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の世の中はムードに支配されて動いている硯さえある︒

情報は︑脚︿味本位に流れ︑反体制の傾向がつよい︒その方が︑大衆による一

される︒そこで視聴者であるわれわれは︑すでに二人の目で二段の選択を
経た映像を︑第三番目の目としてこれを桑ているのである︒それでは︑事

く

象の全貌をあるがままの姿で知ることは望めず︑結局ヤブニラミにされて
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一

エマーソンの報償論日

野口明

そしてピューリタシ的色彩の濃い思想家として︑コン﹃一ル

彼の論文は各国に紹介されているが︑我国でも明治時代

ドの哲人の称にふさわしい独自の風格を持っている︒

から翻訳を通して青年学徒から親しまれた︒英文学者寿岳

文章氏の日本に於けるエマーソンの文献調査によれば︑

十数種︑日記や書簡集数種︑評伝も数種︑其他引用文献は

多数の論文を集めた全集的のもの三種︑有名な論文の翻訳

約二百種となっている︒此の調査は昭和十年迄のものであ

るから︑其の後を加えればもう少し増すであろう︒現に近

くは昭和三十六年に日本教文社からコニソン選集﹂全七

一︑エマーソン

ラルフワード・エマーソンは一八○三年に北米ボストン

したかに見えた︒之等選集ものの中では︑比較的古い明治

巻が新刊されて︑一時下火に見えたエマーソン熱を再点火

四十四年発行︑英語の大家戸川秋骨氏訳の﹁︸ニーソン論

に生まれた︒ハーバート大学を卒業して牧師になったが︑

文集﹂上下二巻が光っている︒私の持っているのは昭和三

教会の慣行に疑義を抱き︑職を辞して一介の自由人として
会の教説や︑儀礼に反対したのである︒彼は生涯の大半を

講演と著述とに生きた︒彼は神を否定したのではなく︑教

る︒私は他の翻訳害と併せ見ているが︑矢張り戸川訳が一

番読染が深く︑且つ正確であるような気がする︒ただ訳文

年の第十九版であるから︑如何に読まれたかがうかがわれ

自体が文章体で︑熟語も難解であるから︑訳文を理解する

に親し詮︑又好んで林中水辺を遁遥して︑直接自然から啓
示を受けたり︑ひとり静かに膜想したりして︑彼の特色あ

ボストンに近い田園﹁一ンコルドの地に住象︑広く東西の書

る思想を創造して︑之を理論的と云うよりも文学的に表現

﹁エマルソン﹂を見たことがあるが︑之亦時代が古すぎて

物足りない︒昭和三年の服部多之助氏の﹁聖哲エ宣くン﹂

にも骨が折れる︒評伝では︑明治二十七年の北村透谷氏の

国内にも腰を講演に旅し︑著書は論文集七︑詩集二︑かく

が日本人の著としては白眉の評があるが私は未だ読んでい

した︒彼は哲学者と云うよりも哲人と云うべく︑人生に関

て一八八二年︵明治十五年︶七十九歳を以ってコンコルドに

ない︒前にも記した如く︑エマーソンには評伝よりも翻訳

して多くの示唆を残した︒彼は欧洲に遊ぶこと三度︑米国

眠ったＯ彼は米国の生んだ最も米国人らしい清新自由な︑
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味で禅以上の境地迄入っているように思えた︒私には彼は

最後のものは自力であり直感であるとするが︑彼は或る意

では無くて︑万人に共通する信念であり︑より以上の真理

戦前︑旧制高等学校では︑英語の教科書にエマーソン文

立派な禅者であり︑自持論は勿論他の論文にも︑仏教特に

が多いのは如何にも彼らしい現象で︑彼の妙味はその文章

集がよく用いられた︒私は学校で学んだ経験がないから何

禅に一肱通ずる考の少くないのを感得した︒彼は東洋の文

は無いと云う徹底した自己信頼であった︒禅に於ても一番

とも云えないが︑生徒がどれだけ読みこなし得たか疑わし

に直接触れる感銘にあるのである︒

く思う︒昔から彼の文章は難渋の評があるが︑彼の用語は

い東洋哲学が当時どれ程あったか判らないし︑彼は語学は

得意ではなくゲーテ以外は英訳本で読んだ由であるから︑

献もかなり持っていたそうであるが︑今ですら英訳本の少

彼が思想の骨子を東洋から学んだとすることは速断である

平易で︑難解な単語は少い︒ただ文章が簡潔で︑暗示的で︑

し︑前後の脈絡も辿りにくいのである︒恰も長い詩でも読

詩的で︑飛蹄的であるから︑文章の意味が明確に掴めない
むような文章で︑それだけに随所に︑天の声とも云うべき

懐に入って︑又膜想して︑そして直感を大切にしたと云う

し︑恐らく彼自身も否定するであろう︒私は彼が︑自然の

ソン独特の魅力である︒彼位一読忘れ難い名句を残す人は︑

直裁で︑鮮明で︑鋭利な名句が閃めいているのは︑エマー
私にとっては他に無いような気がする︒

たる見解も亦同じ様になったと云うのでなく︑即ち偶然の

思想発生の方法が︑禅の伝統的方法と同じなので︑その得

私がエ一︑ｌソソに親しみ出したのは今から三十年程前か
らであった︒その頃私は仙台で二高の校長を勤めていたが︑

ンに迩遁し︑深い感銘を受けたことは︑生涯を通じて忘れ

肪合の如く思われるのである︒兎に角私は仙台でエマーソ

此の頃から私はエマーソンのファンであることを自分で

られない想出である︒

終戦を挟んで幾多の苦労を体験した︒そうした場合自分の
思︑第二にエマーソンを読んで示唆を受けることであった︒

考を定めねばならなくなると︑私には第一に静坐による沈

の自侍論中心から︑段々と報償︵９日胃冒ｍ島︒ロ︶論中心に

も意識するようになった︒然し私が読む彼の論文は︑前掲

移って行った︒尤も此の二論文は昔から定評のある名論文

の生んだ一哲人があったことを告白する︒彼の論文は長短
諭命農宛徳冒胃●ｌ自己信頼︶であった︒彼の説くところで

多く何れも而白いが︑当時私が一番感銘を覚えたのは自侍

である︒我国でも選集には無論のこと︑単独にも腹を翻訳

で︑一八四一年︑彼三十八歳の第一回の論文集にあるもの

米国と典亡を賭しての戦争下に在って︑私の師には︑米国

は︑個人が純真に直覚で得た信念は︑単に自己だけの信念

ハペ︺
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終りに近づき︑幾多の経験を重ねるに及んで︑此の報償論

第一線を退き︑世相も安定するに及び︑一方自分の人生も

された代表的論文である︒私は仙台を去ってから︑やがて

ことは末段に於て社会の変革に対しかなり急進的の語調の

参考に資したくなった所以である︒一言注意して置きたい

い︒之れ私が今度此の論文を本誌に紹介して︑読者諸君の

要素を増した由であるから︑我々も彼の説を全面的に肯定

の勇足の様にも見える︒彼は晩年円熟してからやや保守的

することなく︑是盈非々の取捨は当然在って然るべきであ

存するところである︒当時彼は未だ若く︑元気にまかせて

報償論の内容を簡単に要約すれば︑先づ現世に於ては善

の説くところに思い当ることが多く︑近年は此の論文に親

人は不幸︑悪人は繁栄と云う俗見を真向から否定し︑現世

であり乍ら︑よく吟味すると極めて実際的であることは本

る︒ただ全体的に道徳的格調の高さと︑一見観念的神秘的

炎し︑多くの慰籍と激励とを受けている︒

に於ても善因善果︑悪因悪果の因果律は完全に行われる︑

私は今迄報償論の翻訳のいくつかを繰返し読んだが︑ど

論文の値打である︒

即ち大自然は正義の味方と喝破するに始まる○次で如何な
る事物にも皆相反する両極端の性質があり︑人はその内都

の翻訳も翻訳としては誤りなくとも︑直訳ではその文章の

合のよい一方だけを切離して所有することは不可能であり︑

従って何物にも長所と短所︑幸福と不幸とが併存し︑どち

るのである︒故に彼のものを読むには︑文字に捕われずに︑

く彼の文章の簡潔さと︑飛躍性と︑詩的表現等がそうさせ

適当の解説的用語を加えて︑思想的脈絡を追うことが大切

意味を解しかねる場合が多かった︒それは前にも触れた如

である︒そこで私は代表訳である︑明治末期の戸川秋骨氏

利益もそれに相当する代価を支払わねば絶対に得られない︒

支払わされると警めている︒総括して云えば︑宇宙現象は

仮りに一時は得られたようでも︑後に必ず代償又は犠牲を

昭和初期の柳田泉氏︑及び最新のエマソン選集第二巻の入

らか一方のものは有り得ないとしている︒又如何なる物的

ようである︶︒万事が整理され︑平均化されて行く︒此の間に

理解ができるように翻訳してみた︒それでも浅学の身︑不

江勇起男氏の三種の翻訳と原文とを照合して︑自分なりに

相反する二極が相互に相反応して︵此の現象を報償現象と云う

な因果律のみとする︒論文は豊富な引例と︑非凡な着眼と︑

自然は全く厳正公平︑一人の寵児も無く︑在るものは冷厳

乞うとして︑舷にエマーソンその人と報償論との紹介をし

満は少からず残ったが︑之以上は力及ばぬので︑御寛恕を
て置く次第である︒

簡潔な名句とに満ち︑一読爽快を覚えると共に︑処世上に
で︑道徳的処世訓として之に優るものに遭遇した覚えは無

多くの示唆を与えられる思がする︒私の狭い読書範囲の中
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１１

﹁三

じる人は︑ごく少数になってしまった︒しかし未来への不信が依然

が今ｕのように科学文明の発達した世の中では︑それらの効能を信

片山清一

一世紀﹂を中心にＩ

二十一世紀を目指す現代教育のあり方
ＩＤ︒ｓ・︽ラシ︲

二十一世紀には学校はどうなるか

ＩＤｓ︽ラシ︲の画いた学校Ｉ

かまれるものなのであろうか︒コンピューターという便利な機械が

したようであるが︑その未来なるものが︑どの程度に予想としてつ

予想をくだし︑それに対応する計画を立てることをⅢ標として出現

という書名で︑糸川英夫監修の下で︑川成洋という人が邦訳をお一﹂

らしいが︑この著書が︑昨年十二月末にｇれが︑君達の未来だ﹂

はアメリカの科学評論家で︑今はアリゾナ州議会の議員をしている

︐．Ｓ・ハラシーの著書か︑一九六九年に出版されている︒この人

そういう未来学によって．一十一枇紀﹂を研究したものとして

われたのが︑コンピューターであり︑未来学だとも考えられる︒

として存在しているので︑その解明のために現代的ないでたちで現

できて︑人力ではできない速さと正確さで計算が可能になったため

ない︑Ⅱ木生産性木部より川版された︒内容は︑小は家庭生活から

雌近﹁未来学﹂という名の学問ができて﹁未来がどうなるか﹂の

数晶化できるものに関する限り︑未来のことも︑かなりの先まで予

大は旧際政論にわたって︑二十一仙紀には︑どのようになるかを想

像したものであるが︑その第七章で﹁教育﹂がとり扱われている︒

測できるようになったことは︑今Ⅱではもはや疑うことのできない
しかし人間の未来というものは︑﹁未だ来らざるもの﹂であって︑

こととなった︒

じることとなり︑それがあらゆる方面に使用されることによって今

全休の構想としては︑二十一世紀には︑コンピューターが主役を演

たとえば︑教育については︑次のように述べられている︒

までの文明がすっかり様相を変えてしまうということである︒

日に至るまでも変わりないことである︒大昔も現代も︑︾﹂の未知の

分野に光をあてようと︑人類は懸命になって探究しつづけてきた︒

その迩味で未知なるものである︒これは︑人類はじまって以来︑今

昔は︑神託とか呪術とか︑あるいは占星術といったものが使われた
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二○○一年になっても︑学校はなくならないだろうが︑今とはま
ったく変わってしまう︒その中心は教育技術の変化である︒それは︑

