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一

日本文化の国際化

文化は︑その民族や国民が永い時代をかけて築きあげてきた生活の精華
というべきものであって︑最も個性的なものである︒とりどりの民族衣装
をつけて国際会議場に集う世界の人禽やオリンピクの行進のコスチューム
などを観察すると︑その個性的な人々の姿が全体として調和を醸し出して
くるように思われる︒個としての人間存在がそのまま普遍につながるよう
に︑文化の個性も︑やがて世界の人々に認められ理解され︑共通の財産と
なってゆくであろう︒

今年の美術の秋︑上野の森では︑ルネサンス展やヴェラスヶス展が開か
れている︒曾ては外遊する少数者が観賞するの象であった西欧文化の精粋
が︑こうして日本の日常の生活の中で︑気楽に︑手近かに鑑賞できるのも︑
今ではごく当り前のことと受けとられている︒
これらの花やかな西欧中世の絵画展と同時に︑﹁茶の美術﹂の特別展も開
かれている︒鎌倉から江戸にかけて磨き抜かれた東洋文化の静諦で深い思
想性を感じさせるものがそこにある︒現代の我均はこの異質の文化の遺産
を︑同時に︑しかもそれぞれの個性をもったものとして︑等価値に鑑賞す
る眼を与えられている︒これらのことは︑文化交流の成果といってよい︒
しかし︑翻って考えるに︑我々は︑茶の文化以後の独自の文化として何
を形成してきたか︒また︑文化の担い手として︑どのようなタイプの日本
人が育てられているか︒国際社会において尊敬されるのは︑真に日本人ら
しい伝統的教養を身につけた人である︒文化の個性とともに︑個性豊かな
日本人の存在こそ︑文化の国際化の前提であり︑我が日本の深刻な課題で
ある︒︵本会理事︶
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へ

の国際性

石田一良

いう具合である︒それだけでなくこれらの大都会では諸外

日本文
私はいままでに見物した世界の国々の都市の中では︑東

にしても諸外国の料理屋が軒を並べている︒

国の有形・無形の文化財がたえず公開・公演される︒料理

しかし︑東京ほど世界各国の文物が集められていたり︑

に住居や仮寓を構えたいと思う︒しかし︑アメリカの知識
人はニューヨークが嫌いだという︒日本の知識人も東京が

わたって内外の文物が雑然と陳列されている有様は︑まさ

集められたりするところはないように思う︒衣・食・住に

京とニューヨークが好きである︒出来ることならその都心

嫌いだという︒内外の知識人は口を揃えて東京と一三−ョ

に世界文物の国際見本市である︒この意味での文化の国際

げす

−クは人間の住むところでないという︒下司の勘ぐりかも

性は︑ことに東京において顕著といえる︒
○

知れないが︑そう言わぬと文化的教養が低い︑人間性を欠
さっているような気がする︒

くと思われるのを恐れて︑時代錯誤のルーソー気取りをな

ところが︑この日本という名の世界文物の雑居ビルの中

︑︑︑︑︑︑︑︑

それはさておき︑アメリカなどの少数の国を除いて大抵

で面白い現象が起っている︒私はこれを日本文化の結晶作

の文化財を集中しているのが常である︒例えば︑東京には

ンを訪ねたのは︑第二次世界大戦による占領軍がウインか

ウインのどの喫茶店よりもウインらしい︒私が最初にウイ

ないほど中国的である︒日本の﹁ウイン喫茶﹂も同様で︑

例えば︑都内の一流中華料理店は本場の中国にも見出せ

︑

の国の首府はその国最大の人口をもつ︒それだけに古建造

用と名づける︑

国立東京博物館があり︑歌舞伎座や国立劇場などがある︒
ロンドンには大英博物館があり︑コベントガーデソ座やオ

ら撤退して間もない一九五六年の秋であった︒﹁第三の男﹂

たりするものを除けば︑その国の最もすぐれた有形・無形

物や遺跡など︑大地に固着していたり︑他所へ移せなかっ

ールドヴィック座などがある︒パリにはルーブル美術館が

という映画の舞台になった喫茶店モーツァルトに黄昏時を

たそがれ

あり︑オ・ヘラ座やコメディ・フランセー座などがある︒と
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化

ホテル︒ザッハーの喫茶店でも左程ウインらしさを感じな

えらんで立ちよったが︑予期に反してウインらしさがない︒

民族は︑日本人の外にはなかろうと思う︒

飯の所作の心をつきつめ︑美的に︑思想的に︑磨き上げる

日本人の﹁極端癖﹂は郁愚さんのいうように︑物質的方

申せば︑日本人は平安時代に中国伝来の天台の諸法実相の

面だけでなく精神的方面にも見られる︒私の商売の領域で

日本人は外来文物の﹁らしさ﹂を実に鋭く見抜いて︑そ

思想を極端化して︑どのような罪悪・煩悩もそのままに菩

しい︒

かった︒東京の場末のウイン喫茶の方が不思議にウインら

れを抽出しそれを濃縮してみせる︒中庸を尊び過・不及を

提なりという口伝法門を発達させた︒一方中国伝来の浄土

にも通同する宗教と倫理の併有を否定して両者を完全に分

さと

昭和五十一年︵一九七六︶︑私が国立台湾大学で日本の文化鰻︲

嫌う中国人は日本人のこの才能を﹁日本人の極端癖﹂という︒

教を悪人正機説にまでつきつめ︑どの国︑どの民族の宗教

史を講義していたころ︑﹃中央日報﹄という新聞に﹁日本人

や緬端癖﹂という短い随想が載った︒この意見は中国人の
十八番らしく︑中華民国六十五年初刊の﹃茶事茶話﹃︵世界

全に融会して︑天の創造・主宰の観念を極端化させること

える普化宗を生んだ︒徳川時代に入ると︑宗教と倫理を完

中国伝来の禅の日用工夫の思想を徹底して座禅を尺八に替

離し︑宗教のみの教︵真宗︶を立てた︒また室町時代には︑

いう一章をわざノ︑設けて︑日本是一個善於吸収外来文明

文物出版社︶の冒頭にも︑著者の郁愚は﹁間話﹃茶道﹄と

道︑番茶道から伽誹道︑衆道から色道・艶道まである︒郁

そう言われて桑れぱ︑儒道・仏道から始まって忍道・仁侠

れて棋道︑書法を入れて書道とする具合だと述べている︒

てしまう︑例えば中国から剣術を入れて剣道︑囲棋を入

日本人は外来文化を巧みに吸収しては︑それを﹁道﹂にし

を楽し象にする︵﹃忠臣蔵﹄のお軽︶という日本独自のプラ

主君のために廓に身を沈めても年期が明けて夫の許に帰る

には体を売っても心は売らぬという江戸女郎の心意気や︑

心身二つの命を説いて平生業成・現生不退の説を立て︑遂

的芸当であろう︒さらに仏教の輪廻の思想を徹底させて︑

これらは万事に中庸を尊ぶ中国人には真似の出来ない思想

自然研究を進めて西洋近代自然科学受容の素地を作った︒

によって︑かえって封建的な政治支配と経済活動を強化し︑

愚氏に聞かせたら仰天歎息するだろう︒日本是一個性格偏
狭愛走極端的民族！万事につけて中庸をわきまえず︑極

トニックラブを創った︒日本人の極端癖は︑こんな具合に

︵包括精神与物質的︶而創造﹁道﹂的民族と書いている︒

端に走ることの好きな民族だと︑郁愚氏はきめつける︒確

外来文物の精髄を取り出しそれを煮つめて純粋結晶体を作

ニキス

くるわもと

かに﹁茶をおいしく飲む﹂という︑ただそれだけの日常茶
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また︑一九六五︵昭和四○︶年にミュンヘン大学で日本

イツの大学で博士号をとるため︑奥さんと子供をつれてミ

リカ人の院生がいた︒彼はジャマイカに住んでいたが︑ド

文化史を教えていたころ︑大学院学生にレックというアメ

こうして取り出した結晶体は︑一見︑余りにも特殊的・

○

り出してきたのである︒

日本的で︑普遍性・国際性を欠くと思われて来たが︑そう

でいた︒私は初夏のある週末を彼の家で過したとき︑一冊

ュンヘンに来て︑近郊のアンマー湖畔の別荘を借りて住ん

日本独自の文化財の一つに浮世絵がある︒大江戸の町人

の詩集を貰った︒彼は詩人で︑俳句より短いシラブルの短

ではない︒

趣味の所産で︑世界の美術史から見ればきわめて特殊であ

詩型文学を英文学の中に確立しようという野心をもってい

も︑今日でも︑アメリカの西海岸の日系人の間では俳句が

は理解しえない極めて日本的な文芸とされている︒もっと

俳句は日本の特殊な風土にもとづく季節感の体験なしに

た︒

る︒この浮世絵がフランスの印象派の画家に刺戟を与え︑
ヨーロッパ美術の発展に貢献したのである︒

第二回目か三回目かに

私は四・五回カリフォルニア大学の研究所へ招かれたが︑

ｌ︵︲クレ近郊で面白い建売り住宅を見た記憶がある．

り合った台北陽明山に自適する中国の文化人黄霊芝さんは

作られ︑日系新聞に俳句欄が設けられている︒また私が知

一九六一年か︑一九六五年かに

日本の建築では建物を雁行させたり斜に配置したり︑その

の中にも俳句の作れる人がいる︒しかし︑日本語で俳句を

俳句の会を主催し︑自ら句集も出している︒ドイツの友人

間を渡り廊下でつないだり︑建物や廊下で区切られた空間
用法を西洋の木造平屋建の建築に取り入れていた︒その上︑

を坪庭に造ったりするが︑こうした数寄屋造りの空間の利

共通体験を最大限に利用し︑文章的表現を最小限に抑えて︑

ク氏の場合はそれと異なる︒彼は︑俳句が作者と鑑賞者の

似るのと同じで︑真の意味での国際性を意味しない︒レッ

植木を数本︑七五三にあしらい︑庭に面した居間には文楽

極小の表現を導火線にして共通体験に点火しようとする日

作ることは︑欧米で花道・茶道や座禅を日本の型通りに真

座の舞台に見るような鴨居に滑車をつけたスライディング

本独自の文芸様式をもつことに目をつけて︑俳句とは別の

利と赤褐色の木皮の細片を片身替り風に色分けに敷きつめ︑

戸障子をつけて小間に間仕切りする工夫をし︑床間まがい

短詩型文芸を英文学の中に創り出そうとしたのである︒彼

裏庭を高い板塀で囲って外部から完全に遮蔽し︑白色の砂

の凹所を作り︑軒先の半スダレや足許灯龍を洋風の意匠に

あしもとどうろう

かえて機能性を発揮させていた︒．
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の作品の二三を原文︵英文︶のまま掲載したいが︑度々の転

