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皇室を敬愛すること︑国法を守る
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
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

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
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健康に留意すること︑天寿を期す
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信義を以て交わること︑誠を以て
身を貫くこと
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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

道義の一般的関心を促すこと

教育の適正を期すること

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

会

告
宣

終った︒

れたことの報告があって滞りなく臨時総会を

学部助手︶の三氏がそれぞれ評議員に委嘱さ

田健次郎氏︵防大学長土田国保二男・早大文

繁氏︵弘道会俳壇選者・野村証券監査役︶︑土

氏︵本会事務局長・元中外鉱業取締役︶︑篠塚

社企画部長︶が監事に選任され︑また渡辺薫

事に︑生平幸立氏︵本会評議員・日本専売会

馬敏夫氏︵本会監事・元明治製糖社長︶が理

なお︑この日・総会前の評議員会に於て︑相

が︑万雷の拍手裡に誕生した︒

こに人格識見ともに高い第八代日本弘道会長

西村幸二郎氏が満場一致を以て選任され︑こ

集されたものである︒選挙の結果は副会長の

新しい会長選挙のため定款第九条によって招

り去る九月三日野口明・前会長の逝去に伴う

会会議室で臨時総会が開催された︒既報の通

十一月二十七日午前十一時三十分から︑当

日本弘道会臨時総会︵報告︶

第八代会長に西村幸
二郎副会長が就任

−

︹巻頭言︺
一

一
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〒が出ていたのかとおどろくことがある︒

あとずいぶん長い間︑読まないままで︑ほったらかしにし

もういつでも読めると思って︑気がゆるんだものとみえて︑

原稿を書くこと︑書を書くこと︒どっちも﹁書くこと﹂

てしまった︒

だが︑この二つの書くこともやりたくて仕方がない︒つと

そは克明に︑本屋の店頭を見てまわら

︽た妙なもので︑なんとかしてあの本を

め先のことでも世の中のことでも︑気になることは︑いつ

﹂いうことになる︒

︾間は︑そのことばかり頭にあるのだけ︑

もたくさんある︒ただじっとしている時には︑こういうこ

↑はいると︑ほっと安心してしまって︑

それが︑この二つの書くことをやっている間は︑とにかく

とがあたまを持ち上げてきて︑心の中を占領してしまう︒

手がほしいと思うのは︑その本を読承た

トレスは︑ことごとく雲散霧消︑まことにさわやかな気持

夢中になるために︑気がかりのこと︑つまりもろもろのス

一軍か﹄恥畦諏壁跨奉帽牽毛吋乱岬誹蓉

おのずから別なことで︑とにかくあの

になることができる︒私にとってのストレス解消としては︑

恥ぱ︑矢も楯もいられないという︑一種

｜て︑それが直接読書欲につながるかど

この二つの書くこと以上のものはないわけである︒

もとたっぷりはないのだし︑どうも読みたい本は︑つまり

こういうことから思うと︑私の自由に使える時間は︑もと

るし︑私に書かせておこうと思っている人もたくさんある︒

一方︑書いておいたほうがいいと思うことはたくさんあ

でしまうのじゃあないかと思う︒

えってみると︑どうも結局︑あまり十分には読めずに死ん

ただ︑この二十年︑三十年の間の私自身のことを振りか

ｖうことにもなる︒

︶︑文学に現われたる我が国民思想の研

学の時代を一冊だけ持っていた︑あと三

︶くて仕方がなかった︒まだ十八︑九歳

絶版で︑どこを捜してもない︒それが

一四のことで︑持っている金では買えない︒

雲Ｈの宮子という本屋︵今もある︶になら

あくる日また行った︒ 今度は金を持︽

読まずにこの世を去ることになるらしい︒

でも若いうちに︑存分に読んでおくべきである︒年の進む

それについてつくづく思うのは︑本というものは︑少し

あとからほかのことでわかったのだが︑

﹂っそり貰ってい

ｰ

その後私もほかで手に入れたが︑

○

｜の本屋にはいって︑

ぜつ

読書のすすめ片山清一

一

た

最近書店に入って承ると︑書籍や雑誌の多いことに驚くのである
が︑その書店もどこでも大きくなり書店数も多くなった︒ところが
どこの出版社でも本が売れなくなったとこぼしている︒それは︑ど
ういう所に原因があるのであろうか︒
恐らく最大の原因は︑一般に本を読む人が減少してきたというこ
とではないか︑と考えられる︒教育が普及し高等教育終了者が増加
してきたのだから︑読書が盛になるのは当然のことかも知れない
が︑世の中が逆に本を読まないような空気をかもし出してきている
のである︒多忙な生活︑テレビの普及︑騒がしい情報︑快楽の追求
といった様ざまの要因が︑人間をして落ち着いて一書と取り組む姿
勢をくずしているのだといえよう︒だが︑だれもが︑これでよいの
だと考えてはいない︒もっと静かに読書したいという意欲が心のホ
ンネである︒この心のホンネを思い切って生かすことが︑現代人に
要請されている︒あれもやりたい︑これもしたいとウロウロして心
が落着かないから読書ができないのである︒特に大切なことは︑豊
かな心を養ってくれる良書と取り組むことである︒一言を読み終っ
て︑今までの生き方を省承︑さらに︑明日へと希望を湧き立たせ
てくれるような良書と親しむことである︒読書によって得る新しい
知識も必要であろう︒面白い小説も時には不可欠であろう︒
しかし︑もっとも大事なことは︑生きている人間に︑真の生き方
を教えてくれる本を読むことである︒何よりも︑それを真先に読む
ことである︒人生は貴重な時の連続であり︑しかも短かいのであ
る︒︵本会理事︶
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ての﹁本﹂

