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ゼ ラ ニ ウ ム

学名Ｐ舌晶○．旨目言乱８目日田津Ｐ両侭・ゼラニウム⑦の国国旨日

五○センチ

は和名をモンテンジクアオイと称し︑フウロソウ科に属する半潅木状

の多年生草本である︒アフリカ南部の原産で︑商さ三○

のものが多く︑葉と花の色彩は変化に富み︑四季咲性である︒同属に

ペラルゴニウムも堅色晶○昌匡日と云う種類があるが︑和名でナッテン

ジクアオイと呼ぶとおり︑これは夏咲きのものである︒

ゼラニウムは寒さに強く︑栽培しやすいので︑広く全国的に愛培さ

れている︒肥料を十分に施し︑日当りのよい場所で適温を保てば周年

花の絶えることがない︒初心者には香りが強すぎて嫌われることもあ

るが︑馴れるほどに特有の芳香を楽しむようになる︒香水の︒ヘラルゴ

ニウムは︑むかし︑この仲間を原料にしたものである︒挿し木でよく
ふえる︒

︹巻頭言︺

教育行政制度の一問題点
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ｌ難しい七○年代の政治経済ｌ

一して Ⅱ 本 の 教 育 の 基 本 を 示 さ れ た の で あ っ て ︑

一ずくものである︒明治二十三年の教育勅語は天

一つ子﹂

︑教育の大本は天皇がこれを定めるという

教学 の 基 本 と な る 精 神 を 天 皇 が 聖 旨 と し て 示 さ

義忠孝にあることを明らかにしたものであ

統されている道徳を軽くみているとして︑

り︑所謂徳育混乱の時代であった︒西村先生の名著﹁日未

は道徳教育は何を基本として行われるかについて論議が窓

れた﹃幼学綱要﹄とならぶものであった︒明治二十年前柊

た道徳言であった︒それは明治十五年に宮内省から頒賜式

さらに広く一般婦女子のための修身教科書として出版さ射

れは皇后宮の御内意によって︑華族女学校の生徒のため︑

内省から刊行された﹃婦女鑑﹄を編集した仕事である︒一︲

ける先生の業績として注目したいことは︑明治二十年に古

一碓嘩

思想によるものである︒これは明治十五年

なる 方針と徳目とは天皇によって初めて明らか

えることになった︒教育勅語の起草者の一

はどのようにして定められるかという徳育

このようにして徳育問題に方向を指示しようとつとめてい

根本にある日本道徳の本質を明らかにした著作であった︒

道徳論﹄は明治二十年に刊行されたが︑これも道徳教育の

のあり方のことに深く思いをめぐらされ徳育の大本は皇宗

このようにして西村先生は徳育の基本となる修身教科迄

たのが西村先生であった︒

永手はこの思想をもっていたが︑西村先生

一室が こ れ を 確 立 す 為 も の で あ る と の 思 想 を も つ

一村先生は教育勅語文案の起草には当らなかった

あって教育勅語成立のために大きな力とな

において立てられなければならないという主張を強く表叩

兼任す る こ と と な っ て か ら 宮 内 省 関 係 の 仕 事 に

動は主として文部省関係であったが︑明治

話して賛成をえたので︑副島佐野と西村先生をもって編佳

などの賛成をもって︑三条実美公にこの修身書勅撰問題か

当時宮中顧問官であった副島種臣︑佐々木高行︑佐野常犀

した︒これが明治二十年の修身教科書勅撰のこととなっ罪

れが明治三十三年まで続けられていた︒明治九

のとき宮内大臣土方久元が文部大臣森有礼にこのことを弄一

委員とし︑西村先生が修身書の稿を起すこととなった︒一

したところ︑森文相は承知せず︑自分が文教の任にたえか

甲顧 問官に任ぜられ︑二十一年には華族女学校

三年に宮中顧問官を辞するまで二十五年に

いならば職を辞するということとなった︒このため修身韮

一二十

関係の要職にあったのである︒その間にお

用掛となり︑十八年には東宮殿下御教育御世話

の一活

立て ︑そのための実際活動につとめていたので

に
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なっている︒それほどに教育勅語は遠い昔のものとなって

に読める学生は少く︑文言の意味を解説できる学生はなく

全に書くことができた︒今日では大学生であっても︑完全

童でも教育勅語を暗詞し︑さらに全文の文字を記憶して完

い世代からは忘れられてしまっている︒戦前は小学校の児

であろうが︑今日はそのようなこともなく︑教育勅語は若

ば︑本年は教育勅語発布八十年の記念式典も行われたこと

敗戦ということもなく︑戦後の改革もなかったとしたなら

本年十月三十日は教育勅語が発布されて八十年である︒

勅語は︑戦前に教育をうけた人々にとって吋

とのできない深い印象を与えていた︒この上

には必ずこの勅語が奉読されて︑生徒にとつ

かりでなく︑その解義が教科書の一部に示黄

のであって︑修身教科書に教育勅語の全文が

る︒終戦までの教育は長くこの勅語によっイ

た勅語は︑国民教育の方向をさし示すもの上

本元となるものであるので︑この徳育の根太

なければならないと定めたのであった︒徳育

し︑これからの学校の徳育はこの勅語を基本

教育勅語と西村茂樹先生

いるとみなければならない︒教育勅語と西村先生とを結び

心のうちに印されて今日に残っているので為

海後宗

つけて表題としたこの小論も︑或は奇異に感ぜられるかも

旨﹂から出発しているとみられている︒これ

この教育勅語は明治十二年に天皇より示式

教育勅語は明治二十三年十月三十日に発布されたのであ

てからの教育が欧米の知識才芸をとりいれ︸︿

わからない︒

って︑当時論議されていた徳育問題に帰結するところを示

徳育の大本は皇室においてこれを確立するという先生年来

は﹃婦女鑑﹄を編集した先生の考えを発展させたもので︑

勅撰のことは中止となったのである︒この修身書勅撰問題

議は実施されなかったが︑教育勅語発布の前年において︾

するという諸事業を行うこととした︒この明倫院設立の諏

四五年後には全国の諸学校で使用する徳育の教科書を撰華

村先生は明治二十二年に宮内大臣に話して︑宮内省内に明

かしてこの考え方によって徳育の根本を立てようとした西

ニ月には地方長官会議において徳育の基本を立てることぶ

て立てられなければならないことを述べている︒この年ハ

に呈出した意見書の中において︑徳育の埜本が儒教によ﹃

さらに明治二十三年四月︑西村先生は文部大臣榎本武坦

の要因となっていたことと考えられる︒

のような意見を呈したことは︑教育勅語への途を開く一︵

倫院を設立する案を提案したのであった︒その主意書によ

修身書教科書勅撰のことが中止となってから後も︑何と

の思想によるものであった︒

ると︑国民の徳育を確立することは今日の急務である︒従

べきことを答えていたｏ西村先生はこの文相の考え方をざ

問題となり︑榎本文相は儒教をもととし忠孝の道徳によス

は以前からの西村先生の思想をこの時点において明らか泥

らに進めるように背後から支えたものであり︑同時にそ銅

来智徳体の教育をすべて文部省にまかせてあったが︑徳育

の主義が多少変ってきていた︒わが国の歴史によって象る

は実効をあげていない︒文部大臣の交代するごとに︑徳育

と︑国民道徳の根本は常に皇室にあったので︑今日徳育を

したものである︒教育勅語の問題は同年五月に文相としイ

のものであった︒明治二十年前後の徳育論議が教育勅語泥

新任した芳川顕正によって急速に進められたが︑勅語は岩

よって一応その帰結を明らかにしたが︑西村先生はその闇

振興するには皇室以外にこれを求めるところがないと信ず

徳は今日より著しく改められてその結果に期待することが

数年にわたって日本における道徳のあり方について提唱寿

る︒﹁仰ぎ願くぱ今日断然と大詔を発せられ︑国民の道徳

できると建議文に記されている︒この明倫院においては︑

重ね︑その実現の方法を示してきていたことにおいて︑錯

道による忠孝に基くことなど︑西村先生の主唱と同じ方向

聖旨を奉じて官員が本邦徳育の基礎を論定し︑これを実際

育勅語八十年の今日先生の思想と業績とを思い起すべき季

徳の基本は皇室がこれを定めること︑その道徳の内容は崖

に施すの方法を考究し︑全国大中小学校において用いる徳

教育は︑帝室において全くその基礎を定められ﹂とし︑そ

育の教科書を検定する︒全国の学校を巡視して徳育につい

ある︒︵特別会員東大名誉教授日本教育学会会長︶

の施行はこれを文部省に委任するようになれば︑国民の道

ての視察を行い︑その方法の可否を明らかにする︒さらに

教科書判決について

鈴木勲

書の執筆出版は全く自由だ﹂というような︑わが国の国家

体制や教育の本質をゆるがすような重大な問題が軽々しく

わたくしも︑一法律学徒の気持で︑虚心に︑この判決の

口にされ︑主張されることは︑たいへんなことだと思う︒

全文を通読してゑたが︑卒直にいって︑右のような危倶を
かった︒

かえって深くするとともに︑多大の疑問を抱かざるを得な

論というよりは教育論であり︑第二に︑従ってその論理椛

全体的な印象としては︑第一にこの判決の基調は︑法理

念︵たとえば﹁子どもの学習する権利﹂︑﹁教育権﹂︑ある

成はきわめて概念的で︑教育論特有の独り合点の生硬な概

いは﹁真理教育﹂など︶が無定我で使われている︒第三に︑

杉本判決七月十七日に行なわれた東京地裁の﹁教科書

これらの教育論が︑特定の教育学者︑端的には宗像誠也の

検定処分取消請求事件﹂に対する判決は︑裁判長の名をと
って杉本判決とも呼称され︑徹底したプレスキャン︒ヘーン

が国の教育の内容や教育政策の基本にかかわることを︑法

検定訴訟の真のねらい教科書および検定制度という︑わ

所説を全面的に︶採用している︑ということである︒

によってその内容といわゆる進歩性が喧伝された︒

文部省は直ちに控訴し︑同時に判決に対する異例の公式
措置をめぐってさらに激しいプレスキャン︒ヘーンが行なわ

見解を表明しこれを都道府県教育委員会に通達した︒この

廷で争い教育に素人の裁判官の判定に委ねるということは︑

の上でそれを解決することができないのか︒その背景には︑

かりに問題があるとしても︑なぜ教育者や行政官の合意

考えて糸れぱ︑全く異常なことである︒

かも︑これに反論する学者や当局の見解はほとんど正当に

訴﹂という誇大な宣伝が全くびったりするほどであるｏし

抗争をもたらしている強大な勢力が存在している︒このこ

教育界に特定のイデオロギーを持ちこみ︑教育界に対立と

新聞をみているだけでは︑﹁家永の一二○パーセント勝

れた︒

れないままに︑﹁国家には教育権がない﹂︑﹁教師には教育

とを多くの国民は知っており︑それゆえ︑この判決のもた

とりあげられていないので︑判決の真の内容は国民にしら
の自由がある﹂︑｜︲国家は教育内容に介入できない﹂︑﹁教科
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｜

