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日本弘遮曾は明消九年故西村茂樹先生の創立に

の基礎を輩固にせんとするにあり而して儒教哲

係り其主旨とする所は邦人の遊徳鵡高くし画家

畢及宗教の一方に偏悔せず諸教の是所を採り明

領走賢行する話目的とす

治二十三年十月三十日の聖詔を遵奉し木曾の要
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十九八七六五四三二一

世界の形勢を察すあ事
圃家の蒋来を慮る事
政治の良否を観る事
圃家の維演を知る事
敬育の適否を考ふ為事
無識の者を激化する事
道徳の閣結を固くする事
正論を張り邪説を破る事
圃民の風俗を改善する事
賦曾の制裁を作る事

財■

日本弘道雷要領甲溌
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1

忠孝を重ずぺし︑紳明を敬ふくし
皇室を尊ぶべし︑本圃を大切にすべし
圃法を守るべし︑圃盆を闇るべし
畢間を勉むぺし︑身隠を狼健にすべし
家業を励むべし︑節倹を守るくし
家内和睦すべし︑同郷相助くくし
信義を守るべし︑慈善を行ふくし
人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染裂るべからず
宗敷を信ずるは自由な少と錐も本圃の害となるべき
宗激は信ずべからず
十九八七六五四三二一
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交職各圃と食種問題
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英圃は交戦 中︑最屯αどい兵糧攻となったｃ即 ち 食 物 に
けつほふゐ
おもだてぎみかたちうえいこく
だい
映乏して居 るのは︑重立てる敵味方中︑英圃 を第一と
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二三ヶ園と戦っても負けないと云って居た︒湾に燭逸
オースタリー定為かおよかえいこくじんおもドイツ
填太利と戦ふに及んで︑彼れ英国人は謂へらく︑燭逸
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今日交戦園の食糧問題は︑私の立場から云ふと︑英
こぐぱんなんきやうあおもゆらいえいこぐかねゞ
園が一番難境に在らうと思ふ︒由来英圃は金さへあれ

口兵糧攻は英圃

交戦各圃と食糧問題
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新に戦鐸に参加した米圃の如きは︑有らゅる物資の
ゆだカナダともれんがふしよこくｖ︾よくりやう
豊かなる園であるが︑加奈太と共に聯合諸圃に︑食糧
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こんにちわ解くに悪つか左うきじつくうぜんことわれ
今日我国の物償騰貴は︑資に空前でゐって︑殊に吾

らかぅとうひんみんこまひろ解へおもぷつかたう

ところ・も．とじんゐてをたうき

等高等貧民は困るのであるが︑雛って思ふに︑物憤騰
営せかいすうせい
せかいいたところ賑つかだうを
貴は︑世界の趨勢である︒世界至る所︑物債騰貴でな

や争

いばゆるかうとうひんみんとおぽい

らうどうちんぎんたうき

か

くや獣週み苛一やＬ左も少ガラ室スごし

じゃう

９Ｊ

引且

いまか堀︲リヤフ

のである︒︵丈責記者︶

たくさん

．︑えきためおぽいのうじかぃＤヤブ甲フげふしやうれい

ねが

いま

みこみ王ほど
こぐかえいゑん
牧穫を多くする見込は︑録程ある︒願はくは圃家永遠
︒︵いこく

い所はない︒固より人総的に勝率させることは愉甚だ
娘く竜い乙とで︑そんなことは禁じなければならいが
かうせんこぐゆそうたしなものふ毛くため
金が殖えた︑交戦園に輸送する潟め︑品物不足の麓な
さいかきふひとこま

ばんやえ

れば︑蔑巳むを得ない︑米圃などでも勢働賃銀は騰貴

の利益の為に大に農事の改良︑農業の奨働をしたいも

こ匙

して︑最下級の人は困ら掴が︑所謂高等貧民の徒は大

に困って︑買へない悔し紛れに店屋の品物を硝子越に

I
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協賛曾員

取締る人と取締らる八雲難離噌︶

とりしま

ところもの

はなし

この

本日南

そのふたことくわんけＪ

を導もといふ乙とに過ぎないのであります︒申さば二

えう
上︾ゆ
ｒも．要
するに人ひの
行くべき塗を︑鐸嘩識へ︑鐸瞬萎

口道徳と法制は二にして一潟もぴすき
わたくしどもみな

ものとりＬ獣詮な

杯か

くわいあひがつ

かく毒とくわいおひら

私共は皆ざんから取締らる勤所の者であります︒此にして一︑一にして二であります︒其二つの事に閥係

とりしま

なに﹃︾さんかう弦をしあ︑げぞん

口函家献曾と美風善俗

取締らる及老が︑取締る皆さんに向って御話をするとある愈が相合して︑斯の如き倉を御開きになったと︑
われ７１︑ひじやうゆくわいぞん
こん
︵．ざ両宮昂んり．鋲金をわけ
いふのは︑聯か御篭感申す課でありますけれども︑今ふ乙とは︑吾々は非常に愉快に存ずろのであります︒
にちおもよ乱ハじ守フけつこうおもよほ薯ん

ぞん

日の御催しは非常に結構な御催しと存じます︒といふ↓
や詞湾うりみ尿もとさかのおも誤ほ︲

吸うげいさつけふくわいばう淀ほ・へこうだうくわい

のは︑較々適理の源一パ︷遡ぼった御催しであるかに存ず

こんぼんさかのぽはふせいぷんめいあるひばんかいみかいし空

灘やで姉６灘識．﹄っ坊は鱈燦協鍾い一方は日本弘道曾それで郷か御塞考にな
る坪
こいと
申し
上よげ
とこ
存れじて
たい
みを
なご
うよ
もう
こと
職
う
だ
う
Ｌ
︐
﹄
く
ゐ
で
即ち一園の法制の執行に開す恩曾と︑一方は道徳を維出ましたけれども︑大概皆さん御承知の事で︑是ぞと
ふさ王ご函ろづ
甑をしあ
しふくむいひら
這うだん
ぢところくわいこの
持する所の倉︑此二つが相談されて︑一の集曾を開かして申上げることもありませ楓が琶聯か心附きました
おもまをお蛍こぐかし令くわいなあるひ悪んくわ
よ沸もしろこと
れるといふ乙とは︑憐ほど砺白い事であると思ふ︒申乙とは︑凡そ圃家︑赴曾を名づけて或は文化とい ︑
だうとくともひとふ

みも塗Ｌひとふ

ＦＦ１くわんさってんむけいじゃうみが．あぶ人め・︽

すまでもござい裂せ楓が︑根本に遡っていへば︑法制文明とい臥砥或は竿開といい︑未開といふ︑それには識
き

も道徳も︑共に人の践恋べき道を散へる︑人の賎Ｕべき々の観察鮎がめ︐ります︑無形上麟き上げたものも文明
で老いうけい巴やうみ排あぶんめい
おも
みち雪とくだ
道を規則立てるといふに錦すると思人のであります︒といふことが出来︑有形上睡さ上げたものも文明とい
で昔おほｆ膳おばしやくわいついわたく﹄
だうとく
はふりつ
．みちわ
それで道を分けて︑法律となり︑道徳となりますけれふ乙とが出家製す︑多くの園︑多くの謎曾に就て︑私

取締る人と取締らろ１人五

１

I

幅

取締る人と取締らろ１人

みところぴふうぜんぞく

つＫ毛の

ぴふうぜんをくうちな識ほそのくに壁のＬや︒ｉわいい

の見裂した所では︑美風善俗といふものを作って︑其
系んめいくに

で讐窮んめいしや

美風善俗の中に︑成るたけ多く︑其圃︑其斌曾を入れ
を

ｆ・わ い

これふだうり

て居るものが︑文明の園といふＺとも出来︑文明の吐
でをおももちろんひと４０１すぺたれ
曾︑といふ乙とも出来ると思い製す︒勿論人々総て︑誰
かれこ虹だ一うＤ

弐ことね邪

これぜん

ぞんを

口欧洲のカフェやバア

六

妄︶こちびれい．だん７８１にほんひら

価で小さい例からい以或すと︑段々日本も開け喪し

かＰ︑しよで寺き

ずゐぷ人おほとこわれ

あるとか︑伯林であるとかいふやう趣虚には︑バア殊
押櫓い
にカフェの千二千も這入れるといふ大きなものがあり

今へルリンところこと

もひおうしうたいとあるひ碁んどざ心パリ−

て︑各所にカフェとか︑バアとかいふものが出来て来或
にほんしやくわいできをは血腫
したけれども︑戎だ日本妙赴曾に出来て居るものは甚

これあくか

こくかた砂

こくかため

も彼も︑是が道理でゐる︑是が不道理である︑是が善

だ小さい︑厩洲の大都︑或拭倫敦でゐるとか︑巴里で

か

である︑是が悪である︑斯くすれば圃家の爵になる︑
そのぜんだうす画

斯くすれば画家の潟にならぬといふ乙とを存じて居っ

きやうｇゐひとちやけ人

て︑其善這に進むといふ乙とは湧誠に願はしいことで

昨ザハいじゃフはいをの

レストーーフンでも．随分大きい恥のがある︒其庭に吾
われたび７トーばいみひじやうひんよかん
吾度々這入って見裂して︑非常に品好く威じた一つは
の

いろ１１

のを

にんぐらゐはい

千人以上も這入って居る︒ビールを飲み︑ベルモットを

飲み︑極々な認めを飲んで居る︒その千人位這入って
ゐ・
ものわづ
にん
居るカフェに︑給仕とかボーイとかいふ者が僅かに十人

おほにんゐしか

やう

ありますが︑なかノー左榛に参ら楓︑人には智愚︑資

ふせうぺつじゃうげくつ

不肯の別もあり︑上下の別もあり︑なかｊＩきう一様
堂ゐ
なぴふうぜんぞく
には参ら函のであります︒そこで成るだけ美風善俗を

でき

椿へて︑其維へた鋳型の中に入れた職曾植それが即ち

こしらそのこしらゐがたうちいしゃくわい寸なは

ぷんめいしやくわいしんぽしやくわいもしくに

おも↑こうしたみ誉だうい

多くても十四五人しか居ないのであり製す︒而もそれ

文明の赴曾︑進歩した砥曾若くは園といふ乙とが出来
ると思ふのであり戎す︒孔子は︑民を軌道に入れると

で︒ちゃんと秩序正しく︑おとなしく飲んで︑さうし

つ匙ぴふうぜんぞくこしら

たよゆ

このくわんてんヨーロッパしやくわい

かねほらゆなにかんぷく

これとうきやう１やくわい

を飲んで︑金を擁って往くといふのに︑何も威服する

の

か担ばらゆじ率んの

ちつじよたずの

いふ乙とをいは恥て居る︒民を軌道に入れるといふの

て金を排って往くのであり喪す︒自分の飲みたいもの

をたみきだうい・

は︑詰り美風善俗を椿へて︑それに頼って往かせよう
といふのであります︑そこで此糎溌から欧羅巴の赴曾
にほんしやくわいひかくいづおほぴふうぜんぞく
と︑日本の赴曾とを比較して︑何れが多く美風善俗の

うちぱいをかん誠み

おもしろ

｡』

にんにんやらゐはい

ことはあり喪せ函けれども︑是が東京の斌曾であった
いつわたくしおもみ
らどうであらうかと︑何時も私は思って見たのであり

とうきやうＬやくわい︑い

中に這入って居るかと考へて見ると︑ちょっと面白い

きす．東京の斌曾でも︑ふさい五十人や百人位這入れ

かんきよううか

§

感興が浮次のであります︒〆

1

蔭み

カフェならば︑四五人のボーイでやれると溌必史すが︑口車掌の居らぬ電車

にんにん攻たさやう姉いあぺルリンまちうん亡ん

こ工にんいじゃうはいぎんざトーほりかてい
此に千人以上這入愚カフェが︑銀座の通にあると暇定し

もの府ばらしわを．しやしやうゐでんしやの
をこ

ｈほとん牡つたいわけみでふしやあがお

叉左様な例を蕊げ食すと︑伯林の町などには︑運轄
て︑其虚に五人か十人のガルソン心ボーイといふやぅ
な者を置きましたならば︑どうでありませうか︒擁ふ手は居りますが︑車掌の居ない電車があり食す︒乗っ
者ものもありませうが．殆ど接待みだやうな課になりはせて見ますと︑電車の上り降りする唾の匪涯︑鑑鍵を恋

これけつこうとて抄肴と雷のゆとこみいのゐひとあ匙
ば
ん
じ
ゃ
う
み
の
こ
れ

ぬか﹃是は結構だ︑通も行届か餌から飲んで往け﹄とれる所がある︒それに入飢ないで乗って居る人は︑除

ふやうなことで︑繁昌はするでありませうけれどもｂ見ないやうであり裂す︒蝶デー疋諏て舜題︒堤なぞ郭
はいん
じやうたずのおもしろおも

おもこれたしはやおもみわがく梶ひと↓﹂うせい
かたことかならほしょうつ

じやうをうひとこのこうだうくわいくわいちゃう

繁昌をするといふのは︑只飲むといふことがある鰯めちょっと面白く思αましだのは︑之を我圃に於て施行
だらうと思ふ︒是は確かに流行あだらうと思び食す︒して見たならばどうであらうか︒我圃の人は公正でぁ

あひすばらゆかそうしやくわいものけつこうおもあ垂わ源く糎

それは上層の人 此弘鍾曾の曾長といふやうな方のるから︑そんな事は必ずやれるといふ保護が附きませ
夢想もなさらぬやうな鐸が齢為︒上層の赴曾では向ふうか︒乗ることは必ず乗ると思ぴ蔵すが︑百に人
ん乗
い って
が要ら画といっても︑金を沸は胸で往くといふ乙とは何人入れ製しようか︒十人か十五人か二十人も入れ易
相湊霞ぬからといって排って往くが︑下層吐曾の者はば︑結構くらゐではないかと思ふ︒それでは憐︐我圃
ぼんたふひとこう雑い
めい
目
のる
色ち
畷が
淫ふ．﹃ずれは癖麿でビールを六本倒したがの人は公正であるといへるかどうかであります︒

ずゐ暁んうまことおうです︸﹂

昔

随分旨い事をやった︑己れの腕は凄からうか
が﹄
いし
ふ やくやい口葬儀と孟蘭盆
鑓とう
やうなことをいふ︒それでさういふやうば
な下
赴曾
にた歌たたふうぞくさう謡さう暫
ん層と
し
ひら
気にいるやうなカフェを開けば︑それは半年経たない叉他の風俗でい 戎すと覇葬儀がある︒葬儀がある
おもヨーロッパしやくわいと哲これじつげんＬゆくさう薯
うに
ちつ
宗れてし製ふ乙とシ思 ます︒が欧羅巴の赴含でといふ時には︑是は賞に厳粛なものであります︒葬儀
中
潰
いたところはんじやうゐじつヨーロッパじ人こうとく和もヨーロッパ卦﹄たはうすぐ
は︑到る虚繁昌して居る︑責に欧羅巴人の公徳を重んばゎ︐では誠秒霊せ弧︒欧羅巴の北は
のう方
は少なぅごぎ
ぼん

ずることの深いＺとを威ずるのであります︒い訣すが︑南の方のカトリックの方の盆は︑十二月一

取締る人を取締らろｔ人七
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I

じつおも

取締る人と取締らろも人

はかば

主を

パリー

あをやまはかぱ窓いいじゃう

日︐と思い費したが︑ピルドーと申し喪して︑巴里の一プ
毛のひ弐ゐひとたいていいじゃうあつ

とフーセージの墓場などは︑青山の墓場の二倍以上も
おも

めると思臥ますが︑其日に参る人は︑大抵十寓以上集
こ刀︽ノランスめいかたいてい遮ふ

まるとい臥或す︒此虚には悌薦西の名家は︑大抵葬む
われ？Ｉ１毛のひ壁ゐみ

いかひ・んよいうしフ星くみみ

ってあり童すから︑吾々も其日に参って見たことがあ
り詮すが河如何にも品の好い︑優秀なる圃民として︑
たこくじんかんたん宝﹂桑舌わけ

乏のだおうしうじん季ばわ︾る

他圃人から威歎の謎と鶏く毒であり裂寸・といふのは
ひとまつずゐ案ん
しか
十蔦の人が集弐れぱ随分やか戎しい愁のである︒然る
このひ上やや垂をかをうへのぽ
に此十恵の人が較々丘になって居り製す上に︑登った
お
き旗らひ
り下りたりするのに︑鴫︑難の謎と︑それから咳せ挑
を
こゑ誉こ

．ふじんもすと蚤ぬずにぼんど

する難が聞えるだけで︑其他には圃欧洲人の所謂︑フ
お上﹄智こ

史がせき嫁らひ少︑つ

ルフルといふ婦人の裳裾の絹擦れの︑日本語でいへば
おともす毛方と

た﹀だけいばたばこ

サャｊ１Ｉといふ一音が聞えるだけであ愚︒唯︑咳沸と靴

医んあをや宝

曾ゐひとわりあひ

の唇と裳裾の昔のナャノー︑只乙れ丈で︑況んや煙草
ひとにん顕
じつ
を吸人など鼻い上人は一人も無いのであります 資に
みこむろもちよ
︾﹄れにぼん
見ても心持が宜いのであり製す︒是が日本では︑どん
ありさま

ざうしきかをう

な有様であるか︒盆に青山などでも勘参る人は割合に
さく
せんぞ技か堂ゐひとすぐ
少ないのであり裂すが︑先澗の墓にまる人が少ないと
あまけつこうこと

対ふ池は︑織り結構な鐸滝あ人ソ童せ函︒葬式も下層の
ことよ背一う
方に下れば下るほど︑賑かになって︑蕊に依ると︑葬

％

し昔さいれい

やらゐまはざうれい

の

入

雪したはうしやくわい

しようち

式と舞漉処舜一つ維沌ｊ強す︒極Ｋ下池方の銅鱈砿な弱
と︑少し派手な葬式を出すと見せて廻る︑町内を二遍

しようち

位廻る︒葬潅を可だし﹂に飲食なくちゃ承知しない︒
力
へ苦の
ことさうしきかへ

したばう

よしぱち

くりこ

還って来ても飲裂なくちや承知せぬ︒殊に葬式の還り
ずゐ系ん

ひ︒としおくしんせきほういうしおく

に下の方になり弐すと︑吉原などに繰込むといふ事が

つひよしばらｐ︑りこ

するぷん

随分あります︒人の死を透る︑窺戚朋友の死を送って

終には吉原に繰込む掩潅といふ乙逐謎随分弧どい︒ち
ょっと比較すると︑比較になら函有様であり裳す︒

口公園の花弁

またこう量ん香とこれきんらいだいぶよ

こうゑんｂつばはなをくさぱなとく

又公園の如きも︑是は近来は大分宣くなり喪しだけ

ずゐぷんにほんくわこおい

れども︑公園の立派な花を折り︑草花を取って来ると

これさく悪人だかぷぶきこの

いふ乙と屯︑随分日本の過去に於てはあったのであり
てん

おうしうしやくわいこれ左があひだしふくわん

ます︒是は昨今大分宜くなって来裂したけれども︑此

わたくしつかそげぢよなかひと

黙なども︑歌洲の証曾には︑是は長い間の習慣でゐり
亀う苛エラぶつたっと
くわんｈん
戎せうけれども︑鈴ほど公共物を尊次といふ観念があ

ていしゆいうびん苫やくふによう接うげぢよで

るらしい︒私の使って居うました下女が︑向ふの人で
ばたらを

垂のこ苫も幸診こども

番かこ

ありましたが︑亭主は郵便脚夫で︑女房が下女に出て

働いて居る︑其子供が可愛い子供であった︒向ふの子
どもたい率︸うばな韮ろ幸﹂わたくし窓ん瞭をり
供は①大層花を喜び霞すから︑私は散歩した折には︑

七

・そのここうゑんものと

ます︒

これみやうやザ・ずゐぷん

人九

みにぼんじ人たかばしこれ暫孟ひとぎ〃︿かうしざつきとき

︲

もをだすこと﹄は課してない・しｚ見れば︑日本人に高橋是清といふ人などが︑銀行覗察に来ました時です

やく

と﹃たばこをのむこと﹄とは課してありますが︑亨︽ともた︒日本銀行の；：今は日本銀行に居りませ楓が．．：

其禁催が現はしてあ・りますが︑他の﹃つばをはくこと﹄に居る頃でありましたが︑私には大蕊面白く聞えまし
やく匡ぼんぎんかうい今杢にぼんざんかうを

とが︑禁篠に這入って居ります︒而して横に英語で︑ｊます︒一つの例を畢げますと︑是も私共が英悌の間
宅
の苛んでうあらたをころわたくし吃いへんおもしろ等﹄こ

三あり製す︒其中に﹃ふともシをだすこと﹄といふ乙た園の人に於て雑︑識ほど高まって居ると思ふのであ

そのうあ

戦首府の東京で︑私︑度々おかしく思ふ乙とがあり喪れども︐個人間の信用を重んずろ鮎は︑勿論欧洲悉
す
こ
の
念
へ
ル
ー
ほ
を
で
ん
し
や
き
ん
でうおうしうにしばうみがあ
すが︑直ぐ此前にも通って居ります電車に︑禁僚が二くとはい弘戎せ鰻けれども︑欧洲の西の方の磨き上げ
くにひとおいよたかゐおも
きんでうぱいをざうよこえい・ごこれわたくしどもえいふつあひ流

し準ふとう者やうわたくしたび勺ｆ︑

といふ乙とは甚だ少ない︒それが我掴になると︑而かあるの翻大日
本帝圃の人は立派であるのといいますけ
こじんか人しんようおもてんもちろ人おうしう幸﹂と１１

無論やらぬ︒綴り婦人のみならず︑男子も肌を露はすそれから樋人間の信用︑是蝉琴巡︑吾々は君子園で

それから欧洲では婦人が︑肌を露はすといふ乙︐とは
むろ
ん恥とふじ人だんしはだあらこじんかんしんェうこれわれγ１１くんしこく
けなばすぐわ瀧くにしだいにぼんていこｐ︑ひとｈつば

駒うしうふじんば澄諺ら口個人間の信用

口電車の禁僚

奴・Ｉ１にほんじんずゐ不んかほあか
した︒ふ︒吾々日本人としては随分わ顔
の赤くなる舞鶴であり

い間養はれて居るのであり或しょうが︑賞に戚服したすこ墨稚せぬ諸漆姉ら︑課してないが︑日本人の多く
のでありきす︒兎に角さういふやうなことを私は見童は 此遥でも随分出すものと見えるといふだらぅと思

来ては潜まぬといふ事を知って居る．それはずっと長若し皮肉な欧羅巴人があったならば︑吾々は太股を出
あ
びだやしなゐじつかんぷくものやくにほんじんおほ

七八つの子供であり食すが︑其子は公園の物を取ってあり製す︒是なども見様に依っては︑随分おかしい︒
き
すことしをながもひにくヨｉロツパひんわれ７１１ふとも君定

こども

公園で取ったのだとい〃︿と︑ぱシと花を棄てた︒それはっの方には︑太股を出すといふｚとが課してないので

こうゑんとはなすはうふとも熱だやく

小さな花束を持って綿ってやった︒之をお前にやらう濁して禁じたので︑日本人は電車で太股を出すと見ら
これはなばざんね人おもきんでうかでう
や﹄こぶ﹀矛﹄
といふくと耐何庭から持って来ましたといふから︑是は奴るのは甚だ残念と思弘ます︒禁篠が三箇催あって一

禽小はなたぱもがへこれ主へ・たいきんにほんじんでんしやふともも這承

且

取締る人を取締らろ

｜

ろんどん

ゐ金たかん・９はう肱ふ

一フかぎ

どどおしも人だふ

あるせいど

はうばふ

ゆ

言やくふし辻いたデにんこちらいきやく垂へ

をそくなん

おもか

口是皆美風善俗の賜

しかわたくしひじやうヨーロッパそんすう

じんひじやうしんようおも

おも

や

たし

きそく

あるひ．さう菅にんげん

御立てになって居為か︑叉儲理の方法はどういふやう然らば私は︑非常な欧羅巴尊崇のハイカラかといへ
けし
つてきうでないのであり製す．斯か
蚕と
ーロ
パ
にな争亨鋤毒すか︑それを伺 たい﹄︑﹃あれ匙
はち
間球
違ひ
臓決
のく如
くヨ欧
羅ッ巴

おた

るに相違ないと思って居る︒﹃それでもどういふ方法を

宮うゐおもゐ

から︑どうしても承知しない︒どうして恥或制度がゐ

しぷう仏一

りませうが︑どういふ方法を以て輸透をし製すか︑輪かでないから規則か何かでやらうと思ふ︒それで規則
毛うたいせいどうけた珪
しつもん
くわみつ
．きたもぐばうはふあん１曲つ
透に謝する制度を承はりたいと質問した︒と↓空ろが課を密にすればするほど︑叉潜る方法を案出する︑とこ
もやうこたへきはきざうさ
段ちがひとず
たみまぬかれくばじ左し
さくこんにほんあｂさ尋
長の答は極めて無造作である︒﹃間達なく届き製すょ﹄︒ろで司民尭而無し恥しといふのが︑昨今の日本の有様
段ち瀧ひとざし
にほんなん強いど萱そく
ごとあ
間達なく届くか
知ら砲が︑調郊では何でも制度︑規則であらうと思ひ童す︒斯ういふやうな事を翠げ戎すと
Ｌぱ
あた永
玖ごとたくさん
といふもので縛らなければ駄目だといふ頭があるのだ誠に津山ある︒

はう側ふもつゆをう

が．丁度私は倫敦に居り或したｃ倫敦のイングランド脚夫が姿勢を正して五六人︑此方から往った客の前に
さんくわん
わたくし１患いみ
なら
くっちゃうせん誹虚なに言おも匙︵
パンクを参観した．そこで私も一緒に往って見たので並んだ︒すると課長先生︑何を蕊くかと思ふと﹃お前
にぼんぎんかうたう書よくしや
ぎんかうたちまいにちげんきんゆとうゐ
かれあづかを
ゐり霞す︒するＩｃ日本銀行の営局者が︑いるｊ︑銀行達は毎日現金と輸送して居る︑﹄雪イ金を預って居り
じゃうことしつもんをのうもかとひ
きやくさまおくうちまちがひ
おつしや
上の事を質問した其中に︑斯ういふ間があったのです霞す︑﹄﹃お客様が送る中に間達がないかと仰有る︑﹄
にほんぎんかう和いげんきんゆをう
．げん菅んわたくしたしとぎ
とほ吹を
日本の銀行に於て︑現金輸送といふととがある︒現金可私は礎かに届けます︑﹄﹃あの通りに申します﹄とい↓
かう仏一おつちゆそうこの一げんきんゆをう少をうこた︽
ｆつ
を
甲の地から乙の地に輪髭する画此現金輸透が輸這のふ答である︒ちょっと二の句が継げなくて止めてし製
みちたびウトーまち 跡
もので老
こむくに．
ほんにん
道で度々間達人︒どうも持って逃げるやうな者が出来っだ・此虚まで園はやりたいものでゐり戎す︒本人が
．健た
︐けこ
︐へ︒
れよた
るが︑鐸鑑猿の雄賀舞嬢極は通瀞塞の鐸も雄きいであ
かし
に届
るぎ
とい
ぼこ
︑是
りし
憐かなものはない︒槌

てうどわたくしろんどんを

取締る人と取締らろ︐八一○
画

よいつ

訟せ鰻﹂それは二度も三度も押問答をやった︒すると人は︑非常に信用を重んじたり︑或は葬儀には人間の
くわちやうま
あ︒ｈびんをやくふを
どうるゐおないゐにんげんしい
課長が﹃お待ちなさい︑郵便脚夫が居るから﹄とて︑同類︑同じく生きて居る人間が死んで往くのである︑
あを篭もの雪いうびんざいけいれいもつおく
ボー〃を呼んで言以付けると︑青い着物を着た︑郵便最敬濃と以て送らなければなら喝錘嘩塞餓なるもの

．1

てん

ところぱいこ

こう詮ようためまうけつ一﹄恥をか

もし

は︑公共の潟に設けてあるから︑決して之を犯しては
なら函︑若くはコーヒー店のやうな虚に這入り込んで

たざのみくことにんげんもつとはごと
ひとβ●１みなこれしぷうち

只飲喰弘して癖るやうな事は︑人間の最も恥づく誉事

であるからしてはなら画といふｚとを人々皆之を承知
かなら

してせぬのであらうかといふと︑必ずしもさうではな
わたくしおも・じつかくごとｂつばぴふうぜんぞく

これたが毛のしやくわいしんよう

いと私は思ふ︒賞に斯の如き立派な美風善俗といふも
ヨーロッパＬやくわいをあてば
のが︑畔泰て屠って︑欧羅巴の斌曾が︑其れに営恢ま
ゐ

って居るのであるくそこで是に連へば其吐曾の信用を

うしなでんしや元ざの全うか奴せんせん
たずのく

ゆくわい

し

失ふ．電車に只乗ｂして︑儲けた金は五銭か十銭であ
しやくわいうしなしんよう定いと・んがいひとつ
るけれど恥︑吐曾に失ふ信用は︑大損害である︒一注

しやくわいしんエうそん・たるそん

ぎのビールを只飲んで来るのは愉快であるかも知れ画

こいたがゐ

が︑賦曾の信用を損ずることは︑百樽のビールを損す
えうりつばぴふうぜんぞく
わけ
る課でありますがらやら楓︒要するに立派な美風善俗
が野泰て暦るから︑是に違はぬといふことになって居
おもにほんおいみ

で茜おもいまとほおばなしヨーロッパじん

るのであらうと思び製す︒それは日本に於ても見る乙

とが出来ると思ふ︒今の通りに御話すれば︑欧羅巴人

いかりつぱにほんじんふりつば

ふう猪こ

またにほんじんいかかうけつ

が如何にも立派であって︑日本人は不立派であるとい
ふ風に聞え弐すが︑叉日本人がや如何に高潔にして︑

おう︲︶うじんひれつ︲てん

欧洲人が卑劣であるかといふ乙ともいへる鮎があるの

であり訟す︒
取締る人と取締らろ︐人

口金銭の鮎になると

に

むかしにほんじんむん
栓いくわつぜち鋲ら苫
生活が世智辛くなって来たので︑昔ほど日本人も金
せんてんＤつば

室へかく？﹄のいうびんだ

銭の鮎に立派であり戎せ鰻けれども︑それでもまだ日
ほ人じんかねほ
本
人は金を欲しがら阻誇識がある︒鍵︑計鑓が軽曜索

きちんきんばら

ぶろ

尽うこ

って来て賃金を擁必設す︒﹃お前還りに此郵便を出して

呉れぬ稲﹄﹃宜しうござい製す﹄といって投ｂ込んで
く
やほやあさ画よう恐きと哲ま︽

どこま︵卜﹈ほ

をこひとき

呉れる．八百屋が︑朝︑御用を総きに来た時に︑﹃お前

くエろ

は何虚の前ン蜂通るだらうが︑ちょっと其虚の人に来て
いうびんだ

せんくだことづて

呉れぬかといって呉れ︑﹄﹃宜しうございます﹄といふ︒

﹃ヘイ郵便を出しますから三銭下さい︑言博しますか＃

じつとのてんＤつば

ヨーロッパ巴ん

けつい
いくくだ
ら幾ら下さとといふ乙とは決して言はない︒それは
ことあくとくほれを
ぜんたいにほんじん
全篭日本人は諺きういふ事に雛縦として骨を折ら噂・

かれく

ゆる

しようさか

賞に其鮎は立派深あるが︑欧羅巴人はびど
うであるかと
んばふ抄る
いへば︑それは甚いのであります︒貧乏揺ぎすぁので
て

かね

はたら

も︑金を呉れなければ揺がない︒ツルポァと講する酒
さかふん医うよう
代みたやうなものをやれば︐逆靖鈴を打って用をしま

一一

すけれど地︑金をやら楓となかＩ︑働か鴎きうして
なんかねを
ず少↓
何
で
も
金
し﹄
づも
動ら
貰αだがる︒港なども︑呼揮に輝
むかおい
くすり
ては︑薬にしたくもないのであり食すが︑向ふに於て

ロ

【

い

ばん穆少ふきひと式たをうぎ淀いにほふじんぜんたいちんばうらうぜき

くい添いいういばおやきやうだいあるひほう

そのきたかげん

を

念つたれいぎし

ちんばう

・いおも

口烏が群って居るやうに

あきほど
いか訂ｉロッパじんャひぜんたいにほんおいたかところふおろ
ふものは呆縦る程である︒如何にも欧羅巴人は野卑に全鵠日本に於ては︑高い所︑から見下すといふことは
しあ
つる
れ︒
い是
一は
﹂日
舵本
にで
ぼな
んく
強て
いも
み︑
ん生
ふ民
つ普
う通
ば一
ん般
じの
ゃ常
う
してと︑今度は肩を誉へさせ︾﹄言弘たくなる︒失潅で

持って往けば︑九銭にな為といふ愈其稜なき加減とい

せん

はうェしふくわんでき
二
枚もか
居ったのであり製す︒ところが来る暦もさういふ飢暴をするのは︑其そ
方のに
良い習慣が出来
た訳
ち 三枚異れて
わたくして解みぼん誉・為
度に貰へるので︑私の手紙が三本燕て居るやつを︑三て居らぬからである︒
んふも
れ本ぽ
ど度
燕を一癖に搾って藩ても三せ
銭貰
︑ら
之こ
を一
づん
シ三

私匙
など
来を
る度に淫山でばあり弐せぬが︑銅貨をで︑全く濯儀を知らぬといって宜いと思α蜜す︒けれ
戸ら
食︑い
いもく

どうくわ

便を配って来る者に︑少しで郷栖代乾拙唇ぬといし配鋤睡であ謁浬か罰い蔀人霊やる淫かいふ場合は格別でゐる
や
う
お
を
き
み
しる
かに
そ其
こ庭
様が遅い気味がある︒それで欧洲の牡曾でも︑年の暮而して其人の最後の門出を這るのである︒然
やばごしう菅いみいうびんはいたつら
たばこ厭人でゐちやくちやｆわし︑
になりますと︑矢張り御祇儀の意味で︑郵便配達等にに煙草盆が出て居る︑それから︑お茶が来る︑茶菓子
すこよけい・ぐわいこＩじんらしじういうびん蛭いでくぱうず舌やうよあひだ瞳ちやの段菅
は少し除計やる︒外圃人等は始維やるのです︒郵便配などが出て承る︑坊主が経浄讃む間︑茶を飲んで︑巻
た
つかれはやくぼ言たばこくはゐ通どずゐ鋸んらんぱうらうぜ哲ぱなし
運ぶ窪惣やる処・浮く睡溌といふことを聞き談したか煙草を街へて居る等といふことは︑随分凱暴狼籍な話

のであり製す︒其結果は往々にして弊害がある︒郵況んやそれが親であるとか︑兄弟であるとか︑或は朋
びいん
く黄くるのすこざかてだく憾いうちじんぱあひかくくつ

をのけつり︑わわう７く１

シガーの一本もやって︑道などを聴きますと︑それはがら寺の本堂で葬式を塞げる︑葬式なるもの銅者詫淫
何虚だといって︑ちゃふ
んう
とも
二丁
のや
ほ三丁は附いて球江議いへば︑跡の馳皿で雷認︑兎に角洞類である︑同じ人間
へて呉れる︒さういふ風に︑物を欲しがることが鯵しである︒同じ人間の中でも︑嘩睡と顎れば蕊に華い︒

打これこごとかぎしかし
ぽんみちきてらぼんだうさうしきあさうしきなにもの

わ

は雲一察官︐警部の人は知り製せ風が︑一般の巡査の人叉葬儀に鍔するや日本人の全篭は︑凱暴涙籍でゐる
み
ち
を
し
く
われ １１か泡
もちら人これてら
かへじよた症こ
が道と激へて呉れるも吾々は金をやったことはあり裂勿論是は寺なども悪るいのであり史して︑控ひ所
に煙草
いじゃうご雷げん
綾ん
せ楓が︑シガーなどをやると︑非常に御機嫌である︒盆などを置くのは是は小言をいふ限ｂでないが︑併な

けれざつくわんけいぶひとし

取締る人と取締らろ〜人一一一

●

しき
ん所
がか
たか
ろ見
ひと
ろいふＺとは
口葬儀に於ける無濃識から考へても︑
高かい
らと
人こを
下み
すおと

］

ご上い垂フランスだいたうりやうぜんＦＬ１だいたうりヤブれいぎ牙も

しし

口民を器物に入れる

ｎいぎ︲・

お宝けつマ﹄ういぱわうこうたいときな犀さらし
除
り
結
構
で
な
い
︒
況
ん
や
王
侯
に
封
す
る
時
に
は
筒
更
で
あ
知
ら
泡
と
い
ふ
蝿
も
あ
る
︒
雁
しなが些群い酢揮雄が癖鰐
わたくしおもえうにほん
ししか
ヨーロッパ︾﹂のはうさらか重
６きす︒ところが欧羅巴では此方は更に構はな照そを知って然るにあらずと私は思ふ︒要するに日本では
定顕こす
ていわうおとほていわうさうぎへいきたかをんきひと野かあやら
こで帝王の御通りでも︑帝王の葬儀でも︑平気で高い尊貴の人に向って︑胡坐をかいたり︑煙草を吸ったり
乗ざはふこも●﹄
ｂたくしみおなど
ところみおろなかんづくぼんみやるおも
所から見下す︒就中一番見苦しいと思ったのは︑私が見下ろす等とい＃ず︶とは︑不作法の事でゐって︑瀧儀
しものひんせきう
ご画ももち
みときさほばら
それを見た時には︑竿でシも桃ってやりたい心持がしを知ら阻者だといふ績斥を受ける︒そこで知らず識ら

