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｜︹巻頭言︺

政治家の徳操

先づ︑試象に間うて見る︒国民は今の政治家を如何に見ているか︒尊
敬？︒信頼？︒警戒？︒憤慨？︒昔は﹁修身︑斉家︑治国︑平天下﹂︒最
高の仁君の下に生きるを理想とした︒此の素朴な政治原理は今日では通用
しないのか︒右の二千年以上金科玉条とされた哲学理念は︑根本原理とし
ては魅力を秘めるが︑実際的効果に於て精彩を減じたようでもある︒文明
は進永︑社会生活は複雑化し︑九年の義務教育で漸く一社会人の資格を得
る位である︒私は今や一人の聖人の力だけでは不足で︑多数の経験︑豊富
の学力︑即ち有能社会人の力を必要すると見る︒一人の聖人よりも万人の
士の協力する社会に︑私は近代政治の開拓路を求め度い︒個人の力よりも
社会の力を認めるのである︒

政治家とは右に云う士の上層の人物である︒今日の文化は多様故︑政治
家にも学問特技に差あるは当然であるが︑単なる技術屋だけでは無く︑人
間生活の綜合に関心を持つべきである︒哲学的視野なき人は政治家の資格
を欠く︒その人生観︑文化観から党派を作るのは良いが︑その離合集散は
公明正大な原理に拠るべきである︒所謂自民党の派閥は識見政策よりも金
閥であるらしいのは公然の秘密である︒嘗ての宰相︑往年の高位高官者達
が︑後年内外の憤感を買うのは国辱であり国損である︒本会が会祖以来此
の点を啓発して百年余︑現状未だ改まざるは会の微力か国民の低愚か何れ
かである︒然し我々は黙過できない︒金権政治への憤瀧を訴へ︑政治浄化
の大合唱を努めたい︒私は国民の指導者の士に︑此の共鳴を結び︑民衆を

啓発して貰う以外に明策は無いと信ずる︒︵本会々長︶
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道義的勇気
﹃粛啓人事無情︑今日アリテ明日アルヲ知ラズ何日如

千葉三郎

十億ノ民族二更二広ク世界人類二対シ高遠ナル理念

ラズ東西二通ジテ誤ラズ日本国民ハモトョリ大東亜

｜︑イヅレハ喚発セラルベキ詔勅︿古今ニ亘リテモト

皇運ヲ扶翼シ奉り万民ヲ安ンゼンコトヲ

才何等御期待ニ添う能ハザリシダン誠二申訳ナキ仕儀ナ

ヲ宣明セラル︑﹁一トヲ念願シ奉ル

東条大将

（2）

何ナル処ニテ先立チ候ヤモ計リガタク左アリテハ非徳短
ルモ天ノ命スル処如何ニトモスル事能ハズ御海容被下度

ー︑私心ナク朋党ヲツクラズ永ク国政ノ重任ニァリ宮

シ忌陣ナキ意見ノ交換ヲナスコト

｜︑重臣懇談会︿之ヲ廃止シ首相ハ重臣卜個別二会見

候

剣ヲ抜クハ易ク之ヲ納ムルハ難シ︑然カモイッヵハ之

中二腿尺シタル牧野伸顕伯ヲシテ時を宮中へ伺候ノ

ヲ納メザルヲ得ズ惟フニ時至ラバ帝国ノ将来ヲ珍念アラ
セラレ玉上御英断ヲ下シ玉︿コルト︑推察セラル︑此ノ
イチオク

如クニシテ皇運︿長へ一二億ノ国民アゲテ其堵二安ンズ

道ヲ開クコト

杉山元帥

近衛公爵

コニ至ル︑宣シク︑ソノ進退ヲ明ニスルコト

ー︑三国同盟及び大東亜戦二干与セル左記重臣︿事コ

駒ヲ充分二活用スル﹃一ト

｜︑野村吉三郎大将ヲハジメ各国方面二因縁ヲ有スル

ルコトヲ得ルコト︑存シ候

若シソノ機ヲ失セン力我︿再ビ起シ能︿ザルノミナラ
ズ国民又内ヨリ解体瓦崩シ金甑無欠ノ国体モ危殆二陥ル
コト無キヲ保セズ候

政治ノ要諦︿冷静二検討シテ之ガ判断ヲ誤ラズ︑ソノ
事ヲ以テ︑其責ヲ免レ得ベキ秋ニァラズ︑閣下一ス最終

時機ヲ失セザルニアリ︑今日︿一身ヲ捧グルガ如キー些
内閣ノ名二背カス熟慮断行邦家ノ将来ヲ達観シ︑長へ二

／

永野元帥

島田大将

日新聞の編集に関係した文化人でもあった︒

た︒下村氏はかつて台湾総督府の政務長官もやり︑又朝

たまたま下村海南先生から︑この進言書を手渡され

にも色を有るが︑私は道義的勇気を唱える︒日本人の最

下村海南のこの書翰には勇気が糸なぎっている︒勇気

知れない︒道徳には勇気が要る︒

たなら︑日本は分裂︒そしてソ連に占領されていたかも

再度の御前会議における陛下の御勇断︒あれがなかっ

釈よりも︑これを実行する勇気の必要な事を痛感した︒

お守りしたと言う︒私は当時の事を考えると︑道義の解

八月十五日︑陛下の終戦の詔勅も︑背中の中に入れて

私とは腹を割って話す同志的な間柄であった︒

松岡前外相
昭和二十年五月二十六日

下村宏

︿隠居スベク軍籍ニァルハ之ヲ辞スルコト

鈴木総理大臣閣下
以上が当時の情報局総裁下村宏氏の上申書である︒

この日付の五月二十六日に︑私は技術院の次長に就任
たが︑敵の空襲激しく私の地下防空壕で組閣の打ち合わ

LOノ

した︒これよりも先︑四月七日︑鈴木貫太郎内閣が成立し

せをした︒五月にはドイツのヒットラー戦死︑イタリア

か︒終戦当時蒋介石の日本に示したあの寛容な精神こそ

大の欠陥は道義的勇気のない事にあるのではなかろう

何ものも恐れない勇気︒愛と勇気の発露であったと思う︒

私に政府より技術院の総裁になってもらいたいとの強

のムッソリーニは射殺され戦争の前途愈々暗くなった︒

い懇請があったが︑私は幾度か固辞したが︑遂に次長な

我食日本人には昔から知仁勇の教えが流れているが︑

終戦後︑アメリカ教育によって︑知育の糸が重視され︑

らば受ける︑という気持で︑総裁に工学博士の多田氏が
当時は乗る自動車もなく︑私は自転車で登庁した︒七

納まり︑私が総支配人という事でなった︒

私は︑この下村海南の進言といい︑これを受けて立っ

人の為に敢然として挑戦する勇気は眠ってしまった︒

た鈴木総理の決意︑そして国の前途を深く御診念遊ばさ

月二十六日には︑ポツダム宣言が発表され︑米英中三国
然となる︒

首脳が日本に対し︑戦争終結を正式に勧告した︒世は騒

誌︑国際マンジョカエネルギー開発協会女長︶

救国の御精神に対し感慨無量である︒︵昭和型年３月Ⅳ日

れた陛下の勇気に対し今更ながら深く敬意を表し︑その

この間︑友人鈴木貞一中将は単身︑無条件降伏を鈴木
総理に進言したようであった︒

／ 八 、

政治家
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日野誠

ない︒ご辛抱を願いたい﹂などと︑公約もなしに︑就任早

上問題があるので値上げをする︒物価も値上げは止むをえ

ｌ特に大臣の徳操Ｉ

﹁桃李不言︑下自成践﹂︵桃李もの言わざれど︑下おのずから

ずる政治家として︑重く見られようが︑﹁公共料金は経営
膜を成すⅡ桃や李はもの言わぬが︑下は自然に小径となる︶とい

臣の権威はガタ落ちになるに違いない︒一般国民大衆の切

早︑ボンボン値上げをする︒信頼を失うだけではなく︑大

学会は一方では極く弱いように見えるけれども︑一方で

﹁弘道会というものは誰に向っても意見がいえるのです︒

と︑言い︑

国民の腐敗を療治するのが本意﹂

もあるがよろしい︒そうして全体の力を以て︑今日一般

会をひろめなければならぬ事は毛頭ない︒全国に幾つで

﹁︑︑︑道徳学会と申すは︑必ず拙者の立てた日本弘道

五日︶に︑

泊翁は︑﹃道徳教育講話﹄下巻第四回︵明道一三年八月一

一一

なる願いは︑物価値下げと安定だからである︒

う諺がある︒司馬遷著の﹃史記﹄︑﹁李将軍伝賛﹂に取上げ

る﹂ということの職えになっている︒司馬遷は︑なおこれ

られ︑﹁徳ある人は言わないでも人が自然に従うようにな
にからんで﹁その身が正しければ︑命令なしにでも行われ︑

その身が正しくなければ︑命令しても従わない﹂と︑言っ
ている︒

これは︑現在のような時代になっても変ることはない︒

それなのに︑現代では︑然諾さえも重んずる人は少なくな
った︒︿然諾を重んずる﹀ということは︑一度引受けた事
は必ずなしとげる︑というほどの意味合いなのだが︒
例えば︑政治家︑特に大臣などが︑﹁あれもやります︒

