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最近ある会合で﹁業界で再編成が行われると社員の雇傭が脅かさ
れるといって組合が雇傭の保証を会社側に要求する動きがある﹂と
云う話が出た︒そこで私は﹁そのような要求は適当でない︒戦後は
会社側こそ社員を解雇することは容易でない︒定年迄は一雇傭する義

務を負わされている︒然るに社員の方は自分の意思で勝手に定年前
に会社をやめる︒会社に辞意を申し出る前にすでに転職先と話をつ
けてある場合が一般的であると云ってよい︒そのような情況下で会
社に一雁伽保証を求めること自体道理に合わない︒今後何年間は会社
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に辞意を申し出ないと契約してこそ始めて雇傭保証の対象が出来
る︒共同生活を営むものとしては全体の調和を常に頭におかなくて
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る﹂と云ったのである︒ほんとに昨今は自分勝手の主張が多すぎ
はならぬ︒然るにこの頃は︑公害︑ベースアップ︑物価高又代執行
等々と新聞の朝刊も夕刊も闘争又闘争の記事にあけくれ︑一日とし
て落着いた気分になれない︒又企業経営も誠にきびしくなりつつあ
る︒私どもは子供時分に自然の摂理に反したことをやると罰があた
る︑天罰がある︑といましめられたが︑最近の社会現象には天罰物
︵本会監事明治製糖社長︶

が多いと云わざるをえない︒大いに自粛自戒すべき時だと思う︒
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勝負の十段階
人生将棋
昨晩︑ひょいとテレビをのぞいたら歌謡曲の時間で︑美

十四世将棋名人

義雄一

苛烈な勝負の世界は︑将棋に限らず人間の一生︑どこへ

でもついてまわる︒この意味からすれば︑人生即将棋は︑

私は︑生まれつき歌というものが苦が手で唄えない︑覚

るものと︑私は観じている︒

歩みも︑しょせんは影の形に添う如く︑一つの道につなが

道という真理の鏡に照らして象れぱ︑駒の運びも︑人間の

まさにその通りである︒事実また私どもの携わる将棋の棋

は一ぺんでおぼえた︒唄もうまかったが︑歌の文句が気に

そこで︑みなさんが︑人生将棋の実戦に臨んで︑勝ち抜

くためにはどうしたらよいか︑どうしたら強くなれるか︑

勝負の十段階

それをこれから私の体験を通してお話したい︒

挙に大勝利︑大敗北ということはあり得ない︒究極のそこ

どんな勝負にしろ︑双方の力に格段の差がなければ︑一

つらい勝負のつらい勝負の

あるはずだ︒

へ到達するまでには︑それぞれの起伏道中があり︑段階が

油断すまいぞこの世の中は

一手違いで負けになる

指であやつる将棋の駒も

入ったからだろ淀フ︒

えられない︑からっきしの音痴だが︑不思議にこの歌だけ

空ひばりの歌う新曲﹃人生将棋﹄というのを聞いた︒

村

くり返えし
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木

や︑発見した︑というのが本当かも知れない︒計算づくで

階︑合せて﹃勝負の十段階﹄というものを割り出したＯい

この観点に立って私は︑勝利への五段階︑敗北への五段

以上各段階の比較対照は︑後の話に関連をもつものであ

第四段階ｌ詞必勝﹂圏第四段階ｌ回敗﹂・
第五段階Ｉ﹁勝利﹂︒第五段階Ｉ﹁敗北喝

第三段階ｌ﹁勝勢﹂．第三段階ｌ﹁敗勢﹂．

手を押しのけて勝手な行動は出来ない︒苦労して︑すこし

将棋は︑彼れ一手︑我れ一手だ︒いくら欲張っても︑相

勝利への五段階

るから︑心に留めておかれたい︒

出来上ったものではないからだ︒いろんな対局のあの場面︑

この場面︑あの一手︑この一手血のにじむような体験から

得た教訓の数冬これらのものが結集して︑はっきりとこ
ういう形となって現われたものなのである︒

私が︑この﹃勝負の十段階﹄を発見したのは︑八段にな
ってからだった︒

局面がすこし﹁有利﹂になったからと云って︑油断はで

である︒

ずつすこしずつ︑局面を﹁有利﹂に導く︒これが第一段階

負け将棋も挽回してまた勝つ︒勝つ将棋を勝ち︑負け将棋

きない︒ちょっとでも気をゆるめるたら忽ち相手にその

有体に云うと︑それからの私は︑勝ち将棋は必らず勝つ︒

も勝つから︑ぐんぐん成紙は上る一方だった︒自慢するわ

﹁利﹂を奪われて︑逆に﹁不利﹂になる︒築き上げた﹁利﹂

を生かして︑ベストを尽す︒その甲斐あって︑行手が展け︑

けではない︒事実をそのまま述べて︑すべては︑﹃勝負の
頂きたかったまでなのである︒

十段階﹄を発見したおかげであることを︑皆さんに知って

だが︑まだまだ︑と︑ここでいっそう心を引き締めて︑

局面は大分よくなった︒﹁優勢﹂である︒これが第二段階︒

坐り直すくらいの人は︑よほど出来た人だ︒もちろんこの

しかし私は︑現役に在る間は︑この事をひとり胸に秘め
て誰にも明かさなかった︒それをこれから皆さんに御一露し

態度は︑引っ込み思案とはまるで違う︒心が臆してはなん

にもならない︒チャンスがあれば︑果断決行︑この大勇猛

たい︒

まず最初に︑勝ちと負けの道程を︑比岐対照して頂くた

心を内に秘めた雛石の態度を指すのである︒しかし︑実際は︑

にそれを発展させるのは︑容易なことではない︒ところが︑

めに︑各段階の項目だけ挙げて象よう︒

勝利への五段階はＩ敗北への五段階ばＩ︑
第一段階Ｉ剤有利﹂︒第一段階Ｉ﹁不利毛

人間自分の形勢がよくなったとたんに︑有頂天になってつ

どんな仕事でも︑事業でも︑形勢がよくなってから︑さら

第二段階ｌ﹁優勢﹂．第二段階Ｉ﹁顔勢﹂︒
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まづく︒実例は︑皆さんの身辺にもいくらでもあるはずだ︒

だから﹁優勢﹂ぐらいで︑いい気持ちになってはおられ
ない︒油断なく気を配り︑さらに全力を傾けて行くうちに︑

どうやら勝ち筋が見えてくる︒第三段階の﹁勝勢﹂まで漕
ぎつけたわけだ︒

こうして初めて︑第五段階の﹁勝利﹂を掌中に収めること

ながら︑確信のついたところで最後の仕上げに取りかかる︒

振返ってみると︑第一段階から第五段階まで︑一貫して

が出来るのである︒

じ得ないのが普通である︒私も同じ人間であるから︑行く

人間︑誰しも︑良いにつけ︑悪いにつけ︑心の動揺を禁

いえども楽観をゆるさずである︒

全力傾到の連続だということにお気づきであろう︒勝局と

物︒と︑楽観したスキを突かれて形勢逆転︒この実例も数

手に五つの道標を打ち建てて︑それを目当てに︑弱い自分

占めた︒ここまでくればもう大丈夫︒この将棋はおれの

を負けたという声を聞く︒が︑それが普通当り前のことで︑

てきたのである︒

の心を鞭打ち励ましながら︑険しい道を一歩一歩這い上っ

知れない︒将棋の好きな皆さんの中からも︑よく勝ち将棋

云ってよい︒

境に立たされる場合が多いのではあるまいか︒そのために

むしろ︑日の当たる場所よりも︑日の目を見ない場所︑逆

世の中のことは︑すべて︑順調に運ぶとばかり限らない︒

敗北への五段階

勝ち将棋を勝てるようになれば︑それはもう名人の境地と
﹁勝勢﹂を裏返えせぱ﹁敗勢﹂である︒いつどこで引つ

のだ︒身にしみてそれがわかれば︑戦いはいよいよこれか

くり返えるかわからない︒これが勝負というものの実相な
らだ︑と覚悟を新らたに必死の努力を続けるはずである︒

もぜひ︑﹃敗北への五段階﹄を知っておきたい︒

そうなものだ︒が実際はそうは行かない︒喜びすぎてふる

いつきの手が浮ぶ︒ぱっととびつく︒この結果︑忽ち﹁頼

最の善手を見つけ出せればよい︒ところが︑心機動揺︑思

となる︒だが︑まだ第一段階だ︒そう思って心を落着け︑

駒組が進んで︑どこで悪るくしたのか︑形勢やや﹁不利﹂

話を将棋に一戻そう︒

それが報いられて︑局面はようやく第四段階の﹁必勝﹂ま
で到達する︒

えがくる︒いくつかある手のうちから︑よりによって指し

勢﹂に落ちこんでしまう︒

﹁必勝﹂だから︑あとは目をつむっても︑スラスラ運び

た一手が︑大悪手︑大ポカだったりする︒相手が︑よろめ

この第二段階で︑なんとか食い止めなければならない︒

きながらも両手をあげないうちはまだどうなるかわからな
い︒冷静に︑綿密に︑正確に︑一手一手の行く手を見究め
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食い止めるための最善手はなにか？姿勢を低くして︑そ

面での最善手を発見したものである︒

い手があったか︑突きとめる︒こうして︑いつでもその局

にあることを信じていた︒﹃勝利への五段階﹄を表とすれ

は︑負けの中に︑勝ちにつながる一本の命綱︑それが確か

一口にいえば︑敗局といえども悲観の要なしである︒私

こへ精神を集中しなければならない︒それなのに﹁額勢﹂

出来ない相談なのだ︒いよいよ焦る︒ふっと目うつりの手

ば︑﹃敗北への五段階﹄はその裏だ︒勝ちと負けは︑それ

を一挙に挽回しようと考える︒考えることよいが︑これは
が浮ぶ︒うっかり手を出す︒これをやると一・へんに﹁敗勢﹂

からは︑たとえどんな苦境に追いこまれようとも︑焦りと

ぞれの段階で︑表裏をなして通じ合っている︒こう悟って

にとびこんでしまう︒

すでに第三段階だ︒だがまだ絶望というわけではない︒

段悪い手を指した覚えがないのに︑形勢を損じて︑﹁不利﹂

ですか︒こんな大戦果があがったら︑日本の勝ちでしょうＯ

﹁先生は不敗の名人と云われる方だ︒その目で見てどう

毎日新聞の記者が︑私の痕込みを襲ってきた︒

ある︒

十二月八日︑真珠湾攻撃の大戦果があがった朝のことで

表裏の理

われたのも︑そのおかげだった︒

﹁木村は︑負け将棋になってもなかなか負けない︒﹂と云

いうものが無くなった︒

ほんの僅かでも立ち直る手を見つけたい︒でなければ︑じ
っと辛抱して︑持ちこたえられるだけ持ちこたえるべきだ︒
それなのに︑夢中になって乾坤一てき︑無理な手を指す︒
﹁必敗﹂に転落だ︒

こうなるともう︑いよいよあがってしまう︒何も見えな
くなる︒第四段階をとび越えて第五段階へ︑﹁敗北﹂へと
自分からまつしぐらに躍り込む︒

を招くこともしばしばあった︒だが私は︑相手が大敵強敵

それはもうたいへんな意気込承で︑たたみかけてきたも

先生が︑勝ちと云ったら新聞に書くｏ国民が喜びますよ︒﹂

振返えって︑皆さんと共によく考えてみよう︒私も︑別

なら︑このくらいの苦境に追いこまれるのは当り前のこと

しかしながら︑一手であれだけの大戦果をあげた将棋は︑

の過去の重大棋戦を次煮に頭に浮べてみた︒

たしかに私も︑あの時の大戦果にはびっくりした︒自分

のである︒

と覚悟してかかった︒だからおどろかない︒また負けては
いない︒この先に額勢がある︒敗勢がある︒必敗もある︒
敗北はその先だ︒道中はまだ長い︒それまでには立直れる︒

そう思うとひとりでに心機が静まる︒そこで立ち直るには
どうしたらいいか︑冷静に反省してみる︒どこに自分の悪
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残念ながら無かった︒私は︑正直にそのことを述べた︒
﹁そうですか︒えらいものでしょう︒絶対日本の勝ちで
すね︒書いてもいいですね︒﹂

