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両陛下の御渡欧

野口明一

今秋九月から十月にかけて約二十日間の御旅程で︑両陛下の御渡
欧が発表されたのは嬉しい一三−スであった︒両陛下には大へん御
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楽みの御様子であるが︑御地位柄何かと御気苦労もあろうかと拝察
する︒

思えば陛下が東宮御時代に欧州を御一巡されたのは︑もう半世紀
も昔の大正十年のことであった︒当時の随員の殆どは故人になった
が︑陛下が古稀の御高齢で御元気で再び御出でになれるのは有難い
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ことである︒彼の地に於ても前回の御訪問に関与した人は稀であろ
うし︑まして皇后様は御始めての事故︑改めて両陛下並に日本に対
する関心を深めるであろう︒私は両陛下の御教養と御風格とが︑近
代的で且つ東洋的である事にひそかな誇りを覚える︒今度の御訪問
が相互によい印象を残される事を信じて疑わない︒
謹而御旅行の御無事と御収穫とを御祈りする︒︵本会副会長︶

Ⅱ

両陛下の御外遊を慶び
五十年前の東宮殿下時代を偲ぶ

天皇皇后両陛下が今秋ヨーロッパ旅行に揃ってお出かけ

は寿司を召し上り︑こんなおいしいものははじめてだと仰

園遊会を催し在留邦人を悉く招いたが︑邦人と一緒に殿下

千葉三
になることは︑本当に喜ばしいことであり︑国民の誰しも
が祝福しておるに相違ありません︒

或る日のこと殿下が公式行事に出席されようとしたが︑

いひとときであったと出席者から聞いた︒

云ったとか︒邦人は喜んで殿下にお話をする︒本当に楽し

た時に︑偶々私はアメリカの留学を終えて︑オックスフォ

ホテルのエレベーターが動かなくなった︒そこでお附の武

大正十年︑今の陛下が東宮殿下時代︑はじめて外遊され
ードに暮していた︒記憶もうすらいでいるが当時のことを

帥等がついておった︒我々学生は近づくことも出来なかっ

が︑閑院宮載仁親王殿下が主席随員でこれに東郷平八郎元

博さんで︑外務省で一番優れた語学堪能者であった︒とこ

これはずい分広く云いはやされていた︒当時の通訳は斎藤

に合ったが︑殿下は﹁タイムイズ一︑ネー﹂と仰云った︒

けようとしたそうだ︒やがて苦心の結果辛うじて時間に間

官は周章狼狽マサカリ︵鉱︶をもち出してその扉をこじあ

たので自然︑人から聞いた話である︒当時英国の大使は林

のでお附の人は気が気ではない︒あちこちと自動車で迎え

り遅れて間に合わない︒陛下の御挨拶の草稿をもっておる

五十年前というと陛下二十一︑二才頃であられたと思う

想い出して象ると︑誠に微笑ましい感じがする︒

権助さんであり︑フランスの大使は私の郷土の先輩石井菊
次郎さんであった︒権助翁は会津武士で︑剛直な外交官で

に出たが︑遂に予定の時間がきてしまった︒その時に殿下

ろがハー︑ハード大学に行啓された時に斎藤さんは汽車に乗

ある︒殿下に民間の実情を視察せしめて︑遅しい陛下に育
て上げるのは此の秋をおいてないとの下心があったので︑
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郎

り非常に啓発された︒日本の教育もこうしなければならな

は﹁私は大学とは学問をするところであると思っておった

すっかり感心して天皇制否認を捨てたと云われている︒こ

おった︒然るに偶然にもそうした事件があって︑以来彼は

皇室の方は勿論無知であると考えて︑心の中では軽蔑して

郵船社長︑千葉県茂原市出身︶から聞いた話である︒

れはその当時︑その隣りにおった市原章則さん︵元︑日本

が︑ここに来て品格をつくるところであるということが分
い﹂と云われた︒これを殿下御自身が英語で云われたのか︑

そして︑殿下の人気は高まる一方︑ところが或る日︑殿

代って石井大使が云われたのか聞き洩らしたが︑この話は
石井大使から聞いた︒石井さんは﹁殿下は立派な天皇陛下

皆は慌てて︑﹁誰だ︑無礼な﹂と云うので周囲は非常に険

下がお風呂に入られようとしたら何者かが既に入っておる︒

また︑当時日本人の数は少なく︑オックスフォードにい

さんである︒これは︑林権助大使の剛直さを物語るもので︑

悪な状況になった︒ところが出てきたのは︑大使の林椛助

になる﹂と涙をたたえて私に話したのを覚えている︒

る日本人は皆︑出迎えに出たが︑一人一人に言葉をかけら

い︑日本では出来ないから︑一度自分が経験をさせようと

西洋風呂は誰が先に入ってもきれいに洗っておけばよろし

れたそうだ︒その中で天皇制否認の学生が紛れ込んで了っ
ころが殿下はそれを御存じないのでこの人に近づいて﹁君

た︒外務省では慌てふためいたが︑今更間に合わない︒と

フランスに行かれた︒はじめて・くり街の散歩にお出かけ

子供に洩らしたそうである︒

勉強するのはおかしいではないか﹂と仰云ったところ﹁実

になった︒ところが街の四シ角の新聞売り場に自分の写真

云う下心で︑このことを故意にしたのであると後程自分の

は英国の植民地政策でインドの貴重な仏教教典は皆ロンド

が大きく出ている夕刊を見て︑これを無雑作に一枚とって

﹁仏教を学んでいます﹂と答えた︒﹁東洋の仏教を英国で

ンの博物館に納っているのです︒我々もここに来て︑勉強

は何を勉強しておるか﹂とお聞きになると︑その学生は

をしなければなりません﹂と云った︒殿下は領かれたが更

こではじめて殿下は御自分の手でお金をお払いになったそ

こようとされた︒売り子は驚いて大声をあげたそうだ︒こ

らこの話を親しくきいた︒

うで︑これも日本では出来ないことであった︒石井大使か

に﹁君は仏教の何を専攻しているか﹂ときかれた︒そした
は﹁南方仏教と云うとそれは小乗仏教のことだな﹂と云わ

べく民間の下情をお見せしたいと︑二人が打合せをしてい

林大使は男爵︑石井大使は子爵であったが︑殿下になる

ら﹁南方仏教を勉強しております﹂と答えた︒すると殿下
れた︒そこで学生は非常に驚いて︑従来殆どの日本人は北
方と南方もまた大乗仏教と小乗仏教との区別さえ知らない︒

（3）

をそむけておられた︒ところが幕の閉まる時に観衆は拍手

に対しては閑院宮も東郷元帥も謹厳そものであるから︑顔

覧に入れた︒裸踊りといっても︑今日のとは違うが︑それ

ろいろ計画をねったそうだ︒当時︒くりで裸踊りを殿下に御

世︑三世はどんなにか喜ぶことでありましょう︒また陛下

ブラジルにも行って頂きたい︒ブラジルに於ける七万の二

感慨無量であられると思う︒出来うるならば東南アジアや

は出来ないと︑芦田さんから聞いた︒当時を顧みて陛下は

の御心持ちも晴々すると拝察しています︒︵昭和四十六年二

蟻蕊鍵謹

月二十五日記︶︵特別会員衆議院議員自民党党紀委員長︶
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をする︒殿下も御一緒に拍手をされたので二人共︑苦虫を
二等書記官の芦田均さんがあの時の事は未だに忘れること
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灘議豊

浩︑小林茂本氏らの訪問を受けた︒国旗を大切にして祝祭日には戸

昭和三十六年二月十一日当時県議会議長をしていた私は︑井手毎

｜発展する国旗掲揚会

まその百年記念に当るので一入この感激を新にしたのである︒

舶には必ず揚げ置くべきことを公示したのであった︒今年はたまた

こえて明治三年一月二十七日新政府は改めて﹁御国旗﹂日の丸を船

ただただ感謝感激の外はない︒これを幕府が公布したのが安政元年︑

に祈をこめて崇高優美にして鮮明な旗色を考案された島津斉彬には

野儀作

噛桑つぶしたような顔をしておられたそうだ︒当時のパリ

日の丸
はじめに
白地に赤く日の丸染めて
ああ美しや日本の旗は
朝日の昇る勢見せて
ああ勇ましや日本の旗は

噂

にもぴたりの素晴しく美しくも亦勇ましくもある旗だとつくづく思

日の丸の旗を仰ぎ見る度に私はこの歌を口ずさんでは︑今の日本

菅

うのである︒日本の歴史︑国名︑国情等を思い合せ旭日昇天の国運
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ら二十二歳までの若もの六千三百人を対象に︑Ｕ・Ｐ・Ｉ通信社が

版したものであるが世界五十六ヶ国の主要六十三都市で︑十六歳か

面接方式で世界共通の大きな社会問題ｌ生漬社会国家世界

贈られた︒これはシチズン時計︵株︶が四十周年記念事業として出

結構な趣旨だし︑私としては反対する理由もないので︑二つ返事

毎に役所ではいつも︑日の丸を掲げる運動を起したいので︑会長に

で引き受けることにした︒しかし実のところ新聞記者室の諸君やま

のである︒ここにはいろいろな問題が出ており︑極めて興味深いも

十四項目から三十間を選んで投げかけ︑その調査結果をまとめたも

なってもらいたいということであった︒

わりの人達は︑﹁辞めた方が無難だ﹂と忠告をしてくれたほど︑必

一︑尊敬をいだいている︒

の国旗や国歌に対してどのように感じていますか？

そのなかに︑つぎのような質問がある︒第二十一問︑あなたの国

のがある︒

しも喜んでくれる雰囲気ではなかった︒

日本も廃れたもんだ︑教育勅語の次にあれほど敬愛された国旗も
いまや忘れられようとしている︒これがその時の私の実感だった︒
が︑まだまだ日の丸を見れば忌しい戦争を想い起こす時勢であった

二︑単なるシンボル︒
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幸に︑私が会長に推された県日の丸掲揚会は︑理事各位の熱心な
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三︑無関心︒

小学校の朝会で歌うアメリカ︑観劇や音楽会の前後には国歌を歌う

として一型が多く五○ヶ国を数える︒国歌や国旗が法律で制定され︑

％︑一︑尊敬をいだいている一八影︑となっているが︑世界的傾向

日本では二︑単なるシンボルが一番多く六三％︑三︑無関心一八

この調査結果に対し︑評論家の扇谷正造氏はつぎのようにいう︒

その結果をいくつか紹介すれば右の表のとおりである︒

というものである︒

̲'二毛皇

活動を得︑建国一記念川の制定運動や年一回の大講演会などの目ざま

しい活動を展開し︑全国的に注目を浴び︑関係団体の模範とされ︑
四十周年行事に本会特別会員宮内市長が英断で記念品として全戸に

視察団さえ来る程に成長した︒加えて千葉市が昭和三十五年︑市制
配った柿の苗木と日の丸の旗と竹竿が大へんに役立った︒ありがた
い事に︑掲揚会で作った日の丸バッジが非常な人気を呼び︑外国へ
の土産砧の一つにもなった︒

このように掲揚会の仕事は発展の途を大きく歩んでいるが︑しか
し眼を日本に向けると安心ばかりしておられない問題がある︒果し

二世界の若者たちの国意識調査から

て﹁日の丸﹂はいまの若ものたちに尊敬され︑愛されているのだろ
うかと○

︑ｊ

実は先日︑﹁世界のヤングはこう考える﹂という冊子が国会議員に

○'六誠

習慣を持つイギリスはやはり一型である︒

︑一型の五○ヶ国を眺めると︑開発途上国の多い事が目につく︒ま
たその中には中近東諸国や南ベトナムがあり︑戦火にさらされてい
る危機感が国民意識を高揚させている︒三の無関心型が多いのは︒く

