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公益社団法人日本弘道会会長

鈴木勲
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︻弘道シンポジウム二○二二

主催者代表挨拶
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本日﹁弘道シンポジウム二○一二﹂を開催いたしましたところ︑全国から多数の会員また有志の方々の御

参加を得てこのように盛大に開催できますことは︑主催者として誠にうれしく心から御礼申し上げます︒

御後援頂いている文部科学省からは文部科学大臣代理として合川隆史生涯学習政策局長にお出で頂き︑の

ちほど文部科学大臣の御祝辞を頂きますが︑この場を借りて御礼申し上げます︒また同じく御後援頂いてい
る日本道徳教育学会からは理事の抑谷慶昭先生にお出で頂いております︒

さて︑昨年三月十一日に起こりました東日本大震災から既に一年七か月が過ぎましたが︑被災地の復旧・

復興は遅々して進まず︑原子力発電所の破壊に伴う放射性物質の拡散により避難を余儀なくされている地域

も少なくありません︒こうした中で国内はもとより国際社会の励ましを受けて被害者の方々は︑この災害に
懸命に立ち合い助け合い励まし合って復旧に努めております︒

日本弘道会は︑昨年のシンポジウムにおいて︑東日本大震災という未曾有の困難に遭遇して戦後の日本で

見失っていた日本人のよきもの︑本来の姿が健全であることが明らかになり︑このような状況を踏まえて﹁大
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震災と日本のかたち﹂について考えることにいたしましたが︑このような状況がまだ続いていることから︑

今回も昨年に引き続いて大震災で明らかになった家族や地域社会︑国家との結びつきなどを紳社会という観

点から見直し︑日本の国の在り方︑日本人の本来の生き方について考えることといたしました︒
よしひこ

幸いに基調講演には長谷川三千子先生にお引き受け頂きました︒・ハネリストにはいつもお世話になってい

る加地伸行先生に︑本会の高坂節三理事と新しく小松美彦先生に加わって頂きました︒なお︑長谷川先生は

︒ハネリストとしても参加して頂くことになっております︒コーディネーターは本会の多田建次理事にお願い
いたします︒御多用の中御協力頂きました諸先生に御礼申し上げます︒

短い時間ではありますが︑このシンポジウムを通して︑国のかたち︑日本と日本人についての考えを深め︑

大震災を乗り越えていかに未来につなげるかを御参会の皆様と考えを共有することできますならば望外の幸
せであります︒

最後になりましたが日本弘道会は創立以来百三十六年間に亘り会祖西村茂樹の提唱する国民道徳の普及振

興に努めて参りました︒現在︑西村茂樹の著作をまとめた全集十二巻を刊行中であり︑年度内に完結する予

定であります︒これにより西村茂樹の思想と学問の全容が明らかになり︑引いては日本弘道会の活動に対す
る理解も深まるものと期待しております︒

以上の御報告を申し上げ今後とも日本弘道会に対するいっそうの御支援をお願いして主催者の挨拶といた
します︒
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︻弘道シンポジウム二○一二︼唾

文部科学省
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来賓祝辞

生涯学習政策局長合田隆史殿唖
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本日︑公
型社団法人日本弘道会主催﹁弘道︑ンンポジウムニ○二一﹂が開催されますことを心よりお祝い
公益益

申し上げます︒

公益社団法人日本弘道会は︑明治九年に国民道徳の振興及び道義国家の建設を目指し道徳振興団体として

創立されて以来︑百三十年以上にわたり︑その理念の下︑講演会や研究会の開催などの活動を通して︑日本

の道徳の確立に取り組んでこられました︒関係の皆様のこれまでの御尽力に深く敬意を表するとともに︑心
から感謝申し上げます︒

﹁紳﹂という言葉は日本人にとって特別な言葉ですが︑日本では古来︑人と人とのつながりや精神的な結

びつきといった経済的価値では表せない価値に重きを置いてきました︒東日本大震災では︑日本人の冷静で

秩序を失わない行動や︑互いに助け合う姿が海外から高く評価されたように︑震災以降︑改めて﹁紳﹂の大
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切さが認識されています︒

文部科学省においても︑﹁紳﹂づくりと活力あるコミュニティの形成のため︑現在︑被災地の地域コミュ

ニティの再生支援のための事業や︑学校・家庭・地域の連携協力を推進するための事業などを行うとともに︑

所要の経費を来年度概算要求において要求しているところです︒

また︑現在策定中の第二期教育振興基本計画においても︑﹃﹁紳﹂づくりと活力あるコミュニティの形成﹄

が四つの基本的方向性の一つと位置づけられ︑﹁社会が人を育み︑人が社会をつくるという好循環に向けた
システムを目指すべき﹂とされております︒

貴法人においては︑これまで道徳の振興に関するシンポジウムやフォーラムを開催され︑人と人とのつな

が
り︑
︑地
地域
域の
の紳
紳の
の大
大切
切さ
さなな
がり
どど
﹄について︑広く社会に訴える活動を継続して行ってこられました︒このことは
誠に意義深いことと考えます︒

本日の弘道シンポジウム二○二一を契機に︑これまでの活動をより一層充実し︑我が国の道徳教育の推進
に寄与されることを期待しております︒

終わりに︑公益社団法人日 本弘道会の今後のますますの御発展と本日御出席の皆様の一層の御活躍を心か
ら祈念いたしまして
て︑
︑私
私か
から
らのお祝いの言葉とさせていただきます︒

平成二十四年十月二十三日

文部科学大臣田中員紀子

︵代読︶
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紳社会と日本人

︾鈴噛︾

や︒酷

謬凝仁

長谷川三千子先生

が円滑にスムースに進むようにいろいろな下準怖をするこ

がありますよね︵笑︶︒いちおう私のいまのＭ書は埼玉大

長谷川でございます︒名物教授というのはいろいろな意味

ただいまご紹介にあずかりました元埼玉大学名物教授の

う懸念もございます︒でも︑今日お集まりの先生方はそう

所しにくくなるような雅洲拙波になるのではないか︑とい

むしろ地面をあちこち掘りかえして︑次に話す方々が全員

てきたのですが︑今Ⅱの基調誰淡は地ならしの代わりに︑

とが本来の趣旨だと存じます︒ただ︑だんだん心川になっ

学名誉教授となっておりますが︑国立大学の名誉教授の仕

いうことはかえって而向いと乗り越えてくださる先生方ば

はじめに

組みというのは︑基本的にあんまりひどく不名誉でなけれ

かりとお見受けしておりますので大丈夫だと存じます︒

という言葉がまず第一のキーワードになっております︒こ

まず︑今日の全体のタイトルは﹁緋社会と日本人﹂︒﹁紳﹂

リアして名誉教授になられた方とは︑名前は同じ名誉教授

の緋という言葉はあとで高坂先生がいろいろ詳しくお話に

今Ⅱは私が基調講油という役割を仰せつかっておりま

のタイトルを獲得したのが紳という言葉ですね︒ちょっと

ネットで見てみましたら︑紳ジャパンとか紳プロジェクト

なるかと思いますが︑昨年︑﹁今年の漢字﹂ナンバーワン

でも全然違っております︒単なる元名物教授です︒

して︑私立大学のように非常に厳しいいろいろな審査をク

ば自動的に定年退職の人間は名誉教授になるということで

︑︑

癖

す︒本来︑基調講演というものは言ってみれば次に続くシ
ンポジウムのための地ならしをして︑あとのシンポジウム
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基調講演

さぶられました・私は関東大震災を知らないものですから︑

思いますが︑去年の大震災についての感じは︑関東の人間

生れて初めてずいぶん揺れたという体験をいたしました︒

とか︑いろいろあって︑そこでは﹁グラフィックで届けよ

私はとてもひねくれ者でして︑どうも流行りものという

テレビをつけてみると︑東北が大変なことになっている︒

という気がします︒つまり︑関東の我々はかなり一緒に揺

のが好きでない︒何かが流行っていると︑そつぼを向きた

こういうときには何か自分の中でスイッチがカチッと救急

と関西の人間ではちょっと違うところがあるのではないか

くなるといういやな性格の持ち主でございます︒この紳と

隊員モードに入れ替わってしまうのです︒とにかく何がで

う愛﹂とか︑﹁きずなくん﹂という漫画が連載されたりとか︑

いう言葉もここまで流行りになると︑なんか鼻につくなと

本当に紳流行りでした︒

思っておりましたら︑日本弘道会から﹁紳社会と日本人﹂

実は︑去年も半年ぐらいそういうモードで復興計画をき

じになってしまう︒

ちんと立てるお手伝いができないかと知り合いのシンクタ

きるのか︒一人でも助けられる人を助けなくてはという感

した︒ただし︑これを機会に︑いったいなぜ紳という言葉

ンクの人たちと一緒に走り回りました︒そこで見えてきた

というタイトルでシンポジウムをやるけれども参加しない

を聞いて違和感があったのか︒自分自身で反省してみます

のは︑まず第一に︑半年たってもなかなか復興計画が進ん

かと言われまして︑まず﹁紳ねえ﹂というのが第一反応で

と︑どうやら︑単に流行りものが嫌いというだけではなさ

興が遅々として進んでいないという話がありましたが︑本

でいない︒先ほども鈴木会長から︑一年半たってもまだ復

当に半年たっても一年たっても︑なかなか復興が進んでい

ことも大事かも知れない︒あるいは卓袖台をひっくり返す
ような話になるかもしれませんが︑お引き受けさせていた

そうだという気がするのです︒それをきちんと探ってみる

だきますということで︑今日ここに立ってお話をしている

北の中では比較的裕福な県と言ってもいい県だったわけで

というものがあった︒実は今回被災した福島と宮城とは東

てみますと︑すでに震災がある前から東北地方の地盤低下

ない︒この進んでいないという背景には︑実はよくよく見

あたってはごく単純な話で︑てきぱきと実用的に動かなく

改めて自分で振り返ってみますと︑私の違和感は︑さし

というわけです︒

てはならないときに︑やれ﹁紳﹂だ﹁愛﹂だなんておセン

すが︑そこでも一次産業はここ二十年間︑︵日本の経済全

体も下り坂ですが︑もっと急カーブを描いて︶下り坂になっ

チになってるなョ︑ということなんです︒

たぶんここにお見えの方は関東にお住まいの方が多いと
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﹁紳社会と日本人﹂というシンポジウム全体のテーマにか

という言葉の底に潜んでいる︒そのへんにどうやら私の本

ている︒そして︑そこに止めを刺すような格好で昨年の大

能的な違和感の根本があったらしいということに気がつい

かわってくる︒言ってみれば哲学的な難問がこの﹁紳社会﹂

これを一体どう変えていくのか︒これはいろいろ難しい

震災が起こったわけなのです︒

課題が山積で︑農業の先生︑林業の先生︑水産の先生︑い

てきたのです︒

の秩序を壊すようなことはしてはならない︒むしろ︑なぜ

ご説明があると思います︒もともとの漢字の紳という字は

この紳という言葉ですが︑これについては加地先生から

緋という言葉

ろいろな先生方にお話を聞いて回ったのですが︑確かに日

本の水産業も林業も農業も大きな根本的な改革をしなけ

一次産業が下り坂になってきたかというと︑言ってみれ

ればいけない︒しかし︑その改革の途中で昔ながらの土地

ば︑世界のグローバル経済の津波がすでに東北地方にも押

ます︒ぐるぐる巻く縄︑糸です︒例えばモンゴルでは馬を

つないでおく木もないので︑馬の前足をぐるぐると縛って

糸偏に半︑ぐるぐる巻くという意味が語源という説があり

おいて︑人間が食事をしているあいだ馬が遠くにいかない

し寄せていて︑例えば林業がカナダや熱帯の木材業に押さ
によって昔ながらの農林水産業が衰退しつつある︒それが

れて疲弊してしまったように︑海外のグローバル経済の波

いう字が紳だと語源辞典などを引くと出ております︒また

ようにする︒そのように馬を押さえておく︑束縛を指して

ですが︑繋綱︵かかりづな︶がなまって﹁きづな﹂になっ

日本語の﹁きづな﹂という言葉は語源がよくわからないの

いうことが見えてきました︒

つまり︑夢とか愛とか紳とか︑そういうおセンチなこと

バックグラウンドにある︒大筋で言うとそういう流れだと

言っている場合ではない︒確かにいろいろなイベントで被

じに︑膳や犬や馬を紐︑縄でつないでおくという意味です

たという話もあります︒つまり︑基本的には漢字の紳と同

ね︒いずれにせよ︑紳というのは端的に言って束縛を意味

し︑それでもって我々が被災地に対する義務を果たしてし
まったみたいな気持ちになったら︑これはちょっと違うだ

する言葉なのです︒おそらく﹁紳ジャパン﹂とか﹁紳プロ

災地の人たちを励ますことはもちろんいいことです︒しか

ろう︒こんなところが私自身の違和感を振り返ってみて︑

ジェクト﹂なんて言っている人たちは︑こんなもとの意味

はまったく考えていないでしょうね︒つまり︑自由な意思

最初に気がついたところなのです︒

ただ︑もう一段掘り進んでいきますと︑それが今回の
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というのはなんてすごい束縛かという感慨を抱いたことも

確かに私も初めての上の子を生み育てたときには︑育児

ろと言えるかもしれません︒

たい人︑寄っといで−言ってみれば︑これが紳プロジェク

が目を覚ましたいときに起き上がる︒そのことを気ままと

覚えています︒娘時代は眠くなったら勝手に眠って︑自分

い︑結び合うというイメージでこの指とまれ︑紳をつくり

を持った個人が自分たちの意思で助け合い︑手をつなぎ合

で無視した使い方ですね︒

トです︒これは紳という言葉が本来持っている重みをまる

て︑生れて一時間で立って走り回るなんていうことはでき

我々人間という生物は︑ヌーとかヘラジカの子どもと違っ

ろ縛られている存在です︒まず最初︑生まれ出てきたとき︑

と言って︑起き上がっておっぱいを飲ませて︑静かに寝て

きわめくわけです︒こっちは寝ぼけ眼で︑おう︑よしよし

わけですから︑赤ん坊は自分の命の保存のために精一杯泣

ギャーッと︒お腹すいたよという言葉もまだしゃべれない

か月ぐらいは︑寝たと思うと起こされる︒お腹がすいたよ︑

いう気ままな生活は夢のまた夢です︒少なくとも最初の三

ません︒とにかく十年近くたっぷり親のもとで養われない

は全然思っていませんでしたが︑子どもが生れると︑そう

と人間になれない︒そもそも生まれ落ちてきたときから自

という感じで︑今度は遊んでくれないとまたワーッと泣く︒

くれるかと思うと︑赤ん坊は元気一杯になって︑遊ぼうよ

この紳という言葉を︑本来の意味において︑人間に当て

分で生れる場所を選ぶこともできなければ︑親を選ぶこと

はめて考えてみたとき︑確かに我々はこういう形でいろい

もできない︒そういう形であらかじめ紳の中に生まれ落ち

れば幸運ですが︑このごろ時々あるように親のほうが紳を

どもができますと︑とにかく動きにくい︒近所に買い物に

身一つでどこにでも出かけられるわけです︒ところが︑子

それから︑ちょっと外に出ようと思っても︑これまでは

いけない︒

そういうおつきあいをいやとは言えずにずっと続けないと

紳として引き受けようとしない︒自分の子どもを育児放棄

行くのでも乳母車をゴロゴロ引いて行くか︑︵我々のころ

いや︑それどころか︑本当にうまく紳の中に生まれ落ち

てくるという格好になっています︒

して︑ゲームセンターで遊びほうけているうちに子どもは

はまだおんぶも結構流行っていまして︶おんぶして行くか︒

いずれにしても背中にずっしりと重いものを背負いながら

な育児放棄の母親が出てきたりします︒これは言ってみれ

買い物をし︑掃除をし︑洗濯をする︒そういう生活です︒

餓死していたとか︵幸いにしてたまにですが︶新聞でそん

ている︒そういう人間のあり方がそういうところに出てい

ば︑人間が本来備えているべき紳感覚がなくなってしまっ
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はならない束縛なのです︒そして︑おそらくこれまでもずっ

いやだとかうれしいということは度外視して背負わなくて

これは人間が生物として次の世代を育てていくためには︑

﹁このたびはまことにうちの子が乱暴をいたしまして﹂と

子どもを連れて︑その家に行ってリーンとベルを鳴らして︑

う話が飛び込んでくる︒そうすると︑菓子折りをもって︑

子に殴られて目を腫らしてきて﹂と言って泣いていたとい

いうようなこともまた親の肩には重荷としてかぶさってく

言って頭を下げなければならない︒世間をお騒がせしてと

と何世代もの間の人間たちはそういうものを束縛とも思わ
ずに︑人間というのはそういうもので︑大人になったら結

考えてみると︑これはみんな緋なのです︒こういう紳と

た︑子供は子供︒親の知ったことか︑とソッポを向いたの

は下手をするとモンスターペアレンッになってしまう︒ま

だと言って踏ん反り返るという選択肢もありますが︑これ

もちろん︑うちの子は正しいと思ったことをやっただけ

るわけです︒

婚するもので︑結婚したら子どもができるもので︑子ども
というのは手がかかるものだ︒そういう諦めの中で暮らし

いうものは︑ちょっと感動したからそこに参加しようみた

てきていた︒

いなものではなくて︑人間という存在の根っこに組み込ま

こんな風に︑紳というものは︑望むと望まざるとにか

では︑世の中のつき合いはなり立ちません︒

いま申し上げたのは︑言ってみれば生物学的な親と子ど

るいは人間が人間として生きるためには︑それを揺りかご

かわらず︑人間の肩に背負わされているものなのです︒あ

れているという類の紳なのです︒

くると︑世の中に対する責任というものがまた親の一眉に降

であるという言い方をしてもいいかと思います︒人間とは︑

として支える支えが必要であり︑それは紳で織られた織物

もの間の紳です︒しかし︑子どもがもう少し大きくなって

きくて︑姐御肌で︑力も強かったものですから︑男の子が

ロジェクト﹂だの﹁届けよう愛﹂だのという紳流行りは︑

そういう存在なのです︒ですから︑にわかづくりの﹁紳プ

りかかってきます︒上の娘は小学校でも年のわりに体が大

で言えばいいのですが︑まず鉄拳が飛んでしまう︒毎日鉄

よくないことをしているのを見ると黙っていられない︒口

なのではないか︒そのあたりに私の違和感の根っこがあっ

紳の本来の重さに気がついていないからこそ出てくるもの

そこから改めてこの紳社会の社会という言葉を振り返っ

たのだと思います︒

アレイで鍛えたりして︑けつこう筋肉隆々の小学校六年生
こんなに目を腫らしたりするわけです︒そうすると︑その

でしたから︑自分では軽く殴ったつもりでも︑相手の子は
子が家に帰ると︑おばあさんが︑﹁ああ︑うちの子は女の
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中に登場したのは比較的最近です︒この会ゆかりの西村茂

てみたいのです︒実はこの﹁社会﹂という言葉が日本語の

として銀行と同じようなものはなかったし︑経済︵エコノ

存在しない︒例えば︑我々は銀行とか経済とか普通の日本

概念がたくさん入っているのです︒それについては訳語が

ミイ︶という概念もなかった︒だから新しく言葉を造語し

語で使っていますけれども︑明治時代までの日本には制度

て翻訳しなければならないのです︒例えばエコノミイとい

樹さんもそのお一人ですが︑明治の初めに日本人の多くの
入しました︒そのときに単に横文字のまま輸入したのでは

うのは金やものの流通をよくして︑民の暮らしを豊かにす

知識人が西洋のいろいろな知識や書物を日本に紹介し︑輸
なくて︑それをきちんと日本人のだれもが読めるように翻

を湾ける﹂の術であるといって﹁経済﹂という訳語を捕え

訳して︑日本人が日本語で西洋のものを読めるような形で

る︒そのようにして明治の先人たちは一つ一つの西洋の概

るための技であるという解釈で経世済民︑﹁世を纏め︑民

ついでに言いますと︑これは何でもないことのようです

念を自分なりに解釈して︑単に右から左に単語帳の表と裏

紹介しました︒

が︑非常にすばらしいことなのです︒というのも︑近代に

という格好での翻訳ではなくて︑新しく言葉を造語しつつ︑

です︒西村茂樹さんもそういう西洋語を日本語にかみ砕く

西洋の概念を岨畷するという形で翻訳を行っていったわけ

わけですが︑多くの国では丸ごと西洋語のまま取り入れた︒

ことに植民地になったような国では高等教育が全部英語で

おいてアジアのいろいろな国々が︑西洋の知識を輸入した

あったり︑フランス語であったりという形で西洋のものを

英語で言えばヨｇく己冒一との○ｇのどの二語です︒我々は中

こずった言葉が二つあります︒個人と社会という言葉です︒

そうした中で︑簡単そうに見えて︑実は非常に翻訳にて

仕事をした先人の一人です︒

から︑日本語ができる人間ならば︑︵ことに日本人の場合︑

に︑きちんと全部日本語に訳して取り入れたのです︒です

取り入れました︒ところが︑日本人はそういうことをせず

江戸時代から識字率が非常に高い国でしたから︶ほとんど

われずに︑インディヴィジュアル︑ああ︑個人ね︒ソサイ

エティ︑ああ︑社会ねと簡単に単語帳を作って覚えてしまっ

学校や高校で英語を習うときには︑別に難しい言葉とも思

ています︒しかし︑この個人という言葉も社会という言葉

日本中の人がだれでも勉強しようと思えば西洋の知識を身
ところが︑そこで一つ非常に問題になったのは︑西洋の

も︑インディヴィジュアルとソサイエティという西洋語に

につけることができるわけです︒

うな︑あるいは東洋の語棄の中にはなかったような新しい

自然科学も人文科学も︑これまで日本人が知らなかったよ
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のようにしてやっていらっしゃるのですが︑その方が調べ

いう方が翻訳語の成立について詳しい研究をライフワーク

という訳語を当てはめようとはしなかった︒柳父章さんと

なぜそれがなかったのかというところが非常に大事なの

出くわすまでは日本語の中になかった言葉なのです︒
で︑そこをちょっとご紹介してみたいと思います︒例えば︑

立する言葉なのです︒

明治の初めの人たちはこのソサイエティという言葉の訳

た中でも︑世間とか世の中というのはむしろ﹁社会﹂と対

語に︑﹁組﹂とか﹁連﹂とか︑いろいろな言葉を当てはめ

ソサイエティという言葉は基本的には人の集まりを指す言
イエティという言葉を使います︒しかし︑いわゆる人文科

葉なので︑クラブのような同好の士が集まる場合にもソサ
学の中でソサイエティという言葉を使うときには独特の意

てみる︒なかには﹁会社﹂という訳語もあったようです︒

社と日本人﹂というタイトルになっていたかもしれません

ですから︑場合によっては︑今日のシンポジウムは﹁紳会

だった思いますが︑会社のほうはカンパニーの訳語になり︑

織︑あるいは国家︑政府︑政府を中心にした国家というも
のは人間同士︑各個人が契約を結んで︑そこで契約の合意
のもとにつくり上げたある意味のフィクションであるｌ

社会のほうがソサイエティの訳語になった︒

味があります︒どういうことかというと︑社会︑人間の組

いわゆる社会契約説と呼ばれる考え方です︒ソサイエティ

まさにそういう意味でのソサイエティという言葉が多用さ

して︑明治の初めに日本の先人たちが輸入した本の中では︑

本語にあった﹁世間﹂や﹁世の中﹂をソサイエティの訳語

かと考えてみましょう︒どうして明治の人は︑もともと日

ここで改めて社会と世間︑社会と世の中はどこが違うの

︵笑︶︒このへんは本当に偶然と言ってもいいような成ゆき

という言葉の背後にはそういう独特の意味があります︒そ

れていた︒これを訳すのに︑翻訳者たちははたと困ってし

にあてなかったのか︒それは︑﹁世間﹂や﹁世の中﹂はま

てソサイエティは後から人と人とが結び合うという考えで

さにもともと存在している紳だからなのです︒これに対し

︑︑︑︑

まったのです︒

困る必要はないように思えますよね︒先ほどもちらっと

成り立っている︒そしてここで︑もう一つの翻訳の難しい

︑︑︑

て︑そこにはいろいろな暗黙のルールがあって︑人間はそ

私自身口にした︑世間という言葉︑これは人と人とが集まっ

言葉︑インディヴィジュアルがかかわってくるのです︒

個人と社会

れに従っていかなければいけないという意味では︑ソサイ
エティの訳語にしても不思議はないはずです︒しかし︑な
ぜか明治の先人たちはソサイエティに﹁世間﹂とか﹁世の中﹂
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するのですが︑どうも一人という単純な数字の問題ではな

