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を持つ書の意である︒

二︑単に古いだけではなく︑今なお生きている吾︑永遠に新鮮な書︑そ
う云う価値有る古書を云う︒

三︑テレビや自動車とは異り︑書物は新しいが故に優秀ではない︒我々
が古典を尊重するのは永遠性を尊重する精神からである︒

四︑すべての物︑すべての事は歴史を持っている︒過去の長い因縁経過
から現在の姿になっている︒その経過を知らないと真の理解は達せら
れない︒

五︑現在の事物を好奇の感覚だけで捕えるのは皮相で浅薄である︒次の
新しいものに動かされる恐がある︒真の理解が無くて好奇心だけに動
かされては︑愚かであり又危険である︒

六︑日本の文化がより立派になる為には︑自国の古典と外国東西の古典
を十分に取入れる要がある︒︵本会会長︶
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はない︑仏典のやさしいものでも︑バイブルでもよいので

の素読をさせなさいと答えました︒尤も論語に限ったこと

に触れましたから︑私は学校でも家庭でもよいから︑論語

過日︑ある雑誌の編集の方が見えた時︑道徳教育の問題

れるまま何左の組合に加入しましたが︑その後︑その組合

ころへやって来て︑﹁私はこれこれの事情で︑人に勧めら

ぐわぬものが多いことに気付いたそうです︒そこで私のと

のやり方がおかしい︒どう考えてもこの老人の気持とはそ

加入したそうですが︑さて入って承ると︑何だかその組合

誘いが来たらしい︒何も知らない老人は︑ついある組合に

諸橋轍次

すが︑大体︑論語などは読めば分かるように出来ている︑

古典の味

極めて平易な書ですから︒﹁仁者は人を愛す﹂と云っても︑

の人々のいうこと︑やることを見ていますと︑どうも私ど

がしましたから︑遂に脱会いたしました﹂と述懐したので

もが子供の時代に故先生から習った本の教と違うような気

す︒この話はまことに味のあることと思います︒その老人

務む︑本立ちて道生ず﹂と云っても︑大概は理解出来ると
思います︒それに今すぐ深い意味はわからなくとも︑後に

﹁朋友と交わり︑言いて信あり﹂と云っても﹁君子は本を

知識が増し︑経験が多く加わって来ると︑自然に理解が出

はつかなくとも︑何か自分の心に養ったものとは︑そぐわ

ぬもののあることには気が付いています︒そしてその気持

には確かに説明はつかなかったことでしょう︒しかし説明

によって自らの進路を定めている︒結局︑道徳の教育はこ

は誇張の言葉ではありません︒先年の夏︑田舎に帰ってお
りました時︑或る老人が訪ねて来ました︒その人は若い頃︑

ういう点に最も力があるのではないかと思います︒

来るものだと思います︒読書百遍︑義自ら通ずということ

私の父について素読を習ったというのですが︑別に学問な

私は教育︑ことに道徳教育などは︑師弟同行の態度で行

師弟同行

どはした人ではありませんｃ近頃は田舎でも時勢の影響で
しょうか︑色々の問題があるらしいのです︒そこでこの老
人の身辺にもあの組合に入れ︑この会に顔を出せと色々の

（2）

の過は好んで人の師と為るに在り﹂と古賢も云っており︑

またあまり良結果をもたらすものとも思われません︒﹁人

常に偉い人でもない限り︑取り得ないことでもあり︑且つ

ると考えます︒自分が諸君に教えるのだという態度は︑非

くのが最も正しい方法でもあり︑且つ効果的のものでもあ

談﹂という語の出典はともに論語という訳です︒その上に

典となっておるということです︒﹁巧言令色﹂﹁温良恭倹

などは古い古典であるだけに︑その語それ自身が唯一の出

んなにやさしいか分りません︒それによいことには︑論語

日に吾が身を三省す﹂から取ったものは村田省三さん︒

人の名なども論語から取ったものが多くあります︒﹁吾︑

よろしい︒

語句は短かく︑用語は簡潔ですから︑暗記するにも都合が

えております︒その点において古典を読ませるのは最も都

﹁吾れ行うとして二三子と与にせざる者無し﹂と古聖も教

合が宜しい︒教は決して自分の教ではない︑古の賢聖の教

毅さん︒次の句﹁任重くして道遠し﹂から取ったものは穂

﹁士は以て弘毅ならざる可らず﹂から取ったものは広田弘

から︑その態度に無理がありません︒

である︒その教に向って我も人も共に進もうというのです

秋重遠さん︒一寸思い出しただけでもいくらでも出て来ま

、 q J ノ

古典は平易で親しみ易い

せんと欲して人を達す﹂から達人︒﹁君子は泰にして鰯ら

○○

す︒これは皆近頃亡くなった人為ですが︑﹁仁者は己れ達

ず﹂から泰︒﹁難いかな恒有ること﹂から恒夫︒この達人・

先年︑教育大学の漢文科の教授たちが調べてくれた結果
によりますと︑四書全体の文字数が二千三百二十字です︒

今の学習院や昔の熊本の時習館などの学校名は︑いずれ

○○

四書といえば論語の外︑孟子もあり大学も中浦もあるので

泰・恒夫の三人は︑生きている宅の孫の名です︒

○

すから︑論語だけなら︑二千字ぐらいでしょうか︒その中︑

のです︒

も論語の最初の一句﹁学びて時に之を習う﹂から取ったも

今の教育漢字が千八百余で︑それは小学︑中学時代に既に
おそわっていますから︑してみると︑あといくらも新らし

近頃︑文壇の人は皆実名で通しています︒谷崎潤一郎だ

文壇人の雅号

その中の語でも︑言葉でも耳新らしいものは比岐的少なく︑

論語は遠い昔から日本人に読まれておりました関係上︑

い文字はない筈です︒

親し桑のあるものが多いのです︒﹁巧言令色﹂と云っても

りますが︑しかし︑明治の文嬉ら人のように︑文名または

とか︑吉川英治だとか︑この方が解りやすくていい点もあ

雅号を用いるのも味はあります︒夏目激石などは恐らくは

﹁温良恭倹談﹂と云っても︑﹁身を殺して仁を成す﹂と云

っても︑それは今の中国の新聞雑誌などを読むよりは︑ど

r Q ，

枕流激石という言葉から取ったものでありましょうし︑泉るに有能のものは却って害が多く︑無用の中に大用がある

しよう︒鏡の中の花や︑水の中の月は一つの幻影でありまのようでありますから︑これをもって自らを戒めていたの

鏡花などは恐らくは鏡花水月の句から取ったものでありまというのであります︒樗牛はずいぶん才気の優れていた人

の中に何ともいえぬ味がある︒詩も文もそのようなもので︑などの雅号を見るだけでも︑その作の傾向なり風尚なりを

すから︑解ったような解らぬようなものでありますが︑そかも知れません︒こんなことを考えて桑ると文士とか作家

のが︑その句の真意らしいのですが︑なるほど鏡花の代表恩師嘉納治五郎先生です︒御承知の講道館柔道の師範︒先

謄雁として判明せぬ所に幽玄の境地を現わすべきだという観察するに役立つことがあります︒進乎斎というのは私の

的の作婦系図などを読んで見ると︑そんな気持がいたしま生から伺ったわけではありませんが︑たしか荘子に進二乎
す︒枕流激石は晋の孫楚という人の故事でありますが︑孫技一︵技よりも進めり︶という言葉があるから︑それから

楚が世を厭うて隠遁生活にはいろうとして王済に向って︑お取りになったものでしょう︒昔庖丁という料理の名人が

○

﹁これからは石を枕とし︑流れに激︵蕊︶いで世事を忘れよ牛肉を切っていた︒そのさばき方が実にうまい︒そこでそ

う﹂と言うつもりのところ︑誤って﹁枕し流激し石﹂と︑言の様子を見ていたある王様が︑﹁技術もここまでいけるも

○

った︒ここで王済が︑﹁流れを枕とし石に激ぐ﹂とはどうのか﹂といって感歎いたしましたところ︑庖丁は甚だ不平

○

○

ういうことか意味を為さぬではないかとなじると︑そこは顔で︑﹁臣の好む所は道なり︒技よりも進めり﹂と答えた
承が

○

酒脱の孫楚︑すかさず﹁いや流れに枕して耳を洗い︑石にというのであります︒昔は柔道といわず凡て柔術といって
○

瀬いでその歯を砺こうと思うのだ﹂と言い抜けたというのいましたが︑嘉納先生は﹁自分のやっているのは術ではな

であります︒この当意即妙の奇警さは瀬石の代表作﹁坊っい道だ﹂と常々いっておられましたから︑そこで﹁技より

ちやん﹂などに多分に見えているようであります︒高山樗も進めり﹂という意味で進乎斎といわれたものと思われま

牛などは明瞭に荘子から取った号だと思います︒樗というす︒
話が少しそれ過ぎましたが︑漢語もそれほどわれわれに
のは役に立たぬ悪木だが︑その為きこりから斬られること

︵特別会員東教大名誉教授文博︶

もなく長生した︒また捧牛という牛は鼠一匹捕ることも知親し桑のないものではないということであります︒
らないのろまな獣だが︑その為却って活躍の盛んな犬など
のように束縛せられることもなく︑悠々遊んでいる︒要す
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久松潜一

〉

古典を考える

〉

室の御歌が多い︒巻一が雑歌︑巻二が相聞︒挽歌にわかれ

あった万葉集の巻一︑二は勅撰であるとも言われる巻で皇

時に一年万葉集の講義があって聴講した︒巻一︑二の歌で

れたということである︒

によく︷詠まれたということである︒短歌はもとより長歌で

ただこ上で私の感ずるのはこれだけの歌が千百年も以前

顧みすれば月かたむきぬ

ひんかしの野にかぎろひの立つ見えて

近江の海夕浪千鳥ながなけば心もしぬに古へおもほゆ

このようなすぐれた歌がどうしてよまれたかということで

ある︒まして高市皇子の莞去をいたむ百四十九句の長歌な

である︒雑歌の場合は近江荒都をいたむ歌や︑吉野その他

日でも読まれるのであり︑そこに古典と言われる所以があ

これだけすぐれた作品であるから︑今日まで伝わり︑今

に別れて石見から下る歌があり︑挽歌では皇子皇女への挽

る︒た竺私は日本文学の歴史をたどる時︑これだけすぐれ

ど構成の雄大表現の洗練などまことに驚くべき作品である︒

歌︑妻の死の悲象の歌︑人麻呂の死への妻の悲承の歌もあ

た歌が千百年も前にかよれたわりに︑現在の文学がそれほ

への天皇や皇子の供奉の讃歌であり︑相聞には人麻呂が妻

しかし巻一︑二の中心をなしているのは柿本人麻呂の歌

もない︒

古い年代の歌は作者について種を問題があるのは言うまで

のはじめは仁徳天皇の磐姫皇后の御歌からはじまっている︒

てある︒雑歌のはじめは雄略天皇の御歌からはじまり相聞

もこれだけの規模の大きい︑表現のすぐれた歌がよくよま

の中での粋である︒

るほど多い︒またその解釈も古来多くなされている︒古典

麻呂のこのような歌に対する批評は古来言いつくされてい

｝
〈

ているが︑それぞれの分類時をぱ天皇の御代の順に排列し

万葉集は長い間読承つ堂けている︒旧制高校の三年生の

葉集のことであるから︑万葉集についてのべて見たい︒

古典を考えると言っても︑私のこの頃考えているのは万

ｊｊｊｊ１

1

る︒而も長歌と反歌よりなる規模の大きな作品である︒人

（5）

I

の中には物語・小説や戯曲もあり︑それらの文学ジャンル

という短歌が発生以来如何にして新しい発想を求め新しい

想は近代の新しい発想とも言える︒千百年の間に三十一音

という歌がある︒子の心理をよく表していてこのような発

父よと言ひて母を顧染ぬ

による発展と併せて見る必要がある︒同じ詩歌でも和歌か

素材と︑新しい言葉をとり入れて今日にまで至っているこ

ど進んでいないことを不思議におもう︒もとより古典文学

ら連歌が発展し︑更に俳諸となり近代詩となってゆくので

しかし短歌が現在にまで生きていることが一而では短歌

あるから︑和歌だけで文学の展開を見ることは出来ない︒

という古典が生きていることになるのである︒古典が現代

とはよくわかる︒それは進歩と言ってもよいであろうが︑

万葉集に於ける短歌だけをとりあげ︑各時代の短歌を比

に生きているのはその古典が単独に生きていることにも意

どれだけ進歩したかと言う点になると疑問も生ずる︒

べて見るとどうしてこれだけの歌が千百年前によまれたに

味はあるが︑その古典のもつ形態がそのまま生きて現代に

和歌だけを見ると万葉の長歌は衰えて短歌だけが長く生命

比べて︑その後に進んでいないかと思われる︒もとより短

継承されている方が一層意味が大きいとも言える︒古典の

︵特別会員東大名誉教授︶
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をもって今日に至っている︒

歌の歴史をたどってゆくと古今集から新古今集に至るまで

ることを一言記して見たのである︒

十分考えられてよいことである︒古典について今考えてい

歌がその形態のま皇で今日まで生きていることの重要さも

能となり歌舞伎として生きていることも重要であるが︑短

形態の広がりということも重要であり︑原始の歌垣が現代

にも歌風は変遷している︒

秋きいと目にはさやかに見えねども
風の音にぞおとろかれぬる︵古今集︶

春の夜の夢の浮橋とだえして

と

峯にわかる上横雲の空︵新古今集︶

と比べるとそれぞれの歌風の相違があり︑それぞれすぐれ
た歌になっている︒それは玉葉集にしても近世の良寛の歌
にしてもそれぞれ歌風に特色があり︑これを展開というこ
とが言える︒それは近代の短歌に於いても同様である︒た
父と母といづれがよきと子に問へぱ