三﹁青少年白書﹂とそれへの苦言

もう一つ︑総理府昭和四十五年版の﹁青少年白書﹂から国家意識

マドリードなどである︒ここの無関心というのは︑国旗や国歌を否

持が非常に強いという者が六％︑どちらかといえば強いという者が

どちらともいえない︑わからないと答えている︒一方国を愛する気

これによると︑﹁国を愛する気持ちの強弱について約半数の者が

についての調査結果をとりあげよう︒

定するというよりは︑﹁国旗や国歌を超えて﹂世界連邦を志向する

りさまざまに解されるものであるが︑ここにおける青少年の場合は︑

三二％となっている︒国を愛するということの意味は人の主観によ

り︑フランクフルト︑一︑二︑三型が︑ほぼ同数なのはウィーン︑

理想主義的な意欲のあらわれと解したい︒危機感の有無は国民意議

一八％︑五オークランド一六％︑六束京︑ストックホルム︑大阪一

した︒われわれはそのときのことをいまでもはっきりと覚えている︒

国旗や国歌は昭和四十一年の東京オリンピックで大きな使命を果

四日の丸精神と祖国愛

反撃されるのを恐れての結果ではないか︒

つまり国を愛する必要性を強調して指導する文化人や左翼政党から

れはどうも当局の逃げ腰をそのまま露呈していると邪推したくなる︒

数字なども合わない︒政府や役所の仕事としてはお粗末である︒こ

きりせず︑単に形だけの漠然と世論調査をしたものではなかろうか︒

まずこの調査が︑どんな目的や考え方のもとでしたものか︑はっ

しかしこれにはいろいろ注文をつけて象たい︒

ものがほぼ同率でこれに次いでいる﹂と︒

と︑国の独立と安全を守ること︑国の繁栄のため尽すことと考える

国土︑自然を愛すると考える者が最も多く︑文化︑芸術を愛するこ

の厚薄に反映し︑それはまた国の防衛問題に連ってゆくと︒
ロサンゼルス・タイムズ日本支局長ドン・シャノン氏は世界のヤ
ングは国家を意識していると断ずる︒

日本の若ものの三分の二が国旗や国歌を﹁単なるシンボル﹂とし
か思っていないと聞いては︑年輩の人たちはショックをうけるだろ
う︒世界六十三都市のうち四十八都市の若ものは愛国心の表れとし
て国旗や国歌に尊敬をいだいている︒日本の学生運動の根拠地東京
では男女とも七○％が単なるシンボルとしており︑わずかに女性の
一六％︑男子の一四％が尊敬しているにすぎない︒那覇では二一％
となっており︑米軍政府が最近日の丸の掲揚を許可したことからう
なづけることである︒

三無関心組のベスト・テンをあげてみる︒

五％︑九パリ一二％︑十ブリュッセル九影︑となり︑ここでも日本

世界の国々も限りない尊敬をもってくれた︒ここで思い出したのは︑

一チラース︑アムステルダム︑名古屋一九％︑四フランクブルト

の若ものは圧倒的に金メタル？を獲得している︒

欧米人の間で︑日本の国を﹁ライジングサン︵昇る旭日︶の国﹂と

（6）

えば﹁日の没することはない﹂と誇っている英国人だ︑と言うので

も呼んでいることにも関係があるかも知れないが︑そのもとはと言

であるから国民に不幸を強制している国家構造を打破しなければな

的文化人と称する人々のいう︑﹁諸悪の根源はすべて国家にあるの

の腹をかき切って死んだ︒それにつけてもなげかわしいのは︑進歩

深夜のラジオ放送からは︑北京から毛沢東語録が流れ︑この経済大

界第二位だと自惚れている︒しかし喜こんでばかりはおられない︒

経済成長への道は世界の潮流である︒日本は国民総生産が自由世

五﹁日の丸﹂を讃えて青少年教育を

﹁タデ喰う虫﹂の類である︒

らない﹂との主張である︒彼等は国に甘え︑国民の努力に寄生する

あるから愉快である︒日の丸バッジが東南アジア各国で非常に人気
国の青年が愛国心の高まりによって他国のバッジにまでも尊敬の念

がある︒これは発展途上国︑戦争や分裂国家の苦悩を味わっている
をいだく一証左である︒いつも思うことは︑お土産にもっていく日本

の若ものたちが︑心と心のふれあいで交歓して︑外国に学ぶべきも
私は四十年前︑台湾に旅したとき日本の国威というものを痛切に

国日本︵豚︶は肥らして喰えと狙っている︒

のは学んで︑祖国愛を身につけて帰って来てくれれば幸であると︒

の広大な一視同仁の御心そのままをうけつがれてのことであること

感じた︒征服者の優越感からでなく︑日の丸に象徴された天照大神

も立たない︒われわれは正義の支配する恒久平和の中で︑発展と繁

ちの精神を支えるものが皆無では﹁仏作って魂入れず﹂で何の役に

いくら立派に青少年の生活を保障しても︑肝腎かなめの若ものた

明治天皇御製

は明治天皇と今上陛下の御製にはっきりと拝察しうるのである︒
くもりなく朝日のはたにあまてらす神の桑いづをあふげ国民

んな国の実現と維持と保一証はできない︒国民一人一人が自分の郷土

栄がつづく国家を願っている︒防衛庁の第四次防衛計画だけではそ

あえて今一度いいたい︒万物を生々化育する太陽の心をもって︑

愛国心ｌ郷土愛︑愛辻心ｌが稀薄化する現状を嘆く．

ダヤ民族﹂となり果てることを恐れる︒特に若ものたちの国家意識︑

ない︒こんな状態ではやがては祖国なき流浪の﹁二十一世紀の新ユ

を愛し︑会社を愛し︑国を大切にする心構えがなければ保一証はでき

今上陛下御製
これからの日本人は︑大いに国際人として世界を澗歩し︑政治︑

さしのぼる朝日の光へだてなく世を照らさむぞ我がねがひなる

ところが︑日本の経済繁栄は︑例えば﹁中学を出れば金の卵﹂だ

経済︑産業︑文化等に広く活躍しなければならないのである︒
と珍重し︑いまや︑就職難も失業もない安居楽業の天国を作り︑成

かに掲げて︑国は青少年に国家意識︑愛国心の教育をして︑いい換

社会︑国家︑世界を明るく清く正しくする日の丸精神︑これを高ら

りゆき任せ︑風任せの青少年を育ててしまった︒国益中心の思想は
だけが行動の基準となっている︒

︵特別会員北海道開発政務次官参議院議員︶

えればその﹁心﹂の鍛練にめざめてほしいと︒

影を潜め︑すべてが経済的考え方︑いいかえれば儲かるか損するか︑

ノーベル賞を受けた川端康成氏は﹁美しい日本と私︒月︑雪︑花﹂

と題して日本を讃美した︒三島由紀夫氏は純粋な愛国者として自ら

ワー

︑ノ

ｒ︑

ことで羊のり︑

ついて調査したものがあります︒そのことをちょっと申します

ント︑﹁反感をおぼえる﹂と答えているものがわずかに二・六・︿

と︑﹁厳粛な気持になる﹂と答えているものが四六・九・︿１セ

−セント﹁なつかしい気持になる﹂と答えているものが二○・七
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顧慮しなくてはならぬものがあるとしても﹁君が代﹂そのものに

にあるようでありますが︑この歌の取り扱い方には︑反省し︑

につながるような歌をまたうたうのは︑筋が通らぬということ

の今日︑天皇の御世をたたえるような︑またかつての軍国主義

﹁君が代﹂を歌うことに反対している人のいい分は︑民主主義

ときめるより仕方がありません︒

ハッキリしないところもありましょう︒建国の日は一応この日

ずであります︒古い国であればあるほど︑昔のことはそんなに

を記念といたしますように︑国にも記念すべき誕生日があるは

古田紹欽

﹁君が代﹂は︑ご年配の方禽には充分ご承知の

︑．Ｉ

たちの時 代には国の祝祭日とか︑公式の行事の際には︑祝歌とし

ことになっておりません︒学校などでも学生・生徒が一 同そる

て斉唱いたしたものでありますが︑今日では必 ずしもそういう
一つてこの歌をうたうことは︑ あ ま り 行 な わ れ て い な い よ う で あ
ります︒このことについては︑一定したきまり ↑ が 教 育 界 に な い
と聞いております︒文部省の﹁学習指導要領﹂には︑国民の祝日
こ の こ と は 望 ま し い の で あ り ︑ 望ましくないという考えであれ

その他に﹁君が代﹂を斉唱することは望ましいとしてい ますが

に心にどう響くかについて︑東京︑大阪の都心からそれぞれ七

年でしたかサンケイ新聞が﹁君か代﹂を歌ったり耳にした場合

はそんなに反対しなくてはならぬものはないのであるます︒昨

いてＪも

学 校 に よ り ま し て は ︑ 実 際 歌 わ な い こ と に し ︸Ｌ い る と こ ろ も あ

ぱ歌わなくてもいいということにな三 Ｌ い る わ け で あ り ま す ︒
り︑まちまちなことになっております︒建国記念日につ

べき日

誕生日

十キロ圏内に住む満十五歳から六十四歳までの男女千二百人に

意見が人によっては別れておりますが︑国の古い歴史に

一諏粍一一毒殖碓気諦垂詫確掴錘錯に咽剖嘩叶詫れい緬牽鋪
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いては省略しますが︑﹁なつかしい気持になる﹂と答えているも

