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僕たちの一人一人を、よく知りつくして、情熱を傾け
て下さったわが師の、あの日、あの時の一鮪！

生涯の懐かしい思い出として、いまだに僕の心の中に生きてい
るo

隙間だらけで、膚寒い教室だったけれど…･･･。
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皇室を敬愛すること︑国法を守る世界の形勢を察すること
こと

政治の道義性を高揚すること

一指霊魂銅由なること︑迷信は排除こと
思考を合理的にすること︑情操を
美しくすること
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学問を勉めること︑職務を励むこ経済の倫理性を強調すること
と

教養を豊かにすること︑見識を養
うこと

財物を貢らないこと︑金銭に清廉自識癖醸峰銅叡確雲垂鴎詫室生
なること

家庭の訓育を重んずること︑近親
相親しむこと
道義の一般的関心を促すこと

一善一徳を積むこと︑非理非行に教育の適正を期すること

ること

屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期す

信義を以て交わること︑誠を以て報道言論の公正を求めること

身を貫くこと社会悪に対し世論を高めること

−

』

何んのための俳句かと︑合点がゆかずぼんやりしている

と俳句を書かれたのである︒こんな時に︑のんびりと

﹁憎しとて叩くにあらず笹の雪﹂

業︑高等尋常小学校に入学した︒年齢は十二歳だった︒

と︑﹁降り積る雪の重桑に堪えかねて︑笹が折れたら可

今から七十六年の昔︑私は当時の尋常小学校四年を卒
ある日︑私は十人ほどの同級生と一緒に︑教壇の前に

哀相だ︒不偶と思えばこそ叩いて雪を払ってやるのだ﹂

ふびん

つ︒︑

立たされ︑クラスの生徒の方に向って横一列に並び︑膨

じゆんさと

少しづつ解け始め︑何ものかが肌を通して伝って来る思

反感さえ催したが︑その真剣さと気迫に私達の胸の中も

なぐ

の練習だった︒当時小学校では珠算はたしか正課ではな

いがした︒ざわついていたクラス一同も神妙な顔になっ

ふく

れっ面して項垂れていた︒生徒らはザマ見ろと言わんば

んなに殴っておいて︑うまいこと言てらシ〃とちょっと

と誇々と職されるのだった︒〃なんだい！オレ達をあ

かったと記憶する︒担当の先生はいつも﹁お前達が将来

て︑一生懸命耳を傾けるのだった︒この時の極めて厳粛

つらうなだ

ジッと晩んでおられた︒その日はソロ︑ハンの読み上げ算

かりに畷やいている︒教壇の上からは先生が怖い顔して

は大半商人の子女達だった︶正課の残り時間を割いての

社会に出てからきっと役立つから﹂と︵この地域の生徒

な情景が︑私の心の奥にまで強い印象を灼きつけるのだ

った︒恐らく真剣の裏に隠されている温い滋味というか︑

試みだったらしい︒
なぐ

暫らくすると先生は︑ソ日ハンを持って︑私達の後ろ

誠心と言うか︑識らず知らず心の琴線に触れたのである

とりこ

から順次に右肩をピシリノ︑と音がするほど力強く殴っ

う︒スッかり先生の誠心の捕虜になったような気になっ
、 八

大きく

た︒

てゆかれるのだった︒禅坊主のあの型だ︒相当に痛かっ
た︒全部殴り終えるとこん度は黒板の方へ向きを変えさ
せた
て○

○ぬ

︑ノ

／１︑

先生は名を﹁山本信夫﹂と言って私達卵人ばかりの組

然にも昨今のわが国の情勢がピタリと符節を合するよう

たなどの話は不思議と頭に残っている︒今日思えば︑偶

しの夢

の担任で︑傍ら学校全体の習字の先生でもあった︑背は

だが︑将来の日本は大いに眼を海外に放ち︑国際的視野

どんぐりめ

ヅングリと低く骨太で怒り肩︑俗に言う団栗眼の大きな

の必要性を強く教えられたのであった︒

すがめ

その後︑いつもとはなしに︑クラスの級長︑副級長を

命じ︑自分の考案になる毛や軸に特に工夫を加えて特別

親し糸が増してゆくのだった︒先生はまた専門の業者に

さも自づと和らげられ︑師弟間の隔壁もなくなり次第に

の家庭的遊びをして楽しんだので︑その時は勉強の窮屈

さんを交えて︑﹁家族合せ﹂や﹁百人一首﹂その他色左

先生のお宅では一応特訓が済むと︑必ず美しい若い奥

眼玉をギョロリと光らせ︑しかもそれが砂だった︒ひど

そぱぐい

い反シ歯で乱杭歯︑見るからに︑こわい顔だった︒しか
しよく承るとまた︑どことなく謹厳そのものな古武士の
趣があった︒書も流石専門家であった堂け︑その雄津な
しゃがれ

初めとし︑上級学校進学希望者を含めて七︑八名で︵中

の毛筆を作らせ︑全校生に使用させると共に巷間にも拡

筆蹟には定評があった︒声は太くさびた項シ声︒

に画伯安井曾太郎の令弟安井富士三君もいた︒後年住友

められた︒特に異様に思われて今日なお忘れられないの

〃仁丹″という有名な家庭薬が全国的に普及していたが︑

は︑ある時ご自分で製薬を始められたことである︒当時

本社役員︑比較的早く亡くなったが︑最後まで非常に親
しく交際した︶グループをつくり︑放課後先生の私宅に
通って特訓を受けることになった︒言は堂昔の寺子屋象
る佃屋と言ってい上くらいのものだった︒受験のために︑

飛んでゆく薄い金銀箔で混ぜて小さい丸薬に仕上げ︑こ

﹁薬研﹂と言う鉄製の道具で薬種を砕いたあと︑吹けぱ

やげん

その真似をされたのかどうか︑知る由もなかったが︑

正課では教えない難かしい本を講義された︒未だによく

れを︑﹁金膳丹﹂﹁銀鴎丹﹂と名づけて市場に売り出され

たいなものであろう︒お宅は２．３室しかない質素極ま

憶えているのは寛政の三奇人の一人︑林子平の〃海国兵

たのだった︒私達も面白半分に時々手伝ったこともある

組象が現代のような大量生産でなく︑如何に複雑多岐で︑

今にして思えば︑この一つの実験が︑現実の社会の仕

じや

談″であった︒〃親なく子なく板木なし︑金もなければ

が︑両手が痛んで小供にはとても骨が折れた︒

はんぎ

死にたくもなし″の狂歌と︑隅田川を流れる水がテーム
つ→色

ス河に通ずると驚かされ︑夙に国防の重要性を絶叫し︑

特にソ連の南下を警戒すべしと説いて幕府から罰せられ
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の小さい丸薬と雛も︑簡単に作れるものでないことを教

裏では目に見えない努力や数々の苦労が強いられ︑一粒

教育の本質とも云うべきものを味わうことが出来たよう

合いを通して︑多くの接触の機会が与えられ︑それこそ

に引っ張って行かれたが︑師弟間に直接肌と肌との触れ

を仕込まれながら︑特訓のお蔭で首尾よく二年生から京

かくて私は先生に手を取り︑脚を運んで身を以て実学

である︒

えられたのではあるまいか︒

この経験がその後の私の長い人生行路で︑何かにつけ

都二中に入学︵後三中となる︶惜しいかなその教えを受

思い出され大変役立ったのであった︒

こういった調子で先生は自ら身を以て導き肌と肌とが

た型先生の真似をして︑両掌を合せて首を垂れ︑無心に

小暗き周囲の森に︑ガランノ︑と大きな音色を鵠させ︑

校︑翌四年初めて向陵生活に入り︑エリート達に操まれ

に入学したが︑そのまＬ病気のため恨みを呑んで一年休

大正三年︑私は一浪のあと二年目に噺やく憧れの一高

った︒

った明治の世は︑いつしか大正の御代へと姿を変えてい

歳月人を待たず︑世は慌た堂しく廻って︑耀やかしか

古都を訪れる機会もなく日は空しく流れ去っていった︒

校したが︑この時先生と悲しく快を分ったままで︑爾来

家に養子の身となった︒そのため東京麻布中学四年に転

けること僅か二年に過ぎず︑中学三年の時縁あって西村

触れ合った訓育をする点に︑大変重点を置かれたようで
あった︒中でも最も熱心だったのは︑私達を連れて毎月

必らず︑都の西北山城と丹波の境に舞える愛宕山頂の
〃権現詣″であった︒勿論先生の常日頃からのご信仰の
︐わムワいし

中心であったのであらう︒竹の皮包承の握り飯弁当を腰
に︑草畦穿きで清滝川の清流に沿った急坂を端ぎつつ登
ってゆく︒最後の高い石段を息せき切って上りつめ︑神
前に太く重たい鈴綱をやっとのこと振りながら︑昼なお

拝むその瞬間︑敬戻な心持に打たれ︑苦し象のあとの清

ることとなり︑白線二本入りの帽子を得意げに被り︑わ

こだま

々した言うに言われぬ澄みきった気持を味い︑心の底に︑

たのであった︒

ざと弊衣破帽︑肩で風を切って稚気満々と大道を澗歩し

げん

姿︑形だけによってだけでも︑少しづつ目に見えない崇
にか先生の誠心が惨象こんで行くようだった︒

るものを組織し︑相変らず時折り昔通りの訓育を受けて

古都に残った旧友達は先生を囲んで︑﹁しのぶ会﹂な

高なものに対する信心どころが根づいてゆき︑いつの間
先生はまた私達を︑社寺仏閣︑史跡や名所と所を方灸
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一

いると伝えて来た︒

言葉も慣れない東京で︑厳しい窮屈な養家の家庭から︑

かん

折濫と︑﹁憎しとて⁝﹂の俳句が頭の底に閃めいた︒〃占

怠け者には〃︑渡りに舟″すぐさま極秘裡に数時間で準

みな手を打って大賛成︒最も労少くして最も効果あり︑

めた！″〃これに限る！″と欣喜雀躍︑一同に図ると皆

自治と自由の向陵生活に湖び去った私は︑篭の中から脱

備完了︒静かに夜を待った︒

と

活を楽しんだのだった︒

け出た駒鳥の様に何にも知らずに反動的に開放された生

部屋の内はと覗いて見れば︑重たげに雪を被った二米

かぶ

さて︑一高の寮では毎年二月三日有名な﹁記念祭﹂が

に地面に垂れ下っている︒地上は一面の銀世界︒ただ一

余りの葉も青く茂った若笹が一本︑今にも折れんばかり

前夜祭は大入り満員大混雑であった︒

の室々では夫を工夫を凝らした飾りつけをして外部から

ぎわ

と誰れに頼んだか水茎の跡も美しい︒開け放たれた入口

ぐき

﹁僧しとて叩くにあらず笹の雪﹂

本の細い棒が横たえてある︒壁には大きな短冊形の紙に

催され︑その前晩〃前夜祭″なる行事が行われる︒各寮
の見物に公開してお祭り騒ぎをするのであった︒この日
ならわし

ばかりは日頃の女人禁制令が解かれ︑殊に女学生連が多
勢見物に来る慣例とて︑向陵健児も︑若い血潮を弥が上
にたぎらせ︑一年一度の最も華やいだ日を楽しむのであ

しかも暴れん坊︑怠け者︑ヅポラものなど揃いも揃って

私達は東寮妬番とて三階建のこわれか入った古い寮︒

知らず︒同夜おそく〃呑喜″のおでん屋に繰りこんで︑

ツポに当ったわけ︒一同万歳Ⅱ手の舞い足の踏む所を

の笹と綿だけ︑費用は最低〃労少くして効多し〃が思う

これがなんと見事に入賞したのであった︒材料は一本

の窓際には︑墨痕淋潤と﹁鉄拳制裁﹂と大言されてある︒

１５．６名が起居を共にしている︒勿論この日の前夜祭

散食に飲む︑食う︑歌えのたわいもない大乱痴気︒

る︒

も室の飾りつけに頭を痛めこそすれ動かばこそ︒その前

つらつら考えるに︑山本信夫先生の指導訓育には常に

夜に迫って何んとか始末をつけなければならない羽目に

〃愛″と〃鞭川との二つが表裏重なり合っているのを感

かつ

同じ体たらく︒暫らくあって諮然として心自ら開けた︒

なっても︑外見は泰然自若︑内心は気がもめる︒私とて

ずるのである︒非常にこわい厳格な先生であった︒竹の

てい

ふと恩師山本先生の悌が浮んだ︒あのソロバンの厳しい
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心がしみじ桑と肌路を伝って来るのが感じられた︒

しさ︑︒去り行く悲しみに涙と共に︑恩師えの感謝の誠心

しわが師の恩⁝⁝﹂と声張りあげて歌った際︑卒業の嬉

をこめて別れを惜んだあの日のことは︑生涯忘れんとし

如く堅いが︑一面また雪のように柔かく和やかな慈愛の
先生の特訓で︑私達は︑識らず知らず︑読書欲をそそ

て忘れ得ない︒いったい何がそうさせたか？人間たる

○○

られ︑向学心を刺戟され︑信心どころも培かわれ︑誠の

以上︑男女を問わず︑老いも若きも誰しも︑心の底に潜

つち

心にも触れる︒これら凡てが身を以っての教えであり︑

拳持っている誠の心に外ならないのではあるまいか︒現

代の青少年だけがその例外ではあり得ない︒

○○○

肌と肌との触れ合う結果によるものに外ならない︒

私は大正の末期在英時代︑ケンブリッジ︑オックスフ

理は絶体に変らない︒鞭なき愛に溺れんとすることと︑

明治が大正となり︑大正が昭和に変るとも未来永劫真

易きに就かんとする若人の甘えとづるさが︑この古今東

ォードの教育が︑教室内の正課を終わるとも︑恩師との
許可されないと聞いていた︒師と弟子が互に肌と肌の触

食事を共にする回数が規定数に達しない場合は︑卒業は

じこめているに過ぎないのである︒一日も速かに︑この

西を︑貫ぬく真理を彼らの心の奥底に徒らに眠らせ︑封

○○○Ｏ○

れ合いによる成果に重きを置く結果であり︑これこそ人

誤った易き眠りから︑目を覚まさせることこそ︑社会全

やす

間教育訓練の真髄である︒かくして初めて真の人物は練
成されてゆくのであろう︒しかも先生のお人柄からも︑

ならず︑彼らもまた︑人の子として将また人間として心

体の急務であり︑そのことが彼等に対する真の愛情に外

の底よりこれを恥ずべきであると私は確く信ずるのであ

どしようぽね

鈍牛︑猛牛を思わすその容姿からも︑私は土性骨︑ど根
てゆくのを︑これまた肌を通じて感じ取ってきたのであ

どん

性と言ったようなものまでが︑なんとなく植えつけられ

る︒

ｌ昭和印．３．︐１

を東京からわざノ︑入洛出席している︒

間︑今日に至るもなお綿をとして続いている︒私も時

附記Ｉ別に組織されたクラスの﹁しのぶ会﹂は実に七十余年

る︒何事も貫ぬき通そうとの堅い信念が︑人間を筋金入
りに仕立て上げるのではあるまいか︒

現代の教育ママ︑過保護の親の〃鞭″を忘れた心ない
○○

非行につながると感ずるのは︑蓋し私だけではあるまい︒

溺愛こそが︑学生の暴力︑暴行さては教えの師に対する

私は今から花年もその昔︑小学校卒業の時﹁仰げば尊
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ｌ
感銘をうけた恩師たち

