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︹巻頭言︺

道義の国際性

野口明

終戦の時︑条約を廃棄して侵入し︑千島を占拠し捕虜を酷使した
某国に比し︑多年の戦禍にも不拘︑捕虜を寛遇し︑賠償権を放棄し
て呉れた君子国に対し︑我々は︑感恩報恩を忘れてはならない︒然
るに︑恩義ある民国政権は︑台湾に逼塞し︑代って強力な統制力を
持つ共産政椛が︑人口七億の本土を支配するに到った︒我が外交は
此の現実下に極東平和の途を求めねばならない︒又近くはソ連︑南
北朝鮮︑離れてはベトナム︑タイ︑インド等︑東洋の情勢は甚だ複
雑である︒更に東洋に留らず︑世界の先進文化諸国の指導勢力にも
逆行脱落せず︑以って我が国の識見と︑道義との信用も培って行か
ねばならない︒されば現実と道義との調整調和が︑国民の智性徳性
の深浅を示すことになる︒

二千年前︑儒教に於ける修身治国平天下の天下は︑今の中共圏で
あったが︑今日では全世界に拡張された︒会祖西村先生が強調され
た道徳の普遍性も︑先生の時代以上に広く︑且つ︒密になって来て
いる︒道徳は個人道徳を埜礎とするが︑その発揚には社会性が無け
れば力が弱い︒我為が国際情勢に関心を持つ所以である︒私個人と
しては︑国際連合より数歩前進した世界聯邦の理想に共鳴するが︑
此の問題は他日に譲る︒今日は︑国際道徳無くぱ人類の幸福も無き
こと︑従って我が弘道会は︑国民道徳と同様に︑国際道徳に対して
も深い関心を持つことを鼓に明かにして置く︒︵本会々長︶
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低迷を続けている︒ベトナムでは南ベトナム解放戦線同盟

中東ではキッシンジャーエ作が暗礁にのりあげ暗雲が尚

るよ︒然し国の命令だ︒気の毒だが体に気をつけていきた

れたＩに挨拶にいったところそのとき﹁何れ追い返され

商服社長︑運輸大臣等を歴任戦後はフィリッピン大使をさ

勃発した．風ば赴征に際し東京で村網省蔵氏Ｉ戦前大阪

相馬敏夫

も参加して米国の調停によって二年前に南北間に和平協定

まえ﹂と云われたのである︒正にその通りになったことや︑

繁く種々と交渉もした︒印度支那を出来るだけ広く旅行も

（2）

インドシナに思う

しないが履行されないまま︑この程現実的には米軍事力の

に南北ベトナムの紛争に介在した米国も亦何のうるところ

戦後仏蘭西が手をひいたあと防共陣営の確保という名の下

が締結された︒その後何れの側の違反が主であるかは知悉
介入終結と完全撤収だけが実行されて北ベトナム及解放戦

り手をひかざるをえなくなったことなぞを思えば感激無量

もなく全く無駄な犠牲を払いながらも内外の情勢変化によ

線の完全な勢力圏に南ベトナムは入ってしまった︒この地
で米国は十三年間戦い国費は千五百億弗を費し将兵は約五

した︒又土地の人々とも接した︒その体験でインドシナに

私の仏印生活は一年たらずであったがその間仏印政庁と

といわざるをえない︒

万五千を失って何等うるところはなかっただけにその内外
に与えた影響は大きい︒

オスと共に仏関西の殖民地で仏領印度支那と云っていた︒

おける米国の戦後の動きを見ていたのであるが︑結末は私

この・ヘトナムの地は大東亜戦争終結前はカンボジヤ︑ラ

沢謙吉大使に随伴し経済部長として昭和十六年十一月八日

私は日本軍の平和進駐に伴い日本大使府の開設によって芳

がおそれていた通りになってしまったのである︒

十二月八日の大東亜戦の勃発によって日本の立場は経済

にハノイに赴任したのである︒その要務は仏印米の漉得と
軍費の調達であったが丁度着任して一ヶ月目に大東亜戦が

I

伝えて経済交渉を開始したのである︒

であるが︑私は十二月十九日︑次の趣旨のことを仏印側に

交渉についても訓令を受けた当時と大きな変化を生じたの

と交渉しつつ次のような考えをもった︒それは対仏印一考

われたこともあった︒このような環境にあった私は仏印側

仏印は軍事的には日本側の云うことをよくきくようになったが
経済的にはまた思うようにならぬと一般的に云われているが全く
そうであろう︒日本で軍備の充実がはかられる時に軍需民需の資
材割当について関係者間で激論がたたかわされるが︑そのとき民
需関係を分担しておる側では最少限度の民生を保持するためつよ
い主張を行うのが常である︒現在の日本と仏印との関係はそれに
似た点がある︒それは仏印政庁が日本の要求に対し直ちに応諾し
えないのは日本と民需関係を分担している者が最少限度の民生を
保持せんとして抵抗するのと気分において同じ点があると云うの
である︒この気分をなくすることは仏印の主権が認められている
限りむづかしい︒勿論その気分の強弱は日本が南方において占め
る地位の変化につれて今後変ってくると思うが︑日本の要求が経
済的の川越に関する限りにおいては主権の存在を前提とする以上
右の気分が絶無になることを期待するのは誤りと思う︒ところが
経済的の要求をする日本として実際上右の事情を寛容しうるか否
か疑川である︒即ち右の気分が弱まる速度よりは日本の維済的要
求のつよさの方の速度が早い︒其の結果仏印側がその経済を守る
ために種々と施設をするその統制上の措置も随所に日本によって
破られていく︒現に東亜戦になってから陸軍や海軍が現地で急に
調弁する物資について見ても殊に統制物資についてその傾向が現
われてきている︒この点については︑仏印側から四件許り何とか
考えてくれ︑とすでに云って来ているが︑軍事行動上緊急止むを
えず突発的に行われるので何とも致し方はない︒今年の経済協定
の実行についてもこのような感じを抱く場合も相当多く結局搾取
的な考えで日本の経済要求の充足を仏印側に求むることになるの

記して見れば︑

と題しメモとして今も残っているのであるがその要旨を摘

今迄の経済協定実施の状況は必ずしも良好ではない︒然し大東
亜戦争開始によって一層親密の度を増した仏印及日本は新しい境
地において自ら過去の非を改め衷心より相依り相助けて東亜永遠
の平和確立に辿進する要がある︒今次経済交渉における我が方要
求中には従来に比しその数量において増加したものもあるが︑大
東亜戦に飽く迄戦い抜き︑所期の目的達成を期する日本と極めて
緊密な軍事協定を結んだ仏印としては︑この我が要求を容認して
こそ初めて共同防衛に関する議定書に基く現地における軍事協定
を有意義となし得る︒近代戦の国家総力戦の体型をとるとき緊密
な軍事協定は又緊密な経済協定を伴うべきものと信ずる︒我が方
買付品目についてはその数丘の確保は従来以上に緊要なることを
認識され要すれば仏印国内においても日本同様生産消費等の面に
亘り強度の統制を速やかに実施されることを望む云を︒

然し経済交渉は容易なものではなかった︒仏印側にも如
民地統治の立場からする耶怖もあったが︑日本側には緒戦
の戦果に酔った思い上りもあった︒食糊確保の上から云っ
て仏印側の要求の中公正なものは容認すべきであると云う
私の考え方に対し︑日本は緒戦の戦果からして絶対にこの
戦に負けることはない︒仏印を踏んだり︑けったりしても
かまわないという考え方もあった︒シンガポールが陥落し
たとき私は日本の占拠する地域が拡大すればする程それは
単に点と線を確保するに止まるのであるから戦局の見透に
ついて一層心配が増すと云ったところ経済部長は弱いと云
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で︑仏印経済の前途については相当考えさせられるものがある︒
経済上では仏印側の協力は日本側の希望に副わないと云う感じは
いつ迄も続きそれが尚じて摩擦のみが多くなっていく︒そして仏
印側の統制経済も一貫した主義によって実行されることは出来ず
混乱したものとなっていくと思う︒自分は大東亜戦の前途につい
て暫定的にでも見透がつきうるほどにこの戦いが一段落ついた時
には仏印の三色旗の始末は勿論考慮すべきだと思うが︑夫れ迄は
出来る限り仏印をたてて行く︒そして日本側の要求はあく迄フニ
アーでいくのがよいと思う︒仏印の主権を否認してしまえば交渉
の相手はなくなり或いは仕事が楽になるかも知れぬがそれだから
と云って経済要求の充足の程度が増すものとは思われない︒又仏
印の主権を否認せんか独乙との間に摩擦を生じて適策でないよう
にも思われる︒然しながら日本側の今の気分で行けば現実的には
或る時期には主権否認を実行せざるをえないような破目におちい
るのではないかとも思われる︒若しそれをさけようとすれば徒に
仏印は不都合だ︒不都合だという声につられ日本側として当然な
すべき反省を忘れてはならぬと思う︒又仏印の経済問題も結局は
仏印政庁の役人によって左右され解決されるのではなく被統治者
である生活の低い仏印住民そのものに解決の鍵を握られていると
いうことも忘れてならぬと思う︒それかと云って仏印政庁側の従
来の言い分がすべて尤もだと云うのではない︒仏印側が心の内で
は日本が勝つより英米の勝つのを欲しているのは当然で日本側へ
の協力は全く受身的である︒その点を十分頭においてその云い分
を検討し大東亜戦遂行上必要な限り精神的には兎も角としても実
際上協力の実をあげさすよう努力する必要があるのである︒

ている国でも一つに固まることは仲々むづかしぐなった︒

関東大震災のときは在日朝鮮人を危険視して種々の流言輩

語が生まれ朝鮮人は勿論朝鮮人ににた日本人も被害を蒙っ

ろうか︒一つにまとまった行動が果して出来るかと案ぜら

たようであるが︑今日本に大震災が起ったらどうなるであ

れるのである︒このような傾向が助長されたのは形式に流

れた民主主義の結果と思うが︑これは何も日本許りでなく

世界いたるところに見られる傾向である︒リーダーシップ

があるべきところになくなった結果まとまりの悪い世の中

になったと私は予てから云ってきたのであるが︑伊達政宗

の遺訓ではないが仁に過ぎれば弱くなる︑義にすぎれば固

をつく︑信にすぎれば損をするのである︒

くなる︑礼にすぎればへつらいになる︑智にすぎればうそ

日経はこの五月二十三日の社説で﹁インドシナ戦後の世

界にあってアジア︑太平洋のゑならず中東から欧州にかけ

ての安全保障と政治外交のワク組みはどうなるか︒それは

インドシナ半島における﹁今日の事態﹂に一九七二年に設

定された米中米ソのいわゆるデタント︵緊張緩和︶のワク

組糸が果して耐えうるものかどうかという問題にいきつく︒

またインドシナ半島の現状変更にもかかわらず南北朝鮮と

ることができるのかどうかという問題ともつながる︒さら

東西ドイツの現状固定というワク組糸は今後も持ちこたえ

と云うのである︒

異民族相手の政治も行政も全くむづかしい︒それ故に戦

に米ソ緊張緩和外交の最大の試金石であると同時に﹁石油﹂

後民族自決といって多数の小さな国灸が現出した︒それの
桑ならず日本のような大和民族という一民族からなりたつ
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状安定の問題ともかかわる﹂と述べているが尤もなことと

をめぐる西側工業国と第三世界の利害が対立する中東の現

﹁東南ア諸国民は史上初めての自らの平和を創造建設する

回ＡＳＥＡＮ外相会議においてマレーシアのラサク首相が

ら解放され域内各国が共通の利益のために相互協力し合う

機会に恵まれた︒この新しい平和はあらゆる外国の支配か

世界でなければならぬ﹂と述べているのも象徴的であり︑

思う︒今日中平和友好条約の締結は米ソ両国による覇権主
るのであるが︑この中国の立場も米ソ超大国に対抗する第

義反対明記という中国側の厳しい主張によって停頓してい

このように観てくると日本をとりまく環境は益々容易

のとも思われる︒

ではない︒インドシナに対する今回の米国の態度によって

大国の介入や干渉を排除する中立化指向を濃厚に示したも

求めることを放棄しているのかと云えば武力による覇権は

三世界外交の一貫した基本戦略であり世界的規模での戦略

求めないにしても間接浸透による覇権狸得は当然望むとこ

とは争われない︒ベトナム難民の模様をテレビで見ていた

多くの国々に米国離れのつよい動きと不安が生じてきたこ

展開であると云われている︒それでは中国は自らの覇権を

いて或は中国或はソ連の後押しがあり︑今後の南等へトナム

ろであろうと思う︒インドシナについては夫々の地域につ

つくづく感じたのであるが︑緊張緩和が来ると思っていて

に勝るとも劣らないと思いつつ平和のいかに望ましいかを

もいつ国の運命が脅かされるが分からない事態である︒し

私は大東亜戦終結時に敵地にいた日本の人々の難苦もこれ

面化もとり沙汰されているが﹁パリ協定１−を守り民族和解事

の政治運営については南北指導者間に意見の対立があると

業を達成することで南北の意見は一致していると云う当事

にすぎない︑核戦略体系上の緊張緩和である︒しかも地域

かもその緊張緩和は米ソ間の核の使用についての緊張緩和

か米国の離脱に伴って生じた空白を巡って中ソの確執の表

の支援する民族的共産主義の勝利であり︑アメリカの反共

者側の言明もある︒然し何れにしてもベトナム戦争が中ソ

国にとって重要な利益のある地域国のためには米国はつよ

自らを守る意思のない国の運命は云うまでもないし︑米

けられていく︒

固ると期待するのも早計であり︑中ソが夫々の立場からつ

い行動をとるが自己防衛の意思のない国に援助の手をさし

紛争は依然として絶えずそこに米中ソの虚々実有の争は続

よく働きかけてくることも当然予想せられることであり︑

のべないのは当然である︒

軍事同盟の崩壊であることは明らかだと云ってよい︒又南

又零へトナムはカンボジヤ︑ラオスと共に非同盟︑中立の基

北夫々の社会経済的体質の相違からベトナムが急に一つに

本的立場の確立に動くという見方も妥当と思われる︒第八
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最後三十年その間余りにも恵まれた日本人にはインドシ
ってよい︒私は何にもイデオロギーを論じ合うつもりはな

