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健全なる思想の涌養林泰輔
耽︾・固民
自的
豊 自豊吉田静致一
圃的民

国産の奨脚と教育の改善宮田修一日

ＫＪ里︐︑ｑ型画Ⅶ国風ｑ︑

第三百十二鑑

近代人の要求と責任観念津田五郎

王法の復古を促す前野長治

時勢と婦人の豊悟戸野みちゑ

子女の雛け方に就いて謝蝿信瓢春雨函

時局と婦人の畳悟

此際婦人の自礎を要す跡見花鐸一道

癖嘩鍵維御呼麺峰訓制馴癖

尊農諭桧垣直右本
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高木斐川︵宝︶

思潮と研究：：⁝：⁝⁝．：：：︵児︶

丈苑：．：：：：：：．：：：：又一二

次郎氏︶○開戦せば︵中卒亮氏︶

︵理単博士草野俊助氏︶○此頃の圃民思想︵堀切善

中等階級の滅直︵内田魯庵氏︶○人格激育の振作

時事小言

警世今背談足立栗園毛Ｓ

古道漫言曾貝岡崎毒市︵妻︶

我輩は古帽子である含貝秋田江畔︵室︶

教育に就て曾員朝日五十四美二

曾貝清野四郎︵受︶

﹃現今の青年と孝経﹄を讃みて

篭堅塞津田五郎︵量︶

近代人の要求と責任観念の尊重

含員前野長治︵翼︶

可

漢詩︵石川文荘選︶○和歌︵卒塚墜峰選︶

一

︽︺

二

１
弘道三月銃︵第三百十二雅亘次

外来思想と同化力曾長伯爵徳川達孝︵一こ
他山の石
琴静鎮服部宇之吉宅︶
健全なる思想の掴養魂殿噛埋林泰輔︵邑
翻蝿鎖吉田静致︵三︶
圃民的自豊︵下︺

圃産の奨卿と教育の改善

協賛曾員宮田修︵言︶

愈農論特別含員桧垣直右︵蓑︶
偉大なる孔子の教訓︵上︺

倉︑貝細田謙蔵︵三︶

米国参戦後の愛化曾員岸遥禰雄三里
此際婦人の自豊を要す

女子部評議員跡見花嘆︵三︿︶

豊悟女子部評議員小具貞子︵三八︶｜
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時局と婦人

子女の賎叶方に就いて曾員蔚藤信夫子西二

時勢と婦人の畳悟曾貝戸野みちゑ西一二
王法の復古を促す︵前雅の搬さ
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曾場日本弘道曾

一︑開曾の瀞主事

Ｉｒ︲

ＦＬ

１１肌

○体憩

◎第十九同綿曾

開曾の餅
勅語捧讃

戊申詔書捧讃

本曾要領朗讃

支曾代表者蚊個人雪員

主事
含長
副曾長
主事
曾長

十︑故正副曾長墓前参拝報告

九︑退〃場

八︑撤撰祭官

七︑秤鵡曾農及参列員

六︑同支曾代表者蚊個人曾員

二︑蕨式祭官
三︑供撰同
五︑祭文曾長

一︑開曾の瀞主事

◎故正副含長霊祭

１１

第一日四月十三日︵土曜︶午後一時半開
含

日本弘道曾大宮
日程並順序

竜

◎日本弘道含館竣成式

一﹂

第十九同総曾式鮮

祇鱗
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二︑蕨式祭官
三︑供撰同
四︑祇詞祭主
五
︑
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長
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六︑撤鱗祭官
七︑退場
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入倉者慶告
姓名
紹介者

田中利三郎君中村十郎君

小野口登君同

奥淫庄卒君菅原孫次君
小塚野好雄君市岡謙君

聯本長三郎君同
吉田蝿十鄭君同

町

1コ

1

新妻犠君同︲
岡田寓次君同

菅波富太郎君同
門馬麦次郎君同

額賀褒君同

戸田兵識君同
鈴木克哉君同
小松皐俊君同
椛淫賢有君同
野田庸信君同

満山愛之助君同
吉田喜久蔵君同

倉
町

佐藤芳之助君

源王寺︿ャ子君

佐藤柴喜君
佐藤字三郎君
佐藤憩二君
千葉一郎君
佐藤末治君
鈴木宇八君
鈴木資助言
青木公九君
宇野捨典君
鴫原毒政君
長谷川友太君
岡山亮助君
坂内索之輔君
石井責長君

長谷川好之助君

古市松之助君
新妻金次郎君
梁取芳太郎君
栗原欣次郎君

上津小次郎君
菅波虎之助君
佐藤幸三郎君

豊田盛次君
鈴木柴子君
豊田千代吉君
須藤雷松君

長谷川豊之助君

遠藤安次郎君

謙君

l
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四
倉

校

城
郡

町
小
皐

；￨

四 町

撫
四
リ
F

I
平林鐸治君同
牧田豊君同
金成岩吉君同
武藤英武君同
富岡捨作君同

i

石 結 市
城城材所
郡 町 木

I

石
倉
町
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同同I司同同同同同同同同同同同同同同同同禰茨同宇
島城都
瞬懸宮住

同同同同同同同同同同.同同同同同同同同同同同同同同同同同同同源
郡
町
島

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同市 ￨

岡

穂島騨石城郡四倉町

ｉｌｌ
同
同
同
同

同

同

同

同

同

同

同・
同

同

伺

一同

鈴木荘卒君

長谷川寅次郎君

新妻謙君
宮本字一郎君

石井乾三郎君

︲江口忠一君
大和田安太郎君
大須麹八十入君

大谷武雄君
遠藤賢治君
佐々木量君
佐藤唯之助君
小港宗吉君

・牧野惣吉君

堀金長右衛門君

渡部粂治郎君
佐藤常五郎君

湯田元治郎君

豊田樽右衛門君
船津徳右衛門君

加藤卒五郎君
驚膝藤次郎君
長島喜兵衛君

同撫入間邪山口村

埼玉蕊北足立郡川口町

一ID

諦樫識嵯調

坂町三六

一岬蝿︾︽︾一畢壬

一評

東京市麻布厘新堀町七
来京市下谷侭北溌荷町三
千葉蝦香取郡佐原町
茨城鵬行方郡武田村
東京府荏原郡大井町
山形螺飽海祁蕨岡村鹿野津
新潟市東仲迩一番町
同市醤畢町二
同市白山浦二丁目
新潟螺佐渡郡金泉村
東京市深川湿鎗住町七

同郡松井村

同郡所淫町︒

君

君 君 君 沼 ､ 君

同
同
同

大阪府泉南郡岸和田町
祇島燐南曾津郡田島町
同郡桧津村
同

Ｉ

弓田房八君
同郡旭田村
河原田徳卒君
同郡田島町
東京府下荏原郡大崎町四二酉
四 蒲藤省三君
同南足立郡千住町ニノ六犬
五 癖率醗耐密
埼玉蛎北足立郡鳩谷町
柳世友生君
今井省三君

同

同

Ｉ
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1

宇都宮市一探町
同市大寛町三ノ七九

同市松峰町二三一

同

同市石町六
同市旭町一丁目三四二五
同市石町
同市清住町六十九番地
同市四燦町一四一二
栃木嬬河内郡姿川村
宇都宮市旭町三五一四
宇都宮市石町四十五
字都宮市戸祭町
宇都宮市旭町ニノ三四二二
字都営市中塙田町
宇都宮市三陳町
同市大工町四四九
同市塙田町
埼玉鵬大里郡妻沼町
栃木畷足利郡北郷村
同郡同村

同

同郡梁田村
同郡御厨村
同郡筑波村
同郡足利町
同郡小俣村

的場字太郎君

丸山房之君
小林信常君
永山柴次郎君
林
演君

青木仁卒君
高橋道衛君

荻野源次郎君
佐藤庄一郎君

加藤鴨君
鈴木源十郎君
大谷兵三郎君
菊池利十郎君

山崎卓雄君
柴田静君
古口文介君
山崎勘三郎君
吉州以信君
野口幅三郎君
小野玄保君
川島金平君

穂益三君

季野捨三郎君
海老原大作君

大津哲道君
飯塚啓太郎君
三宅勝輔君
西山才二郎君
江面新一郎君

阿部吉識君
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郡
町
郡
郡
上
二
奈
足
岡
丁
良
利
村 目 村 ． 町

１１

欝
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Ｉ

堀越竿十郎君中村

岡田重五郎君同
岡田嘉七郎君同

秋間鳶八君同

川崎久三郎君同

川島藤左衛門君同

須永卒太郎君岡
萩野蔦太郎君同

畜藤典左衛門君同

植木彦四郎君同
岡崎治三郎君同

石川一夫君同
若守義孝君同
相場周一郎君同
岩根鼓光君同
松崎房吉富同

l

相葉勝作君同
相葉鎗三郎君同
原田政七君同
目黒俊彦君市岡
早川清久君同
相原由次郎君同
菅原誠吾君同

蛭田金太郎君同
軍司隆次郎君同
喪藤嘉四郎君同

鍔鉢確華霊噸

前田大太郎君同

武藤政市君同

十郎君

１１

l

１ｌｂ︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲■ⅡＩ４４１ｒＩＩＩ

１１１

君

I

‐

−

−

ど ＝

勺

同

1

謙

ﾄ

同郡菱村
同郡足利町大町

岡 岡 岡 岡 務 岡 双 利 郷 利 村 丁 , 呈 大 之 足
町 村 小 町 研 町 葉 町 村 町 目 利 里 宮 利
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校
内
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町
幡川
悶・町四村 郡 材
五 町
新
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町村町村校薪

倉

富

｜ 鮒 町
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測 叶

， 町

『』

藤丈造君
嫡溜吉君

駒京四郎君

藤築君

佐禰延之助巻

倉鎚次郎君

遥賞君

古正風君
原未治君
田目藤太郎君
井辰三君
木混随君
内道一君
川干城君

野貞造君
狩清作君

蝋喜久雄君
川武兵衛君

川省君

藤正孝君
田六郎君

川躯之助君
谷川房松若

村清治君
崎恒男君
場信治君

谷善太郎君

庄治郎君
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鵬安撫蝶市三宿寺杉清東上満宮'｜
猟祁

谷行北中舟傑郷町原住楠河水市I

瀧鴬町町貢町町鵬頚｜
郡郡六五四町

町村・

O A
r 1 中 ／ 、 一
町(索
付

川鏡

篠原久三郎君

同同同同同同同同同･同同同同同同同同同

樋口了善君
驚藤悪雲君
岡田戒順君
文狭庚丈君
鱒淵了澄君
塚田大賢君
測部秀苗君

小烏至君
伊藤久太郎君
時田貢君

浅見秀憲君
永瀬庄吉君
永瀬庄次郎君
本庄貞吉君

八木下椎左衛門君

田中岩之助君
藤波職太郎君
久野善五郎君
田畑喜三郎君
笠原正五郎君

船津穂識看
城田七識君

笠原定次郎君
矢作富之助君
筒井都太郎君

渡遥修三郎君

杉浦問三君

内田竹蔵君

1
､

石田萱一郎君

１１
一

［

田養秀君
防定吉君

伴周石川馬目木長面吉山佐堀菊猪庄渡朝皆矢青今生菅寓宇生佐箱佐
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１１

横涜市西戸部町七九四
同市南太田町水道公舎
同市西戸部町七二二

光資君
願三君
時詔君

間敏君

叉三郎君

浅吉郎君
重次郎君

敬吉君
敬一君

初吉君

康太郎君
確七郎君

信吉君

盛太郎君
常次郎君

小喜久君
茂理江君
謙君
喜三郎君
薬三郎君

卓爾君
誠毒君

倉松君

漫之助君
源之助君

馬之助君
子之吉君
同
同

正清君
豊八君

幾世美君

同

伺・

同

同

同市南太田町一七九二
同市瓦斯局内
同市南太田町一七六七
同市西戸部町池ノ坂九七七
同市伊勢町ニノ四十三
同市横涜小畢校
同市青木町誕井津二○二五
束京府北豊島郡島村葉鴨二
東京市小石川屋 大塚辻町十八
同市麻布隔新門前町三
鈴木善吉方
司市小石川侭表町一○九
同市麹町匠五番町十四
同市芝温三田四園町二番地四誠
頑島嬢双葉郡富湖町

同市西戸部町言二

横演市野毛山水道公舎
同市本牧町上台一九

同町十五
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埼 玉 蝶 北 足 立 郡 鳩 谷 町 一 白 根 仙太郎
吉太郎
同
笠原 柳三郎
同
鈴木 泰次郎
漫次郎
同
矢作 柳太郎
藤太郎
慶之助
孝三郎
左衛門

Ｊ冊
同
書
間
同小垣
同
大
熊
同肥
留
間
同
石
田
同熊
井
九
束京府三河島付三四三九李山 力ツ
同 府 南 千 住 三 ノ 輪 三 四 五 日 野 林義忠

築二郎
孝一郎

青木 佐市

鐸｜恥

埼玉擬北足立邪川口町中西 乙慧
栃木膳芳賀郡艮岡町
同

之 術 之 、
清 治 助 門 助 ・

ＩＬ

」

ミ

同郡立農林畢校々友曾長

同同風間町般若寺加藤 道観

支 那 浦 洲 管 口 新 市 街 東 亜 趣 公 司 本 間 儀三郎
壌演市子安町一四八三吉田 淳一
樋口 忠五郎
同市本牧町一八九
平野 象一
同市青木町二○○八
同市伊勢佐木警察署代表者大里 慶次郎

同市伊勢町ニノ十七心山口 延武
井上 省三
同市森町四一五○
今井 安之助
同市伊勢町ニノ三六
同市翁町ニノニ十三清水 禰松

禰一

良助

同瀞奈川墜四岸本

同町五十二伊藤

正諦

一言毒

同市青木町一三九川田

同市西戸部町工酋渡遥

同郡浪江町警察署
同郡同町
同郡幾世橋村北幾世橋

！
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本
左
根

君
君
沼
君
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原
丈
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日本弘道雷主競

日本弘遮含ば明泊九年故西村茂樹先生の創立に

係り其主旨とする厨は邦人の迩憾を高くし幽家

の基礎を華固にぜんとする雁あり而して儒教哲

皐及宗教の一方に偏椅せず諸敦の長所韮採り明

治二十三年十月三十日の聖詔怨遵奉し本曾の要

領奄資行する彫目的とす

同要領乙識

世界の形勢を察する事
圃家の蒋来を慮る事
政治の良否を観る事
圃家の綴潜と知る事
教育の適否を考ふる事
無識の者を教化する事
迩徳の翻結を固くする事
正論を張り邪説を破る事
圃民の風俗を改善する事
斌曾の制裁を作る事

十九八七六五閥三二一

二心垂口唇目角■■■ｎ町ｙｂＦｕ時︑■■同呼レクⅥ１？喝

日本弘道雷要領甲鍛

中一●←一
−−−今吟→●→

*

忠孝を重ずぺし︑祁明を敬ふくし
皇室を尊次くし︑本鰯を大切にすべし
圃法を守るべし︑圃盆を侭るべし
皐問を勉むくし︑身耀と掻健にすべし
家業を脚むくし︑節鮫を守るくし
家内和睦すべし︑同郷相助くくし
信義と守るべし︑慈善を行ふくし
人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染まるぺからず
宗敦を信ずるは自由なりと難も本圃の害となるべき
宗激は信ずべからず

[

十九八七六五四三二一

外来思想と同化力

三月蕊

雷長伯爵

川

達孝

二

いんぜんひぞ．︑ほとかくせいかんか

徳

Ｌ

諸種の特権を有って居り︑之を政治上に見れば︑︑多謹
み人しゆ会張
の良衆は︑依らしむくく︑知らしむぺからずと云ふ事
もつ殆のしゆぎはうしんしゆぎほうしんＦ幸
を以て︑其主義方針となし︑この主義方針に擦って︑

しよしゆとくけんもをこれせいぢ吟や全みたずう

Ｌ

赴曾を李板ならしむる鯉がある︒昔時は役人とか︑武
Ｌうけうかものげんぜんかい社ふつく
士とか︑宗激家とかいふ者が厳然たる階級を造って︑

Ｌや・ふい︽いば人くゎ冬せきじやくにん︐栗

って︑階級間の接近を促し︑上下の距離を短縮して葱

沙いきふかん逝つむん兵一部がしやらか君よｂたん紙く

心︒為ソ小﹀やらお︾Ｐ３

を五十年前に比較すれば︑殆んど隔世の磯がある︒斯
と
くの如ごく
して︑避難の蓋嘩に蕊りて︑地理上の凡ゆる
しやらへ昔てつ菅装せかい４１お令曳りて雪鷲会どう
障壁は撤去せられ︑世界は︑年を逐うて︑地理的李等
己やら心す画またぱうせかいじんるゐしゃく役じゃ今たい
の境地に進みっ夏ある︒叉一方︑世界人類の吐曾状態
みこりんちし藍しんぼ造過猛じん収入ばつたつしたが
を見ると︑個人の知識の進歩に伴ひ︑人擢の毅達に従

外来思想と同化力

客は︑夕べに西海に在りといふ次第で︑各地間の距織
ひ迄やらたんしゆくざんかへ鱈はらうさへぎ
ば︑非常に短縮せらい︑山河隔てず︑波浪遮らず︑之

かくゆふせいかいあしだいかくＬ一かん笹ぶり

鯉にば嘩鐸に球錘するのである︒之を我圃内に見ても
ぷんめいりぎつうたつ一℃だとうかぽしかったつりぶ
文明の利器は︑四通八達して︑朝に東海を出立した族

これわがこく強いみ

を確露した浄誕は︑癖玲神壷を一聯して︑約二週間の

やくし弓かん

世界文明の進歩は︑交通機開の蕊逮に由って 圃家
せかいけふあい
職の鍵鐘を輝し圃繊鱈の畦雛を錘識して︑世界を狭除
かんよこばひ︽かいらんきぜんたいへいぐう
ならしむる戒がめる︒横演を解鏡した汽船は︑太李洋
わうだん︒︽いたいり〃︲たう皇くウラジホ
を横鰯して個二遜蹴の輝には圃米大陸に到着し︑浦鞭

笹かいぷんめいしんぽかうつうきく２ばつたつよこくか

｢−−−1

』

１１

ぜいぢ仏一りぉ己率こみ健らぜい言吟や曇もち
論︑吐曾百般の事が階級を除き︑特権を腰して︑凡て
しすべお二な世やらたい銅もむこいわが
が知り凡てが行ふといふ状態に趣きっシある︒之を我

に上陸し︑門司の貨物が︑二十総時間の後には︑東京

度を以て︑世界の全面に波及し︑吐曾の上下に浸潤す
ルーあだかえいこぐｒ︐︑凸かくしうかん竜一わがく﹄卜
る．夫れは恰も︑英測の旅客が︑三週間後には圃我邦

ともつせかいぜんめん腰そふし垂︑くわいしやらかしんしゅん

げふあい
狭
臓となり︑誰鐸が癖擁となった舗味では︑燕溌唯識

剛内に見ても︑明治維新の際や凡ての階級を打破して︑

に到着するが如く︑叉巴里の流行が︑直ちに東京に来

ろんしゃく︑いばんことかいきふのぞとくけんはい．すゃへ

政治を執行ったものであるが︑今日ぜは︑政治上は勿

︵勿論今日でも或極の階級︑特権はあるが大磯に於て︶

り︑東京の流行が︑旗ち仁青森︑鹿児島に及ぶと同然

もちろんこんにもあるしゆかいきふとくけんだいたい猿い

みんぴやど小・せいぢじゃうやんじじやらそのたしやくわい

ばんこととくし沙かいきふてつ砂︒とくしぬけんりはい

訳︐︾令らいしやくいいじゃうたい

またじつなくせい〃人

しゃく卵唖

す応はこれたい

ぜんＬやか

こんに掴も宮と

じつなが私んげつえうぷる︐く１尋・虹をしゃく

しかぎんねん和う室︽い︾品々めいせつレ﹄て

すでこうしやしよくたく異ろ

は風俗に次ぎ︑綱ての文明は瞳を接して到り︑凡ゆる
記紀かいま
錘雛は露潅の姫く癖漣して率るのである︒これ恰も未

ふうぞくつずぶ悪んめいくぴすせついた．︐あ︑労

同化したのである．然るに近年欧米の文明に接鰯して
がく喝いつ城ｐ︑じゆつつしきうしき．？つふう響く
よりは︑畢術は畢術に次ぎ︑思想は思想に次ぎ︑風俗

どうくわ

支那及印度よりの輸入文明を同化した︒而し之を同化

しなおよびインドゆ忙必采んめいど・フくわしかこれどうくわ

山らいわ跡︑１膳こい︑涼んぬい

とう芦やらｂうかう咋亨小やもりかごＬ詮お干奉どうぜん

たう恥やくごと査定パリーりうかうたずとうきやら香た

＆じかんのちとう意や凸

四民平等となり︑政治上でも︑軍事上でも︐其他吐倉
鐸一くみんじいうほご

・・虹ほうけんじだいひかく

て狩誠卓や刃どう函やらもす

じゃ今ｐ・〜もりＰ︑わもつ

百般の事に︑特殊の階級を撤し特殊の権利を雁しし︑

である︒由来我邦には固有の文明がゐって︑今日の如
の汚いてうせん
かいぐのいれつこぐかう？フびん瞳人
く海外列幽との交迦の頻繁で唾かつた時代には︑朝鮮

めいぢゐしんさいすべかい笹ふだに

剛氏の自由を保護することシなり︑爾来斌曾の状態は︑

するには︑賞に長い年月を要し︑緩々と之を岨噸し︑

こ︒︑迷いみ

之を封建時代に比較すれば︑亦賞に隔世の戚がある︒
いかくこくみんとしお
聯くの雄くして︑・
世せ
界かの
各剛縫は︑年を逐うて︑献倉
︲町わん

的李等の境地に進みっ勘あるやうである．即ち之を大
ぜかげ罪こち・りてきびやらどうＤつげんたてしや
親すれば︑世界は︑横に地理的平等を賞現し︑縦に吐
掘あいて昔ぴやらどうじつげんくわん
曾的李等を賃現せんとするの観があるではなからう
か︒

がい

おそ

ごとしゃく揃いかい善Ｐ一の薯

だ前者を噛まざるに︑既に後者は︑食卓に斎されると
しぶくしやらけんかう
どうぜん︒よほどゐ蔭や﹃けんもの
同然で︑除程胃の強健な者でなければ︑食傷して健康

を害せられる恐れがある︒殊に︑吐禽の階級が除かれ

もわがこくみん

おうせつほうきつとの辛﹂いじゃぜん身く．︵ん

す生Ｌすべお匡辱

近時世界の情態を考へると︑一面確かに斯の如き傾

て︑上下の差別がなく︑凡てが知り︑凡てが行はんと
こんにも︲毛のへいがいじつお毛もの・おも
する今日では︑其弊害責に恐るべき若湯あると思ふ︒

しや全かきぺつ

向があるやうに思ふ︒其結果︑画家牡禽並に圃民の思
司う辻い・しんす念
へんどうしやらじじつ
想糖榊に紗からざる愛動を生じっシあることは事賞で

若し我圃民にして︑雁接に忙殺され︑其正邪善悪を群

三

しか牡かいやうおこ危のへんどう牡かい

外来思想と同化力・
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I

かうおもそのけつくわこくかしゃく領江らびこくみんし

ある︒而して︑世界の一隅に起った其凝動は︑世界が

芽んじせかい世や今たいかんがめんだしかく言﹂１けい

二

Ｌ

I
ど

外来思想と同化力・
い挙蓉

ひしやらがいどくのふくしんや鍬ひおこ

そのけつくわ
ずるに逼なく︑蝉轄に琴〃難聴したならば︑其
結果は

か・き

何うであらう︒非常な害毒を呑んで︑腹心の病を起す
こと
たざけんかうがい八手
はういんばうしょくじつ

事がないとは限らぬ．一雷に健康を害するに止墨ふらず︑

毛のせいめいら境一こと

其生命を失ふ事があるかも知恥ぬ・暴飲暴食は︑賞に
こじんせいめいぼろ
こぐかまたしかわが
個人の生命を亡ぼすものであゐが画家も亦然りで︑我

ｔにやわいちい黍んめいせつしゆ彦六だんぱういんぱうし主名

寺等

ろこくかくめいおこときみんしゆしゆぎ

邦が外来文明を撤収するに富りては︑蔵じて暴飲暴食
しさうゼかいたいせい

さとつた

を避けねばならぬ露圃の革命が起った時に︑民主主義

けいさうとはいたせうこれうご

し

なる思想は︑世界の大勢でゐるかの如く博へられたα
わがくにおいも似亨かく己と曇へうきういエち
我邦に於ては︑素より斯の如き謬想を容る函の除地は
かく己と一へうきうせつし勢

武さがい好くみちゆ会ばこ

ないが︑軽燦なる徒輩は多少之に動かされたかも知れ

その敵いどくるふ

四
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ちりて芳遜らどう

って罵其害毒を流布せんとするのである︒地理的卒等翻

しやらいて昔掩牟今一どうじつ狗乏きけんともだあわ球こぐ

じちよ垂いたづらぐわいらいしきうへんどうかんヤんまうどう

祉曾釣竿等は︑資に恐るべき危険垂癖賜麺据魚か談圃
嘩は︐舗醜の姉き峰識に鐸っては耐須らく大に警戒し︑

自重して轍徒に外来の思想︑愛動に感染し妄動して
はならぬ︒
一一一

およもの香とぢゆらしん茸よ全こちつじよぜいぴぱあ小

凡そ物事は︑中心が鐙固で︑秩序が整備した場合に
ざ力ち砺今しんばく世やくもつじよぶんらんばあひ率とら
は蕊え︑中心が薄弱で︑秩序が紫鼠した場合には麦へ
むさぺつぴやらどういことｂさう
ほ江唯のぞ
る︒無差別平等と云ふ事は︑理想としては徒だ望まし
ことやうｂきうたうたつ
おのづかじゅんじよ
き事の榛だが︑理想に到達するには︑自ら順序がなけ

ちつじよなじいうはう哩唯ら

ろこくげんじや合乏のかうてきれい

主々義の成功に目を畷っだ︒然るに一年嬢の今日は如

しゆ＃〜管秒いこうめみはしか泡んごこん醒沙い

さぐれんひハつかくめい板つばつ．上き・ろこくみん

これじじつもよ

あｆがやらどうお言い単うじ歌うながばんえい邑六金たわ﹂

されば︑差別を無覗した平等は悪卒等に陥り︑秩序を
むしじいうかへそくばくけつくわ夕喝いむのどと
無覗した自由は︑却って束縛を結果する︒由来物事は

さ管くつむし弟らどうあくび管とうおちいちつＣよ

に結構な榛であるが︑秩序の無い自由は放縦である︒

けつこうやう

ればならぬ︒自由無拘束と云ふ事も︑一寸考へると誠

じいうむこうそくいこと角脹っＪがんが残匡と

悪卒等に陥り︑放縦に流れて︑繁築を資した例がぼい

は

ぬ・斯の如き謬想を織取するは．正に害毒を胃中に運
こんにもるこぐげん蝉やらどくわげす
ぶものである．今日露園の現状は何うであらう︒過激
いたづらたいげんさうご嘩よくたんみんし少しゆ
派なるものは︑徒に大言雌語して︑膨端なる民主主
さとせんでんを
誇を睦華し︑蝿て講蹴を識ひ得るかの如
く宣博して居
いまじこＬ哩菅すひ心やらくつじよくしの
ったが．今や自己の主義を捨て︑非常なる屈辱を忍び
たんどくかうわむすが念どくやんらレ畦﹃﹂とこく
て︑軍濁講和を結んだにも拘らず︑燭軍は潮の如く園

之を嘉賞に求めるならば︑露園の現状は︑其好適例で
かれらいば切るみんしめしゆぎろこくすぐ

ぜんをせいふくつ元ゐ

内に侵入して︑全露を征服せんとすと博へられて居る

あ息︒昨年の三月︑革命の勃溌した時に︑露幽賎は︑
ごと洞もしぶ・ふい﹄くみん
唾に鈷鐘齢継〃蹴峨するかの如
く︑ぢた︒諸外圃も氏

ないＬん版ふ

ではないか︒彼等の所謂民主主義は︑露剛を救ふもの
まさこ雌ほろ
か〃︑ざと
では無くして︑正に之を亡ぼすものである︒斯
の如き
せけん昔は今くうさうじつでんく毎うせきくわ﹃﹄とわ浬Ｉにつた

危険極まる謬想も︑賃に電光石火の如く︑我邦に樽は

釧

』

かんちゆ参しんうし錘ちづじよ笠し淫ろこくしやくわ炉ばう吟ゆ会しか

ぼんせいけいくわらしつい苧しいうぴや全とううちおつづか

として︑寓世一系の皇室を戴きや自由卒等の裡︒自ら
もつじよせいぜんたこくみんあくびやらざうおちい
秩序整然た津ものがめった潟めに︑幽民は悪年等泳蝿
はうじゆっな誠こと
る事なく︑甚だしき放縦に流る参事もなく︑能く明治

え

かれらがや弓どう

すうねんぜんなほすう

くわちんｐうんめいぼうちやくこくみん葦ぷくたんざ︒︵つ︑とくばく

もとあくびや怪．どう諸ちいＤいうも０とはうじやらな堺そのけつ

たんくる

して素凱︑圃土は外敵の燦蝋する所となり︑剛民は塗

ぶんらんこ︲︑どぐわいて菅じうりん堂ろこく残んと

炭の苦しみをなしつ動あるではないか︒彼等は李等を

より︑大正の今日に至る迄の盛世を︑現出し得たので

何︒中心を失ひ魁秩序を失った露圃の杜禽は︑放縦而

求めて悪平等に階り︑自由を求めて放縦に流れｂ其結
な

とに泣かざるを得ぬではないか︒十数年前までは︑術数

ちかしな和い史た

いやしくこぐちゆ会しんばくしやく

いづくにいへ壁きたか堀らかれら

たがしやくわいちつじよおいおぱいこくみん

念の薄らいだ人心は︑漸く放縦に流れて︑赴曾の秩序
み
だけいかうほたかく

減んうすじんしんやつやばうじゆらな球しやくわいちつじみ

に其濁を揚げる潟に︑既に制裁の弛んだ杜曾︑自制の

その些︼ｐあためすでせいきいゆるしやくわいじせい

年聡諸繊外来の思想並に蕊動が︑瞳を接して至り︑風
みんしきうどうえうしぶうけいざうふはくといたイら
民の思想が動揺するに一乗じて︑軽繰浮薄の徒が︑徒

ねんしよＬゆぐわいらいしさう峰がへんどうくがザせつ︵丸こく

遠に輩固であるが︑只斌禽の秩序に於て︑大に圃民の
こと青ん
はんせいじかくひつえう
反省自畳を必要とするものがゐりはすまいか︒殊に近

ゑん窪ぷうこ

室の隆昌は︑天壌と典侭窮りなく︑我幽の中心は︑永

しつりうしやうてんじや全ともきば念わ妬︑にも轡っしんえい

け
んと包準もちろんばん稔いけいくわら
険を伸ふものと一尋はねばならぬ︒勿論︑寓世一系の皇

しか史どがやらど・フとかくあく承牟室どう零ちいやすじ

たいしゃ会こんにちいた里でぜいせいげんしゆつえ

果は凱離の運命に逢着し︑圃民は極端なる差別と束縛

ある︒然りと雛も︑平等は兎角悪李等に陥り易く︑自
いうばうＵ伽らながやすかいぎふだぱ
由
は
放
縦
に
流れ易い・階級が打破せられ︑棒擢が瞬舞
しやくわいへいばんみばんめんつ．趣この壱
せられ︑献曾は平板一味となった字画には︐術に此危

ねんぜん３でろこくおうあ巷大がだい宮や字﹄くれつ廷やっ

きたんところ柳しかたびセグち呼．しん分し準ちつじよ

年前迄も︑露幽は︑欧亜に跨る大彊剛として︑列強の
ぎふ工んちよ尾かこくどこｆみんあドイツ

忌禅する所てめった．︐而も一度其中心を失ひ︑秩序を
合し趣いた

かぎ

失ふに至って︑急稗直下︑圃土蹴民を翠げて︑凋逸の
し
ばい・かちんりんかく画と
支配下に沈愉せんとしっ動あるでは職いか・斯の如き
ひとろこく

は︑燭ｂ露剛のみには限らない︒近く支那に於ても亦
しか
こく
然りでゐる︒交雑は器畦迩蓉ひに蝿砿がないから︑露ろ圃

ほどだいこんちんみもかれろこく義や全ぐう︑
お潅斗こぐうんめい芋ちかれつかさう愚たが

程の大混凱を見ないけれども︑若し彼を露圃の境遇に

ろこくしな

置かば面直圃の迩命は直に彼を掴むに相違ない︑一雷に

ちつ〆しよらレ浴

露風︑支那のみではない︒荷も一風の中心が薄弱で

がんずんろ︒こくしなうんめいもくげき

ごじん

こぐかしやららいとゆ︑だいじ

を素さんとする傾向がゐるではなからうか︒果して斯
ごと

秩序を失ったならば︑何れの風と錐も︑亦必ずや彼等

の如しとせぱ︑圃家の将来に収りて︑由々しき一大事

こ奴わ解くにげんじじゃ合せいかへりいかん苦心ゆつ己と

うんめいおな

と運命を同じくしなければなら鐙︒

である︒眼前に露幽支那の運命を目謹しっ動める吾人

こぐみふこのさいおぱいばんせいじかくａさ７１１ちゆ︒しん窪ようこばか

之を我邦現時の情勢に顧みれば如何︑既述せし如く

風氏は︑此際大に反省自畳して︑益々中心の華固を樹
Ｉしやくわいもつしよか八︑りつつとやわいらいし
り︑赴雷の秩序を確立することに努め︑徒らに外来思

わがくにめいぢゐしんさいかいきふだにとくげんずぶ讐態

我邦は明治維新の際︑階級を打破し︑特権を除去し︑
郷んじいうがやうどう︲て毒にんしかこぐかちゆらＬん

閏民の自由平等を承認した．而しながら︑圃家の中心

−

4

外来思想と胸化力
Ｆ
一

五

を

？イッ麺慣腰さんくるとたうじろじんろこく

みな為懸いほこぺいこぐじいうこｆ︑

口政治を理解すべし

他山の石八
イツて昔
て居った︒鍔るに零跡が錘って凋ド逸
の敵となったので

一らかいせん

燭逸では大に諜算が狂った・其の営時露人は露幽の一

毛のしあいうぴ人言ぷくもしでんぱう慧よくゐ・ちへんかう

またひ毎ぜんこととぎ人せいけんえ︐どうなを

致して開戦したことについて皆大に誇りとし︑輝舞嘩・米慰は自由園でゐると謡って野る︒錘薙婦躯までが
ふはんたい尼瀧くしや
府に反濁して居った畢者などまで鍔酎一群を溌鰐の蕊酔る聯の琴嘩鱈を鐸て癖る雌が伊６︑恋蕊輝に擁りて
叉必然の事と説いた︒癖し韓塞に鐸する騨跡の蝉跨に参政権を得んとして謹動を識し居るほどあって︑
おほひとう海洋訟註二もつふろこく催うめんひとみなせいぢ冨苫みいうゐまたばんｂがいく鈴ん
わか江は窪駅の人は疑ひの眼を以て観︑露幽の方一餌を人皆政治に興味を有して居る噂叉一般の利害に閥する
ばたかくめいとも
聯合軍の弱黙の一として居ったが︑果して革命と共に事に就いては一礎の瀞職笹確職する雑凝も禄る︒砿へ
くらゐ

舗畦
撫か
とこ
瀞っ
禁畦の稀祷は幸一呼謡鐸翫で︑蹴確ば其市非て或る郵鞭局塔く認電報局池粒置磁躍痩せ魂
辻の
か織い
とだ
喜︒髭

ドイツばんかぅずゐぷんこうげきろこくげん葎やらよ・をとき定い錘くけうじゆしやら仏ん窓よくゐんおの．ＩＩいけんの

の世界にも斯かる事が行はれるかと思はれる位であとする時は市の鴬局は日を定めて一般人の意見を蕊

わげな詠ったｇいｃやらあでを妾﹄しきゐし鶏なんぴ．としせいこ︐︲

喝銅と鶴唾一切稲行地随分攻撃されたが︑露圃の現況は暇く︑其の時詐弛大畢教授も商人§局員も各意見を陳
いせいぢだうとく底ありしゆ会じんいけんちやらしゆう︽
鋤事は自画内に止まるとは言へ︑政治も道徳も無き有ぺるといふ有様である︑衆人の意見を聴取したる上に
こくかくわん輯んどくさいくわんいんと・もみよえばあひをみちあた
様である︑圃家灘念も圃際観念も共に認め得られぬほて鍵毒す銅︒蕊鐸跨の恥耀げ唾どの場合に其の路に富
いたくおもかをくとりばら︑もんだいともだどこかめん
どである
︑職鎧跡の雲ゆゑ鎧６蕊だしく言ひ度は思はる家屋の取沸ひなどの問題が僻心︑何潅で哨詞な勤緬
じん悪ゐぷんめい青やくてん陸淫曜おと
い
が︑八類文明の逆韓の甚だ恐るぺ宅制で勧瀦趣い一日一倒獲るものであるが︑それも矢張り一般の意見を聴取
こうそく蔵
拘束が無く躍れば此くまでなるのが露風の劉民性でゐする︒左様に市政にしても一職の極が蕊聯ご緑っこと

るといふ毒では無く︑全く一時の異状では有らうが︑の潔来る組織に駁って居必︑職って何人も市政にも幽
に
入
げ
ん
こ
く
か
く
︒
んねん霜一︑とく八人いんないば洩る侭４ぜいナニぷ︲お．ｂむきこルー
人
間らも
家
念葬︑
徳
﹄患
た幽
いＤ
ん観
為ゐ
る道
六ル
ー観
ほ 念が無くなっては所謂簿唾の鐸にも錘喋を綿っこと︑我が閥などとは頗る錘鳥を異
情態で︑八類とは全く遠ざかる様である︒そ鯉につけにして居る︒一般が政治に興味を持つことは︑必ずし
こぐか・︑タねん定︑うとく︑わんねん角．．︶尼級つえう今．んし少しゆぎあびども泌
て鶏圃稼職念が髄徳観念を養ふことが必要であることも民主主義と相伴ふものでは無い酔壁︑跡嘩一瞬に露

窓様
よにら
なは
に何巻
こ事
とでは
を切に感ずる次第である︒治に興味を持たぢ
せる
すみ
るも
こと
もげ
危ん
険な

r

１

１１１

睡巻けん

せいぢ唾よらみも

いむせいぢしきうけいかういかん承

か丞ら

無い︑危険なるや否やは政治思想の傾向如何に因って
毛のてん・
ぷ
ん意ち
うねい
垂
ば
砿れるので︑其鮎には十
分注
をせ
ばな
らた
ぬｃ
又ん
一般
に政治に興味を持つことは必ずしも鐸挿の趣録する癖

いんな
寸港感せいぢすむげんいん

わけな玖主

因では無いが︑繕れぱとて一礎が琢浄に蜂瞬鐸なるこ

と鱗即ち政治に進む原因となるといふ理由は無い亀又

ばんせいぢ裳主うみもと昔しゆ全卜．りょうぱい
一般が政治に興味を持つことは時に衆愚を利用する政
ぢかで誉おいあた
あうれひとあ

版ん蛙いぢ醤とん患くしゅ全割ゐんぎゐんとうへうきん

治家の出る機曾を典ふることが有ると憂ふる人も有ら

で

やう

罰つどひつえう

うが︑一般が政治に無頓着で衆議院議員の投票すら金
せんごいう
やうやはぐしゆらせんどうせいぢか
銭で左右さるシ榛では矢張り患衆を煽動する政治家が
で醤とかくＵんみんしん松いぢｂかい
出ることが出来る．兎に角人民が真に政治を埋解せん
毎いぢきようみり
ぜいぢしんぽ
として政治に興味を膝っにゐらざれぱ︑政治の進歩は
差邸たＬかこれぜんだうこぐかくわんねんもつもとな
期し難い︒而して之を善道して圃家観念を以て本と総
す〃榛にすることが最も必要である︒

