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（1）

しい哲学論をかなり興味深く︑判り易く説明したつもりで

野口

ソクラテスの臨終と霊魂不滅論

｜︑はしがき

くいものである︒私達が此の本のテキストを探した時には︑

あろうが︑それでも哲学に門外漢の我々には︑仲々読糸に

昔となる︒その頃︑私は弘道会に関係してから何年か経っ

を入手したが︑テキストにするだけの数を揃えることはで

ヒューマニズム叢書第三として出ていた︑村治能就氏の訳

読んで得た感想である︒私が此の本を読んだのは︑私の家

た頃で︑西村先生が東西の倫理哲学の採長補短の要を説か

きなかったであろうＯ然し此の本は昨年頃角川文庫が取上

スラィブラリーの英訳本を選んだ︒その後昭和二十二年に

れていることから︑西洋哲学の祖とも云うべきソクラテス

げたので︑今では容易に求めることができるが︑訳文その

Ⅲ本訳に手頃のものが無かったので︑止むなくエブリマン

庭は一度は触れておきたいことが︑動機の一つでもあった︒

ものが原典に忠実を期した故か︑難渋で読みにくいうらぷ

．︿イドンか世界名著の中の池田美恵訳の．︿イドンの方が読

がある︒むしろ木村畷太郎︑岡田正三訳プラトン全集中の

ソクラテスの死生観を語らしめ︑併せて臨終の模様を報告

象易いかと思う︒但し一冊本として入手するとならば角川

に立会った．︿イドンと云う兄弟弟子の一人の口を藷りて︑

せしめたものである︒プラトンの著作は対話篇と云う形を

本ほか期待できないであろう︒

此の書はソクラテスの高弟プラトンが︑ソクラテスの臨終

の読書会で︑テキストに之を選んだ時で︑もう十数年前の

少し大袈裟な題であるが︑プラトンの著﹁パイドン﹂を

I
とったものが多く︑すべてが問答の形で語られていて︑難
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明

二︑ゾケラテスの入獄と死刑の執行

ゾクラテスは︑今死に直面するに当って︑少しも死を恐

れぬのみか︑死後の魂の生活を楽みにさえしているようで

連動の奨めを退け︑法の命ずるままに刑に服し︑然かも霊

本は︑彼が死刑の宣告を受けてから︑一切の助命歎願或は

告された︒時に紀元前三九九年︑年七十一であった︒此の

し︑青年を謬らしめる者として告訴され︑公判で死刑を宣

る︒彼の言葉によれば︑哲学者こそ万人中一番死を恐れざ

を悲むのはおかしいし︑むしろ楽みであるとさえ云ってい

之こそ哲学者の一番希望した境地であるから︑哲学者が死

れて︑万物を正しく認識し︑正しく思考できるようになる︒

けで純粋に思考できるようになる︒即ち魂が完全に解放さ

の影響から脱川すること︑魂が魂自身だけになって︑魂だ

ある︒彼をして云わしむれば︑荷も哲学者たる以上︑今迄

魂の不滅を信じ︑よき死後の世界に赴くを楽糸に︑従容と

ソクラテスは改めて云う迄もなく︑紀元前四七○年頃生

して赤盃を傾けるその信念と臨終の様子とを記したもので

との結合から自由になることを望む人々であると云うので

る人々であるとか︑哲学者こそ一番軽蔑し嫌っていた肉体

んで来たわけである︒死とは魂が肉体を離れること︑肉体

ある︒著者プラトンは此の時に臨席して居らず︑立会った

ある︒そして後でも触れる如く︑彼の魂は死ぬことによっ

死の問題を第一義に考え︑云わぱ生涯のテーマとして取組

人の一人・ハイドンが︑エヶクラテスなる人の乞に応じて︑

まれたギリシアの哲学者で︑アテネで活躍したが︑政治家

諒灸と物語る形をとり︑本の名称は此の語り手の名をとっ

ると信じているのであった︒

て︑神達や立派な友人の多数居る彼の世に行くことができ

一つには輪廻の説で︑私共は仏教の一部には輪廻の説が

／ の 、

や指導者達を痛烈に批判したのが巣り︑国家の神為を冒涜

ソクラテスの有力な弟子格のシミァスとケーベスの二人

あることは知っているが︑ギリシアに同様の考があり︑ソ

四︑魂の不滅についての証拠

たのである︒此の時立会った人は十数人も居り︑その中で︑

が︑主として霊魂不滅論の相手になっている︒Ⅲ答は随分
いたとすれば驚かされるが︑学Ⅲ的に云えば︑実はプラト

クラテスも亦その見解を持っていたことを知って驚く︒彼

長く且つこまかく︑之を傍に居た︒ハイドンがよく記憶して

ンがソクラテスの思想を紹介したか︑或は自分の思想を書

人間又は他の生物に入るべく待機していると云うのである︒

をして言わしむれば︑魂は肉体を離れてから︑次の世代に

いたものであろうから︑記憶力に驚く要はないであろう︒
三︑哲学者と死
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悪によって後生の良否が左右されると云う見方も︑仏教の

そして善根善生︑悪根悪生︑即ち因果応報的に︑前生の善

のは︑彼の世に行って人間的罪悪から脱かれると説く︒

肉体的情慾性の強いものは不幸に︑敬神的倫理性の強いも

魂には不死性の存すること︑そしてさらに善悪両性を認め︑

六︑白鳥と竪琴

輪廻説と軌を一にしている︒

次には想起説と云う︑今から見るとなかり変った学説が
ある︒即ち人間が物を知ると云うことは︑無知だった無垢

の説はその頃は相当有力であったらしく︑ソクラテスも平

ていたものを︑想起するに過ぎないと云う学説である︒此

鳥は平素でも唄うのを好むが︑死を予見するや︑神の許に

他の人に判らせることは何と難しいかと嘆ずる︒そして白

ない︒ソクラテスは愛弟子二人をさえ説得できないでは︑

それでもなおケーベスとシミアスも︑未だ完全に納得し

素よく云っていたらしい︒それによれば︑魂は幾度も繰返

行けるを悦んで一層美事に唄う例をひいて︑白鳥に劣りた

の頭が始めて知るのではなくして︑昔一度知ってから忘れ

した前生で︑種々のことを経験し知っていたことになり︑

くないものだと云う︒此の時シミアスは竪琴の例をひいて︑

琴は椎成物可視物であり︑音は不可視なものだが︑琴が壊

その事が前生の在ったこと及び再生までの間︑何処かに続
いて存在していたことを一証明すると云うのである︒そうし

て彼は想起説の正しさを巧みに説明するのである︒

はないかと云う︒ケーベスはシミァス程すぐ分散するとは

れれば音も無くなる如く︑肉体が死ねば魂も分散するので

云わないが︑輪廻を繰返すうちに魂も消耗してしまう不安

があると云う︒初めのうちは此の二人も︑ソクラテスの誘

五︑死するものと不死のもの
然しこうしたソクラテスの議論も︑相手のケーベスとシ

だ疑念の残ることを告白したのである︒此の辺が此の本で

最も緊迫高潮する山場で︑語り手・︿イドンもがっかりする

導に乗って同意を表して来たのに︑イザと云うところで未

之に対してソクラテスは︑構成されたもの︑組合せられた

し︑聞き手エヶクラテス迄もがっかりしたとつぶやく︒然

ミァスを心から納得せしめなかった︒即ち魂は肉体を離れ

ものは分解し︑然らざるもの︑エッセンスだけのものは常

し．︿イドンは云うに︑此の時程ソクラテスの偉さ︑立派さ

ると︑自分自身も崩壊するのではないかの疑問を残した︒

に視えるものと視えないものとについて同じ検討を重ねる︒

に同じ状態を保つと云う仮説を出してそれを検討する︒更

テスはかかる失望の場にあっても極めて冷静に︑一言／︑

を感じたことはない︑と彼の態度を賞める︒即ち彼ソクラ

そして肉体と魂とは︑どちらに似ているかと云うことから︑
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し乍らそばに居た︒ハイドンの頭の髪をいぢりつつ︑更に議

論を統けることの大事なことを云った︒日く哲学者は議論

ｌ勝敗の議耐で練なく︑真理を求適ての意見の交換ｌ︲
を嫌ってはならない︒それは真理真実の発見を怠る逃避で
あり︑哲学者の恥であると極論する︒此の辺に私達も︑ソ
る︒ソクラテスは二人に向って︑今死んで行く自分よりも︑

クラテス︑プラトン等の精級で辛棒強い学風を見る思がす

と提議する︒此のくだりのソクラテスの偉さ︑立派さに︑

真理そのものを大切にし︑それに注意を集中して話合おう
．︿イドンは深く打たれたと語る︒

七︑辛じて霊魂不滅の証明

それからのソクラテス対二人の蒸返しと云うか︑最初か
らのダメ押しと云うか︑疑念の片づけ方は︑仲々読んでい

の見方について︑美︑大︑小等について認それらが存在す

る理由は︑美とか大とか小とか云う抽象的の概念が先づ在

るからだと説明するが︑此の辺も西洋哲学的思考に慣れな

い私には難解に覚えた︒その次に出てくる奇数偶数の議論

も私には︑多少概念の遊戯的なものを覚えた︒然しいつの

生命を与えるものは魂︑その魂は不死と自分で証明してし

間にか︑ケーベスはソクラテスの質問に導かれて︑肉体に

のし方等は︑議論的には巧妙であるが︑心から納得した満

まうｏこの間の質Ⅲ応答のやり取り︑仮説の川し方︑引用

足感が得られたか︑私には疑問が残った︒然し兎も角もソ
クラテスの奮闘によって︑シミアスもケーベスも︑魂は不

死不滅︑あの世に存在するは事実であるとの結論に達する
のである︒

されると云うことになり︑そこで此の大地即ち地球の話に

此の不滅の霊魂は︑善悪良否の差で︑別々の世界に連行

八︑地球の表面と地球の内部

れて行くような感を受ける︒その中で私が面白く感じたの

て骨が折れる︒やや形式論理的方法で︑二人がそれに引か
は︑ソクラテス自ら︑万物の生滅及び存在の原因を知るこ

なる︒魂は地下に潜む場合が多いが︑話は先づ地球のこと

ている︒人に翼があって空気の眉の上に出てこそ︑始めて

ている︒丁度海底に棲む魚が︑海上に棲むと誤認するに似

ルで︑その沈澱物が空気であるが︑人は空気を天だと思っ

実は凹所に棲んでいる︒宇宙を填充しているものはエーテ

から始まる︒我々は地球の高所に棲むように思っているが︑

との難しさを云っているくだりである︒例えば一と一とを
加えると二になるが︑前の一が二になるのか︑後の一が二
になるのか︑二つの一が加算によって二になるのか︑又一

が二分されると二にもなるのは何が二になるのか︑と云っ
たような考え方である︒如何にも西洋哲学的な級密さで︑

東洋哲学では感じられない分析的な思考方法である︒又物
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地球の真の姿が判るであろう︒そして地球は実は非常に美
色鞠のように美しく︑画家の絵の具も及ばない︒と恰も人