らす影響を深く憂うるのである︒

この訴訟が︑たんに︑家永教科書の検定処分取消の問題
でないことは︑原告家永三郎があらゆる機会に主張してお

の訴訟において︑当初から九十九パーセントの勝訴を確信

していたということであり︑その根拠として︑語っている︑

次のようなくだりである︒

受訴裁判所の従来の判例の傾向である︒受訴裁判所である

﹁九十九パーセントの勝訴の公算があると考えたのは︑

ュリストの﹁特集︑教科書検定判決﹂に︑家永はこう書い

り︑判決後の感想においてもこれを明らかにしている︒ジ

六月九日︑東京都公安条例による都公安委員会のデモ規制

東京地裁民事二部︵裁判長杉本良吉判事︶が︑昭和四二年

処分につぎ執行停止を決定して以来︑行政権の行使につき

﹁教科書訴訟の原告側主張は︑教育基本法違反だけでな

ている︒

って︑従来の﹁教育裁判﹂でかちとられた成果をさらに大

く︑教育の権力統制の違憲を正面から主張しているのであ

周知のとおりであり﹂としていくつかの判例をあげ﹁他は

きびしい司法審査を加えた判例を数多く出してきたことは

らにつづけて︑﹁しかもこの訴訟の根底には︑教育内容の

︵中略︶裁判所の姿勢がきわめて鮮明に示されていると見て

kOノ

きく前進させようとする意図をはっきり示している︒﹂さ

陪席岩井俊三裁判官という椛成による判決であるから︑ほ

すべて本件と同じく裁判長杉本良吉︑右陪席中平健吉︑左

よいであろう︒このような法意識のもち主が︑教科書裁判

やがて国民の思想の自由を保障した日本国憲法の空文化を

権力統制が︑ひいては権力の国民統制をきわめて容易にし︑

いては二五年前の未曾有の悲劇の再現をもたらすおそれな

について全く傾向を異にする裁判をすることは︑経験法則

るが︑いずれも行政府の措置を違憲︑違法と認めており︑

しとしない現実の歴史的情況にかんがみ︑憲法の基本理念

上まず考えられないところであるから︑私は一応上記の確

ぼこの裁判所の判決傾向が帰納的に認識されると考えられ

である人権の無制約的保障を積極的に擁護し︑次第に無力

促進し︑他方憲法の戦争放棄理念の空文化とあいまち︑つ

化しつつある憲法に新しい活力を注入し︑﹃政府の行為に

率があるものと考えた次第である︒﹂

当初から︑裁判官の人がらや傾向によって九十九︒ハーセ

の裁判も大丈夫だ︑ということである︒

うな判決を出しているから︑この裁判官にかかる限り今度

特定の裁判官が一貫して行政府の基本政策を否認するよ

よって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること
を﹄めざす遠大な目的が横たわっているのであるｏ﹂
︑︑︑︑︑

家永のいう遠大な目的は︑日教組のいう﹁教え子を再び
当初から勝訴を確信さらに興味を呼ぶのは︑原告が︑こ

戦場に送るな﹂というスローガンと全く相似している︒

／ ハ 、

るであろうか︒

ソト予想される判決というものが︑真に公正なものといえ
このような背景をもって︑この判決をよぷ直して桑ると︑

憲法二十六条はもとよりどの条項をゑても国家の教育権

を否定する規定はない︒これは全く独自の教育論からする

裁判官の解釈である︒むしろ︑国側の主張のように︑﹁議

反映されることになっており︑憲法二六条一項も﹃法律の

会制民主主義をとるわが国においては国民の総意は法律に

民事事件として考えれば︑原告家永三郎のこの訴訟で争

ところにより国が教育に関与することは認められている﹂

定めるところにより﹄と規定しているから︑法律の定める

判決の意図が明らかになってくるように思われる︒

う利益は︑﹁教科書を執筆し︑出版することであって︑児

ということの方が︑議会民主主義の憲法に忠実であり説得

童生徒の教育を受ける権利または教師の教育の自由とは直
接の関係がない⁝⁝本訴において︑教科書検定制度が右の

見解を発表したのは︑この一点をとってゑても当然である

教育行政に広汎な責任を負う文部省が直ちに控訴し公式

力ある議論である︒

は許されない︒﹂奇妙なことに︑このカッコ部分は︑杉本

と思う︒

を理由として︑本件各検定不合格処分の取消を求めること

教育を受ける権利または教育の自由を侵害し︑違憲・違法

判決の引用なのである︒しかも︑原告の訴えの利益と直接

また遵法思想︑裁判官の良心さらに教育の自由の問題など

これを一蹴している杉本判決の根底にある国家観は何か︑

︑︑︑︑︑

の関係がない教育椎や教師の教育の自山について︑長々と︑

︑︑︑

観念的な独自の論議をくりひろげているのも︑当の杉本判

ゆくことが必要であると思う︒

︵特別会員千葉県教育長︶

解しこれに正しく対応できる姿勢をひとりひとりで培って

良識ある多くの人々が︑この判決の意味するものを深く理

今後︑真に日本の子どもの将来と国家の命運を憂慮する

数多く論及したい問題があるが︑紙数の都合で割愛したい︒

それこそ︑最も論争をよび︑多くの良識ある国民が疑問

決である︒なぜその必要があったか︒

国家に教育権はないか杉本判決で最も不可解なのは︑国

をいだき︑かつ心配している点であるからである︒

家と国民を峻別し︑﹁親を中心として国民全体﹂に子ども
を教育する権利があるが︑﹁国家が教育内容に介入するこ
とは基本的には許されない﹂と判定し︑国家の教育権を否
これは全く納得できない︒

定している点である︒国民全体の団体が国家ではないのか︒

ワー

︑１ノ

〆ｉ︑

教育をどうする
三悪を追放せよＩ

順序として入試から片づける︒日本では幼稚園から入試

をやっている︒それで親は準備をする︒今日︵昭四五・九．

九︶の朝日新聞によると︑三歳の小児にカナを覚えさせよ

うとして︑せっかんしていて殺してしまった母親がいる︒

いい︒小学から中学は義務教育だから入試は不用︒高校と

これが大学の入試まで統く︒幼稚園はクジ引きできめれば

や二回の○×試験で学力を判定できるか︒それよりも︑中

木下広居

すればいい︒

大学は︑内申書によって審査し︑面会によって採否を決定

自分のところにだけ秀才を集めたい︑というのが間違い

学なり高校で三年間︑種々な方面から審査した結果の方が

のもとだ︒そんなことができるはずはない︒どうして一回

日本の教育は︑このままではいけない︒根本的な改革が

｜︑入学試験の廃止

必要︑というので︑いろんな案が出ている︒ところが︑ど

から困る︑というだろう︒たしかに︑そういう問題はある

一流の中学や高校と三流の中学・高校では標準がちがう

信頼できるにきまっている︒

が︑田舎の秀才の方が都会の一流杖の劣等生より優れてい

教育は︑りっぱな人間を作ることが目的だ︒しかし︑実

れも核心に触れていないのではないか︒

力を引きだし︑調和的に発展させるように考えているのか︒

際︑正直にいって︑人間を作ること︑自然に与えられた能

ることが多い︒都会の生徒はノイローゼ気味だったり︑か

らだが弱かったり︑十代の年頃で早くも︑くたびれている

どうも入学試験というものに︑こだわっている人が多い︒

そして︑入試廃止案を出す人があると︑必死になってケチ

いのは︑大学に入っても大体の者が︑劣等にはならぬ︑と

る︑大器晩成型を見逃がす恐れがある︒内申書で評点のい

だから︑入試の成績のいいのだけ採用しても︑底力のあ

のが多いから︑伸びないのがいる︒

ｌもう少し古今東西にわたる歴史を顧嘉世界的な視野

考えていい︒要するに︑内申書の頼りなさ︑という欠点ょ

らこそ︑今のように一人前になれたのだ﹂といいたがる︒

をつける︒﹁自分はその入試という地獄を突破して来たか

だ︒第三はカンニング厳禁だ︒

から考え直したらどうだ︒この入試廃止の次は学閥の排撃
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いる︒ｌ入試に失敗した場合唱そうなりやすい︒

