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国際世界に於ける日本人

本会を長西村幸二郎

去る十一月一日の東京新聞に︑ライシャワー博士︵元駐日大使︶の﹁日本の時代﹂と題する一文が掲げられた︒博士
は﹁近頃色々の分野で進歩を遂げてきた各国中の最先端に立つのが日本である︒今後十年間の世界史の中で日本の存
在が最も際立つ時代となるかも知れない﹂と前置きして︑わが国が従来国際的立場から孤立しある距離を保ってきた
が︑これからはその持てる経験と知識と潜在的な偉大さとを行動に移して︑世界各国をリードして行く責任がある
し︑各国もその多くを学ばんとの態度をはっきりと表明し︑数年前までは想像も出来なかったことだと驚いている︒
いまわが国では専守防衛力強化の声がとぶに高まってきた︒それなりの様々の理由がある︒それはそれとして︑私
達世界最初の被爆国民としての辛い経験から︑永遠の平和を唱えている日本人としては︑この際超大国の忌わしき核
戦争の渦中にスッポリとはまり込まぬようよほどの深謀遠慮が肝要である︒反面われらはつい先頃陥った誤りを世界
に向って明らかにしその愚挙であったことを︑各国に知らすべき民族的責任がある筈である︒
近頃先進諸国はその物質文明の限りない進歩発達の結果生じた弊害の跡仕末に手を焼いている︒文明の行き詰りの
挙句は倫理︑道義の導入こそ緊急事なりと悟ってきた︒古来礼を重んじ和を尊ぶ道義国家として自他共に許されてい
るわが国は︑この際改めて道義理念を確立し︑飽くまでその信念を揺ぐことなく護りぬき︑これをもって最高のわが

一幅畷誕生錐唾加唾城弛弛郡燕率唾舞誕華隷制蓋詑韮堆堺誕誼姉吐略率嬬確径取か睡嘩施秤和掩唾として広く連携を堅

一睡このような観点のもとに現下の国際情勢を眺める時︑果てしない核兵器の競争は今や一触即発︑世界を一瞬のうち
に壊滅せしめんとし人類はその恐怖に戦いているのである︒博士も論説中に核兵器保有国の増加︑二超大国の相互不
信と核軍拡競争を続けることが︑世界に暗雲を投げているので︑これにブレーキがかかるまでは世界は決して明るく
はならない︑と嘆いている︒そして最後に博士は
﹁嵐を呼ぶ雲が世界を脅している反面︑望象多い陽光が雲間から差しこんでいる︒陽光の最も舷ゆく光るのは日本
である︒史上初めて日本は先進諸国に対してさえも指導的立場に在るのだ︒これこそまさに〃日本の時代″の到来で
ある﹂と極めて暗示的な言葉でその論文を結んでいる︒
われらは太陽を象どり永遠の平和を表わす﹁日の丸﹂を高く掲げ︑各国の先頭に立って燦々と陽光の輝やく平和の
大道を一歩一歩堅く踏桑しめて進もうではないか︒
かくてこそ初めて︑わが日本人は真に永遠に平和な国際的役割を果たし得たと世界に向って誇り得るのである︒
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国際化のための教育

このあいだ︑在外日本人学校で勤務して帰国した教師た
シコへ行っていたある先生の帰国談がおもしろかったし︑

ちと懇談する機会があった︒いろいろな話が出たが︑メキ
参考にもなった︒メキシコのその学校では︑日本人の子ど
もたちといっしょに現地の子どもたちも迎え入れて教育し
ていたという︒きわめて珍しい例である︒ほかの国ぐにの
場合では︑たいてい︑日本人子弟ばかりを対象にしており︑

現地の人たちとは切り離されたかたちである︒せっかくの
外国体験も︑閉ざされた学校の中だけに限られ︑子どもた
ちにとっても︑いわばカッコづきの異文化接触となり︑相
手国の人びととの交流の輪も狭められてしまいがちである︒

学校は︑子どもにとって︑大きな位置を占める生活の場
である︒勉強と運動に励み︑友だちと遊び︑そのなかでさ
まざまなことを学び成長してゆく︒外国で暮し︑その国の
子どもたちと同じ屋根の下で学校生活を送るというのは︑

じつに貴重な異文化学習の機会のはずである︒日本人学校
の世界の輪を広げてゆくことが希まれるのである︒学校を

がもっともっとそうした混合方式を推し進め︑子どもたち

実

ろうか︒日本の学校と教師が︑地域社会と結びつき︑親や

らしい︒学校と親・家庭とのみごとなまでの教育分業であ

で運行され︑学校はあまりそうしたことに首を突込まない

ール︑ハスなども︑親の側と毒ハス会社とのあいだの取り決め

あまりかかわらず︑サ︑︿サバした関係のようである︒スク

自分の授業が終わればさっさと帰り︑校門の外のことには

もたちにお手上げだったそうだ︒また︑学校の先生たちも

れてあっても︑拾ったものは自分のものだと主張する子ど

ら言っても無駄で︑拾い物をしたとき︑たとえ名前が書か

たらしい︒たとえば︑自分の持物に名前を書くようにいく

りまえのことも︑なかなかその流儀が通じないこともあっ

まざまな発見をして驚いたという︒日本の学校でごくあた

その先生によると︑初めて訪れ勤務したメキシコで︑さ

のである︒

びとに接し︑相互に︑相手の文化を学習することができる

はない︒教師も親も︑いろいろな機会を介して︑現地の人

通して外国人と互いに学び合うのは︑子どもたちばかりで

附

家庭との連絡を密にすべきものとされているあり方とは︑
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石

ずいぶん異なる風習のように思える︒

わざわざ外国へ行かなくても︑国内で外国人と接したり︾

べて︑これなどは考えさせられることである︒相撲が子ど

いう︒日本の学校で今や相撲は影が薄くなっているのと比

で︑正課として採り入れられているところも少なくないと

の様子についての情報はたっぷり仕込める時代なのである︒

ある︒日本を出たことがなくても︑その気になれば︑国外

テレビその他︑異文化との出会いのチャンスはふんだんに

考え方などを知りうる機会はいくらでもある︒書物や映画︑

各種の情報によって︑他国の人びとの生活や文化︑ものの

もの身体の発達と鍛練にどんな効能があるのかどうか︑私

外国へ出かける出かけない︑といったことよりも︑大事な

また︑メキシコの学校では︑日本の相撲がたいへん好評

には専門外のことでよくわからないが︑近ごろ子どもが転

のは︑精神の世界遊歴であり︑知的な異文化体験の周遊で

近ごろ︑国際人︑国際化といったようなことが盛んに言

あろう︒

の記事で読んだことがある︒私たちの子ども時代を考えて

われ︑また︑いろいろに論じられている︒じっさい︑食料︑

んだりしてケガをする例が増えてきているのは︑相撲をや

も︑ある程度うなづけるような気もする︒取っ組桑合って

資源︑情報から公害に至るまで︑国際的な連動のメカニズ

らなくなったこととも関係するらしい︑という説を︑何か

こなしを身体で覚えてしまうのであろう︒ともかく︑日本

投げたり転ばされたりしているあいだに︑自然に身を守る

組象込まれている︒国境の壁の中だけで︑自閉のままの状

ムのなかで︑地球の上の人間は︑相互に緊密な依存関係に

の学校で失われたものが︑外国で立派に匙り活かされてい

態では生きていけないのが︑今日の人間の姿なのである︒

外国を知り︑世界を理解し︑連帯の輪を広げていくのは︑

るわけである︒

異文化に接し︑あるいは他国の人びととの触れ合いを通

てゆく人間を形成するために︑日本の教育はどうあるべき

国際社会のなかで生き︑世界のなかの日本人として生き

現代の人類的な課題であり︑とりわけそれは教育の果たす

かけて行ったり︑住んで糸て︑相手を知るだけでなく︑自

なのか︒国際社会へ参加するための日本の教育のあり方を

して︑そこにさまざまな発見と驚きがあり︑それを介して

分をも知るチャンスが得られるのである︒外国へ行って更

めぐっては︑さまざまな問題がある︒具体的には︑たとえ

べき大きな役割であろう︒

めて自分の国について考えさせられたり︑自分の国の文化

ば︑留学生の受け入れや送り出し︑外国人教員の招聡・雇

おのずから自らの文化への省察も生まれてくる︒外国へ出

いった経験はよくあることである︒

についてわかっているつもりがわかっていなかったり︑と
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せるまえに︑日本語をしっかりと話し︑表現できるように

教育することが︑まず何よりも大事なことなのである︒

言葉の問題のほかに︑もっとたいせつなことがある︒そ

れは︑家庭も学校も含めて︑日本の教育全体に欠けている︑

日本の文化もっと言うならば日本人の生活文化そのものに

ついての教育である︒どの民族にも︑それぞれ固有の暮し

の︒︿ターンがある︒衣食住から人生儀礼︑年中行事︑ある

いはまた︑あいさつから手紙の書き方に至るまでの礼法︑

風俗︑習慣に及ぶ︑暮しなり生活様式の型があるわけだが︑

日本の学校教育のなかでは︑そうした文化の型の歴史的背

景なり︑現代におけるあり方の理解を得させる︑というこ

とが欠落している︒家庭でも︑だんだんとそれは影が薄く

なってきているのである︒

そんなことは家庭の仕事だと言われるかもしれない︒た

しかに︑それは家庭におけるしつけであり︑それを実践さ

せるのは家庭の役割でもあろう︒けれども︑体系的な知識

を得させ理解させるのは︑やはり学校の任務でもあるだろ

う︒ょかれ悪しかれ︑道徳教育の分担を学校が果たしてき

た︑というのが日本の学校の歴史的特色であり︑伝統でも

あったからである︒

小︒中学校には道徳の時間があり高校には倫理社会もあ

る︒また︑科目としては︑社会︑地理︑歴史の各分野もあ

り︑それぞれ事細かな知識が詰め込まれる︒だが︑いずれ

も寺くう寺︿ラな断片的な知識となっ

いる文化についての総合的な教育

ない︒日本の文化を多角的かつ有︾

うことができにくくなっているの

らずに︑異文化の人びとに自ら童

まして︑相手に理解させる︑など︑

可能であろう︒外へ開くというこ

から始まる︒自らの文化への限り畢

元の文化への関心と了解も深ま２

自らを知り︑自らの文化を理解﹄

化を鏡として映し出し︑それと比︾

は普遍のなかで︑初めて︑くつき蝿

り鮮やかに︑その長所も短所も把揖

れ出る︒その意味からも︑学校教室

民族の生活文化についての理解を︑

個人相互のあいだであろうと︑園

るための努力が必要であろう︒

しかも︑人間としての普遍の尊厳枠

自他の違いを知り︑その遠いのゆ鼻

て︑個を活かし皆がともに喜び生委

え力を合わせてゆく︑というのが八

異質なものに対する寛容と協力で奉

現こそが人間の課題であり︑教育の

用︑研究者の在外研究の推進︑在外あるいは帰国の日本人

には︑外国語の力をつけることが何よりも肝要であろう︒

る︒世界の人びととつき合い︑信頼の紳を強めていくため

である︒とくに話し聞く力が弱い︒外交の舞台で日本代表

語学の達人も数多いが︑平均的日本人は外国語の力が貧弱

子弟の教育の問題その他︑もろもろの側面にわたる︒そう
した︑どちらかと言えば教育の制度︑組織上の問題のほか︑

の発言の内容と技量がおそまつだったり︑個人のレベルで

肝心の教育の中味そのものの国際化︑つまり︑世界理解や
他国との友好連帯を推し進めるための教育は︑どういう方

も︑なかなか外国人と意思の疎通がうまくいかなかったり

ものの反映でもあろうが︑話し方の教育あるいは会話︑討

をふり返ってみるとある程度これは日本の文化的特性その

必ずしも外国語の場合だけに限らない︒日本の教育の伝統

この︑話し言葉︑会話力をつけるということも︑じつは︑

入れる必要があろう︒

言葉によるコミュニケーションの訓練にもっともっと力を

という場合が少なくない︒外国語の教育にあたって︑話し

法と内容でなければならないのか︑という本質的な課題が
ある︒

と言って︑それに役立ちそうな格別の妙案が私にあるわ
けではないし︑効果の上がる有効な何がしかの提言をしよ
うというつもりもない︒むしろ︑国際理解教育とか国際化
そうしたたぐいの何か特別の教育があるわけではない︑と

のための教育といったことが盛んに叫ばれているけれども︑

考えている︒それらの教育は︑けっして︑普通の教育に附

論などの訓練が軽んじられてきた︒むしろ︑もっぱら書き

ク・スピーキングの教育を重視してきた西洋の教育伝統と

言葉中心の教育だったと言える︒ギリシア以来︑パブリッ

け足すような︑別枠式のものではあるまい︒教育そのもの
の形成を目ざすものであり︑究極的には︑国際人を育て︑

の理念が︑自他を相互に尊重し協力してともに生きる人間

しかも近ごろは︑子どもや青年たちの言葉づかいを聞い

は対照的なのである︒

のである︒逆に言うならば︑ちゃんとした教育さえしっか

世界のなかに生きる日本人をつくることにつながっていく

いことが多い︒家庭でも言葉づかいについてあまり注意せ

ず︑親と子の話し合いの機会も少なくなってきているので

ても︑単語ばかりの頻発で︑満足な文章の体をなしていな

たしかに︑教育の国際化あるいは国際人の形成というこ

ある︒今後は︑もっと︑学校はもちろん家庭でも︑話し方

ける人間も育ってくるのである︒

とから考えた場合︑日本の教育には︑反省すべきところや

の教育に力を入れなければならないであろう︒外国語が話

りやっていけば︑おのずから︑世界の一員として生きてい

改善が必要な点はたくさんある︒たとえば外国語教育であ
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それは︑基本的に︑知・情・意の教育に侯つものである︒