とえば落合直文が子に︑

鯵

漢籍古典に学ぶ
八論語と老子Ｖ

えて︑人間が一生守るべき教えとして話した次の一章があ

子貢問ひて日く︑一言にして以て身を終ふるまでこれを

る︒

行ふくきものありやと︒子日く︑それ恕かおのれの欲せ

ざるところ︑人に施すことなかれと︒︵衛霊公︶

中国で古典といわれるものの多くは︑早くからわが国に

の反対に︑ｎ分の欲することは︑他人も欲するものと考え

とは︑具体的にその一例をあげて示したものであるが︑こ

である︒﹁おのれの欲せざるところ︑人に施すことなかれ﹂

﹁恕﹂とは︑おもいやりで︑おのれの心を他人に移すこと

形成に大きな貢献をして来たことは︑今ここに改めていう

﹁論語﹂はいうまでもなく孔子の言行録で︑二千年以上

本とするものと考えられる︒それは孔子の商弟の骨子が

いわれるが︑その﹁仁﹂の実現は︑この﹁恕﹂の一宇を基

孔子の教えは人間愛を基本とする﹁仁﹂の一宇にありと

て︑先ずそれを他人にかなえてやる︒論詔にいう︑﹁おの

の昔からのものであり︑﹁老子﹂は﹁論語﹂よりおくれる

﹁仁﹂の内容を説明して︑﹁夫子の道は忠恕の桑﹂︵里仁︶

れ立たんと欲して人を立たしめ︑おのれ達せんと欲して人

としても︑やはりほぼ同様の年代を経ている︒今日︑隣邦

といっていることでも理解できよう︒ところが︑曾子はな

までもないことであるが︑その漢籍古典をしぼって︑その

で批孔の声がやかましいとしても︑それは政治的なことで

代表的なものを挙げるとしたら︑それは﹁論語﹂と﹁老子﹂

あって長い年月から考えると︑一時的現象として消え去る

うか︒ここは大いに考えてみなければならないことである︒

ぜ﹁恕﹂の一宇を﹁忠恕﹂の二字に置きかえたものであろ

を達せしむ﹂︵推也︶というのがそれである︒

にちがいない︒恐らく﹁論語﹂や﹁老子﹂の古典は︑漢字

庸にいう﹁誠﹂であり︑人間の善なる本性である︒人に対

﹁忠﹂とは﹁おのれの本心を偽らぬまどころ﹁であり︑中

して暖い思いやりの心をさし伸くようとすることは︑人の

うが︑そうした古典が時と所を越えて普遍的永遠の生命を
その具体的ことばを通して考えてみたいと思う︒

持ち続けるというのはなぜであろうか︒このことについて︑

ふうし

の消滅しない限り︑人類の古典として読み続けられであろ

であるということにはだれしも異論のないところであろう︒

伝来し︑わが国の漢籍古典として親しまれわが国の文化の

正

不幸を見るに忍びないという側隠の心であるが︑その側隠

、 イ ノ

田

一字の訓﹁論語﹂の中に︑孔子が門人の子貢の質問に答

r ワ 、

鎌

となると︑真実のものということができない︒早い話が慈

益を求めるというような功利的打算の下心があってのこと

の心の発動が︑それによって名誉を求めるとか︑自己の利

為らず︑故に能く器の長と成る︒︵第六十七章︶

能く勇なり︒倹なり︑故に能く広し︒敢へて天下の先と

く倹・三に日く敢へて天下の先と為らず︒慈なり︑故に

﹁論語﹂ばかりでなく︑﹁大学﹂を見ても︑﹁中庸﹂でも

を持つがゆえにこそ︑不幸に沈む者︑塗炭の苦し承にあえ

故に能く勇なり﹂とは︑人間愛に目ざめた真実の慈愛の心

やはり孔子の﹁仁﹂と相違するものではない︒﹁慈なり︑

三宝の第一は﹁慈﹂すなわち慈愛である︒﹁老子﹂には孔

﹁孟子﹂でも︑﹁恕﹂を説き﹁忠恕﹂を説いている︒して

ぐ民衆を見捨てておくことができないという積極的救済の

子の説いた﹁仁﹂を否定したようなところもあるが︑よく

みると︑孔子が子貢に答えた﹁恕﹂の一宇︑またそれを言

大勇猛がおこる︑という意味である︒孔子が乱れに乱れた

の心︑清らかな人間愛の発動でなければ︑真実のおもいや

いかえた﹁忠恕﹂は︑儒教精神の根本であるということは

現実の世を救済せずにはおられなかったという済世の精神

善事業などについて考えて承ると理解できよう︒純粋な誠

疑いのないことである︒さて︑その﹁恕﹂が今日の社会に

とも相通ずるもので︑釈迦の説いた﹁慈悲﹂やキリストの

ないという立場に立つもので︑その根本精神においては︑

おいてどうであろうか︒個人の権利や特定集団の利益の象

説いた﹁愛﹂も同様なものであろう︒偉大なる哲人や宗教

読んでみると︑小さな愛情をもって﹁仁﹂とみるべきでは

を主張して︑他人や民衆の権利と利益を顧承ない行動があ

り︑すなわち﹁恕﹂が実現できないことになる︒そこに﹁恕︲｜

まりにも横行している現代ではなかろうか︒こうした世相

きであろう︒

家が同じ考えに立っているということを深く考えてみるべ

を﹁忠恕﹂と置きかえた意義があるように考えられる︒

において︑先ず孔子の説いた﹁恕﹂の精神を改めて考える

してゆとりがあるからこそ︑広く人を救うことができる﹂

ことである︒﹁倹なり︑故に能く広し﹂とは︑﹁冗費を節約

第二の﹁倹﹂とは︑いわゆる倹約であり冗費を節約する

に施すことなかれ﹂の精神である︒

たらどう思うであろうか﹂︒﹁おのれの欲せざるところ︑人

べきではなかろうか︒﹁こんなことをされたら︑自分だっ

三つの宝孔子が﹁恕﹂の一宇を人生訓として説いている

によって︑広く国民の生活を豊かにさせることができる﹂

という意味で︑一国の政治ならば︑﹁国費を節約すること

という意味になる︒このことは︑ひとり老子の思想ばかり

のに対し︑老子は﹁三宝﹂という︑三つの宝を人生訓とし
我に三宝あり︒持してこれを保つ︒一に日く慈・二に日

ている︒
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のどん底に陥ろうとしている︒かつては消費は美徳なりと

く一致することばはないが︑﹁温良恭倹譲﹂といわれ礼譲

上にたつということである︒﹁論語﹂の中には︑これと全

とは︑﹁それぞれのポストの長﹂という意で︑要するに人の

いって経済の高度生長の夢に酔ったこともあったが︑今日

を重んじた孔子が︑﹁人をかきわけても人の上に立て﹂な

先とならず︑故に器の長と成る﹂というのである︒器の長

は朝令暮改︑倹約は美徳といわれるようになった︒古人の

どと説く道理はない︒前にも述べた﹁おのれ立たんと欲し

でなく︑孔子も﹁用を節して人を愛す﹂︵学而︶と説いてい

ことばに︑﹁箸に入るは易く︑倹に入るは難し﹂といわれ

いい︑あるいは﹁君子は争ふところなし﹂︵八信︶とか︑

て人を立たしめ︑おのれ達せんと欲して人を達せしむ﹂と

る︒ここにも孔老の思想の一致がある︒今日わが国は不況

るが︑いったんぜいたくな生活を楽しむと倹約の生活にか

る孔子は︑人おのおのの地位において︑そのベストを尽く

﹁その位にあらざれぱその政を謀らず﹂︵泰伯︶と説いてい︑

えることはむずかしい︒今日の不況は世界的な趨勢ともい
われるが︑その原因の一つは︑個人個人がそれぞれの分を

にも︑﹁君子はその位に素して行ひ︑その外を願はず﹂と

し︑分外の事を考えるべきでないと教えるのである︒中庸

わきまえない過度のぜいたくに陥っているというところに
を傾ける必要があろう︒

あるのは全くこの考えにほかならない︒してみると︑ここ

あるのではなかろうか︒これまた古典の教えにすなおに耳
第三の﹁敢へて天下の先と為らず﹂ということは︑﹁桑

について考えさせられるものがある︒

にもまた孔老の教えに共通するものがあり︑処世のあり方

し﹂ということばがある︒﹁人間の憂いは学問に励むから

学問の否定﹁老子﹂の第二十章に︑﹁学を絶てば憂ひな

心を持つべきでない﹂ということで︑わが才能を他人とき
そって名声を求める俗心を誠めたものである︒老子は水を

ずから進んで世間の人の先頭に立って得意がるという功名

もって上善の徳をそなえたものとたたえているが︑それは

心が安らぐ﹂というのである︒﹁老子﹂の第十八章にも﹁知

慧出でて大偽あり﹂といって︑学問によってさかしらな知

多くなるものだ︒学問をやめてしまえば憂いがおこらず︑

識を身につけるがゆえにこそ大いなる偽りが行われるとい

おりながらも︑人のいやがる低い所低い所へと流れて︑お
のれの功をほころうとしない︑そこが水の徳の上善とすべ

うのである︒まさしく学問の否定である︒孔子は積極的に

水は宇宙の万物を潤い育てるという偉大なはたらきをして

るが︑この水の不争の徳を人に移せば﹁敢へて天下の先と

学問を奨励し︑徳性を修め︑文化を向上させて平和な社会

きところだ︑というのである︒いわゆる謙下不争の徳であ
ならず﹂ということになり︑それを守れば﹁敢へて天下の
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子は真向からこれに反対して︑学問道徳を否定した︒﹁聖

