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第六十七回総会に当り御多用のところ御出席を感謝
創立以来九十三年西村先生を送って巳に六十七年此の
国の辿った道は波測に富むものでありました︒殊に始
は物心両面に深刻な打撃を残したようです︒にも拘ら
世界を瞳目せしめる経済的繁栄を見たことは望外の成
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を要望すると共に本会の使命とする国民道義の普及向上に力を致し以て
協力の実を挙げたいと思います︒民族の消長は東西歴史の証するところ
我が国の将来に対し憂慮を覚える今日切に会員各位の御自愛を祈ります︒
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方世相に瀧る道義感の低調又大学を始めとする教育界
却って不均衡不健全な感を禁じ得ません︒我々西村先
としては国家社会の進歩繁栄は健全な教学を内に包蔵

し生の果ずめ一致

きると信じます︒乃ち我々は先ず以て学校教育の権威の恢復秩序の確立

ての乱で二て｜￨￨：し

ヅ

認西村先生の予言と現代

ｌ平和国家の建設と自衛軍備Ｉ

一

前に︑先見の明をもって︑時代の動向を察知し︑あるべき

う︒いや今日でさえも︑西村先生は頑固な保守主義者であ

またそうした道をたどった人である︑といってもよいと思

西村泊翁先生は︑明治初期の啓蒙家の一人であったこと

正しい方向を提示する︑いわゆる予言者であったことが︑

のたどる運命であると言っても過言ではない︒西村先生も

それほど理解されていないようである︒西村先生がまだ文

力を重ねてきた西村先生であった︒その西村先生は︑世の

識訳し︑さらに﹁西国事物紀原﹂等の西洋文物の紹介に努

学び︑維新以降﹁万国史略﹂﹁西史年表﹂等の西洋史書を

しかし西村先生は︑明治以前において︑つとに英蘭語を

かな明治十九年に︑﹁日本道徳論﹂を論じたのも︑いずれ

学社︵日本弘道会の前身︶を創設したのも︑また鹿鳴館華や

大勢が文明開化を調歌している最中にあって︑道徳の重要

性を叫びはじめたのは︑決して単純なる復古思想に基づく

ると考えることができる︒

明開化の気風の盛んであった明治九年に︑早くも東京修身

るとばかり思い込んでいる人たちが少くない程である︒

を落すことさえありかねない︒これが︑むしろ真の予言者

る結果を招く︒いや場合によっては︑そのために自分の命

非難されたりすることはもちろん︑時には変人扱いをされ

えるため︑往之にして同時代の人たちから噸笑されたり︑

清

は︑一般に周知されているが︑同時にまた時代の到来する

西村先生の予言者的態度
Ｉその道徳論の由って立つ所Ｉ

山

も﹁先んじて一曇える﹂予言者的な姿勢から発したものであ

しかし予言者は︑一般人よりも先んじて物を見︑事を考
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片

二︑わが国は昔から武をもって国を建ててきたのであっ

いるものを損傷するようなことがあってはならない︒

て︑その武によって国が栄えてきたのである︒今日のよう

ものでなかったものと思われる︒むしろ前向きの姿勢で︑
日本の将来を予言していたのである︒このような考え方が︑

国の自衛防護のためだけに留めなくてはならない︒

を侵略するのは盗賊であ．る︒陸海軍の軍備はただただ日本

ることを国是としてはならない︑ということである︒他国

三︑しかし同時に注意しなくてはならないことは侵略す

るためには︑何よりも武徳を磨かねばならない︒

な弱肉強食の時代にあって国の権威をおとさないようにす

もっとも端的に現われているのは︑明治三十年九月に書か
れた﹁国家道徳論﹂の続編である

﹁国是﹂に示された予言
ｌ日本国憲法の精神に合致するｌ
﹁統国家道徳論﹂は︑わが国が日露戦争に勝利をおさめ︑

講和条約が結ばれ︑遼東半島や台湾が日本領となったが︑

四︑他国との交際すなわち外交は︑平和を主としておこ

なわれなくてはならない︒︵以下原文を引用する︶

一︑わが国は万世一系の天皇をいただいて二千五百余年

傷けないように努力しなくてはならない︒わが国は︑維新

て侮辱されるようなことがあれば︑兵力を用いても国威を

て他国に対して屈従してはならない︒もしも他国からあえ

（｡ノ

その直後︑独仏露の三国より遼東半島の還附につき干渉を
受け︑ついに涙をのんで清国に還附した直後に書かれたも

﹁今日世界の各国皆表面には平和を唱うれども︑内心には

かいしや

ぶべき所に非ず︒唯︑真正の平和を以て相交わり︑通商そ

どんぜいたくまし

いるように﹁臥薪嘗胆﹂を誓ったのであった︒いずれの日

のである︒この時の日本国民は︑今日も人口に膳炎されて

呑唾の欲を遅くせんとする者多し︑此の如きは決して学

にか︑これら三国と戦う日を考えて︑いよいよ軍備の充実
を促進せねばならないことを誓合ったのである︒

又他国の内事に干渉すべからず︒︵従前の朝鮮に対せる

の他の方法を以て相互の利益をなすべし︒

べき方向を﹁国是﹂という見出しの下に提示している︒全

からず︒

政策の如きは尤も誤れり︶又みだりに他の強国と連合すべ

このような情勢の中で︑西村先生は︑今後の日本の進む
文を引用する繁を避けるが︑内容を要約すると︑次の通り

にわたって動揺してこなかったことは︑歴史的に深い理由

以来︑支那や朝鮮のような弱国に対しては常に威丈高な姿

五︑本国は︑独立の実を全うしなければならない︒決し

があるからである︒今後︑西洋の政治︑経済︑法律︑教育

である︒

等を採用するのは結構なことであるが︑国の根本となって

／ の 、

勢をもって臨んだが︑欧米の諸強国に対しては往々卑屈の
態度で終始することが多かった︒これは結局︑政治を担当

他国の侵略に用いられてはならない︒

１︑軍備はただ自衛のために置かるべきであって︑決して

２︑他国の内政に干渉してはならない︒

そのため通商を主とすべきである︒

３︑外交は平和を主旨としておこなわれなくてはならないｏ

４︑強国との連合は慎まねばならない９

する人たちが欧米人を崇拝畏敬する心をもっているからで︑

であるが︑同時に独立国としての体面を失ったことも少く

そのために一時的には外交上の無事を図り得たことは明白
ない︒以後は︑深く注意して︑国家の恥をさらさないよう

５︑他国に対して屈従的な態度をとってはならないが︑ま

この五原則は︑そのまま七十年後の今日の日本にそのま

た威丈高になることも慎まねばならない︒

にしなければならない︒

西村先生は︑このような国是を示したのは︑わが国は明

まあてはめても︑少しも奇異な感じを与えない︒それどこ

日本国憲法は︑占領軍の圧力下において成立したために︑

ろか︑今後の日本の進むべき方向も︑この五原則によって

日本人の総意を盛りこんでいないと言われているが︑もし

のであると考えたからである︒文明開化とか︑富国強兵と

も西村先生が︑終戦後までご存命になって日本国憲法をご

治維新以来︑全く国是というものをもたずに今日に至った

いうよりも︑日本が日本であることを知らず︑日本人が日

国家としての碓乎たる方針を何ももってきていない︒こう

覧になれば︑﹁わたしの言っていた通りになったではない

先生はすぐれた予言者であったと言えないであろうか︒

本人であることを忘れてしまっている有様である︒文明は

明示されているのではないだろうか︒こういう点で︑西村

進歩し︑物が豊富になっても︑肝心の精神が死んでしまっ

か﹂と申されるであろう︒西村先生は︑あくまで日本は平

かのスローガンがかかげられたとしても︑実は西洋の真似

ている︒つまり﹁仏作って魂入れず﹂の文明である︒その

をしたり︑西洋人の歓心を買ったりしてきただけであって︑

ように考えた西村先生は︑上記の五つを国是として提示し

明治十九年来﹁日本道徳論﹂を講演された頃には︑西村

ことを念願されていたに違いない︒

の四つは︑明治三十年という時代にあっては︑まことにす

先生を頑固親爺と非難し︑また政治の方針を妨げるとそし

和国家として世界の中に独立独歩︑胸を張って進んで行く

ぐれた予言であったと言わざるを得ない︒これを箇条書に

られるような情勢であったらしい︒しかし明治二十七年ご

たものであるが︑第一の天皇制の問題はさておいても︑他

して示すと︑
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ろになると︑西村先生の予言の適中したことを碓め合う時

