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本堂は本格的の貴重な唐様々式を備えた重要文化財で︑

昭和訓年６月国から指定されている︒昭和２年の解体修

﹁かまくらの十人二郎三郎殿てんかのめいちんなり︵鎌

理の際︑建築当時の珍しい墨書が発見された︒

倉の住人二郎三郎殿天下の名人なり︶︒さへもん三郎︑

九郎二郎両人廿七︒かまくらの住人にて仕候︒年廿七︒

さいわん寺のほうすわりんきのめいちなり︵西願寺の坊
年七月五旧﹂

主は臨機の明智なり︶︒九郎二郎︑左衛門三郎︒明応四

本堂建築に当った大工が関東における唐様建築の本場

だった鎌倉でも名人と言われた当時一流の名匠であり︑

さらに当時の住職が名僧であると自負しているところが

面白い︒本堂は俗に光堂と呼ばれている︒その内陣の柱

の痕で当時のきらめく金色の美しさが想像される︒桁行

や組物の極彩色の朱や金箔の装飾は︑今は僅かに残るそ

３間︑梁間３間︑周囲は切目縁がつき︑屋根は茅の寄棟

造り︑内部は来迎柱と内陣柱とからなる本柱の内側が内

陣︑上部が鏡天井︑周囲が化粧屋根裏天井の外陣となっ

︵本文は会員当寺の住職浅野亮本師の資料により︑

ている︒

写真は慨舞郵便局長高石景一氏の撮影である︶

／

物質主義の腐敗木下広居
国民総生産や国際貿易の黒字といったようなことで日本人は多少︑得意
になっているが︑これでいいのかどうか︒
外国では﹁経済的動物︵エコノミック・ァ一二︑ル︶﹂という有りがたく
った頃︑日本の池田首相と会談したのち︑感想を聞かれた時︑

ないアダ名がついているほどだ︒いまは隠退しているドゴールが大統領だ
﹁トランジスター・ラジオのセールスマンのような男だった﹂

といった︑という話は誰でも知っている︒勤勉では世界一だから︑たいて
ただ︑﹁エコノミック・ァ一言ル﹂とか︑﹁東洋のユダヤ人﹂︑ずるいと

いの国民にも負けないようになった︒

か︑やることが﹁腐敗的だ﹂といわれ出したことについては︑反省しなけ
ればならぬ︒

プロ野球だけが八百長をしているのではない︒政界にも財界にもあるの
ではないか︒権力を取るには︑議員になるためには︑どんなにきたないこ
とをしてもいいのかＯハーマン︑カーンは︑﹁二十一世紀は物質主義に腐
︵本会理事専大教授︶

敗した日本への非難が世界中に拡がる﹂と予言している︒
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西村茂樹・津田仙と米医ハヅホーン

手塚竜麿

囲が広かったけれど︑津田仙もまた﹁異色ある教育者﹂と

のせていないのかという不満がある︒多才で︑その活動範

の師を同じくする津田仙をなぜ西村茂樹の同時代者として

ことにはふれない︒ただ︑佐倉藩出身の教育者として蘭学

である︒明治初期の進歩的学者のつどいである明六社が︑

者であるときめつけこの一面だけを批難する者が多いこと

が一番に残念に思うのは明治時代における国粋主義的な学

西村茂樹となる︒西村についてはいろいろ伝えられている

に出しておく必要があるので一言したが以下は中心人物の

津田のことはこの一文を草するのにはどうしてもはじめ

社廃校後もつづいた津田の学農社は福沢諭吉の慶応義塾︑

して当然あげねばならぬ人物である︒西村と津田とは明六

西欧の新しい文化を紹介した業績はこんにちの時点におい

﹁千葉県史﹂︵明治編︶をみると︑異色ある教育者として

社に名をつらねていることでも同格にあつかわれてしかる

ても高く一評価されているが︑機関誌である﹁明六雑誌﹂が

ける四大私学といわれた︒

べきである︒津田仙は手塚律蔵に蘭学を学び︑森山多吉郎

廃刊のうき目を桑たのは政府の言論抑圧によるものであっ

中村正直の同人社︑尺振八の共立学舎と共に当時府下にお

について英学を修め︑明治六年ウィーンで開かれた明治政

た︒しかし︑同人のすべてが欧化主義者ではなく︑国学︑

西村茂樹︑渡辺辰五郎︑手島精一の三人の名があげてある︒

府参加最初の万国博覧会に派遣されたが︑帰国後麻布に異

漢学をふまえた上で西欧の文化を摂取・吸収し︑よりよい

それに異議をとなえるわけではないが︑ここではこまかい

﹁農業雑誌﹂はこの種雑誌の先駆をなすものであり︑学農

色ある農学校﹁学農社﹂を創立した︒彼の創刊にかかる
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さて西村茂樹は自修学舎創設の願書を明治六年七月に東

でもなく正倫は正睦︵まさよし︶の嗣子で廃藩置県後上京

日本の文化を築きあげようと努めたことはみとめなければ

してから家塾を開業した︒学科は支那学︑英吉利学︑日耳

地︑華族堀田正倫︵まさとも︶邸内となっている︒いうま

洋学者は役にたたないとして洋学とともに漢字を重視した

塁学の三学で教則は学制に定める変則中学によるものであ

京府へ提出した︒その場所は︑深川佐賀町二丁目三十七番

学者もいた︒中村正直や三叉学舎を経営していた箕作秋坪

った︒この学科はすべて西村茂樹︵当時四十五歳二ヵ月︶

ならぬ︒儒教思想は封建制の基盤であるから極力排撃しな

などはいずれも洋学一辺倒ではなく︑英学と共に支那学を

ひとりで受持っていたが教師履歴にはつぎのような記載が

ければならぬという論者もあった反面には︑漢字を知らぬ

教科にとりいれていた︒西村茂樹と同じような立場にたっ

若年ノ頃ヨリ漢学蘭学英学日耳塁学研究仕候得共定師無

ある︒

て私塾をいとなんでいたが︑いままで︑かれの私塾につい
て全容をあきらかにしたものに出くわしたことがない︒た

明治二己巳九月任佐倉藩大参事同四辛未十一月任印膳県

之年月モ亦碇ト覚不申

念である︒思想とは元来国際的視野から評価すべきもので

して︑彼の考え方に宮廷学者的なものが感じられるのは残

をうかがうことができればさいわいである︒それはそれと

う考え方を早く清算し︑再脱欧を実践した思想家の一断面

ゞとも思われる︒要するに︑洋癖家ではなく︑脱亜入欧とい

をもたなかったことが西村の名を有名にしなかったと書い

一編沢諭吉︑中村正直︑新島喪︑近藤真琴のように私立学校

三学兼修はめずらしかった︒立派な教育者でありながら︑

はわからないけれど︑当時の私塾で同一人による外国語の

﹁無之﹂となっている︒いつまでつづいたか︑廃校の時期

社﹂とまぎらわしい︒願書によれば学校用も教師給料も

﹁自修学舎﹂という名称は弘道会の前身である﹁修身学

LOノ

いへん残念なことだが︑史料が発見されないままでいた︒

ようやく数年前に桑つけ出した東京府史料をこの機会に紹

あると信念している私は︑国柄や国情による特殊性は十分

てある著書があるほどだから自修学舎の実績のほどはわか

外国語は間・英・独をこなしていたわけである︒この

権参事同五壬申三月依願免

介したいと思う︒

この史料によって︑のちの著書﹁日本道徳論﹂からだけ

考慮にいれながらも︑キリスト教の教義が日本の国体とは

らないけれど直接学生を教えた西村の一断面はこの府史料

染ての批判に対しあるていどの緩和剤の役割も果たせるか

った︒いまも同じである︒

相いれないという西村の考えにはかねてから同意できなか

／ の 、

一︺①全四︶︾の翻訳である︒さてハッホーンを日本にむすびつ

ーン︵国①昌昌国四昌呂○時口の︶の貴弓言国Ｏｐｍ①︸︺○こ○青さ

に出た﹁農工舟種家中経済﹂は米人医師ヘンリー・ハツホ

略﹂や﹁西史年表﹂などは有名であるが︑明治六年十一月

洋学者としての西村には多くの翻訳書がある︒﹁万国史

っていた︒そのような関係から娘のアンナは普連土女学校

クエーカー教徒としてこの派の機関誌の編集にもたずさわ

になった︒医師であるハッホーンは詩人・随筆家でもあり︑

年︵一八九三︶の秋︑独り娘のアンナを伴って来日すること

いわれる︒日本での好一評に気をよくしたハッホーンはその

をかさねたが︑明治二十六年までに二万五千部も売れたと

この著書は本国でも日本でもたいへんな一評判になり︑版

けるきっかけを与えたのは津田仙であった︒津田は慶応三

の教師となったが︑すでに三十歳をこしていたアンナは来

によっていくらかはうかがえると思う︒

年︵一八六七︶幕府の勘定吟味役小野友三郎使節の随員の

それだけでなく︑明治二十年九月︑普連士女学校が創立さ

日まで故国でやはりクエーカー派の女子学校で教えていた︒

の昌巨の○再︸︺①卑冒ｏ己のの

れたときかげの力となっていてたすけたのは津田仙であり︑

国のときハッホーンの新著曾両の

ひとりとして福沢諭吉︑尺振八などと共に渡米したが︑帰
色目印

その場所は農学社と同番地の津田邸であるなど︑機縁ずく

ｏ胃の○︷旨のｓｇｐの︾︾︵扇亀︶を数冊買求め知人へ

の象やげにした︒農学者となった津田が医学書に目をつけ

医学者でない西村茂樹が医学書を邦訳することはむりだ

めで鼓あった︒

出身だったからであろう︒

たのは関東における西洋医学のメッカともいえる佐倉藩の

以外の著書ということになるが︑これらも津田仙の将来に

ったろう︒そこでとりあげられたのがハッホーンの医学害

なるものと桑てよかろう︒直訳すれば﹁家政百科書﹂とい

ハッホーンは︒ヘンシルヴ舌一ァ大学で医学を修め︑のち

母校の教授となり医学博士のほか法学博士の学位をえた︒

うのだろうが︑国の繁栄のもとは一家の経済にあるという

のがこの著書の主旨であるようだ︒津田が介在したことは

から逆算すると有名な宣教医ヘッバーン︵へボン︶とは母

容易に了解できるのであるが︑それにしても西村とハッホ

来日して明治三十年に七十三歳で死去しているので︑それ

えったハッホーンの新著は︑まだオランダ医学が西洋医学

る手がかりはない︒

ーンとの交遊関係がどのようなものであったか︑それを知

校を同じくする後輩であったことがわかる︒津田がもちか
の花形だった時代のこととて医学界ではめずらしがられた︒

ハッホーンは一度帰国したが︑間もなくふたたび来日し

そして︑明治五年には医師桑田衡平により邦訳され﹁内科
摘要﹂として刊行された︒
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て築地居留地に定住した︒娘のアンナは津田梅子が明治二

いた︒彼女は在日四年で病気のため帰国したので梅子は当

として来日していたアリス・ベーコンで女高師でも教えて

人教師としてえらばれたのはすでに華族女学校の英語教師

塾の経営と教育に尽し津田塾大学の基礎がために献身した︒

時帰国中のアンナをまねいた︒以来︑四十年近く女子英学

ホーン父娘と津田父娘をむすびつけるきっかけともなった︒

父ハッホーンは日本永住をきめ︑死んだら青山に葬って

十二年再度渡米したときにあっているがこのことが︑ハッ

もらいたいとつれづね娘や知人に語っていたといわれるが︑

駄木︶に葬られその墓はともに都史跡に指定されている︒

西村は漢学の師である安井息軒と同じ養源寺︵文京区千

津田は青山霊園に︑ハッホーンは遺言どおりにその外人墓

明治三十年︵一八九七︶二月︑脳出血のため築地五十番の自

ンの九十六歳には及ばず︑七十三歳でなくなったが︑日本

宅でなくなった︒ヘッバーンの後輩でありながらヘッバー

西村茂樹

︵日本英学史学会委員︶

地に埋葬されているがおとずれる人はすぐない︒

その名を知られていないのが残念である︒しかし︑ハッホ

亦差に移す︒︵往事録一五六頁より︶

秋九月︑一旦佐倉に帰り家族を挙げて東京に移り猶堀田邸に寓
居す︒明治六年五月築地軽子橘に居宅を営み是に移住し家塾も

漢学英学の教授を為し︑又正倫君にも英文の読書を伝ふ︒．．：：

余は初め佐倉に住居し︑著述を以て生涯の事業とせんと思ひ
しが︑猶再考するに︑維新以来天下の形勢一変し︑日を益進歩
するの勢あり︒然るに田舎に永く僻居する時は其の見聞狭く随
て知識も亦固肥に陥ることを免かれざるくしと︑因て居を東京
に移さんと欲す︒是より先Ⅲ藩主堀田正倫君は昨年廃藩の時召
されて東京に移り深川佐賀町を以て邸宅とせらる︒余は依て家
令依田柴浦に乞ひ其の邸の一隅を仮りて家塾を開かんと欲す︒
此年五月単身上京して堀田家の邸隅に家塾を建て︑家塾開業の
許可を東京府に得て︑夫より友人の子弟三四名を佐倉より招き

