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興廃天意有り︑人智は豆よりも小なり︒
古来英雄漢︑毎に握血の臭を帯ぶ︒
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ものと信じて︑万葉の歌人が言葉の霊妙神秘の生命力を﹁言霊﹂と呼び︑

一

わが国を﹁言霊の幸う国﹂と称えているように︑天照大神の﹁天壌無窮﹂
の神勅の下︑わが国の限りない繁栄を夢染ていた︒
いん

一度︑口を開き筆を採るからには︑雅言美辞でありたいものである︒徳
いん︲

︑く

音といい︑福音というもその意に外ならないのである︒批評にしても︑ケ
ーベルは﹁言葉のもつ魔力と救と生命と慰籍とをもたらすところの活人者︑
鼓舞激励者であって︑断じて殺人者であってはならぬ﹂と強調している︒
わが国語国音の万国に優れていることについて︑本居宣長は﹁真に天地間
純粋正雅﹂の音と評し︑マック・バァーンは﹁流暢で音楽的で母韻に富む
伊太利語とともに双壁だ﹂と賛歎し︑山田孝雄博士は﹁世界にたぐい稀な
理性的の言語であるとともに世界に比稀な優美な国語だ﹂と断言している︒
これはわが国の山紫水明気候温和の風土から生れた﹁明き直き誠﹂の国民
感情がかくあらしめたものと思う︒今やわが国はロッキードの暗雲︑思想
的︑経済的︑国防的の外患︑内は国会への不信︑労働団体のスト︑企業等
の公害に国民が悩んでいる︒この際私達は本会百周年の記念に当り︑西村
会祖待望の﹃﹁経国の大業不朽の盛事﹂と世界的にうたわれる雄健︑荘重︑
高雅の大文章﹄をもって︑日本独特の和歌とともに遠い祖先が伝え来った
﹁幸う言霊﹂を実証顕現すべき機会に当面している︒否︑世界はそれを期

待しているのだ︒

山
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﹁広場でのつきあい方﹂

岩淵悦太郎

このごろ︑東京の地下鉄やバスの中にあまり耳なれない
﹁シルバーシート﹂というものが設けられている︒体の不

知ったら︑大抵の人はすぐ立ち上がって席をゆずるだろう︒

ない︒それが︑この世では普通のことのようである︒﹁シ

知り合いならゆずるけれども︑知り合いでなければゆずら

ルバーシール﹂が設けられたのもそのためであろうが︑し

かし︑よく考えて承れば︑他の人に席をゆずる気持が一般

にないところから︑﹁シルバーシート﹂が設けられたのだ

と考えると︑喜んでいいことかどうかわからなくなる︒特

に﹁シルバーシート﹂というようなものを設けなくてもす

むということの方が理想に近いだろう︒

理﹂としてあった︒実は︑私として言いたかったのは少し

ェストされて紹介されたが︑そこには﹁老人の屈折した心

こんなことをある雑誌に書いたら︑ある週刊誌にダイジ

私は︑満七十歳を過ぎたが︑﹁シルバーシート﹂の前で

自由な人や老人のための席というものである︒
は立っていないように気を付けている︒﹁シルバーシート﹂

別のところにある︒

私は︑コミュニケーションの場を﹁仲間うち﹂と﹁広場﹂

にすわっている若い人盈に︑席をゆずることを強要するよ

とに分けて考えている︒家族同士や友達︑職場の同僚など

うな気持がするからである︒しかし実際は︑そんなことは
私の取り越し苦労に過ぎないようである︒﹁シルバーシー

の人を相手にするような場合は﹁広場﹂である︒

﹁仲間うち﹂では︑あまり言葉を使わなくても自分の意

は﹁仲間うち﹂である︒これに対して︑未知の人や︑大勢

志が相手に通ずることが多い︒また方言でもいい︒むしろ

ト﹂が一体どういうものか知らなかったり︑自分のすわっ
かったり︑あるいは︑立っている他人のことなど全く無関

ているところが﹁シルバーシート﹂であることを意識しな
心であったりで︑気にするこちらの方がまちがっているよ

準語を使うべきである︒また︑専門語ではなく桑んなに通

場﹂では︑出来るだけ多く人に共通する言語︑いわゆる標

いし︑むしろ専門語を使った方がいい︒これに対して︑｜︲広

方言の方がよく通ずるだろう︒また︑専門語を使ってもい

しかし︑これでは﹁シルバーシート﹂を設けた意味は全

うだ︒

もし︑自分の前に︑知り合いの老人が立っていることを

くなくなる︒
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ずる一般語を使うことが必で要ある︒話し方も︑相手が理

え︑老人であっても︑からだの弱そうな人であっても︑席

とだから︑知り合いなら席をゆずっても︑他の人が︑たと

自分のものは大事にしても︑公共のものはあまり気に留

をゆずることを積極的に考えようとはしない︒

解しやすいように努力しなければならない︒

るコミュニケーションを中心として考えたのであるが︑わ

のものでもあるわけだが︑自分本位にふるまいがちである︒

めない︒公共のものは︑自分だけのものではなく︑他の人

私の﹁仲間うち﹂と﹁広場﹂という分け方は︑言葉によ
れわれのそのほかの行動も︑﹁仲間うち﹂と﹁広場﹂とに

には︑必ずと言ってよいほど︑煙草の吸いがらや紙くずが

に問題だと思うことは︑駐車した自動車の立ち去ったあと

駐車してはいけない道路に駐車するのも問題だが︑さら

分けて考えてみるとよくわかる︒

いでなければゆずろうとしないというのは︑私たちは︑

棄てられている︒道ばたに空きカンが投げられている︒

車内などで︑知り合いなら席をゆずる︑しかし︑知り合
﹁仲間うち﹂の行動には慣れているが︑﹁広場﹂の行動の仕

上野公園の花見のあとには大変なごみが残されるという︒

方を知らないと言ってよいだろう︒

公園などはゑんなが使うのだから︑自分が作ったごみは︑

﹁仲間うち﹂での行動の仕方は︑自然に覚えて行くが

LOノ

家族同士がどのように一緒に生活したらよいか︑友達や

の家まで持って帰る︒これが当然だと思うのだが︑実際は

自分で始末する︒公園内に始末する場所がなければ︑自分

知り合いとはどういうつきあいの仕方をしたらよいか︑と
いうようなことは自然に覚えて行く︒ことに︑日本人の場

﹁広場﹂での行動の仕方になると︑そうは行かない︒やは

あい方を知らないからと言える︒

が逆である︒これは︑﹁広場﹂の行動︑﹁広場﹂でのつき

ないという︑考え方︑行き方が当然だと思うのだが︑それ

たとい自分の所は散らかしても︑公共の場所は散らかさ

そうは行かないらしい︒

合︑自分本位であって︑他を認めようとはしない︒こうい
うと家族や友達や知り合いのことを考えているではないか
と反問されるかも知れないが︑これは︑あくまでも自分の
拡張に過ぎない︒他を認めるものではない︒

個人主義というのは︑自分のことを考えるが︑一方他の
に︑他の主張をも認めるものである︒他との対立︑他との

り︑家庭や学校で教えたり︑しつけたりしなければならな

存在をも考え︑認めることである︒自己を主張すると同時

ところが︑日本人の考え方は︑自分を中心として︑自分を

いもののようだ︒社会は自分だけのものではなく︑みんな

話し合い︑他との協力︑というものがなければならない︒

家族に広げ︑さらに友だち知り合いに広げて行くだけのこ

／ の ､

のものであるという自覚を植え付けその場合にどうすれば
よいかを教えなければならないと私は思う︒それは﹁広場﹂
でのコミュニケーションの場合と全く同じことである︒
﹁広場﹂では前にも述べた通り︑相手にわかる話し方を

するように努力しなければならない︒なるべく︑共通語
︵標準語︶を使う︒専門語ではなく一般語を使う︒そうい

うことで始めて﹁広場﹂のコミュニケーションが成り立つ

これからの敬語︵建喜

国語審議会

八昭和二七・四・一四Ｖ

建議
国語審議会は︑かねて敬語の用い方について審議してい
て︑別冊﹁これからの敬語﹂を議決いたしました︒ついて

ましたが︑昭和二十七年四月十四日第十四回総会におい
は国語改善の実をあげるため︑その趣旨が広く普及徹底す
るよう適当な処置をとられることを要望します︒
︹別冊︺

のである︒

車内の行動やその他日常生活でも︑私たちは﹁広場﹂で

の行動の仕方︑広場でのつきあい方を身につけるようにす

べきだろう︒﹁シル簿ハーシート﹂などを設けることよりも︑

︵特別会員前国語研究所長︶

うに努めることの方が大切であると思われる︒

Ｉ設けても有名無実だが︑わざわざ設けなくてもよいよ

まえがき

この小冊子は︑日常の言語生活における最も身近な問題

れる形をまとめたものである︒

を取り上げて︑これからはこうあるほうが望ましいと思わ

これからの敬語についての問題は︑もちろんこれに尽き

るものではない︒元来︑敬語の問題は単なることばの上だ

けの問題でなく︑実生活における作法と一体をなすもので

活に即した新しい作法の成長とともに︑平明・簡素な新しい

あるから︑これからの敬語は︑これからの新しい時代の生

基本の方針

敬語法として健全な発達をとげることを望むしだいである︒

これまでの敬語は︑旧時代に発達したままで︑必要以上

に煩雑な点があった︒これからの敬語は︑その行きすぎを

いましめ︑誤用を正し︑できるだけ平明・簡素にありたい
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ものである︒
一一

これまでの敬語は︑主として上下関係に立って発達して
きたが︑これからの敬語は︑各人の基本的人格を尊重する
相互尊敬の上に立たなければならない︒

あらためて﹁わたし﹂を使うように︑教育上︑注意する

３﹁ぼく﹂は男子学生の用語であるが︑社会人となれば︑

︾﹂しｅＣ

ロ相手をさすことば

４﹁じぶん﹂を﹁わたし﹂の意味に使うことは避けたい︒

１﹁あなた﹂を標準の形とする︒

﹁貴下﹂などを使っているのも︑これからは﹁あなた﹂

２手紙︵公私とも︶の用語として︑これまで﹁貴殿﹂

で通用するようにありたい︒

女性のことばでは︑必要以上に敬語または美称が多く使
われている︵たとえば﹁お﹂のつけすぎなど︶︒この点︑

４﹁くん︵君ごは男子学生の用語である︒それに準じて

﹁さん﹂を用いる︒

３﹁氏﹂は書きことば用で︑話しことば用には一般に

望ましい︒

●

将来は︑公用文の﹁殿﹂も﹁様﹂に統一されることが

に見られるが︑主として手紙のあて名に使う︒

２﹁さま︵様︶﹂は︑あらたまった場合の形︑また慣用語

１﹁さん﹂を標準の形とする︒

二敬称

うにしたい︒

﹁おまえ﹂も︑しだいに﹁わたし﹂﹁あなた﹂を使うよ

﹁わたし﹂﹁あなた﹂を使いたい︒したがって︑﹁おれ﹂

間がらだけの用語として︑一般には︑標準の形である

３﹁きみ﹂﹁ぼく﹂は︑いわゆる﹁きみ・ぼく﹂の親しい

女性の反省・自覚によって︑しだいに純化されることが望
ましい︒
四

奉仕の精神を取り違えて︑不当に高い尊敬語や︑不当に
低い謙そん語を使うことが特に商業方面などに多かった︒

そういうことによって︑しらずしらず自分の人格的尊厳を
見うしなうことがあるのははなはだいましむくきことであ
る︒この点において国民一般の自覚が望ましい︒

一人をさすことば
㈲自分をさすことば
１﹁わたし﹂を標準の形とする︒
２﹁わたくし﹂は︑あらたまった場合の用語とする︒

付記女性の発音では﹁あたくし﹂﹁あたし﹂という
形も認められるが︑原則としては︑男女を通じて
︒﹁わたし﹂﹁わたくし﹂を標準の形とする︒
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若い人に対して用いられることもあるが︑社会人として

