これは︑その研究結果を

とくに現地では沖細の年に対する期待が強

は︑十一月の日米会談で沖縄の返還時期に

合意への要求が国内世論の大勢となってき

際的にも高度の情勢判断と視野が要請され

大浜氏によれば佐藤訪米に当って︑沖細

メドがつき︑復帰への本格的準備体制がス

たが︑国民の関心は︑返還時における基地

った○

タートするからであり︑四分の一世紀に及

細の年という呼び名が使われるに至ったの

く︑切実をきわめるものがあるという︒沖

純

されて︑結論されたもので︑施政権返還と

蕊地研の結論は︑全面的に安保の適用

る︒しかしこのように安保条約への包

衛の自衛隊への切替えがうたわれてい

ているので︑とくに︑その道の専門家を交

ところで基地研報告が沖維でどのように

をうけること︒事前協議条項も同様に

評価されているかについて︑現地有力紙の

含を前提とする基地のありかたが︑概

適用され︑同時に基地の整理縮小︑防

基地研報告は︑日米両国の友好関係維持

琉球新報︑沖細タイムス両紙の社説を引用

態様であるかどうか︑微妙な問題で︑

念的にいわれる〃本土並皐″と同一の

たしかに空前のものであろう︒

を基調に︑防衛の自主的責任を強調しつつ

すると︑三月十日付沖細タイムスは﹁問題

基地のあり方についての研究成果としては

①年内にメドをつけ︑七二年までに施政椎

含ゑの基地研報告﹂と題する社説で︑要旨

いる︒

返還︑②返還後の安保適用︑同条約にもと

えて理論織成する必要があったと強調して

づく日米地位協定︑事前協議の全面適用︑

つぎのように論じている︒

はり不安がつきまとう︒これらの点が

のか︑原則を述べただけの短文ではや

とも恐れる核華地を撤去し非常の際に

の外交政策に少なからぬ影響力を及ぼ

も持ち込ませず︑また作戦行動への事

すに違いない︒また︑沖細懇の性格か

１埜地研報告は﹁施政権返還と基地の

簡単に理解できない︒沖維住民がもっ

⑧返還前の基地の整理統合縮小︑㈹返還を
円滑に運ぶための日米合同機関の設撒を内

八日の発表を前に佐藤首相に伝えてあるが

ことはむずかしい︒

解明されない限り︑正当な評価を下す

したわけで︑こんごの世論形成や政府

十日の参院予算委で首相がこれまでの〃白

ら︑煮詰めの段階で佐藤首相周辺との

と︑このように評し︑さらに︑事前協議の

態様﹂はこうあるべきだとの結論をだ

紙″の態度から〃核ぬき返還″を打ち出し

接触ももたれたようだから︑あるてい

適用を前面におしだしてきたものの︑本土

また大浜氏によると︑報告書の内容は︑

容としている︒

対米返還交渉に臨む姿勢の大筋を示したこ

どこれらの意向も反映されたと拳なけ

前協議も︑全く〃本土並み″を指すも

とは︑明らかに︑報告書の影響によるもの

基地に比べて弾力的判断の余地を残してい

る︒この点全体を通じて非常に重要問題を

ところで注目されていた基地研報告

ればならない︒

は︑今日の客観情勢と照らし合せて︑

投げていると論じ︑最後に

大浜座長のこの発言は︑同氏が芳想した

と信ずると語っている︵沖純タイムス︶︒

基地研の発足とその結論か︑かねて返還交

このような印象をうける︒

おおむね予想された線かでてきたｌ

佐藤首相は︑少なくとも核兵器の容

つつあることを示すものといえよう︒

渉に役立たせるとした狙いをいち早く果し

〃本土並み早期返還″という住民の要

が︑つよく否定されたことを肝に銘じ

認や自由使用といった現状維持の姿勢
ここでもっとも注目したいのは︑や

タイムスは冒頭でこう論じたのち
はり返還時の軍事基地の態様である︒

伝えられるように︑基地研報告は︑画期
に︑前後二十回にわたる幅ひろい会合をか

的な日米京都会議をふくめて過去一年の間
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求に沿って対米交渉の地がためを急ぐ
べきだ︒

と結んでいる︒

また︑同日付の琉球新報は﹁基地研報告

は︑

日本国内の世論や政治の動向が︑七

ているのに対し琉球新報は︑〃有事核″に

は非常に重要な問題を投げている︑と論じ

比べて弾力的判断の余地を残していること
○年安保を強調するあまり︑それとの

の脱却を早めるためには︑次善の道として

対する不安をもちながらも︑外国支配から

うけ入れられるとしている点である︒また

たのは遺憾である︒理論的には七○年
間題と沖細返還は切り離して考え︑七

関連のみで沖縄の返還が論ぜられてき

１この報告書は︑〃核常駐川を拒否し

と首相決断﹂と題する社説で︑

ていることへの不満を指摘している︒つま

り理論的には両者を切り離して対処すべき

同紙は︑沖細返還と七○年安保をからませ

の報告書を秋の訪米でどのように持ち

に問題があるとしている︒沖細の不満は︑

であり︑ことさらに関連づけているところ

○年以前にも復帰実現ができたはづで

抜き即時全面無条件返還を主張する側

込みうるかにある︒六七年十一月のよ

返還問題が七○年問題の前哨戦として意図

あった︒ところで問題は佐藤首相がこ

にとっては〃核容認〃の危険性をはら

てさえ〃勇気川を必要とした首相であ

うに︑両三年メドづけの申入れに対し

〃左寄り〃ともゑられるだろうが︑核

むものと翠られよう︒﹁本土並み﹂を

的に利用されていることであるが︑琉球新

たことで本土における右派にとっては

最大公約数とする沖細世論にとっては

ったのだから︑今秋の訪米はさらに一

報はその不当性を決り出したといえよう︒

〃有事核〃ということでは理想とはま

層の勇気を必要とするだろう︒

とを人民ひとりびとりが悩まねばなら

な問題と日常的に遭遇し︑国が悩むこ

国の施政下にあって︑もろもろの困難

い場合︑日米関係は重大危機を迎えるとし

その勧告をも交渉に盛り込む一﹂とができな

許容しうるギリギリの線であることを指摘

と論じ︑さらに基地研報告は︑われわれの

あろう︒

強い態度で臨むべきだと城調している点で

んどこそ盛り上った国内世論を背景として

での佐藤首相の対米姿勢の弱さであり︑こ

をゑる︒即ちタイムスが〃本土並み″に対

﹁事前協議のあいまいさ﹂あるいは﹁自主

本土中央各紙は社説をかかげて︑それぞれ

沖細の新聞諭調が以上であるのに対し︑

基地研報告に対する本土中央紙の反響

ところで両紙に共通するものは︑これま

ない状況下にある沖縄では︑報告書の

以上︑現地両紙の評価には若干の隔たり

て警告︑佐藤首相の決断を要求している︒

だ遠いところにある︒しかし現実に外

〃拒絶反応″を起すほどのものではな

提案は不満であっても︑それによって
い内容をもっており︑現実的に可能性

のでは不安がつきまとうので︑これらの点
が解明されない限り正当な評価はむずかし

どへの疑問を指摘しながらも読売紙は︑

防衛の在り方﹂﹁欠けた安保への評価﹂な

する基地研報告は︑原則を述べただけのも

い︒また事前協議についても︑本土基地に

を探った施政権返還への道といえよう︒

と評し︑〃有事核州持ち込み涯ついての不
うけ入れられるとしている︒また︑同社説

安と恐れをもちながらも︑次善の道として
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し賛成であり︑それはわれわれの主張

