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原産地は東南アジア︒本種には香りのもつ

品種がないことや︑派手な色彩もなく︑地味

スのとれたものは︑日本間︑洋間のいずれに

な洋ランである︒しかし︑花と葉とのバラン

も適し︑その気品のよさが買われている︒

比較的低温でも越冬するし︑またよく花が

るなど︑初心者でも楽に花を咲かせられる︒

咲く︒暖地では無加温の室内でも栽培ができ

とくに花の寿命が長く︑冬期でも一カ月以上

管理は︑強い光線を避け︑湿度と温度をや

楽しめる︒

や高めに保つことが理想的である︒開花期が

ちがう品種を集めて︑周年咲かせてみたいも

のである︒︵渡部︶
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一

態にみえ︑入試中止かどうかで世間の関心を集めていた︒

起訴された学生は気の毒になる︒いまのところ︑彼等はだ

き上った社会は︑崩壊するその時まで︑その社会の法と秩

いたい犬死したということになる︒私は彼等が違法行為の

序によって維持することを考えなければ︑それは本当の社

制裁を受けることはやむを得ないと思っている︒一つので

の間の﹁大学の自治﹂と﹁大学の秩序﹂をめぐる論義のな

である︒﹁管理社会・情報社会といわれる現代に大学は旧

んとやかましかったことか︒しかし︑いま大部分の大学で

来のままでよいのか﹂︑﹁大学教官は権威の上に安住して怠

てあとは知らん顔というのでよいのかどうかは大いに疑川

には大半は見向きもしないようである︒東大では加藤総長

会とはいえまい︒しかし︑彼等を完全に犬死させてしまっ

名で︑また多くの委員会名で︑学生の改革へのとり組み開

問題は︑傍目八目で教育界をみているわれわれにとっては

惰になっているのではないか﹂などという彼等の提示した

学生たちはツキが落ちたように学習に精をだしているとい

始を再三呼びかけているが︑学生にはさっぱり動く気配が

う︒出席率は紛争前よりはるかによい︒﹁大学改革﹂など

いに大学紛争に関する臨時措置法の成立にまで至った︒そ

こうなると︑ゲバ棒を振ったり︑時計台に龍城して逮捕︑

ったと総括されそうな気配である︒

般社会に与えた影響もいまのところはたいしたことはなか

大学という組織は発言できないのか

世の中がとことんぐあいがわるくなるなどということは
メシダにあるものではないらしいＯ四十三年のいまごろは

亮

年があけると同じような紛争が全国の大学に伝播して︑つ

︵本稿は十二月下旬に執筆︶東大紛争がどうにもならない状

羽

ない︒結局大学はつぶれなかったし︑また︑大学紛争が一
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したがって大学紛争期がひとまず去ったいま︑私がねが

は﹁手術︑回復﹂を考えていたにすぎないともいえよう︒

社会秩序の死︑そして再生﹂にかけていたのに対して︑私

かなり同感できるものであった︒ただ彼等は﹁でき上った

学歴として東京高師に在学したこともあるので︑すでに四

ことがあった︒私は早くからの移転賛成論者で︑また中途

ないとみたのである︒東京教育大の執行部とも議論をした

争をくり返すことは︑事態を正確に受けとめることになら

だが︑これも現実は奇妙なことになっている︒私のホーム

また紙面で論評しようというのが基本的姿勢なのである︒

知しており︑現代に於てはそれを完全に避けられないこと

問題といえども﹁政治﹂が多少は介入することぐらいは熟

にも﹁政治﹂が介入しすぎたとみえたためである︒大学の

の一つもいうことになったのは︑移転反対論と同様賛成論

十年に同窓会誌に移転の必然性についてかなり長い記事を

グランドは日本経済新聞の日曜日朝刊にある教育欄だが︑

も︑新聞記者という﹁不純な職業﹂をしている以上わかり

書いたこともある︒にも拘らず執行部の人に対してイヤ味

秋以降のスクラップをめくると︑改革の具体案については

きってはいる︒しかし︑そのときはこの大学の紛争が全く

革への激励の声があれば︑できるだけ早くそれを取材し︑

おもに政府とか財界から示されている︒大学の意見もある

の﹁いなか政治﹂と私にはみえたのである︒

うのは大学改革なのである︒改革の動きが︑また外務の改

ところの案で︑正式に大学評議会決定となった案について

が︑多くは個人的見解だったり︑改革委会員というような

ばかりが目にうつる︑という現在の事態は︑かなり深刻で

さてそのような私に秋以降︑体制の側からの大学改革論

私は決して体制の御用記者ではないつもりである︒四十

はただの一回も書かれていない︒

キホーテでなければ新聞記者なんかつとまるまい﹂といわ

れるかもしれないが︑それを甘受して敢ていわせてもらえ

ある︒﹁ひとりでいい気になっている︑そのぐらいのドン

ば︑各大学の全学共闘会議の投げかけた問題から︑大学を

三年一月二十日東大入試中止決定の直前に示された例の確
一応弁護するような立場をとって︑多くの一三−スソース

認書には︑個人的にはあまりいい感じを持たなかったが︑

と気まずい思いもした︒いい感じを持たなかったのに弁護

をＰＤＳｅ旨ロー合１用①︶という︑最近の流行語でいえば

含めた社会改革のためのなにがしかのヒントを得て︑それ

システム化しようとしているのは︑大学そのものではな

したのは﹁ソレ東京民青大学の正体を現した﹂と︑ここを
同様︑あるいはそれ以上に失望したからである︒そういう

く︑大学の外の有識者なのではあるまいか︒また大学教官

先途に東大イジメをする︑いわゆる﹁タカ派﹂にも確認害
最後はイデオロギーのためのイデオロギー論だけになる論
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の改革についての発言が個人的なものとして止まっている

手をあてて考える必要があろう︒

国民の願いが如何に強いかを示す話として︑みんなが胸に

大学がみずからの改革案を客易に示せないのは︑実はこ

のは︑大学という組織には発言する能力がなく︑個人的発

いう形で争われている︒心の安静を与える教育︑教育をす

命については昔も今も﹁教育か研究か﹂︑﹁その両方か﹂と

ういう商売繁盛のめぐまれた場所だからである︒大学の使

するといったい大学とは何なのだろうか︒こんな大学で

て行なわれているということであろう︒

言という形どおり︑それは大学をでて︑社会での発言とし

も人禽は機会があればはいろうとする︒戦後は国民の学歴

・一％もここに進学しているという︒そして十年後には大

六十五万人︒同一年齢層の男子は二六・六％︑女子は一六

て紛争後でも大学という組織として改革案が示せないのは

のものでもあるが同時に﹁管理﹂ということである︒そし

しかし今回の大学紛争で問題となったのは教育や研究そ

る教官となるための研究が重要な使命であるためである︒

学進学率が五○％にもなるという予想もある︒大学紛争以

ったし︑教官の休講もぐっと減ったので︑あらかた形がつ

この管理についてである︒教育については学生は熱心にな

かつてはそれだけを考えていればよかったのである︒

後︑志望者が減ったという話は聞かないから︑この推定は

いて来た︒研究の方はさだかでないが︑紛争によって社会

要求を吸収するのにまことに都合がいいように私立大学が

当っているのかもしれない︒得体のわからない大学に︑人

の成長が止ったという話は聞かないから︑これもまあまあ

続々設立されたこともあって︑いま大学・短大生の数は百

間は何を求めてこうも押しかけるのだろう︒かつては得体

しかし管理について大学という組織は正式な発言をなに

行なわれているのだろう︒

もしていない︒これは管理が不要なためだろうか︒そこに

があった︒しかし︑それは同一年齢層のせいぜい一割程度
しか卒業しない戦前のことであったろう︒いまでは御利益

がわからなくてもそこを卒業すれば﹁学歴﹂という御利益

もない︒あるのは漠然とした﹁おれも大学をでた﹂という

その管理などについてはまじめに議論できない︑議論しな

はいってくる青年が心の平静を求めて来るものである以上︑

しかし︑この心の安静はたいせつである︒Ｙ学院大とか

﹁心の安静﹂だけであろう︒

くてもひととおりの管理は自然とできるという考え方もあ

しかし︑大学紛争はそんなものでないことを立証した︒

った︒

いうところの不心得な理事長が東京の小金持に受講料を払
えば講義も試験も受けなくても卒業一証書を渡していたとい

うが︑これは理事長をせめると同時に︑心の安静を求める
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ときのことが多くの大学人にはまだアタマにあるものだか

わめて不親切だったが︑管理の問題はおきなかった︒その

学では勉強のできない人︑できてもしない人に対してはき

ているというならば︑それでもよかろう︒かつての帝国大

心の平静を求める人は少少扱われ方がわるくてもガマンし

して善意にもとずいて行なわれているといえよう︒むろん

革への発言も︑大学人からそれがでてくるための呼び水と

れることを待望したいのである︒実は︑社会からの大学改

お願いすることはこれだけである﹂という形の発言が現わ

して﹁おれたちはこれだけのことをこうしてやる︒社会に

ある︒いまからでもおそくない︒大学という組織の発言と

中には底意地のわるい発言もないではない︒しかしそれは

ら︑管理という発想がなかなか浮かびにくいということは
十分に了解できる︒しかし当時の大学生はいまより年齢が

少数派のはずである︒︵特別会員日本経済新川細集委負︶

本会の目的本会は︑道徳の尊厳性を認め︑同気相寄り本会

日本弘道会の目的と要領

高く︑また本当に選ばれた自律のできる人間だった︒

だが︑いまはちがう︒大学生は青年大衆である︒しかも
て来た大衆である︒この大衆に旧制帝国大学生と同じマナ

何ごとにもガマンとか忍耐とかいうことを知らないで育っ
ーを要求することはムリなのである︒なるほどいまは紛争

ること⑩一社会の制裁を作ること

①世界の形勢を察すること②国家の将来を慮ること③政治
の良否を観ること④国家の経済を知ること⑤教育の適否を
考えること⑥教化の普及を図ること⑦道徳の団結を固くす
ること⑧正諭を張り邪説を破ること⑨国民の風俗を改善す

要領乙号

風は存すること⑩一外国の美風は採ること悪習は排すること

なること迷信は打破すること⑨我国の悪習は断つこと美

こと⑦信義を守ること秩序を重んずること③一信教は自由

に勇なること③学問を勉めること健康を増進すること
④考えを合理にすること情操を美しくすること⑤家内和睦
すること隣人相助けること⑥職業を励むこと国益を図る

①皇室を尊ぶこと国法を守ること②一良心に忠なること実行

本会の要領要領甲号

の要領を実行し︑以て邦人の道徳性を進め︑国民の自主性と品
位を高くすることを目的とする︒

後のひと休みで︑学生は静かであるかもしれない︒しかし︑

となってしまう︒あとは紛争およびそのアト始末としての

あと三年たてば紛争経験学生はほぼ全員大学をでて社会人
猛勉などいうニガイ経験のない大学生ばかりになる︒

そのときに大学の使命である教育や研究は多少改善され
ていたとしても︑この管理の面が何も考えていられないと
いうならば︑また同じような苦しみを大学人も国民も味わ
ないとはかぎらない︒そしてそのときこそは﹁世の中とは
そう変らないものだ﹂などと呑気なことはいっていられな
だから︑管理を考えた大学改革はどうしても必要なので

いかもしれない︒
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道徳復興︵二十一︶

総選挙と政治不信

木下広居

おさえているだけで︑問題を本質的に解決したとはいえな

い︒問題は︑一年前と同じ姿で残っている︒また大学改革

案の固まったのを聴かないし︑改革に着手した事例も知ら

さて︑最近の総選挙に際して︑国民の審判を受けたこと

ない︒これについては︑もう少し時間が必要だ︒

には︑国会の運営の問題がある︒今の状態でいいのか︑だ︒

もちろん︑いけないことは分かっている︒では︑どうすれ

ばいいのか︒それが分からない︒

昨年の秋︑通常国会が終った翌日︑ＮＨＫがテレビ国会

討論会を放送した︒これは非常に沢山の人が視聴した︑と

国会の空洞化を非難し︑それは自民党と政府が︑衆議院で

会者は例のごとく唐島基智三氏だった︒野党の人々は︑皆︑

各党の幹部が顔を揃えていたことはいうまでもない︒司

思うが︑聴き棄てならぬことがあった︒

最近行なわれた総選挙は︑沖縄返還と安保条約について

この腐敗と不道徳

国民の意向を打珍する必要がある︑というのと︑もう一つ

ときは︑法案の説明もなく︑質問も許さず︑討論も抜きに

強行採決十八回に及ぶ暴挙を敢てしたからだ︒参議院のご

主義を無視した︑と攻撃した︒

して多数決をしてしまった︒全く話し合いの政治たる民主

沖純や安保については︑もう論じつくされた感がある︒

は︑国会の運営について︑反省することだった︒

る︑とも考えられる︒何しろ︑これらは極東の国際関係に

﹁強行採決については︑甚だしい非難を頂きましたが︑

問題は︑これに対する保利官房長官の答弁だ︒

と同時に︑また︑これについては︑新らしい問題が出て来
つながることであり︑当然に︑予期しない事態が起こるこ

実は︑社会党さんの方から︑どうにもこうにもならんから︑

とを覚悟せねばならぬ︒多分に流動的だから︑常に注意を
怠たることはできない︒したがって︑沖縄も安保も解決ず

てのお頼みがありましたので︑やったわけでありますＩ

何とかして︑強行採決をしてもらえんだろうか︑と︑たっ

また︑大学問題も機動隊を入れる︑ということで︑一時

みといえない︒
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の赤字だとかで︑総選挙は近づくし︑カネがなくてどうに