にほんじんてんおいほ

かい
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かと思はれるのであります︒日本人はそんな鮎に於てを欲しがら楓といふのは︑欧羅巴では貰ふといふこと
をもちにほんはう
ｂつばことしをんごつうかう
はなかノー立派だ︑殊に至尊の御通行といへぼ︑二階になって居愚︒から貰ふが︑日本の方では︑そんなもの
ぺんＤｆｌせんせん
もらしふぞく
も嫁いくわん
ゐひとけつで
に居る人などは決して出ませぬ．若し拝観しようとす玄で貰ふといふ轡侭はない︒そこで一遍々々二銭三銭
ちいつこんどきたのこんどちん
かならおきおもてたけいれいこれく
れば︑必ず降りて来て︑表に立って敬濯とする︒是に呉淑といふと︑彼奴は今度来たなら頼むな︑今度は賃
たのたん
於て日本人が礎儀を知って居って︑厭羅巴人が潅儀を金を総計にやるなといふ乙とになる．頼まぬから損で

おも

荘厳な葬儀で︑各圃の帝王から︑皆大使が来て︑儀杖
でぎゐところ
で善
こ力いた
いかきうしやす
︽いしだんいじゃうつ
兵が一師関以上も附いたといふ︑如何にも葬車の過ぐ是に至っていふ乙とが出来るのは︑出来て居る所の
ふうぞくちからばふ世いちからつよこのできゐとごろ
ことろれいは畠とまるところじつざうどん
る所潅砲の轟く所︑それは賞に荘厳でありましたが︑風俗の力は︑法制の力よりも頚い︒此出来て居る所の
ぴふうぜんぞくぼんたいはんだいやつ菩ところ
はいくわんぐんしふ砿いろなみ巷きかんのぽゐ
拝観の群集は︑街路の並木に盛に登って居る︒まるで美風善俗に反謝すれば穆反謝した奴は︑婦する所：：
もういかもの毛ん
散しょく一﹂うおほご凧かうしやうひとべつ
からすむらゐ
烏 が 群 が っ て 居 る や う で あ る ︒ お 負 け に 懸 工 の 誰 き な 是と
は高
はく
別り
でつ
あば
り製
かが
らＬ
以や
下く
の者
く術
かな
ん人が
ふす
うが
ぞ︑
く中ち
わは
い損
どろやつう︵えだ
泥靴︑それが上から枝をっかまへて女ら下って居る︒得の考へからも来る；立派な風俗に鍵って︑祇曾の
ひんせきラ
湾いこんほゐ
にほんい匙ごみゐなかい
日本では今頃田舎へ往き製すと︑大根を乾して居る︑績斥を受けることは︑損であるといふ方から︑爾かく
冠んこぐ甑をしやふばていれんちうかね
これどこけ転れい
おな
あれと同じやうなのである︒是で何虚に敬漉があるなるのであります︒先刻申した車夫馬丁の連中が︑金

フエリックスフォールといふ人の葬儀の時︑是は非常な
きうごんきう篭かく↓﹂くていわうみなたいしぎぎぢゃう

ひら宮うぎときこれひじや５

た事がある︒今の沸闘西の大統領から︑前々の大統領ず︑職儀を守るといふことになるのであります︒
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た︾鶴漆にてい鷺しらか﹃乞うじゃうをうはいゐヨーロッパほうじつ

ごとむかしこうし
いば
じんだう
だたい一﹂とじつ砿ヴ
ある︒そこでやらぬ事になる︒昔は孔子はいって日くすると人道をいふが︑堕胎の如きは責に烈しいのであ
０Ｏ○○○○○○○○このいみ
これにほんだん３１おうぺいのつといごと
﹃民可レ使し由し之不レ可レ使シ知し之﹄と︑此意味は︑６ます︒是から日本が︑段々耐欧米に則って宜い事も
○○○○０○○ＯＣ
こうしし
哉たまなっ﹂まはなはおほ
﹃以二不し教民一戦是謂咳棄し之﹄︑ともあって︑孔子の知あり戎すが︑叉畢んで困ることも甚だ多いのであり或
苦んごと鱈
でき
らしひくからずといふは禁ずる言葉ではない︑出来なゞす︒瞬釜に罫って職曙臓の鴎は露創逼走って啓る︑斡

いといふ言葉であり戎す︒民は洞かぺ一つ碇池認の遼椿へろ下層でなく上嘱恥這遜診て据毛が︾絢識雑氾諏方は賞
い

したが

だ↓﹂とうちて坪みぎげぢよなに苦

て︑由らしめなければならぬ︑柵々別々人毎に知らしにαどい・まだ日本は非常に少い︑先刻御話申し戎し
で雪すなはよ
びふうぜんげぢ王険なし
わたくしこどもにん
め
て往くことは出来ぬ︑即ち由らしむるといふ美風善た下女の話であり製すが︑私は子供が三人ありまして
ぞくこし
たみ香ぶつい

こぐかｂつけんこどもはやち詞かへ昔もら

噸を椿らへて︑それに従はしめなけ敗ばならぬ・他の言家から手紙が求裂す下女が何かと蕊きますから︑﹃少ちひ

なんにん

その

解み
葉
でいふと︑民を器物に入れるのである︒画家が立憲さな子供が︑早く父に錦って来て貰いたいといふ手て紙
せいたいつく
え・フたみ壱ぶつい
になし
なみだな誌きゐこども
政篭を造るといふのも︑要するに民を器物に入れるのであると︑話をすると︑涙を流恥て蕊いて居る︒﹃子供

であり或す︒が何人あるか﹄といふから︑﹃三人ある﹄といふと︑其

をんなにん
お苫ろゐまへ
女は﹁
三人と
恥あり
ますか﹄といって驚いて居る︒﹃お前
口堕胎の悪風けっ書員識
働
︒

は血気盛んな身で︑一人しかないのか﹄といふと︑﹃そ
段たにぼんふうぞく鱈たいずくおうしうしやくわいに
あた式へびんぱふ
よめうこと
叉日本の風俗では堕胎が少へ催い︒欧洲の職曾は︑日れは富６前です︑貧乏ですもの︑﹄鈴ほど妙な事をいふ

ころ

医んしやくわいくち ひじヤブ巴んだうとなあ
にほんおい毛のはん定いしぷか冬﹄たれだくさんびんばふにんごだく
本の赴曾よりも︑口には非常に人道を唱へる︒明けて日本に於ては其反鍔で︑縫株の種津山︑貧乏人の子津
く吟んだうと鞍いまドイツくわうてい
どとざんかへつおほ
あた象へびんぱふ
も暮れても人道を唱へる︒今の猫逸皇帝カイゼルの如山で︑却て多いのである︒それは富︐前です︑貧乏で
しなさんとうとため
しんのうつか
ごつく
びんぱふ
きは︑支那の山東を取る為に︑ハィンリヒ親王を這はすものといふのは子を造らぬといふのである︒貧乏で
と昔ふんかんえんぜつ
Ｐ︑わいへいわじんだうつ〃︑つく
す時︑十五分間の演説にと
︑の
十ど三
四同卒和とか︑人篭弘も造るは造るでせうげれども︑殺してし或ふのである
つ︑
にほんおいきばすぐもちろんゐなか噂フ
かいふ乙とをいはれた︒其賞はどうかといへぼ︑・他所それが日本に於ては極めて少ない︒勿論田舎の方には
くにもとこ
おうしうじ人や逼とうぼくちほうもししうちはう
の園を挑誉取って来いといふのである．歓洲人は動も東北の地方若くは九州の地方にばＩそればが︐では

ずゐ潟ん

だんｏｆ︑咳ん︐

ひじやうぼ垣を

︑

あり童す食いがＩ随分あった．けれど珊段得仁人が

で番
けつくわだたい

ひじゃうげん記とひふ津

出て来て︑それはいけないといふので︑非常に骨を折つ

者ん

ふうぞく

た結果︑堕胎といふ乙とは非常に減じた︒例へば日向
和ぴごとやすゐ吃くけんばん好病さんよときひじやう
の妖肥の如きは︑安井息軒が藩政に参典した時に︑非常
ほれをりきん

こども定たい

とも工は

な骨折で禁じたのであり製す︒禁じられたそれが風俗

えうこんにちにほんふじんだたい

となって︑子供を堕胎したといふと共に歯いきれ咽の

けつし郡味ばんｂつばだいし郡いある一︶らん

争﹂

︐もし

ぼんぷ恥らじつ

い

潔な市街で一番立派だといはる溺大市街を歩いて御覧
称かあいにく？フらいしきいしし
なさい・向人は生憎往来に敷石を敷いてある︑若くは
ばうねうやつ陽すゐ
アスファルトで塗ってあるから︑放尿した奴が地に吸
みちさい旬フ
わさいみ
込まない︒そこで朝往って見ると︑それは道の左右か
さかんかうずゐ宏洋ゐじ﹃︶︸つわうらいすゐだう
ら︑盛に洪水が流れて居る︒九時頃には往来に水道が
ありますから︑卿筒で洗はれてありますが︑それは質
に盛んにやる︑それが東京では誠に少ない︒もとは飢
暴であったのが︑どうして斯うなった穐是は確かに

しょくんおちからわたくしおもめいぢしエれんたいしゃう

かとう言う式ことすぐらん
ぱざう
か
ご
れ
た
し
こと

であり空す︒要するに今日の日本の婦人が︑堕胎をや
すなはこどもころこどもだたい

ら画のは︑即ち子供を殺す︑子供を堕胎するといふ事

き

さいし采けいきつくわんかたワー︑

ぜうｙＩ１ばらたところ

み︶

︽い

ない︒少々まァ腹の立つ所もある︒そこでもう人民に

いんみん

前であるが︑ちと見窄らしい︒お負けに宜い給料でも

を

居った︒その殿が往来を歩かなけれはならぬ︒皆榛の
詮
へみそぽまい昔ふれう

とのわうらいある

が︑最初の警察糖雑︑恋おい＃︿方諏誕あったかといふ
と︑どうして１人民を取締るには平民ではいかぬ︑季
みんゐげんしｚ﹄くあつけいきつくわんへ・し梶ふ
民では威厳がないから︑士族を集めて警察官に編入さ
ところむかししどくと少ゐば
れたのであります︒蕊が昔士族は殿といって威雑診て

い

出来た営初の警察官の方々は︑今頃は長老になって御
あるひ
出でか︑或はもう去っておしまいになって居り裂せう

で茜たうしよけいざつくわんかたｆｌいまごろちヤブらう害

れんいたすでれんけいさつせいど

諸君の御力であると私は思ふ︒明治の初年から大正の

しゃくわい訳ふうぜんぞくで巻ゐ

は︑人でないといふ斌曾の美風善俗が出来て居るから
おも

六年に至る︑既に五十年になりますから︑警察制度の

口朝の往来は洪水

またわうらいはうねうこい

叉往来に放尿するといふやうなことであり裂す︒是
むかしわたしどもちさときはん解くかうい
は昔はやったもので︑私共の少い時︑藩の皐校に往く
こんにちいぇ
めちや
くちゐとき
位の時には︑滅茶なものであった︒それが今日に至っ
このとう昔やう香とわたくし
てはどうであるかといふと︑此東京の如きは︑私は

確かに提だけは倫敦や巴里の人に向って
︑自慢す為に
ところないっｆｌ

たし↓﹄姉ロンドンパリーはとなかじまん

み

足ると思います︒それはまア見えない所では︑内々や
も
のすこだいぶぷん

何か非違があると︑其奴を遠慮曾騨なく︑αシ捕へて

厳に訂まりをいつゑんりよ魂しゃくとら

一

る者も少しはありませうけれども︑童ァ大部分はやら
ヨーロッパ噂ソあさばやじさろパリーせい
ね︒ところが欧羅巴の方は︑朝早く六時頃︑巴里の清
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︿
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れ
い
くわいよるどこよこちやう

ところたちをうぺん

ゐ

えうご角

そのたうじせうぺん

こらゐ

乳された︒蛭群を癖鰭れ好撫して彫ると︑嘩雛の舞諦とそ淫はやかましかった︒そこで初めに厳令を嵩すの

な

にほんなんわう陰いおいはうねう

曾で夜など何庭か横町のやうな所で立小便をして居る要は此にある︒其営時には小便のしたいのを耐へ一て居
もの
くつおとゆつひしふくわんご〃︽にろたしこの．と・フ昔ヤう
者があると︑成るだけ靴音をαどくして往く︒ざうすたものが︑途に習慣となって鰯今日では確かに此東京
けいｆわん主は寺ことわかやいおうしうたいとわうらいはうねうすぐ
ると警官が廻って来た事が分るから︑止めて往くといは︑欧洲の大都よりは︑往来に放尿することが少なく
ばうしんな
とら
ふやうな方針︑成るだけ捕へはせ砲︒ところが日本のなった︒それは何かといふと︑往来に茂ては放尿せ砲

けいけつしよきお肥ゆんさかた４１こればんせうみちあるばだぬ一うでぴふうぜんぞく
ゐ

↓﹂

い

な

譜察の初期に於ける巡査といふ方々は︑是に反して小道を歩くには肌を脱がぬといふことが︑既に美風善燃
くついぬきあし
とのしやくわいけんゐ
便で功して居ると︑ちゃんと靴を脱いで抜足をして性となって︑此斌曾に権威今のるものとなったからであり
とら
くむり
わけ
くにそのぴふフ
って︑ｕシ捕へて︑来いシと来る︒無理もないことでます︒きういふ課であるから︑成るだけ園は︑其美風

で誉どのてんみ

壁のふしぞくゐぱものこんどつまやつみａはぜんぞくよけいで菩袈けい左らくにすなはりつぱ

さい︐Ｌよし

あひい匙Ｌ

ｊ

どんに宅一

これかば

昨日まで士族で威張と
っこた
者が︑今度は詰らぬ奴を現麺善俗が総計出来て︑鈴計それに習った園が︑即ち立派
ら詮づかなやさ
くに
ら姐ばならぬので︑其逼で自ら慰めたのである︒其時な園といふ乙とが出来るのであり裂す︒此鮎から見て
ずゐぶんつらにくおもをわたくしいまにほんどのもといたけつおうしうじんぽゆ雪
．には随分面惜いと思って居った︒私ばかりではない︑今の日本は其本に至っては︑決して欧洲人に一歩も譲
わかやつ
つ昌尋にくおもを
毛のげんれい
な瀞おひだにうまんおけつくＣ
若い奴などは面惜いと思って居った︒けれども其厳令らぬけれども︑長い間放漫にして置いた結果︑裂だ製
ためせうぺん
ぼつぜんだぴふうぜんぞく狗脹ところたくさんこと
の最初布かれた潟に︑小便とすれば︑罰金を出すといだ美風善俗の及ばぬ所が津山あるのであり製す︒殊に
けいざつ
ことお毛ろ
好かし
誉令うちつじよぴふうぜんぞくばくわい
ふよりも︑警察にαシばられるといふ事が怖しいから今日では︑昔からあった奮秩序の美風善俗が破壊せら

一の

ずゐ束ん

しかた

ととはだだゐ

口法制道徳相侯って・

ふる人が︑相寄って直さなければならぬ︑所と私は思

志士仁人といふか︑識者といふか︑兎も角も既圃を憂

ししじんっ１１しき→︾やとかくどのくにうれ
口新秩序の美風善俗２
；：とご：ｆ滝も

んちつじよぴふうぜんぞＩおこ一﹂れ
そこで相戒めたのである︒れて︑是に代るべき新秩序の美し風
善俗が興らね︒是は

は渡

肌を砲いで居ることも随分やか史しかった︒まア桑ふ︒

はだぬ

うちびん臆ふにんかみ
なつゆふ津だあつ︲
の内で︑貧乏人のお内儀さんが愈夏の夕方など︑暑い

ので肌を脱ぐのは仕方がないが︑外で肌を出して居る

いかはうみん秀つ
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これわか

それは如何なる方面から気を附けるかといふと︑癖

ろんたぃかい署つ
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いいやす
ばん融ちびばうばふいたご紗
へぼ︑取締らる動人も︑亦取締る方も鋪を附けなけれさて一般を導く方法に至っては︑是はなかｊ︑言易
りしまひとまたこ
くわんげんくわんげんよる
ぱいかぬと砿ふ︑価雌からいへば︑と取
締
る
人
も
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一
個
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画
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︑
寛
巌
の
宜
し
き
と
こりん
ゆ塁とりし堂ひとろづかかへりやまう
これひじやうたいせつこと
おも
の個人でゐり強す︒故永取締る人も︑自ら省みて疾し得るとい点乙とが︑是が非常に大切な事であらうと思
永のうへ
そのくわんげえよるう
ごとごらいぜいげんあるひ
くないやうに成るだけ素〃附ける︒さうして其上に︑ふ︒其寛巌宜しきを得るといふ事は諺古来の聖賢或は
ｂつぼばふ症いＬつかうばふせいうへなこぐみんえいけつ
ひとみなたどをところ
立派な法制学執打して︑法制の上から︑成るだけ圃民英傑といはるシ人の︑皆辿って居る所であり設す︒
たげいうＩうたみひきあ
つと宝たとりしまごふるところいまやくれんむかしにほん巴んむ
を正しい優秀な民に引上げることに努める︒叉取締ら極く古い所で︑今から約三千年の昔︑日本では紳武
ところひとおのつく１こ画易解
むちみん
ころエヂプト
てんのうさ武かしはばらみやごそくゐ
れる所の人も︑各々心掛けねばならぬのは無論であり天皇様が橿原の宮で御即位になるといふ頃に︑瑛及に
なかんづくてんぷあつしきＬや巴人ＤＩＩ
かた
かたゐよおもしろかた
或すが︑就中天賦の厚い識者仁人といふやうな方は︑ラメセス三世といふやうな方が居る︒除ほど面白い方
だうとくはうこ・︑みんざとよばうみちぴい
ごくわう
そのせいじ
じついうｂよくわうさ弐
道嬢の方から︑圃民を諭して︑善い方に導いて性かねで圃王としては︑賃に有力な王様︑きうして其政治も
おもどのはふぜい︲だうとくあひ念
ぜんセいぴじｗほしかたんじ軍んきうでんかへ
ばならぬと思ふ︒此法制と道徳の二つは相須ってゆか善政美事が多かった︒然るに一旦自分の宮殿に還られ
だうとくちよく蛙つせいきいつを
のち
ほとんこども
ねばならぬ︒道徳には直接の制裁が附いて居らぬからてから後といふものは︑殆ど子供のやうになって︑遊
１んぽおそ１か歌元これはふせいちからすなはけんたはむ
あるならずものを之の
なかノー進歩が遅い︒而し叉︑之を法制の力即ち権ぴ戯れられる︒或没粋漢が居って︑其ラヱセス三世の
ｂ狼くてもつなに強ぢふ︒
しうたうぜんせいぴ
ま︵でいばくいかこぐせいみ
力の手で以て︑何もかも振伏せるといふｚとになると前に出て日く︑陛下の圃政を見られるや周到︑善政美
里たへいがい
りやうばうあひＵ宮しかう
じつかんぷくいた
叉弊害があるのであります︒是はどうしても︑雨方相事を御施行になるのは賞に威服の至りである︒然るに
そのてんおいこんにもにほ人計うでんおへいかおふる象ひぜん＃１ぺっじん﹃﹂とおも
須って往かなければならぬ︒其鮎に於て今日︑日本の宮殿に於ける陛下の御振舞は︑全然別人の如くに思は
だうとくくわいけいきつけふくわいけふどうｆ・わいおひら
ことまを
せいうし
道徳曾と警察協曾とが協同して︑倉を御開きになったれ或するといふ事を申し製したら︑ラメセス三世︑後

一

七

といふのは︑私は非常に面白いと思って居るのでありろから弓を御取りなすって︑此弓を見よ︑此弓の弦と

と差つる
い︑
つい
ばき
つと
おいふ時には︑
食す︒何時でも張り詰めて置けば
弦は

取締る人と取締らろ０人
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1

、

取締る人と取締らろｔ人

ものようた
弛や毛んでしまって︑物
の用に立た鰻︒そこで索鍛ば形し

ときは

い

の
お
て伸ばして置いて︑いきといふ時に張るのだ︑生きて
せいおうれきしかたいこう

をの

こうてつにん

一八

貢は十哲の一人でぁ︐ますⅡＩ誇琴霧雛︽

象へゆくわい

ゐ

しこう

お獣つきちか
御祭りで素狂αのやうになって居る︒そこで孔子が簡

よ

にＬ一たのしう

もばつゆみ

これせいぢみやうてい

はｂつ

またこと一ちよくせつじんみん

はず︑一張一弛は文武の道なりといふ乙とを説いた︒

．ちやうち窓ん蕊みち

池も話になら楓︑若しも張り詰めた弓とすれば︑張詰
ゆろ采んわう顕わういくどなあたゆる
めて弛めきれば文王︑武王と難も麓すこと能はず︑弛
ぷんわうぷわういくどなあた
ま野はりつ
めた侭で張詰めなければ丈王︑武王と難も麓すこと能

とてはなし

日の勢をした其結果として︑一日の薬みを受けるので
これすなは弓塗ほうたくごみたく
ある︑是は即ち申さば豊津である︑此津があるからこ
わかやつ
またあ砿・たら
そ︑叉後とで働くのである︑まだそれが分らぬ奴では

にちらう毛のけつくわ

きちが

うていはれるには︑お前は愉快ではないか︑子貢は︑ま

ゐにんげん

じかんｂ者をひ
じぷんやくたじぷんとき

居る人闘だから︑きう二十四時間力んで居った日には

るで気狂 のやうでありますといって儲ほどハイカラ
巷ざ宝わかしやう
かうし
である︒すると孔子が︑裂だ貴様は分らぬ︑百姓が百

い

いぎといふ鋼時分に役に立た掴︒自分の時になったら己
かつてこと・ゆろおく
れの勝手な事をするのを許して置いて呉れなければな

ぬんぜんすなば趣いむぜん

らぬと言はれたといふので︑西欧の歴史家などは大層

感服して書いて居る︒

かんぷくか達

口孔子の達言
弘旨フやうおい

東洋に於ても︑二汗五百群麺緬潅即ち二十壷世稲前の
かうし
孔子でありますが︑孔子も恰度同じやうな事を言って
をわたくしたいとうおもしろおもを炉
居られる︑私はそれを大層面白いと思って居るが︑斯
○○○○○００００○○Ｏ
迅と

口花見の時などは

われ？０１とりしまはう

君はわ妙ｆ︑い

かんが

是が政治の妙諦でもありませうし︑叉殊に直接人民に

いまごろしんこぐのぽ

ぜつかたワトーみやうてい

ういふ事があります︒﹁子貢観二於婚﹁孔子日賜也薬乎︑

接せられる方々の妙一諦ではないかと考へられる︒

○○○○００○○○○○○○○○

割日︑一画之人皆若し狂︑賜未レ知二其薬一也め子日︑百日

之蛸︑一日之津︑非二爾所一し知也︑張而不し弛︑丈武弗レ能

○○○０００００○○００ＯＯ○○○○○

○○○Ｏ○○○○○○○ＯＣ○○○○○○

をご恥Ｌ柔まつり

也︑弛而不し張︑文武弗し潟也︑一張一弛︑丈武之道也︑と
にほんむかしさか

えゐこと

れぷもつ獣みぃ

吾々取締らる動方からい弘裂すと︑極めて吾々の意
よまつり

いって居る︑是は婚の祭といふのは︑今頃の新穀の登
と者しんしやうきい

る時で︑新嘗祭が婚の祭であります︒日本でも昔は盛

癖から躍ると︑総評に雌蝉淋癖の鯉に壁れたいけの美

ぴ

を得て居る事があり蜜す︒一つの例を以て申しますと
で惹詫ほ・︽じん穴みん
無輝修の義を癖感することが出家る︒日本人は他の民

い念ゐなかいざか

んにやった︒今でも田舎に往けば︑盛んにやり食すが一
かうしもんじんしこうし
ねんしうぐわく智まつり
年の収穫後の祭であります︒孔子が門人の子貢ⅡⅡ子

とくわい躯なおな．﹃﹂ととう菅やうものむかし

は遠みすはなみもつぜいめいくらゐす

己のねんあびだおほヨーロッパふうふ君

野１画ツパじんわら

かれ巴づなうじんだう

か

ヨー屋ヅパじん

ヨーロシバじんへんおも

こんくわ姉せんさう侭じ

ヨーロッパじん毛のちんばう

ねんじん７︐１跡くしやわうこうしやうめひみなあつ

じゃうしんら●フひじやう翌ｐよくもつせいば晶秀やくまうを

ぜんさうおいせんとう丙んほかけつざん解い

Ｅんぱうことて者こぐドイッ

こと

ドイッじんづなう・

を定めて居る︒然るに今度戦争になり喪すと︑それは

百だゐしかこんどぜんさう

ひ

めて見ると︑威心であるべき欧羅巴人の其甑暴といふ

みかんしん

たいへんこりよを

ら笑はれよう︑斯うしたら欧羅巴人から愛に忍はれよ

か

うと大鍵顧慮されて居ったところが︑今回の戦争を飴

わら

で︑欧羅巴人から笑はれまい︑斯うしたら欧羅巴人か

﹁山かつの斧取るものも⁝：・花の盛りは見て遊びな
をまおやぢはなざか
び﹂もくりこくｊの樵の親爺も︑花の盛︐になれば︑

ものは︑彼等の頭鵬に人道ありやとい私たくな為・乙動

やま塗のとはな窓かみあと

さうもあこの威きうしきし宝や宝とご西ろたと
想を有って居る︒此美想を敷島の大和心に誉へられる

斧を取ることをせずに見て居るといふので︑誰れしも
ほなさとき
ゆくわいあをおもゐゐなか
花の咲く時には︑愉快に遊ばうと思って居る︒田舎も

三四百年︑仁人壌者王侯籍相皆集まって︒さうして非

た

都曾も皆同じ乙とでありますが︑殊に東京の者は︑昔

常な心勢と非常な努力を以て︑制法規約を設けて居る

みを︲

から花見が好きである︒花見を以て生命とする位に好

戦争に於ては︑戦闘員の外は決して残害せぬといふ事

をのと

蕊である︒ところが此十年の間︑多くは欧羅巴風の吹
ヨーロッパひんげんせいなんかん
廻しで︑欧羅巴人は厳正でゐると何となく威ぜられた

にほんじんやう背をヨーロッパ
そこで日本人がおかしい様子として居っては︑歓羅巴
じんわらたう番よくしや巻づかばなみ

ていど

このねん切るはな参どきかさうお乞

かま

これたいへんおもしろごと

〆

﹄

・や

しやう浮くぱう

やつしりぎ

ねむ

つしづ

歴ばんじんご垂はじ

．一九

思ったが︑燭逸のする事は滅茶である︒此遥で少しは

安心して自豊が出来たらしい︒いや欧羅巴人は偉いと
お
もドイツことめちやごαへんすこ

じつらん症う

しか

か︑叉一般の非戦闘員に何の誉があり戎せうか︑然患

またばんひせんとうゐん︲たん﹂と淋

じんだ．フ

凱暴︑殊に敵圃の鵜逸などになると︑燭逸人の頭脳に
ロン渡シを◇ヘルギーたみ
人道ありやとい たくなる︒倫敦に居る白耳義の民を
おもごらん
ばんじんみんなんつみ
想って御覧なさい︒一般の人民に何の罪がありませう

巴といふ園は︑文明の風で︑おかしな榛子などはせ砲

とｂし甑

人に笑はれるといふ常局者の気遣いから︑そ﹃冬で花見

ひじヤブいかヨーロッ
を取締らる勇乙と非常なものであった︒如何にも厭羅
穴
くに来んめいく漣やうす
であらう︑阿躯︑彦徳の暇面を稜︐り︑男が女になった
みひじやうげんぢうとりしま
りしては見シともないと︑非常に厳重に取締られた︒

に夜︑飛行船なり飛行機なりを以て︑すやｊ ︑と眠つ
ゐづじやう
なせんとうじめんぴ
て居る顕上浄ら︑ダイナマイトを投げる︑戦闘の準備
ふつうひとのふ狐
をして居る船ならば談だしも︑普通の人の乗る船を︑

︑刀③ご

よゆろき

雁ほんたう肴よくしやもし苦かいきふかた

よるひか．﹄ノ鞍︶んひかうきもつ

それが此二三年緩んで︑花見時だけは︑暇装して遊ん

正隻坊みたやうな奴が尻から来て︑パッと衝いて沈め

おかめひょっと手﹂かめんか球をとこをんな

でも構は温︑構はぬといっても程度はありませうけれ

てし製ふ︑賃に鼠暴である︒そこで日本人も此に始めて
あんしんｃかくでき
ヨーロッパじんえら

おも

ども︑儲ほど緩んで来た︒是は大愛蕊白い事であらう
と思ふ︒
．置きごろ

ツヒ先頃戎では︑日本の営局者︑或ァ知識階級の方

取締る人と取締らろ・人
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取締る人と取締らろ︑謬人二○
ゆゑん

わたくしおもしかはな姪よろあ七萱

パリーはう７や１ていわうあそ

パＵ一●１

・・ はなとりしまｐ劣るらうしやうぐゐはくしやくぱう︑つばひと
にぼんｂうだよ
日本流も出して宜からうといふのが︑花の取締を緩めの老蒋軍で芯伯爵某といふ立派な人でありますが︑巴里

わる

ゆろ

ことりしまひと私一ゐひと

か

けい・しちゃうきうセフひと

ろかいとま

られた所以であら妬と私糎思遥併し深れは湛だ宜泌碓遊びに来た︒Ⅱ
方リ
々ー
のを
帝う
王ち
なパど
らⅡ
う巴
し里
やに
やは
人パ
リも
ー遊
しび
やに
う
い乙とであらうと田賞︒日を限って一年に一遍壁一遍来られるⅡⅡ老蒋軍巴里に居られる中嶋巴里の商
つるばな．ぎゆる詮ためはたらこのあいだあ率ら砿いをんなかい
弦を放させる︒気を緩めれば叉後とは働く︒此間に油責女を買いに往ったものと見える︒買以に往って泊っ
かへ誉ところそのかくしうちいおすく
かところば
つくる政うんてんなめら
を注いで車の蓮轄を滑かにする︑斯ういふ所は張ってて錦って来た所が︑其衣嚢の中に入れて置かれた︑少な
やどやそのことはなや萱
かねと
弛めるのであり食す︒けれども弛めて三百六十五日暇から砲金を取られた︒そこで宿屋に其事を話すと︑宿
ぐわいさくひと
やけいしちヤブうへた
た笈
ざうぐわい
装曾のやうにやられては堪らぬのであり裂す︒そこで屋から警覗魔に訴へた︒それから外圃の人ではあり︑
Ｉわ人げ人ど

おも

ｆ︐にわたくしおも毛のけいし遣一？うでかうとうけい

寛厳の度がむづかしいのであり喪す︒此は取締る人の地位のある人でありますそ
かの
らは
︑な
警し
覗萱
塵と
かき
らき
相す
富漆
の人
しが
や
いこいあ
きばてご画ろえうゆゑん
極めて手心を要する所以であらうと思以ます︒往って是に逢はれた︒其話を蕊いた時に︑流石ソレ者

まことお巷〃一く

官が︑﹃承りますれば昨晩盗難に御遭いになったといふ

画であると私は思った︑其警覗塵から出た高等な警
口流石は巴里の警官⁝うけの⁝
：人渥⁝溝︒
けいざつせいどにほんひじやうすぉを

きそく

そのとり一﹄れまち解ひ

何なんといっても警察制度は︑日本が非常に進んで居る乙とでありますが︑墓に御気の毒なことであり或す
︒
廊い
ヨーロッパイクリー．﹄かおやど全をＬでゐところェ
ざうゐ
に相
違ないのでありまして︑それは欧羅巴の伊太利や然るに御宿から申出て居る所に依り蜜すれば︑御出で
き
ご
ま
と
い
か
ざ
ま
ち
し
ようち
しかみ浮
ヌペィン竃どとておよ
西班牙等は迎も及次ものではあり弐せ楓が︑而し磨きになったといふ先きは裳に如何はしい町うら
しく承知い
ちこいたいめん
宝ただはい
あコーロッパこぐおいずゐ鑑んすぁゐ琴と
上げ妃欧羅巴の一二園に於ては随分進んで居る例へたします︑叉御這入りになったといふ家は︑是は鰐な面
に
ところけつ
パリーけ﹂さっし韮ひととｖしまみじんしやくわいある蕊︲＆かだおい
ば巴里抑警察署で︑人を取締るのに︑婦人赴曾の或部ある方の御出でになる所では決してなぜ
いひ︑
そこで何か
とりしらおほ

獄等躯蝿娠雫か或竪率規則がありますけれども︑其収是はお間達ではご毒いま討壁いか︑是非取調べろと仰
締る方法は儲ほど手心があるのであります︒一つは四せられ製すれば︑是より取調べ喪するが︑左榛いたし
おんみあ象をところ一﹂ぬんぱい
リーは人じゃうゆゑんまた毛ごわたくしひじやうおもＬろ
狸の繁昌する所以も亦其塵にある︒私が排常に而恒訳霞苛潅と︑御見淫妙弾しました所が︑御年輩とい ︑
てうどパリーを
思必戎したのは通丁度巴里に居り食した時に︑白耳義御身分といひ︑御地位とい私ｂそれが皆世間に談表艇

し湾いうか学ひ湖

ものずゐ頚んだうとくあ幸︾ぱみ．︾
る者が随分あり全す︒道徳といへば噛朝から晩までや
きそくたまかみしもきようばんいふう

はれた．録ほど面白いと威じ訟した．一風一市の治安

ぎい戎せ楓︑いや︑もう御調べには及びませ糎﹄とい

た︑何か御間鍵詫はござい製す設いか﹄︑老鍔軍赤面を
ことなに
して︑﹃それは間達でございました心そんな事は何もご

人︒孔子は数千年を通じて天地間第一人者といはれ弐

けて︑鈴ｂ間達と出来さぬやうにする事であらうと思

はそんなむづかしいものではないと思ふ︒少し気を附

心得て︑頚へ上る者がありますが︑吐曾に存在する道

なに打弐準ら群ひ︲らうしやうぐんせきめん

なる次第でありまするから︑それでお伺以に上りまし

を掌って居られる方は︑其の治安を保持しなければな

するが︑﹃小徳出入可也﹄といって居られる︒あそこら

玉おもしろかんどくしちあん

つかさどをかた左ちあふほぢ

い

みちおいき

会たひとつＦ１けんり．ひ卜偲︑１ちゐほごくだ

めんもくひと

けいざつ

い︑︲

毛のひとじ瀧ふじとく

おほいちから

すところ

ます︒

あま

これな

げんせいよ

Ｃ○○○

きふ工うたこ恥

はふせいうへくわんげんどさうたう

口戦後と職工問題

おもせかいたいせんしうとくご布

椎ふに縦界大戦絡脇後に於きましては︑日本の立場

になんたちぱ

れば︑其間に圃民は護達もし︑幸禰も進めるのであり

とのか人こくみんばつたつがうふくす垂

でなく︑法制の上からいっても︑寛厳の度が相営であ

を︲

かうしおもしろところわれノー１でいりかぐらゐそんぎい

○ＯＯＯ○○を

かうしすねんつうてんちかんだ妙にんしや

あま堂ち龍ひで・かご上おも

おもすこ昔つ

しやくわいをふざいみち

らぬ︒叉人々の椛利︑人々の地位は保護して下さらな

が孔子の面白い所で︑吾庵は出入して可なり位で存在

な

溌いうまたはいきしつかへところおい琶瀧いう
つく

き

ご西ろえふろあがもの

ければならね︒面目ある人として往くべき道に於て危

して居ります︒そこで是辿成るだけ厳正にやるが宜い

規則正しく祉杯で屯着て︑用番にでも往くといふ風に

害を受けた︑叉這入って差支ない所に於て危害を受け

けれども︑総ｂやかましく﹃行不し由し樫﹄といふやう

およ

た︑無くなったといへば︑それは警察として大に力を

なことでは︑急な用は達せないことになり裂す︒是も
︐︑わんげんどえうおも．きただうとくはうめん
寛厳の度を要する乙と参思邸ます︒叉道徳の方面から

おしら

議さなければならぬ︒けれども︑往かなくても潜む所
ごとだう？トーｂつばひといところ
である︑殊に堂々たる立派な人が往くべき所でない︒

をこな

其虚で無くして来たのは︑其人の自業自得であるから
多
のへん︑いかげんいみこのふん

みち

其遥は宜い加減で宜？と見られるのであり製す︒此遥
普肱えうりやうえとりしまやうおも
極め て 要 領 を 得 た 取 締 り 様 と 思 臥 ま す ︒

１１口小徳出入可也
これだう段くはうめんお
き

このせんさうを鰹とき

だん凡︑こんたんわたくししん

一一一

このせんきうちうひきつま

たと

は段々困難になると私は信ずるのであります︒例へば
ふるあ洋

堤抵道徳の方面に於きましてもさうであり喪す︒道
いがこんなん
と行ふといふ乙とは︑ちょっと鶏くと︑如何にも困難
巻

此戦争が縫った時に︑いるノーな此戦争中から引績い

あるひだうとく

なやうである︒或は道徳といふ乙とを蕊いて︑額へ上
取締る人と取締らろ︑人

I

取締る人と取締らろ＄人

こんにちゆしゆつ

にほんしやくわい竃や
もんだいのここれ
た問題が残って︑是がなか﹄︑日本の赴曾を倦ますで
和もにほんごのせんさうもうとみえ
あらうと思弘喪す．日本が此戦争中に富を得たといふ