クラテスは云う﹁諸君︑諸君も皆いづれの日にかは旅立ち

論議は︑質問応答は右の冥土論で一応終った︒そこでソ

九︑臨

工衛星から見た地球の美しさを︑すでに言及しているかと

をするであろう︒然るに今や宿命は私を呼んでいる︒もう

しい色をしていて︑赤紫色︑或る部分は金色をしている︒

に対し︑他方之は驚くべき︑非自然科学的地球内部観が述

驚かしめる︒こうした自然科学的適格性に富む地球表面観

気をつけてくれ︑それが結局私にもよい事になる﹂︑クリ

何でも致します﹂︑ソクラテス﹁何よりも君自身のことに

リトンが云う﹁何か云いつけられることはありませんか︑

沫浴の時が来たようだ︒それを済まして毒を飲もう﹂︒ク

ソクラテスによれば︑此の地球の内部は︑恰も地獄の如

べられている︒

く凄惨である︒先づ四つの流があり︑第一のは地球上の大

ス﹁君達が気の済むようにしてくれ﹂︒

トン﹁どう云う風に葬ったらよいでしょうか﹂︑ソクラテ

ソクラテスは浴室に入った︒待っている人々は今まで話

シェルシァン湖へ注ぐ流︑第三には熱泥の流︑地底の溶岩

題になったことについて︑又話合い考え直したが結局﹁ソ

洋を作る︒第二に砂漠の地下に惨み込んだ仮想の地下湖ア

しないで渦を巻いて流れる流︑之等の四個の大きな流が地

ソクラテスは浴室から戻って来た︒彼の子供である二人

流を想像させるような流︑第四にはどの流に合っても混入

られて段々と救済される︒一方非常に立派な生涯を送った

の幼児と一人の成長した男の子と︑家族に仕える一人の婦

クラテスと云う父親を失う者の如く︑之からは精神的孤児

魂は︑地上の上層の浄域に住まわされ︑特に哲学によって

人とが連れて来られた︒彼は此の人達に何か話をしてから

下を縦横に流れているとし︑その地理的説明をさえ或る程

魂を浄化した人は︑永遠に浄域に住めると仲々虫の良い話

去るように命じた︒それを済ませて︑彼は友人達のところ

度云っている︒そして死んだ魂は︑皆生前の功罪によって

である︒故に我々は現世で徳を積ゑ︑智を磨かねばならぬ

に戻って来た︒折から日が暮れかけて来た︒役人が入って

た︒

と云っている︒此の辺の描写解説は︑之が大哲学者ソクラ

来て︑ソクラテスに敬意を表する何事かを語ってから︑﹁何

の如く生きることの何とつらいことか﹂と云うことに帰し

テスの思想かと疑われる位空想的で︑その描写の精密なだ

を云いに来たか御判りでしょう︒御別れです︒最早避くべ

裁判を受け︑各流に送られ︑服刑の涜罪により︑或は助け

け一層困らざるを得ない︒
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終

からざることに心静かに御耐え下さい﹂と︑ソクラテス

て︑更に云った﹁クリトン君︑アスクレピオスの神に鶏を

世へ出発する﹂と︒やがて被せられていたものを押しのけ

てなお然りと思う時︑哲学的推理の難しさを泌々と感じ

でなく︑ソクラテスの弟子︑シミアス︑ケーベスニ人にし

不安が残ることがあり得るということである︒之は私だけ

何か心の底からは納得のいかないものが残るような一抹の

が真髄から離れるｃ従って最後の結論に到着した時には︑

論理を積重ねて真理を探求しつつ行くうちに︑いつか焦点

れに敬意を覚えた︒多少気にかかることは︑仮説を作って

ての級密さと論理とに東洋哲学にない一種の力を感じ︑そ

は此の古典を読んで︑西洋の哲学の性格と云うか︑一貫し

千年に亘る︑人類の自然科学の進歩のためてある︒然し私

私のついて行けないところであった︒その主なる理由は二

寛恕を願う︒それにしても︑ソクラテスの思想は遺憾乍ら

明のくだりが十分に解脱できなかったのは︑私の微力と御

以上がパイドンー篇の極く大略である︒霊魂不滅論の証

一○︑読後感

クリトンが口と眼とを開揖じさせた︒

獄吏は布団をかけた︒ソクラテスの限は据ってしまった︒

が︑もう返報はなかった︒ソクラテスに揮箪が起こった︒

ン﹁承知しました︒他に何か言い残すことは？﹂と訊ねた

供えねばならなかった︑忘れないでくれ給え﹂と︒クリト

﹁貴君とも御別れです︑仰せの通りします﹂と︑役人は涙
を湛えて室を出て行った︒ソクラテスは友人の処へ来て︑

入獄中親切にして呉れた此の役人を讃え︑役人の言に従い
毒盃を持ってくるよう促した︒此の時クリトンが﹁まだ時
刻は早い︑急ぐことはありません﹂と︑ソクラテスは﹁此
の時になって生命を引延すことは自分には滑稽に見える︑

止めないでくれ﹂と制した︒そこえ若者が毒盃を扱う一人
の獄吏を連れて来た︒ソクラテスは其の盃を受けて︑神に
献げる仕草をしてから静かに︑無表情に毒盃に口をつけて
飲み干した︒それ迄友人達は働突に堪えていたが︑岐早我
慢ができなくなって滝のように涙を流した︒．︿イドンも泣

いたが︑それはソクラテスを憐むのではなくして︑これ程
立派な友人を失う自分の不幸を悲んだためだと述懐してい
る︒ソクラテスは云った﹁君達は何たることか︑私が婦人
達に去って貰ったのは︑こう云う愚かな行為をして貰いた
くなかったからだ︒平和に死ぬのだ︒静かにしてくれ給え︑
我慢をしてくれ給え﹂︒皆は涙を抑えつつ塊じた︒

ソクラテスは室内を歩いていたが︑脚が重くなったと云
ってベットの上に仰向けに寝た︒毒盃を渡した男が︑脚を
圧して感じがあるかと聞いた︒彼は無いと答えた︒次に腿︑

段々と上部を圧して︑段々と硬直して行くのを見た︒その
時ソクラテスは自ら云った﹁毒が心臓に達する時には彼の

︑Ｉノ

〆Ｉ︑

ワー

きことを覚えた︒又ソクラテスその人が︑その理性の命ず

のは︑今日の学問の繁栄を生んだ原動力として︑尊重すべ

に精細に推して行く西洋の学問精神︑即ち合理精神そのも

た︒然し︑結果はともあれ︑理を尊重して︑理を以て徹底的

格の一端には触れることができたように思われた︒

から直接何かの結論を得たとは思わないが︑西洋哲学の性

れて尊敬と好感とを禁じ得ないものがあった︒私は此の本

と男らしさにも︑いかにも哲人らしい風格の偉大さが偲ば

︵副会長︶

の過去帖からタッタ一筆佐野鼎の娘を葬ったときの記録を

といわれるだろうが︑東京市内では糸口をたどって牛込の

この年︑日米和親条約の批准交換に︑日本人として公式

桑た︒それからかれの墓所をさがして金沢市の寺町大乗寺

沌としていたが︑天のかなたからは開国の勝ちどきの足音

に団体として︑太平洋の荒波をこえて幕使新見豊前守一行

で佐野家の墓をさがし当てた︒表面の文字は水戸の漢学者

こにもかれのお墓はなく帰京したが︑翌年ついに青山墓地

で苔むした先代の土鰻頭を発見してこれにぬかずいた︒そ

赤城元町清隆寺に行って林瑞誠住職に会い焼け残った幕末

ってかれのことをここ何年か調査している︒いわば物好き

に踊った革新派の偉人のひとりだ︒わたしは病承つきにな

鼎︵貞親︶の若き日の姿だった︒かれこそ文明開化のかげ

寿

八十余名が十万石の格式でのりこんだなかに眼光の鋭い短
躯の武士がいた︒しかも直参でない前田藩の陪臣であった
ので︑身分は従僕といった下級の者だった︒これこそ佐野
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る感に︑迷うことなく冷静に堂々と行動する態度の明るさ

今の人よりえらかった

佐野鼎先生

はじめに

村

が近づいていた︒

万延元年は日本の夜明けの年だった︒そして世の中は混

田

青山鉄槍にちがいないと思う︒実に墓をたずねて五六年か
かって了ったわけだ︒明治十年長逝したが大体西村茂樹先
生と前後している年輩だろう︒しかも後年教育者として一
方の雄だからもちろん先生は懇意だった︒

米詩聖ホイヅトマンにうたわる
渡米したとき上級の武士は乙にすましていたのに従僕だ
ったかれは秀才にものをいわせて諸所を見学している︒英
語は往路ポーハッタン号上で米国士官に習い︑西岸から東
へ行くうちにスッカリ物にした︒殊に数物に川るく一生磁