についても借金があり︑機関紙︵社会新報︶は毎月百万円

認する︑という意味なのだそうだ︒もし︑これが事実なら︑

もならんから︑カネさえくれれば︑強行採決でも何でも承

それを聴くやいなや︑社会党の副委員長の三宅正一氏は︑

ｌ﹂というようなものだった︒

﹁何たることだ︒この全国放送において︑天下の公党た

当然のことながら︑奮然たって︑保利長官につめよった︒

ていることにすぎない︒多くの党員には秘密で︑三宅副委

ことになる︒しかし︑それは社会党の幹部の少数者の知っ

これをにおわせた保利長官は社会党に重大な侮辱を加えた

と声を荒らげて叫んだ鰯ｌこれば全く自然のことだっ

る社会党を侮辱するのか︑取り消せ！﹂

た︒三宅氏が︑自民党に︑そういう申し入れをした人でな

にも︑社会党が︑このことについて自民党に名誉殴損の謝

そして︑おかしなことは︑この放送があってから︑新聞

員長も知らなかった︑ということか︒

罪要求した︑ということもないのだ︒だから︑深刻な疑惑

しかし︑これは︑まことに深刻な問題だ︒こんなに重大

いことは︑その場の空気から明瞭だった︒

のが多くの人の感想だろう︒

とか供応︑票をカネにかえる︑売ることが不道徳であるこ

これについては六十年ぐらい識者が心配して来た︒買収

二︑選挙法違反

道徳が問題になり︑解散によって国民の審判を求めたのだ︒

いても平気︒恥を知らない︑ということだ︒この腐敗と不

要するに︑どんなに汚ないことをしてもいい︒ウソをつ

年ばかり前のことだ︒そういうことが全部秘密なのだ︒

︑同じような事件で︑社会党の幹部が総辞職したのが︑二

だけが︑未解決のまま残ったわけだ︒

な︑やり取りが飛び出すとは夢にも思わなかった︑という
しかも︑司会者は︑何もいわないで︑話題を変えて︑ほ
かのことに持って行ってしまった︒保利長官も知らん顔を
を残したままで︒

して︑州もいわなかった噂Ｉ全阿の視聴者に様蕊な疑惑
実に乱暴だ︑といわねばならぬ︒この司会者と保利長官
の態度は︑ゆるさるべきであろうか︒
というのは︑これまで︑いろいろの機会で問題になった︑

社間で︑何か重大なことについて︑﹁話しがついた﹂とい

自民党と野党第一党たる社会との関係だ︒多くの人は︑自
うことは︑自民党から社会党に金が渡された︑という風に

とを知らぬ人はあるまい︒ところが︑人の眼をぬすんで︑

警官の見てないところでなら︑やってもいいだろう︒つか

読まねばならぬ︑といって来たからだ︒

すると︑社会党は︑本部のある﹁社会文化会館﹂の建設
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るい正しい選挙などで︑ずいぶん国家の予算を使って運動

選挙粛正︑政治の倫理化運動︑政界浄化︑公明選挙︑明か

どんな選挙をしたか︑無関心なのだ︒皆が勝ちさえすれば

いうことに満足し︑﹁われ独り情し﹂で︑ほかの人たちが︑

︑そういう人々が︑自分だけは汚ないことをしなかった︑と

かりに︑何人か正しい選挙で当選した人がいるとしよう︒

うが︑違反行為をせずに当選したのが何人いるだろう︒

が行なわれたが︑あまり効果があったとは思われない︒ま

まりさえしなければ︑よかろう︒といったような人が多い︒

あ︑こういう運動がなかったら︑もっと悪くなっていたろ

いいＯ勝つためには手段を択ばず︑という根性に︑こり固

これでいいのだろうか︒百年ちかく︑これでやって来た

まっている︒人道も国家もありやしない︒・

のだから︑いいだろう︑では通用しない︒大学生や高校生

できた︑といっている人があるぐらいのものだ︒

外国では︑百年前までは︑今の日本と大体同じような状

う︒これを続けていたからこそ︑この程度に抑えることが

態だったのだが︑七○年ぐらい前から︑きたない︑卑怯な

ここにはが﹁日本国民は︑正当な選挙された国会における

る︒正当な手続きで議員が選ばれて︑はじめて︑憲法も行

代表者を通じて行動しＩ﹂というようなことが書いてあ

たちは︑日本国憲法の前文にある最初の文句を引用する︒

その上︑制裁があった︒起訴されて裁判になり︑有罪に

わかって来た︒誰も恥をかきたくないのだ︒

なれば︑せっかく当選した候補者も︑当選無効になってし

から︑それが﹁正当﹂でなければ︑正しい政治にならな

なわれる︒その趣旨も実現される︑ということなのだ︒だ

運動をやるのは︑はづかしいことだ︑ということが民衆に

まう︒選挙訴訟で有罪になったのでは︑一生の恥だ二度と

﹁政治は悪である︑という印象を国民に与えていることを

佐藤首相も︑一昨年︵昭和四二・六・一三︶の閣議で︑

いＯ

世間に顔出しができなくなる︒これは道義的な制裁だが︑

なる︒そして重い罰金にもなる︒しかも︑その判決が十日

法律的にも︑二度と︑その選挙区で立候補できないことに
間ぐらいで確定する︒日本のように︑五年も十年もかかっ

一掃しなければならない︒そのためにも︵政治資金規正法

わが国では買収することも︑されることも悪いこととは

国家も国会の多数決も警察も暴力だ︒大学を手はじめに国

の後︑こういう公約をはたそうとしたことがない︒学生は︑

を︶今国会中に成立を期したい﹂といった︒ところが︑そ

思われているが制裁がない︒検挙されるのは困るから︑逃

家と政府と一切のものを破壊しなければ︑政治はよくでき

曇畠ノＯ

て︑執行猶予になったり︑無罪にしてしまうのとは︑ちが

げかくれするだけだ︒今度四百八十何人が当選した︑とい
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大学生が︑こんなことをいっているのは日本だけだろう︒

これを無視するのが正当である︑といっている︒文明国で︑

ところは政治腐敗である︒国会で作る法律は暴力であり︑

ない︒革命なしには絶望だ︑といっている︒その最も憎む

ネをはらって有能な弁護士を総動員して︑無罪にするため

万一︑﹁たちの悪い﹂のがいて訴え州たりすると︑高いカ

のだが︑なに大丈夫だろう︑と思っているのだ︒それで︑

い︑と思ってやっている︒内心は︑ちょっと︑はづかしい

がやっていることだから︑誰も摘発してこないにちがいな

そして︑選挙費用に関する書類や帳簿は全部焼いてしま

の勉強をしてもらう︒

われわれは国家のために︑道徳の再興を叫ばざるを得な

うのが習慣だ︒選管に対する届け出は﹁表て金﹂だけ︒

い︒国会が信用を失い︑法律が無視されている︒そして︑

ことが︑警官に投石することが英雄的行為のように思われ

恐れがある︒それで︑泥をはいたような者は︑自殺しても

に白状しない︒白状しようものなら︑何千人が逮捕される

力をあげて秘密を守ってくれる︒警察につかまっても絶対

﹁一異ガネ﹂は知らん顔︒それこそ︑関係のある有権者が全

共産主義や無政府主義の思想が流行している︒警察と戦う
ている︒全くの乱世というべきである︒そして︑そのもと
はといえば政治の悪いところにある︒

三︑ウソとごまかしを無くせ

に川会わない人はないそうだ︒そして︑つかまるのは︑た

員が自殺した︒警察署長を長くやった人で︑﹁選挙自殺﹂

現にⅢかるい正しい選挙運動の会長の野田自治相の逆動

俗つ声ノ○

は︑落選︑ということだ︒ところが︑法定選挙費用は全国

いてい落選候補者の運動員にきまっている︒それも︑戸別

総選挙が近づいたころ︑新聞には十当七落と書いていた︒
それは︑一億円使えば当選できるが︑七千万円ぐらいで

たら︑どこでも︑法定選挙費用超過で︑当選人の当選は無

選して議員になった人ばお見のがしだそうだ︒ｌこうい

訪問や文書違犯︒あぶなくなると遠方に逃げてしまう︒当

平均で二百四十万円ぐらいだ︒だから︑五百万円以上使っ

ていの候補者が︑選挙に使った費用を選挙管理委員会に報

うウソと不正を無くさなければ︑政治不信は直らない︒日

効になる︒︵公職選挙法第二五一の第二項︶しかし︑たい
告する場合にウソをつく︒例えば︑一千万円使っても︑二

︵本会理事専大教授︶

本中の有権者は眼をさまして立ちあがらなければならぬ︒

出るようだ︒これを全く平気でやっている︒

百万円しか使いませんでした︑というマッヵナウソを届け
それは︑多分︑だれも問題にしないだろう︒それは︑皆
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日本弘道会の沿革と現代の使命

片山清一

Ｉ社会教育としての道徳教育の向上Ｉ

西村先生の構想された

日本弘道会の使命

では充分ではない︒

社会の道徳を向上させなければ︑学校の道徳教育も効

果をあげることができない︒

このような考え方は︑その後西村先生の弘道会の講演や

論説において繰り返して述べられる︒そうした中でこの構

想が深められ確認されていくことになるが︑日本弘道会の

使命は変ることはなかった︒明治二十三年十月三十日に教

よって少しも動かされることはなかった︒むしろ勅語の出

育に関する勅語が発布されたが︑西村先生は︑そのことに

る前に︑日本道徳論を講じ︑日本弘道会を設立したことは︑

勅語のご精神に全く一致したものであり︑﹁暗合﹂したも

のとも称すべきであるとしている︒

明治二十六年の日本弘道会の講演において弘道会の使命

その考え方は︑西村先生ご在世中は一貫して変らなかった︒

が︑どのような構想のもとに設立されたかを紹介したが︑

ものでなく︑政治・経済・産業・軍事等の施策に待つべき

であるが︑第三の使命は日本弘道会が直接的に従事すべき

を善良にし︑白国家を向上せしめることを目的にするもの

には︑三つのものがあるとし︑㈲人格を高尚にし︑ロ風俗

すなわち明治二十年七月に﹁日本弘道会﹂と改称した時の

ものだとしている︒ただこの目的を達するためには︑第一

昨年九月号の﹁弘道﹂第八二号において︑日本弘道会

方針としては︑

会の果たすべき使命だと叫んでおられる︒

と第二とがその基礎になるべきだとし︑これこそ日本弘道

れを広く社会に普及する︵道を弘める︶ことが︑今日の

一︑道徳︵大道︶を講究することもたいせつであるが︑こ

恐らく先生の晩年に近い頃と思われるが︑明治三十二年

二︑学校教育の中でおこなわれている道徳教育は︑道徳向

れた道徳教育講話の最後の日に︑日本弘道会について述べ

八月十三日より同十五日までの四日間にわたっておこなわ

急務である︒

上のために重要な役目を果たすものであるが︑それだけ

（10）

ておられる︒その中で︑西村先生は︑大要次のように説明
される︒

世の中の人を善導する手段として︑①宗教︑②教育︑②
学会の三つがある︒しかし宗教の力は︑今日のように国民

言わねばならぬ︒

ｌ学校教育の根底を支えるものＩ

家庭教育と社会教育

といえば︑一つは家庭教育であり︑他の一つは社会教育で

では︑日本弘道会のなすべき教育の分野がどこにあるか

教育︵ここでは学校教育︶は︑青少年を対象とするのだから︑

てその内客を明らかにしたい︶

ある︑とする︒︵ここで西村先生の演説をそのまま引用し

が開明されてくると︑あまり効力が強くなくなった︒次に
大きい力をもつもので︑もとより重要である︒しかも学校

九時間である︒その長い時間に︑親兄弟が悪い事をして

が学校におる間は一日五時間とすると︑家におる間は十

学校の先生が︑どれ程口を酸くして教えても︑子ども

㈲家庭教育

教育については︑政府の方針によって進められるので︑強
力に実施もできる︒しかし学校教育には︑修業年限に限り
すれば︑せっかく学校で教えられた道徳にも無関心となっ

がある︵この当時は︑小学校は四年制︶から︑学校を卒業
て悪いことをやる始末である︒だから︑学校を卒業してか

ぬことはないが格別功を奏さない︶ずいぶん︑ある所で

見せたり何かしては︑学校の教育に役に立たぬ︒︵立た

は︑学校では酒を飲んでいるとか︑あるいは夫婦げんか

らの教育をひろめるためには︑その人たちを教育する何か
西洋諸国には︑いずれもキリスト教の教会があって︑学校

をするとか︑あるいは学校の悪口をいう親もあるとか︑

がなくてはならない︒それが﹁学会﹂というものである︒

卒業後の道徳教育をおこなっているが︑日本はほりっぱな

そういうような事では仕方がない︒どれ程学校で骨を折

事ができれば十分ですけれども︑教えることができない

っても︑十中八九は無駄になってしまう︒家庭で教える

しの状態である︒

んできているが︑こうした中に道徳についての学会は︑一

までも︽悪い事さえして見せなければ︑よほど善くなる︒

もちろん学会といえば︑ある専門の学問の学会はたくさ
つもできていない︒何も日本弘道会という道徳学会だけに

︵﹁道徳教育講話﹂一八三頁︶

それ故に家庭教育をよくしなければならない︒
ロ社会教育

限られるわけでなく︑たくさん結成されればよいと思うが︑
実際には弘道会以外にはまだできていない︒

そこで日本弘道会の使命は︑まことに重いものがあると
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生徒が学校を卒業して社会に出て︑村あるいは町に出

