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涼秋十月を迎えた︒十月といえば︑そぞろ心のときめくを覚える︒そ
れは︑春以来︑丹精してきた大輪の菊数十種が︑鯛を競うて小苑に開花

〈

炎熱にたえて成長してきた菊も︑秋風がたてば急に雷を持ち︑一日一
日とふくらんで︑十月ともなれば︑そろそろ開花にかかる︒満開の眺め
もすばらしいが︑咲きいずる雷の変化は︑またとなく美しい︒一夜見い
まの翌朝のひろがりは︑思わず嘆声を発するばかりである︒天地の生気
といおうか凝集充満の力の日ごとにあふれ出るたくましさは︑まことに
造化の妙というほかはない︒
満開は︑十月の下旬から十一月の初旬︑文化の佳節にかかる︒白黄紫
赤︑個性豊かに咲きそろって小苑を埋めるころは︑まさに天下の秋はわ
が晒屋にあるの感がする︒まことに超俗晴一雁の世俗を忘れしめる︒菊は
花の隠逸なるものというも︑在俗即超世の思いがする︒
菊は残菊といって︑霜におごる雛辺の小菊もよいが︑満開をすぎた大
輪が︑秋霜に色づく紅葉のごとく︑日ごとに色うつるのが美しい︒特に
黄菊・白菊がすばらしく︑友禅のぼかしとでもいおうか︑うっすらと薄
紫になる︒古人が﹁うつろう色を観る﹂といったのは至言である︒
菊を作ってもはや二十年近くなるが︑十月の声を聞くごとに︑心のと
きめくを覚える︒一年の好景まさにこの季にありというべきであろう︒
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わたしの人生観

本物とにせもの
理／

ものを考えないわけにはいかないのであります︒

今日では︑どこの家庭でも︑老人と若者の間に意見の一

致しない面がたくさんあります︒老人にいわせると︑昔は

こうだったといい︑若い者は︑今は時勢がちがうという︒

どちらにも理由はあるのです︒しかし︑よく考えてぷると

はないわけで︑過去を考えない現在も︑現在を無視した過

時というものは︑昨日のない今日はなく︑今日のない明日

の間の疎隔も︑自ら消えていくものじゃないかと思われる

去も共に誤りであります︒ここを考えると︑老人と若者と
わけであります︒

所についても︑所変れば品変わるもので︑住居でも用度

でも︑皆その所を考えていかねばならんものであります︒

近頃の学者がよく﹁学問に国境はない﹂などといいますが︑

このこともなるほど学問に国境はないが︑しかし学者には
国籍があるということを考えねばならないと思うわけであ

ります︒また︑政治家が自分の国を忘れて︑よその国の政

るとは︑たとえば冗談などは人生にユーモアを与えて愉快

の誤りで︑非常に間違った結果を来します︒

治家と同じ立場になって論説するなどは︑所を知らぬため

中に生活していかねばなりません︒そしてその社会は︑秩

それから︑位についてですが︑どのぷち人間は︑社会の

ます︒たとえば︑嫁姑の場合︑普通の人であれば何でもな

自分のおる地位とか︑立場をわきまえるということであり

組織が必要です︒組織があるとすれば︑上の地位︑下の地

序を保っていかねばならないものです︒すると︑そこには

位と︑おのおの別の地位がなければなりません︒それを忘

いことでも︑姑として︑嫁として︑言って具合のわるいこ

ラ︒ヘラやるもんじゃないということ︒最後の位を知るとは︑

なものですが︑目上の人とか︑年輩者の前で︑あんまり・ヘ

話を出すなどは︑いずれも時を知らないことです︒所を知

もんじゃない︒また結婚式に葬式とか︑病気とか︑不吉な

前で悲しいとか︑死ぬとか︑そんな話をしちゃ︑たまった

時を知ることは︑たとえば︑話をするにしても︑病人の

を知ること︑それが己れを知る第一歩だと思います︒

では﹁己れを知る﹂とは何か︒先ず︑自己のもつ時所位

時所位を知ること

諸橋轍次一
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とがあるわけで︑人間としては︑どうしても時所位という
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下

れてしまうと︑混乱がおこって来るわけです︒こういうと︑

とさまざまな気持があったからでしょう︒

が汚れる︑人前でそんな無作法をやっては恥かしい︑など

ほんとうの自分の地位︑立場を自覚して︑そこに自分の存

ことも︑或は︑めんつにかかわるとか︑体裁がわるいとか︑

第一義に生き得ないのです︒当然やるべきこと︑やり得る

は︑これと同じようなことが大変多い︒そのため︑とかく

これは一つの笑い話にすぎないが︑実は私どもの人生に

いかにもただ自分の地位︑職業に甘んずるという消極主義

在価値を認めようという︑積極的な立場なのですから︑そ

的に聞えるが︑実はそうい意味ではありません︒むしろ︑

の点誤解ないように希望いたします︒

使命に徹しない人は︑本物ではありません︒人間は第一

に役立つ一つの目的がある筈であります︒その目的をよく

元来︑職業はそれがどのようなものであっても︑皆人生

から離れてしまっているのであります︒

最も多いのに利害関係︑愛憎などで迷う︒これは︑第一義

義に生きていかなければならないと思います︒第一義に生

自覚していくのが︑第一義に生きることであり︑使命感に

使命感に徹した人を

るべきことをやっていくことで︑格別面倒なことではあり

きるといえば︑大変むつかしく聞えますが︑これは当然や

えしている︒それで﹁どうもご苦労さまですね︑先Ⅲと同

すが︑四︑五日前に掘ったと思うと︑また同じ所を掘りか

最近︑私の家の前でガスか水道の道路工事があったので

のであります︒

業意識と使命感との間に喰いちがいができて︑一致しない

ところが︑職業と生活は関連が密であるため︑とかく職

徹するということであります︒

ません︒

私は以前よく︑友達と武州の平林寺に遊びに行ったもの
ですが︑︲ある時︑食後に夏みかんを出されました︒まん中
せん︒一同ちょっと困って︑小僧さんに﹁この夏みかんは︑

から二つに切ってあるが︑フォークもナイフもついていま
どうして食べるの？﹂と聞くと︑小僧さんの返事が面白か

いうと︑﹁いや︑私どもはかまいませんよ︑これで円当を

貰いますから⁝⁝﹂と︑その答が妙である︒これは職業意

じ所をまた掘るのですか︑ずいぶん骨が折れましょう﹂と

それで皆で大笑いしましたけれど︑実は︑それが糸かんを

れが医者だったら︑どうか︒﹁どうも近頃は門前雀羅で収

識が勝ちすぎて︑大切な使命感とはずれている︒若し︑こ

った︒﹁さあ︑私にもよく分りませんが︑やはり︑口の中

食べることの第一義なのです︒それにも拘らず︑なぜ我為

に入れて︑噛んで呑んだらいいんじやありませんか﹂と︒

は︑それに手を出さなかったのかというと︑手でやると手
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入がなくて困る︒少し感冒でも流行してくれないか⁝⁝﹂

に馬なし﹂というような︑まことに生々とした活動ができ

たそうであります︒私がこの話を聞いたとき︑ちょうど内

谷直実が敦盛を追っていくときなど︑﹁鞍上人なく︑鞍下

くて⁝⁝﹂となったら︑世の中は闇だと思います︒このよ

閣の更迭があって︑ある政治家が某省の大臣になったので

とか︑お坊さんが﹁どうも近頃お葬式がなく︑あがりがな

方向にそれてしまう︒それでは困るのでありますＯ

うに︑職業意識は生活と結びつくので︑ややもすると他の

を洩らしていたと︑伝えられました︒私はそれを聞いたと

すＯところが︑その省の大臣では自分には役不足だと不平

使命感に徹する︑第一義に生きるということは︑つまり︑

職務を自覚して︑その本来の目的に徹することで︑そのと

トをなしていることに気づき︑その大臣の見識の低さに︑

き︑その大臣と中村新十郎とが︑いかにも妙なコントラス

中庸という書物に﹁その位に素して行う﹂という言葉が

気の毒さえ感じたのでした︒

きこそ︑職業に貴賎上下の差もなくなるのだと思います︒

大きな生きがい
かつて︑中村新十郎という役者がおって︑非常に無器用

といっておるのであります︒ちょっと聞くと封建時代の卑

の使命に徹してことを行うことで︑それが君子の本領だ︑

人の友達が︑﹁君も気の毒だ︑いつまでも馬の脚でもある

屈な訓えで︑人に消極主義を強いるように聞こえるかも知

、 詮 ノ

あります︒素とは自分のおる地位に責任を感じ︑純粋にそ

まいから︑座元に役を改めてもらうように話してあげよう

なため︑二十年間︑馬の脚を勤めておりました︒それで一

と思うが⁝⁝﹂というと︑新十郎は平然として︑こう答え

こそ︑人間の地位上下を超越し得るものなのでありますｏ

考えてみれば︑人間には人間の使命があり︑国民には国

れませんが︑決してそうではありません︒使命感に徹して

でいいんだ︒二十年間馬の脚をやって︑若干悟るところも

民としての使命があります︒その大きな使命に徹していく

たそうです︒﹁いや︑ご親切はありがたいが︑自分はこれ
あるし︑これで満足している︒もし歌舞伎に馬の脚が不必

ことになれば︑それはどんなに大きな生きがいを持つ仕事

の目標としても不足のない筈であります︒私はそのような

要というならば︑別のこと︑必要であるというなら︑わた
この役者は大変芸熱心で︑馬小屋で馬と一緒に寝起きし

にもなり得るわけであります︒大哲人大豪傑の一生の仕事

て︑馬の歩き方を研究したといわれていますが︑この人が

いのであります︒︵特別会員東教大名誉教授文博︶

意味で︑今日︑使命感に徹する人の出現を希望してやまな

しにやらせておいて貰いたい﹂

馬の脚を勤めると非常にうまくいったそうで︑たとえば熊
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民主主義政治と国会運営千葉三郎一
一︑国会運営の現状

私は過般衆議院在職二十五年の表彰をうけた時︑議場で
現在の民主主義では娘近の政治紛争を解決しえないのでは

対する関心がうすれている︒特に科学技術の異常な進歩は

ンピューターの完成とアポロｎ号の出現でスピード時代は

二十日足らずで月への往復が出来るようになって来た︒コ

院制に切替えた国が多くなった︒又インドでは両院合同の

ある︒従って世界の独立剛の中でも二院制度を廃止して一

深まったのに政治はいかにものろい︒ここに大衆の不満が

あるが︑少数にも正諭はあり︑ここに川越がある︒従って

ないかと川越を投げた︒民主主義の要諦は多数決の原理で
多数は謙虚に少数の正諭を取上げなければならない︒とこ

ら上院に移り︑一ヶ月以上審議されない時は︑下院議長の

如き独特の制度を開発した︒この制度は重要法案が下院か

要請で両院全休の合同会議を開き︑討論を省略して賛否の

ろが最近の政治紛争は法案の内容を検討する以前に社︑共

投票をなしその多数に従う制度である︒従ってⅢ本のよう

並に公明党は反対の対度を明らかにして︑これを阻止する
ためには敢えて物理的抵抗を強行する︒一つの法案の採決

その年度内において賛否がはっきりして能率があがる︒若

に重要法案が数年間にわたって棚ざらしになることはなく︑

し川本の今日の如く法案の渋滞︑政治の非能率が続くなら

に五Ⅱ五晩かかったのは︑今回の健康保険法においてみら
止するために国民の生活に直結する五十余の法案を︑〃人

れる通りである︒大学管理臨時措憧法においても群議を阻
質〃にとり︑而も委員長を委員室内に入れないので止むを

ば︑恐らく未開発の後進国ではクーデターや軍事革命が起

の波が高まるであろう︒その結果が面接行動となり暴力政

るに相違ない︒日本でも国会に愛想をつかして政治不信へ

得ず政府側は変則的な強行採決をする︒これを情なく思う

治が勃発する恐れがなしとは云えない︒私はこれを憂える︒

のは国民の大多数であると思う︒

由来比主主義は岐上の政治形態であるが︑これには三つ

聞は夫々議運に関係ある人々の意見を掲げているが︑当面

然らばどうすればこの危機を阻止出来るか︒最近の各新

二︑国会正常化の対策

の欠陥がある︑といわれている︒その第一は政治の非能率
である︒これは世界共通の現象で︑政治家は能率をあげる

であり︑第二には国費の浪徴であり︑第三には汚職の発生
ために全生命を注がなければならないのであるが︑これに
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の解決策ばかりであるので更に掘下げて検討しなければな

