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国家人類の将来をおもんぱかる

皇室を敬愛すること︑国法を守る世界の形勢を察すること
こと

資源の保存と開発を図ること

自然の美と恩沢を尊重すること

経済の倫理性を強調すること

政治の道我性を高揚すること

信教は自由なること︑迷信は排除こと
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思考を合理的にすること︑情操を
美しくすること
と

学問を勉めること︑職務を励むこ

教養を豊かにすること︑見識を養
うこと
なること

財物を寅らないこと︑金銭に清廉
家庭の訓育を重んずること︑近親
相親しむこと

道義の一般的関心を促すこと

一善一徳を積むこと︑非理非行に教育の適正を期すること
屈しないこと

健康に留意すること︑天寿を期す
﹀○一﹂し↑

社会悪に対し世論を高めること−

信義を以て交わること︑誠を以て報道言論の公正を求めること
身を貫くこと
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第七十七回総会式辞

本会は明治初年会祖西村先生の道義立国の啓蒙運動に発し︑広く識者の共鳴を呼びしが

明治三十五年にして先生の永訣に会したり︒
従って先生は日露大戦︑以後続きし万丈の波澗︑殊に有史以来初めての敗戦の断腸と絶

1 ム ノ

望︑不思議に幸運にも恵まれての奇蹟的繁栄も知り給わず︑若し吾人と体験を同じくされ

しならば所論に多少の変化はありしならむ︒
然し乍ら今日の日本国民がその道義性に旧態依然たるを見られては︑先生の所見も結局
は吾人と大差なかりしならむ︒﹁日本道徳論﹂が今日なお往年の生気を以て吾人を啓発す
るはその一証なるべし︒

一方眼を転じて明治以降の世相を回顧するに余が少年時代．乞食・不具者・願者は街頭
に︑病者・失業者は随巷に︑公娼・私娼・人身売買の哀話にも心痛めらる︒今日︑医療制

度の普及・栄養の改善・各種年金・保険の新設・服装・住宅の良化・平均年齢の延長等︑

西村先生の想像も絶し︑真に隔世の感あり︒之れ政治力貧困と云われし我国百年の政治の

足跡に外ならず︒余は此の矛盾現象の解釈に苦しみしが︑結局文化と文明に憧慢する世界

人心の大波動即ち近代思潮の勝利︑此の膨群たるエネルギーは︑如何なる障害をも突破克

服せしのみ︒即ち人類は宿業を持ちつ上も結局は永遠に進化して止まざる生物なりと断ぜ
ざるを得ず︒

′ ⑨ ，

近頃余は聖人尭舜一人を尊重する時代は去り毒君子万人の時代なることを唱道す︒社会

生活は複雑化して九年の義務教育によりて一人前の社会人となる︒此の複雑なる社会の随

所に多数の君子ありて︑その協力を必要とす︒各種の規則︑施設はその専門家を必要とす︒
今や一人の力よりも複数の力の中に新活路を求むくし︒あらゆる救済︑保護等の福祉こそ

社会道徳の温床なるが故に︑本会の活動範囲は将来拡大せざるべからず︒更に百尺竿頭一
歩を進め︑人類最大の不幸たる戦争絶滅のためにも速かに世界連邦の結成に情熱を燃やす
べし︒

、 凹 ノ

其他人口問題︑エネルギー問題にも関心を強むくし︒常に新鮮に内外の現実を正視して

r q l

正邪を分析すべく︑徒らに尚古に堕するは本会の道にあらず︒
最後に一言したきことは道義の本質は個人の内心に存す︒
その実践の感激こそ道義に関心を持つ人の生命なり︒

社団法人日本弘道会会長

故に我等西村先生の門下は︑何よりも自ら本会綱領の実践に精進し︑本会の品位と信用
とに貢献されんことを︒

之れを以て本会第七十七回総会の式辞となす︒
昭和五十四年六月三日

野口

明

日本弘道会副会長就任の挨拶

西村幸二

去る六月三日開催せられました︑第七十七回の当会総会に於きまして︑不肖私は︑図らずも副会長に選ばれま
した︒誠に光栄の至りに存ずる次第でございます︒

野口会長におかれましては︑先年来のご病気のため︑この度改めて医師のお勧めによって︑ひたすら病気療養

にご専念なされるため︑暫らくの間︑会長としてのお仕事を何びとかに補佐せしめられることとなり︑私がその
任に選ばれることとなった次第でございます︒

実は先に︑予めそのご相談があった際︑私は自ら顧みて︑非力︑非才全然その任にあらず︑不適任と考え︑再

三再四固辞致しましたが︑終に容れられず︑このような結果となったのでございます︒

私は熟慮した末︑この大役に選ばれた以上は︑非才を顧承ず根限り全力を傾倒して︑本会の綱領に掲げられた

﹁信義を以て交わり︑誠を以て身を貫ぬく﹂との弘道本来の精神を以て︑与えれたる任務に従事する外なしと決
ｌ畷Ｉ
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郎

「

心を堅めた次第でございます︒

１１●３

ご承知の如く︑会長はこの総会に︑病を押して車椅子に座し︑女婿杉浦昌也医博付添の上ご出席になり︑悲湘
とも感ぜられたご決意を以て︑切々と式辞を語られました︒

会長は現今の世相のいたる所に︑頗々たる道義頻廃の甚しいのを見て︑いたくこれを嘆き憂慮せられ﹁飽くま

でも教育の必要︑道義の忽かせにす可らざることを第一義として︑更に将来は常に世界の趨勢を察知して︑これ

に対処し︑徒らに尚古に堕するは本会の道にあらず﹂とまで喝破せられて﹁今や一人の聖人を尊重する時代は去

り︑万人の君子を以て複数の力の中に新活路を求むくし﹂と訴えられて︑今後の本会の進むべき方向を示唆され
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ましたＯ

私はこれら野口会長のご存念の在るところを心に体し︑以てその補佐の重任に大過なからんことを期したいと
存じます︒

どうか諸兄に於かれましても︑誠心誠意を以て︑改めて同志的の結束を堅くし︑不退転の決意を新にし︑詰極

的︑前向きの姿勢を堅持して︑いささかたりとも︑新時代の世道人心の誘導に資すべく︑ここに野口会長の悲壮

なるご決意を継承して︑ご協力を賜らんことを切にお願申上げる吹第でございます︒
昭和五十四年六月三日
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自主・自由の解

茂樹

形体は︑小天地とも言ふくき者にて︑己が欲する所は皆求め得べき

上の自由又政治上の自由と云ふ︑自然の自由と云うば︑凡そ人類の

﹁リバーチイ﹂は位丁語の﹁リベルタス﹂より出で︑﹁フリードム﹂

にて可なりと思ふことは︑何事にても思ふ通りに為し得べきの力あ

へたり︑是を以て人類たる者は自然の法度の禁ずる所の外は︑自分

り︑是を自然︵天然︶の自由と云ふ︑此自然の自由と云ふ者は︑上

の機関を具へ︑己が身を以て己が身を管治するに十分なる結購を術

と為し︑独立の民の有様を称して﹁リバーチイ﹂︵自主自由︶と云

帝より天下の人類に賜ふ所にして︑人を生得固有の権理なり︑併し

はチュートニヅク語の﹁フライハイト﹂より出たり︑羅馬の法律に

の語の本来の意味は︑唯羅馬に於て独立せる民の有様を言たる者な

みて此生を送るべき者なり︑己に相交り相親むときは︑他人にも亦

ながら人類は此世間に単立独行すべき者に非ず︑必ず相交り相親し

我の如き自由を固有しあれば︑人灸互に己が自由の一分を屈し以て

り︑然れども又其義を転じて政治上の意味に用たることあり︑リヴ
チイ﹂︵自由︶を得たりと記せり︑此﹁リバーチイ﹂の意味は前に

社会上の自由と云ふものは︑自然の自由と本より同じ物なれども︑

唯社会全体の幸福安全を謀る為に一人の自由を少しく抑制して︑適

交際の道を全ふせざるべからず︑

当の地位に留住したる者を云ふなり︑若し一人己が自由を窓にして︑

言ひたる︑独立の民と奴隷の民の有様とは事替りて︑全国人民の身
らる生時は︑之を束縛を受くると云ひ︑若し其圧制を免かる具とき

他人の自由を妨碍するときは︑法度を立て其専窓を制せざるべから

を伸すことを得るを以て︑名けて社会上の自由を保全する者と為す︑

ず︑此法度は少しく一人の自由を屈すと雛も︑是に由て衆人の自由

﹁ザウロス﹂と云ふ語あり︑﹁ゼスポチース﹂は︑主人の義にて︑
﹁ザウロス﹂は奴隷の義なり︑此語亦反対の意味ある者なれども︑

円く法の無き所には自由なしと︑正に之を言ふなり︑

社会上の自由は又之を名けて政治上の自由と云ふ︑此語は政治上の

故に社会上の自由は良善なる法度の力に曲りて得る者なり︑古語に

ちて二種と為す︑一を自然の自由又人身上の自由と云ひ︑二を社会

うする能はざる者なりと云へり︑

ラーアン

泣丁の﹁リベリ﹂︵自由︶及び﹁セルビ﹂︵服役︶の語とは其義を同

は︑名けて自由を得たりと云ふなり︑布臓に﹁ゼスポチース﹂と

上に白山と束縛との二様あることにて︑一国の民暴君の下に圧制せ

ヰーの羅馬史に羅馬人其暴君タルキニァスを逐ひ始めて其﹁リバー

ひ︑奴隷の有様を称して﹁セルビス﹂︵服役︶と云へり︑故に自由

独立の生計を立たる人と︑人の奴隷と為れる者を以て判然別種の民

ラテン

自主自由は英語の﹁リバｉチイ﹂及び﹁フリードム﹂の訳語なり︑

村

自主自由の語の古代の用法大抵此の如し︑近代に至り自主自由を分
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西

束縛とは人民荊に人君︑或は宰伍の基政に圧制せられて︑己が身体

られずして︑能く己が身体と財産とを保全する者を云ふ︑政治上の

束縛に相対せる語にして︑人民たる者人君或は宰臣の器政に苦しめ

を受くることを得くし︑故に政体上より之を言ふときは君民同治と

全幸福を計るに至るべし︑此の如くなれば全国の民よく其自由の利

数の人民少数の人民より其管治の権を分ち取り︑以て全国一般の安

とは民の自由を得べからざるの政体なり︑即ち一人の君又は数人の

共和政治とは民の自由を得べきの政体にして︑人君独裁と貴族専権

宰臣を以て国の権柄を掌握する者は︑政治上の自由を得べからず︑

と財産とをを保全すること能はざるを云ふなり︑又政府己の我侭を
名けて暴政と云ふくし︑或は我催に非ずと雌も︑別に良善の趣意な

する者は︑政治上の自由を得べきの政体なり︑

全国総体の交際仲間︑又は全国多分の交際仲間にて国の権柄を配分

以て何の道理もなく︑只管に人民の思想を抑制するときは︑亦之を
くして︑人災の身体財産を拘束するの法を立るときは︑亦之を名け

︵西村茂樹全集第二巻一六

二○頁より︶

由等の事あれども論冗長に渉るを以て︑ここに是を略す︒

開花の度幾等を譲らざることを得ず︑此他猶出版の自由︑宗門の間

に非ず︑唯之を以て英米の如き民の自由を得たる国に比すれば︑其

れば此の如き国に在て此の如き政治を行ふは︑亦深く答むくきこと

政治の権を与ふと雛も︑之を保存施用すること能はざれぱなり︑然

に分配せざるべからず︑然るに民の知識未だ附けざるときは︑之に

る者なり︑民に自由を許さんとするには︑政治の権を以て之を全国

知識未だ開けずして︵魯西亜の如き︶之に自由を許すべからずとす

堂るを以て却て全国人民の為に利益多しとするにあり︑其二は民の

も︑︵普稗斯の如き︶全国総体の利害を考ふるときは︑自由を許さ

白由を許さ里る者は其説二あり︑一は其民の知識巳に開けたりと雌

露西亜︑普魯斯の如きは是なり︑然るに此の如き国に於て︑政治の

欧羅巴の開化せる国に於ても︑其人民政治上の自由を得ざる者あり︑

て民の自山を妨ぐる者と云ふくし︒

借いかなる物を社会上の自由︑即ち政治上の自由と云ふべきか︑い
の解に於て要川なる疑問なり︒凡そ欧羅巴諸囚に於て︑人民の︑山

かなる方法を以て其自由を受くることを得べきか︑此の二件は自由
を得たるは英国を以て第一と為す︑英国の民の自由は其国の法律に
曲りて之を得たりし者なり︑英国の法律に人民の権理を分ちて三綱
とす︑其一は人民己が身を保護するの権理にして︑凡そ英国の民は
皆己が性命︑四肢︑形体︑健康︑面目を階損せざるの権あり︑其二
は一身の白山の権理にして︑人為法律の禁ずる所に非ざれぱ︑己が
意の向ふ所に従ひ︑何事も自由に之を為すことを得るの権あり︑第
三は自己の財産の権理にして︑凡そ己が力を以て得たる所の財産は
︵父祖よりの譲りを受け︑又は他より買受たるも此中に在り︶之を
川ふるも之を享るも之を売るも其人の意に任かせ︑政府に於て之を
抑制することなし等是なり︑此法律の文を以て人民自由の標的と為
さば︑必ず大なる過差なかるくし︑