は本当にできないのです︒ところが今日わが国の有様を

是がいちちばん勢力である︒これだけ整わなければ教育

者が悪い事をすると︑社会の大勢の人が寄って︑あるい
は忠告をして︑それが聞かなければ仲間はずれをする︒

小学校︑中学校に道徳の時間が設けられ︑高等学校には

痛感されることであろう︒すでに昭和三十三年九月から︑

経た現代において︑いよいよ的中していることを︑読者が

上述のような西村先生の憂慮されたことが︑八十年余も

ｌこの蕊うべき傾向Ｉ

現代における少年非行

詮ると︑村の若い衆仲間などがあって︑酒を飲承︑ぱく

﹁倫理・社会﹂の科目が課せられてきているのに︑青少年

て大勢の人に交って︑その家業を営む時分に︑もしその

ちを始める︒社会の制裁ではなくて︑今日は社会が悪事

の犯罪や非行が減少せず︑むしろ悪質化の一途をたどって

︵﹁道徳教育講話﹂一八四頁︶

昭和四十四年版の﹁青少年白書﹂によると︑昭和四十三

いる感がある︒

を教えるということになっている︒これではいけない︒

西村先生の申されることを︑大きく約説すると︑次のよ
うになる︒

ような特徴があることがあげられている︒

年中におこなわれた全刑法犯の中で︑少年の刑法犯は次の

重要な意義がある︒

①学校教育において道徳教育をおこなうことは︑もとより

②大学︑高校生の公安犯罪が激増している︒

少年が全刑法犯の過半数ないしは半数近くを占めている︒

①強盗︑放火︑強姦︑恐喝︑窃盗などの悪質罪種において︑

なえない︒学校での道徳教育を完成させるためにも︑家

②しかし学校教育だけで︑子どもの道徳教育は完全におこ
庭や社会での道徳教育が必要である︒

つＯ

⑤集団による犯行がいぜんとして多く︑悪質な事例が目立

増加している︒

④モータリーゼーションに伴い︑自動車に関連する犯罪が

している︒

③ギャンブルムードを反映して︑学生・生徒の賭博が増加

上を目指さなくてはならぬ︒

⑧そして︑そうした教育は︑結局国民全体の道徳教育の向

あって︑﹁学会﹂が必要である︒

③このような教育をするには︑学校教育だけでは不可能で
ここに﹁日本弘道会﹂の使命がある︒

そして昭和四十三年中に刑法犯で警察に補導された少年
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は二十一万八千九百五十人にのぼっている︒この数字は︑

その前年に比べて八・四％の減少すなわち一万二千六百人
の減少になっているそうであるが︑悪質犯や集団犯行の多

に﹁国中の風俗が善くなるというには至らなかった﹂と述

べておられる︒﹁明治二十三年に国会が開かれ外面の制度

も賄賂でおこなわれる︒上に立っている議員というものの

い︒選挙の事︑山林の払下︑堤防の事︑建築の事︑いずれ

文物はたいそう整いはしたが︑国民の道徳は少しも上らな

道徳は甚だ悪い︑そうしてだんだん風俗にまで及ぼしてき

いことを考えると︑決して安心できる傾向ではない︒

また﹁ぐ犯﹂ないし不良行為の少年は︑昭和三十九年を

り誤っているものとは考えられない︒先にあげたように昭

うな時勢を︑七十年後の現代にそのまま転用しても︑あま

からこそ日本弘道会の使命が重大であるとされる︒このよ

た﹂︵明三二﹁道徳教育講話﹂一七七頁︶と考えられ︑だ

ピークにして漸減の傾向にあるが︑およそ百万人に近い状
況であって︑昭和四十三年中の著しい特徴として︑

①シンナー等乱用少年が激増し︑死亡事故や精神障害事例
が数多く発生し︑全国的にまん延する傾向を示している︒

和四十三年の少年非行の状況を考えただけでもわかるよう

に︑少年の非行は少年たち自身の素質によるというよりは︑

むしろ少年をとりまく社会や家庭にその原因をさぐらねば

L−LOノ

②フーテン少年等がいぜんとして多い︒
③家出少年の増加傾向が続いている︒

このような少年非行の状況だけを取り上げても︑学校教

実に窃溢犯である︒けばけばしい広告︑はでやかなネオン︑

ならない︒小中学生の刑法犯中の八○％以上を占めるのは

の三つがあげられている︒

育だけで︑少年の道徳向上をはかることの困難さが理解さ

ちは物質的な豊富さの中で︑精神的な貧困にさらされてい

デラックスな陳列︑浮わついた歌謡等々⁝⁝まさに少年た

れよう︒西村先生は︑つとに家庭教育や社会教育の重要さ
に気付かれていたのは︑まことに先見の明であったと称す

今こそ西村先生の意図されたように︑日本弘道会は︑家

るのである︒

べきであろう︒

日本弘道会の現代的使命

庭教育と社会教育の両分野における道徳教育のために尽さ

想・出版の自由が法的に保一証されている時代においては︑

ねばならない時であるといえよう︒今日のような言論・思

ｌ豊富の中の貧幽から脱出するためにＩ

西村先生は︑明治二十三年に発布された教育勅語は︑た

反道徳的ないしは非道徳的なものが横行することを抑止す

しかに動揺する社会に﹁道徳の根拠﹂を与えたものとして
喜ばれたのであるが︑勅語か出されたからといって︑直ち

／ 1 句 ､

る法的︑行政的権力は存在しない︒しかしそれかといって︑

現状のままで放置すれば︑社会に犯罪が増加し︑人人の生

日本弘道会設立の必要

ｌ

西村茂樹

を知らず︒斯文学会あり︑大日本教育会あり︑独逸協会あり︑

方今文運大に開け︑諸学諸術の学会協会の国中に起る者其数

は︑西村先生の申されるように人間の道理に訴えて︑不正

活が不安につつまれてくるに違いない︒これに打ち勝つ道

あり︑其他の此の如き類は指を屈するも数へ尽すこと能はず︒

会あり︑化学会あり︑物理学会あり︑統計学会あり︑地震学会

り︑衛生会あり︑法律会あり︑医学会あり︑数学会あり︑政談

仏学会あり︑地学協会あゞり︑大日本農会あり︑東洋哲学会あ

かしこの道は︑まことに苦労の多い困難な道である︒急ぎ

や悪を退け正義と善とを盛り立てて行くより他はない︒し
すぎては︑その効果をあげることはできない︒西村先生は︑

然るに独り人道の大本邦国の基礎ともなるべき道徳学に至りて

云ふくし︒或人詔ふ修身道徳の事は文部省にて厚き注意あり︒

は国中に一の会を見ざるは︵本会の外に︶実に奇々怪々のＺと

明治三十二年の講演でもう百年も続いていけば︑この会も
盛になるであろうと期待しておられるが︑そのご期待に沿

諸学科の先に之を間きて深く之を講究せしむることなれば︑夫

えるような傾向にある現状とは思われない︒だから西村先

生は︑やはり若い会員の加入を期待しておられた︒日く

にて事足ることにて︑別に私立の学会を要することなかるべし
と︑此言大に然らず︒巳に現今開け居る所の衛生医学化学物理

り︒人類中等の生命を五十年とするときは︑其四十年又は四十

万あるや計り難し︒又学校の教育を受けたる者と誰ども︑其在
学の期は永きも十年に過ぎず︒短きは二三年にして退く者あ

能はず︒目今中年以上の国民にて学校の教育を受けざる者幾百

止まりて︑退校後の生徒及び学校に入らざるの人に及ぼすこと

の理あらんや︒且つ学校にて教ふる所の遊徳は其在学の生徒に

を拡張せんと欲す︒何ぞ独り道徳学のみ私会を開くべからざる

数学法律等の如きも亦皆文部省にて大に官校を開き教育する所
の科目に非ざるはなし︒然るに何れも私の学会を開き各其学術

﹁私のような老人は仕方がないが︑若い人にやってもらっ

て︑その若い人が年をとって︑また次の若い人の時代にな
って盛になるだろうと思う﹂と︒

日本弘道会は︑今や日本の現状を思う時︑まことに重大
な使命をもつものと言うべきである︒はでな立ち廻りをす
る必要はないが︑若い人たちにも魅力をもたせるような道
徳を作りあげていく地味な運動を高めたい︒それがまた西
︵本会理事目白学園女短大教授︶

