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特集現代の家庭教育
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﹁羊は祥︵大吉︶なり﹂

諸橋轍次

今年は羊の年です︒私は未の生まれですから︑九十六歳になります︒これで八

回目になります︒﹃説文﹄には﹁羊は祥なり﹂と出ています︒つまり祥という文

字の古体なのでしょう︒羊は早い時代から犠牲などにも用いられ︑神聖なものと

考えられていたのだと思います︒﹃説文﹄ではまた︑﹁孔孔日く牛羊の字は形を

以て挙ぐ﹂と書いていて︑上の金文のように︑形からできた象形文字なのです︒

善という字の古い形は藷であり︑羊との関係が明らかに見え︑義という字も

また︑羊との因縁があるのです︒このように羊はめでたく︑性質が善いもので

むらがる

ひとり

すから︑大勢が一緒になって共同一致することができる︒群という字が羊に

従っているのもこのためです︒その点︑犬が孤立を性とし︑独という文字の基

礎になったのとは非常な違いです︒︵特別会員東京教大名誉教授︑文博︶
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現代の家庭教育
野口明

今の日本では︑家庭教育は軽視されている︒軽視よりも無視されてい
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る︒今︑家庭教育に関心を持つ人あれば︑むしろ貴重な存在と云ってよい︒

家庭教育衰退の原因は多々あるが︑家族制度の崩壊はその主であろう︒
武士︑町人︑農民等何れも家を背負う人であったから︑親は子に其の資格
を植えつけたのは当然ある︒之が家督及び嫁の自覚に力を入れる風習とな
った︒然るに西洋文明の流入と共に︑家よりも個人が重視されて来た︒親
子は離れても公私の生活は保証されるし︑幸福も期待される︒学校教育で
の才能獲得の効は大きく︑社会生活の安泰は︑福祉制度で或る程度保護さ
れるようになった︒かくて立身出世的才能教育が地味な家庭教育より重ん
ぜられた︒

然し︑家庭教育は他の教育に無い妙味を秘めている︒一番きめ細かく︑
一番浸透的︑一番人間的︑一番華礎的である︒正義感︑同情心︑宗教心︑
情操性︑協調性︑規律性︑健康力等︑凡そ人間生活の基礎となる人間性は
幼少から成年に到る間の両親による家庭の雰囲気から生まれる︒どうも今
の人は学校教育や社会教育を過重視している︒よき家庭︑よき親に恵まれ
ることが︑個人にとっても︑社会にとっても最大の幸福であることを忘る
上勿れ︒

家庭教育に新しい関心と興味とを持つ人は︑実は新時代の賢者と云うべ
きである︒個人的にも社会的にも︑人間の価値は才能より人間性に在るこ
とを確認すべきである︒︵本会食長︶
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会祖・西村泊翁の家庭道徳論
八﹁親の道徳﹂と﹁夫の道徳﹂が大切Ｖ

進歩主義思想家としての泊翁

片山清一

﹁親の子に対する道徳﹂を力説

八﹁子の道徳﹂だけでは不充分Ｖ

シャイブリー教授は一応は西村先生を儒教的思想家の有

会祖・西村茂樹は︑終戦後においては︑保守主義に固ま
った頑冥者として考えられているようであるが︑すでに家

ったものは儒教であった︒しかし明治十九年末に演説した

力な一人として考察しているが︑たしかに思想の根底にあ

﹁日本道徳論﹂の中では︑儒教のもつ弱点を列挙し︑それ

うに︑徳川幕藩体制をあこがれたり︑封建制度を全面的に

をきびしく批判している︒簡単に説明を加えて承よう︒

永三郎やハーバード大学のシャイブリー教授の指摘したよ

しろ前向きに日本の前途をどう切り開いていくかを︑明治

温存しようとする思想家ではなかった︒というよりは︑む

④儒教道徳は男尊女卑であって不公平である︒

する

③儒教の道徳は︑尊属中心で卑属を軽蔑したり無視したり

の気象に乏しい︒

②儒教には︑消極的な戒めの数が多く保守退嬰的で︑進取

研究をしていない︒

①儒教は西洋の諸学のように︑人間の心身について精密な

て考え抜いた一人であった︑と表現した方が適切である︒

前期という時代の現実において︑真剣に憂国の至誠をもっ

の軍備︑商工業による富国策などを考えれば︑明らかであ

そのことは︑彼の提唱した平和主義の外交方針︑自衛中心
る︒こうしたことは︑彼の説く道徳論のすべてにおいても
現われているが︑その一つである家庭道徳についても同様
である︒

⑤儒教は昔を是とし︑現代を非とする結果︑尚古主義であ

一

（2）

って︑今日の時勢に不適︒

⑤児子の為に生活の道を指導す

④児子の徳性を養成すること

シ︸

⑦父母の老を養うこと

⑧喪祭のこと

は違いないが︑ただそれだけではなく︑﹁日本国民として

立ちして生活して行けるように指導することは親の務めに

とが加えられている︒︵第六番︶その理由は︑子どもが一人

﹁親の道﹂として︑新しく﹁児子を国の為に教育する﹂こ

の教員に対しておこなった﹁道徳教育講話﹂の中には︑

ところが︑それから二年後の明治三十一年八月に愛知県

⑥児子の為に婚姻を求むること

ること

この五つ欠点は︑そのまま家庭道徳においても指摘され
亨Ｑ○

明治二十九年四月︑西村先生六十九歳の時に示された
﹁国民訓﹂の中の第四﹁家倫﹂において︑次のように述べ
られる︒

支那の教は我身が子たる時の教は詳かなれども︑我身が父たる
人の妻たるの教は頗る厳なれども︑人の夫たる者の教は之を示

時の教は甚だ欠如す︒

すことなし︒：．︵中略︶⁝人の子たり妻たり弟たる者は固より宜し

ある︒

立派な国民﹂になるように育てることが大切だというので

また﹁子が親に対する道﹂として︑第五項に﹁父母の過

を諌む﹂が加えられる︒親に過ちがあって世間に知られる
︑といシクのである︒

と親の傷になるから︑子として諌めるのが︑子の道である︑

﹁夫の妻に対する道﹂を明示

八日本の男女不平等道徳を衝くＶ

夫婦の道については①夫婦相互の道②夫の道③妻の道の

三つを分けて示している︒儒教では︑夫婦の道といえば③

だけで︑①と②が欠けているのが欠点だと批判する︒

に ｡ ノ

く守るべき道ありと雛も︑父たり夫たり兄たる者も亦守るべきの
道なしと言うべからず︒然るに儒教には父夫兄たる者の道を説き
たる者甚だ少なし︒是支那の教の一方に倫して後世人の議論を免
かれざる所以なり︒

西村先生は︑そこで自らの非力を顧みずとことわりつつ
父道︑夫道を作って︑儒教の弱点を補わんとされた︒いま︑
それを親と子︑夫と妻とを対比して示して象よう︒

①父母の命に服従すること

父母たるの道子たるの道
①一児子の幼少なる間之を給養保

②父母を親愛すること

⑥父母に禍を及ぼさしめざるこ

⑤父母の心を養うこと

④父母の恩を知ること

③父母を尊敬すること

持すること
②児子の身体を強壮健康にする
こと

と

③児子の知識を発達せしむるこ

／ の 、

なお西村先生は﹁兄弟姉妹の道﹂とか﹁勇姑の道﹂とか

不和の家庭が目につくが︑その原因は三つだとし︑①一夫

いうことが第一であると教える︑しかし実際世間をゑると

いった道徳も示されているが要は︑家庭にとっては和合と

①夫婦は互に愛情を失わざらん事を務むくし

夫婦相互の道︵﹁道徳教育講話﹂のみより引用︶

②夫婦互に恭敬の心を失うべからず︒

一婦の法を守らないこと︑②嫁と姑との仲が悪いこと︑③

であるから︑幼少時よりよく道理をわきまえる心を養って

ている︒③の兄弟の財産あらそいの起るのは利欲の心から

うことも考えてみる必要があるのではないか︑と提言され

とが多い︒この不和をなくするためには︑親子の別居とい

あるが︑姑の方に慈愛の心が欠けていることに起因するこ

であることは明瞭︑②については︑嫁の方にも悪いことも

兄弟姉妹が財産競いをすることだとしている︒①は夫の罪

③夫婦は互に誠実なるべし︒

④夫婦相互に清貞を守るべし︒︵妾だけに貞淑を守らせるというの
では片手落ちだという意︒︶

⑤夫婦の産業及び名誉は相互に保護すべし
⑥夫婦は相互に協力すべし︒

この相互の道を前提として各別の道が示される
妻が夫に対する道
｜｜①妻は従順にして夫を恭敬すべ

おくことが大切だと諭されている︒

｜なお先生は﹁兄弟姉妹の道﹂を提示される︒①兄弟

兄弟は父母の偏私を疑うべからず︒

互に親愛すべし︒②長幼の序を守るべし︒③相互の名
誉幸福に注意すべし︒④意見の相抵触する事あらぱ裁
定を父母の威権に托すべし︒︵もし兄弟姉妹︑見込の
違った時には父母の裁判を仰ぐ︶⑤兄弟は善悪共に
相互に感化する者なれば最も深く慎まざるべからず︒
⑥父母の家を出でたる後と雄ども親愛の情を忘るべか
一らず︒⑦遺産を分つ時に於て殊に私欲を戒むくし︒⑧

︵本会理事目白女子短大教授︶
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夫が妻に対する道
①夫は妻に対し親切なるべし
１﹂

②夫は妻を保護せざるべからず一②妻は家政を務めて夫を助くべ

｜⑧琴搾能く岬僕を御せざるべか

らず

⑦妻はよく勇姑に事へざるべか

懇切を尽すべし

⑥夫の不幸又は疾病の時は殊に

⑤妻は家事を修整すべし

④夫は妻を給養せざるべからず一一④妻は堅く嫉妬を戒むくし

んずべし

③夫は妻を侮慢すべからず一一③妻は貧富共に夫の家の分に安

￨

現代中学生﹁朕﹂論

一現代中学生の欠落点
十年前の中学生と現代の中学生とを〃朕川という観点から比べて
みると︑次のような傾向を指摘することができる︒

花田修一

︑︑︑

つをするが︑そうでない場合には︑あいさつはしない︒もし︑隣近

中学生がいたら︑﹁あなたのお子さんは気持ちのよい人ですね︒﹂と

所の大人に﹁おはようございます︒﹂といつもあいさつをしている

︑︑

か﹁あちらの家は賎がいきとどいている︒﹂とかいう評判になり︑

○あいさつの仕方が下手で︑あいさつそのものに無関心である︒

三学期の最初の一週間の目標は︑﹁新年を迎えて︑気持ちよくあい

いる︒これは風紀委員会が中心となって運営していくのであるが︑

目標を決め︑それを全生徒に実行させるという生徒会組織を持って

私の学校には週番制度というのがあって︑学校週番が︑一週間の

それが︑美談となってしまうのが現代でもある︒

Ｏ礼儀作法が悪く︑基本的な生活習慣に欠ける者がふえている

さつをかわそう︒﹂というのであった︒たまたま︑私も週番担当の

いる︒

Ｏよくしゃべるようになったが︑人の話を聞く態度が低下して

Ｏ服装などに対する関心が強く︑流行には敏感である︒

う﹂とか﹁上靴のかかとをふまないようにしよう﹂とかいう論議が

︑︑︑

順番であったので︑委員会の場に出席していたが︑﹁遅刻をなくそ

Ｏ家事の手伝いが減って︑掃除の仕方を知らない者がふえてい
る︑等々︒

これらは︑日頃︑私が接してきた中学生の印象を概括的に述べた

なされた結果︑﹁あいさつ﹂運動に決定したのである︒毎日の生活の
︑︑

中で︑当然なされているはずのものが︑このように︑学校の週番目

例えば︑あいさつ一つをとってみても︑授業を受けている先生に

ないということからこうした目標が決められる︒つまり︑わかって
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
いることとなされていることとは同一ではない︒認識が行動化され

