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特集現代の急務と道徳の確立
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西村先生手植松と記念碑

写真の松は会祖西村先生が巡回講

七日大森小学校︵現在島根県大田市

演記念樹として明治三十年十月二十

で︑記念碑は上部の三字﹁宮中顧﹂

大森郷土館︶庭にお手植されたもの

の三字がかけて﹁問官西村茂樹翁手

植松﹂とあり︑当時の迩摩郡教育会

れたことが裏面の記銘で知られる︒

長安井好尚氏の配慮によって建てら

去る十月二十五日大田駅に市教育長

岩谷界蔵氏の出迎えをうけ︑岩谷淳
一社教主事の案内で︑京都支会長石

橋雅義理博と渡辺主事が同道︑待望

一氏から大森校の移転︑当地が﹁石

の懐しい松を訪ね︑郷土館の中村章

見銀山遺跡﹂として今年春国から指

んだ秋空にすくすくと生い繁る一抱

定されたことなどの説明を聞く︒す

余の緑の松は七十二年の昔を語りか

けていた︒︵渡辺︶

I

︹巻頭言︺

再び大学問題について

野口

大学立法が審議無しの議決によったのは遺憾であったが︑その責任は
与野党双方に在る︒我国々会の固疾たる審議回避性が無くならぬ限り避
けられない︒然し制定後の状況は︑学生間の不満表示は別として︑思っ
たより平静である︒恐らく世論が新法止むなしとしている証であろう︒
運用は厳正慎重でありたいが︑法は死法であってはならない︒

大学の新しい姿を定める審議が始まりつつある︒私は結論は急ぐ勿れ
と繰返して云いたい︒戦前の教育制度は明治初年以来多年の経験から築
上げて来たものであった︒然るに現行六三三四制は戦後の急造であり︑

云わぱ机上の空論の産物である︒故に早くもその短所欠陥が曝露したよ
うにも見える︒大学の新制度も功を急がず︑現制度を修正する程度で︑

徐々に完成を期する方が賢明のように思われる︒大学の制度に六三三四
制の轍を踏ませ

目次

︹巻頭言︺

真日本的・世界的イデオロギＩ

再び大学問題怪ついて⁝野口明⁝の

ｌ日本弘道会の新使命ｌ

を提唱せよ⁝⁝⁝⁝⁝神川彦松⁝②

︹道徳の復興︺抽加
ｉ︑

イギリスの君主政治：⁝・木下広居⁝の

高校生の意識︒：⁝⁝大森弘⁝⑪

学生運動と

︹識淡︺

簸近の公害剛胆：⁝・⁝安西浩⁝⑬

エネルギーのうつりかわりと

薙馬の味⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝入江相政⁝⑰

冬の健康管理について⁝大塚正八郎⁝例

旅で拾った話⁝⁝：：⁝：樫葉男⁝⑳

十一・二月をかるざ花⁝渡部弘⁝㈱

弘道俳壇⁝：⁝⁝⁝・⁝篠塚しげる選⁝⑳

弘通歌埋⁝：⁝：⁝⁝：入江相政選⁝⑬

西村先生の日本
歴史学への貢献⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝帥

会員だより・ブラジルより⁝花城清和⁝⑫

支会だより⁝⁝⁝⁝⁝⁝京都支会⁝⑫

読後感：⁝・⁝⁝⁝⁝岩崎品⁝⑫

新入会員芳名

編集後記

（1）

−
一 へ へ 一

一

明

真日本的・世界的イデオロギーを提唱せよ

る高ノ︒

すでに近代五百年の間に︑世界は少くも二度の大革命時

二近代における二回の革命時代

間の大革命の時代であることは衆目の一致するところであ

神川彦松

ｌ日本弘道会の新使命Ｉ

一大革命の世紀
もし後世の史家が︑世界史の上からこの二十世紀を特色

代を経過していることは世界史の物語るところであるＯ中

づけるとすれば︑どういう言葉を用うるであろうかと想像
かと思われる︒すでにイギリス現代の最大の史家といわれ

してゑるに︑恐らくは﹁大革命の世紀﹂と呼ぶのではない

れた︒すなわち︑目ルネッサンス︵文芸復興︶︑ロレフォー

メーシコーン︵宗教革命︶︑白コンマーシャル・レヴォルュー

世紀から近世紀にうつる過渡の時期に︑四つの革命が行わ

ション︵商業革命︶︑四ナショナル・レヴォリューション︵政

の時代﹂だと夙によんでいる︒また大革命家としてレーン
と肩をならべるヨゼフ・スターリンも︑この世紀を目して︑

るアーノルド・トインビーも︑現世紀は史上最大の﹁動乱

﹁空前の革命時代﹂だとよんでいることも世人周知のとお

九世紀の中頃にかけて︑第二の大革命が行われた︒それは︑

治民族革命︶これである︒さらに降って︑十八世紀から十

で︑やはり四つの革命である︒第一は︑知性的革命︑第二

右の四つの革命の︑時代を隔てての継続ともみられるもの

りである︒たしかに第一次世界戦争︑第二次世界戦争と二
マネージメントで最大の発達をみせて︑原子力時代︑宇宙

度の空前の大戦争を体験し︑サイエンスとテクノロジーと
時代に突入した現世紀は︑従前の諸世紀に対して︑前代未
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ヨーロッ︒︿から︑次第に全世界に及ぶようになったことは︑

て︑ほんとうに近代化したのである︒そして︑その静波は︑

れている︒この四大革命を経て︑ヨーロッパ世界がはじめ

は︑産業革命︑第三は立憲革命︑第四は民族革命︑とよば

力となったものが︑文芸復興と︑知的革命であったのに対

いうまでもない︒これは︑丁度︑前二回の大革命の根本動

的・イデオロギー的革命と︑科学技術の革命であることは

る︒しかしこれらの大革命の根本動力となるものが︑思想

いづれが先やいづれが後と区別することはできないのであ

大革命が起るであろうことは予想しうるところである︒そ

に際会している︒この時期に︑前回を遥かに上回る空前の

オロギー的革命についてである︒これがまた︑わが国︑最

ここで問題として提起したいのは︑第一の︑思想的・イデ

的の三大革命については︑ここでは論外として︑わたしが

さて︑この四大革命のうち︑経済的︑政治的︑軍事戦争

応するのである︒

れが︑すなわち︑二十世紀の始めから︑今日にいたり︑更

いまや︑二十世紀を経て二十一世紀にいたる過渡の時期

に二十一枇紀へ続いてゆく現下の大革命に外ならぬのであ

会の方々の関心事でもあろうと思われるのである︒

初の︑思想的︑道徳的結社たる名誉をもつわが︑日本弘道

第二︑経済的・テクノロジー革命︑第三︑政治的・領土的

ができよう︒すなわち︑第一︑思想的・イデオロギー革命︑

るとゑることができるから︑やはり四つの革命とすること

か︒この革命も見方によっては第二回の大革命の継統であ

しからぱ︑現下進行中の大革命は︑どういう革命である

わけではない︒中世の終りにあたっては︑世界はたしかに

しこれは近代の世界の事であって︑古来からそうであった

化の時代であったことは︑何人も争えないのである︒しか

パ文化の世界的拡張の時代であり︑世界のヨーロッ・︿文化

世界であった︒普通の歴史でいうように︑それはヨーロッ

ッ・︿の祉界であった︒西ヨーロッ・︿文化が世界を風脈した

いうまでもなく︑世界史上︑近代の世界は明かにヨーロ

L⑨ノ

最近代世界史の実一証するところである︒

る︒これが空前の大革命であるべきことも︑世界史の進行

革命︑第四︑軍事的・戦争的革命︑これである︒この革命

三つの明確に区別される文化間に分れていたのである︒そ

四中世紀末における世界の三大文化圏

の上で︑自然かつ当然とゑるべきである︒

は空前の大革命であって︑この世紀の始めから起り︑目下︑

三現下の大革命

さかんに進展しており︑いつまで統いてゆくか︑まだ何人

化圏である︒これらの区別の基礎となったものは︑宗教で

れは第一︑極東文化圏︑第二︑中東文化圏︑第三︑西方文
この四つの革命は︑目下並び進行しつつあるのであって︑

も予想しえない有様なのである︒

／ の 、

、

を﹁大ヨーロッ．この︻①昌閏両目○胃に化し去ったことは︑

シャ﹂としたように︑近代において西ヨーロッ・︿は全世界

今日史家の一般に認むるとおりである︒近代の世界では︑

ャが地中海世界をギリシャのコロニー︑すなわち﹁大ギリ

あらゆる方面で︑全世界は︑ヨーロッ︒︿色の一色に塗りつ

あったと象られるから︑その観点からいうと︑第一は︑儒

ことができよう︒この三つの文化圏が少なくも対等の資格

教的文化圏であり︑第三はキリスト教文化圏であるという

ぶされてしまったのだ︒いかなる方面でも︑ヨーロッパ的

教的・仏教的文化圏であり︑第二は︑回教的・ギリシャ正

である︒しかるに︑近代世界の梨明とともに︑西欧世界が

で︑対立し︑並存していたのが中世末葉の世界であったの

されることとなったのだ︒そしてヨーロッ・︿文明の基礎は︑

でなければ︑一切近代的ではなく︑文明的ではないと評価

知性的︒思想的・科学的・テクノロジー的文化にあったの

の西欧世界勃興の動因となったものがすなわち︑さきに挙
げた四つの大革命であったのである︒文芸復興と︑宗教革

であるから︑ヨーロッ︒︿文化でなければ︑文化でないと考

俄然として勃興し︑世界を指導することとなったのだ︒こ

命と︑商業革命と︑政治革命の四大革命の原動力によって︑

えられるようになったのも不可避の現象であったのである︒

六西洋文化の淵源

ヨーロッ・︿文化が勃然として興り︑他の二大文化を圧倒す

るようになったのだ︒このようにして︑近世初頭から︑西
極東文明も︑中東文明も後方に置き去られて︑西欧文明の

的エネルギーの四つであるといわれる︒宗教的︑神学的︑

教的思想︑ロギリシャ文化︑日ローマ的文化︑囚ゲルマン

普通にヨーロッパ文化の源泉は︑目ユダヤ的・キリスト

後塵を拝するようになったことは不可避の趨勢であった︒

哲学的︑科学的︑技術的に︑ヨーロッ・︿文化が︑これら︑

欧文明が︑先頭に立って︑世界を西欧化していったので︑

このために︑世界は︑次第にヨーロッパ化されてしまい︑

はじめの三つに淵源することは疑いないところだ︒すなわ

シャ哲学・思想︑ローマ・法政思想の三つにあるとぶて誤

ちヨーロッ︒︿文明の淵源が︑ユダヤ・キリスト宗教︑ギリ

最近の段階ではアメリカ化されてしまったのである︒

五西洋文化の世界的優越時代
そこで︑この﹁ヨーロッ︒︿優越の時代﹂では︑ヨーロッ

よばれるものであることはいうまでもない︒

りはないであろう︒これらは西洋で普通にクラシックスと

西洋文化の近代時期に該当する︑ヨーロッ・︿の近代文化

︒︿は︑ただに文化的・思想的・学問的に世界をリードした

争的にも世界をリードして全く全世界をヨーロッパのコロ

が︑右の西洋文化の継続であることはいうまでもない︒し

にとどまらない︑経済的にも︑政治的にも︑また軍事・戦
ニーとしてしまったのだ︒あだかも︑古代においてギリシ
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の性質を継受せるものであることは︑当然である︒