村先生のご遺志でもあると信じる︒

は日本国民の為めに止むべからざるの事にして又実に必要の事

七八年は道徳の教を聞くことなぎの時なり︒然れば道徳会の挙

一一なり︒︵明治十九年末講演の日本道徳論より︶

７４

イ宝

︑︲ノ

〆ｆ︑

︹講演筆記︺

の奴隷になるな

だ﹂といったら︑その人がすぐ﹁日本人は

出光佐三
二番目は﹁先生は労働者だ﹂ということ︒

うことですか﹂といったのです︒それで私

ばかじゃないですか︒そのばかになれとい
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モーブ

モラルの奴隷になるな

徳は低級なものである﹂ということです︒

ことができるかね﹂といったのです︒その

は﹁ばかが世界を驚かすような発展をする

三番目は﹁モラルは尊いものであるが︑道
これは三つとも︑私が池田内閣の人づくり

人は悪る気でいったのではないのですね︒

の会の特別委員︵文部省中央教育審議会の

占領政策で︑日本人はばかだと教えられ︑

こと︒私は小さいときに︑小学校の先生の

その次の﹁先生は労働者である﹂という

た︒

ばかじゃできませんね﹂といってかたづい

﹁ハー︑そうですね︒ばかじゃないですね︑

﹁期待される人間像﹂第十九回特別委員会

私がはじめてこの委員会の委員になった

の臨時委員︶になったとき︑委員会に出し

法をつくり︑和の川本を対立闘争の日本に

とき︑会社へ新聞記者が十数人押しかけて

占領政莱のねらいは︑たびたび申しあげ

しようとしたのです︒ところがそれ以外に

きて﹁あなたは︑どういう人をつくります

ているように日本を亡川化することにあっ

も︑外国人が法律でなく︑口先で日本人に

か﹂と代表者が質問した︒それで私が﹁一

そう思っているだけのことです︒だから

教えたことがある︒その第一は﹁日本人は

言でいえば︑〃日本人に帰れ″ということ

た間胆です︒

ばかだ︑しようのない国民だ﹂ということ︒

た︒そのために新忠法︑新教育法︑労働三

なけれ︑はいけない︒

ついては︑まず占領政莱のことから話をし

﹁モラルの奴隷になるな﹂ということに

ﾉ
レ

ところが︑委員長が﹁先生も労働者じゃあ

生を労働者といわれるのは困る﹂といった

たので︑文部省の人づくり委員会で︑﹁先

ないということを︑私は体験上知っておっ

に先生は尊い方である︒先生は労働者じゃ

尊さから人間の尊さを知った︒それくらい

の道徳がもり込まれておるといわれますが︑

らんと思ったから﹁新教育法のなかに日本

答弁があったのです︒それで私は︑けしか

新教育法のなかにもられています﹂という

が委員長からは﹁教育勅語の中の道徳は︑

ればいけません﹂という話が出た︒ところ

かないが︑勅語のなかの道徳は強調しなけ

間が考えることです︒

徳は︑お互いに仲よくすることであり︑人

よって対立闘争がおこる︒これに反して道

利思想であり︑その権利を主張することに

モラルというのは︑征服者がつくった権

は日本の道徳であるということなんです︒

否定されておるではありませんか︒教育勅

実際は︑日本の道徳はけしからんといって

めに法律︑組織︑規則をつくったが︑それ

ったものである︒征服者は大衆を治めるた

鈴木大拙先生は﹁モラルは征服者がつく

りませんか﹂といった︒そこで私は﹁それ
ていない者がどこにいますか︒なにがゆえ

なら私も労働者です︒この世の中に労働し

る﹂とはっきり教えておられる︒

を征服された大衆が守ることがモラルであ

ところが道徳というものは︑征服者がつ

りますか︒事実において否定しておいて︑

新教育法のなかにもりこまれているという

くった法律︑規則でもなければ書いたもの

語のなかに書いてある道徳が実行されてお

のはどういうことですか﹂といったら︑こ

ためにはどうすればいいかという︑人間の

でもない︒人間がお互いに仲よくしていく

に先生を労働者といいますか︒先生は労働

者の区別がたちませんか﹂といったところ︑

先生︑労働者は労働者ですよ︒先生と労働

れにも返答がなく︑論議しないことになっ

者であるというのは理屈であって︑先生は

その問題はそのままになって︑検討しない

たのです︒それで私は︑新教育法のなかで
のことであって︑私のいう道徳とは日本の

いっておる道徳というのは︑外国のモラル

は法律を中心として書いたものであるから︑

て︑人間を中心としたものである︒モラル

良心︑真心から自然と湧きでるものであっ

ことになった︒

道徳である︑とこういうことになると思う

第三番目の﹁道徳は低級なものである﹂

十歳前後の人に聞いてごらんなさい︒承ん

︸というように教わっておること︒いまの三

ここから合法的︑順法精神ということもで

ようにいっている︒このことについても文

もモラルが非常に高等なものであるという

そうじゃなくして︑モラル中心の世界は行

ておられるだろうと思うのです︒ところが︑

か古くさい時代おくれのもののように考え

なものであって︑道徳といったら︑なんだ

エン︒ヘラー︑キング︑国王︑皇帝のあり方

たくの限りをつくしておる︒これが外国の

わず︑これを征服︑搾取して︑自分はぜい

国の祖先は我欲のために︑相手の善悪を問

それからたびたびいっているように︑外

てくる︒

のです︒

部省の人づくり委員会で︑ある特別委員か

き詰まりを表わしておる︒これを救うもの

諸君も︑モラルといったら︑尊い︑立派

な道徳は低級だというのみならず道徳を知

ら﹁日本の教育勅語のなかに道徳がのべら

らない︒そして︑いまの新聞でもラジオで

れている︒あれを全部復活するわけにはい
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す︒そこで︑国民からみれば︑いつも搾取

ておった︒これが征服の国のあ一り方なんで

人間が虐殺されると同時に文化も抹殺され

うので︑象な滅ぼされておる︒このように

文化︑芸術品というものも邪魔になるとい

たびに虐殺が行なわれた︒それに加えて︑

い︒それで︑征服者が代々変わって︑その

長くても二︑三百年くらいしか続いていな

ングは次の征服者から攻め滅ぼされるから︑

である︒そして︑これらのエン︒ヘラーやキ

代遅れのものである︒

間的に世界が狭くなり︑百以上の異民族が

権利とかいう思想は︑交通が発達して︑時

らんなさい︒どうですか︒だから自由とか

本家であるいまのフランスの状態をみてご

か自由とかいう言葉です︒ところで︑その

思想がはいってきた︒それが今日の権利と

害をなくすために︑フランスから自由民権

府の封建制度が残っておったので︑その弊

ことです︒ところが明治維新以後も徳川幕

かいう言葉を使わなくてもよかったという

によってはじめて活用されるようになる︒

いけない︒モラルというものは︑道徳の人

隷になる︒人間がモラルの奴隷になっては

けれども人間ができていないとモラルの奴

となり︑立派な組織となって活用される︒

っかりした人が用いるならば︑立派な法律

すから︑モラルというのは︑道徳のあるし

は人間の道徳上絶対に許せない︒でありま

えないかもしれない︒しかし︑こんな一﹂と

精神であり︑モラルの目からみれば差し支

で法律を決定する︒いずれも合法的︑順法

七つの奴隷解放

雑居しているいまの時代にはあわない︑時
モラルは法律︑組織︑規則をつくって︑

おっても殺されるということであるから︑

自分らにも自由がありますよ︑権利があり

それを守ることである︒給料をあげるため

出光には〃奴隷解放″という幾つかの言︲

ったのがはじまりです︒

がなんだ︒〃黄金の奴隷になるな″﹂とい

、 各 0 ノ

されており︑しまいには︑いいことをして

ますよ︑というようになるのは当然です︒

に︑関係のない一般大衆に迷惑をかけて︑

になるな﹂ということです︒これは諸君も︑

葉があります︒その第一は︑﹁黄金の奴隷

鉄道を止めたり︑郵便を止めたり︑学校の

知っておるように︑僕が小学校で先生の尊

そこに外国の個人主義︑︑由主義︑権利思

順法精神で︑モラルの上からは差し支えな

さを知り︑神戸の学校︵神戸高等商業学

エン・ヘラー︑キング︑皇帝︑国王の征服者

いかもしれないけれども︑道徳の上からは

想が生まれてきた︒権利思想というのは︑

の国にしかない︒権利とかⅢ由とかいう言

絶対に許せない︒ここに道徳とモラルの違

先生が座り込んだりすることは︑合法的︑

した︒そのような言葉は明治維新以後︑外

葉は日本には明治維新前にはありませんで
国からはいってきたものです︒どうして言

つの法律をつくるのに︑牛歩戦術︑さゑだ

り方をみて﹁人間が社会の中心である︒金

校︶に行って︑そこから大阪の金持ちのあ

れ戦術といろんな戦術をやって百二十日間

最近の例では︑議会をみればわかる︒一

いがある︒

に譲り合い︑お互いに助け合うということ

葉がなかったかといえば︑日本にはお互い
があり︑お互いに権利を認め︑お互いに自

も審議するかと思えば︑一方では︑二分間

次が﹁学問の奴隷になるな﹂︒私は神戸

由を認めておった︒それで権利とか自由と

rlワ、

な﹂という言葉ができた︒

のです︒そのために﹁学問の奴隷になる

が学問にとらわれていなかったからできた

ともやれないと考えたからです︒それは私

は小さいことをやっていなければ大きなこ

高商を出ると︑すぐ丁稚奉公をした︒これ

っくりして︑非常なセンセーションをおこ

いうようなことをいったから先生たちがび

たのです︒このように私が出光の入社式で

になってやり直したらどうですか﹂といっ

ないのだから︑一応卒業一証書を捨てて真裸

は簡単な理屈で割り切っていけるものじゃ

て人間として歩く道がわかってくる︒社会

いろなことを勉強すれば︑そこで︑はじめ

い﹂などといったら﹁バカ︑いえ﹂という

した︒その当時︑﹁商売は金もうけではな

売は金もうけではない﹂という教えを実行

それから門司に行って︑内池先生の﹁商

うことです︒

です︒これが﹁学問の奴隷になるな﹂とい

みずから求めて歩いてきたということなん

なっておる︒のみならず非常な苦労の道を

つくったのである︒そのときの苦しゑは言

ことになる︒しかし︑それが今日の出光を

今年の春も︑私はある大学の卒業式によ

実社会は人間がつくったものであるが︑

したらしい︒

ばれて祝辞を述べた︒そのとき︑学生たち
が卒業証書をもらって喜んでおるのをみて︑

僕は﹁その卒業証書を捨てなさい﹂といっ

か︑明日はつぶれるか﹂とか﹁店主は自殺

するだろう﹂といわれるような日が続いた︒

語に絶するもので︑﹁出光は今日つぶれる

そして︑支店長会議があると︑支店長は

その人間は矛盾だらけである︒自分のこと

れが人間である︒その割り切れない人間の

た︒そして﹁あなた方が︑いままでやって

社会の中にはいっていって︑理屈をいった

けしなければダメですよ﹂という︒それに

仕事や商売をする間がありません︒金もう

から同じことをいわれたら癌にさわる︒こ

十を二で割れば五であるというように︑す

り︑学問を︒ヘラ・ヘラさせたりすることはだ

をいうときには勝手なことをいうが︑他人

ぐ割り切れるものが学問です︒ところがこ

めなんですといって聞かしたのです︒僕が

金のもうけ方をしてはいけない﹂という︒

対して僕は﹁ダメだ︒信用を害するような

なものはない︒一と一を加えれば二である︒

れから諸君がはいる実社会というものは︑

いかなる場合でも理屈なしにバツと判断が

きた学問とか理屈とかいうものくらい簡単

絶対に割り切れないものです︒年をとるに

できるのは︑小さいことをやって︑しかも︑

そこに︑人間の勘が働いてくる︒簡単な学

あらゆる難難に向かっていったからです︒

てやったことなんです︒

これは内池先生の教えをそのまま頭におい

﹁われわれは金集めばっかりやっておって︑

この年になるが︑いまだに社会のことは割

したがって割り切れなくなってくる︒僕も
り切れない︒人間はむずかしい動物である

校の本を読んで︑その本にすがってゆくよ

このように店内で内輪の闘いを五︑六年

である︒その絶対に割り切れない社会へは

っかりしておれ︑ば金はできてくる〃という

やっているうちに︑みんなが〃自分らがし

から絶対に割り切れないものが人間の社会

は卒業証書を括てたということです︒丁稚

うなばかなことは僕はやらなかった︒これ

呼吸を覚えたのです︒これは〃声なき声川

いるのに︑簡単に割り切れる学問を頭にお

奉公をしたということが︑僕自身の訓練に

いておったならば失敗します︒それだから︑

絶対に割り切れない実社会において︑いろ

（18）

主義︑社会主義︑共産主義といってけんか

なるな﹂といっておる︒なにがゆえに資本

第六番目に︑昨年からは﹁主義の奴隷に

それから戦後は国際石油カルテルと闘い︑

るな﹂といって闘ったのです︒

進駐軍の万能の権力と闘ってきた︒ここか

があったからです︒︲﹁出光は自殺するだろ

は︑いまの全学連染たいな︑高い声であり︑

う﹂︑﹁あの店はつぶれるだろう﹂という声

いところをとり︑悪いところを捨てておる︒

出光のなかには︑資本主義︑社会主義︑共

しておるのか︒出光はそれぞれの主義のい

いっている︑悪いところはありません︒だ

産主義のそれぞれのよいところはみんなは

ら四番Ｈの﹁推力の奴隷になるな﹂という

なんかいつでもやってこいという自信があ

から出光からいえば︑主義にとらわれて闘

ラゥドスピーカーの声であった︒これと反

けようではないか〃という〃声なき声川が

る︒戦時中は軍と闘い︑戦後は進駐軍の万

うなどということはぱかげているというこ

言葉ができた︒それだからいまでも政府の

出光を助けてくれた︒この十年間の苦しみ

ができるかどうか︒口では簡単ですが︑な

能の権力と闘ってきておる︒こういうこと

圧迫に対してピクともＬない︑権力の圧迫

は並たいていのことではありませんでした︒

しまえば︑みんな仲よくできて︑世界中が

とです︒出光のようにどの主義もⅢ噸して

さんおって︑なにかのときには〃あれを助

この苦しゑを避けて︑イージーゴーイング

しまうのが普通のあり方です︒

かなかできませんよ︒ヘタヘタと降参して

対に黙って僕を見ている人が金融界にたく

思うのです︒

をやっておれば︑今日の出光はなかったと

それから今年になっていっておるのが︑

いだしておるＯ

石油界を例にとれば戦後︑出光は﹁日本の

﹁モラルの奴隷になるな﹂ということです︒

平和になりますよということを去年からい

石油市場をカルテルの独占から守れ﹂とい

これは奴隷解放の七番目です︒出光以外に

それから五番目が﹁数の奴隷になるな﹂︒

に一生の羅針盤ができた﹂といったのは︑

って︑十いくつかの会社を向うにまわして

そこで開店十周年のときに︑僕が﹁ここ
この金との闘いからでてきた言葉なんです︒

たたかってきた︒数の上から十いくつ対一

言葉なんです︒諸君は舌しまなければいけ

生きるか死ぬかという苦しみからでている

石油界の柔でなく︑政治︑教育︑財界すべ

く考えなければならない︒一言でいえば

うとしている出光がなにをしておるかをよ

こういう奴隷解放と闘ってゆく会社もなけ

てが庇理屈をつけて︑頭数さえ揃えばいい

﹁出光は奴隷解放をやっておる﹂というこ

つということになれば︑日本の政府までが

第三が﹁法律︑機椛︑組織の奴隷になる

るな﹂ということは︑それに対して︑人間

というありさまであるが︑﹁数の奴隷にな

まの僕にとって︑石油業は大して関心はあ

とです︒石油業はその手段である︒特にい

は子供のやることです︒

ない︒理屈を考えて︑ものを解決つけるの

の闘いになって︑法律︑機椛︑組織をつく

な﹂という言葉です︒これは戦時中︑車と

の質とか判断を尊重しなければならぬとい

だから創業以来︑やがて六十年を迎えよ

ればいいという戦時統制のあり方︑現在で

うことです︒

れば︑政治家︑学者もいないと僕は思う︒

いえば官僚統制︑国営︑公営のあり方に対

向う側につかなければならないことになる︒

して︑僕は﹁法律︑機構︑組織の奴隷にな
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うことです︒世界は権利思想︑対立闘争で