じつふがフばつこｆ・睦

□金力寓能の弊害
ぺいこぐＵいうこぐ﹄主ら

はうめんふ岬７ばつこゐか嫁堂たくどく唾
め

こうざいあひ認溶いな苦もんじんかとをんち餐一

方面で富豪ば飯屋し居る︑その代り叉功徳も為しては

君隠翠らどうしゆぎこく晶島寵きん︑よく

居るが通功罪相償ふや否やは疑問である．人格を尊重

や︑う

ゆ

かんが

守んｐ主く

することもあるが．何しろ竿等主義の圃力も先づ金力
ばんせいぴよく︵剥しゆん
が一番
に勢力の標準となる︒燕が鯉でも露賦鐸溌を鯉

ぺんせいさくとぺいこぐな

ずる様になり行かんとするについて考ふべきは︑金力
いうものこぐか．ｐがい
を有
す
る
者と圃家の利害でゐる︒鐸丞を燦ぶ雄は跡も
こで︒か・りがいかへロじかｐがいかんが
すれば圃家の利害を顧みずして自家の利害をのみ考ふ
じこ
輪いふうど
いた堂たをきんり﹄て
るに至り︑叉其の金力によりて政府をも動かして自己

かくわんいんやうせいひつえうこん／あいせんさぅ初いばう

み

に便ばる政策を収らしむることがめる︑米風にも其の
わくにおひノー１さやうこと
れいわう９ｆ１
例は性々にして見られるが通我が園にも追々左様ぼ事
竹んｐよくばんのうく雫兇堀んたい
おほ﹃
が多く砿りばしまいか︒金力蔑能の観念に封しても嵐

とな

こゑだいけつくわよあ氏すＩ︑じつりしゆぎが巷

家観念の養成は必要である・今岡の戦争に於て一方に
ひとおほ望うし苧﹃さんこうげふひつえう
者エリはく
は巨利を博したる人多く︑一方には殖産工業の必要を

ばってんうへみこうげふどｒりっとみぞうレぷくともいつ

こ〃︑かし︽今やらい

唱ふるの難大なる結果聴世を畢げて益々賞利主義に傾
かしめ︑鐘瀧識継の鋪を錘さしめんとする︒風家将来
えう

どうじこれと画淫へいがい鷲がこれ

の護展の上より綴れば工業の燭立も富の増殖も共に必
ろん

こんどぐんぴくわくちやっふがうぽこけいえいこうちゃら

米風は自由園と講す為が賞は富豪の陵屋する画でゐ

要なゐことでゐるが︑同時に之に枠ふ弊害笹考へて之
みちおも
に謝するの道
を忍はねばなら鍬︑跡粂継鍵圃錘織鍵識

︒ｂえき淀世いぢかぽいしうしやらだう

弱く道徳観念が薄くなれば．殿は富みても糖赫は飢ゑ

こ吹
すを
ゐ要
えす
うる
沙所
ゑ以
んは
こ此
︒に
お在
こる
ｆ圃
み民
んにして蹴衆鑑識
の鼓
ぶわ軍フ・とくちん鯉んうすく極と週いしんう︐

疋い

る・今度の軍備砿張も富豪が自己の擬醤する工場など

なずゐぶんいるｊＩｌ

の利益の篇めに政治家を買収して唱道せしめた論でゐ
・あんざつ詮ひと
ると漣篠して居る人がゐる通舞は擁し鋸ち沙ぎだ識で
たせや﹃一芝やう智み葱

あるが︑多小左様な気味も無いでは無い︒随分種々の
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健全なろ思想の酒養

がいご

なし約

ぷうな

お・い

ひつえう

どんごぼんらいふんとう

回シア

一○

こ心わ方くしわたくし

Ｌ

けたふめう

して共和政隠だか何うだかは知らないが︑とにかく︑
ごくないずゐ
ロマノフ勢が雛れて恥恭︑舗確にまるも︑圃
内は︑随

秒候会わせいたいど

かくも共和園となり︑露西亜もロマノフ家が倒れて妙
ぐあひ
きロシアげんじせいたいけいＬ令はた
な具合になって来た︒露西亜現時の政篭の形式が曜果

きよらわこぐ

現はれて来て居る︒支那も民主々義を賞現して︑とも

れぬが︑避恭隆衆鮮溌の一瞬に嘩舞郁勢と一蚕ふ嘩雄が
あら
き冷しなみんしゆｐｆｌ智じつげん

し

韓て雛蹄韓霧の露鐸とのみ一琴ふ酢きではないかも知

口近来の世界思潮

一片の所感を述べて見たいと思ふのである︒

べんしよかんのみおも

自ら千差寓別であらうが︑鐘に私は私としての

敬すＪ１１おほ

めんねんぬんす毎つせいしんげん肴はうめん率障いす
面が年一年に進むに就きても精紳元気の方面を大に進

げん巷せいしんな

とみこうげふにＩかば
る︑垂繕は趣みて冠鋒は毒へる︑富
や工業は肉や皮を

める必要がある︒今後本曾の奮闘すべきことは益々多

な

麓すもので︑元気精祁が無ければ害を総すとも用を麓

いと思ふ︒

つ伊十

Ｉ

ＤｆｒＬｒＬＦＦｂＤ２ＤｖＢＢｐＢＰ０ＩＦｌ■ＦＩＢＦｈＦＥＢＩＢ■Ｂ８ｆｌｒｌｌｒＰＢ︲ＬｐｒＬＩ︐ｂ５ｒ﹄

口欧洲戦凱の典ふる教訓

重た掌星とゐだい

せいしんてぎ柱うめんおいまたすこ隼臆い

寡のづかざばん口︽つ

健全なる思想の 梱 養
蝿筆聴鎮林泰輔

１にと

さぬ＠国は富みさへすれば強くなるものでは無い聴冥
つよ
に張く葱るのは跡嘩の癖砺と郵鋳とに錘る︒鐸秘の蕊

ところ

したが

並に之れに封する批判とは諺人を異にするに随って︑

年封︾こたいひばん

ひとこ︒と

げきけうぐん
所ご︑その雛沸輝韓尭にまいて壁じたる刺し戟
と教訓

はねばならぬｃ

らず︑精紳的方顧に於ても亦頗る大なるものありと一琴

か雄ら

と教訓とに至っては︑叉室に偉大なるものがある︒そ
しげきけうぐん
の刺戟と教訓とは︐必ず︲しも樺鋒蛎瀧蹴に群てのみな

け﹃うぐんいた

交戦幽民のみならず︑凡ての世界人類に典へたる刺戟

かうぜんこくみん◆

ひろ定いくわらん
しかこせんさう
てその比を見ざる大溺凱であらう︒而し一し此の戦争が
すべせ・かいじん奄孟あたし字菅

釜嘩の雛郷輝韓塞は︑雛らく躍必ゐって必稚謎だ窪

卜

』

「

し

きかろ人ゐ嵯頚

口民本と民主との温別

ぶ胤
ふみ
み凱
湾 れて︑ゴター︑の椛準難に藩か露は郎舗ありとせば．そは塞ぐ謹感である．識賎耗硫酢儲の露
分
れだに
かくこく吃れ〃Ｆ１匡些趣ごくいやらご蛭きし
こんちんしやうたいあやひつひロシアきぶらわこぐをは し
混凱の状態である︒或は途に露西亜共和閲となり怒る史があり︑各圃夫々異ったる圃情があるｃ此の歴史と
かわけ譜んらいせかいしきうかいみんこくじゃ凸むし一﹂とだんふか
のかも知れな壁．斯やうな葎で近来世界の思想界に民国情とを無観するが如きは徴じて不可である︒
しゆ・Ｉ︑萱い

よみんしゆＦ︲〜ざいこ畠つかなんせかいすう

主々義と云ふことが盛んに論ぜら鯉て居る︒随って︑

こはなはだあや匙かんが

患・じんや

こひ竿らさこんどうもも

世には︑民主々義と云ふ語を使はいと何だか世界の趨
さじとかん
勢に伴はざるものであるが如
く威ずるものもめると一毒世に嘩轄封舞と嘩鐸献舞と一封皇↓っの譲がある︒鯉

．せいと包注

せかいしてうすう

めい

︲リや当ごあひ露はんぜんく・くつ・娘んぼん

ふ︒総し藤がら之れ甚しｆ誤った考へでゐる︒若し人動もすれば︑此の雨語を混同して用ゐることがある
おも

みんし仏Ｊｑｌざいことざつか

せいと禰堆

しかみんぼんしゆぎ

溌鯉懸坐砿灘鯛蹄離蝋蝿灘議餓滞諏製織灘臓鞠瀦溌総
︒︿ う け ん

いどっくうさうだんげん

い

たみくにもと

い﹄しなどと悪駒七

・ねばぼらぬ．かくの雄きは雛らく琢獣に臓昨して識かなければならぬ︒而して民本主義と
謬見であるとい
云は
しゆノーざいみし

主々義の意味を知らざるに基く謬想であると蔵言して云ふことば軌民は園の本であると云ふ支那の語で曜恐
くにもＬＬ

い

いは釦るたみ

つか
差さし
悶えはあるまい．らくそれにまいて一琴ふたことであらうがひ︑
その所謂民
つ畦や合﹄くみんだほか

毛

くんしゆもとみんしや全

は園の本であると云ふことは︑畢寛圃民の総めを周り
口歴史と園情を無脱すろは不可↓﹂︲み
※蔑めに蔵るやうに蹴捗ど龍ふと一尋ふことであ
圃︽
民の

す

も〃ごもつせかいし・

口専政を共和の長短

一一

もちろんしなみんしゆＪ１篭いばゆろ皇らわこぐ
勿
論支那は︑民主々義の所謂共和風になった︒而しる︒謙を鍵へて一評ふならば︑君主が本になり︑民情を
こ才涯腫みんはん
かロシア注た櫛たうくわ・い法人し山ｊ １ぎてきりい百つせいぢ獄ごこい
て彼の露西亜も亦ロマノフ家が倒壊して民主々義的傾察して政治を施すと云ふことである︒之れが師ち民本
ゆゑみんほんしゆ萱みんし⑱Ｊ１苦
しゆ畢暫い釜一
かう乳ず︐１１巻うむや全い感こんらん・あ︲りさまおもい
向は益々増長し︑今や混熱の有儀に焔っだのでゐる．主義の意義塚のである︒故に民本主義と民主々義とは
鯛も参れ録の錘排︑溌唾懇の跡礎総らしむる職邸鐸鍵蕊鏡脇咋して識かなければならない︒

〃じじつ

陸全なる思想の閥養

Ｉ︲

の事賞でゐるに過ぎない︒若しそれ之れを以て世界思
さうかいすうぜいみんし蝉︐Ｉ︑ぎてきけいかう和ゐろ
．想界の趨勢が民主々義的傾向を籍びて居ると見るもの

｝
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健全なろ懸想の漁養ゞ

一一一

ざをむかし篭︐↑強い壁いぢ響迂かみけんｐ主くＬもエくわにほんせいたいじつこ悪つどｂさうて垂りつ唾ｂつけん
ぁっ擁て鐘︿の苦い誉専制鍾飴が砺麺れ江上や羅力が下を抑＃ん織捗緬本の政鍔蝿責に批の撮溌裡認軸韓立派沈立穂

もつど

膝して居った時は︑仁政の施行は頗る醗難であった︒君主政鴨である︒而して此の立憲君主政総は︑燭り日
上の権力が下を睡迫するが如き専調政治は︒固より善本に終てのみならず︑他の閏にあっても︑それが最も

かみけん可鎚くＬもあつばく一﹄と斗恥入廿い対いぢＩとよ雁んおいたこく

がも罪鍵訂ないこ延誼師幅藷礎池癖識癖挿瀧一尋書や坊錘蕊い識へが壁ずると誰ぱ︑そは恭詫に鍵瞬

くな一灘こと霊遡るが︑され識と祷って︑蝿琢の蝿振池謹鐸電癖織霊動る鎚礎ふ卦総泌に拙心心にして︑瀞し
みが除りに弧大に唯って︑上を制すると云ふが如き政も︑世間の風潮に化せねば世界の仲間入りができぬと
鐙の壷

上が狸過ぎる結果行はれ︑叉民主々義の政治は下の樵す可き結果となりはせないかと案ぜらる算のでめる︒
り
ぃであまつよすけつく杓あらもと

そ恥
く龍
き露
しこ
し咋
や全
軸
恥れ恥
盤く趨
癖よ酷蝶蝿諏函挙鋤細唾弛順姻嘩油口篤政者の注一意を促す

しもあつばく造二心せんせいせいぢふかどうじかみせかいしさうかい左んせけんふうてフど

とらいくんしゆせいたいしかたみもと夢迂りつ

あらうと︑そんなことに織榛ふ必要がない値我れには
わ
れきしわわこく噂やらわにぼん
我が歴史あり︒我れには我が鰯情がある．我が日本は

くいい下を識追試鵡斯幼専鋼敏治が不可なると同時に上世界の思想界が何であらうと︑世間の風潮が何うで
．・かまひつえうわ
ぞ制する所の共和政治も不可である

口理想的政治

か

緯らぱ勤鐸雑な嘩浄は如僻にして猿はるシか．と一琴ふ鐸癖需畦函鍛錘麺︾ｏ銅癖誕諦誌埜嘩錘乱麺諦噛稗﹄魂

寸が唾せみ乏いせいぢ．なようわぜいぢみんけうどうにんあたけういら︲か詮たゐせいしや二・参こ・そ庫

ぴやらし︽︑ちゆらかん︐︑晶盆や雄睡りつけんく凡しゆせいたいひ︒とＦｆ１・しだうひｊ﹄Ｆｒｌけうｉわ

に︑そは節ち専制政治でもなく︑共和政治でもなく︑民殺導の任に常る教育家も聯叉矯政者も心を此に注い

菌ようわやいたいまたふかこウふうＬや君 今かんとらゐ耐三三

雨者の中間に位するものである︒即ち立憲君主政鵠でで人々を指導し轍人々を激化してゆかねばならぬ・斯
ゐる．堕の鍾趨蝉捗ぎて 庫を準唾するが躯き華緋鐸くして鱈舞蔵る舞鶴の鍵謹ど彫らなければ蔵らぬ︒
ぢふかともかみせいもう﹃﹄と・みんし沙Ｊ１曹
治が不可なると共に︑上を製肘するが如き民主々義の

共和政鵠も亦不可である︒此の雨者の中間に位する立〜ＩＩＩｌｌ〜１１〜ＩＩＩｌｆ１ＩＩＩＩｊ
げん陰︑んしゆせいたい頭．つ鐘︑ざうて苛
憲蓉主政縫が最も理想的なものである︒

リ

圃民的自鴬︑
一○濁逸の反省
いいしゆき

ドイシこくみんだんｋ１をひきときしき
これは濁逸圃民が段々其の非を悟って来た一読でゐ
いａ

もから

ちからしゆぎと

る︑今までは力さへあれば宜いと云ふ主義であったの
いすこ
ドイ・ツこしぶうちさと
である．獅逸には御承知の如くにニィチヂと云ふ少し

かばものくるしきうかで

ちか迄

らんぱうことい

つげ

そのちからしゆ哲こぐか

い

凝り物の狂った思想家が出て︑さうして力主義を説き
方暫しゆぎこじ人う︵ついと
もちろん
ました︑勿論ニイチエの力主義は個人の上に就て説い
漆んかもてこと
われ？１１こりんい
だのでゐる︒我々個人と云ふものは何でも勝手な事を
一句泌舜ゼいな
やれ︑力さへあればそれが即ち正を成すのだと云ふや

ちから

たのし心．智

うな凱暴な事を言ふたのであるが︑其力主義を圃家の
う︽てきよう竜
上に適用して来たのがトライチヶ綾いてはベルンハー
ふろかつてふるき
ヂーであって︑力毒へあればそれで宜しい勝手に振舞
となドイツひじんだう
ふくしと一蚕ふやうな謙譲のことを唱へて総逸の非人道
しか

鐘増鎮吉田静致

およ心ぷついんしなたんけんロぷく

せざるべからず凡そ事物の因子を成すものは軍瀧錐力
生たけん少
のみに依るものにあらずして叉権利なるもの夢存在す診

ることを﹄と言ふたのでゐる．
これくわこおドイツせいさくひなん
是は過去に於ける磯逸の政策を批難したるものと云
ふくし︒

われｊｌｌ

けんりいみ

〆しっ

といふ抑謡が譲遜蕊の織りに癖へてありました︒賞

おいとくこくみんてきじかくしん

にその通りであるｃ識々にはそこまでも権利の意味に
於て活動することを要するのである・斯かる事は今日

に於て特に圃民的に自麗すべきことであると信ずるの
である︒

一一同心一鰐主義

こんに島とのさいとくこくみんてぎＣかく釣こ

手︑どうしん沢肥し晩ぎわだしこ奴どうゑんいちゆらしんしゆ壱

それから今日比際特に闘民的自豊を起さなければな

ら鞭い事は︑同心一溌主義私は之を同園異中心主義と

わみんぞくわこく

呼び糎漆と震咋一．こ誕非つ鞭てで今弛る﹂識が眠確我が掴・
すべが者背マー

一

かふろ

ツ

的侵略主義を是としたのごある︒併しながら其主義が
芭画ざんげ◆
宜しくないと尋ふことゼキュールマンが此喧繊悔を︐し
ドネ

家は同心一難的の生活を潟して居ると云ふ自蕊を︑此

固民的自礎

１１

二

か走左

だやうな形になったので︑﹃鵜逸たらものは須らく記憶

てきしんりやくしゆぎぜ

、

1

k
k

圃民的自質
吾ぺん箸なつ

こ︐＼か娃泳虹

一一︿

あや堂ぜんたいれきしもゐところきはしぜんい寺﹄ほび

義と梗宜名付けるのであるが︑さぅいふ誤りたる全篭うな歴史を有って居る所では極めて自然の勢である
しぬぎ書迂
玲患抵人どう↓﹂んにｓシ対﹄とみんし喚？︶ゆぎてきしきうせい︽︑うお§甲樫鋲
主義が行ばれるやぅなことがある︒さうすると其反動ので今月の如く民主主義的思想が西洋に於て蔓﹀﹄って

牡いはん大いかんが

せいや︽ア

むか．しさかの震

どうしんたいて誼今一や蛇せいくわつもを

鞠も

唾熟認輔懸綴唾喝鶏鮒難緬穂搬澱鯛群灘瀞牒嘩瀧咋鉾謁鍵懲嬢
こじんためしゆだんみ

ひや４号

あや匙ゼバにいしゆぎおちい

Ｌま

昔

当弓せんせ小しゆきみる

る個人の潟めの手段として見るやうな正反調の考へをれば︑同心一鵠的の麗はしき生活を有って居ったので
こじんしゆぎわたくし
だ
ん
Ｊ
●
１雌暫しす力したがこと錘丑ん錘﹄く
惹起さするゃぅになる．さぅいふ個人主義︲︲Ｉ私はゐるけれども︑段々歴史の進むに随って︑異った民族
こぃ今︿ん管あや趣こじんしゆぎい
にんごうて菅こん
せいふ〃︑へいがふさ獣︑４１弘もゆき
之を便蹴淡︐＃轡個人主義と云ひますがｌが反動約が混ずるゃうに戦︐︑征服とか併合とか機々の遊行を
ぼっこうくい
辻いやうおいさ
︽りぎいてきくわんけいつく
ぜんせいてきあつばく現にだ
に勃興し来ると云ふことは︑西洋に於ては避くべから経て離在的開係を作るやうになり︑専制的墜迫が行は
しぜんい怠ぽ
い記やまこ
そのばんどう謡んしゆｉ︑ぎばつ
ざる自然の勢ひであるのである︒さぅ云ふ誤りたる個れるやうになり︑さうして其反動として民主々義が暖
じんしゆぎばつこ︵
か趣ら義たその位／どう
人主義が蕨属するやうに荘れぱ︑必ずや叉其反動とし属するやうになって来たのである．鵬に蝿糠織が鈴奉

も

元いしゆゴーうへたせ人せいて菅あつばくくは乏のばん苫う

豚・ラみんしゆｆ〜︲ぜ畜涯

けつふび￥んい

て誤りたる全鵠主義に階るゃぅになり︑それがやがてて仕舞ったといふやうな厨では︑専雲飼主義が宜しくな
またぎけんあや詮こじんしゆぎいうばつ
みんしゆＩ︑ざ
叉危険なる誤６たる個人主義を誘護するといふことにいといへぱ民主々義でなければならぬ︐と云ふことにな
営弓わくに紅じ金ばな
なるのである︒虚が我が園にては初めから離れたものって来るのであ診乱鐘職に僻邸が誰れて他癖ひ︑識封
こぐ残んこぐかみどうしんたいそ人そく砿ってんしんみんⅨなしまゐどころ︑せんせいしゆぎばん次い
として圃民と圃家とを見ず同心一篭として存績獲展しと臣民とが離飢て仕難って居る勝てば専制主義に反掛
けつせいやうお
く んいいなり文
みんし沙ノーぎ
て来たので︑決して西洋に於けるやぅな関係の戒立つするものと一燕へぱどうし駆私民主恥義ならざ鍋を鶴宛
筈はないのである︒睡鰐にて掛睡錘の雄く諮りたる琴．いと云ふことにな︽心のが常然だと忠ふ︒それ故に西洋
毛の必や雀

こじんしゆゴーほいけいしはゆるみんしゆしゆぎてきうんどうぼっこう

しきうに豚人あ証ば

か象おぼ

鵠主義の上に立ちて専制的に蝿迫を加へ︑其反動としの方で民主々義が行はるのは︑決して不自然とは言は
季や巷こじんしゆ評︾ぼっぱつ
て誤りたる鯛ｋ主義が勃溌するやうになり︑其淡＃たれない︑錘に瞬鮭の域だらうと砿ふ︒けれども︑さう

る個人主義を背景として所謂民主主義的運動が勃興すいふ思想が日本に儀恢まるべきものだと考へるのは大
せいやう
ａちぷ
るゃうになったのである︒さうして︑それが西洋のや間違ひであります︒

F
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１１

一四反封と矛盾
仁ぼん．言とどうしらたいしゆぎりつばｐつげんまたたうぜん
討二群

日本の如く同心一篭主義が哉諏に噴現さ蝿︑︒叉常撚
はず
行はるべき筈でゐるところの圃民の眼から見れば︑専

せいしゆぎもと誤るざ打いくんしん
ひかり

せんせいしゆぎぷろ

制主義は固より宜しくないのである︒義に於ては君臣
みなどうＬノたいて芽せい声烏つあも
礎に輝ては鍵予と一霊ふ雌きは︑皆同心一鵠的生活の現
いりつばせいく つそなゐ
はれた光である︒さう云ふ立派な生活を具えて居ると
こくみんたちぱみせんせいしゆぎもとわる
ころの圃民の立場から見肌ぱ︑専制主義は固より悪い

い

一たが藤んしゆしわぎ

と言はねばならない︒けれども︑専制主義が宜しくな
い

ぜいやう

ぜんたい

いと云ふたからとて直ちに民主主義でなければならぬ
いけつるん

れきＬなかすゐれん品らづ液う

と云ふ結論にはならないのである︒西洋のや蟻に窪篭
こじんくんしゆしんみんこぐかこくみんい
と個人︑君主と臣民幽家と剛民と云ふものが離れ離れ
き

せんせいしゆぎよるみたずしか

になって来たやうな歴史の中に住んで居る連中の頭脳
は︑専制主義が宜しくないと言へば︑直ちに然らぱ
誤にん
しゆＪ１ざいけつるんむ

民主々義ならざるべからすと云ふ結論となること坐無
これせいやう
ろん
邪も
論のやうに思はるシのでゐる︒是は西洋のやうな歴史

︑ものなうりやうせいあとくいうろ↑んｂ

ろんりまあちが為せい

たずふんし参７６︑智よるいけつるん
て直ちに腿主々義が宜しいと云ふ結論にはならない

でめる︒それは論理が丸で違って居るのである︒西
ごと純斗一しはいげい．もゐものろんりに陣ん
の如き歴史の背最を有って居る者の論理と︑日本の
れ茜しはいけいもゐものろんり歌つ圭こと煙
き歴史の背景を有って居る者の論理とは全く異って

るのである︒
ろんりがくじや全もんだいおばぶしよこみち妾︾Ｌだい

哩やらたいたうぐわんけい

うちばんたいくわんけい

論理肇上の問題を御話するのば横道に外飢る次第で
ごん誰をろんｂがく
ありますが︑ちょっと一言だけ申しますれば︑論理畢

しろこぐたいたうぐ雷けい・

上の掛鴬淵係といふものシ中に反封の開係といふのと
艦んたいくわんけいい
む哩ゆん・醐心人けい
矛盾の関係といふのがあります．反掛の開係と云ふの

い

・りや参り島どうじ覚りγ

杵畦つ

は酔う毒ふのであ︐ります︑白と黒と⑦封営開係のやう

き

い

応しん・少

１−ろ

しか

なのでありますｂ雨方同時には成立つといふことは決
くろ
けつくろ
してないのである︒白履らば決して黒ではない︑黒な
．で
ワやら紅うどうじ定レッた
げつしる
らぱ決して白ではない︑雨方が同時に戒立つことが出
たのりやらし砲︑ばんたいとめＡけい輯いザ
来ないと云ふならば︑其雨君は反掛の開係に於てある
寸凪砥ぱうしんりたはうか猛ら
と言ふのである︒即ち一方が真理ならば︑他方は必ず

ひしんｂ

氏たくろが埠必しろ§

たいたうぐわんか刀

Ｄやらぱうともだめ

非真理でなければならぬのでゐる．併し噂きういふや︒．
ワやらはうどうじしんりた肘． たい
うに南方同時に真理として成立たないと云今﹀とにな

なか

か私心くる

上と

の中にある満の鵬一異に養成されて居る特有の論理であ

ゐ

って居るが︑雨方共に駄目である非真理であるといふ

どうＬんたわしゆぎじつげん

せいやうじんろんり

る︒それは︑西洋人の論理はさうでもありませうが︑

ことになるところの鍔常開係であるのであるｃ例へば
い

わ私んぞくいう

白ならば必ず黒ではない叉黒灘らぱ必ず白ではない︑

せ入せいしゆぎまる

七

るんｂ色とづ

しろ

同心一鴨主義を賞現しつシあるところの我が民族の有

−

居涛如冒洋曹の

する論理に基けば︑専制主義が宜しくないからと言ふ

国民的自琵

１１

ｰ
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醗産奨融と教育の改善

圃産奨働と教育の改善

ごりんゞじかく負雛きた

之すうもと

かじ種翠＆巳元金けきくん
騨雛舞韓の豚鐸として︑且つは時局の斎したる教訓
た力

趣か企づくこくさんしやら恥いい

﹄うち

として︑吾人の自畳を促し来れるもの︑其の数間より

ひろしやらだう

おうしうたいせんぽつぽつ

多々あるが︑就中︑圃産の奨脚と云ふことは︑その内
しゆらやｂいいへど
昌一雀だい
ひと
かぞ
に数へらるシ最も大なるものシ一つである︒従来と錐
系◇しきしやぽん
こぐさんしやら恥い灸うた
も圃産奨脚の要は︲唯だに一部の識者のみならず一般

農く唱導されっシあったのであるが︑欧洲大戦の勃穫
ともこくさんしやられいえう詮す﹄１１ゼつむつ
し允到とこゑ
と共に圃礎奨糊の要は盆々切賞になり︑従って其の蕊
た
うだい
も一屑と大
をなし来きっ
だのでゐる．総り跡毒錘縦の蕊は
わけ
なも
にい
何
今ま
さぱ
らじ
始まった鐸
のものではない嘘だ釜嘩の艇
しうたいせんよたひつえうそう躍潅は力人

洲大戦に由って其の必要が一層甚だしく感じらるシに
さＬかこくさん
いず

いた

じつかういか

郡

そ唇もくて強たつえ

至ったと云ふに過ぎないのである︒籾て然らば圃産の
しやられいいかいみことがらこくさんしやられい
奨職とは如何なる意味の事柄であるか︒圃産の奨働は
いか

一如何にして賞行し︑如何にして其の目的を達し得らる
おのしや島もんだい
可きものでめるか︑と云ふことが自づから生ずる問題
〆ＦＤＰ︑︒
』

一
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一

いたく

い

いこ﹄﹂キ﹄ちゃく

い︽︲し︐︑こぐか座ったつ域んえいばか

けいざいて君さん紗ふてきり︑うさくひ？えう

Ｌ軸しゃ笠はじＬぺ

こ

もみんつ

垂こと

Ｆ心イツ・﹄くみんてがみ

曾て鵬逸皇帝がその賎民に告げて︑燭逸泌喚は手紙
ふうとういた敦でドイツひんもちぺい
の封筒に至る迄燭逸品を用ゆ可しと云は飢たことが︑

かつドイツくわら工い

必ずしも識者を侯って初めて知る可きことではない．

が錘ら

とせば︑此の鍵潜的薩業的自救策を必要とすることは

こ

に結構なことである︒称も蹴家の護達繁柴を樹らん

げつこう

使用するやうにせなければならぬと云ふ事に蹄着する
のである︒総り︑毒飢醒ち撫癖雌卸鐸溝でゐってｐ塞
１﹂ｒ一ユノ

剛内に於て供給し︑且つ園内に於て生産したるものを

こくない梅い承ぶわ君ふ︲かこく荘いおいせいさん

給するやうに致す可しと云ふことである︒之れをもう
こぐみんか〃︑じ
七うわかやすご︵いいごせつめい
一層解り易い語︑季易芹︒語で説明すればも国民各自の
いし墨＆菅うこしやいづここくないおいせいさん
衣食住此の三者は︑何れも之れを圃内に於て生産し︑

智ふ

こぐさんしやられいこえう︒こくみんじゆえうぺ
国産奨励とは︑之れを要するに︑国民の需要す可き
雛搾嘩脅は︑参れを蹴藤に郷て鑑韓し鳴蹴師に礎て嘩

口経潜的自救策

協賛曾貝宮田修

0

'

．雷４

ｒ■ほり

じついやし§己ｆかいんまへほこたい哲ふうざか

浮一︒

いまざら壱と裳もあた
今
更
の
如
く
思ひ常るのであ 恩賞に荷も圃家百年の前で誇るに足らぬと云ふ気風が磯んにな︽雲て来たのど
わせいひん
揮もばちひこくみんをじゆえうかい両あいせいさんひん
ことを湖
心ふ場合に︑磁民が其の需要を海外の生産品にある．砿へて謬れば一樺の縄哲便聯するにも︑和製品

よ哩賢ぞくいきｌ﹄つれふあんみち・た野いゐ︑ばくらいびんもといありざま礁鳶
︑坊・ふぽつぽつ

毛どうちんおいぞせつと心ルけいく陸もちろん

しなものかい

索いと鋲らい哲やくせったい毒﹄も・苧フ

わざＤＩＩくやへづめ

依って充足すると云ふが妬きは︑常に不安の道を辿るを卑しんで舶来品を需むると云ふ有様である．甚だし
もこんくわい﹃﹄とたん牡かいどういたしょくもつ﹃Ｙと
やう唾ものであ勇Ｌ︑著しも今同の如く一旦世界に動きに至っては︑食物の如きものですら︑態々錐誌にな

シ元

もつ

胤が勃幾苛恥ぱ︑其の動凱に直接開係した園は勿論︑つた品物を海外から取り寄せて来客を接待し︑御馳走
誹鋤の泌誹に鱒れざる睡琴も緑ほ捧純癖弾く妙礎琴を野を聯すと一琴垂礎撫︑恋譲の蕊で渉鍵靴とした擁織な隷
し﹄てもつや．ゑぴ
よこもじふだつ
悪つか癒祁魂かう１︼．フ

︒↑くみん味︾いく︑つしやらひつえうじ山一えういんなみ〃せたじゃ﹃らいわくにけいざいかいゆにふ返う︐〜わいば江糎

堂ころ

けて︑物痩は被だしく昂騰せざるを得ないのである︒物よりも︑横文字の符を着けてある食物なるが故に美
ザ一んて幻鳶よ︽雷・︽うみぴしぶくしぶゐいやあひかいとべきふう
時
︐年惨いたもの
甚だしきに至っては︑物によ勇Ｌは︑全然供給を受く味美食と瀞すると云ふ具合で．斯かる厭ふ可き鏡風が
いありざまかくたげつくわごくみん和またう７ｔ１しやらか？フおこ芯
ることができ単と云ふ有様に騒る︒此て其の結果圃民今や潜々として上下を通じて行はれっシあるのであ
にぼん稔いひん季やく
なかは耀晦
瀞和ざい釜いくわつ哩卒金定季へんど・フ智い煙いご
の溌海生活上に大なる鍵動を来たすと云ふ例は慰之娘る︒中には甚だしきものもゐって︑日本製品ではお客
い・わざｊ︑かいやわいばく芦い小
﹃﹂じんＧこんにもがんぜんしつれ胴
ぺん雷岬誰一︑フろん
必ずしも一片机上の塞諭ではなく︑吾人が今日眼前に砿失溌であるからと云ふので︑態々海外から莫大の饗
か考ん
が見み
うけか
い
これら
戚かんじっシある所ではないか︑之
等のことから
いて
用誓
をか
てひ
賀入
るシものさへめったと一評ふ．捻って鍵

ると︑賦民の生活上一Ｌ必要鞍る需要品は︑何としてもじ来れば︑従来我が園の経潜界奉︐↑輸入超過と云ふ甚だ
記もしろけいざいげんレやら遊がぢぞく苦い
恢か
．︾︐︲︑ないおい章半つぎＰ李

↓﹂！と７Ｆ１０や﹂

ぶつしかうあんうむあびつう

悉く之れをその園内に於て供給するやうに園らなけ面白からぬ謹湊現象が永く持痩ｉいて来たと云ふことも
こいきさらことあ零響ろん式でおのづかなんらあやた
ればならぬ︒之れ今更事新しく論ずる迄もなく自ら何等怪しむに足らないのでゐる︒

ことわがくにかつ玩喚ふいじ挿晶金かくぜつゐく季恥けい

わけ

もちろんけいざいげんをく

鞭くもんだい
明めい白
な
る
問
題
で
あ
る
︒
勿
論
謹
潜
の
原
則
か
ら
し
て
︑
物
資の交換は︑有無相迩
坪聡らひなん意・へ︒．

ぞわいれいなら

主す画

いしよくぢうくわ々幸三のいた

し

りめんよここくみん琴︺いしんうち

殊に我圃は曾て内外の事情の隔絶して居た鯛係からずる課であって︑必ずしも批難し去る可きものではな
しかしやづらいわがくにゆ龍ふてうくわげんレやら
せいどぷん氷つかい
眺誇脚癖一職に雛継裁誇に輝いて︑その制度文物を海いかも知れぬ輝︒然し︑鍵求我圃が職入超過の現象を

１１

一

１１

一一

︒凸

外の例に微ふことは未だしも進んでは．衣食住に開す豪示すに至ったそ里幾面に横たはれる幽民の糖祁り内に
しようひと嘩無唾こ丸瞭ア﹄ひＦ︑つひ芝を
る確瀧鑑識職に霊る錘繊奉蝉でなければ使用しても人蝉甚だ心細い卑屈なものが潜ん一﹄居りはせないかと
潤産奨勘と赦育の改善

１１

I

お﹄も

い

さんげふて誉じきうさくかう

だいもんだい

一一一一

き大問題でゐる︒慨ふに如呼に感鱈の錘蹴誰が齢て

こげんじつじつかうだちからやし怒なん

も︑彫っ率蹴嘩密齢が鮮露錘蹴の壁蕊ご酢慾して蕊て

あひだせんさう幻二芯いやしくへい

い

も︑之飢を現賞に賞行する丈けの力を養はなければ何
こ刀いたひとかんがぺもんだい
にもならぬ︒此に至って一つの考ふ可き問題がある︒
ぼか
と云ふのは︑外でもない︒一戦勢錘が擁鍵して娠餅と

ひんしつよ

しかかじゆえうしやかくじよくぱう

の間に戦争でも新はるシ舞鍔は知らぬこと︑苛も李
担だんやす
時の場合として考ふれば︑なるべく値段の安いもの

室んぞくもと臆んげん

いつぜんかたうぜんえうきうこぐかはったつばか

で︑品質の良いもので勺而して且つ需要者各自の欲望
を満足せしめ得るものを求むることは︑人間として

え毛あくひんもちふぺんＬのふりえぎたふゆ

は︑必然且つ常然の要求である︒画家の護達を周り︑
こぐかはパえいばか粒んなんぴとこぐかばつたつ
幽家の繁薬を周るの念は何人にもある︒圃家の襲達を
ばかた
いびくつうあへにんたいかくこく
園る篤めには︑如何なる苦痛をも敢て忍耐し︑此て園
かはんえい苦いせいしんこ〃 みんかくじなんぴと
家の繁築を期すると云ふ精祁は︑圃民各自何人にもめ
る︒だがしかし喬ら壁識駆の輝︑謡蕊琴の舞祷を謡た
くわいぢぞく

い︒わけ

くに汚いじ

し得ざる粗悪品を用ひて不便を忍び不利益に堪へ不愉

快を持績すると云島課にはゆかぬであらう＠画の大事

曲くわい．
鍵の錘勢と一尋ふ葬る癖蹴を廃けば詞なるべく愉快
に︑

じきＬや

1
．
1

圃産奨働と激育の改善

ふし寺く淫かくこぐかぞんりつ

思はるシ節が少くないのである︒此ては︑画家ば存立
戦いしんて昔どくりつじをん菩刻うかくｂうゐ
しても︑精稗的には燭立自尊の気風が確立して居ると
こてんいこぐさんしや垂
は云はれないのである︒此の識から云うても︑風産奨
れいしん響迂齢いざいて証さんザふてきりきうはうばふ哩ゆらぶんた
卿が真に行はれて︑経漕的藤業的自救の方法が充分立
いないもんだいこぐか毛んりつもん没いはな躍きんえう
っか否かと云ふ問題は圃家存立の問題として甚だ緊要
もんだいこりと一﹂んくわいけいけんとこみい
な問題でなければなら風殊に今岡経蟻した所から云
せん盲おい雪す７１１こはうさくたこ．とＰトー
へぱ︑戦後に於ては︑益々此の方策を立てシ悉くと