ギシャ文化︑ローマ文化︑並に中仙文化の継続であり︑そ

たがってこの近代文化もまた︑ユダヤ・キリスト教文化︑

ディカリズム︑ギルド社会主義︑キリスト教社会主義︑マ

的学説のうちでは︑ユートピア社会主義︑社会政策︑サン

家観︑科学的国家観の各種が取上げられる︒また団体主義

・文化が流出・発展したことは西洋思想史の物語るところ

絶対個人主義思想であり︑これから︑あらゆる西欧的思想

主義的︑個性絶対主義的思想である︒西洋思想の根底が︑

想である︒西洋文化の古今に通じて﹂貫する核心は︑個人

は法律的・権利的思想であり︑第三は科学的・技術的・思

何かを大観すると︑第一は︑個人主義の思想であり︑第二

そこで︑まず︑西欧文化︑西欧思想の中核をなすものは

とは当然である︒もとより西洋思想のうちに︑倫理的・義

に立っているから︑また︑法律的・権利思想を尊重するこ

思うのである︒すでに︑西洋思想は︑古来︑仙性主義の上

して︑真個の団体主義を雌殻しうるや大なる疑川であると

じて西洋思想は︑徹底的に個性主義に根基するから︑はた

主義の上に立っているかどうか問迦となると思われる︒総

説なるものも︑はたして︑個人主義と全く独立した︑団体

ある︒しかしこれらのいわゆる国家主義学説︑団体主義学

ルクス主義︑レーン主義などが説かれているのをふるので

である︒あるいは︑唯心論︑観念論といい︑または︑唯物

七西洋文化の特長

論︑現実論といっても︑あるいは︑個人本位思想︑団体本

的思想︑ギリシャ・ソクラテス思辿を一つの根源とする西

務思想が存在しないというのではない︒ユダヤ︒キリスト

している点で一貫しているのである︒西洋における古来の

位思想︑社会本位思想といっても︑すべて個人主義に基礎

とはいうをまたないのである︒しかし西洋思想は︑ローマ

洋思想のうちに︑倫理的・義務的思想が存在し発達したこ

義的学説・国家主義的学説︑団体主義的学説にわけて解説

ひるがえって現下の文化革命における思想闘争を象れば

九現下世界の二大イデオロギーの対立闘争

傾向のあることは多言を要しないと思われる︒

義務思想よりも︑むしろ︑法律的︑権利思想を優先させる

の法律的・権利思仙を有力な因素とする側係上︑道徳的・

政治思想を大観しても︑すべて︑結局︑個性主義に基雛す
るもので︑真に︑共同体主義に蕪雌するものはないといっ
てあながち誤謬ではないと思われるのである︒

八西洋思想史の大観︒西洋思潮の長短

される︒個人主義学説では︑自由主義︑民主主義︑無政府

もなく︑リベラル・デモクラシーと︑マルクス・レーン主

今日︑世界を両分している二大イデオロギーは︑いうまて

いま西洋政治思想史を大観して糸ると︑普通に︑個人主

主義などが取扱われる︒国家主義学説の中では︑哲学的国
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写

く︑近代において主流を成している政治思想である︒これ

義である︒自由民主主義は︑西洋思想のうち最も伝統が長

にも移入されていることは世人の知るところである︒これ

自由民主主義と平等民主主義とにかわるべき新主義として

る世界的思想家︑クーデンホーフ・カレルギ伯は︑夙に︑

はたしかに︑自由主義と平等主義とを超克する新らしい政

友愛民主主義を提唱し︑これが故鳩山一郎氏によって日本

治イデオロギーではあるけれども︑西洋思想に根拠するか

に対して︑マルクス・レーン主義は︑自由主義から派生し
流である︒前者は︑西洋思想の主流たる唯心論・理想主義

てきた鬼子であって︑一世紀静の歴史をもつにすぎない傍
に根ざす主張であり︑後者はこれに対して︑唯物論・実証

ぎり︑真に︑普遍的原理とはなりえないであろう︒

日本文化を世界に紹介したあの王堂チェンバーレンは︑

主義に根ざす理論である︒前者は︑個人の自由に重点をお

ような予言をした○﹁未来は︵アメリカにはなく︶別な所に

かつて﹁世界史の将来の担任者﹂は誰かについて︑つぎの

くものであり︑後者は個人間の平等を強調するものである︒

前者は個人本位の説であり︑後者は団体本位の説であるこ

ドッカと腰をおろしたアジア人に属している︒かつてゲル

ある︒未来は︑われわれの知的国境の上に︑将来に向って

とは人の知るとおりである︒

ところがこの二つのイデオロギーは今日世界を支配し︑

んでいるものは︑二千年来︑東西の文化を身につけるため

現下の世界の文化革命に︑指導的役割を演ずる使命を帯

マン人がローマ人の国境の上に腰をおろしたと同様に︒﹂

ともに﹁人類普遍の原理﹂をもって任じているけれども︑
すでに︑二者が対立し闘争しているかぎり︑その何れも︑

こで︑今日︑洋の東西で︑この二つのイデオロギーを止揚

に孜右として努力してきたわが日本民族ではなかろうか︒

﹁人類普遍の原理﹂でありえないことは論をまたない︒そ

する高いレベルの新たなイデオロギーが思索されているの

われわれ日本人は︑今日︑世界最大の革命にあたり︑思

これこそ天が日本人に降した神聖な召命ではないだろうか︒

想革命の指導者となり︑東西の文化を綜合止揚して︑一段

である︒これらは︑みな西洋文化の頼廃を認め︑その再建
に︑西洋の思想が行詰り︑その文化が崩壊せんとしている

て︑二十一世紀の世界を導くべきである︒わが日本弘道会

と高い新らしい︑日本的︑即世界的イデオロギーを構成し

のための根本原理を探求しているのである︒しかし︑すで
のであるから︑そのうちから新らしい普遍原理を生染出す

︵四四・九・三○東大名教授学士院会員︶

も︑この使命の一担任者たるべきであると思うのである︒

ことは所詮︑できない相談であろう︒

一○現代文化革命における日本民族の使命
そこで︑オーストラリヤ人を父とし︑日本女性を母とす
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道徳の復興︵十九︶

木下広居

イギリスの君主政治

｜イギリス展覧会

といわれている︒もう一人︑忘れてならないのが︑一八三

たビクトリア女王だ︒この時代にイギリスの君主制は確立

七年から一九○一年にかけて六十四年もイギリスを統治し

し近代化された︑といえる︒つまり︑イギリスでは︑中世

紀的な君主制というものを完全に脱却したのだ︒

人民の代表者が議会に集まってくる︒その議員の中から

ということになる︒そういう人を君主が首相に任命する︒

首相を選んで政治をさせる︒首相は衆議院の多数党の首領

もしこの首相が衆議院で不信任となったら︑さっそく辞職

する︒つまり政治の責任を負って︑人民に選ばれた議会の

にくだって野党になる︒その反対に︑今迄野党だったのが︑

多数に支持されれば政治の指導者となり︑信任を失えば野

そうなると君主は実際の政治が善いか悪るいかについて︑

人民多数の支持で与党になって首相を出す︑ということだ︒

責任を負わないことになる︒人氏から非難攻撃されない︒

今年の十月から東京のほとんどあらゆるデ︒ハートでイギ

言葉をかえていえば︑首相は一つの政党の首領であるから︑

リスの展覧会が開かれている︒その宣伝のためにマーガレ
ット王女が来朝された︒その展覧というのが︑すこぶる多

体の半分ぐらいしか票をもらっていない︒これはイギリス

彩で︑イギリスの生産物を売るだけでなく︑その歴史や書

でも日本でも同じようなものだ︒首相は政治の責任を負う

党派的であるのが当然だ︒総投票数からいえば︑選挙民全

あるデ・ハートではチャーチルの生涯を見せ︑また他の会

のであるから︑国民全体のことを念頭において行動すべき

籍や絵その他︑何でもイギリスのものを見せるものだ︒
場ではエリザ︑︑ヘス女王展になっている︑という風だ︒エリ

だ︒しかし自分の属する政党の利益というものを離れて物

色メガネで見る︒それは︑やむをえないことだ︒

を考えることができない︒だから世間の人も首相を党利の

ス一世と今のエリザベス二世を区別する必要がある︒一世
の方は︑イギリスが小国から大国へと興隆するもとを開い

ザベス女王といっても︑一六○三年に亡くなったエリザベ

た君主だ︒イギリスでは︑女王が位に在る時に国が栄える︑
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、

てあるべき姿ではない︒君主は超党派的でなければならぬ︒

どれかの党派に味方するとしたら︑それは変態だ君主とし

ところが︑君主は︑どの政党にも属しないのが原則だ︒

をきわめたベルサイユ宮殿で︑ウィルヘルム一世はドイツ

侵入しフランスを降伏させた︒そして︑ルイ十四世が豪著

軍はメッッ︵巨①愚︶︑セダン︵呼号国︶の戦闘に勝ち︑パリに

だ︒この帝国を統治するホーエンッオルレルン︵国○房旨園︲

○岸関口︶王朝が︑五十年で地球上から消え去るだろうと︑

皇帝の位についたＯプロシャを中心とする帝国を造ったの

誰が想像できたろう︒この王朝は普仏戦争によって興り︑

れができる︒という地位だ︒王家の伝統と教育によって︑

そういうことが可能なのだだから︑君主の理想は︑国民の

そして︑政党と関係せず︑公平無私であろうとすれば︑そ

心を心とする︒国民と一体になることだ︒国民統合の象徴

第一次大戦で亡んだのだ︒ｌその一年前に臓屋シァのロ

マノフ︵詞○日色目○庫︶王朝が没落していた︒ドイツと共にオ

になることだ︒

どうして︑こんな変化が起こったのか︒ロシア・ドイツ

ーストリアのハプスブルグ︵国幽罵言侭︶王朝も滅亡した︒

決して君主は昔のような権力の中心であってはならぬ︒

また権力というものは︑人民全体に承認されてはじめて成

ウィルヘルム一世がケーニヒスベルグ︵尿○①ロ億号①侭︶で

の指導原理では同じことだった︒一八六一年︑プロシャ王

・オーストリアなど︑いろんな点でちがっていたが︑政治

り立つものだ︒人民と争ったり︑首相を兼ねたりする権力
人民と︑かけなれた君主に権力がある︑と考える思想は

即位した時︑

的君主ほど不安定な︑頼りないものはない０

人民と共に歩み︑人民に支持されるところに確立する︒人

呪われたものだ︒必らず没落する時が来る︒君主の地位は

といって︑帝王神権説を高調した︒つまり︑自分が国王に

﹁プロシャ王は神から王冠を授けられた﹂

たのだ︑万能だという時代後れの思想が︑どんなに各国の

なったのは神の意思によるのであって︑人民の意思には関

民や︑人民に選ばれた議会を排斥し︑神から権力を授かっ
政治を混乱させ︑革命を引きおこして来たことか︒

ドイツ帝国の創業は︑はなばなしかったが︑その末路は

どんなことを国王がやろうと︑人民は文句をいうことは許

分の良心に責任を負うだけだ︒ということになってしまう︒

まれた権力ではない︒だから人民には責任を負わない︒自

係がない︑ということだ人民が支持し承認したことから生

いかにも悲惨だった︒誰でも知っているように︑ドイツ帝

されないという専制主義的思想だ︒人民不在だ︒

ニドイッ帝国の崩壊

国が出来たのはフランスとの戦争に勝てからだ︒プロシャ
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想をふりかざして︑人民全体を敵にまわしてしまった思想

