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︹巻頭言︺

深層の日本に注目を

木内信

個人には︑潜在意識とか深層心理とか言はれるものがある︒﹁克己﹂と
いふことを言ふ以上は︑敗ける己の他に︑勝つ己がある筈である︒

それと同じやうに︑日本といふ国にも︑眼に見えるやうに感じられてゐ
る﹁表層の日本﹂の奥に︑新聞やテレビの題材にはならない﹁深層の日本﹂

が︑厳として存在してゐるのであり︑この深層の日本こそが︑真の日本な
のである︒どうぞこの﹁深層の日本﹂に︑常に注目して戴きたい︒

戦後の日本は︑あられもなき状態となった︒それは﹁表層日本﹂の状態
であるが︑︑それを見て︑歎き︑悲しゑ︑憤り︑思ひ悩承︑格別の成算があ
って来た何千何万の日本人がゐた︒その人達の動きが﹁深層日本の動き﹂

るわけでもないのに︑各種各様の努力を︑それぞれの持ち場において︑行
であった︒

努力の結果はいつとはなしに︑表層に現れて来る︒だからこそ現在の日
本は︑十五年︑二十年前と較べれば︑眼を見張るほど良化されて来た︒こ
の先どうなるか︒凡眼のわれわれに見透すことは出来ないが︑﹁真の日本﹂
に信頼をかけて︑各自その道に励むことである︒
︵世界経済調査会理事長︶
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胤

和時代の排俳棄輝
八戦後の国語改悪を排撃するＶ

市原豊太

も︑明治維新に劣らぬ蕊動と混鼠が生じた︒その時には︑

さて︑昭和二十年八月︑太平洋戦争に敗れた後の日本に

てしまふのである︒

の中の債値あるものまで何の顧慮することもなく捨て去っ

は俳教を排斥する意味︒棄稗の棄は捨てる︑樺はお稗迦さ

の美を高く評債してゐたアメリカ人の提言で︑米軍は爆撃

はすぐれた俳教建造物が多くあるといふ理由で︑東洋雲術

さすがに﹁排俳棄程﹂は起らなかった︒奈良・京都の雨市

をしなかったほどであるから︒

はか

れは明治の一初期に︑日本が欧米文化の進歩に驚き︑文明開

である︒方灸の寺が荒されたこともあるし︑奈良の興幅寺

て︑これを排斥しようといふ運動が起った︑それを指すの

一八五○字を定め︑個名づかひは護音通りに表示すること

十一月に︑首相の吉田茂は内閣訓令といふ形で︑堂用漢字

漢字の制限と新暇名づかひの制定である︒昭和二十一年の

しい破壊を︑文部省は敗戦の翌年秋に行った︒すなはち︑

あまり︑悌教といふ善時代の宗教などは邪魔であると考へ

の五重塔が三十目ほどでアメリカに責られさうになったと

ことにしたのであった︒この改革のお膳立は︑文部省の国

にして︑官廃の文書を始め︑新聞・雑誌等これで表記する

この訓令を溌布した︒ところで︑この改革を︑私は明治初

語審議倉といふ五十名ほどの委員宮が準備し︑吉田内閣は

悌教といふすぐれた宗教︑およびそれに附随する俳像や
畢であったらうか︒およそ政治的な大愛動が起ると︑指導

建築などすぐれた謹術の債値を無視したことは何といふ暴

いふ話もある︒

しかし︑﹁排俳棄樺﹂は行はなかったけれど︑これと等

化によって富国強兵を固り︑以て欧米に追付かうと焦った

それでは︑俳教を捨てるといふのは如何なることか︒こ

である︒

んの稗︑すなはちこれも︑やはり俳教を捨て坐しまふこと

とやら解らないだらうと思ふ︒排は排斥することで︑排俳

﹁排俳棄稗﹂といふ言葉は︑近頃の若い人々には何のこ

はい夢つきしゃく

昭

者たちは︑それまでの秩序を打破しようと躍起になり︑そ
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』

考へる︒何故なら大切な博統文化を傷けたのだから︒

年の排俳棄樺にも比すべき︑昭和時代の一大暴挙であると

燭り合鮎できめた改革を︑どうして民主主義的文化国家が

しかも驚くべきことに︑この改革は︑或朝の各新聞紙に

驚いた︒さうして憤った︒心ある著名の数氏は︑この改革

果して︑この寝耳に水の新聞報道を知って文化人諸氏は

一人としてこの改革に相談を受けてはゐなかったのである︒

強行し得たのであらうか︒すぐれた文化人や達見の士は︑

突然溌表されたのであった︒正に寝耳に水ともいふべき方

の暴畢であることを︑新聞・雑誌など︑機曾ある毎に責め

○・

法で︑国語審議曾の他には︑誰も知らない不意打なのであ

つら

た︒貝に日本の博統文化を愛する人なら常然である︒

ほほかむ

った︒それが文化国家の行ふことだらうか︒

大事件である︒もしさういふ改革が必要であるならば︑あ

国民の生活は︑日食の食にも事を峡いてゐた︒心ある人灸

水としやあしやあしてゐた︒それに敗戦後一年半くらゐの

しかし︑彼らの非難に文部省は頬冠りをきめ︑蛙の面に

らかじめ固の代表的な文化人ｌすなはち国語皐者︒国交皐

も多くは諦めて沈獣し︑無理がとほって︑道理は引込んで

凡そ国字表記の改革といふことは︑文化国である限り︑

者・茎術家︒哲単者・自然科畢者等︑国民の誰もが第一流

しまったのである︒

ねら

として認める人々を四五十名選び︑何年か坐っても宜しい

敗戦のどさくさに紛れて︑この改悪がいづれ定着すること

まぎ

質は国語審議曾の委員たちは︑これを狙ったのであった︒

かひはかうかうと案をきめ︑それを国民一般に披露して意

を課期してゐた︒つまり彼らは正に火事場泥棒であった︒

から︑槙重に審議をして︑必要な漢字はこれこれ︑暇名づ
見をたづね︑改むべきは改めた上で︑園曾に上程して決定

その混乱に乗じて識ての欲望を猟したからである︒何とい

ひょうぽう

すべきである︒それが大戦後に日本が標傍した﹁民主主義

ふ醜悪卑劣な行篇であらうか︒

有三︑土岐善麿雨氏を除いて︑殆ど全部は国民の誰もが知

省の国語審議曾の委員は︑四十何人だか知らないが︑山本

して契沖・宣長以来の正しい美しい暇名遣ひを倣守した︒

用漢字一八五○字以外の漢字を自由に使ひ︑新カナは排斥

品を護表するに際して︑断じて文部省の改悪に従はず︑常

ところが︑事蹴はこれと反して︑この改革に常つた文部

らぬ人達で︑しかもその委員宮の中心をなしたのは︑日本

けれども︑侭に第一流の創作家や評論家は自分たちの作

的文化国家﹂として営然の段取りであった︒

語の表記をローマ字または︑カナ文字にしようと言ふ︑極

︒上林暁・三島由紀夫など︑評論家では小林秀雄・河上徹

姿すなはち作家では川端康成・石川淳・宇野千代・瀧井孝作

一

端な︑一握りの偏見の所有者であった︒さういふ委員倉が︑
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、

太郎・吉田健一・幅田恒存などの諸氏がその例である︒こ

部の準備がもし無かったならば︑如何に審議宮が怪物揃ひ

わづか五︑六回開いただけでこれは決ったのであって︑軍

がえ

の人々は一八五○字などといふ不自然な︑根擦のない手か

であっても︑こんなに早くきまる筈はなかった︒

動植物の次には︑人間の身鵠の部分で抹殺された漢字で

せ足かせに縛られることを肯んぜず︑どこの馬の骨とも知

ある︒例へぱ眉がない︑讃もなければ頬もない︑顎もない︑

かしこれは驚くべきではないかも知れぬ︒何故なら︑東南

腰も股も瞳もない︒驚くべきは肌がなく︑爪さへ無い︒し

アジア原地人には︑眉とか頬とか腰とか爪とかは︑それぞ

いさ ぎ よ

れぬ国語審議宮のきめた新カナで︑自分の文一章を汚すこと

を屑しとしなかった︒
何故一八五○字の制限漢字を彼らは不営だとするかを説

○

明しよう︒つまり具鰐的に︑どのやうな漢字が使はれなく

といふ︒だから植物から言へば︑松・竹・梅はよいが︑杉

まづ動植物の名は︑例外を除いてすべて片カナを用ゐょ︑

であらう︒日本人はそもそも優秀で︑歴史的博統の漢字に

目標にして改良したのではない︑と言はれても仕方がない

東南亜の原地人を目あてに改悪したのであって︑日本人を

ないのだから︒つまり文部省は︑軍部に倣って︑日本語を

なら

れその土地の言葉があって︑何も日本の単語を単ぶ必要は

・桧・樺・槙・樫・牡丹・燭郷・菖蒲・萩・菊などはいけ

は強いのである︒それを現地人扱ひにするとは何といふ国

もち

なったか︑を鮎検して見よう︒

ない︒動物の方では牛・馬・羊・犬・猫・鯨などはよいが︑

民への侮辱であらうか︒

鼠・獅子・虎・豹・鹿・蛇・蛙・鮪・鮎・鮭・鱒・蝶・蛾
○

次に日常の道具類では︑墓所用具の漢字が無い︒鍋も釜

・蝉などは不可だといふ︒

をかしいのは昆騒のうち︑蚊だけは例外で常用漢字に入

地人にはそれらの道具類にそれぞれの語がきまってゐるか

も姐板も庖丁も︑膳も皿も鉢も箸も無い︒これはやはり原

ために残したのであらう︒といふのは︑今回の改悪は︑漢

手落か︒また化粧の粧も無い︒大和撫子は何をすればよい

らである︒しかし日本の女性に封して︑これは何といふ片

さないた

ってゐる︒これはどうしてだらう︒推測すれば︑蚊取線香

字にしても偶名づかひにしても︑もともと軍部が﹁東亜共

性蔑覗をしてゐるのだ︒その方々の顔が見たいものだ︒

といふのか︒これらをきめた国語審議曾の委員諸公は︑女

○

は︑東南アジア地方では必要な道具だから︑原地の人禽の

柴圏﹂の野心のために︑原地人を目営にした表記改革で︑

裁縫をすると言っても︑襟も袖も挟も裾も無いのである︒

戦時中にすでに決めてあった案に基いて行はれたものなの
である︒それだからこそ︑昭和二十一年に︑国語審議曾を
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はしない︒現地人の職人にもお百姓にも︑これらの道具は

大工さんの鋸も鞄も金鎚も無いし︑農民の鍬も鋤もあり

論を新たに述べ︑芥川龍之介もこれに和して痛烈な皮肉に

部省は又もや此の愚畢を繰返した︒この時も山田博士は正

お

地震は地が震へるのであるから︑頭の良い見一童が﹁ぢし

ち

ばかり︑火事場泥棒の卑劣を敢て行ったのであった︒

然るに敗戦の大混乱が訪れた︒文部省は奇貨措くべしと

かぶと

託して反濁し︑ために文部省は再び兜を脱いだのである︒

○

皆その名稚がきまってゐて日本語の必要はないからである︒

暇名づかひ︒これは更にひどい︒元来歴史的暇名づかひ
けいちう

は︑僧契沖が日本の古語を皐問的に研究し︑本居宣長がそ

ん﹂と書くと︑先生は﹁じしん﹂でなくては誤りとして︑

﹄う

れを承けて正しく定まったのである︒それは古典文法によ

その児は減鮎される︒

望月氏といふ皐者が新聞に寄稿すると︑新聞牡は﹁もち

り︑五十一音間に基づいて論理的に整理されたものであり︑

部省の御命令に従はねばならぬのだから情ない︒

ずき﹂といふルビを振る︒すべて︑ヂやヅは不可といふ文

第二次世界大戦後まで国民が使ってゐたものであった︒そ
れを戦後一年の秋︑溌一音通りといふ︑論理を無脱し︑美を

下の方々と一般国民は︑平気で﹁右へならへ﹂をして居ら

さうして先にあげた貝の数少い文化人を除いて︑二流以
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軽脱した全く便宜主義的な改悪であった︒