朝宮城前のユゥ・カク・キ・ケン．・エン﹂

︑︑︑

の珍体操の話に打興じている次第です︒校

長は口ぐせの様に﹁君等は吸取り紙なのだ︒

赤インク︒黒いインク・紫のインク．青い

集めて遥拝を実行していました︒但し︑そ

と戒告されました︒佳言なる哉である︒全

岩崎晶
私は東京府立第五中学校︵現在の小石川

れに伴う﹁ユウ・カク・キ・ケン・エン﹂

国の中学校中︑初めてその制服として背広

るのだ︒朱に交われば赤くなるのだぞ︒﹂

インクを吸い取れば夫さての色に着色され

高校︶の第一回︵大正十三年︶卒業生であ

姿にネクタイを着るというスタイルを定め

午前三時起床︑当時護国寺近くの雑司ヶ谷

に則り︑君等生徒諸君をして紳士としての

たのも伊藤校長の大英断﹁常に進取の精神

︑︑

のです︒集合時間が何しろ午前五時︑私は

という体操には全生徒全く往生閉口したも
︑

から︵市電は時間的に未だ走らず︶徒歩で

自覚を促し︑紳士として所遇する︒﹂即ち︑

︑︑︑︑

ながらあわれとぞ思ふ﹂のむらさきの花で

宮城迄テクるのですが︑途中数多くの交番

己れの言動には責任を取れという事であり︑

︑︑

ります︒略して﹁五中﹂と謂いますが︑微
︑︑︑︑

あり︑校歌は武蔵野の雄健なる姿を詠じた

毎に立番巡査殿から誰何されたり︑猛犬に

でした︒﹁清く正しく明るく﹂を主張され

礼節を重んじ︑法に忠実であれという意味

︑︑︑○○Ｏ

章は﹁ひともとの紫ゆえに武蔵野の花は染

初代校長の作詞になるものであります︒

吠えられたり︑寒さは寒し楠公銅像迄やっ

︑︑

０Ｏ

側伊藤良七先生︵校長︶は信州ご出身の異

と辿りつくのが恒例でした︒丁度︑日の出

︑︑

色ある名校長として有名︑元東京高等師範

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

モットウを旗印とし︑当時上級学校入学者

又︑﹁全人間的教養を身につけよ﹂との

ました︒

．

学校の英語の先生であり︑その掲げる題目

前の薄明りで吐く息も白く︑それでも校長
新案ご自慢の体操﹁熊鶴亀犬猿﹂を踊らさ

００

は実に﹁開拓創作﹂の精神でした︒

年に一回﹁創作展﹂を講堂で開催し︑生

ぎたい

れるのした︒︲

は異にした教育方針でした︒処が堂計らん

数をの承目指しての受験重視の各府立校と

徒より発明工夫を目的とする作品を募集︑

やっているうちに睡眠不足の目も頭も判

夫煮の動物の擬態運動です︒

や︑第一回生の四年終了者より一高を始と

これも教育の一端でありましょう︒五中

校長の得意や思うくしでした︒

識者をして唖然たらしめたのであります︒

して二高︑早大や慶大の予科・東京商大予

然としてきて︑終了するとサッパリ身も心

出身者は皆声を併せて七十才過ぎても﹁早

洗はれる心持しました︒これこそは︑ラ
ーも︑
︑

科に続灸として入学者が出るに及び︑世の

︑︑︑

す︒これは現在各大学・高校・中学に於け

展覧し︑朝野の来賓の喝采を浴びたもので
る﹁文化祭﹂の先駆をなしたものでありま
しょう︒

ジオ体操の走りでもありました︒

でもありました︒勿論︑皇室を尊崇する事

先生は理想主義者であり︑又自由主義者
は人一倍で︑正月元旦には生徒を宮城前に

ワー

︑ノ

ｒ﹂

孟子を宿高い声で噛んで含める様に指教さ

﹁弘道﹂誌の編集責任者としての御活躍は

長を補佐や弘道会発展に尽くされ︑且つ

︑︑︑

当時の中学校は男子のみ︵女子は女学校

いて仙人の如く︑性格も一風変っていて漢

れていました︒お顔も一寸日本人離れして

弘道会員皆様方のご記憶に未だに残る処︑

から婦人の英語の先生を迎え入れた事は特

は夢の様であります︒病苦を押しての無理

御臨終は実に弘道会館の一室であったこと

で別らで女性の先生は皆無の時代︑米国

り上げて﹁これから皆んな校庭へ出ろ！﹂

文の授業時間︑一時間の処を四十五分で切
と叫んで︑私どもにフットボールをやらせ

は将来米国人と交際しなければならん︒よ

たのであります︒ご自分も一方の組に入っ

お方でした︒

りました︒蓋し﹁師範﹂という名に背かぬ

筆大言すべきであります︒校長日く﹁諸君
って︑米国の子供達と文通をしなさい﹂と

て嬉々としてポールを蹴っておられました︒

お名前の如くに﹁謹直一途﹂の恩師であ

ラさん﹂でした︒別に身体がグラついてい

⑥加藤藤吉先生︵物理・化学︶縛名は﹁グ

からだ

なご勤務だったのです︒

吾等に英語の時間に英語による便りを書か

﹁都会の子は色白で気に喰わん︑学習より

︑︑︑︑︑

せ︑私達は英語の女子先生に添削を受けて

も体を鍛えろ﹂と謂われて︑実践されたの
であります︒私も蹴球は大好きで靴一足駄

いろじろ

ては珍らしくも自ら卒先米国を訪問し︑米

発送したものでした︒当時の中学校長とし
国教育事情を視察し︑帰朝したのでした︒

目にしたほどでしたが︑後年︑五中はサッ

る訳ではなく︑何かと云うと黒板に﹁グラ

００

科学にも力を尽して︑他校に先駆けて

カーで全国一流校となりました︒知育と体

フ﹂を描いては﹁大事なことはグラフをじ

こぎ

︑︑︑︑︑

﹁階段教室﹂と﹁物理実験室﹂を設置し︑

育とを重んじた思想でした︒︵柔軟な授業︑

つと読むことだよ﹂と云われ︑身辺を飾ら

︑︑

これは伊藤校長の執念の然らしむる処でし

漢文の時間に蹴球をやる事を黙認していた

ず︑黒とも紺とも見分けのつかない﹁羊葵

いる

イは黒地に白い小菊を散らしたもの−本で

︑

ようかん

た︒後年五中から幾多の工博・理博を産む

伊藤校長も偉いし︑文部省も大らかな時代

色﹂の背広一着で一年を押し通し︑ネクタ

︑︑︑︑

に至ったのも決して偶然ではありません︒

でしたと︑今思うと不思議な様です︒︶

先生の訓辞は﹁鉄は熱いうちに打て︑最

替えることなしでした︒楕円形の銀縁眼鏡

昼飯時間には校長室に生徒を交替・順番
に四・五名宛呼んではテーブルを囲んでご

初のボタンを掛け間違えると大変なことに

の奥からはキラリキラリと光る目で吾等腕

︑︑

自分と弁当を共にして︑団築し︑将来につ

白共をぢっと晩んでいました︒成績の悪い

せいせき

い馬をいくら水際に引張って行っても無駄

なるぞ︒学問に王道なし︒水を飲みたくな

生徒も一度晩まれると真剣になって勉強を

︑︑︑

の校長先生方も見習ったら如何でしょうか︒

いて語らいましたが︑現在の各中学・高校

だ︒馬鹿につける薬はない︒天才とは無限

００︑︑︑︑

を確信いたします︒

教育とは心と心の触れ合いでありますこと

﹁優﹂を頂いたことがありました︒︵尤も

し出し︑私も先生の人柄に私淑して物理で

私は︑その後東大法科出身でＮＨＫに相勤

の努力の集積だよ︑井の中の蛙になっては
晩年は先生が弘道会の幹部として酒井会

ならんぞ﹂であった︒蓋し至言であります︒

③大杉謹一先生︵漢文︶は私どもに孔子︒
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たけ

め︑物理学とは疎遠の存在とはなりました
が︒︶

威あって猛からず︑自らを律するに厳粛

先生の姿︑毎朝雨量計器と取組む真剣な先

には︑前の晩から学校に泊り込み︑この十

それかあらぬか︑昭和五十七年︑一月四

の約四十年間﹁観測野帳﹂を一日も手離さ

の加藤藤吉先生︒八十四才で亡くなるまで

と言う人物がいる︒それは正に︑初代所長

その内田先生が﹁殉教者のようだった﹂

○ＯＯ

七年間︑正月も夏休みもなし︒⁝⁝

︑︑︑

生に実践の尊さを知らされたものでした︒

日付︑日本経済新聞朝刊廿三頁の冒頭に大

言行一致の清教徒そのものでした︒⁝⁝

に︑生活に対しては怒鳴らず︑笑う時は童

きく﹁現代佳話﹂として加藤藤吉先生︵元

れなかったのである︒
わ
かかんそく
若い時は日に四度も定時観測をした加藤

どう

顔の如しでした︒入学当初﹁修身の時間﹂

府立五中より成践高校へ御転任︶の人物評

先生も晩年は体が思うように動かず︑毎朝

○○０Ｏ

は伊藤校長担任でしたが︑校長の職務多忙

の一端が出ております︒かいつまんで弦に

がん

になるにつれ︑後任者として加藤先生を抜

転載︑ご披露いたします︒

からだうご

理化学の先生﹂が何故﹁修身﹂を教えるの

擢されたのであります︒初めのうちは﹁物

の作業がしんどそうだった︒とあります︒﹄

︑︑︑︑

﹃現在は内田信夫先生︵田才︶が﹁観測野

将に文字通り︑﹁世の師表﹂でありました︒

︑︑︑

帳﹂と記したノートを手にして雨の日も風

︑︑︑︑︑

か吾等は︑皆いぶかしく思ったのですが︑

の日も毎朝午前八時四十分から午前九時半

先生

︵本会終身会員︶

私も今日に至るまでには多くの先生方の

親はどんな気持であったろうかと想い起こ

文字通り赤貧洗うがごとき日々であり︑両

井土邦一
お世話になりましたが︑還暦を迎えた今な

校庭の一隅に﹁百葉箱﹂を設置する土台

業が倒産致しました︒五人の家族の生活は

私の家は小学校五年生の折︑家業の製糸

ｌ︑お前の弁当にば麦が沢山入ったけど︑

﹁今日の御飯は︑麦が上に浮いて仕舞って
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︵以上︶

後程納得がゆきました︒﹁桃李言わざれど

まで﹁気象観測﹂に従事︑尽粋しておられ︑

○Ｏ

も下自ら践を成す﹂の金言通りの仁徳ある

︑︑︑

鉄道ストや大雪︑台風などが予想される時

先生でした︒
○○○

大言壮語せず︑清貧に甘んじ︑心から教
○ＯＯ

育一途︑研究熱心︑これこそ生きた修身の
︑︑

お手本であったからです︒﹁余人を以て代
えがたし﹂でした︒伊藤校長のねらいはピ
れん

ッタリで︑生徒も猫の加くに先生には頭が
上りませんでした︒生徒連は今度は﹁催眠
術﹂の紳名を呈しましたが全く以て講義は

されます︒私も勿論︑毎日の弁当は梅干か

あだな

睡眠を催すもので︑生徒のうち半数は居ね

お︑想い出すだけで熱涙を催す一人の先生

を造る為︑生徒と共に重いモッコをかつぐ

沢庵位でした︒

むり舟洩ぎでした︒然し乍ら︑頭の何処か

があります︒

川

に先生のお声︑訓話が残っている筈です︒

小

かんにんしておくれノウ﹂母は私によく言
ったものです︒玉子焼やら竹輪の煮付けを
美味そうに食べる友達が羨しかったもので
その時の先生が︑小川という師範を出た

した︒

と静かに話をしてくれるのでした︒

話も終り頃﹁今︑お前は何を一番したい

たいと言った︒先生はお前が美味しいもの

ては︑お父さんが気を使われるといけない

先生は感心した︒私がお父さんの所へ届け

うと思ったのだ︒お前は幼いのに親想いだ︒

を食べたいとか︑グローブが欲しいとか言

私も珊瑳の事とて何と返事したものかと︑

か︑何が欲しいか﹂と聞かれました︒
迷いましたが﹁お父さんは酒が好きですが︑

ったのを呉れたと言って持って行きなさい

からお前を呼んだのだ︒先生が何所かで貰

⁝：：：︒良い子になるのだぞ﹂先生は私の

お父さんに酒を飲ましてやりたいです︒﹂

一気に言う私を眺めておられた先生は︑意

いて帰りなさい﹂︒私はお礼の言葉も云え

目を見乍ら手を握って﹁さあ︑しっかり抱

家が悪くなってから一度も飲んで居ません︒

⁝﹂と云われ︑私は恐るノ︑職員室に参り

外と言う様な面持ちの中に︑何故か涙ぐま

ある日の放課後︑﹁先生の所へお出で⁝

ばかりの若い先生でした︒

ました︒﹁お前は家が不幸になったそうだ

ております︒

れて︑﹁そうか﹂と言われたことを記憶し

世の中と言うものはナ︑悪い時ばかりはな

﹁まだお前は子供だから判らないだろうが︑

は︑﹁今夜は︑先生の家にお出で﹂とさり

でしょうか︑帰校する私を呼び止めた先生

それから十日か十五日経ってからだった

家に帰りました︒

ら︑戴いた一升瓶を汗の出る程抱きしめて

満月の夜でした︒自分の長い影を踏承乍

ず﹁先生︑ありがとう﹂が精一杯でした︒

われた後︑

が︑明るくて良い子だ﹂先生は開口一番言

い︒一生懸命に勉強して立派な人になるの

げなく言われました︒

眼鏡越しに優しく励まして下さる先生の顔

うか︑﹁先生が何か用事があるって．．⁝・﹂

先生の家とは一キロ位離れていたでしょ

らなかったのであります︒

張り上げました︒子供心にも嬉しくてたま

くれたよ﹂私は家に入るなり︑大きな声を

﹁先生が何所かで戴いた酒をお父さんに

だよ﹂

が涙でよく見えなかったことを憶えていま

﹁お上来たか﹂︒先生の部屋に招かれて

心配げな親の顔を後に私は家を出ました︒

﹁お母さん先生のお酒を戴くよ﹂と父は

らなかったのです︒

がどんな顔をして酒を飲むか︑楽しみでな

翌日の夕食が待遠しいと思いました︒父

仏壇の前に置いて拝んでいたようでした︒

ご父は余りモノを言いませんでした︒

﹁先生がノウ：⁝⁝．︑お父さんにつてか

ノートを買ってくれとさえ︑親に要求出来

座ると︑先生は﹁松竹梅﹂というレッテル

す︒︵破産した家の子よ︶と蔭口を叩かれ︑

なかった環境の中で︑このことは子供心に

﹁い上か︑先生の言うことをよく聞くん

前に置いたのであります︒

だよ︒この前︑お前に今一番何をしたいか

も舷しい一升瓶を持って来られ︑驚く私の

ら先生は偉人の名をあげて︑昔は家が貧し

と聞いたら︑お前はお父さんに酒を飲ませ

には明るい西日がさしていました︒それか
かったが︑あんな偉い人になった︒君も一

も非常に有難く嬉しかったのです︒職員室

生懸命勉強して︑立派な人になるのだよ︑

（10）

私達兄弟三人は︑父の手許を穴のあく程

生きて行くんだぞ﹂と諭して下さった温顔

﹁くじけるなよ︑曲るんでは無いぞ︑強く

を出た事が思い出されて改めて泣けました︒

ました︒一升瓶を抱いて︑先生の家の玄関

まさに断腸の思いです︒泣けるだけ泣き

相互信頼出来るようになれないものでしょ

きでしょうか︒︵先生と生徒はもっとノ︑

教えられ育った私共は︑一体何と発言すべ

る昨今︑三尺下がって師の蔭を踏まないと

像も出来ないような記事が毎日のように出

仏間から持って来た一升瓶をコップに注ぐ

見つめていました︒一口飲んだ父の目から︑

と︑静かに口に運ぶのでしだ︒

細い涙が糸を引きました︒現在の境遇が余
しょう︒

は死んでも忘れることは出来ないでありま

この年になっても︑小川先生が生きてお

うか︶

りにも情ないのでありましょうか︑子供の

られたらナアとし蕊人︑思う昨今でありま

す︒︵豊橋市地域農政協議会員︶

伊豆山善太郎

囲気の中の学校はいやだったが︑よい先生

八田校長先生

﹁生徒が先生に暴力﹂なんて︑私には想

貰って来た酒を飲む自からの姿が︑さもし

ていました︒

いと思えるのでしょうか︑確かに父は泣い

﹁お父さん︑美味い？﹂﹁あ上とてもノ︑

美味いよ﹂︒私はその父を見て︑︵早く大き

思うと同時に︑子供心にも先生を拝ゑたい

くなって毎晩存分に飲ませとやりたい︶と

人間十台の後半に属する中学時代の教育

が揃っていたのは実に幸いだった︒先生方

と思いました︒先生は酒は戴いたのではな
く︑きっと買って下さったのだ︒私や父に

が︑人格形成に重大な影響を有することは

の中で最も光っていたのは元より校長八田

はった

熱を使わぜ欺いためにＩと︑今でも思っ

申す迄もない︒それで中学時代の恩師をい

ある筆者が︑小学校卒業と共に前垂れ掛け

東京下町の浅草に住む小商人のせがれで

﹃丁酉倫理誌淡集﹄などに掲載の玉稿を集

昭和三十九年五月に刊行された︑雑誌

さんざ

ております︒

三喜先生であった︒

私が曲ることなく︑成人して来られたのは︑

いる年譜によると︑先生は明治六年金沢に

めた﹃八田三喜先生遺稿集﹄に掲げられて

したまち

ささか語ることにする︒

全くあの︑若い小川先生のお蔭であったと

の小僧にされか上ったのを辛うじて免れて

有難い先生でした︒あんな環境の中でも︑

思います︒小学校を卒業して︑二年位して

受験し︑入学がかなったのは︑やはり下町

生れ︑同二十七年七月第四高等中学校本科
の本所錦糸町の東京府立第三中学︵両国高

に入学されたが︑翌年文科大学哲学科に転

第二部理科卒業︑帝国大学理科大学数学科

の計報に接し︑在学先から先生のお宅を訪

に小工場が多くて緑が少く薄暗い灰色の雰

校︶だった︒いま当時を回想すると︑周囲

からでした︒急性肺炎とやらで突然︑先生

ていました︒

れた時には︑先生はもう小さな骨壷に入っ
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十六歳の若さで佐渡中学校長になった︒か

じも三十一年七月卒業︑その年の十月に二
統率しよく遇されたようである︒

力が大で︑各方面から人材を集め︑うまく

に校長の位置を継がれた︒八田先生は抱擁

の講義も大体そういう現実問題を取扱うも

しているとされている︒三中に於ける修身

母校早稲田の教授になられたと記憶する︒

で大車輪を演じ我灸を驚かせた︒両三年で

に招かれて英語を担当した︒氏は時を鉄棒

筆者が在校時代に土浦中学から先生に三中

立第三中学の校長に任ぜられた︒玲吉氏は

ずで先生は明治三十四年四月新設の東京府

られもしたらしい︒佐渡はわづか三年足ら

氏は先生に目を掛けられたがしばしばしか

者の北玲吉氏は︑当時の生徒だった︒一輝

て死刑になった北一輝氏や︑その弟で哲学

大綱﹄の著者であの二・二六事件に連座し

なく︑英書の読解力を養うお考えだった︒

のである︒経済学初歩を理解させるだけで

たことがある︒先生がドンドン訳して行く

して生徒にくばり︑クラス別の授業をされ

の言淳旨︒己①︑旦嗣８口○目︒め墓を自ら謄写

た︒五年の時だったか︑先生はｏ冨己目目

るらしいというわさが生徒の間に流れてい

関心が拡がり︑学位をその方面の研究でと

科書﹄を著わされたくらい︑経済問題にも

が︑清水澄法学博士と共著で﹃法制経済教

そもそも先生は大学で哲学を学ばれはした

八田先生は自から修身の授業をされた︒

門下前田多聞氏が﹃積極的修養と消極的修養﹄と題して

詞の印冒目ごであったのでも分ろう︵此の番は

た書が国匡吾里凹鼻の要９百日①画ａ

あろうし︑それは同先生が門下に推賞され

格的に統一された多面的教養ということで

博識・物知りをいうのではなく︑個性的人

生の﹁コモン・センス﹂は雑然たる単なる

は強くそれに動かされた︒元より新渡戸先

生もそれと同じ趣旨を語られ︑少年の筆者

ン・センス﹂と言われたと聞くが︑八田先

新渡戸稲造先生は﹁専門センスよりコモ

てしまった︒

いうから︑博識無類で︑生徒は咽に巻かれ

欲旺盛で︑丸善のいいおとくい様だったと

のであったと言えよう︒何しろ先生は知識

つての青年将校のバイブル﹃日本改造法案

︵筆者は教えを受けなかった︶早稲田といえば︑

うか︒

このような試承をした中学校長が外にあろ

先生は佐渡中学でも修身科を持たれ︑政

了解する︒両先生とも人に説かれる同時に︑

銃訳した︶八田先生の目指されたのも同じと

けむ

横井時冬博士の令息春野氏︵西洋史︶と矢口

って赴任してこられたことがある︒何れも

治機構としての﹁国家﹂と︑経済機構とし

かなぽう

達氏︵英文︶のお二人の早大新卒の方為が揃

秀才であった︒東大新卒の安藤祐専氏は奈

八田先生は人を片輪にする職業教育を排し

自らその理想を具現された方々であった︒

﹁出会った事柄を公平無私に受けて冷静に

ての﹁社会﹂の両者が互いに助け合って発
を熱心に説かれたというから︑﹁修身科﹂

養うのを﹁実学教育﹂として重んぜられた︒

判断しこれに適した処置の出来る能力﹂を

達しなければならいという﹁社会共棲論﹂

野田理学士︵物理︶も東大新卒で迎えられた︒

というよりむしろ﹁社会科﹂的性格の構義

に迎えられ︑後年飛行機製作で活躍された
東京高師出身の広瀬雄︵英語︶・古川常吉

﹃国体論および純正社会主義論﹄に影を蕗

であったらしい︒そして︑それは北一輝の

良女高師に栄転の佐藤小吉氏︵国史︶の後任

︵国文︶両先生に筆者は目をかけていた堂い

実学的一般教養を重んずる八田校長が詰め

た︒両先生とも人物で︑殊に広瀬先生は後
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い下町という土地柄から高商・高工志望者

高校に入った者も稀だった︒商工業者が多

の一高入学者は年灸数名に過ぎず︑地方の

校合格率が高かった︒これに反し三中から

四中は受験を目指す猛勉強で聞こえ︑上級

当時府立中学は四中までだったが︑殊に

る﹂と記されている︒クラスが違っていた

したが︑その肖像画はいまでも残ってい

覧会のときにはれの水彩画にしたのを出品

彼が私の顔を描いていた︒校友会の絵の展

スケッチしているのでのぞきにいったゞら︑

の授業の時だったか︑うしろのほうで何か

に成績優秀な生徒として回想し且つ﹁修身

れる程の仲になられた︒また岸田君を非常

生徒だった︒当時私のあだなは︿衣紋竹﹀

ついては﹁中学時代﹂から茶目っ気の多い

顔をあわせたそうである︒正木ひろし氏に

いで英文学を勧めたという︒丸善ではよく

いても相談を受けたが︑初めは哲学を︑次

いた﹂と書いておられる︒将来の専攻につ

当時の教師よりもすぐれた読書力をもって

秀で教師のよむものをみんな知っていて︑

隊長をしていたと記憶する︒特に読書力に

ては﹁非常な秀才で︑発火演習などには中

いからして︑一癖ある表情をしているので︑

となっていたらしいが︑彼も背が低く肩を

込み主義の受験教育を施こす筈はない︒

が多く︑さすがに一高入学率を上回り両方

いが︑恐らく大目に見られた事であろう︒

から︑岸田君がしかられたかどうか知らな
東大建築科の教授・日本建築学会食長とな

えもんだけ

高校等の入試は七月︑入学は九月だった︒

共年を十名位には達していたと思う︒当時
三中も卒業生の希望者に四五六の三ヶ月英

った岸田君が早く世を去ったことは残念で

つけたような哲学的信念をもって︑生徒を

吉先生の高弟で︑陽明学を現代科学に結び

された︒その正木氏は﹁八田先生は狩野亨

私に似ているといわれていたらしい﹂と記

数の補習教育をした︒筆者はそれには出ず︑

第二回の笹沼源之助︵谷崎潤一郎友人︶川端竜

八田先生はまた︑私どもの先輩としては

あった︒

け学んだ︒岸田日出刀君ら数名と一緒であ

藤森良蔵先生の日土講習会に通って数学だ

った○

のところでは︑先づ名物男浅沼稲次郎君を

信を先生に送る仲となり︑遺稿集巻頭には

雄氏に触れておられる︒川端氏は絶えず画

誰士評論家︶両氏︑後輩として十九回の堀辰

その折茨城の神代文学に関する件で当時水

野亨吉文集﹄を編し岩波から出されたが︑

いたような気がする﹂と言われた︒

ギリシヤのアカデミアに似た空気が漂って

自主自律的に訓育された︒今から考えると︑

最初に回想しておられる︒先生は大正八年

米寿記念に画いて先生に贈った﹁稲穂図﹂

戸在住の筆者に調査を依頼して来られた︒

両氏︑第七回芥川竜之介・正木ひろし︵弁

四月新潟高等学校開設と共に十八年勤めら

が原色で掲げられた︒先生は左右両翼の攻

子両氏︑第五回河合栄治郎・久保田万太郎

れた三中から初代の校長に抜擢されたが︑

撃に屈しなかった河合氏の態度を立派であ

の先生との交渉だった︒

その問題で二三回文通申し上げたのが最後

八田先生はその随想﹃遥かなりわが教え

早稲田を出た同君が社会党に入り新潟木崎

ると褒めておられる︒その喪後は遺族を訪

子の肖像﹄で︑第十三回の筆者の卒業年次

村の小作争議指導応援に来たのを︑渋谷で

れて厚く慰められたと聞く︒芥川氏に対し

狩野先生といえば八田先生は晩年に﹃狩

そして遂に同君の深川のアパートを訪れら

会われた時︑たしなめたりしておられる︒
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勤務が出来た﹂﹁豪放にして清濁合わせ飲

窮屈感もなく圧迫感も覚えず心地よく毎日

は後に広島高校長を勤めた方だが﹁何等の

三中から続いて新潟にお伴した安藤先生

ような方が見当らなかったことであった﹂

かったことは︑どこを向いても八田さんの

を固めるに至った﹂﹁京城へ来て最も淋し

いんために私としては人一倍努力する決心

諸先輩に恵まれた八田先生は幸福な人とい

他に三宅雪嶺・西田幾多郎・上田整次の

しい︒

生は同郷の先輩と仰いで交っておられたら

十年になるが︑八田先生は偉大な教育者と

三十七年一月八十八歳で残されて今や二

える○

生をお尋ねした際﹁先刻八田君が来て君の

して不朽の名を我が教育史に留めている︒

先年︑筆者が円覚寺正伝庵に鈴木大拙先

と述懐された︒︵﹃痩松園随筆﹄︶

うわさをして帰ったばかりだ﹂といわれた︒

たが又一面では地位身分など少しも意とせ

むとも云うべき偉大なる性格の持主であっ
ず随分厄介な嫌な事柄でも自ら進んででも

両先生の対話を拝聴出来なかったことは遺

︵茨城大学名誉教授︶

士であった﹂と推そん到らざるなく追懐さ

世話して下さる︑実に人情味溢るる有徳の

憾至極だった︒三歳上の大拙先生を八田先

﹁平教員の如きは人間の数にも入らないも

室兼研究室﹂を与えた名伯楽であった︒

校としてはほとんど破格とも云うべき実験

れていたのを見出して新潟に呼び﹁高等学

も一般の殺害なみで︑昔の重罪刑より遥か

が詳しい︒いまの刑法は親を殺害した時で

ところ︑両親の御恩に報ぜねばならぬ大要

母恩重経﹂を印刷した雑誌を頂戴精読した

五十五年十月二十八日参詣の際︑﹁仏説父

茨城県利根川くりの水雲山潮音寺へ昭和

念なことである︒

ぜこのような事件が多発するのが︑誠に残

が屡々見受けられ︑敗戦以前に比較してな

る新聞やテレビに︑自分の親を殺害のこと

四恩の一つに数えている︒この頃報道され

師の御恩も大事にする様に衆生恩に含めて︑

石橋香峰

ののように校長から劣等視されて来た私は︑

に軽視されている︒このことは︑曳ては親

恩師への誓詞

れている︒心理学者で京城大学では唯識論
して用い︑その名著﹃勘の研究﹄が最近講

や碧巌録等を﹁東洋心理学﹂のテキストと
談社学術文庫にも編入された故黒田亮博士
にとって︑八田先生は﹁父親か叔父さん﹂

これ等の人達と比較にならぬ学識と人格を

えの報恩の軽視ともなり︑道義倫理面から

のような気持を懐かせる人で︑中学に埋も

具えていられる八田さんから︑単なる部下

芳ばしからぬこととなっている︒

日本弘道会に於ては︑学校生徒の先生に

世の識者は晩く◎

げた反面︑精神文化の面は停止か退歩かと︑

今は物質文化が目ざましく進歩発展を遂

としてでなく︑同僚として又一かどの学者

仏教は親に対する御恩を重視すると共に︑

として遇されることを考えて内心いささか
ろうばいしたが︑同時に其の知遇の恩に酬
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対する暴力沙汰を非常に憂慮し︑警世の記

