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的には三者合一を理想とする説があったが︑今世では深い相互関係は認め
られつつも︑各々独立概念として研究されているようである︒私も此の考
方を前提として絃に芸術教育と道徳教育との関連を一考して見度い︒

芸術も道徳も︑詮ずるところ自然の理法を母体とするから︑一致点は多
食あるが︑又多少喰い達をを感ずる場合もある︒例えばピカソの如き異端
者が出て来ると︑素朴な美の概念は大に撹乱されるわけである︒又文学な
どでは︑﹁芸術の為めの芸術﹂の合言葉の下に︑芸術の独立性を強く主張し︑

公序良俗を無視して︑道徳を顧象ない暴論さえも出て来る︒芸術家個人乃．

できない︒芸術も社会現象であり︑芸術家も亦社会人であり︑共に社会か

至其の仲間限りの話題ならば黙視してもよいが︑社会問題となると放任は

共に︑社会生活の規範たる道徳を尊重すべきである︒

ら関心を持たれ︑尊重もされ︑保護もされている︒然らば芸術家は万人と
之を要するに︑芸術教育は個人的︑技能的︑狭い分野の教育であり︑道
徳教育は個人的であると共に社会的︑一般的︑全人的︑広い分野の教育で
ある︒前者を専門的︑自由選択的と見るならば︑後者は一般教養的︑必修
教育的と見るべきである︒

社会人に在りては︑道徳教育はあらゆる教育に優先すべきものである︒
︵会長︶
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学校に入る数年前に約一年余東京佐倉藩邸内の西村茂樹

正太郎の如き︑職を拠って入学し︑同門の松岡寿は十四

から︑すでに陸軍士官学校の図画教官になっていた小山

沢新九郎︵英国留学より帰朝して彰技堂画塾を作る︶の塾で

歳の少年ながら合格し︑浅井忠は小山より一年兄で︑国

方に寄留して居ることが︑今度明かになった︵戸籍謄本
から︶︒之も私にとって嬉しい因縁話である︒

江戸時代中期以降︑司馬江漢︑亜欧堂田善等が︑欧風

余にして去った︵ラグーザは数年残った︶︒後任もイタリー

算に支障を来たしたので︑彼は失望して在ること−ヶ年

抱負を持っていたが︑十年の西南戦争の財政難から︑予

頭角を現していたが入学した︒フォンタネージは大きな

の遠近法︑その他写実迫真の画法に感銘して︑銅版画や

人であったが技価人格共に前師に格段に劣り︑生徒等は

ニエ部美術学校とフォンタネージ

日本画風淡彩画に︑之を真似て︑試作している︒又幕末

更迭を嘆願したが容れられず︑小山︑浅井︑松岡等の逸

から明明にかけては︑種点縁故を求めて︑渡欧して洋画
を学んだ人も多少はある︒然し公的の施設としては幕府

一人を記念して十一字会を作り︑自力研究の背水の陣を

が藩書取調所を置き︑文献の収集や︑研究や︑翻訳に着
手したが︑此の施設は美術にも着目し︑明治政府にも引

材は連挟退学するに到った︒時に明治十一年︑退学者十

継がれ︑南画出身の川上冬崖が美術を担当した︒前記の

てしまった︒

丁度その頃︑東京大学の哲学講師として来任した米国

布いた︒又その工部美術学校も明治十六年には閉鎖され

ある︒取調所は大学南校︑開成学校となり︑後年東京大

人フェノロサは︑日本伝来の日本画の長所に感嘆し︑英

高橋山一や︑後記の小山正太郎︑松岡寿等冬崖の門下で
学の中核体となったのである︒かくの如く︑最初洋画は

も未だ年若くして信用も無く︑切歯拒腕信念と努力とに

党は非境に追込まれた︒折角のフォンタネージの高足達

国粋尊重の警鐘を鳴らした︒之が朝野を動かして︑洋画

文学専攻の愛弟子岡倉覚三と提携して︑美術にに於ける

明治九年︑工部省の中の工部学校︵後工部大学︶に附属美

明治政府が美術を本格的に取扱って独立させたのは︑

工科内の一科目として較上げられたのであった︒

術学校を新設した時である︒当時はイタリーが美術の本
ォンタネージと彫刻家ラグーザ︑外に建築家某を教官に

は︑世の好尚と期待とを徐々に取戻し︑苦闘十年︑明治

生きるほか無かった︒幸にして洋画の科学性︑写実性

二十二年に在野洋画家連の大同団結たる明治美術会が創

場と考えられていたか︑イタリー政府の推薦で︑画家フ

迎えた之︒が魅力になって︑日本の英才︑例えば冬崖の門
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立されて︑以後大規模の洋画展覧会も開かれるに到っ

ら明年一月にかけて約四十日間展覧会を行うことにな

の機逸すべからずと一見した︒そしてわずか一年余の師

り︑現に開会中である︒私も病後恢復不十分ながら︑此

深い感銘を受けた︒私が此の拙文を物す動機には此の展

弟の心の交流が︑如何に大きな効果を挙げたかについて

かくして︑美術界はフエノロサ旋風から脱し︑洋画も

た︒

明もほの見えて来た︒フォンタネイジの来任は︑その愛

地の美術館で大切にされている︒我が国では東京芸大と

イタリーでは十八世紀一流の風景画家として︑作品は各

フォンタネイジは帰国後五年足らずで亡くなったが︑

学性︑写実精神︑用具材料の優秀性が︑文化の基礎に深い

たのは全く此の運動の効果であった︒ただ洋画の持つ科

れ︑大観以下多数の名手が出て︑日本画の面目を一新し

戟にはなった︒美術学校が創立され︑日本美術院が生ま

展気運に水を掛けたが︑日本画の将来の為めには良い刺

フェノロサ岡倉二氏の日本画尊重論は︑当時の洋画発

三美術学校洋画科と黒田清輝

覧会に負うところが少くない︒

十一字会の小より明治美術会の大に統一され︑将来の光
弟子には勿論︑間接的に門外の洋画家達にも無言の影響
を残したから︑彼への思慕は︑その後長く我が国の洋画
界に残り︑彼の芸術及び人物の解明は︑明治芸術史に於

東京国立博物館とに二三点づつ油の中品乃至小品があ
り︑他に鉛筆の写生小品がある位で甚だ物足らなかっ

明治十一年から十年間は︑洋画には暗黒時代であっ

関係を持つことに気がつかなかったのは遺憾であった︒
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ける一課頭となっていた︒

