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︹巻頭言︺

儒教は死なず

野口明

…

論語 の教え

｜︑古典の味
私は近頃︑古典の講読を一般の人々におすすめしたいと

諸橋轍次

どの古典でも︑語句は極めて短かくて覚えやすい︒これ

ように思うＯ

益があるはずだ︒さらにまた古典の言葉は︑その中の意味

とすれば︑そこに人間社会の思想交流の上にも︑大いに利

しい議論を繰返す暇はない︒それを簡単な言葉で通じうる

ければならないもののように思う︒これを学んでおれば︑

が国民的に共通の理解があるから︑これを用いていけば︑

が古典の一大特色になっている︒我々の日常生活は︑難か

人間としての余裕を得︑なにかの場合︑必ずその人の行な

人と人との思想交換に極めてなだらかに︑誤りなく理解さ

心から考えている︒古典はいかなる人にとっても楽しみの

いを導くよすがとなるものである︒これを交際の間に用い

れる利益もある︒

ものであり︑必要なものであり︑またいかなる人も修めな

ていけば︑自然︑人と人との理解︑融和をはかる上にも都

もので︑中に孔子の言葉を述べ︑また孔子と門人との問答

る︒誰もが承知のように﹁論語﹂は孔子の教えを主とした

﹁論語﹂は極めて古くから我が国民に親しまれた本であ

二︑親しみの深い論語

合がよく︑したがって社会生活も明るくなる︒

古典の中には︑キリスト教のものもあり︑仏教のものも
のくるつもりである︒科学の進歩した今日︑或いはまた︑

あり︑儒教に関するものもあるが︑今は﹁論語﹂について
原子爆弾などの飛びまわろうとしている今日︑今さら﹁論

であるが︑その孔子は日本の紀元でいうと︑皇紀二○年

を述べ︑或いはまた︑孔子の日常生活の様子を述べたもの

に生まれ︑皇紀一八三年に没した人である︒その孔子の言

語﹂でもあるまいという人があるかも知れないが︑私から
いればいるほど﹁論語﹂の教えは︑考えなおす必要がある

言えば︑科学万能の時であればあるほど︑時勢が進歩して
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は﹁お前はまだ生きていることを知らないではないか︒生

きることさえ知らないお前が︑死んだ先のことを知る必要

しよう︒お教えください﹂と願い出た︒これに対して孔子

はない﹂﹃いまだ生を知らず︑いずくんぞ死を知らんや﹄

の一六年といわれる︒この時代には日本にはまだ害という
ものはなかった︒我国の最も古い書物といえば記紀万葉で︑

といったのである︒この言葉はなにも︑門人の質問を喰い

行を録した﹁論語﹂が我国にはいってきたのは︑応神天皇

﹁日本書紀﹂は四百三十五年に最も古い歌集﹁万葉集﹂は

﹁古事記﹂は﹁論語﹂が伝わってから四百二十七年後に

るよりは︑それに先だって生きている間のことを考えるの

止めるためのものではない︒われわれは死後のことを考え

が︑真の道だと説いているのである︒こういうように︑百

四百六十八年後にできたものである︒このように︑記紀万

般のことについて︑地についた日常の行動を指導するよう

葉集に先だつこと四百数十年以前に伝わった﹁論語﹂は︑
るから︑我が国の人には最も親し糸の深い古典なのである︒

れておらないということ︑他の言葉でいえば日常生活に即

来議論は好まれない方であった︒その点︑﹁論語﹂は読む

というのは︑編纂者が手加減した点もあろうが︑孔子は元

に長いものもあるが︑だいたい二︑三行にとどまっている︒

かいということである︒あるものは一行二行︑中にはたま

﹁論語﹂の書の非常な特徴は︑﹁論語﹂の言葉が極めて短

四︑理窟ぬきのさとし

に説いているのが︑﹁論語﹂の特徴である︒

それ以来入ごとに読まれ︑家ごとに蔵められていたのであ
古人はこれを天下第一の書とさえたたえている︒以下︑
古典としての﹁論語﹂について述べて染よう︒
三︑日常生活を離れぬ教え

した教えである︑ということである︒仏教もキリスト教も︑

第一は︑﹁論語﹂の教えがほとんど我之の日常生活と離

もちろんりっぱな教えには相違ないが︑人間としての釈迦︑

われわれにとって簡明であり︑かつ気持ちがよろしい︒

子は徹頭徹尾人間であって︑神でも仏でもない︒その点か

の孔子の生活ほど︑はっきりはわかっていない︒その点孔

言をいわない︒ただ一言︑﹃既往はとがめず﹄﹁過去のこと

くいえばでたらめの返答をしたことに対して孔子は余り叱

元来おしゃべりの門人宰我が︑殿様の質問に対して︑早

さいが

人間としてのキリストという人の実際生活は︑人間として

らも自然孔子の教えが︑日常生活に即しているのかもしれ

役人に推薦しようとしたことがある︒その時孔子は﹁君の

ひとかどの役に就いたので︑今度は自分の部下の若い男を︑

は仕方がない﹂といったに過ぎない︒また子路は︑自分が︑

死と生の問題について︑ある時︑門人の子路が孔子に質

ない︒

問したことがある︒﹁私どもは死んだ後にはどうなるので

ｑｕ

︑１ノ

／ｆ︑

のだし︑経験も少ないから︑ああいう男を推薦すると︑か

推薦している男は︑りっぱだとは思うが︑しかしまだ若い

た︒つまり孔子のような才能のある方は︑早く世の中に出

まっておいた方がよいか︑どちらでありましょう﹂といっ

は︑相手を見つけて売った方がよいか︑或いはそのままし

る︒これに対して孔子は﹃泊らんかな︑泊らんかな﹄︒も

て︑その才能を発現するがよかろうとの謎をかけたのであ

えってヒイキの引き倒しになるかも知れぬ︒もう一度考え
直したらどうか﹂とさとした︒ところが子路はこれに反対
して︑﹁先生は本を読むことだけが学問だと考えているら

はまだ自分の出る幕ではない︒﹃我は賀をまつものなり﹄

ちろん自分は世を救うためには骨身は惜しまないが︑今日

﹁自分を知ってくれる人を待っているのだ﹂︑と答えたので

しい︒修養というものは︑なにも読書だけではない﹂﹃民

ある︒つまり門人の好意に対しては︑心持ちよくこたえて

人あり︑社種あり︑なんぞ必ずしも害を読みて︑しかるの
に学となさん﹄と堂為と我を張った︒もちろん子路のいっ

いるが︑しかも自己の主張に対しては︑一歩も譲らぬ態度

孔子は元来議論を好まない方であるから︑短かいものが

たことは間違ってはいない︒しかしその時の子路がこのよ

多い︒﹃仁者は人を愛す﹄といったり︑﹃己れを修む﹄とい

で臨んでいる︒まことに孔子らしい教えであるＯ

んなことを言ったら︑どんなにか油をしぼられたであろう︒

ったり︑少し長いものでも﹃義を見てせざるは勇なきなり﹄

うにいったのは︑その言葉通りの意味ではなく︑孔子の忠

しかし孔子はそれに対して強くは反撃もしない︒また論駁

という程度のものである︒しかしいかに文句は短かくとも︑

告に対する弁解の言葉であった︒もし孟子などの門人がこ

もしない︒ただひとこと︑﹃この故にかの俵者をにくむ﹄

ぎんせつ

心︑●どつと

あたら生命が失なわれている︒このような惨事について︑

近頃︑交通事故などがあって︑日々といってよいほど︑

五︑近切でまた本を務める

えである︒

味わえば味わうほど深い意味の出てくるのが﹁論語﹂の教

﹁だから口達者の人は嫌いだ﹂といっているだけである︒

まことに素直であり︑穏やかである︑それでいて︑教えに
は十分の権威がある︒孔子の教えはいつもこういう教え方
しこう

をしているのである︒

人である︒この子貢は︑孔子が常に世の中にも出ないで︑

その心には偽りはない︒しかしその心をいためる程度は︑

我々はその新聞を見︑報道を聞くごとに心をいためている︒

門人子貢は秀れた人物で︑ある国の総理大臣にもなった
ひっこんでいるのを遺憾に考え︑ぜひ孔子に世の中に出て︑

実際災厄をうけた家族の人糞の感じとは︑必ずしも同一で

活動して貰いたいという希望から︑孔子に忠告したことが
ある︒﹁美しい玉が箱の中にあったとする︒その美しい玉
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＝

にさせるのが︑根本の目的でなければならぬ︒それを忘れ

だ︒真の政治は民を幸福にし︑民の生活を向上させ︑愉快

て︑先へ先へ︑末へ末へと走るのは誤りだ︒われわれはな

党略のみに終始する人もあるが論それは本を忘れたやり方

もっと早く完全に識ぜられるのではなかろうか︒．とかく人

はない︒もし︑世間のすべての人が︑直接災厄を受けた家

間というものは︑世の中のできごとについて︑入ごととう

にごとをやるにも︑その根本になる基礎を忘れてはならぬ︒

族の人々と同じ感じ方をもつならば︑災厄に対する対策も︑

わの空に感じやすい︒そこに世の中のうまくいかない原因

本をさえ務めていれば間違いはないから︑この教えの意味

がある︒不幸にせよ喜びにせよ︑ものごとに出合った場合

するところは極めて広いと思うＯ﹁論語﹂の教えは︑だい

四字の教えだが︑学問をするにしても︑処世の道にしても︑

つめて思えば︑そこに深い同情もわき︑真の親切心も起こ

そこで孔子は﹃君子は本を務む﹄と︑教えている︒わずか

ろうというものである︒それを孔子は﹃近く思えよ﹄とい

は︑その事柄は入ごとでなく我がことであると︑近く身に

う二字の言葉で表わして教えている︒

語葉を覚えなければならず︑またその語薬を結びつける文

いねばならぬ︒たとえば国文︑英文を学ぶとすると︑その

育の方法は進歩し︑形式は変わってきたが︑しかし最後の

れが我々に多くの力を与えている他の理由である︒今日教

﹁論語﹂の教えはまた︑徹頭徹尾個人教育であった︒こ

六︑入ごとに身にしむ

たいこのように本を務むる道を短かい語句でまとめている︒

法を修めなければならない︒それが国文︑英文を学ぶもの

ところ︑教育は教える人と教えられる人との人間の接触で

また学問をするとすれば︑まずその基礎の修養に力を用

の最初の修養である︒それさえやればあとは国文︑英文の

教えるところは︑全部個人に向かっての個人教育である点

は所詮個人教育でなければならない︒その点︑﹁論語﹂の

の最初の語乗を覚え︑文法を覚える修養を抜きにしておる

に力がある︒論語は常に同じ問題についても︑人によって

なければならない︒これが根本であるかぎり︑教育の方法

と︑ただ先へ先へと進もうとあせってゑても︑それはでき

違った教え方をしている︒いわゆる﹁病に応じて薬を投ず

味を理解することも鑑賞することもでき︑自然それから先

ない︒必ず研究の上に行き詰まりを生じて︑中途でだめに

きのものも自修し磨くこともできる︒しかるに︑もし︑そ

なるのである︒政治を行なう場合について考えてみても同

についていた人が︑親孝行の道を問うたことがある︒その

る﹂方法を取っているのである︒たとえば或る権力の地位

人はややもすれば権力を利用して︑己れのつかえていた殿

やまいおうとう

様だ︒世の中にはただ政治上の地位を得ようとのみあせり︑

そのために自分の屈している党派のことの染を考え︑党利
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も多かった︒その人が︑﹁孝とは何ぞや﹂と問うたのであ