をん言うともなこうげふ透かおこ

せんきうＬうけつのち

のは︑戦争に伸ふ工業を盛んに起したから︑今日輪出
このこうげふおほ
さかんみいた
の盛を見るに至ったのであり製す︒此工業は︑多くは

一一一一

ものなんぴとい︵どぷどくふかうおも

画シヤこんにち湾いへんかくみ
・でく
は出て来るのであり蜜す︒露西亜の今日の大愛革を見
おも

ふかうたいとごき

る者は︑何人と錐も︑輿風のあの不幸を思は掴はなか

つい毛のもときかの険かんがみ

らうと思臥製す︒あの不幸は︑一鵠何庭から来たかと

ひていわうＬひざつく催だあるびかれらせいふてんぷく

かれらむかしをある

弄ようさんたうあるひ

ロシギ詞いかくめいたう

いふことに就て︑其本に遡って考へ毛見戎すといふと
こと
たしこうザふせいさくうだ
あれは確かに工業政策が生み出したといふ事もいはれ

いまかんなお
い武

こいしかははうへいこうしやうへい

これ

戦争と伴って居りますから︑戦争が終結した後にも︑

るのであります︒露西亜に於て︑革命黛といは奴るの

せんさうともを

今まで通りの位置を蝿綾するや否やといふ乙とは︑是

は︑コムミュニストⅡⅢⅡ川共産黛川ⅡⅢ川或はニヒリ子ｒ爪Ⅱ

わたしども一﹂いしかはを

おも

は今から考へて置かなければなら楓乙とシ思α或す︒

Ⅱ虚無糞ⅡⅡといふ者であるが︑彼等は昔から居る︒或

い武どほゐちけいぞくいな

私共は小石川に居りますが︑小石川の砲兵工廠は︑季

ぜいたしよくこうつかを
いじゃ︲うつかを︐これたんしっしぷく

以上使って居り製す︑是が一旦失職すれば︑一寓五千

誉王歌たう

生一高足らずの職工を使って居ったのが︑今では三寓

日帝王の斌殺を企て︑或は彼等の政府を顛覆する事を
しかしかれ
このねんぜん
くぼ花
企てたことは此五六十年前からである︒併ながら彼
どご
らご函ろざしえ
等が志を得なかったのは︑何虚にあるかといへば︑

露西亜人即ちスラブの多数といふ者は︑極めて純撲な

しよくこうたγらわれ︑１１しうゐさんざい〃

の職工が︑直に吾々の周園に散在するのであります︒
ふうぞくじつわものたんここうきう
さなきだに風俗が賃に悪るい者が︑一旦糊口に窮して

人間である︒それは矢張ｂロマノフ家の皇室を︑本営
かみざまおもをにんげんまた毛のじゆんぽくていど
に赫榛のやうに思って居る人間である︒叉其純撲程度
なごや

ち

やは

けくわうしつ庇んたう

ずうとうした

ある︒それで共産主義だの︑無政府主義だのといって
しやう
しやうのうげふ︐くらを

きょうさんしゆぎむせいふしゆぎ

厩とむちほざ・にほん

に入げん

たすうもの萱はじゆんぽく

一寓五千の職工が︑一町か二町の間に分布された日に
ぜんていとわたまた
じつあ系おも
は︑責に危ないと思必ます︒それが壁帝都に亙り︑叉

も殆んど無智な程で︑それは日本などよりは数等下で

いうめいおほさか

もしぶくこういまとほかね
みなゐおも
皆居ると思必製すが︑若しも職工が今の通りに︑金を
たくさんまうじゆんてういをしん砿い
かれらあるひし栄くげふうしなもしちんぎんひく

ロシヤじんすなは

有名な大阪であるとか︑名古屋であるとかいふ地には

詔︑百姓は農業をやって暮して居るのですから︑百姓
かくめいおこおももの
みぇはい
の耳には這入ら泡︒それで革命を起きうと思ふ者が︑

しよくこうもやう雲らやうあひ〆ぷんふひ

津山に儲けて︑順調に往って居れば︑心配はあり製せ

戦患を起したいと思うても︑兵隊が無い鱈に︑最近に
およ

きい者んこれロシヤ

いくおこおもへいたいなためさいぎん

ねが︑彼等が或は職業を失以︑若くは賃金が低くなっ
言︾展．くか
きとき
て来る︑斯うなって来た時にどうするかであり玄す︒

︑

及んだのであり食す︒と乙ろが最近に︑是が露西亜の

このもんだいこれかなら詮もがひこんごにほんしやくわい

此問題︑是だけは必ず間達なく︑今日の日本の赴曾に

宅のくにごうげふもを

いま

且

のうみんかい蚤﹄ふばう襲苦やうどうせいしん

かぞくみ

もの敦た計﹄ヤブどう︾﹂とつと

ふかう
ため さ い ば
鴬
に︑幸いともなり︑不
幸ともなったのは慰今から十そこで農民階級の方には︑燐ほど協同の精禰があるの
まの
しや
わい
いて
殻や
く趣ん
ぜん
幾い年
前
からのことでありますが︑い今
牡く曾
にお於
︑う頚であります︒藤感か糠祇がある鍵に埴桑も野ない︑森

しよくこうばんけいかう

・もたいこぐ
園こ︑
大
圃
と
も
い
ふ
の
は
︑
其
圃に工業を有って居なけれ家族も見ないといふ者はない︒叉協同の事にしも
務める
かしょくｚう
で哲ふ斗島︑うしょうほつ・ こぐかためぜい清
たうていふこく
ば︑到
底富圃になることは出来卿富謹を瀞せむと欲が︑画家の鱈にも税を出すのであります︒然るに職工
つたつ
しやうこうげふ
すれば︑どうしても商
工業といふものをば謹
達させなけになると︑癖Ｕ匪嘩鐸鱗する鵬一糖で諭〃攻す︒雄郁

いおほおやいけうだいいたの

しかロシヤかぎロシヤこうげふこと勺ｆｌしか

こん陣ちロシヤこふげうばつたつい⑨︽

ひっ

ればなら楓︒然るに露西亜に限って︑露西亜の工業は︲悉く然りとはい 蜜せぬが︑職工の一般の傾向から
舞癖獅遜雌の手に齢って時る︒港ではいかぬといふ乙言へば︑多くは親も要ら楓︑兄
弟も要ら侭︑頼む
ごじんしゆ智かたむやす
ところ巴承ん
ときおほくら滝いじ人のちさいしやう
とで︑時の大臓大臣︑後には宰相になったウヰッーブと所は自分であるといふ︑そこで個人主義に傾き易い︒
もいロシヤ零︺よむたう暑﹄ぶうさんたう
ひとひじやうぴんわんひ︑こひ︑とごうげふせいさくた
いふ人が︑非常に敏腕な人で寵あの人が工業政策を立ところへ持って往って掴露西亜の虚無薫︑共産薫誕い

こんにち

めいたうなかま

しかどいつせんきうむすと

て勢︑今日の露茜極廻工諜鍵謹達させた︒今のトランふ者が︑どん人︑火を黙けたのであり喪すから︑今ペ
スコーカシャや︑瀧洲の織道も︑ウヰッーフの力で出来ト官グラードでも︑百蕊近い⁝百蔑そ
はや居
り史すまい
つらみなかれらかく
だ︒蛎腫炉垂鍵輝燕を梁瞬いたことに縦って︑舞渉にが︑識十高がの職狸が啓る．そこで其奴等が皆彼等革

しょくこ・動恥のかん群み

のうみこかいおにるす強んたくどの弦んたくか

いらいロシヤ
それ以家︑露西亜のセントペーアルスプルグ今日のペト命黛の仲間になった︒而して猫逸との戦争が結んで解
ためせいえいへいたん恩１ぜん７１で
しよはうこうげふさか
ログラード︑モスコー︑キエフ︑諸方の工業が盛んにけない篇に︑精鋭の兵は︑段々戦線に出てしまって︑
はうこうなにゐと言このかくめいたうれんちうおこ
きつ●亭とぜうロシヤはう食文
なって来た︒殊に小露西亜の方︑叉オ︽プッサの方の工何も居ない時に︑此革命蕊の連中が︑それ起れシまと
い
を
こいした渉でらうどうたう
１﹄こ−つこ渇こ
げふざか
業
が盛んになったのであり製す︒虚が此に困弐っだのって︑是に従って鴎だのは勢働薫であります︒申さば

つを

すこい︵つシアふんぜう

ごくみんぽつかうせふ

は︑職工といふ者を考へて見なければならぬ︒農民階鬼の留守の洗濯で邸っ此確認に認けられたのがロマノフ
擁と︑瞬璽一瞬継拶と鍵べて殿ると︑露騨嘩擁は︑韮畦鍛でありまして︑賃に御気の毒であります︒それで露
を

に着いて居るのであります︒もう少しいへば家に着い西亜の紛擾は︑一億六千蔦の鰯民︲とば没交渉でありま
とふふきんら一うどうたうせいふしうゐＩ︐亨ｂ今︽
．かぞくつを
て居るのであります︒家族に着いて居るのであります︲して︑都府の附近の勢働黛が︑政購の周園を取巻いて

、

取締る人と取締らる１人一三

ノ

どのていごくちあん

ＩＩ

取
締る入と取締らろも人二四
Ｇつけんも画シヤこんにあ吟やうたいを一けん猿もせめが津を

しかし智つ

か雪暫

おこ

わほれをｐ誕瀧おも

それが貴権を有って︑露西亜の今日の状態になって居・肩には︑重い責が懸って居り蜜す︒此帝圃の治安とい
いかふじぜんじゃう話やう
ことしょくんぱうぎうおこあしたちからつく
るのでゐります︒如何にも不自然な状況であり弐す︒ふ事は︑諸君が暴動の起った朝に︑力を識されること
げんしやう
口シ・ヤこんにちげんしやう
しよくＬやう
すでおそ
みす
それが露西亜今日の現象であります︒か参る現象が︑は既に遅い︒それは職掌であり談すがら︑身を捨て夢
はたら
かり
ぎ︑
い以
ぜ前
んから
遼識睡も謎にも︑酢燕に嫁て難はれることはないので働かれるでありませうけれども︑能あふた限

これだうとくはうめん

ばふせいはう

よ

しやうらいいＪ１︑まず７︑おほ

このＩよくこうぱあひ

あう戎するが︑併ながら気を附けなければならぬのは起らぬやうに御骨折を願 たいと思必喪す︒それには
ロシヤけいかうみしよくこう唾うをくゐあひだなに
なふをんことおこ
露西亜の傾向に見て職工が儲けて居り喰へて居る間は何かといへば︑成るだけ不穏の事を起らせ楓やうに︑
よる
これ迂人ごだん１１じゃうたいかは一﹂んなんぱあひもし毛のふ愚んげんいんあ望こうぢやうしゆぱうりむきぽ
宜しいが︑是が戦後段々朕態が獲り︑困難をする場合若くは其不穏の原因は︑除ｂ工場主の暴利を貧るにあ
せんどう
もこれふていもの
ときなげいさつくわんけんげんおいでき
に︑若し是に不逢の者があって︑煽動しないと恥限らｂといふ時には︑筒ほ警察官だけの擢限に於て出来な
そのたう添いひとと
けいこく
い︒難藤に癖ても︑輝等恭慧の袴の野て燕ないともいければ︑其営
該の人を訪うて︑それ等らを
警告する︑さ

またけいせい

おも

誉よくしやともほれを

ご恥こぐしきしやまたたう

ことわたくしおも

↑：：能く善導するといふ乙とに︑是は一画の識者も︑亦富

よぜ人だう

へねのであり喪す︒是は道徳の方面からも︑法制の方うして誇来愈々益々多くならうとする此職工を︑場合
め
ん⁝よ言つとりしま
御も
ごれ寺うきやうひんかぎい室柔
面からも︑除ほど気を附けて取締りたいと思臥ます︒に依っては︑是が窮境に瀕しない限り︑今から像はど

又警醒したいと思ふのであり蜜す

局者
︑共
に骨
折ら
ない
けれ震
ばな
ら拳
ぬ事く
と私
はう
思って
一驚蕊口事を未前に防げを診かとう蓄
令もう
し
這をい
お
い
参

をさ

室あみづいたしか

しゆ︐や１

さうどうしゆし肴さいお

居ります︒近くは東京市内に於て︑一の大なる皐校に
毛こぜいぢみやうていをん
なにおこ
おいさうどうみ
きうどう鋲おこげんいん
其庭です︑政治の妙一諦の存するのは︒何か起ってか澱ての騒動を見或しても︑騒動の由って起る原因は︑

毛のばんかう泡ぢふ

あまよけつくわ

いくえい茜やう塾

ずぺ

ら治
と鍵
すあ
るつ
ので
にも
合ば
はん
砲︒
てか
而う
して種々ありませうけれぜ蝿︑おや騒動鈴一種池泡彩謎舞
い
しめ
←よ
ううこ
ばは
く間お
ら水
ん到
ばっん
石を投じて︑之を塵迫しようと思へば氾濫する︒反抗〃びるといふ乙とは︑矢張り露西亜に於ける近時の騒動

けつ

する︒其反抗するのを涙伏せれば︑除ｊ好い結果はなが︑幾らか影響して居るのであります︒総ていかなる
くわうじゃうはうぼのほさなび
い︒嘩瀞の撰謡でも︑瀞漉の鱗謡でも︑計鍔に舞蔭に悠事にしても︑皇
城の方に焔の先きの摩くといふ乙と
いたちうみちぴよごとおもいつぜきしょくんさう
至らぬ中に︑導くのが善い事と思ふ︒列席の諸君の隻は︑それは決してあるべき事であり或せ函けれども︑

併し其傾向があり史したならば画後には或は飛火とい

。

I

あ

浄竃ん

浮うか﹄︑して居
居る
るこ
こと
とは
は畔
畔泰
零ませぬ︒斯ういふ鮎に
い
Ｌよ
んんわ妙７１とも▽ｆｌこの
けいきつけふ
くわい
Ｌく
よく
に於
於け
ける
る諸
諸君
君と
と︑︑吾々とは共々に︑此
て︑警察協曾に

家の前途艇議したいと思いま手

おも

かぜ入とつしく
おも
たいと思います︒︵丈責記者︶

蝿霊鱈鎮遠蔭隆吉

此易に

圃苛於屑

日本耐道畢の意味

もこのけいとうせい

につくわうかうえんおい

いたｊ﹂ころ︑ご聾これのみ

たの烏﹂いたｃんじゃないようしかつ詮だばんしう

五

二

立せんことを希うて居るのである︒若し此系統が成蕊に謹潅にまって鋤牡の内容愛知︐︑廻叉一搬泳︾示
立したる暁には︑日本画家の利盆艇咽なり︑叉他の激の生命を悟るが如くなるに及んで︑始めて日本我

匁籾為

此題下に於て︑一場の講演をなし︑其後丁酉倫理誌鞭至らざる所がある
から︑錘に之を述べて見やぅと
ぐわんらい侭ぼんしんだうがくけ人ぜつひつえう浄弐
じやうおい哉元このだいかおいろんじゆつところ
上に於て︑復此題下に於て論述する所があった．叉思ふのでゐる︒元来日本跡道畢建設の必要は︑今よ
とき
ねんぜんにぼ人がしよおほや
めんおいあ瀧くかうおいこのし癖かつぎ
一面に於ては或る畢校に於て︑此種の講義をなしっｊ七八年前︑可日本我Ｌなる一書を公けにしたる時ょ
毛のたうじおい
すでこれかん
もついじつ大いせい零﹄
っあるのであって︑以て異日の大成を期せんとしてう既に之を威じてをっだのであるが︐其営時に於て
いまじんじゃないようついふかしところにぼん
ゐできかぎじんそくまたで昔かぎしんちようで
居る︑出来愚限り迅速に︑叉出来る限り慣重に︑出は︑未だ祁砥の内容に就て深く知る所なく︑日本の
しか
巷かぎし︒︽じんごのけんきうもつ．だいけいとうじゆしうけういＬきついほな豚だくわんところ
来る限り深甚に︑此研究をなして以て一大系統を樹宗教意識に於ては︑甚しく開する所がなかった︒然

このだいかおいザやうかうえん毛の香ていいうりんりし

予は近来︑日本榊這事建設の必要と感じ︑昨年十月述しなければなら弧のであるが通日光の講演に於て
なほいま
またていいうりんりしじやうおいろんじゆつところ
かにつくわうおいひらしんしぶくたいくわいのど
十四日︑日光に於て開かれたる祁職大倉に臨み︑叉は丁酉倫理誌上に於て論述した所のものは︑猶未

丞ぎんらいにぼんしんだうがくけんぜつひつえうかんきく江んやわつじゆつ↓

一面に於ては︑日本人の根本的精祁的欲望をも満足
することになるのである︒極めて多方面に亙って論

めんおいにほんじん↓﹂んぼんて煮せいしんて琶袈くぱうまん君く

口緒言甚漣Ⅷうめ人︒淀鳶

ⅡＪ０１Ⅱ︒■ＧＩＩもⅡ汀■巴Ⅱｊ■ＩＪｌｉｆｌＪ１ｊｈＩＦｄＦｑ

岡本榊道肇の意味と

Ｉ

ふものが起ら 限りでありませ楓から通きうすると今
にもけいをに凡しょくんわれＪ１とうきやうしゐもの
日の警務に任ぜられる諸君と︑吾々東京市に居る者は

しかそのけいかうのちあるひと願ひ
お
こ
か
ぎ
こ
ん

I

日本禰道蕊の意味

篤胤の如き人から見れば︑荷も日本の潟になる以上は

一一一︿

の未だ足らざる所あるを想臥通日本祇道隼建設の必
えうかんいたにほず一しんだう￥・．ぜん版や
要を感ずるに至ったのであ岸匂日本稗道畢の全般に

日本人の研究すべきもの郡ち外園のものと見ることは

おもしろ

亙って之を述次るこ︐とは重複する嫌がゐるからして

出来ないｃ我圃に楯付けられた︑我圃の所有物と見な

い室たと一﹂ろおもにほんしん軍フ学くげんをつひつ

鼓には軍に日本稗道皐が︑之を普遍的通俗的のもの

け艇ばなら函と云ふ意味に於て通斯くは述べられたも

ご己た人にぼんしんだう津くこれふへんてきつうぞくて苦

すなに詮うがくかうけうぐわしよこれとく１ゆて幸も７

おも

しやうて菅すなはぜ・酸忽もんがく塀
しめ

わＭｆ・にう農つ

す蕨にぐわいこぐみ

わ解くにし狭いうぶつみ

いいみおいかの

すなはしうけ一フ炉へどやはりにぼん・ためばんゐ

すなはにぼん誠

じゃうにほん漆くも鴫んにほんはなところ

︵いはふいや︑しくにほんためいい

おらんだれきにふおらん宿いじゆつまたおらん定
和蕊の暦法にしても︑和蘭の醤術にして１︑亦和薦の
兵法にしても︑それらが奇も日本の麓になると云ふ以

からきるものである︒即ち可日本我︲一であるのである︒

でき

にほ人じんけんきう

あった垣ごＬ﹄いＬ﹂みいやしくにほんた妙い厄や・う

だ面白からきることになるのである．げれど咽︑蕊野

としては︑即ち小事稜の教科書となり︑之と特種的抽

わたこれのもようふく穀らひ

象的のものとして︑即ち専門肇となると云ふ乙とを

のである︒即ち宗激と錐も矢張日本の露になる範園に
隣い
すなはにほんしよいうぶつにほんはな
於ては︑即ち日本の所有物であって︑日本から雛すべ

示きうと思ふのである︒

一皇畢の意味
口周蒸の震に悲愚もの□
ひらたあったねおらゐだれ芽ばふち・やうしよみと芝の元いいんれき生さ

あたかしんたい巴やうぷん

曾フぷついおなもにく

が出来胸のと同じことであ電︒︾既に食物を聴込んで︑
皆
じんに！ちすでじ承んしよ

できすでしょく︒つのみこ

い

上は日本の皐間として︑日本より離してはならない所

ひらたあった泡いぐわんめいころう

平田篤胤は和簡暦法の長所を認め︑其太陰暦に優る

けふあいへんけんひとおもじつしかかれ

ろん

ものあることを論じた︒平田篤胤と云へば︑頑迷固随

のものだと云ふのである︒恰も身鵠の滋養分となるも
ことつトーしんたい顕然んしんたいはな
のは︑悉く身鶴の一部分であって︑身篭から離すこと

さいがく・もんすなは癖︐ゆけう蕊つけうおらん定跡く上﹄ういやしく

狭院偏見の人のやうに思ふけれども︑賞は然らず彼は
ごとＦｒｌくわう解ｆ︑

一切の畢間︑即ち儒教︑悌教︑和蘭畢等にて屯︑苛も

にばんりえき

い

こんにちにんげんみ

がくもん津くもんも〃て善けつたもく

しよ ﹃ う

吾人の典となり血となって居るものは︑既に自分の所
有物であると云ふのと同じことである︒若し肉となら

日本の利益になるものであったならば︑悉く皇畢と

認すべきものであると謂ふた︒今日の人間から見れば

ず血とならずして︑却って身鴎を害するが如きもので

︲てきためＬぱいすなはにほんため

で茜しんたい・索承んいいじゃう

じ承んしんたい琢悪んゐい

か︵しんたい群い言と

畢問には畢問の目的があるのであって︑決して他の目

あったならば︑自分の身篭の一部分となって居ると云

ふ乙とは出燕ない︒身鵠の一部分であると云ふ以上︑

ち

的の潟に支配せらるべき１のではない︒即ち日本の潟

その浮くもんにぼん添くいいみ

になる︑からして︑其畢問が日本肇だと云久やうな意味

即ち自分の物でなければならぬ︒皇畢と云ふのも︑恰

ずなは進蕊んものくわう瀧くいちゃう

I

かいしやくがくもんだうやつかかだ︾が︵ばなは
鞭解稗するのは︑畢間を道具に使ふ考であってや甚

I

いところおい之のいみばつけん

にほんため
ど此
この
い味
み であって日
度
意
本の潟になる︑嘩稗に鞭りて癖く

でき

べからざるものであると云ふ所に於て︑其意味を壁見
する乙とが出来るのである︒
もくわうがくないぶういかん銀ん迂琶か群くりつれい
若し皇肇の内容如何を分析するならば︑歌畢︑律令

みつうこくがくしや鋲

史畢︑吾畢等を包含すると云ふのは︐先づ日本固有の

しがくおんがくとうはう洋んいまにぼんこいう
がくもん︲一ひらだあったねばじ

すゐえんこれ

ｂここ︾つ

↓﹂んぽんさかのぽかん解このこんぽんえう毛

畢間として平田篤胤を始めとし︑普通の鰯畢者に依り
もしんくわう解くいみ
て峰へられる所であるけれども︑若し蕊に皇皐の意味
を推演して之をその根本に遡って考へ︑此根本池雲蕊

はう私んもつゆゐ︽うじゆん

しようさしつか︿

を包含することを以て唯一の標準とするならば季田篤
ごとｆｕ１ご恥くわう津ｆ
さとにぼんため
た池い
胤
の言は奴た如く日本の鰯になるものは悉く之を皇畢

くこん仁ちがくもんつい一﹄れい

と濡して差支ないのである︒
口潅律畢賦如何□
たずこのせつめ季ｆわうがくは人ゐきていした承つがくもんいみ
聡此読鯛は皇畢の範園を規定し︑従て畢問の意味と
げんて八

限定する乙とシなって来る︒今日の皐問に就て之
を言
いかん
うて躍れば︑露鰐峰識い竪鐸か一癖碗である︒如何と
はみりつ胆ほんこぐかとひつえうか

もにほんこぐかとひつ

なれば︑法律は日本の画家に取りて必要峡くべからざ
えうか

たぎさんかう

るものであるからである︒若し日本の圃家に取りて必

たと口Ｉマはふ一﹂とどいつはふざ︑と

唾たむろひふつばふきとえいばふ雷とおのっ１１毛のｆにて巷たう

ち

を

か・︑さと

くわうがく

亦或は悌法の如き︑英法の如き各々其園には適富する
にほん一﹂くかにく
けれども︑燕匪識には錘譲しない︑日本の画家の肉と

に．〜

なり血となって居らな︾鈴ら︑斯泌蜘鍵認ゆは︑皇畢はふ
系系んい
の一部分と云ふ乙とは出来ない︒即ち皇畢としての法
りつ
〃一
︑蔓
い・
律
畢解と
ものは．篠蜂僻埼廿猿蹴燕の戯となり肉
にほんかいたい

ゐ

わんげん
となって居る恥の諺換く言
すれば︑琴が無かったならば

い

派くし︽︑ばんゐい

日本は解鴨すると云ふやうなものでなければならぬ︑
蝉に鍔鐸騨を雛鍵する雌が︑蝿畔か鑑鰐をも貯輯雛薙

いはゆる辻んもんか

かならくわうがくはんゐない１︾ずま

いかへ

する榛やうになれば︑所謂専門家として皐者の範園に入り

かく雪と溌くしやもし哲くわう解くばんいいやわい

必ずしも皇翠の範園内に止らなくなる︒言い換れば︑

Ｄつくわんところちしぎすなはぜんぜんくわうがく城んゐあ

斯の如き畢者の知識は︑皇畢の範園以外のものである
かく雪とはふりつがくしやにほんばふ
けれども︑斯の如き法律皐者にしても︑その日本の法

箸う

い

い

やはりとのばうめん

せいしんくば

律に閲する所の知識は︑即ち全然皇畢の範園に在る氷も
んけん
たず難ぷん
のと云はなければなら楓︒只一部分のことを︑十分研

ひつえうところはふりつ漆くけん誘うたばふりつさんかう

究すると云ふと︑矢張其方面にのみ精禰を配る
からし
くたきにほんじん ．にぼん﹃
ぐわう解くばんゐゃわい
て︑皇隼の範園外になって来る︒唯日本人として日本
けん考う

・そのちしきくわう

に必要なる所の法律畢を研究し︑他の法律は参考のた

い

めに研究すると云ふ乙とであったならば其知識は︑とま
がくばんゐてう患つほかでるところ
翠の範園を超越して外に出て居る所があったに吉し
た所
しつか︿
で︑錆づ舞姫擁は毒癖皇鍔蓉がりと云っても差支ない

1

要訣くべからざるものでない︒唯参考になるものであ
これかならくわう津くなかいゐ
るとしたならば︑是は必ずしも皇畢の中には入って居

七

ないのである︒例へば羅馬法の如き︑燭逸法の如き︑
日本瀞道畢の意味

二

日本瀞道畢の意味

のである︒

ひせいめいうしなあるひしんたいきよじやく

こぐか治一う

ロ醤畢唯如何ロ
い解くへ︐恥かん獅みまたどうだんい稗く庭ぼん
に就て考へて見ても亦同蔵である︒醤皐は日本
じ醤
ん畢と
力
人に取りて鉄くべからきるものでゐる︒之が無かった

じじつこれとも

くゆ蕊

めん忍いがく

い

日には生命を失ふ︒或は身鵠を虚弱にして︑画家に忠
菅つく
でき
ちうぐんあいこぐねん
義を霊すことも出寒砲やうになる︒忠君愛圃の念があ

ところ

っても︑事賞は之に伴なはないやうになって来る︒故
れまたい
に騨騨が竪舞か一諦磁であると云ふ乙とは︑是て叉
言ふ
もち

くわうい承くい

を須 ざる所である︒けれども一面から見れば︑醤畢
せかいき工うつう淫くもん
に厩んじんとくいうぱい
はん
世あ
界わ
共け
通なる畢問である︒日本人にのみ特有なる徽
香
ぽい学んせかいひとむかヤブ
菌が
課がではない︒徽菌総誕界池訊に向わ江．↑畷
が有
いどる
くな
に害毒を流すものである︒徽菌を研究する畢問は︑必
にほん承くもんす底はにぼんがくもんいい
ずしも日本の畢問ではない即ち日本の畢問と云ふ意
みもうとうこれはっけん
できたまたん承くもん
味睦．毛頭之を登見することは出来ない・唯軍に蕊間

さ

はんめんみ︐

あるのみであって︑皇醤畢と云ふやうなものはないの
このい学く↓﹂とおい
で鈍る麺と此醤畢の如きものに澱ては︑呼蓉と琴赴擬観
は之を認めることが出来ない︒去りとて反面から見れ
蝿浄域雲唾刷津郷や癖
鈴
詫わ鐸
些
すな
はく
う鰐
く評
い

これ匙たにぼんこぐかとぢゆうえうこれ

唖詞畢極知辱緬睦識
よ

たざにほんこいういいみ
っても可いのであって︑唯日本に固有と云ふ意味でな

》

二八

造かいひと苛柔多つういちうい

た︾たんい承く柔いうた群ひ

くし
︑世界の人と共通であ瀦世雪ふ錘趣唯涯意すれ
よて
わけ
は宜い鐸である︒それならば必ずしも皇畢と云はない
で唯軍に瞥畢としたら宜いではないかと一苧︽疑もあ
たずい瀧少︑いせかい会．ようつうい

るけれども︑唯瞥畢と云ふだけでは︑世界に共通の意
み
つよに味んためいみみく

味ばかり懇められて︑日本の鱈になる意味を含まない︑
ゆ
ゑこれ唾たに庭人ためいしめ
故に之が叉日本の霊になるのであると云ふ乙とを示す

ためくわう泳ぐいはうよこのろん版ふもつ

為には︑皇隼と云った方が宜いのである．此論法を以
すぬ弓．なはこうくわがくもんごとりくわがくしん言と
て進めば︑即ち工科の畢間の如きｂ理科の畢問の如き

いづみなせかいきようつう一卜ほんため

いじゃう

はるくわう準くいいみもく

何れも皆世界共通のものであるけれど恥︑日本の潟に
る︒

なる以上は︑それだけ遥か皇畢と云ふ意味を有って来

ロ世界共通の塁間口
に本
ほの
ん為
たに
めな
いる
じ以
ゃ上
う
誠の姫く遮桑塞迩の識睡でも︑日

これくわう泳ぐしようくわう津くくわう

いところなんい

は之を皇畢と蕪することになるとすれば︑皇挙の皇の
じにんげ人定・可きくわんけい瀧くもんそのものくわんけい
字は人間の道義に鰯係して︑皐問其者に関係がないや
おもすなはい承くこう沙くのうがくＤがくいづ
ぅ
にに思
れめる︒即ち醤畢皐こ江畢︑蝶鐸恥遜畢︑何れも
みな
ほは
人た
皆日本の為になると云ふ所から︑皇畢と云ふものとす
エ

れば︑鐸捗雛池癖誰誕る建屋ふ所から雪れば画銅と毒

篭かいきようつうこれもつに

って宜い
か︒畢問其者の性質として面決して日本に限
わけ

られた課でなく︑世界共遮のものである︒之を以て日

いに砥んじん江う寡もあい

群ｆもん迄のものなかくわう解くいみ

趣の露になると云ふは日本人が左標思って居ると云ふ

い

に豚ん︾γめ

きぱう

だけのことに趣きない︒畢問其者の中に︑皇畢の意味
できたザがくしや這う管う︵
ふ社こ
を吹込ひと云人ことは出来ない︒唯畢者の道義の上か
解くもん

ら言へぱ︑日本の馬になると云ふことを希望する︒け
跡くしやだう菅解くしやじん軍つをん

れども畢者の道義や︑率者の人物に存するものと畢問

その仇の命かとんち解理いやうじんか

其蕎の中に存するものとは連ふ︒きれ斌癒洋弧め雲論
さつ崎ん恥つこいくわうヵく
だ−冊の本を以て︑之が皇畢であると云って見た所で
たれこれ１↑王ふちｐ︑わう解︒︑いいじゃう

なんらにぼん公﹄の４の世かしんとあるひ匙たにぼんとばな

誰が之ヤー承知するものがあるか︑皇畢と云人以上は︑

こ奴ら漆くくわ

何等か日本其者の精岬を説き︑或は叉日本に取りて離
︒．・︑んけいすなばぜひともにほんふかいんに→へ
るべからざる関係︑即ち是非共Ｈ本と深き因縁のある

︲とくぺつふか

ぜいしつ
性
寓
のゐるものでなければならね︒きれば是等の畢科
たｆにほんじんみにほん
Ｌようくわうぃ〃§い
を赫して皇畢と云ふ乙とは︑唯日本人から見て︑日本
ため

いみ

わけ

にほんじうけう源くにんみんぞくしん

の潟になるからと云ふだけのことであって︑特別に深

き意味がある鐸ではない︒日本の宗教隼日本の民族心
理などの雄営に呼蕊の職健澄静ぴて暦ないのである︒

二皇畢の標準
ひらにあったね

癖︾︾確錐唖殿詐瞳諏誘裡癖︾︾
鍵く︾
憲な︾
桝は︾
き蝿
い誠
く嘩
わみ
↓華
﹂れ
う

淋ん
合
するやうになって瀬る︒呼舞雌の総に陸むく菖畢科

すないにほんためＬころ泳ぐくわとく
は︑即ち日本の麓になる所の畢科である︒けれども特
にほんじんおさがくくわいわけ

どのてん

詮かいきようつう

に日本人が修むく誉単科と云人ものがある鐸でないか

しかくわう津くいみうすい

らしイ︾︑どうしても此鮎になって来ると︑世界共通の

しやくわいしゆぎむせいふしゆぎしぜんしゆ．笹彦︺

騨蹄になる︒而して皇畢の意味が薄くなると云はなけ

たいうがい氷人がくじやうＬよしゆ管軍といづご恥もったげち

ればなら卿吐曾主義︑無政府主義．自然主義︑其の

他有害なる文畢上の諸主義の如き︑何れも之を以て直
に日本の畢問ｊ芸ふ乙とは出来温のである︒日本人の

︒．にほみ浄くもんいで篭・淀ほんじん

おさこれく向う津くなかい

こいうしうけうしさう砿ぼんじ人こいうしんりさようにほんじんこいう

修むくきものではない︒之を皇畢の中に入れることは
︲かくごとかん坪みしんせいいみ
識がでない︒斯の如く考へて見ると︑真正なる意味に
げくわう浮くすなはにほｆ〃こ転うしきうつたにほんじん
済ける皇畢は︑即ち日本固有の思想を傭へ︑日本人の
姪いしんつたいおい危の︿うじゆんもと
精禰を標へると云ふ乙とに於て︑其標準を求めなけれ
ずなばにぼんしんだう浮くとくしょくところにほんじん
ばなら輿即ち日本紳迩単の特色とする所は︑日本人

ちうくんあいこくしゆぎいむと淀ほ人じん

固有の宗教思想︑日本人固有の心理作用︑日本人固有

の忠君愛圃主義と云へるが如きもので今のる︒日本人が

之せんたつ・色くわつどうて話こんぼんげんりもゐむとご

租先を尊び︑活動的の根本原理を有って居る如き是れ
である︒
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ロ適切霧ろ標準口
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しか左にをうてきせつへうじゆん

ロ進歩と進化□
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日本榊運筆の意味二一○
ごだいしうけうしさうこんにち渡ほ廷んきいゐ

古代の宗教思想が︑今日も筒存在して居るかどうかある︒

うた課鞍かＬこんにちいたまでいぜん

そんずいいかならいしんりきよう弐たこれおな梶ぼん詮ん宅く

は疑はしい︒昔あったものは︑今日に至る迄依然とし．ロ固有の心理作隔口

て存在すると云ふ乙とは必ずし弘云はれないけれども心理作用にしても亦之と同じことである︒日本民族
だ
んＪ１かばいいがいおしんりぎりしやじんこといんどみんぞくごとしを

段々に獲ったと云ふ乙とは言へこ
愚ぐだ
らしぅ
︒一概に置きの心理は希臓人羅墾索ｈ︑卸度民族と埋諏誠︑支那の
繁ん
きう

い

られると云ふ乙とはない・圃民の思想は︑きう蓋躍祷と曇なり︑叉燭逸とも異なり︑一種特別なるもの
ぜ換へん
あらたなん酸とこれ承とがくもんしんぽばつ

然新
になるものではない︒雌へぼ簿跡蝿が禁厩か韓塞があると屋唖延延準洞弧謡之溌謡知る細事間の進歩護
ためひじやうしんぽいふ︼書かれらこくみんせいいくたつ
の
麓いに
非ん常
にど進
蕊ん
く悪
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う歩を急いで来たのは︑彼等園民性の幾達するに従弘昔の心謹誰用癖窪然置き換へられたかと

みこじんせいしつむかしにほんじんいまにぼんびんくら錘ひ

ぜんぼろしんくわともしんぽ

分
が︑幾分鱈動したものと云へ愚けれども︑さりとて云ふとざうでない︒進歩し進化したに過ぎない他謡君
な群あひだい・篭りすじんこちやくゐところほしゆてきけいかうあいごくかんじやう駒へどやはりこれおな
張齢澗議い英吉痢人に麺蓋し玩据た所の保守的傾向は圃愛圃の感情と錐も矢張之と同じことであって︑依然と
じす
しるんとく
こは
れ之み
矢張存在して居る︒叉之を保存させる必要があると云してあるにしても漸ぜ
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進化
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ふい
こと
をと
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ょにぼん妙んしうけうしさうまたこいおなえしうけうしんしんりさようちぅくんあいごくし
っても宜い︒日本人の宗殺思想にしても︐亦之を同じざるを得ない︒宗教心とか心理作用とか忠君愛国の思
これほぞんひつえう詮たこのしうけうしさうぜんさうい笹しにぼんこぐみんしぜんとくいうせいにぼん
やぅに之を保存する必要がある津﹀奴娩宗慰懸想が︑全想とか云ふは寧ろ日本画民自然の特有性であって日本
然亡びたものとも思はれない︒唯進歩し進化したものの進化と共に進歩すると云ふことはあり得べきことで

ぜんかはいぼあびおいえ

し減いたうやへんくわ⑫．ゆゑこれらにほんじんとくしょくところばんい

と見るべきである︒個人の性質にしても︑華侭舞が毒恥毛率う唾臼の日本人と今の日棒銚塁晩べ江硯た竜らば非
然鍵ると云ふことは︑如何なる場合に於てもあり得な常な相違がある︒け艇ども進化進歩が徐々に末たもの

ひつえうとかくへんくわできいすなはこんにちがくもんいかしん

い︒
第に
陶わ
冶せ
らい
れ︑
鍵あ
化し
てよ
行く
だけ
ことであで齢懸諏裁に是痔日捧弧廼轄潅た奉所池恥っ一般に言へ
し次ん
く
ゆ
ぱ
ひ
つ
ものと
る︒進化して行くと云ふ乙とは︑場合に依ては素よりば精赫作用は一定の懸理的篠件の上に成立することが
必要である︒けれども兎に角蕊化したものであるとす出来ると云へるのである．即ち今日の畢問は如何に進
そのへんくわじきたどゆいつとぽきたこんにらしや智しふくわんいか
れば其鍵化の時翻を麺や髭鮪泳梨程ふ拝壷に努めなけ歩し来ったか︑今日の主義や習慣は如何なるものがあ
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ばんいにほんじんせいでうけんく零ん昔瀧くはったつこれお蔵