これも実現させます﹂などと︑公式の場で︑国民の要望に
こたえるつもりでの発言であろうが︑もしも︑これを実行
したり︑実現させたりできれば︑その大臣は︑然諾を重ん

（4）

は強い所があるのです﹂
と︑説いている︒

私は︑泊翁のこの意見・主張の趣旨に大賛成である︒そ
れに添って︑歯に衣着せずに言ってみようと思い立った︒

ったとある︒荷子は︑生も死もこれに由ると説く︒生死の

問題が︑フラつく心で捌けるはずはないから︑当然のこと
と言うことができよう︒

一一一

とりこ

今日の日本は︑専ら物質的に花ざかりである︒多くの人

人は︑飽くことのない欲望と結びつけて︑欲求と利益の虜

人間に徳が具わると︑桃李の美しい花や美味な果実が人
人を引きつけるように︑具わったその立派な人格︑気品︑

になっている︒

を招く︒低劣化した人人の選出する政治家なので︑一様に

当然のこととして︑道徳心が鈍る︒従って人間の低劣化

威光によって︑自然に慕われるようになる︒このような徳
しかしながら︑修養だけで︑天爵によって現われるよう

が天爵なのである︒

よろしく︑大小の政治家と称する人人が群がるではないか︒

論よりも証拠がある︒即ち利益のある所︑甘きに集う蟻

低劣化を免れることはできない︒

場合︑生来の天賦のものに修養を加えて立派な徳となる︒

従って︑政治家︑特に大臣と呼ばれる人物でも︑現状のま

な徳を身につけることは︑恐らく不可能であろう︒多くの
泊翁の場合は︑たしかに︑天爵に修養を加えて大成された

員ノＯ

それ故に︑今日の政治家︑特に大臣に望まれることは︑

らである︒

までは国民大衆の範にはなし難い︒それは︑恥を知らぬか

と見られる︒真に立派な現代人の模範と言うことができよ
特に︑泊翁は︑道徳学会たる日本弘道会の創設者にふさ
わしく︑道徳心堅固で︑立てた志は変えたことがなかった︒

サヲなのである︒﹃岩波古語辞典﹄の解説を借りると︑ミ

ができれば︑己れの天与の美質を汚すことなく︑国民大衆

社会のために︑国民のために︑献身することである︒それ

ろう︒当然のこととして︑私利私欲に惑うことなく︑国家

道徳心堅固で︑状況によって左右されない徳操の堅持であ

は神︑霊を示す接頭語︑サヲはアヲ︵青︶で︑神秘的な青

に仰がれる人格を磨き出すこともできるであろう︒

徳操という語は︑﹃荷子﹄に由来するが︑つまりは︑ミ

このような操守こそ︿徳操﹀である︒

さ︑色合いを意味する︒このことから︑常緑樹のような変
らぬ美︑又︑状況によって左右されない心をいうようにな

ＦＤ

︑１ノ
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四
まなこ

欲に眼肢む多くの人人のために︑ここに救いありとい
千八百年も昔のこと︑中国汝南の地に︑黄憲という人が

う一例を示してみよう︒

かき濁そうにも濁せない︒量れぬ広さと底知れぬ深さがあ

い員ノ︒

って︑その器量は推し量れぬほどに大きい﹂と︑いったと

この黄憲は市井に生れ市井に育った牛の専門医の子だっ

五

る人が︑偶然憲に出会った︒憲少年を見た瞬間︑名状ので

などがあったわけではなかった︒ただ生れながらの天与の

ただけで︑政治・学術・軍事・その他︑社会的功績や偉業

いた︒憲が十四歳の時のこと︑たまたまこの地を訪れたあ

はづぱぬけた卓抜の人柄と見て取って︑﹁あなたは︑私の

きない畏怖の念に襲われ︑がたがたと震え上がった︒これ

けにはいかなかったのである︒何らかの教育・訓練など︑

美質の故に︑彼を知る人は︑誰でも一人残らず景仰せぬわ

一切受けることなく︑生れ落ちたままの自然児にも天成の

官に会った時︑﹁お宅には顔回のような人物がいますね﹂

天分があるという︑又とない証拠のように思われる︒

模範になるお方です﹂と︑いった︒この人がここの郡書記

と︑答えたという︒

と︑いうと︑書記官は︑﹁黄憲にお会いになりましたね﹂

必ず天与のものが具わっている︒それなのに︑殆んどの人

黄憲ほどの異数中の異数ではなくても︑どんな人間にも︑

に打たれて帰宅後もぼんやりとしてしまい︑丸で気抜けし

ともしないのである︒

は︑この事実に気付いていない︒現代人の大半は気付こう

この土地に︑憲を訪問の度毎に︑その人格・気品・威風

ねたのね﹂と︑いったという︒

それは︑人間の本性を忘れているからである︒忘れたの

たようになる人がいた︒何時も母親が︑｜︲お前は又憲を訪

友人たちは﹁ものの一個月も憲に会わないと︑しみつた

だから︑忘却の深淵から取戻さなければならないのに︑忘

れ去ったまま︑平然としている︒ただ︑平然としているだ

れた︑さもしい了見が頭をもたげてしまう﹂と︑話し合っ
た︒

いる︒そんな繁栄など長続きするはずはあるまい︒すみや

けではない︒物質的繁栄の中にのめり込んで己れを失って

かに目を覚ます必要がある︒そして︑失った己れを取一戻す

憲を訪ねて幾日も離れぬ人もあり︑﹁郡書記官の人物は
永切っている︒そうっと汲めば濁らぬが︑憲は器量広大で︑

べきである︒

泉のようなものだ︒狭い所から湧き出る水は清く冷たく澄
ちょうど千頃の波のようだ︒澄まそうにも澄ませないし︑
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−

容易なことでは︑失った己れを取一戻すことはできない︒そ

失った己れを取戻すことは︑先決の必要条件ではあるが︑

なものでもない︒いちいち実行の裏付けを伴なった極めて

決してない︒なお又︑言葉だけで割り切れる︑というよう

れでは︑失った己れを取戻すためには︑どうすればよいの

ておくべきである︒

従って︑一旦志を立てたら︑堅忍不抜の精神をもって︑

地味で着実な方法だけしかないということも︑十分に心得

どんなに考えてぶても︑知性や知力を根拠とした思考力

であろうか︒

の手に負えることではない︒思考力を用いるだけでは︑失

徳操だと自得できるようになるはずである︒しかも︑この

に実行するならば︑それはわが身にしみ透り︑これがまた

それならば︑と︑先賢の足跡を辿って象ようかと︑たと

事が決して古臭くて現世には通用しないというようなもの

状況によってふらつかぬ心を堅持すべきである︒そのよう

え万巻の書を読桑漁っても︑多分不可能であろう︒もしも︑

った己れを取一灰すことは不可能なのである︒

失望だけに終らなければ幸いである︒

ろう︒

ではないということが次第にはっきりとしてゆくことであ

︵千葉県会員︑インタナショナル・スブド・ブラザフッド会員︶

道徳と政治．西村茂樹

○ＯＯ

今日世人の最も誤謬の見を抱けるは︑道徳と政事とを分ちて
二様とすることなり︑是を以て政事を執る者︑及び政事を論ず
る者︑多くは道徳は棄て上顧ゑず︑今日国政の善美ならざる
は︑其源皆差に在りて存す︑夫れ上古の時は風俗簡僕︑本より
道徳政事を分って二とするの要なし︑後世人智日に進み︑人事
日に繁ぎに及び︑道徳と政事と終に分れて二となる︑然れども

Ｏ

、 イ ノ

それならば︑と︑師と仰ぐことのできる大家に就いてゑ
たところで︑容易に渇は癒されないことであろう︒これに
ついては︑それなりの理由のないことはないが︑このよう
に︑己れを取一戻そうとしても︑それは極めて困難なのであ

るＯしかし︑手段方法がないわけではない︒とはいうもの
の︑それは尋常一様の手段方法で歯の立つことではない︒
不可能に近いといってもよさそうなことだからである︒
乏しいが私の経験では︑求めて防裡を続けること多年︑

学と別女の学問となりたるなり︑是を実際に行はんとするに

其分れて二となりしは唯学問上の事にして︑即ち道徳学と政事

は︑固より道徳と政事と分ちて二と為すべからざるなり︑道徳
学と政事学と別種の学問なりとして︑其一を用ひて政事を執ら
んとするは︑医術に化学を用ひず︑航海に天文学を用ひざると
異なることなし︑執か其妄を笑はざらん︒

Ｏ

ひどい苦汁をなめつくした末︑辿りついたのは︑知情意に
にはないということだった︒

頼ることは無意味で︑ただ全心身・全霊をもって当る以外
とはいうものの︑ことは︑修養に関していることなので︑
や承雲に好承のままに行なえばよいというようなものでは︲

r ワ 、

一シ橋大学が生んだ二人の政治家

｜長洲神奈川県知事論

藤嘉三

しかしながら後できくと︑知事自ら出席して挨拶や祝辞を述べたの

めて顔を出し︑はだ身で県民に接し融和を計ろうと決心した︒そし

分は都合のつく限り︑身体のゆるす限り県下の諸団体の大会には努

にならない︒呪んや部課長がやったのに於ておやである︒そこで自

と副知事が代読をやったのでは招待側に与える感謝感激感銘は比較

春懇談会があった︒この会は当日午前長洲知事の再出馬声明と呼応

てこの四年間続けている︒即ち自分のからだを張って見ることにし

て出席せられた︒其の時のお話は真に興味津々今日迄記憶に残っ

祝賀会を開いたが当時︑新任早灸職務多忙に拘らず寸暇をさしくっ

物を云ったのとこの間政党情勢の変化もあり︑今回は七党の相乗り

選挙には革新聯合を母体として打って出たが第一期四年間の実績が

球するからであろう︒即ち長洲知事の全人格が県民を捉えたので初

こい風貌も県民に好感を持たれているがケレン味なく県政に全力投

長洲知事の評判のよいのは其行政手腕による事は勿論︑人なつっ

たのである﹄と︒

二︑宴会第三︑面会だ︒しかしながら其後第四の難関があるのを知

れた︒大体子供を商業学校にやる親は裕福でなく大学迄やる余裕が

始まる︒成績優良であったから直ちに日本銀行本店調査局に採用さ

次に長洲知事の学歴に就いて云えば乙種︵三年︶の安田商業出に

となり絶対多数で再選せられることは間違いない︒

一向苦にならない︒三の面会は秘書連の取進め方︑根廻にして従っ

のである︒同知事はしかしながら向学心に燃える人であった︒二ヶ

ない︵自営は別だが︶︑従って早く就職さして自活の道を識じさす

大学へと進んだ︒同校卒業後直ちに三菱重工業東京製作所に入社し

年の就職で学資を貯え横浜高商へ進学し︑更に最高学府の東京商科

てやればそう評判を悪くせずにこなせる︒然るにだ︒大会への御招
秘書達は過去の経験によって出席予定表をつくってくれる︒ここは

待を旨く取り仕切って行くことは仲炎の難行苦行である︒勿論幹部

れば通れるものである︒宴会について云へぱ自分は酒が好きだから

議会の事は予算問題にしても計数を明かに呑み込み誠実に対応す

った︒それは県下何千とある市町村始め各種諸団体の大会である︒

ている︒﹃知事には三つの難関があると聞いていた︒第一︑議会第

﹁昭和五十年五月横浜如水会に於ては月例会を兼ねて知事就任の

一席弁じた︒白く︑

を代表して一先輩として同学の知事︵昭十八年卒︶を激励する為に

して開かれたものである︒如水会︵現一シ橋大学同窓会︶横浜支部

去る二月十日﹁長洲一二と県民の会﹂主催によって知事を囲む新

郎

○○副知事︑ここは何々部長︑課長と仕分けて出席する事になる︒
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加

研究所等知的アルバイトをしながら勉強した︒そして黒沢学長等に

時は終戦後の混乱期であったので其後二ヶ年間は翻訳︑評論︑経済

たが兵役のため海軍主計見習尉官となり昭和二十年十一月復員︒当

しないと云う厳しさと慎重さがにじ薙川ている︒同期の伊勢丹会長

方︵アーウー︶の背景にはこの時に感得した一言一句もおろそかに

すること﹂を教えこまれたわけで現在巷間で祁愉される総理の話し

辰之助先生のゼミナールについた︒ここで︑総理は﹁言葉を大切に

多分に老壮的な面がある︒道元禅師の言葉に﹁万法来って我を修証

香川県出身の関電芦原会長は﹁大平総理は育ちは孔孟的なんだが

感化によるものと云える︒

総理が読書家というよりも多読家になったのは上田辰之助先生の

愚という態の人物なんだ﹂︒

だが︑そういうキラキラしたものを全く表面に出さない︒義拙到大

露木氏は﹁大平は今でもラテン語が読めるし︑しゃべれるはずだ︒

よって認められ横浜経済専門学校︵現横浜国大︶に助教授として招
昭和五十年の知事選に当り革新聯合等の要望を受けて知事選出馬

聴せられ爾後教授ｌ経済学部長と昇進した︒・

し︑見事当選した︒在住四年間経済不況に見舞われて財政面で非常
な苦労をなめたが︑福祉︑教育︑公共事業等に於いて見るべき業蹟
を挙げた︒来るべき第二期に於いては必ずや財政面の赤字を克服し︑

併し乍ら長洲知事の欠点と云うべきものを最後にあげれば商業出

しらずしらずのうちに周囲が評価し︑周囲がもちあげ︑気がついた

す﹂というのがある︒自分を売り込むようなまねは絶対にしないが︑

県債の償還等にも目途をつけ県財政を健全なものにされると信ずる︒
の余りにも模範的な能吏であることである︒明治大正の碩学︑故福

しく大平さんそのものや︑世の中によく﹃ほんもの﹄と﹃にせも

ら押しも押されもしない存在になっていた︑と云う意味だけどまさ

田徳三教授は商大出が東大出に劣るのは商大出は︑眉目邑具目︐
うとする事にかけている点にあると洩されたのを想起する︒長洲知

の﹄というが︑その区別はどこにあるかといえばほんものは控え目

号ｇｑを目標とし東大出の如く哲学を身につけて人生街道を進も
事が大神奈川県の首長として今後飛躍せられるには何卒長洲哲学を

で内容が充実しているに対し﹃にせもの﹄は常に大げさやな﹂と︒

高松商高から大学迄一緒であった友人はまたいう︒﹁総理は思索

創り県民を指導せられる事を切望する︒

の人であり︑限りなく奥深い人であるから自己顕示欲はみじすもな

い︒一部には何にもかも思いきってやってほしいと望む人もあろう

二大平首相論
大平総理の生家は香川県の中農でなく小作百姓の件である︵その

き方で︑現在の日本を地道に高揚させる政治でないかと思う﹂︒

大平総理の人生は秘書として故池田勇人首相との結び付きが出来

が無理しないで常識的な政治をすることが総理の性格に見合った行

学した︒これはよく勉強し︑刻苦精励され学業成績が優良であった

であったキリンビール社長故高橋朝次郎君が取り持ったといわれる︒

たから大いに飛躍したと云える︒これについては私のクラスメート

地主は私の遠緑に当る︶高松高商には観音寺市の奨学資金で行った︒

賜である︒商大在学中は思想史︑とりわけ経済思想史に興味を持ち︑

東京商大には坂出市の鎌田家の育英資金と香川県の奨学資金とで進

経済学者と云うより︑むしろ社会学者であり言語学者であった上田
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で深い交友があった︒それで総理秘書官の推薦を頼まれた時高橋君

