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私ごとで恐縮ですが︑大正十年大学を卒業すると私
は︑住友銀行に入って大阪の舟場支店に配属された︒

たぶんお盆だったと思うが取引先からささやかな贈り
ものを頂戴した︒或る日︑支店長から﹁取引関係筋から
の貰いものは凡て届出して全部返却せよ︒銀行では何に
限らずお得意先からの贈りものは︑私することは禁じて

のこと︑私は唖然とした︒自宅へ持ち帰っての私用を防

を持って来い︑それと引き換えでないとやらない﹂：・と

せよとの厳しいお説教だった︒

ぐためだったらしい︒鉛筆一本といえども公・私は区別

こうした徹底した公・私の別が励行されていたのは︑

左衛門さん︵元老・西園寺公望のご令弟で徳大寺家から

鈴木氏はもと裁判官か何かで大阪在任中︑先代の住友吉

事業を統率しておられたからと言っても過言ではない︒

当時鈴木馬左也と言う禅坊主の如き一偉人が︑住友の諸

って呉れない︒それでは私が困ると押し問答の末︑到頭

頃のお礼のしるしに過ぎない︒別に他意はない﹂と受取

では従業員一同からかく呼ばれる︶は鈴木氏の人物にい

のご養子︶と相識る仲となられた︒〃家長〃さん︵住友

さっそく命令通り返却しにいったところ︑お客は﹁日

いる﹂と言われてビックリした︒

ご機嫌を損じてしまったことを覚えている︒社会へ出て

たく感心せられ再三入社を懇望されたが︑なかノ︑聞き

初めての経験であり︑その公私の別の厳しさに全く驚い
た︒

信条として凡ての事に臨みたい︒︵思うに利を追うとか

一つ知らない︒もし住友へ入るとすれば〃以徳招利″を

利を求めるとか言わずに〃招く〃と言うところに意味深

入れられない︒鈴木氏は﹁自分は役人で商売のことは何

白髪で口ヒゲを長く垂れ︑声まで低いシャガれっ声で近

また入行勿禽のこと︑庶務係から鉛筆二・三本を支給

づくのも恐ろしい︒ある日私はこわごわ﹁鉛筆がチビヅ

長なものを感ずる︒徳を施せば利はこれを慕って寄って

された︒その主任は有名な怖いお爺さんで︑腰の曲った

たので︑新らしいのを︒：﹂と請求したところ﹁前回の分
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に取っては︑何んとなくいやらしい語感を奥底に秘めて

での公私混清を厳しく戒められたのであって︑聞く個人

こんこう

来るとの意であろう︶﹂と主張されたに対し︑家長さん

達したためか︑事柄の内容も次第にエスカレートして︑

しかしこれとても︑社会規模が近頃は著しく大きく発

いるようで︑あと味の悪い思いがするものだ︒

も﹁それこそ私が平素考えている通りである﹂と意気投
合︑三顧の礼を以て迎えられ︑本社副支配人として︑住
遠く明治調年５月︑鈴木氏が若冠拓歳の時であった︒

友全事業を統率する最高幹部として入社された︒思えば

たる〃総理事″の席を若冠四十四歳に過ぎなかったこの

入社︶諸氏に勧め一同連挟総辞職し︑住友最高の責任者

事万端︑個人のおみやげの費用まで商社任かせ︒商社は

の半兵衛︒甚だしいのは海外旅行の切符から滞在中の諸

切符から宿泊の予約まで頼んで︑あとの支払は知らぬ顔

で私用したり︑更にまたお役人が出張に際して︑往復の

の送り迎へをしたり︑また夫人がデパートの買い物にま

鈴木馬左也氏に談られ住友全事業の統率を一任されたの

後からまさか請求も出来ず結局は泣き寝入りだと噂さに

勤め先から役職柄当てがわれている自動車で子供の学校

である︒爾来住友は︑永年に亘る禅修業で錬磨せられ

入社後僅かに八年︑当時の総理事だった有名な幽翁︑

た︑風貌も恰かも達磨大師のようなこの鉄人・鈴木さん

伝え聞く︒

後年︑三井︑三菱に追随して商事部門設置が部内に晴一

なる︒しかし油断はならない︒近頃の国民は理屈言うの

をして正直者が馬鹿を見るとくやしからせるのがオチと

る代ものだが詞結局ゴマメの歯ぎしりに終り徒らに大衆

く書き立てて︑大衆には耳にタコが出来るように︑又か
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伊庭貞剛氏は河上謹一︑田辺貞吉等︵日銀より招かれて

の高い人格と不抜の信念によって指導せられて来たので

々恋となった時﹁住友は製造業者であり︑これを一貫す

しろ・

何れにしても公・私混渚の標本のように陰口の種とな

べきだ︒他人のつくった品物を買入れて︑それを他に転

この際粛清を断行すべきではあるまいか︒

も厳しい︒見る眼も鋭い︒うっかり出来ない︒これらは

あった︒

売して利を取るようなことはしてはならない﹂とて頑と

さて私がここで問題にし度いのは︑近頃マスコミが毎

しゆく

して許るされなかった︒鈴木さんの没後︑戦後に至って
両商社より遥か後れて商事会社を設立したのもこの理由

とすっかり慣れっこになって別に驚きもしないが︑近頃

日︑躍起となって︑これでもか︑これでもかと階一かまし

この度のテーマとして提案された﹁公﹂と﹁私﹂なる

に基くのであった︒

言葉は前述の鉛筆の例のように︑概ね日常生活上の事柄
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と申上げたのである︒しかし陛下は依然として富士を眺め

はないかともう一度﹁実に申分のない天気でございます﹂

でした︒そこで或は私の御挨拶がお耳に入らなかったので

ね﹂とのお言葉はなく︑じっと富士の霊峰を眺めておいで

いう訳です︒しかし陛下は何時ものように﹁ああそうだ

た︒この立派な御本は世界の生物学者や研究所︑博物館に

字でお書きになり︑バイーラグ夫人の序文などもありまし

譜としてのご出版です︒陛下はここに初めてお名前を横文

のなめくじのような動物ですが︑その御採集を分類した図

をしたのであります︒後鯉類とは﹁うゑうし﹂という海中

最上のクロスを使って岩波書店から出版するというお手伝

﹁今日の戦線はどうかね﹂

﹁この本は単に書棚に飾って置くような者には配布しない

出たのでしたが︑陛下は

は御著書の配布先の一覧を作ってお許しを得る為め御前に

贈られ︑国内には全国の図書館に寄贈されたのでした︒私

て居られましたが︑やがてあったお言葉は︑

ということでした︒私は一時に冷水一斗を頭からかぶった
は富士を眺めて居られたのではなくして︑富士の彼方朝鮮

でよい﹂

このような陛下にも唯一度﹁私﹂というものをお持ちで

︑くりの地下鉄に御自身で切符を買ってお乗りになるという

州御訪問になって二つのことを学ばれたのでした︒一つは
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思いでした︒この時程私は参ったことはありません︒陛下
半島での戦線を見つめて居られたのでした︒今正に朝鮮動

と皇族方をお指しになったのです︒限定された陛下の御著

非皆様に知って頂きたいことを少しく述べさせて頂きます︒

題名とは少し離れますが︑私は陛下のお話をする度に是

ころが感じられほほえましく感じた次第です︒

書はやはり陛下御自身のものかなと︑ひそかに陛下の私ご

乱は共産軍が釜山に迫りつつあったのでした︒私は終戦に
よって戦争と絶縁したような安易な錯覚に陥っていたのが
全く恥かしぐなりました︒

陛下はスポーツとか御趣味の真最中にも︑世界の平和と
国民の安寧をお忘れになったことはないのです︒まことに
陛下としての天職に終始して居られるので︑陛下には﹁公﹂

陛下の天職は世界の平和と国民の安寧福祉ということは申

はないかと感じたことがありますＣそれは陛下の初めての

庶民的自由をお味いになり︑もう一つは第一次世界大戦の

はあっても﹁私﹂はないと申さねばなりません︒

御研究の御発表であった﹁相模湾産後鯉類図譜﹂という御

直後の雲へルダンの要塞の惨禍やナポレオン敗戦のワーテル

す迄もないことですが︑陛下が摂政宮殿下時代に初めて欧

著書の出版の時でした︒私は編集責任者として戦後として

／ 戸 ､

けないとの信念をお持ちになったのであります︒このこと

ロ−の記念などをご視察になって︑戦争は絶対にしてはい

とで︑一口にいえば結局御前会議は一種のセレモニーとい

ばこれは立憲君主制ではなくて専制君主制となるというこ

なってはいないのです︒若し何等かのお指図が可能であれ

国策決定となるのでありますが︑御前会議とは申せ陛下に

遂に昭和十六年九月六日の御前会議に於て日米開戦準備の

下の折には﹁卿を内閣総理大臣に任ずる﹂を陛下から辞令

にして思うと当時の藤田侍従長の手記には︑普通の大命降

当時の鈴木総理は最後の切札として実行したのでした︒今

下の御意思を承って戦争終結を決するという御聖断方式を︑

なのです︒唯終戦の時はこの憲法違反を敢えて強行して陛

うことが出来︑陛下は御不満でも裁下されねばならぬ定め

は当時読売新聞記者であった御手洗辰雄氏から直接伺って
成程と思ったのであります︒陛下の平和愛好の御精神が昭
和初期から起る軍部の拾頭の最中にあって︑どんなにお悩

は僅かに︑明治天皇の御製﹁ょもの海象なはらからと思

済に注意するように﹂とのお言葉があるのが例であるのに︑

をお渡しになり︑その時必ず﹁憲法に従って特に外交や経

陛下の平和愛好の御精神から申して︑戦争責任について
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翠になられたかとひそかにお察し申上げるのであります︒

う世になど波風のたちさわぐらん﹂を二度お詠拳になっ

法理上は御責任はないことは明かであるが︑道義的責任に

ここに陛下と総理との以心伝心を思うのであります︒

ば御聖断方式は或は不可能であったかも知れません︒私は

ったということです︒若し憲法に従ってということであれ

鈴木総理の時は﹁憲法に従って﹂云々のお言葉は何もなか

て心中をお示しになるより外に途はなかったのでした︒

陛下がアメリカ御訪問の折外人記者の質問は﹁陛下は終
戦の時は立派に戦争を止められましたが開戦については陛
これに対して二言お答えになりました︒﹁開戦の時は憲法

下は御責任があるではないか﹂ということでした︒陛下は

すが︑この意味を当時説明せねば一般人には分らないでは

ついてどんなにお悩采であったか︒終戦の詔勅に﹁五内為

に従った︒終戦の時は自分の意思で決めた﹂ということで
ないかと私は宮内庁に談判にいったことがありますが遂に

であります︒これを身を以ってお示しになりたいというこ

下は︑五臓六脈がはり裂ける思いであるといわれているの

遺族︑そして国民に無用の苦し拳を与えたことについて陛

めに裂く﹂というお言葉がありますが︑戦争犠牲者︑その

実現しませんでした︒

帝国憲法第三条には﹁天皇は神聖にして犯すべからず﹂

とあって︑陛下に政治上の御責任を絶対におかけしてはい
けないとの意味ですから︑陛下は憲法を守るお立場からは︑

憲法の諸機関で決定したものについては拒否権をお持ちに
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ことです︒つまり命乞いに来られたと思ったマッカーサー

しめたのも無理はありません︒

をして﹁こんなえらい帝王が古今あったろうか﹂と感歎せ

とで︑戦後一年半に亘り全国を御巡行されたのだと私は思
います︒敗戦国民の一人一人に手をとってどんな苦しかっ

ように庭をつくり︑役所がひけたあとや休日にでも︑ゆっ

ここの区長は︑庭が好きなら︑自分の金で自宅に好きな

けるとは公私混滑も甚しい︒

で区長の趣味だからといって区長室にぜいたくな庭園をつ

であることはいうまでもない︒税金を以てする区役所の中

趣味は結構だが︑それは個人の生活の場でやるべきもの

﹁区長は盆栽や庭に趣味がありますので﹂という︒

どうしてこんなに念の入った室にしたのかと聞くと︑

かさ承︑ひどい公費の乱費となる︒

こんなことを全国の自治体でやり出したら︑・ムダな出費が

入江徳郎

︵本会評議員元侍従次長︶

私は陛下の私心なき御心の深さにあると思うのであります︒

ぱこそです︒現在の日本の繁栄を来たした所以のものは︑

全く﹁私﹂というものをお持ちにならぬ陛下であったれ

たか慰めてやりたい︑そして元気を出して日本を再建して
くれよとの御心が︑全国民に泌承渡ったものであります︒

このことは私は今日の日本の復興の原動力の一つになって
いると確信致します︒

もう一つ陛下がマッカーサーに﹁戦争の責任は一切自分
が負うがどうか国民を飢えさせないでくれ﹂と申出られた

公と私の素乱
数年前に東京中野区役所に行って次のような見聞をした
ことがある︒

区の主催の講演会に講師を依頼されて行ったのだが︑区
長は不在で︑助役と区長室で会った︒この区長室は五階か
六階にあったが広々として立派すぎるくらい立派である︒

驚いたことに区長室のうしろに庭園がしつらえてあり︑樹
木が植えられ︑茶室風の室までついていた︒

区の幹部はやや得意げに︑これだけ手をかけた区長室は
そうはありませんという︒聞いていてすこぶる奇異な感じ
がした︒区長が執務するのに庭園までが必要とは思えない︒
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岡県の亀井知事がすこぶる豪壮な知事公舎を建て︑私用の