考えれば増員は止むを得ない措置といわなければならない︒

私は何故に四つの提案するかというと︑昭和二十七年︑

三︑外国での実例

その第一は議長の党籍離脱である︒これは大きな効果は

らないのではないか︒私は差当り四つの提案をしたい︒

ループや︑又フィリピンのロムロ代表の如く日本を憎悪す

サンフランシスコで対日講和条約諦結のあった時であるＯ

第二の提案は副議長復数制である︒この制度はすでに︑

るグループ等があり︑議事の運営は非常に困難であったの

その時ソ連のグロムイコ代画表を中心とする対日講和反対グ

西ドイツ︑イタリア︑インドでも実施して効果をあげてい

で︑アメリカ代表のスチムソン氏やダレス氏はあらゆる角

化を促進する要素となる︒

るが︑いやしくも二十五名以上の議席を有する政治団体で

ないかもしれないが︑少くも政治常識からみて議長の中立

あるならば一名の副議長を推薦する︒而して副議長は所属

これをゑて民主主義政治の成否は議事運営の規則をつくる

その後議事は一潟千里に進行した︒私は当時︑目のあたり

第三の提案は常任委員会での委員数の半減である︒現在

ことにあると痛感した︒その後アジア国会議員連合の総会

度から議事運営のルールをつくり︑これを審議可決した︒

では予算委員会では五十人︑他は概ね三十人が定員である︒

ところが守衛は現在︑二五六名で如何にも国会の秩序を維

混乱は守衛の力でおさめ︑警察官は導入すべきではない︒

じて福としなければならない︒いわば︑日本の国民性に合

がある︒私は﹁今回の紛争を機として再検討をなし禍を転

飲みにして日本人独特の勘でこれを運営する︒そこに問題

kOノ

政党の全責任をにない︑議事運営に協力する︒

これでは演説会となって懇談が出来ない︒民主主義政治の

々日本人は勘で行く習慣がついていたので何時もオブザー

の都度︑フイリピンやタイは議事運営にやかましいのに我

算の委員会が十五名︑治安委審議の委員会は僅か四名と聞

我々の生活に金銭の収支計算が必要であるとするならば︑

バーのような態度をとらざるを得なかった︒

先輩アメリカでは二○○億ドル︵七兆二千億円︶の軍事予
いている︒これでなければ能率は上がらない︒発言の制限
をしなくとも結論は簡単に得られることになる︒

持するためには少数無力である︒守衛は国会の開会中が多

致する国会法でなければならない︒これがためには思いき

るに日本の国会運営はアメリカから与えられた国会法を鵜

議事運営規約は金銭の出納規約に外ならないと思う︒しか

忙で閉会中は暇であるという理由で増員が許されないそう

って改正をなすべきではないか﹂と思う︒︵八・二○︶

第四の提案は守衛の増員をはかることである︒議場内の

であるが︑議員会館の増設︑陳情者及び参観者の激増等を

︵特別会員綱紀粛正調査会灸長︶

／ 六 、

｜道徳の復興︵十八︶

木下広居一

紅衛兵と文化大革命
一︑文化革命の影響
現代の日本は潜一徳的に混乱している︒親を殺す子供が出

る︒子を殺す親がある︒ひき逃げする自動車も多い︒国民
の代表たる議員まで暴力的であり︑国会の慣習も規則も︑

ふみにじって平気だ︒国会は言論によって争うところなの
に︑肉体力や物理力によって勝負しようと︑いうのは︑ど
ういうわけか︒

とくに奇怪なのは︑知性をもって行動せねばならぬ大学
生が興奮して︑感情的に︑附和雷同し︑あたかも革命家の
ような気分で行動することだ︒ごく一部分の学生であると
はいっても︑革命は昔から︑ごく小部分の者が起こしてい
るのだ︒

そして︑これが︑お隣りの中国で起こった文化革命の影
響らしいところにⅢ題がある︒中国が︑そうなのだが︑孔
子をはじめ︑すべての過去の文化遺産を破壊して︑マルク
ス・レーニン主義にしなければならぬ︒そういう一色に︑

ぬりつぶさなければ︑おかぬという勢いだ︒それに反する
ものは大学の先生でも先輩でも︑功労者でも︑指導者も親

でも︑すべて否定し追放しよう︑というのだ︒それは資本
だというのだ︒

主義的修正主義︑アメリカ帝国主義︑自由民主主義の手先

この主張と行動で︑わが国の国民道徳は崩壊したも同様

である︒これまであったもの︒貴重な教え︑それに対する

報恩も感謝も義理も人情もありえないのだだからこそ︑ゲ

よう︑とする︒マルクス・レーニン主義以外のものを︑徹

ぐく棒︑石︑火炎ピンで︑一切の大学と研究機関を解体させ

底的に破壊すること以外に目的はない︒その破壊の後に何

が来るか︒何を持って来るか︒そんなことは考えない︑と

二︑国家権力と食衣住

いうのだ︒

こういう革命を起こした結果︑中国の国民の大部分を占

めている農民は︑どういう受け取り方をしているだろうか︒

喜こんでいる︒といっても︑彼らの生活は︑決して善いは

自分たちは︑昔よりも楽な生活ができるようになった︑と

し︑日本以外の東南アジア諸国の民衆に較べれば︑いい︑

ずはない︒餓死はしない︒ただ︑昔よりは確かに向上した
というだけのことだ︒

中共政府は徹底した秘密主義だから︑正確な統計は発表

されていない︒しかし︑中国 大衆が︑ｌ多少使いや
いや旗がらではあって鴫Ｉ大部分現在の赤い愈権を支

持していることはまちがいない

r ワ 、
、 イ ノ

それはどういうわけだ︒その主たる原因は食と衣と住に
ある︒中国の歴史において︑全国民に対して︑十分な食料
を確保できた時期が一度でもあったろうか︒食衣住という
ものが︑はじめて中共になってから︑多少とも平等に︑全
国民に対して与えられるようになったのではあるまいか︒

中国の歴史を見ると︑ひでりで水がなく︑飢鐘に見舞わ
れた︒逆に洪水で︑国の何分の一が水の底に沈んだ︒それ
で︑死者が道ばたに︑ごろごろ横たわった︑というような
記録が︑いたるところに読まれる︒だから︑政治家として
︑の第一の任務は︑大量の餓死者を出さないことだった︒水

を治めることだった︒米や麦を作ることの方が︑自由より
も大事なことだ︒大部分の中国人は︑政治的自由というよ
うなことは︑知らなかった︒聞いたこともなかったのだ︒

その上︑毛沢東は全国民に尊敬されるようになった︒人
気があるとか愛されているとか︑そこまでは分からない︒

しかし︑今までの百年間︑ほかの政治家のできなかったこ
とを仕上げたのだから︑尊敬されるのも無理はない︒百年
という長い間︑中国は︑ほとんど無政府状態だったのだ︒

その国に秩序を与え︑自分の権力によって国家を統一する
いる︒

ことができた︒ということは︑大したことだ︑と思われて
三︑天安門広場のデモ

このような権力が命令するならば︑北京の天安門広場に

の話だ︒

数百万人を集めてデモをさせるぐらいなことは︑朝めし前

朝九時になると︑北京の︑あらゆる街から数万の群衆が

花や旗を持て集まる︒広場の南には︑人民公会堂と中国革

命歴史博物館が︑そび気ている．ｌだんだん人間の数が

をした人たちが軍楽隊にそろへて行進してくる︒軍隊が制

増えてくる︒子供たちは風船をあげる︒色あざやかな服装

て行く︒その歩き方が︑ソ連の赤軍式なのだ︒ヒザを曲げ

服を着て白い手ぶくろをはめた手をあげて毛沢東に敬礼し

こういう国家的デモは︑必らず少教民族を尊重すると見

ずに︑足を高く︑けり上げて歩くやり方だ︒

せかける儀式が付く．中鯛に峰少数民族ｌ漢民族で厳
いものｌが五十種もいるらしい．壬ヘット︑回数徒ウ

ィグル︑モン絹コル︑カザクスのようなのが︑皆︑民族独特

の衣裳をして︑踊ったり歌ったりする︒いかに全国民が一
示する︒

致して仲よく︑毛沢東を中心として団結しているか︑を誇

四︑紅衛兵とつるしあげ

一九六六年八月十八日に文化大革命というのが始った︒

この日も天安門言広場で︑観閲台Ｅｖ一つた指導者に敬礼する

八から二十二歳ぐらいだが︑制服を着て︑赤い腕章をつけ

デモが行なわれた︒この場合は数百人の青少年だった︒十

ていた︒かれらが台上に立つ毛沢東と国防相の林彪︵ぴょ
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﹁毛主席！我々は旧い仙界を粉砕して︑新しい世界を

う︶に敬礼しながら分列行進をした︒
建設します！﹂と絶叫した︒

彼らのいうところによれば︑劉少奇︵りゅうしょうき︶

その他の修正主義者は追放すべきである︒また︑ソ連は資

﹁アメリカ帝国主義反対！﹂

で歩いたり季トラックに乗って走っていた︒そして︑

を叫んでいた︒ｌこれがお隣りの川本に影響しないわけ

がない︒いろんな形で︑運動資金が中国から送られて来て

の紅術兵が北京に集まった︑といわれる︒最初は︑五○人

何といって恥北京が一番はげしかった︒一時は一五○万

いる︑というウワサがある︒

こそうとするのは毛沢東だけである︒それで︑毛主席以外

本主義と妥協している︒真に共産主義革命を世界全体に起
の指導者は認めない︒毛に反対する中国人はもとより︑ソ

人が引きずり出されて紅衛兵によって﹁人民裁判﹂のつる

の紅術兵が一人の老婦人を︑なぐっているのを︑三人の警
官が見ていた︒という報道がある︒別の街では︑三人の老

連人をはじめ︑外国人はすべて敵である︑といった︒

しあげになっていたそうだ︒ｌそういうことが︑たち童

それからというものは︑ソ連大使館をはじめ︑あらゆる
外国公館が襲撃され︑カトリック教会の尼僧まで暴行を受

ち全国にひろがった︒この老人たちは首に︑

れ︑自己批判させられ︑毛主席の唱える﹁正統﹂な共産主

らいだから︑それ以外の共産党幹部たちも︑つるしあげら

かな暮しをしていたと見たからだ︒副主席が襲撃されるぐ

も略奪されたＯそれは︑紅衛たちから見て︑未亡人が︑壁

うな方法で︑中国全体の大学という大学は無くなってしま

うなこと縦なかった︒Ｉ消されてしまったのだ︒このよ

まった︒どこに？それは分からない︒もう帰ってくるよ

て︑血みどろになった︒そして︑市外に連れて行かれてし

して老人たちは︑紅衛兵によって︑なぐられ蹴︵け︶られ

﹁人民に対して犯した罪悪の数夜を告白させられた︒そ

座して︑紅術兵に向かって︑

ルもある紙製の三角帽子をかぶらされていた︒彼らは土下

と書いたプラカードをブラさげていた︒そして︑一メート

たしました﹂

﹁私たちは資本主義者です︒人民を搾取︵さくしゅ︶い

けた︒欧米風の服装をしている者はなぐられた︒．︿−マを

に変えた︒仏教寺院もキリスト教会も略奪され︑孔子を侮

かけている婦人は暴行された︒西洋風の街の名前は中国流
辱する旗を立てて紅術兵が持ち歩いた︒金持の家に侵入し
て︑ブルジョア風の物︑欧米流の砧物を往来に投げ出した︒

義の道から︑はずれていたことを告白させられ追放された︒

中国共産党刑主席だった孫文︵革命の元勲︶の未亡人の家

中国全体にわたって︑どこの街でも︑紅衛兵が隊を組ん
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った︒毛沢東の思想に基いて︑共産主義的農民と労働者が
監督し指導する大学が再建されるまでは︑大学というもの
は無く︑ていいのだ︑﹂というのだ○

ソ連共産党の機関紙プラウダ亀国く︵言︲真理という意味︶
は︑

﹁紅衛兵が入いって来て一人の労働者をメシダ打ちにし

た︒それは︒その労働者のいた部屋に掲げてあった毛沢東
の肖像の額プチにヒビがはいっていたからだ︒紅衛兵は角
でシバルというような乱暴をした︒ある人は一晩中︑拷問

材でナグッたり︑銃でタタイたりした︒イスを投げ︑電線
された︒意識を失うと冷水を浴びせた︒そして︑その人が
死ぬまで拷問をやめなかった．﹂と書いた．ｌそれが︑
そっくりそのまま日本の全学共闘運動のために輸入された︒