用するのは︑しばしばのことであるが

く︑はじめからしまいまで読承通した

まだ半分しか読んでないのもたくさん

しか楽しんでいない全集も多い︒

につれて︑読む時間は少くなるし︑それに頭に浸透する分

量も︑その力も弱くなって行くことに気をつけなくてはな

らない︒

もうそうそういつまで生きているわけでもあるまいし︑

年をとったら︑きっといくらか暇ができるだろう︑そう

思って買うものもある︒だけれども︑

る上に︑新刊の書もたくさん寄贈を受

しれない︒︵特別会員・侍従長︶

れを読みたい︑読めたらいいのに︑というだけのものかも

入江
したら︑読みたくて読めなかったもの︑前に一度︑二度読

まで用事が立てつづけにあって︑全く

読承たい事が読めるのでもない︒私にとっての本とは︑あ

んだことは読んでも︑重ねてまた読ゑたいもの︑そういう

その上方々から原稿を頼まれるのも︑

こういう内外の古典の類で︑読みた

のと四つに組んで︑じっくり読んでやろう︒若いころには

を読む﹂

もに多くなってきた︒このようなこと

若い頃︑新聞・雑誌などに広告の出

分らなかったことが今なら分るかもしれないし︑前に読ん

読みたいと思う本を︑一冊のノート群

うまく行かないまま︑空しく日は経つ

そう思うものだから︑引越しのたんびに︑重くもあるし︑

だ時とはまた別な意味で興味を感じるかもしれない︒

かさばりもするのに︑本は承んな持ちまわっている︒戦災

込んだ︒そのノートの表紙に﹁欲購新

目的のノート・ブックは今日にいた為

の酒落である︒このような名前は別に

は﹁買い度い新書﹂と読ませる︒杉田

で焼いて︑一冊も無くなったはずなのに︑三十余年の間に
は︑ずいぶんまたたまるものである︒

四畳半か六畳くらいの洋間を書庫にしてあるが︑そこか
らうち中にあふれ出ているし︑第一その書庫へは踏み入る

いる︒

前記のような始末で︑現に持ってい

こともできないほどいっぱいになっている︒

ドアをちょっと細目に開けて︑しのび入る︒すぐ本の顔

読めないのだから︑これ以上買い込ん

ずいぶん詳しく承知しているつもり子

新聞・雑誌に載せられる広告︑書評

と︑やっと我慢をしている︒

が見える︒若いころから︑私の心をゆたかにしてくれたも
の︑守り育てて︑うるおいをつけてくれたもの︑そんな顔
がいっぱいならんでいる︒

物を書く時︑必要があって︑そのうちの一行︑二行を引

小

出

の中から厳選に厳選を重ねて最適任者として白羽の矢を

あった野口明氏が同じく河井弥八氏と共に︑全国の教育

てたその人である︒氏の終生のモットーがこの﹁常読

書﹂であった︒野口前会長の御縁を以って数名の者がこ

右の事実から見ると︑この言葉は少数者の意見という

同じ色紙を所蔵している筈である︒

りも︑寧ろ広く言伝えられている普遍的な教訓一種の格一

といって差支えないと思う︒

この言葉に二つの意味があると思われる︒それは畢一

﹁一言﹂の意味の取り方に由来する︒一はこれを︑例え

論語や零ハイブルのような︑万古不易な人生の指針︑社会一

道標たるべき名著と解釈する︒学徒出陣に際し︑ぎりぎ窪

命の拠処となり︑生涯の導師となるべき図書である︒

えて生還を期し得ぬ壮途に上ったといわれている︒安心一

コ書﹂に当る︒或者は万葉集を持ち︑或者は法華経を壁

の最少限の荷物の中に持参したといわれる図書が︑こ−

聞いたことがある︒氏が商工省の秘書課長︵今の官房長︶の

この．書﹂は多くの場合古典であり︑宗教︑哲学︑一

言︑文学の図書が多い︒何れも宇宙人生の秘奥に関わる

のである︒一読感激発憤を覚えさせるものもあり︑また一

の内容を深くするものもある︒何れにせよ終生これを座圭

に置き︑事ある度にこれを締いて其処に示教を仰ぐ態度︽

む度に感銘を深くし︑読者の人生経験の深まるにつれて里

と思うが︑元広島教育大学教授︑親しく宮中呉竹寮におい

失わなければ︑生涯の良師良友となるであろう︒

私事に亘って恐縮であるが︑私は現在故藤井種太郎氏の

て三内親王の教育に当った人である︒当時宮内省の高官で

﹁常読一言﹂の色紙を愛蔵している︒記憶に無い人も多い

を心懸けよ﹂と︒

﹁君等が後日の大成を期するならば︑常に一書を読むこと

辞令を交付する際︑次の訓示を与えたということである︒

時代︑その年の高文合格者︑所謂有資格者を集めて新任の

岸元首相の若い頃のエピソードとして︑次のような話を

目

もう一つの﹁一書﹂は︑右とは全く異る︒それは古今の名

な情報や知識はすべてその者の血となり肉となるであろう︒

けるべきであろう︒これが確立されれば︑その時だの様々

学バザレバスナハチ殆︵アヤフ︶シ﹂という言葉があるが︑

論語に﹁学ビテ思ハザレバスナハチ目︵クラ︶シ︑思ヒテ

著である必要はない︒評価の定まらない一時のベストセラ
の狙いは︑兎も角常に読書に親しみ︑社会の状勢に後れな

この二種の﹁一書﹂の関係も同様であろう︒思想の混乱や

ーなどの図書で結構である︒この種の図書を常に読むこと
いためである︒誰でも新時代に落伍しないだけの対応の力

御木本幸吉は﹁報徳記﹂にめぐり合って世界の真珠王と

必要である︒

して大成した︒武者小路実篤は同じく報徳記を読んで新し

奇矯な行為に陥らぬためには︑両者の︑ハランスある読書が

学業を了えて職業に就けば︑専門分野の仕事に多忙で︑

い村の建設を思い立った︒．書﹂はこのような偉大な働

をもつことが大切で︑これは時代に迎合することではない︒

兎角に一般教養書の読書時間は少くなり︑時代の動きにも

きをするものである︒二宮尊徳の．書﹂は大学・中庸・

如何に対応するにも先ず知ることが大切である︒

疎く︑頭の柔軟性にも欠けてくる︒所謂専門家の偏狭性で

﹁︵前唇︶野州ノ廃邑ヲ治メルニ及ビ︑其ノ民常産ナク

ある︒これを脱却するには常に座右にこの意味の．書﹂
これを怠る時は︑人との話合いもできず︑専門知識の活用

シテ常心ヲ失上︑風俗領敗︑田野荒頓︑貧困スデニ極マッ

論語であった︒彼は次のようにいっている︒

も困難となる︒英国の議会においては︑議員は専門家より

を置き︑つとめてそれを読むことを心懸けるべきである︒

寧ろ素人の方が尊重されるというのは︑この消息を示すも

シタガ︑皆トモニ議スルニ足ラナカッタ︒独リコレヲ学・

ノ時二当り儒者僧侶カラ名主組頭二至ルマデ周ク之ヲ相談

庸・論語二容詞シ︑遂二以テ功ヲ奏スルヲ得タ︒﹂︵語録︑

テイタ︒余︑夙夜心ヲ苦シメカヲ労シ以テ之ヲ治メタ︒コ

上述のように．書﹂の意味の取りように依って︑この

のである︒

格言は二様に解釈し得る︒何れの解釈が正しいかと問われ

意訳︶

古来わが国の為政者や学者の中に︑論語を以ってこの意

れば︑双方が共に正しいといわざるを得ない︒先ず肝要なこ

子弟の教育は四書を中心として行われた︒明治以降も︑例

味の．書﹂とした人は極めて多い︒藩校における武士の

とは︑精読して以って生涯の拠処たるべき図書を必ず持つ
ことである︒同時に内外の雑書の中から次々と一本を選ん

えば渋沢栄一の如き︑或は穂積重遠の如き︑実業家や学者

で常にこれに目を通していることである︒順序からいえば︑

生涯の良書を得て確乎たる信念を確立することを先ず心懸

（5）

の裏付のある理論はまた自らもそれを実践することを以っ

絃に彼の．書﹂を選ぶ基準と方法が示唆されている︒彼

あり︑治世の実地の体験の書でないからというのである︒

いるのは意味が深い︒彼の言に依れば︑孟子は論争の書で

要諦である︒︵本会評議員︶

選んで広く知識を吸収するｌこれが先人の教える読書の

めて深くこれを学び︑同時に雑書の中から順次コ書﹂を

を含むものである︒先ずこの．書﹂とのめぐり合いに労

時代を超えて生命を保っている古典は︑必ず多くの真理

て真の読書の態度とした︒

は学行一致を重視し︑実地の検証を経ない議論を尊重しな

尊徳が生涯の．書﹂として四書の中から孟子を除いて

の中で︑人生の指針を論語に求めた有識者は少くない︒

かった︒実行の裏付のない理論は空理空論と批判し︑実行

で相当年代を経ていて︑私にはすべて懐かしく親しいもの

本の内容も種類も雑多なものだが︑私の十代から現在ま

森永武治

朝のひととき︑新聞を静かにめくっていると︑いつも

本のありがたみ

﹁読書﹂の︒ヘージという欄に惹かれる︒続々と出版される

高いところは思いついた時にまとめてやる︒永年の保存で

書棚の手の届くところは毎日掃除機でホコリを除くが︑

ばかり︒だから︑どれ一冊でも手離したくない︒

れるということを︑いい世の中のひとつだと考えたりする︒

愉しいものがある︒そして︑こんなにも豊かに本が発刊さ

けて痛々しいのもあって︑﹁長い付き合いで︑大変だねえ﹂

紙が灰色に古ボケていたり︑なかにはすっかりショウが抜

いたいと思っていた古文書の覆刻の案内などに見入るのは

新刊害とか︑自分の仕事に関係のある資料の出版とか︑買

私も少しばかり本を持っていて︑三つばかりの本箱では
足りなくなって︑書棚を増設して納めているが︑これも満

し︑風を通してやるが︑本も陽の眼に当って喜んでいるか

と︑ねぎらってやりたい程である︒出したついでに日に曝
らちがい

のようだ︒

員となって涛外に積柔重ねたりして︑本にはすまない気持
である︒
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名して﹁恵存﹂とあるのもある︒恵存というのは︑言うま

これらの本の中には︑知人や友人の出版したもので︑署

ると久保田さんは︑﹁これが私の署名だ﹂というのが例で

名ではなく﹁著者﹂と書いただけのものである︒一説によ

るし︑別格に扱っている︒これらは親しさとともに︑特に

﹁古書店﹂から︑﹁ご不用の本を高価で買います︑ご報参

私宅の郵便受に︑神田とか新宿とか︑そのほか地方の

あったともいう︒

身近かの人が著述した労に敬意を表したいのは当然である︒

たびに︑なにか寂しい気持にさせられてしまう︒なるほど

上Ｉ﹂といった手紙やハガキが来たりする︒それを見為

でもなく﹁どうかお手元にお置き下さい﹂という意味もあ

署名本の中には︑菊池寛・岸田国士・久保田万太郎とい

だが︑私にはとても手離せないし︑また手離さない︒それ

所蔵のうちには︑時価が相当になっているものもあるよう

うのもある︒菊池さんのは︑私がまだ二十代のころ︑菊池

さんが文芸春秋社の主宰者で︑そこから﹁新文芸思想講

は私の心の糧ともなっている本に対しても︑そんな気持に

座﹂という通信講座があり︑その会員だった私が︑朝日新
聞社募集のラジオドラマに入選したことを知って︑菊池さ

はなれないからだ︒

ｌ私が十七歳ほどのころ︑私の義理のお婆さんが病気で医

私は本から得た知識で︑いいことをしたことがある︒ｌ

んが自分の﹁短篇小説特集﹂に毛筆で署名して下さったも
のである︒

また︑岸田さんのは︑終戦後の昭和二十六年十月︑当時︑

えていくようだった．ｌこの鑑婆さんは江一戸時代︑神田

の生れというちゃきちゃきの江戸シ子で︑歳をとってから

者にかかり家で臥ていた︒老衰でもあったろうか︑日々衰

も虎の門の琴平さまと人形町の水天宮さまに︑毎月欠かさ

放送局の文芸部に勤めていた私が︑岸田さんにラジオドラ
話が弾んで﹁タネ茄子は残しておけ﹂という︑岸田さんの

マの執筆を頼みに︑下谷初音町の寓居を初めて訪れたとき︑

新刊の﹁短篇小説集﹂に︑これも毛筆で署名されたものだ

ったので︑老衰のいまもかたくなに薬を飲まなかった︒医

ずお参りしていた︒至極丈夫で医者にかかったことがなか

部︶で︑高島米峰という︑東洋大学々長をやり︑評論家で︑

あるとき︑私は上野の帝国図書館︵現在は国会図書館の一

えなかった︒

者もこれには困って︑いろいろ説得したがなかなか手にお

った︒このとき書かれたラジオドラマ﹁雪ダルマの幻想﹂
ラマの最後で︑かつ絶筆となった︒

は︑劇作家として︑生涯三作しか書かなかったＱラジオド
久保田さんのは︑やはり終戦間もなくのこと︑久保田さ
んが鎌倉に仮寓していたとき︑仕事のことでお訪ねしたの
だが︑その帰りがけに︑﹁これをあげます﹂と︑これは氏
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仏教運動家の著書を読み︑そのなかのことばと︑加藤拙堂

い古書・新刊書は求めるままだった︒私は九時の閉館まで︑

書人のための恵まれた殿堂といった︒静寂境だし︑読ゑた

だもののうち︑﹁セネカ論文集﹂︵高橋五郎訳・玄黄社︶︑

漢語辞典と英和辞典を持参して耽読した．ｌそこで読ん

という︑これまた評論家で教育家の著述から得たことばを
したものだった︒お婆さんは静かに聞いていたが︑やおら︑

共に借用して︑お婆さんの枕元で︑信仰と医薬について話

ショゥベン・ハウエルの﹁処世哲学﹂︵増富平蔵訳・玄黄社︶

私が専ら図書館で読んだものは︑自分の家では前述の事

などは︑十代末の私を大いに喜ばせたものだった︒

情で読めなかった︑早稲田大学から出していた文学科講義

に︑﹁あのときはほんとにいいことを言ってくれてありが
と︑下手な坊さんや下手なお医者なんかより︑よっぽどよ

薬を飲んでくれた︒そして他日︑やや元気になったとき私

くわかるいいお話をしてくれました﹂と︑泌みじみ言われ

思いつきで読んだのが︑早稲田の教授から民政党の代議士

になった︑永井柳太郎氏の演説集だった︒大日本雄弁会講

録だが︑それに図書館の参考書を併読した︒ｌあるとき

談社︵いまの講談社の前身︶から出ていて︑それには時の原

たのだが︑いえ︑あれは読んだ本からの受け売りだと︑い
帝国図書館といえば︑私は十八歳の頃︑この図書館へ︑

くら説明しても納得してくれなかったがＩ・
毎夜︑通い続けたことがある︒私の家はいまの日暮里駅に

家族が多かった︒そして︑夜ともなればそれらの家族が談

というものを知り︑私の若い血は沸いたのである︒その演

速記原稿が載っていて︑私はここで初めて︑話術の﹁雄弁﹂

﹁西にレーニン︑東に原敬﹂という有名な警句をつらねた

敬首相を顔色なからしめたという氏の議会演説のなかに︑

笑し合った︒特に隣家は日本舞踊のケイコを夜もやってい

て天職を逐げしめよ﹂とか︑魅力ある演題がさらに私を惹

説集には﹁来たり︑見たり︑敗れたり﹂とか︑﹁青年をし

た︒私の世話になった家も家族が多かったし︑隣り近所も

近いせせこましい町並の路地にあって︑隣家とも接してい

には耳に綿を詰めてみたが︑そんなことで遮断できる筈は

きつけて︑読むだけでは納まらなくなり︑この演説集を買

たから︑とても本を読むといった環境ではなかった︒とき

この図書館で読むことにした︒

ない︒ｌ途方に暮れた私健︑窮余の一策︑上野公園内の

さて︑口に出して読むとなれば︑その場所を選ばなけれ

脱線してしまった︒

うとともに︑演説口調で読むという実行までに途方もなく

を抜け︑桜木町を経て︑東京音楽学校と東京美術学校︵い

ばならない︒そこで明治神宮境内の林の中などどうかと物

家から図書館へは有名な五重塔︵焼失︶のある谷中の墓地
まの芸術大学︶の中間の道を行くと左にあったここは全く読
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たものである︒朗読するうちに永井氏の文章におのずと乗

色して︑その林の中でこの本を片手に︑声を張って朗読し

時代の多くの本の﹁雑読﹂が︑仕事のうえにプラスになっ

恵まれた﹁仕事﹂だったと思う︒番組制作についても若い

勤めて演劇や演芸という放送番組に従事して来たことを︑

んで読んだことから教えられたものが︑どんなに役立って

ていたことを秘かに感じたこともある︒また︑寸暇を惜し

ってきて︑次第に調子があがり︑私は異状な興奮状態になっ

るかを思ったりもした︒そういう意味では︑本は誰でもが

ていくのを感じた．ｌ一区切りのあと︑辺りを見るなら︑
木の間をとおして幾人かが︑遥かの向うで︑私を怪訊な眼

べし︒

○知育の中に於て殊に大切なるは読書︑習字︑算術の三科な
り︑此三科の学問は其高深遠大の地位に至らんとするには︑
際限もなきことにて︑生涯之を学ぶも容易に其極に達する
こと能はざる者なり︑然れども一般国民たる者が必ず習学
せざるべからざるの程度を言ふときは︑読書は点の付きた
る漢文西洋の翻訳書政府の法律文を可なりに読みて解釈す
ることを得ば︑先づ夫にて宜しとすべし︒読書に属して作
文を為さざるべからず︑作文は通常の書簡文︑官府への願
書届書及び自分の記憶を記録し得るに至らぱ先づ宜しとす