付記議会用語の﹁某君﹂は特殊の慣用語である︒

の対話には︑原則として﹁さん﹂を用いる︒

ごらんにたる︵すべて﹁ごＩになる﹂の型︶

４自分の物事ではあるが︑相手の人に対する物事である

お手紙︵お返事・ご返事︶をさしあげましたが

たとえば︑

関係上︑それをつけることに慣用が固定している場合︒

お願いお礼ご遠慮ご報告いたします

５職場用語として︑たとえば﹁先生﹂﹁局長﹂﹁課長﹂
﹁社長﹂﹁専務﹂などに﹁さん﹂をつけて呼ぶには及ば

白省くほうがよい場合

︵お︶チョッキ︵お︶くっした︵お︶ビール

たとえば︑

﹁お﹂ひる

﹁お﹂米﹁お﹂菓子﹁お﹂茶わん

しては省いていえるもの︒たとえば

女性のことばとしては﹁お﹂がつくが︑男子のことばと

︒省けば省ける場合

ない︵男女を通じて︶︒

三﹁たち﹂と﹁ら﹂

１﹁たち﹂は︑たとえば﹁わたしたち﹂というふうに︑
現代語としては︑自分のほうにつけてよい︒

２﹁ら﹂は書きことばで︑たとえば﹁Ａ氏︒Ｂ氏．Ｃ氏
ら﹂というふうに︑だれにも使ってよい︒

四﹁お﹂﹁ご﹂の整理

日つけてよい場合
１相手の物事を表わす﹁お﹂﹁ご﹂で︑それを訳せば﹁あ

︵ご︶芳名︵ご︶令息︵ご︶父兄

お幅子は︑どれでしょうか︒

なたの﹂という意味になるような場合︒たとえば︑

調査になった﹂が正しい︒︶

︵ご︶調査された︵これは﹁調査された﹂または﹁ご

たものであって︑講演の﹁であります﹂や︑あらた

付記これは社会人としての一般的対話の基調を定め

これからの対話の基調は﹁です．ます﹂体としたい︒

五対話の基調

卒業になった﹂が正しい︒︶

︵ご︶卒業された︵これは﹁卒業された﹂または﹁ご

ご意見は︑いかがですか︒

２真 に 尊 敬 の 意 を 表 わ す 場 合 ︒ た と え ば ︑

先生のお話先生のご出席

おはようおかずおたまじゃくし

３慣 用 が 固 定 し て い る 場 合 ︒ た と え ば ︑

おいでに癒る︵すべて﹁おＩになる﹂の型︶

ごはんごらんごくろうさま
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まった場合の﹁ございます﹂など︑そのほか親愛体
としての﹁だ﹂調の使用を制限するものではない︒

六動作のことば
動詞の敬語法には︑およそ三つの型がある︒すなわち︑

︿舞坤埜殖︽﹂ざいます︒

︿挿蓉言︾話さい︒

いただきます︒

ごちそうさま︒

︿柚や五華睦涜卦すＱ

中庸を得たいものである︒たとえば﹁きた﹂でなく﹁こ

した﹂の式で通すのもまた少し行きすぎであろう︒その

ぎの感があった︒戦後︑反動的にすべて﹁言った﹂﹁何為

った﹂一おｌになった﹂の式であったのは少し行きす

３戦前︑父母・先生に対する敬語がすべて﹁おっしゃ

さまたげるものではない︒

付記このことは︑親愛体としての﹁だ﹂調の使用を

原則とすることが望ましい︒

２先生と生徒との対話にも︑相互に﹁です．ます﹂体を

︵お︶こしかけ︵お︶家事

︵お︶教室︵お︶チョーク︵お︶つくえ

点︑注意すべきであろう︒たとえば︑

のことばに︑﹁お﹂を使いすぎる傾向があるから︑その

１幼稚園から小・中・高校に至るまで︑一般に女の先生

九学校用語

書く一書かれる一お書きになる一︵酔轄きあそ︶

八あいさつ語

な形として認めてよい︒

とえば︑﹁大きいです﹂﹁小さいです﹂などは︑平明・簡素

これまで久しく問題となっていた形容詞の結び方Ｉた

七形容詞と﹁です﹂

あろう︒

らの平明・簡素な敬語としては︑おいおいにすたれる形で

第三の型は︑いわゆるあそばせことぱであって︑これか

いう必要はない︒

第三の﹁鐙ｌにな湯﹂の型を﹁鐙ｌになられる一と

かつ簡単でもあるので︑むしろ将来性があると認められる︒

ぎらわしい欠点はあるが︑すべての動詞に規則的につき︑

第一の﹁れる﹂﹁られる﹂の型は︑受け身の言い方とま

いってらっしやい︒

Ⅱ

受ける一受けられる一お受けになる一︵輝趨けあそ︶

Ⅱ

あいさつ語は︑慣用語句として︑きまった形のままでよ

Ljノ

趣

い︒たとえば︑

／ 房 、

謝

られた﹂﹁みえた﹂など︒

十新聞・ラジオの用語
新聞・ラジオの用語として︑いちばん問題になるのは︑
敬称のつけ方である︒
それについて︑

１一般に文章・用語がやさしくなり︑それにしたがって
敬称も﹁さん﹂が多く使われる傾向があるのは妥当である︒

り立っていた︒その具体的な用例は︑たとえば︑

八月︑当時の宮内当局と報道関係との間に基本的了解が成

りゆう

﹁玉体・聖体﹂は﹁おからだ﹂

﹁天顔・竜顔﹂は﹁お顔﹂
えい

しんきんい

﹁宝算・聖寿﹂は﹁お年．ご年齢﹂

拶え﹂

﹁叡慮・聖旨・哀襟・誌旨﹂は﹁おぽしめし・お考

２政治的記事における﹁氏﹂の用法も妥当であるが︑一

﹁おことば﹂となり︑ご自称の﹁朕﹂は﹁わたくし﹂とな

ったが︑これを今日の報道上の用例について見ても︑すで

などの類である︒その後︑国会開会式における﹁勅語﹂は

ほかの敬称・愛称を︑その時︑その場︑その人︑その事

に第六頃で述べた﹁れる・られ為﹂の型またば﹁おＩに

面社会的記事において﹁翁・女史・くん・ちゃん﹂その

ない︒

による文体上の必要に応じて用いることは認めざるを得

敬意を含むべきである︒

一般に︑社会人としての対話は︑相互に対等で︑しかも

十二むすび

からの敬語の目標を示している︒

なる﹂﹁ごＩになる﹂の型をとって︑平馴・簡素なこれ

３犯罪容疑者に関する報道でも︑刑が確定するまでは敬
称をつけるのが理想的であるが︑たとえば現行犯または
それに準ずるものなどで︑社会感情の許さないような場
合に︑適宜︑これを省略することがあるのもやむを得な

この点で︑たとえば︑公衆と公務員との間︑または各種

の職場における職員相互の間のことばづかいなども︑すべ

いと認められる○

４次のような場合には敬称をつけないでよい︒

て﹁です．ます﹂体を基調とした︑やさしい︑ていねいな

戦後︑窓口のことばや警察職員のことばづかいなどが︑

青山荘アパート︵責任者甲野乙雄︶
これまで︑皇室に関する敬語として︑特別にむずかしい

すでにこの線に沿って実践されているが︑これからも︑い

形でありたい︒

漢語が多く使われてきたが︑これからは︑普通のことばの

っそうその傾向が普遍化することが望ましい︒

十一皇室用語

範囲内で最上級の敬語を使うということに︑昭和二十二年
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国語の教育の振興について︵建議︶
八昭和四七・六・二八Ｖ

国語審議会

ｌ︲︲１１

国語審議会は︑昭和四十一年六月十三日︑文部大臣から
﹁国語施策の改善の具体策について﹂の諮問を受け︑国語

施策の問題点について審議してきたが︑この度﹁当用漢字
音訓表﹂及び﹁送りがなのつけ方﹂の改定について答申す

校教育︑社会教育︑家庭教育などを通じて︑適切な方策

が総合的に講ぜられなければならない︒

①国語は︑我灸にとって人間活動の中枢をなすもので

あり︑人間の自己形成と充実︑社会の成立と向上︑文

化の創造と進展に欠くことのできないものである︒

②国語は︑我糞が祖先から受け継ぎ︑更に子孫に伝え

ていく歴史的伝統的なものであり︑国民の思想・文化

の基盤をなすものである︒

③国語は︑教育の全体を貫く基本をなすものである︒

国語の教育に関し︑特に重要な役割を担うものは学校

二学校教育に関する事項
教育である︒

育が十分に行われるよう︑教育内容の充実︑教育方法

の他の教育活動全体の中で︑適切で効果的な国語の教

⑪学校教育にあっては︑国語科はもとより︑各教科そ

我為は︑この審議を通じて︑国語が平明で︑的確で︑美

の改善などを図る必要がある︒

る運びとなった︒

しく︑豊かであることを望み︑この際︑国民全体が国語に

ここに︑国民生活の各分野における国語の教育の振興に

る知識・能力を︑教員を志望するすべての者の基礎的

ある︒従って︑教員養成を行う大学では︑国語に関す

教育に携わるすべての教員に課せられた重要な任務で

②国語の教育は︑国語科担当の教員はもとより︑学校

対する意識を高め︑国語を大切にする精神を養うことが極

ついて︑その考えを次の通りまとめた︒当局及び各方面に

めて重要であると考えた︒

おいては︑この具体化について適切な方策や手だてを譜ぜ

教養として重視する必要がある︒

各能力に関する指導力が十分養われるよう格段の配慮

③特に国語科担当の職員の養成に当たっては︑国語の

られるよう希望する︒

国語の教育については︑次の基本的認識に基づき︑学

｜基本的事項
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する必要がある︒

⑧子供の言葉の習得と発達にとって家庭が果たす役割

いＯ

する国民の意識が高められるよう努めることが望まし

能力の均衡のとれた発達を考慮しつつ︑文字や文章を

は重要である︒従って︑家庭では︑言語環境を整え︑

④小学校・中学校・高等学校の国語科では︑国語の各
読象書きする力を一層充実するように努める必要があ

子供の発達段階に応じて︑言葉の使い方の指導が行わ

れるよう留意することが望ましい︒その際︑学校教育

ス︾Ｏ

⑤幼稚園・小学校・中学校・高等学校では︑幼児・児

にする︒

三外国人にはなるべく便宜をはかる︒ことにわが国の事情
に通じない人空には︑わが国の風習について理解を与え︑
できるだけ不安の念を除き︑快く過ごすことのできるよう

にながめたりしないＯ

一外国人に対しては︑偏狭な国家観念や民族意識にとらわ
れることなく︑常に公正の態度を持し︑尊大にかまえたり︑
卑屈に陥ったりしない︒
二外国人に対しては︑できるだけ︑その国の風俗や慣習を
尊重して行動する︒異なる風俗を笑ったり︑もの珍らしげ

第三十一章外国人に対する心得

日本弘道会編﹁新しい礼法﹂より

ける研究体制を強化する必要がある︒

国語の教育の充実を図るため︑各大学・研究機関にお

四研究体制に関する事項

る︒

や社会教育との関連をも十分考慮することが大切であ

言語活動が行われるよう配慮する必要がある︒

童・生徒を取り巻く学校内の言語環境を整え︑適正な

⑥大学では︑国語に関する教養を身につけ︑広く深い
思想・知識を文章に表現する能力などを養うよう指導
に留意する必要がある︒

三社会教育︑家庭教育などに関する事項
学校教育の外︑社会や家庭における環境が︑幼児・児
童・生徒の言語能力に及ぼす影響の極めて大きいことに
かんがみ︑これらの分野でも国語の教育について積極的
な役割を果たす必要がある︒

①社会教育においては︑国民の国語に対する意識を高
め︑国語を大切にする精神が養われるよう︑その機会
と場を拡充する必要がある︒

放送は︑国民の言語生活に対して大きなかかわりを持

②新聞・雑誌その他の出版物及びラジオ︑テレビ等の
っているので︑これらの分野では︑言葉の使い方につ

いて更に配慮すると共に︑その活動を通じて国語に対

(10)

