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︹巻頭の言葉︺

﹁仰げば尊し︑我が師の恩﹂

片山清一
今から六十年ほど前に︑尋常小学校を卒業した私のよ

を出ると︑すぐに大阪に奉公に出た︒いちばん末っ子の

私も︑当然︑兄たちと同じように奉公に出るべく運命づ

けられていたようである︒ところが︑Ｋ先生は︑父母に︑

どうしても中学校に行かせるよう説得してくれた︒成績

進学をすすめてくれたのか︑今もってわからない︒

もあまりすぐれた方でなかったのに︑どうしてＫ先生が

受けさせて承ようか︑ということになった︒幸にして︑

父母も︑Ｋ先生の熱心さに負けて︑まあ試験だけでも

式に歌った﹁我が師の恩﹂という歌である︒その歌は︑

してくれた︒

成績上位で中学校に合格できたので︑父母も進学を承諾

うなものにとって︑いつまでも忘れられないのは︑卒業
その後︑中学校を卒業した時にもうたい︑大学卒業の時

わけである︒もしもＫ先生のご指導と熱意とがなかった

考えて承ると︑その時は︑人生の分岐点に立っていた

まで歌いつづけた︒そして︑今もあのメロディーを聞く

ならば︑恐らく︑私はまるで違った人生行路を歩んで行

毎に︑心のどこかで︑涙があふれ出てくる思いがする︒

たしかに︑この小学唱歌には︑師の恩だけでなく︑友

ったが︑Ｋ先生は︑ほんとうによい先生であり︑すぐれ

と親しんだ思い出や︑学校での日日の生活をなつかしむ

た先生であった︒私が︑大学卒業後︑半年ほど静岡県の

ったものと思われる︒こまごまとしたことは忘れてしま

﹁先生﹂のことである︒私は︑幸にして︑小学校から大

清水市で代用教員として勤めたことがあるが︑この時に

感情も含まれているが︑頭の中にしみ通っているのは︑

恩師に恵まれて︑今日に至っている︒

Ｋ先生は︑子どもに対して︑やさしく親切であった︒

模範となったのは︑そのＫ先生であった︒

学を出るまで︑というよりも卒業後も︑多くのすぐれた
現在の私をあらしめてくれたのは︑一に多くの先生が
たの愛情とご指導であったと思っている︒とくに忘れら

課後も面倒をゑてくれ︑日の暮れるまで指導して下さっ

授業に際しては︑口に唾をとばしながら話をされた︒放

た︒たしか小学校六年の国語教科書の中に﹁論語﹂とい

た︒しかし︑曲ったことに対しては︑きびしく戒められ

だいたＫ先生のことである︒

私の出た小学校は︑和歌山県の片田舎の小さな町にあ

れないのは︑小学校の五年から卒業まで受け持っていた

った︒兄三人は︑家が裕福でなかったので︑高等小学校
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り易く︑説明してくれた︒頭の中にたたみ込まれたとい

う一課があった︒その中に孔子の言である﹁義を桑てせ

できた理由の一つとしては小学校の時に受けたＫ先生の

兵将校であったのに戦犯として問われることもなく帰国

にも私は生きて帰ることができた︒鬼とも恐れられた憲

長に選ばれた︒ところが︑そのクラスに落第して原級と

最近の教育界を省ゑる時︑全くやり切れない気持になら

歌したいのである︒このような経験をもつ私にとって︑

歌いたいのである︒心の底から︑師恩のありがたさを謡

だから敢えて高らかに﹁仰げは尊し︑我が師の恩﹂と

教を生かしたからであると今も自信をもって断言する︒

ざるは勇なきなり﹂という一句があった︒先生は︑わか
っても過言ではない︒私が中学校に入ってから︑その教

どまりの生徒がいて︑他の生徒をいじめる悪太郎であっ

ざるを得ない︒先生が悪いのか︑生徒が悪いのか︑それ

えが生きる時がきた︒私が中学校二年生になった時︑級

た︒ある日のこと︑その生徒が︑おとなしい一生徒に竹

ない﹂と考えるようになった︒
たしかに現代青少年の非行激増は︑家庭のしつけの不

者はもちろん︑政治家たちも︑﹁何とかしなくとはなら

いか︑と思う︒こうした教育の荒廃現象に対して︑有識

とも社会全休がどうかしているのか︑とにかく教育とい
う名のみあって︑教育の実が全く欠落しているのではな

刀をもって殴打しようとした︒その時︑突作に私がその
前に立ちふさがって﹁ボクを打て﹂と叫んだ︒私のよう
に︑幼少時から気の小さいことで両親から心配されてい
た人間が︑どうしてそういう大胆な挙に出ることができ
たのでああうか︒それは︑小学校の時のＫ先生の教えで
ある︒﹁義を見てせざるは勇なきなり﹂突如として︑こ
の一句が頭の中に浮んだ︒

伽︑マスコミのもつ商業主義の横行︑物質主義の繁栄︑
金銭万能の思想などが原因として数え上げられるでああ

しかし︑その時︑悪太郎は︑竹刀を打ちおろさなかっ
た︒私にも︑もう一人の生徒にも︑︑殴打することなく︑

うが︑最大の原因は︑﹁師道の頼廃﹂であると思う︒

人というのは︑教師のことである︒よき教師がなくて

昔から﹁教育は人にある﹂と言われてきている︒その

事はすべておさまった︒当然なぐられると思っていた私
のである︒﹁義をゑて︑せざるは勇なきなり﹂まさにＫ

の前に︑まさに奇蹟が起ったのであった︒正義が勝った

は︑よき教育が出てこないのである︒﹁世の中が悪いか

︵本会理事︶

いから︑よい教師が出なくてはならない﹂のである︒

らよい教育できない﹂というのでなくて︑﹁世の中が悪

先生の教えであり︑また大聖︑孔子の名言であった︒

こうしたことは︑私が軍隊生活をするようになってか
らも︑私の言動を左右した︒とくに比島憲兵として働く
ようになった五年間︑さまざまのことに遭遇した︒幸運
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﹁結束﹂と﹁畏敬﹂

｜︑はしがき

私は明治三十二年の春︑京都府下のひどい田舎に生れた︒

以来八十余年のうち︑約六十年間に小学校から大学までの

前野喜代治

︲ ｌ 慎 重 に 広 汎 に か つ 周 到 に ︑ そ の 由 っ て 来 る と 一 ﹂ろを探求し︑

かかる際︑私如き枯木老残者が国家的教育政策を論攻し

その当面の︑また根本的な対策を検討されている︒

冬ここではすべて差し控えよう︒唯︑かつて永く教壇に

たり︑父兄への具体的対策を提言したり︑社会への要望等

の一端を述べたい︒それは先生方に対する希望ないし期待

立っていた者の立場から︑教育現場の先生方に対し︑私見

と趣味︵書道ｌ雅号︑志峰︶の生活である︒

このような長い教壇生活を回顧する時︑学校教育︑特に

教壇生活を経験し︑目下は物静かな松戸市の一角で︑読書

中等学校の教育において︑今日程に問題の頻発している時

なかった父親までが︑その重い腰を挙げ︑わが上に降りか

もがな︑生徒の父母間においても︑かつて容易に起ち上ら

現場での﹁反省﹂と﹁対策﹂が検討されているのは言わず

これが対策が各方面で真剣に考究・論議されている︒教育

実を立証する必要もない明らかな現実である︒それだけに︑

は主として中学校生徒の対学校・対教師・対生徒相互等の

ている場合もあるかも知れない︒私がここで取り上げるの

装集団の抗争︵主として大学生の場合︶等まで含め意味し

として小学校の場合︶や口或る種の思想上の対立の結果武

る︒㈲学校内外における子供の喧嘩︑勢力争奪の対立︵主

﹁教育現場の荒廃﹂の声にも内容的には様々混在してい

であり︑心からのお願いである︒

かった重大事として真剣になりつつある︒一般社会の人々︑

はなかった︒それは統計的に数字を示して︑その荒廃の事

文化人︑言論界︑それぞれの立場から鋭く論攻されている︒

現状の探索やその原因の考察を試永ようとするものでもな

い︒それらに就いて私の認識する限りにおいて︑主に中学

無法・無秩序的な行動に関連する問題である︒しかもその

誌﹃弘道﹄の第九○三号もそれと考えられる︶︒さらに︑

校の先生方にご相談と言うかお願い申し上げるに過ぎない

︵多くの雑誌もこれがための特集号を発行しているが︑本
国の文政当局や各政党等において︑国家的重大問題として︑
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こと前述の通りである︒

私がここで先生方に希望し︑お願いすることは二つある︒

㈲﹁全校的結束﹂︑︒﹁畏敬の念﹂これである︒先ず白の
問題から検討しよう︒

束﹂﹁学校長中心に不動の一枚岩﹂たる事をお願いした所

三︑畏敬の念

以である︒

︑︑

次に私が要望する﹁畏敬の念﹂とは何か︒私は幼稚園や

的な先生﹂︒﹁学校の示す諸規程や生徒心得等に批判的であ

生﹂︒﹁主任の命令的・統制的な重圧を口実にして常に反抗

的拘束が強過ぎるとの理由で事毎に校長に抗争的である先

私は時冬次のような風聞を耳にする︒﹁学校長の管理

が︑さらに生徒・学生から畏敬の念を以って迎えられる先

ことは中学校以上の学校の先生の場合も必要不可欠である

待する︒公正に親愛の真心を以って生徒・学生を指導する

﹁畏敬の念﹂を以って迎えられる先生であることを切に期

して︑中学校以上の学校の先生は︑生徒ないし学生から

から親愛の誠意を以って指導していただき度いと願う︒そ

︑︑︑︑︑

小学校の先生方に対しては︑園児や児童に対し︑公正に心

り︑従って生徒はこれを忠実に履行する必要はないとする

生であらねばならない︒とすれば畏敬の念とは何か︒この

二︑全校的結束

先生﹂︒さらに﹁同僚が生徒から暴行を受けた場合︑成る

小稿は中学校教育を主たる対象として考察しようとするの

得る︒それは生徒の学習指導面だけにその必要があるので

員が正しく強い．枚岩﹂であってこそ生徒の教育が行れ

が強ければ強い程︑教育効果は高くかつ大きい︒畏敬の念

成立するものである﹂ことを堅く強く信念する︒畏敬の念

の教師に対する畏敬の念を有する場合においてこそ有効に

私は︑﹁およそ中学校以上の教育においては︑子弟がそ

①●●

べく問題から遠ざかって︑渦中に入らない様にする先生﹂︒

はなく︑特に生徒の訓育指導面に於て絶対に必要なことで

の薄らぐに従って教育効果は怪しくなる︒何等畏敬の念の

なければならない︒

●

もし仮りに上のような風聞が事実であったとすれば︑

であるから︑この畏敬の念について梢を立ち入って検討し

︑︑︑

﹁教育荒廃﹂が叫ばれるは当然である︒学校は全教職員が

ある︒正科として教室に於てだけでなく︑学校行事︑教科

無いところ︑猫撫で声で優しくされても︑学生は緊張して

相互に理解し合い協力し合って︑学校長を中心に全校教職

外活動︑学校外の諸活動等のすべてに於て全校教職員の一

の聴講はしない︒無能な教授が十年前からの古いノートを

棒読し︑きまりきったくだらない笑い話を加えて︑辛じて

︑︑︑︑︑︑

場合学校は素乱し︑生徒の教育も父兄の信頼も社会の期待

致結束︑これに揺ぎと緩みがあり︑さらにはこれを欠いた
もすべてを失ってしまう︒これ私が何より先に﹁全校的結
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育は成立していない︒そこに幼少年に対する教育との相違