人民其自由を得るの法は︑西洋の諸国大抵皆相似たり︑凡そ一国中
にて民を管治するの人員は甚少くして︑管治を受くるの人員は甚多
し︑此多数の人民其少数の人民と学力知識相斉しくなるときは︑多
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自主独立の教育

石井千明

源をあげている︒惟うに福沢先生は知徳の習得よりも気品

Ｉ福沢諭吉先生の教えと人柄Ｉ
明治維新の先覚者であり︑偉大なる指導者であり︑且又

を︑人間形成の最重要要件と考えていたのではないかと思

○○

慶応義塾の創設者であった福沢諭吉先生は︑慶応義塾の指

高潔なる人格であると思う︒優れた︒ヘルソナであり︑高め

う︒気品とは何か︑福沢先生がここで述べている気品とは︑

○

導理念を次のように録している︒﹁慶応義塾は単に一所の
に於ける気品の泉源知徳の模範たらんことを期し︑之を実

故に人格問題を第一にあげたかという点に注意しなければ

られたる丙８冨冨８︵人格︶であると思う︒福沢先生が何

○Ｏ

学塾として自から甘んずるを得ず︑其の目的は我日本国中

の承ならず期行実践以て全社会の先導するものたらんこと

日進月歩の時代に新しい科学の導入と新知識の習得によっ

際にしては居家処世の本旨を明らかにして︑之を口に言う
を期す﹂福沢先生はこの指導理念の下に︑長年徳川幕府存

て︑後進国日本の文化の向上を期することは必須不可欠の

ならないと思う︒文明開化の時代に先ず考えられることは︑

統の為に利用せられたる儒教思想に基づく封建制度を︑彼

ことである︒然るに先生は先ず︑高潔な人格の形成即ち気

気品の泉源の意味するところは何か︑私にはこの気品と

○

が新しく導入した欧米の民主主義思想によって打破し︑新

品の泉源にしようとして︑慶応義塾を設立したことは特記

いう言葉は︑人間尊重を意味しているものと思われる︒既

○○○○○

○○○Ｏ

しい日本の建設の役割を果たそうとして︑慶応義塾の創設

しなければならないことと思う︒

慶応義塾の建学精神の中で︑我々の第一に注目する点は︑

○○

に及んだものと思われる︒
﹁慶応義塾は単に一所の学塾として自から甘んずるを得ず︑

其の目的は我日本国中の気品の泉源知徳の模範たらんこと

渡米し︑アメリカを視察し︑次いで一八六二年︵文久二年︶

に一八六○年に木村摂津守に巨従して軍艦威臨丸に乗って

○○○○○

を期し⁝⁝﹂といっている所である︒普通は大学或は最高

ンス︑イギリス︑オランダ︑・フロシヤ︑ロシヤ︑ポルトガ

には︑一月一日長崎を出発して遮欧使節団に加わり︑フラ
○○○○

のが一般と思われるが︑福沢先生は︑先ず第一に気品の泉

学府の設立に当っては︑寧ろ知識の獲得を先ず第一にする
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筆すべきことである︒就中︑婦人の地位の向上を図り︑﹁学

れを我が国の近代化の思想の基本としようとしたことは特

問教育の大切なるは男女共に同様にして⁝⁝﹂といい︑女

ルを巡り具さに西欧の近代社会を視察してその年の十二月
をつくっている聖書を読む機会があったと思う︒超えて一

し当時としては女権に対し最も理解をもっていたと思われ

子教育の大切なことを説いたことは︑他の進歩主義者に比

十一日に帰朝している︒この旅行に於いて西欧思想の基盤

且つ又翌一八六七年︵慶応三年︶一月二十三日には︑幕府の

八六六年にはこれ等のことをまとめて﹁西洋事情﹂を著し︑

ことは︑今日の学者教育者が︑福沢先生の対処された在り

張をもち︑如何なる事態に臨んでもこれを実践窮行された

学問の尊厳と︑教育の独立については︑常に一貫した主

る︒

る欧米視察によって︑我が国の将来の進むべき道︑堅持す

方に学ばなければならないものがあるのではないかと思う︒

の諸市を見て六月二十七日に帰朝している︒この三回に亘

軍艦受取委員の随員として再びアメリカに行き︑東部諸州

べき思想については深く心中に画いていたのではないかと

べき指導理念︑打破すべき制度︑将来とってもって範とす

らかに示し︑所謂権門勢家に請うことなく︑社会人士に楯

人間の尊厳と︑国家社会に於ける人間の在るべき姿を明

殊に︑徳川の封建門閥制度については︑福沢先生自身が

びることなく︑あくまでも高迩なる精神をもって︑時代の

思う︒

先覚者として︑且つ又明治維新の民主主義的教育の先達と

して︑何よりも学問の尊厳を唱導された福沢先生の姿は︑

を封建制度に束縛せられて何事も出来ず︑空しく不平を呑

独立自主の教育の典型というべきである︒

骨身にし承て経験している︒父親百助翁が四十五年の生涯
んで世を去ったのを遺憾に思い︑封建制度を憤って︑﹁私

はいかにしてもこれを崩壊しなければならないと思うと同

る︒福沢先生は欧米諸国を視察し︑日本の当時の封建制度

となったのは︑明治二十二年日銀総裁を辞し︑当時東京府

の出版記念会の折のことである︒この出版記念会の発起人

この事について想い出さるるのは︑大槻文彦翁著﹁言海﹂

かたき

のために門閥制度は親の敵でござる﹂とまでいわしめてい

時に︑之に替るべき制度として︑その根底に民主主義思想

生の媒酌によって︑先生の家で結婚式をあげたこともあっ

て︑先生とは格別の間柄であった︒﹁言海﹂出版記念会の

知事の職にあった富田鉄之助である︒富田鉄之助は福沢先

招待状に対し︑先生は事学問に関する限り政治家などがた

に立脚している新しい制度を考えていたと思う︒そして欧
ることも胸底に深く看取したことと思う︒殊に当時の欧米

米の民主主義思想のよって以って立つ所はキリスト教であ
諸国に於ける人間の自由と平等と博愛の思想を評価し︑こ
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とえ総理大臣と雌も最初に祝辞を述べ︑之に追随して自分

りとて文壇上恰も貴顕の御供を致すことは老生の好まざる

筆記斯くの如しと第一番に記し︑之に随て福沢も云為した

時に至り例の何伯何子何官何位の方々が云々の言を演べて

所なり︒左りとて世間体は貴顕の題字等を以て著者に光を

が次に祝辞を述べるが如きは︑文教をもって任ずるものの
明治二十四年六月二十三日︑東京芝紅葉館で大槻文彦著

には参る間敷︑労々御不都合の御事と存候︑併し老生は一

加ふるの意味なきにあらざれば︑老生が独り我侭を申訳け

潔しとしないところと考えていられた︒
﹁言海﹂出版記念会が開かれることになり︑その祝宴次第

其の後︑富田より届けられた言海の出版記念会祝宴の式

しいと言き送っている︒

認め同時に予め式次第と掲載の仕方を前以って知らせて欲

もするを得ず︑其辺は御洞察奉願候：⁝・﹂と述べ︑一文を

身の栄辱の為めにあらず︑斯文斯道の独立の為に進退を荷

は次の様であった︒

言海祝宴次第

一︑来賓への謝詞招待員総代

一︑言海の発刊伊藤伯

次第を見て︑﹁・⁝：老生は伊藤伯に尾して賎名を記すを好

一︑大槻磐水翁の誠語其子孫を輝す福沢先生

一︑十七年間の辛勤西村先生

四七九頁参照︶

あって︑人間生活を支える共通の手段であるからである︒

確かに先生は金銭を重んじた︒それは近代経済社会の中に

人はよく福沢先生を︑拝金主義者の如く言う者もある︒

していてまことに胸のすぐ思いである︒

荷も事文事や学問に対する先生の一貫した態度が躍如と

る︒︵福沢全集第十八巻四七七

福沢先生の祝辞を削除し新たに刷り直したということであ

を受け取った富田は︑刷り上った式次第害を全部廃棄して︑

を成すを好まざるに付き⁝⁝﹂と返信を送った︒この書翰

奉願候︑⁝⁝老生は文事に関し今の所謂貴顕なるものと伍

まず候間︑誠に恐れ入候得共右福沢の名は御取消相成候様

一︑言海編成の保護者に謝す加藤先生

一︑謝辞大槻文彦氏
右了て来賓御随意演説
招待員

祝宴
高崎正風他十三名の氏名
右招待状が先生の手許に届く前に︑予め先生は日頃懇意
にしている富田に対し︑次のような書翰を送っている︒
﹁⁝⁝文彦君の此大業は老生も霜に悦ぶ所にして︑叶う

成候哉︑或は当日来会の貴顕大家の減説筆記を集めて冊子

事ならば一言を呈し度候得共︑籾その呈したる文は如何相
にするか︑又は言海の首尾に附することにも可相成哉︒其
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時︑洋行費用に困られた︒偶々横浜在住の高島某という金

を深く考えていられた︒仲って先生のご子息が洋行される

然し先生は︑手段によって人間が囚われてはならないこと

々は再び明治維新に思いをいたす時に立ち到っているので

有様を先生がみられたならば何といわれるであろうか︒我

らず﹂といわれた︒今日大学の入学試験に親がついてゆく

先生は峨々﹁独立の精神なきものは国を思うこと深切な

はないか︒︵一九七九・六二四︶

持ちが︑金は私が出しましょうといって来た︒そのかわり
高島の建てている学校の監督だけお願いしたいということ

︵蹄蜘会輯急蛎津崎却認僻僻識峠社︶

︵五四・六・三︶
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であった︒先生は考えた︒職督だけするといっても畢寛︑

之裏枝作隆衛次術一明郎

高島某の建てた学校の宣伝広告につかわれるだけである︒

忠勝善兵政慶義三名

そんなことをして子供の洋行費を得たくないということで

治 与 芳

昭和五十四年寿昌杯贈呈者御芳名

美橋井原井谷子｜川林原海ご

断ってしまった︒今日︑その教育の責任を負わなくて顧問

現職

三和支会長

平川支会理事

東部支会評議員

東部支会監小

東部支会婦人部幹事

終身会員

白葉支会評議員

東千千束千千千束千秋千本

だの先生だのといわれ︑その報酬をうけながら︑責任を果

七七七七七七七七七八八年

理Ｊ

南部支会長

能代支会顧問

○○○一一一二五六二八齢

評議員

京葉葉京葉葉葉京葉、葉籍

たさないでいる所謂教育者なるものがどれほど多いことか
鴬しているのが窺える︒

を思う時︑いかにも先生の筋を通される教育指導理念が毒
先生は︑学者が学問研究に当って︑世俗的権威に害せら
れ︑金銭に赤せられることを盤えられた︒学問研究には多
額の金銭が必要である︒殊に近代科学の研究に至っては驚
くべき程の金銭を必要とする︒先生は学者が世俗の権威に
ヲ好ミ︑自己ノ本分ヲ忘レテ世間二奔走シ槌シキハ官員二