インディヴィジュアルという言葉にも翻訳者たちは苦労

存在しません︒言ってみれば︑人間が紳というものを一切

もちろん自然のありのままの世界にそんなものはどこにも

あり方をトマス・ホッブズは﹁自然状態﹂と呼ぶのですが︑

な生き方になるか︒それを表したのがトマス・ホッブズの

断ち切って︑裸の一人ひとりとして置かれたときにはどん

しているのです︒最初はごく単純に﹁一人﹂と訳されたり
さそうだなということに明治の先人たちは気がつく︒イン

いう人間像に基づく﹁一人﹂ではないのです︒そういうも

間と人間が協力しなければできない︒だから︑家なんてい

らしい生活なんてできないわけです︒家一つ作るのも︑人

もちろん︑そんな﹁自然状態﹂のなかではとうてい人間

二﹃●ノＯ

﹃リヴァイアサン﹄に描かれる人間像と言ってよいでしょ

ディヴィジュアルといったときには︑一人の人間がいろい
ろな親の恩を受けて︑さらに自分が親になればいろいろ世

のを全部一回ズバッと断ち切ってしまった︑現実にはあり

間に気遣って︑いろいろな束縛と紳の中で暮らしていくと

得ないような人間のフィクションを西洋の哲学者は十七世

らゆる一切の束縛から自由に生きていこうとするとどうい

本を書いておりまして︑その中で︑もしも人間がありとあ

断ち切った状態では︑人間は生きてゆけないのです︒だか

業もなり立たない︒つまり︑このように人間が一切の紳を

農業ができるわけです︒そんな保証はどこにもないから農

作ったものは自分のものというルールがあるから安心して

うものもできないし︑農業をしても自分が汗水垂らして

うことが起こるかということを一種の思考実験として極端

て︑国家の主権によって人間一人ひとりの生活を保持して

ら︑そういう﹁自然権﹂はみんなまとめて国家に預け渡し

トマス・ホッブズという人が﹃リヴァイアサン﹄という

紀に見事に描き出しています︒

いうと︑その場合には各人一人ひとり以外にはその生命を

な格好で提示して見せています︒どういうふうになるかと

る︒ひと口に言えば︑人間は﹁個人﹂としては生きられな

もらわなければならない︒そうやって人間は社会生活に入

いので︑互いに契約を結んで﹁社会﹂を作らなければなら

が自分の生命に基づく自然権というものを基にして︑その

ないｌそういう話をホッブズは﹃リヴァイァサどの中

守ってくれる人は一人もいないわけです︒ですから︑各人

これは自分が生きていくために必要だ︑と思ったら︑相手

自然権によって何をしてもいいという自由を持たされる︒

でしているのです︒

こうしてふり返ってみますと︑明治の先人たちが

を殺して食料を奪ってもいい︒すべてにわたってそういう

完全な自由のなかで一人ひとりが生きていくｌそういう
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冒呂己言巴とｍｏｇの豆いう一三巣を見て︑これがどちらもそ

人﹂といったタイトルでシンポジウムをしなければならな

ところが︑これではシンポジウムの題にならない︒なん

いはずなのですね︵笑︶︒

︑︑︑

のままでは日本語にならない言葉だと直観したのは非常に

ここにわが国の明治以来の︿翻訳文化﹀の問題点があるの

だか日本人の欠点を言いたてている印象になってしまう︒

正しかったのですね︒言ってみれば︑これはとても異常な
えば︑もともと人間存在から切りはなし得ない﹁紳﹂を一

発想をあらわした言葉であり︑どんな風に異常なのかと言

ちなみに︑近代民主主義というものは︑まさにこの﹁個

それは何となく立派な言葉︑よい言葉として受け取られる︒

にある話なのですが︑﹁社会﹂という翻訳語ができ上がると︑

これは柳父さんの御本﹃翻訳語成立事情﹄︵岩波書店︶

です︒

人﹂と﹁社会﹂という発想でなり立っています︒しかも︑

れた日本の姿︑というイメージを背負うことになる︒﹁社会﹂

それに対して﹁世間﹂﹁世の中﹂の方は︑知的でない︑遅

のです︒

切無視して人間の在り方を考える︑というところが異常な

いまお話したホッブズ自身は︑こうした﹁個人﹂の在り方

うイデオロギイです︒そのあたりは︵自己宣伝になります

の方が古くからある日本語より偉い︑なんて少しもお考え

もちろんこのシンポジウムを企画なさった方は︑翻訳語

た様子が報告されています︒

対﹁世間﹂では︑圧倒的に﹁社会﹂に軍配が上がる︑といっ

の悲惨を正しく見つめ︑その危険性をはっきりと警告して
いるのですが︑それをねじ曲げて︑﹁個人﹂の在り方こそ

が︶拙著﹃民主主義とは何なのか﹄︵文春新書︶に詳しく

ではないはずです︒むしろ﹁社会﹂という言葉は完全に日

が人間本来の在り方だ︑と宣伝しているのが民主主義とい

書いてありますので︑興味のある方はご覧になって下さい︒

しかし︑そんな風にして︑我々はすでに西洋近代の発想を

本語だと考えて︑こういう表現を使われたのだと思います︒

日本人﹂というこのタイトルは︑そういう大切なことを我々

るとき必ずつきあたる難問の一つです︒そして﹁紳社会と

︑

あらためて確認しておきますと︑﹁個人﹂と﹁社会﹂と

︑︑

はいわばワンセットになって︿紳のうちに生きる人間﹀と

ミスマッチの言葉なのですね︒さきほどお話したような紳

れは︑現代の我々が日本人本来の在り方を取り戻そうとす

無意識に受け入れてしまっているのだとも言える⁝⁝︒こ

重視の生き方をよく反映しているのは﹁世間﹂とか﹁世の

に思い出させてくれるタイトルなのです︒

ですから実は﹁紳社会﹂という言葉自体が︑ヘンテコで

は正反対の人間観を示している言葉なのです︒

中﹂といった言葉です︒だとすると本来は﹁紳世間と日本
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い︑代々親たちから引きついだ仕事をして暮らしていると

き︑そこでもたしかに経済活動は行われますが︑それが爆

発的な動きを見せることはありません︒週に一度か二度︑

グローバル経済と紳ｌ文明史的な観点
そして︑最初に申し上げた東北地方の現状を振り返って

の生活に必要なものだけを買って帰ります︒経済活動は︑

いわば生物の体内の循環のように一定のペースで行われつ

決まった日に決まったところで市が立ち︑人々は自分たち

づけます︒これが︑ポランニーの言う︑経済が地域の暮ら

みると︑そこにもう一つ︑文明史的と言ってもよい問題が
さきほど︑大震災の前から東北経済は地盤沈下の傾向が

しに﹁埋め込まれた﹂状態です︒あるいはこれを︿経済が

見えてきます︒

ル経済がおしよせて︑東北の一次産業︵ことに林業がもっ

見られたと申しましたが︑それは一口に言えば︑グローバ

一方︑資本主義経済というものは︑乱暴に言うと︑売れ

紳にしばられた状態﹀と言ってもよいでしょう︒

に成り立っています︒言いかえれば︑そうやってバランス

るとなればどんどん作ってもうける︑という基本原則の上

という出来事でした︒

とも手ひどくやられたのですが︶を疲弊させてしまった︑
このような現象は︑ちかごろ一般には﹁グローバル経済﹂

が崩れてくれないと︑資本主義経済はなんの面白味もなく

と呼ばれていて︑二十世紀も終わり近くになって出現して

なってしまう︒十年一日のごとくに一定のペースで同じ物

ふり捨てて︑新奇な物にとびつき︑また新奇な物を作り

きたものと考えられています︒しかし︑もっと文明史的に

出してどんどん売ってもうけるｌそこではじめて経済は

が売り買いされつづけているのでは︑資本主義経済も統制

そのことを︑文明史的な観点からもっとも明快に説明し

﹁離床﹂し︑近代資本主義が出発する︑というわけなのです︒

考えてみますと︑このグローバル経済の根はもっと深いと

ているのがカール・ポランニールという経済学者です︒彼

この﹁離床﹂のきっかけは︑遠くから賛沢品を運んでき

経済もかわりがなくなってしまうのです︒人々が﹁紳﹂を

は︑︵現在のグローバル経済のそもそもの出発点である︶

て売る遠距離交易と︑各々の土地で行われる定期市との隔

ころにある︒そして︑それはまさに人間生活における﹁紳﹂

近代資本主義経済の出発点を︑地域の暮らしに﹁埋め込ま

が破壊されたところに発してきたものなのです︒

れ﹂ていた経済活動が﹁離床﹂する︑という面白い言い方

てが崩れたことによるのではないかとポランニーは見てい

るようなのですが︑私もそれは正しいと思います︒つまり︑

で語っていますが︑それはこういうことなのです︒

人間が︑或る土地に生まれ育って︑その土地の習慣に従
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らしてすでに或る種のグローバル経済︵もっと正確に言え

実は近代資本主義というものは︑十五︑六世紀の出発点か

世界に対する警告と問題提起として︑われわれは﹁紳﹂の

とりの問題ではない︒グローバル経済にうつつを抜かす全

実にいろいろのことを反省させてくれます︒これは日本ひ

そのことを振り返ってみますと︑二十一世紀のグローバ

ばポーダーレス経済︶だったのです︒

地ならしといってあまり大風呂敷を広げ過ぎたという感

一語をかかげることができるのではないでしょうか︒

つぶしていっている︑というのも或る意味で当然だと言え

ル経済が︑日本各地の農業︑林業といった一次産業を押し

の先生方のシンポジウムを伺いたいと思います︒それでは︑

じもいたしますが︑地ならしはこのあたりにして︑また次

このあたりで失礼いたします︒︵拍手︶

るでしょう︒それぞれの土地と人間のあいだの紳などとい
の前には︑簡単に引きちぎられてしまいます︒グローバル

うものは︑﹁少しでも安く﹂という近代エコノミーの原則

ものは︑単なる邪魔物にすぎないのです︒

経済のゲームにおいて︑土地と人︑人と人の紳などという
しかも﹁売れるとなったらどんどん作ってもうける﹂と

いう近代エコノミーの原則に従うかぎり︑農林水産業と
いった一次産業は︑かならず置いてきぼりになります︒土

地から生えるもの︑海や川からとれるものは︑工業製品の
です ︒

ように無限の増産︑無限の改良ということは不可能だから
しかし︑実はわれわれ人間の生命を支えているのは︑こ
れら大地や海の恵みとして手に入る︑一次産業の生産物で
てゆけない︒われわれを縛る究極の﹁紳﹂は︑われわれも

す︒いくら文明が発達しても︑人間は食べ物なしにはやっ
また生物であるという事実なのだ︑と言えるでしょう︒
こうしてみると︑今日のシンポジウムの﹁紳﹂の一字は︑
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加地伸行先生

伽川本漢字能力検定協会理事長

高坂節三先生
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小松美彦先生

●コーディネーター

玉川大学大学院教授

多田建次先生
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多田︵コーディネーター︶今回のテーマは︑昨年の大
災害をうけて︑Ⅱ本人が長く大切にしてきたものの︑いつ
しか忘れかけていた人の人との緋について︑改めて人々が

高にこのように叫ばれてきました︒

代後れだ︑先人の知恵などは古くさい説教でしかない︒声

とりわけ第二次大戦後︑我が川社会は人と人との緋を断

ち切る傾向が著しくなってまいりました︒民法の改定に伴

う家制度の解体と核家族化の進行︑さらには母子家庭︑父

思い起こしたことがきっかけでございます︒

かつて家制度が機能していたころの我が国には︑祖先か

による共同体の崩壊︑プロテスタントの国アメリカの影響

子家庭︑未婚の親子の増大︑高度経済成長と都市化の進行

による仙人主義の浸透︑少子化の傾向が続く中での一人っ

ら祖父母︑父母︑子ども︑孫へと至る縦の紳や︑本家︑分
家の緋︑結納の紬という共川作業の紳︑さらには江戸時代

子の増加︑テレビゲーム︑パソコン︑インターネット︑携

帰って眠るだけとなった家庭のホテル化や︑食卓の楽しい

団蕊のない独りぼっちで夕食を取る孤食が急増しつつあり

りの人間が放り出された状況となりつつあります︒

ます︒現代社会はますます人間関係が希薄化し︑一人ひと

そのような中で昨年の大震災︑脈発の爆発に直川したわ

けであります︒これまではもっぱら家族や友人︑地域社会

れの分野を代表する先生方によって︑紳をめぐるさまざま

や職場の緋などが語られてまいりましたが︑今回はそれぞ

本日ご参加くださった四人の先生方は学問の専門もお立

な提言がなされるものと思われます︒

場も異なってはおりますけれども︑時の流行におもねるこ

（20）

家︑配偶者の親族などの横の緋︑また氏神に連なる緋や檀

、

の五人組ですとか︑近代の隣組といったさまざまな緋があ

鞠

帯電話などの普及と︑それに慰めを求め︑他人との人間関

・磯蕊溌、

りまして︑人々は幾重にもわたる濃密な人間関係の中で生

麺

係を築くことのできない自室に引きこもりがちな孤独な若

驚歎

きてきました︒持ちつ持たれつとか︑相身互いはごくごく

簿

者の急増等々︒その結果として家族それぞれが単に家に

韮．f

自然のことでありました︒もちろんそれらの人間関係は一
再ﾗ、
声

同習だ尊人り唱共入のiniれ
体にな車のまえ同つで佃ら

慣ぎと、厳たれか家かを人
行な。自だ。るらから束間
ない伝我、やよのら、縛関
どし統の個れう解の近す係
は、は確性、に放独代るは
時共因立の個なが立にも一
の過どだ尊しら体てす人の

とのない主義・主張を貫いてこられた方々であります︒紳

きちんとご説明でございますので︑それ以上付け加えるこ

お話中にありました紳という文字の中国における意味は

配の方は旧制中学校のころに着用されたと思いますが︑足

とはありませんが︑若干補足します︒あれはまさに馬を逃

にゲートルを巻きますが︑あのゲートルというのは日本語

をめぐる問題に︑従来とは異なったさまざまな観点からス

シンポジウムの進行について申し上げます︒長谷川先生

訳でいきますと脚︑そしてこの紳を付けて脚紳︵きゃはん︶

げないように縛っておく紐︑元来そういう意味です︒ご年

は先ほどお話しいただきましたので︑初めに加地先生から

と日本では言い習わしておりますが︑脚紳がそれなのです︒

ポットライトが当てられ︑より広い︑より深い議論が交わ

三人の先生方にそれぞれ十五分ほどの提言をいただきます︒

されるものと期待しております︒

その際︑長谷川先生の先ほどのお話への質問などを付け加

今日でも現代の中国ではちょっと古めかしい言葉ですが︑

その形を示したものです︒

ら順に五分ほど補足説明の時間を取りたいと思います︒ほ

えて下さっても結構でございます︒そのあと長谷川先生か

要なのはじゃまするものだ︒彼らはそう理解していると思

が言うのは︑中国人はわからないでしょうね︒日本人に必

ております︒ですから︑東北大震災以来︑紳︑紳と日本人

います︒ですから︑向こうの新聞にも紳という字を使って︑

良とかじゃまするものという意味でこの紳︵はん︶を使っ

いと思います︒あらかじめお手元の質問票にご記入いただ

皆様方から先生方への質問を中心に議論を深めてまいりた

括弧して注が付いております︒誤解するな︑日本人はこう

かの先生方への質問︑反論などがありましたら︑そこでお

ければ幸いでございます︒それを整理して︑私のほうから

いう意味で使っているのだというふうにしております︒

話しください︒十分ほどの休みをはさんだ後半は︑会場の

先生方に質問内容をお伝えしたいと思っております︒よろ

も切れない離れがたい関係というふうにつくり上げてきた

我々は物的な足をくくるというところから深めて︑切って

しくお願いいたします︒

それでは︑加地先生からよろしくお願いいたします︒

加地先生の提言

その切っても切れないものは何かということで︑先ほど

と思います︒

何とかサービスのような形で紳何々︑紳何々と言うけれど

長谷川先生がおっしゃったように何とかプロジェクトとか

加地現代の日本で女性論客として優れている方は三人
あります︒ですから︑今日は大変勉強になりました︒

だけしか私は認めないのですが︑その筆頭が長谷川先生で

(21

と思います︒家族です︒これが日本人の紳の拠り所であっ

を求めた具体的なものは何かと言えば︑たった一言ですむ

思います︒日本人が考えてきた緋の中心であり︑それのみ

も︑それはおかしいのではないかいうのはまさにそうだと

を見ようと思えば︑森鵬外の﹃阿部一族﹄の悲劇を読めば

で︑江戸時代ずっとそれで来たわけです︒一族主義の中身

もっと言えば一族です︒一族主義というのが本来のあり方

来るわけではありません︒近郷︑近隣の人が結婚したわけ

ありません︒昔は嫁に来る︑結婚すると言っても遠くから

うのは何も他人の集まりでも仲がよかったというわけでは

も︑皆さん︑お間違いのないように︒江戸時代の地域とい

それ以外にももちろん地域社会の紳とかありますけれど

か憲法を作っていきますけれども︑民法の中心は親族︑相

の状態と同じような条件を作りだすために民法とか刑法と

末に結ばれた不平等条約を改正するために︑つまりは欧米

でしょう︒それがさまざまな問題を引き起こしてきた︒幕

番困ったのは家族の問題だと思います︒一族と言っていい

近代思想が入ってきたときに日本人は困ったわけです︒一

それでずっと来て︑まさに幕末から明治にかけて欧米の

わかります︒あれが江戸時代に生きていた一族の姿です︒

です︒ですから︑近所というのはたぐればほとんど親戚な

ではありません︒親族︑相続のところがなかなかうまくで

続のところです︒契約とか何とかというのはたいしたこと

たわけです︒

にしていきますと︑

のです︒嫁さんの出里とか︑おばあさんの出里というふう

域社会と言っても︑

に長谷川先生がおっしゃったように︑個人主義なんていう

言っている個人主義との関係で悩んできたわけです︒まさ

その間︑日本の当時の人々はこの家族の問題を西洋が

きなかった︒明治三十三年になってやっと民法が出来上が

他人の集まりではな

思想はありません︒個人の佃は文字通り一個の人です︒一

大体どこかでつなが

くて︑どこかに縁者

族︑家族から断ち切ったというイメージが強いですね︒そ

るわけです︒憲法より後なのです︒それほど家族︑親族を

がいる︒そういうも

ういう個人主義なんていうのは幕末の江戸の人はわからな

るのが地域だったの

のから成り立ってい

含む問題は難しい問題があったわけです︒

たのです︒それの最

いわけです︒それで悩みに悩んだ挙げ句︑法律上は個人主

です︒ですから︑地

も濃いのが家族︑
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たわけです︒その中で一族主義と個人主義との折衷と言え

るためには欧米流の法的なものに整えなければいけなかっ

義を取らざるを得ない︒欧米列強との不平等条約を改正す

ことをせよといっても無理です︒

の中には農耕民族の心があるのです︒そこへ狩猟民族的な

います︒あれは農耕民族の発想です︒そういうふうに我々

そういう中で生きて来ているわけですが︑紳の中心は家

族です︒その家族も欧米の家族でない︒欧米の家族と我々

ん家族はあります︒ところが︑欧米の人たちの家族という

との違いは何かと言えば一つだけです︒欧米だってもちろ

ですが︑それは別として︑それでずっと来たわけです︒

る戸主権というすばらしいアイデアのものを作っていくの
それでもなかなか一般には個人主義というものは理解で

のは生きているときだけの家族です︒生きているときだけ

きないというより︑そんなものを理解するのは無理です︒

だいたい個人主義のルーツは狩猟民族の思想でしょう︒ク

の家族があの人たちが言っている家族です︒

我々は違います︒亡くなったあとも家族は続いているの

マやヤギを弓矢で撃ち止めるというのは能力主義です︒あ

あいうのがだいたい個人主義へつながったのではないかと

していますけれども︑本来それは儒教的なものです︒亡き

じゃないですか︒もちろん︑いまは日本仏教がそれを担当

です︒これが決定的に違うところです︒ですから︑我々は

ところが︑我々は農耕民族でしょう︒田植えで苗を植え

人をずっと慰霊していくということは︑その家の家族とい

亡くなった自分の親族のために慰霊をちゃんとしている

るときに︑一人だけパッパッパッと植えたら困るわけです︒

うのは死後も続くということなのです︒これが決定的に違

思います︒だから︑個人主義では特に個人の能力が非常に

みんなと一緒に植えていかなければならないわけです︒だ

重んじられます︒

から︑自然に集団主義にならざるを得ない︒これは農耕民

対して︑声を上げて妻の名を呼び︑夫の名を呼び︑子の名

うところです︒ですから︑東北大震災で亡くなられた方に

を呼んでいる︒あの姿がまさに伝統的な家族主義だと私は

族系の特質です︒ですから︑農耕民族系でずっと来た日本
ョ−ロッパの狩猟民族的な能力主義とのすり合わせは非常

人は幕末︑明治において︑個人主義という訳のわからない

知識的には個人主義です︒我々日本人は頭の中と首から下

という大問題があります︒我々は感覚的には家族主義です︒

では︑その伝統的な家族主義をどうやって残していくか

思います︒

いますが︑皆さん︑農耕民族ですよ︒テレビを見てみなさ

そういうことを言うと︑日本人は農耕民族かと言う人が

に難しかったと思います︒いまでも難しいと思います︒

い︒今日は晴れ︑明日は雨と一時間ごとに天気予報をして
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とは違うのです︒しかし︑実際行動になると体のほうが動

方がないですね︒家庭でもう本能になっている伝統的な家

文科省はしないと思いますから︑これは家庭でしないと仕

そうしたらどうなりますか︒紳も伝統的な家族観も消え

くわけです︒そういう家族主義というものを我々はもっと

て︑一個一個の人間の個人主義が集まって何ができますか︒

ことになるでしょう︒

その家族がいま大変な状況になっています︒いろいろな

日本の場合︑おそらくバラバラの人の単なる集まりとなる

族のあり方をきちんと教えないと︑紳も次第に消えていく

形で新聞の報道にもあります︒そういう中で私が最も大変

でしょう︒そういう危険をはらんでいると私は思います︒

るのではないかと思います︒

だと思っているのは︑家族というものは祖先以来の血が流

ですから︑もう西洋のことはいいじゃないですか︒我々が

ここで真剣に思い返して︑元に戻ることを考える必要があ

です︒あくまでも一個の個人︑一個の人間︑個人という教

もっている伝統的なものの本質にもう一度戻ってみるとい

れている︒そういう家族として学校では教えないという点

うことをすればいいのではないでしょうか︒ですから︑先

ほど長谷川先生がおっしゃった世間とか世の中というのは

りとしか学校では教えないのです︒

それがはっきり書かれているのが憲法第二十四条です︒

まさにそういうことなのです︒そういう中の家族であった

育が中心ですから︑家族の意味を単にわずかな個人の集ま

﹁婚姻は両性の合意﹂︑その次が大事です︒合意のみに基づ

わけです︒私はこれで終わります︒︵拍手︶

いことを言っているわけです︒そこには祖先なんかどこに

せていただきます︒この紳社会の紳という字ですけれども︑

高坂高坂でございます︒本論に入る前にコメントをさ

高坂先生の提言

高坂先生︑お願いいたします︒

多田ありがとうございました︒では︑引き続きまして

いて行われるわけです︒﹁婚姻は両性の合意のみに基づい
て成立する﹂とあります︒あと親もいらない︒子もいらな
いわけです︒二人の幸せだけなんです︒そんな幸せなんて
ないのですが︑みんなそう思い込んでいる︒ですから︑い

も見えない︒そういうインチキな家族像の中に我々はいる

は違うのです︒気づかれたかも知れませんが︑正式にはこ

上にある吊り看板の紳と︑基調講演の演題の垂れ幕の紳と

まの日本人は結婚すると二人だけの世界なんてばかばかし

に憲法が言っている文字面だけのことで言ってはならない

の吊り看板の紳が正しくて︑紳社会という長谷川先生の演

から︑すぐ崩壊するわけです︒学校は家族というものを単
と私は思います︒しかし︑それをせよと言っても︑たぶん
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題に書かれた紳の字が違う︒どこが違うかというと︑半と
いう字のハがソという字になっている︒それは本当は間違
いです︒ハが正しいのですが︑実は清水寺で紳という字を

だから︑今度改訂になったらきっと入りますということで

新聞各社はお互いに話し合いで︑この言葉は常用漢字で

す︒

はありません︒全部漢字で﹁紳﹂と書いています︒また︑

では片仮名や平仮名で﹁きずな﹂と書かれていることは今

つか選んでいます︒その中に紳は入っていますから︑新聞

のですが︑あれは芸術だし︑それ自体見ればわかる︒皆さ

自由民主党のバックに紳という字がわざわざ書いてありま

はないけれども漢字で書いてもいいということを毎年いく

ん︑あれが紳と読めないという人は一人もいなかった筈で

書いてもらった時︑清水寺の貫主さんも間違ってお書きに

す︒芸術であるから︑それはそれとして︑正式にはここに

権したいという意図だろうと思っております︒

す︒ですから︑自由民主党としては紳を深めて︑何とか復

なっています︒︵笑︶ですから︑あれは正確には間違いな

掲げている﹁紳﹂という字が漢字としては正しい︒私はい

紳でございますが︑この紳という言葉は昔からあったの

は同友会で憲法問題調査会の委員長をしておりました︒な

大きな問題であったと私も思います︒その中でたまたま私

先ほどから出ている社会と個人の問題は明治以降非常に

ま漢検の理事長なので︑気になったものですから一言︑話

か︒ありました︒あったけれども︑ほとんど使われていな

ぜ家族という言葉が入らないのか︒そういうことについて

をさせていただきます︒

かったわけです︒使われていれば︑常用漢字として選ばれ

東大の先生や偉い先生に来てもらって話を聞きました︒

百九十六文字増やされました︒ところが︑そのときですら

性格を持ち︑個人の自立を妨げる最大の障害であった︒つ

ますけれども︑旧憲法下の家の制度では強度に家父長的な

だいたい東大系の憲法の先生はみんな同じ解釈をされてい

ここに一つ書きましたけれども︑東大の樋口陽一先生︑

ていたはずです︒ところが︑常用漢字として選ばれていな

紳という言葉は増やされていないのです︒たまたま漢検に

かった︒一昨年︑この常用漢字が改訂されて︑追加で

は評議委員で文化審議会国語分科会の先生方がおられます

たと︑ちゃんとあの先生の分厚い憲法の本に書いてありま

まり︑家というのは個人の自立を妨げる最大の障害であっ

それは今日では当然両性の平等をも要求する︑それを核心

す︒そして︑そのような家の制度を解体し︑個人の尊厳︑

ので︑私は︑なぜ紳という字を常用漢字に入れなかったの
調べて︑毎年使われている漢字の頻度表から選ばれるのだ︒

ですかと聞きました︒あれは文科省がどこかに委嘱をして

そうすると︑去年の大震災が来るまでは頻度が低かった︒
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とするⅡ本国憲法の下でふさわしい公序を家族制度に強制