ておることは﹁日本人の世界的使命﹂とい

ことを僕はやっておる︒去年から僕がいっ

りません︒いかにして世界を救うかという

いうこと︒日本人の知っておる恩というこ

その次に日本人は﹁恩﹂を知っておると

平和とか妥協というものはあるはずがない︒

でしょう︒譲るということが罪悪となれば︑

国が救うべからざるものであるかがわかる

なる︒このひとつだけをゑても︑いかに外

いということです︒

の根源となるものが︑外国にはぜんぜんな

犠牲は反対となる︒このように日本の道徳

恩︑義理︑人情ということは事実がないし︑

るのは日本人だけです︒日本には対立闘争

﹁和をもって愛しとする﹂︑これを実行でき

まということであり和ということである︒

いい︒仲よくするということは︑お互いさ

れを救うのは﹁仲よくせよ﹂という一言で

利思想︑対立闘争の行き詰まりですよ︒こ

っておる︒事実がないから外国には恩とい

の恩︑社会の恩などは外国にはない﹂とい

けておる恩︑親の恩とか︑兄弟の恩︑友達

っておるが︑﹁日本人が子供のときから受

友達なんかは小さいときからアメリカへ行

木先生から教えられたことです︒また僕の

とは︑外国にはその事実がない︒これも鈴

き詰まりからおこっているのです︒権利を

だから世界の行き詰まりはこのモラルの行

外国のモラルとの間には違いがある︒それ

よ﹂といった︒それくらい︑日本の道徳と

方の国には︑そういう事実がありません

情に厚い人だ﹄ということである︒あなた

言葉は︑﹃恩をよく知っておるし︑義理人

人情のない奴だ﹄ということです︒ほめる

侮辱する言葉は﹃貴様は恩知らずだ︑義理

ですが︑そのとき︑私は﹁日本で最も人を

妓近︑私は日米シンポジウムで話したの

いい得る人が一人でもいますか︒これは権

行き詰まっている︒行き詰まっていないと

はありません︒和をもって︑仲よくするの

理人情﹂もたびたびいっているように︑そ

う字がない︒当て字はあるそうです︒﹁義

この日本の道徳を具体的にいいますと︑

が日本の道徳です︒

互助﹂です︒お互いに譲りあい︑お互いに

ない︒この無我無私からでるものが﹁互譲

国にはありません︒事実がないから言葉も

ておることです︒無我無私ということは外

の征服者とは反対に無欲の皇室が教えられ

ある場合には︑命がけで報いるということ

いる︑というのが日本人の犠牲心である︒

なっておるから︑自分から進んでそれに報

ある︒人の厄介︑社会の厄介︑国の厄介に

は︑日本においては恩を返すということで

搾取されることです︒ところが︑この犠牲

それから﹁犠牲﹂は︑外国では征服者に

いということです︒︵出光興産会長︶

ラルと道徳の差をよく考えなければならな

徳を知らない︒そこでわれわれは︑このモ

を教わっていて︑いままで話したような道

代から三十歳代の人は道徳を否定すること

もうわからなくなっている︒ことに二十歳

す︒しかし︑その道徳がいまの日本人には

が仲よくするという日本の道徳のあり方で

そして行き詰まっている︒それを救うもの

主張し︑勝手なことをいい︑対立闘争し︑

助けあうということです︒お互いに譲れば

です︒そういうことで︑外国では︑無我無

の事実がないから言葉も当て字もない︒

平和になるでしょう︒どうですか︒この簡

私︑互譲互助ということが罪悪となるし︑

まず﹁無我無私﹂︒無我無私は外国の我欲

でなく︑これが権利の放棄︑邪道︑罪悪と

単な護るという事実が︑外国にはないのみ
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大塚正八郎

作られた味と色

はじめに

れる程度にまで︑食生活が科学的に考えら

か︑年齢と栄養所要量の問題などが追求さ

たものかも知れない︒

人間の本能的な噌好に基づいて発達してき

気持は︑理性から出発したものではなく︑

るわけである︒うまい物を食いたいという

食品の調理とか加工というものは︑こう

かしい理屈はぬきにして︑我々はとに角食
わなければからだがもたない︒発育盛りの

ら発達してきた︒

して︑うまい物を口にしたいという気持か

れるようにはなってきている︒しかし︑難

少年時代は︑飲み食いこそ生命の源でさえ

仙段などをすっかり忘れてしまう︒値段な

高く赤性が殆んどないという条件から︑従

これは合成甘味料とも言われ︑甘味度が

人工甘味料

味刑や人工請色剤は孜第に数が畑してきた︒

ろうかと考えるようになってきて︑人工調

あり︑もっと特別な味が作られないものだ

また︑うまい物なら︑見たｎにも統一雌で

ある︒そして︑どうせ飲み食いをするなら
ば︑まずい物よりも︑うまい物の方がいい
のが人情というものである︒

うまい物を飲み食いしたいとなると︑人

大本能の一つといわれる︒空腹になれば︑

んかいくら高くってもいい︑栄養なんか少

は感情の動物で︑食物の栄養価とか料理の

誰でも物を食べたい︒どんな聖人君子でも︑

なくったってうまければいいということに

る︒折角︑種皮や旺芽に含まれるビタミン

﹁物はよく噛めば噛むほど甘くなってくる︒

このような難かしいことを知らなくても︑

、公.Lノ

食欲は︑会話欲・性欲とともに人間の三

食欲の煩悩を逃がれことは難かしい︒第一︑

来サッカリン︑ズルチン︑チクロ等がいろ

なる︒

鰯の目刺と鯛の白身は︑同じ栄養だと言

腹が空っては戦にならない︒人と生まれて
と︑夢中になって乳房を恋い求めることで

最初にやることだって︑精一ぱい泣くこと

大体︑天然の甘味物質には︑糖類︵砂糖

いろな食品の添加物として愛用されてきた︒

など︶のほか︑動物体にも含窒素化合物と

っても︑鯛の方がうまいから︑金のある人
れで結構で︑我々貧措大のあげつらう必要

は鯛のぴんとしたものを食べる︒それはそ

せわしない毎日を生きていくためにも︑

して︑植物体には多環式化合物のように特

ある︒

体力をつけるためにも︑とに角毎日何かし

風と完全に取除いた白米や白︒︿ンを︑うま

ている︒実際に︑食べ物はよく噛む程消化

うまいし︑からだにも良い﹂と教えてくれ

殊のものが含まれている︒昔の先輩たちは︑

の祖先たちのように︑本能を満足させるた

とてもやってはいけない︒勿論︑原始古代

いうまいといって大多数の人が食べている︒

しかし︑栄養になると少し問題が出てく

はない︒

めの飲み食いだけで済まされるものではな

無理をして︑栄養の少ないものに憧れてい

らを食べたり飲んだりしていかなければ︑

く︑現在では︑摂取エネルギーと仕事量と

rol，

間もぐもぐやっていると︑とても甘くてう

たとき︑空腹の際に生米を口に入れて長時

もいいし甘くもなってくる︒私も海軍に居

験では︑九五％がそのままで排世される﹂

く︑熱に強く︑後味も良い︒皆ネズミの試

ｚ国の○営四が正式の名前で︑﹁毒性が少な

って医師の処方菱のようなものがないから

甘味料が問題になるのは︑その使用に当

ない︒

れらの副作用を防ごうという努力に他なら

添加の是非等が科学的に解明されていくも

である︒人工甘味料の添加量の問題を始め︑

のと思われるが︑今後どのような対策をた

良い甘味料として推奨されていたもので︑

サッカリンにしても︑現在はまだ安泰で

まかったことを覚えている︒勿論︑唾液の

あるが︑これだって石炭エーテルの誘導体

てたらいいだろうか︒

今にして思えばの感に堪えない︒

れなのに︑それだけでは足りなくて︑もっ

も︑それなりに甘さがあるわけである︒そ

であるし︑連用すれば消化器障害や腎臓障

作用を忘れてはいけないが︑天然の食物に

と甘くという要求から人工甘味料が考えら

害をおこす恐れのあることは理論上指摘で

最初に﹁毒性が殆んどないという条件﹂

告し︑アメリカの方でかえって騒いでいる

きる︒実際に岩手大などではこの危険を替

沢山とらないようにする︒今のところこん

る︒人工甘味謎の入っている食物を一時に

に作られた甘味のある飲食物の摂取をやめ

をつとめてさける︒人工甘味料による極端

自分で調理する際には人工甘味料の使用

れた吹第である︒

があると述べたけれど︑合成された甘味に

に全く毒性のないものはあり得ないわけで

と言われる︒ここで繰返すと︑人工甘味料

生教育長官が︑人体に危険で発癌物質とな

姿を消した︒チクロは︑昨秋アメリカの厚

もあったが︑毒性が云女されて一昨年から

てきて︑研究室の隅でひそかに作ったこと

ちは風邪薬のフェナセチンを薬局から貰っ

治療薬であれ何であれ︑その毒性による危

のためである︒合成されたものは︑それが

用量・致死量などという区別があるのもそ

して用いていることからも分ると思う︒薬

であっても︑その毒性を利用して治療剤と

ある︒それは︑私たちが服用している薬剤

いか︒

甘味料は薬剤に準じた扱いになるのではな

サッカリンを何グラム使用というように︑

な程度の注意しかない︒糖尿病の患者食に︑

ズルチンは︑戦後何もない時代に︑私た

毒性が全くないとは考えられない︒

る可能性の過ぢことを指摘してから︑我が

険性からまぬかれることはできない︒

したり︑ピリン疹といった全身の湿疹や時

量を用いても人によっては胃腸障害をおこ

よく知られているアスピリンだって︑適

キンがタール染料の合成に成功したことに

が人工着色剤である︒一八五六年に︑︒ハー

仕立てあげようとの気持から生まれたもの

保てない場合があるし︑より椅麗な食物に

鮮度の低下や加工処理等で︑その美しさを

食品の色は︑天然のものが一番美しいが︑

人工着色剤

国でも急に問題になってきた︒アメリカが

には浮脈さえおこすことさえある︒治療薬

くしゃみをすれば︑日本が肺炎になりかね
て十数年前に︑千葉大・熊本大では人体へ

ない例の一つとなったけれどもチクロだっ

が医師の指示によって用いられるのは︑こ

の危険性を響告していたものである︒
チクロはｚ四︐旦巳○一︺⑦×琶呂一奇日昌①︿川﹀︲
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になる︒

始まるから︑相当の歴史を持っていること

お伴で歩くとき︑人工着色剤の使ってない

現に︑デパートの地下の食舶売場を︑妻の

怠慢と考えるような風潮にまでなっている︒

する関心の高まるにつれ多くの問題が浮び

数年前の耽素色ミルク事件以来︑食品に対

理︑偏食それに食中毒だけだったのに︑十

沢庵を黄色に見せかけるオイラックスな

上ってきた︒

ように発癌物質である︒われわれの食生活

し︑味といっても甘味だけでなく多くの味

味と色の他に︑臭いなども作られている

おわりに

食品をさがすのに一苦労する程である︒

どは︑庶民的な人口着色剤であるが︑着色

は︑発癌物質に囲まれているという気持に

タールは︑山極先生の有名な実験で分る

このため︑アメリカに輸出する食品には使

が作られている︒食生活の内容がこれ程き

剤もアメリカの方が使用制限がきびしい︒

用が禁止されているのに︑国内では堂々と

ならざるを得ない︒

赤色タール︑黄色タールを始め︑緑色・

が変っている食物は口にすることを避けた

品︑着色のまだらな食品︑着色部の味や臭

どぎつい着色の食品︑変色の見られる食

り︑世の中も複雑になってきたものとしみ

が︑外に出れば大気汚染・水質の汚濁があ

びしくなると気にしないわけにもいかない

販売されている食品も相当数ある︒

きわどい色に染めている︒子供たちが愛用

しいものに煙草の害がある︒私は︑実は食

それに︑人工的な味や色よりもつと怖ろ

じゑ考える︒

青色・紫のタール染料がいろいろの食品を

いものである︒

その他の添加物など
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する菓子屋の比較的安価な菓子で着色され
てないものは一つもない︒私の愛用するレ