知育の中で大切な三科西村茂樹

︵劇作家︶

いうことなしにいろんな本をひもとく﹂︒と︑ある︒

る︒私は寂しい時︑腹の立つ時︑自分に失望した時︑何と

芸談﹂のなかで︑﹁日夜の慰めの一つは本を読むことであ

いま︑たまたま読んでいる新聞の岡本文弥さんの﹁文弥

私は切に︑本のありがた拳を知る︒

言うように︑師であり︑親であり︑友でもあった︒

で見ているのに気づき︑大いに狼狽してしまった︒考える
までもなく︑ここは神域であることをおそれて取りやめに
した︒

こんどは汽車で大宮まで遠出となった︒東北線と信越線
の線路の岐れぎわにはさまれた一帯の雑木林のあることを︑

かつて旅の車中から見ていたからである︒ここへ勤め先の
日曜日に︑三回か四回出向いて実行した︒

なにしろこの場所は深い雑木林が延禽と続くところだっ
たから︑誰陣からず思い切り大声を発して︑それこそ獅子肌

した．Ｉ永井氏の演説内容と語句が︑そして︑相手を説
調子におのずと引き容れられて我を忘れたひとときだった︒

得させる論理や︑さすがに名演説といわれるほどの快よい
と︑林の中で一咳払いがした︒そこには四・五名の農家の

人らしいのが︑木の根に腰かけて︑煙草をふかしながら私
の至りとはいえ︑狂気の沙汰であった︒しかし︑結果にお

を見ていたのであるｉいまから考えるまでもなく︑若気
いて演説のケイコみたいなものとはいえ︑これも変形した
ひとつの読書だったとも言うべきか︒私は後年︑ＮＨＫに
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読書のすすめ
Ｉ特に若い世代のためにＩ
印刷インクの匂い

新しい本の頁を開いたときの︑あのほのかな印刷インク

里俊夫

そうして︑それからの半世紀を超える人生に於て︑私は

本を読むことによって︑絶望や孤独から救われた︒

九州の山奥の︑せまい谷間の小さな集落に育った私には︑

来︑読書を私の精神の支えにしている原点だと思うが︑印

の山村で︑はじめて少年雑誌を手にしたときの感激が︑以

当時は︑都会文化から置きざりにされていた︑大正時代

少年のころ︑父がはじめて都会の本屋から買って来てくれ

刷インキや紙の匂いに掻かれて︑私なりに選んだ本を読承

の匂いが私は好きである︒

た少年雑誌を︑胸はづませて開いたときが︑印刷インクの

つづけて来た人生を幸福だったと思っている︒

となる本を選ぶだろう︒また︑趣味を豊かにし︑未知の世

本を選ぶには︑それぞれの人が︑その人生により良き糧

を選び出したときのよろこびは格別である︒

版されている本の中から︑キラキラと輝く宝石のような本

本は︑読む前に︑選ぶたのしさもある︒洪水のように出

自分だけの世界に没頭出来ることである︒

本を読むことの愉しさは︑他の人に迷惑をかけないで︑

感銘した本は心に残る

本にふれていると︑私は落着きを覚えるのである︒

匂いとの︑はじめての出会いだった︒

鉄道の駅まで四十キロ︑馬車か徒歩で行ったような大正
時代のことだから︑今のように文化を電波が送る時代と違
って︑新しい雑誌の頁をめくっていくときの印刷インクの

匂いに︑私はすごく都会的な雰囲気を感じた︒私はすっか
り︑活字文化の虜になったのである︒

やがて私は︑東京の出版社に送金して︑直接に本や雑誌
本がとどいて包装を解くときの︑ときめきに似た期待感

を送ってもらう方法を知った︒

や︑新しい︒ヘージをめくるときの愉しさは︑今でも新刊書

私は私なりに︑いつも新聞雑誌の書評や出版物の広告な

界を究めるために選ぶだろう︒

かもノメタルジァのように１．

を買って︑はじめて総くときに蘇ってくる︒それは︑あた
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北

どを参考にして︑読糸たい本を選んでいる︒
だが︑いろんな本があるＯ

︑︑

戦時︑輸送船で東支那海を渡っていったとき︑私は背の
︑

その岩波文庫は︑戦地に於て︑私ばかりでなく︑多くの

うの底に︑四︑五冊の岩波文庫をしのばせていた︒

戦友たちの手から手へ渡って︑空しい心や︑荒んだ心を和

読承だしたら︑ずるずると引きづりこまれる本︒考えさ
せられる本︒強烈な印象をうける本︒いつまでも脳裡に残

もちろん︑出版物といっても︑いろいろあるが︑若い人

頭には︑いっぱいの人がいる︒

だが︑出版物は︑洪水のように巷にあふれて︑本屋の店

い人たちが︑本を読まなくなったともきく︒

このごろ︑よく﹁活字離れ﹂というのをきく︒また︑若

読書のたのしさ

ませた︒

くだらない本：⁝・・

る本︒そして少し読んだだけで投げ出してしまうような︑

私は四十度の発熱で病臥していたとき︑病状が快くなら
ないで︑本が読めない日がつづいたことがあった︒そのと
き︑ふと︑わけもなく頭にうかんだ一篇の小説があった︒

たちが読まなくなった本は︑おそらく本らしい本のことだ

若いころに読んだ伊藤左千夫の﹁野菊の墓﹂である︒たく
の脳裡にうかんだのかわからない︒私は︑むしように﹁野

さん読んだ本の中から︑なぜ︑その小説が︑そのとき︑私

ろう︒

承なければならない︒

何故︑当世の若者たちの多くが︑劇画を好むのかを考えて

まさに劇画時代である︒だが︑劇画の良否を論ずる前に︑

読んでいる︒

さすがに︑女子学生やＯＬ風の娘たちは︑文庫本などを

い︒︶

聞や競馬の新聞である︒︵劇画は視るもので︑読むものではな

は︑あの部厚い戯画の雑誌︑週刊誌︑そして︑スポーツ新

ら︑いい年令のサラリーマン風の男まで︑読んでいるもの

電車の中で気をつけて承ると︑大学生らしい若者たちか

菊の墓﹂が読承たくなった︒
看病の者に︑﹁野菊の墓﹂の文庫本を買って来てもらい︑

枕もとで朗読してくれるよう頼んだ︒
私はその朗読を聞きながら︑とめどなく涙が流れた︒
﹁野菊の墓﹂は単純なストーリーだが︑伊藤左千夫の素
地下水のように浸透していたものを触発したのであろう︒

朴な文体で語られた純粋なリリシズムが︑私の心に長い間︑

私の心の中には︑小説に限らず︑感銘した数々の本の内
容が︑いつまでも焼きついている︒

読書は︑生死の境に置かれたような時でも心の支えにな
り︑救いになる︒
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この傾向は︑現代社会の世相や風潮にも起因しているだ
ろうし︑あの騒音や爆音をまき散らしながら︑凄いスピー
ドで爆走するクレージーな連中の出現とも無縁ではないよ
うだ︒

云うまでもなく︑こうした幼稚な脳組織の連中ばかりで
はなく︑静かに読書にふけっている若者も︑研究室でオー
ソドックスな学問とじっくり取り組んでいるような若い学

︵作家︶

かさや︑インスタント食品のような生き方の空しさに気が

ついて︑本を読むことの愉しさを知ってほしい︒

本とのめぐり会い

最も本に親しゑ易い秋の夜ながの徒然に︑書架から昔な

伊達文蔵

だが︑本を読んで︑人生を充実させるとか︑生き甲斐を

じんだ本を引張り出して︑頁をめくる機会の多い今日此の

究もいる︒

探究することに志向しないで︑何事も上シ面だけを︑イン

頃である︒時冬近くの書店を訪れて新刊書を探すが︑広

本﹂は比較的少い︒昨年九月に日本一の大型書店と思はれ

スタントに視ていく薄シぺらな若者が︑どうして多くなっ

漫画のような風刺性もなく︑隈雑なコマ絵を並べただけ

る八重洲ブックセンターが出現した︒私もたまに出かける

い意味でためになる本︑面白い本を含めて︑﹁本当によい

の劇画は︑幼児の絵本と同じように︑親覚だけでわかる単

が︑各分野に亘る専門書は勿論︑一般書も揃っていて︑よ

たのであろう︒

うか︒

純さを狙った︑頭脳の未熟な者のために迎合したのであろ

も書架に寝ったままで︑一冊も売れないものがあるとのこ

く売れている︒それでも︑専門書の約三分の一が半年間

私は劇画族の若者たちのほとんどが︑選挙には無党派で
キヶンするように︑ただ何となく生きているだけで︑やや

が余りにも多過ぎるのではないかと思はれる︒本当によい

本にめぐり会うことは︑むづかしい︒いつか読むだろうと

とである︒本としての水準に達していない︑つまらない本

けれども︑彼らが︑そのシャープな感受性や︑反射神経を︑

言うような安易な衝動買による﹁積んどく本﹂では︑良い

こしい本を読むことを避けているに過ぎないと思っている︒
読書に振り向けたら︑きっと︑素晴らしい人生を発見し︑

本に出会う機会が少い︒予め求めようとする本について︑

・書評其他の文献で︑著者並に其の本の内容︑特徴について︑

新しい世界に没入していけることを知るだろう︒
一日も早く︑せまいカプセルの中で騒いでいることの愚
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高著に接して︑何れも難解な哲学的思考を理解するのに苦

