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垂︹巻頭言︺

一国内的平和

ＪＪ
相馬敏夫
一九七○年代の第二年目も近く終ろうとしている︒今年も国内的にも国
際的にも種々と多難の年であった︒日本としては台湾を袖にして中国との
間に国交回復が出来︑朝鮮半島には南北の間に和平接近ムードが醸成され︑

近くはベトナムに米国の撤退によって和平が到来すると期待されている︒
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そして国内には国際的な緊張緩和を理由に四次防か福祉かと目下総選挙が
争はれている︒そこで考えさせられるのであるが一体国際的に一応平和が
到来すればそれで緊張は緩和したのだと安心が出来るのであろうか︒戦前
と異って現在では国際的にも国内的にも政治も経済も思想も全く複雑とな
り多岐となり混沌となり尋常一様では律しえられなくなったのである︒平
和は勿論国際的に大切であるが︑国内的平和のおちつきこそもっと大切で
あると思うのである︒国内的の平和が確保されなければ国民の福祉なぞ問
題にならない︒米国が撤退しても果してベトナム全域に国内的平和が到来
するか︑心配である︒共産圏地域との親交回復は勿論望ましいことである
が︑おのづと共産勢力が浸透して国内平和が一層ぐらつく危険性もなしと
しないのである︒このことは大いに警戒を要する︒国民にその国を守る衿
持と気塊があってこそ国民の福祉を確保する国内的平和が確保されるのだ

と思うのである︒︵四七︑一二︑八︶︵本会監事明糖社長︶
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生涯教育について一

塚益徳

１１！

あった︒今や生涯教育は世界教育共通の課題になっている

こうした世界教育の一大動向にまさに合致したものとし

と云えるのである︒

て︑最近わが国で次々に発表された教育改革の諸提案は︑

まさしくこの生涯教育の観点をその主軸としている︒いわ

ゆる﹁第三の教育改革﹂と喧伝された中央教育審議会の一

九七一年六月の改革案︑特に同じ年の四月に公表された社

た日本経済調査協議会の特別委員会の教育改革の提案は︑

会教育審議会の答申︑さらに一九七二年六月に世に問われ

の抜本的改革を図ったものなのである︒

明白にこの生涯教育の路線の確立に沿って︑わが国の教育

一九六五年に﹃一ネスー伽一の成人教育部会で初めて使用され

﹁一ネスコ総会で正式に使用され︑その後国際的教育用語と

た﹁生涯教育﹂という教育用語は︑翌六六年秋の第十四回

教育の在るべき姿を求めた記念さるべき国際会議であった

世界成人教育会議は︑主として生涯教育の一環として成人

年七月末から八月初旬に東京で開催されたユネスコ主催の

して︑広く全世界の共通用語となってきた︒現に一九七二

て明確に自覚されていた︒さらにまた︑永久教育︵フラン

が国においても既に一八九○年代の昔︑成瀬仁蔵らによっ

味深いことに︑教育が一生かけての課題であることは︑わ

教育とは一生をかけての課題であることの主張である︒興

を指すものなのであろうか︒一口に云ってそれは甚だ明瞭︒

然らばここに云う生涯教育とは︑そもそもいかなること

一

が︑最近筆者が出席した︑﹃一ネスコの第十七回総会の教育

して︑否︑これからの世界教育の在り方を指向するものと

部会では︑この生涯教育なる言葉が盛んに各国の代表によ

教育に該当する分野に対してヨーロッ・︿で久しい間用いら

ス︶︑継続教育︵イギリス︶と云った用語がわが国の社会

さらに注目さるべきことは︑ユネス﹁一の委嘱によって︑

って使用され︑甚だ印象的であった︒

で﹂︑即ち人間の成長の全時間的系列に即応する教育の統

れていたが︑今やそれは︑いわゆる﹁ゆりかごから墓場ま

体として︑あらためて全世界の教育界が把握することを要

︑︑

習﹄︵一九七二年刊︑フォール報告書︶は︑この生涯教育

成立した﹁教育問題国際委員会﹂の報告書﹃これからの学
の観点に立って世界的視野で教育の未来像を画いたもので

（2）

で確認さるべきことは︑一見云い古された用語ではあるが︑

いとなまれるべきことの提唱ではないことである︒この点

あると云っても︑それは決してただ漫然と教育が平板的に

果として家庭教育の比重がとみに高まって来たのである︒

配慮の重要性が国際的にクローズ・アップされ︑当然の結

点である︒このことの故にいわゆる就学前の時期の教育的

が︑人間形成における幼少時代の特別な意義を明確化した

第二は︑大脳生理学を始めとする幼児期の科学的諸研究

このことは今や世界的に妥当し始めているのである︒

教育の万能観こそまさしく時代錯誤の一大謬見に他ならず︑

家庭︑学校︑一般社会︵企業内教育を含む︶の三者がそれ

この場合注意すべきは︑一生が教育の場︑教育の機会で

請されているのである︒

ぞれ固有の教育力を発揮すると同時に︑相互︑補完の役を

こうした広く国際的に見出される共通現象に加えて︑わ

三１︲

ところでこうした要請は︑現代社会の一大特性たる︑科

育の重要性をまし加えていると云いうる︒何故なら世界広

が国教育の独特な性格が︑いよいよわが国において生涯教

果すことである︒

学・技術の驚くべき発達によってひきおこされた当然の帰

は︑学歴偏重という日本社会の国疾であり︑このことが生

しと云え︑わが国ぐらい学校教育に比重をかけ過ぎている

結なのである︒

涯教育という新しい教育観と根本的に背馳することは明白

国はないからである︒周知のごとくわが国教育の癌は︑上

も高度の基礎教育的要素を濃化しつつあるのである︒先頃︑

である︒何故なら︑︲わが国における家庭教育は︑遺憾なが

第一︑広義の社会生活の激変は︑従来学校教育に与えら

ハーバード大学のアンダーソン教授は筆者らとの討論の席

ら学校教育に余りにも振り廻わされ過ぎて︑いわゆる有名

れがちであった教育における専管的地歩を根底から揺がし

で︑この点について極めて印象的な発言をされた０日く︑

校進学の予備機関化しているのが一般である︒さらに肝心

き非教育性にある︒わが国教育界における諸悪の一大根痘

﹁最も理想的な四ヶ年の大学教育も︑教職に就任後︑彼ら

の学校教育そのものが︑その本来的役割を忘れがちで︑徒

級学校への入学試験の制度並びにその具体的方法の恐るべ

に要請されている︑よき教師たるべきためのいわゆる現職

らに有名な上級学校への準備機関に過ぎている︒痛嘆さる

始めたからである︒静的社会において果した高等教育機関

教育に比較すれば︑せいぜい一割程度の学識の習得に他な

べきである︒加えて︑最近若干正常化の方向が漸次出現し

の︑完成教育的役割は今や崩れ去り︑今日では大学院と雛

ンダーソン教授の主張こそ正論と云うべきであって︑学校

らない﹂と︒文字通り日進月歩の現代社会においては︑ア

（3）

始めたものの︑わが国の社会教育は学校教育の云わば﹁刺
他ならない︒

えられている点はまさしく日本教育の脆弱面の自己暴露に

さて︑正しい意味の生涯教育は︑上段で既に触れたよう

四

味のつま﹂的役割しか与えられなさ過ぎていた︒現にわが
国の文教予算︵文部省所管の年間予算︶において占める社
会教育費は驚くくし○・六五％に止まっているのである︒

家庭でなければ十分果しえず︑而も人間形成の基底として

に︑第一の基礎を家庭教育の充実に期待する︒根本的には︑

である︒以下︑その具体的提案を行う前に︑生涯教育に対

するものである︒

絶対的に不可欠な教育の面が少くとも五つあることを確認

こうした︒わが国教育の破行性は︑まさに猛省さるべき

反省しておきたい︒

してわが国で示されがちな誤った対応の仕方三点について

き閉口である！といった反応の仕方である︒こうした立

しき嫌悪乃至恐慌の念をいだくものである︒教育など︑学
校だけで沢山である！一生いやな勉強がつきまとうごと

伝いに子どもをひき入れることによって果されうるのであ

ろうか︒それは他でもない︒身近な例を示せば︑家事の手

然らばこの種の人間愛は如何にして体認せしめうるのであ

洗顔する厳しさの中にも脈々と存在する愛情なのである︒

第一は︑人間の愛情の体認である︒この場合の愛情とは

場は︑教育なるものをあくまで受今身︑甚だしきは強制的︑

共同責任︑喜び︑満足といった望ましい人間形成にとって

うる︑積極的に家事の手伝いをたのむことである︒そこに

︑︑︑

云わゆる盲目的溺愛では断じてない︒薄氷を割って冷水で

上からのものと把握する間違った教育観に淵源するもので

る︒既に満二歳に到達した子どもなら︑何人にもあてはめ

第二は︑一生が勉強ということであるならば︑少々現在

最も基本的な体験のつ承重ねが約束され︑帰属意識が芽生

、 宝 ノ

第一は︑生涯教育を一生を貫く教育と解して︑それに著

あって︑まさに克服さるべき第一の段階である︒

ないうる時がある筈だとして︑現在の不勉強を正当化しよ

怠けても︑調子を下げてもいつかはそれを取返えし︑つぐ

えるのである︒第一は︑小さい時から自己の欲を制御する

欲を抑えることを教わらなかった人は不幸だ﹂と喝破した

習慣を養うことである︒かつてカントは﹁幼少時に自分の

うとするもので︑危険な陥奔と云うべきものである︒

第三は︑最も悪質なものであって︑生涯教育とは︑現在

にも多過ぎるのである︒

が︑現在わが国には︑遺憾ながらこの種の不幸な人が余り

における教育上の不完全さ︑不備に目を蔽わせて︑将来の
略だ︑とする曲解である︒こうした論がまことしやかに唱

空手形を約束しようとする資本家︑官僚の較婿な一種の謀

r川、

この場合︑家庭教育における合理性の教育は︑約束の厳守

身体上の保健︑第五は合理性を身につけること︑であるハ

る︒学校は決して教育の万能の場所ではないが︑極めて重

礎教育の場たる学校が新たに正しく位置づけらるべきであ

生涯教育の第一基礎たる家庭教育につづいて︑第二の基

五

と︑他者からの批判に喜んで耳を傾けることである︒

第三は︑幼少時代から進んで他者に奉仕し︑ものをプレ

から生活化さるべきである︒これを三者に加える︒第四は︑

る﹁受くるより与うるは幸いなり﹂という真理が幼少時代

ゼントする習慣を養うことである︒この点等ハイブルに見え

︲

表彰状

である︒そこでは人類の文化的伝統が整理され教育的に伝

要な機関であり︑云って恐れば人類の生んだ一大傑作なの

れる場所であり︑あらゆる段階において自分で考える力が

︑︑

、 リ ノ

達されると共に︑それらを媒介として新しい文化が創造さ

究極的に養わるべきところであり︑自律的行動の基礎訓練︑

而も他者に進んで協力し喜んで奉仕する社会性が培われる

えつつ︑児童生徒学生の先頭に立ち︑或は背後に控えて彼

場所である︒そのために教師という専門職が︑使命観にも

家庭並びに学校のよき基礎教育と並んで︑さらにその上

らに自主性︑創造性の発揚の道をそなえる場所なのである︒

に築かるべきものが広義の社会教育である︒このために︑

︑︑

わが国のあらゆる社会教育的施設︑機会は抜本的に拡張︑

強化さるべきであって︑生涯教育はむしろ生涯学習として

に教育の本命であることの新しい教育観が確立さるべきな

正しく位置づけられ︑而もこの第三段階の教育こそ︑まさ

のである︒︵本会評議員国立教育研究所を長文博︶

r 頁 、

石橋香峰殿

あなたは本会含貝としてここに五十
年その間推挙されて支会の理事副会長
会長並に本会の評議員等に就任し終始
一貫本会趣旨の普及と支会の発展に尽
力された功績はまことに顕著でありま
すよって東部支会創立八十周年記念式
を挙げるに当りこれを表彰します︒
昭和四十七年十月十五日