報告書に盛られた〃本土並桑″に対
府は深く銘記すべきであろう︒

していることを︑対米交渉に当って日本政

における与野党一致の決議がこれを明かに

セラレ僅カニ身ヲ以テ軍ノ作戦二差支ナ

相次グ砲爆撃二家屋ト財産ノ全部ヲ焼却

﹁沖細方面陸軍作戦﹂

昭四三︑一Ｉ

防術庁防衛研修所戦史室が公刊した

スルニ陸海軍沖純二進駐以来終始一貫勤

込隊ろブ申出ルモノアリ︵中略︶之ヲ要

看護婦炊事婦ハモトョリ砲弾運ビ挺身斬

リタリ︒而カモ婦人︿率先軍二身ヲ捧ゲ

テ風雨二曝サレッッ乏シキ生活二甘ジァ

キ場所ノ小防空壕二避難尚砲爆撃下二於

と同じ方向を示しており︑問題のとら

は︑とくに︑沖継方面根拠地隊司令官

◇◇沖縄県民かく戦へり◇◇・

大田実少将の率いた海軍部隊の活躍を

ノ至誠ヲ胸二抱キッッ遂二酬レルコトナ

労奉仕物資節約ヲ強要セラルルモ御奉公

え方や軍事専門的判断の進め方も内外

と評価︑また毎日紙は︑〃木土並翠″早期

記録しているが︑中でも大田海軍少将

の識者を納得させるだけのおおむね妥

返還を基本方針とすべきだとする報告書の

が︑六月六日︵昭二○︶夜発した訣別

皐〃返還提唱の狙いは︑政府への建莱とい

事前協議の弾力的運用に立った〃本土並

協力の模様を次のとおり海軍次官宛報

晒報とともに︑沖純県民の献身的作戦

メ一木一草焦土卜化セン︒糧食︿六月一

クシテ本戦斗ノ末期︿沖細島ハ形容ヲ改

当な立論だ︒

提案に賛成だとしている︒また朝日紙は︑

うよりも世論啓発の面に重点をおいたもの

沖縄返還交渉は︑六月の外相訪米に魁け

ラルルニ付本職県知事ノ依頼ヲ受ケタル

三十二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メ

報告セラルぐヘキモ県一天既二通信力ナク

ける特別の配慮を切々と訴えている︒まこ

躍を以上のように報告︒とくに︑後世にお

大田司令官はその自決を前に︑県民の活

ヲ鴫ランコトヲー︒

ク戦ヘリ︒県民二対シ後仙僻別ノ御商況

杯ヲ支フルノミナリト謂フ︒沖細県民斯
告したことを伝えている︒

電文︲

で︑政府が積極的に展開しようとした世論
工作の露払いになるだろう︒

て岸元首相によって事実上はじまった形と

に︑大田司令官は本会主事の渡辺正勇氏と

とに血あり涙ある武将の最後であった︒因

沖細県民ノ実情二関シテハ県知事ヨリ

なったが︑〃基地の自由使用″を打ち出し

ニ非ザレドモ現状ヲ看過スルニ忍ビズ︑

と評している︒

たことに対する沖細での反響は︑いち早く

之二代ツテ緊急御通知申上グ︒

︿防衛戦斗二専念シ県民二対シテハ殆ン

沖細島二敵ノ攻略開始以来我ガ陸海軍

身はたとへ沖縄の辺に朽つるとも

１人閉司令宵辞世ｌ

骨肉をわけた実兄に当る︒

四月七日の立法院決議に現われ﹁施政椎返
で沖細の地位を回復する全面返還である︒

還の意味するものは︑民主的平和憲法の下

ド願ミルニ暇ナカリキ︒然しドモ本職ノ

︵神奈川県会員元沖純県調査課長︶

守り遂ぐべし大和島根は

したがって核基地や基地自由使用を認める

ヲ防衛召集二捧ゲ残ル老幼婦女子ノミガ

知レル範囲二於テハ県民全目壮年ノ全部
返還に対する沖純の総意は︑右の立法院

ものであってはならない﹂としている︒
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１子どもは︑なぜマンガに熱中する