ナ半島赤化に対する反応はすこぶる鈍感になっていると云
い︒要はこの世に生をうけた以上真に幸福な︑めぐまれた︑

楽しい生活を営んで生きうる国家を存続育成していくこと
﹁旧来強毅質直の気は漸食に衰滅し︑今日に至り其の弊風

である︒西村茂樹先生の語録︵明治舟一年及舟二年︶に

日本の政党西村茂樹

１１

政党は立憲政体に依りて起りたるものなり︒然れども英国と

同うする者相合して︑其の意見を同うせざる者を外にせしより

大に異るところは︑彼国は初めは政党なかりしが︑漸を意見を

起れるものにして︑其の成就するまで大約四百年を経たり︒本

邦は之に異にして︑未だ国会の開けざるに先づ己に政党を作

具に非ず︒能く国を維持すべきは唯民の心術と操行とにあ

夫れ工芸技術は太平を装飾するの具にして国を維持するの

治の説︑又は民権自由の説を以て︑一方には政府に逼り︑一方

政府に報復するところあらんことを欲せり︒是に於て︑君民同

財産は其の下に在り︒漸々自活に苦しめるを以て︑時を竣って

ざるはなく︑其の他の三民に比すれば︑知識は其の上に在りて

の常禄を奪ひしに由り︑四十万の士族は︑皆朝廷に不平を懐か

り︑以て国会の開くを待つ︒蓋し本邦には廃藩の挙に於て士族

るの象︒古人日く天理人欲消長を相為すと︒一分の著移を

には他の三民に説き︑以て己が志を達せんことを求め︑西洋に

頗る希臓羅馬に似たり︒登畏るべきの甚だしきに非すや︒

増せば一分の倹撲を減じ一分の軽薄を増せば一分の誠信を

は︑封建の時代に於て起りたらば︑必ず朋党となるべきものな

権自由等の事を教へたるに出づるものなり︒故に本邦の政党

るものの中には平民も頗る多しと雌も︑其の初めは皆士族が民

ひ︑終に相率ひて政党を組織することとせり︒今日政党と称す

流行せる政党の事を以て己が志謀を遂ぐるの好手段なりと思

減ず︒目今の時虎視耽々其の欲逐をたる老我が国を環りて
耕立す︒国を憂ふるの士以て如何とするや﹂といい又﹁夫
れ智仁勇は天下の達徳なり︒荷も智勇の二者を失ふときは
たとい一個の仁あるも未だ国家を隆盛にすること能はざる
なり﹂といい﹁亡国の君臣は一定の病あり﹂とし其の一つ

として﹁旧習に拘泥するの余り積弊の改め難き﹂をあげ

になるか︑或は仏国の如く有害のものとなるか︑又は支那の如

じ易きの傾あり︒故に本邦今日の政党は︑終に英国の如く無害

のなり︒然れども東洋人の性たる︑政党は動もすれば朋党に変

れども︑幸に立憲の治となりしを以て︑変じて政党となりしも

断言しておられるが︑インドシナの事態に鑑み︑日本の今

く朋党と変じて︑大に国家衰亡の源を為すか︑今日にあっては

﹁一言以て之を蔽えば智勇に乏しきなり﹂︵原文のまま︶と

後に一層深く思いを致す次第である︒︵五○・五・二七︶

未だ何れとも前知すること能はざるなり︒︵明治二十七年︶

︵本会監事明糖相談役︶
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Ｉ﹄
ベトナム戦争の終結

木下広居

の仇を報じようと志し︑常に薪の中に臥して身を苦しめ︑また︑越

王の勾践が呉を伐って会稽︵かいけしの恥をそそごうと期し︑胆

ルクになるのだ︑といっていた伊藤博文が︑こういう思潮の先頭に

を時脅なめて︑報復を忘れまいとした故事に基づく︶︒東洋のビスマ

立っていたと思われる︒富国強兵主義は軍国主義になるのが当然だ︒

困ったことには︑この軍国主義は欧米帝国主義のマネであり︑東

プロイセン的なものだ︒

の主権を侵害し︑領土や利権を獲得するようなことは︑厳しく︑い

国が日本の文化的恩人であることを自覚し︑欧米のマネをして中国

洋諸国に対する蔑視を伴なっていた︒弘道会の会祖西村先生は︑中
ベトナムの戦争が終ったことは喜ばしい︒もう殺すことも︑殺さ

ましめるべき事と信じておられた︒東洋各国は︑西洋の帝国主義的

侵略に対して協力すべきであって︑兄弟ゲンカのようなことをする

う大きな不幸だったろう︒

れることもなく︑生活も安定に向うはずだ︒それにしても︑何とい
問題の中心は大国の干渉だ︒その軍事的援助だ︒ソ連や中共は解

とは︑もってのほかだ︑と考えられた︒領土掠奪の競争に負けて

うが如きは︑笑うべきことだ︒東洋諸国は︑西洋諸国に侵略され奴

﹁今に見ろ︑取りもどしてみせる﹂ということから︑臥薪嘗胆をい

放側に︑アメリカは南ベトナム側に加勢した︒しかし︑結局︑ベト
一つの国民が︑自分の国をどういう方向に持って行くか︒それは

しかし︑明治の日本人は西村先生の忠告を聞かず︑珊権への間違

隷化される危険がある︒むしろ︑団結し協力すべきだ︑といわれた︒

ナム人の民族主義の勝利に終ったのだ︒
国民自身が決定することだ︒他国が︑その国民の主権を侵害し︑領土

現在は︑東洋諸国の独立と解放が問題だ︒それは︑各国が︑どう

った道を歩み︑三十年前︑敗戦の運命を迎えた︒

を侵略し︑資源を奪い︑その民衆を奴隷化する権利があるだろうか︒
最近︑本会の理事をしておられる片山清一先生に︑こういうお話

いう政治体制をとっているかに関係がない︒イデオロギーを越えて︑

を伺った︒それは︑日清戦争のあとで︑日本は清国から遼東半島を
奪った︒ところが︑ドイツ︑フランス︑ロシアの三国が日本に干渉

平和に仲よく繁栄せねばならぬ︒

が勝ち︑世界各国から承認されようとしている︒

最近の報道によると︑チューのサイゴン政権は崩壊し︑解放勢力

和のために︑文化の交流と理解に努力すべきだ︒

そして︑これは︑東洋諸国の問題に止まることではない︒世界平

して︑そういう領土掠奪は許されぬ︑といった︒日本が実力の差を
考えて放棄すると︑ロシアは遼東半島ばかりでなく満州及朝鮮全体
を制圧することになった︒日本の政府は大いに憤慨して︑三国干渉
に復仇しよう︑と決心した︒民間でも臥薪嘗胆という言葉が流行し
た︒︵春秋時代に︑呉王閑間の子だった夫差が︑越王勾践を伐て父

７︐
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アメリカは︑反共政権と見れば︑どんなに腐敗し民心を失った政
権でも援助して来た︒そればかり定なく︑軍隊と武器を投入して共

ものではない︒人類全体が平和のために考えねばならねばならぬこ

ベトナム戦争でアメリカは兵隊と兵器と物量をつぎこんだ︒それ

とだ︒

た︒それに便乗して︑多大の利益を得た︒そこに︑どういう自主性

産勢力である︵解放軍︶を攻撃して来た︒それに日本も援助して来

アメリカ文化は敗北したのだった︒兵隊と武器で万事が解決する︒

必らず勝てる︑と思ったのが間連だった︒人間の世界において最も

はアメリカ文化とベトナム文化の死闘といっていい︒そして結局︑

強いものは︑人道と生命の尊重の思想ではあるまいか︒北爆のころ︑

が見られたか︒追従外交があったばかりだ︒そういう態度によって

ろうか︒

なる︒第一次世界大戦を上まわる延べ二百六十万人のアメリカ兵が

ナム戦争は何よりも︑アメリカ文化の敗北であった︒︵四月二三日︑

遺族が来てアメリカに持ち帰れるためだ︑という答えだった︒ベト

墓守に聞くと︑棺は良質の木で作ったという︒戦争が終ったあと︑

る山地で︑米人・ハイロットの名と戦死した日付が書かれてあった︒

アメリカの女性作家スーザン・ソンタクが北ベトナムを訪れる︒あ

ノーベル平和賞が佐藤元首相に与えられたのを︑どう考えるべきだ
アメリカが北爆をはじめ︑地上部隊を本格的に投入してから十年︒

戦った︒その戦死者は四万六千︒ベトナム中に︑二千百万カ所に大

朝日︑天声人語参照︶︒︵本会副会長創価大教授︶

ベトナム人同士で戦わせるため︑アメリカ軍が撤退してから二年に

る森林と耕地に枯れ葉剤をまいた︒敵の手に渡さぬために︑農村の

西村茂樹

心に蔽はれて︑其の霊明の智を味まし︑以て偏僻の説を吐く者

て︑心には其の非を知るも猶非理の説を唱へ︑然らざれぱ︑私

の地位を保たんとし︑或は更に好地位を得んとする欲望よりし

たるは︑其の人皆私心よりして︑或は己の利益を謀り︑或は己

し︒今日の内政に付き︑外交に付き︑経済に付き︑諸説の紛々

知識ある者は︑明に其の利害得失を判じて誤ることなかるべ

天下の道徳を論ずるに︽能く其の私を離るるときは︑中等の

道徳と私心

穴を作るほどの砲爆撃をやった︒南ベトナムの面秋の一四％にあた

中国は千年間︑ベトナムの独立を許さなかった︒そのあとのフラ

米を没収し︑家を焼いた︒ベトナム人の死者三百万︑孤児百万だ︒
ンスは百年近く植民地支配を続けた︒ついで日本が占領し︑退場し

と十年戦争︒

たのち︑八年間の対仏戦争をやった︒そして︑世界最初のアメリカ

アメリカでは︑青年の兵役忌避︑反戦の運動が起こった︒何のた
めに︑ベトナム人を殺さなければならないのか︒戦争は︑どうして
正しいのか︒それは︑いのちをかけてやるだけの価値があるのか︒
いや︑戦争は道徳に反するのだ︒国家とか政府とかいうものは︑人
民を大量に殺す権利があるのか︒国家の主権というものは︑人道と
人権を守るために︑制限すべきではないか︑という重大な疑問なの

なり︒︵明治三十四年︶

！︲１１１
だｃこういう疑問と質問提出は︑一度出されたら︑再び︑ひっこむ
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日本と中国は同文同種の間柄か