なることが肝要な主旨を諭され︑大いに感

を専一にし︑偉い人となるより立派な人と

点に変り無いが︑﹃自己を立派にすること﹄

この経験は恩師渡辺先生への誓詞とそれ

れの苦難に耐えた︒

についてのお諭しは︑医薬を遠ざけ八十三

は︑時宜に適した企画と共鳴し︑拙い筆を

事を﹃弘道﹄誌上に掲げて矯正を図ること

歳の今日の境遇をかち得られたものと︑当

時の先生方の御恩が忘れられない︒渡辺先

銘した訳であった︒

生は大正八年一月二十五日逝去︑顕彰院静

その頃課外の組にテニスと剣道があり何

運ぶことにした次第である︒

れに加入かと聞かれ︑私の重量は六賞六百

止められ︑其の遺徳を偲ぶものである︒

誉洪範善良居士と法名が私の手控えに書き

私が小学校へ入学したのは明治四十年四
月で当時の先生は柳堀先生︑二年生になり

め︑剣道部を希望した︒先生や同輩からは

匁︑身長も甚だ倭小ゆえ粘神面と体力の為

︵千葉県東部支会長︶

平武先生であった︒三四年になり高木熊次

のためか厳寒期も足袋をはかず︑蝉あかぎ

叩き込められることが多かった︒この鍛練

郎先生に変り︑五六年生の時は校長の遠藤
で︑以上は八都村立田部尋常小学校と呼ば

服部忠三

術︶の時間に︑

の北側は崖になっていて見晴しがよく下手

れ︑全員で室外に出た時のことです︒学校

﹁今日は写生をするように．⁝：﹂と云わ

に水田があり︑その中に京成電車が通って

担任としてお世話になった先生です︒

私が小学校五年生・六年生と二ヶ年の間

｜恩師藤崎正雄先生

亀吉先生であった︒卒業は大正二年の三月
れた頃で︑卒業後に八都村立第一尋常小学
校と改称され︑昭和年代に及んで廃校とな

しい︒

り︑その祉は杉林と梅園とに変ってから久
現在思うに不法越境の誹り受ける訳だが︑

大正二年四月隣村の府馬村立府馬尋常高等

旧海軍の出身で大変きびしい先生でした

いて︑その北側は山林になっている︒この

小学校の高等科へ入学を認めて頂き︑その

い恩師です︒ところがこの先生には︑クラ

が︑反面涙もろく思いやりのある心やさし

水田から山林にかけての景色がよいので皆

に白い煙が立ち上り︑やがて赤い火までが

すると突然その北側の約一ｍ離れた山林

しもて

入学から卒業迄の先生は渡辺寅次郎校長

ス全員︵約四十名︶が大変きびしいしおき

四年三月卒業した︒

で先生と初面接の時︑私は︑五項目の誓詞

を受けたのでそのことについてちょっと書

第一項は﹃自己を立派にすること﹄だっ

を書かされた︒

んな絵を書き始めた︒

だったと記憶しておりますＯ図画︵今は美

それは私が六年生︵昭和二十一年︶の秋

いてぷます︒

た︒この一項目は私の生涯の指針として残
身体の壮健︑学術︑知能の優秀は大事な

る次第である︒

﹁上

ＦＤ

︑︲ノ

／ｒ︑

かおらず︑杉の生枝を折って一生懸命たた

つけました︒ところが現場には老人一人し

出しで写生などそっちのけ︑一目散に駆け

もなく﹁見にゆこう﹂と︑ヤジウマ根生丸

とっさに山火事であることに気がつき誰と

見え︑それがだんだん拡がってゆきました︒

かと思ったら

○○○回唱えよとの命令︒何を云わされる

え︑今から次のことを全員で声そろえて一︑

教室内で全員が立たされ︑散をお説教のう

した︒それだけで済めばまだしも︑今度は

なかったと記憶する︒とても痛いビンタで

おそらく誰一人として立っていられた者は

し誰一人として親に云いつけた者などなく︑

申し入れても全く採り上げてくれない︒然

で不満たらたら︒かといって先生に抗議を

消しに行ったのに大いに恥をかかされたり

いことをしてビンタをくったり︑山火事を

納得のゆかないのは私達山火事部隊︒よ

老人はよろこんで私達に何回も礼を云っ

止めることができました︒

たと思いますが︑やっとのことで火を消し

たりました︒それでも三十分ほどはかかっ

速めいめいが杉の生枝を手折って消火にあ

応援することを互いに目くぱせで決め︑早

に負えるはずはありません︒私達は老人に

枯れ草はよく燃え上がって︑老人一人の手

と本当に複雑な気持で何度も何度もそれを

とをしたのにこんな目に合うなんて⁝⁝︑

クスクスと笑い声が聞こえ︑私達はよいこ

で繰り返えしました︒隣りのクラスからは

授業中に山火事を見に行きました﹂と大声

命令どをり一生懸命声をそろえて﹁私達は

たい目にあうかも知れないと思った私達は︑

た﹂⁝⁝だった︒いわなければ︑まだ︑い

﹁私達は授業中に山火事を見にゆきまし

かりと学問に専念せよと云うきびしさの両

きれいごとに甘えていてはいけない︑しっ

りで︑これからの日本再建をになう少年が

た史上類例のない悲惨な状態にあったばか

の前年第二次世界大戦で無条件降伏と云っ

する︑と云う先生の思いやり︒又日本がそ

ますが︑生徒にもし怪我でもあったらどう

ではなく︑寧ろほめられてもよいと思はれ

ながらに人助けの好意そのものは悪いこと

親と先生との間にトラブルがあったような

いて消火につとめておりました︒が︑秋の

ておりましたが︑私達は授業をほっぽり出

一時の授業時間︵当時四十分と記憶︶がた

くり返えしました︒漸くお許しが出たのは

今となって考えて見ると︑たしかに子供

するな︒全員ウガイをして来い﹂．：⁝と云

にでるのはきまってこの山火事騒動の一件

卒業後何度か同窓会を開くたび思い出話

L』Oノ

ことは全く見受けられませんでした︒

して来たので急いで学校に帰りました︒と

﹁その場に立て﹂﹁足を開らけ﹂﹁両手を

ったきりなぜ先生がこんなにおこったのか

です︒その宴席で﹁私達は授業中に山火事

下さったのではないかと思っております︒

面から藤崎先生は私達に愛のムチを加えて

後ろに組め﹂﹁歯をくいしばれ﹂ｌと云

理由一つ云おうともせず︑かと云っていつ

を見に行きました﹂と声をそろえて唱え出

﹁よしこれからは授業中に勝手な行動を

った時で︑先生は

ころが大変︑これが先生に知れていたので
す︒北側の崖を上って行った私達一人一人

うが早いかゲンコッのビンタ︒私は特に小

ました︒

迄もこのことにこだわらずケロリとしてい

に

った︒体格のよい奴でもその場に倒れた︒

さかったので一ｍほど横にふっ飛んでしま

／ 可 戸 、

﹁もうソレを云うなＩ﹂と昔の悪童ども

気骨の精神で青少年の健全育成につとめて

線で活躍なさっておられます︒いつ迄も︑

ますが︑先生は今でも中学校長として第一

町の芝居物等にもつれて行って下さった︒

べさせて勉強の面倒を見て下さり︑時には

れ︑私より年上の実弟や妹さん達と机を並

先生はよく私を自宅に伴われて泊めてく

うやら他の連中についていった様であった︒

にお許しを乞う格好をする︒一同大笑いと

四年生になった頃には先生から同級生の試

卒業後も色麦な面でお世話になっており

なり︑なごやかなうちに宴を閉じるという

いただくことを願いつつ︑私の懐かしい思

すと︑先生は︑目にいっぱい涙をためて︑

ことになる︒先生はまことに﹁よき思い

い出話といたします︒︵佐倉支会幹事︶

其頃先生がつけられた私の諏名は﹁火

験採点を命ぜられたことも時々あった︒

出﹂を私達につくってくれたものです︒

思い出に残る恩師たち

いて極めて丈夫であると云う意味だったら

箸﹂であった︒細身で特に足が長く︑夫で

に転校した︒担任の水城先生は数ある教生

し︑当時新設された小倉師範の附屈小学校

畠中責一郎
幼稚園などの無かった其頃︑お宮やお寺

四年生を終った時この金野先生とお別れ

しいＯ

の広い庭園で老樹の下のんびりと育った私

十七歳の春旧制の小倉中学校を卒業する
まで私が暮した生家は小倉城の天主閣跡か

や児童を一度も叱ったこともないと噂され

あった︒

ら四キロ余りの町外れであった︒参勤交代

等は文字通りの自然の児であった︒

で初めて御厄介になったのは萩原と云う老

いたづら盛りで早生れ六歳の私が小学校

た私は他の二名の級友と共に当時難関と云

のよき先生の下で五年六年と二年間を過し

た温厚でもあり指導力のある方だった︒其

で小倉に赴く中津大分等の諸大名が通った
旧街道沿いの地で︑道の両側には数百年を

教師であった︒周りの連中に比し相当知能

われた小倉中学に無事入学できた︒

ばせていた︒

の遅れていた筈の私を孫の様に愛育され二

経た松並木が所々に残っていて昔の姿を偲
生家の東側には海抜約六百米の足立山が

同校は明治四十一年に設立され︑小倉︑

舞え︑其山麓には千三百余年の昔︑和気清

門司︑若松︑八幡の四市と其の隣接町村を

員︵明大卒︑数年後市立商業の教諭となら

三年生となった時金野と云う若い代用教

年を経た連中で尋常丈けの私などは暫くの

新入生の三分の二以上が高等小学一年二

った︒

年間一度も叱ることも無く教え導いて下さ

れた︶には実の弟の様に可愛がられ又一面

暦が宇佐八幡で神勅を仰いだ途中脚の傷を
御祖神社と小笠原家の菩提寺広寿山も歩い

療したと云う﹁湯川﹂があり︑清麿を祭る

鍛えられもした︒お蔭で自然児の知能もど

った︒

て十五分足らずの所で︑附近一帯は昔から

含む広い地域に於ける唯一の県立中学であ

の自然林や小川等に恵れたよき遊び場所で
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然児上りの小学校同様年上の連中に追いつ

ビの一人であったことは変りなく︑再び自

続き健康には恵まれていたが同年生中のチ

間小さくなって通学したことだった︒引き

にお会いし︑お久し振りの挨拶もそこノ︑

帰途小倉の電車でひょっこり私は杉田先生

た時だけに其転任は嬉しかった︒其の日の

当時の南京かボンベイへ転出の噂もあっ

全く不自由を感じなかった︒

にも︑更には海外勤務の五年間も英語には

意科目の一つに変っていたお蔭で後の進学

は私もすっかり英語に慣れ︑四年生では得

に﹁君の先輩が福岡県庁で海外渡航等の仕

昭和十六年に逝去される迄公私共に大変お

の和尚であった︒一風変った博学の先生で︑

国漢の仁保教諭は偶然にも生家の壇那寺

に転任辞令のことをお話した処先生は即座

同中学は伊東と云う創立当初からの名校
と私を励まされた︒

事を担当して居る︒直ぐに連絡して置く﹂

くのに二 三年を要した︒

らずで九州でも最優秀校の一つに数えられ

の一場面を思い出す︒

世話になったが︑今でも中学二年頃の教室

長の許に数多くの若手教諭がおり︑十年足

大正末期の其頃米国に於ける排日感情は

楠公を弔うと云う題目で授業中先生のお

強く渡航は仲々面倒で旅券入手迄に数ヶ月

で﹁あ上悲しい哉﹂とお経読みの調子で結

話は次第に名調子となり︑最後は大きな声

る成績を挙げられた様であった︒野球でも

在の自宅に警官が来訪身許調査の外色左な

ばれた︒其の途端︑私の近くに居た松田が

を要する時代であった︒数日後銀行と小倉

五年間に私は数多くの先生に指導されお

らずの日数を経た頃私は無事旅券の交附を

手続きをも指導された︒お蔭で其後十日た

そのお言葉に合わるかの様に﹁チーン﹂と

手にし其方面でも名を知られていた︒

世話になったがここにその二︑三の例を挙

大声で叫び鐘を打つ真似をした︒教壇上の

数回全国大会に参加︑一度は優勝の大杯を

げ感謝の意を表し度い︒

生のお世話になったことは︑いまも心から

受けることが出来た︒思いもかけず杉田先

後に女流俳人として名を成した杉田久女
さんの御主人杉田教諭も恩師の一人であっ

先生は﹁無礼者！出て参れ！﹂と大声で

うとした︒﹁よし！席に帰れ︒﹂と先生は

呼ばれた︒松田はすぐ立ち上り壇下に出よ

感謝している︒

も一人は八十歳となった私が三十余年続

静かな調子にかえって︑こう言われた︒良

た︒先生は東京美術学校を首席で卒業され︑

中学設立の翌年小倉に着任︑昭和廿一年の

い出すのは当時の松江と云う若い英語教諭

け読んでいる英字雑誌に目を通す時ふと思

銘ふかい一場面であった︒

き教師とよき生徒が︑予期せずに演じた感

を勤められ同校生字引のお一人でもあった︒

のことである︒中学一年の頃私は英語が不

春迄三十七年間の長期間に亘り図画の先生

があった︒先生は根気よく私を指導され︑

得手で時を罰として教室で立たされること

︵元・清建社を長︶

話はとんで私の中学卒業時より八年後の

要な語学のことを話された︒三年生の頃に

将来の進学或いは其の後の外遊等に是非必

秋の終り頃当時勤めていた住友銀行若松支
店から米国加州の支店へ転出の辞令を賞っ
︽た○
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堀賢次

打てば響くのである︒同じ漢文の時間︑

や︑イヤでも覚えてしまうわい﹂

﹁阿呆！ひとつことを十何年も教えとり

先生は私の方を見てニャリと笑われた︒

﹁先生︑全部覚えちおるンですか？﹂

して茶為を入れた︒

ない︒忘れて来られたのである︒私は感服

である︒ふと見ると︑先生の手に教科書が

まれた︒少し婿高いが明瞭で︑よく通る声

と入って来られ︑朗々と﹁出師ノ表﹂を読

すいし

漢文の時間だ︒県先生は和服に袴で瓢然

三色童が咲いて︑蝶が舞っている１．

んでいた︒教室の前の花壇にはアネモネと

緑を増し︑遠く霊仙山が薄霞の向うに浮か

無論旧制中学校である︒剣道場裏の樹林は

で始まる．昭和一○年１２年生の新学期．

先生とのご縁は戦前︑九州の大分中学校

でも妙に胸がせつなくなるのである︒

逆を歩いてる時でも︑電車にのっている時

峨々たる田布の嶺たかく

県︵あがた︶五六先生が亡くなられて︑

今年で十七年になる１．
だが︑私にはまだ先生のご逝去が嘘のよ
うな気がしてならないのだ︒先生がお亡く
なりになったというのは何かの嘘で︑実は
先生はまだご健在であり︑デスクの上の電
話が鳴ると玄関の受付嬢の声で︑
﹁大分の県様がご面会です︒電話おかわり
いたします﹂

﹁オィ︑県じゃ︑元気か︑チョイト出て来
た﹂

受話機いつぱいに鳴りひびく︑明るい︑
かん

箔だかい声︒私は弾んで廊下に飛び出し︑

エレベーターを待つのももどかしく︑階段
を一気に駈けおりていく︒小柄で痩せた先
生の︑あの満面の微笑を思い浮かべながら

１．しかし︑と私は自分の胸に云いきか
せるのである︒こんなことは︑もうこの世
ではあり得ないことなのだ︒今度お会いす

るときは来世しかないのだＩ︒すると︑

Ｓ君と私が私語を交わした︒たちまち︑雷

﹁その二人︑出チ来い﹂

が落ちた︒

悪童二人︑おそるおそる教堪の前に川て

頭を垂れると︑︒︿チリとＳ君の頭が鳴った︒

ふと頭を上げたとたん︑私の頭もパチリと

鳴った︒先生は一銭銅貨を三枚合わせ︑そ

意表をついて訓える１．これも先生の

れで私どもの頭髪を引き抜かれたのである︒

特長であられた︒

国語の時間には︑太平記を担当される︒

﹁ｌ落花の雪に踏迷ふ交野︵かたｇの

の幕ｌ﹂．

春の桜狩︑紅葉の錦を着て帰る嵐の山の秋

県先生の生家は代を神職の家であられる

せいか︑古典の朗読には︑一種独得の気品

と抑揚があって美しかった︒︵今でも︑ラ

ジオやテレビの国語講座で専門講師の朗読

およぶ人は見出せない︒︶先生の朗読には︑

や朗詠を見たり聴いたりするが︑県先生に

平安期や鎌倉期を生きた人びとの哀歓を︑

そのままに伝えるひびきがあった︒陽春１

１．窓の外では虻がうなっている︒生徒は

生は脱線を開始する︒

聞きほれて漁むく癒るｌ︑と見るや︑先
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I

﹁四︑五年前じゃ︑汽車通学生で茶目な生
徒がおっチのお：：：﹂

大分弁で語りかける︒

１大鏡で︑菅原道真左遷の段を五年生
うまやおさ

に教えたことがある︒太宰府へ流される菅
公の姿に︑明石の浦の駅の長が大そう驚き

し

悲しんでいた︒それを見た道真は︑すらす
らと一片の詩を作って示した︒
レク−

駅長勿レ驚時変改一栄一楽是春秋
なか

駅長驚く勿れという有名な詩である︒と
ころがじゃ⁝これを実地にやった男がいる︒

市︶のホームに現われたと思え︒日豊線大

ある朝︑汽車通学の一生徒が浜脇駅︵別府

云ってやった︒﹁お前もなかなかやるのお

わあシと爆笑の渦１．生徒の目は︑い

１１・﹂

きいきと輝きをとり戻している︒無類の授
酒とともに先生の身上であられた︒

業上手︑そして酒脱さ︑潤達さは好きなお

私たちの母校大分中学校から︑生家宇曾

先生ほこの時岨歳１．
山︵うぞうさん︶神社の神職を継ぐため伊
勢の神宮皇学館に学ばれ︑卒業後滋賀県︑

福岡県の中学校に奉職︑それから母校へ帰
られて哩年めを迎えておられた︒

そしてこの秋の一日１．県先生は私た
ち在校生に強烈な印象を残して︑母校を去

一五○人が円陣を作って校歌を歌い︑リー

松頼のわたる松坂神社の境内では五年生

って行かれるのである︒

発車の合図をしようとしてこの大分中学校

ダーのＯさんが節の切れ目に﹁おりやあ！﹂

分行きの列車は︑まさに発車寸前︑駅長は
生徒に目を止め︑﹁早くッ！﹂とどなった︒

応援をサボった五年生があり︑それに同級

の数人が制裁を加えた︒学校当局が暴力を

行使した数人に無期謹慎を命じたところ︑

おいて制裁を行ったのであるから︑処罰す

五年生の代表委員は︑我套は全員の責任に

るならば︑全員一五○人を無期謹慎にされ

円陣は殺気をはらんでぐるぐると廻って

たいと学校側に迫った１．

１管偲べば端なくも袖に散りくる露の

いた０

王︑あわれ祖先の大友が太刀風強く鎮西を︑

．：︒校歌は嵐のように高まり︑沸り立った

扉けし城のその跡も今は空しく老い松の．：

母校への憤激が頂点に達しようとするとき︑

和服に袴の県先生が唯一人︑ツヵッヵと円

であった︒一肩先はピリピリと震えていた︒

陣の中へ入りこんで行かれた︒顔色は蒼白

瞬間︑あの小柄なからだから︑すさまじい

声がほとばしり出た︒

ぴたりと歌声が止んだ︒

﹁校歌やめ−い！﹂

先生は胸を張ってまた一喝した︒

ｌデモン系トレーシ劃ソの理由ば単純

てこもるとは何事であるか︒委員は直ちに

忘れて授業を放棄し︑博徒のごとく山にた

ばくと

﹁拳んな聞け！そもそも︑学生が本分を

であった︒受験勉強のため県の体育大会の

にらまれて石垣の蔭にかくれた︒

たさで境内の近くまで行ったが︑五年生に

いている︒私たち二年坊主は︑怖いもの見

と蛮声を張りあげていた︒神社健異門に続

ところがこの中学生は少しも慌てず︑﹁駅
長︑驚く勿れ︒次の汽車あり﹂︒さあ︑駅
校にどなりこんで来た︒人の好意を無にす

長の怒るまいことか︑カンカンになって学
る生意気な奴は︑厳重に処罰されたいとい
うのよ◎そこで私は平謝りに謝って帰って
もらったが︑あとでその生徒を呼び出して
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要求を微回して教室に帰るべし！﹂
る︒

県五六先生が逝去されⅣ年︒先生がその

身を托すべき人にあひたり

って県下のある中学校へ移られた︒それは

生涯をささげられた教育界には︑いますさ

しかし先生は間もなく︑大分中学校を去

て来た︒

２年後に︑廃校になることが予定されてい

リーダーのＯさんが先生の前に飛び出し
﹁先生それは無理です！﹂

まじい嵐が吹きまくっている︒

生徒に暴力を振るわれたという例は︑全国

最近のデータによれば︑中学校の教師で︑

た中学校であった︒

先生の頬は紅潮した︒

﹁何が無理か︒当然のことではないか︒お

年ま

的には７︐８人に１人ともいわれ︑それが

それから︑年１．昭和翠年から

で︑私は別府緑が丘高校の県校長の下で教

前たちのことは全職員と全父兄と在校生が
心配しちよる︒しかもお前たちは卒業前の

東京・大阪などの大都会では実に３人に１

人が﹁殴られる﹂﹁蹴られる﹂の暴行を働

師をしていた︒

明の夜には松箱の音がきこえ︑私にあの松

こんできたのだ︒また全国的に高校女子生

しているという︒空前の教育不毛時代が日

徒の妊娠中絶も︑おどろくべき実態で進行

かれているという︒教室の中に突風が吹き

人で校長住宅の温泉に入り︑背中を流させ

た︒

ていただきながら︑いろいろなお話を伺っ

坂神社を思わせた︒宿直の夜は︑先生と二

校長住宅は老松に囲まれていた︒秋の月

からだじゃないか︒ここは私に委せて教室
Ｏさんは先生の前に立ちはだかった︒

に帰れ﹂

﹁イエ︑帰れません︒要求が聞かれなけれ
ばストライキしかありません！﹂
先生の鉄拳がＯさんの頭を張りとばした︒

﹁バカモノ！﹂

仰有るであろう︒その痩せた肩をそびやか

県先生がこれを聞かれたら︑一体なんと

本に現出しつつあるのだ︒

代のこと︑大分中学校教諭時代のこと︑学

ない︒

し︑東とした調子で︑こう云われるに違い

円陣の輪がせばまり︑先生を押しつつもう
とした︒先生は逆に円陣の中に突進した︒

れた奥様のことと酒のことなど︒温泉から

校行政のこと︑そして先生がもっとも愛さ

先生ご自身の生いたちのこと︑皇学館時

﹁ストライキをやらなければやれ︒ただし︑

相手をした︒先生が服らんだ頬を昂然とあ

男子いま二十有八菊の秋

れたお姿は忘れがたい︒

︵グラフＮＨＫ編集長︶

と勇気が足らんのではないか︒

ｌ今の教育者は何をシチ罰ルか！愛

そして叫んだ︒

上がると︑あの物資不足の占領下に奥様手
作りのお膳が並んでおり︑私は深夜までお

県の屍を踏承こえていけ！﹂
鋭い気塊が︑全員を圧倒した︒

げ︑盃をかざしてご自身の祝婚歌を朗詠さ

あか

結局︑先生の孤軍悲闘で︑ストラライキ
は未然に回避された︒県先生は私たちに︑

男の勇気というものを見せてくれたのであ
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弟の感化もある︒それならば︑また多くの

時間を少年がすごす学校ではどうかと考え

は旧制中学校は︑五年制で︑中学と高等学

欠陥がある︒六・三・三制の以前の制度で

師恩を思い新制中学を考える

今日の制度では中学三年生が上級生とな

て承よう︒

師恩は忘れえない思いでで︑心の宝とし

校の生徒として連続していた︒上級生は中

ってい年上の兄の指導が欠けているとろに

小学校時代に先生から受けたご恩の思い

て自分も恩返しの意味で︑人のためになる

学五年生として分別の出来た生徒が多く居

岡田辰三
出は年をとっても永く脳裏に残っている︒

ような仕事に心掛けているのも一重に恩師

十五才の下級生を

少年時代の感受性の高い時代に受けた印象

った︒この生徒が十二

のおかげと思う︒

ると思う︒第三者として考えると︑ご苦労

教育者として一番よい場所と考えておられ

われて来るため︑職責から生れる楽し承も

発育する時代で教育の効果が目に見えて現

難だとか︑教育費上の問題だとかの理由は︑

ぬ︒国の興亡はこと教育にある︒制度上困

問題は何より先に国民として考えねばなら

変革して行かねばならぬ︒殊に事教育上の

それにしても︑制度は時代の進展と共に

育の場を別けている仕方は永久に国として

れと同じく学校で年上の者に教えられる教

ら教えられ︑父母の助けとなっている︒こ

である︒家庭教育で兄弟があって弟が兄か

た新制の制度は教育上考えねばならぬ問題

小学校の先生も︑子供が急に体と心とが

が深く刻みこまれているからだ︒

も一番多い教育の場ではあろうが︑また一

二の次の問題で︑根本の点に早く近づける

考えから義務教育として︑小学校六年と中

時︑大学で教官をしていた︒同僚の文学部

私は六・三・三制の教育制度が出来る当

めには文教の当事者は長期に亘って制度の

度はけちんぼの銭うしないである︒このた

教育の場のあにき分の指導を忘れた教育制

でもある︒知恵を授けて︑それから進歩せ

大切な時期である︒この時代は家庭教育に

少年が十二才頃から成年に生育する時代は

教育の三年間と高等学校の三年間とを混合

改革を考えるべきである︒今の制度で義務

た多くの費用が必要だからといって︑この

学校三年の間が国民教育としての土台とな

ったことを思い出す︒この先生のご意見は

の教授で心理学専門の先生からご意見を承

生徒が上級生から教えられる影響を失っ

番楽しみがあると思うし︑また先生もそう

施策に︑こぞって努力すべきだと考える︒

損をしていると思う︒学制をかえるにはま

指導していた力は大きかったと思う︒

考えていられることだろう︒

こと教育に関する事だからである︒

った︒この時代は自主的に勉強せねばなら

今日︑この時代の教育が最も大切だとの

ぬという自主性が芽生えてくる大切な時期
ねばならぬと自覚さす人間として根本造り

も気をつけねばならぬ︒家庭では父母︑兄

する︑簡便法も考えられる︒
の時代である︒
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この声は先般国会の予算委員会で民社党