って出現したのである︒

個為人の道徳を示した西村先生は︑治国平天下の道徳を提

したがって﹁国家道徳論﹂の中には︑政治・経済・産業

示しなければならなかった︒それが︑﹁国家道徳論﹂とな

・軍事・外交・教育等の万般のことについて論ぜられてい

代になったのであろうか︑西村先生の﹁国家逆徳諭﹂の序
然るに今日︵明二七・三︶に至りては︑余が道徳論を読

る︒さらに明治三十年に出された﹁統国家道徳統諭﹂は︑

において︑次のように述べている︒

ゑて平凡なりとする者はあらん︒奇異なりとする者︑甚

について鋭い批判と意見が述べられている︒さきに掲げた

単に一般的な論述にとどまらず︑日清戦争後の日本の現実

だ少なからん︒噸笑する者は無きに非ざるべきも︑怒る
者は或は絶て無からん︒

ものではないかと考えられる︒

国是も︑日清戦争後の情勢に対する批判より考え出された

このような自信をもって︑上掲の国是を示したのであろ
う︒通常は︑三国干渉後は﹁日露の風雲︑日に急を告ぐ﹂

の軽んずべからざるを知らしめたることなれば︑邦人がこ

この戦争は︑古来未曾有の大勝利にして︑この一戦にょ５
りて日本の武名を世界にあげ欧米の諸強国をして日本帝国く

西村先生は︑ｎ済戦争を次のように見ておられた︒Ｊ

と書かれるような世の中で︑堂々と平和国家と宣言したこ
とは︑まことに﹁偉大なる勇気﹂に待たなければならなか
ったであろう︒

西村先生の予言の適確さ

また怪しむに足らざるなり︒しかれども此の戦勝がわが国

れにより意たかぶり気満ちて揚々得意の色を生じたるは︑

に如何なる結果を生じたるというに至りては︑未だ容易に

ｌ日清戦争勝利の悪影響に想到ｌ
このような考え方に到達された西村先生の思想の根底に

判定すべからざるものあり︒

として五つの利と五つの害とを記している︒

は︑道徳に対する強い信念があったからである︒いかに物
た国は亡びる﹂と固く信じておられたからである︒

質的な生活において豊かになったとしても︑﹁道徳を失っ

利益の方は一般に理解されている事柄にすぎないが︑損

害の方に︑次の二つのことが示されている︒

しかも西村先生の場合には︑道徳とは︑単に日本人の各
自のふみ行うべき修身斉家の道にとどまらず︑日本全休の

１︑国民に騎慢の心が生じ︑森修︑怠惰︑放逸に流れるもの
が多くなる︒

とるべき治国平天下の道を含んでいた︒すでに明治十九年
末には日本人の実践方途を示した﹁日本道徳論﹂を出して︑

一 . 4

２︑日本が支那を破ったことによって︑西洋人たちにいよ
いよ支那を軽んじる心を生ぜしめ︑そのため東洋の平
和が今後において危険になる︒

この第一の方は︑幸にして三国干渉という試練があった
ために喰い止められた︒もしも三国干渉がなかったとすれ
生は考えられた︒

ば︑日本は忽ち亡国の道をたどったに違いない︑と西村先
しかし第二の方は︑西村先生の予言が正しかった︒露の

の侵略がはじめられた︒こうした情勢の中で日本もまた戦

争への道を選びとって歩んで行ったのである︒西村先生は︑

そういうことをすばやく見抜いておられたからこそ︑日本
はなかろうか︒

は平和国家として独立の道を全くする国是を示されたので

そして西村先生の予言された通りに︑今日日本がその予

に偉大なる予言であったと言わざるを得ない︒

言後五十年を経てたどりついたのである︒これは︑まこと

LOノ

＊原文は泊翁叢書第一輯を参照されたい︒

ロ大学教育と︑それとまったく対照的である禅のやり方と

を︑ならべて考えてゑたいと思った︒短い文章で舌足らず

／ 穴 、

東清鉄道の利権掌握︵明二九︶︑ドイツの豚州湾占領︵明三○︶︑

︵理珊目白学州女子短大教授︶

光

露の関東州租借︵明三一︶︑フランスの広州湾租借︵明一三一︶︑

本

義和団の変勃発と連合軍の出兵︵明三三︶と相続いで中国へ

ｌ禅とわたくし！
山

は新聞社でつけてくれたもので︑禅の言葉である︒マスプ

と我と一体
地

先日︑同じ標題で毎Ｈ新聞の学芸棚に雑文を書いた︒題

大学紛争の実例

天

の感があったので︑補足して書くことにした︒

私の勤める東京教育大学は︑東大と同様︑学園紛争のた

目立つ学生暴力の現象耐にのゑ向けられがちであるが︑わ
のであるＯ

れわれ教官側にもおおいに反省しなければならぬ点がある

東京教育大学の場合は︑大学の在り方というような根本

め本年度の入学試験が実施できず︑社会に迷惑をかけた学
校の一つであるが︑ただ東大と違う点は︑教官と学生との

るかどうかという間迩にひっかかって数年にわたり紛争が

続くことになってしまった︒移転に対する賛否がひろく学

的問題に触れるまえに︑筑波山麓の研究学園都市に移転す

内で論議されるということもなく︑また公式に決定された

全学的話合いが一度も行なわれなかったということである︒

官が研究室にはいれないような事態もあった︒学生の言い

という事実もないのに︑大学当局は昨年六月十Ⅲ﹁教育大

キャンバスの違う駒場の農学部でも︑学生ストによって教
ぶんをきいてみると︑ストで講義がなくなっただけでは︑

学生は反対しているのである︒数授会や評議会は﹁規定に

先生たちは平気な顔をして好きな研究をやっていて︑学生

従って審議決定したことであり︑なんら手続上の誤りはな

に申し入れた︒一異而で移転雌行が推進されているといって

でもあるまいが︑二月末から四月新学期開始まで︑大学当

い﹂といって絶対にひこうとはしない︒甲は乙であり︑乙

学は条件つきで筑波に土地を希望する﹂という旨を文祁省

局は機動隊を導入して︑学生の構内立入りを禁止してしま

は丙である︒故に甲は丙であるというような調子で︑形式

の言うことに︑耳をかそうとはしてくれない︒そこで研究

った︒世間では一般に大学の態度はなまぬるい︑サッサと

〔イノ

室も封鎖するのだという︒まさか︑これに対する報復手段

警官を入れてしまえという声が多い︒大学が治外法権の場

れようとかまわないと思っているように見える︒形式論理

論理の三段論法を踏んでさえいれば︑どんな結果が招来さ

一点ばりではどうにもならぬ場合があることは︑昔から知

所でないことはもちろんである︒しかし︑何といっても︑

られているパラドクスを一つ二つ拾って考えてみてもわか

大学は研究︑教育の場であるという特別の性格をもってい
る︒学問の場でありながら︑論議をつくす努力をやらない

そうであるから飛矢は常に静止しているという論法である︒

ている︒次の瞬間もそうである︒どの瞬間をとってみても

弁がある︒ある瞬間を考えてみれば流矢もその点に止まっ

ることである︒飛んでいる矢は常に静止しているという詑

で簡単に国家権力機関の力を借りて︑簡圧的態度で臨むと
いうようなことは︑みずから教育者であることを放棄する
ことになる︒学生の暴力に対して︑単に力には力という態
になりかねない︒世間の批判は︑ついに表面的にいちばん

度にでることは︑ますます暴力をエスカレートさせること

／ 庁 、

点Ｍを通過しなければならぬ︒そのＭに達するにはＡＭの

生は相手にしてくれない︒はたしてそんなものであろうか︒

禅などは︑社会と関連のない自己満足だといって活動家学

がだいじだなどというところは禅に似ていると思ったが︑

徹底的に自己を否定するとか︑理論だけではだめで行動

中点Ｍを通らねばならぬ︒このようなことがいくらでもく

私は学生時代から親しんできた禅のやり方を︑あらためて

Ａ点を出発してＢ点に到達するためには︑その二点間の中

りかえされるからＡ点を出発してＢ点に到達することは永

２

久にできないというわけである︒迎動︑発展あるいは無限

考えなおしてみた︒

かえされて発展していくというわけである︒学生はまこつ

され︑これにまた﹁反﹂が対立してくるということがくり

がかえるとき︑ひなが殻からまさに出ようとする瞬間︑早

ぜんぜんやらない︒禅には嘩啄同時という言葉がある︒卵

いま教育という言葉を使ったがじつは教えるということは

室内における禅の教育は師弟一対一の真剣勝負である︒

禅のゆき方

というような考えがはいってくる場合には︑物事を固定的
に桑る形式論理のわく内では始末がつかないことがある︒

流動しつつある社会の問題を論ずるだんになるとやはり弁
証法はぐあいがいい論理である︒﹁正﹂に対する﹁反﹂︑矛

うから唯物弁一証法をふりかざして旧体制打破を叫んでいる︒

盾するこの両者の争いによって運動が起こり﹁合﹂に止揚

学生の意見をぜんぜん聴かないで︑旧体制の教授会だけで

ることである︒弟子が自分の力で解決するのを師匠は助け

すぎず遅すぎず︑機をはずさずに親鳥が殻をつっついてや

てやるだけである︒参禅にあたって︑老師︵師家︶の室︵隠

しても承知しようとはしない︒いわんや教授会のやること
に矛盾があったりすると︑学生に対する弁解もできなくな

きめたことなどは︑たとい論理的にすじがとおっていたと

り︑不信感はますます強くなる︒

︵にっしつ︶とかいう︒昭和三十六年︑九十六歳の高齢で

寮︶に一人一人参上して見解を呈することを独参とか入室

をきたえていくのだという考えを︑学生はもっているから︑
教官側が強くでればでるほど︑ますます反抗的になってい

交通が便利でなかった三島の奥から︑毎月七日間かならず

東京小石川の白山道場竜雲院へよく桑えた︒今Ｈのように

矛盾を含んだ権力の壁に打当り︑それによって自分自身

く︒自己を否定し︑止揚し︑かつ行動することによって自

出てきて下さって︑夕方の提唱︵講話︶のほか︑雪の朝も

遷化された三島竜沢寺の玄峰老師は︑戦災で焼けるまえの︑

己を高めていくのだといってまさに意気軒昂である︒
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嵐の夜も休みなく独参を聴いて下さった︒天候の悪い日な
ど︑われわれの仲間数名だけということもあった︒ふりか
ってみるとまったくもったいないような有難さである︒ふ
るえあがるような︑ある冬の朝のことであった︒老師は︑

入室した私の冷えた手をとって﹁こんなつめたい手をして
いるようではいかん︑体がホヵホヵあたたまってくるよう
な坐禅でなければだめじゃ﹂と言われた︒火の気のない隠
寮に端坐された七十歳に近い老師の︑肉づきのよいお手の
あたたかい感触が︑いまでも私の体に残っている︒知識を
表川からメッキするだけの教育でなく︑紅茶茶碗のなかの
スプーンが自然にあたたまってくるような教育が欲しい︒

弁証法がいくらすぐれた論理であろうとも︑論理で割り
だされた行動だけでは︑どうもかどが立つばかりで︑真の
平和はえられそうもない︒論理によって︑理性で︑対立の
うえにものを考えていく西欧思想では︑どうしても割りき
れないようなⅢ題がありそうである︒ちがごろ禅ブームな
どという言葉が聞かれるのも︑こんなところに原因がある
のではなかろうか︒

禅は自己の本性を︑耐理的に追求するのではなくて︑坐
禅をとおして体験的に自知しそれをⅢ常生活に生かしてい
く︒真の自分とは何であるかを知るのである︒といっても
ここでいう自分とは︑他のものと区別されそれに対立させ
られた自分ではない︒知るといっても知識ではない︒むこ

うに対象があって︑それを理性で考えるのなら︑明確な言

葉で説明することもできようが︑知ろうとする自分も知ら

れる自分も同一なのであるから︑言葉で説明できるわけは

唐の百丈和尚が︑人からたのまれて︑大潟山の住持とな

ない︒冷暖自知などと言われるゆえんである︒

るべき人を選んだときの話が︑耀倒浄瓶︵てきとうじんび

ん︶と題して無門関のなかに書いてある︒地上においた浄

瓶︵水指︶をまえに︑和尚は順序としてまず一番弟子の善

たら何というか﹂と︒それに対する答は﹁木片ということ

覚に試川した︒﹁これを浄瓶と呼んではいけないと言われ

いうわけで︑まことに論理的ではあるが︑禅では落第であ

はできません﹂ということであった︒甲は非甲にあらずと

る︒次に炊事係︵といっても︑禅寺では修行を積んだ人が

やる︶の霊祐にたずねて糸たところ︑ものも言わずに浄瓶

のちに潟山和尚と呼ばれ鴻仰宗の開祖とあおがれたのはこ

を蹴倒してしまった︒そこで彼が及第したというのである︒

い︒知識などにこうでいするのは禅の本旨ではない︒とい

の人である︒物の名などというものは抽象的概念にすぎな

って浄瓶をわざわざ打ちこわしてしまうようなことをやる

なさなくなり︑浄瓶であるというわけにもゆかぬ︒ここに

必要もない︒浄瓶をひっくりかえしてしまえば浄瓶の役は

概念や知識にとらわれることが否定され︑実際の行為を重

んずる禅の面目が現われている︒じつは︑こんなことを説
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明することもすでに理窟に落ちているので︑禅の専門家か
ら叱られるにきまっているのである︒

無辺衆生に和す

禅のほうに﹁天地と我と一体万物と我と同根﹂という
言葉があるが︑般若窟玄峰老師はこれが身︵ゑ︶について
いるという感じの方であった︒竜沢寺に︑結城素明画伯の
筆になる玄峰老師の大肖像画がある︒それに老師はみずか
ら賛をしておられるが﹁摩詞般若窟︑従来門戸無し︒Ｈ月
おのずから去来し︑無辺衆生に和す﹂とある︒まさにその
とおりであった︒

昭和三十三年︑丸善石油の和田社長夫妻が宝塚に﹁宇宙
の宮﹂を建てた︒特定の宗教に限るものでなく︑宇宙に承
ちた自己の生命の尊さに感謝する者がお参りするところで
あるという︒その建立式には高松宮妃をはじめ各界の有名
人がおおぜい招かれた︒その日のありさまを将棋の升田九
段が︑﹁人生の極意﹂と題して昭和三十六年の中央公論に
書いていた︒升田氏は︑礼拝する一人の老僧のうしろ姿を
見て︑思わず﹁生きている人間の名人だ﹂と叫んだが︑あ
とで聞いたらそれが玄峰老師であったということである︒