産主義者でもない︒帝王神権説という時代おくれの危険思

ロマノフ王朝を滅ぼしたのは︑レーニンでもなければ共

主政と議会と人民とを結びつけたからだ︒一六四九年には

主独裁政治の失敗を十七世紀に︑三百年前に経験して︑君

そこに行くと︑イギリスの王室には何の不安もないｃ君

らといって︑共和国にした︒十年間これが続いて︑一六六

たという理由から死刑にしたＯ君主がいなくなったのだか

チャールズ一世を︑イギリスの国法に反し︑人民を敵とし

自分は神から授かった支配権を持っている︒誰にも相談

○年に王政復古になった︒またジェームズニ世という国王

だ︒

えで政治をするのが理想だ︒国王個人の親政弓の制○昌巳

ランダからウィリァム三世を迎えて国王にした︒これは皆︑

が︑国の伝統に反することをした︒というので追放し︑オ

する必要もない︒誰にも責任を負わない︒自分一人の考

て︑カイゼル︵尿鳥員ｌウィルヘルムニ世︶ば︑退位し

り立つ︒その議会に主椎がある︑としたから︑君主と議会

議会のやったことだ︒そして︑議会は君主と上下両院で成

吋昌の︶が根本だった︒事実︑よほど深く確信していたと見え

︵一九二八︶﹁王は良心を持っているが暴民・愚民︵日Ｏｇ

てオランダに逃げ行ってからでも︑アメリカの雑誌記者に︑

ドイツ︑オーストリアなどでは解決するどころか︑権力を

この︑イギリスでは三百年前に解決したことを︑ロシア︑

や人民との対立や争いはなくなった︒

主義の共和国では︑責任を持って行くところがない﹂

﹁君主国では︑君主一人に責任が集中しているが︑議会

には良心がない﹂とか︑

などと語っていた．１国氏と烏合の衆をいつし曇こたに

イギリスでは︑それとは逆に︑二度の戦争という試錬に

中心として君民が争ったために王室を滅ぼすことになった︒

よって︑君主は﹁国民統合の象徴﹂として︑一層基礎を固

して︑議会政治を否定するぐらいだから︑その時代錯誤は
バカげたものだ︒自分が変な思想に︑とらわれていたので︑

めることになった︒

スマッッ将軍︵⑦の国自己の白色厨︶は南アフリカの代表的

王冠を失ったのだ︒それを︑ドイツが戦争に負けたのも帝

人物だが︑﹁イギリスは王室という金環によって結合してい

国でなくなったのも人民と議会が悪い︑といっていたのだ︒

君主独裁政治の時代が過ぎたのを知らなかったから︑あん

るので︑これが無くなれば一朝にして崩壊する﹂といった︒

ヘッドＰｏａ国鳥①﹄易①且︶は︑﹁愛国心と君主政治﹂と

保守党から貴族院議長︵兼大法官︶をしていたバークン

なことになった︒

三イギリスの王室

︿ｕ︶

︑１／

／Ｉ︑

、

りではく︑民主主義の原則に合致している︒世の中には︑

いう本で︑﹁イギリスの人民は︑君主政治が必要欠くべか

り︑共和国問題なんか起る余地がない︒多くの点において︑

憲君主であることを証明した︒王がこうした態度をとる限

る︒ジョージ五世は︑政治上の危機に際して︑いつでも立

労働党は保守党よりも保守的だ︒いろんな問題について議

らざるものだと思っている︒君主政治は経済的であるばか

たら︑どうなるか︒共和政治にして︑何か善くなることが

君主政治を攻撃する人もいるが︑では︑君主政治を廃止し

になった例はない︒アメリカの共和政治は︑イギリスの君

論があるが︑共和政治というようなことが︑労働党の議題

といっている︒

主政治よりも専制的だ︒労働党は︑世襲君主制の味方だ﹂

あるのか︒大統領政治を維持するには︑非常に費用がいる︒
るイギリスの君主政治は︑政党政派に超越しているので︑

の外に超越していた唯一の地位は︑失われることにあるだ

国家元首の地位が争いの目標となり︑これまで疑惑と抗争

の大統領にすることもできる︒しかし︑その瞬川において︑

殿Ｓ匡の蚕侭冨日嗣烏の①︶では︑直接に政治に対して干

対しようと夢見ているような君主もない︒バッキンガム宮

者はないまた︑自分の勢力を利用して議会政治の伝統に反

﹁イギリスの君主が危険な野心を持っていると疑ってい

﹄忌段①哩昌①ｅは︑

フランスの政治評論家アンドレ・ジーグフリード︵苫︺︲

また︑時には︑人望のない下等な人物が当選することがあ
大きな価値がある︒我々は保守党のポールドウィン︑自由

ろう︒君主政治は︑現代の慣行に適合する古い象徴だ︒君

王室の勢力と影響力は︑最も正確な意味において︑国民的

渉しようとする野心は全くなくなった︒要するにイギリス

党のロイドジョージ︑マクドナルドなどを︑イギリス般初

に与えるものだ︒イギリスの君主政治は︑どこまでも生き

ここから生まれてくるのだ︒﹂

なところにある︒イギリス君主の持っている道徳の権威は︑

主政治は︑他の制度にない興味とロマンスと品位とを国民

といった︒

︵理事専大教授︶

に反するとされた︒はじめから国民統合の象徴だった︒

いた︒すべては大臣の助言で行なわれた︒独断事行は伝統

といった︒日本の皇室は権力的なものを大臣に委任されて

長らえるだろう︒
次に︑第一次労働党内閣の植民相だったトマス︵国︺○日儲︶

﹁イギリス人の王に対する忠誠心は︑政治的というより

は︑鉄道労組委員長だったが︑

させるには︑よほど賢明でない君主の出ることが必要であ

宗教的に近い︒人民の胸の中にある︑こうした信仰を変え

（10）

学生運動と高校
意識

大森

的活動を指導する上で︑一つの重要な手がかりになるもの

う見ているかという意識をは握することは︑高校生の政治

ゲバルトを否定している者はイとウをあわせて︑八○％

エ︑その他：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝一○％

ウ︑言い分も行動もよくない：：⁝⁝：⁝二％

イ︑言い分はわかるが行動はよくない⁝六九％

ア︑言い分も行動も納得できる⁝⁝⁝⁝一○％

あなたはどう思いますか︒

①学生連動をしている大学生の言い分や行動について︑

一部である︒

川県下高校生六校三︑○○名を対象として実施したものの

次の調査は︑以上のような趣旨から︑本年九月に︑神奈

２︑高校生の意識調査

高校生の政治的活動は︑激化の一途をたどっている︒そ

そこで︑一︑般高校生が大学における学生連動についてど

ヨノ

の原因は︑社会体制︑教育内容︑教師および高校生自身の

１︑問題の所在

4ﾕム

と考えられる︒

の

中にそれぞれ見出されるのであるが︑それ以上に大きな原
因として︑かれらの先輩である大学生から受ける影響を軽
視できない︒まず︑直接的影響としてて︑大学生が各セク
トの予備軍育成のため︑高校生へのよびかけを強力に行な
っているという事実があげられる︒高校生活動家の組織化
の状況をみると︑反日共系の反戦高協・全学闘連や日共系
の民青高校班︑大学べ平連の系列のヤングベ平連など︑す
に結成されたものばかりである︒また間接的影響として︑

べて上部団体として大学生の組織があり︑その指導のもと
ヘルメット姿の大学ゲバルトが︑マスコミを通して商校生
の情動的ヒロイズムを大きく刺戟していることが指抽でき
る︒
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生

む

かが問題となる︒

こで︑高校生が大学生の言い分をどのように理解している

であるが︑言い分を肯定している者が七○％近くある︒そ

静になって話し合え﹂﹁教育制度の根本的改革﹂などが比

いであろう︒なお﹁その他﹂の場合の記入では﹁両者が冷

たら︑高校生の意識は大きく誤っているといわざるをえな

ァ︑欲求不満のはけ口をつくるため⁝一三％

来の意味での﹁話し合い﹂の場をもつはずがなく︑また︑

るをえない︒なぜなら︑破壊を目的とする学生集団が︑本

較的多い︒それについては︑やはり表面的な理解といわざ

イ︑自分の学校を民主化するめ⁝⁝⁝三六％

六三三制や大学入試などの教育制度だけでなく︑それにと

③大学生は何の目的で紡争を起していると思いますか︒

ウ︑現在の社会体制を破壊するため⁝三七％

もなう教育の目的や内容にこそ改善の要があるからである︒

３︑高校での政治的教育

エ︑その他⁝⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝：⁝・四一訳

とくに①で﹁言い分はわかるが行動はよくない﹂とした

すべきであるといわれている︒その役割・影響力を考えれ

政治的教育を行なう場合︑教師はあくまで中立性を厳守

主化をめざすものとして大学生の言い分を理解している︒

ば︑たしかに教師は生徒に対して特定の意見だけを支持ま

者だけについて承ると︑七○％近くがイを選択し︑学園民
共産主義の革命路線を見通すことができず︑﹁民主化﹂の

たは批判することは望ましくないであろう︒したがって一

般に︑高校教師は政治教育について消極的になりがちであ

美名にまどわされている高校生の認識のあまさを重視した
いＯ

ァ︑大学入試のしかたを改める⁝⁝二三％

びえず︑高等学校において︑なしうる積極的な生徒指導が︑

いものであろうか︒いや︑むしろ中立性ということばにお

高校生に桑られる前述のような意識は︑教育上見逃してよ

る︒しかし︑判断力の未熟︑短絡的思考を特徴とする現代

イ︑警察力を強化してとりしずめる⁝九％

⑧今の大学紛争はどうしたら解決すると思いますか︒

ウ︑大学を学生の手で運営させる⁝三○％

もっともっと必要のように思われてならない︒

高校における政治的教育の目的は︑生徒が総合的客観的

エ︑革命をスローガンとした革新政党に政権を担当さ
せる⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝九％

つくることにあると考える︒とくに︑高校生の盲点となっ

をもとに︑社会の改善に萩極的に参加する政治的全体性を

な視野にたって判断し︑すべての人間を愛し尊重する倫理
﹁大学を学生の手で﹂といういわゆる自主管理の意見が

オ︑その他：．⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝二九％

かなり強い︒これが②における学園民主化と結びつくとし
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ている知識の教授や︑ことばの概念を正しく使用し論理的
しては次のようなことがあげられる︒