Ｉ

日本弘道会長野口明明
回回

表彰状
内山藤太郎殿

あなたは本会会員としてここに二十
年その間推挙されて支会の評議員副会
長等に就任し終始一貫本会趣旨の普及
と支会の発展に尽力された功績はまこ
とに多大であります︒以下同文

千葉県東部支会八十周年記念式に当り

Ｉ■２︒同ｂ・負町﹄Ｈｐｂｑ向も０■︲盈甲︲胸﹄

ＩＩ
峠西村泊翁先生の生涯教育
論

ｌ東京修身学社から日本弘道会への道Ｉ

片山清一

そのために人間が軽薄となり︑悪賢くなるというのでは︑

の摂取に注いだことも否定できないところである︒しかし

会祖・西村先生は︑明治九年春に﹁修身学社﹂を創設さ

国民の前途が危かしぐなる︒知識のとり入れ︑まことに結

に成功した︒阪谷素︑丁野遠影︑植松直久の三名である︒

k、ノ

｜︑東京修身学社の創設

れたが︑その意図するところは︑明治十三年三月に書かれ

構である︒しかしその本になる人間がしっかりしているの

そして人間をよくするには︑まず自分自身をよくしなけれ

た﹁修身学社発会の演説﹂︵泊翁叢書第二輯︶に述べられ
謹で按ずるに︑王政維新以来︑百事皆挙り︑日に開化

でなくては︑知識が人間を傷つける結果ともなり兼ねない︒

の域に進む︒独り道徳の一事に至りては︑之を封建の時

わち修身にある︒

ばならない︒国民道徳の本は結局︑身を修めること︑すな

ている︒

代に比ぶるに一歩を譲るに似たり︒方今学校の設︑日に

こうして明治九年春﹁修身学社﹂が創設されたのであるが︑

このような意図をもって︑同志を求め︑まず三人の参加

修徳の事に至りては︑之を講ずる者︑甚衆からず︒夫れ

明治十一年ごろは︑会員減少して︑次第細りになってきた

多しと雄も︑其教育する所︑率ね開知の一偏に在りて︑

の如し︒荷も根幹無ければ︑枝葉何れの所にか着かん︒

此会を創め︑相会に道徳の旨を諸究すること数年︑一昨

ようである︒上掲の演説において

道徳の教は︑樹木の根幹の如く︑知識技芸は樹木の枝葉
明治初期は︑たしかに文明開化の一途に向って進んだ
のであり︑またそのために︑主力を知識とくに西洋の知識

／ ハ 、

年の頃に至り︑社運盛を加へずして会員日に稀なり︒
と述べている︒

西村先生は︑明治十年時代には︑文部大書記官の職にあ
ったが︑その四月︑第二大学区を巡視して︑学事通覧なる

報告書を書いているが︑その中の﹁修身学﹂の一部で︑学
制下でおこなわれている修身教授をきびしく批判している︒

今おこなわれている修身学では︑日本全国人民の品位を作
り出すことができないと断じ︑今後の小学修身書として︑

孟の教により︑開智は西洋の説によるべし﹂ということで

きりと徳育重視の方策が打坐っ出された︒小学校の学科は︑

修身・読書・習字・算術・地理・歴史等となり︑修身が首

この改↓正について西村先生は︑非常に喜んだものと桑え︑

位におかれた︒

において︑次のように述べている︒

明治十七年四月におこなった﹁日本講道会開会の演説﹂中

己にして︑朝廷教育令の改正を発し︑修身の科を以て

諸学科の最先とせり︒是固より本社の与りて力ある所に

非ずと雌も︑社友たる者は︑皆其志の行はれたるを喜ば

ざるはなかりしなり︒爾来︑修身の教全国に行はれ︑山

ことを知るに至れり︒あ上また盛なりと云ふくし︒

村海郷の野民といへども︑亦修身の務めざるべからざる

二︑日本講道会と改称
ところが︑こうした喜と満足のあるのにもかかわらず︑

突如として︑修身学社を﹁日本講道会﹂なる名称に改める

西村先生は︑ここで﹁修身学社﹂は一応その任務を終っ

と宣言したのである︒それは何故であろうか︒

今日に至りては︑修身の教は︑朝廷の最も意を用ふる

たと考えたのであろうか︒

々として勉めて怠ることなければ︑修身の事は復た私学

所にして︑教育の官に在る者︑皆朝廷の盛意を奉じて孜

社の心を労するに及ばざることとなれり︒

と言ふ︒だが修身学社を設けた大目的は︑日本全体の道徳

Lイノ

漢籍の四書を使用することを提案する︒つまり﹁修身は孔

ある︒

職は文部省の要職にあって︑修身重視の思想をもってい
た西村先生は︑学制の改正についても︑かなり強力なアド
ヴァイスを提出したものと考えられる︒明治十二年九月二
十九日に出された教育令は︑いろいろの点で学制のもつ欠
点を是正しようとしたものであった︒しかし西村先生は︑

この改正に満足できない理由があった︒それは︑依然とし
しかし︑こうした中で明治天皇の教育に関する聖旨が公

て修身を学科中の末位に置いていたことであった︒
げにされた︒それがいわゆる﹁教学聖旨﹂︵﹁教学大旨﹂と
﹁小学条目二件﹂より成る︶であった︒この線に沿って︑

再び教育会の改革が企てられ︑明治十三年十二月二十八日
付をもって﹁改正教育令﹂が公布された︒ここでは︑ばつ

／ 庁 ､

上しないのは︑いろいろの教があって︑その方針が一定し

が高まらないのでは何の役にも立たない︒そして道徳が向

的向上にあった︒修身が重視されるようになっても︑道徳

次のように述べている︒

か︒先生自身も三度も改称することを気になったものか︑

らに改称して︑﹁日本弘道会﹂としたのは︑何故であろう

明治二十年になって︑西村先生は︑この日本講道会をさ

此の如く数々名称を易ふると雌も︑其主意は初めより

ないためである︒だが人間の正しい道は一つあるのみであ
る︒その大道を明らかにすることが目下の急務である︑と

異ることなし︑唯漸々に規模を拡張せんとするの意ある
に過ぎず︒

考えるようになった︒ここで西村先生の道徳観が披歴され
ヲＱＯ

修身は道徳より小にして︑道徳は天理より小なり︒天

声︺の説明の中で︑西村先生は︑道徳による教化は︑学校

に在学する生徒だけに限定していては︑国民の道徳を向上

と言いつつも︑講道から弘道へ転じたことを説明する︒

形而下を併せて之を包含する者にして︑宇宙間の最大物

に述べている︒

させることができない︑と考えたのであろうか︒次のよう

理は或は之を大道といひ︑或は之を真理と云ふ︒形而上︑

分なり︒

︵哩頁へつづく︶

日本弘道会は︑このような状態にある社会にあって﹁道

態である︒

何をとってよいかわからず︑社会もまた困り抜いている状

たよるべきか︑それともキリスト教に求むくきか︑個人も

きかに迷っている時代である︒仏教によるべきか︑儒教に

今日︵明治二十年七月︶は︑道徳の基準をどこに求むく

たる者に対しては︑徳道の教化を為す能わず︒

生従に止まりて︑学校に入らざる者とすでに学校を出で

の道徳に注意すれども︑文部省の力の及ぶ所は︑在学の

政府・文部省を置き︑全国の教育を管轄し︑最も国民

なり︒道徳は天理中の一分にして︑修身は又道徳中の一

ところが︑修身学社を創設した当時は︑ひたすら修身道
徳の顔廃だけを憂えて︑大道の興廃ということに考え及ば
なかったと述懐する︒そこで︑今や大道を講究し︑これを
宣明することが急務であるとし︑その名称を一ｌ日本講道会﹂

と改めるのだと述べている︒

だが︑この講道というのは︑西村先生の意味するところ
は︑﹁善く勉強を怠らずんば︑直理を発見し︑大道に到達
するも亦得難きことに非ざるべし﹂というのであって︑あ
くまで勉強であり︑研究であったわけである︒
三︑日本弘道会の目ざしたもの

ｌ道徳教育ば生涯つづくＩ
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生涯教育私論
ｌ威宣園教育の再評価Ｉ

