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今から五十年前に

シコ山の高さ一七米

建てられたこのメキ

の白至のメキシコ記

一日国賓として来日

念塔は︑去る十一月

のロペスメキシコ大

統領の異例の訪問を

記念してこれを改修︑

さらに三千八百平方

て完成︑大統領の手

米の山地を公園とし

によって開園のテー

る︒これは今から三

プが切られたのであ

百六十九年前の慶長

にさかのぼっての日

十四︵一六○九︶年

うべき漂着のメキシ

本友愛国際版ともい

コ人救出の美談が秘

る︒︵渡︶

められているのであ

︵編集後記参照︶

相馬敏夫
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︹巻頭言︺

歴史の教

政治も経済も道徳倫理が基本であると思う︒然るに日本の現状はどうで
あろうか︑全く寒心に堪えない︒私もすでに八十の齢を超えたのであるが
往事を回顧し転た感慨無量といわざるを得ないことが多為あると思うのが
これを実践に移すことは仲室ハかしい︒然しこの心掛け︑いはぱ歴史のあ

（1）

実体である︒温故知新という語は小学時代から頭にこびりついているが︑

ｌ敬義寮折交ｌ

千葉高創立百年によせて

⁝⁝：⁝⁝⁝︒：⁝⁝・⁝渡辺正勇⁝⑭

人生出会い論：：⁝：⁝⁝寺崎隆治⁝⑰

も日本では自民党の総裁選にからんで党内の激突が甚だしい︒そして最近︑

り方を十分にきわめ新しきに処するという歴史の教訓こそ肝要である︒恰
福田首相は﹁自民党の歴史にはいろいろあった︒私も過ちをおかしたかも

石原莞爾：⁝：⁝⁝⁝⁝：遠藤幸威⁝⑲

編集後記

祝文部大臣就任︵内藤誉三郎︶

暗の叙勲芳名︵始側伊平小久保雛ご

弘道詩林⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：麓保孝選⁝⑫

高老期を楽しむ生活⁝⁝石原秀太郎⁝⑳

西村茂樹日記︒．⁝⁝⁝：古川哲史⁝例

しれないが︑過去のいきさつをいっさい水に流して新秩序確立のため戦い
たい﹂と述べられた由であるが︑水に流すのでなく反省し教訓とすること
こそ肝要である︒中国の国内情勢も重大のようで﹁事実をつまびらかにし
て筋道をはっきりさせ過ちあれば正さねばならない﹂︵実事求是︑有錯必
糾︶と堂々と︑公然主張され出している︒更に日本のおかれた国際環境は
誠にきびしい︒西村会祖の道徳論を沈みなおし歴史を教訓とすることこそ
望まれる時代だと切に思うのである︒︵ｎ月詔日︶
︵本会監事︶
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野忍編角川漢和中辞典︒

もう一つ︑貝塚茂樹︑藤野岩友︑小

きたあとの記録︒ｌ

Ｉ世界国家の昔から今までの進んで

先づ金田一京助編三省堂国語辞典︒

手っ取り早く辞書をひいて承る︒

ｌ歴史の教訓Ｉ

歴史片々
目歴 史 と は
﹁歴史﹂この一語には重みがある︒

年炎歳々その重みが増してくる︒
若い頃︑学生の頃︒あの頃は︑文学︑

芸術︑思想などがきらびやかな粧いで

１世の中の移り変りを書いたもの︒

若さのステージ一杯に踊り狂っていた︒

事物の由来書き︒個人の一生にあった

哲雄

これでは氷河時代とか沖積層とか︑

何億光年になってしまいそうだ︒

ｌ歴史とは経験事象の記録的集積で

あるｌ

若干言葉は変ってるが前記の辞典的

臭味が尚つきまとう︒どうも戴けない︒

色点考えてゑたがどうやら納得が出

ｅ斯くあらしむるもの

どうもこれだけでは釈然としない︒

歴史と言う時間の連続性なくして︑

在らしむるもの︒それが歴史である﹂

古ぼけ色あせて塵のたまったままス

こうなると︑宣長︑見林︑左右吉︑

我は︑今︑斯くは︑在り得ないからで

テージの片すゑに忘れたように置かれ
った︒若い私にとって歴史とはせいぜ

トンピー︑シュ・ヘングラーなどを持ち

くのである︒それだけのことである︒

のように見ることで私は何となく落着

しつける気は毛頭ない︒唯︑歴史を右

もとより私流の勝手な解釈︒他に押

﹁歴史とは︑我をして︑今︑斯く︑

いそんなものでしかなかった︒

出したくなるところだ︒が︑それは止

来たのは

ようやくにして人生を知り初めてか

ある︒

こと︒こしかた︒来歴︑経歴︒ｌ

ら︑歴史は次第にステージの中央にせ

ことにする︒

める︒これを機会に自分で考えて柔る

ｌ歴史とは時間の堆積であるＩ

の中で︑この三間︑四日を経過する︒

バスの中︑そばを食いながら︑風呂

り上がり︑年と共にその重みを加えて

ている小道具︒その小道具が歴史であ

川

来つつある︒

歴史とは一体何なのか︒

簡単なようだがこの設問は仲々に難
問のような気がする︒
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小

歴史と言う時間の連続性の最末端に
私を︑貴方をして︑今︑斯くあらし

私が存在する︒貴方が在る︒
むるもの︑それが歴史である︒

日本歴史と言う時間の連続の末端に

こそ日本民族が存在し得る︒その日本
歴史の時間の連続性を象徴するものが︑
まさに〃天皇″である︒

国民統合の象徴とする現憲法は天皇
の空間的な側面︑別言すれば横の線の
染を見ている︒

天皇論は別の機会にゆずり本論にか
える︒

白適応
渡辺主事の御指示では﹁歴史の教訓
歴史の教訓と言うことについて︑原

について﹂である︒

この一書の訓えるところしかないと思

則論的に大上段にふりかぶれば︑私は

ダーウィンの〃進化論″である︒

去句〃○

人類を含めた生物が︑今︑斯く在る

らざるものは亡びる︒歴史の根源的且

ダーウィンは生物学的自然科学とし

つ冷厳な教訓である︒

はこの進化論は人類最高の歴史書であ

てこれをとらえたかも判らないが︑実

り︑適者生存の原理は人類最大の歴史

人間を含めて凡ゆる生物は︑〃適応

の教訓である︒

現にしている︒

する〃ことに全エネルギーを傾注した︒

を意識的に指向した︒人類と生物の差

に止まらずより高次の〃よりよき生活〃

だが人類は単に生物学的適応の段階

四反動
そのまま現在将来の人類への根源的教

ことの所以を解明実証した進化論は︑

すれば縦の線︒この縦横の線の交叉す

訓である︒これ以上原則的一般的且つ

時間的︵歴史的連続性︶な面︑換言
るところ︑この一点に現天皇が在られ

またまた横道にそれるが︑若い人の

はこの意識の有無に存する︒

論の相手をやっつけるには三種の神器

議論を聞いて発見したことがある︒議

などもちょいちょい﹁反動だ﹂とやら

しゅんとして議論はチョンである︒私

かの単語を相手にぶつつけると相手は

封建的︑反動︑非民主的︒このどれ

があるらしい︒

メタセコイヤに代って松柏は緑をし

適応し得るものの承が生き延び︑然

没し果て漢民族は九億を誇る︒

ツングース︑女真族はいづくかに埋

の草原をゆく︒

亡くアフリカ象は悠々キリマンジャロ

たたらせ︑ステゴドン︑マンモス既に

トキは亡びんとし雀烏は田野を蓋う︒

基礎的な教訓は他にない︒

る︒

従って天皇を否定することは日本民
る︒日本歴史の時間の連続性の否定は

族の時間の連続性を否定することであ
斯く在る日本民族の現存在を否定する︒

同時にそれは私自身︵貴方自身︶を否
定することになる︒

ともあれ歴史とは我を斯くあらしむ
る時間的連続︑縦の線である︒
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れる︒

反動とは何か︒前記金田一の辞書に
は﹁或る動作に逆からって起る動作︒

動化″に由来するものである︒

性の欠如川と歴史の流れに逆らう〃反

或は清朝帝制下の中国の停滞は〃適応

狂態によって更らに遅れること必定で

手たる中共の充実発展は︑この文革の

源を有する日本にとって強力な競争相

李朝︑清朝が︑日本の明治と同様に迅

いを以ってこれを眺めていた︒中共は

だが︑もう一つの私は一種悲痛の思

あったからである︒

速機敏な適応性を示し反動政策をとら

これで二十年は遅れる︒中共はどうで

若し︵歴史に若しはあり得ないが︶

なかったならば恐らく朝鮮統治︑日中

も良い︒だが九億中国人民がこれでは

歴史の流れに逆からって進歩をはばむ
人類の歴史の流れは前述の如く︑〃適

戦争は存在し得なかったであろう︒

保守的傾向︒﹂とある︒

生活を指向する川ことにある︒

応する︑ことを踏まえて更によりよき

だが︑この反動化はやうやくにして

共の文化大革命である︒文化と言い︑

マニズムの呪縛からどうやら解放され

収まったかに見える︒中共は毛シャー

救はれないではないか︒

希望ある精神生活とより豊鏡な物質生

革命と言い︑その文字面は如何にもも

更らに最近の事例について言えば中

活″である︒

っともらしく如何にも進歩的粧ひをこ

よりよき生活とは︑〃より安定しより

人類の歴史の流れは適者生存の基盤

らしているが︑私をして言はしむれば︑

である︒

九億の民のためには慶賀すべきこと

あるやに見える︒

生活︵物心︶えの軌道修正を試みつつ

歴史を通じて希求し来った︑より良き

中共は歴史の流れにそい︑人類が全

たようである︒

に立ってよりよき物心の安定豊焼を求

ある︒

反動の最たるもの︑物心停滞の元凶で
赤い毛語録を高倉と掲げ︑口角泡を

めつつ今日に至っている︒これが人類
反動とは︑この歴史の流れに逆うも

の歴史である︒

ふって一種異常な精神状態に立ち至る︒

飛ばし舌端火を吐き︑熱気は熱気をあ
︑あれはもう完全に毛シャーマニズム

ス主義への総称ではない︒

の呪縛に毒された中共の狂態であった︒

のを言うのであって︑非或は反マルク

⑤文化大革命

訓える︒更に歴史は〃よりよき生活︵物

歴史の教訓は我々に〃適応せよ〃と

㈲冷厳なる教訓

心︶への指向″が歴史の大いなる流れ

あの狂態を見てナショナリズム的近

明治維新の輝やかしい成果は〃迅速

故かなら九億の労働力と無限の潜在資

視眼の私は内心ニタリとしていた︒何

なる適応″の勝利であり︑まさに〃歴
これに反し当時︑李王朝下の朝鮮︑

史の流れ″に適応するものであった︒
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にが

片をたる声明︑条約︑覚書などと言

い○

うものは︑歴史の大教訓たる〃適応と

但し︑この歴史の教訓は時に苦く時

であることを訓える︒

に冷厳この上もないことを承知して置

よりよき生活指向″の原則の前には吹

下を知るやソ連は即時対日宣戦を行っ

昭和二十年八月︑広島︑長崎原爆投

けぱ飛ぶようなもの︒

日中百年の友好云冬とマスコミの紙

一例をあげよう︒日中条約であるｃ

く可きであろう︒

面は甚だ楽観的である︒が歴史の現実

た︒勿論日ソ中立条約を破って︑であ
る︒

は厳しい︒

思い出して貰い度い︒非同盟論で中

も約束も義務も︑そんなものは一かけ

考慮しての結果である︒その間︑道義

ソ連としては〃状況変化への適応と︑
共と印度が握手した一年後︑中共軍は
印度に侵入している︒中印戦争である︒ 勝利者としてのよりよき生活指向″を

平和五原則をひっさげてジャカルタに

人間社会︑国際社会は形をかえ姿を

どのこともない︒

約︒人類の歴史の教訓から見れば何ほ

日中条約︑結構︒だが片たたる一条

らもない︒

乗り込んだ中共周恩来がスヵルノ大統
領と文字通り肩を抱いて相擁した︒そ
の写真を御記憶の方もあらう︒が︑現
在両国は国交断絶の状態にある︒

かえて千変万化する︒だが歴史の訓え

中共にとって東欧唯一の友好国アル

バニア︒そのアルバニアから中共の技

︵聯友旅行社長︶

るところはかわらない︒

術者が引き揚げたのは数ヶ月前のこと
である︒

※

友好親善どころか血をすすって同生
共死を誓い合った中共ベトナム関係は
現在どうなっているか︒言うまでもな

※

歴史の輪廻

古い話である︒

小川哲男

昭和二十年八月二十五日︒私は南京国
民政府主催陳公博︑宣伝部長林柏生等要
人七名の日本亡命を領導した︒南京から
米子に飛び京都金閣寺に潜んだ︒

結局︑翌二十一年六月︑陳首席は蘇州
刑場の露と消えた︒亡命中︑首席は中国
の将来は︑中国共産党が左右する︑と説
かれた︒当時は︑蒋介石の国民党が抗日
戦に勝ったとして最も得意な時であっ