賞はこれも明治以来︑文部省の執って来た博統的態度で

と

あって︑明治四十一年に今回に似た暇名造ひの改悪が企劃

︵独協大仏文学誠師︶

筈はない︒鳴乎︒一九七八・七・二三

悪い道具で甘んじて居られるのである︒い上仕事のできる

れる︒彼らは謙遜にも一流の道具を捨て︑二流三流の質の

よしを

された︒その折︑森鴎外が堂々と反掛論を唱へ︑国語単の
山田孝雄博士も理路整然たる非難を菱表して︑文部省は引
ゆだ

退つた︒鴎外が死ぬとき︑彼は此の問題を憂慮して︑後事
を山田博士に委ねたのであったが︑果して大正十三年︑文

いわゆるアビ改革などが︑注目されるが︑最も特長があり︑

で交替したがアビー前文相の進めていた初中教育における

鈴木勲

フランスの教育では︑リセを中心としたエリート教育︑

フランスの国語教育
国家試験としてのバカロレァの制度︑前回の選挙後の組閣

̲

を課してふた︒この二つの経験から︑作文の成績が面接の

その後︑千葉県でも︑高校の校長・教頭の昇任試験に作文

校長・教頭の昇任試験にはじめて作文を課したことがある︒

私が曾って島根県に在職していた時︑教員の採用試験と

には良い結果をもたらしても︑ついてゆけない生徒には非

による発想の総合の訓練の仕上げである︒
︑︑︑︑︑
いわゆるつめこみ教育の代表的な例であり︑優れた生徒

最高学年に哲学が課され︑これはまたさらに徹底した作文

語の教科としての役目を果たしている︒そして文料系では

も︑作文が最後のしめくくりになるから︑同時にフランス

良否にほ壁比例すること︑採用試験ではほとんど作文の成

優れているのは︑この国の国語教育ではないかと思う︒

績で総合力が確められることを知った︒同時に︑この経験

断な論理を尊ぶ国民であるといわれ︑フランスの文化が洗

常な苦痛であろう︒しかし︑フランス人が国語を愛し︑明

欠如と思考力の弱さということであった︒

ではないではなかろうか︒

錬されているのも︑このフランス語の教育の在り方と無縁

を通じての一般的印象は︑作文において示された論理性の
大学生から不惑をこえる教員までのかなり広い層にわた

そして︑この国語教育の効果が︑最もよく発揮されるの

が︑バカロレァの受験にさいしてである︒

くりノ

っての感想であるが︑その印象は鮮明であったので︑長い

間のわが国の国語教育の在り方に問題があるのではないか

が国でもかなり知られるようになった制度だが︑後期中等

バカロレァは︑大学入試改革の論議を通じて︑今ではわ

森有正は﹁霧の朝﹂の中で︑﹁経験﹂の意義について述

と疑問をもったことを覚えている︒

べているのであるが︑その中で︑フランスの教育について

であって︑普通バカロレアと技術者バカロレアの二種類が

教育終了の認定と大学入学資格の付与とを兼ねる国家試験

職的集積と発想機構の整備の二つだとしている︒知識の集

実に教えられることが多いと述べ︑この要点は︑知識の組

試験は︑全国二七の大学区でそれぞれ独自に行われるが︑

ある︒

量を注入される︒発想機構の整備という点では︑フランス

積という点では日本の高校の教科書の五倍以上のぼう大な

力は全国どこでも同一に通用する︒

普通バカロレアは︑ＡからＥまでの五科類に分れ︑たと

実施期日は全国一斉であり︑合格者に与えられる資格の効

フランス語は︑小学校入学から守ハカロレアの試験まで全

えば︑Ａ科は︑哲学・人文・芸術系．Ｂ科は︑経済・社会

語の授業がその代表である︒

教科の中心に置かれ︑その眼目は読み理解することよりも︑

系︑Ｃ科は︑数物・化学系である︒技術者バカロレァは︑

︑︑︑︑

徹底して書くことに集中される︒歴史︑地理︑公民科など

／ 戸 、

ＦからＨまでの三科類である︒

試験問題は科ごとに異なるが︑国語だけは︑すべての科
類に対して共通出題であり︑原則として︑卒業の前年︑す
なわち︑中学第六学年終了時に受験しなければならない︒
一九七七年のバカロレア試験は︑六月下旬に行われたが︑
その試験問題の一部が︑ル・モンド紙に掲載されている︒
尋ハカロレアの問題など︑一般の読者には余り目に触れる機

会もないであろうから︑その一部を紹介して承る︒以下の
内容は︑文部省大臣官房の﹁海外教育一三−ス﹂︵昭和五
三年五月︶からの引用による︒

共通出題の国語の問題は︑次のとおりである︒
する哲学者アランの文章一つをあげ︑その要約と内容分析を行

①﹁快なることの根底としての人間の行動性・非受動性﹂に関

罪え○

②アラゴンの詩集﹁未完のロマン﹂から任意の一篇をとりあげ︑
コメントせよ︒

るべきだと思う︒それは︑他人である読者を滅入らせるためで

さて︑諸君自身の意見では︑芸術家が︑この種の︑受け手の

はなく︑逆に彼らを絶望から救うためである︒﹂

ぶことは︑その作品を芸術的に有意義なものとすると思うか︒

気持に動揺︵感銘・興奮・不安など︶をひき起こすテーマを選

以上三問必答であり︑解答時間は︑四時間である︒

記憶力テスト的な勉強では到底太刀打できぬ内容である︒

アランやポーヴォワールの著作は数も多く内容も高度であ

る︒彼らの作品を相当数しかも深く読永こなしていなけれ

ばとりつくことはむづかしかろう︒そして︑これは︑正し

もう一つ︑哲学の問題をゑて染よう︒哲学も︑全科類に

く︑作文の試験であるといってよい︒

ついて必修だが︑問題は大学区によって異なる︒次にあげ

︵哲学・人文・芸術系︶の︑哲学の問題である︒

るのは︑パリ地域圏の出題で︑Ａ科

①おのれの幻想を失うことは可能か︑また望ましいことである

②政治は︑すべての人間が関わるべきことであるか︒

かＯ

⑥Ｍ・Ａ・アントニヌスの次の文章の哲学︵史︶的意義をひき

③シモーヌ・ド・ポーヴォワールの言によれば︑かつて彼女の
作品のある一面に関して次のような批評が行われた︒ｌ﹁時が

刻︑死に近づきつつあるからというだけではなく︑死ぬ前の

﹁︵⁝︶だから︑急ぐことが必要だ︒たんに︑われわれが刻一

出せ︒

どんどん過ぎてゆくことへの苦し染︑死が近づくことへの恐れ
⁝︵これらのテーマは︶それはそれでいい︒あなた個人がそう

人間こそが諸問題を理解し︑それらに注意を払うことができ

いう現象にグチをこぼす権利は︑たしかにある︒だが︑それは︑

あなた自身の個人的問題なのであって︑世間に向けて語るべき

るからだｏ１−

ことではない﹂と︒ポーヴォワールは︑これに答えていう︒ｌ
﹁私は︑︵自分の︶挫折について︑老いについて︑死について語
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この問題に対し︑今のわが国の高校三年生がどのような
答案を書くであろうか︒
フランスの教育では︑後期中等教育の最高学年に﹁哲学﹂

が課される︑と述べたが︑哲学・文学系の場合︑哲学の授
業時間は週八時間で年間にすると二六○時間にも達すると
いう︒

その内容がどんなものか︑ここにわれノ︑に明らかにし
てくれる文献がある︒

﹁哲学講義﹂︵筑摩書房昭和五一年三月刊︶である︒これ

は︑リセで使っている哲学の教科書の邦訳であり︑著者は
ポール・フルキエである︒邦訳にして︑二段組平均三三○
頁で四分冊︑驚くべき分量である︒原理面から実践面にわ
たり︑豊富な引例があり︑かなり興味をもてるように書か

ければ︑思想とは水の泡のようなものであり︑表現されて象て︑

ある思想の意味もその欠陥も明らかになるのである︒このことが︑

そのものがまだ十分にこの目的に向って訓練されていないように

我国では一般にまだ十分に理解されていないのみならず︑日本語

思われる︒学校教育において自由作文はかなり盛んなようである
全く行われていない︒﹂

が︑一定の課題と方式と制約の下に自己の思想を表現する訓練は

わが国の教育も︑改善のきざしがないわけではない︒新

しい高校の学習指導要領案では﹁国語表現﹂という科目が

新たに設けられ︑﹁国語によって適切にまた効果的に表現

する能力を高め︑思考力を伸ばす﹂ことを目標としている︒

そして︑﹁文章を書く機会を多くすること﹂と︑作文の重

また︑昭和五四年度から行われる予定の国立大学の共通

要性を強調している︒

一次入試に伴って︑各大学の行う二次試験には︑小論文を

れているが︑読象とおすだけでも容易ではない︒

この邦訳をすすめた森有正は今は故人であるが︑その邦

課する大学が多い︒このことは︑曲りなりにも︑高校生の

多いのである︒︵理事文部省大臣官房群議官︶

この意味で︑フランスの教育にはまだまだ学ぶべき点が

には小手先の受験技術に堕する恐れなしとしない︒

あるという根本のところを忘れた作文教育であれば︑つい

ことが思想を形成することであり︑発想を訓練することで

しかし︑フランスの国語教育の目標とするごとく︑書く

作文能力を高めるに役立つであろう︒

訳の序文で述べていることは︑今でも︑生きているように
新鮮である︒
﹁︵バカロレァの︶哲学科に課されるものは︑正に作文なのであ

の訓練を経た文章を用いて︑自己の思考を組織することなのであ

り︑それは︑正確に定義された用語を用い︑厳格に︑文法︑修辞

のである︒﹂

り︑それ以外に思想というものはありえないという確信に基づく
﹁大切なのは︑言葉による表現の問題である︒表現されて柔な
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下広

国語教育の改善については︑大学卒業生の実力を問題とする必要

というヤクザのような言葉が︑きこえて来たのには︑がっかりした︒

のは︑どうすることもできないじゃないか︒分かったかｌ﹂など

オ前をしごいて︑男にしてやることができる︒あいさつもできない

国 語 教育の改善

や論文を書く能力がないのが普通だ︒

それで︑会話の練習をして頂きたいのが︑第一だ︒紳士︑淑女︑

こういう大学生がいるのだ︒

がある︒第一に彼らは手紙も書けず︑日記をつけたことなく︑作文
それは︑たいていのことは電話で済ましてしまうからだ︒さっそ

か︒相異があるとすれば︑どこにあるべきか︒洗練された︑︲上陥な

知識人の会話は︑いかにあるべきか︒それは︑男女共通であるべき

く︑それに関連していえば︑文字を知らない︒試験に出て︑何か書
かねばならぬことになっても︑誤字ばかりだ︒しかも︑勝手にゥソ

会話とは︑どんなものかを学校で教えてもらいたい︒これは小学校

字を発明して︑自信をもって繰返すから︑改善の見込みもないのが
多い︒始終︑国語辞典を持たせて︑確かめながら書く習悩をつけて

から︑はじめるべきだ︒

第二には日記をつけさせること︒文字の書き方︑簡単な作文は︑

やるほかない︒

毎日書かせる日記からはじめなければ手おくれになる︒日記は夏中

さて︑国語教育の第一歩は︑外国語を学ばせる場合と同様に︑会
話からはじめるのが当然だろう︒手紙も日記も作文も誠に不十分に

だ︒将来︑作家や歴史家になる者も︑日記を書かせることによって︑

休暇の終りに︑まとめて書かせるというような形式的指導ではダメ

文章を書くことに興味を覚えるのではないか︒毎日︑学生の書いた

しか練習せず︑ことごとく電話を代用しているとすれば︑その電話
っている会話は︑改善の必要がないかどうか︒あれは︑全く暗号の

に使う会話を問題にする必要がある︒現代の青年が︑仲間同士で使

第三に作文︑随筆︑論文を書かせること︒これは︑題をきめて書

日記を検閲して指導すべきではないか︒

かせる場合と︑学生が自分で題をきめて書く場合とある︒また︑作

点して︑はり出したりする︒一学年について︑優秀な作文を採点し︑

文の時間に書かせるのと︑自宅で書いて提出させるのとあろう︒採

賞を与えることも必要ではないか︒賞は体育に関するものに限る︑

rq，

居

ようなものだ︒学生仲間以外の人との間の会話にはならない︒親や
兄妹︑目上の人︑先生に対する会話の区別ができていない︒敬語の
使い方が︑まるで分かっていない︒そして︑実に奇妙な調子はどう
だ︒

ある時︑神田の古本屋街を歩いていたら︑えりの高い︑つめえり

学生服を薦た二人が先を歩いている︒﹁ｌこういう場合︑オレは

、 ジ ノ

木

マ史を数百頁を暗諭して賞をもらったことがある︒息子のウィンス

らったことがある︒父親のランドルフ・チャーチルもギポンのロー

トンも︑父親に負けずに︑ギボンのローマ史暗調で賞を受けた︒こ

というような考えは打破すべきではないか︒スポーツの場合と同様

校の作文コンテストが必要ではないか．ｌそういう風な国語教育

れも︑国語教育を重要視する伝統が︑教育制度の中に生きていたか

に︑全校学生の作文﹃一ンテスト︑都道府県︑或は︑全国の中学や高

だが︑どうだろうか︒

を強化するためには︑他学科を多少犠牲にしてもいい︑と考えるの

不利を来たすことがある︒チャーチルの場合︑父親は息子をアフリ

もっとも︑国語教育に重点を置くやり方は︑進学試験の場合に︑

ら︑できたことだ︒

理︑化学など︑少しぐらいできなくとも︑国語がある程度できるな

学科の中で一番大切なのは国語教育だ︒それで︑数学︑英語︑物
ら︑進級させ︑卒業させることができるように工夫すべきだ︒数学︑

の学科が問題にならんほど出来ないから見込がない︒一番やさしい

からバカじゃあるまい﹂と思って︑及第にした︒しかし︑ウィンス

だの人間だ︒その息子だから︑ラテン語が︑まるで出来なくても︑

ルポロー公爵家の次男であり︑三十七歳で大蔵大臣になった天才は

ン語の入試は白紙を出した︒しかし試験担当の先生は︑父親がマー

中等学校︵パブリック・スクール︶はハロ−校を受験したが︑ラテ

何か︒道義的秩序のことだ︒現在のように︑政治家や官僚が︑政治

たず﹂ぐらいは︑昔︑どんな劣等生でも暗記していた︒﹁信﹂とは

くところに従って︑のりをこえず﹂にはじまり︑﹁民信なくんば立

五十にして天命を知り︑六十にして耳順い︑七十にして心のおもむ

論語の﹁十五にして学に志し︑三十にして立ち︑四十にして惑わず︑

させるのが当り前だ︒今日の国語教育では︑どうなっているのか︒

ところで︑いい文章を書かせるには︑古今名文に親しませ︑暗諦

落ちて︑三度目にようやく及第したという劣等生ぶりだった︒

のは陸士で︑しかも騎兵科と聞いたので︑それを受験したが︑二度

カの鉱山ぐらいに就職させようとした︒有名な大学の入試は︑ほか

まうような制度に︑しが承つくようでは︑偉い人間は教育できない︒

外国語︑古典語ができない﹁落ちこぼれ﹂は学校から追い出してし

ウィンストン・チャーチルの自伝︵マイ・アーリー・ライフ︶を

トンの勉強方針は変わらなかった︒やはり︑国語の勉強と歴史の研

ういう論語の言葉を覚えていないからではないか︒

献金という名の賄賂を受けとったり︑集めたりして平気なのは︑こ

読むと︑彼は元来︑自分の好きな学科しか勉強しない癖があった︒

てやったが︑ラテン語など不得意のものは全部友達にやってもらっ

究しかやらなかった︒国語の宿題や歴史の問題は︑友達の分も書い

いつでもビリについて歩いて来るので︑がっかりした︒チャーチル

母親が参観にきたが︑学生は成績順に行進して来た︒チャーチルが︑

る︑これこれを大丈夫という﹂とある︒さらに孟子は︑ある国王に

う︒富貴もみだす能わず︑貧賎も移す能わず︑威武も屈する能わざ

を行き︑志を得れば民とこれにより︑志を得ざれぱ独りこの道を行

孟子には︑﹁天下の広居に居り︑天下の正位に立ち︑天下の大道

自身も︑全く不愉快な学生生活だったが︑水泳その他体育では賞を

会見した︒向うから質問して来た︒群雄割拠の天下は︑どうなりま

ていた︒当然に︑卒業まで劣等生だった︒時を保護者会があって︑

もったことがある︒しかし︑何よりも︑国語の暗謂で優秀賞を︑も
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八