こっている︒お互に物をいわなくなって冷戦状態の親子が

再び質問する︒大学や高校は何のためにあるか︑教養と

りも︑入試の弊害の方が︑はるかに大きい︑ということを
いったい︑入試のための勉強は百害あって一利なきもの

係があるか︒否︑断じて否︒完全に︑そのプチこわしだ︒

学問のある人間を作るためだ︒入試勉強は学問や教養に関

主張しようとするのだ︒

だ︒内申書を作成する先生は︑およそのところ︑その子供

立教大学では︑数学や物理を専攻する学科の入試には数

︵どこの国で︑こんな等ハカな入試をしてるか︒︶

の実力を判定して書くのだ︒ところが︑親の方は︑そうい
う内申書なんか無視して︑名門校や一流杖に入れようとす

のかどうしてかというと︑受験用の数学や物理の勉強を強

育者の態度というべきだ︒なぜほかの大学でもマネしない

学や物理の試験をしないそうだ︒これは見識ある学者・教

る︒自分は私立大学を出て一生損をしたから︑子供は一流
それは大抵無理を伴なっている︒自分のできなかったこ

の官立の名門に入れたい︑と思う︒

とを子供にやらして染たい︒自分は全く音楽に理解がない︒
子供は自分よりいい学校を出して出世してもらいたい︒

したり︑考案したり推理したりする本当の学力とは関係が

の暗記にすぎないことが多いからだ︒物を考えたり︑発明

験勉強の内容そのものが︑学問の表面だけの︑うわっつら

制された生徒は︑一生︑そんなものが嫌いになろうし︑受

自分は一生下積桑だったが︑子供が出世すれば︑老後は遊

せめて子供はピアノぐらいやらせたい︑などという︒

んで幕らせ為かも知れぬ．ｌいろんなことを勝手に考え

だ︒

ないことだ︒だから受験勉強は学問的精神を破壊するもの

たとえば︑歴史の受験勉強をした人間は︑一生︑歴史研

て︑子供を激励す魯遷片時も子供から眼を離さ厳い︐ｌ
遺伝のというものがある︒平凡な親から秀才が生まれる

暗記ではない︒解釈だ︒因果関係だ︒世界観を養うことだ︒

究の面白さが分らないにちがいない︒歴史は人名や事件の

教育ママ・・︿・︿だ︒

ことは︑ごく稀なことではあるまいか︒素質が悪い場合に︑

合格したトタンに︑学問︵受験勉強を学問にと誤解してい

めることができるのだ︒そして︑次に悪いことは︑入試に

だから入試を廃止してこそ︑学問的意欲を持つ学生を集

人間の思想と行為に対する理解力だ︒

あんまり入試勉強をさせることは残酷だ︒子供は親をうる
さがり︑家庭から解放されたい︑と思うｏしかし親は︑是
われる︑将来はバラ色だと思うからだ︒子供は苦しまぎれ

が非でも勉強させたい︒名門枝に入れれば︑子供も親も救
に家出した︑発狂した︑親を殺した︑などという事件が起

r
q 1
、 … ノ

る︶と縁を切る学生が大部分だ︒肉体的にも︑くだらない受
験勉強で︑くたびれているし︑学問嫌いになっているのだ︒
二︑学閥排撃

日本ほど学閥の弊害の甚だしい国はあるまい︒政界での
派閥と同じように︑誰もが何とかならないものかふといい
ながら︑どうにもならぬ︑と嘆声を発している︒

実は排撃する意思がないから︑いつまでたっても︑なく
ならぬ︒それどころか︑いよいよ鼻もちならぬものになっ

料が取れなくなると︑大学の経営ができない︑なぞと︑貧

弱なことをいっている︒だから︑入学金を沢山とればいい︒

ｌ今のように受験生で落第したのを︑また別の学部で
もらいたい︒

救済し︑だいたい皆入学させてしまうようなことはやめて

大学生は︑どこの大学の︑どの先生の講義をきいて単位

をとってもいいことにする︒従って︑どの大学の卒業生と

その上で︑各種の国家試験や入社試験をやればいい︒

いうことはないようになる︒そうすれば︑学閥はなくなる︒

官や大臣になるのと同じことだ︒実力とも能力とも関係な

カでも︑大学の入学者の四分の一しか卒業できないのだ︒

ｌドイツでも︑フラン象でもやってい為ことだ．アメリ

て来た︒議員が派閥のおかげで何回か当選すると︑政務次
く︑ただ︑ある大学の同窓会の一員︑というだけで︑出世

ので︑何も差支えはない︒学閥を打破すれば実力次第だ︒

するのがいる︒三流四流の大学を出た者は下積染で︑どこ
に行っても面白くない︒逆に︑全く能力もなければ︑人物

中途退学する者も︑したいだけの勉強をして世の中に出る

も劣等なのが︑名門大学の入試に偶然合格したというだけ

日本中どこでも︑昔からのことだが︑高校や大学の内部

三︑カンニング厳禁

どんなに明朗になるかわからない︒

で出世する︑というのでは︑おかしなことだ︒世界のどこ
の国で︑こんなことをしているか︒

最初の出発点からして︑まちがっている︒入試の難易に

ルメットに覆面で︑誰がやっているのか分からない︒責任

ではカンニング大流行だ︒こんなのが騒動を起こすと︑ヘ

を取らぬということだ︒見付からなければ︑どんなことで

よって大学の格付け︑というくだらないことをするからい
けない︒四流大学の学生は一生劣等感を持ちつづける︒皆︑

もする︑という卑怯な根性だ︒こういう卑怯な人間が世の

にちがいない︒︵本会理事専大教授︶

中に出ると︑人の目を盗んで汚職をしたり買収したりする

何点大学出身のハッピを着て歩いているようなものだ︒

だから︑入試を廃止し︑どこの大学でも単位を取れるよ
うにする︒そして︑入学金を何十万円か取ることにする︒

今は︑私立大学の悩桑は︑入試をやめるのはいいが︑受験
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︲︑宮Ｄ●

断絶

熱

現代高校生

八断絶・紛争・ＰＴＡＶ

徳久鉄郎

しやるか︑校長として︑うかがった上で︑お蛾さんに対する話し方

校長室のガタピシするソファに母親と娘が並んで︑腰をプカプカ

をきめたいと考えまして︒ご足労をかけます︒﹂

親切にすんの︒すっかり︑うれしくなってサ︑チョコレートやなん

させながら︑娘のしゃべる用語は︑﹁ソイデサ︑オトコの子がよう︑

答人生ってさ︑すばらしい︒そんな感じ︒

のお名前のご本を読んだの︒イヤ︑読まないんだな︒お講義を聞い

かあげて︑お勉強したの︑﹃空想より科学へ﹂っていったかな︑そ

の︒男の子のサ︑カッコイイの︒見とれちゃうの︒大学生っていい

てたの︒夏休中で︑三回ぐらいで終ったのよ・何かよくわかんない

ういうわけでおいで願うのですが︑どんな︑ご家庭の方針でいらっ

自宅から︑改めて︑学校へ来て貰い︑それも︑日雁日の午前なら︑

いでＯ﹂

ない？﹂﹁お友だちと山へゆって母さんだましたの︒わるく思わな

いのね︒おじさんって感じ︒フフ：：：︒こんなこと言っちゃ︑いけ

きもちいいって感じ︒校長先生って︑近くで見ると︑ワリカシ優し

なあ︒国立の大学生よ︒父さんとちがうわ︒このソファわりかし︑

答ボクＯやっぱし︑こう︑デビューしてステージの上で︑こう

っていただきたい︒母親を電話で呼出して﹁娘さんは︑三派系の理

だいたい︑今日の高等学校の会話は︑こんな風なやりとりだと想

ダラナイッｏ

いでサ︑外国に行って︒ヘラ・へラしゃくんの︒夢かな︑そんなの︑ク

ヒットしてよ︑そいで︑ガバッとお金貰って︑そんなのいいな︒そ

にたいと思いますか︒

問もひとつ︑うかがいますが︑この世に生まれて︑何をして死

いますか︒

問あなたは︑高校生になって一年経ちましたが︑人生をどう思

灘

論合宿というのに出かけていたから︑お母さんに来て頂きたい︒そ
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：
I

ても次元が全くちがってしまっているということである︒断絶とい

お判りいただけたであろうか︒つまり︑教師と生徒は︑高校におい

こういう状態の会話になってしまった︒このやりとりのふんいきは︑

で︑休糸の日をわざわざ出勤して待ちかまえていた︑その相手は︑

友だちにも逢うことがないから︑気持も楽でしょうからということ

学的教育学的議論もあろうが︑なるべく側面から実用面から観察し

教育が実施されたなら︑親は満足なのであろうか︒むづかしい︑哲

対象として高まっている︒いったい︑高校に子供を託して︑どんな

それにある種の同情で︑関係者に稚がれる眼は一隅︑社会的関心の

る︒世の関心は︑学校教育が難かしいことになったという理解と︑

高校へ行くことによって︑義務教育を終えた青年の教養や︑意識

て︑取り上げてみたい︒

はどのくらい高まるのであろうか︒高校出身と義務教育の象で世間

こういう生徒が︑五十人ずつ︑教室で下を向いて︑何をきいても

うのはこういうティタラクを言うのである︒

返事をしないで︑倫理︑社会の授業を受けている︒何か︑空想して

ってくるのであろうか︒中学を出て︑一方は高校へ︑一方は就職を

した場合︑両親から象て︑頼母しさは余程︑相違があるものだろう

に出る場合と︑人川的深まりの点では︑情操面や道徳面など︑ちが

何か︑隣席の男の子に合図をしていると思っていただこう︒両肘

いるらしく︑時々︑上眼使いで︑教卓を見るが︑授業には全く反応

を前後にゆすって︑にっと肩をすくめる︒︵今日の放課後︑新宿へ

いう予測が︑ありそうに思われるので︑気がかりな点をせんさくし

か︑現代の六三三制の場合︑余り期待できないのではあるまいかと

がない︒

ゆかないっ？こないだの深夜喫茶へロックンロー踊りにゆこうよ︒

わが国の高等学校の教育は︑現在︑何もかも立て直す必要がある︒

て象よう︒

何から手をつけてよいか︑よく判らない︒当事者の心境を︑誇大に︑

たら︑おツムてんでいかれてんの︒﹃行かないか︒オレ︑きょうゲ

けさ︑駅で︑こないだのちょっとイカス子いたでしょう︒あの子っ
ルあっからよ−︒おめえのダチの分ももつからよう−．︶という意

表現するとこんなことを言うのではないかと思う︒現に︑四十四年

から去っているのが︑二三にとどまらない︒そんな心境だろうと想

度末には︑校長でまだ停年まで間のある有為な教育者が校長の椅子

味を放送している︒

もっとも高等学校の教科は︑そのいずれを採って象ても︑この類

像するだけで︑そのような口ぶりは︑片鱗もきいた訳ではないが︒

の︑彼や彼女たちには︑カンヶイない世界のことばかりであるかも
知れないが︒その中でも︑最もくだらないものに見えよう︒このよ

なぜ︑そのような推察をもつかというと︑他所目には紛争の極点で

えていた︒一部ではあるが︑とにかく断絶が心情の上だけではなく︑

メントのわめき合い計りではない︒考え方にも︑その行動にも︑承

れていたように思われるからである︒口先のやりとりや︑ステート

は︑当事者の間のやりとりは師弟関係のきずなは︑完全に断ちきら

うなものが﹁倫理・社会﹂である︒

紛争
高校教育といえば︑紛争はおたくもやりましたかと︑同情をうけ
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教育を不毛にしていたと思われた︒

長室に現われた︒話しているうちに︑とにかく︑早く大学に行くた

れてきいていたが高校は︑︲｜という︒自分で︑始末して︑卒業して

﹁小学校中学校までは︑かわいい坊やでいくらか学校の話に身をい

くれなければ困るのである︒父親の社会的仕事の複雑さに比べれば

め︑高校をと思うのにこのまま中途挫折しては意味がないという︒

申出る高校生があるとする︒これは︑よくあることで一○○○人も

ところで︑最初に戻る︒高校に行って何を得るのか︒

いる一つの高校では︑校長は学期に一人や二人かならず応待しなく

なって親を呼びつけて熟たり︑とんでもない時間のロス︒そんなこ

学校など︑ことに教師や校長など女︑子供のような日常にまじめに

今︑勉強がきらいになって︑中途退学して就職に切りかえたいと

てはならない︒親をやっとの思いで呼出すことができたとしよう︒

とが口辺にうかぶ︒うすら笑いに︑応待している私も嫌けがさして

﹁高校だけは出ておかなければ︑のちのち損だ﹂という言葉で子供
を説得することで︑校長も一緒になって子供に翻意をうながす︒い

しかし︑親ばかりではない︒高校に通っている生徒には︑妙に大

くるのであった︒

合いにくい年ごろであると痛感する︒

人びて︑同じような興蒋をもらすものがいて︑ぎょっとする︒つき

である︒退学を願う子供の方は︑クラブ活動や友人と離れるのがつ

わゆる︑資格だけは取っておかなければならない︒これが親の気持
らいがやむを得ない︒という気持である︒商校に︑はいってぷて︑

万円が残ることになります︒生徒の学習に役立てるため︑図書館の

﹁夏期の補習教育がことしは実施されませんでしたので︑予算十

る︒先般こんな問答がきれぎれに隣室からきこえて来た︒

ＰＴＡの役員会といえば︑学校では取扱いに困る異質の会議であ

ＰＴＡ

勉学には興味を喪失している︒興味はあってもついてゆけない自分
にあきらめてしまっている︒親は︑教科の雛かしさは余り気にして

いる︒

いない︒余程でない限り︑学校は大日に見てくれるものと期待して
高校課程を大学入試までの一過程と考えて高校に余り期待してい
類である︒高校の父兄会や懇談会に出席しない︒宿題がいかに難か

しょうか︒﹂

図書を購入するための数用に振替えたいと思います︒ご徒成願えま

ない親も少なくない︒インテリでⅢ制の学校を出ている親は︑この
しかろうと︑定期試験に徹夜しなければ出題範囲を全部さらえるこ

て貰いました所︑文学書が圧倒的に多く読まれているとのことであ

﹁ついては︑図書館係りの司書の方に伺い︑借り出す傾向を教え

とが出来ないと嘆こうと身につまされるようなことはない︒大学だ
いる︒サポタージ﹃一癖がこうじて︑学校嫌いが病的になるケースが︑

けが︑大切な資格取得の機関で︑高校はやむを得ない階梯と思って

願いたいと思います︒﹂

ります︒よって︑この金は文学書を買って備えつけて頂くよう手配

﹁賛成﹂

近ごろ多い︒その一人になって九月一日から︑学校が初まったにも
った︒母親に強いられた父親が初めて︑会社を一日休暇をとって校

拘らず︑行こうとしないで寝床でがんばっている生徒がこの先日あ

（13）

﹁文学害ならば︑ご列席のお母さん方も喜んで読まれるでありまし
ょうし︑人生勉強の役にも立つと思いますので︑ＰＴＡ寄贈文庫と
れることになります︒﹂

して︑学校の図書館の一す糸に配架願いますれば︑金も生きて使わ
二年生の終りを見はからって︑調査したアンケートによると︑読
書傾向が倫理・社会を学んだあと︑思想関係の読書に興味をもつよ