﹁働くものから見るものへ﹂．般者の自覚的体系﹂等の

で左右田喜一郎博士の﹁経済哲学の諸問題﹂﹁文化価値と

読承﹂とかがある︒前者は未知未開の分野を探求すると言

しんだ思い出が残っている︒本との︑つき会いも︑人と人

或程度の予備知識を持って望むことが必要である︒

う楽しゑがあり︑後者は今まで漠然と感じとっていたこと

とのつきあいと同様に︑一度だけの出会いでは︑本当のこ

田幾多郎博士の﹁善の研究﹂﹁自覚に於ける直観と反省﹂

がらを組織的に確実に読象とることの面白さがある︒ペー

とはよくわからない︒おりにふれて︑書架から降りて来て

極限概念﹂という名著にめぐり会い︑東京商科大学で︑西

ター読桑で探求した新しい内容を︑アルファ読みで繰返し

もらって︑時々︑旧交を温めることによって︑其の真随が

のやり方がある︒所謂﹁︑ヘーター読桑﹂とか︑﹁アルファ

確認する為に︑時には赤鉛筆で︑アンダーラインを引いた

わかるようになると思われる︒左右田哲学や︑西田哲学の

求めた本の読み方︑本との親しみ方︑つき合い方にも色々

たり︑書抜きを付記する場合すらある︒愛読書︑座右の銘

しく︑趣味で集めた美術書等の全集ものも︑目を通して︑

本が︑何回も引いた赤線や青線で埋っているのが大へん懐

（13）

り︑﹁﹂印を挿入し︑欄外に︑チェック・マークを付け

のであろう︒﹁本は汚さずに読むべし﹂という考え方はも

と称する本は︑概ね︑此の種のアルファ読象の代表的なも

れる部分には︑必ず赤線で印をつけることにしているが︑家

面白い︑ためになるヶ所︑繰返して読む価値があると思わ

内からは﹁あなたの本は書き込みがしてあって汚い﹂﹁古

価値﹂を高める様にするのが現代の読書術ではあるまいか︒

本屋では安くしか買ってくれない︒﹂かも知れないとこぼ

う古い︒大事なヶ所には︑どしどしと印をつけて︑﹁附加

南学派に属すると言われるリッケルトの﹁自然科学的概念

嘗て︑私は学生時代に神田の洋書専門の古本屋で︑独逸西

しているが︑それでもかまはない︒

︿野口明先生文集﹀騨畷唾遁藍剥

毒口明画筆窪咽蕊荊

︵都会員・元三機工業㈱監査役︶

構成の限界﹂﹁認識の対象﹂と言う原書を二冊買ったこと
初期の緬訳者として有名な人︶の蔵書の一部であったが︑

がある︒それが︑たまたま高畠素之氏︵マルクス資本論の

いてあったのが︑大へん温かく︑親し染易い本として強く

各所の重要と思はれる部分に赤線でアンダーラインが︑引

大正の末期から昭和の初期にかけて︑神戸高等商業学校

印象に残っている︒

行

発

読書に親しみ︑良書を選ぶ

新美忠之

き候﹂という文句もしばしば使われる︒読

さんのかき入れ時になる︒﹁燈下親しむべ

悪であるかのどとく受けとるのは大間違で

あるかもしれないが︑勤勉であることが罪

難の語に企業倫理の面で反省すべきものが

エコノミックアーニル︵経済獣︶という非

済大国にまで復興させたのも勤勉による︒

れを示している︒他人を搾取し他人を虐待

た︒ドイツ皇帝ウィルヘルムの黄禍説はそ

として映ったが︑西欧民族には脅威と映っ

被圧東洋諸民族に希望の燈をかかげるもの

ろ敵きにあうのである︒日露戦争の勝利は

優越を覆し白人支配にたてつく国民はふく

事件はまだ記憶に新しいことである︒白人

になぐり込みをかけようとして検挙された

書は秋に限ったことではないが︑秋は読書

ある︒兎小屋の働き蜂という批評について

武器をかくし持って黒人指導者の記念式典

にふさわしい季節だというのであろう︒い

も同様である︒もともと近代西欧人には有

のである︒ドイツ皇帝が呼びかけたような

する者は自らの地位が逆転するのが恐しい

の大国にまで発展させた原動力であったし︑

まだ特に寒からず空気も澄み爽快で思考に

色人種に対する優越観がある︒有色人種は

大東亜戦争敗戦後の荒廃の中から今日の経

適した季節という意味はある︒しかし農業

劣等でこれを植民地化し植民地収奪の上に

秋になると﹁読書週間﹂が設定され本屋

民族にとっては春耕秋収と熟するごとく︑

生活するのだ︑という考え方である︒国際

いる︒このような考え方をする者にとって

の表われである︑筆者はこのように考えて

赤裸をな非難警戒の言論は聞かれなくなっ

た︒読書のひまなどない多忙の時期である

別政策が行われている︒首都でなら日本人

は︑外人の批評のしり馬に乗って日本人は

ている︑経済獣だの働き蜂という批評はそ
は経済大国になったお蔭で名誉白人として

働き過ぎだ︑週休は二日制にせよ︑いや週

たが︑黄禍説は白人の深層心理に生き続け

親しめというのであろう︒晴耕雨読という

ホテルに宿泊を許されるが︑田舎では宿泊

提唱する今日でも︑南アフリカでは人種差

のも同質である︒

を断られる︒黒人においておやというわけ

連合が形成され−部の思想家は世界国家を

幕末以降渡来外人の日本観察の一つにき

休三日でもよい︑などという言説を流布さ

わけで︑仕事から解放された秋の夜長の時

まって日本人は勤勉な国民だと記している︒

である︒またアメリカの秘密結社ＫＫＫが

間を無意味に過すな︑心静かに聖賢の害に

秋は収穫の時期であり納税の時期でもあっ

読書と勤勉

１読書雑記一 くＪ

I

その勤勉さがとるに足らぬ小国日本を世界
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品崇拝の残映が認められるし︑顕著な西洋

