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人々自ら其身を立て其産を治め其業を昌にして以て其生を遂るゆえんのものは他なし身を俺め智を開き才芸を長ずるによる

なり而て其身を情め智を開き才芸を長ずるは学にあらざれぱ能はず是れ学校の設あるゆえんにして日用常行言語書算を初め士

して之に従事ししかして後初て生を治め産を興し業を昌にするを得くしされば学問は身を立るの財本ともいうべきものにして

官農商百工技芸及び法律政治天文医療等に至る迄凡人の営むところの事学あらざるはなし人能く其才のあるところに応じ勉励

入たるもの誰か学ばずして可ならんや夫の道路に迷ひ飢餓に陥り家を破り身を喪うの徒の如きは畢寛不学よりしてかかる誤ち

を生ずるなり従来学校の設ありてより年を歴ること久しといへども或いは其道を得ざるよりして人其方向を誤り学問は士人以

上の事とし挫工商及婦女子に至っては之を度外におき学問の何物たるを弁ぜず又士人以上の稀に学ぶものも動もすれば国家の

為にすと唱へ身を立るの基たるを知ずして或は詞章記諭の末に趨り空理虚談の途に陥り其論高尚に似たりといへども之を身に

えんなり是故に人たるものは学ばずんぱあるべからず之を学ぶに宜しく其旨を誤るべからず之に依て今般文部省に於て学制を

行ひ事を施すこと能ざるもの少からず是すなわち沿襲の習弊にして文明普ねからず才芸の長ぜずして貧乏破産喪家の徒多きゆ

事を期す人の父兄たるもの宜しく此意を体認し其愛育の情を厚くし其子弟をして必ず学に従事せしめざるべからざるものなり

定め追々教則をも改正し布告に及ぶべきにつき自今以後一般の人民確畦礎準冠必ず邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめん
高上の学に至ては其人の材能に任かすといへども幼童の子弟は男
女の別なく小学に従事せしめざるものは其父兄の越度たるべき事

に非ざれぱ学ざる事と思い一生を自棄するもの少からず是皆惑へるの甚しきもの也自今以後此等の弊を改め一般の人民他事

但従来沿襲の弊学問は士人以上の事とし国家の為にすと唱ふるを以て学賀及其衣食の用に至る迄多く官に依頼し之を給する
を伽うち自ら奮って必ず学に従事せしむ様心得べき事
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発布百年

て本年は百年を迎えた︒明治五年の学制はあらゆる点から

明治五年に学制が発布されて︑近代教育制度が実施され

中学へ進学させ︑中学卒業生の中から優秀なものを選んで

中から中等教育を受ける能力をもったものを選んでこれを

を小学校に入学させることを定め︑小学を終了した生徒の

それは小学・中学・大学の制度であった︒すべての学齢児童

海後宗臣
染て︑現在の教育の出発点であり︑日本の教育は常にこの

育は中学校において︑高等教育は大学において行うという

原点を見ることが必要であるＯそれは現在までの教育のあ

構想で学校制度の体系づくりを始めた︒勿論このような近

であった︒このように初等教育は小学校において︑中等教

て学制発布百年の記念行事が行なわれたり︑教育百年史を

大学へ入学させて最高水準の教育を受けさせるという企画

編集する事業が︑国において︑あるいは都道府県において

制度を範としたものであった︒

代学校制度は欧米諸国において既に行われていた近代学校

にもその起点は重要な意味をもっている︒本年各地におい

進められたりしていることは︑近代教育出発の原点から︑

学制においては学校体系の基本を小学・中学・大学とし

る︒小学校の中には公立小学の他に小学私塾や女児小学︑

幼稚小学などが定めてあった︒中学の種類として農業・工

たが︑これにならぶ多くの学校がありうることを定めてあ

業・商業などの実業学校の他に諸民学校という定時制の勤

明治五年の学制は維新後の諸情勢のもとにおいて︑新し

を初・中︒高の三つの段階に編成する基本方針を決定した︒

い学校制度を創始してこれを実施した事業である︒この学

かにしたいと考えているからである︒

教育の実情を究めて︑さらにそれを発展させる方向を明ら

ゆ桑をたどるためばかりではなく︑将来の教育発展のため

制

制によって始められた学校の制度においては︑全国の学校
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学

労青年の学校も掲げてあった︒大学についてもこれになら

のであって︑このことは明治五年学制実施に際しての教育

明治五年学制発布の際に有名な太政官布告が発せられ

改革の実情として注目しなければならない︒

語学校もあげてあった︒これらを合せて象ると明治五年の

た︒この中に村に不学の家なく︑家に不学の人なからしめ

ぶ学校として専門学校や︑大学入学の基礎教育を施す外国
学制を企画し︑全学校の体系を椛想した立案者の見識はす

んという大方針が声明されている︒これは国民すべてのも

のを学ばせるために︑学校を設けるとした方針であるが︑

ばらしいものであった︒明治から大正︑昭和にかけてのわ
が国の学校はこの明治五年学制に定められた学校制度の企
しかしこれら学制において立案した学校を一斉に設置す

制度における機会均等の原則であって︑これは︑今日に至

はないという思想が明らかにされている︒これは近代学校

そこには華士族︑農工商婦女子によって差別があるべきで

ることは不可能である︒まず小学校の開設を第一着手とし

画を基本としているのである︒

て学制の実施につとめた︒小学校を急速に全国に開設する

に開設された小学校にどれほどの児童が入学したであろう

るまで貫かれてきている︒このような原理によって︑全国

rq，

ために︑学区制をもととする方針を立てた︒全国を五三︑

てのものは学校へという理想はこうした就学状況のもとに

七六○の小学区に区分したのであるが︑この小学区に小学

校数の約半数であった︒しかしこの五年後の小学校数はそ

おいて掲げられたのであった︒その後︑明治二十年代まで

って︑平均して就学率は四○％には達していなかった︒七

の後今日まで大差ないことを染ると︑この国土において必

は就学率が五○％を越えるまでに上昇できなかった︒三十

か︒明治十年までは男子が五○％︑女子が二○％ほどであ

要とする小学校はこの頃に開校されたのである︒このよう

年代に入って︑小学校行政について新しい方針がとられた

校一校を設ける方針とした︒これによって小学校の開設が

にして小学校の設置が数年で完成したことは驚くべきこと

ので︑急に就学率が上昇し︑明治三十五年には男女平均九

始められたが五年後には全国に約二六︑○○○の小学校の

であるが︑これには近世以来の日本の学校︑特に幕末維新

○％に達したのである︒すべての子どもを小学校に入学さ

れらは無学文盲の徒となったことはいうまでもない︒すべ

期に既に全国諸藩に設けられていた藩校の他に数万に及ぶ

せようとした学制発布当時の理念は三十年を要してようや

割ほどの児童は小学校に入学しなかったのであるから︑こ

私塾寺子屋が存在していたことによるのである︒これらの

く達成されたのである︒義務就学率九九％以上になったの

設置ができた︒この小学校数は学制による設立予定の小学

江戸時代における近世学校を近代学校制度として編成した
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とした︒これをみると小学校の拡充だけで五十年近くの年

は大正九年からであるので︑それからさらに二十年を必要

とはできなくなっていた︒

卒には原則として中等教育︑高等教育の機関へ入学するこ

へ進学した生徒は高専大学への道が開かれていたが︑高小

ったのである︒大正時代から昭和初年にかけても中等学校

ち限られた小数のものにせまい門を開いていたに過ぎなか

の体系はつくられたが当時の中等学校は小学校卒業生のう

の学校が制度として認められた︒このようにして中等学校

も加えられて︑昼間労働しているものに対しても補習教育

営されるようになった︒実業学校の一部には実業補習学校

行う高等女学校︑実業教育を行う実業学校が制度として運

の時代に男子の普通教育を行う中学校︑女子の普通教育を

ようになったのは︑明治三十年代になってからである︒こ

等学校は発展することはできない︒中等学校の形ができる

新制度の小学校が普及して卒業生が多くならなければ︑中

このようにして三種類の高等教育機関が設けられていたが︑

って専門学校から大学への接続は考えられていなかった︒

学校で︑卒業者は直ちに実務に就くと考えられていた︒従

したのであった︒専門学校は大学とは別に専門教育を行う

校となったが︑実際には卒業生の大部分は帝国大学へ入学

大正八年の改革で︑高等学校は高等普通教育を完成する学

帝国大学へ進学する生徒のために予備教育を行っていた︒

多くは三年の高等科だけの高等学校であってへここでは︑

た︒その後︑大正八年から七年制高等学校も設けられたが︑

によって高等中学校となり︑二十七年から高等学校となっ

治十年代の大学予備門であったが︑明治十九年の学制改革

はそれぞれ独自な性格をもっていた︒高等学校の始めは明

高等教育を行う高等学校︑専門学校︑大学の三種の学校

月を重ねなければならなかったのである︒

で教育をうけたものは︑同年齢層の二○％には達していな

何れも昭和にかけて学校数︑生徒数が激増した︒

高専大学は大正後半年から著しく拡張されたのであって︑

中学校の設置は︑明治五年の学制とともに始められたが︑

かった︒小学校卒業生の多くは︑尋常小学校卒業までにと

昭和二十二年占領下に断行された学制改革は学校全体を

どまり︑さらにそれ以上の教育を受けたいと希望した大衆
青年は高等小学校へ入学した︒そこで八割は高等小学校へ︑

して改造された︒新しく義務制の中学校が成立し︑小学校

著しく改変した︒小学校は六年となり︑高等科は中学校と

る中等学校はすべての青年に均等に開放された︒これは中

卒業生のすべてが中学校へ進学したので︑この段階におけ

二割は中等学校へと配分されて︑これが国民全体の学歴を
学校卒業の時期に中等学校進学と高等小学校へ進むものと

きめることとなっていた︒このようにして︑生徒は尋常小
に分れて︑この上の学校が複線型となっていた︒中等学校

（4）

｡

等学校をすべてのものへという今世紀に入ってからの中等
教育開放の理念をもって断行した画期的な教育改革であっ
た︒中学校卒業生のうちさらに学業を続けたいと希望する
生徒はできるだけ多く高等学校へ入学させるという方針で
あった︒これによって高等学校への進学者は逐次増加し︑

最近は八五％となっている︒これは更に増加し︑近年のう
ちに国民の最終学歴は高等学校卒業となるであろう︒この
高等学校は旧制度下の中学校︑高等女学校︑実業学校をす
べて一つの高等学校としたのであって︑中等学校の差別を
なくし︑一様な中等学校体系になるような改造をした︒大

いう限界を見せてきている︒高等学校がすべての青年のも

発達は︑これ以上に学校教育を拡大することができないと

のとなれば︑十八歳まではすべて学校において教育を受け

ていることとなる︒将来において大学がその門を開放する

ならば︑学校はすべてのものが差別なく︑教育を受ける機

で青少年の教育を担うこととなる︒このようになれば今日

関となり︑小学校から大学に至るまですべてが︑完全な形

のような学歴は社会において問題とはならなくなり︑勿論

入試もなくなり︑学校が本来の機能を果す時代となる︒こ

のような時代が遠くないことを考えると︑学制発布百年の

現在︑すべてのものを学校へと宣言した布告の理念が︑間

︵特別会員東大名誉教授︶

もなく完全に実現されたこととなる︒
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ころか︑現在教育界が比較的平穏なのをよいことに︑学

校は﹁学校モンロー主義﹂的態度をとり︑社会もそれを

課題である︒︵特別会員︑日本経済新聞社社会部長︶

容認しているかのようである︒はたしてこれでよいの
だろうか︒国のあらゆる営みのうち︑教育は何にもま
してその根幹となるものである︒先進各国にくらべて
はるかにおくれている公共施設も︑社会福祉も︑政治
や行政の課題だろうが︑教育はそれらをも覆う重大な

、 u ノ

学については従来の専門学校︑高等学校︑大学を単一の大
学として改造し︑高等教育の中に成立していた複線型的な
教育を単一のものとしたのである︒このような新制大学の
出発によって︑大学の学生が多くなり︑所謂大学大衆化の
現象をつくりだしている︒

百年にわたりわが国の学校は︑大学・中学・小学の基本
となる体系をもととして︑次第に拡張して現代に至ったの
から六歳までの教育は学校の形をとるのは適切でないので︑

である︒最近幼児教育のことが問題となっているが︑零歳
これを学校就学前保育として制度化する必要がある︒その
他高等学校義務制実施の問題︑大学の門戸をどのように開
どがある︒しかし全体としてみて︑百年間にわたる学校の

くかについての問題︑大学卒業生のための大学院の問題な
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三府七十二県となっている︒同じ七月︑文