うになったという数字が︑一五二七名中に六二を算えた統計がで

ないと思われる価値をそれぞれあげて下さい︒

考えたことと思います︒望ましいと思われる価値を︑また望ましく

質問一現代の社会や大人の中で欠けていｖるがぜひ必要なもの三

質問一一あなた自身がこれから身につけたいと思うもの三つ︒

つＯ

質問三現在の社会や大人をみて︑ほしくない価値三つ・

質問四あなた自身がほしくない価値三つ︒

のとり方は筆者の方法によっているの

ケートには︑この反対に︑何と古典が難解でつまらないものだろう

で紀要発表共同研究のものと異なって

ている︵昭和四十五年三月刊全倫研紀要︶︒もちろん︑このアン

とにかく︑高校教育のひとつのねらいである所の︑古典的思想的

全倫研紀要第6集による。統計の項目

れ同じものがえらばれ︑順位が違っているとＦ一ろに興味がある︒

してあって︑その中からえらんでもらったものである︒男女それぞ

︵特別会員都立東村川高校握全国高校倫理・社会研究
会長全国高校長会常務理事︶
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と痛感したという回答が二四四という数字ででている︒

男￨公徳心￨勇気￨責任￨正義
玄￨正義￨燕芯￨責任￨誠実
一￨男￨責任￨忍耐￨積職性￨勤勉
一￨女￨積極性￨勇気￨忍耐￨誠実
男
￨
利
己
主
義￨
無
責
任
￨
不
正
直
￨
非
協
力
的
主義
女
￨
利
己 無
責
任
￨
非
協
力
的
￨
桑
に
く
さ
男
￨
軽
そ
つ￨
短
気
￨
神
経
質
￨
わ
が
ま
ま
四
女￨短気 ￨軽率￨怠惰￨神経質

選択肢に並べてある徳目ないし反徳目はいずれも四十項近く配列

いる○

読書興味の喚発という実用上の目的を果たすことができるという確
たちの高校教育に対する期待は何であるのか考えさせられたのであ

信を抱いたと同時に︑ＰＴＡ役員によって代表される﹁世の﹂母親
る︒文学好きは︑おそらく︑青年の通性で︑自然に拠るものである︒
文学が好きだから文学害を与えよう︑という意見は︑マン画が好き
ならマン画をということになるのではないだろうかとおそれる︒

倫理・社会
いったい︑高校教育をうけて︑道徳上の徳目に照合してどういう
がどれだけ効果を挙げているのかｐさきほどのような︑アンケート

価値に関心をもつようになるのか︑少なくとも倫理社会という科目
に現われた信ずべき結果はないものであろうか︒そういう要望Ｅ﹂
たえて︑再び全倫研の調査を見て柔よう︒

問倫理社会を学ぶことによって︑いろいろな価値について深く

倫・社教育アンケート（全倫研調査）

あらたな国難
ｌ難しい七○年代の政治・経済Ｉ

羽亮一

である︒

力の保護貿易主義は大きく動きだしたよう

的・社会的状況がきわめてやかましかった

実質はともかく︑表面では〃合意〃以外に

外交への大きな疑問である︒第二次大戦後︑

まず︑六○年代のような経済国家や経済

税評価︵関税棚決定のための輸入肋の価絡

混乱というものとは︑質のちがう︑形のち

から︑その安保条約の期限が来る七○年は

評価︶の差止めを命じた︒同日︑大統領通

がう︑そして考えようによっては安保以上

再び政治・社会の激動の年と予想されてい

なかった日米間の関係が急に変わって来た︒

に対し︑関税割当制度︵一定量以上の輸入

商交渉代表部は︑日本の金属洋食器の輸入

一九七○年もあますところあとわずかと

八月二十八Ⅱには︑アメリカ財務省が︑

た︒しかしこの予想はあっけなくはずれた︒

六月︑日米繊維交渉が決裂した︒日本の繊

り︑そのまま暮れていくのだろうか︒とて

た︒しかし︑七○年は無事に推移しつつあ

数年に予想したような波乱にはあわなかっ

七○年は︑六○年に︑あるいはその直後の

動向が注目されるに至っている︒アメリ

可決九月中旬の下院本会議︑さらに上院の

ルズ委員長︶が．九七○年貿易法案﹂を

てきた︒八月十三日米下院歳入委員会︵ミ

この連鎖反応は八月になって次点とおこっ

規制のミルズ法案には︑三○年のスムー

を思い出させるばかりである︒﹁対日輸入

は強く︑満州事変に突入した一九三○年代

﹁メイド・イン・ジャパン﹂への風当たり

本に交渉を申入れた︒

もそんなわけにはいかない︒安保をめぐる

には高関税をかける︶を復活したいと︑日

の輸出にダンピングの疑いがあるとして関

安保に対して︑政府は自動延長という措置

くれというアメリカの要求を蹴とばした︒

維製品のアメリカへの輸出を自己規制して

日本製カラーテレビ︑黒白テレビの米国へ

て不自然とさせない〃状況″の変化により︑

なった︒その十年前︑つまり一九六○年が

黒

をとったためもあり︑またその措置をさし

の困難さに連日見舞われている︒

rb

日米安保条約改定をめぐって国内の政治

時 事 解 説

一 三 電 軍 声 亀 一 べ 菖 雪 〜 ＝ ＝ Z 全 一 写 〜 一 一 二 垂 一 二 = ＝

﹁
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め出された日本は︑国内の労賃を下げた大

がきっかけとなって︑アメリカ市場から締

ト・ホーレ高関税法を思い出させる︒これ

にこれまでの成長を持続させるにはこれを

いまでは一○％近くにも達している︒さら

だか一％強にすぎなかった︒しかしそれが

昭和二十五年︵つまり二十年前︶にはたか

者が︑その場面では特定される企業公害も︑

田子の浦のヘドロのように︑加害者︑被害

恩恵にあずからない人はいない︒水俣病や

ういう形では利用していなくても︑輸送の

はり︑﹁みんなが被害者で︑加害者﹂なの

数年後には︑さらに十数．︿１セントにまで

である︒その企業の製品は国民の生活をゆ

アジアに拡大し︑やがて日華事変︑太平洋

伸ばさなければならないとされていたのだ

たかにしている︒企業が公害防止のための

安売り︑ソーシャル・ダンピングで市場を

戦争へと突入した歴史を持っている﹂ｌ

々が︑かつての﹁黄禍論﹂ほどではないに

から︑世界の︑わが国と競合関係にある国

国全体の経済のバランー︿という場面ではや

日号︶Ｏ

と経済評論家はいう︵週刊朝日︑九月一八

また︑世界経済の文脈の中からだけ︑問

てくることも運命と自覚せねばなるまい︒

しろ︑わが国に対して相当強い反応を染せ

ト高となって来る︒

施設を完壁にして︑製造するならば︑コス

◇◇
人口は多い︒しかし資源はほとんどゼロ

要するに公害論がやかましくなったとい

で加工業によってしか生きられない日本︒

の成長に︑内側から︑ブレーキとまではい

うことは︑自由貿易を基調とした日本経済

かずとも︑はじめて声がかかったことなの

れだけ成長した経済は中に問題をかかえる
比率も急速に高めて来た︒それは︑ことし

である︒

題の所在が追及されているのではない︒こ

になって急速に高まって来た公害問題への

なら︑ＧＮＰ自由世界第二位の大国として
生きられる日本人︒それを実施して十数年︑

異常な関心に象徴されている︒

文明度は高いから︑自由貿易拡大の理念で

一応繁栄を謡歌して来たわれわれだった︒

教えているともいえよう︒無制限な自由貿

のではなかったか︑と一応疑うことを強く

てきたことが︑その実は有限の前提だった

すればわれわれが無限の前提だったと考え

いる︒自らは車を持たず︑﹁排気ガスは喫

都市公害ではそのことは実にはっきりして

スモッグ﹂︑﹁白いスモッグ﹂に代表される

者である︒︑動車の排気ガスによる﹁黒い

産業公害はみんなが被害者であり︑加害

発生する小さな不祥事である︒預金額第一

が︑経済の中枢である金融機関にしばしば

かけをしている︒その兆候はいくつもある

安定に対して︑メンタルな面から鋭い問い

さらに夏から秋にかけての形勢は︑成長

◇◇

しかし︑昨今の日米間の経済関係は︑とも

易の拡大よりも︑﹁秩序ある市場形成﹂が

ト行員が︑不良第三国人とグルになって何

位の銀行では︑外国為替に精通したエリー

と十九億円ものアナをあけた︒これほどで

うばかりで生産していない﹂と豪語してい
ナゼなら︑彼はタクシー︑自家用車のよう

もなくても某々銀行員の︑それも中間管理

求められて来つつあるのはたしかなのであ

な交通機関を利用するに違いない︒またそ

る人でもやはり加害者のカオを持っている︒

考えて承れば当然のことである︒わが国

ス︾ Ｏ

の輸出の︑世界中の輸出に占めるシェアは︑
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職級の数千万円の白ネズミが連日のように