時間をつぶしている場合︑そこには厳密な意味において教

屋では﹁お師匠さま﹂と呼び︑明治期では大体が﹁先生さ

先学を﹁聖人﹂又は﹁君子﹂と称した︒わが徳川期の寺子

終戦後は﹁精神的労働者﹂から単なる﹁労働者﹂と見倣さ

ま﹂︑大正期には単に﹁先生﹂﹁教師﹂﹁教員﹂と呼称した︒

実に畏敬の念の伴はない平板的な同列関係では十分な教

がある︒

前ら﹂となり︑生徒の一部からは﹁てめいら﹂﹁せんこう︲一

﹁サラリーマン﹂であるから︑先生の呼称も﹁君ら﹂﹁お

れ︑月給︵ストライキまでして獲得した︶を家まで運ぶ

と呼ばれる場合もあると耳にする︒

﹁私は君達の上に君臨し︑高い所から説教する優越者で

育効果を期待できない︒

はない︒君達と同位同列者だ︒まして君達を鍛えるためと

きたい︒私の父は常に先生を﹁先生さま﹂と呼んでいた︒

︑︑

ここで︑私事に関することで靭か恐縮であるが述べてお

言って体罰を加えたりしない︒だから君達は私を遠ざけた
り悪口を振りまいたり金属バットで私に傷付けたり等して
くれるなよ﹂︒

このような故意に師弟関係を同列に置かんとするところ︑

である︒当時の田舎として当然のことながら大した教育な

ど受けていないが︑農閑期には少数の村童に手習をさせて

昭和六年の秋︑七十五歳で他界したから︑安政末期の生れ

か師弟間が﹁離反﹂関係となった場合︑いよいよ教育関係

いた︒長期にわたり村長を勤め︑各種の委員や議員なども

果して真の教育を期待できるであろうか︒﹁同列﹂どころ
は成立しない︒況んや﹁憎悪﹂関係となった場合は正に教

兼ねていた︒その父は大の二宮尊徳の崇拝者で︑地方の人

為から﹁今尊徳さま﹂と呼ばれていた︒私が当時の高等小学

育の破滅である︒

かく考えてくると︑私が先生方にお願いした第二点︵畏
敬の念︶についても次第にご理解願えるかと思う︒

の念﹂を抱き︑私も香川先生のような先生になりたいと熱

共の学級担任となられた︒私は香川先生に文字通り﹁畏敬

校の生徒の時︑香川義憲というお若い先生が来任され︑私

私はさきに師弟関係を﹁畏敬﹂﹁同列的平等﹂﹁離反﹂

望し︑その旨を父に訴え師範学校への入学を願った︒父は

四︑先生の呼称

﹁憎悪﹂に分けて教育との関係を概説した︒この段階にほ

﹁お前が本当に先生さまになり度いなら︑お前の後姿に対

︑︑

と諭された︒そのことは今日でもはっきり覚えている︒

し手を合せて拝んで頂くような先生さまになって呉れよ﹂

ぽ即応して︑生徒側から先生の呼称が変ってくる︒それを
概観して見よう︒
︑︑

顔回は孔子を﹁聖人﹂と呼び︑多くの漢学者も尊信する
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心から尊信している教師に対しての糸考えられることであ

﹁手を合せて拝んでいただく先生さま︲｜︑それこそ畏敬し

ない︒殊更ら命令も要求もしないが︑生徒の方で自然に感

は教師の方から生徒に命令したり要求したりするものでは

さて︑このような畏敬の念は︑どうして起るのか︒それ

︑︑

る︒しかも︑それは表面的・お世辞的でなく︑当の本人

得するものである︒教師は故意に︑即ち作為的ではないが︑

○・

自ら発散する薫りというか光というか︑それを生徒の方が
六︑畏敬の念の根拠

○○

︵先生︶には気付かれないように﹁後姿に対して﹂という

自然に感得し︑喜び懐くのである︒

︑︑

のこのような念願にも拘らず︑全くそれに添い得ない現実

ところ︑一段と深さ・真実さが沈潜されていると思う︒父
の私は漸塊の至りである︒私は︑いつの日にか︵今やそん

︑

教師が利己的な方便的な関心を離れて︑無関心に純粋に
︑︑︑︑︑︑

︑︑

なに遠くないうちに︶あの世で父に遭うが︑どんなつらし

﹁すぐれている﹂からである︒﹁優越性﹂と言い換えても

発散する薫り或は光の根拠は何か︒それを一言にすれば

︑︑

て父に相対することができるか︒文字通り﹁合わす顔もな
︑

かせ得るのである︒外的優越性として考えられることは年

よい︒外的に内的に優れた教師のみが生徒に畏敬の念を懐

︑

い﹂現実の私である︒︵拙著﹃教師と親のための格言銘句
集﹄一二二頁には上述の語は母の言葉になっているが︑父

下劣であることは好ましくない︵服装だって全く無視でき

少くとも世間的に普通であるべきで︑著しく倭小・奇態・

齢・身体・風貌・言語等において生徒より優れていること︑

の誤植であった︒訂正しておく︶︒
五︑畏敬の念の性格
○○○○

私は少々横道に踏桑こんだ感がある︒本筋の畏敬の念に
ついて検討しよう︒畏敬の念とは﹁偉いなあ﹂という嘆美

ない︶︒

一般に外的優越性は子供の幼稚な場合︑文化の低級な社

の気が中心である︒偉大で高いから︑容易に近づけないよ
うな気もするし︑限りなく広く︑あまり深いから少々恐ろ

統・慣習・富即ち財産︑社会的地位︑その他官庁・会社・

によれば一国の憲法を始め百般の法規︑一切の文化財・伝

おいても文化の進んだ社会においても無視できない︒見方

めたさではなく︑温かさと円桑とがあって︑何としても槌

会において重要な畏敬の根拠である︒のみならず︑大人に

り慕って︑どこまでも離れない気分で一杯である︒単なる

れも外的優越を形成するものである︒そしてそれが現実の

学校等に於ける権力・権限の高さ広さによる階級等々︑何

しい気もする︒しかし︑それは怒られたり︑体罰を受けた

﹁畏服﹂ではないし決して﹁畏縮﹂でもない︒誇らしい

りする恐ろしさとは全然類を異にする︒それは角張った冷

﹁嘆美と尊敬﹂である︒
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えしているかのようであった︒果して真実はどうか︒教育

以上私の説明は︑所謂外的優越を全く軽視ないし否定さ

七℃外的・内的価値の関連

しかし︑外的優越は実は内的優越をまって意義を確保す

社会で厳然として作用している︒

る︒教師の場合︑知的道徳的芸術的等要するに人格的価値

の場合について考えて見よう︒

教育作用を大まかに分類すると㈲非違を未然に防止する

に根ざす優越即ち内的価値の優越が必須であり︑これを欠
く外的優越の独走は好ましくない︒いや許されない︒この

﹁予防﹂の面と︑ロ非違を抑制する﹁抑制﹂の面と︑白正

教師の場合︑所謂﹁教員免許状﹂を持っていることは教

点極めて重要だから若干例示しよう︒

を助長する﹁助成﹂の面とが考えられる︒この四段階のう

ち︑﹁予防﹂と﹁抑制﹂の二つについては︑比較的に外的

善なるものに目覚ましめる﹁覚醒﹂の面と︑四正善の活動

を必要とする︒だからこれが取得のため国の厳格な規定が

権威︵優越︶による﹁命令﹂や﹁禁止﹂の適用される範囲

員たる公認の外的条件だが︑それに値する内的価値の充実

視して教員免許状が授与されることはあり得ない︒

あり︑それが満されていなければならない︒この規定を無

的優越にまつものである︒教師の実力によって目覚まされ︑

のと見られる︒教育の四段階のうち後の二者は主として内

である︒学校の﹁生徒心得﹂は主としてこの使命を負うも

れるが︑その上級生が上級生らしい価値︵内的︶を欠く場

助長されるのである︒教師が内的に優越の故に生徒は畏敬

学校の上級生は下級生にとって明白に外的優越者と見ら
合に問題が生ずる︒運動競技の名門校の上級生が︑自らは

るのである︒

の念を自然に生じ︑そこに﹁覚醒﹂も﹁助長﹂も可能とな

右に見た通り︑外的優越︵整備︶は内的優越を準備し発

︑︑︑︑︑︑

これを継承する実力を有しないのに︑下級生を裸体で坐せ
てやる﹂と言って︑集団で金属バットを揮うことが屡々報

︑︑︑

しめ﹁貴様らは生意気で︑しかもたるんでいる︒活を入れ
ぜられている︒まこと︑内的価値を伴はない外的威力の行

附も︑物的諸条件の充実も謂はぱ外的優越︵整備︶であっ

揮せしむる前提として高い意義がある︒学校の諸規則の完

て︑これによって内的優越も可能となり実現できる︒それ

使は是認されない︒運動クラブで︑その練習の準備と後仕
末が下級生の当然の仕事とされているのは︑我が江戸期社

故に外的優越の空虚な誤った独走こそ否定するが︑内的優

︑︑︑

会の﹁若連中﹂の間に見られた﹁しつけ﹂と同様に︑そこ

越の前提としてのそれは軽視どころか重んぜねばならない︒

八むすび

に意味のある場合もあるが︑内的価値を内蔵しない外的権
威の独走は許されない︒
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師弟間が清らかな強靭な畏敬の念で結合されるために要