このような子どもの行動は︑母親の物語を読み聞かせる

いを連発して︑母親を困らさせることもあるでしょう︒

行為の中の珠玉にふれた結果として生まれてくるものだろ

ていたのでした︒そして︑その声を聞きながら眠りにつく

うｌなどと思いながら︑やさしい母親の朗読の声を聞い

私たちおとなは︑子どもたちの生きる活力をはぐくむ責

子どもの寝顔を想像して︑私自身も心暖まる思いでした︒

人で杯を交わしはじめたとき︑近くのへやから︑本を読む

ある日の夕︑同僚のＡ氏宅に伺ったときのことです︒二

動は︑母親からの一方通行のようにみえますが︑実は母親

子のコミュニケーションがあります︒この読み聞かせの行

一つに︑りくつではなく︑自然の行為によって生まれる親

つ準側をしてやらなければならないものがあります︒その

任をもっています︒そのために︑子どものときから少しず

女性の声が聞こえてきました︒童話らしいなと思いなが

のです︒反応しているのです︒母親のところにフィードバ

のことば︑声によって︑子どもは母親の心にひたっている

｜Ｍ間口Ⅱ｜﹁以言以心﹂のこと

れくさそうに﹁女房が毎晩︑二人の子ども︵五歳と二歳︶

ック−しているのです︒

ら︑杯を運ぶ手を休めていました︒彼は︑にっと笑ってて
にせがまれて︑本を読み聞かせているのだよ︒そのうちに︑

﹁以心伝心﹂︵思うことが︑ことばによらないで︑互いの

る親子の心の交流が行われる必要を痛感するこのごろです︒

●

心から心に伝わる⁝⁝広辞苑︶の前に︑﹁以言以心﹂によ

上の子が下の子に読み聞かせてくれるだろうがね︒﹂という
母親の声は︑子どもの心に安らぎを与えます︒と同時に︑

のです︒

しその話を聞きたいとせがむことでしょう︒さらに︑子ど

学校教育の使命の一つに︑集団を通して個々人の素質を

口阿回Ｈｐ﹁みんなとひとり﹂の一﹂と

もは︑母親のつくった物語を聞かせてくれるよう求めてく

の一人は︑﹁友情集団﹂と呼び︑人の心を思いやることの

豊かに育てるということがあります︒これを︑私の友人

でしょう︒楽しい物語であればあるほど︑子どもは繰り返

物語の筋の展開に没入して︑心をゆり動かされてもいるの

ることもあります︒そして﹁なぜ／・どうして／・﹂という問
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できる垂ひとりひとりの友情をだいじにしていく必要を説
﹁いまの子は口先ばかりで︑実行する力が弱い﹂とよく

いています︒

要でしょう︒

よい聞き手は︑この沈黙の時間に︑多くのことばを自身

の内部に飛び交わし︑自身のおしゃべりをすることができ

る人でしょうか︒そして︑会話であれ︑話しあいであれ︑

沈黙の部分をたいせつにできることは︑相手の心を思い

言われますが︑どうでしょうか︒何を何のためにするかと

やることであり︑相手のことを思いやることは︑広くぷん

話し手と聞き手の間に︑さらにはさまれた沈黙の重みや価

事にぶつかっていきます︒特に︑自分の仲間といっしょに

なの心が考えられることなのでしょう︒友情というのは︑

いう目的・目標がしっかりつかめて︑それをどのようにや

実行するときの個々の目は︑いきいきとしているはずです︒

沈黙の部分がわかることから芽ばえてくるものだといえな

値を充分察知できる人でありたいと思うのです︒

一日の中で︑子どもたちが集まっておしゃべりをする︑

ったらよいかの方法がつかめれば︑すごい気力をもって仕

会話をする機会は数多くあります︒学習時間には︑話しあ

いでしょうか︒

ています︒

と﹁ひとり﹂を結ぶ﹁と﹂には︑いろいろな意味が含まれ

﹁ゑんなとひとり﹂と小題をかがげましたが︑﹁ゑんな﹂

いの学習活動が軸になって展開される場面がたいへん多く
あります︒

会話は︑話し手も聞き手も対等に相互に話し聞く場面で

﹃小さななりをした﹁と﹂ということばは︑新しい心の

す︒話しあいは︑仲間やグループの一員として︑対等に話

絵を限りなく生承だしてくれる︒Ｉ﹁と﹂で結ばれてい

って︑人間の心のゆたかさを開拓するのではないか﹄︒︵石

したり聞いたりする場面です︒どちらも自分が話し手にも

森延男﹁桐の花﹂より︶と述べられたことばを思い出しま

なり︑聞き手にもなるのは同じです︒しかし会話では︑相

あって考えを進めていくところに特色があります︒いずれ

した︒まさに︑小さななりをした﹁と１−で結ばれたことば

るからには︑なにかしら新しい心象がおのずから生まれて

にしても︑よい話し手Ｉ相手に正確に伝えられると同時

の意味は︑深く︑広いものがあります︒心して︑だいじに

くるようだ︒連想とか想像とかいうものが︑いっしょにな

に︑人がらのにじ染出た話ができ湯ｌであることほもち

考えていきたいものと思います︒︵神奈川県指導主事︶

た︑話しあいでは︑ある問題について︑共同で知恵を出し

ろんですが︑その前によい聞き手ｌ相手の話そうとする

互に責任をもって話を進行させていく特色があります︒ま

内容と感情を充分に知る一﹂とができ為ｌであることが必
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これは三年前の私の体験である︒私は中学三年生の担任であった︒

一つも出ずに電話を切るようになった︒礼をいうひまもない伝え

だけで︑とうとう︑﹁ありがとうございました︒﹂という礼のことば

私は妓後に︑﹁わかったね︒﹂と念を押した︒やはり﹁はあ﹂という

母親は﹁ことばのしつけ﹂の訓練士

斎藤喜

というよりは︑一年から担任して来た生徒たちを︑あと数日で卒業

り返し話したが︑﹁はい﹂とか﹁ああ﹂とか返事するの率であった︒

させようとしているときであったという方が︑この話の時期として
適切な表現である︒卒業直前ということで︑数日を社会見学に充て

なく︑呼んで面と向かって伝えたのであれば︑立ち去るところを呼

方ではなかった︒﹁礼をいうものだよ︒﹂とは言いそびれた︒電話で

大組承︑本人もおそらくその後を追うであろう︒文章もうまいし︑

この生徒はクラスでも最優秀の頭脳の持ち主であり︑父も兄も東

った︒

び止めて︑そう教えたかも知れないが︑電話なのでそれも出来なか

ていた︒そしてその最終として︑前進座の公演になる﹁高野長英﹂
を板橋区の区民会館に見にいくことになっていた︒ところがその前
々日になって︑集合時刻や場所に変更が生じた︒しかも翌日︑つま

明した日嶋それを伝えることが出来たが︑幾人かの生徒ｌ入学

に連絡してくれた先生に﹁ありがとうございました︒﹂の一言が︑彼

よくしゃべって友だちを笑わせている︒それなのに︑わざわざ自分

り観劇の前日は生徒を休糸にしていた︒大方の生徒には︑変更が判

の決まっていた高校の呼び出しなどがあった生徒ｌにはこれをす

なさそうだ︒頭はずいぶん進んでいても︑礼を言えないということ

んと礼を言っていた︒とすれば︑あながち私の指導だけの問題でも

と︑棒で頭をなぐられたような感がした︒しかし︑他の生徒はきち

この生徒に︑礼のことばの述べ方を指導していなかったのかと思う

の口から出なかった︒私はやや樗然とした︒三年間指導して来て︑

ぐに伝えることが出来なかった︒そこで︑担任が連絡することにな
り︑私も二︑三人それを受け持った︒

私は次友と電話していった︒そして最後にある男生徒となったｏ
この生徒は︑都立高校の今日では最もむずかしいとされる高校に︑

上位の成績で合格している生徒であった︒電話したら幸い本人がも
どっていて︑直接伝えることが出来たのであったが︑私が要点を繰
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門

は︑人間として欠けている︒このようなことは︑家庭や学校できち

したのはそれから間もなくである︒

半月前となって︑先生方一人一人に案内状が発せられた︒私が耳に

内状が︑﹁卒業祝強会を開催︑併せて謝恩会を催す﹂という意味の文

何人もいるというこであった︒そのわけを尋ねると︑印刷された案

先生方の中には︑今年の謝恩会に出席しないと息まいているのが

んとしつける必要がある︒今日︑こんな生徒が中学・高校で殖えて
そもそもこのようなことばのしつけは︑学校よりは家庭が主に当

いることはたしかである︒

たるべきで︑戦前でも︑学校で︑あいさつ︑お礼のことばなどをい

こを消しているものとがあったというのである︒会費徴収の方は︑

先生によってより分けたのでなく︑分担した委員が消し忘れたもの

面になっているほか︑人によっては会費徴収になっているもの︑そ

女に学問は不要という親の考えから︑学校に入れてもらえず︑した

であったそうだ︒先生方と保誰者の中に入って担任の先生は困った

ちいち教えはしなかった︒私などは母親に度をしつけられたことが

がって文字を知らなかった︒それでも︑こういことばのしつけは厳

いては︑﹁私たちも忙しくてそう一つ一つ吟味はしていられない︒﹂

らしく︑保護者に︑それとなく伝えたところ︑会費の消し忘れにつ

いまでもはっきり思い出される︒私の母は明治も前半の生まれで︑

のころから︑きちんと坐ってあいさつさせられた︒その場合︑台所

で来たかと思わないではいられなかった︒謝恩会の是非はともかく

校の先生方の怒るのも無理がないと感じられた︒自己中心もここま

私はこれを聞いて︑同じ教師としてというのではないが︑この学

とのことばであったとか︒

しかった︒たとえば︑家庭へのお客があった場合︑小学校四︑五年
に呼んで︑こういってあいさつしてくるものだと言われたもので︑

ようになった︒また︑夏休象などに親戚訪問をするようなことがあ

それが︑お客のあるたびなので︑やがては︑自分からあいさつする
れば︑必ず︑どんなことばであいさつするかを教えたものであった︒

が︑卒業を期しての︑学校と親が子どもへする最後の教育でもある︒

こういう親たちに育てられ︑こういう謝恩会を開いた親たちの子ど

として︑するならばきちんと︑礼を尽くしてなすべきもので︑それ

もが︑やがて親になったとき︑どんな謝恩会を開くであろうか︒感

田舎のこと故︑あいさつがきちんと出来るということは︑しっかり
なふうにしつける習慣が︑世間一般として出来上がっていたのかも

謝などは忘れて︑自分たちの成果を喜び合う会だけを開くのではあ

した子どもということでもあったためか︑自分の子どもたちをこん

でもこういうことをきちんとしつけないところが多くなりつつある︒

先生方の生徒を呼ぶその呼び方にも気になることがある︒．﹂

のではないかと︑ひとりがてんをしたのであった︒

るまいか︒こういう親だから．﹂に挙げたような子どもも出来る

しれない︒いまはそれがない︒一流大学出身の父母︑高学歴の家庭

一一

これは︑先日︑私が耳にしたことである︒また卒業期の話で恐縮
謝恩会を開催することがしきたりになっている︒それで今年もそれ

の例を持ち出すまでもなく︑先生方は︑生徒の家に電話しなければ

だが︑この学校は︑毎年︑卒業生の保護者たちが︑卒業生と合同で
を行うべく︑保護者の委員方で準備が進められて来た︒やがてその
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ならないことがよくある︒たとえば︑学校でけがをしたというよう
のあとどうしてほしいかなど︑いろいろと話さなければならないが︑