同じく漢字を使うことと︑単語として共
だが︑それは単に字意か共通しているだけ

｜︑はじめに
人はよく﹁日本と中国は同文同種の間柄

で︑発音は違うし︑言葉や語句の表現形式

︑︑

だ﹂とか﹁日中両国は兄弟国だ﹂︵中国の

の基本柵造は﹁主語ｌ目的語ｌ動詞﹂であ

も全く異なっている︒周知の如く︑日本語

日本語⁝私は中国語を話します︒

うに︑日本語では﹁話す﹂と表現するが︑

顕

だからと思って中国語にかえて見るとどう

﹁私は中国語を話す事が出来ます﹂を同文

見ると︑もっとその違いに驚く︒例えば︑

られることであるが︑もう少し複雑にして

このような違いは︑両方の言葉全体に見

れるであろう︒

語でひとり言をする﹂の程度の意味にとら

︑︑︑︑

えば︑﹁ひそかに中国語を話す﹂か﹁中国

︑︑︑︑

らないし︑文章として見た場合︑強いて言

になりかねない︒これでは何の意味かわか

﹁私話中国語﹂

︑︑︑

話を話します﹂を中国語訳すると︑

と思って日本語的発想で以って﹁私は中国

違点を理解していたとしても︑同文だから

国話﹂と表現される︒従って︑文法上の相

祖

相違もある程度知っていると仮定して︶︒さ

なるだろうか︒︵私は﹁我﹂で︑文法上の

rq，

通した意味を表わす場合もあることは事実

方も時には同じような表現をする︶と言う

り︑これに対して中国語は︑﹁主語ｌ動詞

が︑果してそうなのだろうか︒すでにいく
つかの論説や著作でもこのような疑問をな

ｌ目的語﹂の順である︒例えば︑

私自身もこの疑問が日増しに強くなってい

中国語：我説中国話︒

︵主︶︵目的︶︵動︶

げかけているが︑日本に長く住むにつれて︑

る︒特に最近は︑中国固有思想の日本にお

語型のみならず︑この例でも見出せるよ

このような﹁同文・同種︵民族性の意味

︵主︶︵動︶︵目的︶

ける受容形態を分析する機会があったので︑

同じ意味を表わす場合︑中国では﹁説﹂か

︑

し︵﹁僕﹂の場合も同じ︶︑﹁中国語﹂も﹁︲中

その字自体は第一人称用語として使わない

も︵最近は﹁わたし﹂の方が多い様だが︶︑

﹁誰﹂を使わなければならない︒また﹁私﹂

で︶﹂観に対して︑むしろ否定的な見方をも
つようになっている︒

二︑﹁同文︲﹂の疑問
︑︑︑

直接両国の標準語について見てみようＣ

、 ツ ノ

洪

︑迄︑辻︑込︑峠︑畠︑畑︑榊︑操︑凧︑

１︑漢字でないいわゆる国字または和字．

これらは漢字には間違いないが︑今ではた

詳しく調べればどれほどあるかわからない︒

このように一般的用語だけでもかなり多く︑

しずめ

装︑働︑凧︒

︑︑

︑︑

間達︵いです︶︑非常︵に︶残念︵です︶﹂な

︑︑

だの日本語である︒﹁無我夢中︵でした︶︑

︑︑︑︑

﹁我話事出来中国語﹂︑か

これらは一見漢字に見えるが︑中国語で

﹁我話出来中国語事﹂

になるであろう︑いづれにせよ認それでは

は発音もできず︑勿論意味もとれない︒

何と解釈するだろう︒チン・フンカンプンに

どと︑漢字だけで見せられたら︑中国人は

何の意味か全然わからない︒正確には︑

２現在中国ではほとんど使っていない

﹁我会説中国話﹂

は漢字の元来の意味︶︒

が︑日本では常用している漢字︵かっこ内

︵下付される︶︑家内︵家の中︶︑女房︵女

有難う︵難が有る︑禍が起きる︶︑受付

中国語の意味︶︒

中国では別の意味になるもの︵かっこ内は

４日本独特の意味で使っている言葉で︑

感ずるに違いない︒

で︑﹁会﹂と言う字が一宇加わわるだけな

つ︶︑挨拶︵人がひきしめあっている︶︒

貰︵物を貸す︶︑戻︵曲る︑致る︶︑揃︵断

のである︒逆にこの一句を漢字の日本的使
い方で理解しようと思ったらどうなるだろ
う︒何人かの方︵大学職員︶に試して見た

中国語では意味にならない言葉︵かっこ内

３︑日本独特の意味で常用しているが︑

︑︑︑︑℃︑︑︑
﹁中国の話の説明会に私は出る﹂

ら次のような答が返ってきた︒

は同意味の中国語旧字体︶︒

︑︑

の部屋︶︑肝心︵﹁心肝﹂として︑心持ち︶︑

で︑ちり紙︶︑出来る︵出て来る︑出てこい︶︑

靴下︵長靴の下方︶︑手紙︵﹁草紙﹂と同じ

して︑音読の場合でさえ︑完全に日本語に

国的でない場合が多いのは止むを得ないと

現われている︒訓読による漢字の意味が中

﹁同文﹂と考える危険性がここにはっきり

床屋︵理髪店︶︑役割︵分担︶︑割引︵打折︶︑

手品︵奇術︶︒部屋︵房間︶︑屋根︵屋頂︶︑

業︑練習︶︑銭湯︵公共浴室︶︑面倒︵麻煩︶︑

惜︶︑世話︵照顧︶︑心配︵担心︶︑宿題︵作

手︵支票︶︑給料︵工資︑薪水︶︑残念︵可

注意しない︶：：：これも枚挙にいとまない

︵意図するところ︶︑料理︵整理まとめる︶︑
ふまじめ
真倉血目︵ほんとうの姿︶︑不用心︵不真面目︑

返事︵常用されないが︑事を繰えす︶︑用意

る︶︑皮肉︵皮と肉︑表面︶︑手形︵手の形︶︑

取引︵あんまり使わないが︑取って引っぱ

︑︑︑

信人︶︑間食︵点心︶︑介抱︵看誰︶︑気配

案内︵響導︶︑間柄︵互相関係︶︑宛名︵受

﹁私は会合において中国の話について説
明する﹂
︑︑︑︑︑

﹁私は中国語で説明を聞く﹂

︵動静︶︑切符︵車票︶︑切手︵郵票︶︑小切

なってしまった漢字も多い︒これらは日本

物語︵故事︶︑無駄︵白費︶︑無器用︵筆手

ってきたのはいいが︑﹁送手紙﹂とは︑ま

が︑﹁手紙︵を︶送︵る︶﹂を動詞を前に持

いづれも高等教育を受けた方たちである︒

では常用しているが︑中国では全然使って

音信︶︑落書︵塗嶋︶︑成程︵原来如此︶：．

筆脚︶︑無造作︵不加思索︶︑無沙汰︵久疏

ぎれもなく﹁ちり紙をプレゼントする﹂と

︑︑︑

いないかまたは字として使ってはいるが︑

思い出すままに書き出しただけであるが︑

全然別の意味を表わしているものである︒
いくつかに分類して見てみよう︒

（10）

場合も多いのである︒

Ⅱ本では別の意味かまたは意味にならない

同じように︑中国で常用されている語句も︑

日本的な漢字句が中国では通用しないのと

如何に危険であるかが理解できるであろう︒

も漢字を見れば大体わかる︑という考えが

本人はどう解釈するだろうか︒話せなくて

国人から﹁寄信﹂と示された時︑一般の日

﹁寄信﹂と表現しなければならず︑逆に中

言う中国語なのである︒﹁手紙を送る﹂は

か︵意味は文末︶︒明らかに文字としての共

にして同文の気持で理解したらよいだろう

﹁我有西本将﹂︑﹁作有田珠筆喝﹂⁝⁝如何

ろうか︶︒例えば﹁日本的技未水平恨高﹂︑

キュー﹂の方が理解しやすいのではないだ

っては︑﹁グッド・アフタヌーン﹂︑﹁サン

せる人がいるだろうか︒むしろ日本人にと

の場合でも︑最初から﹁ありがとう﹂と解

はおよそ感じられないだろうし︑﹁謝謝﹂

理解しようと思うなら︑﹁こんにちは︑に

︵﹁休好﹂にしても︑そのまま漢字の意味で

綴られた文章は︑意味がとれないだろう

意識の意味においても︑同じことが言える

会体制的な意味においての染でなく︑民族

側から見た場合も同じであろう︒それは社

通り﹁近くて遠い国﹂である︒これは中国

に対する不信︑不満が根本的な原因になっ

の相弧によるが︑それにもまして︑民族性

連を毛嫌うのも︑直接的にはイデオロギー

て親密感と信頼感を抱いている︒中国がソ

中国人は︑日本人よりもアメリカ人に対し

極でしかも敵対的な関係にあるにも拘らず︑

近くて遠い国︒日本にとって中国は文字

︵青葉学園短期大学教授︶

、 一 今 〆

ているのである︒

また︑Ⅱ本では全然使わない字を中国で

︑︑

︵文中簡体字の正解⁝農業︑撃滅︑無

論︑積極︑陰陽︑認識︑従来︑開発︑

︑︑

機関︑講習︑芸術︑鰹︑書︑孫︑夢⁝

︑︑︑︑

﹁日本の技術水準はたいへん商い﹂︑﹁わ

たくしは二冊の本を持っています﹂︑﹁あ

︑︑︑︑

多くの論説と同じように︑私も否定的に感

なたはポール・ヘンを持っていますか﹂︶

ことはできないが︑民族性的な意味では︑

肌来︑升没︑机共︑洪弓︑芝木︑手︑柚︑

じている︒多くの動向から見られる如く︑

中国民族は︑概して日本人が考えている如
︑︑

大部分の漢字が簡体化していると言って

く単純ではなく︑思想的にも必しも﹁親日

︑︑

もいい程︑中国では旧字体の改革を行なっ

日本とアメリカを比較して見た場合︑異人

世界観︑価値観の相違によるものである︒

︑︑

略を受けたことに対する反感からではなく︑

的﹂であるとは言えない︒これは日本の侵

︑︑

からの正規の沢字︵漢字︶なのである︒

ている︒これらは略字としてでなく︑これ

従って﹁休好﹂とか﹁甜甜﹂とかいうよ
うな︑一般化した中国語以外は︑新字体で

Ⅱ
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︑︑

常用していることは言うまでもないが︵例

り

のではないだろうか︒
に

通性さえ失っているのである︒
お

同種か否やかについては︑ここで論ずる

わ

えば︑体︑恋︑根︑佃︑忠︑公：⁝・等︶︑更

に﹁同文﹂でないことを決定づけているの
は︑中国の漢字の簡体化である︒試しに次
の字句の元来の字と意味がわかるだろうか︒

、

卦︑妙⁝．：︵正解は本文末に︶

喉北︑市天︑元沿︑釈扱︑阻叩︑玖沢︑

三

一異色人物紬評謹︵三︶

悲劇の開国者・堀田正睦

らんぺ壁﹃

以前より斉昭などは正睦を﹁蘭癖大名﹂

とか﹁西洋堀田﹂と仇名していただけあっ

て︑他大名にくらべ格段に西洋事情に通じ

現代でも︑国の長い将来を見通して︑他

ていた︒

民主的でないと言われるＣ

人と異なる意見を開陳することは難しい︒

朝廷が国政に関与したことが良かったか︑

ているＣ

れる言い方もあるまい︒他人の顔色を窺っ

｜﹂の言葉ぐらい︑自分側に都合よく解釈さ

遠藤 幸威

う

悪るかつたかは別にして︑幕府の生命を縮

現在でもそうだｃ御三家の一つ水戸が開

ｌ民主的

ぐ

めたことは確だｃ草葬の臣と自称する不平

国に反対している幕府時代︑至難な業とい

﹄

正弘はその点えらかつた︒

開国者正睦の悲劇はこの時に始まる︒

が八ヶ月後︑残念ながら正弘は没した︒

して外交を担当し︑正弘が内政に当たった

年ぶりに再び入閣した正睦は今度は首相と

ろうか︒正睦は十二年前老中だった︒十二

を下り︑副首相になるような人物がいるだ

今︑国の﹁為﹂と考えるなら︑首相の席

た︒

臣に任じ︑すぐ自らおりて正睦を首相にし

この少数意見の持ち主を入閣させ大蔵大

うかが

嘉永六年六月︑︒ヘルリが来日したｃ

不満の徒が撰夷に結集する朝廷をかついで

・詐令寺ごト﹄

この中で敢然開国を主張したのが︑佐倉
﹁かれらに堅艦あれど︑わが国にはなく︑

藩藩主堀田備中守正睦であった︒

かれらに大砲あれど︑われになし︒

かれらは戦いになれるも︑われには二百
国益ありと思われる以上︑断然開国す︒へ

年来戦さを知らず︒

し﹂理のある主張をした︒

ってもよい︒

尊皇撰夷運動を半公然と開始するようにな

チンが来航して来た︒

当時︑我が国の首相は阿部伊勢守正弘で
あった︒この人程幕末の大奥で評判のよか
った首相はない︒好男児の上︑温和な人柄
であったからであろう︒この温和な性質が

した︒

幕末における幕府最大の失敗の一つを惹起
それは︒ヘルリ来日に際して八鎖国か開国

かＶの幕政にない意見を譜代大名・旗本の
らち

大多数の藩︑殊に近藩藩主水戸斉昭が強

がい

勇気がいったろう︒

まで諮問したことだ︒この結果︑国政の湾

しもん

みならず︑幕府政治外にあった外様大名に

った︒名を変えた倒幕活動である︒

八月になると長崎へ戸シャのプーチヤー

！Ｌ１Ｊ●Ｌ１．ｒｈＪｐＬ１Ｊｒｂ

へ
ー
ｰ

一

力に撰夷を主張している当時の意見である︒
なる︒

、 入 ら ノ

I

外にあった朝廷が政治に口を入れるように
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正睦は外事務総裁を兼ねたので﹁海防掛
り﹂を創設したところを見ても正睦︑正弘

