特集女子の教育
西村茂樹の女子教育論
く片山清一＞

現代の女子教育
く斎藤喜門＞

母親の種を相
く笠原実＞

一人の娘を育てて
く東条巳代子＞

中国の社会と教育
く黒羽亮一＞

昭
和
5
4
78
月
号

東 京

日 本 弘 道

会

第八十七巻 第 八 百 八 十 一 号

昭和五十四年八月三十一日発行

第881号

q

糊鋸

■灯矛呉越

呼転

嘩粗号

…
砧 … ■ ■ − 口 』 −

︵昭五一・一○・三○︶

日本弘道会綱領

甲号︵個人道徳︶

いこ︲と

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

乙号︵社会道徳︶

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

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

｜割
女子教育につ
て

鈴木勲
明治二二年西村会祖は弘道会女子部に於て﹁女子教育論﹂と題し
講演を行い︑その中で﹁維新以来女子の教育国中に普く到る処に女
学校の設あらざるはなし︒是誠に文明の盛事にして日本女子が開開
以来未だ遇はざる所の運にあいたるなり﹂と述べ︑女子教育の普及
を歓迎した︒然し男女共学には反対であり男女同権的な女子教育の
方針には厳しい考え方をもっていた︒
戦後制定された日本国憲法は︑男女の法的平等の問題を解決し︑

新学制は教育の機会均等の理念を高く掲げて発足した︒新制中学校
の義務化は女子の教育水準を一挙に高め新制高校への進学率は急速
に伸び昭和二五年の三六・七％から五四年には九五％に達した︒会
祖も予想せざる﹁文明の盛事﹂であろう︒然し果してこの教育上の
男女同権が女子教育の真の繁栄を物語るか︒戦前の良妻賢母主義に
代る女子教育の目標が確立しているか︒家庭の中で果してどれだけ
の効果をあげているか︒憂心なきをえない新しい眼で﹁本邦婦人の
特性と習慣とを考えて国家教育の基本を建つる﹂という会祖の見識

が見直されてよい秋である︒︵本会理事文部省官房審議官︶
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会祖・西村茂樹先生の女子教育論
八日本女性固有の美徳向上を強調Ｖ

ｌ経歴上の理由と思想上の理由ｌ

女子教育に関心を向けた理由
会祖・西村泊翁先生は︑単に明治前期における道徳教育
の指導者であっただけでなく︑また女子教育の先駆者であ

片山清一

いだいていたものと考えられる︒しかし明治十年代の終に

至るまで︑女子教育に関して論文を書いていない︒

先生は︑明治十七年十月︑宮内省出仕三等官に任ぜられ︑

②一︲婦女鑑﹂の編集

する﹁幼学綱要﹂︵元田永手編︶に並ぶ︑女生徒に対する

宮内省文学御用掛を仰せつけられるとともに︑男生徒に対

﹁婦女鑑﹂の編修を命ぜられることとなった︒これは古今

り︑指導者でもあった︒

そのことは︑西村茂樹全集第二巻の論文集にのせられて

して女子教育に深い関心をもたしめることになった︑と考

て︑先生は恐催感激して努力したが︑このことは︑先生を

この編集は︑皇后陛下から直接ご下命されたものであっ

とするためであった︒

東西のすぐれた女性の善行美事を集め︑女子教育の教科書

いる女子教育関係の論文は︑長短合せて約二十にのぼるこ
とを考えても明らかである︒

先生はどうして女子教育に関心をもつようになったので
およそ二つの理由が考えられる︒その一つは経歴上の理由

えられる︒

あろうか︒このことについては︑先生自身の述作がないが︑
であり︑いま一つは思想上の理由である︒

明治二十一年七月十三日︑華族女学校の校長に任命され

⑧華族女学校長に就任

㈲経歴上の理由
②明六社同人よりの影響

た︒当時の上流社会の女子に対する同校の教育は︑西洋模

先生は明六社に属し︑森有礼︑中村正直らの男女同権論
者と深い関係をもっていたため︑つとに女子教育に関心を
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動機になったのは︑明治十七︑八年のいわゆる﹁鹿鳴館﹂

しかし先生をして︑特に女子教育の改善を気付かしめる

た︒

わしい教養を育成すべく努力したが︑五年後︑突如免官に

問題であった︒

倣に傾斜していたのを是正して︑真に日本女性たるにふさ
なった︒これは︑宮内省内に勢力をのばしつつあった伊藤

のことと考えていたようであった︒先生は︑これを日本の

級の男性は︑多くは妾をもったり︑色町に遊ぶことを当然

明治前期だけでなく︑その全期を通じて政治家や上流階

とができないと判断し︑明治十七年﹁日本講道会﹂︵日本

にあったが︑修身科教授だけでは︑その目的を達成するこ

しかし元来の初志は文明開化の行き過ぎによる道徳の是正

教育における修身教授の重要性を考えての結社であった︒

先生は明治九年に東京修身学社を創設された時は︑学校

痛感したこと・

㈲日本弘道会の目的達成上から考えて︑女子教育の必要性を

博文の意向によるものだとされている︒

ロ思想上の理由
①明治前期の上流社会の一夫多妻の弊習に批判的であったこ

弊風と考え︑その是正を痛感していた︒明治十四年八月︑

されたのであった︒

弘道会の前身︶を改称︑社会教育を通しての道徳振興を志

と

し︑これを黙許した儒教を批判している︒また﹁日本道徳

十三年二月に︑日本弘道会女子部を設けたのであった︒こ

こういう立場から女子に対する徳育にも着目し︑明治二

洋々社に出した論文﹁一男姿婦説﹂では︑一夫多妻を非難

を日本の随治俗であるとし︑その矯正を叫んでいる︒

論﹂︵明治二十年︶でも︑早婚の風や妓楼を壮大にする風

の頃になると小学校教育もようやく女子にも行きわたるよ

歩のはげしい中で卒業後何の教育も受けない時は︑時勢に

中の徳育もじゅうぶんでなかっただけでなく︑世の中の進

うになってきたが︑当時はまだ四年制であったから︑在学

先生は︑明治六年より文部省出仕となったが︑明治五年

ると考えること

②明治前期の洋風傾斜の女子教育は︑道徳教育上の障害であ

に出された学制の実施状況に強い関心をもち︑明治十年の

対応できなくなる恐れがあると憂え︑日本弘道会に女子部

ｌ日本近代初期の儒教主義的立場Ｉ

西村先生の女性観

を設けることになったのであった心

地方巡視に当って︑つぶさに地方の実情にふれることとな
その視察報告は﹁巡視功程﹂に示されているが︑西洋風

った︒

に傾いた教育は︑日本の民情に合わないことを強く指摘し
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先生の女性観は︑いうまでもなく儒教的な立場に立つも
のであった︒女性とは︑柔順︑忍耐︑貞節︑優美の諸徳を
備うべきだとした︒したがって﹁男女別あり﹂とか︑﹁男

るものであって︑文明進歩の功績であると称すべきだとし
ている︒

このように儒教の女性観に対して批判的な点をもってい

において︑﹁男子は︑心善にして行に悪多し︑婦人は︑行

考えられる︒明治二十七年三月に述べた﹁男女性行の比較﹂

った先生は︑封建的な女性観から脱し切れなかったものと

しかし儒教のすべてをそのまま明治の新時代に適用して

善にして心に悪多し﹂と結論し︑婦人が男子に比して心が

たにせよ︑明治元年を迎えた時は︑年すでに四十一歳であ

可なりという程︑頑固な保守主義者ではなかった︒明治十

堅持していた︒

九年末におこなった﹁日本道徳論﹂において︑﹁今日専ら

悪いという理由は︑五点であるとする︒①疑心が多いこと

女七歳にして席を同じくせず﹂といった原則を生涯の間︑

儒道を行うべからざるは︑その理由五あり﹂と述べ︑その

②心が狭いこと︑③怨象が深いこと︑④多言であること︑

考え方に反発するであろうが︑明治前期という時代におい

た点であると断じている︒恐らく今日の女性が︑こうした

⑤嫉妬心があること︑この五つは︑男子に比べて最も劣っ

第四理由として次のように言っている︒
ことあり︑男子は妻妾数人を置くも︑之を各めずして︑婦人は

女子の悪徳

淫蕩
不和
刻薄
倣慢
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儒道は男尊女卑の数多く︑男女の際を論ずるに︑其平を得ざる
﹁夫死しても嫁がず﹂の教あり︒今月以後の時勢において︑甚だ