テ・シロタ・ゴードンさんは︑生きていく人間にとって一

説され︑戦後ずっと東京大学法学部で憲法を勉強した人は

いうのはそういうふうに作られている︒そういうふうに解

先ほど加地先生もおっしゃったとおり︑この二十四条と

ァテ・シロタ・ゴードンさんは︑やはり家庭というものが

ほどベアテ・シロタ・ゴードンさんにお会いしました︒ベ

を保証しなければいけないということで︑私はその後二度

であると言ったわけです︒ですから︑政府もそういうこと

番大切なものは家庭であり︑その家庭の中では男女は平等

みんなこれを勉強してきた︒そういう人が裁判官になり︑

大事なのだと言ったにもかかわらず︑自分の力の及ばない

四条である︒

あるいは政治の世界︑あるいは官界に入ってきた︒だから︑

するというのが憲法二

家族なんていうのは悪いものだと言いたげな話です︒

が残ったということです︒

ところでその家庭という文言が飛ばされて︑男女同権だけ

いところにⅡ本詔の

にも時間があれば触れますけれども︑先ほどちょっと話が

けれども︑その中に中教審の﹁期待される人間像﹂の第二

ＧＨＱがちょうどい

部第二章に︑家庭人として家庭を愛の場とすること︑いこ

これを父が一生懸命書いているのを私は横で見ていました
うことで︑憲法の作

Ⅱました﹁期待される人間像﹂というものを出しました︒

成の人権の部分を書

加地さんが言われるように家庭が大事だと言うこと自体

いの場とすること︑教育の場とすること︑開かれた家庭と
その書いたところ

何か悪いような雰囲気を今日までかもし出してきたのでは

すること︑こういうことを書いているのです︒

に︑彼女ですらと言

ないか︒従って︑我々はもう一度戦後の日本の懸法もそう

で︑彼女が書いた︒

うと語弊があるかも

ですし︑民法もそうですし︑あるいは戦後の日本の思想と

いてくれということ

しれませんが︑ベア
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ベァテ・シロタ・ゴードンさんというのは当時日本語を

灘
蕊

わかる人が来たとい

ですから︑日本人の中に先ほど申し上げたような流れが

甑顔

話すことができる最も若いアメリカの女性です︒たまたま

識

あった︒それはなぜかというと︑やはり戦前の暗い時代が

斬設、‑J

終戦までお父さんとお母さんが日本におられた︒それで︑

総

彼女はご両親のことが心配で日本へ来られた︒そうしたら︑

謝
酎

あったということもそうなのでしょう︒そして︑そのあと

色
卜 阜 一

いうものをちょうどこの機会に全部見直して︑やはり家庭
きです︒

というものが大事なのだということをもう一度考え直すべ
西村茂樹の日本道徳論を読んでみれば︑道徳というもの

はそんなに難しいものではない︒第一我が身を善くし︑

第二我が家を善くし︑第三我が郷里を善くし︑第四
には緩急遠近の別があるから︑まず第一より第四の条目を

我が本国を善くする︒第五他国の人民を善くする︒物事

多田ありがとうございました︒では︑引き続き小松先

す︒︵拍手︶

生︑お願いいたします︒

小松先生の提言

小松東京海洋大学の小松と申します︒どうぞよろしく

皆様とお会いするのは初めてだと思いますので︑一言だ

お願い申し上げます︒

れてきたのか︑そのような歴史研究を行ってまいりました︒

の近代の医学や科学の中で生命や死がどのようにとらえら

そういう歴史研究をベースにここ二十年ほどは︑脳死臓器

け自己紹介を申し上げます︒私は大学院以来︑ョ−ロッパ

部飛んでしまって︑個人︑次は世界という宇宙人みたいな

移植︑尊厳死︑安楽死︑出生前診断︑体外受精等々先端医

ところが︑戦後日本は個人からこの第二︑第三︑第四が全
発想が広がってしまいました︒憲法にも書いてありますが︑

療や遺伝子レベルでのバイオテクノロジーの問題を批判的

励行し︑それが成功した上で第五の他国の人民を善くする︒

平和を愛する諸国民の公正と正義を信頼して︑我が国の安

生や死の問題を切り口に何を批判しているかといいます

に検討してまいりました︒

全を保持しようと決意したと書いてあるわけです︒

もちろん平和を愛する諸国民もおられるでしょうけれど
も︑国際関係というのはそんなに甘いものではない︒です

に対する批判に論及なさいましたけれども︑私も西欧近代

と︑実は今日の最初のご講演で長谷川先生が近代民主主義

的な合理主義的なものの見方︑世界の見方︑人間のとらえ

から︑一︑二︑三︑四までちゃんとした上でいろいろなテク

つまり︑こういう日本の国のあり方そのものの基本がいま

つもりです︒

方︑自然とのかかわり方︑これを自分なりに批判している

ニックも必要だし︑手段を考えながら諸国民を善くする︒

問われている︒それが如実に出てきているのが最近の領土

人間の尊厳︑紳について卑見を申し上げたいと思います︒

以下︑そのような私が今日の死をめぐる問題を切り口に︑

問題でもあるし︑戦後の日本のあり方がどこかで間違って
きたのではないか︒ちょうどいい機会なので︑我々はこれ
を見直すべきではないかというのが私の考えです︒以上で
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してフランスのミシェル・フーコーという思想家がいます︒

二１世紀の後半︑世界的な思想界を牽引してきた人物と

ないかと思っております︒

あるとともに科学でもある︑そういうまなざしが必要では

けです︒ですから︑死や生の問題を考える場合には哲学で

以下︑その哲学と科学の二つのまなざしをもって今日の

そのフーコーがⅢ本に来たときの荊淡でこのようなことを
述べております︒﹁すでに久しい以前から哲学の役割は︑

まりにもわれわれと密接であるために見落としているもの

見えるようにすることだった︒あまりにも近くにあり︑あ

は何かということを正面から考えようとすると︑医療の場

死にはさまざまな側面があるにもかかわらず︑いざ死と

死生の問迦を少し考えてみたいと思います︒

を立ち現わさせることである︒見えないものを見えるよう

しまっているのが実情です︒そのときに代表的な問迦が二

面︑医学の場而にかなり限定されて語られるようになって

隠れていたものを礁呈させることではなく︑兄えるものを

にするのは科学の役荊なのだ﹂つまり︑近すぎて焦点の内

つあります︒一つは脳死︑もう一つは︑近いうちに国会に

、，

が︑川本に生れて住

すぎて見えないもの

欧米人にとっては近

米から入ってきて︑

論理というものは欧

えるような道具立て︑

本の生や死を現在考

しかし︑同時に日

うな議論では︑人間の死というものが生理学的な話に全部

ういくつかの条件をもって脳死と言う︒すなわち︑このよ

らして︑両眼が○・九ミリ以上散大して閉じない︑こうい

れこれの生理学的な判定基準があって︑懐中電灯で光を照

人間の脳は大脳と小脳と脳幹に分かれていて︑脳先にはこ

で論じられてきたのです︒そして︑脳死とは何かというと︑

が人間にとって先か︑心脳死が死か︒この二者択一の間辿

まず︑脳死がどのように語られてきたかというと︑脳死

末期とされる人々が最初から延命治療なるものを行わない︑

一方︑いま上狸が計川されている尊厳死法案︒これは終

収れんしてしまっているのです︒

えない場合もあるわ

てはむしろ遠くて見

まっている者にとっ

です︒

法案として上稗される可能性が高まっている尊厳死の問題

写〆

蕊
瀬

鐘：
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側に入ってしまっているために見えないものを見えるよう
ます︒

一

にするのが哲学︑思仙の役割だ︒私もそのとおりだと思い

Ｆ︑磯

鷺

あるいは︑一度開始した延命治療︑人工呼吸器などを中止

紳のもとに成立する死にほかならないということを述べて

翻って︑死とは何か︑生とは何かということを考える学

おります︒

スという学問が誕生しました︒

問として︑一九七○年前後にアメリカではバイオエシック

末期とは何か︒終末期はこれこれこういう状態で︑いや︑

する︒そういうことがうたわれている法案です︒では︑終
それは終末期とは言えないのではないか︑ではこれはとい

いるとすると︑それを必死に治療︑看護する医療スタッフ

しかしながら︑振り返ってみると︑実は死にゆく人々が

は多民族国家で︑さまざまな価値観︑宗教観︑死生観をもっ

権です︒これにはアメリカなりの背景があって︑アメリカ

ぐる物事を考えていくということです︒一つは︑自己決定

いまから申し上げる二つの原理によって基本的に死生をめ

理︶にはある大きな特徴があります︒それは何かというと︑

ところが︑このアメリカ版のバイオエシックス︵生命倫

う形で︑かように脳死問題と同様に尊厳死問題にあっても︑

どうもどんどん医学の言葉︑生理学の言葉だけに還元され

がいるし︑そこにまさに祈るような気持ちで寄り添ってい

た民族︑人々が集まっているので︑それぞれの考えに基づ

てしまっている︒そういう状況があるわけです︒

のは元来は死にゆく者と看取る者︑そして死んだ者と残さ

いう自己決定権に基づいているということです︒

いて自分の死や自分の医療法を選択する権利をもつ︒そう

る周囲の近親︑知己がいるわけです︒そのように死という
れた者︑このような関係のもとに成立するものであったに

私は死が個人だけに閉じこめられた︑しかも生理学で語

いる尊厳です︒バイオエシックスは以上の二つが軸になっ

あったと思いますが︑個人の尊厳という言葉の基になって

ぐって︑個人の尊厳というお話が先ほどお二人の先生から

もう一つは人間の尊厳︑日本国憲法の第二十四条をめ

もかかわらず︑医学医療の議論では︑死者個人だけの問題

られている死のあり方を﹁個人閉塞した死﹂と呼んできま

て考えるようになっているのです︒しかし︑二つの自己決

になってしまっているわけです︒

る死のことを﹁共鳴する死﹂と呼んでまいりました︒実は︑

定権と人間の尊厳にもたれかかっていて︑そもそも自己決

した︒それに対して人々のかかわりのもとに成り立ってい

定権というときの自己︑決定︑権利の権が何かということ

の尊厳が何かということもほとんど振り返って反省的に考

はほとんど考えていません︒また︑人間の尊厳というとき

に浮上した紳に当たるわけです︒先ほどご紹介していただ
いたように︑﹃死は共鳴する﹄という小著を一九九六年に

その﹁共鳴する死﹂というものがこの一年急に日本で前面

ものしましたけれども︑その﹁共鳴する死﹂というのは︑
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えられてこないのが実情です︒別の言い方をすると︑ただ

す︒ピコによると︑従来人間の卓越性はさまざまな人が論

そこで︑以下︑人間の尊厳ということが紳と特にかかわ

です︒そこで︑称賛するために最後につくられた存在者が

後にその偉業を称賛してもらえる存在者を欲したというの

をおつくりになった︒万物をおつくりになったあとに︑最

かった︒ピコが考えるにはこうだと言うのです︒神は万物

じてきたけれども︑決して満足のいくようなものではな

ると思いますので︑私なりに少し勉強してきたことを申し

人間だというわけです︒

す︒

個人主義というところで思考が終ってしまっているわけで

たります︒それをさらにさかのぼってみますと︑古代ロー

上げます︒人間の尊厳の尊厳は英語ではディグニティに当

けれども︑人間がつくられたときには存在の位階︑上か

てしまっていて︑さまざまな性格︑特性もそれぞれの存在

マ社会で使われていたラテン語のディグニタスという言葉

では高貴な身分︑崇高な位にあることが尊厳でした︒それ

者に割り当てられてしまっていた︒つまり︑人間には定め

に当たります︒では︑そのディグニタス︑ディグニティが

がキリスト教社会になってくると︑人間のみが神の似姿︑

られた位置も特別な性格も残っていない︒そこで人間には

ですけれども︑その存在の序列・階段が全部埋めつくされ

神にそっくりな形でつくられたために︑人間だけには尊厳

自由意志があたかもカメレオンのように与えられて︑人間

ら神︑天使︑星々等々︑一番下に動植物︑鉱物があるわけ

が備わっている︑そのように見なされるようになります︒

こともできるし︑下位の動植物に落ちることもできる︒そ

はその自由意志と努力によって高位の尊厳ある天使に昇る

どういう意味で使われていたかというと︑古代ローマ社会

さらに十五世紀・ルネッサンス期になると大きく変わるわ

う考え方が生れるわけです︒

ういう自由意志をもっていることが人間の尊厳だ︒こうい

けです︒それは人間に自由意志︑自分は自律した存在で何
るので︑人間には尊厳があるのだという考え方に変わって

をしてもいいのだ︑そういう能力が人間だけに備わってい

リアにジョヴァンニ・ピコ・デラ・ミランドラという長い

少しだけ具体的に申し上げます︒十五世紀の後半︑イタ

トラー︑さらにはヒトラーを批判したはずの世界人権宣言

デカルトやパスカルに始まる近代的な思想家︑ナチスのヒ

乱暴な言い方をすると︑このピコの考え方がそのあとの

名前の人文主義者がいました︒通称ピコと言われています︒

生命倫理︑これら全部が底の部分で共通しているのです︒

や戦後の各国憲法に入っていくわけです︒そして︑今日の

きま す ︒

そのピコが﹃人間の尊厳について﹄という本を書いていま
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では︑底で何が根本的に共通しているか︑自由意志の根

の大前提を基にした人間の尊厳観に根ざしていて︑まった

一番下に置く存在者の序列︑順番を大前提としていること

それは先ほど一つ言及しました神をトップとして動植物を

の話を基にします︒一般的には脳死状態に陥ったら︑もう

いうことを私なりに申し上げたいと思います︒長期脳死者

最後に︑では人間の尊厳︑人間の紳というものは何かと

く変わらないように私には見受けられるわけです︒

です︒二番目です︒人間の卓越性を考えるときに動植物と

底にあるのは何かというと︑管見からすると三つあります︒

比較をして︑動植物よりも上だということを見て卓越して

しても一週間ぐらいで確実に心停止すると言われてきまし

脳がだめになってしまうので︑どんなに頑張って医療を施

死者︑脳死状態になったまま︑脳が全部働きを止めてしまっ

た︒しかし︑これは事実と異なります︒世の中には長期脳

いると考える︒三番目です︒これが一番重要です︒では︑
なぜ動植物より上かというと︑人間にだけは精神︑理性が

きていくことができる人が少なからず存在します︒それが

たけれども︑人工呼吸器の力を借りて︑そのまま長らく生

備わっている︒この三つの前提があって︑人間の尊厳とい

そこで西洋のこの根本理念を批判しますと︑結局︑人間

う考え方が今日にまでつながっているわけです︒

私は二○○七年一月に長期脳死のお子さん二人と面会す

長期脳死者です︒

理性があるということです︒ですから︑精神や理性が年と

る機会を得ました︒まず︑その病室に入った途端に目に飛

に尊厳が備わっているということは︑健全な精神︑健全な
ともに衰えてくる︑知的障害や精神障害で衰えてくると︑

ようにしか見えない︒そこで︑こうこうこういうおじさん

もはや動物よりも優れた根本︑精神︑理性が薄れてしまう︒

だよと名乗って︑三歳の子どもといえどもレディなので︑

ども︑血色の良いピンク色の頬でした︒まるで眠っている

けです︒そもそも人間の尊厳というものが﹁状態の価値﹂

﹁失礼するね﹂と言って頬に触らせてもらいました︒すると︑

び込んできたのは︑当時二歳八か月のお子さんでしたけれ

をめぐっているわけです︒これに基づいてヒトラーは約

すこぶる暖かくて柔らかいのです︒押すと跳ね返りがあり

あるいは︑なくなってしまうから尊厳のない存在になるわ

五百七十万人とされるユダヤ人を身体だけでただ生きる動

十万人の知的障害者︑精神障害者を安楽死させたし︑また

そのお子さんは結局私が面会した九か月後︑脳死状態に

ます︒それが生身の脳死者なのです︒

しくも︑このヒトラーを批判したはずの戦後の世界人権宣

なってから一年十か月後に亡くなりました︒亡くなったあ

物と見なしてガス室に送っていったわけです︒さらには奇
言などの思想も︑実は連綿とピコ以来続いてきた先の三つ
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私にとっては極めて重要だと思えるところを引用してまい

とに︑その母堂が手記を書かれています︒その手記の中で︑

なる事態に対する感謝の念だったのではないかと思います︒

そういう関係によって成り立ってしまっている︒その大い

も近すぎて見えない日常生活︑ささやかな日常生活の中に

ことさら紳ということを敢えて言わなくても︑あまりに

﹁霊安室には︑病棟の先生方︑看護師さん︑保育士さん

欧的に無理に導入する人間の尊厳とか自己決定権自体が︑

実は紳があるのではないでしょうか︒にもかかわらず︑西

りましたので読みます︒

が交代でお別れに来てくれました︒お休みの看護師さんも

いるのではないか︒このように私は思えてならないわけで

日常的に遍満している人々の紳を見えなくさせてしまって

わざわざ駆けつけてくれました﹂︒この女の子とは中村有
里といいます︒﹁みんなが有里に手を合せて﹃ありがとう！﹄

多田ありがとうございました︒加地先生の本の中に︑

す︒以上でございます︒︵拍手︶

と言ってくれます︒お世話になったのは有里だから︑﹃あ
さんの﹃ありがとう﹄を言ってくれました︒﹂

りがとう﹄はこちらの言葉なのに︑本当に多くの方がたく

送りしたりするという習慣がありますから︑ある意味では

を大事にしたり︑お盆のときには先祖をお迎えしたり︑お

がございました︒日本人は儒教の影響下にある︒ご先祖様

完全な肉体︑それがたとえ火葬であったとしても︑完全な

日本人には臓器移植はなじまないのではないかという一節

わけです︒はたしてこの﹁ありがとう﹂という言葉は何か︒

りがとう﹂という言葉が心の源泉から自然にわき出てきた

肉体のままに送るのが日本人の長年の習慣である︒そうす

人々が別に無理に口を合せたわけではないのですが︑そ

私なりの解釈では二つあると思います︒一つは脳死状態に

ると︑心臓を取ったり臓器を取ったりするというのは日本

の子が亡くなったときに︑その子の前に手を合わせて﹁あ

けれども︑ありったけの命を発散させて︑その死と闘って

そんなことを含めましてこれから四人の先生方に補足説

人にはなじまないのではないかという一節がございました︒

なってしまって︑おそらく脳は水のようになってしまった
生きてきたその健気な姿に対する感動です︒もう一つは︑

含めて五分ずつお話し願えれば幸いでございます︒

明︑また相互の異論︑反論がありましたら︑そんなことも

今のことと重なりますが︑実は振り返ってみると︑自分の
立ってしまっている︒別に紳という言葉は使っているわけ

それでは︑長谷川先生からお願いいたします︒

存在そのものがその子とかかわり合うことによって成り

てしまっている︒どんなに否定しても否定し得ないぐらい︑

ではないのですが︑まさにそういう紳によって私が存在し
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長谷川先生の提言

んの人間観とはずいぶん途うなという気がいたします︒こ

れは私Ⅲ身の個人的な意兄なのですが︑とにかく人間とい

れない︒忘れてはいけない︒まさにフーコーの言い方で言

えば︑兄えているのにみんなが見ようとしない大事なとこ

うものは明らかに生物の一種である︒これは絶対に逃れら

ろだという気がしています︒ただし︑︵このへんは岸川秀

長谷川話がずいぶん哲学的なところに入ってきました
に到達するのか︒その一つの到迷点をいま小松先生がお話

さんの考え方をちょっといただいているのですが︶人間は

ね︒問題をうんと哲学的に考えてみると︑どういうところ

こには非常に難しい問題が含まれていると思います︒つま

しくださったのではないかという気がします︒ただし︑こ

命本能の代わりを見つけなくてはいけない︒いま出てきた

本能の壊れた動物である︒本能が壊れているから︑一生懸

いま小松先生がおっしゃった西洋の考え方では︑人間と

りそもそも人間とは何か︑という問題です︒

と言ってもいいかもしれません︒

例えば︑どんな動物を見ても︑だいたいにおいて即想の

理性というのは︑言ってみれば本能の代替物みたいなもの

るか︑ｋから卜までありとあらゆるものになり得る︒人間

きないときには︑杜親もつきっ切りでお乳をやっている︒

子育てをしているのです︒子どもが小さくて自分で何もで

いうものは仲様には決してなれないのですね︒その上で︑

の精神というものが
§
：
(
"

ｋ⁝

子どもは自立していく︒私は動物映画を観るたびに︑ｎ分

るところで残酷なぐらいボンと突き放してしまう︒そして︑

だん剛を↑取ることを覚えて︑川立できるようになると︑あ

言ってしまうと︑そ

はこれができなかったなと反省するのです︒しかし︑動物

そして︑子どもが巣穴の外に出られるようになって︑だん

ういう人間観といっ

たちはそれをインプットされたシステムとして︑たぶんあ

けるかを決定する︒

す︒

て︑それを支えているのがまさに加地先生や高坂先生が

人川はそれを自動的にできる部分が非常に薄くなってい

まり悩みも考えもせずにそれをやることができている︒

は︑こうしたピコさ

藻I

る人間観というもの

私自身が抱いてい

て出︶いいかと思いま

非常におおまかに

I鑑蕊垂

鶴

ノ
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犬仙になるか︑一瀞下のナメクジあるいはゾウリムシにな

どこに自分を位置づ

ｒ︲響

識
ボ

錘
螺

■

雷堂

く世間そのものだと思います︒それを理性というもの一つ

おっしゃった家族であり︑教育であり︑あるいはもっと広

の感覚でしたね︒少なくとも私にとっては︑全く悔いのな

れで主人の命が助かるかも知れないのなら︑自分に多少の

その時は一瞬︑恐怖感と違和感がありました︒しかし︑そ

い体験でした︒もう一つ︑紳社会という問題を考えるとき

危険があって堂ぜひやって欲しいｌまさに家族の﹁紳﹂

に︑実は一番切実に問題になっているのが︑いまの︑若い

いま小松先生がおっしゃったような非常に倒錯的な︑知能
の劣った人間は大量に虐殺してしまうというような︑ほか

に任せしまうと非常に危なっかしい︑危ういことになる︒

の生物ではあり得ないような行動をすることにもなってく

人たちが結婚そのものをしなくなっているということです︒

ただし︑我々は動物離れによってずいぶんいろいろな恩

る︒

いと言う若者が多い︒確かに面倒臭いのです︒そして︑そ

子どもの数が減っているという以前に︑結婚なんて面倒臭

から割合歯が弱いたちで︑もし私がトラやチーターだった

恵を受けていることは確かです︒例えば︑私は小さいころ

い︒最初から背負わないというのは実は非常に破壊的なこ

ういう重荷自体を最初から背負いたくないから結婚をしな

となのですが︑一見するとその破壊性が見えてこないのが

ら三︑四十年前に餌が取れなくなって野垂れ死にしていた
と思います︒でも︑幸い人間なので︑いい入れ歯を入れて

昔だったら私ぐらいの世代のうるさいおばさんが︑適齢

怖いところですね︒

期の若い独身女性︑男性を見たら放っておかないのです︒

もらったりして何でも食べられている︒例えば︑そういう
を形成するようになる︒そして︑いま話に出てきた臓器移

医療がどんどん進んで︑万能細胞が人間のいろいろな臓器

ですが︑それを我々の世代は怖くてできないのです︒そん

﹁はい︑こんなお写真ありますよ﹂と言って持っていくの

なお節介をしてこんなひどい離婚話になったなんて苦情を

れによって確かに救われる人命もある︒そういうときにそ

言われたらどうしようと思うと︑怖くて一歩も動けない︒

植も︑我々にはずいぶん違和感があるのですが︑しかしそ
れをどう考えたらいいかという問題は︑いわば人間の︿動

若い人たちは背中を押されて︑まあ︑仕方がないなとそう

物離れ﹀はどこまで許されるかという問題でもあると思い

実は私自身︑生体肝移植の経験があります︒主人の入院

いう紳の家に飛び込んでいくことがなくなってしまった︒

でも︑そういう世間の力が弱くなっていることによって︑

中︑お医者さんに︑ご主人の肝臓はこのままだと余命二週

そして︑それは日本の社会全体にとっての致命的なことに

ます ︒

間しかないから生体肝移植をしましょうと急に言われて︑
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と長くなりました︒

なりつつある︒そういう難しい問題があるということを︑

慰霊祭を国家あるいは地方自治体がするべきではないです

け出せというのはだめですよ︒臓器を提供された方を悼む

体がするべきではないですか︒それもなしに︑ただ臓器だ

ライにモノとして扱っているという感じは否めないですね︒

か︒だから︑そういう点でも︑ョ−ロッパ風の考え方でド

お話を伺っていて改めて感じました︒すみません︒ちょっ

多田それでは︑加地先生︑お願いできますか︒

加地小松先生は秀才でいらっしゃるわけですが︑やは

んでいただきたいと思います︒いまお挙げになられた﹁あ

ば︑そういうアジア的なもの︑あるいは日本的なものを踏

ですから︑小松先生には︑脳死をお扱いくださるのなら

り欧米の学問をしていらっしゃる秀才です︒キリスト教と

ならこういうふうに言いますね︒﹁覚えているからね︑み

りがとう﹂という言葉がそうだとおっしゃるけれども︑私

追加発言

いうものが骨格をなしている形でお話をされたと思います︒

から︑我々は慰霊を行うのです︒それは日本仏教の中で一

んなあなたのことを覚えているからね︒﹂これですよ︒だ

しかし︑はっきり言って︑我々日本人にはキリスト教は関
いの信者でありますので︑キリスト教的立場で日本人の気

のことを思い出すという形でしているわけです︒こういう

周忌︑三回忌︑七回忌︑あるいは祥月命日に祈ってその人

係ないのです︒いまでも百万人を超えるか超えないかぐら
持ちを説得するのは難しいだろうと思います︒黙ってはい

いうのは大きな問題ですけれども︑これをぶち壊してきた

それから︑もう一つだけ申しますと︑我々の家族問題と

ことがけつこう事実としてあると思います︒

ますけれども︑やはりずっと伝わってきている日本人︑ひ
いては儒教文化圏特有の死生観があるわけです︒そういう
ります︒

死生観をもっと見ていただきたいなという気持ちがしてお

然慰霊祭がないじゃないですか︒ただ臓器だけを提供しろ

たことがあります︒臓器移植法案はだめだ︒なぜなら︑全

ですから︑うまくいきません︒私は前にこんなことを書い

違います︒だれが教えたわけでもないのに︑女の子は人形

自分の孫を見ていましたら︑男の子と女の子とは決定的に

くり上げたものだと言いますけれども︑私は違うと思う︒

あの方は︑女性的なものというのは男性社会が決めてつ

しょう︒あの人は日本の家族の感覚をぶち壊した人ですよ︒

のはフェミニズムの連中です︒上野千鶴子さんっているで

でしょう︒だれがそんなもの︑提供しますか︒やっぱり臓

だいたい政府の議論のほとんどはョ−ロッパ風でしょう︒

器を提供された方を悼む慰霊祭を国家︑あるいは地方自治
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しない︒だから︑生れてきたときのこういうところを見な