しよう︒孟子日く︑天下は一つにまとまります︒世界国家が出来れ

のために読むべきものを列挙したのを見たら︑シェイクスピアの全

る︒そのためのクラブ活動も盛んだ︒アメリカの弁護士試験の準備

どで必らず学生にやらせている︒これが妓高の国語教育とされてい

部︑イブセンの﹁人形の家︲一その他︑トルストイの戦争と平和︑復

ば︑戦争や侵略は無くなります︒国王は︑しかし︑どういう風にし
徳の君主が現われればいいのです︒現代各国の君主は︑お互いに戦

った︒ｌ思想と文学についての知識がなく︑正義観責任観常

活︑ドスト︸一フスキーの﹁カラマゾフの兄弟﹂︑﹁罪と罰﹂などがあ

て世界平和が可能になるのですかと問うた︒孟子が答えて日く︒有
争して自分の人民を殺すことばかり考えています︒七︑八月という

識のない者が法律ばかりを勉強すると︑鬼頭判事補のような者が出

暑い日為に︑長く雨が降らなければ︑稲の苗が枯れてしまいます︒
そういう時に大雨が降ったら︑苗は生きかえり︑のびのびと元気を

ることになる︒

いし︑自分の気持を表現することが全くできないといっていい︒そ

生に︑何かについて意見をいわせようとしても︑何もいいたがらな

さらに国語教育として必要なことは︑討論能力の養成だ︒今の学

取りもどすでしょうＣここに一切の戦争を否定する︒人民を殺すこ
この君主のところに集まって来るでしょう︒それは︑水が低い方に

ういう機会が今迄の学校教育になかった︑という︒腐敗政治の批判

とは絶対に嫌いだといい出したらどうでしょう︒世界各国の人民が︑

ん︒﹂Ｉ第三次世界大戦が起こるのでばないか︒ソ迎と中国ば臨

流れるようなもので︑誰もこの自然な勢いをふせぐことはできませ

明治・大正時代には︑弁論部というのがあって︑演説会をしたり︑

ができない︒

慎重にしなければならぬ︑といわれている︒﹁人を殺すことは︑嫌

討論をして聞かせたものだ．ｌそれが︑どうなったのか︒第二次

討論会をやった︒擬国会を開いて︑閣僚をきめ︑野党幹部との間に

戦体制になっている︒だから︑どっちに味方する︑ということも︑
いだ︒いやだ︑人道に反する﹂ということを世界人類が州感する必

る討論が新聞の漫画になった︒今の野党が与党を攻撃しなくなった︒

で面白くない︑漫画の材料にもならなくなった︒昔は︑国会におけ

大戦前から日本では政党を解散してしまったし︑国会の討論も低調

要があるのではないか︒

﹁栄枯盛衰﹂の真理は︑平家物語の序章を暗荊させるにある︒徒
﹁坊ちゃん﹂︒独歩の武蔵野︑徳富芦花の不如帰の名文句︒﹁旅順開

なっている︑という現状は変態というほかない︒欧米では︑二百年

最も鋭く腐敗した政府を批判するはずの大学生までが与党ビーキに

然草の諸章︑尾崎紅葉の金色夜叉︑夏目鰍石の﹁草枕﹂﹁三四郎﹂
城約成りて敵の将軍ステッセル︑乃木大将と会見の処はいずこｌ﹂︑

い︑例えば︑﹁・ヘンは鮒よりも強し﹂というような題目を掲げた熱

ぐらい前から︑どこの学校にも討論会があって︑一カ月に一回ぐら

﹁青葉繁れる桜井の里のわたりの夕まぐれ︑木の下かげに駒とめて
ｌ﹂などの名文は必らずして暗荊さすべきである︒国語教育の一科

高校教師時代︑討論指導の先生だった︒

烈討論会を︑くりかえして来た︒アメリカのジョンソン大統領は︑

目として名文の暗調という柱を一つ立てるべきではあるまいか︒
これに関連して提議したいのは︑国語教育としての﹁劇﹂である︒
英米の中等学校では︑シェイクスピアの有名な劇は︑﹁学芸会﹂な
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、

のが与党総裁選を争っているなど︑世界の笑いものだ︒あのたどた

迫力も説得力もないのが多い︒理念もなく︑ロクに演説もできない

等小松謙二郎従四位勲三等文学博
士井上哲次郎従四位勲四等文学博

三級医学博士森林太郎従四位勲二
等法学博士岡野敬次郎従四位勲二

従三位勲四等子爵岡部長職正四位
勲三等矢野文雄＊従四位勲二等功

従三位勲三等理学博士山川健次郎

勲一等男爵松平正直正三位勲一等
浅田徳則従三位勲二等小牧昌業

正三位勲一等子爵曾我祐準︑正三位

時仮名遣調査委員会委員長被仰付︵内閣︶

︵副会長創価大教授︶

いるからではないか︒その改善ほど急を要することはなかろう︒

育のためのＯＸ式に毒されて︑本当にあるべき教育︑指導を忘れて

こんなことになったのも︑もとをただせば︑国語教育が︑受験教

どしい話で︑民衆を感憤興起せしめることができようか︒

小ピットは子供の頃父親︵大ピットーチャタム伯︶の膝の上で︑
ビールは三つの時から︑テーブルの上に立たされて︑演説の練習を

ギリシャ人の雄弁︵ツキヂデスによって︶を英訳して︑しゃべった︒
させられた︒グラッドストーン︑カーソンなどは︑大学の討論会で︑
日本では︑いまだに昔のドイツ帝国議会のマネをしているのか︑

将来の大臣︑いや総理大臣になる人物︑という評判を取っていた︒
朗読演説しかやらん︒ひとの書いた原稿だから︑読象ちがいばかり

さて︑臨時仮名造調査委員会の官制・辞
●ば左のようである︒

令等は四十一年五月二十五日の官報によれ

一九二二︶が文部省

の臨時仮名造調査委員会の委員となったの

森鴎外︵一八六二

は︑明治四十一年︵一九○八︶五月二十五

○官制
朕臨時仮名造調査委員会官制ヲ裁可シ妓

日のことで︑六月二十六日臨時仮名造調査
委員会第四会合で﹁仮名遣意見﹂を演説し︑

二正五位徳富健次郎正五位勲四

士上田万年正五位勲三等功三級
伊知地彦次郎正五位勲四等伊沢修

明治四十一年五月二十三日

二之ヲ公布セシム

内閣総理大臣侯爵西園寺公望

が撤回され︑委員会案も廃止されたのであ

新仮名遣に反対した︒その結果︑文部省案
る︒文部省案というのは︑文語口語の区別

一従五位松村茂助正六位勲四等
島田三郎従六位藤岡好古従七位

等横井時雄正五位文学博士芳賀矢

文部大臣男爵牧野伸顕
○辞令
従三位勲二等理学博士男爵菊池大麓臨

勅令第百三十六号︵条文省略︶

を廃して︑字音仮名遣と国語仮名造とを出
改正し﹁国民の意識に這入ってゐる部分﹂

来るだけ統一し︑﹁漢字に隠れる部分﹂を
は改めないという一種の折衷案であった︒
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文学博士大槻文彦鎌田栄吉文学
博士三宅雄二郎
臨時仮名遣調査委員会委員被仰付︵内閣︶

申発図

別紙仮名過ノ件二関シ其ノ会ノ意見ヲ問
明治四十一年五月二十八日

う

文部大臣小松原英太郎
勅令第三百十二号
臨時仮名造調査委員会官制︿之ヲ廃止ス
︵参照︒﹃国語調査沿革資料︑昭二四︑

文部省教科書局国語課︶

鴎外の結論は左の通りであった︒
つ賀

﹁そこで自分の意見を尚ほ約めて申しま

巡は成程性質上から保守的なものである︒

すれば次の通りであります︒第一に仮名

文部大臣男爵牧野伸顕
緒言

併しながら発音的の側から見ても大なる

仮名造ノ件
一︑本案ノ仮名地︿文部省二於ケル教科

不都合があるものとは認めない︒夫故に
之を用ゐられたいと云ふ︑此点は陸軍省

書検定及上編纂ノ場合二之ヲ許容スル
ー︑本案ノ実行ト同時二明治三十三年文

も一般にその意見であります︒第二は︑

教科書などでは矢張仮名造の正則として

部省令第十四号小学校令施行規則第二

仮名遣は発音的に改めると云ふことを為

モノトス

号表ヲ廃ス

し得るものである︒政府は極く慎重に調

云ふものはどうも未だ熟して居らぬやう

云ふのであります︒そこで此の諮詞案と

に思ふ︒﹂

そして︑仮名造の混乱を形容して鴎外は

﹁人民一般は田とも云はず畠とも云はず︑

す︒実に乱雑極って居る︑むちやでありま

道のない所を縦横に歩いて居るのでありま

に付いては︑国語を浄めようと云ふことを

きよ

す︒﹂とも評し﹁何処の国でも言語の問題

一九

一の条件にして調査をするのであります︒﹂

国語学者山田孝雄博士︵一八七三

と説いた︒

五八︶の﹃仮名造の歴史﹄︵昭和四年六月︑

宝文館︶の付録に﹁一︑文部省の仮名遣改

定案を論ず﹂﹁二︑右の意見発表前後の事

触れた文章である︒

情﹂があり︑．こは左のように森鴎外に

を論ず﹂︶大正十四年二月一日の雑誌﹃明

﹁以上は︵注︑﹁文部省の仮名過改訂案

星﹄に登載したるもの及び三月国学院雑

一岬率い燕霊︵省略︶

の時には国語を浄めると云ふことを顧慮

誌に掲げたるものの稿用を改修し︑大正

識一一一蓉零詫郷錦

して︑徐灸に直されたい︒斯う云ふので

十四年二月九日に著者みづから非売品と

査して漸を以て改められるが宜しい︒其

あります︒それから次に︑第三に此の仮

理由書︵省略︶

名造を直すに先立って︑国語にも字音に

︹勅令︺

○官制廃止︵明四一・三一・一四官報︶
朕臨時仮名過調査委員会廃止ノ件ヲ裁可

を加へたり︒その文次の如し︒

﹃明星﹄に登載せる際附言として次の言

して発行したる小冊子の内容なるが之を
も仮名過の未定問題があるから︑さう云
定めさせてそれを公認せられたい︒斯う

ふことは学者の団体にでも命じて兎に角

シ妓二之ヲ公布セシム

内閣総理大臣侯爵桂太郎

明治四十一年十二月十二日
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指嘱に出づるものとなすなかれ・ただ要

森林太郎博士苦心の事

は国語問題の正路を失はむことを憂慮せ

る無きを以て︑余が言論を以て森博士の

出せられたりといふ︒この前後に際し︑

られたるにあるの承︒余もとより不敏な

も余に向ひて命令がましき事を言はれた

余は近親の不幸にあたり︑その生前より

りといへども︑森博士の名をかりて私見

に前途を覚悟してあられしが如くに見え︑

士が国語問題に如何に心を労せられかに

の遣嘱を果さむ為に寧日なくして同博士

を遅くせむの卑劣なる考あらむや︒ただ

その後会長の職を辞せむとして辞表を提

ついて余の知れる限りの事を世人に告げ

に面謁するを得ず︑浜野氏再三余が居を

余はこの機会を利用して故森林太郎博

おかむと欲す︒同博士の仮名造問題に対

訪はれしかども常に不在なるが為に︑こ

よりて︑ここに同博士に縁故深き﹃明星﹄

する意見は明治四十一年に設けられたる

おかむと焦慮せられしが幸にして目的を

浜野氏は同博士の生前にこれを余に伝へ

なり︒而してここにかく公にするはその

誌上を通じてこれを世に告げむと欲する

臨時仮名造調査委員会に委員として開陳

達したりといひて夜半に帰られぬ︒その

り︒︵大正十四年一月十六日正午稿了︶

旨を伝へし浜野氏の認諾を経たるものな

同博士の生死の際に国語問題に非常なる

翌九日は実に同博士苑去の日なり︒余こ

さて余がかく︑かの仮名造案に対して

れ亦面会の機を得ざりしが︑七月八日の

にもまたこれを載せたり︒その論中正穏

れが旨を受けてよりは国民としての自己

意見を発表するに到りしは﹃明星﹄主宰

せられたる意見にて明かなり︒この意見

健にして同じ委員伊沢修二氏の熱烈なる

の責任と森博士の誠意を思へぱ︑常にこ

者与謝野寛氏より大正十四年一月一日に

憂慮を費されしその誠意は後進たる余が

ものなり︒かくてその後その会も廃止せ

撤回せしむるの止を得ざるに到らしめし

の国語問題に重大なる責任を感ずるもの

夜浜野氏の来訪あり︒この時はじめて森

られたるなり︒大正十年今の国語調査官

なり︒今たまたま﹃明星﹂の諸君が森博

この仮名過案が故森先生の生前の意志に

は明治四十二年に文部省が発行せし同会

の設けらるるに当り︑同氏会長の任を受

士の遺志を体して国語の為に誠意を披涯

反するものなれば︑之に抗議せむと欲す

おかざるべからざる責任を深く感ずるに

けられしが常に余等に語りて国語問題の

せられんことを企てられ︑不肖にも亦一

はじまれり︒ここに於いて余はじめて︑

るによりて意見を述べよと促されたるに

責務として何の時かこれを世に公に伝へ

慎重に論議すべきことを以てせられたり︒

言を寄せよと求めらるるによりこの文を

れと同時に同博士の命を承くるを得たり︒

しかるに大正十一年六月上旬に至り︑浜

草せり︒余が上述の言論はもとより余一

博士の重態を聞きて大いに驚きしが︑そ

野知三郎氏が面謁せられし時同問題の将

故森博士が憂慮措く能はず︑それが為に︑

﹃明星﹄にこれを載せ︑鴎外全集第二巻

来をいたく憂慮し︑陳慨淋滴たるものあ

己の私見にして竜末も森博士の名を汚す

死期をも早めらし問題のこれなるをさと

の議事速記録に記載せられ︑一昨年の

り︑終に旨を浜野氏に含めて不肖に伝へ

べき関係無し︒森博士また︑その生前に

議論と相表裏し以て文部省をして議案を

らるる所ありきといふ︒この時同博士既
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りぬるなり︒かくて﹃明星﹄の同人諸君