こうしたことを思い出したのは︑さっき見た新聞で︑福

長の名は降旗といった︒

り方がいじましい︒区民の税金のムダづかい︑不当な使用

家具調度を公費で賄っていたと大きく報道されていたから

役所の金で自分の趣味を満足させる庭園をつくるとはや

くり鑑賞すればよいのである︒

である︒庭ばかり眺めて茶を飲んでいては︑区長の仕事に

できた北海道︑秋田県の知事公舎の三倍に当る建設費︑し

この知事公舎は五億六千六百万円かけ︑ほぼ同じ時期に

である︒

も身が入らぬだろう︒

こうしたものを作るときに区議会から反対や批判の声は

この室に来る人が楽しめるんだから︑と結局とおりまし

かも知事夫妻の居住する部分で家具や家電製品約九百五十

出なかったかと聞くと︑ある課長は﹁それはありましたが︑
た﹂という︒

いい加減なものである︒公私のケジメがまるでなっていな

それなのに五億七千万円近くもかかったのはコンクリート

公舎は県有地に建てたから土地代金は一切かからない︒

万円分が公費で買い込まれているという︒

い︒料亭の座敷じゃあるまいし︑ピルの中のものものしい

区長も区長なら︑こんな愚行をそのままに通す区議会も

庭園や︑どこそこからわざわざ運んできたという砂利を見

どちらか一つだけにした場合に比べて一︑五倍になった︒

上屋に和風家屋を組承こむ手のこんだ建築様式のせいで︑

公邸の応接室︑控室のじゅうたん一平方メートル当り七万

の北山杉︑十二本︑六十万円のマキ二十六本が配置され︑

一メートルの土をそっくり入れかえ︑一本七十万円の京都

庭園も凝ったもので植木の育ちをよくするため地表から

ながらバカバカしくなったことがある︒

もひとつ︑これはずっと前だが︑松本城の天主閣で︑市
長はじめ市議会の幹部などが︑月見の宴をやったことがあ
る︒

仲秋の名月を楽しんだ︒大名の気分を味ったわけだが︑こ

カマ︒市役所の女子職員に着物を着せ︑腰元風に仕立て︑

工した最新の建物だが︑ここでも知事室の特別注文のじゅ

福岡県庁といえば昨年十一月に三百九十六億円かけて竣

慣れた足に違和感がないようにとの配慮からだそうである︒

県庁知事室の一平方メートル当り八万円のじゅうたんに

二千円もする豪華版だ︒

の高楼の宴の費用は市費を流用していたので︑これが新聞

ごていねいに昔のさむらいの装束をつけ︑カミシモにハ

に報道され︑市民からひどい不評をあびたことがある︒市
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うたん︑大理石のトイレ︑貴賓室の千二百万円の応接セッ
ところで公舎の調度︑家具類だが︑秋田県︑北海道とも

トなど豪華というか賛をつくしたものだった︒
知事一家が使う分についてはすべて自分で持ちこんでいる︒

公舎の中の私的居住部分の調度に公費を惜し気もなく使

うのは公私混清ではないか︒この知事は県民に奉仕すべき

公僕の長であることを忘れ︑封建大名にでもなったつもり

しかし福岡県の亀井知事のぱあい︑この家財を公費で賄

の県の財産で︑家具は永久に残るものだと強弁している︒

年分に相当するとのことだ︒亀井知事は︑公舎は県民のも

公舎作りに要した六億六千万円は一万五千人の県民税一

らしい︒

っている︒応接室のソファ︑飾り棚︑食器棚︑カラーテレ

形式的には県の財産であっても︑こうした形で〃財産〃が

私的居住用に使うのだから自弁が当然だ︒

ビ︑冷蔵庫︑電子レンジ︑和室用コタッ︒いい品ばかり揃

ふえることを喜ぶ県民はいないだろう︒うちつづく不況下

県政にたずさわるものは︑少しでも冗費を節して市民の

を負担している︒

にあって︑県民は実質所得の低下に苦しゑながら︑重い税

えてこの分が九百五十万円かかっている︒
かつて福岡には銅︵あかがね︶御殿というのがあった︒

つまでもなく︑ムダな歳出をなるべく押え︑福祉や教育の

負担を軽くすることを考えるのが常識だ︒臨調の提言をま

炭坑成金の伊藤伝右衛門が京都の華族柳原家の樺子を妻に
のでこの名で呼ばれた︒

公費を存分に使って居所をできる限り豪華にすることを

のことである︒

方にできるかぎり予算をふやす︒公務員としてあたりまえ

迎え︑そのために建てたもので︑屋根が銅でふいてあった
樺子は伝右衛門の不身持に絶望し︑あかがね御殿を出て
していたので﹁白蓮事件﹂は有名だが︑新築の知事公舎は

七つ年下の宮崎竜介のもとに奔る︒樺子は歌人で白蓮と号
白金町にあるところからこの方は﹁しろがね御殿﹂と呼ば

本松藩の藩公の戒めをよく噛糸しめるようにすすめたい︒

己が力量とカン違いしているこの知事に旧藩時代の東北二

しるがね御殿の中で︑公私を混清する知事は︑賛をつくし

知事の俸︑知事の公舎︑すべてこれ民の盲と汗の結晶だ︒

れ民の一言︑民の汗﹂の一句である︒

その戒めとは家臣に示したもので﹁汝の俸︑汝の禄は︑こ

れはじめたという︒

伊藤伝右衛門がいかに豪壮な邸宅を椛えようと︑それは
自分で儲けた金だからかまわないが︑市民の税金で建てる
知事公舎をあまりに賛沢なものにすることは公僕としての
感覚を疑われよう︒
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た調度の中で︑良心の痛みを感じないか︒

福岡県知事の話が長くなったが︑現代ではこれに類する

まるかというとそうではない︒衣食足りていよいよ物欲強

れば当然に青少年にも反映して家庭暴力などの非行がひろ

く︑道義衰える社会になりつつある︒大人の社会が頚廃す
がる︒

不況下の経済立て直しばかりが叫ばれるが︑社会の前途

外国留学を命ぜられた国立大学の助教授が妻以外の女性

公私混清の出来事があまりに多い︒

る五十四年の知事選挙で︑選挙資金を得るための．︿Ｉティ

を同伴していることが発覚したり︑愛知県の仲谷知事が去

るをえない︒道義といえばその言葉だけで古臭いと顧みぬ

を考えるとき︑道義の椛築がいまの日本の喫緊事といわざ

人が多いが︑経済や軍事が強力になっても道義を失った社

券を県庁の各部局を窓口にして地元有力企業に割り振り一

億八千万円を得ていた︒県庁職員は知事の私兵のごとき有

会は退廃がひろがり︑政治不信︑人間不信の中でやがて衰

亡してゆく︒ギポンのローマ帝国衰亡史は︑いまの日本に

とって大きな教訓を与える書である︒

︵本会評議員評論家︶

rll，

様だが︑こうした事例は各地にまだまだあるのではないか︒

現代社会を蝕む大きな問題は道義の喪失である︒道義感
が薄れ︑ことに権力の座にあるものが権力を利用して己が
物欲を糸たそうとする傾向が強い︒権力を得ることはその
いうのではなく︑さらに金力をつか承︑権力をひろげ︑個

正しい行使によって︑社会の進歩︑向上に役立たせようと

メは失せ︑公を私に役立せることが当然のように行われる︒

人の欲望を達成するための手段のようである︒公私のケジ
それが明るゑに出て世間の指弾を買っても︑当事者は顔を
あからめることも少ない︒〃恥を知る〃感覚も薄れている
のだ︒

衣食足りて礼節を知るという言葉があるが︑日本は貧し
さを脱して衣食余る国になった︒古人の言通りに礼節が高

腿 L L ノ

ＳＤ︑大麻︑シンナー等の使用による幻覚

﹁私﹂をわきまえぬ︑予期せざる突発行為

作用で︑被害妄想や嫉妬妄想が起り︑﹁公﹂

の起る危険性が多分にあるからである︒

る︒この構成員は擬似的な﹁いえ﹂意識を

罪集団もある︒たとえば︑ヤクザ集団であ

小野健知

﹁公﹂として捉えたり︑自分の会社そのも

が異っている︒自分の所属している階層を

﹁公﹂と﹁私﹂

わが国で﹁公﹂優先の思想が︑﹁私﹂的

また︑構成員を﹁朱に染めて﹂しまう犯
な権利を中心とする考えに移行し始めたの

本来の﹁公的﹂でないものを︑﹁公的﹂

的な服従という誠意を要求してくる︒この

を十分に発揮させると共に︑反面では絶対

列を産染これによって命令を伝達する機能

めに︑親分と子分︑兄貴分や弟分という序

なものと考え︑確信的に夢中になっていく

集団の構成員は︑自らの世界を﹁外道﹂と

持ち︑この﹁いえ﹂の観念を強固にするた

たこと︑更に社会生活と人びとの相互扶助

されたこと︑民族的な道義秩序が否定され

ある︒﹁誤れる良心﹂の持ち主たちである︒

人もいれば︑狂信的な行為をしている人も

しばしばある︒

の限界とが不明瞭になってきたことがある︑

に認識している︒だからこそ︑日頃から彼

称して︑常識人の社会とは違うことを十分

のを︑﹁公﹂だと思い込んでいることが︑

と思われる︒とにかく︑われノ︑の身の回

また︑はたからみれば︑ゆがみ︑転倒した

の背景には︑全体主義や社会連帯性が排除

りに特別な緊急救助義務は︑何一つとして

価値観を持っているのに︑自分では常に正

は︑第二次大戦後のことである︒この現象

見出せなくなったことは否めない︒

チ↓︑ソ人間もいれば︑良心を全く悪魔に却

従って︑この社会でよく言われる﹁大義名

ば︑正常な社会へ復帰できると考えている︒

﹁外道﹂の世界から﹁足を洗﹂いさえすれ

らは︑良心の灰しさとか︑撞きを感じ︑

自分だけに関する事柄﹂であり︑﹁公正・

の人間からは︑正常な感覚が見失われてい

下してしまった冷酷な人間もいる︒これら

しい価値意識を有していると信ずるルサン

公然でなく︑その人だけを本位とするこ

広辞苑によると︑﹁私﹂とは︑﹁公に対し︑

と﹂だと言う︒﹁公﹂は﹁天皇・朝廷・官

のみ通用する﹁大義﹂であり︑また︑それ

﹁面子﹂である︒いわば︑﹁大嘩義﹂という

から派生する﹁恥﹂であり︑﹁顔﹂であり︑

分﹂は︑専ら特殊なこの社会集団において

﹁公﹂﹁私﹂混同の現象は︑意識に由来す

は︑極めて困難なことになる︒

る問題だとすれば︑昨今︑若者たちの間で

に外ならず︑本来的にば否定されてしかる

も︑それは﹁外道﹂の世界における﹁公﹂

るだけに︑﹁公﹂の意識を回復させること

﹁公﹂と言っても︑﹁社会﹂や﹁世の中﹂の

流行している薬物の使用︑乱用に関しても︑

世の中﹂のことだ︑とある︒もちろん︑
捉え方が︑それ人︑の社会的な身分や地位︑

もっと細心の注意を払うべきであろう︒Ｌ

事﹂のことであり︑﹁国家︑または社会・

うし︑﹁公﹂として描き州されるイメージ

階層︑年齢︑性別︑教養の程度によって違
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ない犯罪集団がある︒ここでの﹁公﹂意識

ところが﹁悪い﹂とは決して意識してい

なる︒他の存在への関りを峻拒するのは︑

るようなことがあったなら︑評価は反対に

態度が生じたり︑共同体への関りを放棄す

うか︒同僚が犯罪者と見倣すどころか︑会

に服することが︑果して美徳と言えるだろ

と言えるＯ

わが国のあらゆる領域に侵透していった︑

事柄が︑惇風美俗や公序良俗の思想として︑

を考えて象たい︒自らは正当な企業活動を

﹁おのれ﹂の本来のあり方に気がつかない

社を救った義人と賞賛するのは︑どうだろ

﹁汝﹂や﹁社会﹂に対して不実や無関心の

行っているし︑それがそのまま社会の発展

のであるから︑﹁おのれ﹂に忠実であると

うか︒﹁法﹂を犯して悪かったという意識

べき筈の﹁公﹂である︒

に貢献していると確信している︑ごく一般

に外ならない︒﹁公﹂への関りを蔑しるに

は言えまい︒むしろ︑それこそ欺陥の世界
して︑﹁私﹂の存在は決してあり得ないか

もの﹂があったのだ︑という価値観に問題

よりも︑﹁法﹂を犯してまでも﹁守るべき

会社のために︑上司の身代りになって刑

に︑誠実に︑朝から晩まで﹁企業﹂のため

的な人びとの事例である︒真面目に︑勤勉
に働き︑﹁企業﹂に忠誠を尽していると思

らである︒

マ産業︑薬害の問題などがある︒こうした

である︒たとえば︑各種の公害訴訟︑クル

けば働く程逆効果を及ぼすことが多いから

否かにある︒現代の流通機椛の中では︑働

に代表されるように︑﹁いえ﹂的構成で︑

しい︒その上︑わが国の社会は︑国鉄一家

る︒﹁家族﹂の中でも﹁公﹂﹁私﹂の別は難

線を画して区分することは︑至難の業であ

何はともあれ︑﹁公﹂と﹁私﹂とを︑一

個的集団の存在意義を高く評価し︑強調し

ら否定して︑それどころか︑個物の尊厳︑

の﹁法﹂があるのに︑その﹁法﹂を真向か

維持・存続させるために︑社会規範として

化し︑肯定するからである︒社会の秩序を

ために﹂という論理が︑自己の行為を正当

がある︒﹁染んなのために﹂とか︑﹁会社の

っている人は多い︒問題は︑企業忠誠がそ

企業活動に従事している人びとには︑加害

擬似家族制をとっているので︑会社・即・

ているところに問題がある︒

のまま︑公正な社会還元に連動しているか

ていない︒罪のない顔のもとで構造犯罪が

者意識がないし︑従って罪の意識も存在し

上︑企業はこの﹁いえ﹂的発想を何事にも

運命共同体という発想が極めて強い︒その

混同を生じさせる所以だろうと思われる︒

社会構造の変化によって犯罪の質・量とも

によって可変的なので︑一概には言えない︒

適用し︑且つそれなりの大義を生桑出して

もちろん︑何を罰するのか︑あるいは︑

繰り拡げられている︒だからこそ︑企業活
動における﹁公﹂とは何なのか︑と改めて

親が罪を犯した子をかばい︑あるいは︑子

に激変するし︑価値観も多様化し︑社会規

になると︑犯罪目録は﹁とき﹂と﹁ところ﹂

自分の仕事に専念することは︑結構なこ

範も当然変るからである︒事実︑マス．．

何故に罰しなければならないか︑という点

とである︒おのれに対して忠誠を尽すこと

が親の身代りになって刑罰を受けることが︑

問い訊ねたくなるのである︒

に外ならないからである︒ただ︑自分に対

美徳として賞めそやされた︒これに類する

いる︒これが︑日本的﹁公﹂と﹁私﹂との

して忠実になるのは望ましいが︑その余り︑
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ミによって繰り返し流されると︑犯罪者観