悪用すると非人間的︑非文化的となる︒そこに警戒すべき

間の生き方︑社会の平和を希求したものであるが︑これを

い︒いうまでもなく孔子の主張した学問・道徳も真実の人

なかったかも知れないか︑学問・文化の弊の起こり得る可

を絶ち智を棄つれば︑民利百倍す︒仁を絶ち義を棄つれば︑

ところがあったものであろう︒学問とは︑文化とは︑人間

を実現しようとする︒一︲学んで時にこれを習ふ︑またよろ

民孝慈にかへる︒巧を絶ち利を棄つれば︑盗賊あることな

社会の真実の幸福を志向するものでなければならない︒そ

ので︑真実の学問︑真実の文化を否定したものではあるま

し﹂︵第十九章︶といい︑あるいは︑﹁民︑利器多くして︑

能性が十分にあったものであろう︒そこを老子が憂えたも

国家ますますくらし﹂︵第五十七章︶といっているのがそれ

に生きる重大な発言であると思う︒

の意味で老子の叫んだ﹁学を去れば憂ひなし﹂とは︑今日

こばしからずや﹂に始まる﹁論語﹂は︑学問道徳の必要を

である︒それならなぜ老子はかくも学問道徳を否定し文化

強調すること枚挙にいとまがないほどである︒しかるに老

を否定するのであろうか︒

いずれも現代のわれわれに取って重大なものばかりである︒

三の章を取り出して︑その意味するところを考えて染たが︑

以上︑思いつくままに︑﹁論語﹂と﹁老子﹂の中から二︑

二千余年前の古代人のことばとは考えられず︑いまわれわ

例を原爆に取り︑過激派の爆破事件に取ってゑるがよい︒

うが︑一瞬にして罪なき幾十万の人間の生命を奪ったでは

原爆は近代科学の結晶ともいうべき画期的大発明ではあろ

れに向かって懇々と直言し︑喪失せんとする人間性の回復

を要望してやまないように思われてならない︒人間のあり

よう︒まさしく学問の生んだ大いなる罪悪であり︑文明の

方とは︑人間の社会とは︑人間の作る文化とは︑と一つ一

なかろうか︒どこに学問としての価値を認めることができ

すれば物の数でないというかも知れないが︑彼等が人目を

悲劇である︒また︑過激派の破破事件にしても︑原爆に比

つ重大な警告と示唆を与えるように思われてならない︒

いまわしいことが限りなく起こっている︒公害をおこして

得ないのである︒考えれば︑当世の社会にはこれに類する

を創造してゆくことこそ︑われわれに課された責務ではあ

し︑心のかが象として︑平和な社会を建設し︑新しい文化

る︒こうした古典を伝承するとともに︑それを謙虚に味読

古典はこのようにして長い年月を経過して来たものであ

忍んで爆弾を作り︑それを計画的に使用して社会を不安に

害毒を流している会社も︑法網をくぐる知能犯も︑どれも

るまいか︒︵九︑二四︶︵特別会員東教大名誉教授文博︶

陥れているのは︑これまた学問・知識の悪用といわざるを

学問・知識の悪用である︒老子の時代にはこのようなことは

︑Ｐ
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i
西洋古典管見
〉

１．；

〉

此の注文に応じて災えそうな人は︑私の知

準ずる人あたりで︑数頁で適度の平易さで

について相談があった︒大学教授又は之に

細韓部から西洋古典に就て書いて貰う人

余り厳格に分ける必要は段均と少くなった

であろう︒然し古典について︑東様西洋を

は文芸もの以外には読む機会が乏しかった

学生生活の長かった人は別として︑一般に

ことになるであろう︒我が国が朋治以後︑

のでは無かろうか︒荷も古典に関心を持ち

東洋の他国に比して︑急速に西洋文化を吸

る範囲で考えつかなかった︒そこで止むを

が︑ただ門外の大家に比して︑私は本会に

んで行く方が︑双方にとって興味を覚える

関係して長いから︑会員諸君即ち読者層に

収消化し得たことは︑其の前に東洋古典で

又は持たんとするならば︑気軽に両者に親

点に即して︑乏しいながら私の経験をなる

か︒自然科学︑政治︑法律︑経済︑文芸の

就いて知識と親近感とを持っている︒此の
べく具体的に記すならば︑或は多少の参考

諸分野に於て意外に早く西洋文化が実り︑

ける西洋古典の消化は未だ十分とは云えな

自然科学は別として︑人文科学の分野に於

時には行過ぎの現象さえ憂えられた︒然し

日本の古典︑中国の古典︑印度の古典

諒とされ度い︒

にならんかと思って︑敢て引受けたことを

鍛えられた下地があったからでは無かろう

した︒自ら願染て西洋古典通の自信は無い

少くないであろう︒之に反して西洋古典は︑

在ったから︑或る程度の親し味を持つ人が

野口明

I

得ず今回は私自らが︑随想的に記すことに

一西洋古典への関心

I

︵仏教関係︶については︑昔から我が国に

いであろう︒又之と反対に︑西洋に於ける

東洋文化への関心は︑徐為に高まりつつあゞ

い研究する傾向が今後徐々に進んで行く時

り︑双方の教養人が双方の古典を尊亜し合

代となりつつある︒私は読者各位に対し︑

若し東洋古典に多少でも興味を持つならば︑

ことを望みたい︒そのことは︑徒らに西洋

其の余力の一部を西洋古典にも向けられる

を恐れ又は嫌うこと無く︑又同時に東洋の

短所及び長所を知る利益もあると思う︒す

ることが大切と思うからである︒

べて教養人の教養は︑広く従って公正であ

二西洋古典の読方

西洋古典と云っても其の範朋は極めて広

いＯ

胤然科学は日進月歩であるから︑特殊の

もの以外は古典性は少いのは止むを得ない︒

て哲学にも大きな影群を残した︒例えばダ

ただ自然科学史の上で︑画期的な業績とし

ルウィンの﹁稚の起源﹂の如きは︑広い読

者を持つ古典である︒側然科学は分野が多

種多様であり︑夫々の分野には特別の古典

一般教養の人文科学には︑ギリシャ哲学

的名著もあろうが一般人には無縁である︒

（11）

ー
、
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−

数の中から選べばよい︒例えばプラトンの︑

多種ある︒それらは哲学専攻者には必要で

を始め︑哲学ものに最も古典らしい古典が

養力に応じて︑興味を覚え得るものを手に

味無き読書は全く無意味である︒自らの教

として古典に対する時には︑理解無き又興

として︑他に専門の仕事を持ちながら教養

ゥィンの自叙伝を︑共に岩波文庫本で読む

に︑文科生には此の本を︑理科生にはダル

すべき本である︒私は高等学校の校長の時

た︒私が西洋古典の味を覚えた最初の記念

ことを奨めた︒

あろうが︑一般人としてはその中の極く少

するに如かないと思う︒好きな古典を︑好

偏重の反省もあるが︑学校の教科書を主に︑

に終始したと云ってよい︒今考えると語学

二高の生徒時代は当時の風潮で語学勉強

等がよいであろう︒ギリシャものに触れて︑

有名な対話篇と称せらるるものの中の一つ

きな時間に︑静かに読むことは読書人とし
ての最高の楽みである︒然し同じ気持の人

庫は此の叢書を真似たように思う︶の中で︑

他はレクラム叢書︵独乙語︑日本の岩波文

と︑一緒に同じテキストを読み︑又は感想
を交換する読書会の如き方法は一層理解と

自分の語学力に応じて読んだ︒然しその語

思考を重ねた跡を辿ることは︑その思想に
ろう︒此の精神が︑結局は後世の自然科学

共鳴不共鳴は別としても感銘を受けるであ

めないから︑無理に奨めることはできない︒

興味を深くする︒然し此の方法は誰にも望

先哲が自然と人生とに就いて︑誠実精級な

の発達になり︑文芸全般に亘って精彩を放

った︒教科書は英語では︑プラトンの対話

篇の一つ︑独乙語では詩人ハイネの﹁ハル

学力が弱いので︑内容の理解は不十分であ
然しその選定も難しい故一応岩波文庫本か

ン﹂︑シラーの戯曲﹁ウィルヘルムテル﹂

ッ紀行﹂︑レッシングの劇詩﹁賢者ナータ

又西洋古典であっても︑すべて日本訳があ

文学作品にも古来名著は多く︑古典とし

ら選べばよいであろう︒要するに興味を持

等であった︒その中プラトンのものは︑自

つに到ったことを知るのは意味深いことで

て今なお読まれているものは少くない︒今

で短かく︑読了できるものから入るのが一

てることを第一条件として︑比較的に容易

るから︑その中の比較的判りよい訳がよい︒

それらを列挙することは不能であるから︑

ある︒

人各為好むところに従って読むほかは無い︒

過ぎて興味乏しく︑後述する如く四十数年

分に哲学の基礎知識が無かった為か難かし

若い時は理想に憧慢し或は一種の街気から︑

ものや大部のものは避ける方が賢明である︒

くれたテキストに︑フランクリンの自叙伝

の個人教授を受けた︒その時先生が選んで

私は中学の五年生の時︑受験準備に英語

深く味い得た︒私が生涯を通じて受けた最

見えるようで︑偉大な文芸作品の醍醐味を

ヰスの自然や登場人物が︑坊桃として眼に

風先生の講義も良かったが︑その舞台のス

三思出の西洋古典

番有効である︒

古典を読む上で注意すべきことは︑興味
と理解の問題である︒結局理解がある程度

大物を選んで理解できず或は誤解するよう

があった︒語学力にどれだけ効があったか

えた︒之に反してシラーの戯曲は︑登張竹

後私の家の読書会で読んで初めて興味を覚

なことになる︒私共も学生時代を追懐する

は判らないが︑内容からは深い感銘を受け

無くぱ興味も生じないから︑始めは難解の

と此の悔が多分にある︒今や一個の社会人
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も面白い講義であった︒私は高等学校の生
なる論文︵和訳︶を繰返し読んで︑古典か
した︒戦後お茶の水女子大学に移って東京

らの利益や慰安を多分に受けたような気が

あるように思えた︒私は全部ではないが主

文学ものを通じて︑文芸なるものが人生に

徒時代には︑哲学ものは十分に岨噸できず︑

占める意義と力とを灰かに感得することが

大学生数人を集めて︑月一回の読書会を自

住糸となったので︑私は仙台時代の生徒の
宅ですることにした︒約二十年間続けたそ

できたように思う︒

学生生活を離れてからは︑語学力も段を

︵ソクラテスの獄中談と服赤処刑の状況︶

衰え︑自分の道楽の美術もの以外は祇訳本

ローマの哲人皇帝マルクス・アウレリウス

の間に︑東西の古典を十余種読んだが︑西

ス︑イギリスものを之も少し位読んだ︒そ

の自省録の三種であった︒会員の中にはク

の承を相手にした︒誰しもした如くロシア

の時は感銘を受けたようであるが︑後日ま

リスチャンも在り︑ギリシャ哲学専攻の大

とロマ書︑プラトン対話篇の中のパイドン

で残る程でもなかった︒思想ものとしては︑

学教授も在ったので多大の恩恵を受けた︒

洋古典としては︑バイブル︵新約の福音書

昭和の初期に内務省の友人達のマルクス資

の大小説︑トルストイとかドストイエフス

本論の輪読会に誘われた︒一週一回︑和訳

バイブルは文章はやさしいが内容を理解す

キーのものを少し︑その他ドイツ︑フラン

本を二︑三十頁づつ読んだが︑少しく急ぎ

はその精級な理論の展開に舷惑され︑その

るには仲を骨が折れた︒ソクラテスの思想
結論には服し得なかったが︑ギリシャ哲学

過ぎて思想体系を十分に掴むことはできな
戦争の末期から私は長い官吏生活から教

の性格には感銘を受けた︒自省録は哲学と

かった︒

育界に転ずることになった︒役人時代とは

ついては本誌弘道の昭和四十三年十一月号

倫理との交渉に興味を覚えた︒此の二書に

読書次第緒言︵抜華︶西村茂樹

支那ニテ読書ノ方法ヲ人二示シシハ︑
宋ノ朱子読書法︑元ノ程畏斎ノ読書分
年日程︑明ノ王陽明ノ訓蒙教約ノ如キ
ハ其著名ナル者ニシテ︑本邦ノ儒家ニ
テモ岡田寒泉ノ幼学指要︑佐藤一斎ノ
幼学課業次第ノ如キ︑其方法順序ヲ示
シタル者亦多シ︒従前ノ学問ナラバ是
等ノ諸賢諸儒ノ法二逆フトキハ十分ナ
ル事ニテ︑別に方案ヲ立ツルヲ要セザ
ル事ナレドモ︑近年教育ノ法一変シ︑
︵第八○三号︶に自省録︑同四十四年八月

ルヘカラザル所以ナリ︒

旧来ノ学問ノミニテハ不足ノ憾アルヲ
免カレス︒是今日二当り︑東西ノ教ヲ
通観シ︑別二読書ノ方法順序ヲ定メザ

気持も変るし︑学校には図書館もあるし︑

恐れずに読糸得るようになった︒私が一番

霊魂不滅論﹂として読後感を発表した︒

号︵第八一○号︶に﹁ソクラテスの臨終と

読書の態度も自ら変って︑哲学的な書物も

には東洋の︑特に禅に通ずるものが大分に

親んだのは米国のエマーソンで︑その思想
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まず第一に︑古典は読象づらい︑という

