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拝洋恥跨瀧誇＃嘘

香取神宮祭神経津主命本社の創建は神武天皇十八年と香取

オウユウ

古文書にあり︑昭和三十三年四月御創立二千六百年祭を斎行︒
権現造りの社殿は元禄十三年︵一七○○年︶将軍徳川綱吉の
造営︒昭和十五年国費による拝殿改築の際本殿を初め各社殿に
大修理を加えたもの︒本宮は近くの鹿嶋神宮とともに武勇の神
として香取鹿島と並び称せられて国民崇敬の的となっている︒

ある︒

古瀬戸︑黄軸の狛犬一対阿形一七・五センチ畔形一七・八
センチ︒昭和二十四年重要文化財に指定︒室町初期のもの︒現
存焼物としては瀬戸の深川神社のこれと似た畔形の一個の他に
は見られない香取神宮所蔵の代表的の逸品である︒
古来獅子狛犬と並称され木︑石︑銅造りの勇猛の相を示して
悪魔外敵退散の守として宮中・神社・仏閣等にすえているので
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日米安保改一訂等多くの難問題をかかえる昭和四十五年は庚戊
︵かのえいぬ︶の年に当るので世界の平和と幸運の祈りをこめ
て︑ここに狛犬をかかげたのである︒︵編︶
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年頭の感として私の述べたいことは︑国民全体が第一義に生き第一
一義に行動することを心掛けてもらいたいということである︒自分一
のおかれている地位が如何なる地位か︒自分の現在は自分の生涯に
おける如何なる時代か︒その地位その時代になすべき第一の事柄は
何事か︒よくよくそれらの点を考えて︑常に誤らぬように生活する︽
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ことが人間の第一義なのである︒此は当然すぎるほど当然で︑決し一
てむつかしいことでは無い筈だ︒然るに何故か︑不幸にして我が国一
の現状は其が行われていない︒学生は勉強して他日の完成の基礎を一
作るがよい︑其が学生の為すべき第一義だ︒然るに其をやらない者が一
ある︒学園の紛争は皆それから起っている︒議員は国策を論議して
国民の福祉を計るがよい︒其が議員の為すべき第一義だ︒然るに其
をやらない者がある︒議会の混乱と停滞は皆それから起っている︒
凡そ各般のこと皆然りで︑もし各界の各人がこの当然の事理に徹し
て為す可きを為してくれれば︑近来ことに昨年一年間いやな思いを
させられた︑あの世紛の大半は消え去るであろう︒
学界政界とは全く別に︑昨年中私の楽しゑの一つは海音寺氏原作
皿信舜嘩軸圭鑑函峠一評韮垂皐窪注︲韮極唾峠雅恥緯唖畦糾嘩俸潅鶴︾ルー

試みに仏典を調べてみたら︑．第一義は﹁聖智自覚の得る所なり﹂と
出ていた︒年頭に際して︑お互に味うべき言葉だと思う︒

、
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哲史

右︑以来堅く相守り申すべく候︑若し怠慢仕るに於ては忽ち

く候

一︑言行斉はず賞罰正しからず不順無礼これなき様恢承申すべ

れ有り候語︑日夜相忘る間敷く候

一︑上に居りて鯛らざれば則ち危ふからず又恵みて費さずとこ

惟仕るべき事

一︑民之父母の語︑家督の伽︑歌にも詠み候へぱ︑此事第一思

一︑武術︑右同断

一︑文学︑壁害の通り︑怠慢無く相務め申すべく候

誓詞

沢における祖神たる春日社に左の誓詞を奉納した︒

はＬ﹂という一首の和歌を詠じた︒そうして︑ひそかに米

︑︑Ⅵ︑

は﹁受け継ぎて国の司の身となれば忘るまじきは民のち上

国是としての文政と武政

一民のちちはは
進歩的と称せられる歴史家諸君の書いたものを読んでい
ると︑わが封建君主はきまりきって﹁百姓は財のあまらぬ
様に不足なき様に治める事﹂を道とし︑﹁百姓は活かしす
ごすことなかれ︑また殺しすごすことなかれ﹂をその政治
﹃驚山公世紀﹄のような書物から判断するかぎり︑そうい

方針としたことになるようであるが︑﹃鷹山公偉蹟録﹄や
う見方はかならずしも正確でないようである︒すなわちこ
れらの書物には︑日向の国高鍋藩主秋月種美の二男に生ま
れ︑羽前の国米沢藩主上杉重定の養嗣となった上杉謄山が︑

いかに民政に心血を注いであますところがなかったかをわ
れわれに伝えているのである︒

明和四年四月二十四日︑歳十七にして家をつぐや︑薦山
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古

上杉弾正大弼藤原治憲敬書花押

神罰を蒙り永く家連尽くべき者也︑価て件の如し
明和四丁亥歳八月朔日

右の誓詞は︑奉納された明和四年八月一日以後九十九年

の言うとおり﹂と素直にあやまり︑ついで語を継ぎ︑﹁し

し聞かせよう﹂と約束した行列が休み所にとまったとき︑

かし余には考えることがあったのだ︒後刻︑その仔細を申

て言ったｌ﹁余感こんど初過て国入りするに付︑年来衰

約束はさっそく履行された︒公はさきの御側衆を召し寄せ

えはてたと聞こえているこの国を何とかしてもとのように

振いおどしたいと心に断えず工夫をこらして他念がなかっ

間鷹山以外のなにびとにも知られることなく打ちすぎ︑慶
応元年三月十七日火災にかかった春日社から危く持ち出さ
れた神器より初めて発見されたものである︒第三条の﹁民

もとのようにしてみようと苦心したが︑火吹には持ち合わ

くしも︑それに異存はない︒ところでわが鷹山は︑単なる

鵜確生ずるｌそう主張する人があ為かも知れない．極た

情と識見と実行力とが合わさって初めて明君の明君たる資

えるに識見と実行力が兼ねそなわらなくてはならない︒純

情の君主ただちに明君とは言えない︒明君には︑純情に加

君主の点純情を疑うことはできないであろう︒しかし︑純

︑︑

われわれは︑どんなに意地を悪くしても︑もはやこの青年

あいだに汝に各められた次第であった﹂︒．

おりであろうと思えばこころおもしろく︑余念がなかった

苦労を厭わず誠実さえ︑たえまがなければ︑国もかくのと

とのようにさかんになった︒かりそめのことながら︑身の

ず堪え忍んで︑たえまなく吹きたてたところ段を火気はも

していた姻管がよいと思いつき︑そのやにの辛いのを厭わ

︑︑

とめ︑これぞわが国のあり様だと気付いた︒そこでこれを

たところに︑ふと姻草盆の火が消えかかっているのに目を

之父母の語︑家督の伽︑歌にも詠み候へば云々﹂とは︑す
なわちさきの﹁受け継ぎて云有﹂の歌を指すこともちろん
であるが︑華押の下には血判がなまなましく︑公の決心の
いかに牢乎たるかが示されていたという︒
十七歳にして家をついだわが少年君主の決心は︑かく︑
﹁民のち上はＬ﹂たることにあった︒民を奴隷たらしめて

その犠牲の下に一人の安逸をむさぼるところにこの封建君
主の志望が掛けられていなかったのは︑すでに明白であろ
う︒そのことは︑襲封後二年にして米沢の封地に初入国し
た際に起こった次の逸話からも証明せられる︒米沢領の南
境・板谷関の峠に公の駕篭がさしかかったころ︑駕篭のう
ちにプープーという音が聞こえた︒御側衆のひとりがいぶ
かって駕龍をさしのぞいてみると︑公は姻管の頭を口に含
／

んで姻草盆の火を余念なく吹きたてているところであった︒

御側衆はとっさに︑これを御大名にもあるまじき所業と判
断した︒そこでその旨を言上すると︑公は﹁いや︑全く汝

︑１ノ

〆ｒ︑

ＱＵ

純情一片の君主にすぎなかったであろうか︒

否︑彼には博大な識見と果断な実行力もまた兼ねそなわ

なかった︒

二帯刀復活論とその根底

上杉麿山は︑内村鑑三がその﹃代表的日本人﹄という著

﹃代表的日本人﹄の上杉鷹山についての章は︑﹁封建制度に

っていたらしい︒明和八年︵襲封より四年目︑二十一歳の

はいろいろの欠陥があった︒そしてそれらの欠陥のために

番目の代表的日本人としてあげている封建領主であるが︑

には︑民政安定の列鴬たる志願と識見が盛られている︒い

われわれは封建制度を立憲制度に換えたのである︒しかし

作において︑新日本の建設者としての西郷隆盛につぐ第二

まそのいちいちを紹介する余裕はないが︑﹁民を養ひ生育候

鼠を焼こうとした火は納屋をも焼きはしなかったか︑封建

とし︶︑彼は新たに郡奉行所と称する一局を二の丸政府の

儀︑父母の子を愛しゑ候如く痛はり候儀当職の本意たるべ

側に開いたが︑そのさい郡奉行に渡した郡村の勤方心得書

く候︑尤も一人を誉めて万民悦び︑一人を罪して衆人恐れ

なぜ︑そういう疑催のことばが封建制度から立憲制度へ

われわれは倶れる﹂という疑催のことばから始まっている︒

制度とともにそれに結びついていた忠義︑武勇︑多量の雄

に致候へぱ下も又上を大切に存候者の由︑然れば土民と云

の転換にたいして発せられなくてはならなかったが︒﹃代

雄しさや人情味がわれわれより失われはしなかったか︑を

ふとも疎略に為すべき事にこれ無く候・上に立つ人は大方

表的日本人﹄によれば︑﹁純粋の意味の忠義は︑主君と臣下

人も下は使ひよき者治めにくき者に候由︑穂じて下を大切

下を軽々しく存候故︑民の志を失ひ申すべき事に候︒此の

候儀和漢の道に候︒宜しく相心得らるべく候﹂とか︑﹁古

処能々勘弁取扱ひ然るべき事﹂とかいう類の民政安定の根

とが相互に直接相接しているときにのみ可能﹂であり︑

事︑木の実の事︑桑の事︑猪の事︑紅花の事︑細の事︑右の分

さは現われる﹂のであり︑﹁封建制度の強みは︑治者と被

むくきわが臣下のあるとき︑自己犠牲とそのすべての美し

﹁われに仕うべきわが主君のあるとき︑あるいはわれに慈

いつくし

本理念を語ったことばのほかに︑﹁荒地開発の事︑青苧の
は御当領第一の産物に候︒永く隆に相成候様其の筋々の役

治者とのあいだの関係のこの人格的な性質に存する﹂と考

いうものは︑実は一つの国民に適用された家族制度であ

えられる︒すなわち︑﹁その本質においては︑封建制度と

︑︑

示した条項もそこには見いだされる︒わたくしは一昨年の

人共へ差図致さるべく候﹂というように細かな具体策を指
七月初旬︑山形市より車を走らして上の山市や高畠町を通

る﹂のであって︑それゆえに︑﹁それが完全な形に達した

り米沢市にまで至ったが︑雁山公の遺徳が百五十年後の今
日もなお生きのこっている事実に接し︑うたた感慨にたえ
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場合には︑それは理想的な政治形態とならざるを得ない﹂︒
というわけは︑﹁如何なる法律も憲法も︑﹃愛の律法﹄より

善いもの︑あるいは高いものはないから﹂であって︑この
意味での封建制度なら︑﹁永久にわれわれより去らないこ
とを衷心から希望する﹂ほかはないであろう︒

事実︑﹃代表的Ⅲ本人﹄の著者は右の意味での封建制度
の還帰を衷心より希望しているが︑泊翁西村茂樹にも同じ

ような趣旨の発言が見いだされる︒たとえば︑﹃泊翁厄
言﹄第一冊の﹁封建制度﹂と胆する文章には︑袖川政府の
ヒューダル・システム

時の封建制度は︑その法のよるしきをえた点では︑おそら
く古今無双であったろう︒ヨーロッパの籍士の法は︑庶民
の害をなすことがすこぶるはなはだしく︑民は皆そのため
に苦しんだが︑わが岡ではその憂いがなく︑廃群のときそ
の地の庶民は旧君を慕い︑政府に歎願して封建に復帰した
いと願った者が多かった︒また士族とその管下の平民とが
憎みあうこともなく︑平民はみな士族の処を失ったのに同
情した︒これは︑封建制度がよるしきを得た一証拠である︒