はすべからく小さい政ゞ府であるべきである﹂と訴えている︒

幻想を持つな︑持たすな︑政治の出来ることには限界がある︒政府

これは老子の言葉であって商人の心得を訓したものであるが︑これ

深く蔵して虚の若し﹂

キ己

﹁華を去り実を努め克く令誉を広め古く自り良質︵良き商人︶は

没︶から総理にも次の色紙が贈られたと思う︒

東京商大卒業に際して漢文と書道の先生杉山三郊翁︵九十一歳

池田首相も高橋君も広島県人であるばかりでなく共に酒屋であるの
は商大出身︵昭和十一年卒︶で︑大蔵省にいた大平さんをすすめたの

だ︒そんな縁故もあって昭和廿六年高橋社長が同級生の松本正雄君
︵元最高裁判事︶や茂木啓三郎君︵キッコウマン醤油会長︶等と語
ての大平さんを後援する意味での懇親会であり︑大いにひひらく意

らって約十名の友人を集めて大平会を結成した︒即ち︑政治家とし
味を以って毎月八日を例会日として始めた︒翌廿七年には総選挙が

日本経済はオイルショック以降漸やく梢を立直ったが我が国をと

こそ大平総理の人生哲学であり︑政治哲学であると思う︒

には米ソ中の関係︑中近東の状況︑イランの政変︑中越紛争︑国内

りまく諸条件は依然として﹁不確実性の時代﹂の中にある︒国際的

あり︑大平総理は郷里香川県より初出陣する事となった︒当時の大
つわぬが大平君は約十名で百万円の選挙資金をつくって贈った︒廿

的には雇傭の不安︑外国為替︑エネルギーの不透明︑卸売物価の高

平総理はまだ四十一歳であり︑海のものとも山の物とも皆目見当が
七年前の百万円と云へぱ相当の額であり偉力はあった筈である︒見

従ってこの時に当り一シ橋大学出身の苦労︑力行の二人の政治家

騰︑教育問題等等難問題が山積している︒

の大平会には万障繰合せて爾後一度の欠席もなく廿七年間出席して

事初当選をした︒今日でも大平総理は当時の恩義を忘れず毎月八日

長として部下にいた男が大平総理の従兄である事が︑数年してから

出るを制する﹂の原則しかない︑各々そのやり方は異るかもしれな

しても誠実堅実の人である︒政治経済時代に於ては﹁入るを計って

べきである︒一人は忠犬型であり︑一人は純牛型である︒が何れに

を世に送る事になったのは口民として又同学のものとして真に喜ぶ

判った︒現在は丸亀市にある大平事務所の留守番役をしているが︑

ることを期待し度い︒

いが国民経済を安定にのせて国民に希望と幸福を与える様努められ

私が高松の食糧営団に支局長をした時代︵昭和廿七年︶に総務課

感謝の意を表している︒

私は一月廿九日ホテルオークラに於いて開かれた如水会主催の大平

︵昭和五十四・三・廿五︶

︵元日清飼料常務取締役終身会員喜寿大晦商大卒︶

総理祝賀会の盛況を知らしてやった︒それに対して同君から﹁総理
はいつも政治家である前に人間でなければならない︒それで自分は
返事を寄こした︒

愚直に生きて来た︒これからもこれを続け度いと云っている﹂との
大平総理が首相に就任してからの語録を見ると歴代首相は大風呂

敷をひろげるものと相場がきまっていたが大平総理は．転政治に
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漢好
ｌ政治家の節操Ｉ
日節操の基準
我々一般庶民は原則的に〃私″の立場にある︒

哲雄

明治大正期には私をすてて〃公一本川の立場を貫いた本物の政治

政治家ともなれば︑〃私″の外に〃公″の立場がつけ加えられる︒

ではなく︑天下の時流にのるか否か︑国家の体制側につくか否か︑

によって︑その〃節操″云々も左右されるようである︒

これは或る意味に於ては政治家の悲劇である︒

近代中国に於ても悲劇の政治家が居た︒彼等は漢好とよばれた︒

漢は中国︑好は悪︑裏切りの意︒

言ってみれば漢好とは国家の裏切り者︑日本流に言えば通敵国賊

従って漢好と呼ばれる者は︑政治家の節操と云う点では最低極悪

の意になろうか︒

のものとなる︒

私は生前死後︑そして今も尚︑漢好とよばれ続けている中国人政

彼等は節操なき政治家として今も尚︑漢好の焔印を押されている︒

治家を知っている︒私はそれ等の人達と現に交わりをもった︒
果してそうであろうか︒

口迂兆銘の悲劇

昭和十九年秋︒私は名古屋帝大医学部付属病院に中華民国国民政

昭和十年︑圧主席は知日派と言うことで暴漢に狙撃された︒その

府主席注兆銘氏の病床を見舞った︒

銃弾が背部にとどまり︑﹁多発性骨髄腫﹂となって病状が悪化した

病床を辞するにあたり︑私は圧主席の手をおし戴いた︒それは暖

ため名古屋医大付属病院に入院していたのである︒

帰途︵当時私は支那派遣軍総司令部付軍事顧問兼経済顧問補佐官

かくやわらかかった︒その感触を私は今も忘れない︒

であった︶私は朝鮮︑満州︑山海関を経て津浦線で南下し︑揚子江

を渡った︒船を下りたところで圧主席の計報を聞いた︒

一 一 ノ

家が居た︒死後︑家財整理を行ったら一文の遺産もなし︑出て来た
〃公一本″を貫く︑それが政治家の節操であったのだ︒

のは借金だけ︒そんな政治家がざらに居た︒

現在の政治家にそんなことを求めても︑求める方が逆に笑われる︒
今︑我々が政治家に求めるのは︑せめて公私の別をはっきりして
貰いたいと言う︑まことにつつましやかな願いである︒
換言すれば私のために公の立場を利用すべきではないと言う極め
て消極的な〃政治家の節操″を要求しているのである︒

ロッキード︑グラマン等を一連のスキャンダルは︑右の品低消極
それはそれとして︑ここに一つ問題がある︒

的な政治家の節操にももとるもの︑全く以って話の外である︒
〃公″の立場を貫き︑積極的な意味の政治家の節操を持しながら︑

云々には単なる私利私欲︑収賄︑貧官などだけ

節操なき最低の政治家︑裏切り者︑逆賊︑国賊と評される人々が居
〃政治家の節操

ス︾Ｏ
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ときに昭和十九年十一月十日であった︒

陳壁君﹁然り︒これ全べて国父孫文先生の大亜細亜主義によるも
のである﹂

陳壁君﹁その通り︑絶対全面賛成﹂

検事﹁被告は夫である注兆銘の主張に賛成であったのか﹂

注兆銘︑字は精衛︑広東の生れである︒日本留学中に中国革命同
敗︑九死に一生を得た︒

政治家の悲劇︑圧兆銘氏の悲劇である︒

ただ両者はその方途を異にした︒

も中国を愛した︒

勝者蒋介石は英雄となり敗者注兆銘は漢好となった︒両者いづれ

好の汚名を着せられた︒

然し︑日本の敗退と同時に英米支援の勝者蒋介石重慶政権から漢

始一貫変るところはなかった︒彼はその節操を持した︒

思うに圧兆銘氏はその大局に於て孫文の大亜細亜主義を奉じて終

によるものであった︒

亜細亜主義に則り︑中国の将来は対日連繋にありとする注氏の信念

重慶を離脱し近衛声明を信じて南京に国民政府を樹立したのも大

ものであった︒

圧兆銘氏の命とりとなった狙撃事件も圧の対日連繋策を非難した

ち︑甚だ力に満ちていた﹂と報道している︒

その藻とした声は満堂を圧した︒中国紙は﹁語気釘を斬り︑鉄を戯

盟会に入り︑清朝打倒を志して︑ときの摂政醇親王暗殺を企てて失
革命後は蒋介石と共に中華民国政府の二本の柱として重きなした︒
後に反共和平建国をスローガンとして蒋介石と離れ南京に国民政府
を樹立した︒

注兆銘が漢好と評される所以は︑蒋介石と挟を別かって反共和平
八月号︵第八七五号︶に渡辺正勇先

︵対日︶政権をつくったと言うこの一点にある︒

﹁弘道﹂誌の昭和五三年七
られる︒

生が︑訪台記を書かれ︑その末尾に孫文の遺嘱︵遺言︶を掲げて居
孫文は中国革命の父︑国父と云われ︑蒋介石︑毛沢東も共に孫文
有名な﹁革命尚未だ成功せず﹂云々の遺嘱をその枕頭に於て涙な

を敬仰すること深いものがあった︒

がらに書きとったのは蒋介石︑毛沢東ではなく︑実に注兆銘その人

中国革命は孫文に始まり︑圧兆銘はその孫文に形影相ともない︑

であった︒

従って孫文の大亜細亜主義は圧の対日連繋政策の基本を為すもの

その第一の高弟であった︒

であった︒このことについては昭和二十一年四月十五日︑江蘇高等

昭和二十年八月十五日︒私は終戦の大詔を中国南京の軍事顧問部

白鉄の漢好

私は軍事顧問部の正門を出てゆく一人の中国人の後ろ姿を見た︒

その日から二日後であったかと思う︒

で拝した︒ラジオの音はとぎれとぎれで聞きとり難かった︒

法院の漢好裁判に於て注氏の妻であり同時に中国革命の女老闘士で
検事﹁被告並びに被告の夫圧兆銘は英米と連繋せずして日本と連

あった陳壁君女史が検事の尋問に左の如く答えている︒

繋すべしと主張するのか﹂

﹃ 一

ワ﹈

︑１ノ
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私が最後にその後ろ姿を見た八月十七日の真昼︒あとで判ったの

だが︑このとき陳群が軍事顧問部嘱託の岡田清氏に青酸加里の入手

﹁陳さん﹂

一瞬︑私はその後ろ姿に声をかけようと思ったが︑思い止った︒

を依頼しに来たのであった︒

二階からぬっと顔を出したのは陳群その人であった︒ズボンにラ

岡田氏は青くなって陳群宅にかけつけた︒

﹁今︑薬を呑んだ︑左様なら元気で﹂

翌十八日夜︑岡田清氏宛に電話があった︒

陳さんは青灰色の中国服をまとい黒い布製の靴をはいていた︒紗
かうす絹の中国服のすそが折からの微風に足元でひらひらと舞った︒
短躯︑猪首︑坊主頭︒それでいてその歩き方にはどこか瓢をたる
赫々と照りつける真昼の太陽の下︑右手にかざした扇子の白さが

趣きがあった︒

目に残っている︒

八月十八日夜半︑陳群は南京枯嶺路の自宅二階で従容として死に

南京の梅宮歯科を通じて秘かに青酸加里が手渡された︒

﹁ありや駄目だ︑飲んだがちっとも効かぬ︒本物を都合してくれ﹂

ンーラグシャツ︒いつに変らぬ悠然たる態度で

陳さんとは︑時の南京国民政府考試院長陳群氏である︒

これが陳さんを見た最後であった︒

陳群は福建に生れ︑長じて日本の明治大学及び東洋大学に学んだ︒
帰国後︑孫文の革命運動に身を投じた︒

﹁我︑国父孫文の大亜細亜主義を奉じて日華合作に挺身せるも東

ついた︒遺書が机上に置かれていた︒

の時を得ざりしのみ︒我︑政敵蒋介石の裁きを受くるに忍びず︑自

亜の共栄遂に実らず︑終世の恨事なり︒これ主義の誤りに非ず︑天

この孫文の下で広東で警察学校長に任じた︒当時︑同じく日本の
官学校︶に任ぜられた︒

から地下に赴き国父孫文先生の批判を仰がんとす︒共産主義は東亜

陸軍士官学校を卒業して州国した蒋介石は軍官学校長︵所謂黄浦軍
陳群は日本式の教育を行い︑蒋介石はソ連式教育を採用した︒

の天地に絶対に容る可からず﹂

た︒

の風習に反するも︑日本式火葬とすべし﹂との家族宛の遺書があっ

更らに﹁蔵書は全べて南京︑上海市政府に寄贈せよ︒遺体は中国

この当時から陳と蒋は同格のライバルであった︒陳群は後に中華
民国国民政府内政部長の要職に進んだ︒然し武力を握った蒋介石が
国民政府の主導権を握るや︑直ちに辞して野に下った︒