んこと願って筆をおく︒

る︒弘道会としても識者のご意見を聞かれ

校内暴力の問題も原因の一つはここにあ

影流の型で気合の入れ方を会得したため︑

を流して働く捕快さを会得した︒この直真

へ一戻れば炊事当番︑風呂焚当番︒これで汗

先生は私の父︵編者註⁝箆克彦博士︶の

に驚いたのであった︒

刀を握った時余りにも急に強くなった自分

夏休象が終って中学校に登校︑剣道場で竹

の塚本代議士から質問のあったのを聞いた︒

︵本会評議員京都大学名誉教授︶

文教当局は私の今述べた上級生の下級生を

︾ｈノ○

教える場ということにご注目願いたいと思

学外の恩師

学外の弟子であった︒先生は東大農学部出

身︑父は法学部の教壇に立ったので︑その

く︑しかも︑或る夏休みのうちの︑たった

い先生である︒しかし︑学校での恩師でな

頗る多い︒皆︑それぞれに有難く︑忘れ難

十半ばだったと思う︒山形県立自治講習所

にも力強さがあった︒当時︑先生は未だ三

言葉も緩やかで優しかったが︑温かいうち

奥には藻としたきびしいものが潜んでいた︒

しさの篭った深いまなざし︑しかも︑其の

加藤先生は︑宗教宗派を超えた神を見て居

をしたので︑それが機縁となったのである︒

外に︑日本の古神道︑神ながらの道の研究

街頭伝道の供をされたと云う︒父は法学以

生と一緒に︑オルガンを担いで︑宣教師の

在学中︑クリスチャンで︑親友の那須拾先

講義を聞かれたわけではない︒先生は四高

一月足らず︑中学三年の私に︑生涯抜けな

長として︑山形県幾村青年の指導者であら

神の信仰を持っておられた︒

られた︒農作物の中にも神の姿を見︑真の

寛素彦

い気合をかけて下さった先生がある︒それ

れたのである︒自治講習所は山形市内だが︑

れた︒其処へ私と二人の弟の三人が預けら

学校で知識を授けて下さった恩師の数は

は後年︑満蒙開拓義勇軍訓練所長として︑

開墾の実習道場は東村山郡大高根村の軍馬

此の二首は︑先生に従って︑羽黒山での青

高嶺に澄める秋の夜の月

見る人の心どころにまかせつつ

出でてはかくれ隠れては出づ

山の上を雲は流れて月影の

日本高等国民学校長として︑農民の次・三

た︒

男の教育に挺身された加藤完治先生であっ

補充部支部だった厩舎を改造した建物︒半

ら更に一里程山の中で︑直真影流の一刀両

分は板張りにして︑太い木力で︑真影流の

断の気合をこめて鍬を打ち下ろして根を叩

型をやる道場にも使った︒開墾地は其処か

て︑些細なことでも一生忘れず︑念頭を去

き切る︒それを切って炭焼きもする︒宿舎

加藤先生から受けた影響は︑一つ一つが

らぬこと︑まこに不思議である︒一種の気

頭の奥に刻象込まれ︑腹の底に叩き込まれ

合いであって︑理窟ではない︒先生のやさ

ハベ︺

︑１ノ

ダＩ︑

○ム

年の講習に行った際︑夜︑山上で月を見な

は各人が其の受持分担を尽すことにより其

先生のご出生は砂川町ｌ今日の立川市Ｉで

先生のお名前は砂川精一と申し上げる︒

の分家を継がれたのである︒

百余年の昔開拓されたご先祖をもつ砂川家

基地反対闘争で世に知られた砂川町を︑三

はない︒知識の教育は時間がかかるが悟り

の真価が発揮される︒まことに簡単明瞭に

先生は︑受持分担︑一心同体︑というこ

は直ぐできる︒︵本会特別会員元侍従︶

して重大なる教訓として片時も忘れたこと

とを信条として説かれた︒受持分担あるが

がら教えていただいた歌である︒

故に一心同体は益々重要であり︑一心同体

先生は府立第二中学校︵現立川高等学校︶

を卒えられて︑進んで東京高等師範学校数

学科︵現筑波大学︶を卒業され中学校︵現

懇願をお聞き届けになられて︑学年末の忙

憶い出すのは︑先生がこの成績不良の者の

一先生と同窓ご泥懇で乞われてのご来任で

の六ヶ年ご在任された︒当時の校長春日賢

松中学校から転任して来られ︑昭和六年迄

飯田高等学校︶へは︑大正十四年静岡県浜

恩師の末期の水

先生は︑三角法の教師であられた︒それ

しい最中を︑採点不備のことを面目にもお

あったと思う︒そして高学年の数学を担当

私の母校の南信︑長野県飯田中学校︵現

高等学校︶の教師となられたのであった︒

は大正の旧制中学校時代のもう六十年も昔

かげにならず︑わざわざ調べていただけた

上山定治

のことである︒三角法は正式には︑三角関

ことで︑その師としての親切心に深く感じ

されて︑私も五年生となりはじめて先生の

さなか

ジェントと︑その時間には︑どんなに苦し

数のことである︒サイン・コサイン・タン

入ったからである︒

人生は出会いであると云われている︒ま

〃どじょう川だった︒それは親愛の意味の

お教えを受けたのであった︒先生の津名は

あだな

められたことか︑まことに難解の学科目で
あった︒今もそうであるが︑一番苦手であ

ことに︑巡り合せの奇縁は︑友と友︑師と

いが︑先生の口髭︵当時︑四十歳台？︶が

ものであって︑その発生由来は審にしな

にもう一度見直していただきたいと申し出

ったので︑若気の至りか︑億面も無く先生

長く御慈象を受けることはできなかったで

た立川市の先生のお膝元に近くに住いし︑

ったならば︑此処を骨を埋める天地と定め

昔︑師と仰ぎ︑お教えを受けることが無か

となっている︒

に似ていたのか︑今日では遠い彼方のもの

板に書かれる数字のひねりが〃どじょう″

つまびらか

った︒昭和二年卒業試験にこの科目の点数

り上げている︒若し私が︑先生を六十年の

教え子と︑その交りにより多彩な人生を作

たのに対して先生は再採点の結果︑合格点

ひげ

を受けたが︑私はその成績にやや自信があ

が不足するので︑再試験するというご宣告

があるとされたので︑再試験落第の難を免

あろう︒

スポーツを愛された先生は︑徒歩部の部

〃どじょう〃に似ていたのによるのか︑黒

れることができた︒まざノ︑とこのことを
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随して一つぱしの中距離ランナーとして学

か覚えていないが︑私は当時先輩の後に付

長として部を指導され︑特技が何であった

ていたので︑早速先生に希望を申し上げた

代の末そるノ︑公務員生活の終りに近づい

持っておられたのである︒私も昭和三十年

た先生宅に引続いた地積にかなりの面秋を

言葉をいただいた︒養蚕︑農作をされてい

こ砂川のあちこちの湧水の味を知っていら

れるのが多くなった︒幼い日を過されたこ

っていられる時間が多くなった︒

われたことと思う︒その年の暮にはもう眠

昔のいとけなかった時代を回想され乍ら味

れる先生はそれを所望された︒恐らく遠い

わき

は教室外での親近の方が深かった︒県下の

校を代表する選手でもあったので︑先生と

のであった︒そして先生と共に鍬を振いつ

ご再起を祈願しながら年を送り︑新年を

競技大会にも先生のご引率のもとに出場も

て枕辺に侍したところ︑先生は気息もお苦

受けた︒私は取るものも取あえず駆けつけ

迎えた︒三日の朝︑先生から急なお呼出を

昭和四十五年︑公務員最後の勤務先の一

たのである︒

つ老後を共にする楽しみを持つことができ

あり︑いつもきりりとした態度で我なに接

橋大学を辞めて先生のお宅の地続きに落ち

﹁人間の生命を持ちこたえる為に生水は絶

しい中を

数学が専攻でいささかおっかない先生で

したこともあった︒

せられた︒ご家庭でもそうであられたよう

ついた頃は先生は八十歳を過ぎておられ︑

私共同級の卒業生は先輩たちと合同して

川の里に引龍まれ︑私も上京後のことであ

るようになったのは後年︑先生が郷里の砂

われ︑読書三昧であられたが︑私が上り辞

とされていた︒平常は夫人ご令息と語り合

なられ椅子から立上られるのを非常に苦痛

のを忘れさせられた︒先生は足腰がお弱く

日毎に先生のお宅へ上り︑歓談に時の移る

そこここに残る天地に引移ってからは︑休

神田一シ橋の街中から︑武蔵野の面影が

いか﹂

の水を飲んで見たいから取り寄せてくれな

ｌ特に誰命酒と名づけられている醸造の元

して見たい︒Ｈ即の元素の神秘的なものを

を飲んで自分の生命がどの位保たれるか検

飲んだが︑ここで信州の養命酒のもとの水

知っている井戸水をこの期に及んでみんな

対に必要なものである︒私は近在の者から

いのち

で︑恐い夫であり父であられたとは︑未亡

かなりお弱くなられたように見受けられた︒

毎年在京同級会を開催してきた︒昭和二十

去した後は暫らくの間︑飯がとてもおいし

私はこのこわい先生に一層の愛顧を受け

人やご令息方のご述懐である︒

年代からである︒その同級会には先生は時

くいただけると喜こばれていたと再々うか

人を介して養命酒本舗の重役Ｋ氏に懇願し

が︑先生最後？のお望象であるので︑知

とても出来ないことではないかと思われた

と端ぎ乍ら申されたのであった︒私には

︑︑︑︑︑︑︑︑

に夫人と共に必ず出席して下さって旧交を

がい︑嬉しかった︒

昭和四十五年の晩秋の頃から臥床されて

茨ｏ Ｏ

温められた︒一度は欠所となったご名家を

いる時が多くなり日毎に衰弱を加えられて

めし

再興されていたし︑戦災で焼失した生家を
再建される等︑引退後の先生もご多忙のよ

ゆかれた︒そして食は進まず︑生水を採ら

たところ︑即座に快諾して下さったのであ
の近くに来て共に土に親しまないかとのお

うであった︒或る会合の折︑私は砂川の俺
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とその挨拶に述べられたが︑多くの教え

と同じく親しく再びお教を頂け語り会える

土の道でお目にかかれれば今生に在った日

た水が末期のお水となったことを思い︑浄

子の中には医者が居り学者も居られて日に︑

るものであると思う﹂

州の岡谷からわざわざ取寄せられて六日に

夜につぎ故人の枕辺に参ぜられていたので

った︒そしてその重役Ｋ氏は製造工場の信

り︑先生のお口元に注いで上げた︒先生は

供せられたのである︒私はこれを戴いて帰

この言葉があったと思う︒私は先生の晩年

た︒Ａ級とまではいかなくとも︑せめてＢ

たのであろう︑結局数学はＣ級に編入され

得手とした私は︑転校試験の結果が悪かっ

亀山基恵生

︵元お茶の水大学職員︶

ものと深く信じている︒

に教え子のうち最も近くに侍り︑その献じ

のど

幾度も﹁うまい︑うまい﹂と喉元を鳴らし

Ｍ先生の涙

乍ら飲み下され︑安らかなお顔を見せて下
さった︒その水も数日で無くなり︑二度目
の贈与をお願いしたところ十二日に届いた︒

私はもうすっかりと気力を喪って唯瑞ぎ乍
ら昏睡状態の先生のお口に︑筆の先に含ま
に先生は遂に幽明処を異にしてしまったと

れた水を注いだ︒その日午後になり十二時
今から四十九年も前の話しであるが︑私
は旧制中学三年の時︑福岡県Ｍ中学から︑

級へは一日も早く浮上する必要があり︑之

佐賀県のＯ中学へ転校した︒

修身の時間に﹁葉隠﹂を学び︑弊衣破帽

が果せなければ︑上級学校への進学は断念

のお知らせを私の勤め先に受けたのであっ
となったことが知らされた︒いつの日にか

を理想とし︑惰弱を恥とする気風が横溢し︑

せざるを得なかったわけである︒

た︒そして今朝の差し上げた水が末期の水
又お元気になられてお話をすることがある

県下の各校と海兵︑陸士︑旧制高校等への

学校では国語︑英語︑数学等の主要課目

かないものの︑転校したばかりの私として

途絶望︑御先真暗︑先行暗潅﹂とまではい

井上ひさし氏の﹁巷談辞典﹂にいう﹁前

かと望んでいたのにこの悲しい知らせ︒先

進学率を競っていた頃の出来事である︒

について︑テストが頻繁に実施され︑その

である︒

は︑劣等意識をしみじ染と味わされたもの

福を祈った︒

生とのご生前の交遊の回想は尽きず︑お冥
先生葬送の日︑多くの教え子達が棺側に

クラスに分級︑教育が行われていた︒Ｃ級

成績に依り︑課目毎にＡ︑Ｂ︑Ｃの三つの

た先生で︑誠をとして︑かみしめる様に︑

た︒田夫野人というか︑正に村夫子然とし

この時の数学Ｃ級の担当がＭ先生であっ

侍した︒その折︑長男一郎氏︵東北大教授︑

国語︑英語はまずまずとして︑数学を不

をも含めた最低のクラスであった︒

というのは︑今日流で云うおちこぼれ学生

ダイヤモンド研究の世界的権威者︶が
﹁父は多くの教え子の方奏に見守られて︑

できました︒このことこそ教師冥利に尽き

天寿を全うしてここに安らかに眠ることが
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幾何や代数を教えて下さったものである︒

者が出て︑次にはそれが全員宿題へとつな

限って必ずといっていい位一

な目に︑ひかるものを見た︒そして突然︑

ったのだ︒ふと︑その時私は︑先生の柔和

たろ︒本日はこれで終り﹂落伍者は出なか

でいい︑明日から進んで行くぞ︒腹がすい

二名の落伍

宿題は勿論︑普通の授業時間が終っても︑

がって行く仕組みになっていた︒今日は果

全身がひきしまる感動を覚えた︒﹁わかっ

必要とあれば全員が理解する迄授業が続け

先生の目がテスト用紙を追い始めた︒皆

てくれたか﹂と︑おちこぼれの私たちのた

してどうか︒

めに涙を流してよろこんでくれた先生の顔

今にして思えば︑前途絶望型の集りであ

も落伍者にはなりたくないので︑ソッと先

られた︒

るＣ級の私どもを︑おちこぼれにしてはな

を︑生涯私はわすれることが出来ない︒

ほどなく私は念願のＡ級へと浮上するこ

生を承つめている︒最前列にいた私も︑日

とが出来たが︑それはおちこぼれの私の為

頃のおだやかな先生の目が︑一変して︑さ
めていた︒と︑突然︑先生が大声で︑まる

す様に厳しいのを︑こわい様な感じで承つ

ものと理解出来るが︑当時の私としては︑

出来もしないくせに生意気にも︑かかる授

らないという信念で︑とり組んでおられた

業振りでは前途遼遠なりと疎ましい想いに

︵住友ベークライト・常任監査役︶

に流して下さった先生の涙の賜物であった︒

丁寧にというよりもくどい位に説明される

ずといっていい位︑先生はいつもより懇切︑

たが泊る宿の当てがない︑駅の前の交番で

採用されて大分県勤務となった︒駅に着い

東大を卒業したのは大正十年︑内務省に

の僧が焚火の残火を拾うて居られる︒

臨済宗の名利万寿寺だ︒門のところで中年

たらと勧めてくれたので早速行ってみた︒

ると︑いい禅寺があるからそこへ行って承

高田賢治郎

のであるが︑その日も例外ではなかった︒

相談すると巡査が自分のところへ来ぬかと

ろ︑マアお上りと云われて其の自室へ案内

わが師

﹁わかったか︑わかってくれたか︒これ

でどなる様に云われた︒

かられたことも度々だった︒おそらく或る
日の出来事がなければ︑私は先生の真華な
ままに終っていたかも知れない︒

姿を︑ほんとうに理解することが出来ない

それは転校して数ヶ月がたった或る日︑

いつもの様に課外授業が数時間に亘り続行

今日は終りにテストがあるなという予感が

にした︒翌日県庁に挨拶に行きそれから地

云う︑県庁の前である︒そこに落着くこと

されていた︒重要なポイントの場合には必

スーツと頭の中をかけ抜けていった︒案の

方官の勉強である︒夫れは夫れとして静坐

和尚さんは居られますかと念を押すと居

和尚さんにお目に掛り度いと頼んだとこ

定テストである︒先生の説明をよく聞いて

を習い度い心があり︑宿の婆さんに相談す

された︒

であるが︑これ迄の経験では︑そんな時に

おれば全員が出来る筈だと云えばその通り
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心機一転して東京へ行くことを勧めて下さ

を辞める事になり京都の父の許に帰った︒

其の間新命和尚が時を信者の家庭に連れ

ったので単身上京した︒結局先輩松本学さ

られないと云われる︑坐り直して来意を話
すことになった︑夫れが新命和尚︵次期住

て行ってくれる︒そこには年頃の娘さんが

んや安岡先生のお世話で東京市へ入れてい

丁度安岡正篤さんが京都に来て居られ会い

職︶奥大節さんであった︒とうノ︑寺へ寝

居られる︒つまり見合いと合点されたのは

ただいた︒世田谷区長に任ぜられた事があ

事になる︒親しく話し相手になって何とな

起きすることになって兎も角坐禅堂で坐禅

後の事である︒私の人生論に答を出してく

る︒区内に曹洞宗の古利豪徳寺があって住

ついて仏法はどう教えてくれるのかという

れて行ってくれたが︑之も粋な話でこうし

役所の方でも課長が二三度芸者買いにつ

来て︑妻の没後墓を建てさせていただいた︒

職の名僧梶川乾堂さんと法交を結ぶ事が出

度いということで父と一緒にお訪ねした︒

することになった︒坐禅については親しく
ら頓馬な次第だ︒

れられたのだが︑之は後に気付いたのだか

くお二人の禅風に浸ることになった︒

教えて貰ったが﹁人生とは何ぞや︑私自身

すとマア時を遊びに来なさいとゆっくり話

が何の為に生きて居るのか﹂という問題に
ことについては一向教えて下さらない︒住

お寺は専門道場︵修業道場︶で紫山老大

ある︒

て居るという大和尚である︒そこで接心で

に転勤させて貰い︑当時流行の社会問題の

っても老師方は遠くに遷られたので大阪府

私は一時兵隊にとられたが︑大分の寺に帰

寺の花園大学の学長に招かれて行かれた︒

として行かれるし︑大節さんは京都の妙心

へは家族揃って泊りに行ったが何となく家

は気がついた様だ﹂と漏らされた︒方広寺

何時とはなしに機が熟したというか﹁高田

貰い私の目を開かせようと心配されたが︑

で方広寺へ入られたが︑毎年の様に泊って

大節さんは紫山さんの没後︑其の後を耐い

た暖かい腹の中は一向気がつかぬ︒

師は修業者の導師つまり先生であって個人

紫山さんは浜松在の大本山方広寺へ管長

職である足利紫山大和尚にお目に掛ったが

指導である︒それが接心で問答の形になる︑

実施勉強に取り組んだ︒私はよく京都の大

春風胎蕩というか暖かい何でも彼でも容れ

接心の場で私は︑公案︵問題︶を出された

が持ち上った︒

節さんを訪ねた︒其の時何となく婚約の話

私の一生の恩人という事になると安岡正

族が禅風に浴したことになる︒

たら只﹁無﹂と坐って居れば自ら解って来

がトテモ歯が立たない︒新命和尚に相談し

起きすることとなり食事も朝昼は二十人の

出来上って私は一室を与えられてそこに寝

るという指導である︒其の内隠寮が新しく

るとき結婚した︒京都の古い禅門の信者の

れて下さった︒大節さんの斡旋で前橋に居

た︒その度に︑大節さんは毎年のように訪

私はそれから前橋︑福岡︑熊本と転勤し

先生のお勧めに従って上京して先生のお宅

内務省を辞めて父の許へ帰った私は安岡

招宴に相伴さして貰ってからの縁である︒

安岡先生は前橋に来られ︑講演の後知事の

六七の頃群馬県在職中に山岡知事の招きで

修行僧と一緒だ︒夕食は紫山老大師と新命

お家である︒熊本に勤めて居るとき内務省

篤先生を逸する訳には行かない︒私が二十

和尚とお二人の相手をして一緒にいただく
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︵先生の私塾︶に先生の講義を聴きに町田

へ伺って一晩暖かく迎えて下され︑私を町
随縁詩集を編むに至った︒老後の楽しみを

漸く格好がつく様に成って先生に相談して

られた︑安武政敏さんを指導者に勧められ

旧師の思い出

得て心豊かである︒

田辰次郎氏に托して下さった︒金鶏学院
さんに連れて行って貰って一年間通って易
経の誰義を二回に亘って聴いた︒学院には
全国から好学の青年が集って居た︒先生の
学問は儒学が中心であろう︒先生自身が求
る青年の気迫と一体になって私の心を揺が

道心に燃えて居られた︒全国から集って居

す︒

私が学んだ小学校は︑山間の小さな村に

よくノ︑考えてみると私の拙い一生は父

︵元・東京中央市場長︑芝区長︶

と安岡先生には因縁の深い事を感じて万謝

母を始め恩師に恵まれた︒特に大節老大師

の他ない︒

壷井秀生

その鬼原先生についての最も強い印象は︑

口をささやきあった︒

算術の時間の出来ごとだった︒問題の解答

先生の学問は若い時から楠公を育てた郷

法を説明したが生徒はなかなか理解できず︑

あって︑同学年は男女合わせて四十数名で
ちを二年生から三年生までの二年間教えて

あった︒その小学校に赴任してきて︑私た

土色︑剣道や参禅の鍛練︑それに儒学を中
志すところは皇室中心の国家への経論で

心とした東西の学問︒

れ以上に説明することをやめて︑他の問題

うであったであろう︒先生もその時にはそ

を適確に理解し得た︒他の生徒の多くもそ

の中で︑私は先生の言おうとしていた要点

も一瞬静まり返ってしまった︒その静けさ

して白いハンカチでⅡ頭を抑えた︒生徒達

先生は黙りこんで黒板に向い︑眼鏡をはず

のようなやりとりが長く続いているうちに︑

左につぶやきながら首をかしげていた︒そ

成績の良い生徒達まで﹁分からない﹂と口
先生は生徒と一緒にいることがいかにも

先生があれこれ繰り返し説明しても︑日頃

楽しそうで︑私達に初めてドッジボールを

下さった鬼原徳美先生を今でも忘れること

を通じて世の指導者に大きい影響を及ぼし

生として申分ない︒又国師として戦前戦後

教えてくれ︑また日曜日には何人かの生徒

ができない︒

た︒終戦のお勅語にも最後に意見を求めら

を連れて近所の山に登り︑ポケットマネー

の上具体的な人生指導があるから青年の先

れて筆を入れて居られる︒吉田茂宰相の銅

で買ったお菓子を分けて一緒に食べたりし

ある︒若い青年の夢は躍らざるを得ぬ︑其

像の碑文を物されたのも所以ある哉と納得

ので︑男生徒達は﹁鬼だ！鬼だ！﹂と陰

じめた時だった︒長い間廊下に立たされた

それは︑多数の男生徒で同級の女生徒をい

た︒しかし︑ひどく叱られたこともある︒

私も又家族達も何彼と教えを乞うて居る

出来る︒

しお世話に成って居る︒

老境に入ってから漢詩を作ることを勧め

r
ワq，
、 ｰ ､ 〃 ノ

に移っていった︒

鬼原先生は︑やがて軍隊に現役入隊する
しみを感じていた︒

うな尊敬の念と軽侮の念を混えながらも︑

のクラスは︑もう卒業気分に浮かれて︑城

を残すの承となった頃のことである︒私達

れてまさに開宴しようとした時に︑藤沢先

飾り気のない村夫子然とした先生の姿に親
その藤沢先生から︑始業前の課外授業で

ために学校を去ることになった︒先生はそ
の頃は二十歳の若さだったのである︒その

論語を教えられた︒それは上級学校入試を

生が他の二人の教師とともに乗り込んでき

終・ヘージに付けられている割引券に生徒の

ることもなく︑卒業後には殆んど郷里を離

為の故か︑私自身に強い自責の念に駆られ

のと想像される︒それでも︑多人数での行

まであった︒相当多額の金を負担されたも

うな形で弁償されたのかは聞かされないま

近いクラス生徒の料理代を︑先生がどのよ

帰り︑無事に卒業した︒しかし︑五十名に

と言われた︒私達は︑その言葉に従って

から直ぐに帰れ﹂

﹁あとのことは自分達が交渉して片付ける

た︒そして説教が始まった︒最後に

なった︒会費は一円であったが︑．酒も運ば

後に起った満州事変に出征されたとの噂を

目指すものだけだったが︑そのテキストは

山の下にある古い料亭で宴会をやることに

かったようである︒しかし︑長じて教壇に

聞いたが︑再び教壇に復帰されることばな

﹃論語解釈要略﹄といって︑論語の中の重

氏名を自署して十枚以上を纏めて送れば一

立つようになった私には︑先生が白いハン
に生き続けている︒生徒の理解力の不足を

割の割引きがなされた︒先生は︑そのテキ

のテキストは定価四十銭だったが︑その最

生徒の能力の低さとして片付けようとする

ストを三十六銭で生徒に配るとともに︑割

要章句を半分以上集録したものだった︒そ

気持の起った時に︑いつも思い浮べられる

引券を手厳しく取り立てた︒これは︑先生

カチで目頭を拭いた姿がいつまでも心の中

のは︑白いハンカチを目頭に当てた鬼原先

句をまとめて教えられたことが︑後年にな

﹁論語﹂であった︒それでも論語の重要章

が生徒のために見付けてくれた最も安価な

生の姿であり︑教える自分の努力の足りな
さを反省させられるのであった︒

私の旧制中学校の頃のクラス担任であり︑

れたままで先生をお訪ねすることもなく︑

が︑先生が九十歳で亡くなったことを知っ

って学問研究をするのに大きな便宜と自信

その藤沢先生は︑数年前に九十歳の高齢

て︑それまでに一言のお詑びもせずにいた

国語を教えられたのは藤沢橘男先生であっ
合格によって中学教師となった人であった︒

で他界された︒そのことを伝え聞いた時に︑

こと鳴私の心は自責の念にさいなまれ始

お詑びの言葉も述べないままだった︒それ

校長であったことに私達は多少の尊敬の念

私の心の片隅で半ば忘れかけたようにして

とを与えてくれた︒

を抱いていたが︑一方では︑先生が生徒の

に関わっていた故に自責の念を感じないの

めたのである︒自分独りでなく多数ととも

た︒先生は田舎の小学校長であったが文検

面前で︑他の同僚教師と︑いかにして品物

さぶった︒それは︑最終学年の五年生の授

は︑現代の少年非行の妓大の特徴であり︑

残っていた一つの記憶が︑強く私の心をゆ
業も終って︑あとは卒業式までの宅習期間

を安く買うかの切り詰め生活の話をするこ
とに多少の軽侮の念を抱いていた︒このよ

（30）

アを混えながら教えていたときに︑教壇の

先生に習った︒先生が大きな体でゼスチュ

サンダー・コンラーヂィというドイツ人の

旧制高校一年の時に︑ドイツ語をアレキ

が私の心をさいなんだのである︒

自身が長く埋没していたという無念の思い

ムでもある︒それと同じ心的状態の中に私

行動として見せつけている集団的エゴイズ

また︑その少年達の目の前で大人達が団体

間の関心事である︒

ィ先生に指摘されて以来︑私にとって長い

する日本の若者の精神構造が︑コンラーヂ

て笑ったり︑また無責任な行動を取ったり

のに︑多人数の場合には︑つい我れを忘れ

かった︒もし一人であれば決して笑わない

のような笑いにしばしば出会わねばならな

後日︑教師になった私も︑生徒たちのこ

葉は︑私の心の中に長く刻みこまれている︒

日本人だけだ﹂コンラーヂィ先生のこの言

批判に立ち向おうとされたものと思われて

ながら︑自ら背骨の硬い人間として多くの

を危うくするものであることを充分に知り

にあっては︑そのことが学者としての立場

論陣を張られたのも︑当時の社会情勢の中

あった︒和辻先生が終戦後に天皇制支持の

津田左右吉博士の名前を挙げられたことも

の言葉である︒背骨の硬い人間の例として

のは﹁背骨の硬い人間こそ必要である﹂と

の講義の中で︑今も強く印象に残っている

べるようになった︒

て気分も少し落ちつくと︑ゆっくりとしゃ

その内容は全く分らなかったが︑数分経っ

語で早口に怒鳴るので何を言っているのか︑

ち止ると真赤になって怒り始めた︒ドイツ

微笑を浮べていた︒コンラーヂィ先生は立

をあげ︑声を出さなかった者でも口辺には

である︒生徒の幾人かが﹁わあっ﹂と歓声

のまま使用していたので滑りやすかったの

だったが︑その床や教壇に油を塗って土足

さやかではあったが︑それえの抵抗の基盤

なって思想統制が厳しくなってからは︑さ

の成立について考えつづけ︑太平洋戦争に

和辻先生の史観を基にして神話や古代国家

釈や古代史の科学的研究に驚き︑それ以来︑

であった私にとって︑その学問的な神話解

までに神話と歴史との区別もつかないまま

のが︑旧制高校二年生の時であった︒それ

﹃改稿日木古代文化﹄を手に入れて読んだ

ては︑昭和十四年に発行されたばかりの

哲郎先生の講義であった︒和辻先生につい

大学で最初に深い感銘を受けたのは和辻

二人の共通の実践的基盤を第一次の否定に

津田博士に共感するものがあるとすれば︑

るのではなかろうか︒

て︑すでに絶対性に即している者を意味す

から背き出る﹂という第一次の否定におい

いるが︑﹁背骨の硬い人間﹂とは︑﹁共同性

して己れの根源に帰ろうとする﹂と述べて

から背き出た人は︑さらにその背反を否定

同性から背き出ることにおいて己れの根元

の自己への還帰であるとして﹁何らかの共

あろうか︒人間存在の理法は︑絶対否定性

﹁和辻倫理学﹂とどのように結びつくので

ならない︒しかし︑背骨の硬い人間の像が

﹁他人が失敗したり困ったりした時に︑そ

求める以外に道はないように思われる︒私

上で転倒してしまった︒当時の教室は木造

れを笑うのは最も下劣な人間のやることだ︒

たのである︒大学に入ってから受けた先生

として益々和辻史観に密着するようになっ

和辻先生が︑学問的立場を全く異にする

しかいない︒アフリカのニグロとアジアの

そのような笑い方をする人種は世界に二つ
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共同性の否定によって成り立つ個をさらに