﹁海防掛り﹂も﹁外国御用掛り﹂と改称

せた前後の言葉である︒

された︒﹁わが国は旧来の慣例を改めアメ

ったのは井上︑岩瀬二人であった︒が交渉

は合意したものの諸大名の支持をとりつけ

そこで正睦は江戸城に大名の総登城を命

る自信はなかった︒

じた︑登城した大名の一人一人に条約の写

共に︑ただ開国︑開国とだけ叫んでいたわ

しが配布され︑岩瀬忠震が説明に熱弁をふ

リカと通信を許す︒

開国の規模に立たねば︑時勢の推移につ

けでない︒国の防衛を考えた上での外交折

いては行けぬ︒或る種の者が必ず口にする

としあき

きた者なぞまずあるまい︒

るったが国際法的相互条約条件など理解で

衝だったことが判る︒
﹁海防掛り﹂には幕末の名幕臣川路聖誤︑

強兵も国が富まねば出来得ぬ︒そのために

ここにも又悲劇の芽があった︒

なおむ・ね

作家故三島由起夫の外祖父永井尚志等八名

は開港も︑やむを得まい︒このさい世界万

胆弘以前ｌつまり幕府開府以来の原則

︑かいた︒

国と外交をもち︑かれらの長所を採り︑わ

からいえば︑幕府の政策決定に大名の同意

おぎな

正睦の個人的外交掛りの一人に佐倉藩先

が国の不足を補いつつ国力をまず充実させ

は必要ではなかった︒鎖国断行も三代将軍

左さちか

代々主正愛の名臣西村平右術門の孫︑日本

るが第一・拠夷の如きは大丈夫の目するこ

もく

弘道会創立者西村茂樹先生がいた︒

開国も十三代将軍家定さえ決定宣言すれ

家光の意志で決定したのである︒

とでなくかえって国家の滅亡を招くの承︲｜

現在でも︑強兵以外は立派に通用する告
示をこの時もした︒

る︒読書だけでは納得出来ぬ頭脳の持ち主

必ず外遊していたに違いない︑と思ってい

前例をつくった︒帰府後三日目に直弼が大

一つであろう︒勅許なしには動きがとれぬ

月より四月まで江戸を離れたことも失敗の

、 ユ 噂 ノ

﹁海防掛り﹂八名の前で正睦は告示した︒
﹁言うまでもあるまいが︑隣国人と交る

ようにするか︑夷秋を処するが如き道に従
て決定いたすよう︒船貨税を定め︑貿易の

であった︒日米通商条約の細部まで︑安政

めに敗れた︒勅許請願に上洛し安政五年正

ばいい筈だが正陸は正弘の意志をついだた

物肺なども︑天然砧か人造品かにより︑お

四年︵一八五七︶には正睦とハリス間で出

ぼくは正睦が明治後まで存生していたら︑

互いの利権や商売に手落ちをきたさぬよう

うか︒掛り一同行き過ぎぬよう十分討論し

処置いたすよう︒又︑相手国が開港を要求

老になったことも当日まで知らされなかっ

たという︒それも家定直炎の指定であった︑

来上っていた︒

とは無論しらない︒正睦は悲劇の開国論者
ただなり

忠震の二人が表面で︑正睦の家臣西村茂樹

の恩人﹂の二番煎でしかない︒しかし歴史

であった︒正睦にたいすれば直弼は﹁開国

とは常にそういうものなのである︒︵作家︶

らが裏面で協力し︑条約案文も両国間にお
である︒この時︑米国側と直接応接にあた

ける逐条審議の結果︑合意に達していたの

正睦の下に居た奉行井上清直︑目付岩瀬

きよなお

しておる港に商館を建るや否やも︑よく調
どハリスに貨幣問題を質問され︑

査し決定するよう︒老中の一人間部詮勝な
﹁われらは金銭事に関係し申さず︒勘定
こういう断り方をし︑ハリスを唖然とさ

掛りの者に御下問ありたし﹂

rlQ1

小・中・高校教育課程改正への注文

て象たくなる︒

現在の教育課程は昭和四十年代前半に改

定され︑同四十六年からの三年間に︑小︑

中︑高校で漸次実施されたのだから︑まだ

何年も経過していない︒それなのにまた改

黒表紙の昔の小学校の修身教科書の復刻本

最近神田の本屋街をぶらついていたら︑

ラー時代になっても︑定価に限界のある教

いくらカラーテレビの普及に象徴されるカ

である︒第一は内容のことはさておいて︑

その限りでは当然のことのようだ︒だから

明治以来だいたいこのような頻度だそうで︑

黒羽亮一

からの三年間に大改一訂し︑三十六年からの

正するという︒また︑その前は同三十三年

があった︒表紙もさし絵も黒の一色刷りで︑

施しているというわけではないのだろうが︑

近ごろの文部省が格別一風変ったことを実

三年間に実施されたものである︒どうも十

字は本文ばかりで余計なことが書いてなく︑

のは不可能なのだから︑それと競争するよ

科書が︑一般書なゑにそうそう派手になる

けばしい︒時代の影響といえないことはな

り︑本文のほかに脚注がついたりしてけば

も︑それ以下にしか安っぽく出来ない教科

る︒子どもの方も︑なまじ一般書を真似て

うなことはやめた方がよいと思える点であ

に今回の改正の端緒が正確には忘れたが︑

必要があるのかという気持ちもある︒それ

立合う身になると︑ナゼそういじくり回す

長いこと教育記者などしていて︑その都度

年に一度ずつ改一訂があるわけだが︑戦前も

簡潔でさわやかである︒これに対して周知

い︒現に戦前の小学校でも︑もう戦後に近

か︒この際はむしろ黒一色というような体

書にあまり魅力を感じないのではあるまい

のように︑いまの小︑中︑高校教科書は色刷

い私の世代は黒表紙本でなく︑算術などは

は三分の一だか︑半分だかが︑実施中の教

育内容について行けない﹂という報告だか︑

全国の教育研究所の団体の﹁いまの子ども
象深くなり︑それに相応じた扱いが期待で

が好かないのである︒

決議だかであるということが︑ちょっと虫

裁の方が奇抜で︑﹁これが教科書﹂と︑印

故塩野直道氏の編さんした︑それまでとは
一変したものになっていた︒社会の移り変
わりとともに︑教科書の体裁や内容も順次

の教育課程審議会で行なわれている教育内

権威ある人灸がそういうのだから︑﹁つ

きるのではないか︒第二に︑いま︑文部省
容改善の作業は︑具体的にはこの教科書の

しかし︑それは全員とはいわないまでも︑

いて行けない﹂というのは事実なのだろう︒

派手になって来たので︑そんなことを改め
かもしれない︒

てこうして書き出す輩は︑少々おかしいの

ているようなので︑それと重複させて考え

変遷に象徴されているようなことを検討し
しかし︑私は二つの理由からこだわるの

〔14）

はそうだったのに︑新聞記事などで私の眼

えて発表されたものなのかどうか︒あるい

力をした後に︑そういう努力の挫折もふま

もう少し多数の人がついて行けるような努

ような心理状態では︑精神的離乳もすんで

えずに﹁ハイ︑愉しいです﹂などと答える

い︒人間十歳も過ぎて︑質問者の視点も考

という︒しかし︑ちょっと待ってもらいた

るから︑即刻教育内容をやさしくすべきだ

画一的な詰め込み教育の影響が現われてい

四十五単位﹂と︑半分程度を普通科︑職業

十五単位である︒このうち﹁十一

なわれているが︑卒業に必要な単位数は八

高校では三年間に九○単位以上の授業が行

ツトされているのである︒つまり︑平均的

んで同窓会活動などが活発である︒そうい

ではあるまい︒中年過ぎると昔をなつかし

で挫折感を持った者が人生不幸というわけ

いのではないか︒何も︑学校で学業の成絞

以上︑若干の脱落者がいることは致し方な

どんな教育課程でも人間の能力に差がある

査結果が現われたということは尊重するに

ら愉しみを味わえるのだから︑こういう調

ときはつらいのは当り前で︑時間を経てか

る︒また﹁先憂後楽﹂というように︑その

成長過程をたどれば容易にわかることであ

答えるというような心理は︑各人が自分の

ても︑﹁はにかみ﹂を持ってそうでないと

いないのではなかろうか︒本当は︑愉しく

読・作文以外の科目が設けられている︒

国語でも︑初級英語︑英会話といった︑訳

え︑九九％以上の学校に設けられている外

む科目が用意されている︒また選択とはい

う︑難しい数学や理科を履修しなくてもす

必修の中には︑数学一般とか韮礎理科とい

に︑自由に扱ってよいことになっている︒

職業科目なり︑上級進学に必要な科目なり

科を問わずに共通必修科目として︑残りを

二科目︑

たのかもしれない︒しかし︑それにしても︑

うところによく出府し︑しあわせそうな人

しても︑その結果どおり教育内容を変える

である︒

採択されないかというと︑学校の︑先生の︑

だから︑発行不能に陥りかけている︒ナゼ

一％前後で︑教科書も採算がとれないもの

、‐LqJノ

にふれるところにそこまで伝えられなかっ

生論をくり拡げている人には小学校時代成

というようなことはいささかも必要ないの

・教育課程のもう一つの大きな理由として

ところが︑現在こういう教科の採択率は

逆に幼ないときの秀才は案外冷たかったり︑

績のあまりよくなかったような人が多い︒

いったん彼の目標コースを踏みはずしたり

は﹁進学率の全国平均が九割を超したとい

生徒の︑親のミエ︵見栄︶ということにな

ているものである︒

すると︑もうどこかに消えてしまったりし

い数人でも進学希望者がいるかぎり﹂と弁

にそういう理由もあろうが︑ミエの方が大

解する高校の先生が多いが︑私は︑たしか

ろう︒﹁大学入試に向かないから﹂︑﹁たと

とがいわれている︒しかし︑これもいまさ

た十二年間教育のあり方の検討﹂というこ
らいわなくてもすでに前回の改正作業のと

きな理由とおもう︒というのは︑いま国立

う高校教育の普及に伴う小︑中︑高一貫し

﹁子どもの学習と生活﹂についての意識調

大学協会が共通第一次テストの準術をして

もう一つ虫の好かない例を披露しよう︒

査結果を発表した︒小学校三年生では︑三

育機関としての高校﹂の教育課程が現在七

きに八割を超えており︑そういう﹁国民教

教育課程改正にからんで︑日教組は三月に

に六年生になるとそれが激減するといい︑

分の二が﹁学校が楽しい﹂と答えているの

rlR1

は具体的教育面では︑矛盾するところが多

しいことなのだろう︒負担軽減と基本徹底

に困るのではないか︒精選して軽減できる

下になっては︑未来社会の人づくりのため

いまの進学者と父母︑それに高校の先生の

種冬現代の教育課程についての俗論に

ことも多いだろう︒一例をあげれば小学校

意識が変らなければ︑教育の改善はあり得

タテをついたが︑何も教育課程審議会の作

低学年の社会科や理科の廃止である︒﹁小

おり︑その模擬試験が昨秋三千人を対象に︑

たという︒またある英語の先生の話では︑

業を中止せよといっているわけではない︒

学校低学年は読象書き︑そろばんに重点を

前一記共通必修科目の範囲で行なわれたが︑

六千以上の単語を知らないと合格できない

高村象平会長は﹁これまでのしきたりを破

置き︑理科は四年から︑地歴は五年からと

い︒軽減にウエイトがかかりすぎて水準低

一流大学もあるが︑千二百程度で合格でき

って教科書作成の段階まで注文をつける﹂

ないというわけである︒

る大学や短大もざらにあるという︒いまの

といわれるほど︑張り切っておられるから︑

その成績には十分上下のばらつきがみられ

一百の単語を学習することになっているか

教育課程によると︑中学校でも千ないし千

﹁高校まで小学校からの十二年間一貫教育﹂

でも︑いったんはそういう方針を発表して

答申にも明示され︑日教組教育制度検討委

の成果をふまえ︑すでに四十六年の中教審

した昭和十五年以前の教育の方が合理的

という問題がある︒その共通必修の範囲を

である︒改正の三つの柱の一つには︑この

とか﹁乙﹂とかについた科目を履修しなく

中学四︑五︑六年生の教育課程と考えて︑

いる︒またその日本史や日本地理を︑小︑

動機はともかく︑成果を暖く見守るつもり

ても入学できるほど︑国公私立の大学や短

小学校一年から一貫して整理しようという

中︑高校で三回学習することはスパイラル

数あるのである︒つまり︑なにも難しい﹁Ⅱ﹂

大の数はある︒同様の理由で商業高校でも︑

試みには︑とがめだてすることは何もない︒

ら︑その程度に熟練すれば入れる大学は多

共通テストの範囲の普通科目は履修するの

しかし︑高校生ともなれば︑能力や特性︑

だ﹂という意見は︑戦後の大脳生理学など

だから︑進学に世間でいわれるほど支障は

それに見合った予測進路にも相当の差がつ

﹁適さない﹂ことが悪いというのではない︶

将来のエリートに対する教育水準まで低下

くのは当然である︒したがって一方では︑

らない︒

低下になる愚はどうしても避けなければな

なことは実施すればよい︒しかし︑精選が

のためには譲れることであろう︒このよう

とでないが﹁国語や数学の力をつける時間

︵螺旋︶方式といって︑決して無意味なこ

学が思わしくないのは︑それに適さない︵注

ないはずである︒現在商業や工業からの進

生徒が入学しているからなのであって︑教

ればよいのである︒

︵特別会員日本経済新聞論説委員︶

させてしまう愚を避ける努力もあわせてす
もう一つの柱である︑﹁子どもの学習負

の教育課程をどう改正するのかはわからな
いが︑基本的ワク組みは現行とあまり変え

る﹂という観点が現実には実はいちばん難

担を軽減して基本的内容の指導を徹底す

育課程に責任があるのではない︒今回高校

つこう差し支えないのである︒とすれば︑

る余地がないだろう︒また変えなくてもい
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五月であろう︒

東京では︑十四︑十五両日の﹁神田祭り﹂を皮切りに
十七︑十八両日の﹁三社祭り﹂が華やかに繰り広げられ
み卜○

神田生まれの私も︑小さいころから無類の祭り好き︒

女の子だからせいぜい山車を引くか︑子供用のみこしを
かつぐのが関の山︒それでも︑紺染めのハソテンに豆し

びやかすものに対しては︑はたからみれば無謀だと思わ

誇りをもっている︒そのために︑地域共同体の生活をお

れるような破壊的な﹁神輿振り﹂をしてしまうのである︒

神輿振りといえば︑延暦寺の僧兵が神輿で強訴したと

いうのは有名な話︒延暦七年︵七八八年︶最澄によって

創建された比叡山寺一乗止観院は︑やがて王城鎮誰の寺

延暦寺となって︑三塔十六谷︑寺坊三千を誇る日本仏教

の根本道場に発展した︒この寺に学んだ人は円仁︑円珍︑

という高僧知識者であり︑日本仏教諸宗派のほとんどがへ

良源︑源信︑法然︑栄西︑親鴬︑道元︑日蓮︑一遍など

この寺から生まれたといってもいいほどだ︒

（17）
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ぽりの手拭い︑白足袋をはき︑鼻のあたまに紅を塗って
一ワッショイ︑ワ
ョイイ
やった︐もので︑ある︒
ワッ
ッシ
ショ
ルと
︶や