狭い意味の国際性ではなく︑より根源的な意味での日本文

こうした海外旅行中の体験からも︑私は今後日本文化の

化の国際性が躍動していた︒

せていただくことにする︒たしかその詩集に︑﹁大くぎ開

宅で彼の著書を見失ってしまった︒発見次第︑後日︑紹介さ

えって豊かな国際性を内包していること︑そして︑日本文

結晶作用Ｉ中国人の悪口をいう極端癖ｌの所産が︑か

化の結晶体が世界各地の意匠を借りてその国々の新しい文

いた窓から燕が飛び込み弧を描いて飛び去った﹂という十
ャマイカ島の開放的な建物︑建物の内外をつつむ南海のさ

七文字より短いシラブルの詩があった︒カリブ海に浮ぶジ

︵文博・東海大学教授・東北大学名誉教授︶

化の創造に役立つことを信ずるのである︒

コーラの味のする詩がいくつかその詩集にあった︒そこに

わやかな空気︑開放的な生活とその心情︑そこで飲むコカ
は日本特有の文物がそのままの形で外国に伝播するという

本文化の国際
八一人の庶民の感想Ｖ

羽亮一

黒

このテーマを考えていくうえで︑なにがしかの参考にして

ある︒大衆の一人である私のような者がこの課題をどう思

いただけるのではないかとの思いにかりたてられたからで

これは本誌から私への原稿依頼状にしたためられた執筆

可能なことではない︒しかし︑﹁身のほど知らず﹂かもし

答えられるのはよほどの碩学で︑一介の新聞記者には到底

っているかを率直に述べることはエリートも大衆も含めて

ば真の国際化はおぼつかないとかねがね思っているからで

課題としても︑大衆レベルの意識や行動が国際化しなけれ

エリートやテクノストラクチャーだけがどんなに国際化を

れないが︑私はこの依頼を引き受けた︒それは︑わが国の

化

の趣旨である︒こういう広範な難しい問題に責任をもって

化をすすめることができるか︒

文化として理解されにくいといわれているが︑どうすれば国際

日本文化は国際的なレベルからみて︑特殊性をもつので世界

日

ＦＤ

︑Ｄノ

／ＩＬ

いったいい方もされる︒タテの国際化を簡単に理解するに

﹁タテの国際化が完壁だからヨコの国際化は進まない﹂と

である︒したがってこれら新興諸国の指導層は国際人であ

への留学者も増えてきたが︑人文・社会系ではやはり欧米

第一級のエリートは欧米に留学する︒最近理工系では日本

国の学術用語で行なわれている︒それでもレベルは低く︑

である︒大学の講義は大体において英語︑仏語など旧宗主

国民に母国語で高等教育を授けることは︑おおむね不可能

は︑明治以降の人文︑社会︑自然各科学の発展の跡をたど

最近︑﹁タテの国際化﹂という言葉がときどき使われる︒

ある︒

ればよい︒明治の初め︑わが国は西欧近代文明を摂取する

を話せなくても勤まる︒ヨコの国際化が進んでいる多くの

る︒それに対してわが国の政治や経済の指導層は外国語

は十分に進んだ日本との︑経済社会の発展水準の差につい

発展途上国と︑それはきわめて不十分だが︑タテの国際化

ために多数のお一届外国人を迎えた︒東京大学の前身である
で行なわれた︒しかし︑明治政府はこれらお一展外国人の後

開成学校の講義も︑これらの外国人により当初は英語など
継者たり得る優秀な資質の日本人をどしどし海外留学させ

訳したのは有名な話だが︑多くの学術や技術の用語は漢字

はほん訳して出版された︒西周がフイロソフイーを哲学と

ろには各学問部門の標準的学術書は日本語で書かれあるい

農村社会的な集団主義もほぼそのままにして西欧の文明を︑

ってしまえば︑日本は明治以前からの儒教的な道徳原理も︑

葉が端的に集約表現している︒紙数が不足なので簡単にい

められたかということだが︑それは﹁和魂洋才﹂という言

次に︑このような素晴らしいタテの国際化がどうして進

てはとやかくいうまでもない︒

を使って和訳され︑明治三十年代になるとごく特殊の分野

その長い年月に培われた文化的な広がりは無視して技術と

で西欧の最先端の文明を教授し得るようになった︒そのこ

た︒彼らは明治二十年代には帝国大学教授となり︑日本語

をのぞいて︑日本語の漢字仮名まじり文で西欧文明の標準

とになろう︒技術１洋才を導入する人は学者文化人であり︑

して導入した︒そして日本的な発展を遂げさせたというこ

その明治文化が現代まで続いていることを″﹁タテの国際

に接せられるようになったのである︒

どの海外窓口であり︑国際ジャーナリストなどである︒こ

外交官はじめ各省庁官僚であり︑商社銀行大手メーカーな

れらの専門家は国際感覚を身につけ︑国際社会で踊ること

はできてもタテの国際化が容易に進まないアジア︑中近東︑

アフリカなどの諸国とわが国を比較すればさらに明瞭とな

も一応可能である︒しかし︑彼等が作った国際関係はそれ

化﹂と呼ぶのだが︑それは第二次大戦後﹃ヨコの国際化﹂

る︒これらの諸国では独立後二︑三十年を経た現在でも︑
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I

時代の経済運営研究グループ報告書﹂は︑前首相の死の一

策研究会を設け︑これを考えさせた︒同会による﹁文化の

カ月後に発表されたが︑そこに﹁近代を超えて﹂といった

ぞれの所属する日本的集団主義の職場では︑日本的に処せ
いくｂこの長崎・出島時代とあまり変らない文化の伝達パ

られていく︒その果実は再び専門家の手で世界と交流して

言葉が比較的安易に使われているのを見て︑私ははっとし
た︒

ターンが戦後は戦前よりも拡大された︒この点に思いを至
さないかぎり︑わが国の真の国際化は進まないのではある

ーゲルの﹁ジャパン・アズ・ナン︑ハーワン﹂という書物の

その視点で︑憂うつな話をすれば五十四年夏以来︑Ｅポ

世界を覆って行った︒明治から大正にかけての日本はその

うに︑近代は西欧に発した普遍的な文明であり︑それが

えた大東亜戦争中が思い出された︒近代民主主義というよ

﹁近代を超えて﹂という言葉からは︑﹁近代の超克﹂を唱

売れ行きがよく︑五十万部を超えたという︒この本でポー

立憲政体を確立する︵憲法制定︶までの約二十年の﹁政治

過程の優等生だった︒それは︑西欧以外の国としては初の

まいか︒

ゲルは︑焼土から自由世界全体の経済規模の一割以上を占

の時代﹂︑日清︑日露戦争からの﹁資本主義の成立と発展

r ワ 、

めるまで発展した日本経済の組織原理である集団主義をし
きりに賞揚している︒その記述が日本人をくすぐったから

に居直って近隣諸国を傷つけ︑桑ずからも挫折した︒﹁近代

の時代﹂とたどってきた︒しかし︑その後は日本の特殊性

の超克﹂はその最終段階に文芸者により唱えられた︒戦後

の時代﹂︑白樺派や大正デモクラシーに象徴される﹁文化

は戦前の社会を﹁タコッポの集合体が生んだ無責任の体系﹂

﹁菊と刀﹂をわれわれはむさぼり読んだ︒当時丸山真男氏

までの﹁政治の時代﹂︑この前後からの経済の高度成長の

社会の推移にも奇妙なアナロジーがある︒第一次安保闘争

ベストセラーになったのだろう︒しかし︑終戦直後には︑

と反省した︒われわれはボゲールを取るのか︑ベネデイク

この点が短所だと述べたベネデイクトの日本人論である

トや丸山真男を取るのか︒こういうことを大衆レベルでと

化の時代は好ましいが︑それを気やすく﹁近代を超えて﹂

時代を経て︑いま文化の時代といわれるようになった︒文

西欧的近代主義には西欧の独自性とエゴイズムがないと

まい︒

などと集約することに陸一抹の危倶を抱かなければなる

ことん考えてみないかぎり︑真の﹁近代化﹂は果されない
はからずも﹁近代化﹂という言葉を使ってしまったが︑

のではあるまいか︒

この言葉一つをどう使うかでも考えるべきことは多い︒大
平前首相は﹁文化の時代﹂といい︑私的諮問機関として政

、 イ ノ

はいえない︒しかし︑いまなお世界はそれに立脚する政治

団を無数に作りがちである︒欧米にも小集団はあるが︑そ

りにくく︑企業内組合であるといった慣行は閉鎖的な小集

ではより多くそれが覆っていることはすでに述べた︒ソ連

宮﹂では基本的に個人主義的な競争原理がある︒それに対し

ない︒このため労働組合も欧米のような職能別組合にはな

とは異って︑農民革命というアジア的な社会主義革命で建

争で︑集団内は庇護社会︵ｇｏ目ｏ⑦Ｈ＆ｍ○号ご︶となりがち

てわが国には競争があっても︑それは主として集団間の競

や経済の原理で動いている面が大きい︒教育・学術・文化

国された中国も︑最近は﹁四つの近代化﹂︵中国語では現

学校もそれに似ていて︑落第︑退学がきびしく行なわれ

である︒

代化という︶を主張し実践するようになった︒その普遍性
以上のようなことであれば︑﹁どうすれば国際化をすす

の大きさは否定すべくもない︒

かといって日本文化の特殊性に居直ることは危険な態度で

タマを下げる段階でなくなったことは確かである︒だが︑

ならない︒卒業をきびしくし︑また卒業生を採用する企業

必要だが︑この基本構造を変えないかぎり入試地獄はなく

試地獄が青少年の教育をゆがめているという︒入試改革は

は入学試験はきわめて難しいが︑卒業率は九割になる︒入

いが︑卒業するのは容易ではない︒これに対してわが国で

はあるまいか︒国際化をすすめる具体的方法として︑外国

ることはない︒アメリカやフランスの大学は入学はやさし

語を自由に使える日本人をもっと増やすとか︑対外広報費

の側は年齢制限︑有名校主義などというヤポなことをせず

めることができるか﹂に対する解答はおのずと限られてく

を十分使うとかいうことに配慮するのは当然だが︑そうい

るであろう︒日本人は近代文化文明の普遍性に無条件にア

う小手先のことより重要なのは︑具体的な社会慣行そのも

しかし︑集団主義が社会の安定と成長をもたらしたこと

地獄の様相も変ってくるだろう︒

たとえば前記の小集団主義はどうして根強いかというと︑

はまちがいない︒全面的にぶちこわすべきものではないし︑

に︑自由に実力のある人材を登用するようにすれば︑入試

官公庁や企業の学卒採用・年功・終身制という雇用慣行に

のを国際比較の視点からじっと見据えることである︒

根差している︒新規雇用は原則として若干の新規学卒者で

いということになるのだろうか︒そこが難しいところであ

る︒私は基本的慣行はいまのままであるにしても︑企業や

それは不可能である︒では永遠に国際的な文化を持ち得な

はないが年齢が重みを持つ︒五十五歳から六十歳あたりの

学校の入り口と出口を少し変えて桑たらよいと思う︒企業

まかなう︒組織内での処遇には実力のほどが反映しないで
定年までは︑よほどの不都合がないかぎり失職することは
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には改まるものではない︒しかし︑単一民族国家の日本で

ての採用を拒否することに連なる︒同じ日本人でも︑長期

の条件をきびしくしてみたらどうか︒要するに多様な条件

は当然のことだと居直っているのと︑どこまで環境が変っ

は全員を新規学卒者から採用することなく︑異種の経歴者

を日本社会に与えることに積極性を持つ態度が望まれる︒

てくるかは別だが︑開かれた社会に向って努力して承ると

を三分の一でも四分の一でも採用して象たらどうだろうか︒

国際化とは多様な条件の中で主体性を持つことである︒そ

いった態度を取るのとでは将来はずい分と変ってくるので

されにくいといった事態になる︒こういう空気は一朝一夕

の訓練には国内の同質社会的様相をまず試験的に異質化し

はなかろうか︒要するに︑身近かな一つ一つの問題を国際

間海外に在住して帰国した子弟は一般の小中学校では歓迎

ていくことがもっとも効果がある︒最近は﹁文化の時代﹂

だけ多くの国民が身につけるということになろうか︒回り

比較の視点でとらえ︑できることは実践する習慣をできる

大学入試も推せん入学とか種々の方法を加味したり︑卒業

であるとともに︑﹁地方の時代﹂︑﹁地域の時代﹂ともいわ

れる︒︵日本経済新聞論説委員︶

道ではあるが︑それ以外に即効的な手段はないように思わ

れる︒国際化と地域化は決して矛盾することではないどこ
かろうか︒地方←東京←外国というチャンネルでものを見

ろか︑地域化ができれば国際化もできるということではな

ヲｏＯ

たり考えるのではなく︑地方・東京←外国という発想であ
島国で︑異民族も混住していないことが庶民段階での国
際感覚の芽生えを妨げているというのは事実である︒アメ
一千万人以上の外国人労働者が働いている︒これに対しわ

リカは人種のるつぼだし︑英︑仏︑西独へ北欧三国にも総計

が国では︑韓国・朝鮮人六十万人︑中国人五万人のほかの
定住外国人は一万人に満たない︒この違いがインドシナ難
民の救済や受入れについての欧米との態度の違いとなって
にする︒国公立高校や大学での外国人教員の正規身分とし

現われてくる︒留学生などの滞在生活を非常に窮屈なもの
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いるのは禅宗であるとされている︒仏教本来の三種の実践