た︒今度東京国立近代美術館が︑此の日本洋画の恩人の

は日本画だけで洋画は無かった︒初代校長は浜尾新︑や

た︒明治二十年には東京美術学校が創立されたが︑絵画

一

一

真価を実例によってて示し︑併せて其の前後の我が国の
の業績も紹介して︑立体的にフォンタネイジの存在と功

洋画界を回顧し︑又後年彼の影響を結実させた門下生等

に於て極めて少教ながら洋画の勉強に励む人々があっ

た︒その中の一人に︑後年岡倉に代って官学系の美術の

がて岡倉覚三が継いだ︒此の洋画逼塞時代に︑フランス

総師となった黒田清輝があった︒彼は鹿児島の産︑維新

るものであったｏイタリー政府も最大の協力を惜しまず︑

表作六○乃至七○の油絵作品を借り集め︑東京では十月

自国各地の美術館及び愛蔵家達の協力を求めて︑彼の代

の功臣黒田家の出で︑明治十九年に政治法律の勉強に渡

績とを立証する企画を樹てたのは︑我々多年の渇を医す

七日から約五十日間︑京都国立近代美術館では十二月か
壬

之助︵長崎︶中沢弘光︵宮崎︶等︑九州系の人為が多いの

ふじ

も此の明るさを好む画風に適していた︒黒田一党は学校

作った︒そして年一回の白馬会展は明るいフランス式の

仏した︒元工部大学美術学校に学んだ藤雅三と云う男

画風が人気に投じた︒明治美術会系のは︑イタリー旧派

の外にも︑フランス式自由な親睦研究のクラブ白馬会を

を棄てて画に走った︒本格的修行数年後︑サロン入選の

のアカデミズムで何となく黒く︑褐色が強く︑白馬会系

たのが縁で︑彼も亦性来の画熱にとりつかれ︑遂に初志
域に達し︑明治二十六年に帰朝した︒持ち帰った作品は

とは好対照を為した︒世間では白馬会系を︑紫派︵蔭に

が︑ラファエル・コランに入門を願いに行く時通訳をし

で人物も大きく︑教養も豊か︑漢学の素養もあり︑画技も

紫色を用いる︶︑南派新︑派︑明治美術会系を飴色派︑脂色

明治美術会展に出品して注目を浴びた︒黒田は名門の出
本場ものであり︑公私知友間の人望も高かった︒政府は

旧派の中に却って外光に捕われない東洋的な面白さも見

派︑北派︑旧派等と仮称した︒然し今日になって見ると

明治十一年に工部美術学校がフォンタネイジを失い︑

LOノ

明治三十一年に︑美術学校に洋画科を新設して黒田を主

で触れるが明治四十年文部省展覧会が開設された頃は︑

出されて一概に排するのは誤りであると思う︒いづれ後

不徹底だとの批評もあったが︑初めて西洋の画風を移殖

明治二十九年に東京美術学校に洋画科が創設される迄の

／ 岸 、

任教授とした︒黒田はフランス時代の画友久米桂一郎
︵佐賀︶を片腕として︑岡田三郎助︵佐賀︶︑和田英作︵鹿

二大系として︑審査員を折半する位の勢力があって︒フ

白馬会系と明治美術会の後身太平洋画会系とが︑朝野の

児島︶︑藤島武二︵鹿児島︶等在野の秀才と親象︑順次官
の師ラファエル・コランは今日盛名を残していないが︑

ージ︑小山の流れとも見られるわけである︒

ランス︑コラン︑黒田の流れと︑イタリー︑フォンタネ

費留学せしめて︑美術学校教官の陣容を整備した︒黒田

なかった︒彼はアカデミズムの正確な伝統と︑彼自の典

公平に見るところ日本にコラン調を取り入れたのは悪く

するにはこう云う健全で無難なものがよい︒私はあまり

た︒此の暗黒時代に︑洋画はどんな議動をしたか︑民間

十八年間は︑洋画党にとっては長い苦難の時代であっ

四フォンタネージの三高弟

個性の強い癖ある画風︑例へぱ後期印象派以後の作品な

と思う︒又黒田の周囲に集った前記の人々︑更に山本森

に於ける洋画研究はどんな系統で行われたか︒先づ奮起

どで最初の基礎が置かれたら︑日本洋画は危険であった

の持主であった︒後年コランは品はよいが力が弱いとか

雅な噌好︑明るい外光と調和した色彩︑真に健全な画風

垂
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したのはフォンタネイジの愛弟子達と︑之に次いでは工

反撃した︒彼はその政治性の強かった為めに敵も多かた

席であったが︒退学後は師範学校や士官学校に職を得︑

し︑又画家としての業績はやや淋しいが︑壮年時代の作

教育に活動すると共に︑洋画排斥に対しては敢然として

には非凡の画才を偲ばせるものがあるのは流石である︒

部美術学校以前からの私塾の活動であった︒後者から一

ぎ︑明治十七年から独乙に留学四年︑本格的油絵を習得

国粋論は明治十三四年頃から十七八年頃迄が最高潮で︑

瞥すると︑高橋由一の私塾天絵学舎は原田直次郎が継
し︑帰朝後鍾美館塾で和田英作︑三宅克己等を教え︑国

い︑彼は晩年は其の教育に没頭したと云われる︒彼の方

沢新九郎の彰技堂は高弟本田多錦吉郎が継ぎ多数の門下

針は塾名不同社の意味する如く︑各人の個性は不同︑各

その後は緩和されたが︑彼は此の間言論に文章に洋画の

ブォンタネイジの弟子達は素質もよく情熱もあり︑自

々その志す画風に進むべしとし︑基礎としてはデッサン

重要性を訴へ︑之を排斥することの愚と損失とを力説し

ら大幸館塾を開いた曾山︵大野︶幸彦や︑生巧館画塾を

の正確一点を置いたと云われる︒不同社の歴史は明治十

を養成し︑又横浜には五姓田義松︑京都には田村宗立等

開いた山本芳翠もあり︑前者には岡田三郎助︑後者には

が先覚者として洋画の研究︑子弟の養成に活動した︒然

藤島武二の如き後年黒田に見込まれた大物も学んでい

一年から三十五年迄の二十四年間︑師弟の礼を執りて入

た︒同時に彼の見識と人間的魅力とから彼の周辺には画

る︒然し曾山は天逝し︑山本は黒田に譲った︒従って政

門した者三百二十一名︑その中には︑中村不折︑伊藤

学徒が雲集し︑自宅にある私塾﹁不同社﹂は常に賑わ

治的に又教育的に生涯奮闘した小山正太郎︑芸術的に名

快彦︑石川寅治︑鹿子木孟郎︑満谷国四郎︑中条精一

し志は職んであったが︑技術的には未熟であり︑せっか

声ああった浅井忠︑工芸美術教育界の長老となった松岡

郎︑吉田博︑中川八郎︑高村真夫︑青木繁︑荻原守衛︑

た︒官学系が其の指導者の俸給︑留学費︑完備した施設

（6）

く留学した原田の如き名手も短命であった︒

寿の三氏が︑フォンンタネイジの高弟にふさわしい足蹟

安田稔︑坂本繁二郎︑石井鶴三等の大家がひしめいてい

小山正太郎は長岡藩︑河井継之助の盟友と云われた藩
は川上冬崖門下の筆頭︑十九歳塾頭にして陸軍士官学校

が︑すべて官費を以て保証されるに対し︑私塾はすべて

一私塾でよく之に対抗する在野洋画の大集団を養成し

で教えていたが︑職を棄てて工部美術学校に入学して首

医小山良運の長男である︒漢字も英学も素養あり︑画技

る︒彼は後年︑黒田の率いる美術学校出の大群に対し︑

を残すことになった︒

ー

師弟の私費である︒此の事を思えば小山の政治力及び教
育力の如何に優れていたかが判かる︒明治四十年文部省
展覧会開設の時の審査員の構成に︑官学系即ち白馬会系
と民間系の太平画会系とほ堂対等の員数が選ばれたこと
は之を証する︒太平洋画会は︑不同舎閉鎖後出来たもの
で︑発起人は小山系︑浅井系︑松岡系其の他民間私塾系

︵現東京国立博物館蔵︶︑翌年の﹁収獲﹂︵現東京芸術大学蔵︶

であり︑明治二十二年の第一回展覧会に出品した春耕

は共に重文の指定を受けている︒彼は民間に独学しなが

た二年後に別系ながら教授に迎えられた︒そして二年後

らも名声高く︑美術学校に黒田の下に洋画科が新設され

にパリに留学し︑油絵水彩画に多数の佳作を残した︒留

学二年にして帰朝するや︑京都高等工芸学校教授に強請

されて赴任し︑関西の洋画の総師となった︒自宅に︵聖

護院︶私塾を開き︑後には関西美術院と発展し多くの秀

即ち往年の明治美術会の後身とされているが︑その主力

才を養成した︒安井曾太郎︑梅原竜三郎︑津田青楓︑黒

にも︑石井柏亭︑倉田白羊等があった︒惜しむらくは留

田重太郎等は其の門から出た︒又留学前東京時代の弟子

をしつつ勉強した︒彼は岡山藩の蘭学者を父に持ち︑早く

たが︑公使鍋島直大の随員の資格を貰い︑公使館の下役
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は小山の不同社出身の幹部連であった︒私は今迄太平洋
画会は不同舎の後身と思っていたが︑今度調査して見て
塾でないことが明記してあるのを知った︒即ち小山は明

び︑工部美術学校に入学した時は十四歳であった︒然し

自宅を十一字会の研究所とし︑若いながら同志の中心と

一 ヘ ー ヘ ー ヘ ー ー ー デ ヘ ー 〜 、

シ 一 一 〆 〜 − …

不同社のみが小山の私塾︑太平洋画会研究所は小山の私
治三十五年頃から不同社の新入門は断り︑自己の責任は

山︑松岡︑黒田の誰よりも短命であった︒然し彼は芸術

家と教育家の︑ハランスのよくとれた人であり︑フォンタ

学より帰朝後わずか五年にして急逝︑享年五十二歳︒小

ネージからの伝統を更に近代化した︑在野出身の最高峰

不同社に正式に入門した者に限定︑それ程昔は師弟関係
次に浅井忠は︑前にも述べた如く佐倉藩の出︑藩公の

は厳しかったのである︒

側近で江戸藩邸詰めの浅井常明の長男であった︒少年時

であった︒

術学校に入学した︒彼は小山程の政治性は無いが︑芸術

子となったようだ︒退学して二年後にイタリアに留学し

画家的な繊細な情感に富み︑フォンタネージ自慢の秘蔵

松岡寿は三人の中で最年少︑然し川上冬崖の門に学

代は佐倉で漢学英学等を学び︑二十歳位で上京し︑英国

才能は小山松岡を鍋ぎ︑工部学校退学者中では最優の画

帰りの国沢新九郎の彰技堂に学んだ︒二十一歳で工部美

家であることは其の遺作が証明する︒彼は連挟退学後︑

して画技の研讃に励んだ︒明治芸術会結成後は其の花形

一
一

四年︑優良な成績で卒業した︒更にフランスのパリに遊

彼に幸した︒彼はやがてローマの美術学校に入学︑在学

から海外の文化的雰囲気の中に育ったから︑此の留学は

教養と強い根性と優秀な研究を持ちながら︑小山は政治

以上の如く︑フォンタネージの三高足は︑何れも高い

を発揮した︒フォンタネージの在日一年半︑之だけの影

家︑浅井は芸術家︑松岡は教育家として十分にその個性

ぶこと−年︑明治二十年に帰朝した︒その為に所謂洋画
苦難時代は体験せず︑小山浅井の二友よりも恵まれた勉

な感化を残したクラーク博士に似ている︒

工部美術学校には数人の女子学生があり︑その中で山

響を残したのは︑札幌農学枝に於ける一年の在任中大き

があり︑その創設に参加した︒彼は最も正規の勉強を長

下りん女史は︑ロシア旧教の信者であった︑ロシアに

強ができた︒そして帰朝するや︑丁度明治美術会の問題

く受けたのである︒帰朝するや︑彼の円満な人柄と見

承︑千葉県か茨城県下の何処かに︑彼女一手で飾った天

赴き宗教画家になった︒日本に帰ってからも其の路を進

守堂が残っている︒私もその写真を見たことがあるが︑

の分野︑例えば東大の建築装飾︑或は高等工業の教授︑

今度工部美術学校時代の鉛筆画の習作を見て︑男勝りの

識とから︑教育界からの要望が相続き︑然かも工芸方面

よく︑今東京芸術大学にある﹁ローマの凱旋門﹂の如き

後には東京高等工芸の校長に祭上げられた︒彼は画技も

技価に驚いたことを附記して置く︒

に知人の紹介で訪問し︑イタリー留学時代の人体習作を

った︒晩年は逗子に閑居したので︑私は亡くなる数年前

は三人の中では最も長寿で︑昭和十九年に八十三歳で逝

や浅井の如く優秀な画家を養成する機縁がなかった︒彼

術の方に参加できなかったのは惜しい︒そのために小山

山︑浅井︑松岡︑中村不折︑満谷の民間系五人︑正に新

外︑黒田︑久米︑岡田︑和田︑岩村の美枝系五人と︑小

さわしい仕事であった︒洋画の審査員は三人の学者の

内閣︑牧野伸顕が文相︑正に西欧文化通の両政治家にふ

たのは何と云っても画期的な変化であった︒西園寺公望

明治四十年に文部省主催の展覧会即ち文展が開催され

五展覧会時代

は出色の佳作である︒彼は職務の関係からか︑自宅での
作︑即ち人物と静物には多少の製作があるが︑風景画は

見たが︑コンテーで描いた細密画は︑当時のデッサン勉

った︒此の公開的大展覧会の制度は︑今迄の塾乃至学校

旧両派対等の構成であった︒かくて朝野相会して技を競

少い︒彼はあまりに教育家的素質を有し︑却って純粋美

その円満高雅な風格にも深い印象を受けた︒

強法で︑その正確と全体の調子の美事さに感嘆した︒又
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別の競争より︑公平な実力の競争となり︑美術界は非常