的であった︒業者の﹁保管﹂行為と販売に

それとも︑反社会的行為なのか︑が論争の

がら︑見て見ぬふりをする者は︑プロとは

決して美徳ではない︒それを洪手傍観しな

改正刑法草案の第十二条に次のような条

言えない．︒

は﹁悪﹂ではないとしても︑企業人の胸の

まつわる正当な行為であれば︑﹁法﹂的に
中には﹁罪の意識﹂は存在しないのだろう

てくることは否めない︒しかし︑具体的な
犯罪目録に多少の変更があっても︑﹁公﹂

も︑犯罪に対する感覚も日常化し︑魔扉し

な立場から︑﹁社会秩序﹂を維持・存続さ

会社のためなら虚偽の表示をしても恥とし

が犯罪なのである︒ところが︑殆どの人は︑

ながらも︑敢えて︑この﹁法を犯すこと﹂

﹁法は守るべきものである﹂ことを知り

が︑社会存在として自覚し︑責任を持って

つは﹁公﹂的立場にある筈のすべての企業

が世の中に廼えって欲しいと切望する︒一

生されたように︑今ひとたび︑このことば

を知れ﹂の蔵言が︑ソクラテスによって蘇

った﹂のは︑犯罪行為に加担していたこと

事実を生ぜしめたと同じである﹂と︒

させたときは︑作為によって罪となるべき

防止しないことによって︑罪の事実を発生

できたにもかかわらず︑ことさらにこれを

任を負う者が︑その発生を防止することが

﹁罪となるべき事実の発生を防止する責

文がある︒

ないし︑二重帳簿を作成するとか︑粉飾決

貰いたいからであり︑いま一つは︑企業内

になるというのである︒そう言えば︑西ド

デルフォイの神殿に掲げられた﹁汝自ら

か︑と思われたものであった︒

算をしても良心の苛責を持たない︒あるい

の個人が︑真実の﹁公﹂とは何かを十分に

は︑事実である︒

せるために﹁法﹂が厳に存在していること

は︑贈賄資金︑政治献金︑選挙資金やら使

把握して貰いたいからである︒

た︒﹁反逆・謀殺・強盗等の一定の重罪の

いつ刑法には︑﹁通報義務﹂があると聞い

﹁なすべき筈のことを︑敢えてなさなか

途不明金等たが︑堂々とまかり通っている

悪いことである︒﹁なすべきことをしさえ

を通報しない場合は処罰する﹂というので

計画︑または実行を知った者は︑このこと

﹁なすべきことをなさなかった﹂のは︑

ため﹂だからという︑所謂︑﹁滅私奉公﹂

た﹂ために事故が発生したら︑責任は﹁誰

すれば﹂︑何事もなかったのに︑﹁しなかっ

のが現状である︒その背後には︑﹁会社の

なのかを︑再吟味することが肝心である︒

﹁真実を語れ﹂とよく言うが︑﹁真実﹂

ある︒真正不作為の問題がここにある︒

良いのであろう︒真実を語り告げられた場

とは一体何を指すのであろう︒真実を知っ

合に︑内容が何であろうとも︑全知全能の

正義感や道義意識が︑良心の姪きとなって

﹁許されることが︑なされている﹂のを

た者は︑誰に︑どのように︑それを語れば
知りながら︑﹁何もしないでいること﹂は︑

誰しもの胸に湧き起ってくるであろう︒

ろう︒﹁あの時にやれば良かった﹂という

が﹂︑﹁誰に﹂対してとることになるのであ

的な精神椛造かある︒これが本当に奉﹁公﹂

昭和四八年︑五四年と二度のオイル・シ
ョックが発生したとき︑わが国には﹁買い
だめ﹂﹁買い占め﹂﹁売り借し糸﹂の現象が

れらは︑商行為として妥当するものなのか︑

現われ︑社会問題になったことがある︒こ
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しかし︑人間は神ではないから︑聞いて相

神ならば︑それを許してはくれるであろう︒

日本的な発想を︑一度根底からゆるがして︑

あるが︑﹁黙って﹂﹁見て見ぬふり﹂をする

人間の意識を確認するためにも︑逆説的で

らないのである︒

てる時期が諺やっときたように思われてな

幸雄

金を給料から差引いてくれたから面倒がな

れば︑簡単に取り次いだ上︑あとで通話料

換手を呼び出して﹁私用﹂である旨を告げ

がかけにくくなった︒いままでは電話で交

くことになる︒これではあまりに厄介だか

の百二十七円也を支払いに出納係まで出向

い﹂といった通知がくるから︑わざわざこ

﹁私用通話料金百二十七円也を納めて下さ

その上に後日になって改めて出納係から

ればならないから︑余計な手間がかかる︒

て︑通話料金を計算し出納係に連絡しなけ

げなければなるまい︒交換手はそれを受け

尾田

ないようである︒︵日本大学教授︶

社会防衛は︑自主防衛以外に途は見出せ

手を許せるものではない︒許せぬ人間を前

新たな価値体系を作りあげるべき転換を企

公務と私事

にして︑何を語れば良いのか︑という問題
こうした﹁真実﹂の苛酷さを見つめなが

がいつもつきまとう︒

ら︑ある社会集団における﹁公﹂と﹁私﹂

﹁内部告発﹂にもっと高い評価を与えては︑

との領域を再吟味する一つのよすがとして︑

いかがかと思うのである︒わが国では︑長
い間の慣習で内部告発というと︑集団を裏

かった︒ところが最近では給与が銀行振込

近頃︑大学の研究室から私用の市外電話

陥自動車の製造にせよ︑薬害としてのサリ

象になり︑給料日にわざわざ会計課の出納

ジ手パンの火災事故にせよ︑詳細な情報が
である︒社会福祉のためにも︑道義の感覚

なければ︑公正な判断を下すことは不可能
の立場からも︑閉鎖的集団の境界を払拭し

であるといえば事は簡単であるが︑場合に

用事で自宅へ電話をかけるとする︒﹁公用﹂

れなくなったのである︒たとえば︑緊急な

上かならずといってよいくらいに公私混滑

かくもきびしい︒

本かけるのにも︑今日では公私のけじめは

宅宛の電話をかけにゆく︒自宅へ電話を一

、 」 』 ノ

切る行為として受けとられ勝ちである︒欠
ドマイド薬禍事件にせよ︑企業災害として

係まで足を運ぶ手間が省けた代りに︑私用

いで︑かなり遠方にある公衆電話にまで自

ら︑手近かにある研究室の電話は利用しな

の水俣病にせよ︑談合事件にせよ︑一三−

の通話料金を給料から自動的におとしてく

国の企業で︑この﹁内部告発﹂は暖昧にな

よっては話の内容がたんなる私事であるこ

て貰いたいものだと思う︒

っているものを峻別して︑﹁公﹂と﹁私﹂

ともある︒そうなると︑まさか公用である

を取りあげた記事が出ている︒日く︑﹁汚

情緒的な擬似家族制を採用しているわが

の原点に差し戻す働きをするものと思う︒

とはいえないから︑﹁私用﹂である旨を告

そこで気をつけて承ると︑毎日の新聞紙

椛造犯罪を防止するためにも︑組織体制と

rl氏、

寸した汚職が発覚して︑有罪判決が下った

スラエルとオーストラリアで現職閣僚の一

職大臣めぐりお国柄﹂という見出しで︑イ

ことをいう︒私という文字は︑アワ︵粟︶

すなわち︑ムとは三方から囲って私有する

ば︑公も私もいずれもムにかかわりがある︒

藤堂明保博士の﹃漢字語源辞典﹄によれ

りである︒逆にいえば︑私のものを持って

が私的︵プライヴェイト︶なもののはじま

ある︒自分のものを潅有することｌこれ

持つことによってはじめて生存できるので

﹁小学校の教材汚職拡大でまた教諭を逮捕﹂

して私有すること﹂を意味する︒そこから

る︒そこで︑私とは﹁収獲した穀物を細分

を意味する禾とムの合意から成り立ってい

おやけ︶がその所有を承認し保証してくれ

できるのは︑私だけの力ではない︒公︵お

︑︑︑︑

り辞任に追い込まれたという記事︑白く︑

という見出しで︑教材販売会社から現職の

私心︑私欲といった意味も発生するのであ

うな国でなら︑こんな記事が新聞でいちい

かに︑公私混滑や汚職が日常茶飯であるよ

人によって分かれるところであろう︒たし

ったからこそ告発がふえたのだと承るかは︑

あるいは公私混滑に一般の人為が敏感にな

めがなくなって汚職がふえたのだとみるか︑

しかし︑これを読んで最近は公私のけじ

またドイツ語で公的を意味する望庁呈己︼

︵プリヴァーレ︶奪うｌからきており︑

トウス︶に由来し︑それは動詞の勺昌ぐ胃①

ェイト︶はラテン語の弔昌ぐ画目︑︵プリヴァ

でも︑私的を意味する勺昌ぐ里①︵プライヴ

ること﹂を意味している︒ちなみに︑英語

は逆に︑﹁囲みを解いて中味をみせ公開す

八とムとの合意であって︑私という文字と

る︒一方︑公は︑﹁開くこと﹂を意味する

っていて甲さんをその土地から追い出した

さん個人でもない︒かりに乙さんの力が優

最終的に結着させるのは甲さん個人でも乙

乙さんとの間で争いになるが︑この争いを

て欲しいといったとする︒そこで甲さんと

て︑その土地は自分のものだから立ち退い

と思っているが︑そこへ乙さんがやってき

でいるのだから︑この土地は自分のものだ

るとする︒甲さんは自分が現にそこに住ん

るからである︒

しかし︑私が私のものを私有することの

はじめて私は私でありうるのである︒

ったという記事などなど︒

教諭がわいろを貰って教材納入に便宜を図

ち取りあげらにるようなことにはならない

︵エフェントリヒ︶は︑﹁開く︑公開する﹂

たとえば︑甲さんがある土地に住んでい

とすれば︑これは一般の人々が公私のけ

ているのである︒

を意味する動詞堅笥３︵エフネン︶からき

からである︒

に公私の混渚をいましめるようになったこ

のものになるわけではない︒もしかすると

としても︑それによってその土地が乙さん

退きを要求するかも知れないからである︒

丙さんなる者が現れて︑乙さんにまた立ち

こうして︑個人個人が私的に争っていたの

のものを持つことなしには現実に生活でき

では︑いつまでたっても結着がつかない︒

ない︒人間は自分の身体を所有し︑自分の

︑︑︑︑︑︑

いずれにしても︑人間は個人として自分

︑︑

じめについて関心を持つようになり︑お互
とを裏書きするといってもあながちいい過
では︑公私を分かつとはどういうことで

ぎではないであろう︒

あろうか︒

よそ衣・食・住の素材を自分のものとして

家族を持ち︑自分の道具を持ち︑その他お
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し︶ではなくて公︵おおやけ︶である︒甲

なる個人でなくて社会であり︑私︵わたく

この場合︑最終的に結着をつけるのはたん
ず︑また公共企業体の職員をも含めてその

公務員であると地方公務員であるとを問わ

てそれでよいであろうか︒個人としての私

て軽視されても仕方がない︒しかし︑果し

公優先の見方からすれば︑私事は些事とし

んだエゴイズムと解され易い︒このような

自己の完成は︑私にのゑ課せられた個人道

綱紀のゆるみが国民の厳しい批判を浴びて

徳である︒ｎ・他の人格を尊重し︑他人に

は︑まさにかけがえのない個人であり︑代

対しては︑その幸福追求を促進しそれに協

いる︒しかしながら︑綱紀粛正の対象はひ

の社会的責任を果すことが社会人としての

公人であり︑社会的責任を担っている︒こ

力すると同時に︑自分に対しては︑生れな

とり公務員ばかりでなく︑およそ社会人全

土地の私有を認め保証するのは︑公︵おお

道徳︑すなわち社会道徳である︒そして︑

がらにして与えられている体力や知力を充

・乙・丙のだれが土地台帳に正式に登記を

やけ︶すなわち国家の法律である︒かりに

この社会道徳の根本は︑私利・私欲を捨て

分に鍛えて開発すること︑道徳的心情を育

体である︒社会人として働く以上だれでも

甲さんがその土地の正当な所有者であった

て社会に奉仕すること︑すなわち滅私奉公

る︒そして︑正式に登記している者にその

としたらいくら乙さんや丙さんが力ずくで

にある︒逆に私利・私欲にかられて社会的

しているかｌこれが決塗手になるのであ

甲さんをその土地から追い出したとしても︑

責任や職能を放棄すれば︑それは社会的背

替不能の使命を担っている︒個人としての

を回復することができるからである︒

甲さんは公の法律によってその土地の所有

の銀行員が顧客である金持ちの老婦人に強

最も信用を大切にしなければならない筈

事として軽視してよいであろうか︒社会に

このような個人的責務をたんなる道徳的私

のできない私に課せられた個人道徳である︒

てること︑これだけは他人にまかせること

な側面と公的な側面とがあり︑両者はそれ

おけるさまざまな責務も個人の道徳的心情

徳の最たるものといわなければならない︒

ぞれ独立した領域を占めている︒この領域

盗を働いたらどうなるであろうか︒祖国防

は裏づけられてはじめて実現することを思

このように︑現代の人間の生活には私的

を分けることが︑公私の別である︒

衛の任を担う自衛官が国家機密を外国の武

自由の余地を私事に認めなければならない

べきではなく︑むしろできるだけ幅の広い

えば︑公務は必要もないのに私事に干渉す
次に︑公がみだりに私事に干渉すること

か︒

官に売り渡したとしたらどうなるであろう

公私の混渚には︑二つの種類がある︒一

つは公務に私事を持ち込むことであり︑も
う一つは︑逆に私事に公務がみだりに干渉

四

公私と並べると︑私は公に較べて低いもの

一日本人は公私のけじめをつけるのが苦手

のである︒

公務に私事を持ち込んだ例は古今東西枚

卑しいものとみる傾向がある︒崇高な公務

だという話をよく聞く︒しかし︑それは日

も批判されなければならない︒わが国では︑

挙にいとまがない︒とくに今日のわが国で

に対して︑私事はとかく私利・私欲がから

することである︒

は公務員の綱紀粛正が叫ばれており︑国家
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をそのまま社会にまで拡大してゆけば︑家