情していたわれわれだったが︑そういう日

は︑総裁交代による人心一新のための総選

に依ることには違いないが︑それを許すの

の四選は︑首相のすぐれたリーダーシップ

では︑︵九月九日︑朝日新聞︶︑職業政治家

本は政治的には分裂国家ではなくても︑イ

経済の成長というものに︑決して安住し

もない︒

集団による︑政治の祭祁化以外の何もので

新聞に報道されるようになった︒おどろく

ていたわけではないが︑ともすれば忘れら

挙を徹底的に嫌う議員心理に依るというの

しはたまたま顕在化する率が多い﹂と︑こ

れていた日本人の思想的風土は︑経済の成

を一証明する雲ばかりである︒

とさらに重大視しないポーズを取っている︒

もっとも祭祁化でいつこう差支えなく︑

テオロギー的には依然分裂旧家であること

しかし︑以前は顕在化しなかったものがそ

マイルドな日本の政治は︑﹁神武以来﹂それ

間のトータ︑ルな件数を持ち出して︑﹁こと

うはいかなくなったということは︑すそ野

められていないことを︑こんなにはっきり

長に関係なく古いものであり︑すこしも改

べきことである︒大蔵省あたりは過去数年

はさらに広くなったことの証明であろう︒

が︑十分わかったうえで安定を愉しんでい

やら腹だたしいことは︑以上のような背景

席に象徴される︑政治の数的安定も︑なに

衆議院の議席の約六割を占める三百二議

以上何やら新聞の見出しのら列の観もな

だけでも︑早急に行なう必要があろう︒

すくなくともこの小論にあげた部分の整理

○年代はのりきれないのではあるまいか︒

る混乱はすこし整埋してからでなければ七

なくもない︒しかし︑それにしてもあらゆ

が安定のしるしとされて来たような様相が

のおかれている重大問題を顕在化させた︒

るのか︑仮住いの家とばかりおそるおそる

くはない︒しかし︑申し訳ないことだが︑

◇◇

示した思想上の事件はなかった︒

また︑安定した経済機椛に疑川を持つ向き

家永教授の訴訟というのは︑仮りに家永氏

守られているのかがはっきりしないことで

のが貧しいジャーナリストの率直な気持な

ら列してことの重要さに当惑しきっている

くられることになったことであろう︒

がいうように︑﹁ノンポリ学者の︑時代の

ある︒自民党にも﹁目あき千人︑めくら千

がふえてきて︑ために根掘り︑葉掘りほじ

変遷に押し流されない正義観が︑行政を司

人﹂で︑わかっている人はきっと多いはず

追い込まれて結論が出されてゑると︑終戦

位の固守に汲々たる代議士もすぐなくある

である︒しかし︑職業政治家となり︑唯地

教科書裁判の一審判決は︑これまた日本

だ﹂にすぎないものかもしれない︒しかし
直後の︑またその数年後のイデオロギー対

っと拡がろうとも︑道義がはなはだ危険な

まい︒日米間がどうなろうとも︑公害がも

︵特別会員日経新聞社会部長︶

のである︒︵九月九日記︶

直の手で弾劾させるところまで追い込ん

たことを証明することになった︒隣りの朝

多くのように︑腰が定まらない︒佐藤首相

状態にあろうとも︑かつての政党政治家の

立が︑そのまま国民感情の深隅に残ってい

﹁冷戦体制が生んだ分裂国家の悲劇﹂と同

鮮民族の国家が二つに分れていることを︑

﹁●土
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１１

〔歴史と現代〕

日 本 人 の 偉 さ
＜日本最初の遣米使節団＞

田 村 寿

といわれた人でしたがこの二人が会談した

ときわたくしも立会いました︒負けず劣ら

家達というこれも︑傍若無人な十六代さま

ずの皮肉やユーモリストだけにおもしろい

文明とよぶ歴史の発展以来︑時代を同じ

エンカウンタｌｌという歴史的な現象が

いだにぶつかりあうという意味で接触ｌ

皮肉をとばしたことがありました︒

とりあわせでした︒そのショウ翁がこんな

くしていた︑いくつかの異なった文明のあ

つねに見られます︒異文明はみなそれぞれ

わたしのおやじは︑眼科医でアイルラン

の領域をもち︑地球上の表面をその場とし

ｌこれも今後は宇宙大にひろがるだろう

ー・ワイルドのおやじと同郷で竹馬の友

ドのものだが︑ある日おやじがオスカ

ワイルド爺さんのやぶにらみを気にして

だった︒年老いてから︑ある日おやじが

います︒ですから文明の夜明けから今にい
たるまで︑たえずこの異文明の接触が行な

Ｉ自分を払大しようとする傾向をもって

われてきました︒それが平和的友好的だっ

んで手術の結果︑それまでの左よりの奴

手術したものだ︒ところが腕が良すぎた

が右よりになっちゃったんだ︒

たり︑戦争や暴力的だったり多種多様でし

ものごと万事そうで︑中正というものは

た︒しかしそのありかたがどうあったにし
いりました︒それが技術とか戦争とか政治︑

ろ︑接触は︑つねに多くの実をむすんでま

じというわけにはゆかない︒一︑クロ︵巨視

的︶とミクロ︵微視的︶とがあり︒右や左

得がたいことで国民性というが誰も彼も同

の旦那さまもそれぞれの了見があるもので︑

経済︑芸術︑宗教とかいったさまざまな活
つとなった︒わたくしは異文明のぶつかり

国民性として考えるとまず最小公倍数とい

動分野での創造的行為の主たる刺激剤の一

余年の歴史について︑もとより学でなく︑

あい︑接触ということについて日米修交百

うようなところを捕えて行かねばなりませ

す︒

に至るまで︑少しく考えて見ることにしま

も関心の深いところですから︑幕末から今

ん︒何しろ新生日本の百年前後の流れが最

体験をもとにしてお話しいたしましょう︒

一かくれた人材の業績
イギリスの有名なバーナード︑ショウは
生前︑来日しまして当時の蛍族院議長徳川
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二初めて見る新見特使一行
さて百余年の昔一八六○年に日本は安政
とし村垣淡路守を副使︑小栗豊後守を監察

条約の批准交換のため︑新見燈前守を正使
とする遺米使節を派遣しました︒これこそ
開国以来永いこと鎖同日本が外国へ正使を

鱈に驚いたり︑感心しては体面上よろし

ょう︒その正月十八日米艦ポーハッタン号

ける覚悟もまた︑今日は薄らぎましたが︑

にのって一行ば出帆︑戚臓丸１福沢諭吉

往年の国民性として認めることが出来まし

もいたｌをしたがえて太平洋を渡るので

くないと存ずる︒しからぱいかなる心構
こう一人が口を切りました︒けれども一

えで参るべきか︒

座はジンとして考えこんで︑しばしは沈黙

すが海が荒れて船旅にはふなれな一行には

卑下することなく︑言葉が通じなければこ

難儀でした︑日本人として米国入ごときに

ご説のごとく驚かぬことが肝要でござる︒

れは相手がおかしいのだし風俗がちがえば

がつづきました︒そのうち一人の武士が発

驚かぬためには何より驚くような物を見

言して︑

の大名行列の格式で八十一人行きました︒

それが無理に背伸びして国粋を主張してい

相手の方が間違っているという心構えで︑

出した岐初の一﹂とです︒当時一行は十万石

面白いことに監察というのはスパイ・オン・

ないことでござるＯ

ザ・アン禄ハサダーと英詔で書いております︒

という役で︑見ず知らずの米凶へ参るのだ

と申し上げたのと同じだと思います︒こ

覧にならぬが良いと存じます︒

殿下キョロキョロと立派な宮殿などを御

のは家来や従僕であったことに注意しなけ

招待をうけても︑事実出向いて見聞したも

術の起しさにはおどろきます︒米国各地で

が大名の心構えで︑見て見ぬふりをした心

る風はなかった︒わたくしは上級武士たち

わたくしは曾て今の天皇か御渡英の時︑

から妙な真似をされては困るというので小

んなところにアジア的な伝統精神とわが国

大隈重信が︑

栗上野介がその役にまわったのでした︒一

rTQ，

スターリン時代のソ連でいうＧ・Ｐ．Ｕ・

日本の岡民性の貫録をそこなわぬようにと

大事ですから︑識見というか英知と申すか

らずして︑下級のものから起こる︒そうい

いつの世でも革新は上級のものから起こ

ればなりません︒

の夜明けで︑そして世の中は新思想がそろ

か馬ぐらいで不都合としなかった日本人︑

めて見ています︒のりものといえば︑駕龍

そろ輸入されはじめてコントンとし始めた

もいます︒万延元年といえば︑いわば日本

の武士道の根性というものうかがえるとお

思ったからでしょう︒

さて幕命をおびて渡米することになった
使節一行中︑上級の武士たちは即刻︑千代

の勝どきが近づいていました︒独断専行で

桑港に上陸して岡蒸気つまり汽車をはじ
条約の締結を決断し自らは三月三日桜田門

考えるとおかしな国民です︒それでも汽車

う指導階級のえらさをここでは認めます︒

さておのおのがたこのたびは重大なお役

外で露と消えた井伊大老︑花の生涯は長か

が通じたのは明治五年ですからその後あま

のでしたが︑天の一方からは開国の理想へ

目を仰せつかり︑夷秋の国へ赴くのだか

らず︑男子が事をなすとき一命をこれにか

しました︒

田城の奥に集まって︑渡米の心構えを協議

ら︑めったなことは出来ず︑申せず︑矢

、 ｣ ン "

ライドをもっていました︒禅風蕩々たる勝

津守が司令で︑船将は勝海舟でした︒余り

り長くはなかったのです︒成臨丸は木村摂

あって無秩序ぶりをさげすんでいます︒ヘ

は男女多く花束をもち車の中に投入すると

までも登り︑道もなくなり︑三四階の窓に

おもてでは男女群集して︑家の内外︑家根

行列を人垣の間に交って見つめてかれの最

はじめて渡米してきた新見特使一行たちの

当時四十一歳ですが︑日本という国の人が

光明をみたわけです︒このホイットマンは

ド・ウエーの行列の一篇です︒

上の感激をもって歌ったものがこのブロー

海に強くなかった相ですが負けず嫌いでプ

ラルド紙が写真の代りに．ヘン画のスケッチ

日木人が謙譲にして︑落着きはらって↓︑

は文明国顔をしていた米国人を随処でへこ

ンハッタンを行く︒自由人よ彼の島国から

をのせましたが気サクな歓迎ぶりをよくス
ケッチしております︒古神道や儒仏教に立

の賓客︑行列が粛々と行く︒創造の女神が

たる驚異と奇怪な伝説の夜明け︑古くして

情熱に燃え香気咽ぶ︒かの島国がもうろう

やってきた︒言語が詩を伝え︑黙想に耽り

脚した日本国民性とのちがいぶりはあの時

八ブロードウェーの行列Ｖ

四ワルト・ホイットマンの詩

分特によく分る気がします︒

ましております︒

三ヘラルド紙の日本人観
大統領はブカナンでしたが新見特使以下
が小男なのに比較して大兵肥満の巨人でし
た︒大体は大男だった米人のことで︑コン
トラストは面白かったと思います︒ただし︑

知るべくもない古代民族のうちの最古のも

柔ない徒歩で遍歴の旅をつづける︒今度は

ジアに対し︑君達の国は条理のために小止

の︒これから後君達は黄金の花咲く西の海

泰然自若としてこの小男達は︑憶する色も

す︒地上一ひらの草の葉と天上の星辰とに

岸から臨む彼岸で︑古今無比の新帝国を歌

同一の美と法則とを見出し︑路傍の毒の実

という意味の詩をうたっております︒西

詩集﹁草の葉﹂ほど新大陸米国の民主主

側が国王の礼を用いましたが上下の別もな

にも宝玉のように燦として天国の客間を飾

義について力強く︑しかも奔放に歌ったも

く礼儀はない︒国務長官主催のレセプショ

るにも足りるとみるのです︒この詩情や哲

をホイットマンも素朴な眼でよく見ており

欧的物質文明とアジア的精神文明のちがい

なく背伸びして握手をしています︒会見の

ンが徒らにガャガャと雑踏する会合なので

理の流れるところ人生にはもはや平凡もな

う︒若き自由人よ︑万象の母いやちこのア

無礼千万だと言っているところは今日でも

く卑賎もありません︒自然の動植物に思い

ます︒国民性の対比を素朴に丸彫りにして

のはない︒デモクラシーの聖典といわれま

日本の礼式と外国のものと↑﹂とかわってい

をひそめた深遠な感動ばかりでなく︑その

ではありませんか︒

この頃から既に今日あるのを訓示している

ワイトハウスの人となりました︒ただ米国

る︒﹁えみしらも仰ぎてぞ見よ束なるわが

門を通じて人間世界の貴賎を否定し︑自由︑

日三月二十八日三使とも狩衣を着用してホ

日の本の国の光りを﹂と歌った点はよくわ

平等︑博愛を承とめ︑万人に同一の人格の

また他の方向に向かうであろう︒

のごとしと申しておりますがそうでしょう︒

かります︒米国国会の様子を日本橋の魚市
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とすぐれた民族の出会ったことがそれぞれ