深くして︑基礎的訓練が非常に肝要だからである︒

紗い観がある︒それは︑美術は入り易くて︑実は甚だ奥

描法が開拓され︑所謂後期印象派︑立体派︑野獣派︑超

州に於ても単なる外光主義のみでなく︑もっと革新的な

治美術界系の旧派も段々明るさを増して来た︒其の後欧

め︑その表現の方法も誇張に過ぎるようになる︒従って

要以上に大画面に製作し︑其の内容も意表を衝く奇を求

とになる︒然し又一面︑絵その物が所謂展覧会向き︑必

批評を受け︑好評を受ければ自ら画壇での地位を得るこ

非ずである︒開放的で︑誰でも出品でき︑平等の立場で

展覧会制度はは種禽の長所を持つが又弊害無きにしも

な活気を呈した︒一方欧州に於ても印象派の発生と共に

現実派等々次から次へと予期せざる流派出現し︑之が日

画面の明るさが主潮となり︑之が日本にも影響して︑明

本にも流入して︑美術界は混乱状態になった︒そして官

く︑数年にして画壇から消える人も少くない︒之丈け展

従って多数の新人が生まるるが如くして一方陶汰も甚し

よりも︑一時的注目をひくポスター的興味に走り易い︒

に七十年︑学校は官立は相不変東京芸術大一つ︑他は私

覧会が多く︑多数の画家が生れながら︑優れた画家は容

製作が内容よりも外見に力が注がれ︑長見に堪える深味

立の学校又は研究所が美術家養成の場所である︒然し今

易に育たないのである︒展覧会亦功罪共に存することは

展の外に︑二科会︑独立美術︑新制作派等︑分派は分派

日では公私立の美術館も殖え︑新聞社も参画して外国の

に見当らない︒此の事は美術院会員や文化勲章受賞者の

（9）

を生んで今日に及んでいる︒明治末年に文展創始以来正

名品を借覧する展覧会も増加し︑更に印刷術の進歩によ

選定にも識者の間には不満があるようである︒美術が健

認めねばならない︒その為めには厳正公平な批評家が必

全に育つ為めには︑権威ある美術批評家が存在しなけれ

り内外美術の画集や解説の図書も氾濫し︑居ながらにし

な施設乃至行事は︑少く共大都市に於ては多くなり︑到

美術の勉強は︑敢て学校に行かずとも︑所謂社会教育的

ばならないが︑日本は他の社会問題同様︑信念ある批評

と︑高い識見と強い良心とに敬服するようなものは容易

る処観者で賑っている︒美術愛好家及び美術家志望者に

要要であるが︑此の頃のマスコミに属する批評を見る

とっては︑今日程便利な時代は無く︑明治初期の志望者

の一である︒

精神が微弱である︒此の点は美術教育に於ても根本問題

て各国の名画に接することもできる︒かの如き繁栄を︑

の苦労を思うと雲泥の差である︒然らば優秀画家が続出

明治大正時代に比すると︑全くの夢の如くである︒今や

するかと云うと必しも然らず︑志望者は多いが成功者は

己
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の私塾例えば小山の不同社でも木炭デッサンになった︒

ある︒日本では黒田が美術学校で木炭を用いてから︑民間

ンテから木炭に代った頃から近代の洋画が進化した位で

い︒形と全体の調子二つが︑洋画では根本の要素で︑コ

すべて芸術は︑一般の学術の如く︑知識だけでは成立

六美術教育のカリキュラム︵科目︶

せず︑智識以外の感覚の要素が多分にある︒音楽の如き

然らずで︑幼少の時より画が好きと云う生れつきの性質

家は︑初めは有為有望に見えても︑やがて行詰まる︒洋

の基礎は此のデッサン修行にある︒此の修行の乏しい画

スでもピカソでもあの大胆なデフォルマシオン︵変形︶

国での洋画教育の基本カリキュラムとなっている︒マチ

は結構であるが︑専門的な教育はそう急ぐ必要はない︒

画の根本は西洋哲学が真実解明を趣旨とする同じ根本精

此のデッサンの正確と全体の調子の研究は︑今日世界各

先づ義務教育終る迄は︑一般教養的な素質を十分に身に

神から︑写実迫真の鍛錬を積むのである︒此の形の正確

は其の最も著しい例で︑幼少の時から音感の教育を施す

つける方が寧ろよい︒昔は学問はできないが︑画が好き

ことが必要とされている︒ところが美術に於ては必しも

だから画家になると云う考もあったようだが︑此の頃は

を固めたものを使用した︒之で先づ石一言像を︑一年位経

コンテ︵科学者で画家コンテの創案︶と称する固い炭粉

迄少しも変っていない︒ただ昔は︑特にイタリーでは︑

いる︒そして此の修行は本質は知性的の技術で修行すれ

重要事︑日本画科でも此の頃は之を最重要の修行として

極めて明瞭であった︒故にデッサンの修行は今日でも最

りも全体の調子を大きく掴む訓練が重視されているのが

どんな小品でも全体感の把握の描法が励行され︑細部よ

のである︒今度工部美術学校での鉛筆写生図を見ると︑

此の二要素の修行の有無は即ち専門家と素人の差となる

の二つは︑油絵の多色の製作でも最大の要素であって︑

さと︑画面全体の調子の統一と云う所謂全体感の把握

る︒それ程美術には知性が大切なのである︒

反対で優秀な知性は美術人にとっても大切な要素とされ
工部美術学校での基礎学でも人体のデッサンが一番重

つと生の人体を手本に︑形と立体感とを正確に描く練習

要視された︒之は古くから洋画では第一の修行で︑今日

である︒黒田等がフランスでの修行は︑﹁一ンテよりも太

人体写生するを以て洋画家の学校教育は終りとなる︒

ば長足の進歩が可能である︒最後には木炭でなく油絵で

テと木炭とは似ているが︑木炭の方が消しやすく︑又先

人体が描きこなし得ば風景も静物も描き易くなるのであ

く柔い木炭でデッサンを描くようになっていた︒コン

端が柔くて細部にこだわらず︑全体の調子を整えやす
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らねばならない︒

べてを解剖的に説明する学科である︒レオナルド・ダビ

内から戸外に出し︑外光の美を画面に導入したことか

十九世紀の末期にフランスに起った印象派は︑洋画を室

又物理的にも色彩について多少の知識を必要とする︒

ンチ等から始まって︑今日でも洋画科では必須の科目と

ら︑今日の洋画の生気と写実力を高めたと云われるが︑

人体については人体解剖学がある︒骨格から筋肉のす

なっている︒此の知識も専門家と素人とを区別する一点

此の画風はその頃発達したプリズムによる太陽光線の分

洋画には多くの製作材料がある︒カンバス︑板︑紙の

の現象を知って使用しないと画面が変色し︑時には画を

或は早く或は遅く化学的変化を起こして変色する︒之等

をパレットで混ずる時には化学的変化を生じ︑時により

の必要から混用するものを合すと百種以上ある︒それら

のがある︒普通誰しも使用するもの三十種位︑特に種々

鉛︑亜鉛︑粘土その他種々の系統のもの或は混合したも

り︑単に今流行の新しい傾向のみが最も信頼に足り最も

ている︒之等についての知識に︑洋画の多種多様を知

イン︑十八世紀のイギリス等は幾多の名家と名作を残し

リー︑十七世紀のオランダ︑ベルギー︑十七世紀のス・へ

の王国となっているが︑十五世紀ルネサンス時代のイタ

に於ける傾向特色を知る要がある︒フランスは今日洋画

又洋画家となるには︑洋画の発達及び時代時代︑国々

とも交渉が生ずるのである︒︒︿−ス・ヘクチーブ︵遠近法︶

光学が基礎となったのである︒その意味で洋画は物理学

である︒

上に絵具を用いて︒その絵の具は鉱物性︑植物性あり︑

損ずることがあるから︑化学に関する一応の知識は必要

興味豊かな作風でないことがよく判かる︒専門家を志す

についても同様である︒

である︒又油絵は水でなく油で溶き︑乾いてから画画の

鉱物性の中には鉄︑銅︑カドミュム︑クローム︑硫黄︑

光沢を附し又は画面を保護する為めに油の層を塗ること

るとの信念の持てる様にありたい︒それには過去各国の

以上は大体洋画を志す人の必修のカリキュラムであ

きれば中国や日本の美術史にも関心を持ちたい︒

る︒之等はすべて知性的のもの故学校で学ぶに適し︑又

美術及び傑作を一応知る美術史的知識が大切である︒で

種の材料に関する古くからの経験や化学的知識がある程

との関係も一応知らねばならない︒洋画にはこらした各
度なければならない︒こうした知識の基礎学も一応は知

樹脂等︑鉱物性のもの植物製のものがある︒之等と絵具

ならば自分の選択する画風に之にこそ洋画の醍醐味があ

亀

がある︒その油には石油を精製したもの︑亜麻︑けし︑
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るほかないと思う︒学校なり研究所に行くと︑同輩の仕

家︑すぐれた画友から其の生活諺其の作品を見て感じと

以上は学んで学び得るものが︑その外に学んで学び切

事を見て大に刺戟と感化を受ける︒又先生の注意なり経

学べばそれだけ進歩の可能性のものである︒

れない︑感覚的の要素がある︒それは性来の美的感覚

験を聞いて啓発を受け感化を受けることができる︒学校

時︑深い感銘を受けるならば非常な参考になる︒出版物

に於ても然りで今日の進歩した印刷術は天下の名品を容

易に見るを得る︒こうした美術教育の中の社会教育は今

や非常に行き亘って来た︑明治初期の画学生のことを思

えば今の画学生は恵まれすぎている︒要は一応一般教養

を修得してから︑信用ある学校か研究所に入り︑良師良

友の中で所定のカリキュラムを勉強すると共に︑広く美

術館や展覧会等を見て佳作傑作の多数を丁寧に観察して

眼を︑実は心を肥やすこと︑かくて知性を感覚とを磨く

べきである︒もう一つ過去に於ける先輩が然かありし如

く︑人間的に立派な風格を身につけた如く︑人間修養を

積むことが又画家として大成することになると思うので

ある︒芸術家は︑必しも道学者たるを要しないが︑人間

的深さ︑人間的魅力ある人であって欲しい︒小山︑浅

であった︒良師あって良弟在ることは芸術界にあっては

井︑松岡︑黒田等︑明治大正のメートル︵先生︶は然り

不滅の理である︒優れた芸術は優れた人間から生れるか

らである︒︵会長︶
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以外では美術館や展覧会を見て︑古人近人の佳作を見る

浅井忠筆（東京芸大蔵重要文化財）

で︑生れつき鋭いその感覚を持つ人は幸福であるが︑然
らざる人はどうして之を養うか︒私は之はすぐれた画

穫

収

−
へ
…

人間は︑考え︑記録することのできる唯一の生きものであ

篠田英之助

文化のＨ１ふと日にした新聞記事に首をひねった．

るＩやがて﹁学問﹂という体系がつくられ︑それを教え

芸術と教育
芸術・文化に弱いＨ本ｌ総理府統計局の調べによれ
ば︑国民一人が芸術・文化活動についやす時間は一日二十

によって︑日日の夢を取りはらわれた文化開化の時代︒明

海を四辺の壁として閉じこもっていた鎖国の民が︑外圧

るために﹁学校﹂という教育施設ができた︒

治五年の学制発布このかた︑学校の教師は外来の知識を伝

分にも満たず︑年間にして五日足らず︒その上︑美術館︑
⁝⁝︵後略︶

ストックされたはずの知識が大事に保管されているかどう

その上︑いくつもの試験という関所が待ちかまえていて︑

の有様となった︒

えるに寧日なく︑学生たちはそれらを取り込むのが精一杯

博物館など施設の利用者も︑全国民の八％に達していない
しかもここでいう芸術︑文化活動とは︑絵画︑音楽︑映
画︑演劇の鑑賞︑書道︑華道︑茶道などから園芸︑和裁な
よりによって﹁文化の日﹂にちなんで︑文化国家ニッポ

どにおよぶ広い範囲でとらえたものだ︒

海外からレコード文化が移入されて数年後の昭和六年︑

という倉庫のなかに〃知識″という資材をつめこ象︑時々︑

られ︑金メダルや銀時計が貰えた︒何のことはない〃脳〃

かを検査した︒そして成績の良かった者は﹁秀才﹂と称せ

シューベルトの﹁未完成交響曲﹂の売れ行が本国ドイツの

ンの非文化的状況を曝涼せられたような心地がした︒

十倍に達したという国だ︒でありながら︑詩ヲツクルョリ

る作業のくり返しだった︒

試験という関門で抜き取り検査をして︑保管の状態を調べ

ふれ︑全体の目的のために個を没入せしめる忠良な国民を

豊かな︑個体としての市民をつくることよりも︑知識にあ

わが国にあっての教育の目的は︑センスにあふれ︑個性

田ヲツクレという格言が︑いまだにまかり通っている国だ︒

われわれの祖先は︑自然や人間とたたかいながら︑いろ
いろな経験を重ね︑さまざまな知識をたくわえてきた︒

それらの断片的な知識催︑石や竹木や紙に記録きれＩ
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つくることに置かれてきたことは︑戦前も戦後もさしたる
変化はない︒

文化鍋︑文化煎餅︑文化住宅︑文化村など︑ブンヵ太鼓

十一月のある休日︑﹁東洋の漆工芸展﹂を東京国立博物
館で観た︒

古来︑陶磁器をチャイナと呼んだように︑漆器がジャパ

られる刀技の深々とした冴えに接して︑現代にあって︑後

桃山時代につくられた大香合や合子︵ごうす︶などに見

ンと呼ばれる意味が良くわかる展示だった︒

芸術と教育のかかわり合いは︑所詮︑異心円の位づけに過

世にのこすべき芸術がはたしてあるのだろうかという思い

を打ち鳴らしてカラ景気をあおるわが国実情に接するとき︑

出ようというものだ︒

深い︒

たいま︑詩も田園も︑その耀よいを喪失してしまった感が

かが

のが持っていた活力にあふれた精神活動が埋没してしまっ

見せかけだけの豊かさの底に︑本来︑人間という生きも

に駆られたのは︑私一人ではあるまい︒

ぎず︑共通のヘソがあるわけがないと︑ため息のひとつも
いまから四百年前︑芸術と教育の同心円的なかかわり合
いを吐露した遠州流の茶祖︑小堀遠江守政一︵一五七九
一六四七︶の言葉は注目にあたいする︒