る︒

３｜慈韮目

１｜清貧
２｜親愛

女子の美徳

なお先生の考えの女子の美徳︑悪徳は次のように示され

ては︑当時の女性の一側面を明示したものと考えられる︒
︹岩波文庫﹁日本道徳論﹂二九頁︺

抵悟︵ていど︑食い違うの意ｌ筆者︶多きに似たり

明治十四年八月に書かれた﹁一男要婦説﹂は︑こういう
儒教の教のもつ欠点を衝いたものであった︒

また﹁女子には学問不用﹂といった封建時代の女性観に
も反対であった︒明治二十二年七月に書いた﹁女子教育論﹂

の中で︑﹁元来︑女子にも男子と同じく教育を施さざるべ

４｜従順
５｜勤倹

怠

からずといえるは︑西国識者の定論にして︑本邦に此の議
の起りたるは︑本邦文明の一進歩を徴するに足るべきもの
なり﹂とし︑こうした議論の起ったのは洋学者の紹介によ

騎

ｌ上・中・下三流の生き方ｌ

明治前期の日本女性
以上のように︑先生の考えた女性観は︑かなり保守的な

その最も憂うべきことは︑女性の淫風がはびこってきたこ

とであるとする︒またこの当時︑日本の淫売婦たちが︑遠

く沿海州や南方各地に進出して︑その醜聞を世界にひびか

先生は︑女性の道徳の乱れた時代は︑日本の歴史の中で

せているということも先生の耳に入ったものと考えられる︒

三期あったとし︑その初は平安時代︑次は徳川元禄の時代︑

ことにもよると考えられる︒たとえば︑当時一般的な常識

そして第三は︑明治以降の洋風流行の時代だとする︒

ものであるが︑それは日本の女性の承を考察の対象とした
とされた三階級観をもって︑女性の分類をおこなっている

の接してきたのは上中流の婦人たちであって︑華族女学校

ると︑徐有に変化してきたようである︒というのは︑先生

しかし先生の女性観は︑明治二十年代の末に近づいてく

点がその一例である︒

多額納税の勅選議員の夫人および令嬢

１︑上流社会の婦人ｌ官人なれば勅仕官以上︑平民なれば
２︑中流社会の婦人ｌ上流以下の中等社会の夫人および令

の生徒であったり︑また日本弘道会女子部の上中流の婦人

上述のような女性観をもった先生の女子教育観は︑もと

kOノ

嬢

連に限られていた︒つまり自ら働く婦人たちではなかった︒

ところが日清戦争の終るや︑この戦勝を導いたのは︑下流

３︑下流社会の婦人ｌ全くの貧民の妻女
この三分的な見方は徹底的なもので︑﹁女子の楽しみ﹂に

婦人たちの力であることを浦感するようになった︒つまり

日本の経済を支えてきたからである︑と考えるようになっ

貧家の子女たちが︑米を作り︑茶や生糸の生産に努力して︑

も適用される︒

１︑上流婦人⁝詩歌︑読書︑山水

ているのかと疑いはじめるようになった︒

た︒そういう見方をすると︑上中流婦人がいったい何をし

２︑中流婦人⁝書画︑盆栽︑音楽︑魚烏︑囲碁将棋
そしてこの中︑下流婦人の楽しみとして﹁酒を飲むこと﹂

３︑下流婦人⁝飲食︑俗曲︑演劇

より明治初期の女子教育の進め方に対して批判的であった︒

Ｉ女子もまた日本国民たるの覚悟をもてｌ

急激な近代化を批判する

のだと考える︒とくに先生の激怒を生じさせたのは︑明治

が︑明治維新以後︑西洋風が入ってきてから頚廃してきた

明治初期の女子教育は︑日本の実情に通じない洋学者た

先生は日本婦人の美風はもともとすぐれたものであった

と﹁演劇にふけること﹂の害を強調している︒

十七︑八年頃の鹿鳴館事件以後の女性風俗の変化であった︒

／ 戸 、

ちの紹介によるものであったため現実にそぐわないもので

は言うまでもないが︑どういう娯楽を選ぶかが問題である︒

⑤娯楽遊戯ｌ男子と同様に女子にも楽しゑが必要なこと

﹁凡そ自由結婚の極は禽獣を以て第一とす﹂と︑

合︑不幸になることは目に見えているとする︒先生日く

だと考える︑明治二十二年七月発表の﹁女子教育論﹂の中

身体を害し婦徳を傷つけるような遊びは不可︑また淡薄な

あるとする︒その中でも︑とくに欠陥のあるのは道徳教育

を批判している︒

るべきだとする︒

楽し承はよいが︑濃厚にして度を過ごすような娯楽は避け

で︑当時流行の女子教育に関する偏見を六つあげて︑これ

が︑両者を合せて同権という時は男女同権は絶対不可︒男

これは東洋の教にはないことであり︑また西洋でも活ばつ

⑥活ばつな挙動をすすめる説⁝⁝女学校で流行しているが︑

①男女同権⁝⁝同権という場合︑権利か威権か不明である

るが︑威権ということになると許すべきでないとする︒そ

女は同じ人間だから同じ権利をもつというならば理解でき

いけないとする︒

これらを通して考えられることは︑西洋の教はすべてよ

なのがよいとしているわけではない︒お転婆娘になっては

いとする考え方は誤りであるが︑さればといって中国の教

ことは絶対ないとする︒

べしとする説⁝⁝東洋の教では女子は柔順と貞節であるべ

②東洋古来の女子教育は卑屈固順であるから速やかに廃す

い︒しかし先生の考え方は︑どちらがよいかと聞かれる場

が中正だとして︑今日そのまま通用させられるものでは汗

れでは一家の中がうまく行くはずがない︒西洋でもそんな

本にすぐれたものが二つありと西洋人も称揚しているが︑

きだとするが︑この教は決して間違ったものではない︒日

え方は華族女学校の教育においても実施しようとしたらし

く︑明治二十二年九月︑華族女学校長一年の経験に立って︑

合は︑中国の教を多く取る方がよいと断じる︒こうした考

である︒

論語を教科書に用いことを提示している︒

華族の父兄たちに演説したことの中で女子の徳育には︑

たずらに外国風に追髄するは︑日本の長所を知らないため
③男女の交際を許すべしという説⁝⁝男女別ありの教は

その一つは女性の美風であり︑他の一つは美術である︒い

東洋のすぐれた教であって︑少しの弊も見出し得ない︒と

つの新しい要素が加わるようになった︒それは婦人にも︑

日清戦争が終ったあたりから︑先生の女子教育論に︑一

④自由結婚の説⁝⁝明治十七︑八年ごろより流行している

日本国民としての自覚をもたしめる必要があると言いはじ

くに少年少女の場合は大切である︒

が︑その善悪はともかく︑当人たちの幸不幸より考える場

ハｂ

︑Ｉノ

／ＩＬ

に忠君愛国の精神があったことによる︒しかしそれは男子

めたことである︒この戦争に勝てたのは︑国民とくに男子
期大学教授︶

けることが大切だとすすめる︒︵本会理事目白学園女子短

ましめること︑外国品を買い過ぎることのないように心掛

③夫婦は互に誠実なるべし︒

②夫婦互に恭敬の心を失うべからず︒

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︶より引用

西村先生の夫婦訓

だけに必要だということでなく︑女子にも不可欠の精神と
なってきたのだという︒その一節を引用してみよう︒
戦捷後は国威の拡張したると同時に︑世界に敵国も多くなりた
ることなれば︑男子は言うに及ばず︑女子とても尚武の心掛け専
要なるべし︒是までは女子は陸海軍の組織︑師団の兵数︑兵器の
精粗︑軍艦の構造等はたいていこれを知らざりしが︑此後はこれ
らの事をもよく研究し︑折食は︑陸軍の操練をも見物し︑軍艦に
も入りて大砲の音をも聞くようにありたきことなり︑また尊王愛

うのでは片手落ちだという意︒︶

④夫婦相互に清貞を守るべし︒︵妻だけに貞淑を守らせるとい

⑥夫婦は相互に協力すべし︒

⑤夫婦の産業及び名誉は相互に保護すべし

⑦妻はよく勇姑に事へざるべからず

切を尽すべし

⑥夫の不幸又は疾病の時は殊に懇

⑤妻は家事を修整すべし

㈱妻は堅く嫉妬を戒むくし

③妻は貧富共に夫の家の分に安ん
ずべし

②妻は家政を務めて夫を助くくし

①妻は従順にして夫を恭敬すべし

夫が妻に対する道一妻が夫に対ぽる道
るべし

①夫は妻に対し親切な

べからず

②夫は妻を保護せざる

らず

③夫は妻を侮慢すべか
④夫は妻を給養せざる
べからず

⑧妻は能く牌僕を御せざるべからず

k／ノ

国の精神は従前とても大切なれども︑今日以後は益を大切なれば︑
男女を論ぜず︑十分にこの精神を発達し堅固にせざるべからず︒
この精神は日本国民が他国に勝れたる所のものにして︑この精神
︵明二八・七︑弘道会婦人部において演説︶

さへ盛んならば︑世界を敵に受けても畏るることはなきなり︒

しかし女子は直接敵と戦うわけではないから︑女子の働
くべき分野は︑富国のためである︒したがって女子は節倹
の徳を養わねばならない︒下流婦人つまり貧家の女子は直
接生産に従事して国富の増加に貢献できるが︑中流以上の
婦人は今さら実業に従うこともできない︒そこで中流以上
の女性は下流婦人の模範となって︑その責任を果たさねば
ならないと説く︒下流婦人には道徳的に低い人が多いので︑

中流以上の婦人が高い道徳を身につけて︑下流の婦人を導
かねばならない︑というのである︒そのためまず箸修をい

／ 局 、

現代の女子教育を考える
一女子教育と銘打つものは必要だろうか
女子教育といわれるような女子に対する特別Ｉ男子と異った

斎藤喜

ことで︑戦前では考えられなかった︒戦前までは︑女子がやれるの

えすれば︑運動種目で男女の差がない︒これが最近見られる顕著の

今︑中学校︑高等学校の学習内容で︑女子らしいものといえば︑

学させている学校にあって私はいつもそういう疑問を感じている︒

わせ考えると︑この傾向はますますはっきりして来た︒それは家庭

に進出している︒最近男子が幼稚園の保夫に進出していることと合

これは職業でも同様で︑女大工はまだ見ないが︑女子も建築現場

たように思われる︒

に︑やれないもの︑やってはいけないものとして女性をしばってい

中学校ではわずかに家庭科が︑各学年三時間︑これが五十六年度か

に足を入れることが︑若い夫婦の間では日常化している︒このよう

内でも同様で︑共稼ぎが増えていることも手伝って︑男子がお勝手

な教育は︑現在の学校で存在しているだろうか︒女子を主として入

らは二︑二〃三時間に減ってしまう︒高等学校ともなれば︑三か年

こんな状況の中で女子教育を考える必要がどれだけあるだろうか

にいろいろな面で男女の差が縮少して来ている︒

を通じて四単位︑もし家庭科コースを選べば︑これは職業教育とし
てのもので︑男子の工業︑商業と変わりない性格のものである︒今

母親の重要な任務であった︒そのしつけのねらいは︑他家に嫁いで︑

と疑問に思わずにいられない︒戦前まで︑娘のしつけは家庭︑特に

はどこの学校もほとんどが男女共学で︑私立の学校にわずか女子だ
けを入学させているものがある︒そういう学校では︑女子教育の必

姑と夫に嫌われないように︑立派に家事と育児が出来るようにとい

要を感じてそうしているのであろうが︑外は特に女子教育という考
えはもっていないであろう︒

しまったからである︒すなわち︑核家族化して︑結婚すれば世帯を

うにあった︒それが今は崩れている︒昔の﹁家﹂の考えが崩壊して

別にして独立する︒そこには姑はいない︒姑といっしょでも︑もう

第二次大戦後の学校は︑女子らしい教育を否定し続けて来た︒男
まって来て︑戦前はたしなみ上女性に到底考えられなかった運動が︑

そうそう姑の言いなりになるような嫁ではなくなっている︒﹁家﹂

女共学は男女同一の教育に通ずる︒体育でも︑男女の差が次第に縮
今は平気でしている例えばでんぐり返し︑飛び箱の開脚飛び越しな

それでも兄弟姉妹が多く︑家の仕事が忙しい場合は︑叱りながら

の崩壊とともにかつての娘のしつけの根拠は失われてしまった︒

では男子が勝っていることは言うまでもない︒その機能を加減しさ

どがそうであり︑今や女子の野球チームさえ出来ている︒運動機能
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門

ていないが︑今や女性が家を守るというしきたりは崩れかかってい

くてはならないと思っている︒まだ日本の風習がそこまでいききっ

る︒今の二十代︑三十代の都会の家庭では︑家事に男子も手伝って

も手伝わせたものである︒その手伝いを通してしつけも出来たが︑
その必要がなくなった︒全くどこから考えても︑母親が自分の娘を

今は子どもが少ない上︑家庭の電化で︑母親は時間的に余裕が出︑

男と女で世帯をつくる︒社会通念にしたがって︑男の方が外で働

いるところが随分増えているのを見ればこれははっきりしている︒

母親のいうことなど受けつけなくなっている︒

しつける根拠はなくなった︒それを娘の方はいち早くキャッチして︑

いて生活の資を稼ぎ︑女の方がそれで家庭を取り仕切るとしよう︒

だから女性は裁縫︑洗濯︑料理の仕方を特別に習うのだといったら

今の女子の中学生︑高校生を見て驚くことがいくらもある︒まず
掃除の仕方をよく知らない︒電気掃除機の時代だからか︑ほうきの

とよりたしかに重宝である︒しかし︑現在は昔ほどに必要としない

どうなるだろうか︒これらを結婚前に知っていることは知らないこ

知識︑技能のように思われる︒何となれば︑衣類は︑布団︑洋服︑

使い方が出来ない︒これはやむを得ないにしても︑物を順に移動し
かない︒それで︑時間をかける割合にはきれいにならないのである︒

ながら手際よく掃除することが出来ない︒不注意なのかゴミに気づ

い︒料理も食堂インスタントものがあって︑大して技術を必要とし

和服すべてにわたって出来合いで間に合う︒繕い物をする必要がな

ない︒今︑男性の中で︑何で結婚するのかという者がふえている︒

中学三年ごろになってまだ教師の指導︑監督を受けないときれいに
欠けている︒よく係が花を買ってくるが︑それは花びんに入っ放し

洗濯︑衣類︑食事に女手を必要としないからである︒家庭料理の味

出来ないのである︒それにまわりをきれいにしようという気持ちに
で枯れてもそのままである︒壁面の掲示物がはがれていても平気で

ことかもしれない︒私の家の近くに料理学校が開設されたのは十年

裁縫とかお料理はまた︑必要を感じればいとも簡単に覚えられる

などは︑体を養うには余り必要でないのかもしれない︒

庭でやっていないし︑学校でも女子としてこれを要求しないためで

ある︒戦前の女子の学校では考えられないことである︒これは︑家
ある︒おそらく︑炊事など出来ないのではなかろうか︒

やがて二階も教室にし︑さらに拡張したが︑最近は数百メートル離

程前である︒初めはある住宅の階下で二十名ばかりの生徒だったが

れたところに︑堂食たる鉄筋校舎を建てるにいたった︒通ってくる

女性に︑男性と異った教育が本当に必要なのだろうか︒ゥ−マン
にそういう教育が必要だとすればその理由は何であろうか︒女性は

じていろいろな科があるから繁盛しているのであろうが︑ここで二︑

生徒は︑主婦か︑結婚前の女性である︒これらの人たちの要望に応

リブからすれば︑そういうことは考えられそうもない︒もし︑女性
家を守り男子は外で働くものだからとは女性側から言わせれば︑男

る︒家庭の料理にそれほど技術を必要としないから︑それでいいの

三か月もやれば︑あとは料理カードや本︑テレビで作れるようにな

性の勝手な考えということになりそうである︒女性を家の中に閉じ
こめておくつもりかということになる︒実際︑高等教育を受けた大

である︒つまり︑料理や子どもの服を作るぐらいに︑女性の特別教

方の女性は男性に伍して︑社会で働きたがっている︒そして︑共稼
ぎした場合︑家事は夫も等分とまでいかなくても︑いっしょにしな
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育をといわなくても︑必要なときに習って覚えられるような思考力︑