学校めぐり

華府等の官街学校公共施設衣食住に関して時間の許す限

り︑かれは視察している︒フィラデルフィア大学附属建物

をはじめるう教育まで隈なく見て回った︒なかでも正規の

発音についてオーラルな口うつしの実際に感銘している︒

今の米国事情を百十数年前に悟った︒生活の智恵袋はみや

い﹁百年前のニューヨーク﹂記録の一文など先年皇太子殿

げに一杯だった︒近代人はかれに恥しい︒米国でも珍らし

下御夫妻がご渡米の際一部の人に配布されているほどだ︒

今日東京と姉妹市となっているのも故なしとしないのだ︒

文久元年さらに渡欧

かれの洋行熱はエスカレートした︒桜痴︑立広作︑寺島

ている︒だから﹁米使米行Ⅱ記﹂はかつて金沢文化協会限
定版として故人の金沢市立図書館長毎田周次郎氏が大阪図

、 ジ ノ

石をもって歩いたかれのこと︑米国の文物を巨細に見学し

書館長の長田富作氏と相談して終戦後に川版され︑また加

竹内下野守に従って渡欧し︑蘭︑独はじめ各国へ回り︑・く

りからリスボンをへて︑当時仏国が交吐支那に川兵してい

宗則︑箕作秋坪︑福沢諭吉など一代の名士とさらに翌年は

故水上一久教授がいる／︑研究された︒今でも学内で研究

た最中だが︑アームストロング砲や反射炉など貴重な資料

賀藩時代の古文言は同館に山積象になっている︒金沢大学
を重ねているであろうと思う︒ホイットマンも当時若く︑

や図耐を入手して︑Ⅱ本の開化に貢献したことは大きい︒

として外交の舞台に豪場することになった︒それというの

て思いがけない外交川瀬一が起った︒そこでかれは果然名優

慶応三年ともなるとこの北陸の加賀藩にも現実問題とし

アーネスト・サトウとかれ

ブロードウェー︒︿レードの名作を﹁草の上﹂に書いている︒

米人の眼には日本人が土人としては凄く深い文化をもつ一

ほどで︑遠乗りをしたときの馬具の豪華さにビックリした

民族としか映らなかった︒頭の冴えた人が一従僕にもいた
のでも分かる︒

rQ，

船が現われた︒翌夕英国の測量船が能登の七尾に入ってき

は七尾港問題で︑五月二十五日朝︑美川沖に見なれぬ異人

ら︑サトウのような立場にあった人でないと真実のことは

いったい幕末から維新にかけての日本の歴史的展開は対

分からない︒当時の幕僚や志士や大名たちに至るまで低姿

外関係からはじまり︑たえず対外関係をもとにしていたか

局員であるかれと恒川新左衛門︑有沢を右衛門の三人を七

勢でサトウの歓心を買うことに汲々としていた︒それとい

た︒金沢としては黒船来の騒ぎだった︒藩では直ちに渉外

の下検分に来たことを聞知した︒月末には英国公使たちの

尾に急派した︒かれは直に乗組の船員から同船は七尾開港

まったく︿マリ役にちがいなかった︒サトウもこんな片部

物なることは知る人ぞ知るのだから﹁外国方御用﹂の役は

かれはすでに二回の海外視察をとげて博学多識の一級人

うのも主動権が英国の手の中にあったことを物語っている︒

た︒サーベント号以下三隻の英艦や仏国船なども︑つぎつ

来航予定もわかった︒次で米船も六月には七尾にやってき
ぎ入港したのであった︒七尾が新潟のようにクローズ・ア

﹁日本における一外交官﹂原著は一九一二年ロンドンのシ

ウとの出会いなのだった︒図らずもわたしはサトウの名著

以下のゲストが陸路で北陸を回って大阪にかえることにな

快がっている︒英艦は出港したが︑やっかいなのはサトウ

たり長話をした︒ハリー卿という人も話に興がのって︑愉

ごとく感服している︒かれはパジリスタ号上で五時間にわ

ことは予想しなかったろうし︑かれの世界的知識にはこと

な極東の片すみの加賀に︑こんなレベルの高い人物がいる

ーレー・サービス会社出版に︑かれとの交渉のいきさつが

ここで面白いことはかれとかの有名なアーネスト・サト

ップしたのである︒

書かれているのを発見した︒時にちょうどそのサー今ヘント

めんどうなのはサトウが前田の殿様に面談したいと申し出

ったからだ︒かれらは案内しながら十三日金沢にかえった︒

このサトウはのちに日本名を佐藤愛之助︑または薩道と

た︒しかし幕府のおもわくを気にして病気だからと言って

号入港の際のことであった︒

断った︒断わらしたところにかれの策略があった︒けれど

るからビックリ仰天したことである︒九谷焼から金昇風す

いったくらい日本通として︑親しまれた人物である︒早く

べて︑デラックスなのに舌をまいたのも道理だ︒大切な七

も大名並みの扱いでご馳走をした︒何しろ金沢の名器が出

明治二十八年公使となって再び来朝し︑前後二十七年の長

るいは書記官として幕末維新の時代に滞在した︒それから
きにわたる外交官生活をわが国で送り︑日英親善に尽した

尾開港は幕府の公許がないからといってことわったら︑サ

も一八六二年︑日本にあこがれて来朝し︑英公使通訳官あ

功労はすこぶる著しいものがあった︒
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トゥもやむをえないとアキラメかれが案内役で接待し︑サ

だが︑福沢先生の発音なども妙だった︒高橋是清さんは奴

浸透していた︒しかし明治時代は学校英語で今でもそう

ーレイの万国史やウエーランドの経済書を分らぬままにや

れる世の中だった︒ウ︸一ブスターの綴書から一足飛びにパ

レイに売られて一寸会話が出来るので大学南校の先生にな

トゥも加賀の良さを後日謹でかたっている︒

近代史的人物
鉄道のはじまりは鍋島藩というがあれは玩具的モデルで

の蒸汽機関製造所で大汗を流したことだがとにかく何メー

と感心したかれがこれを利用したのは卓見だった︒かれは

オーラルロ屑からの教え方は外国人たるわが国人に好適だ

とっていた︒前のようにニューヨークでろう教育を見学し︑

るという共立学校は大したものだった︒イギリス教師をや

トルか動かした︒このことは北国新聞に水夫頭の記録発見

らせられたので変則一点張りだった︒四年に正則英語をや

と題して陸蒸気の製造一異づけの貴重史料がのったことがあ

門校たる開成中学こそこれが後身であって日本最古の中学

惜しくも早逝したのでこの後釜に高橋是清氏がつぎ今Ｈ名

実用にはほど遠かった︒かれは逸早く長崎に赴きポルトガ

る︒これを国鉄史の執筆をしている井上万寿蔵氏に話した

ル人ロレロに注文したものが明治元年に七尾につき︑同所

らわざわざ実地に見聞に行かれて調査している︒もちろん

な教育家ぐらいだった︒今日中央学界の人々も漸くこの佐

野を知るものが多くなってきた︒不思議な縁で前金沢大学

校といえるだろう︒かれは久しく金沢の佐野鼎でローカル

学長で︑現奈良大学々長の石橘雅義先生は弘道会とも因縁

国鉄の月足らずの糸どり児の産婦たる名には恥じぬ︒次い
で保守的な武士たちに狙われた一件もあるが省こう︒そし

人間をのせて走るまでには行かなかった︒だがかれの名は

て維新後明治二年兵部省造兵長官に任ぜられた︒大村益次

浅からず︑西村茂樹先生の御一族で常に茂樹翁のようにえ

︵特別会員国連東京都理事︶

がなかった一心を尊く思うものだ︒

の先駆者がかくも苦心していながらその名利も求むること

らくなれと訓されて育った方のようだ︒わたしは日本民族

郎とは江戸の友であったから推せんされたらしい︒

正則の英語︵学術︶学舎
同四年には多年宿望の学校だ︒今の神田昌平橋内駿河台
下に共立学校を創立し︑学祖となっている︒若い書生たち

わり︑ＡＢＣからはじめたという︒庶民階級へぐんぐん

が英語ばかりつかうので英語熱にうかされた芸者も潅にさ

C11)

その一

顧二題

東久迩宮首相に訴える
昭和二十年八月十五日︑戦争は日本の完敗に終った︒そ
して今から思えば悪夢のような苦しみの日夜の連続であっ
た︒あの敗戦降伏直後のころである︒降伏に対して京都帝
大はいかに処すべきか？という重大問題で︑ほとんど毎
日のように臨時の評議会がひらかれた︒当時理学部から選

石橋雅義

勇気をふるって文案を練り次のような申言書を首相の宮殿

原文のままでしたためます︒

下に送りました︒敗戦後まもない八月二十三日付けでした︒

申言害

石橋雅義

京都帝国大学教授従四位勲三等理学博士

謹而微衷ヲ披漉シ首相殿下二申言シ奉ル

草奔小官

出の評議員であった私は必要に応じてきたんなく卒直に所
戦局終結二関スル詔書ヲ奉戴シ実二恐催措ク所ヲ知ラズ︒
信を述べたつもりであるｐ
深ク自ラ省ミ悠久ノ国運ヲ憶う時︑就中今後青少年ノ建設
それらのなかでの一つの傑作︵？︶をお目にかけて笑っ
的心魂ヲ培う︿蓋シ喫緊ノ第一義︑今其ノー案トシテ全国
ていただき度いと思うのです︒それはある日の評議会での生徒児童ヲ早急二温存セル日本飛機二塔乗︑皇国ノ上空飛
こと︑敗戦Ⅱ本の将来をおもっての提案であるが︑私はこ
の提案を京都帝国大学の名において当時の首相東久迩宮殿朔ノコトヲ計画セシメ給︿ンコトヲ翼フモノナリ︒其ノ理

昭和二十年八月二十三日

石橋雅義⑩

恐慢頓首九拝

下に申言し奉らんことをねがったのでした︒総長羽田享先趣咋姪争痔一計斗窪岬痩メテ申スニ及バズト考フルトコロ︑
生も評議員各位もみな顔を見合わせてイエスともノーとも
おっしゃられない︒そこでもし大学としておやり下さらな
ければ︑石橋個人で致したく思うがご了承いただけましょ

うか？と申し出た︒まもなく羽田総長から仙人がやるこ内閣総理大臣
とについてはあえて止めないとのお言葉かあったので私は東久迩稔彦宮殿下
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回

文体がどうであろうとも︑これが偽りのない当時の私の

知るべしであった︒このようないきさつもあって︑学究と

反対意見を述べられたほどであった︒いわんや他はおして

てさる有力な動物学者はご心配は無用である︑と明らかに

しての私にとっては︑ビキニ以前のエニウェトク実験もま

心境であり︑文意の本質については今日といえども同様の
お方は︑その文体に思わずお笑いなさるかと思います︒し

心境であり変わっていない︒この申言害をお読み下さった

もちろん︑生硬でさっぱり詩様にもなっていないでしょう

私は﹁原爆に思う﹂の文字を詩様︵？︶にならべてみた︒

そのまた一年前の昭和二十五年八月六日︵一九五○︶に

た忘れることができないのである︒

この申言害には﹁後日物語り﹂があるのですが省きます︒

かし君よ︑笑いたもうなかれ・いな大いにお笑いください︒

その二原爆に思う

れたビキニの実験で第五福竜丸が死の灰をこうむった︒そ

較して化学元素のもつ真実さ誠実さを世に訴えようとする

むしろ滅公奉私の徒輩が強調した滅私奉公のむなしさに比

世にうったえたかったからである︒そして同時に戦争中に︑

行した化学元素であることを披席し︑そのきびしい事実を

が︑要するにウランこそが名実ともに正真に滅私奉公を実

の三年前の昭和二十六年︵一九五一︶のエニゥェトク環礁

周知のように昭和二十九年三月一Ⅱ︵一九五川︶行なわ

での︑アメリカ側の核爆発を知って︑私は初めて太平洋で

恐縮ながら十九年前の文字をそのままならべて承る︒だ

意図が私の心のなかにあったからである︒

ら空と海を対象にして作文したのであるが︑その後昭和三

が皮肉なことには︑以前には地下実験がなく︑私はもっぱ

メリカの学者に対してでもある︒その当時の私は︑この実

の核実験の中止を強調し力説した︒日本人ばかりでなくア

の太平洋の魚類が激減するであろうことを特に恐れたから

験のために日本人のタン・︿ク栄養資源として︑重要不可欠

英ソ三国の核停会談で地下を除く大気圏内外および水中で

十八年︵一九六三︶七月二十五日にモスクワで行われた米

一般に日本人は第五福竜丸事件でこそビックリ仰天した

の核実験停止の協定が成立したのであった︒したがって現

である︒

在は地下実験だけはやってもよいことになっているのであ

る︒ただしフランスと中共はこの協定に入っていないので

前に過ぎなかったのであるが︑それでも単に聞きずてにさ
れたようである︒いやそれどころか︑現にその頃すでに京

右の制限をうけていない︒

が︑私の力説強調したころは︑ビキニ実験のわずかに三年

都大学で放射能に関する大切な会議での︑私の力説に対し
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今年の八月は日本にとって二十四度めぐり来た原爆の月

己れを滅却したのであるしかも

である︒しかし次の私の文字は昭和二十五年八月六日︵一

ウランの

人類に対する禍福如何は

白石文代〃

増田長司〃

関根利雄″木内幸司〃
鎌田実〃小堀直太郎〃

山形禎三郎″八代剛男〃

村上宗次渡辺正勇大木清一郎〃

菅沢嘉市″石橋栄司〃
石橋嘉一〃岡田武夫〃
山村新治郎″石橋芳一〃
平山重正″佐伯源勝〃

斎藤伊三郎″八代信一〃
高橋国治″塚本家二郎〃

石田茂樹″平山広〃

理博︶

香取貞吉〃笹本武雄〃
斎藤弥平〃高橋渉酒井久平
斎藤兼吉〃飯田舜治〃
堀越知″寺島己之助〃
斎藤忠一〃片岡秀郎〃

高木春男″高浦茂〃

石田源司酒井久平中村庄司〃

新入会員紹介者田中貢〃

新入会員芳名︵千葉県の分︶昭和四十年四月以降

︵前金沢大学蛭︑京
京都
都・
・金
金沢
沢両
両一大学名誉教授

１１

皇末もあずかり知るところではない

九五○︶につづったもので︑それは五たびめぐり来た原爆

ｉ⁝

の日でした︒一切改作をしないで︑その年のその日の文字
をそのままならべることをお許しいただきたい︒

原爆に思う︵昭和二十五年八月六日記︶
五たびめぐり来る原爆の日

科学興国かはた科学亡国か

いな国といわずいまや
人類は存亡への岐路にたてり
白日をあざむき
万雷をあっして

原爆は大空に散り
蒼海を裂く
滅私とは何ぞ

原爆はそのことを
身骨に徹して
日本国人に訓え
あまねく世界に訴えた

みよウランは
その保蔵する全エネルギーを放出し
一瞬にして
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Ⅱ