や必要性を認めているということになる︒しかし︑それができてい

標に決まるということは︑中学生自身にも︑﹁あいさつ﹂の大切さ

対しては︑愛想よく﹁おはようございます﹂と声をかけるが︑関係

ずにいる︒頭でっかちと評されるのもここにある︒知識は豊富であ

︑︑︑

ものである︒したがって︑かなり主観的な判断だと考えていただき
んでいるかも知れない︒

たい︒反面︑具体的な実例に触れてきただけに︑意外と真適性が秘

のない先生には積極的にはあいさつはしないということが多く見ら

︑︑︑︑

れる︒これは︑隣近所の大人に対しても同じことがいえる︒家同士

るのだが︑それらが体験を通して身についたものになってはいない︒

︑︑︑︑

の交際が深いとか︑母親同士が仲がよいとかいう場合はよくあいさ

ＦＤ

︑０ノ

／︲︑

︑︑︑︑

今︑あいさつを例に述べたが︑最初に挙げた﹁聞く態度﹂﹁礼儀
作法﹂﹁服装﹂﹁掃除﹂などの例もまず︑同じことがいえる︒現代中

とをきちんとしつけるべきである︒

○あいさつｌあいさつがコミラーヶーシ罰ンの基本だというこ

思いやりのある人間に育てる努力に結びついている必要がある︒

Ｏことばづかいｌただ口先きが上手になればいいのでばなく︑

きちんとすべきところで︑きちんとした行動ができる人間であれ

学生に欠落している〃族″は︑もっと小さい頃から︵幼時期から︶︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑

任でもあり︑また義務でもある︒

○睡眠時間ｌ西欧でも︑八時になると子どもを強制的にベッド

足りない︒要は︑質と量の問題である︒

はおろか︑健康もおぼつかない︒さりとて三度の食事だけでは物

○マンガーマンガは鐙やつのようなもの．おやつだけでは成長

ずだ︒

ば︑そのことぱづかいも自然にきちんとしたものになっているは

体験的に認識させること以外に方法はない︒それは︑我為大人の責

二中学生を持つ親の族論
一昨年︵昭和五十二年︶に︑私の学校の﹁ＰＴＡだより﹂で﹁族
特集﹂を編んだことがある︒たまたま︑私がその担当だったので︑
ていった︒﹁ＰＴＡだより﹂に掲載した主たる項目は︑次の九項目

九人の母親と一緒にあれこれと族論を話し合いながら︑編集を進め

せたいと思う︒

ならない時がくるまで︑充分に睡眠をとって体力と頭脳とを養わ

に入れるという︒受験勉強でどうしても眠る時間を削らなくては

Ｏあいさつ︵中一男・母︶

であった︒

Ｏことばづかい︵中一女・父︶
Ｏマンガ︵中一男・父︶

とを根底に︑かなりの禁止事項を小学生の時まで設けてきた︒中

○休日の外出ｌ私の家では︑綾の面で︑人に迷惑をかげないこ

の好奇心と︑少しの冒険心とを満足させ︑自主的に判断して行動

学生になって︑少しずつこの禁止の扉をあけて︑未知なるものへ

Ｏ睡眠時間︵中二男・母︶
○家事の手伝い︵中二女・母︶

がある︒①幼児の頃の手伝いは遊びの延長線上であったこと︒②

○家事の手伝いｌ家事の手伝いをしなく癒った原因に次の四点

ることを約束している︒

ができるようにしてやりたいと考えている︒外出は帰宅時間を守

○休日の外出︵中二女・母︶
○長電話︵中二女・母︶
○糸だしな承︵中三女・母︶
Ｏ男女の交際︵中三男・父︶
これらは︑いずれも現代中学生の親として最も身近に感じている
〃咲論〃を展開したものであって︑その中には︑父親として︑ある

一致し︑親の私自身に︑家事労働の朕に迷いがあったこと︒③少

電化製品の普及で家事労働が変化した時期と娘の成長期とがほぼ

人数家族では︑主婦として︑家事労働力としての手伝いを必要不

いは母親としての体験論が述べられ︑学ぶべき点が多くあった︒今︑
それぞれの項目における論点を整理して︑紹介したい︒
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可欠なものとしなかったこと︒④本人が病弱なため︑健康でさえ

動は︑そのまま人間の生き方にかかわってくる問題でもある︒その

ばれたり︒また今日︑不確実性の時代と呼ばれたり︑その社会的変

︑︑︑

ならないものがあるという一面である︒例えば︑﹁あいさつ﹂にし

真に人間らしく生きていくためには︑変わらないもの︑変わっては

︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑

その二つは︑たとえ時代が変わり︑価値が多様化しても︑人間が

という一面を持つ︒

る︒時代の変化︑価値の多様化とともに︑朕もまた︑変化していく

一方では︑﹁それは価値観の相違だ﹂などと一蹴される時代でもあ

代は︑．本筋の通らぬ︑背骨のない時代﹂と一方では叫ばれ︑又

時における価値観が︑時代の変化とともに︑また変化してくる︒現

あればとの愚かな親心から知らずに甘やかしてしまったこと︒

ｏ長電話ｌ公衆電話は論外として︑家で子供達のかげる長電話
にそれほど目くじらをたてることはない︒仲間との長電話は︑中
学生にとって精神安定をもたぬ一種の排壮作用であるから︒

ｏみだしなみｌ現代の若い人ほ為しゃれを装うことば実に巧み
であるが︑堪能する心をおきざりにしているのではないか︒身だ
しな桑が整えられる人こそ︑心あるおしゃれができるおしゃれ上
手でないかと思う︒

ｏ男女の交際ｌ相手が肉体的にも精神的にも自分とは違った存

︑︑︑

ろ︑﹁人の話を聞く態度﹂にしろ︑人間が人間として生きていく上

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
てしつけなければならないことである︒この不変の族諭について︑

、 ｲ ノ

では︑不可欠の条件である︒これらのことは小さい頃から︑徹底し

r ワ 、

在になり切っているという事実を︑具体的かつ正確に彼もしくは
を考えるようにしむけることが︑朕の第一歩である︒

彼女に教えこ拳︑そのような相手の立場に立って自分たちの問題

日本を背負っていかねばならないし︑個人としても︑家庭人として

もっと論議されなければならない︒とくに︑若い人は︑これからの

︵お茶の水女子大学・附属中学校教諭︶

指導実践の欠落点の反映でしかない︒八一九七九・一・二○・記Ｖ

べきである︒現代中学生の欠落点は︑実は我々大人の族論および族

させておくべきだという率直な議論の場がもっと設けられてしかる

も社会人としても︑あるいは国際人としても︑これだけは身につけ

これらの族論を編んで思うことは︑朕ほどやさしいようでむずか
いはＢ家にはＢ家なりの考えに基づいた礼儀作法があることがわか

しいものはないということである︒ＡさんにはＡさんなりの︑ある
る︒それは︑それぞれの親が生きてきた︑あるいは生きているとい
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
う経験と知恵とから生まれた考えが︑その人らしさ︑その家らしさ
として子どもたちに受け継がれていることを明示している︒

室
'
三

三価値の多様化と不変の朕
現代中学生の欠落点と中学生の親の族論とを対応させて考えて承
ると︑次のようなことが明確になってくる︒

その一つは︑時代の変化や価値観の多様化に伴って︑朕の考えや
方法が変わってきていることである︒一時期︑知識の爆発時代と呼

ツ

略二二二三二二二二二二二三二二二二三二二二言目二言二二二二三言二二三二二二二二二二三一Ｅ一三二二三二三二二ニニニニニニニ言岬Ａ学校で教科書を使った道徳

出席者州教育も必要でしょうが︑それで

Ⅲ︹座談会︺銭谷千恵子州道徳教育が十分かというとそう

州母親は賢くありたい卦恥千確凧懸繊牒馴確騨錦
山岡澄子州か︒
州八東京都・中学生の母親たちＶ金田ルリ子州Ｂどうも︑子供の悪い所を見

ているのだろうか﹂と他人に責任をおし

﹄二二二二三三三三三二二三二三二二二三三二三三三二二二三一三二三二二二三三三二二三二二二二二二二二一詞雪雲一二州付けて﹁学校では道徳教育をし

しつけは家庭で

かさをつかんでブイと立ち去ったことが

﹃かさを忘れていますよ﹄︒とおしえたら

ありました︒ありがとうのひとことが云

えないのかとあきれたことがありました

が︑家庭内での挨拶の習慣がついてない

ね︒

ので外へ出た時急には出ないのでしょう

的に﹃ゴメンナサイ﹄と言うが本当は何

Ｂ挨拶も口先だけではだめ︒叱ると反射

母親だけでなく必ず父親という存在があ

ているのに何かが欠けている︒その何かれぱと思うのですが︑現実は︑注意する

ことが大切だと思うわ︒たまに自分の気

Ａ父親は︑子供達に対して対話が出来る

司家庭内で子供に対して何をするにも

父親の存在価値

底から自然に出るようにならないと︒

ります︒礼を云うのもあやまるのも心の

司児童は人として尊ばれる︑児童は社会Ｃ物心つく前からの家庭での朕が大切で
の一員として重んぜられる︒児童はよいすね︒
環境のなかで育てられる︒ｌ児童憲章ＩＤその膜ですが親に信念がないとだめ︒
今年は国際児童年ですが︑子供達の実育児が育児書通りにいかないのと同じで︑
態は︑児童憲章の粘神とはほど遠く︑非道徳の本通りにはなかなかいくものでは
行︑自殺等︑昔私共が育った時代からはないでしょう︒

が悪かったかわかっていないようでは困

考えられないような問題が発生していまＣ自分の子供だけよくしようと思わな

いらっしゃいますか︒

るわけですが皆さんのお宅ではどうして

つけがちですね︒

す︒暖かく快適な環境で物質的に恵まれいでよその子供でも悪い時は注意しなけ
は子供達が直接関係ある家庭にあるのでと︑﹃うちは自由にさせております﹄︒と

が向いた時に子供に話しかけるのではな

親である私はどうもその場その場の近く

Ｄ父親は先の見通しがきくけれど︑母

れると子供が尊敬するみたいです︒

はないか．：︒私達主婦であり︑母親であ怒る親がありますが︑あれは︑自由とい
に都合よく身につけてしまった人なので

くいつも子供に関心をもって生活してく

しい方向に向けられるだろうかと考え︑

る者は︑どのようにしたら子供達を好まうものだけ︑義務や秩序と分離して自分

話し合ってみるのも良いことだと思いましよう︒

す︒Ｄある時電車から降りようとした子に
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しか見ていないようだから︑大きい相談

ような態度をとると︑主人に対して悪か

思っている時︑子供達が私の味方をする

親を疎んじればそうなるし︒

りを大切にすればそのようになるし︾父

Ｂうちの長男はもう社会人になっていま

まちがっていても︒よく︑こわくない父

度をとらない方がいいわ︒たとえ父親が

供の前で父親の悪口や疎んじるような態

Ａでも︑どんなことがあっても母親は子

ないかしら︒ある時は反面教師ですね︒﹂

思われるような面があっても良いのじや

こんな母親だったのかと︑ふとあわれに

時が母親にあっても良いと思いますよ︒

Ｃでも人間的にダメだなあ︑と思われる

すが大学の時︑父親とちがう道を歩きた

姿勢などは︑皆様のお宅では本当に良く

司各御家庭での朕とか子供に対する親の

ったな︑と思うことがあります︒

いと云い出したのです︒男として暖かい

親︑叱らない父親と云われるけれど︑あ

もらっています︒夜帰宅がおそいので毎

ごとは必ずうちでは父親に出て判断して

ぬくぬくとした環境から抜け出したいと
ると思うわ︒

れは母親のやり方次第で大変かわってく

子の希望通りにしました︒今になってみ

いたので私が間に入りとりなし結局は息

ありました︒母親の私とはうまくいって

尊敬したことがありました︒何か一大事

親がこんなことも出来るのかとおどろき

くれました︒それを娘が見て︑自分の父

手伝いに行った留守中︑主人が洗濯して

Ｄ大分前ですが︑私の父が入院したので

よむというのはどう子供に教えるべきで

世の中の渡り方︑悪を見抜くとか︑裏を

日の対話は望めないのが残念です︒﹂

いう気持があったのだと思いますが︑三

細心の注意を払っていらっしゃるようで

ケ月ぐらい父親と口をきかなかった時が

ればこうして良かったと思っています︒

度によっては︑親のために子供が友達不

と思うのが親心かもしれないけれど︑程

Ａころんでから起すよりころばぬ先の杖

しょシっか︒

いうこともあるでしょう︒非行問題など

Ｃ父親が家庭内でのとるべき姿勢はその

があれば一家中協力してくれるというこ

すが︑子供は外からの影響で悪くなると

母親から︑すなわち私達の姑の影響が大

とがわかってうれしかった︒

信に陥る危険もありますね︒

福の手紙﹄のようなのが来た時︑私が︑

友達からチューンレター︑いわゆる﹁幸

Ｃあります︒あります︒先日︑娘にお

大変迷惑なものだし︑好ましくない︒と

云ったことを︑その友達に手紙を書いて

不用意に云ってしまったら︑娘が︑私が

その仕掛人は母親でしょうね︒

育つと云うけれど本当だと思うわ︒年寄

Ｂ何をするにも子供は母親の後姿を見て

地がいいと思うようにするには︑やはり

なければだめね︒家庭が一番楽しく居心

Ａ夫婦も親子も関心をもちいたわり合わ

家庭での仕掛人ｌ母親

きいと思います︒何しろ二十何年かは︑
あちら様の影響があったわけですから︑
変えさせることはむずかしいでしょう︒

育った環境はつくづく恐ろしいと思いま
すね︒

Ｂ夫婦でもやはり潔境のちがった者同志
見のくいちがいは︑時をあります和︒主

がいっしょに暮し始めたのですから︑意
人に対して私が少し云い過ぎたかな︑と
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出してしまったのです︒そうしたらその
わ︒