王政維新の大功のごときも︑二・三諸侯の臣下の力によっ
て成しとげられたのも︑これまた封建の余功であうたＯし
かるに王政維新ののちいくばくもなくして廃藩置県の大号
令を発せられたのは︑勇断の所行は称美すべきも︑はなは
だ少恩の政というべきで︑かかる少恩の政は皇室百年のた
めによくないと思うのである︒廃藩のとき︑諸侯が皆王命

られたようなふしもあるが︑また従来道義の風俗が人心に

を奉じて一人も違背した者のないのは︑一時の威勢に圧せ

しゑわたっていたのによることで︑ますます封建制度の風

﹃泊翁危言﹄における﹁封建制度﹂と腿する文章は︑右

習の美であったことが知られる︒

いるが︑同じような口吻は︑明治二十七年に書かれた﹃国

のような徳川封建制度にたいする讃美のことばで終始して

と復職と帯刀との川者は︑邦人が勇武の気を養ふの助けを

家道徳論﹄にも見いだされる︒総論の中で﹁封建制と切腹

り﹂と言っているのはその一例であるが︑ただし︑ここで

為したる者なり︑然るに今皆廃絶す︑惜むくきの至りな

は﹁封建制の廃止は︑他に大なる利益を為したることあれ．

ば︑今之を言はず﹂とことわって︑切腹と復聯と帯刀との

三者について細論している︒

まず︑切腹の刑について︑これを廃止したのを﹁余が最

も服せざる所なれども︑今如何とも為し難し﹂となげいた

民の勇気奮典するときは︑西国の決闘と同一の結果を見る

あと︑復緋は法律をもって許すべきことではないが︑﹁国

へる者﹂と見ている︒そして最後に︑﹁独り今日に於て能

ことを得べくして︑其事は決闘に比すれば︑更に道理に協

卿某が発した禁刀の令の趣意は浅薄な理由にもとづいてい

く回復し得べきは帯刀の事﹂であるとし︑明治九年︑陸軍

たと批判し︑﹁此の如き浅薄の理由を以て数千年来帯し来
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家に帰し︑もっぱら武政の世となったので再び健康をとり

立てたが︑奈良朝以来は文政に変り︑ために皇威衰微し︑

明治二十七年の時点において帯刀の復活を説くことはア

もどした︒徳川氏の末︑武門がその武を失ったため王政復

たる侃刀を禁じ︑以て国民が勇武の気を衰弱せしめたるは︑

ナクロニズムもはなはだしいと思う人があるかも知ないが︑

古となったが︑当路の諸賢は皆西洋の文物学術に目がくら

朝綱振わなかったが︑保元平治の乱に至って天下の椎が武

これはわ国の政事の組織が武政に在るという根本的認識に

んだ︒が︑さいわいにして西洋諸国は武政であったので︑シ

失政の大なる者﹂ときめつけている︒

もとづく主張であったことを承知していなくてはならなた

ナのごとき華麗柔弱に陥らずにすんだ︒それで︑今日のわ

すなわち︑﹃国家道徳論﹄の総論に︑政事の組織には文

であろう︒

文華美一齢を主とする︒質僕強毅の弊は粗野に在り︑文華美

害か多い︒その理由は︑武政は質撲強毅を主とし︑文政は

のはその害少なく︑武政なるべくして文政であるのはその

弱し或は動乱する︒しかし︑文政なるべくして武政である

い︑武政なるべき国に文政を行うときは︑その国は或は衰

以の定まる所﹂であって︑もし文政なるべき国に武政を行

のが帯刀復活論の根底にあるフィロソフィーで︑それは単

大に衰へ︑緩急の用に供し難きの恐れあり﹂ｌこういう

を禁じ︑尋て国民の侃刀を禁ぜり︑是に於て国民勇武の気

廃藩と共に武士の常職を解き︑切腹の刑を廃し︑復讐の事

るに其実際を見れば︑少しく惑なきこと能はず︑維新の始︑

武威を衰弱せしむくき事は皆之を禁止せざるべからず︑然

定まるときは︑凡そ武威を盛んにすべき事は皆之を挙行し︑

﹁本邦固より武を以て国を立て︑且つ今日の政体も武政と

が邦の組織は武政と称してよいが︑まだ十分とは言えない︒

麗の弊は柔弱に陥りやすい︒粗野はもとより喜ぶべきこと

なる思いつきではなかったのである︒

国は文政であって︑欧州の諸国はたいてい武政である︒欧

ところで︑いま世界各国の状を見るに︑シナと北米合衆

文政へと国是を切りかえたと言えるであろう︒民主主義に

となった︒﹃国家道徳論﹄の用語にしたがえば︑武政から

さて︑敗戦以後わが国は民主国家となり︑また平和国家

L O ノ

政・武政があり︑この﹁二者は実に其国の盛衰興亡する所

ではないが︑なお興国の気象を失わない︒柔弱に至っては

州諸国の武政と北米合衆国の文政は当然であるが︑武政な

ついては︑浩漸な泊翁叢書二巻にもそれへの言及は見られ

三フィロソフィーの問題

るべくして文政であるのはシナで︑これがシナの国威の振

ないようであるから︑泊翁の見解を知るすべはないが︑封

全く亡国の気象であるからである八という︒

わないゆえんである︒わが国の上古は全く武をもって国を

／ ハ 、

建制度への執着をほぼひとしくした内村鑑三は︑﹁人類の

またのちには佐倉藩の年寄役となるなど︑封建体制のうち

て支藩佐野藩年寄役となり︑爾来十五年間藩政に参与し︑

︑︑

悩んで来た二種類の圧制政治︑すなわち専制的な圧制政治

に前半生を送った経歴もものを言っていようが︑重要なの

は前に言ったフィロソフィーの川題で︑政事組織として文

︑

り少なき悪たるに過ぎない︑そしてそれ以上の何者でもな

に調和さすべきかは︑わが国民の将来に課せられた重大な

政・武政のいずれを選ぶか︑あるいはこの二者をどのよう

と投票箱の圧制政治とのうち︑後者は二つの悪のうちのよ
い﹂︵﹃代表的日本人﹄︶と批判しているのが参考となるであ

けられているが︑できることなら地下の泊翁を呼び起こし

課題であろう︒民主主義にも今やさまざまの難州が投げか

ろう︒すなわち︑泊翁も手ぱなしに民主主義を躯歌したと
は想像しにくいが︑いわゆる武政から文政への切りかえも︑

決して歓迎したことではなかったであろう︒あるいは︑

︵東大教授︶
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て︑その明快な解答を聞いて象たいような気がする︒

rワ、

﹁惜むくきの至り﹂として慨嘆したかも知れない︒それに

は︑泊翁が佐野藩士として生まれ︑幼時藩学に学び︑長じ

西村茂樹翁壮年時の

一

ように熱中した西洋史の勉強︑西洋史書の翻訳のしごとに

'

ついては︑あまり多くは知られていないようである︒それ

西洋史書の

｜

栄

幕末の国防論者西村重器と︑後年の日本道徳論者西村茂

沢

でここに︑それらの問題について︑簡単な素描を試みてお

小
樹と︑その中間にあって︑思想的にもこの両者の橋渡しの

業

意味をもっている明治初年の西村茂樹の︑ものにつかれた

訳

きたいと思う︒

西村がオランダの西洋史書に接して︑これを読むだけで
なく︑はじめてその翻訳にとりかかったのは︑文久二年の
八月であった︒この年はいうまでもなく撰夷論の最高潮時︑

京に江戸に撰夷テロルがひき続いて︑洋学者いわんや開国

簡単な西洋通史が︑江戸と長崎で一つずつ別々に訳された

ものがあるにはあったが︑一は自筆訳稿だけ︑一は写本も

少なく︑共に刊行されず︑従って知られていなかった︶︒︑

西村の訳書の原本も︑オランダの教科書風西洋通史であっ

全くみえていないもので︑西村家に伝わったまま︑今は国

ままに終ってしまった︒﹃泊翁西村茂樹伝﹄にもその名さえ

たが︑この訳書も結局公刊されず︑遂に誰にも知られない

んにこの前年から西村は佐倉藩の客分になっていた手塚律

論者などはうっかり外も歩けない︑という時勢である︒げ
蔵について英学を学びはじめていたが︑その手塚が長州藩

ども︑後に︑西洋史の知識を一般に広めた西村の編訳書

会図書館に所蔵されている︒そのようなものではあるけれ

この﹃百代通覧﹄訳述完成の数カ月後は︑大政奉還であ

﹃校正万国史略﹄の種本の一つになったものである︒

邸で西洋をほめたというので︑長州撰夷論者に襲撃されて︑
日比谷の濠にとびこんで辛うじて命を拾った︑というのが︑
この年の暮のことなのであった︒西村自身もこれから数年︑

して幕府倒壊直前の慶応三年七月︑このしごとは成就した︒

ひそかにこのオランダ史書の訳業がつづけられていた︒そ

して公務のために寧日なかったときであるが︑その間にも

ず︑当時は﹁時二尊王懐夷ノ説盛ン二都下二行︿し︑暴客

し関東譜代藩の重臣には格別の用向きとてない︒の象なら

藩を代表して上京した︒続いて王政復古号令である︒しか

る︒このとき朝廷から諸藩主への召命があり︑西村は佐野

西村家に伝わった﹃百代通覧﹄七冊がそれである︒満五年間

西村自身にとっても物騒極まる京都の状態であった︒西

道路二横行ス﹂と後に西村自身が回想していたくらいで︑

江戸と藩地佐野の間を往復し︑また本藩佐倉藩の表用人と

の大訳業であるが︑これは西村が国防問題から発して西洋
事情を究めようとする志向の一環として︑本格的な西洋の

こもって︑スコットランド人アレキサンデルフラサルタイ

トラル︵ど①〆四目国司儲国司冒庁Ｈであろう︶の西洋史

村はそのような世情を避けて︑花園妙心寺の塔頭にひとり

たからであろう︒国事を憂うる藩政当局者としての西村の

通史に接したときに︑これを日本語にうつす必要を痛感し
しごとの重要な一面なのであった︒すじの通った体系的な︑

へ帰ったのは︑江戸城開城の翌月のことであるが︑そのと

書を入手して翻訳の筆をとっていた︒西村が京阪から江戸

きこの訳稿をひきうけた京の山城屋勘介が︑翌明治二年五

日本語の西洋通史は︑この時点ではまだなかったといって
よいのである︵オランダの海軍士官学校の教科書であった
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幕末期︑儒者が漢籍や地理害などを参考として編集した