︒︿−セントとなっております︒その他の答えの︒︿１セントにつ

トンが︑儀礼音楽としての国歌の制定を建議したことから︑大

公使館歩兵部隊軍楽隊長であったジョン︒ゥイリァム・フェン

山﹂の人は後に元帥になった人ですｌに対して︑横浜英国

ますと︑明治二年十月︑当時薩摩藩の砲兵隊長であった大山巌

山隊長がこれに鋳成し︑作曲をフェントンーこの人ば後に海

のは︑年齢が高くなるほど多く︑六十代では四三・三・︿−セン

若干の出入が生哉ることになりますが︑大体にいって﹁君が代﹂

軍省の皿腿音楽教師にもなりましたｌに依頼してできたもの

トになっております︒いずれのパーセントも年齢別にしますと
は国民の大多数から今も支持を受けているのであり︑このこと

といわれております︒歌は琵琶歌の﹁薙莱Ⅲ﹂に引用されてい

る﹁君が代﹂を取ったのであります︒このフェントン作曲の﹀

は同新聞も指摘しているところであります︒また﹁君が代を再

﹁君が代﹂は︑西洋の曲譜によったものであり︑薩摩軍隊の演

検討しては﹂という問いに対して︑﹁今のままでよい﹂としてい

るもの七三・四パーセント︑﹁これをやめて新しい国歌を﹂と

一月に廃止となり︑作曲は純日本式にすべきであるという意見

奏で天皇陛下のお耳に達したこともありましたが︑明治九年十

から︑同十三年十一月三日の天長節から新譜によるものに改め﹄

いうのが一○・七・︿−セントとなっておりますが︑この点︑ま

持をうけているのであります︒この統計についても人によって

であった林広守によって作曲されたものといわれております︒く

られたのであります︒この新譜は塗の大家で︑宮内省の一等伶人９

た﹁君が代﹂は改める必要がないとして国民の大部分からの支
はまたいろいろの意見があろうかと存じますが︑現状から見て

代﹂が陸軍でできたのに次いで︑同二十年一月になって陸海軍

ついては不明な点があり︑同十八年十二月にラッパ譜の﹁君が

しかしこの﹁君が代﹂が︑果たして川歌とされたかどうかに

も国には国歌というものがなくてはならぬ︑それには﹁君が代﹂

が一番いいとしていることが多数意見として知られるのであり
そこで︑この﹁君が代﹂の歌がどうして成立し︑どのような

の軍楽において︑その第一のものとすることが定められてか

ます︒

ことを歌ったものであるかといったことを考えてみたいのであ

ような公布が政府からあって︑そうなったというものではない

ていったのであります︒ですから︑これを国歌とするといった

のであります︒ただ﹁国歌﹂という文字は明治十三年に海軍省

ら︑いつとはなしに国歌としてこれを国民が考えるようになっ

学問については知識が乏しく︑限られた私の立場からお話ので

で使っていますが︑それは国の公式に用いる歌というほどの意

ります︒と申しましても︑私はご紹介をいただきましたように

きませんことをあらかじめお断りしておきます︒まあこの碕一の

味であったようであり︑﹁君が代﹂一つに限ってこれを国歌とし

インド哲学︑仏教を専攻いたしたものであり︑わが国の古典の

この﹁君が代﹂が国歌となったのは︑実はそんなに昔のこと

たということばなかったのであります︒そのうちこの﹁君が代﹂

専門家でないものが申すことと気やすくお聞きとりください︒
ではないのであります︒一般にいわれておりますところにより

がいつとはなしに他の歌よりもしばしば歌われるようになり︑

るとしまして︑いまここではふれないことにします︒

って見られますが︑そうした専門的なことは学者の研究書に譲

う歌が︑またあるのでありますわ﹁世の中はなにかつねなるあ

の歌と並びまして︑﹃古今集﹄の巻十八﹁雑歌﹂の部に︑こうい

この歌の意味については︑後にまた申すといたしまして︑こ

ｏ

国歌として考えられるよう匡なったのであります︒
わが国は明治維新後さまざまな困難に遭遇しながら︑維新の
でありますが︑その間︑外国との交渉を繁くもつにつけ︑国歌

方向を誤ることなく︑世界の中の日本として発展していったの

は︑この歌に対するものとして﹃古今集﹄に収められているよ

にやちょにさ堂れいしのいはほとなりてこけのむすまで﹂の歌

れているような国歌がわが国にもあってしかるべきではない

うであります︒﹁世の中はなにかつねなるあすかがは﹂︒この意

すかがはきのふのふちぞけふはせになる﹂と︒﹁わがきゑは千世

千世︑八千世にかけての隆昌を祈る

の必要を知ったのであります︒たとえば英国には国歌があるじ

か︑ついては国の永遠

うの流れの淵であったものが︑きょうは流れを変えてもう瀬に

なるもの︑永遠なるものはない︒ちょうどそれは飛鳥川のきの

なってしまったようなものだというのでありますが︑この歌に

味は註釈するまでもなく︑世の中というものは何一つたよりに

ります︒国歌を定めるについては︑宮内省とか文部省とかでも

対してよまれている﹁わがきみ﹂の歌の君は︑君たる人の年寿

歌があってもいいのではないかという声がたかまり︑﹁君が代﹂

その考えがあったのですが︑結局︑古歌の﹁君が代﹂が一番い

いいますと︑いまから千六十五年ほど前に作られた﹃古今和歌

ていることはいうまでもありません︒

は奈良高市郡の大和川の支流︑その﹁あす﹂は﹁明日﹂にかけ

巌となって苔のむすまで長かれよというのであります︒飛鳥川

がそういう世の中のようではなく︑千世に八千世にさざれ石の

集﹄︵略して﹃古今集﹄︶に載っているものであります︒﹃古今

に︑﹁読み人しらず﹂１つ誉りだれが詠んだかわからない縦

ります︒二十巻になっていまして︑その巻七の﹁賀歌﹂の部

のであり︑撰んだ歌は千百余首という多きにおよんだものであ

どの四人が延喜五年︵九○五︶に撰んで︑醍醐天皇に奉ったも

ろこびのみぞあるべき﹂とでておりますように﹃古今集﹄がこ

の︑せになるうら梁もきこえず︑さ箕れいしのいはほとなるよ

二つの歌については﹃古今集﹂の仮名序に﹁いまはあすかがは

ではないのであり︑一般の人をいっているのであります︒この

ますが︑この場合の﹁君﹂は後に天皇を指すようになる﹁君﹂

﹁わがき桑﹂は﹁君が代﹂ともいわれるようになるのであり

の二つの歌を撰んでいるのは︑この二つの歌を対比するためで

なりてこけのむすまで﹂という歌が出ております︒﹃古今集﹄
には異本の伝本があり︑この歌にしても文字の違いが伝本によ

ｌとして﹁わがきみは千世にやちよにさ蟹れいしのいばほと

えんぎ

集﹄については皆さんもご存じでしょうが︑紀貫之︑紀友則な

では︑この﹁君が代﹂が古歌としては何に出ているものかと

いということで︑この歌にきまったのであります︒

がそうした声のなかから国歌として定められるに至ったのであ

ゃないか︑英国の国歌に﹁ゴッド・セブ・ザ・キング﹂と歌わ

一
一
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を賀している歌の一首であるとすると︑ここに人間の生命をど

ぬわけであり︑この﹁わがきみ﹂の歌は﹁賀歌﹂で︑人の年寿

皇に奉った歌集ですから︑天皇の寓歳を祝っていなくてはなら

っと深い意味が含められていると︑思うのであります︒醍醐天

命をいわんとしているようでありますが︑しかし︑これにはも

いうと︑序の文面からするならば︑和歌というものの永遠の生

び﹂といっているのは︑直接的には何をいおうとしているかと

あります︒この仮名序の﹁さ堂れいしのいはほとなるよろこ

いことは聞かないことであり︑人生をうらゑとして見ないとい

無常のうらみが聞こえないことだといっております︒聞こえな

もきこえず﹂で︑きのうの淵がきょうの瀬になるような︑世の

なかうまいことをいっているのであります︒﹁せになるうら承

うに祝うかであります︒このところ﹃古今集﹄の仮名序はなか

きないのであり︑ついてはその賀は限りある命のなかでどのよ

っても︑その長きを永遠のものとして斑することは現実にはで

ってもおよそ寿命には限界があるのであり︑ただ命長かれとい

年寿の賀くらいめでたいことばないのでありますが︑年寿とい

間の生命の問題が説かれていることであります︒祝いといえば

うのであります︒聞かないから﹁いはほとなるよろこびの象ぞ

よろずよ

に取上げようとするようにも解されるのであります︒

うみるか︑無常とするか︑永遠とするかの二つの問題をひそか
この﹁わがきゑ﹂の歌も﹁世の中﹂の歌も﹁読み人しらず﹂で

というのであります︒このことは無常なるものと︑常︑即ち永

あるべき﹂ということになり︑あるものは﹁よろこびの詮﹂だ

遠なるものとを対比して︑永遠なるもののあることを見るので

（11）

︑︑

ないのであり︑それだけにこの歌意の取りようがむつかしいこ

ありますが︑共にまた﹁題しらず﹂とあって歌題がいわれてい
とにもなりますが︑﹁題しらず﹂としているところに深いもの

なく︑本当に永遠なるもののよろこびのみに徹して︑その一つ

﹃古今集﹄は前述しましたように︑四人で撰歌をしているわ

になりきったところを見ているのであります︒

︑︑

が示唆されているような気がするのであります︒
︑ざんとう

ところでこの﹁わがきみ﹂でありますが︑﹃古今集﹂に遅れ

の二首を撰び︑この仮名序を書いたかであります︒この二首を

けでありますがこの四人の誰がこの﹁わがきゑ﹂と﹁世の中﹂

首の一首にこの歌が引かれており︑この場合になりますと︑

んが︑二首を対比させながら﹁よろこびのみぞあるべき﹂と︑

撰んだ人と仮名序を書いた人とは同一人であるに違いありませ

﹁祝﹂の部に漢詩二首︑和歌二首をあげています︒その和歌二

て藤原公任によって撰された﹃和漢朗詠集﹂を見ると︑その

﹁わがきみ﹂の君は︑天皇のことをいおうとしており︑天皇の

いわば対比の結論をいっていることは実に立派であり︑ただの

年寿を祝っている歌としているのであります︒この漢詩︑和歌
の︑それぞれの二首については︑﹁君﹂の意味合に関係するので

にして︑﹁わがきみ﹂の歌が本当に読承取られたことになると

歌人の識見ではないと存じます︒こういう境涯を達観し得た人
思うのであります︒

後に申すことにいたしましょう︒ともあれこの歌は﹁題しら
私がここに深いものが示唆されているといいましたのは︑人

ず﹂ですからどのようにも取れるわけであります︒
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﹁世の中﹂の歌にあわせてこの二首は﹁読象人しらず﹂のも
のではありますが一・古今集﹄に収められるにおよんで︑この二首

ごう

なるまでといっているのは︑インドの劫思想によっていわれて

劫の一説にこういうことがいわれております︒人寿八万四千

いることであり︑永遠もまた永遠ということであります︒

には百年毎に寿一歳を増し︑人寿八万四千歳に達するこの一減

歳の時︑百年毎に寿一歳を減じ︑人寿十歳の時にまで至って次

を撰んだその人の歌として深い意味がこめられたと考えられる
のであります︒この二首が別灸の歌としてあるのであったら︑

というのであります︒さざれいしの厳となるという説は︑一減

一増の間を小劫とし︑二十小劫を一中劫︑四中劫を大劫とする

別にそんなに注目すべき歌ではないでしょう︒﹁わがきゑ﹂の歌

ついては﹃古今集﹄の仮名序について︑もの一点見のがして

のでしょう︒このさざれ石の劫の話は何かの本によっていると

していった次に今度は一増していくその一増の方をいっている

にしてもただそれだけのものであります︒

はならぬことがあるのであります︒それは﹁いまはあすかがは

ておいたら︑一年後には四十斤のものになったという話もあり

存じますが︑まだ調べておりません︒拳大の小石を寺に安置し

の﹂いっているその﹁いま﹂であります︒ここで﹁いま﹂とい
﹁いま﹂は前句の﹁飛鳥川﹂にも︑後句の﹁さ壁れいし﹂にも

よる劫の話も引かれております︒方高四十里の石を︑天人が重

ます︒謡曲などに出ている﹁君が代﹂の歌には︑天人の羽衣に

っているのは︑醍醐天皇の御世の﹁いま﹂であります︒この
かかっております︒具体的にはその﹁いま﹂は醍醐天皇の御治

って尽きる間を小劫としており︑中劫は方高八十里︑大劫は方

さ三銑︵注︶の衣でもって三年に一度払拭し︑その大石がすりへ

世であり︑その御治世を饗していることになります︒﹁わがき
ゑは千世にやちよに⁝⁝﹂というこの﹁わがきみ﹂が﹁君が代﹂

いばほとなりて﹂は︑人寿の一減一増説と天人説とを一緒にし

高百二十里の石のそれであるとしております︒﹁さ堂れいしの

となり︑﹁君﹂が必ずしも天皇を指すものでなかったものが︑そ

の﹁世﹂が﹁いま﹂の世︑天皇の御治世に外ならなかったこと

ありますが︑謝値の漢詩﹁嘉辰令月歓無極寓歳千秋楽未央﹂

たようなものでしょう︒さて︑前の﹃和漢朗詠集﹄の﹁祝﹂で

からその世の君︑つまり君は天皇を指すことになっていったの
そうして﹁和漢朗詠集﹂の﹁わがきゑ﹂の歌になると︑﹁千

であります︒

り︑ついで︑﹁わがきゑ﹂の一首と︑﹁寓歳と三笠の山ぞ呼ばふ

に続けて︑保胤の﹁長生殿裏春秋富不老門前日月遅﹂があ

きみ一の歌だけ・を切り離してみれば︑とかく漢詩二首︑和歌一

なる天の下こそたのしかるらし﹂の一首があります︒﹁わが

世にやちよにさ望れいしのいはほとなりてこけのむすまで﹂と
あります︒この一句は︑こまかな石が厳になって︑その厳に苔

は︑天皇の年寿を賀する意味のことにとられるようになるので
が生ずるまでというのですが︑これは一口こいえば︑永い時間

首︑いずれも中国の帝王についてよまれているのであり︑従っ

てここに併せて挙げられている﹁わがきゑ﹂の歌も︑天皇の蔦

のことであります︒一般的にいえば︑大きな巌が小さくなって
というふうにいわなくてはならぬところを︑こまかな石が厳に
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一歳をよんでいるものといわなくてはならぬのであります︒
﹁寓歳千秋﹂というのは﹃戦国策﹄に出拠があって楚王に︑