という歌が載っています︒これは︑﹁狭井

へ 戸
曹
曹

ー
シ
−

占典と想像力

ことがあります︒だいたいが昔の本ですか

ｌ古典を考えるＩ

﹁古典﹂ということばを耳にして︑私の

ら︑ことばが古い︒こんにちの私たちが使

小出二郎

いつも思い浮かべるのは︑一度は読んでお

うことばとは︑まるっきり違ったことばが
使われていたり︑また︑たとえ今のことば

に読んでいない本や︑一再ならず読み始め
ては染たものの︑どうしても読翠通すこと

や用法が異っていることが多い︒それをい

と同じものが使われていたとしても︑意味

かなくてはならないと思いながら︑いまだ

ことです︒日本の本でいえば︑﹃古事記﹄

ができず︑読みさしのまま放ってある本の

ちいち調べながら読んでいくのは面倒で︑

それよりもさらに面倒なのは︑叙述のし

そのうちに根気がつきてしまうのです︒

きたりや発想の遠いです︒たとえば︑﹃古

や﹃万葉集﹄︑﹃源氏物語﹄︑外国の本なら

どがそれです︒自分ではむしろ本好きの口︑

事記﹄に

ば︑﹃イリアッド﹄や﹃聖書﹄︑﹃論語﹄な

とひそかに思っている私ですが︑こういう

らねびこ
さゐ
狭井河よ雲立ちわたり畝火奪山木の

本となると︑正直に言ってなかなか読み切
れない︒そして︑その読寒切れないことが

葉騒ぎぬ風吹かむとす

という始末︒なんとも歯切れの悪い話です

は木の葉がさやさやと鳴り騒いでいる︒風

河の方から雲が一面に湧き起こり︑畝火山

さや

気になって︑また未練がましく読魂始める

考えてみたいと思います︒

が︑どうしてこうなのか︑そのわけを少し

が吹こうとしているのだ﹂︵岩波・日本古

なかなか見事なできばえの叙景歌だと思う

典文学大系本の頭注による︶という内容の︑

のが︑今の私たちならば通普かと思います

ったらしいのです︒この歌の意味を説明し

が︑当時の人たちはどうもそうは思わなか

て︑﹃古事記﹄は次のように書いています︒

皇の腹違いの兄のタギシミミノミコトが︑

すなわち︑神武天皇が亡くなったとき︑天

皇后のイスヶョリヒメと結婚しようとして︑

うと謀った︒それを知ったイスヶョリヒメ

邪魔になった三人の皇子を亡きものにしよ

が︑皇子たちに危険のせまったことを知ら

のです︒

せようとしエ詠んだのが︑この歌だという

つまり︑一種の暗号文だというのですが︑

それでは︑せっかくの美しい叙景の歌が台

ことになります︒この﹁つまらない﹂﹁お

無しになる︒なんだ︑つまらない︑という

もしろくない﹂ということが︑私たちに古

れない昔の人間が書いた本を読むよりは︑

典を敬遠させる第二の原因です︒気心の知

たとえば遠藤周作や五木寛之といった︑今

っている人たちのもののほうが︑遥かに身

の私たちと同じ時代に生き︑同じ空気を吸

(141
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しかし︑古典をおもしろくなく思わせて

思うのは︑当然といえば当然です︒

近でおもしろいし︑理解や共感が持てると

ばのなかに求めようとします︒こういう経

な枝を刈りこむ﹁はさ承﹂を︑古人のこと

と思うのです︒そして︑心のなかのよけい

さみ﹂を入れなくては︑ちゃんと育たない︑

粥にたずねたところ︑親鴬は︑おまえもそ

はどうしたことだろうかと︑唯円が師の親

のに︑いっこうにそういう気にならないの

ものが︑おのずとふるいわけられてきます︒

さみ﹂としての働きのもっとも優れている

われる何よりの証拠だと答えたという話は

らこそであって︑それこそ阿弥陀さまに救

ユイ０エソ

いる︑もっと大きな原因は︑古典が私たち

は自分たちが煩悩をたっぷりもっているか

うか︑自分もおまえと同じなのだが︑これ

にそれを読むことを強いているような︑一

験を何代となく繰返しているうちに︑﹁は

種の威圧感ではないかと思います︒

古典ということばには︑﹁読むべき本﹂
というニュアンスがいつもつきまとってい

っぱり読む気になれないのは︑古典と縁の

まなくてはいけないと思うのだけれど︑さ

有名です︒この論法を借りれば︑古典を読

と感じるということは︑私たちのなかに︑

従って︑私たちが古典を﹁読むべき﹂だ

これが︑古典というものだともいえます︒

人は人たることを否定してはじめて本来の

て︑それが私たちをますます﹁読ゑたい本﹂

へと赴かせ︑それに反比例して︑私たちを

河よ﹂の歌が︑純粋な叙景歌ではなくて僻

さきほど例にあげた﹃古事記﹄の﹁狭井

と思う︑と言ったことに話を一灰しましょう︒

は︑何かを読染落としているのではないか

前の節で︑古典を始めから好むというの

れません︒

古典からいっそう遠ざけるのではないでし

人たり得るという逆説の認識が︑めばえは

ある何よりの証拠だ︑と言ってよいかもし

ょうか︒では︑なぜ私たちは︑古典を﹁読

じめていることを意味します︒しかし︑自
ます︒私たちが︑古典に強く惹かれながら

己否定は人間の本能に逆らうところがあり

むべき﹂だと感じるのでしょう︒

草木を間然のままに放慨しておけば︑枝

も︑一方ではそれと直面することから逃れ

や葉が難雑に繁り合い︑咲くべき花も咲か
ずじまい︑結ぶべき実もならずに終りかね

ようとする︑いわゆる二律背反的な態度を

ごく普通の人間ならば︑古典に対してこ

言いましたように︑﹁なんだ︑おもしろく

アソピパレソト

とるのは︑こういう事情からだと思われま

センテイ

性の能力は．：．：学問によって勢定する必要

のような複雑な感情を抱くのが当り前だと︑

これが読後感のすべてでばありません︒味

ない﹂という︑索漠たる感じです︒しかし︑

な感情を経験します︒その一部は︑前にも

職の歌であると知ったとき︑私たちは複雑

私は思います︒古典を始めから好むという

の人間は︑よくはわからなけれどおもしろ

気ないと思ら気持堕異側には︑﹁へえ︑昔

す︒

ません︒人間の場合も植物と同じで︑﹁天
がある﹂というのは︑イギリス流の実一証主

いう人間観は︑ベーコンをまつまでもなく︑

のは︑むしろ何かを読翠落としているから

義的な学問の父といわれるフランシス・ベ

昔から多くの人たちに心づかれてきたこと

ではないかという気がします︒一刻も早く

ーコンのことば︵﹃随筆集﹄︶ですが︑こう

でした︒人間のなかにある﹁ｎ然﹂は︑そ

阿弥陀さまのもとに行きたいと思うべきな

いことを考えたんだなと﹂いう好奇心が隠

のままにしておいたのではいけない︒﹁は
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んだかよくわからないけれど︑おもしろ

れていることに︑気がつきます︒この﹁な

ることはできないまでも理解し共感する力

生きる人たちの気持に︑まったく同じにな

分とは時間的にも空間的にも異った環境に

比率は非常に小さいのです︒さらに︑︒ヘン

害や宗教的な経典といった思想書の占める

ジナティヴ・ライティングズ︶です︒哲学

シックス﹂ではもっと甚だしく︑百五十冊

ギン文庫中の他のシリーズ﹁モダン・クラ

い﹂という感情が︑私たちを古典につなぎ

が少しずつ育っていくよすがとなっている︑

あまりの本のすべてが今世紀の小説家の作

とめる︑細いけれども確かな糸のように思

思います︒そして︑古典に何の抵抗もなく

ということに注意するだけにとどめたいと

このかすかな糸をたぐっていけば︑﹁狭

います︒

マルクスの﹃資本論﹄︑フロイトの﹃精神

品ばかりです︒ダーウィンの﹃進化論﹂や

てよいと思いますが︑こういう本は一冊も

分析入門﹂などは立派な現代の古典といっ

﹁よくわからないけれどおもしろい﹂と感
じることがなく︑従って昔の人たちの心持

すっと入っていける人は︑ひょっとすると︑

を推し計ることもなく素通りしてしまう人

景色に感動して︑その感動のこもった景色
をことばによって忠実に描き留めようとす

井河よ﹂の歌でも︑考えてみれば︑美しい

る作歌姿勢は︑たかだか数百年来のもので

なのではないかと思うのです︒

しい景色に何を感じたのだろうか︑歌を詠

す︒そして︑それでは︑当時の人たちは美

よほどおかしい︑ということに思い至りま

で歌を一詠んだと︑無批判に思いこむほうが

られているのか︑ということにちょっと触

古典というときどんな書物が具体的に考え

こみたいと思いますが︑一般にちかごろは︑

した︒識者のお叱りを受けないうちにひっ

なんだか話が怠けものの強弁じみてきま

めたときの一挿話です︒﹃古事記﹄や﹃万

ほどまえ︑日本古典文学大系を刊行しはじ

これで思いだすのは︑岩波書店が二十年

入っていません︒

あって︑千年以上も昔の人がそういう態度

むことは彼らにとって何を意味したのだろ

れておきたいと思います︒

めるイギリスの代表的な紙装版廉価本です

︒ヘンギン文庫といえば︑四千点以上を納

書や思想書を中心とする第二期のシリーズ

学大系だという意見をいう人が現われ︑史

期の内容を立案したところ︑これじゃ軟文

西鶴︑馬琴といった創作類を網羅した第一

葉集﹄︑﹃源氏物語﹄︑﹃平家物語﹄に芭蕉︑

うか︑という疑問に︑私たちは自然に導か
てみようとするだけの用意もできておりま

れて行きます︒私はいま︑この問いに答え

は︑そのなかに述べられている思想や信条

して一致しています︒こんにちでは︑古典

といえば創作を連想するところは︑期せず
ズがあります︒現在二百冊あまりの書物が

を学ぶための書物というよりは︑実在︑非

を追加刊行した︑ということですが︑古典

このシリーズの本として出版されています

実在を問わず︑そのなかに描かれている人

﹁・ヘンギン・クラシックス﹂というシリー

の疑問にはこれ以上立ち入りません︒ここ

が︑その大部分は︑叙事詩︑仔情詩︑演劇︑

が︑そのなかに東西にわたる古典を集めた

ではただ︑古典を読むということは︑この

物語︑小説といった︑いわゆる創作︵イマ

せんし︑また︑そういう探求を行なうのに

ような筋道によってそのなかに分け入って

ここが適当な場だとも思いませんの箕こ

行くとき︑私たちの想像力が開発され︑自
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びとの精神生活を追体験することによって︑

思われます︒︵英語青年綿集者︶

と考えられるようになったのではないかと

には︑日本人のこころが大切に包まれてお

古典としていまに生命を保っている文学

母はほとんど毎夜いろいろな話をしてくれ

学令にも達しない小さな女の子の耳に︑

なものと感じるわけでございます︒

った文学を読みまして︑あらためてたしか

すが︑日本人の変らぬこころは︑古典とな

活様式もことばまでもうつり変っておりま

ります︒うつり変る時代とともに︑その生

想像力を強め︑高めていくよすがとする本︑

占典文学について考える
八子ども文庫の片す象からＶ

只野かほｈ〃

ました︒﹁明日またね﹂と幾夜もかかって

ェスト的ではなく︑根気よく一章ずつ一節

聞いたことも覚えています︒決してダイジ

ずつ︑自分のことばで話してくれました︒

幼時に受けたその物語りに対する感銘は新

かしみの感じを忘れません︒

鮮で︑いまにいたってもなお︑あわれやお

いま私にこの母のまねは出来ません︒本

を読ゑたい盛りの年を戦争戦争とキナ臭い

くるめくぱかりきらびやかに出版される多

時代にすごしたこともありまが︑戦後︑め

くの新しい本にとりついていたからでもあ

柳田国男先生が集められた昔噺しの半分

ります︒

以上も幼時に聞かされていた人は幸わせだ

といわれておりますが︑私など︑その意味

r1P7、
、‐Lイノ
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曾
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先の戦争に従軍しておりましたのが幸か