にとらえることができますから︑子どもた

↓︑ンガは︑絵が主体であり︑視覚で簡単

ができます︒

前号でも話しましたように︑いまの子ど

ちがそれぞれをうけとめて︑読象進めるこ

のでしょうか

もたちは︑とくに都市では︑ほとんどあそ

とができるのです︒

りの少年期には︑有名中学校に入れようと

の手法でギャグ︵読者を笑わせるためのセ

でも﹁冒険ダン吉﹂でも︑四コマ・マンガ

むかしは︑↓︑ンガといえば﹁のらくろ﹂

び場をもっていません︒

する母親のために︑勉強をしいられて︑子

いがねらいでしたから︑中学生になると︑

リフ︶が︑ふんだんにかこまれ︑風刺や笑

﹁ギャング時代﹂といわれるあそびざか

ども本来の欲望を発散させることができな
子どもたちは︑親の言う通りに勉強はし

た︒

マンガを卒業してしまう子どもが普通でし

いでいます︒

ていますが︑一面では︑この強制に反発す

るさまざまな人間やロボットなどのからゑ

最近の↓︑ンガは︑主題が事件で︑登場す

また︑親の監視や家庭のきずなからのが

る野生的なものがひそんでいます︒

静止した絵に動きをもたせ︑迫真力を出

なっています︒

すために︑視覚的に可能な︑あらゆる方法

あう複雑な物語りで︑長編小説的なものに
もっています︒この潜在的欲求不満やエネ

が用いられるようになりました︒たとえば

れて仲間と徒党を組んで反社会的︑反道徳

ルギーを仲間あそびの中で発散させること

的なものをやって染たいというあこがれを

がでると︑反社会的なものが心理的に解消

クローズアップなど︑映画的手法を取り入
ところが︑現代の子どもたちは︑こうし

されます︒

は︑その代表的なものです︒そのほか︑宇

アトム﹂﹁赤胴鈴之助﹂﹁月光仮面﹂など

を︑マンガやテレビに向けています︒それ

宙もの︑忍者もの︑戦記もの︑スポーツ︑

れて︑スリルやスピードをねらった﹁鉄腕

ですから︑マンガやテレビの活劇やスポー

動物など種類も多くなって︑少年小説の代

たあそびができないため︑満たされない心

ツの試合などは︑あそびの代償ということ

ハＯ
守土

︑●ノ

／１

あるいは代償的に満足させられることが魅

同一化現象によって︑欲求不満を一時的に

着して﹁同一化﹂されてしまいます︒この

絵の進行とともに︑主人公の心の動きと密

定することなく動いているために︑読者は

これらのマンガは︑いずれも︑視点が固

うになったことは︑最近の特徴です︒

も︑生徒たちの創作マンガがのせられるよ

なかよくできています︒どこの学校新聞に

純なギャグによる笑いをもり上げて︑なか

四コマのものなど︑きれいに彩色して︑単

こともすきになります︒ひとコマのもの︑

になると︑マンガを読むだけでなく︑描く

でいる﹂と言っています︒また︑中・高生

生は﹁勉強のつかのまのいこいとして読ん

たか︒それはどんなところか？﹂というよ

まらなかったか︑いやなかんじはしなかっ

﹁どんなところがおもしろかったか︑つ

話しあいを持っていただきたいものです︒

そして︑学校では読んだマンガについて

学級文庫や学校図書館にたくさん置いて︑

ればなりません︒学校でもよいマンガ本を

マンガについては︑学校とも協力しなけ

わりとなったきらいがあります︒

力となっています︒それですから︑雑誌だ

つ紙しあっていますと︑自然に子どもたち

うなことを︑一︑二年生の頃から︑少しず

貸し出しをする必要があります︒

けでなく︑新書版マンガ本﹁ダイヤモンド

現代の子どもは︑週刊誌︑月刊︑単行本

は︑明るい健康なものを読み︑戦争↓︑ンガ

２マンガの読ませ方
それに新聞やテレビのマンガに︑いやでも

のゆがみなども直すことができます︒する

・コミックス﹂﹁ホリデー新書﹂﹁コン・ハ

に伸びています︒これは﹁マンガは︑子ど

こうしたものにとりまかれています︒巨大

マンガをさけるようになります︒

と子どもなりに︑批判の日が育って︑俗悪

クト・コミックス﹂などの売れゆきが急速
もの読拳もの﹂という時代はすぎて︑高校

なマスコミに子どもたちの日をふさぐこと

それにしても︑はじめがきわめて大切で

生や大学生あるいは︑おとなも読むように

このような社会的環境の中で︑子どもに

は︑もはやできなくなっていますｏ

たいていは二ｌ三歳頃で︑絵がわかり︑こ

す︒子どもマンガの入門期は︑どこの子も

になったときに︑マンガのツキダシ︵怪物

したがって︑独立的色彩の強い白土三平

マンガを禁止することはできません︒現代

なったからです︒

のマンガ﹁忍者武芸帳﹂﹁サスヶ﹂﹁カム

の子どもには︑マンガが生活の中に深くし
︒むしろ﹁マンガを読みたければ︑読みな

で︑文字にしたもの︶をたどたどしく読ん

や人間がしゃべったことばを︑線でかこん

とばをおぼえ︑文字をそろそろ読めるよう

イ外伝﹂﹁真田剣法﹂などが︑テレビで放

承こんでいるからです︒

さい﹂と︑子どもの欲求を満たしてやるこ

います︒マンガは︑活字・映像それぞれの

映されると︑おとなたちもよろこんで見て
文化にわたりあいながら︑しかも︑個性を

でよろこび︑ママや︒︿︒︿にきかせることが

店先や学校のゆきかえりには読まないこと︑

むよろこびを味わせると︑興味をもって︑

あります︒そのとき︑ママのかいぞいで読

とです︒また﹁読んでもよいが︑書物やの

る﹂と︑約束することが大切なことです︒

そして勉強の時間とはっきりけじめをつけ

す︒

子どもたちは︑マンガを理くつぬきでお

もった﹁第三の文化﹂ということができま

もしろいと言って読んでいます︒中・高校

﹃Ｉエ

ワー
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しだいにひとりで読むことができるように

足させることはできますが︑必ずしも心理

少年期特有の野生的な欲望を一時的に満

的成長にあっているとはいえないのです︒

五歳になると︑経験も積み

るとしだいに主観的感情生活から︑客観的

好奇心や想像力も豊かになってきます︒す

子どもが四

生活へ移行し︑外界に対する関心もでき︑

されて︑反社会的︑反道徳的な内容もけっ

それに︑売らんかなの商業主義にわざわい

なります︒

こわいものみたさの心理から︑怪獣や冒険

ども︑すべてそれに興味を持ちはじめの︑

絵の好きな子ども︑音楽のじょうずな子
いわゆる入門期のみちびき方がよいと︑す

それですから︑子どもたちの心情を開拓

ります︒

して︑少なくないことに注意する必要があ

ものに興味を示すようになります︒

らに知的好奇心や空想力もいちだんと成長

していくために︑マンガと同時に︑いい文

子どもは︑ほったらかしのままでは︑ど
んな才能でも伸びることができません︒小

学に親し糸を感じさせることや︑伝記ある

小学生になると︑生活領域が拡大し︑さ

ぐれた才能をもつようになります︒

さなことでも︑毎日まいにち生活の中で積

ろこびます︒

どで︑学習にもちからがはいりますが︑科

六年は︑知識時代といわれるほ
この年代はまた︑自己中心から外に目が

学読み物や文学書にも心がかたむくときで

小学五

とです︒

いは科学の読み物の指導をおこたらないこ

してきて︑活劇もの科学マンガの初歩をよ
四年のいわゆる少年期は︑マンガを

時間をかけないで読みこなせる力や直観力

三

象かさねられた知識や経験が︑やがて能力
さて︑この年頃のためのマンガは︑擬人

となって成長します︒

化された小さな動物を主人公にしたものが

り友だちの交際もさかんになんてきます︒

向き︑生活の行動半経がいちじるしく広が

も︑めだって成長します︒

しろくおかしく描かれていますから︑その

す︒マンガはそのあい間に︑気分をかえる

多く︑それらのかわいらしい動物が︑おも
絵に誘われて︑子どもたちは興味をもって

気持になって読み︑三

ンガを読皐熱中するのでしたら︑注意しな

もし︑この年代になっても︑さかんにマ

す︒

った耽溺型は︑なくなってくるのが普通で

四年頃のように時

間を忘れ︑食事を忘れてむさぼり読むとい

きます︒

の他マンガなどの話題が出てきますから︑

また友人間と本の貸し借りや︑テレビやそ

間入りができない心配があります︒

それらを見たり読んだりしていないと︑仲

画面のくみたてが単純で︑動きも具体的
なもので︑いわば一種の﹁絵ぱなし﹂的な

しかし︑少年マンガは︑冒険や活劇︑科

ものが︑幼児マンガの特徴です︒

このとき︑マンガを仲だちにして︑母と

ン︑宇宙人などの内容が︑種類も多く複雑

学マンガから忍者︑ロボット︑スーパーマ

りにも勉強をしいられているか︑あるいは

ければなりません︒これは塾などで︑あま

ちにしつけや性格形成にもよい影響をあた