Ｊ昔からある附和雷同のサルまね．
ソ連政府の新聞であるイズベスチャ︵ぼくの里冒ｉ報道とい
う意味︶は︑

党第二十回大会で三年前に死んでいたスターリンを弾劾す

る演説をした時からだ︒毛沢東はスターリンを神の座から

引きずりおろすことに反対だった︒﹁個人崇拝結構︑スタ

ーリンを神様にしておいていいじゃないか︒﹂スターリン

は悪魔だったとか殺人鬼だった︑とかいわれては︑毛沢東

を完全な人間の理想と教えている中共として都合が悪い︒

さらに︑アメリカと平和共存というのは間違い︒共産世

界は自由世界と必然的に戦争するんだ︒ソ連が一国だけで

革命をやればいいのではない︒世界に革命を起こすのだ︒
ない︒

そうでなければ︑マルクス・レーニン主義として筋が通ら

その上︑中国の共産主義こそ正統である︒ソ連のは修正

主義であり偏向である︒だから︑世界のあらゆる国にいる

共産主義者は中共の毛沢東を指導者とすべきである︒

ソ連の共産党は資本主義的に共産主義を修正している︒

言葉をかえていえば︑右翼化しているのであり︑資本主義

それに対して︑ソ連では︑中国共産党が︑スターリンとの

的民主主義の方向をとって進ぷつつある︑と批判している︒

とんでもないものだ︒あんなものがマルクス・レー号ン主

﹁中国でやっている︑いわゆる文化大革命なるものは︑

義であってたまるものか︒毛沢東を筆頭とする中国共産党

している︒︵理事専大教授︶

Ｆの○冒弓８筋ご的極左主義に逆もどりしている︑と非難

権力闘争に負けて︑一九二七年に追放されたトロッキー

はマルクス・レーニン主義者の恥さらしだ﹂と書いた︒
五︑ソ連との相異

いつごろからソ連と仲が悪くなったかというと︑一九五
六年だ︒フルシチョフ︵冨蚕国固︺﹃二沈胃一一①ぐ︶がソ連共産

（10）

ｌ

大学教育側面観

八酪農アルバイト学生記事からＶ

新美忠之

一

一

一

ｌ東京に文字通り遊学している大学生たちが︑この夏北海牧草を刈る︑牧草をサイロにつめる︑作業は終日続く︑
全体に牛の臭いがしみつく︑サイロの中 は特異な醗酵臭で

道の酪農ア上︑︿イトに大挙して押しかけた︒

れが
が酪
酪挫
挫農
農民
民の
の現
現実
実の
の営
営
かれらのアルバイトⅡ的は︑言わずとも知れて︲いる︒涼頭がクラクラすることもある︒ここれ

一週間ほどのうちに︑甘ったれた幻滅から︑かなり多く

の学生がやめて帰ったという︒それだけではない︑﹁俺た

ちは働きに来たのではない﹂と公言して農協の関係者を唖

然とさせた者も何人かいたという︒そして都立大のある学

生臆や確り東京の生括Ｉレジャ︲氾濫とェ腰ティシ蕊ム

職行の生活ｌが快適だといって帰っていった．彼等縦将

る学生は慣れぬ労働から劣等感にさいなまれ懐郷病にとつ

来︑果して勤労生活に入っていけるであろうか︒また︑あ

的なもろさが何よりも憂慮される︒

太った豚では物の役に立たない︒それだけではない︒精神

って栄養過多︒見たところは立派な体格ではあるが︑肥え

かれて遥々親の迎えで帰っていったという︒物が豊富にな

ているｌば第一Ｈでうちひしがれ扇ことにな為．朝早く︑
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公北
北海
毎道直
き︑
るし︑金にもなる︑という計算であみである︒その汗の結晶からも税金として大学の費用にも
しい
見見
物物
が︑
でが
きで
るし
廻ってくるＯここまで考えたかどうか︒

る︒親馬鹿につけいってフンダンに金をせしめ︑女友達の

シリを追っかけるだけの連中に鮫くれば︑まだまだマシで
ある︒せめてもの親孝行というところか︒
これらの北海道に行った学生のアル︑︿イト状況はどんな

様子であろう︒かねがね興味をもっていたが︑新聞記者氏
の探訪記事を読むことができた︒そのうち二つ三つ考えさ
せられるものがある︒第一は頭でっかちの空理をゥ呑みに
してしっかと現実の大地をふみしめる修練が欠けているこ
とである︒涼しい北海道︑無心に遊ぶ牧牛︑広荘たる風景︑

東京を脱川して牧歌的な生活を楽しもう︑まづこうした幻

畜舎を掃除する︑飼料を与える︑乳をしぼる︑冬に備えて

想その背後にはレジャー享楽という浮ついた根性が脈うっ

体

もう一つ︑ある農家に割り当てられた数名のアル等︿イト

学生が食事がまずい︑風呂は毎日沸かせ︑という要求を出

して団体交渉？をした︒その農家は学生に特別の献立を
した︒団体交渉で﹁勝利した﹂と考えたことであろう︒お
そらく︑その農家の日常の食事は︑遥かに質素なものであ
ったであろう農民の生活にとけこんで︑身を以て体験を深
めるというのでなく︑労資という抽象観念の虜となって︑

人間的な共感の世界に目を開こうとしない︒自らを労働力
という商品に還元して一向に疑問を感じないようだ︒
これに関連して︑記者氏の附一記がある︒一農家一人の配

ない︒定員の何倍かの学生をヤミで在籍させる諺教室には

一般教育など高校教科書の方が詳しい︒これでは近所の喫

入りきれない︑休講が多い︑講義の内容も期待はずれだ︑

茶店でお茶でも飲もうか︑下宿に帰ってマージャンでもや

るか︑ということになるのも無理はない︒ポヤポヤ遊んで

いるよりァと︿イトでもしよう︒そのほうが遊ぶ軍資金に

もなる︒こうして学業から遠ざかっていく学生︑そして有

名無実の莫大な大学卒業生が巣立っていく︒日本の高等学

徒の質はその能力に欠ける者も多いＪ大学卒業生の段階

校の教育課程健枇界最高水準を行くものと思うがＩ生

駅弁大学という言葉が使われ出した頃︑知友の一人が日

では恐らく世界般底の部類であろう︒どうしてか︒

本に大学は無くなったと歎息の論文を公にしたことがあるｏ
本来の大学教育を放棄して大学を利潤追及の手段と化して
省ゑない大学があまりにも殖え過ぎた︒講義は殆んど休講
で︑テレビ座談会や講演会にひっぱりダコの某有名教授を︑
その国立大学は処罰しなかったし︑文部省も大学自治尊重
の名目で知らぬ顔の半兵衛をきめ込んだ︒卒業資格を売る

大学︑学位論文の代作︑出版企業の走狗然たる教員諸君︒ゲ

醤︿棒に衝かれる弱点が多過ぎる︒教育を忘れた大学は潰す
方がよい︒大学は自らの非を今後どのように改めていくか︑

見守ることにしよう︒なお︑北海道アル︑︑︿イト学生の中に

しい大学もあることに将来を期待しよう︒︵善塞濡鍵顎教授︶

は少数ではあるが賞讃される学生もいたと同じく︑大学ら

、 全 ＝ ノ

分となった学生は︑ゑな素直でよい学生さんといわれてい
るのに︑数人集ると妙な動きかたをする︑と︑一人々々で
は弱い︑集団の力で︑と︑いう︑デモや団体交渉ばやりの
戦後の世相からの影響があろうし︑日教組の倫理綱領的教
育が普及徹底した現われと見てもよいであろうｏ
これらの例はいずれも好ましいものとは考えられない︒
だが︑家生をここに追いやった者は誰か︒戦後の大学に責
任はなかったといえるであろうか︒

学生は勉学に専念し学びとった能力を以て社会に貢献す
るのがその本分である︒既に社会人として勤労の汗を流し
ている同窓生を考えたら︑何人かを代って勉強する位の覚
悟をもつのが人間らしい人間というもの︒
かた苦しいお説教になったが︑学生をここまで衆愚化さ
せる機会を大学自体が作っていることを見逃すわけにいか

rlワ、

やまつ

山松勝一

清河八郎︑﹁西遊草﹂孝母の旅日記より

山

郎

ーー一'

江戸時代の末に至るまでは今川と呼ばれ︑

代に府中浜または直江の浦︑鎌倉時代から

今町とも呼ばれた︒直江津というのは明治

高田に榊原氏の転封があってからは︑高田

潟に次ぐ繁華な土地であったが︑当時は十

以後の称である︒荒川を利用した港で︑新

二年前と八年前の二度の大火で︑市内強ら

はかどらず仮の住居がまばらに建っている

ず焼けてしまい︑なかなかその復興作業が

いかと尋ねたところ︑池鳥屋忠左術門とい

八郎は往来の人に︑どこかよい宿屋がな

ばかりであった︒

う描屋を戒められたので︑そこに泊った︒

ずす

駅を過ぎ黒井の稲に着いた︒ここから左の

米山三里を越えて︑鉢崎・柿崎︑潟町の宿

この日︑八郎は柏崎を立つとき︑鯛が大

ずいぶんきたない家で︑すっかり失望した︒

豊漁で︑勢いよく売買しているさまや︑船

しゆく

方に進めば高田に通じるのであるが︑今町
非母に一見させたいと思い︑右の野道をと

圭拾

いたが︑一ヵ月も経たないうちに神田の大

ぞと大楽しみにして来たのである︒しかし

たから︑今晩はきっと鯛のさし象が食える

柿崎からこちらは浜辺の網引きを見かけた

も沈むばかり鯛を積んで帰って来るのを見

来ると︑荒川の渡しに出る︒右手はすぐ海

が︑すべて鰯網で︑鯛網はひとつも見かけ

って歩いて行くと︑雨が少しばらついてき

で︑浜では漁師たちが掛け声男ましく幾組

宿屋はきたないし︑鯛のさしみもないので︑

たので︑大いに祝杯を挙げたいところだが︑

越え有名な越後浜街道の砂路の難路も過ぎ

なんら

も網を引いていた︒川には海船が多く入り

いている︒ここは奈良時代に水門︑平安時

みずと

この渡しを越えると︑今町の家並みが続

るＯ

ない︒全く期待はずれである︒米山の険を

火にあい類焼してしまったので︑翌二年正
月︑今後の方針を立てるために帰郷︑その
おり自分は文武の道に熱中して︑孝養を尽
くさなかったことがつくづく悔まれたので︑

三月二十日︑母の亀代を奉じ︑下男の貞吉
を若党にしたてて伊勢参りに出立した︒こ
の時八郎二十六戒︑母四十歳であった︒
がらめき

一行は越後路をとり︑新潟に七日間滞在

こんで停泊していた︒これが今町の港であ

た︒それで急ぎに急いで半道ばかりやって

清河八郎は︑群末維新の際︑指導的役割
を演じた激烈な行動家である︒彼は二十五

の港は越後でも有名な所だから︑八郎は是

ばつさき

油を見物し︑四月十一日早朝︑柏崎を出立︑

小お

一

〆 ‑ ？ 、 ／ 警 一 へ ハ ヘ ー 、

日が

歳の安政二年の邪︑三河町に文武の塾を州

１︑今町港

春等

し︑それから柄目木の天然ガスや新津の石
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えば︑いよいよいらいらする心をじっと押

