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護王神社の拝殿前の和泉石の猪（京都御所蛤御門前）

和気清麻呂公と猪

和気清麻呂公が宇佐八幡のご神託の奉答によ

って道鏡の野望を挫いた快挙は周知のこと︒こ

の一大事の勅使は称徳天皇のご親任の厚い姉君

広鹸に代ってのことといわれる︒何れにしても

鏡は名を微麻呂と改めて大隅に流したのである︒

きたな

決死の重大任務である︒果せるかな激怒した道

殺害は免れたもののこうした四十粁に及ぶ大分

の護衛によって宇佐八幡へのお礼参りを無事果

からの危険な道中を突如として現れた猪三百頭

今︑護王神社︵清麻呂広銀の両祭神︶の拝殿

したという︒

前の左右に対時しているのも︑明治三十二年の

亥年に発行の拾川紙幣︵表に公と社殿︑裏に突

たのもこれによるのである︒編集後一記参照︒

進する猪︶が﹁いのしし﹂と呼ばれて珍重され

︵渡︶
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﹁大学﹂を読んで︑感有り

野口

１−

句に触れて︑涙を流して傭学の決意を固めたと云われてい

に率う之を道と謂い︑道を情むる之を教と謂う﹂などと共

る︒此の一句は中庸の冒頭にある﹁天命之を性と調い︑性

一︑﹁四書﹂の中の﹁大学﹂

儒学では︑論語︑孟子︑中庸︑大学を四書として︑その
語で︑今でも相当読まれているが︑他の三書は昔程ではな

少年達が︑先づ此の句に遭遇して感激したであろうことが

に︑儒学の持つ数多い名句の一である︒古来多くの好学の

したが

基本的教本としている︒此の内︑一番重要視されるのは論
い︒殊に昔は︑先づ大学︑次いで論語︑孟子︑中庸の順と

時に又最後にもう一度味わうべき書のように私は思う︒特

想像される︒大学は斯くの如く初学者に適しているが︑同

スケールの大きい精神構造を銘記するためである︒私は大

に儒教が個人道徳に出発して︑道徳政治を理想とする此の

し︑此の四書は必読のテキストであった︒大学が第一に選
解説も簡明で︑初学者にも判りよいからであろう︒朱子は︑

ばれたのは︑儒学の規模即ち思想体系を示している点と︑
大学の章句の本文に入る前の小序とも云うべきところで︑

は︑始めには種々の古典と共に礼記の中にあったのを︑・宋

然らば此の大学と云う吾は何人が作ったか︒大学の原典

を多く評価したい︒

一位の大学だけは変らなかった︒之は中国に於ても︑伝来

時代に程明道︑程伊川の兄弟が抜出して訂正し︑更にその

学が︑四書の内のどれにも無い儒学の思想体系を示した点

を受けた我国に於ても変らなかった︒有名な話に︑中江藤

流を汲んだ朱子が整理して︑今日流布の大学を作ったと云

﹁大学は初学徳に入るの門也﹂とはっきり云っている︒此

樹は十一歳の時︑初めて大学を学んで︑﹁天子より以て庶

の四書の順位については︑後世多少変更する税も出たが︑

人に至るまで壱に是れ皆身を循むるを以て本と為す﹂の一
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明

われる︒本文は経と伝とに分れ︑経は孔子の言を曾子が解
釈に当るものとされている︒専門家の間には種々考証した

説した根本思想︑伝は曾子の言をその弟子達が解説した註
異説もあろうが︑今日最も広く使用されている朱子の章句

一大学章句の序︵朱子述︶

二大学章句
１小序︵朱子述︶

３伝十章︵曾子の言︑其門人述︑但し第五章のみは朱子述︶

２経一章︵孔子の言︑智子述︶

ここで章句と云う祇を説明する︒朱子は自分が編纂した

本は︑右の如き過程で生まれたことを朱子自ら記している︒

何れにしても大学を独立した基本教本として之を四書に加

の解説を示し︑後者は始めから自分の考だけで解説してい

の語を用いている︒前者は諸種の解説を紹介した上で自分

る︒つまり朱子は後者では自分の哲学を述べたものとされ

四書の中︑論語と孟子とには集註︑大学と中庸とには章句

書名﹁大学﹂の意義については︑大学章句の序の中で朱

労者と云われる程氏兄弟と朱子等の宋の碩学達である︒

子は云っている︒夏股周の頃と云えば孔子の出るもっと前

ている︒

え︑即ち大学を今日の大学たらしめた人は︑儒学中興の功

の時代だが︑その盛時には国都から村里に到るまで学制は

云う普通学を教え︑大学では高級な倫理及び人を治める道

になっていた︒そして小学では礼楽射御害数の如き今日で

歳になれば上流の子弟と︑下流の秀才とは大学に入ること

尭舜の如きがその例である︒夏股周︵西暦紀元前数世紀︶

が出れば︑天は此の人を万人の君として善政を行わしめる︒

災されて之を発揮できないでいる︒幸にして発揮できる人

﹁人間には天賦の道義性が潜んでいるが︑肉体的気質に

先づ朱子の書いた大学章句を簡単に紹介する︒

を教えた︒その後者の理念を解説した書であるから大学と

ぶべき科目が分れていた︒大学では修身治国の道を教えた︒

の盛時には︑学制整備して大学と小学とが普及し︑各々学

整っていて︑上下の階級を問わず八歳で小学に入り︑十五

の時代に︑学制が整備していたと云う説には不審を覚える

然るに周が衰えるや学制は乱れ︑風俗は頬廃した︒孔子の

云うのが朱子の説である︒私は西暦紀元よりもっと古い此
から︑大学で学ぶ書と云うよりも︑思想体系の包括的な大

如き聖人が出たが︑政権担当の機会に恵まれず︑止むなく

その系統の孟子迄は伝わったが︑孟子の死後は儒学の文献

や大学で学ぶべきものが残った︒かくて孔子の直系曾子︑

教育者となって先王の法を後世に伝えた︒その御蔭で小学

きさから︑大学の名が出たように解したい︒
二︑﹁大学﹂の思想構成

朱子の書いた大学章句は次の順序で書かれてある︒

の︒

︑Ｄノ

／︲︑

も散逸し︑諸子百家の諸学派に惑乱されて︑社会生活の不

の三綱領と云う︒ここで問題となるのは︑第一の明徳の意

し︑一説は天賦のままではまだ不完全で︑之を磨いて完全

で︑一説は人は生来明徳︵立派な徳性︶を持っているから︑

な徳にすると説く︒どちらも一理あろうが︑私は後者をと

之を蔽っているものを除けば︑天賦の性が自ら現われると

伊川の兄弟の学者が出て︑儒学を復興し︑此の大学の一篇

りたい︒第二の親の字は︑通説は新と読み︑民を新にする︑

になって︑即ち孔子没後千五百年も経てから︑程明道︑程
も礼記の中から取出して︑重要な教本として光彩を放たし

ら︑私はむしろ民に親しむ︑民を愛する意味に考えたこと

安は続き︑政治は仁義の大道を見失った︒漸く南宋の時代

めた︒私︵朱子︶は︑二程子に私淑して︑此の大学の文章

もあるが︑先に行って伝の二章で﹁日に新に﹂とか︑﹁民

に留意すればよい︒以．上簡単な三綱領が大学の理悪であり︑

ではなく︑止る即ち定着すると云う継続状態が大切なこと

に従うほかない︒第三の至善に止まるでは︑単に到達だけ

即ち民を改新するの意にとる︒之は随分無理な読み方だか

あらた

を整理し︑散逸して欠けた部分は借越ながら自ら補い︑以
て後世の君子を待つことにした︒淳照十六年︵西暦二八

○

九年︑日本では義経が平泉で討たれた年︶新安︵朱子の郷

を作新す﹂等︑はっきりした解説があるから︑やはり通説

○

里︶にて︑朱葺︵朱子の実名︑時に六十歳︶﹂

子日く大学は孔氏の遺書にして初学徳に入るの門なり﹂と

章句の初め︑本文に入る前の短い小序で︑朱子は﹁子程
云っている︒ここで孔氏とは孔子一人を指すのではなく︑

の象では無く︑社会全体の明徳を明かにして︑民を改造し

又儒教の目標である︒文は短いが︑単に個人の徳性を云う

Ｏ

孔門の学徒を云い︑曾子及び其の門人を含むとするのが通

の徳性と社会の徳性とを結びつけて︑その不可分の関係を

て新しい民とし︑最良の状態を定着させようと云うのだか

Ｏ

説である︒更に語を継いで︑此の大学一篇の残った御蔭で︑

説くところに大学の見識を見る︒そして儒学が一般の惰身

ら理想は大きい︒斯くの如く惰己に加えて治人を︑又個人

本文は経一章と伝十章とに分れている︒経は大綱の意味︑

儒学に入って行く順序が明示され︑此の順に従えば先づ大

伝は之を敷術して解説した註の一種︑前者は孔子の言を曾

によって宣言されているのである︒

学と違って︑大きな人間の生活学であることが︑此の大学

過は無かろうと結んでいる︒

子が解説し︑後者は曾子の言を其の門人等が解説したと云
経の努頭には﹁大学の道は明徳を明にするに在り︒民を

更に大学は︑此の大理想実現に当っての本末︑終始︑前

あきらか

われる︒

後の過程があることを云い︑その本︑始︑前を﹁格物致知﹂

あらた

親にするに在り︒至善に止まるに在り﹂とある︒之を大学
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に置き︑その末︑終︑後を﹁明徳を天下に明かにする﹂とこ