ｌ
明日の不安を未然に防ぐ

交通事故の防止
渡辺広志

一まえがき
私ども日常生活を通じて現在の社会をな

﹁人が集まれば︑車の話がでます﹂︒

明から絶え間なく教訓を学びとるとい

田文明の生みだす危険を防ぐ策は︑文

このように文明の利器がませぱますほど︑

う努力以外にない︒

事故の報導されない日はありません︒

昔は︑こわいものとされていた順序に﹁地

と思います︒

その安全対策を十二分にとり入れるべきだ

震雷火事親父﹂と︑ありましたが︑
﹁一に自動車二に税金三に火事四に

国で

死者一四︑二五六人

事故件数六三五︑○五六件

昨年の交通事故は史上競高と云われへ全

三交通事故の事態

昨今では

女房と云はれておるようです︒﹂

申すまでもなく︑交通機関の発達は人間
の日常生活に欠くことのできない非常に便

れております︒

危険性もその便利さの数倍にあたるといわ

利なものになってきましたが︑その反面︑

不満︑不信というものが︑頭につきまとい

この数字は︑何と高知県全県民がそっく

、 L J ノ

がめますと︑何かしら将来について︑不安

全﹂という記事の中に︑

りそのまま交通事故の犠牲者になることを

死傷者計八四二︑三二七人

傷者八二八︑○七一人
﹁完全というものを手に入れる唯一の雛は

昭詔哩唱付朝日新聞に﹁文明社会と安

も︑明一九七○年︑安保改定をめぐる革命

事故から教訓をくみ︑その教訓を生かす以

とりさることができません︒それと云うの

運動︑経済成長に伴う諸物価の異常な高騰︑

るもの︒また六月二十四日付読売新聞によ

意味し︑交通戦争といわれる怖しさを物語

勢力︵特に学生巡動を含める一連の︶斗争

ます︒

外にない﹂として︑次の五訓をあげており

交通事故による死傷者を出している︒

内では過去十年間に五世梢のうち一世帯は

また本年五月九日付朝日新聞に︑東京都

た昨年よりも二十七日も早いという︒

四十人︶という悲しい記銀が史上最高だっ

交通事故死七千人を突破︵死者一日平均

れば︑本年一月から六月二十三日までに︑

交通戦争と云われる爆発的な交通事故の激

四憶病で意気地なし︑これ安全の母︒

ことによって高まる︒

白安全度は人間の能力を低く見つもる

過信してはならない︒

口人間の注意力や︑とっさの判断力を

となる︒

日便利さが二倍になれば危険は数倍増

増等︑何れも身近かな問題にしてその影響
推か

は測りきれない︑深刻かつ大きな問越だと
思います︒そこで︑この中︑いささかでも
ついてとりあげてゑました︒

御参考になればと念願し︑交通事故防止に

二五つの教訓
昨今のテレビ︑ラジオ︑新聞等に交通

r1反、

を占めることになりそう︑との驚くような

年には三世帯に一世帯︑八人に一人の割合

死傷者は今後ますますふえて︑昭和五十

このように事故の多い運転者年令層は二

一○年以上一︑六五四人一○︑九％

五年

三年

二年

一○年三︑三○七人二一︑七形

五年三︑○○六人一九︑八％

三年二︑一七二人一四︑三影

て起る︒

起こり︑判断と処置を誤まることによっ

１事故は人と車と道路の組合せの中で

○代︒経験は一年未満の符が多いことを示

処暇判断の誤りによって起る︒

意すれば事故も防げるので︑結局人間の

２しかし車と道路が悪くても︑人が注

３人川は馴れない応答では︑誤る性質

者は︑七七八︑七六二名︑車両保有台数

るときの失敗が事故になる︒

と直す性質があるから試行錯誤をしてい

昭和娼哩末現在の千葉鼎の運転免許所持

しています︒

事故の起る原因として︑

ています︒

発表を警視庁交通部で出して都民に警告し

四交通事故の原因
交通事故の原因について先ず統計から見

六五二︑四九五台推定人口は三︑○七九︑

ると千葉県瞥で作成した交通白書によれば

四八七名として自動車運転免許所持者は︑

日運転者の一般的心得

五事故防止対策

と述べております︒

二二一件のうち︑

う所有の割合を示しております︒

三︑八人に一人︑車は四︑七人に一台とい

昭和四三年中に同県で発生した事故一七︑

主なもの安全運転義務違反︵わき見運転︶

六︑六九六件四○︑六％

って防ぐことができるものである︒

車間距離不保持︵追突事故等︶

１人命の尊さを知る︒

一九歳二︑三六四人

５運転技能を過信しない︒

交通堺故は人間の過失による人災であ
している原因は交通法令が守られていない

２交通法令を守る︒

次に警察庁では交通事故防止シリーズ①

ことはもちろんですが︑ちょっとした油断

二四歳四︑七三三人

５月号時報︶に﹁交通小故が年を増加

一︑一三八件六︑九％
追い越し違反一︑○一二件六︑一％

不注意︑横着さが︑それに輪をかけている

４責任感を持つ︒

３譲り合いの精神で︒

一六歳

四九歳八︑二六三人

６心身の状態を良好に︒

７ゆとりのある運転計画を︒

といっても︑少しぐらいなら：⁝・という油

更に学者からゑた原因として︑東大生産

９安全速度を守る︒

８飲んだら乗らない習慣を︒
﹁交通事故防止の人間対策﹂の要旨

技術研究所の稲葉正太郎先生の溝演街料

断や横着さです︒

︵昭

酒酔い運転九八○件五︑九％

ことも見逃がせません︒その代表的な最も

二○歳

また事故を起した年令層は

危険かつ悪質といわれる飲酒運転の本は何

二五歳

五○歳以上六八五人
事故を起した運転者の経験年数

二年二︑三二二人一五︑二％

一年未満二︑七五二人一八％
一年
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皿歩行者︑自転車は赤信号︒

悪くなる︑バランス大は︵あわて型︶

がいがない︒疲労と睡魔は隣り合せであ

拾う場合運転手さんは疲労しているにち

ちょっとした言葉の交し合いで︑お互い

﹁疲れるだろうネ．．⁝・﹂

うなことばをかけてやることだ︒

な時︑そっと彼のねむ気をさましてやるよ

転手さんにねむられては大変である︒そん

る︒乗る方がねむるのはかまわないが︑運

バランス小は︵ゆっくり型︶

がおそく動作が早い︒

二大事故を起すのは︑あわて型で判断

︑疲れを感じたら必ず休息を︒
︵警察庁交通局監修安全運転の知識か
ら︶

③バランス改善法︵適性改善法︶
各人のバランスは長い生い立ちや環境

︒安全器具着用による事故防止
あいつぐハイウェイ型事故に

の秋忠重ねで︑できたものです︒これを
改善することが適性改善になります︒

になろう﹂︵千葉県職員月報昭和如年９

が安全なひと時を過ごすことができること

あなたを守る三種の神器︒

１安全まくら︵頭部後傾抑止まくら︶

イあわて型は判断がおそいのは記憶が

ことがよいｏ

正しく履み行なってきているだろうか︒不

人たる道がありますが︑果たして人の道を

﹁交通に交通道徳があるように人には人の

いる息子の防止法について︒

或る母親は何回となく交通事故を起して

解脱︵昭坐年５月号妬頁︶から

㈲宗教の立場からみた事故防止策

Ⅱ号から︶

少ないかあつっても再生のおそい人で

３ヘルメット︵乗車用安全帽︶
６皿付報知新聞から︶

す︒それで反復学習をやり直しをする

２座席ベルト︒

︵昭

の着用によって生命だけは助かる︒

目と耳から学ばせる視聴覚教育が効果

学習には図解︑スライド映画等︑

前記東大生研の稲葉先生の溝演要旨から

がある︒

白学者の事故防止対策

①人間対策

い︒動作がおそいのは︑馬力不足か運

敬不尊︑人との突きあたりなどなかっただ

ロバランス小のおくれ型は動作がおそ

るスポーツ全般なわ飛びボール投げ

動不足︑それで手足を動かす作業をす

イ人間の素質と事故との相関を調査し
ロ事故を起す素質を持つ運転者を改善

て決め手の要因を知る︒

②人間研究とバランス理論

事故を起し︑社会に迷惑をかけたことの

体なさに対する自覚はどうであったろうか︒

いることの尊さ︑生かされていることの勿

ろうか︒あらためて申すまでもなく生きて

卿名士の事故防止策

等効果的と述べている︒

イ人間は判断と動作で行動する︑思考
脳と運動脳で応答する︒

これから増えてくるおそろしい居眠り

び起一﹂らぬようにしなければなりませんが

お詫びはやはり大切です︒ところで今後再

安西浩東京ガス社長
運転よけについて﹁私は運転手の居眠りょ

で定着されている︒

けの一案を考えだした︒深夜︑タクシーを

ロ判断と動作の時間配分は長年の経験

最適値があり︑これを外れると応答は

ハ判断と動作の等ハランスには二対一の
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そしてそこに宗教的な面から見るならば

それにはやはり完全に法規を守ることです︒

とは交通警察室の弁︵昭如６創付朝日新聞

さっぱり減らぬ︒最後のキメテは運転道徳

実情でしょう︒理想道路は生れたが事故が

格言に

智者は禍害を防ぐ

聖人は天災を免れ

﹁交通事故をなくそう﹂から︶

〃先ずご挨拶″をしていただきたい︒朝目

が覚めて挨拶︑食事庭挨拶︑夜寝る前に挨
拶しておられるでしょうか︒その他何事を
い︒部屋へ入るにもノックしてから入るで

なす場合廷も︑その前後に挨拶してくださ
はありませんか︒ハンドルをにぎる前に

子︑釈迦︑キリスト︑ソクラテスや真に聖

とありますが︑古来聖人と云はれる孔
人の教えを守った人々で︑水難︑火難︑地

神仏に向い
○まで無事に行かせてください︒

界中に一人もありません︒

震︑落雷その他の天災に椎っている人は世

身も車も傷つけることなく何とぞ○
と心から祈り︑また目的地に到着して車
から降りる時にも︑心の中で
と感謝するように教えてあげて下さい︒

ている人為は災害を免れていると云はれて

を安全にし幸福を築いていくことに努力し

天災︑人為の禍いや災難を防いで︑世の中

真理を探究する真の学者︑其の他常に

このご挨拶によって心に落つきが生じると

お蔭様で無事到着しました︒

ともにとっさの場合に誤まらぬ判断力が働

おります︒

六むすび

き︑人間の思考力をこえた大宇宙の実に微
妙な健全活動が行われている神の力によっ
て安全に守られるのです﹂と述べています︒

堺故防止のためには︑保安施設強化がま

対ないという保証はありません︒特に車を

しょう︒自分や家族にとって交通事故は絶

交通事故の防止は全人類の悲願でありま

ず大切であるが︑交道道徳が踏ゑにじられ

るまでは心配して待ちわびております︒

運転する家族の身にとって︑家に帰ってく

㈹道徳の立場から

のモラルの呼びかけに一番悩んでいるのが

ては施設は死んでしまう︒どこの県でもこ

以上粗雑な資料ながら防止対策として実

単に交通事故を避けるということの象で

行していただければ幸と思います︒

なく︑進んで他人の禍難をなくすことに努

より効果的な防止策を御教示いただけたら

力することが必要であると思います︒なお

︵千葉県会員千葉県両総開発局︶

と思います︒

本会だより

石川謙博士の死を悼む

駿河台病院に入院加療中であったが︑

特別会員であった石川謙博士は︑本
年二月中旬以来肺炎のため︑日本大学

去る七月十二日午後八時三十五分︑ご
逝去︒七十八歳︒ご葬儀は北鎌倉の東
慶寺で七月十八日におこなわれ︑多く

事が参列︒

の参列者があった︒法名天徳院謙堂
治心居士本会からは渡辺︑片山両理

博士は道義六団体の一つである石門
心学会の会長であるとともに︑本会の

特別会員として多大のご援助を頂い

た︒先に﹁石門心学史の研究﹂で恩賜
賞さらに﹁古往来の研究﹂で重ねて学
士院賞を受けた篤学の方であった︒こ
こに謹しんで︑ご逝去をいた染︑その
ご冥福をお祈りする次第である︒
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＜新しい家庭教育＞