もう午前雰時は過ぎ︑早朝出立しようと思

まに床に入ったが︑なかなか寝つかれず︑

酒を飲みたい心も起こらず︑心のふさぐま

事であったと語った︒

お参りに行き︑帰って来て︑寺の様子が見

茶屋で休んでいる間に︑母は貞吉を連れて

上人が久しく留まった所だという︒八郎が

に︑真宗本願寺派の国府別院がある︒親鴬

れたという松が残っている︒ただしこの

は無くなっているが︑上杉餓勝が植えら

ように香きつけた︒

行きかねた︒それでその日の日記には次の

おったのであるが︑雨風が激しくてついに

﹁山の上には平地が多くある︒昔の跡

えている実に苦しい旅の一夜であった︒

３︑春日山

２︑五智如来

ぱ感ずることもあるだろうが︑雨風には

あり︑わずかの回り道だから登って詮れ

母が植えられたのだという︒昔の井戸も

松は景勝が植えたのではなくて︑景勝の

それで急いで本道に出る︒そこは北国街道

雨降りであたりのよい景色も見られない︒

たのだが︑あいにくの雨である︒いくら待

それから高田まで二里である︒その間︑

と加賀往来︵北陸道︶の落ち合う所である︒

四月十二日︑早朝出立しようと思ってい
っていてもなかなか止みそうもない︒それ

う旨くまたきれいな造り方だから︑二度も

うま

む︒ここで名物の栗飴を売っている︒大そ

ようやく高田にいたり︑入口の茶店で休

４︑高田城下

た︒﹂

ばまれて行きかねたのは︑残念であっ
十町ばかり右手に︑上杉誰信の居城のおか

で午前八時頃雨具をつけて宿屋を出立する︒

宿料は一人二百二十文で︑三人分六百六十

重なり合い︑前はよく耕された田圃が広が

れてあった春日山がある︒後ろは山や谷が

八町ばかり歩いて五智国分にいたる︒

文であった︒

り︑大そう便利のよい所と思われた︒
八郎は五年前の嘉永三年二月十一日に︑

ここにある五智如来堂は行墓一菩薩の開基︑

聖武天皇の建立である︒安国山国分寺とい

郷里から京都遊学に上る途中︑この春日山

高田は榊原式部大輔政恒︑十五万石の城

三度も買った︒代金は弐百文であった︒

れにふさわしく市中も活気が溢れている︒

下である︒越後第一の大群であるから︑そ

町並みは街道に沿って一里半も続き︑町屋

らな所が春日山である︒謙信の築いた城
ている︒景勝の植えたものという︒ああ

多い高田の町の一特色であった︒

下を往来するのを雁木造りといって︑雪の

がんぎ

のひさしを長く張り出してあって︑その軒
と一記した︒八郎はこのたびも登るつもりで

・・・：︒﹂

謙信は一世の英武を以て八州を雄略し︑

壁はすでに無く︑わずか一大孤松を存し

﹁高く険しく連なる山々の下のやや平

に登ったことがある︒その日録に︑

い︑寺領二百石である︒寺の構えも立派で︑
本堂には金色の仏像五体が安置されている︒

これが本尊五智如来である︒かたわらに親
驚上人の木像などがある︒末寺もずいぶん
多い︒

境内の端に軒を並べて茶屋があり︑また
林に続く池のほとりにも︑こぎれいな茶店
があった︒

五智如来から西の方に九町隔てた小丸山

（14）

など︑どれも鯛の料理である︒八郎は日頃

弱肉強食の世州を呈し

天文年間は英豪しきりに起こり

史書を論じて当時を思えば

そらん

の待つところと︑日記を書く手を止めて︑

親子の間でさえ相攻め合った

それで雨がいくら降っても何の心配もな
く城下の出口にいたり︑空腹になったので

そう親切な宿屋だと思っていたが︑八郎よ

酒三杯を傾けた︒ところが初めのうちは大

あつのぶ

浴させた︒それで八郎は前後の区別のない

その中の大姦雄は甲の信玄

或は数世伝え或は殺し合った

毛利の義戦織田の奇襲

あるい

けしからい宿屋だから︑大いに責めただし

公は生涯もっぱらこの人と戦った

公の英略には余裕があり

信玄の死を悲しむ誠実の入

再度上洛して天子の勅を受けた

↑Ｌ

この人亡ければ山城たちまち荒れ果て

人々これに感じて嘆くばかり

夜明けに急いで出立した今町の港

言古詩﹁春日山﹂を作った︒

八郎はこの夜︑日記をつけ終った後︑七

６︑﹁春日山﹂

百二十文︑三人分で六百六十文であった︒

この日の宿料は︑昨日と同じ︑一人宛二

過ごした︒

てやろうと思ったがこらえて口に出さずに

りずっと遅れて泊った加斑の医者を先に入

昼食をとろうとしたが︑よい茶店がない︒

い食事をした︒

仕方なく粗末な茶店で︑大そう気の進まな

５︑新井の宿
商田城下から南に二里ばかり北国往来を
たどり︑新井の宿にいたる︒ここで百万石
加賀宰相家の家老奥山内膳の行列に会った︒
なおはる

内膳名は畝柵︑加役群年寄役の門閥・前出
一万二千石を領知し︑元端元年︑三十四歳

八家の一の老臣奥村支家十三世惇叙の次男︑

で没した人である︒その行列はいかにも大
国の家老らしく︑堂々たるものであった︒

雨雲湧き起こり雨がしきりに降る

高厘も大屋もすべて滅びゆくもの

高田からこの新井にかけては︑世に箱尚

右手に幾重にもそびえ立つ山また山

公の威風はただ後人の聞くところ

旅舎の燃火の光はうすぐらい

ともしび

我遠くここに遊び春日山の感を書せぱ

﹁報は軍営に﹂の詩に雄大の気現われる

公は陣中にあって風流を忘れなかった

ない

今は一時の叢となり何も調うことが

こうかたいおく

一四五四メートル︶がそびえているが︑今

い豪雪の一川である︒西南に妙商山︵高さ︑

春日山の辺雲霧にかくれる
私はもともと慕う謙信公

くさから

でも白雪輝き︑紫色がいかにも寒々として︑

後二時であるが︑明日の都合があるので︑

身のひきしまるような思いがする︒まだ午

七道武威は比ぶものがなかった

八州草木の扉くように帰し

当時の威力虎よりも勇猛であった

た︒

やむを得ず石川屋という大きな宿屋に泊っ
夕食には宿屋の主人が特別の酒肴をとと
のえてよこした︒鯛のさしみ・鯛の吸い物
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※※
八郎の奉母旅行は三月二十日から九月十
日までの百七十日間である︒その時のこと
︵四百字詰原稿用紙︶で三枚半余り評き︑

を母の老後の思い出にしようと︑毎日平均
積もり積もって六百枚の量となった︒名づ
けて﹃西遊草﹄という︒筆者はその口語訳
と注をつけ︑千二百枚の原稿を作ったが︑

平凡社から刊行するに際し︑五百枚の抄訳

会員だより
新﹁弘道会要領﹂の公募を
提唱す

のを多くの人に応募してもらって︑本部の

幹部諸先生がこれを糾酌取捨して新要領を

である︒その条目は多くともまた極めて短

定めるのが時宜を得たものだろうと思うの

力くともよかろう︒要は現代の国状に合し︑

世界の情勢にあった万人に適応するような

指針のようなものでよいのである︒而も出

よい︒これが西村先生の御遺志だと思う︒

来るだけ平易で誰にもわかるようなものが

村宗嗣

私は去る二月号に新﹁弘道会要領﹂の設

こういうものなら誰にでも思いつきで出来

定を望むという題で現在日本弘道会の現状
を憂い︑西村会祖の大勇猛心に就いて述べ︑

いう方法によれば︑現に本部の幹部であら

幹部諸先生によることにすればよい︒こう

ある︒この春日山・高田を通った記事も単

表されるであろうことを信ずるが故に︑本

ことはいらぬ︒その採択配合は一に本部の
会の幹部諸先生に之を期待したのである︒

ることである︒その応募者に全きを求める

の﹁謙信ブーム﹂を見るにつけても︑心残

の世情に適する簡易にして親切な要領を発

りが多い︒それでこのたび﹃西遊草﹄にし

ようし︑会員その他の若い人達も之に参加

れる諸先生も安んじてその採択に当られ得

同先生が今日の世に処されるなら必ず現代

たがって八郎の行動を述べ︑併せて﹁奉母

の諸先生にはこの際自ら進んで之に当ろう

ようし︑会の発展にも大きな効果をあげる

ことが出来ようと思う︒形式は懸賞がよか

したという意識によって密発の機を得られ

ろう︒懸賞金はあまり多くなく︑当選者を

とするほどのことを望むのは事実上無理で
ではない︒本会では先年現代道徳の理論体

多くする方がよかろう︒私は明治百一年の

会の行事として︑こんな方法により新要領

た︒然しあれはあれだけで本会の運動にど
れだけ貢献したかは甚だ疑問である︒そこ

︵秋田支会長︶

の設定を進められる事を切実に希望する︒

心得要項のようなものを数ケ条に纏めたも

条書きの︑日常生活に必要とする様な国民

で私は西村先生の定められた要領の様な個

系を望むような懸賞募集をやった事があっ

あろうと考える︒道徳の理論体系を望むの

然し︑現在世に知られて居られる様な幹部

に梗概を記すにとどめたのであるが︑今日

に編集した︒それで大方は梗概としたので

川

詩集﹄三百三十首の中の﹁春日山﹂の詩を
この地の様子を知ることができるであろう︒

添えた︒これによって今から百十四年前の
︵山形県会員酒田西間教諭︶

坐

﹁Ｌ
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︵サクラ読本巻八

へ逃げのびたり︒

といってよいほど違っている︒おそらく︑

文語文に書きかえたもので︑原典とは全く

これは平家物語から取材しわかりやすい

夜に入りて︑義仲ひそかに味方の

に三町雫ばかりとなれり︒

両軍互に押寄せて︑其の間わづか

くとなみ山のふもとに陣を取る︒

仲は五万騎を引連れ︑これも同じ一

古典鑑賞のための素読法斉藤 喜 門 一
０１ｂｒ︑Ｐｂ

一︑私たちの生活は古典か

ら急速に遠ざかりつつあ
プ③

戦前に小学校を終えた三十五歳以上の方

っとときの声をあげさせたり︒

るようにする必要があったのである︒私が

ういうことから︑文語文で読率害きができ

式のものという考えがはたらいていた︒そ

主体であった︒これには文章は文詔文が正

申告害などはもちろん︑書く手紙も候文が

らである︒たとえば法律︑役所からの通達︑

Ⅱ常の文章生活が文語文でなされていたか

のは理由があってのことである︒それは︑

戦前にこうした文諮文を速く学習させた

れなりに皿由があることである︒

えた文語文は取り上げられない︒それはそ

り上げているが︑決してこのような苦きか

あろう︒いま︑中学から少しずつ古文を取

るために強いてこういうことをしたもので

文語文に慨れさせ︑古典を読めるようにす

兵を敵の後に廻らせ︑前後よりど
不懲を討たれて︑平家の軍は︑上

々は︑そのころ小学校の教科書がどんなに
多くの文学文を載せていたかを思い出すこ

を下への大さわぎ︑弓を取る者は

大将維盛は︑命から人Ｉ︑加賀の国

の人馬にてうづまれり︒

人の上には鳩︑重なり重なって︑
さしもに深きくりから谷も︑平家

落つれば兄も落ち︑馬の上には人︑

親も落つれば其の子も落ち︑弟も

りたり︒

平家の軍は逃場を失ひて︑後のく
りから谷に︑なだれを打って落入

るもあり︒帖さは暗し︑道はなし︑

乗るもあれば︑一匹の馬に二人乗

らず︑人の馬にはおのれ乗り︑お
のれの馬には人が乗り︑後向きに

矢を取らず︑矢を取る者は弓を取

とができるだろう︒いまは小学校では文語
文にふれないことになっているが︑戦前は︑

あたか蝿園誰の学習峰古典ｌ古文と淡
文ｌが読めるためにあったようなきらい
があった︒次の文章は︑終戦のころに使っ
ていた小学校の教科書︑四年生のもので︑
文語文にふれさせた雌初のものである︒

第六くりから谷
きそよしなが

木曾義仲都へ攻め上ると聞きて︑

たいらのこれもり

平家はあわてて討手をさし向けた
ｈソＯ

大将平維盛は︑十万騎を引連れ︑
ゑつちゅう

越中の国となゑ川に陣を取る︒義

へ

﹃ 一

庁ｊ

︑Ｉノ

／Ｉ﹄

初めて親父に手紙の代筆をさせられたのは
小学校四年生のときであったが︑それはや

○宿泊の設備あり
といった程度のものである︒

いた︒

ないｌ生徒約一○○名Ｅ次の兵うに聞

ますか︒

問古典を読めるようになりたいと思い

いいえ一六︒︿１セント

答はい八四・︿−セント

文部省唱歌などの﹁なつメロ﹂には随分

読めるようになりたいが八四パーセント

はり候文であった︒どこに候をつければよ

ようだ︒中学二年生に﹁我は海の子﹂の歌

もいるということはどうしてだろうか︒そ

の怠味がわかって歌う生徒はあまりいない

ところが︑終戦後︑憲法が口語で書かれ

た︒それでも結構よく歌うのである︒歌詞

詞の意味を聞いたがあまりよく知らなかっ

と文語文があって︑よく口に上るが︑あれ

て以来︑私たちの生活から急速に文語文が

れで次にその理由を二つ書かせた︒そのお

口写しに書いた記憶がある︒

遠ざかりつつある︒もう﹁候文﹂で手紙を

の意味を考えているのでなく︑メロデーを

いかがさっぱり見当がつかず︑半ば親父の

書く人もほとんどいない︒︵聞くところに

もなるものを拾い上げると︑

８知識が深まる︒

７読めれば何かの役に立つだろう︒

６視野を広めたい︒

５現代ものばかりではつまらない︒

物足りない︒︶

４原文に直接ふれたい︵現代語訳では

３昔のことばづかいなどを知りたい︒

２昔の人の考えや生活が知りたい︒

１古典が好きだ︒おもしろそうだ︒

楽しんでいるのである︒

二︑古典に好奇心がある中

よると︑最近︑その簡潔なところから︑候
決して昔のようになることはない︒︶役所か

文が見直されて来ているそうだが︑しかし

学生
では︑いまの中高校生は古典についてど
う思っているか︑はたして好きか︑関心が

にぎこちないものであったが︑最近はどう

らの通達も︑口語文の使い初めは︑まこと
やら一つの文体が出来上がって︑それなり

あるのか︒

わされているので︑特別な生徒でない限り

９日本の様子がわかる︒

高校生は大学受験で︑訓話注釈にふりま

に落ちついて来ている︒もう文語文が私た
在あるとすれば︑新聞の見出しや固い文章

もういや気がさしている︒それを見ている

︑長い年月生き続けたよい作品が多い

ちの生活の中に生きることはあるまい︒現
の中に時たま見られるようなものだが︑そ

ものだと思いこんでいる︒

中学生は︑古典はむつかしいもの︑こわい

テン

あるだろうという好奇心︑現代語に翻案さ

知りたいという知識欲︑現代にない何かが

以上がその︑へスト一○だが︑昔のものを

から︒

れもあまり文語と意識されない程度におい
Ⅱノ︑ｒＪＦ︑夕︑〆︑ノ︑げ１．︑〆ｊ

たのはうれしかった︒まだ全く古典指導を

それをこのあいだ調査して悪てはっきりし

しかしほんとうは︑古典に関心がある︒

ててある︒たとえば︑

ｏ医師よおごるなかれブレイバークさん
の死に思う

○学部新設認めず大学紛争解決に全力

行なっていないＩ悪い指導法に汚れてい

〜︐︐︲″︲

︒抜きつ抜かれつ
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れたものでなく︑直接に古文にふれたいと
いう真実の探求心︑こんなものが︑古典へ