仏教各宗の中に於いて原始仏教の面影を最もよく残して

てみると禅は真水であり︑他の諸宗のようにまじり物がな

から﹂と筆者に仰せられた事を想い出す︒宗教を水に警え

﹁禅はいいですね︒守らなければならない教理がないです

習学師を仏教青年会でお呼びし講演して戴いた時︑師が

伊豆山格堂

戒定慧三学の﹁定﹂は﹁禅定﹂であり︑坐禅は自力聖道門

い︒真水なるが故に何にでもよく合う︒かくて詩と結べば

禅文化の国際

各宗に通じて実践されるものであるが︑禅宗以外の聖道諸

詩禅一味︑画と結べば画禅一味︑茶と結べば茶禅一味︑剣

リユウモソジ

ジリキシ鹿ウ

宗はとかく観念的哲学的に奔り非実践的の傾向を強めた︒
ゲ

中国に於いて新たに成立した禅宗は﹁教外別伝︑不立文字︲一

と結べば剣禅一致となる︒禅ほど様々の文化を潤した仏教

宗・華厳宗等にあっては︑天台哲学華厳哲学の殿堂が高く

思うに︑教宗にあっては教理自体が一つの文化である︒天台

鈴木大拙先生に帰せらるべきであろう︒先生を﹁現代の達

化するに至った事を指すとすれば︑その功績は主として故

ないが︑禅が日本だけに賜踏せず欧米諸国に拡がり国際

禅ブームという言葉がある︒誰がいつ頃唱えたのか知ら

誌﹃禅文化﹂を刊行している︶︒

られるようになった︵京都に花園大学禅文化研究所があり機関

は使われなかった﹁禅文化﹂という語が此の頃頻りに用い

機能に勝るとも劣らないと言えそうである︒明治や大正に

て著るしい︒禅が演じた文化創造の機能は︑本来の宗教的

は他にあるまい︒而もその事は中国に於てよりも日本に於

を標傍し︑それら教宗︵学問宗︶に対抗し坐禅に努め実践的

たるを以て其の特色とした︒思うに現実主義的実践的な中
国民族が生み出した彼等に最もふさわしい仏教が禅宗であ
ると言えよう︒それは又日本にもあてはまる事ではないか
と思われる︒

其の禅宗が各宗の中にあって特に芸術等の文化を生糸出

誉え近づき難い︒浄土門にもそれぞれ教理があって必ずし

磨﹂と評する人があるが︑達磨生前の影響が中国の一部に

す原動力となり得たのは︑如何なる理由に依るのであるか︒

も入り易くない︒然るに禅宗にはそういう哲学・教理が殆ん

ケゴソ

どない︒大分前に筆者姫路在住の折だが︑真宗の学者山辺
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化

点︑又茶そのものが禅の清規︵僧団規則︶の影響を受けてい

嶺宗訴に参じている等︑初期大茶人は悉く禅に参じている

シソギ

止まっていたのに︑﹁現代の達磨﹂の足跡は世界的であっ

る点から見て︑茶こそ禅文化の随一かと思われる︒而し

ソウキソ

いる事元よりであるが︑類い稀な英語力が大いに物を言っ

た︒それには瓢々乎たる高い人格と深い禅の造詣が与って

へ︽弓馬国○鼻旦目①幽愚を出版した明治美術界の先覚者天心岡

て明治三十九年五月日露戦争の直後に一三Ｉ・ヨークで

倉覚三美術学校校長辞任後ボストン美術館東洋部長︶は︑茶が国際的認

た事を忘るべきでない︒東洋学者ポール・ケーラスの助手
との結婚等により生来の語学的才能が愈々磨かれ︑英語の

フランス・ス︒へイン・スウェーデンの諸国語に訳され︑岩波

識を得る為めに実に偉大なる貢献をした︒此の書はドイツ・

としての青年期十三年の滞米生活︑米婦人ビアトリスさん
方が日本語より自由な位いになり︑思惟する場合も先づ英

を以て最とすべきである︒先生がいわば﹁禅文化﹂として

盟巳牡版もある︒岩波新書に北川桃雄氏訳︒全集本では第十一巻︶

司○匡己昌○邑与︒︾版︒后詔．ロンドンの詞○屋の舟の色己〆⑦唱国

改一訂版は︽函の目色乱昔冒己のいの︒巨冒﹃のご一豆１．ヨークの国︒房品の国

○巳冒吊曽．︵ら認．大谷大学弓胃園の５自国巨匙三黒曽ｇのど刊︒

先生の︽︽爵旨国且号厨日四目岸い目室巨のロ︒①○口百冨口の︑の

になって行く︒禅文化を世界に知らしめたのはやはり大拙

﹁審美主義の禅含のロ旦四のの昏昌：ョ︶﹂とある︒天心は茶

いる所を﹁禅﹂と言い代えてもいる︒此の書の巻末には

固いョ︶即ち茶道にまで進めた﹂と︒ここで﹁宗教﹂と言って

本はこれを高めて一種の審美的宗教︵曽旦値︒ロ・圃の

な遊びの一つとして詩歌の域に達した︒十五世紀に至り日

用として始まり後飲料となる︒支那に於ては八世紀に高雅

禎輔﹃鴬筆余滴﹄︶天心は此の書の冒頭に於て日く﹁茶は薬

種の哲学だ﹂といい︑夫人は利休を激賞したという︒︵藤代

学担任シェッフェル教授は独訳天心茶害を読み﹁あれは一

文庫の邦訳は昭和四年に出た︒旧暑へルリン大学のドイツ文

語で思惟するようになった︒禅の国際化に先生以上の適材
は当分現われそうもない︒

採り上げたのは︑美術・武士道・剣道・儒教︵宋学︶・茶道

道の精神的根拠を道教︵老荘の教︒道家思想︶と禅に置

禅が国際的になれば豊かな禅文化もそれにつれて国際的

・俳句・能等であった︒外人には珍らしい内容といい美し

又禅を道教の正統の継承者︵屑三日具の

き︑﹁茶道は道教の仮の姿︵弓四ｇいョ冒島侭昌切の︶﹂と言い︑

屋︒ｏのいい︒儲︶とも言っ

吾里︲

い挿絵写真といい︑本書は先生の数ある英文著作の中︑特
ジョウダイリソ

に人々に愛好され普及度の高い物のようである︒

外国に紹介した最初のものとされた︒︵﹃鈴木大拙座談集﹄第

ている︒大拙先生は天心の茶書を賞讃し︑且つ禅を英文で
ハツス

茶の﹁開山﹂村田珠光は一体に参じ中興武野紹鴎は大林
ソ・ウト ウ

宗套に︑其の弟子茶の大成者千利休は大林及びその法嗣笑
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た︒濠州版はシドニイ大学○鳥貝四扇目島①︑担任のサドラ

があるが︑嘗て英国エディン︑ハラ版と濠州シドニイ版が出

英文天心茶書には今米国タトル商会版と東京の研究社版

事︶の作法に禅林清規の影響がある事などに触れ︑沢庵禅

明の縮図である︒茶掛けに禅家の墨蹟を尊ぶ事︑懐石︵食

パーバック版として再版された︒教授によれば茶は日本文

京に支社がある米国のタトル︵冒己の︶商会から小型の︒ヘー

母国に一戻り一九七一年逝去︑教授の茶書は一九六二年に東

ー︵Ｐ．Ｆ盟些の廓︶教授が一九三二年に︑露地清茶規約・利

を世に知らせている︒教授には方丈記と平家物語の英訳・

師の壁書を翻訳して掲げるなど︑茶が﹁禅文化﹂たる消息

二巻東洋と西洋︶

休百首の英訳等を附録として刊行した物である︒其の時土

というべきである︒︵筆者未見だが西独リール大学東亜研究所ハ

家康の生涯・日本小史等の著もあり︑日本文化紹介の恩人

シンギ

地の新聞が粗忽にも是を同教授の著として紹介したそうだ
が︑教授が﹁私に天心先生程の文が書けたらなあ﹂と苦笑し

を神戸のトムソン社から刊行された︒大型の巨冊である︒

茶室星光庵を寄贈したが︑現鵬雲斎はミュンヘン市に閑松

しなじ先代淡々斎は国際茶道文化協会を設立︑ホノルルに

支部の所在は三十二ヶ国に及ぶ︒︵その実状は筆者は詳らかに

さて茶の稽古となると裏千家が断然国際的にも優勢で︑

ミッチ教授に﹃茶道﹄の著ある由である︶

た事が︑当書シドニイを訪れた鈴木文史朗氏により英語雑
誌﹃時事英語研究﹄に伝えられた︒教授は翌一九三三年に

自序によると︑天心の茶書は茶の精神を述べた最善の書で

庵︑ハワイ島ヒロ市に松浪庵︑ハワイ大学に寂庵の茶室を

倉○頭シ︲ｚｏ︲因ｇ自国同﹈シもシｚ両︑同月両シ○国宛嗣冨○ｚ忠︾こ

はあるが︑茶の詳細に亘っていない︒それ故日本の資料に

寄贈した︒故藤原銀次郎氏が昭和七年にスウェーデン博物

サンパウロ大学は昨年九月茶道を正課及び課外授業として

館に瑞腫亭を寄贈した挙に続くものである︒尚ブラジルの

程本書は茶事の実際は元より︑茶道史の大略を各種の逸話
を交えつつ述べており多少雑然とした感を免がれず︑人名

本づき更に深い知識を提供しようとするのだとある︒なる

の発音等に間を誤りはあるが︑網羅的で且つ興味深いと言

今春亡くなられた久松真一先生は鈴木先生の位置を継ぐ

が開かれている︵中央公論昨年八月号︶

禅学者であるが︑その﹃禅と美術﹄は一九七一年英訳され

取り入れた︒又・へルーのリマには日秘文化会館で茶道教室

千家の茶を学ばれたのかも知れない︒教授はオックスフォ

︽侭のロへ一旦吾①同旨のシＨ尉患として講談社から出版された︒

えよう︒巻頭に裏千家先代家元淡々斎千宗室宗匠若き日の

ード大学を出て直ぐ岡山第六高等学校に赴任︑勤務約十年

写真︵一九二四年︶が出ている所を見ると︑教授は滞日中一異

一九二二年シドニイ大学に転任︑一九四八年迄在任して後
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︽圃同ｚシ幻日両○詞冨同ロ弓シ国○ｚ・パ弓匡皇①○○．ご菌︶は

のである︒聾の葛四月言．函︒旨のの

且︒匡日旨函○国︒菌．

今圃の画面巴日旨唄︾︵一九七○年講談社︶は右二人を中心としたも

に仙匡に傾倒して来たのが︑故淡川康一氏である︒氏の

なった︒禅画を代表するのは白隠と仙匡であるが︑多年特

﹁禅文化﹂と並んで﹁禅画﹂の称が此の頃行われるように

際旨・︾︾︵詞四目○日国○房①︾ｚ︐国．らぎ・︶は欧米人の興味

禅文化に関する東西文献の綜合的選集自言弓︒獄匡・︷

うである︒ロス女史︵Ｚ自昌乏房○口宛︒閉︶編纂の禅と

つつある︒枯山水の影響でロック・ガーデンも現われたそ

らないと思われていたのだが︑今や禅画や書まで理解され

は不案内である︒従来欧米人にはせいぜい浮世絵位しか分

おられるそうであるが︑同センターの詳細に就いては筆者

︵茨城大学名誉教授︶

と理解を更に拡げるのに役立っている事であろう︒

小冊子であるが堀岡氏勤務のボストン美術館の宋元絵も多
先生の英文の国ｚ⑦シ目は出光佐三氏と閃く四ぐ巴︺国○言訂口

イデミッサゾウ

く掲げられ解説には俳句を交え楽しい読承物である︒鈴木

﹁ある古書にまつわる因縁話﹂を読んで

女史協力のもとに一九七一年ロンドンで出版された︒仙匡
画の瓢逸・諾誰に対し︑力強く禅機溢れるのが白隠の画で

寺崎隆治

西村会長がこの書を発行されるに当たり︑こと皇室や東園

た︒

瑞厳寺等を訪ねその実際を観て益を感銘を深くいたしまし

行︑滞在した際この因縁話にでてくる︑瑞鳳殿や青葉城︑

返し拝読非常な感銘にうたれました︒そして先日仙台に旅

西村会長著﹁ある古書にまつわる因縁話﹂を何回も繰り

ある︒京都生れで同志社出身の独逸人故クルト・ブラッシ
ュ︵尻巨風国国切呂︶氏は白隠に傾倒し国働冒冒巨且島の伊ロ︲
冒巴の国︒︵日独協会︒喧野︶を書いた︒︵邦訳付き︶圃両ｚ⑦シ
︵Ｎ⑦早冨巳閏里口両ロ弓の︒困画の両の嗣伊Ｆの⑦エンヨ目両口冗
ｚＰ目ご元︲ごｚＣぐ○Ｆ肉同詞〆ｄｚｐ両Ｃの弓シ望両ｚの︾目○︻︲

