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日本弘道会百周年を迎えて

会長野口

明治九年︑会祖西村先生が︑同志数名と共に︑東京修身学社を結成し︑数年後に日本講道会と改
称︑十一年目の明治二十年に今日の日本弘道会の名称に改めて︑今年は正に通算百年に当るのであ

る︒然るに先生は明治三十五年に早くも他界され︑享年は七十五歳であった︒故に先生は明治啓蒙学
者中では先輩格で︑明治九年の本会創立当時には︑すでに四十九歳︑即ち天命を知るの年配に達して
居られた︒其の閲歴を見ると︑若くして藩学に学び︑出でて砲術兵学にも及び︑又蘭英二語も学び︑

一方藩公に認められて︑佐倉本藩・佐野支藩の藩政にも関与された︒又藩公が幕府の枢機に関与した
ので︑雌握の一員に加えられたこともある︒斯くの如く先生は︑学問と政治と両面に於て一通りの苦

労と経験とを積まれたので︑云わぱ己に完成した円熟人であったと思われる︒そして明治新政府に於

ても学問と教育とに関係ある公職に在ったが︑その地位を捨てて在野一介の学者に戻り︑本会を根拠
に道徳運動に後半生を献げられたのである︒

日本が明治維新により︑内︑封建制を脱し︑外︑開国に進出して︑新日本建設の大事業に逼進せん
とするに当っては︑教育︑学問︑産業︑軍事等︑実利実益の分野を重視して︑その充実を急いだのは

当然であるが︑その綜合力の上に道徳の品格を加うべきを力説したのは先生であった︒真の文化︑真

の国力は︑一見実利実力なきに見えても︑実は大義大効をもたらす所以を闘明した識見は︑当時とし

ては清新にして高逼な達見であった︒その中には深い人生観︑文化観︑政治観が秘められている︒又
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先生が此の理想を抱いて動敢然として無位の在野一学徒に帰られたことにもむ道徳が︑人為の産物な一一

らず︑況や官制品に非ず︑深い自然の理の産物なりとする先生胸中の哲学からであろう︒

先生の学風についての私見を一言すれば︑第一に合理的︵理知性︶︑第二に実証的︵自然の事実に合

うこと︶︑第三に実効的︵現世現実的︶等が思われる︒先生と私達の間には七十余年の間隔があるが︑

明治前半の世相から来る実効的要素を修正すれば︑意外に新鮮な親近感を覚えて︑我亦先生の門下た

るの感を得る位である︒先生の所論に国家意識の強きを問題にする人あれば︑前世紀に於ける西欧列

強の東洋侵略の跡を見れば︑此の愛国性が明治人全体の共感であり︑又ファイトの源泉であることも
判るであろう︒所論所説の合理的なことは生来の頭脳︑視野の広汎なことは中年の政治経験の賜であ
ると見たい︒

私は時々思うが︑先生が我為と同時代に生き︑満洲事変︑支那事変︑大東亜戦争等に当面されたと
すれば如何に対処されたかの問題である︒慨嘆︑切歯拒腕︑憤死︑或は阻止︑緩和等々︒勿論抵抗奮

闘されたであろうが︑大勢を阻止され得たであろうとは云いきれない︒何となれば︑一民族の道徳水
準の向上には︑多くの苦い経験と︑相当の年月を要すると思われるからである︒又戦争のみならず︑

近代の科学の進歩︑即ち航空︑テレビ︑月訪問等も︑先生は夢想さえされなかったであろう︒斯くの

如く人類の将来は如何に変化するか︑全く端悦すべからずである︒人類の生活の様相も之に伴って変

化し又複雑化する︒従ってその調整役の道徳にも修正が要請される︒然し道徳そのものは人間性が変

らぬ限り︑社会生活が存続する限り︑無用にならず寧ろ一層重要性を増し︑その研究と探究の必要性

も増すであろう︒即ち本会の存在理由は一層強固になるべきである︒此の度会祖並に後継先輩の御蔭

で一百年の吉辰を迎えたことは︑往年の隆盛は無いにしても︑それだけの意義と価値はあると思う︒

｜我々は宿縁の心を新にし︑凡情を傾け︑先生の鴻図に添うべく努力を期さなければならないのである︒
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主主義︑世界主義︵博愛主義︑平等主義︶︑功利主義︑英雄一象

泊翁西村先生が嫌い︑ことばを尽して反対したものに民

第三冊︶こととなり︑その結果は必然的に﹁宜なり天下善

に決すると云ふは︑即ち愚者の口に決する﹂︵﹃泊翁届言﹄

して︑智者は常に少な﹂いのが実情で︑したがって﹁多数

古川哲史

傑主義︵異常尊重︶︑キリスト教などがあった︒西村茂樹全

例が︑フランス王ルイ十六世の試せられた事件に見られる︒

政の少なきこと﹂ということにならざるを得ない︒その実

批判家としての泊翁先生

集全三巻の中から︑それらに当たる泊翁の発言を拾いあげ︑

泊翁は民主主義に批判的であったと同様に︑世界主義︒

二︑世界主義批判

いことにする︒

は︑本誌八五三号で紹介しておいたから︑今は繰り返さな

もそのひとりであろう︒プラトンの民主主義批判について

の﹁西人﹂が誰であるかハッキリしないが︑プラトンなど

多数の圧制なり﹂というのを紹介している︵﹃自識録﹂︶︒そ

て︑﹁暴主の圧制は深く畏るに足らず︑其最も畏るべきば

畏るべし﹂と結論するほかはないが︑泊翁は西人の言とし

って死刑に決したのであった︒とすれば︑﹁多数政治の禍

ルイ十六世の試せられたとき︑議会は僅々六名の多数をも

そのおのおのについて短い解説をこころ糸てよう︒

｜︑民主主義批判

﹁輿論皆是なりとするも︑其事必しも善なるに非ず︑輿論皆非な

まず︑民主主義への反対は︑﹃続自識録﹄に︑
りとするも︑其事必しも害あるに非ず︑事の善悪利害は輿論の外
にあり︑輿論は衆愚の言なればなり﹂

とあるような︑﹁輿論は衆愚の言﹂とする考えに示されて
いる︒民主主義が輿論を尊び︑民主政治が輿論の政治であ
ることは︑改めて言うまでもなかろう︒泊翁はそのことを
﹁代議政治は多数政治なり﹂と表現しているが︑この多数

政治は﹁国民の智徳優等なるときは其益多﹂いのは︑もち
ろんである︒しかし︑残念ながら︑﹁天下は愚者常に多く

（6）

ロ

博愛主義・平等主義にも反対であった︒﹃続国家道徳論﹄に

余是に於て耶蘇教を奉ずる者の心術を疑はざるを得ざるなり﹂

に害ある所の耶蘇教を奉じ︑併せて仏教儒教と闘はんとするや︑

１︑キリスト教のおしえは︑儒道・仏教・哲学に比して

よれば︑

といって︑キリスト教嫌いの立場を表明している︒これに

は︑世界主義は﹁亡国の主義﹂であり︑博愛主義・平等主
義も﹁皆同一の物﹂であると説かれている︒
世界主義とは何か︒﹁世界の人民は皆平等︲一であるとい
うのであろうが︑この考えは﹁或は愚人を迷はすべきも︑

高妙正実でない

２︑キリスト教は国体に害がある

正実でないとする第一の批判は︑キリスト教にだけでなく︑

という二つがキリスト教反対の理由になっているが︑高妙

をとる人は﹁︲眼中に国家なき者﹂であるから︑﹁陸海軍を

其国家の害を為すこと浅勘﹂でない︒なぜなら︑世界主義
備ふるに及ばず︑法律も各国が別々に作るを要せず︑国の

蘇教家を第一とし︑其他西洋の文華に舷する者は亦従ひて

はないというわけであるが︑泊翁は﹁此説を立つる者は耶

誠を言はず︑其説く所怪誕不経ならざるはなし︑古代人智未開の

の言を信ずるは︑其言の誠実なるを以てなり︑然るに宗教は津て

天道を信ずるは︑天道の誠なるを以てなり︑余が孔子又は墳克底

﹁余元来宗教を信ぜず︑凡そ信心は誠に対して起る者なり︑余が

宗教一般に通用した︒﹃自識録﹄第三十章に

之を唱ふる者多し﹂と見ている︒つまり︑泊翁の世界主義

時は︑或は怪誕不経を信ぜし時代もありしならん︑然るに今日猶

であろう︒したがって︑これは﹁亡国の主義﹂になるほか

独立も不用にして︑国権も国威も皆棄去るを宜しとす﹂る

反対はキリスト教批判と同根であることがわかるが︑実際︑

それより少し時代がたつと︑第二段階の﹁形而上の時代﹂

メタブイジカル・ニージ

人もまた神怪奇異の説を聞いて少しも疑いをもたなかった︒

時代の教学はみな神怪奇異のことを説いて人を信服せしめ︑

の産物であった︒神通の時代には人智はなお幼稚で︑この

コントの世界進化三段階説における第一の﹁神通の時代﹂

テヲロジカル・エージ

と説いてあるのはそれで︑泊翁にとっては宗教のすべてが

云ふくし﹂

其説を信じ︑身心を以て之に帰依する人多し︑潤むべきの至りと

ソクヲテス

泊翁のキリスト教に対する反感はきわめて激烈であったと
いえよ畠ノ︒

三︑キリスト教批判
泊翁は﹃自識録﹄第六十三章に
﹁邦人にて耶蘇教を奉ずる者は吾其意を解せず︑本邦に奉ずべき

教なしと言はミ猶可なることなれども︑今日奉ずべきの教甚多
し︑理教には儒道あり︑宗教には仏法あり︑窮理には哲学あり︑
何れも耶蘇教に比すれば︑高妙正実なり︑然るを何を苦んで国体
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になる︒この時代になると︑神怪の説はもはや世人を信ぜ
しむるにたりないので︑ただ空想を用いて広漠無辺の理を

れより劣等の国を呑滅せし迩を見て之に備へんと欲するな

ト教の教義にそういう点があるというのでなく︑やはり西

﹁キリスト教は国体に害がある﹂と見る批判も︑キリス

ｈソ﹂Ｌ﹂い局〆ｏ

や哲学の大部分はこの時代の産物と見てよかろうが︑この

考え︑あえてそのことの実証いかんは問題としない︒儒道
あとに第三の﹁実在の時代﹂が来なくてはならない︒近世

いるらしい︒﹁今余を以て見れば徳川氏の切支丹を禁遇し

洋人が侵略の手段にこれを使うことへの警戒心に基づいて

い︑事実に依拠して真理を求める︒真理はここにはじめて

信ず﹂︵泊翁叢書第二輯﹁道徳談﹂︶と言っているところから

て我邦家を保維したるは其功績決して北条氏に劣らざるを

叙ジチープ・ニージ

がそれで︑そこでは空想の説を棄ててもっぱら帰納法を用
堅固確実なものとなる︒こういうのがコントの世界進化に

も︑それがうかがわれよう︒

益々異常なれば害を為すこと滋ミ甚し︑英雄豪傑は人の尊重する

﹁天下の事常より貴きはなし︑異常の事は必ず害あり︑暴風大雨

章には︑

なわち﹁異常なる人﹂であるが︑﹃続自識録﹄第百五十三

る人﹂であったということになろう︒﹁奇怪なる人﹂はす

怪誕不経なおしえを説いた釈迦や耶蘇は︑当然︑﹁奇怪な

が怪誕不経にわたるというのが中心になっているが︑その

泊翁の宗教批判は︑宗教が誠を言わず︑その説くところ

四︑英雄豪傑主義︵異常尊重︶批判

ついての三段階説であるが︑泊翁によれば︑この論は﹁実
に無前の大発明にして︑凡そ時世の変遷人智の進歩皆之を
以て判断すべからざることなし﹂と考えられ︑その功はニ
ュートンが引力重力の理を発明したのに匹敵する︒

したがって宗教の一派たるキリスト教の価値は︑これを
論ずるまでもないが︑しかし宗教の正邪利害を論じようと
するなら︑﹁其宗教の行はる上国と其宗教を施行する人と
﹁宗教の正邪利害﹂︶︒なぜなら︑﹁宗教の自体に就て論ずると

に就て論ずべ﹂きだと泊翁はいう︵﹃泊翁盾言﹄第一冊廿八

きは︑却て其要を得﹂ないからで︑﹁宗教の自体に就て観
るときは仏教も耶蘇教も大抵同一の者﹂である︒﹁耶蘇教
は其本体を見れば︑頗る浅薄なる者﹂であるが︑ヨーロッ

と英雄豪傑反対︑したがって常凡尊重の意を表明している︒

して万民幸福を得んと欲せぱ︑英雄豪傑は是なきに如かず﹂

所なれども︑社会の為には害多くして益少なし︑荷も国家昇平に

畏るべき効験を発する︒それで泊翁は︑﹁余は耶蘇教を視

泊翁が孔子やソクラテスを敬重したのも︑﹁吾等は本より

︒︿はこれを用いて﹁他国を併呑するの器械﹂とするので︑

るに︑其教義を以てせずして︑古来西洋人が之を用いて己
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『

尋常の人類﹂であるゆえに﹁尋常人類の教を奉じて足る﹂

るしている︒モラロジーを説いた広池千九郎は︑道徳には

百六章に﹁道徳の最上乗は献身的なること明白なり﹂とし

公の精神に究極するが︑因襲的道徳は人類の自己保存の本

最高道徳と因襲的な道徳の二種があり︑最高道徳は滅私奉

能から発達したもので︑もともと利己主義的なものである

ても常人に異なること﹂はなかった︒﹁其奇怪の事を伝﹂

えたのは︑皆門人の所為であった︒そうすると︑釈迦や耶

と考えている︒広池のいう最高道徳は︑すなわち泊翁のい

と考えたからであるが︑しかし実は︑﹁釈迦とても耶蘇と

の説を為すは︑即ち我憐が宗教を信ぜざる所以﹂であると

蘇には罪がなかったことになるが︑それでもなお︑﹁誰幻

う﹁道徳の最上乗﹂にほかならないが︑泊翁はそれを﹁献

身的なること﹂と規定し︑広池は﹁滅私奉公の精神に究極

泊翁は言っている︵﹃泊翁厄言﹄第二冊︶︒

五︑功利主義批判

では︑広池が利己主義的なものと考えている因襲的道徳

、 シ ノ

する﹂としているところ︑単なる偶合とは思われない︒

であるとし︑﹃道徳教育講話﹄には﹁利己主義︑幸福主義︑

言ふ所の道徳の主義に於て尤も人心に害あるは利己主義﹂

快楽主義︑利益主義杯は皆な邪説として抹殺して仕舞はな

を泊翁はどう評価しているか︒﹃自識録﹄には﹁西洋にて

しているが︑泊翁がつねに敬重してやまなかった人物は︑

釈迦や耶蘇を︑泊翁はある場所では﹁奇怪なる人﹂とし

諸葛孔明︑文天祥︑楠公などであった︒それはなぜかとい

承れば︑泊翁が打倒すべき第一のものと見なしたのは利己

ければならぬと私は信じて居る﹂と言いきっている︒して

て排斥し︑他の場所では﹁常人﹂に異ならなかったと弁護

えば︑かれらが﹁献身的の人﹂であったからで︑孔明が鞠

主義であるが︑﹁道徳の最上乗は献身的なること明白なり﹂

朗力を尽し︑死んでのち己むと言い︑吾は継常が為に謀り︑

身有るを顧みるを得ずといい︑楠公が七たび人間に生まれ

とした﹃自識録﹄第百六章の一段は︑

両立主義なり﹂

も之を説くには自利利他を兼て之を言はざるべからず︑所謂自他

の人に対しては数等を下して利益主義を説くも亦可なり︑然れど

からず︑中人以上は天下に少くして︑大半は中人以下なり︑是等

﹁然れども此の如きは中人以上に望むべくして中人以下に望むべ

て国賊を減せんといったなどは︑﹁如何に実践的に︑如何
に献身的なるかを知るに足﹂ろう︑千載のもとこれを読む
者にして︑皆感奮興起しない者がないのは︑﹁人性の好悪
是非︑皆同一なる天性の賦与に出るを知るに足﹂るからで

１泊翁健そう﹃自識録﹄の第百五章に言い︑ついで第

ある︒

rq，

○○○

︹

九頁よりつづく︺

り︑その方法論も︑厳密な学問方法論としてはいまだ常識

とつづいている︒﹃国民訓﹄にも︑︾
﹁人に接はるに︑己の承名利を専にして他人に構はざるを利己主
Ｏ

義と云ふ︑是に反して︑己の名利を捨てて全く他人の名利のみを

いわけにはいかないけれども︑あの当時の現実の中で︑い

のレベルからそれほど脱却していないという面を指摘しな

○００Ｏ

ならないだろう︒

︑

︵早稲田大学教授︶

ここに若干述べたところをも含めて︑再評価されなければ

であったともいえよう︒いずれにせよ︑西村茂樹の思想は︑

動のアクメ︵最盛期︶をもった多くの思想家に共通なこと

がうかがい知られる︒それはまた︑明治前期にその思想活

ますます顕在化し︑それへの志向がたかまっていったこと

かれの晩年には︑その思想の地となっていた儒教思想が

は︑肯んじられるのである︒

世教としての儒学と西洋哲学との二教帰一という目標だけ

ということを考慮に入れれば︑かれの採った﹁中﹂の方法︑

きこまれつつ︑これを決着していかなければならない場合︑

捨て︑なにを融合させるべきかという場面に自己自身もま

題に面して︑活殺自在の武器として︑なにを採り︑なにを

かに生きぬくべきか︑とりわけ日本の進路というような問

謀るを利他主義と云ふ︒利己主義は社会争乱の基にして︑固より
道徳の禁ずる所なり︑利他主義は道徳上の善事なりと錐も︑其善
○○○○００

の高きに過ぐるを以て︑今日の人に望承難し︑今日の所に於て︑
身の為にもなり︑社会の為にもなるは︑自他両立主義なるべし﹂

と説き︑自分も正当の道をもって名利を得︑他人にも正当
の道をもって名利を得さしむべきである︒たとえば︑自分
が山林を植えて利益を得たなら︑他人にもすすめて利益を
得させるべきである︒自分が善良の教育をおこなって名誉
を揚げたら︑他人にもこれに類する善事をおこなって名を
揚げることをすすむべきである︒﹃論語﹄に︑仁者は己れ
立たんと欲して人を立て︑己れ達せんとして人を達せしむ︑

とあるのは︑このことにほかならない︑と言っている︒こ
れによって︑泊翁は自他両立主義を道徳説として立てたこ
とがわかるが︑泊翁より四十年近く後輩の広池千九郎の唱
えたモラロジーの主張も︑要するところ︑自他両立主義に

ほかならなかったのである︒︵本会評議員亜細大教授︶
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日本近代史学史上における

茂樹の役割

沢栄

史書訳述書といえば︑ふつう刊本が知られているだけで︑

訳述に目を見張らせるものがあったのであるが︑その西洋

後という︑文字通り壮年のときのことである︒西洋史書の

れるそのしかたに心をひがれた︑ということであって︑歴

じめから儒教の原理つまり徳性と政治とが︑歴史に表現さ

を草して息軒の賞讃をうけたと伝えるのは︑その学業のは

と﹃日本外史﹄を読んで感銘をうけ︑また﹁昭宣公基経論﹂

少年の日︑安井息軒らについて儒学研修中︑﹃大日本史﹄

あった︒

う役割を果したかを考えよう︑というのが︑本稿の課題で

それも著書でなく訳書だという事情もあって︑泊翁の他の

二西洋史書の翻訳

言説がいろいろな意味で問題として議論され︑研究される

あることを忘れては片手落ちになるだろう︒西村茂樹が壮

うえからいっても︑注意深く検討されるに値いする業績で

ならぬだろうし︑また西村の思想形成ないし思想の構造の

史学史のうえからもそれなりの意義付けがなされなければ

て︑その翻訳にとりかかった︒撰夷運動の狂奔の絶頂に達

経過の後︑三十五歳の藩老西村は最新のオランダ史書を得

藩重役として藩政参与︑手塚律蔵について英学勉強という

富国強兵論を藩主や老中に献策︑オランダ留学出願︑佐野

書を木村軍太郎に学び︑︒ヘリー来航後は海防論・開国論・

百代通覧西洋砲術の師佐久間象山の勧めもあって︑蘭

であらう︒

年時にいろいろの西洋歴史を訳していること︑それらがど

けれども︑量においてもかなり尼大な西洋史諸訳書は︑

史意識がかきたてられる地盤がすでに準備されていたこと

七七︶および多少のその前

小

というのにくらべて︑さびしいことであった︒

歳︵文久二ｌ明治一○年︑一八六二

泊翁西村茂樹の︑数え年三十五歳から十五年つまり五十

｜はじめに

村

のようなものであり︑また日本近代史学史の中で︑どうい
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西

した文久二年︵一八六二︶の秋から︑大政奉還直前の慶応三

万国史略﹃百代通覧﹄訳了後数か月は︑大政返上のと

っしてまちがっていないであらう︒

二尊王撰夷ノ説盛ン二都下二行︿し︑暴客道路二横行ス﹂

きである︒西村は佐野藩を代表して京都に上ったが︑﹁時

年︵一八六七︶七月まで︑洋学者は危険でうっかり外も歩け

ないという時世︑しかも藩務に東奔西走︑全く寧日なかっ

と自身後に回想したそのような情勢の中︑西村は門を閉じ

た満五年の歳月を縫っての大訳業であった︒現在︑自筆訳
稿本七冊を伝える﹃百代通覧﹂というのがそれである︒

て︑このたびは英語の史書の翻訳にかかった︒これが﹃万

五三年のクリミャ戦争に至る︵日本については一八五四年の

品忠．か︑同著者の⑦のロの邑匡⑫８ｇ︾ＦｏａＯＰ届忠．か

旦鴨目①国巨︺厨８昼︾四目ｇの貝四口︵一目○号口︼．両日ロヶロ侭戸

たわけではないが︑シ一の淵四目①Ｈ句国の①Ｈ目算一①尉国の日①日の

アレキサソデルフラサル

原書は︑訳者自身が訳稿の最初に明示したが︑それはオ

撒戴多泣の一八六六年の本だという︒私は︑まだ対照してゑ

国史略﹄である︒原書は︑スコットランド人亜勅山大弗錬

日米・日英和親条約締結をいう︶世界史教科書の全訳であっ

のいずれかであらう︒これもいちおう全訳ができたようで

カケニンヌ

ランダの哀怒の﹃簡約万国史教本﹄︵三巻︑フローラヘン︑一

た︒この訳書は︑﹃泊翁叢書﹄の著述目録にも︑﹃泊翁西村

あるが︑なにぶんにも王政復古号令の出た前後の紛乱の際

舎タイ：トラル

八五六 七年刊︶というもので︑先史時代人類の始から一八

かったもので︑その後伯爵松平直亮から上野図書館に寄贈

茂樹伝﹄にもその名さえ見えず︑ほとんどひとに知られな

であった︒全編は︑﹁上古ノ史﹂から﹁第十九世ノ中葉二

ではあり︑そして江戸開城の翌月︑西村が京阪から帰東す

至ル﹂︵世紀は﹁世﹂と訳されている︶七十八節というので

されて︑近年やっと一部に知られるに至った︑という次第

のは︑嘉永年間同じオランダ士官学校歴史教科書から訳した箕作

あったが︑刊行されたのは三巻三冊で︑二十三節のギリシ

明治二年︵一八六九︶五月その言建が出版した︑というわけ

玩甫の﹃極西史影﹂と蟻泥の﹃西史略﹄︑ともに未刊︶︒訳本自体

アに終ってローマにも及んでいない︒それでも訳者西村は

るに際して︑訳稿を京都の書建にあずけてきたものを︑翌

が知られなかったものだから︑当然訳述の動機などもたし

この上木を聞いて﹁文運ノ将二昌ナラントスルヲ喜ブ﹂と

なのである︒もちろん未刊だけれども︑これは西洋史書か

かにはわからないけれども︑少年時代以来の歴史への関心

回想したものである︒

ら直接訳した第二番目の完訳西洋通史であった︵最初のも

の継続と︑とりわけ時勢の急迫と︑藩務・国事のそれへの

泰西史鑑この明治二年には︑西村は﹃泰西史鑑﹄を訳

対応に強い刺激をうけての︑ひたむきな西洋情勢理解の必
要という現実的目的のもとになされたことを思うのは︑け
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【

して︑その上編をじぶんで刊行した︒これはプロイセンの

治四年後半ごろの訳と考定できる︒

用紙や﹁日本西村茂樹訳﹂とあるところからみて︑ほぼ明

ま中止された︒原書も訳述時もはっきりしないが︑訳稿の

あって訳業をつづけた︑というものである︒上編上古史の

とき︑泰西諸国の治乱興亡の通を観て︑深く感ずるところ

本藩の佐倉藩の東京本邸で政務に多忙な日食を送っていた

うが︑どういう本だかたしかめられない︒東帰後の西村が︑

たろう︑辞して佐倉に閑居した︒そして﹁冷眼ヲ以テ熱闇

の出であるし︑その政見・政策も藩閥官僚と相容れなかっ

進むとき︑その藩閥に関係ないどころか︑旧佐幕藩の重役

つきよくひきうけて印膳県権参事となったが︑藩閥専制の

校正万国史略廃藩置県の後︑西村は固辞したもののけ

︑ワニル テ ル

この閲訳本は先年友人の神田孝平からもらったものだとい

物的爾の原著の︑オランダの狛爾佃の蘭訳本の重訳という︒

刊行がこの年︑中編中古史の刊行は西村の文部省出仕後︑

殊二醜トス︒ヘキヲ覚１︑長夏無事︑偶々旧板ヲ閲スレバ謬

誤頗ル多シ︑因テ再ビ校一訂ヲ加へ更二校正万国史略ト題シ

世界ヲ観レバ︑蝿ノ檀ヲ慕フガ如ク︑蟻ノ臭二栗ルガ如ク︑

以テ梓二上ス﹂︵例言︶というわけで︑猟官争いの醜を冷眼

下編近古史はなおおくれ︑明治十年︵一八七七︶から十四年

の死刑とオーストリアの政情までで終った︒目次には︑そ

︵一八八一︶にかけて出版され︑﹁近世ノ史﹂のルイ十六世

のあと革命の﹁暴威政治﹂からフランス第三共和制の成立

先年の﹃万国史略﹄を校一訂増補して﹃校正万国史略﹄を編

を以て達観しながら︑印掘沼のほとり︑修静居なる書斎で︑

述︑翌明治五年︵一八七二︶その上古史と中古史を刊行した︒

まであるが︑この部分は出版されなかったようである︒と

そしてドイツ皇帝ウイルヘルムの即位に及ぶ近世史は︑数

もかく全編三十冊に及ぶかなり大きな政治史で︑オランダ
ない︒

アイルランドテイロル

イマウイ

原書はもちろん﹃万国史略﹄のタイトラルに拠ったので

で十一巻十冊である︒

年後の明治九年︵一八七六︶九月に至って完成した︒すべて

語から訳された西洋史書の悼尾を飾るものといって過言で
西史年表明治四年︵一八七一︶には︑さきの﹃万国史略﹄
の原書のタイトラルの年表をさらに翻訳して﹃西史年表﹄
︵一二冊︶として上梓した︒紀元前四○○四年から最近の一

維諌︑荷閑人文最の著書を採用したという︒このうち以馬

ラードオランダウインネ

あるが︑校正増補はさらに阿爾蘭人迭羅爾︑米利堅人以馬

万国通史西村の西洋史訳書に︑さらに﹃万国通史﹄と

して訳稿を持っていた﹃万国通史﹄と﹃百代通覧﹄なのであ

維錬と文最の著書というのが︑すなわちさきにみずから訳

八六六年に至る簡単な西洋史年表である︒

いうのがある︒米国の以馬維泣多の原書を訳したというの

イマウイルラルド

であるが︑上古史から中古の一○六七年に至って︑そのま
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色︒獄︶少目目匡巴︒寓意四口︒﹄の昌幽且日○号昌

迭羅爾というのは確認できないが︑アメリカ版の新版なら︑

るｃ未刊の翻訳史書は︑ここに活かされていたのであった︒

害からの翻訳史書が注目されるのであるが︑それとて自筆

訳されたのではない︒この時期ひとり箕作玩甫の数種の閲

既成の和漢の史誌からの抜き書で︑もちろん西洋史書から

から安政のはじめ儒者の作った西洋史が五つばかりあるが︑

の英学の師手塚律蔵に安政五年︵一八五八︶の﹃泰西史略﹄

訳稿があるだけで︑一つとして公にはされなかった︒西村

言．○．弓

ところで︑さきの京都の本屋が出した﹃万国史略﹄はギ

彦ｍ８ｑ︾巨昏両号ｚ①急旨吋〆昂己．というのがある︒

リシア史までの三冊であったし︑またこの﹃校正万国史略﹄

以前に止まってローマ史にも及んでいない︒

明治になって︑そのはじめ明治三年︵一八七○︶村上英俊

という小さな教科書の訳刊があるが︑これまたアウグスト

の﹃西洋史記﹄が刊行されても︑これも百年戦争までで出

の上古史と中古史が出版されたときは︑﹃泰西史鑑﹄はまだ
はやや彪大に過ぎて︑それに時期もおそく︑そのときはすでに適

版中止︑それに晦渋な漢文訳で︑どれだけ読まれただろう

上編上古史だけしか発刊されていなかった︵完成してもそれ
当な西洋史訳書もたくさん出ていた︶︑という事情があったか

だけの箕作麟祥の﹃万国新史﹄が明治四年︵一八七一︶出版

か︒ほかに簡易な英国史はじめ二︑三の各国史と︑近世史

ら︑西村の数多い西洋史訳書のうち︑早い時期にじっさい
にひろく読まれて︑明治初期の西洋史の啓蒙的理解に役立

の主張に満ちているし︑﹃校正万国史略﹄の序文には︑三権

さらに注目すべき点がある︒﹃万国史略﹄の序文は啓蒙

三西洋史訳書と泊翁の思想

なのであった︒

がはじめての本である︑という史学史的意義を有するもの

西洋史訳書の刊行というのは︑西村茂樹の﹃校正万国史略﹄

そういうわけだから︑上古から近代まで一貫した和文の

されているくらいである︒

ったのは︑じつはこの﹃校正万国史略﹄なのであった︒
﹁校正﹂というだけだから︑ほとんど同書のような印象が

あるが︑前述のように﹃万国史略﹄とはちがう本で︑別の

幕府時代の西洋史いったい︑幕府時代には︑西洋史書

新訳書というべきであらう︒

から訳した西洋全史で刊行されたものは一つもないのであ
る︒西洋史に関する知識は︑たいてい断片的で︑和漢の地
﹃西洋雑記﹄には上古史だけの簡単な記事がきれぎれにあ

併執の独裁を衝き︑開化と民権を論じ︑それと高門空の変

理書また諸訳述地誌に拠ったものが多かった︒山村才助の
っただけで︑これを粉本にした佐藤信淵の﹃西洋列国史略﹄

ゴロンウグエル

も中間を諸地誌からの抜抄記事で埋めたにすぎない︒嘉永

ＴＬ

４宝

︑︲ノ

〆Ｉ︑

の場合にくらべて︑西洋への観察と理解の程度の未熟さは

避けられなかったであらうけれども︑その代りに西洋の歴

も読んでとりいれるという面から承れば︑他の啓蒙思想家

史を通じて︑西洋諸国の実態への認識に迫る︑という方向

いにおいて軽視できないといっても︑それは僻目ではなか
ろう︒西村が明治七年︵一八七四︶三月左院に提出した﹁民

においては︑他の思想家のそれよりも洞察の深さに赴く︑

との関係を警告するなど︑西村の思想形成とのかかわりあ

するものにほかならない︑といえるだろう︒﹃明六雑誌﹄

ない︒そしてそれが︑西村茂樹の全思想体系の中で︑どの

そのための知識と思考の用意ができていたことは忘れられ

選議院ノ義二付建白﹂は︑この序文の趣旨を継承し︑敷桁
の論稿﹁陳言一則﹂﹁政体三種説﹂﹁賊説﹂など︑短編なが

れる︒︵東京学芸大名誉教授︶

泊翁・西村茂樹

ｌ転換期日本の大思想家

○定価一︑○○○円︵〒一六○円︶

○著者古川哲史

○判型四六判︑二○八頁︑並製

○発行所〒柵東京都文京区本郷二

一○

二六○

一五五五七六

先に新井白石︑広瀬淡窓︑斎藤茂吉などの優れたモノグラフ
ィーを世に送った古川教授が︑維新転換期をユニークな思想で
啓蒙し︑指導した泊翁西村茂樹を︑円熟した筆で描いた新著︒
明治二十五年の早い時期にマルクスやサン・シモンを紹介し
納得のゆく改進を説いた泊翁の真面目は︑この著によって不死
鳥のように現代に羽ばたくであろう︒
︵日本弘道会創立一○○周年記念出版︶