Ａ今の子供達は我慢する︑努力するとい

で﹁大変傷つけられた︒そういう時は︑

ない友や自分と合わないと思ったら自分

ないでしょう︒お友達に対しても︑良く

思いをしたから自分の子供にだけは︑出

Ｂ自分達が育ったころ物質的に象じめな

友達から又返事がきて︑娘の出した手紙
だまってチューンレターをうち切ってく

の方から人を傷つけずに身を引くという

に生活を大きくひろげ︑派手にしてはい

来るだけのことをしようと︑我慢させず

けないと思います︒

いと思いますね︒

れれば良かった︒﹄と書いてあったので

術を心得ていないと︒聖書に出てくる

うことが少ないでしょう︒あれがいけな

す︒このような場合本人自身で考えたこ

れ﹄っていうのたしかだと思う︒

﹃蛇のようにさとく︑鳩のように従順な

Ｄやはり子供がしっかりするより他に

とを書いた手紙ならそのような返事がき

Ｂテレビでも小学生までは判断力もない

ても仕方がないと思うけれど︑親が云っ
たことも加えられていると思うと責任を

てきましたが︑中学生になったら反面教

皆で協力して家庭が築かれていることを

うちでは与えないとか︑分相応に家族

よその家でたやすく買い与えるものも︑

Ａ各家庭で家風習慣がちがうのですから︑

Ｄそういう経験は︑今︑お友達を一人失

師としてそういう面も見せていますが︑

日頃からわからせておけば︑欲しいもの

から悪い面や汚い面を見せないようにし

うかもしれないけれど︑して良い経験の

う受けとめているかわかりません︒

親は考えてそうしていても子供の方はど

感じます︒

にわかってくるという解決方法ですね︒﹂

司おしゃべりはまだまだ続きますが︑結

の事情が子供にわかるわけですね︒﹂

これも対話が家の中にあってこそ︑家庭

んて気持もおこらないでしょう︒やはり

うちではないかしら︒経験をつむと自然

司非行というのは一人の子供だけではな

家庭内での対話を

を買ってくれなかったから自殺しような

Ｂたしかに経験させて良いことがあり
でも恐いことが起る時代︑親切に道をお

く︑大体︑仲間︑相手がいるでしょう︒

ますが悪い時もあります︒知人でも身内

いうのは︑わかってもおそいことだし︒

しえたために殺されてしまった︑などと

切なことだと思います︒近頃小中学生の

いうことも選ぶ以上にむづかしいし︑大

ってしまったら︑自分からはなれる︑と

とを悟った人がかしこいのである︒﹂ｌク

かしこいのではなく︑自分の知らないこ

す︒﹁知っていると思い込んでいる人が︑

たら良いのか︑わからないことばかりで

Ｃ本をたくさん読む︑というのは︑どう

かしこくなりつつあるのでしょうか︒

ラウディウスーとすると︑私共も少し

論の出るものではなく︑親としてどうし
その点でお友達を選ぶということは本当

でしょう︒全部を経験して翠なくてもあ

でしょう︒．

自殺が増えていますが︑この問題はどう

に大切なことですし︑又︑悪い友に近寄

のような時こういう解決方法があったな

子どもの読書

と頭の片隅にあるのは大変ちがうと思う
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︹講演︺

日本の再評
︵一一一︶

胤

それほど連ふんです︒さういふことにな

ここで初めて日本人は︑一体どういふ国造

きたいなら大企業の国になってもいいが︑

にその重点があるかと申しますと︑日本人

す︒これはただごとじやないのです︒どこ

世界的に稀少性を持ってきたものです︒日

いけないものがある︒それは石油のやうに

してゐる︒但し︑一つだけ︑余り買っては

つまり﹁出超﹂はなくなって常にバランス

せぐため︑その程度の輸出をするのがいい︒

全廃がいいのかほどほどにがいいのか︑は

やってゐた︒これからは︑ああいふものは

から始まって造船など大きなものを無闇に

産業などの軽工業︑戦後は重工業です︒鉄

らうとした︒昔は生糸︑お茶そのあと繊維

たことはあまりない︒ただ売れるものを造

すが︑そこに行き過ぎがあるから︑日本は

つ心理であって︑実に真面目で結構なので

たでせう︒それが日本人がみづからに鞭打

れば日本はだめだ︑といふ認識を持ってゐ

に並ぶ︑世界で一番いいところが揃はなけ

の優れたところを拾ひ上げて︑日本もそれ

イツの優れたところ︑フランスはフランス

追ひつかうとした︒その場合︑ドイツはド

明治以来︑事実すぐれてゐた西欧諸国に︑

と︑二つ理由がある︒

象んなうれしい顔をしない︒なぜかといふ

ゐる︒実は日本は立派なんですと言ふと︑

きた︒そのことが︑日本の心に惨象通って

はいままで︑自分はだめだだめだと言って

ってゐるのがいまの日本の輸出業ですから︑

りがやりたいのかといふ︑自己の理想を間

からだけでも︑日本の再評価は出来るので

この事実をじっと見詰めれば︑その一点

信

もうこれからはあくせくしなくていい︒ど

いんなら中小工業の国︑︲大企業でやって行

な﹁国造り﹂をする︒中小工業を維持した

内

はれてゐるわけなのです︒

世界各国と調和した﹁国造り﹂

木

うすればいいかといふと︑欲しいものは幾

本は力があるからといって︑石油をむや承

いるいろあります︒その撰択に答へること
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
が国造りを自由に考へるといふことです︒

いままでさういふことでものを考へて来

に買うのはよくないので︑そこには〃ある

ら輸入してもいい︒それに必要な外貨をか

種の調和″といふものが必要で︑日本国は

このことを︑まづ申し上げておきます︒

日本を再評価する心構え

これから︑世界とのよき調和を考へながら
さういふ貿易をやりながら︑自分の好き

生きる国になりたい︒
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価

偉いんだといふことが耳に入らない︒

いのです︒決していまの日本がひどくいい

い︒インフレもない︑失業もない︑アメリ

と言ふのです︒日本にはさういふ者はゐな

いふことなんです︒このやうに日本のいい

ヵさん︑何をまごまごしてゐるんですかと

も︑よく見てゐれぱ数はそんなに多くはな
わけではありませんが︑人の国と比べれば

もう一つ︑これはいやな理由ですが︑日

遥にいい︒アメリカの検挙率は聞きません

になります︒それを成る程ね︑となだらか

ところを挙げていきますと︑大きなリスト

本といふ国がだめだといふと︑自分自身が

て︑日本の百倍の犯罪があったら捕まりっ

口﹂です︒

に受取ること︒それが日本再評価の﹁序の

い例は︑いまは大不況だと言ってくれれば︑

こないので検挙される方が意外なくらゐで︑

だめな場合の弁解になるのです︒わかり易
自分の商売が儲からなくて四苦八苦してゐ

おおむねだめでしょう︒三％ぐらゐのもん

でしたけれども︑どんなに警察が偉くたっ

ではない︑となる︒ところが今のこれが当

アメリカはまだ大騒ぎしてゐる︒失業はア

ま日本でも有名になったハイエクといふ先

さて次が﹁第二段の再評価﹂ですが︑い

日本を評価する第二段

るのは︑不況のせいで︑自分が無能だから

じゃないでせうか︒

メリカでは大変です︒日本では失業はない

ラン・ソサエティ〃です︒その会が︑この

生が一九四七年におこした会が〃モン︒ヘル

日本のインフレはいつの間にか止った︒

り前の世の中だといばれたら︑自分の仕事
ふことになる︒それがいやだから︑日本は

がうまくいかないのは︑自分のせいだとい
ダメだ︑といって欲しい︒

大体失業手当をもらってゐる人の数ですが︑

も同然です︒統計上はありますが︑あれは

かれました︒

間香港で総会をやって︑日本の方も多勢行

アメリカと日本との比較

んでやしないんで︑どこかで何かしてます︒

失業手当をもらったって︑その人たちは遊

いたのですが︑その論文のお話をしたい︒

さういふことがありまして︑日本はだめ

例へぱゴルフの女のキャデーがやめると失

いまは日本再評価のお話しするのに︑実に

だとなってゐますけれども︑それを︑つら
いかもしれませんが〃日本はいいんだ″に

間にせっせとお嫁入りの支度をしてゐる︒

業手当がもらへる︒六カ月もらって︑その

罪は人口十万人に対して一年に何件といふ

です︒アメリカへ行ったらすぐ眼に付きま

かういふハッピー失業者も日本にはゐるん

号に﹁私の日本論﹂といふ題で出てゐます︒

その論文は﹃経済論壇﹄といふ雑誌の八月

たが︑その論文が日本再評価の論文です︒

いい廻り合はせになったとさっき申しまし

私にも論文を出して欲しいといふので書

の始まりです︒例へぱ犯罪ですが︑大体犯

をきかへてほしいのです︒それが﹁再評価﹂

ふうに数へるのださうですが︑﹁普通犯罪﹂

いっていまさら職業につくだけ自己教育も

その論文にどういふことを書いたかとい

すけれども︑ほんとにすることがない︑と
出来ないといふ人間が︑ぽやっと公園のベ

ひますと︑まづ第一に︑日本人はいま輸出

はアメリカは日本の二倍ださうですが﹁兇
ださうです︒検挙率は日本は九六％︒この

ンチに腰かけてゐる︒さういふのを失業者

悪犯罪﹂となると︑アメリカは日本の百倍
頃は日本も兇悪犯罪が多いやうですけれど
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が余り出ていま戸惑ってゐるが︑これは
言ったやうなことだけでは︑英国の七倍と

となしい等狗沢山あります︒しかし︑いま

トが起るかわからないからです︒品質保証

期﹂といふものが約束でない︒いつ山猫ス

と私は言ふのです︒例へぼ英国では﹁納

もできない︒自動車のやうなもので品質保

﹁日本の解放﹂ですよ︑といふことを書い

証が出来なかったら︑全くだめですね︒だ

いふ能率は出ないんです︒

日本の輪川は︑壷工業製品が主ですが︑

た︒モン・ヘルランの人達は︑いはゆる﹁新

自由主義﹂を唱導する人達ですが︑彼等は

る警告の意味も含めて言っておきました︒

乱れですよといふことを︑私は彼らに対す

から負けるに決まってゐる︒それが社会の

ど全く西欧が作り出した﹁近代科学技術﹂を

率をいま発揮してゐる︒しかしそれは︑殆
日本流に改造し上手に利用してゐるに過ぎ

ところで︑日本はヨーロッ・︿文明を取り

農産物であらうと何であらうと︑物凄い能

にはちょっと不満で︑﹁状況﹂が自由を奪

ない︒だから︑もとは近代科学技術にあっ

いふ場合を主として問題にする︒私はそれ
ふこともある︑と思ふ︒日本は明治以来︑

人間が人間の自由を奪ふとか抑制するとか

輸出を拡大して富国強兵をやらなければ国

・リブであらうとみんな︑日本にもあるん

とは︑グループ・エゴであらうとウーマン

です︒あるけれども日本には︑日本独自の

入れましたから︑彼らの持ってゐる悪いこ

ところがどこで差がつくかといひますと︑

てゐるに過ぎない︒

向うの能率が落ちたからだと私は思ふ︒こ

て︑その技術が生み出す能率を日本は出し

いふ状況も自由を奪ふのです︒ですからい

うに抑へがきいてゐる︑といふのが私の解

要素があって︑その悪さがひどく出ないや

ければ︑死んでしまふと真実思った︒さう

ま初めて︑日本人は〃解放″されて〃自

に規定することは慎むべきだとは思ひます

れを﹁ヨーロッパ文明の行き詰り﹂と単純

が滅びてしまふ︒終戦後なら輸出ができな

れた︒これは︑将来の論争の種をまいてゐ

さて︑いまの日本はなぜ大輸出ができる

やう応援するから︑おれのこれを応援しろ

れはこれを通したい︑おまへのそれを通す

のグループ同士が︑合従連衡しまして︑お

い︒つまりグループ・エゴですね︒またそ

日本の文明とはどういふものかといひま

ものがそれです︒

Ⅲ本のが持ってゐる﹁新しい文明﹂といふ

はさう思ってゐる︒何が抑へかといふと︑

か︑その理由ですが︑いままで人の言はな

と︑いふことになる︒さういふ状態になる

釈です︒違ってゐるかもしれませんが︑私

かったことを︑私は言ったと思ふのです︒

やうな︑ああいふ気分の人間が作り出した

すと︑万葉とか古事記とかに現はれてゐる

が︑西欧は社会全体がおかしくなってゐる︒

たとへぱハーマン・カーンが言ってゐるや

と︑全体のために悪いことがどんどん通る︒

殊に議会制民主主義がどうもうまくいかな

由″を狸得したといふことを論文の中に入
るわけなんです︒

うに︑日本人はよく働く︑知識し尋ヘルが高

動車なり自動製造業の能率に影響してゐる

社会が乱れてくる︒その社会の乱れが︑自

日本の輸出隆盛の根拠

い︑大学卒業生がいっぱいゐる︑会社は家

文明が︑﹁日本固有の文明﹂です︒そこに

日本の文明をどう考えるか

族のやうに固まってゐる︒日本の組合はお
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支那から﹁印度文明﹂と﹁支那文明﹂とが