鈴木勲
｜生涯教育がなぜ叫ばれているのか

とすれば︑こと新しく︑このことばが︑提唱されはじめ

めることではないのか︒

ライブ・ロング・エデニケーショソ

生涯教育ということばは︑ユネスコの生涯教育

たのは︑いかなる理由か︒

部長ポール・ラングランが定着させたものだといわれてい

はじめは︑継続教育とか社会教育を指し︑学校教育の補

る︒

は︑家庭教育︑学校教育を含めた新しい教育構想を盛ろう

完ないし延長の如く考えられてこのことばに︑ラングラン

一九六五年︑︒くりで開催されたユネスコ成人教育推進国

とした︒

のような趣旨の勧告をまとめている︒

際委員会は︑ラングラソの提出した討議資料をもとに︑次

カントは︑﹁人間は教育されなければならない唯一の被
造物である﹂といった︒また︑彼は︑﹁人間は︑教育によ

って︑その一生を通じ︑その生活のあらゆる場を通じ︑教

やや︑まわりくどい表現だが︑つまりは一人の人間にと

必要な統合を達成すべきである︒﹂

び社会の生活全体にわたる水平的な次元の双方について︑

人の一生という時系列に沿った垂直的な次元と︑個人およ

て︑生涯教育という構想を承認すべきである︒そのために︑

一生を通じて行なわれる教育の課程を作りあげる原理とし

ヨネスコは︑子どもの時代から死に至るまで︑人間の

ってだけ人間になることができる﹂とも︑﹁人間は︑教育
が人間から作り出したものにほかならない﹂ともいってい
マＣＯ

しかし︑同じことを︑孔子は︑﹁教えありて類なし﹂と
といういい・万もしている︒

簡潔に表現している︒また︑﹁性︑相近く︑習︑相遠し﹂

カントの﹁教育﹂も︑孔子の﹁教え﹂も︑学校教育を意
く︑人間として完成するための﹁学問と修養﹂を意味する

味しているものではないことは︑いうまでもない︒より広

曾っては︑個々人がその努力によって求めた︒現代にお

育されなければならない︑ということである︒

生涯教育とは︑生涯を通じて︑この﹁学問と修養﹂に努

ものと解してよいであろう︒

（9）

ない︒

いては︑それを制度として保障しよう︑という提唱にすぎ

のは︑﹁生来の教師﹂の拳ではないのか︒現代の学校制度

ればよいのか︒近代文明の遺産である学校の果すべき機能

それでは︑学校は︑この不信任状を︑ただ黙ってうけと

所にすぎない︑ということになる︒

に教えるかについては何も教えていない︑それは職業紹介

ドラッヵーにいわせれば︑現在の教員養成大学は︑いか

ったく偶然にまつほかはないｃ

において︑一人の﹁生来の教師﹂にめぐり合うことは︑ま

その考えの背景には︑学校における教育の効果に対する
疑問があるｃ

たしかに︑知識の有用性という点から承れば︑一○年な
いし一五年後にいかなる知識が必要になるか︑現在ではわ
いない︑その一○年ないし一五年後の知識なのだ︒そうと

からない︒これからの子どもに必要なのは︑現在知られて
すれば︑学校を卒業する前に︑必要な一切のものを与えて

わたしは︑その解決の方向として︑二つのことを考えて

は︑個渇してしまったのか︒そうではあるまい︒

一つは︑徹底した個人教授のシステムの復活である︒た

いる︒

も大切なことは︑個々の知識の集積ではなく︑これを自分

とえば︑ケンブリッジやオクスフォードで長年行われてい

したがって︑子どもたちに与えられなければならない最

やろうとすることは︑まったく意味を失ってしまう︒

で獲得していく力︑つまりは︑いかにして学ぶか︑という

て︑考えてゑることである︒

もう一つは︑﹁学問と修養﹂の教育の原点に立ちかえっ

る︒しかし︑この問題は︑ここではふれない︒

る方法を︑あらゆる学校教育の段階にとり入れることであ

現代の学校は︑この要請に十分にこたえているとはいい

ことである︒

生涯教育論は︑いわば︑現代の学校教育につきつけられ

切れない︒

のは︑主要な職業の中では教育だけである﹂と述べている︒

相当な能力と実行力を与えてやる方法が開発されていない

ドラッカーは︑﹁断絶の時代﹂の中で︑﹁平均的な人間に

され︑かつては富国強兵の目標の下に︑現在では抽象的な

教育の中心であった学問の体得の方法や修養の精神が分離

することは︑近代の学校が形成されていく過程で︑私塾の

代の私塾ではないかと思う︒ここで︑私塾の精神を再検討

この意味の伝統を最もよく体現したものは︑わが江戸時

しかし︑よく考えて染ると︑﹁いかにして学ぶか﹂とい

民主主義や平和的な国家社会の形成者の名の下に︑西欧国

た不信任状であるＯ

うことは︑知的教育の核心であるが︑これをよく教えうる
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家をモデルにした知識技術の習得が先行したという歴史の
︑︑

歯車を逆に廻してみるこである︒そこに行詰りの原因があ
るとすれば︑近代学校制度成立以前の社会における教育体
系への廻帰は︑決して無意味ではあるまいと思う︒
二︑威宜園教育の新しさ
たとえば︑徳川時代最大の私塾︑成宜園の場合である︒

成宜園のカリキュラムは︑課業︑試業の二本建で︑後に
消権︵独見︶が加わった︒

課業は︑すべて漢文のテキストで︑素読︑講読︑輪読︑
輪講︑会講の五課である︒

素読というこの典型的な教授方法を︑淡窓も初級者に課
している︒しかし︑淡窓自身は︑﹁以呂波歌﹂に︑﹁素読さ

って︑﹁読書百遍意自ら通ず﹂という式のこの方法の限界

えすれば稽古はすむことといふは神代の学問ぞかし﹂と歌
を戒めている︒

しかし︑反覆訓練から入って︑その中にある精神を体得
させるというこの方法は︑合理的︑段階的な西欧の方法と
異なるところのすぐれたものをもってはいないか︒学問に
参入するという誇らかな気持︑学問の雰囲気をほのかに感
得しながら聖賢の章句を音読することの意味は︑予想外に

を喚起する︑そういう効果は期待しすぎであろうか︒千葉

大きくはあるまいか︒これは︑現代の教育に失われている
ものＩ学蕊こと自体のよろこびと学問に対する農駿の念

県二宮中学校の越川校長は︑中学生に朝の論語を白文で講

を︑﹁人間学論語﹂で語っている︒

じて五年︑その効果が︑現代っ子に与える予想外の大きさ

威宜園の課業のうち︑独特のものは︑会講である︒会読

ｌつまりディカッション方式である︒その有様は︑淡窓の

門弟武谷氏の書いた﹁南河一夢抄録﹂に詳しいが︑同級生

会頭の判定で︑勝負をきめ︑勝った者が上席を奪うので︑

が二列に並び︑淡窓の講じた書を中心に互に問答し合い︑

﹁奪席﹂ともよばれる︒そこには︑徹底した知的訓練の雰

テキストは︑漢籍であるが︑そのほとんどが︑人間学の

囲気がうかがえる︒

することであるという淡窓の教学の精神に合致する︒淡窓

書であるから︑知識上の学問は究極のところ︑徳行を実践

は︑知識と同時に平常の訓練・膜をきびしくし︑これがや

のきびしい学問徳行の考査の方法︑塾生に必らず課する一

がて学問の目的を達成する基礎である︑とした︒そのため

つの役目︑飲食遊宴を禁じ蕩財を戒しめる塾の規約︑しか

に染られる暖かさ︑など︑知識と実践と人間的交流が葎然

もその中に脈うつ師弟同行の精神︑たとえば﹁歳暮﹂の詩

田心﹄フＯ

とした教育体系︒そこに︑汲めども尽きぬ新しさがあると

︵本会理事文部省地方課長︶
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へき地教育の楽しみロ

白鳥謹爾

習地で作るといった具合である︒

任二年目の実施なので用意おさおさ怠りなく︑持参する西瓜まで実

待ちに待ったキャンプは夏休みに入るとすぐ始めた︒リヤカーに

いろいろな道具を積染込み︑桃太郎が鬼ヶ島を征伐するような恰好

で山を下る︒薪・・野菜などは余る程である︒キャンプ場は前に勤め

た学校の近くなので︑父兄の庭にリヤカーを止め︑畔道を一人ずつ

今まで秘密にしていたテント名を発表する︒ラジオ︑テレビで人

ていた学校が帰えるのを待って私たちが入る︒まさに大繁昌である︒

足許に注意しながら少しずつキャンプ場に運ぶ︒今までキャンプし
山の学校は何と言っても植林が大切である︒先輩校長の経営案に

気を博している霧ハットマン︑ナショナルキッドなど突飛なものが多

よると人を得ないから出来ないという︒私は丁度農林学校出の教師
が居たのでやることにした︒ここには山持ちで毎年丹念に植えてい

く︑大はしゃぎの各テントから一斉に歓声があちこちに起る︒生徒

そかに練習した出し物の発表となる︒﹁山賊物語︑一家団らん﹂な

上り皆の顔が明るくなる︒全体で大合唱︑そして各テント村からひ

尊いもので：⁝・一と型の如く挨拶して火がつけられると︒︿ツト燃え

ら本番である︒﹁この灯火は遠い昔我をの先祖から受けついできた

静まりかえっている︒一周して所定の位置につき︑いよいよこれか

毛布をかむり︑営火をしたがえてしずしずと進む︒一同はし−んと

長たるもの童ずこのキャンプ村の村長となる︒夕や桑深い川原に

ーであろう︒

と教師との合議による二泊三日の行事中の圧巻はキャンプファイャ

る秋田政成さんがいるので︑判らないことは何でも聞きにいった︒
植えてから八年から十年位経った若い杉枝を︑三月末頃︑切口を
斜めにして︑畑にさして置けばよいとのことなので︑それを農業実
習地でやった︒少し位の雑草は生えても採らない方がいいという︒
活着率は八十パーセントで三年目には植えられるようになった︒一
できた苗木だから安心だと︑二︑三日の中に売切れて学校は思わぬ

万本近くさしたので部落の者にも格安で分けることにした︒土地で
金が入った︒

これを職員に相談すると修学旅行の補助金がよいと決まり︑生徒
は非常な喜びである︒杉苗つくりは毎年続けて販路も次第に広がり

ど皆お腹をかかえて笑うものばかり︒平素うち気な子も今夜は人が

違ったように演出して私どもを驚かす︑全部終了してからの表彰式

修学旅行も一段と楽しさを増していった︒私も苗をへき地校勤務一記
る落し︑枝打ちが楽しみの一つとなって来た︒

念として植付けたが︑今ではもう茶飲難茶碗の太さになり︑毎年つ

イタヵッタデ賞オッチョコチョイ村

表彰状

が又ふるっている︒

毎年養老渓谷の川原でキャンプをしたことも忘れられない︒生徒
の発想からだった︒山のこども達としては始めての試みである︒着
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︵７頁よりつづく︶

徳の為に根礎を定め︑人心を正し︑邪説をやめ︑以て国基

あなたの村は︑今宵の発表会で︑オヅチョコチョイを遺憾なく発
揮し︑転んで痛くともがまんしてよくやり通しました︒依ってここ

恐らく︑西村先生の道徳観の中には︑道徳教育は学校教

結成され︑新しい一歩を蹟ゑ出したのである︒

ではないか︑と憂える︒このようにして﹁日本弘道会﹂が

道徳はどうなるだろうか︒いや日本の存立が危険になるの

にとまどっている日本で︑日本弘道会がなければ︑日本の

団体がなくなってしまうことになる︒この道徳の方針決定

負担しなければ︑日本国内にどこにも道徳の向上をはかる

動を主とする会が存在しない︒もしも日本弘道会がこれを

しかも︑全国を見渡しても︑どこにも道徳を目的とする運

を強固にせんとし﹂その大任に当ろうとするものである︒

と読み上げて大きな賞品を重そうに渡す︒中は軽少なキャラメル

にイタカッタデ賞を差し上げます︒

が一箱しか入ってはいない︒こうして夜の更けるのも忘れてしまう
のである︒キャンプは教師とこどもの接触が自然と行なわれ︑平素
発見出来ないものが見い出される独特のものである︒
いろいろな行事を一つ一つ完了して総まとめが卒業式である︒今
まで多くの卒業生に︑卒業証書に記念品を添えていたが︑校長自身
の心のこもったものをと思い︑絵や格言を書いた色紙を贈ったら大
へんに喜ばれた︒この機縁で卒業後の文通が続いているのもよかっ