をやっても放り出すだけです︒女の子は車なんか見向きも

ですけれども︑さっと取って遊んでいます︒男の子に人形

を取ります︒男の子は車です︒だれが教えたわけでもない

に生きている︒もうじき九年になりますけれども︑主人は

とおっしゃったのですが︑忘れないどころではない︒一緒

人間はすっぽり保持されて︑いま加地先生が﹁忘れないよ﹂

ところが︑どうも奥さんを早く亡くした男性はそうでは

未だ亡んでいない︒

いで︑すべて制度がどうだこうだ︑男性に押しつけられた

る代わりに大急ぎで新しい方と再婚なさったりする︒この

あたりはどういうメカニズムかはわからないのですが︑﹁女

ないようなのです︒しょんぼりなさったり︑しょんぼりす

と男は平等﹂なんてまったく違うと︑自信を持って申し上

日は関係ないのですが︑ちょっと申し上げました︒

長谷川そのお話に刺激されて︑さっき一つ︑﹁共鳴す

ものだとかいうああいう理屈はおかしいですね︒これは今

る死﹂ということに関連して言いたかったことを思い出し

おりましたけれども︑そんなことも含めまして後ほどまた

先生へのお話は若干誤解があるのではないかと私は思って

多田ありがとうございました︒たぶん加地先生の小松

げられます︒ちょっと付け加えました︒

その人が生きているかぎり︑御主人も決していまだに亡く

自分が未亡人になって気がついたのですが︑﹁未亡人﹂とは︑

しくどうぞ︒

小松先生からお話を伺いたいと思います︒高坂先生︑よろ

なれた男の人は未亡人とは言いません︒女性だけなのです︒

たのですが︑未亡人という言葉がありますね︒奥さんに死

なっていない︑という不思議な現象をあらわす言葉なので

高坂霊魂とか死という問題になってきたので︑これは

す︒そしてどうやら︑これは私一人ではないらしい︒多く
の﹁未亡人﹂に聞いて︑似たような感覚をもつ方がいるの

に毎日ワァワァ泣いて暮らすだろう思いましたら︑全然違

私自身︑主人に死なれるまでは︑主人が死んだらどんな

う︒メロディがいいとか何とかは別にして︑やはりお墓に

いというあの言葉を聞いたときに︑いったいこれは何だろ

という歌が一時流行りましたね︒お墓へ行っても私はいな

これで私なりに印象はあるのですが︑﹁千の風になって﹂

うんです︒けつこう幸せなんです︒︵笑︶こんなに幸せな

できる︒ところが︑いないといったら︑どこで話をするの

行けばしかるべき人がいる︒そこで手を合せて話し合いが

に気付きました︒

がひど里亭主だったということではなくて︑一口に言えば︑

だ︒こういう印象をいまも私は持っています︒

未亡人でいいのかしらという感じなのですが︑それは主人
︑︑︑︑︑

死んでも居てくれるのです︒要するに︑未亡人の中にその
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らさらに進んで︑彼は亡くなるときは﹁則天去私﹂と言っ

日本では自分の個人主義は認めても︑相手の個人主義を尊

します︒講演録を読んでも︑自分は個人主義だ︒しかし︑

労して︑帰って来て︑私の個人主義などということを講演

言われるのは夏目激石だと思います︒イギリスへ行って苦

い人はいろいろ悩んできたのだろう︒その一例としてよく

あとは個人と社会の問題で言えば︑明治以降︑日本の偉

いまの日本に欠けているところではないかと思います︒

省文のようなものを部下に書かせている︒こういうことが

とで︑岡本さんは非常に嘆かれたということで︑あとで反

けやればいいのだ︒ところがそれができなかったというこ

ればいい︒一つは親を敬う︒もう一つは国を愛す︒これだ

中美知太郎さんが岡本さんを呼んで︑君は二つのことをや

が︑岡本道雄元京大総長が会長に選ばれた︒そのときに田

それから︑もう一つ︒いつの臨教審だったか忘れました

私は中国へ何回も行きました︒三十年ぐらい前の中国は

のとおりだと思います︒人は死んだらどこへ行くのか︒残

とう﹂ではなくて︑﹁覚えているからね﹂︑まさしく私もそ

小松まず︑加地先生がおっしゃった︑私なら﹁ありが

らどうぞ︒

多田ありがとうございました︒それでは︑小松先生か

重しない︒こういうことを書いています︒しかし︑それか
ています︒つまり︑私を去る︒自分をある意味で無にする

非常にきれいでした︒北京の秋というのはそれこそ吸い込

された者の心の中へ行くのだというのが︑私にとって﹁共

ということです︒

まれるような広さと蒼さがあった︒これから天という思想

私はどうしても抗いたいのですが︑抗うことができない︒

が出てきたのかなと思いました︒最近行くとどんより曇っ

まったく門外漢の解釈ですけれども︑先ほどおっしゃった

というものが私の死とともに費えていってしまうことに︑

だろうと思います︒ですから︑神社へ行ったら木にもしめ

仏教の三と七の回忌とはそういう関係性としての死が費え

鳴する死﹂ということです︒けれども︑私の中の他者の死

縄が結ばれていますし︑さざれ石なんていうものを置いて

てだめなのです︒そんなことを考えると︑日本の場合は鎮

ある︒お寺へ行ってもそうですが︑やはり日本人の心象の

知恵なのではないかと私は思います︒

ないように累代に継いでいく儀式として人間が作り出した

守の森という中で育まれた思想︑これは一神教ではないの

中にはあらゆるものを敬う︒そして︑自然というものに対

とわからなかったのですが︑私の先ほどの話は︑西欧的な

もう一つ︑これは誤解されたのか︑されないのか︑ちょっ

してあるがままに認めていこうという思想があるのだろう︒

こういったことをもう少し我々は尊重し︑祖先を崇め︑自
然を崇める︒

（37）

なに否定的に見ようとも︑そこがベースになって生や死を

むしろそういう外来のものがいま日本に入ってきて︑どん

人間の尊厳観や死生観を肯定的に話したのではありません︒

の皆様に切にお願いする次第でございます︒

見が高まったりできるわけですから︑どうかその点を会場

ます︒それによってまた議論が深まったり︑また我々の知

いまして︑パネラーの方々にぶつけていただきたいと思い

︵休憩︶

考えている生命倫理の実情を踏まえ︑それを批判的に見た
がとう﹂という言葉に象徴されるような人間と人間のかか

わけです︒そして︑もっと身近なところに先ほどの﹁あり

質問に対する回答

多田それでは︑後半の討議の時間に入りたいと思いま

たしかに︑人間は理性によってさまざまな科学技術︑文

わり︑尊厳︑紳があるのではないかと提起したのです︒

はありません︒私が先ほど西欧近代的な考え方を批判した

明を発展させてきました︒私はそれを全面否定するもので

る質問もありますし︑そうでないものもありますので︑ど

のように整理したらいいか︑私も迷っているところですけ

す︒何枚か質問票が届いております︒先生方を指定してい

理性だけを人間のすべて︑精神だけをすべてとするような

れども︑長谷川先生への質問としてこんな事柄が書いてあ

のは︑そういう理性を全面否定するつもりはないのですが︑

とらえ方に対してです︒そのときに置き去りにされている

りました︒

家父長制の束縛から解放された日本人は自由を手にした

のは何かというと︑もう一方の身体︑体という側面です︒

と思ったが︑これはある意味で自然状態に直面していると

この身体という側面を重視し︑ただ生きているだけ︑ただ

思います︒これを克服して︑個人の自由を制限した社会を

どうつくり上げるか︒単に憲法を制定しただけではできな

これが重要だと思っています︒

多田ありがとうございました︒今日の話は本当に多岐

居るだけ︑すなわち存在そのものを我々が受けとめること︑

にわたりまして︑憲法二十四条の問題︑脳死臓器移植の問

いますが︑いかがですか︒

いことだと思います︒教育が大きな役割を果たすべきと思

長谷川いやはや﹁難しい﹂ご質問ですね！言葉遣い

うか︒

こういう内容でございます︒長谷川先生︑いかがでしょ

題︑家族のあり方︑本当に多岐にわたっておりまして︑な
かなか頭の中で整理することができないのですが︑会場の

皆様︑今日のいろいろな話にいろいろ疑問点や質問点があ
ろうかと思います︒どうか質問票にいろいろお書きくださ
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も難しい︒勝手に私なりに易しく翻訳してご質問を受け

針が身につくと思うのです︒

なければいけないか︒そういう非常にはっきりした行動指

心感のもとに動いていたのが︑だれでもみんな勝手にわい

いう偉い人がいて︑しっかり判断してくれる︒そういう安

と言えば︑体で覚える世間の秩序︑そういうことを学校の

のものだと思います︒そういう体で覚える社会秩序︑もっ

ういうところから体で覚えないといけない︒そういう種類

に立ったとき︑どういう姿勢で生徒たちに向かうのか︒そ

こういうものは頭で学んでもだめなのです︒まず︑教壇

取ってしまいますが︑とにかく昔はお父さんが偉いという

わい意見を言ってもいいみたいな収拾のつかない社会に

先生にも学んでもらう︒こんな教育改革をすべきではない

価値観でしっかり家の中も動いていたし︑社会全体もそう

んな状況はまずいのではないかというお考えではないか︒

なってしまって︑それを自由だ︑自由だと言っている︒そ

かと︑非常に勝手なことを考えております︒

多田ありがとうございました︒先ほどの先生のお話の

非常に平たく訳してしまうと︑そのように私は受け取りま

うものがなくなった︒しかし︑家庭を維持していく上で︑

中で︑昔︑父親はそれ自体として偉かった︒いまはそうい

した︒

では︑学校教育の場でどういうことをやったからいいか

がある︒そういう与えられた権威ではなくて︑それでもい

父親がいて︑母親がいて︑父親の役割があり︑母親の役割

ということになるのですが︑まったく個人的な意見で︑ユ
ニークな教育改革をご提案したいのです︒それは何かとい

まのある意味では男女平等の夫婦関係の中で︑家族が仲間

うと︑教員免許を取るのに教育実習をやりますね︒私はそ

うちみたいな︑友達みたいな関係の中で︑父親の権威なり

長谷川非常にシンプルなのですが︑正しいことを正し

の教育実習を普通の学校でやるだけではなくて︑ドッグト

いと言い︑だめなものはだめと言う︒そういう正しい判断

レーナーのもとで必ず一定期間教育実習をやるのがいいの

人かということをしっかりしつけないとどうしようもない

ができる人が家庭の中にしっかりいる︒少なくとも私が自

があると先生はお考えになりますか︒

犬になる︒しかし︑それをしっかりしつければ︑ちゃんと

尊厳みたいなものを主張するとしたら︑最後にはどんな点

人間の社会の中でうまくやっていける犬になる︒教師にな

という気がします︒

分自身の育った家庭を振り返ってみると︑それではないか

ではないかと思うのです︒つまり︑犬という動物は序列の

る人間はドッグトレーナーに一度しっかり学ぶ︒そうする

ある群れをつくる動物ですから︑最初のしつけでだれが主

と︑教室の中でどういうことをしてはいけないか︒何をし
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私が親にぞんざいな口をきくと︑﹁親にそんな口をきくも

だ︑私が小さいときには女中さんというものがいまして︑

母は父のことを﹁ようちゃん﹂なんて呼んでいました︒た

たような感じで︑二人は幼稚園の幼なじみなので︑うちの

実は︑私の育った家庭はまさに﹁友達家庭﹂を先取りし

起きているのですが︑それと関連してこんな質問がありま

と離婚してしまいまして︑いま大変な状況が我が親戚には

です︒それから︑一人の姪は早々と結婚したのですが︑早々

る甥っ子はもう四十前後ですが︑一人も結婚していないの

長谷川もう橿泥たるものがございまして︑二人の子ど

した︒先生︑何かお答えください︒

つけをしてくれました︒ただ︑女中さんがいなくなった現

いという典型的な﹁いまどきの若い者﹂です︒幸い私の子

もはいまだ三十代の後半になるのに結婚の気配すら見せな

んじゃない﹂とびしりと叱って︑そういうしっかりしたし
代の家庭ではやっぱりお父さん︑お母さんがしっかりして

して︑いつもだいたい子どもたちは五人か六人集まって遊

どもが小さかったころは近所にたくさん子どもたちがいま

ぶのが普通でした︒いまでは考えられないぐらい理想的な

くれないと︑と思います︒

多田ありがとうございました︒私も長年教員養成の仕

恵まれた子どもの環境だったのですが︑それでも長じての

んびりがいいやということになってしまいまして⁝⁝これ

レントのことや︑低学年・高学年双方で学級崩壊が起こっ

はやっぱり結婚というのはするものだという通念みたいな

事をしておりまして︑学生を通していまのモンスターペア
ていることを聞いておりますので︑教員になる学生にそん

ため︑若い人たちが弱々しくなっていることがとても心配

族のつきあいも薄くなり︑狭い人間関係の中で育っている

りまして︑一︑西欧︑理性︑物的存在︑西欧は狩猟民族で

宛てにこんな質問があります︒項目が一と二と分かれてお

多田ありがとうございました︒長谷川先生と加地先生

ます︒すみません︒悲観的な答えで︒

︑︑︑

うございました︒

なことを一度話しておこうかと思っております︒ありがと

ものが世間全体に蘇らないうちは難しいという気がしてい

です︒一人ひとりの本来持つ力が生かせるよう︑何かよい

もう一つ︑長谷川先生宛てに︑﹁子どもが育つとき︑親

仕組みがあるといいと思いますが︑どうしたらいいでしょ

して︑農耕民族で︑精神や霊性である︒家︑地域︑国など

の生活で具体的にどのように調整しながら生活すべきか︒

集団重視の考え方である︒質問の一として︑一︑二を実際

ある︒個人重視の考え方である︒二は日本と書いてありま

先ほどの先生のお話ではありませんが︑私の娘二人は幸

うか﹂︒

い良き伴侶を得て家庭を持っておりますけれども︑五人い
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いかないですね︒天国に本当に行けるかどうかは︑この世

までの間置いてあるのでしょう︒だから︑だれもお参りに

の終りに行う最後の審判によってからということですから︑

二つ目として︑例えば墓参する日本人が次第に木葬︵木の
問が来ております︒まず︑加地先生からいかがですか︒

下に埋葬する︶の習慣になっているがどうか︒こんなご質

全然意味が違います︒結局お墓にお参りするのは我々だけ

いう歌はキリスト教の歌です︒私はお墓で眠っていません︒

先ほど高坂先生が言われたように﹁千の風になって﹂と

です︒

例えば墓参する日本人が次第に木葬︵木の下に埋葬する︶

加地樹木葬の意味と理解させていただきますけれども︑

あちこち飛んでいますと歌っていますが︑我々日本人はお

の習慣になっているがどうか︒

これはインドの葬法です︒インドの葬法は茶毘に伏して︑

わけです︒ですから︑お墓をつくるか︑つくらないか︑そ

墓の中に眠っていると考えているんです︒意味が全然違う

お墓を作らない︒散骨という形にしようということですが︑

つまり火にかけて︑あと捨ててしまうだけですね︒これを

一神教のお墓とは違うということです︒また︑お墓のない

の人の自由ですけれども︑そこに置かれている意味合いは

日本の散骨派では捨てるのを土に埋めているわけです︒そ

して︑奇妙なことに︑土に埋めながら︑なおかつそこに埋

れでよろしいでしょうか︒あとは長谷川先生︒

インドとも違うということを心得るべきかと思います︒そ

めたという印を建てようとしているわけでしょう︒これが

私は理解できないのです︒捨てるなら捨てるでいいじゃな

な︑狩猟民族的なものの考え方︑個人主義の考え方が入っ

てきた考え方に対して︑よくも悪くも近代になって西欧的

してきた考え方︑どちらかというと精神や霊性を大事にし

うでしょうね︒日本の伝統的な農耕生活に伴う集団を重視

多田ありがとうございました︒あとは長谷川先生のほ

いですか︒別にあと印を建てる必要ないのですが︑日本人
は建てたがる︒

もしお骨をインド風に考えるというのであれば︑本当に

ただ︑我々は長年の歴史の中でお墓をつくるということ

捨てるべきでしょうね︒インド人はそうしています︒

をしてきました︒もちろん一神教でもお墓をつくります︒

てきた︒現代においてこの二つをどのように調整しながら

長谷川応用のほうではなくて原理の話のほうだけを少

生活していったらいいのかということだと思います︒

し補足しておきますと︑確かにわかりやすく先ほど加地先

しかし︑一神教のお墓と我々のお墓は全然違います︒我々

ほうをそこから呼び出すためですから︑しょっちゅうお参

のお墓は︑そこに出会いにいく︒そして︑魂塊の﹁晩﹂の

りに行きますけれども︑一神教のお墓は正式に天国へ行く
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にはっきりしていまして︑ユダヤ教の場合には我々のよう

我々東洋的な考え方という対比で言いますと︑これは非常

リスト教︑また︑キリスト教の基になっているユダヤ教と

るかもしれないのですが︑先ほど出てきた宗教︑つまりキ

生がおっしゃった狩猟民族と農耕民族という言い方ができ

文化といろいろなところで衝突している︒そういう構造が

洋思想の根本にあって︑それが我々のような士に根ざした

地から引っこ抜こうという思想なのです︒それが近代の西

ているところがあります︒それはむしろ積極的に人間を土

まり根無し草が偉いのだみたいな考え方としてもてはやし

多田高坂先生宛てに︑﹁期待される人間像こそ日本人

と思います︒

の紳を強める方法と考えたいが︑どうでしょうか︒当時の

あるということはちょっと付け加えておいたほうがいいか

もともと農耕民族が住んでいた土地に侵略して︑その文化

お父上の考えをもう少し詳しく教えてもらいたい﹂という

に地面に根ざした︑土地に根ざした生活︑考え方を積極的

をひっくり返して自分たちのヘブライ民族の宗教と文化を

質問でございます︒高坂先生︑お願いいたします︒

に敵視するのです︒おそらくそれは彼らがカナーンという

問題になっているような紳社会的なものを積極的に敵視す

持ち込んだところに発していると思いますが︑まさに今日

高坂父がどういうふうに考えたかというのはもう想像

この話は︑拙著﹃バベルの謎﹄のテーマでもあります︒

る︒それがユダヤ教の根本にある発想です︒

いて︑もう少し個別の問題についていろいろ真剣に考えて︑

の自由とか︑世界平和というようなことばかりが言われて

民族たちが集まってある土地を侵略して乗っ取った︒そう

しかもみんなが議論できるようなものにしたいという気持

する以外ないのですが︑戦後の風潮の中であまりにも個人

いう文化と宗教が結びついているのです︒キリスト教でも

ユダヤ教というのは︑大都市の周辺に住んでいるさすらう

やっぱりはっきりとそういう非農耕文化的なものは受け継
んど全部へプライの教典を引き継いでいますから︑そうい

要請﹂と言っています︒民主主義というものについてまた

発︑世界に開かれた日本人であること︑民主主義の確立を

答申の第一部において︑﹁人間性の向上と人間能力の開

ちがあったのだと思います︒

う発想はおそらく先ほど小松先生がお話になった中世︑そ

そイギリスのチャーチルが言ったのと同じで︑民主主義が

別に父が書いたものの中に︑民主主義というものはそれこ

がれているのです︒キリスト教の旧約聖書というのはほと

れからルネッサンスのピコ・デラ・ミランドラの人間観の

すべて正しいということではないということも言っていま

中にもやはり入り込んでいると思います︒

そういうのをまた最近の日本人はノマド的な考え方︑つ
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それから︑もう一つは︑現代は価値体系の変動があって

それと日教組みたいなものを自由にした︒こういうことが

が︑こういう流れをくんだ人が戦後日本の教育改革に来た︒

義的な考えをもって大統領になろうとしたぐらいの人です

しれません︒改革派的な考え︑デューイ自身も確か社会主

混乱がある︒ですから︑非常に理解がしにくいというか︑

大きな流れになっているということを危倶していました︒

す︒

一つのことを言わずに︑いくつかのことを考えて︑それを

ただ︑それにもかかわらず︑これが出されたときに︑先

ないかということも考えて︑いま申し上げたようなことを

て議論をするということでは足りないところがあるのでは

るということには長けているけれども︑自分で物事を考え

それから︑師範学校の先生方は習ったことをちゃんと守

いろいろな人がいろいろなことを言っている︒ですから︑

みんなで議論していこうということで︑これを出したと

ほど申し上げたように︑朝日新聞をはじめ︑こういうもの

てはどうすべきか︑社会人としてはどうすべきか︑国民と

議論できるように個人としてはどうすべきか︑家庭人とし

思っています︒

は時代遅れだという意見がかなり多かった︒それでも︑こ

ズムはだいたいが批判した︒例えば︑家庭を守るというの

れを指針としたところが多かったそうですが︑ジャーナリ

期待される人間というのは︑よく言われる徳育と体育と知

す︒松下幸之助の意見はどういうものであるかというと︑

です︒松下幸之助が一番熱心に自分の意見を言っておりま

それから︑これを作るときに松下幸之助も委員だったの

してどうすべきかということだったと思います︒

の﹁期待される人間像﹂は当時学校の校長先生には非常に

は生得のものであって︑それよりも大事なのは個人の尊厳︑

評価が高かったと聞いています︒学校を運営するときにこ

個人の自由だという論陣を張った一番の最右翼は朝日新聞

ければいないので︑国際人としての教養が必要だ︒簡単に

育︑この三つだけれども︑これからは国際社会に開かれな

言えばそういうことですけれども︑当時はザラバン紙に邦

の土屋さんたちであり︑東大の先生方は同じ様なことを
おそらく父が言っていたことでいくと︑戦後日本の教育

ろいろな方がおられますが︑全体の指導をされたのは天野

文タイプライターで打って出しておりました︒ほかにもい

言っています︒

制度というのはアメリカから入ってきているということは

らもいろいろな意見が出ていました︒

貞祐さんだろうし︑民間では出光佐三さんという経済人か

皆さんご存じのとおりです︒その中でもデューイが一番の
して︑一つは哲学的にある意味で正しい考え方だったかも

中心だった︒このデューイの考え方というのは二つありま
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生に寄せられたような印象を持っております︒ただ︑最近

ておりますけれども︑当時大変なバッシングが高坂正顕先

像﹂は私の高等学校時代に出されたのではないかと記憶し

多田ありがとうございました︒確か﹁期待される人間

間像﹂というのは一回作って︑中間報告をして︑みんなの

ん議論があったと記憶しております︒この﹁期待される人

いては﹁期待される人間像﹂を作る過程においてもずいぶ

﹁期待される人間像﹂の第二部︑日本人に特に期待され

意見を聞いた上でまとめたという経緯があります︒

小泉信三氏の本を読んでおりましたら︑立場上当然かもし

我が郷里を善くし︑四︑我が本国を善くし︑をしっかりし

の一︑我が身を善くしのあと︑二︑我が家を善くし︑三︑

高坂先生宛てにもう一つ︑﹁西村茂樹氏の﹃日本道徳論﹄

いうことを言っていました︒そういう意味では基本的には

対主義とか極端な愛国心はかえって国の存続を誤らせると

というところで︑ほかの本に父が書いていたのは︑確か絶

した︒最初の原案にはありました︒その﹁正しい愛国心﹂

と︑は入りました︒国旗・国歌の問題は結果的には省きま

るものの中の第四章︑国民として︑正しい愛国心をもつこ

ないと︑五の他国の人民を善くすに行き着かないという趣

相対主義なのです︒ですから︑世界の動きも相対的に見て

と︑象徴に敬愛の念をもつこと︑優れた国民性を伸ばすこ

旨のお話がありました︒しかし︑四の本国というのは統治

そんなことが記憶に残っているところでございます︒

機構も入るので︑消費税を上げるか︑むしろ下げるか︒税

ども︑愛国心がなくてもいいのかという問題はあるのだろ

考えなければいけないということは言っておりましたけれ

れませんけれども︑小泉信三は大変高く評価しておられた︒

金を平和外交︵武器輸出禁止など軍縮︶に使うか︒軍備増

うと思います︒ですから︑ここに﹁正しい愛国心﹂という

強に使うかなど︑人々の意見が異なるので︑四は愛国心を
いか﹂ということが書いてありました︒私はいっさい付け

全員に強制することで︑一本化することはおかしいのでな

ただ︑﹁象徴に敬愛の念をもつこと﹂︑これは天皇制の問

ければいけない︒

える﹂というご質問がありました︒特に四は愛国心を全員

題だと思います︒最近こそ昭和天皇あるいはいまの天皇が

言葉の理解をどういうふうにするかということは議論しな

に強制することで︑一本化することはおかしいのではない

もっていますが︑私の記憶が正しければ︑あの当時は共産

努力をされたことで︑基本的には敬愛の念を大方の人が

加えておりません︒﹁一から五にすぐに行くのもよいと考

がしますが︑高坂先生︑いかがでしょうか︒

党などはまだ反対していた時代だったと思います︒ですか

か︒こんなところがたぶん一番の問題ではないかという気

高坂愛国心というのは非常に難しいもので︑これにつ
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う方は明治初期の方ですから︑たぶん幕末の水戸学の考え