ろに置いている︒私は修身︑正心︑誠意を更に掘り下げて︑

致知︑格物まで深く徹底したところにも︑鋭利な卓見を見
る︒そして一番大きな天下の明徳から︑治国︑斉家︑惰身︑

正心︑誠意︑致知︑格物と求心的に深く行き︑一転して逆
に格物から発して︑平天下迄遠心的に広く展開している︒

之によると︑先づ物の本体を極めて正確な知識を得るのを

止於至善を釈す

木末を釈す物の本末の意義

格物致知を釈す︵朱子補記︶知的学問
正心情身を釈す

誠意を釈す以下心的徳行

斉家治国を釈す

修身斉家を釈す以下知徳の功能

の無い事とを併称している︒此の主知主義的なところに種

いのに気がつく︒大学の示す儒学の体系は︑学問的には倫

大学が徳の功用と云うか︑政治分野に対する関心の甚だ深

右十伝の内︑伝が後になるに従って章句が長くなって︑

治国平天下を釈す

々の批判はあろうが︑私は物に格り︑知を致すの︑此の格

理学と政治学との合体であり︑儒教の体系は︑実践的には

出発点としている︒此処で云う物とは︑形の有る物と︑形

と致とに誠が潜承︑誠から正が出るように思う︒私は儒学

徳育と徳政とにある所以が判る︒

いた

て理を尚ぶところに︑儒学の生命の長く続いた秘密がある
ように思う︒朱子は後世の学者から多くの批判を受けたが︑

儒学は中国民族が生んだ最大の文化財の一つで︑東洋に

儒学再興の功労者であり︑少くとも大学に関する限り第一

た﹁天子より以て庶人に至る迄壱に是れ身を術むるを以て

人者たるの観がある︒かくして経の最後に︑前にも引用し

一般に孔子と云われるが︑孔子自らも先王の道と云ってい

した思想は無いと云ってよいであろう︒その儒学の始祖は

以上が経の一章︑即ち大学の示す儒学の思想体系の大綱

る如く︑孔子以前から同系の思想は有ったもので︑孔子が

於て之程長い間︑精神文化の支柱として大きな功能を発揮

である︒之から以下十章は︑経の中の字句を更に註解する

道教を始め諸子百家︑多．数の思想が生じたから︑儒教万能

であろうＯ然し中国に於ては︑印度から仏教も入り︑他に

伝の部になる︒それを順に題目だけ掲げて列記してゑる︒

本と為す﹂の一句を以て堂々と終っている０

三︑儒学の将来

が︑卑近で常識的でありながら︑根本に於て知性を信頼し

伝伝伝伝伝伝伝伝

之を集成し︑その門下によって大成されたものと云うべき

伝一明明徳を釈す以下三綱領
伝二親民を釈す

（5）

‑'一九八七六五四三

には大きな影響を蒙った︒その変革とは︑東洋に於ては日

斯くの如く長寿を保った儒学も︑近年の社会構造の変革

嘆に値することである︒

なって︑程子兄弟︑朱子等が出て儒学を再興したので一層

で終始したわけではなかった︒ただ大分後世の宋の時代に
盛んになった︒我国には応神天皇の一六年︵西暦二八五年︶

学の急速な発達によって︑社会生活も大きく変りつつある︒

従って社会生活の様相を前提として生まれる政治思想にも︑

本の明治維新︑中国の共産社会の成立である︒一方自然科

大きな修正が要求され︑儒学の如きも時代遅れとなり︑古

に百済から王仁が来た時︑論語と千字文を献じたと云うこ
したのは矢張り漢字が使用されてからで︑帰化人が来たり︑

とが歴史に残っている︒然しそれらが学問として扱われ出
こちらから留学したりした頃からであろう︒然し之に代わ

色を帯びて来たことは率直に認めねばならない︒

れられた儒学︶の二つが入って来︑それが段盈と浸透して︑

るや︑仏教では禅︑儒学では宋学︵朱子等によって活を入

儒学の二つほか無かったものと想像される︒鎌倉時代にな

る︒例えば英国の歴史家トウィンビー︑独逸の哲学者ハィ

になりながら︑却って科学万能の文明に疑惑を生じつつあ

揺が起こりつつある︒自然科学の発達で月にまで行くよう

長い間人心を率いていたクリスト教の精神︑それらにも動

しても︑デカルトやカントの後継者等による精細な哲学︑

西洋に於ても同様で︑此処には儒学の政治理念は無いと

る倫理や政治の理論はなかったであろうから︑王朝時代か

江戸時代に入るや武家による封建制の確立と共に︑その政

デッカーやヤスベルス等は︑ヨーロッパはもう一度外から

ら政権担当者や学者による指導階級の教養としては仏教と

治思想の基準となったものは儒学である︒徳川幕府は最初

学ぶべきで︑キリスト教もアジアの産︑注目すべきものは

ったが︑もっと真剣な︑本格的研究でなければ役に立つま

から朱子学を御用学とした訳では無いが︑学問の家林家が

いことは︑私の如き素人にも想像できる︒漢字が自由に読

矢張り東洋にありとし︑釈迦や孔子の名を挙げているとの

儒学に代ったものは無かったのではあるまいか︒長い年代

み書きできるか︑然らざれぱ中国文献の完全な翻訳が多数

その学派であったことから︑末期に於ては国教的に之を保

のこと故消長もあったろうが実行の有無は別として︑儒学

揃わねば東洋の研究はできない︒いづれにしても非常に困

事を︑私は新聞雑誌で見た︒東洋に関する研究は昔からあ

的徳政主義は尊重されたであろう︒して見ると︑儒学が成

難な仕事である︒

とは云えないが︑彼の地に於ても政治哲学としては矢張り

立して以来約二千年︑政治的指導性を保持したことと︑始

護した︒私は中国や朝鮮の歴史に暗いからはっきりしたこ

祖孔子が尊敬され︑その子孫が連綿として続いたことも鴬
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い︒然しそれを待つ迄もなく︑我食東洋人は︑もっと東洋

だ文化のすべてを研究する時代はやがては来るかも知れな

右の如く世界が︑東洋西洋の区別を棄てて︑人類の生ん

一教にも限る可からず︑採長補短せねば普遍性を期待し得

上︑男︑古に有利にして下︑女︑新に不利︑二禁戒に過ぐ︑

た実績︑四大学の云備身治国の妙等︑その短としては︑一

よく保つこと︑二実践力に富むこと︑三多年我国に浸透し

ず︑結局儒教を主として︑西洋哲学を以て其の短を補正す

三理に於て精密を欠く等である︒先生の主張は東西何れの

放棄するか絶縁するかしては︑実に惜しいと思う︒政治形

に没せられたから︑もう六十余年の昔となる︒その後の変

べしと云うに在る︒先生は明治三十五年︵西暦一九○二年︶

の文化を再吟味すべきではなかろうか︒例えば今私が問題

態は変化した︒然し世襲であろうが選挙であろうが治者と

としている此の儒学︑二千年も続いた此の儒学を︑此の侭

被治者とは在る︒ざすれば両者の倫理は当然無ければなら

が有ったらと慨嘆させられることはあまりにも多い︒選挙

る人々︑それらの人友に若し大学の云う治者としての徳性

国の政治に限らず︑会社でも学校でも組合でも︑荷も首長

の文字とされるであろう︒私は此の大学の原理は︑ひとり

つは絶対に変らないものと思う︒即ち論語と大学とは必読

人格への傾倒と︑惰身治国の本末関係の原理への共感の二

思われない︒然し私のひそかに信ずるところでは︑孔子の

の腐敗︑賄賂︑役徳︑公費の乱費︑公私混渚︑天下り人事︑

化は実に大きいから先生が今日前と同様の言を繰返すとは

御手盛りの歳強の値上げ等之等の人々の徳性に対する不信

全体との関係︑上と下との関係は人の社会に於ける必然の

的地位に在る人にとっての根本的な倫理だと信ずる︒個と

ない︒今日の政治家例えば首相︑閣僚︑議員︑官僚︑自治

を誘う事件も何と多いことか︒若し之等が鯛正されるなら

体役員︑更に社会各界に於ける指導者とか首長的地位にあ

ば︑物価︑労働︑大学︑公害︑ギャンブル︑風俗等の諸問

人が之を自覚して幸福な社会を作れと云う主張である︒私

形体である︒その調整の根本は道義に依る外無い︒故に万

は論語と大学とは︑中国の知恵の結晶であり永遠に生命の

題にもよい影響が及ぶのではなかろうか︒昔から政治は純

ある古典だと思う︒西洋人が之等を如何に研究し︑何を汲

正潔白なものではないかも知れないが︑理想としては大学
の云う︑﹁身を傭めて人を治める︑人は上から下まで皆惰

くべきだと信ずる︒︵本会副会長︶

東洋人は此の東洋の宝を大切にして︑その恩恵を十分に受

取って西洋文明にプラスせんとするかは知らないが︑我々

身を本とすべし﹂と云う金科玉条を大切にしたものである︒

る︒先生の儒教批判は︑その長としては︑一社会の秩序を

私は時を思うことに︑我が西村先生が今日健在であった
ら︑儒教に対してどんな態度をとられるかと云う問題があ

ワー

︑１ノ

／ｆ︑

平塚益徳
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ここ数年来世界の教育は特に爆発現象を一段と深めてい

域間の極めて望ましい教育における協力体制を整備︑強化

てとし︑それぞれが最善の努力を払うと共に諸国間︑諸地

ジア︑アラブ圏︑アフリカにおける地域毎の教育協力の体

る︒一九六七年秋︑アメリカ合衆国のジョンソン前大統領

制は︑それぞれ注目すべき成果をあげていのである︒

アメリカ二十ヶ国の協力︑一九六一年一月に緒についたア

国の当面する諸問題の第一に教育をあげたことは周知の事

こうした世界教育の大きなうねりのただ中にあって︑わ

︑︑︑

積する諸問題の筆頭に教育問題をおいたことと軌を一にし

うか︒私はこの点を以下二つの相反する側面で把え︑吟味︑

にいたる︑各学校段階におけるわが国の就学率は︑アメリ

素をそなえている点の確認である︒例えば小学校から大学

第一は︑・わが国教育が国際的に極めて高く評価しうる要

考察して象たいと思う︒

が国の教育は果して如何なる国際的評価を受けうるであろ

あることを明かしている︒

とって最大の課題が教育問題の連邦国家の次元での解決で

十月に彼の有名な所信声明を公表した時︑西ドイツ国家に

ている︒こうしたことは他の先進国家群にもまた見出しう

一一

グ

るのであって︑例えば西独のプラント首相も︑一九六九年

実であるが︑それは総裁選の時に三木武夫氏が︑国内の山

と名付けている︒佐藤内閣が第四次の発足に当って︑わが

しつつあるのである︒一九五七年一月に発足したラテン・

軒並みに︑教育を以って国造りの最大且つ最も確実な手だ

９４１︲ｉ１口１︑Ｊ１︑１．４１．１１４
Ｌ

（

はこの世界的動向を︑﹁世界教育の危機﹂として把握した

ｉＩ

母

が︑人によってはそれを教育競争と呼び︑また教育最優先

︐．︑伊

日本教育の将来

！
一方︑総数八十ヶ国を越えるいわゆる開発国家群がまた

一
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一
へ

あった︒

結晶の足跡として︑世界的に記念さるべきだということで

かくして一九六八年︑明治百年を記念して︑ユネスコの

に伍して第一位を占めているのである︒それを少しく具体

主催によって﹁日本文化の研究﹂をテーマにした水準の極

力合衆国と並んで極めて高く︑一四○に及ぶ世界各国の間

二位︑︵尤も最近の文部省の教育白書では︑アメリカ︑ソ

的に説明吟味すれば︑高等教育はアメリカに次いで世界第

めて高い国際文化会議が十月に東京と京都で開催され︑多

雑誌﹁クーリエ﹂は︑同年十一月号を﹁日本特集号﹂とし︑

大の成果をあげたが︑ユネスコ本部の編集になる月刊文化

く︶︑後期中等教育が同じくアメリカに次いで第二位︑前

雑性にもとづき︑私自身は国際比較から一応除外してお
期中等教育は第一位︑初等教育も第一位で︑アメリカは逆

を全世界に紹介したのである︒何故ここで全世界と云うの

大々的に明治百年の歩糸を中心とした日本の近代化の足跡

連に次いで第三位とされているがソ連の高等教育機関の複

に列外に脱落するのである︒

独︑仏︑伊︑西︑印︑ソ︑中国︑アラブ︑日本等総計十二

であるか︒それは他でもない︑雑誌﹁クーリエ﹂は現在英︑

時点におけるこのような素晴らしい教育の普及︑発達は︑

紙数の制約でここでは詳述出来ないが︑わが国教育の現
必ずしも現在だけの特殊現象ではなく︑歴史的に遡ぽれぱ︑

いるからである︒

ところで︑日本特集号に私は︑﹁明治百年の日本教育の

ヶ国語に榊訳されて︑世界の文化人︑教育者に愛読されて

である︒従って私は︑最近私自身が体験した一つのエピソ

歩み﹂についての特別寄稿を求められ︑拙い英文の素稿を

早くも江戸時代にまで特色づけることが指摘さるべきなの
ードをここに略述して︑日本教育の世界的評価の︑言って

題は﹁日本教育の長所と短所﹂という平凡なものであった

認めて・ハリの本部に送付したのである︒その際の拙稿の表

一一一

桑れぱプラスを確認しておきたい︒

去る一九六六年の初冬のことであった︒・くりに本部をお

味深くまたわかり易く書いて欲しい﹂という注文に合わな

かったと見え︑本文は幸い何ら改変されていないのに︑表

が︑この表題は︑﹁仙界の人に日本の教育的努力の跡を興

題だけが何と﹁日本教育の大勝利の秘訣﹂と変えられてい

くユネスコの第十四回の総会の席上︑一つの画期的な決議
ている﹁明治百年の記念の祝典﹂は︑ただ単に当事国日本

が万場一致でなされた︒それは来る六八年︑日本が計画し

たのである︒

ユネスコ本部の学者たちが︑﹁日本教育の長所と短所﹂

だけの慶事とはさせないで︑むしろ︑人類文化の輝かしい
進展のモー豆メントとして︑且つまた人類の努力の見事な
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目さるべきであろう︒幸いこの特集号は世界的にベスト︒