さらに︑手を結んで進もうとする決意なり意思の力をもつ

他者や異文化を正しく知り︑人間としての共感の情をもち︑

こと︑言い換えれば︑知︵ロゴスざ喝︑︶と情︵パトス

冒讐○ぬ︶と意思の力︵ヴィルトスぐ胃自の︶の教育である︒

前に︑﹁ちゃんとした教育﹂さえやればおのずから国際人

の形成にもつながる︑と言ったのも︑じつはこのことにほ

かならない︒

自国中心的な考え方も︑自らの文化を絶対至上のものと

する観念も︑けつきよくは︑自己を客体化し相対化する視

まれる︒他者の眼を通して自己をふり返るということは︑

点なり立場に立とうとしない︑知的な怠情と倣慢さから生

つものであろう︒そのためにも︑他国や異文化に対する正

己れを距離化して見るだけの知的世界の拡大への努力に侯

しい理解を広め深めることが不可欠なのである︒

そうした教育は︑基本的に︑合理の精神の形成すなわち

知の教育と︑他者の喜びと痛みに共感しうる感性つまり情

いやりの心を育くむ教育の理想も︑そこにあった︒ロゴス

の教育との結合による︒ルソーの言う︑合理的な知性と思

と︒︿トスというのは︑そうした知的理解と共感の心性のこ

が徳ぐ胃巨のの語源をなす勇気ａ尾

人間の尊厳と幸せを実現するため雁

偏見や差別に挑戦し︑さまざまな寸

明治以来今日に至るまで︑日本の

て進もうとする︑決意であり実行子

くべき普及度で伸びつづけてきた︒

成と科学・技術の進歩と発展にも︑

きたのである︒明治以降の殖産興華

は多大であった︒けれども︑当然ｚ

興と技術開発へと︑教育とりわけ琴

ない︒しかも︑それは︑たえず外国

立ち︑効用性を至上とする大きな煩

国に追いつき追い越すことが︑明坐

貫かれて動いてきた︑当然の帰結霊

あった︒

り︑教育の役割も︑究極的にはそ坐

しかし今や︑技術の進歩は世界︵

の進路を決定しなければならな恩

国ニッポン﹂にとって追いつくベュ

日本の教育の伝統的な特徴のぎ

つあるのが現代の姿である︒

かも国際的には︑あらゆる面で︑一

な︑モノに役立つ人間の形成とい﹄

とである︒また︑ヴィルトゥスというものは︑異質なもの

目ざし実現しようとする勇気︑意思の力︵まさしく︑これ

違ったものを包み込み︑しかも自存の個の普遍的な共存を

皆の幸せを最大限に実現するということにあるであろう︒

主義というものは︑やはり︑最大多数の最大幸福︑つまり

義的な色合いを帯びてきた︒だが︑真の意味における功利

内容も方法も︑すべては国家に有用な︑いわば国家功利主

通じるものであろう︒

要であり︑それが︑日本の教育を国際的に開いてゆく道に

で生きてゆくためには︑知・情・意の教育の徹底こそが必

のもとで把握︑理解し︑個性を尊重しながら︑普遍のなか

換の時代にあって︑日本の文化を世界の文化との比較の相

︵大阪市立大学文学部教授︶

国内はもとより世界の人びとの幸せを願い︑それの実現の
ために役立とうとする人間の形成こそ︑教育の本質的な課
題なのである︒競争から協力・提携へ︑モノから心への転

私は杜甫の経歴と併せこの律詩と絶句を書いたテキスト
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小さな日中友好の話

を同行者にくばり︑杜甫像のある草堂の前に於いて衆人環

藤嘉三

私は昭和五十四年十一月下旬より十一日間中国観光旅行

出となった︒その時一中国青年がそのテキストと私の名刷

って詩吟愛好家として最高の誇りであり︑また楽しい思い

視のなか朗々と﹃春望﹄を独吟した︒これは喜寿の私にと

七七○︶は李白と共に唐代最高の詩人であ

た︒この青年は成都市量具刃具廠︵精密機械工場︶の福利科

をくれと云ふので日本語で色為と話を交した上渡して帰っ

・超祥君で十二月七日付で左記の礼状が来た︒

会い︑あなたの親切を感じました︒あなたの友好を感謝す

城春にして草木深し
別れを恨んでは烏にも心を驚かす︒︵後略︶

るため今私の日本語はまだ下手︵私はわずか一年くらいしか

﹁前略．：・：かへり見ますと先日杜甫草堂ではじめて貴方に

こ上は旧制中学で学んだものでよく知られてゐる︒

時に感じては花に涙をそＬぎ

国破れて山河あり

かの有名な﹃春望﹄の詩句

って︑李白の﹁詩仙﹂に対して﹁詩聖﹂と称せられてゐる︒

杜甫︵七三

のある四川省成都の杜甫草堂を訪れることであった︒

郎

に出かけたがその目的の一つは詩吟愛好家として最も興味

ｌ一中国青年との文通Ｉ

加

に一衣帯水であり︑又親善の歴史を持つ国です︒それで私

本は美しい桜の国︑中国の隣国である︒中日両国は地理的

なたに一語のあいさつを申上げます︒笑って下さいな︒日

学びませんでした︶なのに︑けれども矢張り勇気を出してあ

針︑政治哲学は大学卒業のときに漢文の先生から贈られた

の奨学金を得て︑商大を卒業したのです︒総理の一生の指

業にはげ承優秀な成績をとった為︑市や県や︑有力者から

中日両国人民は子を孫を仲良くするために︑両国民の友好

で︑よく読み又友人にも回読して頂き︑皆様方が新年一九

最後に私の書いた﹃幸福論﹄をこ上に同封いたしますの

おさむな
く蔵めて虚しきが如し﹂老子の言︒

華を去り実を努めよく令誉を広め︑﹁古くより良買は深

左記の言葉です︒

と文化交流の働き手となるために私は一生懸命に日本語を

八○年を幸福にすごされ︑中日友好の実をあげられること

は日本を熱愛して日本人民の勤勉な精神に感心しました︒

の日本語らしい︒そのほか私のアクセントや話の調子も余

勉強します︒しかし私の日本語はまだ粗末であり︑中国語

を望ゑます︒⁝⁝後略﹂

﹁お手紙拝見致しました︒私は心から非常に感激しており

昭和五十四年十二月廿七日超祥君からの来信︒

りただしくない︒私は大変恥し桑ます︒だけど︑今でも私
が矢張りまじめに習います︒ですから︑今後先生は私に教
この手紙に接した私は十二月十六日付で左記の返事を出

えて下さい︒どうぞよろしく⁝⁝後略﹂

諸君は皆先生の﹃幸福論﹄と手紙に感心を持ってまじめに

らのもの見てからすぐ友だちですね︑見せてあげました︒

﹃幸福論﹄と手紙は私にとってとくくつ有難いです︒これ

ます︒先生の写真を見ると大変嬉しく︑とくくつ先生の

﹁あなたが僅か一年間に習得された日本語は大変正確且上

やっと読んでしまいました︒そのうちにある言葉がわかり

した︒

手で感心しました︒私は英語は大学卒業まで十二ケ年習い︑

ませんがどしどしほめてくれましたよ︒私はすっかり喜ん

でしまいました︒ちか頃私の仕事は割合忙がしいですが︑

到底あなたの日本語の程度には及びません︒古詩にいふと
おり﹁少壮努力せずんぱ︑老大徒らに傷悲せん﹂ことまち

若い時には社用で濠州に半年余滞在したことがありますが︑

がいありません︒どうか語学にしても技術にしても︑よく

の参考書はたいへん少ないです︒とくに今私は小さい字典

私は矢張り日本語を勉強します︒しかしこちらには日本語

しいのです︒⁝⁝⁝・⁝・⁝：：．：中略

だけがおります︒私は日本語の字典や雑誌︑書物などがほ

勉強して身につけられることを望ゑます︒

私は日本の現総理大臣大平先生とは同学の東京商科大学
の出身者です︒総理は豊かでない小作農家の生れですが学
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今度先生の手紙を通じて私は総理に感心しました︒同時
に私はもっと深く総理の一生を理解し度いのです︒それで
総理の一生についての書物がほしいのです︒⁝⁝﹂

この手紙と同時に松鶴の中国画のカレンダーを送ってく
れた︒それでその謝意を述べると共に私の書いたエッセー
﹁一橋大学の生んだ二人の政治家︒

の入学テストに参加するつもりです︒後略﹂

そして私へＱハースデー︵三月八日︶プレゼントとして二

枚の中国画と工芸美術画︵布版画︶を送ってくれた︒之に対

して私は四月十一日付で左記の返信を出した︒

﹁お尋ねの私の台湾旅行のことですが中国の国民総生産Ｇ

ＮＰが一人当り三百弗弱に対して台湾は千五百弗で香港に

ついでます︒従って中国の人々は貧しく食ふだけで精一杯

と言へるでせう︒中国が豊かになるには二十年︑三十年も

一︑長洲神奈川県知事論二︑大平首相論﹂
と合せて﹁観光横浜一覧﹂と横浜市の中国巡回船の新聞記

一歩づつ進歩向上を計ることが必要と痛感しました︒若し

か上るかもしれません︒絶えず辛棒強く基礎をかためて︑

資本主義に立ち帰って自由にやるとすれば弱肉強食となり

が来た︒

﹁真心のこもった贈り物ありがとうございます︒私の日本

収拾がつかず︑多数の乞食や餓死者が出ること坐なります︒

事を送った︒そしたら昭和五十五年二月十日付で次の返事

語はまだ不充分で私は一部分わかりました︒だけど根気よ

の国策でありませう．：⁝後略︒あなたの日本語は相当の程

十億の人灸がとにかく食っていくには共産社会主義が最良

度に達しておられるから今更日本の小中学生のテキストを

く続けていけば勝利を取り上げると信じます⁝．：後略﹂

この手紙に対して私は色々と考へた結果︑ユダヤ人ハル

られる様なら︑そのテストにパスする様︑計画をたて坐全

・ヘン︑ジャック箸の﹁不思議な日本語︑不思議な日本人﹂
﹁⁝．：私の様子について先生に紹介します︒最近私の仕事

します﹂

力を挙げて勉強して試験の準備をせられるやうおす入め致

およゑになる必要はありません︒それよりも大学に進学せ

はわりあいに忙がしく毎日退勤してから家に篭って勉強し

とＰＨＰ誌を送ってやった︒その後四月一日付で

ます︒：⁝・私は昭和五十三年の夏から高中生の卒業しまし

になりました︒けれど私はやっぱり学習に関心を持ってゐ

や五百字提言などいろいろな文章がみなとてもい上ですね︒

の季節に思ふこと﹂や熊井啓氏の﹁映画に懸かれた日々﹂

﹁先月ＰＨＰ誌を頂戴致しました︒⁝．：松下先生の﹁若葉

その後五月十二日付で次の返信が来た︒

ます︒とくに語学や文学芸術などがすぎです︒今年の三月

た︒学校から離れたあとで今の工場に入って普通の労働者

十八日は私の二十歳の誕生日です︒それから来年まで大学
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そのため私がこれらのりっぱな文章を本地の雑誌のために
中国語に翻訳するつもりです︒これに成功することができ
ないかもしれませんが︑けれども私はやっぱり勇気を出し

西村会祖のことば︵﹃日本道徳論﹄より抜粋解説︶

﹁わが国には古来倫理道義を説く教多いが︑本会の採る教は儒教

り得︒宗派学派の別なく世界到る所で実行可能である︒真理とは

れである︒真理以外天地間完全なものなく︑万人理解しこれを守

と哲学二者併せその長を採り短を捨てるにあり〃天地の真理″こ

私はＰＨＰ誌の編集部に交渉して一年間位同誌を超祥君

儒教でいう〃誠″であり天理に合い人情に協い至醇至精である︒

てためしたいです︒後略﹂

った︒真に残念であった︒それで私は自分が読んだＰＨＰ

に寄贈して貰ふ様交渉したが遺憾ながら承諾して貰えなか

なお会祖の言う〃天地の真理″が倫理道義の基礎であることには

廃も甚しく思想の相違も著しい︒然し如何に変遷したとは云え︑

義観も一変した︒世界も国際化し時勢の激変のため世界人心の退

思うに会祖が唱えた明治初期と今日とでは時と共に価値観も道

とえ死すとも変えないことを誓う﹂と断言されている︒

道と言うもよく天地の道人類の道に外ならない︒私は深く信じた

Ｏ

人間の精神と身体の構造が変らぬ限りいつも同じである︒これを

にした︒何れにしても人口一億に達する四川省首都成都で

誌で面白いもの︑ためになる号をえらんで送ってやること
発行せられてゐる雑誌に松下幸之助翁やその他の方々の文
章が翻訳されて出ることになれば︑日中友好の私の小さな
願も結実されたことになるであろう︒

昭和五十六年に入ってから超祥君から今日迄一向に返信
がない︒四川省は昨年来大洪水に見舞われ不作の様に灰聞

国をリードすべきである︒その資格と実力と更に優秀な潜在力を

経験を嘗めたわが国こそ︑この際堂だと永遠の平和を叫んで先進

変りなく︑いよノ︑その必要性を感ずる︒世界最初の被爆国民の

の不祥事がなければよいと案じてゐる︒それで十二月下旬

してゐる︒従って同君の仕事の上に︑或は又家庭上に何か

把持して国際社会に寄与する責任ありとまで︑先進国の識者等が

︵西村幸二郎︶

和″に目覚めさしゆくのが︑わが弘道会の責務である

会祖の遺志を各世代に伝え︑警鐘乱打を続けて世界を〃永遠の平

疑あるまい︒吾等会祖の流れを汲むものは︑今こそ団結を新にし

会祖今日在らぱ︑世界を跨に獅子肌して折伏に努められること

世界の将来を洞察して熱望しているのが現状である︒

になったら年賀状を兼ねて近況を尋ねて見やうと思ってゐ
る︒彼の日本語は手紙でも判る様に相当なものであるから
若し特志家があって彼を日本に呼びよせ経験のある機械工
場で働きながら日本の大学に進学し好きな文学や芸術の道
に進むようにしてやればどれ位幸福のことであろうか︒日
本人の国際的役割は必ずしも大きなプロゼクトを援助する
ばかりでない︒小さな善意︑親切によって中国人に酬うこ
とこそ真の日中友好の道であると私は信ずる︒識者は如何

がお考えであろうか︒︵終身会員元日清飼料常務︶
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たのはそこで暮すことが何ともいえず息一