いう昔の人間にはお馴染みの儒教道徳です︒西村さんとい

方なども教養のバックにおありだと思います︒これは確か

のですが︑バツと連想するのが﹁修身斉家治国平天下﹂と

そして︑最後のご質問ですが︑我が身を善くして︑あと

ら︑こういう問題についても途中経過において︑これを入

は世界が善ければいいのでないかということについては︑

に一種の世界平和の考え方なのですが︑むしろ近代の超克

れるとか入れないという議論がずいぶんあったと思います︒

世の中はそんなに甘いものではないのだろう︒これは西村

もちろんステップをふむことは大事なのです︒自分の身

をしっかりとよくおさめ︑それから近いところで人間関係

でも語られた︑道徳的世界支配論に近いものだと思います︒

をしっかりおさめ︑そしてその道徳を国に広げ︑それを世

少しずつ善くしていくという斬新的な改善の方法でないと︑

和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して︑軍隊も持たな

理想論だけ掲げて一気に世界平和だ︒世界平和のために平

界全体に及ぼすｌそういう﹁道徳﹂の展開ということが

茂樹も言っていますけれども︑まず自分に近いところから

い︑防衛力も持たない︑手ぶらでいけるのだ︒世界中の人

その骨子だと思います︒

いま申し上げた松下幸之助さんや出光佐三さんという実社

れてきた︒そういう背景の中でこういう議論がなされた︒

くて︑我が国家を道徳的に優れたものにするという︑そう

くる﹁我が本国を善くし﹂というのは単なる愛国心ではな

をなしているのだと主張しています︒つまり︑ここに出て

寧をもって第一とするということであり︑これが国家の美

たとえば幕末の水戸学では︑政治の一番の基本は民の安

はみんな平和を愛して︑公正でかつ信義に厚いのだ︒これ

会で働いている人の意見はかなり反映されたと思いますし︑

が憲法の前文ですけれども︑こういう思想がずっと戦後流

個人から一気に世界平和に飛ぶというのは︑私は危険では

民を善くす﹂というのは︑諸国民の公正と信義に信をおく

れはずいぶん甘ちゃんだと言えばそれまでです︒しかし︑

ら︑外国がそのお手本に倣うであろうなどというのは︑こ

そういう意味で︑もちろん確かに日本がいい国になった

思います︒

本が本当に世界に誇れるいい国になるかどうかの問題だと

旗・国歌の強制云々という話ではない︒もっと大きい︑日

いう道徳目的を言っているのだと思います︒ですから︑国

多田ありがとうございました︒関連した事柄を長谷川

ないかと思います︒

先生からご発言があります︒

というのとはちょっと違う発想だと思います︒私はこれを

長谷川ちょっとこの最後の西村茂樹さんの﹁他国の人

見て︑たぶん加地先生がおっしゃるのではないかと思った
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立国論みたいなものがあったということ︑これは非常に大

やはり我が国の幕末までの国家観の根本に︑こういう道徳

出したのは私の父です︒父はそのときどういうことを言っ

う本が出てからです︒この本を最初に岩波文庫で翻訳して

うのはすぐに来る世界平和ではないし︑条約についても表

たかというと︑カントが言っている世界平和のためにとい

多田ありがとうございました︒

事だと思います︒

ただ︑戦後になって︑カントの世界平和のためにという

に出さない裏契約のあるような契約では世界平和は来ない

のがいろいろ言われる︒私の記憶が正しければ︑東大の横

加地ちょっとコメントさせていただきたいと思います︒

るのだと思います︒西村茂樹の日本道徳論の第一が出てく

田喜三郎さんは世界平和のためにというような流れを主張

ということを言っている︒ところが︑現実にはそういうふ

る前にちょっとあります︒まず︑意を誠にする︒それから︑

されていたように思いますけれども︑そういった雰囲気が

これは長谷川先生もご指摘のように︑例の四書の中の一つ

心を正しくする︒それが誠意正心ということですけれども︑

日本の戦後の大きな流れの中に︑現実を見ずに理想論に

うになっているわけです︒

意を誠にし︑心を正しくする︒まず︑それがあって︑それ

走った人が非常に多かったと思っています︒

に﹃大学﹄というものがありますが︑そのことを踏んでい

をベースにして︑身を修め︑家を斉え︑国を治め︑天下を

ととの

平らかにす︒儒教的道徳としての心から始まっていって︑

これは小松先生へです︒﹁最近の科学で命︑生命は存在

する︒生命は重量がある︒これを科学的に証明したという

多田ありがとうございました︒

書物がありました︒誕生時に生命︵霊魂︶が入り込んで初

一般人も心得ていたものだと思います︒ですから︑それを

めて生命体となる︒ごくごく最近の小生の大きな疑問です︒

それを他に及ぼしていく︒これは当時の教養人︑あるいは

わかる︑わかるというふうに理解できたのではないかと思

西村茂樹が並べたということは︑ああ︑そうだ︑そうだ︑

どうお考えになりますか﹂︑命の問題でしょうか︒何かこ

れに関連して︒最近の科学で生命︑命が存在する︒生命は

います︒ですから︑これはこのままの連関としてずっと見

重量がある︒これを科学的に証明したという書物がありま

ていっていいのではないかと私は思います︒

多田はい︑高坂先生どうぞ︒

小松私自身︑その本は存じあげないので︑私なりの立

した︒何かご存じのことがありましたら︒

高坂お二人がおっしゃるとおりなのですが︑一気に世
界平和に飛ぶということについて︑日本で戦後非常に大き
な流れになったのは︑カントの﹃永遠平和のために﹄とい
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いるものは︑死にゆく者と看取る者との︑死んだ者と死な

どの話のように︑命とか死という言葉で我々が感じ取って

う前提的な見方があると思うのです︒それに対して︑先ほ

方には︑生命それ自体が何か形をもった物的な存在だとい

場で申し上げますと︑生命とか命に重さがあるという考え

観とは異なるのではないかと思います︒

いう臓器移植の発想は︑少なくとも東洋的な人間観や身体

体で︑一個の部品が故障したから他のものに取り換えると

見ていくわけですね︒そういう部品の寄せ集めが人間の身

なすのと同じように︑各臓器を体一個の中の個々の部品と

的な身体観を前提として︑何とか臓器移植をキリスト教神

少々付言すると︑このような機械論的ないしは要素主義

学に基づいて推進しようという人たちの中から隣人愛とい

れた者との︑両者の関係性ではないかと思います︒

物的に命や死をとらえるということに対しては︑事柄︑

他人のために尽くすという考え方です︒その考え方の中か

事的に命︑死をとらえる私の考え方とはかなり違う感じが

ら︑命のリレーという言葉が誕生して︑それがまた日本に

う考え方が持ち出されてくるわけです︒自分を犠牲にして

多田それと関連して︑これは私からの質問ですが︑先

輸入されてきている感じなのです︒元を正しますと︑体を

します︒

の死生観になじまないのではないか︒これは以前︑ある大

ほど加地先生の著書に絡んで︑臓器移植というのは日本人

わっていることに対しては私は批判的です︒

部分部分に分けて︑その寄せ集め的な発想が根底に横た

多田はい︑加地先生どうぞ︒

とがあるのですが︑やはり日本人の長年にわたって培って

加地私は二点考えるべきだと思います︒一つは︑死生

学で小松先生の講演のあと私も個人的に質問して聞いたこ
きた人と人の紳であるとか︑命に対する一つのイメージと

観を含め臓器提供︑臓器移植そのものを考えるという大き

な問題です︒しかし︑その一方︑いま本当に差し迫って臓

ておりますけれども︑加地先生の本にもそのような指摘が

器移植をしてほしいという人もおられるわけです︒そうい

か︑そういうものは臓器移植となじまないと私自身も思っ

りましたら︒

ございました︒それについて小松先生︑何かコメントがあ

す︒緊急避難的なことだけが長く続くのは困りますので︑

う緊急避難的な意味での臓器移植と分けるべきだと思いま

議論をする必要があります︒

臓器移植の問題はキリスト教的にも︑儒教的にもとことん

小松まず結論から申し上げると︑私もなじまないので
のは︑今日の長谷川先生の一番最初の話にありましたけれ

はないかと思います︒というのは︑西欧的な身体観という
ども︑一人の人間を個人︑周りから切り離された個人とみ
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べきです︒その十年内に死生観を含めて徹底的に議論する︒

器移植法の利用でしょうね︒これは十年間とか年限を切る

一方︑緊急避難的なものがもしあるとすれば︑いまの臓

ら学生支援機構なり親に借金を返していけばいいのではな

資格を得︑希望どおりの就職をして︑そのあと給料の中か

いですね︒けれども︑人は生れたときと死ぬ前はしょせん

なるべく子どもの世話になりたくないという言葉が最近多

それと関連して︑親は親で老後のことに関して︑老後は

いか︒私はしばしば学生にそのようなことを申します︒

だいた方に対してみんなが慰霊するという非常に謙虚な気

その間は︑私が申していますように︑臓器を提供していた
持ちをもって対応するという形が現実的にあってもいいの

多田ありがとうございました︒

かけたり︑迷惑をかけたりしながら︑共同生活を営んでい

は無償の愛によって支えあう家族であります︒本来世話を

長谷川先生の話ではありませんけれども︑一番望ましいの

だれかの世話にならざるを得ません︒その場合︑先ほどの

最近の学生を見ておりまして︑気になることがございま

くのが家族ですから︑互いになるべく負担をかけたくない

ではないかと思います︒

す︒なるべく親に迷惑をかけたくないという風潮でありま

という最近のあり方は︑必ずしも個人の自立だとは評価で

きないのではないか︑そういう思いをもっております︒子

が進学先を考えるに当たって︑都会の大学よりも地元の大

どもが親に遠慮をする︒親は親で子どもに遠慮をする︒妙

す︒深刻な不況にもよるのだと思いますが︑例えば子ども

択をする傾向が最近出てまいりました︒将来を考えれば︑

といたしません︒このような風潮をどう考えたらよいのか︒

なよそよそしさがいま家庭に漂っている︒私はどこか釈然

学を選ぶ︒私立大学よりも国公立大学を選ぶ︒こういう選

になることも多いのですが︒学生諸君と話していてしばし

ゆっくり築かれていくものだと思います︒歴史こそが紳を

そもそも人と人との紳は長いときの流れの中でゆっくり

これもこの紳をめぐっての一つの問題かと思います︒

場合によっては情報量の多い都市部の大学のほうがプラス
ばそれを感じます︒また︑親からの仕送り︑これは親にとっ

ては大変な負担ですので︑なるべく頼ることなくアルバイ
トをして生活費を得るという傾向も大変多うございます︒

しい失敗を繰り返してきました︒判断ミスを犯してきまし

た︒私たち一人ひとりはそれほど強い存在でもなければ︑

育む苗床であります︒確かに私たちはこれまで多くの愚か

賢い存在でもなければ︑理性的な存在でもありません︒そ

暴論かもしれませんけれども︑私は学生諸君にアルバイ
のすねをかじれるだけかじったほうがいいのではないか︒

トをしないで︑学生支援機構の奨学金を受け︑なおかつ親
そのぶん歯を食いしばって勉学に力を注いで︑実力をつけ︑
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れだけに己の愚かしさを自覚し︑数々の失敗の経験を教訓
の中で日本人が長い歳月をとおしてはぐくんできた智恵を

として改めて我が国の雌史︑文化︑伝統を見つめ庇し︑そ

とが協力しあい︑支えあい︑互の智恵を学びあって豊かな

汲みとる必要があるのではないでしょうか︒そして人と人
人間関係をつくりあげていく︑まさに紳の復権がいま求め
コーディネーターの誠に拙い進行でございましたけれど

られると思います．

した誰揃が交わされました︒誠に充実した意義深いシンポ

も︑今日の我が国のそれぞれの分野を代表する方々の白熱
ジウムでありました︒パネラーの先生方︑そして会場の皆
様方のご協力のおかげでございます︒心よりお礼を巾し卜
げます︒ありがとうございました︒︵拍手︶
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講師プロフィール
唾鯛儲嘱篭獅こシンポジウムパネリスト

長谷川三千子先生

養学部講師︑昭年同大学助教授︑舵年同大学教授︒平成朗年退官︒

埼玉大学名誉教授︒哲学専攻︒昭和別年東京都生まれ︒昭和
年東京大学文学部哲学科卒業︒帥年同大学大学院人文科学研
究科博士課程中退︒同年東京大学文学部助手︑別年埼玉大学教

主な著書に﹁からごこるｌ日本精神の逆説﹂﹁バベルの謎
ｌヤハウィストの冒険﹂﹁正義の喪失１反時代的考察﹂﹁民主
主義とは何なのか﹂﹁日本語の哲学へ﹂等
平成９年和辻哲郎文化賞受賞

シンポジウムパネリスト

かじのぷゆき
加
地伸行先生

大阪大学名誉教授︒立命館大学教授︵白川静記念東洋文字
文化研究所長︶︒中国哲学史︑儒教古典学専攻︒文学博士︒
昭和Ⅲ年大阪市生まれ︒昭和弱年京都大学文学部卒業︒高野
山大学︑名古屋大学︑大阪大学︑同志社大学に勤める︒
主な著書に﹁儒教とは何か﹂﹁沈黙の宗教ｌ儒教﹂﹁論語全
訳注計等せつぞう

高坂節三先生
財団法人日本漢字能力検定協会理事長︒公益社団法人日本
弘道会理事︑独立行政法人大学評価・学位授与機構運営委員︑
公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター理事︒
昭和Ⅱ年京都府生まれ︒昭和制年京都大学経済学部卒業︑伊
藤忠商事㈱入社︒平成元年同社取締役・アメリカ会社執行副
社長︑５年同社常務取締役・中南米総支配人︑７年栗田工業

㈱専務取締役︑Ⅲ年同社取締役会長︑日揮㈱社外取締役を歴
任︒東京都教育委員︑経済同友会幹事︑同会憲法問題調査会

主な著書に﹁昭和の宿命を見つめた眼ｌ父・高坂正顕と

委員長等を務める︒

兄・高坂正尭﹂﹁経済人からみた日本国憲法﹂﹁国際資源・環

境論手﹁敷管倭潰になって知ったこと︑考えたこと﹂等

小松美彦先生

単位取得退学︒

東京海洋大学大学院教授︒科学史科学論︑生命倫理学専攻︒
昭和加年東京都生まれ︒東京大学教養学部基礎科学科卒業︑
同大学大学院理学系研究科・科学史科学基礎論専攻博士課程

ただけんじ

主な著書に﹁死は共鳴するｌ脳死・臓器移植の深みへ﹂
﹁脳死・臓器移植の本当の話﹄﹁生権力の歴史ｌ脳死・尊厳
死・人間の尊厳をめぐって﹂等
共著に﹁宗教と生命倫理﹂﹁メタバイオエシックスの構築
へｌ生命倫理を問いなおす﹂﹁いのちの選択ｌ今︑考えたい
脳死・臓器移植﹂等

コーディネーター多田建次先生

玉川大学大学院教授︒教育史専攻︒公益社団法人日本弘道
会理事︒昭和肥年東京都生まれ︒慶応義塾大学文学部卒業︑
同大学大学院社会学研究科博士課程修了︒玉川大学講師︑同
大学助教授を経て同大学教授︒
主な著書に﹁日本近代学校成立史の研究﹂﹁近世教育史料
の研究﹂﹁学び舎の誕生﹂﹁異文化摂取と教育改革﹂﹁京都集
書院﹂﹁海を渡ったサムライの娘杉本誠子﹂等
共著に﹁日本教育史資料の研究﹂﹁日本子どもの歴史︵第

四巻︶﹂﹁慶応義塾百二十五年﹂等︒
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弘道シンポジウム二○一二

紳社会と日本人ｌ実施概要

十月二十三日︵火︶神田学士会館にて

二名称及びテーマ

・メインテーマ﹁紳社会と日本人﹂

・弘道シンポジウム二○一二

前回のシンポジウムでは︑東日本大震災という未曽有の国

一開催趣旨

の︑本来の姿がなお健在であることが明らかになり︑このよ

二八口︒．→言ご一空ｌ光・そ

・主催公益社団法人日本弘道会

四主催・後援団体

千代田区神田錦町三

・会場学士会館二階大講堂︵二一○号室︶

・期日平成二十四年十月二十三日㈹一二：三○〜一六：三○

三開催期日及び会場

難に遭遇して︑戦後の日本で見失われていた日本人のよきも

うな状況を踏まえて︑﹁大震災と日本のかたち﹂について考

今回は︑昨年に引き続き︑大震災を機縁に明らかとなった

えました︒

家族や地域社会︑国家との結びつきなどを紳社会という視点

いて考えることといたしました︒

から見直し︑日本および日本人の本来の在り方︑生き方につ

五講師陣の構成

・後援文部科学省・日本道徳教育学会

＊基調講演

このシンポジウムを通じて︑国のかたち︑日本と日本人に
ついての考えを深め︑大災害をいかに乗り越えて未来につな

・講師長谷川三千子先生︵埼玉大学名誉教授︶

げるかを︑御参会の皆様とともに共有することができますな
らば︑望外の幸せであります︒
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・演題﹁紳社会と日本人﹂
＊シンポジウム
・パ︾ネリスト

長谷川三千子先生︵埼玉大学名誉教授︶

・追加提言︵各パネリスト五分︶

一五：二○〜コーディネータの多田建次先生の司会で質疑

応答・ディスカッション・総括

一六：三○〜閉会︵木屋野正勝参与︶

七参加者一三四名

本会役員︑会員︑友好団体会員︑関係学会会員︑教職員︑

加地伸行先生︵大阪大学名誉教授︶

高坂節三先生︵財日本漢字能力検定協会理事長︶

企業関係者︑一般参加者

よしひこ

︵十五分︶

に掲載する︒

上事務局に申し込み︒ＦＡＸにても可︒

十シンポジウム実行委員会事務局

〒ろ−１ｓ歪東京都千代田区西神田三

ａ○三

三二六一

○○○九Ⅲ○三

三二八八

○九五六

日本弘道会ビル８Ｆ公益社団法人日本弘道会内

一ｌ六

シンポジウムの記録を︑本会機関誌﹁弘道﹂一○八一号

九記録の公開

・参加申込申込用紙︵ハガキ︶に所定の事項を記入の

・参加費無料

八参加

小松美彦先生︵東京海洋大学大学院教授︶
・コーディネーター

多田建次先生︵玉川大学大学院教授︶

六プログラム
一二：三○〜開会の辞︵木屋野正勝参与︶

一一：三○〜受付開始

一二：三○〜主催者代表挨拶︵鈴木勲会長︶

涯学習政策局長代読︶

一二：四○〜来賓祝辞︵文部科学大臣の祝辞を合田隆史生

一二：五○〜基調講演
︵体憩︶

一四：○○〜シンポジウム
・講師陣紹介︵コーディネーター︶

・休憩

・提
・
提言︵言各
︵パ
各・
ネリスト十五分︶
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舞弘道シンポジウム二○一二アンケート︵回答者数一九名︶舜

．︽漁Ｘ潅巡惑慰遜斑遜斑舞斑溌典謹蕊一貫蕊典簿脚心ｋ謹製準愚挙典鷺塞慰塞災謹通塞酎灘虹塞肘幣典鷺塞歩

舞錘
舞
鎌搬典謹慰塞慰塞慰塞斑悪酎瀞典鷺悪酎遜斑蕊Ｎ輔典︽製率鷺謹慰謹酎遜熱謎災貿塞蕊塞臭︽Ｎ擬典蕊典鴬

一今回のシンポジウムについて
・興味あるテーマで面白かった︒

＠﹁テーマはいかがでしたか﹂への回答
・大きなテーマなので︑簡単に﹁はい︑そうですか﹂と
は︑いきかねる︒

●やや難しい話になっていたように感じた︒

●テーマが拡散して言い放しになりましたね︒

よかった︒

．﹁正論﹂誌上でおなじみの先生方に直接話しが聴けて

・多角的な視野から本質を追究していた︒

●新しく小松先生が入られ︑新たな視点からの論述があ
り︑良かった︒

ｏコーデイネータもすばらしかった︒

・竹島︑尖閣︑北方領土の問題︵伊藤六寛︶

二今後希望されるテーマについて

・教養なき日本人はふえているか？︵小林英三︶

・興味津々でした︒

・本年度に最適︒大変よかった︒

・国際社会の中で尊重される国家をどう形成するか︒国

︵荒木光哉︶

・日本近代化における西村茂樹の役割とその現代的意義

谷一成︶

ｏ国際的感覚を身につけた日本人の育成︵荒木光哉︑荒

・教育勅語に代わる新国民道徳論の提唱︵鈴木亭︶

・日本民族の死生観

家観︒︵渡貫博孝︑村井昭三︑岩岬正浩︑楠元尾︶

・時宜を得たものでした︒

さに的を得たテーマである︒

・世界に誇る美しい伝統が次々に崩壊していく現今︑ま
・言葉の意味が変化していくことも面白い︒

＠﹁時間配分はよろしいですか﹂への回答
・時間配分は適切でした︒

・時間的にゆとりがあってよかった︒

・良好でした︒

＠﹁全体としての感想をご記入下さい﹂への回答

・東洋の和の思想と西洋の個の思想︵永塚弘行︶

・憲法改正の前提と日程︵小野寺彰︶
・家族制度︵楠元尾︶

︒大変良かった︒

た︒

・日本古来の思想と西洋思想の調和の難しさを痛感し
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<連載 講 座
〉
戸 へ

訳

入詩不雑
,騎合無征

蛎是処塵

ふさ

道行くほどに胸は塞がる
またが

ロバに跨り剣門に入る

南宋陸瀧
まじ

剣門道中微雨に遇う

衣上の征塵酒痕を雑う
幸誤共ご

遠遊処として消魂せざるは無し

いな

石

ろの

此の身合に是れ詩人たるべきや未や

細雨鵬に騎りて剣門に入る

ｉ︑
ヰ心
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Ｉ酒の染み︲

剣門道中遇微雨

雨身遊上

旅の衣に酒の染みあと

ころも

細此遠衣

そもそも我は詩人たるべき

剣人消酒

漢詩の味わい㈹

一

門未魂痕

川

久

陸瀞︵一三一五
きん

せいこう

三一○九︶は︑号を放翁という︒湘江省紹興の人︒南宋第一の詩人である︒
封﹄い

さんせい

わい

ちょうど陸瀞が生まれたころ︑宋王朝は北の金の侵冠により︑領土の半分を失った︒これを﹁靖康︵一二一六︶

の変﹂という︒陸瀞一家は︑父の陸宰が北の山西の地に赴任していたため︑危険を避けて逃げ︑途中︑准河︵中

国の中央を西から東へ流れる︶を渡る船の中で︑陸瀞が生まれたのであった︒この体験は︑陸瀞に強く作用

しんかい

し︑﹁抗金復宋﹂︵金に対抗し︑宋朝を回復する︶の志となって︑生涯を貫くこととなる︒

けん

陸瀞二十九歳の時︑地方試験に首席で及第したが︑翌年の中央試験には︑宰相秦桧の干渉により︑答案に

不穏の語あり︑ということで落第させられてしまった︒実は︑秦桧の孫の秦填が︑地方試験で陸瀞に首席を
おじ

おい

奪われ二番になったことを根に持ち︑答案に難くせをつけて落としたのだという︒

がくひ

時の政府は︑金の侵憲を恐れ︑金の皇帝を叔父︑宋の皇帝を甥とし︑甥は貢物を献上して叔父に挨拶する︑

という屈辱的な和睦条約を結んでいた︒そのため︑金との攻防で手柄のあった国民的英雄の岳飛︵二○三
四二将軍は︑秦桧の謹言によって獄死させられた︒

政府の弱腰に︑宋朝の復興を願う人たちは憤慨して抵抗した︒陸家もその体験から強力な抵抗派で︑それ

が政府に晩まれていたのであろう︒
試験に落第した陸瀞は︑三十四歳でやっと地方の書記官に採用される︒三十八歳︑皇帝の代が変わり︑新

帝が即位すると︑ようやく進士の資格を賜わるが︑政府を批判して免官になる︒四十六歳の時︑復帰して萄

地
四川
川省
省︶
︶の
の州州司副知事となり︑揚子江を遡って遠く赴任する︒結局︑罰には五十四歳まで︑足かけ九年過
地︵
︵四
ごすことになった︒

（55）

けんどう

さて︑詩に戻ろう︒乾道八年︵二七三の秋︑萄地の任に就いていた四十八歳の陸瀞は︑北の金との国

境地帯を視察した︒詩はその折の感慨を述べたもの︒﹁剣門﹂は左右から絶壁が迫って︑剣を立てた門が開
︑︑

いて見えるところから名付けられた︒この﹁剣﹂の字が詩にはたらくのが妙味の一つ︒
たか

あお

第一句の﹁征塵﹂は︑旅の塵︒旅のほこりにまみれた着物︑そこに酒の染みが付いている︑と言えば︑国
あと

こうがい

境近くを通って︑おのずから昂まる敵偏心を押さえられず︑グーッと酒を岬る︑それがこぼれて着物に染み
を付けるということなのだ︒酒の染み痕は︑言わば懐慨の印しだ︒

第二句︑﹁無〜不〜﹂の二重否定の構文︒二重否定は︑強い肯定︒﹁どこへ行っても消魂しないところはない︑

消魂してしまう﹂︒﹁消魂﹂は﹁断魂﹂と同じ︒胸がつぶれる︑平静でいられない︑の意︒本来ならば︑漢民
えびすジュルチン
族の 宋
宋王
王朝
朝の
の領
領土
土が
が︑
︑八
今は憎い胡︵金は女員族︶に占領されているのだ︒平静でいられるわけがない︒
後半が︑味わい深い︒