品添加物よりも︑何故百害あって一利ない
お正月にかかすことのできない清酒にも︑

モンスカッシュの中に浮ぶさぐらんぽうの
ピンクの美しさは︑後光灯に映えると︑夜

作られた味と色は︑天然のものを損わず︑

煙草をもっと攻撃しないのか不思議である︒

風味において勝り︑無害なものは問題は全

入ってないと︑酒は腐りやすいし︑味も変

くないが︑前述の通りに︑治療薬にして然

防腐剤のサルチル酸が入っている︒これが
ってしまうというけれどもこれにも腎臓や

の蝶の持つ妖し気なものに変る︒毒性を秘

胃腸障害あるいは中枢神経麻郷をおこす危

めたあでやかな色は︑天然のものに遠く及
である︒緑の美しい昆布も銅化合物ｏ屋︲

ばなくても︑人の食欲をそそることは事実

い味や色の飲食物をさけ︑天然のものをつ

り︑無害というものはあり得ない︒どぎつ

︵特別会員東教大教授医博︶

る最高の味覚というものだからＩ︒

調和のとれた風味と旨味が︑食欲をそそ

とめてとるようにしたいものである︒

である︒

アメリカ輸入のサンドイッチ・スプレッ

険も考えられるという︒とに角困ったもの

ドにも有害な変色防止剤が添加されていて︑

の○隼のなせる仕業で︑天然のものはとても

私たちは子供の頃からの生活の中で︑人

舶来好みの方女にも不安を与えている︒

あんなに美しくはない︒

工着色の飲食物を見過ぎてきたために︑天

以前は︑食物に対する注意といえば︑調

然の色を忘れかけている︒あるいは︑人工
芳色が当り前で︑着色してないのは業者の

､

二月の園芸

渡部弘

草花や樹木は立春をすぎると︑冬眠から
ます︒春の光というには程遠い感じですが︑

さめていよいよ活動をはじめる季節になり
長くなった日ざしには何か暖かさを感じ︑

宿根草や秋まき一年草も生育が活発になっ
てきます︒この時期に畑土や花壇を乾燥さ
せると︑草花苗などは生育や開花が甚だし
く遅れますから︑晴天が続くようなときは
水やりを忘れないことがたいせつです︒