１子は親のかがみ
家庭教育学級やＰＴＡなどの講演会があ
ると︑どこの会場でも﹁うちの子は︑テレ

み﹂といわれますように︑子どもたちは︑

日常生活の中で︑知らず知らずのうちに︑

その家庭で父母によって育てられますから︑

ならば︑親自身がまずチャンネルを切って︑

子どもにテレビをやめて︑勉強させたい

親に以た人柄や習仙が出来上ります︒

います﹂﹁学校から帰って︑ご飯までテレ

仕事にかかるか︑新聞でも雑誌でもよいの

ビばっかり蕊ていて︑勉強しないで困って
ビの前を動きません﹂﹁日雌などは︑朝か

︼○
ですから︑読替などをすることで︑ず

のリズムというものがあります︒たとえば︑

だれでも︑どの家庭でも︑それぞれ生活

ら晩までテレビの前をはなれません﹂﹁と
争いで︑けんかをして困ります﹂おとなの

いう訴えから﹁きょうだいが︑チャンネル
番組を見たがりますが︑害はないでしょう

﹁行って参ります﹂と挨拶して登校します︒

子どもが朝起きて顔を洗い︑食事をして

学校で午前・午後の課程を終って帰宅し︑

見ます︒ふと宿題を思い出して︑それにと

手を洗いおやつなどを食べながらテレビを

このように︑子どもがテレビを見すぎて

か﹂という質間を受けます︒

困っておられる︑お父さんやお母さんと︑

よろこんで飛び出し︑グループ遊びにすべ

りかかりますが︑友だちが迎えにくると︑

時間をかけて︑じっくり話しあってみると︑
その子どもが小さい時に︑テレビを勝手に︑

ひとときみんなでテレビを楽し桑︑明日の

宅され︑一家そろって夕食をとり︑食後の

入浴でもしているうちに︑お父さんも帰

てを忘れ︑Ⅱ蕪頃には帰ってきます︒

好きなほど見させておいたか︑あるいは母
を︑かけっぱなしで︑見ている家庭かのい

親がテレビ好きで︑ひまさえあればテレビ

﹁自分たちは︑テレビを楽しんでいる︒子

ずれかです︒

っても︑小学生などは︑このような生活リ

人により︑家庭により多少のちがいがあ

予習を終ると床につきます︒

ズムが血然に出来ています︒

ではどうにもなりません︒もともと︑しつ

どもたちには勉強させたい﹂こんなしつけ

るのが効果的です︒また︑﹁子は親のかが

けというものは︑口ではなく目から学びと
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佐 代 次
横田

(
1
)
も
ど

レビと子
テ

この生活リズムは︑尊重しなければなり
お父さんがどんなにナイターが好きでも︑

ません︒お母さんがこよなく音楽を愛し︑

になります︒

２テレビについてのしつけ
さて︑子どもばいくつ頃からテレビを理

のちに詳しく説明しますが︑テレビの視

めることに注目していただきたいものです︒

聴は読書とちがって︑自主的選択がなく︑

受身の精神活動ですから︑子どもはこれを︑

入れます︒したがって小さい時に耽溺する

海綿が水を吸い込むように︑そのままとり

子どもの勉強している時にテレビを鳴らし

早い子は︑二回日の誕生日を過ぎた頃か

習慣ができると︑いわゆる見物的態度が強

解でき︑楽しむことができるでしょうか︒

ら︑ふつうは三歳になると︑自分の好きな

ことになります︒

くなり︑思考力や自発性の発達をおさえる

てはなりません︒百歩ゆずって︑サイレン

三○

それゆえ︑テレビを見はじめる幼児期の

分くらいはあきないで︑見ることができる
ほど︑大脳神経が成長します︒

番組をみてよろこぶようになり︑二

トで見るおもいやり︑それが愛情と言うも
家庭におけるおたがいの生活リズムを理

のです︒

解し︑尊び合うしつけが︑自然に出来てい
る家庭ですと︑兄弟同志のチャンネル争い
もなく︑勉強しないで夜ふけまで見ている

四歳になると︑おとなのみよう承まねで

しつけが︑きわめて大事になってきます︒

チャンネルをまわして︑自分で見たいと思

それですから︑この頃からテレビを見る
ん︒子ども向きの番組をみせるときに︑で

いわゆる﹁テレビッ子﹂などは育たないも

きるだけ母親も一緒に見て︑時間にくぎり

正しい態度を示すことを怠ってはなりませ

のです︒

小学校の高学年や中学生になって﹁勉強

味をもって︑息をのんでながめています︒

この時放任すると︑ＣＭなどに異常な興

うものをえらぶことができます︒

また︑映画中にチャンスを把え︑あるい

をつけることです︒

ている﹂と︑こぼしている親が少なくあり

て︑番組と区別さえつかず︑そのうえ︑お

最近のＣＭは︑宣伝技術がじょうずになっ

はちっともしないで︑テレビにへばりつい
ませんが︑テレビについても他のしつけと

って︑親と子が感想などを話し合うことが

されるから︑子どもだけでなく︑おとなも

しかも強く心の中にきざ象込むように演出

となだけでなく︑子どもにもわかり易く︑

は番組の終ったあとに︑必ずスイッチを切
たいせつです︒

同じように︑幼児からの生活リズムすなわ
ち︑生活に節度をもったしっかりしたしつ
けが大切です︒

番組からつぎの番組︑あるいはＣＭまで︑

子どもとの話し合いは︑単に批評眼をや

よいと︑動物や人形を主役とした番組に興

だらだらとつけっ放しはよくありません︒

しなうだけでなく︑テレビについての正し

味をもってきますから︑これらをいとぐち

﹁子どもはおとなしくテレビを見ているか

い態度ができてきます︒そのうえ︑鋭い観

ら︑仕事がはかどる﹂といって︑幼児期に
放任して置きますと︑それが習慣となり︑

察力や思考力をもたせ︑子どもの知能を高

この年頃のときに︑もし︑母親の指導が

学校に入ってからも︑勉強する精神の集中

誘いこまれます︒

力が乏しく︑テレビにおぼれてしまうよう
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も﹂できるようになってきます︒

﹁自我の形成﹂による自主的学習と深い関

いのです︒これは︑のちに述べる子どもの

係をもってきます︒︵都会員・東教大付属

算数・理科・作文のように︑じっくり考
く周囲の人とのかかわりや︑音声をさけて︑

えないと能率のあがらないものは︑なるべ

ように︑自然にリードすることができます︒

に︑童話物語りや科学的なものへ心が向く
それから︑﹁食事をしながら︑テレビを

六年から中学生になると︑

けつきよくは︑自律的︑主体的な学習意

場合も︑ないわけではありません︒

欲や態度をそなえていますと︑外形的な学
習形式は︑あまり神経質にならない方がよ

︵秋田支会長川村宗嗣︶

けられる様切望致します︒

るのでありますから︑是非とも大努力を傾

考えます︒弘道会も国民運動の中に居られ

も丁度日本に於ける憲法問題同様だと私は

めて居るのです︒日本弘楢一会の綱領の問題

っと命をかけてやらねば駄目だと私はすす

い事では現下の急流には乗り切れぬ故︑も

などと歌って居られますが︑そんな生ぬる

憲法復元行わればや﹂

﹁願はくぱ︑昭和の御代のうちにして︑

その歌錐の中に

られんことを切望致します︒井上手麿氏は

じます︒日本弘道会も願くぱ︑その列に入

ませんので︑早い解決の力にはならぬと存

迩見を有し︑内部的には決して一致して居

民運動の如きは烏合の衆で︑各団体銘々に

改憲問題は刻下の最大の話題ですが︑国

坂戸高教頭︶

見て困る﹂とか﹁勉強しながら︑テレビを

精神を一つのものに集中しなければ︑学習
社会・国語あるいは図画・工作のような

見ているのですが︑頭に入るのでしょう

Ｉ
｜会員だより
Ｉ一

機械的な作業による学習で︑内容が比較的

効果があがりません︒

これもよく話しあって桑ると︑テレビを

意識に強く訴えない場合は︑テレビを見な

か﹂という質問もあります︒

があります︒

しかし︑五

がらでも︑ある程度の学習は可能です︒

見る正しい態度が︑親にないところに原因
父親が︑食事をしながら︑新聞やテレビ

学習内容の質が高くなり︑量も大きくなっ

を見たり︑日眺など一日中つけっ放しの家
庭では︑子どものⅡが︑然︑テレビに吸い

四年頃

うけ︑また併行学習も困難となります︒

てきますから︑テレビを見る時間に制限を

わたしは︑先に﹁幼児期には︑親が一緒

よせられ﹁ながら族﹂となります︒

したがって︑ふつうの子は︑三

にながら族が多く︑この時期がすぎると自

に同じ番組を見て︑あとで感想などを話し
あいなさい﹂といいましたのは︑テレビを

もっとも︑子どもたちは︑それぞれの育

然になくなります︒

の習慣をつくると共に︑映像の批判力がで

ちや︑家庭環境によって︑能力に個人差が

媒介とする親と子のコンミューゲーション
き︑番組選択などの態度を養うことができ

あり︑あるいはながら族でも︑思考的教科

四年になれば﹁ながら勉強

も暗記的教科もともに︑成績をあげている

るからです︒

さて︑テレビを見ながらの勉強のことで
べきです︒まだ並行作業能力の脳神経が成

すが︑これは︑小学校の低学年では禁止す

小学校三

長していないからです︒
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１

育

潔

と純
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加

た︒つまり﹁しつけ﹂とよばれるもののな

なにを育てなければならないかを考えてゑ

現在の社会と家庭のなかで︑なにを矯め︑

教室の机や壁に見られる落書は︑公衆便所

ま主子どもの世界にまで入りこんでいる︒

までも不潔なものとし︑タブーとした︒戦

感から出発した︒そしてそれは︑男女の愛

戦前︑わが国の性に対する考え方は不潔

におとなが書くそれの模倣ともいえる︒

ある︒

一九三九︶は人間

かで︑なにが一番たいせつかということで
フロイド︵一八五六

の名のもとに︑実さいは解放ではない露出

化の傾向を強めていった︒強者が弱者の性

後︑外的な力が取り除かれると︑性の解放

をもてあそび︑マスコミの発達は一層これ

の心の本源に﹁性欲﹂をおいて考えた︒人
とよばれる一二

間が人間らしくあるために︑そして思春期
あるべき人間の姿を教えるために︑どうし

に拍車をかけた︒本来︑清純であるべき中

一五歳の少年たちに本来

ても性についての理解と判断力をやしなっ

学生の前にどぎついポスターが︑不良週刊

の子どもを評して︑﹁無作法︑恩しらず︑

ということばがある︒世のおとなはこれら

ことを話しあってきたから︑今さら改まっ

君とは︑小さい時からずい分いろいろな

のり子

父から娘への手紙

誌がならべられたのである︒

ておかなければならないと考える︒

性と道徳

打算的無責任・暴力肯定・早熟：⁝・等々﹂

て〃書く″となると︑いつわらざるところ

マスコミ・チャイルド︵マスコミッ子︶

という︒しかし︑このこと墜異返せば即︑

まことにどうも他人行儀で妙だ︒

君も中学の三年生︑この春は高校生とし

おとなの世界にみられることではないのか︒

わせる時代感覚をつけさせたのは︑とりも

早熟の子どもを作り︑三歳児にエッチとい

つだったか︑﹁赤ちゃんはどうして生まれ

て一歩おとなに近づくわけだから︑君がい

田﹄局ノ○

るのという素朴な疑問に答えておきたいと

なおさずおとなであり︑おとながつくった
今日の世相にゑる性道徳の混乱は︑その

社会である︒
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っ生
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し