陥った行為を甚しく批難された︒世の学者の﹁⁝⁝漫二市
駆使サレテⅡ前ノ利害ヲ処置セントシ其事ヲ成ス能ハズシ
テ⁝⁝﹂︵﹁文明論の概略﹂参照︶学者が品位をおとすことを

批難されていた︒こういうことから先生の所謂学者飼殺し
論へと発展していったのである︒

新石宇桑宇菅金鶴小藤烏

自主・独立の教育
八井上成美中将の生き方に学ぶＶ
昭和十九年七月二十八日の晩︑時の海軍兵学校長︑井上
しげよし

篠田英之介

﹁政治のことは知らん顔していいのなら︑やります︒部

これで井上さんは吹官を引き受ける破目となった︒

内に号令することならず必ず立派にやります﹂

︑︑︑

この年︑日本は特攻作戦に突入し︑神風特別攻撃隊が︑

た直後のことだった︒

一週間前の七月二十二日︑小磯・米内連立内閣が成立し

成美中将は︑組閣報告の伊勢参宮の帰途︑京都に立ち寄っ

︑︑

た米内光政海軍大臣に呼ばれ︑都ホテルの一室で食事をと
もにした︒
や︑
てノ
︐れｒ−﹂
﹁おい︑や
っって
く︑上

﹁何のことですか﹂
﹁次官だよ﹂

てくるアメリカ太平洋艦隊の頭上に︑飛車落ちの勝負をい

人間魚雷回天が︑日本列島ののど首をじり押しに締めあげ

洋サイパン島に上陸︒

六月十五日︑米軍は︑日本が絶対国防圏と見なした内南

〃︸んでいった︒

一︲冗談じゃありませんよ︒私の政治ぎらいはせんから御

です︒何を好んで別天地の江田島を捨てて︑政治のまっ

存じでしょう︒政治をはなれた江田島の方がよほどいい

﹁ううむ︑困ったなあ︑ほかに人がないんだよ﹂

ただ中に飛び込む者がありますか﹂

越えて七月八日︑島に拠る南雲忠一中部太平洋方面艦隊

司令長官︵兵学校調期︑井上さんの一期上︶以下四万四千

﹁それはあなたが人を知らないからですよ︒第一あなた
は私を買いかぶってますよ﹂

の将士が玉砕した︒

そのうちに米内特有の太い大きな声で︑
井上次官は驚いた︒

瀬戸内の別天地︑江田島から︑中央の海軍省に赴任した

暫時双方無言︒

﹁ようし︑政治のことは知らん顔をしていてよい︒だま
って天井を向いていればいいよ﹂
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諸般の情勢を分析すればするほど︑聞きしにまさる絶望
的な戦局である︒

一日戦いをつづければ︑それだけ国体と国民のいちの損

軍大臣の命令で生徒教育の研究にたずさわったことがあっ

私はその報告のなかで︑兵学校生徒の修学年限は最低四

た︒

ところが︑この報告が実施されないまま戦争となり︑兵

年を必要とすると上申した︒

られていた︒

学校では︑依然として明治時代このかたの三年修学が続け

それから一年近く︑一日も早く悪夢のような戦いを終わ

耗につながる︒

て心血をそそいだ︒

しかし︑時代の進歩で︑生徒の修得すべき学科の数も内

らせるべく︑井上次官は︑終戦工作の︑かげの立役者とし
やがて息も絶え絶えになった日本は︑終戦にこぎつけた︒

は消化不良となって︑何が何だか分らず︑それをまた︑分

容も大変多くなったため︑生徒の負担は重くなり︑ついに

の目的は完全には達成していない情況であった︒

らないものとして諦めている空気もある次第で︑生徒教育

昭和十七年十一月十日︑兵学校長として着任してから︑

十九年八月六日︑海軍次官に転出するまで︑わずか二年に

期生徒︵注・昭和十五年十二月入校︶の修学年限を四カ月

分らたいが︑航索要員の増員を考えていたらしいＩ第

不雌補填のためｌどんな作峨を計画して割り出したのか

ところが︑海軍の当局は︑昭和十八年になって︑士官の

満たぬ年月であったが︑井上校長が江田島にのこした自山
たね

いつぱいに︑たわわな実を結ばせた︒

独立の教育の種子は︑終戦後︑見事に花ひらき︑地上の枝
井上さんが︑戦後のこした数少ない述懐の中から︑当時
の心境を辿ってゑよう︒

私が兵学校長に着任したのは︑昭和十七年十一月で︑そ

て卒業させ︑一方︑十八年十二月には第布期生徒を三千五

第沼期生徒︵注・昭和十六年十二月入校︶を八カ月短縮し

短縮して十八年七月卒業と押しつけ︑また十九年三月には
の頃すでに︑日本海軍の戦力の低下は目に見えていた︒私

百人近くも採用したＯこれではまるで気も遠くなるような

学でも教育は不充分なのに︑まことに不見識な年限短縮で

大海軍をつくるのかと思われる行政で︑ただでさえ三年修

あった︒それも急に決まったため︑教科はすべて尻切れに

の染るところ︑戦争は︑あと一年ぐらいで日本の国力は泊

話はそれそり五年前にさかのぼる︒昭和十二年の前半

渇し︑日本の敗戦に終ると判断していた︒
︵注・海軍軍令部出仕︑海軍省出仕時代︶私は永野修身海
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本当の腹を分らせることが出来ないので︑徹底した実行は

あくまで私の腹のなかのことだけ︒従って教官達にも私の

でもあり︑私が敗戦を予想していることは誰にも云えない︒

このような取扱いをされる生徒は︑人間づくりの大切な

出来なかった点もあったようだが︑私は今日でも︑やって

なる始末だった︒

生を台無しにされるわけで︑校長として看過すべきでない︒

年頃を踏みにじられたようなもので︑見ようによっては一

よかったと信じている⁝⁝︒

思えばあれから三十五年がたった︒

なことを心の中で決めた︒吟今後︑これ以上の修学年限短

何とか校長の権限で対策を立てるべきだと考え︑次のよう
縮は︑校長としての職を賭しても反対する︒ロ生徒の教科

昭和十八年十二月一日︑私たち布期生徒入校に際しての

テノ修練ヲ開始セントスルニ当り︑一言モッテ諸子ノ向う

一歩ヲ印ス︒諸子ノ本懐察スルニ余リァリ︒今ャ生徒トシ

アル歴史ト伝統トヲ有スル帝国海軍軍人トシテノ生涯ノ第

ｌ請子︑本日ココニ海軍兵学校生徒ヲ命ゼラレ︑光輝

ない︒

井上校長の訓辞は︑いまだに強く胸中に灼きついてはなれ

由︑

内容の組替え整理をおこなう︒

ところが︑昭和十九年三月︑沼期生徒の繰上げ卒業式に
来校した軍令部の参謀は︑誰に頼まれたのか︑生徒の卒業
っぱりとことわった︒

をもっと繰上げられないかとの要求を出してきた︒私はき
そのまた一︑二カ月あと︑海軍最高の現役将官が来校の
私は少々腹が立ったので﹁私は米作りの百姓です︒中央

誉へキトコロヲ示サントス︒現下ノ興廃ヲ賭スル大戦︿正ニ

折り︑同じ趣旨の談判を切り出した︒

でどんなに米が入用かは知りませんが︑青田を刈ったって

剛ニシテ︑一億国民悉ク戦闘配置ヘノ声ヲ聞クトキ︑諸

そしてただちに︑従来の教科のうち︑軍事学は二の次に

置二就クヲ得タリ︒諸子︿実ニコノ極メテ重要ナル配置ニ

子︿全国多数ノ青年中ヨリ選諦ハレテ︑ソノ光栄アル戦闘配

タケナワ

米はとれません﹂と返事した︒

し︑基礎学第一の時間割を組むという大改正をおこなった︒

術教育ト謂上︑諸子ノ本校二於ケル学習︿︑コレ皆戦闘ニ

於テ︑本日ヨリ戦闘二参加スルモノナリ︒訓育ト謂上︑学

ノー身上ノ問題ニトドマラズ︑況ンャ出世栄達ノタメーニノ

ホカナラザルナリ︒今ャ諸子ノー挙手一投足︿断ジテ諸子

イ

これは︑現在およびこれから入校する生徒が卒業後︑ま
向転換を余儀なくされても︑基礎学の学力さえあれば︑何

イ

たは在学中に戦争の勝負がつき︑世の中に放り出されて方
とかやって行けると考えて実行したのだが︑戦争中のこと
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ラズ・今日以後︑諸子︿全身全霊ヲモッテ国家二奉公ス︒ヘ

独立の教育を目指した井上さんの識見をうかがわせるポイ

教育資料﹂と題する印刷物が私の手許に残っている︒自主

Ｉ感変読ム本ノ選択︑自分／思索二役椛ツト云う事
ヲ毒︽テャッテ届ルー略Ｉ物ヲ知ツテ届ルョリ︵物ガ

ントが︑ここにも随所にちりばめられている︒

キモノナルコトヲ銘記スベシＯ

﹁教へラルルガ故二学ビ︑命ゼラルルガ故二為ス﹂ノ消極

自啓自発︿最良ノ学習法ナリ︒学術訓練二臨ムニ際シテハ

二教ヘヲ乞う﹂ノ積極的態度ヲ以テシ︑終始一貫︑敢為進

理解出来ル様ニナル様心ガケテ居ル︒世ノ中一天所謂物識

的態度ヲ執ルコトナク︑須ラク常二﹁学寺ハント欲スルガ故
取︑学習二精励スベシ︵後略︶

紺のジャケットに金色の短剣︑海軍将校生徒の東々しい

トハ云ヘナイ︒本箱学者デァル・斯様ナ人間カラハ﹁識見﹂

ガ届ルガィ略Ｉ斯様ナ人︽本当ノ意味デ教育ノァル人

リガ居り︑万巻ノ書ヲ読破シ︑非常二良ク記憶シテ居ル人
軍装に身をかためて︑江田島の空に柵翻とひるがえる軍艦
旗の下︑井上校長の訓辞を浴びた鮮烈な一瞬を︑私たちは
昭和十九年元旦︑入校一カ月目の私たちは︑分隊の一号

思想のある軍人として貫いた︒日本の軍人中にあっては︑

井上さんは︑四十年におよぶ海軍生活の生涯を︑終始︑

等トイフモノハ到底生レテ来ナイト思う⁝⁝︵原文のママ︶

生徒︵だ期生・最高学年生徒︶に引率されて︑江田島の霊

いのちあるかぎり忘れることはないだろう︒

峰古隙山に登った︒軍港呉の東に舞える灰が雌の山頂をく

えも︑教育にバイパスなし︑教育の目的は︑みずからが物

まことに稀有の存在である︒そして︑その教育に対する考

ょいを見せながら天に昇った︒

知らず︑閑居近傍の草童たちの上にも及んだ号︒

だが︑教育に対する情熱の火は︑戦後も絶えるところを

から身を遠ざけ︑孤高の余生をきびしく果たした︒

戦後の井上さんは︑沈黙の提督として︑一切の公的行事

ラディカル・ラショナリストを自任された所以である︒

る人間を育成することにあると︑明確に割り切って居た︒

事を筋道立てて考え︑自分の立場を他者に置いて考えられ

まどる曙光は︑きたるべき日本の運命を予告する最後の耀
三が日が終わって︑兵学校年中行事の厳冬訓練の幕明き
と時を同じくして︑前年の十月︑大学から軍籍に身を投じ
た兵科三期予伽学生のうち︑約九十名の教育が兵学校の校
内で始められた︒彼らはいずれも︑任官後︑教官配置につ
く予定者だった︒