イァンフといった積極的な表現さえ使ったという事実は注

という題を嫌って︑敢えて﹁大勝利の秘訣﹂と改め︑トラ

た十二の教育目標を使用し︑日本教育の問題を吟味してみ

参加国一二五ヶ国が一斉に共通の達成目標として高く掲げ

七○年にいわゆる﹁国際教育年﹂としてユネスコが提唱し︑

ここで︑日本の現在の教育を診断する尺度として︑一九

第一の共通目標は︑﹁機能的識字﹂の達成である︒云う

干生員ノＯ

セラーとなったが︑この特別企画によって世界の読書人の

ところの意味は︑人間教育にとって真に望ましい在り方は︑

前に︑明治天皇の偉大な御事績︑福沢諭吉の﹁学問のすす
客観的にみて︑日本の教育に確かに大きな長所がある︒

ある︑とするものである︒この到達目標を尺度とした時︑

め﹂の大精神︑日本仏教の真髄等が紹介されたのである︒

現下のわが国教育は果して満足すべき状態に達しているで

て︑社会の進歩に挺身しうる活力ある社会人を育成するに

な長所と云えるのである︒われわれはこれらを銘記したい

育的エネルギーの遅ましさは︑国際的に桑てたしかに偉大

私は現在のわが国には余りにも多くの﹁教育された文盲者﹂

あろうか︒答えは全く逆である︒ここでは詳論し得ないが︑

単なる読み書き能力の獲得ではなく︑それらを十分活用し

と思う︒さらにまた︑明治維新からそれにつづく初期の時

が横行し過ぎると慨嘆せざるを得ない︒人間本質の一大特

ている︒例えば︑明治以前︑早くから日本民族が示した教

代に︑われわれの先達の尽くされた教育国日本確立のため

色たる︑いわゆるホモ︑サピエンスを一例にとっても︑わ

世界的にゑても︑それは特筆さるべき点を少なからずもっ

の諸努力と︑そこに明示された叡智は︑西村先生のそれを

いるであろうか︒かつて矢内原忠雄氏は︑﹁大学の門に出

が国で真に知的訓練がどの程度︑またどこで十分行われて

含めて︑国際的に高く評価さるべきなのである︒
四

る﹂と喝破されたが︑ここ数年来︑特に大学でくりひろげ

入しうる者は︑ただ真理に対して常に謙虚な者だけであ

然しながら︑わが国教育は︑特に現時点におけるそれは︑

うか︒遺憾ながらわれわれは﹁否﹂と断ぜざるを得ないも

果して無条件的に﹁大勝利﹂と礼讃されるに価するであろ

の第一条件の欠除者の象で占められていることを暴露して

られているゲバ騒動は︑現在のいわゆる大学人が殆んどこ

スの世界は︑わが国の家庭︑学校︑社会教育の何れの場に

いる︒さらに人間木質の第二の特色たるホモ︑パチィエン

のである︒それどころか︑現在のわが国の教育は︑国民的
る諸要素を余りにも多く内包していることを自覚すべきで

に一大猛省を加えない限り︑むしろわが国の将来を危くす
ある︒
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おいても︑果してどの程度真剣に追求されているであろう

通目標は︑わが国教育に抜本的の反省を要求している︒何

以上列挙した諸点に併せ︑特に第十以下第十二に到る共

五

清さへの憧れ︑特に畏れ慎しむことへの教育なのである︒
故か︒

か︒現下日本教育で最も必要とされる一面は︑慈しみ︑恕︑

その他社会性の陶冶︑他と協力し︑他に進んで奉仕する精

の脆弱点は︑学校教育に余りにも比重をかけ過ぎ︵このこ

第十は︑綜合的な生涯教育であるが︑わが国教育の最大

神の育成は第二義的なものとされ︑逆に自己主張を以て民
っているのである︒

主主義の第一の要件と錯覚した教育があまりにも大手を振

際公務員の養成であるが︑ここではただ世界で独り日本だ

ある︒第十一は︑教育における伝統的なものと革新的なも

が本来あるべき姿を示し得ないことである︒猛省すべきで

逆に家庭本来の教育的努力︑さらに一般社会の教育的活動

とから世界に無類の非教育的な試験地獄が生じている︶︑

けに﹁女子大亡国論﹂が飛び出し︑︵而も日本の四年制大

のとの︑対立でなく︑融合への努力の要請であり︑第十二︑

国際青年の共通目標の第二は女子教育の振興︑第三は国

学の女子学生の比率は︑ソ︑米︑仏︑英︑独はもとよりス

最後の目標は︑世界の青少年に国際理解の教育を徹底せし

︑︑

ウェーデンその他北欧各国よりも低い︶また︑ユネスコを

すと共に︑特に現在内包されている根本的な欠陥に対し︑

われわれは︑日本教育の世界的な長所をあらためて見直

て達成しようとする呼びかけである︒

︑︑

始めとして国際機関に挺身する同胞の数が︑けた違いに少

め︑そのことを特に道徳教育並びに公民教育の振興を通じ
︑︑

第四は教育の民主化の徹底︑第五は中等︑高等教育の進

いことを附記しおきたい︒
︑︑

告︑第六︑教育が決して進歩し激動する社会に遅れをとっ

実に改革のメスを入れるべきである︒この前提の上でのみ︑

勇敢に︑国民的協力体制の下︑よし時間がかかっても︑着

学が選抜でなく生徒︑学生の自己選択たるべきことへの警
てはならないこと︑第七︑教育研究の重視︑第八︑教師の

︵本会評議員国立教育研究所長文博︶

日本教育の将来は明るいものと云いうるであろう︒

養成にその現職教育制度の徹底的な改善︑充実︑強化︑第
九︑教育工学の大帆の活用であるが︑それらの一つ一つが
おかないのである︒

ひしひしとわが国の教育の現状に対して猛省を促さずには
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入学試験廃止論

木下広居
塾の受付けに徹夜してならんだ母親がテレビに出た︒青

そして︑どういう大学に合格するか︑によって自分の一

て︑一級︑二級三級というふうに格差がついている︒どう

・生が決定されるようなものだ︒大学は︑入試の難易によっ

いう会社に就職するか︒どういう国家試験に及第するか︒

それは︑第何級の大学に入学するかによって決定する︒

学校の先生は︑できるだけ一流大学に沢山の生徒を合格

させたい︒それが自分自身の教育成績でもあるし︑父母か

ら頼まれていることだ︒校長さんも︑口を開ぱ︑﹁うちの

生徒は××大学に何人はいりました﹂と自慢話しをする︒

あげられる︒その代表的なものが入試だ︒現代の青少年は︑

どうして高校や大学で騒動が起こるか︒いろんな原因が

書くことを練習する︒

とだ︒話し合うことだ︒そのうちに︑自分で読み︑考え︑

ことに疑問を持つことだ︒だから︑質問に対して答えるこ

を楽しむとか︑学問とは関係がない︒学問とは︑あらゆる

要するに︑今の学校は︑りっぱな人間を作るとか︑青春

ほかのことは話題にならない︒

オトナの作っている社会に不満だ︒オトナの作った社会制

ルギーを浪費し︑青春をすりへらしている︒

ざめた顔をした無数の青少年が模擬試験などで貴重なエネ

度には︑ことごとく反抗したい︒その中で最もシャクにさ
高校で中学で︑学問をしたい︑と思う︒ところが︑与え

ーゼ気味で︑何かうまく行かないと自殺するような弱い人

のとれた身体を作ることだ︒見かけは大きくても︑ノイロ

を何秒で走った︑というようなことではなく︑調和と均整

そのためには健全な身体を作らねばならぬ︒それは百米

られるものは学問なんという高級な︑純粋な︑真理に近づ

わるのが入試だ︒高校には教育がないのだ︒

くためのものではない︒絶望して卒業証書を焼きたくなる
ある学科の授業といえば︑﹁出題傾向﹂に適合した問題

ような学園でなくてはならぬ︒ところが現実はどうか︒明

こんなことすべてに気をつけ︑一生涯の友情が生まれる

間ではダメだ︒

の暗記だ︒解き方の伝授だ︒そういう入試で︑一点でも余

治時代から︑欧米に追いつけ︑という︑かけ足のし通しだ︒

のだ○

計に取らなければ合格できない︒

（12）

と考えるそうだ︒競争者がへるからだ︒それほど入試は破

記によると︑風邪で級友が休んだりすると︑﹁死ねばいい﹂

こんな学校が︑どうして楽しいものか︒ある高校生の手

ど全くはらわれていないようだ︒

る人間のことではないか︒外国の本を読んでいるだけで︑

日本のインテリゲンチャというのが︑物まねを器用にや

得たところのものは︑本ものではない︒模倣だ︑口マネだ︒

自分が考えたり調べたりして得た自分独自のものではない︒

壊的な作用を及ぼしている︒

学校の先生ばかりではない︒家庭においても﹁教育マ亘

特許を外国から買って来て工業化しただけのものが多くは
ないか︒こんな産業は︑すぐ行きづまる︒永久に模倣に終

生損をした︒子供は一流の国立に入れたい︑と念願する︒

ようとする︒自分が三流の私立大学しか出てないから︑一

それは無理もない話だが︑辿伝ということも考える必要が

がいて︑自分たち夫婦のできなかったことを子供にやらせ

本当の体育︑学問をやっていないところは楽しくない︒

ある︒瓜のつるには︑ナスビはならぬ︒両親以上の能力と

ってしまう︒外国の発明発見を追いかけるだけで︑くたび

人間の成長は︑自山な環境においてのみ可能である︒他校

れているのが実状ではないか︒本当の学問をやるべきだ︒

との対抗試合に勝つための体育︑入試に合格するための勉

がある︒多くは残酷物語︒親を殺す子が出る︒

素質ある子供を期待し︑鞭漣することには︑多少とも無理

体育を楽しむのならば︑ほかに方法があるはずだ︒はじ

強︒それは︑まことに︑はかない︑ニセものだ︒

しかし︑それは︑﹁子供の将来の幸福を考えてのことで

で刻苦勉励させる︒ただ︑少数の両親が︑そういうことを

す︒多少の苦労は︑子供のためでもあります﹂という信念

めから選手養成を中心とするなんか︑学校の宣伝であり︑

入試志願者をふやし︑受験料を沢山もうけようという商業

わす︑となると︑能力に関係なく競争させられる子供は︑

志すのでなく︑すべての両親が︑家庭教師をつけ︑塾に通

主義だ︒しかも︑大部分の生徒は見物人であり応援団であ
って︑体育に関係がないのだ︒体育部の費用は︑生徒の十

は︑運動競技を過度にしたために健康を害するもののある

マネは即刻やめるべきだ︒体育について︑最も注意すべき

両親は老後が楽だ︑ということらしい︒こういうことは︑

一流国立へ︒そして︑その目的が達せられれば︑自分たち

子供を出世させ︑収入の多い職業につかせたい︒それには

その上︑気になることは︑親たちの話をきいていると︑

たまったものではない︒

ことだ︒さらに︑虚弱であるために︑普通の競技に参加で

は全校の生徒が参加できるのでなければ無意味だ︒プロの

分の一か百分の一のために使っているようなものだ︒体育

きない者の体育を考えるべきだ︒こういう考慮が︑ほとん
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を苦しめることによって︑自分たちが将来︑楽をしようと