様を犯すことのできる地位にあった︒自然また借越の行い

進もうという形でいけば︑その困難もなくなって都合がよ

て︑君も僕も我も人も︑師弟同行でともども論語の教えに

で︑自然その言葉に力がないが︑論語という古典を基にし

のでは︑われわれ自身が実行もできていない場合が多いの

たが

るが︑これに対して孔子は﹃違うことなかれ﹄と答えた︒

だが︑ただ文字もむつかしいし︑文句も難解だから困ると

いま一つ﹁論語﹂の教えは︑なるほどお話通り至極結構

七︑文字のやさしさ

で︑自然我がままの習慣があり︑不摂生から起こる不健康

私はかつて教育大学の漢文学科の教授方に論語の文字の数

い︒

これは﹁礼に違うな︑身分を越えた借越なことをするな︑

それが孝行である﹂と教えたのである︒次ぎにその子供が

なことも多かった︒これに対して孔子は﹃父母は︑ただそ

を数えてもらったことがある︒﹁論語﹂のほかに︑﹁孟子﹂

孝を問うた︒この人はすでに権勢あり裕福な家に育ったの

の疾をこれ憂う﹄﹁父母というものは何よりもまず子供の
病気を心配しているものだ︒その親の心を体するのが孝

﹁大学﹂﹁中庸﹂を加えたいわゆる四書全部の文字を合して

ちきうよう

ししよ

いう人があるかも知れないが︑それは実際とは違っている︒

だ﹂ということを教えている︒またある人が孝を問うた︒

計算したら︑その総計はわずか二三二○字であった︒意外

○○字である︒だからその卒業生が論語を読むとすれば︑

うれ

その人に性来厳格で態度が強く︑言葉があらあらしかった︒

に少ないのに驚いたのである︒今日︑小学校︑中学校でい

既知の当用漢字以外︑新らしく知らなければならぬ文字は

しつ

その人に対しては︑孔子はただ﹃色難し﹄と教えている︒

わゆる当用漢字を学ぶのであるが︑その数はだいたい二○

あまり厳格すぎることはよくない︑という教えである︒い

いるかた

のように孝行をしようという志があっても︑肉親に対して

親に対する容貌や態度は︑やさしくなければいけない︒ど

ずれもその教えを受ける人の境遇性格に応じた適切な教え

さえすれば︑それらの人々も楽を﹁論語﹂は読めるのであ

極めて少ない︒つまり小学と中学で学んだ文字に幾分加え

る︒こんな次第で︑私は古典の講読を世の各般の方々にお

だから︑後来教えられた人々と同じ境遇にある人々が﹁論

すすめするが︑その中でもまず我が国に親し承の多かった

語﹂を読むとヒシヒシと自分の身にひびいてくるのである︒
﹁論語﹂はこの点においても︑古典として非常な力がある︒

︵特別会員東教大名誉教授文博︶

﹁論語﹂を最初におすすめしたいと思うのである︒

大聖人孔子の教えである論語を熟読して行けば︑人生の
難行路も間違いなく渡れると思う︒われわれが人にさとし
教える場合でも︑われわれが﹁かくかくにせよ﹂といった
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論語と教育

論語は誰もが知るように︑日本文化の根抵に培ってきた

雄

く味読することが重要だと考えている︒教員養成系の大学

などでは特に師弟共為に論語を読み︑これについて討論し

育学や教育史を学ぶことも必要だが︑それ以上に論語をよ

意見を出し合うような試象をするならば︑どんなに有益だ

よりは︑この方が余程教師の身になるものと考え︑当局に

あらゆる宗教やイデオロギーを超えて︑先づ第一着に取り

陳情したこともあるが︑一向に顧みられないのは甚だ残念

ろうか︒第二外国語としてドイツ語やフランス語をかじる

孔子は古来﹁万世の師表﹂といわれてきたが︑和辻哲郎

あげられ学習されることであろう︒論語は︑そういう性質

博士はこれを現代的に訳して︑いゑじくも﹁人類永遠の教

なことである︒四世紀の半ば過ぎ頃︑百済の王仁によって

伝えられた文献であったということは︑日本にとって幸運

それはもあれ︑このような世界的な古典が日本に最初に

である︒

て十字架にかけられることもなく︑一人の教育者として︑

知り︑さまざまな抽象的な言葉を知り︑それを通して教育︑

論語が伝えられると︑日本人はこれによって初めて文字を

道徳︑政治︑宗教等一切の文化を学ぶことができた︒文字

そのまままねられるもの︑模範とすることのできるもので

また役人政治家として一生を終えたものであって︑誰しも

て妻子を棄てて出家することもなく︑特定の神に身を捧げ

師﹂といわれた︒孔子の生涯は︑釈迦やキリストとも違っ

の古典である︒

ってきた︒今後も︑もし世界が一つになる時があるとすれ

私は以前からおよそ教師となろうとする人は︑西欧の教

し︑反省させ︑高い理想を与えてくれるのである︒

吉

ば︑論語は人類の古典︑世界の古典︑教育者の聖典として︑

重要な古典である︒わけても日本の教育の聖なる源泉とな

部

ある︒特に教育家としての言行は︑そのまま論語に述べら
れているのであるから︑これを味読すれば常に我女を励ま
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阿

のない所に文明はない︒文明国か未開国かの区別は文字の
ス︾○

本語としたのであって︑こういう種類の言葉は他にたくさ

と言葉になかったから漢音のままコウと発音し︑これを日

これを重要な徳目とすることを知らなかった︒本来のやま

にする個有の習慣をまとめて﹁孝﹂という一語で表現し︑

を大事にすることが孝の始めだという意をこめて﹁父母は

なかれ﹂と教え︑武ばつた乱暴な貴公子に対しては︑身体

的な礼法を無視しがちな貴公子に対しては︑﹁︵礼︶に連ふ

例えば同じように孝について門人から質問されても︑伝統

た︒いわば病気に応じてその病気を治す適切な薬を与えた︒

さて孔子は︑同じ孝ということを門人に教えるについて

んあり︑特に思想を表現するのに必要な抽象語は︑ほとん

唯その疾をのゑこれ憂ふ﹂とさりげなく教え︑門人の子淋

あるなしによってきまる︒もともと日本人は︑優美な歌を

ど漢音のまま発音していることは︑人の知る通りである︒

に対しては﹁今の孝というのは︑ただ親を扶養することだ

作り︑敬虚に神々につかえ︑親や年寄りをも大事にする習

論語が伝わることによって︑日本人は社会生活を営む上

けをいうが︑扶養飼育することは犬馬に対してもするでは

しかも門人の欠点を見抜いてその人に適応するように教え

において︑また知識文化を向上させる上において︑他にか

ないか﹂そうとすれば心から尊敬することが一番大切なこ

も︑抽象的に劃一的に教えることはない︒いつも具体的に︑

けがいのない重要な言葉を新たに知っただけではない︒子

中心となる思想を教えている︒

とで﹁敬せずんぱ︵犬馬と︶何を以って別たんや﹂と孝の

慣を持っていたにちがいない︒しかし例えば親を養い大事

であるということも︑また親への孝が家の秩序を保ち︑さ

供を教育するには親への孝より教えるのが最も身近で自然

ところでこの﹁敬﹂ということが現代の世界においてい

自然の感情である︒偉大なものに対する畏敬があってこそ

らに社会の秩序を保つ最も大事なかなめになるということ

進歩がある︒愛の教育と共に敬の教育がなければ精神の向

かに忘れられていることか︒自分より力の優れたもの︑年

についても自覚することができた︒﹁孝弟は仁の本か﹂﹁本

上のものに対して畏れを抱き尊敬するということは︑人間

立ちて道生ず﹂などの論語の言葉もだんだん深く理解され

上︑文化の進歩は望めない︒孟子も﹁愛して敬せざれぱこ

としての最高の徳ともいうべき仁にも到達するという道理

るようになった︒このように論語は︑日本の一切の文化の

も︑また親への孝の精神を推し拡げ充実してゆけば︑人間

源泉となったものであるし︒かも人類永遠の教師としての

るこれなり︒義の実は兄に従うこれなり﹂といった︒親を

れを獣として蓄うなり﹂といい︑また﹁仁の実は親に事ふ

やしなつか

孔子の言行が︑論語の言葉のはしはしまでににじ桑出てい
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義に達することができ︑そこに到達するのが教育であると

愛と敬の自然の心を引き伸ばし推し拡げ充実してゆけば仁

愛し親につかえることと︑兄を敬し兄に従うこと︑つまり

は惰落し︑理想を失った国は滅びる︒世界はまさに道義の

及する情熱を失いかけていることである︒理想を失った人

への尊敬心を失い︑ついには高い理想を見失い︑それを追

考えた︒

孔子は﹁故きを温めて新しきを知れば︑以て師たるべし﹂

ふる

荒廃にもがいている︒

を現代に活用してこそ未来を興す活力となることを︑この

といった︒よき伝統の中から新しい価値を再発見してこれ

日本は戦後︑急激に民主主義教育が強調された結果︑と
もすると唯いたずらに平等主義が唱えられ︑父兄や教師や︑

︵実践女大教授東大名誉教捜・文博︶

際改めて思わねばなるまい︒

さらに偉大な人物や神を尊敬し畏敬する教育を怠ってきた
のではないか︒その結果︑学園争動を招いたのはまだよい

統的文化の中心をなしたものだった︒今のように︑共産主

義︑マルクス・レーニン主義︑毛沢東思想が政治・教育の

民の中で完全にまた永久に消滅してしまうとは考えられぬＯ

基礎とされるに至った場合においても︑この儒教が中国国

それは︑一言でいえば仁義である︑と思われる︒仁は忠

その説くところは何であったか︒
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として︑それより恐ろしいことは︑若い人々が偉大なもの

聖賢の道

下広居

りだろう︒そして︑義は正しくあること︒自分の利益にな

恕といえよう︒忠は献身的につくすことだ︒恕とは思いや

ることではなくて︑正しくいい行動をすることだ︒言葉を

｜︑信

儒教は聖賢の道といわれるもので︑明治になって西洋の

﹁子貢政を問う︒子日く︑食を足らし︑兵を足らし︑民これを信

済や軍備よりもこれが大事だということだ︒

徳的秩序だ︒これがなくては︑人間社会は成り立たぬ︒経

かえていえば︑世の中で一番大切なことは︑﹁信﹂だ︒道

その後︑仏教其の他の宗教が入って来たに拘らず︑常に伝

中国においては︑二千年以前に︑種々の思想が発生し︑

政治の拠りどころとなっていた︒

学問が圧倒的な勢いで輸入されるまで︑長い間日本で道徳︑

木

ずと︒子貢日く︑必らずやむをえずして︑この三者を去らぱ︑何
れをか先にせん︒白く︑兵を去らん︒子貢日く︑必らずやむをえ

二︑徳治

方が正しいといったこともある︒

古より皆死あり︒民信なくんぱ立たず﹂︒

る必要がある︒法律と刑罰が主となれば︑民衆は正しいこ

治でなければならぬ︒法律や命令・刑罰は最小限度に止め

的秩序を国家的に拡大したところに政治がある︒政治は徳

孔子によると政治は倫理・道徳を拡大したものだ︒道徳

道徳的秩序を維持し︑民衆を指導する者は為政者だ︒為

とをしようとつとめるよりも︑刑罰を免れることばかり考

ずしてこの二者を去らぱ︑何れをか先にせん︒日く︑食を去らん︒

を行なう者でなければならぬ︒利益にも名誉にも官職にも

政者は天下の広居に居り︑天下の正位に立ち︑天下の大道

える︒﹁民免れて恥なし﹂ということになる︒

に在る者が天子の国家に住みたい︑と思わないならば︑そ

地位にある︒もし︑天子に近く在る者が幸福であり︑遠く

ところが中国においては︑君主は天の命によって天子の

こされる恐れはなかった︒

であられた以上︑権力や武力によって否定され︑革命を起

皇室は権力や武力に倒されることもなかった︒徳治の中心

持って実際の政治に当られるかたではなかった︒だから︑

ればならぬ．ｌ日本では建国以来︑天皇健権力や武力を

の取り立てに当るものではない︒﹁賞して罰せず﹂でなけ

きである︒君主は徳治の中心であって刑罰を科したり税金

孔子によると︑君主は実際の政治を大臣たちにまかすべ

誘惑されず︑暴力にも遠慮してはならぬ︒
﹁天下の広居に居り︑天下の正位に立ち︑天下の大道を行う︒志
みだす能わず︑貧賎も移す能わず威武も屈する能わざる︑これ之

を得れば民と之により︑志を得ざれぱ独り其の道を行う︒富貴も

を大丈夫という﹂︒

そして孔子も孟子も︑真理を探求するためには︑先生も
貧乏書生もない︒相手の主張することに真理がある場合に
は︑自分の間違いを反省し告白する︒しかし︑自分が正し
いと思ったら︑千万人の反対者があっても自分の意見を主
張する勇気がある︒
﹁自らかえりゑて直からざれぱ︑褐寛博といえども吾恐れざらん
や︒自らかえりみて直ぐんぱ︑千万人と雛も吾往かん﹂︒︵孟子第