た︒

あった︒

だが事実は首席の言葉通りになった︒
ちなみに︑一九二一年七月の第一回全
国共産党大会広東代表は陳公博︵後に孫
文の国民党に入る︶長沙代表は毛沢東で

たようである︒

宣伝部長林柏生は同じく南京雨花台の
刑場に散った︒その遺書は﹁革命救国・
科学建国﹂であった︒最近になって︑中
共はようやく技術科学の振興に踏み切っ

三十数年前︑林柏生は雨花台刑場︑そ
の死の寸前﹁科学建国﹂と大害してい

二人の罪名は漢好︵国を売る者︶であ

る︒

った︒

ＦＤ

︑Ｊノ

／︲︑

スリ・ランカの大臣会議
スリ・ランカ

今年の七月二十四日から八月四日まで︑スリ・ランカの
コロンボで開かれたユネスコのアジア・オセアニア地域教

鈴木

脱し英連邦内の自治領となったが︑一九七二年五月独立し︑

スリ・ランカは︑一院制の立憲共和制で︑現在の大統領

スリ・ランカ共和国となった︒

びっくりする︒この島は︑ギリシア時代はタプロベーンと

京都の人口より一割多く︑東北六県と同じ広さだというと

もいる︒まして︑人口︑面積となると見当もつかない︒東

る人は少ないであろう︒﹁インドの北ですか﹂といった人

スリ・ランカといわれて︑すぐに正確にその位置をいえ

のような強権政治をきびしく批判し︑経済再建策を打出し︑

た︒昨年七月の総選挙で︑野党第一党の統一国民党は︑こ

から七七年まで非常事態令を出しきびしい言論統制を行っ

民の不満はうっ積した︒これに対し同政権は︑一九七一年

の騰貴︑不況による失業の増加など経済の停滞を招き︑国

活必需品の配給制などの政策を推し進め︑その結果︑物価

会﹂の実現を目ざし︑基幹工業の国有化︑米・砂糖など生

制になったのは︑本年の二月である︒一九七○年五月以来

呼ばれ︑アラブ人はセレンディブと呼んだ︒セイロンと統

国民の広汎な支持をうけて一六八議席中一四○議席を獲得

政権の座にあったバンダラナイヶ内閣は︑﹁社会主義型社

一されたのは一八一五年英国総督が全島の支配者となって

し圧勝した︒与党の自由党はかろうじて九議席︑社会平等

て参加した︒

からである︒しかし︑この島の人々にとっては常に一つの

党︑共産党などの左翼政党は一議席も獲られず︑議会から

育大臣経済企画担当大臣会議に日本政府代表団の一員とし

ランカ﹂という意味であり︑ランカはさらに古代インド語

名︑スリ・ランカであった︒これは︑シンハリ語で﹁輝く

が首相に就任したが︑政治の長期的安定をはかる見地から

姿を消した︒そして︑統一国民党の党首ジャャワルダナ氏

任期六年の大統領を直接選挙によって選出するという内容

のサンスクリットに由来する︒紀元前四世紀頃のサンスク
でいる︒一九四八年二月︑三世紀にわたる植民地支配から

リットの叙事詩﹁ラーマャナ﹂ではこの島をランカと呼ん
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勲

の憲法改正案を昨年十月国民議会に上程し︑これが可決さ

に繰上げて披露したりした︒ホテルには代表団一人一人に

寺の御開帳や八月に行われる最大の象の祭・ヘラヘラを特別

は第四回目である︒第一回は︑昭和三七年東京で開かれた︒

この会議は︑﹃一ネスコの主催する地域大臣会議で︑今回

アジア文部大臣会議

一篭の果物が届けられたがたべ切れないほどであった︒

れ︑初代の大統領として︑ジャヤワルダナ氏が︑本年二月
ジャャワルダナ大統領は︑前政権の統制色の強い経済体

就任した︒

正に基づく民主主義社会の建設を目ざしている︒

制から︑より自由な経済体制への転換をはかり︑自由と公

て︑﹁憎悪は憎悪によって克服されず︑愛によってやむ﹂

と発表した際︑日本を非難したグロムイコソ連代表に向っ

がセイロン代表として出席し︑対日賠償請求権を放棄する

月のサンフランシスコ講和会議に当時大蔵大臣であった氏

日本にとって忘れられぬエピソードがある︒一九五一年九

正草案を発表して国民に選択を間うていた︒この人には︑

会議は︑前回の会議以降の教育発展について検討し一九八

四六年シンガポールでそれぞれ開かれた︒今回のコロンボ

た︒第二回は︑昭和四○年バンコックで︑第三回は︑昭和

教育の役割が重視され︑長期教育計画の必要性が強調され

ことであった︒この東京会議で︑社会経済の発展における

義務教育を目標とするプランの実施状況について討議する

一九八○年までにアジア地域の各国で最小限七年の無償

国の教育代表者会議で決議されたいわゆるカラチプランー

主題は︑その四年前にカラチで開かれたアジア地域一七か

と述べたときは︑吉田全権以下の日本代表団は声をあげて

私たちが滞在中に︑国家の名称と体制を変革する憲法改

泣いたという︒七一歳の敬虚な仏教徒で大の親日家といわ

○年代のこの地域の教育改革の動向を見出すことを目標と

るほどのホスピタリティが感ぜられた︒また︑会期の終り

族舞踊団が並んで︑踊りと演奏で迎えるなど︑過剰とみえ

政的困難に直面している︒その打開策として︑ノンフォー

る︒第一に︑世界経済の停滞の影響もあって︑各国とも財

れをとり巻く条件にきわめてきびしいものがあるからであ

い難い︒それは︑現在のアジア地域における教育およびそ

しかし︑この目標は︑卒直にいって︑達成されたとは言

じめて会議宣言をまとめて幕を閉ぢた︒

した︒そして熱心な討議を重ね︑多くの勧告を採択し︑は

れる︒

今回の会議は︑ジャャワダルナ政権の満一年目に当るこ
ともあり︑国をあげての歓迎であった︒開会式には︑数百

の土曜日と日曜日は︑コロンボから車で三時間余りも北の

人の学生バンドが演奏し︑各代表団の進む道の両側には民

古都キャンディに代表団を招き︑仏陀の歯を保存する仏歯

ワー

︑１ノ

〆ｆ︑

員などが提案されている︒しかし︑前者は金のかからない

マル教育と正規教育との一体化とか︑新しい教育資源の動

る者がきわめて多く︑五年次まで到達する者は十人中四人

％に達している︒しかし︑折角就学しても︑中途で脱落す

若年失業の問題も深刻である︒フィリピンでは︑大卒者

にすぎないと推定される︒このドロップアウトの大多数は

生徒数の切上げも提案され︑一人対二○○人という実験例

の三分の一が失業しており︑タイでは一九七五年に大卒者

教育の拡充ということであり︑後者は︑例えば学生やボラ

も紹介された︒平均三五人程度の生徒でなお不満を訴えて

の四二・五％︑教育養成機関卒業者の五二・七％が失業し

農漁村の貧困層から出ている︒単なる学校への入学機会の

いるわが国の教師たちにアジアのこの現状を理解してもら

ている︒一九八○年にはこの地域の中等教育終了者の五○

ンティアを教員に採用するとか︑二部授業や三部授業の導

いたいと思った︒第二は︑教育の量的発展が必らずしも教

％名が失業する見込承と報告されている︒この失業は︑高

均等は︑問題の解決にならないのである︒

育機会の均等をもたらさなかったこと︒第三は教育の発展

学歴者が求人の少ない近代給与部門に殺到するためと報告

入とか︑自営学校の設立などをさしている︒教員一人当り

が若年失業を増加させていることである︒日本︑ソ連︑オ

されている︒高学歴失業の問題は︑学歴が有利な就職に役

は﹁学歴社会ｌ新しい文明病﹂の中で︑学歴社会の病理は

ーストラリア︑二﹃−−ジーランドを除く発展途上国の教育

先進国の承でなく途上国をも侵しているとし︑教育の後発

立つという社会の存在を前提としている︒Ｒ・Ｐ・ドーア

識字教育の問題をとって象よう︒開発途上国十八か国の

の現状は深刻である︒

文盲率は︑一九五○年は実に七五％であった︒それから二

の進行が早くなると分析し︑．スリ・ランカの例をあげてい

る︒スリ・ランカでは失業者の八二％が中等教育以上の学

効果として開発の始まりが遅ければ遅いほど学歴インフレ

歴をもっている︒ドーアの分析を肯定するとすれば︑アジ

十年経って一九七○年では五八％に減少している︒しかし︑

である︒経済の発展や正規教育の普及によって文盲の問題

激しい人口増加のため絶対数は逆に五千万人ふえているの
が近い将来において解消するとの予測は悲観的である︒近

アの諸国は︑教育に力を入れれば入れるほど学歴病が深く

わが国は︑首席代表︵近藤文部政務次官︶の演説におい

なってゆくことになり︑問題はさらに深刻である︒

て︑わが国における教育発展の成果とあわせて当面の問題

七・七％という高い文盲率である︒

初等教育段階の就学率は︑カラチプランの推進という目

代化を志向しているイランにしても︑男六七・一％︑女八

標に向けて各国が努力した結果︑一九七五年では六九・五
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との間に激しい応酬があった︒果ては︑ソ連側は中国代表

議で軍縮問題を持出すべきでないと削除を求め︑ソ連代表

を﹁北京の代表﹂と呼び︑中国側はソ連代表を﹁モスクワ

について紹介し︑教員の果たす役割の重要性を強調し︑平

からの紳士﹂と呼ぶなど︑お互に相手を代表と認めないよ

等の立場に立つ国際協力の必要をよびかけた︒しかし︑明
治末期にすでに義務教育の九割就学を達成し︑現在︑高校

ンボの大臣会議の会場となった寺ハンダラナイヶメモリァル

しかし︑中国のアジアにおける地位は︑たとえば︑コロ

う具合で対立競争の深さを目のあたりに見せられた︒

レセプションを催すと︑ソ連も続いてパーティを開くとい

うな発言があり︑各国代表の失笑を買った︑また︑中国が

進学率九三％︑高等教育進学率三七％の水準は︑アジア諸
国のそれに対し余りに隔絶している︒わが国の場合︑教育
が社会発展の基盤であるという認識が国民一般の共通のも
を支えるエネルギーである︒国民所得では十八位のわが国

ホール︵冷一房つきで恐らくスリ・ランカ最大の施設︶が中

のとなっている︒国民の伝統的な教育に対する熱意がこれ
で︑家計に占める教育費支出と国家財政中の教育費の比率

︵本会理事文部省大臣官房群議官︶

年九月七日以降用いられることになった︒

ランカ民主社会主義共和国﹂に変更された︒この国名は本

名︵正式名称︶は︑﹁スリ・ランカ共和国﹂から﹁スリ・

と聞いたが︑今回この法案が成立して︑スリ・ランヵの国

ジャャワルダナ大統領が憲法改正草案を世に間うている

とを覚えている︒

ぬ対応を必要とするのではあるまいかという予感がしたこ

ものであった︒日本の援助のやり方と較べて今後容易なら

いうように︑アジアにおける中国の大きな影を感じさせる

器にもすべて中華人民共和国のプレートが貼られてあると

国の寄贈にかかるものであり︑同時通訳のマイクなどの機

がいずれもトップであることは︑国家も家庭も教育に全力
を傾注している姿を示している︒このことの偉大な意義を
中ソの対立

アジア教育との対比で改めて強く感じた︒

この地域のユネスコ加盟国は二五か国にふえ︑今回はじ

最後に中ソ対立のエピソードを記しておく︒

のため中ソの対立は当初から予想されていたが︑中国が副

めて中国︑北鮮︑インドシナ三国が一せいに参加した︒そ
議長に選出されたことでソ連が異議を唱え︑ソ連のアジア
地域加盟国としての地位に中国が発言するなどいくつかの
緊張させる場面があった︒特に︑ソ連が国際理解に関する
勧告案を出したさい﹁加盟国はカリキ﹃ごフム設定に当たり︑