なとき︑父か母に出てもらって︑けがの状況︑応急処世の程度︑こ
そんなとき︑女の先生方は︑ことばのていねいな余りか︑﹁ぼっち

を加えて︑おもな内容とすることがのぞましい︒︶
ようにつとめる︒

中学校日常生活の基本的行動様式をわきまえ︑それが身につく

ぶ場合は︑普通姓を用い︑その家族と話すときは名に︑﹁君﹂﹁さん﹂

呼び方ではない︒親戚か知り合い同志の話し合いである︒生徒を呼

いが︑時と所︑つまり場に応じてとれるようにするというのである︒

上どれだけ重要であるかを理解させるとともに︑適切なことぱづか

﹁道徳﹂では︑ことばは基本的行動様式と考え︑それが社会生活

やふるまいができるようになること︒

①︵略︶
②礼儀の意義を理解し︑時と所に応じた適切なことぱづかい

づけがよい︒そこで私は︑年上でもあるので︑﹁坊っちゃん﹂﹁お嬢

ころが︑学校でしつけることはなかなか容易ではない︒学校という

基本的行動様式というのは︑簡単にいってしつけのことである︒と

ゃん﹂﹁お嬢さん﹂と呼ぶ︒これは毎日教育している子どもを呼ぶ

さん﹂と呼ばわりをする先生には注意を与えることにしている︒こ

場は︑いわゆる学校という場に限定されていて︑家庭生活で必要な

︑︑︑

れは︑ていねい︑いたわりなどの心の現われであろうが少々度が過
ぎていはしないか︒だから︑厳しいしつけが出来なくなる︒なお︑
先生のこの例は︑ここのテーマである道徳上の問題というよりは︑

ことは困難である︒こういうことは︑どうしても家庭に任せること

礼儀にかなうことがどれほど大事かを納得させるところに重点があ

徳の時間では︑ことばづかいが︑私たちの日常生活の上から考えて︑

中学校となれば︑しつけはいっそう困難である︒中学における道

となる︒いまは核家族だから︑祖母のしつけは皆無に近くなった︒

が多くなる︒家庭となればいきおい︑それに当る者は︑母親︑祖母

ｌ家庭への来客への患いきつなどｌことばづかい霞でしつける

四

教師のあり方︑態度の問題であるといえよう︒
小学校︑中学校には︑読者の象なさんもよく御承知のように︑﹁道

徳﹂というものがあって︑週一時間をこれに充てている︒ことばも
人間の行為であり︑人と人との関係に大きく作用するので︑道徳の
しているのにどうあるか︑次にざっと説明して︑参考に供したいと

対象となる︒それが﹁学習指導要領﹂といって︑教える内容を規定

の根底に︑尊敬の念がなければならないが︑尊敬の念さえあれば︑

る︒ことばづかいは一つの技術でもある︒あいさつや敬語などはそ

ねば身につかない︒身につかないでは︑﹁こに挙げた生徒のように︑

上手に使えるというものではない︒やはり︑場数をふんで訓練され

田心肉 ／ ｏ

儀作法を正しくする︒︵低学年においては︑日常生活における

母親はその訓練士なのである︒
︵特別会貝お茶の水女子大附中教諭・同大講師︶

すぐに適切なことばで口を出はしない︒その訓練の場は家庭にあり︑

小学校時と場に応じて︑服装・言語・動作などを適切にし︑礼
あいさつ︑服装などをすることを︑中学年においては︑時と場
に応じて礼儀作法を正しくすることを︑高学年においては︑さ
らに︑心のかよった礼儀作法のたいせつさを理解することなど
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力になったのは︑次の二者である︒

九頁︶

著者が努力したこと︒
大槻玄沢︵一七五七

オランダ語への関心を高めた第一等の書であるといわれて

槽梯﹂は︑オランダ語の入門書として広く読まれ︑世人の

の蘭学者として有名であるが︑とくにその著である﹁蘭学

一八二七︶といえば︑江戸時代末期

②著者の祖父︑大槻玄沢の教訓を身をもって実践しようと︑

うこと︵後述︶

最後まで面倒を見てくれたのは︑西村茂樹であった︑とい

きた日本語辞典である︒岩波書店から出された﹁広辞苑﹂

著者の述べるところによると︑この辞書が完成した原動

著者がいかにも苦心したかが伺われる︒

﹁ことばの海のおくがき﹂とされている︒これを読むと︑

それが︑この辞書の奥書として附せられている︒名づけて

の辞典編集の経緯や苦心について述懐した文章が書かれ︑

一

大槻文彦と西村茂樹
﹁言海﹂の編集をめぐって

﹁言海﹂編輯の経緯
八西村会祖の発想と大槻玄沢の誠語Ｖ

大槻文彦︵一八四七 一九二八︶といえば﹁言海﹂という

国語辞書の著者であることは︑年輩の人ならばたいてい心

清

①辞書編集の企画を立て︑そしてその大任を命じ︑さらに

得ていることである︒言海はそれほど広く長く使用されて

山

には﹁言海﹂について次のように説明している︒
げんかい︹言海︺国語辞書︒大槻文彦著︒文部省の命をう
け明治八年起稿︒同十九年成る︒標準的辞書として永く権威を維
整理︑刊行したのが﹁大言海﹂である︒︵﹁新辞苑六七八

持した︒爾後改訂増補に着手︑原稿ほぼ成って著者没し︑遺稿を

つまり大槻文彦が十二年間︵刊行は明治二十四年だから実
である︒

除は十七年間︶もかけて完成した近代日本最初の国語辞典
この辞典の初版は明治二十三年五月十五日に出されてい

【．、LOノ

片

いる︒この玄沢が︑生前の教訓としたことは︑﹁軽がるし

〆 可 ハ 、

−

るが︑それから約二年後の明治二十四年四月に著者が︑こ

〆

身をもって実行しようと努力し︑またその結果として︑こ

いうことであった︒このことを︑著者の父清崇より聞いて

たならば︑完成するまでやめないという心掛が大切だ﹂と

く仕事をはじめてはならない︒しかしひとたび仕事を始め

年二月二日本省報告課︵明治十三年に編輯局と改められ

さるに︑この年の末に本省より特に帰京を命ぜられて八

というを創立し校長を命ぜられて在勤せしおりなりけり︒

部省のおほせをうけたまわりて︑その地に宮城師範学校

明治七年︑おのれ仙台にありき︒さて︑その前年︑文

Ｉここにはじめて日本辞書編輯の命あり︒

の大事業をなしとげたのであった︒この﹁おくがき﹂の最

ぬ︶に転勤し︑

西村は︑明治六年十一月二十五日に文部省に出仕を命ぜ

茂樹君なりき︒

これぞ本書編蝿着手のはじめなりける︒時の課長は西村

は︑﹁およそ事業を︑象だりに興すことあるべからず︑思

先人︑嘗て文彦らに︑王父が誠語なりとて語られける

初に

いさざめて典すことあらば遂げずはやまじ︑の精神なか

書の統訳︑日本国史の細集︑百科全書の作成といったさま

られ︑同省の編書課長に任ぜられた︒︵五等︶この当時の編

ざまな仕事をしていた︒その一つとして﹁辞書編輯﹂とい

るべからず﹂と語れぬ︒おのれ不肖になあれど︑平生こ
と述べているが︑いよいよ着手した後︑編集上の難関や人

害課は︑単に学校の教科書の編集だけにとどまらず︑外国

生の危局に遭遇することが多かったが︑そのたびにこの誠

うことがあって︑その任を大槻文彦に当らしめることにな

の誠語を服贋す︒

めが︑この著者を励ましつづけた︒明治八年の起稿より明

ったわけである︒

物を完成すること︑⑥大学の教授をも邦語にてなし得る

備すること︑⑤学術語類即ちエンサイクロ︒ヘジャの如き

ち従来一種の年代記︑軍記の如きを書き改むること︑④
字引︑即ち辞書の作成︑従前の節用風なる粗略の物を完

の一定︑②学術上の言葉と外国の地名︑③日本歴史︑即

①教科書の文法と言葉︑言い換うれば文章と仮名造と

たが︑その席上で西村は︑次のような祝辞を述べている︒

明治二十四年﹁言海﹂が刊行されて︑その祝宴が開かれ

治二十四年までの﹁十七年の星霜﹂を頑張り通した力は︑

祖父の教えであったということは︑この奥書のいたる所に

︐とい﹄えｒ争う︒

現われている︒祖父も偉かったが︑孫もまた偉かったのだ

八偉大な事業完成の一表に潜む人間愛Ｖ

大槻文彦と西村茂樹との信頼関係
さてこの﹁言海﹂をめぐって︑著者と西村会祖とは︑ど
のような関係にあったのかを考えて承よう︒
大槻の﹁言海﹂奥書には︑次のように記されている︒

１入

ワー

︑０ノ

／︲︑

イクロ︒ヘジャは﹁古事類苑﹂と名づけ現に之が編成を急

及び外国の地名・人名の一定の如きは議論百出して遂に

以て︑愈為之に着手し︑①②の案たる︑文学言語の一定

先ず長官にはかりたるに何れをも採用する所となりしを

れり︒すなわち余は悉く之を完了せんとの抱負を以て︑

よう適当の書を作成すること︑以上の如き編墓事業横わ

この仕事を十年以上にわたって大槻をこの仕事に没頭せし

事ではなかったかも知れなかったが︑官庁の仕事として︑

つと辞書の編纂に取り組むことは大槻にとっては容易な仕

られるような状態ではなかった︒その中で︑ひとりこつこ

も止むことのない有様︑したがって仕事の方も長く続け

げしい時代であった︒官庁の部局も変れば︑人事の交替

この時代は︑いわゆる朝令暮改といわれる程の変転のは

らない︒十年以上もかかっているのに一言の文句も言わず︑

めたのは︑実は西村茂樹の多大な庇護があったからに他な

決せざりしも︑③の歴史は一部の編成を見︑⑤のエンサ

らず︒唯だ④の字引即ち﹁国語辞典﹂は幸にして成就せ

を強く認めていたことと︑今一つは西村が大槻に絶大な信

督促もしなかったということは︑西村はこの仕事の重大さ

ぎつつあり︒而して⑥の大学に要する著書は固より成
１１り︒されど是等の完成は︑其之を担当せし大槻博士の勤

頼を寄せていたことによるものである︒大槻もまたこのこ

勉と代々長官の採納及び之が持久継続の賜にして︑余の

とを知悉し︑この仕事に揮身の力を振ったのであろう︒こ

げにや︑そのか桑の官街のありさまは︑候忽に変遷す

れについて大槻は次のように述べている︒

ず︹傍線ｌ筆者︺

三八一頁︶

ｌ如きは僅かに其事を発議し︑暗に之を保護したるに過ぎ
︵﹁泊翁西村茂樹伝﹂上巻︑三八○

は︑希有なる事にて︑おのれがこの業を︑都下熱開︵と

る事ありて︑局も人も事業も︑十年の久しきに継続せし

これによると︑﹁言海﹂の編集を発議し︑さらに大槻文彦

の十七年にわたる大事業の努力研讃を助けこれを保護した

らむがごとき思ひありき︒そも︑この業の成れるは︑

う︶のあいだにありて︑十年の間︑火災に焼けのこりた

のは︑実は西村泊翁であった︒ということである︒

そのことは︑若者である大槻自身が︑前掲の奥書の中で
も明らかに認めている次のように述べている︒

１
１が心をよせひとつに成りつるなりけりｃ西村君を実にこ

おのれが強情などいはむはおふけなし︑ひとへに︑局長

の辞書成功の保護者冒耳ｏ唇とは言はましｃ

︵奥書第二頁︶

かにと間われし事もなく︑うながされしもなし︒その意

ぜられてより︑ひさしき歳月にわたれるに︑さらに︑い

しかし局長という重責にある西村は︑十年以上も成果も

そも局長西村君を︑そのはじめ︑この業をおのれに命

１１１
中推しはかりかねて︑つねにはづかしぐ思へりき︒
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出ない仕事に大槻をして当らしめるためには︑言うに言わ
れない苦労があったものと察せざるを得ない︒明治十六年