ないと思う︒男子は今や︑外で働き︑金を得るにひまなしである︒

せるたみに尻をはたいているのを見ると︑母親は賢くなければなら

昔は父親が家庭で果す教育は大きかったが︑今は母親に育児を任せ

判断力︑読書力を養っていればよいのである︒

二子育て教育こそが必要である

る︒子どもを生桑︑育てるということは男子には出来ない︒まさに

何があるのだろうか︒それには絶対的なものが一つある︒育児であ

らない︒ミルクで育て︑母親の体から離すように仕向けている︒子

親の育て方は理想からむしろ遠ざかっていはしないかと思われてな

ところが︑近年の子育て方は決して理想に近づいてはいない︒母

いることがどれだけ必要か︒

なければならないようになりつつある︒女性が賢く︑育児に優れて

これこそ女性のもつ特権であり︑天の与えた義務である︒男性と女

洗濯︑料理︑裁縫を除いたら︑女子に特別教育を施す根拠として

性の特質を比較するといろいろな点で異っていることがわかる︒た

つつある︒これは動物を扱うような医学と育児食メーカーに振りま

どもは母親の育てを必要としないように社会の仕くゑが出来上がり

い教養をつけておく必要がある︒

わされているからではないか︒もっとしっかりと育児について幅広

とえば︑男性の強さに対して女性は軟かさ︑やさしさを持ち︑男性
の粗っぽいが大きく物を見るのに比して女性は細かく狭く物を見る︒

育児ということを考えるには︑家庭を抜きに出来なくなる︒家庭

男性の根の少なさに比して女性は単純な作業にもよく耐えられるな
のと思われる︒つまり︑女性は子どもを生み︑育てるのが特質とし

ど︑いろいろの点で両者は異っているが︑これらは育児に適したも

らない︒女子教育として特別に考えるものがあるとすれば︑中心を

ら家庭を見直し︑そこに女性の知恵をはたらかすようでなければな

が︑子どもの育つ場としてどうあらねばならないか︑こうした面か

そこで︑女性の教育としては︑育児を中心に少し幅広く教育した

この育児におくべきで︑母親が娘を家庭でしつけるにもここに中心

て持っている︒これが女性の持つ天性の特質である︒

らどうであろうか︒子どもを生むということに関して︑性教育も必

を置くのが︑今日︑納得のいくものにならないだろうか︒

きがいを感じないためであろう︒職業人として生きることの楽しさ

ところが︑この育児をきらう女性が増えている︒それは育児に生

要である︒医学的な面においては︑子どもを生むばかりでなく︑育
持っていた方がいい︒また︑幼児から児童の心理を心得ていなけれ

児についても大いに必要で︑子どもの病気についておよその知識を
ば︑現代の子どもをりっぱに育てることはむずかしいと思われる︒

るからであろう︒もっと︑育児︑家庭を通して社会への発言が出来

がクローズアップされ家庭の中にいることがつまらないものに見え

︵特別会員お茶の水女大付中教諭・同大講師︶

た女子教育が必要である︒

るような仕組みを見出していかなければならないが︑この点でもま

この複雑な社会では︑大なり小なり子どもたちの心は侵されている︒
私は︑最近︑母親は賢くなければならないとつくづく考える︒教

それをいやし健やかに育てるには心理学の助けを借りる必要がある︒
育↓︑マを見ていて︑子どもの気持ちを考えず︑自分の気持を満足さ
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母親の種々相
ｌ女子教育を考えるＩ

原実

壁ユ

ところで︑中学生はそれぞれに問題を抱

るかほぼ見当がつくということです︒結椎

てみなくても︑その親がどのような親であ

間で言われます︒子供を見ると︑直接会っ

〃子供は親の鏡″ということが︑よく世

す︒母親即女生徒とは言えませんが相当に

と︑そのことがあらためて納得させられま

が伺われ︑問題処理の折に親の発言を聞く

していると︑その考え方の発想に親の姿勢

す︒問題を起こしたときに︑その生徒と話

えていますが︑また︑よく問題を起こしま

大胆な言葉ですが︑身近に子供達と接して

強い紳で結ばれていることは事実です︒

①はじめに

いて︑時折その母親に会うと︑思い当る事

の連絡に始まり︑十時頃まで母親の声の連

収容していますので︑連絡電話だけでも相

続です︒三十四学級︑約千五百人の生徒を

育管理︵？︶がゆきとどいていますので︑

当の数にのぼります︒最近は︑特に親の教

ます︒私にとって︑電話番が毎日の仕事に

わずかなことでも連絡をし相談をかけてき

えた母親達の種々相を紹介して采ましよう︒

なっています︒そこで︑電話を通してとら

②最近あったこと

ア親子喧嘩をしました︵自信そう失

型︶

﹁もしもし︑○○中学校ですか︒﹂﹁はい︑

ょうか︒﹂﹁おりますが︑今授業中ですので

そうです︒﹂﹁○○先生はいらっしゃいまし

呼ぶわけにはいきません︒ご伝言でよけれ

私は中学校の教師ですが︑事務を執るこ

髪型のことで注意をしましたところ︑私に

しかし︑意を決したように﹁実は︑今朝︑

そこで︑身近に見聞する母親の生活ぶり

とが多いので︑よく職員室にいます︒電話

食ってかかってきたんです︒私もついかっ

を取り上げ︑検討しながら︑女子教育を考

の動作とか笑い方に︑なるほど○○さんの

はひっきりなしにかかってきます︒不幸

となって大声を上げてしまったのですが︑

から顔形が似通っているのは当然ですが︑

子だと言った納得をさせられることがしば

︵？︶なことに︑その一本が私の机のそば

実の多いことに鷲ろかされます︒親子です

しばあります︒特に︑女の子は母親の鏡と

に有り︑その上この電話が学校の主要にな

行ってしまったんです︒せっかく作ったお

娘は勝手にするわよと言って︑とび出して

すが︑どうしたものか困っているようです︒

ば伺っておきます︒﹂しばし沈黙の様子で

言えます︒親子であり︑同性であり︑その

っていますので︑その都度取り上げざるを

えてみたいと思います︒

上四六時中生活を共にしているのですから

得ません︒始業前三十分頃から遅刻︑欠席

ちょっとした仕草︑たとえば話をするとき

ありません︒

似通った考え方や動作をしても不思議では
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な注文です︒一食ぐらい不十分な物でも︑

餌も食べなかったんです︒今朝家を出ると

弁当も持たずにです・⁝：︒今日は学校へ行

案外そこに新しい味の発見もあるのではな

﹁○年○組の鈴木を呼んでください︒﹂

呼び出しをかけ﹁・ヘットが⁝．：﹂なんて︑

言葉がありません︒授業中に︑それも緊急

毒だったね︒﹂どうもそれ以上なぐさめる

ットのインコです︒二三日元気がなくて︑

ってい輩すでしょうか︑それが心配でお電

き心配だったんです︒﹂﹁そう︑それは気の

どういう関係の人？﹂﹁私が飼っている．ヘ

話したんです︒﹂親子喧嘩の時にどの程度
いでしょうか︒

学校をホテルか食堂と間違えているよう

の声を上げたか想像もできませんが︑ここ

や上涙声です︒さては︑何か親族に不幸で

ウペットが死にました︵情緒雪崩型︶

イお弁当は食べたかしら︵過保護型︶

もあったのかと想像をめぐらせながら﹁い

ではまさに消え入りそうな声でした︒

﹁○年○組山田の母ですが︑担任の先生

﹁佐藤の家の者ですが︑○○を呼んでく

にご伝言願えませんでしょうか︒﹂﹁どんな

かがしましたか︑授業中ですので︑余程の

たせたお弁当に入れた肉が︑どうも駄目な

んでいただきたいのです︒直接話したいの

相手をよく確かめませんと生徒を電話口に

話による誘拐事件などもよくありますので︑

お母さんですか︒﹂﹁はい︑そうです︒﹂電

エ黙っていられません︵鶴天下型︶

ことでしょうか︒﹂なかなかてきぱきした

ん︒﹂﹁でも︑大変なことなんです︒ぜひ呼

ことがなければ呼び出すわけにはいき雲せ

どうなっているのでしょう︒

くゆきとどいているのでしょう︒﹁今朝持

話し方の母親です︒きっと家庭での族もよ

ださい︒﹂﹁失礼ですが︑貴女は○○さんの

ような気がしますので︑食べないように伝

です︒﹂﹁そうですか︒失礼ですがお母さん

出すわけにいきません︒落ちついた張りの

ある声で︑生徒について的確に答えます︒

ですね︒﹂﹁はい︑そうです︒申し訳あり

夫だと思うのですが︑少し日がたっていま

に悲しいことがきっと起きたのでしょう︒

ません︒﹂母親の話しぶりからして︑身近

すので︑やはり食べさせない方がよいと思

間違いなく○○の母親のようです︒ちょう

えて欲しいのです︒私が食べたところ大丈

いますので：⁝．︒﹂大事な娘に少しでもバ

昼食の時に学校にありましたら貸してやっ

かずにつけるソースを忘れていたのですが︑

こんなこともありました︒﹁お弁当のお

生徒はうなずいています︒母親が一所懸命

います︒それでも︑しばらく電話は続き︑

⁝︒﹂生徒も急に声をつまらせ︑涙ぐんで

﹁○○ちゃんが死んだの：：：︒そう⁝

敬語を交じえた否定︑打ち消しの連続です︒

ん︒﹂﹁⁝⁝﹂﹁そんなことしませんｏ⁝⁝﹂

ます︒﹂﹁⁝⁝﹂﹁いいえ︑私ではありませ

が︑﹁はい︑そうです︒でも︑それは違い

に出た生徒は一瞬怪語な顔つきをしました

絡し︑生徒を呼んでもらいました︒電話口

ど休翠時間でもありましたので︑担任に連

さっそく連絡し︑生徒を電話口に出しまし

ていただけませんか︒﹂﹁ソースをかけなけ

になぐさめているようです︒や上あって電

それに︑身体全体で緊張していて︑額には

た︒

れば食べられませんか︒﹂﹁いえ︑そんなこ

ました︒﹁○○ちゃんというのは︑貴女と

話が終わりましたので︑恐るノ︑声をかけ

じられます︒

イキンがついたら大変といった真剣さが感

ともないのですが︑ただ味がちょっと⁝︒﹂

（12）

ます︒だまし電話をかけ︑一方的にそれも

られるのでしょう︑最後は涙声になってい

疑いをかけられた悔しさがあらためて感じ

て言うんです︒﹂電話の時の緊張もとれ︑

××さんが学校へ行きたがらないで困るっ

です︒私が学校で××さんをいじめるので︑

事情を聞くと︑﹁××さんのお母さんなん

はなさそうです︒電話の終わったところで

玉の汗です︒どうも自分の母親との会話で

かわかりませんが︑母親は本気で学校へ掃

言葉が︑生徒からどのように伝えられたの

てはだめだな︒﹂と言ったのです︒先生の

君のお母さんにでも来てやってもらわなく

まずさを指摘し︑一言﹁こんな状態じゃ︑

掃の監督をしながら︑生徒の清掃の仕方の

いといけないんです︒﹂﹁・⁝：︒﹂担任が清

か︒﹂﹁いえ︑帰りの学活時か︑清掃時でな

ですと︑大体よろしいのではないでしょう

こごとへは夢中で通わせる母親の姿勢にや

たようです︒学校は休ませても塾やおけい

と思います︒﹂﹁⁝⁝？﹂担任も言葉に詰っ

いただいても︑家にはいないのではないか

っておりますので︑先生がいらっしゃって

す︒それに︑娘は午後は○○学院の方へ行

そんなにしていただかなくても結構なんで

お伺いしまし装う︒どうですか︒﹂﹁いいえ︑

定がありませんので︑ちょっとお宅の方へ

ください︒そうそう︑今日は放課後何も予

修学旅行中にこんなことがありました︒

異とまどいを感じます︒

除にやってくるつもりだったのです︒

子供である生徒を呼び出して叱る母親の神

力学校の勉強はどうも︵教育管理型︶

すか︒﹂﹁○○先生です︒﹂﹁いいえ︑○○先

﹁○○先生をお願いします︒﹂﹁どなたで

ですが︑相原さんのお母さんですか︒相原

替ります︒﹂﹁はい︑電話替りました︒○○

さい︒ちょうど職員室におりますので︑今

をお願いいたします︒﹂﹁はい︑お待ちくだ

家庭からの連絡電話が入ったときには︑そ

ましたよ︒﹂だったんです︒引率職員一同︑

﹁貴女︑先日受験した英検の合格通知がき

のことでもなければ許せません︒それが

のです︒旅先で生徒を呼び出すなんて余程

﹁○年○組の相原の母ですが︑○○先生

生はわかりましたが︑そちらはどなたです

さんどうかなさいましたか︒﹂﹁ええ︑今朝

の生徒の家庭に大変なことが起きたのでは

んだことがあります︒﹁最近あったこと﹂
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経は理解に苦しゑまず︒

か︒﹂﹁吉田です︑○年○組の吉田○○の母

ちょっと頭痛がすると申しますので︑今日

ないかと一瞬緊張させられました︒

オ私がやります︵責任過剰型︶

です︒﹂﹁そうですか︑わかりました︒でも

一日学校を休ませようと思いましてご連絡

やはり電話連絡で母親が子供を呼び出した

○○先生は席をはずしていますので︑ご連

しております︒﹂﹁それはいけません︒でも︑

相原さんは時なお休承しますが︑どこかお

電話を通してのちょっとしたやりとりの

興奮した口調で︑思いつめているような感
じが伝わってきます︒したがって︑こちら

悪いところでもあるんですかｏ﹂﹁いいえ︑

中にも︑注意しているといろいろ問題を含

絡ですみましたら伺っておきます︒﹂や坐

も慎重になり﹁どうぞ︑よろしかったらお

うに頭痛がするんです︒﹂﹁そうですか︑そ

そうじゃないんです︒ただ︑時を今朝のよ
れはいけません︒どうぞお大事になさって

共通して言えること

いしたらいいか︑それを知りたいのです︒﹂

話しくださいませんか︒﹂﹁ええ︑いつお伺
﹁学校へいらっしゃるのでしたら︑放課後

(
3
)