になっており︑興味本位で低俗なものが多

子のコミュニケーションができ︑自然のう
えますから︑一石二鳥という一﹂とになりま

いので︑注意しなけれ︑ばなりません︒

家庭環境の影響で︑おちつきを失っている

す︒
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かのいずれかに原因があります︒これらの

残忍性が強く︑しかも勝者であるスー︒︿−

すことが平気なもの︑あるいは︑加虐性︑

る上品な笑いを失って︑ストーリーだけを

手塚治虫も﹁現在︑いわゆる児童マンガ

マンガの生命であるユーモアや風刺によ

原因をみきわめて︑対処することが大切で

売り物にしているのはさけることです︒

と称しているものの大部分は︑物語りを絵

くようなものはよくないのです︒

マンが︑子どもの英雄崇拝心などと結びつ

す︒

いわゆる俗悪マンガに共通する点は︑上

マンガは︑子どものおやつのようなもの
ですから︑どの年代でも︑ある程度は読ま

のである︒：⁝・⁝作家は乱造され︑未熟な

におきかえただけの︑きわめて変則的なも

なげいています︒

技術で大量生産を余儀なくされている﹂と

て強調すること︶された絵で︑子どもの好
奇心のみにとらわれ︑わる者を思いきりに

述のほか︑マンガ的にデフォルメ︵ゆがめ

くらしく︑意地のわるい人間を思いきりわ

よいマンガは︑詩や音楽︑浪劇などと同

４よいマンガの条件

せてよいのです︒それを﹁いつもマンガば

のわが子をあざけるのはよくありません︒

まだマンガを読んでいるのか﹂と︑中学生

るくして︑目をそむけるように︑オーバー

かり見ている﹂と叱り﹁子どものように︑

むしろ親も一緒に読んで︑話しあうような

さて︑マンガを子どもの生活から︑きり

アがまずしいため︑思いつきの発想をもと

家の教養が低く︑見識が乏しいと︑アイデ

問題は︑マンガ家の人間性です︒マンガ

性があるので︑一枚ものの絵では︑表現で

タクルを構成の骨ぐみとし︑連続性と要約

った芸術です︒スリル・スピード・ス︒ヘク

情操を高めることのできる独自の形式をも

じように︑子どもたちの情緒を豊かにし︑

放すことができないとすれば︑どんなマン

にして︑奇抜な行動や︑セリフのやりとり

ます︒

な表現をしていることをあげることができ

ガがよいか︑悪いかの見分け方や選択眼を

３マンガの見分け方

ゆとりをもっていただきたいものです︒

もっていなければなりません︒

子どもにわかりやすく︑魅力のあるこ

①明るい笑いとユーモアにみちていて

でしょうか︒

さて︑よいマンガの条件は︑どんなもの

す︒

あたえ︑正しい判断力を養うことができま

のしい笑いとユーモア︑そして美しい夢を

それですから︑マンガは子どもたちのた

きない動きや変化がみられます︒

ス︒ヘクタクル︵活劇︶で︑カバーしようと

おそまつな内容を︑スリル・スピード・

たすことができない現状です︒

すぐれたマンガ家だけでは︑その需要を満

る多くのマンガが出版されていますから︑

週刊誌︑月刊雑誌︑単行本と︑ありあま

のがあります︒

で︑子どもの爆笑をねらっている低俗なも

よい習慣や制度を︑わけもなく否定して
いるものや︑歴史をまげて解釈するもの︑

ものはよくありません︒

あるいは戦争を肯定し︑平和を乱すような
さらに︑人間性が疎害され︑いのちを軽
んじ︑人権をかえりみないで︑子どもの夢

する傾向のものが少なくありません︒

やよろこびを失っている低俗なマンガはさ
だり︑ピストルで射ちあいをして︑人を殺

けることです︒たとえば︑忍者の首がとん
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込

Ｌ﹂Ｏ

それですから﹁虫プロ﹂マンガ映画は︑

実です︒しかし︑先にも述べましたように

思考力を育てるには適していないことは事

ょうに努力をすることなしに読めますから

アメリカにも輸出されて好評を得ておりま

なずけます︒

て︑その時代の風刺が自然に︑さりげ

小さい時に母と子が一緒に読んで︑話しあ

②性格や個性が︑はっきり描かれてい

す︒

す︒彼の作品には︑世界へ︑宇宙へのユー

撰組﹂など︑どのマンガもよくできていま

す︒

像や空想を描くところに︑ねうちがありま

把握力をはたらかせますので︑そこから想

それでも︑マンガは︑絵による直観的な

す︒

いをすれば︑この欠点を補うことができま

トピア的夢があります︒しかも︑彼独特の

子どもが目を輝かし︑胸をおどらせ︑時

ことができます︒

はたらきは︑マンガの持つ独だん場と言う

一化されて︑追いかける子どもの想像力の

リアルなストリーを︑絵の中の人物と同

手法で︑映画的流動感をたくみにおりこん

﹁ジャングル大帝﹂﹁ロックの冒険記﹂﹁新

アトムだけでなく︑手塚治虫のものは︑

なくにじ桑出ていること︒

正義︑勇気あるいは︑真実に対する共

⑥読んでいるうちに︑そう快な冒険︑
鳴と感動が︑よび起されるもの︒

④空想や幻想が豊かで︑子どもに夢を
もたせるような作品︒

⑤ストリートマンガでは︑文学的にお
いのあること︒

で︑来るべき人生への理想や夢を描いてい

田じろう﹁ひやくしよう九ちゃん﹂横山隆

このほか︑河原淳﹁ちびっ子探偵国﹂太

ます︒

に補うことができ︑子ども文化の有力な媒

﹁宇宙少年トンダー﹂長新太郎﹁ベタベタ

よいマンガは︑書物とは異質の栄養を心

などをあげることができます︒

す︒たとえば︑手塚治虫の﹁鉄腕アトム﹂

体としてのすばらしい可能性をもっていま

アトムのように︑子どもの空想や想像をほ

間も食事も忘れて読み耽るマンガは︑鉄腕
ブンブンおおさわぎ﹂和田誠﹁ぬすまれた

しいままにする間︵ま︶を残してあること

月﹂などは︑すぐれてよいマンガです︒

がわかります︒すぐれたマンガ家は︑この

ような子どもの心理をよくつかんで描いて

いることは︑みなさんご承知の通りです︒

５マンガと読書

います︒

の基本的操作を必要とします︒これらの訓

このことばというものは抽象的なものです

もともと︑思考は分析︑総合︑比較など

育てないといわれます︒

ところで︑マンガは︑子どもの思考力を

クラミンが英訳して出しています︒

﹁ぬすまれた月﹂を︑英国の大出版社マ

の画面は︑モダンで清潔で︑整とんされて

せんＯ

おり︑戦争場面でも︑残酷性はうけていま
この少年は︑天使のような純粋さをもっ
ています︒そのうえ︑正義のために勇気を
しさがなく︑愛くるしく︑あたたかみがみ

力となって生まれてきます︒マンガはこの

練によって︑考えることが︑問題解決の能

もって活躍していますが︑その表情にけわ
なぎっています︒子どもたちだけでなく︑

さて︑読翠物はことばによって︑できて

われわれおとなにもファンの多い理由がう
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三歳頃に母と子が︑

一︑ンガをともに見て︑それを話しあって読

それですから︑二

書入門の動機づけとすることは︑きわめて

︐ｌジをつくり出すことができるのです︒

のちにくわしく説明しますが︑文字や文

大切なことです︒四

三歳の

章を読まなければ読書にはなりません︒そ

統けますと︑知らず知らずのうちに︑子ど

から︑まだ思考力の発達しない二

の意志と意欲によって︑成り立つのですか

して読書は︑考える力をもとに︑みずから

子どもに︑絵のない本をいきなり読ませよ
マンガは絵がたくさんあって︑これを見

話などに親し象をもつように成長します︒

もなりの批評眼も育って︑やがて絵本や童

︵東京都会員東教大付属坂戸高教頭︶

五歳頃でも︑これを

ることで︑子どもは具体的なイメージを育

ら︑常に努力を必要とします︒努力して自

うとしても無理なことです︒

て︑抽象的なことぱによる本の理解ができ

分のものになってこそ︑はじめて読書のよ

それですから︑マンガは知的な内容が︑

歳時記のうえでは五月上旬は立夏にはい

月にはいり︑シャクヤクなどとともに咲き

咲きますが︑中咲き︑晩咲きのボタンは五

くれます︒早咲きのボタンは四月下旬から

五六月をかざる花

ろこびがわいてきます︒

ます︒

短時間にわかり︑子どもの読書生活を促進
また︑ことばからイメージを浮べる能力

るので初夏ということになりますが︑八十

渡部

八夜の別れ霜とよばれるように︑まだ朝晩

公園や庭園には︑ふじ︵藤︶が咲き︑人

は乱れず︒一花ごとの花保ちが長く︑美し

します︒五月暗の好天に恵まれるほどに花
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するてだてとなります︒