気の早いこと︑目の前に紙と鉛筆を持ち出した︒私は︑

と︑それから私の﹃勝負の十段階﹄について説きはじめ

その手を抑えて︑﹁まァ︑もうすこし聞いて下さい︒﹂

た︒

日本は︑真珠湾の大戦果で﹁優勢﹂を誇っているが︑裏

を返えせぱ﹁類勢﹂だ︒

﹁だから︑書くならこう書いて下さい︒今まさに︑日本

は苦戦の真最中だとね︒そのつもりで覚悟をきめてかから

ないと︑今に大変なことになるだろうと︑これは実際に本

当のことなんだから︑正直にそう書い下さい︒そして︑国

その時の私の話はこれで終った︒だが︑新聞には︑一言

民の大奮起をうながす秋ですよ︒たった今ね︒﹂

けといったって書けやしない︒

も載らなかった︒そうだろう︒あの大戦果のすぐ後だ︒書

この戦いは﹁有利﹂をとび越して︑﹁優勢﹂のところま
できている︒すこし賞めすぎかも知れないが︑これだけの

﹁真珠湾を忘れるな︒﹂を合言葉に︑大苦戦だといって︑

相手のアメリカはどうだったか︒

大戦果だ︒まァそうとしておいて︑﹃勝利への五段階﹄か
﹁勝利﹂は︑その先だ︒道中はまだまだ長い︒そしていよ

ら見れば︑この先にまだ﹁勝勢﹂がある︒﹁必勝﹂がある︒

たたく間に戦時体勢をうち堅めた︒

警鐘を乱打した︒そして︑国民の常時体勢を切り替えてま

日本は︑有頂天になって︑提灯行列をやっているうちに︑

いよ雌しくなるばかりだ︒残された三段階を物にするの

﹁優勢﹂から﹁有利﹂に押し戻された︒次は︑互格の形勢

は︑容易なことでない︒勝ち将棋を勝ち抜くことの難かし
つねに﹃表裏の理﹄というものがつきまとっているからで

さは私が一番よく知っている︒なぜ難かしいか︒そこには

になった︒それから︑だんだん﹁敗北﹂への道を歩んだこ

は﹁敗勢﹂︒﹁必勝﹂の裏には﹁必敗﹂が待っている︒最後

利﹂の一異は﹁不利﹂︒﹁優勢﹂空異は﹁領勢﹂︒﹁勝勢﹂の一異

勝敗はいつも表と一異︑﹃勝負の十段階﹄から見れば︑﹁有

れば役に立たない︑というわけのものではない︒これは︑

し︑なにも戦争の話だから忘れたほうがいい︒戦争でなけ

りにも大きすぎる点で︑拘わりがあるかも知れない︒しか

これを一つの教訓として受取るには支払った代償のあま

とは︑皆さんもすでにご承知の通りである︒

のどたん場で︑﹁勝利﹂が﹁敗北﹂に引つくり返えるかも

一つの純理として受取るべきだ︒純理は︑いつの世にも確

﹃表裏の理﹄とは何か︒

堂のヲ○○

知れないのだ︒これが﹃表裏の理﹄というものである︒
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固として残る︒そしてこれは︑純理の示す﹃表一異の理﹄で
ある︒この教訓は大いに学んでもらいたいと思う︒

そこでひとつ︑日本の現在の世相を﹃表裏の理﹄の鏡に
うつしてみよう︒日本は︑敗戦から見事に立ち直った︒世
界中が目を見張るほどのめざましい復興ぶりだ︒誰も︑予
測しなかったほどの高度成長をとげ︑今や世界の経済戦争
に︑﹁有利﹂から﹁優勢﹂の局面にまで持ちこんでいる︒真

珠湾の大戦果にも劣らない躍進ぶりだ︒このまま大過なく
進めば﹁優勢﹂から﹁勝勢﹂へと持ちこむことは必至であ
る︒がここで真珠湾の教訓を思い出してもらいたい︒﹃表
裏の理﹄は︑﹁優勢﹂の裏は﹁額勢﹂︑﹁勝勢﹂の裏は﹁敗

勢﹂に通じることを教えている︒日本が︑今ここで︑この
状態を大苦戦の真っ最中と悟って︑諸事引締め︑全力を傾
到して立ち回ったならば︑前途に光明の輝くことは疑いな
いＯ

それなのに現実はどうか︒レジャーだ︒海外旅行だと︑

提灯行列旗行列にひとしい浮かれようだ︒レジャーも海外
旅行も悪いとはいわない︒しかし今は大苦戦の最中なのだ︒

成すべきことは山ほどある︒緊急事態が迫っているＯ有頂
天になって騒ぎまわっている場合ではない︒物価は上りっ
ぱなし︑生活は見かけは華やかだが︑内情はどうか︒高度
外に目を向ければ︑日本の進出を抑えこもうとして︑商

成長とはいえ︑蔭には公害問題が山積している︒

品ボイコットもはじまっている︒日本が︑局面をここまで

リードするには︑かなり無理な手を指しているのではない

か︒現局面の﹁優勢﹂は相手のミスに乗じた幸運ではない

のか︒相手がそこに気付いて反省し︑立直ってきたらどう

のも︑あながちいい過ぎではない︒ということがおわかり

するか︒こう考えてくると︑日本は今大苦戦の最中という

私の話は︑真珠湾の時は︑新聞に一行も載らなかった︒

であろう︒

このたびは︑幸い本誌に寄稿を頼まれたので︑この機会に

あえて率直にいわして頂くのである︒要は︑一日本人とし

て私も︑なんらかの意味でお役に立ちたいとの念願からに

他ならない︒私の意のあるところを汲んで頂ければ幸いで

さて私の掲げる﹃勝負の十段階﹄も︑﹃表裏の理﹄から

︑ある︒

出発したものである︒﹃勝負の十段階﹄を︑ここでも一度

き新らたな発見があろうかと思う︒そして︑これを直接実

振返えって見直して欲しい︒そこから︑新らたな興味が湧

︵おわり︶

生将棋に活用されるならば更によし︒大いにその効果を期

戦将棋に用いるもよし︑またあなたの実社会︑実生活の人

待して頂いて間違いない︑と信じている︒
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西村茂樹先生の﹁切腹﹂論
︿何が︑西村先生をして自殺讃美者たらしめたか﹀

片山清一

な百科全書として定評のあるブリタニカの﹁世界語辞典﹂

西村先生が︑切腹︵自殺とも呼ぶ︶を讃美した論述で目立

せられている︵第一巻五七四頁︶︒﹁フジヤマ﹂﹁ゲイシヤ﹂そ

の現行版にも﹁ハラキリ﹂冨国︲宮︲己という単語としての

西村先生とハラキリ
ったものとし二つあげられる︒一つは︑明治二十四年二月
明治会の席上で演説した筆記﹁本邦の三美風﹂であり︑他

のであるが︑そのハラキリがまた﹁三島由紀夫の切腹によ

して﹁ハラキリ﹂の三つが︑日本の名物だとも言われたも

の総論の一部である︒

の一つは明治二十七年三月に公刊した﹁国家道徳論﹂上巻

生は︑恐らくその中で最も明確な讃美論者であったと︑断

浅学の故に︑何人おるかは知ることができないが︑西村先

っているが︑それらの中で言国︲宮︲国と蟹日戸胃巴︵士︶と

たる記事をのせ︑三島の切腹をビッグ一三−スとして取扱

および﹁ニューズウィーク﹂誌は︑いづれも三頁以上にわ

一月二十五日から約二週間たった十二月七日の﹁タイム﹂

って再び注目されることとなった︒三島が切腹した昨年十

言しても大過はないであろう︒もちろん実際に切腹を敢行

が︑日本語の発音通り使用されている︒この両雑誌は世界

明治維新以降において︑切腹を讃美した思想家は︑寡聞

した日本人の数は多きにのぼるであろうが︑その人たちは︑

ス︾○

的に通用することばとなっていることを証明するものであ

的な規模をもつ時事雑誌であるが︑これらがそのまま世界

腹を切って死ぬということは︑明治初期に来日した外国

すべて切腹讃美者であったかどうかは不明である︒

人たちを驚かしたものらしく︑切腹ということばは世界的
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﹁本邦の三美風﹂

ｌ何故に自殺の讃美すべきかｌ
西村先生が︑明治二十四年二月に講演した﹁本邦の三美
風﹂というのは︑復讐︑自殺︑帯刀の三つである︒この中︑

自殺がどうして日本の美風であるかを︑次のように説明し
ている︒

日自殺は︑東洋道徳の精神より出たものである︒
論語には﹁身を殺して仁をなす﹂といい︑孟子には﹁生
もまた我の欲する所なり︒義もまた我の欲する所なり︒二
者︑兼ね得べからざれぱ︑生をすてて義を取る者なり﹂と
るわけではないが︒自殺することも含まれているものと考

述べている︒殺身とか舎生というのは︑必ずしも自殺に限
えられる︒西村先生の考えでは︑儒教では︑仁義のために
死ななければならない時に死ぬということは︑人間の道で
あると肯定したものであると︑いうのである︒

ロ自殺とは︑真の勇気によっておこなわれる︒
西洋では自殺は禁止しているが︑それは卑怯な気持から
出たものであり︑生きる苦しゑに堪えられないから死を選
ぶという逃避的なものではないか︑と西村先生は考える︒

ところが日本では︑正にその反対であって自殺は勇気より

︵泊翁叢書五九八頁︶

を決すると決する能はざるとは︑勇怯の分かるる所也︒

たとえば︑忠義のために切腹した村上義光︑諌言のため

に死んだ平手政秀︑武道のために死を選んだ清水長治︑恥

を知って死んだ安藤聖秀︑謝罪のために死んだ薩人喜剣な

て﹁自殺する者は常に勇気ありて︑自殺する能はざる者は︑

どは︑いずれも勇者としての死であった︒そして結言とし

常に怯儒なることは︑甚だ明白なる事実なり﹂というので

しかも︑その自殺の手段として割腹がもっとも勇気を示

ある︒

﹁ところがと﹂西村先生は述べる︒﹁近ごろはみんなが

し得られるものだという︒切腹讃美である︒

恥かしい思いをしなくなった︒しかもその上自殺は卑怯だ︒

勇気をなくしてしまい︑どんな恥辱に出合っても︑決して

いう︒世人を欺くことも甚だしい﹂

自殺する位なら命がけでこれからの仕事をすればよい︑と

原文の末尾に﹁ああ︑本邦人士が自殺の衰えたるは︑す

なわち士気の衰えたる徴候というべし﹂と慨嘆されている︒

るようになったのは︑如何なる理山によるのであろうか︒

以上のように︑西村先生は︑正面から自殺讃美論を唱え

ｌ西村先生の時局観と道徳観ｌ

自殺讃美思想の底にあるもの

凡そ人の大事を為すは一死を決するに在り︒荷も一死

出るものであるという︒西村先生はいう︒

を決すれば︑如何なる事にても為すべからざるなし︒死

r
ql
、 ジ ノ

第一の理由は︑明治維新以来の道徳の頑廃を歎き︑その回

ゑな是なり︒これを支那にたとうれぱ︑周末春秋戦国の

隙を伺いてその呑唾の欲を逼しくせんとするもの︑比々

的効果を高く評価していたためである︒戦国乱世の時代に︑

時に似たり﹂︵同書五九二頁︶︒

時に似て︑本邦の事にたとうれぱ︑天文永禄群雄割拠の

復のために︑幕藩時代におこなわれた風俗習慣のもつ道徳
群雄割拠して互いに競ったが︑その時代には︑士たちは︑

このように︑きびしい国際場裡に立つ日本としては︑何

忠孝節義勇武廉恥の八徳を具えていた︒そしてこの八徳に

よりもまず士気を鼓舞する必要があり︑そしてそのために

いうのである︒

ものが滅んだのであった︒このような諸徳は︑明治維新以

八徳を具備しなければならないとすれば︑先にあげた三美

というのである︒世界は正に群雄ならび争う戦国時代だと

来失われていくばかりである︒もちろんこのような道徳を

風を高く評価すべきだというのである︒

はげ象それを具有したものが強大になり︑これらを失った

いが︑世間に存在する風俗習慣の力も無視してはならない︒

保持していくためには︑教育の力にたよるべきかも知れな

俗習慣となりたる上は︑道理を以て之を律すべからず︒

のではなく︑むしろ三美風のもつ日本道徳のよさをたたえ

において︑この三美風をそのまま復活しようと考えていた

しかし西村先生は︑すでに明治二十四年となった世の中

道理の外に立ちて︑或は国の独立を助け︑或は国民の品

風俗習慣は或は教育より来る者もあれども︑すでに風

位を高くするの益あり︒風俗習慣の力また奇なりという

以上論ずる所の復讐︒自殺・帯刀は︑何れも本邦古来

るための工夫としての演説であったようである︒

よりの風俗にして︑道理よりこれを論ずれば︑或は合わ

べし︵叢書︑第二輯五九二頁︶︒

今日でいうと︑学校での道徳教育も大切であるが︑も

ざる所あるべきなれども︑その忠孝節義勇武廉恥の助を

なし国力を維持し︑国威を発揚するにおいて︑ぞの功著

っと社会の気風を高めなくては︑道徳の向上は期待でき
ないということであろう︵西村先生はこの精神に基づいて︑

大なるものと信ずるを以て︑世論の如何に関せず︑愚見

ｌ西村先生の意図したものＩ

日本の四美風

を述べること此の如し︵同上書六○二頁︶︹傍線Ｉ筆者︺︒

日本弘道会を設立し︑社会道徳振興を叫ばれたのである︶︒

第二の理由としては︑西村先生の時局観である︒当時の
世界列強に対し︑西村先生は次のように観察している︒

方今︑西洋諸国の形勢は︑強は弱を併せ富は貧を呑む
の有様にして︑各々その国力を尽して兵馬を養い︑他国の
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西村先生は︑以上のように徳川時代に存した風俗習慣が︑