君﹂といったような人の一代の年寿を賀するということではな一

いては国歌が必要とされるにおよんで︑﹁君が代﹂が自然に国歌

て天皇をその永代の象徴として国民が崇めたのであります︒つ一

くて︑そこに永代が見られることになったのであります︒そし一

として国民のなかから歌われるようになったのであります︒

一﹁長生殿﹂は唐の華清宮の殿名で唐の武后県﹁不老門﹂は洛陽
城門の一つで漢帝に︑﹁菖歳と⁝⁝呼ぱふなる﹂の寓歳は孝武

であります︒成立から考えてこれくらい民主的なものにねざし一
ているものはないともいえましょう︒わが国が君民一体の国柄一

﹁君が代﹂はもともとが﹃古今集﹄の﹁読み人しらず﹂の歌一

帝に︑いずれも由るところがあっていわれているのでありま
一すｏ﹁寓歳と三笠の山ぞ呼ばふなる・・・⁝﹂の歌は︑孝武帝が尚山

一︵太室山︶に登った時︑山が万歳と呼ぶ声が聞こえたといわれ
一ているように︑天暦の帝の御世は︑三笠の山が寓歳と呼んでい

すが︑﹃古今集﹄の成立した十世紀の初頭から﹃和漢朗詠集﹄の

一私は﹃和漢朗詠集﹄のこのところをこう解釈するのでありま

ます︒ここらで﹁君が代﹂の意義を改めて皆で考えたいもので一

らないなんていうことになっては︑まことに情ない次第であり一

とであります︒どこの国だって旧欣がありましょう︒国歌を知一

は﹁君が代﹂は美しい歌だと思います︒﹁君が代﹂を大相撲の歌
などという若い世代の韮耐君・か今は現われてきました︒困ったこ一

であったことからこういうことが起こり得たのであります︒私

成立したと思われる十一世紀の初頭に至るまでの間に︑﹁読染

︸す︒

一て︑天下は政治がよく行なわれて太平であるというのでありま

人しらず﹂で﹁題しらず﹂であった歌が︑天皇の年寿を賀し︑

あります︒︵日大教授文博︶︵出光オイルダイゼストニ一七号一

衆国←英本国と訂正

下段三行テープ←テープ一八頁上段終りより七行アメリカ合一

本誌三月号一七頁二段前より十六行かセット←カセット同一

一訂正

粒で約○・五グラム・

︵拒黍︶千二百粒の重さを十二銑とした︒一鉄は︑クロキビ百一

鐘︵おうしき︶調の笛を原器とし︑この中にはいるクロキビ

︵注︶銑︵しゅ︶中国とわが国古代に使川された質通単位︒黄

より︶

その御治世を証歌するものにだんだんとなっていったのであり

一ま蓉押漢朗詠集﹄の﹁わがきゑは﹂は︑ある伝本には﹁君が代
一は﹂となっているものがあるそうですが︑そうなっていったに
ついては前述の﹃古今集﹄の仮名序に﹁いまは﹂といっている
いまが﹁世﹂であり︑いまの治世ということがとりも直さず天
一皇の御世ということになっていったのではないでしょうか︒そ

一うしてその御世を﹁世の中はなにかつねなる⁝⁝﹂とよまれて
一いるような無常の世に対比する世としてではなく︑﹁よろこび
のゑぞあるべき﹂という絶対の常住︑永遠の永遠なるもののよ
ろこびの世と見るに至ったのであります︒このことは﹁こちの
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一︑新憲法の成立

へ一

一

圭墨

っている有様です︒こういう国は安心して

︹講演︺

ものにしたのです︒ただ︑アメリカの﹁民

ソ連ばかりではありません︒アメリカが︑

ちあがれないように︑神社参拝も︑﹁君が

のに︑一国の根本法を改正するなどは︑と

よ﹂と決っています︒法律も改正できない

﹁占領軍は︑現地の法律を最大限に尊重せ

おかしいのです︒戦時国際法では︑

というのが諸外国の考えでした︒それへマ

んでもないことです︒この憲法が出来た後︑

東大の国際法や外交史の先生だった神川彦

﹁この憲法は国際法に違反しているから無

松さんは︑

それで︑ソ連との関係も︑実際の歴史は

も禁じました︒

はソ連と戦った記憶はありません︒向うが

効だ﹂

教えないことになりました︒例えば︑日本
勝手に条約を破って飛び出して来ただけな

といった︒

−ソン︵身柄︶に重大な変更を及ぼす﹂

んです︒それなのに︑北方領土について︑

を返せなどという︒﹂と向うから文句をい

す︒﹁政府がおだてるから民衆が北方領土

い﹂とあります︒

﹁占領されている間は︑憲法は改正できな

と松本国務相にいい渡したんです︒極東
委員会では﹁天皇を戦犯にしろ﹂という声

固有の南千島はもとより︑明治以来の領土

天皇制を保持しながら︑天皇が国政には関

フランスの憲法には︑

う意向でしたから︑マッカーサーとしては︑

が大きかった︒日本を共和国にしようとい

も戦時占領を続けています︒まるで泥棒で

もし︑これを受諾しなければ︑天皇の︒︿

﹁根本原則と基礎的な形の変更は許さない︒

す時︑

代﹂を唱うことも修身︑地理︑歴史の教育

日本が再び天皇を中心に︑まとまって立

体化﹂の政策が含まれていました︒

メリカに敵対できないようにする一︲日本弱

つき合えないのです︒

井手成三

I
主化﹂占領政策の中には︑日本が永久にア

法

ッカーサーの作った憲法草案を日本側に渡

せた原動力たる皇室の在り方を変えよう︑

して負けたものですから︑日本人を戦争さ

御承知の通り︑日本は八十八か国と戦争

た

係できないように︑政治的に利用されない
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なってから︑一院制の議会がふえている︒

は︑二院制はムダである︒スピード時代に

院とする﹂とありました︒総司令部として

上︑五百名を超えず︑選挙された単一の議

一つは︑四十一条です︒﹁国会は三百名以

直してもらったと一﹂ろが二カ所あります︒

ただ︑日本側として︑原案に反対して︑

﹁天皇は︑その統治椎の主体たる地位はな

す︒

十七条に︑天皇の権限が書いてあるわけで

かし︑何とか決めなければなりません︒六

ました︒ｌ実は私も知らないのです．し

大臣だ︑衆議院議長だ︑という発言があり

ください﹂と申しましたら︑天皇だ︑総理

は︑誰が代表者か︑わかる方は手を挙げて

りしていない︒ある講演会で︑﹁日本の国

さらに︑新憲法では国の代表者がはっき

けない︒ハワイの同胞がロールスロイスを

献上品をお受けになれるが︑それ以上はい

けねばならぬ︒皇室は二百五十万円までは

これを超えた万年筆一本嵐うにも国会にか

た︒皇室では︑一年間に六百五十万円だけ︒

御下賜品にも制限を加えることになりまし

になるのを防止するために︑献上品にも︑

由な地位に置かれたのです︒天皇か大財閥

うか︑です︒

に︑憲法を改正することが正しかったかど

来ていなかったのです．ｌこういう時期

二百三十五万人合計五百四十万人が帰って

三十一万人︑海軍が三十五万人︑一般人が

世界で百の国家のうち︑三十六︑七は一院

本国の統合︑あるいは民族統合の中心であ

く︑民族の︑国民の一員として一応︑日

めでした︒オリンピックの馬を献上しよう

差上げようとしましたが︑金額の点で︑だ

三︑天皇制

制をとっている︑といった︒

為︒国民の象徴である﹂︒ｌしかし︑実権

二︑二院制

．院制になると︑十万票前後を集めて出

ない︑︲と主張した︒

はお持ちにならない︒例えば︑三椎として

第二院を置くと興蒋がさめる︒その間︑い

国会を解散させる︒内閣総理大臣は国会で

ありませんか︒皇室は決して財閥になった

係を理解しないところから来ているのでは

すべたのＨ本国民と皇位との伝統的関

という人が出た時も︑お断りになりました︒

この憲法のおかげで︑皇室は非常に不自

る議員だから秀れた人々だろうが︑議会に

国会︑裁判所︑内閣の三つがある︒内閣は

ろんな世論が出る．ｌ﹂その結果︑マッ

が任命すると︑下になるので︑無色透明︑

決める︒最高裁長官は内閣が決める︒内閣

いのですｂ

り︑人民を搾取するようなものにはならな

松本国務相としては︑これだけは︑いけ

る︒それで政治の安定性と継続性がない︒

来ると与野党が興悲してメチャクチャにな

カーサー原案になかった二院制になった︒

と最高裁長官の任命をやっていただく︒

民全体が賛成してくれた︑といった憲法で

とにかく︑マッカーサー元帥は︑日本国

最後に︑憲法第八十九条︵公の財産の支

四︑私立学校に援助は憲法違反

誰もやきもちをやかないお方に︑総理大臣

また︑二十条に︑驚くべきことがあった
極的所有権の一切は似に属す﹂とありまし

すが︑これが出来た時までに︑陸軍が二百

んですが︑﹁土地から一切の天然自然の窮

つもりはないので︑これを否定しました︒

た︒日本は社会主義・共産主義を採用する
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金︑又は公の財産は︑公の支配に属せざる

出又は利用の制限︶というところです︒﹁公

り︑国家の支配に属さなければ︑出せない︑

には憲法の条文が︑防害をしている︒つま

国庫補助をしなければならぬ︒しかしそれ

そうなると︑私立大学に対して︑大幅な

って来たのです︒日本私学振興財団には︑

１国庫として援助せざるを得ない事情にな

めには︑この条文に眼をつぶることにした

教育︑博愛︑慈善の事業に支出したり︑提

ということです︒﹁国家に支配され統制さ

経常費まで補助する一﹂とになりました︒

私立学校にｌ国家の支配に属しない１

のです︒

供してはいけない﹂と書いてあります︒

公共の支配に属していたら金を出しても

れてない者は︑国家から授助を受けられな

答えるほかない︒文部省が私立大学を支配

ているのか︑と質問されると︑﹁ない﹂と

しかし︑国家は︑そういう私学を支配し

いい︒慶応でも早稲田でも︑支配に属して

いｌノ︲コントロール︑ノーサポ︲卜﹂
趣旨は︑こうなんです︒アメリカ人の考

になります︒

支配してないのに私立大学に金を出して

しているなどといおうものなら大変なこと

います︒つまり︑憲法違反で金を出してい

では︑慶応は福沢精神︑早稲田は大隈精神

ということになっているのです︒

いたとしたら︑公金を出してもいい︒

文部省が金を出す時︑﹁お前の大学の学
生の数は何人でなければならぬ︒誰々は教
授として︑こういう講義をしなくてはなら

ら出ると︑﹁生き生きとした建学の精神が︑

でやっている︒そこに︑国や市町村の方か

ひょっとして文部省が︑そんなことを命

だ︒﹂

こわれてしまうから︑出してはいけないの

ぬ﹂というようなことができますか︒
令したら︑﹁民主的じゃない﹂とゲパ棒はお

私立大学︑官立の先生たちが︑たくさん

よ︒しかし︑憲法違反で出すのは︑ひどい︒

ちゃです︒ｌ出してほしいとは思います

ることになります︒これは︑全くめちゃめ

ろか︑教員が全部立ちあがって︑﹁とんで

ところが︑日本では︑私立大学には︑浄
慣なんです︒妾︑二号なんというものには︑

財を寄付する人が少いんです︒そういう習

もない﹂と怒り出すにきまっています︒

政党などは︑自民党︑社会党︑共産党で

﹁ひもつきでない金をよこせ﹂

集って連盟を作っていますが︑

も︑僧まれっこにはなりたくないから︑そ

いくらでも金を出しますが︑教育には出し

んなことをいいません︒

を出したことを忘れている︒共産党が反対

そういう先生方は︑社会党が憲法修正案

がついていないと出せないのです︒

そんなこと︑できませんよ︒完全にひも

の先生がたの言明です︒

と書いてあるんですネ．ｌこれが大学
ロックフ三プーなど︑学校や図書館︑音楽

堂などに︑ｌそれも世界的鋭模で出しま

たがらない︒アメリカでは︑カーネギーや

の経営ができなくなります︒授業料を上げ

す︒ｌいきなりアメリカ的な条文を持っ

しかし何といっても︑大学生の七○％は

ようとすると︑スト騒ぎが起こります︒国

て来ても︑その法律が働かないことになる

私立大学に行っています︒物価高で︑大学

立と較べると十倍ぐらいの授業料になって

のです︒

しかし何とかしなければならぬ︒そのた

います︒そして︑国立の授業料を上げよう
とすると︑国立の大学生が大騒ぎをします︒
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したことも無視しています︒ただ︑﹁この