一祭りといえば︑な
なん
んと
とい
いつ
ってもその最大の呼びものは

この延暦寺には︑まじめに勉学修業にうち込んでいる

衆徒と呼ばれる僧がいて︑この衆徒たちのもとに︑ふく

｛

る︒それぞれ︑揃いのハンテンで慣れ
一みこしの登場である︒それぞ︑
るしく︑威勢よくワッショイ︑ワッシ

I

／〜

I

れあがった寺の俗務を扱う人や︑諸堂の番をしたり仏事

I

つぎ歩く︒

｛

のついた桑こしは︑ややもすると他人

垂乗如幸畢年睦識︾︾尋恥津封部

Ｉｆ

』

習 一

．
、
〜
一
一
一
一

騒ぎたてたのは︑これらの衆堂・山徒と呼ばれる階級の金達寿著の﹃朝鮮﹄︵岩波新書︶によると︑﹁オミコ

人たちであった︒シをかついで街をねり歩く若衆たちの〃ワッショ︑ワシ

一と︑頭に袈裟︵けさ︶を巻き︑高下駄をはいて︑大薙刀ました︑来ました︶〃であるというのにはうなづけると

一延暦寺の面目がつぶされたり︑何か不利なことが起るショ〃ということばが︑朝鮮語の〃ワッソ︑ワッソ︵来

一︵なぎなた︶をたずさえた連中が日吉山王の神輿をかつころがある﹂と指摘してあるのだ︒

一ぎ出して︑京へ大挙して下山する︒これを〃神輿振り″ワッソ︑ワッソがワッショ︑ワッショになり︑さらに
一といったのである︒今でいえば︑さしずめ実力行使を辞現代のワッショイ︑ワッショイに変化したのだろう︒み

さないデモといったところ︒これが強訴のいわれになっこしのかけ声の原点が朝鮮語であったというのは︑日本

ている︒民族の起原に照し合わせて︑いま一度考えて象る必要が

白河上皇が嘆いた﹁朕の意のままにならぬものが三つありそうである︒

ある︒鴨川の水と比叡山の法師と妻︵さい︶ころの目﹂ところで︑三社祭の最終日の十八日︑私は浅草に出か

という〃三不如意″はあまりにも有名︒僧兵の神輿振りけて染て驚いた︒五月晴れに恵まれたせいもあってか︑

が︑いかに白河上皇の手にあまるものかがうかがい知れ空前の人出︒仲見世から観音堂境内︑さらに雷門前の浅

て興味深い︒草通りまで︑身動きのできないほど人︑人︑人︒まるで

みこしのかけ声といえば︑昔からワッショイ︑ワッシ超ラッシ﹃一である︒

ヨイというのが通り相場だが︑なぜ︑ワッショイなのか︒その大群衆の中を︑通り︑あるいは路地から大小の桑

また︑ワッショイという意味は何であるのか︑この疑問こしが︑次ぎから次ぎと繰り出してくるのだ︒いかにせ

を︑私はみこしかつぎの多くの人たちにあたって承たが︑ん︑二重︑三重の人垣では︑肝心の桑こしや︑桑こしを

これという答えは返ってこなかった︒かつぐ若者の姿などは見えるわけがない︒見えるのは︑

︑
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できたのは︑ロックのはずれで一
こしのかつぎ手がなく祭りをや一

多かったが︑四︑五年前から復一
︑昨年には東京だけでも二百以一
祭好会﹂もかつぎ手のグループー
高橋さんは︑

も︑象こしはバッグンで金のか一
うし︑

感が強いしあの帆惚感もたまら一

国家保安の途西村茂樹

し︒其の一は愛国の何物たるを知らざる者︒其の二は尊王を説かず

今日に当り本国の安全を謀るの道唯二途あり︒一は世界の大勢に
注目するなり︒一は愛国の精神を発揚するなり︒世人多く日ふ︑愛
国の精神を興さしめんとするには︑本邦の歴史に通じ︑名君賢臣の
事迩を知らしむるを以て第一とすと︑是未だ尽さざる所あるなり︒
本邦の歴史固より知らざるべからず︒然れども愛国の粘神は︑対外
の意味より生ずるものなれば︑今日全世界の大勢を知ること最も必
要なるべし︒若し本邦の歴史の糸を知りて︑世界の大勢に通ぜざる
ときは︑徒に慢心を長ずるに過ぎずして︑遂に固肥偏狭に陥るべし︒
借此の愛国の点に付きて現今国民の有様を観るに三種の別あるが加

はざる者︑是なり︒第一の者は国民の七八分を占むくき者にして︑

して愛国のみを説く者︑其の三は尊王愛国を知りて之を知ること能

何れも国史を知らず︒世界の大勢は猶之を知らず︒其の利益を図る

今日は政府の官員︑地方官︑裁判官︑国会︑府県会議員︑学校教師︑

義を知りて口には之を説けども︑之を実行すること能はざる者なり︒

して︑四人が愛国の本義にも協はざるものなり︒第三は尊王愛国の

者多しと聞く︒此の説を為す者は︑一種の迷信より生じたる僻説に

教信者にあり︒其の他の西学に沈溺したる者にも亦此の説を信ずる

の尊王を説かずして専ら愛国を説く者は︑多くは同化せざる外来宗

全数の七八分を占むるというは︑登驚くべきの至りならずや︒第二

大勢日に東方に迫るの今日に於て︑此の如き視力狭院なる人民国中

にありて︑利害を争ひ得失を論じ︑以て一生を畢る者なり︒世界の

みこしをかつぐ若者たちの顔を一 所は︑一身一家に止まり︑其の眼界の及ぶ所は広くして一府県に限
ク ス タ シ ー そ の も の と い う 感 じ 一 り︑狭くしては一町一村の外に出でず︒此の如き狭院なる眼界の内
を受ける︒なるほど︑苦捕の裏にある一種のマゾ的快感

毒１１Ｉ

Ｉく″

１１１

︽

︵明治二十三年︶

︵ルポライター︶一 らざる者なし︒然れども之を実行する者は甚だ他々なるを見るなり︒

か し た ら ︑ そ の 願 望 を 共 有 し た か つ た に ち が い な い の だ ︒ 一 代言人の如きは︑何れも相応の知識を有して︑尊王愛国の大義を知

そして私をはじめ三社祭に押しかけた大群衆は︑もし

いという強い願望が人々にはあるのかもしれない︒

という一つの媒体によって︑その人間性をつなぎとめた

常性になっているＯだからこそ非日常性というべき祭り

アスファルト・ジャングルの都会では︑人間疎外が日

なのかもしれない︒

シ
一
弓
− ぜ 、 〜 ー
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翁佳言︵九︶

儒教への傾

古

哲史

川

明治二十三年四月︑泊翁西村茂樹は時の文部大臣榎本武

政事家︑本居宣長・平田篤胤のごとき国典に明かな人︑林

る小野蘭山︑農学における佐藤信淵・二宮尊徳を出したの

子平・近藤重蔵のごとき海外の事情に注目する者︑山鹿素

も︑その本は皆﹁儒学に因りて得たる者﹂であった︒それ

行・平山行蔵のごとき兵学者を出し︑また︑植物学におけ

書に拠って徳育の根礎を立﹂てるという泊翁の持論が打ち

のみならず︑覇府を廃し王政を再興した者も皆儒士より出︑

わが国の人士が三百年の太平を維持し︑外国との交際が開

﹁儒道を学びたる士人の為する所﹂である︒そのように︑

今日外国と交際してはなはだしい国辱を取らないのも亦

られていた︒それによれば︑最近︑儒道の何ものかを知ら

泊翁のこの持論は︑明治十九年十二月︑東京帝国大学講

出されている︒

建言をした︒右の一段はこの建言の中にあるもので︑﹁儒

﹁敢て越遡の罪を犯して︑替言を進呈す﹂として︑．一つの

池田光政のごとき治国の才︑松平定信・新井君美のごとき

熊沢伯継︑野中兼山のごとき経済に通ずる人︑徳川光闇・

人傑を出した︒ひとり学力深遼︑志行敦篤な人だけでなく︑

る︒徳川三百年のあいだ︑この教を学ぶ者の中から幾多の

を貴び︑人の志操を堅固にし︑軽薄の風をおさえる益があ

からいえば︑この教は人倫五常の道を重んじ︑社会の秩序

ずにこれを誹誘する者があるが︑まず儒道をその効験の上

斜

揚宛に︑従来の小学令や中学令を改正した新令が出る前に︑

１レ○

吾等祖先以来日本人民の道徳を造成したりし所の儒道は︑
是を廃せんとするも廃することを得べき者に非ざるなり︑
殊に論︑孟︑学︑席の四の如きは︑小官が見る所を以てす
るに︑世界未だ此の如き良善の教訓あらずと云ふも可なる
べし︑然れば今日儒書に拠りて徳育の根礎を立玉ふことば︑
誠に当然のことにして︑少しも疑ふべき所なきことなるべ

泊
義室で演説した﹃日本道徳論﹄において︑すでに詳細に述べ
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￨

﹁儒学の功﹂と言わざるを得ない

けても大して狼狽することなく文明の基を建てたのは︑皆

西洋の哲学は功利を主とする学︑利己主義の学︑君親を

することに疑いをもつ者が多いｃ

道は︑前にもいったとおり︑三百年来全国の上等社会の気

軽蔑する学などと言われることがあるが︑これに反して儒

風・品行を造成したもので︑その教は父子・君臣・夫婦・長

従来︑日本・シナの世教といえば︑右の儒道にほかなら
いえば必らず儒道に依ることだ︑と考えた︒しかし︑道徳

心・修身・治国・平天下にいたるものであるから︑現世の

幼・朋友の五倫を主眼とし︑致知格物から始めて誠意・正

なかった︒それで︑旧来︑漢籍のみを学んだ人は︑道徳と

の西国の哲学は耶蘇より早いこと三百年余で︑その中に傑

を説く世教には︑儒道のほかにまた西国の哲学があり︑こ

世一系の天位を護り︑君臣の分を正し︑国民の風俗を美し

いから︑教導の点でも心配はない︒ことに忠孝の教は︑万

ってよい︒それに︑儒学では国中に老成の宿儒も少なくな

は数千年を経ても廃滅することはない︒それで︑泊翁は孔子

なるべきもので︑小部分の修正はあっても大体にいたって

くする点で︑他にこれに及ぶものはないｃそれらの理由で︑

ことでは︑儒道はあらゆる天下の教法を網羅しているとい

とアリストテレスを﹁世教中の東西の両聖人︲一と称している︒

儒道をわが国の道徳の基礎とするのは︑哲学よりまさると

論︑心性論︑政治論︑経済論︑論理学︑いずれも後世の法と

さて︑ギリシアの哲学はローマに伝わり︑ロー↓︑の滅亡

する者があるが︑たしかにその通りである︒しかし︑儒道

出するのはアリストテレスであるｃアリストテレスの道徳

とともに衰えたが︑西暦千六百年のころから再興の気運が

か︒泊翁によれば︑﹁今日に在りては亦能はざる所﹂であ

だけでわが国の道徳の基礎を立てることができるであろう

ただ

たかまり︑幾多の大家が輩出したｃ近代になってからも︑

第一に︑近年︑西洋の学問︑ことに生器心性等の学問は︑きわ
めて精微な考究をするようになっているが︑儒道の理論はそれと
合わないところがあって︑その間に衝突することがある︒
第一一に︑儒道には禁戒の語が多く︑勧奨の語は少ない︒そのた
め人は消極的になり︑進取に乏しい︒今日の時勢では︑進取の気