やいいこぐくわんけいいかゐこれらみなにやほりのうずふ瀞§けん苦うひろにほんじんせいしんつくだゅ
外圃の関係は如何なることになって居るか是等は皆日・て矢張農業畢の研究は農く日本人の精紳を作る矯めの

ほんじんこいうし入りさよう
本
人固有の心理作用である︒一般に言へば日本人の精一の篠件となって来る︒電気畢の護達にしても之と同
脚作用の影響し来たる３のであ為から日本に存在するじことで︑昔は電気を知らないが潟に極めて狭院なる

ところさい私くもんいすくなにほんじんこいうしきうもいまｐしゆくらひりん﹃︸と

Ｌんさようえいきやう善にほんとんざいむかしでん登しためぎばけふあい

所の一切の畢問と云ふものは︑少くとも日本人固有の思想を有ってをわ球溺れ潅郷今蓉許哩燕軸比隣の如き
心理作用が基礎となり︑僚件となるものであると云ふ般態となった︒日本人の精祁︑叉大に鍵動せざるを得
このいみ訪いさいがくもん残なそう鱈ふすなはさい津くもん碇ぼんしんだう誠くなかた︾ひとこのい
乙とが云へる︒此意味に於て一切の畢問は皆綜合せらない︒即ち一切の畢問が日本榊道畢の中に唯濁り此意

い

三稗道畢の組織

味に於て包含せられるのである︒

みできみおいはう坪ん

るシものと見ることが出来る︒

ロ一切の筆間口
すなは季﹂れら無くもんいづにぼん巴んせいしんてきじやう系ん
即ち是等の畢問は何れも日本人の精紳的滋養分とな

Ｌんりさようこうせいゐところえうといかいこれよつた矛ちにぼんしんだう漆くけいとうあきら

か且象
た日に
ほ
が
み
ほ
§︑
つ又
本に
害ん
のな
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もの
とに
して
見ん
たならば日本口固有思想との聯絡ｐ

おもひるがへこれかん鱗にぼんしんだうがくなかいもんだいはなはむうだいたいろん

みこのいみおいくわう浄くしようだん

の心理作用を構成して居る所の要素と云はなければな斯く云へばとて之に依て直に日本紳道畢の系統が明
いじゃうやはりここをう渉ふて哲いいいいかにぼんしんだう拳く
え◇うそい
ら函︒要
素と云はれる以上は︑矢張此庭に綜合的の意かになったと云ふことは云へない︒如何に日本紳道畢
味がなければならぬからして︑此意味に於て皇畢と瀞の穂に︑楚れ等の顎蹴を継鍵するかといふ段になると

きいがくもんことｆ己１毛のなかはう解ん元とゐとこ渇ばんのみいたい邪いこ

せられると思ふ︒雛って之を考ふるに日本祁道翠の中云ふと︑問題は甚だ難かしいのである︒大磯論として
胆ほんじんげんざいこんぼんしさうおいむじゆんしかこのぎふさしやうきい球鄭人
には日本人現在の根本思想に於て矛盾し芯い︒然も此は雑作はないやうであるけれども︑詳細の部分になる
こんぼんしきうぜいりつ匙だへんくわあところいなか７０１で番えしかい象じ球んへい毛かんが
根本思想をして成立せしめ叉は鍵化せしめて居る所のと云ふと中々出来得ない︒併しながら今自分の季素考

日本稗遊畢の意味一三

一麹麺揮問索謡試雲中歌型合せ毛れるやである︒例へへて居る新の浄般霊難くて見ると云ふと︒大概斯のや
ば農業肇が今日非常に磯達して来たと云ふことは︑即うにして統一叉は綜合することが出来るであらう︲乙思
きいせいくわつでうけんかいｂやうにほんじんむかしずなはにぼんこごうＬさう言ともはやうた解びつえう
ち一切の生活篠件を改良することシなり︑日本人の昔ふ︒即ち日本固有の思想の如きは最早疑︐︿必要はない
しきうへんくわ定いこのいみおいさいしんくわ群くにぼんりんこいうしきうい
の思想を麓化する乙と大なるものがある︒此意味に於のであるが︑一切の新科畢は日本人固有の思想と云ふ
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どころ定せうれんらくたもで誉すぐなにほんじん
しん︑さよういところたや︒れんらくたもで
所に多少の聯絡を保つことが出来る︒少くと屯日本人

昔

の心理作用と云ふ所には︑多少の聯絡を保つことが出
おもたとにほ人じんてつ津くふむ竜
来るだらうと思ふ︒例へば日本人には哲事は不向であ
い浮くてきたうＤがくふむき
るとか︑醤畢は適富するとか︑理事は不向であるとか
のう郡くてぎたうい

すなはｌＡｂきょう宅のいの坪くもんあひだ

んらくたもゐ

農畢が適営するとか云ふやうなことがないではない︒

ちくにほ人Ｌ入ね人じゃうれ︐ハらくさらくわんげんご︲︑みんせいうへ

即ち心理作用其者と︑隼間との間に聯絡が保たれて居
てのれんらくもちろ〆ろん〃て秀れ︐︽らくかんじヤブじゃうれん
る︒此聯絡は勿論論理的の聯絡ではな町感情上の聯

そα進一Ｌ劣さようょつがも︐︽け入きうあるひはってんゆ

絡︑日本の信念上の聯絡︑更に換言すれば国民性の上
れんらくこくみんすいていち１きざようも
の聯絡でめる・園民性は一定の知識・作用を有ってをつ
も

どう

て一ゾがくふむきいさ力てつ

て其知識作川に依て畢間を研究し或は壁展して往く︒
さかばってん
若しそれが盛んに溌展するといふと侵識も跡嘩憐も錘
郡くＬやうれいこれけ八苦︽う〃︑いやば．りこくみ人せい

動される・哲畢は不向であるとは云以ながら礎んに哲

ぅへ↑ぜ・フ・えい肴一ヤブかぎ二﹄の之がくもん

隼を蕊脚︲箕し︑之を研究して来ると云ふと矢張幽民性

口舜這肇組織の陰に職□
ゆゑこれ嘘うせう津くかうけうくわし張菅フ解くかう
故に之を小にしては小畢校の殺科書となる︒小畢校

畢問は日本人の心理作用と云ふ方面に於ては皆統一し
そ
うがふでき
綜合することが出来る︒

炉くも人にほ・人に人ｌ入り．さよういばうめんおいみなとう

起らないとは限らないのである︒であるから︑総ての

ても︑日本に於て大に護達せんか︑叉幽民性の愛動が

に臆おいおほいばつたつまたこくみんせいへ入どう

の上昨；一多少影溌がないとは限らない其他の畢闇碇し

〃こかぎすべ
９
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無くくわいづみなにほんじんひつえうところちしきかんじ一．う

の畢科は何れも皆日本人として必要なる所の知識感情
こ語
くご
である︒健難は鐸織呼舞厩荏の悪癖である︒国
もに
日
ほや群くれきし寺﹂とやはり淀ほ人じんこいう

本畢である︒歴史の如きにしても矢張日本人固有のも
り私くごとにほんじんこいう
のである︒理畢の如きものは日本人固有のものではな
いけれども酢鑑雄が苓能の鍛瀞どなす婆に癖て藤野な
いいみおい量たにほん幸﹂どもて哲たう

は人ゐおいたぎひとり津くにほん解くもんい

るものであると云ふ意味に於て︑叉日本の子供に適営

くわんぜんそＬもあかつきこれせうふつうけ︒

する範園に於て︑唯濁り理事が日本の畢問であると云
いみたもく
ふ乙との意味と保って来るのである︒蝉に匪挿癖鐸勢
いく

ふつ﹃けういくにぼんしんごフ解く骨はか人たんをし

の完全に組織せられた暁には︑之を小にしては普通教

育になる︒普通ほ激
育は︑日本稗這畢を噸めて簡軍に教
力
すなは
へたるものに外ならないことになる︒大にしては即ち

せんもん溌くもんｂ解くしやＤ泳ぐけんきうこれ

やはりにほ．

し人だう瀧く︑人らくたも

専門の畢問となり︑理事者が理畢を研究することも之
琢んけんきうにぼんし人だ．う年︑はんゐてうゑつ
を十分に研究するには日本禰道事の範園を超越するや

り洋くしやいかせつだやばｂに

うになるけれども︑矢張日本稗道畢と聯絡を保つので
にほんじんしんｂもうこいけんぎうゐ
ある︒日本人の心理を以て︑之を研究して居るのであ

るから︑そこに理事者が如何なる説を出しても矢張日

ぼんｃん李︾ついまぬかこれおなはふ

垂ぬか

本人の説であると云ふ乙とは免れない︒之と同じく法
ｂつ瀧くしやせつだやはｐに豚んじんせつい
律畢者が説を出しても︑矢張日本人の説と云ふ乙とは

免れないのである︒

ロ人或賦謂はんロ

小上あるひいかいこんにもがくもんいみ手↓んぜんご

にほんこいうかくにほんじん

人或は謂はん斯く言ふは今日の畢問の意味を全然誤
かいゐせん﹄もんか浮くもんせかい省ようつう
解して居るものである︒専門家の挙問は世界共通のも
い

い入りよく

いんｂよくはたわ妙

かいしやくばうつがふみ

ると云ったけれども︑引力は果してあるかどうか分り

しか

こくみんせいよつえい肴・う

ない・引力があると解鐸した方が都合が好いのである
ねんねんのちいんｂよく鞍つや窯Ｌ
五百年千年の後には引力説も破るシかも知れないつ

︽谷い⑥

︐﹂ク恥掘り一連や今式互

このしゆろゐがくもんこの１ゆるゐ排︐︲︑も学

守豆ペンい

いじゃうのきたところよつこれみにぼんしんだうが

﹄﹄一一一一
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畢次べき畢間である︑日本人でゐる以上は是非共
こ人此畢のの
がくジいんおも
間をしなければならないものであると思ふ︒

〃くもんいじゃうぜひとも

潅︒誹常に興味ゐ易架間で蹄彫燭と思人︒叉嘗然日本

ひじやゥ苦衷うみがくし必おもの鐸︽たうせ・昌卜に篭幸

るものは︑其範園極めて農く之と小にす奴ば小畢校の
けうくわしよ
こ小だいすなはせんもんがく
教科書になり︒之を大にすれば即ち専門蕊となっに燕

その砿ふゐ秀虹ひろこれせう吟︾う〃くウう

以上述べ宋った所に依て之を見れば︑日本刺道蕊な

︑

心理作用として︑此樋類の畢間があり︑此秤類の蕊問
とが
があると云人乙とを注意するに止まる︒
い

斯の如きは能くすべ３Ｚ︑とでない︒唯僅かに日本人の

問を綜合し来って皆之呼一銭通するかｊ﹂云ふに然らず︺
かく．ご△ま
たずわざ一腫ほ人じん

もん姥うがふ裁疋みなこれじよじゆつｒしか

されど質際にⅡ本祁道畢学一建設する場合︑一切の単

じつさいにほ入しん湾・うがくけ人せつ砥あいさいいく

口範園極めて篤し□

和もすなはＤ坪くこう跡く熱がくのうげふがくご心︐︾

みがた

のである︒日本固有のものでない︒それを各日本人の

にほ人じんあ

いがく胆ほんじんｂがくいいかむち

製り見方でゐる︒然もそれが圃民性に依て影響せられ
だいたいうへみまちが
て居ると云ふ乙とは︑大鰐の上から見て間違ったこ︑と

い

ご仏もつにほ人じんめ

い

醤畢︑日本人の理翠と云人やうなことは如何にも無智
式う垂︲いはなし
鞍ろほどたいやう腰か
蒙昧なる話であると︑成程太陽の中にダークスポット

ちが

か人瀧

１﹄んり・お

ゐ

があると云ふことは︑日本人の目にあるばかりでなく

とは思はれない︒即ち理畢︑工畢︑醤皐︑農業畢の如
にぼんじ＆こいうＬ４く！よくお・くいまいか
きが日本人固有の特色を糖ぴて来ると云ふととは苑恥

だれみ

おだや

誰が見てもあるに違臥ない︒之を以埴日本人の目から
い

か

見れば即ちダークスポットがあると云ふ乙とは穏かで

みす廷は
くわぜいもくせいひとを

い

ない︒けれど恥火星︑木星の人が居ったならば斯くい
いなうだが
くうちうでん壬
ふや否や疑はしい・空中に電気があると云人ことは世
かいひとやフみとをころにほ人じんでん
界の人の一様に認むる所であるけれども︑日本人が電

脅い
やばｂ計かしい人やういもん薩
気と云ふ乙とを考へると︑矢張苦の陰陽と云人爽宇を
卵も澱くにほんじんと︲︑しょく心つみい

想弘出して来る︒日本人だけの特色を以て見ると云ふ
まぬ〃
こと は 免 れ な い の で あ る ︒

畢寛見方鞍も□
し
んり口い
かこれしやしやう
冥理に二つはない︒けれども如何に之を篇象するか

おの︐ＩＩこくみんょつかくことえば人りろん

は各々圃民に依て冬異ならざるを得ない︒一般の理論︑

すなはぜつ保ふりろんみ１一人仏いかく
そのひとみ

即ち絶調理論として見たならば真理と云ふものは︑各

其人の見たる真理︐と云ふｚとにならなければならぬ︒

ｂ入さお詮ち争ういんＤｒ７

日本群道畢の意味

一三−トンが林檎の落ちるのを見て︑地球に引力があ
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1

｜

時局膜封する我園民の任務

特別曾員桧垣

直右

援者たるの大任務を隻一肩に憎い常に鉄乏困難と戦臥戦

し悪戦苦闘絶ゆる間なし又家に在る老幼婦女は各皆後

熱を冒し日夜困苦訣乏を忍び塑濠に起臥し草野に暴露

猛藩勇卒は各姐圃の潟め死を鴻毛よりも軽んじ極寒炎

て諸官橋公署を始め俸給艇衣食せる多くの薄給者慾迩

肢は我輩の生来曾て見聞せざる所なりとす叉眼シ一博じ

裂きるべけんや戦時に在ては尚然︐とす抑も如斯の園

子の栂機な０幅機の溌は築辱の主なりと人登言行を槙

甚だ稀にして農星の塞々も只ならず易に日く言行は君

騎著淫逸の風盛に行はれ非行惇徳無節操なる出来事は
っねしんしうへたかへつへいじとことおほ力かん
常に新紙の上に絶えず却て卒時より其の事多菖歎の威
あ元今︾恥ばんぴじぜんかうみ
なき乙と能はず之に反して美事善行の見るべきものは

ねつをかにちやご人くけつぱふＬのざ人がうきぐ○さうやほうる

あくせんく︑とうた白珪赤い︵わらう一季うふぢょかくみなこう

ＬＬやうぴやうしやてうゐｒんじゆひんてうたつもとか池いくわつけ・ぞえい

えんしや汚いにんむざうけんになつ躯けつぽふこんなんたぉかせん

じやう者やうひつぜつよおよところ．ｒ人せいなにものせんさう

こ汚いせんえきしよじゃうたいがいくわんときた匙︐１１セ人

↑えいじ？幸くしゆひとあにげんかうつ︒Ｌ

じうきやうけんぷんた

１−か匙たじうらいしよ

のうこうしやうじ︑げふＬやもＬらうどう１やとう︑ｆ﹂よＰ︑じうおじ年﹃ノ哲やう

しＪ︐くわ人然こうしよＰ・誤じほ乳誤きふいしょくおほばくきふ１︶や﹂打？う

じゃうわがはいせいちい割星″け人ぷんと．﹂ろ匙たまなこてん

せんじあつなほしかともそかくのごときこく

しすう箸ずう言億一

はなはまれ→︾んせいれ蕎・７Ｊ︑たまえきいばげんかうく人

死傷病者の吊慰軍需品の調達は固より一家の生活溌管
たしゆくやなうこうしや弓とうかくばんげふむふくじそひさ〃︽
の篇め夙夜農工商等各般の業務に服事す其い悲惨なる

の農工商従業者若くは勢働者等の衣食住に於ける状況
みをおほじきよくたしよ隼ついげきとう毛こんなん
を観るに其の多くが時局の矯め諸物痩劇騰し其の困難

まうしやうゆう七つかくとこぐたしこうもうかろこうかんえん

情況は筆舌の能く及次所にあらず人世何物か戦争の
ひる城︵わがくにば・今﹄くみん
ひざ人ひかくところ
悲惨に比較すべき所のものあるべき雛て我国一般国民

けうしやいんいつふうさか人おこなひかうはいとくむせっさフできごと

入し一部の成金なる富者を生じ之が馬め一般衣食住の

にふ猛なりきんふうしやし言うこれたばんいしよくぢう

じつ

し其の戦時に在るが矯めに特に奮働努力進歩護達の事
みと
えたざノ６１あるどう３よ
せいくわとみりう
賞めるを認むるを得ず唯々或動機に因りて正貨頓に流

以外に立ち恰も太卒無事なる天地に起臥するもの易如

いぐわいたあだかたい︵い采どてんち言やわごと
たとくふんれいどｐよくし︵ぽはったつじ
そせ人じあ

さけいえい
いい
かん
か
だん
ん ろだ
んう
んんろ
ゐ んうんゐほとかうはんこ︐１
後の経警如何を談論云篇
為す
する
る私
ものあるも殆んど交戦風

時局に封する我画民の任務

第一稜端
くわいこさたいしゃうれんせかいくうぜんたいせん灰つぼつわ瀧拒

同顧すれば去為大正三年世界空前の大戦勃磯し我日
ぼんていこぐ醒ちえいどうめいけつくわこせ侯とうく裡ざいせいたうて竜へい

本帝圃も日英同盟の結果此の戦闘に加はｊ在青島敵兵

さうたうたせいたうせんえきじごわがかいやんぜつかいばんりたい

匹

なるの状況は見聞に堪えざる私のあり而して叉従来諸

掃蕩の矯め青島の戦役あり爾後吾海軍ば絶海蔑里の大
やうｆ︐わつやくにちやげきらうどたうをかて社力人〃 よび封入かうていげ篭もん
洋に活躍し日夜激浪怒涛を犯して敵艦及潜航艇の撃沈
に鰐畢せり蕊雛緋の無職に恋ては癖畷瀧一千欝百鯨の

三

が此の大戦役に庭するの状態を概観するに時に偶々戦

」

a

ちくわん

もつにつさ参毛くつうかん

悪つかにはかかうていぱあひそたうぎ昔ふげき・
そていちく

物償の俄に高低ある場合には其の騰貴するや急激にし

わた

さ・うきつ

て其の低落するや渥緩なるを以て奮際其の苦痛を感ず
哲かんひき

い散そかうせんいらい世いくわおばりうにふ

おうかごと

る期間の久しきに亙るものあるを想察せきるべからず
そ姪いくわりうにふが︐︑きん７︐１おくよ堂んす

今夫れ交戦以来正貨の多く流入せるを認歌するが如き
ものあるも其の正貨流入の額たる僅々十億除寓に過ぎ
をかくやうやかうせんしよぐ人すうじっ力んぐんじゆ言よう誉ふ

ずして其の額は漸く交戦諸軍数日間の軍需を供給する

すあに毛ごぢろぽそしだいまたせいくわりうにふげんいん

かう瞳んごく

いはゆるくわ泳ぐしんぽばつたつまたき〆ぺん

に過ぎず堂夫れ心細き次第ならずや叉正貨流入の原因
しさいかんぺつ

ひかくてききんせう

を仔細に鑑別するときは所謂科畢の進歩護達叉は勤勉
どｂよくけつくわきいん

これおう番Ｊう罰ふ

努力の結果に締因するものは比較的僅少にして交戦風
せふうびぐノじゆ詮ふそくしん

毛おほもいはんまたしやばんりうにふところせい

の焦眉なる軍需の急より促進せられ之に膳じて供給し

くわかにちや？せん辻んたしゼいちまたしゆつにふてきみか元

たるもの其の多きに居れ︐矧や叉這般洗入せる所の正
どう猛うせいめい

ところさいひつえうひんだいか

貨は夫の日夜戦線に立ち死生の街に出入せる敵味方の
か

同胞が生命とせる所の最必要品の代償なるものたるに
おい
あに獣たどうじやうなみだ
於ておや登叉同情の涙なくして可ならんや︒
じやうらいりやくじよ画とげんざいわがくにむこなところ
上来略鉄せるが如く現在我圃に行はれっ刀ある所の
じゃうへい︵いじいくど︾﹂伽はいぢよゞいはん胆肴よく

おいすみやかもうせいふ八苦これこんぽんめっきやくもうあひご

情弊は卒時と錐も之を排除せきるぺからず況や時局に

於てをや速に猛省奮起して之を根本より滅却し忠愛義

れつこくみ・︽せいや史とだましひばつ巷ちうャわいたいいかかう

これてうていしやいたＬかうち

承んじきよくおこぐみんぼんぷんつくほかげんざいみちい

には之が調停者とならきるべからず果し一し然らば内は

十分に時局に於けみ圃民の本分と誌し外は現在に未来
こ人にもぼんざい
せかいどうばうじゃうぎつく
に世界同胞の情誼を議さずんはめるべからず今日現在

ひざけいぞくだい吟一罰・うたいずみやをしう昔よくうな

どう砿︲７かうぎ︐︑わいふくばん感つれずもヤブ﹃﹂じん胆んるゐかう︒

久しく縫績せる大戦争に封しては連かに共の維局を促

ふく善星うじゆかくの﹃﹂とくあいぢ︶﹂んわうざよせい

がし同胞の交誼を恢復し高物の霊長たる吾人々類の幸

頑を共受せきるべからず如此なりてこそ明治天皇御製
よ
もうみおもよなみかぜた

ゼうけんくわうたいこうぎ一よかよもうみ

四方の海みなはらからと恩ふ世になど波風の立ちさわ

や︽なみかぜおもふか・

ぐらん昭憲皇太后御歌四方の海みなはらからとむつい

なは世に波風はた愛しとぞ思ふとのいともいとも深き

おん方候しめししかＴふうよこしたい
御思召にもかなふぺけれ然ｂ而して克く此の至大なる
ばうふすゐかうほつ津うて誉みかた

くわ人けいこりェ

ひつえうげんこんせかいおいもつとじんだうりく１

抱負を遂行せん︲と欲するものは蕊も敵たり味方たるの

ぎをんもよう系んめい笈いきやうこくす動牝に人むぁた

開係を顧慮するの必要なく現今世界に於て最も人道々

ひか少１

をこれがいたうこくたいせいぢ７・・・うけ﹃こく

義を噂重せる文明の一大狸圃が進んで其の任務に常ら
こ．てんおいい症つち７く せかいれ︽．者やうＬよこく
ずんばゐるべからず此の鮎に於て今熟々世界列狸諸圃

ｂよくだいえうけんつをもつというしう

を比較するに其の之に該鴬するものは圃鵠政治宗教園

えうけんつ詮けいち＆うぐわんきふかうりふ北↑もつと父ｌゆ

力の四大要件に就きて其の最屯優秀なるものたらざる
いだしこだいえうけんこぐか栓いりつ舌とか
くからず蓋此の四大要件は圃家成立の基礎にして且つ
いうけいむけいこ︑みんせいく○つこ人ぽんさらこだい
有形に無形に国民生活の根本たればなり更に此の四大

が入

ごくたいせいぢＬうけうしやあぶつこみにも

要件に就き其の軽重緩急と考量するに其の最も先づ主

眼とすべきは圃鵠政治宗教の三者に在りとす因て今日

︲Ｉ

五

烈なる圃民性︵大和魂︶を謹揮し中外に謝し如何にも高
定いしん蕊ん登とはうふ︵うげんへいどおいせんらん
大深遠なる企圃と抱負とを表現し平時に於ては戦飢の
ばあひ
せかいだいせんらんぽつはつ
みかう
よぱうしや
践防者となり不幸にして世界大戦働の勃壁したる場合
時局眼識する我園民の任務
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三

【

畔局に封する我固民の任務

げんざいれつきやういばゆるせかいとうこぐものつひし

二一一︿

垂一うめいえいちととくてんか姪んみんすャものいおくてうくん

に赴き爾後春秋戦圃の世となりし以来権謀武略を以て

い

あ

しも其の末葉は僅かに優勝

またぼくぺい解つＬうこくご上か・

い虻

みんしゆせ︑ぢくに

としじつしよ︒ところよけつきェくく人みんどうち

︑士醒こいらくに︐ｆｌたいていこくどじ人みん窪とん

これをえうするにせかいかくこぐおごくたいせいぢおほたれ

園と霧すべく而して是等の圃々は大抵園士人民先づ存
ざいしか？らちしやていわうもししゆちしやえう
在して然愚後に治者たる帝王若くは主治者を要したる

〃︑寵しぶう

之ゐりしも其の史賞の誘する所に獲り結局君民伺治の

これ

︵治者︶の選出を要するに至りたるものは民主政治の闘
えいこぐごとけんこくいらいしゆ︐秒１せ人︵んえんかく
と謂ふくく英国の如きは建園以来極々なる鍵遷沿革は

斜しやせんし礎つ↑膚う

どはっけんいらいぢうみんやうやぼんしょくつひをうちしゆけんしや

の園と濡すべく叉北米合衆鯛の如き彼の︒極ンブス園

くにしｒでフ

年帝王の位に在り政を行

いんていわうくらゐあまつ︒Ｄごと窟こなとまつえふわづ苧うしょう

たがひあびせいすゐこうばうみじかずう垣んもしすう胸んながすう

おもむじごしゅんじうせんさくよいらいけ人陵う凍りやくもつ

師となり之を治め之を教へ之と青し終始徳政ヤー施した
としそんおよモトく とろとせいはいつひめっぱう
るも其の子孫に及びて其の徳衰へ其の政溌し遂に滅亡

これをざこれをしこ虹いくしうＬ卜くせい瞳どこ

互に相盛衰興じし短きは数年若くは数十年長きは数百

なんいことそこくみんかくどふんべんけつ少︑ｅょこれ

腰つこうおよびわ瀧にちろせんえきたうじこくじぞフちよう泡ん氏

一人

し

に現在せる列謹︵所謂世界の一等園なる者︶に就き彼此
あひひかくこ〃しやおいさきＬじつおいじょじゆつ
相比較するに此三者に於ては左記史責に於て鉄述せる
Ｌかたざ
さとわ郡にぼんていこぐいうしうし
が如く我日本帝園の優秀なるに若くものなし然るに惟
跡錘湿る一識に癖て野鯉舞に謎だ齢津する乙と漣はき

れつ臆い・しせぎをんすえうくんＬゆせいぢ

聴明春智其の悪天下寓民に優れたる者出でシ億兆の君

る所のものあり然れども国力の如きは上の三者とは其

劣敗の史蹟を存するに過ぎきれども要するに君主政治

しかこくりよくごとかみしやを

の難易を異にし其の画民の豊偲奮勉妙結果に依り之を
うかきぺつかう誉じ鯉つ〆一いっこく
巴うじつ
充賞せしむるを得べきは下記別項に記述せる燭逸圃の

土溌見以永住民漸く蕃殖し途に其の中より一の主権者

ところ

勃興及吾日露戦役常時の圃肢に徴するに百年を待たず
うた坪
己もくてきたつう
して其の目的を達し得べき恥のなることを疑はず︒

第二圃鵠と政治
ごくたいせいぢしうけうこんぼんろんおいわ解はいせん準くよ

峰人いけんじ入じ少つじゆ〆じ鋲うへおいや

圃縫政治宗教の根本論に於ては我輩湊畢の能くする
ところ

これ牡かいきいこごくＬな狩よびせいれ醤よれんころ

所に姉ら湾れ宅も本意貌稚赦誕す褐順序の誰に於て巳
Ｕを得ず之を述次くし本来織鵠と政治とは時としては
どうこ久酔ばんをちやくぱあひ式た・くつころ人巷うぱ
同一根本に綜着すべき場合ゐり又別個に論究すべき場
い象ぺんきじやうこれ津ふのほつ
あひこ
合之れゐるべきも今便宜上之を合一して述べんと欲す
わうけいらいえいこぐおぶぴけんこくさい

之を世界最古園の一たる支那及西暦八百除年の頃に
猫こ

じんぱ︐へのうもつこれくわ人ぜいた匙ところ治いこぐか

さいせいちはうほんちうかうたいだうもつとうしつかいくわうとてん

るに祭政一致報本忠孝の大道を以てする等悉皆皇覗天

ものと了要之世界各圃に於ける圃篭政治の多く嫁大
りつこのＬゆるゐ唾かいしかひとりわ郡にぼんていこぐ
凡此三種類の外には出できるべし然るに濁我日本帝圃
毛江じこくどかいたくげいえいひ１しうるゐたうい
に在§ては其の初め圃土を開拓錘管し匪徒醜類を討夷
みんしう吉づいしよくぢ・フはうはふもつともをし
し民衆に授くるに衣食住の方法を以てすると共に激ふ

興りたるウエセックス王家以来の英国及建園の最新な
ぼく・︵い跡つしうこくとうごど恥みした﹃﹄とれん
る北米合衆圃等に就きて之を観るに支那の如く四千年
ていわうじ芦いごと

榊の蔑能を以て之舎ご完成し給ふ所の一大圃家なること

れ昔しいうくにあ

の歴史を有する画に在りては五帝三王の時代の如きは

は呼穣締を職め吉詩言蝉の鐸誌する脈捗ると姪一蹴謎
こくいちいこぐみんかくじほとせんてんて希﹂し人汚いれんめん妃

じだい

いへ力・く叫喜と言じつ

圃以来園民各自が殆んど先天的に脚代ょ６聯綿絶えざ
ところ〃﹄蛾んゐでんゐく人歩くんしゆせいり礎人こ入
る所の瓶先の這樽と遺訓とに篠りて君主政治︵現今は
がうう定解ひそ人
りつけ〃︾やくんＬゆせ塀ぢこくたい
立憲君主政治︶の圃磯なることは蕊も疑を存すべから
避いけんもてあ七ぷも人い
ところときた敬︐ｆ︑さうも人
きる所だ︐時に偶相門にして政権を弄び武門より出
せいけんほしい窪︑

第三宗教

つぎしうけううへつこれのもうご言愚おうしうけうぽ〃

次に宗教の上に就きて之と述べんに中古西欧宗教勃

こうじだいあ紀あるひ︐うけうせいぢこんかうこぃがためわう

輿の時代に常りては或は宗教と政治とを混清し潟之往
わ一うひさん定い吃んきうじゃくぎわ簿くにおい
性悲惨なる大戦争を惹起したることあり我邦に於ても
頚もんせ・．けんときあじたひ︽Ｊ１げ・・盾ふもつぐわいけうけん
武門専権の時に在うては一時偶々巌法を以て外教を橡
こ室ろ

ぼんらいわがくにあぼん

ともすう毛けいばうぼん→︶ん九いだうをんざいを

しゆＬおのづかせかいじんだう︐ｆｌ菅ちを清いこんぽ人

こくむひごくたい

束せんと試みたるＺとめりしも本来我幽に在りては寓
ア了︑

園無比の圃鵠なると共に崇覗敬報本紳の大道存在し其

しか

でシ政権と檀にしたる時代ゐりしと識咽も如斯は日
げ
つ
Ｌ
ぷ
くてんちくわいもうひ矛一くざと
月にも蝕あり天地にも晦盲否まあるを免れきるが如し
てんだうぜんくわ人てんうんＵゆんくわんゆ力
然れども天道は善に還し天運循環して往きて復へら

の旨趣自ら世界の人道々義と一致し其の大根本を一に

しんじんかんおうわがこｒみんしぜんゼいＬふう

きることなく稗人威臆して我圃民の自然性とも稲すべ

ゆ匙かくひとｆｐ１ない顔とんところしんれいし人かうじいう

を妨げらる易乙となし是故に上代に在りて支那より儒
けうとちい尿つけうとうでんＬ︽ぱい〃雫たけいと登
散の渡来燐教の東博せる乙とありしも濯拝其の他形式

Ｌ

者ふ

あるひ率つ抄うくわあるひじゆけうくわ

いへどごじゆ津つけうあし

︐三七ゞ

これ

ゆ．量わうせいゐしん？ちあせいやうぷん駅つせいどとう七ようちヤブ

がうこくほ人言ずつこくたいさ生た

あひだおのづかわがくにこいうた群だうどうくわならあひおこな

ごｆけいせ毎一

上の事柄に在り↑︸しは或は焼教化し或は儒激化したるが

じゃうことがら齢

これゆゑｃやうだいあ︑﹄なじ少

き所の尊王愛圃の至情と精祁とは自ら騒動して非望を
みづかでんもうふくまたせんわうと畦てをさ
いた
抱くものは自ら天詠に服し叉専横の徒は其の手を牧む
いたふた角くわう姿﹄評畿いけうち賑いく１︸Ｚ〆せいくわいふくくん︲﹄ん
るに至り再び皇腿政教一致撫育の祁政に麺復し君臣の

如菖形通ありしと雛も此の儒悌二教に在りても知らず

ところそんわうあ︽ご﹂くしじやうせいしん和の弓かばつどうひぱう

大義は益々蕊揮し歴代天皇は常陸親の子に於けるが如
し人みんいつくし敦だしてい茸﹂とこれをしこいいくたまもつ
く臣民を慈み叉子弟の如く之を教へ之を育し玉ふを以

識めずの間自ら我圃固有の大道に洞化し並び相行は

かし

あひつぎこうぼう．ぎすなはくん・﹄んじヤブな

これゆゑ営んじゃフ︽いか毛くあたいぜフなんぢ

く人みんかんおんあひ侮やうぎけつとくそ強ょ・うこじつぱ・︽

瞳やｆ︑たＴ

しんみんよ

あに毛たふ

さ唾た

て君臣の間恩愛情誼の結束は其の霊固なること富に磐

れイ﹄塁も圃本を傷け圃鵠を妨ぐるが如き乙と之あるな

するが故に各人々の内部に存する所の心霊信仰の自由

石も雷ならざるなり是故に今上陛下即位の大詔にも爾

たいぎます︑ｆ︑枢つ雪︶れぺ﹃︲だいて人わうつ趣おやこ和﹃﹄と

臣民世々相継ぎ公に奉ず義は則ち君臣にして情は猶ほ
ふし言ともつぱＡばりをひこ？︲たいなぜんた薮
父子の如く以て寓邦無比の圃鰐を成せりと宣し玉へり

し故に王政維新の後に在りて西洋文物制度等其の用長
︒ともＬ人言う煮．りすとけう︲亡従うぺいかくこぐとらいさかん
に急なりしと共に新奮基督教徒欧米各国より渡来し綴
毛ふけうつとくわいだ．フけんせつせんけうとちいわうひ人ぱ人誉漉
に其の布教に努め曾堂の建設宣激徒の来往も耀繁を極
いくこれ象たおのづかふわ燕くにこいうたいだうどうくわ
めたりと雛ども之叉自ら能く我国固有の大道に同化

堂夫れ算とからずや畏乙からずゃ︒

時局限勢する我園氏の任務

I

.