に思考する力の訓練が比較的可能であろう︒具体的な例と
一︑共産圏諸国の学校教育の実態の理解︒

二︑政治概念である民主主義が教育や研究の場にそのま
ま妥当しないことの理解︒
としての保一証をもたないことの理解︒

三︑学生運動の究極目標と︑共産社会が絶対的理想社会

指導による自己洞察・概念的思考の深化︒

で︶による論理的思考力の育成︒

五︑作文指導︵とくに現代国語︑倫社︑政経︑ＨＲなど

人間尊重の倫理に関しては︑自らを律する自制力︑他人

の立場にたって考える共感的心情などが重要なものと思わ

れるが︑これらの教育は商校生になってはすでに手おくれ
いものである︒

の感が深い︒幼時の家庭教育や小学校教育にぜひ期待した

Ｆ１韻

（13）

︵神奈川県会員神奈川雌立川和商校教諭︶

一エネルギーの革命

に使用いたしました資料でございます︒

宮御所にお伺いいたまして︑皇太子殿下に御進誰申しあげました際

ここに持ってきました〃エネルギー〃という資料は昨年の七月東

浩

四︑実存分析︑価値カウンセリングなどを応用した個別

︹講演︺

エネルギーのうつりかわり／と

最近の公害

安西

題

ます︒ご静聴を煩したいと思います︒

間

︒﹄

皆さんもご案内のここと思いますが︑明治大正昭和を通じて燃料

をとっても覚えられるので重宝しております︒

番︑向動車は八八八八にしてもらいました︒これでしたらいくら年

覚えるのが全く苦手であります︒やっと自宅の電話番号は６番と７

ことエネルギーに関しては︑私の脳−異に刻みこまれたものは絶対

界の王座を占めておったものは石炭であります︒その石炭が戦後燃

に忘れません︒クエートで出ます原油の原価はドラム唯六本で一五

料界の王座を石油に奪われて︑今日では経営困難にまで陥いってい
るのであります︒政府から莫大な補助をもらってもなお再建がむず

二円三○銭︒これは専門家に計算させました︒この国は水が極度に

不足しており同じくドラム椎六本で三六○円です︒原価一五二円三

このように斜陽産業になったかということにつきまして先ず申しあ
げたいと思います︒中近東︑ここにソウジァラビァ︑クエートとい

かというと︑クエートには年間一億キロリットルを生産する石油会

○銭でも生産された原油は三六○○円で売られます︒だれが決めた

かしいというのが石炭鉱業界の現状でございます︒どうして石炭が

とよく言いますが︑ソウジアラビアがほんとうであります︒ここに︑

う国があります︒日本の人はハイカラのつもりでサゥジ︑アラビア

いうアメリカの大きな石油会社とブリティッシュ︒ヘトローリァルと

社がある︒これは王様も関係している会社ですが︑ドラグ︐オイルと

いうイギリスの大きな石油会が五○％づつ資本を出してつくられて

第二次大戦後︑二九億キロリットル︑隣のクエートに二一億キ

います︒名前をクエトオイルカンパニーといい︑ここの社長にクエ

ロリットルの原油が発見されました︒この原油が世界各国へどんど
めになってきました︒私は毎年海外に参りますが︑昭和三十三︑四

ん出るようになりましたものですから世界中の石炭業界の経営がだ

ートの大蔵大臣が就任しております︒

先ほど申しあげた原油の価格三︑六○○門︵一キロリットル︶す

年頃︑海外のエネルギー事情を視察したときに︑外国では今や石油

なわち一○ドルの内訳はどうかというと︑このうち四ドルは王様が

がエネルギー界の王座を占めてきており︑やがてこれは必ず日本に
も押し寄せてくるはずである︒私は羽田の記者会見で﹁世界は正に

権利金としてもらいます︒こどルこれが原価︑あとの四ドルをドラ

うな王様が今では毎年千四百億円づつの椎利金が入って来るのです︒

ことがあります︒十数年前はラクダの隊商のピンハネをしていたよ

私はかつて日本経済新聞に﹁宝の国クエート﹂という随筆を書いた

二宝の国クエート

千九百円︑千四百円かかると五千円となるわけです︒

の値段が決まるわけです︒キロリットル当たり千三百円かかると四

てクエートの現地の値段が決まり︑これに運賃を掛けて日本の石油

グオイルとブリティッシュ・ヘトローリアルが分ける︒このようにし

エネルギー革命に直面している︒﹂と言ったのでございます︒

皆さん英語の字引に﹁レポルーションオブエナージー﹂という
ー革命﹂という言葉はその時はじめて使われました︒はじめのうち

言葉はありません︒これは私の造った言葉でございます︒｜︲エネルギ

は余り誰も使いませんでしたが︑この頃は総理大臣も﹁我が国はエ
ネルギー革命の嵐の中に⁝﹂と政見発表にまで言われるようになり
ました︒ネエルギー関係の数字をよく覚えておりますので新聞記者
諸君は私に﹁ミスター︸一ネルギー﹂というニックネームをつけてお

ります︒余談になりますが︑私は自分の家の番地や自動車の番号を
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﹁殿下︑恐れ入りました︒王様にはとっさでしたから硫黄分が多

いと言いましたけれども︑あの時はアラビア石油は井戸が一本噴き

私はこのような石油生産国の支配者にお目に掛りたかつたので︑

謁見を申し出ました︒ところが四月十日の午前十時に来いとのこと

アラビア石油はインデ︒ヘンデントオイルよりも硫黄の含有量が多い

出した程度なので︑めんどうくさいので︑そう申しました︒決して

というわけではございません︒恐れ入りました︒﹂とお詫びしましら

でした︒私も数ヵ月先の日の午前十時というのには驚きました︒さ
ーの大家であることは外国にも響いている︒王様に会われるときは

ういう質問を受けたのは初めてです︒

殿下は笑っておられました︒皇太子殿下は英明なお方です︒私はこ

てクエートに着き三菱商事の文店長が言うには﹁あなたが千不ルギ

たら引き退つた方がいいと思います﹂﹁そうかね︑なるべくそうしよ

石油の話はしないで〃ご機嫌いかがですか川といって握手を賜わっ

三公害の元凶亜硫酸ガス

石油はこのように発展してまいりました︒日本は今七・八○％も

う︒﹂と言って謁見室に通されましたところ王様はまず﹁あなたはな
ぜアメリカインデ︒ヘンデントオイルからだけ石油を買うのか︑最近

中近東から原油を輸入しております︒この中近東の原油には硫黄が

２

有名になったアラビア石油からどうして買わないのか﹂という質問

たくさん含まれています︒硫黄は燃えますとＯ亜硫酸ガスとなり公

は一日六百四十トンの亜硫酸ガスが発生し都民の上に降り注がれて

Ｓ

いというわけにはいきません︒硫黄分が少ないものでないといけま

がございました︒そこで私は︑﹁ガス事業に使う石油はどれでもい

害の元凶となるわけでございます︒東京都の調べによりますと︑冬

せんから︑インデ︒ヘンデントオイルから買っております︒﹂と答えま

トン︑都心のビルから四十トン︑東京ガスの三つの工場から十八ト

おります︒このうち東京電力の豊洲発電所︑品川発電所から六十七

ン︑残りは町工場を含めた工場群でございます︒私どもは年間七︑

した︒また︑﹁我国では国民のための立派なアパートがどんどん建
無料︑税金もなく大したお国です︒あなたは全くえらい王様です﹂

八十万キロリットルの原油を輸入しております︒その大部分はワフ

設され︑設備の整った学校も多く︑素晴しい病院でしかも医療費は
と申しあげたところ王様は﹁いやいやそれは自然がしているのでは

かアラビアンウィリアムズ︵二・五︶イラニアンヘビー︵一・六％︶

ラから出る油です︒これが三・三％硫黄を含んでおります︒このほ

こういうものも使っております︒そこで皆さん︑本年一月六日の美

この間皇太子殿下に御進講申しあげた際︑殿下が退屈されるとい

なく︑アラーの神が私にさせているのだ﹂と言われました︒
けないのでこのお話をしたら︑えらいもんですよ殿下は：⁝・﹁殿下︑

浪部都知事と私の共同記者会見をご記憶と存じます︒

四十三年には一・二三％になり︑これを基準として四十四年は︑

おりましたが︑四十一年には二・六五％︑四十二年は一・七三％︑

昭和四十年には東京ガスは二・八九％の硫黄含有のものを使って

：．⁝ご質問はございませんか﹂と申しあげたら︑﹁先ほどのお話の

ヤ石油の石油とでは︑硫黄の含有率はどの位違いますか︒﹂と質問さ

○・八六％にしようということを発表しました︒実際には私どもは

中でアメリカインデ︒ヘンデントオイルの生産される石油と︑アラビ

も私の話を聞かれてそういう質問をされたのです︒

れ私はびっくりいたしました︒皇太子殿下はメモもとられず一時間
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○・八六％でもあきたらず四十四年は○・三六％にまで持って行く

国には今のところ大規模な天然ガス田は発見されておりません︒

然ガス時代へ急速に移りつつある感がいたします︒残念ながら我が

私は︑数年前から将来の原子力時代Ｅなる前匡必ず天然ガー︿時代

自信をもっております︒一三−ヨークは数年後に一影︑ロスァンジ

が来ると予想いたしておりました︒そこで資源のない我が国として

〒一ルスは○・五％にそれぞれ目標をおいておりますが東京ガスでは

○・三六％︒昨年に比べましても四分の一まで減らそうと決意し︑

スカから液化して輸送することにいたしました︒現在スウェーデン

は最も優れたエネルギー源としての天然ガスの輸入に着目し︑アラ

におきまして冷凍タンカー二隻を建造中でありますが本年中には東

実行に移しているわけでございます︒美渋部知事は﹁東京電力の場

京湾の根岸に第一船が到着する予定でございます︒

合は土地の払い下げに関係しておったけれども︑こんどは東京ガス
た︒都民を代表して東京ガスに感謝します︒﹂と発言されました︒私

の積極的な社会責任においてこれをやっていただくことになりまし

いうものが強く要求されて参りました︒佐藤総理大臣も就任以来︑

昭和三十年代はエネルギーの経済性を追求すればよかったのであ

社会開発︑人間尊重ということを政治の基本方針として示されてお

は一昨年社長に就任すると同時に︑東京ガスは都民にガスを売る会

ります︒誠にもっともの事と思います︒なにが大事だといっても人

ったのであります︒しかし︑昭和四十年代では企業の社会的責任と

マトラのミナス原油に切り替えてまいりました︒ミナス原油という

中近東からの原油を数年前から逐次硫菰分の少ない︵○・○九％︶ス

間の健康に勝るものはないでしょう︒私の家も十数年前には桃の花

ります︒すなわち石油から安い原油へ切替えてガスをつくればよか

のは︑ちょうどコールタールのようにドロドロしており︑ほってお

社である︒従って公害で迷惑をかけては誠に申し訳ない︒こういう

くと︑固まってしまいます︒船で持ってくるときもあたためてやる︒

は咲きません︒今年のお正月は元日から五日まで東京の空は澄みわ

が咲き実もなりました︒今日では梅はわずかに咲きますが︑桃の花

ことからはじめたわけです︒私どもは硫黄の含有率を低めるために

東京へ来てからもタンクを保温して使わなければなりません︒こう

東京中のビルエ場が一せいに重油を焚きだしたからです︒四日市の

に沈んでしまい︑午後三時にはスモッグ警報が発せられたのです︒

ったような気がいたしました︒ところが一月六日は東京は煤煙の中

たっていました︒富士の霊峰がキクッリと見え︑ほんとに田舎に行

いう余分な金がかかりますが敢えて実行に移した次第でございます︒

四天然ガスから原子力時代へ
黄を含んでおります︒ここで全く硫黄を含まない天然ガスについて

ように亜硫酸ガスのために多くの市民が瑞息で苦しむようなことは

さて︑ミナス原油なら大丈夫といっても微量ではありますが︑硫

れ現在では全米くまなくパイプラインで結ばれ天然ガスが使われて

り戻したいものであります︒︵三月三十一日於学士会館本会評議

絶対に避けねばなりません︒一日でも早く東京に澄切った青空を取

御紹介いたします︒戦後アメリカにおいて膨大な天然ガスが発見さ
おります︒巨大なアメリカ繁栄は天然ガスによって発展し維持され

会講演要旨︶︵特別会員東京ガス社長︶

ていると申しても過言ではありません︒また近年オランダ仏領サハ
ラ・ソビ一一ト等でも無尽蔵のガス田が発見され︑エネルギー界は天
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しよううちゅう髪剃りの歯の磨ぎっぱなしという具合に一