子供たちが︑すぐ見抜くものだ︒﹁何だ︒親は︑オレたち
がある︒

めの塾や予備校が出来た︒字を覚えない子供を殺した母親

いや幼稚園から教育が破壊されている︒最近は幼稚園のた

た︑これは︑ほかの二︑三の大学でも実施していることと

名︑地名を記憶することが歴史学だと思いこむからだ︒ま

涯︑歴史の研究には適当でない︑といっている︒年号や人

ある歴史学者は︑入試の科目に歴史を選んだ者は︑一生

考えているのではないか︒オレたちの勉強は︑親を幸福に
するための手段だ︒オレたちは︑その道具なんだ︒競馬の
ように競走させられて︑利益を得るのは親たちで子供では
ない﹂︒

思うが︑立教大学では︑数学や物理学を専攻する者には︑

子供は子供らしい遊びも知らず︑青春を楽しむこともな
く︑平社員として訓練されるために就職する︒全く自分と

数学や物理の入試はやらないそうだ︒それこそ正しい考え

のが当然だ︒結論は簡単だ︒大学は高校の内申書によって

では入試を廃止して︑どうするのだ︑という質問がある

った手段や技術とは︑根本的にちがったものだ︒

ということを銘記せねばならぬ︒学問は︑受験という間違

方といわねばならぬ︒入試は大学教育を妨害するものだ︑

いうものがなくなってしまう︒オトナの社会に反抗するこ
とになる︒

しかも︑会社というものから見る財界も︑新聞で読む政
が︑オトナというものは︑金もうけ以外には考えないもの

界も︑父親の生活も︑腐敗的であることは問題だ︒誰でも
らしい︒学校の先生も︑本当の教育をしたり学問をしたり

入学者をきめればいい︒

そうすると︑また︑都会の高校で成績の悪い者も︑田舎

するつもりはなく︑生徒を入試に合格させることだけしか

の高校の優等生よりも学力があるのが普通だ︑という人が

頭にない︒そのために生徒がカラダを悪くしようと︑ノィ

ちっとも心配することはない︒大体において︑都会の高

出るかも知れない︒

校では︑つめこみ教育をしているから︑大学入学後は︑そ

ロゼーになろうと︑学問が分からなくともいい︑としてい
なる︒そういう勉強が学問だと誤解するから︑学問そのも

る︒入試のための勉強を強制すると︑必らず勉強が嫌いに
のが嫌いになる︒だから大学に入学したトタンに勉強しな

れほど伸びない︒それに︑肝心なことは︑青年らしい活力

︵本会理那専大教授︶

とエネルギーに乏しい者が多いからだ︒

くなる︒学問の楽しさを中学や高校で学んでいないのだ︒

そこは︑入学試験ということを先生が頭において教育す
る︒○×の答案作成の練習をさせる︒だから︑小学校から︑
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国歌

君が代について

橋雅義

1
1

二五才︶を選んだ︒その選ばれ

に陸海の軍制が設けられたとき︑前者はわが国最初の陸軍軍楽長と

の長倉彦二︵のち中村祐府と改名︶の二人がいる︒明治四年に日本

たもののなかに当時一八才の四元平四郎︵のち義挫と改名︶と同年

耳をもった者たち二八名︵一二才

楽隊の設置の必要を感じて明治二年に薩摩の青年のなかから音楽の

が︑彼らは洋式の奏楽に感激した︒そこで薩摩の軍隊では洋式の軍

である︒このとき鳳萱を守護していた軍兵の中心は薩摩兵であった

とに英国歌﹁○＆閏ぐ⑦吾の園長﹂を演奏して鳳藍を歓迎したそう

侭うれん

やむなく英軍隊は軍楽隊焚フェントンＱ・弓・閉昌︒︒︶の指揮のも

時横浜滞在中の英仏の両軍隊は︑日本にいまだ国歌がなかったので

治天皇が東京に行幸の際に︑途中神奈川をご通過になられた︒この

国歌﹁君が代﹂の成立した由来明治元年一○月︵一八六八︶明

の消息を要説いたしたいと忠います︒

﹁君が代﹂につかれているので︑寡聞かつ未熟をも省みずにその間

私は海の化学との多年のご縁に端を発してかなり以前から国歌

石

なり後者は雌初の海軍軍楽長となった︒そして相ともに明治初期の

また薩摩の軍隊はフェントンのすすめによって︑日本国歌制定の

和洋音楽の開発進歩に著しい業績を残された方がたである︒

えいかわ

要請を東京の総帥西郷隆盛にしようとした︒この使者には西郷さん

の親戚筋にあたる青年の頴川宗之進が選ばれたのであるが︑その頃

折りあしく西郷さんは東北地方平定のために出陣中であったために︑

代理役として在京中の砲兵隊長大山厳︵のちの元帥︶に願い出た︑

そのとき野津鎮雄︵のちの元帥︶も同席しており︑大山さんと野津

さんはフェントンの意見に共鳴された︒そこで大山さんは古今和歌

﹁我君はちよにやちよにさざれいしの厳と成て苔のむすまで﹂︑な

集︵九○五︶第七巻冒頭に所載の︑題しらず︑よみ人しらずの賀歌

お後年の和漢朗詠集︵一○一三︶には初句のみが﹁君が代﹂と改め

られているのであるが︑大山さんは﹁君が代﹂の歌詞を選び︑作曲

にできて︑同年に薩摩︑長州︑土佐三藩の兵を集め︑東京深川の越

をすべてフェントンに依頼した︒この作曲は明治三年︵一八七○︶

中烏で明治天皇親監のもとにわが国岐初の観兵式が行われた時に︑

る﹁君が代﹂の曲であった︒しかしこの曲はついに日本人にアピー

薩摩単に属する正楽隊が減奏したのは︑このフェントンの作曲にな

その後数次にわたる国内の変事を経て明治一二年︵一八七九︶に

ルするにいたらなかった︒

は日本の政情も安定したので︑かつ宮内省楽部には和・洋両音楽に

たん能な青年たちが少なからず成長していたので︑政府の要請によ

一三年︵一八八○︶秋に優秀な若い奥好義︑辻則承︑上真行の三人

り宮内省は英断をふるって日本人による作曲を広く募集した︑明治

が応募した︑今日のことばでいえば林広守を委員長とする選考委員

会で棋重に審議の結果︑奥好義の作曲が第一位に選ばれ︑それにほ
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れたために林広守作曲と誤り伝えられるようになった︒

責任者の林広守選曲として公表されて後年まで奥好義の名が伏せら

んのわずかながら林さんの手が加えられたとの真話がある︒しかし

そのように思われたのも無理からぬことであったのであろう︒

変動︑大変革後の当時の国情のもとでは︑ある例外を除いて一般に

釈されるようになったものと思われる︒明治維新という未曾有の大

一八︶後の

る解答を結論的に申せば︑第一次世界大戦︵一九一四

﹁君が代﹂の旋律が原始的で幼稚であるという批判これに対す

器で洋風に演奏するように楽器編成替えをしたのが︑当時海軍軍楽

ついて検討したことがあった際に︑日本の国歌﹁君が代﹂が最高で

大正時代にドイツ国で最高の音楽家たちが集まって世界中の国歌に

奥さんの作曲の旋律をそのままにして︑宮内省の委嘱により洋楽

ある︒明治一三年二月三日の天長節に宮中︵いまの皇居︶で演奏

石が巌となりて：︒⁝﹂についてである︒岩が砕けて︑されざ石にな

﹁君が代﹂の終わりの語句が非科学的であるという批判﹁さざれ

あるという折り紙がつけられている︒

隊の外人傭教師であったドイツ人エッヶルト︵印自画胃訂らで
されたのが公式演奏の岐初である︒その後日本の陸海軍軍楽隊はこ

ることはあっても︑その逆作用はありえない︑非科学的で︑教育上

れを国歌として用い︑外務省からは海外に国歌として発表されてい
る︒しかし︑文部省が奥好義作曲︑林広守選曲の﹁君が代﹂を正式

事実に即して立論するものである︑それは筆者のかねてからの持論

︵石橋︶は︑海洋学の立場から上記の逆作用は現実に起こることを

有害であるという非難であるが︑これは誤解である︑すなわち筆者

に国歌として発令したのはかなりおそく︑明治二六年八月一二日
﹁君が代﹂の歌詞に対する批判すでに前掲の原歌に記されてい

︵一八九三︶で官報号外をもって公表されたのである︒

るように﹁題しらず︑よみししらず﹂である︒それは作者の地位が

でもある︒

現代の地学の教えるところによれば︑岩石には火成岩︑堆積岩︑

低く無名の庶民を意味している︒大君の文字はどこにも使われてい

変成岩がある︒そられについては︑いわば教養の地学として読者各

ない︑わが君とは︑自分の仕えている主君や主人を意味したものと

岩や淡泥や砂粒や喋が湖底や海底に永年堆積した結果できる水成岩

思われる︒あるいは自分の夫か恋人︵？︶を意味したかもしれない

がある︒筆者がここで特に考えるのは海洋水成岩についてである︒

る︒堆積岩のなかにも淡泥や砂粒が風送され堆積の結果できた風成

代﹂と改められているが︑すべて﹁君﹂とは相手を尊敬していった

筆者の所論によれば﹁君が代﹂のなかの︑さざれ石からできた巌は

位のご了承に待つことにして筆者がいまとりあげるのは堆積岩であ

日常の敬語である︒朗詠は当時中流以上の人士のよく愛唱した歌謡

︵？︶この作者は女性であったのではなかろうか？と歌にまった

曲である︒﹁代﹂は令を意味する︒すなわち﹁君が代﹂の原意味は

かというのである︒筆者の研究室における︑筆者がなお研究盛りだ

水成岩であり︑特に主として海洋水成岩にほかならないのではない

く素人の私には思われるのであるが？また和漢朗詠集には﹁君が

﹁あなたはいつまでも幸福に長生きなさいませ﹂ということであっ

ったころの研究によれば︑海洋の年令は三二億四千万年に及ぶとい

て︑国民相互の長寿と敬愛の意を述べたものであろう︒それが国歌
に制定されたので︑天皇至上主義に︑天皇の桑をたたえたものと解
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も︑要するに長い年月の間に集まり︑たまり︑つもった涙泥や砂粒