苦しかったからでした︒どういう種類の一

息苦しさでそれがあったか︑それを明ら一

かにするには一つの体験を書くのが近道一

昨年の二月から四月︑二ケ月ほど山篭一

です︒

の上︑横にはぱ広く張った枝をつけてい

見えます︒高さが五︑六米はあって︑そ

る大きな洋梨の木が一本︑居室の窓から

一○米ほど離れた向うの隣家の庭にあ

底音の一つに属するのではないかと思え

さまざまな音を僕らが認知するその基層

風の音というのは︑この世界の中にある

いているように感じられるのです︒多分︑

で鳴っていたもので︑今また同じ音を聞

スマトラいる森林ヴェッダは祝祭に酒を一

りの暮しに入ったとき︑僕は人類学関係一

る︒葉をたっぷりと重たげに繁らせてい

ます︒そしてこの音は︑少くとも僕には︑

本から訪ねた人に壷則の一戻るところはこ一

人は海の存在を今もって知らずそこへ日一

た︒このときいろいろのことを知った︒一

で手あたり次第に読み漁り読み耽りまし一

してその関係の本を入門書から専門書ま一

の本を読みたいと切に思いました︒そこ一
でさしせまっているすべての仕事を放郷一

るその枝が風を受けて︑大きくさやいで

にも聞こえるのです︒そうした風のさや

何ものか根源的なものからの通信の鳴き
きを耳に響かせながら書くのですからな

います︒

僕は今ケンブリッジにいます︒一年の

るべく遠くの方まで視野が及ぶような文

いるのを聞きながらこれを書きはじめて

予定でここに来て半年経ちました︒イギ

章を記してふたいと思います︒

用いる習慣がなく︑歌は猟の帰還の時に一
歌うだけである︒タイの北には今も焼畑一
耕作に従う人がいる︒ニューギニア高地一

リスの中でイースト・アングリアといわ

みの気分を喚びおこすことに気づきまし

は僕の感性の中に何ものかへのなつかし

いているうちに︑風のさやぎというもの

吹き過ぎながら鳴る風の音をたびたび聞

そうだったのだなとここに来てはっきり

三年︑僕は心から欲していたといえます︒

郷に自分を置いて象ることは︑ここ二︑

し︑自国である日本をしばらく離れて異

なったのは偶然の機縁によります︒しか

ケンブリッジという場所に来ることに

ッダの例が刺激的だったのは次の点です︒一

味深いものであった︒たとえば森林ヴェー

書で知ったことは僕にはいずれも大変興一

れるこの地域は風が強いところのようで︑

た︒東京で風の音をしみじみ聞く機会は

分りました︒日本をしばらく離れたかつ

こからずつと行った地の涯のどこかなの一

そんなに多くはなかったはずなのですが︑

例です︒右にあげたものを含めてその読一

ｌこれらばそのとき知ったことの数一

だろうという︒

それでもこの音は日本にいたときも耳元

一

一
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を歌い酒を飲む共同祭儀の世界も同時に

人類が人類になったその時点で集団で歌

ブリッジで自分に先行するものとして︑

延長上のこととしてでした︒だからケン

ここに来たかったのはそうした事態の

ロンドンが没落に向っていると見えたの

街に生動感が感じられなかった︒しかし︑

ちにごみが散らばって実にきたなかった︒

大きな建物があちこちにあることでした︒

成立したのではないかとそれまで漠然と

それらの建物が寄り集って街の様相がで

いていて目立ったのは機能性に富まない

の世界が僕にとって異境であるのと同じ

きあがっている︒このいくぶん荘重な建

はそうした点からなのではない︒街を歩

しかしたら狩猟の時点では酒と歌は人間

点でイギリスもまた異境であるはずです︒

物のつくり方がある時期には人間の充溢

ある何ものかを学ぶという気持ちは僕の

に必要とはされなかったのかもしれない︒

そこで見えてくる風景になるべくナイー

場合従属的な要素でした︒森林ヴェッダ

農耕の世界になって歴然と酒と歌は人間

について虚心に考えて象ることが眼の鱗

ブに身を開いて︑そして見えてきたもの

はその反証となるものだったのです︒も

の世界で重きを占めることになるのかも

ろう︒しかし今の僕には︑それらは︑役目

した生の表現として感じられたこどもあ

僕は思いこんでいたのでしたが︑この例

しれない︒どんな酒も植物からできるの

そう思ったのです︒

をはがすことの助けになるのではないか︑

の終った航空母艦のように重食しいが痛

ことを思い合わせてそんな想念をそのと

いてしまっているという自覚症状が僕に

部分にびっしり鱗のようなものがはりつ

その頃︑自分の心の眼とでもいうべき

は最初の土地ということになるこの街を

日滞在しただけでしたが︑今回の滞英で

に足を踏みいれました︒ロンドンには一

この春︑僕としては二度目にロンドン

うに見えた︒その感じがはるか昔の遺跡

い仕方でここでは人間が動いているよ

まった街に無理矢理自分を合わすしかな

ではなく︑逆に︑肥大につくりあげてし

そこに住む人間のものとして街があるの

ったのが歴史というものが示す姿だとす

かつて栄えた戸Ｉマが没落することにな

（12）

であって動物からは酒はできないという

はあった︒息苦しく感じられていたのは︑

歩いてまず受けた印象が︑その後ここで

々しく眼前に立ちはだかっているような

つまりはそうした自覚のあらわれでした︒

を定めたような気が︑今思いかえして承

ずっと暮す中で考えることになった主題

きえたのでした︒

だからその鱗をはがしたかった︒だが︑

の街の印象に通じるように感じられた︒

を街のまん中にかかえこんでいるローマ

この街は今や没落に向っている︒没落

ものとして見えた︒別のいい方をすれば︑

自分の専門の業にしたがうことをつづけ

ると︑するのです︒

しかかっているものを何人もとめること

ることでは鱗ははがされないことは分っ
の生のありように触れることをしたのは︑

ていた︒読書の方向を転じて多様な人間

没落しないわけはないのですが︑ロンド

れば︑ロンドンも東京もいづれは明確に

はできない．ｌ街を歩きながら︑その
ようになぜか強く思われた︒街のあちこ

そうした道行きに打開の可能性があるの
ではないかと直覚したからです︒

一

一

一
一

街全体が敢然と雄をしく歩みはじめてい

ンが今見せている様はその方向に向けて

ロンドンの未来について英国の人と話し

に筋道をつけることが何やらむずかしい︒

を感性上のこととして想像してゑる方向

れるにちがいない東京の没落という事態

一例を述べたごとくですが︑知識を通し

るような気になることがあること︑右に

て一つの姿を全体としてつかむのには時

る実例だ︑と感じられたのでした︒その

って経験したことになります︒読んでは

間がかかるという認識上の原則を身をも

地図と年表を繰り返しめくりという過程

を何度か辿って︑二つの事柄が興味を魅

きた︒第一は︑一口にイギリスというが︑

くこととして僕のうちに次第に結晶して

自分の街にいる時には旅人の眼を自分

の地域であること︒その三つがどのよう

なる歴史を背負っているという意味で別

コットランド︑ウエールズはきわめて異

プリテン島内部でも︑イングランド︑ス

のうちに育てることはきわめてむずかし

に別であるかという点をここに書く余裕

ったからなのです︒

を見てとったのは僕の中に旅人の眼があ

もしれない︒ロンドンに僕が没落の予兆

な印象をもつことはやはりむずかしいか

人には自分の街に関して僕に訪れたよう

たことはありませんが︑そこに現に住む

雄をしさがむしろ美しくさえあるものと
して僕には受けとめられた︒

いうまでもなく︑これはきわめて個人
的な直観です︒公けに真偽を論ずること
は要求できる態のものではない︒

が︑こうした印象に射止められて僕は
暮すことがなぜ息苦しかったのか︑その

い︒東京で時に苛だつ気分になったのは

はっと眼が開けたように思った︒東京で
内実が別の視野からちらっと見えたよう

そのためではないのか︒旅人の眼が備わ

さよう︑すべての都市は果敢な人為に

な気がしたからです︒

リテン島について語ることは片手落ちに

は明らかに違う︒この違いを無視してプ

はありません︒とにかくこの三つの地域

︑︑

眼との間に介在する空気が︑どこか透明

なる︒更にブリテン島とは島が異なるア

らないとき︑見えているものと見ている

にしばられたままでものに接する状態に

度を失い︑淀みの方に向い︑見えない民

よる作為だが︑その作為のあとにいつか
の例外ではありえない︒このことは誰で

イルランドは北の部分は別にして一九四
イギリスに住むことになってまずはじ

ことを知ってはっとしました︒グレート・

訪れるのは一つの没落である︒東京もそ
も知っています︒だがある街全体として

人は置かれるのではありますまいか︒

めたのはイギリス史を読むことでした︒

︑︑

没落に向いはじめている姿をそのことと
して感じとりながらこのテーゼを念頭に

最初は正直いって謂の中でものを見てい

・ジョイスがアイルランド出身の作家で

です︒スウィフト︑シング︑ジエームズ

に似た苦しゑを背負ってきたところなの

九年にようやく独立を果した地域である

となのではあるまいか︒東京に暮してい

置くことができる機会はやはり稀れなこ

ブリテン圏の中でアイルランドこそ受難
を結ばなかった︒眼でものを見るという

るようで個々の事実がなかなか明確な像
場合は︑ちらっと見ただけで何かが見え

ると︑この街と僕とはどこかで密着しす
いがかかってしまう︒いづれは実際に訪

ぎていてこの街の未来を思い見る眼に覆
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て少し分ったような気がします︒三者に

あることの意味が︑この島の歴史に触れ
いました︒

の票が多くて負けてしまうのだと語って

でも住民投票ということになれば保守派

国家の運命ということです︒

る主題になったことの一つは民族の運命︑

た歴史の影を読ゑとることができると僕

の見え方の背後にアイルランドの背負っ

れて涯に移り住んだケルト人の子孫と称

の北西にはサクソン人その他に追いやら

の西︑ウエールズの西︑スコットランド

第二の点の補足ですが︑アイルランド

確定を行うのは︑先に述べたように︑ヨ

こうした人間空間が国家という枠で自己

る者との闘争があり民族の移動があった︒

四入りこんでそのたびに追う者と追われ

プリデン島にさまざまな民族が再三再

その一端を書いて染ます︒

共通する︑屈折した︑二重焦点的なもの

には思えるのです︒第二に興味を魅かれ

する人たちが今もいる︒この人たちの運

た︒この地域が文明の世界に染まりはじ

らしく侵入してケルト人は辺境に追われ

からサクソン人︑次いでデーン人が荒あ

らは街と道をつくった︒そのあと︑北欧

るというかねてからの僕の原則にしたが

境を理解することでこそ全体像がえられ

﹃アラン島﹄を見つけて読みました︒辺

えている︒ここに来て本屋でシングの

話にケルト語を今も使い︑小学校でも教

しかけているが︑ケルト地域では日常会

アメリカ大陸に移住した際︑なぜ気候の

後進国だった︒イギリスからの植民者が

はなかった︒ヨーロッ・︿の中では辺境で

六世紀まではこの国の力はたいしたこと

という形態をとることになっても一五︑

その後のイギリス史を略述します︒国家

ことでした︒以下の考察に必要な限りで

ーロッパが近代になる運動と関連しての

たのはブリテン島に諸民族がさまざまに

命は︑日本でいえばアイヌ民族のそれに

移り住んだことです︒今分っている限り
ではここにはじめに住んだのはケルト人

めるのはノルマン人によるラテン文化の

というと︑当時大国だったス︒へインが南

暖かい南米にではなく北米に行ったのか

通じます︒しかし︑アイヌ語は今や衰滅

移入以後です︒そしてこの地域が一つの

ったものですが︑この読書に触発されて

であった︒のちローマ人の征覇があり彼

国という方向にまとまりはじめるのは︑

米に力を及ぼしていたからであると歴史

アイルランドの西端近くにあるこの島ま

やギリシア語に似て抑揚の少い言葉で︑

耳にもしました︒音だけでいえば日本語

の成功と多くの植民地を獲得した結果で

冠たる大英帝国が実現するのは産業革命

リスは国力を強めはじめますが︑世界に

書は記しています︒一七世紀以降︑イギ

英語とは別系統のものであるように僕に

九世紀においてです︒つまり大英帝国の

あって︑それが結晶するのは主として一

こうした過程をここに来て経て︑考え

は聞えました︒

る島の二つに滞在してケルト語を実際に

で八月に出かけて象た︒十日ほど三つあ

西欧の各所での九世紀以降の〃国家づく
りの運動″と関連してのことです︒

第一の点の補足をすれば︑スコットラ
ンドに旅行したとき︑イングランドから
のスコットランドの独立を今でも望んで
いる人に実際に会ったのはやはり驚きで
した︒その人はエジンバラで泊った民宿
を営む青年でしたが︑自分が独立を望ん
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なのです︒

実現は歴史の一つの時期に限られた現象
い︒いい意味でも悪い意味でも高い︒そ

功についての評価は海外ではきわめて高

く構想力が育つ余地はありません︒

駕についてのさまざまな可能性を思い描

るだけでは︑日本が今後に経験しうる終

ように僕には見えます︒そうであるとい

きぬけ出ることができるような精神の柔

一戻るとき息苦しい条件の向うに自在につ

もっと考えを深め︑半年後に再び日本に

これからここで提出した視点について

養うことだと僕は考えます︒

予言者の眼︑未来に事を投げかける眼を

場所でも︑もっとも必要なのはこうした

るわけですが︑今︑日本でも日本以外の

とはつまりは予言者の眼ということにな

ありうるさまざまな終罵を見通しうる眼

いるせいでしょうか︒これから千年後に

とを近頃よく考えます︒旅人の眼で見て

千年後の日本︑千年後の世界というこ

のことは海外に住むと実によく見えます︒

この国は第二次大戦を経て戦争には勝

が力を失うことはいつかあるにちがいな

しかしそれが見えるところで僕の頭の中

い︑あらざるをえまい︑ということです︒

ちましたがかなりの植民地を失うことに

った地域のかなりの場所で民族の自立と

もしも人間に智恵が備わることに意味が

をよぎるのは︑日本が今日本を維持して

国家として独立を志向する運動が起り︑

あるとすれば︑ある方向に発展を押し進

いる原理ｌ技術革罰経済発展の原理

植民地保有国はその地域の領有権を失う

めるそのための智恵においてではなく︑

のもっとも特記すべき事項は植民地であ

ことになった点にあると僕は考えます︒

発展の終馬の構造を見通すものとして働

なった︒第二次大戦後に生じた世界史上

アメリカの独立宣言の時にその事態は始

えるなら現在の日本の状態も別のかたち

書き終えて窓の外を見ますと︑梨の葉

軟さを育成する一助にしたいと思います︒

います︒風の動きはおさまりました︒

が秋の陽光に映えて青黄の色を輝かせて

現在ケンブリッヂ大留学中︶

︵東京医大助教授
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イギリスに限ってみれば︑一七七六年の

く智恵においてでしょう︒

イギリスの現在の状態はどこかで人為

っていた︒第二次大戦のあと︑大半の植
民地の独立を許容せざるをえなかったこ
あればこそ国家を強力なものにしたてえ

の届かない一つの歴史の具現としてある

た論理ｌの終駕という事態に直面して

とによって海外植民という論理ｌそれ

いるのが今日のこの国の状態です︒この

いう国家が存在している事態もまた一つ
の過程としてある現象でないわけはあり

での歴史過程の具現のはずです︒日本と

僕が受け印象とはどこかでかかわるはず

ません︒そうなのに︑日本という領域が

ことと︑この春ロンドンを一瞥した際に
だとその後考えはじめました︒

本という未来をいつまでも背負いこみう

日本に生まれた者は日本という過去と日

ありつ堂けることを無前提に絶対化し︑

力として働かなくなるとき︑そのものは

るとするような素朴な思いこゑの中にい

自己を自己として維持している原理が
没落する︒日本が最近手にした経済的成
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多いかも知れないが︑一番はオーストラリアで︑韓国は第

あろうか︒韓国︑台湾︑アメリカなどを思いうかべる人が

現在︑世界でいちばん日本語教育の盛んなのはどの国で

最初の挨拶だけで︑あとは英語になったが︑聞けば数年前

日本語で応待したのには度肝を抜かれた︒彼女の日本語は︑

﹁コンニチワ︑ヨクオイデクダサイマシタ﹂とあざやかな

ンズランド大学の日本語・日本文学科の主任教授ジョイ

の日本語ブームの時代に日本語をかじったのだそうでクイ

ットのおかみさんにしてこの通りであるから︑オーストラ

ス・アクロイドさんをもよく知っていた︒スーパーマーケ

といっても︑これは絶対数ではなく︑人口数との比率か

二位︑アメリカは第三位なのである︒

リフオールニァ州を含むアメリカが第一かも知れない︒し

よい︒

リアにおける日本語の普及ぶりはたいしたいきおいと見て

ら割り出した順位である︒絶対数からいえば︑ハワイ︑カ

ラリアの日本語学習者はだいたい八千人以上で︑これは人

・日本文学科でも︑一九七九年度の登録学生数は三百名あ

実際︑わたしが仕事をしたクインズランド大学の日本語

かし︑少し古いが︑一九七五年の統計によると︑オースト
口一万につぎ五人以上という数字になり︑文句なしに世界
第一位ということになるのである︒

った︒クインズランド大学の全学生数は一万八千名ほどだ

から︑これは全学の六十分の一にあたる︒つまり︑クイン

ズランド大学では六十人に一人の割で日本語を学習してい

わたしは一昨年︵一九七九︶の半年間オーストラリアの東

北部クインズランド州の州都ブリスベーンに滞在したが︑

では︑これはクインズランド大学だけの現象かといえば︑

るわけであるから︑たいした数である︒

は十九ある︒首都キャンベラにある国立大学と十八の州立

けっしてそうではない︒オーストラリアには︑現在︑大学

ーケットがあり︑便利なのでよくここを利用した︒店の女
主人は︑丈の高い︑典型的なオーストラリア美人であった

インドロプリー区にあった寓居の近くに小さなスーパーマ

が︑わたしが家内と一緒に初めてここにはいったとき︑
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リアの大学制度の一つの特徴があるが︑この総計十九の大