第三句︑この身は詩人であるべきか︒詩人としては聞こえる存在になっているが︑それでよいのか︒﹁合﹂

は﹁応﹂と同じ︑当然そうあるべき︑の意︒句末の﹁未﹂は︑現代中国語の﹁鴫︵歴︶﹂と同じ疑問詞︒そ

うあるべきなのか︑という自分への問いかけは︑そうあってはならないはずだ︑という気分を裏に秘める︒

自分はすでに四十八歳︑当時としては十分に老境にある︒将軍となって馬に跨り︑宿敵金を打ちのめした
ていけい

くも︑もはやそれは叶わぬ望みだ︑だとすれば詩人として生きるしかないのか︑と陸瀞の心は揺れる︒

第四句︑﹁鯖︵ロバ︶に騎る﹂は︑唐の鄭緊の故事を踏まえる︒鄭繁は宰相にもなった政治家であり︑詩

人としても知られる︒人に﹁大臣︑近ごろ新しい詩ができましたか﹂と問われた時︑
ふぶき

は

詩思在溺橋風雪中聡子上詩思は濡橋の風雪の中聡子の上に在り
︵詩想は吹雪の中を︑ロバで濡橋を渡るときに湧きおこるものだ︶
と答えた︒
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せつようりゅう

﹁濡橋﹂は︑濡水の上に掛かる橋︑都の長安から東へ旅するときに渡る︒この橋のたもとの柳を手折って︑
はなむけ

賎にする習わしから﹁折楊柳﹂という歌ができた︒ロバは︑馬にくらべて粗末な乗りもの︑身分の低い者

が乗る︒つまり︑貧乏書生が︑吹雪の中を身を縮めてロバに乗り旅に出る︑という時に詩想が湧くもの︒身

分が高くなり︑俗事に煩わされていては︑詩などできるはずはない︑と鄭緊は言いたかったのだ︒

陸瀞は今︑馬に跨って大軍を指揮するのは望めない以上︑トボトポ細雨の中をロバに乗って行くほかない︒

かも

鄭緊が言うようにかえって佳い詩ができるかもしれない︒ここでひっかかるのが︑最後の﹁剣門に入る﹂の
︑︑

語だ︒﹁剣門﹂は山の名︑固有名詞なのだが︑﹁剣﹂の字がこの場合はたらいて︑何やら殺伐な雰囲気を醸し

出す︒そこに︑幾分かの︑詩人になり切れない意地のような気分が漂うのである︒

こう見てくると︑この詩はなかなか一筋縄ではいかない︑複雑な心境が吐露されているように思われる︒

陸瀞は燭の地に九年いて︑五十四歳の秋︑都︵当時は臨安︑今の杭州︶へ一戻る︒それからも何度か浮き沈

児に示す

みがあって︑嘉定二年︵一二○九︶十二月二十九日︑八十五歳の長命を保ち︑故郷の紹興で亡くなった︒
辞世の詩が残されているので紹介しよう︒
示児

死去元知万事空死去元より知る万事空しと
王師北のかた中原を定むる日

但悲不見九州同但だ悲しむ九州の同じきを見ざるを

王師北定中原日

おやじ

だい

家祭無忘告乃翁家祭忘るる無く乃翁に告げよ
︵注︶九州Ⅱ中国全土︒乃翁Ⅱお前の親爺︑自分をいう︒
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︵訳︶
くう

死ねばすべては空と知れども
一つの天下見ぬを悲しむ

官軍北を平定せし日
忘ることなくわが霊に告げよ

げん

宋の官軍が北へ攻め入って︑金を滅し︑天下を統一したら︑必ずわが霊前にそのことを報告せよ︑とは何
とも激しい執念だ︒
みん

然しながら︑歴史は陸瀞の望むようには展開しなかった︒宋も︑宋を悩ませた金も︑ もろとも蒙古の元に

滅ぼされてしまったのだ︵一二七九︶︒漢民族の天下は︑さらに九十年︑明の勃興︵一 三六八︶を待たねば
ならなかった︒

うしろで

余談になるが︑今︑杭州西湖畔に︑南宋の英雄岳飛の廟が建っている︒今もなお国民的人気があって参拝

つば

者が絶えない︒その廟を入ったところに︑秦桧とその妻が後手に縛られている石像が置いてある︒英雄岳飛

を殺した憎い奴︑ということで見せしめにしているらしい︒しかも︑像の前には﹁疾吐くな﹂との札が立て
られている︒

︵本会特別会員・二松学舎大学名誉教授・顧問︶
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解説白鳥正

ず︑自ら其身を謹み芸娼妓を恩ふくからず︑妾を置くべか

らず︑軽々しく離縁すべからず︑妻を卿使すべからず︑州

の地位の忽ち高宇となり︑国の面目を高くすることを得く

ママ

応の教育を施すべし︒川の男ｆ之を実行するときは︑女子

し︒余は之をⅢのⅢ子に望むこと明なり︒

○遠大の計は固より必要なれども︑時に依りては目前の計

を取ることあり︒議し時勢の変化ありては︑述大の計は其

計とは事業の小成をいふ︒思慮は固より遠大ならざるべか

成功を見ること能はざることあればなり︑然れども目前の

らず︑所謂川前の計は︑遠火の事業の階段として見るべき

ものなり︒小計を以て志謀の全休と為すべからず︑又小成

を以てｎら安んずべからず︒

ども時に依りては姑息の計を為してｎら選ばざるべからざ

○事を為すには固より万年の計を為さヅるべからず︑然れ
ることあり︒

○真理は仏家の語にして儒家の語に非ず︒儒家にては之を

誠といふ９山国にツルースの語あり︑訳して誠と為すべく︑
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自得録︵その十．完︶

駁薩術憩購里灘剛蔦

一泊翁百話︼

男口は些ざ○きも恥外に明はかざ建○
子に誰少る水もへの人あ開必なる時イI'J
もはがのを邦の足風にり化'!るべ代れ

事実に合ふものは真理にして︑合はざるものは真理に非ず︒

余謂へらく真理を知らんと欲せば是を事実に験すべし︒其

理は言論学説の上に於て之を言ふ・真理とはいかなる物ぞ︒

又真理と為すべし︒誠は心術行為の上に於て之を言ひ︑真

て変じて無となり︑無は常に無ならずして変じて有と為り︑

は有無を以て説くべきに非ざるなり︒有は常に有ならずし

○凡そ万物は有といふも可︑無といふも可︑然れども其実

なり︒

事実は真理を定むるの試金石なり︒其論何ほど高妙精細な

の一をとりて反対者を誹るは拘泥の見といふくし︒

権門に趨走して仕進を求むる者あり︑自ら金銭を投じて選

有無相転変して窮極なし︒是物の本体なり︑世間或は有無

○国家の事︑真に迂遠なることと︑庸人の眼にのみ迂遠と
見ゆることあり︒真に迂遠なるは︑取るべきの策に非ずと

らざる者あり︒人の為に力を尽さんとする者︑先其報酬の

挙を争ふ者あり︑衆人の弾劾を受くるも猶禄位を惜みて去

ママ

多少を論ずるものあり︒推挙に当りて己の資格を偽り︑又

○孟子日恥之於人也大笑︑今日世人何ぞ恥なきの甚しきや︒

いへども庸人の眼に迂遠と見ゆる者は多くは迂遠ならざる

るも事実に合はざるものは之を謬論と称すべし︒

者あり︒凡そ長久の策は︑其事深遠なるを以て︑庸人の短
視眼には其利害を透看すること能はず︒直ちに視て迂遠と
して之を棄斥く︑是古より凡庸の政事家が長久の策を棄て

○外面を修飾するは元来賎しむべきの事なり︑然れども一

しきことあり︒事の未だ成ざるに当りて︑論者其害を指摘
して之を誰るも敢て顧みるを須ひざるなり︒

行ふを宜しとすべくして八利二害の者も或は之を行ひて宜

○天下の事に十全の利あることは甚竿なり︒五利五害の者
は之を行ふくからずといへども︑九利一害の者は断然之を

を欲せぱ︑只二法あり︒一は士大夫に廉恥の風を養はしめ︑

の多少に依る者に非ざるなり︑もし官吏の廉潔ならんこと

といふ︑是大なる謬論なり︒官吏の負婆なるは︑一は其人

○古より官吏の俸禄は薄きに過ぐるは貧心を生ずる原なり

馬の布勢都日︑余は恥の死したる人を以て身の死したる人

プラウトス

自ら己の名を投票するものあり︑干国の商人に対して賄賂
を請求するものあり︒初より賄賂を約しての事業なり︒羅

身と一国とは同じからざるものあり︒一身に於て外面を修

一は厳刑を以て負吏を罰するなり︑左伝日漢堅可盈︑是不

目前の姑息策を行ひ以て国を誤る所以なり︒

飾するは都夫のことなり︑君子之を恥づ︒一国に在りては

は決して飽くことを知らずと︒此の如き者に厚禄を与へて

可盈也︒英国の古諺日︑封狼は時に獲くことあるも︑負夫

︵ア︶

其欲を満足せしめんとするは︑雪を以て井を埋めんとする

︵タンリ︶

の天性に依り︑一は克己の学問なきに出る者にして︑俸禄

と為すと︑今の所謂紳士の大半は死肉のみ︑腐骨のみ︒

或は多少外面を修飾し︑是を以て国の位格を保つことあり︑

︵あつらふ︶

君子時に之を行ふ︒然れども外面の修飾其度に過ぎ︑或は
︵イキャク︶

徒に外を務めて内を遺部するが如きは︑智者の為さゾる所
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し︒宣く露震手段を用ふくくして︑緩慢手段を用ふべきこ

とのときに非ざるなり︑余良政事家の快刀を待つこと久し・

痛苦を覚ゆるも遂に全癒の望あり︑今日のことも亦此の如

○疑心を以て人言を聴くは︑政事家の宜く戒むくき所なり︒

ふる者あり︑甚しき愚法といふくし︑古来より貧汚の吏は
少給の者より高給の者に多く︑勢力なき者に少なくして勢

が如し︒支那に養廉銀等の名を以て官吏に剰多の俸給を与

力ある者に多し︒若し禄の薄きものは貧埜にして禄の厚き

言も邪の如く智言も愚の如く︑要言も散の如し︒加之遂に

苛しくもまづ疑心を以て聴くときは︑忠言も偽の如く︑正

ども聴者をして︑此の如き疑心を生ぜしむるに至りたるは

其言を進むる人物をも疑ひて其忠好を誤ることあり︒然れ

て︑五千円の市長は皆廉潔なりの理なり︒歳費八百円の時
の議員は皆貧汚にして︑二千円となりたる後の議員は皆廉

者は廉潔となることを得ば︑年俸千円の市長は皆負汚にし

潔なるの理なり︒余は未だ以て然りと為ざるなり︒

消滅すといふも可なり︒故に大霊大質に生滅たりといへば

○個シの物離散して大霊大質に帰す︑個夢の物より見れば

するなり︑其大霊大質は生滅することなし︒

霊大質に帰す︒然れども其物の生滅するは個々の物の生滅

互いに原因を為し結果を為して︑社会の信義絶滅す︑是国

終に人言を疑ふ︒是に於て言ふ者の偽言︑聴く者の疑心︑

て︑再び其計に堕ちず︑其計に堕ざらんとするよりして︑

なり︑聴く者は初は之を信ずるも︑後其欺かれたるを知り

陥るなり︑我為に利ありといふも実は人より奪はんとする

為といふも実は己が為なり︑人を助くると云ふも実は人を

○万物は極微の物質の離合に由り成る︒物質衆合するとき

誤なり︑個瑳の物に生滅すといふも亦誤なり︒

なし︒表面は公利といふも其内心は全く私利なり︑国家の

○弊害を除くは︑宜しく漸を以てなすべし︒もし急に之を

を憂ふる者の尤も畏る湧所なり︒

言う者も亦罪あり︒凡世人は誠心なきは今日より甚しきは

除かんとするときは潰裂四出して遂に極ふくからざるに至

べからず︑荷しくも民に便ならば政府は多少の不便をも之

○法を改めんと欲せば専ら民の便利を謀って之を為さざる

は物を成し︑離散するときは消滅す︒箇々の物離散して大

るとは経世家の常に言ふ所なり︒其言固より不可なるに非

厚となり国を亡ぼさざれぱ止まざることあり︒たとえば病

ども天下皆弊中に安じて︑自ら悟らず︑是が為に其弊益深

徒らに金貨本位の利のみを見て︑其害を考へざるなり︒是

便を謀りて之を為し︑民の便不便は肯て之を顧みざるなり︒

を忍ばざるべからず︒金貨本位の制の如きは︑専ら政府の

︵スク︶

ず︑然れども一概に漸を主として急を斥くべからず︑然れ

毒の身に在るが如し︑緩和の薬を以て其病を治せんとする

民は大に其弊を受けたり︒其弊の大なるものを挙ぐれば︑

を以て政府にても其諜期の如き利を得ること能はずして︑

ときは︑其病毒益蔓延し︑其身を億されば止まざることあ
り︒此の如きときは速かに快刀病根を裁断するときは一時
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○成人余に謂て日く︑先生宗教に付て批判する所あり︑然
れども小生は先生が宗教に関し深遠の学識あることを聞か
ず︒然れば先生が宗教の批判は所謂門外漢の見にして︑肯

勝れりと︑蓋し知言なるべし︒

買ひたるのみなり︑我国の政事家が虚名を買いて実害を得

而して其利は一もなし︑唯金貨国となりたりと云う虚名を

拙きより起る︶銀貨国及両本位国との貿易に損失多きなり︒

物価の騰貴なり︑貨幣の位格の降れるなり︵是は施行法の

○道徳に主義を定むるは敢て不可なることに非ず︒然るに

許さざるなり︒

偉蹟を滅却せしめんとするに至りては︑天下の公論は之を

を信ぜず︑古文書を信ずろは固より不可なることなし︒然
れども一概に民間の記録を信ぜざるは亦大なる僻見といふ
くし︒将軍家慶公は嘉永六年六月廿二日に莞去せるを官の
文書には同年七月廿二日に莞去せりと記す︒井伊大老は水
戸浪士の為に途中に刺殺されしを︑然るに官の文書には同
人従士を指揮して浪士を防ぎて少なく負傷したりと記す︒
民間の記録は此二事共によく其実を伝ふ︒然れば文書必

○近年歴史を考究する者︑専ら古文書を信じて民間の記録

其詣罵を受んのみ︒

くし︑若し悪魔外道を以て余を詣罵すれば︑余は甘んじて

身外の物を以て其主義とするは誤なり︒身内の事は一に吾

くきものなり︒然るに哲学者中或は幸福或は利益等の如き

り︒記録を信ぜざるの僻見よりして︑古来相伝へたる美事

之を為すこと能はず︑己に門に入り︑堂に上れば︑己も亦

力を以て之を求むくきも︑身外の物は得るか得ざると共に

唯世の害を為すのみなり︒惹吟孫日く︑知らざるは謬るに

ジヤハーソン

益と為さゾるも︑害を為すこと少し︒謬説を主張する者は︑

主張して正論を誹笑する者は殊に之を悪む︒無識者は世の

○余は無識者を悪まずして謬説を持する者を悪む︑謬説を

たるは︑独是のみに非ざるなり︒

緊に中らざる者に非るか︒余答へて日く︑余が宗教に付て

道徳は己の行を修め徳を積むことにして︑之を其身に求む

しも皆信ずべからずとして記録皆必しも棄つくからざるな

ずるは︑抑故あり︒凡宗教を批判するは︑門外漢に非ざれば︑

其門外漢たるは吾子の言及の如し︑然るに尚厚顔に之を論

て︑其長短得失を知ること能はず︑実に至れば復宗教を批

のに非るなり︒或人問ふ快楽は身内のものか︑身外のもの

命運に関する物にして︑之を求めたりとも必しも得べきも

宗教家となりたる者にては︑只宗教の善美を見るのみにし

は宗教のみの道徳に非ず︑宗教の外にも十分に窮理尽性の

か︑是を以て道徳の主義とするは其可否如何︒余日く︑快

判すること能はず︒此天地は宗教のみの天地に非ず︑道徳
地あり︑安身立命の地あり︒余固より宗教の為に之を言ふ

楽には身内のものあり︑外来のものあり︑外来の者は我欲
情を以て求めたるものなれば︑之を楽喫﹂と深ければ益迷
言に依りて自ら反省すれば︑亦多少の益を得ざるに非ざる

者に非ざれども︑余は他に立ちて世道人心の為に宗教者余
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ことを得んや︑身内の楽は真正の楽にして己を得たる者に

溺して道徳を距ること遠し︑安んぞ之を道徳の主義とする

身世の難難に逢ひしことなしといへども︑人生の常として

○人は平常和平楽易の気象なかるべからず︒余は幸にして

る所なり︒

︵サカラ︶

非ざれば之を知ることを能はず︒希撒の特摩古利多日く︑

も中庸の素位老子の知足の訓を守り︑皇も其心を累はすこ

多少屈辱を受け意志に杵ふことなきに非ざりき︒然れど

デモクリマス

者なり︑又日く智者は己の分を知り︑己の有する所を楽み︑

人の快楽は内界に在り︑之を外界に求むるは︑其方を誤る

に栖遅し︑家貧なりといえども猶客時の方人あり︑満架の

害あり︑以て老その楽しましむるに足れり︑明道先生の万

となく︑常に和平楽易の気を失はざりき︒今年七十四林下

物静観皆自得の趣あり︒少壮男女の如き者の為に経を説き

の言宜く師とすべき所なり︒

○人は自ら高崇秀美の性を具ふ︒学問と実験との力を以て

己の有せざる所に於ては︑皇も心を労さざるなりと︑賢者

此高崇秀美の性を磨励し修益して其極に達せしむるは人生

○近比世人の美術を尊重するよりして美術家大いに自負の

ふくし︑少々楽しからずや︒

みざらんとす︑頑患の至りといふくし︒美術は国家外面の

心を生じ︑美術の為には国の風俗買地の事過はれ敗りて顧

通り講今より後は世を終らんと欲す︑淘に帝国の常民とい

革命の乱を起し︑欧国のニーチェ極端なる利己主義を唱へ

文飾なり︑美術あるも国の治安に益せず︑美術なきも帝国

の職分なり︒

たるも︑独国の動乱を起すに至らざるは︑時勢と人情との

の治安に損せず︑国家治安の上ならば︑美術は文飾として

○法国のルーソー極端なる平等主義を唱へて︑遂に法国大

同じからざるに因るなり︒法国は路易第十四の暴慢の政治

之を有するも可なり︑風俗の破壊を賭して美術を存するの

本邦近年異端邪説の紛起すること甚多し︑然れども幸に国

なり︑是ニーチェの言も人心を動揺せしめざる所以なり︒

ならず僧侶左程も甚しく騎徹ならず︑国民の性も頗る沈重

と雛ども人心頼敗の一端を徴するに至るべきものなり︒

左担して政府の是非を論ずる者あり︑此事極めて墳細なり

禁ずるは無論のことなり︑然るに世の盲諭家尚此醜画家に

を公衆の展覧に供せんとする者あり︑風紀を持す者は之を

理は決して之なし︒近年洋画家︑裸体婦人の図を絵き︑之

︵ルイ︶

を為し湯所以なり︒独国は之に異にして国政も甚しく暴慢

僧侶貴族の騎徹久しく国民の怒怨を積みたる上に其国民の
性亦浮燥乱を思ふの風あり︒是ルーソー等の説が大乱の基

人に劣る所為なるべきも︑其要は国体政治法国の如く憎悪

︵今回で本連載は︑完結しました︒︶

ショッペンハウエル猶言はずや・⁝．．︵本会嘱託︶

家動乱の兆を為すに至らず︑是れ一は︑論者の学力大に二

の浮燥を変ずる者あり︑是為政者の深く慮らざるべからざ

ならざるに由るなり︒只国民の性独の沈重に似ずして︑法
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百歳万歳
安房支会の初代支会長・顧問の安田豊作先生が本年十一

鈴木
日本弘道会会長

す︒近代日本の教育史にその名を留める﹁北条教育﹂の実

い﹂と心身の健康に努めておられます︒正に全国会員の希

本弘道会安房支会の一員として心を正し社会にも役立ちた

践者として四十一年間の長きに亘り教職に在り︑現在も﹁日

昨年島根支会の飯塚一雄先

望と敬愛の象徴であります︒安田先生の長年にわたる弘道

月三日に満百歳になられた︒

したばかりである︒日本弘道会

精神の普及の御貢献に深謝申し上げますとともに︑今後一

生が百歳になられて祝意を表
の元支会長が揃って百歳を迎

層の御加餐をお祈り申し上げます﹂

読み直す﹂と題して︑﹃日本道徳論﹄を読んだ感想と地元

安田先生は︑本年七・八月号の﹁弘道﹂に﹁西村茂樹を

て欲しいと膨大な原稿を持参して研究所に来られた︒それ

所に務めている頃︑安田先生が今度出る本の推薦文を書い

私が千葉県教育長を退任し文部省に帰り︑国立教育研究

しい慶事である︒

えられるのは︑会としてもうれ

の小学校の卒業式に列席して﹁本当の道徳学習を見たよう

が後に﹃未来への年輪ｌ北条教育六十年を語る﹄として出

版された本である︒私は﹁近代百年の断面﹂と題する拙文

な気がした﹂と若々しい感動を述べておられる︒

私は十一月三日に満百歳になられると聞き︑以下の祝電

を寄せたが︑この本を読むまで﹁北条教育﹂の真価をよく

所が編集した﹃日本近代教育百年史﹄に︑戦後のカリキュ

知らなかったことを恥じた︒私は序文で︑﹁国立教育研究
﹁安田先生が十一月三日に満百歳の御誕生日を迎えられ

ラム改造運動の先駆的役割を果たした︑教育研究者との共

を打って祝意を表した︒

るとお聞きし︑その御長寿を喜び心から御祝い申し上げま
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勲

川によって独︑のプランを提唱したものとして﹁千葉県
の北条小学校プラン﹂があげられており︑日本の教育に

る安川さんが︑ようやくこれを締ることを決意しその成

北条教育はその名を留めている︒その内容を肢もよく知

された
100瓶の記念に内￨片l総理大11'からHvi呈

あれから二十七年︑川本弘道会を通じて安川先生とお付

安川先生が九卜七歳の時に語られた﹁私の健康法﹂は︑

き合いが続くことになった︒不思識な脚縁を感ずる︒

長寿生活者の見本のような内容である︒

﹁小さなことでも継続すれば益も出てくる﹂︑奥様の助け

で薄塊で嘘り沢山の野菜食で腹八分Ⅲ︑煙唯も酒もやめ︑

朝は七時に起きて家族と朝食をとるなど規則正しい生活︒

﹁趣味で触れ合いの輪を広げる﹂︑冊本︑炎装︑築刻︑小仏

﹁心の他康を大切にする﹂︑心はｆ術心で努めて﹁怒らな

彫刻︑盆栽を今も続けており︑同志との触れ合いが楽しい︒

いこと﹂である︒

﹁さらに健康であるためには︑行動が止しく︑道徳的で

あることが蝿まれるのである︒私は今︑Ｈ本弘道会安房

支会の一員として読書会や諸行事に参加し︑心を正し︑

生が修行であるとつくづく思う﹂とまとめておられる︒

社会にも役虻ちたいと思っているがなかなか雌しい︒一
兄覗な健康法である︒

安川先生の益々の御健勝を祈念し︑全国会員の希望と敬

愛の象徴としてさらなる御隆寿を期待する次第である︒
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果が本書のようなかたちで世に出たことは︑我が国の教

祝状 及び記念miを伝述する金ﾒL館山市長と ご夫妻

育にとってまことに賞亜なことである﹂と記している︒

；

の胆石幹事長など労組系議員が多い

自民党は︑民主党こそ日教組丸抱え

バル自民党を世襲議員が多いと批判︑

となった︒民主党の野田総理がライ

年末総選挙で議員の世襲が話題

それが文部科学大胞︑Ｗ房長官を歴

子でなく︑前途有望な人物を選んだ︒

任した田中龍夫議員は︑後継者に息

の長男で峨後︑通産︑文部大臣を歴

家もある︒田中義一陸軍大将・首州

よう︑制度の工夫が必要だ︒

世議員を選ぶのは地元の恥と考える

れば︑それを誇りとし︑ボンクラニ

は︑世襲議員でも︑国事で大活躍す

国共通の課題に限定する︒選挙民

し︑国会は外交︑安全保障問題︑全

してよいと思う︒

ろう︒功もあり︑罪もあるが︑評価

一つの型がわが国の世襲といえるだ

てきた︒その風土から培われてきた

一方︑自然の恵みに感謝して生活し

住民は自然災害には協力して耐える

地震諸火事台風など︑川本列島の

創業者が世襲を拒む例もある︒

世襲を重ねる例も︑ホンダのように︑

でも︑トョタのように創業者一族の

られ︑磨かれ︑発展してきた︒企業

など︑世襲家元によって︑流儀が守

の伝統が保たれてきた︒茶道︑華道

古典芸能の世界は世襲によって︑そ

広く行われている︒歌無伎や能など︑

わが国では世襲は政界以外でも

任︑活躍中の河村達夫議員である︒

また︑父親の選挙事務所などで研

と応酬した︒自民党は地域に根づく

後援会組織が議員の世襲を促し︑民
などが労働組合組織からの支援活動

主党は︑市民運動家や左翼崩れ議員

蛾を枝み︑大成する世襲議員もいる︒

虻蝉蝿⁝

当選する︒しかし︑川襲であっても︑

祖父に岸信介首相︑父に安倍晋太郎

問題は︑世襲立候補者の資質で
ある︒地域間皿を川政から地方に移
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に頼っている︒