開始にあたり︑井上校長ゑずから書き下した﹁青年士官

１１

ＦＤ

︑１ノ

／Ｉ︑

自主独立の教育の原点は︑人間に対する井上さんの︑汲

弔辞に代えた一節を棒げて︑井上さんの悌を偲

んでもなお尽きることのない情愛に根ざしていたのではあ
るまいか︒
ここに︑

びたい︒

歳晩の青い月の夜白く波立つ海面を黒い風がおめきつつ
岬の断崖を駈け上ってきた

い︑

三浦半島の西端荒崎のいただき目指して通夜の客の人影
が途切れることなくひめやかに続いた

ひつぎ

とわ

相模湾に突き出たものさびた洋館の一室にこの家のある
じは白木の棺によるわれて永遠の眠りについてた
明治・大正・昭和にわたる波乱に満ちた日本の航跡ととも
しげ

に八十六年の生涯をきわめつくした最後の海軍大将井上茂
よし

美

てんじ実う

昭和五十年十二月十五日提督は微荘の彼方にひろがる残照
の海のはたてにしばし目を放った後ひとり静かに転成への
道を辿ったという

生前こよなく海軍を愛し愛するがゆえに祖国を憂い憂う

アドミラル・オブ・アドミラルズ

るがゆえにかげりなき道理を貫き清廉寡黙の余生を果たした

ありそ

無心に慕い寄る近隣の農家の子らに英語・数学・フランス

にちにち

語・物理・化学・音楽などの手ほどきをし崖下の荒磯に打ち

寄せられた海藻や木切れを拾って日食の糊口をしのいだ

昭和二十七年インフレの時代海鳴りのさざめく庭先のテラ

スで六十三歳の老提督は古びたギターを腹にかかえた

植込象のモンステラーの影をやどしたつぶらな雌の子供た

ちがまあるい輪をつくって坐っていた

ホームスイートホーム︑サンタルチア︑ローレライ︑アニー

ローリー︑ロングロングアゴー︑アロハオエなどのメロディー

つ↑た

がギターの伴奏に乗って口移しに子供たちに伝えられて行

しるぱえ

うたげ

白南風を背にギター弾く老提督をあるじに無心の子らを
主らうど

賓客としたすずやかな愛の宴がそこにあった
などかぜ

和風のなぶる芝生の庭に斜めに伸びた秋の日脚が風を光
ら匙雲を光らせ老提督のつぶらな瞳をすずやかに染め上

げていた花は花につながり人は人を噛みたり

︵ＮＨＫ中央研修所教授︶
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自主独立の教育

﹁労働倫理﹂は︑特に倹約と節制を強調した︒これは︑シェイクス

達した︑いわゆる﹁ピューリタン労働倫理﹂の含みがある︒この

ピーター・ミルワード

﹁自主独立の教育﹂︑まさにこの題名が︑ことばの上で矛盾を含

ｌ英国でうけた私の教育Ｉ

んでいるように聞こえる︒他人が自主独立するのを一体全体どうや

ものを大切に守っておけば︑やがて貯えが増す﹂である︒意味の上

ない﹂と関連がないことはない︒この忠告の意味は﹁今持っている

ロックが娘に言ったことわざ風の忠告﹁締りが固ければ失う心配は

しかし︑ある意味で︑少なくとも西洋的意味において︑この手助

ピアの﹁ヴェニスの商人﹂の第二幕五場の終りで︑ユダヤ人シャイ

けこそ︑まさに教育そのものである︒教育とは︑教師が学生に与え

でよく似ていて︑今日もっとよく使われることわざに﹁︒ヘンスを大

って手助けするのか？手助けが必要であれば︑どうやって自主独

るもの︑すなわち単なる知識に存するのではなくて︑教師が学生か

切にすれば︑ポンドは自然と自分を大切にする﹂がある︒﹁自主独

立することがで︑きるのか？

ら引き出すものに存する︒すなわち︑教育によってそれが学生から

はその実にあるように︑学生自身の中に内在していた︒そして︑教

いう語句そのものが︑ヴィクトリア時代に最も人気のあった本の一

産業革命の発展を見た次の世紀において︑まさに﹁自主独立﹂と

﹁神は自ら助くる者を助く﹂の中でもっとはっきりと示されている︒

立﹂の考えについては︑別の︑同じようにピューリタン的ことわざ

師は本分としてそれを学生から︑雨また晴れという時の流れの中で︑

一八五九年に出版され︑世紀末までに廿五万部以上が売れ︑ヴィク

冊で︑サミュエル・スマイルズによって書かれた本の題名になった︒

ん最初から学生自身の中にあったに違いないから︒かしの木がもと

開発される︒というのは︑教師が学生から引き出すものは︑もちろ

つまり叱陀激励を交互に使いわけて︑引き出さなければならない︒

めて︑多くの外国語にも翻訳された︒進歩の理想を支持し︑この理

トリア時代の本の売れ行きの標準からゑて︑特にノンフィクション

すなわち︑教師は︑自分の教え子が成熟期に到達する手助けをしな

想を成就する実際的方法を説明しているため︑この本は︑自由主義

ければならない︒成熟して初めて︑学生は自主独立することができ︑
しかし︑英国で﹁自主独立﹂と言えば︑その意味には︑今まで述

的個人主義の教えに基づいて作られたその時代の精神に受けた︒し

のジャンルにおいては︑驚異的成功であった︒しかも︑日木語を含

べてきたような辞書的定義以上にずっと多くのことが含まれている︒

かつ他人をも手助けすることができる︒

まず第一に︑このことばには︑十八世紀に英国の商人階級の間で発
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りか機械にも依存するようになっていたからである︒そのため︑代

・

りに少年少女たちが︑原始人のように自分たちと自分たちの資源の

１■■も冒二■

ード・ジョージ時代に移り変わるにつれて︑英国民の風潮も変わり︑

にずっと近いものは︑むしろ江戸時代の儒教の中にあると思う︒し

ということはよく知られている︒英国の﹁ピューリタン労働倫理﹂

においては︑﹁自力﹂はこれまで﹁他力﹂ほどには人気がなかった︑

心に最初に響くのは︑小乗仏教の﹁自力﹂であろう︒けれど︑日本

いう語句は︑日本人にとって︑何を意味するか？多分︑日本人の

しかし︑さて日本についてはどうであろうか？﹁自主独立﹂と

くすみ︑また満足ができる︒

自分でその仕事をする方法を学ぶことである︒その方が︑ずっと安

修理代を要求する︒こうした情況では︑人々にとって一番良いのは︑

まをやりすべてを台無しにし︑大いに迷惑をかけ︑その上に多額の

ことができない︒あるいは︑その仕事をやってくれるとしても︑へ

だいすぐに取りかかってやってくれるなどともはや全然信頼をする

理するというような大切な仕事についてさえ︑職人が連絡のありし

ためである︒今日︑英国民は︑破裂した送水管あるいは放水路を修

うになったのだろうか？それは単に︑労働組合運動と福祉国家の

など︒なぜ︑こうした独習書が今日これほどまでに︑人気を呼ぶよ

聞雑誌売場で日にする︑人気のある﹁自分でやる！﹂シリーズの本

については︑今日別の形で見い出せる︒特に︑英国中のあらゆる新

それは確かに英国民の意識となってしまった︒﹁自主独立﹂の理想

その初期の活力のほとんどを恐らく失なってしまったであろうが︑

今日︑第二次世界大戦後の世界において︑ボーイスカウト運動は︑

にもどり︑簡単で原始的生活をするように今や奨励された︒

みに頼り︑起こりうるいかなる非常事態に対しても覚悟をし︑野性

かし︑十九世紀から二十世紀に︑またヴィクトリア時代からエドワ
この本も忘却のかなたに追いやられてしまった︒

覚えているが︑私が一九三○年代に小学生であったころ︑国語の
先生が︑ホーナング作の﹁ラッフルズ﹂とスマィルズ作の﹁セルフ
ヘルプ﹂の二冊について聞いたことがあるかと︑私たちに質問され
よく覚えているのは︑一つには︑題名が変わっていることと︑同様

た︒二冊とも誰も聞いたことがなかった︒この出来事を今でも私が
に著者名が変わっているため︑また一つには︑私たちが二冊につい
て全く無知であったことに対し︑先生が述べられた意見のためであ
る︒先生言わく﹁当時は︑二冊とも有名なベストセラーであったが︑
たが︑今日では誰もそれらを読んでみようと考えもしない﹂︒

今やすっかり流行遅れになってしまった︒かつては︑大流行であっ
けれど︑だからと言って︑﹁自主独立﹂の考えが︑その題名の本
のように︑流行遅れになってしまったというわけではない︒むしろ︑
ボーイスカウト運動の標語﹁常に準備してあれ﹂に示されているよ

そして後にば︑ガ

うに︑それは違った形を取るようになった︒この運動を始めた雷ヘィ

ドウン︲ポウエルの全体的考え方峰少年に

︲ルガイドのシ系ク︲運動から︑少女にｌ自活する方法︑自分の
は︑英国人の中産階級的自己満足に対する︑一種の反動であった︒

プルジヨア

世話をする方法︑自主独立する方法を習わせることであった︒それ
彼らは︑すべて汚ない仕事を召使いたちに任せておき︑自分たちは
何もしないでふんぞりかえり︑大英帝国の楽しみごとを享楽するこ
る反動でもあった︒というのは︑そうした進歩の結果が召使いばか

とができるとしばしば考えていた︒それは︑また物質的進歩に対す
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四年︶に︑スマイルズの﹁セルフヘルプ﹂が日木語に翻訳され︑ヴ

かし︑明治維新になって初めて︑この﹁労働倫理﹂は日本において︾

から︑彼らが課外活動からずっと多くのことを学ぶのも当然である︒

不思議ではない︒教室で学ぶことは︑大部分時間の浪喪である︒だ

きない︒だから︑彼らが大学教育で大して多くを身につけないのも

少なくともそこにおいて︑お互いから学び合い︑独力でなんとか無

西洋への開国とともに表立ってきた︒それから︑一八七一年︵明治
ィクトリア時代の英国における以上に︑明治時代の日本においては

理をしてやって行かなければならない︒

日本において臆︑﹁労働倫理﹂をもつと完全な形でｌまたもっと

蝦後に︑ますます人間性を失わせる機械化時代に移って行くので︑

大成功をおさめた︒

綱人主義的意味合いでｌ取り入れる余地があるように私には思わ

しかしながら︑この国においては︑﹁自主独立﹂の理想が︑日本
ろ団体的意味を帯びるようになってしまった︒日本人は︑学校であ

人の持っている天性の﹁団体主義﹂のために︑個人的意味よりむし

ト教徒の犠牲者に反対し︑ユダヤ人シャイロックの味方をしている

ーリタンの教義に私が賛成しているわけではない︒まして︑キリス

わけでもない︒だが︑一つには︑ソクラテスの教育理想︵弟子に自

れる︒だからといって︑その道徳であろうと宗教であろうと︑ピュ

イスカウト運動の中で示されているような英国的理想は︑日本人に

ろうと会社であろうと︑個人としてよりむしろ団体として︑とかく

とってほとんど意味を持たない︒彼らは︑その理想を単に自分たち

にしてもらいたいように他人に尽す方法︶を︑郷愁の念をもって私

分で考えさせる方法︶︑また一つには︑キリスト教の倫理理想︵他人

︵上御大教授︶
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考え行動する傾向がある︒そのため︑スマイルズの本あるいはボー