母○ｓ臼．は白隠を含め他の多くの禅画を論じた物で︑是
には二玄社版邦訳がある︒本来氏はブラッシュ商会主で貿
易商である︒その頭脳と努力は敬服に堪えない︒昭和三十

にことばづかいや︑正確さ︑史実等について慎重を期せら

侍従その他伊達政宗公等の史実に関することであり︑非常

れ︑二ヶ年も思いを練られましたことに対し敬意を表しま

五年に細川家所蔵禅画展がブラッシュ氏の肝煎りで欧州各
国を巡回して十三ヶ月催された︒たしか淡川康一先生が解

す︒大へんなご努力であり力作であります︒

︵特別会員︶

説に当られたと思う︒最近﹃白隠の芸術﹄を著した棚橋一
晃氏はサンフランシスコ禅センターで禅の美学を担当して
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わが校における国際理
解教育

文法︑英作文︑英講読︑英会話のほか︑第
三学年で第二外国語︵独仏等︶や英文タイ
プも選択履習させている︒

二︑交換留学

留学生には︑日本到着のその日に日本式

尻ノ○

の旅館に泊まらせ︑とりええず日常生活に

を教える︒また本校の受け入れの方針と留

必要な風呂・トイレの使い方︑家の構造等

本校は昭和二十五年︑国際文化観光都市

生の交換を行ってきた︒留学生の派遣につ

校独自のプログラムを通して数多くの留学

にＡＦＳやロータリー・クラブあるいは本

その一つが留学生の交換である︒これまで

極度に緊張した状態で受け入れ家庭に入れ

留学生をリラックスさせることができる︒

とがおこるようである︒この宿泊によって

ーションなしでは︑いろいろと不都合なこ

識はもってくるが︑このようなオリエンテ

留学生はこれらのことについては一応の知

学生としての心構えについても説明する︒

奈良にふさわしい視野の広い国際感覚を身

いては︑相手との交渉と連絡︑それに必要

土谷正弘

につけた人材の養成をめざして創設された︒

書類の作成等が主な仕事であるが︑受け入

るのは好ましいことではない︒

本校の国際理解教育には二つの柱があり︑

翌年全国にさきがけて外国語科が普通科

れる場合の仕事は誠に多岐にわたり実に大

｜︑はじめに

に加えて設置されたのもこの願いからであ

変である︒

紹介し理解してもらうことが大切であり︑

吸収するだけでなく︑菰極的に日本文化を

豊富に持つ奈良市においては︑外国文化を

して取り組まれてきた︒歴史的文化遺産を

正しい認識をもってもらうことが︑留学を

る︒その不安をなくし︑受け入れについて

融慣の違い等の不安が先立つのが普通であ

留学生を受けるとなると︑言葉・食事・

心構えについて話し合うことから始まる︒

の仕事は受け入れ家庭を選び︑その条件と

ここでその一部を紹介してみよう︒最初

業とホームルーム活動︑昼食を共にするこ

学級との接触は︑体育・書道・英語の授

本校の留学制度が成り立っている︒

これは教師の奉仕であり︑この奉仕の上に

をはじめとするさまざまな教科を教える︒

人かが自分の持ち時間以外に彼等に日本語

級に所属させる︒そして︑本校の教師の幾

学校では︑受け入れ家庭の生徒と同じ学

り︑本校の国際理解教育は︑この外国語科

正しい相互理解を目標に努めている︒国際

を中心に普通科も含めた学校全体の課題と

理解は︑まず自国を知ることであるという

と等を通して行なわれる︒

ブが好まれる︒この部活動を通して得た経

・華道・柔道・剣道といった日本的なクラ

また︑放課後は部活動に参加する︒茶道

成功させる鍵である︒留学生を決して客扱
ち日本語で話し日本の習慣で生活させると

いせず家族の一員として扱うこと︑すなわ

のが我々の基本的認識である︒

いうことが原則であることを理解してもら

本校は︑現在生徒数一四五五名︑教員七
九学級である︒外国語科では︑英読本︑英

○名︑各学年とも外国語科二学級︑普通科
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日本︑そして自分の国と日本の相違を語り︑

が︑この機会に自分の国︑自分の目で見た

てい自国の紹介か英語研修の手伝いである

ばしば他の団体の活動にも招かれる︒たい

ることも多い︒

験は貴重であり︑部員との深い友情が生れ

ながらも留学生と話し合えるようになる︒

せない︒しかし︑少し時が経てば︑不十分

最初はごく単純なことが聞きとれず︑話

あるかを知る︒英語を得意とする生徒も︑

自分の英語の知識がいかに偏ったもので

としては一番純粋である︒生徒たちはまた︑

段として学ぼうとするのであるから︑動機

を学ぶのではなく︑人を知り合うための手

組まれてきた︒

え合わせ︑例年次のような国際理解行事が

のような訪問者の目的と本校の目的とを考

学生に生徒との交流を頼むこともある︒こ

けることも多いし︑時には近くの大学の留

校ということで︑市関係の訪問者を引き受

受け入れる︒また︑奈良市の唯一の市立高

機関を通じ︑海外からのいろいろな団体を

こみ︑自分たちと彼等の物の見方や考え方

国に対する表面的な理解から一歩中に踏象

学生と接しているうちは︑ごく自然にその

は一口では語れない︒生徒たちは身近に留

留学生が本校で果してきた役割の大きさ

欠けているものではないか︒留学生・留学

ある︒これらが今日の日本英語教育で一番

とそれに伴う勉強への励みが加わるからで

用しており︑これに言葉が通じた時の喜び

もどうしても話したいという強い意志が作

これは一つには慣れにもよるが︑なにより

ーティを中心にした交歓会が恒例になって

奈良国際理解協会と共催で行なう餅つきパ

Ｏ三学期の行事節分に最も近い土曜日

となり部活動は交流の場となることが多い︒

授業参観はしばしば生徒との話し合いの場

で講演や交歓会︑放課後は部活動を見学︒

明と案内と授業参観︑午後は全生徒と講堂

○｜︑二学期の行事午前中は学校の説

留学生の活動は学校内にとどまらず︑し

国際理解に努める︒

の違いや共通点を考えるようになる︒中途

る種々の国際理解行事のおかげで︑英語で

を終えて帰ってきた生徒︑さらに次にのべ

いる︒この日は︑近くに滞在している外国

を悟ることもある︒留学生と話すうちに︑

人や大学の留学を本校に招き︑午前中は一︑

半端な知識を振り回すことがいかに危険か
日本とは何かを考えざるを得なくなり︑同

る生徒が︑本校にはかなりいるのである︒

相当程度の意志の疎通をはかることができ

ヶー茨ヨンの手段は英語である︒多くの生

本語が話せるようになるまでは︑コミュニ

等の団体と協力体制をとっており︑その活

良の多くの国際理解協会や奈良青年友の会

計画される国際理解行事である︒本校は奈

国際理解教育のもう一つの柱は︑毎学期

を深める︒この部の日本語創作劇︵英語同

れぞれの国の歌を紹介しあったりして交流

部が中心になり︑ゲームを楽しんだり︑そ

な餅つきを行なう︒そのあと英語国際活動

の食堂を開放し︑職員生徒も参加して盛大

二学期の行事と変わらないが︑午後は本校

徒も︑留学生も互いに話したいと思う︒英

時通訳をイヤホーンを通して利用する︶も

三︑国際理解行事

時にいかに自分の国に無知であったかに気
付くのである︒また︑英語教育に与える影

語を学ぶ動機づけとして︑これ以上のもの

動センター的役割を果している︒これらの

響も見過すことはできない︒留学生が︑日

はない︒大学入試や就職試験のために英語
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好評である︒

その他定例の国際理解行事という形でな
しに︑海外からの団体の訪問を受けること
も多い︒そのような場合にも︑できるだけ

めた全校生徒に向かって述べられた講演の
一部である︒

四︑おわり

本校におけるこれら国際理解の教育は︑

関係の機関団体や父兄の協力と︑なにより

たった︒今では︑学園生活の中に留学生が

も教職員の献身的な努力によって今日にい

溶けこみ︑なんの違和感も感じさせない自

は︑人々が初めて見た地球の姿でありまし

テレビの画面に映し出されたのです︒それ

の最初の人工衛生から地球を撮った写真が

大変重要なことが起こりました︒アメリカ

﹃ｌ︑三年生の皆さんが生まれた年に︑

人生観・世界観の形成期とされる高校時代

きな比重を占めるべきであり︑とりわけ︑

要請に応えて︑今後の日本の教育の中に大

ければならない︒国際理解の教育は︑この

育成ということを真剣に考え︑取り組まな

職成員としての自覚と力を持った日本人の

既に久しい︒われわれは︑世界共同社会の

ればならないものである︒留学生を受け入

が︑これらは当然に制度に裏うちされなけ

全教職員の善意と努力に支えられてはきた

を超越した密度の濃い計画が組まれ︑幸い

本校では教少ない彼等の為に︑勤務時間

活を送らせるための努力は並大抵ではない︒

しかし彼等をして快適な価値ある留学生

由で自然な雰囲気ができあがっている︒

た︒われわれの地球はなんと小さいのか︑

るためには︑物心両面に亘る条件整備が必

れ︑しかもそれを相互に価値あるものにす

地球時代の到来を耳にするようになって

宇宙を漂う小さな惑星に過ぎないではない

いうべきである︒

は︑この教育にとって極めて大事な時期と

定例行事に準じた形で交流を図っている︒

か︑と考えたのでした︒この地球は傷つき

皆さんは情熱をもって自らを高める努力を

任は重大です︒この問題を解決するために︑

ず︒特に地球の将来を荷なう若い人達の責

たちは︑地球を大事にする責任があるので

メリカ︑オーストラリアを初めネパール・

している︒留学生はこの二十年程の間にア

に位置づけられ︑大事なものとなって定着

てきたが︑これらはいずれも教育活動の中

と受け入れ︑各種国際理解行事に力を入れ

本校ではこの考えに立って留学生の派遣

いく基礎をつくるものである︒国際社会の

始まり︑協調的な国家関係にまで発展して

ふれ合いを通して国民の心を知ることから

函

やすくもろい星であります︒だからこそ私

しなければなりません︒情熱の中に倣慢の

思います．ｌ﹄

喜ぶ自分を見つけることであって欲しいと

人の幸せのたに自己の最善を尽くすことを

豪副首相夫妻の来校もその一つであった︒

六百五十名のゲストを迎えてきた︒前述の

際理解行事には︑今日までに五十ヵ国より

名を送り迎えた︒又学期毎に計画される国

セイロン・韓国・中国等との間に延べ五十

教育の重要性を改めて思うものである︒

ればならないことを考える時︑国際理解の

び将来の日本の教育の大きな柱にならなけ

信頼をうる日本を育成することが︑今日及

国際理解は︑外国の人達と交流し︑心の

い︒

要であり︑校長として考えるくさ課題は多

心が入り込まないように注意しながら︑他

これは一九七八年三月二十日︑本校を訪

︵奈良市立一条高校長︶

問されたアンソニー豪副首相が︑講堂を埋
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︹資料︺

教育・学術・文化における国際交流について︵昭和四九・五・二七︶

中央教育審議会答申

んで国際社会に対して大きな影響力を持つに至りまた我が

意によるものであり︑特に現今の我が国は︑欧米諸国と並

おける我が国の目覚ましい発展は︑国民の英知と不変の熱

り入れつつ近代国家形成のために努力してきた︒この間に

我が国は過去一世紀の間︑欧米諸国の文明を積極的に取

に︑進んで諸外国との相互理解を深め︑相互の発展向上に

積極的に志向する国際性豊かな日本人の育成を図るととも

害にとらわれることなく︑各国国民との友好関係の増進を

うな国際社会からの要請にこたえる意味からも︑目前の利

協力と協調の必要性が従来以上に強調されており︑このよ

格差解消︑資源問題等多くの世界的課題に直面し︑国際的

一方︑現在の国際社会は︑東西間の緊張緩和︑南北間の

ている︒

国に対する国際社会からの期待も大きなものとなっている︒

努めることを我が国に課せられた極めて重要な課題として

前文

しかしながら︑このような近代国家の形成の過程を顧染
ると︑我が国は欧米諸国の知識・技術を個別的に吸収する
対する諸外国の理解を深める努力に欠けるところがあった︒

神的連帯の上に築かれるというユネスコ憲章の前文を想起

平和は永続するものではなく︑真の平和は︑人類の知的精

この際︑政府間の政治的及び経済的取決めの桑に基づく

認識する必要がある︒

このような我が国の発展過程における特異な経緯は①地

ことに急であって︑諸外国に対する総合的な理解や我国に

理的特殊事情により︑異質文化との日常的接触が固難であ

る︒その意味で従来我が国の国際交流諸活動がしばしば政

・学術・文化の国際交流の重要性を正しく評価すべきであ

治・経済の交流を中心として展開されてきたことを︑深く

し︑人類の知的精神的連帯を深める基盤ともいうべき教育

様式を生み︑特に︑近年における海外活動の拡大に伴い︑

協調の精神の欠如をもたらし③独善的にして閉鎖的な行動

反省しなければならない︒

ったこともあり︑往食にして②国民一般の国際理解や国際

我が国に対するいたずらな誤解と不信を招く背景ともなっ
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学術・文化におけるそれぞれの発展向上を図ること︒