し徒てに従わなければ革命によって打倒する必要がある︑

こういう天子は退位して有徳者に位を譲るべきである︒も

ういう天子は天命によって政治をしているとはいえない︒

孔子は独断的・権威的な態度をとらなかった︒弟子が自分

ということになる︒天命を革︵あらため︶るという思想は︑

三巻︶

の説に従わなくとも︑怒らなかった︒弟子のいった意見の
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る大臣の責任だからだ︒それで︑﹁孟子﹂を船にのせて日

は受容れられぬ︒政治が悪るければ徳と能力において欠け

政治権力と武力を大臣に委任する日本の天皇統治において

と思っていた︒そして︑徴発され殺される人民の苦痛に対

者たる王侯貴族は︑戦争は利益をもたらし︑面白い遊戯だ︑

に他国からの侵略の危険にさらされていた︒そして︑支配

つの大家族とされた︒それは四海同胞ということだ︒それ

われた︒しかも︑受験生は皮層の色︑男女の性︑年令︑家

った︒これは︑西歴紀元六○六年から一九○五年まで行な

んで役人とした︒それが役人の登用試験たる科挙の制度だ

するため︑古典の知識︑孔孟の教えを体得した者だけを選

手によって行なわれなければならなかった︒その目的を達

中国の政治は孔子の考え方に従って︑教養ある有徳者の

五︑役人の選定

と孟子はいった︒

う王侯の徳をしたって世界の人類が移住してくるだろう︑

が高いところから低い方に向かって流れるように︑そうい

好まない︑人間を殺したくない王侯が現われたならば︑水

者が為政者だった︑といえる︒だから︑一人でも人殺しを

して思いやりがなかった︒むしろ︑人殺しを楽し桑とする

孟子梁恵王章句下一に︑

本に持って行こうとすると︑難波するといわれた︒

﹁斉の宣王間いて日く︑﹁湯︵股の湯王︶が梁︵夏の梁王︶を放ち︑

武王︵周の︶が約︵股の討王︶を伐てることこれありや︒孟子答
えて日く︑これあり︒日く︑臣にして其君を秋す︒可ならんや︒
日く︑仁をそこなう者之を賊といい︑義をそこなう者之を残とい
う︒残賊の人は之を一夫という︒一夫の約を誰せるを聞けるも︑
未だ其君を秋せるを聞かざるなり﹂︒

とある︒

三︑世界平和

で︑弱肉強食︑他国を侵略するようなことは許さるべきで

その準備たる教育も階級の差別を認めながった︒いかなる

柄︑宗教に関係がなかった︒この科挙の制度があったため︑

中国において家族は文化の中心だった︒そして人類は一

ないと考えた︒孔子も︑戦争は悪いことだ︑といった︒し

度は与えられた︒しかも︑﹁君子は器ならず﹂︵論語ｌ為政

貧困の家に生まれた者でも︑教育を受ける機会が︑ある程

かし︑戦争をするならば︑戦争の目的を明確にする必要が
ある︒その目的が正義であることを軍はもとより︑国民が

体得させることが目的だった︒人格の向上と完成が教育の

すぐ実社会に役立つことを教えるのでなく︑孔子の思想を

第二︶とあるように︑職業教育や技術教育ではなかった︒

を軽んずるものだからだ︒できるだけ戦争は避けなければ

どうして戦争が本質的に悪であるか︒それは人間の生命

知っていることが必要である︑とした︒

ならぬ︑とした︒二千年前の中国において︑各国はお互い
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るものに対して批判的︑創造的であることが困難だった︒

の準備をする学生の間に流行し︑試験で不正を犯す者が出

問題は︑孔孟の正しい精神を保持しながら︑欧米の学問を

たり︑役人が保守退嬰に流れたことは争えない︒昔からあ

もう一つ注意すべきは︑その教育の方針として文官が武

全人的教育だった︒

官に優越するものだった︑ということだ︒文官が武官の在

取り入れるには︑どうすればいいかということになった︒

中心となった︒手足に関係のある技術のある技術ではなく︑

り方に対して統制力を持っていた︒それは軍人の独走を許

しまうことはできない︑と思われる︒中共でも論語その他

共産主義的教育も︑完全に聖賢の教えを払拭し︑抹消して

の出版を許しているそうだし︑台湾の国民政府は孔子廟を

ただ︑一三○○年も科挙の制度を続けているうちに︑こ

中心とする祭日を祝っている︒︵本会副会長創価大教授︶

さない体制ということだＯそれが孔子の政治思想にあった︒

ってしまった︒古典を暗記したり︑美文を書くことが科挙

れが腐敗し堕落して︑新しい時代に適応できないものにな
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栄一と論
垂叩

富むために努力したのではなく︑国益を増進し︑幅広い桐利を造成

高木一夫

渋沢栄一は近代日本の産業を育成した偉人であった︒今日世界的

の人が栄一に資金の運営をゆだねたのも︑栄一のそうした誠実な人

に当っていったから︑これ程多種多様な事業を成功に導くことがで

柄を信じたからであった︒栄一は他に類例を見ない程の誠実さで事

することを目的としていた︒その基盤には論語の精神があり︑多く

っても過言ではないのである︒銀行︑保険︑造船︑鉄道︑製紙︑紡

きたのである︒その点では論語というものを実践した上で栄一ほど

実業界での活躍は明治六年︑第一銀行︵第一勧業銀行の前身︶を起

人がいるが︑必ず道徳を先に言わなければいけない︒経済道徳とい

ということを提唱するが︵よく経済道徳合一という風に誤っていう

日常的な人倫の道についても教えている︒後に栄一は道徳経済合一

論語は言うまでもなく治国平天下を説いてはいるが︑同時にまた

の人は稀であろう︒

した時からであるが︑養育院もそれとほぼ同じ頃︑即ち明治七年か

うと交通道徳と同じように小さなことになってしまう︒道徳が規制

する経済の意である︶これは初めは分り易く﹁論語と算盤﹂という

ら始まり︑銀行は大正五年に頭取を辞任するが︑養育院の院長は遂
栄一は埼玉県深谷在の農民の出であるが︑少年時代漢学を学んで︑

る事によって真の経済︵広く全体の生産と考えられる︶の発展が望

言い方をしていた︒論語と算盤とは一致しなければならず︑そうす

まれるという信念は終生持ち続けた︒こういう考え方に反して︑道

のなかった論語についても早くから傾倒していた︒維新後明治政府

徳なぞという事をいっていては︑事業はだめになるという意見は明

治時代にもあった︒栄一はこの種の反対に遇うと︑それ故にこそ道

︑︑

に出仕して大蔵省にいたが︑民間に降って銀行に携わるに当っては︑

栄一は前記のように多くの事業に関係しているが︑それらは独り

論語に指針を求めて事に当るつもりだと当時人に話している︒

若い頃から漢詩を作る程の教養を持つとともに︑終生手を離すこと

に喪年︵昭和六年︒九十二歳︶に至るまで続けた︒

尽力している事で︑それは養育院︵現在の東京都養育院︶であった︒

栄一の特長はこうした実業面での活動の他に早くから社会事業に

代資本主義の基盤を追り出した巨人であった︒

績等︑多くの事業が栄一の育成によって発達した︒言い換えれば近

に発展している伺本経済の基礎は︑明治時代に築かれたものである

沢

が︑それら諸多の産業の多くは栄一の指導下に発展していったと言

渋

（13）

t

しめたり︑甚だしきは死に追いやる事によって維持される企業のあ

徳は大切なものだといって訓えている︒公害を出して多くの人を苦

とが必要だと思う︑特に言責を重んずることの大切なるは︑子貢が

気質堅固︑行うところの事業卑しからず︑言行荷くもせぬというこ

進めば宜いかと云うに︑余は其の資格として︑先ず思想高尚にして

︵為政篇︶と答えたのに依って見ても明かである︒それ故︑真に何

曾て孔子に君子とは如何と尋ねた時︑孔子が﹁先行其言而後従之﹂

り方は︑若し栄一が今いたら先頭に立って改めさせるだろう︒﹁仮
るような事業であったならば︑如何に其人が富を積んでも幸福は維

りに一個人のみ大富豪になっても︑社会の多数がその為に貧困に陥

なく︑学者も︑法律家も︑政治家も︑医師も︑皆如上の意を体して

人が見ても恥ずかしからぬ紳士たらんとせば︑単に実業家ばかりで

心に灰しからぬ人でなければならぬ︒更に精しく言えば︑約束を固

持されないのではないか﹂と栄一は言っている︒公害を出してはば
栄一はよく﹁己の欲せざる所を人に施すなかれ﹂という論語の言

云う如き正しい行動を為すことが常に必要なのである︒斯く考えて

く守り︑一諾も荷くもすることなく︑義を見ては進んで事を為すと

からない企業は︑果して幸福を維持し続けていけるだろうか︒

て︑様灸な不幸はそこから発生しているようでもある︒論語を読む

士道的精神を抱持して一歩も誤ることなき程の人格者であらねばな

来ると︑紳士と云い︑君子と云うは︑恰かも往時の武士の如く︑武

葉を引いて話をしているが︑今日の何々ぞロは正にその反対であっ
などということは︑古臭いことのように言われているが︑よく言わ

に必要な紳士としての条件は︑各☆の人格に存するのである︒人格

そう云う外観的に依ってのみ定まるものではない︒否もっと根本的

を具えた人も立派である︒併し︑君子の意義︑紳士の意義は︑単に

富に所有して居る人も立派である︒更に︑風采堂をとしてよき体格

居る人も立派である︒芸術に長じて居る人も立派である︒財産を豊

閥によって定まるものではない︒成る程︑或る専門の学問に通じて

うであるけれど︑これは決して一技一芸に達して居るとか︑財産門

今日の時勢に於ては︑紳士の意義も暖昧であり︑誤解され易いよ

らぬ︒

れている人間の回復はこの辺から初めてもいいであろう︒もう一度
形一の在り方を真剣に振返ってみたいものである︒次に栄一が﹁紳
士﹂について述べた文章を引いてみよう︒紳士とは所謂君子と同じ
だとして論じているのも興味深い︒

○渋沢栄一の紳士論
当今紳士と云うは︑猶ほ論語に言える﹁君子﹂のそれと相近きも
君子と言えば︑論語の巻の一を開くと直ぐに︑﹁人不知而不偲︒不

のとして論じて見たいと思う︒

高潔にして自から事業を遂行し得る人︑親切心深く︑忠実にして社

は今日の紳士と呼ばれ︑紳士と自称する人に果して幾何か此の理想

活動し得るような人︑それこそ本当の紳士であり︑君子である︒余

会の信用あり︑己自身の利害得失は打ち捨てて︑世の為め人の為め

亦君子乎﹂︵学而篇︶と道破してあり︑又﹁君子務本︑本立而道生﹂

而してこれが矢張り︑今日言う所の真の紳士なるものに該当すべ

︵同上︶と言えるを見ても略々明かである︒

きものであろう︒然らば真の紳士たり君子たるには︑如何いう道を
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しむるが如き感ある人は︑切に紳士道の真義を理解し︑これが体得