唯一無二の大変なものです︒その造語能力

ってゐる字は︑勿論世界中にない︒世界で

ふものが対抗的におこって来る︒それほど

てゐるさうですが︑とにかく﹁国学﹂とい

かったら明治維新はなかったでせうね︒吉

漢字に乗って一緒に入って来た︒この〃漢

田松陰一人を承ても︑ああいふ人格が儒教

字に乗って″入ってきたことが︑日本の大

それが︑支那文明の産物であるいろいろ

お蔭で﹁武士道﹂も出てくるし︑それがな

の書物と一緒に入ってくる︒日本は何のわ

の素養なしにできたかといへば︑恐らく出

儒教を︑日本人は身につけるのです︒その

っても︑バラモン教やヒンドゥーは入って

けか︑儒教にはすぐには飛びつかないで仏

来なかったでせう︒

を駆使して︑自由自在に︑あのむづかしい

こないで︑専ら仏教が入って来た︒これは

教に飛びつく︒その結果が︑奈良朝︑平安

仏教聖典を漢訳したわけです︒

立派に印度文明を代表するものと思ひます︒

朝の日本となり︑鎌倉時代になって仏教は

変な幸福であったのです︒インド文明とい

孔子様とお釈迦様は同時代ですね︒大乗仏

完全に日本化したと言はれる︒儒教の方は

も興った︒さういふときに︑黒船がやって

で日本は儒教的なものも身に付けた︒国学

まづかつたが︑幸いにさういふ廻り合わせ

仏教オンリーの日本だったら︑まことに

百年もたった紀元二世紀の頃ですが︑その

教ができたのは︑お釈迦様から五百年も六
大乗仏教の経や論を訳してゐるのですから︑

どうかといふと︑徳川時代になってから本

来て︑日本は﹁西欧文明﹂に接する︒それ

ンダから︑少しづつ入ってゐた︒蘭学者も

もいきなりではなくて︑ポルトガルとオラ

式に勉強したもののやうです︒私は非常に
知りませんが︑儒教がほんとに支那の文明

歴史にうとい人間で︑大づかみのことしか

どんどんと漢訳を作ったわけです︒

を代表するかどうかは︑疑問だと思ひます︒

ぶつかって来る︒︵つづく︶

出てゐるといふときに︑西欧文明がどんと

かけての頃です︒大変な熱意を発揮して︑

支那には前からすごい高度の文明があり

ふ学問が私はあまりありませんから︑主張

気分的にはさうでないと言ひたい︒さうい

それはもっと後の紀元四世紀から七世紀に

の言葉は発達してゐる︒言ひかへれば︑人

ましたから︑漢字の数は非常に多い︒人間
間の頭が発達してゐたわけです︒観察も精

国民外交の心得西村茂樹
中江藤樹︑伊藤仁斎︑荻生祖来といくわけ

はしませんけれども︑とにかく儒教は徳川

ってゐたのです︒漢字は一宇を為意味を持

です︒さうしてゐると本居宣長が出る︒祖

非常に尊重されて︑林大学頭を始めとして︑

ってゐますから︑これを組み合はせれば︑

来みたいな全くの支那の心酔者で︑しかも

以て︑これを破らざるべからず

目信義を重んずべし
︒内外の別を明かにすべし
白競争の意を忘るべからず
画国辱になることを戒むくし
田妄りに卑下すべからず
㈲彼に不法の事あらぱ︑連合の力を

時代︑国を治めるのに便利ですからでせう︑

少し違ひのある︑新しい︑似たやうな言葉

なかったであらうと︑小林秀雄さんが言っ

ばかに偉い人がゐなければ︑宣長は出て来

級だし︑感情は細かいわけですね︒だから

ができます︒これを漢字の﹁造語能力﹂と

言葉が出来てくる︒それがみんな漢字にな

申しますけれども︑造語能力をあんなに持

（14）

家庭教育雑感
渡辺正勇
﹁孔孟﹂と並び称せられる聖孟子が﹁慈母三遷の教﹂によるもの
として古来孟子の母は有名であるが︑明治維新の原動力となったと
も比すべき賢母の一人だと思うのである︒

言われる偉人傑士の多数を育成した吉田松陰の生母杉滝子もこれに
松陰は間を見て兄嫁や妹達に女誠や女訓の講義をされる︒こんな

だい

時には滝子は必ず同席していた︒勝手の後片付けの濡れ手を拭きな
がら︑

﹁大さんのお話が始まる︒さあ早く聴きましょう﹂

ての女子を如何に崇高祝して居たかがうかがわれる︒又妹宛の手紙

と言って急がれたとは松陰の妹美和子の話である︒松陰が母性とし

に︑

大半の起居を共にする家庭教育︑教育ママの重大性が国際児童年に

当り特に痛感されるのである︒

今から百二十余年前︑千葉県北総の一角に率先垂範理想の挫村建

設に当り雄図半ばにそれに殉ぜられた大原幽学の徳化は今日も尚輝

ている︒その教育の一つの特徴が換子の家庭教育でその仕込心得を

子にも見え︑吉田松陰は﹁士道に志あるの士はかくこそ心掛くべき

預り主に与へて徹底方を講じているこの︒換︵易︶子教育は古く孟

日子供仕込心得

なり﹂と大に賛意を表している︒︵講孟余話九九頁︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一︑家内中の者︑預りし子かはゆく成り︑目をしのび落涙する程の
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
情なければならぬ事︒

侭されるのが︑至極面白がる様でなければならぬ事︒

一︑又︑段々月日重るに随ひて可愛がれば︑気侭になり︑その気

は︑生涯の恥なれば能く心懸けさすべし︒

一男十五歳︑女十三歳迄には︑何事についても一人前にならなくて

一︑凡て物事口で教へれば︑口で覚えるから︑兎角行ひを以って教
ふて教ふるもよし︒

ふくし︒家内中の者同志の話など聞かせて置き︑又一言二言は言

一︑食事に付ては︑腹がけちにならない様心懸くくし︒必ずはした

﹁凡その子の賢きも愚かなるもよきもあしきも大てい父母の教に
よる事なり⁝就中男子は多くは母の教えを受くる事また大がいな

ものは無用なり︒何事も十分に心懸くくし︒又︑赤飯か餅などの

く曜

一︑よんどころなく少なき物などは︑家内中同じに配るべし︒必く

る所でするがよし︒

きするとも︑人目をしのび︑あんばい見る事も無用︑必ず人の見

にすれば甚だ悪し︒もっとも︑女房共食事の働

り・・・その教と云うも言語にてさとすべきにあらず︑正しきを以て

類ひは︑家中別

たぐ

かんずるの外あるべからず⁝⁝﹂

と母の絶大な無言の感化を説いている処に二十六才の青年松陰の母
家庭と学校の両教育が人間形成の基盤として︑わけても四六時中

滝子への母性観があるのである︒

Ｔ上

ＦＤ

︑︲ノ

／Ｉ︑

親・子供へ先に出すべし︒

一︑先祖や親に孝の志起り候節は︑家内中︑唯︑心中に楽しくうか
れる程嬉しければよし︒必々口にてほむくからず︒兎角子供の心
の先を折らぬやうにすべし︒唯︑志をたっぷりと育つるがよし︒
一︑子供︑人の悪しき話などする時は︑家内中あいさつせずに知ら
ぬ振りして居るがよし︒その話をもつともに聞く時は︑その子必
ずあなほり︵人の悪口をいう意︶におち入るべし︒

べきで四六時中あらゆる生活の場で︑その都度指導することが最も

幽学の教育は︑そういう観点から最も徹底した生活教育であり︑

望ましいのである︒

行事教育であって︑彼にとっては︑四六時中の生活︑四時の行事︑

冠婚葬祭凡てが教化の機会であった︒

毎年正月七日︑七草の規式というものをやった︒この七草の規式

の食物というのは︑白米五合に︑水四升を入れ︑これに︑せり︑な

ろ︵大根︶︑すふれ︵茎︶の七草と︑鏡餅を細かく砕いて︑まぜて粥煮

ずな︵茜︶︑はこべら︵蕊董︶︑たんぽぽ︵仏座︶︑すずな︵蕊︶︑すずし

もろもろ

一︑家の内に︑金銭などとり散らして置く事は甚だ悪し︒

式の朝︑幽学は門人達と一緒にしたが門人達は︑まずいのでみな一

これについての面白い話を一例としてあげる︒或る正月の七草規

としたものである︒

一︑諸々の作りものなどに気のはひる子供には︑その手当の助けな
どはよし︒

一︑自分々灸は︑常にじゅばん着通し︑子供の難儀がるには︑あん

杯位しか食べない︒これを食べないようでは︑今日の儀式は無意味

ばいよく移すべし︒
一︑御客などに礼儀よくさすべし︒

となるので︑彼は平然として腹一杯このお粥を食べた︒

一︑家内中朝早く起き︑夜は早く休むべし︒必々毎夜食べ翌日の

までは往復十数里はある︒門人達は朝︑粥もろくに食べないで︑昼

互に顔を見合せながら出発した︒長部から砂山︵茨城県鹿島郡砂山︶

滴も飲まないことである﹂こういわれて門人達は︑これはと思って

まで︑皆して遠足する︒ただし︑全員が帰るまでは昼食は勿論︑水一

食事が終ってから︑門人達に向い﹁今日は︑これから鹿島の砂山

一︑人に呼ばれたる時は︑必ず返事をよくさせる様にすべし︒又︑

人に何事か頼まるるときは︑しりを軽くして子供に移すべし︒子

仕事割の相談をなし︑子供をして常に是を見︑間かしむべき事︒

食も水一滴も口に入れない︒遠路で空腹疲労がはげしく︑ようやくの

供のずるノ＼なるは︑皆自分がずるノ︑なるが故なり︒

えたがるはよろしからず︒心懸けて︑居て追々にするがよし︒

一︑教へることにも︑極めて念を入れて教ふくし︒何事も一旦に教
一︑無理に仕込桑たがるは悪く子供の気の進む時を待ち居てすべし︒

思いで夕刻たどりついた︒幽学は帰ってからおもむろに門人達に向

がわれるのである︒︵本会主事︶

なくて臨機応変の行を通しての心魂にし象透る活教育の一端がうか

って︑今日の七草の意義をつぶさに語り︑例によって面白おかしぐ

説明してその不心得を反省させたという︒口先で物を教えるのでは

一︑御膳のつく時のすはり様などよく教ふくし︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

一︑唯情の深き事が極上なり︒︵圏点は筆者︶

︒生活教育

生活を充実させ︑生活を潤す教育は︑常に生活自体の中で行わる
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︵｜︶