そんなわけで︑こういうひどい憲法違反

です︒サンフランシスコ条約まで︑おった

官公労その他労働組合を育成強化して民

んです︒

主化を進めたと思っていました︒そして国

をしなければ︑文部省は私立学校にお金が
違反のお手本を示しているようなものです︒

出せないようになっています︒つまり憲法

会の決めた法律を裁判所がやっつけている

憲法の内容は善いから守れ！﹂﹁改正反対︑

この憲法を完全に実施すべし﹂といいます︒

さて︑↓︑ツカーサー元帥は︑憲法が出来

︵昭和妬・皿・皿本会に於ての識淡要旨︶

現状です︒︵特別会員愛知学剛大教授︶

﹁憲法の条項を完全に実施すれば︑術隊は

たあとでも日本にいたわけです︒日本人は

つぶれる﹂という人たちが︑

満点に近いぐらいに民主化しました︒うら

広居

する困難をのりこえたのも︑この信念と使

ｌ毛沢東の性格Ｉ

日中の問題糟関連して

から見れば︑日本人の弱体化を見ていたの

﹁ひもつきでない金をよこせ︒私学振興財

いう事とやる事がちがうのです︒

団法厘対﹂等といいます︒ｌこうな愚と︑
例えば︑私学振興財団法では︑出したお
金の使途を調べますよ︒ところが︑これも

｜毛沢東思想

ると共に︑極めて冷静なレアリストだった︒

ただ︑毛沢東は熱烈なロマンチストであ

命観だった︒

国の新民主主義革命が世界史的なプロレタ

ければならぬ︑として来た︒孫文は︑とか

革命運動には客観的な社会調査が先行しな

界観︑人間観に深い関係を持っているよう

rlワ、

いかん︑という人があるのです︒しかも立
入検査は︑野党も与党も︑いっしょになっ
て︑当分の間︵政令が出るまで︶認めない︑
といっています︒

しかし︑文部宿としては︑出したお金の
始末くらいつけたのいです︒税金から出す
のですから︑温泉旅行なんかに使われちゃ

リアート解放の革命の一環として︑必らず

く夢を抱いたロマンチストに終って︑脚下

成功するという歴史的必然性について︑絶

の現実を忘れたところがあった︒

といって渡したのだから︑それを実際は︑

軍の攻撃を受け︑包囲されても︑いつでも

対的確信を持っている︒どんな烈しい国府

間︑︑停止する﹂ということになっていま

反撃して包囲を破った︒それは信念と使命

孫文も毛沢東も︑中国民族の伝統的な世

す︒１１政令が出愚までｌといっていま

です︒ところが︑その﹁立入検査は当分の

理想主義者であり︑ロマンチストだ︒中

！

観に満ちていたからだ︒大長征の言語に絶

、 上 0 ノ

｜

すが︑ごまかしですＣ

﹁これに使いなさい﹂

下

何に使ったか︑見に行きたいのが︑当り前

かなわない︒

木

くなるはずだ︑というのが中国の楽天的な

境を改良して制度を改革すれば︑罪悪はな

夜は算盤︑運送業の帳簿をつけた︒

の古典を習った︒十三歳から︑昼は農業︑

毛沢東は基本的にはインテリで︑たえず

だ︒それは︑儒教の性善説に現われた︑人

人間観だ︒

間性への信頼が基盤となった倫理観に外な
らない︒

れて悪に陥る︒外物の影響を取り除き︑人

奴隷的思想︑反動的保守思想︑反動的な政

かれらの持っている外国帝国主義に対する

官僚資本家︑封建地主らに対する闘争も︑

剛毅な外観の底に︑他人に対する謙遜がか

動の人であり︑軍人の典型である︒しかし

承せる︒これに対して朱徳は理論よりも行

践にさいしては︑驚くべき自信と決断力を

しては考えられない︒だから︑国民軍捕虜

のは︑この伝統的な中国の道徳観と切り離

そろえて中国の寛大な処置を感謝している

中国から帰国した戦犯者の多くが︑口を

このように︑マルクス・レーニン主義が︑

う精神が︑ここで蝿生かされている︒ｌ

い︒その罪を憎んでその人を悪まず︑とい

的行動を止めれば︑過去の罪悪を追及しな

なく︑広東︑広西から発したのは︑なぜか︒

京ではなく︑経済的中心である上海からで

も国民党も共産党も︑政治の中心である北

かしがらせた︒

な感覚と直観力とを持ちながら︑しかも実

間本来の性質を発展させさえすれば︑人は

策に対する闘争であって︑かれらの人間そ

くれていて︑事に当って時々毛沢東をもど

中国革命の理論的問題に取り組んだ︒鋭敏

ゑな善に到達することができるというのが

のものに対する闘争ではない︑という立前

中国共産党の最大の敵である買弁資本家︑

儒教的な性善説であり︑中国民族の道徳観

だった︒かれらが反動的思想をすて︑反動

人の性は本来善であるが︑外物におおわ

に深い感化を及ぼしてきた︒

の取扱いにも非常な注意をはらい︑これを

加って来た英国帝国主義の収奪によって︑

方は︑一八三九年アヘン戦争以後︑さらに

外国貿易港だった広東を中心とする両広地

一七五七年以来︑清朝が公認した唯一の

ところで︑一○○年前の太平天国の軍隊

教化することを宣伝の第一歩として重要視

中国民族の伝統的なヒュー言一ズムと結び

ヂｏＯ

ついて︑毛沢東の思想になった︑と思われ

中国には﹁その罪を憎んで︑その人を憎

二生い立ち

した︒

てきた中国人の罪悪観をよく示している︒

まず﹂という格言がある︒性善説から生れ

た︒この結果は︑窮乏した農民を︑直接外

の地方の社会経済をいっそう貧困にし出し

そういうことがなくても︑おくれていたこ
長男として生まれた︒自作であったから︑

国帝国主義自体に対してではなく︑外国に

一八九三年十一月十九日︑湖南省の中農

いわば︑社会的環境や社会的制度の影響を

小作の貧農の次男に生まれた朱徳とは︑か

対抗することができず︑無力化した満州王

人間が外物の影響をうけるということは︑

うけることだ︒人間の罪悪は︑キリスト教

なりの差がある︒苛刻な小作労働の経験は

朝にむけての反抗運動にかりたてることに

で説くような人間が本来先天的に持ってい

八歳から旧式の小学校で四書などの儒教

なかった︒

て︑後天的に生みだされたものだから︑環

るものではなく︑社会的環境と制度によっ
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なった︒外国の帝国主義に直接に接触して︑

な修業を身に課した毛沢東は︑目に見えな

ものがあった︒こういう厳しい禁慾主義的

遠足︑旅行による肉体の鍛練もものすごい

この激しい読書の習慣と共に︑日光浴︑

りがいた︒他の省の者で︑中国の国内の大

に平教授の列に︑同じ楢の日本留学生あが

断江出の欧米留学生に占められた︒その次

研究機関の最高執行者たちは︑原則として

例えば︑大学の学長や部長をはじめ︑学術

的資産階級を代表したものが国府だった︒

身分制度を基本にしていた︒まさに︑買弁

この嶺南から立ちあがった革命運動が︑

い大きな使命観を感じていたにちがいない︒

学出身者は︑さらにその下にいる︑という

と語った︒

全国を制覇するため北上するとすれば︑ま

それは滅亡にひんしていた祖国を救いたい︒

その脅威にさらされたことが動機になって︑

ず湖南省を通過せねばなら鯉︒ｌ毛沢東

その方法をつかふたい︑という求道の精神

近代の二大革命運動が蜂起したのだ︒

﹁三国志﹂などを読んだ︒毛沢東は中学に

学生は欧米帰りの学力のない部長や教室主

風だった︒どんな優秀な科学者も︑日本留

三成人期

だったといえるかも知れない︒

謀叛の故事に触れた﹁水狩伝﹂﹁精忠伝﹂

進んだが︑孫文の革命軍に入った︒それが
失敗してからは学費の不要な師範学校に入

ットが湖南に配られてきた︒この留学志望

スに渡って苦学する志願者を募る．︿ンフレ

さて︑師範学校を卒業した年に︑フラン

任の下風に立たねばならなかった︒

いう雑誌を出した︒これに感激した毛沢東

陳独秀は︑文学革命を唱えて﹁新青年﹂と

一九一五年︑中国共産党の書記長だった

サー︑モンテスキューなどを︑集中主義で︑

ミス︑ダーウィン︑ミル︑ルソー︑スペン

学した︒ここでの読書は猛烈なもので︑ス

読書計画をたて︑間迦になっている本を中

おくり︑それからフランスに渡航させる計

者をフランス語の準備教育のために北京に

青年自身は︑・ヨーロッ・︿に行きたいとは考

画が︑新氏学会で立てられた︒しかし︑毛

﹁大学の道は民を新たにするにあり﹂とい

う一句から取った︒共産主義とは関係がな

えなかった︒﹁自分の国についてまだ＋分

は︑﹁新民学会﹂を組織した︒﹁大学﹂の

やりかただった︒読書の幅はひろかったが︑

かった︒﹁自分の思想は︑自由主義的改良

知っていないし︑中国に幕らす方がいっそ

心とし︑それにかじりついて︑読みやぶる

興味の中心は中国をはじめ世界諸国の歴史

だった﹂といっている︒

主義︑空想的社会義の観念の奇妙な混合物

まで他の書物は全くかえり象ない︑という

と地理にあった︒揚昌済先生から深い影響

主主義であったに対して︑陳独秀︑胡適の

南からの革新思想が英米の自由主義︑民

岩波新書二六○・一

度である︑といえる︵貝塚茂樹著毛沢東伝

の個人的利害を全く無視する非打算的な態

う有益だと感じたからだ﹂︒これは︑自分

スに四年留学し︑倫理学︑論理学︑心理学︑

を受けた︒場先生は︑日本に六年︑イギリ
哲学などを講じた︒中国の学問を忘れず︑

影響をも受けて︑圧倒的な勢力を持った︒

北方思想は︑一九一七年のソビエト革命の

．︵本会理事創価大教授︶

三○頁︑参照︶

カント︑ス・ヘンサーと共に中国書を講読し

国民政府は︑出身︑資産による封鎖的な

た︒たえず︑﹁人間には理想がなければな
らぬ﹂﹁哲学思想のない人間は凡俗である﹂
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集をなんのためにやっているのかという問い合わせである︒