西村家塾開設

を愛する点では決してひけをとらなかった︒ただ︑一般に
ーンの書いた医学書は︑慶応義塾大学医学部の前身ともい
える慶応義塾医学所︵明治六年創立︶や︑これもまた岩手医

科大学の源流ではないかと思われるのだが岩手医学校︵明
治九年創立︶など米医学系学校の教科書表をみると︑﹁ハ
ルッホルン﹂の解剖吉・原病Ｃ内科書・外科書などが使用
されているＯハッホーソが米医学の移植にかくれた業績を
異国にあって父を失ったアンナに対して津田梅子は親身

残したことはこの両医大の生成・発展の跡をみてもわかる︒
も及ばぬ心づかいをし旅行にさそったりしてなぐさめた︒
そして︑私塾創設の計画についても相談したといわれる︒

華族女学校や女高師で教えていた梅子は︑明治三十三年七
月︑わが国で最初の私立女子専門教育機関である女子英学
塾の開設願書を東京府をへて文部省に提出した︒最初の外
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言論における戦後

美忠之

会に於ける知的・道徳的無政府の題で掲載された論文の書

これは今年一月号のアメリカ政治学評論に︑アメリカ社

か〃

はどうしてか︒国民の道徳的共感を破壊する勢力は何

訴えるのか︒青年がその受ける教育に敬意を示さないの

国民の道徳基準すら失われている︒何故に青年は疎外を

ぱらぱらの無秩序無法状態の社会としてしまったのか︒

が流行しているのも︑その現われの一つである︒見聞を広

諸公や実業家の間にその子弟をアメリカに留学させること

崇拝︑外国への従属根性が根強く横たわっている︒政治家

うにしても︑自主独立を説くにしても︑その基底には西洋

て祖国解体に狂奔している︒左右その主張する立場はちが

メリカ従属に反対する連中はまたソ連や中共の手先になっ

メリカ従属の政治と経済が︑日本を見る目をくらまし︑ア

アメリカがクシャミをすれば日本が風邪を引くというア

〃政府はあるが政治はない︒政治目的が欠けている︒政

き出しの文句である︒今日のわが国にそのままあてはまる

めるため外国に留学させることは結構なことではあろう︒

いといえるが︑その背後にある心構えが問題になる︒

事がらであるが︑わが国の状況は一層鼻もちならぬように

しかし留学でなく遊学させただけで︑投資効果を予想した

るに過ぎない︒服装や流行など外見的なことはどうでもよ

思われる︒アメリカの識者は深刻に病むアメリカの救済の

では単なる語り草になっているが︑それには不平等条約改

明治の文明開化︑鹿鳴館時代の西洋模倣の態たらくは今

り予想させる物心両面の環境には我慢できない︒

っている︒馬鹿の一つ覚えというのがこれであろう︒アメ

政治家も︑学者言論人も︑相変らず民主化だ近代化だとい

はこの種の理由すらない︒歌手だの何だのいわゆる芸能人

正のためという理由があった︒戦後の外国の模倣・追随に

れ自体を反省しているのであるが︑わが国では首相以下の

ための精神的な拠りどころを模索してその民主化近代化そ

策もお粗末である︒市民の水準もまた低級だ︒どうして

￨
リカ人たちが乗りこえようとする病弊をそのまま真似てい

（6）

新

に外国名を名乗る者が多いように︑無国籍の混血文化の状
良には優秀な白色人種と混血させようという主張があった

況である︒国際結婚も多くなった︒明治時代︑日本人種改

し当りスカルノ大統領の二号におさまった女や︑外国駐在

が︑この頃また同様な主張をする原生省の役人がいる︒さ

ちなど︑卒先して同じ考え方を重実行したことになる︒

中に西洋婦人を細君にした少なからぬ外務省の若い役人た
民族とか国家を説けば反動だ右翼だと非難する無国籍的
思想状況がこの種の主張や風潮を生み出す︒戦後の民主化︑

近代化の笛を吹き米ソのたいこもちとなった学者やジャー
ナリストがこれを助長したのであったが︑アジア・アフリ
カの新興諸国の強烈なナショナリズムを眼前にして︑彼等
はこれまでの言論にどう責任を負うのであろう︒最近の安
保デモに参加した学生が︑六十年安保の時点では民主化︑

メリカ民主主義の口真似にしか過ぎなかった戦後日本の民

七十年安保以降は階級闘争といった由であるが︑それはア
主主義の破産を示すものであるとともに︑おれたちの方が
百万倍も民主主義的だと宣伝するソ連共産主義勢力が︑ひ
弱い頭の学生や青年層に蔓延している事実を語るものであ
る︒丹頂鶴といわれた︑一握りの日共党員に牛耳られた日
教組︑たして二で割る程度の文教政策が今日の思想的混乱
と関係することを篤と見つめる必要がある︒

何ぞ利を言う西洋とはちがいがあるにしても︑日本人

は高度な精神文化をもつ民族︑幕末に渡来した外人はこの

ように観察した︒白人支配に抗して独立を保ち︑さらには

白人支配をおびやかした誰一の有色人種の国家︑それが戦

西洋帝国主義とは結びつかない︒社会を階級闘争の場とす

前の日本国家であった︒儒教的教養や武士道的精神と近代

に留まるから︑東洋の精神主義・道徳中心の立場とは本末

る対立観に留まるものでもない︒マルキシズムは物的世界

ことから離れて︑不知不識の間に物心ともに西洋化が進め

の置き方がちがう︒西洋の技術東洋の道徳の双方を兼ねる

られたところに︑国策を誤り敗戦にみちびいた根源があっ

たのである︒戦後の言論・教育において︑戦後のすべてを

封建的の一語でしりぞけるから放縦と暴力が横行する結果

ら︑反目不信不安な疏外された利己的な個人だけの生活と

となる︒戦時中の︑乏しぎを分け合う同朋感が失わせたか

しながら祖国に殉じた同胞を︑あたかも侵略戦争の手先と

なる︒デモ騒ぎで死亡した小娘を英雄化して盛んな追悼を

もしないＯそうした本末顛倒がまかり通ることになる︒

して犬死した愚者であるかの如くに︑その英霊を祭ろうと

樺美智子とかをかつぎ廻るのも彼女が革新団体の活動家

であったからである︒此頃になって朝日新聞まで﹁日当デ

モ﹂の語を使用するようになったが︑彼女が日当デモに狩

り出された学生であったら死んだとしても革新陣営が顔写

真を掲げて追悼デモをすることはない︒真実を報道する筈
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司

の新聞がそうした事実について何の註釈もしないから︑死
んだそうだ︑気の毒に︑官憲は怪しからんという心理にな
る︒大衆は新聞のデモ参加記事をそのまま鵜呑承にしてそ
れほど多くの人たちの考えなら正しいのかも知れんと思う
ようになる︒それが一握りの謀略者たちの思うつぼである︒

そうすることによって彼等職業革命家・労働貴族は︑保守
職業政治屋や資本家同様︑庶民には縁遠い高級料亭に入り
びたることもできる︒食える賃金をよこせというのはもう
古い︑と総評の幹部が言った︒労働貴族に成り上った者の
省ゑて他を言った文句である︒眼中に階級しかない者は国
民を見失い国益を蚕食する︒言論表現の自由が民主政治の
基本となっているが︑集団的利己心とその利益だけを目的
とするデモ︑しかも一般公衆に犠牲をしい現実に多額の公
費を浪費させる政治活動が自由の名で放置されてよいのか︒

憲法論議いたずらに盛行して秩序いよいよ弛緩し道義地に
堕ちる︒政府あれども政治が行われない状況がこれであるｏ

大衆は刺激的なニュースを追っかけ回す︒マスコミ企業は
情報過剰の中で健忘症をつくり出す︒例の金嬉老事件︑歴
然とした重罪犯人でありながら︑傍若無人の振舞いをさせ
ている︒盗人にも三分の理という︒金嬉老が民族差別云々
を持ち出したからといって︑まことしやかな口実に過ぎぬ
ことくらい看破できないようではお話にならぬ︒いわんや
金嬉老を守る会など作って弁護これ勉める進歩的文化人と

いう連中は︑犯罪者の人権を守ることに急にして善良な被

害者民衆に背を向けるものである︒

苦楽を分ち合う連帯感を失った民衆は金銭だけを頼りに

る︒サービス産業は物の生産ではないから︑当然に物価高

する︒額に汗して勤労する心構えが薄れて第三次産業に走

を押し進める︒企業は売らねば利潤が入らないから︑あの

手この手の広告をして大衆の消費性向を煽る︒物欲は無限

る︒箸修とレジャーに駆り立てられた大衆は有利な利殖

だから金に困れば詐偽も強盗もやってのける連中も出てく

の餌に惑される︒畜犬会社の﹁犬を飼ってマネービル﹂の

宣伝の餌食になった東京近郊農民の新聞記事があったｏ

﹁まったくヒデエ連中だ︑まんまとだまされた︒もっとも

一千万円取られても食うにやぁ困らねえが﹂と︒この農民

は政府の土地政策の貧困︑憲法の保障規定のお蔭？で巨

額な不労所得を手に入れたのであろう︒政治の貧困︑教育

の不在︑世相の混乱︑いずれも日本国憲法運営二十五年の

悲しむべき実状である︒どこに過誤があるのか︑責任をい

て篤と反省せねばなるまい︒

かに追及するか︒あの悲痛な記念すべき八月十五日に際し

︵本会一評議員皇学館大学教授︶
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天子さまのヅヅジ
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私たちは︑霧雨とはいえ雨も降ることだ