その十一月には早くも府県の廃合が進んで︑

明治四年七月︑廃藩置県の詔書が出され︑

の万法精理などをはじめとし︑近代政治︑近

ろすでにルソーの民約篇︑モンテスキュー

学制発布後も︑国は多事であった︒そのこ

四月︑板垣退助が岐阜で遭難したが︑同じ

行︑いっそう言論をさかんにした︒十五年

民は自由新聞を︑矢野文雄は報知新聞を発

を刊行した︒そして同年五月︑東京に師範

明治五年一月︑福沢諭吉が﹁学問のすすめ﹂

子ら五人の少女がアメリカに留学している︒

江藤新平が任ぜられた︒同十一月︑津田梅

は萩明倫館に事をおこし︑同じ年︑板垣退

明治七年︑江藤新平は佐賀に︑前原一誠

思想・小説などまで︑世に紹介されていた︒

命やロシア虚無党の運動の歴史︑ならびに

代思想の理論が説かれ︑またフランス大革

健吉︑尾崎行雄を︑東京から三里外に退去

府は保安条令により︑星亨︑林有造︑片岡

が相ついだ︒そして明治二十年十二月︑政

いて高田︑群馬︑加波山︑秩父に政治事件

年︑福島には河野広仲の事件があり︑つづ

部省がおかれ︑文部卿に大木喬任︑大輔に

学校が設置され︑八月に学制の発布があっ

を命令している︒

明治十七年二月︑内務省土木局長から岩手

わが国の教育の実状は︑どうであったろう︒

明治二十年ごろまで︑この世情のなかで︑

助︑片岡健吉︑林有造は立志社をつくり︑

た︒このように記

学制百年におもう

LOノ

すと︑維新以後の
ムーズのようであ

を視察してつぎのように述べている︒﹁教

県知事に転じた石井省一郎は︑県内の教育

育界には異状な空気が漂っていた︒欧米人

明治二十三年二月十七日︑全国地方長官

／ ハ 、

政治はきわめてス

木下一雄

欧米化してしまわねばだめであるとし︑学

を高く見て︑日本の歴史や習慣を無視して
自由民権運動ののろしをあげた︒明治九年
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を通告し︑岩倉大使らに条約改正の全権を

はない︒せいぜい朋友信あり位は︑とるこ

ていた︒米国などには五倫五常というもの

とができるが︑その他は不必要︑君臣義あ

校教育をうけている生徒が︑これにかぶれ
新政府は︑一方からは︑公議与論を標傍す

りなどいうことは︑全く不自然であるとい

には太田黒伴雄熊本神風連の事があり︑同

平分子が事をかまえ︑たまたま地租改正︑

るが︑実際は藩閥独裁の専制政治であると

う思想であった︒学校教師もこれに雷同し

十年には西南戦争があった︒そのころ明治

徴兵令反対の運動と結びつき︑数年にわた

いう反対をうけていたが︑明治十一年五月︑

た︒一方国内ではいたるところに士族の不

り︑ほとんど全国的に農民一摸といわれる

よいよ織烈となったが︑馬場辰猪︑中江兆

明治十四・五年ごろ︑自由民権運動はい

大久保利通は︑紀尾井町で刺された︒

しく多事であった︒そのまっただ中で学制
が発布されたのである︒

ていた﹂注仙

ものが蜂起した︒外交内政とも︑はなはだ

委任している︒そのころ韓国の問題もあっ

に条約改正の意向

年五月政府は各国

るが︑同じ明治四

ＪＪ
ー

各位ともに同心協力し︑此衰額を挽回せざ

るようなものであると責めたることありＯ

者を奨励して︑一つの虚無党を養成してい

うな勢がますます強くなれば︑政府は幼年

分はかつて文部大臣に対して今日のこのよ

てこれを潤養せざれぱ︑此末如何せん︒自

を見ず︑実に嘆かわしき次第なり︒今にし

ばしば説諭するも︑馬耳東風︑皇もその功

されず︑止むを得ず︑管下学校に向ってし

らざることを︑しばしば迫りたれども採用

て︑当局者に向って︑徳育の忽せにすべか

校の模様を見るに︑実に悲しむべき有様に

事の発言はつぎのようである︒﹁管下︑学

建議がなされたが︑その時の高崎東京府知

会議が東京に開かれ︑徳育梱養の義につき

じている︒

れは四書の上に出ることはできない﹂と論

かりにあたらしいものを選ぶにしても︑そ

たらしいことを求めるのは不見識である︒

して︑今日の時勢に合わないものとし︑あ

ある︒この教の道徳をよく極めることなく

い︑徳性を尽くし︑天下を平かにする道で

まり︑己れを修め︑人を修め︑仁義を行な

ない︒孔子の学は孝悌忠信礼儀廉恥にはじ

ちにわが国の道徳教育をたてることはでき

ト教から出ているため︑これをもってただ

な性格について述べ﹁西洋の修身はキリス

七年ごろ国教論を書き︑わが国徳教の独自

五・安政二︶らである︒元田永手は明治十

之︵一八三六・天保七︶杉浦重剛︵一八五

一︶福沢諭吉︵一八三四・天保五︶加藤弘

るのがよいという考え方であった︒

設け︑各宗派の布教師をその教員に任用す

もよい︒学校には宗教を本とする修身科を

行なわれてきたのであるから︑儒教にして

教としてもよいのであり︑維新までは広く

仏教でも︑キリスト教でもよく︑儒教は宗

る宗教は︑いずれにてもよく︑神道でも︑

じく︑宗教を必要とした︒すでに日本にあ

に至るまで︑一切の秩序を包羅してもらす

固うし︑人生居家の細目より︑天下の大計

もって長幼の序を保ち︑もって朋友の信を

父母に事ふくし︑もって夫婦の倫を全ふし︑

加藤弘之は教育の基礎として︑欧米と同

杉浦重剛は宗教を教育の基本とすること

ないとし︑その﹁徳育余論﹂︵明治十五年︶

まず封建的な儒教道徳を斥けなければなら

で︑近代的な生活をつくり上げるためには︑

福沢諭吉は︑あたらしい時代精神のもと

きの場合︑はなはだすぐなからず︑物理の

である︒﹁物理の定則を人事に応用し得べ

人間生活の理を明らかにしようとするもの

意見をもった︒天地の自然の理をもって︑

理を教育の基盤とすることの方がよいとの

には同意しなかった︒そして別に科学の原

明治五年八月︑学制が発布された後も︑

で﹁今日︑自主独立の教においては︑まず

べきものと信ずるをもって︑今宗教とはな

定則はここでとくにこれを人事に応用し得

の類推法によって︑物理の定則を応用する

れて︑道徳の大本を定めんとするには︑こ

〔／ノ

ものある鍔へからず﹂と論じている︒

れぱ︑実に国家の一大事なり︒﹂注②

日本の世情は︑およそこのようなものであ

我一身を独立せしめ︑我一身を重んじて︑

注の②海後宗臣著教育勅語成立史の研

った︒当時すぐれた教育者︑教育学者も輩

自らその身を金玉視し︑もって他の関係を

物を生年順に挙げると︑元田永手︵一八一

立の一義をもって︑君に仕うべし︒もって

維持して︑人事の秩序を保つべし︒自主独

究︵一三八頁︶

たといってよい︒いまとくにその著名の人

出しており︑その育徳感化も広く及んでい

八・文政元︶西村茂樹︵一八二八・文政一

／ 庁 、

ことをもって︑もっとも当今に適する道義
主義と信ずる﹂と論じている︒

ながらこの学制に対し︑その画一的である

は︑すでに四○％におよんでいる︒しかし

民佐藤﹂の四字だけで︑その平民の字が︑

藤という家があったが︑これは門札が﹁平

びっくりさせていた︒街の一角も明治社会

佐藤より三・四倍も大きく︑見る人をみな

のよい縮図であったが︑わたくしども︑子

いて︑論議があった︒そして明治十二年に
あらためて教育令が公布された︒学区制が

ども友達は︑毎日いっしょに学校に通い︑

こと︑その中央集権的であることなどにつ

ついて︑新旧の論議が思い思いのまま︑さ

廃止され︑町村にそれぞれの公立小学校が

ぐれど︑はしなし︑たまきのごとくに︑ま

このように明治十年ごろからおよそ十年

かんに行なわれていた︒それぞれ影響する

設けられることになった︒しかしなお教育

ほどのあいだ︑わが国の教育のありかたに

ところもあったのであるが︑日本全体を通

いた︒かくして明治二十三年十月︑教育勅

はその指導上の方針に大きな問題を残して

られた︒いうまでもなく︑明治五年の学制

語の燥発となり︑同じ年に小学校令が定め

よく思い出される︒

も︑あそびてうたえ﹂数々の唱歌が︑今も

にしき︑さくらにす染れ・・⁝・われらがとも

﹁学制；｜の理想の教育をうけていた︒﹁め

じ︑まだ与論とはならなかったのである︒

どかにめぐれよ︑やよこども﹂﹁おりなす

であった︒およそ学政は文部省に統くられ︑

はり確乎として︑その道を拓いていったの

あろう︒

は︑これによって開花したといってよいで

この間にあって︑明治五年の学制は︑や

その行政組織は全国を八大学区とし︑一大

智を開き︑才芸を長ずる﹂ものとし︑﹁学

産を治め︑其業を昌にするため︑身を修酌︑

政官布告で示され﹁人を自ら其身を立て︑其

置する計画であった︒学制の教育方針は太

学区をおき︑全国に五三七六○小学校を設

ところが筋向うの大庭という家の門札には︑

た︒門札に東京府士族と肩書が書いてある︒

ある︒わたくしの家は麻布狸穴の傍であっ

治の理想の教育によって育てられたもので

発︑小学校令制定の年に当たる︒まさに明

で生まれた︒憲法発布の翌年︑教育勅語喚

さてわたくしは明治二十三年五月︑東京

は︑今も覚えている︒

の発達に留意し﹂という小学校教育の目的

それから満六十一年︑﹁小学校は児童身体

年︑教頭は万延元年のお生まれであった︒

高等小学校訓導を拝命した︒校長は安政六

十四年四月︑東京府荏原郡駒沢村駒沢尋常

いつか歳月がうつり︑わたくしは明治四

学区を三十二中学区︑一中学区に二百十小

問は身を立つるの本﹂であるとしている︒

山口県士族の肩書がある︒まだ幕府と長州

じめ︑大教育者が数多くおられた︒学制百

谷源之助︑山路一善︑豊田潔臣ら諸先生は

明治の師範学校長には︑滝沢菊太郎︑角

一般必ずまなぶべき﹂ことを定めている︒

そして﹁小学校は教育の初級にして︑人民

の対立のあったことが︑父の話に出てくる︒

深く思うものである︒

年に当り︑師範学校の教育の大きな功績を︑

へソ和ソー

ここ庭教育が国民全体におよぶものである

ところがまたすぐ近くに︑佐藤顕理という
ジヨウジ

家があり︑子どもが浄児である︒まさに欧
学制発布とともに︑全国的に小学校が設

化である︒そしてその佐藤家の前に同じ佐

︵特別会員東京学芸大学名誉教授︶

ことが︑明らかにされたのである︒

置されていった︒明治十年にはその就学率
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学制百年の側面
元
一

い知識水準に依るものであることは見逃せない︒それは教

育の質も量も︑国の人材養成計画のワクをはるかに超えて

伸長した点に象徴されよう︒質の面はといえば︑帝国大学

は﹁国家ノ須要二応スル学術技芸ヲ教授シ﹂と目的に定め

られながら︑またそのころの欧米の大学とは違い︑工・農

システムを取りながら︑その面でだけ発展したわけではな

学部をアカデミックコースにのせるというきわめて実学的

の教官︑学生のかなりの数は︑政府や社会体制から相当距

かったことが挙げられよう︒大正のころになると帝国大学

量の面ではｌ官公立学校の収容数には限界があるため

は反政府主義も大学を拠点として成長するようになった︒

離のある存在となった︒社会主義のような︑当時にあって

なく︑日本の近代化の視点からいまだにさかんに行なわれ

のもとに演技する国民の水準が十分でなければ︑実績は残

しかし考案者や組織者がどんなに優秀でも︑そのタクト

明治政府は当初私立学校を黙殺していた︒しかし︑三十年

ごとに膨大な数の私立学校が創設され︑発展して行った︒

かった︒したがってそれとは別に︑中等︑高等の各学校段階

に︑それは国民のあふれる教育要求を満たすには十分でな

せないものである︒第二次大戦後独立したアジア・アフリ

の資格を与えて行った︒しかし︑それに対する財政援助は

り︑博士号を授与できるようにするなど︑官立学校と同様

しなかったため︑そこの教育条件は官公立に較べれば劣悪

代の専門学校令によりこれを認知し︑大正期の大学令によ

れぞれ自国の近代化のためのプランを用意した︒しかし︑

であった︒そのことは私立学校に対し︑官公立学校の代替

カの諸国と比較すれば︑それは明らかであろう︒それらの

ても初期に予定した実績をあげられないでおり︑先進国と

されて来た︒

機関的役割を果させるという形で︑百年の学校教育は維持

それはプラン倒れに終ったり︑それほどのことはないにし

国国でもトップのひとにぎりのエリートの水準は高く︑そ

も高い評価を受けている︒

ている︒とりわけ森有礼や井上毅は海外の日本究研家から

案者︑組織者に対する賞讃は単に教育史という視野だけで

げたことに対する評価は︑一般にはきわめて高い︒その考

ろへ︑二︑三十年間に小学校から大学までを整然と作り上

明治五年の学制の始まり以来︑近代学校制度が零のとこ

１１１
羽

したがって明治の学制の成功は︑日本人の勤勉さと︑高

rq，

目
ユ

発展途上国の精神的︑物質的差は拡がるばかりである︒

、 ヅ ノ
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このような学校体系により養成された国民は︑だいたい