道徳向上のために大きい役割をもつものであることを信じ
ていたが︑その信念は︑三年後の明治二十七年になっても
変らなかったらしく︑同年三月出版された大著﹁国家道徳
論﹂の中にも表明されてくる︒

Ｉ︲

︒﹁切腹の刑を廃したるは︑余が最も服せざる所なれ

あれば︑今これを言わず︒﹂

日﹁封建制の廃止は︑他に大なる利益をなしたること

挙してみよう︒

さて︑この四者について︑どのように述べているかを列

﹄
１
１

ども︑今は如何ともなし難し︒﹂

国﹁復讐の事は︑国より法律を以て允許すべきことに
Ｉ
非ずと雌も︑国民の勇気奮興するときは︑西国の決斗

同著上巻の﹁総論﹂において︑次のように述べている︒
を廃し︑復讐の事を禁じ︑ついで国民の帯刀を禁ぜり︒

比すれば更に道理にかなえるものなり︒﹂

と同一の結果を見ることを得べくして︑その事は決斗に

維新の始︑廃藩と共に︑武士の常職を解き︑切腹の刑
ここに於て国民勇武の気大いに衰え︑緩急の用に供し雌
つまり明治なってから︑武官に代って文官が政治の衝に

ゆずらずその復活を主張している︒

ののようであるが︑最後の帯刀のことについては︑頑強に

以上三つは︑今は取り返し復古させることは断念したも

ニノ座︑ノ１１ノ︲︑︑Ｊ１︑ノー︑″ｒ︑︲／ミリノｔｊｆ︑ノ４１Ｊもりグー︑〃︑ＪＪ︑ノｆ︑ノー１Ｆ︑︐〆︑３Ｆ︑︐〆〃１ノ︑／ｑ︑ノｋ１／︑Ⅱ〆尽︑〆魁︑／も︑ノー︑／ｋ１／︑︑ノ廷ノ︲ｑｊ１ｆＬ︑ノ４︐Ｊ︲

きの恐れあり︵泊翁叢書第一卿一○六頁︶︒

風が生じたので︑これでは︑とても欧州諸強国に対して十

帯刀の令は明治九年にありて︑当時陸軍卿某が帯刀の

と述べ︑その理由として︑続いて

なり︒﹂

四﹁独り今日に於て能く回復し得べきは帯刀のこと

当り︑そのため政治が文弱に流れ︑国民に著修と柔弱の気

して行を改めて強調する︒

分の防禦もできないのではないか︑と憂えたのである︒そ

ＩＩｉＩ１

封建制と切腹と復讐と帯刀との四者は︑邦人が勇気の

気を養うの助けをなしたるものなり︒しかるに今象な廃

を禁じ︑よって国民が勇武の気を衰弱せしめたるは︑失

の如き浅薄なる理巾をもって数千年来帯し来りたる侃刀

その理山とする所ほとんど取るに足るべきものなし︒此

生の心境が伺えるようである︒そしてここに注目すべきこ

政の大なるものというべし︒今日速にその過を改め︑明

令を発する趣意書を見るに︑その言極めて浅薄にして︑

とは︑明治二十四年には三美風といっていたものが︑この

治九年の令を取消すときは︑国民はよろこんで侃刀をな

この表現をみると︑﹁いかにも残念だ﹂と考えた西村先

明治二十七年論文では四者となって︑封建制が一つ余計に

絶す︒惜しむべきの至りなり︵同書一○七頁︶︹傍線ｌ筆者︺︒

加えられていることである︒
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し︑勇武の気を奮興するの好動撲となるべし︒

というのである︒国民に勇武の精神のなくなったのは︑刀
にすると︑その精神がよゑがえる︑ということなのである︒

をもたなくなったためであるから︑再び刀をもたせること
このような文章に接する現代日本人は︑西村先生は︑ま
ことに頑固な保守的思想家だと受け取るに違いないが︑先
生は︑Ｂ明治維新の時はすでに四十一才であり︑かつそれ
までは佐倉藩や佐野藩の要職について経歴から考えて︑幕
藩時代のよさを身をもって学びとっていたこと︒ロ明治維
新以後︑文教指導の要職についたが︑もともと幕臣であっ
て︑薩長土肥の藩士のように台閣に登って︑天下の政治を
おこなうことを断念しなければならなかったこと︒日した
がって藩閥政治に対しては批判的立場に立たざるを得なか
ったこと︒四そして最後に︑ようやく開国にふ糸切った日
本が︑目を開いて海外を眺めるとき︑正に列強呑唾の餌食
に比せらるべき危機におかれていたと西村先生が受け取っ
たこと︑などを考え合わるとき︑単に保守思想家と断定し
去ることは︑決して当を得たものではない︒すでに先生を︑

保守思想家としてよりも進歩的思想家として受け取るべき

だという考え方が︑昭和二十九年に出された家永三郎の
﹁西村茂樹論﹂によって示されている程である︒
︵本会理事目白学園短大教授︶

木下広

法務大臣の責任

一法と秩序

法務大臣の責任は何か︒こんなことを︑改めて論じなけ

序を守り︑法を曲げた者を正すことを任務とするものだ︒

ればならぬとは情ない︒もちろん︑国家において︑法と秩

︲Ｌ

ところが︑そうでないから困る︒率先垂範すべきものだ︒

誰よりも遵法に熱心でなければならぬ︒自分が法律を大事

にするばかりでなく世人をして︑そういう風に仕向ける働

らきをするのだ︒その最高責任者だ︒

しかるに︑全く︑その逆をやったり︑無視したりするの

だから︑お話にならぬ︒今年は﹁選挙の年﹂だといわれて

前の法相小林武治なる人は︑何度か郵政大臣そのほかの

いる︒地方選挙も︑知事選挙も参議院の選挙もある︒

大臣もやった︒佐藤内閣では︑最も首相に近く︑いつも陽の

いるのだそうだ︒そして︑人柄のよくないこと︑下品なこ

当るところにいるというので︑自民党の中でも︑嫉妬されて
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居

とにおいては定評がある︒どうも﹁人事の佐藤﹂も︑ポロ

損する︒多少の不公平は︑やむを得ない︑ということだ︒

小林前法相の考え方によると︑自民党は得をし︑野党は

事でなければ中央のカネは出してやらぬ︒ｌそういう

首相や大臣と同じ学校を出てなければダメだ︒自民党の知

知事でも市長でも︑自民党︑中央政府にパイ︒フの通じた︑

を出したようだ︒えりにえって︑こんなものを法相にしな
くても︑よさそうなものだ︒
法律を︑ハカにし︑秩序を〃ちっとも重んじない人間〃が

シカを使う者ばかりになってしまう︒東京都知事候補は︑

ことは地方自治の否定だ︒地方の首長は︑皆︑中央にオ尋へ

法務大臣になったのだから︑ロクなことはない︒

今度問題になったのは︑静岡県知事の候補になった竹山

カネで知事のイスを買うようなことは︑やめてもらいたい︒

候補にも︑同じだけのカネを出さぬ︑という法はあるまい︒

四兆円出してくれれば︑という条件をつけた︒今の美濃部

氏の応援のためにやった演説だ︒それは録音を取られてい
法相をしていながら︑選挙法違反なんか︑何でもない︒

小学生でも分かる道理だ︒不公平は︑いけない︒

るのだから文句はいえない︒

オレが眼をつぶっていれば︑起訴なんかにはならない︒ど

二与野党の関係

小林氏によると︑予算は与党と政府が作るものだ︒そし

法相は議会制度というものを全く知らないものだ︒議会

L−LOノ

んな違反をやっても︑﹁見て見ない振りをしてやる﹂とい
という︒なるほど︑﹁指揮権発動﹂というのが︑それだな︒

いじゃないか︒全く無力であるから︑無価値だ︑という︒

て︑野党は審議において︑予算の一銭一厘も動かす力がな

うのだ︒検事も︑オレの命令がなければ︑動けないはずだ︑

佐藤首相が自民党の幹事長時代に︑造船疑獄に関して五千

予算審議は一定期間が経過すると︑トコロテンのように押

万円の献金を受けた︒それを届出なかった︒彼が起訴され
れば︑自民党には大打撃だ︒吉田内閣も危なかった︒それ

政治は数だけの問題ではない︒数だけならば︑総選挙の結

対零にひとしいものだ︒野党の役割など零である︑と︒

らないので︑居眠りをするほかない︒与野党の値打は一○

法相などは︑並び大名で︑用事もないのにいなければな

し出され︑通過するものなのだ︒

つまり︑法律というものが支配しないように抑えてしま

で犬養法相に命令して検事総長を抑えさせた︒
うのだ︒政治の無理が通って法律が引っこむということだ︒

る︒与党の者は︑たいていな悪いことをしても︑逮捕され

果だけでいいのだ︒

こんなことでは︑いつでも正直者がバカを見ることにな

され起訴されてしまう︒

ぬ︒その代りに︑野党の者は︑ちょっとしたことでも検挙

／可の、

誰の次には誰が︑何について︑何分話す︑と決っていた

のでは︑つまらない︒そういう︑つまらないことを︑明治

野党の任務は何であるか︑政府︑与党に反対することだ︒

野党議員が一人でも立って︑政府を攻撃するならば︑野党

以来八十年もやってい為のだＩもう︑そろそろ︑ドイツ

日本では︑例えば野党第一党たる社会党は九十人もいる︑

朗読演説をやめるだけでも︑どんなに有意義になるか分

帝国議会のマネなんか︑やめたらどうだ︒

健在なりというべきだ︒

という︒決して少くはない︒百人以下になった︑そして気
落ちするとすれば︑おかしな訳だ︒一八七九年のイギリス

を︑読みあげるような不見識を︑やめたらどうだ︒

らない︒自分でメモを書いて来ることだ︒ひとの書いたの

てやるような︑つまらなさだ︒お芝居は︑やめろ︒

八百屋の長さんが︑関取の御機嫌を伺うために︑碁を負け

とくに奇怪なるは︑与党議員が大臣に質問する演説だ︒

議会で︑七十人ぐらいを率いていたアイルランド国民党の
首領パーネルは︑一年間に五百回の攻撃演説をしている︒

パーネルが第二党を率いていたとすれば︑ランドルフチャ
ーチル︵ゥインストンの父︶は︑僅か四人しかいない第四

議論は真剣にやらなければ面白くない︒日本の国会を改

革するには︑まず与党の八百長演説を︑やめることだ︒１

党を指導し︑グラッドストーン内閣を︑ゆすぶった︒三人
の党員が半年の間に︑それぞれ︑百回以上の演説をした︒

１首相や大臣が︑やりこめられて︑旗色が悪い時には助け

おれるのだ︒

なんか︑することはない︒

舟を出すことだ︒何も︑いうことがないのに︑むりに質問

Ｉ日本で陸野党が不活発だから︑大臣が居眠りをして
そして︑小林議員のいうように︑与党と野党との値打は

だから議会制度というものは︑野党の活躍する舞台なの

だ︒与党議員の考えていることは︑首相はじめ大臣たちが

一○対零でいいのか︒野党が零ということは︑何も役割を
演じていない︑ということだ︒そんな雫ハカな議員が︑どこ

演説したり報告したりしてしまっている︒改まっていうこ

議会というところは︑与党と野党が話し合うところだ︒

の国にあろうか︒野党は与党と対等なのだ︒

その反対に︑野党の方は︑いうべきことが︑いくらでも

とがないのが当り前だ︒

ある︒ありすぎて困るのだ︒たいていの場合︑与野党の総

お座なりのお芝居や儀式と思ったら︑大間違いだ︒いうこ
とも︑動作もはじめから決っている儀式という考えほど︑

得票数は︑似たようなものだ︒野党は国民の半分を代弁す
べきだ︒

まちがったものはない︒小林氏などは大臣はもとより︑議
員の資格もなかったのだ︒
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民衆が最も期待しているのが野党の演説だ︒この孤軍奮闘