八月二十日︑南京中央路大中噴儀館で盛大な葬儀が行われた︒

日中事変起るや対日和平を志して維新政府を樹立したが注兆銘の

蒋介石政権支配下の中国各紙はその遺書全文を掲載し︑﹁鉄の漢

する暗食裡の称賛と敬意の表現である︒︵柳友旅行社長︶

﹁鉄の漢好﹂とは︑政治家の節操を死を以って全うした陳群に対

好陳群﹂と評した︒

南京政府成るや維新政府を解消してこれに合流し︑内政部長︑江蘇
陳群は私我を以て上海に中学をつくって日本式の教育を行った︒

省長︑考試院長を歴任した︒

及びその中の十二万冊は日本関係の本であった︒

彼は﹁本気違い﹂と言われる程の蔵書家でその蔵書数は七十万冊に
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石原秀太

人は生れ育ち遂には死ぬ︒病気にもなれば︑危禍に遇うこともあ

が生ずる︒

ＴＩＩ

道徳と宗教
社会が余り物質文明の発展のみに偏り︑精神方面の教育修養の面

る︒愛する者との死別もあり︑生別もあり得る︒天災地変に遇うこ

がオロソカになると︑人間が円満に出来上ることが出来ないので︑
人も不幸であり︑社会も平和な住みよい社会にはならない︒道徳は

の災厄自ら招いて困惑︑夫れ等の苦悩を超克し︑生死を離脱する境

とも稀ではない︒人間の力ではどうにもならない場面がある︒不測

﹁分け登る麓の道は異なれど同じ高嶺の月を見るかな﹂である︒

結局行きつく先は一つである︒畢境魂の救に帰する︒

宗教に自力︑他力︑一神教︑汎神教︑大乗小乗等の区別があるが︑

そこに宗教の世界がある︒

来る︒

涯に達することが出来ればこの苦の世界を楽の花園と化すことが出

社会生活をする上のルールである︒信義︑礼節︑誠実︑友愛︑親切
互に助け合う精神︑親切にし合う心が欠けると世の中は味けないも

等等の道義がよく行われないと人と人との間に信頼がなくなる︒お
のになってしまう︒

社会生活が心地よく円滑に行われるためには道義がよく行われる
ことの大切なことは言うまでもない︒道徳は実践が伴って始めて価

他力宗では決着なものを把握することを入信といい︑自力宗では

値があるので︑実践の伴わない道徳は何の役にも立たない︒論語を
全部暗諭したとて道徳の実行がなかったならば実際面に何等の効果

自力で悟得したと言っても尚如来の存在を認め︑生命力或は哲学

悟入という︒

もないものである︒人間の世界では国家でも個人でも長い眼で見れ
ば︑結局正義が栄えて悪が亡びることは明白な事実で︑歴史の証明

でいう実在を認めない訳には行かぬ︒宗教の本質は他力にあるので

する処である︒宗教の本質は人心の救済にある︒人類の歴史は生れ
苦しみ死ぬことであると誰やらが言ったが人生には左様な面もある︒

言うものに非ず︑汝の内にありとキリストは言う︒衆生本来仏なり

宗教は結局心の問題である︒天国はここにあり︑あそこにありと

はあるまいか︒

ると言った︒人は生れようと思って生れて来たものではない︒運命

心次第である︒

と釈迦は教えておる︒人を極楽の境地に置くも地獄の境地に置くも

るのである︒ハイデッカーは人間はこの世に投げこまれた存在であ

然し苦しみと同時にこれを脱がれる道をも神は同時に与えて居られ

はならない︒そこに希望があり︑努力が生れ︑正義が行われ︑信仰

一

I

を背負った存在である︒然し運命を作る存在でもあることを忘れて
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古歌に﹁心こそ心惑わす心なれ心に心心許すな﹂と教えているが
心こそ摩詞不可思議な存在である︒木の真直な枝の影が池に映る︒
池の水面はいつも小波が立っているので︑枝の影が曲ったり︑ちぎ

五眼のどれが開いているかによって其の人の人生の処し方が違って

稀に慧眼法眼を開いていても五眼を悉く門いている人は極めて少い︒

澄み渡った秋空に赤い柿の実がみのっている︒肉眼︵常識的認識

くる︒一例をあげてみる︒

力︶でこの柿を見る人は﹁お上大きなよい柿だ︒食べたいなあ︑何

れたり︑ゆらゆらして見える︒然し水面が明鏡止水と言った様な平
静な水面であれば枝の影は正しく真直に映る︒人の心も色々な問題

とかして取りたいものだ﹂という欲望が起る︒

慧眼︵哲学的認識力︶で見る人は﹁お些赤い柿だ︒美しい桑のりだ︒

のことを見詰めて法則を見出し︑応用科学への示唆を受けたりする︒

彩は秋でなくては出るものでない︒色と光の配合︑調和等等と様倉

天眼︵科学的認識力︶で見る人は﹁お上立派な柿だ︒こういう色

に出会い心が平静を欠くが故に物が正しく見えないものである︒凡
てか様な錯覚をとり除くために大般若経に五眼と言うことが説かれ
ている︒眼には物が映るものだから︑眼の字を使って心の動きを分
析しているが︑心の鏡は物の形や色だけを写しとるのではなく︑声
も映せば香も映し︑触覚も映せば︑理知も情意も映す︒何もかも映

なる存在としてみのりを現わし得ない道理かない︒私の存在を︑存

柿の小枝にこうした偉大なみのりがあるのに︑人間である私が偉大

在意義をという様に自己の究明へ︑自己の宇宙的把握へと精進する

すのでややもすればごちゃごちゃになって何が何だか分らなくなり︑
る︒そういうことのない様との配慮から大般若経の中に五眼に分け

派な赤い実だ︒何という階調かと︑或は歌い︑或は画き︑其の階調︑

機縁を見出す法眼︵芸術的道義的直観力︶で見る人は﹁お上何と立

粗末なものがのさばって尊いものが現われないでいる様なこともあ

の法理や法則を映す鏡と︑芸術や道義を映す鏡と︑天地宇宙の不可

て心の働が説かれている︒欲望にからんだものだけを映す鏡と︑物

いたします︒人間の如何なる研究︑技術を以てしてもこの様な柿の

実となり︑かくの如き立派な柿になるとは何たる不可思議かと驚嘆

陽からは熱と光をとり入れ︑空中の養分をとり︑それが花となり︑

な実がなるとは︑何という不可思議だ︒地から吸いあげた養分︑太

仏眼︵宗教的直観力︶で見る人は﹁お異美しい赤い大きな実だ︒

い︑親しみ合い︑慈しゑ合う境地を現成せしめる︒

しい音曲が声なくして奏でられ︑自も他も律動の中に漂って和み合

何という不可思議か︒枝も幹も黒ずんでいて堅いのに︑枝にも幹に

との連想において世の中の調和︑情緒︑友愛等に思を走せそこに美

肉脹Ｉ常識的認識力ｌ実利の追求
天眼ｌ科学的認識力Ｉ物像の究明
慧眼ｌ哲学的認識力ｌ向己の究関
法眼ｌ芸術的道義的直感力ｌ礼楽の体認

も水々しさもなければ赤い光も色もないのに︑こうした赤い軟らか

思議力を映す鏡とである︒

仏眼Ｉ宗教的直観力ｌ救済の体認
人間はこの五眼を見開かねば本当の人間らしい尊い意義深い幸福
てそれでいい気になっている︒世の中からあの人は眼のあいた人だ

な生活は営まれない︒世の多くの人為は五眼の中の肉眼だけを附い
といわれる人でも︑肉眼の外僅かに天眼を開いている位に過ぎぬ︒
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皮の一片だに作り得ないのに︑何百何千という柿をこの木につける
なものである︒

鳥獣でも︑人間でも︑皆悉く不可思議ならざるものはないのである︒

仏眼を開くと柿の実に驚くだけではない︒天地宇宙にある草木︑

ことそれは謂わぱ摩詞不可思議そのものからの﹁委託事項﹂である︒

究めを持っている︒人間が自分の力で自分の意識でなし得る範囲の

でなし︑自分の意識でなし得る範囲というものについて明確なる見

仏眼で物を見る優れた人は︑人間が日々の生活において自分の力

草も木も自ら生え自ら育つ︒虫でも烏でも︑獣でも人間でも自ら生

を思い何を言い何を行うにもそれが悉く摩詞不可思議からの委託で

仏眼の開いている人はそれを承知している︒日灸の生活において何

とは︑とその不可思議力に驚嘆し感謝に打たれてうっとりする︒

れ︑育つ我々の身や心のどこを捕えても不可思議そのものでないと

議に対し感謝を捧げずにはいられない︒委託を十全に営もうとすれ

あり︑摩詞不可思議の力の発動であることを深く観じ︑摩詞不可思

人間の身なり心なりに故障が起り苦しいのは不可思議力の働きに

の摩詞不可思議の体認が悟入であり︑入信であり︑絶対信仰である︒

ばするほど摩詞不可思議な力を祈らずにはいられないのであり︑こ

かない︒

ころはない︒仏眼を見開かない人は︑この不可思議力に全く気が付

背いているからであるがそれに気つかず︑苦しい故障が解消すると︑

父即ち神であり︑釈迦が悟得し体認した如来である︒哲学ではこれ

この摩詞不可思議こそがキリストが天啓によって直感体得した天の

あ上よかったと喜びはするが︑其喜ばしいことになったのは不可思
身や心に故障が起れば申し訳なく思い餓悔し︑不可思議力そのもの

を実在という︒無限の過去より永劫の未来に亘って存在し︑絶対不

議力の働きによることには気がつかない︒仏眼を見開いている人は
に帰依する浄信を深め故障が解消すれば限りない感謝を捧げる︒

の達によって︑キリスト教が生れ仏教が起ったのである︒其キリス

って神仏を体認した其経路の相違︑神又は仏縁によって体験した機

ト教又は仏教の中に更に高僧聖師の入信悟道の経路の相違によって

変であり︑不生不滅である︒宗教的天才がインスピレーションによ

ことでも︑寝ることでも皆悉く自分自身でやっているのだと思って

種為の宗派教派が出来たのである︒従って法の説き方教理の相違が

仏眼を開いてない人は日々の生活の何から何までが自分自身の力

いるが︑これが怖るべき大間違いである︒人は食物を食べるが咽喉

で処理されているのだと思っている︒身近い例を挙げるなら︑食う

を通る迄は意識して食べているが︑咽喉を通ってしまえばあとはど

生ずる訳である︒入信悟道は其人限りのものであり︑他人の容かい

キリスト教は神と人との間にキリストが存在し︑そのとりなしに

畠ノＯ

が︑仏教は汎神教であると一般に言われるが之は少しく違う様に思

ことの出来ない底のものである︒キリスト教や回教は一神教である

窺知を許さないものである︒如何なる力を以てしても之を奪い去る

うなるか知らない︒

しかし胃や腸で消化され吸収されて人体の栄養となっている︒人
が寝るとき床の上にあがり横になるまでは意識してやっているが︑
一たん眠りにつけばあとは何も知らない︒しかし呼吸もするし脈も
に営まれている部分は意識して行われている部分よりはるかに大き

打っている︒休息も行われ︑生長も営まれている︒この無意識の中

ＴＩ上
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よってキリストを信ずる者は神の救に入ることが出来ると説くもの
である︒

人間は原罪を背負っているがキリストを信じ洗礼を受けることに
よりキリストの十字架のあがないの血に清められて神の救に入ると
いう信仰に立つものである︒

仏教の他力宗︑浄士真宗等は阿弥陀如来の六悲大願によって如来
を信仰すれば罪の身其侭で救われるという有難い救である︒
日本に行われる宗教は全部大乗教に属するものである︒

人間はなまの身であり︑生きて行くためには衣食住の必要があり︑
其資を得るためには働かねばならないことはいうまでもないｏ釈迦
は言われた︑資生産業仏法にたがわずと︒神からの借物であるこの
身体が十分に保持される様に衣食住する必要があるから︑各灸置か
れた持場立場で生産に︑分配に或は公職に︑聖職にそれぞれ怠たら
ず働かねばならぬが︑人生に最も肝要なる根本的なもの︑宗教に基
く不動の信念を把握して惑わず︑迷わず︑憂えず︑自分も救われ︑
人も救う大乗的精神で人の為︑世の為︑生命のあらん限り働いて行
くのが人間の本当の生き方ではないかと思う︒
︵元関東銀行頭取︶