西村茂樹局長の﹁言海﹂完成の祝辞

われる︒

さてこの﹁言海﹂の草稿は︑明治十七年末に一応完成さ

八辞書作成は日本文明化の基礎Ｖ

れたが︑その序文は西村編輯局長によって書かれている︒

井上勤︵阿波の人︶が新しく編輯局に入ってきて最初に西
村局長に会った時︑局内の人物についての話が出たようで

巻頭の﹁言海序﹂の最後に﹁明治十八年四月︑文部省編輯

㈲文明というものは︑単純なものから複雑なものへ︑粗

ことが述べられている︒︵原文は漢文体︶

局長正五位勲三等西村茂樹識﹂と書かれ︑概略次のような

あるが︑その時西村局長は︑大槻について︑次のような要
この局に一人の奇人がいる︒その名は大槻なにがしと

旨の人物批評をしている︒

言う人であるが︑いわゆる雑学をしている︒しかし日本

じまって政治や法律なども︑そうして発展してきたもので

雑ものから精密なものへと赴くことであって︑衣食からは

の語学についてはよく勉強しているようである︒かねて
から一大事業をするように任せてあるが︑今ではもう十

激し︑またその﹁強情おとこ﹂の月旦はおのれが立てつ

おのれ︑この話を間きて︑局長の意中もさては︑と感

言葉が多くなると︑言語を主とする国は﹁辞書﹂を作り︑

は前者を用いることとなった︒そして生活が複雑になり︑

る︒言語を主とする国は後者の文字を︑文字は主とする国

つは意味をもつ文字︑他は意味をもたない文字の二つであ

白そこで文字には二種類のものが生じることなった︒一

になった︒

もっていなかった︒世の発達につれて文字が現われるよう

口人類の生活には︑最初に言語があったが︑まだ文字を

あるが﹁辞書﹂についても同じことが考えられる︒

年近くにもなる︒しかしそれでもあきることなく努力を
つづけている︒まあ強情といえば強情な人といえるだろ
ゑノＯ

これを聞いた井上勤は後にこの話を大槻に話したのであ
るが︑大槻は﹁さてこそ自分を真に知る人である﹂と感激

るすじを洞見せられたりけり︒﹁人の己を知らざるを憂

したようである︒

へず﹂の格言もこれなりなど思ひて︑うれしといふもあ

文字を主とする国は﹁字書﹂を作るようになった︒その例

である︒

は︑中国では﹁字書﹂ヨーロッ︒︿では﹁辞書﹂を作ったの

まりありき︒︵同上頁︶

著者大槻文彦も偉かったのであろうが︑この人をしてこ
の大業をなさしめた西村茂樹もまた人物であったことが伺

イー︽

ハ判レ

︑ｌノ

／Ｉ型

画わが国は︑もともと言語の国であったが︑文明の進ん

力せざるを得なかった︒

㈲幸にして最近脱稿して一︲言海﹂と名づけることなった︒

である︒中には多少の誤があるかも知れないが︑今まであ

収容した言語四万︒もちろん﹁字書﹂ではなくて﹁辞書﹂

だのは中国の力にまつところが多い︒したがって文字には︑

意味をもつ文字と無意味の文字の両方がある︒これは止む

があればその国の文明は高く︑辞書に粗末なものしかなけ

国の辞書を見るとよいと言われている︒辞書に立派なもの

㈹およそ文明の高いか低いかを知りたいと思えば︑その

った字書に比べると︑はるかに立派なものである︒

を得ないことである︒昔から︑わが国に言語文字について
書かれた書物︑たとえば和名紗︑新撰字鏡︑下学集︑節用
いて︑﹁辞書﹂ではない︒これは言葉は学び易かったが︑文

れば︑その国の文明は低いのである︒その点で︑わが国は

集︑などが作られたが︑いずれも﹁字書﹂の体裁をとって

は文字の足りないものや順序が整っていないものも多く︑

字はむつかしかったためだと思われる︒しかも上記の書に

書を作るとなると大事業であって︑とても民間の学者のよ

あつかう人たちは︑辞書の必要を痛感しているが︑さて辞

に比べて非常に増加することとなった︒したがって文字を

ことばがある︑今まさに茨を刈り取る仕事が完成したの

㈹諺に﹁前人が茨を刈り取り︑後人が道を作る﹂という

うなものを作るのは︑後来の人の努力にまたねばならない︒

一歩となるものであろう︒今後西洋のものに比肩し得るよ

にして言海が完成したが︑これは西洋の辞書に追いつく第

欧州の国々に比べると︑まことにお恥しい次第である︒幸

くなし得るものではない︒そこで本編輯局において︑この

い︒この茨を刈り取って︑この仕事を完成までこぎつけて

である︒遠からずして道を作る人が現われてくるに違いな

⑤明治維新以後︑外国との交際が拡がり︑言語文字も昔

いわば欠点の多い字書である︒

事業に着手することになったわけである︒

の如きものは︑ただ︑この仕事を役目がら監督するに過ぎ

下さったのは︑唯一人︒それは大槻文彦氏である︒わたし

㈲しかし辞書を作るには︑三の難問題がある︒
①日本の文法がまだ一定したものがないこと︒

なかったのである︒

②言葉には︑古語と新語︑雅言と俗言があること︒

③中国より入った言葉は文字にもとづき︑欧州より入った

何に大きな信頼をせよ︑言海の完成をどんなに喜ばれたか︑

この序文に見られるように︑西村会祖は︑大槻文彦に如

となると︑非常に複雑で整頓しにくいこと︒

を伺うがことできる︒︵本会理事目白学園女子短大教授︶

言葉は発音にもとづくが︑これを日本語に合わせること
このような問題があるので︑どうしても年月をかけて努
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翁小伝︵四︶

哲史

した︒明六雑誌は四二号まで発行された︒

明六社設立の年︑二月二五日︑泊翁は文部省出仕とな

少ない︒自分はわが国の学者もたがいに学社を結び︑集会

学者は︑皆孤立してたがい︑往来せず︑世に益することが

藤は元老院議官に転じたので侍講を辞し︑泊翁が代わって

加藤弘之は洋書を︑元田永手は漢籍を進講していたが︑加

けられた︒それまで侍講は三人おり︑福羽美静は国典を︑

明治八年︵四八歳︶五月一八日︑三等侍誰兼勤を仰せつ

り︑編集課長を命ぜられた︒

講究すべきであると思う︒またわが国では︑近年遺徳が衰

高進をはかるとともに道徳の模範を立てたい﹂と言った︒

を仰せつけられ︑侍誰同様の勤務がつづいたが︑明治一八

同月一九日付で兼官を免ぜられた︒が︑同日宮内省御用掛

と両立しないので︑明治九年一月︑侍講兼勤の辞表を出し︑

しかし︑侍講の職はなかなか仕事が多く︑文部省の仕事

に謀ることにした︒福沢諭吉︑中村正直︑加藤弘之︑津田

興すことの承を説いて︑一も仁義忠孝を教えた語は見えな

明治五年に頒布された学制には︑もっぱら生を治め産を

った︒

年の改革によって侍講は廃官となり︑進講もおしまいにな

明治六年に創設したので︑明六としたのである︒明六社は

明六社という会ができ︑明六雑誌という機関誌を発行した︒

真道︑西周︑箕作秋坪の諸氏で︑皆同意であった︒そこで

泊翁に異論はなかったので︑ふたりで協議して都下の名家

老学士に頼るほかはない︒それでいま一社を結び︑学問の

その後任を命ぜられたのである︒

中■Ｊ

八明治の聖代に生きてＶ

明治六年の夏︑米国弁理公使の森有礼がアメリカより帰
国して︑横山孫一郎を介して泊翁に面会を求めた︒会うと
森は︑﹁米国では学者がその専門に応じて学社を結んで学

川

頼してはなはだ憂うべき状態にある︒これを救剤するには

術を研究し︑また講談もして世人を益している︒わが国の

古
七︑八年つづいたが︑学士会院の創立とともに自然に解散
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泊

ところはないのだという考えであった︒もしこのままの状

の文明に肢惑し︑わが国従来の教育は固肥で一も採るべき

選ばれた︒本院は前年一二月︑西周︑加藤弘之︑神田孝平︑

明治一二年︵五二歳︶三月一日︑東京学士会院の会員に

した︒

態がつづくなら︑たいへんなことになるので︑泊翁は﹁独

して発足したばかりで︑会員数四○名を限度とした︒

津田真道︑中村正直︑福沢諭吉︑箕作秋坪の七名を会員と

かつた︒泊翁はそれを遺憾としたが︑政府の官員も皆西洋

力を以て国民の道徳を維持﹂しようと志し︑明治八年のこ

の春になって︑備中人阪谷素︑土佐人丁野遠影︑植松直久

進んでそのことに当たろうとする者はなかった︒明治九年

が教育を西説に従って行おうとするのに傾き︑また干渉過

時の文部卿は河野敏謙であったが︑彼は新進の学者の多く

せて編集局とし︑泊翁が局長に任ぜられた︒明治一三年当

明治一三年︵五三歳︶︑文部省では編集課︑反訳課を合わ

がまず応じ︑ついで盛岡人那珂通高︑長崎人杉亨二が応じ︑

たまたま泊翁は病気になったので︑編集局長を辞し︑報告

度の教育主義をとっていて︑泊翁の意見と合わなかった︒

ろ︑これを諸友に謀った︒友人の多くは賛成であったが︑

一五︑六名の同志ができた︒そこでこれを東京修身学社と

した︒

局長に転じた︒しかし︑翌年二月三日︑編集局長に復帰

名づけ︑銀座二丁目安全幸福社の楼上を借り︑毎月一回集
日本弘道会の起りである︒

明治一六年十月には広島︑山口県下学事視察の命を受け︑

命ぜられ︑五月八日東京をたち︑七月五日帰京した︒

明治一五年︵五五歳︶四月︑徳島︑愛媛二県の学事視察を

会して相互に修身道徳を講究することにつとめた︒これが
明治一○年︵五十歳︶四月二五日︑文部大輔より二大学
区︵静岡︑愛知︑三重︑岐阜︑石川の五県︶学事巡視の命を受

け︑五月四日出発して︑七月五日帰京した︒この年の二月

一日ようやく帰京した︒

明治一七年︵五七歳︶一○月︑宮内省三等出仕に補せら

二月七日出発︑途中病にかかったので︑翌一七年一月三

れ︑文学御用掛を仰せつけられた︒翌日︑文部省御用掛兼

一五日︑西郷隆盛が兵を鹿児島にあげ︑西南地方は大きな

いので︑この巡視となった︒巡視した五県の中で最も学事

騒乱の中にあったが︑教育のことは一時も廃止すべきでな
の進歩したのは石川︑ついで静岡︑岐阜︑第三に愛知︑第

文学御用掛としては﹃幼学綱要﹄の補遺としての婦女の美

勤を仰せつけられ︑編集局長は元の通りであった︒宮内省

明治二年九月には︑こんどは岩手︑青森二県下の学事

蹟を編さんすることを命ぜられ︑﹃婦女鑑﹄として出版した︒

四が三重という順序であった︒

視察を命ぜられ︑一五日東京を出発し︑二月一九日帰京
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明治一八年︵五八歳︶二月︑明宮殿下︵のちの大正天皇︶