幸一い

ぼくの友人に小栗忠人という画人が
いる︒

ただまさ

この忠人君が︑埋蔵金でも有名な︑

幕末の名勘定奉行・小栗上野介忠順の
直系の子孫にあたる︒

忠人君の歳は昭和五︑六年の生れだ
から五十に近くなるであろう︒

いつだったか︑僕は彼に訊いたこと
がある︒

﹁君︑新聞やラジオ︑テレビで君のヂ

イさんが︑赤城の山に百万両かくして
あって︑今でも掘っている人がいると
﹁莫迦だれ君は︒なんな話は群馬ばか

いうけど︑あれ本当？﹂

ｉ﹄

I
！

しかも世間はそうは思わない︒

没収された︒

れだけの箸修な生活や二十人からの

ｌ高が三万石︵八王子︶ぐらいであ

妾をやしなえる訳がない︒なにしろ︑

名大久保石見守長安にまでのし上っ

能役者大蔵藤十郎から従五以下の大

違いない︒

た人物だ︒どこかに埋蔵金があるに

誰も当時の人は︑そう思ったし︑現在

で三十数ヶ所あるけれど︑失敗した処

石見が金を採掘した場所は日本国中

でも考えている人があるくらいである︒

大久保石見というのは︑徳川家康に
かなやま

拾われ︑佐渡から金を掘り出して佐渡

は一ケ所もないと言われた天才採掘師
さいくつ

ながやす

になる訳がないのだけれど石見守長安

な採掘師であった︒これだけなら問題
が

ていた床下から小判が︑それこそザク

が六十八で死亡すると︑石見の病臥し

ｊ︑何万両Ｉ現在なら数十数百億円
であろう︒Ｉも出てきて︑二十数人

この石見に埋蔵金問題が起きるのは

︑︑

当然と言っていいであろう︒

しかし︑上野介になぜ埋蔵金問題が

︵現在の主婦の友社あたり︶から群馬

﹁そりゃね︒上野が江戸駿河台の屋敷

起ったか︒

の妾や嫡男達の間に小判の分配でイザ

字権田︶の領地に引き上げた時︵江戸

椎田村︵現在の群馬県群馬郡倉洲村大
しよ

コザが起こり︑七人の子は切腹︑妾達

あやく

であった︒

金山奉行におさまった能役者出の有能

閣秀吉にもあるさ﹂

介ばかりじゃない︒大久保石見や︑太

りか︑山梨にもある︒埋蔵金話は上野

I

は斬罪に処され︑遺産はすべて幕府に
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』

高橋村︑大沼田村に︑最大の領地千三

その通りである︒赤城に近い足利郡

からさ﹂

いった三十いくつかの長持の中に︑バ

出立は慶応四年二月二十八日︶持って
カに重いのが四つあったところから出

百五十四石があったためであろう︒

うわさ

た噂でね︒あれには小さいけど︑二樟

以前として駿河台上にあった︒どうも

ある︒

邸替えになったことはなかったようで

このくらいの大身になると︑侍が八︑

旗本中川飛弾守忠英の息子で︑忠順が

九人ぐらいいる︒上野介の父忠高は︑

五石︑近隣の下斎田村が︑百七十石︑

二十九歳になった安政元年︵一八五四︶

ついでに言うと︑権田村は三百七十

にもう二樟︑こっちにはアメリカから

与六分村に八十八石があったが︑ま

には大砲が二門入っていたんだ︒それ
持って帰って来た馬上銃や鉄砲が三十

している程だから︑新潟と江戸両方で

七月︑新潟奉行のまま五十八歳で病死

﹁第一︑そんな金が埋めてあるなら︑

侍が十人ぐらいいたかも知れない︒当

だノ︑赤城の方までにはたりない︒

の上︑つい最近まで勘定奉行という今

直系のぼくが︑こんな貧乏絵描きなん

丁ばかり入っているから重いやね︒そ
の大蔵大臣を四度も五度もやった男の

時忠順は西ノ丸から本丸出仕になり︑

ふ

このくらいの録高だと︑侍の外に立

ろく

︹進物番出役︺に就いていた︒

かしてますか﹂

かつ

一︶

弓一人︑鉄砲三人︑槍持六人︑手明︵助

︵

小栗上野介忠順の誕生は文政十年

シ人︶一人︑甲胃持三人︵忠高生存の

父又一忠高は三十歳であった︒母親

持二人︑雨具持二人︑押足軽三人︑小

一人︑挟箱二人︑馬の口取三人︑沓箱

時ふえる︶手替一人︑長刀一人︑革取
は先代又一忠清の娘で︹くに︺という︒

荷駄四人の計三十数人がいなければな

河台屋敷で生れている︒

︵一八二七︶二月十二日︒江戸神田駿

たん

これには二人で笑ってしまった︒

荷物だから︑担いだ人夫や見ていた人
の口からいつとなく︑小栗上野は百万
両持ち逃げしたついう噂が立ったんだ
ね﹂

忠人君はウィスキーをチビノ︑やり
﹁じゃ︑なんで同じ群馬でも︑椎田の

小栗家には代々︹又一︺という家付

ながら言う︒

方に埋蔵金話がなくて赤城山にあるん

名があった︒江戸切絵図にも小栗又一

﹁おい︑おい︒君は調べて知ってるん

だい﹂

これだけの人数がそろっている家があ

わたしは知らない︒実際を言えば︑

ったろうか︒

らないことになっているのだが︑一体

時二千七百石になる︒しかし︑屋敷は

小栗家は二千五百石である︒忠順の

と出ている︒

﹁まあね﹂

だろ﹂

﹁そうさ︑赤城の方にも領地があった
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二千石で人数が三十八人︒百石ふえる

ないし︑出銭もツッマシイものである︒

というのがあって︑金もそう這入ら

き方が実に上手かった︒それでいてイ

人じみていて︑相槌の打ち方︑話の聴

シトモＶと言うんだね︒その態度が大

うま

ごとに二人ぐらいづつ増さなければな

侍は門の両脇にある門長屋に四︑五

らないことになっていた︒

家でも三十五︑六人いなければならな

い︒女手でまかなっていて人数は小栗

助邸に突き当る︒このすぐ側小川町に

曲ると甲賀坂になって︑旗本京極兵庫

川三郎四郎の屋敷だ︒邸前の道を右に

上野介の屋敷は角屋敷で左隣りは滝

屋敷は大体千坪程度であった︒

であろう︒

になった︹ゑち︺である︒見込んだの

後年︑この殿さまの娘が上野介の妻

八すえが恐しいＶと言ったものであ

富だし︑第一理路整然としている︒皆︑

ャミがない︒自分が話す話の内容も豊

いのだが︑一体どのくらいいたろう︒

小栗上野介を一般的にした法学博士雌

しかし平時には石衆はそれ程使わな

三分の一︑二ぐらいではないか︒小栗

川新先生の先代︑旗本五千石雌川左エ

人住んでいる︒

家は質素であった︒

門尉親家がある︒新先生は︑母上が上

る︒会津藩家老の山川大蔵︵後の浩︑

今︑嘉永三年︵一八五○︶の家計簿

ＬＧＯ

屋で会計面から浮かぬ顔をしていると︑

ひるし

長州征伐の時にもこれに似た話があ

ヂャンコ面︵あばた面︶の浅黒いオデ

が︑この方が通りがいいので上野で書

守を改名したのは忠順三十六歳の時だ

川らを見ると︑

る︶が前を通りかかって︑チラシと山

コ︵上野介はヒタイの広い長頭であ

かた

く︶が︑十四︑五歳の頃︑日日橋外に

﹁その方どもは中将殿︵会津松平容
もり

あった建部邸にやってくると︑煙草を

ぬがいい︒この上州が︑しつかい受け

保︶の御家中か︒会計上の心配ならせ

おった︑と中将殿に早を入洛︵京都上

︑︑︑︑

スパノ︑吸い出してその度に煙草盆を
て建部の殿さまが何か話すと︑八ゴモ

ボンと強く叩いては︑又つける︒そし

ひつ↑ゆ

﹁上州︵上野介のこと︑上野介が豊後

した時の話を書いている︒

かど

が残っている︒

野介親戚で︑実家播州林田一万石藩主

男爵︑陸軍少将︶が千代田城の或る部

る﹂

嘉永三年升六合八タ三才

建部内匠頭政醇の屋敷を上野介が訪問

しつそ

元方百俵二付

去酉年残金六拾
金三拾四両ト下総米

銭九百八拾二壱両仕切

文此金拾五両三分ト

ー月十四日渡拾四匁六分三厘
一︑米七拾五俵也内金壱部札差

三分弐金料引

但︑二而相渡金手取

候金三十五両弐分
三分壱米卜

御金弐拾両也銀拾四匁六分
残石九石壱斗七三厘

１人

Ｑ﹀

︑１ノ

／１挺

君が知っている雑司ケ谷の墓はこの

に死んだんで知らない︒

人と︑ぼくのオヤジの十五代又一さ︒

るょ︒国子︵くに子︶さんは昭和四年

人扶持じゃ月とスッポンだけど仕方な

そう君が上州の墓と間違えたのは︑十

等勤番組入りを静岡藩になっていた徳

いやね︒徳川御宗家だって七十万石の

五代目の方だ︒昭和十三年一月に亡く

川家がくれたんだね︒二千七百石と四

一藩主だ︒もちろん悌四郎が家をつい

なった︒お袋は菊子って言って︑埼玉

自信に満ちて言った︑と言う話が

ること︶して申し上げろ﹂

だ時は︑明治二年六月だから︑上州の

の宮崎信量の娘さｏ母ももう死んだよ︒

﹁山川浩語り残し﹂に出ていた︒

が︑小栗上野介の様子はよくわかる︒

子︑くに子は生れている︒それでかど

けど︑君が未だ会ってないぼくの妹が

︵一一一︶

しかし︑この話の方は失敗であった
自信家であった︒

になっちゃった︒

うか判らないが明治になって行方不明

忠人君が言ったことを憶えている︒

ところから︑同じ旗本の駒井甲斐守竹

三代は上州に国子が生れるのがおそい

ご存知の通り︑十二代目が上州で︑十

物に会ったことがある︒ぼくの方は君︑

ね︒上州がアメリカで撮した写真をア

この系図にあるのにニセ者が出るんだ

って十四代目になった︑って︑ホレ︑

竜渓︵文雄︶の弟の貞雄を養子にもら

くに子が︑明治の政治面で有名な矢野

そこで︑上州と夫人桑ちさんの子の

上野介は四十二年の生涯中︑七十余

直人君は系図を展げて弁った︒

モノですよ﹂

てノレンあげているのはまつ赤なニセ

別だよ︒だから渋谷で上州の子孫なん

の子孫はこの二人さ︒ぼくらの子供は

外に渡った女の名前らしいだる・上州

ブラジルにいる︒洋子ってんだが︑海

﹁上野介の直系子孫は俺だ︑と言う人

虎の二男をもらって忠道としたけれど︑

メリカから見つけて来たのは︑この人

︑︑

君の友人大河内の一族高崎の大河内に

さ︒つまり︑ぼくのヂジイだ︒矢野は

朝︑権田に近い三ノ倉の西︑烏川のほ

で︑上州も前日の慶応四年四月六日の

その人の世話でもらったんだね︒この

上州のイトコになる︒三枝氏の出さ・

いい︒大隈重信の門下で︑大隈夫人が

今では早稲田大学創立者の方が通りが

だけで半数近くあったところを見ると︑

は俗説にしても︑ぼくがザット調べた

度の転職をさせられた︑と言う︒これ

りゆうけい

︑︑︑

れて引きまわしの後斬首された︒そこ

無理じい︵これは少皇淫う︶に捕えら

とり水沼原で斬首されているんで︑十

れて直参を︹旗本八万騎︺と言い︑

江戸シ子が︑旗本・御家人の家来を入

︹八百八丁︵これはほぼ間違いない︶︺

人︵貞雄︶は新聞にも関係している︒

弟︵忠道の弟︶の悌四郎に後を継がし

昭和十年に死んだから︑ぼくも憶えて

三代で小栗家が絶えちゃったんだ︒で︑
て小栗家を再興させて︑四人扶持︑二
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と言ったのに似ている︒