ないものが古典を求める父持ちというもの

彼らの心をつないでいる︒古典の味を知ら
はこんなものでなかろうか︒

問原文の一部でも読んだことのある古
典をあげなさい︒

原典に好奇心が出てのことではなかろうか︒

三︑古典をきらいにしてい
る古典指導
これだけ関心があるのに︑高校になれば
古典がきらいになってしまう︒これは古典
をきらいにしているのが古典指導だからで

そこで︑そんなのをしばらく鍔いて︑素

となも古典は一語一語を解釈して読むもの

読で古典を読むことを進めたい︒多くのお

だという先入観があるのではないか︒私は

こぶ

この調査のあと︑江戸時代の笑い話や字治

拾遺物語の中の﹁鬼に痛取らるること﹂を

竹取物語三八人平家物語六人

生まれているｌｆるのに︑初めから訓

いに隔絶され

らえさせると︑結構よくとらえる︒一人で

こうして正しく読んだあと︑あらすじをと

にむずかしいものだけに注をつけておく︒

班に分かれて読み合いをする︒ことばは特

しい読みかたを︑あとをつけて読ませる︒

取り上げて︑素読をやらせてみた︒まず正

源氏物砧一二人古今集三人

話注釈をおしつける︒大学入試に出迦され

はわからなくても︑三人四人で考え合えば︑

ある︒初めに述べたように︑古典からしだ

万葉集二人古事記二人

させる︒一﹂んなことで古典をきらいにして

るからとて︑一語一語文法的な分析を試象

答徒然草四六人雨月物語七人

今昔物語一二人お伽草子二人

それだけに逆に好奇心が

枕草子七人奥の細道二人

ことで四︑五時間後に感想を聞いたら︑お

前後がうまくつなぎ合わせられる︒こんな

むかしは素読法というものがあった︒漢

でも集まって︑今昔物語でも徒然草でも﹄

んと古典の輪読会があると聞く︒月に一度

読んでみてはどうか︒いま地方にはずいぶ

な時に古典の一つを素読法で︑終わりまで

十月は読評週間のある月でもある︒こん

いて来たらしい︒

かるものをわかっていくという楽しみがわ

とばのもとを知るということ︑おとなのわ

んだ話のもとを知るということ︑いまのこ

もしろいといっている︒子どものころに読

しまっている︒現在商校進学生は八割だか

そのふれ方はともかくとしてまだ古典の

文などは︑まず正しく音読させる︒めんど

ブの０

典の一億総きらいということになしつつあ

らこの八割の者をきらいにさせている︒古

学習を始めていないのにこれだけ原文にふ
ているからといえばそれまでだが︑凹然の

れている︒都会のインテリ層の家庭に育っ

ではなく知らないからであるかもしれない︒

うな解釈はそのあとにした︒古典がきらい

四︑古典の素読法

この中で徒然草・竹取物語が最も多く読

だという理由には︑﹁めんどうだ﹂という

よう︒古典に関心のない者も︑きらいなの

ままでもこれだけ古典に関心があるといえ

の人に読まれ︑兄弟や親や教師の口に上る

の追求に対する素朴な印象的な反応である︒

のがかなりあるのは︑この必要以上の語義

まれているのがおもしろい︒徒然草は多く

の物語で美しい場面が心に焼きつき︑その

からであろうし︑竹取物詔は﹁かぐや姫﹂

r
lq1
、 △ し 〆

方丈記でもいい︑初めは筋のある物語がい

がわかるし︑わかる楽しみはかくくつであ

た時にはこうした本を何人かで読桑合うの

いことと思う︒︵特別会貝お茶の水大講師︶

る人を指導者に迎えられたらなおおもしろ

が︑必要ではなかろうか︒古典に通じてい

いまは︑変転きわまりなく︑さわがしい

マ︒○

世の中である︒こういう時代だからこそま

いかと思うが︑また万葉集でも源氏物語で
い︒日本語だからそのうちにおよその意味

木通りの事務所を訪ねて来るよう申された︒先生が司法次官御在職

なくも︑紙上で︑顔見知りの三宅正太郎先生とⅢ席しましたので︑

逓相となって以来︑第一次第二次西園寺内閣・山本内閣の内相

慈寺住職に感激して︑終生忘れることなく後年第四伊藤内閣の

某が同氏を庇護して幸い覗無きを得た︒当時少年の氏は深く大

となり︑遂に宰相として︑原内閣を組織するに至った︒年度毎

の大慈寺に贈っておられた︒

に皇室より︑歳費と同額の御内帯金を賜わるが︑そのまま郷里

ましたが︑他日に譲り度いと思います︒︵埼玉県会員︶

によって創唱された庶民教育について︑くだけた面白い話も承わり

なお︑三宅先生より家屋明渡と心学道話︵享保十四年︶石田梅岩

よすがの一端となれば幸いと思います︒

原敬日記に記載されておるかどうか私は存じませんが︑氏を知る

登載されたについて︑御一訊ね致したところ︑さらに故原敬氏の逸話

又政友会の利け者として名声高い方々の逸話を独り私の胸臆に止め
て置くことは勿体ないので︑三宅先生令弟の友人里見武夫氏の奨め
もありましたので左に摘録致します︒

上に提出されると直ちに決裁せず︑自宅に持帰り︑仏壇に香を

一︑横田千之助氏が司法大臣在職中︑死刑囚の決裁書か大臣の机
焚き︑やがて執行される人の冥福を祈念して︑翌日決裁された

×

と謂う︒大臣と雌も︑確定判決については︑如何ともなし難い

×

語る人は当時司法界の長老であり︑語られる人物は名宰相であり︑

を語られ︑深く感銘を覚えました︒既に二十年の昔となりましたが︑

中︑時の司法大臣描出千之助氏が急逝され︑氏の逸話を新聞紙上に

御挨拶したのが切掛で︑偶々知人のことに及ぶと先生より︑銀座並

原敬氏の祖父某が脱藩して罪を得た際︑盛岡市大慈寺の住職

心があったとし象じみ思いました︒

二︑独り横田氏に限らず︑昔の政治家には強い意思力の反面柵い

ありで︑横田家は倍々繁栄されておるとのことです︒

さを切に感ずるものであります︒さればこそ︑積善の家に余慶

もいい︑素読法でぐんぐん読んで象るがい

三宅正太郎先生の思い出
術

昭和二十四年頃かと記憶致しますが︑京浜急行電車内で︑ゆくり

岡

ことは当然でありますが︑該当の人の冥福を祈念する宗教的温

×
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一︑遺伝か環境か
親として︑わが子をよく育てたい︒そし
てやがてりっぱな人になってもらいたいと︑

願わない者はありません︒赤ちゃんが泣け
てよ︑歩けよ﹂との親心は︑むかしもいま

ばおっぱいをふくませ笑えばよろこび﹁立

やがて子どもたちは︑成長して小学生に

も変らない愛情のあらわれです︒

なりますと︑できる子できない子がはっき

うかＯ

りしてきます︒どうして差ができるでしょ
﹁あなたに似ているのよ︑この子は﹂
﹁なに言ってるんだ︒おまえのしつけ︑が
わるいからだ﹂

ふたことみことがきっかけとなって︑低
気圧があらしとなりかねません︒

この子どものおかあさんは﹁できないの
のようです︒おとうさんは︑﹁しつけがわ

はおとうさんからの遮伝だ﹂という考え方
るい︒喋境のためだ﹂と信じています︒
﹁瓜のつるには︑なすびはならない﹂﹁そ

だちより氏﹂などと︑いわれているように︑

むかしの人は知能も︑性絡も︑からだまで
もみんな生まれつきの遺伝と信じていまし

た︒しかしやこれは経験からそう思ったに

んでした︒これを︑学問的にはじめて証明

すぎないので︑科学的なものではありませ

メンデルの生まれたのは︑オーストリア

したのは︑メンデルです︒

のかたいなかシンジア︵いまはチェコスロ

等ハキアに︶というところで︑家は果樹や草

メンデルも幼ない頃から︑庭に花を柿え︑

花を栽培している農家でした︒

興味をもっていました︒

接木などを見よう見まねでおぼえ︑柿物に

やがて大学を川てから︑牧師になりその

うちに︑彼の鋭い観察から︑エンドゥの花

教会の庭で︑いろいろな草花を作っている

それから︑メンデルはうまずたゆまず八

に変ったものを発見しました︒

ヵ年という歳月を︑エンドゥの研究にささ

もっていましたから︑たくさんの交配極を

げました︒もともと数理にすぐれた才能を

正確に調べ︑それをまた栽培するというく

い規則のあることがわかり︑一八六五年に

りかえしと努力の結果︑生物の遺伝に正し

このことをまとめて学会に発表しました︒

それは﹁紅花のエンドウ︵父︶と白花︵母︶

とを交配して雑種をつくると︑紅花は白
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個体のなかにかくれているのである︒

性の白花は︑まったく消えたのではなく︑

図のようにぜんぶ紅花となる︒しかし︑劣

1

それゆえ︑この一代雑種のどれとでも交
配すれば︑二代雑種には図のように︑紅花
と白花の比率は︑三・一にあらわれる﹂と

1
3

彼の名をとってこの事実を﹁メンデルの

いうことを実験によって証明したのです︒

↓ハッハは八人きょうだいの末子として一

出しています︒

六八五年に生まれ︑ベートーベン︑ブラー

他の植物も動物もすべての生物は︑この

彼の作州は︑題材がすこぶる豊富であり︑

ムスとともに三大音楽家ともいわれました︒

法則﹂と名づけられています︒

法則によって︑遺伝因子が子孫に伝わるこ

うけることになります︒その後は︑人間の

は動物ですから︑メンデルの法則の支配を

す︒

まれに見る音楽的天才ということができま

はいまでも及ぶものがないといわれており︑

その曲は商尚で︑メロテｌの微妙なこと

ありません︒

独創的であることは︑他にくらべるものが

からだはもちろんのこと︑頭のはたらきや

すると︑わたしたち人間も︑生物学的に

とが︑科学的にあきらかにされたわけです︒

性格までも︑親ゆずりの遺伝を信ずるよう

ところで︑彼のきょうだいからも︑父も

ったのです︒これを例にとって︑遺伝学者

母もそして祖父まで︑すぐれた音楽家であ

になりました︒

その頃は︑いまのように︑医学もすすん

でなく︑他のすぐれた才能は︑家系的なも

や優性学者は︑くちをそろえて﹁音楽だけ

でいないものですから︑肺結核やらい病な
とからおそれられていました︒

そういわれて見ると︑楽聖︑ベートベン

のだ﹂と︑いいはったものです︒

ども︑その家に代々伝わると信じて︑人び
したがって︑わたしたちの知能や才能に

には︑音楽家としての父親がありました︒

ついても︑遺伝説が強く︑そのご長いあい
だ︑これらはすべて︑生まれつきそなわっ

モーツァルトの家でも︑三代も続いて︑有

バッハの家系は︑二百年の久しきにおよ

ます︒祖︑狩野正信は︑歴史上まれにみる

わが国でも︑画家︑狩野氏の系図があり

名な音楽家を出しています︒

ていると︑考えられていました︒

たとえば︑音楽家Ｊ・Ｓ・バッハのこと

んで︑連綿としてたえることなく︑その祖

雪舟にみとめられていました︒

巨匠で︑はやくから︑すぐれたその才能を

がいつもひきあいに出されたものです︒

先にも子孫にも︑きわめて優秀な音楽家を

（22）
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花に対して優性であるから︑一代雑種は︑

エンドウの交配図

彼の推せんで︑将軍︑足利義政の東山別
荘に飾った術湘八蛾の図は︑世界のどの画
家の追従をも許さないものだといわれてお
ハリさ寺す○

この子孫代くいずれも優秀な画家で︑
七代目には︑正信をしのぐともおとらない
狩野探幽が出ています︒
ところで︑先にあ●げたＪＳ・︾ハッハの
四代前に︑ハンー︿・・ハッハという人がいま