ぜひ：⁝・と考えると︑現実の子供の学習の

﹁女の子は母親の鏡﹂ということで︑母

はずです︒

それぞれに︑自信そう失型︑過保護型︑

仕方や学校での扱いには満足できないので

親の種交な姿をとり上げてきましたが︑何

て︑自己の方位を確かめなければならない

情緒雪崩型︑娯天下型︑責任過剰型︑教育

しょう︒そこで︑塾や家庭教師といったも

か母親の欠点ばかりを指摘したようになっ

気持ちは︑誰も同じです︒したがって︑○

管理型などとや生不穏当な呼び名をつけま

のへと目が向き︑ここを先途と目の色が変

てしまいました︒しかし︑これを所期の目

で示した六例も︑日常次から次へと起こる

したが︑そんな簡単なことではないかも知

ってしまうのでしょうＯまた︑﹁心配だ″﹂

的から見直してみるならば︑教育による期

○高校から○○大学へそして社会へ出たら

れません︒ただ︑それぞれに異った現象の

と思うと︑もうそれだけで頭が一杯になり︑

待される母子像を︑前述のような﹁共通す

できごとのほんの一部です︒

ように見受けられるこれらのことも︑母親

ょう︒教育管理型や過保護型の母親の出現

他への配慮も何もなくなってしまうのでし

るもの﹂をもたないことに置くことができ

④女子教育を管見する

の姿勢には共通したものがあるように思え

はこんなところにあります︒

その一つは︑視野が狭く︑恐ろしく自己

ます︒

かと思います︒自分の殻にとじこもりがち

女子にいちばん必要とされる教育ではない

視野の広い︑協調性のある人間形成こそ︑

つまり︑建設的な視点に立って言えば︑

ます︒

供との会話に誰の︑どんなことがのぼった

な傾向は︑男子にもありますが︑どうも女

また︑表面純粋な考えに基づく言動のよ

にしる電話で呼び出し︑注意する心情はど

子の方が強いように思われます︒民主社会

うに見えますが︑実は殻が厚く妥協を許さ

れも授業を中断させてまでも子供を呼び出

うかと思われます︒それに︑わが子の清掃

中心的であることです︒・ヘットの死が﹁わ

すほどのことではありません︒子供が帰宅

作業の不十分に責任を感じて︑自ら学校へ

﹁女のくせに﹂とか﹁女の子ですから﹂と

において男女平等ではありながら︑よく

ないかたくなな点がめだちます︒自分の子

後に話して聞かせても遅くはありません︒

出かけてくる意気込みは象ごとですが︑少

いった言葉を耳にします︒このような発想

ませんが︑わざわざ学校に電話をかけ︑そ

親子喧嘩にしても︑よくあることでしょう

し見当違いの行動ではないかと考えられま

が家﹂にとってどれ程重大なことかも知れ

し︑その結果もどうなるかぐらいの見当は

す︒自分がこうだと思い込むことは︑確か

慣習が強く残っているように思われますし︑

ついているはずです︒もう少し冷静に対処

すものです︒しかし︑それが思い違いであ

そして︑このような慣習への是認が結果的

をする意識には︑まだまだ過去の閉鎖的な

次に︑何事にも熱心に打ち込んでいるの

ったり︑他との調和において思わしくない

にその人自身にとっては︑純粋な志向を示

はみごとですが︑や上直情的で︑猪突猛進

ものであるならば︑当然立ち止り︑是正し

できなかったのでしょうか︒

する傾向があります︒わが家の子供こそは

︵三十一頁下段につづく︶

将来何人とか立派な者にしたいと願う親の

（14）

先日︑次男の保護者会で︑新しい担任の

けで︑実際は何の基準も持っていなかった

場その場で自分の行動を正当化して来ただ

一人の娘を育てて

先生が﹁少なくとも六年生までは男女の差

のではないかと反省させられる︒

東条巳代子
別をしない：：：﹂と話された︒大変結構な

今回︑与えられた機会を素直に受けとめ︑

ような考えでいるのか︑まとめられたら幸

何か書く事によって︑私が娘に対してどの

事であるし︑そのような環境で育てられて
いる次男は仕合せだと思った︒男女が机を

一︑女性らしく

いである︒

並べ教育を受けるようになってから三十余
年︑﹁男女平等﹂などという言葉を発する
事自体︑奇異に感じられる程︑現代の社会
に浸透して来ていることの言葉を聞きなが

しかしこれで良いのであろうか︒

い○

女性としての役割を自然に演じられる聡

明な女性を育てるためには︑進んで家事の

切であると思う︒

手伝いが出来るよう︑子供を育てる事が大

我家では娘が小学校に入学したころから

しい事から手伝わせ︑卒業するころにはほ

食事の後片付けをさせている︒最初はやさ

とんど彼女一人の仕事になっていた︒兄弟

がＴ・Ｖに夢中になり︑両親が何やら楽し

ている姿を見て︑祖母などは︑﹁族けのた

げに話している間︑娘一人が食器を片付け

めだと思うけど何か可哀そう鍬たい︑鬼の

あったし︑娘も勉強のためには何もかも母

ような親に見えるわよ︒﹂と抗議した事も

平等に扱われている︒従って女の子でも

親任せの友人と比べて︑自分の立場を不満

前述のごとく最近の子供達は男女が全く

私は娘の事を考える時︑かなり多くの場

﹁勉強が出来﹂﹁運動も上手で﹂﹁稽古事も

らふと考えた︒

合︑﹁女の子だから﹂という条件を頭の中

かつ﹁個性的﹂であってほしいと欲ばつた

適当に出来﹂﹁友達からも好かれ﹂﹁聡明で﹂

要求をされるようになって来ている︒その

私の基本方針があったのだった︒

事に関してはどうしても譲る事の出来ない

に思う事もあったようだ︒しかし事︑この

んな教育を受けさせれば良いのであろうか︑

で付けている︒では﹁女の子﹂だったらど
家庭教育では男子と特に差別をした教育を

ため︑女の子として覚えてほしい家事の手

と考えると︑その時為の情勢に流され︑行

い何を基準に彼女を育てて来たのだろうか

娘が産まれてから十六年間︑私はいった

でもさわるように娘を扱っている家庭が多

いから可哀そうだといってさせず︑腫物に

ら当然しなくてはならない事を︑時間がな

伝い︑身のまわりの整理等︑従来女の子な

めた︒御両親も住みこゑのお手伝いさんも

た後︑友人は一人でせっせと後片付けを始

事があった︒母上の心尽しの夕食が終わっ

いた友人の家に︑泊りがけで遊びに行った

中学時代︑私が最も仲良くし︑尊敬して

する事が必要なのであろうか︒

き当たりばったりの教育をしながら︑その
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一

来た咲けがうらやましく︑その後︑彼女を

事から学び得たように思う︒彼女の受けて

ら生れるのだろう︒私は多くの事を︑その

頼される彼女の人となりが︑こんな族けか

来るのに︑決して詰らず︑誰にも愛され信

学校での生活：：：何でもとび抜けて良く出

当然の事のようにそれを見ていた︒彼女の

少しも犠牲にしないでラーメンの後片付け

れたようで︑﹁私だったら学園祭の仕事を

が無駄な事ではなかった事に︑気付いてく

って勉強になったし︑今まで膜けられた事

かし同年代の娘には︑それが分らず︑かえ

女達の立場がそう云わせた事も分った︒し

ければ︑図をしいわけでもなく︑現在の彼

は彼女等が咲けの出来ていない女性でもな

と女生徒が声をかけたのだ︒大人の私達に

ともう心蔵も出来て動いているものである

していたのだが︑六こ目くらいの卵になる

としての教育的配慮から︑土に埋めて供養

しい︒観察が終わると︑卵を﹁生きもの﹂

し︑卵がヒョコになって行く過程を見たら

入れ毎日一つずつ割っては卵の様子を観察

ていた時の事である︒沢山の卵を僻卵器に

ても埋める気にならず︑じっと待っていた

から︑その動きが完全に止まるまでどうし

娘が小学生のころ︑ニワトリの観察をし

で不満である︒

しかし︑慣れていないという事は悲しい事︑

見習いたいとかなり努力したものだった︒

ぐらい出来るのに．⁝・・そして男子だってそ

と夕方遅く目に涙を一ぱいためて報告して

う女の子の方が良いと思うでしょうに︒﹂

と彼女は云っていた︒そしてその夜から私

くれた︒なんと優しく︑何と感受性豊かな

い自分の不甲斐なさに︑焦れた事だった︒

の気のせいか︑食器洗いの能率がかなりあ

やる気ばかりが先行し︑何となく手際が悪

いう気持が強かった︒

子供に育ってくれているのだろうとありが

たく感謝したものだった︒

がったように思えたのだった︒

それ故娘には︑この思いをさせたくないと
ある日︑わが家に︑長男の友達が学園祭
の準備のために大勢集まった︒皆で立派な

しかし︑ここに女の子の陥りやすい大き

な落し穴があった事に︑私はすぐには気が

一︑女子と勉強
女性であるからといって︑ただ台所の仕

展示をしようと張切っていて頼もしかった︒

ていて︑一体ニワトリがどのように生まれ

とりわけ女生徒は一生懸命で︑ともすると

ろ女性の方が進み方はゆっくりでも︑ある

ともしない︒﹁ベルサイ﹃一のばら﹂に感動

て来るかは少しも覚えていないし︑知ろう

で殺されて可哀そうだという事ばかり覚え

時間になったので私達は軽い夕食を用意し

目的に到達するためには男性より遥かに強

してもそれがフランス革命にどう関わって

付かなかった︒心蔵が動いているのに途中

た︒少しでもおいしい物をと︑冷蔵庫をの

い意志を持っているし︑到達し得る能力を

いるのか︑マリー・アントワネットの生涯

はない︒女性の総理大臣も出る時代︑むし

ぞいては卵を出し︑ハムを切って兄の友人

持っていると思う︒それなのに我が娘はど

がどんなに波潤に富んだものであったか考

事だけしていれば良いと思っているわけで

のために嬉々として手伝っていた娘の表情

の能力を発揮する基礎を作っていないよう

うも知識追求への貧欲さに欠け︑女性特有

余分な事に興味を示し︑脱線したがる男子

が︑急に硬くなった︒﹁御馳走様でした︑

を叱陀激励しながら仕事に精を出していた︒

すぐ始めますのでここを片付けて下さい︒﹂
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んでしまったというような事だったと思う︒