コンピューターとティーチング・マシン︑あるいはその二つを合わ
せたものによる変化である︒

授業︑一生の計画︑カウンセリング︑試験とその採点︑進級や年
間の日程計画などは自動的にできるようになり︑生徒はどの学校で
ンピューター端末装置とテレビ画面を通じて︑授業が家庭にも届け

授業を受けてもいいし︑自分の好きな時間に学校庭行けばよい︒﹁一

られるので家にいたままでも授業を受けることができる︒︵邦訳書
これによると︑学校というものは︑今日のように朝何時に登校し︑

一○六 七頁︶

何時間授業をして家に帰るといった規制や日課などが不要になって
であるが︑著者によると︑二十一世紀になっても﹁学校はなくなら

しまうわけである︒そうなると︑学校と呼んでよいかどうかが問題
ないだろう﹂と言う︒

では︑著者の考えている学校とはどのようなものであろうか︒こ
の害を通じて引き出される特徴をあげて象よう︒

１教室には︑全地球テレビが備えつけられコンピューターによっ
て世界中の図書館が一つに結びつけられ︑いろんな職業をもった
人の授業が聞けるようになる︒︵同書一○六頁︶

２小学校に入学して数年のあいだは︑今の学校と違って決まった
一○頁︶高学年になると︑クラスはある程度公式のものになる︒

ものは何もない︒クラスも︑試験も︑時間割りもない︒︵同書一
それでも今日のものに比べると問題にならない︒授業の多くは︑
その市か区から送られるテープか︑あるいは生の形でおこなわれ

る︒︵同上︶

３二○○一年には︑学校は家族ゑんなの集会所になる︒この頃に

で︑成人教育もさらに発達するからである︒︵同二三頁︶

は︑とくに余暇もふえそれにつれて学習に使える時間もふえるの

自在に電子式のティーチング・↓︑シンを扱えるようになるだろう︒

４二○○一年には︑一人の生徒でも︑教室の生徒全員でも︑自由

先生は一人の生徒に質問しながら︑別の生徒の答が正しいかどう

じて教え方を変える︒︵同書一二○頁︶

かを調べ︑そして生徒一人ひとりの知能や学習の進歩の程度に応

このように特徴を列挙して桑ても︑どのような学校になるのかは

とにかく学校に出なくても授業が受けられるわけだし︑学校にき

さっぱりつかめない︒

せるのではないかと心配される︒

ても自由自在という有様だから︑少なくとも勉強という形が消え失

二十一世紀初までの変化

ｌ遥退いずれにせよ︑精神が問題ｌ

とにかく最近のように︑科学技術が急速に発達することになって

は︑未来︑と言っても今から三十年後の世の中でも︑なかなか想像

たとえば︑今から三十年前の一九三○年代という時代を考えてみ

できないものがある︒

よう︒テレビはもちろんなかったし︑レーダー︑﹃一ンピーーーター︑

エア・コンディショナＩなどはあるにはあったが︑それこそ富豪で

原子発電︑人工衛星といったものも見られなかった︒電話︑冷蔵庫︑

ないと手迄入らないものであった︒プラスチック︑冷凍食品︑ステレ
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大金持か位の高い人たちに限られ︑§﹃一ルフは金持ちのスポーツにと

の当時はすべて未来の夢に過ぎなかった︒自動車をもっている人は

オ︑クレジット・カード︑自動車の自動変速機といったものは︑そ

医学や薬学の発達によって︑病気の恐れがなくなり︑長寿を保つよ

しまうという結果が生じてくるのでは︑先行きが心配である︒また

生して︑人間の生存にとって一分一秒も不可欠な水や空気が汚れて

レジャーを楽しむ余裕ができるようになっても︑いわゆる公害が発

うになると︑人口の限りない増加や老齢者の急増といった間迦も︑

どまっていた︒

今や当面の問題として一般の関心事になりつつある︒その他エネル

ところが︑今日のわれわれの周囲を眺めて承ると︑そうしたもの
は日常生活のすべての中に入り込んできてしまった︒もはや人工衛

ギー資源が枯渇して底をつくといったことも愛えられている︒

全く予想もつかない︒明るい面だけを考えていると︑二十一世紀は︑

二十一世紀ごろになると︑こうしたことがどんな事態になるのか︑

星が空をとんでいても︑見上げようとする人もいない状態になった︒
い︒こうしたことは︑今から三十年前の人たちは夢想もしなかった

人間が月面に降り立ったという一三−スも︑人脅の関心をそそらな

すばらしい世界になりそうであるが︑暗い面だけに着目すると︑寒

もちろん︑われわれは人間の英知というものを︑どこまでも信じ

気を感じるようである︒

ことである︒

とすると︑今後の三十年間に︑科学技術がどのような進歩をとげ

人類は今日の繁栄を作りあげたことは否定できない︒このことは今

感じさせるような時代があった︒しかしそういう危機をのり切って︑

て行きたいと思う︒過去の歴史をふり返っても︑何回か世の終りを

﹁科学と技術がますます加速的に進歩しているため︑未来を予測す

著者ハラシーは︑次のようにいう︒

るのに︑過去から現在そして未来へと一直線を引いても︑あまり役

歩は︑まかり違えば︑それこそ地球の自爆さえ導くことになりかね

後といえども裏切られることはないと思うが︑科学技術の異常な進

L イ ノ

るかは︑まるで見当がつかない︑といっても過言ではない︒

に立たなくなっている︒科学技術の発達は︑控え目に象ても四倍は

﹁二○○一年の世界では︑今日忘れられかけていることが︑再

だから︐．Ｓ・ハラシーは︑次のように述べる︒

役立てるかという人間精神に帰結してくる︒

ない︒問題は︑科学技術の成果をどのように人類の幸福と進歩とに

上昇するとみなければならない︒つまり未来を予測するのには未来
に向かって急速に上昇するようなカーブを引かなけれぱならないｏ﹂
︵同書四 五頁︶

一九三○年代から一九七○年までの進歩の速度よりも︑今後の進
歩速度の方が四倍だというのだから全く想像を絶するものがある︒

び認識されるだろう︒それは︑精神的︑道徳的価値である︒真の

という人間の精神にかかっている︒人間の根本的な価値︑すなわ

人間性の進歩は︑物質的な恵象を人間がどれだけ贋明に用いるか

しかし進歩とか︑発達というのは︑人間生活にとってプラスの面
から変化をとらえたものであるが︑反面から︑そのような変化を︑

ち︑信念︑希望︑愛︑正直︑信頼︑やさしさ︑高貴さ︑などの人

人間生活にとって退歩とか︑衰亡とかに解することもできる︒
たとえば︑最近のように︑産業が盛んになり︑生活が便利になり︑

r 序 ､

神を培っていくことこそ︑二十一世紀への教育にとって︑蝦初に

価値を失うことはないｏ﹂︵同書一二

一三頁︶このような人間精

問行為の法則は︑永遠に変わらぬ重力の法則と同じように︑その

る︒安きに流れてズルズルと白痴化して行くという形である︒

よりも﹁見えるから︑聞えるから﹂と一般的なものに引きつけられ

も入っているのであるが︑そういうものを選択して聴取するという

てきている︒テレビの番組にはたしかに高い教養をもり込んだもの

知らずの中に︑﹁受動的﹂な態度を身につけていくことである︒自

しかももっと重大な問題は︑テレビによって多くの人は︑知らず

して最大の使命でなくてはならないであろう︒

変わりあるまい︑﹁人間形成の場﹂Ｉ学校

れて︑しかもその問題について考察も他人まかせになってしまうこ

らの問題は全くもたずに︑たえず自分以外のものから問題が与えら

さきにハラシーの考えた学校を紹介したが︑そのような学校は学

た便利なものが数多く出廻ることになって︑そのために人間の方が︑

とである︒おそらく二十一仙紀ごろになると︑テレビ以上に発達し

ｌ受身型人間に噸す爵現代人ｌ

うのは︑学校とは︑何と言っても規律や規則があって︑その秩序の

はないか︒ということよりも︑およそ教育ということには︑被教育

気があったとしても︑生徒が出席しない方が多くなってしまうので

間割りもできていない︑というのでは︑たとえどんなに楽しい雰囲

時の苦労は買ってでもせよ﹂とか︑﹁懇難︑汝を玉にす﹂とかいう

か︒そうした考え方は古くさいと評されるかも知れないが︑﹁若い

の格言の意味する真理が生かされなくてはならないのではなかろう

いるが︑いやしくも教育では︑どんなに便利な時代になっても︑こ

昔から﹁虎穴に入らずんぱ虎子を得ず﹂という格言が伝えられて

全くの受身型になり果てるのではないかと心配される︒

校という意味をもつのかどうかが︑わたしには理解できないｃとい
中で生徒たちが学ぶ教育機関であって︑何時に行ってもよいし︑あ

者の素質や関心について考慮を払うことはもちろんであるが︑生徒

一仙紀になったとしても︑少なくとも教育の場では通用することだ

諺が古い時代から今日まで生きていることを考えると︑たとえ二十

るいは行かないでもよい︒たとえ学校に行ってもクラスもないし時

の興味におもねったり追随することではない︒生徒をして︑たとえ

と信じる︒ティーチング・マシンができても︑自分で学ぼうとする

困難を感じさせるにしても︑求むくきものを求めるために努力させ
る︑という所に教育の意味がある︒何でも努力なしに手にはいると

意欲のない限り︑何の役にも立たない︒

いま一つ︑学校のもつ重要な役割は︑人間と人間との出会い︑話

いう便利な世の中になると︑人間は怠け者になり堕落する他ないの

し合いの場を提供することである︒機械が発達しコンピューターが

ではないか︒もし鴫そのような便利な世界になるとしたら︑ますま
す自分で努力していけるような人間を作っておかないと︑文明が行

全面的にあらゆる場に働きはじめると︑人間が機械と応接する場が

もしも接触しても︑ま﹂とに味気ない薄情をもってする︒いや人間

多くなるかも知れないが︑反面において人間との接触が少なくなる︒

きつまってしまう︒

わが国にテレビが出現した頃たしか大宅壮一氏だと思うが．億
国民総白痴化﹂と予言したが︑たしかにそのような傾向が強くなっ
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もしだいに機械化するので︑たとえ人間に出会っても︑機械と同様