おこなえない理由が五つある︒

これはなぜであろうか︒泊翁によれば︑儒道にはこれを

る︑という︒

哲学の進歩ははなはだいちじるしく︑フランスの﹁一ントが
り︑その学理の微妙なること千古無比の地に達した︒

実理哲学の説を唱えてから︑その考究はいっそう精密とな
してみると︑今日にあたっては︑哲学をもって日本道徳
の基礎と定めるのがよいように見える︒しかし︑哲学の日
本にはいって日なお浅く︑この学に精通する学士も少なく︑

またこの学の道徳説をもって民間の実地に応用した例はき
わめて稀で︑そのため︑世間には哲学を本邦道徳の基本に
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を養わなくては︑国威を振張することができない︒
第三に︑儒道は尊属の者に利があって︑卑属の者に不利である︒
尊属には権理があって義務がないようであり︑卑属には義務があ
って権理がないようである︒国の秩序を整えるには︑それもやむ
を得ないが︑少しく過重過軽の弊があるようである︒
第四に︑儒道には男尊女卑の教が多く︑不平等の点がある︒男
子は妻妾数人があっても各められず︑婦人は夫が死んでも再嫁し
ないという教があるが︑時代遅れの考えといわなくてはならぬ︒
第五に︑儒道は古を是とし︑今を非とし︑事ごとに唐虞三代の
治に散わうとする︒孔子・孟子が唐虞三代を説いたのには深意が
あったであろうが︑今となっては時代錯誤といわざるを得ない︒

○

他方︑哲学にはどのような欠点があるであろうか︒

プヲクチス

第一に︑知を論ずるに重く︑行を論ずるに軽い︒道徳の学は行
を重んずるから︑一︑二の学士がどれほど深く道徳の理に通じて
も〃国民のすべてがこれを実行しないかぎり︑何の益もない︒西

たのしみ

洋で道徳・政治を実行の学というのはそのためであるが︑哲学者
には品行の善くないものがある︒
第一一に︑哲学には治心の術がない︒シナの儒道には︑古来︑誠
意・正心の語があり︑孟子に養気の説がある︒宋儒になると︑治

心の術を習錬し︑窮苦の中でもその楽を改めず︑天命に安んじ
て外慕の念がない︒ヤソ教を信ずる者にもその類が多いが︑哲学
者にはそれが少ない︒

第三に︑哲学家は皆古人の上に出ようとして︑ことさら異説を
立てて古人の説を排撃する︒しかし︑古人の説と異なるところは
わずかで︑しかも古人を排撃する語は苛刻をきわめる︒儒者の病
は聖賢の言に拘泥するところにあり︑哲学の病は古人の言を排撃
するところにある︒両方とも中正を失している︒
第四に︑哲学にはたくさんの学派があり︑学派の異なるに従っ

て道徳の原理とするものも同じくない︒利益を主とするもの︑良
知を主とするもの︑天命を主とするもの︑為己を主とするもの︑
為人を主とするものなどいろいろあるが︑その原理の異なるに従
ってその実行の条目も亦同じくない︒いま哲学によって道徳の基
礎を立てようとするなら︑いずれかの学派に拠らなくてはならな
いが︑一学派に拠れば一方に偏する欠点がある︒

以上の四点はいずれも哲学を用いて日本道徳の基礎とす

るに不適当な条件である︒そのように哲学もダメ︑儒通も

ダメなら︑どうすればよいか︒仏教とヤソ教もダメなのは

言うまでもないが︑しかも儒道を離れず︑哲学を離れず︑

仏教・ヤソ教の中からも採るものがある︒すなわち︑諸教

を採ってこれを集成する︒これが泊翁の選ぶ方案であるが︑

ただし︑一定の主義なしに妄りに諸教を採るときは︑胸中

に骨董店をならべるような錯雑混清におちいるであろう︒

では︑そのコ定の主義﹂とは何か︒﹁二教︵儒教・哲学︶

の精粋を採りて︑其粗雑を棄つるなり︒二教の精神を採り

．定の主義﹂で︑それを短いことばでいえば︑﹁天地の

て其形迩を棄つるなり︒二教の一致に帰する所を採りて其
一致に帰せざる所を乗っ為なり﹂ｌこれが油翁のいう

誠︵天理︑天道ともいう︶︑﹃中庸﹄に﹁誠者天之道也﹂とあ

真理﹂である︒そして︑﹁真理﹂は︑儒道にいうところの

る︲ものである︑とい浜フ︒

もし真理が儒道にいうところの﹁誠﹂であるとすれば︑

これは儒教色豊かな概念と思わざるを得ないが︑﹃日本道
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し﹁事物の事実に合ふ者﹂が︒﹁真理﹂なら︑くつに儒教と

器なり﹂というようないい方もしている︒そのように︑も

実に合はざる者は真理に非ず︒事実は真理を試むるの測量

を事物に求む︒事物の事実に合ふ者は尽く真理にして︑事

徳論一には︑﹁凡そ事物の真理を知らんと欲せぱ︑必ず之

義があるようであるが︑男女は同数だから一夫一婦が真理

かにあるのではないか︒泊翁の意中には﹁一ント流の実証主

問題は﹁事実﹂とは何か︑それをどのようにして決定する

試金石であるという泊翁の主旨はよくわかるが︑しかし︑

といっている︒これによっても︑事実が真理を知るための

だというぐ︑あいにはなかなかならないのではないか︒

︵大寝一︑小寝五︶を立て︑三夫人︑九蹟︑二十七世婦︑八十

その軽重を椎ってその重きものを採る︒﹃孟子﹄の︑兄の菅をね
じって食物を奪ったら食物は得られるが︑ねじらないと食物は得
られない場合は︑兄の管をねじるか︒食物はたしかに重い︒しか
し︑礼も重い︒重いものと重いものを岐くると︑礼は特別に重く
なる︑という比噛のごときはそれである︒
良心判断法は︑自分の良心で直接に判断できる真理で︑たとえ
ば︑壮大の男子が幼弱の童子を打って童子の所持する品物を奪わ

ばか

権衡法とは︑二者反対の意見があって共に道理を有するときは︑

ある︒

折中法とは︑東西二端の論があってどちらにも一理があるとき
は︑その中を採って真理を定めるのである︒たとえば︑性善・性
悪の両端の理論があるときは︑その中央に真理はありとするので

類である︒

推度法とは︑流水を見て︑必らずその源のあることを推度する

権衡法︑良心判断法︑多間脳疑法を紹介している︒

するのほかに︑なお五法があるとして︑推度法︑折中法︑

﹃日本道徳論﹄には︑真理を求める法として︑事実に験

○

の関係はない︒実際︑﹃礼記﹄に︑昔の天子は後の六宮
一御妻をおいて天下の政治を聞いた︒また︑﹃察菖独断﹄
に︑天子は三夫人・九娘︑諸侯は一妻・八妾︑卿大夫は一

妻・二妾︑士は一妻・一妾とある︒この言の真理に合うか
否かを知ろうとするなら︑これを事実に験するほかはない︒

およそ天下の諸国は︑どこでも男女生産の数はだいたい同
じで︑男子の数がやや多いのが普通で︑これが事実である︒

この事実にもとずいて推せば︑一男に一女を配するのが真
めと

理︑すなわち天理にかなうのは明白である︒もし一男にし
て妻妾数人を要るなら︑国中に妻を要ることのできぬ男子
が多数できるから︑天理に合わず︑したがって真理に合わ
こういうのが︑事実に験して真理を知る具体的事例であ

ないと判定できるであろう︒
るが︑泊翁は﹃続自識録﹄︵第廿二章︶にも︑

論と称すべし︒

真理を知らんと欲せぱ︑之を事実に験すべし︑事実に合ふもの
は真理にして︑合はざる者は真理に非ず︑事実は真理を知るの試
金石なり︑其諭如何に高妙精詳なるも事実に合はざる者は之を謬
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ずである︒

うとするのを見るときは︑自分の良心ですぐ曲直が判断できるは
多聞顕疑法は︑道理に疑問があって決せられない場合は︑広く
名家の言に拠り︑その信ずべき部分だけを採って︑信ずべからざ
る部分はしばらく後日に譲るのである︒

泊翁は︑真理は至高至妙なものであるが︑右の諸法によ
るときは︑﹁真理を確認することも︑必ず之を能くするこ
とを得くし﹂と信じ︑いったん真理を確認した上で︑﹁世
教中に於て其教義の真理に協ふ者を採りて是を日本道徳の
では︑その﹁世教﹂とは何か︒さきに知ったところでは︑

基礎と為すべし﹂と提案している︒

従来の日本・シナでは儒道がそれであった︒泊翁意中の世
の完全を要するのみならず︑全体の結構整然として︑大原

教も︑やはり儒道であるが︑しかし︑道徳の教は﹁其条目
高楼の構造の如く︑梁棟柱樋より基礎に至るまで︑百材皆
其順序に従ひて整備﹂しなくてはならない︒ところがシナ
儒道の教義には︑﹁此の如き結構に乏しく︑其条目も諸書
を合せて始めて其完備を見ることを得べく︑或は前後其義
を異にする者も無﹂いことはない︒これに反して︑西国の
となく︑且つ其結構も極めて整斉にして混雑の患﹂がない︒