ｌ釈迦が︑あかつきの星を見て悟ったように︑古人健

磨き抜かれた個性の洋々たる発現が芸術であるとするな

雨風の音を聞いても道を悟ったのだ︒それが末世になると︑

星を見よ︑月を見よと云っても悟らないので︑さまざまな

きものであろう︒

らば︑教育もまた︑その同心円的位置づけた定着されるべ

いたずらに苛烈な受験戦争に参加させられる代償として︑

めにまどわされ︑自分の力で悟りをひらくことができなく

〃あらかじめ失われた青春″をひとしくわかち与えられる

面倒な教えが生まれた︒人々は︑そうした厄介な教えのた
なった︒まことに以て情無いことだ︵末代になりて︑星を

文明の発達につれて︑今日︑いろいろな機械が生産され

どのように位置づけられるのか︒

しからぱ独創力とは︑われわれ人間の精神活動の中で︑

に汲々としている︒

育という美名の下に︑没個性の知識マシーンをつくること

我が国の学歴社会は︑明治以来一世紀以上にわたって︑教

見よ︑月を見よと申し候ても悟らざるに就いて︑色々の教
え出で来てそれに迷わされ︑自身の悟りを聞かず︶

芸術であれ︑教育であれ︑他が教えてくれるのを待つも
のではなかろう︒承ずから進んで対象に悟入し︑精進を深
めるものなのだ︒詩ヲツクルのも︑田ヲツクルのも︑とも
に独創的な創造活動にほかならない︒
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ているが︑まだ︑新しいアイデアを生み出す機械はできて

同期生の間では︑セイビで通っている︒私たち江田島海軍

その人である︒

えば井上さんを指すほど︑いまだに鮮烈な印象を拭い得ぬ

兵学校の旧生徒︵七十二期生以降︶の間では﹁校長﹂とい

新しい創意や工夫はホモ・サピエンス︵叡知人︶の頭の

いない︒

はたらきにまたなければ生まれてこない︒

ののろしをあげ︑米内︵光政︶海軍大臣︑山本︵五十六︶

︑︑︑

海軍省軍務局長時代︑日独伊三国同盟にまつさきに反対

と自主的に解決して行くような人材を養成しなければなら

も井上さんであった︒大艦巨砲主義の渦巻く海軍部内で︑

海軍次官とのトリオで︑身命を賭してその締結を阻んだの

これから教育は︑新しい問題に直面して︑それらを次々

で︑吸収や記憶をおこない︑判断や結論づけをしていたの

ない︒ただ︑モノゴトをデジタルに考え︑一定のワクの中

これからは飛行機の時代であると︑いち早くとなえ︑昭和

に反対して︑〃海軍の空軍化〃を骨子とする﹁新軍備計画

十六年海軍航空本部長時代︑当時の海軍軍令部の古い戦略

論﹂を及川︵古志郎︶海軍大臣に提出したのも井上さんで

はなかろうか︒

人間の頭を記憶の倉庫にしたり︑機械の方がはるかによ

では︑人類の文化は一歩も前進することはあり得ないので

くできることまで人間にやせたりすることは︑ホモ・サピ

海軍兵学校長から︑請われて海軍次官に就任した井上さん

内海軍大臣をたすけて具体的な終戦工作にあたったのも︑

また︑海軍の中枢にあって︑日本の破滅を救うべく︑米

あった︒

人間のなすべきことは︑過去を記憶することでもなく︑

まい︒

エンスとしての人間性を粗末にする以外の何ものでもある

将来を計算することでもない︒まさに新しい価値を︑かぎ

の︑忘れられない業蹟である︒

合理主義は︑戦後三十二年経った今日なお︑かっての教え

しかし︑一年九か月におよぶ兵学校長としての先見性と

られたこの世の生の中で生み出し︑つくり出すことである︒
昭和五十年十二月十五日︑三浦半島西岸の岬の家で︑一

昭和十九年春︑織烈な戦局の要請にこたえるべく︑四年

知らない︒

子たちの身内に︑脈々として生きつづけ︑絶えるところを

修業のところを二年四か月で繰り上げ卒業させられた七十

帝国海軍最後の海軍大将井上成美︒

人の老人が八十六歳の生涯を閉じた︒

全きものは美である︒かかる人間に成るようにと旧幕臣
●

の父につけられた﹁シゲョシ﹂の名は︑井上さんの兵学校
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りの百姓です︒中央でどんなに米が入用か知りませんが︑

求されたとき︑井上校長ばきっぱりと答えたＩ私憾米作

海軍の首脳陣に﹁もっと卒業を繰り上げられないか﹂と要

三期生徒の卒業式で︑来校した軍令部参謀の高松宮殿下や

ヲ養成スルョウ心掛ケラレタシ︒ＳＥＮＳＥは例識″トモ

ヨリ検討シテコレヲ味ワイ︑﹃一レーョリ生徒ノＳＥＮＳＥ

数学ノ定理ナリ函数式ヲ出シタル場合一天︑アラュル角度

Ｉ数学︿暗記系ル学問ニァラ式︑零ウル学問ナリ⁝⁝

ザル理ナシ⁝⁝釣魚ノ趣味アル人ガ常二難カシキ釣魚二向

リ・⁝：数学ヲ味ワウＳＥＮＳＥノ養成一言リ趣味二進ミ得

イウベク︑数学ヲ味ワイ理解スル能力トモイウベキモノナ

の教育とは︑安直に役立つ丁稚をつくることではなく︑大

カイ︑探偵小説ヲ楽シム人ハソノとりつくガ巧妙ニシテ難

井上さんはまた︑将来︑海軍将校となるべき海軍兵学校

青田を刈ったっていい米はとれません︒

木に生長すべきポテンシャルを蔵したゼントルマンシップ

解ナルホド面白味ヲ覚ユルヲ見レバ︑数学トテモ趣味トナ

そして︑軍事学を二の次にし︑外国語︑数学︑物理︑化

の養成がその目的であると説いた︒

昭和十九年におこなわれた入学試験の際︑英語に堪能で

所有スルダヶノ利アリ⁝⁝本校デ教授スベキ知識︿海軍生

外国語ヲ解スルカヲ有スルコトハＳＥＮＳＥヲ一シ余分二

ノＳＥＮＳＥ︑美術ヲ鑑賞スルタメノ美術眼一三﹂比スベシ︒

ラザル理ナシ⁝⁝ＳＥＮＳＥ︿︑音楽ヲ解スルタメノ音楽

ない秀才たちが︑入試課目から英語をはずした陸軍士官学

学等の基礎学第一のカリキュラムの組み替えを断行した︒

校へ流れて行くのを試れて︑海軍兵学校の入試課目からも

ド養ワレタルＳＥＮＳＥ︿忘ルルコトナシ⁝⁝︵後略︶

活ノ永ク継続スルニシタガイ︑大部分ハ忘却スベシ︒サレ

フランス語︑物理︑化学などの手ほどきをしながら︑勉強

終戦直後︑自宅を開放して近所の子供たちに英語︑数学︑

りと愛用のギターを立てかけていた井上さん︒

昭和九年︑戦艦比叡の艦長時代︑艦長室の一隅にひっそ

軍兵学校教育方針﹂の一節である︒

井上校長がゑずから筆をくだし︑教官たちに示した﹁海

英語をのぞくべきだと大半の文武の教官が主張した︒その
語だけしか話せない海軍士官がありますか︒英語ができな

時︑井拒校長の眼が鋭く光ったＩ世界のどこの国に母国
いからといって︑陸士に優秀な人材が流れて行くというの
なら︑どんどん流しておやんなさい︒そんな秀才は海軍に
そして校長は︑官費で英英辞典を購入して生徒総員に持

は必要ないし︑きたいといってもお断わりする︒
たせたのだった︒

の合い間に庭先のテラスで︑輪をそくって目を輝かす無心
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Ｉ私がやったことば︑兵学校の在校生徒や︑これから

ってよかったと信じています⁝⁝と︑戦後︑私たち教え子

たから︑私ひとりの腹中だけでした︒しかし︑今日でせや

ですから︑敗戦を予想しているとは誰にも言えませんでし

入校してくる生徒が︑戦争の勝負がつき︑敗戦の巷に放り

に述懐された井上校長の成美なまなざしを︑私はいまだに

の子のためにギターを奏でた井上さん︒

出されても︑実力とセンスさえそなえていれば何とかなる

忘れることができない︒︵ＮＨＫ中央研修所教授︶

︑︑︑︑

だろうと考えて実行しただけのことです︒もちろん戦争中

の学生であったが︑その頃︑私のもっとも親しい友人で︑

であった︒当時私は慶応の独逸文学科に在籍する二十四歳

わたしが太宰治にはじめて会ったのは︑昭和十七年四月

が彼の仕事部屋であった︒彼はこの部屋に低い小さな机を

関の戸を開けると︑障子をへだてたとつつきの六畳の部屋

路から三軒ほど奥まった所にあるのが彼の家であった︒玄

同じ規格の家が五六軒立並んで居たが︑そのうちでも︑小

石沢深美

親せきでもあった堤重久が︑彼をはじめて私に紹介したの

一つ置き︑その上で仕事をしていた︒このほかに︑紫檀ま

﹁太宰治の思い出﹂

であった︒その当時︑太宰の家は︑三謄の下連雀にあり︑

がいの客机が一つ︒しかしその上にはいつも原稿用紙や本

︑︑

ぶつかり︑その土手に沿って東に行けば井の頭公園︑西に

家を出て︑北に三十メートルほど歩けば玉川上水の土手に

たような本箱が置かれてあり︑それには手製の粗末なカー

半間の狭い床の間の床柱の横には︑リンゴ箱でも改造し

がのっていた︒

るという場所にあった︒彼の家は︑当時の郊外の借家とし

テンがかけられてあった︒この部屋から︑作家あるいは芸

行けば国鉄︵当時は省線と言ったが：︒︶の三鷹駅の方に出

ては︑ごぐありふれたもので︑一三間ぐらいの部屋に︑せ

術家の部屋を思わせるようなものは何一つなかった︒

彼は︑朝はかなり早くからこの部屋で原稿を書き︑午前

まい台所といった当時で言えば︑軍需工場の係長クラスの
人達が入る家であった︒彼の家のあるその一角には︑全く
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かけるときは︑いつも午後三時以降の時間をねらって行っ

中一杯は仕事に没頭していたので︑我為は︑彼の家におし

さんの動静を何となくうかがっている気配もある︒

時頃になる︒彼は何となくそわそわしはじめる︒隣室の奥

流のユーモアに笑いころげたりしている間に︑そろそろ五

ある二重廻しをバツと取る︒

やがて︑機を見てさっと立上ると︑玄関近くの壁にかけ

たのである︒

玄関に立っておとなうと︑大抵彼は部屋に居て︑障子の
向うから︑﹁おお︑来たか︑入れ﹂と言う︒その声は心なし

そろ腰をあげたいのだが︑毎晩︑配画して深夜の御帰館と

つなどかわしていると︑﹁おそい﹂と言っておこられること

べきか︑こちらが見送りに玄関に出て来た奥さんとあいさ

風の如く戸外に出る︒それこそ正に阿畔の呼吸とでも言う

アウン

そして︑﹁ちょっと︑出掛けてくる﹂と奥さんに声をかけ︑

もなれば︑奥さんにも何となく気兼ね︑何とか良いきっか

か幾分はずんでいる︒彼にすれば︑夕方が近付いて︑そろ

けはないかと︑じりりじしていたことを︑その声は示して

際の飲み屋を数軒梯子酒をし︑やっとお開きになるのは十

ると︑彼はやっと歩調をゆるめ︑土手づたいに吉祥寺や三

家から三十メートルほど歩いて玉川上水の傍の道まで来

も再三あった︒

おい﹂

﹁おい︑お茶﹂︑と隣室の奥さんに声をかける︒この﹁おい

部屋に入って坐ると︑彼は読象かけの本などをおいて︑

いる︒

⁝﹂は︑東北誹りのかなり強い彼の口から出ると︑一

時過ぎであった︒

太宰を訪ねて来る若者達は︑私以外にも大勢居たが︑若

はしござけ

ではなく︑﹁おい﹂と﹁おえ﹂の中間位の音にきこえる︒奥

は︑本当に明るくたのしそうであった︒

者達と一緒に酒を飲んだり︑話合ったりしているときの彼

さんが留守のときは︑彼はわざわざ立ち上って隣の部屋か
ら座布団を持って来てくれることもある︒また︑お茶のか

うになっていて︑彼の家には︑文学志望や太宰ファンの若

たその個性にすっぽりと包まれてしまい︑この人の前でな

また︑若者達も︑彼の前に出ると︑大きな抱擁力を持っ

ある日︑彼はそんなことを言いていた○

﹁ゑんな︑俺を罪の兄貴と思ってやって来るんだょ﹂と︑

わりに台所からぶどう酒とコップを二つ持って来て前に置
いてくれることもある︒

者達ばかりでなく出版社の人達もしばしば出入りするよう

をさらけ出しても良いという気になってしまう︒いや︑さ

ら︑胸の中にあるどんな悩桑もどんなもやもやも︑すべて

彼はすでにこの頃︑作家としての名前も世に知られるよ

になっていたが︑彼にはえらぶる様子など微塵もなかった︒

︑︑︑︑

さて︑文学のこと︑人生のことなどについて論じ︑彼一
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べて︑吸取紙のように吸引し感光紙のように写し出してし