戦争の防止と軍縮促進の精神に基づく教育を強調する﹂と
いう部分について︑中国代表は︑教育問題を扱うべき本会

（9）

いふ余分の外貨を払ふやうになった︒国際

木内信

って︑これが本当の自分だといふことをだ

まち回復して一昨年は四十何億ドルかの黒

本当の自分がある︒これがすばらしいもの

〃失業の輸出″といふ言葉を御存じですね︒

への国はなぜさう無闇に輸出をするのかと︒

そこでアメリカから文句がついた︒おま

字︑昨年度は百四十一億ドルの黒字です︒

る自分は︑時に極めてつまらないことをや

つぶれて失業が出るから︑日本は失業を輸

日本の品物が沢山入るとアメリカの企業が

由主義思想﹂から言へぱ反対ですね︒自由

出する︑といって文句がつく︒これは﹁自
さて︑その﹁日本の再評価﹂ですが︑い

けば︑いい品物︑安い品物が入ってきて︑

国民は得をする︒その代り負ける企業は潰

主義思想から言へぱ︑貿易を自由にしてお

れて行く︒それが進歩だといふのが︑いば

まはごく簡単にお話し出来るやうな廻り合

ことになった︒一昨年は僅かの出超でした

ますと︑日本は過去三年︑〃出超に悩む″

で日本はその自由貿易に︑ちょっとばかり

ゆる自由主義思想の素朴な形ですが︑そこ

修正を持ち込む︒日本のやうな特別に偉い

から︑悩み始めたのは昨年からです︒石油
ましたが︑日本はそのため百何十億ドルと

ショックで石油の値段は一挙に四倍になり

わせになってゐる︒どういふことかといひ

出超になやむ現代日本

ったりします︒

なのです︒それに引き換へ︑目に見えてゐ

めいが︑自分だと思ってゐる自分のほかに︑

収支は当然マイナスになりましたが︑たち

胤

んだん知って来るのが︑人間の精神が発達

(一）

する過程だと私は思ってゐるのです︒めい

価

﹇講演﹈

日本の再
二人の自分
今日の題は〃日本の再評価州ですが︑ど
うぞ日本を再評価して戴きたい︒その再評
価の前提になるのが〃深層の日本を注目し
個人の心を眺めて承ると︑〃本当の自分

てくれ″といふことです︒

と表面の自分〃︑〃自覚されてゐる自分と自

覚されてゐない自分″とが確かにあると思
ひますが︑その自覚されてゐない自分に該
当するのが︑国家の場合の﹁深層の日本﹂

です︒その深層の日本といふものが︑表面
に出てゐる日本のほかにあるんだといふこ
とを知って戴かないと︑物は本当に見えて
来ないと私は思ふ︒

ずっと眺めてゐて︑確かにさうです︒個
を︑蔭から動かしてゐる隠れたる自分があ

人の場合︑自分で自分だと思ってゐるもの
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評

国はみづから輸出を規制する︒それは日本
のためでもあるのですから︑向こうが規制
したって椎はない︑といふ態度をとらなく
てはいけないのです︒アメリカは二言目に
は保護貿易に逆転すると言って脅かします
が︑そんなことはないので︑日本のやうな
バカに強い産業を持つ国に対しては︑その
産業の輸出品に規制があることは︑決して
自由貿易を棄てて保護貿易に返ることでは
ないのです︒このことは︑いまはまだ日本
国民に知ってもらへませんが︑さういふ考
へ方は︑だんだん浸透して来ると思ひます
が︑いまの段階では︑日本は突然︑出超に
なって︑人から非難を受け︑戸惑ってゐる
状態です︒

開国日本の国是

日露戦争に負けなかった︒もし負けてゐた

まくいったから︑富国強兵がかなり出来て︑

そこから始まるわけです︒それが相当にう

とお茶で︑それを無闇に奨励した︒万事は

当時アメリカが買ってくれた商品は︑生糸

れば生きて行けないといふことでしたから︑

当時の列強の通念は︑弱肉強食︑強くなけ

の終戦です︒この四十年の間︑日本は列強
︑︑︑池︑︑︑︑︑︑︑︑
の一員としてあくまで列強らしく振舞ふ︒

そのあとちょうど四十年たったときが今度

日露戦争の終結は一九○五年ですから︑

韓国だけでは足りない︑満洲国の建設︑そ

ら︑満洲はもちろん韓国も当時のロシア
領︑日本の独立も危かったでせう︒

日本の一部にはなったけれども︑ソ連の一

たから︑非常に恨まれてゐます︒しかし︑

がない︒エクスポート・オア・ダイと申し

に閉じ込められて︑貿易以外には生きる道

そのあとといふものは︑文字通り四つの島

って大東亜戦になる︒それには負けました︒

部にはならないで済んだんだといふことを︑

一生懸命になった︒やってゐるうちに︑田

ますけれども︑国民はまともにさう信じて

れが支那事変に発展する︑といふ経路をと

いつかは韓国人も感謝する気持ちになって

中さんの日本列島改造みたいなことにもな

ちょっと横道に入りますが︑日本は韓国

欲しいと思ひます︒まだいまの韓国はそこ

りましたし︑いろんな動きをしたのですが︑

を合併して三十六年︑独立を奪ってゐまし

まで行きませんね︒しかしいつかは︑と恩

突然石油ショックに見舞はれて︑田中流の

ふわけです︒

日露戦争のあと︑日本は列強の一員にな

日露戦争に勝つまでの日本は︑全く純真で︑

り好ましくないごたごたした時期が続く︒

っくりして︑一層輸出に励むといふ形にな

歩みにはストップがかかったが︑それにび

るのです︒なぜ日本はさういふ大出超を持

国際社会におけるビヘービアも︑非の打ち

って︑暫くは︑国内的にも国際的にも︑余

つことになったとかと申しますと︑黒船に

いふ超大出超となった︒福田総理は〃黒字

はもう出超︑七七年度は百四十一億ドルと

この問題が︑日本再評価のきっかけにな

びっくりして開国した明治以来︑日本は西

どころがない︑と言っていいかと思ひます

果として大変な﹁円高﹂になった︒それら

減らし″をしたが︑．効果が出ない︒その結

石油ショックは七三年ですが︑七六年に

った︒

欧文明を取り入れて︑﹁富国強兵﹂を実現

が︑それから後は問題です︒

終戦後の日本の歩み

しようとした︒それには輸出ができないと
何でもいい︑一生懸命つくったわけです︒

だめなので︑外国が買ってくれるものなら

（11）

これをみて国民はひどく戸惑ってゐる︒

くべき輸出力と言ふべきです︒

四十一億ドルよりは遥かに多い︒これは驚

百九十四億ドルになりますから︑昨年の百

超だといふ︒それを二倍して承れば年間は

四月ないし九月の数字は九十七億ドルの出

のことで輸出は抑へられてゐるに拘らず︑

ルを買ったわけです︒﹁防戦買ひ﹂です︒

ますといふ申し込みを片っ端から受けてド

規模なドル防衛をした︒つまりドルを売り

円が百八十六円になっとき︑日本銀行は大

殺到して︑円はまた上がり出した︒百九十

もらへれば結構だといふので︑輸出為替が

さうなったら一ドルの輸出をして百九十円

十三円といふ相場も出ました︒ところが︑

当時は百七十九円ぐらゐだったのが︑百九

ければならぬ″といふ必要があった︒それ

ひますと︑いままでは︑〃輸出を拡大しな

げる前に︑そのことは何を意味するかとい

とです︒その﹁出来過ぎた理由﹂を申し上

といふことが︑必要以上に出来たといふこ

の強い願望であったところの﹁輸出拡大﹂

すと︑日本人の明治以来の念願︑終戦以来

るのですが︑これはそもそも何かといひま

いま世界を驚かし︑日本人を戸惑はしてゐ

ると思ひました︒大阪へ講演に行くと︑み

私もこのときは︑日本経済はえらく混乱す

は大変な違ひですけれども︑それでも耐へ

思ったんです︒二百四十円と百八十六円で

年前︑二百四十円でも日本はだめかとまで

この件で改めて思ふのですが︑ちょうど一

のもとに置かれるといふことは〃真の自由

れば︑生きて行けない︑そういう﹁必要﹂

ったわけです︒戦後なら︑それが出来なけ

当時のロシアに滅ぼされるといふことがあ

をやらなければ富国強兵が出来ないから︑

︑︑

ところが十一月には二百四十円になった︒

昨年年初の為替相場は二百九十二円だった︒

んな青筋立てて︑これをどうしてくれるん

ていける︒もちろんつぶれて商売やめた人

を持っていない″ことだと私は思います︒

かられる場面もありました︒ところが︑平

も沢山ゐるけれども︑耐へられる人もいっ

もちろんこれからも輸出は必要ですけれど

だといってまるで私が悪いやうに食ってか
気なんですね︒いま申すとおり︑二倍すれ

ぱいゐるといふことです︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

も︑何も青筋立ててやらなくとも楽々とや

年にして初めて︑どんな国をつくっていこ

たことです︒従って日本は︑明治以来百十

︑

つまり日本といふ国は︑普通の常識︑学

れるといふことは︑その必要から解放され
校で教へる経済学︑あるひはエコノミスト

いうことになったのです︒国際的な自由を

うか︑〃好きな国づくり″をしてもいいと

国造りの自由を獲得した日本

ば二百億近いやうな輸出増勢を続けてゐる
のがいまの状態です︒だから︑日本の輸出
力といふものは物凄い︒どこからさうなる

いといふことです︒これは私は前から言っ

たちの新聞雑誌に出る経済学ではわからな

か︒円高に対する対応力もその大きさは︑

今度︑おもしろいことがあった︒この間

めいめいの国が自分の好きな﹁国造り﹂を

論じる場合︑品物が自由に動くことよりも︑

驚嘆すべきものです︒

アメリカは三百億ドルを用意して﹁ドル防

す︒

てゐたことですから︑いま喜んでゐるので

することをだれも邪魔はしない︑まずいこ

です︒ドル防衛ですから︑ドルが上がり円

この日本の経済︑就中その﹁輸出力﹂が

衛﹂に乗り出すと言ひ出した︒十一月一日
が下がるわけです︒円は型通り下がった︒
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とをやればその結果が自分に来る︑いいこ
直しは︑これからも大いにやる必要がある

はえらい時代であったので︑徳川時代の見

いたら向うの繊維業者は全滅でした︒﹁燕

がありましたね︒あの頃の状況をほってお

沢山あります︒ワンダーラブラスといふの

︑︑︑︑︑︑

とをすればいい結果も自分に来る︑さうい
と思ひます︒

るのですが︑日本国はいまやその﹁国造く

か日本の輸出に脅かされてガァガァ言って

なるのです︒ですから︑いまアメリカなん

さういふ時代に︑また日本は︑これから

〃失業を輸出する″といふのは︑全くほん

業者を全滅させたでせう︒向うさんが言ふ

食器﹂もほっといたらアメリカの金属食器

︑︑

ふ状況になればいいのだ︑と私は思ってゐ
りの自由﹂を雄得したのです︒この事実に︑

ひどい例が︑いまのイギリスです︒イギ

となんです︒

まだ国民は目覚めてゐないけれども︑いま
は七％がどうの︑黒字減らしがどうのとい

ッサンが行くんですね︒この間イギリスの

リスにはトヨタはあんまり行かなくて︑ニ

で輸出をすることはないのです︒その上日
本人は︑倹約することを知ってゐますから︑

ますけど︑日本人はアメリカを困らしてま

物質的繁栄はあんまり要らない︒それが要

ふことではなくて︑もっと深い深いところ

です︒

して︑〃労働の生産性は日本はイギリスの

ある人が︑ニッサンの工場をつぶさに視察

竹窓聞雪

一穂書燈坐夜分
寒醗供得静中聞
東風吹散娘汗雪
不許瑞花困此君

西村泊翁

︵世界経済調査会理事長︶

︵於十一月十四日本会︶

七倍〃︑だといひましたが︑ほんとでせう︒

ると錯覚して︑物は︑でき過ぎてゐるにも

に︑国民に知って欲しい真の問題があるの

徳川時代の日本と今後の日本

どのくらゐ日本が優秀かを︑余り御存じ

向うを脅かすといふことに相成った︒

拘らずなほ不足と思ってゐる︒その結果が

っしゃると思ふから︑これは教へて戴きた

しますけれども︑例へぱオートバイみたい

ない方が多いと思ひますので︑ちょっと申

そこで︑ここには博学の方が大ぜいいら
いことですが︑私は徳川時代といふのは非

アメリカのオートバイ・メーカーはみなつ

なものは︑アメリカでは日本の独占領です︒

常に自由な時代だったと思ひますね︒鎖国
をして︑外からの脅威はなく︑何をやって

ぶれて︑いまハーレー℃ダビッドソンとい

もいいわけです︒徳川幕府は︑自分の身を
守るといふ︑もっと高尚な見方をすれば︑

九七％は︑多分全部日本のものださうです︒

の全オートバイ需要の約三％を賄ってゐる︒
ミシンはもともとアメリカのものでしたが︑

ふ会社たった一社が残ってゐて︑アメリカ

念願の下に政治を行ってゐた︒しかし︑そ

これもどこかへ行ってしまった︒カメラも

また戦国時代のやうになってはいけないか

のもとに生きてゐる日本国民は︑全く自由

さうですし︑リストウォッチもさうですし︑

ら︑国内に秩序と平和を保つといふ大きな

句とか︑いろいろ出て来るといふ文化的に

潤達であった︒だからこそ︑歌舞伎とか俳
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千葉高創立百周年によせて