これをフレームに入れるとか暖かい日当た

勇定の原則は︑枯れ枝や弱をしい枝︑内

せん︒

側に混桑合っている枝を切りとること︑そ

三○日ほど早く花が咲きますの

より二○

して生育期には通風と日当りをよくするこ

りのよい場所に移しますと︑自然の開花期
で楽しみです︒また︑︑パンジーやデージー

とが第一の条件です︒バラは株バラ︵叢生

二月二○日

二センチの太い枝は︑四

五本ほど選び︑四方に拡がるように残

二○センチくらい

株全体が盃状型︵扇型︶に整って︑内部の

長するときに外側に伸びますので︑やがて

にします︒外芽で切ると︑発芽して茎が伸

向ってついている芽︶のすぐ上で切るよう

どの枝も︑必ず外芽︵株の中心より外に

す︒

た芽に栄養がゆきわたるよう調整いたしま

べく短かく切って芽の数を制限し︑残され

いてもよい花が開きますが︑細い枝はなる

いので︑長く切って芽を多くさんつけてお

を残して切り込みます︒太い枝は勢力が強

チ以下の細い枝は一五

○センチくらいに切り込盈ますが︑一セン

します︒直径一

三

育した枝の中で︑よく充実した太いものを

①株零くうの勇定昨年春から秋までに生

明いたします︒

しかたがちがいますから︑これを分けて説

なども同じようにすれば︑一足早く春の花

一︑バラの或定

バラ︶とツルバラ︵蔓バラ︶とでは諏定の

みZn蟹'ミヲ'崎定一

をながめられます︒

ゾ．Ｙ
宅︑

本挙れ

ら勇定したのでは︑残した大切な芽を作業

厳寒期を越したバラはそうそう活動期に

ふつう秋に鉢植えしたものは霜柱や乾燥の

の鉢作りのぱあいは︑今まで戸外で十分に

被害を受けないように︑鉢ごと地表すれす

れるなど︑遅れるほど︑結果はよくありま

中にいためたり︑必要な養分が他に消費さ

二五日前後です︒発芽してか

ば根が十分に張り芽も出はじめますから︑

入ります︒蕊定︵枝切り︶の適期は︑冬芽

チューリップやヒヤシンスなど球根草花

す．4･世〈徒
､::::｡士'J陣〈f又

が大きくふくらんだころで︑東京地方では

一八・ｲ丘

するだけで開花を早めることができます︒

沙
ﾉ
団
誠
'曇
ヲ
の
＃
た

れに︑埋め込んでおきますが︑二月に入れ
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〜て
玉

寒さに当っているので︑これからは暖かく

赴く7姑

中心となる︵主枝︶枝の整理がつきますと︑

枝の配置もよくなります︒このようにして

になるようにしますと︑花が蔓全体に咲く

いものはいくらか斜め上︵三○度くらい︶

強い蔓は水平になるくらいにし︑勢いの弱

ようにします︒できれば木箱などに挿して

ビニールなどを獲って寒さや霜の害を防ぐ

が︑日当りのよい庭先などで管理し︑夜は

さに挿します︒場所はフレームが最適です

おくと︑移動が容易で便利です︒六月には

その他の不要な枝は全部切り除きます︒主

バラには病虫害か多いので︑勇定が終っ

をそのまま夏越しさせて︑秋に落葉してか

発根し︑新芽もかなり伸びてきます︒これ

ようになります︒

を選ぶほど株が若返えり︑樹型も安定して

めて︑木全体はもちろん地面にも散布し︑

つぎに︑庭木のなかで落葉樹木類の植え

ら植えひろげるか︑鉢植えにいたします︒

たら石灰硫黄合剤を水で一○倍ほどにうす

枝はできるだけ地際近くから出た太いもの

②蔓バラの郭定蕊バラは株バラのよう

風雨にもよく耐えるものです︒

病源菌や害虫の卵などを防除します︒また︑

かえですが︑やはり新芽の活動しない二

バラはかなり多くの肥料を必要としますか

していなくても︑根はもう活動をはじめま

三月が植えつけの適期です︒まだ芽が活動

に枝を短かく切り込むと花が咲きません︒

すような化成肥料を株の周囲にまき︑軽く

すので︑少し芽がふくらゑ︑葉も少し附き

ら︑芽川し肥といってすぐに肥効をあらわ

枝を伸ばし︑この先に花をつけますので︑

て冬の川に株の周囲に施す有機質肥料︵牛

土の中にすき込んでおきます︒寒肥といっ

ている芽が三月上中旬に発芽して︑新しい
混糸入った古枝などの不要な麓だけを根元

いように注意します︒風に当てたり乾かし

はじめたものでも︑なるべく根をいためな

夏バラは冬越しをした蕊の先のほうについ

から切って間引きいたします︒残す更は小

糞や油粕など︶も高柵期の生育に必要です

今月の中旬から三月の上旬にかけては落

一金参千円也

︲ｌご寄附

京都支会長

石橋雅義殿

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

ります︒

ではより早く︑寒冷地では相等におそくな

月末ごろまで植えかえが出来ますが︑暖地

きは充分に水をやります︒東京地方では三

たりしなければ活着します︒植えつけたと

枝を切る以外はあまり切り込まないことで

もう一つ知っておきたいことは︑垣根やア

葉樹の挿し木の適期です︒レンギョウ︑オ

二︑落葉樹の挿し木と植えかえ

１しよ員ノ○

から︑できるだけ芽出し肥と同時に施しま
三年たった古い蔓は根元から出た新

す︒

二

しい蔓と更新︵新しく入れ替える︶すると

︿−ゴラテ︑ラスなどに蔓をどのよ

樹勢を均一に保つことができます︒なお︑
ーチ︑

ウバイ︑バラ︑ヤナギ︑サンシ﹃一ユなど・か

いない充実したものを選び︑これを約一○

うに誘引すれぱよいかです︒蔓は︑四五度
す︒そのままの角度で伸ばしていくと︑勢

センチに切って︑赤土︑バーミキ﹃一ライト︑

あります︒昨年伸長した枝で花芽をもって

いの強い蔓バラのぱあいは︑先端のほうだ

鹿沼土などに︑全体の長さの三分の一の深

の方向に斜め上にあげていくのがふつうで

けにしか花がつきません︒そこで︑性質の

（25）

地

花の失せぬところ

せだけ

条件である︒その上に︑容貌︑顔色がすぐ

金棒といふわけである︒

れ︑背丈の釣り合ひがよければ︑所謂鬼に

けれども︑たとひ︑よい生まれつきがあ

ったとて︑稽古に励んで修錬の劫を職み︑

その持ちまへを磨き育てるのでなければ︑

折角のよさもそのかひがないと︑観阿弥は

に連ひないが︑観阿弥はさらにこれについ

力説してゐる︒これまた観阿弥の言ふ通り

て︑小児の頃から先輩の適切な指導の許に

いふことを問題にして説いている件りでは

観阿弥が花伝書の中で﹁花とは何か﹂と

この極めて巧桑な用語は︑結局︑舞台的効

いることは︑改めて紹介する必要もないが︑

的な用語として﹁花﹂といふ言葉を使って

擬阿弥が︑能楽論Ｉ芸術論ｌの中心

采を得たような場合でも︑慢心してはなら

ものであるかぎり︑先輩の名人芸を凌ぐ喝

は一時的な若さのよさの現はれに過ぎない

名声を博することがあったとしても︑それ

稽古を積んで青年時代になり︑舞台に出て

必ず﹁花の失せぬ所﹂と言っている︒ここ

と区別し︑この一時的な﹁時の花﹂を恒久

果を言ひ現はしたものであって︑その花の
要素としては︑美しさと面白さと珍らしさ

的な﹁真の花﹂に定着させねばならぬとす

の花伝言と称して︑世阿弥の花伝言とは書
かないことである︒このことは私がその方

花を咲かせる一番のもとは何かと言へば︑

との三つを挙げてゐる︒しかしながらその

でなければ立てることができなかったもの

働きである︒肉体の条件がすべてを決定す

舞台芸術の表現である限り︑それは身体の

である︒身に具はる若さのよさは芸の力に

る︒真の花は芸の実力によって咲かせた花

る︒しからぱ︑一時的な花を恒久的な花に

よってコンスタントに発揮されるようにな

するにはどうすればよいか︒慨阿弥に従へ

いふものは︑持って生まれたもの︑即ち天

ぱ︑それがためには︑若さのよさを十分に

ると言ってもよいのである︒肉体の条件と

経の働く者が︑舞台で活躍するためのよい

賦である身体が柔く︑よく利いて︑運動神

ておいただけのことである︒そのことは世

である○

で︑世阿弥は単に父の所説の口授を筆記し

要するに花伝害という能楽論体系は観阿弥

彼はこれを﹁時の花﹂と言ひ︑﹁真の花﹂

から︑ここに詳しい説明は繰り返さないが︑

の著述の中で度を力説していることである

で特に注意しておきたいのは︑私が観阿弥

馬

ぬ︑と教戒してゐる︒

瀬

阿弥自身が幾度かはっきり証言しているの

（26）

川

けないといふことであろう︒若盛りに殿へ

えのよい時に身に覚えたものは︑後まで抜

だけ長く後まで残すことであるといふ︒覚

き練習を盛んに行なひ︑そのよさを出来る

持ち合はせてゐる時期に︑それを発揮すべ

寒のもので︑次の時期には既にないもの１

生の特時期の特色ｌそれはその一時期の

族︵若衆︶﹂︑﹁年盛り﹂から﹁老年﹂と一

一人の人間の身体に︑﹁ちご﹂から一︲若

彼の常套語は︑そこから出て来るのである︒

にすることである︒﹁花の失せぬ所﹂といふ
に宛︑〃︑

た身体は老後までよく利き︑また︑記憶力

人間の理想であろう︒そういふ境界こそは︑

１を全部残して併有する境界になることは︑

に︑各時期の特色を集中して発揮できるこ

各時期の欠点を補ひ︑欠点をさらけ出さず

妻﹄いう

の旺膿な時代に記憶をよく働かせると︑記
憶力そのものも老年まで衰へない︒

憶した知識が後まで残るばかりでなく︑記
身体で表現する舞台芸術家である観阿弥

老若男女入りまじって共同生活を行なふ

とになるのであろう︒

て健康な若やいだ肉体の持ち主であった様

社会は︑子供もあり︑青年もあり︑中年も

は中世の社会では珍しく五十過ぎても極め
であるが︑それでも四十を越すと︑身体が

年齢のみが持つよき特色を発揮し合って︑

老年も共に生きることによって︑互にその
人間の幸福を実参現する社会生活が営まれる

利かなくなると嘆いてゐる︒しかも作の世

ものであろう︒老人のみの集合体がありと

阿弥に言はせると︑五十を過ぎた老後にも︑

もすべて併せ持った芸を群台で見せたとい

少年のよさも︑青年のよさも︑壮年の特色

すればｌそれば老人赤︲ムの如き形で存
在しているけれどもｌそれば老人のよさ

ふ︒世に稀な舞台人であったことは疑ひな
かろう︒

な世界になるのが常である︒青年のみが団

が結集されるよりも︑老醜のかたまりの様
結してことを起こせば︑常識を打ち破る結

観阿弥は︑人間が本来持ってゐる若さの
か否かが︑一生﹁花﹂を咲かせることができ

果も得られようが︑また一方には若さ故の

よさを中年以後に失はず︑持ち続けられる
るかどうかであると説く︒持ってゐるもの

足りなさが必ず害をなすのである︒

︵青山学院女子短大教授文博︶

を段なふやして発達させて行くのではない︒
元来持ってゐる﹁若さのよさ﹂を失はぬよう

｜︲ＩＩ１ｌ１１ｊｌｌｌ１ＩＩ

泊翁先生と高砂の翁

渡辺正勇一

一泊翁先生はお能︵謡・舞︶の名人であ一

一つた︒槍術とともに︑西村家のお家芸で圭
一もあったが︑母堂の影響も見逃せない︒

一十七歳の頃から眼病のため生命をかけた
一読書誰学の中絶を余儀なくされた先生は
一折から流付の謡曲を藩士某から習い奥儀
一を極め︑さらに梅若六郎の師として当時
一随一の評判の勢又五郎に師事したのであ

ぢた︒自ら浄写の謡曲の製本も一切人手

姫上の﹁商砂の翁﹂そのもので聖寿万才︑｜

にかけぬ程の熱心さであった︒堅の音譜
一などもそうであったという︒これ程に好一
きな謡曲だったのに先生は生涯心に秘め
ておられたのであった︒ついに大悟の先
生は臨終の床上に家人の手を借りて正坐
され︑従容として名曲商砂を謡い納めて
︵もし起ち上れたら翁の面で郷われたで一
あろう︶︑人間修業七十五年の極致ｌ能一

韮五穀豊穣︑国土安穏の祈をこめて﹁老木
一に花﹂の壮厳豪華な劇的終罵を告げられ
たのであった︒﹁道に志し︑徳に拠り︑仁

に依り︑芸に瀞ぶ﹂︵論語・述而︶とい
う孔子の蝿想像を地で行かれた泊翁先生
の死は実に素晴しいものだとつくづく思

一ｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩＩ１︲︲

・０１１１

一うのである︒︵本会主事︶

ワ︺

７︲

ヘーノ

〆Ｉ︑

三知能偏差値

というのです︒

の知能テストで七十五点しかとれません︒﹂

．．．﹂と︑心配顔で訪ねてきました︒﹁学校で

ある教育ママさんが﹁子どものことで⁝

横田佐代次

いろいろききただした所︑とんでもない

で示されています︒

の比を指数の形であらわした知能の発達率

ちがいを知らなかったために︑心配された

母さんは﹁知能指数﹂と﹁知能偏差値﹂の

数ではな

は︑欠点の少ない知能偏差値であらわした

生はその必要もないから︑知能検査の結果

知能年齢を推定し得る長所もあるが︑中学

出てきます︒また︑幼ない時こそ︑将来の

あらわれるので︑知能指数の利用に難点が

ます︒中学生以上は︑その欠点がますます

しか︑恒常的でないという欠点をもってい

たがって︑直接的に上昇する前提において

しかし︑知能指数は︑知能生活年齢にし

の値も︑だいたいわかります︒

小学校時代の指数で︑おとなになってから

がって︑知能指数は恒常的なものであり︑

は十から十五くらいしかありません︒した

は︑特別の事情がないかぎり︑変化のはぱ

齢とちがって︑変化が少なく小学校から先

す︒もともと︑知能指数は知能点や知能年

のへだたりをゑるためにつくられたもので

の記号であらわしていますが︑標準知能と

うものでしょうか︒知能偏差値は︑Ｓ・Ｓ

ところで︑﹁知能偏差値﹂とは︑どうい

した◎

のです︒このことを理解されたお母さんは︑

職

鴎1鶴弱払〕〔者延渋誓遼 是〕畢能鐙鋤

弘
ノ

いをいをれらい相秀すにうす‐つ偏く
こま示るもた、ま当才よあえこ・た差、

︲︲︲︲︲

̲‑一・一一一.一一．一一畠一一」−−−−−−−−‑̲.̲‑−．−−−．一へ一一一一一一一"−−−−−−

その子の七十五点は知能指

抄﹁偏差値が使われています︒

最近の﹁田中Ａ・Ｂ式﹂や﹁ウイスク﹂

．

叩︶一采才津

ェ命粂
ＥＩ１Ｉｊ１

食翠

のすしこつ知すすし知うりのれの値知
お･てとて能ぐかてににま図はでだ能

、

F

恥Ｊ〆

矢唾
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喜色満面︑なんかいも礼を述べてかえりま

、

︵ｗｌＳＣ︶では︑五十を中心に上下に開く

勢1潅備 塁鎮墜聯愚窃存璽

(Ⅱ）

知能の発達と英才教育

早のみこ象と判りました︒

劣

i
鳶 驚鳶（闇
、−､｛夫。

新しい家庭教育
従来の知能テストでは知能の高さと年齢

侭 貿火｡どぅ 辻宰ヅ建永ジ
￨
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夕o
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る個人の位置を︑その平均点からのずれに

知能偏差値は多数の同年齢者の中で占め

もあります︒

態が必ずしも︑あきらかでないという欠点

一次的に算出されないために︑その分布状

重要なことです︒知能指数では︑これを第

学年における相対的位置をとらえる一﹂とが

⁝さらに︑教育評価の基礎としては︑同一

ほうがよいのです︒

ことのできる特色をもっています︒

このように︑個人の異なる性能をも比べる

因をさぐって向上させる処置がとれます︒

は四十であるという場合に︑学力の低い原

もの知能侃差値は五十で︑その学力偏差値

にもあてはまります︒たとえば︑ある子ど

比較は︑同一個人の異なる心理性能の比較

いる︑ということになります︒同じような

の同一集団における相対的位置はすぐれて

十のものは︑七歳で五十のものよりも︑そ

る才能というものを︑あらわすことのでき

創造的知能といった︑人間性全体に関連す

ているにすぎません︒もっと︑実践的知能︑

の中で︑小じんまりした体系を︑ととのえ

れも子どもの言語的な知性を中心にした枠

色をあきらかにしています︒しかし︑いず

一側面を︑操作的にとらえてさまざまな特

ません︒心理学者が︑いままで人間能力の

その概念規定は︑まだあきらかにされてい

る研究がなされなければならないのですが︑

よってあらわすことになっています︒それ

五十より小さくなりますから︑その生徒の

︑いときには五十より大きく︑低いときには

場合は︑だいたい五十になり︑平均より尚

で知能点が︑その生活年齢の平均と等しい

るのです︒そのために︑これを将来の進学

これに関してのかなり高い恒常性が象られ

が進んでも剖合に変わりません︒すなわち︑

において占めた固有の位置は︑生徒の年齢

さらに︑知能偏差値は︑生徒がこの年齢

て︑これらの要素が総合されて︑はたらく

つの要素に︑知能を分類しています︒そし

る︑単諮をおぼえる︑推理する﹂など︑六

る︑数をかぞえる︑物事を立体的に理解す

六年頃になって︑いちじる

アメリカの心理学者︑ギルフォードは

てきます︒

査では︑はっきりしないことがたくさん出

中に入れて考えてきますと︑いまの知能検

しく発達する創造力︑創作力などを知能の

し︑小学校五

はたしかにまとを射ているようです︒しか

記憶や推理の問題になると︑ピネーの説

外似のある心理学者は︑﹁知識を記憶す

知能が平均よりも高いか低いかを知ること

指導や職業指導について参考にすることが

その兄透しはまだ明確になっていません︒

ができます︒

ものが知能であると言っています︒

士ｌｍＣ

知能というものは︑どういうものなのかへ

四知能を高めるしつけ方

調儒罰榊×計

︷邑〆華斯ｌ令季判岳諏一ｎコ

書誌罰叶高︵い・の︶Ｉ

います︒

知能偏差値の算出はつぎのようになって

できます︒

また︑その知能程度も︑標準偏差値を利
用して︑示すこともできます︒すなわち︑

知能偏差値の利用分布状態を用いて︑百人
中約何番目くらいにいるかを︑見ることが
の中で占められる個人の相対的位置を知る

できます︒なお︑知能偏差値は︑同一集団
ものですから︑異なる年齢集団に属する二
できます︒たとえば︑三歳で知能偏差値六

人のものの知能偏差値も︑直接知ることが

（29）

そして︑ウ手一クスラー教授は︑一九四九年

よくない﹂と︑その研究を発表しています︒

に自分の学問的理論をもとにして︑ウイス

栄養がわるいと︑それぞれの分野の発達が

とができない︒したがって︑認知︑記憶︑

ク︵ＷＩＳＣ︶知能テストの新しい方式を

﹁従来の知能テストは︑その性質上︑正解

推理の三つの領域しか測定は不可能である︒

作りました︒

が一つにきまるようなものしか︑取扱うこ

われわれの知的活動で︑もつとも大切な創

これは︑知能をことばによる言語性と動

造的なものが︑はかれないところに問題が
ある﹂といっております︒彼はまた︑﹁人

ようにしたものです︒動作によるのは︑目

作によるものと二つの面から︑測定できる

よる模様とか︑迷路に関するものあるいは︑

と手を用いて行なわれるもので︑秋み木に

間の精神的活動は︑個右の心的要素の機械
まざまの個性的な形に統一する全体的ちか

的総和ではない︒それらの心的要素を︑さ
らが別に存在する︒それが創造である︒し

礎となる情緒も︑からだの健康もまた︑大

による点数が一致するのは珍らしく︑知能

ふますと︑言語性︑動作性︑両方のテスト

ウイスク式のテストを子どもに行なって

動物のく桑あわせや全体をく承立てる問題

きなはたらきをもっている﹂と︑述べてい

にも︑右ききは︑ことばによるものにすぐ

たがって︑知能と性格を統一あらしめる人

ることは︑同感です︒また︑一三Ｉヨーク

れ︑左ききは動作によるものが高いという

などでテストをしますＯ

大学教授ウェクスラーは︑﹁人の性格が︑

間の心的機能が創造性で︑これは性格の基

知能に影響を与える﹂と述べています︒

とができないと考えているのです︒したが

るとし︑知能と性格とをはっきりはなすこ

うに︑学問的にはまだまだ未開拓の分野が

どうしたらよいでしょうか︒先に述べたよ

ところで子どもの知能を高めるのには︑

ことがわかります︒

って︑彼は﹁人格は︑感覚運動︑情緒︑社

わかっておりこれを基礎知能と名づけてい

ありますが記憶が基礎になっていることは

これは︑知能を人格の有機的な分節であ

会性︑知能という分野をもっていて︑感覚

ます︒︵都会員東教大附属坂戸高校長代理︶

運動などの下層から︑しだいに発達し︑変
化しながら形成される︒それゆえ︑環境や

．︐Ⅱ０︐１．●︲

︲

．︲

支会だより

松江支会総会並に特別講演会

長の理学博士石橋雅義先生︵京都支会長︶︒

昭和四十四年十川二十四Ⅱ午後一時より
母衣川市立松寿園に於て奈良大学長石橋雅
義先生︑日本弘道会主事渡辺正勇先生を迎
えて本年度当支会総会を開く︒斎藤松江市
長は支会長として挨拶あり︑続いて渡辺弘
道会主事の挨拶に併せ石橋講師の紹介あり
議事に移り沢村幹事長の会務会計の報告あ
り︒万場異議なく承認︒終て松江市寿会連
合会と共催の特別講演会に入る︒講師は京
都大学・金沢大学の名誉教授現在奈良大学