埋かんづくわく臆ごとたうごくちり吟や凸くわんけいかんが

いわげ
虫でで昔う脈んゐないおいけいざい
云ふ識にはゆかぬ迄も︑出来得る範園内に於て︑経済
で肴ざんげふてきじ言うさくかう
的産業的自救策を講じなければならぬ・

かうつうしや渡んが象も

就中︑我が園の如き島風たる地理上の開係から考へ
も
ばあひ
たたきたこく
だ場合には︑若しも一壁事蕊が壁ずれば︑︑忽
ち他圃と
ぱあひ

い

の交辿は遮働されるとも考へられる．若しそれかシる
ひつえう食すりｆ︑ただいい

場合があったとしたならば︑産業的自救策を講ずるの
必要は益々多大なりと云はねばなるまい︒

□精良品の製作
Ｌ人

跡韓の錘蹴︑毒慧蝿評鐸の雌蕊なる卵嘩は跳躍の癖

せつよれう惨え

い

覧る所がなければならぬ︒と云ふのは︑識者のみなら

ざと会異

にんげんしぜんｃやら一﹂てん術い一︶じん玉づか

︒︿金︿んりぺりえき強いくわつもと面
なる可く便利に︑なる可く利益ある生活を求めるの
ごくざんしやうれいばかいかざんげふて暫哲きう

説に依って了知し得たことシ信ずる︒さて鰐らぱ︑如

が霞人間自然の情である・此の鮎に於て︑吾人は自ら

か

何にして国産の奨働を厨り︑如何にして産業的自救の

、

は
うさくかうくつけんを１ろんぎぺ
方策を講ず可きかＬ爵ふことが︑や誰で研究論議す可
」
r

こくざん

たち垂が滝車勺あ夕

しだい

もとこ

した松けいざいかごくさん

いくたげんいんし

かやうな有様で︑軍に莫大小類のみならず︑従来供
寺﹄？一きたはくらいひんひかく︽こくさんひんおほ
給され求ったもので舶来品と比較きる可き脳産品の多
︒︑︑とめくものおほ師つゐかみ
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ふじゆ⑤ぷんをおやく和もｆ趣唯せい
堀だんたせうたかしかと哲たせうたかし
が不充分なることに蹄着するのであると思ふ︒即ち製
値段は多少高いかも知れぬ︒買ふ時は多少高いかも知
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尊農の論一見迂愚の如しと錐も︑禰錘に算農論をなす立を計るに汲々掌りで兵器の燭立は勿論工業に侯たざ
いか十く堀ひけん〃いらんところいへどしぶくれうひ例どくりつことわ泳ぐに﹃﹄とぺい
電き理由あり︑以下少くと卑見を開陳する所ゐらむとるべからずと錐も︑食料品の燭立︑殊に我圃の如く米
ばくしや合しよ＆

とくのうげふお池

壬﹄じんせいぞんひつえうじやらくいばく昏島きふたこくせい
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第二図家的見地より尊農を論ず・くえ
や
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農は園の大本なりとは二榛の意味に解することを峨溌れば職り︑必ずや寓難を排し︑邦人の手に於て之

うと．げんこわのうく侭たいぼん

得︑〃其の一は現今︲農は剛の大本なりとの意と其の二はれが生産をなさざいるべからずｃ総ｊと鑓も膨舞鍵は
し皐今ら塀なほめぅくに︒︶爵︑ぼん
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将来も筒農は閲の大本汗︒りとの意と即ち之れなり︒第土地を要すること多く︑如何に農事の改良を施すも︑
いおいげんこんわがくに心やらた防かんが
誉んじしや言﹂う︑しやららいかぎ
こ蔵いちせいきん
ふかの全ブ
︑一の意に於て︑現今我園の状態に考ふるに︑近時商工鵜来限り腰く之れを内地に生産せむとするは不可
能に
ふちやらてくしん狸
巽些なほぺいばくとうさんがくこ
たうていきふとくじんこうぞうか〃うあた
業憂足の進歩をなしたりと雛も︑尚米姿等の産額に越して︑到底急速ぼる人口増加に膳ずる能はざるなり︒鎧・
こうげふてを苦いさんひんいくばく
昔いと苓蕨ちやぼんぱう参しゆつひん
こないちがぐわいもと
しぜんいきほひ
ゅる工業的生産品幾桝一ありや︑生統及茶は本邦輸出品に之れを内地以外に求めざるべからざるは自
然の勢
ン恥ほか煙のうおせんじぱ︿んあたもつとかく唾つ色つとあんぜん
の重要なるものなるが︑其の竿は農に負ふものなるをにして︑戦時事鐙に鴬︐︑最も確賞にも最も安全に︑
またげんこんこくかきい碇ふぢゆ会のα・げふ︐﹀やふたんをぜいい嘩牟全こ啄ようぎふうはうさくかうげん
知らむ︑叉現今掴稼歳入中農業者の負婚する租税以上之れが供給を受くる方策を誰ぜざるべからざるは言を
亘→ずこ・必
ごましんごいみおいのうたつど
に超出するもの幾何なるか︑是れに由りて是れを畷れ侯たず︑吾人は此の意味に於て農の尊ぶべきを主張

いかがフおぞしかゆゑんのこくＤみん与卜ぞうしん

い

ぱ︑現今我圃に於て農は園の大本なりと云ふくし︒第す︒然りと雛も商工業を排斥するものにあらず︑我圃
しやらこうけふてきちゐかんが象た孝一ちゐかいぜんほかもつ
二の圭砕に蝿ても︑浮城は輝建っ鍵は鯉の涯樺なりと云の商工
業的地位に鑑み︑叉錘︿の地位の改善を園ｊ︑以

ど０こきんじていこぐしゆぎ西七つ︑けいざいがくじやら

全くの︒寺﹄︑と了ｖごくしやきれつＦや・狸ふう顧

一鯉湾的濁立をなすに必要鞍ること二優良なる軍隊を得愚に必要なること

はむとす︒以下項を追うて其の然る所以を述ぶべし︒て圃利民祇を増進せざるべからす．
量︵の

前に述ぶるが如く︑近時帝圃主義に基き経漉畢上に前にも述ぶるが如く︑帝圃主義なゐもの列蝦を風擁
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かくこく昔をやんぴしゆ言しつやんぴくわくちやらばか
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いかたすうじゃらぴぐん

するや︑各圃競って軍備の充資︑軍備の績張を鼠０︑
こげいち一う
総鍛罫器の滋躍に鮮職し︑蹴丞を錘げて︑之奴に傾注

手﹂

ほた
し筒な足
らざるの鰯ゐり︒織れども如何に多数の常備軍
を設くるも河如呼に鍵躍蝿跡なる癖耀舞撫を峰ふるも
乏しきこうんてんさうじゆうぐんむん竜たい
之れを組織し︑之れを運蒋操縦する軍人にして其の懲
ちうぐんあいごく胸ん＃一ぽてういう
り李岨わうせい
力旺盛にして︑忠君愛鰯の念に乏しきときは．一朝有
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れたるを聞かず︑舞諺溌蔵聯蹴に癖て︑僻

騨露を錘げ︑塗︿の鍵浄や了識なる謡あれば︑之れが矯
ほどこ
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部卒均するに癖て︑礎に難職識誰の鐸奇
そけつかんいくぶん埠啄注え
を施せば︑其の峡陥の幾分を補ふことを得むか︲

三農業者賦職曾の中堅

吟いぢゐ︲︶んいらいせいヤブ系んくわゆにふそけつくわ↓﹂んに吟しん

ぱう毛へいがい赤く涯

明治維新以来西洋文化の輸入は．其の結果今日の進
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かた心

ゆゑのうげふしやかうさ人たもきけん寺く垂あん
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癖りと鑓も逓炉識錘蹴け︑識蹴雑誌は舞繊︑陣恥に
和工やらやしゅんぽくぼしゆびふうがい一﹄翼おい
及び？漸く純朴保守の美風を害せられむとす︑錘に於

く厳しからず︒故に農業者は恒産を保ち︑危喰少く安
しんをげふしだがう．もつかうしん§もつしやくわい
心して其の業に従ひ得るを以て恒心あり︑以て職曾の
うゆうけんた
中堅たるに足る︒

きび

と雛も︑農業者の蒙る影響は商工業者其の他の者の如

︲史どのうげふしやからむえい雷やらしやらこ・うげふしやをたものきと

響の僅少なるは︑純朴保守的なる農業者なり︑斌曾の
うけめ
中ちゅ堅
たるに港る・蕊逓岬擁僻の錘難い舞悉しきものあり

穿や全なんせうしゅんぽくぼしゆて哲のうげふしや︑しやくわい

民的大精榊も︑漸く解弛せむとする傾きなきにあらず︑
そくしか毛えい
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み人て社だいせいしんやらやかいし
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泌を遂げたりと錐も︑一方には其の弊害も紗からず︑

え

りえき紅くがい

は得らるくし︑若し一蹴の武装にして峡焔ゐらむか︑

西洋文化に漬諜的心酔をなし︑我剛綴に相容れざる危
けんしきう寸一う垣んらいたんれんきたわ洋こぐ
雌なる思想なきにゐらず︑数千年来鍛錬し来れる我圃

史どいやしくわ解こくりみん唖ふくしんがいわ解ぜい

型這い

たち詮そくに

忽ち其の園の利益は迫害せられ︑其の画は滅亡の非運
に陥らむ・春雄は輝て儲瞬垂鐸を華鍵するものにゐら

ごじ・ん

ずと雛も︑荷も吾殿利民祇にして侵害せられ︑吾正
をか
あた
たうｐえき
噛心る利盆
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す工
る灰
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せし
いて
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らさ
これ
強むい
如何ぼる犠牲を擁ふも之れを排除し擁護せざるべから

しか︑．﹂かいうりや全ぐん妃いこのうゾふしや．も０と

たとひ露やらさう私感南へどしん舎荊しかく孟部くい

ず︒然り而して優良なる軍隊は之れを農業者に求めざ
しやらこうげふし沙らじもの一おほた・心かくのう鞭ふしや
るべからず︑商工業に従事てる着︑多くは騰格農業着
に及ばず．暇令握牡葱る者ありと雌も︑身譜各部の手・
きんて雷はついく︑と
均
的溌育を葱げたるものは娠ならひ︑雌の瀞癖に郷て
どじんぞん？フろんしゆもやらしやらこうげふしんたいかく来

吾人は尊農論を主張するもめなり︒商工業は身溌露部
ゑん獣んはついく九一︺添いぎんじたいいくろん↑﹄屈・公
の厨瀧なる溌育を阻害す︑近時鵠育の論磯にして大に
うんどうしやられい更と涯ほこけつかんかんがこ
連動奨働せらる輿と錐も︑尚此の峡陥に鑑み︑之飢を
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しんにふ．ぱうぎよしゆ．︽ぽく冠しゆぴふうぼんせいゐぢ

費だのうげふを︒﹄ノもあやびわい合あと

護に力め︑着賓蕊堅なる思想を瀧養し︑忠君愛画の念て天毒を全くす︑之加以上述ぶるが如く函家に大な
患之
い触
じこ
を護憲群からしめ︑弊応の鍵拳篭溌皐無な罰愚捧る尭鱗をなす︑人じ
生ん
のせ
快い事
にす
過ぐるものあらむ

三たをぼんぷん

か渡んらんうちかげふいと軽

の侵入を防禦し︑純朴保守の美風を蔑世に維持せざるや噌叉農業は其の内に在ると野外に在るとを問はず︑
こみなもばう唯んかくしやたうぜんおしゃく伊て会︾ぎむ陣とかあこ蕊薙
缶善あいＪＩ１
ベからず︑此れ皆地方先豊者の富然負ふ賦曾的義務に殆んど一家を翠げて之れに従ふものにして︑和気議々

えじんせいかうふくわへい
して叉其の本分なればなり︒一家圏繁の内に家業を誉むことを得騒人生
の幸禰和李

毛もＪ１せいさんＵぜんしゆとち︐﹄ぼんらううぶ︑えう

こくば
圏農賦溺工縫原料を供給す愚こと之れに加ふものゐらむや

こうげ・︽＆雪げふお妾雰おほ兵ど詮たのうげふを

虻いきん〃んせん

せいｈ〆つ

どうじせうひ︲一う苗﹄字︑

こ誼いま堂雇しか

汚いのうち砲らのうヤブ？フ︒ともかくと世・墓み笠え一．﹄んもじぜん

ずく芯

工業は砿業に負ふ所多しと雛も︑亦農業ゐりて其の抑々生藤は自然︵主として土地︶︑資本︑誇力の三要
こう ・ふこうしんのそ
えう
騨搾を鮭鐸するにあらざ飢ぱ︑工業の興振望むくから素をと要
することは弦に言ふを挨麓ざる所なり．禰して
しや今げふまたのうげふこうげふ
か
た
ゆゑのうげアーしやうこ︒うひしぜんお営透ただいし垂却香や
ず︒
商業も亦農業工業なくぺて成唾可ること難し︑故農業は商工に比し︑自然に負ふ所多大なり︑従って近
・のうすべげぬせん
宝たしや今﹄う強いけいざい乏しきしぼん諸しきおうよう
に農は縄ての源泉を塚すと云ふも不可ならず︒叉商工世経潜の組織たる︑資本測織の潅用せらるシこと少く
研ふゆし症？ふふけい
の芋．︺くないせうひも︒︑て苦
亀げつくわだいしほんたし吾書やら
しぼんもん
業も輸出溺係のもの〃︸除き園内禰費を目的とするもの其の結果大資率の篇の集中せらるシことなく︑資本闇﹄
のうげふ︐易︑せりひ芦︾ろただいゆ ゑの．う苓信いごとちうどうもメだゆ琴︶としやくわいもんだいしゃく菅
にありては︑農業者の浦費する所多大なり︑故に農は題の如き鍔鋤問題の如き牡曾問題の惹起せらる塾こと

生産の源泉をなイと洞鍔に詞い消犠恥経調霊誌す繊誕な溌孔︒大犠坤穏小鶴錘︿に零謹の所詐稜池︽停沃婁鈍君然牛

りと云ふくし︒此の意味に於て吾人は尊農論を主張せ順臆し︑理化畢の原理を雁射し︑追究進歩護達を途

をかんなんら唾やラきう承たふせいあく島つしや超人琴博こ

むとす︒げ．其の間何等競争なく︑叉不
正悪錬の手段を施すこ
のうげ毎ふしや勺つど虜う上・・てざしたがここくか

とい
なし
農⁝
業︾
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道暑
嬢的
脳︽
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れを圃家
第三個人的見地ょ島ソ箪農を論ず﹂や︑銅
鯵︒↑
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二之↓
斌愈より見るも︑何等道徳的基礎を危くする所あるを
生涯こじんてきけんち
のうがふ一 −︐へ畠ち．わがろ
叉個人的見地よりするも︒農業は天地を吾嘘とし℃駐ず．癖るに藤韮轄は脅輯娠維織遥燦なく極は奴︑雛

亨やらさうぽんもつしん︶﹂ん癖んきもと唾やがじゃも才這いけんかうがいあうＪＩｌし﹄墓をは

だい
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次ぴ大
資
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集
にして︑龍ら鮭り︑雌を蝿き︑黍恋悪無の裁騨を睡鐸癖に識ひず．継職雛は錘鍔の睡謹を識られ︑瀞癖舞

きうきち

けんかうなった

きいるはなし︒競零は蕊輪滋展の源韮なり︑元より競弱に陥り︑健康を害し︐快々として一生歴絡るものな

ふャてき

ずく潅
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わ

癖評識酷塞搾恥睡率麺躯ぜ一さ画
錘曜齢
坐栂こ癖
じ蝿
んは涯
ゐ︾
かん﹄
ろ噸︾潅叱封池識評︾確砕崎神助塞卦鍛癖耐癖繊斜醒嘩蓋識睡
ぜいしゆだんこども淫

しやらこうこりんてぎだうとく霧ずつしやくわいて電疋うとく↑粟麿ふ

わがくに乏吐んすうはいく腫

窒たしそんずう﹄

り︒商工は個人的道徳を傷け︑賦曾的道徳を危くし︑不悪的ばらしむるものも少しとせず．一八一州の柴雄
ゃくわいちゆらけん
いて
ひは
ん貧
承け
だを
い大熊らしめ︑し祇
一ぼ
方う
にお於
富ん
のか
懸く隔
倉の中堅だに甘んずれば牢なり︑総いども予癖を唖ふに錐ありと

こと茜あたこじんて若しやくわいて善だうとく史もかくＵつぼしゆはいく歴こわがこぐかこん詮

かゆうりうかい考ふだは
る中
流階級を打破せむとす．一尋ふくからず︑我園は岨先崇拝の鰯にして︑な叉約子
孫ん崇
しを
た

か

此の時に常り個人的赴曾的道徳を守り︑確資保守に拝の圃販︲り︑此れ我圃家の根基をなす︑何ぞ子孫の侭
色︵の﹃﹄と争うげ・手けいた
こぐか茜嘩発けん
して圃
家の中堅をなすものに前にも述ぷるが如く農業め計を立てずして可なら鞭や．
者Ｌやなりとす．浄罪の露鱈垂識群薬岬職雄蜂に祷す︑鰐ふ少諦Ｉ鯛鐸老地誌鐸錘に鐸ぷゐ難︑鍵くも鐸の鐸も蝿
は
つ届く．
業者たるもの︑宜しく三省し自重せずして可ならむ父租の業を継ぎ︑農業に従事せざるべからず︑以て鰯

ちはうのうかしてい

ぼんもつみづかにん

や．．熱の癖め誹桑の癖め卦の薙職を鐸くし︑蹴す疑
の極蝿を
画かうと・フいういくうこく

じかうとうけういくさかん
近ぎん時
高
等
教
育
盛
と
な
り
︑
地
方
農
家
の
子
弟にして︑凡以て自ら任ぜざるべからず︒進みて〆
高︺等
赦育を受け風
賑人い舎曲手﹄唯づ
．じん章よらどうげんむひ唖よ渡いじんさいレを
や夢
らゆ
Ｌ然
か らざれぱ一桑の瀞め尭騨せむとこ茂︒すものば次男以下に之れを蕊
八
共
同
の
現
夢
に
迷
ひ
︑
大
臣
宰
相
みめ︑
じくうさう昂や琴和ほ
くわ畠を人だいふがうゆめ

︲げふと

しうしよ４なんたいばゆるかうとういうみんむれとうひおやかりいひっぱくかへでかうとぅけういくうけつ

礎千金の大富豪を夢みて︑一時の空想に過られ圃多からざる
べからず︒
ち峰司のうかぢよしかうとうけういく抄元ういうがいのうか
斧︼鞭んで人らいたはた砿い︾晶屯がくしあとくやい．
らざる覗
先惇来の田畑を賛却して畢資に嘗て︑郡曾の地方農家の女子に商等教育は無要有害
なり︑農家の
じふうてう記やき
ずく淫：たとひがくなしゆふかうとうけういくひつ﹄えう
癖嘩に鶏みて参れを露謡するもの心からず．暇令畢成主婦として高等教育は必要なし︒一時の風潮に過ら

二九

り業を途ぐるも︒就職難の矯め所謂高等錘民の群に役奴︑
く親
わの
い家
か計
んの
α逼
う逼
かを
か資
牙み
﹄ず
ら︑
篭高
は等
い験
ぐ育
うを
し受
やけ
もた
とる結
詔の釦いつ唾ひ︐とおぎ心しやくわいぞく
じ︑己
を偽り人を欺き斌曾を賊するもの少しとせず︒斗果は如何︑農家に嫁するを嫌ひ︑其の配偶者を求むる

尊農論

１１

｜

寺１９

り

こんなんつひこんきうし建しや毎ふいて若し圭くげ・幸﹄元歩
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り

し

師となりて︑他人の子女を数青するより高筒ならざる
かと云ふに締す．舞予誕浄の識勢参れを座て癖鍵する
ことを鐸むか・
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かうしや全

所は︑何故に家庭的勢務に服するは︑吐含的職業に従
ぢよｐさう
事するよう賎しきや︑擁輝に暴睡に緯りて子し女
を理想
ｆどうけう
蝿に識毒し︑嬢塞なる舞二の斑嘩を毒瞬するは畢が校
教

ン﹄・・言一参

基く必然的謡裸噂諏︒黙認に近時女寺鍛育や鋸果沌不
幸にして彫西洋思想の影響を受け︑吾人の藻期に反す
こ四ごろんぜつ
るものあり︑鼓に之れを論説するは其の所にゐらざる
もつこしや全りやくいへど寺﹄じんよりこ
を以て之れを省略すと錐も︑吾人の世に間はむとする

もどづひつぜんてきけつくわ

吋こ淫能はず︑其の天職を全くすること能はざるは迂
疋・も︐１１わがくにぢよしけ一ういく
愚の極なりと一毒はざるべからず︒抑
々我国の女子散育
りやらさいけんぽしゆきこわがかま．くせいき
は良妻賢母主義ならざるべからず︑此れ我家族制度に

あたそてんしよ＆窪つだおた

とせず︒女子は嫁して一家の主婦となり︑父母及夫に
つかかけいと画のしぢよけうやうなもつをぼん
仕へ︑家計を整へ︑子女の教養を獄すを以て︑其の本
ぷんてんしぶこかうとうむういくうたをぼんぶんつく
分天職となす︑高等教育を受けたる潟め其の本分を蓋

ぢよしか

職立生計を立て得々として．一生燭身に過すもの少し

ぎくりつせいけいたとくＪ１１しやらどくしんすご十く汚

に困難にして︑途に婚期を失ひ︑壮曾的職業に従ひ︑

尊農論

Lけ

喧くなが

三○

い

︑しやらこうげふぱいせ誉のうげ︑斗恥﹀とたつと

矛︾

かなへあんていたもあた茸●一Ｌ一

孟舞露悪睦は雛の二忌の妬し︑一暦露からむか︑叉垂潅

こぐけいざいのうこう・培うしやてうわて薪はったつ

は一足長からむか︑鼎は安定を保つこと能はざる如

踊為ひ︲のう七く亨琶かあやかこう七くまたしやら・てぐなが

く︑一画の経済にして農工商の三者調和的護達をなさ

ひてい

ず︑或は農足短く︑或は工足叉は商足長からむか︑其
くにけいざいけんぜんはったつ
の園の経済は健全なる護達をなすものなりと云ふくか
がくしやばんみと﹄﹄一ろごじんきたこ
らずとは挙者の一般に認むる所溌り︒吾人肉亦之れを
しゆらやら

こうぼっこうど旬だちはうせいれんあひひきと︐︲心いあつ

否定するものにあらず︑商工業を排斥して農業燭り尊
しかいしゃらの
しと主張するものにあらず︒然れども以上述べたるが
ごとのう魅つどたみ堂ロリいうもつご塾をんのうろん
如く農の最も尊ぶべき理由ゐるを以て鼓に尊農の論を︲
なす卵竣な︐︒零審れを識鯉Ｑ露輝に緋るに︑逓吟註

しやらこうとていとう十くだ

︲こ︐系らこうばつてんじやら瑛さ

工の勃興に伴ひ︑地方青年の相奉ひて郁曾に集まり︑

商工徒弟に投ずるもの少からず︑此奴商工護展上正に

しかげんレや参たのう多︺んこかつ

かいへ茸じじつこはん

然るべき現象なり︒鱈めに農村にして枯渇することな
いか

斗一いさんじや全ぶんぱいのうザ・一しやうすひ→こ︑り︒﹄．

くむば可なりと雛も︑事責は之れに反するものあるぞ
みづ

ひくなが言とｂえきひかく手﹄きすく↑た．︒．．雪八︶

如何にせむ︒生産上の分配農業者に薄く︑人の利に職

をＤかくじつ異葺争うす﹀やらこう邦むむ匙た

く水の低きに流るゑが如し︑利益比較的少なき︑暇令

其の利は確責なりと雛も︒農を捨てシ商工に赴く︑叉
啓むを操ざるのぃ識ひなり︑録めに鰐樺は嫁難蛎に綜耐

た価つくお主

ことぺいば︐．︲

い全おいこ勢うさいかいぜんかう
錘に擁く椿漉せむとす︒今
に於て之れが救潜改善を講

ぜざれば他日悔ゆるも及ばざるときめらむ︑殊に米萎

L

画

ｔカー収頓ｖ
を常食となす我
圃に於ては︑卦の鋳

鍔る罪醗を蝿ぜ

えａじんそんのうろんゆゑんｂそ

ざるを得ず︒吾人の尊農論をなす所以なり︒若し夫れ
のうそんかいぜんついたりつきえ緋けんかいちん
農村改善に就ては衝他日機を得て卑見を開陳すること
あらむも︑蕊は麗勢の遮躍は雄諦鰐韓銭識の昨溌を誰．

ｆんじゆけうしんずゐｂかいでき︒みだこう

訓︑儒教の真髄を理解することが出来ずして濫りに孔
し
けうひなんほかかれらいやし

一方に於ては農村先豊者に

もつ采つしってきしゆぅじつきく露うおいのうを人ぜ人かくしや

おいけういくち架くさたいぽしん筆うし工のつどもつ迂い︐︺んて昔

り以て物質的充賞を策し

於て︑教育勅語を艦し︑戊申詔書に則り︑以て精祁的

かう嘩や全砿かあ
向哩上を園るに在り︒

１Ｊ

一一一一

たびじゆけうせっ

と︒けれども之れ亦儒教の何たるかを知らざるに基け
ふそんたうげん︲こうしぼどふる膨汚いひと
る不穏営の言である︒孔子はなる程古い時代の人でゐ
じんかくゐだい掌やい望なげんぜん
る︒されどその人格の偉大なる輝きは今街ほ現然たる
毛いどこおとのと竺易じつにいちから
ものである︒其の言ふ所︑其説く所は賞に大なる力が

こ念たりゆけうなんしも堂づ

或は云ふ儒教は古代の骨董品であり︑遺物でゐる

左や画いりゆけうこだいこつ︲とうひんゐ察つ

口儒教の這縮

かざを所である︒

とこお

て圃術堅賞なる常識を備へて居ったかは一度儒教に接
こうしげんき
みなくちとろびとたんびお
して孔子の言に聞くもの易惜口を揃へて等しく嘆美措

恩んまんけんじつ胆や今しきそなを

確率鍵溶率跨・細田謙職

１ １１ １ ︲

ひ厳ん

偉大なる孔子の教訓山
口緒
一 一

こうしけうす趨はげゆけうたい

口

韮の中には︑孔子敦即ち儒敦に掛してとかくの批難
かれらしんこうしけう
を試むるもの§ないではないが︑彼等は真に孔子の教

よなか

二二

子散を批難せんとするものに外ならぬ・彼等にして荷
くも確予識の癖識琴を繊謹に芯しく型峠し浄だならば
和をこうし禿震いじふかくたいおのづかかんたんこゑ
蝉らく孔子の偉大なる人格に濁して自ら威嘆の聾を
を
こうしじつけんぜんゐだい
放たずには居られまい・孔子は賞に健全なる偉大なる
城識譲であった︒職も壁っ癖の確予が如呼に鍵瀞にし
偉大なる孔干の教訓

１１

■匂

一 一

１１

1
勺

偉大なろ孔子の教訓

いにしへいまかばけんぜんじんだうしんざ

ある︒古も今も蕊ることなく顕然として人道の真義

しめゐ

こんぽん定うていこど煙言ろ

曲希じんざこ

じん智じつしゃく偶しん頬

ば心けうい極

んどうり柔ｑ

すべき根本の道程には異る所がないのでゐる．濡激所

かまたこくかば一晶享たつこんもとできえうざ

し力こうし

謂仁義之れごあ６℃仁義は賃に斌禽進歩の原動力であ

いにしへいまか漣

かう．●︑わいう

いが津ら

けうくんじつ§ここんぼんて苦等つぎげんざう籾よくじんぎ

︑り︑且つ叉剛家磯達の淡本約要義でゐる︒而して孔子

じゆけうこんぼん菅いばゆるじん管

固より孔子の時代と現今とは赴曾の情態は異なって

わう▽−１誤くうけんひさうみかたもつ

くん

担乃人らあや差

だん域んらざつか

こうしけうひなん

んしやりうやむ

いとやみこむゆん昔謀

ずでどうしけう

こいば由尋じん署一

も溢美の言でばぱいのでゐる︒彼の偏見者流は︑動も

かへん

古も今も鍵り介茸さ効果を有するものと云って必ずし

み

ｌけうしん妻︶︾．かれも

いつぴげん

中には︑往々謬見がゐると︑皮相の見方を以てすれば

すれば孔子敦を批難せんとするも︒そば此の所謂仁義
たし母ら・でブス−４
こん侭ん逗芳しんぜりかいあだ
てふ根本的真義を理解し能はざるが澱めに生ずる謬論

宝石宙しゆ・くうけんみ・Ｌ

或は一穂の謬見と見るべきものがあるかも知帥ない︒
︑﹀かこうしけうぐんち殉ら参や迭
然も孔子の敦訓中に謬りがあると見るものは︑畢寛孔
子敦の真義を知らざるものシ牌でゐって︑彼等こそ一

であると獣じて何等の差し悶えも方︒ぃ︒既に孔子の敷

ちはんかいあは︿んけんはんかんしやりうい

□儒教の活用

こじんいごとわ叩や当今砥もつこうしけう︒︑ん

い

訓にして何等謬りなしとする以上・之離に準諜すれば
ひとおのづかたぜせいちつ喜施う
人は自ら正しき生活を行ひ得るものと云ってよいの

おうよう

かう

あ・淀

こけんも．

こ・うしけうぐん

わＰ︑に瞳ん坪弟らかよぞくざんぞ坊二陣旬

い象こ↑じゆけう乎逐児こうしけうぐんわくにじつち

七５

判徴し︑牡禽の状態に鑑みて適切に雁臆すればよい課
しょせんこう︲﹂

し走都しやくわい︑吟やうたい

こうしみちい窪おいじつてぎせっ

かん

ゐだいかうりぶくあら

み

行すればよいのである︒此の見地よりして孔子の教訓
くにこと

教訓を正営に理解することはできないのである頭蓋し

しやくわいこと

吐曾を異にし︑画を異にするに従って︑赴曾の状態は

を見るに︑孔子の道は今廷於て責に適切でゐると域ず
動じ縁ど
こうしけうぐんこあじ
るのである︒孔子の教訓は鳴之れ舎管味ばへぱ味はふ係

をし

偉大なる効力が現はれて来る︒其の言に蕊きその教ふ

毛髭くにじゃらたいこと蛭をいか
異り︑園の情態は異って居らう︒けれども︑如何なる
しやくわいいかくにに入げんじつせん

く左げん令
誰曾にあっても︑如何なる画にゐっても噌人間の賃践

〆しこり皐全もジ・もつ

はん定んＶ品ｒあ︲い哩やらたいか象てきせ一雪おうよう

凡そ孔子散を見んとするものは︑所謂我が良知を以
こうしけうぐん・かい︐暴く
あた
てせなければならぬ︒孔子の激訓を解樺するに鴬って

である．今︑此の儒敦即ち孔子の教訓を我が閏に賃地

である．古人の云ふ如く我が良知を以て孔子の教訓を

は︑常に自分の良知を以て判獣すると云ふこと秒忘れ

雁用するに震っては︑我が園の人情域俗を参考して賞

つ堀じぷんｂやらちもつはん元んいわす

てはならぬ・自己の良知を以てせざれぱ︑所詮孔子の
け
うぐんせいたうｂかいけだ

誇エ↓﹂うしけうみいば謬るわ︑やつちもつ

ひつＦやらこう

知竿解の憐れむべき偏見竿眼者流と云はねばならぬ︒

頑か

寓古不易の散訓と云ってよい︒或人は云ふ︒孔子散の

ぼんこふえきけうぐん塀あるひ．といこうしけう

あ

居る︒け伽ども儒教の根本義は︑所謂仁義であって︑

の教訓は責に此の根本的要義たり原動力たる仁義でゐ
こもつこいしけ．うぐんふ
こうしけうじつ
る︒此れを以て孔子の教訓を見るに耐孔子教は賞に

を示して居る︒︑
もとこうしじ液いげんこ人しや屯小い巴やらたいこと

三三
二

I

些匡なふ

こんにもせ亭若か

隣を見るに︑今日の政治家でも︒とても蕊び韓い歴が
そげんおいこうＬいどころおエあた
める愚其の言に於て孔子の言ふ所に及び能はざるのみ
是お匡逐またこうし籾よえありさま
ならず︑其の行ひも亦孔子に及び得ざる有様である︒
や﹂んにも社いぢけういく吟ゆ会ぶんこうしみちくｇよう毛こ

はじ少きうどほくわんぜんせいぢまたけういくじつし

今日の政治も教育も充分孔子の道を活用すれば︑其虚

し元が

ずうかうかん

じゆけうらんえいこぐ承ん解くばかせぽうぎろんエほどいぜん

口貴賎の教訓

に初めて理想通りの完全な政治もでき叉教育も賞施し
も
縁らるくしと思おは
れるのである︒

孟

一けん葱う

儒教に閲する英圃の文肇博士某の議論を除程以前に
讃んだことがある︒難の寒蹴の悪蕊謡蹴かが識詳を蝿
きうみけつく仁かんさうのいはこうしけ品きう
銃して見た結果の威想を述べて白く﹃孔子を研究した
どうしりつせん

りさ・フ

所が︑いよ﹄Ｉ︑研究するに従っていよ；くｌ崇高を威じ

だ．孔子の資践されたことシその理想とせるものが︑

しん源んめいこうしじつせん↓﹂うしｂきう

げふだいしやくわい賑んめいぶん

真の文明であらう．孔子の責践し︑孔子の理想とせる
ごこ み 眼 す 愛
しん系んめいざうじ曲え
所に擦って進まねば真の文明は造就し得らるべきもの
いま
こうしじつか﹃フ︒Ｄさう︵うじゆん
でない︒今そ雛︑孔子の賞行と理想とを標準として一蚕

み

て見地澱︑現代の薩倉の文明はその十分の一にしか
蛾かいしんせいぷんめいなぜんとれうゑん
進んで居ない．澄界の真正なる文明は筒ほ前途遼遠で
しつしか

したがくわ人

こうしけうぐん
系んがくしめか

ぢかこうしけんきうひと︐トーひでやらあつこうふし

礎銭二蛎舜が︑啄溝の舞識録︑誕詠桑︑織酔騨識︑露

﹄フ蝋写

治家で︑孔子を研究した人々の批評を集めて孔夫子と
しよもつうちこうし世ゆらぷん
一尋ふ議推を齢して韓る︒この書物の内陣︑孔子を充分
けん苦う
みなくも毛ろかんぷくゐ
研究したものは皆口を揃へて威服して居る︒その内に

こうしそしゐ
じゆ亀︽んこうしＬけつくわそしなんらと

は︑一二孔子を誇って居るものもないではない︒が之
た

いはこうしをし︿おの心ほつ

だころこ

れは充分孔子を知らぬ結果誘ったのであって︑何等取
ひとほ竺匡竃か

よる

こオペか

るに足らぬ︒日く﹃孔子の教は慾己の欲せざる所慰之

ヤソけうをし営云ごとおの傘ほつ芦云こ

れを人に施す勿れとある§それは宜しくない︒此は須
ひと廷どこ

ひなみ

らく耶蘇激の訓ふる所の如く︑己の欲する所︑之れを

ここうしけうなに

し

けつくわ

人に施せとあらねばならぬ︒﹄とかやうに批難したので
しや今

べんへんけんするん顎ろ人﹃﹄

ある︒けれども之れ孔子教の何たるかを知らざる結果

生じたる一片の偏見に過ぎない・論よりも先づ論語を
ろんさおの血た
ひとたおの恥
み

ほつ

がよい︒論語に己立たんと欲すれば人を立て︑己
た見るつ
ほつひとたつ号乙

ばつ

うんぬんもんじとらこうしとし

達せんと欲すれば人を達せしむくしとある・そこに心

またあるも唖い瞳ろんさ︵いぼん

づかずして︑欲せざる云々の文字を捉へて孔子を謡ら
ご＆
じつちばんかいぐろんい
んとするが如きは．賞に一知半解の懸論と云はねば葱

るまい・叉或者は日く﹃論語は李凡である﹄と之れも

こうしけうしんずゐしぐげ︒んほかこうし

いとこみじつかう

孔子敦の真髄を知らざるもの勇惑言重し外ならぬ 孔子
じつかうおもげん﹃﹂恐しｆつむ﹃んおも・ひと
は賞行を重んじた︒言語よりも寧ろ賞践を重んじた人
い

じつか﹃フしや全恥いひと

ゐる﹄と資に然りである︒随って観ずるに孔子の教訓

である︒賞行を蕊鋤した人である︒その言ふ所は賞行

象ごと定い

一一一一一一

は窪に大なるものであると云はねばならぬ︒文畢士赤
偉大なる孔子の教馴

︲Ｉ

可

／

米闘参戦礎の塗化

いかこうしじつ

のあ
総匙
りば
につ
藩したのである．識謡に評ふた雁は︑鐸橘の
あま・はつ

ところ

録りに蕊した伽であるとするならば瞳如何に孔子が資
手︾んきうかう薮もわか辛い堂弓
践期行を重んじたかい解るではないか其の言ふ所は
ひつぷひつぷよい髪云昇〆︼雫景やと戸湯せいじん窪た︾少つゥ︑
匹夫匹婦も能く云ふ所︑其の行ふ所は聖人も亦能く蕊
︽いせいちよくえうふいいこ
あた
す能はざる所なり庫李正直で要は不易と云った︒之れ

じつこうしりかいえげんこうしけうぐん

三四

しびん案つけうくんろ〃蚕けん善うほどこうし

蚕じん１きいやし一﹄うしけんきう

子の人物︑教訓︵論語︶をよく研究すればする程孔子の
一元こが私﹄
陰輝ぽる溌訓の雄を蹴織せざるを得ない︒之れ必ずし

ひなんなひ一ず毒やらしんこうしし

も吾人の一識のみでなく荷くも孔子を研究したものは
勇なく角一そるたんびもるんご・たいと
皆口を揃へて嘆美する︒若しそれ論語に謝して兎かく

か魂らかんしんえ

究したものは︑必ず威心せざるを得ないのである︒

暫う

の批難を為すものありとせぱそは畢一寛真に孔子を知ら
だいやしこうししるんご歩噸二ふんけん
ざるが潟めである︒荷くも孔子を知り︑論語を充分研

Ｔｍ
一﹂ミノ

は責によく孔子を理解し得た言である︒孔子の教訓を
ｊこでん琶
陸て蕊雌と一琴︽は︑此の黙に気づかぬものである︒孔

米画参戦後の蕊化

錨皐幼稚園華岸逼聴雄

普しやいばえしやく臆か

かていかぎそかをんちぶらゐさくら

確鐸の手篭を静って婦輯っだがや︵記者画く橘一尺許︐
の琢隼 ︶これは鐸の黍で識られた手誌で︑奉誌に綴

鐸の舗雌は︑鍛読に舞って蕊だ．零礎に郷て︑黍麿にそれは亜米利加の赫武天皇とも申すべき華盛噸の幼時
郷て︑はた雄鉾に窓て︑識鑑の唾織︑謡の唾礎︑予蝿遮鋳の癖︑手鐸を蝉って・感の礎の準を昨った融鐸は
わたくしことほこ艇はっけんおぽいいかお種か琴一くや七少侭んおくきぅ
今こ の参
智来移のである︒
脇も
持ち
はお
︑ぱ
大い
にか
鍵は
って
私は此の通り之を溌見して大に怒り︑多くの家族雇人どもを逐一紅