いさきに︑若者の心のなかにある悩みやわだかまりを︑す

らけ出すというよりも︑彼の敏感な感受性は︑口に出さな

だ︒先達てある会があってね︑その料理屋に一寸縞麗な女

顔をしているんだよ︑だけど︑自惚れもたいしたものなん

評論家のことを言い出した︑．寸＄エキゾティックで良い

たんだね︑急に深刻な顔をして考えこみはじめたんだよ︑

見たらしいんだよ︑そうしたらＹの奴すっかり勘違いし

中がいたんだよ︑その女がね︑ときどきＹの方をちらちら

そのかわり︑彼の前では絶対に嘘をつくことが出来なか

まうのであった︒

った︑嘘はすぐに看破してしまうからであった︒誠実性や

とその女中の傍に行き︑唯一言︑︵諦めてくれ︶と言ったも

やがて会が終って染んなが散って行くとき︑彼はつかっか

のさ︑その女中︑はじめは何のことやら分らずきょとんと

ふれて門前払いをくわされた若者もあった︒

太宰は︑これらの若者達が︑彼の文学や生活の底になが

していたんだがね︑やがて真赤な顔になっておこり出した

真面目さを欠いた人間に対しては非常にきびしく︑逆鱗に

れるきびしい倫理性や︑潔癖性︑それに真剣さというもの

よ︑そして︑やがてくやし泣きに泣き出したのさ︑しゃく

いた︒

の感覚を豊富にもち︑人を笑わせるために︑自分自身を道

ってしまうのだ︒元来︑東北人︑とくに津軽人はユーモア

かかると︑お腹がいたくなるほどおかしく涙が出るほど笑

は分らない︒しかし︑彼の独得の口調とジェスチュアーに

こんな話はどこまでが真実で︑どこまでが虚構であるか

り上げながらねｏ﹂

を理解せずに︑表面だけを模倣し︑追随することを嫌って
とくに︑愛情とか︑結婚とか︑家庭といったものに︑意
外にきびしい倫理感を持っていたのである︒
﹁俺は広田先生だよ﹂と︑あるとき彼は私に言った︒そ
の意味を解しかねていると︑﹁ぼら︑婦系図の広田先生さ︑

をんなげいず

お蔦と主税の恋をひきさく広田先生さ︒女のことで俺に相

この津軽人の血は濃厚にみとめられ︑その文学を﹁道化の

化役にすることも辞さない︒太宰の人柄や作品のなかにも︑

つたちから

しそうな顔をして帰って行くよ︒なかには︑全然来なくな

きの彼は未だ未だ元気で明るかった︒しかしその彼に︑何

北支から復員して来た私は︑さっそく彼を訪ねた︒そのと

昭和十八年の学徒出陣で出征し︑終戦の翌年二十一年に

文学﹂と呼ぶ人さえ居るほどである︒

談に来ると︑承んなに︵別れろ︶と言うもんだから︑恨め
るのもいるよ﹂︑そう言って彼は苦笑していた︒

太宰は飲むと︑自分自身は勿論のこと︑まわりの人間や
カリカチユアライズ

友人達を︑誰彼の区別なく戯画化してよろこんだ︒
﹁Ｙはね⁝﹂と︑彼は︑自分と親しい︑東北出身のある
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︑︑︑

となく黒いかげりのようなものが見られるようになったの

そのとき︑かすかな音を立てながら︑駅のホームに一台

の電車が入って来た︒何人かの客をおろした電車は︑再び

まるで季節はずれのホタル火のように見えるのであった︒

のなかで︑駅の灯りと静かに動いて行く電車の灯りとは︑

静かにホームを出て行ったが︑遠方から見ると︑真暗な闇

の道を一緒に歩きながら︑彼は私に洩らすようになった︒

﹁小説を書くのがいやになった﹂と︑玉川上水沿いの例

は︑二十二年頃からであった︒

何となく︑緩慢にではあるが彼が少しずつ我々の手のとど

四人はしばらく無言でそれを眺めていた︒

﹁この人は若しかしたら死ぬのでは⁝﹂︑そんな不吉な

った︒

んそう弦やいた︒その声にはどこかいつもと違う何かがあ

﹁電車って縞一麗なもんだなあ︑﹂そのとき太宰はとつぜ

かない所へ落ちこんで行くような不安を︑わたしは感じて
いた︒

十二月下旬に︑堤重久が京都から上京し︑三膳の太宰の

予感のようなものが︑影のように私の胸をかすめたのを記

﹁仕事部屋﹂に一週間近くも泊った︒

太宰はこの頃︑自宅から程遠からぬしもたやの二階の部

太宰が山崎冨栄と共に︑玉川上水に入水して果てたのは︑

憶している︒

年を越した翌二十三年の六月十五日であった︒二人が入水

彼の身の周りのことを甲斐甲斐しく世話していたのである︒

十二月三十日の夜︑京都に帰る堤を三鷹駅まで送るため

屋をかりて︑ここで仕事をして居た︒そして︑山崎富栄が

に︑太宰と私と山崎富栄の四人は︑仕事部屋を出た︑まわ

︵日本女子体育大学教授︶

あったという︒︵以上︶

をてらしてくれたその懐中電燈が︑そのままに捨てられて

したその場所には︑山崎富栄が︑あの夜︑我々のために道

数日前に降った雪がとけてぬかる象をつくり︑私達は何

りは鼻をつままれても分らない闇であった︒

度もそれに足を取られそうになった︒山崎富栄は前になっ
たり後になったりして道を懐中電燈でてらして呉れた︒四
三薦駅の三百米ほど手前に来たとき︑太宰は突然立止ま

人はほとんど無言で︑あった︒

り︑﹁ここらで失敬しようか﹂とぽつりと言った︒他の三人

も立 止
止ま
まり
り︑
︑闇
闇の
の軽なかで丈の高い太宰を見上げてしばらく
鉦へ一言で立っていた︒
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芸術と道徳
芸術のことも︑教育のことも︑範囲をせばめて︑私の担当してい

新川昭一

できないものであることを理解させるとともに︑国際間の理解

これの下に︑音楽では︑音楽Ｉ︑音楽Ⅱ︑音楽Ⅲという科目があ

や親善に芸術の果たす役割について認識させる︒

小学校の新しい学習指導要領が︑昭和砲年７月に告示されて︑そ

り︑他の美術︑工芸︑書道にも同様に三つの科目がありそれぞれに

る仕事の面からのべていきます︒

の図画工作の目標に︑﹁表現及び鑑賞の活動を通して︑造形的な創

現在の高等学校生徒は︑﹁芸術﹂の中で︑一つのコースを選択する

目標と内容があります︒

を養うｏ﹂と示されました︒音楽にも︑﹁音楽を愛好する心情を育て︑

造活動の基礎を培うとともに︑表現の喜びを味わわせ︑豊かな情操

全国の高校の２．ハーセントにもなりません︒このことは︑生徒の希

ことになるので︑美術と音楽を履修することは︑ほとんどできませ

望するものを選択させようとしても︑開講しているものの内からし

豊かな情操を養う﹂︒とあります︒それぞれに︑﹁愛好する心情︑豊
高等学校には﹁芸術﹂という教科があって︑その中に︑﹁音楽﹂︑

ん︒また︑工芸も含めて︑四つの科目群を置いている学校は少なく︑

﹁美術﹂︑﹁工芸﹂︑﹁書道﹂の科目群があります︒これらの新しい学

かできないわけです︒そのうえ︑希望する人数の調整をしているの

かな情操﹂といっているのは︑中学校の美術も音楽も同様です︒

習指導要領は︑弱年の春に告示の予定で︑現在︑その作業が進んで

で︑とりたい科目がとれるというわけにはいかない場合があります︒

について答申したものは︑すでに知られているでしょうが︑そこで

教育課程審議会が︑昭和田年廻月に︑﹁教育課程の基準の改善﹂

いるところです︒現行の芸術の目標は次のように示されています︒
芸術的な能力を伸ばし︑情操を豊かにするとともに︑創造性に富

は︑﹁自ら考え正しく判断できる力をもつ児童生徒の育成﹂という

む個性豊かな人間の形成を目ざす︒
このため︑

ことが重視されていました︒

的な知性と技能を育てること︒

．ひとりひとりの児童生徒に対し︑自ら考える力を養い︑創造

られていて︑次のようなことがのべられています︒

﹁人間性豊かな児童生徒を育てること﹂が︑そのひとつめにあげ

１芸術の学習経験を通して︑美的感覚を洗練し︑芸術的な表現
力と鑑賞力とを養う︒

にする実践的な態度や能力を養う︒

２芸術の学習経験を通して︑個人生活や社会生活を明るく豊か
３芸術が人間性の円満な発達や文化の調和的発展に欠くことの
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．正しい勤労観を培うこと︒

．自然愛や人間愛を大切にする豊かな情操を養うこと︒

．強靭な意志力を養い︑自律的な精神を育てること︒

いもち味を育てていくことが大きなねらいです︒そこでは︑マルと

とりの子ども達に︑様麦な違いのあることを見つけだして︑その良

な教科は︑﹁指導すべきこと﹂を明確にしながらも︑同時にひとりひ

めるようなことのないようにと大変な配慮をしています︒このよう

バツの正解と誤答とに分ける学習で︑点数や順位がつけられるもの

．社会連帯意識や奉仕の精神に基づく実践的社会性を培うこと︒
．健康でたくましい身体の鍛練に努めること︒

とは︑大変に違った性格の学習が進められています︒

の目の前に並ぶ子ども達に︑どのような不安や不満があるかを︑正

年の昔とは︑非常に大きな違いがあることでしょう︒教師は︑自分

生徒は︑つい先ごろまでの児童生徒とは違うはずです︒十年︑二十

きたいことがあります︒﹁現代っ子﹂といわれるように︑今日の児童

これらのことには︑児童生徒の父母にも︑正しく理解していただ

．家族︑郷土︑祖国を愛するとともに国際社会の中で信頼と尊
敬を得る日本人を育成すること︒

これに続いて︑改善の重点事項の小学校の５番めの項には︑次の
ことがあげられています︒

﹁音楽や美術作品などの美しさやそれを表現する楽しさを味わせ

のある学習の展開を工夫しています︒その工夫が︑児童生徒への自

しく知ろうと努力しています︒そして︑その子のための興味や関心

情操を豊かにする﹂︒

中学校６番めにも︑同様のものがありました︒

図画工作や美術の授業では︑子ども達の人数だけの活動が認めら

信づけとなり︑意欲づくりとなると考えるからです︒

児童生徒が︑音楽を味わい名曲の名演奏を身体中に響きわたらせ︑
美術家の美しいものを創造する心を感じることは︑大切な宝物を持

想し︑学習した表し方によって︑誠実に活動を進めていく過程で︑

れなければなりません︒教師の適切な助言で︑つくりたいものを構

また︑絵画や彫刻を味わい︑すぐれた見方や表し方から︑音楽家や
ち得たことになります︒感動深い文学作品に親しむことなどととも

芸術の厳しさと楽しさは︑人間が自己の一生を確かな足どりで生

用具や材料の工夫や︑周囲の人々の仕事に敬意を表すことなどでは︑

想像力や構想力が伸びていき︑向上心が育てられるでしょう︒また︑

の気持ちにすなおに︑より良くといった仕事からは︑美的直観力や

新しく体得する大きなものがあります︒より美しく︑より自分自身

に︑芸術が身近にある喜びを知ることは︑貴重な影響力があり︑人

きてきた記録でもあります︒そして︑表現する側から︑創造の日左

人間としての幅が育てられ︑つねに︑周囲にいる人々とのかかわり

生を大切にしっかりと生きるための原動力ともなるものです︒

に精進できる人為は︑鑑賞の側からの喜びよりも数倍も大きなもの

技術を身につけていくことになります︒

さらに︑技術的なことを体得する過程で︑ますます奥義をきわめ︑

で自分の存在があることの感謝の気持ちが強くなることでしょう︒

を味わっていることでしょう︒

図画工作や美術を指導している小学校や中学校の先生は︑﹁美術
を愛好する﹂よい見本であり︑児童生徒への手本になろうと努力し
ています︒それでいて︑教師のもち味を押しつけて︑一つの型に染
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なければならないのは児童生徒本人のよい持ち味を伸ばすことです︒