われる︒家族は私的共同体であるが︑これ

る国々では多かれ少かれその傾向がうかが

本人に限らず大家族主義の伝統の残ってい

社会にまかそうとしたり︑自分の意志の弱

が子供に施すべきしつけを怠って︑学校や

公務への責任転嫁といってよい︒家庭で親

団体に甘えてその所為にするのは︑私事の

囲で責任をとるべき事柄にまで︑国や公共

また逆の場合もある︒当然個人道徳の範

る︒一方︑人間は社会的公務として国家社

徳的私事として︑自己の完成をめざしてい

裂してしまうからである︒

そうでなければ︑人間は公人と私人とに分

さらにこれを結びつけることが大切である︒

一度はっきりと区別しけじめをつけた上で︑

く失われ︑いわゆるなれあいによる﹁甘え

との間で交される二重の責任転嫁も公私混

げればきりがない︒このように公務と私事

たりする私事の公務への責任転嫁も例を挙

現とは︑公私それぞれの理想であるが︑両

まで到達する︒人格の完成と世界平和の実

それがさらに発展すれば世界平和の体制に

会の秩序の維持と発展とをめざしている︒

せい

族主義的国家観が成立する︒そうなれば︑

さからくる不始末の責任を社会に押しつけ

の構造﹂が現出する︒そこでは︑私事が平

渚の一つの表れとぶることができる︒

人間はそれぞれ自分にだけ課せられた道

になるわけだから︑公私のけじめは遺憾な

私的なものがそのまま拡大して公的なもの

気で公務に持ち込まれ︑逆に公務が私事に

寛泰彦

︵お茶の水女子大学教授︶

社会道徳との結びつきである︒

である︒それはいいかえれば︑個人道徳と

者が結びつくとき人類の理想が実現するの

後見者顔で干渉する過保護な状態が生まれ

しめてきたが︑両者は互に否定し合う関係

これまで公務と私事とのなれあいをいま

たとえば︑国や公共団体が当然責任をも

しがたい関係にあるのではない︒むしろ︑

にあるわけではない︒両者はけっして両立

収拾がつかなくなる︒

る︒公務と私事とが互に責任転嫁をはじめ

って政治的に処理しなければならない問題

家訓と戦国武将

を放置しておいて︑その責任を個人道徳に
故を防ぐには︑道路の整備や標識の設置な

負わせるなどの場合がそれである︒交通事
ど安全対策が立てられる必要があるのに︑

それを後まわしにしていくら人命尊重のお

阿弥が一子相伝の教訓花伝書の別紙口伝の

人人ニアラズ︑知ルヲモテ人トス﹂とは世

る時と︑家の存続が不安である時代とでは

従って天下が安定し家の相続が安定してい

ろに成った教訓であることを示している︒

というものが︑家の永代の存続を願うとこ

交通道徳にだけ一方的に責任転嫁するのは

結びに引用した句である︒それはよく家訓

あがらない︒綜合的な交通安全対策なしに

説教ばかり聴かせてもそれだけでは実効が

片手落ちである︒これが公務の私事への責

﹁家家ニアラズ︑ツヅクヲモテ家トス︒

任転嫁である︒
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時代には︑例へぱ江戸時代の大名家訓に見

下が安定し︑一つの価値観が支配的である

家訓の内容にも大きな相違が見られる︒天

いった︒そこに勃発したのが応仁乱である︒

墜し︑幕府の統制力は急速に弱まった︒か

﹁私﹂の政治が始まると︑将軍の権威は失

た︒ところが将軍義政の﹁公﹂を没却した

った︒実際の経験上役に立たぬと知れば︑

た︒これが戦に勝ち残るに必須のことであ

的合理的に取捌かねばならぬことに目覚め

自家保全の為には彼等はすべての事を経験

は油断も隙も許されぬ酷しい時であった︒

これを無視し︑伝統的道徳や風習をも捨て︑

従来重んぜられた神仏や身分などの権威も

くして時代は公から私の原理へと転換して

戦国時代は下勉上の時代である︒伝統的

る様に︑そのほとんどが儒教という普遍的
定信︶酒井忠進家訓が実は室鳩巣の﹁名君

権威の崩壊によって解放された人々は私の

教説に則って説かれる︒白河侯家訓︵松平
家訓﹂の焼直しであるように︑﹁益軒家訓﹂

そこでは人間の価値は身分門閥などという

取入れてこれを改善することに心懸けた︒

た︒そして合理的に国内の行政組織を韮へ︑

なかった︒欲望追求の無制約的肯定や︑一

非合理的なものにあるのではなく︑経験に

また公家的教養たる文道さへこれを軽んじ

旦の使倖を望む思想が湧き起った︒身分門

従い合理的に思惟し校量して実用的な方策

欲望のままに動き出した︒実力と幸運に恵

閥の高い者からは︑この様な下位下層の実

とか﹁伊勢貞丈家訓﹂など学者の作が手本

かった︒そこには当時の状況や家の在り方

存続のために絶えず心を煩わさねばならな

力による動きは下弧上というあるまじき所

︵又は器埜︶の有無によって定まると考へ

を立て︑これを実行する才能能力たる器用

まれた者は忽に下位下層から思いもよらぬ

などの相違に応じて︑それぞれ独特な内容

行と見られたが︑下位下層者からは実力あ

として書かれるという有様である︒ところ

をもった家訓が数多く生れた︒それらは特

る者が支配権を握るのは当然のことと考へ

︿亜仁込の晩年に書いた十七箇条の家訓や︑

られた︒戦国前期の代表的武将朝倉孝景

が武家が鎌倉に幕府を開いてから江戸時代

殊な性格内容をもった教訓ではあるが︑し

られた︒かくして全国到る処で私欲伸張を

上杉定正が長享三年︵一四八九︶に作った

を強化し︑兵器戦法も絶えず実戦の経験を

かもそれらを通観すると︑却ってそこに普

目ざして闘争がくり拡げられた︒その結果︑

上杉定正状三十余条にはよくその間の消息

生産機椛や生産技術を改良し︑常備の兵制

遍性をもった倫理の躍動していることがわ

実力を備へた在地の守護代は他の土豪や地

な権威はその支配の座を譲り渡さねばなら

かる︒その意味でここでは特に戦国時代の

侍など国人層を武力的に政治的に服属させ

が示されている︒

上層に躍り出ることができたが︑内容空虚

武家の家訓をとりあげてみたい︒

てこれを家臣とし︑遂にはその主家に叛い

初に至るまでの間は︑武家はその家の保全

室町幕府は﹁公﹂を理想とする公家の伝

てその所領を自己の支配下に置き︑更には

軍は﹁公方﹂と称され︑武将も公を建前と

名である︒しかし彼等にとってもこの時代

自己の所有とするに至った︒これが戦国大

初に掲げている神仏を信仰せよとの訓を欠

くのは︑在来ほとんどの武家家訓がその最

朝倉孝景や上杉定正の家訓で先づ目につ

せた﹁政道﹂の理想の上に建てられた︒将

統と武力を以て立つ武家の立場とを合一さ

する公家的貴族的武将たることを理想とし
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輩や下人や他国の土民百姓の言葉でも実際

くことである︒そして定正は︑如何なる若
反対である︒

家を治る詮也﹂と訓えるのとは︑まさに正

れまでの利害相反する領域までを打って一

れてくる︒両上杉や古河公方に代って︑こ

家老の子でも若輩で実戦の経験に乏しい者

器用才幹の有無によるべきである︒たとえ

人事は伝統的な身分などに拘わることなく︑

活動ができる様人事を調へる心がけである︒

なことは家臣団の組織を堅め︑適切な集団

として堅く誠める︒次に合戦に勝つに大切

は︑命を亡ない一家の滅亡を招く基である

楽などの諸芸の塔や遊興に心を傾けること

適合しないものだからとする︒いわんや能

あり︑時と処とを異にする日本の現状には

で︑実際の経験から浮上った観念的知識で

は何れも大国の﹁聖仁の制﹂を記したもの

さへも無用と考へる︒その故はそれらの書

左伝七書の様な軍略兵法に関する害の学習

噌とされた論語孝経などの文道的教養や︑

武道と並んで武将にとって欠くべからざる

室町初期の家訓︵竹馬抄・今川壁害等︶で︑

と思って尊重すべきだと訓へている︒また

為を引きつけ︑その人間的魅力に魅せられ

人格から湧き出す道義的な強みによって人

自己の内面的な人格の尊さの自覚と︑その

らなかったのである︒その新しい原理とは︑

張りの立場を乗り越えたものでなければな

固にする新しい原理は︑器用万能実力一点

くなった︒下遡上を克服し︑真に家国を安

い︑滅亡の不安に苛なまれなければならな

田道潅を訣殺したため︑家臣団の信頼を失

いる様に︑下刻上の疑心から股肱の家臣太

なかったが︑彼自身この家訓中で述懐して

退を来たした︒定正は決して暗愚な人では

させ︑領内の百姓の疲弊を招き︑家勢の衰

も拘わらず︑その結果は多くの若党を死傷

に諸所の合戦において常に勝利を博したに

かならないからである︒上杉定正はたしか

なった︒この様な思想は下弧上の原理にほ

だけでは︑も早その家国を保っていけなく

様な合理的実用主義や器用万能主義に立つ

さて戦国の乱世が進展していくと︑この

みである︒寺社における拝象も実はそうし

の様な既成宗教のあらゆる形式を越えた拝

従っての礼拝や祈祷をいうのではない︒そ

とは︑寺や社の中での既成の教説や儀礼に

とつ坐しむくし﹂といっている様に︑拝み

るとも心まがらぱ︑天道にはなされ申さん

此心持あらぱ︑神明の加護有之くし︒いの

もかなうと見えたり︒たとひいのらずとも

きとし︑ありのままなる心持︑仏意冥慮に

あわれみ︑あるをぱあるとし︑なきをぱな

憲法にして︑上たるをぱ敬い︑下たるをぱ

也・只こころを直にやわらかに持ち︑正直

しかもその﹁拝桑をする事︑身のおこない

る︒その仏神とは︑拝むことと離れない︒

初に﹁第一仏神を信じ申すべき事﹂と訓え

北条早雲は﹁早雲寺殿二十一ケ条﹂の最

の消息を窺わしめるものがあるが︑ここで

同時期の多胡辰敬家訓などにはよくこの間

雲寺殿二十一条・氏綱遺訓・氏康書翰︶や

の新群雄の先駆後北条氏の残した教訓︵早

丸とし︑関八州の支配者となった戦国後期

などは指揮者とすべきでないと訓えている︒

た人なの共同を核とする人間結合によって︑

の理に適ったことは︑これこそ神仏の教だ

この訓は応仁乱前の伊勢貞親家訓が﹁家中

た直な心による平常的行為の一つにしか過

は北条氏一門の家訓をとり上げて見よう︒

たごときたか

代灸の宿老に別而可レ懸レ目．：⁝たとひ其身

人倫的な家国を形成する方向の中に見出さ

あつかひ

無器用ともあるべきごとくすべきなり︒是︑
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て日常的な行為の仕方を︑経験に即して教