１はっきりと自分の言いたいことを言っているようである︒

頭や乗物の中で散見しての感じは︑

い︒

３少なくとも東京の子どもたちは︑遊びの時にも︑いつも制限が

っているかのように見受けられる︒

２幼い時から︑かなり豊富な語莱︵い︶をもって︑いて何でも知

の扱いしかできない人間が多くなる︑といった方が適切かも知れな
だから著者ハラシーも︑学校について論じた文章の上欄に注を入

への注窓等今⁝：によるものであろうが︑わたしたちの少年時代

あって︑思い切りの遊びができない︒遊び場の問題︑内勤車事故

れ︑次のように述べる︒

集団教育を通じて人格形成の場として︑人間が機械に支配され

かも知れないが︑教育は結局﹁人より人へ﹂というルートから脱線

た結果の生まれてきたことは︑戦後の社会と教育とによって育てら

１と２とは長所であるが︑３と４とは短所と考えられる︒こうし

は内分と割り切った態度が見られる︒

対人感情がなくなりつつあかるのようである︒他人は他人︑ｎ分

４人間に対する興味がうすくなって︑同情とか思いやりといった

よりも楽しさが浅い感じがする︒

ぬよう︑情報化社会での人と人との対祁の重要性がまし︑﹁ノウ・
ハウ﹂〆口○葛言２を教える訓練の場としても︑学校の役割りは︑
ますます重要になってくる︒

全く同感である︒教育の方法として︑今日の発達した視聴覚教具

するならば︑﹁人らしい人﹂が培われてこない︒この意味で︑学校

れたからであろうが︑教育は︑このような現実との取り組遮が不可

やティーチング・一︑シンなどを惜しゑなく採択していくべきである

とは生まの教師︑生きたクラス・メートにとりか一﹂まれた環境であ

避であり︑かつ必要である︒

新しく考え直す必要がある︒

しかし︑これらの問胆を解決するためには教育そのものの意味を︑

であろう︒

そのため教育制度の改革などはぜひ取り上げなくてはならない問題

要であろう︒たとえば④生涯教育︑②学校教育の役割りの再検討③

育の改革椛想や高等教育改薙の共木構想などに示される考え方も必

そのためには︑昨年中央教育審議会より答申された初等・中等教

りつづけね︑ばならないのではないか︒

ｌ教育への挑戦と教育の挑戦ｌ

教育の意味を再検討すべき時

話は一九七一年の今日にもどる︒二○○一年といっても︑あと三
十年ということになる︒十歳ぐらいの子どもたちが︑四十歳台にな

仰今岡の仙界や社会の柵問題は︑教育の懲味の再検討を迫ってき

る頃である︒おそらくわたしはもう地上にいないことであろうが︑
子どもたちの現火に立ちもどらざるを仰ないのである︒

とである︒︵十六頁下欄につづく︶

ている︒つまり教育への挑戦という邪熊が生じつつあるというこ

三十年というと︑そんなに遠い将来のことではない︒そこで︑今の
現代っ子というのは︑どういう特徴をもっているのか︑というこ
とは︑あまり接触の多くないわたしには︑わかろうはずがないが街
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法改正と新聞
羽

と
完

一一里▲

■−■一一一一

に︑職務上知ることができた機密を他人に漏らしたときは

①﹁公務員又は公務員だった者が︑正当な理由がないの

そういう条文はいくつかある︒おもなものを列挙すれば

はないか︑という懸念が強いからである︒

いのだが︑運営如何によっては抵触する可能性もあるので

論・報道の自由﹂に抵触するように作られているはずはな

委員会などで検討されている︒それは第二次参考案は﹁言

ま新聞界ではちょっと問題になっており︑日本新聞協会の

二次参考案がこの二月に明らかにされている︒この案がい

にそれを法制審議会刑事法特別部会で相当に手直しした第

すでに十数年前に法務省から改正案未定稿が示され︑さら

刑法の全面改正ということが長い間課題になっている︒

黒

三年以下の懲役又は禁固に処する﹂︵公務員の機密漏示罪︑

一四九条︶というが︑教唆犯も処罰されるのだから︑この

条文により新聞記者の取材活動も制約されることになるの

②﹁公務所の用に供する文書︑図画又は科学的装置によ

ではなかろうか︒

る記録物を損壊し︑もしくは隠匿し︑又はその他の方法で

その効用を害した者は︑七年以下の懲役もしくは禁固又は

二十万円以下の罰金に処する﹂︵公用文書の損壊︑一六七

条︶という条文によって︑官庁文書などをスッ︒︿抜く取材

活動が制限されるのではなかろうか︒

③﹁公然︑人を侮辱した者は︑一年以下の懲役もしくは

禁固︑十万円以下の罰金︑拘留又は科料に処する﹂︵侮辱

﹁本章の罪は告訴を待って論ずる︒但し︑外国の元首又は

罪︑三三○条︶︒

日本国に派遣された外国の使節に対し犯した本章の罪は︑

外国政府の請求を待って論ずる︒告訴をすることのできる

者が天皇︑皇后︑太皇太后︑皇嗣又は皇嗣妃であるときは

内閣総理大臣代ってこれを行なう﹂︵三三一条︶というの
らないかどうか︒

は事実上の不敬罪復活となり︑正当な言論活動に圧力とな

④﹁医療業務︑法律業務︑会計業務︑その他依頼者との

信頼関係に基づいて人の秘密を知ることとなる業務に従事

する者︑もしくはその補助者又はこれらの地位にあった者

が︑正当な理由がないの腫︑その業務に関して知ること
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刑

I

三五条︶というのは産業スパイなど最近の犯罪を処罰する

禁固又は十万円以下の罰金に処する﹂︵秘密の漏示罪︑三

ができた秘密を漏らしたときは︑一年以下の懲役もしくは

そは新聞の犯罪に関する報道を広範に保護した条文といえ

り︑﹁公共ノ利益﹂と看倣して行っているので︑この項こ

道する︒それは何も私憤に依るのでなく︑この第二項によ

るかどうか見通しが立たなくても︑容疑者をでかでかと報

疑問が上ったのである︒しかし︑これらは考え方次第であ

他にも関係個所はいくつかあるが︑ざっと以上のような

明をしていても︑やがては﹁公訴を提起せざる﹂︑つまり

ところに重大な関心を払っている︒法務省がそのような説

けておく必要がないという︒しかし︑新聞界は目下ここの

の中に含まれているのであり︑あえて②のような条文を設

なっている︒法務省側の説明によると︑②でいうことは①

ところが︑第二次参考案ではこの②ははぶかれることに

￥生気ノＯ

ために設けた条文である︒しかし︑国民に被害を与える公
害の発生装置が企業秘密になっているような場合︑それを
あばくことが結果的には社会正義のためになったとしても︑

り︑刑法改正という作業に対して新聞の側が疑心暗鬼にな

﹁起訴前の犯罪﹂について新聞が書きずらくなるのではな

、 一 一 ／

処罰の対象になるというのだろうか︒

りすぎているきらいがないわけでもないという批判も出て

いかという心配があるからである︒

現に︑起訴前の犯罪容疑の報道について︑新聞は最近菰

来ることだろう︒しかし︑次のことはどうだろうか︒現行
るようなことをしても罪にならない場合として︑次のよう

刑法二三○条︵名誉棄損罪︶の二には他人の名誉を棄損す

である︒この事件で警視庁は四十四年十一月に︑Ｋという

し︑未だに解決していない東京・府中市の三億円強盗訴件

こっている︒その経験というのは︑四十三年十二月に発生

要な経験をし︑その経験をめぐって法曹界に議論がまきお

共ノ利害二間スル事実二係り︑其目的専ラ公続ヲ図ルー出

二三○条ノー︹事実の証明︺①前条第一項ノ行為︑公

に定められている︒

デタルモノト認ムルトキハ其実ノ真否ヲ判断シ︑真実ナル

これを各新聞は三億円事件の有力容疑者が逮捕されたかの

青年に容疑をかけ︑ひとまず別件の詐欺容疑で逮捕した︒

②前項ノ規定ノ適用二付テ︿未ダ公訴ノ提惨起セラレザル

調子で︑でかでか書きたてた︒しかし︑逮捕の翌日に決定

コトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セズ︒

人ノ犯罪行為二関スル事実︿之ヲ公共ノ利害二関スル事実

これは明らかに新聞報道の行きすぎで︑有力紙は社説や︑

的なアリバイが明らかになり︑Ｋは釈放されたのである︒

新聞は通常逮捕されれば︑その逮捕された者が起訴され

卜看倣ス︒

fll）

しかし︑その後日本弁護士連合会はしつこくこの事件を調

編集責任者の署名記事の形で︑きびしい反省を行なったｃ

考慮する︒新聞はそれほど慎重に行なわれた逮捕である以

訴の可能性はもちろん︑公判で有罪となる可能性までも

時点に於て︑決して之を軽灸に行なうのでなく︑当然起

その条文を整然たる刑法体系の構築上︑消滅させようと

上︑これを報道することはもっぱら公共の利益と考えて︑

いうことにはどうも新聞界としては釈然としないものがあ

査し︑在京の六つの新聞に対して最近勧告を行った︒この

論めいたことが書いてあるわけではないが︑論調としては︑

るということである︑ここで刑法改正の意図を考えるなら

その立場から記事を作成して行く︒ここで問題にしている

起訴前の犯罪報道についてはかなり慎重な見方をしている︒

ば︑当事者の主観に於ては︑何も国民の権利の幅をせばめよ

勧告文の中にはここで問題にしている条文に密接な関係の

すでに︑このような経験がある以上︑仮りに刑法が第二

うなどということはあり得ないことだろう︒ただ︑大本が

条文は︑そういう状況を法的に明確にしたものといえよう︒

次参考案のような形で成立するとすれば︑前記のような法

明治時代に定められたものであり︑戦後にわかに新憲法に

国の例なども引用しながら論じている︒そして︑決して結

務省側の説明にも拘らず︑いずれは起訴前の犯罪報道を自

ある﹁起訴前の犯罪報道﹂の可否について︑英国および米

粛あるいは廃止する方向に諸論調がおもむくおそれは十分

合致するように手直しされた刑法であるために︑法体系と

作業全体についてももう一度吟味してかかる必要がありは

ｎ曲に関する大間題にぶつかるのだとすれば︑このような

しかし︑その作業の過程に︑如上のような言論・報道の

なっているため︑これを整理しようということなのだろう︒

してはいささか雑然としており︑また時代にもそぐわなく

存在するといえよう︒

以上のような懸念は何も︑もっぱら新聞界の面子︑ある
いは既得権の擁護の立場からの象強調しているわけではな
が︑きびしく︑かつ効果があるという状況が続いている︒

い︒わが国には相当古くから司法的制裁よりも行政的制裁

逮捕されても︑起訴されても︑裁判が終了して有罪とな

のはげしい時代に︑韮本法規の抜本的再検討などというこ

しないだろうか︒私はこの作業全体に︑今日のような変化

とが可能かどうかという大問題が横たわっているような気

らない限り︑あくまでも被疑者であり被告に過ぎない︒
というのが法律のたてまえである︒しかし︑実体に於て

被疑者︑被告でも無罪となれば一向に名誉は損われない

がする︒

現にこの改正作業中に︑昨年はきわめて大きな特別立法

は逮捕という行政的制裁を受けたことに於て︑相当の名

誉は損なわれるのである︒したがって捜査官は逮捕する
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が必要となって成立した︒一つは通称ハイジャックの防止

象切るまで差しひかえて︑人命尊重の精神を守ろうという

ために警察に抗議をすることがあるという状況である︒名

かえってそれが捜査上の便宜に使われることが多く︑その

誉棄損についても︑刑事上はともかく︑民事上は相当きび

慣行などは︑全国の記者に十分徹底するようになってきた︒

措置だが社会の変化は残念ながら次から次へとおこって

法であり︑もう一つは公害関係諸法規であるＯ社会の現状

来るのではなかろうか︒そうなると︑刑法は法律が成立し

しい損害賠償請求訴訟をされる︒このために報道の行きす

がこのような法律を必要とするようになったので︑当然の

た時点では︑およそあらゆる犯罪行為を網らしていても︑

来た︒

ぎに対してはみずから配慮しようという姿勢も強くなって

以上︑長々と私の職場の周辺でおこったことにス︒ヘース

それはまたたく間に時代おくれのものとなることも十分に

をついやした︒ひとえにジャーナリズムのおかれた立場を

考慮しなければなるまい︒現に︑改正作業のある時期に︑
ろで︑いまになってみれば︑公害キャン・ヘーンが︑これに

舎産業スパイに対処する﹁秘密の漏示罪﹂を入れてみたとこ

つ︑戦後も二十五年以上︑あらゆる部門に於て︑良きにつ

紬緑していただきたいという気持による︒同時に︑もう一

専門家には笑われるかもしれないが︑素人の感じでいえ

抵触する満それがあるＩというような状況なのであ愚働

て基本的に改めることは容易でないにしても︑良識による

いということの例がここにもあるということである︒そし

いう慣行化して来たことを基本的に改めるのは容易ではな

い時代ではないかと思う︒処罰法規も︑刑法を中心に︑い

け悪しきにつけ悩行化して来たことはきわめて多い︒そう

くつも単独処罰法︑それにいくつもの判例を縦枇にかみし

運営で︑改善していく道はいくらでもあるということを示

政なり司法なりが行なわれるというようなことは考えにく

めて運営されていくべき時代で︑韮本法規の改正などはあ

ば︑今日は整然とした法体系を確立して︑それに基いて行

まり意味のないことのような気がする︒

︵特別会員日本経済新聞社会祁長︶

四頁下段前より三行七万←七十万と訂正

四・五月号二頁下段後より四行ハーバード←オックスフォード︑

一訂正

したかったのでああ︒

話を三億円の事件のことに返せば︑われわれは別件逮捕
を大々的に扱ったことに大きな反省をしている︒そして︑

起訴前の犯罪報道が如何に自山だからといって︑それを無
条件に行なわないような節度を身につけようとしている︒

別の例だが誘かい事件の報道を︑警察当局が公開捜査に踏
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１１