有能といえば有能︑なにを聞いても知っている︒世の一

なっている︒

ばかりに明快である︒﹁あの書類は﹂といえば﹁ハイツ﹂一

中のことがそんなにもはっきり言い切れるものかと思う一

も茨︑ソッというようなものはいくら捜して桑たって見

といって即座に持ってくる︒針で突いたほどの隙もなけ

中国の昔﹁噸麟﹂といったのは︑あるいはこんな秘吾一

つかりっこはない︒

官風情のようなスケイルの小さなものを指したのではな︽

かつたかもしれないが︑わが国の現状としては︑妓高の一︑ノ

教育を受け︑大将街道を藩進中のエリートは一応は雌麟

る︒その時の挙手の敬礼の見事なことといったらなかつ一

のがあった頃のことである︒陸軍士官学校の卒業式にい
くと︑優秀なる鳳雛が次から次へ出てきては賞状を受け一

話を少し変えてみる︒その昔︑日本にまだ軍というも

と呼んでもさしつかえないだろう︒

って毛碓したので︑自己弁護のようで心苦しいが︑これ

学校を出てしばらくした頃の若手の助教授とか︑あるい

つととまり︑おろす時にはまた︑腕が抜けてしまうかと一

でのことだが︑帽子のひさしにはげしくぶつかってぴた一

から手をおろす︒ただそれだけといってしまえばそれま一

た︒挙手の礼をして︑上官の答礼のおわるのを見届けて一

は秘書官とかいうものには︑全く目から鼻へ抜けるよう

思うほどの勢いで脚の側面に張りつく︒
ところがこれを受ける教官はというと︑必ずしもこの︸
ことで︑エヘンといえば疾壷とか︑ツーといえばカー︑

な人がある︒それは学問研究の上でも事務の上でも同じ

それがはたして﹁雌麟﹂であるかどうかは分らないが︑

について説き進めてみようというのである︒

からここに老圭なればこそ出せる味︑というようなこと

えをなぞるだけのことで︑なんの曲もないＯ私も年を取

人もすっかり駄目になったというのでは︑ただ昔のたと

る︒若い頃は非常に優れた人だったが︑老いぼれてあの

肌麟も老ゆれば購馬に等し﹂という中国のたとえがあ

正

一﹂

士官候補生ほどきびきびしたものではないし︑ことに恩

しつかえないＯ

えば乱れだが︑言葉を変えればこれを枯淡と呼んでもさ

これらの侍従武官も三十年ほど以前には︑いますばら

したような︑重点しくないような︑三軍を託するに足り

ても︑なんとなくそぐわないような︑未熟をむき出しに

なんのさしつかえもないし︑別に悪いことではないにし

かの候補生の如き︑腕ももぎれんばかりの敬礼をしても︑

大佐になっても中将︑大将になっても︑昔忘れずに︑

賜の賞品を伝達する侍従武官︑それは大体少将か中将か
だったが︑その答礼にいたっては︑甚だのっそりとした

しい挙措を以って賞品を受けた士官候補生と同じ境遇で

ものであった︒

あり︑したがって同じようにはきはきした挙措を以て事

楕害の手習いを十二分にしなければならないことはい

ないような︑そんなことになってしまうにちがいない︒

に︑依然として二十台そのままの階書だけで臨むことは

うまでもないが︑大佐になり中将にまで進んだというの

私はこころぷにその中将の侍従武官にきいてぶた・横

に臨んだにちがいない︒

で見ていると︑年令の開き︑階級の違いのあることは十

若い者に言わせれば︑そんなことどつちだっていいじゃ

みれば︑もっとこうしなければということにもなろうが︑

（18）

分承知していたが︑しかしそれにしてもどうしてこうま

年を取り︑階級の進んだものは気がついてはいても︑

具合がわるいのである︒

ければならないＯこれは大変という︑よくよくの時は別

知ってはいても︑若い者のすることをだまって見ていな

のっそりした味になるのか︑のっそりがわるいとは思わ

で変るのか︒それに一体いつごろからあなたのような︑

ないし︑中将ともあろう人に︑あの候補生のような敬礼

全くつまらないようなことではあるのだが︑私は非常

上の者から言われつづけてば腐ってしまう︒上の者から

明けても暮れても重箱の隅をつっつくようなことを︑

る︒

ておいたほうが︑総決算としてはプラスが多いことにな

だけれども︑大体どっちでもいいようなことは見のがし

をしろといってみたって︑あらゆる意味で無理なことは
よくわかる︒しかし︑そもそものくずれはじめはいつな

た︒

のか︑大尉からか︑少佐になった頃からなのか︑といっ

その中将は考えていたが︑大体少佐あたりがくずれは

に興味のあることとして聞いた︒上長官といわれる佐官

あないかということにもなる︒それぐらいの小さいこと

じめだろうかといった︒

の最下級の少佐のところに乱れはじめがある︒乱れとい
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ろう︒かれこれ考え合わせると︑さっきもいうように︑