を発達させる役割をも持っています︒たと
﹁きみはぼくで︑ぼくはき承だ﹂という会

えば﹁鉄腕アトム﹂のからだが二つになり

横山光輝の﹁鉄人記号﹂は︑主人公のロ

独自の美しさを発揮します︒

話の場面など︑イメージによる抽象を育て

ボットで︑これを使う人間との関係を︑具

の冷えこゑは残りますので気候的には晩春

はじめ︑春咲きの宿根草類は四月に続き︑

ていると考えられます︒

体的な絵によって︑ことばが理解され︑善

の候であります︒しかし︑若葉が日ごとに

生育が最も旺盛になり︑開花もピークに達

為の憩の場になり︑さらにバラやツッジな

秋まき草花の︒ハンジーやデージーなどを

と悪の矛盾した結びつきが︑おもしろさの

快適な季節です︒

緑して︑下旬にはいると一年中でもっとも

れがたとえ︑フキダシであっても︑絵はこ

どがつぎつぎに咲き︑季節感を満喫させて

く楽しめますが︑梅雨の入りの早い年は五
ることになり︑やがてことばが読者のイメ

とばの理解をたすけ︑ことばは絵をたすけ

このように︑絵と調和したことばは︑そ

中でわかってきます︒

弘

月中下旬ころから長雨の被害をうけること
バラは北半球に広く自生し︑栽培の歴史

のものでは︑フロリバンダとか︿イブリッ

Ｔ︶が大部分を占めています︒中輪・小輪

花では︑大輪としてハイブリットＴ︵Ｈ

す︒

がくるまで長期間花を楽しむことができま

しぼんだ花をそのままにしておくと病気が

は古代エジプト時代からはじまり︑西洋史

があります︒草花が倒伏したままの状態や
まん延したり︑花だんとしての美観をひど

の流れと平行して発達してきたものといわ

トポリアンサといったものが中心です︒つ

れています︒現在は家庭の趣味栽培をはじ

⑩バラの性質バラは暖地や温室栽培

るバラはそう性バラの枝がわりでできた種

では︑冬でも葉はついたままで︑しかも四

め︑公園の花だん栽培︑そして営利用の切

ています︒それで︑栽培の消長はその国の

季咲のバラは温度条件さえよければ新しい

ます︒

花栽培のバロメーターにもなっています︒

枝にいつも花が咲きます︒しかし︑暖地を

ズ︵ＣＬ︶とよばれています︒

ランジア︑バラなどを中心に︑各種の観葉

バラがこのように世界の人為に好まれる

除いては冬の間は落葉します︒冬の間冬眠

類が中心になっていて︑クライミングロー

植物が出まわります︒なお︑一般家庭で栽

のは︑花型・花色に変化があり香りも高い

していた樹は︑春になって芽の活動がはじ

のきびしいシベリアや北米にも広く分布し

五月に咲

などがあげられます︒そして昔から自生す

まるのは三月ころで︑暖かい地方では四月

花︑鉢物栽培に︑栽培の北限はかなり寒さ

んだ花芽をたいせつに保護し︑咲きはじめ

く種類がほとんどですから︑春先きに膨ら

る原種間の交配から多くの品種が作り出さ

下旬から咲きはじめます︒温度についてい

室内の鉢花としては︑グロキシニア︑ベ

たら強い風や日射をさけて︑室内で管理す

れ︑人々の審美観を︑栽培という一種の創

培されているサボテン類は︑四

ると短命のサボテンの花でも︑結構楽しむ

花が候補に浮かび花ざかりの五六月は選択

たが︑以上に述べました以外にも多くの名

りあげようかと︑いろいろ検討してみまし

咲き・二季咲・一季咲などにも分けられま

バラとがあります︒また︑それぞれに四季

バラと︑垣根やアーチに用いるつる︵蔓︶

花だんや切花栽培に用いるそう性︵叢性︶

バラの系統を大きく分けますと︑一般に

をあげることができます︒

せん︒水分はいくぶん多いほうがよい成績

肥料もちがよく︑乾きすぎる心配もありま

です︒軽い土よりはやや粘土質の重い土が

れます︒

造を通して満足させてくれるからとも思わ

に迷ってしまいました︒しかし︑世界的に

す︒つるバラはほとんどが一季咲ですが︑

季節を代表する花として︑どの種類をと

名実ともに広く栽培されているものとして

そう性尋くうの多くは四季咲ですから︑寒さ

バラの性質でたいせつなのは︑土の好み

みてよいでしょう︒

ての寒冷期を除けば︑生育に適した温度と

グロキシニアを選んでゑました︒

えば︑夏の暑い時期と晩秋から早春にかけ

日数が長くなります︒

ゴニア類︑フクシア︑カラジウム︑ハイド

り︑終った花や枯葉などを除く必要があり

ラ

くくずしてしまいます︒早目に支えをした

ﾉベ

花だん用としてはバラを︑鉢花用としては
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、

バラの寿命を長く保つには︑さし木苗よ

が丸坊主にされて︑樹勢をひどく弱らせて

といって油断していると︑いつのまにか樹

春に植えた新苗は︑ときどき追肥して大

きく育てるようにします︒小さいうちから

雷をつけるので︑これを咲かせたいのが人

情ですが︑咲かせ為と生育が衰えますから

りもつぎ木苗を植えることがたいせつです︒

四季咲頴ハラは︑花が終っても二番︑三番

しまいます︒

とえ咲かせても︑花を見たらすぐ摘むこと

思いきりよく摘染取ることが必要です︒た

カダニが発生するので︑フエンヵプトンや

て散布してください︒夏の早天続きではア

また樹勢をさらに強くするために︑牛糞・

ために︑速効性の液肥を与えてください︒

花の終った根株には︑疲れを回復させる

八つに裂けています︒花

生育に適した温度は︑日中二○

合色があります︒

二五度

の色は赤・桃・紫・白をはじめ︑多くの混

花びらの先が五

花をつけます︒花は筒型の漏斗状に咲き︑

ろうと

近年は枝分れのよい品種ができて︑多くの

で大きく︑茎は根元につまっていますが︑

ジル原産の球根植物で︑葉は対生し︑多肉

レプトカーパスなどと同じ仲間です︒ブラ

セントポーリア︵アフリカスミレ︶やスト

グロキシニアは︑イワタバコ科に属し︑

に鉢物の女王の名にふさわしい鉢花です︒

ビロード状の大柿花の調和も豪華で︑まさ

います︒ゆったりと広げた厚い大きな葉と

花として︑近年は需要がめざましく伸びて

グロキシニアは︑春から夏の代表的な鉢

二︑グロキシニア

です０

の花をつぎつぎにつけるため芽を伸ばしま

一般に改良された品種は︑根元が病気に弱
く短命ですから﹁ノイ等くう﹂を台木にした

つぎ木苗を用いて︑耐病性や根の老化を防

二枚つけて︑外向きの芽

す︒まず︑咲き終った枝は︑その都度︑茎
の上で切ります︒これを怠ると︑次の芽は

部の五枚葉を一

芽が伸びるにつれて︑アブラムシがつきや

で︑よい花が咲きません︒バラの咲く川は

花首のすぐ下から︑しかも細い芽が出るの

②開花前後の手入れの要点バラの新

ぐわけです︒

すいものです︒見つけしだいにマラソン乳

この作業を秋まで続けます︒

剤などを一︑五○○倍から二︑○○○倍に
薄めて防除します︒また︑順調に雷をつけ

しておくと︑細かい芽がたくさん出たり︑

つる・ハラは︑花の終ったあとそのままに

つけ︑芽先を枯らしたり︑その幼虫が葉を

部を二節ほど残して先端を切ります︒この

実を結んで樹勢が弱りますので︑花枝の埜

た幼弱な茎に今ハチが傷をつけて卵を産み

ス乳剤の一︑○○○倍液を散布して駆除し

とき︑昨年も花をつけた古枝は根元からか

喰いあらします︒これにはディプテレック

ます︒

根元から発生した太い枝は年内に充実して

新しく元気のよい芽を発生させます︒この

あるいは二○センチほど残して切り捨て︑

の発生が目立ちますので︑ダィセンやキャ

花が終り︑梅雨にはいるころから黒炭病
プクン剤を︑さらに通風がわるいとウドン

テデオンなどの殺ダニ剤を︑また︑コガネ

いて耕やしてやります︒

鶏糞・油粕・骨粉などを︑株のまわりにま

翌年りっぱな花をつけます︒

ムシやケムシには枇酸鉛やディプテレック

︑．病もでますから︑カーブセン乳剤を連続し

ス乳剤をかけてください︒花が終ったから
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Ｃ︑夜間一八

二○度Ｃくらいですが︑花

が咲きはじめてからは夜間一五度Ｃ以上を
保てば順調に咲き続けます︒一般の鉢花に
比べると︑高温性の植物ですが︑真夏のう
だるような高温のもとでは花の寿命が短か
くなります︒高温になるにつれて多量の水
せつです︒

湿を好みますから︑乾かさないことがたい
半日陰を好む植物ですから︑直射光線に
は当てないよう注意してください︒しかし
いくら半日陰を好むとはいえ︑暗い室内に

善・・・．︒●︲●・●︲鯵・惨︲●︑僻．・・鯵●鯵︲合．●︲．

●響●．︑．．．●．●

●●．︲鯵●●︲一

●４ね●●．．●●９・

●吋迦・●●⁝ｆ●︑．・・・令・・・●管●・●●．．●．︒●．●●．●噌鯵．●．︑幻●鯵●鞭●説●●．●●●も●令●●●

●と鯵●・●鯵●．ｆ●舎剣．︑︑．シ４９診１１３
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花が強い風にあうと︑しおれやすく花保

方に行うことが安全です︒

ちがひどくわるいものですから︑室外に出
したり︑強風のとき開放した窓辺におかな
いように注意してください︒真夏は冷しく
管理すると︑秋になって再び新しい葉を拡
げ︑多くの花を楽しむことができます︒

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

より一

Ｉ

支会だ

Ｉ

東部支会春季総会の記

東部支会春季総会と講演会を︑三月十六

日山田町新里保育園に開く︒午前十時半開

会︒伊藤支会長の挨拶︑石橋理事の会務報

告︑更に内山副会長司会の座談会で午前中

老人クーフブも加はり︑最近では珍らしい程

を終った︒午後一時半より講演会を開会︒

多．勢の聴講であった︒永嶋評議員の開会の

山副会長により︑教育勅語の捧読︑会祖要

辞︑鏑木老人クラブ連合会長の挨拶後︑内

表彰状

領の提読があり︑席上表彰状の贈呈をした︒

天性貞淑の栄質を備へ︑新里永島家に嫁し

永鴫豊貴下は貝塚の名門人見家に生れ

内助の功績顕著なり︒夙く夫君に死別せし

も︑家政を斉へて動ぜず︑良く子女訓育に

尽力すること長き歳月に渉る︒裳に現代世

表彰す︒

相に鑑み節婦の規範なり︒依て故に功績を

日本弘道会東部支会長伊藤武

昭和四十四年三月十六日
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長い期間おいたままでは︑つぎつぎに発生
するはずの善の数がしだいに減り︑やがて
は崎型の花や色あせた花になってしまいま
す︒それで︑日中はなるべく窓辺に移して
します︒

ガラス越しの弱い光を充分に当てるように
なお︑グロキシニアの栽培でとくにたい
せつなことは︑葉の温度が高いときに︑冷
たい水を葉の表面にかけることは絶対に避
けなければならないということです︒強い
光線をうけた葉は温度が高くなるので︑急
に冷却すると葉の組織がいたんで︑やがて
黄褐色の葉やけが起ります︒葉のほこりを
洗い流すときは︑できるだけ温度が低い朝