と云うべき者︑ゼントルマンと言わるる程の人は︑それ位の気塊精

に合致して居るものあるかを知らぬ︒併し如何にしても理想の紳士

き所がないものならば︑決して徒らに悲観したり︑襖悩したりする

思うが︑亦右の一句に依っても知らるる如く︑内に省みて至も灰し

を惹き起さしむるような機縁を与えつつあるのにも原因することと

思われる︒これ一つは︑時代の傾向が総体に神経過敏となり︑動揺

筈はないのである︒余は飽くまでも︑憂えず恐れざるが紳士たるの

神を持たなくてはならぬと信ずる故︑自ら省ゑてその地位を恥ずか
朗行に忠ならんことを切望する︒然らざれぱ︑到底論語の君子たる

いものでなくてはならぬ︒彼の﹁剛毅木誠近仁﹂︵子路篇︶という

抑々君子と云い︑紳士と云うべき人は︑寧ろ風采態度は質素に近

一資格であると信ずる︒

句は︑正しくこの間の真理を道破したものと言うべく︑真に紳士た

に近きものであると信ずる︒併しながら︑斯う云うたからとて︑頭

は畢寛この意味であって︑剛毅の風︑僕調の趣きある方が君子紳士

前に論語の中より引いた﹁人不知而不偶︒不亦君子乎﹂と云ふ一

の道に適うものでない︒

り君子たるの実質を具えた人全は︑必ずしも世間で持て離すと否と

髪蓬をとして衣は肝に至るの風は奨励すべきでない︒今日の時勢に

を論ぜぬのである︒否却て虚声の伝わるのを恐れるのである︒紗く
もこの境地まで達せねば︑所謂君子の道︑紳士の道には到らぬので

際には大に礼儀作法を重んじなければならぬ︒その礼儀作法を重ん

於ては︑一面に於て交際と云うことが極めて大切である︒而して交

君子はまた泰然自若として︑決して物に動ずることなき人格者で

くるはねばならぬのである︒

ずるには︑矢張り或る程度までは服装を整えねばならぬ︒容姿もつ

あろう︒

惟﹂︵顔淵篇︶とあるは︑即ちここの道理を明白にせるものである︒

論語に﹁君子不重則不威︒学則不固﹂︵学而篇︶と云うてあるが︑

あらねばならぬ︒論語に﹁君子不憂不催︒内省不炊︒夫何憂︑何
併しながら︑方今所謂紳士を以て脚ら任じて居る者の中には︑やや

これ亦紳士たらんとし︑紳士道を守らんとする者に移し言うべきこ

︵渋沢栄一資料室主任︶

ただ礼儀を欠かぬように努むればよいのである︒

の点からは︑何処までも実質に近きよう︑撲諮に近きよう心がけ︑

やうに所謂酒落者となる軽薄の態度は固く慎むべきである︒故に此

沢を敢てしたり︑身なり︑さえ立派なれば︑それで能事終ると云う

時に従って其の規を越えぬようにすればよいので︑身分不相応に賛

威厳を欠いてその道に背くものである︒即ち衣服容姿も分に応じ︑

とである︒畢寛するに︑紳士たる者が︑居常行動を軽々しくすれば︑

もすれば憂患の念に堪えず︑恐怖動揺の心切なるものがあるように

晴の叙勲者芳名︵妃．４．羽︶︵敬称略︶

○勲五等双光旭日章終身会員内藤良一︑千葉
鶴舞町長︑千葉県議会議長として地方自治の発展に貢献︒

○勲六等旭日単光章烏取支会長坂尾正己私烏取
八頭村長等に就任して地方自治並に林業の振興に寄与︒父君
創設の思斉社を継いで邸内に明治天皇︑東郷︑乃木両将軍を紀
る明治神社を建立霊域とし︑架風図書館︑郷風参考館所蔵の研
究資料七万部余を公開して郷風の振起に尽力されている︒
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近代日本における﹁論語﹂の教育
︿西村泊翁先生の儒教観を中心に﹀

国定教科書に現われた﹁論語﹂
︿尋常小学六年の国語にある﹁孔子﹂﹀

わたしが論語ということばに接したのは︑恐らくイロハかるたの

片山清一

その全文を転載して象よう︒

第二課孔子

支那幾千年の人物中︑大聖として長く後人に敬はれ︑徳化の一

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶはなし︒孔子は今より凡そこ

しや畠Ｊ

千五百年前︑当時の魯即ち今の山東省の地に生れたり︒少時よ

こうし

﹁論語読みの論語知らず﹂が初めてではないかと思う︒そのころは︑

ろ

まだ幼なかったので意味のわかろうはずがないが︑何となく遥かな

はずして魯を去りぬ︒当時支那は数国に分れて互に相争ひ︑戦

ども︑好臣の為にさまたげられ︑久しく其の職に居ることあた

かん

り学問に励み︑長じて後魯の君に仕へ︑大いに治績を挙げしか

乱止むことなかりしかば︑孔子大いに之をうれひ︑如何にもし

やがて小学校に入学したのであるが︑使用した国語教科書は︑第

記憶の中に残っているに過ぎない︒

はじまるものであった︒この国定教科書の中で︑いつか論語のこと

三期国定でヌナ︑ハト︑マメ︑マス︑ミノカサ︑カラヵサ﹂から

て︑用ひられんことを求めぬ︒しかも遂に志を達することを得

て国家を治め︑万民の苦を救はんものと︑広く各国をめぐり

ざりしかぱ︑老後は専ら力を教育と著述とに用ひたり︒門人三

を学んだことを覚えている︒早速﹁教科書大系﹂︵講談社版︶を調
目がのせられていた︒小学校六年生の第一学期当初に学習したわけ

なりき︒論語は︑曾参と有若との門人等が孔子及び其の高弟の

千人︑其の最もすぐれたるもの︑顔淵・曾参・有若等七十二人

べてみると︑尋常小学国語読本巻十一の第二課に﹁孔子﹂という題
である︒文語体の立派な文章である︒この教科書編集の中心になっ

言行を集録したるものにして︑最もよく此の大聖の面目をうか

都んえんそうしんゆうじやく

たのは︑八波則吉と高野辰之の二人であったから︑この名文家たち
の筆に成ったのかも知れない︒思い出す手づるとも考えられるので︑
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孔子は正義の念強き人なりき︒其の言にいはく︑﹁富貴は人の

がって第三期の所載よりも︑孔子の記事は簡略になっている︒この

全文の三分の二は孔子残りの部分は孟子のことを書いていた︒した

﹁孔子と孟子﹂という題目で︑巻十二の第二十三課にのっていた︒

ねがふ所なり︒然れども正しき道によるに非ざれぱ︑我之に居

らい﹁孔子と孟子﹂を学んだわけであろう︒だから今日六十歳から

教科書は明治四十三年から使用されたのだから︑だいたい十年間く

がふを得くし︒今此の害によりて其の一端を述べん︒

らず︑貧賎は人のいとふ所なり︒然れども正しき道によるに非
よう

七十歳にわたる人たちが﹁孔子と孟子﹂を学び︑四十歳台から六十

へん

ざれぱ︑我之を去らず︒﹂と︒

孔子常に中正不偏を貴び︑﹁中庸は徳の至れるものなりｏ﹂とい

なる︒国定教科書以前のことはまだ調べていないが︑必ずや孔子や

歳にわたる人たちは︑第三期国定の﹁孔子﹂を学んだということに

あした

ひ︑﹁過ぎたるは及ばざるが如し︒﹂ともいへり︒又きはめて学
ゆうべ

なお国語教科書以外で論語や儒教関係の古典の引用の多いのは修

論語のことにふれたものが多いのではないかと思われる︒

間に熱心にして︑其の好学の念の切なる︑﹁朝に道を聞くこと
を得ば夕に死すとも可なり︒﹂といふに至れり︒孔子は他人を

語から引用されているようである︒

身教科書であろう︒とくに格言といわれるものには︑かなり多く論

正す前に先づおのれを正し︑近きより遠きに及すを以て其の主
義としたり︒﹁おのれを修めて人を安んず︒﹂とは︑彼が簡明に
ぷん

かつて自らいはく︑﹁発憤しては食を忘れ︑楽しんではうれひ

このように小学校の教育に論語がとりあげられてくるのは︑明治

︿ゆれ動いた道徳の基準と徳育論争﹀

明治前期の教育と儒教復活

此の意をあらわせる語なり︒
を忘れ︑老の将に至らんとするを知らず︒﹂と︒其の身を忘れ︑

にあらはれたりといふくし︒

よはひを忘れて人生の為に尽くしたる大聖の面目︑よくこの語

論語などの四書が主教材になったことは言うまでもないが︑明治五

来するのではないか︑と考えられる︒江戸時代の藩校や寺子屋では︑

十二年夏過ぎに明治天皇の御聖旨として出された﹁教学聖旨﹂に由

立派な教育者だったから︑この課の印象は鮮明に脳裏に刻みつけら

の実学を学ぶことであるとされ︑外国害の諦沢本が教材として使用

年八月に出された学制頒布の太政官布告によって︑学問は立身治産

教えてくださった受持の先生は︑いまもなお尊敬しつづけている
れている︒殊に﹁過ぎたるは及ばざるが如し﹂とか︑﹁朝に道を聞

されることとなった︒これが直接︑文明開花の行き過ぎを結果した

くことを得ば︑夕に死すとも可なり﹂の文章は︑その頃には意味も
つかめなかったし︑実践するには今以て程遠いまま︑今日まで頭の

とは考えられないが︑明治初期の文明開花の進展ぶりは︑封建時代

の行き過ぎを教育によって阻止しようと計るに至った︒明治天皇の

に育った人たちにとっては鷲天動地の変革と考えられた︒そしてこ

中の一隅に強固な位置を占めている︒

そこでこの文章は第三期国定国語教科書から初めてのせられたの
か調べて承ると︑その前の第二期国定にも︑ほぼこれに近い文章で
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となっているから︑教育令︵明一二・九・二九︶の出された頃には︑