う︒生徒への示範として教師が校門に立ち並び︑登校する

て生徒も楽しく学校生活を送り得ない時が到来するでああ

ても学校のガラス窓も教室の腰板も破損が免ぬがれるであ

中学生に頭を垂れて﹁お早うございます﹂と連呼して見せ

あうか︒すべての根本は学校長始め全教職員が知的・道徳

的優越者であってほしい﹂という事である︒別の言い方を
すれば﹁教育現場において︑かけがえの出来ない大切な価

望されることは︑先生方は﹁本務に関連する何かの面で内

値の体現者ｌ先生として望ましい個性の顕現者たれ﹂とも

的・行動的等要するに人格的価値に根ざす優越即ち内的価

かの面で︑かけがえのない個性の体現者ｌそれは生徒の畏

値の優越にある︒この事を私はさきに﹁本務に関する何等

︑︑

いってよい︒

担当の生徒が﹁私達の先生は国語の勉強について偉いん

﹁学校長の下に正しく強い結束を﹂﹁生徒の畏敬の的た

敬者ｌたれ﹂として先生方にお願いしたのであった︒

れ﹂等﹁何と陳腐で迂遠な譜言か﹂と噸笑されるかも知れ

だぞ︑この学校で国語ではどの先生よりも偉いだってね﹂︒

ら﹂等を誇らかに胸を張る生徒を想起したい︒父兄がその

ない︒だが︑私は唯灸その実現を期待しお願いするのみで

﹁僕等の体育の先生は鉄棒でも平均台でもゥルトラＣだか

子供のしつけの無さ︑放任ぶりを慨くよりも︑黙々とその

上述するところ︑意あって言葉足らず︑事例に適切を欠

うわごと

行動で︑温かい静かな言葉で︑生徒の魂を奮い立たせる先

ある︒

せられては個別に徹底した教育などおよそ不可能﹂ときめ

生でありたい︒﹁四○人という大勢な異質な生徒を担当さ

ったかと思い︑心からお詫びしたい︒もしそれ︑それらは

き︑無用な重複︑奇矯な言い方等で非礼にわたるものがあ
︑︑︑︑

つける先生は︑．一四の瞳﹂に生徒数が減じたら﹁大石先
︑︑

昭和奏亥卯月下涜認之︒

︵国士館大・特別客員教授︶

ろ﹂としてご寛恕をいただければ幸甚である︒

老眼の狭さ低さであり︑要するに﹁老塞不明の致すとこ

生﹂たり得る自信があり得るであろうか︒﹁生徒数の過大﹂
﹁学級数の過多﹂の承を学校荒廃の唯一理由とする学校長

があるとすると︑もし小規模学校に転勤となれば欣然とし
て勇躍就任し︑見事な学校経営を実現するであろうか︒生
徒を正しく愛し重んじ︑生徒が景仰する学習指導技術を体
現する先生は︑生徒数だけを問題にしない筈だ︒知的に道
徳的に何ら職員の範たるものなく︑統制力も寛容性も乏し
く︑ただ法令的管理にのみ腐心する学校長の下では︑やが
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高田

琴員

が︑手製の爆弾で小学校時代に教えを受けた教師宅の郵便

最近の師弟関係について

近年世の中や︑ジャーナリズムで話題となる教育問題の

また新学期に入ってまもなく︑群馬県の中学三年生二人
一つに︑非行︑暴力がある︒当局も学校関係者も︑至ると

か怪我はなかったものの︑その子は﹁いやな先生だった︒

箱を爆破するという事件も報道された︒不幸中の幸という

仕返ししてやろうと狙っていた︒﹂と計画的な犯行である

ころで健全育成を叫び︑それなりの対応策をとってはいる
けれども︑その実効は︑顕著に表われていない︒それどこ

とり分け中学生の暴力事件は目に余るものがある︒家庭

像だにしなかった現象が起きているということは事実であ

の教師と子どもの関係は円滑であるとしても︑かつては想

これらは︑特異なケースで︑例外的事件であり︑大多数

と自供しているとのことである︒

の両親に対して︑友人に対してだけでなく︑最近は教師に

ているのか︒どこかおかしい︑歪んでいるのではないか︑

る︒そしてそのうらには︑最近の師弟関係は一体どうなっ

いう芳しくない用語さえ︑多用されるに至っている︒

ろか︑現象的には益々悪化を辿り︑﹁教育の荒廃﹂などと

人の墾盛を買っている始末である︒

対してさえ暴力を振うなど︑まことに歎かわしいと心ある

には︑教師が生徒をナイフで刺すというショッキングな事

ではない︒そこには日本の現代の様々な人間関係ひいては

この問題は単に教師と子どもという関係だけに止まるの

ということが容易に考えられるのである︒

件が起きた︒世間が驚いたのも無理はない︒従前︑教師の

更に生徒の教師に対する暴力とともに︑ついに本年二月

児童生徒に対する体罰の問題は時に発生したことはあった

るものと象ることが必要である︒

社会のあり方が歪承が端的にあるいは象徴的に示されてい

について捉えることが大切と考えるが︑さしあたり現在の

このように広い視野の中でまた多くの角度から子弟関係

にしても︑教師が刃物を子弟に向けたいわゆる刃傷汰沙は
聞いたためしがなかったからである︒師道の低下が落ちる
ところまで落ちたかの感を深くした者が多かったであろう︒
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わが国ではその率は六五％にとどまるという︒また肝心の

では最低である︒特に﹁尊敬﹂についての結果を年齢別に

担任の先生を尊敬しているという率も五八％と調査国の中

ゑると︑タイを除く各国とも子どもの成長につれ減少の傾

述べてみたい︒

子もどは教師をどう見ているか︑また教師は子どもをど

学校教育における教師と児童・生徒との関係について以下

う見ているか︑校内特に対教師暴力が発生するのは︑どこ

向にあるが︑その下降は︑日本が最も箸るしい︒担任の先

以上の調査を承ても︑最近の対教師暴力の一つの契機が

われた︒

アメリカ︑イギリス︑フランス︑タイ︑韓国の六ヶ国で行

調査は一九七九年︑総理府青少年対策本部により︑日本︑

生になると急激に進行し︑五○％を割っている︒

いう傾向は︑小学校の高学年の段階ですでに現われ︑中学

生への︑日本の子どもの尊敬の程度が︑各国に比べ低いと

に問題があるからなのか︑などをここでの課題とする︒
一一

まず︑従来の伝統的考え方ないし受け止め方からすれば︑

子どもにとっても︑また世間一般から見ても︑教師は︑権
威をもったものであり︑尊敬の対象でもあった︒
﹁三尺下って師の陰を踏まず﹂とか﹁仰げば尊しわが師

見出されるように思われる︒尊敬の対象になり得ない教師

の恩﹂などのことばに表れているように︑教師はすべての
点で︑人格的にも実力の上でもすぐれた存在であることを

それでは︑どうして教師は尊敬されないのかその一因に

に手をあげるのももっともだからである︒◆

要求されたし︑また現実にも実際世人より一歩抜き出てい
た︒

て承よう︒

当ると考えられることについて今少し子どもの調査をあげ

師のつく熟語として︑師匠︑師表︑師範などあるが︑い
ずれも子弟にとって追従すべきお手本であり︑模範とすべ

足度は逆に上がっている︒また教師の教え方に対する満足

より中学生︑高校生と上に上がる程低下しているし︑不満

教師と子どもとのふれあいについての満足度は︑小学生

しかし現在は︑これら伝統的な考えや受けとめが︑全く

言ってよい︒

きモデルが師であった︒またその念願がこめられていたと

と言っては言いすぎになろうが︑ほとんど失われてしまっ

中学生では五四・六％︑高校生では二二・一％にすぎない︒

感では︑小学生が八三・四％が満足感を感じているのに︑

つまり子どもたちは︑教師とのふれあいをもっと強く︑

ている︒国際比較調査のデータでは過去と比べるには不適
どの国の子も八割近くから九割前後が肯定している中で︑

切であるけれど︑担任の先生が好きかという問いに対して
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ものと推測される︒

が教師に対して不満足感をいだくに至っている理由がある

のに現実はわからない授業が横行している︒そこに子ども

子さえいなかったら﹂とか︑﹁すばらしい子だがこの点さ

を建前通り扱っていると信じているものの例外的に﹁あの

建前として否定すべくもない︒しかし現実に殆どの子ども

愛情をもって接し︑導いていく義務と責任がある︒これは

教師たる者はすべての子どもを公平に︑万遍なく︑深い

だろうかＯ

※このデータは︑前記調査と同様︑一九八二年三月の﹃教

の皆無だった教師もまたまれでああう︒また子どもの側に

えよくなったら﹂の思いが︑瞬間的にでも頭を掠めること

し︑もっと上手にわかるように教えてほしいと願っている

広く求めているのに教師の方では対応できない状況にある

せられた︑児島和人氏及び田中祐次氏の文章より引用さ

立てば︑偏った受け止め方や誤解も十分あり得る︒﹁あの

育じほう﹄特集Ｉ子どもを見つめるｌ生活・意識ｌにの
せていただいた︒

込んでいる子もいるに違いない︒

先生は不公平だ︒﹂﹁自分に目を注いでくれない︒﹂と思い

次に一体現在の教師は子どもをどう見ているのかについ

れ︑その結果が新聞報道されたので紹介したい︒︵詔・４

教師の子どもに対する見方の一端を示す調査が最近行わ

日本の伝統的児童観として﹁子宝に恵まれる﹂のように︑

必毎日新聞︶それによれば︑校内暴力などのように直接

て考えてみよう

非行に結びつかないまでも現代中学生の性格・態度・行動

には困った点が多く︑校長は指導にほとほと手を焼いてい

たもの︑神から授かったものとみる見方があった︒実際子

る︑ということである︒その性格・態度などのワースト３

子どもについて人間の意志を超えたものから恵承与えられ

の嬉しさは何物にも代え難いものを感じない親はいないだ

どもが生れた時の喜び︑純真無垢な我が子の行動を見た時

は﹁無責任で罪悪感なし﹂﹁無気力で学業不振﹂﹁登校拒

て校長にアンケートしたものでその七三・六％が回答を寄

この調査は︑都道府県各五校︑計二百三十五校を抽出し

ている︒

否﹂で︑このほか﹁平気でうそをつく﹂も上位にあげられ

ろう︒

しかし一方では﹁ガキ﹂とか﹁子は三界の首抑﹂という

た︒このように相反する二つの子どもに対する世間の見方

物︑自由を束縛するものという受け止め方もたしかにあっ

せたという︒従って地域的にも偏らず︑数量的にもまず十

ことばに示されているように︑子どもは大人にとって邪魔

は︑そっくりそのまま教師の中にも受けつがれてはいない
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業中はもとより休み時間も子どもと一緒に遊び︑ふれあい