〃世襲〃横行の背景に︑政治家の
家業化現象がある︒地盤と高額安定
の足りない子息でも︑国会議員の親

した議員報酬がⅢ襲化を促す︒能力

立派な政治家は少なくない︒自民党

の地盤を引き継いで︑比較的容易に

副総裁だった椎名悦三郎を父に持つ

であり︑一律に﹁仙襲けしからん﹂

を受け︑日米理解の促進︑議員交流
に尽くした日本の国会議員だった︒

川襲にとらわれない高潔な政治

ではもったいない・

外相を持つ安倍晋三議員がその一例

津英武

椎名素夫は米国議会人から最も尊敬

世襲にもいろいろ

商そすれおく左左もの柾くを分すに気感八足

店のがてのの、回歩でも連、第でこ・始にじ1−の私
街結、いなでイiりIll冊、>'/:動三‑X.のめ界ま歳力は

を果慌まいすの、をそつを○は大賊たれしにが七

燐騨ｷﾊ:W峨郡I81mI僻燭鶏
'いに鋪ｨ撮り典綴誤蕩灘脈賑蝶
、たゆく肉の均そあに1(11たのつい化のま線のとか

体かっ歩迄脚にのま、ii‑:o装一ま予運しの力か

っ

雛$難聴苦測'1蝦誘Ⅷ噌蝋餓歩
れい歩もめ迄よのこい器台添位動つそをえt行

;鍾喋f畦霊溌h1拘織;雌
〈すまり仙つに囲なこああての
､

，

0

、

ふらつきがないのです︒ここで学ん

りました︒別の感覚で言いますと︑

だことは︑只歩くだけでは芸がない

時には松の牌も川って歩こうという

いうものです︒これは運動場に限ら

気持が生じ︑違った瓜紫も見えると

（
3
0
）

老化予防のための方法(2)

ずに︑これまでの散歩の折にも試み

てドさい︒

抑てこの噸老人の感染雌として注

Ｈされているものに︑恥ド性肺炎が

あります︒私は専門領域は呼吸器も

に造影剤を入れてもらい︑翌帆胸部

ありますので︑昔︑高齢省の鼻の奥

Ｘ線を搬影しますと︑少量の造形刑

含溌溌峨

松本慶蔵

名言すす気こ行所位もじのに堰気がのてしが

灘羅燕鮮確'無暗擢

謹熱職謹恥識薩
群雄殿:鱗瀧
記るたアた/I.それ°、す保の出'Iﾘlが然事

鳥庖睦｜隅灘ｶﾐ霊馳然蛸
院で、たり、にI"lらI"lと閉そめ枕ぃ(Ii符つ出
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書き下ろしである︒儒教の全体像を

﹁儒教概論﹂の誰義メモをもとにした

である︒本書は早稲田大学における

氏は︑本会副会長︵早稲田大学教授︶

﹁儒教入門﹂の著者・土田健次郎

の個人の変容のサンプルとして大き

修養の経験の集稜は︑社会人として

人を目指して儒者たちが行った自己

代人にとっても︑儒教文献に残る聖

意義にも言及している︒そして︑現

歴史的意義を踏まえ︑儒教の現代的

の人物像が浮かび上がってくるし︑

の大胆な推測による︑魅力ある孔子

解説は簡潔で分かりやすい︒著者

訓読︑現代語訳︑解説を付している︒

して︑それぞれの条について︑原文︑

の四つの章に分類して収録する︒そ

儒教を宗教としてとらえる附教而

ター名誉教授︶著﹁論語入門﹄は︑

第二章考え方の原点

第一章孔子の人となり

糟谷正彦

キストとしても最適であると思う︒

各支会での勉強会・読書会などのテ

この二つの書物は︑日本弘道会の

際には検索しやすいのである︒

に詳細に辞典で調べてみようとする

代にとっては︑大変ありがたい︒更

や東洋史の授業時間が削減された世

いる︒これは︑第二次大戦後︑漢文

な漢字には︑すべてルビが振られて

原文や解説中の地名︑人名︑難解

錯覚しかねない︒

なく︑現代の大学のゼミの雰囲気と

ている︒二五○○年も昔の対話では

が臨場感あふれる場而として描かれ

弟子との関係や弟子同志の葛藤など

第四章孔子の素顔

平易に解説した画期的なテキストで︑

な仙値を持つであろうとする︒

一怖孜とは何か

次のような目次となっている︒

もあるが︑本書は︑オーソドヅクスに

提供してくれる︒すなわち︑二五○○

一川六条について︑

年間にわたり︑東アジアの人々の心

第三章弟子たちとの交わり

全般にわたる基礎的な学問的情報を

の基盤でありつづける思仙について︑
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二儒教道徳
三儒教における天の意味
四儒教思想の基本型

七儒教の社会観・政治観

五儒教的人格
六附教の規範
八儒教の地域的／時代的変容

東京大学出版会260011」
井波律子著「論語入門」
岩波新書800円

井波律子︵国際日本文化研究セン

読書案内

論語五百有余条のうちから精選した

九現代における儒教

土田雌次郎著｢儒教入門」

△云生ロ
◎御寄付者芳名︵平成別年Ⅲ月︶

金︑万六千門也中村徳泰︵パリ在佳

金︑一万円也匿名︵静岡県︶

◎会費領収報告翁秤賊蝿斡叫朋皿胆
１この報告をもって領収書に代えさせて
いただきます︒

２お名前の上の○印は新入会員の方です︒
最終年度です︒

︵入会者︶

小野寺教子

出山裕之
田中直良
岩崎賢助
宮崎俊明
玄田初柴
津田美代子

︵紹介者︶

佐倉支会別名分

馬場英彦
高橋博夫
西山清治
西山清治
西山清治
山本直治
荒木光哉

︵平成別年Ⅲ月〜Ⅱ月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵支会名︶

︵千葉県︶

安房支会胆名分

野田支会Ⅲ名分
︵東京都︶

謹告

から施行を目途とする︶︒

日本弘道会では︑会誌﹁弘道﹂掲
載の記事をデジタル化し︑発行後一
年を経過したものは︑弘道会のホー
ムページから無料で自由にアクセス
可能︑プリントアウト可能としたい
と考えています︵平成二十五年四月

ついては︑過去に御執筆頂いた

方々で︑もしも著作権に基づき︑異
議を申し立てられる場合は︑ハガキ
でその旨を﹁弘道﹂編集部あてお申
し出くださるようお願いします︒

特にお申し出のない場合には︑異
議なく御承諾いただいたものとし︑
取り進めさせて頂きます︒

平成二十四年十月一日

会長鈴木勲

公益社団法人日本弘道会

郵便番号三︲ｇ歪

﹁弘道﹂編集部

東京都千代田区西神田三 一 六
公益社団法人日本弘道会
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３お名前の下の括弧内の数字は会費納入
４ご不明の点は本部事務局会員会費の係
までご連絡下さい︒

根根田田田房手

石川正郎

倒伽
(
2
4
）

島島有有有安岩

(
2
4
）

会長鈴木勲
副会長土田健次郎

顧問西津潤一安嶋揃
理事秋 山 富 一 生 平 幸 立
木村治美高坂節三

菱村幸彦古川清
渡貫博孝

監事伊 藤 克 巳 高 橋 昭 典

茂木友三郎

大津幸夫 糟谷正彦
多田建次

松平直毒

津英武

参与飯塚一雄 小川義男 小野健知 木屋野正勝
杉原誠四郎 高橋昌郎 辻幸蔵
西村幸雄
藤原正彦 古垣光一 宮崎哲夫 森隆夫
山崎隆司
特別会員赤塚行雄 朝倉治彦 石川忠久 石津芳次郎
市村真一 大内一幸 押谷由夫 小田村四郎
甲斐睦朗 貝塚茂樹 加地伸行 梶田叡一

飯田寅次郎

所功

加藤尚武 金杉光ニ 狩野冨吉
菅野覚明 クライン孝子 河内朝夫
佐藤禎一 佐藤俊夫 下村敬造
高橋史朗 高橋文博 橘木俊詔
丹治久
戸辺好郎
中係高徳 長谷川茂郎 林道義
馬場菖夫 福原修 古田賞
宗政秀治 八木秀次 矢口孝
山折哲雄 山室勇臣 山本哲生
横山安宏 米長邦雄 若鍋尚志
終身会員安藤太郎
金子ゆかり

亀山基恵生

榎本匡吉 大兼利之

阪谷芳信 笹森時雄
白井健蔵 一同石景一
積田義男 鶴岡寛三郎

望月兼次郎

韮塚一三郎 繁田良一

川本裕子

小堀桂一郎

白鳥正

渡部昇一

田中英道
中嶋嶺雄
春山宇平
松本慶蔵
安田豊作
横山利弘

鎗田寿

今井千代田郎 内田武文
岡本通 片野嘉雄
京野正樹 坂尾正巳
篠田惣治 清水常一
武部良久 田淵敏夫
常泉健一
仲
村正和
古滝達男

西村喜久郎

山口武夫
松崎美代子

吉田政博 渡辺敬雄

海外会員三扇．三麗巨ヨー困夢口窃Ｏｚ三扇．弓①旨きめ垂のＣ

三﹃・陣三扇．三宝︒即六百百○エ田ン
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一般会員

北 海 道 大 月 武 志 斎藤元護田村武男富田迫夫

落合高省河野覚兵衛川村優北尾美成

奥上正一小津岐小津深小田金清

小島一郎五代吉彦小藤計小林孝雄

小林隆今田年斎藤情斉藤守

永井輝 中村浩一安田俊明

岩手県大鹿糠倉松

高木伸夫立崎隆谷本茂雄筑後則

加藤茂男加藤裕二鏑木義之鎌田邦彦

太田克彦大野隆司大平恵理大矢根てる
岡本信子織方郁映長村幸雄小野すみ子

大内保治大門隆大賀寛二大久保建紀

上野明義榎本のぶ海老原富美枝大家重夫

池野和己砂金俊夫石川正郎石橋義弘
出井朗夫五十棲吉巳伊田和身出井猛
今尾知義今岡敦典岩測信夫上田幸夫

安西英太郎阿武九三郎飯島情五十嵐とみ子

東京都赤松豪浅井経子渥美和也阿部光夫

米田耕司和田昭通

松崎一康山崎侃鑓水浩湯浅康右

長谷川国雄林謙治郎日高靖輝平井尭
平山金吾古橋謙寿増田好彦松浦成子

塚本隆中川弘喜中村二郎根本淳祐

菅谷誠一菅谷昌徳鈴木仲秋鈴木正敏
砂見茂博雑賀富雄祖父江昭一高木徹

佐伯清毅佐藤吉男重永泰彦白鳥千鶴子

宮城県桂重俊 菅野多利雄需藤正美手島典男
西津啓文 村上良信渡辺博
秋田県戸津正男
福島県柴田司郎 畑敬之助
茨 城 県 関 五 郎 関口英夫永塚弘行半田啓二
村山元理

栃木県須賀淳 塚田保美 若松静夫
群馬県岩瀬誠 氏家実 前田勇 森下功
埼玉県青柳邦忠
小川輝之
熊谷富雄
五月女善一

新井慎一 安藤駿英 出和夫
河野幸枝 木村良平 草場宗春
小林靖昌 小柳光春 西連寺勝久
須田勉 高橋哲夫 高 橋 勝
鶴田登 渡嘉敷茂夫 土橋隆信
平井一夫 広崎俊明 発智金一郎
矢 吹 中 吉住龍雄
天野才八 安藤隆弘
伊藤嘉平 井上洋一 卯 月 幸
大岩好昭 大榔利夫 大島和俊
大城嘉規 太田和良幸
大島千代子

東清

田村和凡
樋口敏生
三浦信子
千葉県浅井和泉

飯塚弘

鵜之津康雄

大島民義
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域生涯細祉峨団理噸遅

楠元尾

久保庭信一

鯉川英一

神守隆一 亀谷一郎 苅田吉夫 川崎修
菊池敏夫 鬼津佳弘 岸田輝夫 喜田安信
鐘

師俊紀
山本毅

㈱倫理研究所図書室

下田陽 庄司異明
鈴木進 鈴木治子
高岡浩二 高 田 賢
谷口泰三 谷本良平
中村一男 中村伸之助
野島信明 林純一
菱山幸一 平林智司
堀内政三 松木昌子
真辺将之 三浦良雄
宮本繁雄 宮本雅史
八木秀記

香田裕子 古賀喜博 腰山貴文 此元志津範
小牧幸雄 小島兼隆 近藤浩幸 坂本善博
相良憲昭 佐久間聖名子 佐藤孝 柴田武
島沢明史 下条進一郎
新里昭子 鈴木重雄
開貴仁 関口昌子
高橋新平 田中孝
田内龍治 中田貴志男
中山幸諮 奈良威
林田達郎 久田龍二
吹浦忠正 藤岡知夫
松本淳一郎 松山茂雄

水田武 宮下修

村井昭三 守本正宏
山名和雄

山口晃
渡部武

神奈川県赤司博之 有川武勲 生山智己 石沢彰文
内海静雄 有働義彦 浦田徹 尾俣セツ子
木下勝実 小林三郎 貞麿長昭 篠崎昭彦
武田伸昭

相馬孝 高倉弘 高間勇

道村功一朗

伊藤毒 今井春昭岩手達夫

文珠川雅士

多田悦男 龍口健一 谷合明 田沼茂紀
豊鴫転三 浜田史雄 半田栄一 播戸正臣
福岡純一郎 藤田芙美 藤村和男 藤本道夫
堀口恭宣 牧光徳 三隅田良吉 水野実
室伏武 安田のぶ子 山口圭介 山口員弘
山田喜昭 渡逼東洋
新潟県板倉栄一郎 今成卓而 棲井守麿川正昭
石川県漬田繁 八木義麿
福井県田賀秀子 中谷実伸
山梨県淡路実春 梅津重雄 小木曽照行樋田明

山田喬

岡崎久

長野県小林元亨
岐阜県石原太紀

静岡県大沼栄穂 松下貌三 森下義明
愛知県大河原唯視 加藤貞夫 木村寿 鈴木保責
高田敬子 宮田力松 山内司 亘明彦
三重県山本とし子

滋賀県木村和彦
京都府植田清宏
大阪府岡本親宣 下野厚子 原野圭司
兵庫県井上宗吉 北村俊夫 福田太加志峯美穂
森一郎 矢野恭克
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奈良県森岡正宏

鳥取県国岡靖夫小谷鹿太郎竹内善一士井康稔
福永昌徳

永井伸和長石肇西尾邑次漬口豊明
岡山県鳴海柴
広島県河野富士雄

香川県坂本幸治

山口県伊賀訓之長崎哲男三浦晴彦水野直房

佐賀県小柳治道

愛媛県赤松泰伸正木啓介
高知県植村利夫山崎善正
福岡県大庭茂美吉武弘喜

長崎県坂本蝿
熊本県平野正憲本田一記本山芳夫
宮崎県後藤俊彦
鹿児島県池田哲之吉冨政夫

支会
島根支 会

顧問浅野俊雄飯塚一雄狩野冨吉松本幹彦

丸磐根

副支会長中筋弘充

支会長荒木光哉

白石隆子友森勉西智文問田浩彬

監事木佐由延福島律子
幹事薦田道昭糸原次之大石武博島崎美徳
事務局長問田浩彬

雲宴長糸原次之西智文
会員青戸宏明青戸良臣赤江美穂秋利幸秀
安食富晃安達伸次阿部和男安部純生

安部隆安部登天津邦之有馬毅一郎
飯国徹夫飯塚勝飯塚裕司飯塚修
飯塚隆一石倉園男石倉繊雄石倉初
石田和也石原肇石原道夫伊藤進二ｊ

伊藤紀子伊藤博敏伊藤由紀夫稲田悦朗乃

井上和朋井上勝博今井康雄今井靖く
今岡実入江勝仁岩浅宏志岩井元康
岩田渥男岩田進岩成秀彦上田業就

宇治原貞夫江口博晴江角弘道遠藤知己
大崎能国太田多美子大西七恵大森広子

岡崎豊年岡本修治岡本昭二小川正道
小倉雅介尾崎安男小津秀多小村孝志

折坂隆景山明彦景山郁夫景山高行
景山寛揖野妃都水春日光男片寄進
荊尾俊勝部和承加藤悦司加藤純夫
加藤武行加藤義雄兼折右慈金築聡

加野幸雄上谷慎二神谷進嘉本輝雄
河角静川角朋之川津愛子川原良一
川村淳河村政経木佐剛典木次井悠介
北野静男吉城聖顕規家文雄久保田康毅

玄田初柴河野義男高野良彦古浦義己

倉井正喜倉本一三黒田章義桑原弘
小島博野小谷繁正木次健悦木次三八郎

河原一朗河原史佳後藤美利小林修平
児山治正近藤宏樹才木雅伸佐伯・厚

坂本暢子作野麿秋棲内強佐々木茂
佐々木孝賢佐々田一博佐藤茂佐藤勇人

佐藤誠佐藤誠佐堂博真田直幸

佐貫泰則佐原亘山藤哲夫塩川寛
柴田博島田雅治清水寛下岡博司
庄司肇白木賢司杉原隆周藤勝善

須藤昌幸須山春雄須山泰則曽田和彦
多々納鉄雄多々納弘光田壷勉立脇通也

高尾彬高尾保行高木弘伸高橋英二
高見武男高見敏彦竹崎康次竹谷強
田中信道田中久隆田中匡倫田中瑞夫
田村香千原一弘津田美代子土谷武盛

鍔木篤坪内浩一寺本夏雄藤間元康
栂瀬久男内藤章一中奥雅士中島照

中西秀夫中野吟子中村倹三永岡達朗

長島聡永島典男永瀬豊美奈良井混

成相有一西治錦織靖雄錦織孝枝

西島正敏新田康二仁田準野津和夫

野津満橋本辰生秦潔畑勉

花田英治早川求林干城林充也
原周弘原敏原洋二原田美穂子

日向伸之平木柴平山明暦江朝夫

広江千年広沢卓嗣麿津蒋城深田徳夫
福田和夫福田浩三福田正明福田政隆

藤井康夫藤原弘道藤原幹夫藤原三葉ｊ
藤原泰樹舟木征一古瀬誠細貝篤志別
細木保興細田博史前田孝亮松浦修六く
松浦正敬松嶋博松田武彦松田夏夫

松田美保子松本正治松本東一郎三浦尚二

三浦稔子三上昭憲三島修治水谷信明
三原治夫宮廻俊盛宮脇和秀武藤立樹
村尾亘彦目次健司森山祐次安江英彦
安田達司山岡清志山川修司山口浩明
山口美紀山崎悠雄山崎裕二山下嘉三
山田和彦山田忠男山根憲昭山根正明
山本慶一山本直治山本弘正横路仁朗
横山康二横山統農吉岡正至吉岡政夫

矢部雅彦藤井浩日下部寛太郎

吉岡百合香 吉田貞男 吉長義親 吉村日出園
米山克正 若槻徹 渡部昭久 渡部俊行
渡遥晴夫 渡部寛良 和田惇子 和田秀穂
和田弥生

野田支会

支会長茂木友三郎
副支会長宮内好雄

理事佐藤裕
前園君子

杉崎哲実 鈴木信人

高橋保 高橋宏
塚本豊

千葉均一

戸辺勝恵 戸辺光政
中居章 中山武志
橋本光利 長谷川昌男
張替智子 贋間善之
細谷弘美 堀江幹雄

松尾清 松田武

水沢栄光 村田弘信

森功

茂木長三郎

佐倉支会

若林慎一

山口仁美 山口稔男
山崎義二 山中武彦

顧問渡貫博孝平山秀樹

上原哲哉遠藤由美子

大保一成岡田宏之

染谷篤

田中元一

手塚裕
冨田広

額賀栄司
張替猛夫
船橋高志
松浦正典
水川直也

安田いく代

茂木佐登子

山崎保
米田博

事務局長松戸正利

理事佐藤金作綿貫登美子川名部実小川弘子
監事秋葉二郎

副支会長石橋実斎藤恵蔵

支会長粟生喜三男

名誉会長蕨和雄

加藤直加藤宏明
川崎和夫木村亨
黒川浩桑原辰夫

次枝子子正郎生昭子成之則子

塩沢隆芝崎好伸

小島宏之小林健二郎
逆井芳男坂倉鋭一

塁霜堂南墓蝿量巽農塁董巽

下川泰弘白井英雄
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事務局長戸辺好郎
事務局次長関志乃武

石見涼二
大関健道
小津弘夫
河合典子
草刈俊晴
小嶋真二
寮藤てる
塩入千裕

島田洋

会員青柳均 秋田茂 飯田芳彦飯森淳
一色輝男伊藤稔
石山由美子 市原智
稲橋光男
大石俊昭
小川恵美
川井清明
清次一平
桑原伸幸
小松崎明
佐々木小次郎

島津孝行

横山森茂松本深初縄戸土竹関

佐野義男︵高梨哲朗︶本橋仁宮沢治海

︵武田金市郎︶︵青木嘉男︶︵石井忠雄︶︵永井幸彦︶

大溝好子

小川勝寛押尾豊幸木村浩清津瞳子

研修部︵今宮靖雅︶出山恒男︵鈴木亭︶伊津きよ子

専門部

会計田測良和
会員石渡菊枝石渡輝男井原重之臼井尚夫
内田儀久大川徹夫大川靖男大友喜代
葛原千真葛原利生国友文江倉次和也

︵山本泰久︶

女性部︵兵藤恵美子︶︵坂口まさ子︶中村寛子

黒岡美江子小出行雄斉藤千江子坂井昌司

中村睦美行方正夫桧貝信一郎藤江徳也

相野栄子佐久間昭田中茂子寺田辰夫

勉望月

員本橋亮一

森成吉安田耕太吉田久雄吉見貞男

本間誠章三平

代田浩二鈴木悦子鈴木宗平鈴木誠
高橋修角田陽子出山裕之仲尾卓二

鎌田久子川上賢爾黒川邦保幸田浩文
小林安生佐野妙子佐野哲男三瓶繁男

大島精一大田文枝加藤操金房保乃

岩波正夫生貫敬子榎本春光大津千丈ｊ

会員安西雅行飯塚浩石井秀岩寄美沙子

︵石井忠雄︶︵︶は重複者

雲会計︵安西迫彦︶︵高梨哲朗︶︵兵藤恵美子︶︵小林進︶

藤崎正雄堀田正典松戸光男松原章
真野好則路野照雄目等静子森栄一
渡辺美智恵渡部八重子
安房支会

支会長高橋博夫

顧問安田豊作福原修金丸謙一
副支会長吉田幸昌畑俊一

監査村田武匿永井幸彦
幹事金木賢三今宮靖雅青木嘉男安西信雄

渡辺嘉助渡辺祐典

支会長西山清治

有田支会

地区委員地引三良小藤俊夫山本泰久渡逼裕

副支会長出雲悠司

︵永井幸彦︶高梨哲朗武田金市郎鈴木亭
兵藤恵美子坂口まさ子小林進佐久間秀子
小田喜明子石井忠雄安西辿彦

小松雄光渡逼重雄︵村田武麿︶磯部和子

幹事長 金ケ江重綱

岩崎登
岩︑水正太

浦川友喜浦川正徳

池田哲也 石橋稔章 岩崎賢助犬塚光夫

顧 問 古田責
一云巨貝

上滝幸二 梶原貞則 金丸勝美空閑秀則
副島利孝 田中直良 田代正昭田中瑛人

辻武史 手塚英樹 照井一玄中村巌夫
西山徳 西山智子 西山典秀馬場九洲夫
原田寿雄 深川一太 深川巌福島泰則
古田茂 古田昇 松尾斉松尾利興
松永俊和 松本信章 宮崎俊明水漫紘治
宮田清登 百田修二 行武登
平川支 会

願問宗政秀治 筑紫静男
支会長東平喜久雄
副支会長伊藤義彦

理事伊藤典夫 根本鎮夫小倉正敬関政彦
切替良寛 伊藤鉄夫

監事井上正夫 長島靖洞
事務局小倉健 川名和夫
会員安藤好夫 伊藤昭二内海久雄金子昭次
楠田英一葛田昌也近藤繁雄
切替正一房

山中晃

今井幸男 上杉修二
太田公昭 大西員彰
上山篤生 川崎寛治
小林雅典 坂井誠一
仙福克禎 添田秀和
中村淳 永井元博
三間芳弘 森洋三
八木康行 若松竜二

鈴木市衛
佐久間孝幸 佐久間欄 杉山晃
鈴木六郎 高橋信夫 千葉武久 鶴岡満
藤江千秋 山口輝昭 山崎克巳
吉田安次 若林道郎

山田恵春

平戸雲
八千代支会

事務局長曲沼三七夫

支会長稲毛英三

会計長谷川優

会員秋山泰彦 伊東稔雄
浮貝公雄 大熊正雄
加賀谷孝 加藤孝明
窪田由延 小泉晴美
佐藤誠 瀬戸雅春
高橋忠和 高宮昭裕
原田厚子 三橋洋子
森田克司 八木陽
渡逼綱義
茨城支会