時局に罫する我国民の任務

三八

には宮中に在りて王子王族と共に自ら徒弟努作の工業
こぁろとう辛︶ねつ辻いいた︐Ｃころこぁおいご ・§み盆
を試むる等其の熱誠至らざる所なし是に於てか幽民の

わうじわうぞくともみつかとていらうさくこうげ・﹃

今交戦各国の情況を博聞するに慈愛同情を本旨となせ

間にも大畢者大偉人跡矛尋きて輩出し内外上下踊躍し

苦令？ちうあ

る基督教先進諸国の間に於ては永久無限なる愛の卿な

功溶闘窪吃密弱薪な逃毅許諏ら箭弛て熱情旺穂垂錘や↑
科畢の進歩膳用其の穂奥を窮め従って農工の産物盛に

かくし人

もつＬうけううへ街いこくたいせいぢひと

た恥つきやうしよこくたい坪うをんしよく

さとじじつ

肴りすとけうＬえいしかへもっと幸﹄うしんわ解くにきりすとけうしん

きりすとけうせんしんし主こぐあひだおいえみきうむげんあび跡み

こんかう唯んかくこぐじゃう壱や弓で人ぷんじあうどうじやうぼん・︺

る基督教の真意旨は却りて最も後進なる我圃基督教信
じやかうりうくおいおほおこな
者の行履の上に於てより多く行はれっシあるにはめら
じ星じゃう
かかん
わかくにＬうけうじやうお
きる歎の感なきにあらず我国の宗敦上に於けるは如上

輿ｂ商業も亦隆昌を極め之に相伴うて軍事上の改良護

﹃さ画をでん定うふけうさまた︑ひる蝉へつげん
し聯かも其の偉道布教を妨げらる勇乙となし熱て現︑

の如き事賞なるを以て宗教の上に於ても圃篭政治と均

しよ・フえつひじゃうかちかいな

お・・︑苫ろし︽︑うきん

偶千八百七十年の頃西斑牙王位継承の事より端なく
ふふつたいせんじゃくき罰いたいやんげ荷一はぜん
普儲の大戦を惹起しナポレオン三世の大軍を撃破し全

たまＪＬｌねんころ椀．すばにや︑わう一のけいしようことば１︾

たつ﹃﹄とれつきやう翰侭一き宅これ激らほついだ一一画

おこしヤブげふ１．たりうしやう諸厩これあひともなや入じじやうかいｂヤブばつ

ｂよくふん勝ういたところいくばくけういくわうせいき惟

て起り教育に畢術に農工商の賞業に封し園を塞げて努

おこけういく泳ぐじゆつのうこうしやうじつげふたいくに逸ど

あびだ定ＦがくＬ半鱈いゐじんあとっはいし少つないぐわ論じやうげ抄うやく

しく他列掻諸圃に濁し墓も遜色なきことを確信せずん

達の如き列懸相競うて之に微はんと欲するに至る是に
おいごく・手寺やうとみぞうだ．季あ庭か冬一ェくじつしやうてんい含ほひ
於て一風の富謹頓に増大し恰も旭日昇天の勢なりき

ばゐらきるな︐︒

第四燭逸園の勃興
・ねんころわがくわうかくてんわうみよどいっこく

勝と得て遂に城下の誓を潟達しめ九億三千寓弗の償金

せいれ昔

西暦一千八百年の頃︵我光格天皇の御代︶燭逸圃はナ

とアルサスローレンの雨地を得て圃力益々掻大と加へ
ぜん辻かいしェうどうわがくわフかくじ人かフひうめい︾﹂・やわう
全世界を誉動せしめたり︵我光格︑仁孝︲孝明天皇の

牡つた

一一へ

げつしんもつこのだいぽいく

くしんけいえいにちやあたかやわしんＩやうた人

せいだいふ巷やういた

けだし

かくの﹃︶とををヤブ却一いｈ・たあにじんとくこ・ロろ

か

こきかんおほくまらうこうしゆしや︑フにんげん清い

念

を待たずして斯くも犠大富強に至れるものなもとす蓋
にんげんかくどふんとうちからＬんせいおだろい
人間豊悟奮闘の力は真誠に驚くべきものなりと謂ふく

よ

みよ︐︶やうぐんいへよしいへざだいへもちひきよしとききノ平︐１１ねん

ちえこくりよく宝す︒ＪＩ１をやうだ︑いくば

ポレォン一世の職め屡次大敗を蒙ｂ領地の大手を亡い
わぎかう
から
だいわう
辛人じて和議を講ずるを得たりしがフレデリッキ大王

御代蒋軍は家慶︑家定︑家茂︑慶喜の時︶僅々一百年

巴よくあま

かくどもつおぽいこぐせいふくりうきしかこぐか

Ｄうせいこんぽんけういくりうせいをんかくしんこれぜ人

ｂヤ﹃

は千挫屈せず百折携ゆまきるの決心を以て此大敗と屈

徐にして如斯の彊盛に至る量迅速ならずとせんや試み

せいたＬ腿ｊＩ１たい猛いかふむｐやうちたいはんうしな

辱とに甘んずることなく苦辛経誉日夜恰噛薪臥嘗臆の

ざくつ

畳悟を以て大に圃勢を復興せむ乙とを期し而して鯛家

に此の期間を大隈老侯 主唱せらるシ人間一代百二十
さいぢやうみやうせつどいつ一﹂くにんげぇ汚い
五歳を定命となせる謎よりすれば偶逸圃は人間の一代

︒ｐぎくけいちうとぎみづかせうがくかうけうだんたげ・﹄・しせやとふけい

隆盛の根本は教育の隆盛に存することを確信し之に全

力を傾注し時に自ら小畢校の教壇に立ち教師生徒父兄

じんみんげきれい攻たじつげふす刀ぎんけんぴふうやしなた

入民を激脚し叉責業を勧め勤倹の美風を養はんが矯め

｝

きな︐︒

第五日露戦役に於ける圃民の
覚悟其の影響

Ｆ■

ばんにんむ牙﹂よくりよくじゆんすゐくん夕

ぼんけんおしへい鋒﹂︽︑葛せいたうせいばあひだゑノ式人

般の任務に極力蓋嘩せきるべからざることを訓諭せ

ちはうぎやうせいじゃうえい言やう

り本聯に於ても平素は動もすれば政黛政派の間
園瀧な
こじ肴よく

しんせい苫よけんちやんじご﹁さいおう懐しゆつせい

らずして地方行政上虻影響する乙とめりしが此の時局

やんじ入およびとかぞくたいえんじよせん駅やう︑︑しやうしや彦一ぅさいてうゐ︐とう

さい

に際しては真誠に畢聯一致となり軍事公債の膳募出征

は赤十字吐愛園婦人曾等と相膳援し十二分の任務と叢

軍人及其の家族に封する援助戦病死傷者の葬祭弔慰等

日露戦役の富時に於て忠愛敵憶心の旺磯なる勤倹力
１人わ瀧はいを
稀の癖無なる義鱗誹わ庭睡一な︐しを信ぜり我輩其の

にちろせんえきたうじおいちうあひて肴がいしんわうせいぎんけんｐ蓄

さいをかや式けんしうしょく・もつ寿一たうじもくげきところ

は固より生計不如意者紗兇一重に封しても地方の有志渚

せり叉圃民激育即ち畢齢兇一重教育の如き出征者の家族

めいぢ

かば魁ぱかくつ刀

１１１

ちばういうししや

１１

三九

棒棒擬雫江癖講露癖討蝿泌姉ｂ唾︿の熱蝿なる鍬況を目
げき
雛するに講師も聴講者も流汗の衣を油すをも忘れたる

毛ねつしんじゃう考一やうちく

ず却て李年以上の敗稚を見たり叉農村婦女子の爵めに
躯いかちやうじつこうた人昔のうじかうしふかく但珍まうひきん
は盛夏長日の候に短期農事講習を各地に設け卑近なる
のうじかいｂやうばうはふさづあるひらうせうふぢぶとうかずぅ
農事改良の方法を授けたりしが或は老少婦女等一家数

かくつへいわんいじゃ蜂うしうぐわくみまたのうそんふぢよした

し郷薫隣里互に相助け不作の漠なからしむるのみなら

哲冬うとうりんりたが０わひたすふさぐ︒宛奮〆︼れ

培養施肥害識駆除等の如きも種々なる改良方法を賞行

極いやうせひがいも．う︐︲＄ぢよとうごとしゆ︑ｆ１かいｂやうはうばふじつかう

くわんげふじげふつをれいあのうきく頚つ

不畢の不幸を蒙るが如き乙となからしめたり︒
勧業の事業に就きても其の一例を塞ぐれば農作物の

蕊がくふかうかうむごＪ︶

たうばうはふ乱うしうがくた

れ夫奴供給の方法を賞行し盲唖初見錘砿至る或で各適
富なる方法を設けて就畢せしめ其の戦時なるが総めに

をぎやうきふばうはふじつかうまうあじ〆ういたかくて善﹄

相謀り筆用品其の他衣服食料等に差支あるものには夫

あびばか解くようひんをたいふくしよくれうとうさしつか︿

もとせいけいふによい︐﹄やじだう北い

堂た一﹂くみんけういくす版はがくれいじだうけういくざとしゆつ好一いしゃか夢く

牡苦じしやあしこくふじ人くわ︿とうめひおうえんふんにんなつく

泡んやわつ

つをばんの

際岡山聯に就職したりしを以て其の常時目撃したる所

せいふたザ

のものに就き其の一斑を述べんとす明治三十七年一月
にちろこぐかうだんぜつせんせ︲雀﹄たいせうばつ

ときしゆしやうならびたうがいかく

日露園交蹴絶し宣戦の大詔を護せらるシや政府は直ち
かくちばうち一ヤブくわんとう肴争う強うしふ

に各地方長官を東京に招集せられ時の首相並に常該各

こくむだいじんこじきぶくさいぐんしきようきふおう位うへいゐ人じゆん

ぴとうせぎじしやあいこくふじんくわいじげふいたねんごろくん

圃務大臣より此の時局に際し軍費の供給雁召兵員の準
じ

備等より赤十字賦愛圃婦人曾の事業に至るまで懇に訓
︒がぱい哲ふとくにんか︵やんしちゃうとうぜうしふせいふくんじ
示せらる我輩急速任に錦ｂ郡市長等と招集し政府訓示

えうしくんじさい雪こんくわいじ苦沈くわ群くにＩうぜ人さい淀いこｆ︐

もつひとりぐん腰ん七ひと

の要旨を訓示し最後に今岡の時局は我圃空前の最大圃
なんぞく

ｆん曲．

難に属する趣泌詫噸輝欲其の人のみが屍を馬革に包む
に止まらず御互地方官としても職鰯に蝿ふる動の畳悟
ならざる可からきると訓諭せしが言の終はるを待たず
せつしやくわんたしかくんゆ称旭ｂやうめいげん

淳嘩・噸壬こ・いきいしゆつせいしやいぐわい采かおよび厩みんたいたとひみ

し一可﹄切歯握腕し確に訓諭の旨を領せりと明言せるもの

畔局限識寸忍我漣民の任務

１１

いりし叉此際出征渚似桝奄る郁下及榔涙に顎し鵬冷褐
せｆ・ものぞ
戦
地に臨まざるも全然戦地に在るの畳悟を以て戦時各

１１

I

苦やう和よ

時局雁封する我国民の任務

しんをたうじくｂえないあ

奇︶とをもやうかフところすうほとまんにんおば
が如し其の聴講したる所の数殆んど二十寓人の多きに
およ・〃﹄たじつへいわこくふくと哲あすくなかうえい
及くり其の他日卒和克復の時に在りて少からきる好影
あだかせんじにんなねつ者やうごと

じよじや﹁？じゃう

響を及ぼしたるものありしを信ぜり其の常時管内を鴫
ゼい

もつへいじあ

よういかいけつみがたもすゐ

げて恰も戦時の任務に熱狂せるが如くなりし如上の情

た冊三一︵い三舎．いこちせつち

ごととＦうが

勢なるを以て牢時に在りては容易に解決を見難き治水
こうわん百ぱうしよくりんとうじげふずみやをかいはっうな
港潜︑砂防︑植林等の事業も速かに其の解決を促がし
こたうじしやう

きたげんこんどうけんけういく︑﹄よくさんこうげふ

他日兵管を此の地に設置せられしが如きも其の萌芽を

ろせ〃たえきじきよくさいちはうじんみんくうぜんか︐．︲ごふんれいけつ

此の常時に生ぜしめたり叉現今同牒が教育殖産興業の
てんおいたかくふけんひがうそんしょくゆゑん
にも
鮎に於て他各府繰に比し竜瑚遜色なき所以のものは日
露戦役の時局に際し地方人民が空前なる豊悟奮勉の結
くわおところじん宿い
うた淋
果に負ふ所のもの甚大なるを疑はきるなり︒

第六結論

ｐよいうぐ

じでうちいちんじゆつ一﹂とせかい蕊んめいれつきや３つ﹄ｆみんくわこげん
つね︑〜

上来陳述せるが如く世界の文明列謹の圃民が過去現

だいみ・らいわたこれいか

代未来に亙り之を如何にすべきかとて常に苦慮憂慮せ
︲ところこくたいせいぢしぅけうだいえうけんくわんつち︐ｆＩここ人ないぐわいしよ

ごくしじつおェぴげ人じゃうひかく

どじんにほんごくみんごとたかう

る所の圃譜政治宗教の三大要件に開し熟々古今内多諸

かせいりつえう

淀いえうけんぞくこくりよくすなにこぐかふ

風
の史賞及現鍬を比較するに吾人日本圃民の如く多幸
大ふく
Ｌかざじよじゆつこく
多頼なるもの之あることなし然るに向きに救述せる園

家成立に要する四大要件の一に属する風力即ち画家富
頻ヤブてんおいこれたいつきヤコたいひおほい七人しよく

強の一鮎に於ては之を他列握に鍔比し大に遜色なきと

かこえうけんごＯと一曽﹂炉︺んこくみんかくじ

とせ︲ハゼかぶきやフこぐてぎし没せんたゆばんす︐︑くっ

そもかくのごときぺつしんあう

−﹂じＫこくみんかく﹃﹂そんしかまたこみんかくご

せいがうこりよしわ．．

︑じゆ・希も瓜うちよ

いやしくか

ぜつたい

ど

い人

ぽしん

御垂訓を賞践Ｉ︶勤侮難産厚生利用の基礎としイ﹄は戊申

崎︾すゐくん作男妃んキ●︸んザ︲押しよくさ人力うせいりよ・フ勢﹄産﹂

としては畏れ多くも明治天皇の下し給びし激育勅語の

お接︼おほめいぢてんわうｆだたまけういくちよく︑︸

愛に一穂し翼個の大和魂駿揮せば修身脊家の根本道徳

こ︒てんし〃へ二やまと庭呈しひは︵・きしうしんせいかこえぼんだうとく

省瀕起して馬車馬的に勇逼猛進すべし果して克く心志

せいげつ藷ぱしやぅまてきやフ王毎匙うし人はたよしんし

凱せる迷夢を豊醒し登屯顧慮塗巡鋳曙することなく反

らんめい秒？

も謂ふ可き夫の妄ｊに空論徒議と弄することを絶謁に
ひに人は郡ぢよたい意ばういつなかｌ駐Ｌよくわくでき肴よニえいしゃかうめ群
非認排除し怠惰放逸に流れ酒食に惑溺し虚柴射倖に迷

い主かみだくうろんとざろう

は人々個々一家の豊悟に基づくものなれば荷も一家の
しゆじんしゆふ
きせん卦人ぷろんじこたうぜん政
主人主婦たるものは貴賎貧富に論なく自己が営然為す
にんむかへりげんこんさか人ぜんこくぴ生んあだかしてう
べき任務なるを省み現今盛に全図に掴蔓し恰も時潮と

に人︐く１こ画かかくど号もと

基たるべき吾人圃民の豊悟に存す而して叉剛氏の畳僻症

き

のゐふべきを信ぜずんはあらず抑如是は別に深奥な
ひじゆつゐうさく燈／
えう﹂ずこぐかこん
る秘術妙策の存するものあるにあらず要は唯国家の根

１〃︿

逸帝園過去の史資とに鑑みなぱ何人も思竿に過ぐるも

い︵・ていこぐくわこＬじつかんがなんぴとおもひなか雑す

せず数年の久しきに亙り常に優勢と持績しっ動ある燭

十ソうれ人ひさわたついいうや応ぢぞく

て殆んど全雌界の識圃を敵手として百戦焼裂ず寓戦屈

ほ

豊悟奮勉の一事にして其の目的を達し得べき事賞と適
郷とは雌鐘に舞訟ぜる唖鐸鍵錘譲婦の詮鍵と識薙に癖

かく︽﹂ふんべ人じを洲くてきたつうじぜつてき

する砺な人然れども此の要件の如き感吾入園民各自の

︒と合︲ろ

と能はず如斯は吾人圃民の日常深く遺域とし心肝に銘

あたかく⑳ごとき雪じんこぐみんにちじやうふかゐかんしんかんめお

四○

｜

｜

こう量いにんむふんとう

が砿んせいたこくかふきやうゑつこくたい世八ぢしうけうえう散んともこぐかふきやう定いえうけ・ん

どうじやうごじんめい７くＩかくじ

じめ

これてうていしや

惑久どうばう昔

識識の罫浄γ蛎稔し琴くは一家緊搬の総め圃家富彊の越せる圃鵠政治宗激の三要件と共に圃家富強の大要件
吟かいゆゐ
あ必﹃一恥ぐぴこに畷〆てい呈・︑
ぜかいど・ヲ競うたにもや﹄ぜ唯／ＴＩＩたざん
たす
篤
め進んでは抵界同胞の篤めに日夜彼の戦線に立ち塗をも併せて之を具備し此の日本帝幽をして世界唯一の
Ｍうり詠ケ︑わしやう酷︶つおよびしやうそつかぞくかうせ人→やおともにんごくへいじ唯かいせくちん浜ぱう・︲やシ︾せ人
壕裡に起臥せる蒋卒及蝦卒の家族が交戦者に劣らき模範風たらしめ平時には世界戦凱の藤防者たり其の戦

３増うろんきもやく

ところにほんていこくい歌ふ行やう

花いばく

せかいばんこぐたく

おほいお七

三輪田元道

鵡溌衛証謡に鱈凋池つ動諏霊難洞情誕吾人認張各喧の錆泳潅りて抵之が調淳者たらんことを六千高同胞に期
豊悟と遂行し奮働刻苦し困難識乏を甘んじ現下に於け待梱求し鋤Ｌ巳Ｕこと能はず果して如斯なるときは所謂
どじ人こぐこぐかしやくわいｊリブて人とか・フ︑午︑
しＪ票つかとうをＦ︑つ戦つ
患諸物慣の騰貴に屈折するが如きことめるなく吾人園幽家斌曾の不幸を韓じて其の幸禰となすものと謂ふ可
わ淋娯かじこやきや畠かくりみいとａあくぴちうせん
みんこいうやまとだすしひ弐す︐ｆ︑しふめんもくばつヤブかじたとも
民固有の大和魂と盆々真面目に溌揚し夫の自他共に一きなり吾輩の自己の海患を顧るに逼なく敢て微衷を謹
だいてきじやくてんて人せかい鰹つきヤブ惨ヤヮゐす

大的溺黙を韓じて世界列強の上位に進み世界潟圃に卓

評議員
文肇士

やん瀧はふり力こ

てきだいせんらんけつくわ

きんじれん瀧ふ

かみつかまず１ｆｌほうとうか画は

と で あ る ︒ 蓋 し 世 界 的大戦乱の結果として︑近時聯合

け淀せか師

健全なる思想が蔓延 したなら︑これぞ大に恐るべきこ

けんぜんしきうａんえん

致同論に編着せる所の日本帝闘未だ富強ならずとの大白す︒

警戒漫言

口大戦後の思潮
ひとしさうあたかざうもくえいこてうすゐ垂んかん

人の思想は︑恰も草木に築枯わり衝潮水に瀧干ある
およ

虫ぬか

壁た鳴くくわんた

︿んくわかなら．

もふ

たざけんぜん

が如く︑錘化あることを莞奴ない︒されど愛化必ずし

蚕とへんくわ

軍 側 の 不 利 を 卿 た れ ︑且つ物債益々暴騰するに拘らず︑
ものはいし心ついきほ野つしって昔ぷんめい
わくに︿は吟るなり昔ん
我が園には所謂成金 なる者郡輩出し︑勢α物質的文明
ふうぞうもやうおとれよつこ
ゆこ跡しやし流人ぴ
に憧れて︑蕃修淫座 の 風 を 増 長 す る 虞 が あ る ． 因 て 此
ひくわん

よみ

四一

とく強す７くＩせいしんてせしうヤブおも

の悪風を矯めんが潟 に︑特に益々精卿的修養を重んぜ
しさうはったつ

ため

も悲観するに及ばず︑叉楽観するに足らぬ︒只健全な

あくふ一﹃た

る思想の溌達するは︑嘉すべきことでゐるが︑若し不

警戒漫言
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L

イ

警戒漫言
じつりよくやうせいぎふＪＩｌ

こればんたい

四二

ばんひとのぞげ︒︑斗曇ブ

ものであって︑一般の人には望まれ狙けれども︑研究
し
んさかんひとみきあだかてぇさい
心の盛な人は︑見ること︑聞くことにつけ︑恰も天才
ごと苦さうてんやわいおおもむき淀いけんしきたう
の如く︑奇想天外ょ鋤諮つる趣のある大見識を立て得
また造んいかぁば
るものであるから︑何事によらず︑叉難易に拘らず︑
いやしくけんぷんふ
けつこぃ
荷も見聞に鯛る鼻ものは︑決して之をなほきりにせ︑
〃ほいけ︲ハ寺↑うもはうてきちＬき
ず︑大に研究せ組はならぬ︒模倣的知識のみによって

にんじやうふはく

喝勺うい

こじんしゆぎ

しごうをよかてハおもこくみんさら
を︑﹁ごじんしゆぎへいがいう

ちうかうしきうはくわい

いうよ

ばつこきたざうゐｌかにほ人ごとうつくいぜ

から︑其の影響として︑人情が浮薄︐となり︑個人主義

そえい智やう

に︑娯楽的園書其の他の流行する現今の斌曾は︑大に
けいかいｆ︑は
警戒と加へ煩ばなら恩︒
いまで
せんさうきう案んめいばくわい
言ふ迄もなく︑戦争は奮文明を破壊するものである

さら︐︑て勤とし疾毛たりうぞうげんこ々しやくわいおほい︐

の践眉を求すに相違ない︒併し日本の如き︑美しい歴

生活する人は︑不自然と不調和との峡陥を免れること

ねばならぬ︒資力養成に汲々せ焔はなら函︒之と反濁

史を有し︑清い家庭を重んずる圃民にとっては︑更に

か出来ぬ︒故に各自は居常︑知識を愛する態度を以て︑

もわくに

垂じ讐た

じどうてきじオって可陰りよ︲〜

し

てんの辰

口筆跡に注意せよ

したが・じゃうしき砲・畠〃

＃てしやくわいぜいとん菅やう

くわＫ

たいて群みもしそたぷん︑︶やうかものおほけいよう
心幻口うい

しう仁ご︽うくみう

たうぜん

一鵠手紙若くは其の他の文章を書く者は︑多く形容

つれしんじつこわるもつ

讃畷立つるものである︒されば常に真賞の心を以て︑
じじつへうめい１ゆがんかならこ這いもんじろう
事貫を表明すると主眼とし︑必ず誇大の文字を弄せぬ

しようこだ

詞などに注意し︑修鮮上の工夫をなすは営然なれど︑
菅ょぎも人じろれつ
やがじんかくあさま
虚偽の文字を臆列するは︑頓て人格の湊間しい乙とを

１︶

念せねばならぬ︒

鐸に打ち勝つことは︑天に登るやうにむづかしいと観

きううか

て十を知るほどの気概がなくては︑挫忍魅曾の生存競

竹城い

で菅ゆゑかくじ苫よ唯昆もうち．し番あいたいどもつ

けつかんまいか

一層︑個人主義の弊害を受けぬやう︑注意せねばなら
ふうてうつゆ

もつとうつくれ諸しどうえうおこ

いうかう

せいくわつひとふ１﹄ぜんふて・フわ

ぬ︒若し我が国にして︑忠孝の思想を破壊しようとす

自動的自溌的努力をなさ蝋はならぬ︒従って常識の養
せいおょおうよう弓いのうひつえうこｚさ︾暫
成︑及び噸用の才能が必要である︒今後は圃一を聞い

ねんらいせかいお

る思拙が︑露だにも交ｂ来っだならば︑二千五百有鈴
ぜぞくあ〃︲Ｕ

年来の世界に於げる︑最も美しい歴史に︑動揺と起圭︲↑
いたづら

や宝い

しむるものであるから︑徒にハイカラがる世俗の悪噛
Ｐ︑わう
じもよう
化を 受 け 胸 や う ︐ 自 重 せ ぬ ば な ら 砲 ︒

口研究心の必要
まなえもしき食な

いなそ

事んで得た知識は︑単ばない愚昧よりも勺有致であ
し人たふとちし量け人ぎうけ＆言うかさみづか
るけれども︑真に尊い知識は︑研究に研究を重ね︑自
はつめい
なほたふと
ら壁明したものでゐらねはならぬ︒否其れよりも尚尊
舎もＬ話式な
ど︵さうて昔か人跡え
い知識は︑事ばないで燭創的に考へ得たるものでゐら
こＬＬ萱て入きいひ参一ほしいま︑
で言
う︒此の知識は︑天才の人が悉にすることの出来る

ち烏うい

にふふでぬぐしっぽいきた

やうに注鱈垂飽ば露ら沌睡んしか弛みなら琴いう一型筆潅したりするのは︑いつしか拭いがたい失敗を末すもの

下したる以辻はいと之を噸預に表装して︑於衆の減に晒である．史して織諏雑剖俸臥諏湖錬疑を受けるやぅな
さるシも︑敢て厭はい畳悟でなくてはならぬ︒然るに文句を書いたり論或は他人の悪口を述べたりするのは︑

わうＪｌいうＤん孝一たところあしんてんたけんむようおもは底はゆゑへいぼんごと

準︸やか生かたあるひひみつもらちういお︐︑

往々友人其の他の所に宛てシ︑親展とか︑他見無用と思はないの甚だしいものであらう︒故に平凡の如くゐ
ら人うへやすぐだがじつ常・苧・だいけつくわ義一だげん
なはだ
か︑は甚
しいのは︑一覧の上焼き棄て下さいなど塾︑書っても︑賞は重大の結果と末すもので︑乙シに一言の

ＩＩＩＩＩＩｊｌ

堂添へて八釜しい乙とを書き立てたう︑或は秘密を漏注意を惜訣ないのである︒
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偉大なる孔子の教訓

こ・うしみちまことゐだいもこうしけぅ
みもつこつとうひんろん吠やう

孔子の道は皇に偉大なるものである︒若しも孔子敬

癖鑑錘捧読鍔細田謙蔵

ごくへいてんかいたまみちとしやう派くらん﹄
どじ人みうへつとちこくへいて人か

しんつ

園卒天下に至る迄での道を説いた一章がゐる︒隼間修

わにしかうぎＶゐひとり鞍ぞくるんぎゐ人瞳うし

身に就いては吾人が身の上に就いて説き︑治圃卒天下
みちつせいぢ淋くし︽︑いところひかくが．うぎ
の道に就腰しは政治畢者の云ふ所に比較して講義して
ゐ

居る︒私の講義を雛いて居る一人の貴族院議院某氏は

ちうようくわんわたしかうぎ昔じつたかん

三

を見て以て骨董品などと論評するものありとするなら
こうＬけうなんまたｚうしみちしん
ば︑そは孔子敦の何たるかを知らず叉は孔子の道の興
ずゐ・りかいかたところちはんかいざろんす
儲を理解せずして語る所の一知半解の議論に過ぎない
こうしいかかうげつじんかくしや宝こう
のである︲孔子が如何に高潔な人格者でありや叉た孔

い︑かんしんおな

四

しけうぐんいかゐだいこうしけう

漕い

中庸に畷する私の講義︒γ聴かれて︑賞に卓とうって威
ぷく一﹂うしみ・らこうＬけうぐんじつｂつ顕ゐ
服された︒孔子の道︑孔子の教訓は責に立派なもの偉

大なものであると云って威心されたのである︒同じく

わたしがうぎ茜をあるひとかいこうし

l

道は賞に立派なものである︑何としても之の激訓を富

私の講義を聴いて居らる易或人は斯う云ふた﹃孔子の
み
ちじつｃつばなんこけうぐんたう

l

子の激訓が如何に偉大なるものであるかは︑孔子教を
ごとりトーざんぴ和ところよあきら
けんぎう
研究したものシ悉くが讃美措かざる所に依るも明かな
ちう
ぷ小と〃１た
わたしげんざい
乙とではないか︒私は現在さる一部の人々の潟めに中
まうかうぎいたゐちうよううち泳ぐも人Ｌ異 ・しんち
庸の講義を致して居るが︑中庸の内に皐問修身から治
嘩大なる孔子の教訓

可

(
中
）

l

偉大なる孔子の教訓

せいおう頚うひつえうゆゑや﹂じん︑いか
世に瞳用してゆく必要がある．故に吾人は如何にもし
こうしけうじつかうこ︸﹂う

しけうじつかう

ばうはふけん苔う

藍さ雪じんせ苛

て︑孔子教を賞宿してゆかねばならぬ︒そこで此の孔

した跡

をし︵

Ｄつばひかりゐだいかずや

や﹂畠夕

子教を賞行するの方法を研究するのは︑富に吾人の責
にん
じつこりとい
とほ
任である﹄と︒賞に此の人の云はるシ通りである．孔
しふるじだいひと
とところ
子は古い時代の人である︒けれどもその説く所︑その
をしところけいくんむかしいまかば

たうせいおいじう蕊人おうよう

教ふる所の教訓は古も今も愛りなく︑従ってその教は
はな

さうゐ

つ﹄

営世に於て充分雁用さるれば立派な光︑偉大なる輝き
を放つものに相違ない︒

ぜんどこま

口其の根本は仁義の教訓
たいをいぶんめいゆにふもとけつこう

だこうしげう七しひつえ・う

泰西文明の翰入は固より結構である︒けれども之れ
せん

ｂつばひかりゐだ赤ちからいうこうしけうぱい

が潟めに孔子敦を誇るの必要はない︒善は何虚迄でも
百

こうしをＬへそこみぽんじんぎ

善である．立派な光︑偉大な力を有する孔子教を排し
盲とこうしけうしんずゐＬ匙うゐまう
去らんとするが如きは孔子激の真髄を知らざる盲爵妄
かうほか

のつと今へほつたうみち

こさいここんさ

行に外な毛や︒孔霊や騒抵其の罪本は仁義にあるので
ひと
あって︑如何な愚所︑如何なる時にあっても︑人とし
ぺつ

こうしけうじつひと

げんしゆ

だうりをＬ︿

て則る可き本営の道でなければならぬ︒東西古今の差
しかきんらいざじゆこて苦涙つしって昔Ｈ一うめんな罪けつくわ

一﹂

別なく︑孔子散は雪に人として厳守すべき道理の教で
ある︒然るに近来技塞的物質的方面に流る動の結果︑
や刀

とうやう一﹂いうり入りだうとくやうやうすら

動もすれば東洋固有の倫理道徳は漸く薄がんとして個

じんしわ笹ｂしゆぎふうてうかたむ

四四

か一

人主義利己注霊泌風潮に傾外んとするものゐるは︑返
すノーも千寓遺憾のことと云はねばならぬ︒

口我が固有の倫理道徳

わくにわくにこいうｂつばりんりだうとくしか

せいしんおとろこよ・うい

こ登いし入お︑とろこ

も

我が邦には我が邦固有の立派な倫理道徳がある︒而
こごいうりん．ｐだうとくわくにせいし︲ん
して此の固有の倫理道徳が我が邦の精紳である︒若し
も此の精紳が表ふれば冠諦が毒手愚識である︒之れで
せいしんて昔はいぴヤブしまわくにすうね人らいけう
は精神的に肺病となって了＃︿︒我が邦には数千年来教
やうばいいくけ八ぜんｂつばゐだいこい︑うせいＬん
養瀦育せる健全な立派なめそして偉大なる固有の精紳
ｂつばけんＵつせいしん獅とろにほ人
が存する︒この立派な健資なる精脚が表ふれば︑日本

こんに路︑りんりだうとくや．画ふなわ

の精赫が衰へるこりと動なる︒之れでは容易ならぬこりと
ゐ

ど

こうしけうじんじみもくわくちヤンぽってん

である︒今日の倫理道徳は動もすると腐敗せんとして
しか
ふはい
きふ﹃フさ︒フ〃さ
居る︒而してこの腐敗せんとする気風を一掃し去るに

こうしみちのつとこうしけうたうぜいじつ

は︑何うしても孔子敦の仁︑義の道を績張し護展せし

めなければならぬ︒孔子の道に則り孔子教を常世に賞

ちおうようにほんりんりだうとくにぼん

し

刀に袴〆こ・でフりんりだう．こく・ｋわくワワやう

地膳用してゆか胴ばならね︒日本の倫理道徳は日本に

こいうゐ

けうくわくちゃ今

ひつえう

しうけうしばしお

固有して居る︒而して日本固有の倫理道徳を績張した
じゆけうぶつ舎けうしやちからわにほ人せい
郷の灘︑儒教悌激この二者の力である．我が日本の精
つよじゆけう韮つけうだう︑とくしう
紳を旺んにし護くするには︑儒教悌教の二つの道徳宗

激を鑑張すべき必要があるのである︒宗教は暫く措き蝿

〆

するたいこにんげんいう昔彦﹄しきひかくれいひい

りんりだうとくいよＩ

である︒

ど・フやう

ゆ急わくに・せい

１けんぜんます７画︑りつばいくせい

じゆけういなんしな津く

けうこんぼんてきい篭し

こた あ

し

い

ゐ

Ｆ１可

じゆ︒ういこうＬけ・フい

みやうも︐︑

紅んらいわくにいわにほんこくけう
は千八百年来我が邦に入って我が日本の圃教となって

居るのである︒儒款と云臥孔子敦と云へば︑その名目
いかしながく蚕とじつわ吃ほ︐へだう
は如何にも支那単の如きも︑資は我が日本道なのであ
る︒識ぱ師に雄子の識ぽ舌禁誌涯に群て耀恥され得べ

し力

き垂振な識訓であると要った︒雛識佳琴の謎ぱぼ時

か︑ところおい毛かザやばな

な解く

ぎぺんろうばいせきざ

し

何なる虚に於てもへ其の輝きを放たねばならぬ︒然る
こうしけうしなうま
にこの孔子敦が支那に生れたものであるからして︑支

い

郡畢であ窪な韮と裁癖睡弄匙詫緋訴し窪泌んとするが
如きは︑未だ以て孔子散の真義真髄を理解せるものと
まこうしけう寸魯ばじゆけうわく歴はい
は云はれない︒況して孔子激即ち儒教が我が邦に入っ
な私ね・八げつけいくわわくにこいうりんり減う
てから長いｊ︲１年月を綴過して︑我が邦固有の倫理道

とく・らけつくわいましながくじゆけう

穂で一致したる結果は︑今や支那単としての儒教では

ほどしなうま

口儒教と精紳的訓練

ｌｌ
ｌｌ

四五

養分であると云って︑決して過言ではある設い︒

やう感んいけつくわどん

に亙り︑我が精祁教育上の鶴塞力延し江揮泳沌堪識架
あらは
を願したのである︒きれば儒教は我が精禰教育上の滋

わたわり詮いしんけういくじゃうぱいやうリよくゐだいかうくわ

元来孔子は支那に生れ儒教は支那に生れたのであるけ
れども︑ぎれが識が難にだって鐸に千八百霊の雌しき

やわんらいこうししなう食じゆけうしなうま

しんわにほんこくけうしま

かこんぼんてきしんずゐし

なく︑真に我が日本の圃教となって了ったのである︒

いくどうおんこうしげうゐだいちか陰．︐︾ようさ・︲
ご﹃うし

じゆけうもつしな力く

之鯉が鳶めに或るものは︑儒教を以て支那隼であると
じゆけうすなばこうしをしへわ
澄人
徴ずるのかも知らぬ︒けれども儒教即ち孔子の教が我
じゆけう
ねんむかし
くにはい︑
が邦に入ったのは︑今から千八百年の昔である儒教
偉大なろ孔子の教訓

いま

る・孔子の教訓たる儒教は支那に於て生れたのである︒

一﹄うしけうぐくじゆけうＴ︶な戸？うよ

せずに居られ設い︒孔子はなる程支那に生れたのであ

を

濁るシものは︑異口同音に孔子敦の偉大なる力と瀞讃
ふ

が潟めに外ならぬ︒是等は所謂喰はず嫌いの批判評償
いやしこ・うしけん訂ういやしじゆけうＬ人ずゐ
であって︑荷くも孔子を研究し︑荷くも儒教の真髄に

たほか

教の根本的意義を知らず︑且つ根本的真髄を知らざる

これらいⅨゆるく箸らひば・へひヤフか

世の中には︑儒激と云へば何だか支那隼であると云
い工じ釦
けパリく︑しさ
って︑軽々親し去らんとするものもあるがそは未だ儒

柔瓦か

口精榊教育の培養力

の倫理道徳は蝿々健全に益々立派に育成されてゆくの

しんけ入ぜんわうせ塀まもつじゆ
神を健全にし旺勢ならしめんとするには︑先づ以て儒
け
うまずＪ●︑はったつわこいう
教を益々溌達させなければなら楓︒かくして我が固有

恰も滋養分を減ずるのと同様である︒故に我が邦の精

あだかじゃうぷ八げん

衰頚は之れを人間の有機組織に比較例誉して云へば︑

じゆけうすなばこうしみちくわくちやう珍夕けう
儒敦即ち孔子の道を横張してゆか娘ばならぬ・儒教の

民

い室承つしつぷんめいしんぽぱなばみ

いるｒＩｌ務むく吾事四六
むんらいぷつしって香ぷんめいしんぽばつたつまごとみ

ものｂがい１﹄もなやす

重ことよるこげんＬや．︒茸言うゐ

こた

雫﹂

近来物質的文明の進歩登達墓に見るべきものあるは今や物質文明の進歩甚だ見る可きものがゐる・是れ

けつこう

ふくさん然って壱しヤブいと﹂群りて者じこしゆぎせい

結構な言起と兼勤鴻津いけ諏埜私物には利害池伴弘謁罪もは皇に喜ばしい現象に相違ない・けれども之れが潟め

し

ちところこう︒﹄み邑珍す︑

の
でり
︑し
此釦の
のこ
護し
達ゆに
︑し
一や
面う
にぎは
じつ
ざ物
へ質
ん文
け明
ふり
ぎ連
ふれ
うて
てう
こ拙
じ劣
つなに︑副産物的に生ずる厭ふ可き我利的自己主義を制せ
迩い んてきく入れ人ほどこ
しか
賞利主義偏狭な利己主義の風潮が生じて来た︒是れ賃んとするには︑精祁
的
訓
練
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
楓
︒
而
ぷ
つ
し
つ
承
つ
し
つ
い
あまじつりくわん堀ん
こせいしんてきくんれんほどこ
わこ
う有
ｂん
り理
だう
く
に↑にも物頚↑↑錐鈍物額込云や詫和っ識沙昨墳利の観念︑して此の精神的訓練を施すには︑我
がい固
の︒倫
道と徳

も吟一ろんたいせつ

せいしんてむぷんめいしんぽ

い

じゆけうくわくちやうつとせいしけ︒ついくしんぽ◇

か

に拘はれる結果殉自ら生ずる副産物的悪傾向かも知れと一致する所の孔子の道と進めてゆかねばならぬ︒加
あくけいかう章﹄うちやうつひりん．ｐ匿うとく
砿じ悪つし一〆ぷ式めいよくいやいもう
い．けれどもかシる悪傾向が増長すれば途に倫理道徳くして初め
て物質文明の除弊をも型肘することができ
すゐたい
京つしつぷんめいばつたつほか
ぷつしつ系んめいかちぞうＬ・．
せいし人ぷんめい
も衰碩しゆくかも知れない︒物質文明の護達を厨るこる︒物質文明の償値を増進するものは精祁
文明である︒
ごともぱうおい
ゆゑ蚕じんぶつしって菅ぷんめい２つ正つのぞともためん
とは勿
論大切である．けれども之れと共に一方に於て故に
吾人は物質的文明の護達を望むと共に︑他面にゐ
ます●ｆｌせい恥んけういく言か

務抄

き事

︺

〆逗

１１

かん解を

かくしゅけうぐｂＵげふ

じゃうりうもうりう

は︑何れも大切なことと思以製すが︑上流とか中流と

唾つたい冠つおも

私はこんなことを考へて居り製す︒各種の教化事業

わたし

女子部幹事山岡源子

〃

１１

は︑益々精脚教育を盛んにして︑精紳的文明の進歩にっては儒教の識張欺力 て精榊蹴靖の韮歩奄濁らなけ
努めなければなら胸物質的文明と精脚的文明とが相ればならぬ︒此の鮎に於て屯孔子散臆賃に偉大なるも
ちあひけふりよくへいしんはじｐつばぷんめいざうじゆ
一致し相
協力して併進せば︑初めて立派な文明が造就のと云は胴ばなら函︒
わけ
さる勇諜なのである︒