大学がこれで︑私立大学は一つもない︒そこにオーストラ

日本語を第二外国語にした学校がふえつつある︒

として学ばれていたが︑今はその無意味なことがさとられ︑

語学教育ではハンを押したようにフランス語が第二外国語

これはなぜかといえば︑日本とオーストラリアの経済関

学のうちに日本語・日本文化についての講座のある大学が

係が他国を圧していちばん深いからで︑日本語ができれば︑

少なくとも十あり︑キャンベラの国立大学︑シドニーのシ
ルンのモナシュ大学には日本語・日本文化を教えるための

ドニー大学︑ブリスベーンのクインズランド大学︑メルボ

は日本語とくらべると︑そういう実利性に乏しいからで︑

就職するときに有利であるという事情がある︒フランス語

また教授陣も整備されている︒

学をあげたが︑この﹁モナシごとは何にもとづくのか︒

さて︑さきに日本語教育の盛んな大学としてモナシュ大

ているようである︒

これが第二外国語の位置から追われる最大のネックになっ

独立した学科がおかれ︑いずれもかなりな登録学生を擁し︑

ところで︑これはどこの国でも同じであるが︑日本語教
ろがオーストラリアでは︑八千人の日本語族のうちの七千

育は大学から始まり︑大学がその中心となっている︒とこ
人は初等中等教育の段階に属していて︑その意味での中心

がクインズランド大学のミュージック・ホールで開催され

を学んでいた︒また︑十月の一夜︑このスクールの学芸会

たサー・ジョン・モナシュにもとづく︒ヴィクトリア州政

り︑またヴィクトリア州電気委員会の初代委員長でもあっ

にあたる︒チャンセラーは名誉職で︑実務にはタッチしない︶であ

第一次世界大戦時のフランスにおけるオーストラリア軍

たが︑その学芸会のフィナーレは日本の歌で︑﹁サクラ︑

府が州第二番目の大学を設立するためのモナシュ大学法を

は大学にはないのである︒クインズランド大学の近くにア

サクラ﹂やヌトポッポ﹂など十曲ばかりを四十人ほどの

通過さしたのは一九五九年のことで︑そのあと三年目の一

イロン・ステイト・スクールという初等︑中等の学校があ

生徒が日本服を着て歌った︒その中にひとりだけ横浜ゴム

九六一年から授業が開始された︒登録した最初の学生は︑

ン大学のヴァイス・チャンセラー︵日本の大学における学長

の社員のお嬢さんがまじっていたが︑他は全部日本人では

司令官で︑一九二三年から一九三一年の没年までメルボル

なかった︒小学生にしてこの調子であるから︑高校段階で

上の学生がおり︑学芸︑政経︑教育︑工学︑法律︑医学︑

全部で三百六十三名であったが︑現在は一万三千五百名以

り︑一日わたしも参観したが︑小学生が嬉々として日本語

は約三十校が日本語を必修科目にしているという︒以前は︑
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学校での外国語教育●日本におけるシェークスピア

でいる者︑日本語がわかる者︑日本事情に精通している者︑

族構造の変化とその構成員の役割と親族関係の研究●現

︒家の近代化と分解ｌ田舎から都市への移住による家

一九七二年Ｉ六人

いずれの数をとってみてもオーストラリアでいちばん多い

係Ｉ東京に鯖けるひとりっ子家庭の研究ｏ日本の婦人

代日本における芸術家の位置●日本の家における父子関

このモナシュ大学の在るメルボルン市は︑日本語を学ん

科学の七学部に分れている︒

ところとされている︒さらに︑日本に対する理解︑親近感

日本語の比較●日本における結婚での贈物進呈

医と役割争闘ｌ職業と家庭の両立における問題●英語と

の点でもオーストラリア第一の都市とされているが︑これ
にはモナシュ大学日本学科の活動もその原動力の一部分と

・日本に寄留する子供の寄留先の文化に対する適応●日

一九七三年Ｉ三人

なっていると思われる︒

モナシュ大学日本学科では︑一九七○年以来毎年︑日本
学科の四年生は最終学年の前半六ヵ月を東京を根拠地とす

の標準日本語における寄着語﹁お﹂や﹁ご﹂の名詞との

本とオーストラリアにおける婦人問題の比較研究●現代

パーチックス

る﹁モナシュ日本センター﹂に籍をおき︑日本語の学力に

使用

最後の磨きをかけるとともに︑卒業論文のためさまざまな
研究をしている︒一九七○年から一九七七年までの研究題

一九七四年Ｉ七人

●比職および形成語と特に関係のある合成語﹁テ﹂﹁タ﹂

閥ｏ日本の通信ｌ電報
一九七一年 五人

●オーストラリアのニュースに対する日本新聞の取材範

一九七○年Ｉ四人
ｏ日本の通信ｌ電話ｏ日本の商業書簡ｌ形とことば

●日本の印章●日本建築におる﹁新陳代謝派﹂●清之の

一九七六年 五人

●日本の大学の入学試験●日本における公害反対運動

ポンの分化の探究

会●東京の住居問題分析●七人の現代日本版画家●日本

●日本の報酬体系●現代日本の堕胎問題●戦後の日本社

目は次の通りであった︒

および﹁シュ﹂の粗略な研究●近代商業高等学校に対す

音楽的︒文学的分析●オーストラリア対日本牛肉貿易●

一九七五年Ｉ二人

メタポリスト・スクール

における増大する老人●現代日本語におる二ホンとニッ

る伝統的価値体系の関連●日本の学校での文字教育●小
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挨拶と就学前の児童

いて︑去る四月二十日の朝日新聞は︑

た三四七ページの大冊である︒アクロイドさんの訳業につ

オーストラリアのクインズランド大学教授ジョイス・

一九七七年Ｉ三人
・篤踏現象ｌ日本人の会見の分析ｏ日本の大学におけ

アクロイドさんも女傑だ︒新井白石の﹃折たく柴の記﹂

また﹃読史余論﹄をク大出版会から出す︒これは昨年︑

の英訳を一昨年東大出版会から出したばかりだが︑近く

日本翻訳家協会の翻訳出版文化賞を受けている︒﹃藩翰

る英文学研究●日本における異国判断の承認と属行
つ問題意識がいくらかうかがわれよう︒﹁モナシュ日本セ

譜﹄の翻訳も半分終わっているそうだ︒

これによってオーストラリアの大学生が日本に関しても
ンター﹂に籍をおいた右の諸君は︑日本語学習のエリート

になって出ることになると︑日本人の書いた書物の翻訳

﹁この三つが新井白石の主著だから︑それが英語で本

ぞろいであるが︑そのエリート諸君が選んだ研究題目であ
である︒

るから︑これにはかりそめならぬ意味がこめられているの

研究としては画期的︒この人は︑朝から晩まで新井白石︒

新井白石に一生涯うち込んだ人です．ｌ白石は合理的

受けたのは﹃折たく柴の記﹄であって︑﹃読史余論﹄に対

という記事をかかげたが︑日本翻訳家協会の翻訳出版賞を

な思想家として西洋人に近づきやすいのではないでしょ

さて︑さきにその名を紹介したクインズランド大学日本

研究はシドニー大学の学生であったときより一貫して新井

うか﹂と師の古川哲史東大名誉教授は語る︒

白石に集中していた︒すなわち︑シドニー大学東洋学科の

の校正が進行中で︑来年の三月までには発売されるであろ

してではない︒﹃読史余論﹄の英訳本は︑現在︑ゲラ刷り

語・日本文学科の主任教授ジョイス・アクロイド博士は︑

第二代教授Ａ・Ｌ・サドラー教授に師事して日本語・日本文

オーストラリアでもめずらしい女性の学者であるが︑その

学を専攻し︑サドラー教授が英国に帰ってからはそのあと

めにわたしの再渡豪が必要となるかも知れない︒

う︒﹃藩翰譜﹄の英訳も完成に近づきつつあるが︑そのた

︵本会理事・亜細亜大教授︶

を追って英国に渡り︑ロスドン大学で学位をとったが︑学位
はつづけられ︑その業績の一端として︑一昨年︵一九七九︶

論文は新井白石の研究であった︒その後も新井白石の研究
の末︑東大出版会から﹃折たく柴の記﹄の英訳本が刊行さ
れた︒三十二︒ヘージの解説︑三十・ヘージの注などもはいっ
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︹特別寄稿︺

大平善梧

敬意を表せざるをえなくなっている︒私はまだまだ知られ

Ｉ
占領に耐えた国体護持
戦後初めて中近東及び印度に出掛けたときに︑現地で日

ない奥深い日本文化の多くの精美を摘示できるであらうと

︿日本文化の誇り﹀

本がロシヤに勝った戦果のことを賞讃されたときに︑裏め

は︑日本語の優美さを背景にしたものではあるが︑やはり

外人に判りかねても内的な日本美点の奥にあるものとして︑

確信している︒自然に対する幽玄的な感受性と表現力など

永く静かに内蔵され続け得るものだと思っている︒サイデ

たい感じながら全く珍らしい興奮を感じたことがある︒近

い立たせた史実であった︒今の日本人が︑全く忘却してし

る意味で︑列強の仲間入りしたことは︑広くアジア人を奮

ンステッカーが︑物のあわれをさぐるために本居宣長に心

代世界史に於て︑日本が近代化を遂げて︑アジアを代表す

まって居ることが︑非欧米社会ではまだ生々しい事象とし

この頃欧米で︑日本経済発展の底にあるものとして︑宮

酔していることは有名な話である︒

今次大戦で悲惨な敗北を喫したけれども︑新興アジア諸

本武蔵の﹃五輪ノ書﹄に注目しだしたとか噂されて居るが︑

て︑彼等を振いたたせているのである︒

を作り上げる結果になった︒正面では何も言わないが︑ビ

国が続左として生誕したことは︑大きな世界の新しい地図

受けとめている︒この程丸善で︑ビクター・︿リス翻訳の

少年時代から剣道や坐禅に親しんできた私は肯定的態度で

ルマ・マレイシヤそしてインドネシアでは裏面でその史実

ブ・ファイブ・リングス﹄と表現されると何のことか見当

書︵オーバールック出版︶を一冊購入してきた︒﹃ブック・オ

最近のわが経済発展︑とりわけその原動力になった日本

が今も後を引いて残って居る︒

談社発行の吉川英治の宮本武蔵の英訳本︵訳者チャルス・レ

がつきかねるが︑反って内容は意味が直接的で面白い︒講

ステリィ︶が海外でも相当に好評を博して購読されている

の底強さを表示しているものと見てよろしかろう︒トラン

ジスター・ラジオの売込み人だと噸笑した国食も︑今は笑

ことは︑そのままに受けとってよい近時の快挙だと言って

の学術進歩は︑やはりわが国として世界に誇るべき技術力

顔で日本人の勤勉さとテクノロジーの発達に沈黙のうちに
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えたことが︑直接の発布原因となっていることはここに言

長い間の外国の占領下に耐えて︑その真髄がほぼ保持され

﹃国体の護持﹄が︑未曾有の敗戦にもかかわらず︑そして

ここでは︑日本精神と日本歴史とに結びついて離れない

けてロシアに講和を求め最後までだまされていたのである︒

ころである︒中立条約を破段されても面子だけで米英を避

よりの最後の意見具申は︑今も涙なくしては読みがたいと

して他は無条件で講和を申し込むより外ないとのモスコオ

の佐藤尚武駐露大使が︑ただ国体の謹持の一点だけを固持

よかろう︒

うまでもない︒これで本土決戦を避けて半ば条件講和をも

たことを︑私は不思議に思うまで感激を以て︑日本文化の

呑まうとまで考えたのである︒生き残りの古武士的外交官

根強さとして提示したいと思う︒国家が敗退すれば革命が

そして最後に広島・長崎の原爆投下があって︑鈴木内閣

｜国体の護持は国の宝

起り︑王統が変り︑そして共産化されることもあるのは︑

は聖断を仰ぎ︑国体護持を唯一の条件にしぼり﹁国体誰

った︒国体を護持し得たと言える終戦だったから︑ご聖断

古今の歴史が示すところである︒栄枯盛衰は世の習で︑と
勿論見方にもよることではあるが︑第二次大戦のわが惨

とご放送はあの最後の瞬間に於て︑最大の効果を発揮し得

持﹂を先方に申し送ってポツダム宣言を受諾することにな

敗にもかかわらず︑とにかくにわが﹁国体が護持された﹂

りわけ外国にはその事例が甚だ多い︒

と私が思っているところのものは︑不思議な日本民族の伝

にとって本当に長いそして息づまる八月十四日であった︒

たのである︒各自の経験はそれぞれ異って居るが︑日本人

るべき本源的精神的な精華だと私なりに秘かに感じている

たのである︒

しかし︑とにかく曲りなりにも国体護持の一本の柱が残っ

統的な精神的基盤の上に固守されているもので︑日本の誇
ところである︒

天皇は︑新憲法では形式的な象徴に化して︑もはや元首

のポツダム宣言の発表にその端緒を開いて居る︒これはグ

日本国体の護持は︑何と言っても一九四五年七月二六日

それほど変っては居ない︒私は学生としては美淡部達吉氏

であると書いてあった︒実質上は旧憲法と実行上の点では

は元首であって︑マックアーサー・ノートにも天皇は元首

ではないと言うのが今日の通説であるが︑やはり対外的に

ルーなどの知日派の面々の強い要請に基づくもので︑わが

から明治憲法を学びそれが根底に残っている︒これがとに

二終戦時の国体護持

国民が沖細戦で最後まで死闘して米国軍に多大の損傷を与
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象徴と言ったのも司令部の思い付きで︑一九三一年英国ウ

変らずに生れそして栄えて居るのであると確信して居る︒

本源的な統一体の中心があるからこそ︑日本国家の活力が

われる︒私は今でもこれでよいと思って居り︑この歴史的

かく戦後も真実の天皇制の姿として終始して居るように思

変化に順応して︑国を守るために再武装することは︑基本

信ずる日本人も居る︒非武装と規定されても︑国際情勢の

めて発表しているのはマックァーサーの方で︑これをまた

自分であると言ってみたり︑都合次第で幣原氏であると改

発意であるとは発言していない︒初め戦争批棄の発案者は

幣原自身はその後閣議でもどこでも一切戦争放棄が自分の

であり︑誇りである︒古神道的な神ながらの不可侵の国体

この占領に耐えた国体護持は私にとって日本の永久的な宝

族的史実である︒思う人によって異なるかも知れないが︑

して護持されたのである︒尊くも不思議な歴史に耐えた民

までされているにもかかわらず︑根本的にわが国体はかく

の占領︑しかもその間に占領軍司令官の発議によって改憲

あり一旦破れれば傷がつくのである︒敗戦︑そして長い間

的な国策として少しもおかしくない︒国体は歴史的本義で

エストミンスター条令からの借り物にすぎまい︒

東京裁判の始まった当時︑天皇か戦犯として市ヶ谷に引
に心痛した︒少なくとも証人として出廷を命じたいと言う

きだされることになるのではないかと︑重臣達はゑな非常
列国の裁判官も少なくなかった︒マックァーサー憲法が起
草されたのとその時を同じくしている︒幣原首相が昭和二
十一年元旦の天皇の人間宣言の原案作製に心痛したのは全
く同じ事由によるのであった︒彼は天皇のご一身を思い︑