う巨大な数字が得られている︒あえてそれほどまでに永遠ならずと

べました︒なお筆者の老後の岐後の願いの研究は︑すでに学界の権

別れの言葉にさきだち前半の時間をさいて﹁君が代﹂論の所信を述

ートで﹁君が代﹂の斉唱を要望して実現し︑ついで卒業お祝いとお

ころに従い︑学長の独断で︑学長ひとりの責任のもとに開会のスタ

威である旧門下の一部の方がたの芳志のおかげで引き統き進行中の

いわば無限の圧力下で︑発熱現象をも伴いながら微妙な反応機作の
もとに海洋水成岩の生成するであろうことを科学的に推断せざるを

︵ご内詣あり︶︑研究室裡で﹁さざれ石が巌に化する反応﹂の実験

海洋化学の仕事のほかに︑新たに現役諸学者各位との協力において

や喋等々の海底沈積物質層は多大の水圧下のもとに︑同時に自体の

らない︒地球は生きているのである︒スイスのアルプス連峰は︑す

に不敏ながらも精進︵学長職などのために精進は心のなかで︶して

証明であり︑これも﹁君が代﹂につかれ︑かつ分析化学と海洋化学

えないのである︒これは海底でさざれ石が巌に化する作用にほかな
べて太古海底でできた水成岩であり︑日本アルプスの峰々は火成岩

本執筆にあたって大きな恩恵をいただいたのは理博田辺尚雄老先

参った日本人の筆者にとりふさわしいことと思っております︒

や水成岩や変成岩の混在岩であることが立証されている︑水成岩が
地上のものになってから風雨にさらされ︑いつか植物胞子の宿ると

生の高著︑﹁明治音楽物諾﹂︑東京都青蛙一房︵昭和四○年発行︶から

ころとなり︑やがて当然苔むす状態になることであろう︒私はこの
無名の作者の霊感・直感の超偉大さにただひたすらに頭がさがるの

ました︒そして上掲の高著が世に出てまもなく︑その高著を私にご

であり︑また同僚の理博松下進教授からも有益なご教示にあずかり

約一︑○○○年の昔に日本の無名の一庶民が賀歌﹁君が代﹂を作

ともに記して厚くお礼を申しあげます︒

恵与下されたのは畏友山元義隆社提︵三幸建設ＫＫ︶であります︒

承である︒

った︒それは人川世界の相互の敬愛︑友情︑幸福︑長寿をことほぎ

付記この場合金沢大学の評議会に予めかけて了解を求めること

願い合う意味であった︒加うるに︑現代科学の立場から広大無辺な
真理が蔵されている︒このような立派な国歌に比すべき他の国歌の

はかりにかけた際に︑学長の申すことは一応もっともであるが︑時

節柄一部の学生の妨害やさわぎの起ることも多分に予想されるので

を略して︑私は卒業式に﹁君が代﹂の斉唱に踏み切りました︒それ

日本国のシンボル人間天皇をはじめ同胞相互への上掲の心をこめて

やめられた方が無難でしょうとのご厚意からのご注意のあるでしょ

存在を︑私は寡州にして日本以外のどこにも求めることができない︒

ひろびろとした心で﹁君が代﹂を斉唱いたしたいものである︒最後

ん︒しかし私はぜひ行うべくかねてから決意しておりましたので︑

うことが思われ︑私はそのようなご忠告を無視するわけにゆきませ

さればわれわれは︑適切な記念の機会には︑その原意義を理解して︑

に自分のしたことに触れて恐縮ですが︑筆者が金沢大学学長時代︑
式の当日︵昭和四二年三月二五日︶に︑卒業生︑来賓︑父兄ならび

らないと考えて︑かくは学長一人の責任において思い切って踏ふき

もしもの場合に責任の上で評議員の各位にご迷惑をおかげしてはな

例の学生運動の最盛期にはいる直前のころの学長として簸後の卒業
に大学の同僚教職員など約三千名近くを前にして︑かねて考えると
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おこりました︒勿論このことは︑まもない後日の評議会で了承を求め六年間在任中︑時節

ったしだいでありました︒幸にしてこの日︑学長の﹁君が代﹂論のさいごに多くの拍手が

る﹄ために︑私は校長になると先ず最初

で﹃学校と家庭の教育上の連絡を密にす

にして︑学校経営は考えられません︒そこ

それにしても︑﹃こどもの家庭﹄をぬき

賓にお頒ちしています︒ひとつ︑ひとつの

にまとめて製本し︑立派な表紙をつけて来

刷し︑年度末には︑その年度のものを一冊

っています︒どの号も五○部づつ余計に印

年前のものは紙の色が槌せ︑相当部厚にな

号を数え︑その都度綴っておりますが︑三

日と十五日に発行して︑いままでは八十五

こうした﹃経営だより﹄は毎月二回︑一

てきました︒

版で刷り︑編輯︑発行を自分ひとりでやっ

人の手を借りず︑自分で原稿を書き︑ガリ

からの反対もあろう筈がありません︒一切︑

もちろん誰とも相談する必要はなく︑誰

の役を買ってでたのです︒

に︑﹃学校と家庭の教育上の連絡のパイプ﹄

校長自身が︑象ずから陣頭に立って積極的

に知ってもらいたい︒﹄ためであります︒

で学校を経営しているかを︑﹁全家庭の人

校長が︑﹃どんな姿勢﹄で︑﹃どんな考え﹄

ました︒

に︑﹃学校経営だより﹄の発行に手をつけ

柄重要なただ一回の独断専行でしたことをお許しあれと述べたとき︑ありがたいことに評
年をへて巌と化しぬわたつ海の

○学校経営だより

のではないでしょうか︒そう思うのです︒

すらに念願し祈り続けながら経営されてる

に﹄︑﹃こんな先生に﹄なって欲しいとひた

の中で︑﹃こんなこどもに﹄︑﹃こんな学校

のではないでしょうか︒校長は︑学校経営

がら︑日なの教育の仕事に取り組んでいる

うあって欲しい︒﹂と︑日夜念願し続けな

だと思っています︒﹃日本の子どもは︑こ

私は教師の仕事は﹃祈り﹄にも似たもの

○教育の仕事は﹃祈り﹄

横田国義

︵京都支会長京大名誉教授理博︶

議員各位は皆微笑を以っておおらかにうなずきなされましたことを付記します︒
さざれ真砂のつもりつどひて

教育への祈り

私が小著﹁教育への祈り﹄︵Ｂ版二四五
頁︑写真十枚入り︶を出版したら︑九月二
十五日︵金︶の毎日︑読売︑産経の朝刊に
大きく報道され︑また続いて︑九月二十八
日︵月︶の東京タイムズにも同じように写
真入りで掲載され︑正直に言って︑私自身
びっくりしました︒

教師として︑この道一筋に四十年︑﹃こ
うあって欲しい︒﹄と︑祈りをこめて書き
綴った現場校長の経営手記です︒マスコミ
させられました︒

に騒がれて︑あらためて自分の責任を痛感
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っていく喜びは何とも言えません︒

積承かさねが︑まとまってひとつの型とな

してまいりました︒そして︑何よりも︑こ

んだなあ︒﹂と感心したり︑涙を流したり

﹁あっこんなことも︑あんなこともあった

いただいております︒この便りによって︑

ました︒乱筆お許し下さい︒

居ながらに知る思いで拝見させていただき

るいろいろな行事を︑また教育方針等が︑

ので︑紙面でもっと︑校内で行なわれてｂ

○

普通のサラリーマンと異なり︑学校の先

自分の子供が︑こんな良い先生に︑指導

方以上と思いますが︑大変︑真面目に﹁学

無いと思います︒しかも校長は︑他の先生

生は︑その仕事の性質上︑時間に余ゆうが

に思っております︒

していただいていることを︑感謝し︑誇り

いつも子供たちが︑お世話になります︒

のお人柄がよく解る人間的なもので︑大変

文も内容も︑事務的なもので無く︑先生

で︑日頃から︑頭の下る思いでした︒

昼間︑勤めているため︑子供たちが持って

ることは︑校長先生の︑教育に対する純粋

いるような思いがしますが︑思ったことを

先生がお話をしていらっしゃるのを聞いて

毎回︑感じることですが︑読んでいて︑

好感が持てます︒

な真心と愛情と努力を︑肌に感じる思いが

卒直に書いていらっしゃるのだと思い︑私

無記名とはいえ︑大変失礼なことを書き

ですから︑羨ましく思います︒

など︑文を書くことが︑大変にがてなもの
なことは短い期間行うことは︑たやすいこ

たします︒

並べました︒今後とも︑よろしくお願いい

○初志貫徹

とかもしれませんが︑長く続けられたとい

父兄会に︑なかなか︑参加いたしません

っぱいです︒

うことは︑ほんとに︑頭のさがる思いでい

いろなことを聞かせてくれます︒このよう

細かな配慮がうれしく︑時々子供がいろ

いたしました︒

ませんが︑私が︑時々読ませて頂いて感じ

くるお手紙は︑全部に︑なかなか目が届き

○

校経営だより﹂を発行していらっしゃるの

おります︒

ての︑前向きの姿勢︑ファイトに喜こんで

の便りによって︑校長先生の︑教育に対し

○アンケートに見る父兄の信頼
﹃経営だより﹄七○号を出してから︑全家

庭に︑どの位︑この﹃経営だより﹄を読ん
でいるかをアンケートにより調査しました
ら︑意外に関心をもって読んでいるのに励
まされ︑更に意欲をたぎらせて︑学校経営
に取組んでおります︒次にアンケートの結
果を記してゑましよう︒
調査

家庭数三○六
回答数三一四︵同一家庭で兄弟の
分も含む︶

感想︒ご窓見寄稲数一二○
回答の内訳

２読むこともあり︑読まないことも

１その都度読んでいる二八八

ある二二

４まったく読まない

３あまり読まない三
○アンケートに寄せられた︑父母の感
相心

学校経営だよりを︑楽しぷに︑読ませて
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物学界の先覚者であり︑永らく高等師範に教鞭を取ってい