た︒﹁識者は皆無﹂という有様を慨歎した

衆議院議員松山常次郎氏が文部大臣にこ

於いても︑この事を問題とするに至り︑

の反対論麗々として起り終に帝国議会に

発表せられ︑つづいて世の識者文学者等

れた︒当初の会員の顔触れに不満な鴎外は︑

年十二月国語審議会の発足とともに廃止さ

ともに︑数多くの施策を発表したが昭和九

年十二月︶で︑この会は調査方針の決定と

が臨時国語調査会︵大正十年六月ｌ昭和九

こうして最晩年の鴎外が再び関係したの

た事情から前掲の山田博士の文章にある遺

所宛鴎外書簡大一○・七・一二︶︒そうし

引き受けたらしい︵森鴎外記念会蔵賀古鶴

ころまで行くという悲そうな覚悟で会長を

われノ︑﹂といわれた由であるが︑行くと

省略︶﹂

の事につきて質問するに及び文部大臣は

託となったとも考えられる︒

ことを話したところ﹁いっそのこと︑こと

鴎外が︑信頼する元老山県有朋に内をその

之を実施する意志なきことを言明するに

対の意見書を文相に出したが聞かれなかつ

新聞社関係が過半ではこまると初めから反

はその誌上及び他の場合にもその意見を

至れり︒その際の質問応答の議事録︵注

︵都会員国文学研究資料館教授︶

大正十四年二月三日︶次の如し︒︵以下

能率的な漢字学習法とは

漢字は何よりも大切な基礎学力である︒

強い漢字力がどうしても必要である︒それ

には今までのような機械的な反復練習によ

る丸暗記の学習に頼っていたのでは無理で

の教育が疎かにされた︒それから三十年た

により︑合理的に組合せられ構成されてい

漢字は︑元来︑部品とも言うべき〃部首″

ある︒

ち︑漢字軽視の教育を受けた者が教師にな

後︑漢字は時代遅れの文字だと言はれ︑そ

どんな学問をやるのにせよ︑最も必要な

るので︑部首の持つ意義や性格をよく理解

漢字は基礎中の基礎
能力は読書力である︒先人の研究物を読ん

ってゐる︒

読書力の強弱がその能率を左右する︒その

強くなる訳がない︒大学を出ても︑手紙一

漢字力の弱い教師に教へられて︑漢字に

理解が容易になるばかりでなく︑学習した

した上で体系的︑論理的に学習するならば︑

でこれを理解することから始められるが︑

読書力の基礎をなすものが割漢字力″であ

組合せ″によって作られている漢字である︒

漢字の九○パーセント以上が︑〃部首の

漢字が深く記憶に留まって忘れ難くなる︒
考えてみれば当然の事である︒

つ満足に書けない者が多いと言ふが︑よく

る︒

だから︑漢字学習は︑基礎学習中の基礎
学習だと言ふことが出来る︒ところが︑戦

﹃ 一

Ｒ︶

︑Ｉノ

／Ｉ︑

きである︒

その部首は一九二個しかない︒つまり︑一

一八五○字の当用漢字でも︑分解すると︑

三つの部首の中で最も重要な意味を持つ

の部首で実に見事に表はしてゐる︒しかも︑

号己に当たる意味を︑父と束と正の三つ

といふ訳で︑英語の﹁８冒寓三コ明言Ｏ﹃︲

規を使う時は必ず左手に持ちかへるからで

手ということで〃ひだり川を表わした︒定

て︑定規を使ってする仕事の意味︶を持つ

規の形を表わした字で︑定規が本義︒転じ

このやうな漢字の構造を知らないと︑随

でなければならない︒つまり︑﹁はひ﹂に

まう︒だから︑この火は消へてしまった火

である︒火が燃えていたら︑手は焼けてし

灰は︑火の上に手が置かれている形の字

ある︒

分複雑な字形をした難しい字だと誰だって

なっていなければならない︒さういうこと

のである︒

で︑灰といふ字形で﹁はひ﹂を表はしたも

これほど解りやすく︑覚えやすい字は他に
ことがない︒

例へぱ︑手の意味の部首でも︑手や才の

一まづ体系的に

がない︒手の上に載る時は︑それが﹁ゆき﹂

載ってゐる︒しかし︑雨が手の上に載る筈

れている︒この字は︑手︵ヨ︶の上に雨が

雪といふ字も︑それと同じ発想から作ら

ない︒しかも一度覚へたら︑決して忘れる

思ってしまう︒然し︑その構造が解れば︑

のである︒

〃正〃が︑この字の発音をも表はしてゐる

八五○字ではなくて︑一九二字だと言うべ
事実︑一九二個の部首を正しく理解すれ
ば︑その部首によって構成された漢字は︑

二千字でも三千字でも︑その意味や発音を
推察することが出来るのである︒

体系的・論理的学習法とは
例へぱ︑整という漢字がある︒﹁ととの

へる﹂といふ字だが︑英語に訳せば﹁８
で昌吾言鴨旨○己国﹂となる︒

束は︑木と口︵○︶とで木をたばねて細
をかけたことを表はした字︑つまり︑〃木

がある︒ナは戸で傷︑手の形を表わしてゐ

他にも︑﹁ナ・又・二・ヨ・臼・汀﹂など

の上に雨が載っている﹁雪﹂という字は

に変ってゐなければならない︒だから︑手

父は︑手︵又︶に棒を持った形の字で︑

ることがよく解るであろう︒又は判で︑ナ

のたぱ″で︑英語の岳旨鴨に当たる︒
〃棒で叩く〃意味︑英語の己具に当たる︒

はした字である︒従って︑及といふ字は︑

ある︒〃はヶでり︵１︶︑つまり︑人を表

及といふ字は︑方雰︶と又との合字で

﹁ゆき﹂でなければならないのである︒
の反対の手の形である︒

であるから︑親しい〃とも〃を表はした字

友は︑手︵ナ︶と手︵又︶と交はった形

正は︑足の裏の象形字である止︵世︶と
ることを表わした字︑英語の︒己①Ｈに当

であることがよく解るであろう︒・

一とで︑止まるべき線に〃ただしく川止ま

たる︒

である︒食べ物を口へ運ぶ手ということで︑

右は︑口へ運ばれる手︑口と仲良しの手

ある︒〃追及〃とは︑後ろより追ひかけて︑

﹁人をつかまへる﹂ことを表はしたもので

Ｏ

木を束ねると︑飛び出た所︑引っ込んだ

Ｏ

所が出来て︑両端が不ぞろひになる︒そこ

その人をつかまへることを表はした言葉で

◎︑︑

〃承ぎ″を表はした︒左は︑定規︵工は定

◎︒︒

で︑棒で叩いて︑端がそろふやうにただす︑
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急といふ字の当の部分は﹁及﹂と全く同

ある︒
ある︒

﹁及﹂といふ字が元米持ってゐる意味でも

度たどって覚えて置けば︑決して忘れるこ

これと逆に︑今の形では全く同じ︑もし

とがない︒

くはとてもよく似てゐるのに︑古い形は大

つまり︑吸は﹁口であつかふ﹂ことであ

変違ってゐて︑意味が全く異なるものがあ

じ成り立ちの字であることが解るであらう︒

よいのである︒

﹁６﹂は左にある時は﹁小里へん﹂と呼

置くと︑大層便利である︒

る︒これなども︑よく比較対照して覚えて

り︑汲は﹁水をあつかふ﹂ことと解しても
級は︑﹁糸をあつかふ﹂といふ意味の字

〃が人︑ヨが手だからである︒だから︑急

である︒昔は︑すべての人が蚕を飼ったり︑

といふ字は及と同じく﹁キュウ﹂といふ発
音なのである︒人を追及する時の心︑人を

棉を栽培したりして︑糸を取り︑それをい

大里の古い形は﹁邑﹂で︑これが﹁ｇ﹂と

つかまへようとする時の心は︑だれでも慌

太い糸から細い糸まで︑いろいろに染め

ふ意味の字である︒だから︑﹁都・郡・郷・

なり︑今の形になった︒邑は﹁村皿﹂とい

しく﹁いそぐ﹂︒それで︑〃︵人︶とヨ︵手︶

たもの︑種類が多いので﹁区分け﹂して整

ばれ︑右にある時は﹁大里﹂と呼ばれる︒

然と収納して置かなければならない︒その

と心とで﹁いそぐ﹂意味を表はしたもので
吸といふ字は︑﹁口でつかまへる﹂とい

郊﹂などすべて︑村や町に関係する言葉で

ろいろな色に染めて布を織った︒

ふ怠味の字である︒水や空気を口でつかま

﹁分類﹂﹁区分け﹂を﹁級﹂といふのであ

ある︒

へることを︑我為は﹁すふ﹂といふ︒つま

ところが︑左にある場合︑これを﹁小里

あることがわかる︒

手でつかまへることは出来ない︒口で﹁す

くなるほど異ってゐる︒足の意味の部首で

の字形では﹁これでも同じ字か﹂と疑ひた

ナと又とヨとは︑古い形は同じだが︑今

﹁崖へん﹂といふべきものである︒﹁陸・

表はした部首である︒だから︑ほんとは

り︑今の形になったもので︑﹁崖﹂の形を

い︒古い形は﹁戸﹂で︑これが﹁冊﹂とな

の言葉である︒

る︒﹁等級﹂﹁階級﹂といふ言葉もその意味

汲といふ字は︑﹁水をつかまへる﹂とい

り︑吸といふ字は﹁すふ﹂といふ字である︒

ふ﹂か︑容器に入れるかしなければならな

も︑﹁止・上・土・ヰ・久︵夕︶﹂など︑今

言葉を表はした字である︒

険・陰・階﹂など︑皆﹁崖﹂に関係のある

へん﹂といふが︑﹁村里﹂の意味は全くな

い︒口ですふのは吸であるから︑汲は﹁容

の字形ではかなり違ってゐるが︑古い形は

ふ意味の字である︒水は液体であるから︑

﹁水をくむ﹂ことを表はした字である︒

器に入れる﹂方である︒つまり︑それは

いづれも同じか︑少なくともよく似た形で

みをつけた段々である︒﹁山陰地方﹂は︑

い崖︑階は︑崖を登り降りし易いやうに刻

険は︑あぶない崖︑陰は︑日当たりの悪

がけ

扱といふ字は︑﹁手でつかまへる﹂とい

かういふものは︑古い形にもどって理解

ある︒

字である︒﹁手でつかまへた﹂物を﹁あつ

して置くのがよい︒そして変化のあとを一

ふ意味の﹁及﹂に︑さらに﹁才﹂を加へた

かふ﹂といふ意味に使はれるが︑それは

﹃ｌ▲

７︐

︑ｌノ

／Ｉ︑

正に中国山脈の北側の日当たりの悪い地方
である︒

﹁月﹂には三つある︒日月の月のほかに︑

﹁前﹂はも舟を止めてある綱を切って前進

﹁求﹂と﹁ネ﹂︒﹁七と犬﹂︒﹁欠と父﹂：．

出﹂の方が理に適ってゐる︒

いである︒

諸橋轍次

︵国語問題協議会理事︶

るべきか︑およその事がおかり頂けたら幸

来ないが︑以上で︑漢字の学習はいかにあ

紙数の都合で︑これ以上述べることが出

れば理解し易く︑覚え易い︒

など︑字形は似てゐるが︑古い形では全く

させることを表はした字である︒﹁１﹂は︑

﹁輪﹂の﹁前﹂が︑舟で物を運ぶことを

異なる︒古い形を求めて︑そこから理解す

表はした字で︑車で物を運ぶのを﹁輸﹂と

﹁刀﹂と古い形は同じで︑﹁切る﹂ことを

形は﹁肉﹂であって︑それが﹁へん﹂にな

言って︑これを区別したものである︒﹁運

表はす︒

ったために形が細くなって︑月になったも

輸・輸送﹂とかは︑﹁車で運ぶ﹂といふ意

﹁肉月﹂と﹁舟月﹂がある︒肉月は︑古い

のである︒﹁胸・腹・脳﹂や﹁背・胃・腎﹂

﹁輸入・輸出﹂は︑舟で運ぶ意味で作ら

味の言葉である︒

などがこれである︒

舟月は︑古い形は﹁舟﹂と全く同じ形で︑
﹁舟﹂といふ意味を表はしたものである︒

れた言葉であるが︑それなら﹁前入・前

私には半分も解らないからこれはやめた方がよいと思う︒

︵特別会員束教大名番教授文博︶

なく或る点では彼此の長を採った有りがたい宿命だと考える︒
一体漢語漢語といって目のかたきにする人もあるが︑我が国では漢語が即ち国語である場合が多いというのは︑まだ我々が文字を
もたなかった時代に漢字と漢語がはいって来たのでその漢語を日本流に発音して︑そのまま国語としたのである︒漢語といっても即
国語なのである︒馬今−︶が﹁ウことなり︑梅︵メー︶が﹁ウメ﹂という国語となっておるのと同様である︒此が第一類の漢語
即国語であるｏ次ぎに漢語か中国から輸入されて︑千年も二千年も我が国に使用されていつか国語になったのもある︒不思議とか︑
勿論とか︑はちょうどラン︒フやトラン︒フが国語になったのと同様であって︑此が第二類の漢語即国語である︒次ぎに近時我々が漢字
を用いて作った無数の国語徹は頭徹尾国語であるが︑世の人は之を漢語と呼んでいる︒これが第三類の漢語即国語である︒この三類
を合せた漢語即国語が我が国の国語に占める地位と分量とは非常に多いのでまあ千年や二千年は続くのではないか︒
この点の認識が国語を論ずるものに最も必要なのである︒近頃テレビのコンマーシャルでむやみに欧米の言葉を入れてしゃべるが