明治二三年︵六三歳︶には帝国議会が開設され︑泊翁も宮

明治一九年︵五九歳︶二月五日︑宮中顧問官に任ぜられ︑

が大津において警衛の巡査津田三蔵に斬られるといういわ

二日︑意外な変事が起こった︒来朝中のロシアの皇太子

につとめたことも条約改正の件であったが︑この年の五月

中顧問官の資格で貴族議員に勅選された︒議会において特

勅任二等に叙せられた︒二月一九日︑文部大臣森有礼は泊

の御教育の世話を仰せつけられた︒

翁を招いて大学総理に任ずる内意を伝えた︒泊翁は事務に

ゆる大津事件で︑泊翁も華族女学校長の資格で一四日上京

成の意を表したが︑総理大臣伊藤博文は新政を誹誇するも

知人に贈与した︒文部大臣森有礼はこれを読んで大いに賛

以後にも︑しばしば弘道会支会のために出張をかさねてい

れを賛助するためであった︒泊翁は︑これ以前にも︑これ

するため︑また京都に弘道会支会設立の計画があるのでこ

これ︑一には諸地の名所をたずね︑一には風俗人情を視察

明治二五年︵六五歳︶四月一八日︑京畿漫遊の途にのぼる︒

辞を述べた︒

し︑京都の宮内大臣と会い︑神戸の宮内省御用邸に慰問の

迂淵でその任に堪えないのを理山にことわった︒

この年一二月一四日︑大学の講義室に公衆をあつめて三
日間演説をし︑人心を警めた︒翌二○年春︑その淡説の草

のとして怒り︑文部大臣を詰責した︒文部大臣は秘書官小

る︒その一いちは﹃往事録﹄に記録してないので︑今まで

稿を印行してこれを﹃日本道徳論﹄と名づけ︑大臣以下諸

に改冊を求めた︒泊翁はむしろ絶版するほうを選んだが︑

は︑のちにまとめて辿る機会を得たい︒

触れる機会がなかったが︑日本弘道会の展開過程について

牧昌業に命じて吾中新政に害ある条之を摘出せしめ︑泊翁

て公刊した︒これが﹃日本道徳論﹂の第二版である︒

らであった︒そのようにして議員はやめたが︑条約改正尚

院は政府の偲侃にすぎぬので︑すっかりイャヶがさしたか

五爵議員および多額納税議員は無学無智の徒が多く︑貴族

明治二五年二月一六日︑泊翁は貴族院議員を辞したり

世間に偽板を作って売る者がいたので︑篇中の文字を改め
明治二一年︵六一歳︶七月︑泊翁は華族女学校長を兼任し
明治二二年︵六二歳︶九月︑条約改正︑内地雑居の尚早を

た︒

論じて三条内大臣︑土方宮内大臣へ建言した︒また︑鳥居

しかし︑政府のために解散を命ぜられた︒

早論にはなお熱をあげ︑一○月一日大日本協会を設立した︒

こういう泊翁の言動が政府当局を刺戟したためもあって

小弥太︑三浦梧楼︑谷干城︑副島種臣︑元田永手︑佐為木
ころがあった︒

高行︑曾我祐準︑海江田信義︑原田一道の同志者と謀ると
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か︑明治二六年二月二二日︑宮内大臣から華族女学校長
辞任の要請があり︑泊翁はこれに応じて二五日︑依願免兼

しかし︑むろん︑泊翁の生涯は日清戦争で終わったので

念に辿られている︒

かし︑﹁俸給は失なってもなお多分の恩給金を受けて一家

が︑宮中顧問官は名誉官で︑無職務・無俸給であった︒し

華族女学校はやめても︑宮中顧問官は元のままであった

への発言は避け︑もっぱら日本弘道会の発展に献身したよ

は︑さきの﹃往事録﹄の記事にあったとおり︑泊翁は政界

の日までは︑なお七年をあましていた︒この七年のあいだ

ときであるから︑明治三五年八月一八日におとずれた絶命

はない︒日清戦争の和が成った明治二八年は泊翁六八歳の

の衣食に不足はない﹂と泊翁は言っている︒しかも︑﹁徳川

官という辞令を受けとった︒

譜代の藩より出て︑王政維新に寸功なく︑少しも人に求む

その経過を簡単に辿って糸よう︒︵本会評議員亜細亜大教授︶

うに見える︒そこで︑次にまず日本弘道会の来歴を回顧し︑

の侍講を命ぜられ︑官は勅任二等にいたり︑位は正四位勲

西村泊翁

ることなくして明治政府の高等官となり︑また久しく聖上

讃岐の屋島にて

かたふく

夕風は松にこたへてもの上ふのやしまの山に夕日

て︑﹁今は年すでに六六歳︑また皇も功名の念はない︒よっ

二等にのぼり︑実に国恩身に余る﹂と感謝している︒そし
て前にあがなっておいた南葛飾郡寺島村︵墨田川の東岸︑

を尋ねん

むら烏のむれのふるさとたち出て風たかまつの宿

通称向島︶の茅屋に退居して︑静かに余生を送りたいと思
ことに非藩閥の身であるから︑再び政府に向かって口を開

う︒国家については関心すべきことが多いが︑老朽の身︑

あさかせのふきはらひける五月雨の雲間にたかき

伊予の西条の途中に石つち山を見て

んの根源であって︑自分が前より力を尽くしている日本弘

く途はない︒ただ国民道徳の盛衰は︑国の隆替を為すゆえ

石槌の山

古櫓かな

苔むせるかはらもなかはくたけ落て夕日にしろき

讃岐の高松の古城を見て

道会はこの目的の万分の一を達しようとするものである︒

徳の振興を生涯の事業となし︑国恩の万分の一を報じよう

それで今後は政界に向かって発言することはやめ︑国民道
と思う﹂と願っているが︑﹃往事録﹄の記事は実質上ここで

終わり︑あとは付けたりとして日清戦争の経過がかなり丹
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そして台湾の南端驚雛鼻︵オーロワンピー︶

友人のＢ君が︑商用で台湾に旅行した︒

国人は︑最初Ｂ君が海へ入ると云い出した

なければならなかったのである︒同行の中

様がながれる底に白い拳ほどの石が見えた︒

で大鑑に追いかけられたような勢いで︑砂

Ｂ君はそれを握るなり一息に浮上し︑まる

Ｂ君は︑東京へ帰ると︑羽田飛行場から

浜に泳ぎかえったという︒

戦友の息子に電話した︒お父さんの遺品に︑

バシー海峡の石をひろって来ましたよ︒す

の息子が答えたという︒石はほかの方から

ると︑今年三十七歳になっている筈の︑そ

フィリピンへ輸送船で送られる途中︑米潜

−ん︑膳に喰われるよう︒早く帰っていら

こで砂浜に立って大声で叫び出した︒Ｂさ

たので︑すっかり面くらってしまった︒そ

ころがＢ君が本当に沖へ向かって泳ぎだし

のとき私は沖純本島南端の喜屋武︵きやん︶

私も要務で沖細へ出張したことがある︒そ

話である︒昭和三十五年の七月であった︒

こちらは時効にかかりそうな十六年も前の

もしかしたら私の送った石ではあるまいか︒

思った︒ほかの人から貰った石というのは︑

この話をＢ君から聞いて︑私はまてよと

も戴いています︒二つは要りません︒

水艦によって盤沈され︑戦死した私たちの

っしやＩい︒その声が余りに真剣なので︑

とき︑てっきり冗談だと思ったらしい︒と

戦友︑Ａさんの辿児へとどけるために︑Ｂ

今度は泳いでいるＢ君がぎょシとなった︒

それは戦争中の昭和十九年七月二十八日︑

君が忙しい商用旅行の寸暇に︑わざわざバ

鮭に喰われるよと云われると︑今にも海底

の海中から一仙の石をひろって来た︒

シー海峡の水底からひろって来たものであ

に小包象にして送ったことがある︒私は喜

岬で石をひろい︑それをＡさんの息子さん

屋武岬の渚から︑真夏の日の照りわたる沖

から雄の鋭い牙が脇腹をひき裂きそうな気

細の海原をながめた︒この岬は太平洋と東

る︒Ｂ君は塀東︵ピントン︶から鴛蕊鼻ま
で車をとばせ︑砂浜で素つばだかになると︑

り︑白い波が不気味な巻き浪にかわって来

がする︒加えて泳いでいる中に空は暗くな

ればＡさんの属した部隊は五隻の船団に分

台湾とルソン島につづいていた︒戦史によ

押しよせる波の中へ入っていった︒そして

いうアメリカ映画で見た巨大な蟻の口が浮

シナ海の水を一つに溶け合わせ︑はるかに

が︑Ｂさん︑驚蕊鼻の海岸でひろいなさい︑

かんで来て︑急に手と足から力が抜けて来

た︒次の瞬間︑Ｂ君の脳裏に﹁ジョーズ﹂と

私のほかに誰も見てはいないのだからと云

た︒そこで海中にもぐって行くと光の縞模

沖へ向かって泳ぎ出した︒同行した中国人

ってくれたが︑Ｂ君は聞かなかった︒Ｂ君

乗し︑先頭を駆逐艦に護衛されて喜屋武岬
にとって︑この石はバシー海峡の海の石で
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摘んで水にながし︑そこで珊瑚虫の浸蝕し