生きているというのは将棋の駒が生きているとか死んでい

るとかいうその生きているのだという︒

老師はよく﹁うしろ姿はかまえることができない﹂と言

っておられた︒まえ姿は︑取りつくろったり威儀を正した

りすることともできるが︑うしろ姿にはその人のそのまま

を与えたというのも﹁天地と我と一体﹂になりきっている

が現われるという意味である︒老師のうしろ姿が人に感銘

からであろう︒理窟で我と万物とがひと続きだというので

はなく︑真実天地と一体になっていられるのは︑すぐれた

禅者でないとなかなかできることではないが︑それでも坐

禅などを続けてやっていると︑自分が社会の一員であると

同時に社会は自己のものであるというふうになってくる︒

の学生たちを敵視することはできない︒こういう言葉を新

学生諸君は私たちを敵だという︒しかし私にはとても自分

した︒先生を敵だといったのは僕ですが云々﹂ということ

聞に書いたが︑それを読んだといって︑一人の学生活動家
が私のところへやってきた﹁先生にやられた！と思いま

であったか︑誰が言ったかなどということは︑私はとっく
に忘れてしまっていた︒

対立関係を作り出し︑闘争によってお互を高めていくの

が社会機構の土台であることも認められる︒だが反対に︑

も︑たしかに一つのやり方には違いない︒経済的生産関係

上部機構の一つである宗教その他の精神文化が下部機椛に

影響を及ぼすことも当然考えるべきであるｏこういう点を
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あまり強調すると︑やれ観念論者だイデオローグだなどと

現在のマスプロ教育の大学に︑禅のやり方をそのまま取

えるのも当然であろう︒

り入れることなど︑とてもできることではない︒しかし︑

言われてしまうが︑とにかく︑このことを無視するのはよ
くない︒﹁智に働けばかどが立つ︑情にさおさせば流され

めである︒そのまえに︑まず︑人と人との平等関係に立ち︑

から処罰などということばかりやかましく言っていてもだ

あたたかい血のかよった教育ということを念頭からはなさ

救帥と学生という差別の立場のみに固執して︑教育的見地

ないようにすることが︑このような仙相のなかにある教育

る︑意地をとおせば窮屈だ︑とかく人の世は住盈にくい﹂

を住承よくしていくことも︑あわせて考えたらよかろう︒

が立つようなことばかりやらないで︑別のやり方で人の世

者にとって︑蝦もたいせつなことではなかろうかと感じて

というのは激石の草枕の冒頭の文句だが︑智に働いてかど

禅の道なども人間性のある一つのゆき方ではなかろうか︒

１１

いる︒︵特別会員東京教育大学教授︶

無限に広がる知識のまえに立って︑理性で︑論理によっ

ＴＩ

てすべてを解決してゆこうと思へぱ︑自分というものがあ
ｌ︲

りとは紛争が九ヵ月以上続いてなお解決困難なときは︑文
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まりに小さく無力であるように感ぜられて︑人間疎外を覚

若者の反逆と新聞記者の眼

今回の﹁大学運営に側する臨時措世法﹂が成立するかど

相はその大学を停校にしそれでも解決のメドが立たないと

蕊蕊︾蕊蝉蕊蕊議

羽亮一

うかはわからない︒﹁廃案になるだろうというのが記者仲

きる﹂というところで︑そのほかの紛争校の管理運営改善︑

Jb角、

きは国立学校設置法改正などへ所要の措置を取ることがで

上
型

ている理念が︑きわめてさわやかにみえるのである︒さわ

､

間の観測である︒しかし︑私にはこの法案のさわりとなっ

：
4

文部大臣の勧告などには強制権をつけておらず︑倫理規定

ないことにたずさわる人の避けられない職業意識とみるの

者であって︑なおかつ行政手腕にも長じている人が当たる

が︑世界の通説である︒米国などでも大学の管理者には学

それがナゼ好きなのかを説明するためには︑まず政府原

のように扱われているにすぎない︒

おり︑②紛争校︑非紛争校に関係なく一様に文相諮問機関

ればならない違法行為を列挙して治安立法的色彩を盛って

案を批判しなければならない︒これは①退学処分にしなけ

独自に︑積極的にやるような雰囲気を作ろう﹂というもの

かねない︒これに対して政府案は﹁そういうことを大学が

くなっても︑結果は何もよいことがないということになり

要するに自民党のような発想では﹁六法全書﹂ばかり厚

という慣行という︒

と協議してきめた大学運営委を常置し︑副学長制を敷き︑

案への対案として自民党が強く主張していた管理運営強化

③学長候補の選衡もこの常置委にかけるなどというものだ

﹁政府が大学に対して為し得ることは大学を作ることと︑

つぶすことだけ︒あとの運営は大学にまかせるのが︑現憲

である︒すでに昨年夏のころ︑当時の斉藤正文部次官は︑

あっても管理運営の力はないのだから︑政府がかわって責

法下のたてまえである﹂と非公式にいっていたが︑それが

った︒善意に解釈すれば﹁大学教官には研究・教育の力は

おこらないだろうし︑かりにおこっても収拾できる﹂とい

任を持とう﹂というものであり︑﹁そうすれば大学紛争は

大学もある︒声明文は新聞社にもさかんに送られてくるも

とでた︒学生とともに反対の意志表示のためのストをする

一方︑法案が公表されてから各大学の反対声明はずい分

法案に示されたのである︒

しかし大学の理念︑体質や紛争の背景を考えて象ると︑

のだから︑ずい分と注意して承たが︑東大声明など例外も

う判断に基いているといえよう︒

この〃善意〃はどうなのだろうか︒どんな圧政下でも抵抗

あるが︑大部分は政府案の理念をよくとらえずに︑自民党

案のような発想への︑これまたおきまりの反体制理念的発

の条文を改めて大学関係の法律に書いたところで︑そのど
の条文にもあてはまらない破壊行為がかならず残るはずで

はおこるのだし︑﹁これこれの行為は退学にする﹂と刑事法

ある︒また大学人というのは外部から来た管理者に対して

の貧困にある﹂︒﹁大管法︵二十六年︑三十七年︶の再現に

反対する﹂︒﹁教官の強制休職のような学川・思想の弾圧措

想によるものが多かった︒﹁紛争の原因は過去の大学政策

う理由だけで反擁するのである︒あながちギルド意識とい

置に反対する﹂というような︑もっぱら〃保守保身〃にで

は︑その人が有能であるかどうかを問う前に︑部外者とい
うばかりでなく︑純粋な学問研究という一般管理社会には
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える﹂という戦後の〃便利〃な慣習は払拭されず︑﹁テメ

れていない︒﹁反体制イデオローグを保守的体質のまま唱

われはどんな方法で対処するか﹂という対策もあまり示さ

たものである︒そこには戦後の大学運営の反省も︑﹁われ

のであり︑また永久に物質だけを追求していては︑やがて

うかＯ物質的ゆたかさだけでは人間は幸わせになれないも

空戦︶へのおくれをとった轍を踏みかねないと誰がいえよ

サンチマンを大和・武蔵への情熱に昇華して︑近代戦︵航

ントン会議できまった戦艦保有比率﹁五・五・三﹂へのル

ゲバ棒・ヘルメット︒覆面という姿はもうまる一年以上

なるまい︒

はそれすらも失ないかねないことを︑今こそ考えなければ

ェラマンガダ﹂とゲバ学生から非難されていることは周知
の事実だが︑いまだにそこから脱しきれないようである︒

このように強硬論にも︑反対論にも戦後の日本社会をま

も見慣れたのだが︑いまだに私にはなじめない︒しかし最

ことに困ったものにしてしまった︑かみあわない﹁法律万

近彼等が育ってきた戦後社会を支配した︑以上三点に集約

てもなれないのである︒そして︑彼等が本当に古い﹁大学

能﹂と﹁反体制への安住﹂が強い︒さらに今回の法律には

の解体﹂を叫ぶなら︑﹁そういう大学をいったんとりこわ

される時代風刈を考えると︑青年だけにくむ気にはどうし

し︑生まれかえさせることも政治ではないか﹂と思いだし

としてあげたい︒大学紛争に対して経済人は﹁ＧＮＰ︵国
ているのに大学だけはどうしてあのザマなのか﹂と到底理

民総生産︶が世界第二位になるほど経済は高度成長をとげ

た矢先の立法案だった︒妙にさわやかに象えたのはそのた

直接関係ないが︑私はこれに﹁数字万能﹂を大きな剛胆点

いう人が﹁二十一世紀は日本の世紀﹂だなどとおだてるも

解できないような表情をよくする︒ハーマンヵーンなどと

めである︒

いる︒内ゲバ・フリーセックス・無銭飲食乗車⁝⁝とあげ

ゲバ学生に甘いようだが︑異常さには十分気がついては

のだから︑この大学紛争時代になっても︑経済専一主義を

ればきりはない︒あくまでストを主張していた一派が︑い

いささかも反省しない人は多いようである︒私とても戦後
っている︒そして焦土から生まれかわるためには︑故池田

の経済成長を日本人のすばらしい力の精華だと誇りには思

うのでは︑こちらが悲しくなってくる︒しかしそれが運動

ざ進級試験となれば競ってそれに応じる︵東大駒場︶とい

の本質だとは思えない︒﹁日大闘争の記録︒反逆の︑︑ハリヶ

ともある意味では当然と思っている︒

しかしいつまでも数字だけを強調していたのでは﹁昔軍

ート﹂という本に︑四歳のときから昔風の祖父に論語と剣

首相に代表されるように︑政治が経済成長を理念とするこ

隊・今経済﹂とならないかどうかかつての日本海軍がワシ

﹃ｌＬ
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いが﹂と問われて立往生した︒旧制中学四年︑十五歳のと

天皇を奉じて山中にたてこもろうという動きもないではな

本政府も同じようなことをしたら諸君はどうするか︒別に

のバドリオ内閣は皇帝を連れて連合軍に降伏したがもし日

燈火管制下に話を数人で聞く習慣だった私は︑﹁イタリヤ

早熟なため国家主義者といわれた歴史家の私宅で月に二晩

・朝日新聞夕刊︶︒私にも経験があるＯ昭和十九年秋︑やや

奈良本辰也氏が同じことを随想に書いていた︵六月十二日

程の手一記があり︑明治のころを考えていたら︑日本史家の

道をたたきこまれた学生が︑封鎖した校舎にたてこもる過

放置しておいてはたいへんであろう︒世の〃風〃はなんと

しかし︑それをよいことに﹁豊かな社会﹂が生んだ矛盾を

数は二万五千人といい︑武装もまだたいしたものではない︒

警察庁の推定によると反日共系学生諸団体の最大動員可能

なければならないし︑いまのところただせない数ではない︒

ものであろう︒といって生活・行動の領廃はただしてやら

られていても︑その時社会に﹁火ダネ﹂があれば燃え上る

応しやすい時期はかならずあり︑かりに﹁生き方﹂は教え

はない︒しかも人間の成長の過程で社会に対し鋭角的に反

続きを定めたものである︒共に﹁生き方﹂を教えるもので

機会も多いが︑明六社以来の思想の流れなど︑どなたか御

大学世相史をいま別に執筆中なので明治初期の記録を見る

日本弘道会への寄稿だからというわけでなく︑たまたま

か変えたいものである︒

飛行予科練習生︵予科練︶になっていた︒一人︵Ｔ︶は二

教示ねがえないだろうか︒明六社中︑最も対照的なのは福

その一年前すでに︑二人の小学校同級生は志願して甲種

きである︒

十年五月二十五日︑赤トンボ︵練習機︶を転用した特攻機

沢諭吉と加藤弘之である︒福沢は英学を得意とし︑﹁学者

風学風で︑官につかえ︑東京大学総長となった︒以後の東

で沖縄に散華し︑一人︵Ｆ︶は幸いにも奄美群島沖に不時

大︑特匡法学部のはたした役割はいうまでもない︒また福

着して生き残った︒最近Ｆに会うと﹁本当はこわかった︒

ゲー︑︿大学生どころか︑この春卒業式を妨害した高校生た

沢のまいた経済立国の花が本当に咲いたのは戦後社会その

は私立すべし﹂といい︑その塾﹁慶応﹂門下生は政情にも

ちも︑その当時の私たちよりは年長である︒しかも最近は

ものであろう︒しかしこの二人は共通して合理主義︑経済

影響されて︑民間経済をきり開いて行った︒加藤はドイツ

身体の発達もそのころより二︑三年は早まっているという︒

主義を追及していたのではなかったろうか︒二人に対し︑

でも使命感がこわさにうち勝っていた﹂と寂しそうに笑っ

戦後﹁平和と民主主義﹂を教育してきたとはいえ︑﹁平和﹂

ていた︒

は本来ははるかなる理想であり︑﹁民主主義﹂は政治の手
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佐久間象山に砲術を︑木村軍太郎に閲学を︑手塚律蔵に英