業をクラス中でさぼってしまい︑屋上で遊

はあまりはっきり覚えていないが︑ある授

いくら人生を語り︑友人と悩承を打ちあ

先生から見れば随分悪い事だったはずであ

られるような女性になってほしい︒

け合ったところで︑今までの経験とごく少

る時は又年代だけを苦労して﹁フランス革

ない知識のままで止まっていたのでは悩暴

えて承ようともせず︑世界史の年表を覚え

のばら﹂の事などすっかり忘れてしまって

命畑Ｉ鮒年﹂と暗記しながら﹁ベルサイ﹃一

に﹁いたずら﹂出来たという事がどんなに

るが︑中学生の女生徒にとって友達と一緒

うれしい事かよく分り︑親馬鹿の私は﹁悪

にも語らいにも︑何の進歩もないだろう︒

大きな耳で︑多くの事を吸収し︑体験して

魅力ある女性になるために大きく目を開き︑

娘Ｉ女性とは決して思わないが︑私を含

に﹁よかった﹂という本音で喜こんでいた︒

い事﹂﹁いけない事﹂という建て前とは別

いる︒

め娘のまわりの女性にはどうもその傾向が
でほしい︒

ほしい︒そして出来るだけ多くの本を読ん

いたずらする事はけしからぬ事であるし︑

い事︑やらねばならない事をどんどん見つ

為と過ごすことがないように自分のやりた

自分を悲劇のヒロインに仕立て︑毎日を悶

ノイローゼになったり︑ゴルフウイドーの

持っている︒その時間をもてあまし︑育児

っていたようである︒似なくても良い所は

愛されないのではないか﹂という悩みを持

その彼女が﹁自分は友人から信頼されるが

いうような事を子供ながらに心得ていた︒

自分がどう行動すれば他人が困らないかと

であった︒与えられた事は一生懸命するし︑

娘は親の目から見てもいわゆる﹁良い子﹂

で友人に同化出来︑愛される女性に成長し

じめさにだんノ︑と丸みをつけ︑自然な形

が自分の物となって身に付き︑彼女の生真

れで良かったと思う︒迎合しながらもそれ

持は危険な事かも知れない︒しかし私はこ

で友達に同化し︑愛されようとする娘の気

の務めのようにも思われるし︑迎合してま

なぜ入らなかったかとたしなめる事が母親

絶対にいやだと参加しなかった数人の中に

け出し︑次から次につながっている未知の

て行ってくれるのではないかと思っている

三︑愛される女性に

強いようである︒

大人になってからも専業主婦になる女性
は役所にも︑工場にも行く必要がなく︑や

世界を負欲に追求してほしい︒今自分がケ

の私も同じような悩みを持っていたので彼

似るものだとよく言われる事だが︑娘時代

からである︒

りたい事をいくらでも出来る時間的余裕を

ったら︑それに打ちこむ事も良い︑父親の

ーキを焼いて誰かに食べてもらいたいと思

女の淋しさが良く分っていた︒

誕生祝いにルームソックスを編んで喜んで

も悪い事をしたという表情ではなく︑嬉し

悪い事をしちゃった﹂と話し始めた︒少し

いう事が言われている︒私もそれが大切な

女の子には何か特技を持たせると良いと

四︑本音と建て前

かげんは？いくらでも勉強する事はある︒

くてたまらない様子で話した娘の話の内容

ある日彼女が学校から帰るなり︑﹁今日

無限に拡がる未知のあらゆる事に打ちこ象︑

もらう事も良いだろう︒材料は？天火の火

その瞬間ノ︑を仕合せだと感じながら生き
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一

事だと思っていた︒

ところがこれは私の建て前であり︑本音
は違うところにあるという事が分った︒

可哀そうにと思った事も度々であり︑あの

を理解し︑心の底から尊敬し︑音楽学校合

い︒そんな事より︑娘がその友人の生き方

だけが数十年たってから分る事かも知れな

事を犠牲にしても自らの道に満足している

子をわが家に一日預って庭の草取りをした

格の知らせを我が事のように喜こんだ事が

室に入るためには：⁝・という話に夢中にな

校の附属高校受験のためにそるノ︑準怖を

り︑夜空の星を一晩中ながめて過ごしたい

ようであった︒人にはそれぞれの生き方が

はじめたらどうかと勧められた︒今までど

と願ったこともある︒しかし︑この子供達

大切な事だったのだ︒こんな娘の姿を見て︑

っている母親・学校行事にも塾に行くため

んな時も稽古を体染たがらなかった彼女に

が着たと実力を付け︑わが子が段々に落ち

うに思える︒これで良いのだ︑これこそ私

今までの私の不安も迷いもすべて消えたよ

どちらが正しいか︑どちらが幸せかは本人

とって︑当然の進路だと思って下さったら

こぼれて行く姿を見ると︑今度こそは他の

あり︑その友人とわが家の娘の取った道の

しい︒ところが︑彼女は普通科高校へ進学

母親に遅れを取らず︑立派な塾に入れ︑塾

に出来るだけ参加せずにすませ︑必要のな

ずる決心をした．一応自分の意志で１．

のために子供が少々不安定になっても︑予

い授業では塾の予習をする子供を見ては︑

自分は学校の勉強を適当にし︑クラブ活動

習のために学校を休んでも良い︑とにかく

娘が小六の時︑ピアノの先生から音楽学

もそこそこにピアノの練習をする気がない︑

来た頃に︑このような結論を出したのは私

母親の考え方次第でどうにでも方向づけ出

なのだと得たと説いている自分を発見して

ような事から得る体験が本当の力である事

かに彼女の人生に役立つ事が多いか︑その

それがいかに︑やり甲斐のある仕事か︑い

娘が○○委員になったという報告を聞くと︑

する︒それなのに数日後︑学校から帰った

立ち止まっては考え︑あぶない足どりで又

なものである事がわかった︒いつも悩み︑

間を行きつもどりつしている極めて不安定

結局私の子女教育とは︑本音と建て前の

凡て肯定してしまいそうな事ばかりである︒

れれば﹁それも確だ﹂と自分の考えの裏側を

た︒しかし︑これらの考えも誰かに反論さ

娘を育てるうえに以上のような事を考え

がわが娘に望んだ真の姿なのだと１．

え方であった︒しかしまだ小六の少女の事︑

中学校生活全部に全力投求したいという考

知識の蓄積のために真直ぐに進もうと決心

している︒何もかも安心して学校に任せ︑

歩染出す︑そんな母親のなまの姿を娘にさ

な学校にも現代の異常な教育過熱の浪が押

いと感じている事すべてに目をつむり︑着

している友人がいた︒普通の子供達が楽し

娘のごく身近かにやはり音楽の道を志ざ

そ︑私の娘にしてやれる唯一の女子教育な

ら彼女自身の生き方を見出してもらう事こ

らけ出し︑じっくりと見てもらい︑そこか

し寄せている︒先生方の胸の熱くなるよう

のかも知れない︒︵主婦︶

娘は本当の意味での﹁良い学校﹂に通学

の意見に外ならない︒

れば良いといえる学校である︒しかしこん

家庭では学校の方針通りに子供を育ててい

唖然とする事がある︒

な﹁子供の情緒について﹂のお話を伺いな

たと音楽の道を究め︑母娘ともにすべての

がら︑××塾に入れば△△は絶対︑○○教
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中国の社会と教育
第三回目の旅行を終えてＩ

五月中︑各新聞社の文教担当論説委員一同で中国を訪問︑

ｌ︲

黒羽亮一

のソ連流の︒︿レードは最近は実施していない︒二回目は一

でその年のメーデーの大︒ハレードを見ることができた︒こ

九七一年十一月︑美濃部知事の北朝鮮︑中国訪問同行記者

にニクソンが訪中︑十月には日中国交回復ができたことが

して教育諸事情を視察してきた︒最近の中国報道はひとこ

半月の間に北京︑吟爾賓︑延安︑西安︑上海と回り︑主と

証明するように文革期間中では︑周恩来全盛のため︑ちょ

の席上︑例の保利書簡が暴露されたときである︑翌年二月

はわかる︒また︑それでわからないことは行ってゑてもよ

っと空気がゆるんだ時期だった︒美濃部・周恩来会見には

団長としてで︑北京に十日近く滞在︑周恩来首相との会見

くわからない︒教育事情についても︑﹁中国猛勉強時代﹂

列席できなかったが︑会談直前周首相と握手し︑記念撮影

ろのように悪い面は書かないということはないから︑新聞

︵毎日新聞・東京︑三月二十四日付から十回︶のような優れたレ

雑誌等を刻明に読めば中国に行かなくてもある程度の様子

ポートがあり︑私の見聞もそれを大きく超えることははで

をしたのは貴重な経験だった︒

そして今回︒いずれも日本側の行事や自主的計画による

きなかった︒ただ私にとって最も有意義だったのは︑新中
国訪問がこれで三回目で︑経年的に中国を考えることがで

で︑文革期よりは明るくなったといわれる中国とはいえ︑

したがって率直に印象を語れる立場にあるが︑四人組追放

五○年代のような高揚した空気は感じられなかった生活も

訪中で︑いわゆる友好人としての招待や訪問は一度もない︒

た︒残留日本人の集団引き揚げの最後のころで︑その取材

まだまだたいへんである︒主食︑食用油︑衣糧は依然切符

きたことである︒一回目は第一次五カ年計画が終り︑結果

のため白山丸で塘泊に入り︑滞在は邦人の乗船手続期間だ

的には失敗だった大躍進運動が始った一九五八年五月だっ

けでわずかに天津二泊︑北京一泊だったが︑天安門前広場
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元︵一元は約百四十円︶で︑自転車は一八○元ほどである︒

制である︒三種の神器は︑自転車︑ラジオ︑ミシン︵ある

︵一億人︶︑山東省︵八千万人︶︑河南省︵七千万人︶︑江

山である︒そこに︑九億六千万人の人口とあって︑四川省

林地は一二％にすぎないという︒八割が黄土の砂漠やハゲ

蘇省︵六千万人︶︑湖南省︵五千万人︶︑河北省︵五千五百

いは腕時計︶であることには変りはない︒平均給与五八

万人︶など︑昔の言葉でいえば﹁シナ本部﹂の人口密度の

高さははかり知れないものがある︒清末に東北地区︵満州︶

同様である︒

二十一年前の五八年もほぼこんな生活だったが︑当時は

への漢民族移住が認められると︑華北︑華中からより寒い

三カ月分の給与だから︑日本の勤労者が自動車を買うのと

大躍進のスローガンとして︑﹁二十年後には英国の生活を

からである︒そういう自然条件は人口増加により︑いっそ

うきびしくなっているのではなかろうか︒なお現在東北三

そこに大量移住して行った︒寒くても東北には耕地がある

省の人口は約一億人で︑満州国と称していた時代の三倍以

抜く﹂といっていた︒ところが︑いまは﹁中国は貧しい発
い︒北京の目抜き通り王府井の百貨店は五八年には四階ま

展途上国だ﹂と率直にいい︑そういう大きな目標は掲げな
で営業していた︒しかし七一年に行って染ると三階までで

上になっている︒

米国務省の推計によると︑中国の一人当り年間国民所得

能にすぎない︒したがって地方農村の生活状況を見ること

大半で︑せいぜい幹線列車による一部の﹁線﹂の旅行が可

旅行の許可証を持っての﹁点﹂だけの旅行︵航空機利用︶が

外国人の旅行は︑ソ連はじめ他の共産圏諸国同様に国内

四階は事務所になっており︑今回もそのままだった︒市内
の他所に店舗ができたのかもしれないが︑成長の緩漫さを

は三七五ドル程度という︒昨年あたり︑台湾は一︑四○○

は不可能である︒しかし中国でも一番ゆたかな農村の一つ

象徴しているともいえよう︒

タイやフィリピンが四五○ドル程度と推定されている︒二

ドル︑韓国は一︑一○○ドル︑マレーシア一︑○○○ドル︑

による公社内農地面積を世帯数で割ると○・四ヘクタール

らしい上海西郊の人民公社を視察する機会はあった︒説明

月に短期間バンコクに滞在したが︑今回の中国旅行の実感
とにかく人が多いから成長は容易ではない︒どの町でも

でも一ヘクタール近い︑米国の百ヘクタール︑フランスの

社は○・三ヘクタールだという︒零細農業といわれる日本

にしかならない︒社の同僚が同じころ訪ねた近くの人民公

盛り場は東京の渋谷︑新宿︑池袋のような人出である︒国

三十ヘクタールに比べると︑何とも気の毒な農地事情であ

と合わせると︑この数字にまちがいはなさそうだ︒

土面積は九百六十万平方キロだが︑耕地はその二％︑植
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ｚ句︒

ではなく︑工業や農業の発展も大きかったのだろう︒

それが︑大躍進政策の失敗︑五九年から三年続きの大早

の後の十数年の長い暗い時代ののち︑都小平は西側陣営の

ばつ︑ソ連の援助打切りと重って頓座し︑劉少奇の調整政

七六年秋の四人組追放後︑経済発展十ヵ年計画を勇まし

経済協力で︑一気に︑近代化のアクセルを踏もうとした︒

く発表した︒重工業に傾斜して︑近代化を急ぐ計画だった︒

来近代化計画は大幅にダウンしている︒十二年計画に延長

しかし︑十数年間の物的な停滞だけでなく︑人心の虚脱ぶ

で︑めちゃくちゃになってしまったということである︒そ

され︑当初の三年間は﹁回復・整頓・調整・提高︵向上︶﹂

りは︑清末や軍閥の時代に立ち帰ってしまったような状態

策で何とか切り抜けかけた途端︑六五年からの文化大革命

の期間にしたという︒重工業より農業や軽工業の充実が先

で︑それはもはや不可能である︒そこで老練な陳雲らは︑

﹁小ざかしい﹂といわれても仕方ないかのように︑わが国

ということになった︒都小平より先輩格の︑第一次五ヵ年

の経済産業界もそれで飛びついた︒しかし︑昨七八年秋以

計画の元締めだった陳雲が副主席に返り咲いたほか︑陳雲

最善と見ているというところではなかろうか︒日本の百年

再び第一次五カ年計画のやり方から繰り返して行くことを

これはどういうことか︒中華人民共和国三十年の歴史の

系の人物が要職を占めた︒

しよう︒日本は西南戦争や一四年政変を乗り切り︑文化大

前になぞらえると︑五○年代は明治一四年政変までに相当

か︒

流れの中で考えると次のように要約できるのではなかろう

の道を歩象始めた︒一世紀近い混乱時代の直後で︑中国人

西南戦争や明治一四年政変が逆の結果になったため︑時間

でに終えて︑近代統一国家への道を歩めた︒しかし中国は︑

ロストフのいう﹁産業革命Ｉテイクオフ﹂を明治三○年ま

の国会開設︑二三年の教育勅語にこぎつけた︒米国の学者

民自身が新国家建設の意欲に燃え︑ソ連の財政面や技術面

的にはもう明治三○年の段階なのに︑やっとテイクォフの

革命のような自由民権運動も何とかしのいで︑明治二二年

の援助もあった時期である︒フランスの有名なジャーナリ

道を模索し始めたという比較は︑本会員にはわかりやすい

五○年代の経済建設はソ連型の社会主義国家の建設スタ

ストのロベールギランが﹁六億のアリ﹂と表現した時代で

イルで比較的うまくいき︑中国全土がほぼ平均的に近代化

もある︒天安門前広場をはじめ︑各地の歴史的モー豆メン

ことであろう︒

ついでにもう一言付言すれば︑中国が五○年代の精神に

トは︑ほぼすべてがこの時代の建設や修復であり︑それ以
降のものはきわめて少ない︒文化財ばかり作っていたわけ
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帰るというのは︑外交的にはソ連との修復にも連なるので