した︒音楽的才能にすぐれていましたから︑
職業的音楽家となることができました︒
この人のおとうさんは︑ワイド・↓ハッハ

といって︑粉やとパン製造を職業にしてい
ました︒大へん音楽ずきで︑小川のせせら
ろいろな楽器をかなでていたと伝えられて

ぎや水車のリズムに誘われて︑しきりにい

います︒

そのためでしょうか︑ワイド．︒ハッハの

います︒

子どもは︑ぷんなすぐれた音楽家になって
さて︑ここで少し考えて見てもらいまし
ょうか︒

おとうさんやおかあさんが音楽が好きで︑

ワイド・バッハの子どもたちのように︑小
さいときから︑リズムやメロデーにひたつ

ていると︑音楽的才能が︑基礎づけられる
ことが考えられませんか︒

また︑歴史的偉人のなかの多くは︑当時
のいろいろな社会的事情があったにせよ︑
一代かぎりで亡びています︒天才的戦略家︑

大政治家の子どもが︑必ずしも親のあとを
つぐことができないでいます︒わたしたち
庶民のなかでも﹁唐ようにかく三代目﹂の
業を守ることのむずかしいのを弧刺してい

川柳にもありますように︑子孫が祖先の偉
ます︒ところが︑名もない貧股の家から︑

すばらしい才人が育つと﹁まるで︑トビが
タカを生んだ﹂ようだと言って驚いていま
す︒

さらに︑わたしたちは他の動物とちがっ
て﹁心﹂をもっています︒もし︑心や粘神
けられるとすれば︑人生の理想に対する努

力までも生まれつきの遺伝によって運命づ

しい文化を築き上げることは︑できなかっ

力もなく︑社会の進歩もなく︑現代の輝か

﹁巡伝か環境か﹂については︑わが国だ

たことでありましょう︒

けでなく︑↓ノメリカでもヨーロッ・︿諸国で

なにしろ人川は︑植物や動物のように︑

も︑長い一﹂と研究されていました︒

簡単に実験ができませんので︑はっきり割

アメリカのある心理学者は︑ふたご︑し

りきったこたえができませんでした︒

かも一卵性双生児五十組を︑二十年Ⅲにわ

たって研究を続けました︒その結果を見る

と︑育ちの環境によって︑子どもの知能や

そのご︑心理学が進歩し︑科学的に研究

性格がちがってくると報告しています︒

されるにしたがって︑造伝よりは環境が大

切であることが明かになりました︒とくに

もなって︑幼児期の家庭環境や教育が︑き

雌近︑大脳生理学のいちじるしい進歩にと

わめて軍要であることがはっきりしてきま

一九二○年十月のことです︒インドの奥

した︒

地に出かけたイギリスの牧師さんが︑ある

﹁村から十五キロほどはなれたほら穴に

村でふしぎな話を耳にしました︒

りであるが︑日悪になると村に出てきて︑

ばけ物がすんでいる︒顔や足は人間そっく

このことを聞いた牧師さんは︑村人たち

四つんばいになって走りまわる﹂と︒

かけたのでした︒ほら穴の入口で火をたい

と一緒に︑ばけ物のいるというほら穴に出

たり︑錐を鳴らしたりしてさわぐと︑二匹
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のオオカミが風のように走り去りました︒
ほら穴の中には︑二匹の子どもオオカミと︑
二人の人間の子どもが残されていたのです︒

できましたが︑急ぐときには︑四足で走り
ます︒

七年後にやっと四十五の﹁単語﹂しか︑

牧師さん夫婦の愛情と献身的な教育にもか

おぼえなかったということです︒そして︑

歯をむいてあばれます︒人びとはやっとそ

かわらず︑彼女も九年目に遂に死んでしま

二人の子どもは目をらんらんと光らせ︑

の二人をいけどりにして︑村に連れてかえ
いました︒

これは︑幼児期の教育が大切であること

ることがで黄﹄ました︒

二人とも女の子で︑二歳と七歳ぐらいと

と︑オオカミに育てられると︑オオカミに

おかあさんたちのなかには︑子どもの知

法

二︑知能指数とテストの方

なってしまう例としてあげたのです︒

推定されます︒いずれも赤ちゃんのときに︑

親オオカミにさらわれて︑ほら穴の中で育
てられたものと判断したのです︒

牧師さんは︑小さい子をアラマ︑大きい
のをカラマと名づけました︒孤児院で熱心

能テストについて︑神経質すぎる人が少な

な牧師さん夫妻のやさしい教育を︑うけた
のですが︑四つ足で歩き︑食事マ中に近よる

くありません︒

ら﹂とうたがって︑教育相談所を︑つぎつ

いわね︒やり方がまちがっていないか知

自分の子どものニノ↓︿卜が低いと﹁おかし

ですね﹂などと︑話しあっています︒

附属小学校のＩＱは︑平均百二十五だそう

はとらないそうですよ﹂とか﹁あの大学の

﹁ここの幼稚園は︑知能指数百二十以下

方をもっている人もいます︒

また︑知能や才能について︑誤った考え

と︑歯をむき出してうなり出します︒

昼は太陽を恐れて壁に向ってじっとうず
くまっており︑夜になると︑目を輝かして
走りまわります︒そして︑きまった時間に︑
遠吠をする習慣となっていました︒

しかし︑小さなアラマは親切な養育にも
かかわらず︑一年目で死んでしまいました︒

カラマは︑飢えとか︑のどのかわきなどを
おぼえるのに︑二年かかっています︒

その頃ようやく︑二本足で歩るくことが

には﹁うちの子のＩＱは︑百四十なんでご

ぎとわたり歩いている母親もいます︒なか

ざますよ﹂と︑得意になっている人も見う

知能指数の高いことを︑ほこりにしてい

けられます︒

できるという優越感で︑心がおごり気がゆ

る母親の子どもは︑小さいうちから人より

る染ます︒そのうえ︑親の期待過剰と無理

なおしつけ勉強などから︑学年の進むにつ

れて︑学業成績が低下して︑せっかく持っ

多くのおかあさんたちは︑知能テストの

ている才能が伸びなやんでいます︒

結果によって現われた指数だけが︑その子

知能指数が標準より高いと︑わが子は秀

の才能や能力の全部と信じています︒

才だと思いこ桑︑名門校へ遠くから通わせ

ています︒中学生になっても︑ひたすら勉

です︒そして︑日常の生活態度︑家族をは

強をおしつけるあやまちをおかしているの

ろそか廷しています︒

じめお友だちとの︑人間関係のしつけをお

このような家庭教育を続けますと︑たと

え知能が高く・ヘー・︿−テー︿卜の評点は高く

また︑学業の途中でざ折する例も︑けっ

とも︑性格に欠けるところがでてきます︒

（24）

ビネーは︑心理学者シモンの協力を得て︑

トをして︑その子どもの知能指数が百二十

たとえば︑生活年齢が満五歳のときテス

のです︒

一九○五年に知能テストのもとをつくるこ

るように依頼しました︒

知能指数の高い子は︑一般に背のび意識

して少なくありません︒

が強い傾向をもっています︒これはその期

一癖︾恥坐坐︾︾×﹈８１局Ｃ︺

で年齢相応の普通の子どもよりも︑知能が

の一結果が出たとしますすると

マンが︑知能やそのテストについて研究を

すすんでいるということができます︒また︑

とができました︒その後︑アメリカのター

もし︑精神的重圧が強すぎると︑子ども

を考案することができたのです︒

続け︑いわゆる﹁ビネー式﹂のテスト方法

待にこたえるためです︒

の生活リズムがこわれ︑普通の子どもたち

二︺

という指数が出たとすれば︑この子は︑知

︹毒素建冨

を日本の子どもに︑合うようにつくりかえ

多くの子どもをテストして︑平均すると︑

たものを別に考案しましたので︑これを
﹁田中・ビネー式﹂と呼んでいます︒

能がおくれていることを意味します︒

わが国では︑田中寛一さんが︑ビネー式

と︑生活がくいちがっていますから︑友だ
ちつきあいもうまくできません︒

少年らしい明るさがなくなり︑積極性に
も欠け︑内気になり︑しだいに学習意欲を

ているように︑九○

二○が堀も多いの

普通の子どもの知能指数は︑図にも示され

（25）

失い︑学校ぎらいになってきます︒いわゆ

田中さんは︑そのごさらに改善して︑言
語性を知るためのと︑動作性を対象したも
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る自閉症といわれるものです︒

です︒

︵ご〆斗︽Ｕ

認
￨
：

︑閉症には︑この反対の態度や行動を現

そのほかＷＩＳＣ︵ウイスク︶も︑言語

24

のとで﹁田中Ａ式・Ｂ式﹂を作りました︒

をもってあらわすことは︑先にもいいまし

20

わすのもあります︒成紙もよく︑学校では

性と動作性に分けて︑知能の系列がわかる

おとなしいのに︑家庭で︑とくに母親に対
して突然︑反抗的になります︒瓶状が進む

ようにできています︒

た︒知能指数というのは︑子どもの誕生か

知能テストの結果は︑知能指数︵Ｉ．Ｑ︶

発達検査﹂が用いられています︒

幼児のテストには︑愛育研究一所の﹁精神

と︑打ったりけったり雅力をふるって︑お
かあさんを悲しませなやませます︒

ところで︑知能は︑どんな方法ではから

ど前のことです︒フランスの時の政雲府は︑

れているのでしょうか︒今から六十数年ほ
知能の高いものと︑精神薄弱児のような低

た知能年齢の割合を︑数字であらわしたも

活年齢といいます︶と︑テストを行って出

ら︑テストの日までの満年齢︵これを︑生

ないと考えました︒それで︑精神医学者ビ

いものとを一緒にして教育することはよく
ネーに︑知能テストについて研究してくれ

知能指数の平均的分布図

知能テストは︑いろいろな固形あるいは︑

のどこかの町の子どもの集団を使って作ら

しいテストを数回行う必要があります︒

んらいの知能を十分に発揮できないことも

そのうえ︑テスター︵テストをする人︶

あるのです︒それですから︑日をおいて正

力の分化していない幼児を︑全体的機能に

スターは︑教職的教養を積み︑少なくとも

の熟練程度によってもちがってきます︒テ

れたテスト内容を︑現在の別の場所の子ど

はかり︑チンバージーのように︑人の能力

もに︑適用することが無理である︒まだ能

その方式は︑先にあげた外にもいろいろ

をきめてしまうのは︑人間に対する侮辱で

きています︒

ありますが︑いずれも全国的に適用するよ

ある﹂と︑反対しています︒

記号や積木などを使い︑多くの要素からで

うに標準化されています︒しかしこれは発

田村寿

弘道八月号を読んで

教大附属坂戸高校長代理︶

できいほどです︵未完︶︒︵東京都会員東

三年以上の専門的経験者でなければ︑信用

達検査であって︑どの程度に十すんでいる
かを︑テストするにすぎません︒

ともあれ︑人間をはかる尺度は︑知能の
倫理性︑社会性など︑たくさんの要素があ

ほか︑健康なこと心のよさ︑意志の強さ︑

び出し︑それをものさしにして︑知能をは

てばなりません︒

ります︒知能テストの結果だけを︑過信し

ビネーは︑各学年に相当する問題をえら
かったものです︒つまり︑知能発達の程度

特殊教育を進めるために︑精神薄弱児の
うたがいのある子どもを︑さがすためのテ
知能テストで七五以下の子どもを見出す

ストぐらいに考えられてよいのです︒

ますと︑ついていけないだけでなく︑劣等

弘道八月号再度御恵送下され難有拝
受致しました︒ＮＨＫ関係の人にも見
せ金沢支局にて明治時代の人のことを
教えまして喜んでおりました︒金沢出
身の人と各方面に送りまして弘道の宣
伝も十分しました︒ソクラテスの小伝
野凹先生の深奥なる御研究感じ入りま
した︒地球の表裏を割り最後の読後感
は現時局にも触れて立派でした︒石橋
雅義先生の申言と原爆の本体にふれた
詩様の御話感銘致しました︒佐野先生
伝は御笑川でしたが知る人ぞ知る人物
で開成学園の学祖ですし英文学史上の
人でもありまして偉いと思います︒重