ぎない︒そこで早雲の教訓の大部分は極め

っても断呼としてこれを為し︑また為すべ

己の生命を失い︑家国を減す様なことがあ

もし為さねばならぬことが己に不利を招き︑

に︑すべて人に﹁すたりたる者﹂はないと

治績を残した北条氏綱はその遺訓の第二条

されない︒父早雲とともに民政に見るべき

見えるが︑それは極めて深い思想的な根抵

を為さぬという毅然たる態度をとった︒自

からざることは人目の有無に拘わらずこれ

至るまで︑一人も漏らさず︑その分に応じ

参者も下賎者も︑更に馬鹿者怠け者などに

家臣の象ならず︑新たに傘下に加わった新

言い︑領主や大将はその一家一族や譜代の

︑︑︑︑︑︑

示している︒その教は一見平灸凡為の様に
に立っていて︑それ以前の武士が神仏を御

とは死よりもつらいことであったからであ

てその処に置き︑すべての人をして互に相

己に対して自己を欺き自己を辱かしめるこ
る︒即ち恥は人目や外聞にあるのでなく︑

待ち相補って︑その家国において人倫を実

利益の対象として祈祷を捧げたり︑迷信的
信仰を︑内面に向って深く転回させたもの

現させることこそ領主や大将の最も重い役

霊威の対象として崇敬したりしたところの
であった︒

の習以来の捨身と名を借む伝統は︑この自

自己自身に対するものとなった︒坂東武者

て絶対の瞬間を生き︑絶対的存在に帰一す

る心をもって日常の一つ一つの行為を通し

その活路とは︑この酷しい現実の下に直な

ぬ覚悟の下に却って新しい活路を見出した︒

うべき壁の前に立たされた戦国武士は︑死

ことはできない︒この様な絶体絶命ともい

支配の座に坐わっても︑下弧上を克服する

や外聞におけるものでなく︑時と処とを越

とはならないと︒恥はここでは現前の人目

う︒そうすれば滅亡しても﹁後代の恥辱﹂

亡するならば義を専らにした義の戦をしよ

滅亡しない家などは一つもない︒どうせ滅

訓している︒それは︑この世界に於て古来

は︑その遺訓の第一条に次の様なことを教

に北条氏の基礎を固めた北条氏綱︵頭皿さ

敬の精神によって深化された︒父早雲と共

器用は器用万能を超えた一段高い立場から

決して器量や器用を否定したのではなく︑

ることはできないと教誠している︒これは

百姓を貧困にしている様では家国を保全す

に器量があり︑武威が美事に見えても︑民

中の風儀﹂を批判して︑いかに領主や家臣

とが大切であるとし︑当時の﹁上杉殿の家

は嬬らず諸わず︑それぞれの分限を守るこ

者であるとしている︒それとともに侍の側

すたらす様な者は大将や領主の資格のない

割であると説き︑そうした能力を欠き人を

下弧上の極まるところ︑如何に合理的な

ることの会得であった︒この様な新しい型

えて普遍妥当性をもつものとなった︒それ

大いにこれを尊重した活用すべきものとし

、 臼 ﾕ ノ

智力を例かし有効な手段を用いて戦に勝ち︑

の戦国武士は︑たへえ死を眼前にしても︑

ある︒︑

ているに過ぎぬ︒これと全く同じことは多

故︑﹁後代の恥辱﹂と言い表しているので

この様な自敬の自覚はまた他人の尊さを

た器量と人物的魅力の頂点に立ったのが織

胡辰敬家訓の説くところでもある︒かうし

為すべき礼儀作法は平生と変ることなく仕
とは︑自己自身を辱める恥ずべき所為とし

ることにあるので器丑や器用の有無に左右

も自覚せしめた︒ここでは人の価値は人た

済した︒その期に及んでうろたえる様なこ

たぬ犬死は時の運で恥にはならぬとした︒

て死すともよくせぬことであった︒役に立

rワ1，

田信長︑豊臣秀吉であった︒

しかし︑その様な器量と人物的魅力は未
だ個人のものでしかない︒従って天下家国
の安定もその人限りのものである︒その人
の死後は天下の支配権継承の争を招来せず

１国のワクを越えてＩ

他を思いやる心を

杉山克己

自分本位で社会への配慮という点で甘さが

人のセリフも大同小異で︑﹁甘えがありす

その意味では︑近ごろの若者に対する大

さしずめ問われなければならないのは親の

さず大人の社会自体に問題があるからだ︒

う若者を生詮出してくるのは︑とりもなお

昔から子供はカガミだというが︑そうい

晦人たちのありようを見て承ると︑やはり

就鐙錘はこの永続を衆縁の共同に求めた

よくやられたものだ︒﹁近ごろの若いもん

とではない︒戦時中に育った筆者なども︑

感じられるこのごろである︒

にしても十年︑二十年という長い尺度で若

が︑累代の家臣も持たず︑有力な血縁にも

ときたら︑全く礼儀をわきまえない︒﹂に

大人の若者批判は︑いまにはじまったこ

恵まれなかった秀吉が︑いかに自己なきあ

ているんだ︒﹂といった調子だった︒

はじまって︑﹁お前たちは︑一体何を考え

にはおかない︒既に早く北条父子や毛利元

る︒三河の小領主徳川家康が秀吉のあとを

とを憂慮したかはよく人の知るところであ

よりのことだが︑律義者としての彼の人物

襲って天下の権を握り得たのは︑運はもと

いうことにもなろう︒

子供たちが何かしでかしたとき︑母親の

日常生活の中での言動であり︑家庭教育と

中には﹁他人さまの迷惑になるようなこと

った文句をよく耳にする︒事実また電車で︑

座席から脚を投げ出すようにして座り︑年

ぎる﹂﹁しつけがなっていない﹂などとい

寄りが近くに立っていても席を譲る気配も

による恵まれた血縁の形成と︑松平氏累代
の堅い主従の結束を保有していたことによ

に︒﹂と︑まるで降って湧いた災難のよう

はないよう︑いつもいい聞かせているの

的魅力と︑武将としての器量のほか︑縁組

ることが大きいのである︒がしかし︑それ

たりすると﹁なんと今の若いやつは︒﹂と︑

ない若い男の傍若無人な振舞いにぶつかっ

にいう人がいる︒だが︑そんなセリフは信

だけではまだ真に下弧上を克服して戦国に

じがたい︒そういう親ほど︑身勝手で生活

終止符を打つことはできない︒それは徳川

ることもある︒

思わず怒鳴りつけてやりたい衝動にかられ

去る五月五日の﹁子供の日﹂に総理府が︑

らだ︒

態度にも問題があるケースが少なくないか

氏が天皇により将軍職に補任されたという

り合わせたに過ぎないと思う︒だが︑それ

いえないし︑たまたま︑そういう連中と乗

むろん現代の若者の大半が︑こうだとは

大義名分の主張であり︑﹁公﹂の立場の強
調によってであった︒水戸義公の役割も実

︵元・学習院大教授︶

はこの点あったのである︒
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た︒それぞれの国柄や風俗︑文化の現実の

各国の親子像の違いが浮き彫りにされてい

お隣りの韓国も入り六カ国の比較によって

結果をまとめて発表していた︒欧米のほか

﹃青少年と家庭﹄と題する国際比較調査の

いては︑配慮が薄いように思われた︒

の一員であることを前提にした考え方にお

が公徳心を養うというといった社会協同体

いう点では︑かなり高いものがあるようだ

比べ日本の親の関心度は子供自身の成長と

活習慣の確立に重点を置いている︒他国に

くなった︒﹂という苦情を聞かされたこと

道沿いの田畑には危なくてうっかり入れな

だった︒

そのたびに不愉快な思いをさせられたもの

るとは︑どういう神経の持ち主なのかと︑

い競争社会そのままに︑自己中心的という

子育てについてわが国の場合は︑余裕のな

れないが︑自分さえよければといった大人

そうだと決めつけることはできないかも知

むろん︑この一つのデータで︑すべてが

が所かまわず投げ込まれ︑ピンのかけらや

があった︒走るクル一︑から空ピンや空カン

また田舎での話だが︑農家の人から﹁国

姿がにじみ出ていて興味深いものがあるが︑

か︑子供にできるだけ社会性を身につけさ

われが日常的に見聞きするところだ︒かつ

社会の腹立たしくなるような事例は︑われ

はいないと思うが︑見とがめる人がいなけ

年前の話だから︑いまではそんな不心得者

手や足にケガをすることがあるという︒数

混じっている︒気をつけて作業していても

空カンの切口が土中深く︑くい込むように

思われ︑気にかかった︒

せるという側面が若干欠落しているように

て私は︑しばらく滋賀県大津市の琵琶湖畔

日本では三三・五％とかなりの落差が見ら

いたわる﹂も︑米国の六九・六％に比べ︑

では三三・二％どまり︒﹁老人や身障者を

路・公園を汚さない﹂をあげるのに︑日本

ることとして米国の親は六六・三％が﹁道

かせているようだが︑ふだんよく教えてい

点では︑割合い親は心がけ︑子供に言いき

しなかったが︑時をア然とさせられたのは︑

には慣れっこになっており別におどろきも

た︒ジュースの空缶︑紙クズの散乱ぐらい

方︑車も人も去ったあとはひどいものだっ

れも休日などにはよく見かけた︒しかし夕

も多く︑京阪からマイカーで訪れる家族連

の場となっていた︒湖岸で釣糸をたれる人

その遊歩道は地元市民にとっては格好の憩

歩くと湖に面した美しい小公園が広がり︑

そうした意識が定着していないと︑お互い

というのが市民社会の原則である︒根底に︑

権利を主張する以上︑他の権利も尊重する

識の欠如というほかはない︒つまり自分の

えよければといった態度は︑むしろ権利意

ろうが︑人が困ろうとケガしようと自分さ

え方が根づいていないからということにな

ので︑お互いに大切にしなければという考

れば何をしたって構わないという発想は︑

れた︒また子供に身につけさせたい大切な

樹木の根元などに投げ捨てられているタバ

の生活がギクシャクしたものになるばかり

に近いところに住んだことがあった︒少し

徳目として︑米国の親は八三・三％が﹁自

コの吸い殻の山為だった︒あたりの風景を

﹁あいさつ﹂や﹁言葉づかい﹂といった

主性﹂をあげ︑英国では八一・七％が﹁礼

楽しみながら︑車の灰皿の掃除までして帰

要は︑公共のものはわれわれみんなのも

今日でもいたるところで感じられる︒

七七・○が身の安全や健康など基本的な生

儀正しさ﹂を求めているが︑日本の場合は
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かになればなるほど︑逆に人間は悪くなっ

しく向上した︒しかし社会が全体として豊

済成長によって︑われわれの生活水準は著

るかという問題である︒戦後の目覚しい経

こまでわれわれの心の中に根を下ろしてい

間としてお互いに尊重し合う人権感覚がど

会の関係を考えて承た場合︑心配なのは人

その点で︑いま一歩踏み込んで個人と社

レーションの高まり︑その吐け口を求めて

ねに下積になっている生徒たちのフラスト

じき出される偏差値によるランク付け︑つ

あげる人は多い︒テストの成績をもとには

について︑受験︑進学中心のテスト学習を

いう悲劇まで起きている︒その原因や背景

否症にかかったり︑自殺に追い込まれると

めつけるケースが目立つ︒そのため登校拒

しつこく︑何人かのグループで徹底的に痛

ところが最近のそれは︑やり口も陰湿で

ばリーダーの座につくことにでもなったら︑

やがて社会的に影響力を持つような︑いわ

が高校から大学へと進承︑社会人となり︑

くなっても何になろう︒そんな生徒ばかり

することもないまま︑たとえ入試にだけ強

ら︑一人一人の心の傷みを︑お互いに理解

に終るだろう︒同じクラスで机を並べなが

て話しかけたとしても︑しょせんは空念仏

道徳教育などで︑いくら教師が友情につい

うして他への思いやりなど育つだろうか︒

っ子﹂を容認するような雰囲気の中で︑ど

あまりにも鈍いことも問題だが︑﹁いじめ

たというのが実感である︒急激な経済発展

ともかく教室の中にゆとりがなく︑つね

﹁いじめっ子﹂が生まれるというのである︒

ものではなかった︒

によって︑だれもが心のゆとりを失ったと

か諺社会そのものの発展は望めなくなる︒

も考えられるが︑万事お金といった競争社

さまざまな形で暗いカゲを落している︒年

そうした社会状況は︑学校教育の中にも︑

悪ふざけを制止しようとしないところに問

が︑こうした事態が起きても︑だれもこの

する生徒は数の上では一掴りかもしれない

は十分考えられる︒そして直接いじめ役を

の時代を担う人たちの肝心の学校教育の場

える大きな柱の一つであった︒ところが次

他を思いやる人権尊重の精神は︑それを支

して新しくスタートして三十六年になる︒

わが国が民主主義を基調に︑平和国家と

も背筋が寒くなる︒

どういうことになるだろうか︒思うだけで

冬全国的に広がりを承せ︑年中行事のよ

題の根の深さを感ずる︒自殺事件が起きた

にイライラしたムードが︑生徒たちのスヶ

うに公立中学などで繰り返えされている校

でも︑こんなていたらくでは・・・．：と考え込

けは明らかだ︒

内暴力事件も︑決して昨今の世相とは無縁

ある中学の場合など︑直後に教師が調べて

んだりもするが︑いささか思い過ごしだろ

会の風潮の中で︑心の荒廃が進んだことだ

ではない︒だが生徒たちの暴力︑非行とと

象たらクラスの大半は︑つねに一人の生徒

ープゴートづくりに影響を与えていること

もに︑いま一つ見過ごせないのは︑﹁いじ

うか︒

が強調されるようになった︒技術革新は通

近ごろ折にふれて国際化時代ということ

がいじめられていたことをよく知っていた
学校が︑こうした生徒たちの心の動きに

︑とい差クＯ

めっ子﹂の存在だ︒いつの時代でも小︑中
学校で︑休桑時間や放課後︑いじめたりい
じめられたりはあったが︑それほどひどい
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て退職しネ︒︿−ルの結核退治に出かけると

えて国際的なスケールで考えて承ることも

複雑にからみ合ってくると︑国のワクを越

ぱんになり︑利害が複数の国にまたがって

舞台である地域社会にはじまって︑せいぜ

従来の閉鎖的な島国根性で横着を決め込ん

いう話︒いずれも国際協力事業団の要諾を

重要になってくる︒その視点は︑つまると

博さんという人が︑この夏︑農業技術指導

でいるわけにはいかなくなってきた︒とく

二人は農業改良事業や公衆衛生のベテラン

受ける形で話がまとまったというが︑当の

ころ自国を生かす道でもあろう︒

信手段や運搬手段の飛躍的な発達を促し︑

に資源のないわが国の場合︑自給自足でき

会的なかかわりの中で生きていくことがで

い国を単位に考えられていた︒いまでも国

ることはどだい無理な話である︒昭和三十

で国内での再就職の心配のない人たちだ︒

きる存在である︒それだけに︑国の中であ

でインドネシアヘ渡ることになったという

年代後半からの目を見はる高度経済成長は︑

それだけに自からの技術を開発途上国にさ
さげようというよほどの決意がなければ実

それによって各国間の交流が盛んになって

われわれ自身の努力もさることながら︑他

らなかったであろう︒青年海外協力隊に加

しかし国と国とのコミニケーションがひん

の処国との協力関係に支えられて︑はじめ

わって活躍する若い人たちも年を増えてい

拳を自分のものとして分ち合える精神は︑

ろうと外であろうと︑他人の苦しみや悲し

ということだけしか頭にない人もいるが︑

て実現したといっても過言ではなかろう︒

不可欠のものである︒そのことの意味を︑

さんが︑定年には少し間があるが思い切っ

こうした国際的なかかわり合いの密度が

るようだが︑技術を生かし第二の人生をこ

まず大人が︑じっくり考え直してみる時期

話︒他は愛知県の刈谷保健所長の梅村典裕

高まる中で︑しきりに国際的視野や感覚の

は喜ばしいことだ︒一方では︑東南アジア

うした形で送ろうという人がでてきたこと

る面で︑日本も諸外国の一員として活躍︑

豊かな人材の養成がいわれている︒しかし︑

にきているように思う︒

きた︒政治︑経済︑学術文化など︑あらゆ

それは必ずしも語学がたん能だとか︑マナ

からの留学生の招へいや難民救済のために

︵毎日新聞論説顧問︶

いずれにせよ︑われわれ一人一人は︑社

ーを心得た人ということではないのだ︒む

も少しずつながら増えてきているという︒

私財をなげうって財団をつくったりする人
貿易摩擦などをめぐって国際社会で日本の

ろん一定の知識を身につけることは欠かせ

対応が注目されているときだけに︑こうし

ないが︑大切なことは︑他国の人たちに対
しても︑いたわり思いやる精神を持ち合わ

﹁公﹂といえば︑﹁私﹂的な個人の生活の

重みがある︒

た人たちの奉仕的活動は︑はかり知れない

せているかどうかということだ︒

最近の新聞報道の中で二つの一豆Ｉス
︵朝日︶が目についた︒一つはこの三月︑

三重県の農林水産部長を定年で辞めた竹内
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公憤と私憤愈塗雷郭︾壷迩

一
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悪事の行はるるを見て心中憤怒する者は其意は良善なれども︑其悪事を禁止するの側なきときは其効能上より見