束伝目

木下広居

えも友人に借りなければならなかった︒そして︑北京に来

い︑湖南師範学校時代の恩師楊昌済が国立北京大学教授に

ると︑さっそく自活の道を求めなければならなかった︒幸

なっていたので︑その紹介によって︑大学の図書館主任の

李大剣︵りだいしよう︶に面会し︑図書の整理員の仕事を

であり︑ついに軍閥たる張作森の反動政治の犠牲となった︒

得た︒この李大剣は︑のちに中国共産党の事実上の創始者

﹁しかし︑政治に対する関心は強まって行き︑ますます急

進的に変って行きました︒それでも︑私は無政府主義につ
たが︑そのどこに引かれたのだろうか︒人民のために献身

府主義に傾いていたのだ︒

とスノーに告白しているから︑共産主義よりはむしろ無政

感化を受けただけです﹂

いてのいくつかのパンフレットを読んで︑それから大きな

し︑奉仕する無欲な人格に対してではなかろうか︒日本の

それで︑共産主義に対する決定的々転機は︑一九二○年に

二度目の上京の時に来た︑といえる︒その場合︑マルクス

の﹁共産党宣言︑カウッキーの﹁階級闘争﹂︑カーカップ

の﹁社会主義史﹂などの中国訳を読んで︑理論的にも実践

それというのも︑富農の地位に昇り︑商業を兼ねるよう

華人民共和国の首席となったということだ︒彼は一九五○

そして︑そのような毛沢東が中国共産党の首席になり︑中

となり︑本国において共産主義者として成長したことだ︒

ここで大切なことは︑毛沢東が本国において共産主義者

的にも︑完全にマルクス主義になった︒

になった父と︑父の意思に反した学校を選んだ息子は︑母

年の春︑中ソ友好同盟条約を締結するためソビエトを訪問

の死によって︑父から︑いよいよ離れて行った︒

礼を受けた︒

及んでいた北京で︑はじめて一︑ルクス・レーニン主義の洗

前年の十一月の革命によって成立したソビエトの影響が

よりも北京に行く決心をした︒

さて︑学生時代の最後の年に母が亡くなり︑郷里に帰る

を無視する非打算的な態度だろう︒

学生は﹁経済的動物﹂の正反対である︑自分の個人的利害

毛沢東の写真をかついで︑日本の大学生はデモをして来

沢

上京に際して父の助力を受けられなかったので︑旅費さ
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毛

するまで︑一歩も外国に出たことがなく︑長い反革命の激
しい弾圧をこえて︑中国の大地で生きぬいたのだ︒
荊三が︑

﹁非常に泥くさいというが︑まったくだ︒彼はこの土地に

生まれ︑この在地に育った︑生粋の中国人だ︒彼は︑民族
的特色︑民俗的気塊に最も富んだ中国人だ﹂
といい︑劉少奇の﹁党規改正に関する報告﹂の一節の︑
﹁彼は︑わが偉大な民族の優秀な伝統の︑すぐれた代表だ︒

彼は天才的︑創造的マルクス主義者だ︒彼は人類の︑この

最も高い魁想ｌマルクス主義の普遍的な真理と中国の具
体的実践とを結びつけて︑わが国の民族の思想を︑いまだ
かってなかった︑ふさわしい高さにまで引きあげ︑災難が
深く重くのしかかっていた中国民族と人民に︑徹底的解放
に達しうる唯一の正確な︑完全に明確な道１１毛沢東の道
をさし示した﹂

ったのだ︒

学生は︑共産主義運動でも公式主義に陥りやすい傾向があ

その上︑注意すべきことは︑毛沢東は北京に上京後︑大

ならず︑大学生活を送らなかったことだ︒このことは︑彼

学に入学して勉学をつづけられ図書館員として自活せねば

師範学校時代から︑彼の勉強は︑ｎ分で課題をきめ︑そ

の将来に重要な影響を与えた︒

れに適した参考書を集中的に読破する自学自習主義だった︒

そして︑上京以来︑興味のある講義を盗象聴きするだけで︑

本格的な北京大学生になることができなかった︒

彼はインテリではあるが︑大学出身の高級な典型的な知

識階級ではなく︑下層の知識階級出身だ︒それで得をした︒

それは︑普通の大学出身の知識階級とはちがって︑他人か

ら既成知識を与えられるようなことがなかった︒自分の力

で知識を渡得して行ったのだ︒それで︑知識階級に有りが

ちの理論を理論として持つだけで︑応用することができな

い︑他人の作ったものを受けとるだけで︑確乎たる信念に

という文章を引用している︒

このように︑毛沢東は密学生あがりとちがっていた︒本

かける︑といった欠点を免れることができた︒学歴のない

時の湖南を支配した督軍の張敬尭に対して猛烈な反対運動

論﹂を発刊して︑華南の学生運動を指導した︒しかし︑当

政治運動のリーダーになった︒また︑学生新聞の﹁湘江評

一九二○年に共産主義者となった毛沢東は︑湖南の学生

成功者に︑こういう自主自立の強い人格が現われるものだ︒

国育ちの革命家は︑外国の制度を設計図として︑そっくり
そのまま実行に移そうとしないところがいい︒自国の現実
のなかで︑自然に理想を形成していく点に長所があるｏ

毛沢東は後年︑中国共産党の中の教条主義︑公式主義を
批評しなければならなかったが︑公式主義者の中には︑彼
と同郷のフランス留学生あがりの李立三らがいた︒外国留
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をした︒そのため︑張の圧迫によって﹁湘江評論﹂は︑つ
いに発刊停止にされてしまった︒

問題は北京を中心とする学生運動だ︒急進的学生は都市
や農村にいる大衆に対して宣伝をした︒しかし︑それは︑

単なる知識の普及にとどまって︑これを社会運動の母体と
して組織することができなかった︒

︵九頁よりつづく︶

るということである︑教育は︑その本質上より人間形成であるが︑

②吹に教育の側より︑世界や社会に対して問題を投げかけつつあ

その人間の人間たる所以を否定するような公害︑社会悪などの増

加する世界と社会とに対して︑教育はまさに挑戦せざるを得ない

この二つの挑戦弓﹂そ︑第二十一世紀に立ち向う最も大きな試練で

状況におかれている︒

﹁インテリゲンチアが︑もし労働者︑農民大衆と結合しな

育の課題でもある︒︑失われつつある素朴な自然とすさんで行くばか

るか︑ということが問いかけられているのであり︑それが同時に教

はないだろうか︒真に人間にとって何が幸福であり︑何が文化であ

ければ︑何ごとも達成できない︒辛亥革命と五四運動の失

るか︑それとも衰滅か︑という瀬戸際に立たされているのが現代と

りの人間性とによって︑何が生じてくるのだろうか︒人類が生き残

そこで︑毛沢東が︑

敗は︑これが原因である﹂

︵木曾理事目白学園短大教授︶

る︒︵世界教育日本協会機関誌﹁教育新時代﹂第三十九号より転載︶

の人間形成に果たす意義を︑奥深く把握しなければならない時であ

今こそ︑すべての人が教育のもつ重要な任務に思いをいたし︑そ

いよいよ重大になってきた︒

が少ない︒とすると︑この危機に際して︑教育の果たすべき任務は

った︒現代人は︑合理的︑科学的な考え方以外に説得される可能性

しかも過去のように︑宗教が大きい影響力をもった時代は過ぎ去

いう時代である︒

といったのは︑よく知識階級や学生の文化運動の根源をつ
いたものだ︒

北京を中心とする学生の文化運動が︑あだ花に終ってし
まった時︑中心を離れた上海や湖南の工場で︑労働者大衆
の中にはいって組織を作って行ったのは︑郁中夏や毛沢東
だった︒そして︑このような労働運動を背景として︑中国

共産党ば成立したのだ．ｌこういう中国共産党の出発点
と毛沢東の性格を度外視して︑今日の中国︑それと日本と
であろう︒

の貿易・戦争状態終結︑復交の問題を論ずることはきない
︵本会理事創価大教授︶
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純の旧海軍壕をたずねて

曜珊販鴨仙鼎傭︑″

ノ鴫厩︑僻く剛惚血偏・

福島恒春一

錬凄握詩測蔵州躍織剖蔵鮭鮮鐸蝿譲周回⁝用１１

設墓金を全国中学生から集めた︑二千数百この壕の構造に感歎久しゅうしたのである︒打たれたのは︑軍官民一致して︑このよう

藤事務局長と同道︑﹁沖細子どもの国﹂建シャベル︑つるはしを持って︑掘りあけたわたくしは︑壕内を隈なく︑見て︑胸を

田をとび立った︒

った記念の戦跡で昭和二十年六月十三ｎ午将の人絡というか︑人間性というべきか︑

万円を︑現地に届けるため︑飛行機で︑羽この壕こそ沖細方面根拠地隊司令部のあな根拠地をつくらしめた︑司令官大田実中

午後一時半沖細空港に到着︒空港には︑前一時戦い利あらず遂に大田実司令官は︑その偉大な力に感歎させられたのである︒

政府当局︑コザ市長はじめ︑大城校長外多身はたとひ沖純の野辺に朽つるともわたくしは帰京してからも脳裡を離れな

数の小︑中学校長等のお出迎えを受け︑恐守り遂ぐべし大和島根はかつた大田中将の人柄について調べてゑた

縮至極であった︒
の辞枇を口ずさ象︑特に残存部隊に後事を託いと思って︑伊藤事務局長に話したところ︑
政府当局に挨拶後︑小憩ののち︑コザ市し︑陛下の万才を三唱︑従容として自決され偶然にも︑大田中将は︑伊藤局長と同郷の

役所厚生課長と︑大城校長の案内で︑わたたという︒今も鮮かに壕壁に残る千葉県人であり︑しかも︑調べて象たら︑
したちは南方戦跡を見学することとなった︒大君の御旗のもとに死してこそ東京高師の同級生であった渡辺正勇氏が︑

健児納骨の塔︑魂塊の塔はじめ︑当時の人と生れし甲斐はありけれ大田中将の舎弟だとわかり︑伊藤局長を通

戦争を思い出して︑感慨に堪えないものがの絶筆は坦炎とした陣中往年の心境を物語っじて人柄の若干を知ることができた︒

あり︑身のしまる思いで一杯であった︒ていた◎思えば惨状を極めた沖細戦中組織的友人の千葉三郎代議士の言葉に学生時代

戦局急迫の中で︑ひとり︑ひとりの兵士和歌から自らにして成ったものと知ったのでで︑だれからも︑好かれたが︑わけて私

なかでも︑最後に見学した︑﹁沖細旧海戦闘によってあげた海軍部隊の驚異的戦果も﹁夏になると永吉の家に遊びにきた︒同
軍壕﹂には︑感涙を禁じ得なかった︒平素中将が好んで朗詠されていたというこの君が来ると︑家中がにぎやかになったの