排する態度とは︑青年期以来西村の生き方において相補完

対応していたであろう︒国事を憂うる心情と︑井蛙の見を

心情であり︑政治的変転に際しての西村の政治的見解にも

尊懐の暴客巷に出没する幕府倒壊期の︑西村の開明志向の

素朴な西洋史が﹁洋外史﹂などと呼ばれ︑また幕末開明的

月これを刊行した︒﹃万国史略﹄三巻である︒

蘭学者が閑書から訳した西洋史が多く︑﹁泰西史﹂などと

ついでながら訳語について言い添えるならば︑﹁基督教﹂

し合っていたのである︒

は西村の﹃百代通覧﹄にはじめて梁えることだし︑また﹃万

とか﹁十字軍﹂とか﹁仏蘭西革命﹂などの訳語も︑本邦で

英語から訳した西洋史が﹁万国史﹂と呼称されるに至るそ

名付けられていたのに対し︑明治の啓蒙的洋学者が多くは
の脈鵬となった記念すべき訳書であった︒これは︑英書訳

確にその意味を紹介している︒但し︑この﹃万国史略﹄は︑

国史略﹄では︑世紀を﹁世﹂と訳して︑はじめて比較的正

の西洋史の哨矢なのであり︑万国史というのも︑原書が剛
書から英書になった相違に基づくというわけでもあるまい

はギリシア史までに止まった︒西村の西洋史訳述はなお統

目録には現代まで七十八節とあるが︑刊行された三巻三冊

が︑一つの感覚表現として興味深い︒﹁泰西﹂という言葉
が︑泰西名画というくらいにしか用いられないのに対して︑

東帰後の西村は本藩佐倉藩の年寄役として東京藩邸で本

けられる︒

﹁万国﹂という言葉は︑明治的感覚を伝えて︑万国旗とか

万国博覧会とかいうわけで︑今に伝わっているのもまた興

国家の転変のはげしさを象徴させていたにちがいない︒治

藩政務に当たったが︑江戸から東京への変貌は目のあたり

味なしとしないであろう︒﹁万国史﹂というのは︑この西
村の﹃万国史略﹄に続いて︑箕作麟祥の﹃刀凶新史﹄︑師

き西村は大部の閑語史書の翻訳にとりかかった︒なにか西

よいよ痛切な響きをもってきたであろう︒このようなと

乱興廃のはげしく転移した西洋諸国への歴史的認識は︑い

範学校︵大槻文彦︶編文部省刊の﹃万国史略﹄︑田中義廉
﹃万国史略﹄というふうに︑ぷな学校教科書に採択されて︑

そしてこの﹃万国史略﹄の西村の自序に︑﹁史を読む者

明治前期西洋史の型をつくったのである︒

る︒原書はプロシアのウェルテルの原著の蘭訳本だという

のであるが︑この本は慶応三年つまり﹃百代通覧﹄訳了の

洋史書に週かれたもののようにひきつづく猛勉強ぶりであ

年であるが︑手塚門の友人神田孝平から贈られたものとい

は︑徒に本国の史を以て自ら足れりとすべからざるなり︒

ざるべからざるべからざる也︑芸学ばざるべからず︑而し

︵中略︶書読まざるべからず︑而して最も泰西の書を読ま
て最も泰西の芸を学ばざるべからざるなりと︒﹂いうのは︑
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書であり︑すでに大きな役割を終えた蘭学の残光の輝きに

刊行を含めて全編三十冊に及ぶかなり彪大な本格的西洋史

た史書の最後を飾るものともいうべく︑後年にひきつづく︑

事であることを語っていた︒﹃泰西史鑑﹄は開書から訳され

と︑国家の治乱興亡︑国家の政治の得失盛衰が最大の関心

る︒泰西諸国の治乱興亡の述を観て︑深く感ずる所あり﹂

分を染ずから上梓した︒自序に﹁たまたま泰西史鑑の訳成

の翌七月︑自序をつけて﹃泰西史鑑﹄上編として上古の部

う︒そして明治二年︑佐倉藩主堀田正倫の版籍奉還願允許

たのかもしれぬ︒

正万国史略﹄の﹁校正﹂のための一つの準備的作業であっ

する以前︑つまり明治四年後半期のしごとであろうし︑﹃校

八月以後︑翌明治五年に次にいう﹃校正万国史略﹄を編述

西村茂樹訳﹂とあるので︑西村が茂樹と改名した明治四年

ろで中絶していた︒いつの訳なのか自記はないが︑﹁日本

から中古に至り︑小アジアがトルコ領になったというとこ

米国のイマウイラルドの原著を訳したというもので︑上古

いま訳稿一冊︑精写本一冊が国会図書館に襲蔵されている︒

に名だけ掲げられていて内容は未紹介であった︶であるが︑

ランス革命におけるルイ十六世の死刑とオーストリアの政

界ヲ観し︑︑︿︑蝿ノ誼ヲ慕フガ如ク︑蟻ノ臭二系ルガ如ク︑

﹁今妓壬申ノ春︑余官ヲ辞シテ家居シ︑冷眼ヲ以テ熱開世

権参事となったが︑翌年にはこれを辞して佐倉に閑居した︒

明治四年廃藩置県の後︑西村は固辞して聴かれず印耀県

も比すべきものであった︒中編は西村の文部省出仕後の明

情までに及ぶ︒目次には︑さらに革命の﹁暴威政治﹂から︑

殊二醜トスベキヲ覚１﹂というわけで︑岩倉大使一行の米

治九年刻成り︑下編は翌十年から十四年にかけて出版︑フ

の部分は出版されなかったらしい︒

所謂二月革命︑第三共和制の成立までが承えているが︑こ

史訳業はなお飽くことなく続くのである︒明治三年には︑

先年の訳書﹃万国史略﹄を増補改一訂して﹃校正万国史略﹄

ほとり修静居と名付けた書斎にあって︑文字通り静かに︑

欧廻覧中︑猟官争いの醜に堪えられなかったか︑印撫沼の

さきの﹃万国史略﹄の原書であったアレキサンデル・フラ

の編述に従邪することとなった︒原書はもちろんさきの

この﹃泰西史鑑﹄の訳述・刊行に併行して︑西村の西洋

サル・タイトラルのつくった年表を翻訳して︑翌四年﹃西

﹃万国史略﹄と同じであるが︑この書は︑﹁辞簡二意深フ

堅人以馬維錬︑荷閑人文赫ノ著書ヲ採川シ︑務メテ平易ヲ

アイルランドテイロル〆Ⅲタ

史年表﹄を刊行した︒紀元前四○○四年から︑原書編述の

シテ初学ノ者二便ナラズ︑因テ更二阿爾閑人迭羅鯛︑米利

西村茂樹の訳書に︑さらに﹃万国通史﹄というのがある︒

主トシ西史ヲ読ム者ノ糟梯ト為ス﹂という︒このうち︑以

ケンイマワイラードオランダウインネ

一八六六年に及ぶごく簡単な西洋史年表である︒

これも世に知られなかったもの︵﹃泊翁叢書﹄の著述目録
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なのである︒

翻訳して訳稿を所持していた﹃万国通史﹄と﹃百代通覧﹄

馬維諌︑文最の著書というのが︑すなわちさきにゑずから

いうのは何故か︑己れの権を失うのを恐れるからである︒

るに独裁君主や専制官吏が三権を独占して民に分たないと

ロッ︒︿・の富貴隆盛に及ばない短所の原因になっている︒然

の﹃泰西史鑑﹄はまだ上編上古史だけしか刊行されておら

う︒さらに︑﹁世連日に進み︑人智日に開け︑間巷の民亦

つての佐幕藩の重臣の︑政治的深憂の表明なのであったろ

の︑前後の西村の動向から桑ても︑国事に思いを寄せるか

ス流三権分立の立場から︑早くも藩閥政府専制を衝いたも

ず︑そのかなり大部の閲書翻訳に比して︑この﹃校正万国

と︒アジアといってもそれは明治政府を指向して︑イギリ

史略﹄は︑西洋史の大要を得るのに便宜な教本という意味

之を与へずんぱ則ち下必ず起て之を奪はんＯ是れ自然の勢

民権あるを知る︒既に之を知れば遂に之を得んと欲す︒上

﹃校正万国史略﹄はすべて十一巻十冊︑うち六巻六冊が

があったのであろう︒一般の西洋知識の開明を目ざして︑

上古史︑中古史で明治五年刊行された︒このときにはさき

啓蒙的役割をもたせる目標の相違があったと思われる︒こ

し︑はじめて股近世史までを含む首尾一貫した西洋通史が

から︑﹁世の英国の政を学ばんと欲する者︑よくその害を

訓を広めようとする意味が考えられていたようである︒だ

リス革命の歴史に政治的教訓を見て︑そのような知識と教

って民権の定まったことを指摘し︑西洋の歴史とくにイギ

完成したわけである︒内容も文体が翻訳臭から脱して達意

去りその利に就き︑再びクロンウェルの乱を起すこと無く

なり︒﹂といい︑ついでイギリスがクロンウェルの変によ

の文章であり︑諸学校の教科書教授用言にも用いられて︑

んぱ則ち幸なり︒﹂と︑当時の政治的課題に引かれながら︑

の害も近世史が発刊されて完了したのは明治九年であるが︑

西洋理解の重要な一翼を担うことになった︒ところでこれ

そのためにこそ西洋の歴史の啓蒙的理解を目ざすのが︑

さきの﹃万国史略﹄がギリシアまでで止まっていたのに対

は訳書であるから︑内容に言及することは避けるが︑この

立︑上下両院制および民権という政治上の課題を論じ︑と

ここでは︑西洋とくにイギリスの歴史に由来する三椎分

害課長に任じ︑パリ帰りの反訳課長河津祐之と協力して︑洋

から森の推挙によったのであろうが︑文部省に出仕して編

明六社の創設に奔走し︑同年冬にはおそらくこういう関係

西村はこの翌年︑アメリカ帰りの森有礼の相談に応じて︑

﹃校正万国史略﹄の積極的意義だというのであった︒

くにアジア諸国の政治について︑君主独裁が官吏専権とい

プ︵︾○

害において注目すべきは︑明治五年七月の巻頭の序文であ

う状態では︑偏私の政が任意の政になってしまって︑ヨー
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して︑議院早期開設に賛意を表した︒その趣旨は﹃校正万

民撰議院論争がまき起こる︒このとき西村は建白書を提出

書の翻訳・刊行を管掌することになるが︑その数カ月後︑

一貫して身につけていた思想家という生き方と︑後年の日

以来の国事を憂うる行政官︑徳性を重んずる儒教的原理を

ただそのままの意味として受けとるだけでなく︑青年時代

全く別人のような保守的言辞が甚だ多いけれども︑それも

功業を以て︑之に加ふる莫しとして敬重華伽す︒安んぞ知らん︑

聖賢英雄︑本国の称する一助に勝る者あらざらんや︒本国の仁政

之に加ふる莫しとして之を尊崇模範とす︒安んぞ知らん︑天下

して︑天下の仁政功業に非ざるなり︒本国の聖賢英雄を以て︑

ざるなり︒其仁政と臼ひ︑功業と日ふ者︑皆一国の仁政功業に

英雄と日ふ者︑皆一国の聖慨英雄にして︑天下の聖賢英雄に非

ある︑大に他卿の史に勝るに似たり︒然れども其聖擬と日ひ︑

数千年を経と雌も︑近く親賭する如し︒其身に切にして時に要

国史を以て蕊となせば︑則ち聖賢仁政の流風︑英雄功業の遺通

用なり︒彼に演し以て此に壁るは︑則ち他四史の用なり︒夫れ

︑︑︑︑︑

史に本国の史あり︑古に資し以て今に霊るは︑則ち本国史の

ロ︑︑︑

︵東京学芸大学教授︶

連させてあらためて見直す必要があるように思われる︒

洋史学習の啓蒙的洋学者西村のしごとの意義を︑相互に関

本道徳論者西村茂樹の思想とを媒介するこの時点稀有の西

国史略﹄の訳者らしく︑とりわけさきの序文の主意を継承
して︑﹁夫レ英国ノ初メテ議院ヲ開キシハ一千二百年ノ際
二在り︒英国ノ民聡敏ナリト雌モ︑六百年前ノ状態︿恐ラ

ク本邦今日ノ民二及︵ザリシナルベシ︒然しドモ始メニ貴
族ノ会議ヲ起シ︑尋イデ民選ノ代議人ヲ出シ︑一千三百年
ノ初メニ至り終二議院ノ制確定シ︑連綿今日二至り万国二

冠絶スルノ良法卜為リ︑国ノ富強民ノ開化共二議院ノ助二
トスルハ︑愚惟ダ其晩キヲ患う︒固ヨリ其早キヲ図ラザル

順ルコト甚ダ多シ・然レバ今日本邦ニ在ツテ議院ヲ興サン
ナリｏ﹂﹁唯ダ国ノ為メ︑民ノ為メ黙シテ止ムコト能ハズ・﹂

と︑イギリス議院制の歴史的立場を考えながらこれに同じ
た点︑万国史略の訳書の面目躍如たるものがあろう︒明六
社同人では津田真道と共に二人だけ︑中村正直の多少の暖
味さを除けば︑他はみないわゆる漸進論であった︒