ところで第二の質問は︑そんな労多くして功の少ない収

︹研究こぼればなし︺

ほどむだなことにエネルギーを浪費したものだと︑ときど

つかぬ顔で私を見る︒そういわれるとはなはだ弱い︒なる

そういうとき︑たいていは同情とも軽蔑︵けいくつ︶とも

小原二郎

だが私には私なりの理川があったつもりである︒まずそ

き反省させられるからである︒

ある︒そういうまわりくどい言い方をするとわかりにくい

もった︒それでひまがあると大和の古寺をうろついた︒あ

たころである︒だが私は専門のことよりも古美術に興味を

の勉強をしていた︒当時は木製飛行機が盛んに作られてい

の動機から話そう︒戦時中私は京都大学の学生として木材

が︑簡単には木彫仏の破片が集まっているということであ

るとき︑源豊宗先生のお供をして太秦︵うずまさ︶の広隆

寺に行った︒先生は弥勅菩薩︵桑ろくぼさつ︶について講

い文化財でしかも重要な彫刻の破片などを集めていたら︑

印象となって残った︒

明する人はいないだろうかといわれた︒私にはこれが強い

鮮渡来説とがある︒たれか材料の面からこれを科学的に証

義をされたのち︑この像には日本で彫られたという説と朝

一部には︑いささか公表をはばかる種類の資料もあるが︑

は︑これで平安朝以前の木彫仏の大部分を網羅︵もうら︶

もり積もってこういう数字になった︒美術史の先生の話で

て下さる方の協力で少しずつ集めたものである︒それが積

ることにしたＯ木材が千年たったら物理的︑化学的にどの

まさに六無斎である︒そこでやむを得ず古材の研究を始め

知のとおり大学というところは金もなければ人手もない︒

戦後私は京都のさる大学につとめることになった︒ご承

○

しているとのことであるから︑われながらその執念にはい

ように変化していくかということである︒これなら金がな

ほとんどは過去二十年近くの間に︑私の研究に好意を寄せ

法に触れるのではないかという質問である︒たしかにごく

そういうといつでも聞き返されるのは︑保存のやかまし

は平安朝以前に属する︒

る︒それらはいずれも鎌倉時代より古いもので︑その多く

私の手元にはいま五百あまりの仏像の樹種鑑定の資料が

○

仏様の戸籍調べ

ノ

ささかあきれることがある︒

（2()）

ノ

くてもなんとかやれそうに思われたからだ︒そこで数年か

のほど重要文化財で手が出ない︒そこで私は次のような方

さて収集だがなにぶん相手がわるい︒こちらのほしいも

はらせてもらう︒スンプというのはセルロイドの薄い板の

法をとることにした︒できるだけ頭を下げて差しつかえな

表面を溶かして対象に押しつける︒固まるのを待ってはが

かって建築の古材を百種ほど集めた︒これには古くは飛鳥

ころたいへん苦労した︒建物を修復するところをねらって

すと雌型がとれる︒これを顕微鏡で調べるというやり方で

い部分から破片をいただく︒やむを得ない場合はスンプを

お寺を尋ね︑廃材の中から資料をもらうのだが︑一つのお

ある︒だが実をいうと︑この方法は木材にはあまり効果的

水寺の舞台の柱までが含まれている︒だが収集には実のと

寺が改修されても︑その時代を代表する資料はたいてい一

時代の法隆寺の五重塔の心柱から︑新しくは江戸時代の清

種類くらいしか得られないからである︒

くらいの破片のついてきそうなところをねらうのである︒

ではない︒そこでこれをはるときに︑セルロイド板に毛筋

つきはじめたころから私の収集対象は仏像に向けられた︒

これにすばやくねらいをつけるのがコツだが︑それもだん

仏像は古いから気をつければどこかそういう部分がある︒

この研究はのちに学位論文としてまとまったが︑一段落

は︑密接な関係がありそうに思われたからである︒

かましくなかったから︑お寺に行って頼んだら︑住職は私

ようなやり方で︑細胞の特徴を少しずつ拾い集めて樹種を

ある︒だがこれはまったく根気仕事であった︒犯罪科学の

百近くの資料が集まったので︑その整理からはじめたので

こうして大和地方のお寺を数年間回っているうちに︑二

だん身についた︒

というのは彫刻の様式の変化と用材の種類の変化との間に
そこで手はじめに源先生のことばを思い出して︑広隆寺

の願いを聞き入れて︑中ぐりの内側からつまようじの頭ほ

の弥勅像をねらうことにした︒そのころはまだいまほどや

どの破片を削って下さった︒なにしろ資料が小さいうえに

推定していくのである︒

お寺を回っても私の願いを快く聞いてもらえるところは

やり直しがきかない︒苦心の末ようやく数枚の顕微鏡写真

︵めいさつ︶で私の説明の終らぬうちに︑﹁仏をぼうとく

むしろ少ない︒いまでも忘れないのは︑奈良のさる名利

をとることに成功した︒これによって用材は意外にもアカ
マッであることが明らかになったのである︒その後の全国

冬の寒い日暮れでまったく情ない思いであった︒だが︑も

する罰当たりめが﹂︑と追い出されてしまったことである︒

的な調査によっても︑これは唯一の例外で︑朝鮮渡来説の
ためには有力な資料となることがわかった︒
○
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−

つともなおしかりで︑わが身の業の深さをしゑじ采反省さ

で︑仏像の破片集めは一時中断の形になってしまった︒だ

い仕事が当面の私の任務である︒そちらが忙しくなったの

が︑いまどきこんな下積象の仕事をしてやろうという人は

いないものかと︑自分の後悔にもかかわらず願ったりする

れか若い人でこんな仕事に熱意をもって続けて下さる方が

だが楽しいこともあった︒清涼寺の釈迦の調査のお手伝

○

せられたことであった︒

いをして材質を調べたとき︑シナ産の桜桃らしいという私

まあなんて美しい花なんでしょう

おりて︑きたんですよ

高野つる

なさそうである︒︵千葉大学工学部教授農博︶

茶を飲んでいたらね

老母と二人して

かげろうがゆらゆらゆれるえん側で

このひと時

の鑑定が︑胎内から出た荷念︵ちようれん︶の揚子江沿岸
の台州で彫らせたという記録と合致するものであったこと
や︑当時彫刻の修理にあたっていた西村公朝氏からいただ
いた東寺の兜賊毘沙門︵とばつびしやもん︶の破片が︑清
原寺の釈迦と同じ材であることがわかり︑当時のシナの彫
刻用材を推定する資料が得られたことなどである︒

ていたものが日本産の材料だったり︑日本で彫られたと考

桜の花がくるくる舞いながら

えられていたものが渡来仏だったりする例もわかってきた︒

はじめて見たような気がするなんて

毎年咲いている花なのに

なお調査をすすめているうちに︑従来渡来仏と考えられ

法隆寺のクダラ観音が︑朝鮮には産しないクスノキで彫ら

︵﹁足んこの歌﹂より︶︵千葉県会員小さな窓の会同人︶

と私はいうでしょうね

﹁はいおかげさまで﹂

といってくれたなら

﹁幸・福そうですね﹂

そこへ蝶がひらひらやってきて

ほんとにへんですね

れていることや︑渡来仏とされていた室生寺の弥勅が日本
産のヒノキであることがわかったことなどである︒

外国にもたまにはそういう変わったことに興味をもつ人
もいるらしい︒先年スウェーデンの博物館から日本の彫刻
の鑑定を依頼されたことがあるし︑最近はボストンの美術
館にある日本の彫刻の破片が某氏を通じて届けられた︒

だが残念ながら私はここ数年来研究のテーマを変えてい
る︒﹁人間工学の建築への応用﹂といういささかわかりにく
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斎藤喜門

読書する子どもに育てよう

一学校教育では読書指導が重

なるのも無理はありません︒あまり詳しく

間もかけて教えるのですから︑勢い詳しく

なると︑子どもたちの思考では追いついて

行けないことにもなり︑優れた子どもだけ

せん︒そして︑楽しくない学習となり︑詳

がそれに耐え得るということになりかねま

しく教えるほどに力がつかないことになり

小学校は四十六年度︑つまり本年度︑中

のことばをいろいろな面から考えて象たり︑

っていたようなきらいがありました︒一つ

て︑一つの文章を詳しく読むことばかりや

これまで国語の指導が︑読解指導といっ

と思います︒

いということが︑以上の点からもおわかり

る必要もありますが︑これだけではいけな

はたらき︑意味の深さ︑使い方の練習をす

があります︒詳しい指導をして︑ことばの

．ヘージぐらいを読むということ自体︑問題

学校では四十七年度から︑学習指導要祇

その使い方を練習したりして︑わずかの文

ます︒三一五時間も使って︑たった二○○

︵指導する内容を決めたもので︑文部省か

２読書力がほんとうの国語の力

うな理由があります︒

ら出されている︶が改一訂され︑どの教科も

に︑一時間も二時間もかけていました︒た

のです︒私たちの文章を読む生活の中に︑

１読解指導に片寄りすぎていた

教える内容に変更があります︒したがって︑

週九時間︑一年間では三一五時間あります︒

とえば︑小学校二年生では︑国語の時間が

段落に切って読んだり︑ことば一つ一つの

視される

教科書も改訂され︑新しく学校で採択して

国語の教科書は上下合わせて︵目次や付録

でもこれを行なうように決めていました︒

し︑戦後は︑いつも問題にされ︑指導要領

ｌ変わるのに読書指導があります．
読書指導１本の読黙方と多く読むこと
の指導ｌは︑戦前もわずか種がらあった

れまでと大きくｌ強くといった方がよい

変更がありましたが︑小・中を通じて︑こ

○

一三○字ぐらいでしょう︒これに一時

絵なども多いので︑平均したら一・ヘジ一二

ージに二○○字はありません︒ましてさし

分を一時間としている︶となります︒一・ヘ

でも平均一・ヘージ一時間︵小学校では四五

科書ばかりしているわけではないが︑それ

を除く︶一二五・ヘージ前後です︒毎時間教

み方をしたりします︒実は︑教室でやって

ませたり︑索引でさがしてそこだけ読む読

あるが︑さっと読み流したり︑見出しです

必要に応じて︑詳しく注意して読むことも

勉強のような読糸方はふだんはしません︒

うことはまずありません︒つまり︑読解の

窓味をいろいろな面から吟味して読むとい

国語のほんとうの力は︑実は読書の力な

用いることになります︒国謡科もいろいろ

それが今回特に強調されたことには次のよ

＝
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￨

いる読解の学習は︑そういう読書の基礎力

す︒テレビが子どもたちの人気を集めれば

法がありますが︑中でも読書が最も有効で

くいのです︒これを救うのにいろいろな方

六年適切な読み物を選んで読む習慣をつ

一年読み物に親しむ態度を養う︒

中学校

る︶

する︶

を養うためのものだったのです︒これまで

けるようにする︒︵よい読書習慣をつけ

集めるほど︑一億総白痴を救うために読書

は︑その基礎に力を入れるあまり︑文章を
読む生活の指導はあまり行なっていなかっ

が必要になって来たわけです︒

この読者の中には︑小・中学生の子ども

中学校では︑小学校のねらいをもう一度

三年読書の態度と習慣を身につけさせる︒

二学年のねらい

たのです︒なぜこうなったかはいろいろの
理由がありましょうが︑一・つには︑昔から

さんをお持ちの方も多いと思われますので︑

もこれによっています︒

れているもので︑教科書も︑先生方の指導

までに︑よい読書習慣を養うというのが︑

大きな差があります︒義務教育を終了する

繰り返すようになっているが︑読む内容に

りする態度を養う︒

という︑国語の学習の伝統から来ています︒

次に︑それぞれの学年のねらいを掲げてお

一一年選択して読書し︑考えたり味わった

もう一つは︑読書の指導には本がたくさん

きましょう︒これは学習指導要領に決めら

の訓話注釈が︑読む学習だと思われて来た

に豊かでなかったわが国では︑望めないこ
とであったのです︒しかしこの点は今はち

小学校

三年いろいろな読桑物を読もうとする態

括して買い与えるのはよくありません︒も
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必要で︑それには金がかかります︒財政的

がいます︒

てる七箇条

三本を進んで読む子どもに育

学校のねらいということになります︒

３読書は人間形成に重要

一年やさしい読象物に興味を持つように
する︒︵本はおもしろいと思わせる︶

テレビを見て本を読まなくなったと言わ
れています︒テレビ映画などを映像文化と

二年やさしい読ふ物を進んで読むように

度を養う︒︵読む物の範曲を広げる︶

する︒︵自分から読むようにする︶

いいますが︑これらは︑見る人の好きな速
たりするものではなく︑いわば一方的に与

し一々買うのがめんどうでそのように買っ

さで見られたり︑見たいものを自由に選べ
えられるものです︒そこで少し考えてゑた

四年読む量をふやすとともに読書の範囲

ても︑かくしておき︑一冊ずつ︑要求に応

にたくさん出されたら︑食う気がしなくな

っぱい食べたいと思っていたのに︑あまり

全集もの二十冊とか︑続きもの三冊と一

いと思ってもそれはできにくいのです︒勢

を広げるようにする︒︵いろいろな本を

１本を与え過ぎないこと

い受け身的で︑感覚的とならざるを得ませ

じて与えるのがいいのです︒芋がゆを腹い

五年読桑物を自分で選択することができ

たくさん読ませる︶

なり︑思考も感動も画一的になります︒こ

るようにする︒︵いい本を選べるように

ん︒しかし︑みんな同じ番組を見ることに
んなところからは︑主体性も個性も育ちに

'