から︑今朝はお庭の御散歩もあるまいと︑

階下の室で雑談していると︑突然陛下が二

雨の中を庭の芝生にお出ましになり︑その

階から下りて来られ︑シカッカと廊下から

西村幸二郎まま斜めに一直線に芝生を横切って庭の隅

の方を目がけてドンドン歩いていらっしゃ

る︒皇后様もすぐそのあとをおつづきにな

両陛下の御座所は︑明石海峡を隔てて︑まったくアッという間のことだった︒お

先導の大任をもおおせつかったのである︒る︒

淡路島を一望の下に見渡す二階の洋室を当供の方たちもあわてて︑﹁それお傘︑お傘﹂

無事︑大役を果した翌六Ⅱは︑朝から組のあとを追って背後からお傘をさしかけた

てることにした︒と言いながら︑用懲の傘をもって︑両陛下

︵編︶

﹁天子さまのツッジの蒲がふくらんで来ま

糸のような霧雨が︑降ったりやんだりしてのであった︒私もつづいた︒

ツッジだ︒これを﹁天子さまのツッジ﹂と

ら二階を見上げると︑皇后様には早くも︑場を設けてあった︒すぐ傍の桜の老樹が一

私は侍従の方々と一緒に庭に出て芝生かて円くコンクリート欺きにして野外ダンス

いた︒庭園の東南隅に約二十坪ほどを掘り下げ

わが家で呼ぶのにはワヶがあるのだ︒

と陛下がその後ろに立って及び腰にのぞき遠望すると︑﹁雨に煙る池畔の桜﹂と映る

就てご習塾になったとのことである︒︶する罪冬円盤上の水に散り敷く風情が美しく︑

つしやる︒︵皇后様は日本画を川合玉堂にていたが︑折からの雨にそぼ濡れて︑落花

月︑天皇皇后両陛下は兵庫県下の植樹祭に

いるお姿が拝せられた︒恐らく画のご批評陛下はお部屋から︑この景色を眺めて居ら

でもしていらっしゃるのであろう︒・れたが︑この池とも見え︑また池でもなさ

込みながら︑何か楽しげにお話しになってのであった︒あとで洩れ承ったのだが︑両

して万端のお世話を主宰するかたわら︑御

ホテル・トウキョウの経営下にあった﹁舞

御臨幸になって︑五日と六日の両日を当時

もうだいぶ以前になる︒昭和二十九年四

淡路島を眺めながら頻りに写生をしていら本︑満開もやや過ぎ枝もたわわに咲き乱れ

る︒例の葉に先立って赤紫の花をつける山

なるほど山ツッジの蒲が色づいて来てい

見る︒

したよ﹂と老妻に言われて︑私も庭に出て

いたものです︒

のご諒解を得て一段と巨細に加筆して頂

文芸春秋七月号に掲載の本文に︑同誌

蕊舞鍔.:.無

子ヴィラ﹂に御宿泊になった︒私は社長と
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蕊溌溌蕊

そうなものを不審におぼしめされ︑いった

し上げると︑ノミッ︾ハッッジとがあり︑前者は雄蕊が五

ある︒私が﹁山ツッジでございます﹂と申知り得たのであった︒ミッバッッジとコパ

ま低いが感嘆の声を発せられた︒った︒

︑︑︑︑︑

皇后様は﹁まあ縞一鹿だこと！﹂とすぐさ本︑後者は雄蕊が十本であることは後に知

い何だろうと︑確かめるため雨の中を庭に
お出になられたということだった︒

陛下はきわめて和やかな御態度で﹁これ

がめて花の一つを左の指先きでやんわりとよく知ってるよ﹂と仰せになった︒多分︑

陛下は近女と花をご覧になると︑腰をか陛下はさらに皇后様に﹁よっちゃんなら

﹁野外ダンス場に作ったのでございます︒

ツバッッジと言うのだが﹂と仰せられながして︑皇子様を吾々国民と同じ様な愛称で

持ちささえ︑皇后様に向って︑﹁これはミ義宮様︵今の常陸宮︶のことだろうと拝察

は何だろうか？﹂とおたずになった︒

います﹂とお答え申し上げたたところ︑

ら﹁葉が三枚あるのだよ﹂とつづけられた︒呼ばれるのを︑珍らしい様なまたほほ笑主

夏など︑涼皐がてらダンスをするんでござ
﹁アァそう﹂と例のお調子で︑やっと納得

陛下はまた︑皇后さまを振返られ︑﹁来いていらっしゃる︒この頃には霧雨もはれ

つである︒皇后様は終始嬉しげに一ヨーョしてうなづ

るほど︑出かかった葉は︑いずれも三枚ず皇﹂の息吹きを身近かに感じたのである︒

私も陛下の横からのぞき込んで見ると︑なしく嬉しぐさえ拝聴して︑如実に﹁人間天

ダンス場の周囲は四・五米程の高さの土

がいったというご様子だった︒

手になっている︒土手の上まで斜めに路が

る途中︑関ガ原の附近にもこれと同じシシ上って皆の傘は閉じられていた︒陛下は咲

ついている︒陛下はその路を緩つくりお上

ジが咲いていて︑汽車の窓から見えたでしき揃ったツッジを次炎にめでられながら玉

つつけるようにお近づけになって︑花の雄庭のほうへお戻りになるとばかり思ってい

ひと

り返り︑少しおくれておあとについて︑上っ

をおいて︑﹁これは小葉のほうだね︑それ整えられた庭はすでに尽きてツッジの一

こば

よう﹂とおっしゃった︒そしてしばらく間歩を運ばれる︒

おしべむら

りになって︑そこで立ち止まって後ろを振
て来られる皇后様のお足許を︑おいたわり
の眼な差しでヂット見つめて︑今にもお手

蕊を右の人差指で一本一本指しながら︑丹たのにそのまま薮の中へ入ってお了いにな

を 取 ら ん ば か り の ご 様 子 で 待 っ て 居 ら れ た ︒ だと雄蕊が十本あるのだょ﹂と顔を花にく叢は自然の雑木林の中へとつづいている︒

皇后様が上り切られると始めて陛下は再び

私は今までただ山ツッジとばかり思って幅四○センチあるかなしかの細い小径が

念に十本まで数えあげられるのだった︒ったのだ︒

いたのに︑陛下のお言葉で初めてその正しついてはいるが︑平素は全く人も通らぬ処

にはゴルフの練習場が作ってあり︑金網が
張りめぐらしてある︒その金網に沿って山

い名を知ったばかりか︑その名の所以をもなので︑雑木林が生いかぶさっている︒陛

先に立ってお歩き始めになった︒土手の上

ツッジが一面に生えている︒折から眼のさ

ゆえん

めるようなあざやかな紅葉色の花が満開で
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その径を﹁一ツクリ進まれるのだ︒皇后様もと梢を仰いで︑しげしげと眺めて居られる︒ツッジ﹂と呼んでその時ご下賜の朱塗りの

こずえ

下は少しも意に介せず︑雨にぬれそぽったのぞいているのをお見付けになった︒じっ移し植え︑これをわが家では﹁天子さまの

申すまでもなくそのおあとに続かれる︒私見れば︑あまり美しからぬ白い一重の花が︑天盃とともに家の宝として大切にしている

はオャオャと思いながら随いた︒侍従二三数も少なに咲いているばかりである︒私がのである︒
人と一二の女官がさらに私の後ろからゾロケゲンな顔をしていると︑

ゾロと笑いさざめきながらついて来られる︒﹁ああ︑これは大島桜だよ：：・・この辺に器芳器

一本の潅木にお目をとめられ︑それを指し東方面にあるものなんだが︑こんな所まで翌三十年春四月︑皇后様の特別のお勧め

かんぼく

こんな薮の何が面白いのかと思っていると︑この桜が咲くのは珍しいね手⁝：大体︑関

か﹂とお尋ねがあった︒見れば何の奇もなただ何の変哲もない見すぼらしい桜に過様が︑二人のお供を連れて︑折柄の春休み

ながら﹁この木は︑わざわざ植えたのです来てるのかなァ﹂と仰せられた︒で︑当時︑十九歳の﹁よっちゃん﹂﹁義宮﹂

い平凡な一雑木に過ぎないので︑﹁いいえ︑ぎないと私が思っていた桜を︑陛下はそのを利用して︑わざわざ﹁舞子ヴィラ﹂にお

別に植えたのではございません﹂と申し上名前のみか分布までチャンとご存知なので見えになり︑ご一泊の上︑例のお庭で腿ら

げると︑﹁カクレミノという木だよ﹂と教ある︒私は今さら陛下のご造詣の深さに感かな陽光を浴びながら絶最を賞で︑プラン

えて下さった︒妙な名だなアと思って見直嘆するばかりであった︒．などに乗って半日をお寛ろぎになったの

つけた二メートルほどの細い木である︒私后様が殊の外お気に召したご様子だったの申上げるの光栄に浴し︑庭をそぞろ歩きし

すと︑八シ手に似た小さなつややかな葉を︐私はご散歩のお供が終ったあとすぐ様皇であるが︑その時も私がご案内且お相手を

は﹁これは大変珍しい木で︑こんな薮の中で︑そのミツｅハッッジの満開の数校を手折ながら︑両陛下のご様子など事細かにお話

に自然に生える木ではなく︑先人がわざわって両陛下の徒然のお慰めにもとお部屋にし申上げたのであった︒
うそ

ざ植えたのかも知れぬ︒これは嘘を申し上お生け申上げたのであった︒︵昭妬・７．１︶

げてしまったか﹂と悔んだが︑今さら及ぱはからずも両陛下の玉体に触れんばかり︵本会評議員

くつる

ない︒のお近くで︑きわめてうち寛いだ雰囲気で︑元ホテル・トゥキョゥ社長︶
陛下はさらに奥へと歩を進められる︒少お言葉を賜わったり︑お答え申し上げたり
ヒョロヒョロした貧弱な桜が︑薮かげからもと︑私はそのコ︑︿ノミッバッッジを庭に

しばかり先の今度は左手に高さ六・七米のした︑またと得られぬ光栄に浴した記念に
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ソ連という国︑

鉄︑石炭︑石油︑非常な基幹産業が全部
一割減ぐらいになっておりまして︑私ども
はソ連経済の不振だろうというように考え

ソ連の経済状態
ソ連の政治の問題点は政治が︑経済の不

った説明はしておりませんで︑今年の目標

ておりますけれども︑ソ連の方ではそうい
額は十分に達成できるというように考えて

ろソ連政治の最重点は経済振興ということ
じゃないかと思いますけれども︑今年は六

おります︒

振ということが一大きな要素になる︒むし

六年からの五ヵ年計画の最終年度でござい
ましてこれはブレジネフ体制になってから

しかし実態は︑主要基幹部門においては︑

画の成果加何ということが非常に大きなフ

らん︒現在週五日制でございまして土日は

験では︑とくにソ連人はあまりお働きにな

この経済不振の斌大の理由は私どもの体

かなり苦しい眼を味わっているんじゃない

ァクターになって来ますけれども︑今年の

完全にお休承でございます︒これは三年前

の最初の五ヵ年計画︒ブレジネフが今後更

五ヵ年計画の目標といいますのは︑実は五

かという感じがします︒

年前に︑現在の五ヵ年計画が発表された目

にソ連革命五十周年を記念いたしまして︑

に政権を続けようという場合には五ヵ年計

標額よりもかなり低いのでございます︒

１１

清

って二回テレビ放送をしまして﹁日本人は

に強い印象を持っておりまして︑ソ連に帰

場をみて︑日本の労働者の働きぶりに非常

ほど参っておりますけれども︑いろんな工

これは実は︑例のミコャンが日本に二回

は︑正に雲泥の差があります︒

も土曜も全力を挙げて働いておられるのと

と五日分しか働かない︒日本のように金曜

ございますけれども︑やはり五日にします

としては六日分働くということだったので

条件としては生産性を低めない︒仕事の量

的に施行したわけでございますが︑その際

国民に対するごほうびとして五日制を全国

川

象を与えておりまして︑私も去年︑南のソ

立派だ﹂といって︑ソ連人に非常に強い印
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古

でロシア人とだべっておりました︒その人

チという避暑地に旅行に参りまして︑海岸

うございまして︑これだけ広い土地であり

第三回の原因は︑内部の連絡が非常に悪

ものですから︑ソ連の人といたしましても︑

非常に資本主義的な内容を強くいたします

しかし︑これを全部自由にいたしますと︑

この点なかなか踏み切りがつかないじゃな

ことが非常に重要なわけでございますけれ

ますから︑国内のコミニケーションという

いかという感じがいたします︒

いましたが︑すでに五六年前のミコャンの

ども︑地方に電話をかけるのが全く一仕事

はレニングラードから来た青年技師でござ
テレビ放送に﹁強い印象を持った﹂という

でございまして︑数時間待ってようやくつ

おりましたけれども︑恐らくこれはほんと

の工場が能率が悪いということをこぼして

でも帰って来ない︒時間励行でなく︑ソ連

を吸うといってすぐ職場を離れて︑いつま

その人の話によりますと︑工場では煙草

おりませんし︑国が大きいだけに受けるマ

即時ダイアルという制度はまだまだできて

を感じているんじゃないか︒日本のような

これだけでかい国の中で非常に連絡に不便

うことで︑ソ連の内部の方をも︑お互いに

ながりますと︑非常に聞きとりにくいとい

チエコのような考え方をする学者もなんら

を以って押えつけた現在におきましては︑

え方であったわけですが︑あれを頭から力

をもっと自由にしなきゃいけないという考

には外国の借入れ金を入れて︑チエコの中

ありまして︑チエコの経済を振興するため

正しく根本問題は経済問題であったわけで

特に︑チエコのああいった騒動のあとで︑

ことを言っておりました︒

のことではないかという感じがいたします︒

イナスが非常に大きいんじゃないかという

すから︑無理して生産を上げる必要もない︒

だけるという格好になっておりますもので

し︑借金という形でなくて︑そのままいた

ても︑これは国家が全部補填してくれます

になりますと︑各企業体が生産をふやすと

を中央でコントロールする︒こういうこと

り総体的な限界がございまして︑生産計画

しておりますけれども︑物価は公定でかな

いろいろ経済を振興しようと思って努力は

最近は利潤概念などを導入いたしまして︑

繁にいわれていることでございますけれど

が︑最近のソ連の外交の中では︑非常に頻

外交になりますと︑平和共存ということ

期にみた場合マイナスであったのじやない

これはソ連にとっても︑あゑ叩喋では長

発言の機会を与えられません︒

第二の原因は︑競争が全然ないというこ

競争がない︒

いう幅が限定されるわけでありまして︑物

も︑これは本質的には︑世界革命をする気

感じがいたします︒

最近〃新経済システム〃ということで︑

限りはまだまだ︑新経済システムは期待す

価を中央で押え︑計画を中央で押えている

いるという感じがするわけでございます︒

持は持っていない︒また実力もなくなって

とが非常に大きな原因ではないかと思いま

多少競争の要素を入れようということで努

るほどうまくはいかないじゃないかという

す︒つまり︑ある企業体が赤字になりまし

力しているわけでございますけれども︑実

気がいたします︒

か○

際問題としてはなかなかうまくいっておら

ソ連の外交と世界革命

んというのが実状でございます︒
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革命の輸出までは本気に考えていない︒国