したことになっている︒私は仏桑華の花を

の沖合いを昭和十九年七月二十六日頃通過

るいことしたと思った︒東京からの手紙で

夜は字が読めねえんだよ﹂という︒私はわ

くなって︑﹁オレ︑昼一間学校へ通ったんで︑

返したらしい︒見る見るＡさんの顔があか

ないか﹂︒私は︑けげんそうに相手の顔を見

はいけない︑私は青くなった︒ちらと横を

うしろの二人が木銃をふりかぶった︒これ

これで︑かるくすんだナと思っていたら︑

いるｐ次径Ｂ君が石廊下にふっ飛ばされた︒

ら火花が散ったが︑こんなことには慣れて

ではないが︑二人が永い歳月をはさんで︑

すねというと﹁お前︑東京を知ってるのか﹂

見るとＢ君の軍袴︵ズボン︶につけた指先

Ｂ君も私も︑相談して石をひろったわけ

た灰色の小石をひろった︒

それぞれにＡさんのことを偲んでいたのは︑

そりと木銃の前に立ちふさがると︑ひくい

時であった︒腕組翠をしたＡさんが︑のっ

きで︑早く凱旋して︑村のために頑張って

けれどよく透る声で︑﹁お前らの︑その根性

きが震えている︒私は眼をつぶった︒その

Ａさんが中国の戦場から︑当時私とＢ君

ほしいとか︑兄貴のお嫁さんも坊やも元気

を叩き直してやるぜ﹂Ａさんの両手が木銃

と声が弾んだ︒その手紙は今でも記憶して

のいた内務班に入って来たのは十九年の六

だから安心しろとか︑中には︑兄貴がいな

シ・ハシシと一団の兵隊を叩きのめしていっ

を取り上げると︑ピュンとふって︑︒︿シパ

いる︒東京都南多摩郡の青年団員の寄せ書

月のはじめであった︒当時このような転属

くなってから︑三多摩地方は間でござんす

やはりＡさんの人柄によるのであろう︒

者は︑陸軍では﹁野戦下番﹂といわれ︑し

というのもあった︒Ａさんが︑仲々の声望
内務班の︑点呼のすんだ夜であった︒私

きあっても一向に打ちとけない人もあれば︑

た○七︑八人の人間が︑折り重なるように

ばらく内務班で休養したあと︑満期除隊す

家であることを物語っていた︒

ある朝︑演習に出る私たちが装具をつけ

とＢ君は︑班内の上等兵連中から呼び出し

わずかな交友でも︑永く忘れられない人も

てんこ

るのが通例となっていた︒

ていると︑軍帽を横っちよにかぶり︑頚に

で︑この日上等兵から兵長に進級し︑三つ

を受けた︒私たちは幹部候補生であったの

私とＢ君は幹部候補生の上等兵だったので︑

た︒これが軍隊生活を三︑四年もおくりい

星がＡさんと同じ一本の金筋に変わってい

と思う︒Ａさんと︑私たちとの交際は︑わ

ある︒一期一会とは︑よくも云ったものだ

人間とはおかしなものだと思う︒十年つ

倒れるのを︑私たちは初めて見た︒

入って﹁お世話になりやす﹂と頭を下げた︒

絹のハンカチーフを巻いた兵長がふらりと

鉄帽をかぶったまま敬礼した︒これがＡさ

り話をした記憶は全くない︒それは銃にス

しい軍隊生活の中である︒三人で︑ゆっく

ピンドル油を引きながらの立ち話であった

ずかに二月であった︒それも︑戦時下の慌
うす暗い中隊の石廊下に呼び出された︒ど

り︑消燈ラッパを聞きながらの二言︑三言

たらしい︒よくあることであった︒私達は︑

やどやと︑一団の兵長︑上等兵が二人をと

まだに︑上等兵である彼らを無性に刺戟し

きた︒その夜︑私達が銃の手入れをしてい

り囲んだ︒私の頬が五︑六発鳴った︒眼か

のきりりとした男前で︑笑うとえくぼがで
ると︑Ａさんが寄って来て封書をさし出し

んだった︒Ａさんは背は低かったが︑色白

た︒﹁おい︑すまねえがこれを読んでくれ

（26）

高い山の上にあることや︑庭に桜の老木が

ることを知り︑Ａさんの南多摩郡の家で小

その中で私たちはＡさんに可愛い坊やのい

声をきいての会話であったことが多いが︑

であったり︑営庭の松の根方で油蝉の鳴き

つ隔てた別の中隊に移ってしまったのであ

編入されて︑私たちの中隊から︑兵舎を二

Ａさんは﹁甲部隊﹂と呼ばれる野戦部隊に

た︒六月のおわりに大きな動員が行なわれ︑

カンも希望も︑根底から覆えきれる日が来

うということにした︒間もなく︑Ａさんの

ったが︑部隊はもう出発したあとだった︒

られていた︒二人で﹁甲部隊﹂の兵舎に走

の鉄帽には︑まつ白な鰻頭が山のように盛

からことづけられたことを報告した︒二つ

一つはＢ君へ︑一つは私にといってＡさん

そっと鉄帽を二個ぶら下げて来た︒そして

あなたの除隊はいつになりますか︒Ａさん

入って来た︒ある日Ｂ君が云った︒Ａさん︑

云えば︑きまって召集兵が奉公袋を下げて

ったし︑二︑三日中に内務班が増えるぞと

の演習は雨で中止と云えば︑本当に雨が降

カンの良さは抜群であった︒Ａさんが明日

ちを十分に理解してくれていた︒Ａさんの

た無類のカンのよさで︑学生上がりの私た

ていた︒夕陽がまぶしくて︑鉄帽の叩︵ひ

のであろう︒私はその中に︑Ａさんを探し

行していた︒海岸へ出て︑乗船演習をする

軽機関銃のほかに︑長い青竹を一本づつ携

から夜間淡習に出て行くのである︒小銃と

一個中隊がおりて来た︒その部隊は︑これ

のかわりに地下足袋をはいた﹁甲部隊﹂の

の地獄坂を登って行くと︑向うから︑軍靴

生隊が一日の演習を終わり︑銃を肩に連隊

七月の半ば頃であった︒私達の幹部候補

坊やは︑ときくと︑奥さんは黙って瀬戸の

を見せられて呆然としてしまった︒Ｂ君が

つもりで出かけたのに︑Ａさんの戦死公報

た︒私たちは︑あの元気者のＡさんに会う

も︑Ａさんの物語ったとおりの人左であっ

されてあった︒Ａさんのご両親も︑奥さん

であり︑老の老樹の下には︑もみがらが乾

ていた︒小高い丘の上の農家がＡさんの家

時代で︑私もＢ君もまだ汚れた兵隊服を着

Ａさんの家を訪問した︒敗戦後のきびしい

昭和二十年の冬︑私とＢ君は︑南多摩の

あることや︑そしてＡさんのお嫁さんが評

は云った︒﹁まあ︑七月の二︑三日ってとこ

の子が︑つくねんと瀬戸によりかかって坂

方を指さした︒七歳のＡさんによく似た男

ヅ○○

ろかナ︒オレが先に帰って準備しとくから︑

さし︶が光り︑すれ違う一人一人の顔がよ

判の美人であることを知った︒Ａさんもま

お前ら︑満期除隊になったら遊びに来てく

く見えない︒おまけに︑甲部隊は軍歌を歌
っていた︒その時︑列の中から一本の青竹

一日中まっているのだという︒その姿を︑

下を凝視しながら︑帰って来る父親の姿を

の下を眺めていた︒坊やは︑はるかな坂の

私がさあ︑いつのことやらと云うと︑Ａ

が高くさし上げられた︒Ａさんである︒鉄

れ︒﹂

さんは真剣な眼付きで︑私たちを眺め︑﹁お

︵ＮＨＫ五十年史編修室主査︶

そうだろうと思う︒

私はいまも忘れることが出来ない︒Ｂ君も
ーフを巻いていた︒

二︑三日後のこと︑Ｂ君と私が演習から

帽を横っちよにかぶり︑頚に絹のハンカチ

帰って来ると︑一人の初年兵が︑私の所へ

前らは︑野戦には行かねエ︒だから︑きっ
私たちは約束をした︒その時は︑Ａさんの

と来てくれるだろう﹂と断定的に云った︒

家の庭で︑桜の樹の下で︑三人で一杯やろ
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庭の花木︵十一二︶
ユキヤナギ

コデマリ

渡部弘

としては麻葉繍越があげられますが︑これ
は誤用とされています︒

①系統と品種

じものではありません︒

ュキヤナギと同じバラ科の低木で︑原産

○コデマリ

地は中国の広東州です︒日本へ渡来したの

はいつ頃かはっきりしませんが︑﹁花壇綱

開花の早晩︑枝の高倭で区別され︑紅葉の

○ユキヤナギ

分布しています︒分類学的な変種は認めら

美しいものもあります︒なお樹姿・葉型も

されています︒現在いくつかの品種があり︑

れていませんが︑園芸上は有名無名の多く

品種によって多少異なります︒また八重咲

目﹂には︑長崎県に逸出野生化したものと

の品種があります︒枝の高いもの低いもの︑

︑ハーフ科シモッヶ亜科の低木で︑本州関東

葉の幅が広いもの狭いもの︑花の大小︑開

以南︑四国︑九州から中国にわたって原産

雪が積ったように全部の枝が真白になり︑

ユキヤナギは雪柳の読みで︑開花時には
枝は柳のようであるところから名付けられ

花の早晩︑樹姿のちがい︑秋の紅葉程度な

﹃一キヤナギとコデマリは枝が地中から叢

②繁殖

きコデマリも存在します︒

ました︒古名にはコゴメャナギ︑米柳︑庭

生し容易に株分けをしてふやすことができ

ど様禽です︒吉次千敏氏は枝の形によって
︵幹はやや細く湾曲しないで立つ︶②倭性

次の六型に分類しています︒①立ち性型

ます︒株分けの適期は冬の落葉期ですが︑

柳などがあります︒漢名としては﹁秘伝花
鏡﹂に記載されている珍珠花が一般的に用

薙刀型︵幹の下部に枝がなく︑中部より上

書きますが︑文字どおり小さいテー︑リの意

コデマリは小手鞠︑あるいは小手往花と

⑤太茎大葉型︵幹は太く小枝が少ない︶︑

事花型︵幹は太く高性で小枝も多くて長い︶︑

部より湾曲して︑小枝もやや多い︶︑④仕

で多くの枝を出す︶︑③高性湾曲型︵幹の中

せんが︑スコップやスキで突き割ってもよ

いねいに切り分けるにこしたことはありま

びません︒株分けの方法は︑掘り取ってて

乾かしさえしなければ︑ほとんど時期を選

ます︒

いられていますが︑正しくは噴雪花といい

マリバナに似て花が小さいところから名付

味で花が集まって小球状に咲くことや︑テ

く︑少々乱暴な扱いをしてもひどい害はな

い場合はさし木を行ないます︒萌芽前の前

営利栽培のように︑とくに多数ふやした

いものです︒

⑥不規則型︵枝の出方が不規則である︶

早生が著名で︑主として関東地方で営利栽

年枝を用いても︑梅雨にかたまった新梢を

はっきりした品種名をもつものでは蒲田

けられました︒別名スズカヶは︑鈴懸の意
つもの球状の花が付くことによります︒正

れている品種は︑地方によって必ずしも同

培されています︒俗に高性早生などと呼ば

味で︑鈴掛とも書きます︒これは枝にいく

ヵヶが普通の呼び名となっています︒漢名

しい和名はコデマリですが︑大阪ではスズ
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部分は使わず︑太目の部分がよいのです︒

用いてもよく︑いずれの場合も枝先の細い

りません︒とくにユキャナギは秋まで小枝

肥料が効きすぎると枝先の花つきがよくあ

で肥効が持続すれば理想です︒秋遅くまで

ではありません︒

しかし個灸の枝の姿は乱れるので切花向き

また︑一種のスタンダード仕立てにして

そのほうが発根がよく︑その後の生長も旺

が︑ユキャナギの樹姿を低く作るには︑花

勇定は︑両種ともその必要はありません

の高さで毎年切り一民しをすると︑直立した

に誘引して枝を直立させます︒そして任意

に枝の上部で興定をしますが︑それを支柱

もよいものです︒つまり︑いま述べたよう

にその必要もありません︒また両種とも種

は一本でもよいのですが︑数本束ねて誘引

枝が太りスタンダードになります︒枝︵幹︶

なります︒

が伸びやすく︑その枝先には花つきが悪く

子ができますので︑実生で品種分化が行な

後に地際から枝を部刈全り取ってしまい

取り木をしても簡単にふえますが︑とく

盛になります︒

われてきています︒ユキャナギは株元に自

生しだい取り除かないと樹姿が崩れてしま

幹の中途や地際からの萌芽が多いから︑発

したほうが枝数が多くて立派なものになり

ます︒そうすれば︑伸びてくる新梢は太く

から一斉に萌芽させておくことです︒いつ

ます︒ただ自力では直立しないので︑支柱

ぽう︑樹姿を高く作りたい場合は︑花がつ

います︒

て性のよいものになります︒細い枝を残し

然実生が生じることも多いものです︒

⑥栽培の要点
所を選びませんが︑旺膿な生育を望むなら︑

いていた部分のみを切りすてると︑地際か

しますが︑コデマリのほうが幾分枝が直立

をしっかりしておく必要があります︒また

保水性のよい軽目の肥沃な土壌が適します︒

らも芽をふきますが︑切ったところから何

のです︒とくに切花として用いるには地際

また日当りがよいにこしたことはありませ

本かの枝が伸びますから︑次の年には長い

ておくと︑そこからは細い枝しが出ないも

んが︑幾分の日陰でもよく育ちます︒厳裕

から刈り取らずともよく︑満二年以上の古

性なので︑樹姿の低い品種は必ずしも株元

庭園栽培では︑これらの仲間はあまり場

にいえばコデマリのほうが光を強く要し︑

枝になります︒花の咲いた部分からは新芽

勇定の時期はいつでもかまいませんが︑十

枝のみを選んで下から切ればよいのです︒

︵特別会員筑波大学講師艇林学系︶

た花芽を捨てることになります︒

月以降開花までの勢定は︑せっかく分化し

しくなります︒

ユキャナギは︑このようにすると株全体

すが︑花のあとの小枝が残っていると見苦

コデマリもユキャナギに準じて勇定整枝

ユキャナギは日陰に耐えるといえるでしょ

が出ないので︑切り込まなくともよいので

畠ノ○

植え付けや移植の時期は︑真夏を除けば
ユキャナギは地中からの新梢の伸びが早く︑

が相応に広くなります︒枝数も多いから︑

が高くなりますが︑枝がしだれるので株幅

いつでもよいのですが︑萌芽前か最適です︒

折れやすいので︑できれば開花前または梅

広い庭園向きの仕立て方といえるでしょう︒

雨期が安全です︒

肥料は萌芽後から枝のかたまる夏後半ま
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偏差値
吉岡良信

た︒

中学・高校教員が総決起して真剣に生徒

によって︑生き甲斐のある道に就くことが

るし生徒夫々の能力︵学力の象ではない︶

の指導をすれば︑進学塾は成り立たなくな

学へ進学するためには︑小学校からその目

可能になるのではないか︒

日本は学歴社会だからどうしても有名大
標で進学せねばならぬと親子共考えるらし

両親特に教育ママの偏見を矯正するには︑

いが︑それは戦前迄のことで大学卒業者が

学校側のみならずマス﹃一ミや社会一般も一

毎年大量に出る今日︑大学を出たからとい

層努力すべきではないか︒

第十九章通信

﹁新しい礼法﹂より

︵竜門社評議員︶

って各界のエリートになれる訳ではない︒

依って︑生徒の志望高校を決定するという

日本弘道会編

その現われとして今日各種学校が再認識さ
れて︑技能専門の学校が見直されて来たで

このたび私は病気で入院︑同室患者に某
高校教頭が居ったので︑始めて﹁偏差値﹂

のも一考を要するのではないか︒担任教員

また中学校がテスト会社の行う偏差値に

はないか︒

校は概ね之に依って高校への進学指導をし

が生徒の学力︑体力︑得手・不得手などを

ていると︑新聞記事にもよく出るし︑中学
ていることを知った︒オーバーな表現をす

一手紙はわかりやすく︑めいりょ

うに書く︒

五校は皆志願者が四︑五倍であったが︑誰

社の偏差値を万能視して指導を行い︑自己

今日の情況を見ると教員は只管テスト会

っきり書く︒字のあまり細かいの

ことばづかいに注意し︑文字をは

｜｜慶弔その他改まった場合の手紙

は︑封筒も用紙も白を用いる︒
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という言葉を耳にした︒それ以後気をつけ