茸たことはなかったが︑舞韓舞妙稚墓滞螺季鐸溌淋簿言撫遮がぁ謬錫墓香懇
期したより︑さか
うは
鍵っ

蝿雛蹴鞠鈴︑二匪志跡に錘錘した︒輝のときは︑麓んに︑家庭に飾られ︑備へられ通尊重されて居る︒楼の

口樫の柄の斧

（

F

r

ゆい

ぽいつ験せと哲ワレン︒ヤン↓﹂舵

み﹁しのげきどち詞芯かほかひと

一

ぜつめい定いと分

．こうさい腰しふほ約をうゐろ吟やらせうがくせい塞がん

Ｄよくたのみこ逼おいぞんＬうせうがく牡い典﹂ふん皆ん

ワや合

説明せよと︑蕊蕊跡の蝿騨礎の鐸鍔に雄ってば︑大統
しんしよ義一箔はいたつ
こぐかたいりん
領ウィルソンの親書が普く配達され︑圃家に封する謡

織ったわ潅し著一

明して︑犬にその罪を責めた︒その時穆華盛頓は之を
見るに忍びないで︑激怒の父に濁って︑これは他の入

力を頼んで居る︒此に於て︑全州の小畢生徒は︑奮然

しわざ

の仕業でありませんっ全く私が研りました︒どうぞお
ゆる
許しあれと鰯まごころもておめず職せず鑑を識した鍵

・ら︑かへ︑︑

い

ぼかよみ唇たりつみくに

たって公債募集に奔走して居る贈路上の小畢生は︑盛
こうさい陵しふえんぜつ・
たずちおうぽしやせいめいか哲と
に公債募集演説を鞭して︑直に膳募者の姓名を書取り

．□大戦参加の内責

ないじつ

竃いぐう番くわい暢挙会

うちドイツ融んぞく藍んにんや雪

而もその中に燭逸民族が二千寓人もあり︑動もすれば
み
んしんとうか系つしう︽い

しか

る︒由来︑米圃民は寄集りの圃民︑いはい烏合の衆で

ゆらいぺいこぐみんよ︑妙謁つ辻こくみんう渉ふ︐ゆ全

表面上のこと．その内資は︑この千載一過の機曾に乗
アメリ力みんしんとうあいこくしんてっていぐん
じて︑亜米利加の民心を統一し賜愛圃心を徹底させ軍
ぴしゆらりつけんじつアメリカ汚玖しひつくため
備を充資し︑堅資唯る亜米利加魂を造りたい篤でゐ

︽うめ人哩やら

米風の大戦塗加の理由は︑人道の潟に立つ睡燭逸潜
かうてい恥せいびんぱうりよくためたい
航艇の無制限なる暴力の綴に立ったと云ってるのは︑

ぺいこぐたいせんさんかりい坊修ん唾フためたドイツせん

いさ

き父は却ってお動よく言ったと計りに喜び︑他日御圃

ワシントンえうじぴだんないやわ噌﹂く

いひつたぜいかくしじついなぷんめいい
い式いた

おもちゃたいぜ拘さんかごぺい

からゆら︽いえ哲乃躯らしふ小と

ひとめつ悪しかのち

たう窓よ＆しやとびゐ蔵ん

を起すものは脳お前であらう心一言った︒これは古来の

ませんか︒

富局者に届けて居る︑何といふ勇ましいことではあり

猫こ宝へいこらい
言惚へで正確な史賞であるか否か︑分明には言へませ

し

んが︑今に至るまで華盛頓幼時の美談として秘内外園

に知らぬものはない︒がシる玩具が︑大戦参加後悩米
こぐりうかう
じつこくみん諸んちやう惣狗もや
園に流行するのは︑資に圃民緊張の度も思ひ這らる
のである．

口黒印ある赤旗
りるしすう

かの
ば中た
く章る
しが
た立
蕊感逓稚跡には︑あ
赤旗
にな
黒か
い印
あし
るる
もの

こども

てられてある︑印章の数は︑一家中の兵役徴集の人の
苛今うしめ
・打ほめいよそ灯ちよ今
歎を示して︑その多きを名蕃とし︑尊重するといふこ
ゐば画 こどもつ
とになって居る◆母もし子供を連奴て︑この癖に齢録

民心の統一を談くからである．物資の上から云へば︑
ぜんえい
鐸も錘も錐も錘も︑薙燕も塗砕も鱈雌ある︑以論前
は英

だけこくないきつ

ふつい必﹄弓〆ｆ︲に

いは
象六
わ割り
悌伊等の園に埴四誹癖琴して瀞だが︑今
まお
でく
途

め

ふときは︑子供をして一たび眼を腹らせ︑然る後ばつ
いやおうばた準んちゆ参いしか
と開けさせ︑否膳なく蔵磁眼中に入れおき噂而もその

り︑それ丈圃一門を切り詰めたのと鵜来に鍔する準備と

しや今ｂいたいひゆんび

旗︑その印章の数の眼に入らぬときは︑母に於てよく
米圃参戦後の愛化
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三

はたしる︐︶すうめはい睦乃おい

Ｉ

五

此際嬬入の自覚を要す

ぷでんとうげんやも解いろうすくち

こ変
むも
ぜ肉
彊もく
して︑小
．た
食べない酢を一琴するやうになつ
た︑夜の電燈を倹約するやうになって︑街路が薄暗く
初くゑんだいくわい
だいくわい
なった︒第
一同に四十億
園膨第二同に四十織嘩︑鎧誰
おくゑんこうさいぽしふしぞ７．１ょ吟フいう
八十億園の公債を募集しても︑緯々として除裕を有し
ゐ．ぜう輝くかうせいとごうさいぼしふ印んいうえんぜっ
て居る︑小畢校生徒に︑公債募集の勧誘演説をさせる
ゆゐ
あいこくしんてってい
しやうらいごくみ人たい
などは︑艦来の腿腿に封して︑愛圃心を徹底させる唯

しゆだんい

一の 手 段 で ゐ る と ︑ 云 は ね ば な ら ぬ ︒

□精一パイの努力
狗なたいせんさんかゐにほんじんほ〃へい昔
同じ大戦に参加して居ても心日本人は殆んど卒気で
しやしぜいたくふけ︲ふま︒じゆひとおほぺい
宅﹄〃昭１

署修賛津に耽り︑不真面目の人も多いのであるが︑米
ばんじぜい
蝋では︑跡嘩巻謡癖舞︑砿れも鍵鐸して通寓事に精一

ふうさ舎あ

一二一︿

︽い哲ぺいこく

癖の潅を鑑して犀る︑謎鍵く︑娠謹の鍵かなる︑いく

︑〃﹄具ノ

・少﹄ニノ子﹂言Ｐ咽

︑歩︶員シシ﹄一Ｆ︑

まん

ら封鎖に遡っても︑李気であるべき米圃でさへ︑この
ふうさ
くにせ式蕊つしと霞
やうである︒園や溌狭く︑物資乏しく心封鎖にでもな
こぐないいしぶくゆろわく淀おい諺ぽいふん
ると︑園内での衣食を許きい我が画に於ては︑大に奮
れいどりよくえういまで
働努力を要するは言ふ迄もない︒
︵いわせんきうもとてつくわぜんさうじうさ
李和の戦争は固より︑蹴火の戦争といっても︑銃後
こくみんじつ︑よく態いま程ほんせんきうだけ
の圃民の賞力に因るのである︒今︑日本は戦争丈は一

轟くわくせつけいしだう

等でも二等風であるから︑これを一等園と乳て︑穂一
いか宮や全こぐお烏毛からせい
如何なる掻画と争っても︑勝を制するには︑今二三段の
りぶくえう
努ど力
を要する愈溌議桑も診鐸感桑も︑鐸浄桑も︑鐸籍
かげんぎいしやうたい盆んぞくしやららいみこ
家も︑現在の状態に浦足しないで︑蒋来を見越しても

企劃し︑設計し︑指導したいものである︒

鞄あしひじや曇お庭案

跡見花膜

I

妙ゆ全

りますが︑何分物償が五割も十割以上も騰貴して︑中

なにぶ品ぷつかわりわりいじゃ全とう香

の仕合せがあって︑貨幣などは非常に多くなり︑一部
で．者かうけいきよみこを
の維鐸には醗識輝鐸なども出来︑好景気を喜ばれて居

しあは

跡見女畢校長
女子部評議員

此際婦人の自畳を要す
口物債騰貴と婦人
ぜかいだい辻んざうさいわ〃︑種けいざい吟や全

この世界の大戦争に際して︑我が園は誕潜上もつり
F

一帳

しや全獅もせんきうあみや侭み

羅雄鉾は︑鐸だ審諦睡蟻を嚇心て腔心溌す︒それでは生じようと思ひます︒毒舞確のない戦零も︑案外︑味
しごとはじ

おつしやかたあ室きわこくみん毒くらたか

と申して︑此の困難に堪へる鳶め︑婦人として私は球に壁綴誇称をする睡さへ齢辞て︑ど動のつまりは︑

これこれの仕事を始めたなどと仰る方は︑除り聞きどうなるものか︑我が圃民の枕を高くするとき一﹄はあ

ふ一
しし手
ごと
ひ昔
ませぬ︒りますまい︒まさかのときは．男子の仕事痘を
にて引

マフ

でぎせんぜふこぐ
受くる
こと
が出も
来 なし
いと︑
戦捷ふ
風とう
はなれ
ないであり
口婦人も働け砿溺臥・た
づ
︲
や
息

品かかんぷ

さやうくる
ませう︒かシる場合に︑徒に華署の風をしたり︑外
てむな
くらゐ
た行
ゆ″
左様に苦しみながら︑手を塗しく叱茨暮して居るの鍵の毒を湾ふやうでは︑どうして立ち
きませう︒
と︑暇々を繰合せて︑たとひ少しの仕事でもして居る
はたいａ曲くわい
いかひと
口今後の我圃を思へ
のと︑果して何れが愉快であるか︑これば如何なる人

でも︑深く考へないで︑麓に蛾蹴のつくことでせう．ごＡご鰻耀か薯ろん︐くつ耀うてぃ泥
たいはたら

どうばう敦んばんぶんふじん

いや

今後の世の中は︑議論や理窟ばかりでは諺到底立ち
せ流
なし
がて
し仕
き事
とをせねば
一鶴働くといふことは︑卑しいどころか愈露調蹴鐸諏榊きません︒賞じ
際つ
手さ
をい
下℃
しお
︑る
汗あを

Ｕかく率はいふんき

つか

り惑敦
げ在
んざ
か角
く
御鐙はふ礎ろ手をして使ふといふ有あ様
では︑現
はい
兎とに

︑しゆしんあせみづ姓零︾えかぬざい
るこふと
りんで す ． 同 胞 七 千 寓 の 半 分 は 婦 人 で す ︒ 此 の 多 鍾 な り ま せ ん ︒ 主 人 の 汗 水 た ら し て 働 き 得 た 金 を ︑ 妻
意い魅走兵

の婦人が︒この際働くことを自麗し︑大に奮起して
なにたいせつ

〆しつ◇豆畦渥全

しは
や立
らっ
ちい
鯉の識︑一桑の鱗︒礎錘蛎の溌誹をするといふこととしても︑勝来
て穴
行ゆ
きません︒どうぞ大た正
いし
七
ゃ全
年
ねん
なにたいせつ

ごふじん

くぎり
禄と
お落
ち着
つき
きす
やと
くな
じり
つ︑
しつ
は︑咽懲り大切露こ絶であります︒この賞地に働いて︑を脇切
として︑確しり
︑ノ
益ー
々１
着ち賞
質を
素

より以上なる一日を送るといふことは︑何より大切な繊獅を霊り︑舞餓鐸潅したいものであります︑
る
ことであります．もい護蓉電し

若しも今申しましたやうなことを︑よく１Ｊ︑︑御婦人

１１

こんご

んなし
で出曾
謎鯉はどうしてあ
安心
んん
かは
来ないのであります︒

がたかんが

口華署の風を去れ方が考へられ︑そうして薙蕊酢雛しませんと︑今後の
難藤の感礎︑難藤の響誕︑舞毒の難隷も︑これより
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此際婦人の自覚を要す三七
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1

時局と嬬人の毘悟

八

具貞子

しや盆けんめいきんくわたく唾ゐ

愛住幼稚園主
女子部評議員

三

ありさまどう

くわつどう

い

この活動あ噺と言はねばなりません

苧︽いこぐわくにひ

けいざい長らじつ？ｒ

群が鯉とは齢識譲れて︑欧洲戦争に加盟した米幽の

おうしうせんさうかゆいくいこく

ロ米国婦人戦時の活動

倹約あｈ／て︑

けんやく

是れ旨とし一 生懸命金貨を貯へて居たさうです︒この

こなれ

小

すうＪ旨叩うへか︑かていおい

さうさつ

全たふじんこくぱ︒︒じゃ全さんぱう右やら

てん︲︑ご心

ロ恐るべき東西の二横綱

の大に塊づべき鮎ではありません力

記ぱいば

らぬことが︑想察されます︒叉婦人は圃防上の参謀長
攻じめ垂之匡かばおぱいばたらゐ
ともなり︑真面目に職男に代って大に働いて居るとい
いじゃ全承や申ｆうちゐにぼんふじん
ふのは︑より以上むづかしい境遇地位にある日本婦人

孝争う

一般に小変粉を食べない日もあり︑肉類を嘗めない日
しゆふしょくんどりよくすぐ耀
などが設けられたといふのは︑主婦誌君の努力の少か

ばんこむぎこたひ硬くるゐなひ

の豊富なること︑数等上なるに拘はら一ず︐家庭に於ては

ほうふ

有様は如何でせう・米圃が我が画に比して緬謹湾上質力

時局と婦人の覚悟
口濁逸婦人の機敏と愉約

束かうわなりた竃Ｆ

職鑑蹴鱈醒亜の一都に︑講和の成立っと聞くや︑燭

逸の一婦人囲鴨は︑直に隊を組み︑物品を持ちて︑露

イツ︑手ｉ尾だんたい準ちたいく栗つびんもる

・とむかいかぶつびんかとじんしくわんげい
郡に向ひ︑如何なる物品が︑彼の都人士に歓迎さるシ
種やらし笹ぱうえきせ・〆ぽういにほん球つ
か︑行商貿易の先鋒をしたと云ふことです↑﹂日本の物
ゆうわ営
びんロ・ンアだいぶ式ゐゐ
品 も 露 西亜には大分参って届ませうが ︑ い ざ 講 和 と 聞
ふじ
じん
んみ
みつ
つ坪坪
かか
ちち炉じつ・もたふさ
きけん壷か
くや危険を犯して︑婦人自ら彼の地に 入って質地踏査

を
芝にん
んき
きか
かう
うしし
やや
らら
しし
きき
つし
つや
しら
やら
らいら
じい
つじ
げつ
ふげふじや全おドイツ

ば祁錘法やらたん蔓び
は

し︑其の人気好倫を観察し陶譜来賞業 上に於ける燭逸
ば
ってて
営
ばっ
ん営ん
毛か
た 毛かた陣ぼんふじん昔
護展の基礎
礎を
を固
固め
めん
んと
とす
する
るが
が如
如き
きは
は︑
︑日本婦人が聞い

かくじしゆ︑＃１はうめんめくば
ぱびゆ印ぴ

、はて

て︑甚だ驚嘆に値することではありま せんか︒こんな
ド
ーみツ
ドオ
イシ
じみ
んじんへいたかてい
ことの錨恭るといふのは︑燭
凋逸婦人が ︑李素家庭のこ
もと

とは固よう︑各自種々の方面に眼を配鋤準鯖して︑ぃ
敦あ
ざといふときに︑間に合ふやうにして 居 る 籍 で は あ り
ドイツふ
ふじ
じん
んせ
せふ
ふさ
さう
うば
ばじ
じすう錘んぜん考えけん
濁逸婦人は︑戦争
宰の初まる 数年前に︑勤倹
ませんか︒燭

動覚め、
倫ヌウい

まるこだい強んさうかばむか雪くわじみ噂フかや士へい

巷おちつばら︐くらを

は︑丸で此の大戦霧を川向ふの火事と見て︑悠長に季

に忍んみづ釘ふりおとしい

き抄だん

ば忽唯？ろぽ毛かんいた

もし本営に大丈夫だといふ気で油戯するのか．叉はう

狂人たう湾いぢやうぷ

ほつさぜんちんもくくぢどうぜん昔うやうよる

み

気に落着き柳って暮して居るやうに見えます．それも

獅遜と一琴ひ︑糠跡と一津ひ︑昨稗に拠って跡っても昨

まをおふ
憾つどおそめひて
いない最も恐るべき相手たることは︑申すに及び散せ

婆作前の沈黙︑活動前の休養ならば宜しいのですが︑

てん

龍ほんふ狸しんどく領くいＪじんＤ主らが

ん・日本婦人にして︑綴米二婦人を凌駕しなかったなら

︑︑︑︑︑ゐ

シプかひと

堅元︑

ば︑その黙だけデ︾も︑日本を自ら不利に焔いるも
ぺいこぐわく瞳ほくりん
のどはありますまいかｃさて米域では︑我が画の北隣
ぱい砿い巴つかう

誰とき

ゐこんにも

ちＬ匙

なもサガレンを露西亜より買取るといって居る︑そ奴

ゐ

すぼんやりして居るのでは︑甚だ心細い威じが致しま
す︒一職酢譲婦 は︑舗確の鮭獅錘癖 や雅蹴婦蝦に
ひたいしつよわもしきとぽくわつどうワぷくに城
比して︑隙質も弱し︑知識も乏しく︑活動力も鈍い︑

かうふかうだいか

が幸か不幸か代償のことど︑寅買が賞行さいないさう

除程確りしなければならぬではありませんかｃ

里ん

しんゐたいすゐ

よほどしつか

であります：寓一こんなことでも纏ったときは︑千島
ほくかいだう

口物債暴騰と婦人の華美

しんぷんみ垂たＴＩＩこめたか

ばん慕謬かほうとう余たばうとうくうぜん

窪ろいぜん

ぱあび

は堀し

・いば曲るなりきん

ますＦｔ︑くわみなんむしにん睦潅レ

弟

服とかは盆々華美になるの催︑何といふ矛盾の話であ
唯いついいかうせ入こ︲１もとお恋さん弘人︐︒︲︲い
りませう︒従燕の交戦風は園より厨じ参戦園とば言ひ
かくだんざうゐ
賑つしとぺい色！ひ
ながら︑物資に富む米腿に比して︑格段なる相違では

ふく

ずるのであるから︑益々質素徹約を旨とせねばなりま
ばんふじんか残かざりい
せんのに︑勢鐸ば琴に露し︑一般の婦人の髪飾とか衣

玖す７１︑しつをけんやくむ堀

の人々の外︑大多一数の人は︑生活に非常なる困難を威

ひとワトーほかだいたすうひとせい＆︑つひ坦牟らこん玩んかん

なって居︐ります︒が麹る場合には︑所謂成金とか一部

を

た・さなくとも︑・一般の物償は暴騰叉暴騰︑室誠ど淀ろ

さくこん

昨今などの新聞を閲ると︑又々お米が高くなりまし

打も・

北海道塚どシは︑真に一葦幣水となって居ます︒今日
け
し蕗せにらくいしんぜんかうぎむすを
は仕合にも︑日米親善の好誼を結んで居りますが︑今
画く窓う
即の癖丞は恥跡の輝︑一擁謎瞬の緋鯉だときは︑圃防
しやら︲

てはありません︒丸で以前とはお話にならぬ程︑高く

いゐ

上︑ゆシしきこと易ならうと思ひます︒
シ・ヘリアドイッ
またドイツ唾いワ鋲く雑んゐ
ヌ侭逸の勢力範園ともいふべき西比利亜には︑樋逸

ほりよ霞ん黒きとた

くい

の捕虜二十高が武器を取って立ったとも云はれて居ま
す．蝿して総らば︑掛懲鑑轄の雰斌は︑舞易ならぬこ
とシなるごはめりませんか︒

ロ日本婦人の大矛盾
ぜかいだいふうてうこぐこぐ碇ほんしふちい

︲Ｉ

九

世界の大風潮が︑刻一刻と日本に蕊末するのに︑米
こくいしやら奪生らくや︒宵之歴縁人にんとりわにほふふじん
風以上に恐慌を乗すべき日本人︑取分け日本の婦人
時局と嬬人の縄悟

１１

三

時局を婦人の毘悟

アメリ力

くら

たか

ぢきう

お

や

で昔

こん

しゆっ

いきうちこいしゅんぴ

さかや

い

かん
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むかふくわ

ちうかうていしゅくせいしんばつ﹄．うくわ解くて巷じつ口よく︒？ぴ

りこしゆぎばつこ

因に饗岸の浦騨斯徳が︑燭迩の勢力範幽となり︑叉
か
りぺいこぐ
暇にカムナッカが米圃のものとなったときは︑癖癖掛

ち雄みたいぷんウヲジホストックドイツせい２をはんゐ竃だ

口飛行機か襲来したなら

ら一言をした次第でゐります・

げんしだい

の境に置くことは出来まいと思ひまして︑老婆心なが

を振興しませんと︑大切な画家も圃民も︑末永く幸露
君かひおできおもちうばしん

て居る方は︑私共の彼此申す迄もなく︑御承知のこ
これくわいゐんいぐわいおよ
おぽいこくふんだうとく
とですから︑之を曾員以外に及ぼして埼大に圃民道徳
しんこうたいせつこぐかこ・︲みんす異ながかうふこ

をかたわたくＬどもかれこれ象を式で固しよらち

やがて画家主義の滅亡であります︒日本弘道曾に入っ

こくかしゆぎめつ砥うにほふどうだうくわいはい

す︒不詳の事を申すやうでずが︑利己主義の暖雇は︑

ふ・︶や全こと宝を

いふよりか︑個人を重んずることを善しとして居︐９ま

こむんおもを

飽くまで忠孝貞淑の精神を護揚し︑科挙的賞力を具備
おも看んらいひと二箸︑かまたこう．諺全ため
したいと思ひます．近来の人は︑国家叉は公衆の篤と

お

うでは︑どうして彼れに鍔抗することが出来ませう︒

かたいかうでき

精赫はあっても︑以前の如き忠孝貞淑の涜祁がないや

せいしんいぜん言とちうかうていしゅくせいしん︲︑

記嘩いばんせい

であります︒たとひ綜維は貧けないども︑淫潅に恋て

だいぶんはい秒

しなものざい．︑うずく沌

せん

ありませんか︒騨雛韓塞溌嬢酔蕊︑舜が跡にも鐸鐸が
し

きうはじ

ちうかうていしゅくせいしんいぜんごと

て米燭婦人の如く︑男子に掛抗する丈の資力はないの

代いどくふじん﹃﹄とたんしたいかうだけじつりぶく

忠孝貞淑の精神が︑以前の如くゐりませぬ︑だと云っ

群が鯉は︑継ぐる匪瀞︑畦零の羅窪を震て︑奉譲に
せいやうくわしま
こくみんだうとく昔七
西洋に化して仕舞︒うて︑圃民道徳の基礎ともいふべき

口婦人の責力を養ひ

ぜられます︒

やうに︑うすぼんやりしでは︑行末の程︑恐ろしく威

ゆくす蕊ほどおと

って瞳禁酒法案は可決され︑追っては酒屋もなくなる
くいこくふじんぜん．しん
といふことですｃ米圃婦人の善と信じたことは︑どこ
にんたいこれと
むや全こ
までも忍耐して之を遂げねば止まぬといふ︑狸固なる
い・ し 黒 ． ︒ け ん し ん た い め い 哩 曾 づ な う う へ
意志︑狸健なる身篭︑明断なる頭脳もない上に︑この

智んしゆ唾ふあんかけつ

兵が盛になったら︑どうしますか︒今の内に之を準愉
ぷばう
たいせつせんえう
おも
し鎌防する︾Ｋとが︑大切緊要なることであらうと思
ひます︒粍跡では課る穂に︑露鴎鐸の舞韓の謹錐に掛

くいさかん

季の初まったとき︑持久することが出来ませうか．今
にもせんざう
しゆっぺいとう
日︑戦争はして居芯くとも︑出兵等はしなくとも︑出
ゐ

知れたもの︑それに品物材料も少いから圃暇６にも戦

か

大分入ると云っても︑亜米利加などに比べると︑高の

大に反省しなければならぬものがあります︒外圃は科
がくちからこちらせいしんゆこせいしんかれくわ坪く
墨の力︑此方は精神で行く︑此の精神と︑彼の科畢と
よる
あれば宜しいですが︑邦鍛の雄は錐感綴れに蕊ばず︑

、

どういた

の錘す繊簿は︑錘に轄霊を職め舜が藤畦の領賑に癖も

おほひ令苦わく畦

ることとなります〃︒そんなときには如何致しますかｃ
せいぐう鳴一かしつ

元ぎち君拒うふかん

ほど

おもかみえう

恥つえ多
ころきぎつ塁之な
過ずぎ裳せうが︑轄ぱい前の杖を傭へることは︑必要の
ことと思ひますから︑鍵よ〃り黙僻すべきことこそ肝要

でせう曹

こんごしゆワトーてん吃な

これしよ

健う低ふさいもくよういの

むしいくぢ

ｒらいしんおこみづか矛﹄のしようあた

ば〆か

と芯りて︑常に長上を使役することを輝らぬやうに鞭

つぬ動やらじゃ全し矢き

母を時むといふ︑依頼心を起し︑自ら其衝に富るとい
ゆ・うき畳し溶
ふ勇
気を失ってしまふのでゐります︒こいが識に鋒憐

ぽたの

手を下して世話を焼言蝿ぎるから︑子供は何事も︑父

あ逸

す毛こしんぺんささいこと
甘やかし過ぎて︑其の子の身遥にかシる些細な事まで
こどもなに香とふ
てくだせわや布

恐怖を威ずるかといふに︑こは多く其の父母が︑鈴り

でありきす︒抑も子供が如何にして︑か動る理由なき
お
拒参ふかんおほア︾ふぽあ氏

二一も毛こど・もいかりいう

素が弱いといふよりも︑寧ろ意気地がないといふべき

きエわ

癖京娠等錘畢率斎藤信夫子

おも

今後種々の鮎に備ふべき方法細目は︑容易に述ぷる
しやらけんめいけんきう
かく曜和のたちぱ
ことは砕謡ませんｃ各自己が立場より一生懸命研究し

きい今ソ

て︑之に虚したいと思ひます︒

い

西洋には地下室もあれば︑溌覆も出来ます︑蛾が掴に
は︑それが解 齢奉ませ厩︒こんなときには逃げ隠妙
せん荘しにぼんりん稀かばちまきて者註か
るも詮なし︑寧ろ日本人として何ふ鉢悲で敵に向って
す垂ほか

蕊む外はありますまい︒こんなことを言ふは︑杷憂に

ちよ

子女の賎け方に就いて

９巻王シふしん

口子供の恐怖心
ひとえうじいつどつよ

つ鵬﹄

了人の幼時最も強きものは︑恐怖心でありまして︑一

寸したものにも直に恐怖を威じます︒恥が暮れますと
つぎへやゆ垂た

ひとゐ

し

人が居なければ︑次の部屋にさへ行かれぬ︒叉はわが
や
・へんじよゆこそれ
家の便所にも行かれないといふ子があります″夫も五
さいぐ鼻禿せうに

かやうきよわおほもちろん蒲一よし

一

六歳位の少兇なればいざ知らず︑十五六七八程になっ

四

ても︑斯様な素の弱いものが多いのです．︵勿論女子︶
子女の裳け方に就いて

1

1

』

子女の綾け方に就いて四二

またごわことばかなるぺくらう刀よくさきがうていみちまも多うぎ謁辱淫た

ふぽもやら峰やらつか

り︑叉この怖排と誹謡信葉愛蕊りて︑可成勢力を避けって来て︑孝悌の道を守り忠義の行ひも立てられ︑琴
たにんげんしよとくこ
るといふ︑︒一麺の横着心を助長せしむることになるのの他人間としての諸徳此のうちに養成されるのであり

号みつかもうゆうぎれつひとおやこじゃ全あいしこたい

であ
りだ
まうす
かう
ま︒
も進
え んでは父母長上に事へて︑其の勢に代誤す．と︑かく申しますと子といふもの幸一待ったことの

る孝道を守り得ぬことシなり︑君に事へ震て
忠勇義烈の灘鋤弘は︑親子の情と愛とを知らぬから︑子に封する
てれゆゑえうじ

行ひを鉄くことシもなるのであります︒夫故に幼時に温味といふものを鉄いだ愚論を吐くと言ふ方もめる
我
いなるぺ？︒．じせいゆ．ゑきよら・ふしんしわたくしけつせけんこも

於て可成このこンろを自制せしめ瀧故なきに恐怖心をかも知れ多︷せんが︑私は決して世間の子を持たるゑ
お
こりゆ全ぷんそのり．ｂカレこどもＺくぐう菅やくし
やしきない

一﹂

たざおんあいわくできそのこせいしんじゃ金︑︑←︲どくちう

起すときは︑充分に其理なき︾︽聖を理癖窮せ締っ錘池漉誠に雄って︑子供を酷遇せよ︑虐使せよといふのではあ

な

か

這ど・や

屋敷
噂う
どけ
はう︑
で内
者や
ｔ入
んを待たず︑夜中でも貝油や拙唖錘来恥ま持銅雲却確穏愛詐惑溺して其子の精諏上に茶毒を注
の出来る榛︑教訓するが宜いので竜︾叉汗討錯喧謁の入し︐惜可徳性を失はしむることのなき榛にしたいの
ことで潟し得るかぎりは成るべく父母は勿論召使のであります︒若し子女を持たるシ桑磨に蝉て︑この心
もつしぢよけうやう諺いこく菅にんたい
人も︑除ｂ構はい方が宜いと恩ひます︒斯うすれば子を以て︑子女を致養せられたならば︑第一克己︑忍耐
じを
ゆん
い︑
乏な
い常
胆や
し護
きば
た助
つた
だ第
いし
︽篭
たい
鰐は卦鏡艇舞嘩が癖え︑棒蹴購季として子供ながらも柔順じ
のう性
傭せへ
第だ二
識らの
達つを
けす耐
三．身
のう運ん

じ
りつｃ画ろざ︑︶おこどうざかを一一しやららいおほかうくわ
自立の志を起すやぅになります︒動を盛んにするといふ︑其の子の鵜寒に大いなる数果

を得
るの
で⁝
ありら
ます
︒癖
じ管
て舘腫
畦の
訴蝿
はて
︑暴謬
睡に砂
口子供を使役せよ了濯に塾⁝ふ
つ
う
鐘
２
診
ひ

ることが少く︑日常普通の事柄に接鯛すら場合が少い
重たぱうおいふ按けつこどもＬえきうへふ
ぽ︸発きうへつ食さきあきせわしす

叉一方に澱ては︑父母は決して︑子供に使役されず上に父母は頭の上から爪先まで︑除＃に世話を仕過
こども・ な診たはんゐようじいつとおほしえきなにさとゆゑいとしさろ
子供として滝し能ふ範園の用事は︑最も多く使役しぎるのみ蕨らず︑何事もさせつけぬ故︑宜い年頃にな
もやら峰や金つか哩獅今しゅんせい・やし涯かんえ弓．ぞんぐわいやくにんげんかぺか哩やらＬ書一
て︑長上に事へ従瓶麺性を養誰北密誕津上聯肝要であっても瞳存外役にた動ず人間狭く可らざる常識もなく
か猛らたずしよものうく︐もうろん露凶わりあひＬをあり﹃・︸堂
りま
は︑必唯書物の上の空論丈は割合に知って居るといふ有漂で
わす
ら︒
うさ
をすれば子供は︑自然父母尊長の潟せに
いしん
ず我が勢を惜しむものでないといふことが︑精帥と蔵あります︒

程しやくわいことおほけいけんつはじす

口相富の仕事をさせよ
．ごよ瞳んげ

にち迄やらおいそのみさうおうしさとし

凡そ人間吐曾の事は多くの経験を積んで初めて耐酸
さ蕊
とり
う得るのでありますから︑瞬令予蝶であ
いもあ
甘匙
いも

しぜんをこと賑らｂかい肇たじぷんみづか

りとも︑日常に於て其身相膳な仕事を仕つけさせます
ほどちうｐよく失う

たいとくわいぢ工し笠かし

し渥却

と︐自然其の事柄についての理解がつき︑叉自分自ら

Ｉみ
せっけん号らやし江

潟して見ればこれにつきて︑どれ程の勢力を要しｖど
ほどくしん
れ程
の苦辛があるかといふひとが癖りますから︑従っ

ものを盆つ

み

く漣

ぜつ

て節像の心も養はれます．一篭都曾の女子は︑昔から
ふうしふ
じ欧ん
緋鯉鍵の跡恭ないことを自慢にしてゐる風習があり︑

ひ哩や今いややうおも途
けんしつを
倹質素などといふと非常に卑しい榛に思って居ります
輝くかうしうしんくわ潅珪しけん毛とくと
から︑畢校の修身科で︑愁いに倹素の徳を説いても︑
ほどかうけん
左さ程
数験がありません︑燕よりも桑感に郷て謡睡の筆

生たつねな返一﹂とつか

を

き

に侭礎して︑龍ら擁の舞謹すべき華を知らしめるに限

ります︒叉常に何事にも使は肌つけて居りますと爾気
つき
か方
たが
ち違
ぷ ふもので︑鐸があれば毒湛難する鰐鍵の
の付

な

．と

肌い↑らうＬんおいいた
職
︑老人には老を勢はるあしらひも︑畔奉鐸るといふ

すこぶじゃらしきはったつ

ゆくすゑ蛙丞は

頗る常識の護達したものと篇息ものであります︒取り

わぢよしはうゆんず事罷・

たうこ生

分け︑女子はこの方面に進灘で居りませんと︑行末甚
こま
だ困ることがあるだらうと思ひます︒

曾

えい画や全きた

さうたうものと

之淫けと幻つどうに系

しぶく

物だけは相富の物を錆りませぬと︑其れ丈活動が鈍っ

もつ

影響を末しまして︑家族の多い家庭等では︑一層困り
しょく武寺わり誰ゐ
きりますがまさか︑二食と申す鐸にも参りませず︑食

かぞくおほかてれなど

佐藤高等女畢校霊戸野みちゑ

Ｉ

物を粗末にすることを見えにする癖がゐりまして︑節

時勢と婦人の覚悟
口物債騰貴と主婦の務
Ｔらにち鳥今せいく君たいへん
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かう物憤が騰貴致しますと︑賞に日常生活に大愛な
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ふびんとくもつかじんかんぐむさい

婦人とはなれませぬから︑徳を以て家人を威化し︑才
の﹃ブもつかりぜいロリばかち△もつ段たい上一

ふじんＤや今けんゐ

長治

r
】

口今後婦人の責任

酉

能愛以て家事を整理する許︒で騒ぐ︑知を以て叉人を
こ●とおもああかんがかん城
指導せねばならぬ事と思ひます参・鴨呼考へれば考へる
ほ苫い
いほどじづ琴﹄こしおもせ誉にんこん﹃﹂
程︑言へば言ふ程︑賞に底知れぬ重いノー責任が今後

野

の婦人の雨一眉にかぅつて居るではありませぬか︒

削

よＥ遡いしんうんてをたう↑かうどッ︑と

ユ 曇

っ﹄ぽかりつばふむんつとつくゆ
此の外立派に婦人の努めを蓋して行かうといふに
は︑蕊瞬跡泰の舞識に贈〜溌駅して︑嘩桑の臆でぱく
かいこルーめ
そ明
うめ
ふ
桑の鯨の癖蝿でなく︑世詮界
の事に眼のあいた聡
ない婦

員

︵前読の綾︶

曾

責め己を罪して人民の疫病を救ひ︑皇旭を奉祁して太
かうのどうち↑ いかうてんわうせいれい↓雲か
孝を伸ぶるによりて同治し︑景行天皇の精働は︑自ら
てんか巴弗んしざいゐ一寺だいんＬ入しんこくじ負う
天下を巡覗し︑在位の間六十年職心身を圃事に勢して
にもしんしょくや背や氏とたける？脅﹂とたんりずし十ｖ
一日の寝食を安んぜず︑日本武尊の膿略と至誠は勘
せいぼつとうせいしんく多︾のどうちしめたちばなびめ哲せいりんどう
西伐東征の辛苦に其同治を示し︑橘姫の犠牲︑祁功
塞屋の艦獄︑践計酢を露韮して蹴桑嘩雌に難癖し︑畷

せ薄の︑つみじん︾ぶん雷香きびや会すぐくわ全そほうし這い

弟相推蕊するの義燕となりて同治し賠崇耐天皇の王法
は︑誌塞の露睡一雄の錘に準ずの舞識に鍵擁し︑夢ぜ

ていあひすゐしやら署今萱どうも一ずしんてんわうわうはふ

す

人でなければ︑能く時勢の進運に適冨した行動を執る

法の復古を促

＋同治の事例と臣民

すゐぜいてんわうわうはふたぎしみ宙たふ永ゅう
けい
綴靖天皇諭の王法は︑常謹志美々を鍵すの武勇となり︑兄

玉ふ千辛寓苦の間に現れ︑其資性英明諮達にして︑而
し県会へいはっさ３いすけりひめたいあら
も至情の逝謹する朕は︑伊須気理媛に謝して願はる︑

たまぜんしんばんｆ︑あひ滝謁角はそのしせいえいめいかつだつしか

の同治に次で勘嫡后須勢理姫との同治の至情︑而して
念たじ・ん好てんわうどうちみつかかん／︑わと
かいへいてい
又紳武天皇の同治は︑自ら干尤を執って四海を平定し

どうちついおやくこうすぜｂひめどうもしじやらしか

治の事例は︑上代の歴史の殆んど全
鋸上
あ代に於け．るく同
わげんあら
部で有ると云ふも過言に非ざるべし添趨鋤塞錠錘鍵り

辱牛ら這いお〆﹄うち腫れい・・吟やら定いれきしぼとぜん

王

よこれお唾虹

くわんばつや琴とだ詮し小

幡恋謡の垂懲は．扉鐸の悔雛識無によりて至講を識は巷を鶴譲せざれぱ織る︑堕僻より跳癖︑鐸担鐸の確諦
込ゆよい鰹ん︐﹂せい哩醤一はつたまにんとく・し〆わう

みこれしうやう

し︐儲繊七︽ｊ一年に至誠の情を駿し玉へり︑仁徳天皇薫りしは︑能く之を行ひしによりて換肇し計謹魂の

寺﹂

の認識と織癖は︑冠混職殿なき蕊二十螺の海織となり光輝あうしは︑能く之を修養せしによりて赫耀せり獄
げんだいおいぶしだういよりＪ１心塘うまじんしん象γ〃くｌくわいいい・や茸と
現代に於て武士道愈々浦磨して︑人心往々壌敗し︑倭

い峰やらわがくわ今しつしんみん随いどうもたま略舵いだ乱しひつ冠ざ詠砿ラしきうひ韮こんらん

たり割

じ虹いほ．とまいきみい雀薙嘩髪︾だいこらいしんゑんくぶ＆だいわうはふぺつじよこれしうやうこれ

以一上は吾皇室が︑臣民に醤して厨治し玉ふ事例の二魂月に衰亡して︑思想日々に混凱するものは︑之れ
三なり︑緑して蕊︑睡嘩が舞詮に難して魅浄の雲識を醜ち蛾輝の かが︑騨稚礎識なる勢溌に 癖して：識

ばつ令
騒
揮したるの事例は遡殆んど枚畢に運あらず︐上代の古来深遠宏大なる王法を蔑如し︑之を修養せず︑之を

風は︑敦厚にして簡明なり︑正直なり︑身には仁義の行はざるに因れる職︐︑

考フと︐縁こうかんのゆしや今哲舞．み吐応菅おこ耀ょ

志自ら存し腫事に庭しては︑忠孝の行ひ自ら蕊試みに権利義務を以て八類の法則とし︑物質寓能を

こぁらざし弱の罰か老んことし王◇ウうかう麹畢江燕のづかはつ二画ろ．けん少ぎむもつぶんるゐはふ韮くｗバー︾しつ砿んのう

こん少しんなんゆゑそαこくみんおの７Ｉ１生のとや才人ｒんせいかうふくおうかわぅ

もつがくもんぼんげん１入こぐれ蓋しみわうゐさんだつ
茜よしよくこれもつみ
簿す︑妙溌もなけぃぱ虚飾もなし︑是を以て見れば︑以て畢間の本源とせる請圃の歴史を見よ︑王位纂奪︑
蕊雑蕊織の礎取りし晦輝の 蝿は︑唾に鐸嘱︑舞奉鴎蹴勢の輯緯︑誇識の鑑雛︑職雄霧鍵︑擁たり︑蝿たり