グロキシニア

講演は︑会祖西村茂樹先生と今日の諸問題の標題で︑渡辺正勇
︵主事︶先生が熱弁を振い︑片山清一︵理事︶先生は︑ヨーロッ︒︿

を旅行して見て︑の演題で︑我が国日本の品格の高い点︑信用度の
強く列国に比して遜色の無いことを力説されて︑多大の感銘を与え
の晩餐会となり︑座談に花を咲かせた︒会場当番の永島評議員︑高

た︒午後五時盛会裡に閉会︒それより︑席を椛屋に移し︑講師歓迎
木保育園長︑鏑木老人クラブ連合会長を始め︑会員の鏑木正義︑鏑
木恒︑石田喜平氏ら地元の方々の︑御協力と︑晩餐会に永島章司氏︑
林山田町長︑木内議長両氏から︑御芳志を寄せられたことを感謝す

る次第です︒︵東部支会報︶

春陽氏のご逝去を悼んで

石毛正衛

千葉県東部支会含貝として永年に亘り︑毎号歌壇俳壇に投稿

に六十八歳を以て永眠され五月号を最後として今後永久に同氏

されて居りました金杉茂穂氏が去る四月十二日心臓病により遂

の作品に接する事が出来ません︒絃に当地花月俳句会の悼句を

︵東部支会評議員︶

録し同氏の死去を悼みその冥福を祈り度いと存じます︒

部会長遠藤でう宅に於て︑三月二十三日午後一時より役員会を開

春淋し惜しまれながら散る桜胤光

春愁やまた一人鱈く花の友春村

悼亡

き︑東部支会理事石橋香峰より︑十六日講演された︑目白学園教授

麻績婦人部役員会

片山清一先生が要旨と︑教育勅語捧読の件等を聞く︒尚彼岸期故︑

み葬りのかなし落花の降りしきれ匡佐

旅と俳句愛し尽して花と逝くひろじ
︵おみ婦人部報告︶

いさをは永く郷を照らさむ進

花と共に逝きたる大人の数々の

惜しまれて花の盛りを老師逝く和

合せたる手にほろ／︑と落花哉春甫

春かなし落花の中を行く枢朝光

句を提げて行けよ冥途の一人旅隆弘
この春は花も淋しき思ひかな佐衛司

昨年物故幹事の秋葉まさ氏の墓参をして散会した︒
新入会員芳名
昭和四十三年七月以降

千葉県平山柳吉酒井久平多雨橋政夫多

多小川浩多多円藤章多

多堀江明雄タグ川上仁太郎ク

多石橋喜悦参参越川実参
参斎木善隆参参斎藤実多

ク高橋太重多多佐伯庄一姿
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入江相政選

つけていふ

られず

︑七十の月日に耐へて幸ひのうすき命を保ちきし我れ

同同

＠衰へてゆく我が命年ごとに手足なえきて腰も屈まる

同同

可同

＠起きふしに悩みもつ身となり果てて残る命の明日も知

同同

︑風邪ひきて四五日こやれば幼な孫死なず生きよと耳に

千葉県加藤巳之

V
‑
<
t
:
:
0
m
t
.
I

＠水鳥の柔毛の白く浮びゐて沼さむざむと沈む冬の日

川越市小名木狂辰

︑輸血受け働くまでに生き延びて吾れ献血の列に加はる

同菅谷喜一

同同

○茶を点つる道具見てをれば歌つくる道にかよへる心の
しづもり

同同

○理髪師の幼な子の顔剃る時の視線するどし手許すぱや
く

聞く

○昨日出せし蒜菜の相場いかにぞと有線放送声高くして

同菅谷義太郎

○干潟広田へだてて小森つづきけり天の橋立に似たりと
思ふ

同菅谷正舟

埼玉県相沢正直

○千葉県は香取郡なる干潟町の吾れに賜はれ歌のたより
を

○眼の手術せし後はうれしなにもかも染な美しくすべて

一
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弘道歌壇

見ゆれば

同鷲宮葛人

○勤務する時と言ひつつ冷え込みて寒きあしたを吾子は
出てゆく

同同

○成人式迎へし娘らは着飾りて晴着姿はぶな美しぎ

同同

○ブロック塀に改めにけりわが友もありし生垣みな抜き
取りて

千葉県恵田豊
○肌寒く筑波おろしは身にしめど利根の堤に若草は雨ゆ

富山市小川権四郎

入江相政

○作業中寒鮒汁をめぐまれぬ寒さしのぎのひとときにし
て

ほは

磯岩の大きうつるの根をはみてゆたにも寄せく春のうし

一

シ↑︸

髭

千葉県八代義昌

篠塚しげる選

評適確な写生がうれしい︒欲を言えば﹁山に囲まれ﹂より

＠鉄屑の山に囲まれ土筆伸ぶ

同加藤刀水

評孫をこよなく愛する祖父の気持︒

○長閑さや同じ雑誌を孫と読む

評百姓は多忙のうちにもまた楽しい期待もある︒

○百姓に日曜はなし水温む

ているＯ

評次代三代とつづいてゆく百姓の真骨頂がしかとうたわれ

○春立つや孫に教ゆる甘藷床

る一句︒

評実際に即した写生の如何に力強いものかがよくうかがえ

︑芝焼くや松の切口脂を吹く

弘道 俳 壇

ワ﹄

ワー

︑１ノ

／Ｉ︑

﹁山裾にして﹂の方が土筆らしい感じを伝える︒

○息つけば憩ひつ老いの畠打ち
ども一句の感じを引きしめる意味で﹁畠打つ﹂と名詞で結

評素直な叙し方を採る︒下五の﹁畠を打つ﹂でもよいけれ
んだ方が今へター︒

○藁しきて渡してくれぬ春の泥
評春泥の感じがちょっぴり出ている︒

言の葉も出ぬ寂しさや花に病む
素足にて風呂に春水汲糸入るる

同金杉茂穂

︑明暗の浮世に老いて置矩健
その境涯が遺憾なく詠まれている︒

評長い人生には明暗こもごも経験されたことと思われる︒

○百歳は必ずという頭巾かな
評﹁百歳までは必ず生くてふ頭巾被る﹂として採る︒

○治まれる世であれかしと年の豆
評この頃の若い世代には一寸理解の出来ない心境︒

同八木幹男

評上五から中七にかけての引きしまった叙法をうれしく思

︑陽の愛は無限路傍の草芽吹く
う︒新鮮な一句︒

○春行くや惜まれ終るテレビ劇

評中七の﹁惜まれ終る﹂といふ措辞を発見するために相当

の心労があったことと想像する︒

○古利根を拓く槌音葦芽吹く

ス︾Ｏ

評開拓ということの力強さが︑ひしひしと身に迫る思がす

○東風強き田よ営農の曲り角

チェーンソー

松江市白名遥を

評ちょっと考えすぎてぎこちない︒

春闘に烈しく吃る自動鋸

○頂上は雪きららかや湖岸ゆく

評何となく一幅の画図を見る如く美しく浄らかである︒

評文筆家のひたむきなる年月の尊さよ・

○うららかや︒ヘン走らせて幾十年

篠塚しげる

評旧任地をなつかしむ心持がよく出ている︒

○花ぐもり旧き任地の空ひろく

式場をかざす椿のはなやかに

春の鍬百年記念樹宮に植う

門出づる一歩旅めく確かな

更に燈かかげて余花の一伽藍
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績川羽生長七郎︵千葉︶

◎萩二動五等一賜二双光旭日章一有し感

○○○○○○○○○○○○○○
五十年前四教儀︒絶無二功績一笑二吾痴↓
○○○○○○○○○○○○○○
評日︒聖上嘉尚︒功絃可レ惇︒

豊岡 今 日 拝 二 嘉 呪 ↓ 不 ﹄ 畳 潜 然 感 涙 垂 ︒

︑︑︑︑︑︑︑

香城菅谷敏夫︵千葉︶

◎賀二鵜野霞軒翁八十八妻一

︑︑︑︑︑︑︑

壮時 公 務 致 二 匪 朗 ↓ 除 力 畢 ﹄ 詩 兼 二 画 風 一

米寿猶知自彊意︒江南今日仰二斯翁↓

○○○○○○○○○○○○○○

◎賀二蛍雪翠園竣功一芳洲新家孝︵津︶

評日︒自魁不息之一意︒蛾可レ見レ干し此・

文運隆昌元憧在︒東方遥見擢二朝廠一

○○○○○○○○○○○○○○
誰能 負 ﹄ 笈 啓 二 心 魂 一 蛍 雪 須 ﹄ 窮 修 畢 源 ．
○○○○○○○○○○○○○○

三好凌石選

◎寒夜︵分韻︶菱岐寺田英一郎︵東大阪︶

評日︒一二働志︒三四見文運之盛︒

聞諏二寒燈一讃二碧巌↓起移二孤楊一酒頻街．

○○○○○○○○○○○○○○

夜深憐看瓶梅影︒急娠聾中未﹄破﹄誠︒

○○○○○○○○○○○○○○

◎悼二久保田耕民賓伯一同

評日︒措辞雅醇︒韻致亦佳︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︒︑︑︑︑︑
酒脱言容毎蕃職．笑傾二萎酒一酔偏寛．
○○○○○○○○・○○○○○○