らず﹂になるのでなく︑国語︵中国語︶と数学の教育が徹

ように一年生から七教科も並列的にやって︑﹁あぶはち取

重点校のカリキュラムはすぐれている︒日本の小学校の

途上国の中国にとって合理的と思えた︒

るといっても社会主義的ビューロクラシーは同様であり︑

はなかろうかという点である︒両国の共産党は対立してい
その中で人☆の行動様式も思想も形成されて行くのである︒

底している︒そして小学校三年︵日本の四年に相当︶からは

早期に始めている︒文革中に小学校を訪問すると毛沢東語

すべて外国語を習うことになっているが︑重点校ではより

録をいっせいに暗語して糸せたというが︑いまではそんな

教育事情報告をしないうちにス・ヘースはつきかけてきた︒

資本主義国とよりは︑ソ連との方が近いものがある︒

して聞けた教育関索者発言と合わせたものである︒﹁固復．

しかし︑以上は私の荒けづりな中国現代史観を︑今固訪問

ってはいまの方法で︑もう揺れることなく︑着実に近代化

総括して︑体制も考え方もわが国と異なるが︑中国にと

バカなことはしない︒

に努力するのが最善の道と見えた次第である︒

育相から聞いたのは五月九日だった︒政治や経済一般につ

整頓・調整・提高﹂という言葉を教育にからめて蒋南期教
いて使われ出す前だった︒北京︑北京師範︑恰爾浜工業︑

西村先生の示された﹁兄弟姉妹の道﹂

︵特別会員日本経済新聞論説委員︶

西安交通︑復旦︵上海︶の五大学を訪問したが︑多くの関
るから︑固復は容易ではない﹂と口を揃えて話していた︒

係者は五○年代をたたえ︑﹁大学には十七年間の空白があ

ことはなかった︒経済も教育も政治と一体となって動いて

七一年にはソ連の悪口ばかり聞かされたが︑今度はそんな

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

①兄弟互に親愛すべし②長幼の序を守るべし③相互の名誉

小学校から大学まで︑重点校があり教育はそこを中心に

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

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

いるさまがよくうかがえた︒

整えられている︒というよりも重点校以外の教育には見る

むくし⑧兄弟の偏私を疑うべからず︒

親愛の情を忘るべからず一⑦遺産を分つ時に於て殊に私慾を戒

も深く慎まざるべからず︒⑥父母の家を出でたる後と誰ども

べきものがない状況は前記毎日新聞の記事をはじめ︑わが
国にもずい分紹介されるようになった︒千年以上続いた科
挙の歴史とか︑ソ連の徹底した英才教育を考えれば︑伝統
の面でも社会体制の面でも︑重点校制度は社会主義的発展

（22）

マくう︲〃︑く

︽

旧下総佐倉藩所属の同藩の大先輩に当って

いる︒私は親しみと共に心からの尊敬を抱

の雅号により︑八泊翁Ｖと呼ばせて頂く︒

いている︒従って尊敬と愛情を篭めて︑そ

泊翁在天の象たまは︑このことを肯がわれ

の七一歳︑七二歳といえば︑既に十分に老

さて︑﹃道徳教育講話﹄の成立は︑泊翁

ておられると︑私は受取っている︒

言われているが︑言わずにはいられない時

ごＪＫ︑〃︑戸宮︑〃ロ︑〃︑〃︾

日野誠︽

﹁道徳教育講話﹂を読んで﹀

一泊翁に見る道探究の方法
﹀

︾

一︑はじめに

成・円熟されていて︑名実共に碩学の名に

ふさわしく︑斯道の泰斗として一世を風扉

代が来ていると思われるので︑敢えて言い

至る﹂ことも知らぬ︑ひたすらの攻究の精

先づその学殖の確かさと︑﹁老のその身に

この﹃道徳教育講話﹄を通読して︑私は

しておられた︑と言ってもよかった︒

又︑七月から八月にかけては︑スリラン泊翁晩年の著述に﹃道徳教育講話﹄があ

二︑﹃道徳教育講話﹄

昭和五三年四月︑ブルガリアの首都ソフたい︒
イヤで︑ユネスコ本部主催の﹁国際道徳教

カでユネスコ主催の﹁ア鐘シア文部大臣会議﹂る︒明治一三年︵一八九八︶八月︑愛知県

た︒正に大きな感銘だった︒何よりの実例

神を︑その行間にうかがい知ることができ

育会議﹂が開催された︒

が開催され︑アジア地域における国際協力南設楽︑北設楽︑八名三郡教育会連合で開

明治三一年八月八日︑泊翁は第六回の講

三︑八良心Ｖ

ｚ轡０

の一は︑八良心Ｖについての解明に見られ

最重要項目の一として︑道徳教育の振興が催の小学校教員に対する夏季講習会と翌三
どちらも︑道徳低落の現況を憂慮して︑記であって︑泊翁七一歳と七二歳の時だっ

議題となった︒二年︵一八九九︶八月の講習会での誰演速
これの救済を教育に依存しようという趣旨た︒

この道徳の問題は古いが常に新しい︒老村茂樹先生を︑単に八泊翁Ｖと呼ばせて頂

なのである︒私は︑明治天皇の侍誰︑文学博士泊翁西

つもりである︒今日の部分は学問の研究に

話で︑﹁今日は今少々上の所のお話をする

は用があろうが︑小学校の教員としては格

子は﹃道徳経﹄で﹃大道廃れて仁義あり﹄く︒明治三○年生れの私は︑同じ年代を六

別用のないこと︒そのつもりで開いてもら

と言っている︒逆説的な言葉だが︑今日は年間も共にこの世にあったのに︑在世中の
﹁知る者は言わず︑言う者は知らず﹂と︑ながら︑旧弊じみた言い方だが︑泊翁は︑

大道は廃れたかに見える︒泊翁にお目に掛る機会はなかった︒しかし
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いたい﹂と︑断られたが︑この講話中で次
のように説かれた︒その要旨を示そう︒

ｌ西洋では良心という字に当る言葉ば
たった一つしかない︒ラテン語のコンセ
ンチアという語である︒このコンセンチ
アは英国︑フランスその他の諸国で語尾
を少しづつ変えて使っている︒ドイツは

四︑攻究の跡
明治三一年といえば︑あと三年で二○世
しく︑わが日本でも文運が漸く隆盛に向か

紀である︒ヨーロッパでは学問の進歩が著
おうという時期である︒まだ欧文原書類の
邦訳が全部門には及んでいなかった︒従っ

わが国でも︑一八一四年︵文化二︶発

行の﹃アンゲリァ語林大成﹂から一八八八

刊大辞書和訳字菜﹄に至るまで︑数種類の

年︵明治二一︶出版の﹃ウェブスター氏新

最初に記した﹁一ンセンチアに関連する文

名の知られた英和辞書が世に行われた︒

のと思っている︒その証拠は弓一ンセンチア

﹃ウェブスター英語辞典﹄を用いられたも

章から推測して︑私は︑泊翁は米国版の

の解明に見られる︒良心に該当する英語は

て原書を読んで直接新知識を吸収する外に

なければならない︒従って︑多分︑泊翁も

仕方がなかった︒このような場合︑辞書が

コンシェンスだが原拠は既に述べたラテン

大分違っている︒しかし支那のように同
のは︑後世学問をする上によくない︒ヨ

じ物に幾つもの名は付けない︒名の多い

辞書を用いられたはずである︒

英国には一七五五年︵宝暦五︶出版の有

その当時︑辞書にどんなものがあったか︒

に用いられるようになったのは第一三世紀

り︑今日の﹁正邪の道徳観念﹂という意味

したもの﹂とあって︑頗る広範な意味があ

語である︒語源的には﹁知識に賢さを結合

ーロッパのように一つ限りの方がよろし
の良心よりはもっと大きい良心をいう︒

い︒さてコンセンチアというのは︑支那

た︒長い間辞書といえば︑これを指すほど

だったとされている︒泊翁の指摘は正鵠を

名なジョンソン博士の﹃英語辞典﹄があっ

ラトンもアリストテレスも︑これを説い

に重んぜられ︑学界へ及ぼした影響が非常

西洋でも︑ギリシア頃はまだ分らず︑プ
ていない︒すると︑ローマのシセロとい

えたものということができよう︒

︵天保二︶になると︑その第二版が発行

ー英語辞典﹄の出版があった︒一八四○年

一一︶ノア・ウェブスターの﹃ウ一一ブスタ

泊翁の見解の正しさを立証している︒

正にコンシェンスただ一語だけしかない︒

しても︑いわゆる良心に該当している語は︑

なお︑興味深いことは︑類義の語をさが

に大きかった︒

︵シセロは西紀前一○六年生れ四九年

された︒泊翁の二歳の時である︒﹁明快

米国では︑泊翁生誕の一八二八年︵文政

う人がはじめて良心というものを見付け
た︒コンセンチアはラテン語だから︑そ

死︒ローマ共和制時代最後の大政治家

っとの力量や学識では︑到底できることで

と︑説かれた泊翁の見解は︑ちょっとやそ

の頃できたものと思われる︒

で哲学者︒哲学を実践的倫理的目的の

で内容が豊富︑正確で︑全巻にわたり微妙

はない︒これだけでも泊翁の学殖や造詣を

なお又︑﹁支の良心よりはもっと大きい﹂

ための学としてとらえ︑折衷的常識哲

な意味の差までが明らかにされた﹂と︑い
って大いに好評をえていた︒

学を立てた︶
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察するに足るところというべきであろう︒

五︑修養の手段方法

かし︑その信は︑儒教を信ずるという信

いうものということの自得ができた︒し

いう所まで至ったとは言えないけれども︑

得する所に到達する︒わたしは︑自得と

うちに︑ついには︑自分でこうだなと自

この知識・経験・省察・修練を行なう

どうも︑そういう順であろうと思う︒

ではない︒それは︑又仏教徒が仏教を信
る︑というようなことでもない︒わたし

いて︑自分の本心を見出すことである︒

間に︑絶えず心を治めることに取掛って

ずる︑キリスト教徒がキリスト教を信ず
の信は︑儒教によって道を信ずるという

泊翁は研究や修養について︑種種様様に

ことであって︑道とはこういうものだと

心を砕かれた︒それは﹁道徳教育講話﹄の

原文に即して示そう︒

中で繰り返えし述べておられるその要旨を

年になって西洋の学問に入り︑哲学の本

付いたが︑どうもよく分らなかった︒中

信ということがなければならない︑と気

かった︒少し年取ってから︑どうしても

た︒先生もそういうことは教えてくれな

まだ道を信じるということは知らなかっ

らべるというような末端の研究だった︒

同を集める︑むかしの註と今日のとをく

から︑ただ書物の文章の意味の理解︑異

たしは漢学を学んだが︑まだ年若だった

て経験を積む︒経験した上は省察する︒

知識を得て知ったら︑それを事実に当て

知識が先きだと思うに至った︒そして︑

多くの事を知ることが大切だ︑やはり︑

読んで考えてみて︑次第に先づ第一には︑

先輩の言うことから考えたり︑禅書など

伝えてくれない︒しかし︑古人の言葉や

よいのかは知らなかった︒師匠もそれは

てはいたものの︑どういう所から入って

ることからはじめなければならぬと心得

ので︑その当時︑儒学はやはり心を治め

なお又︑若いうちに儒学を修めていた

ようなことを︑自分に会得できるように

がるとどんな所にまでゆけるか︑という

どを見てゆく︒又︑本心がだんだんと広

ったら︑どんな工合に不快感を起すかな

か︑本心をもって行なうことができなか

通り十分にゆけばどんな工合に満足する

どれだけの妨げを受けたか︑本心が思う

を制するに足る力があるか︑欲のために

そうすると︑たとえてみると︑自分の欲

は︑書物にもどこにも示されてはいない︒

自分の本心とはどんなものなのか︑それ

を読んだ︒甚だ浅学だが余程長い年月を

省察というのは︑事実と自分の心と両方

なる︒そして︑治心の力で修養を積むう

いう信念が固まったのである︒

かけて研究した︒けれども︑どうしても

を併せて象て︑自分の心に立帰って推測

ｌわたしの経歴でいうと︑若い時︑わ

哲学では信念というものが起らない︒道

してみることである︒その次は修練であ

に戻ってから信念について考えてみた︒

るように︑心を修め練る︒そうしている

る︒美術や工芸方面などの技術を修練す

る︒そうなると︑富貴も貧賎も喜びも悲

ちに︑もっと先へゆくと︑不動心に達す

るか︑それを自分で見出すことである︒

だけの力があるか︑どれほどの働きがあ

を見付けて︑それはどんなものか︑どれ

自分で見ることなのである︒自分の本心

から︑再び儒教の道に戻った︒儒教の道

を信ずる念も固まらない︒晩年になって

すると︑はじめて信というものとはこう
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て来る︒そして︑これも不動心あたりに