ろうなどという若者の数はきわめてすぐなくなっているＯ

くずれつつある︒だから学歴社会に依りかかって人生を送

歴社会が残っていないわけではないが︑その様相は急速に

るという心情であり︑また学校だけが社会の知識中枢では

若者は遊びたいときには遊び︑勉強したいときには勉強す

﹁学歴社会﹂を形成することになった︒学歴社会は国民に

学歴信仰を植えつけ︑また各学校段階で入学試験の弊害を

において学歴差が社会階層の差になるような︑いわゆる

助長している︒それは今後検討しなければならない課題だ

ジオ︑テレビの発達︑教育機器の発達︑大学︑大学院の社

なくなった状況は今後さらに拡大されるばかりだろう︒ラ

さらに加速されよう︒海外に留学したり︑遊ぶなどという

会への開放等は今後のエレクトロニクスの発達を考えれば

われず︑学歴の承によって行なわれたというのはきわめて
公平な社会だった証明であろう︒その公平さが︑国民の能

が︑国民の選別が門地︑門閥︑家庭の経済能力などにとら

力を綜合的に発揮させることになり︑今日の隆盛の最大原

に︑今日の学校教育はあまりにも多くの矛盾をかかえこん

しかし︑率直なところ︑学制百年の成果を誇れるととも

改革方針も︑基本的学校観の変化なしには実現できない︒基

一つの手段にすぎないだろうし︑管理体制の変更その他の

よる︒カリキ﹃一ラムも貧困でその改革は必要だが︑それも

学校教育の社会的役割の相対的低下はこのような状況に

ことは今日ではきわめて手軽なことである︒

でいるといえよう︒それを解きほぐし得るかどうかが︑二

因といえよう︒

世紀目の課題として必然的に登場して来る︒

教育改革については昨年中教審答申が行なわれ︑また各

まえて教官︑職員の姿勢を変えることでなければなるまい︒

方面からも種々の見解が示されている︒中教審答申の実施

本的な学校観というのは︑如上の大衆社会的状況を十分ふ

のための作業も文部省を中心に始まっている︒これらの努

今日︑まぎれもなく中等︑高等教育は大衆のものとなっ

の百年の間に植えつけられた学歴観や︑教官がこれまた百

を選別して行くメカニズムでもなくなった︒しかし︑国民

力は決してムダなことでないが︑率直なところ︑人生に於

た︒﹁学ノ濡奥﹂を授けるところでもなければ︑エリート

それを論理的に整理されないまでも肌で感じているのは青

らの論義が尽くされたうえでの動きとはみえない︒それど

ける教育の役割︑教育の中の学校教育の役割という視点か

年の間に形成した教育観は︑明らかに実態とはなれている︒

の無力感︑ヒッピー化などは︑歴史的秩序への戦略︑戦術

︵五一貝下段につづく︶

年たちである︒数年前の大学紛争に現われた凶暴さ︑最近
なき反抗にほかならない︒今日でも官僚社会など一部に学
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１１

木下広居

教育勅語と政治

１１

︲
｜勅語を暗論する韓国教授
この夏︑日本の大学教授が四十人ばかり韓国を訪問して︑大統領︑

文部長官はじめ︑各大学の教授から大歓迎を受けた︑というｏ
その目的は︑両国の大学教授が︑激動する世界情勢に対処して︑
いかに学生を指導すべきかについて話し合うためだった︒

いるか︒これを考えてみる必要がある︒

も柔軟な姿勢が必要になって来る︒韓国の国民道徳は︑どうなって

韓国には儒教の伝統が深い︒仏教もあるが︑どうも形と儀式ばか

のものだが︑学校・大学その他の施設が教会と一緒にやって来て︑

りになった部分が多いそうだ︒キリスト教は︑主として一ノメリカ系

大きな役割を演じている︒村落で︑りっぱな建物といえば︑教会以

外にない︑といったところがある︒そして︑民衆の生活に喰いこん
いえるのではないか︒

でいる︒教会の感化によって︑共産主義の宣伝を防衛している︑と

ところで︑日韓教授の話し合いが開かれると︑韓国側から︑日本

統治時代は︑植民地扱いと差別待遇︑朝鮮語の使用禁止︑朝鮮の歴

語だけは︑ありがたかった︒

史・文化教育をしないことなど︑いろいろ不平はあったが︑教育勅

てゑましょ語ワか﹂

﹁私は今でも完全に暗記しています︒おゆるしがあれば︑暗諭し
という教授が現われた︒

韓国では︑これまで︑いつ攻めて来るかも知れぬ北鮮に対して︑
防備を強化しなければならなかった︒思想的にも︑北鮮の共産主義

﹁教育勅語は民主主義に反するから廃止する︲﹂と国会が決めてし

日本では︑終戦直後︑

とをいったのだ︒それにちがいない︒

しかし︑その反対に︑皆が心から賛成しているから︑そういうこ

袋だたきにあったに相異ない︒

の教授たちが考えているとすれば︑そんなことを発言した教授は︑

化教育﹂の根源だから︑口にするのも︑けがらわしいもの︑と韓国

教育勅語の値打を認めない︑あれは﹁帝国主義・軍国主義・植民地

これは百人以上の両国教授が会合した席上のことだから︑もし︑

思想は危険きわまるものだった︒そのために︑思想的には鎖国せざ
るをえなかった︒また︑共産主義がアジア諸地域に拡がらないため
の将兵を派遣している︒

には︑アメリカと協力している︒つまり︑ベトナムに十万人ぐらい
ところが︑米中︑米ソの協定が出来てからというものは︑イデオ
ロギーの相異を越えて話し合う︑協力する︑貿易する︑ということ
が東洋︑太平洋地域では流行して来た︒どんなに思想と社会・経済
体制が異なっていても︑戦争はしない︑ということになるらしい︒
緊張緩和ということだ︒

しかし︑こういう激変が起こったとすれば︑学生の指導について
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」

まった︒そして︑それなら︑教育勅語に代るだけの権威のある道徳

若い者との間に意思が通じない︒世代の断絶だ︒

かん﹂という精神がない︒若い者だけでなく︑年寄も自信がない︒

ということが皆︑韓国の家庭生活において行なわれているから︑日

﹁父母ニ孝二兄弟二友一一︑夫婦相和シ︑朋友相信シ﹂

と感涙にむせんでおられた︒

﹁日本では︑これほどの待遇を受けた経験はありません﹂

な扱いだった︑という︒

下にも瞳かい待遇︑いたるところで︑日本でなら﹁皇族様﹂のよう

日本の大学教授で︑八十四歳のかたがあった︒高齢というので︑

勅語︲｜を︑今でも尊敬しているのだ︒

儒教的精神と実践で貫ぬかれている︑ということだ︒だから﹁教育

と大害してある︒これは大学ばかりではない︒韓国人の家庭生活が

﹁仁義礼知信﹂

韓国は少しちがうようだ︒京城︵ソウル︶国立大学の玄関には︑

二汚職に制裁

的原則︑国民的道義の指針が立てられたか︑というと︑全く︑それ
学者たちは︑口を揃えて︑

がないままに二十七年を経過してしまった︒
﹁過去の日本は︑間違いばかりして来た︒歴史は︑ことごとく︑
反民主的なものだから︑抹殺すべきである﹂

教育勅語は﹁皇祖皇宗の遺訓﹂に基いた国民道徳を説いたが︑戦

といっていた︒

後の日本は︑事実上︑共和国になったのだから︑教育勅語は全く根
勅語が廃止されてから︑すべてが悪くなった︑といえば︑抗議す

拠を失なったようなものだ︒という人もある︒

﹁いや︑勅語のあった時代から︑大逆事件もあったし︑社会主義

る人もあろう︒

・共産主義・無政府主義もいた︒親殺しも出た﹂

しかし︑終戦後今日まで︑社会の混乱は益々甚だしくなった︒そ

というかも知れぬ︒

本人に対しても︑それが自然に無理なく現われる︑ということだ︒

か︑と思わざるを得ない︒それは必らず重罪だ︒贈収賄や買収を重

ことがある︒しかし︑それは︑日本の場合と質がちがうのではない

我々日本人は新聞で︑韓国の議員や公務員に汚職があるのを読む

もそも︑何が善であり︑何が悪であるか︑を考えないで行動する人
何をすればいいのか︑それが分からぬ︒遠藤周作氏の﹁ただいま

大な恥としているにちがいない︒だから︑きびしい制裁を受ける︒

が多くなったのではないか︒

何も考えず匡暴力に走り︑性的犯罪に陥り︑すぐニヒリろ一ノィック

を行なう︒富貴も淫︵みだす︶こと能わず︑貧賎も移すこと能わず︑

志を得れば民とともにこれに由︵よ︶り︑志を得ざれば独りこの道

﹁天下の広居に居り︑天下の正位に立ち︑天下の大道を行ない︑

孟子︑膝文公下篇︑第一Ｅは︑

浪人﹂にあるように︑老人が望ましいと思うことを若い者ほ軽蔑し︑
︵虚無的︶になり︑絶望し︑革命的暴力行動をとっては死を急ぐこ
とになる︒すべての人が﹁浪人﹂なのだ︒拠りどころを失っている︒
自分のすることに確乎たる信念を持たない︒﹁千万人と雛も吾往

不満を持っている︒疑いを抱いている︒
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威武も屈︵くじ︶くこと能わざる︑これこそ大丈夫と謂︵い︶うな一
誰でも︑最近の与党総裁選挙︵事実上︑首相選挙︶のいやらしさ︑

れ﹂とある︒

口にするのも︑はき気をもようすのが︑本当の日本人だろう︒何十

︲Ｉ

私は六月の初め十日許り招かれてキュー鞭ハに赴き政府当局者

︷日己一反少省

うことはない︑という議員があるとすれば︑大間違だ︒ウワサに止

と会談また国内を視察して歩いた︒政治の中心は共産党であっ

相馬敏夫

まるのは︑証拠がつかめないから︑というにすぎないＯあの選挙の

した︒共産陣営に属してはいるもののキュー︒︿共産党は米国の

てその人々の国つくりへの取り組み方は誠に真剣であると痛感

億のカネがバラまかれた︑というウワサ︒ウワサにすぎないから構

ういう事実があった一一とについて︑全く疑いを持っていない︒そし

経済的奴隷に甘んぜず腐敗した政治から脱却しようという民族

行なわれる一ヵ月か二ヵ月前からの各新聞を読んでいた人々は︑そ

どうして︑三億円入りのジュラルミンの箱が︑どの議員宅に運び

れをくむのとはいささか趣を異にしているようである︒同国経

r‐1Q，

的革新気塊に端を発しているのであってマルクスレーニンの流

要であるが私はこれら中心勢力の真剣な努力は必らず酬いられ

済の基幹は砂糖産業の振興でありその促進こそが政治安定に肝

へ渡る飛行機の内で体操競技を終え国へかえるメキシコの体操

ると期待しまた念願するのである︒然しキュー等ハからメキシコ

、 上 J ノ

て誰も制裁を受けない︒

こまれたとか︑﹁私のところには︑○千万円で○派閥から買いに来
たが断った﹂﹁ある派閥は︑これまで○○候補の味方だったが︑×
×候補から×億円もらったので︑××候補側に身売りした︒それが
選挙の勝敗を決定した﹂というような記事が︑デタラメな想像で書