Ｉ敬義寮折燕Ｉ

渡辺正勇

三舎監長︑石井光期︑泉諒三︑堀江正章︑糸久亀次郎の舎監全員が

創立記念の晩餐会には海塩錦衛校長︑宇佐見武治郎教頭︑岡部珪

て歓声をあげたのは五ヶ年間にただの二回だけであった︒

一棟が南北に並んで千葉寺通りの崖際︑構内の西南隅に立っていた︒

気が次第に高まる頃には夜も更けて百五十名一同が︑青春を称えた

雛壇に並び訓話の後︑先生方ご自慢の謡曲の余興には閉口した︒熱

敬義寮は木造二階建の南・中・北の三寮と平屋建の食堂・浴場の
西の空には箱根の連山を麓に︑千古の雪を頂いた霊峰富士が袖師ヶ

ばん

ふれる感染の寮生を収容して看護婦付の病室とした︒病床二日目か

した痛ましい思い出がある︒七年のス︒へイン風邪の大流行では︑あ

側の一帯が津波に襲われ︑殆んどの家財を流失した泉先生をお見舞

は相当の爪跡を残して︑被災の寮生の収容所となった︒房総線の西

修養室は新聞閲覧室とも呼ばれた︒大正六年九月三十日夜の台風

目

寮歌を高らかに歌って会を閉じたのであった︒

浦波の向うに聾えて理想に燃える青春の我々の︑喜びにつけ悲し承
につけ朝夕の励ましとなっていた︒誠に恵まれた環境であった︒
寮生活の中で楽しいところの一つは食堂である︒朝夕合図の振鈴
を待ちかねて一斉に眼を輝やかして足速にかけつける︒ご飯は一人
盛りのお鉢で食べ放題︒水曜・土曜の昼食がカツレツ口取などとな
ってご馳走ということになる︒炊事は喜勢の請負である︒だんノ︑
お鉢が軽くなると賄委員は﹁どうだね︑やろうじゃないか﹂と提案
げき

ら臨時休校となって︑不成績挽回の精勤賞がふいになって今以って

する︒一決すると長文の賄征伐の樹が各室に廻される︒食堂はにわ
ひつ

かに﹁賄！︑を﹂の声があちらこちらに連発して炊夫は眼の廻るょ

残念に思っている︒

ごずき廻し︑矢つぎ早に怒声を浴びせ︑時には鉄拳の飛ぶこともあ

竹刀で風を切ったり︑ごちやつかせたり︑下駄を踏ならしたりして

たりすると︑消灯後校庭に呼び出される︒取巻いた上級生が木刀︑

上級生に対して敬礼の仕方︑言葉遣い︑態度が善くないと思われ

口

うな忙しさになる︒食堂の隅にある大概を空にしようというのであ
るが︑なかノ︑に難攻不落である︒炊夫が舎監の前に出て頭を下げ
﹁出来ました﹂との報告が伝えられると宵暗の校庭での腹ごなし運

て﹁今しばらくお待ちを﹂と言上に及べばまずノ︑の成功である︒
動を中止して︑ご飯に醤油をかけてのお代りを二回三回とくり返し
たり︑ご飯を紙に包んで快に忍ばせたりの豪の者︒だが二度炊かし

（14）

る︒これがいわゆる﹁説法﹂である︒唯一回完全説法という一鮪が

り抜けはしたものの校庭で腰を抜かしているご仁もあった︒

ともあった︒両手をひろげて廊下を追いかける舎監の脇の下をくぐ

こま

あって得意満面ということがあった︒それは金子抜取りの犯行を自
或日Ｓは授業中出入の禁を破って自室に入って煙草を吹かしてい

土曜の大掃除後活動写真の羽衣館に帽子を懐にして上級生と入り︑

その来舎を見付けた寮生で﹁軍艦Ｉ島々！﹂とふれ廻る者もあった︒

今井亀雄君の姉さんは千葉高等女学校在学中の評判の美人である︒

㈲

た︒そこへ突然障子を開けてヌッと顔を出したのがＮであった︒Ｓ

供させたからであった︒

はビックリ︑Ｎも仰天︒あわてふためいたＮは﹁Ｏさんはいません

こと屋之上松之助らの人気俳優に期待︒

続き物のアイアンクローや五月信子︑栗島すみ子︑眼玉の松ちゃん

自習時間に無届けの﹃一ンパ中巡視舎監の足音を耳にするとあわて

いて教室に行く︒この頃遣ったり落したりしないのに何だか金が減
ったような気がするとの話があちらこちらに起っていた時だったの

てそれをかくして各自︑机に居直りしては見たものの︑倒した薬缶

か﹂というのである︒我々呑気な寮生はよく机の引出しに財布をお

で︑運よく怪我の功名となったのである︒Ｎが失敬していた金は菓

平家蟹︑鼠︑毒さん︑握飯︑愚図︑ダポハゼ等の先生方の津名︑

から立ち上る湯気にはお手あげであった︒

某先生のお墓作りなど数え上げれば限りはないが︑秋冬の夜ともな

れば図書室にこもって︑億無情︑アーフビャンナイト︑巌窟王︑坊ち

こうして黄金の日々ともいうべき懐しい寮生活に思をはせると︑

ゃんなどに夢中になったこともあった︒

どうしても話にもならないことばかりが夢のようによみ返ってくる︒

以上は大正三年から寮生為活五年の思い出である︒当年の旅行記

﹁順礼紀行﹂を書いた薦花でさえ︑山陽の詩﹁肥山ノ雲霧薩海ノ風︑

首ヲ廻セハ遊碓総ベテ雪鴻︑当時毎二思ヒキ君二向ツテ語一ブント︑

如今半零︿堕チヌ快惚ノ中﹂を引いてその印象の薄れを恥じている︒

老人ぼけの六十年前の思い出なので︑どうしたものかと思案したが

というのは北寮階下の修養室に掲げた寮名﹁敬義寮﹂の額が羽獄

結局思い切って夢幻の記憶を辿ることとした︒

kLDノ

子や雑誌などとなってひとり戸棚で楽んでいたのであった︒辛うじ
て退校を免れたＮは遂に転学の処分を受けたのであった︒
白

麦飯なのに脚気にかかる者が多少出た︒インキン田虫に至っては
大方が悩まされたようだ︒今日でも私が越中をして笑われているの
はその後遺症である︒入浴後風通しが悪いところから起るらしく︑
痛くもあり樺くもありでなかノ︑の難物である︒治療としてはヨー
ドチンキを患部に塗って︑お互いに満身の力を込めてあおぎ合うの
である︒容易ならぬ代物で重くなると︑ただれてきて歩行にも差支
える者もあった︒

四

ストームは勿論消灯後に行われる︒振鈴を振ったり︑便所の下駄
まではいてガタノ︑足音高く廊下を走り廻ったり︑時には便乗して
気に食わぬ奴の室に入って散らかしたりした︒崖下の家灸から苦情
が出たり︑火事と間違えた消防署から注意があったりして驚いたこ

／ 可 戸 、

とあり︑それが意外にも奇縁の浅くない根本通明博士書と知ったか

﹁詩広詰﹂の大冊三十巻の写しを贈る約束でこれを入手した﹂ので

子相続がその本義との前賢未発の卓説を発表の際︑孔子に報告祭を

今︑私は︑古来周易の易世革命説を排撃して︑日本の皇統一系父

あった︒こうした数灸の好運は一に博士のご冥加の賜と思う︒

中でも誠実高雅で虚飾や自負の微塵もない日本の代表的真の学者で︑

行った程の﹁全心全霊是周易﹂から命名の博士を初め︑舎監の先生

る短くて重い黒い鉄の筋︵扇︶を常にお持ちで東京帝国大学教授の

しやく

らである︒﹁博士が高齢総髪でアラビャンナイトの魔術師を思わせ

は大いに推称しているのである︒

私には誠に愉快な存在だった﹂と当時西洋哲学担当のケーベル博士

して語られ﹁千歳に残る名報告﹂と寺崎隆治大佐︵聯合艦隊参謀︶が

方︑寮友諸兄に改めて敬意と感謝の微衷を捧げ︑千中校友会誌に寄

称する﹁沖純県民カク戦ヘリ︑県民二対シ後世特別ノゴ高配ヲ賜ラ

寮名﹁敬義寮﹂の決定が明治三十三年十月五日︵私は当年生れ︶

テ外ヲ方ニス︑敬義立ツテ徳孤ナラズ﹂からとって寮生育成の目評

ンコトヲ﹂と訣別の長文電報を打電後︑海軍司令部壕で自決した次

て﹁三十三年後の今日もなお県民感謝の的﹂と平良幸市知事が感激

としての念願を込めての揮革と推察した︒それにその遺稿﹁周易象

稿の今は亡き長兄大田信之︵明虹︶︑沖縄海軍根拠隊地隊司令官とし

義弁正﹂を高先生が補修された際︑秋田県師範学校に奉職中の私は

兄大田実︵明娼︶とともに寮歌を高唱︑さらに世紀の盛事たる創立

であって︑門人の高於蒐三先生の本校へのご赴任が三十一年だから︑

頼まれて秋田県図書館で博士が精究の明の何階の著書﹁古周易訂詰﹂

五年再起の英雄ナポレオンを破った英国の名将︑ウェリントンが母

百周年記念に当って︑かって講堂での久留島武彦氏の熱演

ス・イートン！﹂︵母校イートン万歳！︶を思い出しながら︑心底

校への限りない思慕を以てウォーターローで歓呼した﹁グローリァ

L、LOノ

恐らくその依頼で博士が周易文言伝﹁君子︿敬以テ内ヲ直クシ義以

などを参照した︒その出版に当って︑令孫通美氏から高︑植木直一
博士の郷里秋田県刈和野の三十年忌には柄にもなく和田喜八郎秋田

一八一

郎両先生と名を列ねての感謝状には恐縮した︒昭和十年十月十三日︑
支会長︵前秋田県師範学校長︶の代りで追悼記念の講演をして︑阿

から千葉高の万灸歳を絶叫して拙稿の結びとしたい︒

敬義寮歌

部氏から﹁高先生の門人だから根本博士の孫弟子﹂と紹介された︒

北総の野に地を領むる葛の葉薫る猪鼻に

都の流裾に帯び袖帥ヶ浦に影ひたし

論語の講義でも知られている博士には︑清初の論語学者劉宝楠の
当時第一との評価の高い﹁論語正義﹂の入手について興味深い話が

百年をへて弥栄え行く︵本会主事︶

猪鼻の葛の葉繁きまなびやは

母校創立百周年を祝ひて

清き自然に抱かれつつ希望に活ける敬義寮︵以下略︶

し

ある︒秋田図書館所蔵の全書に楊守敬の書入があり︑私に調べてほ
しいと豊沢武司書の依頼である︒それによれば﹁宝楠の子息恭呈か
ら︑その初版本が楊守敬に贈られたものであることを知った博士は
った末︑楊守敬は博士の同学同好の熱情に感銘︑博士秘蔵の徐激の