︹内容説明︺日本道徳の確立者西村茂樹の思想と生涯

振替︿東京﹀七

電話︵○三︶八二

株式会社文化総合出版

三

とは︑おのずから次の課題にしなければならない︑と思わ

程度に有効な作用をしたか︑また発揮できたか︑というこ

ら明治初年の重要な見解や主張もまた︑これら諸訳書ない
ただ︑これら訳史書は︑みな歴史教科書・初学者向概説

し史筆そのものとの関連を無視し得まい︒

書であって︑研究書ではないが︑それはこの時期むしろ極
めて当然のことにすぎない︑といわねばならぬだろう︒

もう紙数がなくなったが︑最後に一言︑後年︵明治二十
二年︶の泊翁は︑ぷずから︑中年に外国の書を読んでから︑

欧米の文物のすぐれていることを知って︑その学問工芸を
本邦のそれらに代えようと思ったこともあったけれども︑

幸に早く開悟して︑国を誤らないですんだ︑という意味の
ことを言った︒それは︑啓蒙を脱して︑ものごとの本質を
守り抜こうとする時期の︑じぶんの立場の開示であるほか
に︑そういう指摘に値いするような藩閥行政官の私益と軽
繰浮薄を眼前においての発言であったことに︑より効果が
期待される意味をもったであらう︒

泊翁は︑流行の洋行帰りの人士の風貌ともちがい︑また
西洋の政治・経済その他社会諸科学に関する書物をなんで
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明治前期の西洋思想受容と

雄

くぶん積極的な態度が見られるけれども︑これとても︑西

なく︑かれの中心思想を形成する道徳学であるためか︑い
西村茂樹は︑西洋の哲学をわがものにして︑これを叙述

は︑疑義なしとしない︒ただ︑その分類の第一に︑アリス

道徳思想がどれだけかれの血となり肉となったかについて

トテレスを例とする﹁中道を以て至善とする説﹂が挙げら

洋の道徳を二十一種に分類したにとどまり︑これらの西洋

かれは﹁哲学﹂というより﹁理学﹂の方を好んだ︶と﹁西

が︑その中ていま﹁西国理学の源流﹂︵明治六年一月ｌ

この種類は︑たしかに︑かれの思想の中で︑ある意味で血

れていることに注目しておきたい︒のちに触れるように︑

︵思想︶そのものを直接に取り扱った論考はわずかである

国道徳学の主義﹂︵明治二十二年十月︶とを瞥見して糸て

の上で︑たとえば﹁フィロソフヒイⅡ理学﹂︑﹁コンシャス

といったものは見出しがたい︒わずかに︑哲学用語の緬訳

をわがものにしており︑哲学用語の訳出という点では︑井

︵明治七年︶もあって︑かなりの程度︑西洋の哲学︵思想︶

当時すでに﹁百学連環﹂︵明治三年︶があり︑﹃百一新論﹄

であるが︑これに比べて︑他の思想家︑たとえば西周には

茂樹の西洋哲学︵思想︶に対するかかわり方はこのよう

ネスＩ自識﹂︑﹁アトミック・セオリイー微塵の論理﹂︑﹁ツ

上哲次郎編の﹃哲学字棄﹄︵明治十四年︶において訳語定

となり肉となったといってよいように思われるからである︒

ルースー真理﹂︑﹁フェノメナー現象﹂など︑かれ独自の訳

着の営桑があり︑また西洋哲学︵思想︶史としては︑清沢

﹁西国理学の源流﹂においては︑タレースからプラトンま

語︑あるいはその後一般に定着していった訳語が︑若干見

でをたどっているのであるが︑そこには︑かれ独自の把握

も︑その感が深い︒

するといった形のものを︑残していない︒かれが西洋哲学

西村茂樹の思想的態度

旭

﹁西国道徳学の主義﹂の場合は︑主題が哲学プロパーでは

島

られるのみである︒
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峰

義︶︵明治二十三

二十六年︶もあるのである︒

ずきあげていった︒﹃自識録﹄︵明治三十二年︶の中には︑

その完成した姿が見られる︒それによれば︑宇宙間ただ元
︑

︑︑

るが︑この自然をなすものが神明であるというのである︒

︑︑

気あるの染︑その元気とは自然に成り自然に動くものであ

神明は数多くの名があり︑上帝・天・天則・天道ともいわ

ところが︑西洋哲学もまた︑儒学とおなじく︑宇宙万物

︑

〆

満之に︑血となり肉となったといってよい﹁西洋哲学史講
ところが︑茂樹自身は︑﹃日本道徳論﹄︵明治二十年︶の

西洋哲学との精粋を採って︑その粗雑なるを捨てて︑一つ
にすること︑すなわち﹁二教帰こするところに︑﹁世外

はいえ︑儒学的な形而上学︑とりわけ朱子学の主理説的な

かならない︒かれのこのような主張は︑かれ独自のものと

中でも︑西洋哲学︵思想︶に重要な位置をあたえ︑儒学と

教﹂︵仏教︑キリスト教︶ではなく﹁世教﹂としての天地

の理を窮める学であるとされるのである︒すなわち︑儒学

主張を背景にしていることは︑明らかである︒

れる︒これは﹁万理万物の根源にして又道徳の根源﹂にほ

の真理があり︑かつ道徳の基礎がある︑という考えを説い
ているのである︒つまり︑かれ自身の思想を︑この二つの

ものｌ儒学と西洋哲学ｌとが︑両脚のように支えてい
にしては西洋哲学︵思想︶の岨噌が充分とはいいがたいと

るとみなすことができる︒しかし︑いま見たように︑それ
すると︑かれ自身の思想は︑主として︑儒学によっている

も西洋哲学も︑ともに﹁宇宙万物の理﹂を窮める点では変

りがないということである︒ただ︑茂樹は︑それ以上に立

ということになる︒

相違があるか︑体系的に両者はどのようにかかわりあうか

ち入って︑儒学と西洋哲学とのあいだにどのような類似と

明治態想家において︑儒学︵儒教︶の影響Ｉ素養とい

上に西洋哲学が︑木に竹を接いだように︑接木されている

というような問題には︑肉迫していない︒いわば︑儒学の

｜

った方がよいＩが根づよいことば︑想像以上のものがあ

思想として︑やはり異なるものがあることも︑事実である︒

て同じであるとしても︑そこには︑東洋と西洋それぞれの

儒学と西洋哲学とが﹁宇宙万物の理﹂を窮める点におい

といった感をまぬがれないのである︒

つ

るといえよう︒東洋のルソーとさえ渥名された中江兆民に
して︑しかも儒学の痕跡はおおいがたいものがある︒茂樹
における儒学の年輪はどのようなものであるだろうか︒

かれは︑若いころ︑安井息軒︑海保漁村︑海野石窓に儒
学を学んでいる︒そして︑かれ独自の儒教思想の把握をき
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おうとするならば︑どうしても︑二者融合のための方法論

でも折中法に注目したい︒

教を帰一させるさいの方法論であるといってもよい︒なか

﹁中﹂を採って真理とするという折中法は︑西洋哲学の祖

そのような相異点に注目しつつ︑しかも二教帰一をおこな

ものが見出されるであろうか︒

が確立していなければならない︒茂樹においてそのような

真理﹂を探究することにほかならない︒茂樹においては︑

のゆえに︑茂樹はしばしば文字通り折中派と象なされ︑明

西洋哲学そのものの中から発掘したのである︒この折中法

融合する場合の方法であるが︑それを︑茂樹は儒学および

﹃中庸﹄にも見出される︒折中法は︑儒学と西洋哲学とを

ともいうべきアリストテレスにも︑儒学の経典﹃論語﹄や

直接に二者融合・二教帰一の方法論としてではないが︑真

治前期の西洋思想受容の舞台で︑過少評価されるきらいが

ここで二者融合・二教帰一というのは︑結局︑﹁天地の

る︒日事実に徴する︵事物の事実に合うものはことごと

理探究の方法論として次の六つの方法を挙げることができ

は︑折中法の﹁中﹂の意味をよく心得ており︑明治前期と

いう場面において︑この方法を駆使して︑まったく独創的

あるが︑必ずしもそうではないと考えられる︒むしろかれ

ど︶白折中法︵それぞれ一理をそなえている東西二端の

とはいえないにしても︑クリエイティヴな︵創造的な︶外

く真理であり︑事実に合わないものは真理ではない︒︶口

説があるときは︑その﹁中﹂を採って真理とする︒︶四権

ったということができるのではあるまいか︒

来思想の導入︑自己の思想形成︑国民思想の啓蒙をおこな

そのことは︑折中法から︑比較と批判という︑新たな二
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推度法︵水を見てかならずその源のあることを椎度するな

衡法︵相反する二つの意見がともに道理を有するときは︑
はか

その軽重を権って重い方を採る︒︶㈲良心判断法︵良心に

原理を導出することができるところからも︑うかがい知ら

の童子﹂を打ち叩いて所持品を奪おうとしているのを見た

よって直接に判断する︒たとえば﹁壮大の男子﹂が﹁幼弱

︵道理に疑うべきものがある場合︑ひろく﹁名家の言﹂を

ときは︑ただちにその曲直を判断できる︒︶㈱多聞閥疑法

て︑成立するのであるから︑そこには︑一方が他方を批判

の説の極端に走るのを阻止し︑その逆の働きもおこなわれ

するという交互的な営みがあり︑同時に︑相互に比較する

れる︒｜︲中﹂を採るという場合には︑必ず一方の説が他方

右のごときものが真理探究法なのであるが︑それは同時

後日にゆずる︒︶

に︑儒学と西洋哲学の精粋をとって粗略を捨て︑これら二

さぐり︑その信ずべき部分を採り︑信ずべからざる部分は

四

というプロセスも︑そこに含まれてくるのである︒

いろいろ点数によって表示し︑両国民の公衆の思想の類似

類の問題であるだけに︑茂樹の前述のような基本的態度が

ているもので︑事実に徴さなければ立論できないような種

︵明治八年十二月︶はもっと具体的・現実的な問題を論じ

﹁偏奇﹂を挙げ︑具体的には︑かれ自身女権論に賛成とみ

と相違とを一目瞭然たらしめている︒また︑﹁自由交易論﹂

られるにもかかわらず︑﹁軽今女権を拡張して其度を超え

よく示されているといえよう︒かれは︑そこで︑決して軽

そのことは茂樹の﹁中論﹂︵明治二十年七月︶によくあ

しめんとする者﹂は中正の論をなす者ではないとしたり︑

って︑漸進主義・改良主義の立場にたって︑保謹貿易を主

々しく時流にのって自由交易を主張するのではなく︑かえ

らわれている︒その中でかれは︑﹁中﹂の反対概念として

かれ自身は仏教を含む世外教を排したにもかかわらず︑排

易にあくまで固執するのではないのである︒

張するのである︒もとより︑そうだからといって︑保護貿

仏諭は偏奇であるとしたり︑すでに述べたように︑かれ自
みを絶対的な立場とし他の立場を異端としてしりぞけるよ

身の思想の根底には朱子学があるにもかかわらず︑性善の

ていないで︑ただ孔孟の教の承をよしとするのは︑井戸の

その心が分かるような気がする︒かれには︑なんといって

って︑これをどのように受け止め︑受け入れようとしたか︑
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うな宋学を批判し︑日本の当時の儒学者が西洋哲学に通じ

このように見てくると︑茂樹が︑キリスト教を含めて西

さきほど挙げた真理探究の六つの方法のうち︑第一に﹁事

も国家志向があり︑思想を思想として停滞させず︑これを

洋思想が滑々と流入してきたあの波潤万丈の明治前期にあ

実に徴する﹂方法があった︒これは全般に通ずる茂樹の学

道徳として実生活の中で活用させ︑そのようなところへ人

︑

問的態度であって︑折中法においても︑ただ観念的に頭の

あり︑その点にかんするかぎりでは︑明治中期から後期へ

︑︑︑

なかで﹁中﹂を採って処理するというのではなく︑事実に

た︒だから︑西洋思想の岨噛・受容においてなお不充分で

人を教育しなければならないという︑根本的な立場があっ

単に独断的にではなく︑善悪思想表という形をとっており︑

と日本人との善悪の観念の比較がなされているが︑それは

︹一○頁下段につづく︺

かけてのアカデミズムの哲学移入に一歩ゆずるところがあ

︑

寛容・節倹・礼譲・勇気・貞操・愛国心・虚言等について︑

︑︑︑

であった︒﹁公衆の思想﹂︵明治十三年五月︶では︑英国人

徴して﹁中﹂を採るのが︑かれが現実におこなったところ

ものにも向けているのである︒

中の蛙にひとしいというような︑痛烈な批判を︑儒学その

五

し︒五︑家業を励むべし︑節徳を守るべし︒六︑家内和睦

国益を図るべし︒四︑学問を勉むくし︑身体を強健にすべ

今井

西村茂樹の著述を通じてうかがわれる大きな特色は︑道

西村茂樹の政治道徳論

徳と政治の関係についての彼の強い関心である︒この小論

ふくし︒八︑人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべか

らず︒九︑酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染まるべか

すべし︑同郷相助くくし︒七︑信義を守るべし︑慈善を行

らず︒十︑宗教を信ずるは自由なりといへども本国の害と

では西村が政治に要求した個灸の具体的方策論の根底にあ

いたかという問題に視点をしぼり︑西村の政治道徳論をと

れと関連して彼が現実の政治のイデーとしてなにを考えて

さらに明治三十三年十一月に︑西村は﹁｜︑世界の形勢

なる宗教は信ずるべからず﹂という十ケ条である︒

を察すること︒二︑国家の将来を慮ること︒三︑政治の良

否を観ること︒四︑国家の経済を知ること︒五︑教育の適

の団結を固くすること︒八︑正論を張り邪説を破ること︒

否を考ふること︒六︑無識の者を教化すること︒七︑道徳

九︑国民の風俗を改善すること︒十︑社会の制裁を作るこ

の会員に提示したいわゆる﹁甲号要領﹂から﹁乙号要領﹂
﹃日本道徳論﹄において﹁妄論を破す﹂から﹁国民の品性

層の奮発﹂を促したのである︒

と﹂という﹁日本弘道会要領乙号﹂を発表し︑会員に．

要領は専ら一身を修む事﹂を示し︑﹁乙号の要領は更に進

右の二つの要領の差異については︑西村自身が﹁甲号の

二十三年一月に﹁日本弘道会要領十ケ条﹂を発表した︒そ

への変化の意味であると思われる︒すなわち明治十九年の

右の問題に一つの手がかりを与えるのは︑西村が弘道会

りあげる︒

る彼の政治道徳観が︑なにによって培かわれたか︑またそ

､̲エー

を造る﹂に至る五ケ条の実践項目をかかげた西村は︑明治

を尊ぶべし︑本国を大切にすべし︒三︑国法を守るべし︑

れは﹁一︑忠孝を重んずべし︑神明を敬ふくし︒二︑皇室
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リ
号

I

んで国家社会の為に力を尽さんとする﹂ものとのべ︑甲号

直面した内外の諸政策に関する西村の具体的な現状分析と

宗教など正続あわせて二十九項目にわたり︑当時の日本が

治の良否を観ること﹂が必要である理由として西村は次の

注目すべきは乙号の第三項と第十項である︒第三項の﹁政

最も誤謬の見﹂とし︑﹁是を以て政事を執る者︑及び政事

﹁道徳と政事とを分ちて二様とする﹂見方を﹁今日世人の

落に対する︑西村の激しい批判であると思われる︒西村は

に道徳と政治を分離したことから発生した政治の混乱と堕

問題は多岐にわたるが︑さしあたって注目すべきは︑第一

その改革案が両書の中に展開されている︒両書が提示した

は﹁会員各個﹂が行う﹁消極﹂面で︑乙号は﹁支会の如き
団体﹂が行うもので﹁時勢の進歩﹂にあわせた﹁積極﹂面を

ようにいう︒すなわち往昔は政府の専権であった﹁政事﹂

重視したとのべている言葉に明らかであろう︒いまここで

は﹁立憲政事﹂の時代となり﹁国民全体の力﹂で維持する

を論ずる者︑多くは道徳を棄て上顧みず︑今日国政の善美

ならざるは︑其源皆髪に在りて存す﹂とまで極言する︵﹁緒

必要があること︑官吏議員でなくても政治の良否を観察し

せ︑そこから政治の混乱が招来した︒すなわち﹁百官庶僚

論﹂︶︒彼によると右の風潮は﹁国政の順序﹂を見あやまら

て改善を計るようにすべきこと︑いかなる悪政にも盲従す
るのは﹁卑屈の民﹂であり︑卑屈な人民は国家を隆盛にし

二者尤も多し︶︑或は法律を欺きて私に商業を為す者あり

庭の治まらざる者あり︑賄賂の為めに其名を汚す者あり︵此

多くは道徳を以て無用なりとし︑是に由り色欲の為めに家

えないことというのである︒また第十項の﹁社会の制裁を
作ること﹂の必要性について︑彼は法律の制裁は今日では

︵殊に投機の商業を多しとす︶︑或は博突に類する遊戯を為

﹁甚だ寛大﹂なため︑﹁敗徳の人﹂や﹁好利を行ふ者﹂が︑

大臣となりあるいは民間で勢力をもつ実状をば﹁社会制裁

す者あり︵其実は遊戯のみに止まらず︶︑患得患し失が為め

確立﹂により排除すべきだと主張している︵﹁日本弘道会
乙号発行の辞﹂︶︒

空案的布告に対する批判︵﹁政務﹂︶︑長期的展望を欠いた法

のほか政務の煩雑や官吏数の増大や次之に出される机上の

に言ふに忍びざる者あり︶︵﹁百官﹂︶と西村は慨嘆する︒そ

家道徳論﹄を発表した︒この両著は﹁緒言﹂によれば﹁専

律案や︵﹁法律﹂︶︑﹁欧人を畏怖﹂し東洋の﹁隣国を軽侮﹂す

に脅肩語笑︑其醜態を極むる者あり︑官人道徳の衰頬︑実

ら政治上より国民の道徳を論じ﹂︑また﹁治国平天下の道を

るごとき世界の形勢に対する為政者の認識不足の指摘など

さて西村は︑右の﹁甲号﹂と﹁乙号﹂の中間に当る明治

論じたる者﹂である︒その内容は﹁総論﹂にはじまり︑大

二十七年に﹃国家道徳論﹄︑さらた明治三十年には﹃続国

臣などの諸官制・議会・財政・軍政・外交・貿易・教育︒

（21）

長土肥︵特に薩長︶の人﹂が担当者である︒その幣害は

ところで右のような政治は︑﹁維新の功臣﹂としての﹁薩

︵﹁外交﹂︶︑西村の批判は枚挙にいとまがないほどである︒

を要求している︵﹁大臣﹂︶︒このような大臣によって行なわ

望﹂とし︑その基礎の上に胆略・機敏・智見・度量の諸徳

節・清廉潔白・官禄に恋々としない態度などを﹁大臣の徳

家に娼﹂すという心がまえを重視し︑さらに礼節・勤労倹

麦闘乏し︑現時の当局者は追食老朽し︵年令より言へぱ未

念につながるのである︒

れる国家の責任ある政治が︑後述する西村の﹁仁政﹂の理

﹁藩閥者権を専にすること並に三十年︑彼等の中に人材漸

だ老朽に非ざれども︑彼等は学問なきを以て其識見多く時
勢に後る︶巳むことを得ず己が門下生を擢んで基内閣に列

批判は︑﹁幸にして人民従順にして政府に反抗することな

︵﹃続国家道徳論﹄﹁政権及行政官﹂︶︒西村の藩閥政治に対する

にによって培かわれたのであろうか︒

ると推測されるが︑道徳と政治に関する西村の関心は︑な

は︑右にのべたような彼の考え方が大きな動機となってい

西村の﹁要領甲号﹂から﹁要領乙号﹂への展開の背景に

せしむるに至﹂るというごとき藩閥政治より発生している

に事済むことはかるくし︑政府たる者人民の柔順を以て自

しと雌ども︑若し欧州諸国の人民ならしめば︑決して平穏

明治二十三年の﹁甲号﹂発表の前年に当る明治二十二年

治方法術策を考究﹂する政治学・法律学と道徳学とが﹁別

の十月︑西村は﹁道徳と政治との関係﹂という論稿をあら

さて西村が指摘した﹁今日国政の善美ならざる﹂状況に

立﹂したことは当然としながらも︑﹁一国を善くすること

らざるなり﹂︵﹁政務﹂︶とまで言わしめたように痛烈であっ

対応するには︑二つの条件が必要であった︒すなわち第一

は︑道徳の外に在りとして之を顧みざるの理﹂はなく﹁然

ら安ずることなく︑深く自ら省染て其過挙を改めざるべか

は国民の﹁政治の良否を観る﹂能力の養成と団結の自覚で

れば政治は道徳の内に包括せりと云は明白なる事﹂という

わし︑そのなかで彼は文明の進歩と複雑化にともない﹁政

あり︑第二は為政者としての道徳の高潔性への自覚︑換言

た︒

すれば道徳的資質の重要性の自覚の要求である︒彼は﹃国

﹁致知格物﹂から﹁平天下﹂に至る条目が﹁西国哲学家の

道徳﹂と明白に一致すること︑さらに孔子・孟子・萄子・

立場を明らかにした︒その論証として彼は︑﹃大学﹄中の

を基本にし︑﹁公私の別を明らかにし︑何事も公正の心を以

韓非子やギリシャ哲学者の説︑あるいはホップス・ルソー

家道徳論﹄中に︑為政者の人格的資質として﹁忠誠の二字﹂

て事を処し︑墓も私利を謀る念﹂なく﹁我全身を挙げて国
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二

［

興すべきことを今日道徳家の急務であると強調した︵﹃泊翁

方を強調する考え方︑すなわち彼のいう﹁国家主義﹂を振

体として道徳を説く者﹂が多いとのべ︑国家の道徳的在り

・フィヒテ等あげ﹁古の聖賢道徳の士﹂は﹁国家を以て主

ている点である︒右の講演は︑﹁維新以来学問の風一変し︑

言て天下の則と為り行て天下の法と為らんことを﹂とのべ

治国の本たることを知り︑今より統然として其行を改め︑

の堕落に言及し﹁吾暦偏に願ふ︑高官貴族の輩深く修身は

おける西村の危機意識の表明であったが︑ここにもすでに

既に没して月の未だ昇らざる時の如し﹂という思想状況に

のべた﹃国家道徳論﹄などにおける︑為政者たる者の責任の

孔孟の道は既に衰へ西国の理学は未だ入らず︑其状宛も日

項目をかかげ︑道徳は﹁治道﹂で﹁精神﹂にあたり︑法律

自覚の必要性が︑鋭く指摘されているのをみることがでる︒

叢書第二輯﹄︶︒さらにさかのぼれば︑彼は明治十五年の﹃或

は﹁治具﹂で﹁五体﹂にあたるが﹁本末先後﹂からすれば

問十五条﹄の第一条に﹁法律と道徳との別を論ず﹂という

﹁道徳は本なり先なり法律は末なり後﹂と規定し︑﹁人心

を正ふし︑風俗を美にし︑社会の情態を高崇にし︑其国の
光輝を四方に燥発せしむるは︑独道徳の力の拳能く之を為
道徳と政治に関する彼の論稿はこれのみに止まらないが︑

として︑先にあげた﹃或問十五条﹄中の﹁其十二︑仁政と

考えたのであろうか︒右の問題に有力な解答を与えるもの

の現状にてらして有効に機能しうる理論となりうるものと

では西村は︑なぜ儒教が説いた政治道徳論が当時の政治

多くの論旨に共通してうかがわれるのは︑西村の儒教の政

す﹂と道徳立国論の必要性を説いている︒

治道徳論に対する高い評価である︒右の事情を証明するの

道を学び孔孟其外の書を読﹂み﹁仁政は治国の一本鎗﹂と

自由とを論ず﹂という文が注目される︒すなわち彼は﹁儒

て国の治まる理﹂がないと確信しているにもかかわらず︑

信じ︑﹁如何なる良法あるも︑仁政を行はざるときは︑決し

は︑明治八年三月︑西村が明六社において講演した﹁修身
分﹂すなわち﹁情欲・負欲﹂と︑﹁道理分﹂すなわち﹁天

治国非二途論﹂である︒この講演で彼は︑人間性を﹁動物
理﹂・﹁良心﹂とに分けて︑﹁修身治国は共に道理世界の事﹂

民に自由を許すことを説くの桑﹂で︑何故に欧米政治学の

士は﹁仁政の美﹂に言及しないのかという設問を設けて︑

近年に﹁西洋政治学の識釈書﹂を読んだところ︑ただ﹁人

それについて西村は次のように答える︒

に関するとのべてその﹁非二途﹂たることを論じている︒
﹁孔孟の道﹂が明示した両者の一致論の正当性を論証して

このなかで注目すべきは︑道徳と政治の分離論者に対し
いること︑さらに分離論がもたらした政府の﹁顕官貴族﹂
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三

結論からいえば︑﹁支那の仁政︑欧米の自由﹂は﹁其帰す

考え方であった︒その過渡期の有効な方法として︑彼は儒

彼の右のような発想は︑自ら佐倉藩の執政となり政務を

教の政治道徳論のもつ役割の意義を自覚していたのである︒

担当した体験をふまえて︑明治二年に廃藩の議がおこった

つまり﹁治国の要﹂は﹁民の生命財産を安穏﹂にする﹁安
民﹂にある︒欧米においては︑国民の知識学術が進歩し︑

る所は一﹂である︒しかし設問者の疑問にも理由がある︒

政府と国民の間には知識に大差がない︒したがって自分の

いることは注目すべきである︒そのなかで彼は治国の本末

ときに︑﹁集議院﹂に上申した﹁郡県議﹂にすでに示されて

として﹁道は本なり制度は末なり︑仁義忠孝は道なり︑封

生命財産の保護は人民自ら実行するところで︑あえて﹁政
府の干渉﹂を必要としない︒もし政府が﹁暴政を行ひ︑人

し民を愛するにあり︑一方﹁人臣﹂は君を導いて天を敬し

建郡県は制度なり﹂という立場から︑﹁人君の職﹂は天を敬

民を愛せしめる責務があり︑これこそ﹁真の尊皇﹂の道で

による騒乱がおこる︒したがって﹁欧米諸国の政学者深く
人民の自由を奪ふを以て戒とする﹂が︑日本では﹁其民無

あるとのべ︑﹁今上御一人より︑諸大臣に至るまで︑能く大

民の生命︑財産︑思想︑言論の自由を奪ふとき﹂は︑反抗

智なる﹂ゆえに︑﹁君主之を助けて安穏ならし﹂める必要

公至正を以て心とし︑愛民の政を行ひ給ふ時は︑封建郡県

皆以て国の治安を致すに足﹂り︑そこにおいて日本の国が

があるというのである︒

つづいて﹁現今本那の人民の状態﹂においては︑仁政と

ている︵﹃建言稿﹄︶︒

はじめて﹁能く世界の強国と並び立﹂ちうることを力説し

ところで明治八年の﹁修身治国非二途論﹂から︑明治三

自由のいづれが優先するべきかという設問について︑西村
ているが︑日本の﹁内部の実相﹂を承たとき︑また﹁人民の

は汽船・鉄道・電信など﹁外面の形相﹂は文明国に相似し

﹁仁政﹂・﹁安民﹂と﹁自由﹂との一致は︑彼の弘道会を中

十三年の﹁要領乙号﹂に至る間において︑西村が意図した

心とした熱心な社会活動にもかかわらず実現をみなかった︒

り﹂と判断せざるをえないという︒したがって現状では﹁支

それの桑ならず彼が目にしたのは︑勇武の気風と道徳的誇

智識の度を平均して測り見るとき﹂︑実状は﹁低下の度に在

智識を進め早く独立の身分となる様﹂に努力し︑﹁当局者は

那流の仁政﹂を先にすべきでありその間に﹁人民は自分に

いては﹃国家道徳論﹄をはじめ多くの論稿に言及があるが今は省略

りをもった指導者としての武士的気質の衰退︵この問題につ

七頁下段につづく︶

一方に仁政を施し︑一方に人民の智識の進否の度を考え︑

︵

漸為に仁政の方を減じて︑自由を与ふるの方に改﹂めてゆ
くべきであるというのが︑西村の現実に対応する基本的な
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西村茂樹と三輪田高一房との交遊

三輪田高房と道徳会

田忠好

は︑始めに開設の趣旨を述べ︑次に︑皇族を諸うて会長と為し︑華

族を以て幹事にあてる︒学師は皇学は国典家を以てし︑漢学は経義

は独り貴族のみならず︑凡そ有志者は皆これに加う︑とあり︑発起

人として小藤孝行︑秋月胤永︑三輪田高房︑落合直亮︑宮崎富成︑

家を以てす︒︵但し毎月適宜一両会を開き︑肝要の書を誰ず︶会員

山本敬玄︑飯田武郷︑筒井明俊︑川村正平の九人の名がみえ︑又同

私の﹁おとづれ文庫﹂の蔵書の中に︑愛媛県出身の明治の国学者
足跡ともいえる遺産である︒先生は旧松山藩士︑かつて幕府の長州

三輪田高房先生の遺稿二百余冊がある︒それは三輪田先生の生涯の
征討の戦いに従軍した事もあり︑経書に精通し︑和歌を好み︑神道

の名が加えられている︒この道徳会は︑明治二十年西村先生の弘道

会に合併するまで︑独自の活動をしていた︒その会員の中には当時

文面の別の印刷物には︑若山儀一︑丁野遠影︑岩崎維椛︑宮地厳夫

の有名人が名を連ねている︒これ等の人々は弘道会と合併後は︑自

を遵奉し︑八十八歳のその生涯は充実したものであった︒神道教院
部の一人として活躍した人である︒先生の遺稿は多岐にわたり︑日

動的に弘道会の会員になった模様である︒

に奉職の秀ら︑修身道徳の高揚に努め︑後に西村先生の弘道会の幹

の記録であり貴重な資料でもある︒遺稿の中で注目に値するのは︑

糾合して︑明治十六年﹁道徳会﹂を結成した︒先生の遺稿の中に

期に於ける弘道会活動の実態を知る事が出来る︒先生は始め同志を

は︑西村先生と弘道会に関係した記事が四百か所程あって︑明治中

き︑という日記の記載から始まるようである︒

氏道徳会演説あり︑高房︑宮地厳夫同行聴聞︑我が神道と同意なり

日︑午後二時より︑一つ橋御門外高等中学議事堂に於て︑西村茂樹

いたと思われるが︑その最初の出会いは︑明治十九年十二月二十六

三輪田先生も徳学の先輩である西村先生の事は︑兼ねて承知して

西村先生と三輪田高一房との出合い

記︑詠草︑叢録︑聞見録︑研究論文等々︑明治に生きた国学者の生
青年期の弘化年代から没年の明治四十年代に至る六十年間の日記で︑

﹁道徳会由来記﹂﹁道徳会日記﹂なる二冊があって︑道徳会活動の実

日本弘道会に関係した明治二十年から三十五年の十六年間の日記に

態︑推移を知る事が出来る︒﹁道徳会開設見込書﹂という印刷物に
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池