学修身訓﹂である︒この書の凡例は︑明治十二年十一月に書かれた

すでに執筆にかかっていたのかも知れない︒いいかえると改正教育

侍講をつとめていた漢学者︑元田永手は︑その最も強力な主張者で
学聖旨﹂にも元田のこうした考え方がにじみ込んでいることは︑今

令の公布される一か年前にすでに新しい修身教科書が準備されてい

あった︒明治天皇の御聖旨を記したに過ぎないと言われている﹁教
日だれもが認めるところである︒

ルー軸近専ラ智識才芸ノミヲ尚トヒ文明開化ノ末二馳セ品行ヲ

ヲ尽スハ︑我祖訓国典ノ大旨︑上下一般ノ教トスル所ナリ︒然

儒学関係の引用が大半を占めているが︑その中で論語よりは約二○

最も多い︒論語・孟子・中庸・子思・顔氏家訓・朱子・王陽明など

古典としては和漢洋にわたるものであるが︑四書からとったものが

この書は上下二巻よりなり︑全編古典よりの引用でできている︒

て編集されたものと考えられる︒

たこととなる︒ということは︑小学修身訓は﹁教学聖旨﹂に基づい

破り風俗ヲ傷フ者少ナカラス︒然ル所以ノ者︿維新ノ始首トシ

を数える︒しかし西洋の古典からもかなり多く引用しているが︑当

教学ノ要︑仁義忠孝ヲ明カニシテ智識才芸ヲ究メ︑以テ人道

ヲ取り日新ノ効ヲ奏スト雌トモ其流弊仁義忠孝ヲ後ニシ徒二洋

とったものも数多く見出される︒恐らく西村先生は儒学への一辺倒

時流布していた中村敬宇訳の﹁西国立志編﹂や﹁品行論﹂などより

テ肥習ヲ破り智識ヲ世界ニ広ムルノ卓見ヲ以テー時西洋ノ所長

サルニ至ランモ測ル可カラス︒是我邦教学ノ本意二非サル也︒

風是競フニ於テハ将来ノ恐ルル所︑終に君臣父子ノ大義ヲ知ラ

ところが明治十六年に文部省より出された﹁小学修身書﹂になる

になることを恐れられたものと解することができる︒

で充たされている︒当時まだ文部省にあって編集局長をしていた西

と︑西洋人の古語は一語も現われない︒全く和漢書だけからの引用

道徳ノ学︿孔子ヲ主 トシテ人を誠実品行ヲ尚トヒ︑ 然ル上各科

故二自今以往祖宗ノ訓典二基ツキ専ラ仁義忠孝ヲ明カニシ
ノ学︿其才器二随テ益々︑長進シ道徳才芸本末全備シテ︑大中

年の﹁教学聖旨﹂の内容を奉体して︑天皇より御下命を受けた元田

内省蔵版として出された﹁幼学綱要﹂である︒この害は︑明治十二

これと全く国じ編集がなされているのは︑明治十五年十二月に宮

を得なかったのではないかと考えられる︒

の大きな教育政策の変化があって︑西村先生もこの方針に従わざる

村先生の指揮下において編まれたものとすると︑そこに国家として

至正ノ教学天下二布満セシメ︿我邦独立ノ精神二於テ宇内二恥

スルコト無カル可シ・︵傍線ｌ筆者︶
この聖旨は早速教育令の改正となり︑明治十三年十二月二十八日

れることとなった︒またそれまで外国書のぼん訳本であった修身教

位におかれていた修身が︑首位におかれ︑道徳教育に重点が向けら

ラ幼童初学ノ為二設ク︑故二鐸論倫道徳ノ近切ナル者ヲ採り︑先入

永手の編集したもので上中下三巻より成る︒例言に示すように﹁専

に太政官布告として公布された︒この教育令によって︑各学科の末

なった︒その一つとしてあげられるのは︑西村先生の編まれた﹁小

科書に変って︑﹁祖宗ノ訓典二基シ﹂いた教科書が編まれるように

（18）

主卜為リテ心術ノ基礎ヲ立ムコトヲ﹂目的としたものである︒徳目

世間或は道徳を以て迂潤固肥なりとし︑或は工芸を以て之に代

において︑西村先生は︑

益食皇室の尊栄を増し︑国民の幸福を長ぜんことは︑道徳を棄て

ことを強調し︑その内容を明示し︑これを実行する方途がどこにあ

述べている︒すなわち道徳の振興のためには道徳学の確立の大切な

らんとする者あり︒思はざるの甚だしき者と謂ふくし︒今日以後

②忠節③和順④友愛⑤信義⑥勤学⑦立志⑧誠実⑨仁
慈⑩礼譲⑪倹素⑫忍耐⑬貞操⑭廉潔⑮敏智⑯剛勇

めざるべからざる所以なりと︒

ては他に求むくき者なかるくくして︑余輩が斯道の為めに益左勉

は二○︑孝行を筆頭にあげ︑以下次のように列くられている︒

義を述べた後︑中国古典よりの引用がある︒しかもその古典はすべ

⑰公平⑱度量⑲識断⑳勉職︒そしてこれらの各節に徳目の意
て四書五経に限られている︒中でも論語からの引用が最も多いこと

分段される︒

るかを探究しようとしたものである︒したがって内容は次のように

が特徴である︒この後に和漢にわたる善行が列挙されているが︑西
洋人の善行は皆無である︒

①道徳学は現今日本に於て何程大切なる者なるか︒

この害は文部省より出されたものでなく︑宮内省から明治十五年

②現今本邦の道徳学は世教に拠るべきか︒世外教に拠るべきか︒

⑧世教は何物を用ふるを宜しとすべきか︒

末にまず地方長官に下賜される形をとり︑翌年十一月二十七日︑幼
このような和漢に偏重して︑新参の西洋ものを排斥することに同

学綱要下賜内則が定められて後︑全国の学校に配布されたのである︒

⑤道徳会にて主として行ふべきは何事ぞ︒

④道徳学を実行さるは何の方法に依るべきか︒

西村先生は︑日本の道徳はあの世のことを説く世外教すなわち仏

意しない人たちが数多くいたことは否定できない︒すでに明治十二
手の対立は︑世に周知されているところである︒またそれを契機と

く世教すなわち儒教や西洋哲学に基づいて確立さるべきものである

教やキリスト教のような宗教に基づくべきでなく︑この世の道を説

年に示された﹁教学聖旨﹂をめぐって︑伊藤博文︑井上毅と元田永

ついに明治二十三年の﹁教育勅語﹂の発布まで続けられたのであっ

①西洋の学に比べると︑生理学一①知を重んじるが︑行を軽く見

較表にしてみると︑

儒教西洋哲学

ちらにも長所もあれば短所もある︑と批判する︒その欠点だけを比

では儒教がよいか︑西洋哲学がよいか︑という議論となると︑ど

とする︒

して︑いわゆる﹁徳育論争﹂が︑明治十年代後半において展開され︑

た︒

西村先生の儒教観と徳育
︿﹁日本道徳論﹂にみる中庸道徳の探求﹀

このような論争に一石を投じようと︑明治十九年末︑帝国大学の
この演説が翌二十年の二月に印行されることになったが︑その緒言

講義室において大波説を打ったのは︑わが西村泊翁先生であった︒

（19）

t,

や心理学の研究で劣ってい
るＯ

ている︒

② 消 極 的 な 禁 止 が 多 く て 積 極 的 ②哲学には治心の術がない︒
な奨励の語が少ない︒退守に
安んじて進取に乏しい︒

利となっている︒前者には権
る傾向あり︒

ためことさらに異説をとなえ

し︒

には義務のみあって︑権利な

道徳の原理も相違している︒

て︑しかもその流派によって

④哲学には多くの流派があっ

利のみあって義務なく︑後者

③尊属を重んじるが卑属には不 ③哲学は先輩の業績が上に出る

‐ヘハーハーーヘーーハーーーヘ露へ一‐〜へ〈

二教の一致に帰する所を採りて其一致に帰せざる所を棄つるなり︒

ということは﹁天地の真理﹂にもとづいて道徳を樹立することだと

西村先生は以上のように述べながらも︑儒教の方により好意を寄

結論される︒

せられたらしく︑

今日儒道を以て本邦道徳の基礎とするは︑哲学を以てするに勝

れりと言ふ者あり︒此言頗る其理ありて︑儒道の如きは余の甚だ

するは︑今日に在りては亦能はざる所なり︒

尊ぶ所なれども︑専ら儒道の象を以て本邦道徳の基礎を立てんと

このような考え方が︑明治二十年に皇后陛下のお思召しによって

と述べている︒中庸の道をとることに腐心されたのであろう︒

は﹁小学修身書﹂や﹁幼学綱要﹂のように︑和漢の善言善行に限定

西村先生が編集した﹁婦女鑑﹂の中に明瞭に現われている︒ここで

である︒恐らく西村先生は︑﹁西洋かぶれ﹂が大嫌いであったに相

せず︑洋の東西を問わず節婦烈女の善行を集録して一本としたもの

と考えられる︒

違ないが︑またカチカチの儒者先生にも好感をもたれなかったもの
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④男尊女卑の思想が強い︒