いろ

〈

口低級の指導こそ大切なれ

P

［

ちし告かいきふひとためあ昔くわん七な

口講演は興味深かれ

潮傭蝿識撚雛鶴帥瀧雛鱗議沌の特に野して亨定ぃ潮のでぁ；更
ひかくてきけうぐわじげふくわん

︑ところも−し言かい香ふいかすなは

ため這うとくかうえん

ぜ
んを
どうとくだん澱いｒうえんくわい
全して居るやうでございます︒所が知識階級以下即ち
こうだうくわいかぎ
けうくわきくわ人Ｌ人とぼ
もんじひと．ため
文
字
の
な
い
人
の
霜
に
は︑その教化機闘が真に乏しいやそれは弘道曾に限らぬでせうが︑遺徳閲磯の講演曾
こん握ち︑︺んか・しぷけ一昔う﹃﹂たけのこ﹃﹂と
うでござい喪す︒今
日では新刊書籍は稲潅の錨池如駅といへぱ︑跡もすれば隷費一雄で︑壁詮しく︑賦離く

錐梶野れ︑維誰はどん難ゆでもあ沙︑鐸校や講準は帳ないやうであ
ります．それが篤か︑激ば徳
演
いすへ
︑ん
う講
ちヤ
ブと
Ｌや
ぐば
なば
おなかうし今へんし
なくございましても︑教育のない人の潟詠抵唖蓄錨諏小た迷い桐じ講師癖士でゐわ江琴１︑傍聴堵が少浄︑一般

ばんありざ匙・ほとんなに
判
の有様で︑殆ど何にもなり域霊瓢一︑一鴇知識階級のの人は行かぬさ
きから︑面白くないと云って顔と生し
を か
しぜんあ︑︺とほ

くわいくわつたしむみひじやうかん希﹂ぷうも鵬惟とかた

竜もくて巻けうぐ人

ひ
と︑
をき
くう
わ機ん
人は
開はなくと１︑自護的にも善くなることめるので︑自然足が遠くなるやうでありま
とす
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わたしども巷すめともなあしたばうむ
ちうかうしゆぎとふかせいとなう．りしこ
ふ私共も︑娘を伴って足をち
他う
のも方
んに
し向けることがどきどでは忠孝主義を説加詫冷づ燦べ生錠泌蝿錘に染み込裂
い費こ
すう
︒だこ
れはむづかしい注文かも知れ或せんが︑なせ胆ばなら胸のに通先生自ら其の腰念に乏しいやうで
うくわいぢよし賑かうえんいますこおもしろ

ドイツだけつよぎ．〃︲ソ
壌試廻弘を呼び寄託薮如と認塾城苛和霊や意味狂於誕︑識縄乙と弥出来融せう︾燭逸があれ丈誕いのも︑燭逸
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⁝うれ

口浮薄は大に憂ふくし

よりすと申し弐すのに︑今日孝行思想の衰へ︑叉慈愛
の感情の乏しくなったのは︑甚だ憂ふべきことであり
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さてわたしどもおぽいうれ

なん↓﹂じんしゆぎ訂かん

階私共の大に憂へ裂すのは︑世の中に愛になったと喪す︒
︑・メこ︲とでゐ・ります︒何でも個人主義が盛になって︑
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の廷とは顧鯵ない証いふ窪と濠あ鋤歓討︾珍輝赴畢士誕私共
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ことであり或すから︑私共は︑今までは出来ませんでとなり．母となるには．却て英語の専門敦育は如何と
をつとうしなおやうしなもやうなんうしなさひ感ひ窒一ん
つひ狗もと虫
ふびんせんもん
しだが︑夫を亡 ︑親を亡 ︑長男すら直って︑幸に存じましたもので途に思い止らせ製した︒婦人が専門
じなんりつしんふ
じかぜつけうかうえん
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して次男の立身を見たり︑自家で説教講演のやうな功の事に耽って︑それを鼻にかけるなどは︑世に有りが

わたしど恥いａ

蜜せん︒きれば女子に専門教育を授けることは考へ物
であります︒近来の婦人は理想塗尚くとも職望みは大
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あんしんｂつめいとくせいか・んやう称ぽいちからい
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わたしおもつま
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妾宅を鱗へ︑耳目口舌の欲を窓にすることを目的とし

せふたくかまじもｔごうぜつよくほしい氏ｐ

居り段す︒一鵠富豪とかいふやうな人が︑別荘を繕へ︑

を

親の方も︑子の方哨︑昔しほど暖ｂがない︑権利とかいつ賞現し得ることやら︑分り弐せん．
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米国婦人の美鮎

ぢよ源くかうをつげふみじか

ちのことであり弐す︒女畢校を卒業しても︑短くも一

ぬんかんかていゐぼんじみなら．

ぜんもんけういくう

熟達させねばなりませんから︑それで生活せ娘ばなら

ひとほかな

ねといふ人の外は筋成るべく専門教育を受けたくない
に．句がんなんきやうぐうも

やうです︒人間は何でも境遇と一致きせ胆ばなるまい
おもぜんぼんらいむ端つ堂を

と思弘ますｃ職に本来無一物だといふことを申し喪す

はじわすおほい急んけんしつそおごなおも

たいと思臥

五○

たずききほどばなしきをつと鋲やぅＬ

ます︒但し先程こんな話と聞きましたが︑良人が病死
謡づかつと浮くくわ

ごと

かんしんしだい

し食したので︑自らはどこがに勤めっシ︑一の畢科を

をさ普くりつけい

︑︑眠ききやうゃ弓弐だだいてんさいほかや

修め諺凋立の計をなすが如きも︑感心の次第でありま

す．きれば︑のっ引ならぬ境遇叉は大天才の外は︑矢

鱈に専門教育を施すことは︑面白くないことシ存じ戎

たらぜんもんけういくほどこ︲おもしろぞん

す︒
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波辰子

別

が︑初めを忘れないで大に勤倹質素を行

女子部幹事

竺上ら

でもさうでせうが︑兎角外圃婦人と云臥ますと︑女尊

淀んぴゐぱだんし

一日として米園婦人に感心せ忽事はありません︒現代
と炉くぐらいごくふじんいぢよぞ人

にち．ぺいこぐふぐじんかんし人ごｆげん滝い

端に致したいと思ひ戎す︒
わたしちやうどぺいこぐねんほどまゐゐ
私は︑丁度米園に二十五年程も参って居ましたが︑

たんいたおも

吟んぴてんばなしいく蕊んこんごにぼんふｃんじ如くいつ
人の美黙をお話して︑鍵分今後の日本婦人の自畳の一
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米圃婦人の美黙
口米醜婦人の直情

わたしふじんろんつとかたげんほどけんし菅
またろんみげん定いふじんかいさいうい

私は︑婦人論に就いて兎や角く多言する程の見識も

なく︑叉論じて見ても︑現代の婦人界を左右すると云
ことで哲かぎろんＤつばせんせい

わたしこんにも宝であゆまゐ

ふ事も出来蜜す製いから︑斯うした議論は立派な先生

方にお譲りして︑此庭では︑私が今日迄歩んで参った

L

男卑である︑威張ってゐる︒ツンとしてゐる︒男子と
ば
んしおもいこおほ象も誠
男子と思はぬと云いますが︑是れは︑大きな間違弘で

司

がたゆづご

しやう群いうち一ひかくて昔左解ふかわたしいんしやううつ式いこぐふ

］
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生涯の内で︑比較的永く︑深く私の印象に蔦る米園婦
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年間は︑どうしても︑家庭に居て︑寓事を見習って
じ二ゆ
くたつせいくわつ

'

なるほどにほんまゐやわいごくふじんいか

こかならかていないか

す︒成程︑日本などに参ってゐる外圃婦人は︑如何に
けつ

ど

もツンとしてゐます︒是れは必ずしも家庭内に裂で斯
わたしらとぺいはじやわいこくふじんうだや

うでは決してないのです︒

ひとへうめんだけ︐一のひとしんじやういごと

私等も渡米の始めは︑外国婦人を疑ってゐました
な溌ねんぺいこぐ零﹄よぢうひざかうざいみ
が証永年米圃に居住しても日々交際して見ますと︑何
かせいとかたかぞくたいたいどをつと芦い
うしてｊ︑家政の取６方︑家族に濁す為態度︑夫に封
かんしん
も一ゆうじつたにんたいし４斗受ことい
する忠賓︑他人に封する親研な事は︑一つとして威心
ことわ肥０ｆ︑にほんふじんてほんｂっぽ
しない事はなく︑我々日本婦人の手本として立派なも
おも
れんぐちゐざいりういたぺいこくふじんへうめん
のだと思弘ます︒二三年位在留致して米圃婦人の表面
だけみとかくろ人啓・ｂ
式を見て︑兎や角論じるのは無理ではあり裳す製い
とちかぶしなかばことばざとほずくに
か？土地が鐙れば品獲るの諺の通り︑それノ︑剛の
ふうぞく

風総がありますで人の表面丈で其人の真情を云人事は
みかのうみじざいりうふうぞくかばやわいこくふじん
不可能です︒短かい在溜で︑風俗の獲った外圃婦人を

み・おどる暑﹄ごくぜつ毛へうめ犬ばな

けつぺいこくふじんみかたもの

見て︑ 喪ァと驚いて︑婦圃の節︑其の表面を話して︑
之のしんじやうばなこと敦ことしんやわいたしだいわたし
其填情を話せぬ事は︑誠に心外に堪へい次第です︒私

口家庭の人としての米国婦人

背うざうかた

けつそ

にほ人い

どゐば

だんし定んしおもふうやう
をりみ
め動して反身になって︑男子を男子と思は函風の榛
おもかた １珍人かてかあ
に思人方々は︑一面家庭に在っては︑何んなに威張っ

をんなでんかかてｒやうおも

てゐるであらうと想像す為方もありませう︒日本で云
どころ

ちよつｊうばぺだけみ・かたとうていざう

ふ女天下の家庭の様に思は江ますが︑決してｊ︑其れ

虚ではあり蜜せん︒一寸表面丈と見た方には︑到底想

ざうつほど

︾ｒたくじかん

．しゆふこどもつ

像が付かない程です︒
哉しゆじんゆ・ず﹄くつとさきかへ幅ぼん
先づ主人などが夕刻勤め先から編ｂ或すと日本など
とのほどち津しゆじん
おほゐあんいた
でも大いに慰安を致し裂すが箸其程が違います︒主人

の蹄宅時間になり製すと︐主婦は︑子供などを連れて︑

１人獣でかへりみちみち芯かでいかしゆじん

一・︲んぜんかへことい理ごと考しエ〜談ふめんた毎じぷん

門迄とか︑錦途の道まで迎いに出ｒ︑如何にも主人の

あいじゃうこどもあいじゃフましゆじんゐあん

安全に錦つた事を流人が如く喜色瀧面に堪へて︑自分

ごとしよくご

の愛情と︑子供の愛情とで︑先づ主人を慰安します︒

夕餐の楽しみも云人までもありませんが︑殊に食後︑

ゆふげたのい

しゆふあゐあんばふエしゆじんよるこ

しゆじんげんせらくゑ人か

しゆじ人かていくわいらくおもじゆう賑んくわつどう

はうはふもちか

し

おもしろはなし四︾みぽしゆノド

主婦は︑有らゆろ慰安法に依って主人を喜ばせます︒

毛リかい己とでき

おへ沸く

は決して来園婦人に味方してゐる者ではあり製せん︒

一音楽とか︑ダンスとか︑面白い話とか︑散歩とか種々

いた こ と で き

︒︽いこくふじんうち弐く全建

いく虞んよぺいこくふじんしんじやうりかい

永年居り製したので︑幾分良く米圃婦人の翼情碇理解

玩添ねんを

致す事が出来るものですから︑其の理解する事の出来

の方法を用います．斯うして︑主人に現世の楽園は家
いご０乙
ていかていｓと定沙だんらんた
庭である︒家庭の如き楽しい圏薬は他にないと云ふ事

を知らせます︒主人も家庭の快楽を思って充分の活動

一

設す︑米国婦人の内幕を申す説でです︒

来園婦人の美鮎

l

L
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米園婦人の美鈷

いた壁たゐあんたしよもとやうか

しゆじんかていひとし式にほややう

を致します︒叉慰安を他庭に求め様とし喪せん︒新う
して主人を家庭の人として終αますから︑日本の様に

ちややあぞゐわんやうぱあひすぐな
か

まず７

Ｉかたにぽん薪ろんかい

茶屋遊びをして︑慰安する様な場合が少くなり喪す︒
ふうふあいじゃうますＪｆｌふかたのかてい
斯うして︑夫婦の愛情が増々深くなって︑楽しい家庭

は増々確・くなるのです︒日本などにも無論︑斯う云ふ

かていおほごとしかこんにらにぼんふじんくいこく
家庭も多い事でせうが︑然し今日の日本婦人は︑米圃

ふじ人ひかくできおもすよにほんかてい

ふわおこめかけまよじじつだ←ヘよみ画

婦人には比較蛋来ねと思い製す︒好く日本などの家庭
かてい駒もしろもややざけひたことおほ
で︑家庭が面白くないからと茶屋酒に浸る事が多くな

ど

口自分を知る米風婦人
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次に米画婦人の美鮎は︑身分と知為事でせう︒身分

つぎぺいこくふじんぴてんみ戒んしこと譲眠舟

しいごとＬゆふ匙ことひつえうことおも

せいくわつ定

ゑんセいくわつ︐︲よくひし上

を知ると云ふ事は︑主婦として誠に必要な事と思い蛍
たとつきゑんしうにふしゆふ
す︒例言へば︑月百園の吹入のある主婦があるとすれ
じ不人ゑんＬ畠空にふかてい
・急んてうくわ
ば︑自分は百園の牧入のある家庭である︒百園を超過
ざつぴどのくらゐ

いふくこのくらゐ

すれば︑生活は立記楓．百園の生活としての食費︑諸

ど．ｐつばゆ．びわかけつ

雑費は︑何位であらうか？すると衣服は覇此位でめ
いふうちつじよたざか壮いと
ひとど
ると云ふ風に秩序正しく家政を取ります︒人が何んな
りつばもの茜

うちやうこと・

じぷんみ系んだけいふく

立派な物詐葡着てようと︑何んな立派な指環を買人と決

して美やむ様な事はないのです︒自分の身分丈の衣服
散んぞく
こ乃らにほんふじんてほん
で浦足してゐ哉す涛．此虚等は︑日本婦人の手本として

ぺいこくふ

人にする榛に努力しなければならないでせう︒米圃婦
じんしゆじんたいたいどわるいにほんげいしやめかけ
人の主人に鍔する態度を悪く云へば︑日本の謹者や妾

好い事と思い弐す︒何うも日本婦人は︑自分の身分も
１むやみうつくいふくのぞむｂ
知らず︑無暗に美しい衣服を望むだｂ︑無理をしても

げいしゃめかけふゼいたいどできいかた

かざ

そ

こことすぐ

しゆじんくる

︲ゆ︐卜〜ふつ瀧ふ

わたしかおも

げんだいふむん巴かく

式ど

居られません︒現代の婦人は︑自畳もありますから︑

おこ

よことおも恥．︑にぼんふじんじ系んみ承ん

の榛であると云って好い位です︒面白く主人の心を執
ことひつえうにほんふとん昔卜・ちゐ定かいや
へる事も必要でせう︒日本の婦人は気位が高く︑単し

飾らうとして︑主人を苦しめ萱すから︑種々の不都合

なるほどじゃうりうかたぅトーでき

ちゅうりうかていしゆじんゐあ人あほあひ

かいしゆだんひつえうおもけつげい

が︑中流の家庭で︑主人を慰安するには︑或る場合に
しや め か け 弐 ね す ︑

は︑斯う云ふ手段も必要かと思臥ます︒が︑決して蓮
者や妾の真似を勧めるのではありません︒

す．

斯ん騒事も少なくなったでせうが︑未だ人︑何うかと
こてんぺいごくふじんほ
鞠も
思 喪す︒此の鮎なども米国婦人を賞めたくなりま

ﾛ

やういいくちゐおもしろしゆじ人こ画ろとら

いま者や妾風情の態度が出来ますかと云ふ方もあり戎

やうどｂよく

』

二

が起るのではゐ６ますまいか？︑私は斯う忠はずには

ひ︑と

って不和を起した︐︑妾に迷ふなどの事賃談を好く耳
ぺいごくふじんやうしゆじんかてい
にしますが︑何うかして米圃婦人の榛に主人を家庭の

五

せうが︑成程上流の方々であれば︑出来ませんでせう

1

ヨ

ヨ

あとつゆことなやう
口商業家としての米国婦人りてもプロ人︲︑後に付いて行く事は無い榛です︒
ロ日本に住む様です

しやう密ふかぺいこくふじんあ．ｐさまどい

えい毒︾もちくらみルー

商業家としての米風婦人の有様は何うかと云い弐す
式ち
瞳なし
お思も
た︒し私ら
﹄きと
﹄諏つ
こま
うすべきだらうと
と︑此
れた
もし
亦や賞
いわ
ます
等一
の如
サ一
ン塞
は附けたｂの話ですが︑カリフォルニヤの町や︑｜

哉を

段

い

段たにぼんじ人やうぐぃいこくじ人まゐぺいこぐわうらいこと

１﹂

雲︑雨﹁

たこくじんかひものまゐにほんヤブぐわいこくじ人
他
圃人が買物に参りても︑日本の榛に外圃人であるか桑港などでは︑英語と用ゐずともに幕
せます︒味噌︑
ぼんれ︑菖鰯りこしらひと︐トー
いしやうゆこめ八りよ
まんちゃく
たかう
もうけ
ら一儲
しようの︑高く責らうの︑職着しようのと云ふ醤油︐米などを取寄せまして︑日本料理を椿へる人々
ぐわいこぐいふじいう↓﹂と
こしなものわるこ
てんすんぷん
鮎は︑寸分もあり裂せん︒此の品物は︑悪い︑是れは割あり蜜す幹ら︑外掴礎か宅匙霊っ玩唾悪不自噛無事は
ながも
だ
かが
わ悪
るいは
高い
方う
を〃
お買必になるよう︑永く持ちますから少しもない様です．辻々に
本字
場し
所や
屋く
競な
え日い
ごでじ
ひ︑と
らど
か
とお
く徳こ
も此のの厳
れ︑
ん何も
反︽
って
でし
せな
う︒
品ん
物は
年持ちますと云いを書いてありますから︑英語を一宇も知ら胆人でも幕
患なかぺんｂな
こと
ほしょうにちげんかへもぐらゐ甑たどのやう
裂すが噌保誼した日限より反って持つ位です︒叉何様せ楓事はあり製せん︒世の中も便利に成っ趣た
ものでは
んよまへ
ぼん
かほ
しな
のよ
に品
物もを
選ｂ製してもい
嫌やな
顔一つし製せん︑に日
本などあり戎せんか︑稗涯どの鍵づた︑二十五年憐も前は︑
い談にほん
かい
う商
げふ
も斯
うし
云ゃふ
業か
家もありますが︑未だ人︑一職に軒う酢獄雄を彫る華も畔泰胸睡であったのが今で誰諏と日棒一

にほん壱
じんいたとこゐを
かいことふじん旗か
とは申されないでせう︒窺う一亭︿事は︑婦人許ｂでは人は至る虚に居り製す︒日本に居りますのと一寸も菱
わたしぺいこぐみせ
みちたづていねい
だんぢエともぼん
なく︑男
女共一般きうですが︑道など尋飽ても丁寧にｂはありません︒私も米国に店があるわ
もた
のし
でし
すや
かう
ら源
︑顎
かぱ口あひみ︾たづいへこぐわつごろまたまゐ
を
く呉れます︒わ
教し
へて
分らない場合には︑其の尋胆る家ま此の六月頃には叉参るっ恥ｂです︒私などは︑一生涯
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で連れて行って呉れます︒叉日本人の様に外圃人が参米圃とは往来す為事でせぅ︒

三

錘癖識露高癖師識後閑菊野子

物債の暴騰と一家の経済

物慣の暴騰と一家の経涛︑

五

衛生上乳母の選捧法

口嬰児と母乳り蜜す︒
あかんぽ淀いぽにうあだてんりかな

□どんな乳母かよいか

わくにじゃうりううばもしうばやとう感やとよ

嬰児に謝して︑母乳を輿へることは︑天理に適って︑

もつとゑいせいて言

しゅ︑︑

れい

な

そばぁおな誼〆れいおな

最も衛
生的でありきすが︑我が国の上流では︑乳母若そんなら乳低を雇うては︑どんな乳母を一雁人が良い
ぎうにうとだ

くは牛乳で育て
一︒種
の見えのやうにする例がとい淫永成謁添く漠の母達同津やうな年齢で︑同じ
まだる
せ︽こ
やうと を ︑ち
あた
智もめるし︑か
叉う
西さ洋
︑じ
乳いを
るわ
とる︑容姿の美をやう転籍期砿子供電生んだ人を選次のですが︑その生
いで
しは
ゃく
で典
つへ
津ふ

こど心えいやう・フヘ

ふたな郡だうとくじやうゑいせいじゃう鱈いどくため

損ずるとか︑交際さ
職い曾
出ゐ局
につ都合が悪こい
とい人智んだ子供は生きて鋸るのか︑死ん詫据るやか︑健康で
じに
ゃう
かの
たぺ
ぐみん
慣もあり製すが︑最上位のお方は別とし︑圃民として註きて贈るのなら宜しいが︑もし胎中で死んだとか．
は二つ乍ら道徳上からいっても︑衛生上からいっても︑産れて死んだとか︑すればそれは梅毒の露であるとか︑
はなはよる
じ賑んこじ頴小んち画けつ力くのうまくえん
この
は母
口を
や雇
とふ
甚読宜しくないことでゐり製す︒自分の子は自分の乳結核とか︑脳膜炎とかでゐるから︑そんな子

で
育こて
︐
おや
じる
ゃう
めこ
い いふことは︑子供の誉養〃上からいっても︑課に病雲或確ん︒究も肺炎延命︑燕疹むら誼孔量如職廻で

はたけ入ぜん

母子の情愛からいっても雷に然るべきであります︒す︒子供が生きて居れば︑乳母と其の子と雨方診査し

ぽぴやうを

ひ上︸えら

やとひい

す．一見して鵠格が宜しく︑血色が宜しく︑前途の生

み骨

︑果さ
して︒
健全；
なる鵬
かをｉ
見極
めて
︑一
雁入
れた
るも
ので
︿た顔てく
堂
ぜ
ん
と
⑬
い
段にうあた

口母乳によれぬ場合
やえ磐巴やう

で言う砿やとだいぱうはふ

う

よ堀・へれい誼ん笈でちが

されども巳むを得ない事情があって︑母乳を典へる母麺砿気泡一龍い鍬睡選は銀韓恋も壁誕ん・←季ども
Ｚとも出来なけれは
ば画︑
乳母を一展ふことが︑第一方法で乳母の年齢誕勅些悪と四年以内の相違に止め︑子供と
ぴやう告またばくじゃくち︒たち・やる

戸

ｆｆ型

1

五
六

あで
り製
す人
︒そ
れや
は母
病気
はぱ
薄弱
でひ
︑乳
質が
いう
︑生
んよ
だの
は︑除り篭地軸穂ど良計蝿く年郷は六蜂迄は達
ち
瀬
り
うがす
ぐ叉途
あ
はの︒
ぴ悪や
肴
そ
乳かつの
分量が少
いなどの場合であり製す︒母の病気とは︑っても宜しいが︑遺樽病とか︑総格に重きを置かねば
け
じんざ︐狐やう
１︾んざつぴヤブしゆ７やＩ・埴つぴやうけつ
脚
気とか︑腎臓病とか︑心臓病とか︑種々の熱病︑結なり戎せん︒
かくｐ〜わりうぴやうせ︽し人ぴやうひふぴやうにうせんえん
核︑花柳病︑糖祁病︑皮層鏑︑乳腺炎とかの如きであ

I

−
一
一
一

4

しきしまやまとごｂろへいしゃうさくらさ

ロァ︑末の世の中

道蕊途説
ばなざ

しかこれながに入げんごｂろいきだい系かばぬん︐ＩＩさい７１１

○花は咲いた︑敷島の大和心産表彰した樫は咲いた︒

げんだいし昔ご西ろい計ぷたいかあら

き

然し之は眺むる人間の心意気は大分鍵った︒年々歳々
はなおなさいＪ１れんＪ１ひとおなひとかほこと
花相同じ︑歳々年々人同じからず︑人の面の異なった
ひとこむろこと
いか
ばかりでない︑人の心哨異なって来たのである︒如何
こ曲るかば
やざゆか笹とこいざぎよ
なる心に鍵っだか︑優しい床しい男らしい潔いといふ
こぷしこ猶ろい昔
みにくあさ宝めぁ昔たな
古武士の心意索はなくして︑醜い湊間しい女々しい汚

いといふ現代式の心意気が舞蔓を換へて現はれたので
ぼんくわいちばうくわくちヤブゐんいはほんくわいくわくちやうでかい

ある︒

とく

ぜん詮いきひせいおくくわい解ふくぱ

講師足立栗園
ひつえう

こんにちげ・●則．きんしゅぎ

ぽくこじんしゆぎ

徳ぢやと︑ソナな前世紀の時勢後れの曾合になど加は

こくかしやうらい

しゃくわいだう善

る必要はない︑今日は現金主義ぢや︑僕は個人主義ぢ

おつつはなしくわい伊載

や︑国家の蒋来がどうぢやの︑赴曾の道義がどうぢや

ちうがくかうかうとうぢよ耐くかうかうちやうけうゆ

のと︑いつだって︑追付く話でないよ︒ソンな倉が今
とうをやう
ふう
しか
でも東京にあるのかいと︑いふ風なのがある︑而もそ

れが中皐校とか高等女畢校の校長教諭であるのだから

おどるかうちやうけうゆけういくしぢよふか・フ

もん系しやうたいなに

ゐ

驚く︒ァ︑か動る校長教諭に教育せらるシ子女は不幸

なり

おほくらだんしゃく．ごしん栗んしのいばやくにんか忽

されど己れに負けどうし也

おのま

なるかな・文部省は一鰐何をして居るといαたくなる︒
準くもんＤくつじゃうずひとか
畢問で理窟上手は人に勝つ

ほ

○大倉男露の語とて新聞紙に載せて日く︑﹃役人が金を
へい域いたしやうにんな瞳むりや
欲しがるから弊害が絶え胸︑商人は何も無理に這りた

定

五七

どんにちしやうにんもううめたかめ

象ごとこれじつじゃうと丞

さうゐ

がりはせぬ﹄と︑誠に之は賓情を吐露したものに相違
くわいはい

．ばん
渉くかうせんせいいるノーＩ
って︑一番むづかしいのは︑皐校の先生です︑色々の
ぎろんもぁだ
しゆぎしきう
せつめい
議論を持出して︑主義とか思想とかの説明があります︒

Ｌかいばぼくら

な叩今日の商人は儲けることは鵜の目騰の目である
ただ
きらてあひ
が︑出すことは舌を出すのも嫌いな手合ぢや︑それと

Ｏ本曾の地方擬張員日く︑本曾の績張に出掛けて行

1

而して臼く︑僕等はソナな倉に入らなくてもよいと︒
これらつみ︐はう
はなは
だフ
此等は罪のない方です・甚だしいのになると︑ナニ這

這蕊途説

L

、

道聴途説

つ﹂

つりあこんにちやくにくこんじやういや奇たな永しｔ一
釣合うて今日の役人は根性が賎しくて汚い︑武士は喰
しやうにんあた詮ざ
たいど
はねど離鱗梯など〃いふ態度はなくて︑商人に頭を下

すこげんなまあつ

だいじんなばつふがうずずつなしゆつげん

げて抄し詫河規潅に有り豹かぅとす弱の謎あ謡︒そこ
で九州の疑獄事件などが生じて︑九州一園の騒ぎのみ
とう昔−．うとぴひいつちんくわわか
ならず︑東京に喪でも飛火して何時鎮火するか判らぬ
じゃうたい砿な身哲とかくかぜ
状態である︒花時は兎角風のαどいものであるが︑此
１一うじけんふき攻かぜずゐぷん
の醜事件を吹捲くる風も随分ヒドイやうである︒こ

しおとよなか

れからは大臣の総付きや富豪の数珠繋ぎが出現するか
も知 れ ぬ ︐ 恐 ろ し い 世 の 中 で あ る ︾
ひとおも３通か
はづかしと人を思はい世の中は
ちくしやう

畜生よりもあさ喪しきかな・

︑︑︑︑いろふかよなか

むらさきの色より深き世の中に
よくはぢ︑︑︑︑︑

慾には恥をかきつばたかな︒

ぽうてんし一︾じみいはこのごろてんゐん

しやうぢ菅野．一いきんＥとばかこと

◎某店主人日く︑此頃は店員がヅルクなっていけ或せ

うま△ものｐ︑

五八

垂ことこのげんごとし艇うにんじゆ・﹄げふしやくわん

けい註かししゆじゆ・フごと

しからうどうＬやは薮いきめら

のでせうかと︑誠に此言の如く︑使用人︑従業者の開

ご人に仏︽たうていす賃荘窪．せいぜよ渉元

係は︑昔の主従の如くならず︑而しで勢働者の鼻息荒

き今日は︑到底一筋準維にては制御し難かるべし︑ァ壷

しゆじんやくかい︾

毛ざんみうへさくしんししんぷんうりこさく烏うどうしや

主人となるも厄介なるかな︒
さくくわうてい
ろ重く缶んじゃう
ｏ露圃の近状ほどアキレたるものはあらず︑昨の皇帝

たいげんけんじう藷・りとり鰯うたうかつてしだいぞくえうＦばゆろ

は流鼠の身の上︑昨の紳士は新聞の貢子︑昨の勢働者

は帯剣肩銃して斬取謹盗勝手次第といふ︑俗謡に所硝

いしうかご砥Ｌづよさか

しきううへえいきやう

寺で毛もようこう

石が浮んで木の葉が沈んで︑世は倒さ談となったので
ごくみん
かぜいまわ郡ｆにでんせん
ある︒こんな風が今に我圃にも樽染しはせ魁か．圃民

思想の上に影響しはせぬか︑既に其の徴候はポチノ︑
現はれて居る．前の店員の状態でも判るし︑九州疑獄

毛うお七

あらゐききてんゐんじゃうたいわかしうぎごく

こ垂ろ荷もたａかるいし

恐ろしいよりも一層恐ろしい・

じけ人わかてん垣んとうおと

かほ

事件でも分る︒天然痘

顔をアパタにするばかりでなく︑心をも肝玉を１軽石
ことばいよ︐ｆ︑
けいばくぞくな
し宝
にして仕舞ふ︑そこで軽薄俗を成すといふ語は通愈々

てぎかくおとこと

わることゐわか

こんにちわ解くにじゃうたい

的確となる︑恐ろしい事である︒
かなし毛のぞくかなし
こ毒ぞくとら
○古語に﹃賊は捕へらる夢を悲みて︑其賊たるを悲ま

は妃らおもしろめ

ん︑正直ぢやとか精勤とかいふ事は︑馬鹿のする事の
かまふせい
こ璽乃えを︾すこ
やうに心得て居り製す︒少しでもヅルク構へて不正も

ず﹄といふのがあるが︑今日の我画の歌態はソックリ

ゐ

これである︒悪い事をして居るが判りはせぬか︑捕へ

とら

チョクノー働いて︑面白い目をしたり︑旨い物を喰つ

たいど

たうせ郡いゐ
たりするのが常世ですと言って居る︒それがイヤなら
いつどめんかうむどこゆ

やっぱ

わいろ

られはせぬかと︑いつもピクｊ︑して居る︑されば乙

わるご○と

何時でも御免を蒙って何虚へでも行きますといふ態度
これけうせいばふ

れからは悪い事をせ画かといふに︑矢張りする︑賄賂

はやおとい

みャ早恐れ入り製す︒どうか之を矯正する法はないも

!'

けつ這うふせいこうじたうぜんことふうくわんこう．りうけおい

１．う魚やうせう部くかうけんもくことまいｒ

結構︐不正工事富然の事といふ風に官公吏と請負とは
つぬｋうくわんけいむすゐしうじけんこれため１やう
常に醜開係を結んで居る︒九州の事件も之が潟に生じ
これやくげ人だいしな

お毛よくば

だ︒東京の小畢校の建築にさへこんな事が毎度あった
このごろしうへんこ老うい嫁くらゐ己と

おた急へすこよけいあ墓もはいくる宝うご

げんなまし告

寸鍛

曾員紫陽山人

へいう言いことまことくに定いじ
ロ日本出兵論兵を動かすと云ふ事は誠に画の大事で

といふ︒之を鐸して現代式といふ︑恐ろしく慾張った
現金式である︒此頃九州遜の小僧日く．アノ位の事は

ある︑死生の地存亡の道察せずんば有可らずぢや︑然ら

こぞうすでこのげ人このこ

ろ．たおばぞうども

こと

事︒

ぽうじゆつかうわでうけ人へうばう

手へいがふい

ｂ︑大は即ち大なり︑然れども至誠の道に非ずして権

だれずなばだいしかしせいみち功らけん

ロカイゼル祇濯を覆す澗帝の覇道や︑雄は即ち雄な

どβでいはだうゆフすなはゆう

他に何物とも顧慮するを要せず耐利害と説くは覇者の

たなにものｚ︑りよえう．り球いとはしや

て出兵を蔵ずべし︑徴とて行へば︑鬼赫も之ケー避く︑

あたい輔︾したがものい己れをむものしめい

毛のし雑いとん健うなにぶつ窓定まほかたいぎめぃぷん

しか

常ｂ前で︑サー少しは除計の油が入ら勉ば車は動き或

ば其死生存亡は何に依て定るか︑外でない大義と名分

Ｌんじおしか︵え

︾あるぺか

せぬょと︒小僧既に此言あり︑此心あり︑他の大僧共

で有る︑大義に従人者は生き︑之に背く者は死す︑名
ぷん眼ものとんこれた郡ものほろｚのしきけんあつはじめ
分に依る者は存し︑之に違ふ者は亡次︑此識見有て始
しゆつく姉だん
湾人おこな︽ぜじんこれさ

し

し戦い札そんぱうみ拶さつ

の心事推して知るべきなり︒あきれ返らざるを得んや
こかはんたい
でゐる︒古歌と反濁

め

たからももろ

くらが典リに目のあることを知りっシも
賛もや航ば貰っても見る︒

れんｂｆ︑さいｊＩ１はな耐ひおなねんＩ︑巳＆いノーｌおなせつぱふを

きい﹄︑弧んｊ︑ひとこ塾ろすさゆＬきし象やまとご宮ろ

○年々歳々花相同じく︑年々歳々同じ説法をして居つ

ふにんじやうきはさくらさゐ

ても︑歳々年々に人の心は荒んで行く﹃敷隻島の大和心
ひととあさひにほやａさくらばなや鼠とご駒ろちぎや
を人間はい朝日に匂人山樫花﹄の大和心は︑散り際の
きよこと
きたな豆と
しかなきけもる
潔い事でなくして︑汚い事である．而して情には脆か

しよくみんちぜん野かく

もと

謀の術なり耐講和の僚件を標傍して︑不併合と云い︑
むばいＩやういしそのりめんたまし淋きく屋いばどく
無賠償と云ふ︑而かも其裡面に但書洗加ふ︑日く燭の

みづかぱうＤふく﹂もつ屯一う．︑つじうりんはｔごくかへ

ぎたわんｂぶくもつ

みんぞくいし雪や．うせいくい浄ふ

う自ら暴力を以て中立を燦鯛したる白圃さへも還さぬ

五九

又腕力を以てはせぬが︑民族の意志を狸制して併合と
けつぎ
こ寺↑なははしやみちまやがみづかほろ
決議せしむ︑是れ即ち覇者の道で圃叉た雛て自ら亡次

｜

なゐ

らずして不人情極或ることである︒ァ︑楼は咲いて居

１１１

植民地全部を返さずば︑アルナス︑ローレンスは固よ

」

識

るのでない︑泣いて居るのである︒

寸

Ｉ

ず迄諏我延祇の識育潅な砂評武吐遁秘樫錬蝿之より生
たみ
ず今日の裁育は之に反す︑故に今日の民は激なきの民．

六○

口露園皇帝の国記大戦突謹の後膨皇后が燭逸に内通

寸織
みちみこのたいせん式つきしうきょくのちよ
るの道である︑見ょ此大戦の末期より終局の後を︑好
せんきうＬやしまくくつ津へみ人しうかくこＣＤ
し戦争によりて赫竣を覆さずと弘︑民衆各個の自利
しやぎおいくわんザ人ふてっていごしんじりしきう
主義に於て換言すれば︑不徹底なる個人自利の思想を
じゆＸちしやしぷくくつがへひみあぎらか
馴致して吐稜を霞すは火を見るよう明である︒