なったか︒翌明治二十年二月三日に︑三輪田氏は西村先生を訪問し

が神道と同意である︑といっている︒この事も合併の一つの要因と

六日の大演説会であった︒三輪田氏は演説を聞いた感想として︑我

この演説会は︑泊翁伝に載る明治十九年十二月十一︑十七︑二十

村先生の片腕ともいえる会にとって重要な存在であった︒そうして

関西等遠隔な地まで行き︑講演を行ない︑支部の発展に努力し︑西

道会の仕事には非常に協力的であった︒地方支部への出張は︑東北︑

的に活動し︑会の集りに︑役員の出席が悪い時には歎息する等︑弘

もあった︒そうして弘道会の総べての相談事に係わっていた︒又西

商議員︵現在の評議員︶の改選の度に当選し︑事実上終身商議員で

る︒明治二十七年一月十七日の日記に︑倉田務氏来り︑昨夜次男死

村先生の信任の厚かった事は論を待たないが︑次のような逸話があ

たが眼病にて逢わず︑とある︒そして翌月の三月七日︑本院︵神道
なう︒道徳会合併の相談を為す︒宮地厳夫氏も同行︑茂樹氏も明治

教院︶に出頭︑午後四時頃より築地一丁目一番地︑西村茂樹氏を訪
九年より修身学社を設けられ︑かつ宮家へも参殿の上︑度を講義あ

たく︑御足労願いたいと申され︑高房承諾し︑務氏を帰し︑すぐに︑

西村氏に行き︑懇々示談候処︑承諾あり︑金参拾円受け取り︑借用

去の由︑就いては用度不足につき︑西村茂樹氏に金三拾円借用致し

を交えて話した最初であったろうが︑熱心に合併の話をしたという︒

を以てせんとあれば︑金員務氏へ相渡す︑とある︒当時の三拾円は

害呈出せんと申せば︑私より尊君へ御渡し申し上げ候に︑何ぞ証書

りし由の話あり︑秋月胤永より話ありし趣き話され︑高房︑胤永心

こうして三輪田氏の道徳会は︑西村先生の弘道会に合併吸収された

中を吐露して話す︑とあって︑この会合が︑西村︑三輪田両氏の膝

模様で︑同じ年の七月一日︑本院出頭︑研究会あり︑西村茂樹氏来

は三輪田氏が信頼に値する人物であったということ︒このように両

高額の金で︑その借用害は無用であるという西村先生の言葉︒それ

の事務所の為︑六畳ばかりの処借用致したく申し出有り候事︑とあ

院あり︑その七月十三日西村茂樹氏来院あり︑道徳会︵弘道会か︶

はある︒次に泊翁伝にもみえるが︑明治三十年八月十三日︑岡山県

児島郡味野村野崎武吉郎方で︑西村先生が縁側より落ち御けがをな

先生の交遊が﹁信﹂という文字で結ばれていたという心暖まる話で

三輪田氏は以前より神道教院に奉職︑権大教正に昇進︑弘道会︑明

に︑岡山県児島郡野崎方より西村茂樹氏返事達す︒容体は同様のお

された︒その事が翌十四日の日記に載っている︒その十九日の記事

って︑弘道会は道徳会を合併︑組織は大きくなり︑三輪田氏は弘道

治会︑大八州会と幅広く顔を出し︑時には講演を行ない︑時には弘

会々員として︑やがて西村先生との接触も頻繁となるのであった︒

道会の地方支部へ出張と︑精力的に活動するのであった︒

三輪田氏の日記に︑西村先生や弘道会に関係した記事が多出する

気遣ってのことであろう︒さて前文に書くべきであったが︑三輪田

うしたという感慨も含まれているのであろうが︑やはり先生の身を

ている︒この歎詞には︑西村先生も自分もお互いに年老いた︒老も

もむき︑執筆に困難につき代筆とあり︒億︵あ坐︶と思わず歎息し

時期は︑明治二十三年から三十一年にかけての九年間で︑文政六年

氏の日記に多出する地方出張の一例を御紹介する︒それは明治二十

西村と三輪田両氏の交遊

生まれの三輪田氏は︑七十歳を過ぐる高齢であった︒然し大変精力
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ｒＬ

西村先生との死別は︑形容し難い痛痕事と受け取ったことであろう︒

さて西村三輪田両氏の交遊は︑明治二十年道徳会合併から始まり︑

ぱ︑お互いに人の道を説いて来た先輩であり︑永年の知己であった

西村先生死去の明治三十五年八月まで続いた訳で︑弘道会という徳

六年七月二十四日︑五時東京発汽車にて両国橋東に至り︑人力車会
橋より右の方道街を一里許り行きて︑津田沼宇久を田村提三橋茂兵

学普及の組織の上に立って︑共通の目的を以て︑人の道を説いて来

社に申しつけ市川渡し場に行く︒市川より八幡︑八幡より船橋︑船

又本宅に通す︒発起人小学校教師六七入来り懇話あり︒酒肴謝絶し︑

衛氏に着く︒午前九時過ぎなりき︒三橋在宅にてすぐに茶室に通し︑

に芳名を遺したが︑一方三輪佃高房氏の名は︑全く人に知られてい

なかった︒ここに弘道会発足百周年の記念すべき年に当り︑図らず

た両氏ではあったが︑西村先生は後世その遺徳をたたえられ︑世上

も三輪田氏の事跡を︑世に出す事が出来る機会を得た事は望外の喜

の事を述ぶ︒この外二三人演説あり︒一人は恢慨言表に現わる︒商
本日相決し候由︑とあって︑五十名もの会員を擁する支会が︑一遍

房三時間演説す︒この夜七名来り︑又六名来る︒支会々負五十名は

れつつある現代の︑錯乱した世相に︑限りない憤り︑悲し糸を覚え

びである︒そうして感ずる事は︑日本古来の美徳が失われ︑無視さ

午販を喫し︑午後一時小学校に行く︒聴衆百名ばかり︑村長創立会

に誕生するという好調の場面でもあるが︑又せがまれて色紙や短冊

今日的意義をもつことはいうまでもない︒︵武蔵大学教授︶

のような主張は︑昭和の現代における政治状況のなかでも

命感の自覚の要請であったといってよい︒そして西村の右

政者の強い道徳的反省にもとづく国家の指導者としての使

場にある為政者に対する責任の自覚の強調︑換言すれば為

た﹁仁政﹂の主張と︑なによりもその﹁仁政﹂を実施すべき立

の政治道徳論の骨格としたものは︑儒教によって培かわれ

廃という政治状況であった︒このようななかで西村が︑彼

する︶とうらはらに︑あらわになった藩閥政府の道徳的頬

︵二四頁下段よりつづく︶

するものである︒︵千葉県会員﹁おとずれ文庫﹂主宰︶

道会の発展継続に力を蝦して来た先輩各位に対して心から敬意を表

ると共に︑かつて明治︑大正︑昭和と︑西村先生の遺志を継ぎ︑弘

を書いて贈るともあった︒

西村の死去と高房の歎き
三輪田氏は明治三十四年十月︑東京での総べての事務に訣別し︑

Ｉ

岡山に移り住んだのであった︒時に七十八歳︒転居後も西村先生と

は若干の交信をしていた模様で︑西村先生より徳学講義録を送られ
たり︑手紙には︑病気快気に赴かず︑困迫の旨記されてあったとい
う︒その年の八月十五日︑日本弘道会より︑西村会長大患︵わずら
い︶の趣き申し越すにつき︑直に見舞書送る︒ついで八月十七日︑
束京西村茂樹病気危篤にて︑正三位昇級のこと新聞に見ゆとあり︑
その八月二十日山陽新聞に︑十九日東京西村茂樹氏死去と見ゆ︑と
簡略に記され︑何等の感懐を述べていない︒それはお互いに高齢で
あり︑死も自然の帰すうであるとの︑悟った考えによるものであろ
うか︒八月二十一日︑東京西村竜太郎より︑祖父茂樹病死と︑報知
の書二通達す︒取り込みの程知るべしとある︒さて高房にしてみれ
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泊翁と海国日本の防衛

寺崎隆治

山先生の門下に入り︑蘭学と砲術を学び佐倉藩で大砲を鋳造試射を

行った︒・因象に象山先生の門下には一五○名ほどの俊才がおり長岡

りて子弟の教育を頼むべきは虎三郎︑胆略ありて事を天下に為すべ

藩の小林虎三郎と吉田寅次郎は先生の二虎といわれ象山は﹁学識あ

きは寅次郎﹂と称えた︒現在佐賀県有田町弘道会支会長の金ヶ江三

郎雅綱氏は虎三郎の親戚であり︑虎三郎のことは︑文豪山本有三著

提出︑更に海防策︵大砲︑戦艦の建造︑砲台の建設︶を藩主を経て

泊翁は嘉永六年︵二十五歳︶﹁海防に関する意見﹂を藩主正篤に

﹁米百俵﹂に詳述されている︒

主席老中の阿部正弘に進言している︒この頃欧州渡航の志を抱いて

泊翁の祖先は清和源氏新羅三郎義光︵奥州へ出征のとき足柄山で
は何れも文武両道の達人で特に佐分利流槍術に長じ佐倉藩主堀田家

月夜に生の秘曲を奏した武将︶から出ており︑祖父芳高︑厳父芳郁

いたが実現できなかったことは残念である︒

の米艦で米国へ密航を企てたが失敗に終った︒泊翁は安政三年︵二

安政元年︵泊翁二十六歳のとき︶松陰︵二十四歳︶は下田港碇泊中

に重臣として奉仕した︒泊翁は文政十一年三月十二日︵王制復古の
い著しく視力が減退したにも拘らず︑文武︵祖先伝来の佐分利流槍

三十九年前︶江戸︑大手町の私邸に生まれ︑十七歳のとき左眼を患

十八歳︶藩主正篤に富国強兵策を進言︑同五年︵三十歳︶藩主正睦

が下田︑浦賀︑長崎︑鹿児島︑下関︑北海道等へ出没し日本に開国︑

当時は幕末の大混乱期で︑一方においては米英露仏蘭などの軍艦

六歳︶蘭人エンゲルス著述の﹁防海要論﹂を翻訳出版した︒この本

英蘭学者の手塚律蔵について蘭学を更に深く研讃︑元治元年︵三十

帰った︒その後泊翁の向学心は益々盛んで︑文久元年︵三十三歳︶

ついて公卿諸公に説明したが︑頑迷にして受け容れられず︑江戸へ

︵正篤は正睦と改名︑幕府の主席老中︶に随行︑開国と条約締結に

術は厳父指導︶を修業し︑詩文をよくし︑藤原基経論︵藤原時代の

貿易を迫り︑幕府も安政五年︵先生三十歳︶米︑蘭露英仏と通商条

は小林虎三郎の翻訳出版した﹁雲海試説﹂と︑期せずして全く同じ

関白太政大臣︶は恩師安井息軒の称賛を博した︒

約を結び翌六年には安政大獄︵松陰など死刑︶その翌万延元年には

ものであり︑江川太郎左ヱ門︵坦庵︶︑勝海舟もこの本を愛読し︑

井伊大老が暗殺されるなど内外騒然まさに日本の激動期であった︒
以上のような情勢の下に泊翁は弘化三年︵十八歳︶西洋兵学の大

この頃から泊翁は更に英語の勉強をはじめ︑慶応元年︵三十七歳︶

には仏語の研究もしている︒まさに語学の天才といえよう︒晩年文

東京湾の海塗︑品川砲台の建設に応用したことがその後わかった︒

学博士の学位を受けたのも当然である︒

家大塚同庵について砲術を学び︑免許を受けまた下田︑浦賀砲台を
の重要性︶を作製し︑藩主堀田正篤侯に提出︑翌四年︑勝海舟︑小

視察しその不備を憂え︑嘉永三年︵二十二歳︶海防私論︵海岸防御
林虎三郎︑同藩の斉藤弥一左ヱ門︑木村軍太郎などと共に佐久間象
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いるのは内政干渉であり︑漁夫の利を占めんとするに外ならずと警

に対し富国強兵を進言し︑英及び仏が官軍や幕府を助けようとして

ら藩主の信頼も極めて厚かった︒慶応三年三十九歳には岩倉具視卿

史︑砲術︑海防︑文化など新知識を吸収国際情勢に通暁していたか

以上のように︑先生は和漢の学問のほか諸外国語に通じ西洋の歴

と平和を一握りの自衛隊︵海十七万トン︑陸十八万人︑空九百機︶

韓国と北鮮との対立は激化しているにも拘らず︑一国の独立と安全

平洋の漁業は年々締めだされわが国防の大防波堤である一衣帯水の

水艦︑巡洋艦︑駆逐艦︑調査船︑漁船が出没し︑オホーツク海︑太

は旧式艦艇十七万トンにすぎず︶わが四周には常時その航空機︑潜

と日米安保に託して安閑としている︒

革命勢力は﹁自衛隊は憲法違反なり︑解散せよ︑日米安保は破棄

告している︒泊翁は砲術︑海防︑世界情勢に通じ︑前述の海防に関

せよ﹂と呼号している︒正に内憂外患の重大時機に際会していると

する意見︑論文のほか泰西史鑑︵三十五冊︶西史年表︵二冊︶万国
史略︵十一冊︶農工川種家中経済︵五十冊︶経済要旨︵二冊︶その

いえるＯ

○○○○

ヲ損害ス︑即チ大智ノ賊ナリ︑今日世二用ラル︑智者

ハ天下ヲ経論シ四海ヲ匡済ス︑小智︿大事ヲ照り民人

ズ︑又年ヲ経ルモ決シテ大智ト為ルコト能︿ズ︑大智

トヲ得ベシ︑只小智︿大智卜同一ノ用ヲ為スコト能ハ

同一ノ用ヲ為スベシ︑小馬︿年ヲ経し︒︿大馬ト為ルコ

非二大智之類一也ト︑此言種メテ理アリ︑小方︿大方ト

呂覧二日ク︑小方大方之類也︑小馬大馬之類也︑小智

大智卜小智︵泊翁修養訓より︶

するものである︒︵特別会員元連合艦隊参謀︶

会勢を拡充し︑日本民族の平和︑発展に寄与せねばならないと念願

私共は今こそ原点に立帰り︑大いに泊翁の弘道精神を作興振起し︑

他多数の翻訳著述があったから明治四年廃藩置県後兵部省︵陸海軍
省︶の重要役職につくよう要請されたが固辞して受けず︑明治九年
︵四十八歳︶文部省の文部大亜︑三等侍講・宮内省御用掛となり︑

︵世界歴史︑治乱興亡︑政治︑経済︑教育︑文化等︶のご進講され

爾後明治二十七年︵六十六歳︶まで十八年間︑明治天皇に対し洋書

私共が特に先生を敬仰する点は︑西洋通でありながら︑決して西

たことは泊翁一代の光栄であり︑適役であったといえる︒
洋文明に舷惑されず︑却ってその長を採り悪しきを捨てて︑日本古
来の歴史伝統を助長し︑日本精神︑日本道徳の作興に生涯を捧げら
○○○

れたことである︒本年は明治九年に先生が日本弘道会を創設されて
から丁度百年目にあたり︑明治三十五年八月十八日先生が満七十四
○○○○○

歳で逝去されてから七十四年目にあたる︒

翻ってわが国内外の情勢を観るに︑内はロッキード事件の示すよ

︿大智ナルカ小智ナルヵ︒

うに物質万能に偏し︑道義心︑愛国心は地に墜ち革命思想は惨透拡
大し︑国民の中心であられる皇室を軽視し︑一方︑わが国をめぐる
母原子力潜水艦を含む四二○万トンの艦艇を有し︵わが海上自衛隊

国際情勢は明治維新にもましてきびしいものがあり︑ソ連は新式空
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すくな・

I

一

壬

岬なりました︒しかもそれが︑亡くなられた

皿お祖父さんに当る偉い方が︑ご自分で書か

岬らしく有難いと喜んだのでした︒

｛

一

失われた菜いれたのだと聞かされて︑いよいよ世にも珍

I
I

一

西村幸二郎鮎枕鯉悪蕊篭蝦撫蓬諦

別も勿論何のことだか︑チンプンカンで︑さ

今から六十五年前︑明治四十四年の春︑転校した麻中へ四月の新学期から通学しっばり解りませんでした︒ところがこれが︑

〉

一

私は中学三学年を終えた十七歳の時︑血縁始めた間もない頃︑あの有名な校長︑江原その出典は五経の一つである詩経の﹁大雅

関係も何もありませんでしたが︑縁あって素六先生の格調の高い︑一回一回読み切り蕩篇﹂と言うのであり︑

〈
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西村家の養子となりました︒会祖西村茂樹と言ってもよいような修身の名講義に魅せ﹁初め有らざること廃く

村勝三氏の養子となられ︑その後別家して子未亡人から︑南国産の銘木黒檀で作られと読むのだと教えられ︑その意味は

先生の四男謙吉さんが︑先生のご令弟︑西られていた私は︑ある日︑はしなくも千賀克く終り有ること鮮し﹂

いで︑同家を再興するため︑京都田中家か薄く削った美しい板の菜を一葉貰い受けまがよく最後までつづくものは少ない﹂

死後︑廃家のままになっていた跡を引き継た︑長さ一五・六センチ︑幅三センチ位の︑﹁物事は始めのないものはないが︑それ

らから入って︑複雑な手続を経て西村姓をした︒黒光りした艶やかな木目生地に︑黄とか更に又

名乗ったのであり童す︒色く輝やいた金泥で︑会祖のあの美事な筆﹁人は誰でも︑何事も初めは兎も角手を

京都花園の第五中学校︵後の三中︶から︑蹟で︑﹁嘩不有初鮮克有終﹂との八文字がつけてやって見るが︑それが終りまで全

当時既に老境に入っておられた︑会祖の未﹁泊翁道人茂樹書﹂とだけ︑同じく金泥でと言うことでもあると説明されて︑世の中

東京の麻布中学第四学年に転校した私は︑一行に書かれてありました︒裏にはたしかうして︑有終の美をなすものは少い﹂

うな

｝

亡人とご一緒に二人で︑芝田町にあった会署名してあったと記憶します︒それ迄は柔のことを全く知らなかったうぶな私は始め

︑ｆ

I

祖の三女︵次女は中条百合子の母︶の婚家などと言うものは使ったこともなかった少て︑﹁成程︑物事はそんなものかなァ﹂と

１１１

I

先の︑慶応義塾大学法学部長︑神戸寅次郎年の私は︑金文字で書かれた木製の美しい額ずくのでした︒

I

教授のお宅の隣家に住むこととなりました︒乗を始めて手にして︑嬉しくてたまらなくこの詩句は云う迄もなく︑人生行路の一
ＩＩ

I

一

一

、 一 一 ｰ へ
ー
シ
一
一
、
〆
一

一

−

いつの間にか紛失して了いました︒或は終

﹁克く終り有る鮮し﹂の語を思い起こした

学問︑修養︑小は趣味︑噌好︑遊びの末に

しょうＯ

て︑運送屋に預けた家財荷物が︑下関の埠

指針であり︑人間弱点への訓戒でもありま

頭倉庫で︑敵機の焼夷弾を受けて全焼した

した︒二度と再び入手出来ない貴重な遺品

性来の意志薄弱︑加ふるに移り気で無精者︑

を欺かなかったと悟ったのでした︒思うに

たことばかり多く︑あの柔の語句は終に吾

ぼ﹂になって︑﹁終り﹂を全うし得なかっ

つらつら顧みると︑大は人生の目的から︑

私は大切にして︑得意になって︑次々と

至るまで諸事万端︑大抵のことが︑殆んど

のでした︒

読んでゆく本に︑この菜をわざわざ挿しは

際︑養子縁組に就て譲り渡された︑先代の

中道にして挫折し︑俗に言う﹁尻切れとん

戦直前︑家族引き連れての満州赴任に当っ

さんで︑毎日のように眺めていたため︑こ

御位牌や︑和田英作画伯筆の大きな先代の
肖像画などと共に︑焼失したのかとも思わ

の語句は︑文字通り私の﹁座右の銘﹂とも
に重炎しく沈潜して行きました︒

なって︑次第に厳粛味を加えて︑心の奥底

を失って︑実に惜しいことだと今尚残念で

なる病弱による気力の欠如と努力の不足等

凝り性のくせに面倒臭さがり屋︑更に度重

れます︒何れにしても甚だ申訳ないことを

才︶後に養子となったこととて︑勿論その

なりません︒しかしその印象が余りにも強

私は会祖のご逝去︵明三十五年︑七十五
善一咳に接したこともなく︑祖父が一体どん

らないのであります︒しかも困ったことに

による結果ではなかったかと悔やまれてな

けいがい

な方であったか︑又そのご事業に関しても

かったためか︑菜の形から︑あの美しい金

詳しく知らず︑その後になって︑未亡人や

も︑判っきりと私の脳一曇に刻みこまれて︑

文字の色艶や︑書かれた詩の語句に至る迄

のであります︒

ないと思うと︑﹁座右の銘﹂にまでしたこ

に遅く︑今からではもう︑やり直しはきか

年取ったせいか︑人生は二度来らず︑年既

其他から語り聞かされて︑漸やく少しづつ
いの一番に出喰わしたこの乗の詩句は︑な

ひるがえ

翻って私自身は︑爾来世の波風にもまれ

感じ︑自己嫌悪にすら陥り︑時には自分に

一
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知 識 を 得 た 程 度 で あ り ま し た ︒ こ ん な 私 が ︑ その筆勢すら︑今でも職ろげに眼前に浮ぶ

ぜか亡き祖父の会祖から︑直接言葉をかけ

対する憤りをさえ覚えるほど︑老いの胸を

さん

ります︒長い人生の旅路を辿り︑やっと八

昨年俗に言う﹁傘寿の賀﹂を迎えたのであ

られて︑親しく教訓されたかのように思わながら︑いつしか六十五年の歳月を経て︑の語句から来る圧力とも言ったものを強く

れ︑強く且深く印象づけられ︑六十数年を

経た今日︑尚︑脳裏を離れず忘れられない

た今日此頃になって︑私は漸やく身心の衰

ところが傘寿を終え︑八十路を乗り越え

痛めるのでした︒

えを覚え始めました︒私はこれから登らん

一息ついた峠の頂上に立って︑静かに過ぎ

十の坂を登りつめて感慨無逓でした︒私は

た時︑ゆくりなくも︑前述の失われた梁の

越した八十年のわが足跡を振り返えって見

I

ころが︑この大切な菜は︑どうしたこ
その後︑私が社会へ出てから勤務の関

k

I

一

一
一
一
､
弓
−一
−
．

が行く手を眺めて染ました？すると︑今迄たらしめて︑有終の美をおさめることが︑念祝典にもめぐり会えることとなったのは

くもなし﹂と言う言葉が︑ひしひしと実感そうすることが人として大切なことではなると共に︑祖父が︑菜による戒訓への私の

余り気にもしなかった世にいう﹁余生幾ぱ私に残されたただ一つの機会でもあり︑又祖先との眼に見えぬ不思議な繋がりを感ず

となって胸に迫り︑そればかりを真剣に考いだろうか︒私は人の一生はまァこんなも怠慢を︑改めて警めて下さったのではある

えるようになったのに︑吾ながら驚ろかさのだと︑あっさり一諦めてしまわずに︑後れまいか︒かくて︑先に失われた菜はここに

れました︒私はあの長い過去・を回想して悔馳せながら︑今からでも遅くはないと思い再び発見されたとも思いなされるのであり

少しでも慰め︑救う術もがなと考えたのでかくして私は︑これからの数年︑死に至私は今回の日本弘道会の百周年に当って︑

んだ心を︑この極めて短かい余生によって︑返えすのでした︒ます︒

す︒そして再びあの失われた乗の﹁克く終るまで︑如何にして短かい余生を心豊かに次のように考えたいと思います︒

思えば︑私には最後にただ一つ大切な条の項目を掲げて︑之が実行を企て然る後︑治の梨明期にあって︑諸制刷新︑欧化崇拝

り有る鮮し﹂の戒語に思い至ったのでした︒生きるかを考えたのです︒その結果︑数ヶ本会の会祖︑泊翁︑西村茂樹先生が︑明

﹁終り﹂がまだ残されている︒神の定め給心安らかに人生の﹁終り﹂に別れを告げ度等のため︑世相混迷の時︑逸速く倫理道徳

うた何人と雌も避け得ない︑この﹁人生のいものと︑頗る虫のいい望桑を抱くようにの必要性を高らかに唱え︑明治九年﹁東京

終り﹂ｌ死ｌが︑大きな口を開けて待ってなりました︒そしてこん度こそは︑あの失修身学社﹂を設立して︑巷に獅子乳せられ
い る ︒ 人 は 生 に ﹁ 始 っ て ﹂ 死 に ﹁ 終 る ﹂ 不 思 われた乗の﹁克く終り有る鮮し﹂との悔をたのは︑これこそ正しく本会の﹁始め﹂を

ころが︑たまたま︑本年はわが日本弘道会であって︑真に﹁有終の美﹂をかち得たと

かとなく感慨に耽ったのでありました︒とめを守りぬいて︑﹁克く終り有り得た﹂の

た一葉の菜の詩句をふと想起して︑そこは挙行することが出来たことは︑同詩句の警

会祖が遣されたにも拘らず︑惜しくも失っ百年と言う稀に見る目出度い祝典を盛大に

以上私は最近八十路の峠を越すに当って︑よく一世紀の長い幾月を乗り越え︑ここに

かれこれと決意したのであります︒三代に亘って︑波潤多い数だの世代を経て︑

誰も同じように︑何一つ考えることもなく︑ 従来の悔をも︑少しでも取り戻し度いなど︑者達の尽力によって︑明治︑大正︑昭和の

議な宿命によって父母より生命を授けられ︑ 再び繰り返えさないように努力しよう︒又築かれた訳であります︒爾来その後の継承

裸一貫でこの世に生れ出て︑人生を﹁始め
る﹂︑生れた後は︑夫々の運命に弄ばれなが

ら︑苦楽様々の一生を過ごして︑逃れられ
る﹂のである︒死に臨んでの思いは︑千差

ない死に辿りつき︑色とりどりの生を﹁終
万別であろう︒この必ずやって来る最後の

一
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川品川の下宿と市電利用で廻ることが少しも

州をすることがうれしくて︑芝高輪の勤先

私が第三回生として日本弘道会社会教化ど︑もったいないような所であった︒苦痛ではなかった︒半年ほどたつと弘道会

十五年の一日本にただ一台というパイプオルガンのの会館は神田の現在の場所に移ったので︑

年間である︒弘道会の神田の会館は関東大ある南葵文庫という場所も魅力であったし︑学院には国電水道橋とか市電の三崎町︑今

学院に学んだのは大正十四年

へ

ような光沢のあるテーブルや布張の椅子なさるというのに胸ときめく思いであった︒若き日の自分の金字塔としてあのころの

な部屋で︑消ゴムの屑を払うのに気を遣う遅など高名な先生方が講師として出てくだを歩く楽し承によって消された︒

の一棟であった︒教室は会議室風のりつば樹︑吉田熊次︑吉田静致︑加藤玄智︑河津りのみすぼらしさわびしさは近くの本屋街

震災で焼け︑仮住居は麻布の南葵文庫の中憧れの東京帝国大学から宇野哲人︑春山作川小路から通うことになった︒バーフック造

一

，

石黒ミナ州︵台町小学校︶１麻布飯倉の南葵文庫ｌ北

岬私は吸取紙にインクが泌桑込むような思い

社会教化学院のころ恥蝋されるなど風格のある方々であった︒

服んだ︒毎晩弘道会の事務の方が居残って世一
岬話をしてくださったが︑教室でいっしょに一

と見るべきではないでせうか︑今後は徒ら昭和五十一年八月て昼間は働いている者で︑欠席や遅刻も多一
に消極的に︑無事平穏の象を願って曇如た︵本会監事︶かつたが︑承んな仲よく夜学の生活を楽し一

二回の﹁始め﹂としての一歩を踏象出したその実現を希って己まない次第であります︒二十名ほど︑会社員︑僧侶︑教員などとし一

ることは︑これぞ再び新時代に︑本会の第すると共に︑将来の活躍発展を祈り︑心からと思ったりした︒同期生は女子数名を含む一

領に改訂を加え︑将来の躍進に術えんとす私は双手を挙げて本会の百年祝典を祝福でノートをとりながら速記の技術がほしい一

今の憂うべき世相に鑑ゑて︑会の定款や綱結び得るのではないでしょうか︒テキストというものもないので︑ただ夢中一

更に又︑この百周年を期して︑改めて昨たび﹁克く終り有らしめ﹂﹁有終の美﹂を師範学校新卒の私にはなかなかむずかしく︑一

るのであります︒的に世道人心を導いてこそ︑本会として二それぞれの先生方の専門の学問のお話は︑一

言うべく︑会祖も地下にあって︑あの美涛ることなく︑あくまで会祖の精神を睦らせ︑他に文部省の中田俊造︑東京市の池園哲太一
を撫しながら︑さぞお喜びのことと想像すあの烈々たる闘志を今日に生かして︑積極郎先生の講義もあったことを覚えている︒一

f

一

I

︑１ノ
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の戦争の激しさの中でいつか失ってしまっ

ノート類は大切に持っていたが︑さきごろ

加藤玄智先生がに侍せられるお方の︑うやうやしい態度に

ることの戒めとなった︒ことがあり︑大正天皇の侍従長として至尊

とおっしゃった話は︑私の人間らしく生き会長には学院長として何回か目近に接した

養を与えられた青年のご両親を深く尊敬お会いしたが︑先生は︑店頭で金つばを焼

後感を記した礼状が来た︒このような教学院の主幹の谷山恵林先生に上野公園下で

領のあいさつ状が届き︑しばらくして読学院を卒業して何年か過ぎたある夕方︑

著書を青年に贈ったら︑時を移さず受心を打たれた︒

た︒五十年前の記憶をたどっていくつかの
思い出を記したい︒

吉田静致先生が
寮の夕食のスープを皿に残して大学の

する︒いていた菓子屋でご家庭への象やげと全く

中に飼っている猿に与えた︒猿は口をあ
けて皿を両手に持って口の上に傾けたの

というお話も私のだいじな宝となっている︒同じに包ませた金つばを私にくださった︒

社会教育の実地見学として浅草公園の暗金つばの暖かさは日本弘道会社会教化学院

で︑顔いつぱいにスープを浴びてしまっ

闇を象潟署のおまわりさんに連れられて歩の温情︑谷山恵林先生の愛情を私の全身に

た︒日をおいて何回か同様にしてスープ
を与えたが猿はいつも同じことをくり返

南葵文庫の主であられた︑徳川頼倫副会鮮明に私の心に残っている︒︵都会員︶

いたことも忘れられない︒伝えて今も変わらず︑あの夕暮れの情景は

︵松江支会員︶

を全部保管して︑終世敬慕申上げておった西村先生に直接当地でお
願いして頂いた大幅だけにあの世から衷心感謝致しておることと存
じます︒故人に代り厚くお礼申上げます︒
私は幼時から社会的活動も叶わぬ病弱で︑義理堅い不運の叔母の
保護養育によって成人︑その養母と二人暮しで今日に至っておりま
す︒私はかかる弘道精神の裡に生活して結婚もせず︑後嗣の弟が結
婚後半年で戦死致しましたし︑叔母も数え八十歳でリウマチで臥っ
ておりますので何かと苦労もありましたが︑幸に小康に恵まれて今
日六十歳を迎えました︒これも偏に西村先生のお導きによるものと︑
改めてつくづくと思い知らされる今日でごいます︒叔母とも人︑厚
く御礼を申上げ︑貴会のご発展を心からお祈りする次第であります︒

長のお姿を拝した記憶はないが︑徳川達孝

して︑とうとう皿の小口から自分の口に

た︒

スープを流し込むことを発見できなかっ

泊翁先生筆の掛軸寄贈について田中俊夫

でございます︒

本誌昭和団年３．４月第川号にご掲載のわが家宝の泊翁先生の大
幅につきましては私蔵のため万一の事があってはと心ひそかに案じ
ておりましたところ︑適を昨年野口会長ご来松とのことを承り叔母
と図り貴会へお納め願った訳であります︒幸︑日本弘道会創立百周
年記念としてご嘉納を賜りまして会祖の雄津な筆勢と自得の人生観
を偲ぶよすがともなればこの上もなき幸と私達は心から喜んだこと
父善稲は大学卒後病臥早世致しましたので︑真面目一筋の祖父金
之助は何かと寂しく暮していましたが︑武家らしくつつましい七十
余歳をもって昭和二年の暮逝去致しました︒祖父は古い﹁弘道﹂誌
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弘道会講習の思い出