は先生の講義中に﹁人間存在の理法とは︑

ねばならない原典について広く知らされた︒

うちに︑日本倫理思想史研究のために読ま

また︑胤分の表現に執着して︑添削になか

適確な言葉に変わっているのに感嘆したり︑

の経過に従って︑添削された言葉が本来そ

るのは不思議である︒

こにあるべきものであったように思えてく

なか馴染めないこともある︒しかし︑時間

に先生からは一人の弟子として遇して頂く

原典を一つ一つ読むことに努めたが︑さら
ことによって︑引き続き多くの学恩を受け

そのように︑物の本質が充分に見えてく

卒業後は高校教師を勤めながら︑それらの

は個のいずれかに固執してしまって︑循環

るまでには︑ある程度の時間的経過が必要

否定して共同性に帰るという否定の否定を

運動を断ち切ることが根元的な悪である﹂

ながら今日に至っている︒そして︑先生の

であろう︒古川先生からは最も多くのこと

実現する循環運動である︒共同性か︑また

という意味の言葉を聞いた記憶がある︒そ

生観・世界観の基本は﹃純粋﹄と﹁全力的﹄

を教えられたにもかかわらず︑現在もなお

広範囲にわたる学問業績が︑﹁日本人の人
ということにある﹂とする先生独自の思想

ことは︑まだ尚早であるように思われる︒

師であるが故に︑先生について多くを語る

の在り方が︑そのまま絶対性に即していな

に凝結しつつあるのを︑私は一種の感動を

うすれば︑共同性の否定という第一次否定
ければならないことになる︒

私は大学在学中に発病して休学・退学の

そこで私は︑旧い師の象について語り︑そ

もって見守っている︒

さらに︑先生が﹁弘道歌壇﹂の選者をさ

る期間も短かかったが︑﹁背骨の硬い人間﹂

師に対する評価は年齢と共にかわるとい

一応社会人となった今︑Ｋ先生を慕う声は

った︒しかしその生徒たちが三十歳をこえ
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やむなきにいたり︑和辻先生の教えを受け
を称揚された先生の言葉を忘れることがで

もに私の心の中で益々鮮明に生きつづけ︑

れらの師の言葉や行動が︑時間の経過とと

べてきたのである︒︵宮崎女子短大教授︶

今も私に教えているという師恩について述

い﹂のような気持で作歌し始め︑投稿して
いる︒添削されて傍線を施されることが多

れていることを機縁に︑私も﹁六十の手習

く︑自分で表現に難渋した箇所がまことに

きない︒その言葉が︑その後に完成された
うな位置を占めることになっているのかを︑

を語

先生の倫理学や思想史の体系の中でどのよ
先生の著書をもう一度丹念に読み返すこと
によって︑自分の眼で確めたいという気持

う︒高校の時の担任のＫ先生は︑当時の生

土田健次郎一

私は六年間の病床生活の後に大学に再入

ている︒

が︑身に老いを感じるこの頃しきりに起っ

学して︑主に教えを受けたのは古川哲史先

多い︒先生の純粋な情熱は現代っ子の生徒
徒たちに必ずしも人気があるとはいえなか

る

生であった︒先生からの教えを受けている

師

にとってはうっとおしく感じられていたが︑

れる︒特に教育の場においては世間的利害

の夢を師になすりつけたり︑師の言動に疑

変らぬということなのであろう︒時を自分

問を感じたりすることもあるはずである︒

関係をこえた視線をうけるだけに︑師の立

きれば︑それは自分にとって真の師である︒

それでも師のとっている姿勢自体に納得で

場にたつ者は自戒せねばならない︒私も今
春から人に教える身になるが︑考えて桑れ

るのであろう︒

私は高校生の時からＫ先生が好きであっ
など到底ない︒

ぱ恐ろしいことである︒師と呼ばれる自信

現在ではそれが実になつかしく思い出され

た︒このことは現在からしてみれば他の同

ううぬぼれがある︒同級生が今になって先

先生の純粋さを早くから認識していたとい

いって時食先生の情熱が重荷になったが︑

にだまされ念仏して地獄におちたとしても︑

でもある︒親購の有名な﹁たとえ法然聖人

価は︑同時に己れの見識がはかられること

はるかに楽であろう︒しかし師に対する評

師と呼ばれるより︑師と呼んでいる方が

いいたいのは︑万人共通の感情であろう︒

自分が生涯かけて信頼した師をもちえたと

てはほしくない︒若年より老年に至るまで

変化があるかもしれない︒しかしそうあっ

ば︑あるいは将来私の帥に対する念いにも

かわるという言葉が普遍の真理であるなら

冒頭にあげた師に対する評価が年齢と共に

級生に対し多少自慢できる気がする︒正直

生を慕うのを染ると︑己れの先見を誇りた

全く後悔はいたしません﹂︵歎異抄︶という

まわない︒私は大学でも師を得た︒おそら

感じているのではないかと郷撤されてもか

師弟の紳という言葉に感傷的な自己満足を

約されたこの語こそ︑親露その人を最もよ

れる︒親鴬のながい懐疑と信仰の道程が集

語は法然よりも常に親驚を語る際に引用さ

語は師弟関係の極致を示しているが︑この

て存続していく師弟関係の果てしない連鎖

思えば我が師にも師がいた︒個人をこえ

性のあかしになると思われる︒

そしてまたそれは︑己れの心の姿勢の一貫

師を得たと公言できることは幸せである︒

い気すらする︒

くこの師も生涯師と呼べるであろう︒Ｋ先

るのかもしれない︒

は人間の心が求めるものの不変を示してい
師に対する敬愛の念を持続するというこ

く物語っている︒

に︑この師に対する気持ちも将来ながく続

とは︑おそらく己れの精神のめざす方向が

宇垣閣下との出会い

青い目をしたお人形が日本に到来して︑その答礼使として︑日本の人形をアメリカ

能戸英三

︵早大専任講師︶

生に対する敬愛が十数年変らなかったよう
くであろう︒

弟子が師をあれこれ評価するのは不遜な
ことかもしれない︒ましてや先生が純粋で
ではないともいえる︒しかしこれはまた︑

あるなどとは弟子の立場から言うべきこと
ごく自然な行為でもあろう︒人を指導する
者は常に指導される者の厳しい眼にさらさ
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に贈った時の立役者は関屋竜吉先生であっ
人会の重要人材として活躍されていた︒

勿論軍務に堪え得ず帰国して以来︑在郷軍

包帯所に運ばれ漸く継ぎ合せて恢復した︒

後︑道内行列車の出発するプラットホーム

出入りする待合所を避けて︑連絡船を下船

ることとして︑その待合せ場所は︑大衆の

関屋先生は中等学校に就学出来得ない青

たりに約三十糎の長さの釣裂きのある姿で

とお召しのクレバネットのコートの膝のあ

そこで私は予定のプラットホームに行く

の通路と云うことに決められた︒

た︒

関屋竜吉先生は社団法人日本青年協会を
長に陸軍大将宇垣一成閣下を戴き青年指導

創設せられその常務理事として活躍し︑会
者の養成に専念され︑この協会は現在なお

年訓練所を開設された︒

年の社会教育をするために日本に初めて青
大正十五年七月一日と記憶しているが︑

ご案内した根崎温泉の旅館では夕食に日

た事に感激の気持で胸が一杯になった︒

私の如き小輩の名を記憶して居て下さっ

しい和やかなお声をかけて下さった︒

﹁やあ能戸君暫くじゃったのう﹂とやさ

立っておられた︒

文部省内に初めて社会教育局が創設され初

講師の先生方は陸軍︑海軍︑文部の各省

れ︑貴重な訓練を受けた︒

生は私を第一回の訓練生として参加させら

上述の如く宇垣会長と同期の桜井利吉先

れる通りである︒

活溌に運営せられて居ることは人盈の知ら

勅令を以て青年訓練所令が発布され︑全

代の局長は関屋竜吉先生だった︒

学科と教練に勉励した︒

国一斉に各小学校で夜間の訓練所が出来て

私は当時二十五歳︑歩兵少尉に任官した
ばかりだったが︑当時の帝国在郷軍人会函

で︑次々お勧めしようとすると﹁おかまい

下さるな︒僕はコップで二杯と定量を決め

本酒をコップに一杯ついで召上っておるの
偶を函館に支部を設立することになり︑

に残っている︒そして︑色をと長寿の方法

ておるのだから﹂と申された事が強く印象

しては最高の人々であった︒

小生が理事長として活動して支部長には後

は勿論︑各界の権威者であり︑社会教育と

命ぜられた︒当時の在郷軍人会は大変な権

に函館市長となられた斎藤与一郎先生を推

館分会を長の桜井利吉先生から︑突然の呼

力を持っておった︒否︑函館だけが特別だ

戴してその発会式に際し︑宇垣一成閣下を

び出しを受けて青年訓練所の教練の教官を

ったのかも知れない︒それは桜井利吉先生

宇垣閣下は私に対して﹁君は余り人女の

か貴重な体験を味わった︒

私もその後︑大東亜戦に参戦して︑幾度

八十八歳をお迎になった︒

その後︑宇痘二成先生は長寿を保たれて︑

を承ったのであった︒

は陸軍士官学校の第一期生であり︑宇垣一

函館市に御迎えすることとなった︒

しい事でなしに︑私的にのんびり行き度い

宇垣閣下は今度の旅行は一切公的な肩苦

成閣下と同期だった︒桜井先生は日露戦役
に参戦して︑歩兵第二十七聯隊の聯隊副官

との希望であり︑お供も伴わずお一人で来

として勤務中︑赤坂山や二○三高地の戦闘
に当り︑不幸にして敵弾が左腕に命中し︑

函館到着の時は小生が唯一人お迎えをす

道されることとなった︒

って居った所︑忠実な馬丁に背負われて隊

関節が切断されてぶら下り︑人事不省に陥
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知らない︑北方地域の戦線に参加したので
﹁私は文筆の才能はありません︑私の書

その一記録を書いて慨け﹂と仰せになった︒

いた本などは売れません﹂と申上げると︑
﹁本というものは売れるのが本じゃない︒

たにしている︒︵前・北方協会を長︶

れ︑御言葉に従って書き︑その本の名称に

ことを︑私はいつも感謝しています︒その

も︑︐幸いにも多くの優れた恩師に恵まれた

小学校から大学迄︑更に社会に出てから

すが︑淡文︑国語等の時間でも︑中国︑日

持っております︒所謂修身の時間は勿論で

については︑深く教えこまれた感じを強く

深井鑑一郎先生

迷ったが︑郡可成忠氏の功績を称えて﹁郡

中で︑多感な中学時代に︑大きな影響を与

山室勇臣

司草﹂と云う花の名にまで残された忠臣

えて下さった東京府立四中︵現在戸山尚

体験を記録して世くのが本じゃ﹂と仰せら

﹁郡司成忠﹂先生を顕彰すると共に︑その

らない道を︑各先生が情熱を込めて説かれ
昭和五年から五年間︑私は市ヶ谷にあっ

から出たもので︑凡ての先生が︑この方針

本の古典を通して︑人間として守らねばな

た四中に学んだのですが︑この学校は全国

ししたいと思います︒

勉強でも厳しく鍛えられましたが︑道徳

像出来ると思います︒

と称する冊子を発行した︒

体験を研究︑普及しようと思い﹃郡司草﹄

校︶の深井校長のことを︑ここでは︑お話

ようと思い拙ないながら︑昭和三十一年三

者の功績を偲び︑北洋の実体を世に紹介し

でも有名な厳しいスパルタ教育の学校でし

一貫して︑しかも熱情を以て︑教えられた

の下で︑それぞれの個性は持ちながらも︑

初めての文章であるが︑せめて北洋開拓

月に三百円の定価をつけて︑北海道札幌市

た︒例を挙げれば︑酷寒の冬でも︑オーバ

初版は三千部印刷したが忽ち第二版五千

と聞き驚いた︒

が︑東京の古本屋で五千円に売られておる

卒業生が︑陸軍士官学校や海軍兵学校に︑

て居りました︒四中からは︑当時かなりの

枚で︑全校の先生と︑生徒が︑体操を行っ

寒い冬の朝でも︑毎日︑校庭で︑シャツ一

かも︑シャツは︑薄いシャツ一枚だけで︑

学者でした︒儒学の真髄を極めて居られ︑

国哲学を専攻され︑漢学では当時︑秀でた

るものでした︒

念が︑先生方の間に拡がっていたかを物語

の統率力が強く︑深井校長に対する敬愛の

姿は︑全く見事なもので︑如何に深井校長

これらの教育方針は凡て深井校長の方針

ました︒

で発行した︒

ー・コートを着ることを許されません︒し

部も発行︑好評を頂き感謝に堪えない︒更

入学していましたが︑それらの人達が︑四

所が︑二十五年を経過した一昨年この本

に増版のことも考慮中で︑今度は﹃郡司草

中よりは楽だと云っていたことからも︑想

深井校長は︑東京帝国大学文学部で︑中

一重に宇垣閣下のご指導の賜と感激を新

の由来﹄と題名を改めようかと思っている︒
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たことが︑大きかったと思います︒

く︑生徒と同じことを自ら行い︑範を垂れ

しいことを要求すると同時に自分にも厳し

りましたが︑やはり深井校長が︑生徒に厳

云う父の訓えが︑私に染みていたこともあ

した︒それは﹁何でも素直に受入れよ﹂と

れても︑私には全く抵抗感はありませんで

と思います︒これだけの厳しい教育を施さ

これが先生の教育のバックボーンであった

私を連れて行ってくれました︒

から聞いた担任の先生が︑診療室で休めと

状態ではありませんでした︒そのうち友人

は︑頭はぼ−シとして︑とても考えられる

云って︑その日の試験も受けましたが︑実

られました︒心配する友人に﹁大丈夫﹂と

どうつとばかりに転落し︑砂地に叩きつけ

に舞い上った時︑手が離れ︑私は真逆様に︑

に興じて居りました︒大車輪でからだが宙

日でしたが︑朝学校に行って︑友人と鉄棒

なされているでしょうか︒私達の時代にも

困難に耐える︑たくましい人に育つ教育が

しょうか︒今在学の少年達が社会に出て︑

験した様な︑師弟の心の触れ合いがあるで

言い得るでしょうか︒現在の学校に私が経

は立派になったと世界に向って︑我々は︑

出発しました︒然しこの新出発で︑日本人

され︑民主主義の名のもとに凡てが新しく

正以来の日本人の物の考え方︑道徳が批判

題であると強く考えます︒戦後︑明治・大

真暗で︑川に向って堤に伏せて居りました︒

た︒多摩川での演習の時︑もう夜で辺りは

練も強化され︑野外演習も屡々行われまし

先生も嬉しいが︑悪くなっては︑両親を悲

﹁おい山室︑無理するなよ・君の頑張りは

うに部屋に入って来られ︑

顔ではなく︑やさしい慈父の顔で︑心配そ

暫くすると深井校長が︑いつもの謹厳な

格の基盤をつくり︑資質の向上を目指して

生を尊敬し︑利己心を克服して︑一つの人

視する人達も居りました︒然し大多教は先

勿論︑落ちこぼれはありました︒道徳を無

当時は︑軍国色も次第に強まり︑軍事教

暫くして︑ふと脇を見ると︑深井校長が︑

せん︒然し教育が放任となり︑各人が利己

自由が大切なことは︑言うまでもありま

進んでいたと思います︒

生徒と同じ姿勢で︑伏せて居られるではあ

私はただ﹁先生︑す承ません﹂と云うば

しませることになるからな◎﹂

私は︑校長は見て居られるかも知れぬが︑

りませんか︒

は︑やはり︑この自分の欲望を抑える教育

保持出来なくなります︒小学校から高校迄

の赴くままに発言し︑行動したら︑自由は
中学時代にこの様な恩師に教えられたこ

かりでした︒

とは︑私の今日迄の生活態度︑事の是非を

どこかで︑ゆっくり座って居られるとばか
り思っておりましたので︑先生の真剣な︑

判断する場合の基盤として︑深く残り生き

をしなければ︑自由も民主主義も︑また今

に接して︑心から感動しました︒先生と生

恰かも自分が参加して居るかのような気迫
徒との気持が一つになったまことに貴い一

日本を支えている勤勉で忍耐強い日本人の

感謝の心も薄くなって了うでしょう︒そう

父母に始まり凡ての隣人に対する思いやり︑

資質も︑消え去る少旨心います︒また責任感︑

続けて来たと確信します︒

ー問題でもありません︒日本人の資質の問

外国との経済摩擦でもなければ︑エネルギ

これからの日本の運命を決するものは︑

もう一つ︑私にとって忘れ得ぬ出来事が

瞬でした︒

ありました︒その日は数学の試験のあった

︑●ノ

︑

ｎｏ

ハＯ

／

なれば︑日本は危険な状態に追い込まれて
ぶものであったと思います︒

然し教育の姿勢は今になっても︑共感を呼

く受け止めてくれた師弟の心の触れ合いや︑

やがて運動部が結成されるようになったと

らしい校風を築いてゆかねばならなかった︒

そのうえ何の伝統もなく︑自からの力で新

校舎もなく木造︿ラック建の仮り住いで︑

の第一回生として入学したが︑丸一年間は

さて︑私は昭和二年創立の旧制浪速高校

良の道場であったと思う︒

もって自己形成︵の島︲⑦号８訂︶ができた最

せっさたくま

行くことは必定だと思います９

︵三菱銀行副頭取︶

・深井鑑一郎先生にこの一文を捧げます︒

尊敬と感謝の心をこめて︑偉大なる恩師

学生同志の切礎琢磨を通じて自覚と誇りを

教育こそ︑まさに日本の将来を左右する
の凡てが︑現在︑通用するとは思いません︒

ものです︒深井校長の教育基盤である思想

ｌ現代学校教育の在り方を問うＩ

わが師とともに五十年

荒木敏鎌一

き︑私は中学時代に得意とした陸上部の部

とせ

てお迎えしたのがこれからご紹介しようと

員になったのであるが︑その初代部長とし
もっとも︑われわれの小学校から大学ま

との出会いであった︒

する心理学︑倫理学ご担当の中村弘道先生

受けたことを懐しく思い起こすであろう︒
での教育は戦前であったので今日とは学制︑

く年⁝﹂の歌詞に子供心ながら深い感銘を

れ︑今日こうしてある自分が長い人生航路

余の歳月を振り返って桑ると︑何はともあ

教育の指導方針︵主として教育勅語を拳を

先生は︑しかし︑僅か二年で旧制一両の

私は今年︑満六回目の干支を迎えたので

の荒波を乗り越えここまで到達し得たこと

服店した︶︑また家庭の朕などはおおきく

教授として大阪を去られたが︑その短い期

が私により深いご縁となって爾来五○年を

kdイノ

あるが︑この原稿を書きつつ過ぎし七○年

は幸運であったと思うと同時に︑人生のな

違っていた︒その中で︑私が一番懐しくも

いつしか親しくおつきあいされ︑このこと

間に先生のお人柄から今は亡き父や兄とも
高校のような制度を誰がつくったのか知ら

超える今日に及んでいる︒教壇における先

けんけん

の成長過程において︑家庭にあっては親の

かで最も大切な少年期から青年期にかけて

のある充実した高等学校時代である︒旧制

う一度味わってみたいと思うのは︑・ゆとり

方ならぬご指導︑ご援助をいただいたこと

ないが︑日本の学校教育の歴史のなかでは

に深く刻まれており︑運動場では名コーチ

生のさわやかな名講義は今もなお私の脳裏

ふくよう

温い愛情と学校では恩師や諸先輩がたの一
をしゑじ承ありがたく感ずるのである︒わ

る﹁意気と感激﹂に燃えたロマンチシズム

︵旧制五高時代は名ス︒プリンターとして活

独特のものではなかったかと思う︒いわゆ
の中に懐疑と煩悶に揺れる人生の激動期に

躍された︶として︑また夏休承の旅行や合

の恩は山よりも高く︑海よりも深し﹂とい
う言葉や︑小学校の卒業式に歌い上げた﹁仰

あって︑われわれのこのような心境を正し

れわれと時代を共にした人はおそらく﹁親

げば尊しわが師の恩︑教えの庭にもはやい

／ ハ 戸 、

己を正しく把握し︑かつ生涯に役立つ人生

まず青年期における教育というものが︑自

私の高等学校時代の回想から得た教訓は︑

像もできなかった心理的不快指数の暗雲が

を取り巻く日常生活の上に一○年前には想

意識を満たそうとする結果︑昨今われわれ

は消滅し︑平等意識が競争心を伴って優越

宿練習では︑分け隔てなく親しみ易い先輩
のように感じられた︒そればかりでなく︑

観の基盤を確立することができたと桑るべ

辺の事情は︑最近のマス﹁一ミの報道記事や

拡がりつつあることに驚くのである︒この

し︑新婚旅行のプランまでご厄介になった

︲きであり︑また師に対する恩愛の情とか︑

私が結婚するときにも先生にとくとご相談
こともつい最近のように懐しく思い出され

同僚間の友情といった世界は︑その根底に

れ停年まで心理学の教授と学生相談所の所

に信頼の持続性が保持されるということで

こと﹂という道義的観念があってこそそこ

﹁信義を以て交ること︑誠を以て身を貫く

感じているところを重ねて要約してみよう︒

採り上げられているが︑以下私なりに日頃

弘道会の誌上においてさまざまな観点から

先生は戦後︑旧制一高から東大に転ぜら
長として学生のカウンセリングに従事され

ある︒すなわち︑人と人との間柄がいわゆ

になり恵まれた生活にはなったが︑精神

①確かに物質的な環境は必要以上に豊か

るＯ

た︒現在︑齢八十歳を超えておられるがな

る﹁ゲマインシャフト﹂︵共同社会︶であっ

面での発達はこれにともなわず不均衡で

すなわち︑今の世の中は︑

お豊蝶として引続きご専門の知識を駆使さ

のである︒

て利益社会ではないからこそ美しく純粋な

かくしゃく

理事長として実践活動に貢献しておられる︒

あり︑寧ろ荒廃している︒

てわが弘道会の会員にご推薦申し上げ入会

西村会長に私の恩師であることをご紹介し

とお招きしたところ早速ご快諾いただき︑

ご出席になられては﹂

﹁先生のお名前と同じ名の会ですから是非

会にお誘いを受けたとき︑私は冗談交りに

た︒しかし現状はどうであろう︒高度経済

代への幕開けを迎えたかのように感ぜられ

な社会へ転換し︑一見敗戦を喜び︑よき時

的な社会から一挙に自由平等にして解放的

等などの思想が急速に浸透して戦前の抑圧

もとに︑人権の尊重︑言論の自由︑男女平

潮は︑新らしく打ち立てられた民主主義の

思うに︑第二次大戦後のわが国の社会風

よって明示される一点差以下︵偏差値の

戟している︒その結果コンピューターに

に通わせて一流校を目指す学歴偏重を刺

保護教育が徹底して子供を無理強いに塾

⑧母親は子供に夢中になり︑甘やかす過

れる︒

ますます顕著となりつつあるように思わ

にまでエスカレートすることもある︶が

権力と地位が弱まり父親離れ︵敵対関係

②家庭内では母子主導型となり︑父親の

を賜ったのである︒この時︑会長にも喜こ

成長のもたらした物質的な豊かさとは裏腹

わが国の社会環境はどうであろうか︒

さて︑これらのことを踏まえて︑今日の

れ︑日本学生相談研究会︑日本相談学会の
昨年の十一月︑西村会長から﹁現在の国際

んでいただいたが︑私は中村先生との長い

情勢と国防﹂と題する斎藤忠氏の特別講演

歴史の信頼関係に基くものであることを改

に︑長い歴史の中に築かれてきたよき伝統

評価によって大学の格付けと学部の選択
めてうれしく感じた次第である︒
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水準が決められる︶を激しく争う受験劇