大臣の徳操

西村茂樹

凡そ国の大臣たる者は︑第一に公私の別を明かにし︑何事も

公正の心を以て事を処し︑竜も私利を謀るの念あるべからず︑

日夜心を砕きて︑他事を顧ゑるの暇あるべからず︑即ち我全身

本邦の国体にて言は堂︑大臣たる者は︑皇室と本国との為めに

を挙げて︑国家に端さ堂るべからず︑又其身を検束して放蕩箸

修の行あるべからず︑常に礼節を守り部劣の挙動あるべから

ず︑其交はる所を恨み︑姦商淵賢の類を近づくべからず︑勤労

倹節にして官民の模範と為らざるべからず︑清廉潔白︑以て官

び︑己が親戚朋友又は私党を採用すべからず︑己が喜怒愛憎を

簡の風紀を正くすべし︑人を用ふるに専ら其器に当れる者を選

人を進退すべからず︑皇も禄を負ぼり︑位を固うし︑其官禄に

恋々たるの醜態あるべからず︑此の如き者を大臣の徳望ある人

の胆略なかるくからず︑事変に応ずるの機敏なかるくからず︑

と云ふくし︑此徳望あるが上に︑更に大事に臨みて動揺せざる

時勢を察するの智見なかるくからず︑国民を鎮圧するの度量な

へたる人と云ふくし︑此の如き人を得るときは︑国家安全にし

かるべからず︑前者と後者とを合せて︑初めて大臣の徳器を具

て国力強盛なり︑他国に対して国威を奮揚することを得くし︑

本邦四千万人の中︑否︑政治界に在るの人にして︑決して此の

る人は︑余必ず其有ることを信ずるなり︒

如き者なしと云ふくからず︑仮令十分ならざるも︑是に近似せ
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︹講演︺

日本の再

新しい日本文明とその理解
そのあとが﹁富国強兵﹂の明治になる︒

いふ仲介物があったからよかったの看ず︒

ションは全然成り立たない筈です︒漢字と

木内信

仏教が入ってきたときも︑仏教は漢字だ

︵一二︶

から国民のものになった︒フランスやドイ

異種文化を徹底的に取り入れて︑全国民の

なことを︑日本人がやったと申しましたが︑

ものにした民族が︑世界にまたとあるかど

先き程︑明治時代に昔の支那人と同じやう

でゐる︒日本人は︑漢訳されたものを学ん

うか︒それを日本人は︑この島の中で︑快

ツには昔から︑偉い仏教学者が多勢ゐるが︑

でゐる︒だから︑日本的な仏教は︑国民的

く︑ゆっくりとやった︒ゆっくりやったか

この連中は︑サンスクリットの原典を学ん

なものになったのですが︑いくら偉い学者

西域の人がやったと同じやうなことを︑日

が多勢ゐてもサンスクリットでやってゐた

本人はヨーロッ︒︿の学問について行った︒

るのです︒

私はモン・ヘルランの論文章でかういった︒

い日本文明を作ったところにヨーロッパが

固有の日本文化が︑仏教によって代表され

入ってきて︑日本人はまたそれを完全に

も支那文明の理解においても︑ほかの国の

に偶然があるのかないのかといふことは︑

消化した︒この状態即ち世界の三大文明を

シナ文明とを取入れ︑揮然一体化した新し

非常におもしろい問題ですが︑何にしても

凡て取入れて統合したいまの日本人の持つ

るインド文明と︑儒教によって代表される

サンスクリットの仏教と大和言葉が鉢合せ

民族がなし得なかったことを︵偶然かもし

したところを考へて下さい︒コミュニヶー

れませんが︶為し遂げてゐるんです︒歴史

るから︑日本はインド文明の理解において

︑︑︑

このやうな不思議な廻り合せになってゐ

漢字の造語能力を利用して︑彼らの学問︑

そのときに何が起ったかといふと︑明治の

̲

ら津然として統合され東西は一体化してゐ

十四︑五年の頃ださうですが︑昔支那人や

胤

のでは︑一般の国民には何にもわからない︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

沢山つくった︒法律︑経済︑自然科学︑医
学︑何についても必要な言葉をつくった︒

それが漢字だから見ただけで大体の意味は
わかる︒ちょうどそのころ︑日本は﹁義務
教育﹂が発達したから︑全国民が或る程度
字は読めるようになった︒そこに西欧文明
は漢字で表現されたから︑一挙にして全国

に類例なしと私は思ひます︒

民が理解する︒かういふことは歴史上︑他
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価

彼らの文明を表現するのに必要な日本語を︑

評

った解説です︒

ふ結果も出てくるのである︒これが私が行

ことになってゐるから︑生産性は七倍とい

して日本は︑科学技術の能率だけを受ける

抑へになってゐるからである︒その結果と

をしないのは︑この﹁新しい日本文明﹂が

は日本にもあるけれども︑それがひどい害

けるべきものである︒西欧諸国と同じ悩桑

てゐる文明は︑﹁新しい日本文明﹂と名づ

の﹁日本の再評価﹂は︑大体このやうなも

非常によかったと思ってゐるのですが︑私

ランの﹁香港総会﹂で行ったことを︑私は

ルの最も高い人達が参加してゐるモン・ヘル

やってゐるといふ宣言を︑多数の知的レベ

建設する仕事を︑すでに二つの雑誌の場で

ある経済学に対して︑病気でない経済学を

病気だと言ってゐるのですが︑その病気で

タートしてゐる︒私は﹁現代の経済学﹂は

といふ二つの雑誌を使ひ︑この九月からス

明です︒遠いギリシャではどうであったか︑

ち自然界といふものを征服的に研究した文

文明﹂はギリシャ系統の文明で︑外界︑即

といいますと︑少くともいまの﹁科学技術

ではヨーロッ・︿文明とはどういふものか

おもしろい︒

それが日本に一緒に入ってきたことは実に

かない︒両者は全く違ふタイプの文明です︒

とになってきますから︑印度人は歴史を書

はただ心の中にある︑心外無一物といふこ

私のこの論文の終りは︑新しい日本文明
はすでにある︑しかし日本人はまだそれに

くルネッサンス以後のヨーロッパではハッ

私には明確な観念はありませんが︑とにか

キリさうなるのです︒ヨーロッパはお互に

の方向に発達した︒

戦争ばかりしてゐましたが︑だから一層そ

論文の中で︑印度文明とは何か︑支那文

ういふものであったか︒私はそれを勇敢に

さて日本文明です︒日本固有の文明はど

日本の文明とその特色

た一語で表現してゐます︒印度文明とは︑

明とは何か︑といふことを︑それぞれたっ

事を余り詮索しない︒分析も余りやらない︒

ものをその美において感得することを︑最

言葉にすることを好まない︑ただあらゆる
を重んずる文明︑印度文明は︑人間社会の

のが私の言葉でした︒神ながら言挙げせず︑

後の願ひとしてゐるやうな文明だ″といふ

た文明です︒ですから支那文明は最も歴史
葛藤などいふものは凡ては空だ︑真の存在

とは︑人間社会の動きに絶大な興味を持っ

人間の心を研究対象にした文明︑支那文明

も二行半ぐらゐで説明した︒日本人は〃物

批評を承りたいのです︒

言ってゐることを申し上げて︑皆さんの御

せていただきたい︒それは私の論文の中に

時間が参りましたが︑もう一言だけ申さ

印度・中国・西洋の三文明

のです︒

気がついてゐない︒それを日本人に自覚し
てもらふことに私はいま瀧身の力を注いで
ゐる︒事実私はこの席でもやってゐるわけ
ですが︑これは︑すでにあるものを知って
のとは違って︑実にやさしい︒ほっといた

貰ふだけなのだから︑新しいものをつくる
ってできるでせう︒いはんや努力をするに
おいておやである︒まづ二年でできると思
︑︑︑︑︑

ふ︒その後の日本人を︑どうぞ本物の日本
︑︑︑︑︑

ゐるのが私の論文でありました︒

人と思って戴きたい︑とこのやうに書いて

もう一つ私は︑日本独特の文明に立脚し
た﹁新しい経済学﹂を作る仕事をしてゐる︒
そのためには﹃世界経済﹄と﹃経済論頃﹄
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理屈は後からつけるものだといふことを︑

の後で︑私はハイエク先生と一緒に韓国へ

から︑といふことでした︒そのとき先生は︑

うぞさうしてくれ︑説明がないとわからぬ

もりだ︑と私が言ったら︑ハイエクは︑ど

ふものは︑自分には依然としてミステリー

日本人のコミュニケーションのやり方とい

ろな勉強をして︑あとアメリカへ帰るとき︑

十月十日頃の話ですが︑ちょっとホテルへ

行って︑それから彼は京都へ行っていろい

来てくれといふから行ったんです︒あなた

天性自然に心得てゐると言ってもいいかと
かり言ふから晴一嘩になる︒あまり言葉には

思ふのですが︑西欧文明の人達は︑理屈ば
しない︑といふことは非常にいいことのや

です︒奈良で刀鍛治が刀を打つところなど

も見てゐる︒トインビーは北野神社で膜を

だ︑と言った︒彼は日本に九回来てゐるの

やったさうですね︒とにかくいろんなこと

の論文は︑自分にはよくはわからないけれ

これは私にとっては最大の賛辞です︒私が

手近に置き︑ときどき見て考へると言ふ︒

るのですが︑いまでもどうして日本人は相

をやって︑一生懸命日本を知らうとしてゐ

ども︑とにかくほかの論文と切り離して︑

いふ見方もありますから︑言葉にしなけれ

新しい経済学をつくることに︑彼は何らの

にしなければ人間の観念は成り立たないと
ばだめだと言へないこともないやうですが︑

疑問も感じないらしい︒それで︑いつ英語

うに思ふ︒しかし初めに言葉ありで︑言葉

らない︒そして︑あらゆるものをその美し

とにかく日本人は言葉にすることを余りや

この一語が非常に尊いのです︒コミュニ

互に︑簡単にものがわかっていくのか︑自

私は︑いままで書いたものを英語にした

ケーションの方法が連ふといふことは︑物

にしてくれるのか︑早くそれを英語にして

ことが余りない︒モンペルランでやむを得

さにおいて感得することを終局の願ひとし
明を持った︒それが古事記・万葉時代の日

ず英語論文を何回か出したほかは︑﹃フォ

メソッドが違ふ︒このごろは自然科学の方

の捉らへ方が違ふといふことです︒理解の

もりです︒イングリッシュ・トランスレー

なかった︒しかし今度のに限って︑やるつ

同じに右で受け取る︒人の言葉は左の脳︒

としますと︑外国人は虫の声を普通の音と

さうですが︑普通の音を右の脳で理解する

きになった︒右の脳と左の脳と機能が連ふ

いふ方が︑﹃日本人の脳﹄といふ本をお書

ハイエク先生その他の私の論文に対する

ションじゃなく︑イングリッシュ・ヴァー

でも大分この問題に肉薄してきて︑角田と

のです︒

本文明の私の解釈であって﹁日本語﹂の性

リンァフ︸一アーズ﹂に二度ほど寄稿したこ

分にはまだわからぬ︑ミステリーだと言ふ

質もさうですが︑かういう国民は︑おのれ

となど︑少しはありますが︑それらはすべ

ほしい︑と彼は言ふのです︒

を空しゅうして人のものを受け入れるのに︑

てゐるやうな人間たちが作り出すやうな文

の文明を承んな吸収して︑今日の日本文明

全くすぐれてゐるわけです︒だから︑世界

て端っこのことしか言ってゐないのです︒

リアクションはどうかといいますと︑おま

ジョンです︒英語的に初めから表現してい

本格的なことを英語にすることは考へもし

へさんの言ふことは︑ほんとかもしれない

くのですが︑今度は説明をうんと入れるつ

が作られてきた︒

けれども︑むずかしくてわからぬといふ︒

ところが日本人は︑虫の声を左の脳で受取
それはさうでせう︑説明がないから︒香港
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だから︑日本では会話にもアイ︵私︶と