これもとりもなおきず国内問題をなんと

ております︒

か解決したいという気持の表われだと思い

内問題が非常に山積しておりますから︑長
期的にはもちろん︑理想の形として︑理念
ます︒

ンの良さに非常に驚歎して帰るわけでござ

ビスの良さ︑便利の良さ︑コミニケーショ

ヨーロッ・︿の問題でも︑ヨーロッ・︿安全

事大国になる可能性は残っておる︒つまり

の経済大国になった日本が︑一夜にして軍

しかしながら︑同時に彼らは︑世界第三

います︒

保障会議とかいろんなことで︑ヨーロッ︒︿

に転化できるのである︒これは警戒してか

平和産業といっても一晩のうちに軍事﹃産業

いますけれども︑しかし︑当面の問題は国

的には世界革命というものを堅持すると思
内問題に忙殺されておるということから︑

の現状維持︑つまりオーデル︑ナイセの線

からないととんでもないことになる︒とい

ソ連としては現状維持ということでありま

版図で満足する︒そういったことを強く打

をそのまま確定するとか︑ドイツは現在の

現状維持ということの裏には︑これ以上

心は︑最近日本に対する脅威の観念と平行

う気持でございまして︑日本に対する警戒

す︒

これは正しくソ連が現在の中だけで満足す

ち出しているわけでございます︒けれども︑

に北方領土の問題などにつきましては︑非

して強まっているようでございまして︑特

自分は手を拡げないからここでがまんして

るという気持を表わしているのではないか︒

くれ︑あとは自分達が国内問題を自由にや
る期間を与えてくれというのが本心ではな

近の論評をふておりますと︑政府の方はク

常に向うの態度は固いようであります︒最
ソ連の対日観はどうかという問題は結論

いいというようなことを言っているようだ

ナシリ・エトロフ・ハポマイ・シコタンで

ソ連の対日政策

と︑帝国主義が社会主義を侵害していると

的に申し上げますと︑ソ連は日本に対して︑

ソ連の要人の演説や論文を読んでみます

かろうかという感じがいたします︒

いうようなのがよくみえるわけでございま

時に非常な警戒心が裏腹でございまして︑

ことだろうと思いますけど︶南樺太まで返

けれども︑ほかの方は︵たとえば共産党の

非常な尊敬を持っておりますけれども︑同

せというのではこれではどこまで返せば納

﹁社会主義が︑われわれ自由主義国を侵害

日本の幕進する経済力︑遂に西独を追い抜

得するというのか判らない︒だから︑十分

して︑これは一昔前の資本主義の連中が︑

している﹂ということと︑おなじいい方で

きまして︑ＧＮＰでは世界第三位︑資本主

がございます︒返還ということは私どもが

﹁帝国主義が社会主義を撹乱しはじめてい

て︑ソ連人と会いますとまず﹁日本はすば

警戒を怠たるべきではない︒という考え方

つまり外からそういう力が入って来てい

しかし︑貿易額は七億ドル近くになって

想像する以上に難しい問題だと思います︒

義国では第二位までいったという偉大なる

るということを認めているわけでございま

は︑ことごとく日本の物資の豊富さ︑サー

らしい国だ﹂特に日本に参りましたソ連人

経済成長率にはビックリ仰天でございまし

して基本的な姿勢としては︑守勢的防禦的

る﹂という︒

な姿勢をとっておるというように私は感じ
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て延びております︒

連の態度は少しずつ理解を深めて参りまし

る方の努力の結果だろうと思いますが︑ソ

おります︒これも易貿に携っていらっしゃ

来まして︑経済的には非常に円滑に進んで

ないほど幅が広うございます︒

きな発電所がございますが︑向う岸がみえ

ボルガ河に行きました︒あすこに非常に大

帰ってから︑ある時ブラリと町へ出まして︑

て︑半ば護衛のようなものですが︑通訳が

洋の君子国とくらべますと︑大分違うんじ

件があってもわれ関せずというどこかの東

いぐらいでございます︒電車の中で暴行事

ないととんでもないことになる﹂とうるさ

す︒会う入ごとに﹁あんた︑帽子をかぶら

た︑うしろにエンジンをつけた小さい舟か

見渡しましたところ︑ちょうど︑いま着い

ということが徹底し過ぎましたので︑人に

まり革命によりまして︑全部が主人である

せんけど︑非常に官僚的な気風が強い︒つ

それから︑第二の欠点になるかもしれま

ゃないか︒

ら︑漁師象たいな人が降りましたので﹁乗

対するサービス精神というものが失われた

ちょっと舟に乗りたいなと思いまして︑

私どももできるだけ両国関係が円滑になる

っけてくれないか﹂といったところ︑快よ

政治的にもソ連は隣国でございますから︑

ように努力をしているわけでございます︒

く乗せてくれまして︑約一時間ばかり説明

ソ連人気質とその生活
最後に非常に雑談的でございますけたど

ような感じがいたします︒

お金をあげようとしましたら﹁お金はい

まる店に五時一秒後に入りましても絶対に

でございますけれども︑たとえば五時に閉

これと親切心とどう併存しているか奇妙

をしてくれまして︑近辺を廻ってくれまし

らん﹂これだけ親切な人は承たことがあり

売りません︒

それから冬になりますと零下三十五度く

すと︑田舎からお婆さんが︑遠くから来て︑

たところが大げんかが起っている︒聞きま

うになって︑本屋に行って買おうとしまし

最近は年賀状みたいなものを売り出すよ

ません︒これまた非常に強い印象を受けま

たＯ

もソ連人気質というものを申し上げてゑた
いと思います︒ソ連人はあったかい国民で
しい面がございます︒

ありまして︑非常に友好的で︑親切でやさ
これがどうして︑政府のお役人になりま
日本の官僚もそういう面を持っているかと

らいに下りまして︑毛皮の帽子をかぶって

五時一分後に着いた︒そしたらどうしても

した︒

思いますけれども︑その変化は正に驚くべ

しくなるといわれておりまして︑どの程度

歩きませんと︑老人になってから脳がおか

売ってくれないので﹁明日来たら必ずある

すと︑あれだけ頑なになり︑強引になるか︑

きものです︒個人的には私の二年間の経験

ほんとか判りませんけれども︑私どもは零

十年前に︑ソ連を一ヵ月ほど旅行した際

りまして︑なんとなくサッ・くりした感じで

くても平気でございます︒空気が乾いてお

下五度や十度では︑むしろ帽子をかぶらな

スに乗ったり︑汽車に乗ったりして帰り翌

か？﹂というと﹁必ずある﹂というのでバ

ゃないかと思います︑

で︑こんなに親切な国民はよそにないんじ

にポルググラード︵前のスターリングラー

日来たら売り切れておった︒売り子に﹁お
ド︶に参りまして︑通訳がついておりまし
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前はなぜ売ったんだ︒約束したじゃない
かという気持が致します︒

おなじ地球の上にこれだけ違う国があるの

切符がないから何とかしてくれ﹂といった

て参りまして﹁帰ろうと思ったら飛行機の

ら︑すぐに電話してくれて﹁切符がある

か﹂売り子は冷然として﹁私は売るのが仕

んと座席番号を書いてくれる︒ずいぶん親

最近の新聞では﹁サービス精神をよくし

切だなと思って︑乗ったわけですが手洗に

事です﹂という︒これなんかも官僚的な一

待たしておいた車でアイロフロートに戻

ぞ﹂というわけです︒

第三は︑非常に権力に弱いという感じが

ないと︑お互いが苦労する﹂という投書が

あるわけでございます︒私ども外交官とし

こんなとこに座っているの？﹂と聞きまし

行ったら︑中に老人が座っている﹁なんで

面でございます︒こういうのは︑ロシア人

一般的にいって気がイライラしておる感

たら︑﹁実は私は座席があるといわれて乗

りますと︑五分前になかった切符に︑ちゃ

じがする︒私の大使館の隣の方から女の人

ては苦労していることが多いのでございま

ってみたらないという︒どうしても乗っけ

あるんですがなかなかうまくいっていない

が髪の毛をつかみながら出て来たのをみた

にうまくいきますけど︑下からあげていく

して︑おなじ話を上からおろす場合は非常

てくれというと︑そんなに乗りたかったら

一般が体験している不快感であろうと届←

ことがあります︒最近でも日本の町中で女

場合は非常に困難にぶつかるということが

のが実状でございます︒

の人のけんかしているのをみたことはあり

ございます︒なにか事がある場合はコネを

ます︒

ます︒

ませんから︑私は生れてはじめてでござい

私一昨年︑モスクワからキエフに出張し

モスクワはすぐだ︒安心しなさい﹂と慰め

けにもいかず︑煙草を二三本上げて﹁もう

︵爆笑︶気の毒になりましたが告白するわ

正しくぶんどったのは私でありまして

手洗いにでも入っていけ﹂というわけだ︒

たことがございます︒飛行機で約二時間足

くなっております︒

つかって上からおろす方が一番手っとり早

あるセルフサービスの食堂に参りました
なしに聞いてみますと︑レジスターのおば

らずここで帰りの飛行機がとれない︑オー

時に列の中で大けんかしている︒聞くとも

た値段と違っていたらしい︒おばさんがも

さんの請求の値段と買った本人の考えてい

んかになった挙げ句に一カ．ヘーク投げたら︑

のおばさんは自分の計算ではおかしい︒け

う一カ．ヘークよこせといったら︑買った方

でだめだ﹂という︒私は約束をしたことが

フロｉ卜に参りますと﹁その飛行機は満員

モスクワに帰らなければならない︒アイロ

の用事がすぷまして︑その夜にどうしても

プンのまま行ったわけでございます︒向う

人はギャーギャー騒ぎたてません︒あれだ

やりきれない︒そういう場合にもロシアの

ですけれども︑そのおじいさんにとっては

私としては︑非常にありがたかったわけ

運悪くスープの中に入ってしまった︒これ

てたと思います︒

けやさしい国民だから共産党が五十年間持

て︑席へ戻ったことがございます︒

がけんかの原因になった︒

むなく会いに行った向うの要人に車で走っ

あってどうしても帰らなければいかん︒止
日本のデ︒︿−卜では︑非常にサービス精
神がよろしい︒日本に戻って参りますと︑
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らうと簡単にとれる︒恐らくどなたか追い

がいまして芝居の切符も政府から頼んでも

権力に対して無駄な抵抗をしない︒した

ソ連人全体としてはいまの体制に極めて満

からみれば非常に豊富でございますから︑

家もどんどん建っております︒物資も戦前

これが東欧︑たとえばチマヨなんかはも

足している︒

高石静一

白石文代
関根利雄

山形禎三郎

田中貢

堆石夫

出しているのでしょう︒︵笑い︶

ともといい生活をしておって︑戦前には労

中村庄司
平田倹二
山崎運吉

菅谷的

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃石〃〃菅三相〃〃〃〃〃〃

橋香峰

正凌敏

非常に驚きましたことは︑日本のあるォ
・ヘラのお好きな外務大臣がおいでになって︑

働者でも郊外に別荘を持っており車で通勤
したというくらいヨーロッパ随一の生活程
それが一九四八年に共産党が政権をとり

度の高さであった︒

馬

谷好

レニングラードにバレーがなかったんです
けど行ってみると零ハレーができている︒出
を受ける側は非常にありがたいわけです︒

し物をサッと入れ替えてやった︒もてなし

竹蓋鉄之助

高野勝徳

鈴木鉄太郎

木内良三

鎌形春三郎

秋葉モ卜
岩立治期
池谷善和
鎌形重敏

秋葉昇一

菱木長良
保科敬夫

葉奈海
県川道

竹蓋信義
那智福松
宮崎照子

、4Jノ

ましてからは下がる一方でございまして︑

理の当然でご︑ざいます︒

これではあれだけ強い抵抗運動が起るのは
ここにソ連と東欧の基本的な違いがある
という感じがいたします︒大変あちこち飛
び廻った話になりましたが︑あとは皆様方
のご質問をお受けしたいと思います︒
︵ソ連大使館一等書記官︶