ったという小説︵芥川作﹁芋粥﹂︶がある

いいでしょう︒それをアルバイトにする手

たらさわりのところを朗読してもらっても

学年になるとそうもいかないが︑それだっ

ものではありません︒

人差もあることで︑そう容易に決められる

ることは事実でしょう︒しかしそれは︑個

程度の高すぎるようなものも買うでしょう︒

ます︒買う本も︑初めはつまらないもの︑

学校の図書室から選ぶにはゑなそうしてい

なく︑子どもに選ばせるのがいいのです︒

いいでしょう︒しかしいつもそうするので

いるものは︑参考書以外にはないといって

本には初めから小学校一年向きと決まって

うによってはどんなにでも深くなります︒

のです︒内容はやさしそうでも受け取りよ

もしろいと思って読むのだからそれでいい

かと気にする必要はありません︒本人がお

読んでいる本が︑幼稚すぎるのではない

いかというようなことです︒これは正常な

な学科の勉強から逃れるために読んでいな

をおっぽり出して読んでいないか︑きらい

いないか︑しなければならない仕堺や学習

するのは︑暗いところで悪い姿勢で読んで

ようなものを乱読しています︒むしろ注意

る必要はありません︒大方は乱読していい

に多いのです︒しかし乱読は大して心配す

の相談よりも読みすぎる子の相談が圧倒的

読書相談を開設すれば︑本を読まない子

５乱読を恐れてはいけない

新しく手にとる新鮮さが大切です︒
もあります︒一挙両得です︒

が︑読み物だって同じことです︒一冊一冊

２読む本を子どもに選ばせるのがよい

そんなとき︑けちをつけてはいけません︒

六年までの指定をしてい

いいのです︒伝一記や物語などの小学生向き

４程度を気にしないこと

けちをつければ読む意慾をなくします︒失

には︑よく一年

もと約束する必要があります︒

読書ではないので︑そうしないように子ど

親が見ていいと思うのを買い与えるのも

く考えて店に行かせるようにします︒

敗は成功のもと︒次に買いに行くとき︑よ

の本を編集した人や本屋が勝手にそう書い

るものが店頭に並んでいますが︑あれはそ

らない子どもには︑どんな奨励よりもいっ

みなければわからないことです︒読みたが

初めてわかることです︒しかも自ら読んで

いでしょうか︒本のおもしろさは︑読んで

めたら

たとい十分でもｌどんなにい

間はとれないと思いますが︑いっしょに読

子どもはわかる程度にしか読んでいないも

わからない︑速いなどと親は心配しますが︑

恋愛を描いたところを読んでいると︑まだ

を読んでかまいません︒中学生は純文学の

ません︒小学校三年生でも四年︑五年生の

稲もあります︒程度にこだわる必要はあり

たまでです︒読む生徒に︑早稲もあれば晩

なくなるのと同じ現象です︒つけさせるな

作文させられるのがいやで遠足に行きたく

りがちです︒遠足は楽しいが︑そのあとに

と逆に本を読むのをおっくうがるようにな

大変いい方法ですが︑しかしこれを伽いる

を書くことは︑考えながら読む仕方として

とを義務づけたがります︒読誹帳に︑感想

なかなか子どもといっしょに本を読む時

３親もいっしょに読めたら何より

しょに読み︑その主人公について話し合う

のです︒いつ読むのがいいかのそれぞれの

読書に熱心な親は︑すぐ読書帳を書くこ

のがいい励ましです︒小学校の二︑三年ま

本の適期は︑かなりの幅をもちながらもあ

６読書帳を強いないこと

では︑読桑合いをしてもいいでしょうＯ高
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1

ら︑読んだ本の名まえを記録し︑特に感動
したものについてだけ書かせるのがいいで
しょう︒しかし家庭ではあまりそれを強い
ない方がよく︑そういう読書の仕方は学校
に任せるようにするのがいいと思います︒

７読書環境を整えよう
悪書をそばにおかないのも読書環境を整
えることになるがそれは消極的方法です︒

積極的な方法としては︑最近ホームライブ

と

VL

ち

白一止

で息子がひとまわり大きくなってくれ

したつけ︒﹁物は考えようよ︑お蔭様

はありません︒居間の片すみに書棚を作り︑

ましたわ︒私が息子と一眉を並べていた

女は何度も勧奨をはねつけている人で

一家族の本を集め︑分類整理して並べます︒

でせうし︑自分で完走してゴールのテ

走者の準備が整はず本当の力が出せぬ

が問題ではないでせうか︒早過ぎては

したけれど︑その︑ハトンをいつ渡すか

人生はリレーであると誰かが言いま

だわけよ︒﹂

ここらで可愛気のあるお袋の道を選ん

は息子を中心に一本になったわけね︒

のを息子の扶養家族になったので我家

︵特別会員お茶の水女子大講師︶

出るはずがありません︒

本に親しむ家庭から読書ぎらいな子どもは

すれば︑自然に本に親しむようになります︒

った本について家族で話題にします︒こう

充実していくのを楽し染ます︒新しくはい

画をたてます︒一冊一冊たまって︑蔵書が

いいでしょう︒そして︑毎月︑本を買う計

その分類整理に子どもの知恵を生かしたら

方法として考えられています︒ホームライ

ひと

なぜ頑張らなかったの﹂そうそうこの

もう少しで恩給が付いたんでせう︒

めになったんですってね︒惜しいわ︑

元の職場の友人に出会った︒﹁おや

一L今

ブラリーといっても︑そう大げさなもので

ラリー︵家庭図書館︶を作ることが新しい

ふ

ープを切ることはどんなに晴れがまし

く︑気持ちのよいものでせうけれど︑

たら結局ゴールでは何時の間にか他の

自分の力を過信してこだわり続けてい

かねません︒

人に追抜かれていたということになり

思えば廿五年の歳月は長かった︒終

戦︑そして夫の死を契機としてついた

職であったけれど︑二人の子供達も成

人した今日︑も早私の戦後は終っても

たい︒

いいでせう︒そして私本来の姿に帰り

最近逢う人に云われる︒全然私のム

ードが変ったと︒謂ゆる役人喚が抜け

て役人の目でなくなったと︒まだ退職

して二ヶ月しか経っていないのに︒⁝

⁝環境とは恐しいものだと思いつつや

のだと思っていますＯ

はり退職の意義はこんな処にもあった

とかく役人はぬるま湯につかってい

るみたいで無気力︑直接利益につなが

っていないせいもあるでせうが︑およ

るものは持っていない︒又そういう人

そ新鮮さスピード等という現代の求め
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一
一

､ 一

程勧奨を受けても何の彼のと自分の都
合で居座っている︒そしてそれが職場
のヘドロとなって行き公害を生む︒

病気が理由だったけれど私は私なり
によき走者にバトンを渡し得たと思っ

ています︒フレー︒フレー︒息子よ″
幾十通尋ね手繰りて出す便り未帰還
ひと

人の生死求めて

十余年たずさはり居れば激戦に吾も
あるごと認定書かく
一片の認識票を手懸りに逝骨の兵を
さがして暮るる

青さびて腐蝕はげしき票識に地下壕
の冷え側々迫る

長かりし職場去らむと一行の文字記
したり辞職願の

辞表出して帰る夕を散る落葉乾ける
道にからからと鳴る
退職の記念に植ゑし梅苗木花は眺め
む青実は漬けむ
︵千葉県会員元厚生事務官援護局勤務
廿三年戦犯として刑死の元北京門頭溝炭砿

社長夫人白菊遺族会千葉支部長︶

四季の鉢物︵四︶
ｌ盆栽︲

渡部弘
○サツキ

１１
サツキはツッジよりも開花がおそく︑六

ンチに切り取り︑清水に一

二時間ほど浸

げて水揚げをし︑鹿沼土や赤土に挿します︒

挿し木の深さは穂の長さの三分の一くらい

ど葉水をかければ発根が早く︑四○

五○

が標準です︒日除けをして毎日四 五回ほ

⑧苗の養成・発根が揃った苗は三号鉢

日で移植︵鉢上げ︶できるようになります︒

に植え︑しばらくのあいだは半日陰にして

葉水をかけ︑活着と発育を促します︒用土

は腐葉土と鹿沼土を等量に混ぜたものや︑

のあいだ︑まず樹の大きさを作らなければ

のでもよく生育します︒サツキは三 四年

なりませんから︑とくに施肥と水やりに注

鹿沼土とビート︵泥炭︶を等量に混ぜたも
絞りなど変化に富み︑多くの品種がありま

意し︑初期の生育を助けます︒肥料ははじ

月はじめ頃になりますが︑大輪で花色は

す︒江戸時代から山形などで栽培が盛んに

白・桃・鮮紅・紫紅などのほかに︑覆輪・

行なわれ︑鉢作りはもちろん︑庭樹として

適当に混ぜ︑鉢の縁の所へ置き肥を行ない

一ヵ月に一回ほど油粕・骨粉・魚粕などを

め薄い液肥を十日に一回ほど与え︑さらに
どに生えており︑湿気は充分にあり︑排水

にやりますと︑九月のはじめには︑苗が三

ます︒水やりは毎日五

自生地は海岸の傾斜地などで︑石の上な

も各地で愛培されています︒

もよく︑落葉などが積って土となったよう

○センチくらいに伸び︑五センチほどの枝

六回︑葉水を中心
な肥沃な場所であります︒一般には火山灰
土壌でやや酸性が強く︑排水がよくまた適

が数本くらい発生します︒

水やりもやや控え目にし︑十一月には水や

九月上旬からは徐々に直射日光に当て︑

当に水温を保ち︑日当りのよい場所が生育

①繁殖のしかた・挿し木でふやす場合

りをやめます︒霜がおりるようになったら︑

に最も適しています︒

一○セ

は入梅頃が適期です︒挿し穂は八
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③鉢がえとその後の手入れ・翌春三月