れば公憤を起さざる者と異なることなし︒故に巳に公憤を起したらば奮起して世間の悪事を撲滅し︑自己の公憤

を慰するの挙に出でざるべからず︒是公憤の上乗にして国家に此の如き人多きときは︑万一世上に憤怒すべき悪

事現出するも︑此人の力に依りて其悪事を阻逼し︑以て国家をして其禍に雁るを免れしむ︒是仁人君子豪傑の士

然れども此事たる一個人の力にて容易に成し得べきことに非ず︑必ず衆力を合せて初めて其功を奏すべき者な

の天下に貴き所以なり︒

り︑愚民を篭絡して私を営む者あり︑君子にして時に容れられざる者あり︑小人にして世に賊底する者あり︑正

り︒方今世上に公憤を起すべきの事甚多し︒賄賂を貧る者あり私曲を行ふ者あり︑党派を立てて人を圧する者あ

義にして時 に行はれざる者あり︑邪説にして世に勢力を有する者あり︒此の如き公正の士が公憤を起さざる可か

︵以下略︶

島根県から文部省に帰り︑教科書課長補佐

のが諸沢次官ですが教科用図書無償制度調

になりました︒その時︑当時課長であった

一
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らざる時な るに︑寂塞として其事を聞くことなし︒蓋し公憤を起す者あるも其力微にして︑是を如何ともするこ

と能はざる 者ならん︒幸に吾弘道会は多数道徳者の会合なれば︑公憤を起す者も少なからざるくし︑巳に公憤を

︿随想﹀

いう法案にまとめたわけです︒それを担当

教科書問題あれこれ

した経緯からも教科書の問題については私

それを昭和三十八年の教科書無償措低法と

査会で無償制度の骨格を議論して頂いて︑

て良い制度︑良い教科書をつくって行くた

．人当り二千円足らずの小学校教科書

教科書問題については目下いろいろなこ

代を今の父兄が出せないはずはない︒塾に

自身深い関心をもっています︒
教科書無償制度が発足いたしましたのは︑

めの契機としなければならないと考えてい

昭和三十八年です︒三十七年の四月︑私は

とが報道されまして︑教育関係者は︑この
のではないかと思います︒起きた問題はい

ます︒

たしかたありません︒これを他山の石とし

問題について改めて考えを深めておられる

鈴木勲

起したらば 会員多数の力を以て或は行事に現はして︑其目的物を阻逼消滅せしめんことを求めざるべからず︒

』
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ら教科書を大切に扱わない︒﹂という投書

のです︒新聞の投書などにも︑﹁ただだか

いか︒﹂というような簡単なものではない

それよりも多くの金を出しているのではな

と非常にわかりやすい議論が一般化されて

ったし︑それ位買えないはずはなかろう︒﹂

精神が次第に薄れまして﹁国民も豊かにな

からもう二十年近く経ちましたから当時の

ふくまれているのです︒あの制度ができて

くなりました︒当初はそのことが真剣に取

それからは採択の問題については争いがな

決めるというふうに法律で定めたわけです︒

教育委員会が協議をし︑一種類の教科書に

それを採択地区を決めて︑そこで市町村の

いのか︒﹂と母が聞いたところ﹁これはた
来る議論でした︒

高い方套とお話合いをいたしましても出て

論じられる︒これは臨調のかなりレベルの

次第におろそかになって来たのではないで

来て︑教科書の研究・調査といったことも

り組まれていたけれど段を形式的になって

がありました︒﹁何で教科書を大切にしな

のです︒

しょうか︒その結果教科書の採択について

のことを覚えておられる方が教育委員会の

義務教育教科書の無償制度が発足した時

委員会がしっかり研究をして選定審議会に

があると思います︒当時は都道府県の教育

またいろいろ議論を呼んで来たという経過

ら大事にするんですよ︒﹂ということを母

諮問し︑その意見を聞いて採択地区の教育

子供と国の結びつき

だだから︒﹂と子供が答えたという内容な
そういうときこそ︑﹁これは国民の大切

親が教えてやる絶好のチャンスではないで

中や学校現場におられると思いますけれど

な税金で給与されているものですよ︒だか

しょうか︒それを投書に出し︑それを更に

委員会を指導する︒採択地区の教育委員会

は調査員等に十分依頼して教科書の内容を

も︑大変苦心をして無償制度を定着させて

教科書は使用を義務づけられているのです

設の象ならず︑大事な教科書についても︑

を義務として課している以上︑教員とか施

な面があるのです︒また︑採択の方法を整

子供に対する期待を自覚させるというよう

うことで︑国家と子供の結びつき︑国家の

ではなく︑国家が直接子供に給与するとい

せてその数の多いものを採る︒教科書は人

です︒例えば︑或る地区では教員に投票さ

は運用が十分に法の趣旨に沿っていないの

またそのように運用されました︒然し現状

ように制度上は非常にうまく出来ており︑

研究して適正なものを採択していく︒この

からできるだけ父兄負担にしないで国家が

備するとか︑教科書制度のかなり広い分野

する方々にお願いして十分に内容を精査し︑

気投票で決めるものではなく︑真剣に研究

その中には単に教科書を配るというだけ

まいりました︒

取り上げる新聞があるということは非常に
残念なことだと思います︒やはり義務教育

負担して行くというのが近代国家の義務教

にわたって関連のある事柄がふくまれてい

無償の精神と申しますか︑近代国家が教育

育無償の精神で︑憲法はそううたっている

るのです︒採択では︑従来は学校採択︑教
いわれ︑現場でも論争があったと思います︒

だということを専門的立場から決めて行く︒

議論して︑こういうものが内容的に良いの

と

に命じている義務ではありませんが﹃国家

わけです︒教科書の無償は直接憲法が国家

師採択︑市町村採択などいろいろのことが
の財政状況に応じて為せ︒﹄という内容が
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︵三塚博小委員長︶が提案いたしました内

自民党の文教部会の教科書問題小委員会

そういう意味では教科書問題について︑

しても大変残念なことです︒

行政をあずかる教育委員会としてはなんと

力があるのだといわれるようでは地方教育

ろが︑採択について特定の教職員団体の圧

これが教科書無償措置法の趣旨です︒とこ

聞紙上を賑わしたものです︒今日は逆に企

うふうなことがやかましく言われまして新

書には公害などについての記述がないとい

まってきましたが︑その当時は︑今の教科

るいは住民闘争の問題などの住民意識が高

年に環境庁ができまして︑公害の問題︑あ

その前のことを考えてみますと昭和四十九

と企業の方からクレームがついています︒

する記述について今の教科書は適正でない

例えば︑商社︑広告︑あるいは原子力に対

て然るべきものではないかと思います︒

どをしていますが︑やはり公平に取り扱っ

対して︑新聞などが強烈なキャン︒ヘーンな

見も出て来たのだということです︒それに

今は︑企業なり政権政党などの方からの意

それが特定の一方からの意見では困るので︑

はむしろ歓迎すべきだと思います︒ただ︑

よいでしょう︒いろいろな立場からの意見

綿密な検査︑調査をすべきだ︑第二に検定

教科書は︑日本の国民にとりましては重

業の方からカウンターパンチが来ています︒

義︑更に二・一スト等を通じて起りました

ておりました軍国主義という一方の全体主

先生が書いておられますが︑当時強く残っ

戦後の検定制度ができた時の経緯を森戸

いきさつ

ません︒第一に教科書検定調査官を増やし

容は︑世評ほど統制の厳しいものではあり

はきちんと公正にやれ︑第三に採択地区を

要なものだと考えられておりますから一つ

今の採択制度のもとでも十分に県と市町

れはおかしい﹂というような議論がありま

に自分の世界観に反するものがあれば﹁こ

して検定という制度が必要であった︒それ

左右からの全体主義を防ぐための防波堤と

う価値観がはげしく対立している際には︑

それらに基づく左からの全体主義︑そうい

労働界における共産党の非常に強い支配︑

いての公正を期せということです︒

広げて全県一区にするなど考えて採択につ

の間違いがあってはいけないし︑記述の中

村と選定審議会関係の先生方が責任を尽す

す︒そういう世間の目に晒されていくこと

を当時のあらゆる層の人炎が支持をしたと

が検定制度のねらっている趣旨でもありま

いう経緯があるわけなんです︒これを﹃国

るはずです︒それが十分でないとの批判が

すからいろんなところから意見があった方

に﹃自由発行・自由採択﹄ということはや

定﹄にするとか︑新聞が書いていますよう

ならば今の制度で十分に適正に採択ができ

のではないかということではないかと思い

あり︑もう一度見直すべきときに来ている

がよろしいわけです︒調査官も或いは審議

センサスの得られるところに教科書という

現場の混乱を考えますと到底そういうこと

を自由発行・自由採択にしたという場合の

今︑日本の社会を考えて見まして︑これ

はり極端ではないかと思います︒

ものを持って行こうと考えているといって

意見を十分に勘案して︑国民の大体のコン

るけれども︑世間の声︑いろいろな人為の

会の委員も勿論自分なりの考えを持ってい

ます︒

検定は国民のコンセンサスで
また︑新聞にも出ていますように︑検定
の個灸のいろいろな事項についての批判︑
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を取っていまして︑選定というのは︑そこ

うと︑アメリカは州が選定するという制度

試翠に︑アメリカの教科書はどうかとい

いような教科書は使ってはならないという

ういうものに対して明瞭にそれを支持しな

国の理想とかを非常に大事にしていて︑そ

けれども︑自分の国の歴史とかアメリカの

アメリカは非常に自由のようであります

きないという反省が起りまして︑日本のよ

うもこれでは統一的な教育の水準が維持で

が︑最近では︑そういう使い方についてど

たり︑目録から取って使ったりしています

与︵備え付けで学校に置いてある︶で使っ

に発行されている書物を教科書として使う

カの一部で注目されているといわれていま

うな検定教科書を使うという方法がアメリ

ます︒

という制度で︑教科書とは銘をうちません

ことを州法で定めています︒ですからある

は言えないと思います︒

が教科書に使ってもらいたい書物がいっぱ

とっているといえるわけです︒

意味では︑日本の検定よりも厳しい態度を

ルの首相が日本の教育課程の改善に非常な

また︑ごく最近ですけれどもシンガポー

す︒

い発行されており︑﹃これを︑我が州の教

私共としては︑こういう検定制度の趣旨

科書として使います︒﹄ということにする
わけです︒教科書として使わなければ一般

あるわけです︒ゆとりと充実をともなった

についての指導をして来たという経緯があ

長い時間をかけてシンガポールの教育内容

熱海君が団長となって行きました︒かなり

関心をもって︑﹁ぜひ︑我が国に来て教育

まあ︑実質的には検定に近い制度なんで

学校生活が送れるような教育内容を如何に

ります︒世界はいずれも教科書だけでなく

内容の改善の精神なり構造というものを指

す︒例えば︑ウィスコンシン州では州の法

して実現するか︑それは教科書に具体的に

から言って︑いろいろな意見があっても︑

律により︑教科書についてはっきり書いて

体現されるわけです︒そういうことを忘れ

の図書となるんでしょうが︑経済的には非

います︒﹃我が国の歴史に関して事実を曲

教育内容について︑それぞれ問題意識をも

導してほしい︒﹂というので小学校課長の

げた本︑我が国の創立者を侮辱した本︑彼

て︑ただ教科書に現われました極端な現在

ち︑悩んでいるのが現状であります︒

適正な教科書をつくって行くことが大事で︑．

等がそのために戦い︑犠牲となった理想の

の社会事象というものについて議論だけが

それを教科書と関連づけて教科書問題を冷

そのもとはやはり新しい教育課程の精神に

目的を正しく提示しない本︑または外国の

ことは︑日本の教育界にとってはなはだ不

非常に厳しく︑鋭角的に行なわれるという

常に不利を被るわけです︒

政府に有利なプロパガンダ︵宣伝︶を含ん

幸なことだと思わざるを得ません︒

て適正な教科書が著者によって書かれるこ

合意の上で︑しかも指導要領の趣旨にそっ

一番良いのは︑やはり国民の無理のない

我左は新教育課程の目ざすところの精神︑

だ本は︑一切の公立学校で使用してはなら
ない︒﹄という規定に基づいて︑州の教育

アメリカでは教科書を数種使ったり︑貸

教科書議論は冷静に

静に論じなければならないと思います︒
センサー

長がそれを検査する︒センサー︵検閲︶の
権限を与えられて︑そういう本を使った教
員は罰則を科するということが書いてあり
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ろな事象について見解が対立するようなこ害が書かれるような社会を目ざしつつ︑こ

とです︒けれども︑不幸なことに唾いろい我食はスムースに国民の合意の上に教科

しているＯ

互に協力し扶助しなければならないと規定

務︶は憲法二四条を受けて夫婦は同居し︑

成年者に対する扶助義務とを併せて︑生活

学者は配偶者間の協力扶助義務と︑親の未

は︑格段の相違あることを認むくきである︒

と未成年者との間と︑親と成人者との間で

親子の間の扶け合い義務に関しては︑親

とが多く︑そういうものを教科書で扱うこの検定の精神を維持していかなくてはなら
とから起きる必然的な問題は避けて通れなないと思っております︒

いわけです︒︵本会理事文部省官房長︶
一︿随想﹀

とによって保持することを要する﹂旨の一

養義務者は自分の生活を保持して︑尚余裕

扶け合い義務を生活扶助義務と称して︑扶

として︑これに対して親と成人者との間の

一悪法か唾親子間の倫理鶴岡衛岬
ケ条を設くべきことの修正意見を提案され

された一片のパンを︑分け合う義務である

保持義務と称して︑比喰的には︑最後に残

現今倫理秩序が素れて︑狗に憂慮に耐え

たが︑旧帝国憲法改正に必要な三分の二の

である︒

があれば援助の手をさしのべるというもの

に起因しているものと思料する︒

多数が得られず︑惜しくも不成立に終った︒

尤も親の未成年者に対する扶助義務につ

ないが︑畢寛親子の倫理が素れていること

その後︑臨時法制調査会の第三回総会に於

凡そ家族とは人間の最も基本的集団とし
て︑人間社会の普遍的存在であるが︑その

解釈に委ねられ︑親権にその根拠を求め︑

いては︑民法上明文の規定を欠き︑法律の

或は親は子を菱うべきであり︑子を養うゆ

て︑同博士は﹁直系血族及び同居の親族間
る﹂旨を規定することを提案され︑議論の

に於ては︑互に協力︑扶助する義務があ
末︑民法七三○条︵家族間の扶け合い義

係︶と︑親子関係である︒いま憲法を縦く
と︑第二四条は個人の尊厳と両性の本質的

構成の基礎をなすものは︑婚姻︵夫婦関

平等をもって︑家族生活の中心としている

親子の関係を重視する従来の倫理思想は後

扶養をすることが︑身分関係の本質的不可

がある︒その何れにせよ︑生活保持義務は

の立論を求めるなど︑学説判例夫灸の対立

えに親であるという︑親子関係の本質にそ

退し︑配偶者間の協力扶助義務が先順位に

叙上の審議経過によって知られるとおり︑

務︶が新設された︒

憲法議会にて︑憲法二四条︵草案では二

定を設けていない︒

が︑親子のことに関しては︑直接何等の規

二条︶が審議された際︑この点が非難され︑

そのまま自己の生活を保持する所以である︒

欠的要素で︑相手方の生活を助けることが︑

民法七五二条︵同居︑協力︑扶助の義

引上げられ︑重視せられるに至った︒

﹁家族生活は伝統及び慣習と条理及び温情

当時貴族院議員であった牧野英一博士は
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然しながら未成年の中でも︑独り立ちし