ではとても幸わせだったわけでございます︒

ころもとなく始めてからそろそろ一年近く

の本の世界の楽しさを紹介しています︒こ

れた子どもたちやお母さんたちに︑子ども

られるような︑香り高い読みものとして︑

情が現代の子どもたちにすんなり受けとめ

子どもたちには読む能力もあり︑感じと

不幸かいわゆる﹁世間﹂から私が隔る結果

なりますが︑その間︑子どもたちがいい本

る子どもは幸わせと申せませんでしょうか︒

自分の国の古典文学をほこらかにに読め

にあってほしいと考えます︒

古典文学が本格的な形で子どもの本の世界

むかしの人びとの暮しや︑こまやかな感

る能力もあります︒

となりまして︑ついおとなになりそこねて
思いで見て来ました︒

を自分でえらぶ能力の高さをびっくりする
そして︑この文庫の片すみから︑私自身

けないでおります︒

こんな要因が重なりまして︑今私は自分

の文庫にほしいと何度も思いました︒

の幼かった日に接した古典文学の香りをこ

しまい︑子どもの世界からいまだに足がぬ

の小さな部屋の本棚を﹁なづな文庫﹂と名

た︒

より必ず大腿部を触診して見れば明確に判ります︒
症者を静かに仰臥させ大腿部の表︑裏︑内︑外を掌で触診すれば
酷く悪い所は癒着して硬直して居ます︒此の癒着を離して柔くすれ
ば良いのです︒股関節の外側の筋肉を柔くすれば肩岬骨は楽になり
ます︒大腿四頭筋の癒着を柔くすれば膝関節股関節も楽に屈伸が出
来ます︒特に股神経︑仙骨神経︑座骨神経は大腿部の筋肉が硬くな
って居れば筋肉に巻き込まれて神経機能を充分発揮出来ず肩凝り左
右の鎖骨動脈の弾力が減じて浮腫を生じたりします︒
鞭打症の例をあげますと五十歳位の婦人が七八年前追突され首の
懸垂に三ヶ月間と注射に二ヶ月間続けても治らないのを私の治療五
回で今に於いても異状無いとの事︒陶磁器会社の副社長が追突され
−ケ月後更に追突されてあらゆる治療しても快方に向かなかったが
私の治療一回で治し︑其の後五人紹介されましたが一回で治しまし

鞭打症は追突の直後に症状が現れるのと一ヶ月︑半年︑二三年後
に現れるものがあり︑半年も経過すると筋肉が自然と硬く成るので
筋肉労働する人も一回位の治療では簡単に治りません︒
要するに鞭打症の腕の神経痛も特に大腿部を重点的に治療する事
です︒耳顎︑顔面神経術も根本原因は足です︒種々書き度いのです

︵有田支会長老︶

が私の拙い筆では尽せませんのでこれで．ヘンをおきます︒
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づけて開放し︑団地に住み︑テレビに見な

｜鞭打症整体の私見
松尾秀一
私は松尾式整体術を創始しました︒昭和二十一年四月二十七日私
の誕生日の翌日計らずも自動車事故で右眼嵩︑上顎︑左鎖骨︑右膝関
節︑何れも骨折︒下熔下︑二十七針︒口中二十針︒左右手の指︑親指を

す︒

除き八本縫合︒上下歯︑全部脱落︒二週間は昏睡︒医師は駄目と申
して居たのが奇蹟的にも助かり其の後遺症を不自由な身で自己治療
に依り相当永い時間と回数を重ねて遂に健康体となりました︒此の
体験に依り私の整体術が合理的で誤の無い事の確信を得ました︒其
の後之を基本にして二十数年間微に入り細に至る研究を朝夕二回自
己治療で続けて居ます︒如何な治療でも自己治療の実感を徹底的に
知悉せねば成りません︒鞭打症は首丈の治療では仲を治りません︒
現在鞭打症に悩む人は全国で百万以上と推定され更に増加して居ま
自動車追突の剰那身体が後方に強く反り身と成り此の反り身の影
響で首︑胸︑大腿部の筋肉が伸び︑反対の後部は其のままでバラン
スが取れずに特に身体の基本である大腿部の筋肉︑神経︑血管が萎
縮して居るので大腿部の諸機官は上体即ち首や頭迄連らなって居る
所の神経︑血管筋肉等の機能が異状を来たすので鞭打症は首や肩等

￨

哲史

末︑逸見又三郎重氏という者が︑美濃国山県郡大桑村に移

川

や思想については︑弘道会の会員でも暖昧な知識しか持た

づきつつある︒まことにおめでたいが︑創立者の人となり

人長井長張の意向で松波庄五郎︵庄九郎とも︶の養子とし

長井斎藤は淡州守謹土岐家の執権であった︒長泰の孫・所

長井斎藤帯刀左衛門尉利長︑同越前守利藤の父子に仕えた︒

てその遺跡を相続せしめた︒これが戦国大名として有名な

左術門正秀が卒去して子どもはまだ幼小であったので︑主

斎藤山城入道道三である︒

ぬ人が多いようである︒それで︑一昨々年西村先生の漢詩

あとを承けて︑先生の小伝をつくり︑あわせて日本弘道会

ほつ

一五五六︶は︑小学館のジャンル・

○回西村先生の佳言を通じてその思想の紹介をこころ桑た

さいとうどうさん

斎藤道三︵一四九四

ジャポニヵには︑﹁山城国西ヶ岡の地侍松浪基宗の庶子︒
け

母は不明︒幼名峰丸﹂として紹介され︑そして︑京都の法

録﹄の記述には少し混乱があるようである︒事実︑松浪庄

この松浪庄五郎が右の松波庄五郎であるとすれば︑﹃往事

が︑やがて寺を出て還俗し︑松浪庄五郎と名のったとある︒

華宗の本山妙覚寺に入り︑日善に師事し︑法蓮房と改めた

を略記している︒それによると︑西村氏は清和源氏新羅三

録シタル者﹂で︑初めに﹁家系ノ大略卜祖考先考ノ履歴﹂

﹃往事録﹄は︑泊翁西村茂樹が﹁親ラ経歴セシ事実ヲ記

家系の大略

にそなえることにしたい︒

ならびに﹃弘道﹄誌の足跡をたどり︑いささか将来の発展

を一○回にわたり解釈し︑昨年より本年にかけて同じく一

住し︑その子頼隆が大桑氏を称した︒この大桑頼隆の曾

はしがき

古

泊翁西村茂樹先生が日本弘道会を創設されてから来年で

(
一
）

ちょうど一○○年になるという︒日本弘道会の機関誌﹃弘

伝

国池川郡西村に居住して︑初めて西村氏を称した︒そして

小

孫・太郎左術門長泰が︑足利義満のとき︑応永の末︑美濃

弓牙

道﹄も八○○号の大台は遠に超えて︑号一号九○○号に近

〆公寺

郎義光の後喬であると言い伝えられている︒北条氏執政の
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泊

五郎は還俗したのち︑山崎屋圧五郎と名をかえて灯油売り

九郎利政と改めた︒

がら美濃におもむき︑妙覚寺にいたころ親しかった常在寺

改名はこれでも終了せず︑斎藤新九郎利政はやがて頼芸を

斎藤新九郎利政とつぎつぎに姓名を改めたわけであるが︑

郎︑松浪新九郎利政︑西村勘九郎利政︑長井新九郎利政︑

すなわち︑一○年ほどのうちに松浪庄五郎︑山崎屋庄五

の日運を頼って︑油屋を開業した︒このころの美濃国では︑

国外に追放し︑土岐氏に代わって美濃一国の支配者となり︑

の行商人となり︑永正一七年︵一五二○︶ごろ︑行商をしな

がいに反目し︑政治が乱れ︑領民は困難の極に達していた︒

守護大名の土岐氏の家督争いが絶えまなく︑重臣たちがた

稲葉山を居城として斎藤山城入道道三と号した︒その後︑

芸にすすめて恩人の長井長弘を上意討ちにし︑その家督を

の守護大名に祭りあげた︒享保三年︵一五三○︶︑利政は頼

に近づき︑その信頼を得て兄の盛頼を討たせ︑頼芸を美濃

したが︑盛頼が利政を危険人物視したため︑盛頼の弟頼芸

六行芳にいたって︑初めて堀田家につかえ︑それより泊翁

内藤は蒲生の縁家であったからである︒そして元勝の子新

なった︒元留の子元勝は内藤兵部少輔政晴につかえた︒

なったが︑元治の子元留のとき蒲生家が亡んだので浪人と

衛大夫賢秀飛脚守氏郷につかえた︒これより蒲生家の臣と

ときに二歳︑乱を避けて江州日野に去り︑長じて蒲生兵

に従って弘治三年︑美濃鷺山で戦死した︒その子元治は︑

ル・ジャポニカの記述にしたがえば道三の兄弟にあたる︶は道三

たが︑﹃往事録﹄によれば︑正秀の子三郎兵衛正元︵ジャン

道三は切りとり強盗を習いとする典型的な戦国武将であっ

右のような一代の経歴によっても知られるように︑斎藤

もって敗死した︒

川付近で義竜と決戦をまじえたが︑衆寡敵せず享年六三を

たる次男孫四郎︑三男喜平次を殺害したので︑道三は長良

れに家督を相続させようとした︒そのため義竜は︑弟にあ

斎藤道三は長男の義竜を疎んじ︑三男喜平次を偏愛し︑こ

よしたつ

そこに庄五郎は目をつけ︑土岐家の執権長井長弘の家臣矢
野五郎左衛門に接近し︑油屋を廃業して矢野家につかえ︑

松浪新九郎利政と改名したという︒﹃往事録﹄に松波庄五
郎は庄九郎とも称したとあるのは︑このことを指すのであ
ろう︒してみると︑斎藤道三は松波庄五郎︵庄九郎とも︶
の養子ではなく︑庄五郎自身であるわけになる︒

ジャンル・ジャポニカの記述によれば︑矢野家につかえ
た松浪新九郎利政は︑やがて武芸の名人として矢野の主人
長井長弘に推挙され︑長弘は利政を重く用いて︑長井家臣
の西村家を胴がせ︑西村勘九郎利政と改名させた︒利政は︑

奪って長井新九郎利政と称し︑土岐家の執権となったが︑

よりよし

さらに長弘の紹介で︑守護大名の土岐盛頼につかえようと

ついで頼芸のすすめで守護代斎藤氏の家名を継ぎ︑斎藤新
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祖父芳高

にいたるまで堀田家の臣として五代が経過した︒
その五代というのは︑

新六行芳Ｉ芳光陰舗ｌ芳郁Ｉ茂樹
とつづくが︑泊翁の接触したのは天保八年︵一八三七︶に

で︑芳高は命ぜられて公用人となった︒同年七月︑正篤侯

主人備中守正篤侯は︑天保八年︑大阪城代に任ぜられたの

は西丸付老中に進んだので︑芳高も江戸に帰った︒侯は芳

じた︒これは異数の抜テキであったが︑一○月一四日詰所

高の功労を賞し︑肺を大寄合に進め︑側用人諸向取締を命

において発病し︑同二九日辰ノロの官舎に卒した︒

の書いた﹃壮翁君実録稿﹄︵祖父の法論を壮翁乾終という︶に

父の性行・事跡について知るところは少ない︒ただ父芳郁

父の残したとき泊翁はまだ一○歳の少年であってので︑祖

小寄合︑近習をつとめた︒同九年六月︑支藩佐野侯付とな

二月︑父芳高のあとを継いで禄一五○石を給せられ︑席は

月二二日︑江戸築地に生まれた︒天保八年︵一八三七︶一

泊翁の父芳郁は芳高の長男で享和三年︵一八○三︶一○

父芳郁

よれば︑芳高は堀田家につかえて忠実格勤︑大いに上下の

︵一八四八︶本藩において禄五○石を加えられ︑二○○石

り︑執政に任ぜられ︑大いに治績があがった︒嘉永元年

享年六八をもって残した祖父芳高からである︒しかし︑祖

戸元方奥年寄兼帯に任じ︑堀田正愛につかえては文政三年︑

信用を得た︒それで堀田正時につかえては文化八年︑小納

六○○○石の小藩であるから︑知友は彼の才能に不足して

国を料理する器を伽えていた︒しかし︑佐野藩は僅か一万

芳郁は壮年より才気英発︑時務を処するに長じ︑優に大

取りとなり︑同三年正月病残した︒享年四八であった︒

一五○石を食んだ︒そして房総備場出役を命ぜられ︑藩地

いる土地であるのを惜んだが︑芳郁には少しの不満の色が

のであったが︑文政八年正愛侯卒去後は側用人となり︑禄

勝手元締兼帯に任じた︒この職は一藩の金穀を主宰するも

の佐倉住となったが︑これは執政が芳高の君側に威望のあ

なく︑全力投球でその職を奉じた︒

られた︒このときは佐野藩に好臣がいて︑芳高の忠直を忌

保八年︑支藩の付宰を免じ︑本藩にかえって側用人を命ぜ

正敦侯が聞き︑本藩に乞うて支藩の家老とした︒越えて天

その師とした︒また︑田崎主水勝明︵佐野藩士︑越後流兼甲

が︑まず学校をおこし︑讃岐丸屯の儒者尾池晩斎を恥して

不良の臣を排除し︑その功によって乞われて執政となった

すなわち︑佐野藩執政となるにさきだち佐野藩に巣くう

しりぞ

の︑出されて外に任ぜられた由を支藩佐野藩の堀田摂津守

るのを忌み︑陽には登せ︑陰には剛けたものだという︒こ

欺︑言を他事に托して家老職を免じたのだという︒本藩の
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州流の兵学者︶をして一藩の兵制を定めしめ︑松山大吾・関