折少量の水やりをします︒

霜除け下で保護し︑乾き過ぎないように時

して︑幹から交互に枝が出るように不要な

る五本前後の枝が出ます︒この枝には注意

って一ヶ所から車輪のように四方にひろが

例として︑放任した場合には﹁車枝﹂とい

当な例が数多くあげられています︒その一

に摘柔とって大きな花を咲かせ︑また︑樹

形を整え︑それと同時に多すぎる薪も適当

えて︑混象合っている枝は適当に間引いて

の咲く前の五月上旬頃には軽盆栽の形を考

を地面に埋める程度で安全に冬を越します

目の冬は耐寒性も強くなっているので︑鉢

十数個の花芽がつくようになります︒二年

ますと︑秋までには相当多くの小枝を出し︑

すが︑枝を左に曲げる場合は左巻き︑右に

先まで︑ある程度ゆるゑをもたせて巻きま

ものを用います︒針金は枝の基部の方から

のを用い︑枝の太さに応じて適宜の太さの

枝を除かねばなりません︒針金は銅製のも

て立派な盆栽といえます︒

形の盆栽は葉︑花︑鉢の調和がとれて始め

るのを標準とすればよいでしょう︒一般の

い︑普通の品種は三分の一くらいを摘蓄す

派な品種は自然についた花の三分の二くら

にします︒この場合に︑個々の花が特に立

に不相応な花をつけて枝を弱らせないよう

くるまえだ

え︑前年と同じように水やりと肥培を続け

下旬︑つまり彼岸頃に四・五号鉢に植えか

が︑寒い地方では春からの生長をよくする

曲げる場合は右巻きとし︑少しずつ枝を捻

わらなどを巻きつけておき︑そのうえから

三時間くらい日除けをします︒

します︒七

つけると樹が弱るので︑花茎とともに摘除

⑤花後の手入れ・花が終れば︑種子を

には霜よけの必要があります︒三月下旬こ

りながら曲げます︒

針金をかけます︒このようにして幹や枝の

急角度に曲げる場合には︑あらかじめ打

ろ︑さらに鉢がえをして肥培するとともに︑

と︑六月にはじめて開花します︒春に針金

形ができたなら︑毎年徒長枝や不要な枝は

不用の枝を除き︑針金をかけて形を整える
をかけたものは秋に枝もかたまるので︑四

士用前までに除きます︒翌年開花する花芽

日に一回位にします︒降霜期には鉢を地面

は水やりを徐々に減らし︑十一月からは二

けるには肥料を十分に与えます︒十月から

高温期は水を十分にやり多くの花芽をつ

八月の盛夏期には︑日中二

します︒形も大体整って数多くの花をつけ

年目の春には六号鉢に定植し︑鉢金をはづ

九月にできるので︑早目に整枝を終

には日当りのよい粁下や室内に入れます︒

すれすれに埋めて︑霜除けをします︒一般

は八

固まるので針金をはずすことができます︒

らなければなりません︒翌年の春には枝が

④整枝と針金かけ・完全な盆栽を作る

その後も春から夏にかけて勢のよい不定芽

るようになります︒

には熟練を要します藤︑サツキの枝はやわ

が出てくるので︑樹形をくづさないように︑

樹形に似あったものを選びたいものです︒

く色は地味で花と反対色がひき立ち︑形は

鉢は若木庭は素焼き︑成木には瀬戸がよ

でも不定芽が出ますので︑花をよくつける

らかく︑固まるのも早いうえに︑どこから

は発生部から切りとり︑必要なものは適当

芽をかきとったり︑徒長枝の不必要なもの

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

という一︸とと共に︑盆栽を始める人には手

な長さに切り︑針金をかけておきます︒花

軽な種類です︒盆栽として仕上げるには︑

古くから﹁忌み枝﹂といって︑観賞上不適
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井上学麿選

口赦ぐ流水もがもな大方の部の河水昔ならなく

同菅谷喜一

淡雪は庭を掩へど日昇れば空の明るき今朝の立春

紅の色もあせずに山茶花は霜を凌ぎて咲きつづけをり

日蛍﹂らめ︑く

昨夜また事故のありしか舗装路は︵に︶砧子飛び散り朝

同菅谷義太郎

横浪を危く避けて我舟に命を拾ふ海の上げ潮

年賀はがきゐのし具ゑがく者多く画法にあはい物もあり
けり

春宮の外つ国巡り喜びし作文書きて今いそとせは径し

氏神のほこらの背後に花咲きてこの極月に寒椿見る

天拝山のほとりに住まふ八代氏の歌なき弘道淋しさ覚ゆ

にけり

絵をかきしその上にまた惜しげなく手紙しるせる葉書来

石橋の大人の高説読みしより嬉しく唱ふ君が代の歌

町の木は椿となりて我家に数ある椿の見栄のする︵高ま

黄金なす花も萎めるつは蕗の群るる広葉を鳴らす冬雨

同加藤巳之

蓄あれどまだ花咲かぬ緋さへ葉に艶ありて順もしきかも

一米越えし太さの八重椿我家の外に聞かぬこの町

町の木の定めなくとも偶然に怖の多き我家なりけり

る︶

たはむれに家に伝ふる祥を薪けて丹田そと撫でにけり

病淋に軽く響きて心地よしグリーンハウスを建つる槌音

しく︑︵に︶

電鈴ひびく又鳴りひびく娘かと病む身起して聴けばまさ

巣を

早咲きの梅もまだしとふりあふぎ見つけ出したり蓑虫の

太子殿下御外遊ヲ祝シ奉ル﹂の題で作文︒

天皇陛下欧州各国御訪問の際余漢学塾に在学︒﹁皇

御召艦香取につけし菊の紋香取の宮に仰ぐ久しき

御召艦香取の御紋章香取神宮別殿に安置

千葉県伊藤修郎

拶

周易は判らぬままに舎きにしを︵しかど︶六十路を過ぎて
読まむと思ふ︵まく欲す︶
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弘道歌 壇

われを待つ春の梶か菜の花の咲き揃ふ畠に並ぶげんげ田

な︵さに打たる︶

車椅子操つる患者のエレベーター独り上下の巧みなるか

さを思︵味︶ふ

Ｉ！Ｉ１１Ｉ︲Ｉ
て浮べる︶

きかな︵に︶

病院の繁昌見れば︵ての︶世の中は病に悩める人︵の︶多

山の井の小暗き水に蛙ゐて淡き光りを求むるごと︵こう

り

百八の石段登り朝々に父母把る︵を祁れる︶洞拝する

積柴の下に萌えづる若草の陽を恋ふごとく父母を恋ふ

父母とともに賞でにし庭の梅昔を偲び一人眺むる

同八代義昌

田作りの苗代つくり始まりて夕かげるまで田にひたりを
つぎ／︑に子らの家家宿にして無銭旅行をするは楽しも

埼玉県相沢正直

懐しき年賀郵便拝受してその一麗筆に健かを知る

日日走る︵自動︶車によりて公害は日日に︵絶えず︶起れ

りわが田舎にも

川越市小名木狂辰

陰徳は天に貯金し貧慾は天に借金神は見て居り︵る︶
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吹く風のなき日はいつもスモッグによりて都の人は︵ら︶

同鷲宮葛人

み出す

新聞と牛乳と来て松もとれ亥年の一歩今日ぞ︵細かく︶歩

悩めり

︵わが︶鷲の宮ゆ遥かに富士浅間赤城筑波の山やまを︵も︶

赤飯のお祝ひをして国旗揚げ成人式の孫をはげます

教育のゑちに励みし五十年叙動のお沙汰奥と喜ぶ

見る
︵わが︶わしの宮静か︵なる里︶なりしを賑しく今はなりた

井上学麿

り団地もありて

生きてをるうちはともあれ功罪は死にてののちにさやか

学問の真偽の象かは一生の功罪やがてさやけからんを

休み日は不慣れの吾も農作業妻に手伝ひともにいそしむ
へをり︵て待つ︶

ならんを

贈られし力︾ハンを持ちしわが孫はまなびやに入る日を数

千葉県並木文比古
病院に友を見舞ひてつくづく︵っらノ︑︶と身の健康の尊

r，

︑鴬の声に明るき木の間かな

千葉県加藤刀水
評侭を一名﹁春告げ烏﹂とも呼ばれているが全く明るい
春が来た感じ︒

○出不精と孫に疎まれ日向ぼこ
○日向ぽこしてゐる老いに猫のきし
○焚火きえ真暗き空や雁渡る
○山芋の鋤あとつきし侭届く
休耕の田に鯉飼はれ人ゆきき
穂苦に風の在処を見届けし

同小山田莫月

評中七︑下五の心情共鳴ふかきものあり︒

︑種子を蒔く所詮離農に踏み切れず

同八木幹男

○休耕のこと老女に語らず種を蒔く

○釣糸に風遊ばせて利根のどか

︑餅薬ぬって農婦の今日終る

評都会人には期をもって感じとれぬかもしれぬ︒

○この土に生くる他なし種を蒔く

○農魂を胸に秘めつ上種をまく

同秋葉貞女

○梅の香の側までとどく今朝の試歩

○村長閑ゆっくり届く汽車の笛

病む妻を看護りて独り目刺焼く

評素直な表現に心が打たれる︒

＠風少し寒しと云ひつ坐種を蒔く

同角田洋圃

○老の身をいたわられつ些種を蒔く

乳牛の主恋ふ声や野路長閑

︑長閑さや老にも兆す旅こ堂ろ

も旅立たれよ︒

評思い立ったが吉日ということあり︑どうぞどこぞへで

一

L0．Lノ

篠塚しげる選

同菅井秀餅
︑我が土地となりし喜び種を蒔く
評実感横溢してこころよし︒

○古時計なれどくるはず長閑かさよ
○種を蒔く一粒一粒に希ひもつ

○濯ぎつ些嫁は長閑に唄ひ居り

／ 句 寸 、

弘道俳壇

○長閑さや娘る牛の陽に浴す
減反調整釈然とせぬ種を蒔く
＠種蒔くや母の背に風光り過ぐ

同田村隆村

川越巾小名木狂辰

評なんとなく農にいそしむ心の美しさが詠まれている︒

○長閑さや無心に泳ぐ錦鯉
○長閑さや声かけ合ひて潮来舟
○種蒔くや選ぶ一粒万倍日
減反の施策を秘して種蒔ける
＠体温計挟ませ婦女一咳こぼす

千葉県八代義昌

ぬ︒病者と看護婦との間の微妙な心のかよい︒

評この婦女さんもちょっと風邪を引いているかも知れ

○明日の靴磨く刻あり日脚伸ぶ
○嬰蝶として金婚の年迎ふ
○顔役のお蝿分け入る焚火の輪
︑女教師は和服姿で梅探る
あろう︒

評姿形はまた心の象徴︒子供を託するに足る先生なので

○いつの間に雨となりしか春の雪
○豚小屋の後ろに梅の盛り哉

︑蒔く種の掌より光となりて落つ

る︒趣深し〃く︑︒

同宮崎秋峰子

評中七︑下五にかけての思い切った叙法が成功してい

○病床の夢菩蔽色にのどかな日

○種蒔くや真昼の光士におどる

同石橋香峰

○山羊暗いて長閑な堤どこまでも

同箕輪郷子

同宮崎朝水

○長閑さをねころびてする大欠伸

○予報間て明日の種蒔準備かな

○農きびし老農めげず種まけり

○叙勲受く長閑な里に文士あり

成ると云ふ日や幸に種を蒔く

○緋布団に黒猫まるく長閑なり

○種蒔きや小路の隅に種探す

近︷詠篠塚しげる

種蒔くや人差し指の深さ知る

おん墓に詫びたき一事彼岸来る

関伽水に映る悌お中日

深需の熱見ねども彼岸鐘
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日本弘道会第六十九回定期総会

一日時昭和四十六年
五月三十日︵日︶

評議員会午前十時

総会午前十一時三十分
︵寿昌式︶

一場所千代Ⅲ区西神川三ノーノ六
本館会議室︿趨砿両鑑姉殿晒榊 余丁︶

｜議題昭和四十五年度決算
昭和四十六年度予算
昭和四十五年度事業報告
昭和四十六年度事業計異
役員改選
其の他

昼食懇談
会祖法要午後二時

文京区千駄木養源寺
右の通り開催︵会費不要︶致しますの
でお繰合せの上ご参会の程願い上げま

す︒︲﹂

編集後記
皇太子殿下のご渡英の当時ロンドンに
お出だった千葉先生がお聞きの素晴しい
ご逸事で本誌を飾りえたことは何より有
難いことでした︒陛下はあの当時を回想
されて﹁英国訪問が最も楽しかった﹂と
仰せられた︵モズレー群﹁天皇ヒロヒト﹂︶

その英国等に皇后様とお揃いで︑今秋親
善友好のためお出になられますことは定
めしご満足のことと存じます︒記念すべ
き古稀のお祝に一段の深味を加えられた
ことでもあり心から重ねノ︑のお慶びを
申し上げます︒マッカーサー元帥が感嘆
の﹁日本堀高の紳士﹂振︵同書︶を人類
の繁栄と世界の平和のために︑いやが上
上げます︒

にもご発揚遊ばされますようお祈り申し

かねてから平川支会結成のためご尽力中

目の千葉県平川町長にめでたくご就任︑

のところ近く発足の運びとなっておりま

す︒今後一段と町政の向上︑木支会の発

展にご活躍の程祈り上げます︒

◇桜に︑新緑に︑鯉のぼりに心のはずむ

今日この頃︑そしてさらに地方︑参議院

議員と続く選挙に︑地域の指導者として

会員各位には一段とご健康にご留意の上

夕ザ︑４γ︑釦．ｒｍａｒい〃ｒ︑卓■︑ａＴ宅ａ■むめ■坤分で吟分で■ぬ星も身賦℃夕屋箔夕岳宅ｇ唾画タムロＦＬＵ〃い▼〃■▼夕凸１ダム７歩や刃の
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徴としての国歌﹁君が代﹂︑国旗﹁日の丸﹂

◇本号は天皇誕生日に因んで︑日本の象
を﹁日本人のこころのふるさと﹂として
改めて味読して頂きたく古田︑菅野両先
生から頂きました︒

◇東平久雄氏は三月十五日無投票で三期
︲．︾

全３巻解題鈴木貞雄定価一二︑○○○円

監修譲保課近代日本教育資料叢書鋤龍

北方教育

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

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︑

明治完結全印冊

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ぷ重ねられていった︒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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