いうＰ羊うこんばんさうざうおよ奮罵
優
情今人の想像だも及ばぬ所あるべし︑今人は何の故其圃民が各々其堵に安じて︑人生の幸幅を認歌し︑王
か ︑ごｒ﹄しかうしふく等ふうすしかや偶けうの争うくわありがたさんび碇んげんせかいしんかおち轄
に此の如き至幸至嘱の美風を捨てシ︑而して外散異風化の有難きを讃美して︑人間世界の真績を味ひたるの
寡しだう芯つ愚もや垂主
じだいはたいくじ
ふさらす

けい昏睡廷こぐか勺んとヤシか

・曇

の離せる瀧に蕊せんとするや︑余似更に進んで噸撚操礁醸瀕離職鍵髄熱頓撚

わう砿ふ晩らい毛のしうやうばふの

王法の由来と︑其修養法を述べんとす︑

みち

十一塞瀧の由寒と一職赦一系極りなく︑圃家み千
古一様稔ることなし．君となつ
もつこくなんかばちかたまたみ

王法の復古韮促す
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雌鯵〜途を嘘む︑錘漣を蝉むるに鍵蕃るなり︲道はては︑身を以て圃難に代らんと誉ひ玉ひ︑民となって
ひろ承がけ二一心うじさゐくわ今くわいたおよ
たつこれしうやう
ひとこ麻ご冠
人
之帆を行ふによりて達し︑之を修養︑するによりて弘は︑身を拠って王事に棒ぐ︑皇化の至るに及んで峰．
わうはふここんとじだいろんじゃ今ぢうふだんてんかにんはん鋸＠辱小ことねんしやらかわぽくくふみ人淫うち
まる︑王法は古今を間はず時代を論ぜず︑常住不徴に天下に一人の犯人なき事二十年︑上下和睦し君民同治
鑓鏡せり︑鰐れども︑腫琴を露ばざれぱ溌はれず︑世の藤に邸舞の詩赫華瀞を雲穣し︐隷鴎諦鋒の誕に︑雄
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侭を睦て︑壁碓掛派緋嵯錠が︑鯨鶏の鴎締の罫の

雄の露挫を罪て窪坐を鍵め鑑めよ︑人類許りでなく
たものおいしつぺい

雛瀞坐法は︑上代より樽へ来れる︑喫蕨の法魂塊鍾ものと錐も更に蘇生すべしと誘へ玉へり︒
ぜんの蚕とＬか毛ゆちいこれこのばふむすびのかみせいしんじうやうしつ
の法なることは前に述べたるが如し︑而して其の由来是によりて・此法は産巣日赫が精祁を修養して︑疾

めまつ
ちゅうＤやくかごｑとし
二ば王
法や繕
雲い霧
法き鐘
祭
を
せ
︵づ中
略些︶
斯毛く
沙如獣せば︑死したる
このせ十
いざ
ふ峰
全涯
つた
たの
み挙
蓉り
唾ふ
ひ鞭
はふ
たよ
氏し
め異
さら
せい

このしんはうふるたましづ
唱道する静坐法と其方式相似ればなり︒他の物に斜ても疾病あらぱ︑一此紳資
を振ひて︑魂塊

１足台だうせいざはふその峰フしきるひに

に︑単に之を隷坐法と解す︑是現今行はる虚の諸家の

た・んこれぜいざはふしよらこれげん骸・︷．︽幸二丞とこみしよかじんるあばか

至誠の境を篭得し︑三丹田を鍛錬して虚謹の地に到達高天原に︑御座あらせらる︑皇脚等が鋳造し玉ひし
ょさらげんだいじんしｂかいためとくさ元からもつにぎはやひのみことさづ達した匙嫁ん雪
するにゐり︑余は更に現代人士に理解せしめんが潟十種の責を以て︑鏡速日命に授け誰へ玉ふに︑汝は

鏑単容易なり︑之れ上代より盛んに行はれたる所の漢唾命似揃に潅諜日榊の時より樽へられしを知るべし︑
蕨なり︲変た詮れ謎錘鍵の鐸と一毒ふ︑鋒感を陸露して又た十種の大赦に云へるあり︑左に抄謬すれば︑
Ｌ望いきかひ危いとく
たんでんたんれん卦﹂ぶ恥いちたうたつたかま解ばらさぎすめ減みたちちうぎうたま

わ
ば簡ふ
妙虚ぃ
ま一
う皇ね
：ゐ
彪る樺
王ぅ
法は
明評
にん
して
霊が
なぅ
り︑
のん
妄念
を通
許の
さ 推降の呼獅峰と一寒ふ建て︑郷藤滅ひ垂ふ蝿
ごれ多豆わうはふしうやうみちこ堂う城んばらつくいこと
ず︑此故に王法を修養する道は︑此の妄念を擁ひ蓋せに︑と云ふ事なり︒
寸雄に庇↓﹂のＣやれんぬぐさす農よ↓﹄のほかみちこれいざなぎのみことかむろぎかむろみかみめい
ば即ち足る︑此邪念を拭ひ去れば即ち善し︑此外道ゐ之によりて︑伊邪那岐命は祁魯岐紳魯美の祁の命に
︲﹄力これいちこれぬぐはうはふ崎尽曜
みそぎ唾らひばふ宝ご戎こはふいざ通
らざるなり︑而して之を桃ひ之を拭ふの方法は︑甚だより︑喫蕨の法を行はれたりとせば︑此の法は伊邪那
かんたんょういご蛤今だいさか記匡溶ところ奔毛画葱のみ二生いぜんむすびのかみときつたし

は︑純潔にして至誠蹴り︑一鮎の邪心ゐるを許さず︒

余は是より︑王法修養の方法を述んとす︑夫れ王法此意は︑称霊沸に御座あらせらるシ︑天祁の御命

行を重んじて跡王法を修養したればなり︒阿波岐原に︑御潔蕨ひ給ふ時に︑云々
よこれわうはふしうやうはうばふのべとわうはふどのいしんれいかいござあまかみごめい
しゅんけつしせいてんじゃしんゆろ

かうおもわうはふしうやうあほ巷はらみそぎばらた念ときうんぬん

る︑其間殆んど二千六百年に及ばんとす︑此の雨者をの時より博来せしものなり︑天津祇詞に日く︑
ひかく
吃のざうゐかごとはなはだなんこたかま解はらかむつかむろぎかむろみ雷一ともち
比較するに︑其相違斯くの如く甚しきは何ぞや︑是高天原龍留祁まります︑禰魯岐紳魯美の命を以て︑
かれｂくつ侭わうばふ琶危．︾としわれじつすめみおャかむいざな．：のみことつく１ひむ津たちばなをど
れ彼は理窟に馳せて︑王法を行ふ事を知らず睡我は賃皇御耐赫伊邪那岐命秘筑紫の日向の橘の勺小戸の

そのかんほｊ−とⅦや雪しやとぎでんちいおまつのりといば

ほかみよむかしさらざか②ぽあまつかみ
職の難の僻侮を蝉ひ蕊っ江︑麹露の擁より蕊匪に罫を華ねるに︑遠︑
くと祁
代の昔︑更に遡っては︑天津神

〜
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みことしたがこ少臓ふつく
得られしを蝿て︑恋碓の鑓
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ばれて鐸畦に罫り耐ぃ識一はみ
醗ん
餓 かんおさかんこれ害迂
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ひ︑叉だ天災地愛疫疾続行
行等
等の
の際は特に臨時に詔を
ｆだ

げんこ︲んおい

下して︑天
てて
︑︑之を行はしめられた
天下
下に
に大
大蕨
蕨せしめ
め
法凱も之こ十

いた

した坪

げんこ
こん
んな
なか
かと
とみ
みぱら堂珪睡ご

至れり︒

王法の復古企促す

之を責行したりしも︑公の時は銑に︑紳代を去ること

ｚ錘じつかう︺こうとぎすでかみエざ

とほをしんでんやらやたずらレなかじゆけう

と琴らいいぶつけうりうかういこうせいいた

わがしん

遠く︑其の冥博漸く正しきを失はんとし︑且つ儒激の

誇屯んばか

こんにもこ伽ふくここれしうやうわうはふく兇ばつ

渡来と云ひ︑悌激の流行と云ひ︑後世に至って︑我興
恋の謎にまりを蕊し︑蕊は鐸瞬を雑ふくきを薦ｈて

うものか象たりこうたまもの

唾るべし︑今日之を復古し之を修養して︑王法を換駿

賀どしんしんしうやううへさんかう

し得る者は︑鎌足公の賜なりとす︒
こ嘩こんしや今じゃ今おほ等やひしよ全ここうせい
蕊に六根清浄の大城と稲するものあり︑是れ後世の

ものなるべしと雛も︑心身修養の上に参考となるべけ
い丈こさいだ
れば︑今之れを左に出す︒

六根清浄大赦

あまてらず．すめらおほかみのたまひと手然睦てふ．か愛嬢もの

天照皇大祁の宣はく︑人は則ち天下の紳物なり

もろγ１１ふじやらみ号ろもる︐１１ふしやつみみ夢もるγく１

しんしんいたこゆゑめ

更かしづ獣るつかさど号ろ︷な唾しんめいぼんし喚
須らく静諭ことを掌るべし︑心は即ち紳明の本主な
り︑一心祁を傷ましむることなかれ︑是の故に︑目に

ふ瞳やらい

みもる︐ｆｉ

諸の不浄を見て︑心に諸の不浄を見ず︑耳に諸
ふ．しやら営
己・参もる︐１１ふじ雪昔
はなもるＤＩＩ
の不浄を聞いて︑心に諸の不浄を聞かず︑鼻に諸
ふひやらか
〒ろもる７く１ふ心やらかいくちもろ︲く←
の不浄を唄いで︑心に諸の不浄を喚ず︑口に諸の

四九

１１

ふじやらふゆ己ｐろもる７１１みじゃ全ふれご至るもる７くＩふ

不浄と一言うて︑嘩にも識の語礎と一富ず︑身に諸の
こしんせい

これふでつた

つた

現今の中臣 赦即ち此の 大赦の詞は︑神代より祭事を
そ の ば つ 七 ん 液かとみか宝たりこう

つ か さ ど たたま
ま 謁訟のこやねのみこと

り 給 ふ ︑ 天 兇 屋 根 命 より樽へられたる此の真正の

おほばらかことばかみよさいり

︐り︑現今に於ても
二月の二同に︑各産土の祁献
うぢ津みとう布い記ご唾
恥なり︑然しかれども鍛輝を鯉る
氏紳等に於て行ふ
之のはふやうや
い象．たそのりととな
に従ひて︑其法漸
︑今は唯だ其の祝詞を唱ふる
こはうばふ 湾 匡 淫 こ れ し う や う も の
のみとなりて︑此の方法 を行ひ之を修養する者なきに

のく大驚六
方§腰甚蕨鳶月営せ

不浄を鯛て︑心に諸の不浄を鯛奴ず︑意に諸の不
馬ら〃も号うもろ ︑ふし雪〃もこのとき者よ
津を思うて︑心に諸の不浄を想はず︑此時に清きこ
あもろ﹄■︑はふかげかたち﹃︶とざ工蓄よかり
と有り︑諸の法は影と像の如し︑清く浄ければ︑暇

琴
司
:
現
％

︑ 其 末 孫 中臣鎌足公 が︑之を筆にして︑僻へられ
おも
かみェおいきかんしうやう
たるものにして︑恩ふに ︑上代に於ては礎に修養し︑

ｌｌｌｌ

』

‐ ＝可

王法の復古態促す︑

け解をつとうぜつめいで

にも磯ることなし︑識を収らぱ得べからず︵説明は出

﹀

こんしやらしやらゆ足ぽうしんくんせい︲一ん

来ぬの意︶皆花よりぞ木賃とはなる︑我身は則ち六帳

せ︑いみなはなこゐみわがみ壬峰睡二
しやらじゃ今

うんぬん

清浄なり︑六根清浄なるが故に︑五臓の祁君︵糖紳の
いあんれいざうしんくんあん岨いゆゑてんち・かみ
意︶安寧なり︑五臓聯君安寧なるが故に︑天地の紳と
てんちかみどうこんゆゑばん感ついいどう
どうこん
同根なり︑天地の祁と同根なるが故に︑寓物の霊と同
ばん錦つれいとうたいゆゑなど一幕艇が
たい
鵠なり︑菖物の霊と同鵠な患が故に︑成す所の願ひと
胆や岳Ｊ秒

こいぐやＡみわ減ぜいざ減うりざとう

して︑成就せざることなし云々︑

此の意を翫味すれば︑我静坐の道理を悟るを得べ
．Ｉ︶Ｑ

十三王法と静坐法

わが壷いざばふじゃらだいで入らいしんしんしうやうしんぱふ

五○

たい勘いくだ定宝巴⑤︑いう認ばくに丸﹄の参一﹄﹀どうちせつ

砿いせ︵写

Ｅわ

い里⑤今とん

ばう砿んこぐちゆらしん

大命を下し玉へり．︵此理由は大風主命同治の節に

旅ほや匙と世いにもこくぜみたいおぼ韓弾︺文﹄ないぷや誌と

概説せり︶此に於て皇孫は︑四方寓圃の中心として

ひ大かみ︒︑にひう群のく胆や．す〃︑淀ふ町乞う弓ち

大倭︵大日圃今鵠を大倭とし︑五畿内の一部を倭と
とくくわの

げんせんくわらと竃だちぢくぼんこん

なせり︶の日高見の画︵日向圃︶を︑安圃不動の地︑

こ乃う淀いとう隠一２わうぽぱじたましかのちを

徳化を乗るべき源泉たる皇都と定め︑地軸の磐根に
露瞬の華礎を建て︑毒峨の鐸些に鐸騨の癖鍵を緯

とうちも︑︒﹄Ｃんるゐ全す︐く︑はんしぶくしやくわいいよ７ＩＩふくざつ

き︑在に宇内統治の皇謹を創め給へり︑而して後其

しゆ〃い︑１つみと趣けが血をか

したが

いたかくごとつみとがけが︑をか

の統治の下に︑人類は益々蕃殖し吐禽愈々複雑とな
るに従うて︑ 鍵の皐燐儒鐸は︑垂に鑑鍵織離し︑

あ匙つのＬ

十亜ば

ずしん篭をいぐわんつみとが院恥はちのぞ

こ奴心いく４こいＬんくわ

て人をだく

いじゃうわＭけんこくだい徳いしん渇唾らつぎわがわうはふ

に至らしむくしＪ

ゆ妃

産のつみとがけ砿かせうぢよ写や︒けんしんたいせい−こうせいしん

の

行うて︑天津宣鮮︵祁祇に誓願して罪谷稜を蕨ひ除
てんしんち善
忌淫
く瀞なり︶を宣べよ︑斯く宣ぶれぱ︑天祁地祇は︑

お二注

種々罪答職を犯するに至る︑此の如く罪答糠を犯し
．しん友いや巻ひ﹄やうせいしんをだくしや会
て︑身磯の病を生じ︑精祁汚濁を生ずれば︑乃も︑
たい手﹂しん定いざだはうＬす岸幸一宮．嘩爆ば・与
太古祁代より定められたる方式により︑旗蔽の法を

こぼんげんせつめい

りうわうはふこうりう参ゑん

我静坐法は上代より偲求せる︑心身修養の冥法にし
わうほふたいとくや歩どだましひ〃あん噸つ系しだうばつやう
て︑王法を篭得し︑倭魂を膜駿し︑武士道を駿揚す

其罪答識を消除して渥健なる身鵠︑清爽なる精紳と

なかとみばらひせうやｒ今

ゆゑこのみ舎もこう

る道なるが故に︑此道の興隆は王法の興隆する所以に
し〃わうばふ︒辛くこうげんじこくいきうきいゆゐつ
して︑而して王法の復興は現時の画家を救済すち唯一
ゆゑよなか
瀧謹なら蕊は︑壁誰睡に繕遊せる雁なり︑故に余は中

なし︑是を霊化し︑之を碑化して︑一難の汚濁なき

みも

躍の磁蛎ち揮漉の淋詞を擁講して︑之れが本源を説明
せん︒

謁秒全

しか

以上は︑我建圃の大精祁を明かにし︑次に我王法
す︒︿じゃしんまうねんさもがしせい負やらがいいた
は総ての邪心妄念を去り︑無我至誠の境界に至

しんいいたい

中臣蕨抄諜
確冠の耐鯉は︑癖職を擁鐙し窪ひ．録瀞諦跡の鐸舞

り︑卿霊と一篭たるべきを明かにせり︑而して︑

わがく胃そんににぎのみ二とわがち単全Ｊ﹄うすゐ︒︑わいく

我皇孫翼々杵命は︑我地上を統帥化育すべしとの

r−‐−一

しん

いたい砂がしぜい

︲︾う唾︑うばう雄ふ品世・ロよつこれ

是より以下は︑其祁霊と一篭となり耐無我至誠の

これいかを
ゐどいた

の

い

わ

たかや匙はしひくやます魂・争う．︾

てんしんちぎばらた室ことどいやう
りて︑天脚地祇が蕨ひ玉ふ事を︑何う云ふ榛にな

さるかと云へぱ︑高山の端︑低山の末から︲な今︲
げぎりうせござ芦活せを
れ︑なぎり簿つる︑激流の瀬に御座る所の︑瀬居

しぼみづまんｙｆ１

ほわだなかござぢろ

つ職と一尋ふ癖が︑華鑑挙識を趨鯉に締ち畔られる

さうすると︑潮水の漫々たる大海の中に御座る所
ばや
ひめいかみこまん︑ＩＩおほわだおほ

の速めきつ媛と云ふ榊が︑此の漫々たる大海の大
ば
らなかひのの︾こし匙

ず︵︺③

腹の中へグッと一ト呑みにし群み込んで仕舞はれ

いじゃう？うじやらばんかいしや畠ざ

かんが

毛のいみ紬が廷しんちゃ凸毛のぷんしやら

しめ宮と価んしんてんち沼うこんぽん承つどう定い

めいじ

どこ八二

りて︑考ふ奴ぱ︑其意味甚だ深長にして︑其文章
⑨つとてぎせつめうみ
さと
三わぷ焔いざほふ
最も適切の妙味ゐ息を悟るべし︑是飢我静坐法の

明示せられたる所噂ｈソ圏
だかやますゑひくや︑まずゑたき左がお︽︐一とわが

高山の末低山の末より︑瀧の流れ落つる如く︑吾

はなくちだい書つよいぎほひもつ

お．ばやかばな解もこの

鼻︑口よ偽ソ︑大気が・掻き勢を以て︑たら︐Ｉ！︲︲

とたぎり落ちて︑早川となり流れ入って︑此の咽
どせなかゐ些己場こ号ふりうつうきのうナ江にせ
喉の瀬の中に居る麓の︑呼吸流通の機能︑即ち瀬

五一

Ｉ

I

域に至るべき修養の方法を明かにせり︑依て是よ
︐ぼんぷみかむ信舶かいしやく

り本文を掲げ之鞭一解騨すべし︒

砿ひ鑑ふ謡を︑詠雌の職．輝雌の種より︑さくなだ

．おばや溌回せ生せひめい

りに落ちたきっ︑早川の瀬に坐す︑瀬おりっ媛と云

の

ざ

八百路の禰潮路の︑潮の八百合にます︑速めきっ媛

かみお瞳わだはらもちいでもらいしほ
ふ瀞︑大海の原に持出なん︑かく持出でなば悩潮の
やほぢやしぼみちしほやぼあひはやひめ
いかみ・も

かいやく

と云ふ祁︑持ちか動呑みてん︑

いみ

い

以上は通術一般の解稗なり︑然ゆども︑六輝権鍵
た

ぴゅう誓如臼し長っ

せ

︵解諜︶﹁さくなだｂＬさくは裂く︑つんざくの意︑

湾いみつ工︾発奮麺

なだりはなだらか︑なだれ︑にて垂ら︑／︑の意︑
﹁癖ちたきつ﹂たぎり癖つる識輝たる瀞︑漉のたぎ
おつ初急たきへ
ひめ都をかみ令皐ら
り落る故瀧と云ふ︑﹃瀬おりっ嬢﹂瀬に居る神︑上

に示せる如く︑人身は天地と同根︑寓物と同鵠に
てんらわがみ渡いわがみてんらぎう
して︑天地は吾身の大なるもの︑吾身は天地の小
み一ざのりとわがみしエＬん
なるものなれば︑右の祇詞を吾身にとり︑諸紳を
わがりんしんびめう雑蒼々わがにく担いＬいいちから
苔人身の微妙なる働き︑吾肉隠の至霊なる力にと

代は皆憩強意働きや︑微妙なる力を識して︑瀞と

あたみいりよむまん

たる鰐を一尋ふ︑癖継跨も恥蔀錦も︑雛じ
はやびめは

云へり︑以下皆同様なり︑水がつんざき灘だり落
しほやほぢおほわ淀はて
る球きの派と一毒ふ︑一潮の八百路一大海の果しな
く︑露
い

瀞を操り趣し一尋へり︒一︲速あきつ媛︲一はやは︑早や

の意︑あきは︑飽き足る満つる意︑っは助字︑漫
鱗と緑ち躍らす麺の雄と一琴ふ蹴一がシ呑み一ひんの
のみこ祇旦哩釣たや訟宇かい峰ぬう仏・うし苫
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む呑込む意︑此の全隠の意味は︑以上の方式によ

王法の復古態促す
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近代人の要求ｌ責任観念の尊重五四

じんるゐあい危のあい茜んじうまでおよわれらこぐかあい

苫うい
さいさけっていじぷんけつくわにんげんみづ津食しん
とも如何云はうとも︑最後の決定は自分にある︑結果人間は自らを先づ信ずる︒龍らを糠め︑認惣繕め︑
ぜんあくいづ手﹂のげんかんどう昔か画じぶ・︿しかのちばじくにしやくわいそさ
が
善悪何れにならうとも︑其原因動機は係って自分の而して後に始めて剛牡曾を治むる︒龍らを寒し︑桑を
けっていｐつかう
決定賞行にある︑華鍵蓉鐸瀧に識し評舞は蓉琵錘を舞舞し︑蝕雄鉾をまし︑堀して鍵に読めて毒挫衆纏ての

人類を愛し其愛禽獣に迄も及ぶ︒我等が画家を愛する

いしいつしるんじいういしるんいづｂろんこん者よわれらあいたわれらわれらげんしん

は︑組ばならぬ・

七んしたがわれらこぐかみんぞくはた堂たわれらめいよ

意忠竺王輪が娼噛穂過穂郡い何れにも理論の根擦があは我等を愛するが為めである︑我等とは我等の現身一
にんげん罪言のＵとこじんこえいゑんわ元われらそ魁んし
るとして・意謡泌窪論潅肯誕しても︑人間の其人個人個のみを云ふのではない︑永遠に亙る我等の祇先も子

ゐ

に許されたる相封的自由を認めない鐸には行かない・孫も︑従って我等や圃稼も民族も︑籍叉我等の名も春
に
んげんぜつたいてきじいうさうたいて萱じいうゆるすべがつわ小γ４１ｆ人こぐた
人間には絶封的自由はないけ奴ども心相謝的自由は許も縄てを合して一個の我である︒我々が君国の鰯め一
こじいうたい︑こじいうくわんいんばつたつしんざせいけつわれ １１くつこかくぜつくんこく

されて居る︒此の自由に封し︑新の自由の観念が護達身を犠牲とするは︑決して我々と別個隔絶する君圃な
ばつたつＢど↓一姫とも芯斗一苦薩ん．︑わん虹んまたはったつをん雪よら
︐ものたぎ︾でい
ＪＩＧしん
すれば護達する程圃之に伴って責任概念も亦溌達尊重る者の鳥のに犠牲となるのではない︑我わ
々れの
一身なる
瞳呼﹄にん・ふん垣んと包越じいうじいうせうがこ︲︽﹂くんこぐたい蝉いこぷし
されね
ばならぬ．責任観念の伸はない自由は自由では小我を殺して君圃葱る大我に生きるのである︒古武士
ほうしわ却弐刃
みかいやばんじんむちせきじしよゐみ→︾よこと唾いれん腺つばくしみ／者
ない放悉我儀でゐる１未開な野愛人無知な赤見の所鴬の身を庭する琴錆廉襟拍なるも︑死を見る錦するが
に他ならぬ︐文明人成人の篤すべき事ではない︒如くなるも︑生濡の根抵には．永遠より永遠に亙る耐

じいうあ庭
せ診にんくわんねんばつたつ小あし乱ん函 一しをんためいたよたおも
・けつくわじぷんしんひうけいきよまうどうわけたこしう雌んたうやにんげん一雲かＴ︶ん

自由が輿へられ︑責任観念が蕊達すれば︑善かれ悪先の霊の︑子孫の潟め︑名の矯め︑雲の潟めを忠ひ︑

かれ結果は自分一身に引き受ける︑樫塞盲働する鐸に其虚詐修練調冶せられたからである︒人間が自ら霊信
は行かなくなる︒其庭で世の中は堅責に護達する︑光じ︑自らを愛すると云ふ事は一番好い事である．自ら

じつしんぽたん豆いやく︑︾人ゆゑじいうえうきうおもと縁かうどう

きんにいじんせつけうこゑま画︑︲一Ｚとゆ鬼Ｊあしじぶんしんひう

われＪＬ１

資して進歩する︑一旦災厄ゐるも華癖蝉を雛擁するにを信ずるが依に自由を要求しハこ患ふ麺鋤の雛髄溌す
至ら蕨ぃ・﹃我々をして責任ゐる地位に立たしめよ一其る︑其自由行動によって惹き濯した結果は自分の忠ふ

ばならぬ・他人に責任を穂嫁する理由はない︒

火にんせきにん︾しんかいいれ

鯉が近代人の絶叫する蕊でのる︒艦に潟た事故︑善かれ悪かれ自分の一身に引き受け心

ロ蟻牲の鵜瀞

P

口何故戦事するか
にんげんなにゆゑせんきうしドイツフラン
やうきうぱふな渥惚ゑせんきうけいぞく

人間は何故戦舗を鋳なければならぬか︑燭逸も悌蘭

スイギリ〆︑

西も英吉利もあの榛に窮乏しながら︑何故戦争を総績
ゆ派込
ゆが刀
しばければならぬか︑行き掛りもあらう︑行き掛りと
お毛歩沸童けんＤよくしややしん
しては恐ろしい行き掛りである︒権力者の野心もあら
けんりよくしややしんあ匙ざ４．こぐみほどし
う︑確力者の野心としてば除６に惨酷な身の程を知ら
だうちく
に
ん
げんなにゆゑせんさう︲﹂
ぬお道築である︒人間は何故戦零を篤なければならぬ
せノさ・ンす
睦んげ人ほ人らいせいしつなにゆ愚せんきう
か︑戦争を潟るのは人間本来の性質の一か︑何故戦零
にんげんぼんちいいとにんげんせいをん
は人間本来の一つでゐるか︑人間は生存せねばなら
とこせんきうしや全

せいそんた
せいくわつしれうせつしゆひつえう
ぬ︑生存する総めには生活資料の擬取を必要とする︑

其虚に 戦 争 が 生 ず る ︒
われいごとわれＪ１１げんしんこた．われ７日︑
我と云ふ事が我々の現身一瓶の鰯めならば︑我々は

こお毛ぜんさうひつえうドイツＤ人かれら

われらにほ人じんいまわれ

斯の恐ろしい戦争をする必要がない総逸人は彼等の
Ｌとん恥もぜんかくじ︷喜一ぜいくわつしいうえた力難
子孫をして安全確資に生活資料を得せしむる総めに彼
︐﹄げえ︒Ｌ人︑フｒ蔵域〃︑︲宮・フ

等の現身を打ち砕いて戦季する︒我等日本人は未だ我
らＬとんたとうやうじんしゆしんこうわれらけんＵよく
等の子孫の麓め謂東洋人種を振興せしめ︑我等の権力

せかいかくりつやうわれらわれらばってんた

こぐかばってん言ｆこｆかしん君胃︾

を世界に確立せしめ榛とする︒我等は我等の護展の麓

する︒

口責任と自殺

せいてつじ工室やらくわんおしかばの︑りよししじさつくわんよった

せいかう

ししやたいれいせつねん

製識所長官押川則吉氏の自殺に関して︑世の樽ふる
しんざうしんしんさういなわたくしＬ
冥相なるものが真の真相なりや否やを私は知らな
しかし濯邸らわたくＬすべ︽う乙かいしやくわたくし
い・乍併私は総てを美しく解稗しようとする︑私の

菩一ごくじけんさいいうぴエミげんいんこう︾Ｌいしやくわい

性行よりしても︑死者に謝する濯節の念よりしても︑
かう筆︑んもんだいくわんりいしあらおしかはｔゐし韮
釧庁問題には閥係するの死に非ずといふ押川氏の遺書
ゑんりふげんみ︐わけゆせいてつじよおゆらしん
をも遠慮の言と見ない課には行かぬ︲︵製戯所を中心と

率ちい

せつもんだいくわんおほうらしはやしだＬかくごとしゃく

いてきびやらへい

する疑獄事件を鼓有力なる原因とは肯定するが︶麺曾
て肴定うぎくわんわんけつかんおほげ〃だいしきとし
的道義観念に峡陥多き現代で仕事を鰯やうとする者が
きいあくにつたうじけ八さか淫しこしだんぞう
陥らねばならぬ罪悪︑日糖事件の酒匂氏︑二個師閣増

設問題に関する大浦氏林田氏︑此の如きは吐曾的病弊
いたらぎせいこぎゼいおほおほほどかく
が賀す犠牲で︑此の犠牲が多くなれば多くなる程︑此

宮とざいあくしんせだうじんしんだうぎてやけつかんことせり人
かん珍

巴ゆら酷んほどよばじかく

の如き罪悪が真に世道人心の道義的訣陥なる事を世人

せいしんりつばしや︐あいて哲だうゴーあんれんばつたつ︐わたく１

に戚知せしむるに充分になればなる程︑世は初めて豊

醒し︑真に立派なる吐曾的道義観念が護達する︑私
こざいあくをか
は擁雌鱒が螺の雄き鑑識を錘した︑此の罪悪を犯さし
そさいごけってい
しやくわいたのもの

五五

きいＬうけつかうせいてつじ狭らや会くわんおし

めたのは赴曾其物ごあるけれども︑其の最後の決定

りいういし

めに刷家の護展を策する︑嗣家の伸脹するとしないと

は埴自由意思による最絡の決行は︑製獄所長官たる押

ぜんぷわれｊＩ１ｆｒういしいぜん率われ７︲Ｉせきにん言

近代人の要求と貨径観念の尊蕊
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は︑翁部我々の同由意思に出で︑釜部我々の責任に綿
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現今の青年を孝経老讃みて

唖あいぞうぷたい唾やらろぱうひとしいたづ忠孝ａなんこうげき

策すべきである︒政府は利権獲得に樽遡裟衝せ↑︑剛
みん汐や弓﹂くしんぜんいんびかゐど抄ぶくを蔵か力
民は雨風親善に隠微の燭努力を惜しむ勿飢︑斯くして
こＰｔ胆あいぞうクふふぜん善廷こ︲︑！︾んちゃ量いよｊ１１圭一かん
一風の外交は完全に行はれ︑一国の伸脹ば禰旺なる
こくみんいたづら琴﹄いふたう意よくしやひ荘ん
に至るであらう︒画民にして徒に砿府営局者を非難
をのせいき︐卜を岬い母︾いふた弓浄よくし垂︑いたづ５こくみん
し勉其政策を阻碍し︑政府篇局蒋にして徒に圃民を．
もの一室が

たう海よくしやたう建てしや芋哲にんたい余んしものい

やくか い

外交舞蔓上路傍の人覗し︑徒に非難攻繋のみするの
とき・一くみんこくみんせきむつく
厄介者扱ひする時は︑閣氏は幽民としての責務を識さ
ず︑営局者は富局者としての貰任を怠慢硯する者と云
はねばならぬ仁

口各虐責任番果登
や識やここ奉る↑毎つとつまつ獣

五八

﹃現今の青年弘﹄孝綴﹄を讃みて

曾員清野四朗

ししん

どころ写じんさんかう

おぽ

とも準やくかん

ふだうろんがいじゆつあへしきＬやＰご︿こ

常懐抱せる﹃父道論﹄を概述し聴敢て識者の教を請はん

乙峠会くわいはう

なり︑激訓となり︑指針となるを畳ゆると共に若干の
書もんあた
よたうがいざもんこのぎもんく妃れんへい
疑問なき能はず︑予は営該疑問と此疑問に畷聯して李

Ｂうぐん

青年と孝経なる題下に開陳せら奴し所は吾人の参考と

せいれんかうき提らだいかかいもん

涯畦六職十二躍錐に郷て鐘騨聾一詮録薙鐸が麹舘の

rb

すべきものぼりと窪に然り︑我圃は類例なき寓世一系
くわらしついたぜしや今かさいくんみんどう毛くわらしつ丁堪睡
の皇室を戴き上下三千載︑君民同朔にして皇室は即ち
こくみん之うけ苦みつかちうす丞曜をうけつか
園民の宗家なり︑君に事ふるの忠は即ち宗家に事ふる
しゅんぴ宝

ぐんじんぐんしん

しきうかけういくかけんぜん

に亙るの雲術品を作成せよ︲思想家散育家は健全ぼる
こぐみん〃限し人くわんぱつどりよく今患ぢかすぺ
遡民精祁を換溌せしめむと努力すべし︒政給家は総て

の孝たり︑忠孝一致とは一事を指霧するものとせず其

一一一

こなんらむ哩ゆ︽めい健くちうかうちゅう

かうち一うかうちりししよらを︲

の文化を護達せしむるの準備を為すべし︒軍人は軍人

鹿に何等の矛盾なく明白に忠孝一致と云ふを得べから

薬す︒菟の道理を肯定せよｃ︵二︑廿二

らくこぁだう§ごうてい

せきにんくわん垣んわう唾いこ︲︑みんばじくをんくわ今えい悪やう

砿﹃げふかじつげＰ孝か逝きにんらんねんをんちよら

ぷんくわばつたつ

として︑賃業家は賓業家として責任観念を尊重すべし︒

詮ごとしかわ泳ぐにるゐれいばんセいけい

先生日く聖教賢博を講ずるに我圃民として之を解稗

せんせいいばぜいけうけんでんかうわれこくみんこれかいしやく

□

ざるか．

寺﹄Ｄ〜Ｊ〃

と

責任観念旺盛なる蹴民こそ始めてよく久遠の光柴を享

わたげいしゆつひんさくせい︲

究嘩

親は親として︑子は子として︑夫は夫として妻は妻
こと堂漂いしゆつかげい哩質↑か
として鰯すべき事を麓せ︒謹術家は塗術家として圃家
しやくわい坐鯵︽い之のせきにんば↑．↑げんじつ坐﹄いく塵つりつ裁やくえいゑ舟
吐禽に封する其責任を果し埴現賞生活に立脚して永遠

｢豆芝写Ti

二

す

F＝

がう鳥一うはせいやうかうなやらみわ津こぐ
﹃孝より忠が派生する様に孝経には見ゆれども︑我画
みんもうもつもとかう．もつしやら
うんぬん

民たるものは忠を以て本とし孝を以て従とせざるべか

戸りぷ ︒﹄云々

い

みぎたふあんたいぜんせい蔦ら息らもとてばじザ蔭
右の等業に謝する先生の評中に本とば﹃手始め﹄部ち
ちや４しゆいひと．い
むと
かい
﹃着手﹄と云ふに等しと云ふの意なりと解せられしが如

予を以て之を綴

よいざ心うたがひあたエもつこれ詮

くなれども予は卿か疑藤き能はず

駒やしたきみおも００００つや膳つ

あた

ちうかうあかだあにしゆさ

るに親を慕ひ君を懐ふは自然の興情にして巳まんと欲
するも能はざるもの︑忠と孝との間登種差めらんや諺
こ鮎もうか・ソ．ち一い
う黙たかうもつもとい
之を忠孝一致と云ふを得べく叉孝を以て本とすとの意
封︸４︽しばんちうい
け減もうかうシあ︒おな
義も此範晴を出でざるなり︑蓋し忠と孝とは其質を同

しか詮の︑こと蝋らたい毛のしつおな

いくわいぼけいあいしんしやつウやらＬやどうた矛たいしゃおゃ

じうし而哨其最を異にするを常態とすべし︑其質瞬じ

かうきみもうす

と云ふは懐慕敬愛の真備は爾蓋同一にして唯掛者が親
毛のりやらご凡●一

つね

塀われう

鞭やたい

なるときは孝となり︑君溌るときは忠となるに過ぎず︑
あいしやら轡みたい

あい吟やらひおな

其量を異にするを常とすと云ふは我を産みたる親に鍔
い

あかうもつもとい︑てんふんさつ

するの愛情は君に謝するの愛情に比して同じからずと
しなわがくにそのこくたい

云ふに在り︑孝を以て本とす雲と云ふは量の黙より親察
史竺しぜん哩や令一さい

たが︐わ群

せるものならざるべからず膨支那と我圃とは其圃鍔を
こと

異にすと錐も自然の情には差異あることなし．但し我

こ︐︑みんか？ぞうそうけかう遠詑ちい

才荏ＯＯＯＯＯＯＯわす

べからず︑即ち忠を以て本︐とすぺきを忠るべからず︒
鰯
珍侭あひ

こう北い

い

ゆゑ

ちうかう一駕ひち

韮もうもつもと
こぜんてい勇うかうふ
予は忠を以て本とすと云へり︑之れが前提は忠孝不

たぎ︑︑弔うへうじゆんみ︑○

一致の場含めるを肯定するが故なり︑忠孝は或は一致
為毛ひ◇ロ
かう睡やらちいぎ
し︑或は一致せず︑孝経に一致の意義ゐりとするも其

い

ち

あく可やくかんさうかう

諌識を用ふる最も慎重を要す噂︶此の場合に於て予は忠

カーブ

工︶

さでん

は唯樵態を以て標準となしたるものと見るべく例外に
Ｌきくてとぎ
いなとえう
思索の手の届かざりしや否やを問ふの要なかるくし
五

しりもり歓やらくち・うしんどうじや全た

たいぎし尚障る

重盛卿の苦衷は蕊に同情に堪へざるものあり︑左偉

に﹃大義親を滅ぼす﹄と云へり︑父の悪逆︑諌課も数を
吃う
ぐわらしつききふすく
たち詞一七も

奏せずとせば皇室の危急を救はんが鰯めに父に背き

せみしたがわ津こぐみんかくどかんさう

君に従ふこと我醐民の畳悟ならざるべからず︒︵諌識は

しかかひぜんあくめい払うばあひおほ
孝なり︑然れども可否善悪の明瞭ならざる場合多し増
ち︑もつか
こもつふかぱあひ
父は以で可とし子は以て不可とする場合なしとせず︑
かんきうもち員星しんちよ全えうこば繭ひおい韮Ｃ

︒○○○○○○ＯＣ○○しかう夫

錘ハ

孝が一致せきる場合なりと思考せざるを得ず︒

我風民に忠を以て本とせざあくからずや然れども忠

わが↑しくみんもういつもと１力もう

どうち輝あび険鋤じつきいもんだいけんきうじつ

左のたしゆか強い

孝一致せざる場合は稀なり︑賞際問題として研究の賞

えきおほむしかうていけい雪主ら．

幽民としては一家の孝と宗家の孝とは之を一致すと云

盆多きは寧ろ孝と頁との軽重なるべし︑其他主家と生

えず沌腫その刀やァおいぜんしやうすこ・うしやあつ

ふを得ず即ち其量に於て前者に薄く後者に厚からざる

五九
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ル﹃↓りかんこぐか喧河．︒﹄〆しんにぼんてい且くわ唖〆︑﹄仁こぜいどんちょうけういくみ︑といしけういくとう