のことば︑すなわち自分たちのまわりの社会の儒者的ことばの意味

に従って︑失敗でさえも成功となるのも無理はない︒

からすれば︑私の大好きな日本語のことわざ﹁失敗は成功のもと﹂

ろ永遠における成功というもっと高い理想をもっている︒この見方

た︒しかし︑私が考えている﹁労働倫理﹂は︑時間というよりむし

は︑成功の期待をこの世に限っていたから︑不成功に終ってしまっ

は振り返って見ないわけにはいかない︒﹁ピューリタン労働倫理﹂

で理解できるだけである︒一方︑元来の英国的意味は︑非常にピュ
ーリタン的︑個人主義的である︒

恐らくこのためにこと勉強ということになると過去より一層今日︑
私はたいていの教え子の中に︑ある種の無力感を見い出す︒学生た
ちは︑あらゆる細かいことについて︑先生によって︑いわゆる﹁過
保護される﹂ことと﹁甘やかされる﹂ことを期待する︒彼らは︑授
業中に︑自分で勉強するように指示されるあるいは命令されること
でなくて︑楽しませられることを望む︒最高の︑そして全く唯一の

うすぐあとで忘れてしまうＩ学生が与えるものである︑つ重り自

教育とは︑学生が受け取るものではなくｌそうしたものは︑蟻つ
分の中へ入って来るものでなく︑時の流れと精神の成長といっしょ
に︑自分から出て行くものである︑ということを学生たちは自覚で

3
−
ﾙ
人

精神教育の重要性

ある︒

る︒まさに︑日本の教育の光栄ある歴史で

グスターフ・フォス

な物質的なものだけが︑唯一の憧れの的と

ｌ宗教心に裏つけられた教育をＩ
今の世の中は︑子供が正しく︑遅しく成

理解もない人間が殖えてくるものである︒

なりがちであり︑精神的なものへの関心も

しかし︑その歴史の中には︑現代の教育

い世代の相つぐ非行や自殺などが︑それを

るということは否定できない︒日本の教育

が直面している諸問題の種となるものもあ

長していくには好ましい環境ではない︒若

ルという耳ざわりな汚名はそこに由来して

およそ十年前からのエコノミック・アーミ

ｌ特にかつての国立学校の教育ｌにば︑

はっきり示し︑今の教育のあり方に強い疑

いる︒観光・アニマル︑セックス・アーニ︑

問を投げかけている︒親も先生も教育の本
質を取り違えて︑﹁枝﹂に過ぎない知育や

いう傾向または特徴というべきものがあっ

た︒今の社会を悩ませている国・公立優先︑

人づくりよりも︑社会または国家づくりと

公立私立の教育費のアンバランス︑学歴偏

ルまでの連想もまた︑全然根拠のないもの
この好ましくない現実の根源は︑日本の

技術や学歴だけを心配し︑﹁幹﹂となるべ

教育の歴史の中に潜伏している︒維新当時

つである︒勿論︑戦前にも似たような欠陥

重︑極端な知育尊重などは︑その結果の一

でもない︒

の日本は︑幕府の鎖国政策の結果として︑

き精神教育を軽視しているので︑若者が迷
子育ては︑魂や心の養成という教育の原点

機械文明の上で︑西洋にひどく後れていた︒

路に踏み込んでしまう結果となるのである︒
に立ち返るほかはない︑と私は思う︒

歴史の重み

った︒そして︑日本はその目標を達成した︒

のは︑家庭・学校・一般社会に︑一つの﹁心

する積もりは︑勿論ない︒私が指摘したい

私はここで昔の修身教育の復活などを提案

儒学を根底とした修身の伝統が生きていたつ

Ｅ・Ｏ・ライシャワーが何時か言ったこと

の支え﹂となるような精神的なものがあっ

があるにはあったが︑当時は︑まだ古来の

だが︑﹁その政策は素晴らしかった︒その

た︑という歴史的な事実である︒そして︑

そのため︑科学的︑技術的︑生産的向上の

を中心にすべき人間教育の人間像の間には︑

実施は尚更そうであった︒﹂そして︑その

促進ということが国家の中心的な目標とな

大きなギャップがある︒経済や工業を急ピ

功績が教育のお陰であったことは事実であ

日本の社会が主として考えてきた産業社

ッチで発展させていく過程においては︑

会的な人間像というものと︑人間そのもの

﹁もの﹂﹁お金﹂﹁利益﹂﹁昇進﹂というよう
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そのような人間性を育てていく精神的な教
育がないということが︑今日の教育の一番
る︒