えて仕方がない︒そこには依然として舶来

せている連中は︑馬鹿じゃなかろうかと思

新聞雑誌など車内に読み棄てられている︑

具類がいわゆる粗大ゴミとして捨てられる︑

修理すればまだ十分使用に耐える器具類家

トランへ行けば高級料理も食べ残す︑一寸

まれ︑高価な輸入商品も並んでいるレス

いてはここでは論及しない︒ただ民衆が余

気運である︒それが妥当であるか否かにつ

その趨勢は公務員にも教員にも拡大される

る︒蓋し貧窮磯餓状態では文化の向上は期

暇を持つことになるのは喜ぶべきことであ

週休二日制を採用する企業が多くなった︒

考える︒

と称される学者政治家教員ジャーナリスト

思想の植民地の様相がある︒進歩的文化人

である︒よくもここまで物資が豊富になり

待できないからである︒多くの主婦たちは

戦後の困窮時代を知る者には︑夢の国の話
経済が発展したものだと感慨深いものがあ

など利用によって家事労働を能率化し余暇

電気掃除機︑寵気洗濯機︑電気炊飯器など

さては経営者労組指導者に篤と反省して貰

るが︑衣食足るどころではない︑衣食足り

本共産党は︑〃憲法より飯だ″というスロ

とに及ぶのである︒終戦直後の混乱期に日

先決事項である︒衣食足って礼節を知るこ

はない︒彼等には生活物資を与えることが

機餓線上にある者に読書をすすめても意味

もそれだけの余裕があるからである︒貧困

それは学生が読書できる余暇をもち生活に

て︑読書と書き入れる学生はかなり多い︒

はできないであろう︒趣味は何かと問われ

諸徳は過去の遺物であるかのどとく捨てて

引き起こす︒質素倹約とか質実剛健などの

あれば直ぐに破綻を来たし︑一家心中まで

借金生活であるから︑何か一つつまづきが

全な家計支払能力を超えた消費生活であり

美豪華をもとめるようになる︑もともと健

えた買物をする︑次第に実用から離れた華

販売組織があるために自己の支払能力を超

かなのクレジットだのローンだの割賦信用

れて消費生活指向型の人間となる︑売らん

消費者は王様だなどという甘言に乗せら

は結構なことであるが︑指導の男性と馴れ

ムを作って余暇を活用する︒そのこと自体

あろう︒主婦が琴︿レーボールや野球のチー

費するが如きの望ましからぬことは論外で

ルにうつつを抜かして貴重な金と時間を空

暇利用の内容実態が問題となる︒ギャンブ

見ると甚だ悲観的とならざるを得ない︒余

化の向上発展をもたらす︒しかし︑実情を

に生活水準を向上するわざとなり︑日本文

学習読書に充てるのであれば︑物心とも

が持て余すほどの余暇を健全な娯楽・趣味．

家庭については夫も主婦も一般的には民衆

て持て余しているのかも知れない︒兎に角︑

を持つようになった︒或は余暇が有り過ぎ

過ぎた今日の日本人は果して礼節を知って

いたい事がらである︒

余暇の利用ということ
荻生祖株は幾日も豆腐糟だけで経籍を読

ーガンを掲げた︒代用食で僅かに飢を凌ぎ︑

省みない︒これが果して衣食足って礼節を

馴れしくなって家庭を破綻させるのでは困

いるのかを考えると心寒くなる︒

一糸半紙も貴重であった経済状況下で民衆

に戦後日本人の文化的精神的堕落の姿だと

知る者のわざであろうか︒筆者はそれは正

ではよほどの例外的人物でない限り︑読書

を煽るには最も有力な宣伝文句であったわ

LlDノ

み続けたというが︑手から口への貧窮状態

けである︒店頭には色とりどりの商品が積

／ ィ 芦 、

子供の教育には熱心らしく見えても︑豪華

だけの教養を身につけなくてはなるまい︒

性革命だのという浮薄な言論を批判できる

る︒抽象的な平等思想に拠る婦人解放だの

の店頭に並べられている︒そのドぎつい絵

は正常ではない︒淫蕩狼裳なポルノが書店

る︒その様な作文を書かせるに到った教育

児童が作文で天皇は悪魔だと書いた例があ

少数極端な例であったのかも知れないが︑

だが果して教育の効果は上ったであろうか︒

する︒この読書好きの日本人を相手に︑雨

れを見て日本人は読書好きの国民だと感心

に読み耽っている人が少くない︒外人はこ

混雑する通勤電車の中で新聞雑誌その他

まに却って親と断絶し欲望を制御できない

の理由でこれを放任してよいのだろうか︒

一部の大人があり︑その需要があるからと

という保障は何もない︒それらを愛好する

多く出版されている︒読書好きの国民であ

個人には負担が重過ぎる程の豪華な本も数

花盛りで莫大な書籍雑誌が氾濫している︒

良書の推薦

なピアノや机や学用品を与え塾に通わせれ

画写真が思春期の少年少女に悪影響が無い

子供達が殖えて来る︒小供の自殺という予

それらの製作者が果して表現の自由の理由

も削れない子供達︑親の厳しい膜がないま

ばそれで終りと考えるようでは困る︒鉛筆

後の笛のごとくに出版社が出来︑出版企業

の欠除を示すものである︒

想外の事実が起きるのも︑本来の家庭教育

年少女には読ませたくない悪書が自動販売

が車中で漫画雑誌を悪びれもせず読翠耽っ

味が問題だ︒この数年来目立つのは大学生

のも︑一応は結構なことであるが︑その中

るというのも︑出版企業が花盛りだという

かに実りあるものとするか︑いかに読書指

かに悪書を買わないで下さいと訴えるだけ

機で売られている︒親達はそれに対して僅

で保護されてよいのだろうか︒明らかに少

導を展開するかにかかわる︒それは単に︑

っていた高校生らしいグループに出会った

ていることである︒時にはポルノを見せ合

かくて今日の課題は民衆の余暇利用をい

社会教育を含めての意味での教育の課題で

に止まっている︒それでよいのであろうか︒

皆教育を重視した︒しかるに︑今日の政治

の権利を保障せねばならないのか︒筆者は

自由︑著作刊行の自由の名で著作者刊行者

の意味しかない悪書についてすら︑表現の

らないのか︒営利目的の単なる手段として

政府はいたずらに手を供いていなければな

よいであろう︒ポルノに至ってはプラスの

切実に反省させる程のものは皆無といって

考えさせたり︑我れ今日如何になすべきや

する漫画雑誌で︑人生の悲喜哀歓を深刻に

のもつ意味を軽視する者ではないが︑氾濫

こともある︒筆者は表現形式としての漫画

あるのみならず政治の課題でもある筈であ

家諸君教育関係者諸氏は果して正常健全な

輸入翻訳憲法学者の解釈に疑いを持つ者で︑

古往今来︑大政治家といわれる程の人は

教育環境整備ｌ教育内容面をも含めてｌに

今日の余暇利用・教育の問題は深く現在の

るＯ

とない︒たしかに大学以下学校の数は大き

の刊行物がどれほど多く出版されようと︑

意味をもち得るものは何物もない︒この種

読む者を感動させ心に安らぎを与え文化の

憲法とかかわっていることがわかる︒

熱情を湧かせているであろうか︒甚だ心も

くなった︑したがって教員数は増加した︒

く殖えた︒義務教育学校の学級定員数は少

﹃●Ｌ

ハＯ

︑ｌノ

／ＯＬ

局のところ国民の時間と物資の浪費となる

進展に寄与できようとは思えぬ︒それは結

読書好きの日本人に︑こと改めて本を読

だけのことである︒

承なさいと言うには及ばない︒須急の問題

読書好きな子どもを育てるには

斎藤喜

﹁うちの子は︑小学校六年生なのに︑石

導研究会を組織し︑子供たちの読書の状態

かなり前の話になるが︑私たちが読書指

よいでしょうか︒﹂

たいのですが︑どんなふうに書かせたら

坂洋次郎の﹁若い人﹂なんか読んでいる

生活の糧となっているか︑何がわれわれの

緊要の課題は何が時代の隔りを超えて精神

を調べている折︑ある大手のデパートから︑

あるデパートでの読書相談

品性陶治︑人格向上に資する良書であるか

との依頼を受けたことがあった︒もちろん︑

毎週︑親子の読書相談に応じてくれないか

して狼雑な出版物から遠ざけるかであり︑

は読書好きの日本国民特に青少年をいかに

を弁別する作業である︒国民大衆をいかに

き候に際して為政者︑学者︑教師︑父母の

に供給するか︑この作業は︑燈下親しむべ

これに応じ︑読書ぎらいな子どもの多い今

ての相談である︒私たちの研究会はすぐに

お母さん方の︑自分の子どもの読書につい

もし︑あなたの子どもさんが友だちとも遊

すよ︒本に熱中できる子は心配いりません︒

私たちは︑初めの相談の場合︑﹁いいんで

ざっとこんなものである︒これに対して

﹁読みっ放しなので︑読書感想を書かせ

がいいんでしょうか︒﹂

古典へいざなうか︑国民大衆に良書をいか

先づ思いめぐらすべき課題である︒

れば癒りませんが１．﹂︵これば異常読書

ばず︑読書に逃げこんでいるなら考えなけ

すが︑読書好きの子は︑それを通過しなけ

二番目の相談に対しては︑﹁乱読傾向で

児で︑治療を要する︶

は︑さぞそういう親子が押しかけるであろ

きな子の相談であった︒

しかし︑来られる親の七︑八割は読書好

んだ︒

うと予想した︒そしてその心準備もして臨

︵本会評議員五四・九・三○稿︶

本会便り
会費入金のご案内方法変更のお知

書にするために読書記録や読書日記をつけ

て︑その傾向をうかがい︑そして考える読

らせ︒

﹁うちの子は手当たり次第の読書ですが︑

ん︒片寄った読書でなければねｏ﹂こういっ

もっと順序だった読書をさせるにはどう

ることを勧めたりする︒

ればならないので心配する必要はありませ

したらよいでしょうか︒﹂

﹁うちの子は本ばかり読んでいて︑外の

会員の皆様からお送りいただきま
した会費の領収書は︑来年一月から
は︑本誌に掲載することで代えさせ
ていただくことにいたします︒何卒

勉強を余りしないがいいでしょうか︒﹂

ご諒承ねがいます︒
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門

み取っていないものです︒それを止めてこ

し︑子どもは子どものわかる程度にしか読

いりません︒少し早熟のようですが︑しか

三番目の相談者に対しては︑﹁全く心配

とにする︒

るか︑次にいくつかの方法を書いてみるこ

ことはない︒どうしたら︑読書好きにでき

しかし︑そのままにしておいてよいという

手がのびないというところかもしれないが︑

はまた推理小説が人気を呼んでいる︒これ

児童・生徒にＳＦものが人気があり︑今

かの知識を得︑語句・文字の力もつくが︑

読むならまず名作を

れを読みなさいと取りかえても︑いい結果

らを読むのも読書であり︑そこから何がし

しかし︑読むなら名作を多くしてほしい︒

時の話題ということで前記のようなものを

文学書を読むだけが読書ではない
普通︑読書といえば文学書のように思わ

四番目の相談者には︑﹁読書感想を書く

はもたらさないものです︒﹂

ことは︑読書する上でいい方法ですが︑無

読むのもよいが︑ＳＦや推理小説は︑興味

えるだけの価値があったからである︒そこ

れがちだが︑何かの解説書Ｉトンネルエ

には人間のあり方が問われていたり︑問題

理に書かせると読書ぎらいにする恐れがあ

生の中に︑学習成績が総合では中以下であ

追究の態度︑方法が示されていたりする︒