新

のり子

もう君も︑赤ちゃんがこうのとりによっ
て運ばれたり︑キャベツの中から生まれる
ものでない﹂とぐらい知っているだろうね︒

君も学校の理科や保健の時間で学んだこと
と思うが︑男と女の違いは︑性染色体の〆
に抗争的であったり︑逆に相手を蔑視する

＋ｘ卜居十滅だけの違いであり︑おたがい

のり子

ｌそ

名もすばらしい﹁了どもの宮殿﹂

ートを味わうのだ︒やく三○○日前後を君

ｌに宿り︑もっとも安らかな人牛の系ダ

自分の〃生命″がどんなものか︑わかっ

父より

たことと思う︒からだを大切に︒

これは︑道徳時間の資料にと︑妻と二人

クラスの子どもにプリントをして渡した︒

で創作したものである︒次のⅡ︑四○人の

に保護され育ってきた︒

はこうして酸素も栄養も何一つ不日由せず
もちろん︑その間お母さんは体内の君を

中三・男

その反応は次のような形であらわれた︒

まもるために転ばないように好きな旅行も
控え︑大事をとった︒このようにして︑や

産だ︒

く一○ヶ月︑七月一四日︑朝︑いよいよお
お産は決して楽なものではない︒陣瓶と

お父さん︑僕はお父さんの手紙を読んで︑

いう腹の痛みがくる︒このような痛螺に打
ちかって︑母親は子どもを生む︒そのよう

して︑それと同時に人間として生きてゆく

あらためて人間の神秘性を感じました︒そ

派な人になりたいと思いました︒

られました︒そして︑お父さんのような立

の人々の生命のすばらしさを深く感じさせ

もち︑そしてｎ分の生命のすばらしさ︑他

分がこの地球上にいるということに誇りを

さをしみじみと感じさせられ︑またいま自

そして︑その中にある母親の苦しさや悲し

お父さん︑僕は生命の誕生のすばらしさ︑

気がしました︒

道をそれがほんの少しでもわかったような

ないくつかの苦しみに耐えてもらったあげ

のり子

な力を思わずにはいられなかった︒

し︑育て︑この世の光にあててくれた大き

改めて︑生命に対する尊厳︑君を体内に宿

いたときのあの安心と喜びの混った気持︒

のり子の初声︵うぶごえ︶を産室から聞

りながら廊下を歩いたものだった︒

どかしく︑ただ君とおかあさんの無事を祈

見ながら︑何の手助けもできない自分がも

おとうさんは︑苦しんでいるお母さんを

く︑のり子︑君は生まれてきたのだ︒

秘

ようなことはさけたいものだ︒

生命をつくる営みｌそれば︑生物のみ
に許された神秘的なことなんだよ︒旺種に
花粉がつき︑卵子︵それはわづか○・二ミ
リの小さな卵︶に︑全長○・○五ミリ︑肉
眼では見えない位の精子が受精したとき︑

そこに﹁生命﹂が誕生する︒五億の精子の
﹁受精﹂という栄冠をかちとるのだ︒五億

中から競争に勝ち残ったただ一つの精子が
分の一の確立︒それ以外の精子はすべて朽
ちばててしまうのだ︒多くの難関を克服し
て八そう︑君たちの入学試験のようにＶ生
君なんだよ︒そして︑受精を終えると︑た

命を全うした︑その優なるものが︑のり子
だちに細胞分裂が始まる︒一個が二個二個

が四個と分裂して︑次第に成長し︑子宮
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神

二年の学級でもこの資料を使って承た︒

入観を取り除いてやることが先決である︒

性が汚いもの︑けがらわしいものという先

ための誰でもが通る道筋であることを理解

ふれ︑それがすばらしい母親︑父親となる

ついで︑女子の月経や︑男子の精通現象に

ある女生徒は︑こんなことを書いている︒

わたしはプリンセス

最後に﹁人間を人間たらしめる性衝動の

させる︒

礼儀や公衆道徳をしつけるように︑新し

いしつけとして性道徳をもちだしたのも︑

めざめる中学生に．八歳未満お断り﹂の

以上のような論拠にたつからである︒性に

立札をするよりも彼等の身体の中でうづい

ているもので何であるかを教え︑その衝動

統制﹂に言及する︒もし︑人間が性衝動の

ると考えたいのである︒︵横浜会員清新

中二・女

ままに行動すれば︑人間社会の秩序は乱れ

道徳研究会会員横浜市立栗田谷中教諭︶

お父さん

いま︑お父さんの手紙をいただいて︑私

てしまう︒色魔という異常者は︑動物と同

り︑受精という栄冠をかちとることができ︑

性衝動をじょうずに統制して︑人間が築き

きるしくゑを持っているけれども同時に︑

と考えて国を憂うるものならば︑私も賛同

れたことです︒彼等が明治百年を昭和維新

われます︒学生の行き過ぎ脱線︑全くあき

今日程道徳運動の大切な時期はないと思

会員だより

であるかを説くことの方がより効果的であ

は大変勉強になりました︒﹁生命の誕生﹂っ

じ段階にとどまっている人間であるが︑一

を統制することが人間として︑いかに大切

ころ︑私は赤ちゃんはこうのとりによって

方︑性衝動が起きないような人間も異常者

て︑すばらしいことなんですね︒幼稚園の

た︑でも今は違います︒

運ばれてくるんだ︑とばかり思っていまし

だということ︒ただここで強調しておくこ

そして︑すばらしいお母さんの﹁子どもの

あげた文化を︑更に高いものにしていく大

の無軌道振にはたたきつぶしてやりたい気

するところもない訳ではありませんが︑あ

とは︑人間は動物と同じように性衝動の起

宮殿﹂で育ったプリンセスだと思っていま

切な仕事も持っていることを力説しておか

私は︑五億の精子の中から鼓争に勝ち残

す︒お母さんの苦し承︑お父さんの心配な

える︑講談社︶

なければならない︒︵平井信義著︑性を考

一つの原因があると思います︒我が弘道会

持ちになります︒然しこれは戦後の教育に

お父さん︒

このことは︑例えばエロ的なものに心を

気持がやっとわかりました︒ありがとう︒

性をしつける

ければと思う次第でございます︒

員もここで大に勇気を出して社会に訴えな

︵秋田支会幹事平沢四子男︶

こととして認めながらも︑それに心を引か
れたままにならないだけの﹁人間の強い意

引かれる﹁人間の弱さ﹂と︑これを当然の

たさいの一例であるが︑教え子と性を語る

志﹂のあることを話してやる︒

これは﹁生命の尊重︲｜という主題を扱っ

場合﹁生命の畏敬﹂を感得させるためには︑
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夏の健康
､
、
レア