コトバの理解がいかに大切であるか︒それ

明のぶつかり会うという意味での接触で︑

ンのことを忘れてはなりません︒異なる文

辞書をひもどくものは︑その元祖たるヘポ

今日の中学生からわたくしどもまで英和

のメリットも相当なもので伊藤博文を通じ

でしょう︒明治政府のプレインとしてかれ

け橋となった人でこの点福沢諭吉等と同一

す︒実に封建社会から自由社会にいたる架

性としての開拓に逸早くメスを加えていま

した人柄で︑日本がどうあるべきか︑国民

であり︑世の進歩につれて指導しつつ対応

ら仕方がないが︑桜痴の見識は実に近代的

誰を加えています︒印刷技術が拙かったか

いれた家庭生活︑社会生活にもまた外交に

かし国民性のなかには人倫五常の道をとり

してはいわば仕方なかったことでした︒し

分誤ちを犯しましたが戦前までのわが国と

軍国主義︑富国強兵︑海主陸従などと随

わけには参りません︒

の資本主義日本をあらしめたことも忘れる

モットーとして百千の事業を援助し︑今日

桜痴の親友渋沢栄一翁が論語とソロ︒ハンを

五へボンと吟香

の国民性を融和しています︒へボン師のこ

多く認めます︒

の剛民性もやかましい議諭はさておき封建

明治は文明開化に開幕してその二十年代

もこの国民性を発揮してうるわしいものを

の昔からザンギリ頭︑廃刀から海外戦争と

に欽定憲法が制定され︑帝国議会か開かれ

﹁世界の日本﹂を考えていた人で︑日本人

香もまた幕末︑明治にわたって一大偉業を

して旧清Ⅱ礁の二大戦役に勝ち︑法治川家

たように︑ようやく西欧文明の移入と同時

てその所見を実現しています︒伊藤は生涯

達成した人でした︒開成所の堀達之助︑大

として欽定憲法をつくり︑帝国大学の独法︑

のです︒この辞書の助手をつとめた岸田吟

鳥圭介なども小さい字引を出していますが

英法的世の中に仕立てた偉業は歴史的に見

ーー︿にとりいれました︒日本の桜としてめ

にこれらを日本的に包摂し︑わが圃民の︒ヘ

とは省略しますがこの人の業績は大したも

これと比較してへボン︑吟香のものが如何

て抹殺できません︒沢山の英雄︑学者︑文

七大正というもの

なりません︒

に伸大であるかもう一遍見直おして見ねば

人︑実業家︑庶民の白骨が既に埋まってい

六福地︑伊藤︑渋沢の東西に

脹になる順序です︒明治時代の国民性が多

の時代で︑そして昭和の進展︑戦後の大膨

くの矛盾と混乱とを内包しながらも︑なお

でることが出来ました︒しかし大正は充実

くし︑我郷里を善くし︑我本国を善くし︑

皇をもって貫き︑我身を善くし︑我家を善

ますが︑本邦古来国家の根本粘神たる勤勉︑

福地桜痴は維新の日に江湖新聞を出し︑

し︑全く歴史的には幾世紀もの進歩でした︒

よくこれらをこなしてとにかく近代国家と

節倹︑剛毅︑忍耐︑信義︑進取︑愛国︑尊

それには今の新聞と同様にズバ抜けた全世

他国の人民を善くすることを目的とする西

わたる人物

界的一三−スをのせております︒明治以前

性史にかがやいておるではありませんか︒

村会祖の弘道は明々白をとして日本の国民

大正はよくこの整備充実をはかる過渡的時
ているだけに旧弊な日本の国民性に一大筆

三回も洋行して世界先進国の真相をとらえ
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る技術革新で何度かの景気︑人心のかわり︑

を約束して今や元素エネルギーの進歩につ

それがまた二十一世紀の高次元の精神革命

われわれは第二次大戦でとんだ失敗をし

れて宇宙狭しと進歩して来ました︒けれど

八昭和のすがた
ました︒先に英米側で成功したが今度は独

日本は国際外交に政経にノシ上がり英米の

代であります︒じっさい第一次世界大戦で

由主義との不調和もありました︒一面デフ

盟邦として大をなしました︒国家主義と自

よって訂正しつつ漸進することを信じます︒

も︑国民性の基盤は揺がず︑伝統の英知に

︵特別会員国連東京都理事︶

いました︒わたくしは今以って残念に思い
ます︒しかし︑戦後の日本は一大変化を来

逸についてやれというのでミソをつけて了

たしたとはいえ経済的には大飛躍をいたし

レ時代で河上肇博士の﹁貧乏物語﹂そっく
て共産党の発展を見︑今日に至りました︒

ました︒戦後オートメーションを中心とす

りでした︒民本主義を合言葉にして︑やが

に老若のギャップは著しいものがあります︒

安武貞雄

︲Ｉ

と︑不思議がる人が多いと思うので︑説明する必要がある

これだけの話だと︑そんなことは分り切ったことなのに

健康の根本問題

国民性も随分表面的には変わりました︒殊

健康の意味
先日ある国立大学の国文学の先生が︑私に話してくれた

畠ノ○

健康という文字の一つ一つの意味を考えてみれば︑すぐ

ことであるｌ

分ることだが︑健はなるほどからだの丈夫なことに違いな

︑︑︑

﹃かねて健康という言葉の本当の意味をあなたから聞い

いが︑康は心の安らかさを意味していはしないか︒すると

○

ているので︑最近いろいろの人に︑健康ということの意味

健康という言葉は︑肉体は丈夫であると同時に︑精神は安

定していることをいうので︑心身ともに健全な状態こそ︑

○

は︑体育専門の先生でさえ知らないで︑私の説明をきいて

をきいて染ると︑知らない人が多いのです︒殊に驚くこと
初めて分ったと喜ぶ人がある有様です﹄という︒
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は．︑すこやかなこと︑丈夫︑無病︑達者︒二︑からだ

ところが国語辞典を見ても︑例えば広辞林には︑健康と

精神的疾患に犯されたり︑ひいては︑自律神経の失調にも

都会人は︑心身のアンバランー︿のため︑ノイローゼなどの

に健康であるとはいえない︒しかし現代の多くの人︑︲特に

で︑しかも両者がバランスのとれた状態になければ︑本当

の状態﹂としてあって︑からだの丈夫なことばかりを意味

「

健康の本当の意味なのである︒

しているように解釈して︑心の方面に触れた説明は一つと

ない現状である︒

とづく種々の実質的疾病をひき起している実例は︑数限り

１︑︑

るのではないか﹄と︒人間を中心にして考えれば︑物質対

大きな対立となるのは︑人間対機械︑科学対心の問題とな

ある学者はいっている︒﹃来るべき二十一世紀において︑

正しい生命観

して見当たらない︒

しかしどう考えても健康の文字は︑心身両面にわたる意
味をもつ言葉といわざるを得ない︒
肉体偏重の時代

右の話で私のいいたいことは︑明治以来わが国がひたす

︑︑︑

相対立し︑矛盾背反しがちな傾向にある心とからだとを︑

精神︑心対からだの問題である︒

につれ︑生命の見方にも︑形のある肉体を重く視て︑形の

どうして生命の統合体として調和合一を図るか？それに

ら吸収消化に努めた科学文明は︑物質中心の諸科学の発達
ない心の方面を無視といえないまでも︑軽く視る傾向をは

はどうしても精神と肉体との二元的対立的な考え方を克服

し︑両者を統合する︑より高次な生命観を確立し︑これを

っきり示しているということである︒

殊に外界からうける感覚的刺激の過剰な現代にあっては︑

燥音︑空気︑水︑食物などについての公害問題︑仕事の機

公害におびえおののく現代人︑人間の機械化に不安を抱

今後の人類の生活指導原理としなければならない︒

からうける刺激が肉体へ及ぼす多大の影響に心は動揺して︑

械化︑交通地獄︑複雑な人間関係など︑人間は絶えず外部

法は︑この方向以外にはないことを信ずるのである︒

く現代人にとって︑心身ともに健全な︑真の健康確保の方

︵財団法人天風会会長︶

心を主体とする考え方は人々の心から失われている︒これ
︑︑︑

が健康といっても︑心を無視し︑からだの丈夫なこととば
︑︑︑

かりとうけとる原因となっているのではないか︒
︑︑︑

いうまでもなく︑人間の生命は︑心とからだとが一つに
まとまった統合体である︒だから人間は心もからだも健全
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宗 教 と 道 徳
−仏教の立場から−

神子上7恵竜

現代ほど︑道徳観念の稀薄な時代はない

衆善奉行︵衆の善を奉行せよ︶

是諸仏教︵是れ諸仏の教なり︶

自浄其意︵自ら其の意を浄くせよ︶

的のものであることを示しているのである︒

とあるが︑これなども仏教の実践法は道徳

であろう︒また道徳観念があっても︑余り
一応︑万人が妥当と認めていた道徳規範が

しかしかかる道徳が他律的であり︑功利的

にそれが多様化されていて︑戦前のように
ないと思われる︒このような時代では︑た

仏教では︑善とは二世を順益するものを

であるあいだは仏に成ることはできない︒

云い︑悪とは︑二世を連損するものを云う

らぬといった自律的な道徳の実践ができる
人は殆ど期待できないであろう︒かかる時

であり︑順益とは︑その行為が世の中に順

と解釈されている︒二世とは︑現世と来世

とい自分は殺されても︑真実はいわねばな

は決して無意味のことでないと思うので︑

その反対を悪というのである︒しかしかか

応し︑自分や他人を幸福にするものをいい︑

点で宗教と道徳との関係を考えて見ること

である︒

仏教の立場からこの問題を述べて見たいの

仏教には自証教と救済教との二つがあ

ついたものならば︑たとえそれが善であっ

を離れたものでなくてはならぬ︒執着心の

絶対善とは︑自律的のものであり︑功利心

る解釈は仏教の第一義的のものではなくて︑

る︒自証教とは︑自己の努力でさとりに到

ても︑仏因とはならぬ︒空理に契い︑先分

達する教であり︑救済教とはアミダ如来の
力ですくわれる教である︒

らないのである︒彼の七仏通誠偶の文を︑

他律的︑功利的のものと理解するあいだは︑

別心で行ずるものでなくては︑仏道とはな

世間善であって︑この世間善では駄目だと

先づ自証教の立場から︑宗教と道徳との

に成るための実践法として説かれている行

る教であるから︑宗教といえる︒しかし仏

超越することが必要である︒かかる超越は

0

関係を述べてみよう︒凡そ仏教とは仏に成

は︑多くは道徳的のものが多いのである︒

らその意を空理に契はしむ﹂と理解するこ

七仏通誠偶の﹁自浄其意﹂の偶文を︑﹁自
諸悪莫作︵諸悪を作すこと莫れ︶

彼の七仏述誠偶には︑
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一 一

から︑功利を離れた自律的道徳を実践する

天的に自己中心的な気持に支配されている

亦自律的のものとなるのである︒人間は先

とによって﹁諸悪莫作︑衆善奉行﹂の句も

てかわらぬ規範は︑仏教で説いている慈悲

というものがあらねばならぬ︒古今を通じ

誰れが考えても首肯さるべき︑道徳の規範

が多様化されているとは云え︑人間として

しかし︑よく考えて見ると︑現代は道徳

道徳を包摂して︑道徳の支えとなるもので

宗教は道徳を超えたものであるから︑よく

的のものであることを示したものではない︒

ことを述べたものであって︑宗教が反倫理

いってあるのは︑宗教が道徳を超えている

ある︒宗教と道徳とは︑それぞれの立場を

には︑宗教的な道心の支持がなければ甚だ

四

きものと説いている○

持っているが︑宗教は道徳の根元となるべ

あらゆる道徳の根元となるべきものである︒

以上は仏教に於ける凹柾教と救済教とに

って︑宗教的のものであるが︑この慈悲は

の精神であろう︒もともと慈悲は仏心であ

徳の行とは行体は一元的のものであるが︑

経典には︑この慈悲を当相敬愛と有無相通

ついて︑宗教と道徳との関係をどう考えて

この自証教の立場では︑宗教の行と︑道

困難であると思うのである︒

修行する人の心持如何によって︑宗教とも

い愛することも苦楽を共にすることも︑や

と言色常和の三つに開いて教えている︒敬

と二元的である︒なぜなれば宗教の行は名

真宗︶に於ては︑宗教と道徳とははっきり

これに対して救済教︵例えば親瀞の浄土

るといっている︒この中の感謝は絶対的感

省感謝︑よろこび︑使命感などが生れてく

日の生活の中に︑守護感︑充足感︑ｎ己反

さらに︑救済教では信心を獲た人は︑毎

於いても︑あやまりのない人間の道である︒

時間余に亘って奥深い哲理を平易に説明さ

義支会握︵奈良大学長︶の挨拶に統いて一

友会航での京都支会講演会において石橋雅

︵本稲は六月二十七日午後一時から京大楽

ス︾ ｏ

号であり念仏である︒名号は一ノミダ加来が

旨を特に執筆して頂いたものであるｏ︶

れ参聴者に深い感銘を与えた︒ご講澗の要
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なれば︑道徳ともなると考えているのであ