ない︒古を理想とするが今に

⑤昔を重んじるが現代を重んじ
対しては否定的態度をとる︒

結局︑西村先生は︑儒教と西洋哲学のそれぞれの長所をとり︑短
所を棄てることであるとし︑次のように述べる︒

︵本会理事目白学園女子短大教授︶

として教育され︑日本人の性格を形造ったのである︒

道徳であることは否定できない︒そしてそれが長く日本国民の道徳

その後教育勅語はいろいろと解釈されるが︑その大綱はやはり儒教

年十月の﹁教育勅語﹂によって明確に打ち出されることとなった︒

えられていたものと解される︒そうした意図は︑やがて明治二十三

しかし日本の進路は︑やはり東洋の伝統を重んじ︑儒学の示した
1
一

一

シ

−

二教の精粋を採りて其粗雑を棄つるなり︒

I

道徳に準拠して︑新しい日本の国作りをしなければならない︑と考

ｲ

二教の精神を採りて其形迩を棄つるなり︒

，
酉
I
』

﹁論語﹂と加藤清正

○

寅
１１１

ら︑次回には︑論語をとりあげてほしい︑

ごしてしまった︒席に戻った清眼が︑ｌ

されますよう﹂と結んであった︒

良洪範のコピーを同封します︒よい年をめ

ったというのです︒そのことのかかれた明

文にしたがうことは苦手だし︑そういう材

なお︑清正が秀頼につきそって︑家康に

お出来の分は︑後にして下さって︑勝手な

二月号も︑従ってのびます︒玉稿︑こんど

﹁冠省︑十二月号がおくれましたので︑一︑

出ている同博士の﹁掌中論語の講義﹂︑﹁掌

次博士の﹁大漢和辞典﹂の広告の︑下段に

紙の四にのっている大修館書店の︑諸橋轍

ところで︑私は︑﹁弘道﹂︵本誌︶の︑表

﹄﹂

会った﹁六尺の孤﹂の話もつけ加えてあっ

がら︑やはり論語のことをとりあげていた

中老子の講義﹂を本屋︵かごや書店︶に注

た︒

だけたら︑幸いです︒近古史談の写しをと

○

文しておいた︒

先生から︑次のご返事があった︒

すると︑去年の暮も押しつまって︑渡辺

かねると返事しておいた︒

料の持ちあわせもないので︑ご希望に添い

わがままで︑不器用な私は︑そういう注

お前も︑聖人の道に志すか︑といって︑笑

をとって︑論語にべタ雷ヘタ朱をぬって︑よ

立ったあと︑猿が清正の真似をして︑朱筆

本

という要望があった︒

本誌を編集されている渡辺正勇先生か

(上）

思ったのですが︑これは加藤清正が帰国の
折︑船中でよんでいた論語をおいて︑価に

ご熱心な渡辺先生から︑再び出典の﹁近

古史談﹂と著者大槻磐渓のコピーが送られ

﹁出典は近古史談︑豊篇第二︒近古史談は

てきた︒

四巻二冊である︒成立は安政元年︑刊行は

の帰った年である︒著者は一には世人の遊

元治元年で︑安政元年は︑米国使節・ヘルリ

惰をいましめ︑士気を鼓舞し︑一には国文

漢訳の模範にしようとしたもので︑常山紀

談︑武辺雑談︑武将感状記︑太閤素生記︑

川角太閤記等の書から︑英主︑名将︑猛士︑

したもので︑織篇第一︑豊篇第二︑徳篇第

惇卒の暁勇節烈の物語を探り︑これを漢訳

作者大槻磐渓は名は清崇︑字は士広︑平

三上︑徳篇第四下に分けてある︒

と称した︒陸前の人︒昌平饗に学び︑後四

次と称し︑磐渓︑寧清と号し︑晩年は磐翁

方を巡遊した︒才華富胆筆を下すこと敏捷

で︑当時の泰斗と推重された︒かねて西洋

砲術を学び︑その瀧奥を極めた︒後仙台藩

の人となりは︑長身痩形で︑性情真卒︑公

に仕えて︑儒員となり︑治績をあげた︒そ

に奉じて格謹︑身を持すること清倹︑人に

対しては温和︑親しむべきものがあった︒

維新後は︑東京に住し︑優遊自適の生活
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笹

等にも及んでいる︒世称して詞壇の老将と

経︑史︑子︑集のほか︑国学︑地理︑兵術

を送った︒著書は約八十種の多きに及び︑

は︑肥後の国について西海を鎮撫し︑役後︑

い︑秀吉の勘気を解くことを得た︒これが

勘気を冒して伏見城に赴き︑その安否を問

地震が起り︑人家が崩壊したので︑秀吉の

とある︒

が絶えない︒﹂

彼を葬る市外の本妙寺には︑四時参詣の客

彼を祁る熊本市内の加藤神社︵錦山社︶︑

後人は常にその遺業を仰ぎ︑遺風を慕い︑

その次には︑⑨通釈として︑左の一文が

有名な地震加藤である︒同五年︑関原役に

八︒﹂

肥後全州に封ぜられた︒

言った︒明治十一年六月十三日没︑年七十
○

を念願し︑孤忠よく秀頼の危難を守った︒

る所なきを憂え︑太閤の洪恩に報いること

で︑自分で句読点や訓点をつけた︒清正が

室で毎日論語を読象︑朱墨をふくませた筆

⑳の﹁教材の研究﹂の﹁加藤清正﹂のと

︹加藤清正︺ｌ尾張国愛知郡中村の生れ

ころには︑

十六年︑ついに病んで卒した︒一説に︑二

可愛がっていた猿がいたが︑あそびたわむ

朝鮮の二王子臨海君津及び順和君庫を成鏡

共に転戦し︑殊勲を奏した︒特に前役には︑

又文禄︑慶長の征韓役には︑小西行長と

の随一と称されている︒

人と相ならんで奮戦し︑俗に賎岳の七本槍

著しい功績を残している︒例えば︑名古屋

である︒築城︑治水︑道路の改修等にも︑

があって︑本邦武士の典型ともいうべき人

た心を民政に寄せ︑施設頗る見るべきもの

語を読承︑頗る会得するところがあり︑ま

本課に見える如く︑仁義の志厚く︑晩年論

清正は︑武を以て本領としたけれども︑

こり笑って︑

との坐にかえり︑この有様を見るや︑にっ

縦横に本の上をぬりたくった︒清正は︑も

れず︑朱墨をふくませた筆をにぎりもって︑

清正のいないのを見すますや︑そっと人知

﹁加藤清正が航海して肥後に帰るとき︑船

で︑幼名を虎之助といった︒母は豊臣秀吉

れて︑いつも清正のそばを離れなかった︒

ある︒

の生母と従父姉妹であったから︑幼少から

まんじゅうを食したためと言われている︒

条城に於いて︑秀頼の身代りとなって︑毒

たまたま清正が起って便所に行った︒猿は︑

然し常に秀吉の遺児秀頼の幼少にして頼

秀吉に従い︑軍功が最も多かった︒中でも

年五十三︒︵一説に五十︶

道会寧府に揃えて名を揚げ︑後役には︑蔚

城の築城︑菊地川の開さく︑白川︑緑川︑

には︑福島正則︑加藤嘉明︑片桐且元等七

天正十一年柴田勝家との戦の近江賎岳の後

山に堅忍不抜︑よく日本男子の名を辱しめ

工事︑等枚挙にいとまがない︒

球磨川等の治水︑高瀬より八代までの護岸
更に︑朝鮮及び支那文化のよき移入等も︑

﹁学習の手引﹂の解説の項で︑

これは︑余談だが︑このすこし先で︑

たｏ﹂

らず句読点訓点をつけ続けてやめなかっ

と言ったのみで︑また朱墨をすり︑相変

があるのか！﹄

﹃お前も亦聖人の道を勉強しようとする気

なかった︒常に石田三成と相容れず︑慶長
より召還せられ︑秀吉の不興を買って相見

彼に負うところが多い︒今日に於ても︒肥

おとしい

元年七月︑その陥るるところとなり︑朝鮮
ることを得なかったが︑同七月に京畿に大
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せに出来ない︒殊に教育制度改革以来︑中

ず﹄と言われる如く︑漢文教育における読

重んぜられてきた︒﹃読書百遍義自から通

文教育において︑素読と言うことが非常に

﹁改めて言うまでもなく︑我国の過去の漢

しようと思ふ︒﹂

余は並に清正の面目の最も現れてゐる話を

智と仁とをそなへた名将中の名将であった︒

正は︑ただ強いばかりでなく︑勇にかねて

名をとどろかした名将である︒しかし︑清

大将といったやうな人で︑海外までも︑武

一五︑三雄の奇才信長︑秀吉︑家康

一四︑智仁勇兼備の英雄加藤清正

一三︑豪雄無双豊太閤

一二︑戦国平定の英雄識田信長

二︑大戦術家上杉謙信

一○︑奇略の英雄武田信玄

第四編史談縦横
たんぽう
第五編史蹟探訪記

四円︑収益事業部六︑一二一︑九五四
円︑支出決算額は公益事業部八○五︑

一日Ｉ昭和四十八年三月三十一日︶収
入決算額は公益事業部二︑二八五︑三五

昭和四十七年度︵昭和四十七年四月

会計報告

という順序になっている︒︵作家︶

一六︑奇行の老雄大久保彦左術門

み方の練習が占める位置は︑決してゆるが

﹁日本武士﹂には︑左記の大要がある︒

とあって左の話がつづいているが︑この

実情下にあっては︑特にその必要性が大で

第一編緒論

学校における文語文の学習が極めて少ない

にとの学習目標を掲げておいた︒﹂︵略︶

ある︒この見地から︑すらすら読めるよう

第二編日本武士
第三編戦役と戦跡

﹁智仁勇兼備の英雄加藤清正﹂のおさめら

渡辺先生から送って来られた第一回のコ
は︑忠と孝とを片荷とし︑勇気と慈悲とを

れている第二篇日本武士には︑次の各項

総収入額並に支出額は八︑○一八︑八○

六一四円︵剰余金損失金を含む︶昭和
四十八年度︵昭和四十八年四月一日ｌ
昭和四十九年三月三十一日︶予算額は

○○円減︒

○円で前年度予算額に比し二六八︑七
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ピーには︑﹁湛然和尚日ふ︑武士たるもの

ひさへ居れば︑侍は立つなりｏ﹂など︑﹁葉

二二︑二二五︑一六二円︑負債総額八七
六︑五四八円︑資本合計二一︑三四八︑

一○二円︑収益事業部損失金六一○︑
四四四円︒三月三十一日現在総資産額

二五二円︑収益事業部六︑七三二︑三九
八円で︑公益事業部剰余金一︑四八○︑

片荷にして︑二六時中︑肩の割入る程荷な

がある︒

二︑足柄山韮の秘曲新羅三郎義光

｜︑武士の豪胆と思慮

隠﹂巻六の小さい書きこみなどがあるが︑

○

それは余談として先へ急がう︒

四︑一の谷の悲劇敦盛と直実

三︑少年の智勇牛若丸
五︑勤王の忠臣名和長年

私の座右の書に︑大正七年七月十五日︑

た文学博士田中義成著﹁日本武士﹂という

東京市日本橋区桧物町弘学館から発行され

六︑嫌倉攻の総大将新田義貞
八︑江戸築城太田道稚

七︑人情の犠牲者熊王九
九︑関八州侵略の臭雄北条早雲

この本の中に︑﹁智仁勇兼備の英雄加藤

著作がある︒

﹁加藤清正は︑今ならば︑乃木大将や東郷

清正﹂があって︑そのかき出しに︑

』

烏語を解する公冶長

渡辺正勇

泣きはらした顔をあげてとぎれとぎれに言うのです︒

ヌイ⁝⁝実は⁝⁝私の子が：⁝・二三日前︑家を出たき

りで未だに帰らないのです﹂
きをする︒

と言いかけたが︑また︑悲しみに堪えかねてかしゃくり泣

﹁⁝⁝大方死んだものと諦めてはいますが⁝⁝どこで⁝

⁝死んでいるのやら︑皆目分らないのです﹂

﹁それは本当にお気の毒なことです︒が若しかしたらお

と涙ながらに語るのでした︒

公冶長は衛の国から魯の国へ帰る途すがら国境の淋しい

ではないでしょうか﹂

婆さんのお子さんは⁝⁝あの谷川に死体となっている人

守一

山路にさしかかりました︒たまたま木の上では烏が時なら

﹁いいえ︑私がここへ来る途中で烏がしきりに死体のあ

﹁では⁝⁝あなたはそれをご覧になってのことですか﹂

と落付いて言う公冶長に︑老婆は驚き怪承ながら︑

ぬ叫び声をあげて呼びあっています︒公冶長には耳を傾け
るまでもなく︑その唯ならぬ鳴声が何事であるか︑手に取
﹁縞麗なあの谷川のところに死体があるじゃないの︑ま

るように解るのでした︒

と烏どもは咽喉を鳴らして呼び合っている最中だったので

そして︑とどろく胸を抑えながらかけつけて見れば︑紛う

と老婆は口先では言ったものの︑わが子の死を半ばは疑い︑

﹁有難うございます﹂

るあの谷川へ早く行こうと呼び合っていましたから﹂

す︒先を急いでいることとて別にそれを確めることもない

とぱかりに泣き伏したのでしたが︑すぐまた︑気を取り直

方もなくわが愛児ではないか︒その死体に取りついてよよ

うじゃないか！﹂

あ何という有難いことか︒早く行ってご馳走にありつこ

ので︑足を早めていると︑間もなく道端にうずくまって泣

うして知ったのか﹂

﹁お前はあんな人気のないところに死体のあることをど

ひと

して村の役人に訴えて出ました︒

きしやくっている一人の老婆がいました︒公冶長は老婆に
よりそうようにして︑声をかけました︒
﹁どうしました︒お婆さん！﹂

オイオイと泣き続けている老婆は三度目か四度目かの声で
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﹁たまたま通合せた公冶長とか言う者から聞きました︒

の実証があがらぬとしたら最後生かしてはおかぬぞ！﹂

つとしよう︒その時には即刻放免してやろうが︑もしこ

やがて無実の罪が晴れようと独り固く信じてはいるものの︑

烏どもの呼合う声で知ったのだと言っていましたので﹂

公冶長には決して楽しい月日ではありませんでした︒こう

して六十日が立ってしまいました︒とその日の午後︑刑務

村役人は一寸腕をくんでしばらく考え込んでいましたが︑
﹁公冶長が殺したに違いない︒もし手にかけないとした

吐き出すように言うのでした︒

所の柵の上の群雀が急にチュウチュウ騒がしくなりました︒

ピソピンと響いてくるので︑思わず微笑が浮かぶのでした︒

鏡が物を写すように︑それが何であるか︑公冶長の耳には

見張番からこのことが即刻所長に知らされたのは言うまで

ら︑知る訳はない︒烏の鳴声で解ったなどとはとんでも
お役人は独りそう心に決めたようです︒こうして公冶長は

もないことです︒

ない空言︵そらごと︶にすぎないのだ﹂

むれとは申しながら思いもよらぬ余りにも悲しい事が公冶

公冶長には雀どもの呼び声が本当におかしくてなりません

﹁では早速調べて見よう︒今すぐ呼んで来なさい﹂

⁝キット何事かが起ったのでございましょう﹂

﹁ただ今︑公冶長が雀の鳴声で笑いました︒⁝：人ィ⁝

捕えられて刑務所に入れられてしまいました︒運命のたわ
長に起ったのでした︒
一一

でした︒さらに無実の罪が愈々晴れるのかと思うと言い知

﹁お前はどうしてあの児を殺したのか﹂

と刑務所長の調べはいよいよきびしくなるのですが︑身に

とくり返しくり返し答えるより外はありませんでした︒こ

と粟を一杯積んだ牛車がひつくり返って牡牛は角を折る

﹁白い蓮の咲いているあの沼のところで黍︵きびもち︶

ともすればふき出しそうな笑いをこらえながら公冶長は︑

﹁どうして笑ったのか︑雀の鳴声を説明して見給え﹂

れぬ喜びが面に現れるのを禁ずることは出来ませんでした︒

覚えのない公冶長は︑

﹁烏の鳴声から知っただけです︒どうして人殺しなど致

んなことでは到底納得させる訳にも行きませんし︑また納

という騒ぎです︒今それを片付けている最中であるが︑

しましょう﹂

話なのですから所長は遂に意を決したらしく︑一段と声を

得する筈もないのです︒全くの雲をつかむといったような

馳走になろうじゃないか︑と雀どもは誘合っていたので

大分お零れがありそうである︒サァサァ早く行って︑ご
﹁ではお前の烏の鳴声が解るという証拠があがるまで待

張りあげて言うのでした︒
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す﹂

なるほど柵上の群雀は何時の間にか飛び去って一羽もいな

しかし刑務所から出た彼に口にこそは出さないが︑内心

心悪く思う者もないではありませんでした︒わが孔子門下

せんでしたが︑とにかく人を走らせて見せると︑果してそ

がら喜んで迎えたのでした︒それどころか︑かねてから人

でした︒わが恩師の孔子は慈愛に満ちた眼をしばたたきな

の恥であり︑面汚しであると憤る者もないではなかったの

の通りであったので︑所長は少なからず驚いたのでした︒

いのです︒こんな取留もない話で満足するものではありま

けれども実にこのような美事な立証にもかかわらず︑公冶

た︒たとい無実の罪とは申しながら︑一旦牢門を潜ったこ

物として見抜いていた公冶長をわが愛娘の婿としたのでし

こうしたわが師の底知れぬ奥行かしい心根に門下の人々は

公冶長は唯々わが師孔子の広量と明察に咽び泣くのでした︒

とは不徳の致すところと痛く我と我が心に責められていた

長の嫌疑は晴れませんでした︒ようやくのことで免されて
美しい太陽の光を仰ぎ見ることの出来たのは猪や燕などの
鳴声を幾度か間分けてからのことでした︒アシジの聖者フ
ランシスは雀どもに対して説教したといいますから︑こう
思われます︒周の昔には︑烏の鳴声を聞くばかりでなく︑