我が国の漢語は国語の中に融け込んでいるので︑漢字を用いるのは国語の宿命だと思う︒その宿命も︑いやいやながらの宿命では

国語の中の漢語

﹁輸・前・朕﹂などの﹁月﹂がこれである︒

Ｉ
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Ｉ

｜無縁の衆生︒
八﹁世界秩序モデル
プロジェクト﹂

ｔや訳ａ・ｆＬ１

泊翁は︑既に早く︑世界平和への寄与を

１冊ｉｌＩＩｒＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ︲０１仏氏鼎７ｒＪｊ︲０１︐．１︲７．１・もＮＵＩ︒．１１

のである︒そして︑その人間はそれぞれに

地球上には約四○億の人間が生存している

さまざまな生活を営んでいる︒この全体を

まとめて研究体制を作るために︑米国︑イ

とうとするならば︑人間を主体とする自己

る︒しかしながら︑もし真に人間として立

はともあれ︑誰も彼も自己中心に生きてい

日野誠
ンド︑ノルウェー︑チリ︑ケニア︑日本の

変革が必須条件となるであろう︒そうしな

この大社会において︑個個の人間は︑何

一つの大社会と見立てることができる︒

学者が中心となって﹁世界秩序モデルプ

い限り︑外部条件の変化に適応してゆくこ

深まり平和を求める声も高まって来た︒世

世界大戦を経て︑人びとの平和への認識が

である︒従ってすべて世界的レベルでの秩

スナショナルな研究グループだということ

の研究グループには見られなかったトラン

この研究グループの著しい特色は︑従来

してゆくべきであろう︒泊翁の遺業中には︑

時に︑それに応じた自己自身の態度を決定

らない︒そして︑時代の推移に注目し︑同

己変革によって自己形成に努めなければな

とが困難である︒それ故に︑どうしても自

ウオンプ

ロジェクト﹂︵略積三○冨巴と称する研

界平和はもはや誰に取っても他人事ではな

序を考え︑その作業も︑ひとり現状分析だ

その指針とすべきものの一つには︑日本

このような場合への好指針が含まれている︒

意図されたが︑それから百余年後︑二回の

究グループを発足させた︒

今世紀に入ってから学問技術をはじめ文

ている︒既に今日までに︑多様性に富んだ

けに留まらず︑未来指向をも研究要素とし

い時代となったのである︒

化の著しい発達を見た︒前世紀には夢にも

それは︑自己変革による自己形成という

敬ふくし﹂の中の﹁神明敬ふくし﹂がある︒

弘道会綱領の前身たる﹁要領甲号﹂に示さ

見られなかった大きな変化があった︒そし
て︑この地球上では︑もはや各国がそれぞ

現在の世界には︑容易なかとでは取除く

れている．︑忠孝を重んずべし︑神明を
ことのできない国境を持つ大小さまざまな

けて来た︒

通用できない時代を迎えた︒世界を一つの

視座に立って︑たゆむことのない活動を統

ものと受取って︑その秩序を考え︑新たな

￥

れ寺ハラ零ハラの考え方ややり方では︑何事も

未来の転変に応じてゆくことが適当だと見

は︑決してそうたやすくはないからである︒

ようなことは︑いうはたやすいが︑実際に

何故かといえば︑どんなに賢明で優秀な知

国家がひしめき合って存在している︒当然
に縛られているが︑国家や国境に囚われる

能の人物でも︑その思考や計らいなどだけ

らたる様になった︒従ってそれに適応した

ことなく世界を捕え直すならば︑現実には

のこととして︑お互いに越えられない境界

対策を樹立することの必要が出て来た︒

一九六八年に至って︑このような考えを
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（

では︑どうにもならぬことだからである︒

る︒思うに︑泊翁のその胸中深く育んで来

体験として受止めておられたものと見られ

軒︑海保漁村について学びはじめて以来︑

天保一二年︵一八四一︶一四歳で︑安井息

る︒手塚律蔵について英語を学びはじめた

学問の道に入ってから六○年を経過してい

詳しくは次節に譲る︒

られた︑掛け値なしの赤裸裸の素懐とは︑

三四歳からしても四○年を経ていた︒その

九﹁自己の確立﹂のために

ただ当時の時流に鑑みて︑表現を時人の発

いた︑といっても差支えない︒

学識は︑広く中外にわたり︑古今を貫いて

正にこのようなものだったことに相違ない︒

達程度に合わせて調節した結果︑﹁要領﹂

道徳の基礎として重要な道徳意識や道義
﹁自己の確立﹂が欠けては無意味であろう︒

に見られる文辞となったと考えてもよさそ

一○弘道会綱領

の情勢をも十分に考察した上での慎重な表

文案も推敵に推敵を重ねた上に︑古今東西

脳だけで作り上げられたものではあるまい︒

理念も︑その根底に︑自己変革を通しての
このようにいう理由は︑﹁自己の確立﹂な
うである︒

以上述べて来たようなことについては︑

この﹁要領﹂は︑決して︑泊翁自身の頭

しには不可能なことだからである︒

いぶかしさに堪えぬ人も少なくはないこと

この﹁自己の確立﹂は︑口にすることは
よると︑自分の力だけで︑できることでは

この﹁要領甲号こを︑はじめて読んだ

現だったはずである︒

今日︑﹁綱領﹂と名付けられているもの

雅量ある泊翁のこと故︑多分異存はないで

流に即した表現に改めることについては︑

時勢の推移︑転変に応じて︑最も良く時

時私は何か強い印象を受けた︒

は︑明治三三年︵一九○○︶に︑その甲乙

それにつけても思うことは︑近来流行の

あろう︒

る町名が︑ただむざむざと︑味気の無い新

町名を改めることである︒由緒あり歴史あ

ものの一つに外ならない︒明治三三年︵一

この﹁こは︑泊翁の肺肺から近り出た

者本来の真意を没却させることは︑まこと

のことと同工︑異曲︑原典に手を加えて著

ら激しく批難を浴せかけられているが︑こ

しい町名に改められている︒多くの識者か

九○○︶といえば︑泊翁七三歳の時である︒

と︑ある︒

一︑忠孝を重んずべし︑神明を敬ふくし︒

﹁こを見るがよい︒

当時は﹁要領﹂といわれていた︒その甲号

両号が泊翁自身の手で完結をみたもので︑

があるからである︒

誰の目にもはっきりとした︑明らかな証拠

だが︑このように考えられることには︑

であろう︒

たやすいＱしかしながら︑乏しいが体験に

ない︒

このようなことを︑敢えていうのは︑
﹁真の自我﹂についての自覚がない限り︑

﹁自己の確立﹂など︑とても覚束ないこと

だからである︒その﹁真の自我﹂について
の自覚ということも︑自分一個の力だけで
は達成できるものではない︒そのためには︑

泊翁のいわれた神明︑即ち神の力のはたら
きが必要なのである︒体験によると︑人間
的な努力の上に︑神の力の作用が必要不可
決と知ることができた︒
従って︑﹁道徳の尊厳性を認め﹂︑﹁道義

は︑以上述べて来た私見と対応するものを︑

理の探究と実践﹂に入ることのできた泊翁
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幸いにも私は︑﹁要領甲号一﹂についての

に遺憾というの外はない︒しかしながら︑

それに泊翁がわざわざ﹁神明﹂という語を

従っていえることではなかったはずである︒

たら︑この体験を通しての自覚がえられず︑

一にも﹀泊翁に︑このような体験がなかっ

て︑泊翁は︑日本人として道徳の根幹たる

受止めておられたというべきである︒従っ

いては︑余人には見られないほどに深刻に

に厚かった︒それ故に︑孝の何たるかにつ

﹁忠孝﹂を真に身につけ︑その遠謀深慮に

へ辿りつくことができたものと信じている︒

選択された所以が明らかになるであろうし︑

ものと考えてよいであろう︒

基づいて︑この﹁要領甲号﹂を起草された

記憶があって︑泊翁の真に意図するところ
まことに︑不幸中の幸いと︑泊翁在天の霊
えるのではあるまいか︒

時人や後人の誤解防止という深慮もうかが

二神明のはたらきと泊翁

と共に︑このことを心から喜ぶものである︒

ある︒

事実の伏在していることに気付いたからで

べるわけは︑実は︑もう一つ極めて重要な

明治の時代には︑何の難もなく受容された

く軽蔑するであろうが︑泊翁が起草された

ば︑一時代後れた思想の持主として︑恐ら

今日の大多数の人びとは︑﹁忠孝﹂といえ

﹁忠孝を重んずべし﹂と記しておられる︒

在によって︑はじめて泊翁の真骨頭が明ら

ではあるまいか︒私には︑この甲号一の存

﹁抑明敬うべし﹂と道破されたと見るべき

換言するならば︑泊翁は︑両親に対する

そのことは︑既に記した﹁真の自我につ

かにできると思われてならない︒

又︑甲号一の冒頭に︑泊翁は︑わざわざ

いての自覚﹂に関連している︒私は︑﹁其

重要徳目の一つであった︒それに︑当時の

﹁神明﹂の存在を実在として受取ることが

前節で言及したようなことを︑敢えて述

の自我についての自覚﹂なしには︑自己の

泊翁は円熟老練︑当代一流の碩学としても

できたからこそ︑生涯の念願たる﹁日本弘

翁は︑佐倉藩主堀田備中守正陸からかねて

四八歳で明治天皇の侍誰に任ぜられた泊

加護なくしては︑できることではないはず

ができたのだといって︑果して過言であろ

蒙った春顧と併せて︑他の何人よりも深く

でき︑神の力を受けたと見るべきであろう︒

故︑泊翁は︑目のあたり︑神に聞くことが

道会﹂の事業を百年の後に伝えさせること

決して自力だけで達成できることではない

忠の実体を味われたと推測される︒しかも

ある︒

からに外ならない︒既述の通り︑己れ以外

又︑孝にについても︑既に早く︑父西村芳

亜く見られても何の不思議もなかったので

あけすけにいえば︑いかに泊翁でも︑

それを根拠として︑なおも本源に糊り︑

孝︑藩主や明治天皇に対する忠を身につけ︑

確立というようなどとは不可能だと書いて

には︑現代では考えられぬ重味があった︒

押しも押されもせぬ存在だった︒その発言

それは何故であろうか︒

おいた︒

体験上︑﹁真の自我についての自覚﹂は︑

い限り︑えられるものではない︒

の己れを超えた大きな力がはたらいて来な

郁︑母楽の慈愛を深く受けて︑人一倍孝心

どんなに聡明・明敏な人物であろうとも︑

この己れを超えた大きな力︑それこそ︑

しかしながら︑このような事について︑筆

この弘道会の事業は︑﹁神明﹂の導きと

うかＯ

ひとえに︑﹁神明﹂の力に外ならない︒万
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内

にし口にすることは︑このような隠微なこ

このような次第なので︑救われぬ無縁の

た者ということができよう︒

尽きる︒けれども︑自我の目覚めをえて︑

衆生となる者は︑まことに気の毒の一語に

とから︑徒らに誤解を招いだり︑無くもが
なの紛争をかもすことを避け︑慎重の上に
れてならない︒

も慎重を重ねたものと推測ができると思わ

ような事柄に鑑みても︑泊翁の卓見︑達識

在世当時以上の喫緊事だからである︒この

もちろん︑宗教と政治は︑共に国民生活

には敬服せずにはいられない︒

し︑泊翁の建前としたところは︑それらは

もとより︑哲学やイディオロギーなどの何

上無ければならぬ大切なものである︒しか

れとも混同することなく︑しかも︑﹁神明

自己変革をなしとげることができるような
泊翁が日本弘道会を創設した真意には︑

敬うべし﹂とした点にあった︒この趣旨を

らば︑無縁の衆生とはならないはずである︒

ここに述べて来たような無縁の衆生を作ら

一二機縁を与える

ぬために機縁を与えようという悲願が込め

どんなに善いことでも︑立派なことでも︑

ことはできない︒

機縁に恵まれない限り︑どんな人でも知る

ッド会員︶

︵インタナショナル・スブド・ブラザフ

︵終り︶

創設した緒神を味わい直したいものである︒

見直し︑襟を正して︑泊翁の日本弘道会を
由来︑機縁とは︑自然にぶつかるように

られていたはずだと思われてならない︒

ところが実際には︑その機と縁とは︑常

与えられるものではあるまい︒多くの先賢

に与えられるように備えられているもので
ある︒しかも︑それには知情意や欲望など

設といい︑機関誌﹃弘道﹄の発行といい︑

試みている︒泊翁の場合︑日本弘道会の創

は︑努力して広く衆生に機縁を与えようと

体験上︑私には︑機縁に恵まれるという

の作用はそんなに強くは及んでいない︒

ことは︑神の計らいだとすることが至当で

本稿冒頭に記した﹁縁なき衆生﹂とは︑

と分かるものではないからである︒

い限り︑たとえ与えられても︑与えられた

は隠微なものであるところから︑気付かな

人類の発達への貢献を目指している︒泊翁

び社会の道徳的生活を進めて世界の平和と

と政治からの独立によって︑純粋に個人及

の﹁倫理教化協会﹂の場合と同様に︑宗教

なお又︑日本弘道会は︑米国のアドラー

の会長就任後八年目のことであった︒お

一四︶のことで︑第四代会長徳川達孝伯

社団法人となったのは︑大正三年︵一九

うな表現をしたが︑民法第三四条による

れが会祖泊翁の発意に基づいたもののよ

て︑その先見の明と賢明さを称えて︑そ

中で︑社団法人組織をとったことに対し

︹付記︺﹃弘道﹄第八七一号に掲載の拙稿

この機縁に気付くことのない人達のことで

は︑アドラーの政治と宗教に加えて︑哲学

詑して訂正させて頂く︒

悉くそれなのではなかろうか︒

あろう︒例えば︑救いを与えようとしても

している︒このことは︑今日の時代でも︑

と特定のイデオロギーからの独立をも意図

あろうと思われてならない︒それに︑それ

与えることのできぬ相手︑換言すれば︑与

特に重要であろう︒それは︑現在は︑泊翁

えられても受取ることのできぬ者は︑ひと
えに︑この機縁に気付くことができなかつ
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西村茂樹日記について