弓

一
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沖

戦隊指揮官︑ムンダ方面特別陸戦隊司令

上海特別陸戦第五大隊長︑海南島攻略陸

残ル婦女子ノミガ軍ノ作戦二差支ナキ場

県民全目壮年ノ全部ヲ防術召集二棒ゲ︑

ビズ之二代ツテ緊急通知申上グ︒

ケタルニ非ザレドモ現状ヲ看過スルニ忍

の祖母からかわいがられた︒

海軍兵学校にはいって運動会のとき︑

磨の闘将だった兄︑剣道では八段範士だ

官等︑とにかく陸戦においては︑百戦練

二身ヲ捧ゲ君謹婦︑炊事婦ハモトョリ砲

所ノ小防空壕二避難︒若キ婦人︿率先軍

てもうまくあがらない︒何べんやっても

った兄︑恐らくは善戦敢闘強敵を撃滅し

機械体操の鉄棒競技をやったが︑どうし
うまくいかない︒他の競技の邪魔になる

テモ御奉公ノ⁝本戦闘ノ末期沖細島︿一

来終始一貫勤労奉仕物資節約強要セラレ

モノト︿思︿レズ︒陸海軍沖縄二進駐以

ケ真面目ニシテー時ノ感情二馳ラレタル

看護婦二至リテハ身寄リナキ重傷者ヲ助

弾運ビ挺身斬込隊スラ申出ルモノァリ︒

てくれるだろうと信じ︑壮行の手紙に
剣太刀研ぎすましたる君なれば
支さかしにてしこは迎へむ

返すも残念千万である︒云々﹂

単なる希望として終ってしまった︒返す

木一草焦土卜化セン︒糧食六月一杯ヲ支

フルノミト詔フ︒沖純県民カク戦ヘリ︒

当に兄大田中将を憶う心切々たるものが

と申し送ったのだが︑今はただはかない

は︑

ので︑係員からあきらめろといわれても
あきらめない︒弓折れ︑矢つきるまで一
時間もぶらさがった︒教官も生徒も︑大

田君の頑固さにあきれたという話であ
る︒﹂

明朗︑かったつ︑意志強固な性格がまざ
まざとうかがわれるのである︒

また︑昭和二十年六月二十五日大本営の

トヲｏ﹂

県民二対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ラン﹃一

現地で︑わたくしたちを一層感激に陥れ

ことに︑わたくしは︑最後の﹁県民二対

ある︒

軍部隊は我が主力の南部島尻地区転進掩護

たのは︑次の沖縄県民に対する協力に対す

発表の﹁大田実少将の指揮する小禄地区海
に任じたる後︑六月十三日全員最後の斬り

シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ﹂

る電文であった︒

の言葉と辞世の句には︑去り逝くものの

もの国﹂建設の募金を呼びかけ︑二千数百

が全日中の組織を通じて︑全国に︑﹁子ど

わたくしは︑この一語で︑わたくしたち

盤石の重象を感ずるのである︒

﹁沖純県民ノ実情二関シテハ県知事ヨリ

万円が集められ︑沖細県民に対する特別の

︵ｇｇ岳醜観︶

軍次官へあてた電報︵要旨︶

沖細県民の献身的作戦協力について海

大田司令官が昭和二十年六月六日夜︑

込黙を敢行せり︒﹂

のラジオ放送をきいた舎弟渡辺氏の日記
には︑次のようなことが綴られている︒
﹁市原中学校︵現市原高︶在籍生徒調べ

浴びた心地であった︒万々が一かかるこ

ク三十二軍司令部マタ通信ノ余力ナシト

報告セラルベキモ︑県一天既一一通信力ナ

配慮と祖国復興の一端がかなえられた喜こ

をしていて之を知った私は︑冷水三斗を
ともやと考えてはいたがこう急速に耳采

認メラレルニ付︑本職県知事ノ依頼ヲ受
ようとは︒全く青天のへきれきである︒

を打とうとは︑そしてこの悲運に当面し
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時中の沖純県民に感謝するためにも︑わた

かった︒︵前全日本中学校長会長︶

課題を投げかけているように思えてならな

びをつくづくか承しめたのである︒・

くしたちのなすべき多くのものがありはし

″

″

桜木甚五

″石原正一郎

″

″

″

″

渡辺正勇

野口明

日下熊江

鎌田星男

″

鶴岡衛

三好凌石
渡辺正勇

〃︵終身︶渡辺晃

小出修己

行定崇治

千葉︵終身︶国吉市義

″

神奈川︵終身︶鳥居菊造

北村博学

″

″

熊野義定
石田正雄
高済孝二

新潟宇佐美順子
鳥取宇田川正照
島根大野伝太郎

″

″

″︲

″

″

沢村暁之助

伊藤徳重

藤原岩太郎

″

″

埼玉鈴木英治

東京赤塚公一

″

東京野口元

″国府久治
″白井米吉

″

沖縄返還が単なるイデオロギー闘争でな

″

″

ないかと︑命永らえているわたくしたちに︑

″

川村宗嗣
渡部文雄
伊藤時次

小山松勝一郎

本人申込

紹介者

新入会員芳名︵敬称略︶
昭和四十四年十月以降

府県名入会者

北海道永田勇
岩手川瀬一郎
秋田三浦盛典
伊藤富之助

藤原義明
梅津正雄
″
″

″
″

″

″

羽生節四郎

″

″

″

″

真壁五郎

大沼健蔵

″

″

″

″大門金蔵
″

″

藤原時夫
伊藤精司
西宮フク子

″

″

貝田節子

秋田笠井実
″

佐久間誉市

横田佐代次

″

″

福島久保田春次

佐藤新九郎
久保田文雄

く戦時中沖縄県民あげての苦闘に対して報
いる至誠がわたくしたちになければならな
いことの教訓を投げかけているのである︒

わたくしは︑壕外に出ても︑行きつ︑戻
りつ︑この感懐に浸ったのである︒

大田中将の霊に報いるためにも︑また戦

今云生ロ

去る五月三十日︵日︶に開かれた弘道
会総会において︑酒井忠正会長ご逝去に
伴う︑弘道会の後任人事につき︑左記の
しましたので︑ご報告いたします︒

ように︑全会一致で承認され︑決定いた

コレ
一言口

会長︵第七代︶野口明︵前副会長︶

副会長木下広居
顧問沢田源一︵前理事︶

︵特別会員︑千葉県教育長︶

理事鈴木勲
ｌ︲！

（19）

夕

昔の中国・朝鮮・ロシヤは

名で日本から奪われたとして︑ロシヤを批難する一つの原因にあげ

力ラフトを日本領と認めていた

定嘉

樺太には日本が歴史的権利をもっている

また︑カラフトを一名サハリンとよぶから漠然とロシヤ人がつげ

ていた土地だろうと思っている人があります︒これ亦甚しい誤解で

あって︑サハリンとは︑アジヤ人種に属するツングース民族︵オロ

た地名だろうと推測し︑少なくとも北カラフトは︑ロシヤ人がもっ

ッ﹁一等︶が黒竜江をサハリン・ゥラとよぶことから︑起った島名で

ます︒ロシヤの軍事的圧迫に堪えかねた明治政府が︑ロシヤ側の申
島︵クリルアイランズ︶と︑広大なカラフトとを︑交換という名目

あります︒カラフトが黒竜江ロに横たわる島だからかような名称と

カラフトの酋長が松前藩の祖先蛎崎氏に服属したのは︑今から凡

なったのであって︑ロシヤ人が名づけたのではありません︒

このときカラフトの酋長が上の国︵北海道桧山支庁内︶庭来て︑

か詮

そ五百年前︑室町時代の文明十七年からであります︒

カラフトの存在さえ知らない昔から蛎崎氏はカラフトを支配してい

ヤは︑蒙古の支配から独立したままの時でした︒だからロシヤ人が

に醜の曹操が河南省の郭に造営した高楼であります︒その頃ロシ

労︸より

銅雀台の瓦硯を献じました︒銅能台とは︑中国が後漢といった時代

それ以前ロシヤ人に侵略された千島︵クリルアイランズ︶と交換の

米国の霞ハートン著﹁日露領土問題﹄田村幸策訳の中に−１一八七五

いのを慨嘆した﹂とあります︒

った露国に対しては︑日夜恨みを呑んで︑唯わが国力が彼に及ばな

当時︑日本人は︑生きながら愛児に別れる思いをし︑これを奪い去

いう論説には﹁三十年前︵明治八年︶樺太が日本の領土から離れた

戦﹂といったのであります︒また博文館の発行した樺太回復始末と

だから明治三十八年︑この島をとり返したときの戦を﹁樺太回復

で失った日本古来の領土であります︒

し出た通り︑ウルップ烏からシュムシュ烏に至る小さい島々の十八

いる人があります︒真実の歴史を知らないことから来た謬見であり

た﹂とあります︒

鶴

日本人の中に︑南カラフトは日露戦争で戦いとったのだと思って

(
上
｝

年︵明治八年︶の交換条約は︑日本人に所属していたカラフトが︑
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西

蛎崎慶広は︑今から三百八十一年前の天正十八年︑京都の緊落の

たのであります︒

は大阪城西の丸で徳川家康に謁し︑苗字を松前と改め︑慶長九年松

第で豊臣秀吉に語し︑蝦夷の島主として待遇されたし︑慶長四年に

は︑幕末の嘉永六年からであります︒この年北カラフトのヅーエと

南カラフトの楠渓とに軍隊を駐屯させてわれわれを圧迫したのであ

間もなく幕府は瓦解して︑武士をもって外敵にあたる組織を失い︑

ります︒

述懐に﹁彼レ一二大隊兵アリ︑我二寸鉄ナシ﹂とあるのは︑寸言だ

明治七年開拓使官吏としてカラフトの楠渓に勤務した北垣国道の

明治政府は成立したがまだ軍隊をもっていませんでした︒

徳川三代将軍家光の治世正保元年には︑幕府の命により国絵図を

日露両国人間に衝突が起こり︑開拓使の若い官吏達がロシヤの軍隊

が此頃の事情をよく物語っています︒明治三年正月桟橋椛築事件で

うけています︒

前慶広は︑江戸で家康に謁し︑蝦夷地の統治に関する黒印の制番を

で詳細は分りませんが︑関祖衡著﹁日本分城指掌図﹂に︑島形だけ

に揃えられたとき詠んだ和歌の中に︑その頃の官吏の心意気や国を

提出しました︒これを古国絵図と言います︒この地図は伝わらない
写されています︒この図によれば︑蝦夷が烏︵北海道︶の北にカラ

おもう熱情がうかがえます︒

からふと

御為の外にこころなき身は色川国臣

今更に何をかいはむ大君の

フト島があり︑島形は新国絵図︵元禄十三年呈上︶と同様︑ほぼ矩
形に描かれています︒測量技術の幼稚な時代の製作だから不正確な
ことは致し方ありません︒この図に関し注目すべき点は︑間宮林蔵
がカラフトを探検した文化年間より︑凡そ百五十年も昔からカラフ