も神社等側からその声は高い様でもあるけれども︑政↓治論

護持は︑古神道の宗教論としては成りたつかも知れず︑今

一つの方便として或いは日本の非武装化を国体護持を約束
された後で軽い一言で呑んだのではないかとさえ思われる︒

る︒国体と政体と区別するのが明治憲法の有力な学説であ

とりわけ近代憲法の法理論としては受けつけがたい所であ

しかし︑憲法第九条の戦争批棄の規定の原案起草責任者は︑

もちろん正しくマックアーサー元帥であった︒マックァー

った︒これによれば︑国体は変更したと主張するが︑これ

サー司令部は天皇制の問題に手を出すなと堅くワシントン

から命令されて来て居るが︑それは全然日本側には判って

は我々どもの採るところではない︒

アーサー元帥から最初に得たので︑当意の応答で首相は附

イギリスの法学者サァ・ヘンリイ・サンマァ・メーンが︑

三憲法改正よりも事実上の解釈改憲を

たる天皇のご一身の安泰と国体護持の確実な保障をマック

居なかった︒しかし︑被告側にある幣原首相の第一の念願

言的に戦争批棄の一端に触れたのかも知れない︒しかし︑
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厳格な法が社会の進歩によって︑具体的な妥当性を失う場

有名なその﹃古代法論﹄に於いて︑歴史眼を働らかせて︑

めて︑例えば芦田修正や二院制などが許されたが︑高柳賢

翻訳調から一目瞭然である︒部分的には日本側の訂正を認

は日本政府提案の形だが︑総司令部から生れたことはその

三博士のように日米合作などとは夢言いえない代物である︒

合には④擬制︵フィクション︶②衡平︵エクィティ︶︑そして

上明白に元首である︒こっちから外国へ派遣する大公使に

最後に③新立法︵しギスレイション︶の三方法がその調整法

対しては︑認証式が宮中で行われ︑これは条文上は儀式だ

天皇は対外的には憲法第七条九項によって︑外国の大使

述された︒日本人には本音と建て前の使いわけがあり︑根

けのものであるが︑信任状には大臣からの任命の判よりも

及び公使を接受する権能が明定されて居て︑その点で憲法

本規範の憲法を無理に弄りまわす必要もない︒要は正しい

比較もできない大きな天皇の信任の判が押してある︒これ

の効用﹄という当時名著として注目された法学入門書を説

適用解釈であると思われる︒日本の実情を全く知らぬ米人

は日本式の建て前と本音のやり方で︑擬制がまかり通って

として順次に説述して居る︒わが末弘厳太郎博士も︑﹁嘘

が占領中に一週間ばかりでマックアーサー三項目の指針の

居る厳たる証拠である︒

欧州の現状を見ても︑立憲君主制の民主国の方の政治状

もとにその原案を作りあげて︑これを二月十三日総司令部
が爆音をとどろかして会見の庭の上を通過したのは︑全く

る元首が世襲的に決定されて居た方が永遠性と安定性が採

態が一般に安全しているように見える︒国の統一を象徴す

原案として︑日本側に提示した︒丁度その時に頭上にＢ羽

ある︒

ら起草の上原案を提示することになったものである︒一九

ングラー老夫妻を宮中に案内したところが︑宮殿の玄関前

終りに先般世界的に有名な西尋へルリンの国際法学者ウェ

体の護持はやすやすと忘却軽視できない宝物である︒

りやすいのかも知れない︒とにかく敗戦と占領に耐えた国

偶然乍ら象徴的に日本政府側を衝撃したことだったようで
近衛案も松本案も初めから天皇の地位には触れず︑総司

四六年二月二十六日に極東委員会がワシントンに発足し︑

で二人が示した敬虐な拝礼の態度には案内役の私は非常な

令部側ではこれでは余り保守的すぎる態度だとして︑自か

東京の総司令部の権限が制限されることを憂慮して︑幣原

る︒︵一橋大学名誉教授国際法︶．

い︒ゲルマン人にはそれだけの魂が今も残って居るのであ

感銘を受けた︒世の中に心の憧れの拠り所があった方がよ

し︑直接にＧＨＱのホイットニイ民政局長のもとで秘密裡

内閣の松本案として新聞に伝えられるものには不満を表示
に日本憲法の原案作成にとりかかることになった︒表面上
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前副会長・顧問

木下広居先生の思い出

学の教授に迎えられ︑同大学で講義される

ぜられた︒昭和四十六年四月新設の創価大

先生は︑多くの著書を書かれているが︑

ことになり︑今日に至った︒

とくに﹁イギリスの議会﹂という一書は名

害で︑エセイストクラブ賞をお受けになっ

日本弘道会の前副会長であった木下広居

任されたが︑同月副会長の職を辞され︑引

後︑昭和五十四年六月まで副会長として歴

先生の文は︑軽妙であるとともに︑寸鉄

本民族解放への道﹂などの著書がある︒

﹁政治史話﹂﹁ドゴールの第五共和国﹂﹁日

学﹂﹁フランスの政治﹂﹁イギリスの政治﹂

理事片山清一

先生は︑去る十一月十四日午後五時四十六

続き顧問に就任︑本会の発展につくされて

人を刺す鋭さをもっている︒たえず政治の

た︒その他﹁指導者の資格と条件﹂﹁政治

分︑東京労災病院で︑閑塞性黄だん症のた

七年間の長きにわたって︑本会の活動を通

今日に至った︒先生が理事ご就任以来︑十
じて道義の振興に貢献されたことは︑長く

って迫り︑日本の政治動向を善導しようと

現実に対して鋭い観察とすぐれた批判をも

先生が︑本会につくされた御功績は︑ま

めに死去された︒行年七十九才︒

ことに大きいものがあった︒昭和三十七年

本会の歴史に記録されることであろう︒

と共に︑同年五月副会長となられ︑野口会

野口明副会長が︑第七代会長に就任される

部省の図書監修官に任ぜられ︑文部行政を

校の教授となり教鞭をとられたが︑のち文

大学政治学科をご卒業︒旧制の松江高等学

本県で生を受けられ︑昭和三年に東京帝国

にもお力をおかしいただきたいと考えてい

くの論文を寄せられたかをご存知のことと

バックナンバーをお持ちの方は︑如何に多

毎月連載された題目をあげる余裕はないが︑

する熱意にあふれていた︒﹁弘道﹂誌上に︑

十一月に理事に就任︒昭和四十六年二月︑

長を補佐されて︑本会の維持発展につくさ

担任された︒終戦後は︑参議院法制局の調

た矢先この計報に接してまことに惜し象て

先生は︑明治三十五年十月二十五日︑熊

れたその間︑政治界に通じておられた先生

査課長の重職に就かれるとともに︑尾崎行

第六代会長酒井忠正先生が死去された後︑

は︑﹁弘道﹂誌上に︑たえず警世の論文を寄

雄記念財団の理事を兼ねられたが︑やがて

昭和五十一年十月に本会創立百周年を迎

た後は︑専修大学教授となり︑政治学を誰

尽力された︒同財団の事務局長を辞任され

同財団の事務局長に就任︑政治界の浄化に

も余りある思いがする︒

まだまだお元気で活躍され︑本会の発展

思う︒

せられ︑政界の浄化と社会の発展とに寄与

えるに当り︑会長を補佐して︑百周年の諸

された︒

行事の遂行に大きい役割を果された︒その
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宝#守藍もざ亀奔沙