たと思っている︒︵白葉支会員元月出小中学校長︶

１ １１ １

老若男女を問わず︑国民一人一人の生涯を通して︑道徳の

国民の道徳が向上するものではなく︑国民全体︑すなわち

育の枠内だけで︑どんなに強力に実施しても︑それだけで

向上を計るのでなくては︑国家の隆盛はあり得ないという

真の教師の在り方
遠くはなれ︑久しくへだたっていても︑教え子に生きる力を

考え方があったものと思われる︒明治以降︑学校の教育を

︵高坂正顕﹁教師の使命﹂より︶

︵本会理事目白女子学園短大教授︶

は︑生涯教育の先鞭をつけた第一人者ではなかろうか︒

中心にして教育を考えてきた日本近代教育史上︑西村先生

与える教師︑それがほんとうの教師であると思う︒生きる力を

師といいたい︒

何らかの意味において目を覚ましてくれるような教師を真の教一

きる力を与えるような人が真の教師だといった︒第三として︑｜

私は︑第一に生きる姿勢を正し︑生きる意義を教えるのが真一
の教師だといい︑第二に︑その人を思い浮べることによって生圭

与え生涯の伴侶となれる教師がほんとうの教師である︒

｜

１４

ＱＪ

ヘーノ

〆Ｉ︑

国防の問題と軍国主義

木下広居

優先すべきものとし︑政治も経済も教育も︑すべて結局は

戦争に備える目的で計画する︒国民皆兵で︑国民生活を兵

営化することだ︒少しでも予算の余裕があれば軍備につぎ

こむ︑という体制だ︒戦争のためには︑すべてを犠牲にし

てもいい︑というのだ︒こんなことは︑日本人は誰も考え
ていない︑と思う︒

か︒それはドイツだ︑といわざるをえない︒ドイツ帝国が

こういう軍国主義は︑どこから来たか︒どこで生まれた
四次防の予算が大きすぎる︑という議論が起っている︒

ことになったが︑それはオーストリアその他に対する戦争

日中の平和が実現され︑北朝鮮との貿易が伸びている︒ベ

と侵略だ︒相手が弱い︑と見たらどこにでも侵攻した︒自

さな邦が急に大きくなり︑それを中心としたドイツを作る

縮で協定を進めている︒仮想敵国といったようなものはな

分に都合のいい時には︑どこでも平和条約を結ぶが︑都合

出来るもとは︑フレデリック大王だ︒プロイセンという小

いではないか︒だから︑従来の考え方を改めるべきである

トナム戦争の終結も眼に見えている︒ソ連はアメリカと軍

のに︑依然として総予算の何パーセントは国防費に︑とい

む︒国際的信義も何もない︒自分の国の利益だけだ︒

が悪くなれば︑そういう約束を廃棄して︑いつでも攻めこ

このフリデリック大王の事業を受けついで︑ついにドイ

うのでは︑日本の総生産が成長するのだから︑諸外国︑と
の道をたどりつつある︑という非難を受けやしないか︑だ︒

くに隣接東洋諸国に脅威を与えやしないか︒﹁軍国主義へ﹂

ツ帝国をプロイセン中心に作りあげたのがビスマルクだっ

学教授トライチケ︵弓風爾︒房①︶だＯ実は︑ビスマルクの

た︒このビスマルクに政治哲学を提供したのがベルリン大

事業に感激して︑元来自由主義者だった彼が︑ビス一︑ルク

共に聞かれるようになった︒

これについては︑日本人として︑もう一度踏みとどまっ

そういう心配が︑日本の﹁経済的侵略の脅威﹂という声と

て考える必要がある︑と思う︒しかし︑どう考えて染ても︑

﹁戦争は福音だ︒戦争がなくては国家は成り立たない︒

トライチケは︑こういう︒

以上のビス一︑ルク主義者になった︑といった方がいい︒

一人として軍国主義者はいない︑と思う︒

我々は今︑軍国主義者だとは思わない︒日本人の中には誰
では︑軍国主義とは何か︒国家活動の中で︑軍事を最も
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戦争を通して国家は出来たのだ︒国家の本質は︑自分の意

であるから︑国家は個人を犠牲にするのが当然だ︒国家は︑

に︑現在も将来も︑なくてはならぬ︒戦争が国家の建設者

それ自身のうちに目的を持つ︒それは他の生物と同様だ○

思と希望を物理力肉体力で実現するところにある︒﹂

己の上に︑いかなる権威も認めない︒国家は権力だ︒また

国家は指導する︒国家は人格を持つ︒国家は主権者で︑自

彼は衆議院で演説した︒

﹁ドイツ人は軍隊が好きだ︒軍の業績を誇っている︒何

征服者プロイセンの剣だけが︑南方諸邦を一緒にならせ

を維持するにある︒そのために︑あらゆる手段が正当化さ

質は権力である︒だから︑国家の最高の道義的義務は権力

国家は道義的社会で︑人類の教育を目標とする︒国家の本

となれば︑ドイツを千年の分裂から救い出して強国にして

ることができる︒戦争というものは退廃する国民を健全な

ス・ハイ︑ウソ︑買収︑ワイロも︑だ︒政治家は自分の国家

れる︒権力を維持するためには手段を択ぶべきではない︒

くれたからだ︒﹂

い立たせる運動だ︒戦争においてこそ︑国民は真の力を発

分は絶対にウソをいったことがない︒というようなことは︑

が滅びたあとの残り火で︑手を温ためめる権利はない︒自

国民に生まれかわらせる妙薬だ︒愛国心を刺戟して︑ふる

に︑真の力を発揮するＯ戦争は神の摂理として定められた

めには︑ウソでも何でも︑不道徳なこと︑不潔なことでも︑

坊主の道徳︑キリスト教の︑まちがった道徳だ︒国家のた

揮する︒国民は戦争によって肉体的に︑知性的に︑道義的
制度だ︒

いことは︑国家のために︑という最高の目的に奉仕したこ

勇ましくやる義務がある︒国家のためにした︑あらゆる悪

二十世紀になるとゴルッという彼の弟子は︑
﹁精神の鋭どさではなくて︑鮒の鋭利さによって︑ドイ

様に︑国家の外敵に対しては軍隊が必要だ︒軍隊なくして

内部で秩序を撹乱する者に対して裁判所が必要であると同

国家観念の中に戦争という観念が含まれている︒国家の

とによって︑神聖化され︑正当化されるのだ︒﹂

ツ人の夢︑その統一が遂に実現された︒ところが︑ドイツ
の物質的発展は︑あまりにも急速だったため︑安全感と享
常に危険なことだ︒好戦的な精神が文化的発展と歩調を揃

楽への慾望が増して来た︒こういうことは︑国民にとって
えている間だけ︑一つの国民は歴史において︑その地位を

国家は存続できぬ︒

己を否定するものだ○それで︑世界から戦争を追放せんと

戦争を放棄する国家︑国際裁判所に服従する国家は︑自

維持できるのだ︒﹂というに至った︒

﹁戦争は永久に続く︒過去において︑そうであったよう

トライチケたちのいうところでは︑
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これが軍国主義の政治哲学だった︒これが十九世紀のド

︑ものだ︒

もし戦争が無くなれば︑人間精神の本質的な美しいところ

イツで圧倒的に流行した︒日本の明治時代に︑哲学や政治

するのは︑無意味であるの桑ならず︑深刻な道徳否定だ︒

は不具にされてしまう︒そして世界を利己主義の殿堂に変

ヶに輪をかけた軍国主義を唱え︑﹃一ダャ人の六百万虐殺を

一九四五年の春に終った第二次大戦において︑トライチ

学︒法律学・医学などと共に輸入されたことは周知の事実だ︒

そういう国民に対して運命の神が︑大きな正しい戦争を

はじめ︑彼が直接間接に戦争によって殺したのが二千万人

い平和の時代が続くと︑利己主義に陥ってしまう︒

えてしまうだろう︒どんな文化的教養の高い国民でも︑永

送るならば︑それは﹁福音﹂でなければならぬ︒楽しく安

あり︑普遍的だ︒戦争は万物の根源だｏ戦争を欲する私に

﹁戦争は最も自然な︑最も日常的な事柄だ︒戦争は永遠で

ヒットラー日ノ︑︑

に達する︒世界はじって以来の悪魔的行為といえよう︒

ころが︑この残酷な薬の価値を理解する者が︑ほとんどい

易な社会生活が続くと︑神が戦争を持って来てくれる︒と
ないのは︑どうしたことか︒病気にかかっている国民にこ

そ︑薬を与える勇気あ為医者が必要であるのにＩ雲

も日本においては︑そうだ︒戦争は永久になくならぬ︒い

こういう戦争哲学は過去のものではなかったかＯ少くと

私のモットー︵標語︶は︑﹁手段を択ばず敵を殺せ﹂だ︒

大きく栄えることはない︒その徳というのが犠牲的精神だ︒

とって︑戦争のために採用する︑あらゆる手段は正しい︒

戦争の時こそ︑無数の人々が祖国のことだけを考える︒愛

つでも戦争のために生命を投げだすことを覚悟し︑できる

国家は叫ぶ︒﹁今こそ私の生存が問題になっている﹂︒

国の極は死である︒一度でも知られたら忘れられることな

﹁だから︑すべての徳のうち︑最高の徳が︑戦争の時ほど

く︑すべての人を高め神聖化することだ︒この神聖な犠牲

は島国だ︒チェコとはちがう︒あんまり戦争の脅威をいい

だけの軍備を︑という時代ではない︑と思う︒そして日本

すぎるのは間違いだろう︒

︵本会副会長創価大教授︶

のために政党や階級の争いはなくなる︒そして︑戦争は宗
教的感情と結びついている︒

政治的理想は戦争を求める︒政治的唯物主義は戦争を排
擁護するのは弱い精神である︒戦争は正しく︑道徳的だ︒

撃する︒永久平和を説く本は﹁狂気の書﹂だ︒永久平和を
永久平和の理想は不正であり不道徳である︒不可能を説く
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﹁円﹂の波紋

牙︵きば︶をむいても後の祭というもの︒

だいたい︑アメリカがドルのヘドロを垂流したことが︑間違いの

元である︒どんなに超大国といっても︑長期のベトナム戦争で︑戦

持ちのアメリカとて︑財布の底をはたくのは当たり前の話︒

費を一五○○億ドルも費い果したのである︒これでは︑いかにお金

裏にまわって︑武器弾薬を売り込み︑しこたま儲︵もう︶けたの

は︑ソ連と中国の両共産国である︒これこそ︑ほんものの赤い舌を

関末代策

出しているというやつ︒戦争をやっている当事者同志は丸損という

が揃っていたに過ぎない︒まず第一に︑戦前のような多額な軍費を

これは︑政治家の力でもなければ︑企業家の力でもない︒諸条件

これが︑超大国であるから︑無理が通って道理がひっこむのだが︑

がら︑金との交換にストップをかけて︑空輸︵うそぷ︶いている︒

可能な現在である︒今までに︑さんざんドルをまき散らしておきな

ランスをはじめ各国から︑ドルの金交換を迫られても︑とうてい不

その果ては︑ご覧の通り為体︵ていたらく︶︒前々から仲の悪いフ

二五○万人という尊い生命を失なっているのである︒

ところ︒その上多数の死傷者を出している︒とりわけベトナムは︑

円の波紋は︑裏返えして見れば︑ドルの波紋でもある︒戦後の日
本が︑高度経済成長の合言葉を唱えてから大分になるが︑でも︑こ
れほど早く︑これほど高く延びようとは︑外国ではもちろん︑わが

必要としなくなったこと︒自然それが︑産業資金となって活かされ

国自体としても︑想像がつかなかった︒

たのである︒第二には︑日本人の底力であろう︒昔から︑日本とド

い︒それこそ︑不渡手形を乱発した結果︑会社は破産となるべきと

もしも︑ニクソン大統領が一会社の社長であったら︑そうはいかな

ころ︒まさに︑背任行為である︒ドルの信用が︑日とともに下落し

イツの民族には︑土性骨が通っているといわれてきた︒ことに歴史
みにじられても︑この民族は︑雑草のように芽を吹き︑ぐんぐんと

を見ると︑ドイツ民族は何度かたたきつけられている︒どんなに踏

ただ立ちなおったばかりではない︒共に︑貨幣の力が世界最高とな

けをとらない底力をもっていることが︑立派に証明された︒両国は

次世界大戦の際である︒ところが︑ドイツと肩を並べて︑少しも引

にお家の事情というものがある︒平清盛ではないが︑衣の下からナ

九カ国と国家を団結させて︑外部に当ろうというのだが︑それぞれ

見たように︑フランスとは膚が合わない︒それにＥＣも︑八ヵ国︑

のはわかる︒でもそれは︑そう簡単には運ばないであろう︒先きに

つまり︑米欧経済のバランスをとろうと︑懸命に心をくだいている

アメリカは︑ヨーロッパのＥＣと何とか手を握ろうと思っている︒

ていくのも当然であろう︒

って︑地球上に君臨する今日を築きあげたのである︒今になって︑

はっきり敗戦と焔印︵らくいん︶を押されたのは︑実は先般の第二

延びてきた︒わが国には︑過去にはそういう大きな経験はなかった︒

ヤンキーどもが︑日本人はエコノミック・アニマルだとほざいて︑
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1