︵昭和四十三年四月以降︶

新入会員芳名
入会者︵敬称略︶紹介者

千葉県鎌田実渡辺正勇

″篠田惣次〃

rlワ、

お客さんの方は別のものをみせられるとい
う結果になりますから︑その点ではお気の
毒だったわけです︒どうも日本人はそうい
うもてなしができないので︑残念といえば
残念でございます︒

私のみる限り人民は現体制に対して不満
は少なくとも持っておりません︒ある意味
では感謝している︒これが東欧圏と非常に
大きな違いでございまして︑五十年前には
餓死したものが何十万あったかというひど
い生活︑それから農業集団化でひどい生活︑

スターリンの政治︑ヒットラーが来て国中
めちゃくちゃになったということで今日ほ
でございます︒戦後二十何年間平和な時代︑

どいい生活はソ連人は味わっていないわけ

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃千神北〃〃〃〃〃〃

夏の健康管理
大塚正八郎

する原因もこの二つが主要なものです︒時

夏の生活環境には︑暑さ・湿気がつきも

持てるエネルギーを爆発させる季節ですが︑

間的にも経済的にも︑ゆとりのある人達が

梅雨明けと同時に︑焼けるような酷暑の

一般社会人にとっては中々そうはいきませ

避暑のために転地するのは︑暑さと湿気か

ので︑これを度外視することはできません︒

ん︒生活にも仕事にも精を出さなければい

ら逃避するためですし︑最近の職場や家庭

者たちにとっては正に裸の天国︑海に山に︑

けないし︑長期の休暇を楽しむことも難か

でクーラーを取り付けるのも暑さと湿気を

候が訪れてきました︒ティーンエージの若

しい︒能率も下り易いし疲れ易い季節です︒

除いて疲労をいくらかでも少なくしたり︑

わたし達の仕事の能率をさげ︑疲れやすく

それなら︑体力を落さず︑健康を保って

住桑良い環境をつくろうとするからです︒

一般に健康管理と言っても︑いろいろな

をはかってもいいのですが︑それでも矢張

体力の持主なら︑炎天下に体力の強化鍛練

暑さ︑湿気などに患らわされない若さと

いくためには︑どのような健康管理が必要

解釈があります︒ここでは︑常昌号︒胃①

り方法を考えないと無理を生じて効果をあ

なのか︑一寸考えてゑることにしましょう︒

とか︸︺８三﹈８三﹃○一の意味で︑自分たち

げることができないことも屡為です︒これ
こわしてしまうからです︒

は︑体力を過信して自己の生活のリズムを

の健康について考えることにします︒

生活のリズムをつくる

そこで考えられることは︑生活環境︑生

活方法︑作業時間と余暇時間の零ハランスな

ミカルなものに調整することが最も大切だ

どを︑自己の性︑年齢︑体力に応じてリズ

ということです︒

クーラーを使用する方は︑外の気温と室

ほどに保つことが理想的です︒余り冷めた

温の差を五度Ｃくらいにし︑湿度を五○％

らだが環境に適応しきれなくなって却って

すぎる部屋にして何度も出入りすると︑か

食欲不振などの冷一房病にもなりかねません︒

疲れやすくなりますし︑神経痛全身倦怠・

また︑よく見かけることですが︑冷房のき

いた部屋にいる時にはワイシャツ姿で仕事

ている人がいます︒他所様を訪問するので

をしていて︑外出する際わざわざ洋服を着

礼儀正しくということでしょうが︑これは

全く逆です︒暑い戸外に出る場合ほど薄着

に帽子をかぶる一﹂とは勿論ですし︑日傘を

をしたいものです︒直射日光を避けるため

用いることも良いことです︒

生活方法も︑仕事の内容によっては涼し

い午前中か︑夕暮から夜にかけて行なうの

が妓良です︒必らずしも夏だからといって

無理に早起き早寝を奨励しなくてもいいの
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一
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です︒

交感神経緊張型の人は大抵早起きで︑血
に運動や仕事をし︑暑い日中は休み︑夕方

圧も少々高い筈です︒早く起き︑涼しい頃

副交感神経緊張型の人は︑宵張りの朝寝

からは娯楽の時間にしたらどうでしょう︒

坊で血圧は低目の筈です︒涼しくて気持の
良い早朝はゆっくり安眠︑午前中は軽く仕
事︑昼は休んで︑夕方から仕事に張切った

1
'

︐Ⅱ

ロ︒αロモーロ巳画画与巳・ワ今︲︒■■■■■■■■二・．

時間︑休む時間︑楽しむ時間を巧みに配合

器を︑連続して栂指で叩いてゑた回数のグ
二分は速い回数で叩くことが出来る
のに︑次第に疲れてきて回数が減ってくる

能を働らかせるものもあります︒どちらの

仕事には身体的なものもあれば︑精神機

り︑疲労も増す︑適度な休憩で疲労は回復

り何時でも仕事を続けていると能率はさが

く叩くことが出来ることも分ります︒つま

ことです︒また︑五分休憩すると再たび速

方が疲れやすいかということは︑各人の能

の被験者はわたしですが︑若い人なら能率

して能率が上がるということです︒この図
の下降や疲労の増加はこのカーブより緩や

力や特性によって区々ですが︑夏の仕事は

かで回復も早く︑老齢の方では反対に疲労
また︑作業環境といいますか︑高温高湿

も早く︑回復も遅い筈です︒

ましょう︒

数を計えるときによく使用している数取り

ここに掲げた図は︑駅の改札係などが人

間を仕事の合間に何度も組入れるようにし

何れにしても短時間で能率をあげ︑休憩時

適度に働らき適度に休む

ラフです︒この図ですぐ分ることは︑最初

V.n碓充卜すI痘丁

していくことが︑生活をリズミカルにし︑

2'叶一一一一一一一
2001‑‑‑‑‑‑

の一

、

健康を保つ第一の要因となります︒

自分に適した生活様式を工夫し︑働らく

ら能率的でしょう︒

一
一
一
菅

2時
宅命Jap

や
輪5,

■

300

のところでは︑能率低下︑疲労増大はさら

夏の生活は︑重点的に︑能率のあがる時

に強く大きくなってきます︒

間に集中的に仕事をし︑ゆっくり休むこと

す︒

が健康的というのはこういったことからで

栄養はじゅうぶんに

ホルモンの関係や血液成分の中のカルシ

ウム・カリュームなどの比率の動揺なども

あって︑﹁夏負け﹂や﹁夏痩せ﹂の現象も

起こってきます︒平賀源内が﹁土用の丑の

日﹂と称して鯉屋のＰＲをしたと申します

が︑血圧の商くない限り動物たん白質や糖

分を沢山摂りたいものです︒つまり︑問題

つけるようにしましょう︒﹁腹八分に医者

は勿論野菜も同時に十分にとって︑体力を

いらず﹂と昔は言いましたが︑食欲のある

人は腹一杯食べ︑小憩後運動をしたり仕事

をするのがより良い健康法です︒お茶・紅

茶・コーヒーなどの噌好品も︑汗の多い夏

い飲物は摂り過ぎると︑炭酸ガスの刺激で

は沢山飲みたいものです︒但し︑炭酸の多

います︒ビールも一○○％以上汗になるの

却って胃酸を増やすので程灸にしたいと思

﹃ｌ土

Ｑ﹀

︑１ノ

〆Ｉ﹂

で︑飲む時刻を考えないと却って若しくな

そして︑仕事の終った後ぬるい浴槽にもう

間浸るか︑シャワーを浴びるだけにします︒

いシャワーを浴びてビールを飲んだあとで

時間を長くとりたい︒§コルフのあと︑冷た

心筋硬塞となってはたまりません︒温水を

で︑仕事の量や自分の体質一﹄併せて︑﹁十

決めたり︑早寝早起きを三文の徳としない

これも前にお話したように︑無理に時刻を

ている血液を急に薄めて心臓を悪くするの

をしながら水をガブガブ飲むと︑濃くなっ

を春や秋よりも長くしたいものです︒運動

動の前後の体調の整え方を考え︑その時間

浴び汗がとれてから一杯というように︑運

夏の入浴は︑清潔は勿論ですが身心の疲

分な睡眠量﹂を毎日確実にとるようにしま

睡眠は︑朝型の人や夜型の人があります︒

一度入るのが良い方法です︒

ります︒夕涼みの一杯はどうでしょう︒

入浴と睡眠

四○Ｃくらいの浴

れを癒すのが主な目的です︒そのためには︑

にしましょう︒中年以上の方は水泳も気温

で︑注意したいものの一つです︒合噺だけ

日本人はお風呂好きと言われますがへ単

微温々浴といって三六

しょう︒暗くて︑静かで︑涼しい部屋が睡

らくゆったりすることです︒但し︑扇風器

法です︒入浴後は仕事や運動を休み︑しば

になっているだけで結構です︒中年以上の

別匡眠らなくても良いので︑三○分ほど横

また︑午睡は是非実行したいものです︒

ん︒汗をかいたときには温水をかけ︑もし

足はいいが暑い街中の運動は良くありませ

や心不全を来たして危険です︒高原での駈

夕暮は皮膚温の急激な変化を招き循環障害

ら五時の間に︑行ないたいものです︒早朝

なる締腿好きでは意味がありません︒

槽に︑ゆっくり浸って筋肉をほぐし︑神経

たままで眠らないようにしましょう︒

眠には最適ですが︑扇風器や送風器をつけ

の強い風を一方向からだけ受けたり︑急に

になれなかったら︑ソファーにゆっくりか

方には健康上欠かすことはできません︒枇

水温の差の少ない一○時から正午︑三時か

を休め︑気分も爽やかになるのが良い入浴

クーラーの効いた部屋に入って汗をとるの

らだを免れさせているだけでも良いのです︒

︵特別会員東教大教授医博︶

の保存につとめるのが︑たいせつです︒

若い者は夏に鍛え︑中年以上の方は体力

化不良にも気をつけたいと思います︒

どを使用して皮膚を守り︑また食中毒や消

ますから︑戸外では長袖を着︑クリームな

夏の日光は肌にも強すぎますし︑疲労し

なければ水で拭きますｃ

は心臓を弱くする原因になります︒急に扇

但し︑一時間以上に及ぶと︑体調が変るの

風器の風を片方の頬にあてて︑顔面神経麻
蝉を起こした人を何人かわたしも診ていま

で却って疲れてしまいます︒

ウオーミングアップとクーリングダウンの

運動も︑中年以上の方は急激に行なわず

ら午睡の時間を定めて休憩に当てます︒

外出の際は必らず帽子をかぶり︑出来た

そのほかのこと

す︒扇風器は︑首をまわし︑あまり強くな
い風を遠くから受けるようにしましょう︒

冷たい部屋には︑汗が殆んど引いてから入
ることにしましょう︒

もし︑汗と汚れを取り︑入浴後再たびす
ぐ仕事に取りかかる場合には︑高温間浴と
いって四一度Ｃ以上の熱い風呂に短かい時
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少しの時と試練が入るのではないかと思え