ている︒それには︑官僚組織全体が協力している︒そして︑

しかも︑政府︑与党の意見は︑法案や予算の形で出て来

分の︑どっちが当っているかを判断せざるを得ない︒これ

が新聞に出る︒民衆は︑政府︑与党のいう事と野党のいい

して全国民に聞いてもらう︒議場の演説は︑ほとんど全文

る︒その攻撃を与党議員に聞かすだけでなく︑傍聴席を通

だから︑話し合いをやらない︑与党の八百長質問ばかり

ほど有効な政治教育はない︒

で︑野党が︑ほとんど物をいわない議場があるとするなら

する闘士に人気が集まるのが当然だ︒内閣を倒す者は次の
民衆の中の不平分子は︑満足し切った与党議員のところ

首相だ︒Ｉイギリスでは﹃そうだ．
には来ない︒不満だらけの野党に集まってくる︒与党に陳

小林前法相は﹁事実を有りのままにいっただけだ﹂とい

ば︑それは議会制度でも何でもない︒

う︒議会は儀式で︑ト﹃一口テンのように法案を押し出すだ

のは︑現在の政権を倒したいからだ︒

情する者は︑利権に有りつくためだ︒野党を激励に来るも
しかし︑与党と野党とは︑どっちが︑より一層値打ちが

けのことだ︑という︒それで︑与野党の役割を十対零︑と

どうでもいい政治を動かすのが︑各人の持っている一票

るのではあるまいか︒

か︑全く分らない︑面白くもない︑という人が︑ふえてい

政治なんか︑どうなってもいい︒というより︑政治なん

無関心に陥るだろう︒

に︑野党の働きが零であれば︑民衆は︑いよいよ政治的に

を得ない︑として︑あきらめることはできない︒そのよう

もしこれが事実とするならば︑この現実に安心し︑やむ

いう︒

ある︑とはいえない︒五対五ではないのか︒イギリスでは︑

陛下の政府︵ハァ・マジェスティズガバァンメソト︶と陛
下の反対党︵ハァ・マジェスティズオポジショソ︶が対立
しているといって来た︒

なるほど数は与党の方が多いにきまっている︒しかし︑

与党も︑大体は︑国民の半分しか代表していない︒与野党
の値打は平等なのだ︒車の両輪のごとく︑一方の車輪がな
ければ︑車は動かない︒

支持する︒弁護する︒政策を法案にして通過させようとす

に来る人には売ってしまう︒売れるなら︑なるべく高く売

だが︑元来どうでもいい︑と思っている財産だから︑買い

与野党の値打は平等だが︑役割がちがう︒与党は政府を
る︒野党は︑与党や政府の政策や法案に︑まちがいがある

ろう︑と思う︒︵本会理燕専大教授︶

か︑どうかを検討するｐ曲がったところがあれば︑民衆に
不利益なところがあれば︑国益に合致しなければ︑攻撃す

寸人
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れる︒使用人口から言えば︑はるかに日本

地位を高めてきたわが国が︑国連はじめ国されないのは︑地域分布が極限されている

経済成長とともに︑国際的に次第にその語使用人口の方が多いのだけれども︑採用

たいであろう︒

それは日本語がつかわれているとはいいが大きく︑歴史的にも交流が長いからと思わ

日本語で話しかける観光地の商人もいるが︑欧米人との政治的︑経済的︑文化的接触が

それに加えて︑その日本人相手に片ことのだと言われるが︑そればかりでもあるまい︒

︑︑

で日本語しかつかわないで旅をしており︑その言語の使用される地域分布が広いから

うに︑大勢の海外観光日本人旅行団が外国とその可能性の方が強いのである︒それは︑

在で日本語を話したり︑はては︑近頃のよて︑日本語よりもアラブ語を採用する空気

勉学に行くなどして︑それらの人たちが所いての賛成者もあるが実現しない︒かえっ

在したり︑かなりの留学生が各国の大学ににしたいという日本のねがいや︑それにつ

社員を派遣したり︑外交関係者が各地に駐いるのであるから︑日本語を国連の公式語

日本の商社が世界の各地に多数の日本人日本が国際社会に登場して重きをなして

ー億あまりの日本人ということになろう︒ホーンで同時通訳して放送される︒

いう問に対しては︑まず︑日本国内に住むして公式に用いられ︑それらが相互にイヤ

たちは︑世界中でどれくらいあるのか︑とス︒へイン語︑ロシア語︑中国語が公用語と

日常︑日本語をつかって生活している人用しない︒国連では︑英語︑フランス語︑

｝

際会議に加わっても︑会議では日本語が通からだという︒

ハワイ等では︑日系人の間で日本語が話

されるばかりか︑日本字新聞︑日本語放送

さえあるけれども︑それはアメリカ合衆国

また︑朝鮮半島や台湾などでは︑過去の

の公用語ではない︒

植民地時代の遺物として︑日本語を聞き︑

話し︑書くことのできる年配の人もいるけ

に入れる訳にはゆかない︒

れども︑それも日本語使用の人たちの仲間

と

それでは︑日本語は世界の中では限定さ

れた特殊な言語として閉じこめられてしま

現在の段階では︑その傾向にあることは

っているのであろうか︒

否定することができないけれども︑将来の

て︑陽の目を見る萌芽と機会は︑十分あり

見通しとしては︑世界に開かれた言語とし

うると思うのである︒

先年︑ソ連のレニングラードとモスクワ

を訪ねたことがあった︒そのとき私たちを

案内してくれたガイドは︑レーラグラード

では三十歳ぐらいの婦人であったが︑完壁

ではないにしても︑その流暢な日本語には

の大学生が案内してくれた︒これはお世辞

感心した︒モスクワでは︑ガイドの見習い

にもあまりうまいとは言えなかったし︑ま
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ては︑ソ連一国だけである︒いかにソ連が

くれたのは︑特例である台湾や朝鮮を除い

て見て︑その国の人が日本語で案内をして

果たさなかったけれども︑世界各国を歩い

だよく話せず︑ガイドとしての機能を十分

ムが捲きおこっているのである︒

るだろうと語っていた︒日本語学習のブー

年にはさらにその倍の二十四校ぐらいにな

は倍加して十一校が講座を設け︑一九七一

には六校が実施していたが︑一九七○年に

青少年が少なくないのである︒一九六九年

発見した︒これは結局︑適切な教師︑指導

との間には︑かなりの︑開きのあることを

が︑テープの内容と生徒たちの実際の能力

を︑私は直接の対話で試してみたのである

った︒学習している生徒たちの学習到達度

イーンスランド州の教育事情の視察と学校

昨夏︑招きに応じてオーストラリアのク

ただ今のところ︑有力なものではない︒

本語の研究が行なわれているが︑それは︑

ランゲージ・ラボラトリー︵通称ＬＬ方式︶

かった︒そこで生徒たちの学習の方法は︑

力を調べて承たら︑あまり大したものでな

の先生だけである︒その先生の日本語の能

師でなくて︑日本語を学習したという当地

いないのである︒いるにしても︑日本人教

学習には教師が必要なのであるが︑これが

っており︑約二○○人の学生が学んでいる

助教授︑講師を合わせると七人が教鞭をと

本語講座が開講されている︒日本人の教授︑

研究は熱心であり︑現在︑外人を交えて日

してであろうか︒

件を克服してでも学ぼうとするのは︑どう

やブームはどうしてであろうか︒困難な条

導がなくても︑日本語学習に対する熱心さ

さりながら︑このように困難で適切な指

ため

日本に関心をもち日本語ができる人を養成

者を欠いている結果だと判断したのである︒

しているかがわかるであゞろう︒

訪問を行なった︒招待者はクイーンスラン

による学習であった︒外国語学習の方法と

案内されて︑その実施の状況を参観した︒

ド州の教員組合であったが︑その招待の趣

して︑テー︒フレコーダーとかセットテー．フ

世界各国の多くの大学で︑日本および日

旨は︑そこのセンプル会長はじめ関係者が︑

を利用する方法が開発されたが︑それに頼

それによって日本とオーストラリアとの国

っての学習である︒一教室三十台位の機械

五○人︑三○人︑一二人用の機械のセット

という︒やはり日本語はＬＬ方式で学び︑
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クイーンスランド州立の大学にも︑日本

日本語教育の実情を観てくれということと︑

ぜひクイーンスランド州で行なわれている

際理解を深め︑政治︑経済︑文化の提携交

の文献︵日本文字で印刷の本︶︑とくに法・

されている三教室があり︑図書館にも日本

経・文関係のものはかなり充実している︒

がおかれ︑教卓の親機械を操作して教授す
して能率よく教えるかどうかが学習効果を

予想以上の日本研究のコーナーだと感心し

るのである︒この機械をいかにうまく操作

小学校では︑さすがに︑日本語の学習は

高めるのであるが︑よい指導者をえないと︑

大学でも︑極めて熱心な日本研究が行なわ

このように︑クイーンスランド州最高の

た次第である︒

見たが︑内容はかなりむつかしいものであ

テープの内容︑テープの日本語の原本を

なかなか成果をあげることはできない︒

流を促進したいとの念願からであった︒

なかったけれど︑中等教育︵五年制で︑前
期三年がジュニア︑１後期二年がシニアー
でハイスクールと言われている︶の段階で
は︑選択学習として日本語を勉強している

q

は英本国︑米国との民族的︑歴史的︑軍事

それは︑オーストラリア全体が︑今まで

れているということは︑なぜであろうか︒

きたのである︒かつての戦は忘れて︑今後

仲間ではなくて︑アジア圏の仲間に入って

オーストラリアは︑今やヨーロッ・︿圏の

余儀なくされるそれに代るのは日本である︒

当然︑対オーストラリア貿易は抑制後退を

で日本語の学習が行なわれている︒南島の

でも日本との理解を深めようとして︑学校

日本婦人に出逢った︒

製鉄の町でも︑日本語を教えているという

はアジアの唯一と言ってもよい自由諸国圏

なクライストチャーチでも日本語の選択学

中心地であり牧羊の中心地ではあるが辺部

オーストラリアの隣国ニュージーランド

ま取り代わられようとしているからである︒

的︑経済的の紐帯が強かったが︑それがい
現在︑オーストラリアと日本との関係は︑

の先進国日本と提携しなければならなくな

してくれた︒北島のオークランド大学では︑

習をしている女子高校生がわれわれを歓待

何と言っても︑経済関係が中心となって動

ってきているのである︒

日本語を学ぶ人たちは︑このような自国

いている︒日本はオーストラリアから二五
○○万トンの鉄鉱石を輸入している︒これ

このように︑日本語は︑今後の世界で︑今

間もなく日本語科が独立するらしい︒

までとはちがった国際的地位を占め︑何時

の運命についての見通しのうえにたって︑

にもかかわらず︑日本本国では︑日本語

かは国際舞台の公用語にもなると思われる︒

は日本の製鉄の三分の一に当たり︑この精

れを深めようとしている︒クイーンスラン

ての交戦国も︑今や友好国で︑ますますそ
ド州は︑日本に位置的にも近く︑粘結炭︑

その必要性を意識しているのである︒かつ

の他砂糖︑羊肉︑牛肉を輸入し︑近時はボ

ボーキサイト︑砂糖等の貿易が一段と飛躍

し︑小麦七八○万トン︑羊毛一億ドル︑そ
ーキサイト︑アルミナの輸入も多くなり︑

錬に必要な粘結炭の一○○○万トンを輸入

一九六九年では十二億ドルの輸入をし︵日

各州の中でも一番熱心なのである︒

することになったので︑オーストラリアの

に大切にし︑正しい日本語をつかわないと︑

も大事なことであるが︑母国語をより以上

るためにも大切でありこれを尊重すること

とは︑直接的にも︑また日本語を普及させ

ことと言わざるをえない︒外国語を学ぶこ

はげしくなっているのは︑まことに遺憾の

が軽視される傾向があり︑日本語の乱れが

ル︶︑輸出入合計十七億ドルであるが︑これ

本からオーストラリアへの輸出は五億ド

このことが理解されているし︑ここでは欧

一三−サウスウエルス州のシドニーでも

現在では︑オーストラリアの輸出は︑ア

は今後急速に増加すると言われている︒

も一昨年から開設された︒ビクトリア州の

米先進国には設置されていない日本人学校

これから学ぼうとする国女の人たちからも

日本語研究をしている国の人たちからも︑

メリカ合衆国を第一位︑日本を第二位にし

メルボルンも古くからの商業地であるだけ

ているが︑間もなく逆転するだろうし︑輸
入は︑英本国からのものが第一位︑アメリ

に同じ事情にあり鉄鉱石のウエスターンオ

である︒︵日本教育連盟会長︶

軽侮されないとも限らない︒心したいもの

カ合衆国からが第二位︑日本が第三位とな

ーストラリア州の︒ハースでも同様である︒

シドニー南方のウオーロンガングという

っているが︑英本国がＥＥＣに加盟してヨ
ーロッパ経済共同体の仲間入りをすれば︑
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サ