春休みの数日を利用して国会図書館に通った︒ここに所
蔵されている西村茂樹日記を閲覧するためであった︒
西村茂樹日記は十六冊の小冊子に分冊されていて︑これが妓近三
第五冊︶︑

十六冊︶という分け方に

哲史

四︑五︑六︑十三︑十八︑十九︑廿三︑廿四︑廿六と断続する十二

以下二十九日までつづく二十四日分︒四月が朔にはじまり二︑三︑

日分︒五月が朔にはじまり四︑六︑十︑十二︑廿二と断続する六日

八月は十六︑十七︑十九︑廿一︑廿二︑廿八の六日分︒九月は朔一

分︒六月は十七日の分だけ︒七月は十四︑廿︑廿一︑廿三の四日分︒

日分だけ︒十月も廿七日の一日分だけ︒十一月は朔にはじまり八日

十冊︶︑第三峡︵第十一

なっている︒第一峡の第一冊は︑表紙に﹁嘉永三庚戊年か／日記／

第二峡︵第六

三十日分︒四月が朔より二十九日に至る二十九日分︒五月が朔には

はじまり二十九日に至る二十九日分︒三月が朔にはじまり晦に至る

の分は︑正月が元日にはじまり晦日に至る三十日分︒二月が朔日に

十七︑十八︑十九︑廿︑廿三︑廿七︑廿八と断続する十七日分︒十

九月は朔日にはじまり二︑三︑四︑五︑六︑七︑九︑十四︑十六︑

廿四︑廿五︑廿六︑廿七︑廿八︑廿九︑晦日と断続する二十一日分︒

九︑十︑十一︑十二︑十三︑十四︑十五︑十六︑十七︑十九︑汁︑

記／撲堂手記﹂とあり︑嘉永七年の八月は六日にはじまり七︑八︑

第二冊は︑表紙に﹁起嘉永七年八月／十二月五日改元安政／日ミ

じまり二十九日に至る二十九日分︒六月が朔にはじまり晦日に至る

五︑六︑七︑八︑九︑十︑十二︑十五︑十九︑廿二︑廿八︑廿九と

三十日分︒七月が朔にはじまり二十九日に至る二十九日分︒八月が

断続する十六日分︒十二月は朔にはじまり三︑四︑五︑六︑七︑八︑

廿四︑廿九と断続する十一日分︒十一月は朔にはじまり二︑三︑四︑

が朔にはじまり二十九日に至る二十九日分︒十二月が朔にはじまり

十︑十四︑十五︑十七︑十九︑廿二︑廿三︑廿八︑廿九︑晦日と断

月は朔にはじまり八︑十二︑十六︑十七︑十八︑十九︑廿二︑廿三︑

晦日に至る三十日分︒嘉永四年の分は︑正月が元日にはじまり晦日

続する十七日分︒安政二年の正月は元日から十一日までつづき︑以

至る二十九日分︒十月が朔にはじまり晦日に至る三十日分︒十一月

に至る三十日分︒二月が朔にはじまり二︑三︑四︑十三︑晦日と断

朔にはじまり晦日に至る三十日分︒九月が朔にはじまり二十九日に

撲堂﹂とあり︑嘉永三年と嘉永四年の分をおさめている︒嘉永三年

に至る八日分︒以上で終わっている︒

つの峡におさめられた︒その三つの峡は第一峡︵第一

川

続する六日分︒三月か朔にはじまり三︑四︑七︑十と断続し︑十日
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占

十九︑廿︑廿一︑廿二︑晦日と断続する十三日分︒三月は朔にはじ

十九日分︒二月に朔にはじまり二︑四︑六︑八︑十一︑十二︑十五︑

後は十三︑十四︑十六︑十八︑廿一︑廿三︑廿四︑廿八と断続する

日の七日分︒十月は朔にはじまり三︑十︑十七︑廿︑廿三︑廿六︑

十五日分︒八月は朔にはじまり二︑三︑九︑十一︑廿五︑廿七︑廿

九︑十︑十二︑十三︑十五︑十六︑十七︑廿︑廿五︑廿六︑廿七の

廿九と断続する十三日分︒七月は朔と日なしの一日︑そして七︑八︑

廿九と断続する八日分︒十一月は五︑九︑十︑十一︑十二︑十五︑

八と断続する八日分︒九月は七︑八︑十六︑廿一︑廿三︑廿七︑晦

十六︑十七︑十九︑廿六︑廿九の十一日分︒十二月は朔︑八︑九︑

まり二︑五︑十四︑十五︑十六︑廿四と断続する七日分︒四月は三︑

のあと十二︑十三︑十六︑十七︑十八︑十九︑廿︑廿一︑廿四︑廿

十八︑︑十九︑廿九の五日分︒七月は朔日より八日までつづき︑そ

四︑四︑十一︑十八︑廿二︑廿三︑廿七の九日分︒二月は三︑四︑

十四︑十五︑廿六︑廿八の七日分︒元治乙丑年の正月は元日︑二︑

七の両日のみ︒五月は十四︑廿三の両日のみ︒六月は十三︑廿三︑

五︑廿七︑廿八の二十日分︒八月は朔より五日までつづき︑そのあ

まり十日まで︑以下廿二日から廿九日までつづく十一日分︒二月は

あり︑正月から五月までの記録を含む︒すなわち正月は八日にはじ

第三冊は︑表紙に﹁安政戊午歳／上京日記／春正月撲堂手録﹂と

六月は朔にはじまり三︑五︑八︑十三︑十六︑廿と断続する七日分︒

月は三︑五︑十一︑十二︑十五︑十八︑廿四︑廿七︑晦日の九日分︒

五月は三︑五︑七︑十二︑十三︑十六︑十九︑什五の八日分︒閏五

十九︑廿四︑廿七の七日分︒四月は四︑十九︑廿︑廿一の四日分︒

十三︑十五︑十八︑廿五の六日分︒三月は九︑十一︑十五︑十八︑

と九︑十一︑十二︑十六︑十七︑廿八と断続する十一日分︒九月は

朔にはじまり十八日までつづき︑あとは廿三日の桑の十九日分︒三

八月は三︑十五︑十六︑十八︑廿三︑廿一︑廿五︑廿八︑廿九︑晦

七月も朔にはじまり三︑九︑十五︑廿四︑廿五と断続する六日分︒

朔日だけ︒

四月は朔にはじまり二日を欠くだけの二十九日に至る二十八日分︒

月は朔より十八日まで︵但し︑八日が重出︶と廿二日の二十日分︒

二年丑四月十八日改元慶応／日亙記／撲堂散人手録﹂とあり︑文久

第四冊は︑表紙に﹁従元久四年甲子／三月朔日改元元治／至元治

月は朔︑四︑十一︑十四︑十五︑十六︑十九︑廿︑廿七の九日分︒

二丙寅年の正月は六︑十︑十三︑十四︑廿︑廿三︑晦の七日分︒二

三︑十四の四日分︒十一月は二︑十二︑廿五︑什七の四日分︒慶応

の十日分︒九月は三︑十三︑十五︑廿の四日分︒十月は朔︑九︑十

四年の正月は元日にはじまり廿九日までの二十九日分︒二月は朔に

五︑廿六︑廿七の六日分︒五月は朔︑十二︑十三︑十九︑廿四︑廿

三月は朔︑九︑十︑十五︑廿八の五日分︒四月は朔︑十︑廿二︑廿

五月は朔にはじまり廿一日までつづく二十一日分である︒

はじまり廿九日に至る二十九日分︒三月は朔にはじまり晦日に至る
にはじまり十五日までつづき︑その・あと十七︑十八︑廿︑廿二︑廿

三十日分︒四月は朔にはじまり廿九日に至る二十九日分︒五月は朔

七月は朔︑五︑十二︑十七︑廿︑廿四︑廿九の七日分︒八月は朔︑

九の六日分︒六月は八︑十二︑十三︑十五︑廿三︑廿五の六日分︒

七︑八︑廿二︑廿六の五日分︒九月は六︑十五︑十七︑廿一︑廿六

三︑什七と断統する二十一日分︒六月は朔にはじまりそのあと十二︑
十三︑十六︑十七︑十八︑十九︑廿一︑廿二︑廿四︑廿五︑廿八︑
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の五日分︒十月は十︑十一︑廿一︑廿二の四日分︒十一月は六︑十︑

日分だけ︒明治四年辛未は一︑二︑三︑五︑九月がなく︑四月は七︑

九︑十一︑廿二の四日分︒六月・七月はなく︑八月は十九︑廿の二

三月は三︑十三︑十六︑廿三の四日分︒四月は六日だけ︒五月は七︑

十三の二日分︒六月は廿六日だけ︒七月は十五︑廿五の二日分︒八

の正月は元日︑五︑七︑八︑十七の五日分︒二月は五︑二︑廿三︑

廿四の四日分︒三月は三︑四︑十一︑十三︑十四︑廿一︑廿八の七

は十七︑廿三の両日分︒明治五壬申年の正月は二︑八︑十五︑十六︑

月は廿八日だけ︒十月は十七日だけ︒十一月は十六日だけ︒十二月

十四の三日分︒十二月は十四︑廿六︑廿八の三日分︒慶応三丁卯年

日分︒四月は七︑十︑十五︑廿六の四日分︒これで第四冊は終わっ

録﹂とあり︑内容は四月は廿五︑廿六︑晦の三日分︑五月は一日よ

第七冊は︑表紙に﹁明治十年五月塞震巡視日記／庸斎陳人手

だけ︒

十九︑廿三︑廿七︑廿八の八日分︒二月は廿八日のみ︑三月も七日

ているｏ

第五冊は︑表紙に﹁慶応丁卯十一月／九月改元明治／上京日記／
附東野日記／席斎陳人手記﹂とあり︑慶応三年十一月の十九日から
の九日分︒十二月は朔日から晦日までつづく三十日分︒慶応四戊辰

り三日に飛んで︑あとは三十一日まで連続する三十日分︒六月は一

はじまり︑十一月は廿︑廿三︑廿五︑廿六︑廿七︑廿八︑廿九︑晦
年の正月は元日から廿九日までつづく二十九日分︒二月は朔より廿

日より二十七日までの二十七日分︒

第八冊は︑表紙に﹁明治十五年四月／率蝿騨巡視日記／泊翁手

四までつづき︑そのあとは廿六︑廿八︑晦日と断統する二十七日分︒

九および十日から三十一日の二十六日分︒六月は一日から三十日ま

録﹂とあり︑四月は十八︑廿︑廿九の三日分︒五月は一︑三︑五︑

三月は朔にはじまり晦日に至るが︑途中十日だけを欠く二十九日分︒
四月は朔より廿九までつづく二十九日分︒閏四月も朔より廿九まで

手録﹂とあり︑十月は廿四︑廿六の両日︒十一月は一︑七︑八およ

第九冊は︑表紙に﹁明治十六年／砿鴫学事巡視日記／十一月泊翁

での三十日分︒七月は一日から四日に至る四日分︒

連統する二十九日分︒五月は朔より廿八まで連続する二十八日分︒
そのあと六月と七月を欠き︑八月は廿三から晦日に至る八日分︒九
十五︑十六︑十七︑十八︑廿︑廿六︑廿七︑廿九と断続する二十日

月は朔︑二︑三︑四︑五︑六︑七︑十︑十一︑十二︑十三︑十四︑

廿三︑廿七の四日分︒十二月は七︑十三︑廿六︑廿八︑廿九の五日

で︒七月は一日より三十一日まで︒八月は一日より三十一日まで︒

十日まで︒五月は一日より三十一日まで︒六月は一日より三十日ま

し︑三月は六日より三十一日までの二十六日分︒四月は一日より三

第十冊は︑表紙に﹁明治二十五年／日記／三月ヨリ泊翁﹂としる

︾○○

で︒そして明治十七年の一月一日から二十六日までの分を収めてい

び九日以下三十日までの二十五日分︒十二月は一日より三十一日ま

第二峡には第六冊より第十冊までを収めるが︑第六冊は︑表紙に

分︒十月は四︑六︑七︑十の四日分︒

﹁明治元年戊辰／日叉記／従十一月撲堂手記﹂とあり︑明治元年

分︒明治二己巳年の正月は元日から十六日までつづき︑あとは十八︑

十一月より明治五年三月までを含む︒明治元年の十一月は十九︑廿︑

十九︑廿二︑廿四︑什五︑廿六と断続する二十二日分︒二月を欠き︑
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月は一日より三十日まで︒十二月は一日より廿七日までと三十日と