口寿恵

教えてもらいました﹂と喜んでいます︒

﹁うるおいのない︑話しあいのない﹂家

一ぱいの温い紅茶を中心に親子︑友人︑と

庭こそ一番危険なものではありませんか︒

に角︑心の通う会話を交してこそ心のふれ

とになるのではないでしょうか︒

あいを感じ︑何となく楽しい人生を味うこ

兎角万事が金の世の中で一体人間様が見

生誕百年の弘道会の御発展を心よりお祝

く思い若い教師とともにしっかりと勉強さ

っているとか聞きましたが︑ここらで人間

失われてとうとうロッキード︑六鬼道とい

常に念願しておりましたので︑大変に有難

せていただきました︒その中でも本当の

い申上げます︒

百年前すでに今日この人の世の乱れを案

﹁紅茶の作法﹂については今だに幼児とと

様の通る弘道を新しく見直して再出発しよ

て実行された会祖西村茂樹先生に深く深く

ぜられ︑弘道会を創立され道徳を身をもっ

うではありませんか︒弘道の二百年祭を目

もに紅茶の正しいいただき方を落付いたふ

標にいよいよ弘道の責任重大なることを自

はありませんか︒弘道の弥栄を願って筆を

他ともに心にかたくちかって前進しようで

んいきの中で︑ゆっくりと紅茶茶碗の持ち
飲み方︑とくに飲んだ後茶椀の底に砂糖が

方︑茶の入れ方︑砂糖のとかし方︑そして

目に見えない世界を見せていただき生き甲

残ってはいないかと︑砂糖がとけきらずに

楽﹂の精神で弘道に参加させていただき︑

斐を見いだしました︒﹁善なるものは栄え

りないという事になるので︑ゆっくりと十

残っているようでは匙のかきまわし方が足

感謝の念を捧げる者であります︒﹁知好

る﹂と申します︒まことに︑じ象なお仕事

つありました時︑弘道会の主催で﹁正しい

が戦後いよいよ人の道がわからなくなりつ

お客様ごっこをする作法教室を今だに続け

しく揃えて置く様にと︑終始笑顔で楽しく

はきちんと自分の前にあった時のように美

一ピン、リ全カズノ知

ダザコ行、トラ、学ト

騨踊娠麺鳥行

トカ欲ムニル行偏サ
ハラセル人古モスン
実ズバハノ語勉ベト

識
蕊
蕊

︵都会員︑池上学園徳持幼稚園理事長︶

とどめます︒

ではありますが︑一歩一歩を正しくたゆま

て飲んだ後も茶碗の耳は元の様に左に︑匙

回静にかき廻す事を忘れないように︑そし

作法﹂の講習が催されました︒講師は曾て

さじ

います︒想えば昭和三十六年頃と思います

ず歩んでいく人生こそ弘道の姿であると思

外交官夫人で有名な松平信子先生でありま

えっても幼稚園で覚えた通り実演するので︑

居てります︒お蔭様で︑幼児達は家庭にか
若い親達までが﹁子どもに紅茶の飲み方を

した︒私は幼児教育に専念しております関
係上︑幼児時代こそ正しく族すべきものと

之ヲナ易語行ルカ道
難用ラクナ両ベラ徳
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山

第二次世界大戦以降における

﹁西村茂樹思想﹂の研究概観
ｌ理想を求めて現実をみつめた思想家Ｉ

一

の精華とも謂ふべき武士道を文教の上に発揮せられたる偉人と言

る体験者であり︑実行者であり︑宣揚者であって︑我が国民精神

︵﹁日本道徳論﹂︵岩波文庫版︶一○八

九頁︶

はねばならぬ︒これは翁の門地と真性と教養との結果であったと
思はれる︒

中で同様なことを述べている︒

とほめ讃えている︒また井上哲次郎も﹁明治の思想界﹂の

井上も吉田も︑明治末期から叫ばれた国民道徳論の提唱

西村の思想よりすれば当然のことかも知れないが︑この両

者であるから︑西村茂樹をその先駆者であるとするのは︑

学者は西村の東西思想の融合への努力を軽視して︑一方的

田引水の誰をまぬがれないであろう︒

に日本固有の道徳を強調する側に引っ張り込んだことは我

こうした見方をされていた以上︑第二次大戦終了後には︑

は学者であると共に経世家であり︑卓越せる道徳学者であると同

西村茂樹翁は︑実に明治時代に於ける道徳界の偉人である︒翁

用することによって例示して承よう

﹁日本道徳論﹂︵岩波文庫版︶に付せられた同氏の解説を引

った︒いま戦前の代表的な西村茂樹観を吉田熊次校閲の

導者であるとして高く評価されたことは︑当然のことであ

戦前においては︑主として国民道徳の創唱者であり︑指

田熊次らによってそれぞれ単行本として出版された︒

た﹁泊翁・西村茂樹伝﹂であるが︑その後︑海後宗臣や吉

細にして浩翰なものは︑昭和八年に日本弘道会から出され

西村茂樹の伝記や思想について︑第二次大戦以前におい

題の先覚者である︒翁の如きは︑実に我が国民精神の最も優れた

期に勃興せるる国民道徳論の先駆者であり︑現代に於ける思想問

清

て︑かなり多くの著書や論文が出されている︒もっとも詳

︐八国民道徳論創唱者から保守頑迷の徒へＶ

戦前と戦後の西村観の変遷

山

時に道徳運動家である︒翁の道徳に関する学殖は東西両洋にわた
りしかも皇室中心主義の国家本位のものであって︑明治時代の末

（36）

片

ことかも知れない︒以下︑戦後の西村観を紹介してみよう︒

西村はむしろ頑固な保守主義者として刻印ずけられるよう

すなわち進歩的な面を見落しては︑その思想の全貌を把握

充分の理由をもつものであるが︑そのために彼の他の側面︑

このような考え方は︑西村をして保守頑迷の徒とするに

できないことになる︒

になったのは︑時勢の移り変るところ︑止むを得なかった
西村茂樹の進歩主義

戦後の民主主義万能の時代においては︑西村茂樹の思想

を出したが︑その中に収められている﹁西村茂樹論﹂は︑

であった︒彼は昭和二八年十二月に﹁日本近代思想史研究﹂

進歩的な面に︑戦後において逸早く着目したのは家永三郎

このように考えられていた保守主義者西村の反面である

は︑保守頑迷だと受け取られたのは︑むしろ当然のことか

八家永三郎と高坂正顕Ｖ

も知れない︒すでに大日本帝国憲法が発布された後の明治

は︑明治の初から西村の高調してきた所であり︑また儒教

育ちの西村が﹁日本道徳論﹂において儒教の欠点を五つあ

それである︒たとえば︑一夫一婦論や老若二夫婦の別居論

げている点などが︑その進歩性の一端を伺わしむるもので

二十四年に︑西村が明治会で演説した題目は︑﹁本邦の三
帯刀の三つだとしている︒いわく﹁本邦風俗の中に於て国

ある︒

美風﹂であって︑その美風とは︑復讐︵仇討︶︑自殺︵切腹︶︑

民の志気を奮興し︑国威の拡張を助くべきもの︑三あり︒

二頁︶と︑またそれより後の明治二十七年に著わした﹁国

家道徳論﹂において︑今後の日本のとるべき国是を示して

また明治三十年九月︵日清戦争後二年︶に書かれた﹁続国

○○○○○○

其一は復讐︑其二は自殺︑其三は帯刀なり﹂︵泊翁叢書五九

家道徳論﹂の総論の中でも︑これにふれて次のように述べ

いるが︑その中︵五項目︶の二項目として次のように述べ

ｌ︲④他国との交際は専ら平和を主とすべし︒今日︑世界の各国皆表

海陸の軍備は唯本国防護の用にのみ供すべし︒

ｌ③侵略を以て国是と為すべからず︒他国を侵略するは盗賊なり︒

ている︒︵傍線ｌ筆者︶

ている︒

封建制と切腹と復讐と帯刀との四者は︑邦人が勇武の気を養ふ
の助けを為したる者なり︒然るに︑今皆廃絶す︑惜むくきの至な
り︒︵泊翁叢書Ｉ一○七頁︶

とし︑その理由を詳細に述べているが︑その理由の如何は
別として︑明治二十七年という時点において︑一般に排撃

ｌ多し︒此の如きは決して学ぶべき所にあらず︒

面には平和を唱ふれども︑内心に呑唾の欲を遅くせんとする者

唯真正の平和を以て相交り︑通商その他の方法を以て相互の

されている封建遺制を高く称揚していることは︑まことに
時代錯誤の識を免れ得ないところであろう︒
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に対せる政策の如きは尤も誤れり︶又みだりに他の強国と連合

ではないこと︑また現実主義者ではなく︑理想主義者であ

ども︑二人は主情主義あるいは主意主義であって合理主義

次のような諸点で︑いわゆる単純な国家主義者ではなかっ

るが︑しかしどのような国家主義者であったかを探究して

主義者であったことを主軸とする考え方を示したものであ

のことでもわかるように︑西村は保守主義者であり︑国家

副題には︑﹁保守主義者の国家観﹂とつけられている︒こ

介によって︑﹁西村茂樹﹂がとりあげられた︒この論文の

想家この百年﹂を特集しはじめたが︑その中で︑松本三之

昭和三十七年三月から﹁朝日ジャーナル﹂が﹁日本の思

八松本三之介と本山幸彦Ｖ

西村における保守性と進歩性

いる点が認められる︑とする︒

議院の設置については︑両者はともに賛成意見を表明して

ったことにおいて共通である︑とされる︒したがって民選

利益を為すべし︒又他国の内事に干渉すべからず︵従前の朝鮮
すべからず︒
︵泊翁叢書二三二頁︶

これを見ると︑第二次世界大戦後の日本の国是を先取り
して予言していたようなものである︒世はあげて三国干渉
への憤りから﹁臥薪嘗胆﹂を叫んだ時代にあって︑このよ
うな意見を表明したことは︑よほどの勇気のいることであ
るが︑その根底に強い信念があったからであろうと考えら
れる︒家永三郎も昭和二十九年に出した﹁日本道徳思想史﹂
︵岩波全書︶の中でこの文章を引用し︑次のように言う︒
思想の上では︑むしろ封建的色彩の濃い西村茂樹の如き思想家
から︑このような平和主義の国策が提案された様な事実もないわ
けではなかったけれど︑そうした考へ方は朝野何れの勢力からも
顧象られず︑一世を挙げて帝国主義︑侵略主義の潮流に浩々とし

とくに政治家の道徳が政治をおこなうための基底たるべ

④政治の根本は法律や制度ではなくて道徳の確立にある︒

たことを述べている︒

このように西村の進歩主義的側面が取り出されてくると︑

︵家永三郎﹁日本道徳思想史﹂︵岩波︶二三○頁︶

て押し流されて行ったのである

それまで考えられていたような儒教的保守主義者︵元田永

②しかしだからといって︑道徳を拡大することによって直

きものである︒

高坂正顕が書いた﹁明治文化史・思想編﹂︵昭三○・三・

ちに政治がなされるわけではない︒政治には独自の方法

手ら︶とは一線を画する見方が生れてきた︒

三○刊︶では︑明六社の啓蒙家中で︑西村と中村敬宇とを

が必要とされる︒

⑥政治には国民の参加が必要であるとし︑君民同治を﹁わ

一まとめとして︑福沢諭吉や加藤弘之とに対立させて取り

扱っている︒西村と中村とは︑互に相反する点があるけれ

（38）

政体﹂としている︒西村は民選議院の設立に賛成したの

が邦今日の急務にして︑またわが邦にもっとも適当する

処したかを︑西村の思想的変遷を例として示そうとしてい

として︑儒教思想が明治期において︑時勢にどのように対

想﹂形成にはたした儒教思想の一側面をあきらかにしようと思う﹂

ス︾Ｏ

はこのような考え方に立っていたからである︒

西村は︑明治初期において︑日本近代化の先駆となった

側天皇は﹁道徳の源﹂として存在するが故に絶対性をもつ

明六社の重要な一メンバーとして啓蒙運動に参加した進歩

国憲法下の民主主義政治︑国民の象徴としての天皇観など

このように列記してみると︑西村の国家主義には︑日本

ころなり﹂とさえ考えた︒

あって︑明治維新を迎えるまでの西村の経歴より生れた経

主義者に転じて行ったが︑本山は︑この根源は同じもので

主義者であるが︑明治十年代には国民道徳を提唱する保守

おおむね

着を否定する︒﹁天皇は大率︑虚器を擁し玉ふの致すこ・

ものであるとする︒したがって相対的な政治権力との密

が︑先取りして含まれていたのではないかとさえ考えられ
京都大学で教育学を担当している本山幸彦は︑昭和二十

一︶の廃藩置県に至るまでの間︑藩の中で生れ育ち︑しか

その一つは︑文政二年︵一八二八︶より明治四年︵一八七

あったが︑他の啓蒙家たちと異にしていた点が二つある︒

西村は明治初期の文明開化を指導した啓蒙家の一人では

世家としての思想であったとする︒

九年︵一九五四︶に﹁京都大学人文科学研究所創立二十周年

も約二十年間にわたって藩政の中枢に参与し︑さらに藩主

ス︾Ｏ

育思想﹂は昭和四十四年︵一九六九︶三月に福村書店より刊

たのである︒この点は︑西周︑福沢諭吉︑加藤弘之などと

が幕政の重要任務を引き受けた際には︑その枢機に参画し

記念論文集﹂にのせた﹁明治前半期における西村茂樹の教

その中では題目を変更して﹁儒教的道徳理念と国民道徳の

行された本山幸彦著﹁明治思想の形成﹂に収載されたが︑

の教養は儒教であり︑それによって思想の基盤が形成され

は︑全く違った点であった︒その二は︑西村の青少年時代

ある︒彼には︑他の啓蒙者たちに比べても︑少しも見劣り

り︑明治の文明開化の波に乗り切れなかったことは確かで

しかし︑それだけでは︑西村は単に保守主義一辺倒とな

確立されていたという点である︒

形成﹂と改められ︑副題として﹁西村茂樹の道徳思想﹂が
ここでは︑

出されている︒この諭旨は︑冒頭に述べられているように

﹁明治国家の国民統合の思想的紐帯として︑儒教思想が国民道徳
の明治前半期における思想活動の変遷に則して解明し︑﹁明治思

の中に改綿されていく一過程を︑日本弘道会の組織者︑西村茂樹
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いた︒その進歩性は西村の思想のどこに潜んでいたのであ

をしないというよりも他を引き離すだけの進歩性をもって

は︑従来あまり紹介されていないために︑知られることは

吉︑新渡戸稲造︑内村鑑三らであるが︑西村茂樹について

明治の思想家で海外にも多く知られているのは︑福沢諭

とになった︒この本の第三部︑第五章に︑︿−ヴァード大

く取り上げられ︑英語を通して世界の広場に紹介されるこ

冨○号境目園員○口が出されるに及んで︑はじめて西村が大き

る近代化の問題﹂Ｑ屋ご唱掲旨冒画朋①少昌冒号唖弓○乏色己

のマリゥス．Ｂ・ジャンセン教授が編集した﹁日本におけ

ところが︑一九六五︵昭和四○年︶に︑プリンストン大学

少なかった︒

ろうか︒

本山はこの点について︑次のように説明を加えている︒
﹁幕末経世家的な意識と態度とは︑西洋思想の摂取の上にもあら
われ︑伝統的な価値理念に矛盾しないかぎり︑経世的に実用的価

わゆる実学であるが︑この様式は︑彼の場合︑明治にはいっても

式を設定する︒これが幕末のすぐれた経世家の間に見られる︑い

学のドナルド︒Ｈ・シャイヴリー教授が﹁西村茂樹﹂とい

値あるものの象を︑そのギリギリの限界まで取り入れるという様

していくにつれて︑その限界は量的に拡大され︑価値理念はます

⑤近代日本のための道徳

④進歩的徳川為政者の世界観

③進歩派としての西村

②一保守主義者としての西村

①一徳川時代の役人から明治時代の近代化の担い手へ

書かれている︒

内容は︑長い総論的な論文の後を︑次の五つに区切って

いるＯ

し︑副題は︑﹁近代化についての儒教側の見解﹂となって

この論文は︑本山の論文とは逆に﹁西村茂樹﹂を主題と

訳本では五八頁にわたる︶

う題目で長い論文を掲載されたのである︒︵岩波書店発行の

質的に変化することなく︑いやおうなしに社会が複雑化し︑変遷
ます抽象化され︑ついには価値理念そのものに修正をほどこして
までも︑持ちつづけられたのである︒﹂︵同上書一二六頁︶

このような経世家としての見識のほかに︑本山の指摘し
ているのは︑西村には先覚的意識があった︑ということで
ある︒逸早く砲術の重要性を知ってこれを学び︑さらに吉
田松陰より前に海外渡航を決意して藩主に申し出ていたこ
とによっても先覚者らしい性格が明らかであるとする︒

西村が道徳教化運動に取り組むに至ったのも︑この幕末
経世家としての立場から明治の新政と明治社会とを批判し︑
これを是正しようとしたためであるとする︒

海外に紹介された西村茂樹
ハドナルド・シャイブリー教授の力作Ｖ
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『

この見出しだけでもわかるように︑著者は西村を保守主
義者とだけきめつけず︑進歩主義的な側面をかなりの枚数
にわたって検討している︒事実シャイブリー教授は︑﹁も
っとも散漫な明治の用法でいわない限り︑彼を儒学者とい
うのは︑人を誤るものでしかないであろう︒﹂︵岩波本一八

二頁︶と言っている程である︒しかし教授は︑西村の保守
主義者であることを否定したわけではない︒彼が保守主義
の立場に立たざるを得なかったのは︑明治新政府の指導者
たちは日本の歴史と現実を無視して文明開化にひた走る政
らであるとする︒列強は虎視耽々と日本をねらっている現

策を矢つぎ早やにとったことを坐視するに忍びなかったか
実の中で文明開化と西洋追随にふけっているべきではなく︑

ればこそ日本国民から帯刀の良俗をなくして勇武の心を失

今や富国強兵に最重点をかけなくてはならないとする︒さ

など︺

③日本の産業は農業にたよるよりも︑将来は商工業を発展させる

ことによって国富をはかっていくこと︒

たこと︑日本人には︑﹁雷同の風ありて自立の志弱﹂きことを

④日本前進の鍵は︑国民の精神的独立をすすめることにあるとし

欠点だとし︑次のように述べている︒

近年政治を論ずる者の中に保守家と号し本邦従前の政治の風

を失はずして︑兼て西洋の如き富国強兵を得んと欲する者あり

る人民の力を以て得たる者に非ざるなり︒故に若し従前の施政

西洋の富強は民権の伸張に由りて得たる者にして政府に依頼せ

を守り人民をして専ら恭謹卑順の性を失はざらしめんとすると

六頁︶

きは︑西国の如き富強を得ること能はず︒﹂︵泊翁叢書Ｉ︑六○

そして大日本帝国憲法の発布に対しても欽定憲法たるこ

このように西村の思想の根は保守主義でありながらも︑

との故にきびしい批判を加えたものであった︒

における進歩的な為政者であったからであり︑その立場か

かなりはげしい進歩性をもち得たのは︑実は︑西村は幕末

わしめたることを歎息したのだとする︒

このような保守思想の持主であるにもかかわらず︑当時

論と一致する点がある︒・シャイブリ教授が︑こうした西村

ら明治新政を眺めたからであるとする︒ここでは本山の所

の思想家に比しても決して引けを取らない進歩性をもって

る︒

いるであろう︒

②官民は道徳を実行すべきである︒さもないと国は無秩序におち

①道徳が根本であり︑他のあらゆる学問分野は枝葉である︒

の世界観を次の九点にまとめている︒

いたことを︑シャイブリー教授は︑次の諸点において認め

①儒教のもつ欠点を指摘し︑きびしく批判したこと
②国家主義的思想を堅持しながらも︑盲目的排外主義︵ショーヴ
ィニズム︶や侵略主義には反対したこと︹軍備はあくまで自衛
のためのものであり︑国家は平和主義をもって国是とすること
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③道徳は︑道理に基づかなくてはならぬ︒すなわち道徳は合理的
実用的哲学に基づくべきであって︑宗教に基づくべきではない︒
④進歩をなしとげるには︑中道に従うことが大切である︒
⑤実用的な国政は︑単に伝統的なものに墨守することではなく︑
時機に応じる明と断とをもってしなくてはならない︒
⑥洋学の正しい利用が必要である︒

⑦西洋人の領土拡張に対する恐れが西村の生涯を通して潜んでい
た︒

け許さるべきものである︒

⑧芸術や文学は装飾品であって︑社会に害毒を及ぼさない時にだ

を抱いていたが︑根底において封建的な色彩をもったものであ

いなかった︒﹂︵岩波本二○七

八頁︶

と評している︒シャイブリー教授は︑西村を理解している

点において︑むしろ日本人の研究者以上かも知れない︒こ

のような理解者をもったことは西村にとってまことに幸運

であって︑翁も地下で感謝されていることであろう︒

日本弘道会百周年を迎えて︑このよき理解者︑よき紹介

西村茂樹

者を得たことは会にとっても有難いことであった︒

教育︹国家道徳論より︺

国民公共の教育は︑国家主義ならざるべからざるは言ふまでも
なし︑明治廿三年の聖勅は明かに此義を示し給ふものなり︑故
に国の教育は国家主義の外他の主義あるべき理なし︑即ち国民
の教育は唯一主義のみなるべし︑然るに近年世界主義と云ふと
を唱へて国民主義と相対視せんとする者あり︑極めて教育の根
礎を危くする者と云ふくし︑此説を立つる者は耶蘇教家を第一
とし︑其他西洋の文華に舷する者は亦従ひて之を唱ふる者多し︑
世界主義とは如何なる事ぞ︑蓋し世界の人民は皆平等なりと云
ふの義ならん︑其言は公明正大なるが如く︑或は愚人を迷はす
べきも︑其国家の害を為すＥ浅妙に非ざるべし︑是等の人は眼
中に国家なき者にして︑若し果して国家なる物なき時は︑陸海
軍を備ふるに及ばず︑法律も各国別々に作るを要せず︑国の独
立も不用にして︑国権も国威も皆棄去るを宜しとすべし︑実に
世界主義は亡国の主義なり︑独り世界主義の象ならず︑博愛主
義平等主義と称するも亦皆同一の物なり︑或は公然是等の名を
称せずと錐とも︑陰に種々の説を立て国家主義を妨碍する者あ
り︑是亦耶蘇教家又は軽薄の洋学者に数を見る所なり︑故に今
日以後の教育家は国家主義世界主義の差別を明かにして︑忘国
背義の国民を造らざらんＥを勉めざるべからざるなり︑
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⑨階級間および両性の不平等に対しては︑かなり進歩的な考え方

った︒

このような考え方をしたのは︑西村が廃藩を迎えた時に
は︑年はすでに四三歳に達しており︑しかも二十年近くも
責任ある藩の為政者としての経験があったからであるとす
﹁すべて長く徳川に敵意を抱いてきた諸藩の出身であった︒

る︒明治新政の指導者たちは︑

この士族たちのうち︑すでに十分成人して維新前夜まで自
藩の行政上の職務をつとめていたものは︑ほんの僅かにす
ぎなかった︒維新の時に際して︑彼らは畷起して自藩内の
急進分子として影響を与え︑そして反徳川の猛運動を指導
したのである︒西村は︑その旧藩に対する忠誠心を失いも
しなければ︑徳川制度のある要素に対する憧慢さえ失って
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井上手麿

百周年を祝ひて

移る世に減らぬ菊の香りかな

かは

祝日本弘道会創立百周年篠塚しげる

をちこちの人のつどひてももとせを
祝ふと聞けどわれはえゆかぬ

君がをしへのあふがるるかな

これの結びのももとせは経し
世の中はうつりかはれどかはらざる

もも足らずをきながもとゐ定めけむ

日本弘道会創立百周年と承りて

一日本弘道会

山

寒泉麓係孝

丙辰秋日日本弘道会創建百年書懐

弘道締盟百度年
泊翁高志正孫係
東西兼学磨明識
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ち四ケ月の懲役を言い渡した︒これは近来

裁判所は毎日新聞の西山記者に対し有罪即

一︑昭和五十一年七月二十日︑東京高等

て︑自由意志を麻揮させ︑国家の機密を盗

的はどうであれ︑人妻の公務員と情を通じ

れるのは喜ばしい事である︒すなわち︑目

に手段をも考える可きだという風潮が見ら

が︑多数はモラルの問題に触れ︑目的の前

た︒かくて事なきを得たが日本では︑報道

ったので︑思わず︑﹁止めるノ．﹂と怒鳴っ

狂ったら如何になるであろうか︒危いと思

もしフラッシュの音に驚いて医師の手元が

写真をとろうとする若いマスコミ陣がいた︒

る時︑扉風の上からフラッシュをたいて︑

一

日本弘道会創立百周年を祝して

︲︲：ｌ⁝：−：⁝ｌ⁝：ｌ⁝：Ｉ⁝：ｌ⁝：ｌ⁝：１１

かつて米国の大使が日本の少年に刺され︑
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手術する事になった︒私は当時自民党の治

安対策の委員長であったので︑誰よりも早

の名判決である︒一︑スコミは知る権利が国

むという非道徳な行為については批判的で

道義高揚が焦眉の重要課題

民に与えられた基本的人権であるとして︑

する︒これをやめさせるには勇気が要る︒

機関の競争意識で︑時に非常識な事を敢て

つけると︑外科医が今や手術を始めんとす

くその異変が知らされたので︑病院にかけ

知る権利の前には何ものも容赦しない︒公

あった︒忘れられたモラルを法律の世界が

千葉三郎

事は当然の権利であるという態度であった︒

刑法の大家イェーリングは云う︒﹁法律

総理田中角栄が収容された︒これは日本国

二︑七月二十七日︑ロッキード事件で前

のではないでしょうか︒

この道徳的勇気が今の日本人に欠けている

務員をそそのかして国家の機密を探求する

私共はその不当を強く感じていた︒しかる

の目的は法律をなくするにあり﹂︒道義は

ている︒

発見した事は法曹界の一前進であると考え

に今回の高裁の判決に対しては︑少数の新

人間の本質である︒

一審はマスコミに迎合して無罪としたが︑

聞は知る権利を法律論として主張していた
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長の波にのり︑所得倍増︑金さえあれば何