修行と布教回国の精神

長谷
敏正

町ノー︑ｊｒ︑ｊｆ︑Ｊｒ︑

づきの道の長手で出会う出家者に対しては︑

知る知らず深い敬意をささげて頭を下げた

故郷を離れて五十余年︑そのほとんどを

ことを覚えている︒

東京の一角に過ごす身となっては︑それら

の追憶こそは︑なに物にも換え難い記憶と

もだいぶ変わったやに聞き及ぶのである︒

なっているが︑今では郷里のこれらの風儀

金︒すると︑ふかぶかと頭を下げて︑読経

行雲流水

わたくしは東京生まれのいなか育ちで︑

ながらにふり仰がれるこれら修行者を︑ど

﹄﹂

詳しくいうと︑小石川区︵今文京区︶の一

こかじぶんたちとは別の世界に住む尊い方

どの受けで四方山話しに耽っていた光景を

の季節に入って︑親類縁者の仏事供養の法

だけに終わったようでもあるけれど︑冬分

とど

世には無知蒙昧︑善悪現報の理もわから

れに無限の興趣を与える︒

いう修行僧に名づけられたことばはわれわ

る︑この行雲流水の心を約めた﹁雲水﹂と

つ謝

ような姿で︑いわゆる回国修行の旅を続け

里の逆も遠しとせず︑行く雲流れ去る水の

じぶんが心に頼盈うる師を尋ねて︑百里千

その教法を伝えんがために修行する僧侶は︑

寒仏の教えにしたがってその教理を学び︑

とど

の低きについて︑あるときは北流し︑ある

住まるところがない︒流れ行く水は︑地勢

まかせて︑あるいは東し︑あるいは西して

大ぞらに浮かぶ白雲は︑吹く風の勢いに

角に肌々の声をあげ︑ようやく物心づくこ

よと見上げたものである︒次友の門前の順

抜けるように白い尼様の顔と﹁願はくはこ

罪どの些宮

ろ飛脚の奥地にある母の生家で人と成った︒

となく永遠の旅を続ける︒身を仏門に帰し︑

ときは南流して︑これまた一所に停まるこ

るような環境であったが︑人情に厚く︑車

の功徳に因って云々﹂のことばはともかく

すじしや

父︑祖母は隔意なくつき合っており︑囲炉

夫馬丁のような人々とも伯父︑伯母や︑祖

がノ︑しかった︒

想い起こす︒また巡礼の坊さんやら尼さん

宴に代参したり︑大人たちに伴なわれたり

わたくしはそんなことから︑幼少のころ

もよく詮え︑一ふしすがノ︑しい読経の音

して往き来した紅葉の峠路や︑雪のⅢⅢつ

まって︑汲まれた番茶を煎餅やら柿や栗な

くり

裡ばたにはいつでもそれらの大人たちが集

も︑こうした喜捨の使いをした日は一日す

う

笠の下からさし覗かれた筋張った緒黒い顔︑

>ｼ､‑へ〜へ〜､‑ヘヘヘーー､ヘヘヘーへ｝

を逐って去り行かれる︑あの丸味のある桧

がね

び出し﹁どうぞ﹂と言ってさし出す精米や小

と言われて︑コロコロッと転がるように飛

川

極めて雪ふかく︑夏も朝夕は急に涼気をお

はしがき

』

ぽえる︑大自然の息吹きをさながらに享け

〉

が聞こえてくると︑﹁それ︑これをあげて﹂
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)‑〜ハー〆､‐〆 へ‑戸 〆、〆､ ､‑へ‑戸、戸､〆､〆娼ハーヘヅン

り︑非道にその門前から追い払うとか︑鋸

ぴた

いままに邪見にこれらの僧侶の乞食行を罵

せんす
うに︑

﹁人を治むるものは人に養われ︑人を

とする聖地に来た男女︑それぞれの国の仏

教徒によって建てられたお寺や︑インド政

るのを見かけたこともある︒これらの非行

なご飯を捨てるようにしてさし出したりす

ら衣服を造り出し︑これを仕立てる労務に

事に専念する人は︑承ずから耕し︑染ずか

であって︑他人の教化に尽くし︑治国の要

らないかのようである︒霊鷲山の頂上で出

拝脆して敬虚な祈りを捧げて飽くことを知

きは会堂内で︑あるときは遺蹟のただ中に

泊し︑三日︑四日︑五日と滞在し︑あると

府とか州政府で建てたゲスト・︿ウスに仮

や妄見は沙汰の限りであるが︑それでも︑

服することはできない︒反対に︑自身生産

会ったチベットの一家族親子四人は︑峨々

養うものは人に治めらる︒﹂

よくできた修行者は︑これを機縁に﹁迷夢

活動に従事するものは︑それらの劇務や勤

たる岩山の麓で︑携行の行火ようのもので

銭一文を出し惜しんだり︑少々鮭えたよう

より醒めよ﹂とばかり熱心な調教とともに

労にとらわれて︑静かに心霊の問題を追求

るように見うけられた︒これこそほんとう

食糊を炊ぎ︑どうやらこの岩かげで起臥す

あんか

りようじやせん

行脚をつづけられる︒

するとか︑政治外交の機微まで考察してい

の巡礼というものであろう︒

子に準ずべき高貴の出でありながら︑他人

年齢層の人々には︑身いやしくも一国の王

ところであろう︒けれどその一方︑わかい

方とその精神によることは大方の人の知る

な感動であったが︑ふとこれらの聖地で出

浬薬の聖地を拝礼することができた︒非常

く釈尊の布教巡錫された故地とか︑生誕と

多年撮れやまなかったインドを訪ね︑親し

明けて一昨年の十一月一日︑わたくしは

ついて︑一歩でも近づきたいと考えたこと︑

あれほど大きい影響を与えつづけた原因に

がうことにあり︑引いては専攻の国文学に

しても仏教の本地を訪ねてその本質をうか

わたくしの今度の訪印の目的は︑なんと

さた

いったいこうした乞食修行の精神はど一﹂

に自明の理というべきであろう︒

る達がないというのが原則となる︒まこと

の喜捨に生きるということが︑なんとも合

会った僧俗無数の有縁の人々の︑これらの

われわれの祖先の多くが︑ほとんど仏弟と

ねおき

から来ているか︑もちろん︑釈尊在世のこ

点がいかないのではあるまいか︒また︑た

地にあくがれ︑ここを慕い︑かしこを懐か

なり仏果を得て永遠の平安に帰したいと希

いとま

ろに身をもって示された﹁乞食陸苦の仕

とい一所に定住して︑じっくりと伝えられ

ネ︒ハールや︑チ︑︑ヘット︑シッキム︑アッサ

しみ︑いわゆる低回去る能わず︑はるばる

に拝脆して感恩の心情を捧げることにあっ

念した︑それらの万霊に導かれ︑釈尊の前

僧院旦暮

た経文を読み師父の薫陶を受けるほうが︑

ムから︑いく十日の旅を続けて来た老若︑

あこが

山林流浪などという坊裡じ染た旅などする

さては︑セイロン︑南インドは言わずもが
から二週間︑三週間の旅路の果てに︑本命

な︑ビルマ︑タイあるいは戦乱のベトナム

う

ようのにということも考えられよう︒

それはまた至極当然の疑問でもあるけれ

それには四千年にあまる文化と広大複雑

た︒

よりも︑さらに能率的であり効果も倍加し

ど︑これは中国の孟子なども言っているよ
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十歳前後︑気鋭の雲水たち︵時によって増