ぬゑ

しつざ・うぢたんたう

へいおもふけいみ
輝に琴蝿は燕躍の溌議の癖総は識跡識ぼるが故に︑室の掃除を耀営せしむるを不平ふに
恩ふ父兄充もたり︒
急いこふ︵いせいたうみ上はんく︑んけうしせんじん
獄ゆる感癖の善雄を恥ｂ露曝を鶏て禄︐と獄ずるな６︒魅し
禽や
も・此
の不季を正富と認め判官は教師に宣するに人

咽したれども一露も毒に錘健せられざ︐りきたりとて溌岬を識展し舞確鍵毒の砥し露錐を認し︑溌

し

らるシ獲り︑吾人は幾多の思想が吾園に流入したるを紗し教にのみ心を傾けて育を忘れしが潟なり日本に
﹃﹂じん多あせいと︲︑わいぬあいらいしきうをけういく︑じかすでいうよれんけうしせい︑とたぐ
鋤れり吾人伐其精を取り華を抜きたり︑外来思想を岨教育の青の字を峡く既に四十有除年︑教師生徒シ﹂殴り

わじんいくたしさ・フわ鯉く海りうにふすぐ丞︑こむらかたむ︑わすため雇尽ん

にほんくんしこぐ轡たおγ垂侭じとうく寵せい︑︑ひと

示やふ

の無上の権威瀧︐︑絶掛の償値なりと︑而！︶て吾圃鵬焦慮したりしなり︑其結果所謂吾幽は驚くべき長足の
ごプレヱ画
さいしゆ曾一しきうごうて執奮うほどだい
砲 承けじだい雄しんｆ︑わと苫誹一い
は一切の主義や思想を肯定し得る程大なるもの葱り︒
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虹
し
ば
も
し知
言
瀞識総読の糠緋織なｈ︐し
︑上
下
一蛾
千・
年の
はし
明瞭
年う
曜め
らざ
り
明盆
治せ
生れ
の
青ん
年い
には
意
志く
薄堂
弱く
にし
て
識
あら
じじつうちが雷
いか︐︶ざうわがこく遣い羅こざ愚︐−んよく〃１１おば琴かいしげういく済↑い
の津資を裏書せるに非ずゃ︒如何なる思想が我圃篭をを誇る細心翼々たるもの多くなり︑自ら意志赦育を第
トニうざいぶんめい抑うい︐一とうこくみん賑靭⑥一ごじんふをげんだいせい
一厘たりとも危くしたりしか︑東西文明の融合と統一二圃民に総すぞ思はざりし吾人の父租として﹃現代青
︻︸じんにほんじんしめいせかいあらしきうぷんめい樋ん鱈じゃ蛤ぷい埴ん苧だ
は吾人日本人の使命なり︑世界の有ゅる思想も文明も年は濡弱広り﹄てふ概念を抱かしめたり︒
識り︑赫して雛俸隷無には鉦か疋舞けれども行ふ人
日本の君子園に恋るに及んご始めで統一せられ完成せ

む塁らけ約ゐぜつたいから︑﹂妙わ平︶︐上腕いやプリょ身ふけつ︐︑わいばゆるわ泳ぐにアメージングラピヅトプ

かんが

道するは恰も大なる矛盾ばるが如し︑一部の論者は個し吾人の父祁が此等の知識を過重したるの除弊なり︑
じんしゆぎわ鞘﹄くみんこくたいらんいん謁雰ごといども懸けじだいけういく絶うばふふるす更ｎ
人主義は我圃民の圃鵠観念を危くするが如く云へ共︑武家時代の散育方法に奮きものとして棄てら奴て顧み
﹃﹄じんかた９︾んにほんこくたいこじんしゆぎ﹄云示し定うけうい〃︑いかいしたんれんいうかう
吾
人は堅く信ず︑日本
の幽畿は個人主義に一依
りてそのられず武迂道教育が如何に意志鍛練に有披なりしかを
心らじつ
そんぎい奉やふ
さと六一うたい乏言
ひたすちせいおうぷんめいちしききふにふ
存在を危くせらる刀如き相掛的曝るものに非ず賃にそ考ふるの暇なくして只管西欧文明の知識を吸入せんと

だう謁蒜だいむじゆんｒ︾ろんしやこさじ〃んふ毛こ畑らちし昔くわちようよへい

つめ６︒識るに僻悠鐸毒恐擁に癖邸する僻悔識蔵笹峰・燐しわ吟／る謎輝謹議は唯浄泌謡嘩礎擁鋒蓮蹄の癖恋に癖

吾人が存在理由は吾人の鰯家也︒吾人は日本帝圃の吾圃に個性尊重教育の認められざるば意志激育の等
ためうま・しか竜こ ︒︑たゅせ恥めい︺︑払ってんとり主くなかんともわがく侭けういく湾いけってんちし昔
篤生れたり而して禰圃の為に生命駿艇の努力を霧しっ閑にせらるシと共に吾圃激育の二大峡鮎なり︒知識に

一︑︼じんレイ︲ゾンチート

求りたる理想腫含を形成せんが篤駿れば趣．吾弘道含存在理由も亦之に外ならずと信ず︒

斗︸たりさうしや／︑心密けいせ輔紀⑨なりわ解こう匿うくわｒ↑﹂んざいりいうまたこれほかしん

教育に就て六二

巳

一 ̲ ‐ 一 一 . 一 一

げんじうりん

涯ゆゑ
註転々らひにく駈涯ゆ駈ゑ

β︑と
︒Ｌ﹂
診つと萱ひかげ宣なときひ方たかく﹃か︶

いしたん

んけういくた彦けうしあるていどまでひつえうけん

にほんえいこぐあ？羽・︽いこぐあらいにしへ

何故
故に
に意志鍛練の教育の総に教師には或程度迄必要なる擢
潅を燦蝋したるものと篇す．何等の皮肉ぞや．何
一尭生左．ｆこりとひつえうなが・
だわわ
や ん だ い を 人 ざ い よ う に ふ こ ・ 鴨 ． か し ゆ ぎ け う い く か た ￥ 細 可い
いだ
けけげんぁた
軍隊の存在を容認するや︒圃家主義教育も片腹痛
痛き
き課
謬 限を典ふくし．頭を殴る事が必要ならば殴らしめよ︑・

しうれんのぞげせわ︑︑︑︑︑し張ら

鱈ぷんしぶうくいたづもきちぶうしめんふ篭

如日本は英圃に非ず︑米剛に非ず︑古のアォ矛︑ズ
なり︒暑い時には日蔭に︑寒い時には日向に︑斯
斯の
の如
め
り
か
ん
津
が
ら
や
ま
と
く
に
な
り
し
こんなんＩＤつうたしのしみくわんつく︲おもいい
︑意
意し
志パルタにも非ず︑紳瀧の日本の画なれば也・
く困難と苦痛に堪へ忍ぶの習慣を作るを思はず︑
志
１﹀﹄︑９︶か恥

いちう証てつまさをかな

式す︐く１蛙つじつ

し張ら

ぜ

かん

じんろふう．い感心る・塊んたいけい劃

在オーグーンンド秋

吾輩は古帽子である

ていこく

りふくわんわが感い→︑ゆじんらぱ

げんあんをがう︵の

︑華族曾舘で二度程洋食を食

︽︿一二

かめしきセント︑フランシス︑をブルの饗宴に臨んで︑

きやぅえんめぞ

くて︑以って無上の光築として居る男だから︑寝もい

もつむじやらく習えいぬた産二．お

築地の精養軒で一度づ

つ弁﹄ぢゼい々︑うげんどく的率︾くらいふんど淫どやうしよず．た

も居って︑帝圃ホテルの玄開を弄んだばかり︑上野と

建

の宴を張ることになった︒吾輩の主人は東京に十何．年

えん楠わ誠縦いしゆじん︲こう抄や労なん麺ん

第一流のセント︑フランシス雄餌に吾輩の主人等が母
かうちやらだ〆ま鯉をうくつ
こぐ掌くいこくい 久ソいＦ︑しきつこ
閲から米幽教育覗癖に来らいた校長闇を招いても送別

定いりう

◎吾輩の主人と麓風さんが所調をフル百年の大計を譲
るん沙﹂う坪︾いわりかサンフチンシスコ
論したのが動機と云ふ謀でもなからうが︑彼の桑港

わがはいしゆ

田江畔

瀞す︒駄丈冗句徒に貴重なる紙面を塞ぎたるを謝す︑然
の修練を望まざるを下世話に﹃犬可愛がり﹄と瀞
す
・
あへしぷけんご
どももとこれいうこぐしせいあら
せんだいばざせんまつ年わんぜ
象うもくどうぶって主めいいひ
是
ぼ
き
共
元
︑
是︑憂圃の至誠の鯉はれた罪︒のみ︑敢て諸賢御
盲目なる動物的愛の謂なり・千代萩の千松は頑是
ぼ
き
くれ驚しよこ
ばら︵
しかざむらひこい
せうに︑
って
てもも悔恕を乞ふ︒ｌ左三三八Ｉ
小児なり︑而も﹃士の子と云ふものは︑腹が空っ

ひもじう唯い﹄と云ひて忠義一徹の政岡をして泣かし
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
む︒今の世千松に如加さ愚小畢生の父兄何千なると知
︑︑﹂︑︑︒︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
らず腹が減ってもいもじうないの千松の言を解せば夏
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
日の下に鴨操を課せられ暇令愛兇が卒倒す為とも不平
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
は出裂じき道理なり︒

せんＳこくさい やら菰ｇ敦すＪ１︑げ誼じん鷺や↓けんし心

たい

戦後に圃際競零益々激甚なるべく︑より張健なる身
あ院こんくけつ
つよいしひつ犬・う
鵠とより頚き意志とを必要とすべし︒有ゅる困苦と峡
ぱふたうこくみんえう
乏に堪へ得べき圃民を要するの益々切賞なるを感ずる
あたごじんしゃく蹟けういくたんもし省あた︑︑︑つく
に富６吾人は斌曾が教育は軍に知識を輿へ知る人を作
︑︑︑︑︑︑︑つく
あら
ため
る爵のみのものに非ずして行肌得るの圃民を作るてふ
正富なる目的として肯定せむことを切望せざるを得

せいたうらくできこうてい舵つばうえ

︑︑︑︑︑⑫砲々ぴこじんがく・酪豹んざき
ず噌知るは行人の準術なり︑古人が単は知恩を先とし
かうばうおん⑲つどいこりとて鋤な︒Ｄ
行は報恩を最もとすると云ひし事是也ｃ

教育に就て

I

吾輩は古幡子てある

ちひ茜もやうごと

すぐ蛭しんぱい

いとや小さい︑肝をつぶす様な事は︑ないかしらんと

ほどえら

少からず心配した︒
︒﹃謹謎が裁雌 になって操躍を癖く︑睦いもんだね﹄
サンプランシス毒たちよ言つざいぺいにぼんｐんけういく毛うどあい

﹃ナアにそれ程偉いんでも厩でもないよ︑礎鐸嘩の齢逢

おどつｒ︑左跨れくわいひ箸んドルセントなり

桑港に立寄ったを切かけに諺在米日本人教育縛禽を
サンフランシスコひらたうじつ毛へじま菅鬼らほつぎか・Ｚ弟らだ人牡うだい
桑港に開き︑営日副島議長の護議で校長閲を招待す

武かか

ることにしたので︑勿驚曾費だった金一弗五十仙也﹄
きみく勺いひだたまろふうくんく嶺けいや〃︑かた
﹃君曾饗を出し玉こと麓風君は含計役になって︑肩で
一心

青Ｅ
鴎
蝿を緋ってホーブルの中を駈けま︑わって居る︒こフカ

六函

含かみ連やうげゐしなじ人こばら承もつちり

いりｒちみぎ重瞳鞍やたばこやならエレ式Ｉター
◎入口から右に曲がると花屋︑煙草屋が並び︑昇降機
のこ

きよゐさらみぎを定いりせ穀

が盛に上下して居る．支那人のボーイが小籍を以て塵

かいだんのぽひだ刀てだんの桂しや占めんほそぁ智一﹂つ

一つ残さぬやうに清めて居る︒更に右に折れた大理石

や確全かんあたかいだんのぽ

の階段を上り︑左手に五六段上ると正面に細長い一室
これてんやしょくだう匙わたぷとんふ
がある︒是なん今樋の食堂である︒興綿蒲関を雁むや

戸わいたうぽうしてにもつうけとと毒ばんがうふだ

うな軟かな威じて輿へるカーぺットの階段を上ると︑

．おも昔えんじゆくかうまちが

そこに外套帽子手荷物など受取る所がある︒番瀧札を
わた
ひと堂もが
わが砿いとき
渡すから人のと間達ふことはない︒吾輩などか易る時
たまＦＩＩきちがいはゆろりうはくじんおたくゆ
に隅々間達へられて︒所謂一流の白人の御宅にでも行

きたいと思ふが︑機縁熟せざるにや︑一向に間連臥さ

しつ

げんらんい泳ぎてぼんとう牢かひか

ちホーフル︑セントフランシスの一室であるのである︒

諺フにもない︒

おち秒１１らい音やくせつゐひ予てでんしんでんわてつだう

い︑みら●畠はくじんだん

て笑ふなどは除り殿が好すぎる︒常識に富んだ米幽
じせん
かたふにあひい

は後へ引きかへし乍ら﹃そんなら婦人用︑男子用︑と
ふだは
ひと
札を張って鐸くべ・きが溌撫ではないか︒人をまごっか
あまむしよ
わら
心やうしきと︒︽いこぐ

らしろひ冗角か・争今じんようだんしよう

一蚕はれて﹃ヤレー〜赤毛布を隅したわい一と吾輩の主人

子の便所は二階にあります︒こぅは婦人専用です一と
あかげつとだわ解はいしゆ．じん

し◇くんじよかいふじんせん装う

て居るから︑行って見ると後から白人のボーイが一﹁男

ゐ

◎食堂の前の左手に廊下があり︑突常りが便所になつ

しぶくだうまへひだｐて吟うかつき劫たべんじよ

◎ホテルの玄開を入ると右手に番頭以下ボーイが控へ

ち歩つとめんく抄みみぷあ賄う

て一々来客に接して居る︒左手には電信︑電話︑蟻道
をつぷうリー民啄しつしやらめんおほひろまだいり辻者まるばし凸でんとう
切符責捌室がる︒正面の大慶間は大理石の同柱に電燈
さんぜんひかぜん蔵んせんちよあんらく準す
が燦然として光って︑善男善女ではないが安楽椅子に
おこし↑おお心かはなめがねごしん蕊んょ易やひ
御腰を下ろして︑或は鼻眼鏡越しに新聞を讃み︑或は
こわいわあ老
しんししゆくぢよかほてら禿ひとり
曾話を遊ばされる紳士︑淑女の顔を照して居る．一人

で行っては一寸面を喰らひ︑鏡のやうに磨き上げた廊
か
しりもちものわら

あかげつとわ淫はいしゅじんけふどうかうしやおほあんしん

下ですべって︑尻餅でもついたら︑とんだ物笑ひと︑

人のやり方にはちと不似合でがすよ﹄と云ふ︑ホテル

べんじよまちがかぽしやれ

赤毛布の吾輩の主人も今日は同行者が多いだけに安心

い

で便所を間蓮へて︑顔がホプルと栖落どころでは悪

ひと苧っしみ

してスタコラ人の後について行った．

』

いＯ
しぶ＆だうゆかいた

ふく

こしついた敷いたまなん

で醤ゐかぺ

な

◎食堂は床が板でダンスを履むやうに出来て居る︒壁
ぶどご診
ぬいたは
も抵分所まではパニシュ塗りの板を張りつめてみる︒
ずず力歌だけ虫いとくぺつめいしぷらふ
雀の間とか竹の間とか云ふ特別の名瀞が附せられるな

ら此の震ば板の間だ︒極の間ｌ何だかへんてこ曝名

盲どじ

史へしゆ窪やと？ばにん
つか
前だ︒主客併せて六十人︑ナイフ︑フォークの使ひわ
なか〃Ｉ︑走息みあとあとはこさらさら
けも中々巧に後から後からと運ぱぃる皿皿をサラサラ
めいし
サラと暁づけて︑糠耀ひの鐙を錘む識をなく︑一三名
士
よる

もが

に吟えうしんぷんゑ

とうけんむ

かぬ．そこでプードルドックをブルドック︵闘犬︶と聞
み

だう散うとうけん品

いきら

き達へて︑日曜新聞の書にあるパヱタープラウルのタ

おぢけいさいはひ

イゲ見たやうな捧猛な闘犬が居るのではないかと︑聯

なんいみわか滋まへせんさ〃心づなう

か怖気づいて行ったが幸にブルドックでは葱くて︑
しか
あんしふ
プードルドックといふので安心した︒併しプードルド
つか

しよとだういり︑ぐちとくかう称かく定

ツクとは何の意味だか分らない︒名前の詮索に頭脳を

ぞうりや今Ｄかくかごあいさつ

わす

すどほ

ぜんこぐ

使って︑食堂の入口に︑特に一行を迦へて下さった︑

ぼんしやらばつ竜

いふ・ＩＩもつあかげつｊ

総餓事閣下に御挨拶するのを忘れて︑素通りし︑全幽
鼻武んせうがくウうけ﹄吋あん﹄もついうめいあを牙﹄
百五十寓の小畢校教員を以て有名になった青木さんに

サンフヲシスゴにほんじんくわいくわんげい

・み歯おんがくつか

ひ

のテーブルスピーチも宜しくあって︑午後の八時には

注意せられて聴引きかへしたなどは︑愈々以て赤毛布

ば鳥はめかは

↓﹂つけいげ巻さいちゆ金わ解ぱいしゆじんしちかはよふ娘こ

ちうい

桑港日本人倉の職迦でオフヒューム座の観劇に出

ざくわんげきで

かけた︒腹は張る︑目の皮はたるむ．耳は音楽で勢れ
じばんげき画やらで

る．︲滑稽劇の最中に吾輩の主人は白河夜船を漕いで︑

ぐわいとうあづかじよ

をしか

でゆひと

か惑うし一署かじよ

２号詮んぱう汚匙を哲だ

成程きう云へぱ彼のセント︑フランシスの垢子預り所
セントぎんくわみつよひかを
にグイ呉十仙銀貨︶が三つ四つ光って居った︺ゐ刀い

なるほどい

スと云ふて居る︑併しだまって出て行く八もあったｃ

い

だ︒外套預ｂ所のボーみが小謹でプンセンス︑プリー

こご承

の本性を溌揮したものだ︒・
えんたけなはをうりや︒じざａ奄庭んちやら毛くりまざのけういく
◎宴悶にして総領事︑佐々木園長︑副島︑佐野教育
くわいせいふく畠 いちゃ今たく嘩羊争えんせつ
めでた
曾正副曾長の卓上演説があって︑目出度くけりがつい

毛のＪ︲じつをうりやらＵは陸はらま衷誌ほしかうちやらだん沈吟ぴ敬ういくくわいゐん

十一時竿に劇場を出た︒

きよ趣んけうい︑〜そうくわいときくわんていちやわく鋪Ｉ画誤ほ

◎其翌日は総領事埴原正直氏が校長開並に溌育曾員を
ぜうだいばんさんくわいひら
ォｉルド︑プードルドックに招待して晩餐曾を開かれ
ことしかうちやぅた人をうぺつふく

だβ去年は教育穂愈の時︑官邸で茶話曾を催されたが︑
ぜうだいくわい

今年は校長鰯の這別を含んで︑オールド︑プードル︑
な式へおセ

ドックの招待曾となった︒セントフランシス︑だのオ
ールド︑プードルドックだのと嚢皐鋤が恐ろしく六づか

− −

ふ時には先方が職って居っても気をきかせて︑出すの
ふつう
わがぱいしゆじん
が普通なのだなと吾輩の主人はポケットから千九百十
ねん哉いはくしぶく鰍くくわらセントぎん︐︑わこうや７Ｉ１く人
七年製の白色白光の十仙銀貨を一個恭しくボーイ君

六五

I

なが
へいこうわ︑はいしゆじんあ室いぬす
しく長いので︑閉口する︒吾輩の主人は除りに犬を好

吾輩は古楕子乞ある
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古遊漫言
毎講輝雄の秘謹とこそ一識ふくけれ︒

うご・もんＥ

◎寒審が癖礎鐸鋳塗と一勢ふ雑確に毒露の撫謡を蕊へ
いば

たることゐり︑日く
う鼻い﹂もじ

てんうん

そも︑Ｉ︑蓮と蓋ふ文字は慰嶋めぐり動くといふ文字な

こうんじてんＤ←

り︑此の蓮の字に天といふ字をうへにそへて︑天運
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
とこそいふなれ︑此の二字は︑天の心に順α︑めぐ
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○ＣＯ○○Ｃ
︐うごくとい久字義なり樋此の字の心を合黙し︑身
○○○○○○○ＣＯ○○○○○○○○○○○○○

じゆみや参お隼らきう

にっＩこめ行弘待っを︑天運とよく得たるとはいふな
研︑雌の蕊錘をよく織れば︑わ鐸ひたちまち誌勢とぼ

ひんぎうへ人ふうき

り︑貧窮鍵じて富貴となげ︑書命長久うだがひな
︶Ｏ

ごと・かいじど目て菩せ竜忘よくてきてん与る

渉雑舞くは謎の織織を譲り︑通笹暁て識癖耀識蛎輝
承よく一細一寸

刀ぶく定

ばん巷いく

いむあみかくわ庭う娘急

極的のものなるが如くに解し︑自動的積極的に天の心
に峰って雲鎧するの瀞誇なるを緯らず︑罫琴の識趣鐸

たう葦よく

力の足らざるに反省悔悟せず秘或は果報は寝て待てと
礎し慰一雄に祷癖雛の蝿から癖ち謡るを蜂標す︑鐸謹

④③秒④⑤とおものとえしばうじゅんせい

倒の極ならずや皇

◎志望の純正二兎を逐ふ者一兎を得ず︑志望の純正
が蒜に鯨証の雛たるは姉奴にも知れ罪った謡癖ら︑準
ごろはしもとさないちＪけいはっろくだいしよひもとしばうしゅん哩浄

頃橋本佐内の著啓護録と題する書を総くに志望の純正

と

六八

なるべきを説くこと藤めて癖罪にて鍔霊準急の溌輝と
な
たきをせつか云

矯すに足るものあり︑左に其の一節を褐ぐ
ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯｐ︒◎○○わ渉
志を立て候に縁︑物の筋多くなることを嫌弘候︑我

こからだうと︑苦おま生きみらと

職を一道に取極め置き申さず候はでは︑戸じまりな
たうじんいぬば・う回ｆｌＬのい
き錘の識するごとく︑盗人や犬が方々より忍び入り︑

とてわれひとりばんで菅００○○ＣＯＣ

通も我一人にては爵は出来ぬなり︑叉家の番人は随
○ｃｃ○○︒○ＣＯ○○○○○ＯｏＣＯｃＯ
分傭人も出来候へｒも︑聯の番人は傭人出来申さず
候︑急すれば窟分の心を一筋に致し︑守り能くす

さふらふじぶん号参すぢいた霞もよ

こと
○○○○○○○ＯＣ○○ＯＣ○○Ｃ
べき事にこそ聯兎角少年の﹃門は人々αなす事に目が

ち︐９︑心が迷い候て︑人が詩を作れば詩︑丈とかけ

○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑毛︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ば文︑武謹とても朋友に槍を精践す者ゐ無ば︑我が
︑︑︑︑︑︑︑︑︑竃︑︑︑︑︑︑︑︑浴︑︑︑

今日迄曹以居たる太刀業を止めて︑樵山︲申す榛に戒
︑︑︑︑︑︑︑○○○○ＣＯ○○ＯａＯ○○○○
う度きものにて︑これは遥豊収ら猟第一の病根塚︐︑

匁那

こ←

ら一︽島心と〃︑わ解こ嘩乙
鐸に鍔づ識錘識︑職かにても馬率さ
候ばや篤と我心に
ばかわが野か壁ころなぢ碁さ言とのうへし
計り聡吾向ふ所︑篤す所を定め︑其上にて師につき．
ともはかわ津お主どこぞ謂弐窓準一の萱誇竺弓
友に謀り︑吾及ばぬ蕊を補ひ︑其極め置きたる虚に
号毒ざだこ・ろだたん宏が定署一ばうやう合レエ
心を定めて心多端に流れて︑多岐亡羊の失ふからん
さふちふ
こと願はしく候ｃ

参︒●●②②③⑥キソけうかい

ぶつりう乱だぜんかいおもどうい菅

◎僧月照の十戒道歌耶赫験にモーゼの十戒とへｖふ事

あれば悌教にも亦十善戒なるものゐり︑思ふに同意義

５・しＰ﹂うし少ししんでう一﹂ぶつけうぜんかいだい邑
若もくくは同趣旨の信僚なるべし︑此の悌敦の爾了善戒を題
そうげつせううただうか
きんしぷうお毎ひ
目として詠じたる僧月照の歌は這歌として欽諦に償す
べきものなＫソ︒

評鍔壁

一王燕かいいみな

︐世の中に生きとし生けるものは皆
允まをなが
たや玉の綴の長かいとこそ
○００

おｒ︲りひろ

不倫盗
やまもりゆる
漣にかげ
山守の許さるほどは谷蔭に

こ答わ

落ちたる栗も拾はざる芋︑し
○○○︲

にほ

不邪姪

０︒Ｏ

不縞語

和掘妃

色香に道も忘れもぞする

いろか鋲もわす

をみなへし匂ふあだ偽ソは心せよ

ＰＬ承口上﹄ｈソ

誰匡当十く郷

雲烏のあや識ｈなして言ひ立つる

い

しちつ・額

ことに誠ば少かりけり

００Ｏ
０

不妄語
いつは鳥ソて活けらんよりは白露と
みい
よよ
哲 昔は
み
いささぎぎ

染 てな ん
身は潔く消えも果
○○
０○
０

のユレ唖

獅ら

うち罵りて責めじとぞ思ふ
０○○

不填悪
ち食︑いかしの
塵ばかり怒らで忍くしのびてぞ
やまたかとく
山より高く徳はつもらん
○○○

わざ称く

不邪見
訟かげばな
唾んあく
身に影の雛れぬがごと善悪の

業に報ひのなかるべしやは
ＣＯＣ

不雨舌

とかくあいあしが普

兎に角に悪しく言ひても蔵垣の
なかへ汚
中を隔つることぞいやしき
ｏＯｏ

かいぶつけうぜんかいこれてつがくもししんがく

ば
形はうとがし
花掘︲り摘ゑし答とこそ知飢

食慾
罰
ま不ち
を．ｔ尋
喚くを待ち散るをぱ惜しむ苦しみば

みちひと．とほ

どりん△じつきい湾うとくじつかう

勺フヘ

モーゼの十戒と悌激の十善戒も之ｒ哲挙若くは禰畢の
ざる釦た
里より認かば瞬琉やか主しき議論も立つなり︑されど

みぎだうか

道人に遠からず︑普人が資際道徳の責行にいそしむ上

みｂくつ芯に

あぢぶん

の必持でもよくノー味ばへぱ十分なるべし︒

ご・冷望︑今珍

から見れば理窟も河もいったものにあらず︑右の道歌

﹄

I

悪口
わ
や不ど
おいぬ
我が宿にやしない置ける犬だにも
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警世今昔談

雲一世今昔談︑
第六日銭貸の今昔
かうり蝉しことのついでひぜ垣解しこと施工

これかみん

高利貸の事を述べた序に日銭貸の事に及びませう︒

ひぜにいＩやはかうり淫ししゆ

ぞ︲︑これ劫ちずが躯

日鍵貸も矢張り高利賃の一種でありますが︑之は下民
いまむかしをとんざい︐
ためちぶらはう
の蕊には重賛であるといふので︑今も昔も其の存在を
た

絶たない︑俗に之を烏令ともいひます︒

○烏金貸
汀蛎墜かみす竃あ窟はやゆ毛ひか垣
即ち烏がカァと鳴くと毎朝早く行きて其の日の金を
なそ§とりあつゆ

式た誉んじぶ

しゆじん

・しゐ

を

七○

じ︑乞いひぜにことていし

く京都に存在したといふ︒此等の者皆公儀︵奉行所︶を
おのみぜこらえをしよらひごとなんつうお渓
己が店のやうに心得︑訴訟日毎に何十通に及ぶ︒そこ

電や苧と毛んざいこれら︒秘めみなこうぎ寡宝や会しょ

篇︑夷屋千十郎︑堺屋利兵篇などを始め︑何十人とな

急異苛やせんじふらう寒いひやりへゑはじ鞍んにん

常時此の日銭賃で有名であったのが︑ヨウプン次兵

宅のこるこひぜにがしいうめいじ︽い

とりあ

に及び︑日銭貸の者各々所を擁はれ︑身代も鉄所にな

もつこな

貸付け︑叉晩に烏がカァと鳴くと其の利を取集めに行
孝とこごひぜに源し

ひと

う．享保の昔にも既に此の事があって︑日々百文の銭

ちや全はうむかしすでこことひ〆もんぜに

ぬ

ば一かどの金持になって居る︒けれどもまだ其の雪染
い芝うたう↓﹄と
は抜けませぬ︒それさへ抜けて相鴬の事をするやうに
職奴ば︑職めて縦士の継緋ふりが齢奉るのでゐりませ

男にも此の日銭貸があります．叉近所にもめって︑今
かねもちお毛者うせん

い垂

って取上げられ︑爾来日銭の事停止さられた︒
○ヨウブンの次兵衛

鞠よひぜにがしものおの７９１とこみばらしんだいけつＬよ

ふとざさた

銭に就て一ヶ月六十文である︺此上もぱき高利でゐぁ
てうこうぎきこ
といふので︑一朝公儀へ聞えて︑不届きなりとの沙汰

かごう毛いたとりとくさん．４うもん
書かせて公訴するに至った．其の利息の算用は百文の
Ｆ讐についげつもんこのうへかぅり

を壷鐸に藤し一難趣に鍵する鑑には︑二一貫文の誰書に

くわんもん階冨しよ

かりぬしそひくれこれかへすぐまたそぜ雁かもど
借主は其の日の暮に之を返し︑直に叉其の銭を借り戻
よくじつもとでかく吾﹄と担んちゆ令狗な↓﹄とくりかく
して︑翌日の元手としたゞ此の如く年中同じ事を繰返
匙いにちｂ
とがこほ
も
して居るのであるが︑若しそれが滞鯉ぱや毎日の利

に二文の利を添へて︑其の日暮しの者に銭を借せぱ︑

もん・り毛をひやらものぜにか

足立栗園

師

くを以て此の名のあるといふ︒主人などの知って居る

かしつ象た砿んがらき

講

』

めまてうくわ︲とがあもの

廻昂今均し韮すうちやら︵だ

なかこっけい

かた︽

こん

で飾り超過して谷めに遇ふた者もめる︒中にも滑稽な
こ﹃つゆジ
るは︑此の中のヨウプンの謡諜にて︑鐸の琴は七爆鐘

ばきもの仏

とこみこた

にあって︑嬢所へは数十町の隔たりがゐる︑それを根
はだし
考﹄こうといづ
気よく公訴に出るに︑いつも跳足である︒そこで傍の
︲ひ上これみ

わあしかばぢやらぶ

たぬんある

人之を見て︑セメて履物は雁けよかしといった所︑答

で︑舞購識躍蹴にば詩礎が趣りました︑それといふは

ひぜにがしひだうでうこれかりもの毛ひしや竺
日銭貸は非道といひ篠︑之を借る者は其の日Ｉ︑の商
ぱいうちもんたいもんづ毒Ｄばら

ひ丁とりたて

責の内より百文に濁し二文宛の利を沸ふのでゐるから
ようい
容
易でゐる︒総るに遜郷か牒眺奉職の神は二無の神に

くらやす

げせんもの︿んさいか

比べると安いけれども︑日々の取立でないから︑どう

︾入電﹄迎〆レ干李

も下賎の者には返潜し兼ねるのでありますこさすれば
こかしくわいしよやは←ひぜに解しゆろそ
かシる小貸曾所よりも矢張り︑日銭貸を許して︑其の

窪とこ

かばかがしいうぢよやてびる

どうい嘩坤動かしつけ

ぃとみなしんぷくひ夷おや︑雪と籾も

の

を飽までも知り抜いて︑或は既に貸金ゐりて滞れる
うへまたＴＩＩか趣かいか刀をん活ましあしいちＪ１
上へも︑又々金を貸し入れ︑抱へ女の善悪までも一々

あくしぬあるひすでかしぎんとがこほ

高利ながらも︑人皆信伏して偏に親の如くに思ひ︑己
かれかはひがしのきなみしん淀い
しんだいかれまか
が身代さへも彼に任した．そこで彼は川東軒並の身代

かうり

者も長く相綾するやうにと︑同意上貸付をしたから︑

ものながさうぞく

泡んひぜにがしちがひだうかしかた・あをや

屋長兵術︶といふ男があって︑川東の遊女屋へ手慶く
し釦だん強ん
ひ．心やら奉よう侭う
かれかしつ
金を貸付けだが︑非常に重賛がられだ︾その手段は先
年の日銭貸とは違ひて︑非道の貸方をせず︑遊び屋の

やおや全令︽湧

それに就いて延享寛延の頃︑京都の川西に菱長︵菱

つえん唾やらあんえんころ声やらとかはにしひしもやらひし

て§之と同じ道理で日銭貸は尚ほ繁昌して居る︒
○義屋長兵衝

これおな減うり．ひ唾に雛し激はんじやらを

ひだうしよゐ者んほ

へていふ︑我が足の皮ほど丈夫なものはない︑多年歩
つひばぎもの﹃﹄
やぶ
けども破蚊もせず職どうして費へなる履物を履かうや

ここよくばたい

といったといふ︒此虚まで慾張れば大したものであり

非道の所総だけを禁じて欲しいといふのが︑営時の輿
どんにも
ろん
論であったといふ︒ざもめるべきことである︒今日に

ます︒

はじばらだしかく的ぶん

のこさくれうつ心でうふをど哲

さいばん

○堺屋利兵備
匙輝嘉ひやりくゑ幸とこおのつ蜜むかい
又堺屋利兵衛といふ男は︑︑己が妻を迎へ入れんとき
をさくいうだいくわた
すこか注ぐふしん
少しく家屋に普請をしたが︑其の作料を大工に渡さな
かしつけ

いｃそこで裁判となり︐始めて擁ひ出し︑而も過分の
これりんしぶくかた

貸付をしながら礎りの作料を這はさい蝶不屈なりとて
と減

こかしくわいしよ

︲答めらいたといふ︒之も者沓の固まりであります︒

Ｏ小貸書所
ひぜにがしおひばら

こぜにかくわいしょ堀がもの

かく日銭貸が追挑は弧てから︑小貸曾所といふもの
できつうれいｂをくもつ

しかかそうみんため確潅畦ふや︿ん

七

が出来て︑通例の利息を以て小銭を貸す曾所を願ふ者
ひぜ橘 しうまゆ
いこう哲Ｊ
出で︐轟許せられましたが︑日銭貸一陰ど旨く行かな

一

い︒而して下層民の鱈には︑甚だ不便であるといふの

L
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七二

めいぎかいものああ式か極ゆうづうを

鐸舜し︒錘︿の陣一の謡露を識へて薙謎をさせたから︑一いふ名義で埼織金池灘い藷に銅銅除のた嘩霊識通して居

季しぉやら

宝画ごう壱↓基．竺一．ｂくぎんかかつ７く１よお・Ｉほんつく

詮えう菩曹．おう

エ

七へ〆彦︸

いうりじげふいと怒

今いく

ざ﹈んかマフ

かばうな

いゐかりばう

か

とう︵・ぷこ とこかう・ｇか
こをと辱
瀧に潰いる事なく此の高利を借りた−されば此の男るこそれが麓に恩恵を被る者豊に世の下層者のみなら
ば緑に噸韓を謎が桑の継ぐにして︑羅蝉に溌趣り︑手ん︑毒に塞妹たる極雛巻脚撞もめる．癖り鐸は鑓に垂
だいあ堂︲星おてわ
ざ︾言やらしかはう
これらくくゆ
代数多を置き手分けして︑それＡＩＩの議定をした．然賓なものでゐ２Ｌ︑之あれば楽に食って行けるのみな
︾︑誰こう詞﹃﹄堵︺こくわぷんきんきんかうりもつかしか掴かねうぐ・づこよけいもの
るに︑之も公儀へ聞えて︑過分の金銀を高利を以て貸らず金が金を生んで呉れて︑少しく総計にある者は
っで．うみｂＣｙ
はうれ萱ころこや星匡とこる富か
ふところでｂしくつゆ
付くる膝不届きな膿ソとて︑資暦の頃此の男所挑にせら懐手して利子で喰て行けるそこで︾どうか薬にして
ためりらいいう・・つよとせいもの弱元かあんやともしびくつゆ
いたそいが潟に︑爾来遊女渡世の者．恰も闇夜に燈喰て行きたいといふので︑畢謡笹謎鐸して詮る・蝿
倉鑑ごとこ︑もとはうｆしゅん５１ぎんすてうたつ
もとで
なんてだで昔
を失へる如き心地して途方に臭い︑極々金子α調達をも元手がなくては何の手出しも出来ぬから︑そこで家
ざんしゅであゼんかたをくと・らしよいうをものこい︸﹂いたうシ一し
するけれども菱長のやう蹴る銀主に出曾はず︑詮方屋士地でも所有して居る者は︑之を抵営として其の資

なき篠に︑公儀②名目銀なぞを借りて︑喝々に世誰透本を作らうとする︑其の要求に膳じたものが︑銀行で
︵︾ひかばひがしなんすゐぴおよ
じつてがたとくいみつ１
つだが︑終に川東何となく衰微一剛↑及んだといふ︒所がめって︑賞に手堅いよい得意を見付けたやうなもので

Ｆまげん己とまちあひれうりやう室かうり〃

今も現にかくの如く待合料理屋などへ旨く高利を貸しあります．

いたちよらばう．を左とここれいやわざ
て︑至って重質がら奴て居る男がゐ息︒之も卑しき業○貸借双方の便利

か方
りもは
かすもよし︑双さ方や共
うば
フと
〃
ながら︑私感愁鐸の鱗には︑一鯉の鎧融鶴織であるかさすれば借る
よう
し貸
よ﹃し
ｊも︑

極う

たとんざいこ猿わけゆ
なん
なお︽轍ひそう
ら︑其の存在を拒む課にも行くまい．何としても世のでありますから︑成るべく御互に一層よし１︑といふ
なか
ず雄睦か
誌に恥湾めるやうにせねば嘘であります︒即
ち借りる

中はさまんくＩな§のであります︒

るべく手数のかシらぬやうに︑叉成るべく低利に貸す享

第七年賦返済の借金方はど震匂藷して有利の事業を管諏都よし．墳埼方噛成
どころじじ１

やうにせねば其の目的に反して居ります雲Ｊ

○有︒少麓つ允金の融通之もくて書ばんを
いま匡ぼん↑わんげふぎんかうのうこうぎんかう巴つげふしやらいい

今は日本勧業銀行や農工銀行などが︑責業奨働とか所が事賞はどうも︑かやうに行って居ない・借る方

み

みぎぎんみ欝一もくもつせ品室かしつけ叩ことはじそ曹悲か

誠浅
あい
ざがか
窪除
定り
謬手る
いも行ってした．そこ一峰登四嬉舜鍵鍵を裁塗げて謬溌り︑
もか
考ん
へが
︑は
貸う
すあ
方も
軽て
でい
低り
利と
え