ことだ︒

けるものでないことは︑常識のある人間なら︑誰でも分かっている

るのを見て極めて朗かになった︒私は空港につき外に出る迄に

学校の生徒達がお互いにクッションを投げあって打ち興じてい

整い漸く出国が出来たという四十五歳のキァー・ハ人の医師一家

時間がかかった︒その間に七年間の重い労役を終え許可条件が

こういう記事は︑議員に対する重大なる侮辱だ︒昔なら︑決闘し
なければならぬことだ︒しかも︑与党議員は︑ほとんど例外なしに

と思うのは私だけであろうか︒︵本会監事明治製糖社長︶

要する事態にならぬよう今こそお互いが自己反省を要する時だ

暗い気持にならざるを得なかったのである︒日本が庶政一新を

と偶然種なと話をする機会を得それと話をしている間に今度は

買収されていたらしいから︑奇怪だ︒ある候補は︑﹁あまりに汚な
いので︑自分は身を引こうと思った︒そうすれば︑政界にショック
を与え︑皆が反省する効果がある︑と思ったのだが﹂といっている︒

︵本会副会長削価大教授︶

ｌこういう議員買収は︑雪︲コッバなら︑三百年前の話だ．日本
はおくれている︒

￨

へき地教育の楽しみ︵一︶

家庭との連絡が︑ふだん着のままで自然と

一日の中︑定期的に訪れるものは郵便屋

行なわれる︒．

さんだけである︒郵便物だけでなく新聞も

になるのはへき地教育に対する当局が︑確

いやなあわれみの言葉である︒こんなこと

になっているからみんな夕刊となるわけだ︒

その中に入れ︑学校の帰りに配布する仕組

白鳥謹爾
四十年に垂んとする教員生活の中で︑印

された備付けの箱があり︑中学生の当番が

持ってくる︒廊下には氏名と新聞名が記入

象深いもののひとつは︑へき地と呼ばれる

固たる信念を持っていないからである︒
へき地の者は保守的であること︒小学校︑

幾らかの手間賃が入るのでバットやグロー

市原市の月出校に勤務した五ヶ年の思い出

式︵一︑二年で一組︶であること︒このよ

ので天下の大勢を把握するにも好都合であ

た日には大平洋と東京湾が光って見える︒

に︑或いは学級経営に当たらねばならない

うな条件下では最も優秀な教員が学校経営

もだ︒私が小さい時親戚にお使いに行った

く純真だと言える︒よく挨拶のできるこど

ブを買う助けにもなる︒各種の新聞がある

俗に千葉のパミール高原と呼ばれている︒

ことは言うまでもない︒だが事実はさにあ

に会っても臆せず﹁今日は﹂と言葉をかけ

時︑又山仕事について行った時のこと︑誰

中学校が併設されていること︒小学校は複

戸数百戸︑人口六百人である︒部落は学校

らず︑近くて通勤に便利なことが第一条件

何処を見渡しても山又山の連続で︑晴れ

である︒

所在の本村部落に四十戸︑他は山あいに数

であり︑第二条件でもあったから︑私は先

は歴代校長の薫陶の賜である︒父の話では︑

る︒山いも掘りの見知らぬ人にでも︑これ

へ︑き地のこどもは一口に言っておとなし

る︒

戸ずつ点在していて始めて訪れる者は︑有

づへき地のよさを探究し︑魅力のあるへき
地校にしようではないかと提案していく度

︑︑

をたどると︑そこに人家があるという状態

線電話を便りに︑谷川の飛石を渡り︑畔道
である︒村の中心地である村役場︑農業協

に勤めようとする者はないのである︒私が

ぜ﹂と︒月一回の納税は学校の職員室の一

１．ご苦労さん︒うちの孫よろしゅう頼ます

校に来てくれたんかい︒道が悪うて大変だ

いに行ったのだそうだ︒奥さんと二人で先

通ったのを見かけた︒こどもの教科書を買

をつけた小柄の先生が︑棒に荷物をつけて

そういえば︑小さい頃地下足袋にゲートル

心のふれ合った教育をされたと言うことだ︒

鹿間という校長先生が部落にとけ込んで︑

本校に転勤と決まった時︑或人の言うに

部に係が出張して行なわれるので︑学校と

部落の者は人情が厚い︒﹁今度おらが学

か職員と談合をくり返した︒

﹁何かやったな﹂と︒何か勤務上まずい事

へき地なるが故に︑誰も好んでこの学校

同組合︑駐在所には七粁の遠距離にある︒

があった者がこのへき地にやられると言う
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口

く掃かれていた︒花園も正方形︑矩形︑梯

誰も居ない校庭はほうきの跡もすがすがし

誠実で︑礼儀正しいなど好評であった︒何

校出の生徒であった︒就職後も︑素直で︑

で︑親しみ深く︑何かと話しかけるのも本

があった︒中学校の統合後も︑途中の出会

こに言いようのない師弟がとけ合う楽しみ

る︒郵便屋さんには小皿に用意して置く︒

ごは又格別で︑まさに別天地の珍味ではあ

が楽しそうにのぞき込む︒もぎたてのいち

るが一杯になる︒運動場を通るとこども達

も気晴しに採りに行く︒見る見る中に︑ざ

なる︒小使さんがそれを採り︑たまには私

︑︑

私はある日脈日にお使いで学校に寄った︒

形といきに作られ︑実に細かい処にまで気

と言っても︑教育は人と人との心のふれ合

玄関に腰かけていちごをほほぱる姿は︑如

生だったｃ

を配ばられた点に敬服した︒私の赴任は昭
いである︒

何にもうれしそうである︒こうしてみんな

和三十四年で初代校長から数えて十代目に

がにこにこしながら舌鼓を打っている一時

ここに赴任する時︑﹁普通の学校とは違
う︒何か特色のあるものを考えることだ︒

の思い出は今も忘れられない︒︵つづく︶

あたる︒この学校に来ての開口一番は︑こ
どもの頃の印象を話し︑よい習慣が存続し

て来客用に役立つようにしたら﹂と兄の示

例えば蜜柑は月出が産地だ︒学校でも植え

︵白葉支会員元月出小中校長︶

ていること︒山板は小粒でもびりりと辛さ

唆があった︒早速蜜柑の苗木を購入して学

︑︑

がある︒学校は小さいがしんのあるこども
としたい︒それにはへき地校のよさは何で

校の周りの空地や︑職員住宅の畑に植えた︒

に植えますが︑用土はブーゲンビレア

︵三○頁よりつ暫く︶

１１

あるかを早くつかんで大いに伸ばしたいと

三年目には実を結ぶようになった︒寒さよ

気候や土質が適しているらしく成長も早く︑

五本に仕立て︑生育するに

ンチのころ︑基部の二１１三節を残して

摘心し三

つれて四・五号鉢に植えかえます︒な

るべく日当たりのよい場所で育て︑冬

で越冬させます︒

は三度以下廷ならないフレームや室内

︵都会員文部教官束教大保谷挫場︶

１１

、LJノ

︑︑

結んだ︒一四○名のこどもらは︑物珍らし

けの竹のささをこどもらと一緒に立てた︒

転任先の学校にも︑沢山の蜜柑が届けられ

こどもの遊びは今までの学校と特に違っ

そうに眼を輝やかしていた︒

やサンタンヵに準じます︒丈が一五セ

たことはない︒小学校︑中学校のこどもが︑

もう一つの楽しみは︑いちご作りだった︒

て非常にうれしかった︒

た陣取り遊びをしていることだった︒他の

前任校で苗をこどもに分けてやった経験で︑

男女とも仲良く︑私らの小さい時にはやっ
学校では一寸見られない︒これも環境の然

しいいちごが沢山とれたｃこれをこどもに

今回も植えたら五月の中頃には︑ゑずみず

時を先生とこども混成のソフトボール試

ちご給食である︒小学校三学級︑中学校三

食べさせることにした︒ここならではのい

らしめるところか︒

合がある︒女の先生も仲間にならなければ︑

学級なので︑毎日一学級ずつということに

人数が足りない︒怪しげな恰好でバットを
振るが︑大根切りでなかなか当らない︒そ

r1反、

日においでになり︑九月十三日まで大

大体那須でお過しになった︒七月十七

ご在京の間に︑総理大臣︑外務大臣︑

はなくて︑ちょうどいい具合に︑その

上記のような行事や祭祁のためだけで

一
一 一 一
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夏の一日

祭に皇霊殿に御親拝になるために︑二

入江相政一

昭和四十七年八月二十七日の昼さが

なるために︑十四日から十六日まで東

八月十五日の終戦記念式典にお臨みに
京︒これは毎年のことで︑別に変った

十九日から八月一日までご在京︒次は

そういう私の日記に︑なにの意味が

りである︒この一日にした事︑考えたこ

あろうか︑またそれを他人が読むよう

にならなければならなかった︒

八月二十四日が弘文天皇の千三百年

こともないが︑今年はもう一回お帰り

祭ｂこのお祭のために︑二十三日にお帰

な場所に持ち出すというのは︑どうい
ではないが︑まあともかく︑どんなこ

丈夫だろうと思う︒およそ二月︒かな

法務大臣が︑拝謁して所管事項の奏上

になった︒けれどもこの三回の帰京は︑

りになり二十五日にまた那須へおいで

り長いようでもあるが︑間に三遍おか

／

をする外︑特命全権大使六人︑公正取

今年の夏は︑例年のように︑陛下は

ているのである︒

とになるものか︑やってみようと思っ

うものだろうか︒それを考えないわけ

とを︑これから記録してみようと思う︒

』

えりになった︒七月三十日の明治天皇

引委員会委員長︑検事長の任命式が行

なわれ︑外国の任地から帰任した特命

全権大使の進講をお聴きになることも

できた︒そして今はこの夏の最後をお

過しになるために︑また那須においで

になった︒

私は三十一日から九月上旬にかけて︑

那須に出ることになっているが︑この

の五︑六日を︑いくらかのどかな気持

原稿のしめ切り日である八月末日まで

陛下は東京においでにならなくても︑

で東京の自宅に暮らしている︒

るし︑もちろんいつもと同じように︑

来客はしょっちゅうあるし︑会議はあ

なので︑今日のような日曜日︑ことに

朝九時頃から︑夕方五時ごろまで在庁

というのは︑大変な書き入れというこ

陛下が東京においでにならない日曜日

今朝は大体いつもと同じように︑六

とになってくる︒

公私ごたごたしていて︑のんびり庭に

時過ぎに起床︑庭に出るＯこの間から

降り立つこともなかった︒朝顔がいつ
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鯵

花はゑんなこのような味に咲く︒

なんとひかえ目なことか︒日本在来の

たところに咲きはじめたヤマ︿ギの︑

烈な色彩︑だが︑それよりかなり離れ

は熱帯の植物だけあって︑まことに強

ぱい咲いている︒それに紅濁葵︑これ

入れに手入れを重ねたものの︑三遍目

宿舎の夜な夜な︑ひねくりまわし︑手

いて書いたのだが︑この間中︑那須の

間︑命を断った日本画家との交りにつ

いている原稿六枚︑今月は︑ついこの

早い朝食の後︑﹁短歌研究﹂に毎月書

オリンピックの開会式のテレビ︒思い

その清書を前後にしてミュンヘンの

来はいいほうなのだが︒

ない︒今回のは︑はじめからむしろ出

難渋するのかというと︑別にそうでも

今度のようなのは︑出来損いのために

文章とは妙なもので︑さっとできあ

中︑高度を千米にまでおろして︑この

スからケルン︑ボンへお向いになる途

て︑まことに気持がいい︒昨年︑一︿イ

まれた︒今までよく歌を書いたのだが︑

がって︑ほとんど手入れをしないでい

会場をご覧に入れた︑ドイツ政府の好

切った色が氾濫し︑ドイツ語が氾濫し

ひとつ絵を描いてやろうと思って︑朝

いこともあるし︑今度のように︑これ

の清書をした︒

顔を描いたのだが︑写生したことがな

で出来上りと思って二度目に清書︑そ

今年は靖国神社から︑ぼんぼりを頼

いので︑全くの記憶でやったために︑

大変不備だった︒来年も頼まれるかど

書いた自分にも︑なにがなにやらわか

れにいろいろ手を入れているうちに︑

途中から︑↓時事放談に切りかえる︒

意など思い出しながら見る︒

うか分らないのだが︑なんにしても︑

こんなに中国に対して下た手に出るこ

細川隆元︑藤原弘達の両氏が︑なにも

とはなかろうにと︑語り合っている︒

なくなって三度目の清書︒これが決定

さっぱりする︒もういつなんどき取り

版と思って那須から持ってかえったの
だが︑一昨日あたりから︑気になった

そのあと揮皇にかかる︒これも長い

この夏は早く起きて︑いくらか仕入れ
た︒ヤマユリ︑キキョウ︑ヒオウギ︑

所をなおしているうちに︑また無茶苦
茶になり︑これでは印刷の人が気の
毒と︑書きおろしからすると四度目で

間待ち望んでいた機会である︒愛媛県

少しは写生でもして楽しんでおこうと︑

アサガオ︑それに紅濁葵︒まだこれか

やっと出来上った︒こんな難産のこと
と︑今度のようなのと︑どうしてこん

の技術が抜群というので︑藤原賞を受

の三木軍次さんという人が︑製紙の上

にこられても心配はない︒

その後また清書︑すっかり出来上って

国神社が五︑六回押し寄せてもびくと

も住々にしてある︒すらりとできるの

てはいるが︑この前立ち向った時のほ

な違いがおこるのか︑全く分らない︒

らも蓄えはできるだろうし︑これで靖

は半月前に描いた時と同じように咲い

もしないことになった︒紅凋葵や朝顔

うが︑花の位置がよかったようだ︒

﹃１▲
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賞した︒そのことについて歌をお頼ま
れしたので︑