た品灸はクレイョン︑色紙︑ポール・ヘン︑

訳して聞かせていただいた︒お土産に贈っ

い︒﹂と英語で話し︑院長からベンガル語で

ない︒そこでわたくしは尊敬する恩師先輩

減はあるらしい︶が︑十人前後生活し︑研

皆さんもよく勉強し︑丈夫になってくださ

の示唆を受け︑カルカッタの奥地シャンチ

学と作務にいそしんでおられる︒われわれ

られ︑執事長と用人のほかは︑それこそ二

ニヶータン娠沖勧皿吟岬や恒銅蓮にある詩聖

や中国料理店にいって食事をとり︑帰りに

築である︒院長のもとに数人の長老方がお

タゴール父子によって開創せられたヴィシ

ってなされるので︑わたくしもまた朝夕の

訪問者や異国の修行僧との会話は英語によ

お届けしたり︑自室で鰹く夕食を済ますほ

食粗やら果物などを買って帰り︑院長室に

な国土にまたがる五億に近いインド原住の

﹃一ヴ一ノバーラティ大学に寄せていただき︑

あいさつとか︑寺側への願いごとなどする

人左を理解することから始めなくてはなら

この学園村とカルカッタのあいだを往復し

うち︑常住の若僧たちのうちには︑二三人

お昼ころになると︑外に出て簡易な食堂

かは︑せっせと見学日一記をつけ︑携えた書

れるので︑同大学の教授︑学生たちとの交

幸い︑大学には序知のＡ教授夫妻がおら

音で通り︑紅茶に牛乳を加えたものである︒

となった︒当地でも茶は﹁チャ﹂という発

長に招かれてお茶の接待をいただくのが例

タ支店への連絡が後れたことで︑同行から

換金できる唯一の銀行︑東京銀行カルカッ

ずいぶん早めに頼んでおいたのに︑当地で

物を読み︑家郷への手紙などを書くのであ

流も図られたし︑カルカッタにおいては︑

これにトーストパンと果物を添えてくださ

電報で問い合わせてもらって︑やっと愁眉

まず夜が明けて洗面をすましたころ︑院

さむ

て︑インド第一の大都市の生活を比較商堂

目がおで意向の通じるようになった︒

古切手︵千枚余︶などであった︒

しながら︑この国の理解の手がかりを掴も

ベンガル・ブジスト・アソシエＩションに

るので︑朝飯の振舞になるのである︒やが

うと前後一カ月半をこれに当てたのである︒

お伴れいただいてその院長レーヴーダルマ

て階下の一翼に幼稚園児が数十名︑保育を

こでも通用するが︑Ⅱ本円など一切インド

を開いたものだった︒そして米ドルならど

ヘの旅行費まで︑およそに見積って︑換金

一カ月余の滞在費︑セイロンやダージリン

ルピーに両替えしたうえでなくてはならず︑

いちばん困ったのは内地からの送金が︑

る︒

・ハーラービックにご紹介を願うことができ

りの慈愛ふかい保母の先生によって遊びの

受けにやってくる︒二組に編成され︑ふた

パソテ

た︒それから︑前後六回ばかり僧院の係り
うど

人のような好遇を受け︑じつに気軽く止宿

なかの学習が始まる︒

朝園児たちの前で紹介され︑﹁幼い皆さん

った︒僧院から同行まで一度行った道を見

を終わるまで随分行員の方々のお世話にな

話になったのであった︒

をさし許され︑併せて十泊かれこれもお世
この僧院は同市の中心街に近く︑その中

ごろから保れていたこのお国に来てうれし

院長がこれを主宰されているので︑ある

心街から放射線上に︑東に延びた街角を占

い︒これから少しの間ここで勉強し︑お釈

あこが

めてインディアンエアの事務所がある︒こ

迦さんの跡を巡りたいと思っている者です︒

忘れ︑突嵯の気転で︑なんでも別の銀行に

の裏通りに面して︑三階建ての堂をたる建

（21）

飛びこんで﹁東京銀行は﹂と教えてもらっ

のような啓え話をよく聞かされたものでし

﹁わたくしは幼いころ︑祖父母から︑こ

ローマ旧教とか︑回教の本場という西側に

の外れからだけ聞かされていたわたくしが︑

ばず

たこともあった︒あとから︑﹁それは最も

あるということを確かめ得たし︑二千五百

でき︑仏教こそは本来的にアジアの精神で

分が日本だ︒しっかりここを保って動かさ

衆の二三パーセントしか信者がないという

年の星霜を経過した今日︑しかも全印度民

渡って︑西からもインドに目を注ぐことが

ないと︑涼しい風は来ないよ︒﹂と︑それか

た︒﹂と前置きして︑﹁この広い部分が皆さ

これは南北の大きい国内旅行を済まして︑

ら釈尊を追慕し︑なん度か機会をねらい︑

賢明な方法であった︒﹂と笑われたり︑褒め

三度目に僧院を訪問したときのことだった︒

六十六歳にして初めてここに来られ︑見る

て︑この混乱し︑絶望的とさえ翠られてい

仏教ながら︑これこそりっぱな世界教とし

んの国︑中央が中国で︑下の一番小さい部

院長は︑夜の集会勤行に参加しないかとの

る現代および将来に向かって︑人為の向こ

られたりもした︒

お誘いで︑望むところと参加させて頂いた︒

国だと驚いていると数分間のお話をした︒

物聞く物︑蕊なめずらしく︑古いりっぱな

こと

謂経は日本のとまるで異うことばなどで︑
つ

ただ傾聴するばかりだったが︑あとでオー

意味があっただろう︒﹂と図星を指してのお

あの話には﹃要﹄のところが日本だという

たと銘記するのである︒

ご示教が︑今にしてしふじ承ありがたかっ

チニヶータンをと選んでいただいた恩師の

インドを学ぶ接点に︑カルカッタとシャン

かめえた︒それにはわれわれ日本人として

うべき道を示しているものだとの信念を確

ことばがあり︑笑いながら﹁まさにそうし

なお︑僧院で出会った人々には︑遠くビ

﹁あなたの話は簡潔でよかった︒だが︑

あとで院長から︑

ストラリアから来た碧眼の︑雲衝くような

にあるもの﹂というわかりいい問答体のス

長の指図でやおら起ち上がり﹁仏像の背後

でた︒しかし︑白地のところが無くては涼

ルマからチベット・蒙古・シベリア・西ドイ

た

大男の青年僧が︑黄色い法衣をまとい︑院

ピーチを試み︑原地の信者たち二︑三十人

しい風は起こらず︑骨の空けたところがな

ツを遍歴し中近東を経て七カ月目にここに

ところが院長は今度わたくしを顧みて︑

ひ

の関心を惹きつけておられたのには感心の

くては動かしにくいので︑それぞれ重要で

達したという青年僧もあったし︑ネ・ハール

と︑その旅行の概要をうかがうこともでき

もこの目で見︑かつ︑指導者の二三の方々

が来院︑中庭にテントを張り一泊されたの

ッタ見物に承えた五百人の団体中︑二百人

から聖地巡礼の序でに︑一生一度のカルカ

なかに挿んで前後七十日︑今まで仏教を東

アラビアと南欧二三の都会や遺蹟の旅を

おわりに

でいただいた︒

す

ほかなかった︒

て盛んになると思います︒﹂と応じて︑喜ん

ある︒アジアはこの相互作用と信頼によっ

あなたも一つどうだと言われたので︑﹁暫
く時間を﹂といって︑原地の方の感話を十
分足らず願っているあいだに︑大急ぎで携
えていた用菱の上に扇を開いた図をかき︑
白地を天竺寿司仲がご骨のところを震日一
︵苛荊誰々︶鐸がところに確恭︵誌刊斗が︶と

書きこんでから起ち︑一礼ののち︑
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がたが訪印せられることを望んでやまない︒

懐かしかったが︑まだまだ年少気鋭の僧俗

で︑日本の青年男女にも数回各地で会えて

て有益であった︒﹁犬も歩けば棒に当たる﹂

真な魂をむしばむ教育が公教育の場でしか

わせてきた︒しかし今日の学校は子供の純

思って父兄は学校を信じ安心して学校に通

て正常な教育をしてくれるところとばかり

今まで学校は子どもの魂を素直にのばし

日本の最大の悲劇で︑これ程日本の子弟に

立った組合運動によって牛耳られたことは︑

本の教育が日教組の階級的イデオロギーに

いうまでもない日教組である︒戦後の日

その元凶は誰ぞ︑

て天下を殺さんとしている︒

そこには無限の趣興と千古変わらぬ東洋の

も公然と行なわれているとなると︑父兄は

れ﹂という一句があるが︑今や教育をもっ

精神がある︒︵東枇学園女短大教授︶

今日の青少年の額廃も戦後のあやまった教

あれ程大騒動をくり返した大学紛争も︑

とって大きな公害はなかった︒

育の悪果でなくてなんであろうか︒しかも

ロッパ九ヶ国を視察し︑特に教員組合運動

果して幾人あるであろうか︒私は先般ヨー

を教えてもらう学校を選択することも︑又

常な教育が行なわれるという前提のもとに

についてそれとなく調査してきたが︑日本

これを﹁匹夫責あり﹂と感ずる教育者が︑

これを是認してきたのである︒それが公教

の日教組のような階級的なイデオロギーを

である︒しかしそれは義務教育の段階で正

育の中で偏向教育を受けなければならない

世界のナンセンスである︒ドイツの最も大

ばかりやっている国はどこにもない︒実に

もって︑特定の政党を支持し︑ストライキ
今日大気汚染︑水質汚濁︑農薬害︑騒音

あろうか︒

等食の公害が騒がれているが︑これも確か

としたら︑これ程大きな公害が一体あるで

どんな先生に教えられても仕方がないわけ

父兄は学区というものがあって自分の子供

できなくなってきた︒考えて見ると今日の

安心して自分の子弟を学校に托することが

教育公害
越川春樹
先日︑私の友人が憤りをこめていうのに
その学校は日教組の組合運動に熱心な先生

は﹁実は子供を中学校にやっているのだが︑

ばかりで︑教室で社会科の授業などに︑レ

の子の純真な魂を汚染し︑人間の将来をあ

に憂うべき公害には違いない︒しかし︑人

し︑青少年︑ドイツ民族全人類及びその文

の政党︑政治的及び世界観的束縛から独立

﹁全ドイツ教員組合は︵の向・君︶すべて

言している︒

るが︑この組合の規約の冒頭に次の如く宣

きな教職員組合に︵○両・言︶というのがあ

ーニンや毛沢東の思想を純真な子供達に堂

やまらせる公害に至っては実に家族の運命︑

々と教え盛んに偏向教育をやっているので︑

こんな学校に子供をやっておくのはおそろ

漢の崖子玉の有名な座右銘の四不殺の中

国家の安危に関わる重大問題である︒

に﹁学術︵教育︶をもって天下を殺すなか

しいことであると思い︑とうとう家族ぐる
ういう実例はこの頃非常に多くなってきた︒

象︑転居し子供を転校させました﹂と︑こ
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化財に対する責任感に支えられ︑生長しつ
つある世代を民主的且社会的な思考と行動

実に堂々たるものではないか︒日教組は

精神︑正義と自由︑寛容と人道の精神で満

らぬ︒

組の教育公害から子どもを守らなければな

毒する限り︑われわれは総力を挙げて日教

日教組が今のような姿勢で日本の教育を

これを謙虚に学ぶべきである︒

たすことを希求する﹂と︒そして彼等はこ

に導くためドイツの学校及び教育を畏敬の

れを文字通り実践しているのである︒

われわれは日本の教育の正常化を熱願す

︵千教連︶を結成した︒左にその趣旨︑綱

る余り昨年十二月六日︑新しい教職員団体

領︑スローガンを紹介する︒

︵千葉県会員船橋市立二宮中学校長︶

新しい教職員団体への道Ｉ千葉県教職員連盟結成趣意書ｌ

綱領

今日︑日本は物質的︑経済的には世界の驚異といわれる程すばらしい繁栄をもたらしましたが︑その反面精神的︑
道徳的頑廃はまことに嘆かわしい限りであります︒特に次代をになう青少年の頚廃堕落︑学生の暴走︑騒乱等目に
余るものがあります︒日本はこのままでゆくと︑一歩誤まれぱ繁栄と享楽から破滅しかねない危険性をはらんでお
ります︒これにはいろいろの原因があると思いますが︑少くとも戦後の日本の教育の混乱がその大きな原因をなし
ていることはいなむことのできない事実であります︒
戦後の日本の教育は何よりもまず教育立国の大願をかかげ歴史と伝統を重んじた正しい日本の教育を興すことに
国家の総力を傾注すべきでありました︒それがなされずに一部の階級的イデオロギーに立った組合運動が︑この大
切な教育に動揺をあたえ続けてきたことは日本の最も大きな不幸でありました︒このような教育の下に二十年の歳
月を経てきた日本は今や重大なる教育危機に直面し世人の強い批判を浴びております︒
この歪められた教育を回復し︑父兄の信頼と期待にこたえ︑真の日本の教育を振興することは現下の最大の急務
であります︒これは祖国を救う道であり︑教育者に課せられた崇高な義務であります︒
今こそ教育者は真実の自己にかえり教育者の誇りと使命を自覚し︑日本にふさわしい中正不偏の教育を推進する
ため勇気をもって起ちあがらなければならぬ秋であると思います︒
われわれが県下の同志を結集し﹁千葉県教職員連盟﹂を結成するゆえんはここにあります︒
昭和四十五年十二月

一われわれは︑教育専門職としての使命を自覚し︑日本にふさわしい中正不偏の教育を推進する
一われわれは︑教職員の身分の保障︑給与ならびに勤務条件の改善に努め︑社会的経済的地位の向上を図る
一われわは︑研修を積柔人格と識見を高め職能の向上を図る
一われわれは︑教育の正常化に努め︑常に児童・生徒と共にあって青少年の健全な育成を期待する
一われわれは︑主体性を堅持し︑組織の強化と拡大を図る
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Ｊ

四つｊ内九五つりく五九一

一︑九一︿七一︑四つ四

一一︑二一二︿ 一︑五四四

皇劃一ｍ

一︑五一一九

一二五

一七七

五二

一一︑北︒四・

一︑三七五

九︑四九八｜

二︑昌一

一つ︑五つ一一一

きＩ以上不明計

二万人中回答蒐集し得た対象者が前記カッコの通り︒

ＩＩＩ

福祉国家への前進と税 知 識 口

一申告所得税の脱税額三百億円

三誕一

一︾一一告一一

／蝿一言Ｉ二言

︾

四︑一空一一二︑九四八

税に対する不満の内容

１︑単に税金が高いというもの二九％

４︑調査の不術︑脱税など徴税事務への不満をのべたもの三

３︑特定の税︵地方税︑相続税︑不動産取得税など︶が高いとい

ｅ︑その他負担の不公平をのべる三

うもの四

ｄ︑高額所得者の負相重くせよ四

ｃ︑大企業が優遇されすぎる四

ｂ︑職種による負担不公平四

ａ︑サラリーマンの負担重し二○

５︑不動産業︵同じく二六八万円︶

七五四万円︶

国税庁は二月三日昭和四十四年分個人申告分の隠し所得十傑を発
表した︒

１︑病院経営者︵一件当たりかくし所得
２︑金融業︵同じく四七三万円︶
３︐．ハチンコ店︵同じく三七八万円︶

池

６︑幼稚園など学校経営︵同じく二四○万円︶
７︑俳優︑楽士︵同じく二三二万円︶
８︑バー・キャバレー︵同じく二二六万円︶
９︑鋼材・くづ鉄商︵同じく一八八万円︶
︑︑同伴旅館︵同じく一八五万円︶

財産をかくす手口は無記名預金などの他に︑貴金属や宝石類に代
で公表した世論調査による税に対する不満はつぎのように述べられ

えて貸金庫を利用するとのことである︒昨四十五年六月内閣総理府
ている︒調査対象者︵一六︑七三九人︶は全圃の二○歳以上の者で
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小