︵随想︶

﹁学校の成績がいい﹂の二つだが︑﹁けん

的低いのである︒この数字を︑欧米の子ど

しかに低いが︑韓国やタイの子どもも比較

もは三七％で︑欧米の九割台に比べるとた

﹁学校の成績がいい﹂と答えた日本の子ど

でいる者が最も少ない︵六％︶という点に

ないという家庭内の心配ごとに対し︑悩ん

子どもが︑家庭内の争いや両親の仲がよく

いが︑子どもの悩みごとのなかで︑日本の

と思う︒あまり大きく取り上げられていな

分析にも︑このような視点が欲しかった

たものと思われる︒

去年︑発表された総理府の調査﹁国際比

もの自己主張のあらわれと象るか︑東洋の

も注目すべきであろう︒

かに強い﹂は他の国の子どもも肯定は低い︒

較・日本の子どもと母親﹂は︑日︑米︑英︑

子どもの謙抑と承るか︑日本の子どもの現

物の見方について

仏︑タイ︑韓国の六ヵ国の子どもの生活実

実的態度と承るか︑解釈の分かれるところ

情緒的にも安定して︑現実的な眼をもって︑

た︒新聞の報道では︑日本の子どものマイ

どもの父に対する尊敬九九％などに比べれ

る﹂と答えているのである︒アメリカの子

父母を八割近くの子どもが﹁尊敬してい

いる﹂ことを九割以上が評価し︑そういう

の子どもは︑父母が．生けんめい働いて

﹁低い両親への評価﹂についても︑日本

もにも些かの自信を与える物の見方も可能

をもって臨むならば︑日本の父母にも子ど

に日本の子どもに対するいくばくかの愛情

いたくはないが︑予断を持たないで︑それ

取り上げる一般的傾向が反映していると思

欧米と比較してはわが国の問題点を大きく

浮かんでくる︒何事にも危機意識をもち︑

しっかりと育っている日本の子どもの姿が

ナス・イメージが際立っていた︒大きな見

ば低いかもしれないが︑現代の日本の子ど

鈴木勲

態と意識︑母親の養育態度などを調査した
であろう︒

こうしてみると︑比較的安定した家庭で︑

ものだか︑いろいろの意味で考えさせられ

出しだけ拾ってみても︑

もがこれだけ父母を評価し︑尊敬している

なはずである︒

っきり︑低い両親への評価﹂

﹁ああ猛勉強日本の子ども﹂﹁受験地獄く

てず︑未来社会へは悲観的﹂

﹁さめている日本の子︑何事にも自信持

などとなっている︒

ことはむしろ特筆すべきではあるまいか︒

テレビでこの点を質問されて当時の大平首

︵文部省官房長︶

しかし︑報告書をよく読んでみると︑必
ずしもこのとおりではなく︑見方によって

親を尊敬するとは答えにくかったのでは﹂

と語ったと報じられているが︑このコメン

相が︑﹁日本人はシャイだから︑先生や両

ているが︑日本の子どもの八三％は︑﹁何

トは︑文化や社会の背景の異なる国灸の子

はこれと異なるイメージが浮かんでくる︒

でもやる気になればやれる﹂と答えているＪ

どもを対象とした調査の問題点をよく捉え

たとえば︑﹁何事にも自信持てず﹂となっ

五○％を割ったのは︑﹁けんかに強い﹂と
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茎

晩年の老︵前︶将軍

一︹異色人物細評謹︺
〆

第十五代・徳川慶喜邸の日常遠藤幸威

さんは別の学校へ移られましたし︑あ

女学校に入学した日です︒あとでお秋

最近︑増上寺の静寛院宮︵和宮︶記

たくしも小石川柳町にあった学校を退

︵｜︶

念理事会に出席して転び︑三カ月入院

元大番組旗本・二千七百石遠藤新六郎

あったお秋さんの婚家の縁席にあたる

あたくしは元千代田区麹町四番町に

きました︒

りままから︑あたくしも徳川慶喜さま

あたくし︑姉が︹千駄ヶ谷さま︺と

の末娘で小島糸と申します︒

お秋さんにうかがったお話ではあた

がっていたので下駄が履けるようにな

呼ぶ徳川で宗家の徳川家達公爵邸にあ

いえさと

くしの誕生日は︑お秋さんのご縁席に

ですから︑あたくしもお秋さんも八

地の徳川慶喜公爵お邸︶のお妃いさま

第六天さま︵小石川第六天町五十四番

それが千駄ヶ谷でお預りしていた

ると︑参りました︒

十八の米寿ということになりますか︒

きこう

の国子さまが︑高崎の大河内さま︵輝耕

くに

あたくしがお秋さんとお会いしたの

子爵︶にお輿しなさった時︑姉は向う

爵の命日だそうです︒

あたられる元宇和島藩主・伊達宗城侯

ただきましよう︒

ょうじ︶感﹄といったものを聞いてい

を通して見た︑あたくしの﹃生死︵し

済んだのも宮様のお蔭よ﹂と申してお

して退院したお秋さんが﹁これだけで

一

いいざわただす

お隣は︑幸さんの先輩作家飯沢匡

台崖上にございました︒

ったお邸は︑小石川第六天町の小日向

こぴなた

十五代将軍徳川慶喜公がご隠居なさ

︵一一︶

んと申すかもしれません︒

でございますので︑あたくし時々幸さ

んで︑﹃和宮﹄の著者の増上寺評議員

お秋さんのご子息︑作家の遠藤幸威さ

ゆ書きたか

話をテープして下さっているお方は︑

今︑お秋さんとご一緒にあたくしの

ここでお断りしておきましょう︒

さまをお迎えしてからです︒

慶久さま︵慶喜後嗣︶が有栖川宮実枝子

黙え

小石川第六天へ私共が移ったのは︑

しました︒

しやったのにご遠慮して︹あさ︺と申

糸子さまと言われる四シ上の方がいら

隆愛侯爵へいかれたあたくしと同名の

たかちか

唯︑国子さまのお妹に︑あとで四条

手として上るようになったのです︒

かの十五代さま︵慶喜公︶のお子さま相

へお供して行きましたので︑自然にほ

』1

は跡見花践先生がやっておられた跡見
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一

一

子爵邸でも十人いたと︑お嬢さんの木

科︵日本史︶卒弱才独身︶河合重子さ

王子市八日町九

んなら日本一の慶喜公研究家であらっ

八東京女子大歴史

さんのご実家でしょう︒明治の大教育

あたくしが上った頃は︑雪洞を持っ

しやって︑あれは御前か麻布の三連隊

ぼんぽり

村八重子さまにお聞きしております︒

しばた

家だった伊沢修二先生のお邸でした︒

にいらした時︑頂戴してらしたごく普

ご書斎から見える処には︑新発田の溝

った大きな鉄行灯に火を指しておりま

た女中が夜間お廊下を廻り︑廊下に坐

通のアルミ飯倉だとご存じの筈です︒

なおよし

︵保男子爵︶のお邸があって︑今の勢津

口さん︵直亮伯爵︶︑会津の松平さん

したが︑これも間もなく行灯部屋へ下

お話としては︑銀の方が前将軍らしく

あんどん

子妃殿下︵秩父宮妃・保男氏の伯父恒雄

へ行き︑ガスもガス燈の方は消えて電

て面白うございますけどね︒

あたくしが焚き役だったのですから︒

げましたｏランプもその後ランプ部屋
気になったところが如何にも慶喜さま

お考えではありませんで︑あたくしが

お杉戸もありましたが︑これは御前の

そればかりか︹お錠口︺と呼ぶ分厚い

きました︒これで長い廊下を運ばれて

程の︹お水屋︺には︑水道とガスを引

ましたし︑お居間近くに出来た四畳半

ご膳所︵台所︶との連絡も書ヘルでし

前は毎朝︑ご自身ゾリンゲン︵剃刀︶

用したものです︒この脇の洗面所で御

ない当時なので︑お邸の北崖勾配を利

えそうな水洗でござんしたよ︒下水の

だけは︑御前ご考案の徳川式とでも言

た︒

氏・娘︶のお姿もよく拝見いたしまし

第六天のお邸は明治の末でもまだ
的です︒

上づてすぐお錠口に掛った鈴もなくな

来た︑つめたい物を召上ることがなく

トイレも御前と慶久さまご夫妻の所

︹表︺と︹奥︺が厳然とございました︒

り︑連絡も砥話に替って︑便利になり

なりました︒

上手に剃刀をお砥になられました︒御

におられる幸さんと親しいお友達の

なたにお聞きなさったのかしら︒ここ

お拭きなさって︑それから朝食︒朝食

ます︒そして軽い運動のあと︑お躯を

はんごう

司馬︵遼太郎︶先生は︑ここで大阪造

さまが昇る頃には︑もうお起きなさい

前はお目ざめがお早くいらして︑お陽

とぎ

でお髭をお剃りになられるばかりか︑

ました︒

けれど奥には御前以外に男は︑旧幕

せて召上ったと書かれているけど︑ど

兵局へ注文した銀の飯食にご飯を焚か

級女中︶︑下男︑駁者といれて三十人も

だけはテーブルでお椅子でなさいまし

使用人は表の職員や奥のお端下︵下

時代同様おりませんでした︒

おりましたか︒本郷の浅野さん︵長之

︵この方に歴代将軍とくに慶喜公の仏

た︒ご朝食にはきれいな花鰹のかかつ

ながゆき

侯爵︶のお邸には百五十人いたと申し

教感でもお尋ね下さい︒住所←毎Ｍ八

とうたれよし

はなかつを

ますし︑幸さんのご本家根岸の東胤禄
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た鴨か烏のお雑煮を召上られることが

めご歴代の将軍︑御内室にお母上の吉

ここには水戸家のご先祖の方々を始

困った﹂って言って来たことがござい

る時駅者があたくしの処へ﹁困った︒

礼服を召されて祇候なさいますが︑或

ました︒

子の方︑御前のご夫人美賀子さま︑そ
れに亡くなられたお子さま方がお祭り

たいにしたものと︑お正月にはマッチ
箱ぐらいのお餅が二つ這入ってました︒
してございます︒

ございました︒中にお野菜を鉄砲巻染

上に蒔く花鰹は前の晩︑ご膳所が運び
︵三一︶

ます︒

うすく丸まってそぎ︑お食事前にかけ

刀でそれはきれいにチリッノ︑と薄く

す男の方が見えるよ﹂といったふいの

方がくるよ﹂とか︑表口が鳴ると﹁あ

ので︑寺の裏口が鳴ると﹁明日︑女の

お秋さんは若い頃︑尼寺にいらした

お箱の中にはピンと髭を立てた家令の

に上手いんですって︒葵のご紋入りの

たんだそうです︒それが駅者そこ退け

のけて横へ坐わられて馬をあやつられ

を止められてお箱から出られ︑駅者を

に人気のない処へまいりますと︑馬車

ひとけ

それは御前が御所︵皇居︶のお帰り

あげたごく良質の鰹を︑よく切れる小

椅一麗なもんでござんしたよ︒

は余り信じられないご様子でしたね︒

啓示を信じていらっしゃるけど︑御前
そりゃ︑そうでしょう︒ご自分の回

か︒もっとも今と違って御前のお顔を

こちらを前将軍と思ってるんでしょう

うま

また忘れるところでした︒水戸の徳

豊崎さんがいらっしゃる︒町の方は︑

りだけで︑何人殺されてるか判りませ

知ってる方はいらしやらなかったでし

川家は神道ですから︑朝食前に︹御定
議︺と申すのを行いました︒ちょっと

んもの︒

ます︒そしてお庭の隅の隅にあるお宮

するんです︒それからご位牌を拝まれ

には︑雨が降ろうと風が吹こうと﹁私

寛院の宮さまが逝くなられた九月二日

幸さんが書かれた﹃和宮﹄︒あの静

唯︑御前は仏事にはご熱心でした︒

者にすれば責任上﹁転落でもなされて

んて︑あたくし共には面白くても︑駅

礼服を着た方が馬をあやつっているな

ょうけど︒公爵の金モールの付いた大

でんがく

甘い焼味噌をまぶした田楽状のものを

へお米とお水とお塩を三宝にお乗せし

は﹂って︑生きた心地もいたしますま

かわらけ

土器の浅い皿に盛って神さまにお供え

てお供えするんです︒お庭には狐も狸

へ馬車でお参りに行かれました︒

の命の恩人だ﹂と申されて芝の増上寺
馬車で思出しましたけど︑御前は毎

ざいまして表の方では時々困っており

そんなチャメなところが晩年までご
じゃこうのま

週木曜日に︑宮中の鴎香間へ馬車で大

いＯ

たくしの役になっちゃいましてね︒雨
わ

も出ましたが︑いつの間にかそれがあ
こ

の日も雪の日もでざんしょ︒恐うござ
んしたよ︒
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困ったと申しますと︑そんな話がも

ました︒

んですよ︒玄米パンの時です︒

これに似た話が︑あたくしにもござ

どけて下さいました︒

とノ︑困られたのでしょう︒買ってと

左脚負傷者︑陸軍大尉の豊崎さんもほ

これからが問題で︑勿論御前は召上

いました︒困ったのじやなくて弱った

御前はお暇がお出来になると︑メガ

う一つ︑二つございます︒

ネ︵双眼鏡︶で崖の下の通りを眺めてい

しゅんじゆう

木曜日の大礼以外︑御前のご日常は

頂戴いたしましたところ︑

られません︒始めあたくしもおいしく

とおっしゃる︒二︑三度は﹁はい﹂と

いつ

らっしやるのね︒そへ何日頃からか︑

お答えしておりましたけど︑これから

かたびら

羽二重︒夏はお雌子の麻という軽い物

なったんです︒すると︑

大声あげて玄米パン売りが通るように

毎日一ヵ月です︒あたくし困って玄米

はぷたい

和服でございます︒お召物は春秋冬は
に︑縮緬の兵児帯にお白足袋でした︒

﹁あさ︑今日も通る﹂

ますが︑何時か幸さんが言ってらした

﹁おいしいかね﹂

来客があればその時︑お袴と付けられ

って始めはおっしゃってるだけでした

いましたの︒何だとお思い︒

パン屋さんに旗をもう一本立ててもら

ちりめんへこおび

﹁将軍のお袴はタチキリでヌイコミが

なられまして︑

けど︑その裡好奇心が押さえきれなく

︑︑

んわ︒将軍の時だけでござんしよ・

ました︒あたくしも何度かお断り申し

とうノ︑あたくしにご下命がござい

いなさい﹂

﹁あさ︑食べたくないなら︑ないと言

ら︑お止めになられました︒あとで︑

って︒それをメガネでご覧になられた

ｌ将軍ご愛用御絶

んに電話でお願いしましたけど︑

たのですが遂に根負けして表の豊崎さ

﹁あさ︑あれ購うて参れ﹂

あがの

ない﹂という物は見たことがありませ
ご紋付ぎ浜縮緬のこともございまし
はや

たが何時でしたかセルが流行った時︑
ちょっとした騒動が起きました︒

御前はどうしてもセルをお召しにな
りたいとおつしやる︒

って︒知ってらっしやったんです︒

です︒けれど又時分どきになると﹁あ

あたくしが︑お弓場でお弓をひかれる

﹁ナリマセヌ﹂

﹁ナリマセヌ﹂⁝でしよ︒さんざんあ

﹁将軍の前で左脚を投げ出して坐れる

さ︑電話をなさい﹂でしょう︒

けれど表の豊崎さん達は︑

たくし交渉して︑やっと購入していた

行って一︑二度転びました︒

ゆぱ

御前が他人をよくご覧になる例に︑

だきました︒こういう点では大変頑固

十五間向うヘナリフリかまわず駆けて

時︑矢拾いをいたしたしておりまして︑

なんて自慢してらした︑日清戦争の

のは拙者一人じゃ﹂

でいらっしやいました︒
︵四︶
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すると間もなく御前ご考案の矢送り

︑︑

この方がおすがさまのご後嗣子です︒

ボンをつけていました︒

のご立派なお方で︑まだノ︑お椅麗な

でいらしたけど︑当時でもお目鼻立ち

皆さま方どなたも六十過ぎのご老女

御前はご普段はご紋に三寸近くもあ

博多でお裾を引きました︒

すと黒紋付に︑帯は模様なしの嬬子の

月︑お式日で公式なお行事がございま

・冬はき︑帯は昼夜帯です︒勿論︑お正

ちゅうや

皆さまはみんな三シ掛けの足袋を真

あるポール送致器のようなものです︒

上︑お着物のお着付けがお上手で︑立

勿論︑元お旗本ですよ︒

ここで幸さんと関係のある方のお話

居振る舞いが優雅なご様子には︑あた

装置が付きました︒今ボーリング場に

前に申上げた通り︑御前のお子さま

でございます︒

る大きな︹花葵︺の替紋入りのお召物

さん使用の﹃広辞典﹄の著者新村出博

お家のお旗本新村家を継がれたのが幸

えになりましたが︑このおのぶさまの

公爵︶のお腹さまのおのぶさまがお見

しゃいました︒たまに慶久さま︵後の

いう二人のお腹さま︵側室︶がいらっ

のでござんしたよ︒どうなさるんざん

結ばれます︒そのお姿はそりゃ粋なも

に︑肢の下で幅のせまい帯をビシっと

のお式の折りには︑ご老女達とご同様

︹被布︺をお着になれました︒なんぞ

召しにならず︑余程の時のご外出には

のもあります︒どちらさまも羽織はお

の悪い豊崎さんが御前と将棋さしてる

た︒

き︶︺をお使いになりお勉強なさいまし

おぼしめしから︹キシャゴ︵貝のおはじ

で呼んだので糸さんも時さてう言った︶の

と言う上様︵表では昔通り将軍の敬称

になりません︒

ご殿住いのためお金のお勘定がお出来

おこうさまも︑おのぶさまも︑長い

じゆす

方皆さまは︑千駄ヶ谷さまのお邸にい

た︒お二人の写真たしかあります︒脚

くし子供でしたが惚れぽれいたしまし

士ですから︑あたくし一高︵旧制第一高

しよ・あたくし︑何度も真似してゑま

事件︵明治天皇を暗殺しようとした陰謀事

を申し上げましょう︒

ま︵中根幸︶とおすがさま︵一色すが︶と

らしやって第六天の方には︑おこうさ

等学校︶や帝大︵東大︶の学生でいらし

したけど︑出来ませんでしたの︒お髪

件だが事実ではなじ﹀の前後から︑御前

それと関連して思いだすのは︿幸徳

うえさま

﹁計算ぐらい覚えなさい﹂

た先生のお姿をよくお見かけしました︒

は普段ですと︹夜会︵たばから巻き上げ

とお二人の前で新聞をお読承する役を

︑︑︑

幸さんが旧制高校や帝大に通ってらし

て左右に輪をつくった髪型︶︺のように束

ひふ

た時と同様きたないお姿でしたよ︒そ

ねて巻いてらっしやいましたが︑ほか

お引受けしたことです︒お二人共世間

しんむら

れにこないだお聞きしたところ八王子

の女中は島田です︒あたくしは赤いり
︵於兎四郎教授︶先生をご存知とのこと︒

いずる

の河合さのご紹介で︑大阪市大の一色
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ホホホ芝居のような科白を言上すると

せりふごんじよう

このお話は後でしましょう︒

鉄子さまが御前のお妃いさまでしたが︑

正久市長︵この時は市長でなく佐倉藩主・

一度︑幸さんがお親しい佐倉の堀田

やりと

のことはトンとご存知ないざんしよ・

いった造取りをなさいます︒

御前がお退屈の時は︑あたくしがお

ですから三面記事になると︑さあ判ら
ない︒それでいつの間にかあたくしが

電話して秋亭さまをお呼びいたしまし

のりまさ

すず

旧伯爵︶のご本家の堀田義正︵旧子爵・

江州︑宮川藩主︶さまのところで錫さま

じんりき

すると三人引きの人力︵人力車︶でい

︵堀田家嗣子義正・母堂︶に旧家老が言

た︒

新聞を読み学校で聴いてきた話を入れ
てご説明しました︒冷汗ものでしたわ︒
﹁世の中は︑又どうなるか判らないか

上しているのを拝見しましたが︑外で

お過ぎでございましたでしょう︒ここ

お待ちになられました︒八十をトウに

ましたねえ︒子供ですもの︒

は一度もございません︒面白うござい

ほか

ッチューの間︺という応接間の次室で

らっしゃいます︒いらっしゃると︹セ

よく第六天にお見えになるお方に御

珍らしいと言えば︑あたくし︑勝海

︵五︶

らね﹂御前はお見通しだったんですね︒

前のお父上烈公︵水戸藩主・徳川斎昭︶の

舟の妹さんにお会いしたことがありま

す︒お順と申上げる佐久間象山先生の

は天井からイタリヤ製の大きなシャン

奥さんになられたお方でしょう︒小柄

デリヤが下っておりまして︑実枝子さ
ま︵慶久夫人︶のご婚儀もここでなさい

さまの中の秋さまで︹秋亭さま︺と申す

方がいらっしゃいました︒当時向島小

ました︒そういう外的な公事には九段

いました︒

な方でえび茶の袴を穿いていらっしや

お部屋さまのお一人︑春さま夏さま冬

梅の水戸さま︵当主・徳川囲順侯爵・後

の富士軒より職人が参りまして︑西洋

山先生が暗殺される朝︑京都の私共へ

いてこられた倉持のご祖母さまが﹁象

十年ぐらい前︑幸さんが会われて聴

公爵・隠居昭武侯は慶喜公の弟︶のお邸に

らいのものでしょう︒

料理を作ります︒部屋は十畳︑十畳ぐ

そうそう幸さんが評議員をしている

お住いでした︒

上さまが上の間におこし遊ばすと︑

かみ

芝・増上寺の会長︑一シ橋の宗敬先生

﹁秋亭これへ﹂⁝とおおせられます︒

兜をかぶって行らしやっては﹂なんて

見えられた時︑どなたかが︑先生！

よしむね

︵昭武侯弟焦敬侯二男・元伯爵︶も小梅の

おん前に進まれ︑

秋亭さまは膝行なさいまして上さまの

しっこう

お邸で上さまにお会しているそうです

佐久間先生です︒

暗殺予言のようなことを言われたあの

けど︑幸さんの話だと︑何時も写真を

﹁上様には益々御健勝に渡らせられ︑
ちゅうしん

うつしていらしたとおつしやってます︒

秋亭衷心より．：．：﹂

さとみち

その宗敬先生のご先代達道さまの奥方
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ら︑お里帰りというのも変ですけれど︑