の準備や教材研究をして︑わかる授業をすすめている︒授

数日前に遠足があった︒行き帰りの車中で︑殆どの教師

て︑上記のことがあげられたことは︑教師の平均的な子弟

は子どもと雑談をしたり︑共にゲームなどをしていた︒こ

分な調査と思われる︒そして校長の生徒に対する見方とし

この調査では生徒の良い点についてたずねたのかどうか

を深めようと努めている︒

不明だが︑現代の中学生のイメージとしては︑五無主義な

弟のけじめがなく︑教師自身で権威を落すもとをつくって

れは心の交流を図るのに有効であろう︒一方から承れば師

観の集約であると見ても差しつかえないものと考えられる︒

どと言われるように︑人間として望ましい理想や志︑道義

かにあると思う︒もしもこの意識が欠けていたとするなら

を育ててきたことに対する反省︑悔悟の念があるのかどう

そこに教師として︑大人の一人として︑このような中学生

の最高の地位にある校長が生徒の欠陥を指摘したとしても︑

芽が見出されることがある︒それは︑点数絶対主義的な考

いても︑中学に行って表出するかも知れぬ︑非力︑暴力の

関係が保たれている傾向にある︒しかしながら小学校にお

が︑まだ教師と子どもとは信頼と愛情の緋︑尊敬と慈愛の

このように小学校においては理想の師弟関係からは遠い

機にもなり得る︒

いるとも見ることができるにしても信頼関係を強化する契

心をもって日を努めるという姿には程遠い像が浮んでくる
のである︒

ば︑﹁無責任で罪悪感なし﹂﹁無気力で学業︵指導する実

ての教師批判であり︑また弱い者いじめ︑いじめられっ子

え方︑成績至上的な考え方教え方の拙劣さなどをかぎ分け

しかし問題はこうした現象︑事実があるにしても︑教師

取り上げられなければならないと考える故である︒

動︑態度が重要であるとはよく指摘される点である︒

である︒こういう非行︑暴力の芽を初見した時の教師の行

に対するいやがらせ﹁強きを助け︑弱きを挫く﹂行動など

力︶不振﹂は︑そっくりそのまま教師の性格・態度として
四

これまで一般的な師弟関係について資料をもとに見てき
たが︑現実に筆者の勤務する小学校においてはどのような

ともあれ現在の子弟関係は︑かつての伝統的考え方から
その背景には︑

見れば︑崩壊したか崩壊寸前にあると言ってよい︒そして

①権威そのものを否定する風潮︑

教師はどんな教師であっても︑子どもに尊敬され︑父母︑

姿になっているか簡単に触れ︑まとめたい︒

いと思い接している︒だから︑日女の授業は︑できるだけ

地域から信頼されたいと思っている︒また子どもをかわい
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等があげられる︒そして教師や子どもをとりまく社会に根

③社会的秩序︑道徳的価値観の混乱︑

②すべてを平等化︑平均化︑平準化する傾向︑

は現場にあってその実現に努めるなど︑各人の持ち場にあ

いあり方を摸索し︑その共通理解と確立を図って︑私たち

されない程事態は深刻である︒新たなる師弟関係の望まし

教育は愛と信頼の上に成立する

あるので︑視点を教師に当てて︑この問題を考えてゑたい︒

松本幸二郎

いる︒︵東京都保谷市保谷東小教頭︶

眉の急でもあり︑抜本的解決への一歩であると私は信じて

って︑可能な方法と程度において︑実践していくことが焦

庭︑父母の問題など多くの複雑多岐な駐路がある︒

強くある問題︑教師自身の意識や研修の問題︑子どもや家
問題点の指摘や整理も必要だが︑一刻も猶予や逢巡は許

同行二人
ｌ師と弟とＩ
教師が児童生徒に体罰を加える︒児童生徒が教師に暴力
を振う︒一体教育現場はどうなっているのか︒

判も反抗も許されなかった︒また教師にも︑それなりの権

戦前の教師は︑児童生徒にとって絶対の存在であり︑批

﹁三尺下がって師の影を踏まず﹂︒

められなければならないが︑現在喧伝されている学校に於

体罰には限界があり︑どんな場合にも︑底に教育愛が認
ける暴力事件には︑教育愛の影が全く認められない場合が

威と信頼感があった︒

この答は︑元来︑黒板や地図を指したり︑注意したりす

ちで姿勢を正し︑教師の言葉に耳を傾けた︒

た生徒は︑﹁しまった︒﹂﹁またやられた︒﹂といった面持

ずらをしていたりすると︑﹁コッン﹂とやられた︒やられ

り︑姿勢が悪かったり︑質問に答えられなかったり︑いた

教室には答があり︑教師は答を持って机間巡視をしてお

多い︒

そこには︑師弟関係はなく︑僧しゑと恐怖感だけが踊っ
ているように見える︒師も弟も冷静に在るべき姿を考えて
染る必要がある︒

教育行政の在り方︑家庭教育の在り方︑父母や大人達の
考え方︑マス﹃一ミの対処のし方︑それぞれに問題はあると

思うが︑何といっても教育の現場を預っているのは教師で
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結果でもあるし︑また一つには︑若い新米教師だから多少

それは︑一つには叩かれたこどもが︑自分の非を認めた

﹁教鞭をとる﹂といったのももとはこの辺から出ていたよ

のことはという︑広い心を親たちが持っておられたからだ

るもので生徒を叩くものではない︒生徒を教えることをＴ
うである︒

おいてわが子の指導を委せてくださったばかりでなく︑私

さらにありがたいことには︑未熟な私に︑全幅の信頼を

とも思う︒

大変である︒忽ち体罰教師として︑児童生徒や父母から指

現在では︑うっかり教鞭をとって︑児童生徒を叩いたら
弾を受け︑校長許りでなく︑教育委員会からもお目玉を頂

の指導に︑間違ったところや怪しいところがあれば︑父親

先日も︑拙宅を訪ねてくださった先生が︑新学年が始ま

戴してしまう︒

いように封をして︑翌朝私に届けてくださり︑如何にも私

が自分から気付いて訂正したように配意して︑若い未熟な

がその点を指摘して手紙に書き︑こどもにはそれと分らな

もに︑﹁先生だって叩いてやりたいと思っているのよⅡ﹂

教師が︑一日も早く︑先輩に負けない一人前の教師になれ

ってまだ間もない七月の初めのこと︑いたずらをしたこど

は︑叩けば教育委員会に叱られるものねｏ﹂とすかさず言

とたしなめると︑側にいた愛くるしい一年坊主が︑﹁先生

分らないこどもは五時六時︑時には︑共に六銭のうどん

るよう︑指導してくださったことである︒

ったので︑﹁こんな可愛らしい︑入学した許りの一年生ま

あった︒知能の発育が遅れている上に︑指導する教師が未

をすすりながら︑さらにおそくまで残して指導したことも

私が教師になりたての頃は︑今なら体罰としてお叱りを

てやろうと頑張った︒

熟︑能率の上がる筈もないが︑それでも何とかして分らせ

でがと驚きました︒﹂と言っておられた︒

は︑どこまでも︑教え諭すための一手段であり︑こども達

師に対する信頼︑それを支えてくれる両親の理解︑これら

教師の児童生徒に対するひた向きな愛情︑児童生徒の教

し指導してくださったお蔭である︒

来てくれたお蔭であり︑先輩両親たちが︑私を理解し協力

は︑私のがむしゃらな指導に︑こどもたちが黙ってついて

ともあれ︑未熟な私が︑曲がりなりにも教育ができたの

受けそうな行為が︑日常茶飯に行われていた︒しかしそれ
も︑くだくだと長い説教をされるよりは︑さっぱりしてい
てよかったようである︒

私の学級にも︑生れてこの方︑家人に頭を打たれたこと
は一度もないという坊っちゃんが何人かいたようであった
が︑私がこどもを叩いたことで抗議を持ち込まれたことは︑
一度もなかった︒
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が教育を成立させ︑温い師弟関係を作り上げてくれたのだ