︵特別会員部国連理半︶

ねて御厚志を拝謝致します︒

（26）

がわかるようにしたにすぎません︒したが
って︑このテストは︑あくまで知能をはか
る間接法ということができます︒

ですから︑テストに現われない能力のあ

ことには意味があります︒その子どもたち

ることを︑理解していただかなければなら
ないのです︒たとえば︑創造性とか計画性

また︑手つとりぱやく問題をかたづけて

感をもってきます︒せっかくもっている技

もし︑普通の子どもたちと一緒に教育し

は︑特別な教育を必要とするからです︒

点をとる子︑じっくりと考えても︑よい点

格もゆがゑます︒

術的才能なども伸びないばかりでなく︑性

問題があります︒

などはこのテストに︑現われないところに

をとれない子もいますが︑一片のテストて

からだの調子とか︑気分などによって︑ほ

また︑テストをうけるときの︑子どもの

どちらがよいと︑判定することもむずかし
いことです︒

幼児評論家の松田道雄さんは﹁何年か前

「

は正月を過ぎても観賞できますので︑どち

で︑驚くほど寒さに強く︑関東地方などで

きはじめます︒ハポタンはキャベツの仲間

んをかざる唯一の草花ヌポタン﹂が色づ

す︒そして︑寒さが加わるにつれて冬花だ

に向いますが︑秋ギクは最盛期に入いりま

夏から咲き統いた草花は︑そろそろ終期

どの実が美しく紅色や幡色に色づきます︒

のナンテン︑ウメモドキ︑ピラカンサスな

の花の芳香が佳烈にただようころには︑庭

を迎える準伽にとりかかります︒モクセィ

目立ち︑緑色の山もだんだん色づいて︑冬

どの冬鳥が渡来し︑寒地や山地では紅葉が

去しますが︑入れかわってガンやツグミな

もあります︒ッ︒ハメなどの夏烏は南方に渡

本月は仲秋﹁みのりの秋﹂︑﹁紅葉の秋﹂で
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一︑ハボタンの種類

まわすことにいたします︒

りますので特にとりあげ︑秋ギクは次回に

ハポタンは今月のうちに植付けの準備があ

ていただくほうが順当かと考えましたが︑

木来ならば︑本号に秋ギクを掲載させ

けた株川に球根類を楠えこんでおきます︒

じ花だんに作る場合は︑ハポタンを植えつ

ューリップやヒヤシンスなどの球根類を同

ハボタンの冬花だんに統いて︑早春のチ

ので花だん植えがはじまります︒

しますと︑十月中下旬ころから色づきます

暖地ではやや遅れます︒関東地方を標準に

です︒︿ボタンは寒い地方ほど早く色づき︑

らのお庭にも是非ともおすすめしたい草花

十月をかざる花

｜

ハポタンの侃種は︑丸葉系とチリメン系

の二つに大別されます︒丸葉のなかには︑

白の二色ですが︑東京丸葉は紅色が淡く︑

東京丸葉と大阪丸葉とがあります︒色は紅︑

大阪丸葉はややピンクがかった紅色です︒

娘近は紅︑白のほかに白色地の中心に紅の

チリメン系は名古屋地方が木場で︑名古屋

ぼかしがはいる品種も作出されています︒

にちぢみ︑紅︑白の二色です︒またチリメ

チリメンと呼ばれています︒葉の縁が見事

ン系には草たけの高い品種と低い品種とが

ありますが︑花だん植えや鉢柿えには草た

けの低い品種︑切花には草たけの荷い品種

丸莱系もチリメン系も性質はあまりちが

が適しています︒

いませんが︑寒さに対しては︑チリメン系

のほうがやや弱く︑葉の縁の枯れが目立ち

ますので︑寒い地方では丸葉系をえらぶほ

うが無難でしょう︒

二︑性質

ハポタンは欧州原産のキャベツから改良

卑開巴８︵︶一⑦国８四Ｆと呼ばれ︑わが国に

されたもので︑学名もキｔへシと同じく

導入されてから現在のよい品種が作り出さ

ワー
ワ﹈

︑１ノ

ｒ︑

しっかりしたよい苗ができます︒ハポタン
は植えいた象や乾きにも強いので︑真夏の

れました︒

種子から苗を育てますが︑暑さにも寒さ

植えかえでも恢復が早いものです︒しかし︑

苗か台風などで倒されたら︑早目に起し

にも強く︑肥料を吸収する力が旺盛で︑肥

しまいます︒また︑日陰の場所では伸びす

て支柱をそえることが大切です︒そのまま

小苗のうちは夕刻や曇天の日に植えかえる

ぎますから︑なるべく日当りのよい場所を

にしておくと︑茎が曲って育ちますから︑

料分の多い土地では葉が繁りすぎて茎が太

えらぶことが大切です︒キャベツのように

花だんや鉢植えには不向きな苗になります︒

ことが安全です︒

結球しませんが︑着色期には中心の葉が沢

また︑アオムシやコートウムシなどの食害が

くなり︑あまり見映えしないものになって

山重なって︑ボタンの花びらのように美し

ひどいものですから︑丹念に薬剤で駆除し

また︑広がっている余分な下葉が自然に落

んになり︑キリッとしまった株になります︒

します︒こうすると根が切れて生育が緩ま

クのようなもので根土をもち上げたりいた

な苗を作るには︑根元をずらしたり︑ホー

うしても伸びすぎますので︑しまった正常

肥料が多すぎたり︑雨の多い場合は︑ど

な状態が理想です︒

にはいればだんだん肥料が切れていくよう

きても色はすっきりとあがりません︒十月

チッソ分が多いと葉が繁りすぎて︑寒さが

のをさけて︑化学肥料を中心に施します︒

肥料は︑堆肥や油粕のように長く効くも

ます︒

く色づきます︒

ハポタンの葉の色づきは︑早まきして生
育の進んだものほど早く︑さらに寒さが早

十一月頃に仕上った繭を購入して︑花

三︑苗つくり

く︑おとずれる地方ほど早まります︒

十

だんや鉢に植えることは手数が省けますが︑

好きな品種を思うように作るには︑種まき
からはじめて苗を作ることをおすすめしま
す︒

六枚の

三枚のころ

種まきは︑六月から七月にかけて行ない
ます︒床まきをして本葉が二

植えひろげます︒さらに本葉が五

ころに二回目の植えひろげをしてやると︑

ません︒花だんに植えるのは︑よく色づい

ちますので人手で下葉をかく必要があり

てからでも遅くはありません︒紅︑白を別

々な集団にして植えると︑花だん全休がひ

きたちます︒鉢植えは︑三本寄せ植えがよ

株は二五センチ鉢の大きさが適当です︒

く︑小株にできたものは一八センチ鉢︑大

郭盛治

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

アメリカだより一

長い間お世話に成りまして︑誠に有難と
う御座いました︒御多忙の際︑私ら夫妻の
為にわざわざ︑編集会をかねて壮行の夕食
会を催して下さいまして︑御馳走をいただ
きまして︑心から感謝申し上げます︒
私は七日東京羽田空港を出発して︑予定

通り︑四○邑○一三屋︺陣一．犀色冒ｇｍ８を経由

して︑無事順調にⅡ的地９門ぐ四二ぃ︽に到着
しました︒御安心下さい︒

厚礼まで︒砕官．閉．

大体落着きましたが︑これから学校が始
まりますので︑だんだん忙しくなると思い
ます︒こちらの写真は出来次第早速お送り
致します︒皆様の御健康と御幸福をお祈り
致します右取りあえず安着のお知らせ労御

です︶

︵郭氏は東京教育大学農学科を専攻︑今
回更にオレ︒コン大学で三年間深究される訳
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︑槻二阿補路十一雅
術星中継録蓋一
松堂中村柴次︵逗子︶

○○○○○○○
術星光影向﹄天翻︒
○○○○○○○
壮翠絡能寓象呑．
○○○○○○○
月面徐降億有力．
○○○○○○○
混荘惟看大乾坤．

評日︒語簡意長︒吐州慨然︒評日筆意超俗︒自放二光彩宅評日︒清逸︒詩中有し笠︒

＠偶成︑松江母衣小皐校移築落成即︑遊二犬吠崎一
秀波栗原精夫︵横涜︶
城南西春彦︵東京︶賦

認睡鋤葬峠榊一

↓昨鯵呼び沖や竹陰長尾宗次︵松江︶燕や率い鋤癖岬

諏諦唖榊岬︾︾一坤郵︾︾需二軸︾

海﹄淳一叫途瞬瞬冠︒﹂側端域畷噺一玩索︒綿担春諦琴飛跡︒

南漏今印喝雲奔︒大志須言一懐娼二一誠一評日︒豪懐落落︒高韻可レ吟

北海漁母欺訴言評日︒筆致雅健︑一誠本旨︑寄二老農秋川翁

○
○○○○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑
垂延幾日柵空陸︒四国松翠引二幽情↓書窓夜坐唱牽陸情．
○
○○○○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑
股勤寛獲二掌中一好．夕陽欄外疎鍾度．雛落秋風促織鳴．
○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
名蹟題し詩還自誇︒坐撫二風光一路右行︒月下何篤機行急

や鍵罫紙排郷﹄碑咋癖や呼醇睡秤菱波寺田英一郎︵東大阪︶

害塞帖一賦﹄此・︑詣二清水寺一
雲石村田一雄︵横漬︶静古中村静子︵逗子︶︑夜窓熟﹄雄

評日︒浦訓右し致・韮遮亦佳︒

所﹄賊川陽小竹竹田諸名家評日︒一二腕然︒三四レ有韻︒欣迎八十八齢春︒

︑謝一大久保田泰弘氏見雲講二其鞭帥隠し詩学吋婚︒正慰蟻剰唯遅﹄埴︒

堪︒後詩︒馳思慨然︒塾捧脅溌獅榊叫球唖端祁撫稚蛍

鎖蹴娠恥蝿雛いい鰹建

評日︒一気浩然︒筆力剛健︒

︑時事感懐

○○○○○○○
和平所﹄願執何加．
○○○○○○○
科畢驚﹄人亦可﹄嘉︒
○○○○○○○
荒駿締刷南北野︒
○○○○○○○
眼前時局信堪﹄陸．

l

1

！

￨

三好凌 石選

！
弘道詩林
｜

○台

︵ｕ︾

︑１／

／Ｉ︑

｜Ｉ︲

○○○○○○○

評日︒韻致蒼涼︒言外有し致・

憐他四壁託二除生一
︑山寺晩蹄
錬石佐藤良蔵︵横漬︶

得二五篇一

︑横漬支曾紹曾席上賦﹄此︑喜二月界探険達成一賦﹄此
示二諸子一

．侭︒鳴撞娯噌︶建腕握剛壮畢新
南
Ｃ薫
ｏ緑
Ｃ樹
ｏ盆
Ｃ洋
ｏ洋
ｏ．
遥探二月界一欲﹄窮﹄員．

人類商営﹄荷二天春計

動一

︑賀二奮友醤博飯田四郎君鼓

八十賜二勤重

杏林多二誌績↓

匡震名盆揚．

鳳脳拝二柴光↓

︑︑︑︑︑
鍾鳴稗寂境︒
︑︑︑︑︑

偏憶聖恩渥︒

弘道千年燦有﹄光．偉勤先識頼彦名立
○○○○○○○
堪﹄喜同人同愛士︒太始以来唯一人︒﹂
○○○○○○○

清延笑語興偏長︒科畢展隈探究新．

党閣帯二秋陣↓

○○○○○

水激碧漢稗．

頼知仁道昌．

評日︒風韻標砂︒逸興不誰︒航空技術賞通し神．

堪﹄欽天所吟命︒一

伸二爾害而康可

︑賀二加納秀幸氏絞動一

一二︾︾︾一稚二鋪︾

麹蕊多年業次揚︒

瞬量評露談権縛錬行悠然達﹄月顧相望︒
俳個歩到翠柳汀僻子膳﹄識清虚玉鏡高﹂
煙波沙々遼揚玲凌石何年億兆費二黄金↓

＠弊難﹄除瓢乎道人

浩月遥従二地上一尋．
○○○

嵯舵老骨存︒那遥誰擬月中擢．

畢島識か鐸屋酔一

法案雌匿成師道疏．

紛争超﹄歳弊難﹄除・

⁝二

今天蒋二父且整員舟寓一人心︒﹂
鞠育億三鴻恩美園之旗鵬二月面↓
才鈍志難﹄就︒星候光彩何其絢︒

︑父日偶拍

凌石寛偉業達成祁助在．

榊元雲毒溌露暑秀泌宇宙一初看有二若人↓﹂
詠泳祢睡純一翠扉︒抵堂勇士三人一意気豪．
蕊蓉琴茸鍵一捗昼瀞蔀飛行菖里向﹄天鋤︒

カクノゴトキヒ卜

︑柏梁篭聯句即今踏﹄月開二天眼↓

○○ＯＯ○

○○○○○

雲低紅樹園．
︑︑︑︑︑
満山秋葉落︒
︑︑︑︑︑
隔屋暮煙飛．
○○０○○
夕照疎林外．
評日︒穂籍可レ見・

但看人跡稀︒

︑閑適
芳洲新家孝︵津︶

○○○○○○○
紅梅艶雪貰二山庭↓
○○○○○○○
好烏席﹄花不二暫停一
︑︑︑︑︑︑︑
野水洞渦人影少．
︑︑︑︑︑︑︑

春風吹峠酒有二除馨一
評日︒佳一蝿有し韻︒最可二吟諏毛
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一支会だより一秋田支会例会
八月二十三Ｈ午後二時から千秋公園の八
幡秋田神社々務一助で開催︒台風で雲行きは