それがこの風土に根をおろすのには︑尚今

主義で治められて来た伝統がありますので︑

しろ多年依らしむくＬ知らしむくからず

てから︑もう二十五年にもなりますが︑何

終戦後民主主義という言葉が唱え出され

る自由を持っているのです︒民主主義下の

らないはずです︒即ちこれを確保し主張す

来るはずです︒遠慮することも気兼ねも入

同様に持ちそれを確保し主張することが出

等です︒だから人間としての意見や椎利を

富の差はあります︒しかし人間としては平

立っています︒無論人間には年令の差や貧

ければならぬ点が多分にあります︒

れがあります︒労資ともにもっと反省しな

過分にそれがありました︒労働連動にもそ

政党にもそれがあります︒大学の運動にも

だ自由の真義が十分に認められていません︒

ことをする自由というのです︒日本ではま

りすることではなくて︑正しいこと︑よい

日本人と民主主義

ば︑一方では民主主義を変な自由主義と同

各個人は先ずこれを十分に承知しなければ

後藤三

視して︑わがままを通すことと同じと解釈

なりません︒

格や権利を尊重するのと同様に︑他人の人

二︑第二にしかも民主主義は︑自分の人

はその辿産を全部弟にやってしまいました︒

なり︑兄の勝訴となりました︒すると︑兄

産相続に兄弟が互に椎利を主張して裁判に

人格や椛利を尊重します︒西洋には親の辿

三︑しかし民主主義は無而自己の窓見や

し︑利己主義や独りよがりを推し進める風

格や権利を十分に尊敬し尊重します︒ｎ分

測ともなっているようで︑なかなかうまく
地につくところまで行っていないようです︒

かったではないかと人がいうと︑いや自分

やってしまうほどならば裁判することはな

いといったという話があります︒そこへ行

の椎利は主張して明瞭にしなければならな

の利益や意見だけを尊重し︑他人の意見や
決して民主主義ではありません︒民主主義

人格や権利は少しも認めないというのは︑

どうしたらうまくいくでしょうか︒

まず民主主義の性質から考えて見ましょ
一︑元来民主主義は︑福沢諭吉が﹁天は

では自由ということをいいますが︑自由と

員ノ○

人の上に人を作らず︑人の下に人を作ら

いうのも︑決して自分勝手をいったりした

くと日本人はとかく謙遜を美徳とし︑椎利
ず﹂といったように︑人間の平等観の上に
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郎

すが︑人格や権利や名誉は確保しなければ

たといったということです︒橋本左内にも

たので︑自分のことなど考えてはいなかっ

あれでなければいけないと思ったからいっ

なことをいった︑なといいますと︑謙叔は︑

あるのだが︑自分などがいうと出婆婆りだ

のほどを知れというのがあります︒意見は

のも一種の利己主義ですが︑その外にも身

を主張することを悪徳と見る習慣がありま
なりません︒法は権利の上に眠るものを保

見をいうのです︒それでこそ会議も生き︑

そんなことがありました︒堂々と自分の意

ぱりはずゑません︒会議の時は平等です︒

ら不平をいうのです︒これでは会議はやっ

ではむずむずして︑はがゆく思い︑あとか

護せずといって︑謙遜していると権利を失

と思われるからと控えます︒しかし心の中

ってしまうこともあります︒人格や他人の

その人も認められるというものです︒しか

同権です︒正しい意見を述べ合ってこそ会

しなければなりません︒同様に自分の意見

しそれが正義の意見でなければならないこ

侮辱や軽視に会ったら︑自分でそれを保護
もこれを尊重して︑主張すべきは主張し︑

議が生き︑その人も認められることは前云

ってはなりません︒自由をはきちがえると

かねばならぬ﹂とかいって︑義理と人情を

情欠いてはならぬ﹂とか︑﹁義理と人情掻

義理人情も同じです︒昔から﹁義理と人

った通りです︒

とはいうまでもありません︒

しかしそういったからといって︑民主主

他人の軽視︑圧迫からこれを保護しなけれ
ばなりません︒自ら卑下して跨跨逢巡して

民主主義は混乱の場になります︒前にもち

尊重しています︒これは尤もな話で︑義理

義は何でもいえる︑何でも出来るものと思

なし﹂という諺がありました︒後難を恐れ

ょっと申しましたが︑自由には何でもでき

めに正義をまげることはよくないことです︒

と人情は欠きたくないです︒しかしそのた

それなのに日本には︑﹁障らぬ神に巣り
て見て見ぬ振りをし︑いいたいこともいわ

ったり実行したりする自由と二種類あるこ

る意味の自由と︑正義を何の支障もなくい

いるなど戒しむべきことです︒

ないで済ますのです︒そして後から本当は

り一種の利己主義です︒恩に酬いるのも︑

とを知らねばなりません︒前の自由を気侭

賛成でなかったとかあれでは無理だとか︑

不足をいうのです︒これでは何度会議をし

友情を全うするのも結構です︒しかし公私

かられて心にもない人に投票するのは矢張
います︒外国ではこの二つを区別している

その著しい例が選挙の時です︒義理人情に

のに︑日本には自由という言葉が一つしか

の自由といい︑後の自由を意思の自由とい

昔の事ですが︑池田光政がある会議の席

ないので混同し易いのみならず︑とかく第

たってうまく行くわけがありません︒

いいました︒すると下座の方から中川謙叔

それから﹁寄らぱ大木のかげ﹂とか﹁長

上︑皆々意見のあるものは遠慮なくいえと

一の自由に解され易いようです︒日本人に

の別を混同してはならないでしょう︒

という人が︑思い切った意見を述べました

強い者にはまけろ﹂という諺もあります︒

い者にはまかれろ︑大きな者には呑まれろ︑

四︑民主主義は利己主義では行われませ

権力のある者にはおとなしく服従するがよ

は特に必要な区別だと思います︒

ん︒前に挙げた触らぬ神に巣りなしという

ので︑皆ハラくうしていました︒光政はよ
くいった︑以後心得ようといわれました︒

会議が済んでから謙叔の友人が︑よくあん
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もっとひどいのになると﹁泣く子と地頭