要するに相手の立場に立って考へることに︑

虫を自分と同類と思ふといふことですね︒

うと︑日本語で育つとさうなるさうです︒

がまたおもしろいんですが︑何国人であら

常にいいポイントだと思ふ︒ところがこれ

るさうです︒虫に人格を認める︒これは非

例の玉虫色で解決する︒まるで意図的に罪

な悪性のストをやっても︑罪人は出さない︒

ですから︑日本の社会では︑国鉄がどん

自分を状況の中に置いてゐるからでせう︒

日本人の頭にはめったに出て来ない︒始終

ノーズ〃と言ふ︒とにかく主語といふのは︑

〃アン・エレファント・ハズ・ア・ロング・

〃象の鼻は長い〃と言ふとき︑英語なら

ふ人もあります︒西欧人の言ふ主語はない︒

︵世界経済調査会理事長︶

もこれでお話をやめます︒︵拍手︶︵了︶

ちょっと時間をオーバーしましたけれど

際は非常に結構なのだ︑と︑なるわけです︒

れは︑彼らから見れば奇妙だけれども︑実

奇妙な文明のもとに生きてゐる︒しかしこ

にしても︑日本人は彼らには想像できない

しても︑殺し合ひはめったにない︒いづれ

殆ど残らない︒川本では︑どんな変革に際

から日本社会では︑〃恨象″といふものが

たが︑あれは日本人の上手なところで︑だ

日本人は妙を得てゐるんです︒

︑︑︑︑

ろいろの癖がある︒管理者としての自分の所謂フィリングによる好き︑きらい︑虫が

人間はなくて七癖というように︑各人いジャンをしない︵出来ない︶というような︑

−プ別に大別して︑各人につき︑同一項目

る︒此の場合に︑部下を各々其の職能グル

って各評価要素が軽視され易くなる虞があ

識のうちに︑自己の感情癖が入り易く︑前
︑︑︑︑︑︑
述の後光現象に左右され﹁総評﹂が先にな

要素を単独に採点すると︑往灸にして無意

一般に行われているが︑各人別に︑各評価

︑︑︑︑

実︑協調性︑勤惰︑等を採点するのが普通

いて︑例へぱ︑判断力︑統卒力︑技術︑誠

︑︑

部卜の勤務評仙をする場合に︑各人につ

らせる虞がある︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

いふ言葉はめったに出てこない︒アイで物

人を出さないやうにやってゐるかの如くで

〆
へ
／

︿

︑︑︑︑︑

を考へないで状況で考へるんです︒〃空は

す︒私は玉虫色はよくないと思ってゐまし

／︑／︑くくく／︑く／︑／︑／︑／︑／︑ノ︑／︑／︑／︑／︑ノ︑／︑／︑ノ︑ノ︑／︑／︑く／︑／︑劃

︺
︑

一〃管理者″よもやまばなし

〆

伊達文蔵︵
は最も慎まねばならぬ︒酒を噌まない︵呑

悪い癖を常に反省し︑部下の評価を正しく︑すかん︑というような癖は充分反省されな

の評価要素を一側して評価して︑最後に各

／Ｉ︑

客観的に公平妥当なものにするよう心掛けければならぬ︒これらは︑評価目標︵要

人の評価要素の点数を集計した総評を出し

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑

なければならぬ︒例へぱ︑自己の私的な趣素︶と関係ない事柄で︑心理学でいう後光

︑︑︑︑

味︑噌好を基準にして部下を評価すること現象︵ハロー効果︶で正常な評価判断を誤

１管理者︵監督者︶の部下を見る癖めない︶ゴルフをしない︵出来ない︶↓︑Ｉ

︑ｊノ
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︿

︑

青い〃といふ文章には主語はないのだと言

︶︑
−

−
−

ワム

ＴＬ

︑ノ

ｒ︑

と感謝の念を決して忘れてはならない︒

自分の仕事がなくなりはしないか︑自己の

それは部下が仕事に練達することによって︑

い者︵有言不実行型︶㈲喋ることは割合に

焼舌であるが︑其の割に実行が伴っていな

凡そ人間は︑其の個性によって㈹能弁︑

的な職人気質︵？︶として無意識的に︑自

人を中心とした同似的偏重又は偏軽をなる

部下に対する権威︑優越性が薄れて来はし

ひかえ目であるが︑それ以上に実行を伴っ

ｆ︑

べく防ぐ意味に於て︑評価要素を中心とし

ている者︵不言実行型︶等がある︒之は勿

て見ると︑先に述べた個人別の単独評価と

︐

３実行性を中心として見た管理者

た採点法を並用することが望ましいと思わ

ないか︑自分の地位が浮いて来はしないか︑

論︑一般的な傾向としての両端であるが︑

いうような気風を見ることも稀ではない︒

れる︒更に先入観にとらわれたり︑一︑ンネ

というような島国根性的な考へ方に基く場

分の部下に仕事の要領︑秘決を教えないと

リに陥ることを避けなければならぬ︒即ち

合もあろう︒良い部下を育て︑立派な代行

に能弁焼舌であるが︑それ相当に実行も伴

⑳喋りもしないが︑実行もしない︑㈲大い

比較して︑いささか異った結果が現われる

評価要素は各人の自覚による努力︑修養に

って自分が仕事に追われて忙わしく︑其の

者︑優秀な後継者を養成しないために︑却

場合が少くない︒個人別評価の場合の︑個

よって向上︑変化するもので︑二︑三年前

為に︑よい管理者としての重要な職責を充

ＦＥＡＦ︑等の訓練等が相当に行われたが︑

戦後︑我国に於ても各職場で︑ＴＷＩ︑

秀な管理者に育つように大乗的立場に立っ

派な部下︑秀れた後継者が︑自分以上に優

日⑦己君⑦ａ９号菖一陰．ご︶と言うように︑立

ｏ言︺①園巨百○雷①旦昏閉口邑烏３言⑦茸閏屍○日︲

ならぬ︒︵震言弓意ココの旨昌︒宮胃冨胃雪﹄

派な労作をものすることを期待しなければ

する場合に︑必ず後進者が︑自分以上の立

る︒学者が多年に亘って立派な研究労作を

其の地位によって︑指導力︑統卒力︑判断

思われる︒管現者としての持つべき特性は

管理者︵監督者︶の場合にも当てはまると

此の分類は︑一般的傾向を現わすもので

あろうか︒

いが︑㈲は普通の標準型とでも言うべきで

言うべき型であり︑伽は勿論問題にならな

所謂︑率先垂範型で︑徳を以て導くとでも

に割引きして評価しなければならぬ︒㈲は

タリ︑他人の悪宣伝等を伴い易いので相当

㈹の場合は性交にして︑自己宣伝︑ハッ

古来︑科学的に物事を考へ︑これを科学的

に育てられた部下や後継者自身も︑ｎ分の

て指導︑監督するここが望ましい︒と同時

力︑企画創造力等の広い意味での管理力︑

分に果し得ないようなケースも見受けられ

う︑という型もある︒

の評価や︑前任者の評価は単なる参考であ
るに過ぎず︑常に︑白紙の態度で評価する
ことが必要である︒

に説明し︑教える︑ということに︑比較的

高い理想等の要素があるが︑ここでは﹁実

一度︑格付けされると︑なかなか再評価

馴れていない我々日本人は︑部下に物事を

し︑育ててくれた先輩管理者に対する尊敬

努力によることは勿論であるが自分を指導

ｊ

く

え

２管理者の部下指導に関する心構

されない傾向を注意すべきである︒

に難しいか︑ということを痛感する︒封建

教へること︑部下を指導することが︑如何

︑
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道楽息子に対して︑親が如何に︑口やかま

︑︑

行性﹂という要素を通じて管理者︑監督者

っては問題にならない︒が︑といって親自

しく意見をしても︑親自身が︑不始末であ

忠臣と功臣西村茂樹

身が不言実行型で︑徳を以て導くといって

︑︑︑︑︑

を見ることにする︒⁝⁝︵勿論正しいこと
やかましく言うが︑自分自身は割合にルー

も︑息子にそれを理解して受け入れるだけ

も︑要路に立つ者は常に功名の臣なり︶︑

なり︵其中に忠誠の臣なきに非ざれど

︑︑︑︑

の実行性︶⁝⁝管理者として部下に厳しく
ズで実行していない帥型の場合に其の管理

のモラルが︑養成されていなければ︑〃彼

凡そ人臣には忠誠の臣あり︑功名の臣
あり︑功名の臣に望むに忠誠の事を以て
すべからず︑維新の功臣は大抵功名の臣

者の地位が高い程︑その部下全体に及ぼす

果がないと思われる︒とは言うものの︑矢

岸すぎての麦の肥″ではないが︑割合に効

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

な集団の性格︵気風社風︶を形成する︒

張り︑根本的には親自身が︑身を治めるこ

い場合に︑〃水は低きに流れる〃︑とか︑

って低いモラルの雰囲気に育った部下が多

も︑わかっている︒よけいなことは言わな

逆効果を招くことになり︑〃言われたくて

に︑あまり口やかましくいうことは却って

る必要がある︒モラルの向上している息子

うして下に臨まざる時は︑百官庶僚多く
は道徳を以て無川なりとし︑是に由り色
欲の為めに家庭の治まらざる者あり︑賄
賂の為めに其名を汚す者あり︵此二者尤
も多し︶︑或は法律を欺きて私に商業を

を各めず︑然れども上之所ン好︑下必有下
甚二於駕一者必荷くも在上の人︑其身を正

是等の人は固より風教徳化などと云ふこ
とは革も之を知らず︑唯国政は智術のみ
を以て十分に之を為し得くしと思へるが
如し︑其人本より維新の功労もあること
なれば︑其素行修まらざるも世人強て之

影響が大きい︒管理者自身のモラルが大き
何の場合の卒先垂範︑徳を以て導くとい

のモラルの向上を計るべく︑絶えず努力す

とが先決であることには変りがなく︑息子

〃悪貨が良貨を駆逐する〃︑という﹁グレ

︑︑

う行き方は結構であるが︑此の場合に部下

ッシャムの法則﹂が現われる︒要は︑管理

いでくれ川と反発を受ける場合が多い︒む

︑︑︑︑︑︑

全体のモラルが問題となる︒永い期間に亘

者︑監督者が如何にして全休のモラルを向

り︵其実は遊戯のみに止まらず︶︑患し得

す︶︑或は博突に類する遊戯を為す者あ

為す者あり︵殊に投機の商業を多しと
︵口型︶一層望ましいと思われる︒

しろ︑控え目にして︑徳を以て導く方が
︵元︑三機工業株式会社経理部長監査役︶

上せしめるかということに無限の努力をす
ることである︒㈲の所調︑標準型︵部下に

る者あればなり︒

患レ失が為めに脅肩諮笑︑其醜態を極む
る者あり︑官人道徳の衰額︑実に言ふに
忍びざる者あり︑此の如きは︑国民の志
気を腐敗し︑社会の風俗を悪くし︑党に
国脈の短縮を促がす者なり︑是独り百官
庶僚の罪のみに非ず︑実に其本源の濁れ

やかましく︑又自分にもきびしく︶から終
局に於て︑全体のモラルの向上と相侯って︑

何の不言実行型︑徳を以て導く型に移行す
例として或は︑適切ではないかとも思わ

るのが理想ではないかと思う︒

れるが︑〃彼岸すぎての麦の肥〃︑〃二十歳

過ぎての子に意見″ではないが︑悪質なる
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︶

﹀

一

︹異色人物紬評謹︺

のＫさんも︑作家のＴさん︑編集長の

あろうか︒そうではあるまい︒評論家

見えるのは︑酒が這入っていたからで

ｌなぜ旗本泥棒になったのかＩ

藤幸威
ＩＪ遠Ｉ

青木弥太郎

う

十何年か前︑ある本の座談会で王子

Ｓさんも︑後で皆そう言っていたから︑

っている筈ですから訊いて参りましょ

﹁妾はよく存じませんけど︑主人は知

若く見える美人だったに違いない︒

﹁おか承さん貴女︑ここに八えび屋Ｖ

う︒お急ぎでございますか﹂

ありません︒この間︑別の用で寛永寺

﹁いえ︑いえ︒別に急いでいる訳じゃ

私は︑ご愛想に席にいた一人一人に

へ講演に参りました時︑徳川慶喜公の

まわ

い金一

ご墓所前にある浄名院の方丈さんが

いたところで訊いた︒

ご一緒した時︑あの男調べてごらんっ

あるから見に行くかいＶっていうんで︑

郎が奉納した大刀が︑上野の東照宮に

八そう︑そう︑君から聴いた青木弥太

酒を つ い で 鯉 っ て い ゑ ｌ と い っ て

か﹂

っていう料理屋があったの知りません

も﹁オカミ﹂らしいので︑

その時︑挨拶に出て来た女性がどう

の料理屋．届屋﹂に上ったことがある︒

ぐ

》

−

ご
一

さが

先ず若い方の女性の口から出たのは︑

おなかの中まで判りますの﹂

と話してますとこの人︑どんな方か︑

﹁あたし︑二︑三分トノ方︵男性︶

過ぎの独身女性である︒

家に来たのは︑八＋近い母親と三十

女房だと言う︒

川越から電話があった︒﹁えび屋﹂の

それから半月ばかりたった或る日︑

の関係は分らなかった︒

という話だったけれど肝心の弥太郎と

かんじん

だったかを切めて日本に輸入した人だ︑

メリカから野球の道具だったか︑野球

んでいて︑早稲田︵早大︶にいた時ア

扇屋をやっていた方は今︑川越に住

あった︒

現われたのは座談会が終了してからで

おか承に替ってご主人の早船さんが

ちょっとお待ちを﹂

ましたら︑青木弥太さんのことですか︒

﹁まあ︑八えび屋Ｖをお捜しかと思い

から﹂

て︑永田詔道師に言われているものだ

山

も五人であったがｌ猿神が一気息つ
四十に近い歳のように思ったが︑ど
うして︑どうして小紋の着物を着た姿
は︑三十をちょっと越えた︹年増︺に
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I