得欲だけに支配されるようになりがちであ

ど増加し︾社会問題となりつつある︒その

原因に関する︑新聞記者︑群察︑教師︑親

うのが︑今日の実状である︒人間尊重︑個

理想と現実が余りにもかけ離れているとい

派な教育思想が州かれているものが多いが︑

等が出している要覧や趣意害には︑実に立

文書︑または各種教育団体︑学校︑ＰＴＡ

教育のＨ標や内容に関して公布された公

な裏づけが必要である︒その理由で︑道徳

対しての判断力を養うには学科的・学問的

いても︑正しい．正しくないということに

教育においてと同じように︑人間教育にお

や助言や命令には説得力がない︒他の学科

十分に理解させない限り︑親や教師の指導

正しくないか︑ということを若い人たちに

とはなぜ正しいか︑正しくないことはなぜ

ー等々のような︑非行と臓擬繋がってい

る下品な︑気味の悪い残酷すぎる一頁−ス

今日の報道機関が無差別に撒き散らしてい

そして︑一般の社会での非教育的な風潮や

即ち︑一種の甘ったれた生徒係せ主義ｌ

のない自由ごっこ︑過度の自主性の強調︑

１そして︑学校での知育・進学偏重︑抑圧

出現︑親の無責任というべき学校依存心１

遠な関係︑共稼ぎや父剃不在︑教育ママの

力の養成︑それらを目標としている授業が

で︑子供をもっと咲けるべきだという声を

また︑事態が緊急の様想を呈してきたの

家庭での話し合いの足りなさ︑親子の疎

性盤かな文化の創造︑然るべき教養などを

や倫理は︑学習の範囲に入れるべきもので

などのコメントは多彩である︒

基盤とした道徳性の養成は︑同標となって

ある︒思想史とか道徳史のような知識科Ⅱ

なく︑納得せざるを得ない見解である︒

る原因はよく指摘されている︒言うまでも

︑人間には理性があるのだから︑正しいこ

はいるが︑実際に学校や家庭で行なわれて

としてではなく︑正しい道徳的価値判断︑

大きな危機なのである︒

いる道徳教育には︑致命的な弱みがある︒

善に向かっての実行力︑悪に対しての抵抗
必要なのである︒徳育における知的而を無

知育と徳育との関連
今日の教育は︑知的偏重だとよく批判さ

に教えよ︒道徳的判断力を身に付けさせろ︑

視したら︑人間教育は︑本当の意味の教育
にはならない︒教育の﹁教﹂は︑入試のた

れている︒確かに︑成績とか試験とか︑進

めに必要な学科だけを指すものではないか

の根本的な歪皐に触れていないからである︒

もの足りない結論である︒今日の道徳教育

る︒しかし︑それらは︑私としては︑実に

った方がいい︒迷惑をかけるな︑と徹底的

化不良が起こってくるほどである︒それに

というような︑新聞や雑誌に最近しばしば

上げる人も少なくはない︒お灸をすえてや

反して︑人間形成のための欠くべからざる

らである︒人間の魂や心を形成していくも

出る結論もまた︑異議を許さないことであ

学向きの知識は豊富に与えられている︒消

知識︑人間教育の土台となるはずの︑道徳

のも﹁教﹂の内容にすべきものである︒

今の若い世代の非行や犯罪は恐ろしいほ

非行の原因

や倫理や宗教などに関しての知識は︑絶対
にといってよいほど不足している︒その当
然の帰結として︑然るべき善悪の判断が薄
れ︑その場その時の単なる自己中心的な損

（21）

道徳的判断というものは︑一体︑何であ

ら︑迷惑だったとは思わない﹂と︑親の前

教育の中心となるものは︑先ず第一に然る

に過ぎないような朕ではない︒道徳や結神

な規律等のような︑ある意味において上辺

る︒誠実︑正直︑勤勉︑純潔︑思い巡り︑

べき道徳的価値判断への実際的な指導であ

で平気な顔をして︑刑事を非難した︒登校
会社の人も︑先生達さえもストをやり︑勝

拒否の高校生は︑﹁どうしていけないのか︒

手に有給休暇を取るじゃないか﹂と言って

されないのか︑なぜ人間性に合わないのか︑

なぜ非社会的であるのか︒自分の衝動や欲

親孝行などのような徳目は︑﹁古きよき時

るのか︑何であるべきか︒非行は︑なぜ許

望は︑なぜ︑どのように﹃一ントロールすべ

代﹂の遺物ではなく︑現代の人間にも求め

であるからである︒

られている︒時代や政治体系を越えるもの

はけ口︑または単なるスリルを求めて﹁遊
び型﹂の非行へ走るものの多くは︑罪悪感

親を困らせた︒このように︑不満や退屈の

が鈍く︑恥を知らない︒これこそ精神教育

りながら︑悪を行なう自由がないのか：：：︒

このような︑正しい善悪価値観の根底とな

きか︒人間というものは︑なぜ︑自由であ

るところにまで問題を堀り下げ︑子供の理

教育論の多過ぎる今日では︑人づくりの

不在の恐しい結果だ︑と私は思うのである︒

発心に明白に答えてやらなければならない︒

だ﹂という当り前の︑ごく自然な疑問や反

の頭や心にある﹁なぜ﹂︑﹁どうして﹂︑﹁嫌

けでは絶対に足りない︒親や教師は︑子供

場で元気よく励んでいる子供にこそ欠くべ

になりそうもない︑家庭で︑学校で︑運動

児にも与えるべき﹁常食﹂である︒問題児

のは︑病人食のようなものではない︒健康

の一つとして︒しかし︑精神教育というも

最近よく叫ばれている︒不良化防止の対策

若い世代の精神教育またはその増強は︑

親に言ったものである︑﹁学校では︑宗教

上戦後の若い世代を教育してきたが︑よく

ある︒

非とも必要な信念が薄れがちとなるからで

る︒心の拠り所がないと︑指導にとって是

親や教師も迷子になってしまう危険性があ

原始林の中では︑子供や生徒だけではなく︑

主義︑経験主義︑個性主義︑等禽の主義の

てきたことは事実である︒自由主義︑自然

真髄となるこの道徳指導はむずかしくなっ

万引きしたある中学生が︑﹁迷惑をかけ

からざる心の糧となるものである︒その子

﹁良い﹂子の支えとすべきもの

性に訴え︑彼らを考えさせてやらない限り︑

非行への傾向を断ち切ることはまず不可能

てはいけないと知らないの﹂と注意された

供が︑どの人間の心に潜んでいる弱みにも

の自由を︑勿論︑尊重し︑何も強制しない︒

い︑あるいは命令︑禁止もいいが︑それだ

時に︑﹁何百億の財産を持っているデ︒ハー

拘わらず︑現代の社会の中でも楽しく︑し

rワワ、

である︒助言︑励まし︑呼び掛け︑話し合

トから︑千円ぐらいの品物を取るのが迷惑

子供を教育する︑信がない﹂それは言い過

ってはいけない︒私は宗教心のない家庭の

その心の拠り所とは？私は三十年間以

だとは︑だれも信じない︒それはばかげた

しかし︑親は宗教に関しては︑無関心であ
この心の糧や支えとなるものは︑単なる

かも正しく成長していくために︒

警察に厄介になった女子学生は︑﹁どうし

身なり︑清潔︑礼儀︑エチケット︑外面的

話だ﹂と言い返した例がある︒売春の罪で

て悪いのですか︒相手も望んでいたんだか

、 竺 竺 ノ

限り︑道徳指導の実りは大して望めない︒

心に導かれた人間論とか人生観とかがない

ぎのように聞こえるかも知れないが︑宗教

価値観や人間像や常識をわが子に遠慮なく︑

先輩である親に課せられた任務は︑自分の

一種ではないだろうか︒．ともかく︑人生の

教心に導かれた﹂人生観は︑人間の常識の

からそのまま︑ストレートに子供の世界に

クス︑プレーボーイ主義等は︑大人の世界

情報時代の今日では︑賄賂︑暴力︑セッ

かはともかくとして︑人間は絶対的なもの

家庭教師や塾を探したりすることではない︒

理科などを教えたり︑子供のために必死で

家庭教育の本質は︑読み書きとか数学︑

できない︒子供を社会から隔離することが

たとえ親でもそれからわが子を守ることが

てしまうと言った方が正確かもしれない︒

らず子供の感覚に入ってしまう︒入れられ

降りてくるのである︒それらは︑知らず知

い︑というオヤジの信念︒

人間の運命を支配している人間以上の

そして力強く与えるということである︒

けている︒不正は︑人間がすることじゃな

﹁力﹂がある︒その﹁力﹂を神と呼ぶか︑

ではないから︑善をなし悪をさけるべし︑

い︒親自身の生き方や道徳律︑親が言って

有名校へのレールを敷いてやることでもな

仏あるいは天または宇宙を貫く原理と呼ぶ

という人生のルールを守るべきものである︒

こと︑尚︑せねばならないこと︑それは︑

できないからである︒しかし︑親ができる

そのような宗教心に力づけられた教育は︑

いること︑行なっていること︑その言行の

子供が自分自身を守り得る意欲︑そして自

本当の意味の精神教育︑即ち︑人間教育で

分の足で正しく歩んで行ける力を育ててや

裏にある価値観︑子供と一緒に生活したり︑

それらを子供に分かち与えること︑それが

話したり︑議論したり︑悩んだりしながら︑

ある︒

わが子の心の教育は親の手で

ることである︒善を成し遂げる実行力︑お

よび悪に逆らう抵抗力︑これこそ子供の一

親の親たる任務である︒

私の若い時に最近よく報道されているよ

今述べたような指導は︑今日の学校教育
には余の期待することができない︒公立学

﹁お父さんは大丈夫ですか︒全然関係がな

ものであるｏ︵彩好斡卿恥蓉壷連合会︶

生の仕合わせや社会のよき発展を保障する

いんですか﹂と私が言ったとたん︑父は︑

一金参千円也神戸光子殿︵茅ヶ崎市︶

起こった︒私が十二︑三歳の頃であった︒

部分の先生は︑そのための必要な予備知識

﹁お前︑親について︑一体︑何を思ってい

うな賄賂事件が︑父が勤めていた仕事場で

も信念もないということは悲しむべき事実

るのか︒賄賂なんて︑人間がすることじゃ

で宗教教育をすることができない上に︑大

である︒結論すれば︑わが子の心の教育の

校の教師は︑教員という立場において教室

精神的︑常識的裏づけは︑親以外に与える

ない﹂と物凄く怒って怒鳴りつけた︒父の

親にとって大変むずかしい注文と思われ

始めた︒今でもあの言葉は私は心に響き続

あの怒りを見て︑私は真っ青になって震え

一金壱千円也松崎美代子殿︵鎌倉市︶

ご寄付

ものがないのである︒

一金参千円也伊達文蔵殿︵横浜市︶
一金弐千円也高田豊寿殿︵千葉県︶

るかもしれない︒しかし︑前に述べた﹁宗
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隆治

﹁はいはい﹂ときいているだけで︑自主独

人も国も他人や他国のいうことを︑ただ

して威臨丸︵艦長・勝海舟︶に乗り組み渡

万延元年︵一九六○︶木村摂津守の従僕と

て蘭学を学び︑更に独学にて英語を勉強し︑

漢字を勉強し︑次いで緒方洪庵先生につい

は平等であり︑それを伸ばしてやり︑開発

平等︑個性︑持ち味を伸ばすことについて

生れつきにも不平等︑個性がある︒その不

自主独立の信念なき人・民族は滅ぶ

立の気魂がなければ︑他人や他国から侮ど

米︑翌年欧州視節団に加わり︑仏︑英︑独︑

た五箇条の御誓文に﹁官武一途庶民に至る

明治元年三月十四日明治天皇の発布され

九六八︶三十三歳にして慶応義塾を創設︑

うと思う︒

んことを要す﹂とあるのも同じ意味であろ

う

大いに﹁独立自尊﹂を強調︑﹁天は人の上

かんりん

られ︑その存在の価値がなく︑国としては

まで各其志を遂げ人心をして倦まざらしめ

することが教育であるというのである︒

他国の従属国となり︑亡国となるのではな

七︶軍艦受取委員として渡米︑同四年︵一

露︑葡の各国を廻わり︑慶応三年︵一九六

人も高校や大学を卒業して︑一本立ちに

に人を作らず︑人の下に人を作らず﹂とい

く独立すべきである︒﹁かわいい子には旅

たり︑他人の厄介になるのは恥辱であり早

者で︑二十七歳のとき︑松下村塾を開設︑

僅か三十歳で処刑されたが︑すぐれた教育

吉田松陰先生は安政六年十月二十七日︑

成ではないかと思う︒織田信長︑水戸光閏︑

青少年は十八歳ぐらいまで︵高校︶は未完

三歳頃から神童といわれた︒しかし一般の

うている︒頼山陽や吉田松陰︑孔子などは

ときから教育をはじめねばならない﹂とい