九月は一日より二十二日まで︒十月は一日より三十一日まで︒十一

十三︑十三︑十五︑十六︑十七︑十八︑十九︑廿一︑廿四︑三十の

十二︑廿二︑廿四︑廿八︑廿九の六日分︒十二月は九︑十︑十二︑

六︑十五︑二十︑廿六︑什七︑廿九︑三十の七日分︒十一月は五︑

より三十一日まで︒二月は一日より廿八日まで︒三月は一日より三

三︑五︑六︑十︑十一︑十二︑十三︑十九︑廿四︑三十︑三十一の

八︑十一︑十三︑十七︑十八︑二十︑二十八の十一日分︒三月は一︑

二十四︑廿九の八日分︵十八日は二回︶︒二月は一︑二︑三︑六︑

十二日分︒明治二十八年の一月は一︑八︑十一︑十七︑十八︑二十︑

の二十八日分︒

第三峡は第十一冊より第十六冊までを収めるが︑第十一冊は︑表

十一日まで︒四月は一日より三十日まで︒五月は一日より三十一日

日分︒五月は一日より十九日までつづき以下廿五︑三十︑三十一と

十二日分︒四月は一︑六︑八︑十七︑廿五︑廿六︑廿七︑三十の八

紙に﹁明治二十六年／日記／霊↑調月泊翁﹂としるし︑一月は一日

まで︒六月は一日より三十日まで︒七月は一日より三十一日まで︒

断続する二十二日分︒六月は一︑七︑十五︑廿二︑廿三︑廿四の六

日分︒七月は七︑二十︑廿一および廿五日から三十一日までの十日

朔より廿四日まで︒

八月は一日より三十一日まで︒九月は一日より三十日まで︒十月は
第十二冊は︑表紙に﹁明治二十六年／日記／十月より﹂とあり︑

十月は十一︑十三︑十六︑廿九の四日分︒十一月は五︑十︑十一︑

分︒八月は一︑十五︑二十︑廿二の四日分︒九月は一︑六の両日分︒

十二︑十三︑十四︑十五︑十七︑三十の九日分︒十二月は一︑二︑︲

日より三十日まで︒十二月は一日より七日まで︑以下七︑十︑十三︑
十七︑廿三︑廿四︑廿九と断続する十四日分︒明治二十七年は一月

三の三日分︒明治二十九年閏年の一月は一︑二︑五︑六︑十九︑廿

明治二十六年の十月は廿五日より廿九日までの五日分︒十一月は一

が元日︑十三︑十四︑十七︑二十︑二十一︑二十四︑廿九の八日分︒

五︑廿二︑廿五の五日分︒四月は一︑三︑四︑九︑十二︑十三︑十

三の六日分︒二月は七︑十一︑二十六の三日分︒三月は五︑六︑十

五︑十六︑十七︑十九︑廿六の十一日分︒五月は十︑十一︑十五︑

一︑十五︑十七の五日分︒四月は五︑七︑十五︑十七︑十八︑十九︑

二十六︑廿七︑廿八︑廿九︑三十の十一日分︒五月は一日より三十

十七︑十九︑廿四︑三十一の七日分︒六月は十七︑廿一︑廿二︑廿

二月は十一︑十八︑廿一︑廿五︑廿六の五日分︒三月は八︑九︑十

一日まで︒六月は一日より十一日までつづくが︑以下十六︑十七︑

八月は一︑六︑十︑十一︑十二︑十三︑十四︑十六︑十七︑十八︑

第十三冊は︑表紙に﹁明治二十七年／日記／八月より﹂とあり︑

十︑二十三︑二十四︑二十五の十九日分︒十月は一日より十八日ま

十︑十一︑十二︑十三︑十四︑十五︑十六︑十七︑十八︑十九︑二

廿八︑廿九︑三十︑三十一の十日分︒九月は一︑二︑六︑七︑九︑

三︑廿五︑廿七の十日分︒八月は三︑九︑十︑十八︑十九︑廿一︑

七の四日分︒七月は一︑十二︑十四︑十九︑二十︑廿一︑廿二︑廿

廿一︑廿二︑廿八の十三日分︒九月は一︑七︑十一︑十三︑十四︑

で︒十一月は一︑八︑十一︑十五︑廿八︑廿九︑三十の七日分︒十

だけ︒

二十︑廿一︑三十日と飛ぶ十六日分︒七月は八︑十︑十三の三日分

十六︑二十︑廿一および廿五日より三十日に至る十四日分︒十月は
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六︑九︑十︑十一︑十二︑十三︑十四︑十五︑十六︑十七︑廿三︑

二月は十三︑十八︑二十五の三日分︒明治三十年の一月は一︑五︑

一日から九日までと十九日から廿九日までの二十日分︒五月は五︑

でと十五︑十九︑廿︑廿四︑冊五︑廿六︑廿八の二十日分︒四月は

廿一までと廿五︑廿六︑廿八の二十日分︒三月は一日から十三日ま

日の二十六日分︒二月は一︑三︑四︑五︑七︑九および十一日から

六︑七︑十三︑十四︑十五︑二十︑廿一︑廿三︑廿五︑廿七の十一

三十の十四日分︒二月は一︑二︑六︑八︑九︑十四︑十五︑十七︑
一︑廿六の六日分︒四月は三︑四︑五︑六︑七︑廿二︑廿三の七日

十九︑二十︑廿三︑廿八の十二日分︒三月は一︑五︑六︑十七︑廿

日分︒六月は三︑四︑八︑十︑十一︑十三︑十七︑十八および二十

記﹂とあり︑五月は五日より三十一日までの二十七日分︒六月は一

五日分︒九月は一︑三︑七︑八︑十︑十一︑十七︑二十︑二十一︑

一︑三と十日から十八日まで︑それに十八︑二十︑廿六︑廿八の十

五︑十六︑十七︑十九︑廿︑廿二︑廿四︑廿九の十五日分︒八月は

日から三十日までの十九日分︒七月は一日から七日までと︑以下十

分︒

日より十三日までと十九︑廿六の十五日分︒七月は七︑十一︑十八︑

什三︑廿四︑廿五︑廿六︑三十の十四Ⅱ分︒十月は二︑七︑十七︑

第十四冊は︑表紙に﹁融治一再琴転配匪趣／日ぐ記／泊翁老人手

二十の四日分︒八月は七︑十二︑十三︑十四︑十六︑廿三︑廿四︑

五︑六︑九︑十二︑十四︑十八の七日分︒明治三十三年の一月は一

冊五︑汁八の九日分︒九月は一︑三︑七︑九︑十︑十三︑什二︑什

日から四日までと以下二十五︑二十六︑廿七︑三十一の八日分︒二

六︑十七︑廿二︑什六の六日と他に日付のない一日︒十二月は三︑

十九︑廿三︑廿五とつづく十七日分︒十二月は一︑三︑四︑十二︑

月は六︑七︑八︑十︑十一︑十七︑十八︑廿一︑什二︑什四の十日

十九︑二十︑廿五︑廿七︑什九︑三十の九日分︒十一月は三︑四︑

十三︑十四︑十五︑十六︑十八︑二十︑三十︑三十一の十二日分︒

分︒三月は十三︑十七︑十八︑二十︑什四︑廿五︑三十一の七日分︒

三︑廿四︑廿六︑三十の十一日分︒十月は一日から三十一日まで︒

明治三十一年の一月は一︑十一︑十五︑十六︑三十一の五日分︒二

十一月は一日より九日までと︑以下十二︑十三︑十四︑十五︑十八︑

月は十二︑十九︑廿一︑廿三の四日分︒三月は一︑廿の両日分︒四

五月は二︑五︑八︑十の四月分︒

日より廿九日までつづき︑十一︑廿四︑廿五日を欠く二十六日分︒

も一日より三十一日まで︒九月は一日より三十日まで︒十一月は一

での十四日分︒六月は一日より三十日まで︒七︑八︑十月はいずれ

とあり︑明治三十一年の五月は一︑二および二十日より三十一日ま

八︑廿八︑什九を欠く一日より三十日までの二十七日分︒二月は二

三十一日までに至るが︑五︑十七を欠く︒明治三十四年の一月は十

十一月は二日だけが欠け︑一日より三十日まで︒十二月は一日より

十月はいずれも一日より三十一日まで︒九月は一日より三十日まで︒

十四︑十五︑二十︑廿四︑什五︑廿七︑三十の十一日分︒七︑八︑

五月は十三日より廿八日までの十六日分︒六月は二︑五︑九︑十一︑

第十六Ⅲは︑表紙に﹁明治三十三年五日ヨリ／日ミ記﹂とあり︑

月は三︑十︑十七︑廿四の四日分︒

十二月は四︑六および八日より三十一日までの二十六日分︒明治三

第十五冊は︑表紙に﹁明治三十一年／日ミ記／薙垂胡二年五月﹂

十二年の一月は元日より廿三日までつづき︑以下廿五︑廿八︑三十
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弘道歌壇新選者紹介

●函●導雰謝鶴
煮隼魂・舞曲

一︾薙捧錘

一Ｗ軸切識裁盟蕊踊母紙叩燃韓準一

古川哲史先生

先生は本会評議員︒鹿児島県国分のご出身︒明治初期の
大転換期に当って和漢洋の学識と卓見をもって啓蒙と指導
の陣頭に立たた会祖西村泊翁先生について先生の円熟した
筆致で本誌に連載されたものを本会創立百年記念として出
版した﹁泊翁西村茂樹﹂は周知のこととて改めて紹介する

日より八日までつづき︑以下十︑十一︑十三︑十四︑十六︑十七︑

十八︑十九︑廿二︑廿五︑廿八の十八日分︒三月は一︑二︑五︑六︑

より十三日まで︑以下十六︑十九︑廿六︑廿七︑廿八の十四日分︒

八︑十四︑廿一︑廿六︑廿七︑廿八の十日分︒四月は一︑三と七日

日分︒六月は一︑三︑九︑十三︑十六︑廿一︑廿二︑廿三︑廿九︑

五月は一︑四︑五︑六︑十二︑十五︑十八︑十九︑廿五︑廿六の十

の八日分︒八月は一︑二︑十一︑十二︑十五︑十七︑二十︑二十四︑

三十の十日分︒七月は一︑六︑七︑八︑十四︑十五︑二十五︑廿六

廿七︑三十︑三十一の十一日分︒九月は七︑十︑十一︑十二︑十八︑

十九の六日分︒十月は四︑五︑十四︑十五︑十六︑廿︑廿一︑廿六︑

二月分はなく︑明治三十五年の一月は一日より六日まで︑以下八︑

三十の九日分︒十一月は二︑三︑九︑十︑十五︑三十の六日分︒十

十九︑廿二と断続し︑廿三日より三十一日にまで至る十八日分︒二

月は一日から五日までつづき︑以下八︑十三︑十九︑廿一︑廿三︑

廿五︑廿七と断続する十二日分︒

一代の日一記であるが︑そのうちには日付の象あって内容の

て二四○︑日にして三五四五という数になる︒これが泊翁

以上三峡十六冊を合計すれば︑年にして二十八︑月にし

亜細亜大学教授︑図書館長︒歌歴も古く︑木俣修主宰の短

ないものも少なくない︒ただし︑日付のみの日記にも︑天

までもないのですが︑先生は倫理学専攻で東大名誉教授︑

歌誌﹁形成﹂の第一同人として千首を超える作品を発表さ

しも大きくはないが︑また小さいともいえない︒泊翁は日

分の日記があったと認むくきであろう︒この数はかならず

候はかならず記録されている︒それで︑やはり三五四五日

れている︒そのうち海外詠の桑を集めた﹃歌集東西抄﹄が
八月中に文化総合出版から出版されるとのこと︒なお︑現
在︑雑誌﹁労働と経営﹂︵日本労働協会︶に短歌随想を連
載中︒

︵評議員亜細亜大教授︶

記作家としても︑けっして平凡ではなかったのである︒
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鴬篭

台湾に旅して

渡辺正勇

君が共に羽田から会員仲間の同行とあって

和君が横浜信用金庫︑械灸指圧師の下野林

百七十名満席のジャンボ機で訪台︒仲村正

にして八十七名の一員として中華航空の三

華復交国民外交団という仰々しい名札を胸

両国々旗入りの日華親善と観光の第三回日

快晴の四月九日︵日︶四泊五日の日程で︑

面の額の光明浄域︑中山博物館の天下為公

洞の成仁取義︑箸に朱で百年好合︑寺院正

反共必勝雌国必成︑護国の英霊を肥る忠烈

︵楽しい旅行をお祈りします︶︑総統府の

そそり立てる︒︑ハスや駅頭の敬祝旅途快愉

所旧跡の極彩色がいやが上にも異国情緒を

誇る中華料理はもとより︑舷いばかりの名

食わされ買物への要心を教えれる︒世界に

本の旧一円銀貨の強引な押売りに先ず一杯

まず安心︒というのは一月ほど前︑足なら

の額など流石は文字の国ではある︒

に合う黒の古靴が見付かる︒修理を靴屋に

それでは険呑である︒探したらどうやら間

には合う靴がない︒新調すればよいのだが︑

新緑に映えている︒中央に掲げた故総統の

大雨もすっかり暗上って白亜の屋根が一入

うえに︑公のご冥加によるものか︑夜来の

陵寝参拝︒陵前に横付という異例の計いの

四月十日朝本団公式行事の蒋介石総統の

いない︒明日出発というのに膏薬貼りの足

ししていた白靴の靴ずれが未だ直り切って

むなく︑膏薬になじまぬ靴墨塗りのポロ隠

をおき︑周りの川を堰き止め池を作って

である︒

﹁慈湖﹂︵母思いの湖︶と名付けたというの

欄間にかかる額の﹁慈湖﹂に何故か心を

って右に﹁中華民国五十一年十月三十一日

ひかれた私は︑引返して改めて読返すと向

誕生記念︑左に蒋中正題﹂と記された︒思

えば九歳の時から母一人子一人の苦しい生

よりお国のために死ぬというのが真の男子

活ながら︑母は﹁立派な人間ｌ金持になる

ｌになるのだ﹂と介石少年に常に言うので

あった︒立志伝中の偉人として今日あるの

﹁母は誰よりも偉かった﹂と人にも語って

は一つに母のお蔭と肝に銘じていた総統は

いたのである︒今年八十歳の誕生川に当っ

て当時の母を偲び︑孝子中正の限りない母

のである︒

への慕情をこめての書であることを知った

四

本団の主目的ともいうべき政府要人十四

名を迎えての洋式懇談会を本島随一の中国

長の鰐経国第六任総統当選の祝辞︑国民大

式宮殿造りの円山大飯店で開催︒関口孝団

頼んだところ土曜の夜のこととてだめ︒や

最大最高の厚恩に深謝してご冥福を祈る︒

後︑知日評論家苗釧秋先生など日華相方二

会代表劉介宙先生の美事な日本語の謝辞の

遺影に花輪を捧げて日本に対する終戦時の

な台北郊外のこの地をこよなく愛して別荘

故総統は生れ故郷の湘江省奉化にそっくり

しをするという前途多難の珍事件があった
からである︒

台北空港から観光バスに乗る寸前に︑日
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一
'