精さんのお邸は赤坂永川町でしたか

のぶさん︑おこうさんとＹの字型に寝

りお聴きしてらした﹁公︵慶喜公︶はお

大久保利通のご子孫大久保利謙先生よ

ひかわ

第六天へ奥さまの伊代さん︵海舟孫︶と

た︒それも左手を下にして右向きに寝

勝さんはもうおなくなりでしたけれ
ど︑お噂さでは︑ご生前慶久さまをご

いらっしゃる時は︑よく永坂更科の
︿かけ﹀とか︿しっぽく︵そばに松だけ︑

ないため﹂ということはございません

ていたのは暗殺者に左手を斬り落され

﹁あれは嗣子ゆえやれぬ﹂

養子に強く望まれたそうですが︑

しいたけ︑かまぼこ︑野菜などが這入った

でしたが︑一尺ぐらいの高さがある藁

﹁精ならよかろう﹂

くわし

もの︶﹀を人力車に一杯お重で頂き︑ポ

蒲団の上に真綿の入った羽二重のお蒲

と申されて︑たってのご要望に︑

ソＪ１︑食べました︒御前も︑おこうさ

津山松平家︵松平斎男爵・津山分家︶に

のためのようですね︒あたくしが朝刊

の﹃和宮﹄を読むと下よりの暗殺防止

かいま︑き

おこし遊した浪子さまのご長男で中学

にお飾りしてございました︒お掻巻だ

をお持ちする頃はいつもデンとお部屋

わら

と精さまをご養子にお出しなされたそ

まやおのぶさまも温め直しなんぞしや

︵寝ること︶なされます︒これも幸さん

団二枚と︑それにお掻巻二枚でギョシ

はぶたえ

うです︒お兄さまの誠さま︵徳川誠男爵︶

しません︒

亥こと

にも佐倉の堀田さん︵正久氏の祖父正
っとも堀田さんのお話は︑幸さんが正

生の斎光さま方は御前に似て鉄砲がお

倫伯爵︶からお話がございました︒も
久市長にお尋ねしたところ︑びっくり

上手でいらっしゃいました︒斎光さま

お厭いなさったのでございましょう︒

けになさったのはお歳だけに重い物を

なりぶつ

ご本家の堀田家の方も佐倉宗吾のた

なさっていたそうですから判りません︒

った根岸のお近くから︑御前にお弓を

おこうさまやおすがさまのお部屋に

はあたくし共のご本家東・遠藤家があ

はあたくし共同様長火鉢がござんして

たりか︑二百年来男子が生れず義正氏

何時でしたか皇太子殿下︵大正天皇︶と

習いにお見えになっておりましたが︑

が生れた時︑元家老が来て腰を抜かし
たと義正氏の奥さまの敏子さんがおつ

ね︒いつも端然と火鉢の前にお坐りで

たれひと

有栖川宮さま︵栽仁王︶とご一緒に第六

いい筈です︒当時の正亨子は逓信大臣

まさゑち

しやってますので養子の話があっても

ました︒ここがあたくしやお秋ささん

もある前のお池には金魚が泳いでおり

お庭はどこも同じで︑築山がいくつ

いらっしゃったお姿を憶えております︒
ございます︒

天から千葉の方へ出張なさったことも

幸さんと同じ評議員をなさっている

︵一ハ︶

でもございましたからね︒
勝さんの場合には︑

﹁勝一流の掛引きよ﹂⁝とおっしゃる
かた

方もおられるとかお聞きしました︒
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の処と違うところです︒当時池には鯉

よ・子供心にもお気の毒に思いました︒

者の賞罰に関係があるためでござんし

とう

﹁厚く切れといつとくれ﹂

がございました︒この時だけ︑

お好きな物の一つにくくったら漬﹀

ときまっておりましたもの︒たしか根
の研究を胤禄の御前がやっていたと思

たれよし

岸の東家でも音無川の水を引いて錦鯉

いや尋さルー

食事は家達さま︵十六代・徳川家達公

います︒

碁と言えば︑四十過ぎの女の方で喜

血筋でしょうか︒

られました︒

多文子という四段の先生がたまに見え

その先生がある日︑あたくしより小

さい小学五︑六年生ぐらいの女弟子を

連れてらしたことがございます︒その

時季になるとおつしやいました︒
お茶はおせん茶を召上られましたが︑

う︒あとで御前が︑︲

お弟子さん︑余程お強かつたのでしょ

しよもう

爵︶などお親しい方がお見えの折りに

いたしません︒下灸の者より余程ご不

お三時でもご所望がなければ︑お持ち

うしおじる

は︑よく鯛の潮汁が出ました︒お椀に

朝早くめざめの後︑新聞︑お手紙をご

供には前将軍も︑爵香間砥候の公爵も

って苦労されたことがございます︒子

横でフフンて笑うのには弱ったな﹂

覧になられます︒この間に︑慶久さま

でござんしようよ︒

なく︑碁の上手︑下手だけがあったん

﹁なにかおかしいことあるかい﹂

を慶久さまがご覧になって︑

たくしこの通りよく笑いましよ◎それ

由を付けて逃げられた時でしたか︑あ

豊崎さんと慶久さまが︑なんとか理

ご夫妻と豊崎さんがご機嫌伺いに見え
この時お暇ですと豊崎さんに︑

られます︒

御前のご日常は今お話し申した通り︑

自由であらっしやいました︒

﹁いやまいったまいった︒一目置くと

鯛の目玉が這入っている︑あれです︒
お客のお付の方は別です︒

ほう

慶久さまもお召上りなさいましたが︑

あの頃としては珍らしいお料理法が
つぐみ

ありましたね︒

鵬を焼鳥にして召上られる時︑コン
ロの上に水の入った⁝⁝水コンロとで
こへ串に差した鵜とを入れ︑温まるの

も申すような物がございましてね︒そ

とおっしゃって碁石を差す手付きなさ

﹁どうだね︑これ﹂

んですよ︒

を待って焼味噌をつけて召上がられる

の前で脚を投げ出せるのは拙者だけだ︑

り︑よく碁を打たれました︒あの将軍

御前はご膳所から運ばれた物は︑長

御前はおこうざまなどは︑﹁こう﹂

って言われたことがありました︒

慶久さまはお強うござんしたよ︒カ

﹁こう﹂と呼ばれましたけれど︑あた

と自慢した家令の豊崎さんです︒

でも一通りお手をつけられました︒お

ードはおそろしく精さまがお強い︒お

い廊下の奥から来てさめていてもなん
箸をおつけ下さいませんと︑ご膳所の
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くしなどは﹁これよ︑これ︑これ﹂で︑

はたから見る殿様家業とは大違いで

﹁あれは何んでございますか﹂

とおっしゃっていらっしゃいました︒

なのだろう︑とし拳じ桑考えました︒

た時︑一体生きると言うことは︑なん

最近息子が亡くなり︑嫁と孫が残っ

入っておる﹂

すると御前が静かにお笑いになられ

そう慶久さまがご質問なさいました︒

お言葉はどなたにもお静かで︑いつも

﹁だが慶久︒自分の生きている間は開

とおおせられた後︑

︵七︶

︹ぎょし︵お寝承︶︺も十二時近くです︒

ご丁寧でした︒このおこうさまとあた

の頃よくお秋さんと話します︒

死とは事実︑無になることなのか︒こ

のことは﹁自分は﹂とか﹁わたしは﹂

たまに﹁あさ﹂でした︒御前はご自分

くしが配膳いたしまして︑おこうさま
っしゃれば︑ご一緒のこともございま

には︑死とは何か見当も付きませんで

けれど︑十五や十六の頃のあたくし

何時なくなられてもよい︑ご用意の

﹁あれか︒あの中には覚悟の用意が這

まして︑

が御前に渡されます︒慶久さまがいら
したが︑さもないと︑おこうさまとあ

した︒旗本の家に生れたあたくしには︑

何かが這入っていたのでございましょ

どうは美味で︑御前もお好象でござい

毎年︑甲府から献上して参りますぶ

りましょうか︒

なりますので︑食べ物のお話にでも移

シメッポクなりました︒時分どきに

舎畠ノ○

と申されました︒

けるな﹂

たくしに老女だけですから︑そりゃ淋

兄や姉と同じような旗本特異の﹃生死
ど︑小さい時に父を亡くしたあたくし

感﹄を持っていたことは事実ですけれ

たかつき

しいお食事でした︒

お食事は︹高杯︵食物を盛るのに使う

ところが御前はチャンともっていら

には︑死に対する実感がありません︒

足のついた器︶︺︑そうお懐石膳に似たも

のをお二つ並べて召上られました︒

お夜食の後は又ご書見でお風呂を召

とっときのお話を申しましょう︒

っしゃったんです︒

ましたけど︑お正月に出る鉄砲巻き象

されるのは夜九時頃︑お錠口のしまる

お居間の床の間の脇に三尺ぐらいの

すから︒それに恐縮なお話ですが︑大

は召上られましたよ︒お儀式の一つで

は不味うござんしたね︒それでも御前

まず

をお流しするため︑タスキがけでお待

時分でした︒これもおこうさまがお鉢

らでん

たいなものの中に何んだか這入った物

はくさん

鍵がかかった舟箪笥のような螺釦作り

︵文京区白山に住んでいた医学博士︶に止

さっていらっしゃった折に︑

ある時︑慶久さまとここでご会食な

のお箪笥がございました︒

ちしていますので︑侍医の白山の先生
められた日でない限りお這入りになら
れます︒
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て参りまして︑お邸内一同にご分配下

正天皇さまご成婚式に御所から頂戴し
菓子とか果物を頂いてお帰りなさいま

たる宮中語︶︺までお召し遊ばされ︑お

ので︹お内裏︵オダイギと読む︑大奥にあ

すと︑

たくし共が手に持ちきれぬほど取れま

つみになることもございましたが︑あ

春お出かけの時には︑畦で土筆をお

あぜつくし

さった黒胡麻酒に似た︹クロキ︺と濁

す︒すると分け隔てないようにお下げ

毎冬十二月になりますと︑必ず国府

臣の邸へ避暑に参りました︒ここのお

夏は江尻︵静岡県清水市︶にある旧幕

どぶ

酒に似た︹シロキ︺の不味かったこと︒

﹁すぐ家に送りなさい﹂

津の大鳥圭介さん︵旧幕臣・男爵︶︑幸

隣が島津さん︵島津忠重公爵︶で︑御前

ろく

それに較べれば︑毎晩御前のお夜食に

かいようでございましよ・

渡しになられました︒大変なお気のつ

ますが︑一︑二度だけ︑それも一口で

あるお酒の美味かつたこと︒お断りし

おじいさんです︒大鳥先生は明治四十

さんご存知の慶応の大鳥蘭三郎先生の

お付きの者へ指図なさいました︒

付く銀のピンからお呼ばれしたことの

ありの上︑ご高齢であらしたので三︑

すよ︒御前は︿ゼンソク﹀の気味がお

れ︑老女が︑

とお呼びしておりましたから︑島津さ

﹁タダシゲさま︑タダシゲさま﹂

一年のお生れですからご存知あります

がおこしなさいますとご挨拶に見えら

四口しかお口になさいません︒

まい︒そのご別荘へ避寒に参りました︒
く近くの農家へ立寄られましたが︑

密柑狩りにお出かけの場合なんぞ︑よ

後年︑東家のご親戚になられた松浦
さん︵松浦厚伯爵︶のお邸で行われるお

ふかん

茶会のお帰りに必ずお出し下さるお菓

あの当時でも大変な騒ぎで︑はしり物

水曜の午後ですのでご参内のお帰りで

さまがお馬車でお見えになられました︒

千駄ヶ谷からは︑月に一︑二度家達
とか特産品とかいるノく＼な献上品がご

しょう︒

先達って幸さんの処へ見えた旧幕の

とお呼びでした︒

﹁サンミさま︑三位さま﹂

と呼ぶ公爵を官位が﹁三位﹂ですから︑

さん承

第六天ではお秋さん達が十六代さま

ざいました︒

︑︑︑︑

﹁十五代将軍様がお見えになられた﹂

んのご宗家でございましょう︒

子の美味からったといったらありませ
んでした︒

一度あたくし︑浅草へ参りました折

承や︑︑︑

りのお土産にはま屋の︿ふき豆﹀を買

別荘をお出になる前にお菓子を入れた

子供も大勢押しかけて参りますので︑

したところ︑大変お喜び下さいまして︑

くおひねり﹀をたくさん用意させて配

って帰りまして︑そっとお上げ申しま
今度は公式に人力で買いに行きました︒

るのをご覧になるのを楽しゑにしてい
らっしゃいました︒

食べ物のお話といえば︑木曜のご参
内には皇后さまのご親戚でございます
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老女が︑お庭の池のふちの木に昇った