郁の理財の才の一端が知られるであろう︒

引いても︑なお三○○金の剰余を生じた︒これによって芳

宮川藩︵堀田豊前守︑高一万三○○○石︶は︑その家筋は佐

隆蔵の二人に命じて豆州韮山におもむき︑江川太郎左衛門

倉の宗家であるが︑その末家に堀田主税という禄三○○○

にかかっていよいよ窮迫の度を増した︒そこで救助を本家

に入門して西洋の砲術を学ばしめた︒浪人大塚同庵が洋砲

宮川藩に乞うたが︑宮川藩も財政に余裕がなく︑末家救助

に精しいのを聞き︑鴫して臣籍に加え︑新たに洋製の大砲

佐野藩は貧藩ではなかったが︑小藩のことゆえ︑後年国

のことを佐倉藩に乞うた︒佐倉藩ではそのことを芳郁に命

めていたが︑弘化三年二八四六︶の春︑その居邸が火災

用の窮乏に陥るのに備え︑下総佐倉領の畦田村の原野を宗

じたので︑芳郁はまず主税の鉄砲洲の邸地を売払い︑佐倉

石の旗本があった︒つねに借財が多く︑家計が難渋をきわ

藩より乞いうけ︑その地に数万本の楢梢を植えつけ︑また

を鋳造した︒そしてこれを佐野の領地において試放し︑み

江州の領地に柵と猪とを植えつけた︒また︑上総九十九里

を出し︑その釆地よりはいる収納の多少を量り︑大いに節

藩邸内の一部を貸してここに居住せしめ︑家臣両三人に暇

ずからもその術を学び︑これを点発してその巧拙を試ゑた︒

の海浜新堀村において漁網を買い︑鯛魚の利をおさめて将

の相場が下落したとき一○○枚を買い入れたところ︑以前

校を建築したが︑二○○余金の費用ですんだ︒その後大判

った大判金百枚を売払い︑多くの金を得た︒そこですぐ学

よう﹂と︒芳郁は執政の許可を得て佐倉城内に貯蔵してあ

しに成算がある︒一銭の藩財も費さずして︑これを成就し

ない﹂といった．芳郁ほいったｌ﹁費用のことならわた

を建て佐倉より交代して兵士を置くことにした︒︵評議員︶

総国木戸村七○○石の地を村替して︑その地に新たに陣屋

べきことをおもんぱかり︑執政と議して幕府に請求して下

がその地は皆他領で︑夫卒の徴発︑兵根の運送にも差支ゆ

二の要地で︑一日も附をおこたることはできない︒ところ

る九十九里浜で︑皆他領である︒芳郁は︑この地は国家第

岸︵両総の海岸︶黒船防禦の命を受けた︒この海岸はいわゆ

この宮川藩の一件よりさき︑弘化元年九月佐倉藩は東海

の才を示す一挙であった︒

べき見込象をたててこれを行わしめた︒これも芳郁の理財

倹につとめて一五年で借財を返済し︑その後は経済の立つ

来国用を補うことを謀った︒

天保の中ごろ︑本藩で藩政の大改革があった︒芳郁はそ
のとき︑江戸藩邸に学校を設立することを建言した︒執政

売ったときより一枚につき五両づつ安かつたので︑五○○

某が答えて︑﹁その議はよいが︑藩費多端でどうともでき

金の益を得た︒その内から学校建築の費用二○○余金を差

r
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Ｊ１鱈稔粋城⁝；一

育てられた藤原道長

されすけ

右大臣藤原実資がつけ続けた五十年間に当時の記録としては﹃御堂関白記﹄より︑

渡る日記を﹃小右記﹄という︒はるかに詳細であって︑当時の朝廷の種々
げき

﹃小右記﹄とは小野宮右大臣の称号からな行事の実際な記録が多く︑公的なものが

なかったという︒おまけに相手の倫子は二

倫子に渡された恋文を知って︑雅信は激

放上だ︒

﹁あんな何を考えてるか判らぬような五

怒した︒

雅信には二人の娘があった︒その娘の一

男坊なんぞに︑大事な娘を﹂

人を皇后にしたいと︑思っていた男だから︑

ところが︑この道長という政家向きに出

あたりまえだろ︒

といい︑浮名一つ流れていない︒

ｌ女に怨まれるようなことはしたくない

しい堅物として通っていたのである︒

来上っていた青年は︑当時の公家には珍ら

実頼の嫡流という名門の出だけに︑先例︑課がのっていて面白い︒

皆︑八夜がよいＶをして︑処食に女性を

されよ り

小と右を取ったもので︑実資は摂政小野宮多い︒しかし︑藤原道長に関しては︑目撃

作法に詳しく︑道長さえハバカルところが藤原道長は子宝に恵まれた︒

た︒

と主張して︑雅信をくどいて︑結婚させ

文を書くような男は︑見所があります﹂

﹁浮名一つ流さず︑せっせと倫子だけに

修子である︒

ばくし

が現出した︒雅信の女一房︑つまり倫子の母

とサジを投げていた男を拾い上げた女性

﹁あの男のことは判らぬ﹂

道長の父兼家さへ︑

作っていたころにである︒

あった人物である︒道長自身︑摂政兼家の御曹子という︑名
実資は博識︑凡帳面な性格で︑二十歳の門中の名門には違いないのだけれど︑五男
時から七十歳にいたる︑五十年にわたり︑であり︑当人も左京大夫に過ぎなかった︒
実に詳細な日記をつけた上︑まだ︑二十年しかし︑道長という男は生れつきの政治家

間︑長命して九十歳で喪している︒であったので︑二十歳過ぎるまで︑結婚し
ただ︑﹃小右記﹄の原本は現在しない︒なかったのである︒

すべて鎌倉時代以後の写本で︑欠けたとこ﹁人生わずか五十年﹂といわれていた前
ろもあるから︑ひょっとすると︑病死寸前の前の時代の人間だったから︑人人は皆︑
りんし

まで書き統けたであろう︒今伝わる内容を早婚である︒十八の親なんぞ︑ザラだ︒そ
まきのぶ

しらべた学者によると︑全体の三分の一程れが︑当時左大臣だった源雅信の娘の倫子

度である︑という︒全て漢文である︒にセッセの恋文だけかいて︑誰も州手にし
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道長は穆子の要求によく答えた︒

て︑管絃の音が響き︑歌声が満ち満ちた時︑

一献︑二献と盃が廻り︑祝膳がすえられ

しようし

倫子は結婚の翌年︑彰子を生む︒
道長が実資を呼んで言った︒

﹁今から和歌を詠もうと思うが︑是非︑

この彰子が道長に幸運をもたらしたので
ある︒後年一条帝の中宮になる︒道長は結

あなたに返歌をつくっていただきたい﹂

たか

婿すると正体を現し︑倫子と結婚後間もな

もりあきらめいし

突資はもちろん承知した︒すると︑

あき ら

く︑二人目の妻をもらう︒剛醍帝の子源高

前前から作っておいた歌では決してなく︑

﹁少少高慢にきこえるかもしれぬけれど︑

王である︒この明子女王も彰子同様幸運な

即興だからそのおつもりで﹂

明の娘で︑盛明親王の養子になった明子女
子を生んだ︒

とい堕詠んだのがあの歌であった︒
﹁これはすばらしい︒私の返歌など必要

そこで実資は︑

けんし

彰子は中宮になり︑後一条帝の母︑後朱
の中宮︒その妹の威子は後一条帝の中宮︒

といたしません︒それより︑ご同座のご一

私の長寿法鎗田寿

入会以来多年ご指導を頂いていなが

ら徒らに馬齢を重ねていましたところ

今回図らずも従兄の渡辺主事さんが本

会の山緒ある寿昌杯を遠路わざわざご

持参下さいまして唯ミ感激の外ありま

せん︒即刻先祖の霊前に献杯して家族

今庭前に広がる山狭の田には黄金の

とこの喜びを共に致しました︒

穂波を漂わせて祝福してくれています︒

こんな恵まれた地に在る私は特に養生

を参考して起床前床で手足の指先の屈

法とてはありませんが和波中将のそれ

伸と腹式呼吸二百回︑鼻に注水十回︑

腹八分︑酒はなかなか困難ながら晩酌

思えば私の名前が寿︑上寿なら百歳︒

は二合にしたいと努めています︒

やり

ると皿二で割るとｗとなります︒一応

鎗田の⑧︑父の喜肋三⑧郎⑥を合計す

この辺に人生のメドをおき後は努力次

えての折柄︑小中学校長町議の経歴を

第と思っています︒創立百年記念を控

活かして会員の拡張︑趣旨の普及なり

とお役に立ちたいと思います︒
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雀帝の母となった︒彰子の妹研子は三条帝
その妹嬉子も後冷泉帝の母になっている一

同で唯今の歌を恥和させていただいた方が

ひろし

方︑明子女王の娘寛子も小一条院の妃に入

した︒

だ﹂と賛成し︑一同声をそろえて数度吟詠

というと同座の公卿も︑﹁そうだ︑そう

よるしうございましょう﹂

︽卜 ○

れた︒最後の方は象んな道長の圧力であつ
﹃小右記﹂には道長の父兼家のこと︑道
長のことが詳しい︒

すると道長はひどく喜び︑実資は返歌を
道長は六十二歳で死んだ︒

つくらずに済んだ︑という︒

有名な︑

この世をぱわが世とぞ思ふもち月の

︵作家︶

た︒場所は法成寺阿弥陀堂である︒

万寿四︵一○二七︶年十二月四日であっ

かけたる事もなしと思へぱ
の歌がつくられた事情が﹃小右記﹄にあ
る︒

それによれば︑道長の土御門邸に実資も
まねかれて祝宴がもよおされた時︑

U

諸橋轍次博士著作集の刊行

一に寄せて

渡辺正男一
﹁沖細県民カク戦ヘリ︒県民二対シ後世特別ノゴ高配ヲ賜ランコ

トヲ﹂︒これは昭和二○年六月六日夜時の沖細海軍司令官だった次
兄大田実が米軍重囲の司令部壕から島田沖細県知事に代って海軍次
官に宛てた訣別電報の結びの句である︒目下私がこの辿志を推進中
の﹁沖純学徒への寄州図書﹂として祇怖博士の大漢和辞典昭巻を私
の教え子でもある大修飢書店の根本君が持参された︒感激の至りで
あるが諸橋轍次著作集について何かをと言われた︒先に文化勲章受
が汗顔の外はない︒

章と大漢和辞典の刊行記念の際︑本誌に禿筆をとったからであろう

それで思い出されるのが秋田の先覚平田︑佐藤両大人を祭る弥高
たことはなかったし︑また大漢和の完成や叙勲の際︑数ならぬ私に

神社に先生をご案内した折のこと︑この時程弥高の切実感に打たれ
まで知友からお目出とうと呼びかけられた喜びは未だに忘れられな
い︒先生は今日も本誌を飾る特別会員であられる上に会祖西村博士
と同志同学の冥合がある︒会祖が古今東西の哲学宗教を精究の結果︑
孔子の言行が万世の法度であり︑特に儒教の﹁誠﹂が天地の真理で
あって︑わが国の国民道徳の根本理念として最もわが国状に適する

﹀

ものとし︑会名弘道の出典が論語であり︑さらに大事業の言海︑古

辞類苑の企画︑等身の著書︑詩文に堪能︑東宮のご教育︑学校の教

育︑社会の教化︑そればかりか健康とは申しかねるお身体の摂養︑

の猫の料理等余りにも両先生はよく似通っておられるのである︒こ

わけても多年に亘る眼病︑塾荒しをした犬の料理と迷信打破のため

んなことどもから今回本書を世に送られることについて拙いながら

本書は実に︑父君嵐陰︑祖父括蕊先生等の令名高い﹁訓導様のお

祝意を表することのお許しを願いたいのである︒

家﹂としての諸橋家学の集大成なのである︒朱子が儒学の統整とそ

の目的の三綱正名︑経倫︑修養の集大成者であり︑古今を通じて第

﹁儒学の目的と宋儒の活動﹂は世界の駁高簸大の大瀧和辞典ととも

一人者たるが故に敢えて南宋川年間の史実から究明された学位論文

に不朽の名著であることは刑知のこと︒昭和四年この書の巻頭に書

吾人之進レ徳修レ業︑乃是異時邦家溌乱反正之所し繋非二独一身之栄

いて頂いたのが︑

古人之学所し貴二於存心一者︑蓋将三推し之以窮二天下之理毛

辱而己一也︒翌五年書いてやろうとて下さったご揮革の幅が︑

で︑ともに朱子文集中の名言であった︒いかに先生が朱子に私淑さ

一方中国人になりすまし中国奥地の旅行先で洗面の際日本人と見

れたかがうかがえ︑学問徳行の符合も宜なるかなと思ったのである︒

破られた先生︒神田会芳楼での金山塾︵週一回お宅での輪読会を私

の裏表何れにもご精通の先生のこと︒本書が専門家はもとより︑初

はこう呼ぶ︶の謝恩会によくお似合の中国服をお召しの先生︒中国

には願うてもない絶好の剛物であって︑必ずや津々たる興味をもつ

学の者にも︑中国になじみの薄い者にも︑四千年の中国文化の理解
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て近来にない共感を呼ぶことであろう︒