側に近づくと慶喜の袖をグッとつかみ
﹁上様／︑徳川方には︑反逆の名を帰
せられる理由は何一つ御座居ませぬ︒

その最後は︑将軍慶喜が大坂より軍
非はすべて︑朝廷にございます﹂

ひめん

御前会議の席上罷免された︑という︒

語気するどく慶喜に迫った︒

し給わりませぬ﹂

﹁何故︑すみやかに︑正義の一戦を決

艦富士山丸で逃げ帰り︑江戸城最後の
これは当時の江戸町奉行︵江戸は付

かないがｌ南町︶朝比奈甲斐守昌広
︵慶応二ｌ明治元︶が姥川博士に弁っ

そして上野介が握った袖を力一杯ふり

慶喜の顔は蒼白になり︑うろたえた︒

﹁今までの将軍家御前の奏上は︑大名

たことだ︑となっている︒

々縮々として言上していたものであっ

百年の幕官中︑上野介唯一人であった︑

ないが︶自らの口で罷免されたのは三

が︑その時︑将軍︵実はもう将軍では

まさしく︑会議はそうであったろう

切ると奥へ逃げたとなる︒

こうぺた

にしても︑旗本にしても︑臣下の礼を

たが︑このときにいたっては︑人食皆

とあるのは間違いで︑会議の日が正月

とり︑いずれも︑その首を垂れて︑恐

まりにも︑あいまい不決断であったた

十八日も違う︒

極度に昂奮し︑かつ慶喜の態度が︑あ
めに︑発言する者も︑しない者も︑こ

において罷免されたのだけれど︑江戸

上野介は︑この会議後御座の間下段

こ必グベ

て席に列し︑将軍に対する三百年来の

とごとく首を高くあげ︑ふんぜんとし

城最後の大会議が行われたのは十二日

沼原で斬首された︒

上野介はこの年の四月︑六日烏川水

のも三日後の十五日である︒

であり︑十八日ではなく︑罷免された

慣習と礼儀は︑まったくすたれた﹂

と言う話しで︑この後の慶応四年正
月十八日︵これは正月十二日である︶

の夜ふけの会議で上野介は︑非常な決
意をして席を立ち︑ズカノ︑と慶喜の

歴史とは一面において随分ズサンな

︵作家︶

要素をふくんでいるものである︒

将軍家の御成西村茂樹

べき道路々々は︑尽く往来を留め︑

旧幕府の時には︑将軍家の御成と
いふことあり︑其法式極めて厳重な
るものにして︑武家の邸宅は戒厳最
一も甚し︒御成とは将軍家の出行なり︒
規式上の御成はいふに及ばず︑遊行
の時といへども︑警衛極めて厳なり︒
先前夜より︑御成の道路十町四方位
は︑姻留とて︑一切薪炊を禁じ︑当
日将軍通行の節は︑武家表長屋の分
は︑窓蓋とて︑窓の戸を締め︑其外
に板戸の如き物を以て蓋ひ︑掛金を
以て是を止めるなり︒籾通行以前よ
り人払を為し︑すべて見通しに成る

将軍の通行す率たる後に初めて通行
を許すなり︒此往来留の時間は︑大
抵四五十分間なるべし︒遠方へ御成
の節は︑前夜より掛けて︑当日終日
咽を挙ぐること能はず︒通路に近き
表長屋住居の者は︑窓を終日〆切ら
れ︑暗室に居るがごとく︑夏日杯は

一殊に難儀なり︒︵記憶録︶
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！

に貴重な教訓を得たと感謝している︒以

再左会を約して︑別れたことでした︒

人で記念写真を撮り︑また何時の日かの

で写真に収めたところ︑其の夫人から一

②同じ家族旅行で︑スイスのユングフ

枚を日本の自分の実家へ送ってもらいた

ることにする︒因に︑私は旅で写真を撮

下︑特に︑心に残る思い出の一端を述べ

い︑触れ合いを温かく育ててゆく上に︑

いと頼まれた︒旅から帰って出来た写真

ラウヨッホで日本人の青年夫婦が︑満一

大へん都合がよいからである︒

を前橋の夫人の実家の方へ送ったところ︑

ることが︑一つの大きな楽しみである︒

仰昭和四十七年五月に日本経済新聞社

早速二︑三日後に︑﹁ユングフラウでの

歳前後の男の子を背負って登っていたの

の第三回〃美の美ヨーロッパの旅″に参

孫の写真が見られるとは︑夢にも思って

それは︑旅でのたくさんの方々との出会

ーロッパ各地の博物館美術館宮殿寺院等

加して︑トルコ︑ギリシャを振出しにヨ

の若夫婦はチバガイギーのスイス︑バー

いなかった︒﹂と︑声をはずませて︑お

ゼルの駐在員で︑五十年に帰国している

を観て廻った︒ボン︒ヘイヘ行く途中で︑

場を訪れた時に︑其の売店で中年の婦人

が︑当の子供は〃敦史″ちゃんと言って

ばあちゃんからお礼の電話があった︒こ
店員の写真を撮ったが︑其の時は急いで

ナポリ郊外にある有名なカメオの加工工

本人へ送ることも出来なかった︒

老夫婦と全員六人揃って撮った写真を送

に弟さんが生れて︑前橋の夫人の実家で︑

まま︑

いたので其の婦人の名前も住所も不明の

満三歳の元気な坊やになってて五十一年
．︿家族旅行で︑再び︑ナポリのカメオエ

ところが翌四十八年八月に別のヨーロッ
場へ行くことになったので︑其の写真を

る︒

かう時に︑添乗員と会談中に︑今回の旅

⑧・ハリーからバスでブリュッセルへ向

ってくれて思い出のアルバムに納めてあ
か﹂と尋ねてその写真を見せたところ︑

持参して︑﹁此の売店にこの婦人がゐる
早速其の写真の本人が出て来て︑一年振

行参加者中に︑当日︑誕生日を迎える夫
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りで再会を大へんよろこんで︑家内と三

（

一人がいることがわかった︒それで︑ブリ旅で︑皆さんから家内の誕生日を祝って抜擢されている︒︶と親しく食事を共に
一ユッセルのホテル︵パレス︑ホテル︶へいただいて本当に有難うございました︒﹂して別れたが︑私共が帰国して二ヶ月後
一電話で︑バースデーケーキを用意する様と︑鄭重な御礼の挨拶があった︒量的にの十月下旬から十一月上旬にかけて︑こ

一に手配をした︒丁度︑私の家内が旅行用比較的かさばるインスタント食品をトラのカルテットのメンバーが初めて来日し

一のインスタント赤飯を持って来ていたのンクに詰込んで︑わざわざヨーロッパまた︒日本での名古屋︑大阪︑神戸︑福岡
一で︑ブリュッセルのホテルヘ着くなり︑早で持ち歩いて来たので︑家内に︑さんざ等の公演を終へて︑最後の東京の公演

一速︑厨房の主任に交渉して︑インスタンん﹁もんく﹂を言って来たのですが︑ふ︵山葉ホール︑郵便貯金ホール︑一シ橋

一ト赤飯を︑ボイルしてもらった夜のパーとしたことで︑皆さんに︑大へんよるこ兼松講堂⁝三回︶の時に︑音楽の旅の参
一ティーに用意してもらうように打合せをばれて本当に面目をほどこしたことでし加者で東京周辺の在住者十七名が集って︑

した︒夜のパーティーが六時半過ぎからた︒
始まることになっていて︑ロビーへ降り側昭和四十九年八月に音楽の友社の第卜の歓迎会を催したが︑リーダーのウェ

る時に︑たまたま誕生日を迎えられた当十二回﹁ヨーロッ・︿音楽の旅﹂に参加しルナー︑ピンク氏初め皆んな︑東京での
一の夫人とエレベーターで一緒になったのて︑ミュンヘンを振出しに︑・ハイロイト︑再会を大へんよろこんで皆んなで記念写
一で︑﹁奥さん御誕生日お目出度うございザルッブルグ︑ウィーン︑ヴェローナー︑真を撮った︒

一ます︒﹂と声をかけましたところ︑当の以上︑大ぜいの方
食
の
出方会
い
触会れ
合
以上
︑と
大ぜ
いの
々と
の出
い触
れ合一

一夫人は大へん驚かれて︑初めて自分の誕を観て廻った︒ザルッブルグでは︑モーいの懐いしのい
記の
を記
写を真写集
︶︶一
懐思
しい
い出
思の
い出
真︵
集カ
︵ラ
カー
ラー

圭恥峠︑﹃稚畦恥柾雌硫妙蝿唯垂皿梅酢群︑一

一生日に気付かれたような様子で本当にほシアルトの﹁コシ・ファン・トッテ﹂をと共に︑まとめて古稀の記念として昨年

印程度だけであるが︶を前にして団長か

バースデーケーキと赤飯︵量としては

ルの﹁絃楽四重奏団﹂の四人のメンバー

に答へてくれた︒終演後︑ウィーンフィ

ーム自ら歌手と共に︑カーテン・コール

ルの演奏で観ることが出来た︒終幕でベ

ころ︑御主人共々に大へん感激され喜ば

ィーンフィルのコンサート・マスターに

︵リーダーのウェルナー・ピンク氏はウ

旅でお伴をした方禽や︑知人︑学友に御一

贈りしたが︑夫を皆さん曾遊の地での思一

い出を新にされて︑懐しい楽しい御便り一

をいただいている︒以上一

︵元︑三機工業株式会社雑零窪︶一
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』

一ほえましい一幕があった︒カール・ベームの指揮と︑ウィーンフィ二月に﹃旅の思い出﹄と題して上梓して︑

に祝詞を述べて一同で乾杯をしましたと

ら︑それまでの経過を説明して︑ご夫人

れて御主人から﹁はるばるヨーロッパの
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カナダ
ハ多様文化主義の国Ｖ

千葉幹雄

国﹁づくり﹂のために積極的にとり入れ︑

生活内容を豊かにしていこうというのが多

現在総人口は二千二百万余︑その約五分

様文化主義である︒

の二が英国系︑三分の一足らずがフランス

系で︑残りの三分の一弱が全世界からの諸

っている︒主な民族としてはドイツ︑イタ

民族︑つまり少数民族の寄り合い世帯とな

﹁美しい国︑カナダ﹂に魅せられ︑立派な毛

週間ないし十日間の旅行を楽しんだ人達は︑

い︒バンクーバーとバンクを中心とする一

の報道とによって作りあげられたものらし

日本は他民族との交渉を殆ど持たず︑同系

ろと論議があるようだが︑いずれにしても

ある︒日本人の真の起源についてはいろい

の基本政策で︑世界でも言−１クな存在で

多様文化主義というのはカナダ連邦政府

るのはケベック州だけである︒そのケベッ

州中︑仏語系人口が英語を話す人口を上廻

印刷されている︒カナダ国内十州及び二準

るまで殆どの印刷物が英仏両国語によって

雑な国なので︑政府印刷物から缶詰にいた

史的な背景から︑英仏両語が国語という複

なく四万人にも満たない︒カナダ開拓の歴

リア︑ウクライナ︑オランダ︑ポーランド︑

皮を安い値段で買い求めて帰国する︒私は

れとは対照的に︑カナダは建国百年祭を僅

民族だけで古い歴史をうち立てて来た︒こ

ク州では言葉だけで無く︑フランスの文化

実生活の一面そしてその生活を支えている

この夏五年振りに帰国したが︑その途次多

か十一年前に祝ったばかりの若い国である︒

及び伝統が強く維持され︑独得の生活様式

日本ではここ数年来カナダブームが続い

くの旅行者と行き会った︒その人達によれ

しかもその住民は過去三百年間に世界各

スカンジナビア諸国などがあげられる︒東

ば︑カナダという国は﹁平和で美しく︑と

国から寄り集った種々雑多な民族︑つまり

がうちたてられており︑貴重な存在となっ

精神的な背景の一部となっている多様文化

てつもなく大きな国﹂ということに尽きる

新移民によって成り立っている︒これら住

っとした問題が起こっている︒約二年前に

ている︒ところがそのケベック州に今ちょ

ているということだ︒このブームは旅行会

ようだ︒正直のところ私も初めて来た時は

民に何の差別もなく︑平等のチャンスを与

州政権を握ったレベック氏が︑ケベック州

に日本からの移民及びその子孫は極めて少

全く同じように感じたことを覚えている︒

え︑しかもそれぞれの民族の持つ独特の文

洋系は中国人系を除くと極めて少数で︑殊

でも以来十六年︑今では日本からの旅行者

化や伝統を︑新しいひとつの国カナダの

主義というものについて説明してみたい︒

の眼には見えない内面的なこともよくわか

社の計画になるグループ旅行と︑雑誌など

るようになった︒そこで今回はカナダ人の
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ラスになると判断されるものには︑物︑心