したりとの事にて大臣より別居を要求せられたる時︑

冷﹄ば

こほかこっちゃう臆かひごとゐば︐︑

くわんげいＬかぺいこぐないしみへう

珍床 は ち ず と

たいせんとつばつのちくわうごう苫いつないつう

ざんこぐ

ことだいじんぺつきよえうきうとき

せついはさいあいつ詮ぺつきよ

ためつ急ぺつきよこのくわ．うてい

毛そうこぐかうんぬんじゃうちよの︒︿

是れ一人の妻有る事と知って︑皇帝の責任なく︑叉た
このこく︑かみんじんもつふじんかろむくかな毛の垂つ
此画家民人を以て一婦人より軽しとす︑宜なる哉其末

こにんつまあことＬくわうていせきに人ま・

位も何かせん︑澗宗の画家も云々︑と情緒と述たり︑

くらゐなに

つまえいえうとも

何とて同意が出来様ぞ︑一天寓乗の皇帝の位にあるも

なんどういできやうてんばんじようくわうていくらゐ

につ菅

こわがじやう定いけういくはふぷしだうやまとだ歌しひこれＬやう

境界に至らしひるを云ふ︑理論や講稗で得る地のに非

巻やうかいいたいｂろんかうしやくブゞあら

無我の心地を得せしむるにあり︑即ち純一無雑至誠の

ロ西伯利亜策日本の出兵は表面の勢に於て典国之

日記の一節に日く︑最愛の妻と別居せよとの惨酷に︑

むぷこむら無す画はじゆん鞍ざっしせい

を歎迦す︑然れども藤唾は琴を認Ｕ︑米圃は内心地表
めんくわんげいどいつさら一︲一れお毛かせん画
面も歓迎せず︑燭逸は更に之を恐る︑斯くて戦後には

妻と築耀を共にせん麓である︑妻と別居して此皇帝の

にほんしゆっぺいへうめんいきほひおいよこくこれ

虹蜂取らずに終らんか︑是れ馬鹿の骨頂︑謀を維幕
うちめぐちかもｂほかけつ
じやうしやうぐんことぐ人
の内に蓮して勝を千里の外に決するは上蒋軍の事︑軍

へいりよくい︐りもつ添いａじがい
たいい
とうせうこうこち一しゆかう
もつｂきじはｐＬ

隊と云はず兵力と云はずして︑利を以て害に交へ︑害
を以て利に麦るの理を知れば︑東照公の故智を首肯せ
らるべ︑し︒

ろ一．一人にも酉としそのごく″・りめっれつぱうこぐげん

口過劇涯の頭目レーン露画の皇帝は︑露風の天下と

いんあにたあ

路や今日の如し︑而かも其画家は四難滅裂︑亡圃の原

賄と云ふ大なる陥葬の内に民人を逐い込んで日も歳足
しうくわんしこくわんした津いたうろしや
らず︑秋官は而かも之れ綾に従ふと云へり︑常路者は

一人の天下とす︑而して筒ほ画家を以て一婦人に換へ

こんど言ごくみしうわいいぞう
口民を階窯に躯る今度の疑獄を見よ︑岐賄と云臥贈
わいい淀いかんせい﹃うちみんじんおこひなほた

風紀の革正と云必︑識者は身から出た錆と云ふ︑而し
し

をし︵みんじんかばふゑうか酒むぎん

これさび

含はみ

あュ

知らず︑教なきの民人を駆って法網に擬らしむ︑無惨

ぎんかう版つしう今フが︑フおときりとがシたうはたらもの

かみこのところしもこれはなばだじゃうりうちうｂう

にんてんかしかなこぐかもつふじんか

ろご・１くわうていろどくてんか

て之を錆当るの前に修め︑素凱せきるの始に治するを

んとす︑上の好む所下是より甚しきあり︑上流中流の
しやくわいつうみこのすんばふしゆぎやうせい
赴曾を通じて皆な此寸法︑レーンの主義と養成したる
あらしかまあらしさ入かい香ふのみ
もの
者はレーンに非ず︑而して叉た有心る資産階級を呪弘
りんりだうとくをし︵こじんしん肴やうたんれん

因豊他有らんや︒

の極ならずや︑臆︒

銀行を没収し富豪を襲い︑斬取ｂ騒盗を働かしむる者

し背︑﹄やみでさびいしか
ふうきか︒︑牡いい
堂へを副びんらんはじめぢ

回教なきの民倫理道徳の教は個人の心境を鍛練して

ダ

一

かぜあだまわちり・すなま

１

はな

どのとぎ

へい

ゃう基わがじつげふ
匙よはものいじ
う壱でい堀いだうろくせ
口自働車の屍レーン主義と鞍馬雨後泥淳の道路を癖がある︑叉た弱い者虐め溌す鳥榛に見える︑我資業
い琶峰ひばしじどうし︽．うちだなか酋迩象いはれ菅ごしや．うだいか好ぽいかくせいえう
勢よく走る自働車︑裏店の螺さん一枚の晴着を後生大家は大に畳醒するを要す．

かちんみわすたきうばくなや

寸餓︑六一
１
１

しなじんまろことうしむか
あらくんみんごくゐたいわかつぺかちずこれしひれうかい表な
に非ず︑君民圃は三位一畷で不可分である︒是を彊て了解に依って成すならば︑支那人は喜んで投資を迎へ
よ鱗くしや妃もじがふぺん獣たさうしゆあげさんせいあらいゐい
しゆぎいｆ︐わうだうしゆぎい
主義と云はい皇道主義と云ふぺし︑世の畢者達よ︑自合舞も亦鍵手を翠て賛成するで有うと云うて居る︑如
ゆちいにほんじんでわんけんいちい
かしゆかう
家の珍味を忘れて他の糟粕を害むるを止めよ︒何にもと首肯せらる動︑由来日本人は官権に恢頼する

これ

き雛登めて炊煙麺諦露る汁一見て租税を苑じ玉ふ︒或時着は何ぞ︑人心の機
微恐るべし慎むべし．
定令ブせう誓戸せつしんぷんか西
はうそきかんてんじやうきはまり
は園を主として君其中にあり︑賓昨の隆なる天壌と極口爽郷の誹園唐紺儀の説ノーして新聞に掲げたり︑弊
しんちよくただまま段うこしんにふみもつこくなんこくみん砂︸いぎのもつみ嫁いにちとな︵
なしの祁勅を垂れ玉 ︑叉た蒙古侵入に身を以て圃難圃民が狩疑の眼を以て見たり︑排日を唱たりするのは
つれせいふちからたの
蓄ごくじ人じげふ
かばいのあるとき誉みしゆたみ毛のうち
に代らんと所らる︑或時は君を主として民其内にあり貴畷人が事業をなすに︑常に政府の力を特まんとする
あしなちばうせいふう︵ぺ号んぜいふあ
うた万と磯すい︵かへり
おほぎみへし
﹃大君の遥にＺそ死なめ﹄の歌の如く︑身を棄て家を願がらで有る︑支那は地方政府の上に北京政府が有るか
りやうごく強いふかうをふちばうせいふむしやう
普詫おんためめいなげうち５割おに
みず︑君の御潟に一命計拠って忠義の鬼となる．是がら雨圃政府のみの交渉で地方政府を無税した様ではい
こくみんさうさ
くんしゆ乃隠瓢ん１ゆあらごく→﹄少・番こくじつげふかせいふちからか
しんぜいせいぢしゆぎ
真正の政治の主義である︑君主に罪ず民主に非ず圃主が籾︑貴蝿責業家が政府の力を借らずして圃民相互の

のぽすゐえん式れみたぜいめんた甑あるときもの荘に壱んしんきびおをつ声Ｌ

の主義と唱へて零うて居る︒迂繊も亦甚し︑元来政瑛に堆し︑恨めし相な溌面︑憐なる爺さんよ︑此時
もし毛
己のさいじどうしやちうふう添うしんしきくどうじやう
ゆゑあると哲たみしゆくにぞのうも一
ぢいきもの
治は活物である︑故に或時は民を主として圃其内にあ此際自働車中の富豪紳士︑一掬の同情あるべし︑若夫
をたいへんじどうしやへ・しやう
わがれきてう世うちぷくたみくにおほみたからしようまたかしか
６︑我歴朝の詔勅にも民は園の大御賓と瀞し︑叉た高れ然らずん腹︑夫れこそ大鍵︑自働車の庇より生ずる

しゆぎとなあらそゐうやまたはなばだやわんらいせいほこりうざたかうちさうじふめんあばれぢい

口何庵主義逓嘩謡琴謹が躍華とか諦蹴とか匪郁とか瓦斯の放庇︑今日一日の露命を継ぐべき店頭の代物も

無すはうひこんにらにちろめいつなてんとうしろもの

速に露燭へ這這って隔離せよ︒風に︑頭から浴びる塵と砂︑お負けにフーノー．と放つ

すみやかろどくおひやかくｂ

い垂えりもとあし
吟つまやろかさおほ
はたたれろこくＤヤブちうりうてん註かつ碇
は果して誰ぞや︑露風の上中流は天に向って唾したる事と妻黒の傘に覆ふ︑アシと云ふ間もなく襟元より足
ものしかこのつばわでぴやうどくしゆぎわ跡ざ雪どろおめなみだぐ毛の．めかあいきうか重珍
者で︑然るに此唾より湧き出た病毒レーラの主義を我先まで泥の雨︑涙組んだる其眼︑可愛想なる螺さんよ
かうてんきろてんならぢずいゑんりよかぎたじどうしやば
こｆじんかんしんなにごと幸﹂のびやうどくかんせんもの
圃人が威ふするは何事ぞ︑此病毒に感染する者あらば好天気の露店に蚊次爺︑遠慮なく駆け来る自働車の羽

I

寸織
匙ことけつこう

１１
がくしやＬきしやこくみんだうとくかんやうしゆちやう

やわんらいこぐみんだうとくこくみんかくこだうとく

口国民道徳の麺養畢者識者が圃民道徳の涌養を主張
しふだん

こじんだうノーくしうヤブばか

する誠に結構である︑元来鰯民道徳は圃民各個の道徳

かなうしめこい

の集圏であるから︑個人道徳の修養を計ら娘ばならぬ
こＥんたいしせいせいぎ
ちうかういなに
個人に濁し至誠なれ正義なれ忠孝なれと云人が︑何を
いか７うやう
如何に修養すれば︑斯く成り得るかと示さない︑之と
となひｊ︑まおなしうやう上ぽぐたいて詞．はう顕ふ
唱ふる人亦た同しく修養に乏しくして︑具鵠的方法を

し

あ

知ら胸で有うか・今

このはうばふ香はかんたんじゃうだい

あ

よ

垣んていおこな

ロ修養の方法此方法は極めて簡箪である︑上代より
ぐたいてをつた
しせい
ぼうれんしや？
具鰐的に樽へられて有る︑霜誠になるには︑妄念を生
ぐわい賑つしふぢやく
匙う虹んしやうやわい承つしふぢやく
ぜす外物に執着せ娘ば善陣妄念を生せず外物に執着
こ香ふＬｚの言を１じうをく

せいは呼吸を調へて気息を充塞せしめ︑枯提を行ふて

このことあ

１

１１

全く一一

輝くもんえういばゆるざうばこぁおいてんぽいこむおい
畢問協要せぬ︒所謂造次も是に於てし︑顛流瑚是に麓

宗んしやうとうきいかうとうしは＃﹄ないとくいく

てするとは此事で有る︒

せんこうくわ回︽うこくみんだうとくがくじゆって昔け人すう解ふりて哲

口岡田文部の計書文相は東西の高等師範内に︑徳育

こくみんだうトーくけんせつどうじをのけう１−やうせいけいくわくあ

専攻科を設け︑圃民道徳を皐術的に研究し︑合理的な

．ことこれら巷よつうをもといあら

剛民道徳を建設し︑同時に其激師を養成する計書で有

瀧くじゆつ菅ろんだぅとくけんぜつで苛どいつごと

るとの事︑是等と木に縁て魚を求むると云ふで有う︑

畢術や議論で道徳の建設が出来るなら燭逸の如きは︑

せかいだいだうとくこぐあらけつさやうまゐ︑

いかかうしやうちし昔乏なぜひぜんあく尿メペュでき

世界第一の道徳園で有うが耐決して左榛には参ら楓︑

こいじつちばつろかうどうこ︑ろ肴やうかい定ふれん

如何に高尚な智識を具へて是非善悪の分別は出来ても

之を貴地に護露行動するには︑心妙層界を鍛練せぬば

ざ

きいみついそれねんてい紘ふ

いばぞうわいＬうわいざいあいうひ上たちげんみ

ちし告かいきふひと

屋を椿へる積りか︑否乎︒

午こしらつもいなか

看板丈けの道徳家が多くなる︑岡田文相は道徳の看板

かん輝んだだうとくかおほ壱かだぷふしやう準フとくか人減ん

を上手に握るから︑遁鮮が上手になる︑僑善が出来る

じや今ずこれとんじじゃうずざぜんでＥ

だうとくｂｐ︑つ
な智識階級の人なるを野ても飛騨である︒道
徳の理窟

な

やくたそのしよこがく１やばかせかな・やどうとくか

役に立たぬ︑其誇操は畢者や博士が必ずしも道徳家で

しん言やうたん恥人ぎうさ昔とくじうをく魚う

心境を鍛練すれば造作はない︑気息を充塞するは︑孟
しごうぜ人昔やしな
しん蕪や︒﹄だんれんやうめい
子の浩然の気を表ふので︑心境を鍛練するは︑陽明の

無い︒呪んや贈賄峨賄の罪名を受くる人達は︑現に皆

貢︾いい

ちぎやうがふ・へつなんじなこ骨ふばふと

知行合一となる︑別に難事で無い︑呼吸の法は粗より

ゐ

細に入り︑細ょ６輪に入弛強夫でよく枯提の法は一
通
入しんとをうこれしう子うがんもく乃
念心謎料溌すれば直ちに出来る︑是が修養叩眼目で有
し５や︒とものあふ紅つくかなゐ
る︑之を知らずして修養と焼く者は︑扇を造って要目
狂うやうあ
に入げんね鞠雷こ常ふ
を刺さぬＩｃ同樵で有る︑人間は震ても起ても呼吸して
ぎさＬんたい・？ら唖んしんさうぞくゐゆゑ
居る︒坐作進退の裡にも一念心が細綾して居る◆故に
誉誉よどうさあひだこれと群のこれねあるりくつ
起居動作の間に之を調へ之溌練るので有から︑理窟も

戸

時事所感
倉員岡崎
︾

一一壷

ふせいりえ省しいい象︸﹄んか

不正の利益と占めた６と云ふにあり︑さ奴ｒ今や天下
を○○○○○
︽︐うぐわんけつこ刀とざ
の痛患は決して此に止まらざるなり︑夫れ天下久しく
○○○○○○○ＯＯＯＣＯ○○○○○○ＯＯＯＯＯ
治卒の名有りて治李の賞無く︑憂ふべきの勢有りて憂

○○○○○○Ｏしかいまこうれい誉ほひしだい
ふべきの形なし︑然も今や此の憂ふべきの勢は次第に
うれかたち畠逗Ｌうじやうてんかばくろ

憂ふべきの形となりて︑其の醜状を天下に暴露しっシ

しん

ひと診るひ窪ぴやうげんくわんえいじずふほご逢いきく葱てつ臆う

は吾人亦柳鴛幽民風教の総に一言なき能は獣愚な︐︒

可﹂じんまたいき力↓﹂くみんふうけう定めさんあた

こんじ・とくしよくじけん蓉一とた象やｆ︑苦挺しうかくあら

今次北九州に起れる官吏員に鍔する疑獄事件は何れ

かい

ず︑凡そ利益の存する所︑官民の相接す愚所︑必ずや
い
づち軍りといづじげふろん

すべか

こくみん何国．くわじゃう花いいんだ︲炉造てつだう

︽︿一二

有論若くは官管論の主張せられ且つ賞行さるシ所以な
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
り︒されば今日の急務はかンる政治政策の問題に非ず

いうろんもＬくわんえいろんしゆちヤブかじつかう沙ゑん

磯山︑製織の如き諸事業が献禽公益に至大の闘係を有
い珪さＰいるんま↓︑かくこく・″・もしげふたい・こｉ
するは今更論を侯たず︑之れ各醗共に斯業に謝して園

くわうざんせいて．つ評﹄としよじげふしゃくわいこうえ難しだいくわんけいいう

配すべき圃民激化上の大問題た愚乙とを︑夫れ織道︑

はい

たんじゆ人せいぢせいさくもんだ和あらごくう〃歌うもヤブし

見寧ろ畷ふに堪へたり︑吾人は信ず圃此の如きは決し

けんむしわらたごじ・人し人かくごとけつ

人或は之が病源を︑官管事業保護政策に締しいつ蹴鑓
せいてつ一﹂とじげふしやうらいしいうもしみんえゆ
製織の如き事業は鶏来私有若くは民管となし︑以て民
げふこうりうばかともこれこ奴ぴやうげん・きう
業の興隆を計ると共に愈之によりて之が病源を一掃す
ひつ箸やうこけうかくさつぎうろん毛たん
るんしか
くしと論ず︑然れども畢寛之れ矯角殺牛の論︑其の短

つい画じんてうやし諸しやむか

何れの地方たるを間はず︑何れの事業たるを論ぜず︑
↓﹂しゆはんぱふかうゐえいきういしかははまま可ごともつ
此の種の反法行為は永久に石川の讃の真砂と共に謡く
した郡こいへいげんたづこれけうせい
ることなかるべし︑従って之が弊源を尋組︑之が矯正

じつあ

て箪純なろ政治政策の問題に非ずして圃遜砂消長を支

画え

るを 得 ず ︒

げふか訂ほたせ差たんうんぱんとりあつかひおよ先んざんかん

事の真相は同地方が炭山の本場にして︑富有な馬鍍

一﹄としん言うどうちはうたんざんぼんぱふいうくわう

一一

の賞を塞ぐるに就て︑吾人は朝野の識者に向って︑須
ふだんち・少いふだんどｂよくつくの．石
らく不噺の注意と不働の努力とを識みんことを望裂琴

およｂえきとんところくわんみんあひせつところかなら

に一地方に特有な為事件とのみ解すべきにあらずと信

ちば・フとくいうじけ人

して同地方一樵に於ける官民間の空気の如何に噸濁腐
かくごとた人
きやう誉つ
はい
貼せるかに一驚を喫せしめたり︑されど此の如きは軍

どうもはうたいおくわんみんかんくう零︼いかこんだくふ

すうねんかんわたしうわいとくし歩くしうたいばくろたひと

恥数年間に亙患収賄涜職の醜態を暴露し︑総めに人を．

あり︑今次の涜職事件の如き偶々北九州の一角に蝿奴
巷よせいたう？Ⅱ︑ことｐｆｌしか
じけん
たる一事件のみ︑畢世浩々悉く然らざるなきに於て

こんじ昔だしうおこくわんりゐんたい笹ごくじけんいづ

市

業家の多きが総めに︑石炭の運搬取扱及び炭山の監
とくかたつたう渉いくわんｂけつ．たくわいろしうぞうとも
督方に就きて営該官吏と結託して賄賂を牧贈し︑共に

時事所感

｜

､

ｄ
ｒ０

時事所感
○○○
かずと︒

なに

六四

きういば○○○○○○○○Ｏ

苦やくいば針みうをたしな言ゆゑきみ．うをおく

こうぎ琶・フろしやうなぎやくわか雌う禿おくきう
公儀休妙魯心相Ｉと為るや︑客有り彼に魚を遣為︑体

受けず︑客同く君の魚を塔むを聞く故に君に魚を遣る

なり︑何すれぞ受けきる︑休日く魚を噌汀を以て受け

９

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
して︑最地正確なる画家的観念を存する従事員券一得る
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
にあり︑而して急務中の急務は如何にせば彼等に最恐
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
正確なる圃家的観念を鼓吹し得べきかにあり︒

００００○○○○○ＯｏＯＯＯｃＣｏＯＯＯｏ

きるな︐︑今相となり︑能く自ら魚を給す︐今魚と受
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
けて相を兎せば誰か復我に魚と給するものめらんやと

いるちし萱かいきふぞくおほだうとくてきくわん

くわんれんひとアトＩみかれらぞうわいしゃしうわいしゃ

こんくわいじけん

末唯物論者の金科玉僚とする所なるも︑今同の事件に

右の話は臣軌廉潔章の中にあり︑堂何れ恥皮肉なる活

らいゆゐぷつる人しや背人くわ菅よくでうところ

関連せる人々を見よ︑彼等の贈賄者たると収賄者たる

教訓にあらずや︒

と

腫んおいしやくわいてをちゐおいしうしよしだうしやひとＤｆＯ

ぷんめいこつそふこぐかてきくわん担んなにもの

髄人とう

念に於て斌曾的地位に於て衆庶の指導者たるべき人々
しかかれらたびわいろいうわくくわい
あだかあん
た︐︑然も彼等が一度賄賂の誘惑に曾するや︑恰も晴
ごくこんとんつばざじようまふいちんｐんごと
黒混沌の翼に乗りて魔界に沈愉するが如きものあるは
方んかれら源つしってざぷんめいげんわくせいしんてき
何ぞゃ︑之れ彼等が物質的文明に睡惑せられて精紳的

通

文明を忽疎に附し︑画家的観念の何物たるかを念頭に
おこじ人Ｌゆぎぴヤフヘいおちゐかくしよう
置かず︑個人主義妙病弊に焔ｂたる確護にあらずや︒
むかし妾︺うじんたまえ↓﹂れしじヤブしかんけんしかう

昔は宋人玉を得て諸を司城子竿に獄ず︑子竿受けず

たまけんものいはもつこくじんしめこくじ・パもつたからな

玉を職ずる者日く以て国人に示すに︑圃人以て喪と為
ゆゑあえこれけん
しかんいは○○○○○
すが故に︑敢て之を獄ずるなり︑子空日く我は貧らき

ＣＯＯＯ○○○○○○０００ＯＯＯＯＯ○○○○

るを以て賛と為す︑爾は玉を以て賓と烏す︑若し以て
ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯｏＯＯＯＯＯ○
我に典へば皆賓を喪ふな少︑人各其の責を有たんに若

けうぐん

して自ら警め併せて他を戒むる所あらは秋官の努力唯
しぱふけんくわつようば人ゐとずつと
に司法権の活用の範園に止まらんや努めょや︒

みづかい念しあはたいきしところしうくわんどりぶくたず

由来人情の弱鮎は隠れたる所に於て最もよく謹揮せ
くわ入けんちゐあものいまさらふ︒︑むきりつう①
らる︑されど官擢の地位に在る者は今更服務規律を云
ぬんまでつ紅むきぽもつたから
云する迄咽なく常に貧らざるを以て資となきいるべか
ごかれらみづかうをきううぎやうしや皇らゐた
らず︑之れ彼等は自ら魚を給し得る彊者の地位に立て
しかいまみづかうをきふうちゐたな熊
ばなり︑然るに今や自ら魚を給し得るの地位に立ち乍
むさ綾もつたからなかへちゐうしな
ら︑負るを以て賓と為し︑反ってその地位を失はんと
ひんワィーたなにこんくわ軸けんぎよきた
するもの頻々として絶えごるは何ぞ︑今岡の検畢は北
しうたんとずま
ご箸ｆ・心いおいせ︑げんこ人だく
九州の一端に止ｂたれども此の機曾に於て︑世間混濁
ぐう者こ奇ふくわんみ入ぱいこれかん力い
せる空気を呼吸しっシある官民輩として之を鑑戒と

ゆらいにんじやうじゃくてんかくところ称いもつと極つ肴

︽ハ

み菅はなししん登れん厄つしやうう心恥一わにいづ小確くｆ︐わっ

とを問はず︑何れも知識階級に属し︐多くは道徳的観

倉票充ちて瀧儀めり衣食足りて礎節を知るとは︑古

四

たうりんみれいぎいしよくたれいせつしご

[

″１

ザ

四画九州漫遊雑感︵上︶

黒須支曾副長繁田武平
営んらいしなくわんくわうなんやうしきつおうべいまんで罰．しようぐわいこぐ

りよかう

おこなきあるひこれしゆりうかう

α︑僻輝琴癖より謡鯉か捺蛎に睦雛を醸して鍵︑鶴を

ふぐわいぼうむかご粛乃がをないろりよかう汚い

噂ぷんさやわつもうじゆ人や攻しろのくにうぢ象ちひらぜ・砦﹂く

踏んで外邦に向はうと心掛けて居る︒内地の旅行も大
いやわいまんいう
癖避擁して雛に葵の恭舞を冠したから︑海か外
の漫遊も
むさうをは
おも
あながち夢想には柊るまいと思ふ︒

自分は去る十月中旬山城園宇治町に開かれた全闘
ちやげふひんぴやうくわいし幻さでかあきはれけいきＤよ心やう
茶業品評曾の審査に出掛けたが秋晴の頴気に旅情

近来支那観光南洋覗察欧米漫遊などシ稗して︑外圃

に旅行することが行はれて来た︒或は是も一種の流行

をそシられ宿癖は忽ち崩し︑蓮に西剛桁脚と急愛した

窓つし
しかりよぞクたぎけん永人ひろ
悪ぎうか榊かつ老いしきようこ

１ゆくへ巷たちま労ざこ雪さいこくあ／菅やきふへ人

物かも知れぬ︑併し旅行は雷に見聞を塵むるのみなら

嘗て世界の地圃に濁して一種の疑念を禁じ得楓乙と

わいこぐしざ一章〃．藍おほでか

あるひ

りよかうおい案あしもとちやうそん

ｌ︲Ｉ

ひ

じ

ていごくせきしょくぷいかけふせう

六五

たふさおほげふかまりよかうとだいたいしら

しか

ちづう︵にほんかほどちびさじつきいにぽんいか
地圃の上の日本は彼程に小いが︑資際の日本は如何
まじつもたふさ堂
なるものかは先づ資地の踏査に侯左胞ばならぬ︑併し
踏査などシ大業に構ふるより︑族行して其の大磯を調

炉挿まれたのでめる︒

さしはき

て︐巨象の眼を見るが如き戚がするではないか．是は
ぜかいもづ遡いきくしやそふんどあやまにほんことさらちひ
世界地圃の製作者が其の分度を誤って︑日本を殊更小
ゑが
いおせわい漆ぎ泡ん
さく描いたのではあるまいかと︑入らぬ御世話否疑念

きょぎうめ詮﹃﹄とかんこれ

慶大︑それに比して帝圃の赤色部が如何にも狭小にし

くわうだい

ぼんていこぐ雑かいれつをヤブ﹃﹂にふわ︒︑にあ虫ちひさ

はうりめんぜきいうに

かつせかい今ちづたいしゆぎねん香んえ

のである︒

ず︑其の気宇を開溌にし其の意志を葦固ならしむるも
じりうかうぶつ
よろこげん
のであるから︑よし一時の流行物としても喜次べき現

があった︒それは四寓三千五百方里の面積を有する日

しゆつもんつひでもついぎや﹃〃しさっこ芦ろ尋しかはづ

みとゐところあるひげふむ基かん

じ球んつと＃りよかうしゆみじつえき

象といはねばなら砲︒自分も夙に旅行の趣味と賓盆と

しやう

を認めて居る所から︑或錬業務の除閑をぬすみ︑或は

本帝圃︑慨界の列懸に錘入したる我が国が︑除ｂに小
かあら
シくりヤぼうばくしな
く書き表はされた一事である︒爾比利亜の荘漠支那の

い蔑や

出門の序を以て異郷の覗察を試みて居る︒併し恥かし

挙与やＯ

いことには未だ外国覗察と迄で大きく出掛けたことが
もつと
じかりういけんそん
ない︒尤もこれには自家一流の意見が存するからであ

たうぜん巴ゆんじよ

およいかじぷつけんきううへじゆんじよ
凡そ如何なる事物でも研究の上には順序がなければ
うちそとおよちかきとほきいたわれかれす画
ならぬ︒内より外に及び近より遠に到り我より彼に進

四園九州漫遊雑感

むが営然の順序である︒旅行に於ても先づ脚下の町村
さき
卜︒ルけんおよないちやわいごくおよ
を先にし︑郡より厩に及び内地より外国に及次がよい
琴を鯉て評蕊は雑畔淑舞の詑鍵として廊雌の輝稚幹稚
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︽︿一︿

燕だけいＬぷうしやをうもて鞍とこくらにしら

ましろうぢりエくわんｃがめぢ置くエく
十月十七日山城宇治の旅館を鉾し姫路に一泊し︑翌
じつ

日は三十六灘の景勝を車窓に翫以っシ小倉まで走せた
念目的地に第一歩を投じたのでゐ愚︒それより中津

いよＩＩもくて昔ち憶いぽとうなかつ

町に下車し︑直に耶馬渓織道に韓乗して梯坂騨に到り

まちげしやたざちや§旗けいてつだう一ＬＡ暇ぶうが君一ざかえきいた

日本帝圃は︑朝鮮を除く外烏圃ならぬものはないが
しう

やま苦淑んくわいらんくわうすゐしょくあいえいたいふうけいぴ

かいうめいざんすゐしやうきぐさんやうて秀ひついは

行旅の安らかな識︑面積の大に過ぎず小に失せぬ黙か

ふくをかかごしま源だてつだう

とうかい露ＡすなばあをそりＬま苫控︑Ｄにし

曾遊の地であ愚が︑それは禰岡より鹿児島に至る識道

あたり山の奇岩の怪嵐光水色相映帯して︑風景の美
ほしひま︒ゐしかじぷ人寺ェうちうゑがさうざう乃ま
を檀にして居る︒併し自分は胸中に描いた想像の除
だい

さほどしようちおも

たいしうさんすめしようとぽところ

じつをやうふ

︐大なりしためが︑賞境聯一踏んで︑左程の勝地とも思

であるから︑偶々以って人目を惹くに足りたのでゐら

た式ＪｆＩもじんもくひた

う︒一雷にそれいみならず諺山陽先生が橡大の筆を揮っ

ｂ人かうよていせんくわで．

沿線の地方で︲その東海岸即ち阿蘇霧島の煙を西にし
ごれもつこんくわいおほいたみや津き
もみけんさんぜん
た地ば未見の池川でゐる︒是と以て今回は大分宮崎ょ

はなかったのでゐる．一鰐九州は山水の勝に乏しい所

である︒

て耶馬渓山天下無と︑大々鋤に激賞せられた︒それ
よめい
しかいうめい︑・・ようち
によって鋪く有名なる勝地となったのである︒世に名

かく寺﹄とて人かそなひ矛ゐなに善

しゆとくいうふうみを鼓ゐ←おもしか

↓﹂れあじばみふつう淀んご鞭よ﹂も二ち

静岡の安倍川餅︑岡山の一黍溌子などは即ちそれであ

じつをかあ・︽かばもちをかや輩番ぴだ冷琶寺なは

物とい典ものがある﹂

やぱけいざんてんかになし定いアトー元きげぎしやう

たささんやうせんぜいえんたいふでふる

﹃族は道づれ︑世はなきけ﹄と伊呂波がるたにもある

るが︑之を味うて見れば︑普通の闘子及び餅であって

たびみちよ・いろは

通り︑旅行には是非共よき伴侶が必要であ愚︒士橋永
さくくんよＬやうげふじや月・えいだおとくかかい苫とう
作君は余が商業上永多の御得意にして︑且つ意気の投
がふしんいういつりぶかうかげか淀ちともなへ﹂と
合した親友であって︑何時の旅行でも影の形に伴ふ如
しいよ
あひて宛けい〃１らくとも
く相提携して苦築を共にせ函ことばない︒而して余が
署融くわいけい
恥厭に蝿み輝推誌を緯いて癖蓉を毒むると君は曾計

一種特有の風味が術はって居ようとも思はれぬ．然る
こんくわいりよぞフやばりかうりよばんえかうりよＬゆみ

準画りさいすゐたふつかさぎ︑これおのづかきまやくやり

Ｌ﹂ほ・りよか畠ぜひと・ａ戒人りふひつえうどぱしえい

掛となって一切の出納を掌る︑是は自ら定った役劉で

に斯の如く天下に其の名の響いて居るのは︑何かの機
くわいなにはうはふもよくわうこく
倉に何かの方法を以って世に慶告されたからである︒
ま

を増したのである︒

永つ

ある︒今同の族行も矢張この好侶伴を得て行旅の趣味

うみ跡と急こく

ｂ︑海一重の四園にわたつで旅行の議定線を劃したの

えんせんちはう

と塁ノい員ノ◆ワ

らいへぱ先づ九州に第一指を屈せ姐ばなら砲﹄九州は

宝しう鱈いし︑．︑．つ

かうりよやすてんめんせ雪汚いすせうしつてん

彼の有名なる山水の勝を探った︒山陽郷筆の岩には千
ねんこしようゞおでざ・一︽さかずみづうつゐ
年の吉松が生私出・で︑倒に影を水に蒸して居る︒この

にぼんていこぐてうぜんのぞぼかし食やに

である︒

上の一小星たる島圃の旅行が最も適切なるを感ずるの

嘘ヤジせうせいしまやにりよかうもつとてきせつかん

次るが捷径である︒それにしては大な墓所ようは地圃

もかみらだいところちづ

L

｣

ｚ恥みご巴んやまかば吟ん塩つ
を

是を見ても︑吾人は山といはず川といはず人物といは
しやうひんくわうこくはふ番はひつえうかん
ず商品といはず︑慶告法の極めて必要なるを威ぜずに

は居られぬのでゐる︒
おほ↑豚う帖苦こう

きとか鼻を毛あたせんせいしよよう

おきけんどぎうむね逮心せい蟹や﹄う

置兼土蔵といふべき一棟がある率これは先生が土工の
ら
うみづかけんもくきやうたんこゑ
勢を親らして建築されたのだと聞いては︑驚嘆の聾が
おのづみも肴ん．先あんないしやぴ

いみし文どませんせ季こめつぎ

自ら洩る動を禁じ得なかったのである︒案内者に尾

ふつうばしごばこぱしごよ

かいのぽてんいや会きぐあたまおさもうさし

転ぽ

愈昔日の考見の談ら琴るを畳えたのである︒

い工せきじつかうけんあや匙

しは︽辱・い︽茜ゑんちみつせつくわんけい︑おもつ
士の謹生が︑僻遠地に密接なる甑係あることを思必付
おょ・いよ
いま誰たふくぎはせんせい希うたくもくげき
いだが︑今亦耐洋先生ｗ議奮宅を目蕊するに及んで︑愈

ねず夢は掴へや解くじゆつみ解せんね人かごしま
鼠の跳る部屋に畢術髄研かれたのである︒先年鹿兇島
いたおばく仮としみちとうがうげんすゐしゆつせいちとまたとうげく
窪至って大久保利通や東郷元帥出生地を訪叫叉東北
汎りをかあとはちせいいうぐわいたうきいし少つげんもみゐじんけつ
盛岡に遊んで原政友禽総裁出現の地を見て聴偉人傑

の棲家たるを憂えしめる︒此の騰随なる一室こそ先生
ぜんぜい↓﹂めっきよかんいす
むて入ごく
が無二の天圃であって︑先生は米鵜の鈴閑を徹んで︑

ば進まれ魁︑小窓より漏賦来る光も薄くして︑一見鼠

す力こまどもくひかりう者けんねずみ
すみかおぽこら︿ちうしつせん今﹄い

て二階に上れば︑天井は直に頭を瞳へ︑中腰でなけれ

ところ

して行って見れば︑下は土間で先生が米揚をなされた

﹄ちょっとい史ら

ひ薪・かかつまちくだや匙くに洋はかこうう瀞ん︐
引かへして中津町に下った︒山圃川の河口右岸にゐ

所といふ︒普通の梯子︵箱梯子ならざるもの︶を筆ぢ

こすう

って戸数は二千隣．一寸好い町である．大き藤紡績工

場などもめる．昔の城跡は溺栖なる公園となって居る
こ垂も清いめいぶつふｆ・ざはせんせいぎうたく

ぢやう鞍力し暇やう遼苦せうしやこうゑんを

此の町第一の名物ともいふべきは禰嘩先生の奮宅で︑
い
念証かしほぞんをたいぞいち
今葡昔の蛮勇に保存せられて居るのである︒泰西の智

しきゆにふせいやうぶんくわ迂八でん定い稔んかくしやどくりつじそ人

へうばうかいこくしんしゆ哲うんじゃうせいだいけういくかせいか

識を輸入し溺洋の文化を宣縛した大先畳者︑調立自尊

溌標傍し開国進取の気運を醸成した大教育家の生家は

如何なるものか︑自分は一種の崇敬心と好奇心を以て

いかじ原人しゆすうけいしんかうきしんもつ

これおとづは〆しめさうざうさだふゆうかて郡乏

かやくいしてつ昧抱だうＯイト

之と訪れた初の想像には︑定めて富裕なる家庭で︑裳

屋はたとへ石をた夢み織を骨とせずとも堂々たる
かの家ま
へおもめざ者唾やら

あん麓いしゃした解うちいな人らさうしょく

構であらうと思ったが︑目先にあらはれたのは間口四
けんおくゆきげんかやぷぎひらやづくり寺やうきつ
間奥行三間ばかりの茅葺卒家造なるには一驚を喫した

ざし萱すか上こま近んせいぜうざう

のである︒案内者に従って内に入れば︑何等の装飾も
い

ない座敷と透して一つの床の間があり︑先生の肖像は

可

生けるが如く掲げられて居る︑其の遥︐には先生所用
︐
ぼんぱこたんすこれめひやう

L

おうちにははうあたもの
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の本箱があり箪笥があるが︑是といって目を惹く標な
しな
品は一も置かれてないのであ愚︒裏庭の方に常って物
四画九州漫遊雑感
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思潮︑と研究