分だけ先きがけて儲ければ︑他人はどうなってもいい︒悪くすれば

とに︑日本人はいつのころからか︑個人主義に徹しきっている︒自

さあ今度は日本だが︑アメリカは対日貿易上︑赤字でのぼせ上っ

い︒政府は︑業界で自主規制が断行できないということになれば︑

国家はどうなってもかまわぬという考えがある︒だから︑むずかし

ショナリズムの鎧︵よろい︶が︑ちらついて見えている︒

ている︒わが国の貿易に対して︑頚抑︵くびかせ︶足柳をかけてく

その時には︑貿易管理令を発動するぞという︒そうこうするうちに︑

る︒いうまでもないことだが︑商品が上等で︑しかも安ければ︑売
れるのは当り前のこと︑水の低きに流れる法則でやむをえまい︒こ

対米貿易は黒字を加えるばかりである︒この傾向は︑ますます進ん

ない︒イギリスはイギリスで︑ポンドがアメリカ・ドルに劣らぬ斜

はどうかという声も聞かれる︒だが︑ＥＣ問題も整ったようで整わ

では︑わが国が貿易の鉾先︵ほこさき︶を︑ヨーロッ・︿に向けて

で︑とどまるところを知らないであろう︒

れが自由貿易の原則なんだから︒それなのに︑自由主義国家を標傍
︵ひょうぼう︶するアメリカが︑みずから自由主義を否定する︒大
だが︑わが国の指導者も指導者︑余りにも芸がなさすぎる︒もと

国とはまことに勝手なものである︒

もと︑わが国の政治家には︑経済的知識のないことは通り相場なん

の諸国も︑おいそれとは財布の紐︵ひも︶を緩めてくれそうにもな

い︒わが国の経済力には︑各国ともに恐怖心をもっている︒アメリ

陽である︒もう近く︑ポンドの切下げをする気配が見える︒その他

カの前轍︵ぜんてつ︶は踏むまいと︑ひたすら警戒していることは︑

だが︑役人もまた不勉強きわまる︒国際的な研究がまったく欠如し
る優秀な成績をとってきた役人には︑ひっきょう型通りの答案しか

聞かなくってもわかっている︒

ている︒大学時代に︑型通りの答案しか書くこと知らない︑いわゆ

ところてん式に昇格していく役人方式で︑多少頭脳をもっている者

は減りそうもない︒それどころか︒東京外国為替市場では︑十月二

先きに触れたように︑わが国の貿易黒字は︑ちょっとやそっとで

書けない︒当りさわりのない消極的な仕事に︑日をつぶしていれば︑

いのが︑わが国官僚の一大欠点である︒

も︑すっかり堕落してしまう︒そこには︑何の創造性も生れてこな

ある︒この状態がまた︑いつまで続くか見当がつかない︒これを︑

日本銀行が買向うとなると︑それだけのドルに見合う円が国内に流

十六日から連続八日間にわたって︑毎日一億ドル以上のドル売りが

れ出して︑大洪水になるおそれがある︒このために︑前に見た一八

だから︑あれよあれよといってるあいだに︑国内は︑史上最高の
ロの海となってしまう︒これは前月に比べて一三億七○○万ドル増

一七七億九六○○ドル︵大蔵省発表︑十月末外貨準備︶というヘド
である︒この国家的公害をどうするか︒手をこまぬいて見ているわ

はないだろう︒

こうなってくると︑海外の圧力がいよいよ強くなって︑円の再切

○億ドル近い外貨準備高が︑二百億台に乗るのも︑そう遠い将来で

上げを迫ってくるのは逃がれがたい︒円の再切上げについては︑田

国民生活に及ぼす影響は大へんなものになる︒

政府は︑まず業界自体の自主規制を要求している︒お古いアダム

けにまいらぬ︒この溜ったヘドロを︑すゑやかに処理しなければ︑

・スミスの学説を引張り出すまでもなく︑人間の利己心は強い︒こ
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9

〜

外国の大物注文は数年にわたって支払われる︒円の契約ならばとも

このまま︑日和見状態を続けることは︑国家的に許されない︒

かく︑外貨では危険がともなう︒プラント輸出なども︑同様である︒

中首相のいう通りで︑政府の発言できないことは︑自他ともにわか
りきったこと︒また︑われわれ学者としても︑軽食には発言するこ

これに先きだって降って湧いてきたのが︑日中国交回復である︒

とはつつしまねばならぬ︒ただ︑常識的にいって︑少なくとも総選
挙終了までは︑政治的に不可能であろう︒

とも︑政界人も争って売りこみに︑周さん詣でにいそがしい︒財界

財界人はわれもわれもと︑金魚の糞のようにつながっていく︒もっ

アメリカ詣でをした時と同じ︑イエス・マンと潮笑された通りであ

人は周さんのおっしゃるままである︒ちょうど終戦後の政治家が︑

だが︑円の再切上げが必至であることは︑現在の経済情勢を観察
である︒大手会社が土地あさりをやっている︒これは︑田中さんの

すれば︑だれにでも想像される︒まず︑土地ブームが一つの現われ
列島改造論を金科玉条として会社の移転準備だと見るのは甘い︒生

でなく︑中国は共産主義国家であるから︑個人同志で自由に取引は

る︒われを争っていったところで︑勝手に取引はできない︒いうま

許されない︒日中共同声明にも︑﹁日中両国政府は︑貿易︑海運︑

馬の目を抜くような財界人が︑どうしてどうして︑政治家や官僚の
株価の値上りもその一つ︒金利が安くなれば︑金は株式に流れる

いっている︒だが︑何といっても︑中国は七億の民をもつ距大︵ぼ

航空︑漁業などの締結交渉を行なう﹂という一項目が︑ちゃんとは
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先きを︑つっ走っているくらいのことは︑先刻承知︒
のは当然であるが︑ただそれだけではない︒土地と同じように換物

となるわけである︒この所帯の大きいのが︑何よりの取柄である︒

うだい︶な国である︒年間︑一人に一円買ってもらっても︑七億円

手段である︒ここのところ︑額面の倍以上に暴勝している株が︑門
並である︒おまけに︑ベトナム和平が︑これに拍車をかけているこ

︵特別会員和光大経済学部長︶

ここを狙︵ねら︶うことが︑大事ではあるまいか︒

とはいうまでもない︒現に︑十一月三日の一三Ｉヨーク市場の株高
を見てもわかる︒実に︑四年ぶりの高値を示したと報道されている︒
また最近は︑絵画ブームが盛んに起ってきた︒骨董品︵こつとう
ひん︶でもいいのだが︑この方は︑一般素人にはむずかしくて手が
ほんとうにはわからなくても︑素人うけがするのである︒目で見て︑

だせない︒手放すぱあいの市場も広くない︒そこへいくと︑絵画は
おおよそが判断できるので︑そこへ金が流れこんでいくわけ︒いず
れにせよ︑換物運動が強くでてきた証拠である︒

塑客

仙

円の再切上げがきまれば︑一般のあせり気味も静まるにちがいな
い︒第一に︑円が安定しないと︑貿易上不都合がある︒とくに︑長
期にわたる契約がうっかりできない︒造船の注文取りなどがそれ︑

罰

富士山に登︲りて

和波豊一
︵九十翁︶

ぐ下山した人が多かったという︒

ぽれ落ちそうなにぎわいで︑頂に達しながら休憩の場所がなくて直

富士山に登るのは相当苦労である︒それに堪える体力と気力が必

要である︒世に富士山は眺める山で登る山でないという人があるが︑

それは富士山を敬遠する誰弁にすぎない︒私は東海道線を上り下り

する毎に車窓から富士山の大きな姿を眺め又私の自宅二階から天気

分が足跡を印したことを思い出し何ともいえぬ爽快さを感ずるので

の良いとき遥に小さな富士が見えるとき︑いつもあのてつ・へんに自

長い海上生活で︑だれも覚えているのは遠州灘に出て富士山が

日迄六名であるという︒あと幾年かたつと山頂までケーブルカーが

計画されているというから︑それまで待つのも良いが︑やはり金剛

ある︒九十歳以上の登山者は富士山頂の浅間神社の記録によると今

士山が見たときは︑うれしさと︑なつかしさが同時にこゑあげてき

面白い︒然し今でも馬で行く人や︑荷物を運ぶブルドーザー︵戦車

杖をついて六根清浄お山はせいせいのかけ声勇ましく登山するのが

見えはじめると﹁ああ富士が﹂と喜び叫んだことである︒特に遠洋

て涙の出る位である︒内地にいてもいろいろな場所から富士山を見

航海で日本を離れていて久しぶりに故国に帰ったとき︑遠くから富

たとき︑その山が遠ければ遠いほど小さければ小さいほど︑その発

べきか︒誰かが詠んだ歌に︑人は皆一度は登れ富士の山︑二度と登

るは馬鹿の骨頂と︒私は四度目である大馬鹿であろう︒然しこれは

型自動車︶で登る人もあるという︒地獄︑極楽の道も金次第という

しさはまったく言葉を知らない︒日本人は元より外国人もすべてが

い︒霧︑雨︑風にあった人は好天のとき今一度と思ふのは当然であ

必ずしも当っておらぬと思ふ︒それは富士山は天気の悪いときが多

見を喜び感激して︑しばしばそれに見とれるのである︒富士山の姿

富士山を敬まい︒尊び︑それを仰ぐことに喜びを感ずるのは︑この

は他に類のないほど美しい︒まして頂きに雪をいただいたときの美

比類なき美しさによるのである︒富士山は実に日本の象徴なのであ

は日本最高であり︑日本人の総ての人に崇敬の念でながめられてい

だれにも登れる山である︒台湾を失った現在では三七七六米の高さ

力が少ないという︒然し私は富士山に登って実に数多くの青少年男

最も良い道場である︒近頃の若いものには困苦に軽え欠乏を忍ぶ気

富士山は信仰の山であり心身鍛練︑浩然の気︑幽雅の心を養うに

めしに︒

る︒私は敢て言う︒富士の山登り登りて又登れ︑限りある身の力た

る︒それだけに毎年夏になると︑ものすごい人で日本各地から富士

世界の名山とよばれる富士山に一度は登っておきたい︒富士山は

﹀︒ ︒

山を訪れる︒本年七月末の土曜日曜は富士山は押すな押すなの登山

︵本会評議員元海軍中将︶

女の登山者のあるのを見て大仁意を強くした次第である︒

客で︑どの登り道も通勤ラッシュの超満員で︑せまい山頂は人がこ
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鈴木一平氏の偉業を偲ぶ
ｌ苦闘三十五雫世界一の大漢和辞典出版ｉ