⑧相互の接触から得られる理解と刺激によって教育・

に対する理解を深めること︒

協調の精神を持ち︑国際社会において信頼と尊敬を受ける

⑨国際的な協力事業への積極的な参加を通じて︑人類

このような反省の上に立って︑まずもって︑国際理解と
に足る日本人の育成に積極的に取り組むとともに︑相互の

国際社会の一員として︑諸外国と協力協調︑しつつ国際社

解と尊重の精神の下に︑異質の文化の相互影響による

③文化交流は︑それぞれの固有の文化に対する深い理

れるべきこと︒

学術の発展の動向に即して︑平常的な活動として行わ

②学術交流は︑学術の普遍性のゆえに国内及び国外の

向に即して行われるべきこと︒

仰教育交流は︑国内及び国外の教育諸活動の発展の動

できないことを認識すべきである︒

動と一体的に展開しなければ︑その目標を十分に達成

本的な考え方に立って国内の教育・学術・文化の諸活

を独立した活動と考えるべきではなく︑次のような基

また︑教育・学術・文化の国際交流活動はそれ自体

共通の課題の解決に寄与すること︒

連帯と発展向上の基盤となるべき教育・学術・文化の国際
交流活動を︑国内におけるこれらの振興施策を踏まえて抜
本的に改善し拡大しなければならない︒

第一教育・学術・文化における国際交流の
目標及び基本的考え方
教育・学術・文化における国際交流は︑それぞれ民族固
有の文化に対する理解を増進し︑価値観の相違についても
認識を深めるとともに︑それぞれの分野における発展と向
上を図り︑ひいては世界の平和と人類の福祉に貢献しよう
とするものである︒

会に対して積極的に貢献するためには︑教育・学術・文化

内及び国外の文化活動の発展の動向に即して世界的な

創造的発展を促すものであるという考えに立って︑国

急激に進展する国際化の時代にあって︑我が国が︑今後

の国際交流活動は︑次のような目標の下に︑これを展開し

って行われるべきこと︒︵以下省略︶

済の交流からは相対的に自立しつつ︑長期的視野に立

③教育・学術・文化の交流は︑原則的には︑政治・経

規模において行われるべきこと︒

なければならない︒

①国際社会の一員としての日本の責務を自覚し︑国際
すること︒

社会において信頼と尊敬を受けるに足る日本人を育成

②日本についての外国人の理解と︑我が国民の諸外国
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連載︹西村式綜合健康法・夢ものがたり集︺その②

﹁健康なからだ﹂をつくるために
今回はそれに関する私の工夫と考案によ

ようか﹂とか︑﹁便秘で困っているのです

あげて︑﹁いったい︑どうすれば治りまし

も︑きまったように︑なんかの病名をとり

↑西村幸二
る﹁健康と長寿﹂という最も大切なことを︑

が﹂とか尋ねられるが︑その都度︑﹁病気

目次

解り易いように︑ちょっと趣向を変えて

口上

つ こ

″詰め将棋″の王将に擬えて︑目指す八王

じゃありませんよ﹂とスゲなく云って︑長

を治すのはお医者さんの領分で︑私は医者

なぞら・

将Ｖ生け捕りの一手︑一手をご披露するこ

年会社勤めをした素人のこの私のこととて︑

健康なからだをつくるために

①病気を治すのではない

を引っ捕えて︑城下の誓いを立てさせるこ

ととしました︒果してこの手強い八王将Ｖ

ひとて

②﹁健康﹂とはいったい何か？

ごわ

③﹁からだ﹂とは何を指すの

○００

﹁病気を治すのじゃなくて︑ただ病気になら

○○

ないような〃健康なからだ″を作るのです
金串当

つ幸↑

から︑足の爪先きや︑土踏まずまでも残る

よ﹂とお答えして︑全身を︑頭のてつぺん

隈なく︑普通の体操やら︑摩擦︑指圧︑さ

うたかた

か︒或は表題のように︑泡沫の〃夢ものが
たり″に終って消え失せるかも知れません

の運動をお教えしている︒従って病気を直

ては操む︑押す︑叩く︑といったやりかた

る狙いであって︑出来れば老化現象までも︑

れら

保持して︑むしろ病気を予防するのが主た

○Ｏ

合理的な方法で︑常に素晴らしい健康体を

接治すのが目的ではなく︑極めて学理的︑

も

が︑代は見てのお帰えり︑これより次為と︑

地方でこの健康法を実行しておられる人を

わたしの宅の百歳会に集まる方為は勿論︑

①病気を治すのではない

少しづつ種明しをして参りましょう︒

う

簡単にそんな我が侭をお許しになるかどう

かぎ

の鍵を握っておられる神様が︑オイそれと

とが出来るか否かは︑何しろ肝心の﹁天寿﹂

か？

④二種類の細胞
㈹〃一般細胞〃に就て
㈲〃神経細胞川に就て

口上
前回の本誌両月号︶で私は︑百二十五歳の

天寿は兎も角として︑私の唱えている自分
でやり繰り出来る︑﹁第二の天寿﹂とも言
える九十五歳位までは生き延びましょうと
皆さんにお勧めしました︒
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郎