に次ぎの句がある︒

ったのであろう︒その気分が尊いのである︒﹃大学﹄の中

いわゆる﹁その意を誠にす﹂とは︑自ら欺くことなきな

た人だが︑これも研究に没頭すると時間の経過を忘れる︒

或る日いつもの通り︑夜の七︑八時まで実験に熱中してい

り︒悪臭をにくむが如く︑好色を好むが如くす︒これを
げん

たところ︑夜廻りの小使が博士の室に居残っていたことに

これ﹁自ら謙す﹂という︒故に君子は必ずその独りを慎
しむ︒

気がつかず︑外からその室に鍵をかけた︒実験を終えて廊
下に出ようとした博士は︑サァ大変︑なんとしても方法が

大意をいえば︑われわれが誠意をたもつためには︑自分

よ

ない︒万策尽きた結果は︑出窓をあけて外へ飛び出し︑コ

で自分を欺むかぬことが大切だ︒いやな臭はいやだ︑好い

にほい

ソ泥のように︑ほうほうの体で帰宅した︒そこまでは誰で

に︑﹁善は善︑悪は悪﹂と︑人の見ているいないに関係な

色は好いと思う心には裏表はない︒万事についてそのよう

うらおもて

もやりそうなことだが︑さてその翌日だ︒博士はさっそく

く︑自分自身の満足を得ること︑これが﹁自ら諏す﹂とい

よ

嘉納校長の手許へ︑コウコウ︑カクヵクの次第だと︑進退

る︒だからこそ道に志す君子は﹁その独りを慎しむ﹂と︑

うことだ︒謙は嫌と同様で︑﹁アキ足る﹂﹁快し﹂と訓ず

おしえているのである︒﹁独りを慎しむ﹂人の行動には︑

一
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伺を提出したとのことである︒

日の時世とも思い合わせて︑幾多の感激を得た︒本多博士

私は右の両博士の逸話を聞いて︑ある喜びを感じ︑また今

はなぜ塀をのり越えられないのであろう︒イヌのまねして

原真弓﹀

︵特別会員東教大名誉教授︑文博︶

人の見ているいないの区別は無いのである︒

高取城祉

も猫のまねしても人は見ているわけではない︒また斎田博
士はなぜわざわざ自分の失策を校長の耳に入れたのであろ
う︒出窓を開いて外へ飛び出したといっても︑自分さえだ

まっておれば︑誰一人知る人も無いではないか︒この話を

︵

一へ︑護良の皇子らもここゆ見ましけむ山︒

︵歌人・英詩人︶

一水溜る天守のそばの深き濠︑吉野あたりにつづくとぞ言

へ鉱こ

︽ごう

今こざかしい人点に聞かせたら︑或いは言下に馬鹿だとい

イヌ猫のように塀をのりこえる自分の姿︑コソ泥のように

うかも知れぬ︒しかし両博士からすれば︑それはできない︒
あくしゆう

出窓を逃げ出した自分の姿を想像すると︑それは悪臭をか
いだ者のように︑なんとしても堪えられぬいやな気分にな

菅

〜 、 一

= ダ シ ー

水
球 上 の
地

− そ の 循 環 と 総 量 一

１１
一

われわれの生活環境を構成する最も基木

最大五○○万トンを越える水が消喪され︑

れている︒飲用水だけでも︑東京では一日

水・家庭用水として大量の水が毎日用いら

生活水準の向上と用水型工業の発展で︑水

的な要素は土地・空気・水である︒地球上

需要は著しく急上昇し︑近い将来︑水は枯

にはほとんど人間が住んでいない砂漠や熱
しい不足︑後者は水の著しい過剰に原因し

帯森林地域があるが︑それは前者は水の著

てノ︑る○

渇するのではないかという危機感さえ生じ

は︑地球表面かいわいを絶えず循環してい

われわれの生命および生活に不可欠な水

水は循環する

ている︒古代文明の発祥地はいずれも砂漠
地帯の中を流れる外来河川︵砂漠中の大オ
アシスである︶の沿岸であったことをぶて
も︑水はいかに人類の歴史の発展にとって︑

また︑われわれ個人の生活に重要であるか

るのである︒一九二三年九月一日︑上野の

その購想は︑人里離れた山中に結んだ雨露

こころ糸に︑われわれの身体や生活に例

が明らかである︒

が梢からしたたり︑大地をうるおし︑谷川

の大絵巻物は三九メートルに及ぶ長巻で︑

七○

に注いで流れるところにはじまる︒そして

院展に出品された横山大観の﹁生々流転﹂

身体では七一％が水である︒しかも︑肉体

谷川は水量を増して山を下り︑村や町を横

をとって︑水の重要性をみよう︒脂肪は別

から脂肪のほとんど全部を︑また蛋白質の

として︑すべての動物の組織はその重鐙の

五○％を失っても生き続けることができる

は竜巻となって天に昇り︑風によって再び

ぎり︑河口から大海に流出する︒大海の水

九○％は水からできている︒人間の

が︑肉体から一○％の水を失うと︑われわ

とえて︑水の生を流転をもって人生の生女

もとの山へ帰えって行く︒これを人生にた

れの生命は死に至るのである︒また︑日常
一六八トンを必要とし︑鉄鉱石から鋼鉄一

必需品である紙一トンを生産するには︑水

とは思えないが︑水の循環を一価の絵に描

横山大観は水文学︵陸水学︶を修めた人

すいもんがく

流転を象ごとに描き出している︒

学繊維一トンをつくるのに水一四七○トン

トンをつくり出すには水二八五トンを︑化
を必要とするのである︒そのほか︑農業用
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正 巳

川

市

ろいろな態容をとる︒すなわち︑大気中の

圏の三つにわたって循環し︑その過程でい

現われる︒また︑水は河水面・湖面・土壌

泉・掘抜井戸・問獄泉などとなって地表に

数日後︑数ヶ月後︑時によると数年後に

に達して地下水となり︑徐々に川へ流出し︑

空中へ帰える︒さらに他の部分は地下水面

浄作用の限度を越えて廃水・汚水を多量に

じないのであるが︑品近では水の向然の脚

ては自浄作用があって︑いわゆる公害は砿

るに至った︒水は元来︑多少の汚濁に対し

れによって人間の生活環境全体が汚染され

洋にそのまま放出し︑水質汚濁が生じ︑そ

工業化の進展は︑産業廃棄物を河川・海

いていることは驚くばかりである︒

水蒸気・雲・雨・雪︑地表水︵河川水・湖

を養ったり︑地下水が河川水を漁養するな

面から直接蒸発し︑河水が浸透して地下水

ぞれ水は独立して存在するのではなく︑大

に大気圏に蒸発し︑水循環が完成する︒そ

ど︑相互の交流も行なわれる︒そしてつい

のである︒また︑海面には大量の油が流さ

放出するので︑加速庇的に汚染が進行する

水は地球を構成する大気圏・水圏・岩石

れぞれ特異の水の在り方を呈するが︑それ

沼水︶認土壌中の水分︑地下水などで︑そ

きく地球上の水循環の輪の一部をなしてい

このように水はたえず循環しているので︑

これが大気中の水分の減少につながり︑地

地する大工場は︑工業用水として地下水の

重大な問題である︒さらに︑沖積平野に立

に緑を剥ぎとり︑楠物体からの蒸散を減じ︑

他の鉱物資源とちがい︑利用の仕方が自然

れ︑海面からの差拙発を妨げ︑士地は無計画

水術環の輪は単純なものではなく︑一群

といってよい︒これは人類の生存にとって

球的規模で水循環の様相が変化しつつある

の循環の輪は始めなく終りがない︒

の多数の輪が異なった道程を通じ循環変化

る資源である︒

の法則に合致していれば︑永久に利用でき

︾○ ○

する︒海面からは連続的にたえず蒸発し︑

最近における水循環の変化

蒸発した水分の大部分は凝結して雲となり︑

直接海洋上に落下するが︑その相当な部分

近年における急速な都市化・工業化の進

われわれは︑水の自然的性格をよく研究

水するため︑地礁沈下災害が生じている︒

部分は浸透し︑その一部は︑地表や地表近

に達して︑川へ流れ海へ注ぐ︒さらに他の

植物体から蒸散する︒降水の大部分は地表

発するか︑植物によって消費され︑ついで

している︒

し︑従来は考えられないような水害が続出

特に大都市の中小河川の氾濫が著しく増加

れて︑急速に流出するに至った︒このため︑

した降雨の行くへは地下への浸透が妨げら

において農地や林地が宅地化し︑地表に達

することが必要である︒

し︑美しい環境をとりもどし︑これを保全

自然の補給量を越えて︑地下水を大量に揚

象ぞれ・雪となって地上に落下し︑また植

てきている︒都市化の進展に伴って︑各地

展に伴って︑自然の水循環の様相が変化し

は風によって陸地に運ばれ︑雨・あられ・

する︒露や霜の形の水分の大部分は直接蒸

物体や他の物体の表面に露や霜として凝結

くに保持され︑そこから蒸発する︒他の部

するだろうか︒多くの研究者がその総量を

それでは︑地球上にどれだけの水が存在

地球上の水の総量

分は植物に利用されて蒸散の過程を通じて

（24）

推算しているが︑研究者によってそれ程大

と見込まれ︑アメリカ合衆国では︑最近六

要は一○年後には現在の四

ないことは重大な問題である︒日本の水需

はほとんど利用できない︒結局︑年間三○

占め︑この分の水量︵約一○○○億トン︶

キロ以下の小流域が国士総而積の二五％を

年間の地表水と地下水の増加分である︒

きい差がないので︑概略を述べよう︒地球

○年間に水需要量は七倍に増加し︑今後一

量である︒このうち︑河川水のみの利用量

︑○億トンの水が実際の利水の対象となる

日本の河川では︑流域面積が一○○平方

上の水の総斌は約一四億立方キロで︑この

○年間に約二倍になるといわれている︒こ

三％が陸地に存在するいわゆる陸水であ

のように世界各国の水需要が増大の一途を

五倍に達する

九八％は海水である︒残りの二

る︒この陸水の中で最も大量に存在するの

うち九七

は︑極地や高山の氷河で︑固体としての水

は︑Ｒ木の河川の渇水量から考えて一五○

そこで︑地下水の利用を考慮すべきであ

られる︒

には河川水利用の限度に達するものと考え

要の伸びを考え合わせると︑一九八五年頃

たどる今日の状勢を考えると水資源の合理

計1390.513

○億トン程度とみられ︑将来の日本の水需

0．001

に必要とすることは当然である︒

0．013

的高度利用と水質汚染の防止の方策を早急

大気中の水分

である︒地表水︵河川水・湖沼水︶や地下

地 下 水

0．018

水は︑地球の水の総量の一影に満たない︒

日本には水がどれだけあるか
陸地の水の根源は降水である︒毎年毎年

日本の国土︵三六万八○○○平方キ巳に

の推算は行なわれていないが︑関東平野の

地下水の賦存量は河川の利用可能量の数百

る︒地下水の量はきわめて多く︑日本全体

倍に達することが知られている︒深層地下

降る降水量は平均して一六六○ミリと称さ

量である︒すなわち︑駅︑×旨︒×扇ｇ×旨

その積は平均して毎年もたらされる水の総

ているものもある︒地下水特に被圧された

水は数年あるいは数十年前の降水を貯洞し

れる︒この降水量を国士総面積に乗ずると︑

︲ 川臼９９×旨阜十①×旨嵯︵日酋︶となり︑約

その量だけ補給される︒自然の補給辻を越

きうるがほとんど動かない︒揚水すれば︑

深い地下水では流速がきわめておそく︑動
からの蒸発︵合わせて蒸発散という︶は約

しかし︑水面や土壌面から蒸発︑植物体

六○○○億トンとなる︒

兆と考えられるので︑これは利用できない

︵東教大助教授・理博︶

（25）

︵表参照︶
0．018

0．25

えないように揚水すれば︑地下水は永久に

1．20

量である︒この量が約二○○○億トンとな

湖沼水・河川水

0．25

ともかく︑われわれは海水の淡水化が経

極地・高山の氷河

利用でき︑災害も起こらないのである︒

98．77
18

トンとなる︒この量が日本における平均の

1372

るから︑利用できる水の総量は四○○○億

海 水

の水の一％内外の水に依存しなければなら

区分｜水量｜鯵

済的に引き合わない現段階では︑全地球上

地球上の水の総量（単位:100万km')