諸橋轍次著作全十巻の内容
︹第一巻︺儒学の目的と宋儒の活動︹第二巻︺経学研究序説︑詩経

研究︹第三巻︺経史論考他︹第四巻︺支那の家族制他︹第五巻︺
論語の講義他︹第六巻︺如是我聞孔子伝他︹第七巻︺論語人物考
他︹第八巻︺老子の講義他︹第九巻︺遊支雑筆︑十一一支物語他
︹第十巻︺随筆︵大修館書店発行︶

この中から抄出してまず﹁十二支物語﹂の羊の字義について羊
弓説文﹄によれば﹁羊は祥なり﹂と出ていて祥という文字の古体です︒

︹未︺年生れの先生に伺うと︑

ということを説いている︒﹂

・その道こそ︑人には見えず聞えないが︑無限の新しきをなすものである

先生は満九十二歳のご高令で著作読書等にご活躍で︑この壮者を

しのぐご健康の秘訣は一体何なのであろうか︒思うに多年の肺炎︑

る﹁多病息災﹂ともいうべきもので︑特に孔子の仁者︑荘子の至人

肋膜炎︑百日一咳︑脚気︑白内障等からえられた貴重な自己診断によ

いのちなが

の境地に到達されておられるからであろう︒この間の消息は左のこ

書からも伺いうるのである︒﹁論語の講義﹂潅也篇の﹁仁者は寿し﹂

おのずから長い寿命を保つのである︒﹂

のところでは︑﹁仁者は安心立命︑外物のために心を動揺させることなく︑

﹃とかく凡人︑凡夫というものは︑たとえ自分にさせる悪事を働いた経

おくむか
また﹁荘子物語﹂の応帝王篇の﹁将らず逆えず﹂のところでは︑

に︑過去が悔まれ︑あるいは行く末が取越し苦労のために案ぜられるも

験もなく︑格別心を傷ましむくき︑特殊のことがなくとも︑何とはなし

の字が象形文字で善という字の古い形は誰であり︑義という字もまた羊

羊は早い時代から犠牲に用いられ︑神聖なものとされていたのです︒羊

との関係が明らかに見えます︒一一のように羊はめでたく︑性質が善いも

示し下さるよう切にお祈りするものである︒︵本会主事︶

二十五歳はおろか眉寿万年の新記録をもって末長く垂範の実証をお

人の息災法によって︑元号昭和の実現の為に寿命の限界とされる百

お後に続けるのではないかと思うのである︒どうか先生には仁者至

到底私には及びもつかぬことながら寿昌においては努力次第で或は

朱子の再来とも思う先生の博学︑高徳︑仁寿の諸徳の円熟などは

せめてなりたいと常に考えておるのである︒﹄と︒

﹁将らず逆えず﹂という意味がほんとうにできるような境地にだけは︑

ういう生活をすることが出来るならば︑まことに仕合せだと思う︒⁝

は前もって心配するなというまことに立派な教えである︒もし我冷がこ

逆えず︒﹂と述べている︒これは過去のことは後悔するな︒将来のこと

のである︒⁝ところが荘子は﹁至人の心を用ふるや鏡の如し︒将らず︑

のですから︑大勢が一緒になって共同一致することができる︒群という
字が羊に従っているのもこのためです︒その点︑犬が孤立を性とし︑独
という文字の基礎になったのとは︑非常な違いです︒﹂．．．