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

②病気であってもかまわない︒自分の

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

寿命とは別とは申せ︑この健康法が大いに

作った人生の立派な目的を達するため

おく

その進行速度を後れさせ︑あわよくば長寿

与って力あったと︑吾れとわが身を〃生き

るらしい︒

に最も適応した状態であるとさえ唱え

本年︵一九八○︶五・八日同会の詔回

年加盟︑毎年四月七日が世界保健デー﹂

現在では一三八ヵ国・わが国も一九五一

ュネーブに在り︑一九四八・四・七日成立︒

保健衛生の分野を受け持つ機関︒本部ジ

︵世界保健機関ｌ国際連合の事業のうち︑

︑

さえ︑わがものにせんと︑私なりの欲張っ

身の証拠側として︑自慢の一つも言いたい

しょうじん

た夢を画いて︑折角精進しているのである︒

は︑ましなものに仕上げて桑たいと︑それ

とひたすら勉強を続けて︑そのうちに少し

︑︑

ところが︑ひとたび決心してスタートを

こそ夜を日についで張り切っている次第で

︑︑

切ってみると︑月日の経過と共に︑身体が
次第に快調となって力づけられ︑面白味も
ある︒

か？

②﹁健康﹂とはいったい何

湧いてきてこれが習慣となり︑続けての実
行は楽し糸と希望を生糸︑挙句の果ては︑

どんな苦難を排してもやり通そうとの最初
の念願らしいものが︑どうやら信念にまで

﹁痘痘﹂が終にこの地球上から絶滅された

総会で︑太古から恐ろしい流行だった

ほうそう

では︑そんなにご利益の多い結構づくめ

や〃︑

の健康とは︑いったいどんなことを指すの

であり永遠の幸福として忘れられない︶

と世界に宣言されたことは︑人類の喜び

︑

かと問いつめられると︑おそらくどなたも

○Ｏ

私が生れながらの虚弱児で︑この子はこ

が︑はっきり答えにくいのではなかろうか︒

は

十歳まではとても保つまいと医者から宣告

そこでズブの素人の私は私なりに︑健康

の定義を次のように考えて桑たのである︒

ヨ健康﹄とは︑人体中のすべての組織や
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堅まってきた︒

され︑いつも冬と言わず夏までも風邪を引

そうだ︒①病気を治すことか︑②病気に躍

学者たちの間ですら︑一定した定義はなさ

器管が︑それぞれ異なった機能で︑本来の

も

いたり︑色々難かしい病気をして︑長期の

りにくいことか︑⑥気分が爽快になって健

たち

自宅療養を余儀なくされたり︑十数度に及

全な精神を保つことか︑さては側長生きす

ので摩詞不思議とも思われる神秘的な存在

まか

る﹂と︒八この意味で人間は神が造ったも

ばたらき

ぶ入院や手術までうけて︑まるで不具者の

の支障もなく完全に動いている状態であ

目的通りｌ即ち︑神の定め給うた通りに何

かたわ

ようになったこの身体で︑満妬の今日まで︑

だＯ

ることか︑などと色を論議されているよう

たび

頃では年毎に益々元気なって別人の感あり︒

では

あの有名なＷ・Ｈ・Ｏ︵世界保健機関︶

度たび死にかけては生き延びたの柔か︑近
ここ十年ほどというもの︑常習犯だった風

①社会の安寧︑福利︑幸福︵ソーシャル・

そして四・六時中いつでも身体をこのよ

邪はまず免疫︑医者にもかからず︑栄養剤
以外は薬もお払箱︑会う人毎に不思議だ不

ウェルピィンク︶をも健康条件のうち

うな状態にしておく︑手段方法こそ︑私の工

だと私は信じているＶ

思議だとビックリされたり︑茨やましがら

に含めているようだし︑さらに進んで

Ｏ○○Ｏ

れたりの果報者︒これというのも︑健康と

I

夫考案した健康法であって︑これを実行し

あの世へのゴールインが出来やしないかと︑

人体はとりも直さず︑細胞の集りである﹄

の大功績を挙げ︑ここに﹃人体即細胞﹄ｌ

一八五五年ドイツのウイル・ヒョウが﹁凡

という一大事実が発見された︒追っかけて

心機一転楽しく頑張れるのである︒

︑︑︑︑︑︑︑

③﹁からだ﹂とは何を指すの

ている中途で︑少し位の病気や故障が起っ
くどく

ても︑知らないうちに忘れたように治って

では﹁健康﹂の定義は一応そうだとして

長してゆくことが証明された︒

よって︑次から次へと色々の形となって成

よいよ人体は一つの受精卵の細胞の分裂に

ての細胞は細胞から生ずる﹂と唱えて︑い

を繰り返えしていればおのづと病気にも椛

も︑次には﹁健康なからだ﹂のその﹁から

か？

りにくく︑疲れも少なく︑元気になり︑気分

はないでしょうか︒なおまた根気よくこれ

ゆくのが︑まアその功徳とでも言えるので

も爽快になって︑例のストレスも跡方なく

で色灸の細胞から成りたち︑同じ形のもの

このように︑人のからだが︑隅から隅ま

だ﹂︵身体︶とは果して何かという疑問が

に

煙と消えうせ︑苦が虫のいやな顔も忘れて︑

今からあまり遠くない十六世紀の後半に︑

っていることが判明すると︑﹁身体を健康

が集合して組織を作り︑さらに諸器管を作

湧いて来る︒

オランダのヤンセン父子が顕微鏡を初めて

にする﹂ということは取りもなおさず︑か

いつも〃平静な心″を保持し福よかな一言一

二コしたエビス顔で︑人様にも接すること

作ったのだが︑一六六五年になって︑イギリ

らだ全体の一つ一つの細胞そのものを︑出

○Ｏ

も出来︑さらに飽きず一諦めずに続けさえす

スのフックが自分で作った顕微鏡でコルク

来るだけ鍛錬して丈夫にすることに外なら

、 ｰ ÷ グ

あきら

れば︑恐れ多いが仏様のお顔のような円満

の薄片をのぞいて︑それが多くさんの小部

げ︑︑

無碍な相好にもなって︑極楽だろうと天国

屋から出来ているのを発見して︑この一つ
○○

だろうと﹁木戸御免﹂になれないものでも

ないと︑私なりに勝手に結論するに至った

のである○

一つの小屋を〃細胞″︵英語で⑦⑦房独り部

あるまい︒

屋のこと︶と名づけたのである︒その後多

このような︑人体を椎成している生物の

だが︑ちょっとここで楽屋ぱなしを打ち明

基本単位とも言うべき大切な細胞は〃⑩一

④二種類の細胞
凡ての生物の基本単位である﹂との有名な

般細胞″と②〃神経細胞″との二種類に分

られて細胞研究を進めた結果︑﹁細胞こそ

ともないではない︒その時こそは︑修道僧

の学者シュライデン︵植物に就て︶によって︑

﹃細胞説﹄というものが︑一八三八年ドイツ

れて︑この二つが互に協力して神わざとも

くの学者が︑電子顕微鏡の発見発達に助け

の難行苦業を思い浮べて︑神仏は申すまで

次に翌一八三九年になって同じくドイツの

ているのである︒

思われる人体の凡ての機能を手際よく捌い

けますが︑ここに達するまでには︑凡愚の

もなく︑祖先の霊のご加護をも祈りながら︑

シュヴァン︵動物に就て︶によって唱えられ︑

悲しさ︑時には疲れ果てて投げ出したいこ

わが心に強い一鞭をあてると︑また新らし

ダーウィンの進化論にも匹敵する生物界

さば

い勢いが湧き出てきて︑老化現象も怖けて

おぢ

歩調を緩め︑惹いては﹁長寿﹂を土産に︑

rワ1）

ここに〃一般細胞″というのは男女二つ

の寿命が夫ぞれ異って︵例︑皮膚は二八日︑

しかも︑この釦兆にものぼる細胞は︑そ

すぐさま︑新鋭な細胞軍が飛び出せるよう

待機させ︑新旧の細胞の交替の必要時には

元気のよい溌荊とした細胞の予備軍を常に

体操などと称えて関節を主にして︑骨︵一五

私がこのように殊更骨を目指して︑骨の

︐いか○

法の終局の目的に外ならないのではあるま

刺激や圧力を加えて︑厳しく細胞を鍛錬し︑

の性細胞が合流して一つの受精卵となった

小脳の上皮は一日半︑白血球は一三日︑赤

健康状態を常に維持しているのがこの健康

として体中の凡ての部分に出来るだけ強い

あと︑その数が次灸と倍数２．４．８・お・犯

血球は一二○日など︶寿命が終れば新細胞

な脚光を浴びてきた︶

⁝倍︶で増加︵核分裂という︶して︑そ

㈹〃｜般細胞″に就て

．

に取り替えられてゆく︒不思議なことに︑
︵また都合のよいことには︑︶毎秒およそ五

の途中︑種をの形に変形しながら八本来は
球状だが︑赤血球は皿状︑その他棒状︑ら

死んで血液に入って︑体外に排出され︑分

○個︶並に骨に附着する筋肉︵二○○ヶ︶や

○○○万個ずつの細胞が機能を果たして︑

裂で作られてくる新しい細胞と入れ替って

せん状︑せんべい形などあり︒大きさは直
径一○○

組織や器管を作って一定の時が過ぎると身

一○○○ミクロン︑一ミクロン

は︑ころｇミリメートル︒人体の骨︑筋肉︑

雁︑さらに内臓諸器管に至るまで念入りに

う︶成人した人体では総数約五十兆に増え

とストップして了い︑︵神秘のわざであろ

の大きさまでに達すると︑この作用は自づ

新しいピンピンした元気の良い細胞に取り

てその個所の細胞が衰えて弱くなっても︑

されているから︑たとえ病気や故障が起き

このように︑神秘的な作用で人体は維持

き亘らず一秒間に四○センチの速さで二五

ず︑体︑内の到る所の必要個所に同時に行

だ︒しかも身体の血の量は体重の光に過ぎ

の特に長幹骨の内壁の骨髄で造られるそう

と言うのは︑凡そ人の血は学説によれば︑骨

○Ｏ

皮胸︑毛髪︑爪は勿論︑体内の凡ゆる臓器

体中の細胞は新細胞に変わるわけである︒

てゆくと言われる︒︵これら一つ一つの細

別Ｖ︵私の如くこの健康法を二十年近くも

替えられてゆく理屈である︒八神経細胞は

刺激運動を強調するには理由があるのだ︒

を作っているＶ分裂を続けて︑一定のひと

胞の中には一ヶの﹁核﹂があり核の内に遺

ちょっと怪我して出血しても︑逸早く新し

秒を費して体内を一周しているのだから︑

く中身は全く別人の健康体であって︑あか

に交替しているだろうから︑外見はともか

を支えその根幹を形成し︑体勢も整えられ

なおまた骨こそからだの中心となって人体

骨がどんなに大切であるかが想像がつく︒

い血液が出動して馳けつけなければならず︑

○Ｏ

伝子を司る︑〃染色体″と遺伝子そのもの

て︑弱かったものから強い元気のよいもの

続けていると︑身体中の細胞全体が一変し

複製する働きを持ち︑細胞から細胞へと人

の他人じやあるまいかと夢のような想像を

わた

学物質Ｉがあり︑これが自己と同じものを

１︐．Ｎ．Ａデオキシ・リボ核酸という化

間親子の形︑質を子々孫々にまで伝へる驚

窓にして楽しんでいる︶そうだとすると︑

姿勢も正しくなり身体全体及び老人ともな

いる︒更に極めて最近﹁遺伝子の組み替え﹂

常日頃から私の健康法によって﹁骨﹂を中心

くべき神わざの秘密が現在では解明されて

という末恐ろしい細胞工学の秘密が世界的

（22）

の細胞は人間が胎児として母親の体内にあ

経系統を作り︑末梢神経とは区別される︒こ

中に包まれた所謂﹁脳﹂は脊髄と共に中枢神

てゆくのである︒

積回路のようなものを造って次第に成長し

だけは焼いて灰にして捨て去る以外は︑何

四五十億ほど出来上ってしまって︑その後

る十ヵ月の間に︑既に凡そ百三十億から百

生のいとな率を支配し︑指揮命令する参謀

りつまっていて︑この部分が人間の凡ゆる

と灰白色︵上部︶の〃神経細胞″がギッし

れぱ殊に脚腰の耐久力を著しく強める︒

さらにまた︑人は死しての後︑他の凡て

万年︑何億年前と推定されるものが︑或は

生れてから死ぬまで︑所謂細胞の分裂作用

本部とも言うべきもので︑身体中最も大切

頭の中は所謂〃大脳″という白色︵下部︶

の部分は最後には土になってしまうが︑骨

極北の地で︑或は砂漠の下から︑今日尚お

はせず︑そのままである︒従ってその寿命も

○○

原形のままで発見されていることから言っ

なもので後頭部から中脳小脳を経て延髄を

つい

雌く勿れ百年以上といわれ︑形も一般細胞

吃・腰椎・仙椎５．尾椎１より成る︶の空

通って︑頭の外に出て脊椎︵頚椎８・胸椎

Ｏ

ても︑その耐久性から見て︑歴史上︑考古学

のが出て︑下の方からは八軸索Ｖという紐

と異って︑上の方に八樹状突起Ｖというつ
○

上︑どんなに貴重であるかが解るのである︒

隅左まで凡ての細胞の一つ一つに刺激を伝

洞に入り︑各脊椎の下部の側穴から身体の

０Ｏ

状の繊維が下って︵長いのは一

二米︶これ

のは︑ただ単に血管を通して酸素︵赤血球
○００

中のヘモグロビンが添加し︶と栄養物︵三

ついたりして︑恰かもコンピューターの集

らが夫を枝分れしたり︑軸索が突起に絡み

ン

一一ウロン︵神経細胞神経線維︶及シナ
ヅプスによって他の細胞につながる
ロ

ウ

以上︑素人の半可通が舌足らずのように

良否如何にかかわるのではあるまいか︒

作るのも︑とどのつまりはこれらの働きの

えるところであって︑﹁健康なからだ﹂を

狗な働きをしていることが︑現代医学の教

て︵ある時は代理までして︶体内の種々様

えて︑これら細胞全体が互いに連結を保っ

大栄養素Ｉ含水炭素︵殻物︑糖質︶・蛋白
０○○

質︵肉︑魚︶を血液中の血鞭水中に溶け
に過ぎない︒これが酸とアルカリのバラン

て︶とを体内の凡ての細胞に届ける運び屋
スによって細胞の膜を破って中に入り各細
胞の中では︑この血液が運んだ栄養物を酸
うことと︑更に人間生活の活動源のエネル

素で燃焼して身体に必要な物質の合成を行

こかったと想像するが︑頁数の関係もあり︑

﹁からだ﹂即ち細胞︑を鍛錬しておくのが︑

胞の交替に間に合うように︑常日頃から

最後に申上げますが︑前述の如く新旧細

まァこの辺でご辛抱お願い致します︒

長々と喋くったのだから︑さぞやまだるっ

岡山

ギーを酸化分解なる化学変化によって造成
して︑入用の時まで細胞内に貯蔵している︶

何〃神経細胞川に就て
次に神経細胞は人体中の場所と機能に応
じて何種も異ったものがあるが︑頭蓋骨の

（23）

︵なお︑この骨から造られた血液というも

姐

でしょう︒

れらのことを︑ゆめゆめ︑お忘れない

荊ぼ

何より肝要であることは︑暁ろげにお解り
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下さったと思うが︑先きの参謀本部の中枢
神経は︑これを使えば使うほど︑無限に成
ってゆき︑俗に言う頭の良し悪し︑もこれ

長して︑集積回路のような作用も強靭とな
によって決定されるようだから︑断じて粗
末に出来ないのである︒︵私が一番力溜を
入れている﹁頭の体操﹂の項で詳細説明す
なお細胞は組織や器管が全部一ぺんに交

る予定︶

替するのでなく︑役済みのものから次為に
交替してゆくらしいから身体全体に亘って︑
○○○○○○○

たとえ鍛錬の程度は少しづつでも︑出来得
る限り毎日の継続実行こそ終局の目的達成
の要一諦であることを肝に鈴記して戴きたい︒
０○○

この意味に於て︑初めに企画した八王
将Ｖ生け捕り戦の迷将棋の最後の詰め手こ
そが︑一番の苦が手であり︑油断のならな
く

い曲せ者であり︑そしてまた︑極めて厄介
な要注意に外ならないのであります︒
○○○○

三日坊主では決して立派な八王将Ｖは生
け捕れません︒﹁短気は損気︑辛抱する木
に花が咲く﹂とは昔からの偲諺︒老練な良
医は﹁病気を完全に治すには︑三年はかか
るよ﹂と仰せになるのも︑このへんのこと