評日︒哀惜不し措︒痛恨難し堪︒

秀波栗原精夫︵横漬︶

病間毎見揮皇健．一去仙遊寂二書壇一
◎時事偶成

○○○００○○○○○○○○○

評日︒詩気豪宕︑狼籍之状︒寓得宛然︒

東大紛争似二泥沼↓危機鯛護見二荒速
○○○○○○○○○○○○○○
胡馬室逼焚書厄︒狼籍如﹄斯遺憾長︒

一畦小久保謙一︵横漬︶

◎榊奈川際弓道連盟廿周年記念賀錘書感

︑︑︑︑︑︑︑ｖ︑︑︑︑︑︑
弓道研攻二十年．同朋相曾此開錘．
○○○○○○○○○○○○○○

評日︒一談一笑︒可三以惇二瀧奥毛

一談一笑興無﹄志︒玄奥欣看世永俸︒

◎春日部事松堂中村築次︵逗子︶
○○○○○○○○○○○○○○
雨除山谷愛二吾臓記雲帯二晴光一日影野︒
○○○○○○○○○○○○○○

評日︒一結隠然自呪︒坐蝿し有二軒昂之痢象毛

微酔揮章殊有﹄趣．偏誇二頑健二心虚

粗宴酎歌堪﹄話吟別︒春帆壁﹄浪夕陽流︒

◎春江話し別静古中村静子︵逗子︶
迅︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
遠汀雨歌暮煙浮︒寓頃無﹄塵江水頭︒
○○○○○○○○○○○○○○

評日︒一結軽妙︒筆有二千鈎之力む
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I
弘道詩林

竹陰長尾宗次︵松江︶

◎賀二永生病院増築一賦レ此以贈

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

群雲雲蕊斐川頭．築屋仰看輪奥優︒
○○○○○○○○○○○○○○
信愛永生功盆大︒讃歌所誓幾千秋︒
評日︒永生一語︑最有二含蓄毛信愛之情自深︒

明日春江分﹄手去︒知君志業復実疑︒

◎春江話別錬石佐藤良蔵︵横漬︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
鵬程寓里向二天涯↓遠駕二雲涛一厘二壮姿↓
○○○○○○○○○○○○○Ｏ
◎謝下山口豊氏見壱贈二課述動人篇一

評日︒起筆清健︒結以二常套之証蝿亦得二新警や

雲石村田一雄︵横漬︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

俊秀超群溌二玉釜一一編詳述俗儒驚︒
○○○○○○○○○○○○○○
人間凡聖君休﹄道．大器元来是晩成．

注云聯有二天彰凌石之書一

楯間仰見詩人筆．只畳春光輝映来．

◎己酉元旦耕陽大塚規一︵千葉︶
○○○○○○○○○○○○○○
笑掛二一輪瓶裏梅一陶然先酌酒三杯︒
○○○○○０○○○○○○○○
評日︒起筆清淡︒結得流暢︒

◎己酉元旦梅漢勝田啓治︵千葉︶
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
仙齢九十志難﹄成︒桑梓悠悠遺二世情一
○○○○○○○○○○○○○○
評日︒筆極平淡︒一意極超詣︒

賞陸月吟吟花堪陸憶﹄誉．忘機日日送二除生↓

◎己酉元旦八代義昌︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
東風吹暖雪方融．黄烏一聾初旭紅︒
玉梅影動春光好．清香該郁草底中︒

○○○○○０○○○○○○○○

◎紳秘扉大塚耕陽

評日︒韻格清高︒雅調可レ調︒

△△△△△△△△△△△△△△
迩迩荘荘何所吟依︒瓢然忽向二大室一飛・
△△△△△△△△△△△△△△

◎歩二大空一︑同

直行九菖八千里輩先啓月宮榊秘扉︒

脚下明明開二月界一清陰隠見庚寒宮︒

△△△△△△△△△△△△△△
高飛何肯羨二征鴻↓人類今方歩二大室↓
△△△△△△△△△△△△△△

◎己酉三月十六日秀波書屋聯句

△△△△△△△
△△△△△△△
酒披二胸襟一酔陶陶︒秀波汗馬一鞭登揮﹄勢︒仲子
△△△△△△△
△△△△△△△
荘秒長江龍二春涛↓松堂残雪紛紛玉樹高︒錬石
△△△△△△△
△△△△△△△

◎賀二日吉氏新築一記し喜凌石寛

珊坐二山樫一揮二霜皇静古放眼天涯詩気豪．凌石

◎喜沓川氏新築賦此贈

築屋港南地︒軒宙結構新︒幽庭殊有し趣︒也好請書人

港西築﹄屋境妓新．花映二軒宙一瑞色均︒

◎勢未収瓢乎道人

歌舞知君奏二名曲一桃然陰陰憶動二梁塵↓

古来師道荒額極．正見諸生寓事休︒

△△△△△△△△△△△△△△
大畢紛争勢未収．甲論乙駁理難﹄猶︒
△△△△△△△△△△△△△△
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＊西村茂樹創立の修身学社集会︵﹁東京日日新聞﹂明一

五二一・一四︶

＊日本講道会︵﹁東京日日新聞﹂明一七・五・一九︶

＊西村茂樹文部省綿紺局長となる︵﹁自由の燈﹂明一七・
一○︶

九・一二︶

＊西村茂樹講道会設立の本旨を設く︵﹁朝野新聞﹂明一

＊西村茂樹先生西国道学纂論講義目標︵﹁日本弘道会叢

一・一○︶

伏見鋤之助西村先生ノ疑問二答フ︵﹁弘道会雑誌﹂一ノ六明二

一二・九︶

＊西村氏の日本の文学︵﹁東洋学会雑誌﹂二ノー○明

明二一・八︶

田中惟寅西村君質疑中第四条二答フ︵﹁弘道会雑誌﹂一ノ五

一・八︶

烏尾小弥太西村氏質疑の質疑︵﹁日本大家諭集﹂第一五号明二

五︶

烏尾得庵西村氏質疑の質疑︵﹁東洋哲学叢書﹂第一号明二一・

四︶

烏尾小弥太西村氏質疑の質疑︵﹁哲学会雑誌﹂二ノー五明一二・

二○・二︶

不鳴居士井上黙奉レ寄二泊翁西村先生一︵﹁弘道会雑誌﹂一ノー明

遜桝識獄鎧識口跡誠詠勢琴郵紺Ｊ一
著作・集
松平直亮﹃西村茂樹先生論説集﹄第一巻︵明二七・五日本弘
道会︶

伝記

本弘道会︶

西村茂樹﹃往事録﹄一冊︵﹃泊翁全書﹄第二刺明三八・七日
伏見鋤之助﹃西村泊翁先生年譜﹄一冊︵明四○・九非売品︶
日本弘道会﹃泊翁叢書﹄全二紺︵明四二・五・七日本弘道会︶
年部︶