いる︒近代の教育者は﹁子供が胎内にある

よく﹁三シ子の魂百までも﹂といわれて

なるまでは親や他人の世話になるのも︑や

う有名なことばを遣された︒

をさせろ﹂といわれているとおり︑子供を

子弟を教育したにすぎないが︑この間に明

僅か二年半︵安政三年七月←五年十二月︶

治維新の原動力となった多くの人材を育成

せたものである︒両親や先生方も子供達が

に負えない腕白もので親や先生を手こずら

チャーチルなどは何れも十八歳頃までは手

りして鍛えたものである︒

されている︒先生の教育理念は﹁不平等則

十八歳ぐらいまでは︑その個性をよく観察

ふぴようどうそく

平等﹂というのであった︒鉱物に金︑銀︑

びょうどう

銅︑鉄︑鉛など不平等があるように人間の

明治維新の先覚者福沢諭吉先生は大分県
建制度に反抗し︑自主独立の信念に燃え︑

でつちぼうこう

丁稚奉公にやったり︑先輩の書生をさせた

甘やかさず鍛えることが大切である︒昔は

すね

むを得ないが︑いつまでも親の雁をかじっ

○人としての自主独立

いかと思う︒

崎

中津藩の下級士族の家に生まれ︑幕府の封
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寺

誠心︵新田義貞︑高山彦九郎︶が強い︒

自主性︑個性のない国民は国籍不明の国

大問題であると思う︒

戦後人口が東京や大都市に集中し︑︑特に

し︑その進むべき方向︑学校︑職業の選定
を誤まらしめないようにしてやることが肝

ぱ日本国民の特異性は何であろうか︒

民であるといわれても仕方がない︒しから

明治︑大正時代の文学者︑芳賀矢一博士

てきているから昔の江戸っ子や神田っ子の

は日本人の国民性として㈲忠君愛国︑ロ祖

東京には全国から︑いろいろな人が集まっ
ような特色がなくなりつつある︒偉い人は

先を崇び家名を垂んず︑白現世的︑実際的︑

し︑植木のように仕立てることは大きな誤

今後︑須らく郷里に帰り︑郷党や後進のた

四草木を愛し自然を喜ぶ︑㈲楽天酒落︑㈲

要であると思う︒子供の個性や希望を無視

私は政治家︑学者︑教育家︑実業家︑芸

めに教育指導に力をつくしてもらいたいも

淡泊淵酒︑㈹繊麗繊巧︑㈹清浄潔白︑㈹礼

りであろう︒

のである︒元連合艦隊司令長官山本五十六

しやらく

能人を問わず︑それぞれの個性︑自主性を

大将は﹁俺が郷里の新潟県や長岡の人達の

しょうしゃせんれいせんこう

生き甲斐であると信ずる︒

発揮することが一番大切であり︑その人の

として﹁これらの美徳には短所︑欠点があ

へるべき所は変へ︑守るべきところは守り︑

る︒今後日本が世界の舞台に立つ以上︑変

節作法︑同温和寛恕の十項目を挙げ︑結論

田赴夫先生が上州の人のために︑大平正芳

新来の長所を採る覚悟あるを要す︒これを

いわれ︑進んで郷党の面倒をゑられた︒福

明治維新までは日本全国に蒲があり藩主

総理が讃岐人のために尽されるのは当然で

為し遂げ得ないならば祖先に対しても相済

ために面倒を染てやることが何故悪い﹂と

が教育を担当としていた︒薩摩︑長州︑土

ある︒︵もちろん天下国家のことを優先す

○県民性

佐︑佐賀︑福井︑長岡︑佐倉︑会津︑仙台︑

べきではあるが︒︶

私は県民ばかりでなく市町村や官︑公︑

米沢︑盛岡などの藩には︑すぐれた藩主が

わが国の三千年という民族の体験︑伝統の

教育勅語や軍人勅諭を熟読玩索すれば︑

私立の学校においてもそれぞれの特色︑個

中から人として︑民族として遵守すべき普

まぬ﹂と述べておられる︒

県になってからも多くの人材をだしている︒

展しないと思う︒

性があって然るべきで︑それがなければ発

おり︑教育の振興に努めていたので廃藩置
各県がそれらの伝統と風土・歴史等によっ

しく加筆修文すれば︑現代においても十分

遍的な事項をよく採りあげられており︑少

人として或いは県民として自主性︑個性

酷極まる占領政策により︑憲法︑教育法︑

○国としての自主独立

てそれぞれ独得の県民性を持っているのは
当然である︒私は人に個性があるように各

の大切であることについては︑以上述べた

労働法︑民法等に大変草が行われ︑主権在

適用し得るものと信ずる︒

う︒私の郷里上州は︑赤城おろし︵からっ

とおりであるが︑国家︑民族として自主性︑

○○○

県には独得の県民性があった方がよいと思
風︶とかかあ天下︵主婦が養蚕︑農業に励

個性の有無は︑その国の運命を左右する軍

第二次世界大戦後︑わが国は占領軍の苛

み︑家庭経済を切り廻す︶で有名であり︑

○○○○○○

また仁侠心︵国定忠治︶や皇室に対する忠

（25）

民︑民主主義が強要され︑民主主義の名の

︵六月六日国会を通過成立したとはいえ︶

した政党のあったことは残念至極である︒

日本人とはいえない︒

○国と独立︑自由︑平和

世界の歴史︑治乱興亡のあとを観ると弱

下に︑自由が横行︑汎濫し︑わが国の伝統

の場合と同じく︑独立自主の気晩のない国

肉強食︑優勝劣敗の原則に支配され︑個人

現在諸外国においては日本は天皇の国で
なされたり︑皇太子殿下が天皇陛下の御名

は衰滅していることがわかる︒そして亡国

あると信じ切っており︑天皇が海外旅行を
代として外国を訪問される場合には︑すべ

となった国が︑いかにみじめな状態におか

つあるのではないかと憂えるものである︒
︵最近多少反省されてはいるけれども︶

て元首として待遇され二十一発の皇礼砲の

的美風は破壊され国籍不明の民族になりつ

日本民族の最大の特異性は何かといえば

礼をもって迎えられている︒
諸外国の大使が日本に着任するに当たり︑

ユダヤ人は一三五年︑イエレサレムから

いるＯ

れたかは古今東西の歴史がこれを証明して

芳賀博士が︑第一にあげられているように
来万世一系の天皇を中心として全国民が大

天皇陛下に信任状を捧呈したり︑ご陪食や

﹁忠君愛国﹂である︒即ちわが国は三千年

和一致︑和気龍々として栄えてきた国柄で

最高の権力ではあるが︑国会では野党から︑

日本の総理大臣は︑現在の日本国憲法上︑

世界から横斥迫害を受け︑第二次世界大戦

浪の民として或いは﹁ジュー﹂といわれて

追放され︑爾来一八一三年間の長い間︑流

器で象徴されているように鏡Ｉ霊智︑正義︑

スラエル共和国として独立し得たのである︒

後︑米英等の支援を得て一九四八年五月イ

り名誉であるといわれている︒

園遊会にご招待されるのが一番の感激であ

玉Ｉ仁︑慈愛︑剣Ｉ破邪顕正︶であり︑天

の座から引きおろされて交代し︑その後は

も象くしやにされ︑数年をいでずして権力

しかもその理想は智︑仁︑男︵三種の神

ある︒

皇︑皇室を中心とし︑単一の大和民族とし

下にあったアジア︑アフリカの七十六カ国

殆んど忘れ去られている︒日本は天皇の国

て同一語︵日本語︶を話し︑りっぱな文化︑

であり︑日本の特徴は︑天皇・皇室をいた

が︑今次大戦後︑独立し自由を渡得し国連

伝統をもっている国である︒

だいていることである︒このことは戦前も

の斉唱や国旗﹁日の丸﹂の掲揚を拒否して

えよう︒︵特別会員元連合鑑隊参謀︶

敗れたけれども︑日本の力によるものとい

って大きな喜びである︒これは︑戦争には

ことができるようになったことは彼等にと

いるものもあるが︑これらは︑ほんとうの

また︑日本国民の中には国歌﹁君が代﹂

のである︒

その他︑数百年間にわたり︑白人の奴隷

泊翁も日本弘道会の理念として︑第一に

戦後も変りはない︒ただ太陽や空気︑水の

に加盟して自国民の主張を全世界に訴える

その喜びは言語に絶するものがあった︒

﹁忠孝を重んじ︑皇室を尊ぶ﹂ことをあげ

ありがたさに気がつかないと同じようなも

終戦後︑既に三十四年を経た今日︑日本

られている︒

人もいつまでも国籍不明の民族であっては
会議で議決されているのに︑これは天皇制

ならない︒元号問題で四十六の都道府県の
護持と再軍備につながるからというて反対
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泊翁旧宅跡に建立の記念碑

日本弘道会会長挨拶

明

共多年西村先生を尊崇する者としても衷心より欣斑

性を示すもの︑皆様方御感激のことと思います︒私

の記念事業の行われますことも共に佐倉藩風の進歩

慶の至りと存じます︒恰も時を同うして浅井忠画伯

したことは︑多年の渇望が医せられたわけで︑御同

より︑御旧居の跡も判明し︑そこに記念碑が建ちま

幸にして此の度菊間市長さんほか皆様の御骨折に

ありましたから自然そうなったものと思います︒

は新時代への思想啓蒙を殆んど江戸・東京が舞台で

程でもありませんが︑幕末には藩公の側近︑維新後

先哲は故山に疎しとか︑会祖西村茂樹先生はそれ

口

縁故を誇りとし︑大切にして行きたいと思います︒

を禁じ得ません︒今後は一層相提鵬して先生との御

昭和五十四年五月九日

一
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野

一﹁修静居跡﹂建碑除幕式
八佐倉支会再建総会記Ｖ青柳嘉忠︽
前日の雨もからりと晴れた五月九Ｈ︑会氏によって発会されていたからである︒

一流の人物ばかりである︒いはば︑廃藩置

々である︒

県後における佐倉町の基礎づくりをした方

と一﹂ろが︑聖人の嗣に君子は生れずと言

う訳でもないでしょうが︑後継者がいつの

間にか絶え︑佐倉支会は有名無実の存在と

祖西村茂樹先生の旧宅﹁修静居跡﹂の建碑会長Ｉ未定・

いた本部主事渡辺正〃氏は︑ここ数年にわ

なってしまった︒この佐倉支会の現状を憂

に努め︑同志に計らい今︑の支会再建総会

氏もまたそれに応えて佐倉支会再建の助成

夫氏らに支会再建を献身的に要請した︒両

たって前佐倉市長堀田正久︑現市長菊間健

除幕式が佐倉市民憲章推進協議会と︑社団幹事ｌ粕谷済︑志田極︑松崎健五郎
法人日本弘道会佐倉支会の手によって行な会員ｌ倉次亨︑佐治済︑島田変︑田村利

﹁修静居﹂というのは︑西村会祖が明治谷義府︑松原準太郎︑内貴正道︑内田藤兵

われた︒貞︑浦岡忠︑吉田豊太郎︑粕谷幾太郎︑菅

三年三月から同五年十月まで居を椛えた︑術︑川久保哲︑郡司秀綱︑風間年長︑筋吉

このような︑経緯を踏まえてこの日午前

のはこびにいたったものである︒

つけられた名で︑これより会祖は住居地が藤蔵之佐︑志田保︑但馬肇之丞︑小川荘平︑

佐倉市宮小路町六十五番地の居宅の書斎に五郎︑国友忠明︑青柳厳雄︑沼沢芥舟︑伊

佐倉支会の再建総会が淵雌され︑

名誉会長佐倉市長菊間健夫

九時三十分定刻に︑会員五十八名を擁する

で会祖は︑録万回史略﹄全十巻の編纂・を田中佐平治︑統簡︑土方功︑増子永人︑藤

を推挙し︑次の役員を選出した︒

願問同前市長堀川正久

かわってもｎ分の書斎を﹁修静階﹂と呼ん依田義三︑岡佃佐蔵︑藤巻胤家︑宇都木行

完結した︒つまり︑同書巻ノーの例言の末川巳之助へ沼田又蔵︑田内成逆︑山洛一遊︑

でいたのであった︒この佐倉の﹁修静居﹂蔵︑川本直︑佐藤信蔵︑柿木粛︑赤井潔︑

文に次のようにに記している︒小島栄三︑横沢信義︑大沢行︑小川福太郎︑

会長藤方恒二

副会長田辺弥太郎荒井元吉
幹事長青柳嘉忠
幹事粟生保︵外五名︶以下略︒

八明治壬申夏六月庸斎陳人湖西ノ修静居南波佐間佐吉︑幸田清︑筋芳太郎︑千葉胤

会員には明治二十九年の発足当時の支会

二識ス︒Ｖ栄︑佐藤舜海︑桜井義野

を鏑木町の大聖院客殿で開催した︒再建総以上は﹃日本弘道会叢記﹄第記号からの

を貝の孫︑ひ孫にあたる方盈の名前が連ね

碑の除幕式に先だち佐倉支会の再建総会特別会員ｌ伯爵堀田正倫

九年に既に佐倉支会︵第七十九︶が次の各も世に名を遂げた︑当時佐倉地方における

会と銘をうった理山は︑佐倉には明治二十抜粋であるが︑前記五十二名の会員は何れ
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さて︑除幕式は総会に続いて行なわれ︑