巻の刊行を控えた昭和二十年二月︑米軍機

の大空襲である︒協力者二百余名の多年の

労苦と巨額の結晶があえなく灰焼︵じん︶に

であった︒氏の闘魂は弥ミ固く︑﹁何くそ！

帰して再起の望は全く絶えたかに見えたの

何が何でもやって見せる！﹂と社務に東京

慈恵医大卒業間ぎわの次男敏夫︑印刷に旧

にして神田錦町に出版販売の大修館書店を

り通した校正刷三部を基に再刊を決意︒特

するなど一家の血肉をあげて︑疎開先で守

京商科大学卒業後四男荘夫の三令息を配置

渡辺正勇
創立した︒順調の社屋も大正十二年の大震

制第二高等学校卒業の三男啓介︑経理に東
大修館書店の創立者で会長の鈴木一平氏

災にあって一切を焼失︒留守のトキ夫人が

って奇しくも三十五年間の苦闘が実を結ん

に国の助成を受けることなく凡て独力をも

から早くも一年になる︒その立志伝中の偉

けなげにも運び出した学生参考書の紙型の

が八十三歳の長寿をもって昨年逝去されて
績は社内報﹁とびら﹂第二十七号に︑わけ

で昭和三十五年五月︑世界最大最高の五万

の本懐！﹂と協力者一同とともに万歳を叫

成︒﹁よくぞでかした！これこそは男子

出版によって学生の喜びに応え社運繁栄の

一の漢和辞典一冊をと心に定め︑当時漢学

てもわが文化史上不滅の金字塔ともいうべ

の誉れ高い諸橋博士の雑司ヶ谷のお宅に通

七十八歳︒氏が七十二歳︒かの字書の原典

ばずにはいられないのであるｐ時に先生が

三百五十四字︑全十三巻の大漢和辞典を完

いつめること−年有半︑遂に口説落しに成

かねて念願の出版報国の事業として︑日本

らに氏とともに本会会員社の幹部の根本君

る︒著者の諸橋轍次先生が私の恩師で︑さ

功︒博学多識の先生のこと︑語蕊︵ごい︶

︵せつもんかいじ︶﹂が許慎・沖の父子二代

九千三百五十三字の中国後漢の﹁説文解字

基礎を確立するに至った︒ここにおいて︑

が私の教え子︑氏の出身地木更津が私の郷

は次第に増して何冊になるか予想もつかぬ

つ﹁大漢和辞典刊行記念の碑﹂に明かであ

里に近いなど数灸の浅からぬご縁からその

大部になって︑遂に氏も考え込むという一

き﹁大漢和辞典﹂出版の苦闘は墓側に立

奮闘の一端をのべて氏を偲ぶよすがとした

後︑向学の念やみ難く十六歳の折︑書店に

時志を立てて上京︒店員見習として転有の

氏は鈴木幸次郎・とみの三男︒十二歳の

た︒戦況はますます険悪の度を加えて第二

中の昭和十八年九月三十日に出たのであっ

二十年待望の大漢和辞典の第一巻が大戦さ

幕もあったのである︒整版校正等全力投球

から︒

十一年の歳月を要して官費での完成なのだ

︵シｚ①芝両邑哩匡︺巨昌○目星︶でさえ九

に亘ってい︑英国で最大を誇るＮ・Ｅ．Ｄ

いと思う︒

奉公して懸命に修業を積象大正七年三十歳
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ｌ︲

﹁古事類苑﹂の刊行を指導されているので

を︑次いでわが国最大最高の史料百科辞典

に︑﹁大槻不朽の労作﹂と調われた﹁言海﹂

文化は大辞典の有無によるものとして︑先

の卓見は周知のことである︒さらに高度の

けて獅子肌詳述された名著﹁日本道徳論﹂

徳の高揚を生涯の使命として全心全霊を傾

西村本会会祖が︑文部省に在って国民道

ろう︒従って名コンビの諸橋鈴木両大人は︑

いる会祖の遺影も一入のご満足のことであ

総の先覚として千葉県庁ロビーに飾られて

の遺業が継承成就されたものであって︑一房

の本書が世に出たことは会祖の生前心残り

きにも似た痛恨事であったろう︒世界無比

大辞典のないことは一本の足を欠く鼎の歎

された西村会祖にして見れば︑座右に漢和

まで提唱されている折柄︑特に漢学を重視

ある︒西欧文明に心酔してローマ字採用論

才の子福者︑川上専務を初め粒揃いの社員

りとされた内助のトキ夫人︑五男五女皆秀

との出会い︑八十三歳の仁寿︑氏が日頃誇

れた根性を経︵たていと︶とし︑諸橋博士

日本一の競馬︑世界一の辞書をと精進さ

今もって申訳なく思っていることである︒

氏の独立独歩の初一念に背いてのこととて︑

の助成を進言しようとした私の老婆心は︑

千葉二区選出の竹尾文部政務次官に︑国庫

の文化に貢献する一大事業である︒そこで

選の噸万々︵敬称略︶

︵根︶どん︵鈍︶﹂の妙理が自らに美しく織

りなされての生涯であったからこそ︑福禄

を緯︵よこいと︶とする﹁うん︵運︶こん

寿を兼ね備えての世紀の勝利者となりえた

ぎではありますまい︒

氏と私は時たまのお会いであったが︑今

まさしく会祖秘蔵の高弟と申しても言い過

も忘れえない明暗二相の思い出がある︒今︑

い処世観は多い︒中でも﹁利は元にあり︒

のである︒氏の長い人生行路から生れた貴

断わることも仕事のうち︒酒は気持ちよく

販売営業部次長として活躍している市原高
の推薦した同高卒業の君の後輩が︑当時の

をだましてはいけない︒﹂などは名言とい

飲むもの︒小さく貯めて大きく使う︒女房

校で教え子の根本一郎君のことである︒私
社長だった氏の信頼を一異切って︑退職し︑

寺の破格の従五位勲四等もさることながら︑

えよう︒新涼の身にしむこの頃︑東京護国

その責を取って君も退職するという思いが
の俺にソックリだ﹂と君にほれこんでおら

︵九・二三︶︵本会主事︶

の情いよいよ切なるを覚える︒

﹁大剛﹂果敢にして人間味豊かな故人追慕

大修院徹漢一道居士の墓前に額いては︑

けないことが起ったのである︒﹁小僧時代
れただけに︑君が寮友訪問を汐に社長が君
を復職させて下さった洞眼には今もって敬
服していることである︒今一つは︑申すま
でもなく︑大辞典はわが国はもとより世界
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七○年代を荷う晴のご当
衆議院議員︵昭和鞭・旭．︑︺
特別会員水田三喜男︵千葉三区︶

︵自民当選十二回︶

同千葉三郎︵同︶
同佐々木義武︵秋田一区︶
同細田吉蔵︵島根県全区︶

︵自民当選五回︶

︵自民当選四回︶

同山村新治郎︵千葉二区︶

︵十一月三日︶︵敬称略︶

晴の叙勲の方々
勲四等旭日小綬章
参議院法制局参事として議院運営に貢

本会副会長木下広居︵︑︶熊本
献︑創価大教授︒

勲六等単光旭日章
東部支会長老会員林四郎兵衛︵鯉︶千葉
元千葉県山倉村長として多年地方自治
に寄与︒
1'

秒ョミ

感ずる︒大殺陣では資本主義的な堀井沢の

ルトーザづきには土地ブローカーの暗躍を

タラメでは処置なしだとおもう︒

人間尊重の福祉優先のといってもこんなデ

で︑ピンク映画がモテモテだったりした︒

炎熱のはげしいベトナムで︑瀬戸際の爆

戦争

連合赤軍︑死なないがハイジャックで︑犯
罪のアメリカ化を想わせた︒十一月には早
大に発生した内ゲバ殺人事件にはじまり︑

撃が行なわれている︒ナゼ人間は懲りもせ

田村寿

沈んだ不安の感じで新聞を広げる︒不必要

が揺いだ︒半世紀振に大赤字王国になった︒

ず戦うのか︒戦い疲れてさすがの米国もＳ

四四校が第二の早大の疑いが濃い︒毎朝︑

に大きな紙面に︑￥︿力気た殺人事件が続発

もうけたのは特需でうるおった日本大企業

１可■１１Ｊ１１Ｊ１

時は流れる︒いのちが平均七○になると︑

し︑怒りと憎しみと貧困の表徴を考えさせ

を利かせた重圧も弱くなった︒欧州さえ︑

も好況がきて︑日本に円再切上げの采ゴ味

心理的に月日が短かく感ずるらしい︒フト

合わせる︒新奇をあさる新聞は何の慰めも

仏︑西独︑蘭︑英などが公定歩合を高くし︑

と関連産業とであった︒年末やっと米国に

見出せない︒夏の頃︑外交機密漏洩事件で

る︒反面ブル意識の株の法外の暴騰に自己

である０人の生活は速くなる︒秒ヨミであ

悶めた︒国家の最高機密は一部のひとには

満足があり︑記事の大半はこれらに焦点を

る︒この流れにのるかそるかで人の運命は

むろんＥＣの線に添うたのである︒

低金利時代が明るい高金利時代になった︒

はゆく︒ただ無目的に歩く︒カーで走るの

きまる︒きのうまで豪勢だったのに︑一朝

る自由の権利は承認されていない︒国民の

分っている︒表現の自由︑良心の命ずる知

銀座の一角に立って糸る︒人は流れ︑群衆

にして忘却の中に消えてゆく︒旧人佐藤栄

犯罪こもごもあつまった︒今東京は坪五

害汚染︑土地値上がり︑物価商︑インフレ︑

った︒次の田中内閣の日本列島改造論︑公

う︒無礼だったのは佐藤氏も新聞も同じだ

更︑国民との断絶を考えざるをえないだろ

ーンだった︒佐藤氏も大勲位になると︑今

る︒しかしむかし笑草となった放庇談が今

聞きたくない︒公害病イタイタ病に同情す

と起さぬようにと︑十八番の空念仏なんか

必死の闘いは涙が出る︒こんな惨事を二度

国鉄の暗黒な路線︑相次ぐ風と水の暴威︑

隷化されてゆく証拠でもあろう︒続発する

方は知らん顔である︒国民的心理は全く奴

息がでる︒一体︑自分で選良だの︑候補者

求を今の政治に課しているのか︒ふかい嘆

補者がいるのだろう︒自分は純粋すぎる要

動でいいのか︒どこに心から信頼しうる候

低い溜息が破られる︒こんな卑しい選挙運

急に町の騒ぎに界隈の静けさ︑ＧＮＰの

も

作氏と新人田中角栄氏の代謝も︑怒りのシ

○万以上なのに二階建てに住むのが︑ムチ

ミに飛びだす︒英知にみてるはずの大学祭

は公然と口にされ出した︒隈談がマス・コ

選挙

ャなのである︒新天地を開拓しようとする

だと名のり︑自分のみすぼらしい経歴を宣
決断と勇気には敬意を表するが︑金庫とブ
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伝し︑自分の良識をべタ賞めしている︑い