いりと

もちあき

−さん︵茂詔侯爵の音読み︑文部大臣を務

ることでございましょうか︒あたくし

めた︶方をお相手にお仕舞いを舞われ

申しおくれましたが︑御前は身長五

共は外の畳廊下で拝見いたしました︒

しょ員ノ︒

なり流れるのをお厭いなさったためで

﹁落ちると付き人が迷惑するからお降

お正月の︿三河万歳﹀の時もそうでご

ら下からご覧になっていた慶喜さまが︑

い小柄なお方であらっしやいました︒

夕方︑慶久さまにご教授ななさってい

御前は本当にお能がお上手で︑よく

取りはらったお部屋です︒

ざいました︒合戦図をえがいたお襖を

尺三︑四寸のご発明らしくお顔の大き
一時︑東京市長になられては︑とい

ない﹂

うお話がございました時ｌそういう話

りなさい︒人に迷惑をかけてははいけ

をお尋ねしてもおっしゃらない︒どな

と言われたといつてらしたけど︑お名

はございませんが︑

ご教授と言えば︑あたくし共にも︑

らっしゃいました︒

﹁フランス語を教えてとらそう﹂

だけのことだ﹂

お教えなさることがお好きであらっし

って体よく逃げてしまいましたけれど︑

﹁ご用繁多でございますれば﹂

とおっしゃいました︒勿論皆︑

と言われたとか伝えられていますのと

華族というのは吾々摂家と次の清華家

﹁華族︑華族と大名も新華族も言うが︑

戦後︑自殺なさった近衛さんが︑

と言われたというのも︑単なる噂です︒

﹁町奉行か﹂

たでしょう︒お側にいる者は︑ヨシノ
ブとはいわないし︑ケイキとも申しま
せん︒第一ごくお近くの方をでなしに︑

お庭の木に昇る方などいらっしゃいま
せん︒ご本家さまがご逝去後︑時をこ

御前には奥のおやさしい主人のお顔

同じで︑あたくしやお秋さんのご主人

やいました︒

ういう方に会います︒

と︑一歩お外に出られた時の威厳に満

胤治さんもよく近衛さんを存じており

ますと︑三味線︑お琴︑ピアノと世に

桜が咲きますと︑あたくし共を連れて

賑やかと申せば︑春︑江戸川くりに

やかでござんしたね︒

たまにご家族の方方がお寄りなさい

てい

ちた十五代将軍・公爵のお顔の二つが

ますが︑どちらさまもそんな不遜な放

も不思議な合奏が始まり︑それはお賑

︵八︶

おありになったことを存じあげており

何時もお淋しい御前のご日常で唯一

言をなさるお方ではございまません︒
のおにぎわしい行事と申せば︑月に一︑

たれはる

ます︒

二度お見えになる宝生九郎さんとシテ

当時よく御前が旧幕のお方にお会い
にならない︑と言う旧お旗本の不満の

の松本長さんや︑徳島の蜂須賀モショ

ながし

のお言葉が間違ってあらぬ方へ雑音に

声を聴きましたけれど︑これもご自分

（36）

代におつかわしなさいました︒

害されて︑ご大葬には慶久さまをご名

おおまがり

大曲︵第六天下︶から江戸川に沿って細

﹁すぐ祇候しましょう﹂

けれど別にどこが悪いといったとこ

には︑すでに白い布がかかっておりま

鉄さまと二人でお側に参りました時

とおっしゃいますので︑取るものも取

ろはございませんでしたが︑大正二年

お顔を拝ませていただきました︒

したが︑鉄さまとご一緒にお布をとり

上野のご葬儀には東京中の火消や︑

なお顔であらっしやいました︒

ご生前と少しもお変りにならぬ静か

おが

二十一日ご莞去なさいました︒

ノｒ︑︿肺炎﹀になられまして︑十二月

らず︑人力で帰邸いたしました︒

たりまで大名行列のように参ります時

十一月未頃からお風邪を召され︑とう

もりなり

川さん︵熊本藩主・細川護成侯爵別邸︶あ

ゅうござんしたねえ︒

なんぞ︑皆浮き／︑して︑そりゃ楽し
ゴリッさん︵細川誰成嗣子護立の音読

﹁自分は︑肺炎か︒それなら覚悟が出

亡くなりになられる前︑白山の先生に︑

七十七歳でいらっしゃいました︒お

こう言う日が近かづくと︑必ず本郷

で︑よくご一緒いたしました︒

象︶は慶久さまと学習院が同級ですの

︵東町︶の小間物問屋︿兼安﹀︑あの﹁兼

くんさま︵広島藩主・浅野長勲侯爵の音読

広島にご滞在中のごぜんそくのちょう

み︶以外の三百人近い元お大名方がす

と申されたのは本当でしょう︒

べてご出席下さいまして︑お山を回る

来ている遠慮なく言ってくれ﹂

と言うのは︑あたくし︑当時︿百日

谷のくあまざけ屋﹀︑帯はなんといっ

一咳﹀にかかりまして小石川・林町の一

長い︐Ｉ︑列が出来ました︒

安までは江戸の中﹂の兼安︑着物は四

て︑それが又楽しゑでございました︒

シ橋さまのお邸で休んでいたのです︒

を差し上げましたので︑こうやって目

ても︿高島屋﹀が．ご用伺いに参りまし

高屋屋では千駄ヶ谷さまが仲人で前田

あたくしが横にさせていただいている

をつぶりますと︑今でもお大名のお顔

ｌ了Ｉ︵作家︶

あたくし︑この旧大名の方方にお茶

のおなみさま︵金沢藤主・前田利胴長女

部屋の前に︑御前ご自筆の﹁大樹庵﹂

を思い出せるような気がいたします︒

としつぐ

で前田利為爵夫人渓子︶のご婚儀前二千

した︒

という肩額が見えるお茶室がございま

としなりな銑こ

円で注文なさったお仕立て前の丸帯の

慶喜三女︶が︑

鉄さま︵コツ橋家﹂徳川達道伯爵夫人︑

しょｏ

そこへ﹁おかくれ﹂という電話ざん

ご立派だったことは︑八十八のこの歳
になるまで忘れられません︒
︵九︶

明治天皇のご健康がすぐれないと灰
聞なさった前後から︑ご自分も健康を
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篠塚しげる選

○見上げおる過疎の村人鳥渡る

である︒

○胸で汗払う花道勝相撲

いりひ

よな

東京都逆瀬川傘火

○熱る上柚子これも先代のゆづりもの

○全山の紅葉没日が燃えたたす

○物煮えて厨の秋は豊かなり

○木毎の熟れて野地蔵ほ些笑めり

栃木県渡辺清香

ているのに作者は目を当てた︒それがこの佳品の出来た所以

は現われないが心の中は苦労の連続なので︑帽子が汗にしみ

評遠足の生徒の身辺何かにつけて責任の重い女教師の表面に

○遠足の女教師の汗帽に泌む

千葉県野平英一

○秋風を樹間に入れし庭師かな

○亡き母の面影ちらつく青簾

千葉県林東洲

蕊

○あまつさへ火山灰降り今年の秋暑し

の予報であったに拘らず八月末から九月にかけて物凄く暑い

評今年の秋は例年より早く来て急に涼しくなるという気象台

熱帯夜がつづいた︒この句はそれだけでなく近くの活火山が

降らす火山灰︵よな︶をよけるために男の人も傘をささねば

千葉県鈴木とよ女

の句としては新しく且つ面白い︒

ならず︑余計に暑い感じを受けたというのである︒﹁秋暑﹂

○歩を正す表参道菊日和

ぬく

○碑の文字の薄るる寺苑乱れ萩

○吸物を温めなおして後の月

がうまく揃はず︑吸物がさめる︑それをぬくめ直してまだ来

評お客様を招待してご馳走を提供するのだが︑お約束の人数

ない客を待つというのであろう︒後の月は十三夜とも云い︑

婦の気苦労は押して知るべしである︒

十月だから夜は肌寒い︒だから一度ぬくめても又冷える︑主

千葉県田村春風

○舞踊終へ汗の一礼美しく

○笠の紐解いて疲れし汗を拭く

○一山は読経に明け暮れ秋彼岸

○枯野道バスの挨の凄まじき

○片雲の吹かれて陀し大枯野

千葉県宮峰秋峰

○塁の香のゆかし小春の子ども部屋
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弘道俳壇

○木毎椀ぐ溌刺として山の娘ら
ス︾０・

○木毎の熟れし野の路雲流る

千葉県大宮章世

つけるので野趣があって木の枝をたわめて実をもいで食べる

評木毎は平地で畑などで作る毎とはちがい山野に自然に実を
のはなかなかに気持のよいものである︒殊に山育ちの若い娘

選者近詠

里の娘の袖引く案山子勘三郎

中村勘三郎丈の〃案山子の踊″を観て︒

たはむれが恋となりゆく投げ木の実

菊花展一水走る幕の裾

ぴかりｊ︑沼の日返し障子洗ふ

炉端寝のうしろの胆まだ寝ねず

ろぱたね

鳥屋にて︒

とや

○汗拭くや一合の酒もてあまし

千葉県田村隆村

○錨の音の重なり合へる闇路ゆく

千葉県加藤刀水

○天追はる夢より覚めてあぶら汗

千葉県小林邦春

○木毎や秘めごとは皆うるはしき

○汗の子の正座崩さず書道塾

千葉県秋葉貞女

○顔の汗拭くも得ず田草掻く

たちが木毎を椀ぐ姿はぴちぴちとすがすがしい景色である︒

千葉県八木幹男

千葉県鈴木きよ女

○袖で汗拭いて熟砂の畑を這ふ
○生業に男の汗の力痛

め

○鍬を振る汗を野風が運び去る
○木毎に子等の瞳輝やく野辺の路

千葉県石橋香峰

○水行で登山の汗を浄めけり
評登山の汗を払ふには涼しい風に当ることも一つの方法であ
ろう︒しかしそれでは一般的で面白くない︒法の山とか神を
祁る聖域に登る場合の汗は水垢離︵例へぱ滝行︶を行うのが

から

最も汗を払い浄めるに効き目がある︒信心の厚いこの作者な
らではの逸句である︒

○木毎が人知れず稔る空堀のあり

千葉県鈴木美世治
○通夜の客汗拭く素振り涙拭く
たという︒お通夜の客の悲しい素ぶりが上手に描けてい

評汗拭く素振りと思ったところが︑実は涙を拭いたのであっ
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今云生口

一

振替口座

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新入会員です︒

︹東京都︺

手塚教子︵弱／９×一︑○○○円︶
○平野章一︵町／畑︶上田政男︵訂／２︶

︹福島県︺

︵以上一︑○○○円︶

阿部晴男︵研／１︶湯沢誠二︵印／１︶

長谷川寿郎︵銘／３︶︵三︑○○○円︶

︹宮城県︺

︹山形県︺

中山師治︵㈹／３︶︵三︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

小川藤六︵駒／３︶柏倉真一︵印／３︶

︹秋田県︺

米田金右ヱ門︵師／１︶

畠山東太郎︵駒／３︶梅津正雄︵訂／３︶

︵以上三︑○○○円︶

剣持直樹︵記／皿︶伊達文蔵︵駒／︑︶

堀内熊男︵詔／３︶︵三︑○○○円︶

清水安則︵弱／咽︶︵一︑五○○円︶

︹山梨県︺

田内竜治︵印／１︶︵三︑五○○円︶

︹静岡県︺

中条桑すず︵師／５︶︵一︑五○○円︶

︹富山県︺

宮野吉松︵露／３︶︵三︑○○○円︶

○山内久治︵研／叩︶︵以上一︑五○○円︶

○遠藤林太郎︵訂／９︶︵一︑五○○円︶

︹群馬県︺

鈴木純一︵印／７︶︵二︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

永石秀美︵師／３︶沢計吉︵師／３︶

小倉力︵印／３︶榊原良成︵印／３︶

荒木道雄︵罰／３︶岡野清信︵印／３︶

︹千葉県︺

︵以上一︑五○○円︶

︹神奈川県︺

小野田聖也︵印／吃︶砂金俊夫︵詔／１︶

清水義夫︵記／３︶︵二︑五○○円︶

︵以上二︑○○○円︶

藤瀬英二郎︵昭／４︶永野英蔵︵駒／７︶

山机久徴︵町／１︶︵以上一︑五○○円︶

西村菊子︵弱／︑︶日野誠︵印／９︶

渡辺知子︵印／３︶石幡悦子︵師／３︶

日本弘道会

奥村弥生子︵訂／１︶相良亨︵ｗ／４︶

4‑4317
束凧

● ● ■ 5 勺 ■ ■ ■ ■ ■ ■ に

､当こぎ°

３︑お名前の下の数は会費最終月です︒
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鐙ご寄付者芳名

日本弘道会

金拾万円也住友不動産㈱殿︵東京都︶

日本弘道会

︵以上一︑五○○円︶

番号

斎藤浩哉︵師／５︶佐藤保文︵師／５︶

(寄付金口）
神保町支店

4389347
〃

普通預金

︵塞醍和鉦蓉咽朋皿甲敬称略︶

支店

、
丑
へ

一

(寄付金口）

西村英二︵町／３︶桧野直︵ｗ／７︶

ご利用下さい。

愛波剛介︵印／５︶中山昌︵印／３︶

方銀行｜菩涌
福今｜口庫
491
1778
口座 4 9
普通預金

金四万円也匿名氏殿︵東京都︶

お 願 い

◎会費領収報告

ご寄付金のお振込は下記ご便宜のところを

︹京都府︺

しました︒

前に供物を捧げ謹んでご冥福をお祈りいた

に渡辺事務局長︑役員一同を代表してご霊

執り行われました︒本会より西村会長並び

去︑同十六日世田谷覚願寺に於て告別式を

性黄だんのため︑享年七十九歳を以てご逝

十一月十四日︑五時四十六分︑終に閑そく

京労災病院に再三ご入院ご療養中のところ︑

同氏は︑去る八月頃から東京都大田区の東

利制剖割倒叫当会顧問︵元理事・副会長︶

回
︵以上一︑五○○円︶

玉木加津子︵師／２︶玉木ゑさ子︵師／２︶

︹大阪府︺

竹内佐一︵Ｗ／５×一︑五○○円︶
︹滋賀県︺

小林善信︵開／３︶︵三○○○円︶
︹島根県︺

藤原延︵印／３×一︑五○○円︶
︹福岡県︺

白水鏡︵印／３×一︑五○○円︶
Ｏ祝建設大臣就任︵ｎ月即日︶

特別会員始関伊平氏測才千葉県
衆議院議員当選九回︒通産省資源庁長官︑

︵なお︑まさ子未亡人は世田谷区上野毛１１７

調査会長など多彩な経歴︒とくにエネルギ

設︑内閣各委員長︑党資源エネルギー対策

防﹂と題し︑延々一時間半に亘る講演を拝聴︒

際政治評論家︶から﹁現在の国際情勢と国

から本会館会議室において斎藤忠講師︵国

前号で予告の通り十一月十四日午後二時

一︑グーｈ︑︒

ー問題の専門家として知られ︑経済政策に

現在の世界情勢︑特にソ聯邦に重点を置

ザ８︐１〃

１哩のご長男広文氏宅にお移りになりました︒︶

於ても理論派として自他ともに許す知性の

いて︑西欧︑及び中東諸国との関係ならび

特別講演会⁝⁝報告⁝⁝

人︒昭和 年からの本会特別会員で︑機関

に米・ソの軍事力比較などについて︑該博

通産・労働・科学技術各政務次官︒衆院建

ギーの節約と資源の愛護﹄と題して警世の

誌﹁弘道﹂にも資源庁長官時代に豆ネル

多大な感銘を与えた︒なおこれに関連して

なる智識に基づく詳細なる説明は聴講者に
︵昭和銘．５１６月号︑醐号参照︶

論説を寄せられた︒

現下吾国の憂慮すべき軍事体勢・安保問題︑

に震骸させる警醒的な解説は特に印象深か

非核三原則等ぺ吾々の時局認識を根底的

った︒終ってから約四十分間活溌な質疑︑

懇切な応答ののち午後四時すぎ散会︒幸い

当日は好天にめぐまれ多数の聴講者で盛会

編集後記

であった︒

ない︒

最近の日本ば国際間で重い比重を持つように
なった︒それ丈けに日本人として︑世界の人々
から愛され尊敬される国民とならなくてはなら

中央教育審議会は昭和⑲年の５月に文部大臣
の﹁教育・学術・文化に於ける国際交流﹂につ
いての諮問に答申して国際社会に生きる日本人

本号はこの線にそって︑特に道徳的役役割に

の育成を強調している︒

ついて特集した︒

る︒

︵Ｓ・Ｋ︶

昭和死年末に際し会員諸氏のご健康を祈り︑
会の目的達成へのご協力をお願いする次第であ

昭和五六年一二月一○日印刷定価二五○円
昭和五六年一二月一五日発行年一︑五○○円

発行人西村幸二郎

編集人片山清一

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

東京都千代田区西神田三ノーノ六

発行所離畑日本弘道会

電話︵二六一︶○○○九番
振替口座東京四 四三一七

郵便番号一○一

I

『

︵本会特別会員︶

Ａ５判六七○頁

頒価

三︑○○○円華蝿○円

日本自由宗教連盟創立者・国際自由宗教連盟理事・正則
高校校長として人生百年の大半を求道にささげておられ
る先生が︑永遠の生命を唱導し︑宗教は万人に共通する
人間性の自覚と実現であると喝破する珠玉の書！

東京帰一教会（正則学院内）

百寿翁今岡信一良著

人生百年
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