断専横を助長するばかりです︒

なく︑改良も進歩も望まれず︑権力者の独

のあらわれでこんなことでは個人の独立も

の和です︒和の精神は社会生活のあるとこ

和は親和の和︑和合の和︑和楽の和︑平和

うことなきを宗とせよと記されています︒

もまつ先きに︑和を以て安しとし︑さかろ

ればなりません︒聖徳太子の十七条憲法に

五︑民主主義には根底に和の精神がなけ

のそこになければならないことはいうまで

れなくとも︑人類の目標従って教育の目的

としています︒憲法や教育基本法に規定さ

世界の平和と人類の福祉に貢献するにある

目的を︑民主的で文化的な国家を建設して︑

憲法も教育基本法も人間の目的︑教育の

主主義は成り立ちません︒

には勝たれぬ﹂︒﹁御無理御尤も﹁というの

もありません︒

では民主主義は決して成り立ちません︒

があって︑権力者のいうことには従う外な

ろいつでも必要です︒民主主義に於ては欠

いというのです︒これらはみんな利己主義

いときめてかかっているのがあります︒こ

くことのできないものです︒和の精神を木

か︑﹁正直は最良の方便なり﹂とかいうの

するのにも︑﹁情けは人のためならず﹂と

それから人に親切をするのでも︑正直を

ていたらあっさり他人の意見に従う︒そこ

るが︑他人の意見も謙虚に聞く︒あやまっ

見をも尊重する︒自分の意見も卒直に述べ

として自分の意見を尊重しつつ︑他人の意

ですから民主主義こそ人間生活の根底をな

もできません︒

化人も文化国家も世神の平和も人類の福祉

での民主主義に徹しないかぎり︑健全な文

しかし社会の個々人がそれぞれ上の意味

れでは民主主義は育ちません︒

があります︒情けをかけて置けば必ず自分

になごやかさがあり︑人も喜び︑己れも尊

しぐるるせ象に音をゆづりて

村雨はもりの梢をはや過ぎぬ

森村雨

しるべがほにも飛ぶほたるかな

月影のいたらぬ森の下道を

蛍︵泊翁先生歌集より︶

︵特別会員立教大学講師文博︶

すものということができます︒

にもよい酬いが来る﹂・正直な方が得だか

わない時は多数決できめ︑きまったら快く

敬されるようになります︒そして意見の合
これに従う︒尚不満だったらこの次まで考

ら正直をするという利己主義から親切や正
直をしないよりよいにちがいありませんが︑

直をするというのです︒それでも親切や正

れます︒この点で日本は政党政治からまず

えて次の時意見を述べることにします︒反

改めてかからなければならないと思います︒

そんな人は酬いがなかったら失望したり怨

め正直そのもののために︑親切や正直をし

六︑そこで民主主義を簡単にいいますと︑

民主主義とはいえません︒人からも除外さ

たいものです︒でなければ健全な民主主義

人格の自主的和合の場ということになりま

対のために反対し何としても譲らないのは

は育ちません︒日本人の利己主義にはもっ

す︒自他の人格の尊重のないところには民

んだり︑神も仏もないものかといったりす

とひどいのがあります︒わがものと思えば

るようになるでしょうＣ親切そのもののた

軽し傘の雪というのです︒こんな利己主義
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諸橋轍次先生著

﹁大漢和辞典﹂の記念刊行に際して
八著者と鈴木大修館会長とを廻ってＶ

更に本書は諸橋家学の大磐石の上に築か

︵嵐陰塾主︶従兄諸橋田竜︵詠帰山堂塾主︶︑

れているｃ祖父括嚢︵尚友塾主︶父嵐陰

同従兄建部迩吾など一門漢学者が多く実に

本書は祖孫三代の家学集大成だったのであ

だ○

る︒家門の誉であり︑日本の誇でもあるの

辞書洋書が乏しく︑しかも撰夷論が盛な

端を紹介して推称の言葉に代えたいと思う︒

勲の際にものしたのも交えて刊行苦心の一

深いご縁に甘えて身の程も顧みず︑先生叙

祖辞書刊行の宿志達成という重なる数々の

会長が先生とともに特別会員として西村会

年の寿昌者であり︑八十四才の鈴木大修館

とを仰ぐ恩師であり奇しくもともに本会今

いわれる︒米寿の諸橋先生は今日もご指導

知名人の推称絶讃があるのに私に何かをと

として大漢和辞典を世に贈られる︒すでに

本年が大修館創業五十年に当り記念出版

大のＮ︑Ｅ︑︐︵シｚ①逢両︒寝号自ら亭

後漢の説文解字︑九十一年を要した英国最

とであろうか︒許慎の没後子沖の手に成る

社長七十四才︒至誠神に通ずるとはこのこ

が完成したのであった︒時に先生七十八才︑

切独力をもって昭和三十五年五月全十三巻

力によって国費等の助成に侯つことなく一

氏︑左開眼の先生︑門人百余名の懸命の協

基に再刊を決意︒写真植字発明者石井茂吉

置し一家をあげて︑戦禍を免れた校正刷を

京商大在学の三男荘夫氏を卒業後経理に配

社務に︑二高卒の二男啓介氏を印刷に︑東

三代の家学集大成であったばかりでなく︑

えるのであり︑さらに両先生の偉績が祖孫

えて初めてその宿願が達成されたものと言

とって国語と百科に漢語の大漢和辞典を加

儒教とともに特に漢字を尊重された会祖に

の百科辞典古事類苑を刊行された︒従って

とうたわれた言海を作成︑ついで日本最大

士は︑先その手初めに﹁大槻不朽の労作﹂

部省編書課長に就任された和漢洋兼学の博

べられてるように︑明治の初めに幸にも文

いたのであった︒後にひく﹁往事録﹂に述

は︑優良な辞書の必要を人一倍痛感されて

渡辺正″勇

編集着手以来三十七年間に先生は両眼の

︒︒色昌︶︑清の康照字典︑侃文韻府︑古今図

ともに漢詩文章に長じ︑等身の著書︑能筆︑

ねられたわが日本弘道会祖西村茂樹博士

失明︑奥様の逝去︑全版が戦禍で焼失︑助

数年両眼が殆ど失明︑疾病等余りにもよく

幕末時代に英蘭学修習で予想外の苦労を重

力者の死去等幾多の障害が続出した︒

であると対比するとき︑何という公明︑壮

書集成等の大辞典が皆国費によっての成立

似た冥合には︑養源寺に永眠の会祖も︑さ

出版報国の悲願に燃える鈴木一平社長

厳︑美善の結実であろう︒

は東京慈恵医大卒業間ぎわの長男敏夫氏を
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ふ魂

印刷に付せずして其の事息み︑大槻も亦非

︵往事録一八一 二頁︶

原稿に比すれば多少其の文を減削せり︒

職となる︒後大槻其の稿を文部省に乞ひ︑

と腰折を巻頭にかいたが︑若し新家庭とも

言海是なり︒然れども文部省にて編輯せし

私費を以て是を刊行す︒世に行はるる所の

説きあかす力をもつはこれぞこの書

苦笑︑高笑も禁じえぬものがあろうかと思

なれば︑常に家族の温師ともなり益友とも

ぞかしご満足のことでもあり︑また微笑︑

うのである︒

なるばかりでなく︑万巻の経史子集や大蔵
とこしへに輝く大人のいさをしは

経を座右に備えることともなる本書に︑

福沢翁は﹁蘭学事始﹂の杉田玄白の謙訳
は﹁言海﹂編集刊行の大槻文彦を﹁強情者﹂

を﹁誠心誠意と剛勇﹂の賜と感嘆し︑会祖

圭三巻をと一年三ヶ月もかかって先生を口

宇宙時代の今日地球から火星文化への贈り

とかきそえて改めて贈りたいと思う︒また

あらゆる学術を網羅して遺す所なし︒其の

︵エンサイク戸．ヘヂア︶というものありて︑

凡そ文明の諸国には何れも学術の大辞典

﹁古事類苑﹂の出版由来

説き落した社長が︑次第にふくれる資料で

物は何かと問われたら私は即座にこれと答

孔子のみふみとともにありなむ

何巻になるか予想もつかぬというので待っ

えたい︒論語とともに宇宙第一の不朽の大

と評して同氏を感激させているが︑模範字

て下さいと考え込むという昔話もある諸橋

害は各部毎に専門の学識ある者是を編著す

るを以て︑独り温故の益を為すのみならず︑

宝典でもあるから︒︵本会主事︶

祖は孟子の言う﹁大丈夫﹂即ち﹁人生無上

大の公共的の事業推進に対しては恐らく会

は小学及び中学校︑師範学校の課業書の編

是に於て編祁の事業を三種に分つ︒其の一

を合せて編帆局とし余を以て其の局長とす︒

明治十三年の春文部省にて編書課反訳課

新説を挙げたるものなし︒本邦には是等の

も︑唯︑古事を類楽するのみにして︑一も

類函の如き︑やや是に類似せるものなれど

古より太平御覧︑冊府元他及び近代の淵鑑

言海﹁刊行のいわれ﹂西村茂樹

鈴木の名コンビによる国民文化の向上のた
めに生涯をかけての四十年の力闘を何と評

の真楽亨受者﹂と断ずるのではあるまいか︒

纂なり︒其の二は前に言ひたる大学の課業

を要すべきなるに︑此の如き大著述は︑是

今日本邦に於ては︑是非とも此の種の著書

に於て著作の労を取らざるべからず︒然る

を民間の学者に委すこと能はず︒必ず政府

難き害を編輯するなり︒古事類苑のごとき

は余が文部省に在る時己に脱稿せしが未だ

大槻文彦を以て其の委員となす︒此の辞書

是なり︒其の四は本邦辞書の編述にして︑

国家文運の肋をなすものなり︒支那には︑

これに対する国の最高の栄誉と今年八十八

して︑支那の類書にも亦及ばざるものあり︒

書は唯寺島良安の和漢三才図会あるのみに

近時発明の新説をも尽く登録して︑大いに

才︑八十四才の長寿と無上の真楽ｌ幣人

なるも︑巻峡浩澗にして一個人の力に及び

書の翻訳なり︒其の三は国家の文明に必要

したらよいものであろうか︒かかる公明正

﹁福禄寿﹂だけでも後世への偉大なる贈り

の企て及ぶところでない栄冠に輝くこの
物ではなかろうか︒

先日中学の孫娘から私に古稀記念なら国
むつかしき事をたやすく

語の辞書をとのことだったので︑

（25）

依て姑く支那の類書に擬して︑一大類書を

如き大辞典を作るの人を得ること能はず︒

に今日は本邦の学問猶幼稚にして︑西洋の

季節です︒

また︑庭や野山にはニリの花の芳香が漂う

根や鉢植えに作られ︑これからが見頃です︒

咲き乱れます︒夏の風物詩はアサガオは垣

二︑マルチングの効能

マルチングとは︑地面にワラ︑シバグサ︑

コモ︑堆肥などを敷つめて︑地温の上昇・

地面の乾燥固結などを防ぎ︑雑草の繁茂を

に於て其の編纂に着手せり︒那珂通高︑榊

に建議して其の許可を得︑文部省中編報局

趣きがあります︒適度の肥料と水を充分に

の半日陰などに出して︑涼しく楽しむのも

観葉植物を室内だけでなく︑テラスや庭

厚さに敷きつめると効果が充分です︒冬は

根元のまわりに︑それぞれ三センチほどの

合には畦の株元にそって花木や果樹類では

花だんでは全面に︑野菜などの畦作りの場

一︑観葉植物の手入れ

作りて今日の急に応じ︑学術の大辞典のご
ときは是を他年に期せざるべからず︒明治

原芳野︑小中村清矩︑佐藤誠実︑小杉槻郁

い場所に︑室内から急に出したり︑また︑

やれば︑どんどんと生育します︒光線の強

よる下葉の汚染をも防ぐことができます︒

等の和漢の学士︑其の他助手を合せて十余

ります︒

霜柱の害を防ぎ︑地温を高く保つ効果があ

抑え︑強い降雨による土砂のはね上がりに

名是に従事す︒其の書大約六百巻位に至る

けがおこります︒ゴムノキのような広い葉

直射光線のもとで︑水をかけると葉に日や

十二年此の事を時の文部卿︵田中氏代理︶

べく︑編纂に十年を費し︑出版に五年を費

やすく︑これが群棲すると葉の汁液を吸い︑

ノコュリなど︑種類が相当に多く︑日本原

ヒメユリ︑ヤマユリ︑テッポウユリ︑カ

三︑ユリ類の作り方

葉の色が変るほどに植物を弱らせます︒野

弱いものです︒それで︑水を霧状に強く噴

アカダニは乾くと発生しますが︑水湿には

スカシユリ︑オ一三リなどは︑五月から霜

ます︒ササュリ︑オトメュリ︑ヤマュリ︑

タヵサゴュリと新テッポウュリが適してい

長い期間を﹃一リで庭を飾りたい場合は︑

産の花として世界的に知られています︒

射して︑葉の裏表を丹念に洗い流すと効果

ロコ状に変化したりん茎で︑皮をかぶって

①ユリの性質ユリの球根は︑葉がウ

の直前まで咲き続けます︒

式﹂い○

毒性の低い殺ダニ剤を反覆してかけてくだ

があります︒農薬を散布する場合は人畜に

すから︑早目に駆除する必要があります︒

菜︑花木︑草花のほとんどに害を及ぼしま

きほこりなどの影響で︑アカダニが発生し

はとくに注意すべきです︒なお︑高温や乾

し合せて十五年にして世間に出る見込なり︒
八頁︶

仮に其の書を名けて古事類苑という︒︵往
事録一七七

八月の園芸

渡部弘
梅雨明けの本格的な夏が訪ずれ︑カンナ︑

ケイトウ︑サルスベリなどとりどりの花が
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ップ︑スイセンなどは︑植えつけ前に︑花

おりません︒同じ秋植え球根でもチューリ

③病害虫の防除ウイルス病が発生す

注意し︑倒れやすいので支柱を立てます︒

するにつれて発生するアブラムシの防除に

にも濃淡があらわれ︑萎縮することもあり

たり︑黄色の班点がでたりします︒葉の色

ると︑テッポウュリなどは筒状の花が裂け

芽をもっておりますが︑ユリはそれがなく︑

球根が︑冬の低温で休眠がやぶれて︑芽

発育の途中で花芽がつくられます︒︒

が伸び︑気温が高まると地上に芽を出しま

の防除に注意してください︒根ダニも多い

すが︑生育中には伝染源になるアブラムシ

これは︑球根についていることが多いので

茎から何十輪もの花がつくことがあります︒

ます︒ヤマュリなどはこのために︑一つの

テッポウユリ

す︒他の球根とひじょうにちがうのは︑ユ
リの茎からたくさんの根が出ることで︑そ

⑥球根の植えつけとその後の手入れ

ので︑防除にはジメトエート乳剤の二○○

れを上根︵茎根︶といい︑下部から出る根

りの適応性があるのでひどい粘土や砂地以

植えつけの適期は九月から十月です︒かな

Ｉ︲Ｉ！Ⅲ
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を下根︵底根︶とよんでいます︒

上根は養分を吸収するので上根を伸ばす

○倍液に三○分間ほど浸してください︒

ｌ輪Ｉ

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

外は作れます︒

を一五○グラム︑

一平方メートル当り油粕

ために︑伸びる芽に期し土をしきます︒深

魚粕類は八○グラ

火漠豹解典譲

日本限済斬閲43年12月1日害肝より¥580

植えよりは︑じょじょに土をかけたほうが

②球根のふやし方球根は大きくなっ

ム︑木炭は一五○

画諸織驚r十二支物語』

肥料としては︑

て自然に分かれますが︑たくさんふやすに

扇諸橋轍次著／菰和辞典の雌商雌２

︲︲卜

牙匪の正調･にLて.いちいち出典鋤Iちかにしている二と催､万沙
の11『を銃砿するにあらずんばなLｵﾘ室いところと銑瑛のほかなL砧
茄i白く擬±今昌･て.しかも入坐駄踊jﾆきるという今近料黙な諮嘗と
して.ぜひ‑艶をすすめたも､三菱電楓相践役涜杉膏一氏

効果があります︒

は球根のりん片を一つずつかきとって︑そ

します︒施肥は直

報審醒函謙函湧

グラムくらいを施

︾︾緬碇Ｌセレトセール｜

茶創押調遡釧覗一
︿体注﹀Ａ５叫／全胸毛

周年記念刊行

１１ｌ
鞄頁一四︑八七二頁／瞳
クロース笈／上割両入／
伸別寧真製胆／幹裁上演
張使用

謹
鯉

できます︒これが翌年には相当大きくなり

接球根にふれない
ようにし︑土かけ

東京･神田錦町3−24

れを夏砂などに挿しておくと︑小さな球が
二年目には花が見られます︒

ムカゴという球芽ができますが︑これを

三倍が

︵深さ︶は球根の

厚みの二

播いておくとふえます︒種子を播く場合は︑

十月ころかフレームがあれば十二月から一

植えつけ後生育

適当です︒

いように管理します︒

1

月ころに播き︑強い寒さや霜の害をうけな

国難垂］

弘道詩林

○○○○○Ｏ
評日典
雅︒
遺○愁
別有二杯中物
一
苔石鳥居菊造︵茅崎︶

○○○○○
禰
潅一園中︒＠霧姫歌錬石佐藤良識︵横漬︶

○○○○Ｏ
池
亭結構雄︒酔睡誕尭鋤煙訴．評日超詣︒
○○○○○
竹
林松下館︒評日豪放︒
︑春晩詠懐

＠観二寓博一有し感同人呼雲癖弥琴啓師岬仲迩韓酔訴趣
０００○○
○○○○○○○
山翠淡煙篭︒酌﹄酒賦﹄詩永二今夕↓蓉垂参妻弐吋沖︒

○○○○Ｏ
評日雄揮︒到﹄門疎○
竹○遼
﹄涼来．錘雫惨作紳尋紳．

秀波栗原精夫︵横這憾律一評坤騨詳筆︒祢昨擁診蜜祁鍵
○○○○○○○
○○○○○Ｏ○
北越伽藍霊ニタ陣↓虚心勤節足二清娯記評日責境︒
○○○○○○○
漢謹山色白雲園︒評日洞着︒
︑題竹石書
○○○○○○○
鎚然古剃永平寺．＠夏日訪レ友・雲石村田一雄︵横漬︶
○Ｏ○○○○○
不陸見紅塵到二翠微弐松堂中村柴次︵逗子︶健律鍵騨酢泰癖．

○波
○○
○︒
Ｏ
＠傘松閣即事︑悟舜峰櫓作診嘩忽看維○魚
上○躍

︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
三好凌石選 忘
︑題二竹石書一同人軽舟一樟又斜揮︒
却人間落歯情︒
○○○○○○Ｏ
︑︑︑︑１︑︑
評日一︑含蓄︒一︑槙密︒誰描水墨洞庭湖︒曲浦煙浮釣得婦．

城南西春彦︵東京︶

︑訪松村謙三先生

古来屑歯有一一交道↓

○○○○○○○
遠客一燕京一己敷旬︒
○○○○○○○
婦来隠遁脱二都塵一
○○○○○○○
碕蘭満﹄室幽香註︒
○○○○○○○
清風偏馬一超人︒﹄
○○○○○○○
政客総無二後継人↓
○○○○○○○
東奔西走事増頻︒