を実行する前に︑静かに良心のささやきを

ＭＲＡの創設者ブックマン博士は﹁もの

めなければならないと思う︒

でも出来るという金銭哲学を堅持した︒し

ない︒百年前︑西村先生がこれを唱え︑野

聞け﹂と言っておるが︑古今東西かわりは

にとって大きな恥辱である︒田中は高度成

かも凡て価値判断を損か得かに置いた︒何
という標準は忘れてしまった︒自己を中心

口先生がこれを継いで今日に及んでいるの

弘道会が愈食発展されん事を祈念してや

もこの点にあると思う︒

︵特別会員衆議院議員︶

みません︒︵昭和五一・七・二八︶

国家の一員として生存する以上︑善悪の標

こへ行ってください﹂︒そんなに近くもな

く︒載せる気である︒乗り込む︒﹁どこそ

手を挙げてタクシーをとめる︒ドアが開

い︒けれども︑乗っている二︑三十分︑ほ

とは︑本来それでかまわないのかもしれな

入江相政

準を身につける事︒かくして調和と融合が

く︑あんまり遠くもない︒運転手は︑一言

かには別に用もない︒簡単な話をしながら

金の沈黙

が社会︑国家の為に正しいか正しくないか
として︑損得・利害で判定する︒そこに対
乱が起こる事は当然である︒標準を正邪︑

立が起こる︒家庭でも︑小さい集会でも混

生まれるのである︒田中氏は金銭哲学を信

でも︑窓からの眺めは︑十分楽しめる︒と

善悪に切りかえればこんな事はない︒社会︑

奉して︑金さえあれば何でも出来る︒と︑

みれば︑承知したものと考えられる︒

も発しない︒でも︑発車させたところから

収賄に該当しなくとも︑一国の宰相として

もこうする︒揺れているものの中で︑本を

一時間なり︑三︑四時間なりを︑私はいつ

車窓からの触目を楽しむ︒電車︑列車の

ちから強いて話しかけるでもないし︑そん

にも無言であったこの若者に︑なにもこっ

い話もしたい︒けれど︑行く先を示した時

すれば︑この縁もまた一期一会︑少しぐら

それだけのこと︒タクシーの運転手と客

た︒降りた︒走り去った︒

その手段が法律にふれた︒これは刑法の贈

金を得る目的の為に手段を選ばなかった︒

は重大責任であり︑又道義上の責任︑これ

読むのもいけないし︑読みものは︑うちで

終戦以来︑日本においては道義観念が廃

より大きいものはない︒

明も要しない︒どこそこを左に曲って︑少

行く先はわかりやすいところで︑何の説

よ﹂というようなことで︑なかなか花の咲

ある﹂とか︑﹁この間︑テレビで見ました

﹁お客さんは︑前にも一度載せたことが

につながるかもしれない︒

し行って︑なんという必要がない︒そこへ

なことはひょっとすると︑卑しむべき迎合

いる︒神様は御存知である︒この心持が日

人が見ていなくても︑自分の良心は知って

着いた︒きっちり金を払った︒ドアが開い

ゆっくり楽しむべきであろうから︒

本人になくなってしまった︒これを宗教と

れている︒人が見ていなければ何でもする︑

教育の両方面から︑家庭で児童の時から始
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−

﹁つり﹂は献じてしまう︒けれども︑果し合

楽しませてもらった礼心に︑少しばかりの

くこともある︒こんな運転手には︑会話を

くもないが︑せめて少しぐらいは︑人語を

どっちゑち知れている︒笑うまでは望むべ

はあと五十年くらいなもの︒人間の寿命は

たたかに吹き込まれた結果ででもあろうか︒

っとするとこれは﹁沈黙は金﹂などと︑し

今の教育はすべてに少しおかしい︒ひょ

︵特別会員侍従長︶

発したらどうか︒

ドアを蹴っとばして閉めるのと同様のこと

されたのが職にさわって︑部屋を出しなに︑

この私にはもともと無縁のこと︒人に注意

年余も無事であったから侵略戦争の結果が

略されにくい所にあるので建国以来千九百

日本民族は地球上の位置が他の国から侵

第一・﹁戦争﹂を知らなかった日本人︒

下の人数も︑多いと統制がとれないから自

の勝敗より自分の手がらが第一である︒部

け挑戦する︒相手を痘せぱ首を掻く︒全体

け︒真先きに出て自分に相当な相手を見つ

る︒一番乗︑一番槍︑一番首が頭目の心が

考えること

︹御遺稿︺

いの直前みたいな︑むすつとしたのからは︑

二十円だろうが十円だろうが︑きっちり
﹁つり﹂を取ってやる︒これが意地という
もの︒

なにが気にいらないのか︒上役にどなら

義親

だろうが︑こうまで﹁怒りを移﹂されては

然に制限する︒彼等の用いる武器は﹁刀﹂

られたとでもいうのか︒どっちにしたって︑

れた直後なのか︒思いを寄せていた女に振

たまらない︒腹がたつから怒るのではなく

如何に惨惜無恋なものであるかを知る由も

が主であって︑補助武器として火維銃・弓
第二︒闘争しか知らなかった日本人︒

ない︒それ故︑安易な気持で太平洋戦争を

日本国内には古くから各地方に首領が居

て︑怒るから腹がたつのだという︑ジェー

世の中︑大抵は笑ってすますことができ

て互いに勢力を争い︑領地を蚕食拡大︑座

れて平和の確保が身に染象てわかった︒

る︒笑ってはすまされないほどのことでも︑

をさして上京︑御所に嘆願して将軍職を賜

引起こしたが原爆などでぺちゃんこにやら

なんとか工夫して︑笑って出合い︑笑って

下には人を集めて強大となる者が多い︒互

れで出世のゆき止りである︒居城に営むが︑

われば幕府を創立して天下に号令する︒こ

いたい︒

別れるようにしたいもの︒

いに命を賭けて激しい闘争をしたが︑この

ムス・ランゲ説を︑少しは参考にしてもら

私みたいな老人は︑もうあすを知れない︒

は︑いざ闘争となると部下をつれて出陣す

集団には組織がない︒集団座下の頭目たち

すべてちゃちなものばかり︑防火施設もな

これが優勢有力な団体に発育すると京都

には遠いが︑昔はこれを戦争と称していた︒

のない集団の喧嘩衝突で︑戦争という概念

だけど一言も発しないこの運転手君だって︑

箭・槍・長刀・斧等である︒要するに組織

川

若く丈夫そうには見えても︑生きているの
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徳

要するに武は必要のない平和な国民なので

焼亡している︒見てくれだけ建物である︒

く︑江戸城の天守でも自火を出して何度か

とができる︒よく考えられたい︒︵特別会員︶

回かくりかえして読むと真の平和を悟るこ

読まれたい︒中国の千四百年前のもの︑何

日本人は諺ここで﹁孫子﹂の兵法をよく

現に只今前の総理大臣であった人が金銭の

して永くその面目を保持しうるであろうか︒

果して我が国はこのままで先進国の一員と

問題で獄裏の人となって居り︑引きつづき

誠に結構であるが漣問題は今日以後にある︒

ある︒考へられたい︒

多数の政治家︑吏僚が疑いの眼を向けられ

ているのである︒かかる重大な時に国民指

西村茂樹先生が国民道義高揚の為めに日

等の諸先生がそれぞれの説を唱えられたが

迄帰一するところなく中村敬字︑加藤弘之

ろう︒思うに過去百年以上に亘り国民の道

る我が国民としては心から反省すべきであ

などの国民性に比べ大きな弱点を持ってい

現代の世相と弘道会の責務

道の任にある諸公の中︑道義の高揚を口に

本弘道会を組織されてから正に百年を経過

いづれも集団でなかったが為めに弘道会唯

関屋龍吉
したという︒私は西村先生の事蹟について

のである︒

独り明治大正昭和の三代を生きぬいて来た

い叫び声が挙っているか︒英国人や独乙人

した人が幾人あるか︑又国民の間からも高

は雑誌弘道を通じて以外多くを知らないが︑

識を以て政治家として立たれたとしても必

されば先生が和漢洋に亘るあの深遠な学

独り軍人のみを攻めるべきでなく国民全体

めてという国辱をもたらした︒このことは

に次第に軍国主義に偏向し遂に有史以来初

界大戦に参加して大国の列に加わるととも

から富国強兵の気風が高まり更に第一次世

わが国は日清︑日露両戦役の勝利を得て

動を提唱しても敢て過言ではないと確信す

前の決意をしのんで日本弘道会を友百倍運

道会あるのみである︒今こそ西村先生百年

の報徳社と心学参前社以外には我が日本弘

義宣揚につとめた集団では︑二宮尊徳先生

結団当時先生は壮志満々の年齢にあり︑維

ずや名を後世に残されたであろう︒然るに

が反省しなければならぬのである︒然し敗

新前には藩政改革に見事な功績を残された

先生は政治家たる特色を振り捨てて国民道

と承まわる︒

徳のことに専念されたことにわれわれは敬

戦後立ち上った我が国民は西独乙と並んで

︵特別会員日本女子会館会長︶

仰の念を禁じ得ないのである︒明治九年と

とにより︑国民の頭脳の優秀さとその努力

奇蹟と迄評される高度成長をなし遂げたこ

プＣＯ

いえば明治維新の動乱尚納まらず対韓論西
も︑二十三年教育勅語の換発を見るに至る

性を世界に示したものであって︑そこ迄は

南戦争等相次いで起こり従って国民の思想
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西村先生の周辺

︵一八四一︶福地源一郎︑芳川顕正︑天保

一三︵一八四二︶大山巌︑竹添進一郎︑辻

新次︑川端玉章︑天保一四︵一八四三︶新

すると︑まず同年では︑松平慶永︑久米幹

以上に基づいて︑西村先生の周辺を解説

島裏︑片岡健吉︑三輪田真佐子︑

三○︶大久保利通︑吉田松蔭︑清川八郎︑

木下一雄
明治維新の時代を創造的に築き上げた人

て政治方面であるが︑学者教育者としての

化四︶に森有礼が生まれる︒以上は主とし

に西郷隆盛︑三年上に岩倉具視︑四年上に

吉︑江藤新平︑岩崎弥太郎︑細川潤次郎︑

文︑飯田武郷︑狩野芳崖等がおり︑一年上

川崎八右ヱ門︑小杉温郡︑矢島揖子︑天保

周辺を見ると︑西村先生より先輩で︑同じ

天保二︵一八三一︶福羽美静︑田辺蓮舟︑

文政元︵一八一八︶元田永手︑文政二︵一

文政生まれでは元田永手︑原坦山︑小中村

天保三︵一八三二︶古河市兵衛︑金原明善︑

八一九︶原坦山︑文政四︵一八二一︶小中

六︵一八三五︶坂本竜馬︑松平容保︑福岡

清矩︑根本通明︑物集高世︑南摩綱紀︑箕

物は︑幕末の文政・天保年間に生まれた人

村清矩︑文政五︵一八二二︶新見正興︑根

孝弟︑栗田寛︑松方正義︑信夫如軒︑小松

作秋坪︑西周︑重野安鐸があり︑一方先生

勝安芳がおる︒西村先生より二年下に大久

本通明︑佐野常民︑文政六︵一八二三︶勝

武揚︑富岡鉄斉︑高崎正風︑加藤弘之︑橋

帯刀︑天保七︵一八三六︶山岡鉄舟︑榎本

の後輩で文政・天保の生まれに︑黒川真頼︑

たちを中心とするといってよいであろう︒

安芳︑物集高世︑南摩綱紀︑下岡蓮杖︑文

瓜生岩︑吉田松蔭︑中村正直︑福沢諭吉︑福岡

保利通︑吉田松蔭︑五つ下に木戸孝允︑九

政七︵一八二四︶大村益次郎︑文政八︵一

条実美︑谷干城︑大倉喜八郎︑宝生九郎︑

本雅邦︑天保八︵一八三七︶徳川慶喜︑三

雷︑久米邦武︑井上頼聞︑跡見花践︑新島製︑

孝弟︑信夫如軒︑加藤弘之︑長与専斉︑島地黙

中村正直︑天保四︵一八三三︶木戸孝允︑

八二五︶岩倉具視︑頼三樹三郎︑箕作秋坪︑

板垣退助︑天保九︵一八三八︶桐野利秋︑

西村茂樹先生はその文政二年の生まれで

税所篤子︑文政九︵一八二六︶西周︑内藤

中岡慎太郎︑山県有朋︑大隈重信︑長与専

三輪田真佐子がいる︒以上であるが︑原坦

年下に徳川慶喜︑三条実美︑一九年下︵弘

恥要︑文政一○︵一八二七︶西郷隆盛︑河

斉︑安田善次郎︑島地黙雷︑日下部鳴鶴︑

香︑天保五︵一八三四︶橋本左内︑福沢諭

合継之助︑山内豊信︑小栗忠順︑重野安鐸︑

であった︒また明六社同人もこの中に数え

山は西村先生の師であり︑波潤の多い生涯

広沢直臣︑大鳥圭介︑東久世通嬉︑岸田吟

文政二︵一二八︶副島八種臣︑松平慶永︑

天保一○︵一八三九︶高杉晋作︑久米邦武︑

してふるＣ

中浜万次郎︑西村茂樹︑久米幹文︑飯田武

久坂玄瑞︑黒田清輝︑跡見花践︑天保二一

井上頼聞︑天保二︵一八四○︶渋沢栄一︑

ある︒いま文政・天保生まれの人物を列挙

郷︑狩野芳崖︑文政三一︵一八二九︶仮名

られる︒︵特別会員東京学芸大名誉教授︶
垣魯文︑黒川真頼︑瓜生岩︑天保元︵一八
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ぬが︑国際的にも国内的にも︑今日とは︑

少くなかった︵語弊がある言い方かも知れ

戦争観に差異があった︶︒幸いにして︑今

代議士は衆議院において戦争批判︵聖戦と

昭和十五年二月二日︑民政党の斎藤隆夫

後れている国左に及んでゆく︑そしてその

々の影響力が何等かの形において文化度の

文化度︵物心両面にわたって︶の高い国

響力を及ぼし得て︑以て人類文明の向上に

て︑心的な文化度においても︑他の国為に影

し得るまでに生長して来た︒これと両立し

的な文化度では︑他の国々に影響力を及ぼ

道義を高める

や戦争を絶対悪とする国際通念の時代を迎

言えるか否か︶の演説を行い︑三月七日︑

大陸文化︑明治維新後の西欧文化と日本︶

国為の文化度が高まってゆくこと︵往昔の

井手成三

衆議院で除名された︒昭和十二年七月七日︑

貢献し得る国家となることに目標をおいて︑

いるか後れているかは︑全国民一人一人の

とって最も重要な課題であると信ずる︒

道義の高揚こそが︑今日︑われわれ国民に

望皐たい︒その根基として︑道徳の振興︑

脱して︑全国民のめざましい努力により︑物

麓溝橋に端を発した支那事変は拡大の一途

は︑水の低きにつくが如く自然だ︑道理だ︒

全国民各人各人が一層の精進をなすことを

えている︒我が国は敗戦︑被占領の不幸を

をたどり︑昭和十六年十二月八日の米英へ

その逆の場合は不自然だ︑無理だ︒

持つ資質の総和できまる︒そして︑その総

一国の文化度が︑高いか低いか︑進んで

の宣戦による大東亜戦争突入へと展開した
定は軍部の手中にあり︑戦争批判︑聖戦論

のであるが︑この当時︑既に国策の動向決
議はタブー︵禁忌︶視される情勢にあった︒

なっている地域の国民も︑その地域に影響

和は決して静止していない︒事変の舞台と

︵特別会員元文部次官︶

斎藤事件からそれほど時を経ていない時

々自国の文化度の︑今日よりは明日の向上

力を及ぼそうとしている米英の国民も︑各

期に︑私は﹁東洋思想研究﹂だったと思う
れる拙文を寄せたことがある︒私は法制局

この事変を聖戦とし得るか否かは︑一に

をめざして励んでいるのだ︒

が︑安岡正篤氏主宰の教学誌に聖戦論に触
の一参事官︒弱輩の未熟浅薄︒振り返って
汗顔ものだが︒その該要を次に掲げさせて

というような趣旨だったと思う︒当時は︑

ぬ資質向上への熱意と実践如何にあるのだ︒

かかって︑我が国民一人一人の昼夜を分た

他国への影響力の伸張に武力を伴うことが

満洲国建国が道義に合するものか否か︑

頂く︒

歴史家が判定するだろう︒

支那事変が聖戦と言えるか否かは︑後世の
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計です︒まさに救世の事業といえます︒

調いつづけた弘道

﹁弘道﹂が声高らかに歌いつづけた誼は︑

き道を示したであろうし︑それからの幾十

開拓時代に人々を自覚させ︑指して行くべ

春秋混迷の風雲の時々に︑足許を照らす灯

氏家寿子
ラリと混入する不消化な外来思想・風俗が

衣更えし切れぬ生活慣習がありハチラリホ

今こそ最必要の時と思われてなりません︒

信ずるものであるが︑その声その光りは︑

泊翁︑西村茂樹先生は何という明らかな眼

な使命が仰がれ様能が侯たれていることを

私は心から︑この記念の年︑弘道会の新た

となったであろう︒と︑私は相読して深く

と誠実な心を持っておられたか︑実に日本

然たるものであったという訳です︒その時︑

ただ経過の道程の故にあらず︑幾度か社会

愛国の情熱をもって最も大切なものと取組

あり︑その面からすれば内と外︑男と女混

未来日本の設計者﹁弘道﹂

創始開拓の高さ
頭を深く垂れて︑弘道会百周年の寿を祝

の変化があり人だの物の見方や考え方が動

まれました︒言うまでもなく国民の最高の

福します︒重ねた暦の長さの故にあらず︑

いて︑歳月の移る激しさが誰彼の区別なく

精神生命を尊重した未来志向に基く生活設

︵特別会員日本女子大学名誉教授︶

信じ︑祝福の言葉をささげるものです︒

いのちをゆさぶって来た中に︑一本の柱と

一の朱学者李退渓の思想研究国際学術大会

去る五月︑韓国の慶北大学にて︑李朝第

桑ると︑国民の誰しもが︑歩きながら煙草

落ちていないということであった︒聞いて

道路には︑紙屑の一枚︑吸いがらの一本も

鎌田正

られました︒いち早く整備した政治のうち

が開かれ︑それに参加した機会に︑韓国の

道義高揚への一提言

して天にもとどく高さと強さが維持された
るの年故に︑限りない尊さと恭けなさを感
一八七六年とえば︑日本は激動のただ中

得されるからです︒

にありました︒もちろん大政奉還・首都定

でも︑識見の素晴らしい人力の手により教

であり︑各家庭では早朝に門前の道路を一

をふかしている者が絶対にないということ

まり国体はしっかりとした礎石の上に据え

育のことは立派に調えられました︒学校の

各地を視察して深く考えさせられたことの

斉に清掃しているということであった︒

制度・機関・留学・出版・指導思想など輝

るいは名所旧跡等においても︑道路という

一つは︑近代的都市の市街においても︑あ
けれど一方には開幕したばかりの外交．

きました︒
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った︒これに比較して︑わが国の現状はど

をして深く反省せしめてやまないものがあ

った驚くべきことであり︑われわれ日本人

この事実は︑率直にいって予想もしなか

対して恥ずかしくない行為を示すべきでは

とは許されない︒次代を背負う少年たちに

か︒みずからに寛大で人にきびしく臨むこ

ついて深く反省して恐るべきではなかろう

をもって任ずるわれわれが︑日常の行為に

そうした行為を責める前嶋一人前の成人

いる︒

興すは一害を除くにしかず﹂ともいわれて

早急に改めるべきことであろう︒．利を

況んや小悪ならざる如上の惰性においては︑

とがややがて道義の高揚を見る結果となる︒

ないか︒韓国の実状と比較して傑然たる思

し︑最早衛生上の公害をかもしているでは

題なのである︒濁漢の劉備がその子劉禅を

小善と言うかも知れないが︑その感覚が問

か︑捨てないとかは︑取るに足らぬ小悪・

︵特別会員東京教大名誉教授・文博︶

ろから出発すべきことを提言してやまない︒

われわれ国民の道義の高揚をこうしたとこ

の善行をぜひとも実行したいものである︒

るという意である︒隣邦の韓国に学び︑そ

いる︒他人の善行を見たらおのれに実行す

に取りて以て善を為すを楽しむ﹂といって

亜聖孟子は︑大舜の徳をたたえて︑﹁人

国鉄のホーム︑あるいは公園︑行楽地等︑

うであろうか︒早い話が︑バスの停留所や
到る処︑おびただしい紙屑や吸いがらが敢

いがする︒

誠めた言葉に︑﹁悪は小なるを以て之を為

人あるいは︑紙屑や吸いがらを捨てると

なかろうか︒

吸いがらの一本を道路に捨てる︒その心

なかれ﹂とある︒小悪をやめ小善を行うこ

すことなかれ︒善は小なるを以て為さざる

めて意義深く且つ貴いことである︒それは

処に存在するということは︑それ自身︑極
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乱し︑道路の美観や自然の風致を著しく害

理を考えてみるに︑恐らくは多年にわたる

﹁生涯教育﹂の重要性が強くいわれてい

創立百周年に憶う

出孝三

惰性のしからしむるもので︑特に良心的苛
責もないのであろうが︒最早このままに放
任しておいてよいのであろうか︒また︑反
省すれば︑これに類する行為が数多く存す

る今日︑社会教育をになう本会の使命と責

の養成もこうしたところから出発すべきで

るのではあるまいか︒道義の高揚︑公徳心

いったい︑煙草を吸う︒それは未成年者

はなかろうか︒

は歴代会長を始め役職員並びに一般会員の

の正しさを実証するものである︒またこれ

努力の結果であって︑深甚の謝意と敬意と

道徳の尊厳を示すものであり︑本会の主張
中にあって︑道徳をすべての人間生活の基

混乱︑その後の思想の対立や道義の荒廃の
礎とせねばならぬという主張を貫いて今此

任は重大である︒本会が敗戦直後の激動と

よいという理由はあるまい︒近年︑非行少

ではなく︑一人前の成人である︒一人前の

年の逸脱した行為が問題となっているが︑

成人なるが故に︑吸いがらを公然と捨てて

小

道義国家となるためには︑会祖の思想と学
問を今日に生かすこと︑本会の主旨信条を

を表したい︒

明治九年︑本会の前身﹁東京修身学社﹂

三会史の編纂Ｉ先輩の苦心経営の跡

三︑機関紙の充実ｌ今日のマス弓薫が

は後進の活動の手本である︒

大きな謀略の魂手に握られている感が深い︒

本会の現状は︑大体において良い線を行

普及徹底することが︑その道であることは

っていると思うが︑全体の活動が停滞気味

が創立された頃は︑維新による社会変動に
無批判に大量流入した時代で︑新旧の思想

に見えるのは遺憾である︒会の盛衰起伏に

の刊行等は如何か︒機を逸しては消滅の怖

ている民族の宝ともいうべき教育関係文献

正論と同時にマスコミ批判の掲載を望みた

が入乱れ︑国民道徳は基準を失い︑国を挙

は天の時ということもあるが︑会員一同が

疑いない︒

げて右往左往していた時代であった︒会祖

もっと自信と熱情をもち︑そして会の発展

加えて西洋思想が﹁文明開化﹂の名の下に

西村茂樹は︑当時の最高の知識人とて︑和

の方途について衆知を集めるならば︑必ず

︵本会評議員元蝦高裁図書館長︶

の如きは信念を堅め︑同志的結合を生む︒

五︑後継者の養成ｌ例えば宿泊講習会

れもある︒

四︑出版刊行事業の開始ｌ地方に埋れ

い○

漢洋の学殖と実地の体験に基づき︑国民生

やもっと積極的な気晩も盛上り︑活動も活
溌になることと思う︒そのための筆者の思

とし︑且つこれを国民に普及徹底させよう
として本会を設立したのであった︒二宮尊

一︑会祖の人物並びに思想の一層の研究︒

付きを左に列記して参考に資したいと思う︒

活の拠って立つ道徳の基準を明かにしよう

したが︑その表現を借りれば︑西村学の本

敗戦による米国的制度や思想の半強制的な

きの灯となって︑新時代の形成に貢献した︒

思想や行動の一つの拠りどころとなり︑導

歯医者にしたい︒﹂これが医者仲間の理想

をつがせる︒次子は弁護士にする︑末子は

ある︒子供が三人あったら︑﹁長男は医業

飽食と抗争の象徴知人から聞いた話で

た新聞記事によると︑着手金は最低一千万

億円を積んだ田中元首相の弁護料を試算し

たちの収入も相当なものらしい︒保釈金二

が相場という専らの噂である︒弁護士先生

者は扱わない︑ポンと一つ打診して一万円

の役員をしている著名な先生？は保険患

新美忠之

移入による今日の社会各般の混乱の原因並

し自由業だからという理由らしい︒医師会

だとか︒長者番付にのる程の高収入がある

﹁弘道﹂今日の課題

徳は彼の報徳の学を﹁神儒仏一粒丸﹂と称
質は︑﹁神儒洋一粒丸﹂というべきもので︑

皇室尊崇の念を厚くし︑わが国土に根真い
た儒教の上に︑科学性と合理主義に立つ西
洋の学問を取入れたものであった︒この西

びに状況は︑当時とよく似たものがある︒

村の思想が明治の聖代を米き上げた国民の

祖国が再び正しい軌道に乗り︑国民一和の
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円︑無罪に持ち込めば成功報酬は五千万円

が︑経済的繁栄が人間的・倫理的向上と伴

政治諸方面での国民各層の努力の賜である

は驚異目されている︒それは財政産業経済

る︒今日の国民生活にとって︑テレビは

あるのが︑テレビのいわゆる白痴番組であ

この一億総白痴化現象と深いつながりの

たらす効果はラジオや新聞雑誌を遥かに超

必需品となっているが︑テレビの映像のも

の常識的な要求額だそうである︒

はなかったところに今日の社会的混乱・亡

というのが︑刑事畑の著名弁護士先生たち
﹁医は仁術なり﹂を実践している医者も

諸害悪を象徴しているといってよい︒医者

つとなっている︒そしてこの事実が今日の

士は繁昌というのが今日の世相の特色の一

けもする︒しかし︑おしなべて医者と弁護

様﹂とおだて上げられた大衆は宣伝のまま

は誇大広告で消費をあほる︒﹁消饗者は王

傾向がしみついてくる︒売らんかなの企業

え出せば何でも手に入るところに拝金主義

遠い高価な外国品にもこと欠かない︒金さ

店頭には商品が溢れている︒庶民には縁

きた大衆は余暇をもてあまして︑レジャー

休二日制を要求する有様で︑ひまと金ので

をはかり︑低俗番組の封印追放が必要とな

ためには︑テレビ番組の質の正常化︑向上

え︑三歳の童児をも包みこむ︒それだけ

国民的状況が生み出されたのである︒

と弁護士が繁昌する社会は堕落した社会で

に著修と浪我に陥る︒物的豪華をもとめて

あるし︑ある先輩は無報酬で弁護を引き受

あり非人間的社会である︒小供にもわかる

心のゆたかさを失う︒タバコはまだしも︑

セックスいわる三Ｓにひしめく︒性の解放

産業を繁昌させ︑スポーツ・スクリーン・

焚書坑儒公僕であるはずの公務員も週

る︒

に︑国民大衆の虚飾と物化現象を抑止する

らであり︑弁誰士が繁昌するのは犯罪が多

論理であるが︑医者の繁昌は病人が多いか

わやか﹂に財布の中味をアメリカ企業に吸

飲まずもがなのコカコーラで﹁スヵッとさ

の乱倫狼雑な小説や映画が作られ︑ポルノ

とか表現の自由という名目で︑売らんかな

示している︒そもそもこれらの事象は何に

い上げられることに気がつかない︒女心の

く︑また人為の間に争いが絶えないことを
由来するのか︑どうすれば克服できるので

虚栄につけ入って化粧品会社が繁昌してい

同棲したホステス︑妊娠した同級生の中絶

最近︑十二年間に八十数名の男と次食に

期の青少年を誤まらせる︒

機能を教えるに終る未熟な性教育は︑思春

輝させることになる︒生理学的な性の機椛

常的なものと錯覚させ︑正常な感受性を麻

女的に扱う結果は︑異常例外的なものを日

がまかり通る︒異常例外的な性的事件を大

あろうか︒

ランスのデザイナーをホクソ笑ませる︒ミ

る︒ファッション・ショウを追いかけてフ
スコンテストにうつつを抜かす︒出場の若

テレビ封印フランスの大統領から﹁ト

い娘さんたちも馬か豚の品評会扱いをうけ

ランジスタのセールスマン﹂と評された日
本の総理大臣があった︒また日本人はしば

ながら満足している︒著修を支えるために
はエゴむき出しの争いをし︑道義を無視し

る︒戦後日本の唯物的・拝金主義的・没人
間的自我本位の傾向に対する警告とうけと

といってよいので怪あろう︒

不法をあえてする︒虚飾と人間の物化現象

しばエコノミック・アーニルだと非難され

から今日の経済大国日本にまでの経済復興

らねばなるまい︒戦中戦後の飢餓欠乏状態
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校生を登場させての討論を扱ったテレビ番

験者で第三回の中絶をすべきか否に悩む高

費用のカン・︿に悩む高校生︑中絶二回の経

ければ効果は期待できない︒物化と類廃︑

のでなく︑悪書の生産者の根を絶つのでな

に悪書を青少年の眼から遠ざけるだけのも

放﹂が叫ばれている︒しかし事後的消極的

見地から俗悪な刊行物について﹁悪書追

する責任は重い︒︵五一・八・三○稿︶

の課題は大きく︑われわれ弘道会員の負担

書坑儒をどのように実現するか︒弘道今日

抗争と昏迷を離脱するために︑今日的な焚

︵本会評議員皇学館大教授︶

例は異常例外的という性格のものであり︑

島茂男

り専ら儒教を学びしを以て︑儒教の外には

を求められたことは︑誠に光栄の至りであ

日本弘道会創立一○○周年を迎えて一筆

を読み︵中略︶本邦の歴史と相対照して︑

想︶と頼山陽の外史︵武家時代の歴史︶と

史︵神武天皇より百代の歴史・尊王奉幕思

あったが︑﹁十四五歳の時︑水藩の大日本

天下に道なしと思い居れり﹂ということで

る︒そこで︑わが幕末維新から引続いて道

緒言

西村茂樹の思想

組が放映された︒話題として取り上げた事
そもそも論議を必要としないほど明白に放
野であり非人間的である︒しかるにこれら
の行動に対してテレビタレントだの混血名
の歌手だの中ピ連の活動家などに弁護論を
展開させた︒純潔・貞節・家族生活など人
間的な性秩序の自覚からは程遠い弁護論で
あった︒それは視聴者に結婚を性生活と割

徳思想の発展のために貢献を重ねられた西

多少︑取捨を為すべきことを知れり﹂とい

なる︒

非ゲルマン的・ユダヤ的の理由でナチス

う段階に達し︑十四歳のときには﹁安井息

り切り︑性を享楽の具と誤解させることに

が多くの図書文献を街頭で焼き棄てた︒秦

村茂樹先生︵一八二八・文政十一

一九○

の始皇帝は焚書だけでなく儒者を地中に埋

二・明治三五︶の思想について一言したい

費の助教︶ら三儒が江戸の佐倉藩邸にむか

軒︵古学者・考証学者・合理主義者・昌平

めた︒焚書坑儒などは暴政に象徴的な言論

と思うのである︒

先ず﹁西村家は︑もと美濃国の出である

思想の確立

弾圧のわざとして云禽される︒言論・表現
の自由は尊重されねばならないが︑性を手

が︑将軍綱吉の時代から堀田家に仕え︑茂

︵中略︶師の息軒から賞讃されたので︑文

藩校の佐授読手伝となるほどに学問も進み

学をもって世に立とうと志した﹂のである︒

て学んだ︒﹂そして﹁十六歳のときには︑

ストにまで︑あるいは︑集団的エゴ主張の

樹の祖父と父とは︑佐倉の支藩である佐野

えられたので同藩の子弟と共にこれについ

手段に過ぎずして︑国民問の不和抗争を助

藩の家老であった︒﹂茂樹は﹁余︑幼時よ

段とし売物とする作家や芸能人︑ジャナリ

べきものとは考えられない︒現に︑教育的

長する種類の学説や政治論にまで保陣さる
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小

考して自説をすてて蘭書をも学ぶこととな

たが︑親友の木村軍太郎の言により再思三

という唯物論と︑これとは逆に﹁知をいた

ぱ自然に副次的に﹁知を致す﹂ことになる

来︑わが国は西欧諸国からの外圧に苦しむ

流民︶を送って根室に来て通商を求めて以

朱子学は﹁儒学の集大成﹂であって︑その

一派であって︑もともと家康のとりあげた

孟子の古意に帰ること﹂をとなえる儒学の

彼の学んだ古学は︑儒学のうちで﹁孔子︑

まる人間主義が行詰っている今日︑文武兼

公害問題いらい︑西欧のルネサンスにはじ

がうとんぜられる傾向があったが︑今や︑

精神主義の象が強調されてその実学的方面

由来︑朱子学やひろく儒教において︑その

も︑何れも﹁格物致知﹂の両面なのである︒

る現実主義とは︑一見︑異るようであって

の至情を高める精神主義と︑砲術を会得す

ことになるという唯心論とをふく拳︑憂国

す﹂ことによって結果的に﹁物にいたる﹂

しかし．八五○年︵嘉永三︶正月に父が

朱子学

った○

病死したので家督をついだが︑彼は︑五世
君恩何以報︑鞠期一語是吾師というように︑
報恩忠誠の念にみちていたｏ﹂

一七九二年︵寛政四︶九月にロシアの使

ことになったが︑彼はここで学者としての

基盤を四書︵論語︑孟子︑大学︑中庸︶お

右がだいたい茂樹の思想的遍歴であるが︑

素志をひるがえして﹁武枝をもって国家に

よび五経︵詩経︑書経︑易経︑春秋︑礼記︶︑

節ラックスマンが伊勢の大黒屋幸太夫︵漂

報いんとし︑この年︵嘉永三︶に遂に藩の

さらには仏教︑道教におき︑しかもその思

備で調和的な西村緒神に期待するところが

七日に藩の師範である大塚同庵の門に入っ

大きいと思うのである︒

砲術教場に入った︒﹂そしてその﹁六月十

歴史観は大義名分︵春秋︶にある︒この格

想の中心は格物致知︵大学︶であり︑その

鶴岡衛

︵特別会員順天堂大教授・文博︶

た︒﹂やがて彼は﹁藩校の都誰となり︑今

今岡信一良先生訪問の記

物致知は﹁物にいたる﹂ことを目的とすれ

や彼は文武兼備の士として漸く藩の重きを

一八五一年︵嘉永四︶三月に彼は佐久間

なすようになった﹂のである︒

象山の門に入り︑やがて藩命により西洋師
範の手塚律蔵に学び︑また西洋砲術を学ぶ

時︑折柄秋雨罪々として︑降る中を弘道会

昭和五十一年九月二十八日︵火︶午後二

に控え︑図ずも数十年前当時少年期の先生

十月州日施行の弘道会百年記念式典を同随

の言に対して﹁余の西洋砲術を学ぶや︑其

ため兼松繁蔵の門に入った︒彼は師の象山

ち足る︒敢て蛮夷の害を縦くを要せざるな

志︑撰夷護国に在り︑己に其術を得れば乃

高等学校に︑今岡先生を訪問し応接室で︑

監事西村幸二郎氏に随伴して芝公園内正則

今般にわかに︑先生を訪問したのは︑本年

り︒況や道徳︑政治の事に至ては︑東洋の

歓談約一時間に︑及んだ︒

教学︑恐らく西洋の上に在るをや﹂と考え
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の地位に在って︑身を以て多数の生徒を訓

月高齢の故に退任せられるまで︑永く校長

︵現在正則高校︶に赴任︑昭和四十八年三

哲学科を卒業︑大正十四年四月正則中学校

明治三十九年七月東京帝国大学文科大学

せられた︒

出東村で出生︑本年九十五歳の御高齢に達

先生は明治十四年九月︑島根県簸野川郡

茂樹先生の講演を聴かれたことが判明した

が郷里島根中学校講堂で︑親しく会祖西村

しの感を懐きながら︑求道向上の一路を続

指導鞭健を受けましたので︑日暮れて途遠

長生きしたおかげで︑多くの先輩・師友の

日間﹄も誠になつかしく存じました︒私は

雲である関係で︑野口明会長の﹃松江の三

に衷心より敬意を表します︒私の郷里が出

ますので︑其会が百年も存続していること

時代に親しく御講演を拝聴したことがあり

本弘道会の創立者西村茂樹先生には︑少年

まことにありがたく拝読いたしました︒日

に﹁御届けいただきました会誌﹃弘道﹄︑

もあると︒今岡先生より小生宛書簡の一節

領と軌を一にするもので︑同会と共に手を

狂信とを排斥します︒右綱領は弘道会の綱

私たちは霊性と知性の調和を求め︑迷信と

其道教の現代的意義の発掲に努めます︒側

ます︒③私たちは東西古今の聖賢に学び︑

性を排すると共に︑其相補・帰一性を信じ

﹁しおり﹂綱領中に①私たちは宗教の画一

先生が主幹しておられる東京帰一教会の

くきょうに﹂との訓に通ずるものがある︒

自由無畷・円転・滑脱・明恵上人の﹁ある

だ云々︒これによって知るようにまことに

ない︒勝負があるとすれば内面にあるもの

からである︒

育された︒小生は戦前東京府学務課の紹介

ことは︑肯緊に当りませんから自由宗教一

先生に対する小生の至らぬ感慨を述べる

﹁今や︑先生の馨一咳に接した者は遂に尽き

刊行に際し﹂と題する野口明会長の序文に

今般西村茂樹全集三巻が復刊され﹁全集

の世情に対拠してゆくことを切望する︒

室に掲げてある壮年期の先生の肖像画に見

九七六年七月号﹁多摩だより﹂の一節を引

たとあるが︑本会会長として︑絶大な尽力

たずさえて︑求道向上の一路を辿り︑混迷

る漆黒の頭髪が白髪と変っておる外︑全く

をされた西村門下の故松平直亮伯の故地松

す︒云々﹂

健康そのもので︑頭脳明噺︑温容は昔と何

用すると︑﹁先生には内面的自由・魂の自

江在住の田中俊夫氏が︑先般秘蔵の会祖の

ける初一念だけは失わない積りでございま

等変ることなく︑まことに慶賀に耐えない︒

由に対する強い関心がある︒それは神道の

大幅を百年記念として寄贈されたが︑同地

で始めて馨咳に接し︑立派な御人格に深い

お話によれば︑先生は当時島根中学二年

神ながら︑親鴬の自然法爾︑禅の悟りの自

感銘を覚えたが︑今回再度お目に掛り応接

の頃︑始めて会祖西村先生の講演を拝聴し

恐らくは唯一人の現存者で︑且社会の本鐸

出身の今岡先生が西村会祖の馨咳に接した
うである︒他人と競争して︑一番になると

とを今回知ったとき其欣びは大にして︑こ

として墨蝶として活躍せられておられるこ

由・無磯などのような東洋風の自由である︒

か︑立身出世しようかということはなかっ

先生は常に何事にも無理をされなかったよ

年を経た今日講演の内容は忘失してしまっ

た︒人間は勝負の為に生まれて来たのでは

い先生であるとの印象のみ残り︑何分数十
たとのことであるが︑右の次第である︒因

たと︒西村先生は羽織・袴の和服姿で︑偉

柔に思出の中に小泉八雲が講演されたこと

ＦＤ
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『

ある︒

の思いもよらぬ奇縁にただただ驚くのみで

︵本会理事東京家庭裁調停委員︶

道義再建のために協力して逼進

田辺肥

芭蕉翁は﹁古人の跡を求めず︑古人の求

めたるものを求めよ﹂と教えています︒又︑

えています︒梅岩先生は﹁教は時を知るを

先人は﹁古き酒を新しき嚢にもる﹂とも教

要す﹂とも申されています○道を継承する

に研讃を積み︑世のため人の為に尽したい

我々は︑是等先師達の教を教として︑大い

百周年を迎えられるに当りまして︑御祝辞

真の平和と幸福があり得るということであ

家も国も世界も︑道義的秩序を守ってこそ︑

ならないものは︑人間としての道義を守り︑

の高揚をはかり︑真の平和国家建設に努め

流を盛んにし︑相互に励まし合って︑道義

ました弘道会と石門心学会が︑今後益を交

特に戦後永い間︑同じ道を歩いてまいり

ものと存じます︒

を申上げますことは誠に光栄の至りに存じ

ります︒弘道会の先輩︑会員の方公がここ

っても︑又如何なる国においても︑忘れて

わが石門心学も享保の昔︑開祖石田梅岩

に思いを致し︑よく開祖西村先生の心を心

このたび弘道会におかれましては︑創立

先生が︑人の人たるべき道を解いて︑道義

として︑百年の長き歴史を護持されました

ます︒

社会の建設のため生涯を捧げられたのであ

じます︒

御尽力に対し︑敬意と感謝を捧げたいと存

本会の前身︑東京修身学社が設立された

人の進取があってこそ今日があるし︑明治

度として積極的に是認され︑このような先

の文物模倣や摂取は︑近代化への方法や態

化の風潮が社会に賑った時である︒西洋流

山本哲生

︵石門心学会理事︶

発展をお祈りいたします︒

終りに関係者各位の御健斗と︑今後の御

たいと存じます︒

りますが︑弘道会の開祖西村茂樹先生が明
世道人心の啓蒙に努められましたことは︑

今後の発展を期待する

治の初年︑修身社を創設され︑道義による
時代こそ異なれ︑その世を憂え︑経世済民
の熱情は全く同じであったことを強く感ず
顧みますと︑元禄の繁栄も︑明治の文明

る次第です︒

本会創立百周年に際し︑その歴史の重み

明治九年は︑明治の世を特色づける文明開

に心からの敬意と祝福を申し上げたい︒

の道義を忘れた繁栄であり︑誠に憂慮に堪

も人生における一番大切なもの︑即ち人間

開化も︑さらに現代の経済成長も︑いずれ

えないものがあります︒如何なる時代にあ
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洲

の時代に臨んでも泊翁の精神が生きていた

え得た所以は︑明治・大正・昭和のいずれ

想うに︑日本弘道会がここに百周年を迎

いることを覚えて日本人を省象た︒

常茶飯事の中に人間尊重がきちっと出来て

切さと礼儀の良さに感心した︒こうした日

百年を吟味する出発点の一つがここにおか
本会の創立者︑泊翁西村茂樹の本領は︑
間達があってのことであろう︒

証左であろうし︑後継者の努力と多くの仲

れる︒

このような西洋文明の長所を充分理解しな

人の国際化は増灸拡大しつつある︒泊翁が

日本民主主義は今後一層助長され︑日本

がら︑それに溺れず︑日本国民としての独

の富盛を観て目舷し気奮われ︑本邦固有の

﹁⁝⁝大官多く欧米の諸国を観光し︑其国

る︒泊翁の﹃日本弘道会創立紀事﹄には

値観は多様化し︑自己主張︑自己防禦が偏

あろうか︒個人中心の社会認識のもと︑価

を生かす賢明さや態度がどれ程見られるで

その現象の中に真に人間性を尊重し︑自他

浸透と定着には驚くべきものがある︒が︑

協力を図り︑衆知の結集が望まれる︒

げ︑且つ評論するために︑より社会の広い

正義を日常生活や経済︑政治の面でとりあ

き伝統を生かすとともに︑人間尊重︑社会

困難を極めるであろう︒ともあれ今日︑よ

本弘道会は今時の国民道徳を展望するに

新しい国民道徳を説くに苦心した如く︑日

精華を棄て︑百事則を欧米に取らんとする

して評価され︑奇異な言動がもてはやされ

戦後︑民主主義が導入され︑人権思想の

の念を発する者多し︑民間凡庸の徒は︑惟

る世相である︒また︑高度な工業発展と経

自性と道徳を尊重し︑高揚したところにあ

彼国の華麗修大と︑工芸技術の巧妙とに驚

済成長をもたらした現状は︑人間尊重にと

︵特別会員日大助教授︶

思いを馳せて︑ここに拙文を投じた︒

本会百周年を祝福し︑何を為すべきかに

より上下の風俗︑軽薄︑浮華に流れ︑智術

って喜ぶには余りにも懸隔している︒私は

歎し︑身心倶に彼に屈下するの傾となり︑是
を尊んで篤行を後にし︑：：：廉潔にして貧

先日︑オーストラリアに旅して︑人々の親

弘道会と私の歴史は十年になる︒恩師渡

を秋田と大館に訪ね︑明治天皇ご巡幸のお

４年秋には支会結成︑西村泊翁お手植の松

皇杯受賞の渡辺昭氏を会誌に紹介︑昭和４

渡部文雄
辺正勇先生のお導きによって昭和諏年に

りお立台の襖后阪︵二ツ井町︶を主事の渡

創立百周年を迎えて

賎なる者を侮り︑貧冒にして富貴なる者を
貴ぶの風となれり﹂とある︒翁は維新の本
末を冷静に眺め︑道徳の遵守にこそ︑日本
人の品位と独立の基礎たらしむるものとし
たものであろう︒この気持は﹁余是に於て
自ら其力を端らず︑卒先して人心風俗の改