■

田一

哩屯電電恥弘誇蛎塾龍動態︑記か評五％篭玲融謬訴蟹

罵潮と綴究

○日本人の謹い原因
山名次郎氏

六八

々故菊池大篭君を恥し⁝日本の忠君愛国のレグチアー準聴いたことが

露西亜に勝つれ所以であるといふ？フなことになって︑現厚英園では態

ある︒筒一はその中に一つ面白い説があつれ︒それは何かと云ふと．日本

あの衆ば瀬病の銃ではない電あの家Ｆは肺病

人は籍婚に就て︒家統血読一婚非常に八ヶ間しく調べろ国民一﹂ある︒日本

人が結婚懇する時には

があつれｂあの人のお父さんは︑気が狂ったさうだあの娘のお母さんは

士と云ふ心︑うなこと韮巨細に調べる．斯う云ふことが︑日本人の姪い原

脳病であつれ＄或は胃癌であつ菰︑鵬避血であつ粒誰托は大酒家であつ

因であると言って論じ求人がある︒成程是は現在の日本人の習慣でもあ

りますが︑訟程以前からの古い智憤であった︒何時頃がら始まつれこと

之に反して碕洋人は結婚を比較的軽く見︑何れかと云へぱ・政治的の結

統悲調べろと云ふことば︑Ⅱ本・︲トは除程古くから行ばれ誰ことごあるＪ

でぬるか︑つい調べて凡土をぬでしたが︑兎に角結婚するに富って０血

ふことば︑私は寧ろ偶然のやうに思ふ︒そこで日本が露西亜に打勝った

が今日も妬にさうな爺さんと結婚懇する︽︺是は何でもない︑財産の結婚

婚︑或は金鍍の結婚であ馬・雀しきは金があるからと云ふので︑若い娘

と云ふ長い唐に亙りまＬγ方ら簿︑其結果は圃民の髄力牟根本沙ら善良

今印すやうな工合に厳密に︑精細に賀行せられ︑而も是が何百年何千年

気付いたのであります︒若Ｌ此血統を調べｂ家柄を調べろと云ふことが

否やは姑く措き︑兎に角是ば非常に面白い考袈一﹂あると云ふこと丞︑私は

是が果︲て事責であるや否や︑是が果して日本人の偉い所以であるや

居る原因であらうと云ふことを言つれ人がある︒

偶力が何虚となく強健にして︑思想も堅固に心外幽人に比較して優れて

較的多い︒所が我が承に於ては︑先づ血統から調べろ︒是が日本人の

であるｃ或ば勢力のある人と結婚毛する︒さう云ふことが︑西洋には比

の間脹ば︑日本人研究言と云ふやうなもの悲組織して研究し我ことさへ

る︑是は何千年博来のもので他圃には無い思想ごある︑此思想の護露が

だ︒イヤさうぢやない︒日本人に嘘一種持別の忠討愛幽といふ思想があ

だらうと云ふやうな説もあり︒或は日本人は毎側湯に入るから憩いの

で︑色々議論が起列まして︲日本人ば米を食って居るか胤戦さに強いの

軍風の露西亜韮負沖してＬまつ菰のは︑どう云ふ毒であらうかと云ふの

うに見えろ︲其小さな飴り強くもなさ︐うな閲本人が︑惟界に冠たる陸

して居るｃ身燈ば小さいｃ欧羅巴人から言ふと︑猿が山の中でも歩くや

んなに戦争に強いの迩顔を拠れば︑何だか野溌人のやうな︑愛な色心

ある︒其研究の中には︐色々のことがあつ龍が︑どうして日本人は︑あ

と云ふことば︐非常に慨界各幽民の間に問題となりまして︒欧洲の皐者

の︑勝つやら負けろやら蜜ば無我夢中であつ衣︒所が之に打勝つ非ＬＬ云

あって︑犬に催界の耳目寺驚かし衣︒叉日本人自身も︲戦ひばしたもの

陸単幽衣ろ露西亜に向ったと云ふことば︑責に撒界宥史以来の出来事●て

なる人と錐も︐恐れ戦いて居つ士︒然るに蕊爾稚ろ日本が︐此世界の大

も︑日露戦争前までの露亜西ば︑股堺に於ぼろ一大陸軍圏として︑如何

今日でこそ露西亜は混乱走極め︑園内が非常に素准て居り農すけれど

篭

コ
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戸

い時脹生姓求のが良く︐多い嘘のが悪い︑年齢の大小から云へぱ大きい

見ると反封の傾向を可・︶てねろ︑更に全畢科健韓いて見ろと．生れの少

凸

ふ︒何へぱ果箕にしても︐良い果物を作らうと忠へぱ︐良い果樹と良い

ならしむろと云︑与一とは疑ふ・ヘマ●Ｄざる生理畢上の原則である︐と私ば恐

方が良い﹄

す︒人仁致しましてもｂ捌口な人と捌口な人と結婚し︑健康の人︑と健康

塗輿する︾︸とが至極穏健な教育法．てあると云ふ結論を生む︑をも唱へら

のみならず︑更に生年月日別に依って編制すること︑皐年姑め韮一月に

に通鯛すると二重畢年制韮難州すること︑皐級編制牟唯に男女別に依る

此れだけで一般の鼠理とば遮断されないが此れを基礎として教育施設

果樹と韮接合し︑叉動物にしても卿鶏の如きは．最も良い種類のもの悲

の人と結幡すれば︑必ず良い結采韮来すと云ふことば申す迄も太噂明

れる︒．︵教育時論︶

番はして︑品種の改良韮すると云ふことば画今日盛んに行ばれて居りま

る畢者の言つ衣ことば︑賀に面白い着眼でありまして︑吾々は此鮎に就

一千九百十三年に露幽は義務教育に閲する法案懇議曾に提出し︑之怨

○露画の激育一斑八杉貞利氏

白の事溌であるｃして見れば淘に簡単明白な話であるが翻此欧羅巴②或

て一層の注意韮挑ひ︑之老資行すると云ふことばｂ非常に必要なこと・て
あると信ずるのであります︒︵三田評論︶

出生時期と成績

ふ︒然る雁今次の大戦龍遭遇し筒且つ内乱或は政府顛覆等の求め現時如

通過鉱しめ菰リ︒同案帳よれば十年悲期して之れが完成の諜定なりとい

何の進捗避なしつｉありや︑全く不明とす︒︺近時露圃に於ける小畢校の

東京下谷塵谷中小畢校では大正二年以来同校兇童三蔑鹸人に就く︒一︶
小畢兇童の数と生年〃とがどんな聞係懇有ってねるか︑︵二﹀児童の生年

は八歳より十一歳迄即ち四年間なり︒小畢校を卒業しれるものは受験し

て中畢校に入ろものとすＣ中畢校にば賞業的方面と古典的方術との二種

数は昨年迄は非常なる増加怨来士したり︒而して所洲義務年限なるもの

ありて︑前者起卒業したるものは重に工業畢校︑商業畢校或は農業畢校

開係が如何に相異すべきものであるが芯調査し瓶︑是は我嵐最初の研究
だけに知名の教育家も酉怨捻り︑興味ある研究題目衣らんとしてねる︑

等の如き蜜際的専門の畢校県入りて畢問技蕊怨みがき︑後者奉雑へ放る

月と畢業成掩とがどんな関係奄右ご﹂ぬる蝉男女の性別に依って其の

﹃生年月日と見童数との関係尋見ろと︑大篭に於て二一三月生れが多く

ものは更ら帳大畢校に進み研究韮事とす︒而して露画帳於ては此の専門

調迩の大要韮見ろとｂ

五六十月が紗いも畢業成絞との開係は︐数畢科ば五月生れが最良︑六八

育上の特色なりとす︒日本に於ける小畢教育の普及ば最早九分九厘の域

畢校と大皐校とは赴曾上に於ける位置同等にして差異なし︑之れ同圃教

︑

三月が之れに次ぎ︐反封に一月が最劣等で二︑十一月も悪噌先づ生れの

両

紗い時期に生れたのが良哨大龍から論ずろと年齢の多い程段々成績も

､

五分に達せんとする現状なり︒今や露幽は日本の如く女部省の一手に諸

L

に達し︑殆んど完全と濡すろことを得べきも︑露圃に於ては然らず漸く

１１

九

良くなる〃圃識科も良いのは五回九肘生れの順延患いのは三︑七月である︑

思潮と研究

１１１

六

国語科は五月から十凡生れ迄が良くて十一月以降が悪い︑生れる数から

１１１
｢−

１１

ＴＩ

１１１

ソと煮れば脂肪と水分とが出て極めて軟沙に恰も謹詰肉の樟になるザら

七○

其虚へ醤油韮入れろと頗るウマいものとなる︑︵東京朝日︶

思潮と研究
のにや云々︒︵教育昨論︶

○生活の標準農肇博士森本厚吉氏

畢校起読嬢せんと鋭意努力しつＩあるも︑畷甑の求め如何になりゆくも

○簡易生活は刻下の急務

組潤畢の中でも描費に閲し就中﹁生活の標準﹂に就ては未だ完全に研究

て米圃に渡り生活を武地に行ろ計謹韮立て一家を構へて雇人も置かず寅

韮逢げ衣ものがない︑そこで自分は其研究に持って来いの家族逢引連れ

法畢博士子爵田尻積次郎氏
物慣騰貴の侭め細民潮く蕊色あり叉一定の牧入で生活する者の内情残

際米幽人共雄の生活鵡樫みつ

彼の園の消費率を研究し龍︑米風の中流

一方法として脱脂豆へ豆粕︶慈米と混朋すろば最上の手段だ︑此混用飯に

ど見るに堪へない．安償簡易の生活韮求むろ今日より急なろはないが其

生活ば一家五人として今ザら十年前の一千九百七年にはき

之を食に炊くＥ走溌明し之が食用避主唱し龍︑如何に純蒋的でも味が悪

ある︑一髄米園人は邦人の生活程度韮低級と目して軽蔑するの風がある

の中流者が一千三百弗の生活喪怨要した時には九百園で足って居菰の・て

の一千八百二十弗内外に上って鵬壷がｂ・之を日本の生活にして見ろと米圃

△一千三百弗が標準と目され士︑それが一千九百十七年には約四割増

胡麻瞳をザけて食へぱ池に副食物懇要さないＴｂ鏡ろ経涜的であるｃ

くってば駄目だが之は決して不味くはなく子供杯は喜んで食ふ心夫れ見

が︑邦人は邦人だけに俊終は安くとも滋味の勢富永ものあ擁取して居る

元来脱脂豆の食川は米幽では大に主張され我国では田遥玄竿氏始めて

ふ一大謡擦である︑扱其炊方は初め脱脂豆韮三四何十分に鱗ぎ後白米と

童ば天賦の噌好を持って居るｒｂ子供の喜ぶ本品は正に人類の自然脹叶

い濫に飼って各種別の食料を輿へ経隙した所に依るとｂ所謂米人が滋養

ム自分の友人マカラン博士は一千五百匹の鼠韮五年間二一匹宛一の小

のだ守ら笈質から云へぱ決して低級とばかり云へない︑現ド

鞠と目し誰もの走餌にしれものよりも野菜やミルクを以て飼ったものｔ

の慣は目下金五側以下である︒そして愁該豆百分中の定堂分析は水二︑

混ぜろ︑永擁減は米甑と同一でよい︐脱脂豆十貫目へ五斗乃至五斗五升︺

七六含窒素右機物︿蛋白質として︶四四則七八脂肪四個○一無窒素有機

方が十分なろ稜育宅逢げれ︑粗食で聞え衣日本の農夫の如きも

▲其責粗食と云ふくきではない︑即ち生活が低級だとは云ばれない︑

の高慢なろこと箕に驚く程だが︑若し細切起巧に利州すれば中産階級以
下でもモッと肉をウマく食ふ事が出来ろ︑今之悲購ふ雁個りに金十銭韮

計よりも十五箇隼は長生する︑と請合れた画最近ば是等蕊養食品の研究と

彼等が現脹執りつｔある菜食にミルク韮合せ畑ひたならば恐らく今の統

物三二︑五一粗繊維二︑二一灰分四︑八二である噌叉肉類に就てば此頃

求むろとするに其量は極めて不定で少いときば百二三十目多きば残ど倍

︵鱈東京朝日︶

制限令等の影響から米圃でも大分大豆若くば米粉等の需要が増して来れ

量のＥがある崎之は肉店でも目分量で心ろからだＵ
是等の肉は非常に堅くって到庇噛むＥも祷み込む︑とも出来ないが偽此
細切韮水のない土鍋に入れ其口一や密閉し蒸気の飛散一や防ぎ約一時間ゲッ

」

幸・Ｉ●

叉苑
黒淫墨山翁縛静傭山田誌太郎

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑

武識秩父郡山岳秀黙水清︒自然之景莫不備︒世人賞之

︑︑勺︑︑︑︑

久美︒在溌此幽謹閑雅之境︒而雲則巧子詩者︒有宮津
︑︑︑︑︑︑︑︑
雲山︒長子丈者．有松本寓年︒而未嘗闘善於書者．今
有黒淫墨山翁耳遷
翁名充禰︒字士整︒迩稗和三︒墨山其競︒赤水漁人︒

資李脅︒芝仙堂．皆其別読悩．翁以天保十四年二月十
二日．生我秩父郡圃紳村野零︒本姓擢頭︒考名寓卒︒
︑︑︒︑︑︑︑
批島田氏︒翁其第二子也︒出嗣黒津氏︒資性活達襟度

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑一○○○○

高逸︒不修遥幅︒醤人不設城府一音吐狼々有興期珂々大

笑．不敢媛人幼受句讃於金室碩淵︒労畢北宗之霊︒叉

事於丈墨．偶酒造家︒興兵術潜在其座︒叉懲憩之・翁

も︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

日︒他人有心付度之︒騨日入相津曾出之門畢南宗︒倉

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

山者碩淵第二子也︒翁叉謂︒荷欲究南北宗之書則不可

不知漢土文謹之沿革︒因執賛河田菜風修謹史︒翁叉能

蒙刻︒受刀法子薬風︒適菜風使酔岳招於家︒擁新練﹄

住山水之間︒子花子烏皆能寓其冥︒倦則

鐙欣然覗其運筆︒亦麗書法︒技大進芙︒醇岳者曾山師
也︒後婦郷

垂論於赤平川︒以自築涛︒子時剣師千太郎︒鼓翁之門︒

︑︑︑︑︑・

請譲門弟子︒翁欲専意於筆墨︒固鮮不受．且謂荷欲揮

於赫蝿迄筆測登若縦観古昔大家之妙筆乎︒今僻邑乏名
誉︒是可減耳︒於是ぅ奮然燕東京卜居終東墨北根岸鴬
漢蓋欲矯其志也︒叉倣李播軍之這法︒最善金碧︒今
︑︑︑︑︑︑︑

遊戊午齢七十有六・雲錬不譲批者・故其筆力雄勤．如
恋溶飛瀞．侭歴燕営筆鐙鉦蓉勢︒翁書姿新井氏︒有一

二孫女︒省吾拝静岡畷立高等女髪教諭︒無幾羅病残︒

女日多磨子︒亦能護而養松本省吾癒嗣︒以女配之︒有

孫女長尋天︒新井氏久恵僅麻質．備嘗辛酸︒然泰然自

従飯塚千太郎︒畢創樽技︒達其慈奥︒潟師範代︒鴬時
幕府末廷竺政綱棄勧．尊王擬夷論大起．天下騒然．武

若︒耀需作書︒竜不見倦厭毒欣︒叉愛霊芝︒好盆栽︒

毛之間．匪徒性行︒剰掠富豪︒翁慨然︒輿同志受代官

蕊之妙︒勝素焼造次顛流皆以懲総書之料︒織筆錐除技

命︒鎮睡凶徒．巡遜郡中︒使郡免其箸︒既而京師有鍵︒

亦錘其妙云︒頃者有問翁之鍵歴者︒予興翁締交既五十

、

幕府奉還政潅於朝廷︒形勢大革︒故翁欲腕剣執筆︒時

七一

L

"

予初見於翁︒予年甫十四︒覧翁之書感其敏腕﹄識専従

丈苑

１１

L

P

丈苑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
除年於錘︒如水魚知翁莫予若故為此博以答之也．

大雅之風ｃ其造詣不易測也仏

︑ｂｂｂ︑ｂｂ︑︑︑︑

静術子日︒能一枝新則去私利而承廠他︒不要名於常世︒専心一意︒吃
弓も︑ｂｂｂｂｂもｂ９
吃研磨︒寛能達其奥妙之域︒翁亦如此乎ｃ・高山流水奇工訣殆有池野
石川女荘日︒此篇詳叙墨山翁人格興謹品︒簡勤奇抜︒可以博也ｃ僕亦
や

住班台北輿論相識︒今讃此篇ｃ欽仰夏切︒

文荘選

川

魚鱗躍海覆礁瞳︒輪康就興観碁局︒嗣臓祇婚問塞翁︒
○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑
筒頂筒存方外苦︒長歎吾這未全通︒

︑︑︑︑︑︑︑Ｃ○○ＣＯ００○○○○○○○

堪驚人智奪天工︒雛雛慢忙競樹功︒烏翼疎風潮碧落︒

責践Ｕ有此不一綴︒露画家可賀也轡此篇造語拝褒虞情甚好︒

長歎耕雲菊池秀言

女荘日︒今之華胃ｃ往往蛎著安逸︒有王室藩扉名而無其寅︒伯爵弱行

恩賜褒章綬染藍︒築名噴噴世皆諸︒志存生用規模遠．
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑
功重農桑天地参︒杢績千秋拓蝦北︒提封昔日治雲南︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
況還修養明経義・華胃典型文徳箪︒

︑︑︑︑︑︑︑

笛妬阿井主信

藍綬褒章︒恭賦五十六字．里下執事以奉賀︒

修養曾主幹松卒伯鮮︒北海道拓殖︒有丞績︒賜

石

七二

文荘日︒持権造語︒雨脆陳垂︒斬新可諦Ｕ結句僕亦同感︒

示青年︑静備山田認太郎

文誰日ｃ今之青年宜露座右銘︒

繁田・瀧義

勿羨千金一磯人︒漫然徴幸誤其身︒惟忠惟孝且恭倹︒

︑︑︑︑︑殉︑︑︑︑︑も︑︑０○○ＣＯつ︒

○○○○○○Ｏ
努力須期禰祇蕊︒

春寒即事講溌

︑︑︑︑︑︑︑
池 面 凝 泳 也 不 妨 ︒ 間 中 富 貴 坐 幽 堂 ︒ 老来笑我皐擬子︒
︑︑︑︑︑︑︑
寒夜煽遥愛若香．

丈漉日︒淫●結篤春塞Ｕ

嵩古香日し目前見事︒

探梅石渡慶助

垂柳如招多所思︒野村茅屋悪風吹︒暁鴬早巳弄歌曲︺

︑︑︑︑︑︑︑
謹郁清香満短灘︒

壇浦懐古研堂高木︑︑市
松
︑︑︑︑︑

洲汀風急水簿環︒少帝幽宮白浪間 数代荘詰真一割︒
︑︑︑︑︑︑︑
嵩師勿説五家山︒

汽車中望浅間山碧村度次

女難日︒句々自是凄涼︒令人恨恨︒

論鋒瀧目飽霜風︒一路山川望不窮︒漫岳噴姻常面起︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

○○○○ＣＯＯ
盤室難入小詩中︒

常盤園溌梅次韻耕雲内田鼎

戸P

可

︑︑︑︑︑︑Ｌ︑︑︑︑︑︑︑︑０○０００○○
蛎恥蜘埠狛咽霜︒羅浮以外此仙郷︒鍔梅人是無蓋否︒
氷雪襟懐織石腸︒
女難日︒言外調渋人︒白有無慨︒

寄花村蹴巌史印波立見四郎

臆獅溺舛碓鑑地蜂跨洲衆︒確郷詫獅諦錘談鯉忌厩緋︒歪予

除年瞬間過︒夢魂常焼故郷花︒
女荘日︒前半叙経歴︒後半寓感厩︒

聞菅椿翁之計︒帳然賦此

硯峰小嘩童九郎
毅然風骨一郷尊︒名姓長膳百世存︒威槍思君寒糊夕︒
月梅樹上仰氷魂︒
文荘日︒以月梅比菅翁・欽慕之切︒自見於言外︒

Ｆ■

春月東京日本橋薬研堀岡部志糞子

同同牛込富久町相川喜子

在明の月も花をやしたふらん木の間に影の消え残り筒

同愛知瞬幡郡禰地村名倉むら子

そ裂人の下る山路の風忽るみ霞みて登る春の夜のつき

にかすむ春の夜の月

報春雨埼玉鵬小手指村栗原良介

賎家の垣根にしろく咲花のにほ

心さへ長閑になりねこのあきけゆらぐ柳に春雨のふる

春河茨城蝶結城秘一妻落合要

春曙静岡際小笠郡池新田中山政司

立かくす霞の中を舟人の聾のみ渡るはるの川っら

うらｊＩと霞む海遥を行雁の聾のみ残る春のあけぼの

．梅千葉躯佐倉町石渡慶助

鴬噛叉おとつれ胸谷の戸に老木の梅ぞ燭６にほへる

瓶梅愛知蒋味岡正義

一割剛︲釧州一︲１手塚隻峰選

朝鴬東京四谷季貞子

竹愛知鵬名古屋吉田義之

床のへの小瓶に濁りはシゑみて梅さへ友を迦へ顔なる

谷鴬同本郷市川真砂子

呉竹の直なる姿みるにつけ人の心もか烈れとぞおもふ

咲花の枝轄︐して嬉しげに木博ふ今朝のうぐ臥すの認
我来ずは誰か聞か或し山のおく谷間に洩る勇鴬のこゑ

君恩
奈奈
川蛎
横漬戸部清水域太郎
君
恩榊榊
川

三

隔てなき悪みの露に潤以て廃 き 伏 し た る 四 方 の 民 草

七

春海千葉蟻佐倉町沼尻梅太郎
眺めやる心のはてもゆたかにて浪静かなるはるの海原

女苑

ｌ︲ｌ

I

分興せられたるとり山形燐酒田町菊池秀言

恩賜なる紅梅の御菓子を本間家より

森離れて一麗かに水淀みけり

汐鳴りの沖へ１１と雁編ろ

諏なんと打弘ろげ庭陽炎へる

早蕨や丘なだらなる小松原

女苑
九重の梅の薫りを墨染の我袖にさへうつすかし乙さ

春の夜の借下駄かたし街の泥

菊枯れし或動の土鉢に芽作りぬ

春浅き︒変畑や一つ揚雲雀

夕雲雀支線に入りて汽車遅し

野兎の木かくれっ松の若緑
山鳥のおるの鏡の水阻るむ

荷揚げ終︵し舟の慶さや東風渡る

鍬かついて心軽さや東風が吹く

陽炎や砂に消え込む汐の泡

義士曾にて義士祭を行はれしをき動て

千葉懸瑞津村小川清

ふたぃ

玉の緒は消ても消えぬ芳ばしき其名ぞ末世の鏡也ける

春月

春雨の雲ものこる花の中に乙ほれて匂ふ夕月のかげ

閲側卿山服部耕石選
薮陰の水なき溝や落椿南陽

鋤釣瓶楓るみし水の雫かな幸吉

崖の砂崩れ澄む水春浅し鎧峰

鐘揚いて信垣の梅を折﹄て去る汀月

雨二日根石据はりっ春の草萩男

春寒う浦の泊りや雨一日耕人

江の梅や渡舟出るとの鈴の一音露水

鴬や人在らぬげに麓寺香骨

日かげりて障子晴しや白椿は．裂子

︑．﹄

七四

耕多狛患著蕊室柳

血

石男水狂茅雨笠畝

ヨ

ヨ

−
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○教育改善意見
教育含議の高等普通教育改善案主査委員含は
去る四日午後文相官邸雁開曾ｏ一木委員長外七
名出席ｂ高木︐山川︑江木ｂ三士︑深柳浦氏よ
り教育改善に閲し︑大要左の意見陳述あり
教育勅語を徹底せしむる事△畢校の教育は壮
曾道徳の振興に関聯する事多し△健全文筆の
振興健全文士の養成に開聯して文科大畢の改
正△注入教育の排斥・膳用理解力の養成△圃
民道徳の振興と圃粋尊重△教科書愉定制度の
改善

之にて各委員の意見陳述一段落を告げ誰ろより
左記小委員韮指名して答申案を作製ぜしむろに
決せり︒

委員長一木喜徳鄭△委員小松原英太郎︑江木
千之心淫柳政太郎︑三土忠造り闘直彦

○徳育専攻科の設置
今同東西の高等師範墨校内に徳育専攻科起設
け︐固民道徳韮畢術的に研究し︑合理的の固民
道徳韮建設しｂ同時に其の教師韮養成する計蓋
走立て︑四月より貿施せり︑内容の重なるもの
は修業年限二箇年︑毎年定員中五名には約二十
五園を給興す︑入畢資格は︑高等師範卒業者及
び内外大事卒業者にば無試験入皐走許し．一般

雑報

中畢教員Ｆは︒修身教育 外国語の一韮試験す
る筈︑履歴に依って高等師範程度以上の素養あ
ろ者には無試醗入皐起許可する場合ありと 其
の責施方法は東京︐麿島の雨校多少趣を異にし
東京は国民道徳論︑圃民道徳史ｂ倫理畢ｂ東洋
哲翠史︐教育畢︑杜曾畢︑心理畢︑哲畢︑憲法
行政法︐民法︑経済刑法︐商法等を課して毎週
二十八時間とし︑講師は吉田静致︑友枝高彦︑
亘野草三郎氏等悲始めとし︑大皐より井上︑萩
野︑田中の諸博士加ばり・法律の方面は牧野︑
鳩山等の博士が据常すべく︑卒業後は中畢校長
叉は教頭求叶得くし︒又庚島高等師範は同校教
授春山作樹氏が︑主として計謹の任に富り︲修
身の中Ｈ本道徳は春山教授︑支那道徳は藤塚氏
倫理畢は西教授︲教育翠ば春山︑岡部雨教授︑
心理畢は塚原教授︐哲畢は錦田氏︑法制経澗は
堀教授︑筒場合脹依りては歴史０生物翠及び外
圃語の一を課し︑特脹猫逸語は必ず専修せしむ
ろ考へなりと︒

○北海道大畢官制

四月一日勅令な以て公布し求ろ北海道帝圃大
皐に閲する件及び官制の要領左の如し
北海道帝圃大翠に閲する件
を霧す

第一際札幌帳帝圃大畢韮置き北海道帝聞大畢

第二像北海遵帝園大畢の分科大畢及分科大皐

中の各畢科開設の期日は文部大臣之を定む

１１

第三際帝国大皐令第六怪乃至第八際の規定は

１１

附則東北帝圃大畢農科大畢は本令施行の

欝分の中北海道帝圃大畢に之怨適用せず

日より之宅北海道帝固大皐農科大畢とす
北海蓮帝圃大畢官制

縄長一人︵勅任︶△事務官専任一人︵奏任︶▲畢

生監一人︵教授又は助教授より文部大臣之韮

︵以上大畢︶

補す︶▲大畢及分科大畢書記専任十三人︵列任︶

教授専任二十七人︵奏任叉は勅任︶▲助教授同
十五人︵奏任︶▲助手三十二人︵到任︶▲右職員

十八人︵奏任︶助教授同十一人︵列任︶主事︑生

の外各分科大畢に塁長一人韮置き分科大畢教
授より文部大臣之悲補す▲北海蓮帝圃大畢に
大畢諜科土木専門部怨附鴎せしめ教授専任二

より文部大臣之悲補す︵以上分科大畢︺

徒監各一人妬置き大畢謹科教授及専門部教授

介氏任命せられホリ︒

同昨に北海道帝圃大皐農科大畢の講座に開する
件起交付し明治四十年勅令第二百四十縦は之走
騒止せり︑因に同大畢縄長にば農畢博士佐藤昌

○全園教育曾理事曾

名の見込みなり︒

帝圃教育曾にては来る五月二︑三 四の三日
間同含に於て全図府撫市各教育含理寧倉を開き
左記議題につき協議する由にて出席者は六七十

一︑各教育曾互に魚脈を通じ一層有力なろ教
育上の輿論を起す機関求らしむる方法
筒同曾は同四日より 引績き全国小畢校教員曾議

七五

I

』

1

雑報
毎開き時局教育に開し種々審議すべしと︒

○教育費園庫負潅注
・市町村義務教育費園庫負婚法去月二十七日公布
Ｏ市町村義務教育幽庫負婚法

せられれり︒

の俸給に要する費用の一部分は園庫之を負婚

第一峰市町村立尋常小畢校の正教員及准教員
す

︲１︲１１

１！︑

本法は大正七年四月一日より之走施行す

○事校内に圃書館科

き今津圃書館長は語る︒

東京市園書館にては圃書館に関する知識を普
及せしめ一層圃書館韮利川せしむろ目的韮以て
公私小畢校及び中等皐校に圃書館科を設置して
貰ふやう計霊起立てつ←あるが 其の内容に就

しめたり︒

明陸戦隊韮上陸せ

七六

灰浜口

巧我が居留民の保護 に任ぜ

○東京市長裁可

本曾評議員法畢博士子爵田尻稲次郎鴎は先般
東京市長に避畢せられ︑ｌＥより就任の件を露て
内務大臣より御裁可申請中なりしが四月五日附
起以て御裁可あり張り猫新市長田尻子ば去る六
日午前登鹿就任の挨拶老なしたり︒

Ｉ！

大正七年一月二十七日午後一時手
より主幹伯欝邸に於て土屋鳳洲翁易
経第四十一同講廷を開く翁元気盆剛
健此日明夷の卦を聖賢の出庭進退の
肺脈に入り易く世界の形勢に照合し
小にして一身大にして天下の上に論
及し約二時間以上に捗り誌演せらる
新入曾員も多く中には十数里を遠し
とせず態々上京する繁田浦義氏の如
き篤志家もあり一同満足を表して黄
昏散含せり来曾者左の如し︒

口修養曾報告

事

第二峰前陳の規定に依り圃庫の負婚として支
とす

﹃此の企ては最初先づ小畢校及び師範皐校篭け
にやって貰ふつもりで居るが︑圃書館科は圃
書館の目的︑性箕︒組織及び敬川等を寅物で
或は話しで教へるので︐外国では師範畢校の
必修科目となって居る位重要腿されて居るｂ
日本では之を必修科目としない迄も校長に頼
んで一三時間も教授して貰ふ事が出来れば結
構だと思ふ︑目下各制書館監事等にも相談し
て案起作りつ︐あるが︑各監事は教育家が多
いから教授方法等か能く研究すれば誤りない
ものが出来ろを信ずるｂ斯くて好成続韮得ろ
に於ては漸次各中畢校女畢校及び責業畢校等

にも及ぼすつ︐もりで居るが︑責行方法は初め
先．っ一枚刷りの簡単な印刷物韮配布し︑段々
小冊子を作って各方面に配る筈である﹂

○陸戦隊浦嬢上陸
︵五日海軍省登表︶

四月四日白書浦瞳に於ける邦人商店は遥盗の襲
ふ所となり邦人三名殺傷せられホリ同地に於け
る無警察の状態に鑑み在泊帝固軍艦は今五日末

記

出すべき金額は毎年度千蔑圃韮下らざろもの

第三蝶圃庫支出金は第四燦の規定に依り交付

数にｂ他の半額は前年・六月一日に於ける市町

する金額韮除き其の半額は前年六月一日に於
ける市町村立尋常小皐校の正教員及准教員の

付す

村立の就畢見童数に比例して之態市町村に交

第四陳文部大臣は国庫支出金の十分の一を超
えざる範園内に於て資力薄弱なろ町村に封し
特に交付金額を増加すること走得

第五峰本法の適川に付ては市町村組合叉は町
村組合之韮市町村と着散す市制叉は町村制起
施行せざる地域に於ける市町村に準すべき公
共園溌其の組合叉は小畢校設置医域亦同じ
本．法の適刷に付て隊市町村立尋常小畢校に於
て尋常小畢校の教科起授くべき部分は之老市
町村立尋常小畢校と看倣す

附則

I

I

林三郎

村田朔一郎
足羽中次郎

井上如葱

小潔彦九郭
伏見鋤之助

伊藤吉字
戸村喜助

原忠篤
高木八太郎

本間和一
乍田市兵術

岡庫一
阿井主信
繁田浦義

中井畷

平塚唯鳩

佐波古直隆

松李糟吉
覇村麺次郎

小林寛治

伊藤凝裁
山本孝一

保多守太郎
三田伊之松

戸深五十二

萩谷連四郎
清野善四郎
石原勘一郎

久保義郎

岡村賛男
寺鳥架太郎

沼弁資生

蕗藤たま子
島田浩共街

湯川駒治郎

三森光治
古津惟彰
高野瀬廉

阿部潔
工藤蕊
清避糎太

１１

明快の餅を以て家人の卦を講義せら

る由来経書を講ずる者動もすれば古

註に拘泥し前人の婚襲と免れず今翁

の経を講ずる其弊なく所謂卓然一家

を成す詞章を善くし修徳を積み畢問

の工夫に繰り自得する者に非きれば

馬ぞ能く新に到らんや故に講席に臨
む者意赫ち志足れる所以なり︒

来聴者高橋静虎君より金壷側寄贈

せらる錘に謝意を表す︒営日の来曾

石川小一郎原忠篇本間和一

策君︒倉辻明俊君の不幸を弔す︒

曾員市村信成君．聴講者中小林正

者左の如し︒

石川日浦

西宮灘

高瀬了義
犀川逢治
上村行敏

高橋昇造

佐波古直隆石原勘一郎伊藤吉字

足羽中三郎高橋静虎牧頼元

岡庫一山岡源子榎本年重

矢田市兵術伏見鋤之助小林寛治
寺本興左衛門中井藤村田朔一郎

群谷久次小深彦九郎上野啓吉

森利卒
●

舟木二三二
横田育太郎

高瀬七十七
堀田伯雌堂
落合慰三即

服部タン
三宅武彦
小松翠峰
横山金次郎

金子水哉

高井一
勝田松太郎
松本麺太郎

成原要義
外数満

口修養禽報告
大正七年二月十七日午後一時竿よ

山下亦次郎三森光治萩谷連四郎

古津惟彰
高野瀬廉

吉田仁三郎
三田伊之松

渡遥源太
小阪秀胤
磯野鎌吉

心木二三二

西寓艶

外数名

木村令快

︲

阿部認

太田忠治

寺島栗太耶
睦田善八郎

三宅武彦

唯野悌三郎

柴田四男

高井一

服部タツ
小松翠峰

工藤競

犀川達治

摺津節夫

近藤悪次郎
保多守太郎

松本蝿太郎

高瀬七十七

森利乎

ＩＩｉＩ

︑寅書報告

○瑞瀧支曾報告

Ｉ

二月十七日弘道曾瑞樺支曾は瑞津青年倉と聯
合して同小畢校に於て名士講演含を開きれり︑
篭日東京切本部よりは加藤︹玄智︶丈皇博士の御
出張があり地方よりは佐藤大多喜中畢校長︑長
谷川大多喜警察署長０椙村夷隅郡覗皐等の御蜘
席あり︑聴衆ば支曾負青年曾員其他本村井に四
隣の有志者約三百名︑露めに瑞樺の思想界に至
大の稗益起爽へられた毎年一同宛大家の識演を
坐ながらにして醜く藩得て一年一年と其思想界
は開拓され現代韮理解し各個の自賢が高まりつ
つあろば支曾とし て喜ぱしきことであるｂ御ほ
三月九日瑞津味報 を震行し士リ︒
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ロ東部支禽報告

東部支曾第二十同縄含難三月十六日香取郡八
都小畢校に於て開きれり常日は大風雨なるにも
拘らず脅員及有志の米曾する者殆と三百人午前
脹含誌を了し午後一時より識演曾に移り菅谷信
夫氏は屈本講師出迎の顛末態報告し併て開曾の
旨趣韮疎迦し次に波遥支曾長が時局に鋤する食
料自給策及び出兵問題の可否態歴史上に徴して
縫述し楢曾我兄弟が忍耐克く復讐を途げれろ一
悌走説話し多数の蕊衆に頗る感動を輿へれりき
於是沙直ちに入倉する者九名︵別紙入倉者欄記
載の遡り︶なり此日禰本講師は直ちに佐原より
蹄京せられ衣ろか以て講演曾は不成続に了りた
ろも縄含としては一日九名の新曾員を得求ろぁ
以て先づ成功と瀞して可なろものなり因みに記
す東部支曾は明淵廿七年の創立にして二十雌年
悲屈し曾祇西村先生起姑め谷海軍現曾長閣下大
凡そ歴代の曾長の光臨ぞ拝ふし猫某の間本部よ
り池田評議員樋田評議員松本丈皐士深作丈皐士
三輪田丈畢士足立講師其他諸名士の臨場せられ
熱誠以て弘道に謹力せられ北ろ者勘でｂず東部
支曾の今日の擬事あるば偏に此賜なりと藍ふく
し依て附記して感謝の意を表すと毒ふ開曾限つ
き尤も謙力せられ汝ろは八都小畢校長香取街治
君始め各訓導諸君徳星寺矢部方丈並に菅谷信夫
高木泰三藤津良作青柳瀬次郎君の諸氏なりき講
演含閉曾後営地蔑年棋に於曾員の懇親曾起開き
感想及希望談ありて和気鎮々の中に散含せり︒

●

支曾報告
ロ小田原支曾報告

Ｌ﹂て降壇せられ汝り

三月十日午後一畦より小田原誓願寺に於て財
圏法人蓮徳教曾例曾を開く今泉博士開曾の挨拶
諺なし本日は津村農準博士の時節柄最も必要な
ろ食物側迩に就て多年の造詣悲排ぜらろ〜と木
全少縛及中島僧正の講演あるなれば講演老乞ふ
農畢涼士津村員君登壇食物に就てと云演題に
より講菰せられ次に
陸軍少牌木全多見君登壇厨房印窒鹿匹就て
浄土宗大家中島観湧階正登壇正義と戦争と云
演題に就て講演せられ
四昨閉曾聴衆約百二十名雨天にも拘はらず来曾
して始羅静瑚に傾蕊せられれりき次曾は四月十
四日講師曹洞宗大家忽滑谷快天師に乞へみこと

ロ萱丁田婦人曾例曾

か告て解散し赤リ︒

加ソ０

三月廿三日午後七昨より壷丁田婦人曾例含む
辻村泰兄宅に開く嘉悦孝子女史止を繕ざる都合
ありて出席せらろ︑こと趣はず営地に老後憩養
はろＩ陸寧少狩木全閣下が嘗て併闘西の文物に
鯛れ深く簡易生活の必要宅感じて其の強行に勉
めらろｌとき峠際し今日の物偵騰貴に遭遇して
一層厨房の整理を極論写りろ〜により同少晦に
一夕の講話を乞ひ叉小田原瓦斯曾賦主任露崎薫
君の燃料に就て有益なろ経験談ありて散脅した
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に全力を傾毒し朝に立ち野に出て侭々誇々其意見を蕊表し特に晩年老躯を提げ
て南船北馬の勢を瀞せず機に鯛れ愛に膳じ時に臨み事に接し謹々懇切斯道の要
を説きて到らざるなぎ一代の名諭卓説は悉く収めて本書に在り今や志士園を憂
ひ世を慨くの秋本謡を総かば画民指導の経論油然として自ら懐に湧くものあら
ん而して殊に泊翁先生の偉大なりし所以を想望すべし赴曾総論に志あるの士は
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