熱望の余り︑巌谷一六を介して譲渡方を申入れ︑幾度かの交渉があ

／ 可 へ 、

﹇随想﹈

人生・出会い論

ている０

織田信長を選ぶべきか迷ったが︑結局︑信長を選び天下を統一

４豊臣秀吉は︑足軽のころ︑その主に︑今川義元を選ぶべきか︑

した︒

新︑王制復古の偉業をスムーズに達成させた︒

５西郷隆盛と勝海舟との出会いが江戸城の無血引渡し︑明治維

大帝崩御の際︑殉死して︑わが古来の武士道の精髄を発揚した︒

６明治大帝の知遇を得た︑乃木大将は︑よく旅順攻略を達成し︑

寺崎 隆治
七十数年にわたる私の人生を振り返ってゑると︑﹁人生は人と人

東郷平八郎中将︵のち大将︶を連合艦隊司令長官に起用︑日本

７山本権兵術海軍大臣は︑日露戦争開戦の前年︑予術役寸前の

との出会いである﹂ことを痛感いたします︒生まれてから︑今日ま
で︑両親︑兄弟姉妹︑夫婦︑友人︑学校︑先生︑先輩︑同僚︑後輩

海を戦大勝の大きな因をなした︒

など︑人様のおかげと︑交遊によって今日に至っているのでありま
す︒人はその文字の示すように︑つつかえ棒がなくては存在しない︒

９沖細決戦において米内海軍大臣が大川実少将︵戦死して中将︶

佐と松野兵曹長﹂も将と土との出会いといえましょう︒

８日露戦争の軍神といわれる﹁桶大隊長と内川軍曹﹂︑﹁広瀬中

○昔から﹁朱に交われば赤くなる﹂といわれておりますが︑人でも

民に対し後世特別のご高配を賜らんことを﹂の名電文を発電︑

を沖細方面根拠地隊司令官に任命し︑﹁沖維県民かく戦えり県

は存在し得ないのが実情であります︒

同じように世界も国と脚とが互に交流し助け合って生存し︑単独で

国でも同じで︑悪い人や︑我利我利な国と︑交わると︑とり返しの

沖純復興に貢献したのも人と人との関係によるものである︒

つかないことになります︒

について︑日本歴史上の人物について数例を︑あげてみましょう︒

○さて人と人との出会いがいかに︑大きな結果を招くかということ

この世の最後であるという心境で︑人に会い︑お茶をたて︑お茶を

いただくことであり︑そういう心構えで︑現在の自分の職責︑仕事

○禅宗や茶道に﹁一期一会﹂という言葉がある︒これは﹁これが︑

中大兄皇子︵のちの天智天皇︶の脱げた靴を藤原鎌足が拾いあ

１奈良朝時代に︑法興寺におけるフットボールの会において︑
げて︑皇子に捧げたことが縁となり︑賊臣蘇我入鹿を誰し大化

精鋭空母四隻が撃沈されるという惨状において︑二十数機の残存航

二隻︶の司令官として︑ミッドウェー海戦で︑敵空母と会戦︑わが

四十九才という若さで︑第二航空戦隊︵空母飛竜︑蒼竜及び駆逐艦

私の先輩であり︑上司であった山口多聞少将︵戦死して中将︶が

に全力を投球する純粋︑無雑の境地をいうのである﹂と思います︒

の新政を実現するに至った︒

楠氏の忠誠は今日に伝えられている︒

２後醍醐天皇と楠木正成の出会いが建武中興の大業を達成し︑
３浅野内匠頭長矩と大石良雄の出会いが赤穂義士の義挙となっ
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長或いは︑司令長官となるべき人であったのにそんな私欲には全く

えましょう︒山口中将は海軍切っての逸材であり当然連合艦隊参謀

艦と運命を共にした行動は﹁一期一会﹂の精神を発露したものとい

することなく︑燃え上る旗艦飛竜に加久艦長と共に︑踏象とどまり︑

空機を指揮して︑敵空母ヨークタウンを撃沈し︑座下駆逐艦に移乗

締結などその好例であるといえましょう︒

様であって大戦前の日独伊三国同盟の締結や今次の日中友好条約の

参りをするが︑それがすむと︑全く顧采ない︒国と国との関係も同

ト的国民性を持っております︒何か︑世話になるときには︑お百度

○日本人は熱し易く冷め易く︑マスコミやムードで動くインスタン

ても︑国と国とのつき合いにおいても︑それが人の一生︑国の運命

○私は敢て﹁人生出会い論﹂を提唱し︑人と人とのつき合いにおい

を左右することを思い︑その出合いを大切にしなければならないと

捉われない人物であった︒

思うものであります︒︵特別会員元連合艦隊参謀︶

○私達の人生においては︑出身学校︑職場︑戦場勤務︑旅行等を通
じ同窓生︑同期生︑同年兵︑先輩︑同僚︑後輩︑部下︑戦友などの

国史

能はず︑︵泊翁全集第一巻四七九頁︶

に志を峡き︑又大義名分の論に拘泥せるを以て頗る暇庇なきＥ

記に擬して之を作り︑遥に古代の六国史に勝りたれとも︑害中

に比すれば︑蓋し其宜きを得たる者の如し︑水府の日本史は史

あり︑漢書以下皆其体に倣ひて大同小異なり︑是を本邦の国史

り帝王を主とすれども︑史記の如きは︑八書あり世家あり列伝

るどなれとも︑亦甚鉄失多き者と云ふくし︑支那の歴史も固よ

も之を記する者なし︑蓋し伝統帝国の歴史自ら然らざるを得ざ

び今日生活の源なる耕農工作通商等の始より其沿革盛衰等は一

事迩は︑皆朝廷に管係する医のみにして︑民生の利害得失︑及

に非ず︑全編総て帝王の御歴代を以て大綱とし︑其中に掲ぐる

本邦の国史は唯帝王紀と称すべき者にして︑国史とすべき者

西村茂樹

連がり︑各種会合︑出合いがあります︒また外人との交際もありま
す︒

○以上のような人と人との出会いにより︑自分自身を修養したり︑
新らしい知識を得たり︑思いがけない人と知り合いになったり︑上
司からその材幹を認められて︑抜擢されたり︑左遷されたり︑或い
はりっぱな配偶者を得たり︑就職したり︑悪友や悪女のために︑あ
たら一生を棒に振ったりする︒結局人と人との出会いが︑その人の
一生︑方向を左右することになることを知るのであります︒

終戦後︑私達は敗戦と占領政策により公職から追放され︑物心両
面にわたって︑苦しい生活に追い込まれました︒その場合︑これを
○国と国とのつき合いも︑人と人との場合と同じで︑その交際︑出

援助し救ってくれたのは︑友人か︑それに連がる人でありました︒
合いを大切にして︑友好親善をつづけるべきであると思います︒特
に韓国︑中華民国︵台湾︶︑アメリカ︑イギリス︑豪州︑ニュージラ
ンド︑フィリピン︑インドネシア︑↓︑レーシア︑シンガポール︑ブ
ラジル︑アルゼンチン︑・へルー等は海洋国であり︑相通ずる点が多
く︑友好親善を図るべきでありましょう︒

（18）

一

﹇異色人物紬評謹﹈

石原莞爾
ｌ悲劇の将軍への賛歌Ｉ

先輩だったから当時は知らないが︑後
年軍職についてからは︑何度かご一緒
しことがあって︑存じ上げている︒変
ったお人だったな︒いや︑表面は極く

六年前︑死んだ伯父の言った通りで

石原莞爾が生れたのは︑明治二十二

、
−
〃
へ
一
一
一

遠藤幸威
今ではもうこの名も忘却の彼方に消
え去ってから久しい︒

けれど︑知って居る人は︑知ってい
︹満州事変︺の立て役者︑稀代の天

あろう︒仁義にあつい大人だった︑と

穏やかな軍人だった﹂

才的戦略家︑陸軍中将石原莞爾がその

懐かしむ人とある︒

う○○

人である︒

年一月十八日︑場所は山形県鶴岡町︵現

一一

や秋山真之・の海軍中将のような戦術

在の鶴岡市︶日和町藤島という戸数五

今後︑日本海々戦の天才戦略家︑い

日本に出現しないだろう︑というのが

六百の一寒村である︒父は旧庄内藩士

家や︑石原莞爾のような天才戦略家は
旧軍関係者の一致した証言であった︒

で警察署長をしていた石原啓介といい
莞爾は啓介の長男であった︒啓介は侍

その一人にぼくの伯父も入る︒

﹁石原さんは僕より三期程︑学校では

には違いないけれど︑一方漢学者でも

あったので︑旧藩時代から・百姓や足

軽は啓介に出会うと﹁署長さま﹂とは

ほうふつ

言わず皆﹁先生﹂と呼んでいたと言う︒

莞鯛の幼年時代が髪髭される話があ

字︵︾Ｏ

石原が昭和二十四年八月十五日︑六

いう︵山形県飽海郡高瀬村字西山︶自

十歳と八カ月で死去した場所は西山と

作の農業内にある茅屋である︒家は庄

内平野の北・秋田県鏡に近い砂丘地帯

に作られた防風林内にあった︒現在は

どうか知らないが︑ぼくが行った時は︑

の膝を入れるに足る﹂家であった︒こ

未だ残っていて石原の言葉通り﹁ほん

の家に移った頃はすでに勝眺癌が大部

進行していて︑歩行が不自由であった

は︑以前と変らなかったという︒

けれど︑鋭敏な頭脳と達者な口先だけ

その石原が西山で死去した時︑葬式

の列席した弔問者の一人に八十余歳の

元巡査が︑

﹁閣下は少年の頃︑手のつけられぬガ
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I

皿

じが帰るのと行き違いに啓介が帰宅し

隠してしまったところ︑閣下が素っ裸

が河に入っている間に着物をすっかり

ことをきかない︒そこでわしは︑連中

水泳禁止と何度も注意したんだが言う

た︒莞爾が七︑八歳になった秋の朝︑

度に母親は平謝りに謝って詑びを入れ

じが石原家へどなり込んで来る︒その

で食べた︒するときまって隣家のおや

る︒莞爾はこの柿の実を毎年よく盗ん

秋になると石原家へ出た枝にも実がな

庭の上の枝にも秋になると実が成りま

す︒あの柿の木があるので︑毎年家の

﹁私が柿の木を切った訳を甲し上げま

由はこうである︒

い﹂と言い︑私がやった︑と言う︒理

莞爾は父の前に坐ると﹁お帰りなさ

着物に着替えながら︑莞爾を呼んだ︒

幼時︑つまり日和町藤島にいた時︑

のまんま︑わしの前に立って﹃この泥

す︒実が成ると私も家の庭の上になっ

キ大将で︑いつも何人かの友達を引き

棒︑俺達の着物返せ／返さないと承知

程真っ赤になって膝詰談判にやって来

隣家のおやじが︑今度こそ湯気が立つ

た物の中から取って食べる︒すると必

﹁いや︑分からぬよ︑莞爾なら﹂

たので︑この話をすると

しねえぞ／返せ／﹄って大変な見幕で

ず隣家で押して来る︒そして母上がお

の木の枝が石原家の庭まで延びていて︑

どなるんだね︒五︑六歳のチビが大男

﹁今︑見たら︑柿の木が根元から切り

たのである︒

隣家に大きな柿の木があった︒その柿

の巡査に対して︑少しも恐れずにどな

かえしです︒つまり私が悪戯をしたく

謝りなって詑びられる︒毎年このくり

くに泳ぐと危険な河がありましたので︑

りつけるんでおかしかったけど︑何し

爾坊っちゃんの仕業です﹂

倒されてる︒これはまさしくお宅の莞

連れ乱暴してましたね︒藤島のすぐ近

ろ署長の坊っちゃんなんで仕方なく返

わるさ

しますと︑着物を引っ抱えて引き揚げ

石原莞爾の発芽をここに感じるのは︑

後年の作戦の神様で抜本塞源主義者︑

莞爾一流の三段論法が見えて面白い︒

たのです﹂

めで︑すべての原因の根元は皆柿の木
たけれど︑今度はきかない︒

ジイャに命じて根もとを斬ってもらっ

があるところから起っている︒そこで

なるのも︑隣りにあの柿の木があるた

ながら又為﹃この泥棒お巡りの大馬鹿

﹁あんな子供です︒あれだけの木を切

母親はいつものように平謝りに詑び

野郎／︑﹄って言いながら逃げてっちゃ

おろして詑びとも言い訳ともつかぬこ

るなんてこととは出来ません﹂とおろ

て行ったんですが︑その時閣下は逃げ

たな﹂

小一時間も廊下に腰掛けていたおや

てから︑あらためて⁝⁝﹂

とを言った後︑﹁では主人が戻りまし

うような始末の悪いイタズラ坊主でし
景気のいい負けん気の強い餓鬼大将
だった訳だ︒

もう一つ幼時の話があった︒
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の育英資金を受けて仙台陸軍幼年学校