れるだろうとの確信を深め︑この道のために︑わが師のた

世でも︑かかるわが師孔子の気高い御心によって必ず救わ

今さらながら心を打たれたのでした︒こんな春秋末期の乱

問答までするという夷隷という役人︑獣類に対しては絡隷

めに︑お互に手に手を固く取合って︑いかなる銀難辛苦に

いう人は我々凡人には知り得ない才能が実際あったものと

︵曇ハクレイ︶という役人があったといいます︒左伝にも牛

の話も全くの嘘ごとだと断ずることはどうかと思います︒

の悲鳴を解した葛慮という人がいたと言いますから公冶長

る﹁論釈﹂という書物にあるのです︒論語講義の本道からは外

この公冶長の話は梁の皇侃の著した﹁論語義疏﹂に引いてあ

追記

出会うとも力の限り努めようと涙ながらに誓い合うのでし

た︒︵本会主事︶

刑務所にいる時も孔子門下の親しい友達は何や彼やと公

れているかも知れません︒又今日からすれば解せない話です︒

一一一

冶長に心を配ってくれたことは申すまでもありませんでし

正したこの﹁論語義疏﹂の校正本が︑無くなってしまった中国
にお里帰りしたという奇縁からも興味あることなので︒

頂ければ幸です︒わが足利学校に保有されていて根本遜志が校

が消夏の一助にもとなればと禿筆をとって見ました︒ご叱正を

たＯ出所の当日にはにこやかに彼を迎えています︒そして
無実の罪が容易に晴れなかったことなどを労るとともに︑

唯運命の戯と諦めて今日の晴々とした心境を心からお互に
喜びあったのでした︒
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それは︑アフリカのタンザニアに棲むチ

なったのであるが︑この傾向はテレビ歌手

らローティーンが虫歯のバトンタッチを行

めていたのであるが︑戦後はハイテーンか

いえぱせい人︑青壮年か大人が大部分を占

ば自衛するよりほかはないであろう︒

が︑日本では虫歯の国家予算が無いとなれ

間二○億ドルを国家予算としてとっている

あるアメリカでは︑虫歯の予防費として年

ＷＨＯ︑すなわち世界保健機構の一環で

アメリカから送ってきた最近の歯学の雑

ンパンジーが︑おなじチン・ハンジーの歯を
とおなじなのである︒

である︒歯の治療という高度な技術が要求

乳児の虫歯のコレクションをしている母親

今日ではどうであろうか︒もう二才で︑

が︑東南アジアの子供達は︑ビンロー樹を

ムをほ上ぱって灰色の空の下で遊んでいる

い口をもった子供達が︑チョコレートやガ

先頃︑タイ国の歯学の衛生事情を視察す

水牛の背にのって遊んでいる︒

噛象ながら口を真紅に染めて運河のなかで

街のなかには︑虫歯のために朽ちて其黒

されるものを︑万物の霊長である人間をし

の洪水はやがて公害日本列島に住むヒトの

達が日本にはいっぱいいるのである︒虫歯

誌にたいへん面白い記事が載っていた︒

抜いたというセンセーショナルな記事なの

う事は驚くべき事なのである︒

マンゴスチンの郷愁

り目に︑チンパンジーがやってのけたとい
ことの起りはこうなので
ある︒八才のメスのチンパ

るために遊んできたのであるが︑歯の美し

、 臼 『 ノ

嬢が︑かねてから術がって

ｌｚｏｍ区哩四唱月旨国日四侭ｇ甘口餌ｌ

い子供が多いのには驚いた︒タイ娘は世界

西条正雄

ハレムの艶やかな事件以来私達の記憶に今

的にも美人で有名であって︑チェンマイの

いた七才のオスのチン・︿君

の木片で一分三十秒で抜き

て︑ポムマチャクジー・フン︵私は日

尚残っていることである︒私がタイに行っ

の乳歯を︑指と粘土くら様
終った︒この粘土くら様の

とであろう︒

理が食べたい︶と云うと必ず美人のタイ娘

本から来た︶と云ってから︑ポムチャ
フラプラタンアーハンタイ︵タイ料

健康を︑ことごとく喰いつくしてしまうこ

飢餓のためにその三分の一が亡びるであろ

ヘーベルという名の器械とそっくりなので

うと学者はいっているが︑私はその前に虫

先のとがった器具は︑歯を抜くときに使う

歯を抜いてもらった患者のチンパ君も︑

たのである︒

が熱帯特有の熱っぽいサービスをしてくれ

次の世紀には︑世界は人口過剰によって

歯を抜いてやったドクターのチン・︿嬢も︑

歯のバクテリアのために︑青ざめた顔の虫

ある︒

叫び声をあげて原野を喜んでかけめぐった

もない︒最近︑日本の女性の顔は欧米化し

タイの女性の歯の美しさにはたとえよう

歯人間が︑次の世紀にはいわゆる文明国と
のではないかと思っている︒

称している頭でっかちの国でひしめき合う

と書いてある︒

日本はいま一億総虫歯列島のたいへん由
をしい事態となっている︒戦前は︑虫歯と

rワワ、

・モンローまがいにセクシャルで︑爪や盾

てダイナミックで︑ヒップの線もマリリン

はあるが︑その硬い扉のなかには歴吏が刻

と同じ硬さの無表情の物云わぬ白墨の牙で

桃惚の人︑の歯のタイプである︒歯は水晶

思う︒

の実にのって海を渡って日本にきたものと

明に彫られていることはＯたいへん面白い

を祁ったダラダ↓︑リガワと云う仏牙寺があ

スリランカのキャンディ市には釈迦の歯

のルージュも先頃死んだピカソ調の絵筆の
タッチそっくりで野心的であるが︑歯だけ

るが︑お釈迦様は白い歯をにっこりと見せ

て︑歯がもついるノく︑のエピソードを青い

ことである︒

インド洋の彼方で微笑んでおられることで

歯を診ていて︑内科医や産婦人科医や小

はどういう訳か美的観念からとり残されて︑

児科医よりも早く全身病を桑つけることが

虫歯のために朽ちて欠け歯ぐきはざくろの
く︑百年の恋も一ぺんに醒めてしまうのて

実を割ったように歯そうのうろうでどす黒

インド洋といえば︑話をまたアフリカに

あろう︒

二十一才から二十五才まで講師をしていた

アフリカのアグラで亡くなったのであるが︑

医聖野口英世は︑昭和三年五月二十一日に

一戻してみよう︒神田の歯学の森の学舎に︑

もある︒犬歯とか智歯とか側切歯などは人

亡くなる前年の昭和二年五月十二日付の厳

また歯は人類の歴史のタイムカプセルで

て故郷がわかることもある︒子供の歯を診

々の顔とか歯ならびを眺めていると︑ふと

類の遺跡として承るのも面白く︑大勢の人

に敬意を表わして載せてゑたいと思う︒

父に宛てた︑学者英世の書翰の一部をこＬ

たが︑この事を如実に物語った記事である︒

〃ガンの発見は歯から″という記事があっ

ある︒昨年十二月ごろのザ・タイムズ誌に

ある︒

口のなかを覗いていると︑人の性格とか

て︑親の病気がわかることもある︒遺伝梅

かを生き続けた人の︑生活や物の考えが私

弥生時代や鎌倉時代や江戸時代の歴史のな

ら︑いくらかくしても駄目である︒歯を診

噌好とか感情などがすべて画かれているか

である︒

〃生物の死生の境なく人生には幸不幸の

頭はシャレコウ雲への名で人々から親しま

り申候︒人生の目的も何れにあるやを時々

く︑色会と世の中を見渡せば無境無我に入

病あるも又人の知らざる楽境に入るを得べ

別れ目もなく富めるもの必ずしも幸ならず︑

れてきたが︑サカイ語ではコーウイと云っ

疑はせ候︑四千年前に故人が賞せし明月は

あるのである︒

の牌に映り︑診療室でひとり微笑むことが

毒は眼や耳のほかに歯にもちゃんと出るの

いま日本には二万体の身元不明死体があ
るのであるが︑これら身元不明の死体の割
また歯を診れば職業がわかり︑犯罪さえ

て日本語のコーベと相通じている︒またマ

出しには歯が最も重要なのである︒

もわかるのである︒イタリアにロンブルソ

今日此頃客地より故山を忍ばずる同一の御

月様にて︑時の限りなく長きが如くにして

ライ語でムカパラと云って熊本県のある地

短かく︑短かきが如くにして長きを感ぜし

方の方言の力︒ハラとおなじである︒頭と云

う言葉をいるノく︑と調べてふたが︑どうも

やすいタイプの歯があることを研究した人

頭は南方語であるらしく︑はる〃が︑と榔子

という学者がいるが︑この人は犯罪を起し

つ一人である︒いじっばりの人︑優雅な人︑

であるが︑私もロンプルソと同じ経験をも
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る砂糖が日本に輸入されたことを考えると︑