哲学は︑﹁其目は簡易にして︑遠近を網羅して遺漏あるこ
それで泊翁は︑﹁道徳学実施の仕組と其条目の大意とは全
く西国哲学の法に従ふ﹂ことにしている︒

つまり︑内容は儒道︑外形は西国哲学というのが泊翁の

道徳学の方法と見てよいが︑道徳の条目は︑

一第一我身を善くし

第二我家を善くし
第三我郷里を善くし
第四我本国を善くし
第五他国の人民を善くす

という五ヵ条に尽きるという︑﹃大学﹄の修身︑斉家︑治

国︑平天下とほぼ同じ考え方で︑ここでも泊翁の儒教への

傾斜は︑これを疑う余地がないのである︒
○

さいごに︑泊翁は神道に対してどのような観察をしてい
たか︒

﹃泊翁危言﹄第一冊に︑﹁神道と云ふ者は︑古代の奉神

の儀式の遺風にて︑別に立て道とすべき程の者にも非ざり

し﹂といい︑儒道・仏道とは別種のもので︑この二教と

﹁並べ称すべき者に非ず﹂というのがその場所であった︒

︵本会評議員亜細亜大教授︶
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後藤三郎

ていたほどの荒野原で︑耕地は少なく︑水

グロ︑ｊｆ︑︲グミ︑βＬ︑ｆ︲︑︲ｆ︑︒ｆ︑〃︑Ｊ︑

田はその四分の一にも足りなかった︒そし

１１

愛知県の明治用水は矢作川の水を利用し︑

開塞者都築弥厚の父や母は殖産に熱心で

を造り︑それを江戸へも大阪へも大量に取

土地を開墾したり︑酒造を始めて数灸の酒

し︑財力を以て土地で知られていた︒

り引きし︑埋立地を買い受けて盛んに経営

都築弥厚はその長子に生れ︑父の経営振

好み︑頼山陽より﹁度量宏大︑思慮深遠の

りを見ながら裕福に育った︒幼より学問を
たまに雨が降ると農夫は喜んで家に帰り︑

川丈山を追慕し︑伊勢神宮を崇拝していた︒

快男児﹂と評されたという︒同郷の文人石

民を貧窮より救おうと意を志し︑開盤の方

法について苦心考察し︑土地の有識者の意

い止まることを勧める人も多かった︒しか

見を聞き協力を求めた︒難事業を知って思

なり︑早勉の害がなくなり︑収量が増し︑十

し開塞によって原野が開け︑潅概が便利に
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ｊｊ︑

西三河地方八市︵安城市を中心に︑岡崎︑豊

り井戸を掘ったりして︑その水を田に流し︑

て水利の便がないので沢山の溜池を掘った

ろで囲った小屋を作り︑その中に住んで︑

夏日炎天が統くと︑股民は松林の中にむし

田︑知立︑刈谷︑高浜︑碧南︑西尾︶三郡
流十八里余︑橋梁の数六百二十余︑受益面

十六町村百二の大字に亘り︑幹流十三里︑支

積は八︑一○○ヘクタールに及び︑南北二

親や妻子の顔を見て喜ぶという状態であっ

昼夜はねつるべや水車で田畑に水を轍ぎ︑

本デンマークと調われ︑福島県の安積疏水︑

た︒それでも収稚量は普通の半分しかなく︑

二キロメートル︑東西一三キロメートルで︑

新潟県の信湛川︑九州の筑後川の用水と並

然も取り立ては重いので︑農民はみじめな

文化五年四十四歳ついに用水を開磐して衆

んで日本有数の用水となり︑組合員一五○

生活をしていた︒

あの子どこの子安城の子

○○名︑役員四十余人で管理運営され︑四

嫁にやるなら安城へやるな

家のとうさの顔知らぬ

であったか︑その大部分は安祥ヶ原︑五家

などいう歌もあったというｃ

年が年中野良仕事

た話や︑追剥に出会った話などが物語られ

原︑猿町原など呼ばれ︑狐や狸にばかされ

それならその開墾以前のその地はどんな

○万人の幸福の源となっている︒

年を一八九︑○○○石余の米産があり︑日

鴬
:
惑

一
へ
−
＝

して漸く新田開発の願書を提出し︑天保四

政十年六十三歳十月八日︑発願以来十年に

は不屈の精神を以て交渉と測量を続け︑文

吉右衛門︑安兵衛の二人は執勘に請求して

金主たちは致し方なしとして承諾したが︑

一﹄対しては勘弁してくれるよう一﹂頼んだ︒

万石の収穫が得られる計算が立った︒弥厚
は断然始めようと決心した︒自分一代で出

年六十九歳開拓の許可を得たのであった︒

と出る︒出来上る時はすべての採算はとれ

来なくとも︑あとをついでくれる人はきっ

とは考えなかった︒お前はよく使うことを

父も﹁私は財産を作ることをした︑使うこ

し嗣子は身体が弱くて難業を継続すること

にあとのことを遺言してなくなった︒しか

の人となり︑九月十日には嗣子に涙ながら

からいっている︒この頃は正直者が馬鹿を

ない︒積善の家には必らず余慶ありと古く

め親族一同の心事にはまことに敬服の外は

世の因縁と諦らめているという︒弥厚翁始

して破産したが︑たとえ乞食になっても前

評定所へ訴え出ている︒家族︑親族皆こう

考えついた︒この仕事のためには命を縮め

ができないので事業の中止を願い出て折角

ると考えた︒

るかも知れない︒財産を失うかも知れない︒

しかしこの時翁は永年の心労のため病床

しかし構わずにやれ︑天は自ら助ける者を

の法則もあるとかつてさる知名の法学者か

いる︒世の中には衡平の法則もあり︑報償

見ないようにしようという声も高くなって

なるという︒幕府や紀州藩や鴻池︑天野屋

今の金にしたら一千八百五十三万円ほどに

借財は元利合せて二万五千二百二十両︑

の大業も中止されてしまった︒

しかし土地は幾多の大名領︑旗本知行︑

助ける︒必ずやりぬけ﹂と励ました︒

社領等に分れていて︑各々利害が交錯して

ら聞いたことを思い出す︒

部の測量を始めたところ農民の妨害ははげ

文政五年五十八歳一応の準備を終えて一

開墾後の杷憂を恐れて容易に賛成しない︒

ぱ降る雨の日であった︒家族にとっては断

豊橋などの古道具屋が集った︒その日はそ

売にして支払った︒競売には名古屋︑岡崎︑

ていたので︑田畠︑家屋敷︑家財道具を競

利兵衛始め三河︑名古屋の富商からも借り

弥厚翁についで伊予田与八郎︑岡本兵松︑

のが︑他の人によって完成された例がある︒

引きついでくれるだろうといって中止した

も私が失敗したこの糸を誰かが拾い上げて

で完成する人があると信じていた︒西洋に

弥厚翁は善事は失敗しても必ず引きつい

いるので︑その理解を得ることは容易でな

しく︑到底昼間はできないので︑夜中ひそ

は足りないので︑保一証人に立った親族一同

腸の思いであったであろう︒しかし返金に

てその業を引き継ぎ︑ついに今日の明治用

西村直義などいう人々がつぎつぎに起っ

かった︒艇民はまた当面の利害に柿われ︑

かに火細の光で測量したが︑これにも反対

も家財道具や所有田地を売り払い返金を助

て︑付近の小松原に野宿したり︑民家の床

の後︑また始めたところ猛烈な襲撃に遇っ

夜村々を廻って村民の承諾を求め︑二か年

えるだけのものは払ったが︑なお未払の分

酒屋としての家業も消滅した︒こうして払

具の外︑酒造器具︑酒造株をも譲り渡して

けた︒都築家はまた新田や家︑蔵︑家財道

抜刀し︑むしろばたを先登に押し寄せた群

螺を吹き︑鐘を鳴らし︑竹鎗︑鎌を携え︑

はなく︑伊予田氏なども数千の村民の竹法

水を完成した︒しかしそれも容易なことで

が強く︑到底継続することができない︒日

下︸と夜を明かすこともあった︒しかし翁
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量衆に襲撃されている︒そして伊予田氏も岡

﹁父さんは口うるさいなあ﹂﹁親に向って何

に口と腹とは違うんだから︑都合がわるく

のだ﹂﹁父さんこそ口八丁手八丁だ︒それ

い奴だ︒よくもまあ嘘が口をついて出るも

から先に生まれたような子だ︒口のへらな

だ︒そのいい方は︑口が曲るぞ︒お前は口

鈴木聖次

歯は健康の門

本氏も西村氏も︑先祖伝来の資産や親戚の
財産をも蕩尽し︑地方資産家の財的助力を
仰いで事業を進行させ︑ついにその身は病
床に岬吟し︑家族は離散の浮き目を見るに
が︑何れも昔日のおもかげはないという︒

至っている︒幸にして子孫は存続している

から﹂﹁全く口が塞がらない︒子供のくせ
鏡に向って口を開けば必ず白い歯が目に

そこで特に歯を用いて表現した言葉を種

なるとすぐ口をつぐんだり︑口を拭うんだ

入る︒また︑たやすく指で触れて象ること

々取り上げてみよう︒口または歯自体の表

遠方の事とて詳しくはわからないが︑そぞ
たりといった芭蕉の句をまねて﹁家滅びて

ろに国破れて山河あり︑城春にして草青拳

もできる︒一日に三度はこの歯を使って食

現には﹁歯は健康の門﹂というのがもっと

いう︒遺族の余栄︑優遇がどう行われてい

礼には関係者が列席され盛大に行われると

者は合肥され︑銅像を建てられ︑毎年の祭

のが通例です︒一年中毎日使う歯である︒

医者さんは来院する患者さんで満員になる

故か︑六月四日のムシ歯予防デーの後︑歯

皆さんはすでに御存知のことと思うが︑何

旧約聖書にでてくる同害復僻法で︑原始的

て﹁歯には歯を︲一というのも有名である︒

である︒またあまり好ましくない表現とし

ミガキ会社の宣伝にもずい分使われたもの

目を表して正に名言︒ムシ歯予防週間やハ

も知られているようだ︒これは口や歯の役

だぞ﹂などなど︒⁝．．︒

に口はぱつたいことをいうな︒口は禍の門

用水あり︑時春にして草青ゑたり﹂とはい

は大切な働きをしている︒これらのことを

事をする︒もちろん︑ものを語る時にも歯

かでないながらに︑﹁積善の家必ず余慶あ

るかは遠隔の地の事とて詳らかでない︒詳

日にはもう一度歯のことを考えて下さい︒

年に一度だけでなく少なくとも八㈹の付く

じように武器︑兇器に近いものとして承な

な刑罰だ︒これはまだ人間の歯も動物と同

明治十二年明治川神社が創建され︑功労

えないだろうか︒

り﹂の語を思うこと切なるものがある︒杷

このように歯や口が我々にとって大変身近

じさが美事に表現された背筋がさむくなる

された時代の産物であろうか︒復轡の凄ま

浩歯という表現がある︒今の若い人にはな

言葉だ︒反対に楽しくなるものとして明牌

な親子晴一嘩の日常会話にもちょくちょく使

ほどいっているのにまだ分らないのか﹂

う︒﹁お前はわしがこんなに口が酸くなる

われていることでもおわかりいただけよ

で重要な役割を演じていることは次のよう

憂であれば幸である︒

二二日︶︵特別会員︶

︹参考文献︺都築弥厚伝︑明治用水読本︑
明治用水歴史︑安城市史︑なお宮尾成
男︑石川三千郎︑神谷素光︑天野陽保
氏の教示に負う所が多い︒略記意を尽
さず詳記の日を期す︒︵昭四九・四・
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じ染薄だろうｃついこの間まで美人の形容

た︑不快感を歯に託したものとして﹁歯が

ようだ︒

る︶などはあまり聞かれなくなったものの

るままに任せて︑勝手気ままな言をならべ

とにかく歯に感情を託するとはいえ︑た

ったような﹂等がある︒これらは歯がうい
た時や︑ものがはさまった時の不快感がよ

だやたらに用いられるのではなく︑それな

うぐ﹂﹁歯がゆい﹂一奥歯にもののはさま

この言葉の語源は︑中国の詩人の杜甫が詩

っぽど身にこたえてついに一般の不快感の

のを自然とわきまえ︑その上で適切に使用

りの根拠がある︒つまり歯の役目というも

に取りあげたわけだが︑これもまた歯の役

一ｉ哀江頭﹂の中で殺された楊貴妃をさして

岨噸機能というものに結びつけた用語とし

代表的な言葉になったものだろうか︒歯の

目を端的に表わしている一つといえよう︒

うたったのが始めだという︒歯もこうした

しているようだ︒つまり歯の役目︑すなわ

表現に使われればありがたいものである︒

て﹁歯牙にもかけぬ﹂﹁歯ごたえがない﹂﹁歯

も通じて広く用いられてきたのだろう︒し

変密接であり︑それ故長く︑いつの時代に

次に心理的または肉体的状態︑特に怒り︑

−︲歯切れのよい﹂というのも気持のよい

ち︑岨噛︑攻撃︑防禦︑審美︑発声などに

表現ではないか︒それに言語の発声に関与

基づいて応用しているのだ︒それだけに大

﹁歯をくいしばる﹂﹁獅子の歯噛み﹂﹁歯

うだ︒特に喜怒哀楽中の怒や哀が：：；・願

かし︑歯を用いたものは暗いものが多いよ

は大変まともな引用のうちに入るだろう︒

ぎしりする﹂﹁歯を切す﹂﹁歯の根を鳴ら

する器官として﹁歯に衣を着せぬ﹂などと

わくぱこれからは子供の頃から良い歯をつ

がたたない﹂﹁歯に合う﹂等︒これらなど

す﹂﹁歯をむきだす﹂等々先の﹁歯には

いってつつみかくさず話す﹁へつらわずに

くり︑悪い所は早く治療して常に快適な状

していくつか挙げてゑると︑﹁歯を噛む﹂

歯を﹂というのが一番多く用いるられてい

いう意を伝えている︒また︑歯の脱落した

憤り︑口惜しさを表わして常用するものと

るようだ︒実際に怒り狂った時には岨噸筋

で不揃いなさま︑うつるなさまを表現する

様を︑﹁歯の脱けたよう﹂と称してまばら

もらいたいものである︒︵歯科医師︶

せつ

の言葉はその状態や形相から写しとったも

が必要以上に働くものらしいから︑これら

態に保って歯を明るく楽しい表現に託して

ものがかえって長く存在する︶などという

︵剛強なものはかえって早く亡び︑柔軟な

いるし︑浮世絵にも怒りの表現として歯を

のも歯の運命を語っていて興味がある︒こ

など正に妙味である︒﹁歯亡びて舌存す﹂

むきだしにした形相がよく画かれている︒

ういった言葉の中には︑現在では忘れられ

のだろう︒浪花節なども﹁かの男きりきり

同時に恐怖や寒さを現わすのに一︲歯の根が

ある︒﹁歯を出す﹂︵叱る︶︑﹁下顎と上顎

消え去ってほとんど使われていないものも

と歯を噛みしめ：．⁝﹂などと盛んにやって

これは寒い時や恐怖にふるえあがった時の

とのぶつかり放題﹂︵口の動くまま舌の回

合わぬ﹂﹁歯の根を鳴らす﹂などがある︒

肉体的変化をそのまま表現したものだ︒ま
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庭の花木︵土︶
八ライラックＶ