天下仁政功業︑本国の称する所に勝る者あらざらんや︒然れば

その翌明治八年︑西村は明六社同人とは性質のちがう漢
学者・国学者の学術結社洋々社を発起創立して︑学術の交

聞を博大ならしむくし︒︵西村茂樹著﹁万国史略﹂の序文より︶

ざるなり︒：．⁝国民たる者︑宜しく万国史を閲読し︑以て其見

則ち史を読む者は︑徒に本国の史を以て自ら足れりとすべから

流に資し︑また︑明治天皇に侍識として洋書進講のつとめ
を行うこととなり︑さらにその翌明治九年には︑東京修身
のとおりである︒後年の西村には︑この小文にゑたのとは

学社を発起創立︑日本弘道会の礎石がおかれたことは周知
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１１道徳の復興︵二十︶

日英の君主

一日本の君主制

木下広居

君主制としては︑日本の天皇制が模範であり理想だとい
うことは︑昔から︑建国以来︑権力とか武力とか圧制に関
係がないからだ︒常に国民と共にあり︑国民の心を心とす

ドイツ帝国は一九一八年十一月に滅びたが︑その最後の

皇帝ウィヘルムニ世︵俗にカイゼル︶が国内でも権力を振り

まわして嫌われたからだ︒第一次大戦では袋だたきのⅡに

あってしまった︒彼は首相を兼ねる︑といい出した︒即位

したのは一八八八年だが︑さっそく三十年も首相をしてい

ない﹂という態度だったからだ︒ビスマルクは皇帝と大ゲ

た鉄血宰相ビスマルクと衝突した︒﹁首相は二人も︑いら

このカイゼルは︑何にでも口を出した︒勝手に命令を下

ンカして一八九○年に辞職した︒

だしたり︑軍隊を動かしたりした︒立憲君主というものは

首相はじめ大臣の助言がなければ︑何もしてはならぬ︒日

ころが︑カイゼルは︑演説することが好きだった︒

本の天皇のような︑独断専行されないのが本当の姿だ︒と

ある年︑ベルリンの連隊で入営式があった︒そこに︑よ

帝の命令には絶対服従しなければならぬ︒例えば︑今︑こ

軍人として岐商の義務は︑皇帝に忠誠をつくすにある︒皇

﹁お前たちは︑今日からドイツ帝国軍人になったのだ︒

せばいいのにカイゼルが臨席して波説した︒

力を持って︑威張りちらしていた︒最商の権力者だった︒

つまり︑妓近まで︑どこの君主でも︑無制限な絶対的権

る君主というものは︑日本だけしかなかった︒

軍の大元帥だ︒それも︑自力で権力者の地位についた場合

たならば︑直ちに両親を殺して来なくてはならぬ︒分かっ

こでカイゼルが︑お前たちの両親を殺して来い︑と命令し

たか﹂というのだ︒これに対して︑ビスマルクから弾圧さ

も︑神の命令により︑神から支配権を授かったのだ︒だか
るといえば︑神に対してあるだけで︑国民に対しては無責

ら人氏は絶対服従する義務がある︑と主張した︒責任があ

かりに︑総選挙になると︑﹁こんな︑けしからんことをヵ

れていた社会比主党が︑いい宣伝材料が見付かったつとば

主には服従しなければならないのだ︒

任だ︑と主張した︒国民は︑どんなことをいわれても︑君
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制

イゼルは連隊で演説した﹂とビラに印刷してバラまいたの
で︑ドイツ帝国政府は大弱りしたことがある︒

詳しく注釈をつける必要もあるまいが︑日本の天皇建

ドイツ皇帝やロシア皇帝などとは︑全くちがったものだ︑

ということだけは︑いう必要がある︒最も強い権力を持つ

場合ありえないことだ︒それに対して︑君主の権力を強化

ところで︑ドイツであったことなら︑何でもマネしたが

するためには︑どんな非人道的なことでもやっていい︑と

のためには強制する︑というようなことは︑日本の天皇の

講座を担当していた︑美濃部が民主主義的なのに対して︑

いう偏狭な根性だったのがカイゼルであり︑ツァーだった

とか︑弾圧する︑とか︑道徳に反することでも︑国家統一

君主主義を唱えていた︒彼はドイツ留学中︑ニイチェの超

のだ︒建国以来︑今日まで︑そんな雑念雑物が全く混入し

るのが日本の学者だった︒東京帝国大学の憲法の教授で上

人思想に心酔して︑酒をくらっては乱暴もしたらしい︒友

杉慎吉という人がいた︒この人は︑美濃部達吉教授と競争

人が︑もてあまして︑文部省に対して︑﹁上杉発狂す﹂の

ニイギリスの君主制

ているのがイギリスの君主制だ︒

そこに行くと︑ドイツやロシアと較べて︑はるかに優れ

るということだ︒

ていない︑純粋の理想的な君主制が日本に連綿として︑あ

この上杉慎吉が高等文官試験︵公務員上級︶の委員にな

電報を打った︑という話がある︒

って︑控えているところに︑入って来たのが︑まだ学生の
河村又介だった︒︵九州大学で国法学の教授を長くやり︑
のちに最高裁の判事︶︒上杉教授がきいた︒

シドニー・ロ−︵望︹言亀Ｆｏ弓︶という人が︑イギリス

﹁君は︑天皇が︑君の両親を殺して来い﹂と仰せられた

らどうするか︒ｌ河村催困った．天皇の命令は尊重しな

議会と衡突して︑退位させられたり︑死刑になったことも

ものだ︑といっている︒イギリスでも昔は︑国王が人民や

君主は︑物質とエネルギーの根源をなすエーエルのような

の政治︵⑦○ぐ胃口目︺の①旦厚循言ｐｅの中で︑イギリスの

と思案していると︑

ければならぬし︑親も大切に思っている︒どうしたものか
﹁天皇の命令がきけないようで︑帝国の統一が保てると

というのが︑君主と貴族院と庶民院の三つの要素によって

ある︒それが︑議会に主権があることになった︒その議会

思うか！と大喝されてしまった︑という話だ︒
このことは河村氏自身が書いているし︑終戦後首相をや

成り立つとされるようになった︒言葉をかえていえば︑議

った片山哲氏も︑こういうことがあった︒あきれたものだ︑
と書き残している︒
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同

王から首相に任命され︑内閣を組織することになった︒

中で︑君主と議員たちは争うのでない︒議員たちの助言に

れ︑彼らと相談しつつある国王に主権があるのだ︒議会の

会にいる君主に主権があるのだ︒上下両院議員に取りまか

二年に議会で多数を失うと︑すぐ首相をやめた︒まだ︑国

人で︑二十一年側も統けて首相をやった︒しかし︑一七四

蝦初の首相といわれたのはロ︑︑︿−ト・ウォルポールという

不信任になれば︑辞職する︑という議院内閣制が成立した︒

首相は議会の多数党に選ばれて︑内閣を作るが︑議会で

そういうわけで︑政治の実権は首相に移り︑国王は国民

王ジョージ二世の信任は続いていたのだが︑退陣した︒

よって政治をするのだ︒次第に︑議会の多数党の首領が国
一七一四年という時に︑アン女王が子供がないままに亡

ことで︑代々の国王の中には︑ジョージ三世のように︑政

を統合する象徴になった︒ｌしかＬそれば表て向きの

くなると︑ドイツのハノーバーの選挙侯がイギリスの国王
王ジェームス一世の孫のソフィアが嫁に行った先で生んだ

ったり︑人比に嫌われたりした人もある︒

治を自分でやりたい︑という人も出た︒また︑素行が悪か

として呼ばれた︒これがジョージ一世だ︒元来︑イギリス

年寄りだ︒今さら英語の勉強も︑やりたくない︒しかし︑

子供だ︒このジョージ一世が五十四だった︒当時としては

ところで︑十九世紀になって︑イギリスを繁栄の頂上に︲

押しあげた名君が現われた︒それがビクトリア女王だ︒一

閣議の司会は国王がやることになっていた︒臨附しても︑

国王のいうことはドイツ語で︑大臣たちは英語でひとこと

ルン︵旨のご○滝巨の︶で︑あらゆることについて若い女王を

八三七年のことで︑十八だった︒首相は五十八歳のメルボ

指導したので︑父親を失った女王もこの自由党の首領が好

も通じない︒では︑お互いに︑子供の頃やったラテン語で
って役に立たぬ︒国王はつまらないから︑と︑閣議に出席

やって染よう︑ということになった︽か︑さて皆忘れてしま

のが︑大臣の間から出て︑閣議を司会することになる︒そ

判が悪くなった︒アルバートはドイツ流の勉強家で︑ユー

殿下と結婚すると︑今度はドイツ風になった︑というので評

女王がドイツのサクス・﹁−−ブルグの大名のアルバート

保守党の女官と入れかえるといってⅢ胆になった︒

ルが首相になった時は︑自由党に価いている女官たちを︑

きになり︑自由党ビイキになった︒それで︑保守党のビー

これによって︑イギリスの政治は︑どう変ったか︒国王

しなくなった︒

は政治に関心を持たなくなったし︑政治に干渉しなくなっ

して︑この首相に任命されるのは︑必らず議会の中の多数

モアが解らず︑固くるしい︒イギリス人を理解しない︒大

た︒政治は臣下に委かすことになった︒総理大臣というも

党の首領だ︒この首相が自覚の幹部を集めて内閣を作った︒
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決議倉案に賛成し︑﹁イギリスも早晩︑共和国になるだろう﹂

ンガムの公会堂で︑フランスに共和国が出来たことを喜ぶ

といってしまった︒彼の仲間にディルクという議員がいた

中でも有名な政治家でジョセフ︒チェムバレンは︑バーミ

っいる︑といわれた︒もちろん女王はアルバートの感化を

が︑一八七二年三月十九Ⅱ︑王室費削減の動議を下院に捉

て女王に見せる︒各省のことについて︑どの大臣よりも知
受けていた︒どうも﹁君臨すれども統治せず﹂︑君主は干

臣が持って来る書類は何でも研究して︑自分の意見を書い

渉せず権力を振りまわさぬ︑超党派的公平無私である︑と

出した︒その時の演説で︑自分は共和主義者だ︑といった︒

義者だといっていた︒共産党も君主制廃止を主張した︒こ

その頃︑労働党のランズベリーＰ曽︺吾のご︶も共和主

もちろん︽この動議は︑四対二七四の大多数で否決された︒

ることになった︒というウワサだ︒もっと驚くべきことに

れは︑アルバートがロンドン塔︵政治犯の牢獄︶に幽閉され

れは一九二七年九月二十五川のことだ︒

一八五四年の初めには︑こういう事件すら起こった︒そ

いうイギリスの伝統に反する︑と悪口をいわれてた︒

は︑女王自身が逮捕された︒という風説が流れたのだから︑

の時︑オーストラリアを訪問したことがある︒一三−．サ

一九二○年にウィンザー公︵エドワード八世︶が皇太子

ウスウェールスの首相ストーリー︵凹○ｑ︶は労働者出身

おだやかでない︒この風説を信ずる者が多かったので︑全
のを見物するために集まった︑︲というウソのような事実が

国から数千の群衆が︑﹂女王夫妻がロンドン塔に収容される

︵理塀専大教授︶

ったものを統合することに努力する﹂と答えられた︒

主はあらゆる地方︑人種︑党派を超越する︒あらゆるちが

﹁そうですか︒私はもっと無政府主義者に会いたい︒君

いったら︑

﹁私は無政府主義者ですから︑御滞在中も御用心を﹂と

で︑労働党の首領だった︒皇太子と会見して︑

ー︵聾○鳥目員︶に︑アルバートが︑一八五四年一月二十

あった︒これは︑アルバートの顧川をしていたストックマ
四日付の手紙に書いてある︒これは︑アルバート親王が嫌
ところで︑それから十五六年たつと︑今度はフランスに

われたことから︑女王まで人気がなくなった証拠だ︒

ロシアと戦争して︑九月二日︑ナポレオン三世はスダンで

政変が起こった︒一八七○年にフランスはビスマルクのプ
八万のフランス兵と共に捕虜になってしまった︒それで皇
帝は退位し︑フランスは共和国になって行くのだった︒

この影響で︑イギリスにも共和国論者が出て来た︒その
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欲望充足教育の反省