花とにほはむ大和魂豊原清

よしや身は雪と消ゆとも桐太の

南カラフトだけでもその面積は︑三六︑○九○方粁︑台湾より広

南カラフトは台湾より広い

今から凡そ三百年前の延宝七年︵徳川四代将軍家綱の治世︶松前

っていることとであります︒

トが島だということを知っていたのと︑全島が明らかに旧本領にな

藩士厚谷四郎軍政は︑一隊の藩士を率い︑吉祥丸で楠渓に渡り︑カ

の属島を除いた九州本島にほぼ等しい︒広く陸地を掩う蝦夷松・椴

く︑四国のほぼ二倍あり︑九州地方から壱岐・対馬・五島・天草等

松等の大森林は︑紙や︒︿ルプの工業生産を促し︑エネルギー資源の

ラフトの統治にあたりました︒ストーブのない時代のことですから︑
した︒だからこれを松前の穴陣屋といいました︒

冬はアイヌに倣って床を掘り下げ︑堅穴の部屋として寒さを防ぎま

埋蔵の可能性もあります︒大陸棚の広いその沿岸は︑鮭・鱒・鱈・

石炭埋蔵量は豊富で︑所によっては今でも露天掘が行なわれ︑石油

盤の好漁場で世界三大漁場の一部をなすことは︑人々のよく知って

こうして松前藩は︑カラフト及び千島の全域にわたる統治の実績
千島もまだ侵略されてはいませんでした︒

をあげていましたが︑その頃ロシヤはカラフトの存在さえ知らず︑

台湾よりも広く︑日本の発展に寄与すべき多くの資源をもつ南力

いるところであります︒

ロシヤ人が一人も住んではいないカラフトに軍隊を駐屯させたの

（21）

とたたかいながら探検し︑開拓し︑統治して来た南カラフトは︑近

ラフト数百年にわたりわれ等日本人の祖先が血と汗を流して︑痘寒

ト︶について次のような記述をしています︒カラフト島の北端を北

その一証拠に︑この頃斉召南の著した水道提要には︑大長島︵カーフフ

二十七分と殆んど一致しています︒南は北緯四十九度八分とあって︑

東海岸の敷香附近にあたり︑オロッコ民族の住む南の限界でありま

緯五十四度四分と測定しています︒これは現在の測定の値五十四度

す︒これ程正確に北カラフトの地理を記述してあることから考えて

代化した強力な軍隊をもつロシヤにむざむざと侵略されたのであり
昭和三十六年桑港で開かれた平和会議でソ連代表が﹁千島列島お

ます︒

よび南カラフトの地域は︑日本が侵略によって奪取したものだ﹂と

も︑南カラフトの地理が分らない筈はありません︒

一四七三年︵朝鮮成宗の五年ｎ本の室町時代の文明五年︶朝鮮の

朝鮮でも昔はカラフトを日本領と認めていた

本領だということを認めていた証拠であります︒

前にも一記したように︑南カラフトの地名が一記入してないのは︑日

いったのは︑真実を無視し︑歴史の事実に眼を掩った全く虚構の主
昔の中国はカラフトを日本領と認めていた

張であります︒

しゆうしん

山海経に﹁日本の北は黒竜江から起一ろている﹂とあります︒山

曹礼判官申叔舟は海東諸国一記を著わしました︒その中に﹁日本の領

一○

八○

１ユ
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海経は︑中国の国号が周・秦といった古い時代の人なの言い伝えを
集めた本であります︒黒竜江の江口は北カラフトの対岸にある⑦す

の北端から日本領だという意味であります︒︵元樺太師範学校教授︶

域は黒竜江の北に起る﹂とあります︒黒竜江の北とは︑北カラフト
きつりん

ですから言葉を替えて言えば﹁北カラフトから日本領だ﹂というの
しん

本会関係者の動静
晴の当選者︵敬称略︶

知事四月十一日

小畑勇二郎氏︵特別会員秋田支会顧問︶秋田県

友納武人氏︵特別会員︶千葉県

市長四月二十五日

伊達慎一郎氏島根県

当選回数

であります︒

中国が国号を清といった頃編纂された吉林通志に﹁ギリャーク人
の住地は︑昔日本についていた﹂とあります︒ギリヤーク人は︑大
体北緯五十二度以北に住んでいたから﹁昔は北カラフトの北部まで
だったん

日本領だった﹂という意味であります︒
げんりゆう

ボ宮カシヤソ

清の乾隆年間に︑轄胆人の描いたという地図を見るに︑北緯五十
ポロコタン

幌古丹といったアイヌ部落で︑現在ソ連ではピレオといいます︒こ

情三郎氏︵能代山本支会顧問︶能代市
宇柳谷井
隻平氏佐原市

鈴木貞一氏︵特別会員︶︵五月三十日︶市原市

斎藤強氏︵松江支会長︶松江市

I

度に近い北カラフトに蒲堕鳴山が記してあります︒江戸時代Ｈ本で

フトには地名を全然記入してありません︒それでは南カラフトの地

れから北には多くの中国語の地名が記入してあるけれども︑南カラ
理を知らなかったのかというとそうではありません︒その理由は︑
南カラフトが日本領だということを認めていたからなのであります︒
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歯と健康

なう二大原因であるむし歯も歯槽膿漏も︑

云っても過言ではない︒処が吾々が歯を失

を常に続けることこそ長寿の原因であると

い︒したがって歯を健全に保つための努力

持のために︑一生噛象続けなければならな

親の乳一房を離れてから︑吾々は︑生命の維

長寿の人には︑歯の丈夫な者が多い︒母

することができるが︑歯髄の病変の程度の

性の炎症性変化は︑骨の吸収像として判定

Ｘ線写真では︑根管の形態や︑根周囲の慢

暗中模索を続けなければならない︒そして

であり︑他かにＸ線写真にたよりながら︑

っては︑これを眼で確かめることが不可能

けない根の幽曲や分岐もある︒歯科医にと

人差もあり年齢的にも変動があり︑思いが

略一定しているとは云え︑非常に大きな個

らば︑歯髄腔や根管の形態は︑解剖学的には

とっては︑一番困難な作業である︒何故な

抜髄や根管治療と云う処悩は︑歯科医に

については﹁人間ドック﹂が普及してきた

おくれになりがちである︒身体全体の故障

が︑社会に出ると︑多忙に紛れて︑つい手

迄は半強制的にせよ︑その機会に恵まれる

えば定期診査と云うことになる︒学生時代

是非必要になってくる︒これを具体的に云

ていない現状では︑早期治療︑早期処置が

のがあるが︑未だ完全な予防法が確立され

た口腔疾患の予防面の研究にもゑるべきも

われる︒

は︑生理学的な咳合についてであろうと思

何者でもない︒今後此の点で残された問題

歯とその周囲組織を清潔にすること以外の

周組織の疾患に対しても︑全身的原因があ

その初期の段階では︑本人は全く気ずかず

判別は全く出来ない︒従来は歯髄が一度冒

が︑人体の門戸である口腔の診査だけなら

い︑歯髄の入っている管腔を清掃︑消毒す

に過ぎてしまい︑歯科医の側から云わせれ

と云う観念が強かったが︑最近は歯髄にも︑

されると︑もはやこれは死んだ器管である

点検は出来る筈である︒

ば時間的にも︑経済的にも︑遥かに容易に

るとすれば︑それを除去し︑局所的には︑

ば︑捕みを訴え︑或は歯ぐきから血や膿が

人間の他の組織と同様に︑相当の修復能力

種々の手術法もあるが︑これを要約すると︑

出るのを︑何かの機会に偶然に象つげて︑

があることが認められてきた︒しかし﹁歯

人間の歯は水晶に相当する硬い組織でも

ることを﹁根管治療﹂さらに鹸近の用語で

もはや手遅れの状態になって︑はじめて︑

髄は履良の根管充填材である︒﹂と云う先

は歯内療法とよんでいる︒

そして医者が確患歯質を除去してゑると︑

るせん細な器官でもあるから︒

あるが︑例え髪の毛一本でも敏感に反応す

勝山茂

既に神経や血管の集合である歯髄が冒され

人の言葉は︑今も脈点と生きているのであ

︵日本歯科大学助教授︶

現在では一般に︑衛生思想が普及し︑ま

てしまっている︒此の様な歯髄は︑麻酔や︑

るから︑歯髄が冒されない中に治療するこ

医者を訪れる場合が殆どである︒

失活剤によって︑歯髄の知覚を奪ってから

とが最も肝要なことである︒

ると云う作業を専門用語では﹁抜髄﹂と云

また一般に歯槽膿漏と称されてきた︑歯

除去しなければならない︒一般に神経をと
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十和田湖の乙女の像の出 来 る ま で

ｊｊｊｔ

十年になる︒主人の生前は︑ほとんど二人

きの話題でにぎあうようになってすでに二

毎年夏が来ると私共の家では︑十和田ゆ

かかげる人も多いのである︒話は大分昔に

容と美しい乙女の裸像とのつながりに首を

くそのいわれが刻まれているが︑碑文の内

は余り知られていない︒台石の片側に細か

大町久世

で墓参をかねて年中行事としていた︒その

召しになった時︑たまたま出席していた青

もどるが︑大正天皇が地方長官を皇居にお

後の作となったことや︑その最愛の妻であ

りにも有名である︒故高村光太郎先生の最

十和田湖畔に立つ乙女の裸婦像二体はあま

ていたがちょっと淋しい感じがする︒その

の湖といわれ︑斧を知らぬ原始林といわれ

達仲間など様々な観光客でにぎあう︒神秘

十一年に始めて誘われて十和田へ出かけて

開発に着手したのであった︒桂月は明治四

査を始め︑地元の小笠原村長とともにその

恐催して青森へかえった武田知事は早速調

いるのを読んだのだ﹂との御言葉であった︒

町桂月が太陽という雑誌に紹介文をのせて

て御存じなのですかと伺った︒陛下は﹁大

を知らなかったので驚いて︑陛下はどうし

った︒武田青森県知事はあいにく十和田湖

った智恵子夫人によせられた思慕の作だと

森県知事に十和田湖のことをおたずねにな

か︑いろいろ伝えられている︒勿論これら

いる︒その後は蔦温泉で亡くなるまで幾度

人が増加している︒団体客︑家族づれ︑友

を全部否定することはできないが︑その当

も訪れている︒当時は奥入瀬の渓流にも山

近は交通事情もよくなったので年を旅する

後は子供や孫と同道して︑半月ほど涼しい

I

十和田湖畔で静養することにしている︒最

）

一
一

I

時︑乙女の像の出来るまでの経過について

猿が住んでいてよく出会ったということを

うになったのは昭和になってからである︒

聞いている︒道路が整備され︵スが走るよ

をとり︑地元の方灸の案内で︑十和田山中を

蔦温泉を本宿として︑行く先々の旅館で宿

歩きまわったのである︒﹁山は富士山︑湖

水は十和田︑ひろい世界に一つづつ﹂とい

こうして自ら歩いて︑見たこと︑聞いたこ

うざれ歌まで詠んで称讃したのであった︒

していった︒これと相待って地元では開発

と︑感じたことを機会あるごとに世に紹介

がつづけられていた︒やがて十和田保勝会

が組織されたが︑昭和のはじめに国立公園

列らねるようになった︒そして昭和二十八

制度が設けられて十和田湖はその中に名を

のであった︒これより先高村先生は第二次

年の秋には乙女の像の除幕式が行なわれた

世界大戦を岩手の田舎にさけて︑静かな生

田国立公園二十周年を一記念して︑開発に協

活をつづけられていた︒青森県庁では︑十和

力した三名の功労をたたえる記念碑建立の

を高村先生に依頼して来た︒高村先生は県

案が検討されていた︒そして記念碑の制作

心平氏と共に十和田を訪ねられた︒十和田

庁の請を入れて︑詩人の佐藤春夫氏や草野
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一
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うであったが︑記念碑制作のためにと間も