居ない︒そ奴が舞に識のよい鍵舞に坐恥桑匿を恥られ右の銀の名目を以て世上へ貸慰の事を始め︑其の許可
ずふお
かやん
や定
らにも
てし
仕舞
とな
同じ
う冠
な勘
なの
る者がないでもない︒を得た︒それが蝿ち犠酢鏑の蛎酎であります︒

砦ころ暴誓秤︲一よう梅うむものどもこうぎおんかばせ写やらにんじゆん

こ・うぎたのかしかたおさつれんモピ苫なういた

しちか毛こ？ｆり鯵︑フかやうＦわん

いすむやしおな
それが今
も韮減も同じことで︑鐸は鯨に癖嘩ぼどシいふ所が右御用を蒙れる着共＃公儀の御懲替町人に准じ

ぷし や ら 蔀 や く

一ことをして︑蕊儀を頼みとして貸方を抑へ付けて︑年訴訟を麓し得るに至ったから︑爾来其の事瀧行し・官
種やらとおめいもく省んしまつぷあ言玲しよひんこうぎんことＰや＆己智・にんかしつ
賦償却にきせたのである︒京都に於ける名目銀の始末府に在る虚の諸品の公銀を悉く町人へ貸付けとな

にもかん

しが乱だしよはう

ごロやら霜ゆ︒しん打かこひ武い打ん芦琶ひだいざん

をれ其い
とい
云ふ
は
の一例であり裳した︒り︑御城中の新御園米御沸代銀までもも百丘十日間の
○京都名目銀の貸借 輝継笹瞬ひ︑詑少ｒ律て︑鐸の味輝の雌捗躍へ錬作け

た抄危いしやとじやらふつがふごｏｆで茜遇うはうこんＦやく

呼時の渉にも鐸騨ほど語感鞍嚇ずる識はなく︑蕊そ琴が秒漉を識るに譲り策した．一噸して叉か動る話方の
矛一

れが喬に貸借上に不都合の事が出来て︑双方困却せぬ神感溌一識にして膨蕊琴を娠悠に歎倖け︑稗を彫らる
こＪ・芋もくぱいレや色ものし汚いをすう
香やらとみやらもくぎん
ことは唾い働京都名目銀といふのも其の一でありましるに至ったから︲此の名目を拝借する者次第に其の数
きやらはう蝿んかん

承つとくたず

のちゆゑ・み派らよる

わい
だ︒を雲し︑我もｊ︑と一謹一︾をま蝿
て餓鑓を鐸り︑鑑識は蝿
ともＪ１︑蔦うと覧畠今もくぎふ

いうふくもの．るづそｂをくもつおんみやがたおんてあて

一・う︑Ｊ︑シ等の甲ことだい噂りみやらをふようざん

いた

抑々京都名目銀といふことば︑享保年間まではなか物も篤と糾されたが︑磯には故もなき身柄宜しからぬ
かんけいいと鰹いた
ところげん津んころかぎのみやおんかたおん忠か劃が恥うきん可やらものあづ
った所診元文の頃に善宮御方の御賄料へ金二千雨を者へも預けらるぅに至り︑そこに好計は管まるシに至
し細つばくふこいこうぎか嫁ゼなか生いハふい霧やらとちや玲旋ん
支し出
し︑幕府ば之を公儀篤替仲間以外なる京都町人のっだ︒醜ち霊誹逓郵逓雛の鐸癖聡飛は︑齢の捧獣笹識

有一暇なる者に預け︑其の剰息を調死癖喧壷や綱手噌韮れては通用顎はいル患ふ鐸洋な諏娃今秋小名の急用銀と
充つることシしました︒そこで百足屋仁左衛門︑伊筒がふとも・止むなく之を領内の百姓名義にして︑か参
これたう
電や︽︽に人かり
やぜ入すけ歩謬やげん華︿愚や易やさくぺゑいじゃ全にん薮翰イ
屋善助：蔑屋源兵衛︑袋屋作兵廟以上四人へ御預けとる町人より借らるァといふことになりました 之を常
ぱい．ｘうぱいしやく和ぼつ

ｌｌ

以上四人の者へそれ人︑配鴬して拝借仰せ付ｒられま

いらやらにん鍋もの

じでわり

○名目銀の取立

なり︑且叉仁和寺御修復料の内も︑同様の御沙汰にて時出割といったといふ︒

かつ垂髭にんなＤごしうふくれううちをうやうござた
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しようもんしかみやらも︐︑ぎん詮つ起ひらＬよ▲一もんあ０とた

才がた

七四

ｌ１１１

じひけしか

もくぎんひら？裳全もんいりみだせたい

姿と態り︑一時に火を消したやうになりました︒然し
みんかんさしつが︵ゆゑ弐ふくきうユ毛ら
鍵俳け鐘職くては民
間の差支故︑間もなく復奮して名

Ｔｌ

目銀や李護文の入凱れたる世態となったのでありま
す︒ｇろ

西村先生日く︒凡そ世間に道鶴の害を鰯す者四あり其一は

第

I

へ

一

一

､

言〜−−ヘーーーーー〜〜一一一‑一一〜〜一一一へ〜〜−−〜−〜〜〜ーー〜̲〜ー〜〜

知らずして遊徳に背く者なり︐其二は知りて之に背く者なり

は公然と迩篭走誇りて忌輝ろことなき省起り︐第一の者は其

其三ば他酔老設けて己が通徳に背くの罪潅掩ふ者なりＤ其四

言ひ衣ろなるべし︒

二邪説一距二破行一放二淫乱一以承中三聖者上とは亦此の如きことを

破らんば道徳の伸張する期なし・孟子の所謂欲？正二人心一息

第一の者固より多くして第四の者も亦少な？りずｂ此邪説を

ば阿鼻地獄に落ろの罪なるべし︑本邦今日の状態を見るに︑

導きて霊く悪道に陥らしめんとする者にして︑儲家にて言は

第四の者に至りては吾身既一ト悪這に沈没したる上に叉他人を

に止まりて他人に及ぱざれば其中にては猶軽科に鴎するなりｂ

罪何れも第一の者より重しと雌も︑第二第三は其悪己が一身

二以下は共に悪道に沈没して復衣紋ふぺからざる者なれば其

して︐若し之を知れば噛或は過彩改むることあればなり

罪至て鯉し心其故は其道徳に背くは己が不知より起ることに

−

瀧が雄の窪離露の聡韮は︑琴錘の鐸塞鐸織とは舞な
こうぎかはせぎんひと昏ぴとりた
り︑公儀の霊替銀に等しく︑厳しく取立つることを得
ちゃ今にんどもじゆ告
いし
ひ拳
ら全
しよ
竃７
とｒ
７１
ｒこ
１こ
もく
くか
か
ひらら
もぅ
んも
竃んと
みみ
やや
全全も
るゆゑ︑町人共従来の李誇丈にも悉く此の名目を借

とうごんきう登た

り︑謡文を仕替へて名目銀とし︑全く李誇文の跡を絶
しぱゐそのほかちく年覆しよしぶいんぎし雷ぱいもの
っに至った︒されば芝居其外洛外諸所の陰妓商責の者
みなこみ髪もくぎんかもつしや全しほん
も︑皆此の名目銀を借り︑それを以て商資本とするに
いた西らいかん勘くぷだ．フくちいれやどもむら弧きをしゆ？いＩ︽うり
至り︑爾来好悪無道の口入屋共群り競ひ︑種々の表裏
もつ智んしゆあざロうろゐものきえ壱人かつ
を以て銀主を欺き︑胡論の者へも金銀を貸し付けたか
はてをへんきい評．をちやらぶんなんざぎん
ら︑果は其の返潜に就いて其の町分の難儀となり︑銀
しゆしぜんかりぬしせん菅かほざりもふらあくわん
主も自然借主の穿議を等閑にして︑若し不時ならば官
ゐとわらか
ひたすちこうぎたの
たいせつ
の威光を借らんとし︑只管公儀を頼みにして︑大切の
奇人署７小えんはうかびろつひかものか
金銀を縁もしちぬ方へ貸し農げ︑遂には貸す者も借る
ものざいしよふじつきりく
ためけつきよ︒︑らう
者も︑最初か畠不資にて切組み︑それが鴬に︑結局牢
Ｌやてぢやらものどるしやらいたご馨るもの
含手錠の者共も生ずるに至った︒されば︑心ある者は
毛ふ じ つ に く 抵 七
者んざんかこお竃よいだ
其の不資を憎み恐れて︑金銀を園ひ蔵めて世に出さ
ためせ境今つうようじふたい

こ国おいはうれきうまとしえどいなはんざゑも人

ず︑篇に世上の通用漉滞して︑一統の困窮を求すこと

嘩やら７７︲まちぷ奪や全ご呼集しあいとうたちあじゆららいかしつけみやらもく

となった︒此に於て費暦午の年江戸より伊奈竿左衛門

．とつうようきんむかし参Ｌかざじだいとくせいぎ．りす

上洛し︑町奉行小林阿波等と立曾ひ︑従来貸付の名目
ぎんのここれ
ねんぷをさ珪毛しつけ蔭や全
銀は残らず之を三千年賦にて納むるやう申付られ繭京

都の通用金は昔足利時代にあった徳政切棄てのやうな

− − ヘ ダ ー ー ワ ー へ 、〜 − 、 プ ー 〜
一
ー

一

．

でうり人いか人とまうしゆらくつぷくつひ

かくわげ巷はたふどくふ力うわどうめいせいやくやぶ

服を 張 ら る ・ 叉 憐 れ む べ き 哉 ︒

ぷくしひａたあはかな

討企れてういん巻はつたすでいんこうやくくつ

案に封して︑篠件の如何を間はず︑妄従︑屈服︑遂に
之が調印を了れりと樽ふ．既に咽喉を瓶せられて︑屈

あんたい

露圃内の各地を占領し︑鵜に露都を衝かんとして日
かうわでうやくてういんを似淀ん︽︾いや
く︑講和蝶約調印を了らざれば︑断じて兵を罷めず
かくわげ冠はさいし鋲かうげんにドイツてい
と︲斯くて過激派は慾最初の高言にも似ず︑燭逸の提

るこくないかくもせん回や全里さろとついば

ろこくくわげきばつひ定いどくかうわでうやくていけつこれ

生

○露圃過激派は＊遂に鍔燭講和傑約を締結せり︒是よ
ともぐんすわ
り鎧︑獅趨ま︑蛎韓癖職の謡くると共に︑軍を進めて

川

﹄え

みふつ．ひこれいかんい談くわげ︒きば

民は遂に之を如何ともするなし︒今や過激涙あって︑
どく︑みこくろこ〜こくみんじゃ今だいこ夷おい
綴立画た島露鯉の園民なき状態となれり︒是に於てか︑

れんかふこぐろこくぎくりつみ樫としかくわ

聯合風は瞳露風の燭立を認めざるか︑然らずんば︑過
げきは途いふもつこいろこ．ｌ辻いふみと︑え↑
激派政府を以て︑之を露圃政府と認めざるを得ざるに

いた

至れり︒

鮮事小言

いな

なり

やえ

どじん子儲午し

ｆ︑にたとへちゆ会りつこ︲︑ろこくじゃ全島了勾ろどく

んぱあるべからざる也︒
わ

たるもの︑弦に大に毒慮を愛し︑大に警戒する既なく

ご瓦おぱいかうりよつひや湾ぽいけいかいどごら

ｃ聯合圃必露幽に鐙する態度如何は暫時措くとする
ろどくたんどくかうわけつくわドイツせいりよくとうぜんけだょ
も︑露燭軍綴講和の結果︑鶴逸勢力の東漸は︑蓋し露
きうかた
ドイツこんに鳴歴唾かとうやうことかま
想に難からず．燭逸が今日俄に蕊洋に事を構ふべきや
むと急ぐだんがたい量七のせいりぶくとうぜんＬ
否やは︑素より連蔵し難しと錐も︑蕊勢力の東漸は自
ぜんい劃ばひ宝たぶんか申うぜいいういいや全わがくに
然の勢たるべく︑叉十分可能性を有する以上︑我邦

れんがふこぐろこくたいたいどいかんしばしお

ことを欲する問題也︒

ほつもんだいなり

なる態度を取らんとするか︒これ吾人の速かに知らん

たいどと

く︑尚更依然聯合風の一員として遇する能はざるく
いは︾もドイツいしあ詮
し︒況んや若し︑燭逸の願使に甘んぜざるを得ざるに
和いしかなこれうやむやかんくわ︲や
於てをや︒而も尚ほ之を有耶無耶に看過すとせぱ止
いやしくこれゆる
む念荷
も之を許さずとせば︑娠も溌蹴に錨して如僻

なほさらいぜんれん歩ふこぐゐんぐうあた

軍燭不講和同盟の破棄は︑之を如何すべき．軍濁講和
後の藩跡に識し︑擁鍵蹴は如仰なる鐸鴎に齢でんとす
もちろんこれおゆらりつこぐぐうあた
るか︒勿論之を中立風・として遇すること能はざるべ

たんどくふかうわどうめいばきこれいかにたん苫くかうわ

も毛くわずぎはせいふもつろこくせいふ盈と
Ｏ若し夫恥︑過激派政府を以て︑露閲政府と認めんか︑

〆

警戒を要すべし︒況んや大戦に参加して︑聯合園の一

ｃ我邦が例令中立鰯なりとするも︑露蟻の嬢凱︑露燭
たんどくかうわしかＭ︲イッせいワぷくとうぜんたいお雇い
の軍綴講和︑而して鵜逸勢力の東漸に封しては︑大に
げいかい受ういばたいせんさんかれん夢ふこぐ

七五

1

斐

○斯くて過激飯は︑軍燭不講和同盟の誓約を破りてゐ
︑ｌしん罰れん誠ふこぐしつ過ちこぐあドイツいし
信義を聯合鰯に失し︑更に一風を畢げて綴逸の順使に
いたしか
おくまんろ塁く
したがや
従ふの愚むを得ざるに至る＄而して一億七千蔦の露鴎

l
i

ゐん

為季珪

約い横︐イツセい首よ尾とうぜん寺津睦ぜみとうくゐ曾

晦事小言

促さやるを総ず曇

夢氏

しか菖聯と弦ん〃諏い

ためとうやうへいわつれ暦うえう

え国じん

せんごｍがくにふだんただいけふゐかふ

の獲張を意味すゐものなり︒而して此れ濁り戦時に於

４力や局弥融

とこみ

しか七のもＦ︑てぢ生ころ

しん

い学やらこのこんぽんもくてきくわん屯つ

らんてつ欺がと貝やう

ず︒

へんかう．

七六

↓・一触せかいめいじえう

ては我邦参戦の程度も︑一暦数層積極的ならざるべか

わがくにさんせん乞季どそうすうとうせ智虎よくてき

旨を世界に宣言するの要あるべく︑而して・此時に於

む心せかい小一んげんえうしかこのとき紗い

り︒我邦亦之に賛岡したりとせば︑其時初めて賛同の

わがくにきたこ部さんどう矛︶のときばじさんとう

︒燭逸の軍園主義を肇破し︑民主々義の勝利を期すと
えいぺ・〆こぐ謁乞だせんげんざんをんもくてき
いふは︑こい英米二画の新に宣言したる参戦目的な

ドイツやんこ︒§しゆぎザ幹はみ人しゆ︐１１言◇︶﹄毒．Ｄを

かく宣言して可なるに非ずや︒

をんげんかわら

と謂ふくく︑之を世界に明示するの要ゐりとせば︑し

い

鍵載き限り︑我邦の参戦目的は︑宣戦詔勅に明かなり

へんかぎわ型く涯さんせんもくて託せんせんヤフョ生白︽勾奪・画

とて︑日英同盟を瀧綴する以上・同盟の誼を重んじて
さんせんけいぞく寺猛にわ涯・上．︶．ざしか○が︒︲に
参戦を縫績するは︑これ即ち我弗の義なり︒而も我邦
さんせ〃ザｕくて芸なんらいどう．りいうもぎ
の参戦目的に何等の異動あるべき塞由なし︐若し夫れ
鍵更せら奴たる寒蹴の舞鐸餓姪が︑舞飛の静に犀し喝
雷−んせんふかわがくにまにちえいどうめい鉱いき
参戦を不可なりとせば︑我邦は先づ日英同盟を駿棄せ
こんにも識い︒︾﹂のえうじ毒ぷく言一や
ざるべからず．今日に於て其要曜しとせば︑時局に大

にちえいどう一めいげいぞ︲＄い叱暴参どうめいよし庁鞠も

て︑何等根本目的の以上或は以外に出でたるものに非

なん．●恥一一．一んぽんもくて萱い蔦豊査途いゃわいいあら

わが

確り誰す障り︑職銭跡を舞雌し︒蕊厩裾韓に鐘翠すべ
きは識より華繕るべき所なりと請はざるべからず．我
ん苧ぎほい
錨鱗のま〜池捷蹴に嘩雛せるも︑これし
自ぜ然
の勢にし

く

てのみならず︑戦後我邦は不働に多大の脅威を域じ︑

◎癖蹴は雄識︑蛭函の舞韓野錘が︑如呼に錘窪したり

員たるに於てとや§燭逸勢力④東漸は︑即ち戦闘隠域

震に東洋の李和は︑常に動揺せざるを得ず︺吾人は︑
げん⑨よく趣ちび 皐今忌いかんがせいふたう嘩挙くしや苦琶しよち
現局並に鍔来聴鑑みて政府営局者が︑機宜の虚置を
せつぱうともこくみんだいかくご
総らざ島んことを切望すると共に喧函民の一大畳悟を

更留恥・李もつみときわがくにさんせんもｆ・て昔へいこ

○逓晦識飛の鐸戦跡螺に癖て識誇するもの霊し︑織り
をんせんぜうちよく一曹参しん十旭蛙わ部くにきんぜんどう

と錐も．余を以て見る時は︑我邦塞戦の目的は︑嫡乎

小つえ・フシやつ

として宣戦詔聯に昭かばりと信ず々即ち我邦参戦の動
にもえいどうめいｂかう
擬は．薙詳の雲鍵するに及打
ん歩一
﹄︑日英同盟を履行する

とうあ麹柔びインドお油毛学﹂くけんｂ盤尭︾りえ智砿う宮そのぜん

の必要を生じたるにあり．而して其目的とする所は︑

もくて哲とわんて勺じゆら画

東亜反印度に於ける雨圃の擢利及利益を防護し︑其全
誓で︽︑いわかく辱
しかこのこんぽんもくてさ
局の李和を確保せんとするにありｃ而して此根本目的
い宝毒いへんはずげんわがくに註よくりよくこの
は︑今も筒ほ異愛ゐるべき箸なく︑現に我邦は極力此
たずドイツ亡苛

目的の貫徹｜砦従事しっシありと信ず︒

ｃ但し縄逸を敵としたる以上魁此根本目的を貫徹する

うへひつ冬フそちこれだんかう十趣はド

イッ管・うう夏舎このこんばんもくて茜とわんぜん

上に必要なる措置は之を漸行せざるべからず︒即ち綱

逸の膳懲は︑此根本目的を完全一︾貫徹し︑永く東洋〃
︵いわか・︐屍狗渓んわがこく切手︑ゆるかぎ父たり
李和を確保する所以なれば︑我風力の許す限り︑叉事

4

わ響﹄く皇らばたえいぺいさんぜんもくて針さんどうざん

らず︒我圃備は果して︑英米の参戦目的に賛同し・参
．ういな
職譲騨を鋸藤癖嬢燃ならしむるを得るや否や︒
ことわがくにとうやうえいゑんへいわかくほもつせかい
︒殊に我邦には︑東洋永遠の平和を確保し︑以て世界
定いしめいだいにんむこ▽とちか
の燕称に露鱗するの大使命大任務あり︒事ば近きより

とほおよもつりさうじつげんじゆ生じよドイツ篭

たつ

わがくに獣たうしＴ幹きん斗﹄んもくて話ゐぢ

撞きに及ぼすを以て理想賞現の順序と噂す︒鶴迩の危
獅駁為祇醗舞誇︑斡跡舞勢は識より鵬誌の蕪沙ど織鱗
えう賀 わ斌ご︲︑
こいせいあつ
霊る︐固のな肌ば︑之を制腿するの要あ
りと雛も︑我殿
ご奴てんかう
傭よｂぜば．謎だ嘩鵬に確寒して︑之を織行するの域

と

だいじ

打い

に達せざるなり︒我邦は先づ営初の参：戦目的〃︾維持
一︐一畑くわんぜんくわ土﹂一章．つとなりいは
し︑之が完全なる貫徹に努めざるべからざる池．況ん
ろこ４４わいらん特︲イッ哩いり鋲くとうぜんしぜんいきほひ
や︑露圃壌蹴して︑潤逸勢力の東漸は︑自然の勢に
．わがくにとしなとばとうあぜん蔀よく
して︑これ我邦に取り︑支那に取り︑粥た東亜全局に
ゆ顔

取りて︑由々しき一大事斑るに於てをや︒
己時
のと
た・
ごじ
つ最
ども
つう
か威
んず鳥は︑確尭の識
Ｏ此
に茜
鴬あり
吾ん
人色の
痛せ
切つに

画いくや桧あ方

ともつこくないとうばかわ減くにす野につし

しんぜんていけいくわくもつ識挙今どう

を遂げ︑以て圃内の統一を周り︑我邦は︑進んで日支
蕨ｂ

の窺善提携を謝し轍以て共同の外患に常らざるべから

きか今せれふやんじゆこうげふどうゐんばふあんざあいてい腺つ

年ごワ③池畑一・し

おい

さきご軸てうさもや４︑﹂沙争蔀くこ・︲いい腿ふさん．弟︽

◎去る四日︑玖府は軍需工業動員法案を議曾侭提出せ
り識蝉は︑蝿恥稚韓雛の鐸鍵︑擁に鑑れたるものに
いまかう埴んかくこぐみなこれＬかう・わ浮く淀
して︑今や交戦各圃は皆之を施行せざるは騒ぐ︑我邦

〃ふいていしゆつ

どじんしば︐！︑ろ八箸香と

に於ても膨霊ｒ↑燕が調査に着手し︑各圃の該注を参酌
ともわがく庭嘆勇せいが綴これさくせいこ刀ぎ
すると共に諺我邦の情勢に鑑みて之を作製し圃鐘に議

とわら刊こく↓苧みみ睡︽いこれ記いこくなん

倉に撮出せられたるものなり︑吾人が屡々論議せる如
おうしうだいせんらんＤつけんちよ全こんごこくぱうが氷ら
く︑欧洲大戦鼠の資験に徴せぱ︑今後の国防は繭必ず
翫泥

かいき︑評こてげふろんらうにやくなん泥訳︒︽つ

や慶義の圃民皆兵ならざるべからず︒是に於てか園難

︑﹄獣さこ雄ぷじつしい

に鴬りては︑階級︑職業に諭なく︑老若男女の別な
こうザふど弓ゐん
きぷこぐちや︶畑あた毛し哲ひつえう
く︑畢圃一致︑遂に膳るの組織を必要とす︑工業動員

はふあ一ん奇﹂

法案の如きは︑常に之が一部の資施ならずと謂ふくか
これじつしうわよう吟やらが趣らしぷたもういえう
らず．之が資施運用上︑必ずや諸多の注意を要すべく

且︵雪我邦工業の護達と︑十分なる協調を要するは勿論

ぜんにつし悪ぶらどう︑とうやうずく芯とうおえいゑんへいわ

善なり︒日支の共同なり︒東洋少くも東亜永遠の秤和
ぜひともにつし孝苓っ苫うひつ天・フ
かくほ
を確保せんには︑是非共日支の共同を必要とす︒之が

措置と言ふに蹟跨せざるものなり．

ｊ一画たわ誠く︑にと

ひ喝やらひわいくわへ

域んけいていかき

毛七

きんじ爪つかとうきほととの含ぶくげんしけい惣い

そち．いも弓ソ恥．Ｊ

なりと錐も︑大耀に於て吾人減之を以て機宜に適せる

い倉だいたい苑い﹃﹂りんこれも﹃．キ﹄箸てき

かわ浮く一審﹂︑うげふばつたつぶんけふてらえうもちろん

先決問題ば通支那内部の統一なるが︑今や織逸勢力の
す毒はしな
鍵蛎は︑鍵なる齢叱の蹄識となれり︒こ奴部も支那に

○近時物噸池識墳はい員溌誠ど裁漉銀溌織らざるのご形
勢
と
なり︒政府鴬局着の調節策も診何等数果履きが如く︑

牡んＵ〆もんだいしな永い賑とういまドイツせい刀よく

取り︑叉我邦に取りて．非常の外患たり︒何ぞ兄第蛎
一兵・かしな矛みやなん険ｒ︐だけふ
せめと壱
に閲ぐの秋ならんや︒須らく支那は蓮かに南北の妥協

時事小言

Ｉ
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八Ｃ

致すこと龍ばずｂ宜しく牡含もその指導者校ろの黄任怨感じて畢校教育

思潮と研究
蹄なる勢働者垣賓民と風頂華篭好まないものであるが︑今や勢働問

に畢校卒業の席順鮎数の如何によってその人の償値彩剣断するが如き最

と相借り相助くるの闘係雁出づろ老要す︒此の鮎に於て現在の杜曾が徒

も大なる弊風を酸蕊するものと云ふ今へし︒即ち皐術手腕の問題より瞳人

題や貧民問題は︑下層階級の問題でなくて・我等中等階級の問題となら
にぱ︐月収百間以下のものばり事責上に貧民階級雁堕して．中等階級の

ての人轄を重んじ︑その艶に全力韮頓注する結果藩示す可しＬ﹄信ず︒︵敦

間として最も健責高潔なろ人物藩尊重するに於て︑剛めて畢校教育に於

んとしてゐろ懇︑眼を閉ぐ悪ば出来ない︒今の催にして益々逼迫するな

いとは決して保憲されないｏへ太陽︺

育時論︶

沈着なろ誇り怨喪ふと同時に︑識曾平衡上の大波測韮沸湧し来る事が無

○人格敦育の振作理翠博士堂︒野俊助氏

がありますが政治方面でば所謂民本主義Ｆ開する思想が非常に多くなり

吾々の目から見ると︑先づ政治方面と文皐方面とによりニッの趨向

○此頃の国民思想堀切善次郎災

八に上り︑官立大畢又四海数へ︑之に各種専門畢校私立大畢等態通算す

而も段々その感想老日本の観情に合ふやうに解すぺく一般の傾耐が落付

都部を間はず全園殆と中畢校の設けあらざるなく︑高等畢校はその敷

も瀞すべきも︑他面教育は徒ら脹畢術智識走得るの機闘犬ろに止土ろて

い菰やうに感じます︑叉近来ば外交に閲する論議が多くなつ証︑是は日

郡ぱ︑中畢以上の畢校は可なり多数に達すべし︑これ一面聖代の賜物を
風の人間張るの教育に至っては措いて顧みざろの観なくんぱあらずｂ試

いて来求角めであらう︐革命後露西亜の文皐者思想家のことが折々見え

本の現状が然らしむろ事情もわらうが一般の圃民も亦其方面に注意が向

ぬではないが夫等の思想が一層深く研究して行かうといふ事ば以前と齢

みに見ょ圃利民禰を以てその生命とせる彼等政治家が議政漣上Ｆ於て燃

時局に際倉して一撰千金の富を作るで天下は浩々として黄金の風に晦

る︑丈畢の方面でば勿論綴愛避取扱つ士ものが多く．而も夫等は溌愛其

り愛りばないやうで杜翁の如きもやはり研究し溌けられて居るやうであ

す虚の行動ば︑果して国民として忠なる所以電又成金なるものが言々

敦育如何限普及し進歩をなすと錐もⅨ国民としての品格精群は次第に低

含晦他を顧みるの蝕地なき有様ならず胃斯の如き事賓韮観察し来れば

ものが大邦分で是ば折々小説のみならず文堅的評論の中にも散見する其

下し︑唯個人の利慾心のみ蚤達し来ると言ふも敢て過言に非ず︑是れ余
軟育制度の上に何等がの愛化起来衣す幾合ありとせば心須く畢術読能の

外色々な低級な雑誌も随分あり叉是等は案外部数が洋山出るらしい而し

も惣愛が基トーならなければならんといふやうな根本の思想ずり出て居る

此教育方針あ打破し人格教育を以て之が不足を補ふの勇断に出てざるく

って行く資際彼等の中の一人が告白し次言であるが資ろ銘めにはめｈい

て彼等は吾々の眼がら観て一寸進めば護賛禁止になるといふ危い繰悲渡

者がい︐ものだ・といふ根本の思想男女の闘係は道徳や法律宅超越して迄

ずらず︒而も教育なるものは単に狭義の畢校教育態指寸に止まらず︑魔

が教育の刷新を絶叫する所以雁して〃若し戦後我教育方針の上に︑勝れ

義の社曾教育といふことにも解鐸せらろ〜起以て︐皐校のみにその責を

』

r − − 一

の方でも圃民の趣味性の向上を計るといふ大き北鮎から専門家に委して

持ふ風に筆そって行がなければならぬといふことで因ったものです吾々

ろ不幸であらう︒Ｂ満戦争︑北情事愛ｂ日露戦争︑この三次の季翻に

︑垂﹄蝉恥睡睡空垂一睡秘惣嬢響抱癖狸緋魂や癖叫皿錘浄酢秘海岬酔睡︑舛浮

と日本人支那ｌ是睡ば取り

▲▲▲▲▲

順爽謝壷して居ますｕ又近来の愛つれ現象としては単行本の出版が例年

於て血を流し我のは極東詣幽であらう最ｊ沙大なろ利益韮博しれのは欺

直さず極東の主人である︑親善菰鳥べ

に比して著しく減って新聞や雑誌の購賓力が増して宋ｒ︑とでこれは紙

ｏＯＯＯｏｏ

個が商くなつれ蝿めに単行本出版の上限不利な影響を及ぼして居るので

質に欧米の弧園である云々く

米の弧蝿である︒斯く極東の主人が相関く毎に手か打って喜ぶものは

斯く説き宋つれ悪薩克君の顔は漸く緊張して︑語戴は熱し汝︒さうＬ

▲▲▲▲▲▲▲

はないかをも思はれます︒︵東京朝日︺

○開戦せば中手亮氏

是に於て自分ば斯守ろ無益な争闘奄潅して図極東の三画は同盟すべき

て尚も言葉走綴く︒

ものだと考へるｂ日本が露幽に封して戦延宣すろは︑即ち鯛逸走敵と

●●●●④︑●●⑥●●●●●
浦港でば事あるにつけて０日本章の浦港並に西伯利亜占領の噂が立つ

官の蕪明位では︑腹の錘が承知しないと見えろ︐記者は一日或る露人の

露人は既にＲ本脹此の野心ある態信じて疑はない︒日本大使や綬隊司令

ｒ勿論支那兵も大に来るくしである︑尤も目下南露の形勢は築観を

許さざるが故に吾等に謝して談解もあるがは知れぬ︑小露西亜の彼の

するが故に相違ない然らば︑吾等と手琴携へて戦線に立求うではない

ほった︑主人は教育ある紳士であるが︑若しも此の風説が艇ならば︐露

後の通牒韮遥つぶといふ説が市井に撒瞬Ｌかつ衣︒談は勿論此の問題で賑

寧ろ営然の蹄結●てある︑併し我等悪薩克は今筒完全な猫立彩全うして

始末になつ衣のは︑濁系の猫太人が政治の要路に在るが故ごあって︑

家に客となつ衣ｃ此の日も日本が霊園の戦争朕態破棄の宣言限封して最

圃圃比と日本政府との戦争だと倣然となる︒細君は其んな事が出来たら
がら初めて此の風説態聞き︐驚いて記者の前に開き直つれ︒記者は識者

露幽け滅茶々々だと萎れろ︒此虚へ一人の客が来士︒此客は︑我々の口

するの暁にはむ我等ドも亦覗圃恥愛するの熱情がゐろが披怪︑己むな

昔日の意痢は間燃えて居る︲若し不幸にして日本草が西伯利亜を占領

●③●①

と典に其の語る虚心蕊かうｓ此の人はｂ元支那公使館に職韮奉じて居た

記者は心兎もす恥ぱ露人の口より日本懐可しの言葉ぞ聴くｃ叉日本の

ある云々Ｏ

く武器態執って起犬弧ぱならぬり併し其れは我等の最も欲しない所ぞ一

侭眼識君の説をして鼠なりとしよう︑露園政府が戦争状態の雛棄を宣

右葺薩克は其の一例で︑其の語る所の如何に艮掌にして︑右理なろ電

官僚政治を毛患の如く嫌って居ながら︑大の日本錨負の人も知って居る

クパン部薩克出身である事心前以て附記して置く必要がある︒日く

るなれば︑誰に向って戦零雅するか︐過激派政府の態度は甚だ以て怪

請者諸君の一再味ばれんことを望むｃ︵二月二十三日東京朝日︶

言しれのは勿論宜敷くないｂ併し日本政府は過激派政府を認めぬとあ

○Ｏ

！

しがらぬが︑併しそれは一般園氏の知つれ事ではない︑愈々開戦の暁

一

限は︑露幽に向って出兵し得るものは日本と支那の二園である︒露圃

思潮と研究

八

叉苑

謹呈綱陵徳川日本弘道曾長及華洲渡遥結城

支曾長並小引増田唯一郎
大正六年十月七日︒我日本弘道曾結城支曾︒畢行
創立満二十五年祝賀曾於石下尋常高等小畢校︒本
曾曾長伯爵徳川達孝閣下︒及講師幅本日南︒足立
栗園雨先生来臨︒曾員集者二百除名．聡講者亦満
︑︑︑︑︑︑︑

堂．可謂盛事也︒乃賦七言古風一篇以記事︒

大正丁巳十月天︒覗賀創業廿五年︒忍耐講這同志士︒

弘道由来有其人︒堂々筆陣絞葬倫︒維年塞々匪弱故︒

華

ﾉﾋ

ﾆ

植二付訂正ス

一漢詩一

●・Ｉ

１１１︲︲ｌ・●１１

文蕊選

二月溌丈苑二行選丈今撰文﹂六行華楽会華楽﹄ノ誤

●１●

洲日︒義理精明筆鋒鋭利可調傑作突但鴬揚及余示歯惣塊毎々
一
g
＝

塵無巳︒見孫続瞭捧霞杯ｃ貴徳頓功兼毒歯︒

丈荘日Ｕ余談高作︒歩其詔響以代評云︒老健如翁員可喜︒家門桑亦

︑︑︑︑︑︑︑
願賜天公百年歯︒

昨祇古稀今祝喜︒賀章山積歎何己．吾元無穂叉無功．

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○００００Ｏ

喜毒自述耕喪市川幸吉

文稚日︒我圃太平ｃ欧土戦乱ｃ皆有固︒不可不知此作列記之甚妙︒・

︑︑︑︑︑︑︑
腹風吹血起黄塵︒

友朋来談笑堂春︒草木欣々烏雀親︒欧土干父総未巳ゞ

戊午春日偶成謡溌繁︑田
浦義
︑︑︑︑︑︑

女荘日︒欧洲戦乱︒筒未巳而我固心武威盆揚ｃ宜実三愛君︒有此賀須︒

筆幽冥成宏遠也．聯綿皇統幾千春︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
威零Ｈ月武如紳 古今皆賀紀元節︒中外審穂辛酉辰．
ＯＣ００○○００○○○○○Ｏ

無遥大徳似蒼長．遣津深霊率土渡︸恩化乾坤丈裳聖︺

恭奉賀紀元節三愛卒︑田
直情
︑︑︑︑︑︑

川

苑

︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑や︑︑謡︑︑︑︑︑︑
温古知新尚聖賢﹄・道貫古今無懸隔︒義亙東西未嘗易︒
︑︑︑︒︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑幹︑︑︑︑︑︑
道義在通例求渥︒夙礎腿勉修典籍﹄︒豊羨樫花一朝柴︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
随巷箪瓢却有情﹂畢世掴濁趨名利§浮雲富貴豊敢雫﹄︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ＣＯ○○○○○
我師華翁歳寒操︒久開家塾任教導．不倦不綴致至誠︒
ＣＯ○○○○○・︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
維始一貫説忠孝﹃著書鋭意振皇基︒排除異端群尊卑︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
啓蒙易俗本仁義︒郷薫香仰一世師﹄勧綱陵曾長擦而慧︲
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
常侍至尊輸献替︒吐哨握髪迦群費︒恢弘皇護弼聖叡﹄︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
徳化普及紳州民﹄︒

石

文

』

『宝

r▽

山房観雪二首耕雲菊池秀言

︑︑︑︑︑︑︑

頃刻花粧枯木枝︒一童子開門迎鶴塾︒友朋閉戸畢銀屈︒
００○○○つＯ
波公不識壷中趣︒世界三千講浄姿︒

︑誼︑町︑︑︑︑︑︑︑頁で︑︑︑︑︑︑︑︑

放眼驚看造化奇︒乾坤一幅兎圃一詩瞬間銀積窮人宅︒

○同人
︑︑︑︑︑︑︑

遍拠玉屑布金田︒清浄燕厳現眼前．蕊雪董成塵外沸︒

結跡僻入定中天︒胡矯激腎帥家悟︒総好安床道士眠︒

︑︑︑︑可や︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
一色江山牧寓頼︒枕知心境雨揮然︒

丈荘日Ｕ二首不奮亮景色し超玄入妙︒非悟箕俗二諦者則不能也︒

早梅素骨横見吉太郎

暮雪獅晴絶鮎塵︒暗香浮動傭詩人︒溌斜疎影映総底︒
︑︑︑︑︑︑︑
吹暖 東 風 先 占 蒜 ︒

早起聴鴬鳴鹿三輪︑直
哉
︑︑︑︑︑︑

敷識残塁天欲明．孤裳登耐夢塊驚︒艇推窓戸下階歩︒
︑︑︑︑︑︑︑
竹樹 陰 中 蕊 暁 鴬 ︒

丈荘日︒古人云︒春来常早起︒作者亦然平ｃ

礎坐小川清

孤礎彩淡鵜風騒・石鼎松風弄遠湊︽四壁塞々驚一犬︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑
満庭霜気月輪高︒

女荘日ｃ描篤夜景︒有魚篭︒

女苑

︲Ｉ

︑︑︑︑︑︑︑

新春来訪神補雲涛詩伯話蓄積翠松本誠

早春冒雪訪第茨︒迎得佳賓酌酒厄︒霜髭相倶威嬬昔︺

︑︑︑︑︑︑︑
一宵清話賦新詩︒

女雛臼︒第三句︒僕亦毎逢奮友ｃ有此感︒

娩菅椿村翁三首節二研堂高木市松
︑︑︑︑︑ゞ︑︑

東風二月也凄其．

︑︑︑︑︑︑ｂ

篭顔鶴髪不曾衰．一音吐瑛瑛弘道時︒登意今宵埋玉樹︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○同・人