名作は長い年月を耐えて来たもので︑耐

ったが︑科学的な読糸物はずいぶんむずか

さも見られるが︑ものの見方︑考え方はい

時代を終っても︑その用法などに多少の古

本意であり︑パターンも類型化している︒

相談であるから︑当然︑その状況をいろ

しいものも読んでいた︒こんなむずかしい

つも新鮮である︒名作は日本のものなら日

事施行の苦心などｌとか︑月探検や登山

いろ尋ねるのであるが︑回答は大体以上の

ものがわかるかと懸念されたが︑本人はお

本民族の︑翻訳ものなら世界人類の遺産で

りますよ︒子どもさんと話し合って︑読ん

ようになる︒そして︑﹁読書ぎらいなんで

もしろいといって読んでいた︒彼は今技術

ある︒これらを読み︑理解してこそ︑日本

の記録︑科学研究読物などを読むのもりつ

すが﹂という相談はわずか︑ほんとにわず

者として働いている︒最近は文学害だけで

民族として︑世界の人間として同じ基盤に

ばな読書である︒ずっと以前に教えた中学

かしかないのである︒これには二つの理由

なく︑科学読糸物シリーズとか︑科学全集

にしたらどうでしょうかｏ﹂

があるようである︒一つは︑親が︑わが子

とか銘打って書店に陳列されているし︑学

だ本で感動したものについてだけ書くよう

の読書に無関心であるため︒二つめは︑心

うになる︒名作をこそ︑まず読まなければ

校の図書室にもその類のものがかなり豊富

ならない︒本を与え︑本を座右に用意しよ

ある︒そういえば︑読書好きな子の相談は︑

に並べられている︒であるから︑何を読ん

配だが︑ひけ目を感じて相談できないので

だらよいかわからないというとこは読書し

立ってものを考え︑感じることができるよ

らいたさが見えるようでちっとも心配など

内心は誇らしさを感じ相談員に感心しても

うとするなら︑名作を心がけてなすべきで

ある︒

ない理由にはならない︒

忙しい毎日なので︑子どもの読書にまで

していない親もいる︒
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︵できるだけ子どもが読むように仕向ける︶

であるから︑こういうものに真先に手が伸

○○全集二十巻とか△△シリーズ十五巻

らったごほうびを与えるなどは決して悪い

してもらうのである︒そして︑お話しても

といって︑子どもに読んだ本の荒筋をお話

境というより学習環境といった方がよい︒

べ置かれていることである︒これは読書環

読んでよい本︑名作︑全集のいくつかが並

本は一度に多く与えないようにする

といったものがある︒学習参考書で︑それ

ことではない︒こういうことで︑親子の対

理想を言えば︑座右には辞書類をはじめ︑

びるのである︒

一揃で全領域にわたるものなら︑当然それ

こんな手もある︒お母さんは忙しいので

全部を一括して購入した方がよいが︑読み

子供部屋を設けるならこれぐらいはしてお

かなければならない︒子供部屋の整理・整

話がもてるならこんないいことはない︒

れが読書意欲を持続させる根本原理である︒

書を妨げるような環境を作っていて気づか

の教えを持ち出すまでもない︒私たちは読

子供は環境に左右されることは孟母三遷

間では通じない方がよい︒

金を出して口を出すなというのは︑親子の

読書環境を整える

物ならそんな必要はない︒多くは幾冊かを
読んであとは棚ざらしになるのが普通であ

もし︑いろいろな都合で十巻以上購入する

境︑読書環境を造り管理するのは親である︒

頓は子供本人の仕事であるが︑よい学習環

とか贈られた場合︑低学年であれば︑二︑

ないでいることがある︒最近︑子供部屋を

る︒読みたい本を読むときに購入する︑こ

三冊︵一冊ずつでもよい︶ずつ︑小出しに

与えることが多くなっているが︑これは独

親子そろって読書の時間をもつことで︑

ころでさせるべきだし︑テレビは誘惑が大

めのもの︑家庭外の交渉は親の目の届くと

は行きすぎである︒電話は外との交渉のた

ビや電話まで伽えてやるというにいたって

立させる意味で結構である︒しかし︑テレ

読み比べたり︑自分と比べたり︑さらに批

作品の主題︑表現のしかたを︑他の作品と

には読後感想をまとめ︑主人公のあり方や︑

鋭く感じ︑深く考える読み方である︒それ

に読書ぎらいにしたりする︒よい読み方は︑

読ませ方もまた読書好きにしたり︑反対

よい読ませ方

出して与えるという方法をとるのもよい︒

読書指導の効果をあげているところがある︒

きく︑勉強の妨げになる︒まして読書にお

親子読書

いう運動がある︒親子で二十分間読書しよ

判したりすることである︒しかしただそれ

また︑ずっと以前から二十分間読書などと

いておやである︒

による読書は︑小学校の低・中学年にはと

習慣が養えれば︑先々苦労しないが︑親子

様勉強部屋から離すこと︒人間は弱いもの

を制限することである︒また︑マンガも同

はできるだけ離すこと︑テレビを見る時間

読書環境としては︑読書する所とテレビ

ノートにまとめたりするのでなければでき

こにはだれかと話し合ったり︑読後感想を

をやれといってもできるものではない︒そ

うという運動である︒小学校低学年で読書

てもよい方法である︒同じ本を交代して読

ない︒︵二十九頁へつづく︶
んでもよいし︑一方が読み聞かせてもよい︒
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したしむ様に︑書もまた︑書との交わりを深め続けてゆく

三度目には︑筆墨紙の一体となった︑すきのない調和と

二度目にはさわやかな線条に︑ゑなぎる気迫に驚異し︑

その書きぶりの素直さ︑ありのまま︑ただ何でもなく書か

ところから見え出すことが出来るものであろう︒

しかし人間同志とて︑誰にでも︑くまなく︑相手がわか

で注意がそそがれ︑ゆるがせにしていない︑それで︑無限

れている様であるが︑すきがなく︑一点︑一画︑す詮ずみま

の広がりと緊張感をもつこの大きさと線のはりに衝たれた︒

るものではないように︑書美とて︑書と親しんだからとて︑

知る程に知る︑見る程に見える︑というのが実態である

害のすべてを知ることができるわけではない︒

からには︑それをしたためる緊張感もあったことだろうし︑

であろうが︑とにかく地位の高い最澄にあてた手紙である

この手紙も当時と現代では様子が大変ちがっていたこと

風信帖は︑元来空海が最澄に送った手紙である︒

のよろこびが︑人間の美であるように︑書の美も︑生のよ

しかし︑人間︑生の活力と︑お互いに真釧に生きる︑そ

属ノ ○

ろこびと感動なくしては︑見ることも︑立入れることも出

堂為としてせまらざる風格を感ずるのである︒

しかしこの風信帖の肉筆をゑる時︑そこに現れるものは︑

ことであろう︒

当時のこととて無礼をしない様にという注意もそそがれた

私は︑書とは︑このようなものではなかろうかと考えて

来ない様な気がする︒

書はわからない︑という意味がほんとうにわかったとこ

いる︒

体化し︑澄ゑ切った心の窓から︑晴ればれとした高殿を眺

これはこの書信をしたためる空海の心と体と技術とが一

める様な気持で︑定着し切った筆を自由自在に使いこなし︑

ろからでなければわかる道は開かれない︒

○この害とは一体何だろう

三通残されている書信はそれぞれ︑全く異なった世界の

の生きる最良の道を生き抜いている姿を見ることが出来る︒

その筆跡には︑自己を理解認識し︑自覚した人間が︑自己

あの紙を使い︑あの大きさの字で︑書き進めて行った︑

を見るのである︒

極限に達する程墨や紙を生かしきった︑無限︑無辺の世界

私が︑初めて書の美にぢかに接し限りない感動にうたれ
あれから︑かれこれ二十年の歳月が流れた︒この間に三

たのは︑空海筆の風信帖の肉筆を見たときである︒

最初︑目にしたこの空海の肉筆の風信帖には︑墨色のあ

度程同一作品に接する機会に恵まれた︒

いわれぬ気品を感じ︑

ざやかさと︑しっとりとした落つきの中にただよう何とも
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由自在︑融通無砿の世界を見る様な気がする︒

極地を描き出し︑その時︑この場に自己を生かし切る︑自
とにかく︑風信帖にみる︑書の美しさは︑筆使いの自然
さはさることながら︑筆のすすむ程に︑墨の流れるにまか・

せ︑紙の質にそいつつ︑書き始められ︑書き進め︑書き終

中国十日の旅

書とは︑書美とはこれだと断言し切ることは難かしいが︑

えている︑その生きざまである︒

︵日展会友・都会員︶

確かに言の美が︑言が︑ここにあることだけは確かである

た相当広大な四角形の建物をつくりそこに

天安門広場の南側に毛主席記念堂と名付け

毛沢東の遺骸を水晶棺に納めて︑いともお

のである︒私はこの記念堂の参拝を終えて

毛沢東主席永垂不朽と金文字の輝いている

の壁の純白の大理石には偉大的領袖和導師

ごそかに祁ってあるのであるが︑その部屋

の日中友好訪中団に加わって︑北京︑西安︑

相馬敏夫
上海の十日の旅をして来た私にとっては︑

九月十三日夕方のテレビは﹃十三日午前
北京天安門広場の人民英雄記念碑の前で︑

誠に興味あるニュースであった︒

二時間にわたって熱心な議論を続けた︒そ

国はどこに行くかを討論テーマとして︑約

外側にかかげられている毛沢東の大きな肖

た︒私の目に最初に映ったのは空港ビルの

夏の夕陽をうけて︑北京空港に降り立っ

狗の感慨を与えているにちがいないと思っ

嘗胆というか自力更正というか中国人に種

見事回収されている︒この広場こそは臥薪

国大使館なぞがあったのではないか︑今は

天安門広場に出たとき︑ここには︑昔は各

約二千人の一般市民が大討論集会を開き中

の主催者は民主科学社会主義学術研究会で

たのである︒人間である以上毛沢東にも欠

え通り動いていたとも保証しえない︒然し︑

像画であった︒この肖像画はここ許りでな

れについては私は長い間混乱していた中国

については毛沢東の功徳を何んと云っても

私は中国が現在のところまでに立ち直った

あり︑集会ではまづ主催者側の一人が﹁中

を一応統一し︑外国支配から脱却せしめた

認め︑それに敬意と感謝の意を表してこそ

点もある︒又その側近の人狗が毛沢東の考

らの業績も忘れてはならない﹂として毛沢

中心人物として中国の大衆が毛沢東を神様

たるところに掲げられているのである︒こ

東見直しの必要性を提起し︑更に文化大革

扱いするのは兎も角として中国の生んだ偉

中国の将来があるのだと思うのである︒旅

く天安門には勿論その他公共の建物にはい

命には誤りがあり︑今でも四人組の代理人

大の人として敬慕するのは当然だと思った︒

ない︒故周恩来首相︑故朱徳全人代委員長

が各地に多く存在していると指摘した﹄と

国の革命は︑故毛沢東主席一人の功績では

報じた︒この六月の初旬︑クラブ関東主催
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つけられることはない︑自分の考え方を語