鈴木勲
｜学園紛争を天啓として

る国民的合意をつくりあげる最上の契機として︑一人でも

大切である︒学園紛争を天啓としてうけとり︑教育におけ

進させる途であると思う︒

多くの人が︑教育について考えることが︑日本の教育を前

二欲望充足の教育

しかし︑戦後教育の問題については︑つとに識者の指摘

し︑深憂しきたったところであり︑そのことを︑大学教授︑

高校教師などの教育関係者はもとより︑一部知識人やジャ

の一つに︑欲望充足の教育をあげたいと思う︒欲望の充足

戦後教育の問題点は︑いろいろあると思うが︑私は︑そ

の人々は膿が破れてはじめて病根を知るという有様である︒

ーナリズムがことさらに耳を閉ざしてきたのである︒一般

ほとんど国民的規模といってもよいほどの多くの人倉が︑

大家紛争を契機として︑大学あるいは大学教育について︑

真剣に考えるようになった︒また︑最近は︑この紛争が高

理学︑そしてこれらを前提とする経験主義重視の指導法︑

こうして︑社会の一般的風潮を背景として︑子どもの自然

が善であるという哲学︑子どもの欲求を中心とする教育心

な欲求をいかにしてのばすかという点に教育の目標がおか

校にも波及し︑学校封鎖などの過激な行動が目立つように
くなった︒ごく最近では︑中学校ですら安全とはいえない

なり︑これに伴って︑高校教育への批判がようやくきびし
のである︒こうして︑ひろく︑戦後教育のあり方や︑教育

れ︑この欲望や欲求をコントロールする力をつくりあげる

ことを怠ったところに︑あらゆる問題の根源があるように

そのものが︑国民から問われているといってよい︒

思う︒権利の承主張して義務を果たそうとしないとか︑自

紛争それ自体は︑きわめて不幸な事態であるが︑これほ
ど教育について全国民が真剣に考えるということは︑正に

欲望をコントロールする力は︑意志である︒﹁子どもに

れられているとか︑こういう批判もここから出ている︒

己犠牲とか謙遜という言葉がカビの生えたもののように忘

このさい︑お互に責任をなすり合うのでなく︑いろいろ

画期的なことではないかと思う︒

な分野で人々がその責任を分担し合い︑反省し合うことが

ゴ１４
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い︒何故かといえば︑真の大きな意志とは何かを望んで手

ないのだ︒そんな場合には意志など発達するものではな

発達するものだと考えている者が多い︒ところがそうでは

きであると考え︑そういう場合には子どもの大きな意志が

は創意を思う存分発揮させ︑欲するがままに行動させるべ

貧困だとか一方的に押しつけておいて︑道徳教育反対︑指

は︑実は目にみえている︒これを社会の病根だとか政治の

果てはおのれの学ぶ学園を破壊するような行動に出ること

いオート︑︿イをふっとばし︑交通をマヒさせるデモをやり︑

ことに不思議な気がするのである︒

導要領改正反対を呼号する教師や教師集団があるのは︑ま

に入れる能力だけでは決してないからだ︒それは︑何かを

教育学者はどう受とったのであろうか︒ブレーキの利かな

このソ連の教育学者マヵレンコの言葉を︑日本の進歩的

戦後教育の担当者の多くが︑教職を終生の職業として真剣

デモシヵ先生というのは永井道雄氏の命名だそうだが︑

もあるが︑何よりも教師の問題として捉えることができる︒

戦後教育におけるこれらの問題は︑社会思潮や制度の面

三教師の問題

い自動車の恐ろしさは分っていても︑ブレーキの利かない

かを断念する能力でもある﹂

望んで手に入れる能力であるばかりか︑必要な場合には何

欲望の恐ろしさは目に見えないからよいというわけにはい

かであったというべきであろう︒

詩人伊東静雄は︑その生雄を大阪住吉中学校の国語教師

に選択した者でなかったとすれば︑教育の結果は自ら明ら

として誠実につとめたが︑国文法の時間に品詞などを説明

の列車などで︑ブレーキの利かない機械のように騒ぎ廻っ

ている子どもたちを︑引率の教師はきびしく叱るでもなく

くまい︒これには︑多くの教師にも責任がある︒修学旅行

平然として放置している︒これは︑公衆にめいわくをかけ

夫が書いている︒今日の学校でも︑生徒の前で自分の月給

しには金がない﹂というものだったという︒これは桑原武

の話をする教師が多いということをきく︒しかし︑伊東の

するために黒板に大言するときの文例は︑いつも︑﹁わた

この行動にブレーキをかけるのが必要なのだ︒何よりも︑

場合とは本質的にちがっている︒前者には︑平凡人になり

の中で急速にのびてゆく不健全な性向を抑止するために︑
子ども自身のために必要だということである︒ところが︑

ないという公衆道徳の問題ではない︒何よりも子ども自身

多くの教師は︑無関心かもしくは迎合的でさえあることが

ーマンになり切っているからである︒

切れぬ精神の孤高の姿勢があり︑後者の場合は全くサラリ
こうした教育をうけた子どもたちが︑ブレーキのきかな

多い︒
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の社会的地位は︑戦後相対的に低下したといわれる︒しか

それは︑教師の社会的評価のⅢ題と関係があると思う︒教師

何故に︑デモシカ先生やサラリーマン教師が多いのか︒

ることは背理である︒

職業はほかにないだろう︒自ら賎しめるものが尊敬を求め

いっているのに︑いや自分は労働者だといっている奇妙な

を求めることができるのか︒父母が︑社会が︑聖職者だと

給を厚くせんことを論ずる者多し︒余の如きは亦全く之を

﹁今日小学校教員の給料甚だ薄きを以て世の教育家其俸

意味するところ深きを想起する︒

ここで︑私は︑西村茂樹先生の﹁質と価﹂という訓言の

し︑議会民主主義の社会では︑首長や議員などの地位は当
然高まるし︑ＰＴＡにも教師より学歴や地位の高い職業の
にしても︑戦後の教員養成大学の応募率が長期間低率であ

者が多くなったし︑あるい染では当然のことである︒それ
ったことや︑女子学生の急増などに示された教職軽視の傾

賛成する者なり︒然れども凡そ物は其価を貴くせんと欲せ

に差置きて価の采増さんとするは︑甚だ無理なる注文なり

ば︑先ず其物の品質を佳艮にせざるべからず︑品質を其侭

向には首肯しがたいものがある︒

教師の質が川越にされると︑教育関係者からはすぐ待遇
改善かもち出される︒しかし︑給与をいくらよくしても良

時代にもそのまま通用するものである︒しかし︑この訓言

唱されているのであるが︑実は︑先生のこの見識は今日の

西村先生は︑こうして小学校教師の養成制度の改善を提

一君を﹂

はそれ以上に︑自らを労働者と規定して︑つねに給料の不

のある︑生き甲斐のある職業がいくらもあるからである︒

質の教職志望者がふえるかどうか疑川だ︒教師よりも魅力

って︑人をつくる教育にはさっぱりこないと嘆いておられ

森戸辰男先生は︑最近の秀才は︑物をつくる方にばかり行

足を訴え︑ストをくりかえし︑そうして教師の社会的地位

の向上を要求する教師ｌこれ鴨欲望充足教育の所産であ

に集めたことを反省し︑教育界にも人材を送っておかなけ

愚ｌに対しても考えさせるものを含んでい為ように脳う．

るが︑産業界でも︑藤井丙午氏などは︑人材を産業界のみ

しているようである︒

だと思う︒︵特別会員千葉照教育長︶

する質たらんと努めるところに︑はじめて確立されるもの

教職の権威は他によって求めるものでなく︑自らそれに価

れば廻り廻って将来の産業人の質的低下をもたらすと心配
こうなった原因の大きなものは︑一つには︑戦後︑教師
は︑自らを労働者と規定し︑労働者と同列に自分自身を並
べたところにある︒教職が時間で切り売りされる商品生産
の仕事であるとしたら︑どこに労働者と異なる社会的評価
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の圭巨
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にかかる

質実剛健ノ気風ヲ尚フヘシ

自彊ノ精神ヲ養上規律ヲ重ンスヘシ

冥照学舎綱規

厄介になった育英寮真照学舎の広間に八代六郎海軍大将の揮皇

私は高等学校時代を名古屋ですごしたのであるが︑其の当時

侠将

ノ

翰

心身ノ鍛錬二努ムヘシ

大正七年四月

一

I
という額がかかっていた︒八代大将は明治州七︑八年の日露戦
争当時はまだ大佐で浅間艦長として日本海海戦に参加したので
あった︒海戦前の一刻尺八を吹いて風流提督という名をほしい
ままにされたことは当時小学校に入った許りの私の脳裡にもつ
よく印象づけられていた︒小笠原長生という海軍中将が︑昭和

序文に﹁昭和五年六月三十日一代の侠雄八代将軍逝く︒惜い︒

何の階級を見渡しても半神経衰弱に握ったような小利口が仕た

り顔している今の世に︑将軍の如き太々しい日本骨の所有主が

いたか分からない︒桑給へ︒大将であり︑大臣であったに拘ら

居るのは︑冥々裡に真男児の意気を何の位国民の上に投付けて

倣し︑二合半の晩酌に清貧の安命を心ゆくまで味はひつつ︑四六

ず︑家賃二十余円の肥屋に納まって名誉も財宝も塵芥の如く看

時中国を思ひ人を愛して日蓮が所謂﹁泣かねども涙ひまない﹂

生涯を了へたではないか︒されば其の覚悟は武人の典型である

たこと四十年其の偉人の人格をも略了解しをると信ずるので︑

と同時に大慈不断の聖者でもあった︒余は将軍の知遇を厚ふし

借越ながら思ひ出るままに将軍の言行を述作して見た︒若し本

に貢献することが出来たら将軍の英霊もさまで叱りもされまい

書によって其の豪快高潔な面影の幾分をも伝へ得︑以て思想界

と思ふ﹂と書いておられるのである︒

私が今関係している明治製糖の創設者であり初代の会長は小

川錨吉という方で︑十七歳の頃尾張藩の貢進生として米国に遊

学されたのであるが︑私はかねてからこの初代会長小川さんの

法要をし度いと思っていた︒それが丁度この春︑小川さんがな

ぐられて今年で五十年になるというので︑これ幸いと御遺族は

て頂いて心許りの法要を牛込の菩提寺である法蔵寺で行なった

勿論その当時小川さんの許で働かれた会社の長老連にも参加し

のである︒私は既に小川さんの辿品を遺族の方から頂いて会社

の記念室に保存してあるのではあるが︑このような法要をした

あとのこと︑小川さんの令息ですでに八十の齢を重ね尚御元気

（20）
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な清さんが︑日本海海戦の最中に艦上で八代大佐が認められ小
川さんにあてられた書翰が二通出てきたといって届けて下さっ

以来懐に忘れ能はざるところを時勢の転化とは申しながら此

ぱ如何に働くべきか既に腹案を定めをり申候︒私は三国干渉

感じたる私の如きは日本中には有之間敷かと存候︒されば戦

度実施せらるるを見此上の愉快は無之候此度の戦争に愉快を

れたとき︑小川さんの祝詞に対し八代大将が出された礼状もそ

に御座候人の知ると知らざるとは念頭に掛け申さず日本の一

死などは毛頭恨承なくまた生存致し候はぱ今一度働き度心願

の条を読んだとき︑私は日本の現状と照らし合わせ感慨無量と

を﹂︵筆者注︑十月三十一日暁艦上にて認められしもの︶

一
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たのである︒尚その外に︑八代さんが大正七年に大将に栄進さ
のとき頂いたのであるが︑私はこれらの書翰を拝見して︑小川