章である︒次のように極めて平易

次に私が日頃講演中に引用して道徳の無用論を唱える者からも共
感をえているのが老子の講義第

に切実に説かれているからである︒
上士は道を聞いては︑勤めて之を行わんとし︑中士は道を聞いては︑

存するが若く亡きが若く︑下士は道を聞いては︑大いに之を笑う︒笑わ
ざれば︑以て道となすに足らず︒

﹁；・下級の人左に至ると︑道を聞く度に大いにこれを潮笑するのであ

る︒しかし︑下士から笑われないようなものであっては︑これを道とす

この章は老子の道が衆人の耳には遠いものであることを述べ︑しかも

るには足りないのである︒
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寿昌
杯

を

中田武男拠歳松江支会理蒋

稲村坦元配歳特別会員

花谷寛一沼歳〃

″

鎗田寿︑戚白葉支会評議員

千葉

穴沢健児沼歳東部支会評議員

″

､
、

耐

．島根

永井恒三郎帥歳松江支会理事

佐賀

松尾秀一配歳有田支会長老

埼玉

烏根

贈呈者︵敬称略︶

昭和五十年度寿昌記念杯

I

「

圭仁捧卜

L

中田武男

一戸

て来ました︒それが大変私の体を健康にし

してそれ以来永い間毎日背と腹と足にすえ

た様に思います︒今では背だけにすえてい

ます︒これが私の心身に刺戟を与えて健康

やっています︒団体の事務所に参って若い

私は今日でもある団体の事務を分担して

をつづけていると思います︒

とめて物事の結着をつけて後へ残らない様

別な健康法がある訳でもありませんが︑つ

を感ずる事であります︒年を重ねるにつれ

切であります︒

てそれに似合った仕事をして行くことが大

方に混って担当の事務をやるこれも生甲斐

これが人生をちじめる事になります︒老令
の事であり食事には注意して大食をしない
様にしています︒朝と昼一はパンと牛乳と野

しています︒夕食には少々の酒をのぶます

菜を食べて夕食には色右なものを摂る様に

中年の頃健康法としてお灸を教えられま

がそれが楽しゑであります︒

を護り怒らず悲しまず早寝早起悠を自適を

ず日本は固有の姿に復帰する事を信じ道義

戦後の悪書︑テレビ等に迎合阿映せず必

松尾秀一

くすぶっていると精神的に不快であります︒

にしています︒いつまでも心の中に何かが

病気もせず愉快に余生を送っています︒特

御礼申し上げます︒八十幾歳の今日大変な

今度寿昌杯を頂きまして身に余る光栄と

い

ワ竺

ワー

ヘーノ

〆ｒ︑

住中沼津市原町の幅百余メートル長サ十二

で事に当たれば必ず成ると確信︒私東京在

楽んで居ます︒亦大事を成すには無私無慾

スが取れて居れば病気は無いと素人判断を

管神経や礎が骨格と併行して柔軟でバラン

的に見て人体の骨格を囲練包含する筋肉血

石橋支会長先生から何か健康法を書けと

す︒

特別のものはありませんが生活の一部が

云われました︒

朝は只今は五時に起床朝顔や菊に水を呉

或は該当するかと思われます︒

れてやります︒朝顔か美しい花を見せて呉

て四頭筋硬直と共に癒着を柔軟にして硬さ
を除去すれば︑小児麻揮やスモン病も治し

れるのも朝の楽し詮です︒夕刻も同様やり

している︒私は四十余年の施術体験からし

ている︒小児流蝉治療の結果を実験された

キロ防潮防風保安林の松原を静岡県内務農
伐採すれば富士山麓の四町村の田園は太平

中村博士も現厚生政務次官︵元佐賀県会議

林鉄道省軍部伐採の行政措憧を決定した︒

田園が酒渇するので農民危急存亡のことを

ます︒

ますが生育中油虫や其他のため消毒も致し

洋より吹き上げる季節風で潮水が降り濃ぎ

理念で膝関節・股関節の屈伸運動を朝夕実

長︶山下徳夫氏も大変驚かれた︒私は此の

約十四年前から椎茸作りもしています︒

知り三浦義一氏と共に︑これの阻止運動に

毎年弐千本位宛自家山林から伐採して後に

生命を賭し憲兵等の威嚇に屈せず阻止に成

九時から朝六時迄︑熟睡食欲も旺盛なので

行︒八十三歳の現在︑腰も曲らず健康で夜

るので管理と採取です︒

植菌をし︑重労働の処は息子がやって呉れ

其の記念碑が松原に建立されて居ます︒

今回の寿昌記念として弘道の普及と世人の

功︒

健康確保のために一段と努力する覚悟であ

山の中は空気が良いので気委せの下苅り

とと思われます︒

せています︒これが健康に役立っているこ

に効果があるので︑種安の方法で食卓に載

ールの除去や動脈硬化︑癌の予防にも大い

れます︒椎茸は味が良く血液のコレステロ

これが丁度私の健康に叶ったものと思わ

います︒私の創始した松尾式整体術は骨折

る︒

穴沢健児

外にこれ以外二三無私無慾で当り成功して
の後遺症や捻挫を治すにヒントを得て研鐙
未だ日本には無い療法完成︒私東京在住中︑

元大阪赤十字病院研究部長其の後上京病院

去る六月一日︑寿昌杯を戴く光栄に浴し

経営と厚生省の医事審議委員中村学文医学
博士︵十数年前惜しくも死亡︶と親しくな

て︑お酒を汲み交わしました︒その栄は長

ました︒感謝に堪えません︒家族一同集っ

す︒

や枝打ちも健康に役立っていると想われま

り博士は私の治療を体験され日本に無い即

く忘れません︒弘道会の古い会員ですが何

効ある療術だ努力せよと激励された︒私が
せよと︑切に勧告されだが固辞して帰郷し

す︒

弘道会の長く栄えることをお祈り致しま

郷里に疎開の時︑自分の病院へ移転し治療

りましたので︑御誌の様な主張こそ大切で

く道義が忘れられ連帯感のない人が多くな

も致すことも出来ず恐縮しています︒とか
私は医術は識らないが︑病の原因は物理

︽に Ｏ
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庭の花木

ボケ

︵十二︶
︵木瓜︶

︑！五月に開花する系統です︒

接ぎ木︑根伏せなどの方法がありますが︑

ボケの繁殖には実生︑さし木︑株分け︑

⑨繁殖と苗づくり

ｏ↓︑イコ︵舞妓︶⁝⁝花色はやや黒紅色で

育種や盆栽には実生︑接ぎ木などが行なわ

︹寒咲き系統︺

すこぶる多花性︒別名を緋の衣とよばれる︒

れ︑庭木用としてはさし木や株分けでふや

します︒根伏せは地上部の生育がおそく︑

︒クモノミネ︵雲の峯︶：：：一名四季咲

︒カントウョウ︵寒東洋︶：⁝・花色は白

ますが︑春ざし苗は根頭がんしゅ病にかか

春ざしと九月下旬の秋ざしの二回に行われ

ラサ咲き︒開花と同時に新葉を開く︒

きサラサともよばれ︑花色は白と淡桃のサ

に淡朱の混り咲き︒きわめて多花性で︑ほ

渡
ボケはバラ科ボケ属の落葉低木で︑クサ

とんど刺がない︒

ｏヒノミハタ︵緋の御旗︶⁝⁝朱紅色︑

ないます︒

りやすいので︑寒地を除いては秋ざしを行

大輪で多花性︒ほとんど刺がない︒開花と

て︑枝葉や刺は基部から除き︑さし穂の基

選んで切りとり︑長さ一二

小さく︑枝は細く横に伏しやすく︑いわゆ

で紅白の花弁になるもの︑白花と紅花が別

一般に紅白の咲き分けであるが︑一つの花

Ｏトウョウニシキ︵東洋錦︶．：⁝花色は

を行ないます︒

さし穂はさし木のまえに二

細い部分は活着が悪いので切り捨てます︒

部をくさび型に削ります︒なお枝の先端の

一五ｍに切っ

は生育が旺盛で分岐性が強く︑花つきがよ

ともに花が出るので︑一名ハボヶともよば

二年生のよく充実した枝を

特な気骨がある中国産のボケであります︒

く花色に変化があり︑しかもその樹型に独

る枝が荒れやすいので盆栽としてはしばし

三時間水揚げ

ば栽培されますが︑庭木としてはあまり用

の間隔で︑さし穂の基部を深さ六ｍくらい

六ｍの上げ床を作ります︒さし方は六ｍ

さし木の場所はやや湿地がよく︑高さ五
︒ヒノッカサ︵緋の司︶⁝⁝花は濃朱紅

にさします︒さし終ったらたっぷり水を与

白花になるものなど非常に変化がある︒

○コウテンボヶ︵香食ボケ︶：⁝・白・桃

え︑二

色であるが︑刺があり枝が詞ふく性である︒

冬は床面に二

品種を開花期の関係で分類すると寒咲き

いるのが珍重されている︒

色のサラサ咲き︒枝がクネクネと雪曲して

三ｍの厚さにモミガラやワ

三週間はヨシズで日除けをします︒

ろからぽねぼつと咲き︑春に満開となる系

と春咲きとがあります︒寒咲きは秋十月ご

①系統・品種

いられません︒

為に一つの枝に咲くもの︑一つの枝が全部

クサポヶはシドミとよばれ︑花は鮮紅色で

れる︒

さし穂は一

産です︒主として庭木に栽培されているの

⑳さし木さし木の時期は︑三月上旬の

ボケ︑シロボケ︑ヒポケ︑カラボケ︑ヨド

根の太りの早い品種に行なわれます︒

糸が日本に自生し︑ほかの四種類は中国原

ボヶの五種類があり︑このうちクサポヶの

弘

︹春咲き系統︺

I

統で︑春咲きは秋には全く開花せず︑春三
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部

￨

た枝は九月に生育が停まりますが︑その間

油粕をうすくまいておきます︒春から伸び

春三月上旬に霜除けをとりはらい︑床面に

ラを敷き諺片屋根の霜除けを作ります︒翌

風は避けたほうがよいようです︒

寒害には比較的強いのですが︑乾燥した寒

したり︑花芽のつかないことがあります︒

かけて新梢の伸びる時期に乾燥すると落葉

はきわめて樹勢が劣り︑とくに四１六月に

らせるようにします︒またボケの庭木の特

長や充実が劣るので︑せん定をさらにおく

七月に降雨の少ないときは︑枝の伸

多くつけることですから︑全体の樹型と花

徴として︑幹が太く︑分れた枝条に変化を

六

くずれるので注意しなければなりません︒

時を追肥をしておきます︒

五

が︑これは傷ついた根元がこぶ状に膨張し︑

つきを考えてせん定すべきです︒

年生のものから五

病害としては先述の根頭がんしゅ病です

③病虫害の防ぎ方

樹勢が弱りやがて枯死するので︑雁病した

六本の株立ちで︑生育

旬の二回ですが︑春の移植は春ざしと同様
えつけます︒

の旺盛なものを選んで秋に所定の場所に柚

庭木に仕立てる場合は︑さし木後四

に︑傷ついた根部は根頭がんしゅ病にかか

移植の適期は︑春三月下旬と秋十一月中

りやすいので︑注意してていねいに取り扱

五○ｍに切りつめておき

ものは早めに抜きとり焼却します︒つぎに

株はなるべく枝条のひろがったものがよ
く︑これを四五

梨の葉と同じように赤星病が五

うことがたいせつです︒一般には十一月中
旬に枝根を切り込んで霜除けの下に仮植を

てきますが︑内側に向いた芽や根元から発

ます︒四

四芽は

四芽に花

中旬以前に行なうと花芽となるべき部分は

枝振りを作ればよいのです︒せん定を八月

︵筑波大学講師農林技術センター︶

トなどで駆除します︒

生しますので︑スミチオンやジメートェー

はテンマクヶムシやカミキリムシなどが発

六月に発

して︑細根を発生させてから春に定植をし

ルド液を散布して防除します︒害虫として″

生しますから︑萌芽時から一○日ごとにボ

五月ころになると新芽が発生し

ます︒

生した芽は摘桑とり︑幹の上部から出た外
三

芽を残しておき︑九

㈲株分けボケは根元から勢力の強い新

十二月の間に基部の

梢が多く出て数年後には大株になりますの

四芽を残して切り込ゑます︒

で︑十月中旬から十一月上旬にかけて株分

を分化し︑古枝と新梢の基部三

ボケは八月下旬から九月上旬の間に花芽
をつけますので︑残した基部の三

けが行なわれます︒地上部は長さ五○ｍぐ
にして切り分ければよいのです︒

③植えつけと手入れの要点

秋芽となって伸長し︑庭木としても樹型が

るので︑これを利用して前年と同じように

花が終るとこの部分から強い新梢が伸び

必ず開花するわけです︒

らいに切りつめて︑三本くらいの幹を一株

㈲根伏せ秋に掘り上げた根を二○翌別
後に切り︑これを伏せ込んで発芽させる方

ボケは乾燥地をきらい︑比較的湿度の高

法です︒

い壌土または砂壌土を好みます︒乾燥地で
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井上学麿選

気詰りの続く会議に倦み倦めば篭の鈴虫うちつけに鳴く

同石橋佐寿

雨降らぬま皇に日数は七十二百日早とこれを言ふなり

干雌に餓死はあらじと昔より言葉あれども困りものなり

きのと卯は近年になき高温に夏を過して稔る稲作

千葉県竹下せつ
去る六月飛騨の高山に旅して

伊勢を訪ねて

埼玉県相沢正直

豊産の栗の林に虫も多く売れぬ不良の撰別せはし

豊かなる米作りなる年なれか祭りの催し村々にあり

秋雨に水車廻れる池の辺を見つ坐しあれば︵黙し承つれば︶

魚の寄り来る︵民族村にて︶
︵明治村にて︶

人を避け露伴の庭に件みて﹁五重の塔﹂など思ひ起しい
車窓より白き慰霊碑に点祷す飛騨川くりを︑ハスで通れば

念願の伊勢に参りて喜びぬ共に詣でし妻も子供も

Ｈの本の国に生れし幸せを思ひをろがむ外宮内宮

、 J 上 ノ

同加藤巳之

長つゆにたわわに咲きし紫陽花を労りながら支木を立つ

君逝きてわれは悲しも今日限とはの別れとなるを思へぱ

同鷲宮葛人

雨を呼ぶ如くに蛙なきいでて上総千町田今つゆもよひ

つゆあけの夕の風呂に浸り居て田植疲れの命いとしむ
広からぬ庭の隅どに潜承咲きし夕顔の花灰かに白し

出棺の真際に着きし子供らが棺に紐りて号泣をする

秋著し休暇なくなり懸命に宿題をする吾子のいぢらし

川越市小名木狂辰

とこしへに伝へ残らぬ世にありし時に尽せし君が功は

剤を撒く

あすしれぬ命にたへて古稀の身を︵われ︶休耕田に除草

同宇津木一直
退廃と過激と飢餓と富む国も富まざる国も共に病ゑつつ

井上手麿

原稿の〆切間際友の来て口を尖らし駄弁弄する

精神の復興ありてこそまことなる国の興りと老の語れる

さ

老いの坂杖柱とも頼むべき吾子が病まへることのうれた

精神の復興なくぱまことなる富国はなしと老の語れる
純粋に生きむとすれば物知らぬ甘き男とそしる人あり

ro1、

１訓州槽﹁俳壇
篠塚しげる選

Ｉ

千葉県小山田竺月

＠月の磯歩めば汐のふくれ来る
の昂ぶりがよくわかる︒

評汐が満ちてくることをふくれくると詠んだので作者の心

川越市小名木狂辰

○夕鴫に明日の旅装を︵の︶整ふる

＠日傭として主家の田圃の水盗む
評日傭として一展われた男が雇い主の田圃の水を盗むという
のは悪い事ながらなんとなく微笑ましいことにも思われる︒

千葉県宮崎朝水
︑名月とならむ夕焼ひろごりぬ

同角田洋圃

評明月を期待する気持がひしノー︑と汲みとることができる︒

同宮崎秋峰子

○風呑んで空蹴上ぐるや鯉職
○雨外れし夕焼空や鴫猛る

○妻恋へぱ月光寂と地を照らす
○鴫高音霧立つ朝の空を割く

同鈴木きよ子

○風運ぶ犬の遠吠明け易し
○癒近し窓の葉桜か堂やく陽

同加藤刀水
○お地蔵︵地蔵堂︶の廟を借りて梅雨昼蝕︵飼︶

同石橋香峰

○寝たきりできき入る笛や夏祭り

○対岸に知る人声や︵なつかしき声︶月の路

同秋葉貞女

○月を待つ嬢捨の駅鳴る汽笛

やかに︶

同田村隆祁

○鴫鳴くやゆるやかに打つ古時計︵明治の時計ゆる

○天心に名月残し町眠る

同田村春風

○古城杜へ︵に︶爪先上り鴫の声
○神杉の落陣に燃え︵じて鴫鋭︵銃︶声

○葉ざくらに見えつ隠れつ朱の︵朱塗の大︶鳥居

同大宮章世

○時の日や莞鐘揺れつ︐Ｉ︑︵動き動き︶鳴る

同鵜野東川

○鴫の音に今日も日和の墓掃除

篠塚しげる

島根県原田志津子

○仕事終へ辿る家路を月照らす

○山寺の夕蝉の声降る如し

街住承の痩せ柿なれば鳥も来ず
小鳥すぐとび去り図鑑間に合はず
明治の世又も讃えて温め酒

（32）

ご寄付︵敬称略︶
一︑金弐千円也︵会祖法要︶神戸光子

一︑金壱万円也金ヶ江三郎雅綱

一︑金壱万円也武藤コマ

編集後記
天皇皇后両陛下は海外初のフォード大
統領の日本訪問に応えての二週間の米国
ご訪問を去る十月十三日果された︒ご無
事を祈り続けていただけに誠に欣快に堪
えない︒両国元首の相互訪問は実に有史
以来の歴史的の重大事であるのだが︑そ
れが余すところなく実証された︒米国上
下両院の歓迎共同決議︑フォード大統領
が上院の決議によってご訪米中を日米友
好期間と宣言︑お返し晩さん会の出席等
皆異例のことで﹁永遠の友人﹂としての
大いなる期待をもって至れり尽せりの歓
待をされた事どもがそれである︒陛下は
世界の元首中唯一人の学者でりそれにお
に︑ご訪欧の時の﹁天皇日和﹂と同様︑今

おらかな飾るところのないお人柄の上
回も亦好天に恵まれ﹁太陽をもって来ら
れた﹂と日系人は固より米国民を驚かさ
れて︑一段と親近感と尊敬の度を加えら
れている︒こうした奇跡とも言うべき一
大ドラマが演出されたのも皇祖﹁天照﹂

大御神のご神によるものではあるまい
か︒これを契機に︑両国︑東西両洋︑さ
らに全世界の平和繁栄の夜明と致したい
ものである︒明治・昭憲両陛下の殊の外
ご親任が厚く︑わが皇室の世界無比を賛

嘆された西村日本弘道会会祖の泉下での
お喜びもさこそと思うのである︒
◇この十月末から十一月初めにかけて恒
例の神田神保町の古本祭が催された︒終
日押すな押すなの盛況で割込むことはな
かノ︑容易でなかった︒辛うじて編子は
前大杉主事力作の﹁列聖の御学問﹂を掘
出した︒これにはわが西村会祖が当時学
者が真に光栄とするご誰書始にＭ回も明
治天皇にご進講申上げており︑また侍誰
として西洋の憲法︑政治︑法律等多方面
に亘ってご進講︑明治天皇の洋学の御学
識は西村会祖に依るところが多いと伝え
ている︒灯火親しむの折柄特に古典のご

新入会員芳名︵敬称略︶

愛読の程を︒︵渡︶

昭和四十八年十月以降
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内容見本送呈

べく本辞典を購入した︒

▼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

の瀧蓄と人生の体験とを融合して

四六判・上製定価一︑六○○円

稿を練り世に問う論語の名講義︒

四六判・上製定価一︑二○○円

ら碑文︑書体︑漢語形成におよぶ

に生れた博言の記︑李白の詩文か

紫綬褒章︑菊池寛賞︑朝日文化賞
に輝く﹃大漢和辞典﹄編纂の余暇

漢字漢語談義

四六判・上製定価一︑○○○円

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

中同語もかなり豊富に入
っていたのは予想外︒流
訂です︒

▼主婦・三十才
このように優れた文化遺
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

▼公務員・四十六才
長男大学合格の祝いを兼

︵読者の声から︶

備え下さい

辞典をこの機会にお
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全13巻
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