は自分達は今は昔のようにだれからも押し

行中種を世話してくれた中国の通訳の一人

てはならぬと思うのである︒それには中国

何と云っても日中は友好親善を深くしなく

して一層その感を深くしているのであるが︑

五年に二年間ほど上海に勤務した体験から

亜戦争勃発前支那事変当事の昭和十四年十

ない﹂と関係者は云うのであるが︑私は上

ある︒また設備も不十分で組織化も十分で

外教育を午後三時半から五時まで施すので

る素養ありと認められるものを集めて︑課

灸の能力に応じて選抜し将来一般を指導す

がバスで少年宮につくとバスのつくところ

海市の少年宮を視察したのであった︒私達

録に照らして検討し自分で決定するのだと
二十八日解放された︑それから三十年目下

の歴史を訪ねて中国大衆を知ることが肝要

云っていた︒又ある通訳は一九四九年五月

れては存在していないのである︒﹁辛苦に慣

だと思う︒中国大衆はその苦難の歴史を雛

ていないと述べていた︒私は何れも尤もな

展を期するのだ自分達は今何も不満は持っ

を会得したエキスパートである﹂と何かで

るようになった︒中国人は生存競争の秘決

半信半疑で︑また厳しい規律にも従順であ

れ政府当局が約束した将来に対しては常に

まったのである︒その応待振りには何等つ

である︒それで私共は感激し︑まいってし

一言一冒した顔で校内へと導いてくれたの

た手を一人一人暖かい柔らから手でにぎり

迄可愛い男女の小学生が出迎え私共の老い

しん

れている︒自分達はそれに協力し中国の発

華国鋒・都小平の下で四つの近代化が行わ

るのだと思った︒

る気持がありありと感ぜられるのであった︒

くろったところもなく︑心から人を接待す

るが︑その要旨は﹁小学校の生徒は精神的

応接室で先生から一応説明をきいたのであ

に当る者としては︑この点は十分に心得︑

卒直に話し合うのが肝要であると思う︒そ

訓練を主として受けている︒小隊︑中隊︑

読んだことがあるが︑今後種灸と日中交渉

発言だと思いそれでこそ中国の建国も出来
私はこの旅で万里の長城︑紫禁城︵今の

れに中国人は日本人と比較にならぬ程社交

大隊に分れ大隊長は五人︑エリートは襟に

が人民公社︑少年宮︑美術工場などという新

故宮︶明の十三陵など古きものも見学した
しきものも視察した︒故きを訪ねて新しき

上手だと思う︒それにつけても高度の旅で

赤のマークをつけている︑中隊は四十名︒

性に富んでおり人心の機微をつかむことが
思い出すのは少年宮という小学生を主とし

少年宮は一九五六年から五八年にかけて出

ていたが中国の古き歴史を初めて訪ねて見
てその感を深くしたのであった︒今の世は

た課外教育の施設である︒﹁この少年宮に

を知ることは極めて大切であると予て思っ

朝に夕をはかり知り得ないと云ってよい程

難易により期間がことなる︒毎年募集しテ

ストする︒一週に一回又は二回通い課外活

来た︒特別の訓練班︵英才教育︶はその

動の中心となる﹂とのことであった︒それ

の小学校が月曜から土曜までにおいて適当
に割当てられ︑又小学校ではその割当てに

は市営と区営とがあり︑区営の方はその区

その場の応急対策を講じていたのでは失う

従ってどの日にどの生徒がいくかを指定し

から現場へ案内されたのであるが夫左の教

に変転極りない︑然し歴史はくりかえすの

ところ多く︑得るところは少ないと思う︒私

て少年宮にいかせる︒市営の方は学校で夫

である︒新しく起った現象を追ってその場

は予て思っているのであるが︑それは大東

（24）

でいたのであろうか︒全世界人民大団結万

に亘って分散︑その部屋数は五十にも及ん

ら二十坪位の大きさの部屋が二階から四階

テレビ︑ラジオなどと標示を書いた十坪か

の要素であることは明らかである︒晩婚ｌ

かと思う︑自由な継続的な健康管理が一つ

にかかる感動的な子供がどうして出来るの

もっているのは当然である︒訪問者は直ち

る︒その内には中国人はその子供に誇りを

旅で得た中国の子供観をのせているのであ

の倫理についてすでに修正が行われている︒

められるかは今後である︒国内的には労働

資本主義国家群がいかに利用され協力を求

西側に追いつくための経済革命に日本初め

と政鰻治行政上の配慮がなされていると思う︒

近代的で強力な中国を建設するために種為

直し偉大な国家として立つことの出来る︑

産主義を実際的なイメージに合わせて整え

ていくと信ずる︒今の指導者達は中国の共

の近代化実現への努力は力づよく進められ

歳とかいた大部屋で四年生徒の男の子の司

女は普通二八︑男は三十で結婚する︒これに

今回の旅で見学した工場でもその技能の優

こに多少の摩擦や阻語があるにしても中国

会の下で踊︑独唱︑民謡等を披露してくれ

よって二つのことが達成される︒人口増加

○国鳥ロの八月号に﹁中国の子供達︑

た︒五人の少女が人民解放軍に捧げようと

が減退し経済的の利益が得られる︑又余り

弓胃

いう歌を青い服︑赤いリボン︑赤い前掛け

劣によって報酬はことなり賃銀が仕事の成

健康で苦難に耐え︑とても調和的で︑彼等

姿で歌ってきかしてくれたが︑かくして革

若い母親の出産の欠点が減少される︒結婚

活によって経済の実質成長の重要な指標で

果と結びつくいわば賃上げやボーナスの復

室の人口のところに智工︑兎と亀︵看図填

命のあとつぎがつくられていくのだと思っ

前のセックスは厳にいましめられる︒赤ん

ある労働生産性が認められるようになって

は国の最も大きな資産だ﹂と題して中国の

た︒中国の子供達は毛沢東の教えをよく守

の八五％は母乳である︑これが子供の成長

坊の多くは田舎や町の病院で生まれる︒そ

はりえ︑切り紙︑バレー︑小提琴︑電機︑

ってよく学びよく努力し徳育体育智育に努

には極めて大切である︒母親は出産休暇を

字︶木偶︑合唱︑数学︑比饗︑民乗︑捗法︑

め共産主義の発展に専らつとめようという・

きたと思われた︒

五六日から七○日は与えられる︒子供が大

と思った︒中国の国土は広いといってもそ

近の代化なぞまだまだ遠い先のことである

私は人民公社の末端も視察したが︑農業

ていたがこの少年宮を辞するときに五年の

下宿の施設がある︒勿論工場には託児所が

きくなるにつれ︑はなれて働く親のために

意味のことをかいた華国鋒の書も掲示され
女の子が﹁自分共は日本と中国との友好を

国民の八五％が都市に住んでいることを考

の一五％足らずしか耕地ではない︒そして
私は中国の将来は平坦であるとは思わな

かし近代化を図れぱ労力は益灸余ってくる︒

えても農業の近代化は焦眉の急である︒し

それをいかに活用するか︑労力の輸出もそ

．ばか

い︒尚︑近代化達成のためには︑丁度私達

苦難の途を辿っていくものと思う︒然しそ

の明治時代がそうであったように︑種々と

ある﹂等と書いてあるのである︒

望む︑両国は一葦帯水でありそれも二千年
の歴史がある︒今後益を子灸孫食まで友好
を望む﹂といとも自然にのべたのには感激
してしまったのである︒

このような感動は私共日本人許りでない

と思う︑それはある米国人が国際雑誌の

（25）

の現われである︒私は中国は日本とはその

う︒政治体制はたとえ異っていても経済的

して役立つものこそ望まれているのだと思

に共に力づよく生き世界平和国家の一員と

ーからブリスベーンまでは一時間の航程で︑

目的地のブリスベーンまで飛んだ︒シドニ

ブリスベーンといっても︑ピンと来ない

ブリスベーン着は十時四十五分頃であった︒

かつては中国はソ連の修正主義政策に対し

には有無互いに通ずるつよい連帯が日中間

基盤としての政治体制は全く異っており︑
資本主義を復活させつつあると非難したが︑

サウス・ウェール州のもう一つ北にあるク

ィーンズランド州の首都で︑人口七十五万

人が多かろうが︑シドニーのあるニュー・

洞察し︑現実に即して善処すべきだと思う︒

るクィーンズランド州立大学に招かれて︑

ばかりの中都市である︒わたしはここにあ

に出来ることこそ望ましいのである︒それ

える政策が進められているものと思われる︒

中国の現状を僅か十日しか見てないのであ

日本文化についての講義や研究指導をする

には日本人もそのおかれた国際環境を真に

中国経済が近代化され十億の民がよりよい︑

されるのかと案じられてならないのである︒

るが日本はこの侭で果してその将来が確保

派として厳しく批判された物資的刺戟を与

より開放された生活が出来るようになるこ

ため年末まで滞在する予定である︒

今やユーゴではないが︑以前であれば走資

とそれこそが東亜の安定ひいては世界の平

んだ代緒の壁にいつかかかれたのか分から

故宮を見学して外に出たところだこの黒ず

いた︒ところがブリスベーンは六・七・八

ような暑さで︑連日気温は三十度を超えて

わたしが出発した六月末の東京は真夏の

和につながるのだと思う︒それには隣国で

ないが︑破私立公とかいてあった︒私は他

月が冬の季節で︑日本とはちょうど逆であ

（26）

ある日本は出来る限りの協力をおしむべき
でないと思う︒中国の求めているのは真の

国はいざ知らず日本の現状を救うのはこの

日本にもあるツッジ︑桃︑バラなども七月

ヤ︑ハイビスカス︑ガー寺へラなど︒それに

誇っている︒プーゲンベリャ︑ポインセチ

広い庭園に今を盛りとあでやかな色で咲き

いのは当然で︑住宅街を歩けば熱帯の花が

一度もあるというから︑夏姿でちょうど好

あった︒この季節の昼一間の平均気温は二十

は日ざしが強く︑夏服でいても汗ばむ程で

を用意して来たが︑しかし七月一日の唇一間

る︒そのことは前から聞いていて冬の衣類

観念の実りであると思えてならないのであ

るし︑又日本が利用され放しのものであっ

る︒︵本会理事︶

協力であってうわくのものではないのであ
てもならないのである︒日本と中国とが共

熱帯の花と日本語

Ｉストラリァのシドニー空港に着いた︒そ

ハブリスベーン便りＶ第一信

して二時間半ばかりあと国内線に乗換え︑

哲史

六月三十日の夜八時三十分成田を立ち︑

川

七月一日の朝七時︵日本時間の六時︶にオ

古

れている︒敷地は緑の芝生におおわれ︑多

というから︑多くの家が広大な敷地に恵ま

もある広さの国土に人口は日本の十分の一

の今が見頃である︒なにせ日本の二十一倍

ン川は墨田川ぐらいの広さで︑遊覧船が登

ーンズランド大学の面しているブリろヘー

舟の走っている湖があって購いたが︑クィ

タンフォード大学のキャンパスにも帆かけ

ンズランド大学の方が広いそうである︒ス

に移って来ている人の話を聞くと︑クィー

ン・カレッジという小学校から高校まであ

真向いはセイント・ピーターズ・ルーテラ

も︑通学にも皆車を使う︒わたしの住居の

は生活できない︒通勤はもとより︑買物に

いるのが一番古く建ったフォーガン・スミ

独 67,856,183183,036,934173,365,228

155,830,2951178,647,2021173,067,954

匡I145,186,897199,289,891189,481,140

の他 631,142,22611821,590,5321824,647,717

国 353,698,55211295,477,7911414,()02,561

しかし土地が広大だけに︑車がなくて

くは木材で作られていると見える住居が白

策がたのしまれるからであるＯ

く塗装されていて︑その白壁にポインセチ

りおりしている︒キャンパスの広さでは︑

学は兄たりがたく弟たりがたいのではある

クィーンズランド大学とスタンフォード大

ヤなどの紅が映えて美しい︒

冬の花いるとりどりに咲く中にポインセ
まいか︒

ス・ビルディングで︑日本語・ロシヤ語・

この広大なキャンパスの中央に位置して

チヤの花ひときわ紅し
ゆポインセチヤの紅

フランス語・ドイツ語などの外国語科の研

国 1975／76年 1976／77年 1977／78年

名日力西英米そ
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この家も広びるとせる庭ありて白壁に映

莱碗豆に似し実垂らせり

家ごとに繁るポインシャナの樹冬のいま

ーサー将軍が一時司令部を置いて逆襲の秘

ヒドール島を日本軍に追い出されたマッカ

究室や教室はその一角を占めている︒コレ
ズランド大学のキャンパスも広大で︑ブリ

いう部屋はまだのぞいてみない︒わたしも

策をねった場所と聞いたが︑将軍のいたと

これからわたしが半年間かようクィーン
スベーン川に面し︑ポートの浮ぶ湖あり︑

ここを基地にしてオーストラリアの各地１

レイク

谷ありで︑本郷の東大キャンパスの四倍は
ゆうにあろう︒わたしが今までにたずねた

も足をのばすつもりでいるが︑ここへ来て

ス了一ア島などのほか一三−ジーランドヘ
からだの調子は非常に好い︒自然のままの

ｌシドニー︑メルボルン︑キャンベラ︑タ

ワイ大学ではキャンパスの中を異動するの

公園やゴルフ場が随所にあって︑朝夕の散

大学では︑アメリカのスタンフォード大学

に徒歩では時間がかかって不自由を感じた

とハワイ大学のキャンパスが広かった︒ハ

が︑ハワイ大学からクィーンズランド大学

｜…｜…

蝶蝶｜

2,802,156,308

口

計 2,306,217,93012,813,720,046

△−

952,503,777111,235,677,69611,127,591,708

ﾅ
繁

単位ドル

輸出

(表1）

脅｜亨::縦｜,縦遥｜ 撫誹

名 1975／76年 1976／77年 1977／78年

独 23,112,189134,250,896139,121,512
国 65,214,052165,509,545158,262,827

の：｜；雛:::｜職縦｜；躯::：

単位ドル

品
目1
9
7
5
/
7
6
年1
9
7
6
/
7
7
年1
9
7
7
/
7
6
年

運輸77,448,303114,505,452137,451,020
電気器具19,643,71928,114,68420,186,435
機械類15,401,66327,467,74625,490,002
化学品7,965,1739,904,4728,580,116
ゴム製品6,624,7938,606,8109,161,844
鉄鋼3,256,4076,955,3549,106,514
繊維3,333,7955,551,2795,616,908
非金属製品3,107,9754,282,9946,694,008
水産物1,865,5223,183,7522,015,418
化学繊維1,295,8181,785,2511,683,314

の大半はダットサン︑トヨタ︑ホンダ︑↓︑

の送迎をする父兄の車でにぎわう︒その車

るかなり大きな学園であるが︑朝晩︑生徒

は表３となっていて︑・目動車・オートバイ

然トップであるが︑日本からの輸入品目で

表１・表２で︑輸出・輸入ともに日本が断

ーン市街を走る車の多くが日本製である現

うて売上げが増大しているから︑ブリスベ

日本とクィーンズランド州との貿易関係は︑

﹃クィーンズランド州経済指標﹄によれば︑

(表3）

類が他を引きはなしている︒しかも年を追

月在ブリスベーン日本国総領事館で作った

︽口

計
1
5
8
,
9
7
7
,
5
4
8
￨
2
3
2
,
4
9
2
,
3
1
1
2
4
9
,
0
4
4
,
9
4
1

実がよく理解されようｃ

ついでにクィーンズランド州

の輸入品目はどうなっているか

からの輸出品目︑すなわち日本

いる︒右に紹介した統計によっ

をも紹介すれば︑表４となって

て日本とクィーンズランド州が

貿易上切ってもきれない関係に

クィーンズランド州の経済は日

あることが一目瞭然であろう︒

本なしでは成り立たないわけで︑

従ってクィーンズランド州住民

の目はおのずから日本に向わざ

るを得ない︒その結果が日本語

までは大学の日本語科はたいへ

ブームの動きとなって︑数年前

んであったらしい︒今はそのブ

勉強した者もまじっていて︑出来栄えもか

体であるが︑中には日本に一︑二年行って

まで熱弁がつづいた︒大学生と高校生が主

の出場者があって︑朝十時から夕方の五時

州日本語スピーチコンテストには四十一人

月二十九日に開催されたクィーンズランド

Ｉムがおさまっているが︑それでも去る六

その他製品5,981,6027,640,9197,344,951
その他 13,052,77814,493,598115,660,411

なりのレベルに達していた︒東京で開かれ

（28）

28.07％
27.74％

離篭｜ ""

シダなどの日本製で︑これだけを見ている

合計 634,465,6861838,097,6821887,176,405

と異国にいるような気がしない︒今年の六

国日力西英米そ

ナ

単位ドル

輸入

(表2）

‑穂￨職鰯￨:::職:￨霊鯛

51,710,20
8
0
8163,822,266166,958,298

44,770,808133,164,372
17,131,128

19,623,932113,111,356

9,704,060112,605,

2,767,826

6,182,781116,464,144

．物属ラ

類（餌

2,128,61211,098,435

43,730,878131,127,460

農 産

︵十九頁よりつづく︶

しかし︑これを義務化すると読書する
のがおっくうになる︒ましていい感想︑人

のつけられる感想︶︑本が読めなくなる︒

より優れた感想をと責められると︵評点

る在留外国人による日本語スピ
ーチコンテストに出場しても入
賞の可能性ある錬達者もあった︒

このコンテストの優勝者はオー
ストラリア全体のコンテストに
出場し︑ここで優勝すれば日本
までの往復航空券が賞として与
クィーンズランド州の右のコ

えられることになっている︒

ンテストではわたしは選者には
ならなかったが︑コンテスト進
ヴィジチング・プロフェッサー

行中にクィーンズランド大学の
として参会者一同に紹介された
︒珍しく雨が降って寒い日であ

する︒それを見て月に一度ぐらい反省さ

せて承るのもいいが︑あまり家庭でやり

ンガ本も半分以上読んだ場合は書かせ

すぎると読まなくなる︒記録だから︑マ

る︒もちろん︑これらは読書量が多くな

り︑乱読傾向が出た場合︑子どもと話し

る︒書いたものは︑先生に見てもらい批

合って納得したうえで書かせるようにす

んが︑一冊の本をめぐって子供と話し合

評してもらったらよいであろう︒お母さ

なら︑かつて読んだことを思い出して︑

えるならすばらしい家庭である︒中学生

なくてすむのではあるまいか︒とくかに

内容批判をし合ったら︑親子の断絶など

ちょっとした配慮で読書好きにもまた読

読書好きにする効果は大きい︒そして︑

書ぎらいにもする︒本来読書ぎらいな子

読書感想はほどほどにしなくてはならな

子供時代を体験するつもりで︑子どもと

ぎらいでいることが多い︒親はもう一度

あって読書に無関心であるとか︑食わず

計

ったが︑わたしはこころ暖まる
思いにみたされて会場を辞した︒

い︒そこで読書記録をお勧めする︒読ん

︵本会理堺︑亜細亜大教授︶

だ本を記録するのが主で︑感想は簡単に

いかがかと思われる︒︵崎鋤準鐘講娠茶︶

いっしょに読書体験を積むようにしたら

る機会がなかったか︑他に好きなものが

どもは少なく︑大方は読書の興味を感ず

したところを記録するなどでよいことに

ｌ書かなくてもよいｌ︑あるいば感動
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寿昌杯を受けて

寿昌杯を戴いて金子政次

金子政次藤原義明

宇井隆桑原善作
鶴岡衛

休二日制を守っている︑何かそれなりの趣

る支会の総会の時︑渡辺先生から教えられ

味や仕事をもち無理しないよう心掛けてい

た健康法を実行して健康保持につとめたい

と考えている︒兎に角寿昌を受けたこの機

精神の普及と実践に微力をつくしたいと念

会に一段と健康に留意し修養につとめ弘道
の感ある今の時代に会祖西村先生の国民道

︵千葉県・平川支会理事︶

徳の振興︑国民品位の高揚をかかげた弘道
の精神を発揚することこそ心の豊かさを高

ずるするであります︒

此の度不肖私日本弘道会より寿昌の栄に

このたび︑私は寿昌杯を拝受する光栄に

寿昌杯を拝受して宇井隆

浴し︑誠に有難い仕合せと深く感激致して

め心豊かな人づくりの道に通ずるするであ
私は座右の銘の一つとして﹁一日一生﹂

浴し︑寿昌杯と祝洞を戴きまことに恭けな

と云う言葉を心して居ります︒一日は貴い

おります︒

ると考えます︒

のなかった︒私がこのようなものを頂戴い

座います︒弘道会の事については何等功績

一生である︒一日一日を一生と思って大切

く身に余る光栄で身のひきしまる思いで御

たしまして︑何か心にはずるばかりで御座

にしようと云う単純な言葉であるが︑この

って会誌弘道は心の糧となり心の支えとな

感を深くして居ります︒このような私にと

と勉強修養をつまねばならないと強く其の

居りますが︑いつも自分の至らなさにもっ

私自分の日均の生活行動を謙虚に反省して

ます︒人間一生勉強だと云われているが︑

健の賜と深く感謝申し上げる次第で御座い

をはじめ︑会員の皆様の暖い御指導と御鞭

これも偏えに渡辺先生︑東平支会長さん

酒は毎晩かかせない︒但し健康を考えて週

漬けは毎朝欠かさない煙草は吸わないが︑

別好き嫌いはない︑梅干とにんにくの憾油

私は特別な健康法はしていないが食物は特

とだと思う︑それには健康管理が大切です︒

年をとって一番の喜び幸せは健康であるこ

うにと願い︑これを実践しようとしている︒

になるようにと︑又正しい生活が送れるよ

毎日を大切に誠実に生き少しでも人のため

言葉は日常私の心を励ましてくれる︒私は

今更教育の使命の重大さを痛感いたしまし

激変する世相や教育の流れを体験しました︒

念してまいりました︒戦前ｌ戦中ｌ戦後と

私は︑三十九年間一途に小学校教育に専

全く面映きもの︑真に恐縮千万の感慨です︒

旨の実践に精進し⁝：．﹂というお言葉には

協力しているに過ぎません︒﹁多年本会の趣

県東部支会長石橋香峰殿の命に応じてただ

となり︑現在は地区の評議員として︑千葉

昭和二十四年に他界︑引き続いて私が会員

私の父は弘道会創立以来の熱心な会員で︑

います︒

って居ります︒物の豊さにくらべ心貧しさ
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にあり﹂です︒所謂道徳の実践家であらね