丈漉日︒梼村翁弘道曾中︒歯徳並高︒今隔幽明︒鈴斯遊可惜也

誰忘昔日育英功︒騎鶴仙遊一夢塞︒落日春風人不見．

︑︑︑︑︑︑︑
捲湖湖畔突椿翁︒

一■Ｉ︒■︲ｌ１ｑＩ︐宮

東京四谷源貞子

隔剛ｌ附竺平塚墜峰選
梅

静岡繰池新田中山政司

咲梅の花の清さにくら次れぱ人の心の恥かしきかな
同

年ごとに喚枝ながら梅の花色さへ香さへ懐かしきかな

野梅千葉鯨佐倉沼尻梅太郎

八三

山々は霞に消えて春の野に高含は梅のかほりな ｂけり
０

1

｝

可・︲

臣
ﾖ

八四

累ねだる卵より溝危貧を知らぬ顔なる世をいかにせん

丈苑
雲中梅埼玉蛎生一馬付栗原良介

寄書員諸慧へ

つゑ

苛ま

一筋に廃く煙は水函るむ河遥にもゆるやなぎなるらん

なぴ

底清き君なかりせば弓削川の濁りたる世を誰か澄さん

河遥柳ふたね

黄金のみ責とすべき父とうて守る御国の道な忘れぞ

わず

詠史東京無名氏

を・リにふれて千葉螺吉田依知川敦

一﹂一つ

青年子に同弐田村内田鼎

老て後悔とも甲斐やなから散じ韓ば廻先の杖な忘れぞ

降積るみ雪の中に喚梅のかはりばかりは蝉一れきりけり

新年梅海島騨祁山神尾肇

新玉の年の立枝に紐ときてαとり春めく梅のはっはな

伽
Ｉ毎
１ 茨城蛎北峰宮本秀吉

足引の山路を来ればあは雪の残ると見えて梅咲歴けり

海上春岡山際横見素骨

萱一 ほ か 琴

悼輝のしづくの氷けふとけて行衛ぞ庚き春のうみかな

雨中鴬東京日本幡睡岡部志蕊子
梅さける春のあしたの雪の昔に物想α居れば鴬のなく

春雨束京牛込相川俊子

昨年十一月瀧所載源本日清氏の﹃世界一戦凱と我圃

梅見Ｕとおき立けさの心をも降しづめたる庭のはる雨

野若菜同四谷長屋京子

民の自豊﹄は引績き掲載すべき筈の所︑右は本年

早鴬麗島螺芙市小林須賀子

二月瀧所載﹃民主的傾向と帝慰の基礎﹄︲なる論文

諒知を乞ふ︒

編輯部

り申出ありたれば︑其意に従ふ乙と功せり︒右御

中に論旨を議したれば︑其後は略したしと同氏よ

累卵の園をみて茨城懸闘館中村毒這

日に月に茂りあαつ夏築えゆく文②称にあそぶ嬉しき

千葉蟻阿蘇村城橋渡遥秀明

弘道︵雑誌︶をよみて

春立ば何はめれど弘嬉きは先うぐ弘吋の初一音なりけり

つみうれし

少女子が摘し若菜も嬉さもこぼれて跡に見ゆる野遥哉

I

『

ｉｌＩｉＩｌｌｌＩ︲︲︲︲Ｉ︲

◎高等試験令
文部省にては高等試輪令第十捺及第八際に規
定しある︵豆受験資格公一︶譲備試験免除︵三﹀資

轄試験に閲する規定恥左の如く省令韮以て二十
八日官報に溌麦禽高等試輪令第七隊に譲る盗枯
試験は東京高等師範皐校限て執行試輸期日ば大
正七年四月寸日より二十九日までの間なり期日
時間割場所其他試験膿雨する心鴇ば藻め鴬該躯
校に照脅すべしと

女部省令弟雛

第一燦左の各競の一に該雷する者ば高等試駄

む

高等試聴令第七悌及第八篠に閲する件ｗ左の迩定

年月日文部大臣

令第七嬢に依り普通教育隠闘し中皐校卒業満ＬＬ

振る蒋

瞬等以上の畢歴韮有する者とす
一専門畢校入皐者検定規程第三懐に依り一般
の専門畢校入畢雁閲する試聴検定に合格し

二専門皐校入畢者検定規穏第八様第一縦に依
り一般の専門畢校入畢脹閲し無試験検定韮
受くる資格心有する者
三普通敏育に関する試験老受け中皐校卒業以
上の畢力を以て入畢程度とする専門皐校Ｆ

L

ろ官立畢校に入墨したる者

第二候左の畢校ば高等試駿令第八篠に依り高

除く

蝉繋校大畢選科と何等以上と認む
一官立蕊校及公立私立専門畢校の瀧科にして
中畢校卒業以上の蕊力を以て入皐程度とし
修業年限三年以上のもの
二躍習院高等畢科
三中畢校辛業以上の畢力か以工入畢程度とす
る官立及公立の畢校但し姫京美術畢校東京
音桑畢校及修業年限三年に満士ざろものを

もの

四中堅雪卒業以上の皐力態以て入畢程度とする
修楽年限二年以上の瑛科態有する私立専門
製校本科にして文部大臣の認定を受け汝る

五主として普通教育に関する畢科目怨授くる
私立専門畢校にして特に文部大臣の指定し
求ろもの

之齢行ふ

第三陳高等試験令第七燦の試験は文部大臣の
指定する鷺立及公立の中蕊校ド於て毎年一同

前項の中翠校及試論の期日は文部大臣藻め官
報懇以て之延告示す

歴誇及嘉興韮添へ毎年三月一日より三月三十

第四際試聴韮受けむとする巻は試駄願書に履

一日までの間に試験を受けむとする中畢校に
差出すべし

第五深試験藩受けむとする者は手数料として
五圃韮納付す・へし

に貼付す．へし其の銃に総あたる後は何等の事

情あるも之海還付せず
第六陳畢校長は試験に合柊し次ろ者に合柊謹
書な付興すくし
第七燦試験限閲し不正の行馬あり次ろ満に封
してば其の試験韮停止す試験合絡後輩蝿しれ
るときは其の合格話無紋とす

末話文部大臣に報告すべＬ

第八燦試験鵡了りれろときば畢校長は其の顛

附則

本令は大正七年三月一日より之生施行す

◎東京帝大公開講義

東京帝圃大挙女科大雛に於ては四月十日より公
開諦義態開く答なるが一般何人にも聴諭を許可
すとの事なるがその規則及び講義題目時間割は
左の如し
公開講義規則

開く

第一榛大畢教育普及の目的を以て公開講義を

第二際講義講師及日割左の如し

文科大畢教授丈畢博士萩野由之

王政復古及歴史

祁祇史綱領同講師宮池直一

固史の概念同同黒板勝美

歴史雲教科書限栽迂らろ・へき最近饗見の史資一

尚ほ別Ｆ左記の迩短鉾問の科外講義あるくし

二文科大畢教振女畢博士三上参次

列聖の御女畢史料編纂官和田英柾

皇室・と怖教岡助教授辻善之助

1

前項の手数料は敢入印紙恥用ゐ之起試験願蕃

八五

1

入畢し衣ろ満・

１１１１

1

報

四中堅校卒業以上の畢力を以て入皐程度とす

雑報

'

』

識

一、

雑報
室町畔代の算王思想の勃興

文科大畢教授女畢博士田中義成
徳川畦代に於ける幽畢の稜達

同十九日萩野教授宮地講師
同廿二日黒板助教授同
同廿三日荻野教授黒板助教授

八六

誌師雲照寺松田密信師

講師松浦文庫主管佐藤猛輔一君
桃書員言宗教義

大正七年三月︑五月︐七月︑九月ｃ十二月

筒一般男生徒の傾向に開して東京高等工率稜

綴工業資業の志望が多い

朝の謹定である﹄

市場氏にでもやって賞ふ事になるだらう出稜は
三月一日で犠涜がら熱田丸で出帆四月中旬に蹄

其畦はスタンフオ・︲ド大畢で細酒を教へて居る

二月十四日附韮以て米園へ出張仰付られれる
姉崎博士は大畢の研究室にて語る︒今度の出張
は加州大皐の創立五十年祭が三月十八日ザら二
十三Ｈ迄開かれるので其招待に鯉じて帝大沙ら
派遁されるのである五十年祭といっても軍純な
お祭り騒ぎでなく夫起機として各国の大畢がら
集まる皐者の蝿際含議が鮒がれろ筈で法律宗教
科皐等各筆者の専門に依り圃擬矧係に閲する協
議態なすのである自分ば日広の畢者政治家等の
間に於ける二様の悶際謹徳観念即ち従来の帝凶
主義的観念と近時殊に勃興しつ〜ある惟界的観
念の色別及蝉避等に付報告老する積りで目下其
準備最中である掛所が加州の事であるから例の
移民問題等も議題に上るであらうと思はれるが

⑳加州大挙の記念祭へ

五同講了

同廿四日黒板助敦疫宮地講師

文科大畢教授文筆博士芳賀矢一

以言上鼠言心奨宗︑識︑浄土︑日蓮と毎年各専門
に就て研究することとせり

む

悶史娯併書・婚隔〃低研究する燕

鍵に小田厚道徳圏髄聯合曾に於て木曾評議員
船津愛之助君が提議して其の賛同起求められ或
る遡民思想の統一方法に就て園史及怖書研究の
必要を認め炭く同志諸君と共に毎月之準研究し
て此の戦後多端なる時に歯て固民の本分か過ら
ざらんこと牢期する老目的となす
一心毎月一同第二Ｈ曜日午前九蒔半より十一時
半まで本曾ぞ場に於て兼て喝托の講師怨聡し

○国史儲書研究倉趣旨

筒ほ本表の外科外識義の時間割は別に之を定

同叶日黒板助教授同

古代浦韓の民族伺同白鳥庫吉 同 廿 五 日 萩 野 教 授 同

伺廿六日同黒板助教授
同 同 箕 作 元 八 同廿九日同宮地講師

明治天巣御代の祇界の大勢

第三篠蕊講瀦の資格間男女を間はず何人も蕊
講し得ろものとす
胆本畢に於て不適常と認むろものは之を謝
絶することあるくし

第四峰聴講料三科目を通じて金武副とす
前項の聴講料を納付し張る者都合雁依り聴講
走取譜すことあるも之恥返付せず
但科外講義は無料

第五際聴講申込手掴希望者は半紙に聴講科目
現住所年齢職業心記載し三月三十日迄に聴講
料奉添へ本塁へ申込むぺし

第六隙聴講総了老には濡望に鰹じ蕊講護明書
公閲誰義時間割表

韮授興す

−１同志諸満は一ヶ月金参拾銭づ〜講師謝霞の
内へ出貸せられんこと奄乞ふ
一噂員外士リとも含負い紹介あるに於ては之に

大正七年二月ｂ四月︲六月ｂ八月︑十月︐
十二月︑六同議了

園史通俗古事記談

便宜怨興ふ・へき事

１
１午後六時三八時 九
Ｊｌ
十分 八時時三十分
四月十日萩野教授黒板教授

一︑常分一ヶ年悲以て議了すべく左の順序を以
て講書及講帥か蝿托すろ事

同十一日何宮地識師

岡十二日黒板助教授伺
同十五日萩野教授黒板助教授

同十六日・同宮地講師

同十七日黒板助教授伺
伺十八日萩野教授黒板助教授

ｊ

ｒｒ

、

Ｆ

、

■

い傾向どば云へぬ脳︲夫は本人が霊一際雁志望し又

長坂卿博士ば謡ろ﹁近碓一般の畢生の傾卿とし
て職昨工業の勃興に伴って工業畢校とか叉ば貿
業畢校の方面必志望する器が箸ろしく堪加Ｌ稚
のは事筑で私の関係してわる職工徒弟製校工業
補習畢校なども非常に殖えて居るが是は齢り好
ば工業に蝿味諾有して犀て志望するのならば蹟
ろ結榊な次第だが鰍に畔勢の熱に浮かされて軽
薄な根抵の．ない巷へがらして志望するのならば．

してぬろことは勿論である﹂

却って好くない事と云ば胆ぱならぬ︐中畢可ｂ
可仁専門の騨絞に進むものでも大難の工科︑醤
料叉ば高等工業など彩志噸するのは何れも畢問
の好く出来る撃雄が多く志望してゐろの韮凡て
も耐含の傾向潅窺ふ事が出来るが何れにしても
自ら冥諏目な志望に基くものが殖えたのでなげ
舵ば感心出来ない︑一方小中畢の修業生が宜務
的の畢校韮志望ずろ者が激増しれのも一般の傾
向でぬうて是ば貿生満の間魁に開聯して比較的
に修業年限の短期な畢校怨避ぶと云ふ結果で其
蕊而雁は近昨の物憧騰貴とか生活難などが慨係

齢民事刑事の膨脹
司法省帯幡の民刑事上取扱統討の五年度分が
漸く完成して去月十三側に謹表される蕊になっ
た︑それか蝿ろと大戦この方我圃の一般鯉潜の
著ろしく膨脹し求鮎や企業熱の煽りやり延いて

側民惟にいず卜影響し稚郵歴々と談ま恥ろ近
年の傾向として船舶蜜賀その他凡て船に鍔する
方面の登記︑工勘の財捌登記商事曾就の設立等

の多くなつ士鮎は何人も首肯がる〜事ごわらう
が︲船舶登記申講ば前年度に於て既ゼに激鞠し
て五千九百廿二件もそれ満六千六百三件となり
前年度分の手数料として牧入印紙の額が廿四閏
千八百八十一脚六十七銭のが五年度に於て賀に
五十九蕊四千七十六側八十六銭といふ倍以上の
孝延示し誰︑然郡も其内貿の蜜買は千四百廿三
件で敗入額汁五鶴千七百七十九側四十銭である
ザら近年いがに船憧が暴騰して高偵隠蛮翼され
るがば立派に誰明される︑工場鑑業の財圏登記
も五百四十八件のが六百八十一件に増加し更に
商事曾壮の設立が三斑五千三百六十件の前年か
ら四千四百汁二件噸東派 要するに政府として
ば前年度の縄敢入千六百四十室繭七千齢側のも
のが二千百十二鶴九千齢側となのて約五百高固
走多く儲け菰勘定となる︑一群に笈功関係から
我財界は好景黛になって瞥金が少くなつれ︐そ
れに抵禰椛誰定奄見ろと九十二蕊七千五百七十
三件のものが八十五爵識千三商八十四件に減じ
たのである︑然してこの影響彩刑甥郡ら見ろと
低級な階級から出る鰯盗犯が前年度州蔑一千五
百二十九人が三爵六千六百九十五人に減じれ︑
引張胤脹される狸の騨働獅級の懐が而々で斯う
し丈悪事韮億す稚の少くなつれのも常然の好維
梁であるが︑然し懐ろ豊な一方反鋤に賭博が殖
え衣前に大蔵六千五百二十三人が九蕊一千八百
人１﹂いふ塞沖すべき悪傾向を雄んだ︑懐の遊金
芯こんな方面に費す事の結果ば赦脅経慨案の大
に考慮聯要する黙であらう﹃事衆の登記は榊戸
が第一龍東京大阪これ脹亜ぐが︑これで土地の

慣する唾上﹄統計課の話である︒

状況恥︾剣じ得られろ︑近年の傾刷平勾無趨の巷
よりも知識階級︾暇織盗犯の菰え誰こをも注目に

惑戚化救漉事業奨脚

百圃に逢包りといふ︒

内務大臣ぱ把元節の佳辰形以て︑感化救桝事
業に封し︑奨職金及び助成金鞭交付し振り︒此
の奨励助成金は明淵四十一年度以降下耐 一無リ
ボろものにして︑厩に八同に及ぺり︒今凹奨勧
金恥下したるは北海道私立函館盲亜院以ｆ十八
画︐耕別助成金雅受くみぱ東京中央慈善協曾以
下二十六剛鯛︑蒋遡助成金韮下付せられしは化
潅道財側法人小撤育成院以下百五十三剛髄︐合
計百九十七函僻にして︑其の金額は二閏六千五

鋤農商務省臨時瀧業調盃局

二月十日勅令第十九雛走以て︑農商務省臨時
産業調遥局彩新設せられ︑同二Ｒ職員の任命準
見たるが瞳事務官十九人 技師十八人ｂ脇二十
七人︑技手二十人より成り−総裁は農溌携大臣
之に齢ろｃ本官制溌布厚蝿し仲小路隆輔の説明
に依れば︑巴里羅溌曾議の決謙を尊竜して聯合
剛相互に商品の販路難振張︑確保する︸一と輿幽
冬自の領土に於ける天然費漉の明凌Ｆトカぞ致し
聯合蝋相互に擾先供用か馬さん求めに今日・より
適撚の準備藩なすこと︑冬脚各自何れも産業上
穏立幽求ろの面目藩全うせ人︑とする蝿Ｆ︑各種

生産組織を全うし︑生牽機能悲披張し夫々蝋力
走振興する事脹努めざるくずらず︑我邦従来各

八七

可

可

錐報

１１

可

１１

醒事

１１

凡凡

○同上二月廿四日埼玉膝川島支

張講演せられたり︒

支曾の招聡に依り講師加藤嶋堂君出

○講師派出二月廿四日埼玉綴熊谷

口日本弘道曾記事

も翁が如何に徳望の高かりしかを知

て地方には稀なる盛儀なりしを見て

讃参拝等あり︑曾葬者無慮数百名に

園鰐︑善門人惣代有志者等の弔詞朗々

れしを始め︑匝瑳郡長蚊村公吏各種

し︑曾長徳川伯爵の弔詞を朗讃せら

日は本曾を代表し手塚主事出張曾葬

同月三十一日葬儀を管まれた︐︑営

匝瑳郡椿海村自宅に於て逝去せられ

二十八日八十六歳の高齢を以て郷里

千葉癖匝瑳支曾長菅兵衛君は去ぬる

も屡々住来して不相愛曾旨の護展に

前より一家を率い東京に寓し本含に

の都合により支愈幹事在任の侭数年

りといふくし︒翁は令息令嬢教育上

日あらしめしは翁の力興かりて功あ

普及に蓋力せらる近江支曾をして今

して爾来数十年間事業の績張主旨の

年八月近江支曾を創立し︑其幹事と

時支曾小原織心翁を助け明治三十二

の志に厚く夙に本曾の主旨を賛し営

自邸に於て行はる勇由翁は尊皇愛圃

居に行はれ本葬は郷里滋賀螺高宮町

以て病残せられ同月九日告別式シ一僑

曾の招聡に依り講師文肇博士禰来友

るに足る︑因に翁は︑本曾の前身た

議力せらる其功大なるものあり先に

⑧菅匝瑳支曾長の計

吉君出張講演せられたり︒

る修身畢斌時代よりの熱心なる曾員

菅翁を失必今亦貫高翁を失ふ本曾の

１仙肌側川刺刷ＮＭ馴川Ｍ抑ＭＭＮ馴川Ｎｕ則Ⅷ川ⅧⅢⅡⅧ刷例引創別刷川ⅧⅧ川Ⅶ叩洲Ⅵ叩三

態設置する所以なり︑云々︒

○同上二月廿三日千葉孫旭町農

なりと聞く．原稿を得るに随α掲載

損失鮮なからずといふくし︒

種の調表倉あるも︐此等は評議機闘にして責行
機関にあらず︑此等の決議鵡賓際的に有故なら
しめん億・珠に今日の機含に於て︑臨時調査局

皐稜々友曾の招轄に依り講師文畢士

すべし

滋賀綴近江支曾幹事小林正策君は去

八千代契りし君も座なく砿

垂今匡

誰が総めに今年は咲かむ玉椿

東京小石川小林道彦

悼管椿村翁

三輪田元道君出張講演せられたり︒

○同上三月三日茨城螺結城支曾

西豊田部曾の招聡に依り講師足立栗

ぬる二月七日東京四谷脇北伊賀町十

三番地の僑居に在り六十八歳の齢を

園君出張講演せられたり︒

ｉｌ

③小林近江支曾幹事計

事

記

︑Ｉ︑

戸

悼小林貫驚翁
同

同人

けふよりは玉と響て調高き
君がから歌きくよしぞなき

鐘修養含報告
言大正六年十一月二十五日午後一時
三十分より松卒主幹伯邸に於て易謹
第四十同講演を開催す定刻に至り土

太田忠治
近藤悪次郎

萩谷連四郎

服部たつ

高野瀬廉

木内愚

三田伊之松

三宅武彦

沼井資生

榊原三之助

岡田半次郎

馬庭作漉

安田憧爾
吉田仁三郎

片山里

寺崎梁太郎

高瀬七十七

金子水哉
犀川建治
高橋昇造

小松翠雲．

舵野悌三郎

仁手本

森利平

渡遥源太
小坂秀胤
落合盤三郎

外数氏

石川日清
大平てる

舟木二三二

横田青太郎

柴田匹男
琴田松風
成原要義

告

現在含員本含十一名准含員十四名計

大正七年一月一日東大戸小畢校に於て縄曾芯
兼新年祝賀式悲肇ぐ歯日は香取支曾長離席唯つ
き鈴木副支曾長代て同絞新年就賀式彩り後講堂
に於て支含新年祝変式起畢行の旨お告げつゃい
て新年脱詞起奉呈し次に木内幹事甲乙舵要領朗
読す式了りて別室に移りて伊能幹蔀大正六年度
に於ける庶務曾計の大要韮報告すｃ
イ︑倉員異動の状況

口東大戸支曾報告

亥雷

ｊｌ

屋鳳洲翁純一無雑の精力を軍めて熱
誠懇篤約二時半に捗り内外古今の例
護を引き講義せらる伯露邸の岡原両
君相愛らず曾事に斡旋せらる錘に威
謝の意を表す来曾左の諸君なり

松平主幹伯原忠篤帯谷久・次
太田安茂小淫彦九郡草間正名
伏見幼之助小林覚治高梨惣助

井上如琶岡庫一信田重並

村田朔一郎阿井主信佐波古直隆

飯田宗卒羽村鑓次郎伊藤吉字
戸村喜助伊藤賢職永井廷毒郎

二十五名
ロ︑事務概要

仰幣迩含計全ハ年末現在︶拾参圃捨壷銭五厘

②基本金︵同︶拾四回敵拾八銭

右川崎銀行佐原支店へ預入元利合計

③教育喪補助基本金︵六年末現在︶
五拾武園七拾銭

役員改選

右同上

記役員ぞ指名推進す︒

木内幹事の建議により含長副曾長の指名推選
説漁場異議なく可決の結果支曾長香取新右衝門
君副支曾長に鈴木朝光君推選迂らろ副支曾長左

幹事木内久七君八木道之助君伊能瀧燕君
世話係・片野孝太郎討金子甚太郎君賎瀬
吉太郎君八木道之助君内田米松君
木内菊次郎君根本辰之君

込みあり士リ︒

閉含後本村有志者と合同し新年帆含走催し︲半日
の快談走相互交換し開散せり常日舎員数名の申

口横須賀支曾報告

せりｃ

大正六年二月二日支含縄兼新年曾詣横須賀高
等女畢校に於て開態午後二畔一同着席今津幹事
弘道含要領期讃頼いて前年度曾務の報告あり而
して協議曾に移り支曾の振興紫恕談じ且つ久し
く峡員衣りし支含長撰畢の事を議し現横須賀市
奥宮術閣下韮推薦することに瀧場一致限て可決

愛に講話倉となり含員北村包直君論語の一節
た以て有益なろ講演あり縦りて新年倉となり支
曾新年の佳例穴ろ含員伊坂鷲次郎君の考案Ｆ威

L

や含計報告

八九

1

喪藤求ま子古淫惟彰島田浩兵衛

ｌ︲

L

山本信哉久保義郎三森光治

支含報告
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支含報告

Ｌ﹄云ふ渡越に就て柳が自己の賀歴恋陳べて批列

二月十日午後一時より小田原町蜜安寺に於て
財副法人堂徳教含例曾を開き村山太仙氏開曾を
告げ高等女畢校教頭三浦徳太君の紹介により成
嘆震務畢校々長文畢士中村春二君登壇感謝の念

ロ小田原支曾報告

本文に禍ぐ・へし︒記者︶

人となるこ上﹄能はずと思意すろものなり然らば

副食と絶食の腫別なり自ら意韮決して断食ぜん
とするときは一週間位の間は倍々顔色など血色
羅加へて篭も哀へざるのみか爾後食事走給する
ときば却て肥ゆろ準常となす之に反して絶食の
ときば食起炊すれども得ろこと能はずとて頬悲
観に囚はろＬが故脹暫時衰滅韮招くに至る山中
に於ける穆事など概して此の種に鴎すろもの多
々あらん偶正行中に於て多数乗合船の顛覆して
死亡する者あるとき其の死亡老起検するに水延
呑みて死すろもの少なく顛覆の刺那に於て巳に
締群的脹死亡し我ろもの多々ありと云ふを闇て
も疑なき事責なり叉現今物債睦貴の鋪め杜曾妙
各級に苦痛の聾鵡聞くことなるが就中畢校教員
ば比較的薄給なるが故雁顔色も白く凡ゆるやう
云ふ人あれども暇令参拾園の紛料を六拾剛に増
さろｌとも心に求むろものｌ止むことなきとき
は筒不足を感ずるに至るべＬ余ば此の鮎に就く
人ば感謝の念態養ふにあらざれば到底箕面目の

れろ師白き禰弧の鋒興ありて宴に移り各胸謹態
開き工打寛舎卓韮園みて蹄局時談より現下の道
錦唯説き汝ぽし叉三浦史談本市物領調節談あり
に交々感興湧き一同歓審諾し和須調々の中に散
曾時に午後七略頃なりし六北村詩の講演は遁て

めなりし走知れりと云ふこ心﹄があるが如く心の

之起養ふには如何せば可ならん之れ極めて容易
の事にして隈令へぱ一日なり二日なり筒食して
一杯の永起呑みたるとき始めて水の味を知ると
同畦に平素典へられつ ある水の徳怨感謝せず
んぱあらざるに至るが如し余十年程前或動機に
崩れ筑波の山中人姻なき域に三十日程篭りれろ
ことあり巳脹廿日も経過して一人の人影韮だも
見ざるが故に烏の飛ぶ状草木の起伏まで責に我
Ｆ同情延寄するが如く感ぜられ放り畔に一人の
珍客此の山中限れどリ来柾ろ起見ろ生とし生け
るものは禽獣にても墓はしく思へろ庭脹思ひ設

企乞ばんとす人の心は詰らぬことに感情を奪ば
ろもの雁て侭令へぱ公衆の前に或川務燕果さん
とするときわざと自己を顧みるものあり其の何
の故なるか奄知らず兎角無に掛り不快の惑走抱
きれりＬＦ事維へて蹄ろとき始めて其人のすが

持方によりて詰らぬ心配起すろこと敢て珍しき
ことＩせず近域畢生の山撤蹴渉が流行し山中に
於ける峰事韮聞くこと騒なろば寅に痛歎に湛へ
ざる庭なり而して其の目的とする塵韮聞くに大
なる自然に接し︾に気宇態澗韓をしめんとするに

ありと斯の如き場合には大宇宙の自然に接する
雷柊彩有せざる可らず而して其の最も必要なろ
ｔのは沈重なろ態度是なり一度此の域に坐する
以上は侭令山中蓮窄失ひ雨雲万寸韮分衣ざろと
め艇あらざるなり而して差ト注意せらろべきは

き上﹂錐僅に五Ｒや．十日にして人生は席折するも

九○

けざりし人の末りしなれば何篠款止逗らろべき
嬉々として之韮迎へ其の人の何思ふにも拘はら
ず強て談話あ求め叉はピスヶットル饗し焚火怨
求きなどして此の人と共にする癖無上鋤．梁とし
たろことあり後或知人が余に云へるに君が山中
篭居の際一人の人物が倉したりし亡聞けるが彼
娃嘗て殺人犯者なりしと云ふ余ば裳野人とＬ云
へぱ如何なる人にても蕊は１歩りし時なりしか

ぱ隈令多少の疑はしき鮎ある卿とも篭・も異襟の感

起起きいりしなり淋が人間を遥り出賜ひしもの
とせば責に如斯域脹於てせられＬものならんと
想嬢すること韮得て人が人を尊重すべき人生の
風理韮も了解するに至る而して古来両洋には公
衆の一入れる公鶴養成限専ら力を注ぎ縄て公衆
の群丞成す程道徳の保たる！︾と云ふ習慣なる
が故に教育雁も宴曾脹も多数瀧都合能く行はろ
ｔが如くなれども之を側本に移し未りては古来

個人の私鯉の厚寺にも拘ばらず公衆一ト於ける一

人の公徳養成膝俄如衣ろものあるが故に畢校に
て教員が夏期など皆さん水起狸りに呑みては成
り望せんと示すとき皆さんとは公衆の事にして
自分に封したる事にあらざるが如く感じ居るが
故に其の妓果を課ぐろ事能はず面倒ながら水韮
濡まんとするが如き生徒韮捉へて水ば狸に呑む
べきものにあらずと戒むるに若かざるなり大阪
の或畢校涯て御勅語に仰せ賜ひし汝臣民とは如
何なる意味か起問へるに日本園民全韻になりと
答へ衣ろもの多数なる中に一人の生徒の不審延
抱けるが如きものあり就く其の故韮喪へぱ是嘘
自分自分の一人別に仰せらろたる聖意ならんと

」
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云ひ鵜リ其興摺に徹底したろを堂賛せられたり
Ｌと開く蜜に能く其の根本に隅心たるものと云
ふくし畢寛日本人は四鍵半的の生活に馴れ澗奄
酌むにも四五の同輩相伍＆て獄酬をなす藩楽し
むものなるが故に教育態施すにも多数必目的と
せず寧ろ少数を穏度として之に施すには若かざ
るなり以上の意味に於て余ば現代の人生に感謝
の念悲養って教育及其他文物の開凌に就て本来
の素質韮溌揮せんこと態期する所以なり云々・
法畢博士蟻川新君登壇圃際道徳と猫逸と云
ふ演題に就屯日本の皐者及陣潅軍の糎要の地塊
にある人に大概澗逸奄没界中の強者として畏鮪
するが如くなれども全の翻る虚にては淵遜は決
して世人の云ふが如き強きものにはいらざるな
り其の躯きが如き観ありしば僅に戦争の叫期の
みにして爾後ば戦線韮催令数歩づ︲にても退却
しつｌあることは事賞なり加ふろに鏑民地の殆
全部韮失ひ之妬奪還すること容易の業にあらざ
る悲見ろも知らろ︑にあらずや今や世界ば戦争
の渦中にあるにも拘はらず日本の識者が徒に粁
来の平和琴夢見て之に備ふろこと藩怠る如きも
のあろば資に慨歎の至に堪へさるなり余は世論
の所謂淵逸の軍浬主義竃費せんと共に今後の風

借方

金五翻也日本弘道曾鍵集含出張鍵補助

金三側也道徳含二群附
金
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十
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印
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大正六年下半期決算
錠借封照表

一金三千九百二十九閲三十六銭五厘前期決算高

差引窪金百二十八園十五銭純症金

辻材泰兄

な理事内田百造

合計金十一脚四十銭

一金百二十八園十五銭常期純益高

一念五十八側八十銭今期集金高
壁方

合計金四千百十六画三十一銭五厘

ろ配懲起なし求叩ｃ

筒日朗品購宜組合い於て白米六十三俵半耀取
扱ひれろ顛末韮報告して購買の所持年八株に富

一金三千五百三十閲六十六銭五厘預金

一金四十九園二十五銭日本勧業銀行慌券

十九園二十五銭日本勧業銀行憤券

小野猿一郎閣富友次郎野崎父太郎

岡田鶏岡野義三郎石井倶寛

九一

新井穆尾形惣三郎伊原水藻午
花土丈太郎森津倫雄大島和義

貞松修蔵西山幹三郎和田徳三郎

席の含員左の如し︒

一金二別四十五銭勧業債券利子

大正七年二月十四日午後七鴫天糊紳宮紳部支
署に於て第三同縄曾か開く測田支含長爾曾牟宣
し先づ本含甲乙の要侭準則議す尾形幹事含勝並
含計の報告海なし議事緯入る協議事項支曾位溌
謹吏の件毎月通俗講演含怨開く件ｂ講師蝿託の
件︑支含費蝦集の件は何れも塊案に決し誹師選
定起評議員に一任すること なし次て誰演峰移
る倉員石村光三﹁季斯と刷戴清麿Ｌと題し剛綴り
重んず可きか説き次に含員岡野文畢士﹁生存競
争と迩徳﹂と題︐Ｌ道徳は生存何盟の必要上より
起る所以態詳説せられ午後十一時散曾す本日出

ロ岡山支曾報告

一金二百八十園四十銭公憧誼善

一金七十八圃也日用品購買組合へ出

一金百七十八蔵也黄金

合計金四千百十六園三十一鏡五厘
財産目錐

一金三千五百三十側六十六銭五厘預ヶ金
一余

一金二百八十間四十銭公漬護書

一金七十八剛也日用品購買組合へ出

一金百七十八圃也組合員其他賛

合計金四千百十六脚三十一銭五厘
損益計算

一金百二十園四十八銭預金利子

一金七園五十銭公債護書利子
一金三園十二銭日用品購買組合利子

一金六閲也同凝凌料

合計金百三十九園五十五銭

金一圏也日本弘道倉小田原支舎舎喪輔助

内

なりき︒

ロ小田原支倉信用組合報告

愛・含報告

１

と態主張すろものなり云々四時閉倉拍手喝采次
曾は三月十日開含講師浄土宗大家中島翻誘値正
に乞へろこと起告て解散したり聴衆約百五十名

際道徳は識と血に．ふりて維持せざる可らざろこ

1

一可
＝ 寺
−
−

糞含霧告

＃１

石村光三河野乾次郎河野情三郎
山海明八郎浦田喜平
口萱丁田婦人倉例曾
﹃二月十六日午後六時半より小田原町萱丁田婦
人曾例曾起同町辻村泰兄宅に開く嘉悦孝子女史
臨席わり準備と云ふ事に競て抑感想走陳へて参
考に供せんとて濁迦の戦争前都市及各地方の公
園及遊礎場の公私川ベンチが皆一定の式なりし
ば其の何の故なるが非知ろ者稀なりしが今同の
戦争に際し其のベンチは悉く腰掛となりて識道
荷車の中に配置吋︸られ立派な軍用器具となりし

と聞く叉職工が同盟罷工海なすにも時間恥延ば
さんこと遊乞ふと云ひ珠に弼逸捕庭の行動態聞
く雁敵闘にありて何の痛搾走感ぜざろ身にして
問一物話も粗末にせぬ成るべく長く保つ︾Ｌ﹄彩

旨とせりと聞くが如き如何にしても畢ぶべきこ
とならんと思意せらろ︑なり私も去十一日には
突然の出来事にて下田先生と共に東京騨八時の
急行に乗じ名古屋に越し着勝するや直に自励車
に迎へられて市公舎堂及畢校にて諜定の講演を
了ｔ蹄京後皐校に何等不都合をも感ぜざりしは
平素聯ながら準備悲怠らざりし露ならんと老ふ
るなり叉此程ば東京府にて日用品騰貴の篤近時
一般に生活の苦痛なろ状況超察し溌菜市場を開
設し其の蔑一に費せんこと起企られ私畢校にも
種々交渉を受け衣ろＦより私は之に快諾韮以て
答へ自分は更なり卒業生限して他脹働き居るも
の叉は苔畢生等奉奉て磨授に参すべく筒右市場
を開かろｔ毎帳私は時間は惜しけれども赴含の

雨廼勾

嬬人諸妹が笈藩提げて頁び一卜来ろものなからん

たて吏員方が心配蓮らろ８が故に必卒先して日
々の燕楽を此市掛に求むくく殊に私皐校にては
昨年来の物慣騰貴に鯛れ生徒一同が云び合せ士
ろ如く日々消費品に注意走加へ侭令へぱ薪炭及
瓦斯の如きもの 消喪鐘走大に節することを得
汝ろ幸に浴して居ります俵て費際に典へられれ
る牡含の刺駿訓鞭に封して感謝の意味に於て何
なりとも勢力走以て報ゆろ覚悟態なぜろこ世知

陳・へて深く府鰐の御企に賛同の意態表し目下其

れに謝する自分の準備藩も柳か謀り居る場合な
り幸にも今日堂で下層の人には比較的勢銀を得
ろに謹沙なりしと云へるが最早物個の程度に於
て追々困難華感ずる事と成り菰ろ模様にて此の
趨勢は倍を強度に進むべく今日の物慣にてさへ
目下戦争しつ ある英国の夫れより甚きものあ
りと云ふ其の困難の状貿に想像も及ぱざろもの
あらん故に此の御嬬人曾にても巳に着手せられ
つｔある購買詮して一層振張して赴曾資益に貢
献の道を謀られんこと走希望する次第なり云々

ロ熊谷支曾報告

二月二十四日午後一時より常支含講演曾走熊
谷町桃雲閣に開き含員及聴講者三百五十除名出
席し石川支曾長の教育詔書奉読並本曾要領の朗
誼ありて講演肴選信管東部保鐘課長法畢士田遥
隆次氏ば保険思想に就てと題し約一昨間に亘リ
熱心なろ演説あり次て本含講師加藤珊堂氏は自
琵と題し熱烈なろ大演説あり蕊衆に多大の感化
韮輿へ二時間詮脹及び同日午後四時閉曾セリ︒

姥二

口深谷支曾報告

大正六年十一月二十五日深谷支含鍵曾を開催
し支曾規約の改正悲なし役員改選を行ひ菰ろに

支曾長中村孫巽衛

左の如く決定し誰り鳴

副支言長安部彦平徳津岩炊
幹事竹之内其治鈴木徳三郎
漉津治太郎飯島間作
小林治輔

商議負

野原源治郎島田小十郎本田吉三郎

須藤光治安部百太郎春日森之助

田中島吉三郎里見猛次郎大清藤嘗

小林忠卜暮隆太郎小島正中
河田丈衛加藤篭手山崎近一

筒ほ午後より講演曾赤開き

道徳経済の合一に就きて男爵漉淫築一閣下

の有益なる講演あり三時過ぎ散曾し赤りこ

固民的自豊女畢士吉田静致先生
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東京市四谷匠離水町二十七番地

編輯人手塚唯鳩

東京市本郷圧駒込富士前町十九番地

獅榊嘩石川小一郎

東京市芝厩愛宕町三丁目二番地

長樺蹟吉

成見清兵街
宇都宮源手

有田縛助
内田演吉

東亜堂書房
若林茂一郎
木原文進堂

光融館

銀替貯金口座東京四三一七篭

電話本局千○○八番

日本弘道曾事務所

東京市紳旧臓西小川町二丁目一番地

印刷所東洋印刷株式曾職

溌行所
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東京市祁田睡駿河窒袋町
東京市紳田侭鍛冶町
京都市寺町迩二篠下曲
奈良市繍本町
松江市未次本町

宇都営市鍬砲町↑

秋田市茶町菊ノ町
金津市片町
祁島市本町
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圃民必請の賓典出づ

︵泊翁先生言論叢︶

一泊翁叢書第鼓輯一三

郵鋪噌鈍西村茂樹先生遺著
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縄クロース金文字入

菊判紙数千四百頁

潟冥版数種播入

蔓潜樺太朝鮮清圃金四拾銭

正償金参聞郵税金拾六銭

東京市内金四銭

圃民道徳の経典成る本曾員に限り二割引

￨

明治一初年流産興業の聾のみ盛なりし際濁り風民道徳の必要を唱道し大謹疾呼遂
に狂澗を既倒に同せし泊翁西村先生が爾来三十有徐年一意世教遁徳の刷新維持
に全力を傾蓋し朝に立ぢ野に出て侃々誇々其一意見を戦表し特に晩年老躯を提げ
て南船北馬の勢を辞せず機に鯛れ愛に膳じ時に臨み事に接し謀々懇切斯道の要
を説きて到らざるなき一代の名諭卓説は悉く収めて本書に在り今や志士園を憂
ひ世を慨くの秋本書を綴かば図民指導の継総油然として自ら懐に湧くものあら
ん而して殊に泊翁先生の偉大なりし所以を想望すべし斌曾郷総に志あるの士は
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諸ふ一本を備へられよ︒日本弘道宮
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