しぐらいよくなるにしても︑続けば勝手にしろというこ

にこだわってぶつぶつ言うのは︑そのことは︑たとえ少

ろん巧級な味もあるし︑時代の早いにもかかわらず︑日

万葉とか︑ああいう害を指すのであるが︑あれにはもち

われる伝貫之という一連の書︒高野切れの第一種とか桂

時代は少し下るが︑平安時代のはじめごろのものと思

本の書の到達し得る一つの大きな頂点というものを感じ

とになり︑はては働く意欲を減殺してしまうことにもな

うことになる︒

大体はまあ︑見て見ないふりをしていたほうがいいとい

ところがその少しあとの行成の書になると︑﹁この世

させもする︒

しかしまた目から鼻へ抜けるような若手のエリートか
らすれば︑こういう煮え切らない老先輩をもどかしいと

って︑文学のほうの源氏物語と同様︑練乱の美がみちあ

をぱわが世とぞ忠﹂った御堂関白と同時代のものだけあ

ふれている︒伝貫之にあったいくらか未開︑素朴の味は︑

見る向きもあろう︒もうあんな無能者は退陣したほうが
いいだろうということにもなってくる︒

もはやそのかけらもとどめてはいない︒

とになると︑もうこれは畑熟というほかはない︒もう一

鎌倉・室町と︑書の流れは巧みさを加えつつも︑なお

（19）

こういうようないきさつを書道の歴史の上に置きかえ
正倉院の御物の中には︑世にも見事な写経があるが︑

歩進めば頼廃ということにもなろうという︑花ならば開

しかしそれがもう一時代進んで︑三十六人集というこ

同じ御物の中に︑写経生が貸上げの叫びを挙げている文

て糸よう︒

書の残っていることから考えると︑彼等はあんな立派な

つは散ろうとして待ちかまえている︒

書の動きはそれ以上どうなろうというのか︒この上は

き切った貌︑あるかなきかの微風にさえ花びらの一つ二

いたのではなく︑憶良の貧窮Ⅲ答のような生活苦にあえ

もう︑更にまた原始︑素朴にもどるほかはないのである

害をものしながら︑必ずしも一刀三礼の心組みで書いて

も来る日も経文書写の筆を執っていたものであろう︒

ぎながら︑口を糊するために︑心進まぬながら︑来る日

ある意味からは実用的な書でもあるので︑さすがに時代

平安時代のものには及ぶべくもない姿をつづけている︒

また桂万葉の枯淡に戻ることは許されない︒

が︑三十六人集とまで一旦畑熟を極めたものが︑空しく

の重みのある立派なものとして一応は別格のものとして

でも鎌倉には鎌倉の︑群雄割拠の戦国武将にはまたそれ

それはともかく︑経文という特殊なものではあるし︑

おこ員ノ○
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一

なりの雄劾なる風韻をただよわせてもいるのであるが︑
江戸時代となると大体まず堕落といってさしつかえない︒

江戸初期の京都の宮廷文化をのぞいては︑まずそれほ

したら鼻持ちならないものになるにちがいない︒

そしてこれはいうまでもなく︑筆の先だけの川越では一

なく︑もっと奥深いところに根ざした底の底の話なので一

節に過ぎない︒心のおもむくところ︑あるいはまつすぐ

まっすぐだとか曲っているとか︑それももはや枝葉末一

ある︒

なっても妙に艶があったり︑中将︑大将になっても依然

になり︑時としてまた曲りもする︒まっすぐだからいけ
ないというのでもなく︑曲っているからいいというので一

江戸時代のお家流の亜流にいたっては︑六十︑七十に

ど心を引かれるものは無いといってもいいのである︒

として士官候補生風の敬礼をつづけているようなもので

もないｏそれはそのはずで紙の上に姿を現わした形とい一

ある︒

良寛が重く考えられるのも︑この浩々たるお家流の流

うものを越えた︑あるいは形というものの奥の奥にひそ一
んでいる姿︑問題になるのはいわばそういうところのこ一

おさら問題になるのである︒話を一番はじめに戻さなけ︸

のととのわないと見えるようなものの場合に︑それはな一

いう問題はいつもつきまとっているのであるが︑一応形一

伝貫之にも行成にも︑三十六人集にも良寛にも︑こう一

となのである︒

れに押し流されることなく︑十二分の修行の果てにいた
り着いた枯淡というものの貴さを物語っているからであ
ｚ︾Ｏ

なにも良寛だけがいいのではないし︑良寛だけがそれ
をなし得たというのではないけれど︑修行による本格の

れぱならない︒﹁蚊麟も老ゆれば鴬馬にひとし﹂という︷

芸でありながら︑どこかにちょっとふゑはずしたような︑
つまりは隠逸というものの味を繰紗とさせているところ︑

はいえない︒敬礼に例をとり書の歴史をふりかえり︑随一

一つの風趣が生じてきた︑と取ることもあながち無理と一

つた形がいささかくずれたところに︑今までは無かった一

のを︑エリートが老いぼれた︑としないで︑隙の無い整一

そこのところになんともいえない風韻があるわけなので
ある︒

のを︑わざわざやるでもなく︑そこに技巧をひそませる

分いろいろ寄り道をしたが︑私の言いたかったのはその一

まつすぐに引こうとすればなんのことはない線である

ほのぼのとした暖かさというものがうまれ出る︒

辺のところなのである︒︵特別会員侍従長︶

のでもなく︑まっすぐではない線になる︒しかもそこに
やろうとしててきるものでもないし︑わざわざやったと

（20）

植木が枯れそうになった︒植木屋を呼ん

ある邸宅で︑先祖が残してくれた庭の

にこんな意味のことが課かれていた︒

数年前のあるⅡ︑朝Ⅱ新聞﹁天声人語﹂

とも老人気分がしないのである︒

若い女子学生の相手をしているので︑ちっ

て︑小さい子どもたちとあそび︑学校では

資格はある︒だが私は︑平素幼稚園長とし

はすでに七十三歳︑りつばに老人としての

しかし決してまちがいではなかった︒私

はないと思い込んでいたからである︒

がいでないかと思った︒Ⅲ分はまだ老人で

宛名はたしかに私であるが瞬川何かのまち

ると﹁老人健康診査のお知らせ﹂とある︒

市役所から通知が来たので︑ひらいて見

一生きかえった老木

旅で拾

）

で相談したら︑﹁よるしうございます﹂と

一
つ

話

〉

子 菅

鹸近身延から︑長い安倍峠路を越えて︑

の山を歩いている︒

静岡県の梅島温泉で一泊︑︒ハスで静岡に出

て︑始発電車で︑東京へかえって来たこと

で若いおかあさんが四つぐらいの男の子と

がある︒電車はがらあきであったが︑沼津

いっしょに乗り込んで︑私の前の席につい

ところが男の子は︑火がついたように泣

た︒

﹁いやだよう︑おりるんだよう︒﹂

くのである︒

たいていの子どもは︑乗り物が好きであ

るのに︑この子はどうしたのか︑泣きわめ

いている︒おかあさんは︑キャラメルを出

したり︑絵本をひろげたりきげんをとって

気の毒に思った私は︑日頃幼児の扱いに

いるが︑泣き声がつよくなるばかりである︒

︑信を持つ腕前を見せるのはこの時と泣い

こが気に入ったのであろうか︑子どもはす

てる男の子の相手になった︒すると私のど

ぐに泣きやんだばかりか声を立てて笑い川

日はおかげで助かりました︒あなたはずい

は﹁うちの子は泣き虫で困るんですが︑今

電車が品川駅を出ると︑若いおかあさん

し︑とうとう東京駅まで上きげんである︒

私はまだ単独で︑或は若い人たちのあと

二子ども屋

孫らせるとはありがたいことである︒

ような可愛い子どもや︑青年子女とともに

た境遇にあるということが出来る︒苗木の

る︒そうだとすると︑私はたいへん恵まれ

囲まれていることが︑若さを保つ秘訣であ

植物でも動物でも人間でも︑若いものに

灸しく青葉をしげらせた︒

はそれからだんだん元気をとり戻し︑若

にぐるりと柚えた︒ふしぎなことに老木

柿水屋は︑その苗木を︑老木のまわり

くさん連んで来たのである︒

れかかった老木と同じ木の小さい苗をた

しばらくしてもどって来た植木屋は︑枯

自信ありげな言葉を残してかえった︒

樫葉勇三

たI

について︑一ヵ月に一度ぐらいは︑どっか

r
ワ1，
、 自 生 ／

■

ー シ ー ー 〆 シ 、 〜 一 戸 、 ノ ー…

ぶん子どもを扱うのがお上手でいらっしゃ
いますが︑失礼ですが︒﹂

﹁何でしょうか︑ご遠慮なく︒﹂

とまでいって言葉を切った︒
﹁そうですか︑それでは失礼ですが︑あ
なたは何屋さんですか︒﹂

こんな奇問を受けて︑私は面くらった︒

このおかあさんは︑私の服装やら網棚の
上のリックなどから︑何かの行商人とでも

ホウキ

数年前︑ひとりで大山へ出かけた︒伯誉

芽可︑昨ｕやこ○

大山︵だいせん︶である︒中国地方で一番
Ｊ

夜行列車で朝大山部落に着き︑食堂へ飛

−８Ｆ．ＩＶＯ卜辛

りの青年がうどんを運んで来て︑

びこんで︑うどんを注文した︒やがてひと

﹁お山へ登るんですか︒﹂

﹁ぽくよく知らないけれど︑行けない

よＯ﹂

﹁道ばたに家がなかったかい︒﹂

へんだと思ったが︑更にきいた︒

﹁あるよ︑そうだな三十分ぐらい歩いた

私はそれだと思って︑ホッとした︒

ら︑でもだれも住んでいないよ︒﹂

中学生と別れて三十分ぐらい歩くと︑果

﹁それでは私が地図をかいて上げましょ

ときくので︑うなづくと︑

いて左へ上ったが︑道らしい道はない︒し

まもなく数人の人々が測量しているとこ

に歩いた︒

かし人の足あとがあるので︑それをたより

して道ばたに無人小屋があった︒小屋につ

﹁この前の林道をぐんぐん行くと︑道ば

うといって︑紙ぎれに地図をかいてくれた︒

﹁何屋さんですか﹂と奇妙な質問に︑一

なさいｏ﹂

たに家があるから︑それについて左へ上り

見のたであろう︒

私の本音かも知れない︒

ろへぶつかった︒倉吉営林署から来たとい

私がきくと︑ゑんな呆れた顔をして︑

まもなく私は︑地図の紙切れを手に食堂
た︒しかし行けども行けども道ばたに家は

を出て︑地図の示すように︑ぐんぐん歩い

青年は親切に教えてくれた︒

時はまごついたが︑すぐ飛び出した回答が
﹁子ども屋でございます︒﹂

のおかあさんは︑子ども屋の内容がわから

﹁とんでもない︑こんなところから危険

学生らしい少年が向うからやって来た︒私

で︑尚も歩いていると︑昆虫網を持った中

署の人がスクーターで上って来た︒ぐった

のところまで下りると︑ちょうど別の営林

﹁こちらから頂上へ登れますか︒﹂

なかったらしい︒どうやら玩具の行商人と

ない︒小さなものなら見落すこともあろう

で登れませんよ︑もとへもどりなさい︒﹂

うことだ︒

思ったらしいことは︑このあと東京駅まで

が︑家が目につかぬ筈はないので︑更に歩

しかししかたがないので︑さっきの小屋

と叱るようにいった︒私はがくりとした︒

とは︑何とうまい返事であろう︒しかしこ

の会話で察せられたのである︒

から二時間歩いている︑尋ねる人もないの

きつづけたがやっぱり家はない︒もう食堂

旅はたのしい︒殊に山を歩くことは︑無

三大山の失敗
上の喜びである︒ひとり旅が多いので失敗

﹁どうしたのか︒﹂

りしている私を見て︑
﹁君︑こっちから大山へ登れるかい︒﹂

は救われたような気がした︒
る︒

も少くないが︑それもたのしい思い出とな

（22）

ときいてくれたので︑これまでの経過を話
すと︑それでは気の毒だといって︑私をス
クーターに乗せて︑もとの食堂近くまで送
り返してくれて︑正しい登山口を教えてく

尚︑翌年︑私はまちがいなく大山を縦走
したことを附記しておく︒

四荷物は膝の上

か意味が通じたと見えて︑おばあさんもた

﹁ここは人の腰を掛けるところ︑荷物お

っぷりのゼスチァでどうやら︑

くところとちがいますｏ﹂

−クに旅して︑アンデルセンの生地オーデ

りしながら︑うなづいた︒

を膝の上にのせると︑おばあさんはにっこ

私はあわてて︑座席においたＨ分の荷物

と︑いっているらしい︒

こんどは安心して登りはじめたが無駄骨

ンセ市から︑少し田舎への列車に乗ったこ

数年前︑ひとりアンデルセンの国デンー︑

を折って時間を費し︑おまけに物すごい雨

とがある︒日本の寝台車に似ていて︑通路

れた︒

の急襲に︑とうとう登山を断念した︒そし

からドアをあげると︑長い四人掛の席があ

なところを一度も見なかった︒たとえお客

うに︑人より先に祈物が席を占領するよう

も︑荷物はみんな膝の上である︒日本のよ

その後︑電車に乗っても︑バスに乗って

てさっきの食堂へ立ち寄り︑

私がドアを開くと︑たったひとり︑おば

る︒

あさんが似を掛けている︒私はこのおばあ

が少くて脂が空いていても︒

﹁あなたの地図をたよりにして︑とんだ

さんと向い合って︑腰を掛けた︒八人の座

、 竺 叫 ノ

目にあいましたよ︒﹂

と笑いながら︑今日の失敗を物語ると︑

席のところに︑二人だけである︒

本年九十三歳

田中寒楼翁鳥取の歌人

玉の如くに恩ひけるかな

もらひたる三つばかりの泥芋を

あぐるいぶきの力蓋をうごかす

火をへらし火をへらしてもふき

九三翁寒楼

︵東京都会員白梅女子短大誰帥︶

店の青年は恐縮して説明するところによる
に家があったのである︒しかしこの家は︑

と︑食並からほんの五分も歩けば︑満一ぱた

ところが気がつくと︑おばあさんは大き

普通の民家でなく︑宿坊つまりお寺の一部

り重そうな荷物を膝の上にのせている︒

な荷物を足許に︑それより小さいが︑かな

﹁もし︑もし︑おばあさん︑お荷物は横

があるのにと思った私は︑

がら空きで︑いくらでも荷物をおく場所

だったので︑私が見落したのも無理はない︒

教えてくれた青年の親切も少し足りなか
ったがもし私が︑青年から︑地図をかいた
紙ぎれをもらったとき﹁何分ぐらいで︑そ

のあいてるところへおいたらよいでしょ
もちろん私は︑デンマーク語が︑ちっと

の家がありますか︒﹂ときいていたら︑こん

もわからない︒英語もおぼつかない︒身ぶ

う︒﹂と︑大いに親切ぶって︑注意した︒

人に道を尋ねられたら︑時間か距離を示

手真似が九十九パーセント︑それでも何と

な馬鹿げた失敗をせずにすんだであろう︒

れをきくように心掛けたいものである︒

して上げるのが親切だし︑尋ねる方が︑そ

rワq、

L 百

冬の健康管理に
ついて

大塚正八郎

す︒運動の前後は勿論︑一日に数回は繰返

戸外の運動が良いといっても︑病気療養

して下さい︒うがい水は微温湯で十分です︒

くことになるのです︒

老齢近くなった方は一○分か二○分の徒

戸外の運動で注意したいのは︑衣服と汗

とになりがちだからですから春まで無理を

て脳卒中や術環器障害で取返しのつかぬこ

が多くなり︑心臓・血管に負担をかけすぎ

中の人や病弱の人にはおすすめできません︒

手運動やポールゲームがよいでしょう︒鍛

の処理です︒からだがウォーム・アップす

高血圧の人︑心臓疾忠のある人は︑寒い戸

るまではある程度厚い服装で︑次第に薄着

しないことです︒

下を阻止するようにすべきで急激に運動を

戸外に出て力一ぱい運動することが健康

になるようにしたいものです︒汗は休熱を

若い人は薄着になろう︒厚着は我国では

錬ではなくて︑保健運動を続け︑体力の低

増進の秘訣です︒寒さ冷たさを克服し︑体

急激に放散しますから︑運動中もよくぬぐ

不必要な筈です︒薄着で︑からだをよく動

いると皮膚血管が収縮するため臓器血液量

力を高めるには︑スキーもよし︑スケート

うと同時に︑運動が終ったら手早くからだ

外の空気に急に曝されたり︑長時間戸外に

もよいでしょう︒冬を怖れず運動し︑新陳

を乾かすことが必要です︒激しい運動の後

かすことが大切です︒厚い衣服は重くて一眉

です︒

代謝を盛にし︑次の日への活動力を作りあ

では必らずお湯のシャワーを浴び︑すぐ汗

て血流を阻害し︑早老の原因となるからで

が張り動きも悪いだけでなく︑圧迫によっ

始めたり止めたりしては却ってからだに毒

げたいものです︒休みが長くとれない人も︑

の仕末をするとか︑軽い運動でも﹁おしぼ

運動後は汗をよくふく

昼休象はつとめて外で運動をし︑午前中に

り﹂でからだをよく拭くとかすることが一

｜日一回空気浴を

ことです︒テニスもよし︑バレーボールも

固まった筋肉をほぐし︑気分も爽快になる

手拭などを縦に拡げて︑肩から腰にかけ

せてから．︿ジャマを着ましょう︒朝も一度

に一

は裸になって空気浴をすべきです︒寝る前

す︒皮膚に抵抗力をつけるため︑一日一回

こともいいと思います︒少し前に︑丸ノ内

て背中にじかに着けておくと汗の処理には

は裸になってから︑下着を着ましょう︒皮

番大切です︒

にある商社でおこなった調査によると︑大

に引けば︑汗の処理も済桑︑下着を一枚取

便利です︒運動をした後で︑肩から上の方

よし︑速足で少し汗ばむ程度に歩きまわる

ていの人が雑談で過しているのを知り︑若

膚の鍛錬は︑そのままからだを鍛え健康増

に侵入した病原体を洗い出すことになりま

うがいは喉をうるおすだけでなく︑咽喉

とくに強い人で秋の初めから続けている人

進に連がるからです︒冷水浴︑冷水摩擦は

二分裸になって︑手足を伸び縮象さ

さがないのにがっかりしました︒夜学する

替えたことにもなります︒

ら一時川は必ず運動して︑体力を商めると

人も受験を控えている人も︑昼の三○分か
同時にリラックスするのが︑ストレスを除
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いけないのです︒