（24）

総持寺のぎんなん
伊達丈蔵
﹁刀画尽︺ｏｎＵｏｎＵン

するが︑毎朝百人乃至︑百五十人の老若男

が常である︒夏と冬とによって人数も増減

週辺の広場でジョギングや体操をするの

かり熟れて︑黄色く色づく頃に︑例年の台

者もいる︒いよいよ秋も深まり銀杏もすっ

熟れかけた銀杏を振り落して拾い集める若

なソフト・ボールを力一ぱい高く投げて︑

各所に散在する広場で思い思いの体操をす

共々に︑境内の周辺をジョギングしたり︑

しい同志が組になり︑或は夏休承中は親子

いるのを︑待ちかねて︑早期に拾いに出か

銀杏が︑あちらこちらに散らばって落ちて

に煽られて︑高い大きな樹に豊かに実った

風が︑やって来ることがある︒前夜の台風

う

女が集って来る︒夫冬三々五々近隣の親

る者もある︒あちらこちらにある大小の祖

／ｎＭ月︺Ｔ土丁上︑

私の健康法は毎朝・夕の体操である︒年

堂の前で合掌をして︑静かに︑過し来た人

た︒銀杏の最盛期で︑台風の弱まるのを

ける者が多い︒昨年は十月から十一月にか

六時頃から総持寺の境内の広場で運動をし︑

間を通じて︑特に雨風の日を除いて︑毎朝

待ちかねて︑午後四時過ぎから︑ビニール

で︑二回目は昼間の午後一時頃からであっ

六時半過ぎ頃から始まる朝のラジオ体操

の雨具を着けて︑台風の中を拾いに出かけ

けて︑二回の台風があった︒第一回は夜間

の時間には︑広い境内の各所に散ばている

た強者も大勢いたということであった︒

生をかみしめて感謝しているかのような老

五分位で︑朝起きて顔を洗って︑スポーツ・

山で私の菩提寺でもある︶までは歩いて十

︵駐車所に指定されている︶に集って︑一緒

人灸が︑誰言うとなく︑一番大きな広場︑

て︑銀杏を拾ったが︑前日人衣が拾った落

私も其の翌朝︑早々に家内と一緒に出かけ

午後或は夕方にも自宅の狭い庭で体操をす

ウエアーで身仕度をして出かけるが︑夏は

にラジオ体操をして︑夫々任意に引揚げて

夫婦を時々見かけることもある︒

涼しいうちに︑ということもあるが︑冬の

行くことになっている︒毎朝︑顔見知りの

ちこぼれをかき集めた程度であったが︑そ

ることにしている︒総持寺︵曹洞宗の大本

出かけるのは︑少奏苦しいときもある︒然

寒い時に︑而かも︑まだ薄暗い六時前後に

人

れでも粒は小さいが十キロほどあった︒

つはもの

し十五年以上も続けて習慣になると︑さほ

でも︑〃おはようございます︒〃ときわめて

は勿論であるが︑初めて出会った人々

ど感じなくなって︑毎朝殆んど一定の時刻

熟れた銀杏は︑生育ぐさい実に﹁いや

あく

自然に︑素直に挨拶が出来る雰囲気は︑大

なま

に︑新聞配達の少年や︑犬を連れて散歩さ

へんなごやかで心あたたまる思いがする︒

ム手袋をはめて︑一ケ宛︑皮を除く作業は︑

まま銀杏を水の入ったバケツに入れて︑ゴ

に触れると︑気触る虞がある︒熟れた皮の

かぶれ

れる方々に出会って朝の挨拶を交すのが︑

な﹂臭がするし︑又︑灰汁が強いので︑肌
きな公孫樹が四︑五十株あると思はれる︒

総持寺の境内︑並に周辺の丘の各所に大

十月に入って葉が色付く頃に︑銀杏が黄ば

むしろ楽し承でもある︒

総持寺では︑毎朝五時半頃から朝のお経

労︸んなん

のおつとめが大祖堂で行なれているが︑私

んでくる︒各所にある公孫樹の下で︑大き

実に厄介な仕事で︑粒の小さいやつを︑十

はちょっと本堂へお参りするだけで︑直に
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げるまでには︑大へんな手数を要するし︑

して︑天日に乾すのであるが︑全部を仕上

たかと思われる︒中の実は幾回も水洗いを

キロもむくのに恐らく五・六時間もかかっ

私の人生に今でも深い影を宿している︒

業生として仙台で送った仲間との生活が︑

回った山岳部の生活︑旧制二高の最後の卒

刺の中での寮生活︑東北の深い山炎を歩き

深刻な食料難︑革新と伝統のきびしい相

研究の権威の浅野教授らと集まって︑山の

千葉が帰国したり村井が上京すると︑西鶴

タワで︑今では一緒に山登りもできないが︑

射を打ってもらうやら︑点滴までして一週

腹まで赤い発疹のようなものが出来て︑注

だが︑家内は︑手首は勿論︑首筋から胸︑

て異るが︑私は手首が少を拝い程度ですん

銀杏による気触れは︑各人の体質によっ

し︑猛勉して在学中に司法試験をパス︑現

流儀で安田講堂前の不思議な地下室を占領

のように遊びに来た︒渡部は東大でもこの

机を並べた︒この狭い部屋に吉田功が毎日

し入れの上段に︑渡部保夫と私は四畳半に

英法の仲間と三人で暮らした︒辻幸蔵は押

の北隅のボイラー室の管理人小屋を占領し︑

も参加するようになり幅広い和やかなもの

後も︑この集まりにはいつの間にか夫人連

高生の集まりができた︒先生が退官された

大学長に転じられた野口明先生を囲んで二

東京では︑二高の校長からお茶の水女子

歌をうたうのが楽しみだ︒

食卓に乗せるには︑クルミ割器のようなも

間程︑医者通いをした程であった︒お寺の

在最高裁調査官︒辻は八幡製鉄に入り︑現

寮生活の最後の一年間は︑台の原明善寮

境内で欲ぱって︑銀杏を拾って喰くよう︑

在新日本製鉄福岡営業所長︒家族ぐる象の

ので外殻を割って置いて︑フライ・ハンでで

などというような俗人の根性をお釈迦さま

つき合いで︑今年の夏愚息が彼の世話で九

かぶれ

が︑いましめられたのかも知れない︒今年

州旅行をしてきた︒吉田は常陽銀行取締役︑

も焼いて外殻を除去しなければならぬ︒

はまだ大きな台風も来ないし︑昨年の気触

銀座支店長時代は我々を招集して飲み歩き︑

︵本会理事文部省官房長︶

えらせるのに十分であった︒

の調べは︑三十年昔の青春の友情をよ桑が

杉山分散歌をうたった︒﹁踏糸わけてたど
る陸奥み︵ちのく︶森深み﹂と始まる悲傷

これらの仲間が会し︑先生の愛唱された中

一年︑半蔵門会館での先生をしのび会には︑

この九月三日︑野口先生が亡くなられて

どの計画もこのグループが中心となった︒

り︑野口先生の洋画の個展や画集の刊行な

は二高尚志同窓会の実質的な幹事役でもあ

︵専売公社企画部長︶などの諸氏で︑多く

護士︶︑安藤秀幸︵里文社長︶︑生平幸立

庄司呉明︵不二紙工専務︶︑音喜多賢次︵弁

自動車専務︶︑砂金俊夫︵日本鋼管取締役︶︑

和十九年卒以降のグループで岡康夫︵東礼

となっていった︒その中心になったのが昭

れに懲りたのか︑まだ銀杏拾いに出かけて

得意のノドを聞かせてくれた︒

ナダ農務省主任研究官︶︑高橋廃雄︵住友不

︵サンケイモスクワ支局長︶︑千葉幹雄︵カ

授︶︑村井研一郎︵村研薬品社長︶︑沢英武

山登りの仲間は︑浅野晃︵共立女子大教

いない︒︵元︑三機工業㈱監査役︶

陸奥の山登り仲間
鈴木動

った◎村井は盛岡︑沢はモスクワ︑千葉はオ

動産取締役︶で︑東北では蔵王や飯豊に登
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さく
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一

一

から

その時一升びんはほとんど空になっ

ていた︒

翌日︑ぼくは原稿の〆切が当日だった

と︑

社へ電話して︑三日待ってくれと頼む

﹁あ︑お会いするとよくお話が出る

編集委員で︑いらっしゃった︒それで

森銑三先生のご友人で﹃随筆大成﹄の

気持よく許してくれた︒

は仕方ございません﹂

﹁貴方のご曾祖父但馬守胤統さんの

何年か前︑先生が︑

忠醇の﹃燈前一睡夢﹄に出しますから︑

話は︑﹃鼠撲十種﹄の第二巻︑大谷木

とわざノ︑教えてくれた︒

ご覧なさい﹂

先生は国文学者で︑﹁静嘉堂文庫﹂

と﹁国会図書館﹂﹁吉川弘文館﹂に関

係していた︒︑

そして森銑三先生と共に︑われノ︑

の﹁三古会﹂の発起人のお一人でもあ

った︒

しかし︑今書くのは先生の事ではな
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︹異色人物紬評謹︺

丸

山

先生の父上貴族院議員丸山作楽の話

い︒

︵一一︶

だい

勇太郎は平田篤胤学を継ぐ大の勤皇
派であったから︑そのくらいの事はし
しかし︑この話は恩師ｒ元東大教授

たろう︒

ないという︒

吉田常吉先生などは作楽だけの話では

である︒

丸山作楽は︑肥前島原藩士であった︒

二月三日自刃を命じられ︑源兵︑源太

郎は斬首になった︒

作楽は︹終身禁銅︺である︒

ｌこれを愛容通旭事件という．

ではなぜ主謀者の一人である作楽だ

けが助命されたか︒

が神祇官権判事公議所副議長のあと︑

ぼくは︑明治三年徴士となった作楽

愛容通旭事件の主謀者の一人だったこ

集議下局次官より︑外務大丞に転じて

からふと

今︑貴方がお尋ねになった﹁愛容通

選議員でした︒

当時父は元老院議員の後の貴族院勅

知らないのです︒

ので︑実は私︑父の生前を写真以外に

十二年八月十八日に六十でなくなった

父作楽は私が生れた一年後の明治三

︵一二︶

くれたような調子で書いて染よう︒

ここで生前︑丸山季夫先生が語って

とである︒

樺太と言うのは現在のサハリンのこ

いか︑と思っている︒

からふと

とは事実です︒

樺太出張を命じられた時の功績ではな

作楽をのぞく公家の通旭と光輔は十

で逮捕されて未遂に終った︒

で有名な高田源兵︵河上彦斎︶が熊本

楽らが東京で︑一味の〃人斬り彦斎″

げんさい

光輔が京都で捕まり︑ついで通旭と作

七一︶三月︑事が露見したため︑先ず

しかし︑この運動は明治四年︵一八

た事件である︒

京都へ迎え︑政体を一変させようとし

じ︑兵力で東京に迫って︑明治天皇を

愛容事件というのは︑明治新政府の
政治に不満を持っていた通旭が︑同じ
公家の外山光輔らと党を結び︑山口藩
脱走隊士の大楽源太郎らと気脈を通

おたぎ

﹁あれは違う人にもあるが︑公家の

正直の長男で︑天保十一年︵一八四
○︶十月︑江戸芝三田で生れている︒

幼名を勇太郎といい︑明治元年にな
って作楽と改めた︒

作楽がまだ勇太郎と言っていた幕末
のある日︑作楽の勇太郎が袴のもも立
ながら歩いていたことがある︒

ちを取って︑白昼市中を提燈をともし
あや

﹁おい︑お侍︒今何どきだと思って

往来の人為が怪しんで︑

るんだい︒まだ︑お天とう様の高い八
ッ︵午後二時︶だぜ﹂

と廟笑したところ︑勇太郎は真面目
な顔で︑﹁諸君には判るか︒今や天下
暗黒にして︑小生道を知らず︑あふ暗
い︒あ些暗い︒世の中は闇だ﹂

そう言って歩きさったため︑大評判
になったという︒
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は明治十三年一月特赦があって出獄し

旭事件﹂で終身禁鋼の話ですが︑これ

です︒外務大丞になったのは︑明治二

五月の広運館本局督学兼教授というの

えました︒明治政府に仕えた最初は︑

をかいていてもすぐ目をさますことを

つい笑われたそうです︒父はイビキ

それをご覧になられた三条さんは

けたそうです︒

ましたが︑入獄のようなことは前にも
年八月でしたＯ

知っていたからでしょうし︑パークス

の日本人を人と思わぬような態度を日

倉さんとの確約のもとに︑一兵も持た

たのでしょうね︒

こうは出来ずにいた時だけにスーとし

本人は皆ニガノ︑しく思っておって︑

ずに談判に出掛けただけに大国ロシヤ

と言う当時の大政大臣三条さんや岩

よ﹂

﹁必ず樺太を吾が領土に留めてくれ

二度あって初めてではないのです︒

最初は文久三年の八月十八日事件の
当時︑父は京都におりました︒京都の
・一八クーデターなど︑京都事情を島

尊撰志士の一時期を劃すことになる八
原へ伝えなどして︑藩の進むべき道を

樺太問題の次に起ったのが︑西郷さ

でも今はいけません︒

建言していたのですが︑これが幕命に
従う人人に押えられましてね︒

ん達との朝鮮問題で愛容事件当時の明

−クスと商談する必要が起ったそうで

この三年六月十六日︑英国公使の．︿

ましてね︒貴方からいただいたご本の

そうそう︑その後︑母は生活に困り

入ったりする人ですね︒

れずにすんだのでしょう︒よく出たり

た︒

のやり口に苦労したようですよ︒その
中に廟議が変って父の意志はくだか
れ︑数人と淋しく帰東させられまし

慶応二年十一月晦日︑先魁の獄に繋

り島原へ送り帰えされ︑島原永住を申

文久三年十一月︑すでに藩命で京都よ

すが︑この時︑父は酒気を帯びて堂に

︹弘道︺あの会がある処あたりで︑ソ︑︿

がれる身になりました︒これより先の

し渡されておりますから︑これを入れ
れば三度目ということになりましょ

キをかいて寝ていたのを見た︒︿−クス

入りましてね︒次室で雷のようなイビ

屋をしておりました︒助ける職人があ

﹁あいよ﹂

をやっておりました︒そこへ︑

ったそうで︑母はお店でソバの運び人

お預けになっていましたので︑斬首さ

う︒その時︑私塾神習処というのを作

をおこしまして︑

が︑貴方もご存知のようなカンシャク

治四年三月廿二日から︑父は福井藩に

モドキとでも申しましょうかね︒

そう言って︑コップを机にたたきっ

は︑かくの如きものだ／︑﹂

﹁今︑日本がロシヤと事を醸すの

り門弟の教育をしています︒吉田松陰
それが明治になり︑沢宣嘉卿が長崎
総督として赴任されるにおよんで︑出
獄出来たのです︒この時名を作楽と変
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してね︒ソバを注文して食べ︑出て行