男児として心に皿ぢざらぱ満足に候声筆者注六月二十二日浅

さんと八代大将との関係は極めて深いことを知りしかも大将は
小川さんをいたく尊敬しておられたことを知ったのである︒そ

間艦上にて認められたもの︶という条と﹁旅順はまだまだ落

を乗り越へて突雌に突撃を繰り返し候も天雌と猛火にたぢろ

撃︑私共は遠方にて砲声を聞き候のみ︒陸軍の勇士共が死屍

塁を取りしのみ︒死傷蝦しく悲しき事に候︒本日も引統き攻

ち申さず此三十日より総攻撃開始せられ候処︑日没迄に一埜

れは大将栄進についての祝詞に対する礼状の一節に﹁私恩師に
て今日に現存なされ候は先生御一方に御座候︑その御方より今
日の光栄に対し祝詞を拝受候事身に染象有難く嬉しく感激の至
の外無御座候云を﹂と述べておらるることからしてもはっきり

りに候︒又今日の光栄も御教訓の御蔭に因る事を懐ひ真に感泣

難き苦痛に御座候︵中略︶波羅的艦隊も愈発航候由なれば結

ぐ有様目に見る如く遠巻きの脈内に安閑と致し居り候事堪へ

れに手出し出来申さず︑其間我が海軍を拡張せぱ彼は永く極

局川本の仕合せに候︒之を撃破せぱ十年間は露国は何とも我

皇国の興廃此一戦にあり各員一層奮励努力せよと云う日本海

と察せられるのである︒

の大海戦は明治州八年のことであって︑八代艦長の来翰は何れ

溜りを有せしめざる事に候コレがためには関東半島を我に収

ならざるを得なかったのである︒私はこの書翰は何れも読めば

大火災砲戦猛烈明朝は少し吉報に接することを得へく候云

東に威力を失ふ事と相成り可申候︒只今︵午後五時︶旅順に

も仁川沖の戦なぞが行なわれたその前年のものであるが︑私は
この二通の書翰の内で︑

め朝鮮を領有し︑露国沿海洲薩吟連島を兼有するは必要に有

﹁購和条件に是非とも必要なるは露国をして極東に海軍の足

之︑サレド此の目的を達する程の外交手腕の当局者にあるや

ったので︑この書翰は早速巻物に表装して明糖記念室に永く保

読む程感銘を深くするものであり︑私すべきものでもないと思

しいとの依頼を東郷会から受けていたのを幸い︑この書翰を中

存することとし︑又偶々その頃雑誌﹁東郷﹂に何か寄稿してほ

否疑問に候︒戦後露国の革命が先になるや︑支那の大騒乱が先

より大体のところを想定し侭き事起りたる時狼狽せざる用窓

発するや︑今日にては予知致し難く候へども何れにせよ今日
をなし置く事は緊要と被存候︒私は万一戦後迄生存致し候は
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心として私の感想を加え︑拙き随筆を物し投稿︒それは東郷十

い︒之は金の切目︿縁の切目で済むが男と男ではそうはいか

許りてあったが︑今は齢八十を超え余生を楽しんでおられる海

有難感謝致せし事に候︒将軍は日露戦争の功に依り功三級金

世話をしたが八代将軍の御注意に従ひ深入せずに済染成程と

日私が浦賀の社長をしていた頃同郷の力士が訪ねて参り少々

いても小使は遣らねばならぬ︒心して置けと云はれた︒後

ぬ︒相撲取が来て旦那と云ふ時は此方はどんなに不自由して

軍出身の将軍長谷川清氏︵元海軍大将元台湾総督︶寺島健氏

鶏勲章を頂きしが其年金は全部軍艦浅間の戦死者の遺族に分

私は又私が存じ上げており日露戦争当時は少尉に任官された

月号に掲載されたのであった︒

︵元海軍中将元国務大臣︶に八代艦長の書翰写を御送りしたの
﹁小生大尉の初期八代将軍の参謀を一ヵ年勤め︑又将軍の海軍

弄町の御宅に伺ひし時︑其の狭き家に質素に暮し居られるを

与せられ︑御自分は大将になりても借家住ひにて将軍の麻布

である︒ところがそれに対し長谷川さんからは︑

大学校長時代は学生にていろいろ指導を受けし関係にて将軍

られたる時之を全部旅順奉天戦の時の幕僚と直属の師団長に

分け与へ︑御ｎ分は袋丈けという談は有名ですが︑一生金鶏

驚いたのです︒乃木将車が戦後︑陛下より御手許金を拝受せ

の主従︑師弟の唯物的関係のみにて愛情とか道義とかを失っ

勲章の年金を全部部下の戦死者に与へ居られたは八代将軍独

の公私を知る小生には極めて感慨深く︑過ぎし昔を想い出し

て居る時代とを対照し感無量のものがありました︒八代将軍

でしたが︑日蓮宗の本田日生僧正を大学の講師とせられ修養

りなりと恩ひます︒私は海軍大学学生の時に八代さんは校長

ホテルの御示教を願ひしに︑お前達はホテルに行かず己の家

になったのであるが︑この方にこの書翰を御覧にいれたならば

村信次郎氏︵元海軍中将元秩父宮別当︶と戦後知遇を得ること
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懐しく︑当時の人間の至誠純忠︑奉公の念に燃へしに比べ今日

は当時大佐にて浅間艦長小生は少尉になった計りで三笠に

の資として教へられ私は今其上人の貫主たりし品川の寺の檀

おりました︒八代艦長が仁川沖海戦前の一刻︑尺八を吹かれて
心を落着けられし話は有名でした云云﹂との感想を頂き︑又︑
寺島さんからは︑

を語られたりし︑又常陸川横綱等のモトドリを切ったりせら

家となって居ります︒将軍は晩年頭山満氏と親しく昭和維新

話を知らして頂いたのであった︒

れたが︑御自分は借家住ひでした﹂と八代大将についての秘

﹁今回八代大将の記事を拝見して思ひし事は︑私が中尉にて

り同僚二名を伴ひハンブルグ︑キールを経てベルリンに行き

英国に軍艦鹿島廻航員として滞在中︑私費にて欧州大陸に亘

に泊れと仰せられ︑色灸と御教示を頂き︑一週間御厄介に相

私は旗艦三笠に乗って日本海海戦に参加された当時少尉の今

成候内股も記憶に残れるは己れは相撲をひいきにして一生貧

血で倒れておられるところに刺激申し上げるのも如何かと思い

どれ程喜ばれるであろうかと思ったのである︒然しすでに脳溢

夜中ながら︑独乙大使館武官たりし八代大佐の御宅に伺い︑

乏している︒お前等相撲に打込むな︒芸者遊びをしてもよ
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である︒

差控えたのであるが︑先頃なくなってしまわれたのは誠に残念
戦前は政治家の末路は井戸塀だと一般に云われていたのであ
るが︑戦後はどうであろうか︒道徳は頚廃し三尺下って師の影
を蹄まずというが如き師弟の関係は全くなく︑むしろ逆転し︑

もよいが︑︑木経済の基礎は揺がない蒜実なものであるであろ

視され勝ちではないであろうか︒経済の高度成長をたたえるの

﹁華を去り実に就き荒怠相誠め自彊息まさるへし﹂との訓こそ

うか等︑彼を思い此れを思うとき︑明治大帝の戊申詔書にある

︵硫那明治製糖社長︶

今の日本に必亜なりと思えてならぬのである９︵四四︑二︑五︶

統いて千葉県明るく正しい選挙推進協議

間なされることを望むと結ばれた︒

のお話︒先生は巧妙な話術で具体的事例を

会副会長上野順教先生の﹁くらしと生活﹂

らし﹂を﹁暗し﹂と解釈され現下の川状は

引用してのユーモアたっぷりの講演で﹁く

るようにすることが政治であり︵国民の衣

実に賄いものでありこれを明るく生活でき

人の言動に迷わされることなく︑あくまで

食住の安定をはかること︶更に選挙には他

ｎ分︑身の正しい判断力によって行なわれ

に満ちた講演は会員に多大の感銘を与えて

るべきことを強調︒かくて︑両講師の熱意

午後四時半散会︒︵宇井評議員︶

〆、〆背

戸 、 へ

〜

一

昔は労働者が搾取されていたのであるが︑現在は会社そのもの

講演は先づ日本弘道会主事渡辺砿勇先生

った︒恐らく他に類例のない特色であろうｃ

の﹁現下の国状と西村茂樹先生﹂と通する
もので︑皇室と西村先生一の関係が詳述され

先生の偉大な精神と業績に感銘すると共に
現下の岡状より我等いよいよ国体を誰持す
る信念を躍持するのであった︒除下が︑終
戦時身を以て同難に当たられ↓︑ヅヵーサー

元帥をして恐隈感激させられたお話は深く
さらに西村先生が木県十二﹁偉人﹂の一

心のうたれるものであった︒
人であり︑ハー尋ハード大学のシャィブリー

教授が西村先生を世界の学界に紹介された
彰のためにも︑さらに思想混迷の国家多難

際でもあり︑西村先生のご遺志の体現︑顕
のこの際伝統ある当支会が中心となって県
下の連合会を結成されて一段と強力にご健

（23）

が︑搾取されているといってもよい状態で株式資本の如きは無

支会だより
千葉県東部支会
秋季総会並びに文化洲演会は十月十九︑

度の春季総会からこれを実行することにな

会要領の提読が行なわれた︒当支会は本年

ち内山副会長より教育勅祇の捧読及び弘道

午後一時半より文化講演会︒講演に先立

造弥陀三尊仏︵鎌倉時代の作︶を見学した︒

休憩時︑近くの修徳院で県の文化財︑鋳

名で新入会員二十九名の発表があった︒

に行覗の報告及び目下会員数は四百六十二

総会には石橋理事より昨年度の浪算並び

悪天候でしたが熱心な会員多数が出席︒

午前十時より山田町府馬公民館で開催され︑

一 一 一 一 一 一 一 一 一 〜 へ 一 一 へ
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立場にあるに反して︑日本はその取戻しを主張して来た︒