入会︑当地の孝子節婦笹森タカ女史︵昭和

善に着手せんと決せり﹂と実行に及び︑さ
らに﹁人を善くせんとする者は︑先自ら善

三年弘道会受賞︶を︑さらに養豚日本一天

きみまちざか

り︑互いに切瑳琢磨を要望している︒

くせざるべからず﹂と︑自ら修徳の範とな
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辺先生と訪ね︑全国植林の会で来能された

起しなければならない︒国民道徳振興の任

現在の弊風を断ち切って国力を養うため奮

を糾合して︑人心を正し︑風俗を善くし︑

責務の重大さを痛感する︒

であるから︑創立百周年に当って益をその

︵能代支会長︶

など会との紳は一層深まっていった︒

では国を憂えざるをえない︒一体国の臨衰

には国民の道徳を教える標準がない︒これ

相馬敏夫

創立百周年に当って目下の政局を思う

に当る者は日本弘道会をおいて他にないの

会長の野口明先生と身近かにお会いできた
国民道徳の基礎を築いて半世紀の明治・
大正も過ぎ︑昭和の終戦後は消費を尊ぶエ
コノミックア一二︑ル︑名利と金利につなが

ったロッキード事件等︑その弊風が大きく
広がり国民道徳の頑廃その極に達した感が
今日ＮＨＫ特集﹁明治の群像・海に火輪

してならない︒月探検︑火星探知にまで知
識の進んでいる時代に精神文化の欠けてい

を﹂陸奥宗光後編の放送があった︒前扇は

世界のいずれの国も今大きく動揺はしてい

ものである︒私はこの放送を見ていて勿論

の人心緊合が一致すれば国はつよくなり盛

のは何に因るかと云えば国民道徳の盛衰に

んになる︒人心が或は栗合し或は離散する

因る︒道徳が衰え人心が散逸するのは士砂

が崩れていくのと同じじく救いがたい︒其

の例は歴史上いくつかあげうる︒人心が腐

の私見を主張することは共にその国を亡ぼ

敗散逸するのと国民が国益を考えずただ己

︑︑︑︑︑︑︑︑

治乱は人心の栗散離合に外ならない︒国中

ることは見のがすことができない︒泊翁の

当て外交に快腕をふるう陸奥の姿を描いた

○○前に見たが日清戦争后の動きに焦点を

育不足︑若者から日本赤軍すら出現させて

るが︑それににしても日本の現状はこれで

︑︑︑︑

講述した日本道徳の大綱の第一︑我が身を

いる︒第二の我が家を善くすことでは核家

よいのかと痛感したのである︒今年創立百

︑︑︑

善くすといっても︑現今の学校教育では徳

族による親子の断絶︑家風というものがな

年を迎えるに至った日本弘道会の会祖西村

︑︑︑︑︑︑

ては︑我が国最高指導者が金脈・人脈につ

くなった︒第三の我が本国を善くすに至っ

茂樹翁は日本道徳論において﹁近年西洋諸

すに至るもので︑それは国民道徳の衰退即

ながって民心のついていくすべがなくなっ

いう趣旨のことをすでに明治二十年に述べ

ち智徳勇の衰退に帰すべきことである﹂と

日本は西洋諸国の垂延するところである︒

そこでその国の独立を保つことは容易でな

ておられるのである︒こえて陸奥宗光が国

国は何れも力を東洋に伸さんとしている︒

る程︑物質文明に心酔し︑道理に合わないこ

い︒文明開化も大事だがその国を失えば文

事のため烈々たる気はくをもってその病身

て儒教を忘れる等︑世の中が開ければ開け
とを行なって混迷の世相を呈している︒こ

は道徳を昂揚する外はない︒然るに今日本

明開化も施す所はない︒国の独立を保つに

ている︒さらに隣国中国は孔孟批判によっ

の基礎を確立した西村泊翁のもとに︑同志

の秋に当り︑百年後の日本を憂い日本道徳
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三年に西村会祖は昔より保守と進歩と争う

に鞭打って奔走されたその数年后の明治三

ないかとさえ感ぜざるをえない時もあり︑

は国民に縁のないものになってきたのでは

も見られるが︑今后一層大衆のためになる

守るだけでは許されなくなり︑すでに変化

構造を改革すべきだと思う︒そうしてこそ

思う︒そして思い切って金権体質とか古い

国民の道徳が高揚され入心は系合し国の独

革新政党をとりいれなくなってきていると

ざるをえない︒それ許りでなく戦后長く政

立は保たれる︒然し今の日本の国状は誠に

ていると思えば政治不信は一層つよくなら

気力盛んならず︑且年を経るに従い漸友其

場合でも︑我を国民から見れば何のために

権担当の座にあった自民党の最近の内紛の

我食が納めている重い税金が無駄に使われ

人を減ず︒改進論者は小壮の人多きを以て

憂慮すべき点なしとしない︒ロッキード事

時は保守常に敗れて︑進歩常に勝つ︒是天

其気力常に旺盛なり︒且年を経るに従い漸

行われたのか︑種を夫々の立場としては弁

われるのである︒今こそ国民は広く西村会

件は道徳頚廃の一端をなしたのだとさえ思

意なるか︑否保守論者は常に老人多くして

々其人を増す︒是成敗の異る所以なり︒然

明らしいものもあったが︑それは私として

祖の日本道徳論︑国家道徳論等を熟読しこ

れども軽繰なる改進論者は敵手なきに自ら

の動きが政見に基づく保守と革新の争いで

於ける与党と野党との闘争自民党内の派閥

は納得しうるものは少かつた︒私は国会に

今日本は政治の面では保革接近とか保革

敗るる者多し﹂と述べておられる︒

逆転とか云われる時代であり︑政治は誠に
という感じがする︒国会が開かれても議案

難渋︑国民の福利なぞよそに空転している

に遠いと思わざるを得ない︒

るが︑今の政治の在り方は残念ながらそれ

するであろうし︑国益になると思うのであ

あるならば国民の政治に対する信頼は増進

のは共産党でなく自民党の在り方だと云っ

えないものがある︒予て日本を亡国へ導く

﹁昨今の政局の混迷には誠に憂国の情禁じ

私はさき頃の自民党の内紛のときに︑

の難局に対処すべきである︒

の審議なぞはよそに国民の福利に何の干係

ていたが今やその憂いなしとしない︒然し

もないままにかけひきが行われている︒そ

若し革新と自称する政党がほんとの革新

らぬ︒﹁自民抗争収拾行きつまると﹂いう

していつかは妥協されるのであるが︑それ

が︑新聞で知る外はないが︑此日の自民執

ってこの危局をあく迄も回避しなくてはな

の言ではないが自民党は戦后政権担当を長

行部と挙党協幹部の会談を新聞で読んでも

そうあってはならない︒関係者の努力によ

くしておれなかったであろうと思う︒一つ

挙党協幹部の言い分に尤もだと思う点は余

つ政策を主張するものであれば︑西村会祖

の頃その意味で政治は無駄なものだという

の政党が長く政権の座におれば自然の勢と

であり一般国民の福祉増進に実質的に役立

感さえするようになった︒今までは選挙に

して当然沈滞し腐敗し勝ちとなる︒最近自

なぞ全く忘れられているのである︒私はこ

は金がかかる無駄が多い戦后は金によって

民党が国民から批判されているのもそのた

ているという感じしかしない︒これが日本

りない︒むしろ庇理屈や徒らにけちをつけ

迄に時間がかかる︒時は金なりという格言

国会議員としてふさわしくないものが国会

めである︒然し自民党としても保守本来を
の頃の国会における政治の在り方について

に出るようになったとなげいていたが︑こ
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こんないやな思いをするときは求められな

るが︑三木さんが自分を愛しているならば

それとも自分を愛しているのかと言ってい

木総裁は本当に党や国を愛しているのか︑

る人食の物の考え方かと思うと心細い︒三

の危局に際しての所謂大政治家と思ってい

一般から批判されていたのであるが︑今次

らの人為は田中金脈問題のときもっと国民

せよとか云っていると伝えられるが︑それ

其の重みを踏まえよとか︑三木内閣総辞職

ためになげかわしい︒挙党協の二七一人が

て自民党が大揺れに揺れているのは日本の

金権政治だとかロッキード事件だとか云っ

の人灸には敬意を表している︒それなのに

早く一本化し︑今の侭で国会で所要の法案

満が勃発するか分らない︒私は自民党内が

これで日本はよいとはいえない︒今は軍隊

し自民党の内紛で政治が行われていない︒

それなのに今は国会もまともでない︒しか

今迄でも政治にいたく不満を持ってきた︒

言い分を頭からきこうとしないで彼此勝手

に於て組合と団交するとき組合側が会社の

自分は政治の実体は知らぬが︑政治家は得

の責任をとれとつよい要求をしてるのか︑

で田中さんが逮捕された現在田中さんにそ

のような動きをしたのか︑ロッキード事件

が新総裁を選ぶのがよいと思う︒一般に国

が通過し総選挙を行いそこで選ばれた議員

し日本の現状ではどこでどのようにして不

はない︒農村は戦前ほど疲弊してない︒然

との会見における挙党協幹部の態度は会社

くても退任されるであろう︒自民党執行部

なことを云っているのと甚だ申沢ないが同

手勝手なものだとの感じを一般に国民に与

しろロッキード事件に対する究明の態度︑

がトップでも影響はないのではないか︒む

のような自民党の現状では総選挙ではだれ

は総選挙にかてないと云う向きもあるが今

えいるのではないか︒与論よりは総務会や

LOLノ

民もそれを望んでいると思う︒三木さんで

ーシップがあるべきところになくなってし

じように感じられる︒日本の戦后はリーダ
まったと云ってよい︒誤った民主主義が横

に作用するのではないかとさえ思う︒

これだけいじめられても耐え抜いている三
国民は今自民党執行部に同情しているのが

挙党協の意見を先づきけと云っているよう

民の眼から見れば腐敗していると思われる

現状だと思う︒二︑三日前東京ロータリー

ついてもかけひきでなく大いにその内容に

独得することだと思う︒提出法案の審議に

行している結果と思うが︑戦前の軍部の下

ことが多かった︒それが下弧上の原因であ

クラブのスピーチで宝井馬琴が歴史を無視

ついて討論し群議する能力をもつ政治家の

木さんの態度に対する同情が総選挙に有利

ったと思う︒戦后に於ても腐敗は粛正され

二六事件を思い出させると云い一同シュン

する国民は亡びる︒今の政局の混迷は二・

出現を望むこと切である︒戦后は法律が出

を政治に利用する場合が多いのではないか︒

たとはいえない︒金権政治の如きは戦后の

としてきいた︒指数は兎も角実質物価は高

速記録を読む必要がなくなったのは戦后の

来てもその解釈上参考にするために国会の

であるが︑輿論が輿論がといってその動向

大きな汚点だと思う︒それをつき上げる下

くなる︑税金は上る︒地位についていない

はないか︒戦前に於ても政界財界は一般国

弧上は戦后にあっても然るくしだと私は思

ものは日に日に生活が若しくなる︒国民は

弧上と同じ様相を自民党は呈しているので

う︒自分は三木さんも田中さんも知らない︒

﹁要は今次の総選挙に質のよい政治家を

然し相当多数の清い正しい政治家を知りそ

／ ハ ィ ､

西村会祖は﹁政党家が燕もすれば輿論輿

して政府の意に盲従し重税苛法に賛成する

にして議会たる者の本務なり︒若し然らず

之を裁判せざるべからず︒是立憲政体の要

るもの者の常病なり︒議会は国力を計りて

論と言う︒然れども政党家の言う所は党論

時は是乗を助けて虐を為す者にして立憲政

を断行すべきチャンスだと思うのであるｃ

い﹂と所感をかいてある責任ある政治家に

責任になったと批判されても止むをえな

にして輿論に非ず︒租税増徴議員費増加の

政治家の能力勉強の低下によると思う︒無

送った︒それに対し﹁拝復︑此の程中は政

体の賊と云うべし﹂自識録に述べておられ

ることを回想し弘道会創立百年を機に我を

如きは安んぞ輿論と云うことを得んや︒人
政党家に遮られて上達することを得ず︒然

日本国民として大いに襟を正すべきだと痛

民は是がために不平の声を揚げんとするも
れば政党家の党論は一宙輿論に非ざるの桑な

感する次第である︒︵五一・九・三○︶

せられ感謝にたえません︒十一日の落着色
々残るものが御座いますが止むを得ない次

らず実に輿論を潅塞する者なり︒何れの政

局に関しての御愛情いくたびか御尊翰を寄

第でした︒一筆御挨拶迄九月十二日﹂と極

府も政変の増加を謀らざるなし︒是政府た

渡辺正勇

︵本会監事明治製糖相談役︶

めて多忙のときにも拘らず返書を頂いたの

会祖泊翁先生の横顔

であるが︑日本国の現状に思いをいたすと
き私は憂国の情勃々たるものがあるのであ
る︒今ロッキード事件にからんで所謂灰色
高官の氏名公表が野党側から求められてい
る︒ロッキードからは勿論︑全日空︑丸紅

氏︑講談界の長老宝井馬琴師に本会の略史

先日ＮＨＫ五十年史編さん主査の堀賢次

えているこの頃である︒︲

本会の応接室の南の壁に高橋源吉画伯執

一はじめに

際よろしくない︒その貰った名目が何であ

筆の大礼服の西村初代会長の肖像画が第五

に限定するなぞと党員自身がいうのはこの

から金を貰った者の名前の公表をこの程度

ろうとすべて公表してその者を更に政治家

の多方面に亘る学識をもって日本最初の国

民道徳高揚運動の先覚者だった事を次の様

と先生の教育︑政治︑経済︑砲術︑著作等
三老人茂樹書﹂と能書の届額が︑徒らに馬

については本会編さんの﹁泊翁西村茂樹伝﹂

に説明した︒﹁会祖の伝記︑人物︑事蹟等

代堀田正恒伯︑第六代酒井忠正伯両会長の

を防止し立派な選良を得る途だと思うので

齢を加えている不敏の私に激励鞭捷のお言

を始め幾多学者研究家の著書があり︑さら

写真と並んでかけられ西の壁に﹁弘道七十

ある︒総選挙を間近に控かえ︑非常識だと

って今さらながら先生の学徳の偉大さに打

葉を賜っている︒今回本会創立百周年に方

たらよい︒そうすることが今后選挙の腐敗

か政界の実状を余りにも無視した意見と云

に国外においては米国ハーバード大学のジ

として選ぶかどうかは国民の判断に一任し

われるかも知らぬが私としてはロッキード

たれて朝夕の拝礼にも一段と敬慕の念を加

事件を契機として今こそ日本の政治の刷新
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﹁若い時は藩学で漢学︵儒教︶を一筋に

るのである︒日夜の攻学は申すまでもない

勉強した︒論語が﹁宇宙第一の書﹂と絶賛

ヤイプリー教授が﹁日本人の近代化に対す

定で後都文化財保護条令の改正によって都

されているようように儒教は世界最高のも

﹁今日一日考えに考えてようやく思いつ

が︑ｌいのちがけの英学修業については

旧跡に編入︒昭和三十九年四月本会の陳情

のと信じていた︒その後時勢が変り漢学だ

いたことだがね︒この外国害にはちゃんと

たことが︑往事録にもかかれているが︑論

を容れ改めて都史跡に指定︒昭和三十八年

けでは世の中の用に立つまいと思うように

かいてあるのだ︒だからわれわれ後輩は僅

語︑周易の初講に当って﹁どういう勉強を

七月友納知事の提唱で千葉県において日蓮︑

なり︑人のすすめもあって英学にもかかろ

かの時間でもむだには出来ないのだ﹂と笑

る態度の変遷﹂の中で先生の偉業を世界の

堀田正陸︑鈴木負太郎ら十二人の房総先覚

うとしたが俗役に付いたので︑その暇がな

いながら語られた﹄という︒今﹁生涯教育﹂

ろによれば︑

者の選に入り県庁ロビーに﹁先生の肖像画

く読もうにも書物が手に入らなかった︒よ

が強調されているのが︑五十五歳の先生は

前号でふれたｌ次女霞江女史の語るとこ

が掲げられた﹂など︒

うやく三十四歳になって英書を習ったが︑

多年刻苦精励の結果自ら会得された生涯の

したか﹂ということを語っておられて興味

人であるが劇的︑一般的な興味をそそる逸

なるほど西洋の学は道理が積んで立論の精

深いものがある︒そのあらすじは︑

話がないのが惜しいというのであった︒偉

密なのに一驚した︒迂遠固随な漢学などは

った大津修身学社社員に贈っている︒

進学態度心構えを︑明治十五年活動期に入

は昭和九年五月東京府史跡としての標識指

人でなくては偉人の評は出来ないのである

わが国には一切無用と考え直して︑唐本は

老夫従二事斯学一四十余年︑其得し之在二知

学界に大禽的に紹介している︒公的の顕彰

が︑先生のそれらしく思われる面影の一端

戸棚に入れたり売り払いもした︒こうして

経観得四字毛知少年之事也︒経与レ観中
ん出て来た︒そこでまた仕まい込んだ唐本

はと思っていた洋学にも疑問の点がだんだ

也︒

経不レ可し不し多・観不レ可し不精︒得難し言

︿カラルカラ
年之事也︒得晩年之事也︒知不レ可不レ博︒

と︑

本会の図書室に論語講義二冊︑周易講義

を再び取出して研究して見ると︑わが国に

明治十五之夏記し所し得呈二大津修身学社

トトハ

ノタルハヲリ

三冊︵中一冊は泰卦の講義で明治天皇にご

はどうしても国民道徳の基本を儒教におか

諸賢宅

ノニハ

スルコトニ

﹁父上どうかなさいましたか﹂と尋ねる

上は性を歎声を洩らされた︒

﹃夕方二階の書斎で洋書を閉じる際︑父

をおばつかない﹁盲人の象の足﹂どりで辿

洋書を漁っている中に世は明治となり西洋

かく日本のいな世界的に紹介さるべき偉

って見る︒

の事情も次第に明かになって見ると︑流石

講書初めにご進講︶に先生がところどころ

ねばならぬのだと確信するようになった︒﹂

二書斎の一鮪

朱筆で書入れの貴重な和本が残っている︒

和魂洋漢才の先生の面目が躍如として伺え

泊翁道人西村茂樹

シテフタルス

ハカラルカラハカラルナラハシ上

の対象方向ともいうべきものに変遷のあっ

先生が和漢洋兼修の博学卓識も精究中にそ
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三王者の師
先生は佐分利流槍術師南の西村家の長子

之の後任侍講として初めて明治天皇に拝謁︒

先生創唱の日本最初の信用組合法︵本会相

一に先生の倹徳によるものであった︒

助法︶中に慈善金積立の条項を設けたのも

の折タンポ槍で掛声勇ましく突掛ってく

は苦難の道であった︒或日先生が風邪発熱

ものだった︒生来健康とは言えない先生に

ましょう︒今日父上と昔を語りこの幸せを

栄誉を荷うことは到底出来なかったであり

業一筋で学問に精進しなかったなら今日の

肝に銘じている︒若し私が家代食の槍の修

﹁父上死して二十五年︒その厳訓慈詣は

め当意即妙の一計を案じた︒﹁猫を殺すと

老として赴任した先生はそれを打破するた

ふえて人畜の被害が度を起ってきた︒附家

があるという迷信があって︑猫族が次第に

佐倉の支藩佐野には猫を打殺すと必ず崇

の位牌を前に黍しく端座して︑

この時先生は四十八歳︒母堂六十六歳︒父

る︒満身の勇を振って之に対抗はしたもの

分ちあえないことは何よりも残念である⁝

だったので父君との立合は厳格な特訓その

の遂に力つきて一角に倒れる︒父君は容赦

五猫の崇

なく﹁この意気地なし奴／︐こんなことで

て見せよう︒若し一週間経っても異状がな

決然学間をもって世に立とうと志して︑父

したのである︒師安井息軒の激賞によって

の診断を諸うて稽古を一時中止することと

ども︑将来を案じた母堂は熟慮の結果典医

あることを訴えてその場は一応納ったけれ

ころが叱陀の声は続く︒再三先生の病躯で

和服︑外出には十年一日の一張羅の洋服で

身低頭して上室に案内した︒家居には大抵

文字を素早く見てとった番頭はあわてて平

たお供の挟箱の﹁文部省大書記官西村﹂の

くそうかと引返される︒その折かずいて来

室がないとことわられた先生は︑さりげな

生活であった︒巡視の帰途︑箱根の宿で空

西村家は家憲の三割貯金で極めて質素な

後七時であった︒七月末から渋谷の赤十字

先生の逝去は明治三十五年八月十八日午

の好適例でもあろうか︒

消えたのであった︒先生新説の知仁勇実証

状もなく戦き恐れた領民達の迷信は雲霞と

た﹂と騒いたが︑先生の身辺には何等の異

﹁西村氏廷は必ず罰が当るに定った︑定っ

食膳に上せたのであった︒驚いた領民達は

前にして﹁一匹の大猫の皮をはぎ料理して

てのことではない︒その証拠に猫汁を食べ

当年陰に陽にわが子を案じて今日に至ら

ければそれでよいではないか﹂と︑領民を

崇があるというが︑それは何ら根拠のあっ

勝負勝負﹂︒どうしても立上れないで平伏す

しめた母堂と相擁してともどもに感涙に咽

︒・・﹂

る先生を父君は益盈はげしくせめ立てる︒

んだのであった︒

主君のご奉行が出来ると思うか︒立上って

かねてからこれを気にかけておられた母堂

君の瑚声﹁本虫︑泣き字引︑腰抜﹂をよそ

あった︒本会女子部会員が進んで衣服︑下

に入院︑友人の橋本綱常院長の周到な診療

四箱根の宿で

に十六歳から読書講学に励み遂に明治天皇

と家族の手厚い看護を受けていた︒が院長

はその手に縫って中止を願ったが︑許すど

の侍講となった︒王者の師！これこそ学

たのも善行者︑羅災者︑義挙の者への送金︑

駄︑傘等凡て実用向のもので集会に出席し

六臨終の﹁高砂﹂

長東久世通穂の奏伝をもって洋学の加藤弘

者の本懐ではないか︒明治八年五月︑侍従
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に対して何ら動揺の色もなく泰然自若とし

正三位勲一等︒この日刻々と迫ってくる死

殿下からそれぞれ見舞品をご下賜︒十六口

えられて明治天皇昭憲皇后両陛下︑皇太子

に天命を待つのであった︒十四日危篤が伝

を知り八月十日退院して向島の自宅で静か

が避暑旅行と聞いて回復の見込のないこと

であろう︶を謡い納めて膜目されたという︒

の賀の名曲﹁高砂﹂︵立上れたら舞われた

として多年心に秘めておられた梅若流免許

悟の先生は家人の手を借りて正坐して従容

とのべておられるのでもお分りと思う︒大

は宇宙の大霊に還り︑形はその大質に帰る﹂

宇宙の一小分である︒：⁝・身死する時は心

をお祈りしたのであった︒

申上げ仰げばいよいよ尊い師の君のご其加

年に至ったご商徳に感謝し︑記念の行半を

村泊翁先生の墓前に参詣︒本会の創立百周

軒先生と連名で都史跡を標示の養源寺の西

岡とみの三氏と奇しくも先生の恩師安井息

寿万歳︑国土安穏︑棉寿千百の祈をこめて︑

日本の誇る花は桜木人は武士の﹁死際﹂
を︑幽玄典雅な﹁老木に花﹂の晴の舞台と

○○

真正の功名西村茂樹

︵本会主邪︶

師の君の深き教のあればなりけり

わがいのち今かくあるは

て家人に命じて紙をのべさせ仰向のまま筆

テワス二

能妓高の﹁高砂の翁﹂となりすまして︑聖

恐らくこれは人間修業七十五年の極致を

エ﹄

をとって辞世の詩二首をかかれている︒
ロリ

シ

トシテメテヲ力リ

生固常事︑死亦常事︑以二常身一処二常ポ蛍
ク

晴空無し雲︑諏水無し波︒
又
スルゴトニー

人ダル者ハ志望ナカルベカラズ︒志望ナ

○

されたものであり︑さらに﹁道に志し︑徳

キ者︿愚人ナリ︒志望一二一アリ︒一︿道

クーヨククル

徳ヲ立ントスル者ニシテ︑一︿功名ヲ立

ル

迩二遥人間↓七十五年︑孜々求レ道︑肌有レ

に拠り︑仁に依り︑芸に遊ぶ﹂という崇敬

ない︒人生の一大事である死というものに

この悠揚迫らぬ態度には唯々敬服の外は

の名言を万国博のソ連館で知った︒先生の

して思想も﹂︑というソ連の文豪チェホフ

なければならない︒顔貝も服装も魂もそう

のであったろう︒﹁人間は何もかも美しく

名ヲ成シ得ザル道徳︿真ノ道徳ト為スコ

ル功名︿真ノ功名ヲ成スコト能ハズ︒功

徳ヲ嘘フ︒二者皆非ナリ︒道徳ヲ雛レタ

功名ヲ賎シミ︑功名ヲ立ントスル者︿道

ントスル者ナリ︒道徳ヲ立ントスル者ハ

○○

しておかぬ孔子の理想像を地で行かれたも

ついてかねてからの先生の覚悟はどうであ

ご臨終に省ぶて心ない私もこれに﹁死際﹂を

○

得駕︑魂也何之︑無し有二定所弐上天下地︑

ったろうか︒﹁人は命あれば生き︑命終れ

ニス
自在
澗歩︒泊翁茂樹

ば死ぬ︒その死を悲しむは愚かなこと︒故

ヲ賎シミ︑暇蹴険岐ノ者ガ道徳ヲ畷フヲ

︵統自識録︶

ト能ハズ︒余ハ世ノ頑鈍無知ノ者ガ功名

ー星シムナｗソ︒

た︒考えて見れば見る程泊翁先生の﹁死際﹂

は実に素晴しい大往生だったとつくづく思

加えたら一層光ったであろうと思ったりし

うからである︒八月十八日は先生七十四回

の象である﹂と︒いわば死とは母なる大自
に﹁人類の心は宇宙に充満している洪大無

然の懐に抱かれることなのである︒自識録

の命日である︒渡辺薫嘱託︑内田千代︑片

に死して驚かず悲しまず︑その天命に従う

限の霊の一小分である︒われらの形もその

（65）

井上字麿選

秋雑詠市原市竹下せつ

雷雲のややに流れし薄墨に月影のごと日の透きて見ゆ

見送りのうかららの言ふ二を幼のごとく聞く老のあり

落下傘ちぎれて大地に砕けたるＢ調の兵若かりき

同野平英一

溺れるを救はむとして殉職の校長の記事くらくいたまし

雨ふく承風の荒吹くこのあした竹の秋なる枯葉飛して

耕転機の激しき音も消えてなし夕霞して水田静もる

朝顔の昏れ方までも開きゐてひと日ひと日と秋深桑ゆく
籍ハスをやめ部の国道濡れぬけば釣鐘草の群れて咲きをり

甘きもの数多並べて飲むビール今日はひ孫の誕生日なり

川越市小名木狂辰
風を入れ昼寝の床に子を寝かす親は眠れど子供眠らず一

霧深き吉野の山に若葉萌え覆はすとする堂塔の屋根を

若きより人目引きたる友なりし久にし逢へぱ病みて足引

なりはひの忙し世なればひそと咲く釣鐘草なぞ人知らず
けり
とす

亡夫の買ひたる書を読みなむとおもへど秋も過ぎゆかむ

同加藤巳之

燕来ず蛍も飛ばぬ世となりて残り短かき吾も寂しき

埼玉県相沢正直

百メートルの道巾と言う広島の平和通りの珍しきかな

美しき水の都の広島に来つつ偲びぬ原爆の日を

暖り泣く声も洩れきて盆経のつづくしじまに追憶のます

葛の葉の葉裏を返へす野の風に吾も吹かれて草原を行く
限られし時ををしみて田水引く人等焦れり畦の夕べは

同鷲宮葛人

ロープウェーに乗りて昇りし獅子岩の展望台に猿と鹿居

休耕の田畠をしくも埋られて村に市営のビル建たむとす

千葉県石橋佐寿
裏山は砦跡ぞと人は云ふ要害山と名残と望めて

見ゆる眼となりて美しき桑光を仰ぎて暮す日左の楽しさ

裏山は吾が親以前十九代世々の塔建つ墓どころなり
一妻山のお墓掃除に行き行けば見下ろす限り青田となりぬ

古稀五つ越えたる今も眼も耳も見聞き違はいことの嬉し
さ

梅雨時は椎の落葉の繁くしてお墓掃除は不行き届きに

同宇津木一直
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』

ｌ

弘道俳壇
篠塚しげる選

千葉県石橋香峰
評仁王像の朱色と楓若葉のみどりとの対照か美しい︒

＠見上ぐれぱ楓若葉や仁王門
︑紫陽花の早咲きもあり女坂

○親の下駄穿いて出る子や梅雨晴間

○尊とさや若葉の中の石地蔵

同秋葉貞女

評﹁風を着て﹂というふ叙し方はまことに新鮮で面白い︒

＠万緑や風着て登る石の階

＠石の上に流れし月日苔の花

る︒上五︑中七の表現は長い年月の経過がしぷ人︑と胸に

評原句では﹁石面に﹂とあったが﹁石の上﹂と直して採

○紫陽花や言葉やさしき幼な妻

泌みてくる感じを起す︒

○蜘眺の囲を払いて句碑を訪ねけり

じっている景色は如何にも女坂という場所にふさわしい︒

評紫陽花の早咲き︒そのうつすりとあおい色がぽつノ︑ま

○葉桜や忘れられたる石地蔵

＠喜雨至る障子細目に昼休§

島根県原田志津子

○何気なく穂苦折りて路急ぐ

○外孫等去りて身にしむ秋の風

○青柳の肩にふれ読む句碑古し

○父知らぬ子と父語り墓洗ふ

句となった︒

﹁あきらめて﹂が病者の気持を率直に吐露したためにいい

ず︑ただ病室で笛や太鼓の音をきいているばかり︒上五の

評療養の身であるために折角のお祭も見に出ることも出来

︑あきらめて病室にきく祭笛

同鈴木きょ女

○畦塗りもあちらこちらに見え初めて

同田村隆村

○田植機の静かにひびく谷津田かな

︑牡丹寺日に三省の経机・
評﹁日に三省﹂のといわれてみると︑﹁仏の顔も日に三度﹂
といふ諺を連想する︒お坊さんも毎日なかノ︑の忙しさで
あろうが︑朝︑昼︑晩とせめて三度は経机に倍りて仏に仕
える道を思い反省の時間を忘れない︒