全部が全部そうではないと思うが︑他に適当な職がないか

るからという理由で︑教職を選択した者が︑相当数いたこ

ら︑自分の希望する他の職に就くことは︑能力上無理であ

悪いことをして家から追い出され︑いくらあやまっても

と︑今でも心から感謝している︒

であった︒

とは確かであり︑これが所謂デモシカ先生と呼ばれた所以

朝鮮動乱を契機に︑日本経済は飛躍的な発展を遂げ︑有

いで包ゑ︑凍てつく寒い晩︑その家の軒下で︑教え子を抱

能な人材は︑殆どが大企業その他に吸収され︑教員志望者

家に入れてもらえないいたずら坊主を︑自分の↓︑ソトを脱

して雨戸を開けた両親に発見されるまで︑しっかりと教え

労働基準法に基づいて日教組が誕生し︑教師は労働者で

えたまま一夜を過ごし︑翌朝早く︑こどもの行き先を心配

ューマチをこじらせてしまったオーギュスト先生︒生徒の

あることが強調され︑任命権者である行政機関の定める業

は︑数も少なく質も低いという時代があった︒

過ちは自分の過ちであると︑心から生徒と一体になれるオ

務に︑一定時間従事することによって報酬を得る︑単なる

子を抱いて眠っていたオーギュスト先生︒それが原因でリ

ーギュスト先生︒本当に羨ましい先生だと感激したもので

日給取りになり下がってしまったような︑気がした時代で

教師は所謂労働者ではない︒一定の業務に一定時間従事

か︑判断に苦しむような現象さえ生ずるようになり︑学校

処の国の利益のために︑何処の国の国民を教育しているの

結果は︑愛国心を培うべき義務教育諸学校の教師が︑何

ある︒

ある︒

して給料を受けている点に於ては︑労働者であり︑一般労

現場は教育不在︑イデオロギー論争に︑勤務時間の大きな

教師の在るべき姿

働者と何等変るところはないのであるが︑問題なのは︑そ

これに荷担している状態であるから︑その間に挟まれた児

教師自身がこんな状態であり︑おまけに父母の一部まで

部分が割かれるような状態が起った︒

の勤務態様と職責である︒

卒業した段階から︑人に教えるということの意義︑その素

童生徒こそいい迷惑︒教師不信︒両親不信︒そこへ︑時勢

戦前︑教師になりたいと志した者の大多数は︑小学校を

範学校に入り︑日夜︑人の師となるための教育訓練を受け

晴らしさに心を引かれ︑憧れの教師像を胸に描きながら師

教育現場を指導監督すべき教育委員会までが︑組合教師

に帽びたマスコミまで割り込んできた︒

戦後の教師志望者は︑この点些か違っているように思う︒

たのである︒

（16）

の圧力に屈して手も足も出ない︒それどころか組合の要求

自分の責務は果されたかというと︑そう簡単に割り切れる

は︑一定の報酬に対して一定の労働を提供すれば︑それで

ところで︑﹁教師は単なる労働者ではない︒﹂という意味

合にやってもらいたいものである︒

これでは︑児童生徒の学力が低下し︑非行暴力に奔って

する方向へずるずると引きずられていく︒
も理の当然であり︑慌てている当局の方が余程滑稽である︒

同一賃金であっても︑提供する労働の質は千差万別であ

ものではないということである︒

いう至極当り前のことであった︒早速人確法なるものを制

り︑受ける側の児童生徒も︑四○人いれば四○人︑四五人

そこでやっと気がついたのが︑﹁教育は人に在りｏ﹂と
定︑教員の待遇をよくして人材を確保しようとしたわけで

子には八○％受け入れられたものが︑Ｂの子には二○％し

いれば四五人それぞれ異った能力性格を持っており︑Ａの

これは見事に奏功︑教員志望の学生が急増した︒以前よ

ある︒

りは教員適格と思われる教師の採用が容易になり︑徐々に

指導法について研究する︒その上で︑全児童生徒に理解体

握しておく︒次に教材研究により︑指導する教材の内容と

先ず︑児童生徒の実態を個をについて調査し︑的確に把

である︒

か受け入れられない場合が珍しくないのである︒否︑常態

ではあるが︑教育の正常化が進みつつあるように見受けら
れる︒

一時は︑どうなるかと思われた非行暴力も︑やや鎮静化

の方向に向かっているようであり︑一応胸をなで下ろして
稲も稗も区別のつかない役人さんたちが︑行革の名の下

十分なのかを調査し︑違った角度から指導する︒それでも

底させることは︑殆ど不可能に近い︒どの子がまだ理解不

児童生徒の質は十人十色であるから︑全部の児童生徒に徹

得してもらえるように指導する︒しかし︑前述したように

に教員定数の削減を目論んでいるようである︒﹁葵に懲り

いるところであるが︑まだまだ油断は禁物である︒

て膳を吹く︒﹂何処を削り︑何処をふやさなければならな

て承る︒限りある勤務時間内には到底果たし得ないから︑

まだ徹底は期し難い︒今度は自分の指導法について反省し

つい勤務時間を超過する︒それでも間に合わないから︑仕

いか︑よくよく活眼を開いて見てもらいたいもである︒下

のではない︒刈り込むべき枝は徹底的に刈り込むが︑伸ば

行革ができたと涼しい顔をしていられたのではたまったも

勤務手当は勿論ない︒全部︑自分の指導に対する情熱と奉

方なく家に持って帰り︑自宅研修・自宅勤務をする︒超過

手な植木屋でもあるまいし︑何でも彼でも丸く刈り込んで︑

すべき枝は伸ばす︒行革も︑樹により庭により︑こんな工
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はなく︑教師自身の自発的な良心の選択に委せらるべきも

ような無定量無定限な勤務は︑決して強制さるべきもので

以上︑教師の実態と在るべき姿について述べたが︑この

教科の面ばかりではない︒生活指導・特別活動・児童生

ので︑この面からも教師の待遇の改善︑定員の増強が考慮

仕であり︑教え子に対する愛情である︒

徒間の交友関係その他もろもろである︒勤務時間数を気に

でなく︑人格識見・人間性に︑より以上の配慮が払われる

また︑教員の任命採用に当っては︑単に知能の優劣の拳

されなければならないものと思う︒

していたのでは︑到底務まる職業ではない︒

起こしたり︑警察に輔導されたりしている者がいれば︑時

ことを望む︒

児童生徒が欠席すれば︑その理由安否を尋ねる︒事故を

の家族関係・生活関係にまで立ち入って相談に応ずる︒私

一︑自分たちの相談を心から聞いてくれる先生

児童生徒の望む教師像

間外でもすぐに駆けつけ引き取りに行く︒時には︑家庭内

にこの心構えが必要であり︑現に実践している沢山の教師

生活を犠牲にしてまでも教え子に奉仕する︒教師には︑常

は︑常に教師に自分を認めてもらいたい︒自分の話を聞い

項が常に上位を占めているようである︒児童生徒の大部分

いろいろなアンケート調査に現れた数字から染て︑この

この教師の勤務実態を︑真に理解し評価してくれる人々

てもらいたいと願っている︒

がいるのである︒

の声が余りに小さく︑また当然のこととして見過され︑一

さらに︑教師が単なる労働者ではないという意味は︑労

独りの時に話しかけて染ると︑教室では無口だったこども

欲の延長とみることもできる︒下校の途中など︑こどもが

かせ︑自分が話の主人公になろうとする︑あの顕示欲独占

これは幼児が父母の話の中に割り込んで︑自分の話を聞

働提供の相手が︑地球よりも重い生命を持ち︑しかも日々

が︑思いの外よく話してくれるのでびっくりすることがあ

ことを残念に思う︒

部の好ましくない教師の言動の陰に隠されてしまっている

によっては︑その一生の幸不幸が左右される尊い存在であ

せようとする自己顕示欲の表現である︒

ずらをしたり︑つっぱった恰好をするのも︑自分を認めさ

成績が悪く教室内では認められない生徒が︑特別にいた

る︒

成長発展の過程にある児童生徒であり︑教師の対応の如何
るということである︒愛と識見と指導力が︑他のどの職業
の全生活に責任と規制が課せられている︑恐いような職業

よりも強く要求される職業であり︑私生活をも含めて︑そ
であるという意味でもある︒
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平然と行なう教師に対しては︑恐ろしい程の反感を持って

児童生徒は純真であり︑一方的に潔癖である︒不公平を

その一例である︒

．人間は本能的に強いものが好きである︒表面的にはやさ

二︑権威︵実力︶のある先生

しい教師に好感を持ちながらも︑内心では妥協を許さない

おり︑表面的には黙っていても︑その教師の言葉には耳を

教師が先ず児童生徒を信頼する︒嘘をつかない︒自分の非

教師自身︑先ず自らの姿勢を正すことである︒そして︑

する筈がない︒

貸そうとはしない︒こうなったら︑教育も人間関係も成立

びしびし指導してくれる教師に憧れているのである︒

元女番長だった子が告白しているように︑頭から怒鳴り
にも厳しい教師を望んでいるのである︒このことは家庭の

つけてくれるような︑しかも生徒にも厳しいが︑自分自身
両親についても同じである︒児童生徒に迎合して︑如何に

であり︑児童生徒の心身のよりよい発達を願ってのもので

しても︑訓練を課しても︑それが真の教育愛から出たもの

口でいくら強く叱っても︑苛酷と思われる程勉強を強要

お互いを分り合うこと︒これが先決である︒

互いに︑相手の立場に身を置いて考え行動する︒お互いに

師弟関係は︑作るものでなく生れるものである︒師弟が

っていることに留意したい︒

この場合︑教師に対する両親の言動が大きな影響力を持

るのである︒

ここから人間関係が発展し︑好ましい師弟関係が築かれ

は素直に認める︒

りでなく︑同僚父母からも︑蔑み疎んぜられるのである︒

も理解があるようによそおう教師は︑却って児童生徒ばか
﹁教師は教壇で勝負する︒﹂昔こんな言葉があったが︑

する︒どの子にも分る授業をしてくれる教師︒これこそ専

燃える教育愛︑卓越した指導力︑これが教師の優劣を決定
門職教師である︒

三︑信頼できる先生

児童生徒には厳しくきまりを守ることを要求し乍ら自分
っていることがちぐはぐ︒相手によって対応の仕方が違う︒

自身はきまりを破って意に介しない︒言っていることとや
不公平︒これでは児童生徒に信頼される筈がない︒戦時中︑

ても︑心の底では納得しているのである︒

あるならば︑児童生徒は︑表面的に口では不平を言ってい

﹁先生だってやっているんだから⁝⁝﹂から始って︑

﹁足らざるを憂えず等しからざるを憂う︒﹂という言葉が

﹁先生にできるんなら自分たちにだって⁝⁝﹂に発展し︑

はやったが︑人は誰でも不公平が大嫌いである︒今︑税に
対する不満が︑課税額そのものよりも︑業種によって課税
くろよん

対象の査定が異なり︑九六四とか何とか叫ばれているのも
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これが師弟同行の姿であり︑その時には︑意地と意地と

師と弟とが競い合って︑頑張るようになるのである︒
で張り合って︑時には憎しみさえも感じる程であっても︑
後から振り返った時︑﹁あの時はよくやったなあ︒﹂と自分

刑事罰の対象となりながらも︑涼しい顔での公的私的生活
きである︒

を続けていられるのとは︑少なからず違うことを銘記すべ

る背信行為である︒彼等は︑自分たちの先生を︑誰よりも

嘘をつく︒約束を破る︒これらは児童生徒の期待を裏切

ロ児童生徒の期待に応えていただきたい

﹁○○先生はこわい先生だったなあ！しかし懐しい先生

優れた誰よりも信頼できる存在であってほしいと望んでい

自身の頑張りに満足し︑誇りを覚えると同時に自信を持ち︑

だったなあ！﹂と同級会を開いて先生を招こうという相談

ある経験であると思う︒

さ︑これは︑教師も含め︑大人の大部分が味わったことの

るのである︒最も信頼していた者に裏切られた無念さ悲し

児童生徒︑殊に担任していたこどもたちの面影は︑何時

が︑もち上がるようにもなるのである︒
でも教師の心の中に生きているのである︒

が教師である︒

児童生徒を信頼し︑児童生徒から信頼される存在︑それ

いに相手の心の中に生きていて︑お互いの人生の励ましに

﹁今︑どうしているかなあ！﹂児童生徒と教師が︑お互
なり︑慰めになっている︒これが真の師弟関係である︒

いかに学識があり︑指導力がすぐれていても︑それだけ

日生きた血の通った温い存在であってほしい

では立派な教師とはいい得ない︒情熱を持つこと︒児童愛

教育愛に燃えること︒これは︑忘れられてはならない教師

教師に望みたいこと

日先ず自らを正していただきたい
現在の世の中に於て︑教師にのゑ強くあれと望むことは

う一体感︒ここからうるわしい師弟関係が生まれ育つので

かり合い︑汗を流し合い︑悩象合い︑苦しゑ合い︑喜び合

児童生徒の中に︑裸になって跳び込象︑話し合い︑ぶつ

の条件である︒

児童生徒は勿論︑父母世間の眼は︑自分たちのことは棚

もあるからである︒

やや苛酷とは思うが︑これが教師の第一要件であり宿命で

上げにしておいて︑常に教師の一挙手一投足に注がれてい

であってほしい︒︵元・東京都内小学校長︶

和して同ぜず︒自分に甘えを持たない教師︒こんな教師

ある︒

ても自分たちの範であることを求めているのである︒

ると覚悟すべきである︒公的生活は固より︑私的生活に於
この点は︑同じ先生でも︑〃政治家先生″が罪を問われ︑
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愛の教育