また軍事基地についても︑アメリカはその軍事的機能を

優先的に考慮すべき立場にあるに反して︑日本は独立国

べき立場にあった︒要するに沖細をめぐる両国の立場す

家としての威信と国民感情に対する政治的配慮を重視す

言ではない︒

なわち利害関係は二律背反の関係にあったといっても過

そこでこの対立する利害を調整するには︑最高度の政

さらにこの対立する利害を超えてより高次の段階におい

治的判断と勇気が必要であることはいうまでもないが︑

アメリカが日本の提案を全面的に受諾したのは︑そうす

て利害の共通するところがなければならない︒とにかく

ることが失うことよりはむしろ得るところが大きいとの

計算に基くであろうことは想像にかたくないｏ一言にし

ていえば︑たとえ沖細では失うことがあったとしても︑

ほかの面において︑日本の信頼と協力を強化する方がか

えって得策だとの判断に基くものとぶてよいであろう︒

アメリカはベトナム戦争のにがい経験に照し︑アジア

政策の再検討の必要にせまられている︒端的にいえば︑

アジア問題にふかはまりをして過大の責任を背負いこん

従来の軍事力優先の力の政策について反省するとともに︑

ｉ︲︲
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日米共同声明と沖純問題

大浜信泉

Ｆ峰唯椎に峰陀沖縄についてアメリカは既得権を固守する

地をどのような姿のものにするかの二点にしぼられてい

をいつにするかということと︑施政権の返還後︑軍事基

沖細をめぐる日米両国間の争点は︑施政権返還の時期

あろう︒

られたのであるから︑日本外交の勝利といってもよいで

て沖細問題解決の条件は日本の提案が全面的に受け入れ

両首脳間に合意が成立したことを明かにしている︒そし

｜佐藤総理とニクソン大統領との共同声明は︑沖純は一
一九七二年中に核抜き本土並みで返還することについて︑

｛

I

て日本の信頼と協力を強化することが得策だとの判断に

１１
だことを後悔していると染てよいであろう︒しかし国際

を意味することはいうまでもない︒具体的にいえば︑ま

そしてこのことは︑他面においては日本の責任の増大

基くものとみてよいであろう︒

でアメリカにとってもっとも痛切なことは︑アジアの安

信義の手前︑そう簡単に手を抜くことはできない︒そこ

た︒

定と平和の維持について有力な協力者をうることにあっ

強化によってこれを補う必要があろう︒さらに日本はア

低下をまぬかれないが︑このギャップは日本の防衛力の

ず沖細の施政権の返還により軍事基地の機能はある程度

おいては日本をおいてほかにはみあたらない︒日本はア

ところで︑この期待に答えうる国としては︑アジアに
ジアにおける唯一の工業国であるばかりでなくか経済の

アの繁栄と平和のためにもっと積極的に寄与する必要が

ジアの諸国に対する経済援助︑技術援助によって︑アジ

国になっている︒そして国力の充実に伴い国際的地位も

高度成長を遂げ世界第三位の国民総生産をほこる経済大

ところでこの種の国際責任の増大は︑経済大国として

あろう︒

の当然の責務であって︑沖細川題とひきかえにアメリカ

向上し発言力も強大になっている︒とにかく軍事的の協
力はさておき︑政治経済の面においてはアメリカのパー

から強いられたと解すべきものでないことはいうまでも

地がない︒

トナーとして資格と実力を十分備えていることは疑う余

位から脱却して︑アメリカと対等の立場において協力す

なお沖細問題の解決によって︑日本は従来の従属的地

ない︒

と緊密な協力関係にあるばかりでなく︑アジアの平和と

ところで日本はすでに安全保障条約によってアメリカ
繁栄から受ける利益についていえば︑アメリカよりはむ

て今次の共同声川は︑日米両国の協力関係に新たな紀元

べき立場におかれたというべきであり︑この意味におい

︵特別会員南方同胞援護会々長沖細問題等懇談会座長︶

を劃するものとして︑その歴史的意義は大きい︒

しろ日本の方がより直接の受益者たる地位にあることを
忘れてはならないであろう︒

要するに沖縄問題についてアメリカが日本の提案を全
面的に受諾したのは︑このような情勢の変化を背景とし
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の︑その他の色が混ざるものの四つの種類

I
1

したもので︑それが今日のように自然に繁

暖流に乗って日木の暖地海岸に種子が漂着

花は四月中下旬ころには終り︑球根は花

殖自生したものといわれています︒

るまで続きます︒葉が黄変するころには球

が終った直後から肥大しはじめ︑葉が枯れ

根内で来年開花する花芽が分化し︑六月下

大杯ズイセンはラッパよりも花べんのほ

いようですから︑早く咲かせるには冷蔵庫

発育は低温に会ってからでないと順調でな

分化が続くといわれます︒しかし︑花芽の

眠状態であっても︑七月中旬辺りまで花芽

旬ころに掘り上げた球根で︑外見的には休

うがいくらか大きいものであり︑小杯ズイ

などを使って低温処理を行ない︑その後フ

球根を買う場合は︑もう買うときに花が

かせる力をもっていれば︑とくに手入れを

い球根を買ってください︒球根さえ花を咲

いますから︑十分注意して花芽のある大き・

輪です︒一般に極晩生です︒房咲きズイセ

咲くのか咲かないのかがきまっていまって

五輪もつけ︑ラ

ていて︑極早生の種類です︒口紅ズイセン

ンは︑小輪花を一茎に四

なりません︒寒さにはとても強いほうで︑

の球根を養成するには肥料をやらなければ

とくに大輪の種類は強い性質をもっていま

しなくても咲くものです︒しかし︑来年用

中旬から開花しているので︑正月用の切花

ッ・︿はいずれも小さいものです︒わが国で

として切り出されています︒この房咲きズ

チューリップなどの球根は︑育ちながら

す︒

らアフリカ沿岸︑インド洋を流れ︑さらに

イセンは一説によれば︑その昔︑地中海か

は暖地海岸で群落をなして自生し︑十二月

は一茎に一花で︑ラッ・︿の外側は紅色の覆

茎に数輪の花が咲き︑全部が花べんになっ

センはラッパが花べんの三分の一くらいし

弘

かないものです︒この両種はいずれも一茎

部

レームや温室で栽培します︒

渡

に一花咲きです︒八重咲きスイセンは︑一

があります︒

Ｉ藻イセンー

早春に咲く球根草花日

三

べんも黄色のもの︑花べんが黄色でラッ・︿

いものがあります︒花の色は︑ラッ︒︿も花

蓋︶が同じ長さのものと︑ややラッ・︿が長

一茎に一花でラッパ︵副冠︶と花べん︵花

ラッ・ハスイセンは花が大きくて豪華です︒

一スイセンの種類と性質

来ました︒

諸国で改良されて︑たくさんの新品種が出

うですが︑二○世紀に入って英︑米︑蘭の

ナ科の球根で︑古くから栽培されていたよ

では年末・年始から開花します︒ヒガンバ

五種類ほどもあります︒寒さに強く︑暖地

日本に原産するものを含めて︑約二五

スイセンは中欧︑地中海沿岸から中国︑

:
1
弾
罰

が白のもの︑花べんが白でラッ・︿も白のも
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です︒だから︑買うときに一つの球根のよ