交渉のテーブルにつけ
Ｉ北方領土問題解決への指向Ｉ

守屋治

できるものと確信している︒なるべく早い

機会に日ソ間において領土問題に関する最

して恒久的な友好親善関係を樹立したい﹂

終的な解決をはかり︑日ソ平和条約を締結

なお︑続いての記者会見では︑ソ連の要

と強調した︒

請があれば北方領土問題で訪ソする用意が

これに対し︑ソ連側は矢つぎ早に反論と

あると意欲的な姿勢を示した︒

論評を加えた︒プラウダやイズベスチヤ︑

﹁平和的手段による問題解決の姿勢は︑

モスクワ放送などは︑国民大会や国会議員

相互不信と排げきのなかに発生した第二

わが国の領土問題に対する態度にもつなが

の視察︑政府や国会の機購はては地図︑教

次大戦の終結にあたり︑世界の国ぐにが地

沖細は︑日米間の相互理解と信頼にもと

をからめて非難し︑これらは日本政府の指

科書の取り扱い︑防衛白書︑署名運動まで

るものである︒

とする人類究極の願望のもとに連合平和機

づく平和的な話し合いによって︑一九七二

思うにこれらは具体的事項を掲げながらも

者たちの危険な企象﹂であると指摘したが︑

導による﹁無益な企て﹂﹁日本の報復主義

年中にその施政権が返還されることになっ

球上における連帯を深め相互に共存しよう
構としての国際連合が誕生した︒

ここに︑一九七○年十月二十一日午後五

他方︑わが国固有の領土である北方領土

た︒

については︑日ソ間の話し合いが今日なお

時︵日本時間二十二日午前六時︶国連二十
から︑日本の首相としてはじめての演説が

五周年記念総会という国際的なヒノキ舞台

内向けの一連のキャン︒ヘーンとも思われる︒

こえて十一月十一日︑オ﹁三シーヨフ駐

その木に竹をつぐ論評ぶりからみてソ連国

日ソ連代理大使は︑外務省を訪れわが国に

進展せず︑そのため両国間にはいまだ平和
しかしながら︑日ソ共同宣言締結による

行なわれ︑宇宙中継による映像にわれわれ

国交回復以来︑日ソ間の善隣友好の関係は

条約の締結をみていない︒

このなかで佐藤首相は︑緊張緩和と分裂

おける北方領土返還要求を黙視することが

はカタズをのんだ︒

国家の問題︑国際社会における日本の役割︑

きわめて順調に発展している︒

四つのテーマの一つとして〃北方領土問題

ずや平和的な話し合いによって円満に解決

た精神のもとに日ソ間に残された問題も必

わたくしは︑このようにしてつちかわれ

国連でＰＲ文書の配付︑国会議員や大臣な

﹁国連における佐藤首相の演説をはじめ︑

できないとして︑

環境政策での国際協力を約束するとともに

ついて︑次のように提起した︒

を話し合いによる平和的解決川することに

（26）

ど公的な地位にある人びとの現地視察︑沖

う世界の舞台でこれをさらけ出されること

ソ連にとって最大の恥部であり︑国連とい

ていることは︑指導者をもって任ずる大国

いため︑その後も日ソ間は依然戦争状態で

同宣言締結となった︒これによって日ソ両

サンフランシスコ条約にソ連が署名しな

維・北方対策庁と国会の特別委員会の設置︑

ていることを銘一肥しなければならない︒

駐日ソ連大使館に対するデモなど人為的に

あったので一九五六年十月十九日の日ソ共

だからといって首相の発言が︑ハチミツ

は堪えられないことであるに違いない︒

しかし︑両国が肢も重要視した領土問題

国間の戦争状態が締結し国交は回復された︒

ぐわない動きである︒日本は︑簸近の国際

作為された運動は︑日ソ間の友好関係にそ

の樽に落したタールであろうか︒また︑た

第二次大戦後の現状固定に

情勢の変化

いう事実を故意に隠・へいしてもよいもので

とえ国内向けキャン︒ヘーンとしても交渉と

については遂に合意に達せずそのために形

ッ・︿の行き方に逆行しているものだ﹂と︑

サンフランシスコ会議の全日程にわたり出

現せず将来の平和条約を継続交渉すること

題を中心として日ソ川には完全な講和が実

共同宣言とした︒これは実質的には領土問

式的にはあえて平和条約を避け︑わざわざ

席したグロムイコ・ソ連代表がクリル諸島

◎日ソ交渉における鳩山・ブルガーニン

で解決をはかることになった︒そのことは︑

思い出すまでもなく︑一九五一年九月︑

あろうか︒

よって平和を維持する独ソ条約などヨーロ
日本側の北方領土問題の取り扱いは︑公的

と南樺太のソ連領有を明一記することなど十

地位にある人びとが人工的に運動を盛り上
プラウダは﹁日本の首相は︑急いで蜂蜜

三カ条の修正案を提出したが連合国の容れ

げていると論難した︒

に一さじのタールをまぜた︒佐藤総理は凶

前略：．⁝この際領土問題に関する交渉

○鳩山往書︵一九五六年九月十一日︶

往復公文
るところとならず︑自らこの条約を脱退し
連合国の地位を放棄したソ連が︑条約第二

るソ連との交渉は︑進展しておらず﹄と声

十五条においてその権利主張をなしえない

連総会の壇上から﹃日本古来の領土に関す

いかなる交渉も行なわれたことがなく︑ま

ます︒

は後日継続して行なうことを条件とし

明したが︑北方領土に関してソ連との間に

ことを十分承知のはずである︒しかも︑第

の五点について︑あらかじめソ連の同

①両国間の戦争状態終了②中略：⁝．

二次大戦の結果︑領土処分を規定した条約
はサンフランシスコ条約のみであることを

ある︒

日本の復しゅう主義者がさわいでいる領

ぬソ連自身である︒

もっともよく承知しているのは︑ほかなら

た行なわれていないことは周知のとおりで

土の問題は︑極東における戦後の体制を規

○ブルガーニン復苦︵十月十三日︶

：⁝・後略

国交正常化を実現するため交渉に入る

意を表明せられるにおいては両国間の

定した諸協定にもとづきすでに解決ずみで

しているヘーグにおける国際条約に違反し

戦時中における領土の移転は︑ソ連も加盟

さらには条約に基づかない領土ましてや

これは︑すでにソ連邦が国際条約と世界

ある﹂と論じた︒

の秩序に反して他国の領土を故なく占拠し

（27）

開せられた後といえども日本政府は︑

ソ連は一方的に︑北方領土問題は解決ず

に誤りがあったとでもいうのだろうか︒

象であると主張し︑これらの領域はソ連領

前略⁝⁝この交渉の結果外交関係が再
日ソ両国の関係が領土問題を含む正式

ソ連に帰属せしめた事実はない︒われわれ

であると強弁しているが︑いかなる条約も

前略⁝⁝この際平和条約を締結するこ

の平和条約の基礎の下により確固たる

は︑条約と一国の全権ならびに首相が確約

渉をモスクワにおいて再開する：．後略

いものであると考える次第であります︒

ものに発展することがきわめて望まし

した継続交渉の鉄則を倣履の如く破棄する

となしに日ソ関係の正常化に関する交

前略⁝⁝以来ロンドンおよびモスクワ

これに関連して日本政府は領土問題
︑︑︑︑︑︑砧︑︑︑︑︑︑︑︑
を含む平和条約締結に関する交渉は両

れ︑多数の点について意見の一致をみ

○鳩山首相声明︵共同宣言交渉︶

において両国全椎の間に交渉が行なわ

圃間の正常な外交関係の再開後に継統

︑︑︑︑

たのでありますが︑領土問題について

すると了解するものであります︒後略

われわれは討議を回避するものではなくこ

定は無効だと言い張るのだとは思わない︒

まさか︑次官時代の約束事や前任者の約

ことは断じて許すことはできない︒

は︑合意が成立しないため今日に至る
たったのであります︒⁝⁝中略⁝・・・

○グロムイコ公文

まで国交を再開し得ないまま経過しき

こうではないか︒なぜ第二次大戦の結果形

れを望むものである︒解決ずぶの根拠を聞

成された国境線は維持されなければならな

前略：：：ソビエト社会主義共和国連邦

戦争の結果ではなく︑戦時占領の延長が現

政府は︑前記の日本政府の見解を了承
し両国間の正常な外交関係が再開され

状であることは世界周知のことである︒

私の提案に対して︑貴閣僚会議議長閣

たのち︑領土問題を含む平和条約締結
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
に関する交渉を継続することを言明し

連の舞台に立ってこれを呼びかけたもので

︑下は同月十三日付書簡をもって同意を

ます︒と明一記し︑共同宣言第九項には︑

ある︒日本国民の総意はソ連政府が胸襟を

前略⁝⁝日木側は：⁝・われわれに対し

︵特殊法人北方領土問題対策協会専務理事︶

と法の真実を追求しようではないか︒

そのためにこそ︑佐藤首相は︑あえて国

いのか︒まして北方領土に関連する国境は

両国間に正常な外交関係が回復された
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
のち平和条約の締結に関する交渉を継

言締結以来すでに十五年になんなんとする

︑︑︑︑︑

歳月を閲した︒継続とは時をおかない連続

︑︑︑︑

また︑共同宣言と同時発表された

を意味し︑明日からと解していたが︑解釈

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

続することを同意する︒と規定した︒

一刻も早く話し合いのテーブルにつき歴史

開いてこれに応ずることを期待する︒今や

表明されたことは：：：後略

これらの経緯をひもとく時︑誰が領土問

○ブルガーニン声明
て現在平和条約を締結することなく領
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
士問題をも含む平和条約締結に関する
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
交渉を︑外交関係復活のあとで続行す
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
るという条件つきで日ソ間関係を正常

題の継続交渉を疑い得るだろうか︑共同宣

◎松本・グロムイコ交換公文

︑︑︑

化させるとの提案をした︒われわれは︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
日本側のこの希望に同意した︒．：後略