●︐Ｊｆｆ〃訳１分ＭＩｒＩｆ・牌狩Ｐｂげ１３卜

︿愛は教育の始であり︑また終である﹀

愛は︑教育の根本動機である︒愛のない所に︑まことの
教育は存しない︑といっても過言ではない︒どのようなこ

Ｔｏｐ町︒Ｉ１口いち０専少

も叫里

０１●

片山清一

１Ｉ

１

も︑この母の心をわが心として︑学生や生徒に接しなくて

だが︑親の愛は︑わが子のみに注がれる点において︑教

はならない︒

える力をもっているが︑他人の子どもに対しては無関心︑

育者の愛と異る︒自分の子どものためならば︑百難にも堪

というよりは冷淡であるのが通常である︒したがって教育

愛の心がもてなくなった時︑その時は即刻その職を去らな
とどまるならば︑その教育は学生や生徒を傷つける結果を

者が親の心をわが心として子どもに当るならば︑不平等の

愛とならざるを得ない︒すべての子どもにｌどのような差

しかし教育者の愛の対象となるものは︑複数の子どもた

教育者が子弟に対してもつ愛は︑夫婦の愛や友情のよう

ちである︒それぞれが異る個性をもち︑長所・短所をもっ

ならない点で︑親の子に対する愛と相違する︒

き出てくる自然的ないたわりの情こそ︑親とくに母の子に

ている︒教育者が︑すべての子どもに平等の愛をもたねば

異があろうともｌ平等の態度で接し︑平等な愛を注がねば

対する愛である︒自分の子どものためならば︑たとえ命を

ならないことは前述の通りであるが︑それは必ずしも紋切

な相互に平等な者どうしの間の愛ではなく︑むしろ親子の

えどのような欠陥をもち障害をもって生れてきた子どもで

の子どもの個性を︑ただ﹁かわいい﹂として愛するのでな

くて︑その個性を鋭く深く把握して︑その中に秘められた

型の愛の形をとってはならないのである︒現にあるがまま

可能性を見抜いた上で︑その子どもに愛情を注がなくては

て愛情をそそぐ所に︑母の愛の本質がある︒この愛は︑太
陽の全生物を照らしはぐくむように子どもに注がれ︑子ど

あっても︑他の何ものにも代えることのできない至宝とし

犠牲にしても悔いない愛こそ︑母の愛である︒また︑たと

愛に近い︒幼い者︑いたいけな者に対して︑おのずから湧

招きかねない︒

くてはならない︒そういう状態になりながらも︑その職に

とが起ろうとも︑教育者である以上︑学生や生徒に対して

I

もはこの中に生れ︑この中に人間として成長する︒教育者
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I

ならないのである︒したがって教育者の愛は︑決して甘い

うとつとめる︒この時︑教育者は︑子どもたちへの模範と

子どもたちが︑その後につき従い︑その教育者に模倣しよ

このような教育者は︑子どもたちに一言もいわなくても︑

るようになる︒その権威は︑教育者が作為的に示すもので

なり︑また子どもたちに対しては犯し難い権威者として映

場合によっては叱吃ともなって現われる︒

この子どもたちのもつ可能性を︑その個性に応じた価値

形だけでなく︑時として﹁きびしさ﹂となり︑激励となり

へと発展させるべく指導するところに︑教育愛の本質が存

同時に﹁人間として望ましい価値とは何であるか﹂という

眼を注いでいるのでは︑その責務を果たすことができない︒

図だけに止まるものでなく︑社会︑国家︑ひろくは人類の

ての道を教えるものである︒それは単なる教育者個人の意

教育者は︑子どもたちに︑人類の文化を伝え︑人間とし

なく︑人格からにじ桑出てくる愛の姿であるともいえる︒

問を︑たえず探究しつづけねばならない︒換言するならば︑

意図から出発している︒つまり教育者は︑国家や社会から

在する︒したがって︑教育者は︑単に子どもの側だけに︑

ことである︒

教育者は︑同時に﹁求道者﹂でなくてはならない︑という

人格をもたねばならない︒その時︑子どもたちは︑教育者

るのでなく︑限りない人類愛に燃えた権威に裏づけられた

るのである︒教育者は︑決して腕力や権力による圧力とな

そして人類全体から︑文化を伝達する責務を負わされてい

悩拳も多く持つ人間である︒たとえ命がけの努力をしても︑

しかし教育者とても︑全智全能の神ではなく︑迷いも︑

価値の全領域を究め尽すわけにはいかない︒だが︑その故

子どもたちは︑未熟であり︑無邪気であり︑幼稚である

しかし︑このような権威は︑実は愛によって確立される︒

に真の尊敬心をもち︑心からの服従をなすのである︒

なおかつ真理追求の努力を止めないところに︑﹁人間ｌ教

は︑自らの足らないこと︑至らないことが自覚されつつも︑

に︑教育者の資格がないということではない︒というより

育者﹂の本領がある︒それは︑単なる学者としての研究に

とを︑深く認識し︑これを心から愛することから︑教育が

と共に︑成熟への可能性をもち︑無限への発展性をもつこ

うことである︒

とどまるものではなく︑教育者としての﹁人間探究﹂とい

よって次の三つになる︒第一は︑知識や技術に生徒を導き

このように考えてくると︑教育は︑その重点のおき方に

くまで子どもたちにおかれなくてはならない︒

出発をはじめる︒教育の中核は︑今も︑そして今後も︑あ

ての姿勢をもつようになる︒﹁教師は口で教えるのでなく

このような教育者は︑おのずから︑あるべき教育者とし
後姿で教えよ﹂と言われているのは︑正にこのことである︒
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受け入れる手段となる︒教育政策の期待する人間像は︑性

入れる教育である︒そこでは︑子どもたちは知識や技術を

らに提示する︒このような教育者の典型として︑教聖とい

らのもつ弱さを︑子どもたちへの警戒信号として︑子ども

向上につとめる︒しかも尚自らの足らざることを憂え︑自

われる︒ヘスタロッチがあげられる︒有名な﹁スタンッだよ

々にして︑人格を無視した知識人︑技術人となっているこ

とが多い︒第二は︑人格の完成を目指す教育であって︑知

私は彼等と共に泣き︑彼等と共に笑った︒彼らは世界

り﹂の一節に︑次のように述べられている︒

を教師自身におき︑子どもたちにはこれに見習わさせ︑こ

識や技術の指導は第二次的なものとなるが︑人格のモデル

と共におった︒彼等の食べ物は私の食べ物であり︑彼等

の飲桑物は私の飲み物であった︒私は何物ももたなかっ

も忘れ︑シュタンッも忘れて︑私と共におり︑私は彼等

た︒私は私の周囲に家庭ももたず︑友もなく︑召使もな

れに従わさせる形となる︒あたかも登山隊のリーダーが隊
力し︑信念の強い教育者がとる道である︒第三は︑子ども

く︑ただ彼等だけをもっていた︒彼等は達者な時も私は

員を引きつれて山に登ろうとするような形である︒自ら努
の個性を見通し︑これを指導して︑子ども自身の内よりの

彼等の中にいたが︑彼等が病気の時も私は彼等の傍にい
た︒

発展を期待し教育しようとする︒それは︑決して子どもの

このような努力を重ねたにもかかわらず︑・ヘスタロッチ

我がままや思いつきに左右されることなく︑各灸の個性が
もっとも充分に発揮されるように︑そして子ども自身でそ

は完結しない︒︵日本道徳教育学会代表理事︶

愛なしには教育が始まらないが︑また︑愛なしには教育

のであった︒愛は︑まさに教育の始であり︑また終である︒

の心の中で︑︒ヘスタロッチの不滅の愛が気づかれはじめた

る程か弱いものではなかった︒そして︑やがて子どもたち

は多くの困難に逢着した︒しかし︑彼の愛はこれらに負け

のようになることを染ずから志すように導くことである︒

第一の教育は︑今日一般におこなわれている教育である
が︑ここでは子どもへの愛情は重要な動機となっていない︒
いわゆる教育屋のおこなう教育である︒

第二の教育では︑教育者のたゆまない自己研讃が必要と
されるが︑人間としての弱点を︑教育者自ら気づかないな
ことも︑なきにしもあらずである︒

とも
もす
すれ
れば
ば︑
︑子
子ど
ども
もた
たち
ちを
をⅢ人生の失敗者とならせる
らば
ぱ︑と
第三の教育は︑教育者の子どもたちへの愛が優先する︒

その愛より発して︑教育者自らが研讃を重ね自己の人格の

（23）

帯刀論のねらい
︿泊翁は保守反動であったか？﹀

つい印象を伴った﹂として西村茂樹の印象

を否定的に語っている︒

また︑小さい時分︑よく祖母蔑江につれ

られてお詣りした駒込千駄木町の養源寺に

機会はあまり無かった︒かりに相会う機会

したような表情で︑丸い石の手洗鉢の水を

母は︑﹁この墓に向ってさえ何となく恐縮

い印象﹂以外のなにものでもなかった︒祖

古川哲史

があったとしても︑四歳以前の百合子では

新しくするのも︑どこか︑生きている人に

な墓の印象も︑．人の道学者めいたきつ

ある西村泊翁先生之墓と刻まれている大き

どうともならなかったであろう︒わたし自

宮本百合子の西村泊翁像
わが国で最も歴史の古い道義団体である

は神話時代である︒

うな結果︑﹁お墓としてもこわい白髭の表

身の記憶をたどって承ても︑四︑五歳以前
にもかかわらず︑百合子はしばしば祖父

は︑保守的な思想家であったと思う人が多

茂樹の印象を語っている︒たとえば︑母霞

泊翁の墓の印象を百合子は書いている︒

情と結び合わされた﹂と︑そういうふうに

社団法人日本弘道会の会祖・泊翁西村茂樹
いかも知れない︒そういう人の中に︑彼の

江をしのんだ﹃母﹂という文章には︑﹁晩

平野﹄﹃道標﹄などの作品で知られた小説

茂樹の現代にあっては保守というべき測面

﹁女学校の女先生が或る時小さいことで

そして︑

やっているような様子であった﹂︒そのよ

孫娘宮本百合子もあった︒宮本百合子は︑

年の母は︑懐古的になるとともに祖父西村

きせた袴の壁を畳の上へ膝をついて直して

人で︑﹃貧しき人々の群﹄﹃伸子﹄﹃播州

今は故人となったが︑共産党の宮本顕治夫

家であった︒

ばかりを影響された﹂といい︑﹃嬬珍のズ

築家の中条精一郎の夫人となった霞江の長

て︑性質もその生涯も全くちがっていたと

条政恒と母がたの祖父・西村茂樹を比較し

ボン﹄という文章では︑父がたの祖父・中

負わすようなことを云われた︒そのとき

んなのですからね︑という意味の責任を

やはり先生をつけて呼んで︑そのお孫さ

私に注意したとき︑その祖父の名の下に

この宮本百合子は︑西村茂樹の長女で建
女で︑従って西村茂樹の母がたの孫娘に当

感じた重苦しい心持は︑きわめて生だし

いものであった︒そして︑祖父を親しふ

して︑﹁特に弘道舎という国粋的な道徳団
ちの生活の中へあらわれて来る祖父の名は︑

体を創った人として︑物心づいてから私た
私たちにとってしたしいうちのお祖父さん

したので︑明治三十一年生まれの百合子は︑

四年間を共に生きたに過ぎない︒しかも百

父は僅か三つばかりの孫娘を見て︑この

なく遠く感じる思いがまさった︒この祖

たる︒しかし西村茂樹は明治三十五年に没

合子は出生後間もなく︑父精一郎の任地札

と云うよりもいつも一人の道学者めいたき

幌におもむいたので︑茂樹と百合子の会う
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子はよくなるか︑わるくなるか︑どっち