これらのそれぞれのバランスをとった指導が大切であり︑注意し

た間違いのないものでなければなりません︒そこには︑単純に奇を

とにも︑大きな責任の裏付が必要であるし︑確かな磨きあげによっ

った︑深い美しさを貯えていることも知りました︒個性的であるこ

芸術は︑人左の真華な行為によってのみ︑つくりあげられ︑また︑

求めての安直なものがあるはずはありません︒

教師の立場から︑教育という仕事を楽しく思うのは︑児童生徒が育
そのまま︑教師という仕事の責任とともに︑不安に思われる面でも

です︒これらのことが︑いわゆる育ち盛かりの若い時代に︑つねに

味わわれるものです︒努力した人々の考えや心情が現れてくるもの

っていって︑様禽な進路に活躍することです︒そして︑このことは
あります︒そこに︑教師自身の反省もあり︑謙虚に世間の声に耳を

筋を通した教えとなっていくように︑よい環境をつくっていきたい

傾けることになります︒子ども達に指導する向上心も︑人としての
幅も︑技術の奥行も︑そのまま教師自身への課題であり︑その意味

と思います︒

ために︑何かをしていく努力と︑それが自分自身の喜びであること

﹁芸術と教育﹂をのべることはできなくても︑今日の若い人灸の

で︑よい教師は︑つねによき学習者です︒

を感じながら︑芸術にあこがれ︑芸術を味わう喜びをもった奉仕者

芸術ということを︑狭く考えると︑特別な才能をもった人々のこ
せん︒しかし︑芸術の教育が︑小学校から位置づけられている意味

とで︑一般の我食の生活とは無縁のものといいたくなるかも知れま

野口芋村

︵文部省初中局教科調査官︶

となるための日左を送りたいと思います︒

幅対に擬している︒︵﹁旅と画﹂より︶

木とで︑その一つ一つが一級品である︒私はひそかにこれを三

ない︒その十和田湖の美は三つに分けられる︒湖水と渓流と樹

ほど︑鋭さと深さと色彩と変化に富むところはちょっと見当ら

では一番と思う﹂という︒といっては︑時を反省するが十和田

人がある︒私は欧洲の山水を知らないから﹁日本の国立公園中

私の知人に﹁十和田の秋は素晴しい︑欧洲にもない﹂という

十和田の画趣

は︑ひとりひとりが︑確かな歩みで︑自分の一生を大事に生きよう
とする指導といえると思います︒絵をかくことも︑歌を歌うことも︑
文章を書くことも︑今日という日の︑今という瞬間の記録であると
いえます︒しっかり生きる意味や価値をつかむことが︑仕事の喜び
となるわけです︒そして︑生きるということの前後に︑生きてきた
歴史と生きていく未来とがあります︒このことのそれぞれの価値を︑
正しく認識して︑歴史と文化の大切さ︑夢や期待をもつ未来と人間
の努力の大切さを学習させなければなりません︒

そして︑芸術ということが︑歴史をもっていることとともに︑今
日創造され︑明日からの先も続くものであることも理解しなければ
なりません︒

人為は︑より美しくと求め続け︑誠実な努力の姿のなかに︑美し
さをぶつけてきました︒地味な努力のうちには︑派手な活動とは連
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私と会祖との結び付きは決して昨日や今

特別に異数の先賢であり先覚者だった︒

日本弘道会の会祖西村茂樹はその中でも

に力を尽した︒

ｌ日本弘道会の使命と今後への期待

｜新たな生命
はじめに

新たな生命は古いものから生れる︒

ると思われてならない︒それに︑日本弘道

日のことではなく︑因縁浅からぬものがあ

現在は過去の集積で︑未来がそれから築
は︑一概に︑単なる懐古趣味とはいえない︒

②本との出会い

会とも不思議な機縁で結ばれた︒

かれる︒だから過去を尊重するということ
われわれの現在は過去あってのこと︒過去
を活かすことは︑未来へのしっかりとした

私にとって最も大きな意味のあったのは︑

った︒数多の本との出会いがあった中で︑

結ばれる機縁の最初は︑本との出会いだ

よって解釈はまちまちである︒しかし︑要

﹁温古知新﹂は孔子の言葉だが︑学者に

足掛りなのである︒

するに過去を根元とし︑それを基礎に︑後

日野誠

を起し︑明治一九年︵一八八六︶に完成し

この辞典は︑本邦最初の近代的な標準的

たという︒

辞書であって︑欧米出版の辞典の水準に迫

私の家には︑大型の初版本があって父が

るものだった︒

た私はこの辞典を大正の初年頃から用いは

秘蔵していた︒二年制高等小学校を卒業し

じめた︒この辞典によって︑私は国語力の

顕著な向上という︑大変な学恩を受けるこ

序文は約七百字ほどの簡潔なものである

とができた︒

が︑その大要は次の通りである︒

﹁言海﹂の巻頭を漢文の序文が飾ってい

言語はあっても文字がなかったとする︒

ｌ文明とは何かに筆を起して︑はじめ

大槻文彦著﹁言海﹂だった︒

意味に外ならない︒﹁論語﹂には︑それに続

る︒これが西村茂樹という名との最初の出

る︒それは西村茂樹の筆に成ったものであ

に発して来る新たな事態に対処するという

となることができるとある︒

く句がある︒温故知新のできる者は人の師

その序文によると︑大槻文彦は明治八年

無義の字︑文字を主とする国は有義の字

無義の別があった︒言辞を主とする国は

しかし文字の発生を見ると︑それに有義︑
︵一八七五︶文部省の命を受けて単独で稿

会いだった︒

国家への脱皮︑新生並びに建設に当り︑多

この手法を活用して︑明治維新後︑近代
くの先覚︑先駆者が国家社会︑国民のため
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用する︒従来わが国には字書があっても

によって進歩し︑文字は有義と無義を併

も言辞の国である︒わが文明は支那の力

は文字︑欧洲は言辞の国であり︑わが国

は辞書︑文字の国は字書を作った︒支那

を使用する︒人文の開発につれ言辞の国

の第一歩である︒後に欧米の学者とくつ

にできる道理はない︒この﹁言海﹂はそ

だから文化の名を欧米だけがほしいまま

現代の学者にはその人に乏しくはない︒

してこれに追いつこうとすべきである︒

い・︑この恥ずかしさを知った上は︑奮発

は︑まだ耳にしたことのないことを聞くこ

通ずるという意味であって︑この友人から

守るようになる︒多聞とは︑古に博く今に

友人に対すると︑自分も同じ様に︑かたく

てくじけないという意味である︒そういう

とができる︒諒とは信である︒かたくとっ

辞書の体をなしたものはなかった︒維新

にも﹁茨を刈る者があると︑後から道路

わを並べる者の出現することを待つ︒諺

種の陣りを感ずることだろうが︑これが本

らすると︑こういう益友に対しては︑ある

出て来ることであろう︒私はただこの事

任務を果した︒遠からず道路を作る人が

当の益友なのである︒

このような次第なので︑常日頃の気持か

後の文教は興隆著しく︑外国との交際も

に一任した本書の編集は︑正に茨を刈る

を作る者が出る﹂とある︒大槻文彦一人

とができるわけである︒

が増加し︑文筆従事者は何れも辞書の必

広まり︑かつてなかったほどに言語文字
要を感じていた︒辞書の著述は紙数が多

業を見守っていただけだった．ｌ
月文部省編集局長西村茂樹と記している︒

このように記した末尾に︑明治一八年四

益友に出会うことをただ祈るより外に仕方

ある︒損益を選別することは困難なので︑

﹁直を友とし︑諒を友とし︑多聞を友とす

父は終生正倫公を敬慕してやまず︑佐倉の

田正倫公のお相手役を勤めた︒そのためか︑

時代の三年間を︑最後の佐倉藩主だった堀
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さて︑友との出会いには︑微妙な機縁が

で文部省編集局がこの難事業に当ること

く︑民間の学者では堪えられない︒そこ
になった︒ところが︑わが国は文法は未

に恵まれている︒荒井元吉博士との出会い

けなければならない︒幸いにも︑私は益友

大切にして︑永く友情の保てるように心掛

に益友と弁別のできる友人に恵まれた場合︑

︑かないであろうが︑それだからこそ明らか

定︑言辞は広く古今︑雅俗にわたり︑支

これは︑会祖五八歳の時のことである︒

人との出会い

那の言辞は文字に︑欧洲は声音に本づい
ており︑この上もなく込み入っている︒

次は︑人との出会いで︑それは友人との

このよう理由で少なからぬ困難があった︒
そのために手間取ったが︑漸く脱稿を見︑

るは益﹂と述べている︒直とは︑直言して

地を懐しんでやまなかった︒私は︑幼時か

私の父は︑旧佐倉藩士だった︒父は少年

も︑その一つということができよう︒

洋の辞書には普通と専門の二種がある︒

を友とすれば︑自分の過失について聞くこ

隠すところがないという意味である︒これ

して︑﹁益者三友︑損者三友﹂とある︒

出会いである︒﹁論語﹂には孔子の言葉と

だが東洋には普通だけである︒結粗の点

その国の辞書を見れば判断ができる︒西

も遠く彼に及ばず︑恥ずかしさに堪えな

書であって字書ではない︒文化の高低は

﹁言海﹂と名づけた︒語数は約四万︑辞
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ら常に父の藩公敬慕の情と望郷の念に堪え
道会との縁が生れた︒