石原莞爾が旧庄内藩主酒井忠鯖会長

番でありながら︑トッピナ行動と東北

て卒業するまで︑彼は常に事実上の一

その後︑士官学校を第二十一期生とし

終結の翌年︑明治三十九年であった︒

士官学校予科︶へ進学したのは︑戦争

石原が東京中央幼年学校︵後の陸軍

られると︑向うでは︑ナポレオンの戦

的に研究した彼は︑ドイツ留学を命じ

あった︒始め身近かな日露戦争を徹底

石原は古今の戦史を読むのが好きで

ことであろう︒

戦家︑戦争の素早い好処理人であった

り︑満州国創立の立案者で︑天才的作

何んと言っても満州事変の起草者であ

ぼくだけだろうか︒

に入学したのは明治三十五年八月であ

弁が禍いして遂に陸軍大学校卒業まで

い︒やむをえぬ自衛戦争であった︒こ

︵日中事変︶のような侵略戦争ではな

ついでながら︑日露戦争は支那事変

なければならぬ義務があったので︑陸

ある︒陸大首席は天皇に御前講演をし

った理由は︑まさしく東北弁のためで

鈴木貞一中尉が︑参謀本部作戦課にい

はないが︑石原や南部らとほぼ同時の

一一一

る︒六期生であった︒仙台に居る間に

首席になることはなかった︒次席にな

の戦争には当時の内閣総理大臣伊藤博

下のご意志と関係なく大学側が勝手に

﹁今なにを研究しているか﹂と鈴木に

た時︑参謀総長だった上原勇作元帥が

わざわ

日露戦争が始まる︒

文も反対していた︒参謀総長の大山巌

首席を鈴木率道︵後中将︶に替えた︒

別にガリ勉をした訳ではない︒運動も

ツ語と数学の出来る秀才学生だったが︑

学生であった石原生徒は抜群にドイ

な公式記録を読んでも駄目だな︒あの

す﹂と答えると︑元帥は言下に﹁あん

部編纂の﹃日露戦争史﹄を読んでいま

訊いたことがあった︒鈴木が﹁参謀本

話は直接石原と関係があったことで

法を詳細に調べた︒

も部下に﹁あれだけ︑ロシヤに傷みつ

この時だけは彼も怒った︑という︒

いた

けられながら︑何故開戦なさいません﹂

は大国でごわす﹂と答えたまま沈黙し

戦争は敗け戦ささ﹂そう言ってセセラ

と突き上げを喰った時︑一言﹁ロシヤ
てしまった︑と言われている︒そうで

ったようである︒つまり天才だった︑

よくやった︑なかでも銃剣術がうまか

笑った︑と言われているが︑石原は︑

の上奏を受けられ︑

すでにそれ以上の疑問を解明していた︒

あろう︒明治天皇さえ︑伊藤達に開戦

の親友南部裏吉︵後の中将︶である︒

と言ったのは南部藩主の一門で同級生

の大戦略家﹀の訳でしかない︶

︵日露戦争の戦略はモルトケ︿ドイツ

憂慮をお顔に浮かべられてご下問に

石原莞爾の名を一躍有名にしたのは︑

四

﹁今︑一度︑考え直す余地はないか﹂

なられた程である︒捨身の肉斬戦争だ
った訳だ︒
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は石原が終生強く信仰していた日蓮宗

彼の戦略眼は彼一流の戦争哲学に結

就任しながら阻止しえなかった責任は

かに︑陸軍少将に昇進して作戦部長に

後︑石原は悲痛な告白をした︒たし

があった︒事変後︑彼の考えていない

のことであったが︑石原にも目算違い

大な理想主義構想の第一士塁と考えて

ある︒石原の軍事とは自衛の手段とし

方向で軍国主義思想が台頭したことで

びついている︒そして彼の哲学の根源
まぬがれまい︒

ての構想︑戦略であった︒この軍国主

ていいであろう︒

義は石原の想像しない事態到来だった︒

始祖日蓮上人への帰依に始まる︑と見

石原は終生疑問に思っていた︒

︵何んの為に満州国を創建したのか？︶

石原が二十倍の中国軍を相手に戦い︑

日蓮上人は鎌倉時代︑元の来憲を予
言して罪せられているが︑石原も大平

ったのは︑日蓮上人と同じ発想からで

軍人石原・﹁想像もしない事態﹂と言

ている︒軍事も平和のための必要悪と

一週間で戦争を勝利裡に終了させた手

考えた点も上人と同じであった︒それ

洋戦争の始まる二十四年前の大正九年

﹁持久戦争への準備﹂を強張してきた︒ 戦争論は宗教です﹂と石原が言ってい

腕は日本中で熟知していたが︑﹁最終
るように︑満州事変も理想主義者彼の

には戦争に勝たなければならない︒

以来︑日米戦争の研究を続けながら︑

これが煮つまって有名な﹃世界最終戦

構想の第一段階であった︒

彼は日米戦争が必ず起こる︑と予言

妙な軍国主義が石原の自衛戦略を画餅

も生き残らねばならなかったのだが︑

﹃世界最終戦争論﹄者石原は︑是非と

争論﹄に発展終結する︒石原の構想の
基盤は上人が説いた﹁世界統一のため

していた︒そしてそのためには︑中国

石原は磯谷参謀長より﹁君は病気だ﹂

の大戦争﹂と同じ意味の世界平和招来

と言われ賜暇休暇が出された︒．番

に帰したのである︒

方革命後数年の間に戦力が想像外に飛

に兵を用いることを避け︑イギリスの

しかし︑石原は日中事変の勃発と前

躍したソビエトの親善関係を継続させ

て退った︒

元気な時に病人とはね﹂石原は苦笑し

への必要悪として﹁最終戦争論﹂を提

後して昭和十二年︑陸軍の中枢部︑参

たいと考えた︒これも日米戦争への準

唱したのであろう︒

謀本部作戦部長の職を解任されてしま

も︑日中ソ三国の緩衝︵中立︶地帯と

備のためである︒満州国を建設したの

諒解を得るよう極力努力しながら︑一

った︒これも上人の流罪と似たケース

これも日米戦争に望もうとする彼の遠

したい︑彼の構想から出発していた︒

廷された極東裁判に証人として出廷を

終年後の昭和二十三年︑酒田市で開

五

のように思えてくる︒

﹁支那事変を阻止できなかたのは︑一
生の失敗だった﹂
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続いて判事は︑﹁訊問の前に何か言

﹁それは無理というものだ︒忘れたこ

い出せませんな﹂

とは思い出せもするが︑知ぬことは思

命ぜられ︑石原は勝眺癌の黙を弟子達
﹁ある︒満州事変の起草者は自分だが︑

うことはないか﹂

ていた弟子の東亜連盟会員達は嬉しさ

役者が違った︒この話を場外で聴い

が引くリヤカーに乗せて出廷した︒西

︾︒﹂

何故戦犯に指定しないか不思議であ

山の茅屋を出発する前︑集った弟子の
一人が﹁先生はなぜこんな時︑こんな

病気におなりになつちまったんだろ

に号泣した︑という︒

口

つづいて検事は︑

﹁いやお前は︑戦犯として調べられて

裁判長はあわてた︒

﹁これはね︑若い頃︑銃剣術でやられ

﹁満州事変では相手の兵力の二十分の

う﹂と梯涙した︒この姿を見た石原は

いるのではないので︑こっちの質問に

一の日本兵だけで敵に大鉄槌を下した

語に︑イエス︑ノーで答られる言葉は︑

﹁あいにく︑被害程度を表現する日本

﹁満州事変の被害程度はどれ程か﹂

ぶべきである︒

廷に証人として喚問しなかったこと喜

戦勝国側は石原莞爾を市ケ谷の大法

﹁いや︑中鉄槌ぐらいでしょう﹂

てつつい

た後遺症だな﹂答いながら答えている

対してイエスかノーで答えてくれ﹂

は英語が出来るか﹂と訊いた︒ほとん

わたしの知る限り見当らない﹂

町字吹浦にある︒ぼくがお詣した時は

というが︑本当か﹂

どの戦犯やその証人達が英語を理解出

満場は又爆笑させられた︒

今度は検事が質問する番である︒

が︑これも彼一流のジョークである︒
石原がこの業病を知らぬ筈はない︒

来なかったからである︒石原もほとん

検事はいまいましそうに︑戦犯に指

まだ石塔がなく土鰻頭上に細長い木標

戦勝国を笠に着ている判事は﹁証人

ど出来ない︒彼は幼年学校以来ドイツ

だけが建っていて︑その下に置かれた

コカコーラの瓶の中に風に吹かれて薄

笹があった︒

︵作家︶

いるか﹂と訊いた︒

石原莞爾の墓は︑山形県飽海郡遊佐

語を学んで︑ドイツに留学した軍人で

四郎︵大将︶の関係について﹁知って

定された橋本欣五郎︵大佐︶と板垣征

石原はレシーバーから流れる二世通

あった︒

なら︑この人同様にチョッピリ判る﹂

訳の日本語を聴いて﹁わたしも日本語

と検事は蔽いかぶせるように﹁思い出

石原は﹁知らない﹂と答えた︒する

と答えて満場をを爆笑させたが︑彼

すると石原は︑

してくれ﹂と訊いた︒哀願に似ている︒

︵この敗戦国の黄色いジャップめ／︑︶

らは笑った後すぐ後悔したに違いない︒
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西村茂樹日

三月三十一日につづく四月一日

古

哲史

七月三十一日の三カ月分

川
不明

一午前神武天皇御祭有之賢所に相詰
一午後向鴫に罷越夕弧帰宅

四月四日朝雨午後晴

四月五日晴

一堀井竹子身分の義に付□口伯来ル

大宮町に出張昨日国神村より山田信吉迎

一兼て約束二付今日秩父郡国神村及同郡
二来りて朝上野一番汽車二て出発本庄駅

する者八十人許演説有之終りて矛術有之

四月二日雨

一例魁出勤午後退引

四月一日晴

明治二十六年

一夕弧より雨降夜中雪となる近辺の山の

り通路は明治十九年に東道開けたり

郎の宅三宿す本庄より此地まで六里あ

開会す聴衆五六十名斗もあり今夜は瑞太

休息し暫時にして山田信吉氏の宅二於て

国神村字金崎二ゐる山田瑞太郎氏の宅に

く児玉町出牛等の地を経て午後十二時過

二て下車是より人力車にて西に向ひて行

十円を贈ったことが前回の記事にあったとおり︑この挙にな承なゑならぬ期待を寄せていたぢしい︒

その他︑前回に引きつづき郡司成忠海軍大尉の占守島移住の壮挙が大きな話題となっている︒泊翁は霞別に三

になるが︑その原因となったのが右の混乱動揺であったと推測される︒

あろう︒前回にも触れておいたが︑泊翁はこの年も末近くなった十一月二十五日限り華族女学校長の席を依願免

七月廿九日には学校で教官一同を集め︑申し諭すところがあった︒華族女学校の内部で混乱動揺があったためで

教育界の顔役であった辻新次︵文部次官を経て貴族院議員︑男爵︑日本教育会初代会長︶をたびたび訪ねている︒

廿四日には華族女学校の幹事北沢正城︑教授那珂通世︑村山四郎が非職を命ぜられているが︑泊翁はその前後︑

この部分で注目を惹くのは︑七月の末になって泊翁の身辺がにわかにあわただしさを加えた気配である︒七月

をかかげる︒読解できない文字がかなり多いが︑全体の理解にはたいした支障はないように思う︒

今回は︑第一回に紹介した明治二十六年一月一日

｡

一松平直亮伯邸二て弘道会懇話会有之会

四月三日晴
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記

皆銀を飾るがごとし

四月六日晴
一八時頃出立道路ハ多く荒川に沿ひて上
いへる口店二休息福嶋七兵術途中迄出迎

不明

る是より大宮町迄三里あり大宮町角屋と

力

午飯後福嶋氏羽二重工場一覧羽二重︿皆
外国向にて販路も可画によるしといふ工
女六十人あり此工場︿始︿会社組織の処

二時三十分本庄出発四時頃上野着

四月八日晴
一例刺出席午後退引

一弘道会役員集会

四月九日晴日雌

不明

一秩父二て風邪ニ感し夫故今日学士会院
ハ欠席す

四月十日雨
一例刺出席午後より四谷大□ローて堀田
正順君の病気を訪問す

今︿福嶋氏一手にて維持すといふ夫より
智夫神社に参詣式内神社なり夫より此地

四月十一日晴

四月十二日曇午後雨

より申出有二付為相談向鵬に罷越

一於豊病気□ローて大磯に転地の義医者

不明

の高等小学校にて公衆の為に演説す聴衆
弐百名斗あり裁判官郡長等聴聞に出づ
さざるの家なし其他ハ武甲山を南に控へ

一大宮町︿養蚕磯んにして全戸養蚕を為

四月十八日晴

四月十九日晴

一例刺出勤午後退引

四月二十日暗

一関根正直父病死二付為吊罷越

四月廿一日雨

一例弧出勤午後退引

一今Ⅱ観桜御会可有之処雨天二付中止

四月廿二日晴

四月廿三日朝雨午後陰日曜

一例弧出勤午後退引

一北品川観桜館二於而東京弘道会員懇親

四月廿四日暗夜雷雨

会相開く出席者八十余名なり

四月廿五日朝雷雨午後晴

一華族女学校生徒浜御庭桜花拝見

一例弧出席午後退引

一例魁出席午後退引

四月十三日晴

力

たるを以て寒気鞘強しといふ

一又を風邪二付口会欠恥

不明

一国神村一二閣哩会社あり有志者積金して

一於千賀大磯より帰る

不明

災害に予備するものなり此地一天又教育

一於千賀向嶋へ罷越す

一例弧出勤午時退引

四月十四日晴

四月廿七日晴

一例弧出勤午時退引

四月廿八日曇

氏を訪

一例弧出席退引掛衆議院書記官長水郡遊

四月十五日晴

一今朝於千喪義於豊召連大磯に出立

四月十七日晴

四月十六日朝雨午後晴日曜

一例弧出席午後退引

一例弧出席午時退引

四月廿六日晴

□□あり同く金を積みて貧窮者に恵与し
又︿貸付して教育に就かしむるもの也共

四日七日朝午時急風

に良善の法なり

一朝七時出立福嶋氏途中迄送り山田信吉
氏本庄停車場迄送る本庄に至る時信州よ
り其風雨︿進んで東京の方に赴きたり十

り赤城山に掛けて急風雨大に至るの徴有
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四月廿九日薄晴
一本年分所得金相届