この国でも起こっていることだそれほど心配なことでもな

世界共通だ︒そういうことから起こるⅢ題は︑どこにでも

に増加して︑施設が間に合わない︑というようなところは

もちろん︑大人と若い者の考え方のちがい︑学生数が急

い︒世界共通の現象だ︒といっている人が多い︒

たのだろうか︒大きな転換期にさしかかっているともゑら

ある︒ところが︑日本の大学問題は︑外国のものと︑だい

や経済万能に抗して近代化した儒教道徳を強く求めて行っ

学を学び︑行政職の経験もある泊翁西村茂樹が︑なぜ法律

釧に行なわれなければならないように思えるのである︒

告を読んだら︑﹁大学問題なら︑あらゆるものを取扱って

スマンの書いた﹁大学革命﹂という原著の訳本がある︒広

最近︑日本で出版された本に︑アメリカの社会学者リー

ぶんちがうのではないか︒

れる現在︑このテーマの追及は決して回顧趣味でなく︑真
︵特別会員日本経済新聞編集委員︶

道徳の復興︵十六︶

いる﹂とあったから︑一読したが︑驚いたことに︑日本で

問題になっていることは︑何一つ取扱っていないことが分

かった︒大学制度の改革について議論しているだけだ︒例

えば︑女子学生の寄宿舎に男の学生が訪川していいか︑と

いうようなことがある︒ソルポンヌのナンテール分校でも︑

男の学生との交際を制限したことから︑大騒動が持ちあが

ったこと仙人の記憶に新たなところだ．ｌこれが五脚

国には無い︑ということだ︒日本でも寄宿舎の管理規則や

１・ｊｊｊｊｊ３

木下広居

共産主義の道徳否定
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学生会館︑無給助手のこと︑そういうことで問題が起こっ

大ざっぱにいえば︑日本の大学問題のようなのは︑諸外

革命の発端︒

日本では全国的に大学問題が起こっている︒それも国立

た場合でも︑必らずといっていいぐらいに共産主義の連動

｜︑大学問題と共産主義

たるところの︑あらゆる種類の大学で騒動をやっている︒

になってしまった︒赤旗を持ち︑革命歌をうたっている︒

大学だけ︑とか東京地方だけ︑といったものではない︒い
世間では︑現在の大学問題は世界的なことで︑世界中ど

ＦＤ
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ずる共産党の仲間であることは︑まちがいない︒

だけで︑共産主義の一分派である︒マルクスレーニンを奉

では︑どうして﹁反代々木﹂として分派を作ったかとい

警官隊と戦うこと︑大学の校舎を破壊し︑封鎖して授業が
うことは外国の大学にはない︒前記のリースマン﹁大学革

行なえないようにするのが日的になっている︒ｌこうい

うと︑主張が︑革命の仕方や順序がちがっているからだ︒

とすれば︑日本の大学騒動は共産主義運動の一環だ︒と

党の書記長スターリンの勢力争いになったＯトロッキーが

キーだが︑レーニンが一九二四年に死ぬと︑トロッキーと

の日付けになる︶革命を指導したのは︑レーニンとトロッ

一九一七年十Ⅱ︵新暦なら十一月︒十三日をたせば新暦

命﹂を読んでも︑﹁共産主義﹂﹁暴力﹂﹁赤旗﹂﹁大学破壊封

いうほかはない︒それは︑﹁大学制度の改革﹂というもの

派閥闘争に負けて追放され︑一九四○年にメキシコでスタ

鎖﹂というような文字が出て来ない︒

を看板にしていても︑実際は﹁革命運動﹂だということを

建設するのは不可能だ﹂といい出した︒そこで︑スターリ

トロキッーは﹁ロシアという一つの国だけに社会主義を

ーリンの手先きに殺された︒

銘記する必要がある︒

学生の共産主義運動といえば︑日本ほど大学に共産主義
ス全集が何種類も出版され︑共産主義の文献が書店にあふ

ロシアにも︑もう一度革命を起こす必要がある︒十月革命

ンの．国社会主義建設の方針﹂に反対した︒ソビエト・

に同調する教授の多い国はあるまい︒マルクス・エンゲル

大きな部分が共産主義に傾いている︒

によって︑こんな社会を作るつもりはなかった︒ソ連は社

れているようなところはない︒したがって︑学生の非常に

会主義でも何でもない︒国家主義の官僚国家だ︒もう一度

い︒党貝とか官僚に特権階級が発生した︒社会主義は資本

だから︑大学生の運動は共産主義運動が主流だ︑といっ

主義の不平等と搾取に反対して革命を主張して来たのだ︒

ていい︒この主流が二つに分かれる︒大きくわけると︑第

これでは何のために大きな犠牲をはらって革命を起こした

っていて︑民主主義なんかないし︑賃金も不平等が甚だし

いているから︑共産主義に反対の運動だろう︑だから右翼

木派という︒世間にはよく︑﹁反代々木派﹂という名が付

か分からない︒ソ連にも革命を起こせ︑というもんだから︑

などではなく︑永久革命が必要だ︑と説いたＯ官僚が威張

だろう︑などといって誤解している向きがある︒それは︑

一は民青系という︒これは代々木派といって︑日本共産党

全くまちがっている︒というのは︑この﹁反代左木派﹂と

トロッキーを生かして置けなくなった︒

が指導している︒第二は全学連三派という︒これは反代々

いうのも︑代々木に本部のある日本共産党に反対している
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というわけで︑マルクス・レーニン主義といっても︑ト
ロッキー派もあればスターリン派もある︒このスターリン
が一九五六年の党大会ではフルシチョフから︑
﹁今までロシア人はスターリンは神様のようなものとして︑

おがんで来た︒あらゆることについて天才だと教えられて

を破壊する︑という順序だ︒

大学を破壊したのと同じことだ︒それを通して現在の国家

二︑道徳の否定は許されぬ

共通点を持っている︒それは革命を起こして社会主義社会

さて︑代々木派も反代々木派も︑共産主義者である以上︑

いた︒ところが︑実際縦︑悪魔であり殺人鬼であ藩ｌ﹂
と暴露した．ｌこのフルシチ雲フが一九八四年十月に峰

にし︑さらに共産主義社会に持って行こう︑ということだ︒

の対立が無くなるし︑人間が人間を搾取したり支配する︑

当分はプロレタリア︵労働者階級︶の独裁政治だが︑階級

というような必要がなくなるから︑国家は必要なくなる︒

はっきりしない理由で解任されてしまった︒追放したが︑

ソ連では︑スターリン非難を︑近来はしないことになっ

そういう自由な社会︑つまり共産主義社会が来る︑と主張

ることが善とか悪とかいうのではない︒それと同時に︑資

る極点に達すれば︑資本主義は必然的に崩壊する︒崩壊す

、 上 0 ノ

殺さないところが﹁進歩﹂した証拠といわれた︒
た︒そして︑もっぱら中共の世界革命主義を攻撃している︒

そういう社会が次の時期に到来することは必然だ︒人間

する︒

中共ではソ連を修正主義とバカにしている︒

日本の﹁反代々木﹂共産主義は︑トロッキーや毛沢東派
に近いものらしい︒代全木の共産党は︑毛沢東から︑

と指令されて︑命令をきけない︒日本の現状では暴力革命

木主義制皮の上に立つ竹一徳も無くなる︒だから︑資本主義

の怠思では︑どうにもならないものだ︒経済の発展が︑あ

を起こせない︑と断った︒それで毛沢東から破門された︒

﹁すぐにでも日本で共産主義の武装蜂起をやれ﹂

共産党としては︑もっと適当な時期を選んで革命を起こす

に伴なう道徳も︑すべては否定されることになる︒資本主

社会で生まれた結婚も︑財産関係も︑親子関係も︑それら

義社会に発生した友情も師弟の敬愛関係も︑信義も無くな

つもりだ︑というのだ︒今は︑蜂起しても成功するかどう
ーニンの無政府主義流だ︒革命は︑いつでも起こす用意が

か自信がない︑という︒それに対して反代々木派は︑バク

る︑否定すべきだと主張する︒

また︑この制度を善いとか悪いとか判断し︑それに向か

ある︑としている︒中共の戦略と戦術を学んで︑まず大学
から破壊しよう︑とする︒それは︑中共の紅衛兵が全国の

rlワ、

になる︒革命に役立つものが善であり︑革命の妨害になる

って努力する︑というようなことは︑意味をなさないこと

という思想になる︒あきらめと宿命論に堕することになる︒

無意味として否定することになる︒すべての悪を放置せよ︑

要するに人間の理想とかこれに対する努力というものを

あることを善として︑それに向かって︑それを実現するた

ものではなく︑必然的に来るものであるから︑道徳的に︑

が必要だ︒しかし︑この革命も︑必然的に起こるのであっ

の制度を打倒しなければ︑すべて破滅だ︒社会主義的革命

われわれは︑それに責任がない︒被害者であるだけだ︒こ

すべての悪は﹁独占資本主義﹂が原因だ︒これが元兇で︑

それは︑責任の回避ということだ︒現在の社会にある︑

ものが悪である︒

めに努力することは無意味になる︒もし︑理想を目ざして

そして︑革命は︑個点人の努力によって︑もたらされる

努力することが道徳ならば︑共産主義は道徳を否定するこ

て淡舎が手を貸す必要嫁底い．ｌこういう傍観的態度

根源だ︒この社会秩序を破壊し︑人を殺傷することも︑信

現在の社会秩序を破壊し︑自分に反対して来る人々を投石

おれない人がある︒そういう短気な人は︑ぞ︿棒を持って

る︒必然的に﹁独占資本主義制度﹂が崩壊するまで待って

傍観していることのできない人︑がまんできない人があ

に導くのだが︑こういう態度が正しいのかどうか︒

とになる︒革命が起こるまで︑あらゆることに無責任だ︒

逆に普通には悪とされることでも︑共産革命に役立つこ

義に反し︑ウソをつき︑恩義を無視し︑覆面することも︑

とであれば︑肯定することになる︒独占資本体制が万悪の

革命に役立つならば正しい︑とされる︒

によって火焔ピンによって殺そうとする︒現在の社会の崩

いっていいだろう︒しかし︑どっちも︑まちがっている︒

壊を待っている人為と進んで破壊しようとする人々がある︒

それは道徳の否定であり︑道徳についての無関心︑善悪

現在の社会に︑どういう変化を与える場合でも︑民衆の大

正邪についての判断を停止することになる︒たとえば︑い
これを放置して構わない︒また政治の腐敗︑黒い霧が立ち

部分に承認させ︑納得させる必要がある︒自分の考えた事

この二つの立場に共産主義者が分かれて争っている︑と

こめて︑政治に対する民衆の不信が爆発しそうになっても︑

かに公害が甚しく︑民衆の健康に対する損傷が大きくとも︑

全く無関心である︒というよりも︑むしろ喜んでいる︒何

を多くの人々に押しつけることは許されない︒それは独裁

ならぬ︒︵理事専大教授︶

主義だからだ︒独善排他主義は︑現代に生かしておいては

となれば︑こういう現象は︑現在の資本主義制度に対して
である︑とする︒無関心︑無責任の態度になる︒

民衆を憤慨させ︑革命運動に走らせることに役立つから︑
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私の私淑する小野・古賀先生