活が律せられ︑円満に営まれることがあり

ば︑民法財産法の諸規定によって︑家庭生

であると︒谷口知平教授は本条がないなら

支持し︑今日に於ては︑七三○条を根拠と

目牧野博士谷口教授は何れもこの判決を

れる︒

して︑同様の結論を導くことができるとさ

許されざるものである﹂と︒

あり︑高齢の親で︑扶養を要する者もある

得る年齢と能力に達した者と︑未成熟子も

逆うことが︑親族生活の面に於て︑規定さ

得ず︑民法一条一項の私権は公共の福祉に

㈱私見︑七三○条は暖昧であり法律的に

にかかわらず︑一率に前二者に対する扶養

は意味が乏しいとする消極説にも一理があ

を︑生活保持義務と称し︑後者については︑

れたものと述べられている︒右に関連して︑

い論議の対象となったためであり︑結局本

生活扶助義務と謂い︑後順位におかれてお

条は親族間の権利義務を統制する上位の規

るが︑それは畢覚成立の過程に於て︑激し

いある母親︵未亡人︶が相当の資産を持

を摘示する︒

っている富裕な長男と仲違いのため︑貧し

昭和十八年七月十二日付大審院判決の要旨

先に牧野博士が屡を修正案を提出せられ

の福祉に遵うとの原則が親族生活に於て規

範規定であり︑民法一条一項の私権は公共

ることは︑儒教倫理を侯つまでもなく︑不

たことも︑此の間の消息を強く指摘せられ

い三男のもとに身を寄せて︑その扶養を受

合理なることは自明である︒

たものと思料する︒かくして迂余曲折を経

して生活を支えていた︒

け︑長男名儀の田地のうち︑三反余を耕作

因糸に筆者は牧野博士の講錘に列するの

意義は決して過少評価すべきでない︒

る︒家族倫理の素れた現代に於て︑本条の

定されたものであるとする積極説に左祖す

新設せられた︒

何これに対して︑長男は母親が右の田地

て︑七三○条︵親族間の扶け合い義務︶が
本条について︑具体的には︑何等の法的

を不法に占有耕作したとして︑損害賠償を

機会を得なかったが︑氏の著書日本刑法を

効果もない道徳的例示規定に過ぎないとす

例大審院は長男の訴えを斥けて︑次のよ

一会の縁なれど︑今に至っても喜びを覚え

通じ又晩年親しく先生の讐一咳に接し︑一期

訴えた︒

に対して積極的意義を認め︑牧野博士は︑

うに判示した︒﹁親なればとて︑子の財産

る消極説︵我妻・川島・末川諸博士︶これ
所謂信義誠実の原則︵民法第一条二項及三

を不法に侵害したときは︑子はこれが救済

性の本質的平等の原則それ自体が信義則の

とを要し︑然らざる場合には︑醇美なる我

は直に止むを得ない相当の理由に出でたこ

反する訴権の行使は許されず︑その行使に

︵本会理事元東京家裁調停員︶

うち詮つるかも良寛上人

たらちねの母が形見と朝夕に佐渡の島辺を

適用であり︑信義則の適用は決して夫婦の

る︒

であり︑家族生活に於ける個人の尊厳と両

項︶の身分法関係への適用を規定したもの

の訴権を行使することができるが︑道義に

のではなく︑親子の間には︑個人の尊厳と

間と︑親と未成年者との間に止まるべきも

て︑百徳の基とする我国古来の道義に反し︑

が家族制度の精神にもどり︑且つ孝道を以
本質的平等の原則を超えた地歩を示すもの
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︿随想﹀

、

Ⅱ

さわやかな初夏に︑死の問題をもち出す

り︑家族制度が確固としていたこともあっ

戦前の時代には︑医療が不充分であった

片山

ことを快く思わない方もおられるに違いな

て︑子どもの時期に家族のだれかの死に出

ｌその生を充実させるためにＩ

いが︑死は生を一異打ちしているというか︑

会うことが多かった︒

まで︑身内の人の死とはほとんど出合うこ

ところが︑戦後になると︑平和が長く続

とがない︒たとえ病気になったり死んだり

の意義を自覚せしめるという意味で重大な

ところが︑戦後の教育には︑このような

しても︑たいていは病院に入っているので︑

課題である︒たとえば︑．生︵所︶懸命﹂

死への配慮というものが全く欠けてしまっ

直接に死との遭遇が稀になってしまった︒

いたこともあるが︑医療が行きとどいた上

た︒その証拠は青少年の自殺の頻発する現

それは確かに子どもらにとって幸福なこと

に︑家族構成が変って核家族が多くなった

象である︒社団法人﹁東京母の会連合会﹂

だと考えられるが︑その反面︑人間存在の

とか﹁倒れて後巳む﹂とか︑いった言葉は︑

で一昨年五月に出した﹁少年の自殺防止十

ため︑今の子どもたちは︑生れてから今日

則﹂の巻末にある自殺少年の死ぬ動機を一

貴重さを不知のままに育ってく・ることとな

⁝︶が多い︒死の恐しさも︑生命の尊さも

されてきた︒こういう教育をうけて育って

神﹂であるとされ︑﹁生命の尊重﹂が強調

かもその民主主義の核心は﹁人間尊重の精

戦後の教育では民主主義が調歌され︑し

った︒

ないか︑と考えられる︒

に行くのがいやになって︑父に叱られて⁝

セット・ラジオが買ってもらえない︑学校

覧してみると︑全くたわいもないこと︵カ

命を賭けて生きることを意味する︒

少くとも人間にとっては死の認識は︑生存

〉

死を認識させる教育

I
1

〉

全く知らないから︑手軽に自殺するのでは

きた人たちは︑さぞかし生命を旧世代の人

られた︒

たちよりも尊重することになるものと考え

ところが︑十年ほど前から︑今日まで新

聞の報じるところを考えてみると︑このよ

る︒自分の生んだ赤ん坊をゴミ捨場に投げ

うな期待は見事に裏切られたように思われ

シンナーを吸飲して死ぬ少年︑百キロ以上

込んだ若い母親︑親を刺し殺した子ども︑

の猛速で走って壁に激突して死ぬオートバ

イ少年等々⁝これらは全体の青少年の数か

らみれば︑一握りの者かも知れないが︑い

の尊重を核心とする教育のある一つの結果

やしくも戦後の民主主義教育︑とくに生命

とは考えられないだろうか︒

これを知らせるためには︑しっかりと死

を認識させる教育を進めなくてはならない

と思う︒それは決して学習指導要領などに
盛られる内容ではない︒教育者自身が︑自

の行動の態度の中にほと走り現わされて来

己の教育的信念の中に含ませ︑それを日常

なくてはならない︒徳川家康の遺言を借り

生きることばかり知りて︑死ぬことを知

て表現すると︑次のようになる︒

︵本会理事目白女子短大教授︶

らざれぱ︑害︑その身に至る︒
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I

I

…
一

〜 シ

○狛犬の古さに威あり初日の出

千葉県石橋香峰

く読めなくなっている︒しかし板碑の立っているあた

︵評︶長い歳月の経過と共に風雨に磨滅した板碑の文言がよ

○磨滅し読めぬ板碑や草前ゆる

たといふのである︒一読して襟を正す品格の高い一句︒

だ︒初日がさしていよいよ狛犬の表情に威厳が高まっ

︵評︶随分と古い狛犬であるがなかなかに威厳のある狛犬

篠塚しげる選
ている︒この二つ対照が面白く画かれている︒

りの草の根は腐ることなく今年も亦新しく草が芽吹い

伝説を秘めたる砦山笑ふ
駅更けてあたり蛙の声ばかり
雛を飾り三夫婦ひまごと賑やかに

千葉県田村春風

○嫁して未だ浅き気疲れ春眠し

や姑には悪いとは思い乍らもついうと／︑眠くなる︒

︵評︶嫁入りしてからまだ日は浅いのに︑気疲れがひどく夫

唯でさへ眠くなる春だから余計にねむい︒本当のこと
た一例である︒

千葉県鈴木とょ女

をかくさないで素直に叙したのが大変面白い句となっ

あの頃は貧乏暮し士の雛

豆靴の畦に脱ぎあり別れ霜

土筆野に遠くなりたる乳母車

動くとも見えず田螺の跡縦横

○拾いきし仔猫早くも膝に寝る

てすやノ︑眠るといふのは︑助かりそうにもなかった

︵評︶拾ってきたばかりの猫の子がすぐ馴れて膝にのってき

にも似て心あたたまる佳句︒

命を助けてもらった安堵の気持がいかにも人間の捨子

肩も手もほぐれて東風に庭手入れ

旅装解く包に香る桜餅

葉桜や舷しき緋袴稚児の列
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弘道俳壇

○山門を入れば浄土や彼岸入

千葉県田村隆郡白梅に紅梅美事咲き競う

︵評︶この句の浄土は死後の仏土そのものではなく﹁この世手編桟の横糸住き来春日中

千葉県加藤刀水

野平たか子

朴若葉明りにまゐる夕薬師

笠とって一卜風入れぬ苗売女

古袷明治生れの自負捨てず

老いてなほ大きな節目更衣

おほらかに庭の景統べ鯉職

選者近詠

春愁や吊皮の輪に手首入れ

舌の根に薬塗り難し万愚節

の浄土﹂といふ意味である︒にも拘らず︑ずばり浄土若葉風心のどこか明るくて
と叙したところが面白い︒

干網に乾く白魚の眼かなし

凪ぐ浜に今朝白魚の舟を見る

○重石やわが貧厨を知りつくす

千葉県

千葉県青柳弥生

知っているとは面白い叙し方である︒

︵評︶漬物の重石が作者の家の貧しい厨のす家人＼までよく

鍬を拭き手を拭く藁の暖かし

霜の朝通学子らの声澄ゑて

陽だまりの老梅今年 も衰えず

好日や庭梅囲みお茶の会

栃木県渡辺清香

東京都逆瀬川傘火

ＦＤ
︑︒

︑１ノ

／Ｉ︑

来

むそじ

宮崎市壷井秀生

学問の道きわめんと梅匂う宮に詣でつ六十路のわれは

高校へ進むわがため母刀自が祈りし宮ぞ梅の香に満つ

よそとせ

亡き母が生涯こめて敬いし天満宮は梅さかりなり

参道にならぶ梅ヶ枝餅の店四十年前に母告げしごと

東京都池末由紀子

ふりそそぐ陽光を浴び咲きほこる炎のごときハイビスカ

船の旅波を枕に見る夢ははるか彼方の八丈ヶ島
スの花

青き海水平線のかなたまでまぶしきほどに光りきらめく

埼玉県相沢正直

澄象わたる八丈の空ながめつつ都会の空の暗きを思う

を

ふるさとの森とし県は指定すもわがうぶすなの鷲の宮森

生い茂る承どり美しふるさとの昔ながらの承やしろの森

わが庭の芝生に青味萌え始め寒さも去りて好き日ざしか

千葉県石橋佐寿

り

も

埼玉県鷲宮蔦人

裏山に来る鴬の声高しのどかな春もいつしか更けて

過ぎし日々に未来の夢が織りまざり寝返りかさぬ風荒ぶ

太き脚しかとふまえて犬の子ら餌を競り合う朝の陽だま

︼﹄

娘は東夫は南に旅立ちてひとりの夕飽おとなくすます

見入る

いつまでも元気でいてねと五歳児の平がなだけの年賀に

大隅高山町宮里兼子

東の上総の嶺々に初日さし今あけわたるビルも藁家も

れ

冬枯れて久しく荒れし庭土を妻と起して花の種子まく

芽吹きせる傑林の朝はれて花かとぱかり紛ふ木々の芽

ゆく

らんまんと花さく参道しづしづと祭りの稚児ら今しねり

暮れそめし桜の庭は明るくてままごと遊ぶ子らに花まふ

市原市加藤己之

哲史選
古川

ホテル火災飛行機事故と相次げば近づく旅に不安きざし

夜半
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弘道歌壇

現し代に恵みたまはる大自然分けては木火士金水の神

を

つつがなく享なく楽しきわが日食はひとへに神のご加謎
なりけり
選者詠

残されて所在なくゐつ業卒へしゼミ生去りし研究室に
業了へて北海道に赴任するきみをあやぶむ胃の弱ければ
姓名になじゑそめにし今にして業了へて去るゼミナリス

専門ゼミ綜合ゼミを共にせし二年の月日短かからめやも

選者も去年七月詣でたが︑地名は﹁太宰﹂︑官名は﹁大宰﹂

壷井氏の四首は太宰府天満宮を詣でて亡き母刀自を憶う作︒

と使い分けることを初めて知った︒名物は梅ヶ枝餅で︑そ

は梅ヶ枝餅の店ならび四十年前に母述べしごと﹂とあった

れを売る店が参道にならんでいた︒四首目︑原作は﹁参道

のを﹁参道に梅ヶ枝餅の店ならぶ⁝⁝﹂と改めて象たが落

くれない

ちちはは

ちつかないので︑﹁参道にならぶ梅ヶ枝餅の店﹂とした︒

茂吉の﹁あららぎの紅の実をはむときは父母こひし信濃路

た︒

にして﹂をなんとなく連想したりしたが︑力およばなかっ

をした︒一首目も︑﹁暮れそむる桜の庭の﹂とあったのを

ナリステン﹂は﹁ゼミ生たち﹂を意味するドイツ語︒﹁ゼ

選者の四首は去る三月卒業したゼミ生を送っての作︒﹁ゼミ

、 J 1 ノ

テンかも

の疑問は﹁高だと﹂という語法にある︒鴬の嘩る声が高い

この頃にして﹂とあったのを思いきって手を加えた︒選者

石橋氏の二首目︑原作は﹁裏山に雌る鴬高為とのどかな春の

加藤氏の二首目︑原作は﹁らんまんの花の参道しづしづと祭

というのであろうが︑いささか舌足らずのところがある︒

寸評
りの稚児の今しねりゆく﹂とあったが︑﹁の﹂が四つもか

﹁暮れそめし桜の庭は﹂と直したが︑その方がすわりがよ

さなるのがうるさいので︑﹁の﹂の三つを整理するくふう

いと思ったからである︒

と解説してある︒﹁セミナー﹂は英語である︒

育方法︒演習︒また︑その研究指導グループ︒セミナー︒﹂

の指導の下に学生が自ら研究ｋ発表・討論などを行う教

ミナール﹂もドイツ語だが︑広辞苑には﹁大学で教授など

宮里氏の四首目︑原作は﹁過ぎし日食未来の夢を織りまぜて
寝返りしげき風荒ぶ夜半﹂︒﹁寝返りしげき﹂を﹁寝返りか
ここでひとまず切った方が力強くなると思う︒

さぬ﹂と変えたが︑﹁寝返りしげし﹂でもよい︒とにかく︑

rQヴ、
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日本弘道会

鯵ご寄付者芳名

（寄付金口）

金拾万円也西村幸雄殿︵東京都︶

491778

金六万円也匿名氏殿︵東京都︶
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金壱万円也上山定治殿︵東京都︶
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ご寄付金のお振込は下記ご便宜のところを
ご利用下さい。
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佐々木源四郎︵記／３︶小倉力︵記／３︶