ばならぬ︒生れ付き広い人も︑広くない

ともできよう︒大体︑度量は広くなけれ

きる︒しかも︑この場合︑度量を増すこ

る︒死生の間にあっても安心して対処で

こまでゆけば︑儒道では賢人の地位であ

象も心を動かすに足らぬものとなる︒こ

んと︑紙を一枚づつはがすように進んで

が︑儒教の治心はそうではない︒だんだ

目が覚めたように悟る︑といわれている

りとかは︑一遍に出あってぱたりと悟る︑

ければならぬと思う︒禅宗の悟道とか悟

いう所へ至るのは︑五○歳以上にならな

って︑先づこれならば動かないだろうと

かって来た︒治心のことが︑心から分か

ゆく︒だけれども︑最初からの無学では

人もある︒だが心を治めれば度量も増し
までゆかなければいけない︒

だめである︒ただ心だけを治めようとし
とにかく︑しまいには︑ぱっと打ちひ

たところで︑決してできることではない︒

今の世間では︑ただぼうっとしている
っている︒度量が広い人でも︑級密な事

人を度量が広いと思っているが︑まちが

らけ︑﹁手の舞い足の踏むを知らず﹂と

大平首相の教育観

昭五四・一・二五的通常国会

私は教育の自発性と活力を尊重してまい

りたいと存じます多様化し充実した教育の

中から個性をもつ豊かな創造力と優れた国

と信じておりますそのため教育に対する政

際感覚を身につけた若者が育ってくるもの

入試制度の改善優れた教育者の確保教育言

治の側からの関与はできるだけ控えつつも

設の整備等については国公私立を問わず政

府の果たすべき役割は責任をもって遂行し

またすべての国民が自主的な選択により

てまいりたいと思います︒

生涯にわたって常に自らを啓発しそれぞれ

はやはり徹密にやらなければならぬ︒そ

楽しく喜ばしくなるものである．１

の個性と能力を伸ばし創造的な生活を享受

いうような状態に達して︑この上もなく
泊翁は︑このように噛んで含めるように︑

の整備と充実を図ります︒

できるよう文化教育スポーツなどの諸条件

していろいろなものを腹の中へ入れてし
その上︑だんだんと進むと︑﹁天を楽

のはしはしにも︑その高潔な人格︑その高

懇切に誇謹と説いて倦むことがない︒言葉

まうのが本当に度量が広いのである︒

承命を知る︒それ故に憂えず﹂というと

われわれは西欧型の近代化にはめざまし

ころへ到達する︒このことは︑学問では︑

い成果を収めましたがその代償としてわが

風は真に心を打つものがある︒

国に特有の精神文化のあり方を十分尊重し

ずっと上の方のことである︒

以上は︑﹃道徳教育講話﹄に見られる泊

てきたとはいえないように思います︒私は

翁の修養・攻究のまことに見事な足跡であ

日本的なものを大切にしそれらをわれわれ

ところが︑治心ということは︑ずい分

︵五三・一二・一九︶

うものであります︒

の生活の中に生き生きと位置づけたいと願

︵千葉県会員インターナショナル・ス
ブド・ブラザフッド会員︶

る︒

むずかしい︒三年や五年でできる事では
ない︒わたしなどは︑考えてみると︑三
○歳以下は無我夢中だった︒三○台にな
っても︑まだ心の始末が付かなかった︒

けれども︑四○歳位から︑だんだんと分
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西村茂樹日
記
、ーノ

四

川

哲史

四○○人

七○○人余二五日吉井六○○人

七○○人

の聴衆があったというから︑驚かざるを得ない︒現在でも︑

六○○人

さつなどがすでに取りあげられているので︑今回はそれら

う要求があるためであろうが︑残念ながら日本弘道会はそ

時には万を数える聴衆が集まるらしい︒一般社会にそうい

ういう要求にこたえていない︒われわれは明治二十六︑七

三○○人

三○○人

一○○○人余

二

二

ことにした︒

なお︑読者の便りをはかって今回から句読点をほどこす

くてはならないと思う︒

年のころひと月一万人の聴集に訴えた会祖の偉業に学ばな

泊翁は十二月になっても武州豊岡へ︑年があけて一月に

紹介する予定の四月にはいると︑九州地方へ一ヵ月以上も

らは東京より近距離にある土地への出張であるが︑次回に

は八王子へ出かけて弘道会支会のしごとをしている︒これ

宝︒Ｏ

社団法人実践倫理宏正会が開催する倫理講演会には数千人︑

十二日熊本五

十一日熊本？三十日四日市六

九日大牟田二○○人二八日中津三

八日柳川六

七日福嶋二○○人余二三日佐賀一○○○人

古

については言及せず︑十二月以降の二カ月分について述べ

や︑十一月二十二日に発令された華族女学校長辞任のいき

野・新潟・富山地方の約二十日間にわたる巡回旅行のこと

なっていた︒すなわち︑十一月一日に始まった山梨・長

で原稿を作ったので︑解説が少し内容にそぐわないものに

前回は明治二十六年十一月末日までの分をおさめる積り

戸、

つづく大旅行をしている︒そしてその訪れた各地において
えば︑五月には︑
十五日

二○日

十九日

村崎原

道徳演説をこころ承︑たくさんの聴衆を集めている︒たと

福岡
岡四
三日福
ｍ○○人余
四 日 太太宰
宰府
府一
三○○人余
宰府
府一
三 四○○人
六 日 太太宰

大長鴫

ワー
ワ︺

︑ノ

ｒ︑

昭和二十六年

道︿迂回なれども︑一人挽にて十分に通

︿歩行︑余︿人車二て塩尻峠を越す︒新

他礼式有之︑畢て講話会開之︒指原安三

く︒此間四里︑午後二時頃松本着︑上諏

行し得くし︒塩尻より馬車二て松本ニ赴

一︑朝七時過出立︑下諏訪より指原︑綴儲

の演説︑次二自分演説︑四時二終り︑夕

訪より是迄八里︑池田屋といふ旅店二宿

一︑午後一時より山梨県議事堂二て弘道会

五時より松立楼上二て晩餐会有之︑県知

支会開会式有之ｃ支会長田沼健氏祝辞其

事田沼健︑裁判所長中田憲経︑松平長関

十一月一日晴
指原安三井従者頴輝義照同行︑品川より

ス︒当地の弘道会貝追々来問ス︒明朝当

一︑今朝八時十分新橋発の汽車二て出立︑

山ノ手鉄道二入︑新宿二て下車︑是より

義幹其他会員弐拾余名出席︒

一︑午前諸人来問︒午後三時より当地女子

十一月七日晴寒

地小学校教員二講話をなすの約束す︒

地出立し□□の本多藤順氏の依頼二寄当

不明

甲武鉄道二乗替︑十一時十四分八王子二

十一月四日晴
一︑午前九時木内信春外一名案内二て蹴悶

着︑馬車の都合不宜︑人力車を雇ひ小仏
嶺の東麓三戻り︑髪より馬車二て嶺を越

ヶ崎古城祉見物︒大泉寺二立寄︑武田三

小学校二於て小学校教員其他有志の為に

代の木像を見る︒午後一時帰宿︒

一︑昼食事後兼師範校中学校長の依頼二寄

当地の割烹店二於て晩餐を共喫す︒

道徳の演説をなす︒畢て有志者二十人と

ゆ︒通路其悪く︑馬車顛せんとすること

百名あり︒

り両校生徒の為に演説を為す︒傍聴人数

屡なり︒四時過吉野駅に着す︒髪二会員
数名出迎︒夫より会員の先導にて上ノ原
二至り同所二投宿・
一︑今日途中二て風邪ニ確り︑気分甚不快︒

一七時頃出立︒猿橋より馬車に乗り︑黒野

より馬事を飛替︑午後一時前信州蔦木駅

下数名為見送罷越ｃ八時頃韮崎二着︑是

一︑今朝六時馬車二て甲府出立︑県知事以

時半上田に着︒夫より汽車二て長野着︒

を穿つ︒道路︿懸崖に臨む処あり︒夕四

里︑途中二ヶ所の峠あり︑共にトンネル

り上田迄︿前年新道開墜有之︒道程十六

一︑朝五時上田行の馬車二て出立︑当地よ

十一月八日陰夜雨

田より駕篭二て笹子峠を越ゆ︒峠︿道路

二着︒是より又馬車を乗替︑夕五時過上

十一月五日晴日曜

り馬車にて甲府ニ赴く︒石和迄会員数名

修繕中なり︒駒飼にて薄暮となる︒是よ

諏訪着︒牧丹屋といへる旅宿二泊す︒本

十一月二日陰時々小雨

出迎︒夜八時過甲府着︒県知事始十数名

一︑朝九時二十分五二番汽車二て長野出立︑

十一月九日朝晴午後大風時々雨

浅岡一︑停車場迄出迎︒犀北館二投宿ス︒
地弘道会員両人来訪︒

八ヶ岳の麓二て此辺第一の高地なり︒是

雇ひて西行す︒風甚猛烈︑時ミ飛雨来ル︒

十二時直江津着︒髪二て午飯し人力車を

十一月六日晴

より諏訪迄五里許の間下り坂のみなり︒

一︑蔦木より一里余登りたる処一二局原あり︒

来問︒

一︑今日も風邪二て途中甚苦悶︒

十一月三日晴
るを以て発汗し︑朝︿大に軽快︒

一︑昨夜アンチヘブリン丸を多量服用した
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海上暗黒暴雨将至の景なり︒長浜二て車
夜中同町の人五六名来問す︒

寺にて演説会を開く︒同夜同地二宿す︒

不明

夫を□し︑夕五時頃名立村大文字屋に投

一︑夜中市中割烹店二於て十数名相会し慰

一︑朝六時出立︑会員十数名沢潟迄送り来

十一月十六日朝晴夕弧雨

務会を開く︒夜九時頃帰宿︒

る︒是より往時の道を経過し人車を急が

十一月十三日風又雨
一︑九時過小杉町出立︑会員庄司計吉氏宅

せしに依り夜七時頃糸魚川二着し︑早川

不明

宿︒今日雨屡来れとも︑傘及雨装を為す

に立寄︑午飯し馳走を請け︑午後五福寺

屋二宿す︒富山より二十里なり︒

を□□口全身尽く濡ふ︒

直江津より名立へ五里

直之介宅二於て会員を集め茶話会を開く︒

事務処にて講話会を開く︒塁て隣家田村

不明

十一月十七日午後快晴夜大風雨

托ス︒夫より乗車して帰路二向ふ︒午後

門夫妻の墓二詣り︑香料金一円を寺僧二

一︑早起当所新田町経王寺二て口部平左エ

一︑朝八時頃五福村出立︑南方二向ひ行く

一時過直江津停車場ニ達ス︒髪にて午飯

間︒

一︑本県知事徳久弘範氏及郡長原弘三氏来

十一月十日晴午後陰
一︑朝六時出立︑道路尽く海浜二沿ふ︒昨
日の風雨にて海岸顛倒し土多し︒糸魚川
︿此辺の都会なり︒川︿大川にして︑渚

事四里許︑八尾村二至る︒此村︿此県下

二晩る︒雨又至る︒是より下車し車を一展

し︑最後の汽車に乗り田ロー至れは日巳

十一月十四日晴

ハ海辺の岸上にありＯ外波より以西︿所

にて製糸を以て名あり︒一の製糸工場を

原甚広し︒青海にて午飯し是より︑道路
謂親不知の岸上なり︒青海より市振迄四

見る︒井田川の水を利用し水車を以て繰

ひて赤倉の温泉に赴く︒また十町余に過

を通行せしが︑明治以来涯上の新路を開

ぎず風雨大二至り︑車夫欲転倒︑ⅡＵ車

里︑尽く山圧の通路なり︒往昔︿波打際

糸をなす︒工女六十人程︑頗ル盛況なり︒

蓋雨を防ぐを欲せず︑衣服皆湿ふ︒夜八

不明

きしといふ︒市振より平地となり︑是よ

百人余あり︒塁て此村二宿す︒

午飯後一寺院にて講話会を開く︒聴衆弐

十一月十一日鋤蛎諦蒋細烈

なり︒夜風雨機屋︒

時過赤倉二着ス︒田口より一里二十四町

校に出席︑男女生徒の為めに演説をなす︒

京ニ帰る︒軽井沢辺︿平地二雪あり︑碓

場二至り︑直江津二番発の汽車に乗り東

一︑朝七時頃歩行にて山を下り田口の停車

十一月十八日晴風
学校にて午時の弁当を供す︒書記官島田

井のトンネルを初めて通行す︒殆んど洞

一時頃富山に着ス︒兼て約束二付師範学

一︑朝八時頃出立︑富山二向ひて帰る︒十

十一月十五日晴

り三里にて泊町二宿す︒

一︑朝六時出立︑三日市と魚津との間に於
て迎の人々に逢ふ︒魚津に小憩し︑午飯

し・富山市中を経過し︑夕勉婦負郡五帰

是地にも数人の迎あり︒是より風益々烈

宗正来会す︒夫より一旦旅宿︵木屋︶二

道旅行と称すべし︒夜十時頃上野着︒是

を喫し出立︒風頗強し︒水橋に小憩し︑

村田村民井の宅二宿す︒

を開く︒聴衆七八百人あり︒

帰り︑午後再び本願寺別院二於て講話会

十一月十二日風又雨
一︑午前十時小杉町二出立︑午後同町久縁
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より迎の馬車にて帰宅︒