だんだん外側に出てきて︑分球するかたち

しい球根が古い球根のなかで︑育ちながら

しい球根をつくるのですが︑スイセソは新

親球がくさってしまい︑わき芽が育って新

へります︒一平方メートル当たり︑堆肥一

す︒とくにカリを多くやれば球根の賦敗が

ッソをひかえ︑リンサンとカリを多くしま

くし︑花色をあざやかにだすためには︑チ

分球を多くさせたいばあいは︑チッソを多

いには︑元肥として堆肥や牛焚を多く施し︑

ますｐこれにかかった球根は︑底の部分が

根にフザリウム菌︵カビの一種︶がはいり

球根腐敗病がいちばん多く︑貯蔵中に球

○○グラムくらいが標準の元肥量です︒

・二キロ︑過燐酸石灰五○グラム︑油粕一

球根全休が腐れてしまいます︒通風のよい

褐色に変わり︑軟くなりぽろぽろになって

三病害虫の防除

で貯蔵します︒

うに衆えても︑実際にはなかで分球し︑小
さな球根の寄り集まりになっているような

述のウスプルン消毒も予防には効果的です︒

ところに薄く広げて貯蔵するとともに︑先

ポトリチス病は︑発育の初期に葉先がし

柚えつけられたスイセンは︑地上部がま
長し︑それから芽が出ます︒芽が出てから

だでてこないあいだに地下部がどんどん生

球根は︑花が咲きませんから注意してくだ
さい︒こんな球根は上から詮ると︑丸形よ
り楕円形になっています︒

咲きふつうの早生系は一月︑二月︑三月と

開花は暖地では早く︑極早生は十二月に

すから︑トリアジンやオーソサイドなどを

また低温参参湿のときに発生しやすいもめで

二植えつけと手入れの要点
植えつけの適期は九月から十月です︒植

散布してください︒

なびカビが生えます︒温度差の大きいときへ

えこみがおくれますと根の伸びがわるくな

咲き︑四月には全部咲き終ります︒開花の

は追肥をする必要はありません︒

りますから︑おそくも十月下旬までには植

い葉を残して︑切らないと翌年つかう球根

途中で切花をするぱあいには︑下三枚くら

だいに全部に及んでしおれます︒これはボ

︵部会員文部教官東教大保谷農場︶

ルドウ液や有機水銀剤で防除します︒

掘り上げは︑葉の三分の一くらい枯れた

が肥りません︒

菌核病は︑葉の先端から黄色になり︑し

の底の丸くふくらんだ部分から出ますが︑

え終ってください︒スイセンの根は︑球根
植えつけのときに︑その部分を傷つけると

ころがよく葉をつげたままどこかにつり下

発根数が少なく︑根の発育も劣ります︒植

げておくと︑そのうち球根と茎が同然に離

二五センチ

ですが︑球根の大小小輪花・大輪花によっ

えつける距離は︑ふつう二○

れます︒

の八○○倍液に三○分間ほどつけてから半

球根の腐敗を防除するためにウスプルン

て調節する必要があります︒土をかける厚

日陰でかわかしたあと︑涼しい場所に浅箱

一○センチくらいが適当です︒ス

イセンは砂質の土壌が適します︒肥料のや

さは六

り方は掘り上げをしないで︑咲かせるぱあ

坐
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︑１ノ

ｒ︑

すでに博文館発行の﹁日本大家論集﹂第十

ていることは前回申し上げたが先生は生前

−教授によって世界の学界で高く評価され

面のアンバランスは識者の深憂するところ

二歳だとの酷評は当たらぬとしても物心両

うという︒がマッカーサーが精神年令を十

ハー一︑ンカーンはやがて世界一となるだろ

■・Ｐ

六篇に見えるようにわが国学界の先覚者と

である︒

１Ｊ

十一月二日午後一時長ら︑支会例会を敬

して又道徳界の第一人者として定評があっ

Ｄ︲国１曲１

支会だより

愛高校で開催︒川村支会長の開会の挨拶に
れている︒

た︒さらに経世方面においても偉績を残さ

秋田支会

次いで︑日本弘道会主事の渡辺正勇先生が

大学紛争を始めとするこの思想国難も再

能代山本支会の結成式に御出席の途中お立

の写真は明治三十年十月二十七日西村会祖

八月お伺いしたので二三申し上げたい︒こ

牧畜︑製靴︑織物︑製茶を奨励されたこと︑

町歩を千二百余戸に五反歩を安く払下げて

士救済のために非常な苦心をもって七百余

義武衆議院議員の祝電など︑今後の発展を

う︒木口小畑知事の新顧問の就任︑佐々木

使命感をもって奮起できない事はないと思

︵わが身︑家︑郷︑国︑世界を善くする︶の

のさらに世界の指導者として西村会祖五善

におおわれた美しい日本国民としてアジア

思三考して反省自覚すれば必ずや本来の緑

が請われて巡講記念としてお手植された元

ドイツの信用細合法を研究して明治二十五

明治二年佐倉藩大参事の際浪人となる藩

大森小学校を庭の松と一記念碑である︒去る

年わが国妓初の日本弘道会相助法を発表し

期待して挨拶に代える︒

ち寄りして下さったので︑種含御話を承る︒

十月廿五日石橋博士と同道訪ねた︒千秋公

て実績をあげた事などはその一例にすぎな

の講演会があったので︑漸くおくればせな

重視されていた︒唐で君子国といい︑宋で

いるようだが日本は昔から外国の識者から

によってとかく若い世代は日本を軽視して

戦後の日本弱体化の占領政策や偏向教育

一時的混乱︑中ぶらりんの行動でその中落

から始まった方々の大学生の混乱紛争も︑

権威も何も感じなくなってしまった︒昨年

議員や県会国会議員等は職業議員となって

次いで三浦盛典県議は終戦後は市町村会

園の松と同年であるが一抱余の太さに育っ

がら念願を果たした︒松江支会はかねてか

ち付く所に落ち付くものと静観している︒

いが皆すぱらしい卓見であった︒

ら田部知事が顧問︑斎藤市長が支会長︑藩

逸書の所蔵を羨翠︑元が度々来襲したのも

その点から申すとゲルマン民族は日本の様

ていて︑ここと同様記念碑が立っていて感

公松平直亮伯が本会会長という訳で会員数

コロンブスがアメリカを発見したのも日本

級階層の態度を見ても信念に燃えている︒

な革命的の軽挙盲動に走らない︒西独の下

激した︒前日松江支会の老人クラブと共催

も二百余名で活動も目ざましいものがある︒

で皆文化の国富強の国と信じていたのであ

が黄金の国︑宝の島との評判があったから
る︒古い事はともかくとして今日日本は世

ているという固い信念を持っている︒長生

米国での宇宙開発は実は独逸人の手でやっ

当支会も小畑知事を顧問に戴いたのだから
である︒

界を驚かす超高度の経済成長をとげている︒

今後の大発展が期待されるので心強い次第
西村会祖がハーバード大学のシャイフリ

（28）

h

勤めて居るが︑動物は決して無理をしない︒

いる道徳問題に重点をおく弘道会に声援を

て頂きたい︒とかく︑現代から軽視されて

構えとして﹁秋田支会とは兄弟の支会にし

川村秋田支会長から支会結成のための心

うことをきいてよろこびに堪えない︒現在

当支会ではこの大事なことを取上げるとい

前向きに進まねばならない︒かかるときに

一番この穴うめが大事で︑我々は積極的に

くうめあわせねばならない︒今の日本では

ろが大きい︒それが精神文化で︑これを早

呑むにも食べるにも自然に則ってやってい

していきたい︒新憲法で天皇制が無視され

の一吻謂断絶の若い人の気持をひきつけるこ

について述べる︒

る︒人生は成人のほぼ五倍だと医学は説明

ている︒国家ある以上自衛力をもたねばな

きしたかったら自然の法則に則れ︒自分は

しているとの渡辺先生のお話でしたが︑私

アンバランスをなくなすようにせねばなら

との努力を続けて物質文明と精神文化との

小鳥や小動物を飼育して︑亦その会長をも

は七・八倍だと信じている︒産卵を初めた

らない︒新日本をつくっていくことに協力

ない︒私は市長として公私ともに出来る限

成鳥の寿命が七・八倍であることを体験し

りのご協力していきたい︒小さいながら只

して当たりたい︒支会今後のご発展を祈る︒

支会長には結成準備に奔走した渡部︵山

今この地に種が蒔かれた︒本会を創立され

ているので︑と貴重な研究まで披露される︒
梅津氏は長生き法として沢庵禅師の日湯︑

され︑顧問には柳谷市長が就任された︒

木郡二ツ井小学校教肌︶が万場一致で推薦

で旧制商校の廃止されるまで仙台の第二間

﹁本会副会長の野岡川先生は私の大先推

との柳谷顧問の祝辞があり︑さらに佐安木

一層の発展をお祈りして祝辞にかえる︒﹂

八十一歳の荻原氏は二木謙三博士から教

陀羅尼︵ダラーロ︑正直が話し出されたり︑

わった新腹式呼吸法を今日も実行して︑御

校長︑またお茶の水大学長としておられた

た西村先生もこの秋田に参られたことだし︑

ると興味溢れる御話しがあり︑日没時盛会

先生と皇室︑現代に生きている教育勅語︑日

渡辺主事よりは弘道会と秋田︑西村茂樹

義武衆誰院議員からの祝寵が披露された︒

きるのでぜひ出席していただきたいとの書

本に蚊初の信川組合をつくるなど社会の経

はかねてから知っていたが︑能代支会がで

ことをよく存じあげている︒弘道会のこと

覧の通り風邪一つ引かずに達者で働いてい

裡に終了︒︵武藤記︶

面があった︒川本の現状では︑産業経済は

能代山本支会結成
本会の渡辺主事︑川村秋田支会長の大き

い北方領土の問題︑外国から高く評価され

世家でもあった西村先生︒東北に関係の深

ているわが国︑本会の使命などについて一

ろを知らない状況下にあるが︑精神文化は
それに伴なっていないと思う︒戦後満足に

では︑活発な質疑応答があり︑秋の陽はく

時間余に亘って講演された︒終っての懇談

大きく発展し物質文明はそのいきつくとこ

長をいただき能代・山本支会を結成︒能代

ご飯も食べられなかった時代からみて︑今

なお導きにより︑菊の香かおる十一月三日

市中央公民館で午後一時半から︒まず結成

日は世界を驚かすような高度成長をとげて

文化の日に︑特別会員に柳谷情三郎能代市

準備世話人渡部文雄が会のＨ的︑会祖西村

いるが︑それだけに犠牲になっ・ているとこ

れ易く五時すぎ散会︒︵渡部︶
茂樹先生の業績についてふれ結成迄の経過

r
ワq､
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Ｊ

千葉県加藤巳之

入江相政選

し

津市新家たかし

︑疎開より一旦故都に帰りしも戦後ふたたび去りし人多

︑街頭に沖細即時返還を叫ぶ学生の声そらぞらし

ぬまま

＠外地より帰りて今もみたされず祖国の慣習に容れられ

︑果てしなき暇野の続く大陸の夕焼空に心残しし

る

＠虫の音は日暮るるままに競ひきてわが家の夜の奪はる

る

＠うれ柿の紅く残れる一つ家の壁に夕日のしばしまつは

︑黄に煙る探林のいや果てに富士は真白く雪をつけたり

震

︑炎熱の道を辿りて壷坂の寺に着きしは昼過ぎて届し

＠青青と晴れたる空に白雲の浮べる秋や峯高うして

︑壷坂の盲人園に幸薄きめしひの人の集ひ安けし

こがら

︑寄る辺なき盲の人ら安らけし盲人園に秋花にほふ

︑日毎杉の大木の梢を渡り行く小雀の群の多くなりにし
年の年

○かりそめの居所と思ひてここに住みいつしか過ぎぬ廿

去る

○その昔わがよく識れる老人も家族もともにふるさとを

ヲＱ

○山裾の家のかたへにたたはなる柿色づきて秋の日は照

つ

○杉山の木立を行けば足もとにしとど濡れたる草露の落

○椋鳥の声けたたまし奥山の杉の木立のしじまを破る

○裏山に日毎来て鳴く頬白の時折刈田の餌拾ひ去る

千葉県並木文比古

︑乳しぼる娘の髪にさす一輪の野菊すがしく矯を添へた
る

同菅谷喜一

○茅葺の棟の瓦は明るくて門辺すがしく籍目の立つ

・八郎潟干拓されし広出見て畷化模糊鎧識︐
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弘道歌壇

○植込みに手入れもせずに幾とせも大輪咲かすダリヤな−壇

１１

千葉卵加藤刀水

４萱洲ｗ躯﹂

○手にとれば鴻毛に似たる紙なれど徴税令書は特に重た

○旅の宿軒の雨垂れ静かにて唯父思謂矧詳郎弘
○誰となく話すと見しを亡き妻の声におどろき夢さめに

秋田市武藤喜七︑新米の粥に少康老いの病む

一

LDLノ

○さざめきの中に秋空晴れわたり刈り終へる頃の山峡を評この老人は大都︽だ住んでいるのでなく田舎の百姓

○上弦の月一段と輝きて私の好きな秋のおとづる＠麦蒔きの鍬が見つけし塔礎石
○槌の音高く響かせ開拓の土地に局舎の上棟をみる評中七の﹁鍬が見つけ﹂と擬人的表現か新しい︒しば

！⁝⁝：繊窪言迂蕊熟織哨⁝唇⁝

○年寄りに聞きたることを若きらに今は教へりわれも老○峡の径窪みて木の実寄りあへる

同鷲宮葛人○農道と迷ふ寺径草紅葉

○楽しみて見にけり子らの運動会老いも幼き頃偲びつつ評﹁俊道とまがぅ寺径草紅葉﹂として採る︒

入江相政女埴輪にまつわる如き秋夕日

黒ずぶて動かぬ雲を浮けしまま色うすれゆく夕茜空稲架襖並びし果てに上総嶺々

／ の 1 、

松江市栗間歌史
評この塾長先生は生徒の信望を一身に集めている立派

︑塾生にまじりて硯洗ひけり
な人柄ということがわかる︒

○．ハン焦げてゐて原爆の忌なりけり

○綜梱の葉に秋立つ日ざし流れけり
○習ひ上げし上代仮名の涼しさよ
○ふるさとの峡のこの町星まつり
○七夕の星行灯の暗さかな
裏町の七夕宿の大西瓜

千葉県八代義昌
︑児に譲る山を見に行く小春哉
た気持が小春の感じと↓︑ツチしているＱ

評若干はさびしさもあるが︑とにかく一と安心といっ

○雲は雲に追はれて早し秋の空

同八木幹男

評﹁女教師の大根引きをり日曜日﹂として採る︒

○女教師の大根引なり日曜日
稲妻に手元の狂ふ彫刻師
置燈篭亡き父恋し母恋し

︑晩年へ急ぐ齢に星流る
評流れ星を仰いで晩年の月日が殊に早く過ぎゆくこと

に寂塞と焦燥とが胸に往来する︒

評諦条たる利根の冬枯

○葦枯れて鳴る鉄塔が利根またぐ

稲刈の腰伸ばし合う茜雲

稲刈の嫌の切れ味老い知らず

松江市白名遥々

野仏の愛が落葉を吹ぎ溜める

︑土けむりあげて行く緩くス稲熟るる

のってゆく︒

評§ハスは営業のために稲田へお構えなしに士けむりを
かむせて馳せてゆく︒稲はしづかに農家のためにみ

○山の家道に並べて蕪干す

微動だにせぬチチロ虫跨ぎ行く

川越巾小名木狂辰

篠塚しげる

評神前での拍手に秋立つ風を感じたというのはうれしい︒

○拍手に立秋の風起りけり

好き嫌ひ言はぬ子になり天高し

○柿をむく夫に偽りなき一と日

放浪の小伴いづこ渡り馬

時雨忌や時雨に聴くほかなかるべし

吾が時雨汝が時雨それでよし
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元県議会議員︑県授産内職協会長︑全国
里親会連合会副会長︒里親制度の普及︑
社会福祉事業進展︑地方自治等に寄与︒

終身会員韮塚一三郎沌同
元小学校長耐教育長︑図書館長︒初等教育

に努めるとともに地方教育行政の向上発
展に貢献︒十月埼玉新聞社より埼玉文化
賞を贈られた︒目下熊谷支会の再興に尽
力中︒

特別会員永野芳男ｍ千葉
公認会計士︒元日本公認会計士協会常務
理事︒企業経理の改善︑会計士制度の向
上に寄与︒

｜編集後記一
今年の干支は豊かな実りの秋という庚
戎︑忠実魔除の犬︒口絵の拝殿︑狛犬の
写真と解説は香取神宮︑文化庁の広井雄
一文部技官のご好意によるもの︒

◇沖細の復帰︒待望二十四年だっただけ
に嬉しさも又格別である︒史上稀な本土
防術の軍官民十八万の忠霊に改めて心か
ら仏桑華を手向けるとともに︑明後年は

県民一百万人がひとしく県花梯梧宝い︶に

心からほほ笑柔かけたいものである︒
◇目下安保改訂︑学隅紛争︑公害︑交通
禍︑米作転換︑添加食物︑物価上昇︑北
方領土等の緊急問題が山積している︒
◇詰橘︑大浜両博士を初め︑相馬脳木下︑

の本誌を飾れたことは何よりでした︒

古川︑小沢︑鈴木の諸先生の玉袖で年頭

◇私達は宇術の︑世界の中の教恭挫かな
間く美しい日本国民として︑この一年を

過ごしたいものです︒︵渡︶

弘道売価一冊金四十円

４Ｆ︑ａｒも鼻廿埴凸ｆもａｆもｐＴもｐｒ込凸画も白でも夕匡ｑ合田宅あ鷺酒ａげむＦ８Ｅ串凸︑夕４℃野晶寸〃Ａ別々▲Ｔ■▲刃〃＆ヤグと︑

昭和四十四年十二月二十五日印刷

渡辺正勇

心力毎

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和四十五年一月一日発行

編集兼
発行人
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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承きりました︒
その手はじめとしまして︑既に予告申しあげ︑各位からも久
しく待望されております﹃森有種全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来とみに各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑承︑﹃大日本教育会雑誌﹄の全号複刻を
実施することといたしました︒本資料は言うまでもなく︑数多
い教育雑誌中の白眉とも申すべく︑とりわけわが国の近代教育
制度が確立する明治中期以降の研究には欠くことのできない基

本資料であります︒即ち当時の教育学説思想はもとより︑中
央︑地方の具体的な教育事情を記して時代の推移を余すなく伝
えてくれる好資料であります︒しかし︑遺憾ながら︑従来まで
この資料の完全な保存のなされているところはほとんどなく︑
このため研究上の不便をかこつ面も少なからず見受けられて参
りました︒弊店は今回その欠号を補って完全なものとし︑新資
料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個
人の座右にもそなえて研究の便に資したい意向であります︒
複刻全号二十九冊︑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
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近代日本教育資料叢書趣

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

全十六冊頒価六万四千円

第十五巻至第三十巻解題共

謂却既確一朝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
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