一 〜
〜
÷
一

一一
一
一

.
−

一

の大河内菊雄さん︵智恵伊豆の子

石︶や河内桃子︵女優︶のお兄さん

目相続は出来ない︒幕府へは十七歳と

目を相続したが︑正式には三歳では跡

︵一年半︶亡くなり︑三歳の時父の跡

この言葉であった︒

ぼくは茶を飲象かけて︑その姿勢の

孫︶と似ていて︑政治家めいたとこ
︑︑

ままかの女の顔を見た︒きっと︑莫迦

ないので︑父に聴いた話︑母におさ

あろう︒江戸時代︑それも武家が離婚

郎の鉢内にも父の血が流れていたので

る︒つまり︑現在流に考えれば︑弥太

母は弥太郎が二歳の時︑別居してい

インチキ届をしたらしい︒

のようにアングリロをあけたままだっ

メモの用意出来てますか︒

わった話の中からお話します︒

︑︑︑

﹁あなた泥棒つかまえたことございま

たかも知れない︒

﹁はい﹂

するというのは︑余程のことがなけれ

そうじゃ︑なにからいきましょう

ばしない︒出世に関係するばかりでな

﹁いや﹂

す？﹂

か？．

青木弥太郎は文政十二年︵一八二

め祖母に育てられた︒そして幕府の方

﹁それじゃ青木弥太郎書けませんわ﹂
Ｊ

く︑うっかりすると家がつぶれるから
九︶二月五日︑小石川三百坂の生れで

一一

﹁冨子Ｉ失礼ですよ﹂

く

こういう方に幕末動乱期の旗本の︹生

である︒弥太郎自身は両親がいないた

﹁いいえ︑わたしには判ってるんです︒

きザ己など︑判る筈がありませんも

．というろげ︑

へは叔父の旗本松本利右術門が後見人

この叔父が悪人であった︒弥太郎宛

として登録された︒

の官金七百両を使い込んだという︒そ

三百坂は現在の文京区小石川三丁目

ある︒

と四丁目の境︑東京学芸大学付属小学

の結果︑弥太郎は一聯三百坂でかまえ

ぼくは悟然としながら次の言葉を待

の︒

校の東わきを北へ光円寺の方へ下る坂

ている訳にいかなくなり︑叔父の家に

った︒

坂︶とも言ったらしい︒

で︑江戸時代︑三貌坂︵さんみやく

引き取られた︒その後︑利右衛門は︑

お莫迦さんだと拝察しましたが︑そ

昔はあの辺は樹が多く︑昼でも暗か

ｌ髪︑あなた拝見して失礼だけど︑
れなりに人の好さがある︒そう言う

と︑女の方より録高に似合った金を送

も許婚を持たせた︒当時︑許婚になる

いいなづけ

若年と言うより幼年の弥太郎に︑何度
丁度︑弥太郎の前半生と似ている︒

った︒

︵当時︶の堀田正久さん︑筑波町長

弥太郎の父は︑弥太郎が生れてすぐ

点は︑貴方のお近かしい︑佐倉市長
の堀田乾次郎さん︵旧旗本四千二百
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ではなかった︒つまり現代流に言えば︑

懐に入れていた︒それも一度や二度

の金を利右衛門は受け取り︑そのまま

らなければならない習慣があった︒そ

の下着でも付けているように︑アリア

郎の拝金思考に替る︑拝名思考が薄物

はない︒こう言う連中の芯底には弥太

を破壊されたのでは︑たまったもので

足で︑人を殺したり︑我々の共有財産

稼業を始め︑文久元年︵一八六一︶十

に︑三十の声を聞く頃より︑押し入り

弥太郎が八正義の味方Ｖを旗じるし

話はそれたが︑弥太郎は二十一の時︑

ふとこ ろ

結婚サギと言うところであろう︒結婚
リと見える︒

衛門は年端もいかぬ弥太郎を利用した︒

勘定出役になり︑十六歳の妻と共に小

一一一

Ｊ

く

ｌ勤み方宜しからず淘場不相応

月九日︑

よる

サギは当人がやるのが常道だが︑利右

年の大泥棒青木弥太郎の巣立ちの芽は︑

勿論︑弥太郎は知らない︒しかし︑後

泥棒が出来ると喜んだに違いない︒小

小普請になったので︑今度は自由に

御役御免

に付き︑

︵人を信じるな︒金だけを信じろ︶

婚になったのも弥太郎十三歳の時であ

賀定右衛門の娘なのだが︑この娘と許

の賄役で︑本所割下水長崎町に住む須

室かない

石川第六天で一家を構えた︒一ッ橋家

という拝金思考は︑幕府保持と撰夷

行動に制約はない︒

普請は無役で登城の義務がなく︑年に

この頃︑弥太郎の子分になった者の

ったという︒娘はセツの子供であった︒

資本主義を否定する︹カクマル派︺

って八知らぬ顔の半兵衛Ｖをきめこん

になった時も叔父は須賀より五十両と

一人に︑江戸時代の有名な料理屋︑小

に結びついて鼠小僧気どりの泥棒が出

の連中などには︑拝金思想はないだろ

だ上︑祖母と弥太郎を割下水の定右衛

梅の長寿庵の息子長次郎がいる︒小倉

合庖一○

うが︑弥太郎の芯底に幕府体制維持と

門宅に放り込んだのだから︑上には上

庵の番頭幸三郎︑小倉庵に下宿︵押し

ほんの少しの金を納めればいいのだか

撰夷という錦の御旗がある︑と思って

があるものである︒結婚した後は︑こ

かけであろう︶していた岡田盟︑小倉

今では考えられない︒この女性と許婚

いたように︑共産主義に取って替れば︑

の屋敷の中に新宅を作って住んでいる︒

庵出入りの八百屋テッポ︑それに浪人

玖

この世の悪はなくなると信じる自己肥

割下水は直参御家人の多くが住んでい

古円主税など大勢いた︒その中に女性

ちかい

大の思考があることは事実であり︑又

た︑下級武士の住居地だから︑敷地も

ちから

危険である︒

広くて百坪ぐらいのものではなかった

来上ったのである︒

この辺にあったのではあるまいか︒

0

﹁必要悪﹂などというアンイな自己満
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か
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大泥棒弥太郎の名が一世ｌとまでは

四年︑弥太郎は伝馬町の牢にいた︒

れから放逐される慶応の末まで︑三︑

集めても二千両とはなかったそうだ︒

いくまいがｌ風塵したのは︑この時の

﹁ご本家さまにあった金は︑どうカキ

︹賑ひ︺である︒この女は︑岡田盟が

それも長年︑若年寄という最高職︵老

拷問に耐えたことである︒

が一人いる︒吉原喜里屋の四ツ目花魁
百五十両で受け出してきた︒当時︑弥

たことで︑智通の大名なら駄目だった

中︶の次席にいた家だから融通がつい

装させて︑蔵前の札差しが集って賭博

弥太郎はこの女を御用達の内儀に扮

︹たつ︺と言った︒

だから︑旗本・御家人は大変だったろ

ている︒大名の九十九％はそんな状態

高に応じた禄券が出てやっと息をつい

長島二万石︶なんぞ︑明治になって石

ろう︒遠い親族にあたる増山家︵伊勢

れると四枚ともたない︒これを弥太郎

を角のトガった三角の木の上で抱かさ

者は︑一貫四百匁︵約六キロ︶程の石

︹石抱き︺という刑があって︑普通の

その一つで︑最大の拷問の一つに

ゆうずう

いたので丁度いい︒︹賑ひ︺の本名は

太郎の妻子は︑知行地にあずけられて

をする同町の待合︹誰が袖︺へ乗り込
さか

ませ︑うしる暗い点を逆手に取り︑千

は七枚抱いた︒九枚抱いたこともある︒

五百石の殿さま徳川義宣侯がもらった

ついでに言うと︑尾張六十一万九千

まで牢にいたのだから︑驚きである︒

牢内の英雄になって︑幕府が瓦解する

つまり白状しなかったため︑一やく

なったが︑それでも吐かない︒く

重さは百二︑三十貫︵約五百キロ︶に

う﹂

と語り残している頃の七万両は大き

二百両の大金を横領した︒

この話は明治時代︑講釈師がよく弁
弥太郎がこんな調子で捕まるまでに

禄券が約六十五万円で幕末に一度破産

﹁ずい分︑ふとっているヂイさんだっ

い︒

盗んだ金は七万両になった︑というか

たそうです﹂

ったため有名になった事件である︒

らすごい︒うっかりすると︑サンシャ

宣言した家が建ち直ったのを見ても想

よしのぶ

インビルの何分の一かぐらい︑今なら

話の後を先に書くと︑王子の﹁えび

︐家に来たおばさんは言った︒

像がつくであろう︒

事で恐縮だけれど︑若年寄一万二千石

建てられるだろう︒大大金である︒私

弥太郎が死刑を覚悟した時の歌があ

る︒

ぬれし挟をぼすよしもがな

沖津風立ちさはぎたる白浪に

中の隠し金の一部であった︒

弥太郎が逮捕されたのは慶応元年

屋﹂を手に入れた弥太郎の金は︑この

︵一八六四︶五月二十七日である︒そ

の大名だった本家遠藤但馬守胤城家が
来ず︑幕府より借りた金は五千両であ

類焼した弘化の火事の時︑邸が再建出
った︒ぼくが父から聴いた話だと

︑●ノ

−

余り上手ではないけれど︑兎に角︑
いたのだから豪傑には違いない︒

こうい意気込みで押し込糸泥棒をして
弥太郎が釈放されたのは︑慶応四年
︵明治元年・一八六八︶七月二十日で
あった︒

そして︹えび屋︺の主人になったの
だけれど︑これも旧幕時代のやり口と
同じだったらしいＯ小倉庵長次郎にも
明治になってから︑当時の大金持三谷
家をユスッた話が残っているが︑この
ない︒

方は小バクチ打ちに過ぎないので書か
弥太郎は明治二十九年まで生きてい
たことは確かで︑ぼくの亡父は会って
﹁君もあんな男に興味を持つようじゃ︑

いた︒

幕府も負ける筈だ﹂

︵これは︑もう少し調べて小説態で出版

と言ったこともよく憶えている︒
したいと思っている︒筆者︶︵作家︶

好商

に在り︒

西村茂樹

農工商の三業は民業中の正しき者なり︑然れども其中に於て細かに区分すれば農民
は尤も正しき者多く工民は正中に邪を交ふる者あり︑商民に至りては邪を交ふると最
多し︑故に古より好商の称あれども︑好農好工の称あるＥとなし︑蓋し商民の業は自
ら貨物を製造するとなく︑唯他人の作りたる貨物を彼此に運転して其間に利益を得
る者なれば︑其本来の事業たる︑農工二者に比すれば︑己に少しく間あり︑農工の如
きも︑本より利を主とする者なれども︑農は士地の良否︑産物の善悪等に力を用ひ︑
工は其製作物の精粗巧拙等に力を残し︑兼て其利を求むる者なり︑商に於ては是に異
にして︑全く利の桑︑己に利のみを以て心とするが故に︑公私の分別明らかならずし
て︑動もすれば︑公利を顧みずして私利を営む者多し︑即ち世間は何程困窮するも︑
我の象利を得れば宜しと云ふ者なり︑商賀は其職業に由りて私利の心を養ひ成す者か︑
或は私利の心強き者商賀となるか︑未だ其故を知らずと雄ども︑兎も角も商人に私利
を専らとする者の多きは︑争ふくからざるの事実なり︑此商人︑国内限りの事に於て
私利を営む間は︑猶甚しき大害なきも︑若し外国との関係に於て︑公利を忘れ︑私利
のゑを営むに至る時は︑国の害を為すＥ料るべからざるなり︑然れども農工の二民は
物を産し物を造るの承にして︑其物を以て金銭に変ぜしむるＥ能はず︑農工の産物を
以て金銭に変せしむるは商民の力なり︑外国との貿易に於て︑殊に多額の金銭を運用
し︑能く経済上の利害を謀り︑世界の物貨の増減と時価の高低とを察し︑以て富国の
為めに最後の事業を挙ぐる者は︑独り商民の能くする所にして︑農工二民は共に及ぶ
Ｅ能はざるなり︑然らば商賀に好民多しとて商業は廃すべからず︑廃すべからざるの
みならず︑益々之を盛んにせざるべからざるの勢となれり︑故に一方に於ては商業教
育を盛にして其業を奨励せざるべからず︑一方に於ては︑其良好を弁して好商を剣除
せざるべからず︑又其良好を論ぜず︑総て商民は政府の恩に紐れしむくからず︑政府
の大官と私交せしむくからず︑好商を罰する為めに之に適応するの法律を設けざるべ
からず︑而して其本は小学の教育を盛んにして︑児童の時より︑人たるの道を知らし
むると︑商業社会の制裁を厳にして︑好語者をして其間に立つＥ能はざらしむること
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ー