高木八太郎﹃泊翁西村先生﹄一冊︵大二・三日本弘道会有志青
日本弘道会﹁日本弘道会四十年志﹄一冊︵大七・四日本弘道会︶

西村先生伝記締纂会﹃泊翁西村茂樹伝﹄二冊︵昭八・一日本弘
道会︶

海後宗臣﹃西村茂樹・杉浦重剛﹄一冊︵﹁日本教育家文庫﹂四四

昭二・一二北海出版社︶
吉田熊次﹃西村茂樹﹄一冊︵﹁日本教育先哲叢書﹂二○昭一七
・一○文教書院︶

二木慶西村茂樹︵昭和女子大学﹃近代文学研究叢書﹂第六巻

研究文献

昭三二・五昭和女子大学光葉会︶
＊三等侍講西村茂樹が認誘律新聞条例を非難す︵﹁評論

新聞﹂第四五号明八・二︶
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(上）

記﹂ニノ七明二四・七︶
鈴木弘恭西村茂樹君の文章論に就て︵佐藤寛編﹃日本文章論募﹄
・明二五・一︶

樋田魯一西村弘道会長の問に奉答す︵﹁日本弘道叢記﹂第七号
明二五・一一︶

岡崎三事弘道叢記第六号西村弘道会長ノ第一間二奉答ス︵﹁日
本弘道叢記﹂第一三号明二六・五︶

従者某西村弘道会を長三県紀行︵﹁日本弘道叢記﹂第二○号
明二六・一二︶

＊西村先生の徳育講義︵﹁日本弘道叢記﹂第二八号明
二七・八︶

＊徳学講義の出版︵﹁日本弘道叢記﹂第三四号明二八・
一一︶

人弘道叢記﹂第六号明二八・三︶

長崎たよ子西村弘道会長の戦捷後日本婦人の心得を読みて︵﹁婦

橋本孫一郎泊翁先生奉謝高撰︵﹁日本弘道叢記﹂第三九号明二
八・七︶

＊西村弘道会長︵﹁日本弘道叢記﹂第三九号明二八・七︶

＊西村会長の巡歴︵﹁日本弘道叢記﹂第四四号明二八・
一一一︶

＊宮中顧問官西村茂樹君︵﹁太陽﹂三ノー明三○・六︶

第六五号明三○・九︶

塩井敦会長西村茂樹大人に読みてまゐらす︵﹁日本弘道叢記﹂
岩村成允本会第二回総集会速記録中会長の談話を読所感を述ぶ
︵﹁日本弘道叢記﹂第六五号明三○・九︶

記﹂第八三号明三二・三︶

＊西村会長意見書を貴族院議員に贈らる︵﹁日本弘道叢

八六

八七号明三二・六

七︶

吉木竹次郎日本弘道会第三回総集会速記録︵﹁日本弘道叢記﹂第

＊西村茂樹宮中顧問官を辞す︵﹁時事﹂明三三・二︶

加藤弘之西村茂樹先生︵﹁日本弘道叢記﹂第九七号明三三・五︶

一︿︶

土屋弘西村泊翁先生伝︵﹁日本弘道叢記﹂第九八号明三三・

五・二︶

＊本誌改良の計画︵﹁日本弘道叢記﹂第一一八号明三

＊日本弘道会長文学博士西村茂樹君︵﹁教育界﹂一ノ六
明三五・四︶

＊西村茂樹氏の長逝︵﹁東京日日新聞﹂明三五・八・二○︶

＊西村会長の近状︵﹁日本弘道叢記﹂第一二四号明三
五・八︶

三五・九︶

＊西村茂樹先生略歴︵﹁日本弘道叢記﹂第一二五号明

＊会長西村先生の葬儀︵﹁日本弘道叢記﹂第一二五号
明三五・九︶

三五・一○︶

山田安栄泊翁先生行状小録︵﹁日本弘道叢記﹂第一二六号明

加藤弘之他故西村先生の吊辞詩歌︵﹁日本弘道叢記﹂第一二六号

明三五・一○︶

第五号明三五・一○︶

＊故西村茂樹氏の政治道徳に関する著書︵﹁朗行会叢誌﹂
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編集後記一

ｌ
中という西村先生椛想の適性調査の学級

を初めど寄稿の方々に深謝するとともに

◇さわやかな五月晴が続いて農家では一

各位にはご健康にご留意の上本誌の活用

段とご多忙のことと思います︒大浜さん

◇目下進展中の家永教科書検定裁判も大

を心からお願い申し上げます︒︵渡︶

力を加えるものと思われます︒

陛下から贈られました︒之は﹁清く美し

学問題同様注目の問題であります︒矢面

編成ともなれば国運進展の上に一層の威

く﹂と祈りをこめて宇野︑諸橋︑久松の

に立たれる村尾氏のお考えは一月号でお

新宮様のご称号が︑紀宮清子内親王と

本会関係の三博士が万葉集から選ばれ︑

読みの方もありましょう︒先の日本国民

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

げ︑ｐｐ１︑ゴザ︑洞〃１︑タケＬＢ〃凶︑野宇延刃〃８︑コザＬ刊〃１︐Ｊγ﹄Ｔ〃Ｉ︑タケ﹄了〃ざ︑４ケ︑可〃Ｉ︑型夕も司〆可︑出クＬＴ夕寸︑凸″昌包〃γ︑〃″︑

郷便番号一○一

電話皇室︶○○○九番
振替口座東京四三言番

銅錨掴日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山宇平

発行︲八

澗築椛

昭和四十四年五月一日発行

昭和四十四年四月二十五日印刷

弘道売価一冊金四十円

園︑毎画乃辱函■ご噴関哩県曲醒いり蓉恥ュ唾喰且ザＱＪＦ色＆伊負よ守ら貞守全ｊＦｅＪヴ色丑〃

和歌の選者入江侍従次長が勅使に立た

会議でこれが話題となりましたが︑この

翁訂

れ︑殊に西村先生は明治天皇の侍誰︑大

五月九日の会議で﹁教科書を守る会﹂が

■噂■Ｑで毎Ａ︑〃ＡＴ

正天皇のご教育係︑野口副会長が陛下の

強化される運びとなるようであります︒

毎匹竜〃４番々＆野

侍従など深いご縁の本会は心からご多幸

五回目を迎えます︒思えば軍官民二十万

各位には大いに国民的の世論を廃り上げ

んどが剛Ｉ川であったと言われます︒特

が一丸となって護国の鬼としての玉砕は

をお祈り申し上げる次第であります︒

殊学級や精薄学級の名はよく開きます

壮烈と言ったらよいのでしょうか︑悲痛

て頂きたいものであります︒

が︑入江氏の述べられるような英才児教

と言ったらよいのでしょうか︑今その辞

◇六月二十三日の沖細終戦記念日は二十

育について余り関心のないことは個人と

を見出せないほどであります︒目下施政

の知能指数をテストしたところそのほと

しても国としても一大損失ではないでし

権返還交渉を控えて論議は百出していま

◇東京子ども教育センターで幼児数百名

ょうか︒井深ソニー社長は痛くこの点に

て非常な期待がかけられているだけに︑

日米両国が深い理解によって世界史上空

すが︑今年は特に﹁沖細の年﹂と言われ

す︒子どもの日に当ってどしどし設置さ

前の美挙ともなるべき円満な妥結を念じ

たことは喜びに堪えぬところでありま
れますよう望むものでありますが︑これ

てやまぬものであります︒

留意されて昨年幼児開発協会を創立され

をさらに一歩進めて現にフランスで実施

ご挨拶Ｉ﹃大日本教育会雑誌全量複刻の主旨ｌ
弊店はさきに﹁文部省年表﹄の複刻を試承目下第三十年報ま
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
充実させ︑永続的な事業とすべく︑﹁近代日本教育資料叢書﹂
人物篇・史料篇の刊行を計画し︑監修者として︑石川謙︑大久
保利謙︑海後宗臣の権威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公
開出版を試詮ることに踏承きりました︒
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
しく待望されております﹃森有租全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来と象に各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑永︑﹃大日本教育会雑誌﹄の全号複刻を
実施することといたしました︒本資料は言うまでもなく︑数多
い教育雑誌中の白眉とも申すぺく︑とりわけわが国の近代教育
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

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
央︑地方の具体的な教育事情を記して時代の推移を余すなく伝
えてくれる好資料であります︒しかし︑遺憾ながら︑従来まで
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︑
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
りました︒弊店は今回その欠号を補って完全なものとし︑新資
料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個
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︒
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ろ
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象とり下さいまし
て︑今回の複刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒
昭和四十四年三月二十日
■■■
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