汚点を残したと述べている︒

戦後は事情が一変した︒カナダにおける

る分野でめざましい活躍をしている︒他民

日系人は広く一般社会にとけ込み︑あらゆ

両面での補助が与えられる︒

国語なるが故に英仏国語が堪能でなけれ

をカナダから分離し︑独立国となることを

ば原則として政府の要職につくことはでき

目標として︑次炎と英国系ならびに英語を
主国語とする︑住民に強い圧迫を加えてい

ないが逆にいえば両国語に堪能でさえあれ

族からの評価も極めて高い︒最近の統計に

ク州ではフランス語だけを国語と認めたこ

るからだ︒そのひとつの現われが︑ケベッ

よれば日系人はあらゆる民族の中で最高率

を任命して以来︑急に頻為と使われるよう

ルドー首相が多様文化主義担当の専任大臣

ォークアートフェスティバルと呼んでいる

て書いてみたい︒そのお祭りとは私達がフ

て関係の深い珍らしいお祭りのことについ

さてここでひとつ私達の日常生活に極め

の大学教育を受けている︒

ば︑門戸は誰にでも開放されている︒

下のところ住民の過半数はカナダからの分

になった︒もっともその底を流れる政策や

多様文化主義という言葉は数年前︑現ト

とで︑憲法的な立場からも︑又感情問題か

離など現実的な問題としては考えていない

慣習に急に遠いが出来たわけでは無い︒例

らも今後の成り行きが注目されている︒目

が︑独立するかどうかは恐らく一九七九年

もので︑日本語なら︑民族文化祭というこ

えば市民権は無くとも永住権さえあれば外

ントキャサリンズ市は︑人口十二万の小都

とになるだろうか︒現在私が住んでいるセ

とになるだろう︒

国人でも国家公務員に時踏なく採用したし︑

中に州民の一般投票によって決められるこ
さて英仏両国系住人は彼らの母国語を国

で有名だ︒五月から六月にかけての二週間

市だがそのお祭りを毎年盛大に行なうこと

は街中あげての賑わいに明け暮れる︒訪問

︵最近は失業者が多いので外国人の就職は

フランス語も話せなくとも簡単に市民権を

客は当市民やすぐ隣接のナイアガラフォー

大分むずかしくなっている︶ろくに英語も

のだろうか？・

は人種差別があり︑日系の先駆者達はずい

与えて来た︒とはいっても第二次大戦以前

ルス市民をはじめとして︑広くオンタリオ

りの三分の一弱の他民族はどうなっている

多様文化主義は︑その運営において真価

分苦労を強いられた︒

語として使っているので問題は無いが︑残

を発揮する︒少数民族がお互い同志で語り
ないが︑その使用︑子弟への教育は強く奨

け︑絶え難い生活を余儀なくされた︒今は

世︑二世を問わず︑すべて敵国人扱いを受

戦争中は事情が更に悪化し︑日系人は一

妓も興味深いことは︑現在三十ほどある世

都市からと極て多彩である︒このお祭り中

州南部から︑又アメリカ一三１ヨーク州各

合う言葉は国語としてこそ認められてはい
励され︑補助金すら付給される︒言語だけ

界各国からの民族グループが︑それぞれに

をめぐり歩くことだろう︒個左の会場はオ

意をこらして設定する一晩だけの特別会場

亡きピアソン前首相︵ノーベル平和賞受賞

民族︑あるいはそれぞれの国︑地方に特有

この処置を反省し︑カナダの歴史上に一大

者︶は彼の首相時代に︑戦争中にとられた

では無い︑民俗舞踊︑音楽︑衣裳など︑各

めに文化的に又は常の生活の上で大いにプ

なもので︑新しい国カナダの国づくりのた

（25）

で︑珍味の食事を楽し承︑色とりどりの衣

開放される︒各会場でその国特有の酒を愛

Ｉプンハウスと呼ばれ︑無料で一般大衆に

してそんなに人気があるのか︑私達には正

の来客をゆとりをもってもてなした︒どう

ので午後四時から十時迄の間に三千名以上

系の純粋のカナダ人と極めて多彩である︒

にいうなれば新参者︑そしていわゆる非日

に渡航された一世︑その子孫︑又私のよう

そんな訳で各層の意見をよく反映させる為

協力を得てこの会を創立して初代の会長を

直のところよくわからない︒嬉しい悲鳴と

さて私達の当日のプログラムをもう少し

っという間に一晩は終ってしまう︒いうな

詳しく御紹介しよう︒前記のような食事の

に三代目ということになる︒この会の定例

勤めた︒今年の会長は二世の門永健氏で既

装や︑伝統的民族舞踊などを見ているとあ

界各地のお祭りめぐりができるというもの

の行事として時だの各自持ち寄りの夕食会

ている︒実は私が一昨年各層の代表各位の

だ︒ウクライナ︑ハンガリア︑スロバニア

他には日本酒や日本製のビールとウイスキ

︵ポットラックサパーという︶や映画会のほ

各層から一人ずつ役員を選出することにし

地方の民族衣装は美しく︑若者のグループ

ーを販売した︒あられ︵柿の種︶やインス

ろうか︒

ダンスはたくましく又ほほえましい︒

タントラーメン︑醤油などを売った︒会場

か華道教授︑日本語教育︑碁の講習会︑それ

はこういう時にあげるものなのではないだ

私達のグループ﹁日本文化協会﹂も︑も

にはいけ花や盆栽︑日本人形などを展示し︑

ればこの二週間のうちに居ながらにして世

ちろんこのオープンハウスの仲間入りをし

を発揮してすばらしく幅の広いメニューを

に日本料理講習会などを開いている︒講師

揃えている︒泉さんがこの老人ホームにと

碁を教え︑折り紙や習字などを公開した︒

正直のところ五十家族にも満たない小さ

ている︒まだ創立以来三年足らずの若いグ

なグループでたった一日のためにこれだけ

って無くてはならない大切な人であること

は近郊にある日系老人ホームのコックさん

の準備をするのは並大抵の苦労ではない︑

の日木文化協会にとっても又この地方の一

は言う迄も無いが︑このごろでは彼は︑こ

又会場の中央広場では日本おどり︑いけ花︑

筆に値する︒当日夕刻は︑開場前から並ん

しかも私達の協会は他のグループとはちょ

般の人達にとっても無くてはならない人に

ループだが既に街中で最も人気のあるオー

だ長蛇の列の訪問客の為︑周辺の交通が完

っと性格を異にしてそのメン§ハー構成が複

いは大変なもので︑豊かな創造力と応用力

もできない始末となった︒開場一時間後に

全に麻揮︑入場出来ない招待客にあいさつ

雑だ︒というのは日本文化協会は日系人だ

なりつつある︒昨年のこと︑吾が日本文化

をしている泉吉四郎氏である︒彼の老人思

は五百人分揃えたくしかつ定食︑てりやき

協会では﹁特別日本食の夕べ﹂を催した︒

トレーションも盛り込んだ︒

定食などがすっかり売り切れるという嬉し

けの為のものでは無く︑その名が示すとお

もちろん泉さんの采配によるものだ︒二○

茶の湯︑柔道や空手︑剣道などのデモンス

い悲鳴をあげた︒そこで二年目の昨年から

り︑日本文化に興味のある者なら誰でも会

った︒殊に創立の年のオープンハウスは特

は会場を市中で一番大きい体育館に移した︒

員になれるからだ︒現在の会員は五十年前

プンハウスのひとつに数えられるようにな

今年は三年目︑すっかり人扱いにも馴れた
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○人前揃えた前売券が一般に発売前に全部

めの施策を一層充実するよう努ます﹂

重してまいりたいと存じます︒多様化し︑

に入り︑﹁私は︑教育の自発性と活力を尊

そして︑いよいよ教育のプロパーの問題

第八十七通常国会は一月二十五日に再開

大平首相の施政方針演説に
おける教育

ルは当市創立百年祭を記念して新築した公

され︑大平首相は同日の衆参両院本会議で︑

充実した教育の中から︑個性をもつ︑豊か

売り切れた︒この日に得た純益約五○○ド
共図書館建立資金として寄贈した︒評判が
初の施政方針演説を行った︒

さて多様文化主義を強くおし進めるため

代を超える時代に経済中心の時代から文化

到来Ｖをあげ﹁いわば近代化の時代から近

ら文化重視の時代にきたと八文化の時代の

できるだけ控えつつも入試制度の改善︑優

のため教育に対する政治の側からの関与は

者が育ってくるものと信じております︒そ

な創造力と優れた国際感覚を身につけた若

よく﹁アンコール﹂の声が強いので又近い

に政府ではかなり多額の資金を用意してい

いては︑国公私立を問わず︑政府の果たす

れた教育者の確保︑教育施設の整備等につ

首相はまず︑経済成長至上主義の時代か

る︒日本文化協会発足の年の秋︑政府から

重視の時代に至ったものとみるべきであり

中に同様の夕べを開くことになろう︒

﹁補助金を要請してみるように﹂という指

べき役割は責任をもって遂行してまいりた

また︑すべての国民が自主的な選択によ

このあと︑首相は﹁活力ある日本型福祉

ます﹂との認繊を示した︒

図があったのには驚いたが︑極く簡単な手

社会の建設に努めたいと思います﹂と言い︑

り︑生涯にわたって常に自らを啓発し︑そ

続きだけで多額の補助金が交付されたのに
はもっと驚いた︒カナダでは多様文化主義

このため︑八田園都市構想Ｖを提起すると

れぞれの個性と能力を伸ばし︑創造的な生

いと思います︒

を説明するのに多数民族によってつくられ

ともに八家庭基盤の充実Ｖについて次のよ

活を享受できるよう文化︑教育︑スポーツ

るモザイク社会だといっている︒これに対

﹁家庭は社会の最も大切な中核であ︑り

うに述べた︒

いわれている︒すべてをとかしてひとつに

してアメリカ社会は多数民族のるつぼだと

するためには︑各家庭の自主的努力と相ま

重してきたとはいえないように思います︒

わが国に特有の粘神文化のあり方を十分尊

しい成果を収めましたが︑その代償として︑

われわれは︑西欧型の近代化にはめざま

などの諸条件の整備と充実を図ります︒

って︑政府として住宅をはじめ家庭基盤の

あります︒ゆとりと風格のある家庭を実現

のとの違いである︒多様文化主義をその理

充実に資する諸施設の整備をはじめ︑老人

充実した家庭は︑日本型福祉社会の基礎で

想とする形にまとめあげることは極めてむ

私は︑日本的なものを大切にし︑それらを

してしまうのと︑一つ一つの個性を生かし

ずかしい︒でも私達はその基本方針にそっ

対策︑母子対策等の施策の前進に努めたい

たいと願うものであります︒

われわれの生活の中に生き生きと位置づけ

つつ︑それを一つにまとめて行こうという

て楽し柔ながら新しい国カナダの国づくり

に当たっておりますが︑児童・青少年のた

と思います︒また︑本年は﹃国際児童年﹄
︵錘鍔誇舵所雲燈砿鑑識︶

の為に微力をつくしている︒
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西村茂樹日

古

川

哲史

八月三日晴八月六日晴日曜

一例刺出勤午時退引一昨日の通

八月一日晴八月四日晴一中国筋四国筋東海道筋早魅二て農家困難

明治二十六年

っているに違いない︒︵初め十一月分も本回におさめる予定であったのでこんな解説になった︒︶

かも知れない︒泊翁の華族女学校長辞任には︑前回にあげた学校内部の混乱動揺のほかに︑このことも理由にな

にもかかわらず校務を留守にして長期の巡回旅行をつづけたのだから︑職務怠慢のそしりをまぬがれなかったの

は︑宮内省の忌諒にふれたのかも知れない︒兼官とはいえ︑泊翁は華族女学校から少なからぬ俸給を受けていた︒

の約二十日間にわたる巡回旅行もその活動の一環であった︒そのように弘道会活動に熱心すぎたことが︑あるい

しかし︑それにさきだつ泊翁の弘道会活動はなかな活発で︑十一月一日に始まる山梨・長野・新潟・富山地方

十七日︑後任は細川潤二郎に決定し︑二十九日には上野精養軒で送別会が開かれている︒

にとっては﹁領会し難﹂いものであったが︑即日辞職願を提出し︑二十五日﹁依願免﹂の辞令を受けとった︒二

った︒しかしその華族女学校も︑十一月二十二日に辞職勧告を宮内大臣から受けている︒この辞職勧告は︑泊翁

この間の泊翁の日常生活は︑相も変らず﹁例勉出勤午後退引﹂が多いが︑出勤さきは主として華族女学校であ

ることに勺なった︒

冊に分載されているが︑本回は八・九・十の三か月分をおさめたので︑おのずから第十一・十二の両冊にまたが

西村茂樹日記全十六冊の内︑明治二十六年の部は十月二十四日までが第十一冊に︑十月二十五日以降は第十二

白

八月一百晴八月五日晴一先月中より銀貨段と下落二て商業社会大

一読害次第出板相成二付夫ミに寄贈す一例弧出勤午時退引の趣相聞
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記