︑一臆かや史蹟散歩の列続く

篠塚しげる選

千葉県石
評一脆かの季語を完全に把握した本格的の

○卿りや坂を登れば砦吐
聴りや県民の森よき眺め

うららかやひ孫相手の散歩道

同田

＠麗かや木香芳ぱしき新書院
評﹁麗らか﹂の感じ満点の本格的の一句︒

○碧空や野に噸りの昂ぶりぬ

同宮

＠噸りの山に朝日がかけあがる
評﹁朝日がかけあがる﹂の叙し方宜し・

麗やかひとりの日々が物足らず
厨より妻の大声うららかに

同宮

一句︒

春風

香

崎秋峰

朝水

M:
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評掘の中の噸り見どころよるし︒

︑諾の中嚇り高き松の芯

同八木幹男

＠噸りやこの痩畑も捨てられず

同小山田皇月

評廟と催き一転して中七下五の着想は面白し︒

○噸りや民話に富める里貧し

○卿りの丘に見えざる海の音

同鈴木きよ女

さえづりの篭をのぞきて留守の縁

○拾ひたる句を大切に梅の道

同秋葉貞女

孫抱いて雌りの篭樹に吊す

噛りに今日の始まる擢ぎもの

○街うらら親子立ち読む漫画本

同田村隆村

○噸れり谷を隔つる古城北に

同鈴木美代路

庭の木の卿り聞きつ将棋さす

同野平英一

麗かや水尾静かなる潮来舟
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橋
村

崎

弘 道 俳 壇

−

一

一

愛子

宮章也

もよし

老いわれの末期を看とる吾子ほしや天地も分かい愚かで

両の手を落葉たく火に媛めて日当る庭に老いは薪わる

し

照卵器を昨日か出でし雛難の呼びあふ声のやはくかはゆ

市原市加藤巳之

入日さす寺ハスの窓辺に紺碧の水面は情しオルホンの河

交う

ＪｉＩ！
千葉県大
うららかに釣人を置き利根の土手

同浜

夢覚めて卿り高き窓辺かな

選者近詠
踏青や未完の一句ふところに
古都遅日袋路なれば返すまで
そ

建て増しに花壇殺がれし春惜む

１１

東て道を提げて運びし寒鯉の魚藍も狭しと跳ね返りをり
ふ

見返れば遠くけはしき道なりき 八 十 路 の 今 し 炉 辺 に お も

埼玉県柳瀬有禅

黒くもの棚引くかなた梨明の空に輝く明けの明星

落陽を地平に眺めモンゴルの大草原を今し旅行く

旅にありてこれのしらせをうけたまふ友をしのびてこの

を叩きて蘇りきい

たたかれてたたかれて育ちし日のことしのびつつわが子

婚の日に

詫びてこょわびてこよとて夜もすがら待ちてすぐしぬ新

茜雲たなびく彼方まどかなる夕日は沈むゴビの地平に

ゆく

同寺沼とし子︵八十九︶

わが友は淋しかるらむあいついで親しき人の世をまかり

朝ををり

かく

御高著を邦訳したしと請いぬれば副大臣は笑みて迎えぬ
草原を微かに白く染めて咲くエーデルワイスに蝶の飛び
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中

哲史選
川

狭山市神沢有三

古

このわれをモンゴル人と思いしかソ連婦人は頻りに問い

弘 道 歌 壇

一

ももとせいのち

百年の命ありともなすなくぱみだに逢はむ日何といふべ
き
︑︑︑︑

市原市竹下せつ

ゆきかえり八里の糸ちの学び舎にかよいし夢はくんごし
なりし

鳴る

同野平英一

朝明けを待てるが如く笹山に一声透る小綬鶏のあり

スカイライナーを乗せよと孫のいうなりにひと日遊びて
心のどけし

同川崎幸望

転作に打ちのめされし農民は試錬に耐えて何備えしや

氷雨ふる街にもの売る老人をかなしと見るは我も老いし
か

米くらしあの手この手と打ち出さる水田利用再編対策

はは

とし

す

父まさばかかる齢なみ良慶師に百まり四つの春あけむと

選者詠

夕寒き駅におり立つ人群に亡母に似し人ありてかなしき

千葉県細野しげ

亡き父の返り来まさば百四の老師のごとく語り給はむ

高山を吹きすさぶ風きびしくて草木はすべて地上を這え
り

しし師は

静かなるもの云ひながら張りもてり白寿はるかに超えま

氷割れば冬眠の鯉目ざめしかゆるゆるこその体位を変え
ぬ

同石橋佐寿

大早の米の豊作喜べど価いは低く年は暮れゆく
わが姪の心こめたる此の毛皮ぬくぬくと敷き朝館まつか
も

かにかくに八十歳を迎へつつ有難き御代ことほぐ我は

同宇津木一直

股太き子ら一斉に跳びそめぬ風切る細のひゅうひゅうと

朝霜の古き駅舎の高窓に小雀二つがひたと寄添ふ
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君子ノ進退卜国家

西村茂樹

苑華陽日︑自レ古君子易し疎小人易し親蓋君子難二於進一而果二於退毛小人不し恥二於自答﹃戚二於不Ｐ見レ知︑其進

也無し所し不し至卜︒君子︿義ヲ以テ進退シ︑利禄ヲ見ルコト甚軽シ︒若シ其事ノ義二合ハザルヲ知ルトキハ

決然トシテ退キ以テ其身ヲ潔クス︒小人︿利禄ヲ見ルコト甚重ク常二利ヲ以テ進退ス︒若シ己レニ利アルヲ

知ルトキハ︑如何ナル不義ヲ犯スモ顧ミズ︑縦令勢ノ不可ナルヲ見ルモ自ラ引退スルコトナク︑畢生利欲二

恋々トシテ身ヲ以テ之二殉ズルニ至ル︒故二君子小人卜並ビ立ツトキハ︑君子︿退キ易クシテ小人ハ退キ難

シ・是ヲ以テ君子常二敗レテ小人常二勝ッ︒君子ノ心︿晴空朗月ノ如ク︑小人ノ心︿汚水腐壌ノ如シｏ是君
子ノ貴キ所以ニシテ小人ノ賎シキ所以ナリ︒

国家ノ利害ヨリ言フトキハ︑君子ノ勇退︿小人二利ニシテ国家二利アラズ︒縦令小人朝二満チ勢威ヲ振フモ︑

君子其朝ニ在ラバ国ノ為二其辱ヲ忍ビ悪政ヲ緩和シテ甚キー至ラシメズ︑或︿機会アラバ小人ヲ瓢ケテ君子

ヲ進メ︑以テ朝廷ヲ清浄ニセンコトヲ勉メザルベカラズ︒身ヲ潔クシテ退クハ固ヨリ不可ナルコトナシト雌

モ︑余︿更二一歩ヲ進メ君子ガ少シク其清高ノ志ヲ屈シ︑否運二当リテモ猶国ノ為二謀ランコトヲ望ムナリ︒

昔王安石之行二新法一也︑一時奉行者︑迎合誰随︑醸成己甚︑時之賢士有下不し楽し居レ職︑欲二投レ劾去一者軍部

康節日︑此正今日仁人君子尽レ心之時︒投レ劾去何益︒又晃美叔為二常平使者一蘇東岐胎レ書日︑此職計非し所し

楽︒然仁人於二此時一仮以二寛大一少箭二吏民於網羅之中﹃亦所レ益不レ少卜︒二子ノ言ノ如キハ其慮深遠ニシテ

彼君子ガ潔己以テ自ラ快シトスル者二比スレ︑︿︑更二高キー層ノ識見ト云フベシ︒

（32）

︵昭五一・一○・三○︶

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守ること
信教は自由なること迷信は排除すること
思考を合理的にすること︑情操を美しく
すること
学問を勉めること︑職務を励むこと
教養を豊かにすること︑見識を養うこと
財物を貧らないこと金銭に清廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近親相親し
むこと
一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しな
いこと

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

乙号︵社会道徳︶
世界の形勢を察すること︑

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

今云生ロ

日本弘道会第七十七回通常総会
午前十一時三十分︵寿昌式︶

日時昭和五十四年六月三日︵日︶

︿率穂樺唖搾栖和酔猫緬杯率弛︶

場所本館会議室
議題

１昭和五十三年度決算五十四年度予算
計画

五十三年度事業報告五十四年度事業

２役員改選の件
昼食懇談︵会費不要︶記念写真
午後二時養源寺において会祖西村先生の
法要墓参︒今年本会は発足以来百三年に当
ります︒本会の発展向上の為に忌師ないご
意見を承れたらと存じます︒ご参会の向は
五月二十五日までにお知らせ下さい︒
一編榛︑耀獄一

◇目下元号法案が国会に提川されていて多
数を以て通過するものと思う︒私達の生年
月日を明治︑大正︑昭和何年と言い︑また
去る３月型日のスタンプが五四三二一と続
くというので︑大分世上を賑わしたのも元
号があればこそで︑年賀郵便の殆んど全部
に干支の絵や文字が見られるのと同様︑自
らに生れる国民感梢でもあろうか︒祝川だ
ったので記念スタンプの利用者は少なかっ
たかも知れないが︑私はかねてお願した金
ヶ江有田支会長から贈られて感謝している︒
◇カーター米大統領の﹁恒久平和への第一
歩﹂としての調停で︑サダト・エジプト大
統領と．ヘギン・イスラエル首相が去る３月
記Ⅱ平和条約に調印した︒事実イスラエル
の建国以来釦年間両国は抗争を続けてい︑

︵渡︶

さかのぼれば二千年来の宿敵でもある︒こ
の殆んど絶望的の両旧の和平が促進された
のは一に一昨年来のキャンプデービットの
合意︑サダト大統領決死の︑さらにカータ
ー大統領勇断のイスラエル訪問という歴史
的配慮の秋桑重ねの結果であった︒
◇わが西村会祖は医療における医学と化学
と︑また航海における運航術と天文学とが
不即不離の関係にあるように道徳者と為政
者とが世上往点に見られるように遊離して
いることの非なることをかね人︑︑強調さ
れた︒特に為政者に対しては富貴貧賎権勢
に不屈不挽ｌ孟子の所謂﹁大丈夫﹂を理想
像とされていた︒時と処とをはるかに隔て
てはいるものの︑わが和気清麻呂とカータ
ー︑サダト︑・ヘギンの三首脳とは画期的の
一大快挙を果した正に猛烈果敢な救世の偉
丈夫として永遠に光輝を放つものと思う︒
雲とかす承東と西に
へだたれど尽すは同じ人の世のため

定価金一七○円年一︑○○○円

昭和五十四年四月二十五日印刷

昭和五十四年四月三十日発行

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区西神田三ノーノ六

識碑鈍渡辺正勇
印刷人春山宇平

電話︵一天一︶○○○九番

掴日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

発行所

振替口座東京平冒二仁

郵便番号一○一

ｈ︲工月Ⅳ

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

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みこ桑︑日本独自の道徳原理を確
立︑維新転換期を晋一−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みごとに描
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︑象ごとに描いた旅行詠︒近来︑とみにその数を増
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
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︒

●新書版二一二頁六八○円〒一二○円

〒113東京都文京区本郷2‑3‑1Oお茶の水ビル

古川哲史著

背伸び

教育談義ゆとりと
高村象平著

教育再建説静が
高村象平著できるまで

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︒

●新書版二一○頁六八○円〒
０
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