っていてそのうち一つでも欝積してくると︑

項目をとって象ても相互に密接な関連をも

を反映する困った症状であるが︑いづれの

て︑それぞれの持場を為に応じて問い質し︑

は何であるかなどの根本理念に立ち帰へっ

力を合せて教育する適切な処方愛を縮みだ

うつせき

れた心理状態から親も子供も善きにつけ

が演じられている状況下で︑日頃抑圧さ

学習指導要領をふり鴎して見ても実践なき

すことが急務ではないか︒その前にいくら

かざ

汰に訴えることになるのだと思う︒

違和感から孤立状態に陥り︑遂には暴力沙

担当の学科を教えることが緒一杯で生徒

とが重点と考えるようになり︑そのため

校になるべく多くの生徒を入学させるこ

㈲このような風潮から先生がたも上級学

に述べたような事実が生きる人間全体を阻

ものに与えられた責任であるとともに︑前

て直すかは︑親たるもの︑学校の先生たる

であるが︑今後の個人と社会道徳をどう建

のなかで満足な教育をすることは至難な業

こうしてみてくると︑現代の複雑な世相

たいと思うのも単なる懐古的郷愁だけでは

のある充実しい学窓生活を再現させてやり

一度私が味わったような旧制高校のゆとり

青年期にあるといったが︑今の若者にもう

﹁自己顕示欲﹂が露骨になりつつある︒

悪しきにつけ人よりも目立とうとする

との心の触れ合いに心を配る余裕がなく

ないと思うのである︒

を理解してくれない﹂﹁いつでもいばっ

いるから︑一口にいえば人間の心と世の中

もろの事象も目まぐるしい速さで変化して

時代が進むにつれて人間を取り巻くもろ

と理解に子供たちを導くことができるかど

堅層の人為に親の恩とか恩師に対する認識

にこれからの日本を背負って立つ現在の中

やがて西暦二○○○年を迎えるが︑とく

私がさきに人間形成の最も大切な時期は

なって来た︒これでは先生と生徒との信

む危険にさらされていることを率直に認め

空念仏に終ってしまう︒

頼関係が生れようはずはない︒最近中学

たうえで対処すべきだと思う︒

ている﹂﹁勉強優先でつまらない﹂など

わざ

生の意識調査のなかで︑﹁先生は自分達

生徒達の先生嫌いや校則の厳しさを如実

の﹁三無﹂などは社会に対する道義観と

心︑無信頼︵なかには無感動ともいう︶︑

⑤最近の合言葉のように︑無気力︑無関

な能力や現在おかれている環境を親身にな

析し︑親や学校の先生たちが子供の先天的

その深層にある原因をあらゆる角度から分

今まで指摘してきた基本的な問題について

私の結論は抽象的であるかもしれないが︑

し五○年を夢のように思うのである︒

健かでご活躍あらんことを祈念しつつ過ぎ

最後にわが師︑中村先生がいつまでもお

題である︒

されていくであろうか非常に心配になる問

れの子孫たちは一体どのような人物に養成

な状況のもとにこれから生れてくるわれわ

うか甚だ疑問を感ずるとともに︑このよう

個人の緋が断ち切られ︑生きる希望と夢

ってよく理解してやることが先決である︒

の進歩との相勉であるともいえよう︒

が失われて自分だけがよければいいとい

次ぎにその範晴の中で︑これから何を目標

に現わしている︒

うエゴイズムが長じて他人を無視してい

に生きるのか︑また人生に生きて行く道と

はんちゅう

る危機的な症状ともいうべきである︒

︵都民ビル・メンテナンス監査役︶

以上挙げた五項目は︑まさに近代の世相
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わが師
わが師という時︑学校で教壇から教えて
いただいた恩師とするのが普通であろうが︑

私の場合︑それを広義に解して青年時代に
影響を受けた恩人の意味としたい︒

私は旧制中学・高校を宮城県の仙台市で
宮城野原の光景とともに杜の都の教育環境

もり

学んだので︑今となって考えると青葉城や
で見た人物群像が一種の壮観として想起さ

古川清彦
その後︑敗戦の昭和二十年の五月にいた
だいた御葉書に

った︒

文庫派の代表詩人の晩年に接する幸福とな

水底の泥を逆上げ

志摩の旅をする時には翁の温容とともに青

等の海を唱った清白の作品は︑今でも伊勢

︵﹁安乗の稚児﹂より︶

過げとこそ船をまつらめ

よ

そ入り立つ波の大鋸

なみおほのこ

易；辛いたづ藍﹄

正しくぱ遂に勝つくし正しきか

かきにごす海の病

鋒なぞこどろさかあ

朝な夕なに身をかへり象よ
揺がざる望抱きて終まで

の御歌が記されている︵仙台市本荒町二一︑

忍びつとめよ勝われにあり

あるが土井晩翠・林鶴一・喜田貞吉・山田

人生訓ともなっている点が有難い︒

東京の大学生時代の恩師は久松潜一・橋

六年歳末に一友と島崎藤村氏を訪問して︑

土井林吉と表記︶︒戦時詠であるが一種の

・中川善之助という方含である︒旧制二高

本進吉・池田亀鑑等の諸先生である︒三先

﹃夜明け前﹄についてお話を伺った日のこ

れないような印象であった︒八枝夫人は賢

に昭和十六年夏に訪問して︑その御紹介で

それから実家が伊勢にあったので︑﹃孔

ス会を持ったが︑話題の中心の一つはやは

となった︒昨年暮に大学卒業四十年のクラ

︵昭和女子大教授︶

り師恩への感謝ということであった︒

雀船﹄の詩人伊良子清白氏を鳥羽港の小浜
東京の河井酔若氏にお目にかかれたことは

りも作曲が良いので好評なのです﹂などと

とも昨日のようであるが早くも四十年の昔

青春といえば︑大学の卒業直前の昭和十

時代の恩師土井晩翠先生は黒いガウンをま

生とも温厚な方で︑関西の研究旅行に引率

春の日の想い出の種となる︒

とった長身雄偉の風貌で︑目をつぶって廊

していただいた想い出も懐しい︒

孝雄・阿部次郎・小宮豊隆・土居光知・高

れるのである︒それは昭和十年代のことで

晩翠

の こ よ の

下を歩かれていたが︑学生などは相手にさ

橋里美・岡崎義恵・本田光太郎・新明正道

細墜じも小
葉ぼてし村

夫人で︑お宅に伺うと﹁荒城の月は作詞よ

いわれた︒
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虚み柳侭早志し
空曾道裳手摩ま
飛木曾風の
ぶ々 岩果曙
断曾をを安爵
れ根ど乗り

わが恩師を語る

小さい時から平為凡為であった私は︑小
学校以来︑学校における存在は︑其の他大

五味篤義
私は︑昭和七年四月に︑旧制水戸高等学

らしい︒大勢の学生を︑全体的に︑比較的

常を通じ︑すぐに︑これらの学生を知った

に見れば︑先生には各学生の真価が直ちに

分る筈である︒と︑いうわけで︑生沼先生

ったのである︒

は︑一目で︑私の無為無能を見通されて了

この入学当初︑学校より︑副保証人一人

見られると︑心の底まで︑否︑心を突き通

は大きかった︒その大きな眼で︑ジロッと

められたことも︑なかった︒生沼先生の眼

私は︑生沼先生から叱られたことも︑誉

を先生の中から選べ︑心当りのない者には︑

校文科甲類に入学した︒

学校で選定してやる︑と云う達しがあった︒

ろしかった︒

して見られて了ったような感じがした︒恐

勢のほうであった︒従って︑先生方に対す

をお願いした︒学校で選定して下さった副

勿論︑私には心当りなどない︒学校に選定

いＯ

る感想も︑これと云ったものが残っていな
特に︑﹁恩師﹂と題する以上︑普通に考

入学して間もなく︑父が水戸へやって来

た︒学校を見学したり︑生沼先生に御会い

﹁生沼先生は良い先生だ︒御迷惑を御掛け

したりするためだった︒そして︑

確かに︑生沼先生が良い先生であること︑

と︑云って帰って行った︒

ろ﹂

するようなことはなく︑よくお教えを受け

く親元を離れているので︑在学中︑親代り

この副保証人制度は︑入学生の大半が遠

保証人は生沼豊彦先生であった︒

えて︑それは︑人生観を作り上げて呉れた
先生︑或は︑処生観を転換させて呉れた先
生︑であらねばならぬ︑と思う︒

私には︑そう云った先生はなかった︒気

生沼先生は︑独逸語の先生であった︒勿

云うものであった︑と思う︒

となって︑本人を保護・監督・指導すると

受けたのである︒それは何故か︒色々と沢

ろう筈はなかった︒

論︑私には︑生沼先生の人となりなど分か

その私が︑こんどのテーマの寄稿を引き

が付かなかった︒

山あるであろう寄稿の中に︑一つ位い駄作

は︑私にも分った︒だが︑どのように良い

○名位いあったかも知れぬ︒正確な数は覚

それは︑父が保証して呉れたからである︒

条件に︑生沼先生は良い人格者になった︒

った︒父のこの言葉で︑私にとっては︑無

先生であるか︑は︑凡人の私には分らなか

えていない︒生沼先生は︑学校を通じ︑日

生沼先生が副保証人を受けた学生は︑一

腹がどかんと大きく出ていた︒

生沼先生は︑恰幅良く︑太っておられ︑

があってもよいではないか︑他を引き立た
せる役目をする筋違い作品があってもよい
ではないか︑と考えたからである︒それと
せよ︑と︑云って来られたことが嬉しかっ

同時に︑日本弘道会が︑私如き者に︑寄稿
たからでもある︒
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水戸の生沼先生の御住いには︑時々︑御

あった︒

伺いした︒何んの用件で行ったのか︑現在︑

受けた︒読んで訳し終ると︑ホッとした︒
を感じた︒安堵感である︒授業が終って︑

男の四人暮しであった︒奥様は︑長身の美

覚えていない︒生沼先生︑奥様︑長女︑長

これ以上の裏付けはない︒それからは︑一

生沼先生が教室から出て行かれると︑疲れ

さあ−つと︑芯から気持ちが緩んで来るの

がどっと出るような気がした︒生沼先生の

こＯ

殊に︑何学年の時だったか︑忘れて了っ

静かであった︒

しい方であった︒その言動は︑何時も︑物

層生沼先生が身近に感ぜられるようになっ

たが︑生沼先生が私達のクラスに独逸語を
ように感じられた︒

授業は︑目に見えない心の力対力の関係の

ユｊ

教えて下さるようになってから︑一層の親

笠間の御住いには︑私ども生沼先生を副

しみを感じた︒第一外国語の英語ですら不

保護証人に依頼した学生は︑一度︑招待さ

また︑生沼先生の試験も変っていた︒試
験は︑独逸語教科書中の独文和訳である︒

独逸語は全く苦手であった︒

々からの御住いである︒生沼先生の家は︑

れて行ったことがある︒それは︑御先祖代

得手であった私にとっては︑第二外国語の

のある段落はこう云う訳文だ︑と訳を暗記

私どもは︑最初の文字を覚えて︑この文字

の割りには︑庭が狭かった︒笠間城の自然

笠間藩の家老であった︒広大な建物で︑そ

それでも︑独逸語の時間になって︑ちょ

した︒処が︑生沼先生は︑段落全文を出題

こちょこと動く早い足運びで︑肥満体の生
沼先生が教室に入って来るのを見ると︑父

は︑授業中︑冗談を云わなかった︒余計な

り訳文を書き出した︒そして︑得意気に︑

の文字を見ると︑ここの処はこうだとばか

そんなこととはつゆ知らぬ学生は︑冒頭

た︒その後︑自然の山野を背景にした庭園

はないだけに︑自然の奥床しさを含んでい

は雄大な立派なものであった︒人工の美で

が説明された︒それを聞くと︑狗に︑前庭

の山が庭になっているのだ︑と︑生沼先生

ことを云わなかった︒独逸語の発音は立派

答案を提出したものだった︒

抜いておられた︒

しなかった︒途中︑不要と思われる個所を

であった︒さっさと教科書を読象︑さっさ

生沼先生の授業は厳しかった︒生沼先生

親が来るような親しみを覚えた︒

と訳された︒それは︑私ども学生が一つぱ
加くに扱って呉れた︒それだけ︑生沼先生

と︑云われたことがあった︒

がいた︒注意しなければならぬ﹂

﹁独逸文がないのに︑訳文を書いている者

えりになっていた︒何時もは︑水戸に居ら

なかった︒留守居人を置いて︑時々︑御帰

いには︑生沼先生は︑常時おいでにはなら

いの庭が思い出された︒しかし︑このお住

を見る度びに︑この笠間の生沼先生のお住

の授業は要点だけの羅列であり︑気を抜く

生沼先生の御住いは︑二ヶ所にあった︒

後で︑生沼先生は︑

ことの出来る時がなかった︒だが︑授業を

一ヶ所は︑水戸で︑学校の近くにあった︒

しの独逸語知識を持っている者であるかの

聞いていると楽しかった︒処が︑名指しを

もう一ヶ所は︑国鉄水戸線の茨城県笠間に

私は︑昭和一三年三月に大学を卒業し︑

れたのである︒

まったものだ︒何か押されるような感じを

されて︑当てられると︑一遍に緊張してし
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同年四月に会社に就職した︒同年七月頃徴
兵検査を受け︑第一乙種に合格し︑同年一

二月一○日に︑現役兵として︑歩兵第四九
聯隊留守隊に入隊することになった︒

あの二・二六事件の後︑第一師団は北満
に移動した︒第一師団管下の歩兵第四九聯
隊は︑当時︑北満の神武屯に駐屯していた︒

私の入隊先は︑この歩兵第四九聯隊であっ
た︒

当時のこととて︑入隊すれば︑一応︑生
で︑生沼先生に御挨拶する為め︑水戸のお

還するか︑どうか︑は不明であった︒それ
住いを訪れた︒その日時は忘れたが︑留守
隊入隊直前であった︒

奥様が︑玄関に出て来られた︒私は︑御
﹁胃潰蕩で休んでいます︒五味さんならお

無沙汰を詫び︑来意を告げた︒奥様は︑
会いするでしょう︒お待ち下さい﹂

と︑部屋に通して呉れた︒先生がご病気
であるとは思ってもいなかった︒

暫くして︑生沼先生が現われた︒寝間着

さった︒色々御話しされた中で︑
﹁俺の主治医は名医だ︒酒を飲んでもよい︑

と︑云われた︒

何を食べてもよい︑と云っている．⁝：﹂

話している内に︑疲れが出て来たように
見受けられた︒

その内に︑奥様が来られて︑

﹁疲れてはいけませんから︑お休みになら
れては⁝⁝﹂と︑云われた︒
先生は︑

﹂

比較的簡単に考えられているが︑昭和一三

ろうか︒

年当時は︑まだ︑不治の病であったのであ

私は︑長居になるのを恐れて︑先生のお

これが︑生沼先生に御目にかかった最後

住いを辞した︒

私は︑留守隊入隊後一○日にして留守隊

である︒

を出発︑昭和一三年一二月三一日に北満の

歩兵第四九聯隊に到着した︒その後︑現地

で︑現役満期除隊︑引き続き臨時召集によ

り歩兵第四九聯隊に入隊︑昭和一七年二

だが︑私は︑水戸へ行かなかった︒水戸

月臨時召集解除になって︑会社に復帰した︒

・・・・

﹁俺は︑病室で休むが︑ゆっくりして行け

と︑云われ︑奥様に助けられるようにし

ある︒何か寂しかった︒心に穴があいたよ

に先生はご逝去されたことを聞いたからで

の生沼先生にご挨拶に行こうとしたが︑既

て︑部屋を出て行かれた︒再び︑奥様が部
﹁主治医の自慢話をしましたか︑医者は︑

屋に来られて︑

駄目だ︑と云っています︒本人の欲しがる

うな気持ちだった︒

時も水戸へ行く機会もあったし︑また作戦

して利根川での作戦に従事していた︒この

茨城県党ヶ崎の隣りの生板村の民家に起居

時には︑関東平野の決戦部隊の一員として︑

昭和一九年七月の第二回目の臨時召集の

ものは︑何んでも︑上げて下さい︑と云っ
ています﹂と︑云われた︒

私は︑生沼先生は御自分の病状を御承知
なされている︑と察した︒

資材調達で水戸へ行ったこともあった︒戦

奥様は︑先生の病名を︑胃潰揚︑と云わ
れた︒先生は︑酒が強かった︒飲む程に︑

後にも︑水戸へ行ったこともあった︒だが︑

ではなく︑ふだん着であるが︑きちんと三
尺を締めて居られた︒やはり︑やつれて居

が眼前に浮んで来た︒現在では︑胃潰癌は

酔う程に︑勢を増して来る生沼先生の御姿
先生は︑私が訪ねて行ったのを喜んで下

られた︒
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つけ︑お訪ねする機会を失していた︒

生沼先生ご一家のその後の御様子を聞くに

以上︑書いて来たが︑これでは﹁わが恩
悔録である︒

師を語る﹂に該当しない︒これは︑私の俄

私は︑生沼先生の御側に行かねばならぬ
日が近づいて来た︒

えているぐらいで︑その他は︑小川で魚取

て︑山野をかけまわって無邪気に遊んでい

↓︑ガラなど小鳥のあとを追いまわしたりし

りをしたり︑もち竿をもって︑メジロやャ

た記憶しかない︒高等小学校は︑新見市に

今度︑先生にお会いする時は︑
﹁五味︑拙い作文を書いたな⁝⁝﹂

︵元・山梨県参事︶

に︑しあわせだといってよい︒私もながい

にめぐりあうことのできたものは︑まこと

三・四年とが背中あわせに机をならべて︑

外︑一教室に全部を収容して︑一・二年と

入学した尋常小学校は児童の総数五十名内

て︑観光客を集めている︒中学時代に教え

も臥牛山上にはお城︵松山城︶が残ってい

ろである︒板倉家五万石の城下町で︑今で

てもよいような山紫水明・風光明楯なとこ

った︒高梁という街は︑備中の京都といっ

洋をとして流れているという景勝の地にあ

臥牛山が娩々として舞え︑前には高梁川が

とができた︒校舎は高台にあって︑後には

私は︑岡山県立高梁中学校に入学するこ

負うところがあるように思われる︒

後年の私の健康は︑そのころの徒歩通学に

日も風の日も︑せっせと歩いて通学した︒

あった︒私は四キロ余の田舎みちを︑雨の

と︑言われるような気がする︒

いた︒そして高等小学校の二年を修了すれ

制︶と高等小学校︵四年制︶とにわかれて

私の師の思い出

﹁仰げばとうとしわが師の恩﹂という歌

小出廉二
は︑今もなお多くの学校で卒業式のときに

●

学窓時代に︑多くのよい師に接する機会に

ふたりの先生から教をうけた︒おふたりと

ば︑中学校に進学することができた︒私の

めぐまれたことをよろこぶとともに︑これ

い出されるのである︒これは私が年齢的に

をうけた諸先生のご風格は︑はっきりと思

うたわれている︒学窓にあるころ︑よい師

らの師に対して︑心から感謝している︒

からは国定教科書にしたがって︑ひととお

も六十歳前後の老年のかたであった︒先生

集まったことが一記憶に残っている︒私は岡

勝利を祝して︑村民たちが氏神様の境内に

のころである︒旅順の陥落や日本海海戦の

ちは互いに信頼しあわなければならないな

君に忠に︑親に孝に︑兄弟仲よくし︑友だ

を教わったことと︑教育勅語をもとにして︑

り︑算術・読象方・綴り方などの手ほどき

には︑明倫寮・造士寮・日新寮・弘道寮・

れてきたのであったのだと思う︒高梁中学

省する能力が︑そのころだんだんと育成さ

成長して︑他人の性格を批判し︑自己を反

私が小学校に通っていたのは︑日露戦争

山県の北部︑新見市郊外の一寒村に生まれ

どというお話をきいたことを︑ぼんやり覚

大成寮・温知寮という六つの寄宿舎があっ

た︒当時は︑小学校が︑尋常小学校︵四年
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を書いて︑その意味を雄弁に説明された︒

身のお話をきいた︒よく黒板に有名な漢詩

あった︒私たちは一年生の時︑先生から修

生は四十歳前後の才子肌の新進気鋭の方で

たが︑私は親類の家から通学した︒校長先

なったのは︑著者の肩書きに︑農学博士・

うのものである︒私がこの書物を買いたく

は先生が欧米に留学されたときの見聞録ふ

つけて︑それを買ってきて読んだ︒この本

新渡戸稲造著﹃帰雁の麓﹄という書物をみ

私は︑ある日のこと︑ゆきつけの書店で︑

は先生を中心として︑これらの先輩・友人

敬する多くの先輩や友人たちが集った︒私

んでいた︒新渡戸先生のもとには︑私の尊

私たちはこの日を︑新渡戸先生面会日とよ

ぐらい︑面接の機会をつくって下さった︒

くの民家の二階の一室を借りて︑毎月二回

私たちは多大の感銘をうけた︒たとえば︑

ことと︑そのころ欧米の事情を知りたいと

の名は？と問われた︒私は卒直に︑﹁廉

たとき︑先生はにこやかなお顔で私に︑君

のであった︒先生にはじめてお目にかかっ

熱望していたことによるものであった︒私

﹁それでは君はチープッー君だな﹂といっ

二と申します﹂と答へた︒するる先生は︑

たちから指導と感化をうけることができた

が︑書物をとおしてではあるが︑新渡戸先

とから︑たいへん偉い先生であると思った

にしかず︒乞ふ見よ多年成業の後︒才子才

んで︑愚は愚を守る︒少年の才子は愚なる

生に接したのは︑これが最初である︒その

法学博士と二つの学位がしるされていたこ

ならず︑愚は愚ならず﹂とかいうたぐいで

﹁そんなやすっぽい名ではありません﹂と

て︑阿禽と笑われた︒私はむきになって︑

﹁少年老い易く︑学成り難し︑一寸の光陰

ある︒数学・歴史・博物その他の学科目担

な︑その頃の中学生が一般に読んでいた月

後︑中学世界や学生・雄弁などというよう

軽んずべからず﹂とか︑また﹁才子才を侍

れぞれ異なった風格をもっておられた︒特

当の諸先生は︑いずれも老練なかたで︑そ

のだった︒その時の先生の滋味にあふれた

いって︑廉の字の意味を謀為と説明したも

温顔が︑いまも目の前にみえるように感ぜ

それにひかれて︑その記事を読むようにな
った︒当時︑先生は第一高等学校の校長を

であった︒一高の生徒が先生との別れを惜

られるのである︒先生はユーモアのある方

刊雑誌に新渡戸先生の名前がでていると︑

なかった︒博物の先生の毎授業時間に十五

しておられた︒私が第一高等学校に入学し

に数学の先生には堪能なかたがそろってい

分ぐらいをさいて︑前回に講義されたこと

たいという気持になった事情も︑このへん

たので︑私たちは︑数学ではひけめを感じ

について質問されるならわしであった︒あ

にあったようである︒

れはなぜであるかときかれた︒その生徒便

ると人体に害があるといわれているが︑そ

しく教えを受けることを希望する大学の学

教授の地位にあられた︒当時︑先生から親

に一高を退いて︑もっぱら東京帝国大学の

私が一高に入学した時には︑先生はすで

たものが︑毎年五月のころになると美しい

奥さまのご丹精で︑お庭の一隅に移植され

関先で記念にさしあげたアゼリアの鉢植を︑

お宅まで︑徒歩で先生をお見送りして︑玄

んで︑雨の中を本郷から小日向台の先生の

る時︑一生徒に︑未熟な青い梅の実を食べ

いともまじめに︑青い梅の実には〃梅毒″

生や一高の生徒のために︑先生は大学の近

花を咲かせた︒それを記念して毎年五月一
ことがある︒

があるからですと答えて︑一同を笑わせた
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毎年一回おとずれるその日が︑どんなに待