いただいた︒全くなんともいえない︒

る厚意から︑すばらしいのをめぐんで

灸つづくオーロラまもらす

室の灯をすべて消たせて大君は白

オーロラの長くつづける空の上星

少し薄目のを筆にたっぷり含ませると︑

あまたありて強く輝く

こごれる空に白くつづけり

のものとも思われない︒私の書なんか

オーロラははかなきものか極北の

なくてもいいので︑真白な紙に︑これ

薄紫のようなものに匂い立ち︑この世

と詠んであげたら︑それが碑になり︑

砂子を撒いた紙にこの五首を散らそう

はえをこめし君かも

紙すきの古き手ぶりに新しき命の

もとの害は軸にしたので函吉をという

というのである︒このほうも︑これく

らいかと思って用意しておいた紙に下

韻が漂うのである︒

書きしてゑた︒二枚書いたが︑まだま

をしたたらせれば︑もうそれだけで神
なんともお礼の心の示しようもない

ことになった︒大きな函に﹁藤原賞受賞

がせめてと思って︑玉版菱に﹁遊﹂の

をことほぎて詠める歌﹂と書いた︒そ
御製︑御歌と︑私の歌とを揮室する︒

れから別の人の画帖に︑ヨーロッパの

展覧会に出そうかと思っているのだが︑

くては︑というわけでもない︒

なにもまだ今日どうしても書き上げな

だいけない︒これはこの秋の宮内庁の

十何枚か用意しておいたので︑それに

右の二つとも︑どうも意のようにい

一字を書こうというのであるＯ紙は︑

試みる︒ちょっとおもしろいかなとい

かない︒目を上げて庭を見ると︑紅濁

これくらいの大きさと決めていたのを︑

なかなかむずかしくもあるし︑またそ

うのも無いではないが︑まだこんなこ

を先にすませてしまう︒その次のが︑

れだけになんとも楽しく︑この間から

とでは贈り物にはならない︒気をかえ

それらはわりに簡単なので︑このほう

ひそめていたことか︒

われているようでもある︒アブラゼミ

葵が誇りかに咲いている︒少しあざ笑
昨年ヨーロッパのお供で︑北極圏を

ようと思って次のにかかる︒

の那須の二週間以来︑どんなに思いを

山口蓬春氏の未亡人から︑明墨を贈
られた︒古い墨なんか︑いまの中国に

に出れば一週間の命だもの︑せいいっ

いる︒四年も五年も土中にいて︑地上

やミソミンが︑わが世とばかり鳴いて
ここはしも加奈陀の北の海ならし

飛んだ時詠んだ次の歌五首︑

日本にあるといわれている︒それは柔

壁そのままに東ててひろごる

ウシの声も聞えてきた︒

ぱい鳴かなくては︒今またツクックポ

ありはしないし︑立派なものはゑんな
な個人の所有だから︑金を出して買う

は大空も海も東て果てにつつ

生きたるものけだしや無けむ極北

ひだ

二十年か三十年来のこと︒それがかか

わけにいかない︒思い悩んでいたのは
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はクーラーというようなものは備えず︑

どうも今日は暑くていけない︒うち

した九月に試みることにしよう︒折角

で頭をひやして︑もう少し大気が乾燥

夜な︑積んだりくずしたりして︑那須

もそのままにして︑これからまた夜な

しく朝早くから今まで︑来客もほとん

今日はまことに平板な日曜日︑めずら

ではどうだろうかと思うようになった︒

一つ︑今ここに書いているようなこと

どない︒一度あったが玄関ですんでし

んにしても今日の暑気は︑仮名を散ら

磨った明墨は︑函書や画帖︑あとは下

自然の暑さを楽しんでいるのだが︑な
したりする微妙な芸当には︑はなはだ

まった︒このお客さんの来訪の無いと

手帳を承ると︑依頼を受けたまま︑

なくてはならないと思ったら︑目もす

もしれないが︑今のうちにやっておか

いうのも天の与え︑これも暑いからか

書きに使っただけで︑硯を洗ってしま

まだ果してないのがたくさんあるが︑

みないではなかったが︑どうもいい主

ことに気がついた︒この間から思って

るうちに︑まだ書いてないこの弘道の

日できたほんの僅かのものを消してい

が︑今やはかなくおわろうとしている︒

曜も半日がかりで楽しんだものだった

っという間にすんでしまう︒今日の日

曜なんというものは︑いつの時も︑あ

うとしている︒もうかれこれ五時︑日

間もなく約束の枚数まで書き上げよ

っかりさめてしまった︒

題がぶつからなかった︒もうしかし︑

なって庭におどり出て︑草木にも︑池

これを書き上げたら︑すつばだかに
い︒弱り果てて安楽椅子に腰かけて︑

しさの名残を味わってやろう︒

や鉢にもたっぷり水をおぎなって夏ら

る︒

︵特別会員侍従長︶

蝉の声が急に小さくなったようであ

とつおいつしているうちに︑非常にね

るうちに︑なんのことはない︑これは

千鳥﹂というのを蝉の声で味わってい

た覚める︒﹁遠くなり近くなる象の浜

むくなってきた︒とろとろとしてはま

これこそ今日中に書かなければならな

勘弁してもらおう︒そんなことで︑今

承んな涼しくなってからということで

った︒

しく不向きである︒今日は右の二つと

天皇陛下のおことば
︵昭四半￥一一・五︶

本日ここに学制百年記念式典に
臨桑︑諸君と親しく一堂に会し︑

わが国近代教育の発展を祝うこと
は︑わたくしの深く喜びとすると

ころであります︒教育は︑創造的
で個性豊かな人間を育成し︑国の
発展の基礎をつちかい︑．人類の福

祉向上に貢献するきわめて大切な
ことがらであります︒教育にたず

さわる者は︑過去をかえりみ︑先
人の功をしのび︑今後の進むべき
道を自覚し︑心をあわせて尊い使
命の達成に︑いっそう努力するよ
う希望します︒

r
lq1
、 ム ン ノ

波澗万丈の一生涯
武藤山治さんの教訓

歳の時三井銀行に入り︑鐘紡に入ったのは二十八歳であっ

た︒兵庫支店の支配人をしたそうだが︑専務になったのが

四十二歳︑社長になったのが五十五歳で大正十年のことで
︑ある︒

然し武藤さんは専務になった時から実質上の社長で︑社

の内外に非常な力をもっておった︒大正十二年には実業同

慶応三年というと御維新の前年であるから︑自然武藤さん

武藤山治さんは慶応三年に岐阜県の海津郡に生まれた︒

の話題は教育問題であったが︑意見が完全に一致して︑私

のお二人の御心配であった︒武藤さんとはじめて会った時

法学部長仁井田益太郎先生と鐘紡の重役の橋爪捨三郎さん

私が武藤さんを知ったのは︑大正十一年︒当時の東大の

千葉三

の性格にも影響があったように思われる︒昭和九年に北鎌

名の凶漢に暗殺されたのである︒

志会をつくり︑代議士生活︑更に時事新報をやり︑遂に無

倉で御逝去になったから︑いま生きておられれば百五歳に

に働いてくれというこになり︑私も総てをなげうって大日

っておったからで︑この運動は実業家の革新運動で︑利益

撤廃を旗印にしていた︒これは当時の中小企業が非常に困

本実業組合連合会に入ることにした︒この団体は営業税の

武藤さんには優しい一面と激しい情熱の一面があった︒

ったｏ

なる︒一生涯を通じて奮斗努力︑まさに立志伝中の人であ

十五歳の時に岐阜の片田舎から上京されて慶応の幼稚舎に

った︒武藤さんは日本の実業家は損をした時にはこれを国

わば︑武藤さんの政治哲学を実現したい︑ということであ

家になすりつけ︑得をした時には平気で自分のポケットに

擁護のみに走らず社会奉仕を積極化することが目的で︑い

も皿洗いをして学費の償いをした︒その後ヒゲタ醤油の販

ジャーで支那人と雑居しながら渡航し︑アメリカに行って
売人をやったりしたが︑二十一歳の時に日本に帰ってきて

であるということをいつも云っておった︒

納める︒これでは民主国家ではない︒最悪の社会主義国家

入り︑十九歳には渡米した︒その時下級のデッキパッセン

ある︒それから後にジャ︒︿ンガゼット社に入って新聞記者

比類のない勉強家

広告の取次所をはじめた︒これは日本では初めての仕事で
をやり︑更にイリス商会に入って貿易に従事した︒二十六
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郎
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昔から政治の腐敗しない国はない︒権力を握るとおのずか