﹁君達が菜園の手入れをしたい気持は良く

んでした﹂と逃げ口上をつかった︒先生は

わかる︒国語の時間には国語をしっかり勉

強して立派な日本人になるんだ︒自分勝手

なれないぞ︒先生の方が間違っているかお

な事をして勉強しなければ立派な人間には

生です︒先生には四・五・六の三ヶ年を教

先生の一人が佐賀県有明町の小野徹太郎先

私の私淑している数人の中今尚忘れえぬ

勉強の時間が始まったぞ！﹂と云われたが

ると思われたのだろう︑﹁オーイ︑みんな

ないのです︒先生は始業時間を知らずにい

のですが誰一人として教室に這入ろうとし

て来られる小野先生の姿が私の日に映った

のか︑と﹁ワーッ﹂と泣いてしまったので

さに打たれどうしてお言葉に従えなかった

此時にはほんとうに小野先生の底しれぬ温

と云われる︒ただこれだけの言葉であるが

末続雅道

えて頂いた︑私達の受持として杵島郡の錦

もし自分が悪かったと思えば先生に謝れ﹂

前の方が間違っているかヨーク考えて見ろ︒

江校に赴任されて間もなく私達と一緒に弓

声で呼ばれる︒﹁先生農業実習させて下さ

のです︒先生は﹁みんな這入らぬか﹂と大

農作業に出られた後でした︒ここで御会い

宅に一泊し翌早朝先生を御訪ねしたが︑早

に一目なりと御会いしたいと思い前夜友人

去る昭和三十四年十二月帰省した折先生

した︒

い﹂と作業を続けたのです︒﹁先生の言う

申合せたようにクラス全員手入をやめない

事をきかぬなら︑ヨシと云うまでみな立っ

場を作り自分の俸給で子供用の弓矢十組あ

るとか﹁女の腐ったような男は死んでしま

ので︑教えられた道を夢中で自転車をとば

出来なければ今後はいつの事やら分らない

まりを購入され弓道を通じての人間形成に

え﹂等の言葉を今も記憶している︒弁当は

一時間がすぎ二時間目に先生は級友の一人

ておれ﹂と言って先生は教室に這入られた︒

で買って小使室で食事をさせておられるの

泣きヂャクリ次の者の名前もまともに云え

を教室に呼び入れられた︒出て来た級友は

しています︒御解りで御座いましょうか﹂

のでした︒ヤット辿り着き﹁先生御無沙汰

た︒小野先生は⁝．：と聞いたら遠くを指す

し︑ようやく見付けた人は見知らぬ者だっ

努められたように思われた︒﹁肝玉を据え

に︑先生は秘かに小使さんに頼んで御魚ま

勿論御飯も録に食べていない同級の木下君

を私は見ているのである︒六年の二学期で

った︒先生は﹁教室に這入れと云うのにど

たかな﹂私の名前を申し上げると︑﹁ァ！﹂

暫らく考えておられた先生は﹁ドナタでし

ない程でした︒私も呼ばれて先生の前に立
うして来なかった﹂と理由を聞かれる︒私

いた︒気持よく暗上った或日クラス一同が

は﹁前の者が動かぬので入る事が出来ませ

あったと思うが学級菜園があって競争して

出したのです︒読本を手にして廊下を歩い

菜園の手入れをしていると始業の鐘が鳴り
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段であるが︑一足飛びに二段の免許を取ら

れたとか．⁝：︒現在︵昭和四十年︶弓道八

ばかり踊り込んで取った肌を一同に振舞わ

なで池の鯉を取れ﹂と仰しやる︒ソレッと

然のこととて何の用意もない先生は﹁ゑん

た教え子達が大勢で先生宅を訪問した︒突

され絵の手ほどきをなされたとか⁝⁝︒ま

せん﹂と坐り込み︑画伯もその熱意に動か

断られた︒然し﹁教えて下さる迄は動きま

手でなかったのか某画伯に教を乞われたが

関する逸話はいくつもある︒絵は余り御上

の歳月が流れているのだもの︒小野先生に

それもそのはず先生の許を離れて三十余年

﹁先生これを御母さんに上げて下さい﹂と

週間後であった︒

喜び勇んで再び先生のお宅を訪れたのが一

金全部をそれに代え︑リュックに詰め込み︑

幸いこの部落は二十世紀の産地である︒有

頃は戦争最中で果物屋には果物が無かった︒

云う気持を馳り立てられたのである︒其の

も良いから親孝行の真似をしてみたい﹂と

と眼の当りそれとなく教えられ﹁人の親で

せりである︒看病とはこのようにすべきだ︑

み御看病のさまを観ていると実に至れり尽

と云われる︒病人とは知らぬ私は遂話し込

したら﹁実は母が臥っているものだから﹂

る﹁どなたか御病気でも？⁝⁝﹂と御尋ね

それを御自分でなさっている︒私は恐る恐

ったがその都度両先生が私の進むべき道を

りの相違に︑幾度か此の地を捨てようと思

現在地に着いた途端人情︑風俗︑習慣の余

れば限りがない︒佐賀育ちの私が東京から

木を運んで自分達で植込んだ事等数え上げ

君が早速井戸枠を作り︑他の級友数人は庭

自分で井戸を堀られたと聞いた級友の山口

生を困らせた土木請負の教え子︒先生が御

積み上げて此の工費はいらないと云って先

高さ約二間︑幅数間の宅地をガッチリ石で

に宅地造整をやらせて下さいと申し込み︑

が家を新築なさることを知ると︑是非自分

こと︒私が千葉へ来てから聞いた事は先生

凍りついた冬の朝でも跳で体操に出られた

ない両君のために治療費を支払われた事︒

投げして香田君が脱臼した︒あまり豊かで

というとともにジーッと私を見据えられた︒

れたとか︒此のような逸話は小野先生の御

差出した︒﹁有難う折角持って来てくれた
る﹂と云われて私は慨然として立ちつくし

のに︑実は亡くなって今日が初七日にな

我が郷里我が国は勿論他の国をも善くす

真理即ち誠の心をもって﹁我が身︑我が家︑

照らしてくれたのである︒千葉では天地の

私が大町へ転校してからは古賀安雄先生

たのであった︒白木の位牌と変られた御母

の弘道精神を知り︑いよいよ無能ながらも

る﹂との葉隠の真随にも似た西村茂樹先生

人柄を端的に物語っている︒

のようにすごして卒業︒そして上京した︒

に一年間教えて頂いた︒私は此の一年を夢

を喜んで下さるだろう﹂と供えて下さった︒

さんの御前に進んだ時︑先生は﹁君の親切

私の為に試練の地が残されているのだと悟

四年目に帰国した私はただ何となく忘れら

私は病中長座した御詑びと孝行の美しさを

して︑生縁を終りたいと念願している︒

り住職として︑弘道会員として︑日本人と

れない古賀先生をお訪ねした︒﹁お上りな
さい﹂と云われるままに御邪魔していると

し上げたのであった︒

教えて頂いた事どもを心にこめて御回向申

︵千葉県白葉支会員報恩寺住職︶

．寸失礼﹂とお立ちになられる︒それが

古賀先生に関しては級友の中野君が背負

二回三回と続く︒どなたか御休梁のようで
ある︒何か御用を云い附けられると先生は
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明三六・一○︶

明三七・五︶

＊故西村先生忌年追伸辞及詩歌︵﹁弘道﹂第一五○号

明三七・九︶

＊会祖泊翁先生行実︵﹁弘道﹂第一五五号明三八・二︶

＊会祖西村先生伝記細纂︵﹁弘道﹂第一五五号明三八・

＊故西村会長追福句集︵﹁弘道﹂第一五八１一五九号

六︶

一三三号明

菊地秀言感時︒追懐泊翁西村先生︵﹁弘道﹂館一五九号明三

松平直亮西村泊翁先生語録︵﹁弘道﹂第ヱハ○

＊故西村泊翁先生忌会︵﹁弘道﹂第一六二号明三八・九︶

一ハ︶

＊泊翁叢書の出版に就て︵﹁弘道﹂第二○一号明四一・

小川渉西村茂樹先生の御功紋を詠す︵﹁弘逝﹂第一三八号＊西村博士の筆蹟︵﹁太陽﹂一三ノ九明四○・六︶

一三八号明三六・一○︶

井上哲次郎際西村泊翁一年忌追懐其徳化賦七絶一首︵﹁弘道﹂第＊加藤弘之君と西村茂樹君︵﹁太陽﹂一三ノ九明四○・

八︶

他山寅三奉吊泊翁西村先生二首︵﹁弘道﹂第三天号明三六．三八・七１四二一・一○︶

道﹂第一三五号明三六・七︶

＊伯爵松平直亮閣下ノ副会長二任スルヲ賀スルノ文︵﹁弘八・六︶

六・七︶

吉本竹次郎会祖西村泊翁先生記念祭︵﹁弘道﹂第二一五号肌三明三八・五

明三六︒七︶

＊泊翁叢書第一集怖門精言の出版︵﹁弘道﹂第一三五号二︶

一二一ハ︒一二︶

＊西村前会長の遺墨︵﹁Ⅱ本弘道叢記﹂第一三一号明

一二一ハ︒一二︶

服部徳治奉吊泊翁西村先生︵﹁日本弘道叢記﹂第一三一号明

号明三五・一己

＊故西村茂樹先生著書総目︵﹁日本弘道叢記﹂第一二七＊西村茂樹先生第二次記念祭を文︵﹁弘道﹂第一四六号

明三五．二︶加藤弘之西村先生の言行︵﹁弘道﹂第一四六号明三七・五︶

＊故西村先生の吊辞詩歌︵﹁日本弘道遊記﹂第一二七号三九号明三六・二︶

号明三五・一○

松平直亮故西村先生逸事︵﹁日本弘道叢記﹂第一三ハー一三二一四一号明三六・一○

｛

谷干城他会祖西村先生記念祭を文及詩歌︵﹁弘道﹂第一三八Ｉ一二︶
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一