○松本公文︵九月二十九日︶
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｜国民一人の政治力

下芳男

でくれるのか︑さっぱりわからない︒まあ

世論の一端として︑誰かに読んでもらうこ

かように一個人の政治力は︑非常に微弱

とに満足しなければならないようである︒

ともあるが︑これは問題外である︒原敬暗

出るとすれば︑これは大きい効果のあるこ

もちろん一個人の行為でも︑不法行為に

なものであることが痛感される︒

途方に暮れる︒どうにもならないのであっ

われわれ国民の社会生活において︑周囲

て︑われわれ国民一人の政治力の微弱さを︑

われわれは︑これら諸問題に対して︑何

法行為によって︑内閣がつぶれ︑その内閣

件などは︑その一例であって︑一個人の不

殺事件︑浜口雄羊暗殺未遂事件︑虎の門州

部というほど結局は政治に突きあたる︒

を見廻わすと︑大小の間越が︑ほとんど全

今さらに痛感させられるのである︒

かしら意見がないではない︒その対策につ

は大間違いの邪道である︒

の政莱に反省を与えることもあるが︑これ

三島由紀夫が︑切腹をもって抗議した憲
法間池︑国防自衛問胆はもとより︑対米貿

いても︑何かしら案がないではない︒しか

が結集して︑政治力を強化することになる︒

一個人の政治力は弱いとすれば︑多数者

しその意見なり︑案なりが︑どうして実行︑
方に暮れるばかりである︒

実現に移せるか︑という段階になると︑途

問題より︑海水河水空気の汚濁︑公害問題︑
砺車自動車の交通問題等食の中間地をへて︑

易問題︑中共承認間迦︑物価問題等等の大

競馬競輪問題︑無収入の寝たきり老人問題︑

臣に手紙を出したからとて︑はたして﹁総

立っていて︑道行く人に署名を求める︒署

とかに︑紙板と．ヘンとを持った青年男女が

第一は︑署名運動である︒駅とか︑街角

これは今大いに行われている︒

間題にいたるまではもちろん︑大学紛争問

理大臣様﹂がその手紙を見てくれるかどう

名する人あり︑知らぬ顔して通りすぎる人

﹁拝啓︑総理大臣様﹂といって︑総理大

題︑右翼左翼の暴力団間胆という別格問題

か︒また見てくれたとしても︑はたしてど

若夫婦の捨子問題︑児童誘拐問題等々の小

を取り上げて︑よくよく考えてゑると︑国

もある︒署名する人の中には︑何の署名か

判らない人もあるらしい︒まあそれはそれ

のように実現されるかどうか︑頼りないも

として︑その署名した紙何十枚か︑何百枚

家の政治力でなければ︑結局どうにも解決

それで私は︑個人的政治運動の一方法と

のである︒

して︑よく新聞に投書したり︑また雑誌に

かを集め︑

ができない間迦だらけである︒

など書くが︑これまた暗に矢を放つような

われわれは︑毎日の新聞に︑必ずといっ
ていいほどに出てくるこれらの問題を︑憤

もので︑どんな影響があるのか︑誰が読ん

﹁さあ︑この賛成者はこれだけである﹂

さてどうすればよいのか︑となると︑全く

慨したり︑悲嘆したり︑同情したりするが︑
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松

に加温します︒生育の早いもので十一月か

①栽培のあらまし株分けで殖えます

すると生育や花つきがよいものです︒

う注意します︒ストーブなどの近くに置く

内に移し︑朝方の冷え込糸にも凍らないよ

りのよい窓辺や縁先におき︑夕刻早めに室

内で鑑賞する場合も︑日中はなるべく日当

てば完全に生え揃うものです︒実生から開

は約一カ月かかりますが︑一五度前後を保

これを翌春三

と︑約一○カ月で紅く実が熟しますので︑

るには開花後三

四日目に花粉をつけます

で育てるのも楽しみがあります︒種子を採

から見えはじめたら水やりを多くして温度

ば花苗が正常に伸びてきます︒苗が葉の間

を上げないで︑当分七

す︒そして室内に移してからも急激に温度

乾き気味に管理すると発芽の発育が順調で

前まで露地におき︑充分に寒気にさらし︑

四年以上の開花株は︑降霜直

と乾燥がはげしく︑暖房をとめたあと急激

ます︒実生して一年目の春に一○センチ鉢

花までは早くて三年︑ふつうは四年かかり

年中︑玄関や室内の暗い場所に置いたも

②家庭内での手入れ

なお︑三

に温度が下がるので︑早く株を弱らせてし

のは花が咲かずじまいのことがあります︒

が︑一般家庭でも種子が採れますので実生

まいます︒水やりは朝がよく夕刻には乾き

に植え︑その後生育につれて一年ごとに一

また夏に露地で管理しても︑秋早々から室

ら花を楽しむことができます︒

気味になるよう天候を予測して行ないます︒

に開花株は二○センチ以上に仕上げます︒

五センチ鉢︑一八センチ鉢と植えかえ一般

くれるばかりでなく︑花茎が伸びないで葉

内に移し︑寒さにあわせない株は花期がお

②家庭内での手入れ︑シクラメンを室

根元の小さい雷も次々に開花して︑五

クンシランの根は太くて︑通気のよい土

も高めにすると開花は早まります︒

八度ていどに保て

六月頃まで咲き続けるものですから大切に

を好みますから︑荒目の粘質土や砂を用い

↑合い○

の間で咲きますから過保護に注意してくだ

四回ほ

四月にまくのです︒発芽に

を強く引き抜いて︑根元から取りされば︑

ど油粕や化成肥料などを追肥します︒

ます︒肥料は元肥のほかに︑年三

クンシラン︵Ｑご旨ョ自国８両両○両ｒ︶

扱いましょう︒なお︑咲き終った花は花茎
いつも根が清潔で病害の心配もありません︒

いものです︒花は約一カ月間咲き続けます

室内でも明るい場一助におき︑開花中は七

夜間は一○

二五度ですが︑

強く五度前後でも生育を続けますが︑零度

生育の適温は日中二○

で︑南アフリカが原産地です︒早春の高級

が︑花が早くしおれないよう︑採種以外は

クンシランはヒガンバナ科の多年性植物
鉢花として︑また観葉もかねて︑古くから

以下では凍害のため枯死しますから︑最低

五月ころに日

メシベに花粉がつかないように注意します︒

子株が殖えた古株は︑四

蔭で乾かしておき︑根土をふるい落して株

三度以上を確保します︒また半陰性の

八度を保ちますと花色がよく花持ちもよ

多くの人為に親しまれていますが︑光沢の

二

一五度ていどです︒耐寒性が

ある美しい葉が左右に重なり︑その間から

中の強い光を遮ぎり︑葉やけを防ぎます︒

植物ですから︑四月から十月ころまでの日

三○輪も

一時に咲き和室洋室いずれに飾っても︑他

明るいオレンジ紅色の花が二○

分けします︒

︵都会員文部教官東教大保谷盤場︶

真夏は︑樹の下や日除けの下に出して管理
の鉢物には及ばない品位と風格があります︒
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四季の鉢物目
渡部弘

なりますので︑二一

一五センチ鉢に植え

みますので︑大きいものから一七

二○セ

かえす︒九月上旬になると生長がさらに進

球根と呼んでいるのは︑実は塊茎で一般

ンチの鉢に定植します︒

の植物では茎の部分ですから︑深植えはさ

けるよう球根はいつも三分の一から半分く

ギリシャ︑シリア地方が原産地です︒花が

シクラメンはサクラソゥ科の球根植物で︑

で栽培します︒他の草花に比べて︑生育が

病害の心配もありますので︑もっぱら実生

産のうえでは球根で殖やすと能率がわるく

⑪栽培のあらまし︑球根植物ですが生

と並び︑人気はますます上外しています︒

もシクラメンはアザレアやハイドランジア

は弱く︑生育が衰えるだけではなく病害も

シクラメンは三○度を越すような商柵に

肥料などを常に切れないように施します︒

想です︒生育期間が長いので︑さらに化成

牛糞などの有機質の元肥の効いたものが理

を四︑砂一の割合の混合士に︑油粕︑鶏糞︑

川土は荒い粘質土五︑腐葉土や堆肥など

らいは土の上に出るようにして植えます︒

豪華で草姿との調和がよく︑しかも丈夫で

鈍いので︑種子をまいてから立派に開花す

い場所で管理し︑日中は絶対に乾きすぎな

発生しやすいので︑夏は日除けをした涼し

シクラメン︵○旨盲日①ロ℃のＨ田ｏ屋昌

寒さに強く︑一般の家庭でも手入れ次第で

るのに一五カ月前後はかかります︒

低下しますのでフレームの障子や温室の換
六月頃本葉が一○枚以上に

ときは︑室温が一○度以下にならないよう

Lo.Lノ

冒ＰＦ・︶

ますので︑大変楽しみの多い鉢花です︒

は冬から春まで五︑六カ月間絶えず開花し

んになりますから︑徐々に日除けをやめて

四

九月中旬を過ぎれば涼しくなり生育も盛

三○

陽光に馴らして植物作を堅くしめて作りま

いよう水やりに注意します︒

高温や一○度以下の低温では発芽しません

す︒十一月上旬ころから気温も十度以下に
ームで越冬します︒三月下旬本葉が三

五○日を要しますが︑二五度以上の

扱われてきましたが︑堀近は急激に生産と

から種まきの時期は地方によってちがいま

東京地方の種まきは九月中旬︑発芽まで

需要がふえて︑すっかり大衆化してどの地

す︒発芽した小苗は寒さに強いので︑フレ

従来はどちらかというと高級草花として

っています︒ちなみにシクラメンの生産高

方でも知らない人がいないくらい有名にな
をみると︑約一千万鉢に近くわが国の鉢物

え︑さらに五

枚に生長すれば九

気窓を閉めて保温します︒早く咲かせたい

生産では第一位で︑他の種類をはるかに引

一○センチ鉢に植えか

きはなし冬の王座をしめています︒欧米で

／Cl、

ク ン シ ラ ソ

う︒賛成の署名も集められるであろうが︑

の多少によって︑事はきめられないであろ

れがどの程度の政治力になるのか︒署名者

と︑その当局者に示すことになるが︑そ

二十世紀になってからの革命は︑大体敗

ずるならば︑その頭脳の健全さが疑われる︒

の日本で可能であろうか︒可能であると信

方法かもしれない︒が︑この革命が︑今日

を希望するものとしては︑これが最もよい

るもので︑現代の人間には︑民主政治以上

するかもしれないが︑それは神様だけが知

である︒将来はもっとよい政治形態が発現

である︒しかしそれでも世論の一端は︑判

不満からか︑あるいは強大な他国の物的武

戦のドサクサまぎれか︑専制政治の暴政の

はそれに近い意見の議員と共に政党を作っ

をはかる︒その議員はまた同じか︑あるい

を︑議会に送って︑われわれの意見の実現

あるいはそれに近い意見の議員︵代表者︶

われわれは︑われわれの意見に同じか︑

のよい政治形態を知らないのである︒

また反対の署名も集められるであろうから
知できるわけであるが︑それが実現という

は︑どの一つも該当しない︒

力的の援助によるかである︒日本の現在に

これは今や大流行で︑物価問題のお杓子デ

ーデター計画︒全くナンセンスというほか

赤軍とやらの軍事訓練︑三島由紀夫のク

いうことである︒この政党の力によらなけ

見を実現してくれそうな政党の力によると

第二は︑デモンストレーションである︒

ことになると︑何の保障もない︒

モから︑安保反対︑沖縄返還︑賃金値上︑

はない︒そんなことで今の日本の革命がで

ということを︑当局者に示し︑この人的

﹁これだけの人数が︑この意見をもつ﹂

日本国家の政治力の前には︑ひとたまりも

ある将校をもってした二・二六事件さえも︑

強力な武器︑訓練された軍隊︑指揮能力

き︑選挙の公明も︑選挙の清潔も︑自ずか

われわれ自身のためである︒そう考えると

選挙ということは︑議員のためではなくて︑

実現できないのである︒そうすれば議員の

れば︑われわれの政治意見は︑どうしても

担言すれ︑ば︑われわれは︑われわれの意

首切反対の赤旗デモにいたるまで︑デモ花

きるものと思っているのだろうか︒

て︑その意見の実現をはかることになる︒

盛りの観がある︒このデモによって︑

威力によって︑その要求を貫徹させようと

なく崩壊したのではなかったか︒それを馬

ら解ける︒

合の衆のような﹁楯の会﹂や︑赤軍で︑ど
うして革命ができるか︒できると思うのは

いうのである︒

この示威運動は︑それだけの効果はあろ

妄想以外の何ものでもない︒

よって︑暴力をもって︑現体制を破壊し︑

ものに革命運動がある︒共産主義的現論に

第三は︑そのデモが︑さらに前進させた

形態であって︑人間の発明した偉大な方法

は︑多数決制と代表制とを原則とする政治

政治﹂を利用する以外にはない︒民主政治

うにして実現しうるのか︒それには﹁民主

それならば一個人の政治意見は︑どのよ

てもらいたい︒︵工学院大教授法博︶

年の政党生活の結晶であることだけは知っ

かし私のこの空論じみた意見は︑私の三十

り︑机上的であるというかもしれない︒し

以上の私の意見は︑余りにも公式的であ

かどうかは︑何の保障もない︒

う︒けれどもこれまたその運動が成功する

制の政治組織を︑全然的に否定し︑新体制

新体制の政治組織を作ることである︒現体
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︵大正元年︶︵大正十五年︶

○○円

予約募集

二九六︑

明治完結全諏冊

全３冊予価三五︑○○○円

解題１冊一︑○○○円近日発売

全羽冊二九︑○○○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ふ重ねられていった︒・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

史料篇三

育

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

方
教
第四十年報
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