上らなければならないという決意に燃えたといっておった︒

おれば︑結局類焼に巻き込まれて了う︒これは我左が立ち

の実業家と違って宴会は大嫌い︑酒はいっさい呑まない︒

ら腐敗するものだ︒唯︑国民がその政治に抵抗する力があ

武藤さんは非常な勉強家であり︑読書家であった︒普通

にアメリカン・パーティ・システムという本を購入して︑

その時間の余裕をもって勉強する︒私が曾て時事新報時代

て自分の利益をはかることで︑いわゆる政商である︒武藤

日本の財界で謹まなければならないのは︑政府と結託し

るかどうかという問題であって︑抵抗する力があればその

よ﹂というから︑﹁ゆっくりお読みになって下さい﹂とい

さんはこの社会悪と闘うためにこの世に生れ︑それがため

国は栄え︑その力を失った時には衰微する︒

った︒約三百頁の本であったが︑翌日迄に全部読んで了っ

二︑三十頁読んだところ︑武藤さんがこれを見て﹁その本

た︒そしてその内容について︑武藤さんからいろいろ御質

に暗殺されたといってよい︒あの政界における八年間及び

は面白そうだから僕に貸してくれないか︑明日迄には返す

問があったが︑こっちは読んでいないのでお答えすること

は質問する時にはその原稿を三日位前に政府側にもって行

時事新報時代の番町会攻撃は︑この現れである︒武藤さん

く︒そして十分準備して貰いたいと頼んだ︒当時の速記録

も出来なかった︒本をあけて承るとアンダーラインで大部
く︑国会はじまって以来︑他に比類がなかったＯ

分よごれていた︒代議士時代にも︑武藤さんの発言量は多

武藤さんは不正を憎んだ︒揮皇を頼まれると﹁社会正義﹂

に感謝する﹂と所信表明の壁頭に感謝の言葉を贈っている︒

武藤君に限らず他の方々もやって貰いたい︒この際武藤君

問内容を云ってきて下さるが︑これはよい習慣であるから︑

をみると︑総理大臣の加藤高明さんは︑﹁武藤君は事前に質

と書く︒そしてプラトーの言葉﹁憤激性のない国民は亡ぶ﹂

憤激性のない国民は亡ぶ

と書いた︒この武藤さんがどうして社会革新運動に乗り出

から継続委員会をつくれということを主張した︒それを今

く︑三月三十一日で終っている︒議会の雰談の期間が短い

正法律案である︒当時は今日のように国会は百五十日間な

正の末期米騒動が起った時︑或る高利貸の家に群衆が火を

日はやっておるが︑当時は御法度であった︒この説明の中

武藤さんは国会に出てまず第一に考えたのは︑議員法中改

つけた︒僧まれ者であったので︑みな痛快に思っていたが︑

したかというと︑あのイソップ物語にある﹁ねずみと猫﹂︑

火の手はいよいよ鐘紡工場に迫ってきた︒そこで考えたの

に﹁およそ非能率なものは帝国議会である﹂という一言が

誰が猫の首に鈴をつけるかという童話をきいたことと︑大

は︑我々個人が正直にしておっても︑社会がこれに反して

ワ﹈

イーム

︑ｌノ

／ＩＬ

戸

という映画館をつくって悩む市民に提供した︒また欠食児

た︒然しその煙草も午前中は呑まない︒お昼の食事が済む

童のために栄養の給食をはじめたり︑警視庁のお巡りさん

ととたんに吸いはじめる︒これは自分の意志を鍛錬すると

強化をして︑政府と関係のある特殊法人の検査をしようと

の憩いの場として国府津の相馬別荘を寄附したりした︒ま

かりこの一言を捉えて懲罰となり︑登院停止にされたので

した︒民主主義政治は汚職が伴うものである︒非能率︑国

た海外にも目をつけ︑今の大陸にも紡績工場を起し︑南米

あった︒武藤さんに反感をもっている議員は待ってたとば

費の浪費︑汚職︑これは民主主義政治の特徴であるといっ

拓殖を創立してアマゾンに百万町歩の植民地をつくった︒

いうことで実行されたのである︒大震災の時には東京の深

てよろしい︒そこで武藤さんは特殊銀行︑特殊企業︑満鉄

私は武藤さんに大きく感化を受け︑今のＡ・Ｐ．Ｕや素心

川に風呂屋をつくって無料としたり︑また築地に同志会館

なんかは国民の金で賄われながら︑会計検査院が検査する

よっても分るのである︒また武藤さんは会計検査院の拡充

ことが出来ない︒これはおかしいではないかというので︑

るもので︑よいことは実行する︒他人の批判は有難く受け

会︑Ｍ・Ｒ．Ａの仕事も︑武藤さんの人間精神に基いてお

ある︒武藤さんが如何に先見の明があったかはこの一事に

検査院の拡充を提案したのである︒これは私が担当して︑

それと異ったことは︑無上の空虚感や淋しさで︑私を包ん

に映し出された国名が︑活躍した日本選手の﹃三ホームの

︵四七・四・八誌︶︵特別会員自民党を紀委員長︶

ることにしておるのも武藤さんから教えられたものである︒

最後には目的を達した︒

武藤さんのやさしい一面
武藤さんは酒を呑まなかったが︑煙草はずい分召し上っ

﹁ニヅポン﹂国号考畠山兼人

ミ﹃一ソヘンオリンピックは︑ゲリラ事件の暗雲が漂うたでやまなかったのである︒そして私には︑わが国号につい

ものの︑男子バレーや水上の金メダルを中心に︑今までにて︑明治以来︑﹁ジャパとの呼称を放任している日本朝

はない︒連日のテレビに映し出された日本選手の活躍は︑それにつけても︑わが国の国号が︑初めて外国の文献に

なく︑日本国民の感激をそそった大会と言っても︑過言で野の神経が︑不可解でならない気がするのである︒

そのユニホームのＮＩＰＰＯＮの文字と共に︑今でも︑私見えるのは︑苑華︵四四五残︶撰の後漢書で︑これには︑

の脳裡に︑灼きつけられている︒それだけに︑電光掲示板﹁倭﹂と呼称されている︒それが︑沈約︵五一三残︶撰の
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1

では︑﹁倭国﹂と﹁日本﹂の両呼称が出現して︑次のよう

の﹁ジ・︿ング﹂の訓伝と︑言われている︒この両呼称は︑

に︑欧米諸国による﹁ジャパン﹂の呼称は︑マルコポーロ

立証するものと︑言ってよいわけである︒万葉集などの古

﹁Ｐ﹂音かについて︑古くから﹁Ｐ﹂音であったことを︑

わが国号の読み方論争で︑焦点になっている﹁Ｈ﹂音か︑

宋書では︑﹁倭国﹂となり︑劉狗︵九四六残︶撰の旧唐書
に一記されている︒

典に用いられた借音漢字を見ても︑﹁日﹂の略音﹁二﹂が

日本国は倭国の別種なり︒其の日辺に在る故を以って︑

日本を以って名と為す︒或は日う︑倭国自ら其の名の雅

見られないことは︑﹁日本﹂の読み方が︑﹁ニッポン﹂で

ならざるを悪ゑ︑改めて日本と為すと︒

京オリンピックの時に︑﹁ニッポン﹂に統一されたことは︑

あることを︑確証づけているとも言えよう︒その結果︑東

そして︑宋祁︵一○六一残︶撰の新唐言になってくると︑

倭の名を悪み︑更めて日本と号す︒使者自ら言う︑国出

これらの文献で明らかなように︑われわれの祖先は︑中

は︑わが国号の呼称は︑﹁日本﹂に統一されているのである︒

わけである︒わが国も﹁ニッポン﹂国号の正式呼称を︑世

いために︑参加を拒否した国が︑二三にとどまらなかった

のオリンピックでも︑国号の正式呼称の要求が容れられな

国号は︑国家と国民の体面である︒だからこそ︑今まで

聞は︑すべて︑﹁ニッポン﹂と呼称しているのである︒

周知のとおりである︒そして︑今日のテレビ・ラヂオ・新

﹁日本﹂の呼称だけになり︑

ずる郷に近し︑以︵ゆえ︶に名と為すと︒

国で五世紀以来呼称されて来た︑わが国号の﹁倭﹂や﹁倭

界に宣明し︑その改称実現に努力しなければ︑祖先から笑

の記事が記され︑以後の宋史から清史稿に至る中国正史で

て︑十一世紀には︑見事に成功しているわけである︒当時

国﹂を︑十世紀頃から﹁日本﹂に改称させる働きかけをし

の正式呼称は︑﹁軍国ニッポン﹂の過去のイメージを伴う

われるだろう︒私のこの願いに対して︑﹁ニッポソ﹂国号

と︑反対する人が︑あるかも知れない︒しかし︑そのよう

の中国に対するわが国の関係は︑今日の米国に対する南ベ

な暗いイメージを︑欧米諸国に灼きつけた﹁ジャパン﹂を

トナム以下であったかも知れない︒それなのに︑﹁日本﹂

ることは︑欧米諸国の﹁ジャパン﹂の呼称に甘んじている

ある︒︵広島支会長・広島工大学生部長︶

日本へのイメージチェンジにも役立つと︑考えられるので

﹁ニッポン﹂の正式国号に改称させることは︑世界各国の

という正式呼称を︑堂為と宣明し︑その改称に成功してい

それにつけても︑終戦の虚脱感の所産とも言えるわが国

現代国民が︑反省しなければならないことである︒

号の読み方論争は︑終止符の段階と言えよう︒周知のよう
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関末代策︑柴崎盛伝
石橋香峰

村田浅吉︑大沢春一

寿昌杯をいただいて

寿昌杯を頂いた

村田浅吉氏の功績

北村博学
村田浅吉氏は明治十八年埼玉県狭山市︵上赤坂︶に生まれ大正四
年に弘道会に入会︒入会動機は明治二十九年西村会祖のお話を聴講
感激したもので︑昭和三年十月黒須支会から先代松倉慶三郎会長と
賑懇なので転属された︒その後当支会の評議員として半世紀余に亘
り当支会のため尽力されたその功績は偉大であり︑その西村茂樹翁
の精神を体得社会に対する奉仕篤行は高く評価さる・へきものと考え

て支会長の推せんになったのでありますが︑この総会にも出席され
その健康さを目のあたり拝見して羨しく存じました︒これも村田氏
もち或いは喫煙禁止法案に協力︑青少年の禁煙を奨励実践から今日

自身が模範青壮年時代の活躍のころ村に学友会を起こし︑夜学会を
の健康をかち得たものと考えます︒川越支会はこれら生前西村会祖
の薯がいに接し得た会友をもっている事もありがたいご縁と村田翁

を愛敬しています︒︵川越支会幹事︶

入会すでに五十二年前

大沢春一

今回何等功労とてもなき不肖の私に御町重なる御祝詞寿昌杯御贈

与下され誠に難有謹んで拝受致しました︒これ全く身に余る光栄で

で五十有余年古参会員として末席をけがし当年七十九回の馬齢を重

深謝感激に堪えません︒ただ私は大正十年四月十五日入会︑今日ま

ねて参りましたのみであります︒本会の永年に渉る一流大家諸先生

の社会浄化︑道徳高揚に資する有益なる名論卓説満載の会誌を数十

らも出しえた御利やくは極めて大きく厚く感謝致して居ります︒私

年の間拝読し地域社会に聯か指導的立場の者︑教員などを吾が家か

おります︒行先長からぬ身ではありますが終生本会の御趣旨実践に

も今は少食健康を害しては居りますが︑何れ同志会員増募も考えて

致します︒︵今治支会長︶

精進致す存念で御坐いますればなにとぞよろしく御指導の程お願い

感謝に生きる

関未代策

今回図らずも︑日本弘道会から寿昌杯を頂戟致し︑ただただ感激

の至りである︒私が本会に関係するようになったのは︑慶応義塾大

学教授金原賢之助博士のご依頼があってからで︑かれこれ三十年﹄﹄

なるｃだが︑私は当時実社界に活躍して多忙であったので︑時折地

に浴したことは︑恐縮のほかはない︒

方誰演に出張した程度︑何の功績も無いのに︑今日このような栄誉
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一
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顧象れば四十七八から三十年︑今年七十七歳と徒らに馬齢を加え
たが︑幼少のころより病弱でありながら︑よくも星霜を重ねえたも
のと︑自ら驚くばかりである︒実は︑長兄が天折︵ようせつ︶した
ためか︑特段の過保護の下に育てられ︑友達と遊ぶことさえ出来ぬ

︵特別会員和光大経済学部長︶

ながらの早教育を強いたものである︒御陰で小学校入学当時は楽で

先輩各位の御指導を賜わり今日迄参りましたが︑本年度総会におい

私は日本弘道会員として入会を許され以来三十有余年会役員並に

道義高揚の努力を期す

あった︒書道では︑教師が採点が出来ないと言っていたらしい︒そ

て図らずも寿昌杯を拝受する光栄に浴しました︒私の一生涯を通じ

柴崎盛伝

の余韻がどうやら中学校時代まで続き︑大正天皇が東宮の折︑北海

弱虫であった︒この薄弱な幼児に︑父は四書の素読に︑書道と︑昔

道に行啓になった際︑﹁天無二日地無二王﹂の害を献上するほどだ

私は今入会当時を顧みますと日支事変より大東亜戦へと進展し︑

てこの上もない感激と感謝で胸が一杯であります︒

熱望に応えて千葉神社を建立︑安房千葉神社両宮司︑知事代理︑各

佐倉五十七聯隊の戦跡に開拓中の千葉開拓団の応援に際し︑団員の

しかも戦局州なる際満洲雌野開拓の大事業に参じたのであります︒

ったが︑老いては駄馬に等しく︑今では御恥しい筆折である︒

さて︑幼少から病弱であった私は︑夏と冬には通学も満足に出来

界代表者参列の下︑異郷に倒れた団員を奉祁したのであります︒そ

青少年義勇軍の養成に当たって居りました私は︑時の文部大臣並に

ぬ始末であった︒父はこれを憂慮して︑八歳から剣道を修業させて

洪学は︑中学校︑大学と一流の諸先生の教導を受けたが︑父の訓

くれた︒小学校時代には小野派一刀流の大沢範士︑中学校では神道

の後戦雲益々急を告げ︑遂に本土侵攻の防波堤としての沖細決戦を

育は礎となっていた︒学位論文も﹁東洋思想と仏蘭西経済学﹂の関

無念流の佐藤文助先生の指導を受けた︒従って︑中学校四年の時に

もって終戦を迎えたのであります︒たまたまわが郷土長柄町の生ん

千葉県より満洲開拓勤労奉仕隊引率の命を受け︑昭和十七年渡満︑

全道優勝をした︒おかしな事に︑数年前﹁週刊読売﹂に全国大学教

の沖細県民に対して﹁後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ﹂との海軍次

だ大田実中将が米軍重囲の海軍壕から自決を前にして勇躍挺身協力

係について提出出来たことは︑ひとえに亡父の賜物である︒

この剣道によって︑健康を保持出来たと共に︑強い精神が養われ

官宛の電文には深く感銘を覚えるものであります︒しかも西村会祖

授剣道番付で︑東の横綱に私の名が出た︒これは少々眉唾物であるっ

たことは事実である︒幾度かの大病も︑大難も︑絶対に打勝って︑

れた文章報国とを大田中将が実証されたところに深い意義を見出す

が美風とされた﹁切腹﹂と︑ともに︑文は棚よりもさらに強いとさ

ものであります︒今日戦後半世紀を経て国民経済は高度の成長を誇

今日に到っている︒父は六十歳︑母は二十七歳で他界したが︑私は
亡父の偉大な遺産である事は︑それにもまさるもの︒私は毎朝仏埴

ってはいるものの︑自ら招いている公害禍を初めとして大国民とし

遥かに高齢を恵まれた︒医薬の進歩に救われた事も否定出来ぬが︑
に亡父をしのびつつ︑感謝に生きているのである︒
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ての教養には到らぬ点が少なくないように思われます︒この秋に当