になってもなお泊翁が捨てていない帯刀論

たしかにあった︒たとえば︑明治二十七年

まちがっていると片付けられない面も︑

れている︒

という題名の議案として公議所に上程せら

第二官吏卜雌モ脇差ヲ廃スルハ随意タ

かだ︑と云うようなことを云った言葉を︑

などはその一例であった︒泊翁は明治二十

かった木場貞長は︑

天荒のことであったようで︑森と関係の深

この﹁廃刀の建議﹂は︑当時としては破

ルベキ事

って持ち出し︑さすがにおじいさまはち

七年に著わした﹃国家道徳論﹄の中で︑

母がまた私が自分の気に入らない時に限
がっていた︑などと云い云いするそれも︑

﹁禁刀の令は明治九年に在りて︑当時陸

﹁当時己に郡県の制は布かれて居たとは

軍卿某が禁刀の令を発する趣意書を見る
に︑其言極めて浅薄にして其理由とする

った﹂

祖父への距離をつくるばかりの結果であ
というように︑万事が祖父西村茂樹への親

にこの破天荒の建議をなしたのであるか

心動もすれば擾乱を免ざる時に方って実

侃刀を禁じ︑以て国民が勇武の気を衰弱

ら︑天下の武士は一斉に起って子を攻撃

云へ︑未だ封建の余習全く除かれず︑人

せしめたるは︑失政の大なる者と云ふく

なる刀を廃せよとは何事ぞ″と息巻いて

するに至った︒而して〃荷くも武士の魂

所殆んど取るに足るべき者なし︒此の如

してまことに不幸であった︒

し︒今日速に其過を改め︑明治九年の令

形勢甚だ不穏である︑何時禍の身に迫る

き浅薄の理由を以て数千年来帯し来たる

しかも︑父がたの祖父も母がたの祖父も︑

を取消すときは︑国民は悦んで侃刀を為

子の西村茂樹に対する感情は︑右のように

百合子は﹁いずれも顔さえ覚えていな﹂か

し︑勇武の気を奮興するの好動機となる

愛をそぐような方向へ働いて行った︒百合

つた︵﹃明治のランプ﹄︶︒泊翁日記に出て

かも知れないと云うので︑今の日本銀行

を保誰した事もあったと云ふ︒されど森

高橋是清男や鈴木知雄氏の如きは徹宵子

べし︒去年の議会に民間の有志者禁刀の
令を解かんことを衆議院に請願したる者

ら上京したおりの記事の二回だけで︑三歳
のときまでで終わっている︒従って百合子

知るに足るべし﹂

ありと聞く︒亦以て人心の帰糾する所を

くる百合子も︑出生のときの記事と札幌か

の西村茂樹像は︑先入観や噂に支配された

と論じ︑帯刀論への強い執着を表明してい

せられたのである︒一体森子は人を動か

調子で︑詰め寄する論客を片端から説破

った人切包丁にあるか〃と云ったやうな

子は平然として〃武士の魂は鍛冶屋の造

部分が多いと思われるが︑孫娘にすら保守
反動家視された事実は︑これを否定できな

るが︑帯刀論への反対すなわち禁刀論は︑

々の論客であったのである︒蓋し勇往辿

なか

道理に基いた条理ある議論をなすには却

なか

すやうな感情的の演説は下手であったが︑

すでに早く明治二年︑のちの森有礼︑当時

タルベキ事

第一官吏兵隊之外帯刀ヲ発スルハ随意

の制度寮撰修森金之丞によって

いのである︒

泊翁の帯刀論
宮本百合子の泊翁像は正しかったであろ
うか︒

（25）

に躍如して居ると思ふ︒然し時勢は未だ

の得喪を顧みざる森子の真面目は︑こ坐

進天下に輝らず国家の利害を知って己れ

ないがためである︒廃刀論を主張する人は︑

武士にくらべて怯儒なのは︑畢寛︑帯刀し

と﹂が多い︒同一の日本国民で︑農工商が

とづくとはいえ︑コは帯刀の力に頼るこ

︾︒︒

保守と改進の調和

ぎたが︑西村泊翁の明治二十七年の帯刀論

森有礼の明治二年の廃刀論は時機が早す

西洋諸国の人が帯刀しないのを見て︑それ

は時機が遅すぎたのではないか︒公平に考

凸

早し︑当時大久保卿の如きすら︑主義に

えてそういう感じを禁じ得ないが︑この感

於ては賛成だがまだ時が早いと云はれた

に倣おうとするのであろうが︑西洋には西

じが適当ならば︑宮本百合子が泊翁を保守

理があろう︒本邦の刀は︑東洋第一の利刀

少なくとも泊翁には︑保守反動と見られて

反動家視してもやむを得なかったであろう︒

なら

位である︒兎に角時勢は未だこれを容る

ら︑帯刀しなくともその武威の衰えない道

洋の風俗があり︑人情もあることであるか

遂に六月二十日徴士並に職務を免じ位記

で︑武士の帯刀するのは︑東洋第一の善風

も仕方のない一面があったと思われる︒

かな

りしにも拘らず︑議論沸騰して議協はず︑

るの量なく︑岩倉大久保二人等の庇護あ

を返上せしめられ︑一先ず東都を去るの

である︒この利刀を廃し︑この美風を棄て

るような森子ではなかった︒時勢も森子の

にいたったというが︑しかし︑これで屈す

せしめられたうえ東都をも去るのやむなき

のために徴士並に職務を免じ︑位記を返上

いる︒すなわち︑森はその早過ぎた廃刀論

と︑そのように当時のいきさつを追想して

して︑﹁侃刀の用と廃とは︑日本国民の風

許すべし﹂とまで主張するにいたった︒そ

独り武士の象ならず︑他の三民にも帯刀を

そのように考える泊翁は︑﹁今日以後は︑

じ︑小にして人為の勇気を損ずるであろう︒

な妄言を用いるときは︑大にして国肱を損

口論者の言﹂というべきで︑もしそのよう

ようとするのは︑﹁実に欧風に迷溺せる浮

の時代には保守家と改進家が対立し︑保守

改進調和説を説いているのであるが︑泊翁

と勿れ﹂と語っている︒すなわち︑保守・

に偏すること勿れ︑改進の一方に偏するこ

﹁余は︑我日本の同胞に告ぐ︑保守の一方

﹁保守と改進﹂と題する常集会講話で︑

であったのか︒泊翁は明治三十九年九月の

感﹂じたという︒それはなぜかというに︑

この論を聞いて﹁大いに其不可なることを

右の廃刀論が起こったころは藩地にいたが︑

刀論すなわち帯刀論を捨てず︑森子による

つを泊翁は﹃記憶録﹄に詳細に記銀してい

供して見ることができないが︑そのいきさ

して衆議院に提出した︒その草稿は今は散

に傾くべきではないとする廃刀議一篇を草

場から︑一︑二洋学者の言を信じて廃刀論

者︑当世風の官吏︑各種の政党であった︒

改進を主張する者は洋学者︑外教を信ずる

以上の老人︑国学者︑神道家︑漢学者等で︑

廟った︒いわゆる保守家はたいてい五十歳

改進家は保守家を固肥頑愚といってこれを

家は改進家を軽薄燥進としてこれをそしり︑

では︑泊翁の思想は全面的に保守反動派

逼塞を許さず︑翌年にはふたたび徴されて

俗気風に大関係を有すべきもの﹂とする立

︑︑︑

巳むなきに至った﹂

ところが︑西村泊翁は頑固なまでに反廃

少弁務使に任ぜられ︑米国に派遣せられた︒

本邦士人の勇武剛果なのは︑その天性にも
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たとえば︑天地間に引力と張力との二大力

間の秩序も立ち︑国家の安全も得られる︒

つねに二者反対のことが並び行われて天地

ことは極端の一方のみで成るものでなく︑

しかし︑泊翁の見解によれば︑天地間の

いようにせつに望んでいる︒

保守・改進の一方に偏する意見をいだかな

それで泊翁は︑後生少年が右の弊を踏んで

学を蔑視し︑これを学ばないところにある︒

者の弊は︑和漢洋の一学に通ずれば他の二

を立てる者はきわめて稀である︒今日の学

ある︒和漢洋の三学に通ぜずして中正の説

そのように泊翁は和漢洋の三学に通じて

塚律蔵先生に入門して蘭学と英学を学んだ︒

し﹂とすすめた︒そこで三十四歳の夏︑手

り︑吾子の如きは宜しく洋学に従事すべ

だが︑象山は﹁砲術は末なり︑洋学は本な

十四歳︑佐久間象山に入門して砲術を学ん

きないが︑問題はその配合の分量をどうす

この国を安全堅固にするため欠くことがで

る︒したがって︑保守・改進の二者は共に

﹁余が説の如きは自ら其中道に在るを信ず

を得ている自信があったに違いない︒実際︑

から︑泊翁自身はむろん︑自己の説は中正

見をいだかないように切願するほどである

後生少年に保守・改進の一方に偏する意

泊翁の右の豪語は︑たんなるカライバリ

するなり﹂と豪然と言いはなっている︒

ず︑務めて頑固︵即ち中道︶を守らんと欲

関することなれば︑余は世人の噸笑に管せ

にして巳まざれば︑終には国運の否泰にも

業︑何れも洋僻ならざるはなし︑此の如く

固にても宜し︑凡そ今日の風俗学芸政談事

固と称したので︑﹁世人頑固と称すれば頑

自信があったが︑世人は多く泊翁の説を頑

いたので︑自分の説が中正を得ている点で

があって︑地球は万古同一の位置を保ち︑

るかに在る︒この問題に対する泊翁の答え

る﹂旨を﹃泊翁盾言﹄第一冊の﹁︵三十︶

初ものぐい

寒熱共に人の生命に適当するのである︒こ
︑︑︑

れが造化の妙用で︑二者反対の力の必要な

は︑﹁政事の如き学問の如き実業の如き何

中道﹂の章で述べている︒泊翁そのひとも︑

ゆえんがわかるが︑人間のことも同じであ

れも保守を以て体と為し︑改進を以て用と

﹁支那の儒教は革命を説き︑欧洲の政事

ちか

為さば誤なきに庶幾からんか﹂というので

た︒﹃往事録﹄によれば︑十歳にして佐倉

九章に︑

であったであろうか︒﹃続自識録﹄の第百

藩の藩学成徳学院にはいり︑初め藩儒の渋

まさに和漢洋の三学に通じた大学者であっ

ところが世間の人を見るに︑国学または

あった︒

漢学をおさめて洋学に通じない者はたいて

拳︑口を極めて之を誰殿す︑余を以て之

を見れば革命論と云ひ︑共和政治説と云

家は共和政治を言ふ︑国学者深く之を悪

ひ︑未必しも非理ならざるなり﹂

軒︵猷肥藩儒︶などの教授を受け︑十六歳
のときに昭宣公基経論を草して安井先生の

井達徳などの︑ついで藩が招聴した安井息

称賛を得た︒十四︑五歳のとき水戸の﹃大

いるところからすれば︑泊翁はかなりな改

というような国学者に反対する意見が出て

い保守に属し︑洋学をおさめて和漢の学に

日本史﹄と頼山陽の﹃外史﹄を読んでわが

通じない者はたいてい改進に偏する︒当人

の弊をまぬかれない︒したがって︑保守に

は中正のつもりでも︑局外者から見れば右

国古代のことを欽仰するようになった︒二

いまだ

涯は︑和漢洋の三学に通ずることが必要で

も改進にも偏しない中正の意見をもつため
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進家であった︒明治二十五年一月や皇典講