会は死せずの感を深くするものがあった︒

られている︒正に人は朽ちるとも日本弘道

まれているのは︑会祖西村茂樹先生が明治

碑の左側面に昭和五十四年五月八日と刻

式後碑の前で参加者全員の記念撮影をした︒

二︑新理事として古川哲史評議員を推脳・

評議員任期満了の小出孝三氏ら十二名再任︒

三︑昭和五十三年度決算︑五十四年度予

四︑昭和五十三年度事業報告︑五十四年

算について渡辺事務局長の説明︒

建碑の除幕式ののち︑市役所に建立され

して新会員百名を目喋とし巳に八十余名を

八年のこの日︑三等侍講を仰せ付けられ︑

た浅井忠画伯像の除幕式に参加した︒浅井

勧誘されたが︑この一年間に新会員五十余

本部から西村幸二郎副会長︑渡辺正男主事︑

忠画伯は佐倉旧藩士で︑わが国近代洋画の

度事業計画を渡辺主事が重点的に説明︒一

佐倉市民憲章推進協議会々長藤崎蕪︑本部

先覚者として極めて大きな業績を果した佐

ために熱弁を振われたのを初め︑枇淡会の

名を達成された加藤嘉三郎氏が本会発展の

初めて明治天皇に拝謁した記念すべき日で

主事渡辺正一児両氏の手によって除幕の紐が

倉が誇る偉人の一人である︒この浅井画伯

開催︑会誌の月刊発行︑Ⅱ下実我以下の会

鶴岡衛理事︑渡辺薫事務局長の四氏が出席

引かれ︑満場の拍手のなかに︑縁の樹林を

は︑叫沿六年一月九ｕに佐倉を出て︑当時

あるに因拳︑建碑の日としたものである︒

背景に息づく如く碑が姿を現わした︒

東京深川佐役町堀田従五位邸内に居住して

であった︒閉会後︑玄関前で記念搬影︒午

蜜値上等それぞれ熱意溢れるご高説の続出

され午前十時を期して幹事長の合図により︑

三メートルのもので︑柿は御影石尚さ一︑

いた会祖西村茂樹先生宅に移住し︑翌七年
奇しくも同じ日に両先生の除幕式が行な

堂において西村会柵の七十七川忌の法要を

後三時から有志十余名は千駄木稚源寺の本

西村幸二郎副会長は本会創立百年を記念

同昼食をとりながら自己紹介︒

センチ︒正面右肩に﹁西村茂樹旧宅﹂中央

八四メートル︑幅四○センチ︑厚三一︑五

二月二十日まで寄留していたのである︒

われたのも決して偶然ではなく︑因縁のし

因みに︑碑は自然石を台座にした総商二︑

に﹁修静居跡﹂と︑旧佐倉藩主の後畜であ
除幕ののち︑碑の前において建碑に際し

る堀田正久氏の諏書を刻したものである︒

て土地の問題などで協力をいただいた斎藤

こうして没後の七十七年の今日続々光を

執行︒

隔とご冥加とをお祈りしたのであった︒

放つ会祖の偉徳に限りない感謝を捧げて冥

浅井忠画伯像の除幕式の終了後︑佐倉市

からしむるところであろう︒

役所六階会議室で両除幕式の一記念識演会か

市郎氏に︑感謝状と記念品の贈呈を行ない︑

催され︑千葉県美術館副館長尚橋在久氏の

焼香の際私は佐倉支会再興と修静居跡の

によって代読された︒︵野頁に掲戦︶

﹁浅井忠と人と芸術﹂︒東京大学名誉教授

霊前に報告︒詳細は青柳嘉忠氏の記事に談

建碑並浅井忠画伯銅像の両除幕式について

続いて野口会長のメッセージが西村副会長

メッセージの代読に続いて祝辞を渡辺主

誰演が行なわれた︒

古川哲史先生の﹁西村泊翁と西郷南洲﹂の

︹犯頁下段へつづく︺

事︑菊間市長︑堀田顧問からそれぞれいた

︵佐倉支会幹事長︶

だき︑主催者を代表し佐倉市民憲章推進協
議会藤崎会長の挨拶で除幕式を終了した︒

（29）

日本弘道会第七十七回通常総会︵報告︶

渡辺正勇

昭和五十四年六月三日︵日︶於本館会議室

を片山理事が代読︒次いで医博杉浦昌也東

君がそれぞれの地域において会長︑幹事な

いるのに︑憂慮すべき状況が少くない︒諸

今や︑日本は世界の日本として進展して

いう五カ条の道徳目標の達成につとめ︑わ

親族町村県国から世界の人灸を善くすると

である︒諸君はまず己れ自らを善くして︑

なければこれが遺言となるかも知れないの

存じの通りである︒今後再びお目にかかれ

京養育院付属病院診療第一部長︑木村正己

ど指導者として日夜尽力されていることは

の国状をなしていると思うのである︒

労働省労働衛生研究所主任研究官の両女婿

幸にも当日は五月晴に恵まれて会長式辞

介添でご高令の病躯を押してご臨席の野口

う重ねてお願い申すのである﹂というので

が弘道会を名実ともに益窒尚めて下さるよ

一名に対しての会長祝辞は渡辺主事が代読

あった︒寿昌杯をうけた烏海与三郎氏ら十

日本将来の運命に関わることでもあるから
一段と勇気を奮って本会の使命に迩進して

実に頼もしいことであるが︑どうかこの際︑

頂きたい︒

会長は本会の現状今後の方針と会員各位の
申すべき一大決意を謹含と説かれ︑最後に

覚悟等について約四十分に亘って悲壮とも
これが遺言となるかも知れないと付言され

犬は睡れる獅子にまさる﹄とあり︑また中

から西村会祖の養孫で多年監事であられる

辞任の後任の選考に入り︑石橋東部支会長

木下広居氏が副会長︑理事を持病のため

て桑原善作氏の謝辞があった︒

ず退かずして現状維持などはありえないの

｜︑副会長選任の件

議事に入り左の案件を審議ｃ

して伝統の記念杯を贈呈︑寿昌者を代表し

ここで思い出したのは日清役大勝利終結

ことながら有名なイソップ物語に﹃吠える

であるとは中国の名言である︒これも昔の

古来天下の大勢は進まざれば退く︒進ま

の興奮のまださめやらぬ明治二十八年五月

一同捕く感銘共感を深くしたのであった︒

初めの三日間︑京都において本会第一回全
国総集会を開催︒その際における憂国の至

国の亜聖孟子は﹃自ら反り見て縮くんぱ千

いう確乎たる自信の程を示している︒先の

いことさえなければどこまでもやりぬくと

から挨拶︵４︐５頁に掲載︶があった︒

あり︒満場一致をもって同氏を選任︒同氏

西村幸二郎氏が最も適任であるとの提案が

なお

情を傾けての西村会祖の大獅子乳に坊梯し

万人と雛も我性かん﹄ｌ道理において灰し

日清戦役の偉大な戦果は一つに陸海軍人の

やま

していることであった︒その概要は︑

諸般の事業においても︑団体の活動におい

積極果敢な奮闘によるものであることはご

﹁東西の歴史を通観するに大体において

ても東洋では退守的ｌ消極的であり︑西欧

︹前頁下段につづく︺

諸国は進取的ｌ積極的であってそれが今日
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古川哲史選
狭山市神沢有三

蒙英の辞書編纂の大業に熱意をこめるモンゴルの師は
蒙古語のテキストを読むその声は力に満ちて清くうるわ
し︵バクシー夫人の声︶

年毎に報告者増し内容の高まりを見るモンゴル学会
﹁断﹂と﹁スー﹂の語源を遠く奈良朝の昔に探る会のひ
ととき

山はまるやかにして

くにうみの神為の糸里なるかもみどりふかぎみやしろの

来たれり

師のきみのみさとにあれば出雲路のこのみやしるに詣り

いく重なす波のよせくるさざ波のひかりかがょうこのょ
きう象は

千葉県石橋佐寿

四階の光輪閣に立ち見れば新空港はま近くにあり

五十億円の工費をかけし光輪閣その豪壮にまなこ見張り

四階にある光輪の間ひろびろし畳の数も四百八十

つ

冬近く資料館をぱわが訪へぱ遅き紅茶いま盛りなり

英

明日香野は神の里かもみささぎのここだがありて岡占め

朝の間を応援練習する子らの雄叫び時に谷越えてくる

老いたり

埼玉県柳瀬有禅

たまふ

同宇津木一直

幼なより農に親しゑし故ならん勤むる身にも鍬鎌愛す

世の中の雑事しりぞけ烏の声虫の音を聞く余生楽しも

ｌ夏休承に襲ふが如く来し孫等帰りしあとはと桑に秋めく

平

在外者アドレス帳に吾子の名を連ねて楽しわれも人なり
吾子もはや子供ならざり空港で涙を流す乙女のあれば

市原市加藤巳之

まき

両の手を落葉たく火に暖めて日当る庭に老いは薪わる
見返れば遠くけはしき道なりき八十のわれ今炉に思ふ

野

東て路を提げて運びし寒鯉の魚篭をゆさぶるその遅しさ

丘ひとつ越えて訪ひあふ碁の友の居たか来たかでいつか

同
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｜

弘 道 歌 壇

１

軒陰に捨てられてあり兵食器持ち帰り来て銃び果てしま
ま

川越市小名木狂辰
木犀が伸びるだけ伸び譲郁とよき香はなちて人びとを呼
声一

敬老の今日はよき日ぞ国旗立て近所の家へも立てよと頓
ｒ
ｔ

︵寸感︶文章に文法があるように︑短歌にも当然文法がある筈

で︑この文法を無視しては歌になりません︒ｌ印憾選者の
手を加えたところですが︑多くはその点に関しています︒出
人の祇極的な出詠を望んでやぶません︒

詠者が毎回一定して変化がないのも頭痛のタネ︒かくれた歌

選者詠
抜き去りし虫歯もこぼし痛む歯も若きしるしとうべなふ
今は

かすかなる期待いだきて待ちゐしが幻なして夢のうたび
と

老いらくの恋とも人は畷ふくし煙仲間に終らんわれを

り︑建碑の日取を五月八日とした事について旧稿︵八六四号︶を抄筆

かねるわが子の病躯を案じた母堂は典医に事情を訴えてその中止方

すれば﹃佐分利流槍術指南としての父君の特訓のきびしさには堪え

を父君に懇請したのであった︒かくて十六才から専ら儒学に励み︑

後安井息軒︑佐久間象山らの激励もあって和漢洋兼備の学究となっ

の奏伝をもって初めて明治天皇に拝謁︒王者の師！学者の本懐こ

たのであった︒遂に明治八年のこの日侍講として東久世通臆侍従長

ったろうか︒この日祖先の霊前に報告︑今日のこの無上の栄誉は一に

れに過ぐるものがまたとあろうか︒実に感無量の最良の日ではなか

いたら︑この限りない聖恩には浴しえなかったであろう︒ただ父君と

ご冥加の致す所殊に父上死して二十五年︑若し槍術のみに専心して

この喜びを分ちあえなかったことは何より残念であると六十六才の

慈母と四十八才の愛児とは互に相擁して感涙に咽んだのであった﹄︒

私はこれを除幕の参会者に説明し︑祝宴乾杯の音頭の際﹁本日西

﹁天の時地の利人の和﹂の総結集によって行われたこの快挙の意義

村茂樹日本弘道会会祖と︑浅井忠画伯の両先覚者の顕彰が佐倉市の

の深さに痛く感銘を覚えた︒

佐倉市は恰も日本唯一の国立歴史民族博物館の開館を控えての時

であり︑全国でも薫り高い文化の藩地でもあった︒そして泊翁の恩

いては世界に報いることが君子の至楽である﹂ときしくも喝破して

師佐久間象山は﹁東洋の道徳︑西洋の芸術を合せ体得して国恩にひ

いるが佐倉市は正にそれを地で行っていられるからである︒さらに

佐倉市の紋章桜は﹁花は桜木人は武士﹂との諺にある通り︑花中の花

なのである︒どうかこの吉日を基点として今後益を文化の発展向上

にご精進あって燭漫と咲き匂う大成の日を大いに期待して﹂と挨拶︒
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︹敬弔︺︵敬称略︶︵五Ｈ九日︶
従二位二叙スル銀杯一組を賜与セラル

特別会員故勲一等︵旭︶石田和外七五歳
最高裁判所長官等多年司法外に貢献
︹晴の当選者芳名︺︵敬称略︶
︵四月一八日︶

特別会員川上紀一千葉県知事当選二回

終身会員清宮明市原市議会議員方同

同高石正男同右同
︵六月一○日︶

昭和五十三年度決算報告
︵公益法人会計基準を拠︶

事業収入一七︑六九五︑六○○円

会我収入一︑三五二︑九○○門
収入 計 二 二 ︑ ○ 一 二 ︑ 三 七 七 円

その他の収入二︑九七二︑八七七円
収入合計三四︑四二二︑五三三円⑧

前期繰越収支差額一二︑四○一︑一五六円

その他の支出二︑一八九︑一三三円

事業費三︑五四○︑一○八円
管理費二︑四○三︑八六六円

支出計一七︑一三三︑一○七円⑧
︵ＡＩＢ︶

次期繰越収支差額一七︑二八九︑四二六円︒

次期繰越増減差額一︑○二七︑四二六円○
︵Ｃ＋Ｄ︶

剰余金合計一八︑三一六︑八八八円⑧
︵四︑三九六︑五二六円︶

︵うち当期増加額︶

︵五十三年度末現在︶

資産総額三六︑四三五︑二二二円

正味財産合計額三二︑七八三︑七一三円

負債総額三︑六五一︑五○九円

昭和五十四年度予算報告

事業収入一七︑三五○︑○○○円

︵年一︑○○○円︶

会饗収入一︑二七○︑○○○円

収入計二○︑六七○︑○○○円

その他の収人二︑○五○︑○○○円
前期繰越収支差額一七︑二八九︑四二六円

収入合計三七︑九五九︑四二六円

事業強四︑九九○︑○○○円
管理喪一二︑二○︑○○○円

支出計一八︑四八○︑○○○円

その他の支出一︑三八○︑○○○円

編集後記

支出合計三七︑九五九︑四二六円

次期繰越収支差額一九︑四七九︑四二六円

る︒

今年本会の通常総会が第万回で︑きしくも
会祖の命日の万回目の年に当る︒たまｊ︑干
支が未︵羊︶で︑古い考え方かも知れないが
重なる喜寿の上にさらに︑かねてより歴史文
化都市を志向されている菊間佐倉市長諸贋の
ご高配で会祖旧宅跡が顕彰され︑明治酌年創
立の佐倉支会が再興されたことはご同慶の至
り︑会祖も定めしご満足のことと思うのであ
◇本号特集の﹁自主独立﹂の語はピーター・
ミルワード上智大学教授が書かれているよう
に︵神は自ら助くる者を助く︶というピュー
リタン労働倫理書ともいうべき自主独立の結
神がサミュエル・スマイルズ博士の著﹁日助
論﹂に詳記されている︒多くの著書中から特
にベストセラーとして好評を博したのはいわ
ゆる産業革命という時流に乗ったばかりでな
く文章が巧である上に︑空理空論に走ること

なく一切日常の実現を期したばかりでなく︑
何よりも大衆の魅力となったものは著者自身
の自助の粘神に徹していたことであろう︒英
国での好評にもましてわが国においてはこの
﹁自助論﹂の訳書﹁西国立志篇﹂が﹁明治の
聖書﹂として原書以上の優良書として愛読さ
れたことであった︒それは原著者と同様訳者
中村正直博士が自主独立の精神に徹して名実
一致の篤学の君子人であったからので大曲に
在住の故に江戸川の聖人とうたわれているの

この﹁自助論﹂は英国の友人からの峻別

でもそ人柄がうか貰われよう︒

で︑日頃愛読の余︑維新後の向うべき道に迷
っている数多くの青年に自発自哲の源動力と
しては︑この書をおいて外にはないのだとの
確信からの結晶であったからであろう︒
中村・西村両者は同じく文学博士︑明六社
の同人で︑ともに国会の開設開国貿易等多年
の鎖国日本を開く先見の明をもって意気投合
互に肝胆相照らす間柄であった︒︵渡︶

定価金一七○円年一︑○○○円

昭和五十四年六月二十五日印刷

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和五十四年六月三十日発行

編集兼
発行人

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

印刷人春山宇平

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所
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発行所趣掴日本弘道会
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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

歌集東西抄
古川哲史著

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ふこ象︑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承ごとに描
く︒日本弘道会創立一○○周年記念出版︒

Ａ六判一二八頁定価四○○円〒一二○円

著者が四回にわたる海外旅行中に︑思わず詩心をそそられた各地そ
れぞれの情趣を︑みごとに描いた旅行詠︒近来︑と承にその数を増
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

と蓋画鰻識迩と諭豊壷講⁝恭書⁝蝿綴毒

●新書版二

二頁六八○円〒一二○円

４１︐０︒

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

●新書版一二○頁六八○円〒一二○円
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教育談義ゆとり
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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α︲チとなっている．それば〃ゆとり〃と〃背伸
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高村象平著できるまで

教育再建罰静が
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