演題は﹁海洋資源の開発について﹂先生御
専攻の猟蓄を傾けて一時間半に亘り熱弁を
ふるわれ今後の資源開発の新局面として来
会者一同感銘深く傾聴した︒出席者百二十
余名に及び盛会裡に午後四時過ぎ閉会︒
尚当日会場には弘道会の趣旨目標を掲示
し雑誌﹁弘道﹂西村茂樹翁の日本道徳論等
の著書を陳列し弘道会のＰＲにつとめ入会

を呼びかけた︒

七時頃散会︒

閉会後両先生を囲む座談会を開催︒弘道
会の発展に関する意見要望等話に花が咲き

れた︒

翌廿五日両先生は本県大森小学校跡にあ
る西村茂樹翁の記念植樹の現場視察に向わ

（30）

林
詩
道
弘
︑昭和庚戊新年作

雪

禎堂小泉貞子︵横演︶

○○○○○
東風動松竹︒
○○○○○
柴門叉秤﹄年︑
○○○○○
○○○○○

春光千寓里︒

遥看瑞雲鮮．・
評日︒喜気自溢︒佳語調然︒

苔石鳥居菊造︵茅崎︶

︑庚戊元旦作

○○○○○○○
朝陣瑞色入一一新春↓
○○○○○○○
撤笑調然情自親︒
○○○○○○○
和気園蕊歌二聖徳↓
○○○○○○○
悪風茅屋不﹄知﹄貧・﹄
︑︑︑︑︑︑︑
暁雲難唱叉迎﹄春．
︑︑︑︑︑︑︑
笑語嬉嬉瑞色均．
○○○○○○Ｏ
賀客満堂掛二毒酒↓
○○○○○○○
１−

柴門従告此幅迩新．

１１

雲石村田一雄︵横演︶

︑歳晩害懐
梅城八代義昌︵千葉︶

評日︒三四滴新可レ詞

時溶烏雀溢二詔光一

︑︑︑︑︑︑︑
人生牛老在二他郷↓↑
︑︑︑︑︑︑︑
聞酔二屠蘇一髪似陸霜．
︑︑︑︑︑︑︑
草屋梅開春己好︒
○○○○○○○

芳洲新家孝︵三重︶

︑庚戊歳且

評日︒一語炭卒︑年頭警誰

年頭笑語満二吾家↓

︑︑︑︑︑︑︑
馬齢五十叉加九．
︑︑︑︑︑︑︑
樽酒三杯酔欲﹄誇︒
○○○○○○○
朝令誰知噸二暮改↓
○○○○○○○

︑庚戊新年作

評日︒新春好語︒可二以碩戸詳︒

三好･凌石選

寓感横﹄胸難﹄就﹄眠・

︑︑︑︑︑︑︑

ＪⅧｌｌｗｌｌ︑︑︑Ｉｖｌ︑○○○○○○○

書燈獅坐鱒茄然話到名僧飛錫功︒﹄

○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑
此生塊我成二何事↓魚蝦春水憶二宮年一
○
○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑
空過二光陰一又一年．欽仰明賢弘演縁．

○○○○○○○
評日︒淡泊︒感慨自生︒俳果牧来農果大︒
○○○○○○○
粛然煉立古碑前︒
︑碓氷嶺偶枯

ｏ城痛ｏ西︒毒衰︵東京︶評日︒偉芯一言外︒一語自然

唖叶拝揃一理瑠哩︑初秋登大山

茅屋荊然憶二菖時↓登華一路入二幽叢↓

研修働﹄志坐一書雌一秀波栗原精夫︵横漬︶
○
○○○○○○○○○○○○○
霞開折桂猶同首︒雨降山向雲気中︒
○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○
評日︒撲素︒寓感自生不﹄知残暑牛窓下︒
○○○○○○○
東畢坊間暮顎篭．

ｏ私唖坤諏嘩津息子︶評日︒渚新︒園隠吟訓︒

︑孤松

○○○○○○○○︐○○○○○○

塘椛覗根潅一瓢唖︑山館蛎城
翁欝繁枝晩翠淡．獅古中村静子︵逗子︶

動節挺然風韻在．金風玉露不﹄生し塵．

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○
四壁陰掘聾切切．
○○○○○○○

千秋惟見古苔封．山館秋深爽気新︒
評日︒何等清逸︒

︑詣柿陀落山幅緊寺吟懐無限一閑人．

︑潅仙︑寺島︑慶一︑︵千葉︶評日︒秋心雌限︒詩田慰雌

総樹薫風古誌官．＠同題

美
田蔦頃一昨中︒松堂
○○○○○○○○○○○○○○

後三百歳懐二遺徳↓山荘苔径水幽幽︒

一
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錐も

一庭夜色入二吟昨一

○○○○○○○
惟看陰雲宿雨牧︒
○○○○○○○
聴到二銀盤一秋正好．
○○○○○○○
評日︒一二清楚︒三三四
四禿
一秀達︒

︑途別
錬石佐藤辱
良良蔵
蔵︵
︵横漬︶

︑
︑ ︑ ︑ ︑ ︑︑
︑︑︑
雲寓
︒
行突鵬程雲寓
里里︒
︑︑︑︑︑︑︑
軒昂意気座二槍砿弐
○○○○○○○
前途遥望北欧園．
○○○○○○○

努力期﹄君志業成．

△△△△△△△
○○○○○
詩
思特地清︒鶴髪霜誉老骨雄︒紛争逼吟暴胤二綱常﹃
△△△△△△△
評日︒一結千鈎之力︒九十六齢増墾蝶．不二是工場一是教場︒
△△△△△△△
△△△△△△△

＠己酉十一月九日浩然吟祉畢﹄杯献喜頚二高風一女府直須﹄用二巌罰↓

小集聯句於佐藤良燕氏邸︑浩然聯句書生薫育最堪﹄傷．

︑堂容易

理や修行三月︒宿志維成︒

＠月界探険達成補遺・秀波子夙奉二天理教毛偶遵二教

○○○○○○○
○筆
○揮
○○
○雄．錬石鍬
吟
来○
字○字
沃唾矧磁頓崎松堂︑時事漫言瓢乎道人
○○○○○○○
漢
山
翠
壁
竹
橋
東︒松堂輔堀畷﹄噸唆暢咽雲石︑健△
二△
其△
身△△△△
○照
○入
○○
返
林○
幽○
荏○通．公子和穂積稲根揃職錬石古稀饗蝶健二其身弐
△
△
△
△
△
△
△
○○○○○○○
紅
楓
如
陰
錦
細
雨
中
︒
静
古
鰍
探
嘩
輸
撤
蛎
晴
静
古
負
﹄
笈
西
遊
志
愈
新
︒
△
△
△
△
△
△
△
０銭
０何
○○
Ｏ室．雲石歓嬉醐沃唖雁嶋雲石天教
守
事○
晩○節
巌
閲△
月△
︒
△
△修
△三
△△
○地
○入
○﹄
○詩
○思
○何
○窮．凌石幽懐坐自一室端一生．凌石猶
天
看老骨倣二青春記〃
︑喜二月界探険再成一

賦﹄此凌石寛雨人踏﹄月一人期．
宇宙雄飛第二船．上下相持意気昂．

△△△△△△△
航程秒抄遠衝﹄天．天界還逢先握手︒沖細復圃量容易︒
△△△△△△△
探来人類未知境︒刷然蹄着太平洋．幾費折△
衝△猶
未些成．
△△△△△
月界終能偉績惇．︑遊二三浦海岸葛害荘↓宰相縦雄二能娼︾力．
△△△△△△△

︑賀陳一幅波氏開業︑︑︑︑︑︑秀坂蹄朝臨﹄政若馬情．

樋聯一章瓜園叢裡封︑二
潮風↓︑己酉脳月十二日生辰作
︑︑︑︑︑︑

○○○○○○○
︑贈二
二壷
壷天
天上
上野野鎚鎚
太太
郎郎
翁翁
一一
遥看
遥湾
看Ｌ
湾上夕陽紅︒笑畢二霞焔一肌自書︒

△△△△△△△
壇
壊引﹄酔情懐潅．身在二雨崎樫閣中↓健迎八十二生辰︒
○○○○○○○
△△△△△△△
玉
露含﹄香襟袖軽．養二得浩然天地気一鮫潔心持報函身︒

榊川明府
府訪
訪二
二壷
壷翁
翁︑
︑凱
凱綱
綱常
常瓢乎道人悠然楽﹄道只甘﹄貧︒

ｌ︲

評日︒｜意気凌レ天︒可二以壮戸行︒

︑悼友
嵯君臥病寛登仙︒
漠漠青山路幾千．
○○○○○○○
揺落秋風室漉﹄涙．
○○○○○○○
味鴫遥散夕陽天．
評日︒哀悼︒側側逼レ人︒

松堂

︑菊花

︑︑︑︑︑
霞郁東雛下︒

坐看綻二金英一

晩秋霜後色︒

○○○○○
○○○○Ｏ

Ｉ
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七○年代を荷う人々︵敬称略︶

︵昭和四十四年十二月二十七日︶

衆議院議員

︵千葉三区自由民主党当選十一回︶

特別会員水田三喜男

︵千葉三区自由民主党当選十一回︶

特別会員千葉三郎
︵千葉一区自由民主党当選六回︶

特別会員始関伊平
特別会員佐々木義武
︵秋田一区自由民主党当選四回︶

特別会員山村新治郎
︵千葉二区自由民主党当選三回︶
運輸政務次官
︵昭和四十五年一月二十日︶

特別会員参議院議員菅野儀作
北海道開発政務次官︵同︶

︵昭和四十三年十二月以降︶

新入会者芳名

入
入会
会者
者紹介者

島根
吟県
県横
横山
山増
増雄雄
沢沢
村暁之助

児信
玉﹄
冒〃
吉〃
″児玉
吉
″牛尾和春〃

″永井恒三郎〃
″野津昌千代〃

″上村常子〃
″荻野秀寿〃

″千葉不二〃
″安部嘉吉〃
″引野芳子〃
″田中泰造〃
″加藤巌〃
″岩佐文子〃
″笠置唯男〃
″堀江郁郎〃

″田村栄野津鮫

″小林要〃

″川上八郎〃
″吉岡寅一〃

鳥取県大兼利之坂尾正巳

″松本才〃
″稲村勝美河原健次
″三橋誠〃

千葉県小藤百合子藤原岩太郎

兵庫県新田清三大谷湧徳

″茅島雅子〃

東京佐藤多一岩崎晶
一編集後記一

果となり︑米作転換︑交通禍︑大学紛争︑

◇昨年十月厚生省がチクロ使用を禁止し
てから﹁チクロ戦争﹂として添加食品に
ついての警戒心がにわかに高まり︑早速
大塚博士のご説明を頂いたのでしたが本
号となりまして恐縮です︒
◇﹁師走選挙﹂は︑衆議院の議席四八六
中︑自民三○○︑社会九○︑公明四七︑
民社三二︑共産一四︑無所属三という結

祈り上げます︒

沖純千島等難問題山積の七○年代打開の
佐藤強力内閣が去る一月十四日誕生︒本
会は水田︑千葉︑始関︑佐を木︑山村五
先生のご当選︑山村︑菅野両先生のご就
任にお慶びを申し上げるとともに日本の
世界的使命達成のため一段とご健闘の程

■︑ａ噂司タ置い心エｕａＥ■毎里賂夕呂切夕晶︑

ふゎ車凸守夕公▽占摘寸夕血刊夕阜荊夕

◇出光興産は﹁出勤簿も組合もなく︑残
業手当も貰わない﹂という非常に異色の
経営振りでぐんぐんと大発展をとげてい
ます︒かねてご高配の出光会長からその
秘密の鍵を明かして頂きました︒それと
川瀬︑黒羽︑野口︑木下︑片山︑横田諸
賢の玉稿を余寒とは申しながら寒さきび
しい折柄切にご自愛の上︑味読の程願い

上げます︒︵渡︶

弘道売価一冊金四十円

ａｒ︑△ｒも必ｒ廷得手︑▲ｒ︑夕怠もβｒ逸夕ｒ姶夕■︑

昭和四十五年一月二十五日印刷

東京都千代田区西神田三ノーノ六

渡辺正勇

昭和四十五年二月一日発行

編集兼
発行人

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

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

銅認銅日本弘道会

電話︵一雪︶○○○九番

振替口座東京晋一君番

郵便番号一○一
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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﹄の複刻を試永目下第三十四年報
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﹃森有檀全集﹄︵全一一一巻︶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みとり下さいまして︑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鋤需

大日本教育会雑誌

頒価十二万円分売不可

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

評調輔確報第一巻至第十四巻全十四冊頒価五万六千円

全十六冊頒価六万四千円

昭和四十四年九月 第十五巻至第三十巻解題共

第二回配本

文部省第一年報ｌ望一千四年報鯉十五柵慧繍

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

諒宣文堂書店

出版部

電話︷華一一一売坤一一一却霊

振替東京一三二六○一番