で楽しく語りあうならわしになっていた︒

日には︑先生のお宅に集って︑先生を囲ん

り﹂というようにありたいものであると︑

引用されて︑﹁梅が香や隣は法律事務所な

隣は荻生惣右衛門﹂という俳人其角の句を

ほしいといわれ︑また先生は︑﹁梅が香や

的平等に立脚して︑日常生活をとり行うべ

ものの考え方や︑個人の尊厳と両性の本質

きた︒私はこれらの諸先生から︑民主的な

じめ︑多くのよい師にめぐりあうことがで

私は新渡戸稲造先生・穂積重遠先生をは

きことを教えられた︒私は折にふれては︑

ちどおしかったことであろうか︒私たちは

女子教育に強い関心をもたれ︑私の奉職す

お︑いろいろな点について︑ご指導とご教

在りし日の諸先生の面影をしのび︑今もな

私たちをさとされたこともあった︒先生は

一商には風格の高い多数の先生がおられ

る明治大学が昭和四年に︑はじめて女子の

この集まりをアゼリァ会とよんでいた︒

た︒私は在学中寄宿寮生活をおくった︒私

ために法律科を開設した時︑先生は率先し

が多大であった︒先生は︑法律を学ぶもの

するようになったのも︑先生におうところ

四歳の頃であった︒その時先生は黒の詰襟

た時で︑先生は既に着任して三年目︑三十

正九年川越中学に入学し初めて図画を習っ

私が久保提多先生にお会いできたのは大

も懐しい思出の名である︒旧制中学時代の

き出る頃の悪童共の無邪気な軽口で︑今で

る所からの仇名だった︒ニキビ華やかに吹

詰襟の黒い質素の服で髪の毛の黒々してい

のニックネームが烏ということを知った︒

第である︒

︵法博・明大顧問︶

師の恩のとうといことを痛感している次

訓に接しているように思われるのである︒

は寄宿寮の生活をとおして多数のよい先輩

一週一回講義を担当して︑後年︑宮内省関

て協力せられ︑ご多忙中にもかかわらず︑

東京帝国大学の講座が学界における一流

たのであった︒

係の重職につかれるまで︑これを継続され

と︑よい友だちとを得ることができた︒

の諸先生によって担当されていたことは申

が︑何かにつけて理届ばかりいって︑人か

服で頭髪は烏の濡れ羽色︑色白でその目は

北村博学

ら嫌がられるようになってはいけない︒周

図書の授業は一週一時間五年生まで一人で

我等の恩師久保先生

すまでもないことであるが︑そのうちでも︑

のできたことをよろこんでいる︒特に親族

私は穂積重遠先生の民法の講義をきくこと

いて︑多くのことを学ぶことができた︒私

法の名講義から︑私は法律学以外の面にお

囲の人々から信頼され︑敬慕されるような

優しかったが眼光は鋭く物の真美を見透す

が法律学の研究に興味をもち︑民法を専攻

人にならなければならない︒よい法律家は

週一回づつ先生の指導を受けたこととなる︒

受持って居られたから︑私たちは卒業まで
私たちはこの初授業を受けた後直ぐ先生

ような確かさを持って居られた︒

いけない︒よい法律家はよい隣人であって

悪しき隣人という言葉があるが︑それでは
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穏やかで怒られたことは殆んどない︒全く
り鉄棒に飛び付き大振りをやりだした︒大

ていた時︑先生がぶらりと来られていきな

にぶら下ったり下の砂場で角力とったりし

として百畳敷の大広間に展示された時あら

一部は授業中にも示されたが︑後日絵巻物

書きつけられていたのである︒この成果の

価する︒この教授過程に於て大正時代は所

上りの連続技をやってけろりとして居られ

したもんだなと思ってると次ぎに大振り蹴

ためて偉大な画伯を見る思いをしたものだ

︑︑

図画は小学校と同様に描かせてん削し評

教科の実力者だったが︑より教育家だった︒

謂自由主義的思想が教育界にも導入され︑
た︒これには恐れいった︒

それから足尾銅山への旅行の時︑あの鉱

夫ぞれ苦心したもので︑五年生の組編成は

その頃でも上級学校への進学者は各学校

った︒

図画でも自由画と言い︑何でも彼でも児童
の中にも︑先生は何を描くかどんな風に描

一組作られた︒私は実業組へ組込まれたが

進学希望組を二組と家業や就職希望の組を

生徒の自由気儲な図画を良しとされる思潮

一瞬驚き戦く許りだったが直ぐ好奇心に早

毒に山肌を蒲く露出し草木の生えない山に

したもので落ちこぼれなどと言って諸事つ

級担任は久保先生だった︒級の者は悠殉と

くか創作の心椛え︑姿勢︑準怖から作品ま

して後続部隊を一時間余り引離して宿に着

っぱり自器自棄的な行動はとらず︑友情は

変りした私は︑何人かの者と一散に走り出
き︑抜駈けの手柄を得意に思っていた︒夕

胸深く培れ卒業して行った︒これも担任の

で︑更にこの作品の批評鑑賞まで的確な指

食が終ると先生の部屋に呼ばれ︑山の恐し

によったものだった︒昭和十四年三月のこ

久保先生の清純な清教徒的無言の行動指導

導方針方法を把握され︑真剣に生徒を指導
た先生の作姉﹁山茶花﹂などを参考に示さ

された︒そしてこの間教科に掲載されてい

いうのではなしに謀灸と不心得を諭された︒

さや付添いの心配︑友達の心配など怒ると

とである︒そして卒業して見ると結構我が

椛図︑主材と空間の関係などを説明され︑

われわれは全く弁解の余地もなく一層先生

れたり︑又川越出身の小村雪岱氏の作品の
画面の空間が単なる空間でないことを説明

十数人入学したりした︒そしてこれらの地

行ったり︑商船学校へ行ったり︑師範へは

実業組からも歯科医専へ行ったり︑私大へ
いつも夏になると夏休承中の色々の行事

元定着組はこの同期生全体の中核となって

を敬慕するようになった︒

に思えて︑図画の先生が単なる絵描きさん

き︑立体を平面に描く透視図法を大変新鮮

いつも恒例のように久保先生が引率を引き

が組まれる︒これは山岳部の友人の話だが

ね﹄という二百数十頁のものを刊行したり

昭和三年から九年まで連絡機関誌﹃かりが

された︒五年生になって用器画を教えて頂

でないことなどに畏敬の念を深くしたこと

この時先生は山を愛し︑恐れ︑生徒のよき

受けられ︑立山だ槍だとご一緒されたが︑

ったことが多々ある︒ある休み時間中のこ

で即ち授業以外の所で先生に魅せられてい

の様相の真をその時為にスケッチブックに

この間深山幽谷と対時しその山の美︑変化

先達の役を果し無事故を通して居られたが︑

今古希すぎに至るまで友情は機やかで年を

ね﹂を表紙に飾らせて頂いた︒その機縁で

した︒その時も久保先生の木版画﹁かりが

私は先生のお人柄実力教養といった方面

だった︒

と︑私たちが校庭の南側の鉄棒の所で鉄棒
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たちの卒業後昭和九年三月川中を退職され

同窓会を開いたりしている︒久保先生は私

り国家戦乱の時代からその終戦処理占領下

づとは古い言葉だが︑先生の真骨頂はやは

家貧しうして孝子顕われ︑国乱れて忠臣出

六年六十七歳のときに同校を退職された︒

ではあるまいか︒

真空と同じ様に万物を入れる所となる原理

たがあったことと信じる︒心無になる所は

上の食糧なども余る程には勿論至らなかっ

まいか︒併し事︑志と異り︑時代は急激に

の創造性を発見して見たかったのではある

の中心︑芸術の増渦の中に身を投じて自己

る︒狙いは国の都︑東京都はあらゆるもの

れた︒先ず私立駒込中学の講師としてであ

ヶ年準備をされ昭和十年愈々東京へ進出さ

いたかったものと思われる︒川中退職後一

師から画伯として芸術家としての真価を問

われる︒甚だ大胆な推量であるが図画の教

証明する如くラジオに新聞に報導された︒

て奇談として︑如何に統制が酷なものかを

うことなく遂に餓死され︑これは美談とし

番人法の執行者として山口判事が闇米を食

底した統制時代︑特に食糧の統制では法の

中・戦後︵占領下︶の国民生活はまさに徹

で五十歳から六十七歳までの長い戦前・戦

から二十年︑そして二十六年退職されるま

先生が第二の将に出発点とされた昭和十年

という時代に於いてゆくりなく現わされた︒

の桐落葉その他からとる煤から墨を作り︑

の研究をされ︑墨についてはその製作材料

先生はまた日本画製作に当って使用の顔料

夜を徹して画論を闘かわせたと言われる︒

潟町の住宅には帰川されるとよく訪問され

の専科に学ばれた由だが先生の川越市小仙

れている由である︒小村雪岱氏は当時美校

の製作﹁屠牛所﹂は現在でも芸大に保存さ

いう︒在校中下村観山先生に師事し卒業期

で︑一番で合格され授業料は免除されたと

画科︵四年制︶に入られたのは二十歳の時

これは先生の一大転機の時であったと思

た︒五十歳だった︒

軍事色を帯び戦雲暗く被い拡がって遂に昭

しなかったことを証言している︒配給の米

先生は当時山口判事と同様闇買いを少しも

行った︒この間先生は終戦と共に駒込校を

帝国は日本国となり︑米軍占領下に進んで

せられ︑二十一年新憲法が布かれて大日本

て行った時二十年八月十五日終戦の詔が発

制されいよいよ耐乏生活のどん底に陥いっ

んで迎へられ︑ある物は与へられお言葉は

風の如く胎蕩︑山の如く泰然たるもので喜

われている︒当時私などお宅に伺っても春

の日向に夫人と共に出て暖をとられたと言

待されたという︒又薪炭が不足すれば縁側

食べ︑しかも客来ればこれを客人に提供接

をコーヒーの受皿一杯を一日一人前として

日を予想して昭和二十四年の頃から先生に

生を終られることを嘆き︑川越に帰られる

生が川越の都心から離れた町に伯びしく余

中の卒業生はこうした人格者で実力ある先

なっていられる︒私たち先生を尊敬する川

サンタクロースなど見事な作品をお描きに

とお話になり︑この墨で山鶏の大幅二双︑

この自製の墨を以って描けば七色が出せる

先生が東京美術学校予備科から本科日本

和十六年大東亜戦争へと突入した︒明けく

去り余生を川越に過されるものと考えられ

心に残るものであった︒このようだったか

るつぼ

れ軍を優先し︑国民の経済生活が極度に統

たが終戦後新学制のもと新制高校の誕生を

ら昔の高僧の如く何となく先生の処には献

懇願して先生の日本画の頒布会を結成した︒

た教壇に立たれたのであった︒そして二十

見るに至り県立飯能高校講師としてまたま
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もれていた作品と共にあの百畳座敷へ展示

十六年四月のことであり︑先生のお宅に埋

会﹂として川越会館で開催したのは昭和二

個展を﹁久保提多先生画業五十年記念展覧

そしてこの頒布の作品を中軸にして先生の

久保賞基金を贈り永くその崇高な先生のイ

に応へて川越市文化祭の日本画奨励のため

長から川越文化賞を受賞され︑先生はこれ

られない所であった︒そしてこの年川越市

日本画についてのお話をして戴いたが忘れ

ってこられて新制大学建設に必死に取り組

を問われた︒終戦後は逸早く明治学院に帰

を聞き︑そしてその人の週辺の人達の安否

時は柔らかな表情を浮かべて︑よく人の話

表に現わすことはなかったが個人的に話す

追随を許さぬ位でした︒教室内では感情を

まれた︒

﹁わたし︑文部省の人と約束しました﹂

った新らしい大学造りに専念されたことは

と決意を表明され︑設侭基準にぴったり合

私が明治学院英文科在学中︵昭和７年１

教えを受けた師のことを書きましょう︒

教室外での師もあります︒最初に︑教室で

り︑学校の教室で教えを受けた師もあり︑

ものです︒恩師にも色均な面での恩師があ

言ってもよいでしょうが︑師の恩は有難い

人はさまざまな恩を受けて生きていると

授業が終るとガタノ︑の古いオートバイに

あることが初めて分ったのでした︒自分の

文学の名作は音読すると素晴らしいもので

日本人が真似の出来ないものでした︒英米

が︑リーディングの素晴らしさは︑とても

のリーディングとラテン語を教えて頂いた

始まるとすぐ教壇に立っておられた︒英語

ハナフオード教授はやせ型長身で授業が

満永俊一

一致の人であり︑仏教で説く慈・悲・喜・

人の世話をよくなさっていたそうで︑言行

人達の話をきくとハナフオード教授は日本

折にふれてこう話されました︒教会関係の

本当のクリスチャンですよ﹂と若林先生は

も話さなかったとのことです︒﹁あの人が

そうした親切行為について︑ご本人は一言

して下さっていたとのことでした︒しかも︑

後で分ったことはハナフオード教授が連絡

に連絡がついていたので驚いたそうですが︑

ていたことです︒戦後︑若林先生がアメリ

︵埼玉県川越支会幹事︶

メージを残された︒

ましお

されたのは偉観であった︒当日先生は令夫
人と真菌さん夫妻とお孫さん一男二女とお
出かけになり会員その他多勢を前にされて

陰徳の人たち

︐年︶はアメリカ人の先生が沢山おられて︑

乗って社会事業の仕事に出かけられるのが

拾の徳を身につけた人とも言えましょう︒

後に学長になられた若林先生がよく話され

毎日外人先生方の授業があった︒その中で

常でした︒学生はオートバイの音を聞くと

今にして思えば語学の力の弱い学生に懸命

Ｉ恩師を偲ぶＩ

印象に残る方達はハナフオード教授とラマ

のです︒授業のきびしさと真面目さは他の

よく﹁ハナちゃんのお出掛け﹂と言ったも

カの大学や教会を訪ねられた時︑行く先灸

ート教授と若林教授です︒
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骨折で﹁忍辱﹂の教えを身につけておられ

に英語を教えてこられたのは並をならぬお

を教えて頂いたが︑英詩の素晴らしい読み

を口ずさんでおられました︒英詩と英会話

折帽を被っておられ︑歩きながら何時も詩

でした︒服装は何時も立派で︑きちんと中

教員室に行くと日本の英作文の大家と言わ

不審な表情をなさった︒或る木暇日の午後︑

して私達外人に知らしてくれないのか﹂と

て﹁日本の外務省はこんな立派な詩をどう

読されて︑美しい詩だと感激された︒そし

にんにく

お仕事も一段落して︑明治学院が新制大

われる詩はラマート先生が読むと素晴らし

方に私たち学生はぶな驚嘆した︒名作と言

にして︑腰かけておられた︒ひょっと見る

たと思う︒

ヨークに帰られた︒それから暫くして︑友

学として出発し︑軌道に乗った頃︑一言−

れる先生と︑ラマート先生がテーブルを前

人の招きで日本に来られた先生は︑すっか

日本の大家と言われる先生が木曜日の午後

とラマート先生が赤インクで日本の先生が

才能豊かな人で︑日本の小説や詩について

うためだったのです︒後で︑これも若林先

度々来ていたのは自作の英作文を直して貰

い音楽になるのでした︒英語の不得意な学

よく知っておられ︑時々私たちにも質問さ

生にお聞きしたのですが︑ラマート先生の

書いた英文を真赤に直しておられた︒その

生を想い出す人々は異口同音に言うのです︒

本当に日本と日本人を愛していたのだと先

は大変強かったと思います︒英会話では何

れ︑日本の文化について知ろうとする意欲

生でも︑ラマート先生の英詩の朗読をわざ

人にやさしく親切で︑仕事熱心で︑黙々と

学生の人間性についての観察は鋭かったそ

ノ︑聞きに出席した者もいました︒文学的

所信を実行された先生は︑宗教の教えを実

てでした︒よい芝居や映画が上演されてい

時も話題は日本の小説︑詩︑劇などについ

られた︒その後間もなく先生は他界された︒

践されたとつく人︑思うのです︒生涯を日

ていたグループの何人かを教授会で退学さ

うです︒同人雑誌を発行して文学活動をし

り肥って堂をたる体躯の老紳士になってお

本人のために捧げて︑報いられる所少くて

るのを学生から聞くと早速観に行かれて︑

マート先生は問題になった学生たちの一人

にその先生達がお叱りを受けたのです︒ラ

ことがありました︒その時︑ラマート先生

せようと日本人の先生から意見が出された

も︑不平不満の一言も漏らさなかったハナ

のでした︒英語力の低い学生が会話の途中

会話の時間にそれについて質問を出される
でつまづくと茶目っぽい目が動いて︑嘉落

フオード先生を偲んで︑私達同期生は時折
の会合で深い感謝の意を表するのです︒今

な笑いが後につづくのでした︒

でも出席簿を読まれる先生の声が耳に残っ
ています︒

と何時も大きく笑いながら仰有った︒或時︑

を使いなさい︒これが英会話の秘訣です﹂

強を叱ったというのです︒教育者として幅

だと主張し︑却って日本人の先生達の不勉

れて︑デモクラティックなよい学生ばかり

一人について︑その性格︑才能等を説明さ

当時の中央公論所載の詩を私が英訳してノ

﹁よい英語が出なかったら︑よい日本語

した体躯の持主でした︒頭ははげ上り︑声

広く人間を観察されていたわけです︒或る

ラマート教授は幾分肥り気味でがっしり
は大きく︑溌落な気性でした︒眼鏡の奥に

ートの紙に書いて差し上げた処︑何回も音

もやめ

ある目が時に鋭く︑時に茶目っぽく動くの
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ミッション本部から校費として送られてき

有名な政治家が︑学校の理事でありながら
ことに陰徳の人だったのです︒

なかったが︑知る人は知っていました︒ま

れたことはラマート先生ご自身は吹聴され

前と同じように教員室に座っておられて︑

後︑学院にお訪ねすると若林先生だけは以

次々と訪ねてくる卒業生に会っておられま

たお金を使い込んで涼しい顔をしていたが︑

日本を去る前にラマート先生は英会話の本

と学校を愛するお気持から出たのでしょう︒

ました︒不正を一刀両断にする強さは学生

われたことは当時の学生の大半は知ってい

学を専攻されたそうですが︑後に社会福祉

て居られるタイプでした︒東大在学中は哲

は地味な感じで︑研究家肌の常に深く考え

た︒静かな人で声は低目で︑教室内の講義

したが服装は当時としてはモダンな方でし

若林竜夫先生は︑体躯はやや小さい方で

学部を一つずつ増設されたのは実に若林先

おられたそうです︒小さかった明治学院に

は何も仰有らず︑学校のことの糸を案じて

にあって亡くなる間際まで︑ご家庭のこと

界されました︒奥さまのお話ですと︑病床

段落ついた頃︑病床に臥され︑間もなく他

動で随分ご心労になったが︑学生騒動も一

した︒後に学長になられた時︑例の学生騒

に寄附されています︒戦争が起り︑日本を

を二冊書かれて︑その印税は全部明治学院

学の方に研究を進められて︑戦後はその方

ラマート先生に孔弾されて学校から追い払

去られて︑アメリカに帰られたが晩年はサ

涯実践された方でした︒

蔵しておられた先生はキリストの教えを生

のようにおだやかで人間性のよさを奥深く
よく校庭に出て学生と話をされ︑親しみ深

生のご努力によるものでした︒静かな湖水

くて︑若い学生には一番話ししよかった教

この三人の先生方々は名利を求めず︑ご

は先生はまだ三十歳代の初め頃で若☆しく︑

朗らかで︑謡落で︑才豊かなラマート先

授でした︒先生は学生の気持をよく理解さ

自分の使命を自覚されてその遂行に生涯を

面で大いに活動されました︒私達の在学中

生は日本の文化を熱烈に知りたがっておら

れて成るべく学生の中に入って行こうとさ

捧げられた方々でした︒た壁た堂頭の下が

ンフランシスコで︑牧師の最高の地位に就

れた︒私たち学生が︑日本の文化について

れた︒仏教の説く﹁忍辱﹂の教を体得され

かれて︑後に他界されたそうです︒

の知識が不足していたために︑ラマート先

ていたように見受けられました︒誠実と謙

︵専修大教授︶

後悔するところです︒﹁随所に主となる﹂

る思いです︒

生を満足させて上げられなかったのは深く

のは誠に鋭く︑時々はっとさせられたもの

虚が先生のモットーでしたが︑理論そのも
でした︒私はご自宅によくお訪ねしたこと

風格を具えたラマート先生は人の長所を見
先生と同じく仕事に対する真剣さと凡帳面

ました︒あの大戦で︑以前︑明治学院にお

がありましたが何時も快よくお会い下さい

つけては朗らかに生きられ︑ハナフオード
さは大いに学ぶべきだと思いました︒アメ

られた先生方は殆んど不在であった終戦直

リカの神学校に学びたい希望の貧しい日本
人学生を何人も世話されて立派な牧師にさ
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会祖・泊翁先生を育てた恩師たち
八安井息軒・佐久間象山たちＶ

片山清一
会祖・西村泊翁先生を育てた恩師のことについては︑先生
ゑずから﹃往事録﹄の中の﹁茂樹履歴﹂の中で述べられてい
﹀︒○

｜少年期より青年期までの恩師
八儒教と武術の練磨Ｖ

会祖が生れたのは︑文政十一年︵一八二八︶︑江戸の佐倉

藩邸であった︒この当時すでに佐倉では︑藩士の子弟教育
のため成徳学院を創設していたが︑会祖は入学年令の八歳
の時には︑佐倉の支藩佐野におったので︑この学校に入る
ことができなかった︒

十歳になって佐倉に帰ることができて︑この学校に学ぶ
ことができるようになった︒ここで先生は︑最初は読書と
習字だけを学んでいたが︑後に槍術︑剣術︑馬術を学ぶよ
いて︑父芳郁は槍術の師範をしていた程であるから︑長男

うになった︒とくに西村家は佐分利流の槍術を得意として

である先生はその家系をつぐ身として当然上達しなければ
ならなかった︒

成徳学院で最初に教を受けたのは渋井達徳︑菱川泉蔵︑

八木藷園︵いずれも佐倉藩の儒家︶であった︒この中︑渋

一七八八︑佐倉藩の伴読と

なって﹃国史﹄一二五巻を著わした学者︶の孫であった︒

井達徳は渋川太室︵一七二○

天保十四年︵一八四三︶すなわち会祖が十五歳の時︑こ

の学校に当時の第一級の学者ともいわれていた安井息軒︑
せた︒

一八七六︶

海野石窓︑海保漁村の三先生を招聡し︑子弟の教育に当ら

安井息軒︵一七九九

幕末︑維新期の儒学者︒宮崎県の出身︒大坂の篠崎小竹に入門︒

江戸に出て松崎嫌堂の門に入り古注学を修めた後︑藩に帰り藩校

二年︑三計塾を開いて天下の俊秀を集めた︒︒ヘリー来航に際して

の助教となったが︑天保八年︑江戸に帰り昌平枝の校長︒天保十

﹃海防私議﹄を著わし︑水戸斉昭に認められ︑昌平校の儒官とな

一八六六︶

った︒多くの名著がある︒

海保漁村︵一七九八

江戸後期︑幕末の考一証学者︑儒学者︑上総の国出身︒大田錦城

に学び︑のち佐倉藩主に仕えた︒安政年間︑幕府の医学枝の儒官

では﹃周易古占法﹄﹃論語漢注孜﹄﹃しのぶ草﹄

教授となった︒錦城の学風を受けて経書の注孜を研究した︒著書
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通称は予介︑掛川藩の儒者︒