時二十分の汽車二て同地に赴き横須賀学校
二て開会式有之畢而同所二て演説会を開き
夜十時二畢り同所三富屋に一宿す

五月七日晴日曜

金三千五百円華族女学校長年俸
金弐百七拾円東京学士会院手当

一朝八時の汽車にて横須賀出発十時過帰

合計四千五百五拾九円也

不測

五月十四日日雁南風晴

の三田三光町の□□を訪ふ不在二て不面

今云

一午後一時より大学講義室二て明治会総

会有之二付出席三時過より東京学士会院

五月十五日晴

例会二出席夕刻帰宅

一例弧出勤午後退引

五月十六日晴

一於豊大磯より帰宅病気同□

五月十七日晴

一例刺出勤午時退引

五月十八日雨

一例勉出勤退引掛と宮内省二相見る

五月十九日陰時々雨

一例刺出勤午後退引

一岩代国吾妻山噴火の電報有之
一皇太后陛下相模国葉山より御帰京二付

五月二十日晴

水野遵高瀬真卿の二氏演説あり

一午後華族会館二而弘道会常集会を開く

出して落着したる趣電報到来

一朝鮮防□□□□口先方より金拾一万円

不明

五月廿一日朝雨午後陰日曜

一例刺出勤午時退引

一例刺出勤午後退引

五月十一日晴

一例刺出席午後退引

五月十日暗

一風邪二付出勤見合

五月九日晴南風

一今朝より風邪

一例刺出勤午後退引

五月八日晴

□い余興有之夕勉一同帰宅

不明

相開く二付午後一時同楼に参会口仕舞□

不明

一南摩日峯翁七十の賀鐘両国二州楼二て

宅

金七百八拾円公偵一証書利息

四月三十日晴日曜
親睦会相開候二付朝八時半出席午後二時

一後楽園︵小石川︶二於而佐倉第十二回
頃帰宅

一弘道会協議会私宅二て開く三輪田西村

五月一日晴

坂岡寒沢の五子来会

一例魁出勤午後退引
一弘道会役員会有之

五月二日雨
五月三日晴

一例弧出勤午後退引
一例弧出勤午後退引

退引

新橋停車場に為奉迎罷出夫より出勤午後

五月十二日晴

五月四日晴
五月五日晴風

一例弧出勤午後退引

邸を訪ひ面会夫より愛知県知事時任為基

一例勉出勤退引掛と稲葉神道管長三田の

五月十三日晴南風漸熱

一例弧出席午後退引

五月六日薄晴

一佐々木枢密顧問官来訪
一弘道会相州三浦支会発会式二付午後二
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五月廿二日晴
一例弧出勤午後退引

五月廿三日雨

不明

一弘道会役員会有之夜九時過州
一例弧出勤午後退引

五月廿四日時々雨
一例勉出勤退引掛より華族□□の開ける

皇后宮︿御風気二而拝謁無し高等官に立
食賜ふ

一午後一時より麹町富士見小学二て弘道
会麹町部会開会に付出席一場の演説す

一棚橋大作一昨日病死今日谷中全生庵へ
埋葬ニ付同寺に会葬夕弧帰宅

五月廿九日雨

一例弧出勤午後退引
五月三十一日雨

五月三十日晴

一例弧出勤午後退引

一例弧出勤午後退引

五月廿五日薄哨夕弧より雨

朗行会二出席一場の演説をなす

一例弧出勤午後退引
五月廿六日薄陰時燕雨

参省

一例弧出勤午後退引

六月三日晴

一例弧出勤午後退引退引掛より宮内省に

六月二日雨

一例弧私用二南摩綱紀氏の宅二赴く

一例弧出勤午時退引

六月一日晴

一郡司大尉の引率せる報効義会の一行陸
奥八戸の海上二て狂風二逢ひ郡司の舟︿
無事なれども第三勝田丸ハ覆溺の電報有
之

一夕魁郡司大尉変死の電報有之

五月廿七日雨
七名の死者あり

一郡司の別働船鼎浦丸︿八戸海上二覆没

不明

一郡司の変死︿訓伝なり面部に庇を受た

七時十八分の汽車に而帰京す宇都宮支会

より原沼恭氏参会結城よりも会員五人程

来集

六月五日雨

六月六日晴

一例弧出勤午後退引

一例魁出勤午時退引

六月七日簿暗

一日本銀行二而整理公債利子受取

大臣に学校地所代地の事申立

一例勉出勤退引掛より宮内省二立寄宮内

六月八日雨

六月九日晴

一例弧出勤午時退引

一南洋カロリン群島中トーフック島の王弟

一例魁出勤午時退引

六月十日雨

サムミ随行一人と共二華族女学校ニ来る

一例弧出勤午後退出

演会出席

一午後二時より四谷区二て弘道会通俗講

一小松宮依仁親王御結婚の御弘メ有之今

六月四日陰日曜

夜九時半赤坂離宮二而高等官井外国公使

るのみとの電報□口来る

野発の汽車三叩神谷初之助召連同地弘道

一小山支会より兼而依頼二付今朝九時上

等に御逢有之畢而立食を賜ふ

五月廿八日晴風日雁

一時頃より開会式あり夫より演説有之夕

会支会発会式二臨む会場︿時宗の寺に而

一皇后陛下御誕辰二付朝八時学校に出勤
判任官の拝賀を受け生徒二奉祝あり畢而

六月十一日雨入梅日雁
宮内省に出勤
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六月三十日晴

東京人歓迎甚盛んなり

不明

一午後十二時過出宅小松宮に昨口為御礼

題二付相談会を開く出席人員十二名夜九

一例勉出勤午後より宮内省へ出勤

持参

被贈る二付今日□口同邸に罷越□に一果

不明不明

一堀田正頚君病気快気の趣一二叩先日赤飯

七月七日薄陰薄晴

一例弧出勤午後退引

七月六日曇

一例刺出勤午後より宮内省二出勤

一昨夜の雷雨二而今日︿大二涼く相成る

七月五日曇

一例勉出勤午時退出

七月四日暗夕弧雷雨

一昨今の暑気九十度或︿其以上に升る

一例弧出勤午後退引

七月三日

館に出席

一弘道会婦人会二付午後二時より華族会

七月二日晴暑日曜

地へ埋葬二付為会葬同所に罷越

ー藤井開園氏去月廿七日病死今日青山墓

カ

七月一日晴暑

一魯国公使華族女学校為参観来校

一例刺出勤午時退引

一夕四時より星ヶ岡茶寮二而内地雑居問

六月廿一日曇

時過帰宅

罷出夫より上野二而東京学士会院例会出

六月十二日薄陰

席夕勉帰宅

一例弧出勤掛三浦安氏二立寄
六月廿二日

一例刺出勤午後退引

六月廿三日晴

一例刺出勤午時退引

一寺嶋伯葬儀二付午後一時南品川海暴寺

六月十三日内陰

六月廿六日晴午後小雨

一弘道会協議員会を開く会する者七人

六月廿五日晴午後遠雷小雨日曜

一昨日同様の事

六月廿四日晴

一例弧出勤午後退引

に罷越三時過相済帰宅

一午後より出勤三時過退引

六月十四日曇
一例刺出勤午後退引

六月十五日夕弧雨
一例弧出勤午後退引

六月十六日晴

一弘道会役員会を開く

六月廿七日晴

一当月分月給受取

六月十七日晴

単騎旅行し十七ヶ月二て今日東京二着す

独都寺へルリンを発し魯国西比利亜の地を

一福嶋安正︵陸軍中佐︶昨年二月十一日

叙勲二等賜瑞宝章

一今日御用召二付大礼服着用参内の処

六月廿九日晴

一例弧出勤午後退出

六月廿八日晴

一例弧出勤午時退引

六月十八日晴日雌

一例刺出席午後退引

技師西山技手の遺族へ金五円被賜

一岩代吾妻山噴火為探検死去したる三浦

六月十九日晴
一例刺出勤午後宮内省へ出省
一弘道会事務会有之

六月二十日晴署
一例弧出勤午時退引
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七月八日晴
一例刺出勤午後退引

七月九日晴暑日曜
会院に出席

一午後より向嶋郡祥院へ墓参夫より学士

七月十日晴暑
七月十一日晴暑

一宮内省へ出勤夫より学校に出席
一工業学校二而卒業証書授与式二付参校

七月十二日晴

午時帰宅

一例魁出勤午時退引

暑

一華族女学校卒業授与式二付
皇后陛下同校に行啓規式総而例年の通卒
業生徒十名あり十一時四十分還啓午後御
礼として皇后宮職に参省

七月十九日晴
一午後九時半土用入

一今日︿一日休暇
七月二十日晴夕弧より夜二入雷雨
山御所に参殿夫より華族女学校に立寄午

一土用入二付為御機嫌伺宮内省花御殿青
時退引

七月二十一日晴
一昨夜の雷雨にて今朝︿暑気大二減ず朝

七月十三日晴
一例弧出勤午後退引

宮内省に参省夫より宮内大臣の官邸に赴

七月廿三日晴日曜
七月廿四日半晴半陰

ぜらる

四郎︵共二女学校教授︶何れも非職を命

一北沢正城︵女学校幹事︶那珂通世村山

一朝学校に出席夫より宮内省に出頭

宅

一辻新次に用向有之朝八時罷越十時頃帰

七月廿二日晴暑

き午時帰宅

七月十四日晴
一例弧出勤退引掛より宮内省に出勤

七月十五日晴
一例弧出勤午時退引

七月十六日晴日曜大暑
一南風二而暑気強九十二三度に及ぶ
一弘道会常集会二付午後二時神田淡路町

七月十七日晴夕弧陰夜漸□

不明

共立学舎に出張協議員改選し夕弧帰宅

七月十八日朝陰暑気漸ク弱午後又

一例弧出勤午後退引

七月廿五日晴
七月廿六日晴

七月廿七日暗

朝又々辻新次の宅二赴き用談

朝学校に出席午時退引

七月廿八日晴

七月廿九日晴

宮内省に出頭

朝学校に出席教官一同に申諭有之

七月三十一日晴

七月三十日晴日曜

︵本会評議員亜細亜大教授︶

例刻出席午時退引
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の完成と迄は行かなくとも八分成九分成位

であるから︑出来るだけやらないと︑人格

﹁年老いたる者には智恵あり︑寿長き者に

でもよいからやらねばならない︒聖書に

は悟りあり﹂とあるが︑まあｍ︑帥過迄生

年令帥代を初老期︑ｍ代を中老期︑帥代

しはしない︑小まめに働く︑腹八分目に医

即ち散歩︑柔軟体操等をやる︒朝寝夜更か

命の長短はあっても肉体は時が来ればあの

当然だ︑今迄死なない人はいなかった︒寿

問だが︑一般の人は﹁生れた者は死ぬのは

それが確乎不動のものであるかどうかは疑

きた者には何等かの悟りが出来る様である︒

を高老期と言う様である︒我灸は高老期に

者いらずと言うが至言である︒節酒節煙︑

世へ行かねばならない︒悩んでも騒いでも

属するので︑高老期をいかに楽しく︑意義

健康は食物からと言う︒健康の帥％は食

食物は充分に噛んで食べる︒

夫れにはどう言う心構が必要か︑高老期

と思う︒一種のあきらめである︒甚だ消極

仕方がない﹂と言う程度の悟りではないか

ある時期にするかを考えて見たい︒

物に依存すると言われる︒栄養に不足のな

的で希望も張合も更にない︒之に反し宗教

を人生最良の時期とし︑美しい楽しい時期

では永遠の命をつかまんとする希望と信仰

いようバランスをとって必要な栄養をとる

とだ︒

永久不死の天国又は極楽に入り又は往生

又は悟りを把握ずるものである︒

こと︒体力に合せて何事も無理をしないこ

とすることが出来るか︒

夫れには私は二つの基本的な前提条件が
ある様に思う︒

次に心の平安精神の安定であるが︑これ

到るものである︒

すると言う確乎不動の信仰︑悟りを持つに

は最も大切なことであるが︑最も六ヶ敷問
題でもある︒結局宗教迄行かないと解決が

其第一は身体が健康でなくてはならない︒

つかない問題である︒確乎不動の信仰を持

第二は心に安心平安が保たれておること

つか︑禅の悟りの様なものを獲得する必要

である︒

第一の身体の健康を保つためには︑肉体

がある︒

は真理であって阿片の様なものでは絶対に

宗教は理屈ではない︒信仰である︒信仰

うが︑医者でも︑生理学者でもないから︑

が生きてゆくための生理の方則があると思

日為に体験して行く︑自然に信仰が高めら

ない︒信仰生活を続けておると神仏の恵を
相当努力してもなかなか本物は把めないの

され︑浄化されるのも信仰の恵である︒

れ深められて行くものである︒人間が善化

そのために特別な努力勉強を必要とする︒

常識︑経験と読書や︑人から教えられたこ

のが普通の様である︒然し最も大切な問題

が一般の様である︒夫れで中途半端で終る

生理の方則の様なものは知らないが︑一応

ることである︒先づ自分の体力相応な運動

とをもとにして︑健康を保持する様に努め
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ると言うのでは努力や恋発心は起きない︒