評若葉のみどりに風が吹いて射す陽も一緒にちらノ︑と揺

︑陽の綾に若葉の彩に風が織る
れて美しい︒そのことを﹁風が織る﹂とは又新らしく且つ
美しい措辞を発見されたものとして高く評価する︒

○吹けぬける寺の広間や若葉風
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を拝む気持で柿然とふる雨を眺める︒丁度昼休みなので寝

評早つづきのあと久しぶりに慈雨が来た︒何か有難いもの
姿が見られるのを遠慮して障子を細目にあけて⁝⁝︒﹁障
子細目﹂にがこの句のいのち︒

○老楽しいたわり合ひて初夏の旅

同角田洋圃

○水打って露けき庭に客案内

︑そよ風に巨き戦ぎや今年竹

評今年竹のしなやかさはちょっとした軽い風にも大きく焼

○新樹光墓域静かなた堂ずまい

い○

いそよ﹄︑といふのである︒写生の目のあてどころが面白

○葉桜に憩へぱ睡魔忍び寄る

○牡丹散り島は淋しくなりにけり
○漁夫の肌夕焼あびて美しく

＠菩提寺の静けさにあり梅雨初まる

同宮崎秋峰子

○嫁島の松の桑どりのいや増して

川越市小名木狂辰
︑職退きて昔に一戻り秋蚕飼ふ

く浄く澄んだ感じになる︒すると天地自然の現象に起る微

評寺や社に参ると︑ふだん濁りくもっている心がなんとな

妙な変化にも気づくものだ︒あたり静かな菩提寺の雰囲気

評原句の﹁昔の杵づか﹂を右の通り直して採る︒退職後全
れるものだが︑幸いに自分は養蚕の方は昔とった杵づかな

く経験したことのない仕事に就くことはなかノ︑気骨が折

の中で作者はけふからいよノ︑梅雨がはじまるのだといふ

＠梅雨の寺開けるに重き大襖

同野平英一

○紫陽花を地蔵に捧げ児を祈る

尊が幼な子をいだきますが如く︒

評新緑の影がすっぽり地蔵堂を抱いている︒恰も子育地蔵

︑新緑の濃き影抱けり地蔵堂

同田村春風

○蝶出で上梅雨の寺庭明るうす・

気配をしかと感得するのである︒

のでこの生業に一戻るのは有難いことだといふのであろう︒

○梅雨晴れて大和島根はひろびろと
○爺裸取り巻く孫ら皆裸
○名月や細とびの子の影はづむ

市原市加藤刀水
︑夕虹や浄土へ通ふ夢の橋
評虹は美しく浪漫的で仰ぐ人によっていろいろの空想や夢
を抱く︒作者は虹の輪を死後の浄土へ通ふ橋と眺めた︒ロ
マンの美を想わせる一句︒

○風鈴に暫しは憂ひ忘れたし
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ても梅雨のさ中は余計に重い︒しかしこの重さは梅雨の欝

評ふだんでも寺の大襖は重くてあけたてに苦労する︒わけ

はお寺の襖だからではなかろうか︒

陶しい感じよりもどっしりと落ちついた感じがする︒それ

○石塔を埋むる程に草茂る

同野平久仁

︑傾きし墓碑にほころぶ七変化
しい︒少し大袈裟に言えば妖しい美しさだ︒紫陽花をこの

評傾いた古い墓碑だけに咲き派ふ紫陽花といふ花がふさわ

のぞくことが出来る︒

場合特に七変化の別名を以てした点にも作者の心の動きを

○梅雨入りの昼を灯して句に集ふ

同風光堂前提

︑蟻地獄見下ろしおわす露坐仏

選者吟

評蟻地獄といふ虫の名前が見下ろしおはす仏の慈悲心の深
・さを思わせる︒

○そっと拭く額を薄暑の風よぎる

新米のうしろに古りし時計鳴る

新米の戸前明るく灯しあり
祖母も出て拝む出荷の今年米

わが身を修める道

西村茂樹

第一は保持ということである︒原語で﹁セルフプレザベーシ

ョン﹂自分の身体を無事息災に保つこと︒第二は克己ｌ己に克

つ︑英語の﹁セルフコントロール﹂自分を押えて悪い心を起さ

ルチュア﹂自分の心も身体も樹木を菱う様に養い立てて︑善い

ぬよう︑悪い道にはいらぬ様にする︒第三が修養で﹁セルフヵ

事を発達させる︒わが身を健全に保つには︑先︑自分の衣服︑

起居︑動作等宜しきに適う様にする︒もう一つは自分の私欲を

一食物︑第二飲料︑其次大気︑其次清潔︑共次は運動︑それか

制して心を平かに致して天寿を保つ︒この二つである︒即ち第

は過酒︑過食︑過度の房事︒これらを制することである︒⁝⁝

ら適当の休息である︒又健康を害するものは私欲である︒それ

この心の修養には能に属するものと徳に属するものと二つあ

尤も大切な心を修養するのは大学で申す﹁誠意正心﹂に当る︒

る︒徳の方から言えば第一に敬を持すると言う事で︑敬とは心

につつしむ︑物事に念を入れてうっかりせぬことである︒其次

てて行けば誠の力が堅固になる︒結局修養の極致は人事を尽し

が誠を養う︒誠は真心を以て事を行うことである︒常々養い立

て天命を待つｌ人事を尽した上で起ることは天命であるからこ

︵道徳教育講話より抄Ⅲ︶

れに安んじて驚かず恐れずに居るまでに至ることである︒
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一五六

一八八

理学問答一冊八二七 一三○
格物示蒙一冊八二七 一三二

女子宝訓一冊八二七 一○五
△儒門精言三冊八二七 二一
海防新論一冊八二七 二五

明治三十四年刊本の校正本

△徳学講義八冊八二七

三冊八二七

徳学講義︵巻七・八・九︶

国会図書館蔵

西村茂樹先生稿本類書籍目録

国立国会図書館に所蔵されている西村茂
月十五日・同年九月三日︑十五年十月十日

樹先生の稿本類八十六点は︑昭和十一年六
の三回に亘って︑伯爵松平直亮氏より旧帝
国図書館に寄贈されたもので︑その略目録
は次の如くである︒書名の下の数字は︑冊
数︑及び図書館の請求番号である︒﹃泊翁
印を附した︒単行本には△を附した︒

叢書﹄︵二冊︶所収のものは書名の上に○

格勤革力道徳学五冊八二七

順序論一冊八二七

一○九

一二四

一八一
一二七

二九
ゼオルジユーム

道徳理学一冊八二七

社会学講義一冊八二七

一五四

△求諸己斎講義一冊八二七
修治学︵第二篇︶一冊八二七

﹁西国道徳哲学講義稿﹂

一五八

一五一

一○三

後者︑米国但以利坤威編︑日本西村茂

樹訳

段斯婁氏道徳学

ヒユーウエル

欄寧氏道徳学稿本一冊八二七

休物爾氏徳学一冊八二七

一六七

吟芥氏道徳学︵第二篇︶

一冊八二七

顕利参氏道徳学

一七三

埋郊黒氏道徳学一冊八二七

道学大意訳稿一冊八二七

樹蔭畝講解

米国亜知巴耳亜歴山得著︑日本西村茂

実在理学訳解一冊八二七

一三五

谷蔽氏洛日克一冊八二七 二二
倍因氏洛日克一冊八二七 二四

前者︑英古士都昆多原著︑留斯訳解︑

谷蔽氏洛日克入門

西村茂樹重訳

表紙一天右二言ヲ記スノミナレド︑巻

百科新編巻七一洛日克

中左ノモノアリ

道徳学米国吟巴多設斯婁著

英国若永日果沫著︑日本西村茂樹訳
福氏道徳学講義

道義学叙言一冊八二七

宇宙学前輯米国約翰希斯克著

一三三
一五七

演知学米利幹維永孫著

△心学講義︵巻二︶一冊八二七 一五五
徳学︵巻九・十︶一冊八二七
○国家道徳論︵巻上・下︶

一六○

西国道学纂論一冊八二七 一三四
前者の内題

聖語録

一八六

二冊八二七

道徳問答一冊八二七

○続国家道徳論
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一四九

米国以馬維位多著︑日本西村茂樹訳

万国通史一冊八二七

二七

一冊八二七 一五二

社会学訳稿一冊八二七

合衆国史︑一冊八二七 一四八

江戸後学西村鼎重器訳
百代通訳稿︵三・五欠︶
ウエイソネ

七冊八二七

英喜字典一冊八二七

新旧約害地名人名

一二八

一二六

一○七

一五○

一冊八二七

地名一冊八二七

一冊八二七

文明公御在職中御事通間合手続

一八四

△往事録四冊八二七 一五三
性事録三冊八二七 一六一

記憶録︵草稲︶一冊八二七

一八三

一六四
一六五

一七○

一四三

統自識録︵草稿︶一冊八二七

○自識録稿一冊八二七
○続自識録一冊八二七

随見随筆七冊八二七

一二二

偶筆三冊八二七

一八○

古語蝦三冊八二七
雑録十六冊八二七

一八二

一六九
一七九

表紙﹁日耳憂史稿﹂

一冊八二七︲

泰西尺度量衡等雑記

格言録一冊八二七 二一九
名言録一冊八二七 一七四
○建言稿三冊八二七 一四六

一七七

雑記一冊八二七

○泊翁盾言三冊八二七 一四七
言論叢十五冊八二七 一五九

藩後学西村鼎訳

一三六

一七八

二○

府兵校伯羅勿示訳

威敦塗歩隊甲必丹党白示著︑和蘭王

兵学典故一冊八二七

著︑大日本江戸府後学西村鼎重器訳

和蘭国蘇利南砲隊蒋玉示衷厄が白而都

防海要論三冊八二七

荷蘭歩隊甲必丹謬爾堅著︑大日本佐倉

シユルケソ

三兵用法一冊八二七

戸後学西村鼎重器訳

和蘭奇羅凝俺府学頭衷怒著︑大日本江

一六八

和蘭特富府学校教授蒲成弗著︑大日本

一六三

合衆国約翰安徳孫著︑日本西村茂樹訳

一二五

アレキザンチルペーソ

亜瑚山得便著︑西村茂樹訳

心学及道学一冊八二七

数限通論八冊八二七

二一二

一二三

斯去亜的性理学一冊八二七

馬氏読本一冊八二七

学要略﹂

一六六

一四四

英国大鵬斯去亜的著︒内題﹁性理及道

扉題﹁可吉氏心象学摘訳﹂

心理学講義一冊八二七

希穀氏人心学訳稿

英国心学一冊八二七

二二

一四五

一七一

一冊八二七 一七二

人学訳稿一冊八二七
査亦斯蒲勅著
査永斯蒲勤氏要須理学

一冊八二七

宇宙哲学一冊八二七
米国喪希斯克著

字書原稿一冊八二七

二六

一七六

二三

字書原稿二冊八二七

耕幾要術二冊八二七

米利幹賓西佳尼大博士顕利吟都何命

哲学語解一冊八二七

一七五

一二○

日本北総佐倉処士西村茂樹蔭畝訳

哲学語棄稿一冊八二七
イムマウイルヲルド

陸軍字奨一冊八二七

万国通史一冊八二七
西村茂樹訳

米利堅合衆国以馬維亦錬著︑日本北総
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日亜墨利加使節ノ書翰二付キ意見書

上二閣老福山侯一諭二海防一言

外国貿易二付意見言
幕府二外国行ヲ願う書

経済学史抄

安斎随筆抄

道徳の主義

雑感

目海防二関スル建言

大蔵大臣二差出シタル書面ノ草稿

上渡辺大蔵大臣啓

内地雑居土地所有権ノ義二付建議

四代ノ人物

国政ノ主意

指導者卜行為者

高尚ノ説

㈲士説

安政四年十月上言

榎本文部大臣へ建白草案

謹誘律新聞条例二付建言

征長機宜稿

条約改正ノ義二付キ建言

口安政三年九月上言時事論策

紀藩へ差出シタル答害

外国条約改正ノ義二付意見書

社会学︵耶利草孫著︑西村訳︶

政体通論︵訳︶

伽英国憲法ノ主要ナル原理

明治元年輔相岩倉公へ上書

畝訳︶

道徳学︵亜勅山得便著︑西村茂樹蔭

言語論︵東京学士会院ノ用雲ヲ用︶

信心の義を諭す

人の問に答ふ

五倫説

伽香取郡東部支会開会演説

師範学校二関スル意見

男女言行の比較

卿勅語東行

日本弘道会定款

諸種控︵講演ナド︶

白教育一家言

郡県議

民選議院設立ノ義二付建言
巡視功程附録
白松方大蔵大臣へ建言
土方宮内大臣へ建言
榎本文部大臣へ建言

学士会院改革ノ見込︵東京学士会院

条約改正二付建言
再々条約改正ノ義二付建言

自得録

㈹チャンバー氏ポリチカルエ﹃一ノミイ

道徳史

貞丈雑記抄その他一二ノ小抄録

㈲安斎随筆抄

自省録

見聞雑録

奥羽人二告グ

白人種説

土地所有権開掘権

㈲道徳談数条︵演説目次︶

富貴説

千葉医学校旗説

教育一家言

⑤日本弘道会本領

ノ用葵ヲ用フ︶

一○三
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松方総理大臣へ建言
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雑綴二五冊八二七
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欧洲戦国策抄
白石紳書抄
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原稿断片

呂新吾語録抜害

白日本書紀抜書
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佐倉風土記一冊八二七 二八

㈲諸書抄録

○束奥紀行一冊八二七

㈹︹雑控︺︵中二﹁国民道徳論﹂アリ︶

日雑筆︵抄録︶

一三七
両毛淋草︑︵文稿中ノト同内容︶遊豆

十四明治三十年五月至三十一年四月

十三明治二十七年八月至三十年四月

十二明治二十六年十月至二十七年七月

詩文稿︵詩之集︶一冊八二七

小草︑杉田村仙梅記︑画烏鎌倉遊記︑

ｅ︹諸書抄録︺

条約改正二付キ建言

与人論外冠害︑送小柴善卿之松前序︑

一三八

︵特別会員朝倉治彦氏調査︶

十六明治三十三年五月至三十五年二月

近世哲学

目雑言︵抄録︑流説草稿︶

一三九

十五明治三十一年五月至三十三年五月
○撲堂小稿︵詩集︶一冊八二七

祖通論︑ナド

○文稿︵詩文集︶一冊八二七

亜伯奇倫比道徳学
治心録

法関西字ナド
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判型頁数表記

︵里見一里ロ叩︶

大型六二︐自筆

西村茂樹先生関係図書目録

︹西村先生自筆本︺

番号害
講話要項雑綴

″″
″
″
″
″
″
″

″三六自筆

中型六二自筆
大
型自筆
大型一八自筆

″自筆

自筆

自筆

Ａ五三○○自筆
蘭語熟語辞書小型

日本弘道会蔵

昭和五十一年五月四日調

内容概略

次は別記︶

講話に際して意見の要項を記述されたもの︵内容目

和歌及漢詩作成の草稿集を集めたもの

西村先生演説草稿

寒沢振作なる人︑松平直亮著﹁西村泊翁伝﹂出版を
喜び︑所蔵の直筆本を松平会長に寄贈されたもの

より成る

各種の書籍に寄せられた西村先生の序文および碑文

︵速記に加筆されたもの︶

①公憤と私憤②徳育について

中国聖典に現われる経語をカード式に抜書したもの︑
研究メモとも称すべきもの

先生の筆写したもの
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Ｉ

Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅳ

詩歌草稿
諸原稿断片綴
学士会院演説草稿

九講演草稿

名

蘭学教科書︵一八四五年本︶

一○経語

八序文原稿

七六五四三二一

漫遊文草諸図

記憶録

︹速記に加筆されたもの︺

番号書名
論語講義速記

小型

判型

頁数

三一○
三一○
七六

表記
速記

記 記
津個圭冨

写本
記録

各地巡遊の際のスケッチブック

内容概説

明三四︑六︑二三 三四︑二︑一○に亘る九回の論
語講義の速記に西村先生自身が朱で加筆したもの

明三三︑一○︑二二期行会において講義︑上野山六郎
氏速記し西村先生朱にて加筆

速記を清書したもの

小沢彦九郎氏が西村先生の原稿を清書したもの
通を収容す︵大体・明治三○年代前期︶

明治三○年初期の書翰の写しを集めたもの

泊翁叢書二冊を刊行する際の記録を集めたもの

明一八︑五︑一四
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上

Ｂ五

Ｂ五

A 〃 B
五 五

自自自自
刊本

五

筆筆筆筆
速 速

下

間易泰卦講義速記

周易集註誰義
第二席

第一席

泊翁先生遺稿
西村先生書簡写
遺著刊行記録

心学識義

下中上
Ⅱ I

六・五四三
六五四

○九八七

○明治十三年︵一八八○︶

同︒

○明治十二年︵一八七九︶

日本弘道会百年史年表
○明治九年︵一八七六︶
三月西村茂樹先生は︑明治維新により王
政が復古し︑文明開化を目標にしたものの︑

傾けて来た為である︒依て四月初めて雑誌

日本弘道会

岐阜に修身学社分社が創立された︒

○明治十六年︵一八八三︶

九月第三十八冊を以て︑雑誌﹁修身学社

叢説﹂を終刊した︒

○明治十七年︵一八八四︶

会員益々増加して機が熟したので︑三月

西村先生は拡張案を提出︑会長以下役員の

た事業としては︑講義︑演説︑著述︑統訳︑

制を設け︑更めて雑誌発行の談を決し︑ま

の月曜として開会に決定︑また諸規則を定

問答等とし︑東京の会合を毎月第一︑第三

めた︒小松︑北白川両宮殿下に名誉会員た

ることを請い︑会長西村茂樹先生︑副会長

南摩綱紀先生︑講師著訳者十数名︑編輯︑

会計庶務の人員も決定︑また雑誌は﹁講道

会叢説﹂と改題︑六月第一号を発行︒又同

LイOノ

国民道徳のことは全く顧みるところなきを

会員漸く増加し︑百余名に達す︑世間漸

﹁修身学社叢説﹂︵四六版十八頁︶を発行︒

く修身道徳が教育の大本であることに耳を

遠影︑植松直久等と共に﹁東京修身学社﹂

これが本会機関誌の第一号である︒

るとの自覚を促すべく︑同志阪谷素︑丁野

歎かれ︑一国文明の基礎は道徳の振興にあ

を結ぶ︒これが日本弘道会の前身であって︑

雁に挙行と定めた︒

を神田学習院講堂にて︑第一士雁︑第三月

同志日に増加せしため︑前年来の講義会

設立︑これが地方に設立の最初である︒

江原素六の主唱で静岡県沼津修身学社を

○明治十四年︵一八八一︶

明治に於ける道徳団体の最初のものであっ
た︒

○明治十年︵一八七七︶
会員折為相会し︑道徳振興について語る︒

○明治十一年︵一八七八︶
同︒

○明治十五年︵一八八二︶

／庁戸、

時に修身学社を日本諸道会と改称︑会員三
百数十名に達した︒

本弘道会﹂と改称︑これが今日の名称の第
一歩である︒

史が担当一月本会要領甲号を設定︑会員二

千名に達した︒

一月︑四月︑五月︑八月︑九月︑十一月

筆隔月男女交互の講演あり︑又地方への出

西村先生隔月識瀕され︑雑誌には毎号執

○明治二十四年︵一八九一︶

雑誌も約毎月二十頁となり︑西村先生毎

の六冊を﹁弘道会雑誌﹂として発行︑五月

学纂論﹂を連続談義さる・

張繁くなる︒六月よりは西村先生﹁西国道

○明治二十一年︵一八八八︶

月執筆︑また先生が本会にて講義せられた

談話会を開催︒

号より雑誌を非売品とす︒月食誌議及通俗

○明治十八年︵一八八五︶

﹁心学講義﹂八冊中二冊が出版を見る︒更

ら本会の為に力を入れられ︑十二月十一︑

かし西村先生宮中顧問官の閑職に就かれ専

刊し︑これが同二十年十一月まで統く︑し

この頃会勢肢も衰微の時代で︑雑誌も休

れる︒廃刊後十月雑誌を﹁日本弘道会叢記﹂

たからである︒宇都宮に第一支会が釧設さ

条約改正のため政府は神経過敏になって居

れた︒本会にとって空前のことであった︒

可否﹂が政府の忌仰に触れ︑発行を禁止さ

海野紫影氏の﹁外人に土地所有権を与うの

七月雑誌第十一号を発行したるに︑会員

号から数えるのである︒創立十七年︑大い

弘道叢記﹂と改称︒今日の号数は此の第一

として︑雑誌﹁日本弘道会推記﹂を﹁日本

会員名簿別Ⅲを初めて発行︒五月を第一号

研究﹁日本弘道会相助法設立案﹂を発表︒

イツに始まりて進歩した﹁信用組合法﹂を

が設置された︒西村先生は︵弘化元年︶ド

会員三千名を数え︑地方支会二十二個所

○明治二十五年︵一八九二︶

十七︑二十六の三日間一シ橋大学識堂に

と改称し︑第一冊を発行︑毎月一回の発行

○明治二十二年︵一八八九︶

に加納治五郎氏は﹁利学﹂鈴木唯一氏は
﹁論理学﹂を講義さる・

﹁日本道徳論﹂を誰ぜらる︒九月大学講義

に活動を期すべく︑資金の募集をなすとこ

二月本会規約を改正︑評議員制を設け二

地方への進出目覚しく支会全国三十六個

Lイイノ

○明治十九年︵一八八六︶

室に同志会して︑﹁日本弘道会﹂と改称せ

とし総会を春季開催の識其の他を決定︒

ろがあった︒

んとし︑規約を定む︒

十五名を任命︑会誌を四十頁とする︒毎月

ととなった︒会誌は毎月五十頁︑毎月十五

所︑会員五千名に及び︑会の基礎も定るこ

○明治二十六年︵一八九三︶

十一月﹁日本弘道会雑誌﹂と改称して第

男子女子共に二回づつ皇典誰究所に講演会

○明治二十三年︵一八九○︶

一号菊版二十四頁を発行︑当時日比谷神宮

を開くこととし︑女子部は棚橋︑平尾両女

○明治二十年︵一八八七︶

地の西村先生邸に移す︒﹁講道会﹂を﹁日

教院内の事務所を︑京橋区築地一丁目一番

／ 庁 庁 ､

日の市外の講演会も盛んになる︒麹町部会
が発会され︑盛大を致した︒

○明治二十七年︵一八九四︶
西村先生は華族会館の常集会で毎月﹁徳
学講義﹂をされ︑西村先生邸にあった事務
所を華族会館内鹿鳴館に移す︒西村先生は

途を辿る︒

○明治三十四年︵一九○一︶

事長に一任︒四月西村先生文学博士︒支会

西村先生病床にあるため︑会務は専ら幹

第二回総会を東京に開く︑西村先生は岡

となる︒

百二七︑雑誌も内容充実し︑毎月六十余頁

○明治三十年︵一八九七︶

へ出張支会数壱百に達した︒

山︑島根︑広島︑兵庫︑秋田︑山形の各県

支会規約を改正︒西村先生は静岡県下に

菩提寺本郷麟祥院に於て葬儀執行︑会葬者

八月十八日西村先生逝去さる・二十二日

○明治三十五年︵一九○二︶

橋南鍋町に家屋を購入︑ここに事務所を移

一週間夏季講習会にて小学校教員のため道

数千に達した︒先生の辞世二首︑﹁生固常

○明治三十一年︵一八九八︶

転︒女子部の拡張を期し︑男子部とは独立

徳の講演をされた︒支会数百十三となり︑

本邸を府下寺島村に移され︑さらに六月京

して別に﹁婦人弘道叢記﹂を棚橋絢子氏編

時︑死亦常時︒以常身処常時︒晴空無雲︑

湾水無波﹂︒﹁遁遥人間︑七十五年︒孜々求

東京では四谷部会が盛大に発会︒

京都で第三回の総会を開く︒西村先生は

々盛んにして︑会員一万二千名に達し︑支

げて哀悼す︒此の年総会を休会す︑会勢愈

下地︑自在潤歩︒﹂と︒七十五歳︑会員挙

道︑柳有得芙︒魂也何之︑無有定所︒上天
滋賀︑福井︑石川︑岐阜︑愛知︑山形︑福

会百三十に及ぶ︒後任会長に谷干城子就任︑

よる︒

西村先生が松平直亮伯爵を招じての遺言に

表︑かくて甲︑乙の要領完結︒東京に総会

し︑時事問題を論ずることが出来ることと

﹁日本弘道叢記﹂新聞紙法に依る手続をな

滋賀県大津市に全国総会を開く︒雑誌

○明治三十六年︵一九○三︶

二十五となる︒

を挙行︑本会の規約を改正︒全国に支会百

講演さる◎此の年十二月本会要領乙号を発

西村先生は︑滋賀︑兵庫︑愛知の諸県を

○明治三十三年︵一九○○︶

支会の講演も盛んになる︒

島の各県を巡講︒支会数百二十となり︑各

○明治三十二年︵一八九九︶

輯主任で発行することとなった︒道話会も
なり︑講師の出張が繁くなった︒この年一

盛んに東京各区に行はれ︑支会も六十一と
年にて会員千名︑支会二十有余設立︑西村
先生の講演は九州にまで及んだ︒

○明治二十八年︵一八九五︶
初めて総会を京都に開く︑支会七十三︒

西村先生の母堂逝去︑西村先生は各地支会
に出張講演さる・

○明治二十九年︵一八九六︶
支会八十一に達し︑地方支会講演会に出
張すること二十数回に及び︑会勢発展の一

（78）

なった︒東北に飢鰹があり︑義損金を募る︒

月十八日には泊翁先生記念祭を行ふ︒副会

事務所を麹町区飯田町六ノー八に移転︑八

副会長に就任︒

○明治三十九年︵一九○六︶

去︑松平親信子副会長に就任︒泊翁叢書第

南摩綱紀氏逝去︑九月副会長松平忠威氏逝

一巻出版︒

及東北救済の義損金を募る︒八月道徳夏季

共に木杯を頂く︒台湾︑桑港に於ける震災

県知事より東北凶作救伽をそれぞれ受賞︑

玉県久喜支会等に出張︒財務監督に本多康

会愈を盛会︑徳川会長山形会飽海支会︑埼

第十一回総会で規約一部改正︑夏季講習

○明治四十三年︵一九一○︶

の基礎を固くすべく基金募集を始めた︒男

直亮伯爵︵旧松江藩主︶が新任された︒会

講習会を二週間東京に開く︒旅順忠魂碑建

出征軍人慰問を東京府知事より︑東北五

子部︑女子部︑毎月例会の講演会を開くＯ

長を二名となし︑南摩氏に加ふるに︑松平

支会は台湾︑支邦朝鮮にも及び︑百三十四

○明治四十四年︵一九二︶

虎子就任︒

設義損金を募る︒支会は百四十に及ぶ︒

○明治四十年︵一九○七︶

となる︑会誌を六月から今日の如く﹁弘道﹂
と改題︒

川達孝伯会長︑副会長に松平忠威氏就任︒

制度を設ける︒西村会祖十年忌を記念して︑

入る︒全国に識師派進の一般の需に応ずる

会誌﹁弘道﹂菊版となり︑表紙画初めて
夏季講習会盛会︑全国に大水害あり義損金

○明治三十七年︵一九○四︶
﹁戦時国民の心得﹂を発行し︑日露開戦

雑誌を﹁会祖号﹂として発行︑元会長谷干

八月病気のため会長松平直亮伯辞任︑徳

に際し︑国民の義勇奉公の精神鼓舞に努め︑

を募る︒

泊翁叢書第二輯出版︑明治天皇崩御︑徳

○明治四十五年︵一九二一︶

城氏逝去︒

﹁国定小学修身害に対する意見﹂を発行︑

○明治四十一年︵一九○八︶
会誌弘道四六倍版となる︒五月本会創立

川会長奉悼表を捧呈︒九月の﹁弘道﹂を

三十年記念会を東京高等工業学校に開催︑
正され︑各府県に会勢拡張の委員を設く︒

総会と共に四日間に亘る︒本会規約一部改

徳を追慕し奉る︒泊翁叢書を︑天皇︑皇后︑

﹁聖徳余光﹂として特輯し︑明治天皇の聖

任︒

皇太后三陛下に奉献︒副会長松平親信子辞

泊翁叢書出版に着手︒

○明治四十二年︵一九○九︶
第十回総会を京都に開催︑四月前副会長

》

図書室を新たに設けて会員の閲覧に供した︒
支会百三十七となる︒

○明治三十八年︵一九○五︶
西村先生伝記編纂を議決し︑委員が任命
された︒戦時国民の元気を鼓舞するため︑
委員によって﹁元気﹂を出版︑会誌﹁弘道﹂

と共に︑伽兵部へ寄附した︒戦争終結する
や︑﹁戦後国民の覚悟﹂を発行︒十一月谷
会長辞任︑松平直亮伯が会長徳川達孝伯が
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○大正二年︵一九一三︶
弘道会館建設の準備委員が任命され︑会
会愈を盛会︒

館建築費募集に着手︑松平直亮伯邸の修養

○大正三年︵一九一四︶
東北の凶作︑九州の災害への義損金を募

る道徳雑誌となった︒

○大正六年︵一九一七︶
現在の地所に会館建築のため地鎮祭を行
い︑建築に着手殆んど成る︒当時洋館とし
て異彩を放つ︒旧会館が即ちこれである︒
弘道三百号発行︒関東風水害義損金を募る︒

○大正九年︵一九二○︶

空

夏季講習会盛会︑全国に拡張委員を派遣一

港殉難者弔慰金を募る︒

拡張を期す︑講師の出張盛んに行わる︒

○大正十年︵一九一二︶

﹁本会の主張﹂制定︑社会主義︑や労働問

認可︑定款三十六条成る︒昭憲皇太后崩御︑

第三十四条により社団法人を文部大臣より

置く︒世界大戦で物価暴騰のため会費訂正︑

念式を挙行︑本会に調査部を設置し委員を

御下賜︑四月会館落成式及創立四十周年記

宮内省より事業奨励の思召で︑金壱千円

制定︒

正しい認識を促す﹁風俗改善実行事項﹂を

題等の運動漸く華々しくなり︑本問題につ

その高徳を偲びて弘道を﹁坤徳余芳﹂とし

主力を講演会に置き︑中央地方に盛大を致

○大正七年︵一九一八︶

て特輯︒世界第一次大戦に参加のため︑仙

る︒現在の会館所在地を購入︑三月に民法

兵慰問︒﹁時局と国民の覚悟﹂出版︑欠員

した︒地中海艦隊慰問金を募る︒

定款を改正︒関東大震災は未曾有のもの

○大正十二年︵一九二三︶

の運動が目につくようになった︒

題が勃発すると共に︑社会主義︑共産主義

提出︒物価騰貴甚しく︑いろいろの社会問

設︒道徳教育に関する建議書を文部大臣に

三月専門学校に準ずる社会教化学院を開

○大正十一年︵一九二二︶

いて講減会に︑また会誌の上に論議して︑

中の副会長に徳川頼倫侯就任︒

夏季講習会は︑国体に関するものとし︑

○大正八年︵一九一九︶

前副会長松平親信子逝去︒大正天皇御即

各方面の学者の講義あり︑支会続之と設立

○大正四年︵一九一五︶

位式あり︑大礼記念号を発行︒第四皇子御

され−ヶ年に十余を数ふ︒十一月一︑二の
し︑第二回徳育品展覧会を開催︑各方面よ

喚発︑首相の告諭等を誌上に載せ︑聖旨奉

号を﹁大慶災記念号﹂として発行︒詔書の

であったので︑九︑十月号を休刊︑十一月
た︒

りの出品三百余点︑来観者七百余名に達し

両日︑﹁教化より見たる婦人と家庭﹂に関

降誕︑徳川会長賀表を奉呈︒

○大正五年︵一九一六︶
前会長松平直亮伯を顧問に委嘱︑寛博士
の﹁我が国体の研究﹂を発行︑立太子礼の
賀表奉呈︑会員数三万︑会誌弘道も堂灸た
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体を誓い慰問部も活躍した︒本会は会館が
焼失し書類も烏有に帰したので︑名簿作成
その他に苦心︒