・西村泊翁先生論説目録︵﹃泊翁叢書﹄第一輯明四

西村先生伝記編纂会西村泊翁先生年譜略・西村泊翁先生著書目録
二・五︶

二・七︶

＊泊翁叢書の完成と奉告式︵﹁弘道﹂第二○八号明四

四三・六︶

＊日本弘道会総会会祖祭々文︵﹁弘道﹂第二一九号明

日本弘道会西村茂樹先生小伝︵﹃日本道徳論﹄明四三・七日本
弘道会︶

号明四三・八︶

井上哲次郎他西村先生に就て︵諸大家追想談︶︵﹁弘道﹂第一三一
＊西村会祖の筆蹟及誓斎︵﹁弘道﹂第二二五号明四三・
一○︶

田辺蓮舟佐久間象山先生と西村茂樹先生︵﹁弘道﹂第一三九号
明四四・四︶

＊泊翁先生十年記念祭概況会祖記念祭々文詩歌︵﹁弘道﹂

第二三四号明四四・九︶

谷干城泊翁先生遺稿抄録︵﹁弘道﹂第一三五号明四四・一○︶
一四・一○︶

補永茂助西村茂樹先生の国民道徳論︵﹁弘道﹂第四○一号大
峰細函唾会祖西村先生の坐蹟︵﹁弘道﹂第四○四号大一五一︶
昭二二二︶

内藤虎次郎他西村先生二十五周年記念号︵﹁弘道﹂第四二七号

八︶

＊文苑泊翁先生二十八回忌︵﹁弘道﹂第四四七号昭三・

＊泊翁先生訓︵﹁弘道﹂第四五二号昭五・一︶

五一○号昭七・八

内藤虎次郎泊翁先生の思ひ出︵﹁弘道﹂第四六四号昭六・一︶

栗園迂人泊翁先生余話︵﹁弘道﹂第四八二
九・二︶

徳富猪一郎泊翁西村茂樹伝︵﹁弘道﹂第四九○号昭八・三︶

割田斧二泊翁先生伝成る頃︵﹁弘道﹂四八九号昭八・二︶

六︶

四九三号

繁田武平泊翁西村会祖伝を読む︵﹁弘道﹂第四九一号昭八・四︶
昭八・五

＊泊翁西村茂樹伝反響集︵﹁弘道﹂第四九二

一

二︶

北村沢吉西村泊翁の儒学︵﹁弘道﹂第五○○八五○一号昭九．

九・八︶

＊泊翁先生三十三回忌に捧ぐ︵﹁弘道﹂第五○七号昭

足立栗園﹃哲人西村泊翁﹄一冊︵昭九・九︶

山田安栄泊翁先生逸堺雑纂︵﹁弘道﹂第五七二号昭一五・一︶

桜井庄太郎元田永手と西村茂樹︵﹁教育と社会﹂四ノー昭二
四・三︶

昭二五・八︶

勝部真長西村先生をして今Ｈに在らしめば︵﹁弘道﹂六五七号

東京大学出版会︶

家永三郎西村茂樹論︵﹃日本近代思想史研究﹄昭二八・一二

本山幸彦明治前半期における西村茂樹の教育思想︵﹁京都大学

︵大久保利謙細︶

人文科学研究所紀要﹂第一四号昭四一・六︶
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月の科学

渡
実利的な面の収穫もあるかもしれない︒

ことがいくつもあろうし︑場合によっては

くれる過程では︑学川上の疑問が解決する

回の月の探険では不十分であるが︑答えて

には︑多くの資料が必要だから︑一回や二

この二つの問にまともに答えてくれるの

んな傍証を提供してくれるのだろうか︒

た約四十五億年の生たちを知るための︑ど

うか︒これが第一・次に月は地球がたどっ

冷え冷えとした死骸と化した天体なのだろ

それは︑月は今生きているのか︑それとも

現在私は︑こういう期待をもっている︒

自答することになってくる︒

分にとって︑どんな憩味があるのかと︑間

れて︑月の正体を探ることが︑地球上の自

一つの天体となり︑アポロ計画が進むにつ

ｌアポロ計画への期待Ｉ

アポロ十一号は︑いよいよ人間を待望の
月へ到着させてくれそうな気がする︒この
ログラムかの石ころだという︒およそ高価

とき地球へ持ち帰ってくるものは︑二十キ
すぎるお土産ではあるが︑そこから何が期
待されるのだろうか︒

詩情で見る月と科学のメガ
ネで見る月
﹁月はザボンだ﹂というのは︑﹁お盆のよ

うな月﹂という感じ方よりも面白い︒﹁月
で餅つく兎さん﹂というのは動きがあって
もっとユーモラスだ︒こういう感傷は︑こ
の年になっても詩情が消えない心理状態の
ときは︑今も変らない︒

しかし︑ひとたび科学のメガネにかけか
えると︑月は地球と同じで宇簡空間に浮ぶ

Ｉ

景隆

月の表面のようすに議論集中

のころ

米ソの宇糊競争のような形で進行した月

ければ﹂という理窟通り︑月に着陸するこ

探険計画も﹁離れて見るよりさわって見な

このためには月の表面が着陸できる状態に

とが第一のⅡ標であることは当然である︒

画はこの川胆にとりくんだといってよかろ

あるか否かが大問題である︒しそシャー計

ことである︒

う︒昭和四十年ごろを中心にした数年前の

アポロ十号は︑ジェット旅客機の一倍半

を見たことのない宇宙人では︑地上の士や

くらいの問さから見たことになるが︑地上

かったというわけにはいかないのだから︑

光のようす︑土の厚さなど︑間違いなくわ
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部

I

今でも未解決だといえるが１．
昭和三十九年七月三十一日︑レンジャー
七号が月に衝突する二・三秒前︑月面から
四︑八キロでとって写真を地上に送ってき
た︒新聞は大きくとり上げた︒専門家でな
い私も東京新聞から意見を求められ︑クレ
ーターと呼ばれる大きな穴は三原山のよう
な玄武岩の熔岩であると思うと︑写真の説
明をしたことを記憶する︒このため︑私は
月面に対する火山論者の一人に数えられた︒
この点では今もかわらない︒

天体望遠鏡では︑月面の三百メートル以
内のものしか写真測定かできず︑専門家が
天体望遠鏡で見ても三十メートルの大きさ
までしかわからないと云われている︒レン
ジャー七号では︑二五センチの小さい穴ま
で見えたのだから︑驚異的な新事実で︑こ
れが小さな唄石の落下した穴であれば大変
考えやすい︒

とすれば︑月面ホコリ説という月面の海
の部分は小さい砂粒のつもった砂漠のよう

かなかつた︒

その後の昭和四十一年のルナ九号の写真
のような穴ぼこの熔岩か︑熔岩の上に軽石

などで︑月の海と呼ばれる平原はスポンジ
が薄く積ったようなものらしい︒とにかく
職着した器具かめり込まなかった程度に硬
いことがわかった︒だから︑月着陸にはそ
んなに心配はない︒次は人間の眼で現実を
見︑手で石を持ち帰ることだ︒

や集中豪雨・乾ばつなど︑太陽の熱による

地表の変化もあるが︑生きている一証拠はこ

れとは別の︑地震や火山の噴火が物語る地

である︒実はこっちのエネルギーが現在の

下深いところにあるエネルギーの存在の方

の場を与えてくれているのである︒この表

日本列島の川あり川ありという︑人間生活

し生員ノ○

現は我流すぎるようだから︑云いかえてふ

学者の計算によると︑地球上の高い土地

もとにすると︑約二千三百万年たてば︑現

がけずられて︑土砂を海底に運び去る量を
万物は生まれ︑成長し︑活動がにぶって

原になってしまうという︒これが太陽のエ

在の陸地は染ななくなって海面すれすれの

月は生きているか

もあてはまる哲理だと象ることができる︒

ネルギーによる地球上のようすの行きつく

死に至る︒これは生物によらず︑無生物で

﹁地球は生きている﹂﹁日本列島は生きて

ただし︑少しの説明は必要であろう︒

これは大きなエネルギーが体内に存在する

生いたちをもっているし︑本や子供の読桑

日本列島は少なくても四億年の昔からの

先だということになる︒

ということに起因し︑エネルギー勾配に従

約一億年も前のことであり︑恐竜は山の岩

物によく出てくる恐竜のいた頃は︑今から

いる﹂という表現が近年よく見かけるが︑

って変化し︑平衡状態に達すれば静止する︒

このような事実は︑太陽のエネルギーに

ら復原したものである︒

よる地表を平らにならす作用とは逆にはた

石の中から化石となって発見された遺物か
約四十五億年の歴史を経て︑誕生した当時

らく力があることを示し︑この力は地球の

これが死の状態である︒地球を例にとると︑

レンジャー写真をよく染ると︑﹁堅焼きセ

とはひどくちがった地球になり︑今もまだ

太陽系の一つの惑星として誕生した地球が︑

ンベイ﹂ゑたいな穴鶏ほこらしいということ

変化している︒この変化には︑毎年の鴎風

な状態だという説が本当らしくもあるが︑

になり︑結局︑こうだという解決まではい
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か︲ないようだ○

アポロ十号が月に着陸すると︑解決でき

口があり︑草木も海もない状態が︑地球と
で説明したような火山の火口や噴火した熔

内部に秘められているものでなければなら

岩で被われたと考えられるのは少なくとも

月のかけらを調べる

火山の噴火や地震は︑現在私たちに端的

からわかることはもっと大きいはずだ︒だ

ることはいくつもあろうが︑持ち帰った岩

は大違いだということである︒地球がここ

にわかるこのエネルギーによる自然現象な

三十億年以上も昔のことで︑当時の様子は

ない︒

のである︒もっと大きい目で見ることがで

る︒日本でも三人の学者がひきうけること

究者にわけて調べてもらう計画をたててい

から︑この岩のかけらを仙界の百十人の研

さて︑月に火口がたくさんある事実にも

いｏ

論理の筋をたぐって想像しているに過ぎな

山脈やアプルプスⅢ脈をつくるような造山

きれば︑地表の一部をもち上げてヒマラヤ

どろう︒アポロ十号が撮影した宇宙は実に

大きなまるい穴が火口だたとすれば︑噴火

こういう目で月の表面を眺めてみよう︒

年代を経ていない新しい火山である︒月で

地球上の火山なら噴火してから︑そんなに

すばらしく︑火ロは整った形をしている︒

ろう︒しかし︑地球上の岩石と全く同じと

ような熔岩だということから断言できるだ

い穴が火口だということは︑岩が三原山の

ことになる︒

運動がこのエネルギーによるものだという

してできたものだからできたときは岩を熔

もそうなのか︒この答は単純な論理では出

に放出されるエネルギーによって内部は高

呼ばれる一定の速度で自己を崩壊するとき

いる州に︑かたく結びつき︑放射性元素と

まり︑より大きい天体のまわりをまわって

噴煙が観測されたことのあるアルフォンス

て︑活火山説もある︒レンジャー九号は︑

天体望遠鏡では噴煙らしいものが観測され

だ生きている︑という結論が出るのだが︑

を発見することで︑これによって︑月はま

一番明瞭なのは︑現在噴火している事実

る︒これが成功すれば︑月の深部にある岩

温度と強い圧力をかけて︑僻け具合を調べ

合に混ぜて模造岩石をつくる︒これを商い

ら︑地球上にある岩石と同じ物質を同じ割

種類や化学成分も調べる︒成分がわかった

きめてかかるわけにいかないから︑鉱物の

まず︑表而のクレーターと呼ばれる大き

かす熱かあったわけである︒現在の学説に

てこない︒

になっている︒

よれば︑地球でも︑月のような天体でも︑

温になり︑熔けて液体になった軽い物質が

ス山に命中したのだが︑噴火の証拠は教え

できはじめは際のように散在した物質が災

表面に押し上げられて︑大地といえる岐初

てくれなかった︒

で︑やはり接近して観測しないと勝負はっ

でしまったか︑それは今後に残された課題

どうやら月がまだ生きているのか︑死ん

研究の得意な分野なのである︒

なっている︒これらは日本の火山や地震の

を伝わる地震の波のようすも調べることに

このほか︑岩石に残っている磁気や岩石

石のようすが推定できるだろう︒

の表面ができたと考えられている︒だから︑

月の表面にも火山の噴火があったことはあ
間迦は︑月の表而にはいたるところに火

たりまえのことである︒
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時とあまり変らないままなのか︑それとも