評日此評暇二唐司室固廿四品

誠一意宜畢推期一善隣一

語や一︑清気︒一︑勤健︒

＠補歯偶成二首

此君偏是動二詩昼︑夏日舟行雅集聯句於二逗子松堂氏清

○○○○△○○○
緑
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・情
・堪
・﹄
︒聴
・霧
・姫
・ 歌︒評日砿達︒
○○○○○○○
勤直清虚殊有﹄趣．評日悲慨︒
︑庚戎五月十七日浩然吟牡
○○○○○○○
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○○○○
雨○除
移﹄竹午風
・・・
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翼固南惟・
一夢・
︒ ・︒
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移山寺島慶一︵千葉︶ 評日沖淡︒芳洲新家孝︵津︶艶陽今日志瑳路︒
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猶有二此生縁未言了．
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○○○○○○○
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○○○○○○○
蔵﹄玉鎮﹄金朕得成︒
Ｏ○○○○○Ｏ
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韻荘一

︑贈二前金津幅耐事務所長

○○○○○○○
菊花霞郁殿二群芳↓松堂
○○○○○○○
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六家同夢竹葉香︒雲石
○○○○○○○
花径争﹄好不﹄可﹄忘︒錬石
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Ｑ
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旭日一章輝見二徳風↓

凌石寛

＠庚戊五月廿四日展二泊翁大

人墓一

文一章報国猶堪陸憶．

喋北丘筆展二泊翁
鍾醗焚唱樹葱葱．

弘道千秋仰二徳風↓

︑正二位動一等前植密院

議長兼一帝国蕊術院院長法

堅博士清水澄先生頒徳

詩碑

昭和四十五年庚戊

凌石三好寛撰井書

九月二十五日

天庭常作一帝王師︒

園憲埋埠鎮二四維↓

劫除終見日威堕．

死節遥追宋玉悲べ有序︶

千秋慕﹄屈清風在︒

忠魂長駐護二皇基で

誌範能垂董二陽道一

賀二
藤組社長救勤一賦以贈 哩 後 其 如 時 命 衰 ︒
雅懐無限一閑人．︑賀二︑加
藤加銅

梅城八代義昌︵千葉︶ 禽語偏知自然妙．

︑︑︑︑︑︑︑
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︑︑︑︑︑︑︑
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○○○○○○○
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○○○○○○○
酒杯傾誰酔顔紅．
評日沖淡︒
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会員竹下虎爾兄を偲んで

渡辺正勇一
あの明るい赤ら顔の元気な兄が鶴舞病院に入院と聞いて直にもと
思ったが俗にいう彼岸なので見合せた︒が重態とのことでお見舞し
たところ急性骨髄性白血病で多量の輸血のため夫人はそのことで心
配されていた︒東京から電話でお伺いしたところ小康とのことだっ
たのに四月四日にわかの計報に接して半信半疑︑ただ驚くばかりだ
った︒享年六十歳︒誠に痛惜に堪えない︒

葬儀は四月十二日市原市議員団葬をもって平三中学校の左右一杯
に並ぶ花輪の講堂で盛大に行われた︒会員浅野亮本大僧都ら四人の
読経後野口謹爾市議会議長︑鈴木貞一市長︵ともに会員︶ら数氏の弔

辞は兄の数灸の功績を称えた︒私は酒井会長の弔辞を呈して焼香︒
兄は十余年平三小中校ＰＴＡ会長としてまた平三村︑南総町︑市原

私は教育委員として平三校為歌の作詩作曲の依頼で松原至大︑芥川

市の議員として特に教育問題については情熱を傾けて終始された︒
也寸志の両氏を兄と同道東京のお宅に訪問したり︑産業の発展︑教
育の振興︑風俗の改善等の指導助言のため年数回開く学校︑ＰＴＡ︑
婦人会︑青年団代表の四者会談のこと︑会員浅沼四郎平三中学校長

︵当時千葉県中学校職業家庭科研究会理事︑産業教育指定研究学校

研究協議会幹事であった︶が文部省からうけた指定の技術家庭科研

の著者︑この時入会︶小池絹恵両指導主事によって私が建設委員長

究推進のため越川春樹︵現船橋市立二宮中校長︑﹁大原幽学の研究﹂

となり兄と去る七月一日故老も覚えがないという集中豪雨で痛まし

に深謝︒私の挽歌ｌ思ひきや病なければ百までも生きむと言ひし君

くも遭難の故木村正治氏︵同月二十五日の葬儀には氏の多大の尽力

る教室のことや本会白葉支会の問題等で相談もし時には議論もして

今や亡し︶らが副となって町や村からの経費をやりくりして新設す

終夜飲ふあかし夫人にご迷惑をかけたことも一再ではなかった︒二

十余年の兄との酒の交りも帰するところは百年の知己だったからで

に多方面に亘って兄に負うべきことが多かっただけに今さらながら

ある︒近く兄の心尽しで支会の講演会を開こうという矢先に︑さら

兄の急逝は残念至極である︒﹁つひに行く道とはかねて聞きしかど

平蔵のお宅はおしどり夫婦で文学時事など一切を語りあわれ書も

昨日今日とは思はざりしを﹂の古歌がひしひしと胸に迫ってくる︒

歌も能くする才色兼備のせつ夫人︑ひとり息子の徳永玲子夫妻が教

職︑孫さんも皆よくできているので何ら後顧の憂はない︒ただあれ

ほど熱望された旧加茂地区の千葉高通学区の実現を見なかったのが

兄は若くして金子薫園︑相馬御風︑藤川忠治の諸氏に師事し﹁土

心残りではあるが早くご遺志にそいたいと思っている︒

筆﹂の同人︑﹁歌と評論﹂の準同人として︑歌人竹下翠の令名をは

かと私は心ひそかに思ったのである︒不思議にも告別式には栄光の

せておられたので西行に因んで死期を花の春と決めておられはせぬ

市会議員としてよりも歌人竹下翠のみたまが例年より十日程おくれ

（30）

〆、
ヘ ヘ ハ
＝

た盛りの花に包まれていたことである︒

あと十年おくれ給はぱ花の日に
今いくたびか会ひましけむに
私はこの腰折をみたまの前に捧げてご冥福をお祈りするとともに
その遺詠とせつ夫人の哀歌とを左に紹介して当年の歌垣を賑わした
兄を偲ぶよすがとしたいと思う︒

哀歌竹下せつ

つ

応えるは松風のみの奥津城に君をおもひて今日もまた来

るも

泣きやみて静かに眠る子の顔のよごれふきとり衣かけや

うつし世の人のたつきにかかはりなく澄める夜空はまこ
としづけし

雨あがりの朝は静けしもくれんの花触れ合ひて露こぼし
たり

たつき

春浅き夜はうつつなし時折を鳴く蛙子の声ととのはず
ふ

歌作る心ゆとりもうすれつっただに生活のことにわづら

たりけり

今朝の陽に咲かむうばらの花しづく情けきものを吾がみ

ふこともなし

まじまじと吾がかほまもりゐる吾子のつむりなでつ上言

ひをり

老いの身の寒さひとしほ身にしまむ夜半に目醒めて父思

ゆく春のおもひさびしむ夕庭に松の花粉は散りこぼれつ
つ

雨やみてうす陽もれ照る庭石の象づける苔の光かすかな
り

大寒の夜更け殊更冷えゆくらし川瀬の音の高まりてきこ
ゆ

たるかも

母が乳房唇にふくゑてそのままに飲桑足りし子は寝入り

（31）

山なみをゆく雨さへも虚しくて白日のもとに立ちつくし
たり

遣一詠

うっすらと化粧せし妻が横顔に若葉のうつる昼の明るさ

り

見はるかす向ふ畠の蕎麦の花ほのぼの見ゆるうす月夜な

竹下翠氏巡影

新若葉のみどりにとほる日の色も虚しく見つつ吾疲れた
尽一かも

はしやぎて疲れし吾子は眠りたりかけるしきりに暗く真

うす紅に咲きてしづけき合歓の花この夕かげに散りやま

り

もろ木の芽萌えて明るき雑木なか枝うつりつつ鴬席くも

ぬなり

りけり

昼すぎの風あらぬ庭に鳳仙花たえずこぼれてしづけくあ

るも

父と子と病永ゐて迫る吾が生活生きのもだえは嘆きとな

り

情熱の想ひあきらめ仰ぎふる星のまたたきさびしき夜な

さ

こぼれ松葉踏染つつ辿る松山の小径つづきの昼のしづけ

らし

ものの芽はいまだふかねど射す光のなごむ気配よ春近か

らし

人おもふ吾が枕辺にこほろぎの声すみとほる夜は更くる

蚕を捨てて沈む心の自づから生活のことにふれてゐにけ
り

かなしさを堪へてわがをり夕映の波に照らひて陽は落ち
むとす

とのも

うそもかくしもあらぬ百姓の生活なりみそ汁ばかりの夕
げにむかふ

乳のむと子は泣きやみて静かなり外面かすかに風過ぐる
一日

吾が病いつ癒ゆくしやからになりし薬袋をふくらましめ
ぬ

眠よりさめて乳欲り泣く吾子を抱きおこしつつ妻呼びに
︵以上藤川忠治氏主宰﹁歌と評論﹂から︶

も

永遠にむすばれし縁うるはしさとはに幸あれひたに祈る

けり

運悪き年と思ひあきらめて老母をゑとるも暗き病室に

レ
ノ

︵本会主事︶

︵牛久小のプール完成の記念碑に刻まれている︶

すこやかに児等よそだてと父母の力一つにつくれるプー

ゆるも

十和田湖の朝は静けしくれなゐの紅葉は水にうつり映

子の親となりゐていまだ老父をたよる心の時にわきくる
あきらめて眠らんとする夜の更け心さえくも生きのもだ
えに

はつはつに芽のびの早き苛薬の赤き新芽に降る春の雨
若葉の匂ひしるくた堂ょふ春の山燃ゆる生命にふれてゐ
にけり

（32）
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京都府重城良一石橋雅義

″松下進〃

″北村李軒〃
″有馬弘毅〃

″藤永太一郎〃
″守山一記生〃

″安宅保夫〃

奈良県薮内敬治郎〃

大阪府小倉勲〃

″藤井毅〃
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″平野誠〃
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″川崎幸望〃

″君塚四郎常泉清

″山田清〃

北海道高橋ミサ平田倹二

編集後記
七月一日千莱雌南部を襲った集中蒙胴
は故老も何十年振りなのか知らない︑災
害救助法が発動されるというすさまじさ
だった︒﹁鉄砲水﹂と証かが言ったが正
にそれである︒一瞬にして一而が砂漠と
化したという高滝神社下︑肝下まで水浸
しの大多喜町久保などの惨害を聞くにつ
けても各地での被災の方之はいかがかと
心からお兇郷巾し上げます︒
◇七月十七日間題の教科書裁判Ｉ行政処
分取消し本件︵第二訴一訟︶で東京地裁の

杉本良吉裁判長は家永三郎東教大教授の
原告を認めて文部竹が敗訴となった︒こ
んな噂はとんでいたが︑まさかこんな判
決となろうとは思いもよらぬことであっ
たと教科苔を守る会では驚いている︒
各家庭でも重大関心事の悪書追放のビ
ラが街でも見られるのに︑文部省に在る
こと十余年︑﹁良善なる国民養成のため
に﹂細諜課災︑編集励握として教科書へ
んさんに懸命の努力をされた西村先生も
泉下において定めしご心猟のことと思う
◇﹁廃藩置県になって 五代に亘る佐倉
藩士としての任務は一切終った︒殊に藩
主の堀田正睦侯が徳川譜代の老中であっ
て見れば︑維新政府への仕官などは論外
てある︒今後は︑済世の逸民として太平

がためであった︒今回手塚先生が﹁自修学

を楽しむ﹂これが家老だった西村先生の
本心で明治四年東京に家塾を洲いて専ら
普述に没頭されることとなったのもそれ

舎﹂という塾名と閑英の外に独逸語も教
えられていたという新事実を寡聞の編集
子にもたらされたことは感激の外はない
◇西村評議員の﹁天子さまのツッジ﹂の
秘話を初め︑諸擬の玉柚を消夏の友とし
て送りえたことは何よりでした︒長く統
いたうっとうしい梅雨が上って雑さの一
入厳しくなる折柄でもあり公害や交通禍

座？ケ

等に会員各位には一胴ご副意の程を︵渡︶
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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﹄の複刻を試象目下第三十八年報
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﹃森有橿全集﹄︵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

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

評調既唾一類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望一千八年報五十三柵幣鶴

頒価二十四万九千百円
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