はない︒大名の長子が当然次の大名になれ

力を入れることである︒大分抹香臭い様な︑

永久無限である︒これからは来世のために

仰によって永遠の命を与えられれば来世は

分通りは過ぎて余生はいくばくもない︒信

以上の様な次第で︑体の健康と精神の安
定が得られると︑人生の晩年期も仕合に過

が︑大方は暗愚な凡君で終るのが落である

しめった話になったが︑それが人間として

賢明な側近者がいて教育指導すれば格別だ

人は肉体を持っておる︑衣食住の必要が
氏ノ○

ごすことが出来ましょう︒

ある︑もう︑︑帥にもなれば小供は一応独

兼ねておるからよい︒碁︑将棋もよい︒友

︵﹁健康法と長寿に就て﹂一二五頁より︶

の主である︒

病とは﹁気病む﹂ことで︑気は生の源命

すのである︒百病は皆﹁気﹂より生じ︑

生さへ宜しきを得れば当然長命を得とな

れ日頃の養生を無視した結果であり︑養

なり﹂と︑短命の人の案外に多きは︑こ

は長生きとするが︑﹁人生七十︑古来稀

十才″〃下寿は六十才″とし︑六十以上

を以て期とし〃上寿は百才″〃中寿は八

貝原益軒の説によると︑人の身は百年

西村幸二郎

︲ｌ貝原益軒の養生訓を読んで

︵元関東銀行頭取︶

あります︒ご寛容を乞う︒

と確信する故に︑敢て駄文を弄した次第で

も良いし人生に刺激を与えてくれる︑心身

蝦後の本当の生き方であり晩年を飾るもの

が引締ってくる︑楽しみでもあるし呆ける

英傑賢人は裸一貫から立ち上り奮闘努力

人生には心配苦労は絶えないものだ︒昔

ことがない︒老人も体力︑智力︑経験相応

した人が多い︑松下幸之助氏等も其一人で

・ヘルシャのある皇帝が即位の記念に﹁人類

に人のため社会のために出来るだけ奉仕す

老夫婦︵或は一人の人もあらん︶だけの

の歴史﹂に就て書かせた処其結論は﹁人は

立し夫を適当にやっておる︒

生れ︑苦しみ︑そうして死ぬ﹂と言うこと

る心掛が必要である︒人に悦ばれると同時

ある︒そう考えると銀難苦労も大なる恵で

であったと言う︒人生は苦の流れである︒

に自分も満足する︒年をとるとエネルギー

ある︒苦楽は生活のリズムであり︑健康に

悦や楽し象は︑丁度小川の流れの処食に淵

の要ることは出来ないが︑謡︑長唄︑小唄︑

一応心配のない程度になっておると思う︒

のよどみがある様に処々にあるものである︒

端唄︑民謡等もよい︒短歌俳句︑書画を書

生活だから大したことはない︑経済的にも

それで其苦しゑにどう対処するか︑私は
﹁晴れてよし曇りてもよし北︵冬ノ北風︶

達と茶を呑む︑一杯やり乍ら世間話をする

くこともよい︒特に園芸等は趣味と運動を

も事﹂︒悟れば日々是好日である︒苦も亦

つことは晩年を楽しい生活にする︒然し之

のも格別である︒何か趣味︑楽し象事を持

この正月次の様な駄句を作った︒

る︑心の持方次第である︒

とである︒ｍ︑帥ともなれば人生の八︑九

めたい事は立派な信仰を持って貰いたいこ

等は第二義第三義的なことで︑私の強く奨

恵と変る︑銀難汝を玉にすると言う諺があ

災を転して幸にする教は聖書︑経典の随
苦も心配もない様な人生は面白いもので

処にある︒

（31）

弘道詩林
寒泉麓保孝選

雨中迭春錬石佐藤良蔵

湖上小舟浮爽朝紅襟少女巧操榛誰人蔵笛愁情惹

上州老祁温泉同

碧水清風十二橋

西風幽韻排軽衣逼僻温泉遊客稀恰好秋深気正冷

江崎小柴雨友忌辰墓前賦糞秋苑豊田得治郎

満山紅葉映斜腫

黄泉浄土請安眠

侭然墓影憶生前痛突同頭三閲年老涙潜潜思往事

晒巷這民書冊精墨痕堪見気縦横花翻三眼何所侍

偏待他時渡大江

風雨遭逢隻十節梨民辛苦守斯邦堂堂威武観兵薩

戊午塗十節豊北閲兵式敬陪有感同

駒隙忽忽五十年

酒碧棲頭詩酒症月明恰好仲秋天畔潅同阜営時迩

戊午仲秋雲林鳴泉仁兄招飲賦贈同

四維八徳菖邦哉

南漠寓里訪蓬莱故友新知迎我来深誼如淵誰耐感

戊午九月訪中華民国墓北有感同

国歩穎懐前路憂

呑涙投支水自流今朝屈指舟三秋一亡復興感無限

戊午八月十五日敗戦舟三周年有感同

禦侮致身三十霜俄逢一厄志何妨率軍常獲膳兵信
獄策能看邦国綱・思慕苑韓高通計仰欽曾左潔誠方
塵衰褒睡唯任取要路無人正断腸

寒泉麓保孝

八大山人抗節清
戊午七月栗栖統幕議長忽然退休憂憤賦贈

看八大山人水墨書有感玉蘭坂元梅雨子

遊信州上高地同

柴門開誰坐書楼鴎鷺不束亭午幽細雨斜風多蝶怨
落紅槌紫促鴬愁簾前暖若祁偏爽凡畔枯筆興自悠
半胴 冥 捜 詩 一 句 陶 然 忘 刻 僑 欄 頭
林践幽窪老苔侵池水溶溶酒影沈峻嶺凌室高寓偲
奔流激岸響千琳鴬暗密樹緑陰土龍塾巨巌青澱尋

憶凌石詩宗雲石村田一雄

偶見河一重橋上過臨風延仔暢詩心

旬年乗筆道源探静夜深思梁且耽昔日青衿愉整整
今朝白髪苦舞菱清宵階月明輝帯沸喋幽燈彩霜含
追慕詩宗何虚在営時措大慢軽葱
戊午五月京都府立宮津中里校畢業

舟周年同阜賀廷席上有感貫山江角俊一
忽忽逝水州年流営日青杉曾一模莫嘆樵童硫白髪
可看漁子主華舟英才成敗志無息侠骨柴枯涙不留
激語把杯師友楽天橋掛望害時悠

閑居偶成省庵元木城作

白雨蔽窓一草堂遠山西望竹風涼緑天深虚銀河淡

浴除人領北窓風

焚香獣謂晩涼通纏綾茶煙月半弓玉笛一聾何虚起

消夏雑詩同

潮来水郷舜怪鷲見舜司
遮断紅塵入睡郷
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晴の叙勲芳名︵敬称略︶

特別会員始関伊平ｎ歳千葉

勲一等瑞宝章︵皿・３︶
通商産業・労働政務次官︑衆議院建設・
内閣委員長等歴任︒衆議院議員当選七回︒
多年国会議員として議案審議をを果すとと
もに国政の枢機に参画しての貢献︒

横浜支会長老小久保謙一河歳埼玉

勲五等瑞宝章

寄与︒

神奈川県弓道連盟・横浜市体育協会副会
長等に歴任︑スポーツ・体育関係の振興に

祝文部大臣就任︵蝿７︶
特別会員内藤誉三郎妬歳神奈川

尽力︒

参議院議員当選三回︒文部事務次官︑参
議院文教委員長等歴任︑多年文教関係にご

ご寄付
一金壱万五千円也井土邦一殿︵愛知︶

編集後記
ス・へイン政府任命のフィリピン総督ロド

リゴ伯爵がメキシコへ帰任の途中︑慶長皿
︵一六○九︶年９月釦日夜の台風で乗船のサ
おんじゆく

ソフヲンシスコ号が千葉県御宿の岩和田海
岸に打上げられ船は真二つに割れⅧ余名が
漂着︒漁民は総出で大荒れの海中から救出
に当り海女たちは素肌で冷え切った遭難者
を温めて手厚く三十七日間介抱︒厳重処刑

との重臣たちの強硬意見を抑えて︑大多喜
藩主本多忠朝は城下によせて厚遇︒さらに
将軍秀忠も漁民の手厚い看護を喜んだ家康
の旨を承けて一行を江戸城に招いて接見︒
江戸︑京都︑大阪︑堺等に案内︒翌年徳川
幕府から貼ったガレオン大帆船で全貝を無
事メキシコに送還したのであった︒
△ロ・ヘスメキシコ大統領がｎ月１日異例の
主要閣僚︑上下両院議長ら十七名とともに
御宿︑大多喜両町訪問となったのは実に四
百年前のこの日本友情の国際版から生れた
ものであった︒大統領は本年２月すでに日
本政府からメキシコへ剛呈の漁業指導船に
﹁オンジュク丸﹂と命名されている︒８月
岩井敏夫御宿町長︑宍倉一輔大多喜町炎ら
がメキシコ国を訪問の際︑国賓として来日
の大統領を正式に招待したところ︑大統領
は﹁町民各位に三百余年前の至れり尽せり
の厚情にお礼を申上げたい﹂と快諾され︑
これが史上空前の快挙として紙上やテレビ
を賑わすこととなったのである︒人口八四
○○の御宿と六六万の国際観光都市アヵプ
ルコ︑大多喜町がモレロスの州都クェルナ
．︿力と姉妹都市協約の締結となったのもこ
れがためである︒

△大統領を迎えた御宿町では花火を打上げ︑
祭ぱやしで御輿にハッピ姿の大統領をのせ︑
大多喜町では特別のお城まつりに当時のロ
ドリ・コ総督一行の仮装行列の登場︑記念植
樹など心からの歓迎をした︒
△たま／︑私はｕ月面日大多喜女子高校の

創立五十周年に参列︒森美秀衆議院議員の
祝辞中﹃桜内義雄建設相がぜひ伝えてほし

いというロ・ヘス大統領の言葉ｌこの地に到
って伝統の友情と心尽しの歓待に揃く感激︑

ながら心を打たれたのであった︒︵渡︶

私の生涯忘れることの出来ない思い出とな
った︒諸子はこの美しい祖先からの友情を
さらに世界的に広めてほしい﹄と︒これは
何物にも代え難い本校への世紀の贈物とな
ったと私は感じた︒今から訓年前の昭和副
年このメキシコ塔下の岩和田岸で物資欠乏
の折柄︑海兵で鍛えた義甥白鳥陽氏︵現読
売地方部次長︶を迎えて有志の女高生と海
国日本国民としての水泳訓練を思い出しな
がら︑刑年前ここに繰広げられた世界的絵
巻ｌ歴史の教訓ｌの重さと美しさに今さら

定価金一七○円年一︑○○○円

渡辺正勇
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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

四六版二○八頁定価一︑○○○円〒

六○円

儒教の理念によって西洋哲学を包みこゑ︑日本独自の道徳原理を確
立︑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
の生涯を︑倫理思想史の権威者古川教授が円熟した筆で桑ごとに描
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︑采ごとに描いた旅行詠︒近来︑と桑にその数を増
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

かりでなく︑学校へ通う子女を持つ家庭人への適切な

と蓋︒鵬⁝聖篭董壷ぃ臭書⁝閏儒鳶

〒113東京都文京区本郷2‑3‑10お茶の水ビル

歌集東西抄
ゆとり

二○円

二○円

電話03（811）1160振替東京7‑155576

古川哲史著

教育談義

●新書版二一○頁六八○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︒

●新書版二一二頁六八○円〒

び″の教育の谷間にいる人たちへの呼びかけである︒

高村象平著〃背伸び〃アブ︒︲チとなっている︒それは〃ゆとり〃と〃背伸

高村象平著できるまで

教育再建洲計程が
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