︵千葉県白葉支会評議員︶

と受杯に際して特に痛感する次第であります︒

たって私達会員は地域のため国のため一段と道義高揚に努力せれば

寿昌杯を頂いて

石橋香峰
今日は︑本年になり一番の酷暑かと思い︑暦を見ると土用入りの
日であった︒

第七十回通常総会の五月二十八日に︑寿昌式を催され︑寿昌の盃

うこととなり︑長寿の保持は困難と思う︒

戦後足かけ九年の長期に亘り︑国政に尽力された佐藤前首相は︑

昨年埼玉県秩父小鹿野に創建された地蔵尊へ︑写経を献納参詣され

の方︑首相は三十九人であるが︑写経の筆を取られたのは只一人佐

た︒写経の霊徳は︑長期首相の座を保持したと考える︒内閣創始こ

に天台宗所依の経典と云う妙法蓮華経︑金光明経︑仁王護国般若波

藤前首相と云うことであろう︒私も徴兵適齢の頃︑菩薩戒経を︑更

は写経の功徳の為めと思い︑これと思うお方には︑写経を薦めてい

羅密経の写経を完了した︒その霊験冥助で︑危難を数回︑除き来る

●︑●１１１︲・

︲

る︒暇な一日思い出すままを誌した︒︵千葉県東部支会長︶

田中総理の陰徳

鶴岡衛

私は先年家裁調査官として新潟県長岡の特別少年院に出張し
た︒院の予算が極めて少なく少年の給食被服等についても院長
始め職員の苦心は誠に容易でないという︒その時院長がこの衣
類は田中角栄代議士が寄贈されたもので院は大いに助かった︑
と感謝しておられたことを思い出した︒大体︑選挙民の祝事︑
不幸︑旅行等には多大の出費は惜しまないが一票にもならない
少年院への寄贈などは冷淡なのが実情である︒かかる世情下に
在って進んで喜捨されたのが誰あろう︑今を時めく田中総理で
あったのである︒陰徳あれば陽報ありとの古言が実証されたこ
とでもあり︑一面識もないが田中総理にはいよいよご自重の上
国民の限りない信頼に応えられるよう祈ってやまぬものである
︵本会評議員東京家裁調停委員︶
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を頂きました︒大正十二年四月二十八日青柳蝿次郎翁に薦められて
の入会が︑日本弘道会との関連の最初で︑会員証は三六七七六号と
これが最大の楽しみであった︒支会役員は︑評議員で︑六代目支会

なっている︒東部支会に属し︑その総会毎に名士の講演が聴講出来︑
長高木泰三翁の時からは︑理事となり庶務一切の専任であった︒今
迄に紹介入会の会員数は二百○五人︑死亡退会もあり差引支会は四
百五十七名となっている︒亦昭和四十一年十一月六日学士会館で︑
創立九十周年式典席上︑宇野哲人︑繁田慶次両先生と私の三人が︑
栄誉に感激︒

功労者として酒井会長から感謝状記念品の贈与を享け︑重ね重ねの
今数へ年七十三であるが︑思いの外丈夫で忙しい毎日を繰り返し︑
いお蔭である︒食は腹八分︑節酒禁姻を守り︑適度の運動︑物心と