面の月の表面が天体としての月ができた当

月に手がとどくと︑火口が散在したアバタ

こうして︑十年前には予想しにくかった

いう希望がある︒

も過去の様子を示しているかもしれないと

な変化はないはずだから︑ここに︑何億年

気もなく水もない月面は地球のように顕著

か︑という最も知りたい欲が出てくる︒空

だろうか︒私にとって屯楽しみである︒

れだけの事実を私たちに提供してくれるの

を考える傍一証になるのだ︒アポロ計画はど

これは同時に地球の生いたちの幼年時代

して根の働きもわるくなりますから︑根元

ではすぐに乾くし︑地温も必要以上に上昇

考えなければなりません︒地面がむき出し

が必要です︒葉水は朝夕に与えることが安

水をかけると葉やけをおこしますから注意

行います︒日中の強い日射しのときに葉に

︵東京都会員東教大教授理博︶

地球のように変りはてた姿を今見ているの

七月をかざる花

全です︒

の毛管水の蒸散をおさえる効果もあります︒

水の吸い込象がよくなりますし︑地中から

ラをする前に土の表面を軽く耕しておくと︑

朝顔の鉢作りを紹介いたします︒

本号では︑どなたにでも気軽に栽培できる

がなくても鉢栽培で大輪の花を楽しめます︒

から栽培されてきた大衆花の代表です︒庭

朝顔は夏の朝の風物詩として︑徳川時代

一面に土が見えなくなるくらい︑やや厚い

さらに︑敷きワラによって︑雑草は生えに

一︑朝顔の種類大きく分けますと葉の

目に敷きワラをしてやります︒この敷きワ

から暑い夏となり土用にはいります︒花だ

くいうえに︑強い雨で土が固まったり︑土

色の黄色味の強いものと緑色の濃いものと

渡部弘

んにはダーリア︑カンナ︑グラジオラスな

砂がはねて下葉を汚したりするのを防げま

に分かれます︒緑色の淡いほうが︑つる性

梅雨は雷が鳴ると明けるといわれ︑これ

どの春植球根や︑サルビア︑ケイトウ︑ヒ

す︒

梅雨のあいだは水はけがわるくジメジメ

る季節です︒ゴムノキなどは強い日射にも

リアなどは最もよく生長し︑葉も美しくな

ゴムノキ︑ドラセナ︑ヤシ類︑サンセベ

のを作ったほうが見事です︒このほか変化

作りにつかわれます︒いずれも大輪花のも

りに向きますが︑黄色葉のものは切り込み

で長く伸びるもので︑行灯作りやラセン作

あんどん

ャクニチソウ︑↓︑ツバポタンなど多くの春

していた庭も日でりが続くとカラカラに乾

ゑますので︑日中は日覆い下におくことが

耐えますが︑多くの観葉植物は半日陰を好

まき草花が咲きはじめます︒

いてしまい︑根の浅い草花には水やりの心
かくからといって水をやってばかりいては

すので晴れた日は一日に二

三回水やりを

安全です︒室外に出した鉢物はよく乾きま

から高温と強い光線とを好みます︒やきつ

二︑朝顔の性質原産は熱帯アジアです

朝顔があります︒

配をしなくてはなりません︒また︑よく乾
きりがありませんので︑乾かさないことも
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虫子づ､る

一

ヅポ
ミ

︿をっ︐袋イウ

4

厨

︿認毎堤八一在基づ▽

くうゼンな聖て̲＞

<打込汁ﾉ婆ダウ

くような砦さでも適当な水分があればよく

日中二時間ぐらいは旧覆い下におくことが

生育します︒しかし花のためには︑晴まの

二枚のころから

理想です︒本来朝顔は短日植物ですから︑

早く咲かせるには水菜一

黒まくなどをかけて︑短日処理をすること

牝は水はけのよい砂壌土に脚葉土のまじ

もあります︒

くんたん

ったようなものによく育ちます︒肥料とし

てははじめにワラ灰やモミガラの煉炭など

を土に混ぜますが︑油粕などは粘り肥とし

三︑種まきまく時期は地温が十度Ｃ以

て与えることが無難のようです︒

上になってからがよいので︑四月下旬から

五月上旬以降が適します︒まき床はきれい

な砂土を入れた浅箱を用います︒まき方は

双葉がひらくころに小鉢に植えかえますか

筋のある背を上︑腹を下にしてまきます︒

四︑鉢植え第一回は本葉が出はじめた

ら肥料はいりません︒

双葉のときに一○センチほどの小鉢に柚え

めるようになったら大鉢に鉢がえします︒

ます︒二回目は小鉢の底穴から根が出はじ

います︒

この鉢はアサガオ用の一六センチ鉢をつか
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W耐
プ､3

と杓メゴイ姿≧Z＞

︿切り込み仕立て﹀本葉が五枚くらいに

五︑仕立て方
左巻きになるように誘引します︒

るが伸びてきたら︑なるべく下のほうから

いちばん上から出たわき芽をかきとります︒

そこにラセン状の針金をまわして︑それに

で仕立てます︒中央に一本の支柱を立て︑

ラセン作りも行灯作りと同じような原理

この上の葉を控葉といい栄養補給のために

誘引する方法です︒ラセン針金は酒ピンに

なったときに︑心を摘象本葉三枚を残し︑

残すわけです︒こうして子づるは二本仕立

巻きつけて作れば簡単にできます︒

堪喜同人同愛士︒清延笑楽興偏長︒

の披露などあって和気需々たるなかに午後

に勉め︑弘道の普及に努力することを申合

七時散会したが︑今後ますます会員の漉得

せた︒︵河西︶

松江支会役員会

いずれも支柱いつぱいに伸びたら︑先端

後松江神社社務所に於て幹事会︒六月九日

会長他幹事が明治百年一記念植樹︵月桂樹︶

五月十二日城山公園興雲閣前庭に斎藤支

けて心を摘み四枚目のわき芽をかきとって

の芽を摘み︑さらにわき芽もかきとります︒

ひかえば

てになります︒さらに子づるは葉を四枚つ
控葉にします︒こうすると子づるの第一葉

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

｜支会だより

二四四年度予算並に事業計画

長臨席のもとに左記事項を協議決定︒

一四三年度決算並に事業報告

横浜支会総会

市役所第一会議室に於て役員会︒斎藤支会

のわき芽は孫づるになりますが︑第二︑第
三葉のわき芽はふつう花が咲きますから︑
一時に四輪咲くことになります︒孫づるの

摘心は子づると︑同じようにすると同時に

︿行灯仕立て﹀つる性の種類をえらび︑

二輪咲かせられます︒

し︑これに孫づるを二本ずつださせると一

本葉五

六枚目を控葉にし子づるを三本だ

く咲かせたいときは︑摘心位置を高くして︑

務報告とともに︑西村茂樹会祖が全国各地

開会の言葉についで辺渡主事から最近の会

会から渡辺主事が参加され︑三好支会長の

開催した︒三好支会長ほか会員が出席︑本

五時から︑横浜市中区本町一丁目日成楼で

弘道会横浜支会総会は︑五月十一日午後

︵支会長の発案で弘道精神酒養の為会

六青少年センター竣工を祝って記念胡

五会報並に会員名簿刊行

八輪咲かせることができます︒一度に数多

親づるをそのままからませていく方法と︑

を行脚された際の記念植樹のあとをたずね

︵松江支会理事長沢村暁之助︶

七善行者︵かくれた篤行家︶表彰

名入りの大鏡か国旗額︶贈呈

四秋総会と大講演会︵講師は本部から︶

一度摘心して子づるを伸ばしていく方法と

ての︑興味あるお話しがあり懇親会に移っ

三支会の拡充強化︵会員五○名増募︶

があります︒早くにぎやかにするには︑子

南蒸緑樹益洋も弘道千年燦有し光︒

の日の総会を祝福した七言絶句

た︒会員横浜学院理事杉山精治氏から︑こ
行灯支柱のつくり方は︑竹の棒を三本立

づるを仕立てたほうがよいでしょう︒

て輪にした針金を三段つけてとめます︒つ
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ふ

一

︑夜ごと夜ごと十二時までも学びゐし外孫娘高校に入る

同菅谷義太郎

＠向山も此方の森もひとつらに椎の若葉の萌えてかがょ

る

︑街の灯の田毎に映ゆる畦をきてわが苗代に夜の水張

つ

︑蓬餅つくりてまつといふ孫の便りうれしく指折りて待

さ

︑冬の日に干せる布団のぬくもりに五体仲せし時の安け

む

＠足型にまた足型をならべつつ富士見ゆる畠に妻と麦ふ

千葉県加藤巳之

入江相政選

同菅谷喜一

かたゑ

Ｉ

埼玉県相沢正直

○枯れそめし過品の海巣いたはりてここに七年雷つけた
り

○国挙げてわが日本のすめらぎの生れ給ひし佳き日祝へ
り

○新しく建てしわが家も美しく藤咲く庭に鯉のぼり立つ

埼玉県碓宮葛人

○泊りに来し都の子らは楽しげにれんげ花咲く田圃に遊
ぶ

○清かりし人のつとめと言ひながら老ゆれど妻は今も出
てかせぐ︑

富山県小川椎四郎

○春されば亡き父植ゑし水仙も東てし土分け芽生え花咲
く

千葉県八代義昌

○大君のみゆきし給へる植樹祭二万のひとびと一斉に植
う

入江相政

○亡き友の館の跡を偲びつつ荒れにし園を今日もさすら
ふ

ｌ

○くぎやかに際立つ羽色白鷺は青山の遠に動かずてあり

一
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弘道歌壇

一

どもにとっては︑無条件におもしろいから︾

たってその理由は簡単明白である︒これら

聞いておかしいから好きなのであって︑い

の歌は発声にしても歌詞にしても他の流行

子どもに好きな歌をたずねて象たら︑答
のおよそ半分は流行歌によって占められて

はすぐ気づくところである︒

歌とやや異っていることは︑一度聴いた者

いま一つのものは︑いわゆる流行歌の多

いた︒しかしこのことから︑学校での音楽
らない︒むしろ映像文化の↓︑スメティアと

くの割合を占める︑男女間のつながり︑愛

教育の無力を導き出し︑それを嘆くのは当
してのテレビが︑強く︑深く子どもの心を

の歌を例示すれば﹁恋の季節﹂﹁ブルーラ

情を基本的主越とする歌である︒今はやり

イト・ョ﹃スマ﹂などいくつもあげられよ

占拠していることを知るべきであろう︒音
り是正すべき点があるにしても︑全く子ど

楽教材としての唱歌のあるものに欠陥があ
もの心から遊離し︑それをとらええない程

同時に一方子どもの方から背伸びして︑お

心をとらえるものがあると推定される︒と

となになりたがっていることの証拠とも受

う︒これらの歌も何らかの意味で子どもの
かえってテレビその他から一方的に流され

レベルが低いとは決して言えないだろう︒

ティこそ一驚に値すると言えよう︒

てくる流行歌のもつ雑草のようなバイタリ

除外すれば︑理解できるはずはないと考え

リケートな情感が︑本能的感覚的な側面を

け取られる︒子どもにおとなの男女間のデ
行歌を象るとおよそ大別して三つの系統に

それはともかく子どものあげた好きな流
分かれる︒その一つは何らかの意味でおも

て歌を聴いて︑あるいは歌ってそうした雰

られるのに意識すると否とに拘らず︑せめ

ると判断される︒いったい子どもは︑子ど

囲気に近ずこうとする気持ちが潜在してい

しろさ︑こっけいさを含んでいるものであ
る︒例えば︑数年前に楠木等が歌った﹁ス
ってきたよっぱらい﹂﹁ケメ子のうた﹂な

ーダラ節﹂など︑一連のものとか︑﹁かえ

として一人前に遇せられ︑扱われることを

もとして扱われ︑見られるよりも︑おとな

望みたがる傾向や心理がある︒この場合も

ど︑おどけ︑コミカルな要素が多分にはい
りこんでいるものである︒これらの歌は子
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の好きな流行歌
子 ども