いるかを述べて象たのである︒

成就したものであり︑念仏は名号が口にあ

いといったものではない︒︲感謝しても︑感

謝であって︑これだけ感謝すれば︑もうよ

︵奈良大学教授︶

さしい言葉や︑態度を保つことは︑現代に

々々の人間のまもるべき道である︒しかし

らわれたものである︒一方道徳はその時代

かる気持は自律的道徳とも通ずるものがあ

謝してもし尽せぬといった気持である︒か・

×

現代は道徳観念が多様化されて︑一定の道

るから︑凡人と雛も決して︑不可能ではな

×

徳規範がないのである︒救済教では︑信仰

親鮮のことばとして︑歎異抄に﹁善人な

いＯ

をもて往生をとぐ︑いはんや悪人をや﹂と

×

があれば自ら人道は履践さるべきものと云
っているが︑その人道の規範が一定されて

ないとすれば︑一体どうなるのであろう

か○ ︲

×

×××

◇伸びたり︑ちぢんだりする運動

﹁体操﹂というと︑﹁××体操﹂といった既

それは必ず︑あなたの血となり肉となりま

それを︑食事と同じように︑毎日続ければ︑

ぢめたりする運動です︒立ったままでも︑

｜あ︲なたの体操

一

製のものをしなければならないと思ってい

への準備運動です︒また︑からだの調子を

昼の仕事の合間に︑たびたび体操をする

◇腰を伸ばす運動

も︑五︑六回はやってください︒

回数は何回でもよいのですが︑少なくと

運動です︒

りな負担がかからず︑いつ行なってもよい

かも︑ゆっくり行ないますので︑心臓にむ

増すとともに血液循環が良くなります︒し

りちぢめたりするので︑からだの柔軟性が

この運動は︑全身の筋肉を十分伸ばした

行なってください︒

たままでもできます︒ゆっくり︑気持よく

坐ったままでも︑あるいは︑あおむき迄ね

と同じように︑ひとりひとりの人間が︑自

をして︑からだの調子が悪かったら︑その

知るテストにもなります︒もし︑朝の体操

朝おきた時に行なう体操は︑一日の生活

す︒

松延

ノ

からだ全体を︑思いきり伸ばしたり︑ち

i
l

る人が多いようですが︑これは大変なまち

分に最も適したものを考案して行なうべき

がいです︒﹁体操﹂とは︑本来︑衣服や食物

ものなのです︒自分のために︑自分の力で

のは賢明な働き方です︒ちょっとした体操

日は気をつけることです︒

といっても︑あまり運動したことのない

で︑からだと心の疲れが驚くほどなおりま

つくった体操こそ理想的な体操なのです︒

人や︑固苦しい体操しか知らない人は︑ど

す︒疲労はためるほどなおりにくいもので
す︒一︑二時間ごとに体操をする習慣をつ

いことでしょう︒そういう方のために︑代

けておけば︑いつも明るい気持で仕事がで

んな運動をつくればよいのか見当がつかな

ょう︒これらの中から︑あなたのからだに

雲
鐘

表的な簡単な運動をいくつかお教えしまし

夜ねる前に︑もう一度体操をしましょう︒

〆

きます︒

てくれます︒

これは︑一日の疲れをなおし︑安眠を与え

てくださってもよいし︑これらを参考にし
た上で︑独創的な﹁あなたの体操﹂をおつ

イ

合ったものを選んで﹁あなたの体操﹂にし

くりになることもできるでしょう︒そして︑

、
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博

両足を開いて立ち︑両手を腰のうしろに
あてます︒この姿勢から︑まず︑からだを
ひざをゆるめてください︒ひざを伸ばした

ゆっくり前下にまげます︒︸﹂のとき︑必ず

部分だけに力がかかりすぎてしまいます︒

ままでは︑バランスがとりにくい上︑腰の

けてうしろにそります︒このときもひざは

かも︑心臓にあまり強い負担がかかりませ

運動は︑ランニングと同じ効果があり︑し

く﹁かけあし足ぶみ﹂をするのです︒この

次に︑ゆっくりとからだをおこし︑つづ

これをくりかえせばよいのですが︑なれ

す︒

んから︑相当年輩の方にもおすすめできま

ゆるめ︑首を十分うしろにまげてください︒

てきたら︑前とうしろにまげるとき︑すこ
し反動をつけるようにします︒そうすれば︑

五○

一○○歩ぐらい︑時間にすれば三○

三分つづけることのできる人

秒から一分ぐらいつづけることです︒この

は︑相当心臓の強い方です︒むりをせず︑

運動を︑二

◇両足でとぶ運動

だんだん時間をふやすようにしてください︒

不ｊｉ学

﹁とぶ﹂というと︑高くとびあがることを

考えがちですが︑この運動はそうではなく︑

一番大切なことは︑からだ全体をできる
だけらくにして行なうことです︒足先は︑

いっそう腰がよく伸びます︒またときには︑

上体をすこしねじるようにしてまげるのも

り︑﹁はずむ﹂といった方が適切かもしれま

びつづける運動なのです︒﹁とぶ﹂というよ

せん︒はじめのうちは︑足先が地床面から

からだ全休をらくにしたまま︑ごく軽くと
て軽く前後に振るのがよいでしょう︒ただ

離れない程度でやってください︒そして︑

ださい︒肩の力もぬき︑腕は︑ひじをまげ

簸近︑若い人でも︑腰を浦めることが多

し︑体力の強い方で︑特に強くやりたいと

なれてきたら︑やや強くとんで︑足先が少

床や地面からあまり離れないようにしてく

くなっています︒常日頃︑腰をよく動かし

から相当離してください︒このときでも︑

きには︑ももを高めにあげ︑足先も地床而

よいでしょう︒要するに︑腰のまわりがよ

ておけば︑腰痛を防ぐことができるはずで

このことは︑ひじょうに大切なことなので

し地床面から離れるようにしてください︒

く伸ばされるようにやればよいのです︒

す︒

に︑やわらかくふゑつけるように注意して

全身の筋肉をもゑほぐす運動なのです︒で

この運動は︑一種の﹁ひとりあんま﹂で︑

す︒

足首の力はなるべくぬき︑音のしないよう

果がありません︒足ぶゑの回数にすれば︑

この運動は︑少し長くつづけなければ効

ください︒

一○回ぐらいでよい

運動の回数は︑五

でしょう︒一度にそう数多くやる必要はあ
りません︒

◇その場でかけあしをする運動
戸外を走るかわりに︑室内や庭先で︑軽
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一

〔
動

すから︑とても気持のよい運動で︑からだ
回数は︑自分で気持よく感じるだけ︑二

の園芸
渡部

昼と夜の温度差がひらくにつれて︑サル

に負けないように水は控えめにして寒さに

る程度にして︑冬に暖房のない室でも寒さ

室は急に暖かくしないで︑夜間窓を閉め

に入室させます︒

い︑いよいよ秋の深さを感じさせます︒

一カ月ぐらいはつづけて魂なければ生まれ

ラン︶は︑暖かい場所に置き︑一○日に一

とくに来︑さに弱いサンセベリア︵チトセ

馴れさせることがたいせつです︒

やります︒低温︵一○度以下︶で多湿です

度くらいわずかに鉢底を湿めす程度に水を

東京地方を標準にしますと︑十月中旬こ

や︑苗の植えかえ︑球根類の植えつけ準備

ろから一五度以下の低温になりますので︑

最近︑公害問題で騒いでいますが︑まわ

早目にすませたい熱帯性の観察植物の入室

りのことにぱかり気をとられ︑自分のから

と地際が腐るので︑鉢土の表而近くは乾か

や草花のタネとりなど︑短かい秋のひとと

庭に出していた鉢物は︑寒さに弱いもの

が︑冬に伸びた葉が小さく形も整わず︑全

を普通に続けると︑緩やかに生育はします

ゴムノキは︑中途半端な温度でも水やり

しておくことが冬越しのポイントです︒

から順次フレームや日当たりのよい室内へ

て︑頂芽を伸ばさないよう腫します︒

体の調和をくずしますから︑水やりは控え

クンシランやシンビジウムなどは︑霜が

一五度

降る直前まで露地に置き︑十分に寒さにあ

以下の低温になると生育を停止したり障害
をうけたりしますので︑寒冷地では十月上

移します︒高温性の植物は︑一三

一鉢花の手入れ

きに多くの仕事があります︒

ょうか︒

︵東教大体育学部教授︶

害は︑公害より恐ろしいものではないでし

だのことを忘れたら大変です︒運動不足の

はないでしょう︒

し︑キクが乱れ咲き︑モクセイの香りが漂

ビアや﹃一スモスの花は一段と鮮やかさをま

シンビジウェ

も心も︑スッキリします︒

○回でも︑三○回でも︑五○回でも結構で
す︒なれてじょうずになればなるほど︑数
運動に変化をつけるために︑軽くとぶ方

多くやれるでしょう︒

がらやるのもよいでしょう︒

法と︑やや強くとぶ方法とを混ぜあわせな

×××

弘

てきません︒これは︑体操に限ったことで

体操の効果や︑たのしさは︑少なくとも

月

旬まで︑暖地では下旬から十一月上旬まで
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十

まには咲かないこともあります︒十月から

れますと︑花芽の分化や発育がわるく︑た

わせてから入室させます︒暖かいうちに入

根のささえになり︑凍害の心配もありませ

は︑堆肥などを球根の下に施しておくと︑

おくことが理想です︒霜柱のひどい地方で

のとき堆肥や牛糞︑化成肥料などを施して

たあとに球根を肥大させるには︑植えつけ

サルビア︑一︑リーゴールド︑・ヘチュニアな

もあまり気にしなくともよい種類として︑

かるころに充実したタネができます︒サル

どがあります︒マリー等コールドは︑霜がか

比較的にタネがとれやすく︑交雑や劣化

四草花のタネとり

は︑善の発育がわるく花期がおくれ︑咲い
んＯ

ビアは開花巾のもので花色のあせたものか

し︑早すぎると未熟なものが混じるので一﹂

ら摘みとりますが︑遅れるとタネが落ちる

ケイトウは色のある花一房をおって新聞紙

ろあいを注意して採集します︒

九月播きの苗は寒さがくる前に十分に根

などは春植えるものですから︑苗床にまと

せん︒︒︿ンジー︑デージー︑キンギョソウ

がはるように︑早めに植えかえねばなりま

三草花苗の植えかえ

十一月にかけて寒さにあわないクンシラン
ても花茎が短かく基部に近い葉の間で咲い
てしまいます︒また︑シンビジウムはこの
時期に寒さにあわないと花芽廷なるべき芽
が葉になる︒