２︑税不負担は不公平であると主張

４︑外科医︵同じく三○四万円︶

I

５︑税金の使途について不満をのべたもの一

小計七五％

計※一○五形

扶養控除
生命保険料
損害保険料
社会保険料
差引課税所得

一 一

‐三三つ二二一匡一

＝一三＝茜

言昌冒冒言昌

を摘記すればつぎの通り︒

昭和調年度

三ｓ︑９つ

二︑つつつ

一二七︑五つつ

一一己︑つ・つ

一二五︑七つつ

夫三ｓ︒

ろづｇ円増

八二

五五︵千円︶

一八二

一五○

一○○

一二二一ハ

一○○

一三○

現行税制はシヤウプ税制を手直ししながら︑積大法人本位の税制

・三シヤウプ税制と民主政治の発展には

詳細は別稿としたい︒

例示である︒それも素人わかりするように一部の掲一記にすぎない︒

蔵委員会で審議中である︒案としての内容を数字化したのが前述の

昭和妬年度税制改正の要綱は去る一月十四日閣議決定︑目下は大

３
４
４
４
５

︒唾単価一上昇割合

ない︒東京都大田区田園調布雷ハス通り沿いの路線価価格の上昇割合

増割合は相続財産そのものの増嵩を招くので実質的に減税とはなら

なるので六二万八千円だけ減税となる︒けれども相続財産評価の著

年分では五九○万二千円︑同拓年分は改正されて五二七万四千円と

相続財産四千万円︑配偶者︑子供三人としてその相続税金は旧法

この税金額

､

､

､

､

､

､

６︐ない︑不明三○％
※分類の過程で二項目以上に回答したので一○○％を超えた︒

二申告納税制度は日本に定着するか
移植された民主主義は布かれて二十有五年余を閲し︑申告納税制
定度も漸く変着したとしては相変らない脱税ぶりには困ったもので
ある︒税は﹁とられるものでなくして︑払込むもの﹂という認識に

ご己９円増

新設
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徹すれば自ら︑その税金の使途に関心をもつこととなる︒税金の使

昭和妬年分

蓑︑Ｓつ円

一吾万円

一八七︑五つつ

r

途に関心をもつようになれば︑政治施策に関心を寄せるようになる︒
民主政治の治績は自ら挙がらざるを得ない筈である︒前月号でも詳
細にのべたけれども︑日本人の税意識の永年にわたる封建的低調さ
が払拭されないかぎりは︑思いきった減税のための税制改革は無理
ではあるまいか︒自然増収に籍口するダブッキ財政の濫費は誰が防
止︑防圧するのであろうか︒大巾所得減税一六六六億円は個人当た
りに計算すれば︑それほどの減税ともならず︑物価上昇率と比較す

一老三ｓ円

一君万円

昭和妬年分

れば︑むしろ生活内容は苦しくなることを例示は語る︒妻は事業専
従者︑子供二人︒

所得金額
青色事業主
特別準備金

基礎控除

l

I

１︑ ︲︲︲︑

酒井忠正本会会長は︑自ら創立された復光会の総武病院で
かねて加療中のところ︑去る二月十六日午後四時三十五分逝
去致しました︒復光会は︑神式により︑十七日通夜︑十八日
密葬︑二十七日青山葬儀所で︑葬儀並に告別式を執行されま
した︒氏の二十余年に亘っての︑本会再建のためのご尽力に
思い及ぶとき︑ただただ感謝の外はありません︒氏の内は︑
農林大臣︑貴族院副議長︑外は農土教育︑相撲︑競馬等に対
する正三位勲一等の勲記もさることながら︑多方面にわたる
数安のご遺徳は︑周知のことと存じます︒本会は︑近く氏の
追悼録を編桑たく︑各位の思い出がございましたら八百字ほ
どで四月二十日までにご寄稿の程願い上げます︒

敬弔酒井忠正会長ご逝去

︹今云生巨︺

蕊i
蕊

の組み立て方であること衆目の一致する所である︒税の世論調査で

も明らかな通り︑その大部分の国民が負担の公平を訴えている︒直

がれているが︑戦前も視点は異なるが同様さわがれたのである︒戦

接税︑間接税の比率割合の妥当性の問題は付加価値として昨今さわ

前は財政学が主体性の根幹であった︒戦後は会計学が横行しすぎた

ので財政学者は鳴りをひそめすぎた︒さればとて会計学者は財政学

者の学問領域に浸透して国家的視野で国家予算とか︑地方財政を批

判するならば自ら税制面でも寄与する面も多々あったであろう︒実

情は逆日となり︑会計学に通暁することは辿脱が上手につながる結

果を招来した︒監査制度が輸入されて二十有余年を閲するのに︑実

監査一証明制度が形がい化すれば︑財団︑社団ならびに個人の記録計

務面では﹁ふりだし﹂に戻される羽目となった︒証券取引法による

算に対して﹁その計算﹂に﹁客観性付与﹂は誰がするのか︒由々し

い問題である︒東京湾の水は一三Ｉヨーク湾に通じ︑英国のテーム

ズ河にも通ずるのである︒資本の自由化は円貨の国際性を要求が必

ならなければ︑民主政治の円満な発展は望めないと思う︒

至であるとき︑この種の自由業がもっともっと暢達性をもつように

四むすぴ

近代日本産業の礎を築いた︑日本のアダムスミス渋沢栄一翁が道

徳経済合一主義を提唱︑実践された治績に鑑承︑識者は戦後の﹁守

せなければいけない︒︵都会員公認会計士︶

銭奴教育﹂一辺倒も漸く再吟味の時期が到来したことに思いを走ら
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今頃多
卒中

大塚正八郎

できる︒

当人の心がけ次第で殆んど予防することが

けれども︑脳卒中や心臓病による死亡は︑

延びてきて︑北欧並桑の長寿に近くなって

従って私たちとしては何とか予防したい
わけであるが︑その前にこれで死亡する割
に︑矢張り日本が世界の文明諸国の中で品

合を一寸調べてみると︑次の表に示すよう

男子七四︑

五五

○一

−１﹄︑一﹄︑一︑︑

マエユノニ／

五︑九四

一一つ︑七

一くつ︑つ

七四℃一︿

七九︑二

︿五︑一

八九︑一︿

ププ

○﹈言︑ニ

一つ五︑四

女

︵一九六七年︑人口一○万対︶

プマ四プ守プざプTJ四プく

､ , 、 ､ ､ 、 、 ､

の人は︑そのまま鬼籍に入るし︑軽い場合

を調べると︑二月と三月が最も多い︒重症

りやすいのが︑二月︑三月である︒

身体的にも副腎ホルモンの関係で皮下脂肪

渡期唇あり︑気象的には不安である上に︑

寒さに緊張していた心もからだも︑何と

も薄くなり︑万事にげだるくて不安定にな

どを起こしたならば︑当人にとって誠に不

い戸外に出る際にもそのままの服装になり

なくゆるゑがちになる︒温かい部屋から寒

がちだし︑汗の処理も忘れがちで入浴の後

幸であり︑家族にとってもこれ以一上困った

は大きい︒

ことはないばかりか︑社会にとっても損失

でも爾後の生活は機能不全で悩むことが極

春寒料蛸というか︑厳寒から温暖への過

今頃起こりやすいのは

こと上﹂︑したい○

そこで︑今頃に多い脳卒中を中心に述べる

五プしプし‐五つニニノ、

野Ｉ燭

日本

西ドイツ
イタリア
イギリス

ノルウエー

五六五一上z‐ヒービノミ西

脳血管の病気による死亡率

スエーデン

プランス
アメリカ

男

めて多い︒もし︑働き盛りの人が脳卒中な

さらに︑何時頃に脳卒中などで倒れるか

とが分る︒

高の数値であり︑しかも群をぬいているこ

日本の生命表から計算すると次の表のよ

六年も寿命が延びることになる︒

女子七九︑

癌の場合は︑その原因が未だにはっきり

脳卒中
心臓病

癌一癖計Ｊ牡亜諏唾隼二︾ひ蛙

病名一一平均寿命︵歳二延びる年数

まで五

ると︑男子は七五歳︑女子は八○歳近くに

うになる︒すなわち︑脳卒中などがなくな

だろう︒

きたが︑これらの病気がなくなったらどう

中︑心臓病︑癌である︒最近は平均寿命が

わが国で一番死亡率の高い病気は︑脳卒

脳

していないので予防法が確立してはいない
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い

たり︑汗の発散で体熱が奪われると︑皮闇

心臓や関節の負担が大きくて︑健康には害

ある︒皮膚は丈夫になるかも知れないが︑

る人︑呼吸器の弱い人には完全に逆効果で

高血圧や心臓病︑あるいはリューマチのあ

しかも無理に収縮させられるので︑これま

たると︑酒で上気した皮膚の血管が︑急に

よいわけである︒

ない︒自分の体力年齢に相応した摂取量が

と大食を間違えないようにしなければなら

温かいところから急に冷たいところへ出
温は急激に冷え︑皮膚の血管は収縮する︒

がある︒とくに日の出の時分には空気が少

た卒中の原因となりやすい︒これと同様に︑

も裸のままで少時の憩をとる人さえある︒

その結果︑心臓の負担は大きくなり︑血圧

しずつ服ためられて対流作用で風も出てく
従って︑日が上って空気が漸く温まって

夏でも油を飲んで溺風器でからだを冷やし

酒は少量はいいが︑飲酒後冷たい風に当

も急に上昇する︒部屋の中の温度と外の気

るので余計に良くない︒

五○ぐら

にたしなむものかも知れない︒

てはならない︒酒は︑温かい部屋で心静か

いは血圧があがってくる︒そのため︑普段

きた時刻に︑毛織の長袖のシャシなどに身

温との差にもよるけれど︑三○
から血圧の高い人︑とくに動脈硬化のある

んで寒気に肌をさらし︑心臓や血管をいじ

をくるんで力一ぱい歩く方が良い︒自ら進

は︑冷水摩擦や冷水浴はしてはならない︒

用いて︑血圧の動きを描写したものである︒

揺である︒連統して最高血圧を測る器械を

子の体操選手に喫煙させた場合の血圧の動

良くない︒ここに掲げたのは︑二四歳の男

煙草は︑脳卒中を予防したいなら絶対に

り︑心筋硬塞などを起こしやすくなる︒今

めることは絶対に避けたい︒

人などは︑血管が破れて脳出血を起こした
頃に起こりやすいのはこのためである︒

入浴後さっぱりするからと水を浴びるのは

また︑付言するなら今述べたような方々

い戸外︑とくに風のあるところへ出る際に

そのため︑温かい室内では薄満をし︑寒
は十分に防寒の用窓をする︒入浴後も︑か

大体二一○ぐらいのこの青年が︑Ａの矢印

のところで喫煙をし︑Ｂのところで中止し

最も良くない︒

らだをよく拭いたらすぐ衣類を身につけ︑

二○○以上にまで達する︒時間が短かいか

喫煙と同時に血圧は不安定となって上昇し︑

たものである︒図を一月見れば分るように︑

前に掲げた表でも分るように︑日本人に

ら良いが︑反覆すれば如何に危険であるか

食物と噌好品は

朝夕︑愛犬をつれて石神井川の桜並木の

脳血管障害が多いのは米飯のとりすぎにも

ある︒

保温に落度のないようにすることが必要で

土堤を散歩するのを︑私は日課としている

がよく分る︒寒い戸外で︑くわえ煙草の仕

血液中の炭酸ガスの量も喫煙によって急に

事などは正に肌に粟を生じる思いがする︒

大きな原因があるといわれる︒また︑塩分
ろの地方に脳卒中の患者が多く︑死亡率の

のとりすぎも良くないといわれる︒米どこ
高いのも肯ける次第である︒米飯の過食と

走っている二︑三人によく出会う︒これは︑

一見からだを鍛えているように見えるけれ

が︑相当の年配の方で半袖のシャツ一枚で

ど︑実際には逆である︒少壮の人には誠に

塩分の取り過ぎに注意したい︒ただ︑過食

上昇する︒

結構な鍛練法ではあるが︑還暦を過ぎた人︑
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菜を食べ︑米や塩類は控え目にする︒そし
て︑酒も少々とし煙草はやめる︒コーヒー
は習慣性がないので結構であるが︑不眠の
心配のある人は︑緑茶か紅茶にする︒この
ようにしたらどうだろうか︒