には良いのですが誠冬の簸中から始めては

問わず誰にでも栄養班富な良い飲食物とい

るといわれている程ですが︑年齢その他を
えましょう︒

とくにこれから注意することは

老齢や病弱の人は︑冷たい空気の中の空
気浴は無理ですが︑暖房のきいた部屋で衣

ｌ

若松城

西村茂樹

秋風立ちぬ若松の

落葉散り浮く古浬に

インフルエンザの予防としては︑不必要

とです︒

崩れかかれる石垣は

鵬衰興亡一夢のみ

はやはたとせの杵研

国に殉ずる者二千余人

孤城囲を受くる三旬余

砲丸空に排き城声地を憾かす

骨を砕きし所かや

堅き操の武士か

な所への外出はつとめて避けるとか︑外出
たら無理をせず安怖にして早期川復をはか

後のうがいを励行するとかし︑かぜをひい

替えの際わずかの時間裸になるのは良いこ
中年は肉類をひかえめに
冬はからだも固く︑動きもぎこちなくな
ｈソ永生１しよ島ノ○

次には︑中央暖房で家の中全体が暖かい

るので︑運動が必要となるのですが︑栄養
素も十分にとることが必要です︒活動のエ

はとても冷たい所になってます︒温まった
部屋や︑布団の中から急に冷たい一町へ出る

家は別として︑大ていの家では廊下や便一助

若い人は︑糖質や動物性の蛋白質をたく

のは︑若い人でも億劫ですが︑老齢の方は

ネルギー源は何といっても栄養素によって

さんとる︒肉類などは野菜と一緒にもりも

前に述べたような理由で脳卒中や心筋硬塞

作られなければならないからです︒

り食べてもらいたい︒中年過ぎの人は︑年

雲井に高き磐梯山

など重い病気を起こしやすいので︑注意か

崩るることもありときく

必要です︒晩飯以後はⅢ来るだけ水分をと
らないようにする︒便一別が遠くて︑夜間起

たとえば豆腐︑味噌汁など植物性の蛋白質
をとるようにしましょう︒植物性蛋白質は︑

きる方は思い切って尿埋を利用することで

齢に応じて肉類を次第に減らし︑大豆製肺

血管を硬くするコレステロールを分解する

す︒

苦茶に挫取するのではなく︑年齢・体力に

仕事は差控えることも冬の保健法の一つで

からだを冷やさぬように︑汗をかくような

就床面前かよく︑入浴後起きている場合︑

︵明治二十五年八月六日︶

衣の袖をしぼりけり

川風送る村時雨

詣でし心人知るや

飯盛山の新墓に

リノールという物質を含んでいるからです︒

応じ︑病気のある人はおのおの医師と相談

す︒︵特別会員東教大教授医博︶

兆一冷季の入浴は︑日のある中に行なうか︑

して食事の種類や摂取量を決めたいものて

栄喪素をたくさんとるといっても︑無茶

す︒なお︑牛乳や乳製品は癌の予防にもな
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−

則︑邑画︲■固︲■Ｄ●■ｅ凸・■凸

︒■︒◇竜ｑ股■出■■姑

㈲手入れの簡単なザルギク

で︑赤やピンクのほかに︑股近では樺色や

えることが安全です︒寒さに弱い亜熱性の

につくると一株で︑直径が一メートルほど

近は十月咲きの品種も作られました︒上手

邪込

ザルギクの特徴は摘芯をしなくても自然

に枝分かれして︑丸い玉のような形匡なる

十一・二月を
かざる花

うに多くさんの花が咲きます︒黄色がおも

ことです︒小さい花ですが︑全体を覆うよ

渡部弘

当期は秋晴れの日が多く︑強い風も雨も

また︑いままで︑庭で栽培していた鉢植え

庭木には防寒の準備をはじめたいものです︒

で霜の害を受けやすいのが欠点でしたが最

白色も現われています︒開花期がおそいの

少なく︑一年中でもっとも快適な時候です︒

ｅ・■国ロロロ■

どこにもキクの香がただよい︒サザンカ・

どの春植え球根は掘り上げて貯蔵し︑かわ

ちます︒グラジオラス・ダリア・カンナな

す︒紅葉からついで落葉し︑枯れ葉が目立

けて初霜が降り︑薄氷がはるようになりま

ます︒東京地方では︑十一月中・下旬にか

じめます︒初冬の紅葉もまた別の趣があり

チャ・ヒイラギ・ヤツデなどの花が咲きは

本号では︑どなたにでも作りやすいザル

接に霜に当らない場所に移すようにします︒

植えは︑これから当分楽しめますので︑直

におくことが安全です︒晩咲きのキクの鉢

旬ころまでには入室し︑日当りのよい窓辺

状態になりますので︑霜に当てないよう中

ンなどは寒風にふれて充分に花芽ができた

れ︑保温してやります︒クンシランや洋ラ

の観葉柿物は十一月のはじめには室内に入

ものは︑六○センチほどの間隔で直接庭に

く育ちます︒したがって︑春に株分けした

あるので︑途中で植えかえをしなくてもよ

株になります︒根がこまかく丈夫な性質が

ギクの鉢植えやポットマムの作り方をご紹

た芽を五

分けした苗を養成しておき︑それから伸び

ことができます︒

植えこめば︑そのまま秋に見事な花を見る

ごしの株を四月に株分けして植えこめば大

ザルギクを大きく育てたいときには︑冬

りにチューリッ・フやヒヤシンス・スイセン

の大株に仕上げることもできます︒

などの新植え球根は︑春の花だんにそなえ
て植え付けがはじまります︒冬花だんや鉢

介したいと思います︒いずれも秋ギクで︑

十一月に咲くという性質があります︒

にっぽみが出揃ったころにに植えこゑます︒

ら︑直接花だんや畑に植えつけておき︑秋

六月に挿し芽します︒株が出た

ふつう︑鉢植えにする場合は︑四月に株

植え用のハボタンは早目に植えつけましょ

て十

下旬から九月の上旬ころに︑花芽が分化し

日照時間が短かくなる︵短日になる︶八月

員ノ○

落葉樹の植えかえは十一月が適期です︒

風でゆらぐような樹はしっかりと支柱をそ
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ザ ル ギ ク

大輪のキクで︑性質は丈夫で草丈が短く︑
支柱なしでも小鉢につくることができます︒

途中の手入れとしては︑わき芽をかきと

本に立てします︒

り頂上のつぼみだけを残すことや︑薬剤撒

二五センチほどの大鉢を

三○センチくらいになります

布です︒一鉢に一○本立て︑一本に一花だ

から︑鉢は一五

直径が二○
用います︒柿し芽したものは鉢植えとは限

花の色も各種あって黄︑白︑赤︑紫︑オ

けでですと︑一皮にぱっと咲いて眺める期

間が短いというので︑二回に咲かせる方法

レンジ︑ピンクなどがあり︑花の形の変化

もあります︒それには︑茎の中間くらいか

もいろいろです︒何よりの特徴は︑花べん
が内側にそっていないので︑花のくさりが

のですが︑晩咲きの品種は︑咲いて間もな
く霜に当り︑観賞する期間が短かいので︑

少ないことです︒草丈は︑節間がつまって

と︑最初の花が終るころに︑わき芽で育っ

ら出たわき芽を一つずつ残して育てておく

らず︑そのまま花だんで仕上げるのもよい

なるべく鉢植えにするほうが楽しめます︒

の高さに仕上がるので︑室内のフロアー用︑

短かく︑鉢をふくめて四五センチのくらい

たものが咲いて︑二回楽しむことができま

ザルギクつくりの要点は︑はじめに堆肥や

卓上用として飾りつけることができます︒

す︒

油粕・木灰などの肥料を元肥として与え︑

充分に肥料を効かせて︑ぐんぐん育てるこ

ｎ然の状態で十月上中旬に咲いたものは一

が出ているかどうかをよくたしかめ︑丈夫

花が咲き終って枯れたら︑根もとから芽

とです︒これが︑こまかく枝分かれさせて

七月に柿し芽をしてつくります︒

なよい芽があれば古茎は根もとから︑あま

苗は六

ヵ月くらい楽しめます︒

こんだりする必要は全くなく︑側然に玉の

りないときは下葉を残して上のほうだけを
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大きな株にする秘訣です︒摘芯したり刈り