頭髪は白雪なるも眼鏡は不用︒考えるにこれ皆︑皆さんからの有難
もども過労をさける︒これ等に反する時は︑皆さんからのお蔭に逆

I

1

−１︲

笹本寅
また︑いい出した高虎にとっても︑その
結果は︑かんたんにすむことではなかった︒

かる︑というからだ︒そのことが︑生きて

ｌ人間の価値ば︑棺を鏡うて縦じめてわ

ノ

泉守高虎は︑家来たちをあつめて︑
﹁⁝⁝自分も︑年をとった︒いつ死ぬか︑

ながら待った︒報告にきた家来によると︑

⁝⁝その結果の報告を︑高虎は︑緊張し

あの世にまで供をしようと思うものは︑客

箱の中に︑自分の名前をかいて入れた者は︑

て︑ずっと人数の少ないことからいえば︑

高虎は︑この二つの箱を持って︑千代田

これは︑もっとすばらしいことだった︒

城に︑徳川家康をたずねた︒その事情を説

﹁ｌこの七十五名の者共健私の死後ま

明して︑高虎は︑

で︑西国三十三ヵ国の御先手をつとめるも

のですから︑なにとぞ︑ご上意をもって︑

殉死をかたくとりやめるよう︑おさとしね

高虎が︑西国三十三ヵ国の御先手といっ

がいとうございまする︒﹂

たのは︑家康から西国の旗頭をゆるされて

いたからである︒すべてになかなか慎重な

家康が︑昔からの家来でもない高虎に︑そ

ういう大切な役を与えたというのは︑けっ

いかに︑主従関係の重かった時代といっ

いう殉死希望者の数におどろくと同時に︑

意は許りかねたが︑ともあれ︑七十五名と

家康は︑そういう申入れをした高虎の真

して簡単なことではなかった︒

ても︑命がけでお供をするという者が︑四

この六尺ゆたかな高虎のどこに︑こんなに

四十三名あった︒

その頃までは︑主君が死ぬと︑重く用い

十三名もあるというのは︑めずらしいこと

といった︒

られたり︑可愛がられたりした者は︑殉死

ひきつけるものを持っていたのか？とい
も︑同様に命じた︒その結果は︑三十二人︒

そうして︑江戸に出ると︑江戸の藩邸で

︵死んでお供をすること︶をする習慣があ

り︑この高虎の発言は︑家来たちにとって

﹁いかにも︑これらは︑先手を守る大事な

そう︒⁝⁝それにしても︑和泉どの︒よく

者ども︒よるしうござる︑私からさとし申

をかけば︑命のゲタをあずけることになる

とめさせているにしても︑国もとにくらべ

容易ならぬものだった︒つまり︑自分の名

からである︒

江戸には︑とくに気に入った家来を多くつ

ぶかりながら︑

だった︒高虎は︑至極︑満足に思った︒

入れておいてくれ︒﹂

間においた箱の中に︑自分の名前をかいて

わからぬ︒自分が死んだとき︑腹を切って︑

いるうちにわかることになるからである︒

くにもとの︑伊勢の津の城で︑城主藤堂和

元和元年︵一六一五︶秋のことだった︒

日

西国三十三カ国の旗頭

￨

ワ﹈

７０

︑１ノ

ｒ︑

も︑かくは︑大勢の希望者を得られました

ゆるせば︑他の三十一名も︑同調しなけれ

がわい者が一人あった︒この一人の申出を

申しておきまする︒﹂

下さいまするよう︑とくに貴殿へおたの桑

利勝は︑おどろいて︑オームがえしのよ

﹁ナニ︑お国がえですと？﹂

どんなに力をそそぎ︑そうして︑それは立

ｌ利勝は︑高虎か自分の領土の経営に︑

うにききかえした︒

派に実を結びつつあるかを︑よく知ってい

すると︑その翌日︑家康から使者がきて︑

者がたてられた︒

その夜︑高虎のもとから︑家康の処へ使

ばならなかった︒

なあ︒．⁝・・私が同じことを企てても︑これ

どうかｏ﹂

ほど大勢の希望者を得ることができますか
と満更お世辞からばかりでなく︑そうい

﹁わしの命令にしたがわぬ者が一人でもあ

って承知した︒

れば︑藤堂の家から︑西国三十三ヵ国の先

の人物ではなかったにしても︑しかし︑こ

たからである︒高虎の子の高次は︑父ほど

の江戸邸で一記名投票した三十二人の家来た

高虎は︑千代田城から邸へかえると︑そ

手を取りあげようぞ︒﹂

﹁ありがたき仕合せｌ﹂

との口上だった︒

﹁⁝．：それがし︑亡きあとは︑せがれ高次

﹁只今︑和泉どのが︑高次どののお国替え

居間に行って︑

そうして︑高虎が退出すると︑すぐ家康の

利勝は︑このことは重大な発言と思った︒

退出していった︒

それっきり︑高虎は話題をかえ︑やがて

と︑くれぐれもおねがい申しておきます︒﹂

という諺もございますれば︑御国がえのこ

﹁いやいや︑子を見ること︑親にしかず︑

別に何もおききしておりませぬが？﹂

﹁⁝⁝高虎どののことにつきましては︑格

かなかった︒

るべきはずなのに︑と疑わないわけにはい

ってさえいれば︑藤堂の家は︑家運長久な

れという欠点はなく︑じっと父の遺業を守

ちを広間に集め︑

西国三十三ヵ国の旗頭は︑藤堂家中の者

ｌ殉死とりやめ︑高虎の筋書ど鐙り︑

の︑何よりの誇りだった︒

﹁その方らの深い志︑過分に思うぞ︒このこ

そのような︑一騎当千の者共を︑ムザと死

とを今日大御所様に中上げたところ︑ｌ

事ははこんだ︒

それから︑四五十日経ってからｌ

口

高虎は︑駿府︵いまの静岡︶にかえった

国三十三ヵ国の御先手を守らせるように︑

なせてはならぬ！生き長らえさせて︑西
とのきついお達しであった︒わし亡きあと

は︑このごろ急にからだが弱ってきたよう

家康の最も信頼していた土井利勝に︑高虎

家康の居間の︑次の間にひかえていた︑

家康の﹁一キゲンをうかがいに行った︒

も︑同様︑せがれ高次につかえて︑藤堂の
家を︑徳川の天下を守ってもらいたい！﹂

というと︑一同し−んとして︑しばし言
葉もなかった︒

いかに︑家康の言葉とはいえ︑かんたん

は役に立たぬ人物でございますれば︑いず

だなどと話し︑

らである︒高虎は︑目に涙をうかべ︑こん

れか大事ならざる士地へ︑国がえをお命じ

に引きこめるわけにはいかぬ言葉だったか

にしたがうわけにはいかぬと主張してした

こんとさとしたが︑ｌどうしても︑それ
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1

考えをまとめるときのくせの︑右の親指の

と︑いまのことを報告すると︑家康は︑

一日たりとて︑ゆるがせにすることのでき

いい︑京都と申し︑天下を治めまするには︑

極めて便利な土地でございまするｐ大阪と

にトナリしており︑京都へ兵を出すには︑

ないという言質をとるための︑布石だった

のも︑このわしに︑けっして国替えはさせ

だ！いや︑殉死希望者の名前をかかせた

も承知して︑こんなことをいいだしたの

てそむかないということを︑この男は︑百

をねがってゆかれましたが．⁝・・﹂

爪を噛みながら︑

にトナリする伊賀︑伊勢の国は︑不肖高次

ぬ土地でございまする︒かかる大切な土地

代がかわると︑このせっかくの苦心経営が︑

勢や伊賀の経営にあたっているのだから︒

︵ｌムーもない︒あんなに苦心して︑伊

そうして︑さらに思いつづけたのだった︒

のだ︒︶

といった︒そうして︑二人は︑何事かヒ

ごときに守らせておくわけにはまいりませ

﹁うむ︑となりできいておったぞ︒﹂

ソヒソと話しあっていた⁝⁝
白

もとのうございまする︒土井どのにもおね

ぬ︒ｌそれがし︑亡きあと︑まことに心
がい申しておきましたが︑この高次の国替

水の泡になるのだから︒⁝⁝よいわ︒徳川

その翌日︑家康から︑高虎の宿へ︑すぐ

えの儀も︑ご上意を得ておきますれば︑高

の天下のためには︑ずいぶんと役に立った

来てくれるようにとの︑使者がきた︒

⁝⁝高虎の顔には︑何かを期待していた

虎︑安心してあの世へまいることができま

と思い︑海のような広い︑深い微笑をう

男だったから︒︶

﹁Ｉ和泉どの︒それば︑取越苦労でござ

かべながら︑

ろうぞ︒高次どのは︑立派に伊勢︑伊賀の

﹁いや︑伊勢︑伊賀の国々は︑極めて大切

口から︑けっして国がえなどはさせないと

を気にしての︑言葉だったのだ！わしの

じつは︑この七十四歳の︑わしの体のこと

具合がわるくなったなどといい出したのは︑

けて守ってゆくでありましようほどに⁝﹂

ぞやの殉死志願の七十五名の者が︑命にか

で・あったとしましても︑それ︑それ︑いつ

﹁１万カー︑高次どのが︑鐙言葉のよう

といったあとで︑

国々をおさめていかれましようぞ︒﹂

な土地でございまする︒とくに︑地形から

いう︑言質をとっておきたかったのだ︒秀

︵ｌウカッだったわ．高虎が︑急に体の

そうして︑さらに思うよう︑

と思い︑まじまじと︑高虎の顔を見た︒

︵ｌどこまでもヌヶメのない男！︶

うして︑心の中で︑

とたんに︑ハツと家康は︑気ずいた︒そ

する︒﹂

もののように︑こころからな微笑があらわ
時を移さず︑高虎が伺侯すると︑家康は︑

れたのだった︒

昨日︑商虎が利勝に希望した高次の国替え

﹁・・・⁝なんで︑そのようなことをのぞまれ

のことを持ち出し︑

と︑率直にきいた︒すると︑高虎は︑言

るのでござる？﹂

巾しますれば︑伊勢の国は︑舟で大和川を

忠が︑わしのいい出したことには︑けつし

葉に力をこめて︑

下れば︑その夜のうちに︑大阪につくこと

︵おわり︶︵作家︶

ができまする︒また︑伊賀も︑近江︑山城

の色

︵ｕ﹀

︑１／

／ＩＬ

四季の鉢物
︵十四︶

熱帯性の花木

渡部弘

分に光線に当てないと︑落葉しやすく花芽

樹形を整えます︒秋から冬にかけては︑十

もよくつきませんから︑フレームや室内に

外で楽しむほうが理想です︒

苗をつくるにはさし木でふやします︒時

に温室栽培で花は年末から三月にかけて咲

入れてからも十分に陽光に当てます︒一般

短かくなりますので︑室内におくよりは戸

期は六月ころ︑軟かい枝は腐りやすいので︑

きはじめますが︑ふつうの家庭では四 五

やや木化した部分をさします︒さし穂は長
三カ月で発根します︒

五センチに切り︑赤土やパーライト

にさすと二

さ三

や骨粉を腐らせて作った乾燥肥料を混ぜた

％︑腐葉土二○％を配合したものに︑油粕

茎は直立性で丈が伸びやすいのですが︑よ

タン科に属し︑ブラジル原産の小低木です︒

和名をシコンノボタンと呼びます︒ノポ

○メラストマ︵冨の一閉８日四︶

気味に保つほうが花つきはよくなります︒

お︑開花前にはやや水やりをひかえ︑乾き

月から咲きはじめ︑夏中咲き続けます︒な

発根した苗は三・五号鉢または四号鉢に

強い陽光のもとで咲き続けるブーゲンビ

植えます︒用土は粘質土五○％︑川砂三○

レアは︑オシロイバナ科に属し︑南米に原

ものを用います︒

○ブーゲンビレア︵団○匡鴨ロぐ畠の四︶

産する小高木または低木です︒ややつる性

最低五度くらいで︑乾かし気味に管理して

を小さくしたような五弁の花が二

く枝分かれして︑その先端に一重のボタン

十月中旬ころからフレームや室内に入れ︑

植物学上の花は小さく目立ちませんが︑そ

なくなれば戸外に出します︒夏の間に側枝

越冬させます︒翌春五月ころ晩霜の心配が

を呈するものもあり︑茎には刺があります︒

れを包む三枚の種が花べんのように美しく

庭園用として桓根などに植えられ︑刈込ん

色があります︒熱帯や亜熱帯地方では広く

つれて小鉢では乾きやすくなり︑また根が

と肥料を十分に与えてやります︒生育する

を十分に伸ばすために︑一度心を摘み︑水

植えとして栽培されています︒

するノポタンもよく似た種類で︑これも鉢

があります︒わが国の沖縄や屋久島に自生

きます︒花は濃紫色︑清楚な感じで野生美

三個つ

色づき︑紅︑桃︑紫︑燈︑クリームなどの

で枝先一面に花萄をつけます︒

前後であれば発根しますから周年いつでも

方法でさし木しますが︑低温に強く一五度

苗をつくるにはサンタンカと同じような

か鉢底から出て地面に張るようになります

鉢仕立てとしては立派で︑ヨーロッ・︿で

ブーゲンピレアの花芽は十月中旬ころに

ら︑早目に四・五号鉢に植えかえます︒

分化するといわれますので︑八月中旬から

は古くから多量に生産され︑最近はわが国
一つです︒高温と強光を好む植物ですので︑

さし木できます︒発根した苗三・五号鉢は

でも生産がふえ︑今後に期待される鉢物の

一度刈込みを行ない︑多くの小枝を出させ︑

九月下旬にかけて高さ二○センチぐらいで

五頁下段につづく︶

初夏から秋までは戸外で栽培します︒開花

︵

中に光線が不足すると︑花の寿命がひどく
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､

千葉県加藤巳之

井上字麿選

に

ただに生きて何のなすなく消ゆるらむ︵我︶寂しけれども

老いてすべなし

同八代義昌

夜もすがら枕辺近く虫の音を聞きあかすらむ栗源の里

ありし日︵世︶に師が残しけむ筆の跡見る度毎に挟ぬらし

風の音に秋立つとの象思ひしを早くも虫の声の間ゆる

つ

同石橋香峰

幾とせも心砕きてわが為に尽せし母を思ひ出さる

伊予岳と富山と並びをり︵よき日和︶視界の果てに富士ヶ

見る︵館山那古寺にて︶

坂東の札の納めは︵ぬ︶那古の寺凪ぎたる海をひろ人︑と

嶺も見ゆ

孫と守る出稼ぎの家老いたれど負けぬ意地張り畠に鍬ふ

頼朝の上陸地というこの浜は七百年の浪の寄せをり︵返

る︵して︶

ポターノ︑と岩雫する黄金井戸︵世に︶不思議なる︵り︶かな

して︶︵勝山にて︶

庭の木に子等がつりたるぶらんこに︵を︶梅雨の晴間に妬

拓本のよく撮れしとて︵皆も︶賞め合ひてゴックリと飲む

︵へて︶︵茂原藻原寺にて︶

日蓮の乗りしと云へる朽ちし鞍ただ骨のみを今に伝ふる

死顔は寝顔の如く安らけし︵かに︶今し眼さめて物語るが

輪の這ふ

光り藻の見ゆ︵竹岡黄金の井戸︶

げんげ田の花に母子の楽しもよ摘んで束ねて髪にかざせ

る

盆踊り終りたるらし真夜中を参道遠く唄きえてゆく

り返る︵雁の渡るを見て︶

先頭の雁は︵が︶親かも︵らし︶時折りに子ら守る如く後ふ

の水引く

ひでりして稲も萎えたる︵きし︶門の田に雨まちきれず川

田植ゑして屈める腰の痛ければ昼鮪休承を畦に腹這ふ

l
階暗と朝の光りに照り映えて泰山木の花は輝やく
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弘道歌壇

宮殿の側扉ひらけば白木なる十一面尊︵姿︶はまどかにい

接待の茶を︵一ノ宮玉前神社の宝鏡を拝して︶

朝早くより︵から多忙︶

珍らしく婦人ばかりの患者にて︵たちぃと︶姦ましきかな

四月目の今日退院の父迎へ風呂を立てたり蒲団干したり

︲Ｉ

ます︵丸山石堂寺匡て同︶

古き巣の修理にはげむ燕あり雛照す日の迫りたるかも

信号の青となる刻まつ吾の肩を叩くは旧師にてあり

教職を務めし吾子は出征をすることもなく教へつづけし

起床毎又今晩も頼むぞと蒲団上げつつ蒲団にお辞儀す

同菅谷義太郎
支那にゆき満洲に征き二回とも帰国しにけり次男の吾子
兵器作る川崎工場にして︵の︶空爆を連日受けて三男も無

すめらみこときさきの宮のみゆき︵行幸啓︶をぱ仰ぎ迎ふ

沖縄の復帰決まりぬ終戦後二十七年今日の吉き日に

テレビにて見るは嬉しも飛行士のストーン山に昇る姿を

埼玉県相沢正直

事︵助かる︶

は︵独り︶

満洲の砲撃隊に在りしかど共産化せず帰りぬ四男は

る式おごそかに

豊かなる沖細とせむ︵なさむ速かに︶一億国民力あはせて

同並木文比古
滋味ゆたか香りも高き新緑茶気品に富める茶器も誇らし

亡き姉とそのひとり子とかさなりておもひわかたぬこと

馬淵沢子集﹁はしがき﹂より井上竿麿

なし

来客のために︵に殊に︶選びし伽誹は色も香りも重く趣味
もありけり

やらし

りけり

姉の孫はその子のごとくその母を姉かとおもふこともあ

母さんと優しき呼名を捨てさせてママと重ね語いふはい

同菅谷喜一
牡丹咲く花壇の上に鯉職はためく見つつ曾孫指さす

おもはむ

子に孫にその面影ののこるならばそのいのちはもとこし

老いらくのまよひにあらず子も孫も親に似てをるゆゑと

川越市小名木狂辰

君子蘭咲き初めたるを見てあれば交通ストをテレビ告げ
居り

へならむ

︲

︲Ｉ
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昭和四十六年十月以降

新入会員芳名︵敬称略︶

北海道松岡清次郎石崎敦士

府県名入会者紹介者

″

″

島根尾崎保千代延隆長
大峠末市〃
島田節夫〃
山崎誠三〃

″

″

″

高尾重忠〃
松木歓一〃

浴政一〃
米沢天崖沢村暁之助
″日野良夫〃
″
″

北村侃杉崎精治

高田照子〃
吉田忠一〃

神奈川内藤昌直三好凌石
″
″
″

西川千代松〃

横塚豊吉〃

清宮明渡辺正勇

竹下正二〃
鳥海ひさ〃
古滝さく〃

朝生玉太郎〃

中村信雄〃
鶴岡文雄〃
松本半蔵竹下せつ

秋葉喜久次〃

安藤倖〃

千葉鶴岡重彦内藤健蔵
″

″
″
″
″
″
″
″
″
″

″

″

″

秋山保〃
会告

立崎浩川奈部秀雄
馬場孝之〃

高沢武比古〃
〃︵終︶永野明子〃
″

″

″

を現われていることであります︒九十年
前に高唱された西村会祖の道徳教育が国
際教育年の重要な目標となっていること
はもとより当然のことながら︑これに対
する道徳教育のあり方︑生徒指導の方策
については猛省すべきものがあり︑本会
今後の使命はますます重要さを加えてい
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編集兼
発行人

昭和四十七年十月三十日発行

昭和四十七年十月二十五日印刷

︵送料四十円︶

弘道売価一冊金五十円

︵渡︶

一冊読了致したいものであります︒

◇古典や新書に親しむの好期に当り何か

るものと考えます︒

１１

会誌弘道は今十月号から当分隔月に発
行致すことになりました︒このことは去
る五月二十八日の評議員会で慎重審議の
上決定して総会の承認を得たものであり
ます︒会誌の発行等に要する実費は年額
八百円余︵含郵送料第一種一回四十円︶
でありますが︑現会費五百円は当分据置
のままで内容を充実致し度いと存じま
す︒今後各位には一段とご意見なりご研
究なりをご寄稿下さるよう願上げます︒

編集後記

本号は学制百年特集と致しました︒思
えば明治五年新学制制定当時当局者がい
かに苦心努力されたか︑そしてその結果
いかに世界にすぐれた教育国となった
か︑先人の識見には今さらながら感謝感
激のほかありません︒日本には二千余年
の栄ある伝統︑同一の国語・民族︑四季
折々のながめなど世界無比のいくたの特
質があり︑さらに経済大国を誇ってはい
るものの︑戦後教育勅語の廃棄に初ま
り︑とかく道徳教育の軽視から︑往年に
比して日本国民として寒心すべき点が数

１

１ｌ

誇稿轍汎箸
全13巻
備え下さい

︻諸橋轍次博士の名著一

雪論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の悪菩と人生の体験とを融合して

の巻宿が世人の要望に応え漢学

稿を練り世に問う論語の名講義．．

ポケット判・上製函入定価八○○円

ポケット判・上製函入定価五○○円

の人口に膳炎した思想を説く︒

如来に化したとも伝えられる老子

その閲歴は知れず︑仙人或は菩薩

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

雪老子の講義

辞典をこの機会にお

︵読者の声から︶
▼公務員・四十六才
長男大学合格の祝いを兼

に輝く﹃大浪和辞典﹄細纂の余暇

に生れた博言の記︑李白の詩文か

四六判・上製定価六○○円

ら碑文︑書体︑漢語形成におよぶ

四六判・上製定価五八○円

として軽妙に語る名特︒

漢和﹄の著者が古今の漢籍を典拠

まつわる史実や伝説について﹃大

干支の起原の考察︑十二の動物に

十二支物語

べく本辞典を購入した．

ね自分の余技にも活用す

▼会社員・四十一一才

期待通りの素附らしさ︒

中国語もかなり豊富に入
っていたのは予想外︒流
石です︒

▼主婦・三十才

このように優れた文化遺
産をわが子に継がせてや
れて幸わせです︒

紫綬褒章︑菊池寛賞︑朝日文化賞

漢字漢語談義

世界最大のことばの

■漢和辞典の最高峰″

︲︲Ｉ

旭回月賦定価八○︑○○○円
四回月賦定価八五︑○○○円
︹体裁︼

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上質紙

Ａ５判・全咽巻総頁一四八七二頁・総クロー

ご希望の方は大漢和﹁Ｃ﹂係宛お申込み下さい

内容見本送呈

／東京40504

大修館書店振善

東京都千代田区神田錦町3−24

口
現金定価七五︑○○○円
･専用書架は実費(6000円）でお頒け致します