十一月廿六日晴日曜

より三里にして豊岡ニ至る︒子沼狭山の

なり︒上尾停車場より下車︑三里川越夫

茶場なり︒茶師繁田武平氏の家二宿す︒

一︑兼て約束二付︑今日深谷弘道会支会発
会ニ臨む︒西沢之助同行す︒今日彼地に

十一月十九日晴日曜

午後当地小学校二て演説す︑聴衆七八百

衆人会食し︑最終の汽車にて帰京す︒

不明

て三郡連合のローて会を熊谷駅にて開き

人あり︒夜中猶又数十名旅宿を来問す︒

より其治療を始む︒

夫と同時に弘道会を開きたるもの也︒開

一︑途中にて魚ヵ免に確りしを以て︑今日
一︑夫ミニ帰京の届差出す︒

会済承︑同地和泉屋といへる割烹店にて

十一月廿七日晴
らる︒

一︑華族女学校長跡役に細川潤二郎に仰付

十一月廿八日晴
一︑細川潤次郎来り︑華族女学校の事務引

十一月廿九日晴

送る︒

一︑華族女学校幹事教員以下惜別の意を以
て上野精養軒二て宴会を開く︒
松浦伯爵川田森江以下三十余名来会︒

十二月一日晴

十一月三十日晴
一︑昨日皇子御誕生被遊候二付宮中参内御

十二月二日晴

祝賀申上ル︒

十二月三日晴日曜
玉県下武州豊岡へ出張︑内藤恥巽氏同行

一︑今日兼て約束二付上野一番汽車二て埼

を饗す︒

一︑弘道会事務納会二付幹事事務員二酒肴

十二月廿三日土曜

集会︑開会徳学講義講述︑夕刺帰宅︒

一︑午後二時より華族会館に於て弘道会常

十二月十七日晴日暇

一︑夕弧花房義賢内用有之罷越︒

十二月十三日晴

一︑午後より東京学士会院例会へ出席︒

十二月十日晴

祝賀申上ぐ︒立食を賜ふ︒

一︑皇子御命名二付午前十一時三十分参内︑

十二月七日晴風

十二月六日晴風

十二月五日晴

に着す︒

上尾にて午飯し︑午後三時三十五分上野

宅を訪ふ︒日東小学校の教員数名来問︑

一︑九時頃出立︑途中弘道会員内田正信の

十二月四日晴

十一月二十日晴夜雨
一︑例弧出勤︑午後宮内省文部省に立寄ｃ

十一月廿一日晴
十一月廿二日晴

一︑例弧出勤︑午後退引︒

一︑今朝高藤秘書官宮内大臣の使として来
り︑兼官︵華族女学校長︶を辞職すべき
の内諭を伝ふ︒何の趣意なるか少しも領
会し難しといへとも︑其迄々領し即日兼
官辞職の願書差出︒

十一月廿三日晴
一︑新嘗祭なれども風気二付参拝せず︒

十一月廿四日晴
一︑例弧出勤︑午後退引︒

十一月廿五日晴
願免兼官

一︑花房次官名代二て左の辞令を受取・依
不明

右二付□□口新任官の来るを待しに午後
事依托して退校す︒

まで来らざりしに依り幹事祷誉一郎に諸
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十二月廿四日日曜晴大雨風
十二月廿九日晴
参上︒

一︑歳暮為御祝儀宮内省花御殿青山御所に

一︑恩結金一ヶ年金九百四拾八円下賜の書
付を賜はる︒

明治二十七年
一月元日晴
夫より青山御所に参殿︑皇太后陛下に申

一︑朝九時参内︑天皇皇后両陛下年賀申上︒
上︒花御殿へ参上︑皇太子殿下へ申上︒

帰掛親王方井総理大臣宮内大臣に為年賀

一月十三日晴土曜

罷越︒

一︑八王子弘道会支会より招待二付寒沢振
作同行二て新宿二番汽車へ同地へ出張︑

午後同所本立寺二て道徳演説を為す︒同
宿一二泊す郡長原氏響察署長藤崎氏及ひ

力す︒

教員大久保普行原田甫︑及川直作氏ら尽

一月十四日晴
一月十七日晴

一︑朝八時二十三分発の汽車二て帰京︒
一︑午後は麟祥院参詣︑井南摩翁怪我たる

二付為見舞罷越︑玉子一箱持参

一月二十日暗

︵第十四頁よりつづく︶

いうことは自己防衛本能からみて当然だと

いるのだと思います︒また︑利害に聡いと

に女子の視野を狭少なものにしてしまって

思います︒しかし︑それが過度になると他

一︑皇典講究所発会二付兼て約束の通出席︑

宅︒夫より弘道会幹事会二出席︒

東西の道徳学の演説をなし︑午後三時帰

との調和を欠きます︒協調性の必要はそこ

けることが大切かと思います︒最近︑とみ

は︑誰もが常に向上の意欲を持って学び続

の方策を考えなければなりません︒それに

そこで︑視野を広め︑協調性を養うため

にあります︒

一月二十一日晴日曜
一︑弘道会常集会二付午後より神田淡路丁
共立舎二て開会︒

一月二十四日晴
易講義をなす︒

一︑華族朗行会の為めに華族会館二於て周

ずかしく困難を伴うことかも知れませんが︑

生涯を通して学び統けるということは︑む

に生涯教育ということが叫ばれています︒
一︑兼て佐倉旧君侯へ御約束二付て朝出立︑

美しいことです︒身近なところに︑いくら

一月什九日曇寒

にも相談ス︒

︵横浜市立南が丘中学校教頭︶

子教育の主眼ではないかと思います︒

﹁自ら学ぶ女子﹂の育成こそ︑現在の女

ではないでしょうか︒

との協調の意義と有り様もわかってくるの

て自然に視野も広まり︑視野も広まれば他

の持ちようだと思います︒学ぶことによっ

でも学ぶことはあるはずです︒要は気持ち

佐倉に罷越︑内海埋立の義申述︑佐沼済

一月三十日薄暗
一︑佐倉旧重役熊谷を膳池浦直消に面会︒
同様の義及相談午時佐倉出立夕七時帰宅︒

一︑昨日詔勅を以て三月一日議会臨時総選
挙の義被仰出有之︒

︵本会理事亜細亜
大教授︶
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弘道詩林
静姫歌舞圏錬石佐藤良蔵
婿容皇郷太多情柳弄腰肢風力姪一曲寛裳羽衣舞
誰知中有閲惜啓
自警吟

頒白自憐遅暮人須知三戒在絡身縦令枯樹時花護

虚虚烏謹情更濃
己未泉月口占

寒泉麓保孝選

随屋東隅果月花暁風香達雨郷家北窓展謂淵明句

己未元旦有感寒泉麓保孝

轄畳婦園興趣加

懐葱碓碓老残臣
己未歳元止軒博士書鱗九十七賦奉

履霜盟激正迎春元旦朝障照紫戻濁使至尊憂社穫

老師九十七回春豊蝶迎来能養員畢徳無墜朗鶴毒

不過枝頭一刻春

惜春雲石村田一雄

春光萎去濁撫然

蝿生獣蓋歳元展
己未孟春迭韓国金永善大使婦国賦奉

開窓統 柳 映 清 泉 隔 水 残 花 色 更 鮮 惜 別 除 情 誰 耐 詣

多年駐割海東遥星使任全蹄国天今折柳枝欽厚誼

一初夏

風物一看尤自然

雨雲 黄 梅 欲 熟 天 唯 今 更 畳 百 花 鮮 夏 農 妙 趣 誰 能 識

牧泉小久保義松
逝川四 十 二 星 霜 曾 集 東 都 意 気 場 久 潤 放 懐 今 夕 酒

逝水忽忽逢小群呼君泉下我心傷畢縁夙結鮮潅裡

偏期届鵠虚方功
己未暮春阿部吉雄博士小群賦重

暮春穆穆百花叢来訪八旬有八翁白髪温顔猶似昨

梅花綻虚侍填鐘
己未晩春訪内田白水翁養病賦呈

芳錘把菅引杯長
己未春日周甲有感

己未早春阜窓畢業己四十二年同阜夜宴有感

書星空焼杖卿年

北遥 開 拓 路 三 千 意 馬 心 遠 志 節 堅 焦 土 復 興 揮 一 夢

裁力茶渓又舟霜
己未春日渡谷大向小事校同阜十士函嶺宴集
席上賦似

高尾山中落照遥

姦診 千 年 大 樹 天 緑 陰 苔 径 歩 悠 然 唯 堪 痛 惜 枯 松 色

駒隙忽忽六十年

岸序堅締竹馬縁松涛田圃静閑退営時同首猶如昨

登高尾山二首玉蘭坂元梅雨子

石瞭 登 来 聞 午 鍾 浦 山 新 樹 洗 塵 胸 板 橋 踏 下 羊 腸 路
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日本弘道会役員

副会長理事西村幸二郎

会長理事野口明
理事片山清一

主事理事渡辺正男

理事鈴木勲
理事鶴岡術
理事古川哲史
監事相馬敏夫
願問木下広居

◇本館で﹁芳くえ物語﹂のロケ⁝⁝
フジテレビ⑧が来る９月鴫・岨の両Ⅱ午後

０時鋤分尾崎一雄原作第五回芥川笈受賞の
﹁のんき眼鏡﹂ｌ明るく生きる貧乏文士夫妻の
夫婦愛ｌを脚色の﹁芳くえ物語﹂に本館が舞
台として放映される︒ぜひご覧のほどを⁝⁝

編集後記
昔のこと学校で数多い訓話の巾で未だに心
に銘じて忘れられないものが二つある︒床次

竹二郎︑清子夫妻の律義な倹素の生活であ
る︒薩摩での旧家とはいえ多額の帖財が残さ
れていた︒夫人は木綿の蒜物︑雑木の下駄と
いうように一切切詰めの蛾低生活を決行して
そこから生み出した余裕の凡てはその返済に
あて所在不明の者まで探し出してのお返しで
ある︒引越の際には借家の畳替をしてなど︒
かくして待望の大臣就任の日にも夫君竹二郎
氏は例の如く家を出ようとすると︑自らも身
なりを整えた夫人は﹁一寸お待ち下さい︒お
目出度うございます﹂と言って︑かねて用意

の絹布の羽織袴に正目の桐の下駄を揃えて玄
関から送り出されたというのである︒
◇今一つは吉川松陰の家族たち︑わけても母
滝子と直の妹千代のことである︒江戸の獄へ
送られる前夜︑特に許されて杉家に一泊の松
陰の背中を流しながら︑母堂は念を押した︒
﹁大さん︑きっと無事で帰って来るだろうね﹂
﹁大丈夫きっと帰って参ります﹂

松陰は母を見上げながら

て食物︑藩物︑番物︑筆紙まで何一つ不足のな

とにこノ︑して答えたと千代は伝えている︒
しかしその期待は夢と消えて母に送られたも
のは千古の名吟とうたわれてはいるものの︑
親思ふ心にまさる親心
けふの音づれ何と聞くらむ
であった︒野山獄にある松陰には家族をあげ

い様に差入れしそれにいたわりの手紙を度女
送っている︒千代が松陰の好きな九年ぼと鰹
節に兄思いの手紙を添えている︒松陰はそれ
を薄暗い灯で読んで涙にぬれた顔を蒲団に埋
め又起きてはくり返しノ︑読んで妹の真情を
かみしめている姿には胸を打つものがある︒

◇こうした良妻賢母の存在を心ある外人は

事実ユネス﹃一では昭和妃年︵ご急︶の日本明

﹁日本の女性には奥床しさがある﹂と高く評
価している︒要するにこれは日本の家庭での
朕教育のよさを証明したものといえよう︒

治百年の慶祝記念としてその月刊誌﹁クーリ
エ﹂のｎ本特集号を刊行︒中に﹁日本教育大
勝利の秘訣﹂という項があり︑これ︵平塚益
徳博土ご執筆の題名は﹁日本教育の近代化の

歩承とその問題点﹂としたのを細集者が改題︶

が広く世界の識者に読まれたのである︒
◇思えば明治の初め西洋文明に心酔の余︑日
本の道徳の教と美術とは世界に冠たるもので
あるのに︑とかく西洋学者は美術はもとより
柔順にして貞淑な日本女性の美徳さえ軽視し
たのであった︒後西洋の知日家がこれを称揚
するに及んで漸く反桁するという状態であっ
た︒これを猟く憂応された西村会机は国民道
徳の振興を己が天職とされさらに文明諸国に
恥じない良妻擬母の敢要性を強調︑これに挺
身されたのであった︒要するに会祖は﹁朝︑
に匂ふ山桜花﹂のような﹁大和心﹂の﹁明き
浄き直き誠﹂の人の育成に後半生を捧げられ
たのであった︒家族川の断絶が日下の風潮の
ような錯覚に陥っている今日︑本会の使命は

誠に亜い︒︵渡︶

定価金一七○円年一︑○○○円

渡辺正勇
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発行人

東京都千代川両神川神保町三ノ十
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印刷人春山宇平
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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采こみ︑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ゑごとに描
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

●新書版二一○頁六八○円〒

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︒

●新書版二一二頁六八○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︒

高村象平著背伸び〃

教育談義ゆとりと

文化総合出版
1

教育再建説静が
高村象平著できるまで
１割
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