恐慌

墓地に埋葬二付為会葬罷越

一先日の風雨にて岐阜県三重県静岡県洪水

八月廿七日雨

の報甚有之岐阜県︿殊二甚しといふ

一例弧出勤午時退引

八月十六日雨午後止
一退引掛に学習院に罷越

一当月分月給受取

八月七日晴
一例弧出勤午後退引

八月三十一日晴

九月五日晴

一弘道会事務員会有之

一例弧出勤午時退引

九月四日晴大雨風過雨あり

一松平辻其外諸氏来問

九月三日晴日曜

一例刺出勤午時退引

九月一日晴
九月二日晴

用花御殿に参駕拝謁の後御祝酒賜ふ

一皇太子殿下御誕辰二付朝九時過常礼服着

す

一今朝七時出棺於豊の遺骸谷中墓地に埋葬

八月三十日晴

一宮内省華族女学校に忌服届差出す

八月廿九日晴

に死去す

効追々衰弱し今日午後四時二十五分頃遂

八月廿八日薄晴

一弘道会役員会夕弧退散

一於豊春来肺病の処種ミ療養すれども無其

八月廿六日晴

一例刺出勤午時退引

八月廿五日薄晴

一下田寄子願の通欧州行被仰付

八月廿四日暗

一例弧出席午時退引

八月廿三日晴

一華族女学校学監下田寄子同校教授二転任

八月廿二日晴

一例弧出席午後退引

八月廿一日暗

に演説す

一大日本教育会の需二応し交助講習会の為

八月二十日薄晴風

し今日︿北海道辺二及ふ

一去十五日より九州辺風雨始まり漸く東行

八月十九日薄晴風

二相成夜半二到て不止

一今日朝より天気不穏の処夕勉より大風雨

．八月十七日晴
八月十八日晴雨

八月八日晴
八月九日晴
一例弧出勤午時退引

八月十日晴
一此比休暇中二付地方より出京の人多く日

八月十一日晴

ミ数人の客来有之

一連日の快晴二て暑気甚強く日ミ九十度以
上に昇る

八月十二日晴

一例弧出勤午時退引
一此節相馬家毒殺事件の審問起り新聞紙︿

日々大抵其事を記す又政談家が此事を題

八月十三日暗夜中漸雨日曜

目として演説会を開く者少なからず

一例刺出勤午時退引掛より宮内省に出省

八月十四日暗
一例弧出勤宮内大臣よりの用向二て宮内省
に出省

八月十五日暗夜中過雨
一宮内書記官麻見義修一昨日病死今日青山

（29）

九月六日晴

九月十七日陰日曜

九月十八日陰

一弘道会常集会二付午後二時より華族会館

一朝八時出勤午後二時退出

一例弧出勤午時退引

九月七日晴
九月八日晴

一丸山作楽来問外国条約の件二付意見を述

九月廿六日陰

一例弧出勤午後退引

九月廿五日朝曇午後晴

一弘道会協議員会宅二て開之

九月廿四日陰日曜

所侍坐相済参拝

一秋季皇霊祭二付九時四十分大礼服着用賢

九月廿三日薄晴

一例弧出勤退引より宮内省に出頭

九月廿二日陰

一例弧出席午後退出

九月廿一日曇

乞ふ単に賛成の趣申造す

人義皇学会設立主意書持参其事の助成を

一但馬人習田篤氏三島中洲氏の添書持参同

一例弧出勤午後退引

九月二十日雨

一八時出勤午時退引

九月十九日朝曇午後晴署

に出席夕弧帰宅

一例刺出勤午後四時退引

九月九日晴
一今日︿細川侯爵︵護久︶君葬送二付品川

九月十日晴

東海寺中同家別邸に為会葬罷越
一今朝下田寄子欧州に出立二付新橋停車場
に為見送罷越

九月十一日晴
一今日より華族女学校第九学年始業

九月十二日晴
一残暑甚強き処今夕弧北東風二変し急二涼

九月十三日晴

気を催す

九月十四日晴

一昨夜より風邪二付出勤見合

九月十五日晴

一今日も出勤見合

一今日より出勤

九月十六日曇涼
一朝宮内省に出勤夫より学校に川席
一本月分月給受取

ぶ

九月廿七日曇小雨

一例弧出勤午時退引

付午後四時より星岡茶寮二集会

一神鞭志常支那より帰り支那談をなす趣二

九月廿八日薄晴

九月廿九日薄陰

一例弧出勤午後退引

一例弧出勤例弧退引

九月三十日晴

十月朔日雨

一例刺出勤午後退引

一今日︿安須井盤根等有志者発起二て両国

中村楼二於て大日本協会発会式有之二付

十月二日晴薄暑

少し風邪なれとも押て出席

一風邪二付出勤見合

不明

十月三日曇

十月四日曇

一今日も同ロー付見合

十月五日雨冷気

一今日ハ出勤

十月七日晴日曜

一例魁出勤午後退引

一午後より学士会院に出席人ヲ謡ルハ損の
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十月八日晴

講演を為す

一例弧出席午後退出

十月九日晴

一弘道会役員集会

一例弧出勤退引掛より宮内省に立寄夫より
小川町曾我祐正の宅を訪問す

十月十日晴
一例弧出勤午後退引

十月十一日晴
一例弧出勤午後三時退引

十月十二日暗
一例弧出勤午後退引

十月十三日陰夜雨
一例弧出勤午時退引

十月十四日陰夜雨風
十月十五日雨夜風雨

一例刺出勤午時退引

より徳学講義開講

一弘道会常集会二付神田共立学校にて今日

十月十六日雨風
て報告有之

一去十三日以来九州中国辺風雨の趣官報二

一例刺出勤午後退引
一十月分月給受取

十月十七日陰時ど雨
一例刺出勤午後退引

十月十八日暗薄暑

十月十九日晴

一例弧出勤午後退引

十月二十日晴

一例弧出勤退引掛深川堀田家に参候

駕二付上野停車場に奉送

一主上群馬県下陸軍演習御検閲として御発

十月廿一口晴
一例刺出勤午後退引

十月廿二日晴日雌
一弘道会協議員会宅二て開く

害性敷就中備前術中伯者豊後肥後等岐災

一先日の大風雨二て中国筋九州筋何れも水

十月廿三日雨

害を被むる

船︶

一昨夕より食中りにて腹合不立朝会欠席

十月廿四日雨

︵地理癖卦一一州

一快方二付今日出勤︵以下次号︶

十月廿五日晴
一例弧出勤午後宮内省井文部省に出頭

十月廿六日夕雨

一例刺出勤午後退引

一昨日差出の願書今日願の通被仰出

十月廿七日暗

十月廿八日晴

一例勉出勤午後退出

一例弧出勤午後四時より東京ホテルに於而

︵本会評議員・亜細大教授︶

京橋区弘道会懇親会開之会者二十名

孝子慈母

山上憶良

藤原兼輔

銀も金も玉も何せむにまされる宝子に如か
めやも
出でて行きし日を数へつつ今日を々と吾を
待たすらむ父母らはも

吉田松陰

人の親の心は間にあらねども子を思ふ道に
迷ひぬるかな

遊子吟孟東野

親思ふ心にまさる親心今日のおとづれ何と
聞くらば

慈母手中線遊子身上衣
臨行密々縫意恐遅を帰
難将寸草心報得三春陣

慈母手中ノ線︑遊子身上ノ衣︑行クニ臨
ンデ密を二縫う︒意二恐ル遅盈トシテ帰ラ
ンコトヲ寸︒草ノ心ヲ以テ三春陣二報イ得

難シ・︵渡︶
一越後赤倉温泉に為入浴三週間の御暇願差出
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＠夕日燃え柿万灯の背戸畠

篠塚しげる選

市原市加藤刀水
評﹁柿万灯﹂といふ作者独自の表現見事︒

○山の駅を夕かげつつ象秋桜

千葉県鈴木きよ女
︑触れば手に染まん紅葉の下くぐる
評感覚が鋭く且つ新鮮︒

○初旅や白衣の富士を真向に

同石橋香峰

○利根越すや刈田ひろびろどこ迄も
○菊人形招かるる日を心待ち
○朝帰りして唾げなる露の犬

同宮崎秋峰
同田村隆村

○汽車去って刈田の暮色身を包む

○星澄める黒部の谷津の刈田かな

○刈田原遠く筑波の峯尖る

同小山田皇月

同田村春風

○黄昏れて仔犬が走る刈田径

同鈴木美世路

○菊人形誉めそやせども振り向かず

篠塚しげる

同浜中愛子
○行き行行けど尽きぬ刈田や米どころ
同林ひろじ
○刈田早や二度目のつとめ鋤かれをり
同宮崎朝水
刈田の鷺痩せ雁我にさも似たり
同野平英一
同秋葉貞女

○刈田道ゆっくり動く鷺一羽

刈田道物売りの唄浮きノ︑と

かか

路地親し互ひに受験子抱へつ上

節分の灯のと堂きゐる百度踏む

拾ひ猫馴れて育ちて恋もする

（32）

弘道俳壇

とすればこの短期間の子供のしつけ方︑育

これは﹁三つ子の魂百まもで﹂という古い
諺の証明ともなるものではないだろうか︒

のだから両親わけても母の武務は実に並大

て方によって人生百年の運命が決定される
である︒西村会祖は明沿詔年﹁家庭の教育﹂

ふれたのでこ入ではおく︒

すべきものではない︒どうか諸姉は日本婦
人の特性を研磨して日本婦人の秀美を世界
的の地位にまで高揚されるよう切望する﹂
とその重大性を強調されているのである︒
わが西村会祖母子が︑松陰の母子にも比
すべすぎ慈母であり孝子であった事は前に

渡辺正勇
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可愛い子には旅させよ︵渡︶

焔めるなら若木のうち

やらねば誰もすまいぞ

目で見せて耳で聞かせてさせて見てほめて

×

論の中で具体的に説明までされている︒
﹁子供が学校に脳るのは一日四時間か五時
間でわが家に居るのが一日十九時間か二十

時間である︒学校では教師が何程よく教え
てもその時間は挫だ少ないのだからもし家
庭の教育が宜しくない時は学校教育の功能
は甚だ少なく︑其の子を立派な人﹈とする
事は極めて困難である︒凡て子供は感化力
の強いもので︑善いことを見習えば善いこ
とを行い悪いことを見習えば悪いことをす
る︒人の父母たるものは先づ第一に其の身
を値んで子供の見る前で悪い振群をしては
いけない︒常に子供の行状に心を付けて善
いことがあればこれをほめ︑悪いことがあ
ればこれを注意する︒又父母たる者が子供
の見る前で大酒を飲桑︑他人の悪口を言い︑
或は家業を怠り︑或は夫婦喧嘩などする時
は︑子供は自然にこれを見習いこれ等のこ
とを悪い事と思わず︑不知不識の中に悪い
人間となって了うのである﹂
会祖はすでに明治溺年４月本会開催の婦
人会においても﹁女子は家を治め︑夫に事
える外︑子供を養育する務めがある︒これ
は国家に対する責任でもあって決して軽視

×

編集後記

のものである︒

今年の干支己︵つちのと︶未ｌ栄︵ひつ
じ︶の字について見ると︑未の字の中間の
一は六月の陽気で枝葉の繁っているという
指事文字で︑また未は味でしかも廿味を意
味しているのであるという︒
さらに十二支の八番目に当てている羊ｌ羊
の字は羊の角の開いている象形で︑羊の性
質の温順な事から︑美︑善︑義︑群などの
字に見るように古来吉祥︵めでたい︶とか幸
福の意に用いられている︒
キリスト教でも︑羊は神聖視されて﹁よ
い羊飼は羊のために命を捨てる﹂とまで言
われているし︑中国でも牛羊は神への献げ
物として尊重されている︒羊毛は今日世界
の寅重な衣料資源として我燕とは密接不離
こうした結構ずくめの未・羊の今年の運勢
は果していかがなものであろうか︒今や国
の内外は極めて多事多難である︒イランの
政変︑中越紛争︑農地の減反︑石油危機等
食︒が結局のところ全国民が一致協力日本
の英知を結集して行けばこの難局も打開さ
れるであろうし︑また己は起であり起源と
意味する事に因んで新境地を開かねばなら
なのではなかろうか︒
◇﹁人格の基礎は二才までに作られる﹂と
は逓近︑教育心理学︑大脳生理学︑小児科
医学の権威者が唱えているところであるが︑

×

眠間ｒ︲マ喜咽可ｒＪ︑草刈も■︲内枠ＩＩＢ＃８二日ｌ叫田Ｌ＃

転換期日本の大思想家

泊翁西村茂樹
古川哲史著

歌集東西抄
古川哲史著

︒﹄１

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ゑこ象︑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象ごとに描
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

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
者の眼識をとおして語っている本書は︑教育関係者ば
かりでなく︑学校へ通う子女を持つ家庭人への適切な
アプローチとなっている︒それは〃ゆとり″と〃背伸
び″の教育の谷間にいる人たちへの呼びかけである︒

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︑象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︒

教育談義ゅと︐と
背伸び〃

d

●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︒

ｌ

Qq

高村象平著

教育再建謝勢が
高村象平著できるまで
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●新書版二一○頁六八○円〒一二○円
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