頗るあやしいものがあって参会者は数少な

間半にわたって懇談した︒

かったが︑本部の渡辺主事を囲んで約一時
目下本県では渡部文雄氏のご尽力で能代
支会が近く結成の運びとなっておる︒川形
県の酒田では﹁西遊草﹂の訳者小山松勝一

郎氏が支会再興に努力されている︒島根県
の松江支会では沢村暁之助理事良が会員三
百人にと頑張っておられる︒なお同県の大
森小学校吐の郷土館の側に西村会祖手植の
松があり記念碑が立っているとのことで︑

秋田支会の標木と同様︑特筆すべきもので
ぜひ尋ねたいと思っている︒

明後二十五Ⅲには両陛下がお川になりま
すので一言︒

終戦
ただたふれゆく民を思ひて

身はいかになるともいぐさとどめけり
右の御製の通り陛下が身を以て国難に当
ーサー元帥を恐惟感激させたことなどは余

られた終戦のご前会議でのご聖断︑マッカ

りにも有名なことでご承知のことと思うが︒

ゾア﹂等幾多の著書もあられるが︑逗子︑

陛下は生物のご研究がお好きでヌィドロ

ると思う︒さらに先生の卓見とも申すべき

ど︑いかにご親任が厚かったかがうかがえ

遊徳教育の基礎を皇室におくｌ宮内省内に

育の率を管理︶という世界に唯一の日本独

徳育管理の明倫院設置︵文部大臣は知育体

森文相の反対で沙汰やみとなったことは我

特の徳育振興案を提議されたことである︒

要なものは凡て砂のものは砂に︑岩のもの

葉山で研究のためご採集の魚貝類などの不
は岩にという風にもとのところへ時間をか

ぶこと﹂の真怠はここにあるのである︒先

念であるが︑本会要領の冒頭に﹁皇室を尊

けてお放しなされる大御心には恐れ入るば
陛下のご伝記としては英人モズレーの若

身訓﹂の公刊があり︑国民道徳の高揚に関

生は小学校の徳育教授に関しては﹁小学修

かりであるとは入江侍従次長のお話である︒

﹁天皇ヒロヒト﹂が高田市太郎訳で毎Ⅱ新
聞社から出版されている︒

﹁東京修身学社﹂を創立されていることは

しては明治九年に日本弘道会の前身である

各位のご承知の通りである︒特に特筆大害

次に胤室と西村先生とは極めて深い関係

治八年四十八歳明治天皇の侍講となる︒

衰えて行くのを見るに忍びなかったためで

て日本在来の舶位の高い剛健な国民精神が

をきかせ︑国民の風俗も次第に軽薄に流れ

健の者は排斥されて︑利口便俵の官吏が巾

一切を﹁文明開化﹂の欧米にまね︑実質剛

る︒それは何故か︒当時伊藤内閣の新政は

強く国民に呼びかけられたⅡ本道徳諭であ

人のためと思い込みて満身の力を尽して﹂

説会を開いて﹁日本国民のため日本国民各

講義室で三Ⅱ間に亘って一大決意を以て恢

すべきは明治十九年の冬に一橋の帝国大学

がおありなのでその概略を紹介するとり
︵この時父の霊前に母と相擁して感涙に咽

びながら報告︶以後十余年間両陛下にご進
講︑︵明治天皇の西洋学は先生によるとこ
て西村先生が婦女子の篤行や美談を採録し

ろが多いといわれる︶皇后のご内命をうけ
た﹁婦女鑑﹂は婦道の酒養のため宮内省で

た先生は華族女学校長︵女子学習院の前身︶

出版して全国の小学校等に配布された︒ま
として素晴しい業績を残しておられ︑特に
ご直命を以て東宮殿下︵当時Ⅲ宮︑後の大

正天皇︶の御教育御世話を仰せつかるな

ｎｏ

ーＬ

︑Ｉノ

／︲︑

三頁︶から意訳︶

大学総理就任の辞退
︵往事録︵一九二

明治十九年二月余と︵親交ある︶文相
森有礼氏は余を招いて大学総理就任の内
意を伝えた︒文相は積弊の大学に対して
大改革を行うために余を起用しようとし
たのであった︒

﹁新大臣の決意は甚だ結構である︒し

かし目下の大学の制度の改正︑人員の進
退等何れも大勇断を要する︒余は多少の

私はあの有名なドイツのフィヒテの﹁ド

あった︒

イツ国民に告ぐ﹂の大演説にも劣らぬもの
一大獅子肌となったのは︑先生が二十余年

だと思っている︒言を句々大いに味うべき
精究された憂国の至情からほとばしり出た
結晶であるからである︒すでに十版を重ね
ている岩波文庫本を敢えておすすめしたい︒

最近の朗報としては︑京都で生れ京都で
育ったハー縁ハート大学のシャイブリー教授

する︒：⁝．

伝統を誇る秋田支会のご健闘を切にお祈り

会員の興感をひく問題が多かったので会

員からの質疑も盛んに行われ︑近来にない

盛況となった︒なお渡辺先生は毎度のこと

われ会勢の拡張につとめられたことを附一記

ながら︑ご来秋を期に︑教育界の人さ﹂会

して感謝の意を表します︒︵武藤記︶

｜会員だより一

が﹁日本における近代化の問迦﹂︵細谷千

酒井久平

教育勅語ご下賜八十年に際して

します︒︵千葉県会員︶

ぎ等の矯正に大いに努力されん堺を切望致

関する講演会を開催して民主主義の行き過

急務と存じます︒全国支会において道徳に

育の欠如であり国民道徳の振興が何よりの

現今我が国において一番大事な問題は徳

に意を強くした次第です︒

反する字句は一言半句もないと承わり大い

渡辺先生のご講演で英訳しても民主主義に

万古不易の教えと信んじては居りましたが

た教育勅語は日本国民の斉しく遵守すべき

私達は幼少より暗訓し夢にも忘れなかっ

尋編訳で昨年岩波書店が出版︶中に﹁西村
茂樹﹂と題して五八頁に亘って先生の偉績
を世界に紹介して先生の名声を高めている
ことはわれわれ会員として喜びに堪えぬと
ころである︒

一昨年来全国に亘って大学紛争が続いて

いるが︑これは国の盛衰に関する一大間胆
である︒すでに大学法が出来たことである
し︑かつ学生の説得には彼等に負けないね
ばり強さが絶対に必要だと思うが︒目下安
々研究問題は山積している︒

保︑改憲︑靖国神社国家護持︑北方領土等
本会は木年創立九十三年になる︒時局多
難の折柄本会々員の使命は益々重大である︒

（32）

腹案はあるが︑若し大臣が意見の二三を
聴いて︑その五六を納れない時はかえっ
て紛糾を起すことになる︒大臣の決意が
どの程度か計られない今︑若し中途で失
敗に終るよりは︑むしろ初から就任しな
い方がよい﹂と考えてその厚意を謝し︑
﹁余は元来事務にうとくて︑その任に堪

えない﹂と言って辞退した︒文相はしば
らく考えていたが強いもしなかった︒話
は候補者の事になり︑文相意中の一人に
賛意を表しておいたが︑全くの別人が就
任したのは文部のために残念であった︒

￨

新入会員這謂十三年紐鯛︶一一制闇院一
秋田県怜森吉紀渡部文雄秋風とともに日毎に涼しさを期し︑野
神奈川小原勇作三好凌石川の莱木は装いをこらして︑花に果物に

″小泉貞子″その魅力を加えている︒黄菊・白菊・柿
″佐野哲郎″・栗・薄・楓・雁・鈴虫・新月などｏ春
◇挫村では実りの秋を終えて氏神様の慰

福島県小崎師子武藤コマと秋との優劣はなかなか決められない︒

″小島ァキ〃

″渋谷昭夫″安と感謝の心をこめて秋祭の笛や太鼓が
″佐藤和寿″鉱守の森を震わしている︒氏子の皆が皆
″太田進″﹁願いなき身の﹂歌や踊で一丸となって

京都府西川磯吉石橋雅義喜び楽しむ婆は正に一幅の絵巻である︒
″奥村建三小谷藤二郎もともと祭の字義はグー肉︑又Ｉ手︑示

″荒木儀勝″Ｉ榊の合字で︑感謝の心をこめて満めた
″山田清″手に膿った肉を神に捧げることである︒
″川越弁之助〃物に恵まれた昨今︑物資欠乏の時より心
さが感じられるのは私一人であろうか︒

″田中修″のゆとりがうすれて来ているのに秋の冷

″工藤豊次郎〃

″今井越夫〃

″上原海老四郎″◇今やラジオからテレビに︑書物は文字

″日下部周利″校の答案は○×ですむのだから﹁読書の

″中垣春次″から写真・漫画に代っていると言う︒学
″松本義一〃秋﹂などむだなのであろうか︒今の子ど
くるのであろうが決して読書の価値を軽

島根県足立富義笠置唯男一もたちのＩＱの高いのは読書以外からも

１１

﹁読書吹第﹂に必読書の順序内容を明示

祝してよいとは思われない︒西村会祖は

されている︒美しい行動には博く学んで

正しい判断が必要となる︒﹁徳行のため

の結読﹂日蓮は﹁身読﹂とズーハリ言った︒

秋の夜を読書で楽しむ︒読後感を家族で

会員で夜長の一時を語り合うことは新月

の色にもまして美しいものであろう︒千

位のご他聞をお祈りする︒︵渡︶

葉先生の玉稲を初め本号をご活剛の上各
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ご挨拶ｌ﹃大日本教育会雑誌全号﹄複刻の主旨ｌ
弊店はさきに﹃文部省年表﹄の複刻を試承目下第三十四年報
まで進行いたしておりますが︑幸いに江湖の好評をえまして︑
全号複刻の完結をめざして鋭意努力いたしております︒
さて︑このほど斯界の要望によりまして︑右の企画を一そう
充実させ︑永続的な事業とすべく︑﹁近代日本教育資料叢書﹂
人物篇・史料篇の刊行を計画し︑監修者として︑石川謙︑大久
保利謙︑海後宗臣の権威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公
開出版を試承ることに踏ふきりました︒
その手はじめとしまして︑既に予告申しあげ︑各位からも久
しく待望されております﹃森有檀全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来と染に各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑承︑﹃大日本教育会雑誌﹄の全号複刻を
実施することといたしました︒本資料は言うまでもなく︑数多
い教育雑誌中の白眉とも申すべく︑とりわけわが国の近代教育
制度が確立する明治中期以降の研究には欠くことのできない基

本資料であります︒即ち当時の教育学説思想はもとより︑中
央︑地方の具体的な教育事情を記して時代の推移を余すなく伝
えてくれる好資料であります︒しかし︑遺憾ながら︑従来まで
この資料の完全な保存のなされているところはほとんどなく︑

監修

大久保利謙

石川謙
海後宗臣

史料篇

近代日本教育資料叢書郵鋤龍

大日本教育会雑誌

自明治十六年十一月
至明治二十九年十月 全三十巻解題共

頒価十二万円分売不可

全十六冊頒価六万四千円

第十五巻至第三十巻解題共

評弼既確一報第一巻至第十四巻全十四冊頒価五万六千円
昭和四十四年九月

第二回配本

電話︷垂一一一圭狐一一一却塞

出版部

譲宜文堂書店

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号

頒価二十一万一千百円

このため研究上の不便をかこつ繭；なからず見受けられて参文瞥墓嘉ｌ墓一千四蕊四十五柵慧溌

﹄え

りました︒弊店は今回その欠号を補って完全なものとし︑新資
料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個
人の
人
の座右にもそなえて研究の便に資したい意向であります︒
複刻全号二十九冊︑また別巻として全目録と解題をとりそろ
複
一︑
え︑復刻出版する次第であります︒第一回配本は既に三月発売︒
第二
第
二回配本は印刷の都合上延引致しましたが︑ようやく九月発
一元
︲とな り ま し た ︒ 全 目 録 と 解 題 は 十 一 月 頃 の 予 定 で 準 備 中 で あ
売
と
りま
ます︒何とぞ弊店の微意をお掬承とり下さいまして︑今回の

複
複刻
刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒

昭和四十四年七月二十日
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