○昭和二年︵一九二七︶
大正天皇の聖徳を偲びまつり︑﹁乾徳余
芳﹂として二月弘道発行︑十月には西村先

道二府二十県︑七四庁下百六十四名の御大

典記念事業の善行者を︑京都の華族会館に

於て表彰︒

業に移管︒市電の罷業があり︑青年団の尽

松平伯の事業であった修養会を本会の事

○昭和五年︵一九三○︶

沢子爵︑松井茂博士︑水野文部大臣︑三上

力で辛うじて運転し得たので︑東京市長に

○大正十三年︵一九二四︶

参次博士等の講演︑府知事︑市長その他の

生二十五周年忌記念会を養源寺に催し︑渋
一月東宮御成婚︑誌上に奉祝の記事を満

祝辞あり︑泊翁先生遺墨展観会を開く︒十

設置され委員を委嘱︒教育勅語漢発四十周

感謝状を贈る︒会勢拡張に関する調査会が

て︑誌上に諸家の論を掲げた︒昨年の大震

一月明治節が制定されたので︑﹁明治節記

会誌を記念号として発行︒

年に相当するので︑記念大会を催すと共に

念号﹂を特輯︒

載︒米国排日移民の事あり︑本問題につい
火災の慰問部を閉鎖︒

○大正十四年︵一九二五︶

○昭和三年︵一九二八︶
定款の大改正があり︑欠員中の副会長に︑

特別機関の寄附金募集部を閉ぢ︑本会に

地方支会講師派遣規定中負担なしに出張
出来る制とした︒五月副会長徳川頼倫侯逝

服部宇之吉博士就任︑谷山主事辞任︑広江

○昭和六年︵一九三一︶

去︑哀悼号を発行︒徳川副会長の南葵文庫

引渡す︒青年部は泊翁会を開設して研究の

機関とした︒会館︵現在会館︶建築のため

想問題に力を注ぐ︒堀田伯財務監督を辞任︑

矢野恒太︑福島甲子三両氏就任︑諮議に吉

平三郎︑三輪田元道の諸氏諮議となる︒

敷地の地鎮祭︑堀田正恒伯︑松井茂︑高島

主事就任︒日本共産党事件勃発︑本会も思

田静致︑吉田熊次︑宇野哲人︑春山作樹四

により︑現在の地に新築して移転︒

博士就任︒御大典記念事業として︑全国善

に置いた仮事務所を松平直亮伯顧問の芳志

五月十五︑十六︑十七︑十八日の四日間

行者表彰を決議し︑調査委員を嘱託︑十一

○大正十五年︵一九二六︶

に亘って︑第二十七回総会及創立五十周年

号を発行︑山梨県地方は会勢の大拡張があ

﹁弘道﹂は会館落成式並功労感謝式の記念

労感謝式挙行︒在満将士に慰問金を贈る︒

会館の落成式︑徳川会長︑松平顧問の功

○昭和七年︵一九三二︶

祝賀会を上野自治館に挙行︑若槻総理大臣

去追悼号を発行︒十二月に昨年に引続き一

本会支会連絡拡張部を新設︑神谷主事逝

○昭和四年︵一九二九︶

月号を御大典記念号とする︒

に今日の会館の建築及事業資金募集の計画

も出席︑六月﹁弘道﹂を記念号とす︒年末
を発表︑女子修養講座を創立五十周年記念
事業として開講︒

（81）

員委嘱︒東京都労務者補導学級講座を開講︑

り︑支会十有余設立︒西村先生伝記刊行委

弘道恩賜基金を設定︒第二皇子御降誕につ

り︑西村先生三十三回忌の記念文芸を募る︒

る︒西村先生の﹁道徳教育講話﹂を誌上に

手ほどき︑手紙の書き方﹂山岡千珂子であ

謹吾︑﹁孝経︑徒然草﹂辻村靖子︑﹁和歌の

彰式挙行︒書道講座終了︑家政講座を誌上

附録として掲載し始める︒第二回善行者表

き︑賀表を捧呈︒

○昭和十年︵一九三五︶

記念事業として毎月十三日の会員談話会を
新設︒

○昭和八年︵一九三三︶

﹁公私生活上和睦相助を旨とし之を実践す

に掲載する︒この年の会員の実践事項を

ること﹂に決す︒北支事変に直面し︑精神

総会の諮問案﹁敬神の信念に基き勤勉力
申に基き︑会員悉く之が実行徹底方声明︑

の国民精神総動員運動に参加︑各地に講演

作興に資すべく︑その文芸を募る︒文部省

行以て自他の幸福を実現すること﹂との答

平両伯功労感謝記念は記念図書数百部を購

講演会を催す︒﹁弘道﹂に講座を設け︑第

本会維持員を委嘱︑楠公六百年に因み記念

泊翁西村茂樹伝上下二巻上梓︑徳川︑松

るに鑑み︑﹁非常時に直面して﹂を刊行︑

を通じて贈る︑﹁非常時国民の心得﹂を出

す︒支那事変出征将兵慰問金を募り︑当局

北支事変将兵慰問仙兵品寄附に対し︑陸

版︒

海軍大臣より感謝状を贈られる︒陸軍第一

○昭和十三年︵一九三八︶
小学教育からとの趣旨から︑﹁小学修身参

衛戊病院慰問︒会員の実践事項を公私生活

事業を計画︒その一は︑国民道徳の振興は

本会創立六十周年に相当するので︑記念

○昭和十一年︵一九三六︶

一回は﹁国民作法﹂とする︒

入︑図書館を飾る︑﹁非常時﹂の声頻りな
国民の自覚を促すの資とした︒正副会長再
す︒十一月宮内省より再度事業奨励の思召

選︑精神作興詔書喚発十周年記念大会を催
で︑金五千円の御下賜あり︒皇太子殿下御
降誕︑賀表を捧呈︒

○昭和九年︵一九三四︶

村先生の﹁道徳問答﹂出版︑五十年以上の

こと﹂に決定︒本会にて表彰の全国の善行

を主として︑﹁時間と財物の善用に努むる

考﹂を毎月発行︑会員の修養宝典発行︑西
会員︑各府県知事推薦の善行者表彰に決定ｃ

新年号が︑恰も五百号に相当するので︑

記念号として発行︑世は﹁日本精神﹂の声

六月日比谷公会堂で記念式典挙行︒八月記

国民修養講座を︑男子︑女子それぞれ毎

二名とし吉田熊次博士︑新に就任︑会誌の

太三博士講師となる︒定款を改正し副会長

開講し︑井上哲次郎︑吉田熊次︑小柳司気

して発行︒社会教化学院にて︑修養講座を

者の事績と︑明治徳行録とを併せて一冊と

が漸く勃興してきたので︑その根本問題を

念号発行︒

月一回宛開講︑﹁現代の作法及実習﹂甫守

○昭和十二年︵一九三七︶

研究すべく︑春山博士︑坂本文学士に委嘱
して︑一ヶ年の計画で︑日本精神に関する
賀会︒函館大火に際し︑慰問金を贈る︒東

資料蒐集に着手︒徳川︑松平両伯の古稀祝
京都より西村先生墓所の史蹟保存の認可あ

（82）

講座を山口察常博士の﹁儒教講座﹂とする︒

○昭和十四年︵一九三九︶
東京大学の東亜文化協議会に会長として
湯爾和氏が来朝されたので︑東亜親善の一

衛戊病院に傷病兵を慰問︒下郷伝平氏後任
念号を発行︒十月本会の大功労者元会長顧

財務監督となる︒教育勅語漠発五十周年記
問松平直亮伯逝去︒誌上に吉田博士の日本
教育講座を連続掲載とする︒

慰問︒

○昭和十八年︵一九四三︶

毎月の常集会は専ら戦局の問題︑大戦争

と道義の昂揚等を主とし︑会員の必勝の熱

つきて留意すること﹂とする︒宮城外苑整

践事項の目標を﹁大東亜戦下思想戦完勝に

を開催︒第八次全国善行者表式︒会員の実

情いよいよ高潮︑地方支部も盛んに講演会

松平顧問追悼号発行︒西村会祖︑松平顧

○昭和十六年︵一九四一︶

問の胸像を製作︒誌上の講座︑亘理章三郎

に呈上︒第四次全国善行者表彰式挙行︑陸

助にと︑西村先生著書及本会総覧等を同氏

局に鑑み生活改善上特に消費節約を旨とし︑

軍第二衛戊病院慰問︒会員実践事項は﹁時

る︒副会長任期満了の吉田熊次氏再選さる・

の用紙も統制配給いよいよ強まり減頁とす

戦力増強のため︑国民精神作興協議会を教

備勤労奉仕に役員以下東京会員参加︒会誌

その追悼号発行︒後任会長として諮議堀田

五年会長として指導された徳川会長逝去︑

正恒伯が四月選挙され就任︒紀元二千六百

氏の﹁大丈夫史﹂掲載︒二月十八日三十有

に関する建議案﹂を︑内務︑文部︑厚生の

一体となって運動に努力︒

化団体聯合会主催にて協議し︑教化団体は

貯蓄報国に迩進すること﹂に決る︒支那事

各大臣に建議︒服部副会長逝去︑その追悼

年を記念して︑﹁弘道要義﹂一巻を上梓︒

変中とて﹁現下に処する国民生活改善徹底

号を発行

○昭和十九年︵一九四四︶

大東亜戦争愈々進糸︑物資欠乏した為︑

害を提出︑同じく進言書を松平宮内大臣に

を誰ぜられたく︑内務︑文部両大臣に建議

をそそぐこととして︑誌上に﹁鍛練講座﹂

して一億一心総動員必勝の信念鼓舞に全力

徳川前会長の胸像を作製︒大戦争に直面

策として当局の指示もあり︑総会も実際に

た︒悉く決戦体制の記事である︒ここに国

のものを︵従来の三分の一︶十一冊発行し

となる︒本会の弘道も辛うじて二︑三十頁

乱︑空襲等のため︑容易ではなく︑不自由

に困難︑教化運動も演説会も交通機関の混

統制となり︑会誌を発行するに紙︑印刷共

提出︒﹁小学修身参考﹂この年を以て終刊

で大いに振ふ︒陸軍第一戊病院に傷病兵を

を開設︒常集会の談話会は非常時局の緊張

○昭和十七年︵一九四二︶

二月八日大東亜戦争に入る︒

氏辞任︑結城豊太郎氏後任として就任︒十

追悼会を護国寺に挙行︒財務監督矢野恒太

第六次善行者表彰式挙行︑松平︑徳川両伯

○昭和十五年︵一九四○︶
皇紀二千六百年記念号発行︑紀元二千六
百年に際し宮内省より教化奨励の思召で金
一千円を下賜︒教育勅語につき字句の修正

とする︒福島甲子三財務監督逝去︑その追

変更の詮議等の世論に対して適切なる措置

悼号を発行︒第五次善行者表彰︑陸軍第一
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学校整備のため︑社会教化学院は廃止さる

の法要と兼て形式的に養源寺に開く︒特殊

て禁止命令もなく存続出来た︒併し従来の

が本会は幸にも温健中正の態度が認められ

の六︑七を除くのものは追放処分を受けた

﹁弘道﹂五冊を発行︑従来の教化団体もそ

改正︑終戦後初めて成木支会の設立を見る︒

或は解説と認識に力を注ぐ︒定款の一部を

が︑本会は自主改進の立場から此等を論じ︑

の建前から︑法律︑制度の変革が行われる

見込がついた︒民主︑自由︑平和文化国家

配給ながら︑十六頁のものを年六回発行の

追々と占領下ながら国家も落着いて来て

ることとなった︒財務監督に石坂泰三︑渋

会員死亡や︑住所の不明や︑変更︑境遇の

義の運動も事実不可能な状態となった︒

沢敬三両氏が就任︒文部省教学局諸学振興

急変等に応じ整備事務を初めたが︑全く将

開き得ないので︑第四十五回の総会を会祖

して興亜道徳研究会を設置︒

○昭和二十四年︵一九四九︶

世も漸く落着きを見るに至り︑﹁弘道﹂

も二十数頁ながら年六回の発行が安定し︑

昭和十九年文部省より研究費を得て調査

月吉田副会長病気のため辞任され︑臨時総

○昭和二十二年︵一九四七︶

者及三十五年以上の会員に感謝状を贈る︒

に相当するのであるが︑式典は行わず功労

来の見当がつかなくなった︒創立七十周年

協議会の研究費助成で︑本会に特別機関と

○昭和二十年︵一九四五︶
辛うじて本会及び支会の講演会を開く︒

尤も力を注いだのは興亜道徳研究会で︑毎

した﹁興亜道徳の研究﹂も︑太平洋戦争の

になり︑本会の談話会も復活して来た︒九

内容も整って︑各支会の講演会なども活発

を之に備えるため厳しい統制に入り︑用紙︑

の開催とする︒政府が決戦に向って全物資
印刷等悉く軍関係のものに限ることとなり︑

当選就任︑吉田熊次氏は顧問となる︒理事

会を開いて後任を選挙の結果︑下村寿一氏

○昭和二十五年︵一九五○︶

新川支会新設︒

に沢田源一︑野口明両氏が就任︑富山県に

﹁日本国民性の反省﹂として︑弘道誌上に

●

会員︑事業︑規約等を整備にかかり︑教化

発表︑文部省にも報告した︒追をと本会も

ため中止して居たが漸く完結したので︑

会誌﹁弘道﹂も向う一ヶ年の休刊を命ぜら
れ︑辛うじて二月号を一冊発行︒銃後も戦
場と化し︑教化の事等も全く停止の止むな
きに至った︒八月十五日に無条件降服とな

の目標を討議し︑地方の支会の再建︑講演

﹁弘道﹂も三十有余頁となり発展ぶりを

会の復活を計る︒新設の支会︑会勢の拡張

示す︑戦後礼儀の乱れが甚しいため︑﹁礼法

り︑以後の人心の不安動揺︑世相の混乱は

に入ったが︑用紙の統制で︑﹁弘道﹂は三

研究会﹂を設け︑新らしい時代の礼法を研

名を委嘱︑徳川邸に毎月集会研究に着手︒

究すべく︑徳川義親氏を委員長に︑委員十

冊の発行を辛うじて行い︑新らしい国家の

○昭和二十三年︵一九四八︶

方針について︑誌上に批判を始めた︒

その極に達した︒

○昭和二十一年︵一九四六︶
いよいよ占領治下となり︑国家の機能を
失ったので︑会誌も悉く検閲をうけ︑許可
くなして発行出来ず︑諸制の大改革で︑道
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って定款改正審議中の原案を臨時総会に於

十一月新時代に応ずべく︑予て全面的に亘
会員に配布︒下村副会長再任

損金を贈る︒﹁改一訂新修養宝典﹂を上梓︑

酒井会長出張︒関西地方の風水害に対し義

て会費年額百弐拾円を百五拾円に改訂︒新

梅支会発足︑下村副会長出席︒同月総会に

九室を焼失︒四月︑旧成木支会が発展し青

教科書制定改善に関する意見書を総理・文

て可決︒

同志の六団体が︑道義振興懇談会を設け︑

十月号︶を記念号として︑八十年略史を掲

情︒創立八十周年を記念し第六九四号︵九・

程に倫理学を必須科目として加えるよう陳

部大臣に提出︒さらに修身科特設と教職課

種々道義振興につき研究討議することとな

○昭和二十九年︵一九五四︶

り︑道義振興の一助にもとそれについて懸

○昭和二十六年︵一九五一︶

ヶ年余を費した﹁礼法研究﹂は完結を見た︒

﹁道徳教育﹂特輯号発行︑昨年以来約一

八月十八日西村会祖の五十年忌法要を養源

先生語録を記念として出版︒

載︑十一月臨時総会で酒井会長重任︒西村

女子大学刊行の﹁近代文学研究叢書﹂第六

四月︑割田斧二主事を理事に再選︒昭和

○昭和三十二年︵一九五七︶

校︑図書館︑公民館等を通じて趣旨発表︑

題は﹁現下日本の諸問題の倫理的解決﹂

賞論文を募集することとし︑十月全国の学

会長に就任︒熊谷支会設立︒十二月講師七

﹁国民のよるべき倫理網領及その解説﹂の

寺に行い︑記念講演会を催した︒三月病気

名を以て︑新礼法発表講習会を三日間梨明

二題であった︒

療養中の堀田会長逝去︑十一月酒井忠正氏

講堂に開く︒社会道徳の特輯号を発行︒

ある︒予ての研究の完結を見た礼法を︑第

福島県江名支会新設︑終戦後第四支会で

建議︒本会が予て募集中の道義昂揚に関す

体﹂で決定︑これを総理大臣︑文部大臣に

道義昂揚に関する申合せを﹁道義六団

下し文と略註を掲載する︒

の﹁儒門精言﹂︵泊翁全書第一集︶の書き

の一つとして︑原富男博士による西村会祖

六九七号︵三・四月号︶より︑本年度事業

巻に西村会祖について研究が収録さる︒第

一公報社より﹁新らしい礼法﹂と題して刊

る懸賞論文審査成り︑入選作品を﹁弘道﹂

○昭和三十年︵一九五五︶

行︒従来の﹁修養法典﹂を改訂して︑新ら

に発表︑所定の賞金を贈る︒沢田・野口両

○昭和二十七年︵一九五二︶

しい﹁修養宝典﹂を発行すべく︑委員を委

理事再選︑この年山形県心友会支会が設立

十七日

講習会を開催︒十月下村副会長重任︒十二

にわたり芝の日本女子会館にて新しい礼法

礼法刊行会より引継ぐ︒八月十五

二月︑﹁新しい礼法﹂の発行を︑新しい

○昭和三十三年︵一九五八︶

た︒堀田前会長の追悼号を発行︒

嘱︒山形支会︑埼玉県飯能支会が新設され

三月︑子どもの失火により付属寮火災︑

○昭和三十一年︵一九五六︶

され︑酒井会長その発会式に出張︒

○昭和二十八年︵一九五三︶
千葉県東部支会創立六十周年記念大会に

（85）

月主事割田斧二氏脳溢血で急逝︑同月大杉
謹一氏が後任主事に就任︒

○昭和三十四年︵一九五九︶
弘道七○八号︵一・二月号︶に故割田主
享追悼録を記載︒二月︑西村精神研究会を
開催︑会祖の直系西村一郎氏より絶筆の寄

て発行︒五月︑野口明理事を副会長に推選︒

同月西村会祖と安井息軒︵会祖の恩師︶の

都史跡指定標識が養源寺門前に︑墓側に説

○昭和三十七年︵一九六二︶

六月の第六十回総会で会費年額百五拾円

千葉県東部支会で麻績青年部会を新設︒

○昭和四十一年︵一九六六︶

を会祖顕彰特集として発行︒

明板が設置された︒第七七三号︵十月号︶

を弐百五拾円に改訂︒九月︑国旗掲揚柱を
設置する︒十一月横浜支会結成︒

毎月第二火曜夜を西村会祖研究の例会と
二月︑主事大杉謹一氏狭心症のため急逝︒

学会︑大日本女子社会教育会と共催︑野口

○昭和三十八年︵一九六三︶

四月後任主事に白葉支会長渡辺正勇氏就任︒

贈を受く︒四月旧市原︑長生支会を主体と
した白葉支会を結成︑大杉主事出席︒弘道

第七四九号︵四・五月号︶を故大杉主事追

二月︑故下村副会長の追憶会を︑石門心

する︒

七一二︵九・十月号︶より︑お茶の水大学

悼録とする︒﹁新しい礼法﹂再改訂版を刊

﹁記憶録﹂を掲載する︒

教授勝部真長氏に依嘱し西村会祖の遺稿

四月会費年額弐百五拾円を参百円に改訂︒

九月︑秋田支会は本会九十年記念として平

周年を祝し学士会館にて記念式を挙行︑

塚博士の講演会を共催︒十一月︑創立九十

﹁日本道徳論﹂︵岩波文庫︶を参会者に贈

四月︑西村会祖の墓地︵養源寺︶都の史

行︒

○昭和三十九年︵一九六四︶

副会長︑渡辺主事が弘道会代表として出席︒

○昭和三十五年︵一九六○︶
第七一七号︵七月号︶より月刊誌となり

跡に指定さる・七月顧問吉田熊次氏逝去︒

後祝宴を催す︒

呈︑石川謙・大久保利謙両教授の記念講演

九月より第三種郵便物として認可さる◎八
月︑佐原市新島支会結成発会︒西村会祖の

の一人として西村会祖が記載され︑十月県

西村会祖墓側の説明板が銅製となる︒

を千秋公園に設置︒福島県小野支会結成︒

年︑西村会祖植樹七十一年を記念して標木

片山清一氏理事就任︒十月秋田支会七十

○昭和四十二年︵一九六七︶

千葉県は﹁房総の先覚者﹂出版︑十二偉人

︵五月号︶を︑故下村副会長追悼特集とし

一月︑下村寿一副会長急逝︒第七六九号

○昭和四十年︵一九六五︶

田支会結成︒

庁に肖像画が掲げられた︒十一月佐賀県有

墓修理を行なう︒記憶録出版︒

○昭和三十六年︵一九六一︶
七月︑創立八十五周年を記念して日本弘
道会会員名簿を発行︒特別活動として本部
では国旗の尊重︑教育の正常化︑国会の正
会長臨時総会にて重任さる︒

常化の三点を中心に活動した︒十一月酒井
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○昭和四十三年︵一九六八︶

に︑鈴木勲氏理事に就任︒

界的に群を抜くと誇るも識者は道義の低下

念行事を開催︒わが国は産業経済に於て世

便費値上げとなるも会費五○○円に据置に

土に復帰︒﹁弘道﹂五月以降隔月発行︒郵

五月︑沖縄が米軍施政下より解かれて本

○昭和四十七年︵一九七二︶

を憂慮して維新の復興を期待︒六月小笠原

決定︒﹁学制﹂発布百年に当るので︑九月

明治維新百年に当り政府を初め各地で記

諸島を米国が返還︒七︑八月号を﹁弘道八

号を記念号として特集︒

会費八百円︵終身会員前納七千円以上に

○昭和四十九年︵一九七四︶

記念式を挙行野口会長渡辺主事出席︒

れた︒千葉県東部支会で支会創立八十周年

十月︑伊勢神宮の御遷宮がとりおこなわ

○昭和四十八年︵一九七三︶

○○号までの歩み﹂として特集︒十一月鳥
取支会結成︒支会長坂尾正己氏︑京都支会
再興︑石橋雅義氏支会長︒

○昭和四十四年︵一九六九︶
大学騒動︑各地でおこり︑教育問題重大

氏︒

化︒十一月能代支会結成︒支会長渡部文雄

○昭和四十五年︵一九七○︶

が喧しく五六月号を﹁自然と人生﹂として

値上︶理事に鶴岡衛氏理事就任︑公害問題

アパートを解体︑跡地一八一坪に有料自動

特集︒七月︑本会敷地内の付属建物西神田

八月広島支会結成︒会費値上四百円を五

以上に︒

政治界の腐敗が重大問題化してきたので︑

○昭和五十年︵一九七五︶

催され︑西村先生の詩歌集︑遺墨等を展示︒

車駐車場を建設︒佐倉市文学展が十月に開

百円に︑終身会費前納四千円以上を五千円

○昭和四十六年︵一九七一︶
二月二十余年ご尽力の第六代酒井忠正会
長逝去︒五月野口明副会長第七代会長に︑

木下広居理事副会長に︑沢田源一理事顧問

﹁弘道﹂において﹁政治と道徳﹂を特集︒

十年勤続の中薗昌一書記十二月死去︒その

後を渡辺薫氏就任︒

○昭和五十一年︵一九七六︶

本会創立百周年となるので新年よりその

先ず︑新時代に即応するため︑本会定款

記念事業の準備に着手︒

の改正を検討することとし︑次に要領︵甲

号・乙号︶をも再検討することになった︒

会において承認可決︑七月文部省より認可

改正定款は役員会で草案を審議︑五月の総

﹁綱領﹂と改称︑八月評議員会を開いて決

あり︒要領についても役員会で慎重審議し︑

定︒十月三十日より施行︒十月三十日︑東

八月本会編集の﹁西村茂樹全集﹂全三巻を

条会館において盛大な百周年記念式を挙行︒

刊行︒
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﹁西村茂樹全集﹂を推薦する
待望久しい全集の出版
東京大学教授

相良享

西村茂樹は幕末期に儒教を身につけ︑明治に入って西洋の哲学を

貴重な史料が収録されるはずである︒

学び︑儒教の道徳理念によって西洋哲学を包みこみ︑日本独自の道

たその原理をもとに︑日本弘道会を創立し︑国民教化活動に成功し

徳原理を確立しようとした明治時代のユニークな思想家であり︑ま

という問題を提起する︒その意味で︑彼の思想は明治の思想︑道徳

けでなく︑儒教の理念がどのような意味をもって近代に生きるのか

の混在した明治の歴史的土壌に根をはる豊かな明治的個性をもつだ

たすぐれた徳育の実践家であった︒彼の思想は︑近代と封建の要素

場から姿を消して久しいが︑その他の泊翁著作に至ってはその存在

泊翁西村茂樹の主要著作である﹃泊翁叢書﹄第一輯・第二輯が市
すら今や知られなくなっている︒これは︑泊翁とおなじ明六社同人

の解明には欠かせない対象といわねばならない︒

明治の思想史︑道徳史︑教育史に関心をもつ人たちにとって︑是非

西村茂樹の思想や活動のほぼ全貌を伝えてくれるこの﹃全集﹄は︑

の福沢諭吉︑西周︑森有礼などの全集が出揃ったこんにち︑はなは

備えておきたい書物である︒

ぱ残念なことで︑わたしたち日本思想史の研究にたずさわる者のつ
を期して︑三巻の﹃西村茂樹全集﹄が思文閣から出版されるという︒

世界史的にも意味ある出版

平塚益徳

この意味で︑西村茂樹全集が公刊されることは︑西村茂樹の切り

の日本の教育の歩みは︑特別に注目されているのである︒

族の伝統とを如何に調和させるかであって︑この観点から明治以降

真剣に追求しつつある︒この場合︑重要な課題は︑世界の進運と民

なく︑現代世界各国は︑教育を真の意味で再検討し︑あるべき姿を

﹃一ネスコ・ＯＥＣＤといった国際機関の力強い提唱をまつまでも

国立教育研究所長

ねに遺憾としたところであった︒ところが日本弘道会創立一○○年

道﹄誌上につぎつぎに発表しておられるベテランであるから︑じゅ

編纂にあたられた古川哲史教授は︑久しく泊翁研究の成果を﹃弘
うぶんに信頼に価いする出版物となるであろう︒本全集の出現によ

京都大学教授

って︑明治前期思想史の研究が一段と充実することをわたしは期待
したい︒

﹁西村茂樹全集﹄を推薦する

本山幸彦

治の思想や教育の研究に志す者にとって︑何よりの贈り物である︒

上で︑世界史的にも意義深いと云うべきである︒

拓いた︑﹁和魂︑洋・漢才﹂の類い稀な道をあらためて再評価する

このたび思文閣が﹃西村茂樹全集﹄三巻を出版されることは︑明
この﹃全集﹄には茂樹の主要著作集である﹃泊翁叢書﹄や︑彼自ら
その経歴を語った﹃記憶録﹄︑﹃往事録﹄など簡単には入手できない
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社団法人日本弘道会創立百周年記念式次第
昭和五十一年十月三十日︵土︶於東峰会館
︵三階・青柳の間︶

｜︑開式挨拶
一︑君ヶ代斉唱

一︑黙祷
一
︑
式
辞
会
長
野
口
明

一︑祝辞佐倉市長菊間他夫先生

衆議院議員千葉三郎先生
元文部次官井手成三先生

日本馬術連盟理事長鈴木一先生
東京大学名誉教授古川哲史先生

宝井馬琴師

一︑記念講演
﹁明治の日本人﹂東京工業大学教授江藤淳先生

一︑講談
一︑朗詠
一︑仕舞︵高砂︶

一︑閉式挨拶
体憩・記念写真撮影・
︵三階・桧の問︶

一︑記念祝宴

編集後記

本号は本会創立百州年記念の僻集と致し
ましたｃ倫理教育思想等のこの道の諸先生︑
長老会員︑支会代表の方有からそれぞれ当
面の思い出やお祝辞をご寄稿下さいまして︑
お蔭様で百年記念の名にふさわしいものと
なりました︒ご芳怖深謝申上ます︒会祖が
当年国民の道徳品格に憂うべきものがあり
その高揚振興の為に死して後己むの一大決
意をもって全半生を傾倒され︑これに続く
会長役職員会員のご尽力によって今日の百
年に到ったもの︒今日日本は経済大国と自
惚れてもやはり当年に似たものがあると思
います︒私達は今日のこの喜びを共にする
と共に先人の亦績に感謝の誠を捧げ一致協
力本会の発展国運の進展に寄与せねばなら
ぬと思います︒明治弱年の総会に病中の会

祖がよせた岐後と思われる言葉︑﹁今日国民

道徳振興の事は本会の外にはない︒凡そ天
下の事は拡張なくぱ退縮の外はない諸氏の
益を熱心恋発この目的を達成されるよう切

︵渡︶

望するＯ﹂と言女肺脈を扶るものを感じます︒

定価金一七○円年一︑○○○円

昭和五十一年十月二十五日印刷

昭和五十一年十月三十日発行

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

東京都千代田区西神田三ノーノ六

鑑碑鎌渡辺正勇
印刷人春山宇平

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

冠話︵一三︶○○○九番一

発行所趣掘日本弘道会

振替口座東京豊看番一

郵便番号一○一

八日本弘道会創立一○○周年記念出版Ｖ

全三巻

■定価二七︑○○○円■特価二五︑○○○円︵十月末迄︶

■譜日本弘道会編／菊判・総頁三︑一九○頁・上製本

Ａ５判・定価二二︑○○○円

古川哲史著

Ａ５判・定価一︑三○○円

癖淡窓全集全三一巻広瀬淡窓全一冊

日田郡教育会編

に﹃記憶録﹄﹃往事録﹄﹃道徳教育撒荊﹄﹃国民洲﹄を三巻Ⅱとし︑全三巻︑西村雌樹全集として発川する︒

西村茂樹は幕末期に儒教を身につけ︑明治に入って西洋の哲学を学び︑儒教の道徳理念によって西洋
哲学を包みこみ︑日本独自の道徳原理を確立しようとした明治時代のユニークな思想家であり︑またそ
の原理をもとに︑日本弘道会を創立し︑国民教化活動に成功したすぐれた徳育の実践家であった︒彼の
思想は︑近代と封建の要素の混在した明治の歴史的土壌に根をはる豊かな明治的個性をもつだけでなく︑
儒教の理念がどのような意味をもって近代に生きるのかという問題を提起する︒その意味で︑彼の思想
は明治の思想︑道徳の解明には欠かせない対象といわねばならない︒今回の再刊では﹃泊翁叢書﹄二巻

西

徳川後期の当時において︑独自の個性教育により︑近世の一大思想家・教育家として︑肌に名商い広
日本教育史上︑不朽の足跡を残した教育家︑広瀬瀬淡窓は近代牧育理念と軌を一にする︑個性尊重︑
淡窓の全貌を伝える本苫は︑郷土の大分県Ｈ田祁能力開発をめざす孜育珊念を持って幾多の俊秀を
教育会が大正末編纂︑今Ⅱなお淡窓研究の必術壷飛出した︒水沸は古川教授が他人淡窓翁を多面的
料普︒これを増補修正し祈たに詳簡集をも加えてにとらえ︑その紫紺を解明した多年の研究成果の
再刊︑混迷する教育界にとって示唆深き必読の苫︒好＃である︒
ｒ
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