い︒東京へはもどらないと言われていたそ

の自然美ば先生の心を大きく動かしたらし

ても名をなされた高村先生も一つの制作に

たとも言われた︒詩人としても彫刻家とし

は近所に住む植木屋さんの娘さんに依頼し

時に記念品として贈られたｃ又像の一一﹂デル

日では青く︑艶やかな光をはなっている︒

でのべていられる︒銅とスズとの合金は今

村先生はこの乙女の像に与うという詩の中

つなら幾千年でも︑黙って立ってろ﹂と高

掩われて雪や風をさけることになっている︒

なく上京されて︑中野のアトリエに落ちつ

春風と共に雪かこいをとかれた乙女の像は︑

そして台上の乙女は訪れる旅行者を黙って

についてはなかなか決まらなかった︒斌初

ることであろう︒

やがて次食と訪れる観光客にとりかこまれ

かけられる御苦労の並灸ならぬことを伺っ

は青撫という子の口の奥の静かな湖畔とい

かれた︒私共夫婦は︑二度ばかりお訪ねし

てもらいたいとのことであった︒そこで三

うことであった︒一方では休屋の御前ヶ浜

に入ると︑乙女の像は冬越しのため厳重に

名の肖像をならべたのでは︑爆弾三勇士を

送迎している︒雪の深い北国とて︑十一月

想像しておもしろくない︒その上に私は桂

がよいという意見も出ていた︒いよいよ御

て私共は心から御礼を申上げるのみであっ

月には生前に会って知っているが︑あとの

前ヶ浜に決定するまでには関係者の方禽は︑

をまとめるため︑大正十四年六月なくなる

た︒先生はニコニコして静かな口調で次の

二人には会ったことがないｃ推察して作っ

いたらどこを希望するか等私達家族でも話

相当苦心をされたらしい︒父桂月が元気で

た︒記念碑の設計は谷口吉郎博士に御願い

たのでは私の良心が許さない︒いろいろと

﹁半年も蔦柵泉に龍城したるつれ人︑に﹂

まで︑その前年から蔦温泉に逗留した︒

して着々進められていたのに︑建立の場所

考え︑迷ってしまって思いついたのは十和

題になったことを思い川すのである︒除幕

の趣旨は十和田の三恩人の顕彰の碑を作っ

田湖の水の美しさである︒私は船からのり

式のあった年は殊に紅葉が美しかったよう

ような事を話して下さった︒﹁県庁の依頼

出して自分の姿を湖水にうつしてゑたので

一日が定められたので釧絵を見るようであ

である︒湖畔の紅葉の見頃である十月二十

残している︒小さなものであるがその一つ

として蔦温泉帖︑別に冬篭帖の二作を書き

なお義父桂月は恩師杉浦重剛先生の伝記

×××

つくることに定めた︒﹂というのであった︒

あった︒あの美しさを象徴して乙女の像を

の円型の銅板を持ってこられた︒見れば銅

か︒話終えられた先生は直径十五センチ位

ことは︑水鏡を想像されたのではなかろう

同じ乙女が手を指しのべて向いあって立つ

となってしまった︒﹁地上に割れて︑くづ

なられた︒そして佐藤春夫氏もすでに故人

で列席された︒高村先生は其後数年でなく

草野心平氏は勿論谷口博士やモデルさんま

った︒式には高村先生をはじめ佐藤春夫氏︑

酔後炉辺抱レ洲眠︑夢迷六十六州山︒

諮頭孤屋不し堪レ閑︑白雪埋レ践絶二往還一

京家庭裁調停委員︶

︵桂月氏長男︑元慶大教授芳文氏夫人︑東

イテヲリ︿・ウノ

エニメテヲッヲ

板には桂月の肖像を真中にしてまわりに三

れるまで︑この原始林の圧力に堪えて︑た

を紹介しよう︒

名の名前が刻まれていた︒これは除幕式の

（25）

四季の鉢物固
梅雨前後の盆栽管理Ｉ

渡部

①勢力のちがう枝の芽摘み盆栽では

普通二本ずつの枝が出るように︑葉を二枚

ることは︑樹木全体の力の調和を象ること

残して摘む場合が多いのです︒ただ注意す

です︒各々の芽にあまり大きな勢力の差が

は︑それに応じた芽摘をしないと︑ますま

なければよいのですが︑差が大きい場合に

います︒それで果実を眺める目的の盆栽以

貴重な養分を奪われ︑植物は衰弱してしま

多数の種子ができ︑これが充実するほどに

またまみられます︒葉がグッタリしている

ふちから枯れるような﹁葉やけ﹂症状がた

ない場合も起きてきます︒このために葉の

量が多くなり根から吸収するのが間に合わ

が甚だしく︑葉の表面から蒸発する水分の

しかし︑風の強いときや晴天の日は乾燥

すぐに芽を出しますが︑弱い下枝の芽では

びるものです︒強い上枝の芽は切られても

下枝の芽よりも上枝の芽のほうが力強く伸

②上枝と下枝の芽摘み植物は一般に︑

めるのが基本です︒

すから短かく︑弱い枝は長く残して切りつ

葉が大きくなりがちな枝は勢力が強いので

って見分けられます︒葉数が多く︑一枚の

勢力の強さは葉数の多少や葉の大小によ

す調和をくずすことがあります︒

外は︑花が終ったら急いで花殻を取り除き︑

ときには︑まず鉢を直射光線の当たらない︑

わりに与えることもよいでしょう︒

種子を実らせないようにします︒

風当たりの少ない場所に移し︑しばらく回

Ｏ花後の手入れ

サツキなどの場合は花びらだけでなく︑

咲き終った花殻をそのままにしておくと︑

子房の部分まで完全に取り去り︑フジは花

に摘んだ場合には︑上枝の発芽が早く︑こ

相当におくれます︒そこで上下の枝を同時
Ｏ芽摘みの基本

復の様子をみながら濯水してください︒

○潅水の注意

房の元から切り取ります︒

を続ける時期で︑新芽は次々と伸びてきま

下枝はついに枯れることがあります︒

なってきます︒これを数回くりかえすと︑

のため上枝は早く茂り︑下枝は次第に弱く
す︒新芽をそのままに伸ばすと︑整ってい

下枝が枯れる原因は︑置き場所がこゑす

六月はすべての植物が元気よく生長

は一段と盛んになり︑雨や曇りの日が多く

ぎて日当たりや通気が悪くなっているのと︑

五

なると日照不足のために植物は軟弱徒長し

る盆栽の姿をくずし観賞値価を低下させま

高温多湿の日が続きますと︑植物の生長

ます︒これをおさえるためには︑なるべく

で姿を整えなければなりません︒

す︒そこで伸びる状態をみながら芽を摘ん

上下の枝の生育力のちがいなどがあげられ

ることで︑木灰やワラ灰の灰汁を水やりが

窒素肥料をさけて︑加里肥料を十分に与え
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弘

ください︒

ただこのミドリを切る時期が早いと︑七月

芽摘承は芽の伸長を防ぐだけでなく︑摘

不定芽がミドリとなって伸びてきます︒

さらに折り取れば︑九

ます︒下枝の枯れ上がるのを防ぐ方法とし

むことにより側芽を出させ︑枝数をふやす

一○月ころにまた

ころにこの不定芽が伸びてきます︒これを

て︑①弱い下枝を長く切り︑元気をつける

目的もありますから慎重に行なってくださ
マツ類の芽摘ゑについては︑すでに黒マ

には︑このうち二本だけを残して︑他のミ

るものです︒盆栽として枝振りをよく作る

五本伸びてく

ツや五葉マツのなかで﹁ミドリ摘永﹂とし

て各枝に残された二本のミドリを適当な長

ドリを全部基部から折り取ります︒こうし

マツ類のミドリは普通四

て説明しましたが︑これはエゾマツやトド

い︒

とともに︑強い上枝を短かくして伸びをお
六日後︑つまり︑

さえること︒②弱い下枝の芽摘承を早くし
て強い上枝の芽摘象は五

③強い上枝の部分だけ葉刈りをして勢力を

マッの芽摘みとちがいますから︑もう少し

下枝の芽が準備されてから行なうこと︒
弱め︑下枝はそのままにして全体の調和を

詳しく縮明いたしましょう︒

差が生じたときは︑大きい葉を葉柄の部分

一部分の葉が大きくなり︑他の部分の葉と

芽摘みばかりではなく︑普段のときでも

の芽はその先端につくので︑枝伸びした姿

このミドリを長く伸ばしてしまうと︑翌年

がどんどん伸びて︑新芽から葉を出します︒

マツ類は五月にはいると新芽︵ミドリ︶

ドリは外側に向いて伸び︑勢力中等なもの

育させるためにも不都合ですから︑残すミ

るミドリは︑姿を作るうえでも︑満足な生

のミドリや幹の方向または内側に向いてい

さに折り取るのです︒なお真上に立つ中心

とです︒

考えて下枝を中心にして作業をすすめるこ

揃えます︒

から切り取り︑小葉を出させて全体の葉を

を選んでください︒

がまだ葉をひらかないときに︑その先端を

谷の朽橋苔むしにけり

おぼつかなこれより奥に道はあらじ

橋苔

栗の花ちる五月雨のころ

たにかげの青こけむせる柴橋に

山家五月雨

泊翁先生歌集より

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

になってしまいます︒そこで枝伸びを防ぎ
をひかえ︑同時に十分に日光に当て︑また

短かくしまった姿に作るために︑水や肥料
通気のよい場所に置くのですが︑一般的に

⑥針葉樹の芽摘み針葉樹のなかでス
だ完全にひらききらないころに︑新芽の先

はミドリを切りつめる方法が多く行なわれ

ギ︑エゾマツ︑トドマッなどは︑新芽がま
を指でつまんで引き抜くようにします︒鉄

ます︒

やトドマッは一年に数回新芽を出す性質が

指で折り取ります︒残ったミドリはその先

ミドリを切る方法は︑伸びてくるミドリ

で切ったり︑爪を立てて切ると︑切り口の

あるので︑新芽が伸び次第取ることができ

年はこの不定芽が伸びてミドリになります︒

端か先端に近い部分から不定芽が出て︑翌

部分が赤くなって汚れが目だちます︒スギ

ですから新芽が出っ揃てから芽摘象をして

ますが︑エゾマツは一年に一回だけの新芽
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岬鍛犀
千葉県加藤巳之
冬深き山の奥処の炭小屋にいく夜いねしか炭やくわれは
冬山をわが越え来れ︵越えて下れ︶ぱ山峡の大き藁家に梅

丸か上ぐ

か

鷹の羽の斑入りす坐きを三度植ゑ三度枯しぬ又も植ゑむ

宮城の種の紅葉は実生より太く育ちて花も実もつく

白花のつくばね草はよく咲きぬ赤も咲けよと息吹きかけ
ぬ︵る︶

軒下は陽差し少くなりた︵け︶れぱ花の命も長くなりぬる

ハト麦は遂に生えずとあきらめし畑に発芽す三十日も過
ぎて

苔草の低きも遂に現はれて世に知られゆく時は来にけり

同伊藤修郎

弘道一月号の一︲和気清麿と猪﹂を拝して

とく遅く清麿の足定まらず宇佐八幡の緩ききざはし

今は昔香取の杉の梢には数多騒ぎし鷺の群烏
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は綻ろぶ

芽吹きせる探林を朝ゆけば花かとぱかり映ゆる木︵木木︶

朝戸出に便通よき日の明るさよ残る生命も延ぶる気もし
孫と焚く落葉の中に焼く藷のほどよくやけて味のよるし

枝は垂れ皮の裂癖の大きくてまこと千歳と見ゆる大杉

香取神宮

東の山より上る大き月を麦蒔き終へし畑にゐて見る

往き還へり十里の道を足袋穿きてかちより行きてひたに

奉幣使の召したる餅馬遅しく足掻き沫噛承今も見る如

鳥の声耳に響けど寒ければ起きためらひて孫に笑はる

農をやむる世にはならはで田づくりの家をぱつぐと励む

鎧武者錦の施や白丁の界ける神輿花より出づる

祈りし

札幌の農大に得し刺無しのアカシヤ白く花咲きにけり

同菅谷義太郎

吾子はも

老いし身︵老い吾︶の家の務めと旗日には朝より早く日の

I

千歳経る香取の杉の種と云ふ苗木を植ゑて時に見巡ぐる
もし

けなげにも明日の農業になふ娘らの一位となれる姪の頓

り︵夜の更くるまで︶

生れし子に命名すとて子と孫は頓あつめて夜を更かしけ

筑波嶺も利根も霞ヶ浦風の吹くや香取の神の後庭

人︶

大船の香取の神の大前に千代を契りて今か出て立つ︵二

三重県新家たかし
ひなりき

女子ならばスグにも働らく口ありと言ひし周旋屋は人買

秋田県川村宗嗣

あるじなき空屋敷にも春の来て桜の咲けば︵さかりて︶に

得む

農村の潜在失業者何をもて︵何以︶不況の都会に働らくを

ぎやかなるかな

まさかりに咲きほこりたる桜花道もせに散り春の雨降る

京阪神くまなく歩き職を得ず遂に外地の教員となりし

加茂川の川面にうつる街の灯は吾が洋泊の青春に似る

当てもなく職を求めて坊僅ひし京の街の灯今は恋ひしぎ
の日

去り難く︵き︶思ひて去りし京の地に再び帰り住むは何時

埼王県相沢正直

目出たくもつとめ果たせり蒜なくアポロは三度月を訪ね
て

とこしへに残らむ六たび町長となりて尽せし君が︵の︶勲
は

まなびやと建つる敷地の地まつりを仕へ奉りて工事始め
ぬ︵り︶
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千︲葉県並木文比古