の生徒手帳﹁修養録﹂には︑西村茂樹と日

されなければならない︒その責任は後に続

今こそ会祖を景仰する今日的意義が明かに

うに︑新たな生命は古いものから生れる︒

まい︑ということだった︒冒頭に記したよ

私が師範学校を卒業して世に出た後は︑

本弘道会に関する記載があり︑日本弘道会

く者の双肩にかかっている︒

おもしろいことに︑私の千葉師範在学中

大正一二年九月の関東大震災をはじめとし

派遣講師の講演を聴いたこともあった︒ゆ

ない様を目にし耳にしていた︒

て︑世は正に激動の時代に入ったが︑昭和

かりの深さを感じないわけにはいかない︒

先覚者の一人として︑道徳運動を主宰して

以上のようなことが︑同藩の先賢であり

であろう︒又︑この会が﹁社団法人﹂とい

業が百年を超える寿命を保てるはずがない

たら︑道徳振興というような地道な教化事

の集いではない︒万一にも同好者だけだっ

日本弘道会は︑決して︑単なる同好の士

一六年一二月には︑とうとう第二次世界大
第に世の中が落着くにつれて︑私は︑自分

一世をリードした会祖と日本弘道会との出

戦に突入するに至った︒そして敗戦後は次
の目が次第に生活の外側よりも内面へと向

う法人組織となっている点をも見逃しては

会いの顛末である︒

の社団法人日本弘道会に主事渡辺正勇氏を

私は荒井氏のすすめに従って︑東京神田

の明は︑流石に︑とただ頭が下がるばかり

たと称賛されなければならない︒この先見

された︒実にこの上もなく賢明な措置だっ

もおられたかのように︑会祖は法人組織と

なるまい︒恰かも人間の本性を見抜いてで

訪問した︒それで日本弘道会は︑会祖が創

日本弘道会を訪問して

かうようになったことに気付いた︒そして︑

次第に機に恵まれてか︑人間の本性には霊

つれて︑祖先霊の感応があったことから︑

知った︒そのうちに自分の霊性の目覚めに

設されて以来百年を超え︑今もなお道統を

性があるのに︑比較的等閑にされていると

かった菩提所︑佐倉の教安寺の祖先墓地の

は︑今後運営上大過さえなければ︑恐らく︑

である︒思うに︑これによって日本弘道会

父の代にも︑兄の代にも果すことのできな
改修となっていった︒

目のあたりにすることができた︒

脈脈と伝え活動を続けているという事実を

教安寺を訪ねたことに端を発し︑旧佐倉

織された佐倉藩友会へ入会した︒

久氏を訪問したことから︑旧藩士末孫で組

に去来するところは︑会祖の偉大な志をう

深く︑あれを思いこれを想ううちに︑心頭

社会︑国民の現状からして︑まことに感銘

熱意溢れる説明に耳を傾けた︒わが国家︑

くさまよっている︒これへの対処や対策に

揺れ︑急激極まりない激動に︑当て所もな

義と拝金思想の狂澗怒涛の真只中に揺れに

今日の国家社会は︑全地球を蔽う物質主

は︑全然方途もつかぬのが現状である︒

ろう︒

藩友会には年年例会があった︒出席する

け継いで︑その理想を︑よそおいを新たに

永く永く後世に受け継がれてゆくことであ

うちに︑副会長荒井博士の知遇を受けて交

応接室の椅子に腰を下ろして︑渡辺氏の

遊を重ねるに至った︒そして西村茂樹の母

して︑今日的に活かしてゆかなければなる

藩主の後喬で︑当時佐倉市長だった堀田正

堂が荒井家の出であるところから︑日本弘
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この対処︑対策の根本は︑確固不抜︑動
かぬものの確立以外には︑恐らくあるまい︒

動きに動いてやまぬものと︑動かぬものと
の弁別が肝心である︒そうしなければ︑こ
の転変︑流動の激しさには応じてゆけるは
ずがないからである︒

世人の多くは︑この変化︑流転を進歩の

傾け︑以て新たな決意のもとに立向う以外
に方法はないであろう︒

うものの︑それは︑単なる進行するという

ぬほどに深刻の度を加えている︒従って︑

い現代は︑会祖在世当時とは比べ物になら

激変に次ぐ激変で︑混乱︑無秩序の甚し

私は︑せめて重要な会祖の著作を容易平明

ことだけに過ぎない︒進歩でも何でもない︒

道徳の振興は︑あの当時以上に焦眉の急務

れる︒だが︑それは飛んでもない浅見であ

立止って顧みるがよい︒時間の経過は︑一

版したら︑どうだろうかということである︒

瞬の休承も許されない︒時は弓弦を放たれ

となって来た︒対策の一として︑できる限

な現代語訳にし︑それに原文をも添えて出

た矢のように飛んで行き︑進みに進んで止

り早い機会に﹁日本道徳論﹂の現代語訳を
そのような措置を取るに当って参考とす

まることがない︒後戻りすることなど︑絶
も何でもない︒日本弘道会は︑会祖が創立

七︶で︑﹁日本道徳論﹂と時を同じくして刊

べきものは︑初刊本が明治二○年︵一八八

出すべきであろう︒

されて以来︑希求してやまず︑努力を傾け

行を見た中江兆民の﹁三酔人経続問答﹂で
の卓見は今日でも通用するであろう︒現代

ため︑世界平和のためという大理想だった︒

の多くの評論家などの論議を︑はるかに越

ある︒今日再び識者の関心を呼び起したそ

る︒この理想達成という目的のためには︑

この理想は︑現在でも大いに有意義であ

て倦むことのなかったことは︑国家︑民族の

対にない︒単なる一現象に過ぎず︑進歩で

る︒もちろん︑変化︑流転は不可避である︒

このために︑提案を許して頂けるならば︑

緊の要事となって来た︒

来たるべき未来の資とすることは諒今や喫

会祖の思想︑理想や信条を今日に活かし︑

案

たしかに急速に押し流されてゆく︒とはい

姿として捕らえ容認しているかに見受けら

提

よそおいを新たにして衆知を集め︑英知を

えたものが含まれている︒

﹁三酔人経論問答﹂の岩波文庫本では︑現

代語訳に原文に合わせて註を添えてある︒

の便宜を与えうるか︑まことに量り知れぬ

後から来るであろう志ある者に︑どれほど

置といわなければならぬ︒しかも︑その出

寄与となることであろう︒実に当をえた措

来栄えも見事というの外はない︒大いに拍

会祖が心血を注いで成った﹁日本道徳論﹂

手を贈らなければなるまい︒

は岩波文庫本では吉田熊次の解説付で原文

﹁日本道徳論﹂の文章は文語体である︒

だけである︒それすらも今は品切れである︒

しかし﹁三酔人経総問答﹂のそれに比すれ

ば決して難解ではない︒とはいうものの︑

にでも理解し易いとは︑大方いうことがで

何分にも明治二○年代の文語文なので︑誰

きまい︒それに︑馴染の薄い文語文だけで

の把握も覚束ないであろう︒それよりも慣

文字を辿って問えながら読んだのでは文意

れた口語文で意味を十分に把捉した方がは

一人である私の提案である︒世道人心に与

るかにましであろう︒以上は︑新米会員の

えるところは決して少くないはずである︒

︵一○・二七︶︵佐倉藩友会員︶
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日本のマス・コミを斬る㈱

前号までに了︿コミの本質性︑特にその魔術性について述べた︒
本号では日本マスコミの対外的対応についてその特異性を浮きぼ
りにしたい︒

伶対米甘え
日本マスコミのアメリカに対する態度は一言にしていえば〃甘
かつて︑所謂安保騒動なるものがあった︒

え川の姿勢である︒

その頃から現在に至るまで︑一種の反米的姿勢が︑強がりが今日
まで続いている︒

私はその反米的な強がりを対米甘えというのである︒
ここに大仏がある︒

この大仏の手のひらの上で大勢の男女が踊り狂って怒号している︒
﹁安保反対︑アメ公帰れ﹂

この大仏が安保であり︑アメリカである︒

その手のひらの上でおどり狂っているのが日本であり︑マスコミ
である︒

大仏反対を怒号しながら︑その存在の保一証と存在の場は︑いづく
んぞ知らん︑大仏それ自身の手のひらの上なのである︒

アメリカに対しては何をいってもかまはないと云うのが日本マス

哲雄

川

四の存在でしかないという冷厳な事実を直視せねばならぬ︒〃甘え″

あり第二は血のつながりのヨーロッパ︑然して日本などは第三︑第

日本マスコミは︑アメリカにとって第一義はアメリカ夫れ自身で

始めている︒

おつき合はいやだという妾と同じではないか﹂と極論する意見が出

保条約など止めるべきだ︒これではまるで︑日本は金だけせびって︑

ぎる︒然もアメリカに何かが起っても日本は何もしない︑という安

ろうとせず︑まるまるアメリカにおんぶしようとするのは虫が良す

を補ってやるのは結構だ︒然し︑日本のように何一つ自国防衛をや

﹁自国を守ろうとして懸命に努力している︑その足りないところ

然し︑アメリカの中には︑

いる︒

我々は〃日米安全保障条約″によって名ばかりの平和を楽しんで

って決し日本ではない︒

然し乍ら︑アメリカにとって第一義的なものはアメリカ自身であ

の誇りをもつ国である︒

もとよりアメリカは自由の国であり︑自由主義のリーダーとして

過保護の母親に対する馬鹿息子の態度である︒

コミの通念承たいなものである︒

小

ではなく独立国としての敬意と誇りを以て相対し︑内には常に冷厳
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￨

な事実認識を秘めて堂々これに対処せねばならぬ︒

ロ対ソ萎縮︑対中臣従
ソ連に対する日本マスコミの態度は萎縮としかいいようがない︒

ソ連中共︑ともに共産主義国家である︒共産主義国家なるが故に

中共に対してはまさに臣従そのものである︒

る必要もない︒

これを軽視する必要はない︒同時にその故を以てこれを特別扱いす
要は一つの独立国として相対し︑堂々とその真実を伝えればそれ
で良いのだ︒その意味では︑ソ連とソマリヤ︑中共と韓国の間には
何の軽重︑何の差別もあるべきではない︒

にも不拘︑ことソ連となると蛇の前の蛙の如く萎縮する日本マス
コミ︒こと中共となると脆坐礼拝︑臣従的態度に終始する日本マス
私にはこのマスコミの態度が解せないのである︒

コ︑ミＯ

中ソのイデオロギーであるマルクス︑レーニン主義に絶対的な権
威を認めて萎縮臣従しているのか︒

原爆水爆を保有し数百万の強大な軍隊を有するその軍事力に萎縮
臣従しているのか︒

それとも︑広大な領土︑巨大な人口︑危大な資源を含むその潜在
的能力に萎縮臣従しているのか︒

マルクス主義は百年前の思想であり︑一九七七年の現在は既に自
由共産両主義を超克する第三の道を模索しつつある︒
原水爆とは人類の巨大な自殺用具であり︑日本えの投下は絶対に
あり得ない︒

何故かなら︑日本を屈服させるには敢えて原水爆を使はずとも原

〃日本殺すに原爆いらぬ︑船の十日もとめりやよい〃である︒

料供給の途を断てばそれで日本は終りである︒

中ソの潜在能力は確かに巨大である︒然し日本の秘めている頭脳

と能力は決して彼等に劣らない︒

彼等の有する資源と雌も︑技術と資本なくしては所謂宝の持ちぐ

かく見てくれば日本が中ソに脆坐礼拝せねばならぬ理由はどこに

されである︒その技術と資本を有するのは外ならぬ日本である︒

堂を毅然として相対すればそれでよいのだ︒毅然とは是を是︑非

もない︒

かつて周恩来が日本軍国主義論をぶつや︑日本マスコミは神の御

を非とする真実の報道である︒

託宣でも聞いたように︑そうだそうだ日本は軍国主義化していると

原水爆を有し三百万余の強大な軍事力を有する国が陸海空二十万

さわぎたてた︒

いのはそういはれた日本のマスコミが周恩来発言をはやしたてたこ

足らずの日本に対し軍国主義云々が既におかしな話︒もっとおかし

かつてニューヨークタイムズの記者がモスクワから追放された︒

とである︒

スクワから追放されたとき朝日は一片の抗議はおろかその事実の報

タイムズは社説をあげてこれに抗議した︒朝日の木村明生記者がモ

中共政府の政治原則は一切のむ︑換言すれば〃おっしゃる通りに

道すらしなかった︒

スコミ○

します″という一札を入れて北京特派員を認めて貰っている日本マ
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これで真実が報道されるわけがない︒無冠の帝王が泣こうという
ものである︒