入浴と水仕事は
入浴は︑ぬる目の湯に静かに入る︒湯気

メロでも良し︑詩吟でも良し︑身も心もゆ

子趣味ではあっても健康的ではない︒ナッ

上にも必要なことである︒

に防ぐこともあるが︑自分の健康度を知る

のが︑予防対策の一つである︒病気を未然

保温に気をつげてよく歩くことである︒

積極的な方法は

ったりしたいものである︒ゆっくりといっ

ても入浴時間はからだを洗う時間もいれて
三○分を越さないようにし︑風呂から上っ
たら良く乾いた大型タオルで完全に拭き︑
すぐ着衣をする︒

いになる程度の速さで十分ほど空気のいい

少し汗ばむ程度︑脈拍なら一分一二○ぐら

きたい︒

所を歩く︒できたら両手を大きく振って歩

サウナ風呂のようなのは︑鍛練された若
のではない︒

者のもので︑老齢や虚弱の人の利用するも

こんどはカーぱい伸ばす︒これも五秒ほど

につくまで曲げる︒五秒ほど力を入れる︒

部屋の中では︑両腕に力をこめて拳が肩
に︑冷たい水で︑ヒビやアカギレを作って

行なう︒次は両膝を曲げてしゃがむ︑静か

冷たい水仕事は全く禁忌事項である︒別
まで血圧を高める必要はない︒矢張り微温

おわりに

きる︒試みて戴くとよいと思う︒

回行なう︒これだけで体力の保持は結構で

に立つ︒両手を膝につけて︑この動作を数

湯を使用するのが健康的である︒

健康診断を受けよう
先年︑生まれてから一度も医者にかかっ
たことがないという六○歳近い人を診察し

脳卒中は︑今頃に多い病気だけれど︑予

たところ︑動脈硬化性高血圧症で糖尿病も
あり︑肺のＸ線検査でも既往症を発見した︒

防すれば防げる病気である︒あまり神経質

︵特別会員東教大教授医博︶

告げないようにしたいものである︒

をして︑ある日突然に愛する人々と別れを

になる必要はないけれど︑いろいろと注意

健康であることと︑診察を受けたことの
血圧は毎月一回︑血糖やコレステロール

有り無しは無関係である︒

る︒一分ほどしてから首までとっぷりと入

一回︑尿検査はその都度受けるようにする

や肝機能の検査のような血液検査は半年に

を十分にたてておき︑足から胸まで先ず入

い︒熱いお湯に我慢して入るのは︑江戸っ

るのが良い︒温度は四○度未満の微温がよ
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盆栽づくり

渡部弘
三週間後に根の活動

りの用堂を多くして活着を助け︑肥料を与

がはじまってから鉢に植え︑しだいに水や

続けて与えます︒二

四季の鉢物冒

○クロマツ
クロマッは性質がじょうぶで︑強い勇定

通風や日あたりをよくします︒

七に赤土三

四の割

⑧用土と肥料用土は排水のよい壌土

を好むから︑荒砂六

合に混ぜたものを用います．肥料は油粕・

はゴョウマッに準じて行ないます︒

骨粉などの掴き肥や液肥を与えます︒方法

④病害虫の防除病害は少ないのです

どのほかにマッヶムシが発生しやすいので︑

が︑害虫としてカイガラムシ︑アカダニな

エンドリン剤や有機リン剤などを散布して

防除します︒

○シンパク︵槙柏︶

③整枝と芽つみ整枝はゴョゥマッに

ます︒常雛木を代表する松柏類盆栽の一つ

が︑一般にはシンパクの名で親しまれてい

植物学上の和名はミャマビャクシンです
準じて行ないますが︑クロマッは特に切り

えて生育を促します︒

都市などの空気の汚染したところでもよく

かい枝幹の曲模様には他の盆栽にはみられ

として愛培され︑渋い緑色の細葉とやわら

によく耐え︑ほう︵繭︶芽力も強いので︑

生育します︒しかし陽樹ですので︑なるべ

込象を行ないます︒切り込みは三

四月に

く日あたりがよく︑風通しのよいところで

古葉を残して新芽を全部切り取り︑幹から

つみます︒このとき︑もみあげといって古

といって新芽の葉を数枚ほど残して先端を

に産するものは葉が細かく︑細枝まで曲折

よって多少ちがいます︒新潟の糸魚川地方

もよく︑強健なものですが︑特性は産地に

日本各地に分布しているシン︒︿クは生育

①繁殖クロマッは︑おもに山採りと

葉も取り除きます︒こうすると新芽の葉が

七月には︑みどりつみ

直接芽を出させて枝数をふやし︑徒長を防

五月

も生一まれていますが︑挿木がむつかしく繁

して大変美しく︑何十年という古木の銘品

ぎます︒六月下旬

ない独特の味わいがあります︒

栽培します︒

なお︑ニシキマッやアカマッは︑クロマ

中旬ころに採集することが多く︑新芽がま

実生が行なわれます︒山採りは四月

のこゑあったところを随時葉を刈りあげて︑

短かくなります︒八月下旬一九月には︑葉

ッの変種ですから同じような栽培をします︒

はじめ地植えし︑直射日光をさけ︑葉水を

だ葉にならないうちがよいのです︒原木は︑

（31）

われます︒

簡単で︑杉葉が少なく︑盆栽向に多くつか

四国や紀州ものは︑生育がよく︑挿木も

殖しにくく︑杉葉の出易い難点があります︒

ぬよう注意しましょう︒

生育にひどく影響しますから︑潅水を怠ら

びているときに一度でも乾燥させると後の

行ない肥培につとめます︒とくに新芽が伸

らかくれ枝となるもの︑多すぎる細枝など

てる形がきまれば不必要な枝︑仕上ってか

︵幹を垂下させる︶などがあります︒仕立

のように大小何本も仕立てたもの︶︑懸崖

つけないように紙テープで針金をまくこと

太い針金を幹にかけるときは︑幹に傷を

に鉢上げします︒新芽が少しでも動きはじ

を適当に切り取ります︒

めると移植の活着が大変悪くなりますから

って太い幹もやわらかく比較的楽に曲げら

も大切です︒またシン︒︿クは松などとちが

⑥鉢植え二年間育成した苗は三年目

真夏を除けば︑年中柿すことができます︒

春は早目に︑秋は遅く行ないます︒むしろ

四月ですが︑

挿穂はちさいものほど生育はよいのですが︑

秋に移植するよりも寒中がよいといわれる

①繁殖挿木の適期は三

り口近くの葉を除き︑鋭利な刃物で切り口

発根は大小に関係がありません︒挿穂は切

ので︑針金と一緒に巻き込まないようてい

れますが︑小枝や葉がいっそう細かく多い

でも冬の日射しならヤヶたり枯れ上ること

ねいにかけてください︒針金をかけた直後

ほどです︒なお︑松苗や他の種類のように
です︒それは幼苗が植えかえによって根傷

鉢上げまえに仮植をしないのが特徴の一つ
承が甚だしく︑生育が停滞するからです︒

をクサビ型にけずり︑三○分ほど水に浸し
挿し土は無菌で肥料分の含まない土なら

鉢は俗に仕立鉢と呼ばれる直径一五セン

てから挿します︒

よいわけで︑粉土と大粒のものを除き︑粟

チくらいの浅い素焼鉢を用います︒土は赤

木の大きさによって三

土七︑腐葉土二︑木灰︑川砂︑堆肥一の割

面が枯れてくることがあります︒これは果

かたまりかけると葉先が白くなって枝の一

すれば一年後には見事に仕上がります︒

はありません︒芽摘みをして施肥を充分に

五センチにします︒

粒大のものが適しています︒挿す深さは穂
挿し床には日除けをして︑乾かさないよう

合に混合したものを用います︒比べて鉢が

樹園に大被害を及ぼす赤星病のしわざです

液肥を十日に一度くらい︑水やりがわりに

②苗の管理発根した苗は極くうすい

すから︑簡単な霜除けをすると安全です︒

仕立てる形は︑直幹︵幹を垂直に立て︑わ

り︑太枝も下から勢いよく伸びてきます︒

年も経てば樹の高さが四○センチほどにな

側整枝と鉢金かけ鉢上げしてから二

水をかけてやると効果があります︒

駆除し︑乾燥すると発生しやすいので︑葉

たらアカダニの被害ですから有機リン剤で

します︒また真夏に葉が赤褐色となってき・

防除にはボルドー液や石灰硫黄合剤を散布

八月ころ新芽が

に管理すると約一カ月で発根します︒寒さ

生育がおどろくほどよいものです︒

大きいように感じますが︑小鉢よりは後の

与えますが︑油粕の粉を一カ月に一度くら

て垂平にひらく︶︑いかだつくり︵寄せ植え

き枝もなるべく曲げないように針金をかけ

⑤病害虫の防除七

いので寒い地方では霜柱に根を傷められま

には強い植物ですが︑幼植物は耐寒性が弱

いうすくまいてもよいのです︒二年目の春

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

からは十分に日光に当てて︑潅水と施肥を
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一

新入会員芳名︵敬称略︶

昭和四十年四月以降

府県名入会者紹介者
″霞ヶ関小学校長〃

埼玉 県 川 越 市 教 育 長 小 名 木 教 吉

″霞ヶ関北小学校長〃

″捌原光作〃
″韮塚一三郎鶴岡術

東京都渡辺誠〃
″島本文男〃
″上草願片山清一
″原口盛之助中薗昌一
神奈川県臼井庫蔵〃

秋田県小川武治枇田佐代次
福島県柳谷桂子五十風徳雄

東京都石橘義弘石橋雅義

京都府桑木融〃
″新井浦〃

″小林義峰〃
″山本俊夫〃
″片山義勇〃

″小田丙午即〃

愛知県佐野昂〃
″松村米治郎〃

京都府前田和一郎小谷藤二郎

″小池弘西川磯吉

″久保義雄〃
″浜田芳久〃
東京都伊藤外藤原岩太郎

隆〃

千葉県小沢妙子〃
″篠塚保治伊藤栄治

″林三蔵楠原信一

″成毛

″安倍剛造相馬敏夫

島根県米田恢沢村暁之助

″石原英子酒井浦子

″野津茂盗野津鮫

半他士︿

″船木豊栗間久
″
仙田等〃
″塩川屋三郎〃
″
泉
弥
吉
〃
″
原
秀
雄
〃
″木谷貞義白名益夫

編集後記

らお腿び巾し上げます︒﹁光は東方より﹂

皇后様には三月六日おすこやかに六十
八川目のご誕生日を迎えられ︑さらにこ
の秋には両陛下お揃いで初の欧州親善の
ご旅行にお出になられますことを︑心か
の言霊にふさわしい雅号﹁桃苑﹂をご大
任の上にご発揚遊ぱしますようお祈り申
し上げます︒

◇この頃にわかに世上をさわがしている
大阪医大の入試不正事件には驚きという

よりあきれて物も言えない慨を感じま
す︒弊術の最も厳正であるべき刑務所︑
社会の指導の立場にあるいわゆる良識者
それも多数が連撤者としてあげられてい

のであります︒

ることは一体どうしたことなのであろう
か︒住みよい環境作りのための公害排除
巡勤は次第に盛況を加えていますが︑そ
れにもまして大聯な精神作典巡動１百年
もの昔から国民精神を高潔剛建ならしめ
るための熱烈な運動に全半生を捧げられ
た西村会祖の遺業を継ぐわれわれの使命
は﹁エコノミック︑アニマル﹂の汚名払
拭のためにもいよいよ重きを加えている

◇遅々としている春の歩みもほどなくゆ
るむものと思われます︒木村︑西村︑片
山先生を初め本誌を飾る諸先生の批重な
玉肺に感謝申し上げるとともに︑会員各

入℃〃ＡＴ

品７坪ふｖ〃ｈ■毎曲ｂ

位のご建勝の程を祈り上げます︒︵編︶

弘道売価一冊金五十円

あげ垂晶ｒも分ｆ巴必ず事印す迫凸ｒも鼻ｒ迅母ｒ叫由ｆ凶おｑ画⑤咽切舟甘ｕの■叫伽８℃〃４もの上哨

昭和四十六年二月二十五日印刷

渡辺正勇

晶勺⑬

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和四十六年三月一日発行
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発行人

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山宇平
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諦溌価日本弘道会

〃恥〃〃剛︑〃〃︑吟

〈−

″中沢清麿〃
″小林善信〃
″服部澗史〃
″高宮正信〃

″河本和三郎〃
″渡辺清太郎〃
″上田善一郎〃

″大森康作〃
″二宮敏久〃

:
○
イー

監修譲保認近代日本教育資料叢書鋤熊

全３巻解題鈴木貞雄定価一二︑○○○円

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

予約募集

二九六︑一○○円

明治完結全町冊

全３冊予価三五︑○○○円

全羽冊一一九︑○○○円発売中
解題１冊一︑○○○円近日発売

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ゑ重ねられていった︒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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