難の朽葉かきたるあと見れば草の萌え出て青く匂へり
︵青々匂ふ︶

久々に友を訪ぬる野道には土筆蕗の茎星の数ほど
近道と山坂来︵登︶れぱ崖下のくらきに墓がわれを晩める

落梼坂路を埋め惨らしく花の終りを告くるあはれさ
ずかに育む︶

日溜りの背戸藁塚隣りして柿の新芽は青象そめたり︵わ
可

菅谷喜一

やるせなき心しづめて待つ時にアポロは帰路のドッキン
グ告ぐ

農地惜しむ人の心はわかれどもかたくな異らずや空港の
状

I

国策にそひてやむなく米作り惜しくも休む老は今年も

川越市小名木狂辰
たまさかの日曜なれど肥桶を父とかつぎて麦に施す
ためく

歎きつつ掲揚運動せるために︵お蔭︶建国の日に国旗は

ご苦労と今日の鍬洗う赤間川流れも太り水温ゑたり

採点井上学暦

かくばかりおもしろくなき採点も今年ばかりとなりにけ
るかな

春ごとに採点しつ坐明け悪しわが生涯も終らむとする
採点の理否曲直はやがて行くゑんまの庁の破璃に映らむ
学問の真偽の象かは一生の功罪やがてさやけからむを
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

菰包

ならむを

く間も

年を経て久しきのぞゑかくこそとおもへぱうれし菰を解

千葉県石橋香峰

評海女と一緒に乗り合せた遊覧船というのは文字通り春の

︑海女と乗る遊覧船や春の海

篠塚しげる選
︾勺○

感じが一杯にみなぎっていて誠に読者に心よい感じを与え

○観音は女の姿うららかに

○煤煙の工場ひしめき海霞む

南信パラダイス

○群れ歩むホロホロ烏や風光る

竹岡黄金の井戸

○光藻も春めく姿岩の奥

一腿や県の指定の多宝塔

○

まだ残る白亜円塔陽炎ひて

荷姿は菰包にて品名は梢木とあるもおもしろきかな
るかな

菰もよし楕木もよるしひなびたる山のにほひのゆたかな
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弘 道俳壇

｜

同

加藤刀水

評柚のたつきを本当に味っている人でなければこの句の実

︑噸りの朝夕飽かず柚のわれ
感はわかないかもしれぬ︒

○陽に映えて花かと紛ふ裸の芽

○城吐只石に残して藤盛り

○藤咲けば藤活けてある里の店

山の色体臭として藤活ける

︑早苗饗りや心に残る休耕田

同

同

角田洋圃

宮崎秋峰子

評誠に農民ならではの心深い感懐が惨み出ている︒

○閑散な過疎地の駅や桐の花

○耕牛を草に憩はせ農の昼

○話しつつ浸す種籾老い同志

○菜の花や突風蝶を煽り出す

雨に咲く手稜溺々と女の風情

叱る相手の無きむなしさの蛙聞く

○暖かき天から小鳥こぼれくる

○にんげんの世に縛られて寒き春

れたことで一転して力強く新鮮な趣のある一句となった︒

評中七までは月並であるが︑下五の﹁妻あらず﹂と据えら

◎野にぎっしり春の日が満ち妻あらず

○音もなく今日ふる雨や木々芽吹く↑
維子鳴くや指顧一望の寺の山
ささやかな雨に恵まれ種子を蒔く
炉の煩の吹けば年輪美はしく

野仏に頬よせあひて蕗の苔

同田村隆村
︑藤垂れて搾乳の娘の背を掃ける
評牧場の一風景でもあろうか︒︵必ずしも牧場でなければ

小田原城吐の﹁御感の藤﹂を拝観して三句︶

選者近詠篠塚しげる

御ン藤の五月雨寒の畏しや

ならぬことはない︶とにかく藤房の垂れている蔭で若い女
の人が牛乳を搾っている︒風が吹いて藤がゆれ娘の背を撫
でている︒いかにも健康で美しい情景だ﹁背を掃ける﹂と

藤貴とその色に降る雨貴と

御ン藤の五百房五百の雨雫

いお

いう言葉の選定もよい︒

○藤咲くや海よりの風真向に
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支会だょり
況や旧一宮藩主であられた加納久朗知事の

めんとするにあり

事業明治四十四年十一月以来毎月☆報を

発行し大正三年四月瑞沢時報と改題

会員一同ささやかな祝宴を催し︑更に佐藤

伊藤村長︑時田村会議長等の来賓をはじめ

山田誌太郎︑神谷初之助︑福本誠︑足立

前年講演せられたる名士を挙ぐれぱ

編輯責任者小川清

して会員及び関係者に頒布せり

数年前︑千葉市教育長楠原信一先生から

四郎吉︑嘉悦孝子︑福本友吉︑加藤玄智︑

思い出などで一応会を閉じ︑先生を中心に

弘道会誌禰号を頂き平塚益徳博士の﹁世界

賢治氏︑中山副会長等約十名は先生の宿舎

千葉県睦沢支会発足について

の中の日本の教育﹂についてのご講演によ

一夕を過した︒現在は会員数も僅か五十一

一宮松涛軒で先生を囲んで諭談風発愉快な

明治四十四年一月以来毎年冬季夜学会を

郡技手等も瞳と来講せり

尚郡長︑中学校長︑警察署長︑郡視学

年々名士を勝して講演会を開催す

って大いに蒙を啓かれ是非とも誌友をふや

名ですが︑今後役員各位の協力を得て之が

服部宇之吉︑吉田静致の諸大家なり

青少年をすぐはねばならぬと決意しました︒

倍加を計り目的達成のため精力的努力を致

開いて青年指導に力めつつあり

担当者小川信治

大正十年一月夷隅郡自治資料展覧会出品

者現支会長小川信治

︵支会長小川仁︶

小川氏は現在村教育委員長︑村老人クラ

ブ連合会長︑長生郡教一委連協副会長︑長生

つとめておられます︒

地区保護司会理事︑明正選挙推進委員等を
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し現在の腐敗した社会︑不良化しつつある
偶を当村︵町村合併で夷隅郡瑞沢村と長生

し度いと考えております︒本会は勿論先輩
なほ往年の瑞沢支会がいかに目ざましい

各位には支会の御教導をお願い致します︒

活躍をしていたかを如実に物語っている色

郡土睦村と合併長生郡睦沢村となる︶には
した時代もあり偶小生の亡父信治が支会長

ずりポスター︵夷隅郡自治資料展覧会に出

明治三十三年日本弘道会支会もあり大活躍
やら夜学担当者でもあったので先輩佐藤賢

日本弘道会瑞沢支会要覧

載致します︒

品︶が保存されているのでご参考までに転

治氏︵師友会支会長︶や鵜沢教育長︑吉野
社教主事の御協力を得て去る二月五日渡辺
正勇主事等の御来駕を願いましてここに睦
沢支会が誕生しました︒会長には不肖私が
選ばれ副会長に保育園長中山了正氏︑社教

創立者若菜事司外九名

設立明治三十三年五月五日

共

長外を︑更に顧問には伊藤村長︑久我社教議

道徳を進め併せて風俗を醇良ならし

目的日本弘道会の主旨に従い会員各自の

汁

副議長の鈴木三郎氏が︑理事には鵜沢教育

た︒発開式での渡辺先生のお話弘道会の現

長︑久我優氏及佐藤賢治氏をお願いしまし

美

時のご逸聞を殊のほかのお喜びでご覧に

ら献上のところ︑陛下には先のご訪英当

るという︒誠に結構なことである︒これ

て社会教育の抜本的改革を図る方針であ

陛下にご覧いただく

んとんとしている思想傾向や到底想像も

が実施の暁には左右の偏向等︑とかくこ

つかぬ奇怪な行動も次第に正常化して来

ように入江侍従長︵特別会員︶を通じて

るものと思う︒われわれは微力ながら新

なりよくお礼を言ってほしいと︑上記の

千葉先生にお手紙がありました︒さきに

会長を迎えた今日会員各位のご協力によ

﹁弘道﹂第八二七号

ツッジ﹂︶を献上しております︒本会の

光栄はもとより多年明治天皇昭憲皇后に

って一段と弘道精神を高揚してこの趣旨

美

にそいたいものである︒︵編︶
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東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区西神田三ノーノ六

渡辺正勇

は毎食後の歯磨きが大切なのに朝だけで
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編集兼

印刷人

共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十
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印刷所

生きがいある生涯教育﹂が体系化され
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諦州咽日本弘道会

を経て社会教育審議会は四月末最終答申

一

庭生活の向上︑地域の連帯意識の強化等

しい理解による日本文化を根底とする家

を坂田文相に提出した︒これによれば正

教育の在り方﹂について二年の慎重審議

◇﹁急激な社会構造の変化に対する社会

のである︒

せのように定期検診と同様励行したいも

よいと思いがちであるが︑勝山教授の仰

◇六月四日はむしば予防の日︒わが国で

りご満足のことかと思うのである︒

西村会祖も定めし泉下においていかばか

育係であられた等特にご親任の厚かった

ご進講申し上げ︑さらに大正天皇のご教

美芳

第剛号︵西村幸二郎評議員の﹁天子様の

入江侍従長より千葉
三郎氏への書翰
拝啓大部夏らしくなってまいりました︒

いつもおかわりなく御活躍の御事大慶に

存じ上ます︒この度は﹁弘道﹂の貴文
︵本年四月号﹁両陛下の御外遊を慶び
五十年前の東宮殿下時代を偲び﹂︶御献
上いただき難有厚く御礼申上ます︒大変
お喜びにて御覧になりよくお礼を言って
ほしいと仰有いました︒古いことをよく

敬具

御記憶にて驚き入りました︒くれぐれも
御自愛祈上ます︒

編集後記
本誌第剛号を特別会員千葉三郎先生か

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額

Ｊ北方教育一全卿慧篭

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

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

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︒

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

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

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

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

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

解題大久保利謙

Ｉ

二九六︑一○○円

明治完結全町冊

予約募集

東京都文京区大塚2−17−12
電話（941）7818．（943）1926

宣文堂書店

史料篇二

史料篇一

森有稽全集

第四十年報
︵明治八年︶︵明治四十五年︶

第一年報

第五十四年報
︵大正元年︶︵大正十五年︶

第四十年報

l

人物篇一

文 部 省年報
文 部 省年報
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