二秋植え球根の植えつけ
来春開花するチューリップ︑スイセン︑

ヤグルマソウ︑キンセンカ︑アリッサム︑

タネはよく乾かしてから︑フルイでゴミを

て︑干したタネをもゑほぐしてとります︒

スモスは半分くらい枯れたころに刈り取っ

の上に並べておけば川然にタネがとれ︑コ

フロックスドラモンデ！などは比較的寒さ

めて植えつけて霜除けをします︒

カリー︑シラーなどは︑たとえ花期は短か

に強いので︑温暖地では秋のうちに花だん

ヒヤシンス︑クロッカス︑ア︑不モ︑不︑ムス

月下旬まで︑暖地では十一月下旬までが植

くともすばらしいものです︒寒冷地では十

取り除き︑密封した容器にしまいます︒

にまとめます︒とくにチューリッ・フのよう

タネを播くか︑ごく小さいうちに植えかえ

リソウ︑ルピナスなどは︑最初からそこに

移植を嫌うケシ類やスイートピー︑チド

きません︒温室がないと越冬はむりですが︑

に根付かせておかないとうまく冬越しがで

Ⅱも早く堀り上げて鉢に植え準一くなるまで

セラの親株は︑霜がかからないように︑一

なお︑秋花だんによくつかわれるテラン

に定植できます︒しかし︑関東以北では．︿

ンジーなどと同様に苗床に植えて職除けす

えどきです︒

花だんとしての効果をあげるには︑品種

に系統や品種のちがいで︑開花期のずれや

無加拙のフレームの場合は乾いた砂に鉢ご

れば安全です︒

草丈の異なるものは︑同じ色でも品種をか

るかです︒これらは︑小鉢にタネを播いて

の混合や混色をさけて︑同一品種の同一色

えないようにしてください︒

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

と埋めておけば︑越冬することもあります︒
根をいためずに植えつけることができます︒

育てておけば︑秋花だんが終ったあとに︑

球根が充実したものであれば︑肥料がな
くとも春には立派に咲きますが︑花が終っ

（29）

言峠ヨ
︒︶●．︲

千葉県加藤巳之
山里に土を耕しつし︶老いし身の心ひかるる野の仏かな

荒畑の中より得たるいちごなど臭の吾は食後に受くる

切れ悪しき鋸︵を手に︶とりて唐椎を切りて蜜柑に陽当良
くする

歌の道せはしき日日を送りつつ庭に雑草茂るに悩む

無会費の心耕会は十年︵除︶を経れども歌を出す人の少し

心身に障りやあるらむ弘道の歌壇に歌の見えぬ人々

︵シご︶

心臓の障り避け︵得っ︶しか吾は今養生法の書物ひもとく

千葉県並木文比古

さなぶりの老の集ひにたまたまに間耳立つる︵てし︶万国

る

独りゐの老にも訪づる友のあり番茶を暖り︵っ︶歌語りす

大空に花火爆ぜれば子等の声ひときは高く暗をゆさぶる

博話

頂くは少しの物も有難く尚嬉しきは贈り得し︵る︶とき

断絶の思想は農家にいちじるし︵ありありと︶豊作悲しむ

減作のゆる承はあれど農婦等はあきに備へて﹁一シソ純ひ

政策対立
をり︵ゐる︶

去年よりも紋白蝶の少きに疏菜作りの心も安し

く

埼玉県鷲宮葛人

農道のあちこち千からぶ稗草の抜き捨てられて秋は近づ

我家の人手足らはい畑の日々雑草茂る夏の此頃

水田の少き我家減反の憂もなくて稲作をする

千葉県菅谷義太郎

休耕の田畠日毎にふえゆきて野菜買ひゆく農婦眼に顕つ

﹀ｏ

盆踊りの唄声風に流れきてしめかけし戸をあけてきき入

り

何処よりともなく笛のきこえきて涼しき縁の離れがたか

井上字麿選

蝿打ちを手にとり持ち︵出て︶て我庭に害虫の親の蝶討ち
をする

（30）

弘道歌壇

を見れば楽しき

休耕の田に飼ひおきし︵わが鯛へし︶鯉の稚魚日日に育つ

とる︵抜く︶

休耕地なれば荒さず保持せむとわが父祖よりの田の草を

除草剤まきて保持せむ荒さずに国策によるわが休耕地

物する

その中に仲間になると婆真剣に腰を伸ばしてみ魂に供へ

︵にてあり︶

霊棚に経よむ若き僧一人まさしく吾子の教師なりけり

盆が来て七人兄妹集れぱ︵る日︶今年も欠けずみ魂祭りぬ

健康の助けにせんと朝顔を十鉢並べて旭の昇る待つ

炎天を詞ふやうに行く葬列の小さき枢に日傘さしかく

台風のそれし青田の大耕地減反余所に美事穂芋む

秋立つといへどわが住む故里の真昼は暑く今日も蝉鳴く
埋立の工事始まり土運ぶダンプ動けば︵日日︶賑はしきか

育ちゆく子らの通ひて物学ぶ学びや造ると聞けば嬉しき

千葉県八代義昌

亡ぎ父ととに賞でにし五葉松往事を偲び母と眺むる

な

雨の降る夕淋しく鳴き出しぬ︵また鴫けり︶食用蛙うめく

曾孫の海で拾ひし玉石の︵はいと︶珍しければ︵しく︶文鎮

千葉県菅谷喜一

如くに

ひとりにてわが出でて来し道なればひとりになるもいと

にする

道井上学麿

那智の大滝

はざりけり

五月雨のしたたる︵杉の︶坂を降り来ればしぶきにたぎつ

岩に根を下す大杉妻は見て人もかくして強くなるとふ

りけり

ひとりして行かむとおもひ出で来しを同じ道行く人もあ

して

ひとり行く道にはあらずいつしかに同じ道行く人さはに

↑今

浜木綿の歌碑に手をやる宮城翁まなこつむれる顔の気高
混み合へる急行列車折よくも二つの座席ありて向きあふ

はおもふを

ことわりはわれひとともにもろともに行くべき道とわれ

青田の面茂れる中にぼつノ︑と荒田のあるは減反の田か
大粒の雨は窓戸にたたきつけ潰れしままに横に去りゆく

川越市小名木狂辰

（31）

川越市小名木狂辰

麦笛を吹く孫とゆく月の径

＠望まれて禿筆揮ふ絹団扇

同八代義昌

評禿筆と謙遜された気どころがゆかしい︒

○送り火や見えぬ別れの惜しまるる

○これも皆神の恵みか稲むしろ

○改まる膝も暑さに崩れけり

同八木幹男

篠塚しげる

評﹁しづかに﹂の言葉には千釣の重柔が感じられる︒

＠大夕焼しづかに今日を過去となす

○中年のはやき歳月青りんご

○宵闇に重く曳きずる病者の歩

（32）

＠残業をすませ晩夏の月を踏む
評下五の﹁月を蹄む﹂という大胆な表現がかえって成功し
ている０

︐又ひとり畦に人に見え喜雨雷るる

愚かしや滅法釣る入漁の貌

頁より故師の声一咳夜長の灯

新酒汲桑はづゑて衣紋濡らしけり

否と一言葡萄の種を吐く

秋蝶と見し影終に戻り来ず

×

篠塚しげる選

評安堵した百姓の気持が写実を通してひしひしと感じられ
る︒

○優曇華咲き結納交す日を選ぶ
○爽竹桃の花真っ盛り喜寿を越ゆ

千葉県加藤刀水
評偽らぬ真情の吐露そのものが俳句となった︒

×

︑働けて汗かく老いの愉しけれ

○断崖に垂れて豪華や藤の花︒

○蝉の鳴く樹樹を見上ぐる子等稚さし

×

弘道 俳 壇

新入会員芳名︵敬称略︶
昭和四十四年四月以降

府県名入会者氏名紹介者
″

林木勇〃

池田和夫〃
遠所和夫〃
山本博道〃

井原巌〃

今岡善松栗間久
水津卓夫〃

安田宇三郎〃

宮廻正喜松崎忠義
西尾善市引野芳子

坂浦末野〃
川谷勇花谷寛一
長野孝義〃

島根県恩田愛之助沢村暁之助

″

″

″
″
″

″

″

″
″

″
″

″

染谷松五郎三好凌石

神奈川加藤一雄片山清一
″

遠藤真治八本直次

亀山栄寿〃
松沢信義〃

石井芳郎高木豊蔵

野平英一〃
戸田秀光〃
大塚よし〃

千葉県常泉清渡辺正勇
積田甚四郎常泉清
秋葉貞石橋香峰
″

″

″
″

″
″
″
″

″

編集後記

一国勢調査が十月一日に全国一斉に行わ
れ国民生活の実態が明かにされる︒たま
たまわが国十年目の大規模のそれに国連
の人口センサスの年にもあたる統計オリ
ンピックの名にふさわしい一大行事なの
である︒明治の初め西村会祖は産業振興
のためには三千五百万では多すぎるとし
て人口制限論を公にして世人を大いに驚
かしておられるが現状に対してはいかが
お考えなされるか︒本年は二十五年振の
結婚ブームに当り提灯形の人口構成では
前途が思いやられる編集子はせめて三人
の子供をとお願いしたいのである︒
◇十月十日は体育の日︒身体の強健が国
家社会の基盤であると同時にローマの詩
人１．ヘナルの名言にまつまでもなく健全

恥ぢつつ向ふ朝鏡かな静寛院宮

な精神もさらに重要である︒十月は食欲
の進む時であり読書の時でもある︒この
好期に心を澄まし古典聖経をひもといて
あわただしい生活からとかく忘れがちの
Ｉアニマルの悪評もさることながらｌ己
の姿を名鏡に写したいものである︒今叫
ばれている生涯教育のためにも︒
おろかなる心のかげのうつるやと
◇十月三十日はわが国教学の根本︑道義
の基準である教育勅語発布八十周年であ
る︒明治天皇が建国二千年の光輝ある日

本国をうけつがれたその全責任において
国民とともにこれの実行を国民の一人々
々にお呼びかけになられたもの︒﹁今︑民

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区西神田三ノーノ六

い刃α

主主義に反するとか︑軍国主義だとかの
批難は全くの曲論で︑勅語が世界の名訓
の一つであることを心ある欧米識者の認
めるところである﹂とは平塚益徳博士が
ご紹介の通りである︒本会の要領もこれ
にそうもの︒一段の活用が望まれる秋︒
◇みのりの︑読書の︑物思いの︑すばら
しいながめの日本の十月の秋は︑つくづ
く有難いと思う︒海後先生初め多彩な諸

▲▼旬Ｌ▼〃＆サグムサダ畠勺

稿に深謝し各位のご清勝を祈る︒︵渡︶

弘道売価一冊金五十円
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北方教育−
１１

雑誌﹁北方教育﹂の完全な復刻でお送りする︒昭和初期︑東北地方の教師たちを中心にして起こされた︑ささ

解題上沼八郎

らないかといった教育の課題を考える時︑目を通すべき文献である︒

大日本教育会雑誌

○○円

予約募集

二九六︑

明治完結全諏冊

Ｉ

全３冊予価三五︑○○○円

解題１冊一︑○○○円近日発売

全鋤冊二九︑○○○円発売中

本の教育史の貴重な史料である︒同時に︑教育が誰のために︑何のために︑どういう方向で行なわれなければな

が︑この運動は戦後生活綴方運動として︑花開いていくのである︒激動期の中で模索されたこの実践記録は︑日

てではなく︑具体的な現実の中に躍動するために︑ささやかな努力がつみ重ねられていった︒戦争で途絶はした

教育が中央に指向するだけでなく︑あくまで東北という環境に息づくために︑また教育が抽象的な観念を通し

社は︑やがて雑誌﹁北方教育﹂を発行する︒昭和五年の創刊から︑十六号昭和十一年まで続いた︒

やかな教育運動は︑日本の近代教育史の中に大きな足跡を残した︒秋田県の豆腐屋の二階から出発した北方教育
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