k−

が︑三二︑五

三四︑八度ぐらいのときに

いても強烈な太陽の光があるわけですから︑

皇二五度Ｃ以上の皮膚温になるため︑わた

は快感を覚えるものです︒夏の日中は︑屡

し達は暑くてたまらなくなるわけです︒不

これを活用しないのは誠に勿体ないことで
れ以外の時間は裸に近いからだで運動に打

す︒昼の二時間程の休息は必要ですが︑そ

快指数も高くなってきます︒

からだも火照って不愉快になってきます︒

暑いところでは皮膚の温度も高くなるし︑

ち興じたいものです︒秋から冬にかけての

まただるくなってきます︒このようなとき

体力の荻礎作りはきっとできる筈です︒

運動はできるだけ全身運動をしたいもの

くれていた病気が出てくることさえありま

無理に運動をすると非常に疲れやすく︑か

で︑水泳︑登山など簸適のものと言えまし
よ員ノ○

暑さを避けよう

そこで先ず︑この暑さを克服し︑むしろ

なことですが︑これを中年以上の方々や病

暑さに負けずに鍛練することは極めて必要

りすることは血圧を急にあげることになっ

からだを冷やしたり︑冷たい水をかぶった

また暑いからといって急にクーラー等で

す︒

暑さに便乗する健康法を考えてみましょう︒

によりますと︑血圧が一二○ぐらいの若い

て危賊なこともあります︒いろいろな実験

若い人左は︑体力の許す限り大空の下で

勿論これは体力の盛な若い人達の場合で

中年以上の方達は︑暑さを避けて︑むし

せん︒じゅうぶんに太陽の光線を取入れて

保っています︒しかし皮膚の温は気柵の動

一年を通じて三六

るようです︒

は培さにさからわないで運動することにあ

さてこのようなわけで︑良い夏の健康法

と言って急死するのはこんな理由からです︒

といって急に水に飛びこんで心臓麻郷など

六○以上に血圧は上るそうです︒暑いから

人でも二○度Ｃ程度の冷たい水に入ると一

弱の人達にまで薦めることはできません︒

１﹂よ呈匂ノ○

ろ保健のための健康法を志すことが大切で
大体わたし達の体温は︑御存じのように

皮膚を鍛え︑運動によって筋肉を柔かく弾

きにつれて変動するものです︒寒く冷たい

三七度Ｃの一定の幅を

力あるようにするのに夏の暑さを利用する
北欧の人々は太陽を求めて肌の鍛練に苦

気温だけでなく湿度や風にも影響されます

こすのはこのためです︒勿論皮府の温度は

すがすがしい時間に散歩︑ゴルフ︑徒手体

そこで中年以上の方の運動は︑午前中の

のが蛾も良い方法です︒

夜に凍傷をおこし︑熱い作業場で熱傷をお

たり︑動くことを億劫がっていてはいけま

ることです︒室内に一日中閉じこもってい

高原に出て︑思う存分のびのびと通勤をす

すが︑汗をかくことを嫌がらず︑海に川に

を忘れることはできません︒

さです︒夏の健康を考える場合︑この二つ

夏の特徴は何といっても暑さと湿度の高

暑さを活用しよう

大塚正八郎

ｼつ

労するとか聞きますが︑わが国では何処に
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に

五時頃にの

でこの時間は避けたい︒また日中も暑すぎ

朝早くでは気温と水温の差がありすぎるの

が一番良い方法です︒ただし水泳だけは︑

操などお好承にあわせて無理なくやること

量も減りますと︑心臓をはじめ内臓血液量

に入ると皮膚温が下り︑従って皮膚の血液

していますから︑暑い戸外から冷たい室内

す︒全身に流れている血液の量は大体一定

膚温が上ったり下ったりして大変に疲れま

り入ったりしている間に︑先程お話した皮

し︑外出から帰宅した際もシャワーなどで

温水か微温湯で浸した﹁おしぼり﹂がいい

ま強くこすると皮膚を痛めます︒出来たら

です︒また︑汗はアルカリ性なのでそのま

ぶり︑なるべく影のある処を歩きたいもの

むを得ないときでも︑つばの広い帽子をか

一二時と三

るので︑これも避けて︑気温と水温にあま
り差のない一○

住民が昼は勤先きから家に帰って横になっ

るという方法が健康的なようです︒南方の

るいは午睡でリラックスし︑夕方また張切

日中は疲労回復体操やレクリエーションあ

仕事も運動と同様で午前中に精を出し︑

せん︒部屋の中は湿度を取除くことに重点

していてからだに良いわけは絶対にありま

なります︒一日に何回もこんなことを繰返

膚温が急に上り汗が猛烈に出てくることに

じ理屈です︒外に出るときは逆になり︑皮

けです︒急に水の中に飛びこんだときと同

は急に増加して心臓の負担を大きくするわ

片方の肩から手拭を引出すことによって︑

るわけです︒こうすると汗をかいたときに︑

ことにしています︒肩から腰にかけて拡げ

を背中に拡げて下着の下に肌に直接つける

戸外で仕事をする際に︑わたし達は手拭

にして心筋硬塞になった等という例があり

た人が冷水を浴びて扇風器をかけっぱなし

汗を流したいと思います︒汗を一ぱいかい

んびりとやりたいと思います︒

たり︑樹影でゴロゴロしているのを怠惰だ

ければ健康的ではありません︒

をおき︑内外の温度差は五度Ｃ以下にしな

のが夏の最良の健康法だからです︒朝から

バランスがくずれるので疲れやすくなりま

らだけ風をからだに当てておくと皮膚温の

また︑送風器や扇風器の場合も一方向か

て下さい︒

同じ効果があるからです︒一度ためしてみ

背中の汗をぬぐい︑下着を一枚取替えたと

ます︒以て他山の石としたいものです︒

ときめつけた人もいるようですが︑これこ

晩まで一律に働きつづけること必らずしも

そ南方人の生活の智慧で︑このようにする

能率的ではありません︒とくに暑さの鮫尚

いろいろな方角から風が来るうにしたいも

す︒あまり強い風を出さず︑廻転させて︑

疲れを早くとろう

の生活のリズム﹂を保つ上に必要なことで

になる昼下りは︑ゆっくりと休むのが﹁夏

最近はルームクーラーを始め全館冷房の

る直射日光はできるだけ避けたい︒日傘を

次に外出時のことですが︑炎天下におけ

ある意味からすれば疲労の早期回復をはか

働いている人は疲れやすい︒夏の健康は︑

い︒とくに冷房病に確りやすいような処で

運動怪しても仕事をするにしても疲れやす

何といっても夏は新陳代謝が盛なので︑

建物や部屋の中で夏を過す人も多いようで

使うことは健康的で疲れも少ないのですが︑

のです︒

す︒しかしこれも気温と室温の差を五度Ｃ

男性ではあまり見かけなくなりました︒や

しょう︒

以内に押えて︑おかないと︑部屋から出た
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の鍛練でも︑三○分に一回︑一

二分以上

ることだと言ってもよい程です︒若い人達

ん白質がどうしても必要になってきます︒

とではなく暑さに克つためには動物性のた

ています︒しかしこれは別に鯉に限ったこ

の強化には大いに役立つからです︒

ではなく︑緑陰の散策等の保健連動も身体

汗ゑどろになるだけが決して夏の健康法

か︑夏は胃腸が弱っているから軽いものを

暑いときにはさっぱりしたものがいいと

体力や能力も反省せず︑無謀な登山や無計

また︑安全の面にも注意したい︒自分の

の休息をとりたい︒中年以上の方は体力に
あわせて運動時間も休息時間や回数も考え

無謀とそしることはできない︒お互いに注

なければなりません︒ここで一寸注意した

州子を忘れてＨ射病になったりすること

意して︑事故を未然に防ぎたいものです︒

れたり︑傷ついている︒これを単に若者の

からだがもたない︒高カロリーの肉食を少

もあ．ります︒注意をしすぎて悪いことはな

画な水泳から今年も亦多くの生命が失なわ

量でもいいから摂りたい︒難卵︑牛乳︑バ

いので︑神経質になることはないが慎重の

食べよう等と言う人がいます︒これはすで

ター︑チーズ等も結椛です︒植物性のたん

いのは︑休息時にあまり水分をとらないこ

休息の最大のものは脈眠です︒疲れやす

白質では大豆製品が良い︒糖分もじゅうぶ

に病気になっている人の言うことであって︑

い夏では八時間はとりたい︒からだを冷や

また︑夏は肌を州めやすい︒不粘な男子

上にも恢重に行動したいと思います︒

運動する人や仕事に精を出す人がこれでは

さないようにしてゆっくり休確たいもので

んに摂ってエネルギー源の補給にあたるこ

でも必らず毎日入浴の際は石鹸を用いたい︒

します︒糖尿病のない限り︑むしろ甘い噌

す︒また︑三○分から一時間程度の午脈は

ともさらに重要です︒肉ばかりでは血液が

テリケートな女性では︑夜は是非メーキャ

とです︒水のとり過ぎは心臓の負担を重く

健康には極めて大切で︑幼年や中年以上の

べたい︒食欲のあるのは元気な証拠と心得

酸性に傾きやすいから︑野菜もどんどん食

rr〕ワ、

好品を少量摂る方がよい︒

に臥っているとよい︒運動を午前中激しく

って洗顔をし︑マッサージの後で脂性の方

ップ化眺品を拭きとり︑微柵湯で石鹸を使

自分の体力を知って生活することが一番大

署苦しい夏であっても︑その特徴を知り︑

甫は健康のシンボルでもあるからです︒

ームを用いると肌の健康に役立つ︒強い皮

はローション乳液を︑乾性の方は脂性クリ

て︑大いに食べ︑大いにからだを動かすこ

体力の反省を忘れずに

とが夏の健康法でしょう︒

人は仮寝でも良いから日中の酷暑時川は横
したときは欠かせないものです︒

また︑シャワーか入浴は毎Ｈ是非行なう
ことです︒夏期は高温々浴よりも微温々浴
が疲労回復には適しています︒

夏に鍛えようといっても︑体調に不備の
糖尿病にせよ︑胃の病気にせよ︑何か故障

きな健康法となることでしょう︒

点かあったままで無理をしてはいけない︒

むかし平賀源内が﹁土用の丑のⅡ﹂と鰻

夏の計画をたてなければなりません︒

がある場合は早く診断と治療を受けてから︑

栄養をじゅうぶんに

屋のＰＲに名文を認めたことから︑暑いと

︵特別会員東教大教授医博︶
きは鰻がよいとされたとか物の本に書かれ

、ム』ノ

八月をかざる花
Ｉスイレンのつくり方Ｉ

ヒッジグサとよばれる一種が原産します︒

この名は未の刻に花を開くのでつけられた

す︒

もので︑二時頃に咲き五時頃に花をとじま

大きく分類すると︑耐寒性種と熱帯種と

に分けられますが︑いずれも夏の管理はほ

のは芽先を氷結させたり︑ひどく乾燥させ

とんど変りません︒しかし︑耐寒性種のも

ないかぎり︑一般のプールや池の中で越冬

の間に︑一五センチくらいの水があれば越

します︒つまり︑水面が氷結しても芽先と

入れ︑充分水分を与えて五

中から球根を堀り上げ︑川砂を満した箱に

に弱いため十一月の降霜期には鉢または池
ら帰った主人がテラスのイスにかけ︑芝生

室内に貯蔵しなければ越冬できません︒熱

冬に支障はありませんが熱帯性種は︑寒さ

八月は盛夏です︒例年ですと炎天が続い

のなかに造ったプールに見事なスイレンが

帯性種の越冬の方法は︑数が少なければ温

いう記事があります︒冒一尉切は弓胃のＨ

て午後か夕刻にはときおり需雨のある一﹂と

浮んでいる写真を掲載しておりました︒お

室の水槽に鉢のまま入れておいて︑一○

六度Ｃを保てるような暖地の池

では︑深いところに沈めておけば越冬しま

水温が五

一五度Ｃあれば生育を続け︑花も開きます︒

六度Ｃ以下の

が多いものです︒花つくりの私も日照りに

しょうか︒スイレンの涼しさでこの暑い夏
を過すのも楽しかろうと存じます︑本月は

宅の庭にもスイレンを浮かべてはいかがで

やサルスベリ︵百日紅︶などが︑暑いほど

疲れて海山に逃げたくなることがあります︒

に強烈な原色の花を群がり咲かせます︒そ

レンをえらびました︒

この意図で︑水生植物の代表種であるスイ

出せと鞭打たれる感じもいたします︒

熱帯性種には格段の差があります︒耐寒性

花上がりの点からゑますと︑耐寒性種と

半斗琢Ｏ
一

スイレンは熱桁および温帯地方に原産し︑

種は五月初旬から開花し九月末には花が終

また︑雨あがりの植木や芝生の緑の美し
さも一入生気をよゑがえらせてくれます︒

植物学上の種も四○をかぞえ︑わが国にも

一︑スイレンの種類と性質

して見るほどに太陽の恵象を教えられ︑精

こんなとき︑庭のキョウチクトウ︵爽竹桃︶

Ｅ言いすなわちスイレンの通称で︑仕事か

のなかで︽由匡唾冨︷己屋胃唾をつかえらと

弘

るも風流なものです︒アメリカの園芸雑誌

部

狭い庭の一隅に︑スイレンの池をあしらえ
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渡

見せる早咲系もありますが︑一般に八月か

りますが︑熱帯性種は六月末頃から花悲を

が︑その優の手入れ庭便利です︒また︑熱

合は鉢に植えて池なり水盤なりに沈めるの

直接に植えてよいのですが︑それ以外の場

植える場合などがあります︒大きい池では

す︒開花をよくするためには︑日当たりの

夏のあいだは一定の深さを保つようにしま

チていどがよく︑芽附しのころはやや浅く︑

ができます︒水の深さは︑二○

五○セン

五輪開花するのがふつうで︑一

同時に四

ら十月初めが蛾盛期です︒熱帯性のものは

潔にします︒

害虫としては︑アブラムシ︑葉巻虫など

よい場所をえらび︑枯葉などは除去して清

がつきますが︑金魚などを飼っていると薬

帯性種は原則として鉢や樽に植え︑秋庭温
大きな池に直接柚えるには︑菰などで土

株で葉が二坪以上にも拡がるものがあり︑

と一緒に包桑︑それを沈めてやってもよく︑

り︑指でつぶすことが安全です︒金魚など

剤による防除は危険ですから︑洗い流した

室などに移しやすくします︒

ク・紅・白・黄・複色・青・紫などがあり

くありません︒色の変化も熱帯性にはピン

います︒鉢植えとする場合は︑姫性で一○

水を干しにくいような池ではこの方法を用

降霜期までに一○○輪を超えるものも珍し

ます︒熱帯性種は花茎を水面上三○センチ

ニコチンなどを散布して駆除します︒また︑

の心配のない場合は︑マラソン乳剤や硫酸

い切られ全滅することがあります︒それで︑

ザリガニの被害のひどいときは︑若芽を食

三○センチぐらいの大鉢を用います︒用
土は粘土質の重い荒木田や田士が適します︒

センチぐらいの鉢を︑普通の種類では二五

ぐらい抽出して開花するので︑花保ちの点
で水面に浮かんで開く耐寒性種よりも長く

植えるには先ず鉢の底穴をふさぎ︑土を入

などを散布して駆除するか︑夏に施肥をか

早春芽出し前に︑池を干してから有機燐剤

楽しむことができます︒

には赤色のアトラクションのほかにピン

れながら魚粕や油粕を一鉢に二握りほど施

一般に知られる品種としては︑耐寒性種
ク・黄・白等があり︑姫スイレンとして沖

ねて石灰窒素などを施すのも駆除の一法で
の芽の部分を少し出すようにして植えます︒

こしてへ全体を練るようにして固め︑先端

す︒

ウイリァムストーンなど著名な仙種のほか

よく植え固めないと水に入れてから根茎が

黄色のヘルポラがあります︒熱帯性種には
に︑般近は多くの改良種が作出されていま

る適期は︑耐寒性種で三

浮き上がってしまうことかあります︒植え

︵部会員文部教官東教大保谷農場︶

す︒なお︑熱帯性の姫スイレンとしてはウ

金魚や鯉などに土を堀られるのを防ぐこと

おけば浮き上がる心配がなく︑そのうえ︑

また︑植え込んだ上に小石などを並べて

らが安全です︒

五月末ころ気温が一五度Ｃ以上になってか

四月︑熱帯種は

ッドローウィルソンなどがあり︑一○セン
チほどの小鉢でも作れます︒

二︑作り方
植える方法としては︑池に直接に柿え込
む場合︑池の中に鉢を沈める場合︑水盤に
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写だけでは物足りない︑人間の実際生活や