海野石窓

八大塚同庵と佐久間象山との出会いＶ

ニ西 洋 砲 術 の 習 得 に 努 力

会祖は︑この三先生の教を受け儒学の素養を積まれたの
八九一︶のことを称揚した論文であるが︑

であるが︑十六歳の時に﹃昭宣公基経諭﹄を書いた︒藤原
基経︵八三六

安井息軒から非常にほめられることになった︒これが動機
となって︑武よりも文を志すようになったと考えられる︒

ところが弘化元年︵一八四四︶春に眼病にかかり︑ほと
んど視力を失うほどになった︒そこでそれから数年︑読書
をやめて眼の治療にとりかか・った︒この時に作った詩は
﹁眼病詩﹂である︒目の方もなかなかよくならなかった︒

学問を志したにも拘わらず︑眼病が快方に向わないこと
は︑この時のことを﹁因て︑ただその不幸を哀しむの拳﹂

は︑先生にとっては︑まことにつらい年月であった︒先生
と述べているに過ぎないが︑短かい文の中に悲痛の感がこ

めた︒西村先生も今こそ立ち上るべき時だと感じたが︑造

伝聞して日本の危機の近づいたことを知り︑憂国の感を強

憾ながら眼病はまだ全快に至らなかった︒この時のことを

﹁この頃諭海外の事︑ようやく志士の知るところとなり︑徳川

次のように述懐している︒

れば︑一旦事ある時は︑国家の敗亡︑恐らくは免かれざる所あ

氏三百年の大平にして︑武備怠弛し︑士気消磨すること甚しけ

日の武技の国家の防護となるべきは︑洋法の砲術に勝るものな

らんと︑因て断然意を決し︑武をもって国に報ぜんと欲し︑今

ぎを知り︑十九歳の時より藩の砲術教場に入りて︑打砲の術を
学ぶｏ﹂

しかし︑ここで習ったのは小銃の射撃であった︒眼の悪

い泊翁にとっては︑目標が見えないわけであるから何の役

にも立たないことになる︒そこで泊翁は︑つぎのように考

えた︒﹁小銃命射のごときは︑是一個人の武技の桑︒宜し

で東西兵法の要に及ぶべし﹂と︒そこで︑この方面の研究

く銃隊の練法︑大砲の製造法及び発射の術を研究し︑進ん

をしていた大塚同庵の門に入り研究することになった︒

西洋の砲術のすぐれたことを知り︑オランダ書を勉強︑遠西火術

幕府役人の子で︑中年に医者となり長崎に遊学︒そこで初めて

大塚同庵

だが︑こうした時はまた日本にとっても重大な時期にさ

った洋式練兵よりも一年前に訳されたものであった︒

範を訳述した︒この書は︑高島秋帆が天保十一年に江戸でおこな

もっている︒

の周辺にも近づくようになった︒志士たちは︑このことを

しかかっていた︒西洋の列強は東洋に進出しはじめ︑日本

（53）

泊翁はこの門下にあって四年間勉学して︑砲術の免状を
手にすることができた︒

八西洋思想への着眼を導いた象山Ｖ

三西村泊翁の思想を変えたもの

さて西村先生の教養は︑幼少時には儒教だけを教えられ

しかし大塚同庵の教える洋砲の術はまだ不充分なものが
あることを知った泊翁は︑江戸の木挽町で洋砲を教えてい

る程︑一方的なものであった︒ところが十四

たので︑回顧録では﹁儒教の外には天下に道なし﹂と考え

五歳になっ

すでに二十四歳であった︒

た佐久間象山の門をたたくことになった︒この時︑泊翁は

て水戸藩で作った﹁大日本史﹂と頼山陽の﹁日本外史﹂に

接することになった︒そこで日本の古代のすぐれていたこ

とを知ることとなり︑儒教を用いるにも︑日本の歴史に適

一八六四︶

信州松代藩に生れ︑天保四年︵一八三三︶江戸に出て︑佐藤一

佐久間象山︵一八二

するか否かを検討する必要あることを悟った︒また二十歳

事すべし︒余の如きは三十二歳の時︑初めて蘭書を学くり︒吾

﹁砲術は末なり︒洋学は本なり︒吾子の如きは宜しく洋学に従

翁に次のように勧めたと一記されている︒

砲術学習にとどまるものでないことを知った︒象山は︑泊

ることになったが︑入って染ると象山の考え方は︑単なる

こうして最初砲術を学ぶつもりで︑佐久間象山の門に入

んで︑この信念をさらに堅固にすることとなった︒

になってから︑水戸藩士会沢正志斎の﹁新論﹂を読むに及

斎に詩文を学ぶ︒天保六年一旦帰藩して藩の子弟を教育︑天保十
年再び江戸に出て塾を開設︑それから二年後藩の海防掛に任ぜら
れ海外事情を研究︒

この頃江川英竜に入門して砲術を学んだ︒弘化一年︵一八四四︶

に黒川良庵につき閲学を学んだ︒嘉永六年︑米艦隊浦賀に入港す
るに及んで藩の軍議役に任ぜられた︒同年﹁急務十条﹂を書き阿
部正弘老中に上書した︒安政元年︑吉田松陰の密航事件に連座し
て︑江戸小伝馬町の獄に入り︑松代藩で自宅謹慎を命ぜられた︒
に努力︑しかし同年七月暗殺された︒

文久二年︵一八六二︶赦されたが︑元治元年京都に行き時局打開

四九二︶﹂

子は余の学べる時に比すれば︑年なお若し︒必ず志を起して洋

今西洋の砲術を学んでいるが︑その目的は撰夷護国という

対して承服できないものがあったらしい︒自分としては︑

このようなアドバイスをうけた先生は︑象山の考え方に

学を勉むくし︵全集Ⅲ

この時代に象山の門下にあった者一五○人︑その中とく
にすぐれていたのは︑勝海舟︑高畠五郎︑望月性之助︑木
村軍太郎︑蟻川賢之助︑下国頼母︑島津文三郎︑八木錬之
助︑小林虎太郎︑おくれて吉田寅二郎︵松陰︶などであっ
た︒
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ことである︒したがって砲術を学び終ればよいのであって︑

に研究することができなかったらしいが︑この勉学につい

めることになった︒先生はその後官務に多忙となって充分

上害

志の高さとこの執念はまさしく旧制高校

て考えたい︒

︵本会理事・文部省官房長︶

﹁伝統の創造的継承﹂とはなにかを改め

たのである︒

は制度の柔でない︒このような精神も失っ

族め︶であった︒学制改革で失われたもの

たことばは﹁プア・ノーブル！﹂︵貧乏貴

に素手で立向った旧制高校生に彼らが投げ

四九二頁︶﹂︵本会理事︶

ことを得たりしは︑象山先生と亡父木村軍太郎との賜なり︒︵同

﹁今日に至り︑遂に西洋の書を読み︑西洋道理の一端を通ずる

て回顧録﹁履歴﹂の中で︑次のように述べている︒

別に洋書などを読む必要は少しもない︒道徳や政治のこと
については︑東洋の教えの方が︑西洋のそれよりも上位に
あると考えていたからであった︒ところが象山の忠告をよ
こで友人の木村軍太郎よりオランダ書の読み方を学びはじ

く考えて桑ると︑一理があることを悟るようになった︒そ

くっている小冊子だ︒亡びたものへの愛惜

﹁旧制高等学校史研究﹂はこの人たちのつ

鈴木勲

〜１１〜ｉｉｉ〜ＩｌＩｉＩ１〜１１〜Ｉ︲︲〜ＩＩＩＩＩＩｌｉ１ＩＩＩｉｊ︲１１くく−〜ＩｊＩく−〜Ｉｊ〜ｉ剖

一︵随想︶

旧制高校の精神
戦後の学制改革で失われたものの一つに︑

と同時に﹁いずれは真剣に見直されなけれ

旧制高校がある︒

戦後十数年たって日本寮歌祭がはじめら

い執念がこめられている︒Ｓ氏はこの中心

ばならない日本の教育のために﹂という強
となった人物で︑﹁高等学校制度史﹂を執

れた︒昔︑札幌駅では︑駅員に対し北大生
に寮生とともに駅員ひとしく︑肩を組象あ

学し二十数年間旧制高校史研究に没頭し︑

筆しているが︑このために戦後東大に再入

に接する心得害があり︑その一節に﹁とき
い︑寮歌を唱い︑青春に共鳴の靴音を鳴ら

﹁せめて後二年もあったらなあ﹂と洩らし

病すでに篤く再起の期しがたいのを悟り︑

すことを許す﹂とあったそうだ︒長髪の駅
員が労働歌をうたっている図と比べて今昔

の精神である︒占領下の進駐軍の横暴不正

たと記されている︒

つつある旧制高校の資料を蒐集保存しよう

はなやかな寮歌祭のかげに︑散逸亡失し

の想いにかられる︒

と地味な活動をつづけている人々がいる︒

ＦＤ
Ｆｏ

︑Ｄノ

／ｒ︑

○太陽の恵象ふくよか干布団

東京都逆瀬川傘火

張りのある日々の暮しや福寿草
大寒や何するも母膝ついて

︵評︶上五から中七にかけての動的な表現がいかにも春を
呼ぶ山の息吹を眼前に栃梯とさせているのが佳い︒

○山の風木々おどらせて春を呼ぶ

栃木県渡辺清香

畑打てば日射に土のよく匂う

紅梅や閑居というはいつのこと

盆栽の日々艶めきて寒明けぬ

いきノく︑と詠まれている︒

︵評︶健康で仕合せな主婦の毎日々稔の春のくらしぶりが

○さへずりに目覚めて今朝も厨事

千葉県鈴木とよ女

篠塚しげる選

︵評︶原句は﹁ふくよかな太陽の愛干布団﹂であったが︑
﹁太陽の恵みふくよか干布団﹂と直して採る︒あた上
かさを人間に恵んでくれる太陽を千布団を通じてたた

へ感謝する気持がよく詠まれている︒

新日記潜める無垢の紐菜

神田書津なくて洋館茂吉の忌

千葉県飯田萌堤

○あれこれの仕事ものうぐ春矩健

︵評︶暦の上では立春が過ぎてもまだうすら寒い日も多い
が︑だんノ︑暖かくなってくると身も心もけだるくな
る︒やらねばならぬ仕事もあれこれとたまっているの
だがどれ一つ手にかけるのが億劫︵おっくう︶である︒
春矩健の頃の感じがよく出ている︒

千葉県田村春風

春矩鮭部屋にただよう墨する香

○梅林や学園のチャイム広がりて

して汲みとれる佳句︒

︵評︶学園のチャイムがきこえてくるというのであれば平
凡であるが﹁広がりて﹂と叙したのが一句を新鮮にし
ている︒梅林も相当広い地域に亘ること︑早春の息吹
きが澄んだ空気をふるはせている背景が見事に余韻と

選者近詠

峡の家空晴之と雛祭り

地虫出づおのれ覚めよと頭を振りて

Ｐつ

瞬かぬ瑠璃の目かなし犬ふぐり

芽吹くこと急がぬ椋やたのもしき
ふるさとの山河うつくし夜は野火に

佳きひとの袖触れ匂う沈丁花
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弘道俳壇

合云生口
霧ご寄付者芳名

金弐万円也匿名氏殿︵東京郡︶
金壱万円也鎌田章平殿︵東京都︶
︵傘寿内祝として︶

金壱万円也加藤嘉三郎殿︵神奈川県︶
◎会費領収報告
︵華岬耐詞蓉地卵秘叩敬称略︶

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数は会識雌終月です︒
︹東京都︺

清水権六︵昭一３︶奥村弥生子︵昭一１︶
佐藤多一︵詔−３︶向井昌治︵弼三３︶
鈴木文夫︵記−３︶丹羽俊二︵卵ノー︶

菊地庸一︵記−３︶倉持誠一︵師一也︶
日比野恒次︵銘−７︶高橋新平︵研一４︶

風巻柳太郎︵研一︑︶花山腸子︵詔言１︶

小久保謙一︵銘／３︶阿部静代︵詔−３︶
藤田三郎︵研一９︶古岩井佳勝︵記−３︶

浅水道雄︵記−３︶吉田忠一︵銘−３︶

︵以上二︑五○○円︶

○鈴木格禅︵記−３︶︵以上一︑五○○円︶
外山伊都子︵研一︑︶柳沢隆夫︵師女旭︶

︹千葉県︺

池田竹夫︵昭三３︶緑川四郎︵師−３︶

市原増吉︵昭一１︶中川隆︵銘三２︶
石井秀︵記−３︶松戸節三︵研一３︶

久我数馬︵記三３︶渡辺広志︵昭一３︶
大岩恵司︵銘−３︶尾田幸雄︵記−３︶

安西英太郎︵記−２︶山崎吉彦︵研一４︶
大森吉次郎︵諏一ｕ︶掛札修︵諏三Ⅱ︶
相川千代︵詔−２︶三浦勝吉︵昭一３︶
中沢英三︵記三３︶内田正二︵記−３︶
鎌田章平︵詔−３︶安武政敏︵弱−３︶
中降清也︵弱−３︶大竹一蔵︵諏一ｕ︶
遠藤尚︵記−３︶伊藤林之助︵銘−１︶
大木直正︵記−３︶大木善朗︵銘−４︶

森村武雄︵町−９︶河野清︵研一胆︶

沢計吉︵詔−３︶寛英夫︵詔−３︶

飛ヶ谷定一︵記−３︶渋谷敬敏︵記−３︶

河野幸枝︵印三５︶山田孝雄︵師−３︶
安瀬忠寿︵諏三８︶天野岩男︵研一吃︶

佐野茂子︵研三Ⅱ︶柴田孝︵師三︑︶

大地薫︵記−３︶高橋斌︵昭一３︶

土屋鼎︵銘−３︶︵以上一︑五○○円︶
滝口松蔵︵弱三３︶湯浅晃一︵記−３︶
戸田八蔵︵記−３︶宇井隻平︵露−３︶
︵以上二︑五○○円︶

松本啓三︵昭三１︶︵以上一︑五○○円︶
荻生敬一︵研一２︶塩谷富美子︵印一ｍ︶

鴨川第一高等学校︵記−３︶

香取神宮︵詔−３︶藤田たか子︵調皇１︶

南部支会︵七名分︶︵一○︑五○○円︶

野口宗光︵記−６︶田中辰男︵弱一ｍ︶
桑原善作︵弱三３︶大賀党二︵記三３︶
笹川義孝︵記−３︶渡辺芳子︵弱三３︶

︹埼玉県︺

野田支会︵十四名分︶︵二一︑○○○円︶

五月女善一︵諏淳５︶︵二︑五○○円︶
嵯峨俊一︵弱−１︶山辺知行︵記−３︶

︵以上三︑○○○円︶

細田武夫︵師一︑︶︵三︑五○○円︶
清水美彦︵記三９︶︵四︑○○○円︶
岡本正治︵昭一３︶︵五︑○○○円︶

小菅峻道︵弱／皿︶︵四︑○○○円︶
相沢正直︵釦−７︶︵五︑○○○円︶
○佐伯孝︵銘−３︶大沢忠蔵︵記−３︶

︹神奈川県︺

寺田欣一︵詔−３︶︵以上三︑○○○﹁︶

高安規玖次︵記−５︶田中正雄︵弱−３︶

村重嘉勝︵犯三３︶梶村昇︵記−３︶

︵以上一︑五○○円︶

石原秀太郎︵師三ｍ︶牛窪徳太郎︵印−８︶

高木善四郎︵硲三３︶小林栄一郎︵記−３︶

秋山正三︵師一皿︶高階順治︵詔三３︶
古谷喜代次︵記三３︶赤広正男︵記三２︶
橋本英一︵師三ｍ︶斎藤作之助︵師一也︶

宝亀唯一︵記−３︶︵以上三︑○○○円︶

石橋義弘︵詔−３︶小林宏︵昭三２︶

加納松子︵町三２︶関口晃︵昭一１︶

花岡博︵記三２︶小出廉二︵記−３︶
後藤芳雄︵記−３︶田中克巳︵記−３︶
坂本義鑑︵詔三３︶高浦四郎︵駒／狸︶
古川清彦︵研一６︶植原路郎︵印−７︶

浮田孝家︵昭三３︶横山正木︵銘三３︶

三宅孝︵昭三３︶大塚惟謙︵印−４︶
渥美健夫︵印三ｍ︶古屋豊︵師一︑︶
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︹群馬県︺

︹福島県︺

湯沢誠二︵記三１︶︵以上一︑五○○円︶

石幡悦子︵記宜３︶永田慶信︵記三３︶
米沢茂美︵昭一３︶菅野智子︵駒−１︶

佐を木哲︵印乏︑︶重城良一︵印三４︶
辰己忠一︵記／２︶︵以上一︑五○○円︶
︹愛媛県︺

川崎徳平︵記−３︶︵三︑○○○円︶

伊藤正男︵記乏３︶︵三︑○○○円︶
︹栃木県︺

︹秋田県︺

橋本美紀︵記ノー︶︵三︑○○○円︶

田中勝子︵記−３︶︵一︑五○○円︶

大沢秀美︵町−２︶︵一︑三○○円︶

刈田文雄︵記／３︶石田大三︵駒一皿︶
藤原義明︵記三３︶半田雄三︵記−３︶

畠山東太郎︵昭三３︶平沢四子男︵記−３︶

佐藤正二︵駒一ｍ︶山田礼智︵記−３︶

︹オーストラリヤ︺

中嶋健治︵記一ｍ︶︵三︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

渡部文雄︵評言３︶青木伊四郎︵記三３︶

︵以上一︑五○○円︶

藤原重美︵詔三３︶霜鳥秋則︵訂−４︶

︹島根県︺

西宮照子︵弱／１︶︵二︑○○○円︶

白水鈍︵銘−３︶︵一︑五○○円︶

︹福岡県︺

︹鳥取県︺

︹茨城県︺

森田君江︵研一３︶︵一︑五○○円︶

︹山梨県︺

野沢正勇︵師一也︶松田武夫︵昭一３︶
村上博了︵弱−３︶︵以上一︑五○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

輿水正信︵駒一ｍ︶竹中昌実︵駒一ｍ︶
︹静岡県︺

︹愛知県︺

︹山形県︺

目次安茂︵銘一也︶︵三︑○○○円︶

西村直氏評議員として長年に亘り

本会の発展にご貢献された氏は︑去る

二月二十五日老衰でご逝去︒行年九十

五歳︒会祖の御令弟勝三氏の御子息で

日本化学陶業株式会社の創立者として

我国工業陶器の先達者として御活躍さ

れた︒三月十日の社葬には本会から西

村会長はじめ渡辺事務局長及職員が参

弔焼香︑心からご冥福をお祈りした︒

（58）

白石行雄︵銘三３︶︵一︑五○○円︶
大槻義行︵記−３︶︵三︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

鈴木亮三︵印一ｍ︶伊東基夫︵師言哩︶

相沢長治︵詔−３︶︵四︑○○○円︶

百瀬八郎治︵記−３︶沓沢清︵昭一３︶

柏倉真一︵銘−３︶︵一︑五○○円︶

中尾忠雄︵卵−５︶村岡元一︵諏三ｕ︶
大島荘助︵訂三皿︶︵以上一︑五○○円︶

︹新潟県︺

︹大阪府︺

金田近二︵銘三岨︶︵三︑○○○円︶

︹三重県︺

︵以上三︑○○○円︶

服部節夫︵昭一３︶︵三︑○○○円︶

安田太三郎︵帥−３︶︵四︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

佐野健三︵記−３︶篠田義成︵銘／３︶
山本信吉︵銘−３︶新田紀久︵記−３︶

︹宮山県︺

横山ハャ子︵記葺１︶︵一︑五○○円︶

︹岩手県︺

小出熊四郎︵記−２︶和田光恵︵師三７︶
佐藤省三︵諏三７︶︵以上一︑五○○円︶

︹兵庫県︺

光谷巌︵記三３︶甲斐清一︵駒乏哩︶

佐久間栄義︵研一ｕ︶︵以上一︑五○○円︶

西村熊市︵記三２︶渡辺末弘︵印言廻︶
野田哲造︵詔−３︶藤塚幹一︵研一８︶
平井光治︵諏三Ⅱ︶佐藤尚義︵記−３︶
︹京都府︺

田中秀雄︵記−３︶原彦三︵印三ｍ︶

小池弘︵詔−３︶松下進︵銘−３︶

園

﹁弘道﹂勉強会のご案内
第一回勉強会
４月鋤日︵金︶午後４時釦分１６時

西村会祖の﹃日本道徳論﹄

司会者古川哲史理事
第二回勉強会
５月７日︵金︶午後４時釦分１６時

西村会祖の﹃日本道徳論﹄

司会者古川哲史理事
第三回勉強会
６月ｎ日︵金︶午後４時訓分１６時

西村会祖の﹃日本道徳論﹄

司会者古川哲史理事
＊新たに﹁弘道﹂勉強会を始めること
待ちしています︒

としました︒会員の皆様のご参加をお

ｌ本会理事・片山清一氏箸ｌ

△新刊書紹介

﹃要説道徳教育﹄

発行所

郵便番号一○一

電話︵二六一︶○○○九番
振替口座東京四 四三一七
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東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

発行人西村幸二郎

編集人片山清一

｜昭和五七年四月一○日印刷定価二五○円
昭和五七年四月一五日発行年一︑五○○円

○ご多忙のところを︑まことに貴重な思い
出をお寄せ下さった執筆者各位に心からお
礼を申しあげます︒ｌ次号は﹁公と私﹂
をテーマに特集いたします︒︵渡辺薫︶

のが念願なのです︒

学の生徒達の父兄など︑若い世代の方為に
も︑ぢっくりと味読していただこうという

：．：．即ち教師は︑もちろんのこと︑いま在

○一味ちがった今月の特集号をおとどけし
ます︒心を洗われる師弟間交流のエピソー
ドのかずかずは︑遥か遠い昔だった筈のそ
の当時の恩師の面影が︑今も生き生きと愛
弟子たちの眼の前に再現されております︒
○さればと言ってこの侍集は︑けっして︑
過ぎた良き時代の師弟愛のリバイバルを懐
かしむだけのものではありません︒何処ま
でも︑とめどなく荒廃がつづく近ごろの中
・高校に︑直接間接かかわりを持つ人びと

編集後記

１

近ごろ児童生徒の道徳性が極端に低下し
た原因は︑結局のところ︑教師が真剣に道
徳教育に取り組んでいないためではないか︑
と著者は敢えて問題提起をしている︒

その教師が︑担任学級の生徒に﹁道徳の
時間﹂を指導するための〃情熱″の重要性
を強調すると共に︑著者が勤めている目白
学園女子短大・津田塾大・横浜国立大など
﹁道徳教育学習のガイド・ブック﹂として︑

でおこなってきた識義の反省に基づいて︑
その指導効果をあげる方策と手順を述べ︑

める教育現場のために書かれたのが本書で

道徳教育に対する確固たる見識と信念を高

目次は裏表紙の広告参照︶

として活躍されることとなった︒︵本書の

の代表理事に就任︒同学会の最高リーダー

なお片山氏は︑今回︑日本道徳教育学会

ある︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

の﹃日本道徳論﹄をテーマとします︒

＊まず手はじめに会祖・西村茂樹先生
＊おおむね六回ほどこのテーマで古川
教授の連続司会の予定で︑先生のお話
の終了後﹁質疑応答﹂の時間をもうけ
ます︒

○会場⁝西神田・日本弘道会本館会議室
お申し込桑下さい︒

○申込先⁝本会事務局に葉書または電話で

不要です︒

○その他⁝軽食の用意があります︒会費は

片山清一著

目白学園女子短大教授

要説道徳教育

Ａ５判一六○頁頒価一︑○○○円

﹁道徳の時間﹂の指導

︵﹁道徳 の 時 間 ﹂

送料
二五○円

間﹂

の計画・ 指導

道徳教育︵道徳教育の 意・性格・その周辺︶
近代日本道徳教育史
道徳性の本質と発達
学校の道徳教育︵学校道徳 教育の目罰標・学校道徳教
育の方針・学校道徳教 育の 計画︶

次

目白学園女子短大教授・日本道徳教育学会理事・日本弘
道会理事の著者が多年の教育実践の経験から︑現代の道
徳教育の意義・性格・歴史を通して︑学校道徳教育の方
針・計画・指導について詳細に述べられた︑教育現場の
ための必携の書！
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章

内容・指導方針︑指導 案の 作り方︑ ﹁道徳の時
の指導方法︑道徳教育 の評 価︶

で
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文学博士古川哲史著四六版一九三頁頒価一︑五○○円華認○円

東京大学名誉教授・亜細亜大学教授の古川博士が西郷南

目次
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