支会長矢口豪

副支会長川又銀蔵郡司勝美大熊定男

幹事長船橋卓
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幹事平戸敬一 金井正 白田肇西谷隆義

理事渡逼朱美 渡逼文子滝口敏夫三枝英司
監事荒井弘導 斎藤儀平
幹事長斎藤善作

大内一幸加瀬征雄

副幹事長伊藤克巳

吾津修一

会員網城勉

平野明
八鋼隆

飯田昭二 卯月睦彦
荻野一男 鹿島冨士夫
草刈一之 栗林信夫
立原法久

竹村清

榛津敦子
安田英雄

五十嵐俊雄

山中彰

榊原久良子白土四郎

八剣保武

細井系太郎

在原博 安藤小平
江野津和彦 岡崎源恵
加藤良二 木田昌志
重城正義 武内清
中野治幸 野口秀実
松永光史

浅田順 磯畑宗之
井上昭 岩上尭

百目鬼博行

識正治 堂英夫

顧問阿部明金杉光二

兼川哲 川崎正之
菊池正章 栗田聴
小林幸夫 小林大次郎
篠原光 島田俊男
鈴木秀満 染谷寛
竹村広治 田中員悟

手代木英夫

中田裕一 永田信次 西宮能信
麿瀬文男 藤田隆之 藤村乙丸

副支会長猿田正城宮内隆夫

幹事長︵代行宮内隆夫︶

監事佐藤米吉松浦光善

石毛理
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秦雅博 菊地成夫
監査鈴木一好 村上貞夫
会員青木伸次 青野吉雄
市毛宏知 伊藤哲雄
大久保紀夫 小野久幸
川又英宏 菊池弘道
黒津敬二 鯉洲逸夫
後藤善一 笹川正興
杉本泰士 鈴木俊雄
高野武夫 高橋能久
冨田正一
額賀修一

支会長大木衛

銚子支会

本田行 真家馨 松浦博 丸山孝

幹事石毛弘二押田和彦

木更津支会

昭善義

森木尚史 柳生修 矢口武和 山野隆夫
遊佐恒義 吉田栄吉 吉田穣 渡遥高志
渡漫ふみ 綿引道典 和田俊次

支会長若鍋尚志

石毛俊三岡野俊昭

会員明石登喜雄飯塚藤三郎

神原靖夫
椎名秀夫

三雄蔵

渡漫宏

副支会長沖津三郎

来栖亮吉小池孝

嶋田神

庶務会計栗林武則鏑木正

顧問石川昌

小忍石

岩手支 会
支会長佐々木初川

副支会長安膝厚
監事欠羽々昭夫
幹事稲垣キッ子
西村悼郎
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面一儀噛糟濯飛需
一だ一ルにおいて会員二十四名出席の下︑定期総
一△云一鵬飢臓噸蛤餓洲雌榊脈肌脳叱脈吋吋耐伽測

る事が大事︒それが結局︑自分の幸福につながる︒﹂と考え

が親や子供をますます﹁学力偏重﹂へと突き進ませている︒

るようになった子供や若者が増えている︒経済状態の悪化

親の過剰な﹁学力偏差値信仰﹂が子供の心を壊していく︒

日本の親は﹁勉強に関すること﹂以外で子供を叱ることが

最も少ない努力で最も高い報酬を得られる職業を求める

ほとんどない︒

学生や親たち︒仕事の価値は︑給料の額で決まると考える

親や子供たち︒﹁所得と安定﹂だけを求め︑安易に医学部

恵み︑大きな力を知れば知るほど︑自分の足下から︑しつか

﹁謙虚さ﹂を子供たちにどう教えるのか︑自然の豊かさ．

を志望する高校生が急増している︒

ｒｌ１︑ＩＩＬ総会では︑二十三年度事業報告・会員の

一黙祷を捧げました︒

一支一会の吉田前支会長・及川初代支会長を偲び

動静・収支決算報告・二十四年度事業計画・収支予算︑並

りものを考えられる子供に成長していく︒幅広い﹁教養﹂を

﹁テストに出る﹂ことにしか興味をもたない学生を大量生

びに二○一三弘道フォーラム茨城開催に全面協力すること

産する受験偏重教育が日本の将来を益々危ういものにする︒

身につけることで﹁人の気持ち﹂が考えられるようになる︒

総会後に都内のエリート養成塾﹁ＹＳＰ﹂代表篠上芳光

について全員一致で承認可決されました︒

先生に﹁学力偏差値﹂と﹁心の偏差値﹂は車の両輪という

つが﹁本当に賢い子﹂は育たない︒

﹁学力偏差値﹂至上主義では﹁試験が出来る子﹂には育

かれた大変有意義な講演でした︒

演題で講演をいただきました︒心の教育の大切さを熱く説

今︑求められている優秀な人材とは﹁答えのない問題﹂

ることで︑これからの時代が求めている﹁賢い﹂人間に成

﹁学力偏差値﹂と同時に﹁心の偏差値﹂をしっかり上げ

を考えることが出来る人︒

の中にも大きな変化が起こっている︒﹁自分さえよければ

３．Ⅲ東日本大震災︑福島原発事故以降子供たちの心

︻講演要旨︼﹁心の偏差値﹂を上げる私の教育法

良い︒自分の利益さえ最大になればよい︒﹂という考えか

長させることができる︒

︵茨城支会長矢口豪︶
ら﹁自分のことより︑世のため人のためになることを考え

ｂ︲．︑Ｊ〃

（80）

実施期日平成二十四年十月二十五日︵木︶

研修視察報告

公安一房支Ａ事

ありません︒

全て毛筆漢字で私など全く理解できず︑解説文に頼るしか

た﹁腰越状﹂に対面︒幅一尺︑長さ一間ほどの大きなもの︒

階段をやっと上り詰めるとそこが境内︒目指す﹁腰越状﹂

を求めて社殿に入ると︑大きなガラスのケースに収められ

視察場所神奈川県鎌倉満福寺・鎌倉国宝館︑横須賀．

は迎え入れることを拒否し続けました︒頼朝兄弟の悲しい

な手柄を立て鎌倉に戻ろうとした武将義経を︑政治家頼朝

一の谷︑屋島︑壇ノ浦と︑次々に平家の軍を破って大き

る満福寺の参拝︑鎌倉・室町時代の奈良・京

視察目的悲劇の英雄﹁源義経﹂の﹁腰越状﹂で知られ

は藤原秀衡をたよって遠い奥州平泉の地までおちのびてゆ

運命の始まりの場所︒以後義経は追われる身となり︑最後

記念艦﹁三笠﹂

を一堂に集めた国宝館の見学︑そして日本海

なる︒権力の座を守るための兄弟の争いごと︑影であやつ

くも︑わずか三十一歳の若さで悲劇的最期を遂げることに

都から遠く離れた地方︵鎌倉中心︶の文化財

艦三笠﹂の見学により歴史認識を深める

きりと見渡せる絶好の旅行日和︒早朝七時鴨川市役所前を

倉院の高床式校倉造風の建物が国宝館︒関東大震災により

鎌倉国宝館鶴岡八幡宮の広い敷地の一角にある奈良正

学ぶ場でありました︒

る諸々の陰謀︑義経の仁義厚き人間性等々︑多くのことを

海戦で歴史的な大勝利に大きく貢献した﹁戦

十月下旬とは言え車窓から眺める一房州の山々はまだ紅葉

参加者数二十人

出発︑途中数箇所で参加会員を乗せ︑富山富楽里で二十名

われた︒こうした不時の災害から由緒ある文化遺産を保護

鎌倉でも多くの歴史ある社寺が倒壊し︑貴重な文化財が失

にはほど遠く︑ただ︑空気は澄み切って遠くの山々がくっ

生をはじめ︑九十歳二名︑八十代六名︑七十代五名：：︒

和三年に開館した︒

し︑あわせて鎌倉の文化財を一堂に展示する施設として昭

全員集合となる︒あと十日で満一○○歳になる安田豊作先

てのバスの旅でした︒

強い仏像が露出展示されていることです︒博物館等での文

入館してまず目を引くのは︑鎌倉時代を象徴している力

高齢者集団のバス旅行︑杖をつき︑お互いにいたわり合っ

満福寺﹁源義経﹂ののぼり旗で迎えられた満福寺︒急な

(81

化財の展示物はガラスケース入りかガラス戸の中に収めら
れ︑裏側までは目にすることが出来ない展示が一般的です
が︑ここではあたかも実際の仏堂にいるような雰囲気で仏

像を拝することが出来る展示方法です︒武士の時代を象徴

た︒

するような︑力強い作品の魅力を体感することが出来まし

記念艦﹁三笠﹂日本海海戦でロシアのバルチック艦隊
の勝利はこれまで欧米各国に植民地支配をされてきたアジ

と戦い︑完全勝利を収めた連合艦隊の旗艦﹁三笠﹂︒日本

（82）

ア・アラブ諸国の有色人種に大きな希望を与え︑独立の気
運を促進させた︒ワシントン軍縮会議を受け﹁三笠﹂は廃

棄されることとなるが︑独立を守った誇りの象徴として永

の後政財界の有力者の力で復元され︑今日がある︒今回

久に残すべしという内外からの声により記念鵬となる︒そ

蔑
葺
箸…
輔享調

の研修で﹁三笠﹂が記念艦としてその勇姿を永久に保存さ

鴬
患糠

･
議
熱
震
靭
÷

れている理川を改めて学習することが出来た︒

︵安房支会事務局長安西辿彦︶

識鍵:: ご
穣

二言葉の
︶

一ひろば

謹啓

新秋の候︑ますますご健勝のことと

このようなお心遣いを頂き恐縮に存じ

ます︒

との思いを偲び︑心から御冥福を祈り

て︑ご尽力された御功績を讃え︑故人

岩手県近江昭

敬具

ますが︑今後︑研究活動を進めていく

Ｉ

また確かな実践に力を尽くしておら

いていくよう願っております︒

道徳教育が本県教育にしっかり根付

た︒

考えられぬこと︑誠に嬉しく存じまし

く開催できる日が到来しようとは往昔

この種のフォーラムが何の抵抗もな

あの日の感動を新に致しております︒

昨日弘道﹁第一○八○号﹂を拝読し︑

いへん勉強になりました︒

二○一二﹂に参加させていただき︑た

去る八月十日︑﹁弘道フォーラム

察申し上げます︒

ご繁忙な日々をお過ごしのことと拝

秋が深まって参りました︒

鈴木勲様

平成二十四年十月二十一日

上で大変励みとなります︒厚く御礼申
し上げます︒

それでは今後ともご指導︒ご鞭健賜
りますよう心よりお願い申し上げます︒
伝え頂ければ幸甚に存じます︒

事務局の皆様にくれぐれもよろしくお
気候不順の折から︑御自愛専一のほ
どお祈り申し上げます︒

謹白

藤田祐介

取り急ぎ御礼申し上げます︒

平成二十四年九月十五日

お慶び申し上げます︒過日︑貴会を訪

問させて頂いた折には︑資料調査の件

熊本学園大学

躍のこととお慶び申し上げます︒

向寒の剛︑ますますご健勝にてご活

拝啓

鈴木勲先生

でご高配賜りありがとうございました︒

鈴木先生からも直接ご教示賜り︑お陰
頂くことができました︒これからも何

様でとても有意義な時間を過ごさせて

かと存じますが︑よろしくお願い申し

度か貴会を訪問させて頂くことがある

弘道第一○八○号で︑鈴木勲会長の
んと学生時代同級の友人として改めて

七海隆さんを偲んでを読んで︑七海さ

上げます︒

また︑この度は﹃西村茂樹全集﹄を

早逝を悼み︑日本弘道会事務局長とし

ご恵贈賜り︑誠にありがとうございま
した︒資料調査でお世話になった上に

(83）

零
つ
も
噸
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れる教育現場の先生方に敬意を表し︑

現在の仕事は︑千葉県教育長として

ネルギー研究・海洋地球科学・核融合

の経験が直接生きるという訳ではあり

研究の分野を中心に担当しております︒

次号は﹁弘道シンポジウム

声援を贈りたいと存じております︒

二○一二﹂の特集を予定しておられる

ませんが︑専門性や内容は違っても仕
事の進め方や留意すべきことなどに関
しては︑教育長としての経験が支えに

時あたかも寒暖の差の激しき季節を

とのこと︑楽しみに致しております︒

迎えます︒ご多忙とは存じますが︑く

なるものと思っております︒

また︑このたびは大臣はじめ政務三

れぐれもご自愛下さいますようお願い
平成二十四年十月二十一日

を申し上げご挨拶と致します︒

管事項や懸案のご説明が一通り終わっ

役の交代がありました︒先週までに所

︵会員︶山崎侃

末筆ながら鈴木会長様の益々のご活

致します︒

ぎご報告申し上げます︒

躍とご健康をお祈り申し上げ︑取り急

草々

︵前千葉県教育長︶鬼窪佳弘

平成二十四年十月十五日

鈴木勲会長様

久しくご無沙汰申し上げております︒

前略

ただ今大きな大きなお花を頂戴しま

会長様が亡き夫の七回忌をご存じ

して驚いております︒

だったことに加えこの様に美しいお花

鈴木勲先生

たところですが︑田中員紀子大臣は︑

冠省十月に入り︑ようやくさわやか

かされ︑新体制が円滑に進むよう︑小

れますので︑その傑出した発信力が生

文部科学行政に大変意欲を持っておら
な秋の陽気が感じられるようになりま

をお送り下さいましてほんとうに亡き

る次第です︒亡き夫のことを思い浮か

夫ともどもありがたくお礼を申しあげ

べる時︑必ず弘道会のこと︑鈴木会長

思っております︒

日本弘道会会員としては︑新米でま

生も微力ながら尽力してまいりたいと

だ見習いの立場でありますが︑何か小

した︒鈴木会長にはいつも懇切にご指
さて︑小生は七月に千葉県教育長を

のことをおぼろげながら思い浮かべる

導いただきありがとうございます︒

退任し文部科学省に大臣官房付で復帰

ら︑お役に立てますよう勉強してまい

生にお手伝いできることがありました

しくはたらいております︒せめてお振

この六年の間に孫も二人共成人し忙

し研究開発局の業務を担当してまいり

りたいと思っておりますので︑今後と

ましたが︑先月十八日付けで正式に研
究開発局担当の審議官になりました︒

もご指導．ご鞭健の程よろしくお願い

のです︒

具体的には︑地震・防災研究・環境エ

（84）

それもまたたく間で社会人としてはた

り袖の姿を見せたかったと思いますが︑

した︒誠にありがとうございます︒私

長先生から御祝いの電報をいただきま

拝啓︑御無沙汰ばかりしている私に会

ております︒

層のご自愛とご発展のほどお祈り致し

うお願い申し上げます︒末筆ながら一

︵外交評論家︶岡崎久彦

今年もまた盛会の中に終りました︒

去る十月二十三日のシンポジウムは︑

とお慶びを申し上げます︒

謹啓秋冷の候︑益々こ清祥のこと

鈴木勲様

敬具

らいておりまして︑なかＩ︑出あうこ

一○○才を迎えることが出来ました︒

も皆様のささえでこの十一月三日満

︵安房支会︶安田豊作

平成二十四年十一月吉日

ともありません︒自分の老いをつくづ

書で毎日を過ごしています︒ありがと

今は皆様のお陰でいくつかの趣味と読

く感ずる今日この頃です︒だましだま
し出来ることだけをして生きている昨
うございました︒

十一月五日

鈴木勲様

先ず基調講演の長谷川先生︒司会者

から大学の名物教授との紹介通り︑大

え︑理路整然と展開されました︒

所高所から︑ご自身の子育て経験を交

﹁紳﹂について︑近頃は紳流行で︑

言葉だけが先行する風潮を懸念︒

この栄光もひとえに皆様の日項の御

を背負いつつ大人へと成長する︒その

り前のこととして﹁縛り﹂や﹁拘束﹂

この世に生を受けた人間は︑極く当

指導と御支援の賜物と感謝申し上げる

情論を超越した存在であると︒また大

過程は︑凡そ﹁夢﹂とか﹁愛﹂等の感

今後ともよろしくご指導賜りますよ

所存でございます︒

ございました︒

速御丁重なご祝意を賜り︑誠に有難う

さてこの度の叙勲につきましては早

お慶び申し上げます︒

深秋の候ますますご清祥のことと

拝啓

敬具

今です︒日本の行く先も心配でなりま
せん︒生きていたら亡き夫もさぞやと
どうぞ弘道会の名を小さな私たちに

思う昨今です︒

ださいますようによろしくお願い申し

思い起こさせ︑心の豊かさをお与えく

この度はほんとうにありがとうござ

上げます︒

いました︒重ねてお礼申し上げます︒

末筆乍ら︑会長様を始め皆様のご発

七海良

かしこ

乱筆乱文お許し下さい︒

展を祈ります︒

十月二日

鈴木会長様

（85）

与えていただきました︒

会場は終始熱気に溢れ︑総合司会・

ちに自分の生き方を見直すきっかけを

ら授かった自然を舞台に営々と今日ま

木屋野正勝︑コーディネーター・多田

わる多くの人たちは︑古来より祖先か

で勤しんで来た︒それが現代のイノ

時間余りが瞬く間に過ぎました︒

建次両先生の流暢な進行のお陰で︑四

震災についても︑被災地域で仕事に携

ベーション化の波に置き去りにされる︒

す︒

島根支会長荒木光哉

平成二十四年十一月一日

敬具

関係の皆様に厚く御礼を申し上げま

そこへ此の度の被災︒文明史的観点か
ら見て伝統産業と技術革新の境界のバ
ランスを如何に保つべきか︑正に今日

次の加地先生︒紳の基本は家族︒農

的課題とご提言︒

耕民族に属す日本人は︑先ず血縁・地
縁を基盤として大人が伝統・文化を幼

会長鈴木勲先生

公益社団法人日本弘道会

秋涼の候︑御清栄のことと存じます︒

ら︑不図︑平成十三年春のシンポジウ

少期から教え諭すこと︒お聞きしなか
ム﹃家庭の訓育を考える﹄ｌ当時の先

治の功労が認められて秋の叙勲を受け

このたび︑文化教育行政及び地方自

高坂先生は︑﹁家﹂の問題が︑個人

生のこ発言内容を回想しました︒

さる十一月八日︑妻道子ともども皇

き︑誠にありがとうございました︒

方を見直すべきと強調されました︒最

居に参上して勲章を拝受し︑天皇陛下

ましたところ︑早速に御祝意をいただ

後の小松先生は︑﹁人間の尊厳﹂︵紳︶

ました︒

から優渥なお言葉を賜って面目を施し

の自立を妨げるものとして︑戦後軽視

について︑脳死・尊厳死など﹁死生諭﹂

されてきた傾向を憂い︑我が国の在り

に関する斬新な研究を披渥され︑私た

これもひとえに今日までの皆様方の

御指導・御支援の賜物と心より感謝致

します︒

とりあえず︑略儀ながら書面にて御

礼申し上げます︒

︵元愛媛県知事︶加戸守行

平成二十四年十一月吉日

鈴木勲様
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋十十

＊西村茂樹全集の進捗状況について打合せ

Ⅲ月 旧 日 ︵ 火 ︶ Ⅲ 恥 Ⅱ 〜 吃 恥 Ⅱ

十二月号Ｉ︵日本教育再

崎真之︑江島顕一︑大津事務局長︑大塚次長

出席者鈴木会長︑糟谷理事︑古垣参与︑白鳥嘱託︑山

＊鈴木会長月刊﹁教育再生﹂

幸夫︑糟谷正彦︑木村治美︑高坂節三︑淫英武︑

多田建次︑菱村幸彦︑古川清︑茂木友三郎︑渡
貫博孝

伊藤克巳︑高橋昭典
顧問卵安嶋捕

監事

事務局恥大塚次長

平成別年主要事業の総括等

吃月旧日︵火︶Ⅳ Ⅱ〜岨 帥

出席者鈴木会長︑土田副会長︑生平理事︑糟谷理事︑

＊﹁弘道﹂編集委員会

津理事︑木屋野参与︑大津事務局長︑大塚次長

平成踊年﹁弘道﹂編集計画等

Ⅱ〜

＊鈴木会長天皇陛下御誕生日祝宴に出席

阻月羽日︵日︶Ⅳ

ありました︒お詫びして訂正いたします︒

◎弘道一○八○号の記事に次のような印刷上の誤りが
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Ⅲ月 旧 日 ︵ 木 ︶ 胴 皿 Ⅱ 〜 陥 恥 帥
生機構発行︶のインタビューを受けた︒

Ⅲ月幻日︵火︶肥恥刈〜
＊神田防火管理者協議会創立五十周年記念式典において︑

Ⅱ

感謝状を贈呈された︒︵於・如水会館︶

陀月Ⅲ日︵火︶Ⅱ恥Ｎ〜吃

箇所

辞者者

辞者者
表言
祝発助

一三口二一口

祝助助

ｌ
害を為すこと 其害を為すこと
開頁上段Ⅳ行目 其ｌ

表紙

正

＊西村茂樹全集の進捗状況について打合せ

出席者鈴木会長︑糟谷理事︑古垣参与︑白鳥嘱託︑山
崎真之︑江島顕一︑大津事務局長︑大塚次長

吃月旧日︵木︶吃牽Ⅱ〜Ｍ恥帥

出席者理事率鈴木勲会長︑秋山富一︑生平幸立︑大津

＊理事会︵於・ホテルグランドパレス︶

誤

に感じながら︑被災地の生活が少しで

台風も続きました︒自然の脅威を身近

と発表され︑群発地震や荒れ方の強い

ます︒一方では︑巨大地震の予測が次々

地の復旧・復興の遅れが懸念されてい

⑤東日本大震災から一年九か月︑被災

実施されましたが︑新体制が国難を克

＠日本の総選挙は︑解散により慌しく

てくれます︒

び方は民主主義とは何かを明快に示し

うか︒両大国の対照的なリーダーの選

した︒中国はなぜ選挙がないのでしょ

きな自信を見せつけられている感じで

げに大騒ぎができると︑アメリカの大

戦でしたが︑よくあれだけ開けっぴろ

測される中で︑﹁国際社会における日

＠次号は︑国際情勢の新たな展開が予

が︑成果は大きいと思います︒

原稿で判読にご苦労をいただきました

は本号をもって終了しました︒手書き

＠白鳥正さん解説による会祖の自得録

は時宜にかなった会合と好評でした︒

家族の在り方へと発展し︑参会者から

の御提言も︑紳からみた国家︑社会︑

編集後記

ことを祈り︑さらに安心して生活でき

も早く取り戻されるように復旧が進む

学力と言っているうちに肝心なものを

本人﹂を特集します︒

ースが飛び込んできました︒山中伸弥教

忘れていたのではないか︒人間教育の

服する力強いものとなることを念願し

授のノーベル医学生理学賞受賞は︑国民

源泉となる道徳教育の充実が急務です︒

発行人鈴木勲

編集人糟谷正彦

一

平成一茜年士一旦一壬日発行︵定価五○○円︶

郵便番号一三︲ｇ歪

一

四三一七

︵株︶共立社印刷所

印刷所東京都千代田区神田神保町三ノー○

振替口座○○一四○

ＦＡＸ○三︵三二八八︶○九五六

ＴＥＬ○三︵三二六二○○○九

発行所公維枇側法人日本弘道会

六

る国土が築かれていくことを願ってや

に自信と未来への勇気を与えてくれまし

＠本号は︑﹁弘道シンポジウム二○一

東京都千代田区西神田三

＠皆様には︑良い年をお迎えください

た︒ｉｐＳ細胞技術の実用化を必ず実現

二﹂の内容を掲載しました︒基調講演

ます︒

する︑その期待を込めた授与だと思う︑

をいただいた長谷川三千子先生からは︑

みません︒

という教授の言葉は︑まさに教授が如何

日本と西洋における社会の成り立ち︑

ますようにお祈りいたします︒︵昌︶

に高い志を持ち︑その達成に向けてきち

社会と個人の関係の違い︑人間存在の

︑後を絶たない﹁いじめ﹂問題︒学力︑

んとした人生を送っているかを示してい

底にある紳の意味の重さを教えていた

︑十月には︑日本を力づける明るいニュ

るように思われて感動しました︒

だきました︒パネリストの各先生から

平成一手四年士一月一壬日印刷

＠アメリカの大統領選は最後まで大接
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西村茂樹の学問的な業績をIll
心に、その思想と活羽jの全貌
を示す画期的全集の刊行進む。
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圧倒的な質と量の４３︐０００項目を誇る︑

日本最新・最大・最詳のことわざ大辞典︒

俗信
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﹃１ＪＪ

戸

︻編集委且佐竹秀雄︵武庫川女子大学︶
武田勝昭︵元和歌山大学︶
伊藤高雄︵剛畢院大学︶
Ⅲ桁１＄︑り００円︵税込︶﹃笛裏︸認１−きき二︵一崖

Ｂ５判変型／上製／本文１︐５３８頁／ＣＤ１ＲＯＭ

︻主な特色一

．総項目数４３︐０００・圧倒的な量を誇る︑

日本最大のことわざ辞典です︒基本ことわざ

例︑補説を付けました︒

約１︐０００項目を選定し︑詳細な解説︑用

ことわざ大辞典第一版︑一発行以降のことわざ

︒﹃日本国語大辞典第二版﹄や﹃故事俗信

りげんしゅう

研究の成果を最大限反映させ︑徹底的に用例

を充実させました︒

に数多く掲載されている項目︑近世以降のこと

◎新項目約１︐５００を追加︒近世の仰諺集

わざ化したもの︑出典が明らかな﹁きまり文句﹂

わざに類するもの︑川柳・俳句・芝居がこと

などを新たに収録︒

◎地域限定のことわざ︑さまざまな地方で言わ

いマークを付け︑ことわざと俗信を明確に区別し︑

れていた﹁俗信﹂を約１万項目収録︒わかりやす

いっそう使いやすくなりました︒

特典一課蕊鵡騨型需鮮える１

が検索できる﹁ジャパンナレッジ﹂を︑モ

一ターとして一年間

本辞典をご購入された方は︑小学館などの辞典・事典類

お使いいただけます︒︵特典申込期間咽２０１２年旭月訓日
まで︶※法人・団体のご利用はできません︒個人のお客様
に限らせていただきます︒

小学館一難率荊識雛謬羽ご︽

本誌の購読料は会費︵三︑○○○円︶に含まれています︒

金五○○円︵税込み︶公益社団法人日本弘道会
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厩修︼北村孝一︵きたむらよしかつ︶
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時代から時代へと受け継がれてきた︑
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