って︑どこかの職人が入って参りま

貴族院に移りました︒

してから︑元老院議員になり︑あとで

た海江田信義らとヨーロッパへ参りま

ておりました後︑これも子爵をもらっ

うです︒きっと何度か︑そういう事が

でしたので印形は母が預かっていたよ

なにしろ頼まれると嫌と言えない人

と言っていたそうです︒

いゃ

った後で母が下げに行くと︑昔の煙草

お酒も若い頃は大酒家でしたが︑晩

あった末でしょう︒

出しながら呼びました所︑アダプタ助

させられるのには︑まいったようです

いる下男︑下女や書生もオショーバン

く︑父は未明に起床しますので︑家に

習ったことを自慢にしている方でした

野球を米国帰りの平岡浩氏のご子息に

この阿内翁は神田三崎町の原シバで

そうですから︑貴方もお気を付け下さ

年は毎夕一合から一合半になっていた

シ人のソバ職人か出て来ましてね︒

ね︒起きますと裸になって頭から水を

父には多少奇行快談もあったらし

いＯ

聞いた話です︒そう思ってお聞き下さ

これからの話は門人阿内重昌翁より

入れが残ってるんで︑手につかんでノ
﹁これ︑その方︒これ︑その方︑忘

ほう

レンを分けて外へ出ると︑

れ物じゃ﹂

﹁お︑奥様︒これ︑その方はいけま

れましたねえ︒︵作家︶

が︑昭和二十三年に八十余歳で残せら

いＯ

せんや︒前は前︒今は奥様もオカミさ

浴びる︒書生さんもこれは随伴しなけ
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って大声で︑その職人の後姿へ手を

んです︒お客さま︑お忘れ物ですよ︑

けれど︑父は言葉の丁寧な人だった

ればなりませんから困ったでしょう︒

って︑注意されて赤面したそうです

って言っておくんなさい﹂

常に温顔であった︶書生や下男に命令

そうで︵注・先生も頗る丁寧なお方で︑

どっちもどっちですが︑その時まだ

私生Ｏ

場合には︑

するようなことがなくてね︒そう言う
﹁コーしなさい﹂﹁アーしなさい﹂

いた話です︒

と言っていたようですよ︒人も呼び

私はおりません︒三十年後に母から聞
父は出獄してしばらくたって︑山県

﹁お前さん﹁何を君﹂﹁何子さん﹂

捨てにせず︑

有朋の命令で幕臣の福地源一郎などと
帝政党を組織しましてね︒後の伯爵山
田顕義の補助で﹁明治日報﹂を発刊し

蝉
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●
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＠時雨忌や古りし画幅に香手向く

橋香

峰

ってくゆ〃︑Ｏた閏

評時雨忌が今年もやって来た︒古くなって ところ人︑損じ
ている芭蕉の画幅を掲げて香を焚いて翁を祁祁
るる
︒︒ 奥 床 し い
作者の起居がよく詠まれている︒

○人出終り祭露店のならぶの象
露店だけが淋しげに並んでいるだけ︒

評待ちに待った祭の行事も終って人出も減

○千点にもの思うことあり録の声

千 葉 県 鈴 木きよ女

○収穫によき夢かけて大根蒔く

○この鎌の薮からしよく切れること

○石あれば句碑かと寄れり花野路

市原市加藤刀水

○老いてなほ汗びっしょりと働けて

○待つ人の待ち切れずして一踊り一

○踊り唄間きつ上暫し月に侍つ

○峡の田の鳴子ひく音返り来る

東京都桑原小汀子

○蕎麦の波平家の落人部落とか

○秋風にふと誘はれし旅どころ

○長き夜となりて書斎も落着きい

千葉県田村隆村

○床の間に零れし数や梅擬

○蓮浮葉汚れぬ風の生れけり

○滴りに句碑濡れて立つ崖の寺

○客絶えず憩ふ茶店や心太

ってきて心太などを所望する︒入れ替り立ち替り客は途絶一

評そんなに大きな茶店でもないが︑割合にお客が沢山這入一

千葉県田村春風一

えることがない︒作者はこの光景を微笑ましく眺めてい一
・る○

○衣白く墓参の僧や塁珠沙華

○黄昏や睡蓮明日への花た坐む
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評上五 ・中七の叙法から容易に俳句を噌んで いる人の句だ
といふことがわかる︒ 美しい花野の路を歩い︸ていると萱﹂ふ
とこの様な状景に選者も遭遇した経験がある︒

評夕暮迫る頃睡蓮は花を閉づる︒それは明日になれば又咲一
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千葉県大宮章

くための命を大事に保存しようとするのであらう︒

○孫の書く五色の紙や星の歌

○あるなしの夜風に萩ゆれ破璃戸越し

千葉県秋葉貞女

気あがる村の衆︒

千葉県野平英一

○池に散る病葉ゆするは鯉ならん

選者近詠七句
しとね

仏立つ落葉裾をおん裾に

聾唖児のレース見て過ぐ文化の日

小林宏︵弱／３︶︵以上三︑○○○円︶

大庭忠夫︵記／︑︶掛札修︵弱／︑︶

︹神奈川県︺

○古波津英隆︵弱／皿︶○山本直光︵弱／Ⅱ︶
○庄司藤太郎︵弱／︑︶○伊藤信雄︵記／︑︶

︵以上三︑○○○円︶

加瀬忠次︵副／３︶︵以上一︑○○○円︶
桶口和弘︵記／３︶︵二︑○○○円︶
横江勝美︵弱／３︶岡田俊雄︵弱／５︶

平野郁弥︵弱／３︶○浅井茂紀︵弱／︑︶

︹千葉県︺
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破芭蕉免る坐ものなく免れ合ふ

疋女出仕時雨はなやぐことのあり

留守たのむにも木戸越しや石蕗の花

顔出して時雨の欲しき景といふ

〃１１１︐〆︑ノ︑ノ︑Ｊく１グ

I

池田正雄︵弱／３︶佐藤多一︵師／３︶
笹崎正市︵弱／３︶野口宗光︵弱／６︶

反りて散る山茶花日和なほつづく

飯塚米一郎︵訂／９︶︵以上二︑○○○円︶

永野常蔵︵弱／３︶篭島誠治︵記／３︶
大木直正︵弱／３︶三浦勝吉︵弱／３︶
宝亀唯一︵弱／３︶山口友吉︵記／３︶
麻生道俊︵師／理︶井ヶ田喜一︵弱／３﹀
吉田浩象︵記／３︶鎌田章平︵記／３︶
佐藤弘毅︵弱／３︶青木仁蔵︵記／３︶

○大森吉次郎︵砧／︑︶︵以上一︑○○○円︶

○渥美健夫︵弱／皿︶○本間道雄︶弱／︑︶
○森村武雄︵弱／９︶波多野釣一︵記／皿︶
○佐野茂子︵卵／３︶秋山正三︵弱／︑︶

︹東京都︺

３︑お名前の下の数字は会費最終月です︒

I

○子には子の行く道のあり雁渡る
評親から強制しなくても子は子で考えて自分の行くべきみ
ちをゆく︒親からみれば多少の不安もないではないが︑畢
寛は子のことは子に任せるのが一番よいやり方だと親は考
える︒渡ってくる雁を仰ぎながら親はさう考える︒

任されました︒

急行社長︶十一月二十二日の評議員会で選

◎会費領収報告
︵霊醍和弱年皿朋皿叩敬称略︶

１︑この報告を以て領収書に代えさせていただ
きます︒
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千葉県小林邦春

評減反に不満ではあるが祭は祭︒荒神輿を中心に大いに意
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︹愛知県︺

藤本実︵弱／３︶︵二︑○○○円︶
○加納太郎︵卵／皿︶︵一︑○○○円︶

︵以上一︑○○○円︶
横尾卯之吉︵砧／３︶若菜源次郎︵卵／３︶

皆さま︑よいお年をお迎え下えさい︒

とに有難うございました︒

この一年︲︑ご協力を賜わりまして︑まこ

◇事務局より．：⁝⁝⁝

小林一人︵弱／︑︶︵一︑○○○円︶

︹長野県︺

蔵前壮一︵卵／Ⅷ︶︵一︑○○○円︶

︹鹿児島県︺

○関田健二︵印／皿︶︵二︑○○○円︶

︹高知県︺

清水浅市︵卵／３︶︵二︑○○○円︶

︹愛媛県︺

○佐久間栄義︵弱／Ⅲ︶︵一︑○○○円︶
吉岡篤三︵昭／︑︶︵二︑○○○円︶

︹兵庫県︺

富川秀雄︵卵／３︶︵三︑○○○円︶

Ⅲ中秀男︵弱／３︶︵二︑○○○円︶

︹京都府︺

中尾忠雄︵師／５︶︵一︑○○○円︶

︺大阪府︺

津下正章︵弱／３︶︵二︑○○○円︶

︹三重県︺

神沢音八郎︵髄／３︶平山柳吉︵粥／３︶
大岩恵司︵記／３︶︵以上二︑○○○円︶
島田征男︵卵／３︶榊原良成︵弱／３︶
宇井隻平︵記／３︶石井貞夫︵弱／３︶
笹本武雄︵妬／３︶緑川修司︵弱／３︶

加納務︵死／３︶外山幸蔵︵弱／３︶
小関直一︵印／３︶︵以上三︑○○○円︶

小川中︵卵／３︶︵四︑○○○円︶
︹埼玉県︺

八木歌市︵弱／３︶︵三︑○○○円︶
︹栃木県︺

足利銀行庶務課︵弱／３︶︵二︑○○○円︶
︹茨城県︺

松田武夫︵死／３︶︵二︑○○○円︶
︹山形県︺

百瀬八郎治︵記／３︶︵二︑○○○円︶

山川徳助︵弱／３︶原田武︵記／３︶
志田峯三︵弱／３︶柏倉真一︵髄／３︶
亀田呉明︵卵／３︶︵以上三︑○○○円︶
︹宮城県︺

遠藤公三︵弱／３︶︵二︑○○○円︶
︹秋田県︺

○石井純一郎︵弱／︑︶○阿部繁治︵弱／︑︶

○木村三郎︵弱／畑︶○馬淵初朗︵卵／畑︶
○奈良寿︵弱／ｍ︶○佐藤正二︵弱／ｍ︶
○中嶋修治︵弱／︑︶︵以上一︑○○○円︶
高橘正夫︵記／３︶︵二︑○○○円︶

佐藤信︵髄／３︵︵三︑○○○円︶
︹富山県︺

編集後記

明端の日本は︑当時の世界先進剛に比覗へて︑

︵Ｓ・Ｋ︶

極東の一後進国に過ぎなかった︒しかしその中
のⅢ本人は︑希望に胸を張って前進しようとす
る態度をもっていた︒明治三十二年に新渡戸稲
造は﹁武士道﹂を︑明治三十七年に岡倉天心は
﹁日本の目覚め﹂を︑それぞれ英文で著作して
米国で出版した︒これらの書は︑日本及び日本
文化を世界に紹介する上で大きな役割を果した︒
現代の日本人よりも︑日本文化の国際化に貢献
したのではないだろうか︒今日では日本は確か
に世界的に知られるようになったが︑また誤解
されていることも多い︒貿易や外交がいよいよ
大切になってきた現代脚本は︑今後日本文化の
振興とその阿際化につとめないと︑世界から爪
弾きされる恐れがある︒その意味から本特集号
が出されることとなった︒本号をもって今年は
終る︒会員各位のご健康とご多幸を祈り︑来る
年にも相変らぬご声援をお願いする次第である︒

定価金一七○円年一︑○○○円
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