は絶対不変︑教育はあくまで﹁教師その人

た︒たとえ主義主張は変るとも教育の本道

言々句を肺脈より出で聴者をして︑斉く感

に次で︑親しく時余に亘って信念を吐露尋

同慶であるが︑﹁世間虚仮﹂の真理は厳と

歩の発展に依り︑寿命が伸長したことは御

修身書の編纂者であった面影が偲ばれます︒

の道に徹した大学者であり︑わが国最初の

ばなりません︒西村茂樹先生が如何に道義

道義を昂揚し︑各国との平和親善を図り︒

村思想の内包を豊かにし︑外延を拡充し︑

立国の思想を付度し︑時代の進運に鑑拳西

其要旨は道義頬痩の今日西村会祖の道義

次第である︒︵本会理事︶

古歌を以て微意を叙べ︑受盃の喜び感ずる

ねども︑今日の勤めに田草とるなり﹂との

ため︑陳腐ながら﹁此秋は風か雨かは知ら

自己の信念を詩歌に託すべき雅懐に乏しい

寿昌を戴いて想うこと藤原義明

るまで余力を尽すべきであると思料する︒

古希は長生きとはいえない現代ですが︑

獅子肌であった︒

国家の繁栄を糞望して止まないとする一大

して存在しており︑有漏地より無漏地に至

激を覚えしむるものであった︒

町史編纂委員などを勤めています︒

此佳日に各位と倶に小生は寿昌杯を難有

大きなな病気もく現在は神社の氏子総代や
食事は野菜食を主としアロエは欠かさず

私は渡部能代支会長のごあっ旋で本年六

月三日の弘道会総会に高齢者として無二の

く御受けした︒この日に先立ち︑受杯の内
花木春過ぎて︑夏すでに中ぱなり﹂と七言

品が態々︑当市内交通神社々殿において本

光栄とする寿昌杯を賜わり︑しかもこの貴

かじり︑きまった運動はないが野菜畑を耕

絶句に︑人生の感懐を叙べた古人を偲えば︑

示を受けたが︑﹁人生五十功無きを塊づ︑

又︑老人クラブに入会し会員との親和を

︵木材︶で風呂焚きを日課にしております︒

余人は別として︑徒らに馬齢を加えた自己

く心肝に銘刻いたしました︒真に感謝に堪

会主事渡辺正男先生より直接の御伝達は深

さて渡部支会長からなにか書いてとの

kOlノ

作したり︑省エネルギーのため豊富な燃料

はかったり︑先月は北海道神宮参拝の旅行

の御勧めにより難有く御受した︒

今日会長の告辞を吟味するに受杯は単に

お勧めの言を頂いていましたので︑八十二

を省み辞退したが︑畏友渡辺正男全蕪両人

高齢に達したために与えられたものでなく︑

歳の愚老のつまらない生い立ちの中の二︑

団にも参加するなど余生を楽しくすごすこ
は︑更に健康に留意し弘道の精神に則り寿

これを契機に生を享けている限り︑自己の

とも意義あることと思っております︒今後
昌の光栄に恥じなきよう心掛けたいと念じ

能力に応じて更に努力すべしとの訓諭であ

えません︒

る次第です︒︵千葉県・東部支会監事︶

寿昌杯授受に際して鶴岡衛

十二月に安東警察署兼領事館警察署勤務︑

四歳の大正九年十月一日に関東庁巡査拝命︑

昭和十年奉天警察署転任︑同十一年満州国

三の思い出ですが︑兵役義務を済して二十
有難御請して狗に良かったと思う次第で

ると痛感する︒果たしてそうだとすれば︑

ある︒栄養の改善・薬学・医学の急速な進

受杯は自戒の標として銘すべきである︒

六月三日第七十七回定期総会に︑会長野口

燦々たる初夏の陽光の下︑昭和五十四年
明先生は宿病を冒かして出席︑式辞の代読

／ n 寸 、

夫々パス︑交番勤務四年この間にあっての

渡満後は満州語検定合格普文や興部考試に

市議会に当選本年四月引退︒警察官として

十四年十二月帰還︑昭和三十八年四月能代

ソ連軍に捕虜シベリアにて抑留生活昭和二

福壊奉天警察庁勤務︑昭和二十年九月二日

器と考えて三度の食事後必ず歯ブラシを使

コールは全然増まず︑昭和四年以来歯は食

が︑起床は時刻を守り︑噌好は甘党︑アル

んて難しいことは考えたことはありません

してきている︒最後に私には健康の秘訣な

実働延人員百十七万人で三つの炭坑を建設

女︑百合子母︶等く弘道会史上著名な方

松平直売︑服部宇之吉︑中条霞江︵会祖息

ざるを得ないが︑僅か一ヶ年間に徳川達孝︑

紙幅が無いので︑各人への寸描等は割愛せ

年の計一年間お世話になることができた︒

っても完了せず︑特別のお計らいであと半

為にお目に懸かれたことは幸であった︒

弘道会への初就職が好契機となり︑辞書

い昨年からは食事前にも歯ブラシの厄介に

と中等学校用教科書等の出版で当時全盛を

同行して調べると︑窃盗容疑者であった︒

ると︑彼も後を向いている︒これを交番に

たからであるに違いない︒文部省社会教育

を挙げての不況失業時代に弘道会に拾われ

妙に記憶が消えない︒昭和一桁の後半︑世

性事荘々というが弘道会のこととなると

たが︑十六年間勤めた福島県立図書館長時

いうスカウトに応じ所謂役人の生活に入っ

びは終生忘れ得ない︒その後間もなく今で

なっています︒︵能代支会顧問︶

これが即ち正服の威力であると思ってい

の﹁西神田アパート﹂の会員用の部屋へ上京

代の後半は︑武藤コマ女史のすすめで直営

回想桑原善作

最も︑興味を深くしたことは正服の威力と
犯人の苛責の念でありました︒所定の一時
間のパトロール中︑挙動不審者と行き違う

る︒それから司法係︑刑事勤務一年位その

局に原忠篇という方がおられ︑半年の臨時

の度毎泊めて貰った憶出も懐しい︒五十一

挙により︑何なく入社できた時の望外の喜

誇った三省堂出版部へ割田主事の強いご推

後は︑特高係として働いていたが昭和九年

雇だが﹁弘道文庫﹂の整理をやってゑる気

年十月三十日東条会館での創立百周年記念

際不審者は頭を下げている︒その時後を見

に関東軍が満州に軍政を施くために関東局

はないかと︑当時の広江万次郎首席主事に

の折その武藤女史の寿昌杯拝受を祝って乾

の警察機構改革を実施しようとしたので︑

最上階︵当時は全館弘道会使用︶の族だ

引合わされた︒陽春の候であった︒

栄に浴し︑転た日月の歩みを痛感︒余生は弘

杯したものであったが︑此度は我身がその

これに反対して十五名の警察官が密かに上

つ書物を運び出し︑先ず分類カード作成︑

らけの書庫から廊を距てた小部屋に適量ず

京︑陸軍大臣に面会を求めた処︑大城戸参
のみならず国際問題に関する暴言を吐露し

と念願している︒若い時分からの処生訓は

道会の真義に徹し︑有意義壮快に過したい

謀中佐︑佐藤参謀少佐が出て来て罵倒する

た︒﹁弘道﹂の割田編集主事︑蔭山書記︑

う︒﹂︵会員︑日本医学図書館協会事務局長︶

ｚ２四①﹃雷昌房吻﹁何にでも好奇心を燃やそ

次いで図書原簿記入が中心的な作業であっ
肌か伝法肌の小林小使︑承んなよい人達で︑

たので中佐は直ちに取消して解散その後は︑

手当は確か月十円︒ところが約束の半年経

岡田啓介総理と会談をした︒このことは世
抑留生活中︑ケメロフ州に我々抑留者は

の中に報道されてない︒

（32）

現代日本の教育事情
楽しくない学校
﹁あなたは学校へ行くのが楽しいですか﹂

との質問に﹁毎日︑楽しい﹂と答えた小中
学生は三割に満たず︑七割近くが﹁楽しく
ないときもある﹂としている︒学校で楽し
いことは①友だちと話したり遊んだりする
②スポーツやクラブ活動③遠足や運動会等
で︑学校は楽しくないと思っている小中学
生の六割は﹁もっと遊びたいと思っている
Ｉ指定都市教育研究所連盟﹁現代の子供の
意識と行動﹂調査︒

塾ブーム
学習塾はいまや全国津交浦為にまで登場︑
推定で五十万あるといわれる︑小学生の五
人に一人︵二○・二％︶中学生の五人に二人
︵三八％︶が塾に通っている︒特に都市部
の中学生になると四五％にハネ上がる︒予
備校は﹁各種学校﹂の認可を受けているもの

だけでも全国に三三八校あるＩ文部省調べ︒
高学歴志向
男の子を大学まで行かせたいと思っている
親は七八％︑﹁大学院まで﹂が一六％︑﹁高
校﹂﹁短大﹂までは一％にすぎない︒女の子
については﹁高校﹂八％︑﹁短大﹂三一％
﹁大学﹂五四％Ｊ大院﹂六％となっている︒
そして﹁本人の意志と能力に適した教育の
機会を与えるべきだ﹂とする親が六六・七
％﹁有名大学←一流企業の立身出世的な考

え方は改めるべきだは．三・九％と少な
いＩ三井信託銀行﹁教育関係アンーヶト﹂︒
泣く泣く職業校へ
大学進学熱のアラシの中で職業高校へ不
本意に入学している高校生が少なくない︒

希望どおりの学校・学科に在籍している高
校生の割合を見ると▽普通１男五○％︑女
五七％︑▽農業Ｉ男三四％︑女二四％▽工
業男四五％女三九％︑▽商業Ｉ男三○︑女三
年﹁中学校︑高校の進路指導に関する調査﹂︒

七％︑▽家庭Ｉ女三一％Ｉ文部省の昭和妬

学生一○○人︵三人減︶高校生二七一人︵二

脱落する高校生
高校全入時代だが︑偏差値で振り分けら
れて︑行きたくない高校に入ったため︑中
途退学する生徒が少なくない︒五一年中に
中退した高校生は全日制で六万九九二六人
︵脱落率一・七％︶定時制で二万二九八九
人一○・六％で約九○校分の生徒がやめて
いる計算︒脱落率は職業科が高く︑普通科
の二倍になっているＩ毎日新聞社調べ・
死に急ぐ子
勉強や友だち関係に悩んで自殺する子供
が相次いでいる︒五十三年中に自殺した小
中高校生は三八○人で前年より二二人増え
た︒内訳は小学生九人︵前年比四人減︶中
九人増︶で高校生の増加が目立つ︒自殺の
動機は①学校問題︵二七・七％︶②孤独感．
結神障害など︵二四・四％︶③異性関係︵一
六・二％︶④病苦・二・二％︶Ｉ警察調べ︒
荒れる学校︵警察調べ︶

詰め込み教育から置いてきぼりをくった
生徒が学校の中で暴力をふるう事件が多発
している︒五十二年に警察ざたになったも
のだけで一八七三件あり︑三六四八人が被
害にあった︒このうち教師は二五二人で︑
殴られる教師は年を増えている︒補導され
た生徒は六三四三人で︑その七割が中学生
高校生の意識
東京の高校生の一○中に四人は退学や自

編集後記

殺を考え︑二人に一人は家出を考えている︒
また四七・八％の高校生が何らかの形で暴
力をふるいたいと思っているＩ東京都﹁大
都市高校生の心理的特徴と生活環境﹂調査︒

昭和五十四年すなわち一九七九年は﹁国
際児童年﹂と定められ︑青少年の福祉と教
育の向上とが期待されて出発した︒だがこ
の一年を回顧すると︑その期待は空しかっ
たのではないだろうか︒ヴェトナム難民の
子どもたち／︑先進国青少年の非行の激増
／どれをとっても﹁お先まっくら﹂の感を
禁じ得ない︒あわただしく流れる世界の潮
の中で︑せめて僅かな時間でも静かに読書
するゆとりを持つことをまず大人たちから
始めたいもの︒本月号は﹁読書のすすめ﹂
を特集した所以︒寄稿の諸賢に厚く感謝し
つつ本年最後の号をおわる次第︒︵ＳＫ︶

定価金一七○円年一︑○○○円

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和五十四年十月二十五日印刷
昭和五十四年十月三十一日発行

編集兼
発行人

東京都千代田図神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山宇平
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電話︵一室︶○○○九番

発行所蝿掴日本弘道会

振替口座東京平里二七
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転換期日本の大思想家

古川哲史著

泊翁西村茂樹

I

四六版二○八頁定価一︑○○○円〒一六○円

二八頁定価四○○円〒一二○円

儒教の理念によって西洋哲学を包みこみ︑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ぶごとに描
く︒日本弘道会創立一○○周年記念出版︒

歌集東西抄畿既

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︒

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︒

●新書版二

〒113東京都文京区本郷2‑3‑1Oお茶の水ビル

１■０１卓

電話03（811）1160振替東京7‑155576

古川哲史著

教育談義ゅと〃と
高村象平著背伸び〃

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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