縁に苗を寄せ︑一鉢に五本ずつ植えます︒

根が出たら︑一五センチの鉢を用い︑鉢の

かえて冬ごしをさせます︒

切りとり︑鉢からぬいて暖かい場所に植え

ような丸い株に仕上がります︒

ます︒

早く挿すと丈が向くなりすぎるので注意し

長雨か続くと︑葉が枯れあがることがあ
に︑丹念に行ないます︒しかし︑枯れた葉

鉢土は︑日本ギクの大鉢作りのような軽

西村会祖手植の松を訪ねて

石橋雅義

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

りますから︑薬剤散布はほかのキクと同様
の部分は株の内側になるので︑観賞にさし

い土では乾きすぎますから︑ふつうの草花
灰などを混ぜ合わせ腐熟させておいていた

の土をつかいます︒肥料は油粕・骨粉・木

つかえるほどみぐるしいことはありません︒

ポットマムの鉢つくり

この松を尋ね石見の秋に竹つ

大森の秋に手植の松舞ゆ

お手柚の松すこやかに菊Ｈ和
生握点をなるべく小さめに摘みとり︑出て

三枚ふえたころ︑

己号のｇ匡冒の略で︑鉢作りのキクを意味し

きたわき芽を二本ずつ残して︑一鉢で一○

摘芯は︑新しい葉が二

ものを︑軽く一握りほど入れてやります︒

ています︒これは︑アメリカで改良された

キクの属名であるクリサンテマムｏ罫蔚四︲

ポットマムは︑ポット胃ＴＩ鉢︑マムは

口

＝

入江相政選

リーム

︑匙当つる手をためらへり人肌に擬へるいるのアイスク

秋出市桜田洋子

︑秋空をうつして水の澄み透る城の跡とふ山の古池

思ひわづらふ

︑老いづけばただかりそめのひとごともわが身にかくて

かし

︑村は今たそがれそめて残り田の晩稲の田の面灰かにあ

寂しむ

︑冷え冷えと時雨るる庭にコスモスの残りの花を見つつ

ゆく

︑堰水の田にひかれゆくせせらぎの田毎に低く遠ざかり

千葉県加藤己之

命

︑草かげの小暗き土にころがれる青柿見えて時間うつる

ふ

︑抜歯せし痛みいまだをさまらぬ身にひびきつつトラッ
ク過ぐる

︑ひとときを降りて過ぎたる朝の雨テラスにせつなき青
蛙の声
す

︑雨過ぎて冷えのよろしく青蛙ほそくやさしき後肢のば

︑人な桑に芝生に遊ぶ青蛙芝にすがると青き腹見す

津市新家たかし

さが

︑夕まけて堤に咲きし山百合の花を手折りて農婦帰りゆ

︑谷間行く電車の窓ゆ指さして幼児は母に百合の花問ふ

︑で＼

懐ふ

︑吾の持つかなしき放浪の性なるか地図を展げて外地を

かなしも

︑戦傷の身を横たへてなほ起きむと藻がき果てにし愛馬

＠軍属を志願して散りし少年の面影抱き父母すでに老ゆ

︑戦傷に散りしみ魂よ今いづこ今年も盆の施餓鬼迎ふる

︑慰むる術もなかりき南方の戦野に散りし軍馬のみ魂に

︑酷熱の地にただ獣鴛と働きてつひに帰らぬ軍馬に泣か
ゆ

（28）

弘道歌壇

︑忘れめや風雨に曝され骨と化し回向するなき軍馬の面
影

＠酷熱と戦火の中に曝されて数多姥れし軍馬に泣かゆ
︑夏すでに終りに近き商野山の青葉の下を馬車に揺らる
る

＠人影もまばらになりし奥の院の夕ぐれ白く墓碑たち並
ぶ

︑仏縁に深くつながるよしもなく墓石は古りて苔むせし

同菅谷義太郎

埼玉県相沢正直

＠盆前の取り片付けに亡き妻の常着を見れば胸せまりく
る

︑静かなる田会好みて訪ね来し都の子らはよろこび遊ぶ

川越市小名木狂辰

○埼玉県鷲宮葛人

＠日ざかりを父祖伝来の旧草取り機械化のこと頭はなれ
ず

て

る

（29）

○招かれて敬老のⅡを祝ひけり老もめでたく古稀を迎へ

○千葉外並木文比古

○早稲熟れて今Ⅱは刈り初め神だなに稲穂献げて内祝す

○松江市飯塚源吉

入江相政

○小包の中より川でし切手帖孫の・ヘンにて﹁おぢいさん
へ﹂と

ふ

○薬師寺の三重の塔の辺に立ちて白鳳といふ大き世を忠

！

−まま
ちとせ

＠青葉波き木立よぎりてケーブルは秘なく間野山上に着
ノ︑

＠薄暗き刈萱堂に蝋燭の献灯ゆらぎ千年経ぬとか
のり

︑これやこの大師の説きし真言の法の光か千年の灯は
︑ゆらゆらと刈萱堂の灯はゆれて大師は今もおはす心地
す

＠人影もまばらになりし奥の院の夕暮白に参道の墓碑伯
ぶ

千葉県菅谷喜一
︑そよそよと出穂田を渡る風うけて耕地整理の碑の幕は
落つ

︑豊作の作況ラジオに聞きながら黙々と刈る青立ちの稲

I

司

壇

︲Ｉ
れた︒

尊さを感じ︑その感じがそのまま秋蝶の命尊しと連想さ

得される︒

ききし﹂の言葉に生き生きとしたいわゆる﹁動き﹂が感

やかな朝の感じが極めて自然に詠まれている︒﹁殊に起

千葉県八代義昌評起きて縁に出て来た孫を膝に朝顔に対ふというので︑爽

︑朝顔の縁に起ききし孫を抱く

千葉県加藤刀水

嘩鼠驚鍛§池︾・識︾網聯想︾窪駐せる︒
弘
︑虫干や勲記を床の正面に
評勲記を大切に保存する気持がよく出ている︒

○錆蹄の羽根透く西日大裾野

松江市白名遥々

○種茄子に畑は荒れて仕舞けり
評種茄子が残された畑の姿をありのままに描いたのが素直蛍火をちりばめ峡田し豊つもれる
でよい︒

忘られぬ峠の茶屋や心太

成功している︒

川越市小名木狂辰

松江市栗間歌史評大景を写生することはむつかしい︒この句などは比較的
＠祭笛高まる茅の輪くぐりけり

評敬虚な心持の中にも祭気分の昂ぶりも抱きつつ︒大杉の涼惜しみつつ山の宮

千葉県八木幹男

篠塚しげる

評受診をじれったく待っている様子が出ていて而白い︒

評夏神楽の感じが相当に出ている︒○診察を待つ間団扇をせわしげに

○街中に荒縄桟敷夏神楽
溜息のおろかな鬼も夏神楽

吹き澄みぬ大空望を迎へんと
︑秋蝶の命尊し妻癒えゆく
評奥さんの病気が快方に向っている︒そのことから人命の月拝むこころに在活け急ぐ

（30）

西村茂樹先生の

日本歴史学研究への貢献

西村先生は︑幕末における外国使節の態

判明しないであろう︒

さを感じたと見えて︑嘉永六年七月に︑主

度に対して︑歯ぎしりをする程の腹立たし

アメリカの意図は︑やはり西洋諸国の

君堀田正陸に提出した意見書に

まことに無礼きわまるものである︒北条

Ｓ・Ｋ・生
てこもって慨世するかのいずれかであっ

それとも︑崩れゆく儒学や国学の城に立

は︑わが国に教え諭すような書き方で︑

小沢栄一氏が﹁近代日本史学史の研究﹂

ように専ら利の一宇であって︑その文面
という大冊を出されたが︑その明治編に︑

氏が蒙古を処脱したように︑返答などす

かと言って︑その侮辱の仕返しをすると

取り扱いを受けているわけである︒それ

っているにもかかわらず︑犬猫のような

る必要はない︒神国の堂々たる椎威をも
しかもこの当時の歴史書は︑いずれも表

と︑小沢氏は述べている︒

って幸福な時代ではなかった

た︒こういう時風は︑決して歴史学にと

西村先生の史学について二十四頁を饗して
第六四頁︶

その中で︑特に西村先生の訳述した歴史書

面的な歴史事実を追い求める叙述にすぎず︑

らない︒

たのであろう︒

ていた西村先生は︑西洋の歴史に許眼され

××

L0．Lノ

詳述されている︒︵第四一頁

の意義を高く評価している︒小沢氏は次の
ように述べている︒

この意味で︑西村先生の訳した一︲泰西史鑑﹂

まことに切歯拒腕の至りといわねばな
とか﹁万国通史﹂とかいったものは︑この

いうわけにもいかない︒

の西洋史書訳述の業績は︑その菰類にお

そこには︑理論も批判も存在しなかった︒

いて︑またその分趣において︑臆目に値

ことこそ︑敵に勝つ所以であることを知っ

と書いている︒﹁敵を知り︑おのれを知る﹂

幕末から肌治初年にかけて︑西村茂樹

いした︒西村の訳書か公刊されつつあっ

への熱望とに応えるものであって︑その意

頃日本人の求めていた西洋認識と文肌開化

ということができる︒

味で啓蒙的には︑大きい役割を果したもの

たときは︑文明開化の全盛時代︑啓蒙思

洋史書の発刊も︑一般の知識の開明を目

×××

想のひろがりゆく時期で︑この西村の西
ざして続けられたのである︒

ることになったのか︑ということは︑西村

西村先生は︑どうして西洋史書を記述す

な関心がもっとも薄れた時代であって︑

先生の時局に対する関心を考えてみないと

しかし︑この訳書の出た頃は︑歴史的

人はひたすら文明開化の方向に走るか︑

×

／ の 可 、

｜

支会だより

はその国が栄えることはス︒へインがよい実

がない︒海について強い研究をしている間

日本は海について冷淡である証拠庭水産省

され一同興味深く傾聴した︒最後に氏は︑

その開発︑更には魚携開発にまで及んで話

上げます︒

挨拶が遅れましたことを︑深く御詫び申し

れの上に︑旅行が重なり︑心ならずも︑御

申し上ぐべきのところ︑日々多忙な明け募

を頂き厚く御礼申し上げます︒早速御返事

今後日本弘道会の目的達成の為︑微力な

京都支会第二回講演会

はやっているからまだ持つ︒アメリカは海

例である︒英国は現在斜陽国だが海の研究

の御指導御鞭捷をお願い申し上げ︑さらに

がら努力致したいと存じて居ります︒各位

九月二十日︵土︶午後二時から京都市左

ついて科学的研究を急いでやらねばならぬ︒

に最も力を入れている︒日本はもっと海に

読後感

岩崎晶

皆様の御発展を御祈り申し上げます︒

京区下鴨森本町一五︑生産開発科学研究所

うであるが︑私は弘道会の精神なくして科

本日のお話は弘道会としては一見無縁のよ

に於て︑木年第二回目の講演会を開催した︒

石橋支会長開会の挨拶に次で︑日本弘道会

学研究は正しくは進翠得ないと信ずるもの

評議員西村幸二郎氏より︑西村家と同氏と

の関係Ｉ会祖西村茂樹先生が石橋雅義氏

﹁弘道﹂第肌号拝見しました︒諸橋先生

のお話︑大変に結構でした︒﹁知者とは︑

であると結ばれた︒

講演終了後会員の中去りやらぬ人達によ

人を知り︑己を知る﹂これは孫呉の兵法に

の祖母上の従兄弟に当る故を以って︑同
氏を京都支会長に依頼した次第について説

って問答がかわされた︒尚そのあと有志十

も通ずるものでありましょう︒木下教授の

明があり︑尚西村氏の親友小谷藤二郎氏に

今回の参会者は前回に比し鞘々少数では

数名が夕食を共にして懇親を深めた︒

が︑小谷氏のご尽力によって支会が再興さ

いていて参考に相成りました︒何かバラン

中国のお話︑具体的で仲々にポイントをつ

ましょう︒︵東京都会員︶

す︒それが人類の悲願であり到達点であり

各国が皆平和憲法になることかと思惟しま

ではないかと存じます︒理想としては世界

問題は軽々には取上げる事の出来ないこと

スがとれていない国の様な感じです︒改憲

あったが他面新入会員が︑十七名も増加し

先般は御丁重なる御言状並に特別会員証

サン・ハウロにて花城清和

会員だより

あって同慶に堪えない︒︵吉岡︶

たことは京都支会の発展を意味するもので

京都支会復興について依頼したのであった
れたことに対し感謝の表明があった︒

続いて︑奈良大学を長︑理学博士石橋支
会長の﹁海洋資源の開発﹂と題する講演が
行われた︒同氏は︑昭和八年︑同氏専攻の
化学を海洋に注ぐことに発意されてより︑

海洋の化学分析の研究を続けられ︑我が国
に於ける屈指の海洋研究椎威者であるだけ
涯︑多くの図表を示して海水の元素分析と

（32）

入会者紹介者

新入会者芳名︵昭和四十三年十月以降︶

福島県斎藤武男武藤コマ

島根県吉田幸一引野芳子

東京都大貫粛塩脇菊松

″山中世子〃
″神田義一郎〃
″飯塚静雄白名益夫
″高橋定一酒井測子

″景山敏子〃

″持田梢〃
″槙野勝雄沢村暁之助

″佐を木正重〃

″今井勝義〃
″広江勝太郎〃
″池田収一〃
″奥田勝市〃
″松本都子之〃
″野原孝三郎〃

″石川美曾岐飯塚源吉

″上川芳正〃
″花谷寛一〃
″西尾慶二〃
″石飛イシ〃

″高木晃広江勝太郎
″須田友作山本正夫

″山本政一〃

″野沢宗五郎松沢忠義

″松尾茂夫花谷寛一

｜⁝
靖国神社百年祭明治二年明治天皇の

参拝があり︑

お思召によって嘉永六年以来の誰国の英
霊を祭る靖国神社が創立されてから本年
は恰も百年に当り︑記念大祭が十月十九
日から四日間行われ天皇皇后両陛下のご
国のためいのちささげし人之を
まつれる宮はももとせへたり
との御製を賜っております︒記念計画の

霊璽奉安殿の完成を見︑雅楽︑能︑舞
め多数の人女が引きもきらぬ参拝でし

踊︑行進曲などが奉納され連日追族を初
た︒編子もその一人でしたがこの大祭が
いまだに一宗教法人としてのお祭で天下
晴れてのお祭でないのは世憾千万なこと
であります︒目下靖国神社国家護持貫徹
国民協議会が一大国民運動を展開してお
りますがお膝下の九段下にある本会とし
ても一日も早くこれを実現して二百五十
万柱の英霊に国をあげての感謝の誠を捧
げたいものです︒

◇何と言っても今年の最大ニュースはア
ポロｎ号の月面到達でしょう︒限りない
人類の英知に驚くとともに今さらながら
先覚者の研究努力に感謝の外はありませ
ん︒ところで宇宙から見た地球は実に美
しい緑だといいます︒果して地球の現実

１１

がそうでありましょうか︒神川博士は二
十世紀の大革命を指摘して世界の平和繁
栄の責任者がアジア人ｌ日本人であるこ
とを暗示され本会もこの新使命に迩進す
べきことを強調されています︒多難の本

年を送り所謂安保改一訂の混乱が予想され
る昭和四十五︵一九七○︶年を迎えるに当

りそれぞれの地域における指導者であら
れる会員各位にはくれぐれもご健康にご
留意の上諸賢の玉稿を味読されて一段と

分ｒ︑幻Ｔも幻ｖ画凸ｒもａヤｎｐｒ込口七も毎廿もの■もβ■屯夕晒も合同迅狗砿︑夕丘画夕丞司●■埴〃凸面夕曲ｂ■＆勺夕唖廿夕らＴ夕阜Ｔ夕里Ｔ毎

ご活躍の程祈り上げます︒︵渡︶

弘道売価一冊金四十円

昭和四十四年十月二十五日印刷

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和四十四年十一月一日発行

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

鍔癖蟻渡辺正勇
印刷人春山宇平

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区西神田三ノーノ六

諦認侭日本弘道会

電話︵一天一︶○○○九番

振替口座東京四三毛番

郵便番号一○一

色″岸奄八夕Ｑ︑酢ケ︑旦夕︒︑グザ︑Ｊ夕込︑〃Ｆ︑Ｊ夕も︑４Ｆ︑ｂ〃４︑率夕奄式〆も︑手〆︑７〆Ｑ︑ひ〃︑Ｘ〃ａ︑タグ︑面〃■︑タグ︑刀〃Ｅ︑４〃︑Ｘ〃■︑〃

里

ご挨拶ｌ﹃大日本教育会雑誌全号﹄複刻の主旨ｌ
弊店はさきに﹃文部省年表﹄の複刻を試み目下第三十四年報
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糸きりました︒
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﹃森有種全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来と承に各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑み︑﹃大日本教育会雑誌﹄の全号複刻を
実施することといたしました︒本資料は言うまでもなく︑数多
い教育雑誌中の白眉とも申すべく︑とりわけわが国の近代教育
制度が確立する明治中期以降の研究には欠くことのできない基

本資料であります︒即ち当時の教育学説思想はもとより︑中
央︑地方の具体的な教育事情を記して時代の推移を余すなく伝
えてくれる好資料であります︒しかし︑遺憾ながら︑従来まで
この資料の完全な保存のなされているところはほとんどなく︑
このため研究上の不便をかこつ面も少なからず見受けられて参
りました︒弊店は今回その欠号を補って完全なものとし︑新資
料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個
人の座右にもそなえて研究の便に資したい意向であります︒
複刻全号二十九冊︑また別巻として全目録と解題をとりそろ
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
売となりました︒全目録と解題は十一月頃の予定で準備中であ
ります︒何とぞ弊店の微意をお掬承とり下さいまして︑今回の
複刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒
昭和四十四年七月二十日

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趣榊需

大日本教育会雑誌

自明治十六年十一月 全 三 十 巻 解 題 共
至明治二十九年十月

頒価十二万円分売不可

第三十四年報四十五柵糟瀦

全十六冊頒価六万四千円

第十五巻至第三十巻解題共

謡弼貼確銅第一巻至第十四巻全十四冊頒価五万六千円
昭和四十四年九月

第二回配本

文部省第一年報

頒価二十一万一千百円

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号

議宜文堂害店

出版部

電話︷琴一一一圭加一一一却塞

振替東京一三二六○｜番