林彪事件が起ったとも考えられる︒

中国がニクソンの訪中を受諾したからこそ

相に触れてる所はめづらしくいいとおもう︒

をやめて︑ものを知っているからズ︑ハリ真

六月九日のキッシンジャー訪日は︑彼も

ちろん言論抑圧下であるが︑あの国は何か

これで素直にＯＫになれば幸である︒も

韓国は新憲法で国民投票

もたれたのは人徳だった︒

とを率直に謝したあたり︑かえって好感を

しで押しきれるかである︒一頁抜かしたこ

ただ内容があんなに︑ハツキリして失言な

まの選挙法に狂いがありはしないか︒皆で
是非出てほしい人が立候補しない︒ルン・ヘ

いる︒もっと身近な問題でオシャモジをも

賢明だが︑廻りあわせがよかった︒屈託の

日米の仲はもどる

って街に叫ぶ主婦連のような人々が増える

に会って問題を楽なこなしてしまった︒こ

ない三日間の滞日で要領よく然るべき人々

ンで定職のない人々が︑ハッタリを云って

のを待つばかりである︒世界の政治︑国会

れは日米のため世界のため慶祝に値する︒

の動きが︑茶の間にひびいてくる政治でな
いと清く正しく明るい政治は期待できない
と思う︒

いほど利巧な人である︒ニクソンの旨をう

キッシンジャー補佐官という男は面にく

妥協外交に入った︒この中間的ポャポャの

商はする︒少くとも﹁ここ当分は﹂で日中

部だから︑これと正式国交は結ばないが通

湾は自然消滅と同じだ﹂︒そして中国の一

十二日に開かれた御家芸が始まった︒﹁台

最初に角福のつまずきがあったが︑七月

は改正の要があると信ずるが如何︒朴大統

ることは︑万人も知っての通りで︑やがて

題がある︒日本でもマス﹃一ミの偏向してい

日米において︑選挙のやり方にいろいろ問

いい機会を︑提供することになった︒現に

民主主義というもののあり方を反省するに

思う︒新憲法が採用されるには︑自由とか

新憲法のような基本法が必要なのであると

るいとまがない︒ニクソンはエ﹂スクワにつ

態度が結局かくのごとくならざるを得ない

領や側近のひとが︑あまり大きなミスをや

田中内閣の行路

くや否や︑矢つぎ早に︑﹁環境保全﹂一宇

ように見通していたし︑ここが御家芸とい

ニクソン

宙開発﹂など︑小さく見えて大きなものに

う点である︒田中首相の国会答弁は︑思い
切っていうところが実によい︒従来首相の

ろう︒

けて不一二体となって︑東奔西走席の暖ま

器﹂の調印まで漕ぎつけてしまった︒米国

調印した︒当時大物ＳＡＬＴ﹁戦略核兵
が﹁勝利の撤退﹂の形をつけ︑﹁中国に窓

日中友好とは

らなければ︑南北は遠からず進展するであ

を開けさせる﹂メリットがあった︒制限戦

この大きな発展は急速にはあるまい︒毛

ら︑それもよいが︑能く調査させてお答え
すると逃げた︒雲をつかむようなのが︑多

周政権の運命にも及ぶから︑文化大革命を

答弁の型は大所型で急所を﹁つかんだのな

きない布石を打ったのは︑一種のマキアベ

かったものである︒この在来の首相的答弁

争のワクをやぶって︑ソ連が怒ることので
リ的タクテイックを感じさせたのであった︒
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要がある︒中国共産党とその将来にたいし

的の偉さを明敏な正しい思考をめぐらす必

の有様はどうかと思う︒毛周両巨頭の個人

では律せられないのである︒調子づいた今

中国の政治は永くしてむずかしい︒一筋細

いまだ真の解決とはほど遠いものがあろう︒

漸く時後収拾して︑安定に向ったのだが︑

にも自から限度があろう︒日本的な国民投

うな自由主義はありえない︒よって輸出入

企業であり︑また消費だから︑わが方のよ

きない︒中国は劃一的な国営の貿易であり︑

ことであろう︒何しろ共産主義体制にはで

る態度で︑しっかりと国民が体得してゆく

してアジアの中の日本民族として︑自信あ

流行となっている︒全国民がアジア情勢と

国交友好は︑今やウキウキムードで一種の

どいめに合うことが歴史的使命と理解すべ

経済でも︑外交︑国防何につけても一度ひ

再切上げの熱がさめかけている︒日本人は

進し︑逆に先進国はカネが緩和して︑円の

れ難い︒列島改造にからみインフレは大昂

また円の再切上げは最近の状況をみると免

笹本寅

八上杉謙信Ｖ

越後の小冠者

ｉｉｉ

︵特別会員国連都理事︶

き今日であると思う︒

は別に論説があろう︒とにかく日中国交正

資にも定めがあろう︒人口は多いが一般的

て正しい認識が求められる︒やかましい話
常化とは後遺症でタタリというかトガメを

な一大消費市場とはならぬ︒ただあの国の
て現地から直送されるのだから︑わが小商

許す輸出については安くて豊富に三日にし
人に至るまで甘く見てはいられない︒

の命運にたいして︑日本からも新しいコー
スで出発するのが必要だとおもう︒このた

覚悟しなければなるまい︒これからの中国

めに心配したのは安保問題だったが︑大き

これを政治の中心問題にしたことはよろ

日本列島改造とインフレ

しい︒だが﹁改造﹂しないことには︑日本

はまことに御愛想のよいひとである︒日本

く遠のいた感じが出て結構である︒周総理

という︒体制のちがいは叩き直すにも容易

人の英知を結集して是非とも成功させたい

㈲

ない︒ことに大インフレ必至とおもう︒道途

伝えられる田中首相の原型には︑主として

﹁ｌ許せよ︒﹂

は始末におえない官僚統制国になるに違い

のようである︒いわゆる経済交流の三原則

﹁不可能なこと﹂が過多なのである︒国会

ではない︒そして今訪中団長として稲山嘉

について相互に深い理解を示している︒そ

の審議とは別に﹁改造のための国民審議﹂

寛氏の先方の要人との対話を綜合すれば次

して日中国交正常化は日中間はもちろん︑

足らぬ大改造であって短兵急では困る︒

が考えられねばならぬ︒一世紀を以てして

しんとして︑答えがない︒山伏は︑小首を

山伏が︑茶店にはいって︑声をかける︒
といっている︒しかしトガメは複雑である︒

東洋平和実現の第一歩として有意義である︑
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かしげて︑ふたたび声をは叩あげ︑

ややあって返事があり︑あらわれたのは︑

﹁許せよ︒﹂

眼の鋭い︑雪のような真っ白な髪をした老
婆だった︒

峰﹁ｌ林泉寺から︑春日山城とならん

な大小をさした青年武士が︑立ちはだかり

口

﹁ｌ武田方の廻し者であろう：﹂

ながら︑ランランたる眼をむいて︑

な﹂

だ毘沙門天までは︑どのくらいの道のりか
ときくと︑老婆は︑身ぶるいして︑

その鋭い眼光︑青々としたヒゲのそりあ

ならないことでございまする︒一昨日も︑

ツラだましいではない︒幸隆は︑そのツラ

と︑ｌ全身に気塊があふれ︑尋常一様の

﹁そのようなことは︑オクビにも出しては

ちょうど︑今頃のことでございました︒あ

﹁いらっしゃいませ︒﹂

山伏は︑注意深くあたりを見まわし︑背

﹁お邪魔いたす︒﹂

﹁ｌなにを証拠に左様なことを申さるる

だましいを︑ガッチリ受けとめて︑

か﹂

なた様と同じ修験者のお方でしたが︑同じ

中から荷をおろし︑腰をかけた︒

になると︑四半刻もたたぬうち︑この先の

表に︵武州三峰神社別院︶とかかれてあ

し︑﹁これを見られよ︒﹂

用意しておいた供物をふところからとりだ

ぬかりはなかった︒幸隆は︑あらかじめ

小川のほとりで︑ムザンに斬り殺されてお
幸隆は︑内心のおどろきを︑おさえなが

しまいなされました⁝﹂

﹁しからぱ︑廻し者でない証拠があろうぞ﹂

ようなことをおたずねになり︑ここをお出

：：：ここからは︑越後春日山城のイラカ

が︑のぞまれる︒山伏は︑柿などを注文し
ながら︑老婆に世間話をしかけた︒じつは︑
彼は武田信玄にぞくする信州岩尾の城主︑

者ならば︑そのようなことのあろう筈がな

ら︑﹁ｌ解せ鐘ことを！まことの修験

る供物の包みを手にとった青年武士は︑中

真田弾正思幸隆だった︒⁝⁝第一次川中島

い︒それは︑大方︑どこぞの廻し者であっ

身を指先にふれて拳たり︑裏をかえしたり
﹁まことの修験者か廻し者かは存じませぬ

いたそう︒﹂

﹁ｌまことの修験者ならば︑拙者が案内

していたが︑

たにちがいない︒﹂

戦の直後︑謙信の陣払いのあとを慕い︑敵
の領国深く忍びこんだのである︒
よいしょ︑武田方では︑氏素姓もちがい︑

が︑おそろしいことでございます！どう

老婆は︑おぞけをふるいながら︑

︵越後の小冠者︶とよんで︑小バカにして

年も信玄にくらべて九つも下の謙信を︑
いた︒けれども︑いざ対陣して柔ると︑ど

と︑幸隆に背を向けて︑スタスタ歩きだ

︵ｌ相手をたたき斬って︑逃げ出すなら︑

した︒

か︑早うおたちなされて下さいませ︒﹂
と︑幸隆をおいたてる︒

うも︑生やさしい相手ではないらしい︒そ

仕方なく︑仕度をととのえた幸隆が︑表

幸隆は︑思案したが︑しかし︑青年武士

いまだ！︶

うして︑いちばん知っておかねばならぬ越
つかみどころがないのだった︒

いたか︑ズキンをかぶった黒装束の︑立派

へ出ると︑ｌ天から降ったか︑地から湧

後の国情︑戦力も︑諸説ふんぷんとして︑

．⁝：いろいろさぐりを入れたあと︑幸隆
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のうしろ姿には︑一分のスキもなかった︒

上から︑謡曲をうたいつつ︑若い武士が三

武士はとつぜん︑

﹁おついでに︑この春日山城をご見学され

ては︑いかがでござるな﹂

人︑おりてきた︒

若い武士たちは︑幸隆を案内する青年武

と同時に︑相手がはっきりこちらの正体を

﹁いかにも︑北国一といわるる名城︑関東

﹁ｌナニ︑このお城を﹂

見破ったという確証もなく︑もしも無事に

士を見ると︑ハツとしたらしく︑いんぎん

ましょうか︒﹂

﹁左様なことがおねがいできるのでござい

覚悟しなければならなくなった︒絶体絶命︑

幸隆は︑ふたたび越後の士になることを︑

白

と︑こともなげにいう︒

のよき土産ぱなしになり申そう︒﹂

生還できるならば︑︵虎穴二入ツテ虎児ヲ

﹁ｌ錆のぞみの毘沙門天奉詣されよ︒﹂

ぐると︑青年武士は︑ふりかえって︑

朱塗りの楼門︑千木も見える︒⁝⁝門をく

坂をのぼりつめると︑老杉のあいだに︑

しゃくって︑礼をかえしただけ︒

に会釈したが︑青年武士はちょっとあごを

どうせ︑すてることを覚悟してきた命だ︑

得ル︶ことになる！
ままよ︑と観念して︑幸隆は︑そのあとに
しかし︑どんなに話しかけても︑相手は

従った︒

返事をしない︒自分の正体を見破っている

と︑おだやかにいう︒

といって︑先に立つ︒

幸隆は︑供物をあげ︑イラタヵの珠数を
もみたて︑ホラ貝を吹きならし︑般若心経

青年武士は︑春日山城の由来などを話し

た︒

のかいないのか︑まるで見当がつかなかっ
春日山城とならんだ昆沙門天まで︑それ

をよみあげる︒ともすれば︑混乱しそうに

﹁ｌ拙者の案内ならば︑別条なかろう．﹂

ほどの道のりとは思えないのに︑意外に時

なる気持を︑おししずめるように：⁝．

そうして︑その三の丸のどこに誰が住ん

﹁ここが︑の丸三ｏ﹂

き︑幸隆に︑

を迎える︒⁝⁝武士は︑おうようにうなず

櫓の中の番兵は︑恭々しく︑武士と幸隆

城門︒櫓︵やぐら︶︒

はじめたＯ

間がかかる︒グルグル廻りをしているのに︑

ゆっくり参拝をすまし︑幸隆は︑

ました︒﹂

﹁おかげさまで︑宿願をはたすことができ

ちがいない︒かつて︑密偵に入手させた地
やがて︑急に視界がひらけ︑広場にでた

図とは︑大分様子がちがう︒

お礼をいうと︑青年武士は︑さらにやさ
しく︑

﹁般若心経は︑いつきいても︑よろしゅう

−１勢揃いする小峰が原︒﹂

とき︑

ポッリ︑と︑説明する︒

でいるか︑などを説明しながら︑一巡する

ござるな￥．．﹂

幸隆は︑ホッとした︒法話など交わしな

：⁝．︑一巡して︑もとの城門にかえると︑

広場をこすと︑道は二つにわかれ︑左へ
とれば春日山城︒右へゆけば︑毘沙門天︒

の春日山城との分れ道のところまでくると︑

がら︑また青年武士の案内で坂を下り︑あ

︵あっ！︶と︑幸隆は︑叫び声をあげたい
うな坂をのぼりながら︑途中までくると︑

それを右へとって︑右曲左折︑羊の腸のよ
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らである︒近づいてくると︑第二の武士は︑