るならば︑偏差値に振り廻わされていると

真剣に指導しておれば︑自らテスト会社の
↓一ンピューターで作成した偏差値などに頼

いう状態である︒

私は終戦前二十余年︑中等学校教員をし

も進学塾へ通っておる者も無いし︑また入

の責任を回避しているとさへ云える︒そし

直接会って話すのと同じように︑

学試験当日附き添って来る父兄などは皆無

て生徒個人の為というよりは︑その学校卒

らずに進学指導が出来る筈である︒

であった︒今日では東大生まで附いて来る

業者の高校入学率を高めることを主として

ていたが︑その頃は私の歴任した公立学校

と云う︒私自身受験生時代を回想しても︑

って自己の栄達を図るという者も自ら生ず

いる印象を受ける︒同時にその進学率に依

も︑乱雑なのも︑ともによくない︒

入学出来なければ自分に適した職業に就こ

るであろう︒

うという気持であって︑何が何でも上級学
校へ進もうというような気持は全く無かつ

I

岩崎晶
一昨年十月初︑渋谷のＮＨＫ放送会館に

於て︑アジア放送会議が開催され︑南方各
諸国のＴ・Ｖラジオ会社より放送・技術の
その中にインドネシアのジャカルタＴ・

卸禽たるスタッフが派迩され来朝しました︒

ン局長高橋邦太郎氏︵仏文学者︶二代目局

利益︑日本の利益のみしか考えない︒

い︒又︑日本商社は華僑と結んでは自分の

扱︑無事任務を果して十月九日羽田空港よ

あって快気炎を揚げた次第であります︒

ダル姿で︑声高に﹁ボーイ・ボーイ﹂とわ

ホテルのサロンに現われ︑半ズボン・サン

スの人交は︑毎晩の様に高級レストランや

待遇は極めて悪い︒日本商社の支店長クラ

日本商社に働いているインドネシア人の

長山本照氏︵元野球角力放送で著名︶も同

りジャカルタに帰任︑この程左記の如き書

めき叫ぶ︒エチケットも何も知らぬ日本商

席︑三十年前の昔を偲んでお互に肩を叩き

信が届きました︒

静置日呉国四目

社員が少し金を持った位で威張り散らすの
凹旨国三国９．

目目唱８鳥目︾

は許せない︒

日本商社の人々も︑日本人同志だけで一

彦畠色彦四口三角○呉伊呉︺片︲国翼彦旨．

次に苦をしく恥しいのは次のレポートで

の一端であります︒︵東京都会員︶

や日本に留学した人をより聴聞された実話

以上は︑Ｋ博士が直接彼地でガイドさん

される方灸は︑切に心せられよ︒

数え上げれば切りはないが︑彼地を訪問

際・生活されてはと思惟します︒

で現地にとけこんで生活され︑現地人と交

かたまりになり︑ゴルフをしたり︑麻雀を

胸襟を開いて︑彼等の人格を重んじて付

あります︒最近インドネシアから帰朝せら

き合えば︑いつ迄も懐かしがっているのが

見えたのであります︒実はそのサニー君こ

れた近藤医博のお話︵学士会月報七二五号

したり︑いつも日本人だけで会食をしない

そは︑私がスマトラメダン放送局の放送課

︑インドネシア人の心情でありましょう︒

長時代に逸早く採用した現地職員第一号で

所載︶を蚊に掻い摘んでお伝えし︑諸賢の

Ｖ局からの代表で︑放送部長のサニー氏が

ありましたのです︒彼は︑その後メダン放

ご参考に供したいと存じます︒

飲んでも大声をあげて笑いこけ︑わめく︑

日本人観光客は実に傍若無人で︑どこで

○

送局の女子アナウンサーと結ばれ︑現在長
男は医者︑次男はロンドンに留学中の由︑

札ビラを切る︒頭から現地人をバカにする︒

当時より頭脳頗る明噺なる青年であったが︑

偉く出世し︑只今ではインドネシア放送網

インドネシア人は日本人をアジアの兄貴
スになったり︑どなり散らすのは面白くな

分と思って一目置いている︒その兄貴がボ

のであります︒

を実力を以て︑牛耳っておる程に成長した
彼とはＮＨＫの青山荘で﹁すき焼﹂を一
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感

夕囲んで会食を共にしましたが︑初代メダ

轡

偶

弘道詩林
弧憤吟錬石佐藤良蔵
皇軍絡敗籾候忽金願砺思潮如怒群道義微於統
営路争名利無事窮民飢工場事罷業結黛擁赤旗
歌謡擬欧美鄭謹遍四唾魯魚文字乱書生智力衰
忠孝全不講教畢誤洪基随聞又随見二都篭眉
先考三十三回忌辰墓前焚香涙除賦此

先考一連三十春李花帯雨赦浮塵墳前稽頴堪懐奮
営日歳言感更新

丙辰二月笑九十二蝿杵屋初柴女士雲石村田一雄
半弔半慶輸枢車

考批児孫伎塾家三絃一代一腿娼花人生有限名無志

丙辰新春書懐省庵元木城作

新正 清 暁 海 天 紅 賀 客 欣 欣 笑 語 同 蔽 句 裁 詩 陳 宿 志

丙辰元宵街上口占玉蘭坂元梅雨子

硯塵一拭坐春風

丙辰改暦既元宵

恵風 吹 度 旭 旗 揺 漫 見 培 装 少 女 婿 誰 想 晩 来 霜 髪 日
蕪小狗目舞曲有感

踊
跳揺
揺尾
尾可
可憐
憐状状小狗旋回才女前愉色洲堂情寓緒
踊跳
楽師留取一名編

寒泉麓保孝選

丙辰元旦詣明治祁宮有感舜握鷲見舜司

松柏森森瑞気新洞堂湘爾絶風塵梨明参拝十除寓

椿山荘往年戦友催宴席上有感牧泉小久保義松

半是青春戦後人

舟年移去夢猶狂

夕陽春影引杯長撃鼓同思奮戦場昔日貌赫身巳老

春日遊豆州長岡娯高爾夫球貫山江角俊一

銀筑一振白球飛好打藩然入翠微雲際遥望蓮岳秀

丙辰元旦七十自述寒泉麓保孝

詔華山野草芥非

馬齢七十丙辰春初旭瞳瞳照紫辰修皐育英求士節
蒐害傾酒養天員時経治乱興亡通事作東西南北人
懐慨老来身尚健偏所邦画命維新
看梅憶孤山

西湖騨使記曾勝玉蕊蹴枝孤客舟四十風霜猶似昨

丙辰二月十九日澄江夫子大群忌辰展墓賦重

武林同憶暗香浮

稽首墓前同憶頻

蹴幹暗香梅色新時移今値大群辰老残室作畢無進
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今云生ロ

日本弘道会第七十四回通常総会
日時昭和五十一年五月三十日︵日︶
午前十一時三十分︵寿昌式︶

場所 本 館 会 議 室
︵極喧水確癖唾口諦遜ス軸却識鋤鍛粁︶

議題
１昭和五十年度決算五十一年予算

計画

五十年度事業報告五十一年度事業

２定款変更の件
・３会長副会長及び理事任期満了に伴
う改選の件

其他
昼食懇談︵会費不要︶記念写真

午後二時養源寺において会祖西村先生
の法要墓参

陣のないご意見を承れたら幸と存じます︒

でにお知らせ願います︒

勲一等旭日大綬章︵４．羽︶

東大教授︑東大教育学部長を歴任︑日本
教育学会会長として多年教育界に貢献︑著
書多数︑とくに﹁教育勅語成立史﹂の研究
︶

特別会員岩淵悦太郎ｍ歳福島

の大作を著された︒
動二等瑞宝章︵４．

第一高等学校勤務の後︑第二代国立国語
研究所所長として多年国語の改善︑研究の

会貝井村泰全配歳千葉

ために多大の貢献をされた︒
勲五等瑞宝章︵４．羽︶

上総町町会議員として多年地方自治に寄
与︒

新入会員芳名︵敬称略︶
昭和四十九年六月以降

府県名入会者紹介者

千葉藤城孝石橋香峰

″磯部弘四郎渡辺広志

″佐藤行良〃
〃
″
戸
村
豊
″
仲
次
男
〃
″山本三四男渡辺正勇

″小堀弘治〃
今年本会は明治九年東京修身学社として ″ 菅 井 秀 次 〃
創立以来百周年に当りますので︑本会に関 ″ 橋 本 清 市 〃
″橋本まつえ〃
する思い出や記念行事等について各位の忌 ″ 青 柳 孝 安 〃
″菅谷清司〃
何卒お繰合せの上ご参会ありたく︑なお準 ″大宮章世〃
備の都合上ご︑参会の向は五月二十七日ま ″ 鈴 木 と よ 〃
″
林
ふ
じ
〃
″
高
木
俊
延
〃
晴の叙勲者芳名︵敬称略︶
″
橋
本
輝
光
〃
″山口健美菅谷治兵衛
特別会員水田三喜男刑歳千葉
″
人
見
積
″
菅
谷
彰雄
夫〃
〃
″福島貞次渡辺正勇
特別会員海後宗臣私歳茨城

大蔵︑通産大臣︑経済企画庁長官等に歴
任し︑国政の枢機に参画するとともに︑多
年にわたり国会議員として︑議案審議の重
責を果された︒
勲二等旭日重光章︵４．鱒︶

奈

市原正一

日向野弘道

宮崎善吉
田辺量平

古市久
細山良司
中山昌
中菌幸子
渡辺昭

内田正二
伊尾喜彰
伊藤末松
武部良久
鈴木為作
伊能文雄
内田武文

村田かよ子
小須賀倶子

光田功
柳
進
柳瀬有禅

渡大〃〃酒鶴生相佐寺〃内渡渡片鶴〃〃〃〃小
辺木井岡平馬藤崎田部辺山岡川

弘道売価一冊金百五十円

玉 根 川 木 京 田 京
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東京都千代田区西神田三ノーノ六
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勇平子衛立夫蔵治代雄勇一術仁

郵便番号一○一

振替口座東京雲一毛番

電話︵一室︶○○○九番

発行所趣侭日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

︑印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山宇平

編集兼
発行人

昭和五十一年四月三十日発行

昭和五十一年四月二十五日印刷

"埼〃〃島神〃栃〃〃〃束秋〃〃東〃〃〃〃〃

ｌ
︲Ｊ
１・
１・１
４．

諸稿轍汎箸

現金定価一一○︑○○○円
枢回月賦定価一二○︑○○○円
四回月賦定価一三○︑○○○円

Ａ５判・全遮巻総頁一四八七二頁・総クロー

︻体裁︼

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上質紙

内容見本送呈
ご希望の方は大漢和﹁Ｃ﹂係宛お申込み下さい

︒﹄６

︻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

の蓄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

四六判・上製定価一︑六○○円

稿を練り世に問う論語の名講義︒

老子の講義

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

の人口に膳灸した思想を説く︒

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

四六判・上製定価一︑○○○円

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
︵読者の声から︶

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

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︒

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
万です︒

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︒

▼主婦・三十才

っていたのは予想外︒流

中同語もかなり豊富に入

十二支物語

ね自分の余技にも活用す

長男大学合格の祝いを兼

▼公務員・四十六才

備え下さい

辞典をこの機会にお

世界最大のことばの

全13巻

産をわが子に継がせてや

一
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大修館書店
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●専用書架は実費(6000円）でお頒け致します
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