切手などは面白く︑これは虫歯の原因であ

い分あるが︑ハイチ共和国の砂糖の女王の

ことは幸福といわなければならない︒

な幻想の世界のなかに︑遊ぶことができる

め候・

今回は之れにて澗筆︑昨夜も二時まで研

代まではなく︑貴族の雅びの戯れに風味さ

″笹森孝雄笹森真次郎

″白橋キミョ〃
″長谷川旭峯〃

″龍野玉枝〃
″江角俊一〃

″小久保義松〃

神奈川元木城作三好凌石

山形宗片勝次松田次郎

″秀寛三平野信雄

″三浦重興〃
″甲山忠義〃
佐賓藤崎届男金ヶ江三郎
″樋渡俊秀〃
″西山徳〃
″服巻文雄〃

北海道古伏脇実木下広居
島根川上理量千代延隆長

府県名入会者紹介者

新入︽帳鞭繍融以降一

︵立川共済病院歯科部長︶

テクニックかも知れないのである︒

タジアは公害日本のなかで生きるひとつの

いった学者がいることを考えると︑ファン

何故ならば︑夢をみないと発狂をすると

究せしこと異て多少疲労の感じある故何卒

れたものであって︑よもや今日︑このよう

だいたい砂糖なんていうものは︑平安時

健康侵略の切手かも知れない︒

昭和二年五月十二日深更英世

便をお待ち被下度候︒草々不備︒

の昔の貴族も想像はしなかったことである

に虫歯人間がうよ／︑ふえるとは鎌倉時代

も遠からず候故︑御尊体御大切に小子の次

御ゆるし被為度願上候︒尚時下暑気の催し

故城なる父上様″

マンゴスチンは熱帯の名果として知られ

マンゴスチンの植物切手がある︒

ベトナム民主共和国︵北ベトナム︶には︑

陰気ノｏ

その翌年︑アフリカの奥地で悲壮な最後
ドクター英世は︑余技としても優れた才

をとげたのである︒

その人となりがうかがわれた作品である︒

能をもち〃高雅学風徹千古″という墨筆は︑

ヤ︑インドネシヤ︑タイ︑アフリカなどに

ている︒ベトナム︑フィリピンマ︑レーシ

この美味しいマンゴスチンを︑私は時々

カンの袋のように並んでいる︒

は白い果肉の種子が︑ムーンストーンのミ

七センチ内外の球形で︑厚い果皮のなかに

あってこよなく美味しい果物である︒直径

またアメリカでの生活で︑メリー夫人とシ
〃清流″の絵は名画といわれるものである

ャンデーヶンに住んでいたころの油絵の︑

高ノ Ｏ

清作が英世となり︑英世が国己ｇｏと代
殿済民英世大居士となったのであるが︑歯

んノく︑するエキゾチックなファンタジアが︑

街で買って食べるが︑そのとき︑熱帯のむ

り︑国墓ｇＯが画家となり︑ついに仁恵院
学とは切っても切れない縁の深い医聖とし

が語りかけてくる言葉が混然として不思議

・ドクターや︑お釈迦様や︑パゴダや︑歯

私を熱帯夜の遠い国へ誘い︑チンパンジー

て︑虫歯予防デーの今日︑この稿の依頼を
受けたものであるからこ上に紹介をした次
世界には植物をシンボルとした切手がず

第である︒

（29）

︵二一︶

渡部弘

庭の花木

サッキ

く当たるところにだけ枝が密生してくるか

萌芽力は非常に強く︑どこで切ってもよ

①性質と環境サツキはわが国の原産

け後は土ぎめ法︵土をついてかためていき︑

す︒ただし︑根がこまかいために︑植えつ

く芽をふきます︒移植に対しても強い木で

で耐寒性が強く︑寒冷地でも多く栽培され

最後に溝を掘って潅水する方法︶で根土を

らです︒

ています︒土質はあまり選ばないほうで︑

い種類のように水ぎめ法︵根土に水をかけ

ほどよくかためることが肝心です︒根の荒

︑︑︑︑

粘土質の土地から砂地まで︑土に対する適

ながら植え込む方法︶を行なうと︑こまか

︑︑︑︑

応性はかなりあります︒しかし︑粘土質で
排水のわるい土地では生育がおそく︑根の

ちいり︑いちじるしいときは枯れてしまい

な根がかたまって粘土の中で窒息状態にお

その半面︑粘土質の土地は枝葉が密につ

伸びもわるくなります︒

日当りは強いほうがよく育ち︑花つきも

本来︑根の状態は太根ができずにこまか

山土のような粘土で︑排水がよい土地で育

な根がつながる形で︑根群はしっかりして

ます︒

花期がおそく︑五月下旬から六月にかけて

てると非常に美しい玉に仕上がります︒そ

根鉢がくずれにくく︑移植のしやすい木で

んで︑形の美しい玉ものに仕上がります︒

咲きます︒また︑ツッジに比べて花の形や

れは︑一年間に生育する量が少なく︑した

サツキは常緑の低木で︑ツッジよりは開

色彩が変化に富み︑観賞期間が長く︑盆裁

す︒

がすぐなくなるからです︒

がって刈込承で形をつけるぱあいに︑乱れ

庭木としては︑花はもちろんのこと︑夏

としても多く作られています︒

あまり乱れることなく︑充分観賞すること

よくなりますが︑日陰へ植え込んでも形が
じ仲間ですから︑酸性の土地を好象ます︒

ができます︒

なお︑サツキはツッジやシャクナゲと同
したがって︑中性やアルカリ性の士には鹿

の緑と初冬の紅葉も美しく︑観賞のポイン
トになります︒樹形としては︑玉ものと大

沼土やビート︵泥炭︶︑腐葉土などの酸性

幹が長くなってしまった木を用いるとよい

じ高さにして密植状態に混植されますから︑

大刈込みに用いるには︑ほかの庭木と同

たものがあります︒

を要します︒

り︑葉が黄化することがありますから注意

性となり︑鉄分やチッソの吸収がわるくな

ます︒石灰などを用いると土地がアルカリ

の強い土を混用すると生育が順調にすす染

れるばあいが多いために︑枝は高く立たず

玉に仕立てられ︑根じめものとして植栽さ

ようにサツキが庭木として観賞するには︑

ヅキ︶という品種です︒先にも述べました

とも多く用いられるのは︑大盃︵オオサカ

②品種玉もののサツキとして︑もっ

には︑根じめ用として低い形に刈り込まれ

刈込みとの二つがあります︒玉もののうち

でしょう︒これは︑横よりは上部の光がよ

（30）

が︑大盃なのです︒

それらの性質をもっともよく肺えているの

さらに小葉の品種のほうがよいわけです︒

用するぱあいは︑高さよりは幅のほうが必

ます︒ただし玉もの・根じめものとして利

ではすぐに五○センチていどの高さになり

苗の生長はわりあい早く︑放任したもの

すぐなくなります︒このように細い弱い枝

徒長枝も出にくくなり︑刈込みの必要性も

古くなった木では枝先がこまかく分かれ︑

く︑冬は乱れをなおすていどにとどめます︒

がって︑整枝や刈込み時期は花のあとがよ

からとび出た枝先だけ切りつめます︒した

理を行なうようにします︒冬の間は輪郭線

なお︑最近になって多く見られる新花も

てくる徒長枝の先を切りつめて高さをださ

要になります︒このぱあいには︑上へ立っ

るわけです︒

のの品種は︑鉢植えとして眺めるための品

に︑横へはう性質︵開張性︶が好まれます︒

種改良という意味が強く︑西洋ツッジ︵ア

のぱあいは︑混みすぎた部分の小枝や巾枝

に生彩を欠き︑開花率も衰えてきます︒こ

がこみあった状態になってくれば︑木全体

より︑株張りを早くだすことのほうが重要

苗木の育成段階では︑花を咲かせること

ないように注意していきます︒

の中には耐寒性の弱いものがあります︒ど

ザレア︶との交雑種が多いのです︒これら
んなに花が美しくても︑耐寒性のない品種

を切りもどし︑枝の若返りをはかります︒

⑥ふやし方と徒長枝のあつかい繁殖

に二回ていどの刈込みをすれば密生したよ

ができなくなります︒このぱあいは︑一年

る効果もあります︒

るとともに︑勢いのよい新しい枝をださせ

内部や下枝のほうにも彩光や通気をよくす

︑︑︑︑︑︑︑︑
つまり︑小ずかし・中ずかしという仕事言

・ですから︑徒長枝をさし穂に利用すること

はさし木で行なうのがふつうです︒発根は

す︒

い株張りができ︑木の直径も大きくなりま

すでに前年の七

ムシやアカダニ︑またはシンクイムシなど

たします︒夏から秋にかけては︑グンパイ

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

を散布します︒

、 u L ノ

は庭木としては不適格です︒

二

三年生の枝がよく︑四年生以上の枝に

なると発根率が落ちます︒したがって︑二

スコップで根を三

徒長枝が出ますので︑それを放任しておく

るためには︑花芽が分化したあとは刈り込

を念頭におく必要があります︒花を観賞す

四カ所切ってやり︑そ

こへ肥料をまぜた土を埋めもどしておきま

枝をすかしてやるさいには︑よくといだ
よいのです︒このさいに︑サツキの花芽は︑

とは︑年々輪郭線にそろえて切っていけば

す︒根群の発達もよくなり︑樹勢も恢復い

㈹刈込みと樹形の維持形が整ったあ

さし穂はできるだけ若木から採取します︒

八月に分化していること

１三年生の大きめの枝をさすのが原則です︒

若木では前年に刈り込んだ輪郭線から強い
と春になって先端から小枝が分かれてきま

開花期が終ったあとですぐに刈り込んで

が発生し︑葉や頂芽をいためるので殺虫剤

す︒これを︑五月から七月中旬までの間に
徒長枝をさし穂として切り取るときは︑

せ樹勢をつけて冬をむかえるような周年管

やり︑その後ふき直した枝に花芽を分化さ

まないのが原則です︒

さし穂を取る意味と︑徒長枝を輪郭線まで

切り取ってさし木します︒

切りもどして玉の形を維持す患意味とがあ

rql，
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弓弘道歌壇井上学麿選一

周：ＪＩ：１１
千葉県加藤己之

一坪の土地も大事に作りしを夢かや今は休耕となる

同並木文比古

大酒家に女児の精薄生る上と若きに狂ふ罪のをそるし

小学もなさけに終へし精薄は若きこ入るも湧かぬ悲しさ

埼玉県相沢正直

精薄は友と交るすべもなく身振化粧も人に習はず

花かとも紛う楢の芽出揃ひて登る峡路の朝の明るさ

又衣類新に買へり子供らの背丈伸びれば間に合ひかねて

色つきし柿に寄り来る椋鳥の群鳴く秋は日々深拳ゆく

川越市小名木狂辰

働きて新に家を造りたる友は先祖の墓石も建つ

健やけき身を喜びて古稀二つ越えて︵ゆる︶今年も妻は働く

同鷲宮葛人

年年に山崩れある谷の田に見きりをつけて杉苗を植う
そむかれし哀し承秘めて古稀にして︵のわれ︶うそ寒き田
に一人種子蒔く

同菅谷義太郎

ぬ吾かな

わが友は略字を好む気質ゆゑ歌を見すれど︵する毎に︶よめ

急患に番をゆづりて今日も又よき事せりと心満ち足る

親と子が学芸会の仕度して王冠作り晴の舞台まつ

晩秋の空に柘槽の実は一つ王者の如き貫禄の見ゆ

町の木の椿は我家に三十余自生もあらむ太きも見えて
から

椿の実殻堅くして土中にて幾年経てか生い出づるらむ︵か︶

一枚の葉書さへ来ず教子はいかになりけむ消息を絶つ

三重県新家たかし

出勤すと空を仰げば鰯雲見のひろがりて雨にならむか

同菅谷喜一

凍りたる舗道歩めば吾か靴の音のみ聞ゆ通夜の帰りに

行く︶

ひき潮も満ちくる潮も渦巻きて鳴戸の海に潮は流るる︵れ

れする︵来ぬ︶

温和なる翁のいのち︵一生︶惜しむかに枢の行く手雪しぐ

酒は敵か酒は友かと迷ふらむ薬と毒は二つならぬを

井上手麿

阿波ノ国程近きかも渦潮の鳴戸の海に輪を描きつつ︵く波︶

逝きしとは思はざりけり今も尚恩師の言葉耳に残りて

酒なくぱ友なかりけむ其の酒を憂ふる友のなしといはめや

同八代義昌

亡き母の写真を拝がむ度︵す︶毎に昔を偲び挟ぬらしつ
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理事︵重任︶
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幸 緑

編集後記

の折紙のついている論語を︑心の豊かさ︑

れている︒大国日本人ならば高い教養が
何より必要である︒﹁宇宙弟一の書﹂と

の︒切にご協力の程を︒

ゆかしさ︑清らかさ︑深さをもつ紳士の
座右言とされたいものと考えて本号は諸
橋博士初め諸先生のご高説を特集したも

本月は虫歯予防の月︑歯が﹁いのち﹂
の源である食物補給の関門であることに
改めて忠を致されるよう西条先生の玉稲
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１１１；Ｉ

終戦後漢字が当用漢字に制限され︑学
校での瀧文教育が廃止川然となり︑漢字
についての関心が急にうすれただけでな
く︑英会話の流行につれて﹁民主々義﹂
をはきちがえてⅢ己中心のわがまま勝手
が横行して︑二千年来︑日本の教育・政
治の指針として万人の必読書となってい
た﹁忠孝仁義﹂を説く﹁論訊・孟子﹂な
どが﹁封建時代の過物﹂として無用祝さ
れて来た︒が二十余年をへた今日落付を
取もどし戦前への郷愁を催しているとこ
ろへ昨年中国との国交回復によって次第
に巾圃熱の商まったことは喜ばしい︒
﹁論蒲読みの論語知らず﹂という諺が
ある︒これは六ケしい︑堅すぎる︑窮屈

だなどという既成の観念にとらわれた
﹁食わず嫌い﹂というものである︒そん
な縁遠いものでないことは手にされたら
すぐ氷解されようというものである︒論
語は日常生活についての問答体の︑しか
も絡呂合にも似た短くて易しい名文揃で
ある︒さすがに景樹は天下第一の文章と
ほめちぎっている︒全巻わずかに蝿章︑

読染切ることも初めればすぐなのであ
る︒くり返しくり返し音読していれば大
聖人孔子が眼前に現れるであろう︒その
昔中国では日本を﹁東方の君子国﹂と呼
んでいた︒今は﹁経済動物﹂とさげすま

諸格轍汎箸

１１

全13巻
備え下さい

︻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

の潅蓄と人生の体験とを融合して

の者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鯵．

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﹃大漢和辞典﹄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

漢和﹄の著者が古今の瀧籍を典拠

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

期待通りの素略らしさ︒

中国語もかなり翌富に入
っていたのは予想外︒流

▼王婦・三十才

四六判・上製定価五八○円

として軽妙に語る名著︒
れて幸わせです︒

このように優れた文化遺
産をわが子に継がせてや

石です︒

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″

旭回月賦定価八○鶴○○○円
泌回月賦定価八五︑○○○円
︻体裁︼

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上質紙

Ａ５判・全逓巻総頁一四八七二頁・総クロー

ご希望の方は大漢和﹁Ｃ﹂係宛お申込み下きい
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振替／東京40504

大修館書店

東京都千代田区神田錦町3−24

ロ
現金定価七五︑○○○円
●専用書架は実費(6000円）でお頒け致します