白周辺自由国家えの軽視蔑視
中ソに対するいはれなき屈従に対し︑更に理解に苦しむのは周辺
自由主義国家えの蔑視的態度である︒

マスコミによって知らされる〃韓国″はキーセンと金大中しかな
いではないか︒陰惨な圧制国家︑しいたげられた国民という印象だ
けがマスコミの報道である︒

先日︑駐日韓国特命全権大使金永善氏にお会いした︒大使の言を
紹介しよう︒

﹁日本の第一義的な価値は民主と自由である︒前提となるべき平
然し︑韓国の第一義は〃如何にして生きのびるか〃である︒第二

和と経済が確保されているから︒
は二杯の飯を三杯にすること︒そして第三に民主と自由である﹂︒
大使のこの一言は誠に適確である︒

にも不拘︑日本マスコミは日本の尺度を以って韓国を見ようとす

る︒若し日本マス﹃一ミが日本の第一義である民主と自由の観点から

全べての国を見ようとするなら︑まだしも許せる︒それが対中ソ報

変り身のはやさ︑下劣卑怯としかいいようがない︒

道となるところりと変って︑中ソの眼鏡ですべてを報道する︒この

このことは韓国に対してだけではなく中華民国台湾についても同

これは日本↓︑ス﹃一ミのその周辺自由主義国家に対する軽視であり

様である︒

蔑視である︒

大国に対しては・ヘコ・ヘコし︑小国に対しては自分の尺度を押しつ

韓国の経済が二ケタの急成長をなし遂げつつあること︒中近東え

けて威張りくさる︒これが日本マスコミである︒

の驚異的進出︒ソウル大学卒業生の初任給が︑東大卒三井物産入社

員とほぼ同額に達しつつあること︒

中華民国の原子力発電の現況︑高雄造船所の二十万トンタンカー

では︑石川島幡磨も三菱重工も到底太刀うち出来ないこと︒

真実″を追及

日本↓︑スコミは真実の報道を怠っている︒大国︑小国︑イデオロ

ギーの異同︑これ等一切を超えて︑ただひたすらに

日本マスコミは民主自由という日本の第一義を金科玉条として韓
て生きのびるか〃という厳しい現実にさらされている︒

国を見ようとする︒然し韓国は北鮮の南侵に対して〃まづ如何にし

︵聯友旅行代表取締役︶

すること︑それが日本↓︑スコミでなければならぬ︒

先月︑
︑韓
韓国
国ソ
ソウ
ウル
ル坐
を訪れ︑北鮮側の掘開した南侵用秘密トンネル
それはソウルから車で二時間余のところである︒

をこの目でみてきた︒

東京でいえば神奈川のあたりに強大な敵の武力が虎視たんたんと
た条件とは根本的に異るのである︒

ね らっ て い
いる
る︑
︑そ
それ
れが
がソ
ソウ
ウル
ルの
の︑
︑趣韓国の実状である︒日本のおかれ
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Ｉ
巳井上学麿選

市原市加藤己之

I

病室にきゆるぱかりの灯ともりて人の命にたそがれ迫る

嘆き言忘れて趣味にいそしまん妻への供養を最上として
有難く南無観世音と唱へ上げ後世を祈らん亡き妻の身を

白妙の映ゆるも悲し妻の霊いま抱きつつ君が歩める

遺されし子と並びゐて会葬の人に答ふる友の胸裏ょ

古妻に残す性かも買ふ意思はなしと言ひつつ行く着物展

同宇津木一直

八人の母なる妻は遠く逝き写経続ける様を夢にも

おぼろげに写経綴を開き居る妻を見るなり夜半の夢哉

写経せる末の娘の二百巻亡妻のため仏前に置く

千葉県石橋佐寿

年年にへりゆく友の数まして老いの明日の命さびしも

大漁のありて訪ひきし教へ子の海の男も白髪ふえきい

古寺の参道長ぎ松並木根本に紅く咲く塁珠沙華

たつ

おく霜にさす日明るき青木葉の紅ぎつぶら実しるく眼に

弘道歌壇

I

君はいまゑたま抱きて歩み出づ木立の墓に葬らむとして一

闘病九年遂に逝きたるその妻の霊葬るとて友は歩みぬ一

同野平英一

赤錆びて砂に埋れる廃船に九十九里浜荒れて淋しき

音も無く散る紅葉はやわらかく西山荘の小屋根包めり

下利根の葦間に見ゆる硯舟動くともなく秋日傾く

埼玉県相沢正直

大木小木並び茂りて神だし箱根神社の広き境内

国宝と今はなりけり鎌倉を訪ひては拝む露座の大仏

と

境内の神倉しさよ頼朝の創祁と伝ふ鶴ヶ岡の宮

同鷲宮葛人

処世訓のお手富貴つくりぬ蘇峰書の﹁至誠通神﹂の文字
染め抜きて

宮

景見つつ昇りて着きし五合目ゆ伏してをろがむ富士の奥

お宮の松見ゆる浜辺のプールにて孫も泳ぎぬ三時間余を

作業する野良まで聞こゆ色づきし柿に群れ寄る椋鳥の声

川越市小名木狂辰

過ぎ去りし昔となれり伝へ来し下田港も唐人お吉も

あてど

秋祭今日も稽古か馬鹿唯子聞きつつ独り障子貼りする

天高くよき日曜日散策の当所もなしに孫と出かくる

短命をかこつ蝉らの抜け殻が塔婆にしがみ秋彼岸来ぬ

の︒

イ上

︑︲ノ

／︲︑

○延びて熱る地蔵の胸に烏瓜

いった農家の人達の満足さうな顔が目に見えるやうだ︒

評新米の俵を積承重ねた前で一年間の苦労を顧糸やれ︐Ｉ︑と

○穂苦の野末の風に逆らはず

井上手麿

口説かれて老人会へ仲間入嬉しくもあり悲しくもあり
かくばかりかなしきことをつげやらむ母なきことをよし

評紐解は帯解ともいひ十一月十五日の女児の祝である︒これ

＠紐解児快かさねて坐りけり
まで紐のついた着物だったのを︑紐をとって始めて帯を締め
させる式を行ふ︒今日では行事そのものはすたれてしまって
女の児が着物の両挟を重ねてしとやかに坐ったといふのであ

祝いごとが残っている︒この句はその紐解に祝われる七才の
る︒急に何となく大人びた振舞がいぢらしくもたのもしく作
者の目にうつったのであろう︒

○藁塚に参道とられ無住寺

千葉県鈴木きよ女

○この母にしてこの子あり卒業す

白秋旧居

島根県原田志津子

一咳けばびぴと草舎の古障子

しわぶ

身に入むや真間の継橋継ぎ伝へ

し

もろともに明治の生れ菊日和

茶の花の藤の日影もほのと黄に

黄に赤に枯木色めく鳥つぎノ︑

選者近詠

○栗御飯まづ御仏に供へけり

○冬椿神苑の朝人まれに

○胡麻叩く奇麗な音の軽く飛ぶ

○藁塚の間遥かにも武甲山

あい

○押売りを見て見ぬふりし胡麻叩く

川越市小名木狂辰

○秋立つや山路吹き過ぐ風の色

○新築の木の香に住ぷて虫の声

といふく弐一や

篠塚しげる選

市原市加藤刀水

蝉

︑新米を重ねて満ち足る農夫の瞳

（32）

弘道俳壇

甲号︵個人道徳︶

︵昭五一・一○・三○︶

日本弘道会綱領

ること

皇室を敬愛すること︑国法を守ること
信教は自由なること︑迷信は排除すること
思考を合理的にすること︑情操を美しくす
学問を勉めること︑職務を励むこと
教養を豊かにすること︑見識を養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近親相親しむ
こと

一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しない
こと

乙号︵社会道徳︶

健康に留意すること︑天寿を期すること
信義を以て交わること︑誠を以て身を貫く
こと

世界の形勢を察すること︑
国家人類の将来をおもんぱかること
政治の道義性を高揚すること︑
経済の倫理性を強調すること
自然の美と恩沢を尊重すること︑
資源の保存と開発を図ること
教育の適正を期すること︑
道義の一般的関心を促すこと
報道言論の公正を求めること︑
社会悪に対し世論を高めること

晴の叙勲者芳名︵敬称略︶
勲四等瑞宝章︵十一月三日︶

終身会員塚本寿一七三歳東京
多年に亘って社会教育に貢献︒

一編集函圏塑
本号は﹁芸術と教育﹂として特集したも
のの無芸無趣味の私には亜荷となった︒幸
いこの寒さにもめげず新宿御苑で彩筆を執
られる画家でない端画家の野口会長から炎
亜な随想を頂けた︒なお本会創立百周年記
念式に飾った西村会祖の写真について高橋
源吉川伯執筆の油絵であると説朋︒会長は
初めてこの名作の筆者が会祖と同じ佐野藩
士という縁故からであったのかと合点され
たという︒なお佐倉にはⅡ本油絵の先駆者
浅井忠画伯が会机宅に寄研とある戸籍の写
しを青柳嘉忠氏はよせられた︒偏に会祖の
冥加の脇と思うのである︒
◇９．ｍ月号の小川︑井土︑中込三氏の玉
稿が堀賢次ＮＨＫグラフ編集長の紹介であ
り︑木号の確田英之助氏のもそのお蔭であ
る︒篠田氏は海兵布期生で︑私事ながら私
の次男の同期で旧知であづた︒さらに井土
氏︵井上は誤りお詫びして訂正︶が北支︑
沖細の勇士で次兄大田実との奇縁に驚くと
ともに豊橋支会の結成を期待しているので
ある︒新川氏は鈴木理事のご紹介︒
◇﹁花鳥風月﹂﹁月雪花﹂等わが国は四季折

左の美しい眺めに恵まれている︒この美し
い自然に対するに︑いみじくもわが国には

しめる独特の世界で肢も短い詩形があり︑

誰でも容易に︑物に乏しくとも心豊かに楽

至る処に無名の歌人︑俳人の居ることであ
る︒心ない私も魅せられているのもこのお

蔭である︒

◇昭和盟年︵丁巳︶は金運の干支であり︑
﹁経済の福田﹂といわれるだけに新内閣に
大きな期待をよせていたのであるが領海２
００浬の間迦︑円高ドル安など世界的の不
況の波は意外に強く時局は極めて多難であ
る︒私達は塊肺心を振って耐乏を覚悟せれ
ばと思うこの頃私は各位のお蔭によって喜
寿を迎えた︒唯煮感謝で一杯である︒歳末

ともどもに千代に八千代に幸あれと

に当り︑よいお年を迎えられますよう︑

今日も祈らむ九十九Ⅲにての腰折

を捧げてご叱正を仰ぐ次館である︒︵渡︶

波辺正列

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和五十二年十二月二十五日発行

定価金一七○円年一︑○○○円
昭和五十二年十二川二十日印刷

編集縦
発行人

東京都千代田区神州神傑町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山宇平

印刷所共立社印刷所

畑日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

発行所

電話︵美一︶○○○九番
振替口座東京雫空一二七

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

■鶴日本弘道会編／菊判・総頁三︑一九○頁・上製本
■定価二七︑○○○円

古川哲史著

に﹃記憶録﹄﹃往事録﹄﹃道徳教育講話﹄﹃国民訓﹄を三巻目とし︑全三巻︑西村茂樹全集として発刊する︒

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

日田郡教育会編

Ａ５判・定価一︑三○○円

韓淡窓全集全三巻広瀬淡窓全一柵
Ａ５判・定価二二︑○○○円

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︑夙に名高い広
日本教育史上︑不朽の足跡を残した教育家︑広瀬瀬淡窓は近代教育理念と軌を一にする︑個性尊重︑
淡窓の全貌を伝える本書は︑郷土の大分県日田郡能力開発をめざす教育理念を持って幾多の俊秀を
教育会が大正末編纂︑今日なお淡窓研究の必倫資輩出した︒本書は古川教授が偉人淡窓翁を多面的
料書︒これを増補修正し新たに書簡集をも加えてにとらえ︑その業統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書︒好書である︒
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