の武士が︑二の丸の城門からおりてきたか

形︑服装︑大小まで︑寸分ちがわない第二

ほど︑おどろいた︒その青年武士と︑顔︑

す︒﹂

﹁Ｉ本丸は︑拙者が代って︑ご案致内

の丸からおりてきて︑

ってくると︑さらに同面同相の武士が︑三

かＯ﹂

黒山へのぼる道まで︑ご案内下さいませぬ

というと︑青年武士は︑カツと眼をむき︑

の武士のあとについて︑いよいよ天守閣に

なった︒あやつられる人形のように︑第三

さすがに百戦練磨の幸隆も︑ヘトヘトに

向ってかけ出した︒︲１１幸隆は︑無我夢中

大喝すると︑身をひるがえし︑城の方へ

許の明るいうち︑とっとと立ち去れっ！﹂

る︒越後には︑盲人ばかりはおらぬ！足

﹁ｌ甲斐の武士健命が二つあると見え

と︑先に立つ︒

のぼる︒城のつくりは︑堅牢無比︑そうし

に︑反対の方へ逃げ出した⁝⁝

﹁二の丸は︑代って拙者が案内致す︒こう

幸隆は︑ひしひしと絶望感を抱きながら

て︑この天守からの眺めは︑天下の絶景と

参られよ︒﹂

も︑第二の武士のあとにつづくより仕方が

いってよかった︒

たが︑幸隆は︑ふいにこみあげてくる生あ

第三の武士は︑くわしく地形の説明をし

らがら山づたいに︑岩尾の居城へ辿りつい

幸隆は︑ひとかかえほどの石を︑池へ投

た︒すると︑︵越後の小冠者より︶と署名

げこ象︑とびこんだように見せかけ︑命か
が︑いよいよ最後と思われた天守閣も無

おくりかえされてきいて︑

﹁

された書状と︑毘沙門天にささげた供物が
の武士が待っていたが︑さきほどとちがっ

を春日山城主と思召され候や︒﹂

のところまでおりてくると︑また同面同相
て︑ものものしい番兵がひしめいている︒

事にすんで︑⁝⁝第三︑第二︑第一の城内

くびをかゑ殺すほどに︑疲れていた︒

しばらくす為と︑追手のヒズメの音ｌ

なかった︒やはり︑第二の武士も︑第一の
明しながら︑一つの櫓のそばまでくると︑

武士と同じように︑城のことをいろいろ説
﹁せっかくの珍客なれば︑格別にご案内い
たそうｏ﹂

と︑その裏へまわり︑カギで鉄の扉をひ

もう︑はっきりダメだと思った︒うずみ

一︲ｌうず桑門でござるよ！﹂

ょの茶屋のほとりまで案内すると︑

そうして第四の青年武士は︑幸隆をさいし

らき︑ニャリと笑って︑

門とは︑城内から城外への︑秘密の通路で

︵おわり︶︵作家︶

はげしさを加えていったのだった︒

ｌこうして︑川中島の風雲峰次第に

かなかった︒

などと︑さんざんにホンロウされ︑幸隆

四人のご案内の武士のう角いづれ

ある︒それをさえ見せようというのである

の上杉謙信を新しく認識しないわけにはい

は︑勇者としてばかりでなく︑智者として

もござらぬが︑とてものついでに︑あの羽

﹁いろいろ一方ならぬご親切︑御礼の言葉

最後のネバリを見せて︑幸隆が︑

気をつけてゆかれよ︒︲一

﹁ｌで峰これにてお別れ申す．途中︑

︵いさぎよく殺されよう！︶と︑幸隆は思

から︑もう命はないにきまっている！

が︑覚悟したほどのこともなく︑内部を

った︒

のぞいてみたあと︑またもとの城門へかえ
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千葉県加藤巳之

同菅谷義太郎

お彼岸の献花に愛でし背戸の菊の夜半の嵐にあはれたた

声細く初めて聞くか幡蝉を朝鮒の煮ゆる賎が厨に
かる

たけ

いとまあらぱ見に来たまへよ我庭は秋にも白き︵の︶たん

ぽぽの咲く

添へ竹を立てずにすめる丈低き宿根草の草花を植う

草も木も斑入りの葉物数多く花は咲かねど面白きかな

如何ならむ次第は知らず我家に椿の種類多きに驚く

秋めきし日影まつはる断崖に︑葛の葉群れの風︵に︶ゆら

槙と椿と一本づつは太くして町第一と吾はほこりつ

ひともと

︵ぐ︶げる

鉢挿しの椿の斑入り痛桑無く早くも花芽を着けたるを見

同菅谷喜一

年明︵けし︶感激うすき老い︵われ︶人の心はなごむ︵る︶教

る

歩みえしその喜びを顔に手に象ち足らはせて歩む孫はも
へ子の賀状
生垣に子を生み終へし蝋卿の桑ち足らへるか︵りし者の︶

国挙げて祝ふべき日の式場に姿見せごる政党も︵の︶あ

二十八年占領されし沖維の本土並みにて還る嬉しさ

同並木文比古

りミュンヘンに日の丸揚げし日本の体操選手は演技冴え

命終れり︵るしづけさ︶

庭造る仕上げの宴に招かれし夜景ゆたかに灯篭ともる

たり

金メタル懸けたる青木つ坐ましく君が代聞きて眼うるめ

忙しくも留守にはすまじつばくらめ自由出入りのならぬ
わが家は

ｈ／︵ほふ︶

梅雨空に去年の嵐に崩れたる里山見れば鬼面の如し

韮の芽は育ちも早く目に見えて朝の切り口夕べに青む
韮の粥病めるによしと老人も喜び食めり味ひもよくて

掻捧のはけしき悩象薬草に日毎薄らぎ夜も眼りぬ

そぱい
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井上字麿選

湖の水にうつりて美はしも日照雨に虹の高くかかれる

1−−

弘道歌壇

川越市小名木狂辰

井上学麿

これの世に生きとし生ける生きもののいのちをひたすこ

外宮

す

病床の父は新じやが欲しといふ意に逆らはず鍬かつぎ出

れの大神
別宮士の宮

炎天を親子と見ゆる︵思ふ︶蟻二匹力合せて岨矧ひきずる

つち

海の底に町のちまたにつらなれる土の最中のつちはこの

母御より祖母へ祖父へと次ぎ次ぎに玩具にされて赤子廻
りぬ︵れり︶

そらを吹き地を吹く風のおほもとと承しめ揺らげり風も

同風の宮

六時半女子生れてその剰那物言はずして祖父となりたり
る

若い祖父初湯使はす様子染て伸がそっとシャッターを切

千葉県加藤
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職あらぬに

︑くれし子のぬくもり残る山の栗

評栗をくれた子の心情︑受けとった作者の心情︒

○枯苦一茎抱く野の仏

○ふん張ってぬきし大根の素性よく

妻と釆て芽生えし大根間引きする畑には昼も娠蝉の鳴く

○桐の葉のおつるをきいて老いの病む

鼎篠塚しげる選

初産のお見舞せんと特急に乗れば生家の母も乗車す
昼風呂を沸かすわが家の年寄りは木曜の日を天国と呼ぶ
十月の恩給増を待たで死す君に弔辞を述ぶる悲しも

埼玉県相沢正直
国指定と今はなりけり︵わが︶鷲の宮に伝はりて来しみ神

楽の舞
開発と共に惜しくも失ひぬ︵ヘリ︶昔ながらの里の桑どり
を

*U.

いかばかり︽楽しかるらむ車なき道にひと日を遊ぶ子供ら

生れ来る子ら次々に受け継ぎてとはに栄えむ日の本の国

同鷲宮葛人

弘道俳壇

一

○つれてきし孫に勘ねられ踊り婆
○鉦叩き隣りも起きてゐるらしく
︑病む夫を十年看取る夜長かな

川越市小名木狂辰
評十年もの永い歳月を看病しつづけて来た人にとって夜長の
感じは一入ふかいものがあろうｏ

○裁きまつ詰め所の庭や鶏頭燃ゆ
○秋燕雨後の入日の中期ける
○屋根に石おく秩父路や鰯雲

千葉県田村隆祁

宅地化の小田に頑張る案山子かな

同宮崎秋峰子

評素直な怖景を素直に描写したのがよい︒

︑冷え迫る窓をとざせり後の月

○酔ふほどに月がいびつの十三夜

○竜胆をひたせば寛音たつる

葉洩れ陽に竜胆つくる孤独の影

同田村春風

りんどうや山霧視野をせまくせり

同石橋香峰

評俳諸のゑちにいそしむ人の一つのすさび

＠後の月枝豆供へて示句一つ

友集めて独り墨する十三夜

リンドウ

○台風も無難な今年後の月

○過疎となる竜胆の村夕づきて

同八代義昌

よく晴れて更けし帰路なり十三夜

○白雲に続く山根の尾花かな
○間引菜も旅にしほるる残暑哉

篠塚しげる

、 レ ム ノ

○爽やかに神輿入魂の祝詞かな
○秋風の子を靴職に委せたり
＠一咳一とつ露路にこぼして十三夜
評十三夜の小寒き露地のさま︒露地に住みなす人有の情︒

○十三夜句碑を囲ぷつ蕊むしろ
○りんどうに腺のうるむ事務疲れ

可角田洋圃

○りんどうに巨杉の洩れ陽と其きけり
︑老杉古松綾なす桜紅葉かな

評色どりの美しき︒一句のしらべの美しさ︒

乏しらの日の枯菊に件つ我に
初明り草の戸も吾もあるがま具

■

○竹林の鳴き伯びし後の月小
○小春日や庭木手入れの鉄鳴る

rql，

諸稿轍汎箸
全13巻
備え下さい

に卸く﹃大漢和辞典﹄編纂の余暇

一

振替／東京40504

︻諸橋轍次博士の名著︼

雪論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の葱蓄と人生の体験とを融合！︶て

の者宿が世人の要望に応え．漢学

稲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

の人口に勝炎した思想を説く︒

如来に化したとも伝えられる老子

｜ラー癖帳睡躍維涯希堺争咋峠唾一幅勢瀧

舞老子の講義

辞典をこの機会にお

▼公務員・四十六才

︵読者の声から︶
長男大学合格の祝いを兼

四六判・上製定価六○○円

に生れた博言の記︑李白の詩文か
ら碑文︑書体︑漢語形成におよぶ

四六判・上製定価五八○円

として軽妙に語る病蕃︒

そ

漢和﹄の著者が古今の淡籍を典拠

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・四十二才

期待通りの素晴らしさ︒

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″
現金 定価七五︑○○○円

１１

Ｉ

八○︑○○○円
１１

別回月賦定価八五︑Ｏ○○円
︻体競︼

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

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

｜

大修館書店

東京都千代田区神田錦町3−24
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旭回月賦定価
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●専用書架は実費（6000円）でお頒け致します