そうした傾向性の変形されたものと言えな
いであろうか︒

第三の系統としては︑あながち流行歌に
限らないが曲想というか曲のもつ基調から
言って︑動的でリズミカルなもの︑勇壮活
もつものが︑多く好まれている︒数年前の

発なもの︑元気発荊としたマーチ的要素を

﹁史上蚊大の作戦﹂の﹁クワイ河↓︑ｌチ﹂

の蛾たるものである︒従って恋愛的要素を

とか近年の﹁三六五歩のマーチ﹂などはそ

るいものは多く敬遠されて︑明朗快活なも

われる︒

みた場合には︑幻滅を感じる子が多いと思

にすきになりうたってしまう﹂とか﹁うた

考え方がある反面﹁覚えてしまうから自然

﹁子どもだから聴いたり歌ったりしていけ

うと楽しくなるから﹂よいとするものや

ないということはない﹂と理窟を考え出す

一一

こうした流行に対する父母の態度は硬軟

﹁うるさいうたい方で︑ふけつだ﹂と感覚

で批判的にみている子もいるし︑流行歌は

ウンズはきちがいじみている﹂と選択の眼

﹁よいのもあり悪いのもある︒グループサ

子も出てくる始末である︒しかしなかには

もに対して絶対禁止する︒軟かい方では︑

とりまぜて区々である︒まず肢硬派は子ど
まさか奨励するわけではないにしても︑子
いった形がとられる︒何といっても家庭や

どもが聞き︑うたうのを容認し黙認すると

ら子どもはうたはない方がよい﹂という道

的に批難している子や﹁おとなのうただか

とは注目されてよいと思う︒

徳観をもっている子など少数ながらいるこ

もの流行歌に対する態度となって端的に表

家族の価値規準のあり方自体が︑直接子ど

の考え方が︑それを愚劣なものと考え蔑視

とするものである碩叡﹃日本の子どもの

行歌謡から子どもをまもる防波堤にしよう

第二には学校の唱歌教育を︑﹁俗悪﹂な流

あったという︒第一は無関心という態度︑

歌謡の氾濫に対する教師の態度として二つ

処していったらよいのか︒戦争前には流行

を音楽教育の中でどう扱い︑それにどう対

え方を背景としながら︑学校教育が流行歌

こうした社会の状況や父母・子どもの考

一一一

れてくることは避けられない︒つまり両親
の態度をとれば子どももそう考えがちであ
り︑好んで視聴し︑歌うという家族の雰囲
気であれば子どももそれに倣うといった具
合である︒

そこで子どもの流行歌に対する考え方を
調べてゑると︑容易に予想されるように︑

くない︒むしろ逆匿十どもが視聴し歌うこ

流行歌それ剛体を悪とゑるという発想は全
とに何らの抵抗をも感じていないという実
刀い﹂﹁教育上よくない﹂とする否定的な

状である︒﹁あまりおとなっぽい歌はよく

、 J 入 ノ

含む第二の系統のものでも︑へんに甘った

いずれの系統にしても好きになる原因は

のが多くすかれている︒

さまざまであるが︑何皮も聴いているうち
に覚えてしまい︑ふと気がついてみたらす
きになっていたというように漠然としたも
のが多い︒好悪の感情がいちいち理由原因
を考えてから湧くというのもおかしなもの
であるから当然であろうが⁝⁝︒近年よく
台の上でエレキをひいているから﹁カッコ

話題にのぼるグループサゥンズにしても舞
イイ﹂のであって︑つまり舞台があり観客
のであって一たび舞台をおり︑街頭に姿を

がいるという環境においてのみ﹁シビレル﹂

rQ1、

が真空の中で行なわれているかのような感

が残る︒一方は無防備というか︑学校音楽

中でこのような対処の仕方がよいかは疑問

機会をとらえて指導すればよいであろう︒

理な歌い方をしている歌手がいることなど

がまねすることは不自然であることや︑無

せ︑発声上おとなの方法をそのまま子ども

の発声と今習っている歌のそれとを比較さ

②音楽の時間では歌唱指導の際︑流行歌

三千円以上に改めること︒

円を四百円︑終身会費一時金二千円以上を

たのであるが︑本年四月から会費年額三百

値上げｌ誌代だけでも実費半額を続けてい

歌﹄岩波新書︶ｏしかし現在の今日的状況の

覚であり︑他は﹁くさいものにはふた﹂を

会計報告Ｉ前年度決算︑今年度予算につ

するといった考えに立っているらしい︒両
方に共通しているもの︑双方の底流となっ

たい方がわざとらしく︑へんな声を出す﹂

すでに一部の子どもは︑ある流行歌は﹁う

一七︑四三一円計六︑二三九︑二八三円支

一︑九二一︑八五二円︑収益事業部四︑三

昭和四十四年度予算は総収入並に支出額

九四三︑六六三円である︒

円︑負債額八五二︑七九八円︑剰余金三︑

一日現在の総資産額二四︑二五九︑七五五

金は四一三︑五四八円であった︒三月三十

五︑八二五︑七三五円で両事業部合算剰余

二円︑収益事業部四︑二三九︑九六三円計

昭昭四十三年度収入決算額は公益事業部

ているのは︑学校教育を単独で︑社会との

ことに気づいていて︑指摘するのである︒

いては中薗書記が説明︒

るかに見える︒社会の中で日々成長してい

関連を断ち切って進めようとする姿勢であ

出︑決算額は公益事業部一︑五八五︑七七

｜本会だより

︵東京都会員新宿区立早稲田小教諭︶

く子を教育するのに︑このような態度でよ
いとは思えない︒学校教育では基本線とし
て次の二点をおくのが適切と考えられる︒

①俗悪なものも何割かが占める流行歌も
第六十七回通常総会記
五月二十五日夜来の両は遂に晴間を見せ

頭から否定し禁止するというより︑よりよ
い質の音楽を与え︑子どもの情操的感覚を

動から歩道の敷石をにわかに取り外しての

ず本館入口も水びたしの砂である︒学生騒

が六︑二二六︑一○○円で前年度予算額よ

に頭ごなしに禁止することは賢明策とは言

高めていくことが大切であろう︒いたずら

時局講演会ｌ村尾次郎博士の大学問題につ

えない︒禁止したところで陰では見聴き︑

酒井野口正副会長が病気のため沢田理事

馬敏夫︑渡辺両評議員の再任のこと︑会費

役員改選ｌ任期切れの木下広届理事︑相

ガス社長安西浩氏から﹁エネルギーのうつ

日学士会館において評議員会をかねて東京

事業報告は渡辺主事が重点的に説明する
が式辞︑寿昌の祝辞後寿昌者十五名代表の

いては既報の通りであるが︑今︑世論の高

り七四四︑一○○円増である︒

でも同じであった︒高度の感覚や豊かな情

歌うことはほぼまちがいない︒それは戦前

まっている公害問題について︑三月三十一

被害である︒

感が養われていけば︑自ずと俗悪な歌に対

の謝辞があって議事に入る︒

田代束三郎氏に一記念杯を贈呈︒同氏の感激

センス

しては懐疑的とならざるを得ないだろう︒

よい音楽や歌を与える方法にはいろいろ考
えられるが今は触れない︒
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間四十分に亘る興味津々たるお話をきく︒

りかわりと斌近の公害問題﹂と題して一時

案内で先年物故された当町︑本会の功労者

治神社︵第八百一号参照︶に参拝︑氏らの

たが︑今日を見通した先見の明に驚くとと

最盛期は日露戦争の前後だったと言ってい

二時すぎ有志は養源寺へ︒追善供養後一

もに本会の使命の重大さを痛感する﹂︒

同墓参︒遷都百年記念日を卜して都が立て

↓舵：幽鐸叫推彫︑．

本才氏その他が参会して支会を結成︑坂尾

喰甘夕竪困呼恥画回国Ｊ必︽

偉絃をたたえていた︒︵渡︶

▲Ｙ
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声凡屯々＆可

氏が支会長に推され今後の活動について協

昼食後参会の全員を紹介︒片山理事の

ｚ︾○

本年度事業計画は前年度と略同様であ

議︒

窓夫氏らと今後の発展策事業等について協

上は西村会祖と従姉妹︶西川磯吉氏︑吉岡

前金沢大学長︑京大名番教授︑理博︑祖母

って就任の石橋雅義支会長︵奈良大学長︑

れがために度々協議を重ね︑その懇請によ

谷藤二郎氏︑西村幸二郎評議員の両氏はこ

京都支会の再興ｌかねて︑伊勢藤会長小

の渡辺と同行された熱意には感激︒

と申し合せる︒松江支会の講演会に坂尾氏

議︒松江支会の盛況に劣らぬものにしよう

同夜昨夜の五氏と金田進山陰評論主幹︑山

木南貞治︑田中新治郎両氏の霊前に焼香︑

支会活動は秋田支会の川村支会長のご尽
一年記念会︑白岩小野高校長配慮の福島県

力によって支会七十年︑西村会祖柿樹七十

の講演会︑千葉県東部支会春秋二季の講演

小野支会結成記念に選挙管理委員会と共催
会︑沢村支会理事長のお骨折で松江支会の
老クと共催の講演映画会は既報の通り︒

鳥取支会の結成は坂尾正己氏のご尽力に
よるもので︑十一月十四日夜︑坂尾正己︑

裕正父子︑伊藤壷徳︑加藤重蔵県議︑河原
で︑支会結成について打ち合せする︒同夜

健治県股協連総務部長の五氏とナショナル
渡辺は坂尾氏に泊り︑翌十五日宅地内の明

︵敬称略︶一

ＩＩ

ご寄附
一金五百円也︵会祖法要︶

神戸光子神奈川県

する︒﹁昭和の初期︑ドイツに留学中︑ド

﹁会祖の先見の明について﹂についで︑遠

一金五千円也野口明東京都
一金壱万円也西村直参

イツを初め欧米人は日本を余程研究したと

一金五百円也鈴木尭泰氏遺族千葉県

一金弐千円也田代東三郎埼玉県

見えて︑製作工の一人が日本の国民道徳の

路京都からご参会の石橋氏にお話をお願い

一金壱千円也末統雅道千葉県
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ご挨拶ｌ﹃大日本教育会雑誌全号﹄複刻の主旨ｌ
弊店はさきに﹃文部省年表﹄の複刻を試み目下第三十年報ま
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
開出版を試皐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﹃森有程全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来と承に各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑承︑﹃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べく︑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︒
昭和四十四年三月二十日
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史料篇

近代日本教育資料叢書趣榊蒜

大日本教育会雑誌

自明治十六年十一月
至 明 治 二 十 九 年 十 月 全三十巻解題共

頒価十二万円分売不可

全十六冊頒価六万四千円

第十五巻至第三十巻解題共

報調既確銅第一巻至第十四巻全十四冊頒価五万六千円
昭和四十四年五月
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頒価十九万五千百円
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