○永井由松︵記／４︶岡野清信︵記／３︶

落合一男︵記／３︶岡本勝︵記／３︶

佐倉支会

笹本武雄︵記／３︶︵以上一︑五○○円︶

○沼沢義久︵記／３︶○瓜生武徳︵詔／３︶

○佐藤又雄︵銘／３︶○佐藤強︵昭／３︶

○石渡洋一︵記／３︶○高橋将︵記／３︶

○森田信行︵詔／３︶︵以上一︑五○○円︶

○高野顕彦︵記／３︶○高瀬修︵詔／３︶

東部支会

○池谷嘉兵衛︵記／３︶○吉川文雄︵記／３︶

○内山利長︵記／３︶○池谷秀夫︵昭／３︶

○佐藤元三︵記／３︶○青柳直次︵昭／３︶

．︵以上一︑五○○円︶

○野平堅造︵記／３︶○山中昇︵串／３︶

白葉支会

加藤実之吉︵詔／３︶︵一︑五○○円︶

石井敏子︵銘／３︶︵以上三︑○○○円︶

荒木道雄︵弱／３︶平山柳吉︵記／３︶

平川支会︵二九名︶︵師／３︶

︵四三︑五○○円︶

佐倉支会︵六二名︶︵一○一︑○○○円︶

︹埼玉県︺

鉄重弘道︵詔／３︶増田一郎︵詔／３︶
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川越支会︵五一名︶︵

︹茨城県︺

︵以上一︑五○○円︶
／３︶

︵七六︑五○○円︶

片野嘉雄︵弱／３︶︵三︑○○○円︶
︹栃木県︺

磯田藤一郎︵銘／３︶︵三︑○○○円︶
︹秋田県︺

藤肥正三︵詔／３︶加賀利吉郎︵師／３︶

馬測初郎︵師／︑︶佐藤信︵釘／３︶

酒井健作︵
︹石川県︺

︹愛知県︺

／３︶︵一︑五○○円︶

辻吉幸︵弱／３︶︵三︑○○○円︶

︹愛媛県︺

大沢春一︵記／３︶︵一︑五○○円︶

︹長崎県︺

池田勝郎︵研／ｕ︶︵一︑五○○円︶

︹鹿児島県︺

︵以上一︑五○○円︶

古川三男︵記／３︶下飛田勇︵詔／３︶

生田高英︵師／︑︶原子徳治︵師／︑︶
︵以上一︑五○○円︶

︵二二︑五○○円︶

拝見しても感激いたしまして読後の快感に

到来一気に読了致しました︒どなたの稿を

﹁弘道﹂特集三・四月号︵わが師を語る︶

福岡県平尾安治

会員だより

沖維支会︵一五名︶︵評／３︶

︵以上︑一五○○円︶

○知念正栄︵ｗ／３︶○与儀幸雄︵師／３︶

︹沖蝿県︺

小山伝三︵師／皿︶︵三︑五○○円︶
︹兵庫県︺

︹京都府︺

呉安雄︵記／３︶︵一︑五○○円︶

田中恵美子︵銘／２︶

深田敏彦︵記／３︶田中初子︵記／２︶

大内正夫︵弱／３︶︵三︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

滋賀銀行京都支店︵銘／３︶

山田角助︵記／３︶高橋正夫︵記／３︶
︵以上三︑○○○円︶

梅津正雄︵弱／３×以上一︑五○○円︶

︹福島県︺

佐藤崇子︵記／１︶安濃徳雄︵卵／１︶

石田美佳︵駒／１︶︵一︑五○○円︶

︹三重県︺

︹島根県︺

津下正章︵記／３︶︵三︑○○○円︶

げ度く此の書面を認めました︒

充ち満ちています︒会長先生に御礼を申上

︵以上三︑○○○円︶

園山巌︵師／９︶︵以上一︑五○○円︶

林木勇︵駒／狸︶岡田穂積︵師／４︶

︹山形県︺

菅原藤五郎︵記／３︶︵三︑○○○円︶

もおもはい広沢の池″を思い出します︒終

古歌〃うつるとは月もおもはず映るとは水

生の暴行眼に余るなげかわしい限りです︒

如何︒教師達の姿は如何︒不良児︑不良学

戦後三十七年も経った今日の大人の社会は

松江支会︵二○名︶︵記／３︶

︵二○︑○○○円︶

三上晃︵弱／︑︶︵一︑五○○円︶

︹鳥取県︺

伊藤健吉︵串／９︶︵三︑○○○円︶

菅繁三郎︵記／３︶︵六︑○○○円︶
︹宮城県︺

井ケ田徳治︵記／３︶︵一︑五○○円︶
︹長野県︺

小林一人︵ｗ／︑︶︵一︑五○○円︶
︹富山県︺
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然し﹁弘道会員の皆様﹂のような立派な方
灸が居られる事は心強う御座います︒
私も教育者の一員ですが教え子が六十︑

七十の歳になって社会の為に活躍し同窓会
・同級会を開いて招待される度にうれし涙

ます︒よい先生に出会える事は実に一生を

こんな中に実に好企画をされたと︑先日

しげる先生のご懇篤なるご高選を頂きまし

鳴謝いたします︒﹁弘道俳壇﹂にて︑篠塚

のご恵贈に預り︑ご厚情のほど誠に有難く

がら︑次号にご訂正のほどを願い上げます︒

は小生の作ではございませんので︑恐縮な

実は︑剛号の﹁犯頁﹂の拙作の第三句目

て︑感謝のほかはありません︒

もＮ・Ｈ・Ｋの堀先生と話合った事であり
左右する場合もあります︒

東京都岩崎晶

ゴタ

﹁弘道誌﹂第Ⅷ号︵特集︶は実に傑作︒

粒揃いにて読承応えあるものばかり︒実際

を催しています︒勿体ないことです︒何卒
今後とも弘道の精神を拡げる灯をかざして

三重県服部節夫

道義高揚による教育に︑社会生活︑国際

和を実現し且つ救うのは宗教と道徳以外に

上げています︒世界の危機と国民生活の平

交流に尽力されている貴い使命に共鳴申し

はないと確信しています︒小生昭和五十四

ありがたく頂きました︒

にない出来栄えであります︒追加︵５部︶

のご経験談に充満していて迫力あり︑近来

豊橋市井土邦一

下さるよう御願い申上げます︒

此の度は拙文御掲載下さいまして誠に光

さて︑この度の会誌には拙稿をご登載下

年度より韓国の円光大学大学院客員講師で

立川市上山定治
さいましてまことに光栄に存じました︒ご

栄に存じ有難く感謝申上げて居ります︒各
御名士の中に︑小生の如き者の小学生的作

送付下さいました会誌を早速先生の墓前に

頃です︒

関係し︑多忙な活動を続けて居る今日此の

す︒今月号をこれからじっくりと読ませて

供えご報告申すと共に未亡人様と往時を追

文は汗顔の至りであり︑恐縮致して居りま

憶いたしつつ語らい合いました︒旧友にも

時代は変りつつあります︒弘道の誌名ま

武蔵野市古谷喜代次

貴会の発展を祈念いたします︒

載きます︒掲載誌も沢山御送り下さいまし

送り共に先生を追慕いたしつつ︑若き日を

て有難うございました︒

近時教育の荒廃は目に余ります︒教員の

又﹁日本道徳論﹂の勉強会のご案内拝見︑

追想いたしたいと存じます︒

で変えるといいのですが︑それは無理にし

ん︒余りにも点数の良い先生許り採用され

質も大分落ちて居るように思えてなりませ

是非参加させていただき︑ご高説を拝聴い

ても内容はぐっと若をしいものにしたいで

す︒若い世代に批判もありましょうが︑そ

るので︑青白いインテリ︵？︶風な事勿れ

東京都逆瀬川洋一郎

に︑古いよいものを如何にとりこんで行く

れが現代では仕方ないです︒新らしいもの

たしたいと存じます︒

毎号の充実の筆鋒には乱目致し︑ただた

主義の先生が多いようで︑昔の様に自分の

だ畏敬の念に堪えません︒今度もまた俳句

信念や体を張って下さる先生が少くなった
ようです︒一寸した事にマスコミが騒いで

掲載誌として︑昭研・１１２月号︵２部︶

かが課題でしょう︒
りません︒

父兄が躍る︒これでは止むを得ないかも判

（40）

もうけます︒

のお話の終了後﹁質疑応答﹂の時間を

＊古川教授の連続司会の予定で︑先生

﹃日本道徳論﹄をテーマとします︒

＊引きつづき会祖・西村茂樹先生の

います︒

す︒会員の皆様のご参加をお待ちして

＊好評の﹁弘道﹂勉強会をつづけま

司会者古川哲史理事

西村会祖の﹃日本道徳論﹄︵完︶

第六回勉強会
︑月鯛日︵金︶午後４時釦分１６時

司会者西村会長

西村会祖の﹃日本道徳論﹄

第五回勉強会
︑月８日︵金︶午後４時釦分１６時

司会者西村会長

西村会祖の﹃日本道徳論﹄

第四回勉強会
９月Ⅳ日︵金︶午後４時釦分１６時

﹁弘道﹂勉強会のご案内

｜

不要です︒

○その他⁝軽食の用意があります︒会費は

お申し込承下さい︒

○会場：︑西神田・日本弘道会本館会議室
○申込先⁝本会事務局に葉書または電話で

I

−敬︲弔一
剰剰川伺剥︵評議員︶昭和三十九年か
ら評議員として永年に亘り本会の発展にご
貢献された氏は︑去る五月十七日老衰でご
逝去︒行年九十一歳︒幕末の大儒東条一堂
の曾孫で漢詩文に造詣深く︑又東条写真館
の創立者であり︑皇室の写真撮影担当等で
著名だった︒なお昭和五十一年十月︑東条
会館に於て当会の創立百周年記念式典が挙
行された際には格段のご協力ご好意を頂い
たことは未だに記憶に新たなところである︒
二十八日のご葬儀には本会から西村会長は
じめ渡辺事務局長が参弔焼香︑心からのご
冥福をお祈りした︒

編集後記
○﹁公・私の別を明らかに⁝⁝﹂
これほど︑古くて︑しかも何時の世にも新
らしい誠めはありますまい︒つい︑この頃
でも︑すぐ頭に浮かぶのは︑建設省のお役
人のおみやげ工事持参の天下りとか︑国鉄
職員のヤミ手当問題等を︒当事者たちに言
はせれば︑それなりの理屈はあるようです
が︑大きく国費のムダ遣いをしていること
だけは間違いないところです︒
○上は政府・政党から地方公共団体・議員
にいたるまで︑この風潮は浸透して︑止ま
るところを知りません︒誰もが︑口癖のよ
うに︑諸悪の根元はトップ階層の政治倫理

が強く望まれるところです︒

感の欠如からきていると指摘します︒
○と︑すれば︑この腐敗堕落の粛正には︑
総選挙時の有権者の﹁公憤﹂の表明こそが
望まれるのですが︑普段︑政治不信を叫ぶ
割合に︑いざ審判・ミソギの時になると釦
％とか弱％とか言った低投票率に終るのに
は︑毎度のことながらガッカリさせられま
す︒社会を良くするために﹁公憤﹂と﹁私
憤﹂との賢明な使い分けに︑私どもの反省

○このようなねらいをもって︑今月号のテ
ーマは﹃公と私﹄を特集しましたが︑それ
ぞれ第一級の諸先生の玉稿で飾ることが出
来ました︒随想三題とともに︑じっくりと
味読ねがいます．ｌ吹号は﹃私の信条﹄
をテーマに特集いたします︒︵渡辺薫︶

お詫びして訂正いたします︒

︹訂正︺３／４月号︑岩崎晶氏﹃感銘をうけ
た恩師たちの文中︑七頁八行目伊藤良七先
生とあるのは伊藤長七先生の誤りでした︒

昭和五七年六月一五日発行年会饗一︑五○○円

昭和五七年六月一○日印刷定価二五○円

発行人西村幸二郎

縄集人片山清一

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

東京都千代田区西神田三ノーノ六

発行所趨掴日本弘道会

電話︵二六一︶○○○九番
振替口座東京四−四三一七

郵便番号一○一

片山清一著

目白学園女子短大教授

雲説道徳教育

Ａ５判一六○頁頒価頒
一価
︑○○○円華率○円

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

育︵道 徳教育の 意・性格・その周辺︶
本道徳 教育史
の本質 と発達
道徳教 育︵学校 徳教育の目標 ・学校道徳教
針・学 校道徳教 の計画︶
︾時間﹂ の指導
道 徳 の 時 間 ﹂ の計画・指導
﹁﹁道徳の時間﹂
指導方 針︑指導 の作り方︑︑
方法︑︑道徳教育の評価︶

文学博士古川哲史著四六版一九三頁頒価一︑五○○円華謝○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
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