三のスピーチがあり︑最後の時間つなぎに
弥陀如来の金像を三十二年守り続けた陳安
生︑彦根高商卒の梁材父子の誠意に心から

小川哲雄聯友旅行社長から番外の指名があ
ったが︑幸にも酒と漢文の助けもあって思

白

排撃していることである︒

敵日本に対して論語の﹁徳に報ゆるに徳を

故蒋総統は終戦の時︑悪戦苦闘八年の宿

これらは︑いかに日華両国人が一心一体

以てす﹂との聖言を止揚して︑敢えて﹁怨

い切って私はマイクの前に立った︒

いか○

であったかを物語る好個の例一証ではあるま

合掌感涙に咽んだという︒

日
﹁私の訪台は孔子七十七代の台湾大学教

授孔徳成先生がお見知りであり︑論語・老

義理・農・工博が台北帝大の教授だったし︑

者諸橋轍次博士が恩師であり︑義兄白鳥勝

屈原が旧羅に投身しているので日本では問

角栄総理が訪問の際︑楚辞を贈った︒作者

詩人でもある毛沢東中共首席は先年田中

もかく戦後の日本復興の急速だった進展の

は日本留学中の深謀遠慮によるものか︑と

世界戦史上稀に見る絶対者的の寛大な措置

日本分割統治の阻止︑日本国体の護持等︑

の将兵居留民二百五十余万人を無事送還︑

に報ゆるに徳を以てす﹂と声明して︑日本

故宮博物院収蔵の中国最高の文化財にも魅

した七言絶句の詩心に対しての一種の敬意

題となった︒が私は田中総理が敢えて公表

るまい︒

要因はここに在ったと申しても過言ではあ

これらの事情は余り世に知られていない

天文学的数字の賠償権の放棄︑ソ連野望の

せられてのことであった︒申すまでもなく

から出たもので何ら他意はなかったのだと

口

日華両国の親密な関係は一朝一夕の事では

思う︒何と言って贈られたかをただしたと

子講義わけても世界最大の大漢和辞典の著

ない︒人伝の話ではあるが︑日本統治の頃︑

ころ︑総理秘書はそれには答えないで︑Ⅱ

くつげんべきら

任期が満ちて帰国の日本人警察官に対して

下それを公文書館に展示中だと言う︒大判

ようなので﹁蒋介石秘録﹂などを参考にし

四

としてお祭りしたいので︑首だけはおいて

高砂族は盛大な謝恩会の席上で鎮守の神様

限定の五百部の新刊第四十二部である︒四

練瓦がなつかしく︑記念室に掲げた広江万

郎会員のお話︒五十年前の昔そのままの赤

訪問された東京人材銀行相談役の清塚十三

父と仰ぐ世界の大聖孔夫子を︑むしろ中国

る︒ただ私の了解に苦しむのは私どもの師

あるとのこと︒これも関係のないことであ

と勘ぐったが中国では四スウはむしろ吉で

日本軍の暴行に対して一切報復をしないこ

性によって︑日本国民を敵視することなく︑

語︶︑﹁与レ人為し善﹂︵孟子︶の最高至上の徳

十二は日本では喜ばれない数字だから或は

次郎初代校長︵後本会主事︶に続く日本人

の誇りとすべきものと思うのに︑多少今日

次に四十年振に母校の台南第二中学校を

行って下さいと嘆願したという︒

六代の校長︑歴代中華民国人校長の写真︑

は緩和されたようだが︑批林批孔を呼号し

とを言明した︒中国は終戦十ケ月後の一九

放送で中華民族伝統の﹁不し念二旧悪一﹂︵論
スヲ

ワヲ

宣言した時︑私︵蒋介石︶は直ちにラジオ

﹃一九四五年八月︑日本が無条件投降を

卒業生の文集やアルバムの展示に痛く感銘︒

て︑いかに政策上とはいいながら︑孔子を

てそのあらましを紹介したい︒

さらに引揚げの折︑預けたわが家伝来の阿
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斗員も八四二万を越えさらに一家離散︑餓

死傷した将兵が三三一万一四一九人︑非戦

させたのであった︒八ヶ年の戦斗において

の軍民二一三万余の全員を日本に無事送還

四六年六月までに一部の戦犯をのぞく日本

接申入等皆不調に終ったが︑日本の分裂と

リンがトルーマン大統領に北海道占領の直

ソ四ケ国の共同占領を提案︑さらにスター

統帥の候補に推薦︑外相モロトフが米英中

司令官ワシリエフスキーを日本占領軍最高

容赦の程を﹂︒ご退席の劉介宙先生が﹁論

である︒酒に酔い徳に飽いての妄言切に御

栄︑ひいては世界の平和に貢献したい念願

生のご指導にまって両国の親善︑東亜の繁

誠の至情をもって私どもは一致協力︑諸先

を差出されたのは驚きであった︒

語の研究に敬意を表します﹂とて私に名刺

結局米軍単独の占領に落付いたことにつ

弱体化を狙っての野望であった﹄︒

られないのである︒一方公私有財産の直接

死等の被害者を加えれば︑その数は計り知

五

強で︑この金額を当てるとすると半世紀に

府の一般会計支出と言えば七億七千万ドル︑

億三○一三万六千ドルに達し同年の日本政

六月現在の米ドルに換算すると実に三一三

民主︶主義と自ら提唱した管子の言う礼義

あり︑さらに国父孫文の三民︵民族・民権．

子中正の慈母への切なる慕情によるもので

︵現陵寝︶に名付けた﹁慈湖﹂もともに孝

日月諏上に建立の﹁慈恩塔﹂も別邸地

管理の尼僧から日本語で大いに感謝された︒

一万四千柱の日本人慰霊碑への合掌では︑

った友愛の錘を吊す鐘楼に上り︑わけても

の感謝︑両国永遠の友愛祈願等のために作

中華民国六十年祝賀︑高恩のある蒋総統へ

日本から寄贈の本島で死没の日本人の慰霊︑

とは特に縁りの深い宝覚寺の境内に在る︑

台中では新装華一麗な孔子窟に参詣︒日本

亘る長年月を要することとなる︒誠に驚く

廉恥を推進の新生活連動等によって︑遂に

いては蒋総統の力に負うところがいかに大

べき巨額である︒一九五二年︑米英など四

早朝五時誘われて日月諏大飯店の屋上で

きかったかが知られるのである︒

八ヶ国のサンフランシスコでの対日平和条

対して︑しばし陵前に侍んだ私は景仰の念

孫文﹁遺嘱﹂の大革命を成就された偉業に

の奏でる大合唱︑眼下に光華島を中に浮か

存分に吸った清澄の大気︑聞きほれた野鳥

れた産業︑交通の施設等ｌを一九三七年

約で日本に対する賠償請求権を規定したが︑

をいよいよ新にするとともに︑日華両国の

的損失ｌ掠奪された銀行の金銀︑破壊さ

中華民国だけは︑すべての賠償を自発的に

ば答える地の利等の天与の賜によって︑両

要するに同文の教養と同種の親近と呼べ

のバナナの味などは忘れられない夢の島の

バナナの葉陰で初めて味わったうれた小粒

ては礎装の高砂族の娘らに囲れての写真︑

べて新緑に包まれた天下の絶景日月漣︑さ

今日︑アジア安定の為には日本が強力な反

国は遠い昔から固く結ばれていたのであっ

㈲

浅からぬ因縁を痛感したのであった︒

共国家でなくてはならないからである︒フ

た︒その何物にも勝る確証は﹁青天白日﹂

これは赤色帝国主義が日本を狙っている

放棄した︒

ィリピンのキリノ大統領が︑八○億ドルの

と﹁日の丸﹂の両国々旗である︒清明と丹

思い出ともなろうか︒

対日請求を五億五千万ドルとしたのもこの

︵主事︶

為である︒ソ連は終戦直前︑ソ連軍極東総
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遺嘱

余力ヲ国民革命二致スコト凡ソ四十年︑其ノ目的︿中国ノ自由平等ヲ求ムルニ在り︒四十年ノ経験ヲ積ミ︑

此ノ目的を達到セント欲セバ必ズ須ク民衆ヲ喚起シ︑世界ノ我我ヲ平等二待遇スル民族ト聯合シ︑共同奮闘ス
ベキコトヲ深ク知しり︒

現在︑革命尚ホ未ダ成功セズ︒凡ソ我ガ同志︿務メテ須ク余ガ著ス所ノ建国方略︑建国大綱︑三民主義及ビ
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第一次全国代表大会宣言二依照シ継続努力シ︑以テ之ガ貫徹ヲ求ムベシ︒最近ノ主張ダル国民会議ノ開催及ビ

孫文三月十一日補祭

一

不平等条約ノ廃除︿尤モ須ク最短期間二於テ其ノ実現ヲ促スベシ︒之し至嘱スルトコロナリ︒

中華民国十四年二月二十四日

筆記者圧精衛
証明者宋子文

郷魯戴恩唐孫科呉敬恒

部元沖何香凝孔祥照戴季陶

I
！

この﹁遣嘱﹂は国民党員への後事を頼むとの遺言である︒李根源の﹁中山学説﹂中の原文を外務省編の﹁孫文全集﹂
堀川哲男著﹁孫文﹂を参考にして仮名交り文としたものである︒

I

︵昭五一・一○・三○︶

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶
皇室を敬愛する一 ﹂ と ︑ 国 法 を 守 る こ と
信教は自由なる︾ ﹂と︑迷信は排除するこ

と

乙号︵社会道徳︶
世界の形勢を察すること︑

と

○こ１ど

こ

社会悪に対し世論を高めること

報 道 言 論 の 公 正 を 求 め ︾ 勺こ

道義の一般的関心を促すこと

教育の適正を期す︾

国家人類の将来をおもんぱかること
政治の道義性を一 局場すること
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︾
資源の保存と開発を図ること
ー

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

いこ︲と

一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しな

こ

家庭の訓育を重〃 んずること︑近親相親し

問を勉めること︑職務を励むこと
養を豊かにすること︑見識を養うこと
物を貧らないこと︑金銭に清廉なるこ

ること

心 考 を 合 理 的 に す る 一 ﹂と︑情操を美しく

む家と財教学す思 と

編集後記
昭和認年１月国語群議会では現行当用漢
字一八五○字中詔字を削り新たに記字を加
えた試案を発表︒日下検討中で来春文部省
に答申されるとのことである︒現行の﹁芸﹂
は﹁蕊﹂の略字でゲイと読んで本来のウソの

読みが全然ないのはどうであろうか︒恐ら
く世界岐初と思われる今から千二百年前学
者大納言の石上宅胴が自らも芸亭居士と号
うんてい

うん

して私の諜庫﹁芸亭﹂を公附していること
である︒﹁芸﹂は芳香を放つ香草で番物に
はさんでシミよけとする外︑人には起死回

ゲイ

生の妙薬ともいわれる︒又﹁転﹂と同じで
草を刈取った農地に作物を栽培することで
英語の︒昌昌ので栽培ｌ文化の意味がある︒
こうして世界文化史上日本の誇として特筆
さるべき記念物が芸亭と呼ばれることに耐
えられない憤りを感ずるからである︒これ
が本誌で三度目のお願いである︒ぜひとも

ご一考ありたい︒今一つこの敬老時代に
﹁翁﹂を消して﹁おじすて﹂とするのもい
かがか︑と申添える次第である︒
◇八月十二日風田外相が訪中して七年越の
日中平和友好条約が調印されて︑来年中国
留学生五百人が来日するとのことご同慶の
至りである︒日油文化学会長の鈴木孝雄大
将が提唱の満洲国副学生を秋田師範の寮に
迎えた思い出がある︒韓聖忠︑李小園の二
人は選ばれた別々の室に分けられ︑休承中
は滝沢教頭が李を︑韓は私が預かって家族
同様の生活をさせた︒幹は建国大の助教授
となって期待していたが今は消息不明で残
念である︒文部省は留学生対策を研究され

るというが︑日礁役後多数の留学生の帰国
後の情況に苦慮されて周到な用意で臨まれ
た鈴木大将の繊見を再考の上慎重を期して

当られれば幸である︒

る︒大槻の﹁其の知己﹂﹁辞諜成功の保謹者﹂

◇文部省編集局長の西村会祖が国語国文に
特に深い関心をもって言海や古塀類苑を刊
行したことは余り知られていない︒大槻文
彦労作の言海が今も標準的辞器として声価
の高いのは一つに会祁監修の賜で︑要する
に︑﹁強情男﹂との会祖の一言が大槻を狂
喜感激させての全力投入で完成したのであ

などの会祖絶賛も宜哉である︒会祖は実に
ケーベル博士の求める稀有の﹁鼓舞激励抜
苦与楽﹂の理想の批評家でもあったのだ︒
８月肥日会祖布回忌の墓前に詣でて︑﹁国語
川越を特災﹂した私は限りない感謝をもっ
てご冥加をお祈りしたのであった︒︵渡︶

定価金一七○円年一︑○○○円
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転換期日本の大思想家

泊翁西村茂樹
古川哲史著

古川哲史著

教育談義ゆとり

四六版二○八頁定価一︑○○○円〒一六○円

儒教の理念によって西洋哲学を包桑こゑ︑日本独自の道徳原理を確
立︑維新転換期を﹃一ニークな思想で啓蒙し指導した泊翁・西村茂樹
の生涯を︑倫理思想史の権威者古川教授が円熟した筆で承ごとに描
く︒日本弘道会創立一○○周年記念出版︒

Ａ六判一二八頁定価四○○円〒一二○円

著者が四回にわたる海外旅行中に︑思わず詩心をそそられた各地そ
れぞれの情趣を︑承ごとに描いた旅行詠︒近来︑と象にその数を増
した海外旅行者の参考にも供せる歌集︒

小学校から大学までの教育機関︑また塾・家庭が抱え
ている複雑な問題点を︑教育者として五十年に及ぶ著

と蓋︒⁝ｆ雷電壷ぃ愚潅⁝育鯛：

〒113東京都文京区本郷2‑3‑1Oお茶の水ビル

歌集東西抄
１１１．︲１１︲Ｉ

と〃背伸

かりでなく︑学校へ通う子女を持つ家庭人への適切な

び″の教育の谷間にいる人たちへの呼びかけである︒

電話03（811）1160振替東京7‑155576

I

●新書版二一二頁六八○円〒一二○円

中教審会長・教育課程審議会会長として今日のさまざ
まな教育問題に直面している著者が︑教育荒廃への歯
止めとして答申を出した新しい教育課程と︑そこに盛
り込まれた学校改革の方向を︑審議会での裏話などを
交えた対談・随想によって探求している本書は︑明日
への教育に関心ある人の熟読に値いするものである︒

●新書版一二○頁六八○円〒一二○円
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高村象平著背伸び〃アブ︒︲チとなっている︒それは〃ゆとり

高村象平著できるまで
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