渡部弘
リラまたはライラックの名で多くの人に
知られています︒モクセイ科ハシドイ属の

︹八重咲きの系統︺

○エリス・イストウッド⁝：・赤紫色花で切

一般にライラックとよばれているものは︑

ハンガリー︑バルカン半島などに原産する

花用としてもよく使われる︒

○キャビタン・・ヘラルド⁝．：紅紫色で花

ルーで花房は密で大きい︒

○アミイ・ショート⁝⁝濃い﹃スルトブ

ムラサキハシドイという種類で︑これがイ
ギリス︑フランス︑ドイツ︑ベルギーなど
で改良され︑その品種は五○○種を超える

一房が大きく晩生種︒

といわれています︒このほかわが国の千島︑

北海道︑本州北部原産のハシドイやチャボ

②繁殖と苗づくり

生は開花まで四

五年かかりますが︑原種

の方法でも苗をふやすことができます︒実

実生︑さし木︑株分け︑接ぎ木のいずれ

ハイシドイなども一部では栽培されていま
す︒

現在わが国に輸入されているおもな品種

に近いものはほとんど両親に近いものが現

は次のようです︒
︹｜重咲きの系統︺

七メートルの

︵ひこばえ︶︾︲Ｆ根が出たころ︑切り取って

われます︒株分けは地中から出たランナー

低木または小高木で高さ四

Ｏマダム・プローレソト・ステップマン

落葉樹です︒原産地は東部ヨーロッパ︑北
西アジア地方で耐寒性が強く︑庭園樹のほ

ふやしますが︑生育がおそいことと一度に

⁝⁝ベルギーのステップマン氏の作出で︑

し木はヒメライラック以外は発根が非常に

多くの苗が得られない欠点があります︒さ

一九○八年から発売された純白の丸弁大輪
で︑花房も大きい早咲きの代表品種である︒

わるいので︑一度に多くの苗をつくり︑苗

ています︒わが国では名がよく知られなが
ら栽培は割合に少なかったのですが︑最近

Ｏイスター・ステリ！⁝：花惰は紅桃色

を早く大きく育てるには接ぎ木が多く行な

かに鉢植え︑切り花としても広く利用され

はこの花のもつ芳香と花色の豊かさ︑多数

であるが開花すると桃色となり︑丸弁で大

接ぎ木をする台木は︑白花の小輪のライ

われています︒

きく花も密で花房も大きい︒
○マーシャル・ホーチ：⁝・つぼゑは紅桃

の花が花房にむらがり咲く姿の美しさ︑ま

色であるが︑開花すると桃色の大輪花とな

た栽培が容易なことも認められ︑苗木の需
では五月の花として降誕祭などにとくに多

三月中下旬の発芽前に︑鉛筆ぐらいの太さ

苗を用いることもあります︒台木の養成は

二年

ラックのランナーを用いるのが最もよいが︑

房も大きい︒オランダで作出された好評の

得られない場合はイボタのさし木一

品種である︒

Ｏプリムロズ：．⁝薄い黄色花の丸弁で花

︾ｏＯ

要は年を急速にふえています︒ヨーロッパ
く用いられ︑わが国でも最近は結婚式の記
念樹として︑招待客に苗木を贈るなどの習
慣がみうけられます︒

①種類と品種
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i

の枝を一五

つきにくいので︑寒地向きの花木といえる

むしろ暖地では一般に生育がわるく︑花が

二○センチぐらいに切って︑

さし木しておけば翌春は接き木できる台木

鉢植えの場合は︑花芽をもった太く短か

や風が通るように勢定しますｃ

接ぎ︶方法と︑台木を掘り上げず接ぐ︵居

接ぎ方は︑台木を掘り上げて接ぐ︵揚げ

け早めに植えつけをすませます︒やがて十

着がわるく生育もおくれるので︑できるだ

もよいのですが︑萌芽をはじめてからは活

植えつけは秋の落葉後でも春の萌芽前で

その後は必要ありません︒冬から春先の元

生長が中止する時期︶までは必要ですが︑

いので容易に区別できます︒

にかきとります︒イポタ台などは葉が細か

します︒また台芽や不要なランナーは早め

い枝を残すように注意し︑葉芽枝は︑除去

接ぎ︶方法とがありますが︑居接ぎが生長

分に育った場合︑樹冠は二メートルぐらい

でしょう︒

がよいので多く行なわれています︒接ぎ木

一・五平方メートルぐらいはとる

にひろがるので︑庭木として植えつける場

が得られます︒・

の時期は関東地方で三月中下旬︑新芽の動
所は一

切りますが︑なるべく花芽のついてない枝

おもしろいようです︒植え穴には堆肥や有

寄せ植えにして︑一つの樹冠をつくるのも

必要があります︒また一カ所に三本ぐらい

な肥大した芽も葉芽に変わることがありま

枝が二次生長をはじめて︑花芽となるよう

降も肥料が効きすぎると︑生育を中止した

して︑浅く中耕しておきます︒梅雨あけ以

肥料は春から梅雨あけのころ︵新梢の

た竹グシぐらいの太さのものを二芽つけて

きだすころが適期です︒接ぎ穂は昨年伸び

︵枝の下のほうが花芽が少ない︶を利用し

機質肥料を十分に施し︑植えつけた苗には

の発生が多いので︑台木は地ぎわで切り︑

秋植えの場合︑乾燥地では冬期に枝先がい

必要はありません︒

すので︑開花樹齢に達したものには追肥の

り一○○グラムぐらい株の囲りに畷ハラまき

ます︒接ぎ方は一般の切り接ぎの場合と同

支柱をそえて倒れないようにします︒なお

周囲の土を浅く除き︑接ぎ終ったら周囲の

たみやすいので︑厳寒期でも苗の根元に水

から出ている細枝などを除去する程度に切

樹形を整えるために枯枝や混桑すぎた部分
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肥として三成分等量の化成肥料を︑株当た

じでよいのですが︑台木は高く接ぐと台芽

三セン

土質はとくに選ばないほうですが︑排水

り込ゑます︒また日当りや通気のわるい場

魂定はとくに行う必要はありませんが︑

のよい肥沃なやや重い壌土が生育に適して

所では︑強い枝のみが先々と伸び樹形が崩

︵筑波大学農林学系講師︶

土を山形に盛り上げ︑接ぎ穂が二

を与えたほうがよいようです︒
せん

チぐらい隠れる程度に土をかけます︒

います︒植える場所はかなりの日かげにも

れやすいので︑徒長枝を切りつめたり︑混

⑥植えつけと手入れの要点

も利用できます︒寒さには非常に強いので︑

桑すぎた部分の枝を間引き︑内部にも日光

耐えるので︑建物の北側の植え込みなどに
わが国では戸外でどこでも栽培できます︒

聖

｜Ｉ臥し皿Ｉ歌噌

井上学麿選

千葉県竹下せつ

一基織蝦灘馴︑っ識謹需凝騨鶴理鮮逝き
一け り

やきば

息絶えし母にすがりて泣く娘等のなげきはまこと生みの
母と子

一条の煙となりて消えゆきし姉のみ魂はいづち行くらむ

すじ

一山峡の火葬場に姉の骨拾ふ人も声なく烏も声なし

れもこぼれつ

在りし日に姉が︵の︶植えたる赤きけし逝きし日の午後こ

千葉県加藤巳之

川越市小名木狂辰

珍らしき一人漫才軒並みに太鼓打ちつつ春誘ひ来る

子どもらの入学試験に神かけし亡母の姿脳裏はなれず

雪の日に土地斡旋の人の来てひとりよがりの講釈をする

生きてゐる名の桑の爺は愚に返り仏のことを口走りをり

埼玉県相沢正直

健やけき身を授かりし幸せを思ひて働く日日は楽しも
わが幸せを

朝にけに︵暮らしつつ︶いつも恩へり日の本の国に生れし

︵猿川彦神社︶

とこしへに︵鎮まりて︶わが日の本の国を守り人を導き給

清々しく神々しきかな六十回式年遷宮の伊勢の神垣
ふ大神

同鷲宮葛人

今年より活かし用ひむ米作り止めて三年を経し休耕地

今は亡き祖父が植ゑたる︵え置きし︶老つづじ八十八夜は

しめりなき畑に柿ゑし茄子苗に水かけやりぬ刺な夕なに

踏切の警報機鳴るチンチンと電車の通過するを知らせて

ば安けし

干籾の番するだけに老いたれ︵呆け︶ど農つぐ吾子のあれ

いつも花咲く

こ坐ご

同じ世に同じ染国に生まれ合ひて桑国を思ふことのかし

井上手麿

強く東て金魚の鉢の氷れるを日向に出して孫の労はる

藁屑と士を蓋ひて活けおきし牛努の若芽藁をもたぐる
︵げ仲ぶ︶

ねたきりで今し聞き入る秋待ちの神楽の笛よ今宵限りか

（31）

弘道俳壇
篠塚しげる選

評無事に麦蒔を終えた︒あめつちの恵承に心から感謝する

千葉県加藤刀水
＠麦蒔を終へし今宵や雨ぬくし
という気持が下五の﹁雨ぬくし﹂にあふれている︒

○老いたれど炭やく業の楽しくて
○責めし子の面影浮かぶ今朝の霜
○昼近く氷柱雫の音立てて
川越市小名木狂辰
評銭湯でたまノ︑逢った旧師の背中を流す︒それはまた偶

︑旧師の背流す銭湯菖蒲の湯
のいよ﹄く︑お達者にと祈るのである︒

然にも菖蒲湯の日であった︒懐旧談に耽けりながらも旧師

○猫と婆々家まもり居り麦の秋
○御田植や篤農の乙女加えらる
島根県原田志津子

○京の子に土産の一とつ蝿牛・
評宍道湖の中に嫁ヶ島という小さな島がある︒春が来て島

︑嫁島や松のみどりのいや増しぬ
の松のみどりが濃くなってきた︒嫁島という島の名前がい
るノく︑の連想を生むので面白い句となった︒

○宍道湖の水清らかに硯舟
○公園に苗木市とて人あまた
○ビニールを被りし雨の遍路かな

︑定休の心うつるに春ごたつ
境涯であればこそ︒

千葉県鈴木きよ子

評春ごたつの感じは定休という勤め人にだけしかわからぬ

○雨に散る定め悲しき雪柳
○陽の遊ぶ新樹明るき山路かな
○池の端によりそうあやめの影ゆかし

同田村隆村

＠日のあたるつかの間布団あた上むる

なめ︶を成している︒

評﹁つかの間﹂という言葉がこの一句のいのちであり要︵か

同角田洋圃

○白鳥の水押す胸毛春浅し
○竹叢は怒涛の如く時雨けり

︑公害圏に遠き小沼や残る鴨

感じの中にそれとなく溶け込んでいるのがうれしい︒

評﹁公害間﹂というような堅いひびきの言葉が一句全体の

同石橋香峰

○夕時雨破れ戸打つ風騒がしき
○布団干す主婦忙しとも愚痴云はず

︑孫の戯れ布団干す上に移り来て

来てあそぶ姿をそのま上叱りもせずじっとそ上がれている︒

評孫に対する祖父のあたたかい目なざしが干し布団の上へ

○大木魚どつかとすわる布団哉

（32）

同八木幹男
＠足伸ばす布団陽の愛母の愛
ってしかも滋味豊かな余韻を秘めている︒

評﹁陽の愛﹂と﹁母の愛﹂と二つ重ねた表現は︑簡潔であ

○布団乾す遥か筑波は紫の
○夫を待つふとんに温き物入れて

同宮崎秋峰
︑信じ合ふうすぎ布団の温もりに
くノー︑とあたたかい︒

評お互いの布団はよしうすくとも信じ合う気持のためにぬ

○啓塾や確かとなりし子の歩承
○二人だけの温泉に時雨の音愉しむ

同秋葉貞女

○就職も決まりて安堵二月かな
と

襖まだ除らぬ一と部屋刀自病むと
ち上は入の遺影に一礼襖はづす

篠塚しげる

同宮崎朝水

○出勤の足並乱れ朝しぐれ
○春雨や裾匂はせて佳人行く
○夫の香のほのかに匂う布団干す

−

ん五木か和井評五キ木金ご士根ら、向太科の談八少社さ二社介。志を運る沖
か回三ら、潅議万ツ啓と寄の本一館一,記Lお社○年長れ五長すそにと動弓細
ら、重各福子員円．三し贈司刊○山日念等心か冊少､‑′、四､‑／れのは各L−沖協編
さ宛露員正桜一らで茂資の博のか冊学恒百任講六司次送等直紹ん厚続贈よ

季蕊霊莞美童↓舞蕊窪編壷杢譲瀧旨趣毒S奮噸警灘誓霊集

灘識溌簿識織諜嘉

空○会矢稚纂持等長套妻屋雄鶏浸暑勇

では福島県伊達小学校全校児童
一同から三一○七○円︑千葉県
東葛飾高校二年Ｄ組一同として
次の手紙に添えて五五○○円︒
﹁僕たち２︐一同は１月晦日
の日本経済新聞を読み︑あなた
方の運動に感動した者です︒そ
こで僕たちに出来る事はないか
と考えてゑました所︑丁度文化
祭の売上金がありましたので︑
送らせて頂きます︒微々たるも
のですが︑このお金で沖縄の子
供たちに喜んでもらえれば幸で
す︒この運動を末長く続けられ
るよう頑張って下さい﹂と︒

礼秀お願申上ます︒︵渡︶

世界初の沖縄国際海洋博覧会
が来る７月明日から明年１月肥
日まで開催されるに当りそのご
盛会をお祈りするとともに︑こ
の好期に際して一段と本運動に
もご協力下さいますよう右御厚
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▼会社員・四十二才
期待通りの素晴らしさ︒

︻諸橋轍次博士の名著︼

論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の菩宿が世人の要望に応え︑漢学

の穂蓄と人生の体験とを融合して
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に生れた博言の記︑李白の詩文か

に輝く﹃大漢和辞典﹄編纂の余暇
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の人口に贈灸した思想を説く︒

その閲歴は知れず︑仙人或は菩薩
如来に化したとも伝えられる老子

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

老子の講義

中国語もかなり豊富に入
っていたのは予想外︒流
万です︒

▼主婦・三十才

このように優れた文化通
れて幸わせです︒

四六判・上製定価六五○円

として軽妙に語る名著︒

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

ね自分の余技にも活用す

長男大学令桔の祝いを兼

▼公務員・四十六才

︵読者の声から︶

備え下さい
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