よい俳句をつくることが出来るのである︒

というものに注意深く︑従ってまた自然を

自然現象の動きの中に人間の全結神を打ち

愛する気持を常に持ちつづけ得る人こそ︑

はそれぞれの根拠があっていづれを重しと

込んでそこにぢっと沈澱せしめつつ感懐の

世の中の動き等々もとり入れて詠むのが本

しいづれを軽しとするわけには参らぬ︒が︑

湧き出づるを待ってこれを汲盈とり十七文

当の俳句だと主張する人々がある︒これに

よく考えて恐れば︑写実といっても人間の

出来上る︒

静けさや岩にし恐入る蝉の声︵芭蕉︶

字に表現するとき︑深い深い情趣の俳句が

事というものも考えられない︒これは結局

鳴きながら蟻にひかるる秋の峰

り得ないし︑又自然現象と全然無関係な人
自然と人生との触れ合い︑かをりあいの深

感情を抜きにした写実は実際問題としてあ

いると思う︒何故かと反問されても一寸答

最も日本らしい︑日本人らしい味をもって

う︒俳句の本質は畢寛するに自然と人生と

浅とか︑題材の選択如何の問題であると思

教多い文学のジャンルのうちでも俳句は

えにくい︒理屈では言い現わせぬのである

怒涛岩を噛む我を神かと陳の夜

︵子規︶

が︑結局俳句のもつ簡素にして余韻のある

︵虚子︶

といっただけで日本の建国以来の国柄や自

元Ⅱや一系の天子富士の山︵鳴雪︶

に写すということが大切だという意味では

以のものは︑自然の風物をただ有りのまま

俳句文学において︑写実が強調される所

月天心貧しき街を通りけり︵蕪村︶

の墨絵の余白が丁度俳句に特殊な持味と相

涼しさを満喫せしめようとする︒この日本

とに秋の趣を溢れしめ鮎の二三匹に清流の

に反して︑日本の墨絵は好んで桔梗ひとも

西洋の油絵はカンバス全体を塗りつぶすの

えて全休を感得せしめるのを佳しとする︒

が融合して瀧然一体となるというところに

然美に恵まれた風土全体を十二分に感得す

ない︒むしろその風物に接してその人がい

通ずるものがある︒俳句はこの意味で最も

特性が日本人の気性にむいているからであ

ることが出来る︒多くを語らず︑説明を可

かなる感動を起こしたか︑その風物に託し

俳句は余白の文学と謂われる︒一点を捉

能な限り省略して相手に自らの心を心を以

たその人の感懐を最も正確に表現するには

こそ存するのである︒

て伝える日本人のいわゆる奥ゆかしさとい

象徴性の強い文学と謂い得る︒

ろう︒

うものが俳句の持味として第一に特筆し大

どうしたらよいかという問題に帰着する︒

俳句の修業にはまず自然を忠実に描写せ

しぐるるや一山ありて又一寺︵半木︶

長々と川一筋や雪の原︵凡兆︶

害すべき問題だと思われる︒

は俳句は作れない︒自然に対する観察︑四

五月雨や大河を前に家二軒︵蕪村︶

とにかく自然現象に無頓着無関心である人
季のうつりかわりに対する人間の心の動き

よと教えられる︒それはそれで正しい導き
方だと信ずる︒しかし他力において自然描
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薫風や千山の緑寺一つ︵子規︶
俳句は幽遼なる人生の奥儀に触れようと
する深さを持っていると同時に︑一面また
軽いユーモアを好む︒一寸した滑稽諸誰︑

することなく︑俳句本来の風格を立派に具

酒脱︑弧刺等を盛り込んでしかも川柳に堕

ることがで髪﹄る︒

備した句は古来いくつでもその例を発見す

︵子規︶

のらねこの糞をして居る冬の庭

とわりであろう︒

梨の花月に書読む女あり︵絵画的︶

一例を蕪村の句について申せば︑

秋風や酒即に詩うたう漁者樵者
︵漢詩的︶

寒月や衆徒の群議の過ぎてのち

謙氏を惜しむ

︵小説的︶

︵″︶

お手打ちの夫婦なりしを衣がへ

日本証券研究所常務理事︶

︵特別会員俳句選者

明

夫と子をふつつり忘れ懐手︵汀女︶

れる︒氏は我が国の教育史の巾に踏込んで︑

院笈を二度も受けられたことからも推察さ

石川さんの学者としての偉大さは︑学士

村氏の後を嗣いでからも︑何か学問的の仕

私Ⅲ身もお茶の水時代親しくしたので︑下

おいて暇も単刀直入に捕捉され実感される

においても取扱われるのであるが︑俳句に

考えられる︒これらは他の文学のジャンル

池落︑瓢逸︑閑肺︑童心︑無我等の境地も

独特の研究方法があった︒

から不思議である︒そう云うところに氏の

のとして呪出し︑近代的光彩を放ってくる

氏の手にかかると︑古臭い事物が新鮮なも

院中と伺って心配していたところ︑遂に計

事な人であったと云える︒先般米病気で入

た︒そう云う怠味で氏は本会にとっても大

事になると石川氏の意見を聞くことがあっ

思わせるような作品となって現われるもの

漢詩的趣味のもの︑或いは小説物語の類を

芸術の一つである以上︑絵画的趣味のもの︑

又俳句は絵画やその他の文学などと同様

親しゑがあった︒氏がお茶の水の教授にな

合ったらしく︑師弟であり乍ら親友の如き

いた関係がある︒此の御両氏は余程ウマが

副会長下村寿一氏の教育行政法の講議を聞

氏は東京文理大学に学んだ時︑本会の前

あろう︒謹んで敬弔の意を表する︒︵副会長︶

た巧門心学会の為めには特に惜しまれるで

氏が率いられ氏の力で活気を生じて来てい

学会の為にも︑本会にも惜しい人であるが︑

報を聞いてま一﹂とに痛惜の念に堪えない︒

ものである︒

杵下村氏の推帆に依ったものと思われる︒

渋柿の滅法生りし職さよ︵たかし︶

種々ものを引出し︑整理し︑解明された︒

永きⅡや何の奇もなき妻の顔︵草城︶

天文を考へ顔の雌哉︵一茶︶

口

ったのも︑本会の特別会員になったのも︑

野

その他俳句でなければ味い神ないような

川

があっても︑異とするには当らず当然のこ
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石

松江市栗田耽史
︑湾なくて標色なり蚊喰烏
る︑そのこうもりがうつくしく描かれている︒

評夕空が練色になる頃これに染まるように蚊喰烏が舞ひ出

評正直な客観描写だが可成り叙情も裏づけられている︒

︑緑蔭に湛へて暗き池一つ

○燕の子見て立話郵便夫

同白名遥々

︑いさぎよく花や札所の鈴に散る
評﹁きっぷよき﹂を﹁いさぎよく﹂と直して採る︒ともす
れば陰気臭くなるような札所参りをさくら散るいさぎよ
い感じで捉えているのがよい︒

○御手植の人のゆかしぐ若葉前ゆ

千葉県八木幹男

︑宮様を迎ふ筑波の新樹光

ときの感激︒品格の高い一句︒

評﹁宮の温顔﹂を﹁︲宮様を﹂と直して採る︒宮様を迎えた

○新緑へ雨が光りの粒となる

同加藤刀水

＠芹の根の真白くゆれて湧く清水

ゆれていると見た方が面白い︒すがすがしく涼しい一句

評洗い上げた芹の根ではなくて岸辺に生えている芹の根が

○菜の花の花明りある径をゆく

同八代義昌

○未知の肩ふれて登るや山笑ふ

○亡父愛でし山吹今や真盛り

川越市小名木狂辰

○燕や綴雨を衝いて巣にかへる

篠塚しげる

評﹁蝶雨反転﹂を﹁を衝いて﹂と直して採る︒

○蛸叫の池月誘ひ入れ明日を待つ

不覚にも微びし筆硯まゐらせし

買はでもの朝顔市も欠かされず
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篠塚しげる選

評﹁小蕃の余韻﹂は堅い感じ︒﹁悌のふっと﹂直して採る︒

︑悌のふっと若葉の塔に濃し
俳友小菅の逝去を悼むこころが強く出ている︒

I

弘道俳壇

暑中お見舞
申し上げます
昭和四十四年盛夏

鮒畑日本弘道会

会長理事酒井忠正
副会長理事野口明
理事沢田源一
理事木下広居
主事理事渡辺正勇
理事片山清一

宇野哲人
石坂泰三

財務監督監事相馬敏夫
顧間

顧問

編集部一同

１１

◇この世紀の感激を契機に︑時局多銀の

考える葦だ﹂とズ・ハリ言いましたが︑今
度それを実証したのです︒多年の人間英
知の積み重ねで神ワザとしか思えない精
妙な装備の上に︑大自然の法則のまにま
に行動しての成功と思います︒
◇とかく入念はこの半面の尊いところを
忘れているかに見えます︒さすがにアポ
ロの勇士は自らはもちろん神への感謝を
地上に呼びかけ下り立った甲板からもお
祈りを捧げていました︒この謙虚さは︑
更により高く美しいものと頭が下ります
◇空から見た地球は緑の美しいものとい
います︒しかし事実︑外は南北・ヘトナム
アラブ・イスラエル戦︑自由・共産︑黒
白人の対立︑内は︑国会︑大学︑憲法︑
安保︑教科書等を山積の問題を見ては︑
美しいとは申せません︒

ぬもの﹂パスカルは︒本の弱い葦だが

◇人間をブラウニングは﹁進展してやま

せんでしたが︒

七月二十一日アポロｎ号はついに月面に
到着しました︒長い長い人類の夢を果し
てくれたのです︒テレビはこれを全世界
に放映︒一瞬世界はわきにわいたのでし
た︒﹁都からのお迎え﹂かと胆を冷した
かぐや姫も餅の杵を構えた兎公も見えま

！

際︑緑の美しい名にふさわしいわが地球︑

し上げます︒︵渡︶

わが国︑わが道府県︑わが市町村︑わが
家とする⁝ため︑暑さきびしい折柄︑く
れぐれもご自愛の上︑野口副会長を初め
貴重な諸稿を消夏の一助として︑知友の
方々にご吹聴︑会勢の拡張︑会員の倍増
に一段のご協力を賜りますようお願い申
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一

ご挨拶Ｉ﹃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
開出版を試承ることに踏みきりました︒
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﹃森有橿全集﹄︵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承とり下さいまし
て︑今回の複刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒
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