棄置くこと能はざるべし︒若し其説く所

からず︑民心既に帰服せぱ︑政府独之を

らぱ︾己の力限り之を人民に訴へざるべ

の﹁︵州一︶文明国の真似﹂という項に﹁西

一件でも知られるが︑﹃泊翁庖言﹄第一冊

て嘉永六年︵一八五三︶海外渡航を企てた

るは決して不可なることに非ず︑余も常に

洋諸国は文明の国なれば︑其真似唯識をす

う題目の講演で︑

ば︑又政府を服せしむること能はざるは︑

民心を帰服せしむるに足らざるものなら

究所でおこなった﹁指導者と行為者﹂とい
﹁古より指導者が︑其見る所考ふる所を
以て︑之を人君又は政府に求むる者は︑

と言っているのも︑儒者や国学者とは同席

願いであったにちがいない︒

とあるのは︑おそらく︑偽わらざる泊翁の

西洋の真似せんと欲して止まざる者なり﹂

するのを拒んだ洋風の見解で︑おどろくべ

其言常に行はれず︑其見る所を以て此を
人民に訴ふる者は︑其言常に行はる︒本

勿論のことなるべし﹂

邦及支那の人は︑政府に非ざれば事業を

きことに︑ルソオ︑ヴォルテールの承か︑

政府に求むる者もあれども︑其意見を公

に同調したわけではなくとも︑社会的民衆

出している︒自由民約の説や社会党の主義

どの急進的な思想へも興味を寄せた初もの

あり︑カール・マルクスやサン・シモンな

西村泊翁がかなりな程度の西洋憧慢者で

帯刀論のねらい

む︑︵中略︶西洋人は之に異なり︑或は

為すの地なしと思ひ︑毎年必ず政府に求

カール・マルクス︑サン・シモンまで顔を

衆に吐露して︑一般人民の同意を求むる

連邦の必要を主張しているのはあきらかで

ぐいでもあった半面があきらかになったが︑

を主張したというのはどういうことであっ

︑︑︑

者多し︑人民の多数之に同意するときは︑

あるから︑ここでも泊翁は堂為たる改進家

その泊翁が明治二十七年になっても侃刀論

︑︑

行為者も亦之を施行せざることを得ず︑

のひとりであったといえよう︒

わが国の文献にカール・マルクスが登場

仏蘭西のルウソウ︑ヴオルテーャが︑大

産平均乃ち社会党の主義を唱へたるが如

は︑それから九年しかたっていない一八九

﹁指導者と行為者﹂という泊翁の右の講演

たのは一八八三年︵明治十六︶であったが︑

日の政体も武政と定まるときは︑凡そ武

﹁本邦固より武を以て国を立て︑且つ今

するのはいつからか︒マルクスの亡くなっ

き︑共に政府に向ひては一も要求するこ

威を盛んにすべき事は皆之を挙行し︑武

ルマルクス︑セントシモニズムが盛に財

に自由民約の説を唱へたるが如き︑カー

となく︑専ら人民の感情に訴へ︑以て全

二年︵明治二十五︶におこなわれている︒

るべからず︑然るに其実際を見れば︑少

威を衰弱せしむくき事は皆之を禁止せざ

と共に武士の常識を解き︑切腹の刑を廃

しく惑なきこと能はず︑維新の始︑廃藩

﹃国家道徳論﹄には︑

国の民心を風座せしむるに至れり︒是等

してみるとかなり古いもので︑ごく初期に

たろうか︒

は共に好例に非ざれども︑其意見の行は

であったのをしめしている︒そのことは︑

属すると想われ︑泊翁が相当な初ものぐい
安政元年︵一八五四︶の吉田松陰に先立つ

︑︑︑︑︑

らず︒世の儒者︑国学者等︑もし実に其

れんことを欲せぱ︑此途に由らざるべか
意見の国家の存立に必要なりと見込みた
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尚武の大建議を為さんとしたりしも︑僅

﹁先年貴族院議員谷子爵の発議にて勤倹

緩急の用に供し難きの恐れあり﹂

禁ぜり︑是に於て国民勇武の気大に衰へ︑

し︑復讐の事を禁じ︑尋で国民の侃刀を

ることができる︒そのようなねらいから泊

刀の令を取消せば︑国民勇武の気を奮興す

﹁失政の大なる者﹂であった明治九年の禁

日に於て能く回復し得べきは帯刀の事﹂で︑

道理に協﹂うといえる︒しかし︑﹁独り今

結果が見られ得︑決闘に比すれば︑﹁更に

事も亦之と異なることなし﹂ｌそう泊翁は

のほうに押しながされてしまう︒﹁教訓の

指して渡ろうとするときは︑その舟は下流

とはできない︒もし初めから正面の対岸を

のほうに登せなくては正面の対岸に渡すこ

また︑川を横ぎり渡るとき︑その舟を上流

少し左のほうに曲げないと真直にならない︒

に曲ったものを真直にしようとするなら︑

まつすぐ

々九人の少数にて其議案の遂に否決とな

翁の帯刀論は主張されていると考えられる

つい

りしは甚だ惜むべきことなり︑今日政府

ロニズムを論評するのは︑いささか軽卒で

から︑この主張だけから泊翁思想のアナク

かな

に大に尚武の政を布き︑著修と柔弱とを

説いている︒

帯刀論が熱心に主張されている﹃国家道

いましめ︑政事の邪悪に向わうとするのを

のを救い︑風俗の額敗に傾こうとするのを

には︑およそ人の行為の悪に陥ろうとする

﹃泊翁厄言﹄第二冊の﹁︵六︶救時の語﹂

一洗するの勇断なきときは︑欧洲諸強国

徳論﹄は明治二十七年の出版で︑日本がま

諌むる等の語は﹁少しく激切ならざるべか

はなかろうか︒

さに清国を相手に戦争を始めようとするま

らず﹂︑たとい少し中道を失うとも﹁敢て

なり﹂

ぎわであった︒当時の清国は﹁ねむれる獅

尤むべきに非ず﹂と言っているのも同巧異

に対して十分の防禦を為すこと能はざる

邦人が勇武の気を養ふの助けを為したる

子﹂で︑これに対する日本の実力は犬か洲

曲で︑帯刀論は﹁少しく強烈﹂﹁少しく激

﹁封建制と切腹と復讐と帯刀との四者は︑

者なり︑然るに今皆廃絶す︑惜むくきの

程度と思われていた︒日本の運命は︑まさ

などの発言があるが︑これらからすれば︑

に累卵のあやうきにあったのである︒泊翁

ないが︑帯刀論のネライはあくまで﹁中

切﹂に聞こえ︑シゲキが強すぎたかも知れ

とが

至りなり﹂

泊翁がその廃絶を遺憾としたのは︑ひとり

ったのも当然で︑それが帯刀論として発動

が国民勇武の気を奮興するのにやつ気とな

合︑これを匡正しようとするなら︑﹁少し

︵本会理事東大名誉教授︶

道﹂にあったのである︒

帯刀だけでなく︑切腹や復弊︑そして封健

﹁今如何とも為し難﹂い︒復讐は︑法律に

の事迩﹂には︑道徳の衰えがひどすぎる場

﹃泊翁盾言﹄第一冊の﹁︵四十二︶教訓

したのではなかったか︒

制もあった︒そのうち封建制の廃止は︑他

に大きな利益があったので﹁今之を言は
ず﹂として︑泊翁が﹁最も服せざる所﹂と

よって允許すべきことではないが︑国民の

めがないことを説いている︒たとえば︑右

く強烈なる証例を挙て教﹂えなくてはきき

しているのは切腹の刑の廃止であるが︑

勇気奮興するときは︑西国の決闘と同一の
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くべきところは全部壬戊なので驚き果てた︒

り︶・戊戊をポ・エッ・ジュ・ジュッと暗詞

若い頃︑戊︵十千のつちのえ︶・戊︵まさか

から順に﹁ミは象んな︑スデはなかばに︑

し乍ら覚えさせられ︑巳・巳・己などは上

老窮措大にすぎないが︑それでも︑日頃目

ま花盛り︒筆者は語学者ではなく︑一介の

で汚く喋る者が激増している︒﹁私が﹂﹁加

日常会話にまで当然鼻濁子音の所を濁子音

多い︒こうした人気歌手をまねてかどうか︑

そんな箇所には力を入れるせいか濁子音が

詞を一語一語区切って歌われる場合が多い︒

極めて多い︒

れ︑他文字と連結して誤用されている例が

なのだが︑人名には巳と己の区別が無視さ

ことはない︒本人に罪は無く命名者の責任

お蔭でこの種の紛らわしい文字を間違える

オノレした﹂と覚え込まされたものである︒

にし耳にする日本語について︑考えさせら

減﹂﹁言語﹂﹁時雨﹂﹁木枯﹂﹁雪国﹂等

ンケート用紙︑それに統計やらＰＲ誌等炎

区役所をはじめ大小のお役所の届書やア

その将来などについても日本語問題はい

れたり︑迷わされたりしている︒

大学の英文学科教授がある座談会でレポ

に多見されるのが令・才の誤字︒これらは

立所に齢・歳と正さるべきではなかろうか︒

を︑例外無しにぎすぎすした濁子音で喋る︒

因みに︑これらの四文字は字画が多いので

ートと言い︑今を時めく政治家がＴＶのイ

﹁が行﹂などがロシア語のゲー音群なみに

日本語は元来美しい響きの言葉なのに︑

しとなる︒母国語に対する言語感覚を疑わ

全部濁子音で喋られたのでは︑全くの形無

ンタビューで︑うっかり︑ホルムヘルパー

先般︑ある講演会では︑酒類評論家が

とは無関係に義務教育で全部習う︒或る年︑

書くのに面倒︑少ない方が直ぐ書けて楽︑

などと言っていた︒

﹁利酒﹂をキキシュ︑キキシュと言ってい

ざるを得ないのである︒

は昭和壬戊が散見された︒﹁いぬ﹂は戊と

今年は無難であったが︑昨年の年賀状に

資料が配られ︑その中には手書き原稿をそ

厚生省情報部での会議に列席した︒多くの

たので︑今では専門家でさえ︑キキザヶと
はいわないことを知った︒あるＴＶのアナ

のまま複写にした統計資料も混じっていた

かれてあった︒生命に関りを持つ原生省は

が︑該当箇所には例外無く年齢・何歳と書

書き︑音はジュッ︒戊はかつての衛戊病院
に見られたように︑音はジ﹃一で訓は一︑モル︒

流石に違うと痛く感心させられ︑今でも忘

て﹂をサケニョイシレテと叫んでいた︒エ
イシレテでないとどうも安酒臭くなり︑花

年は飲み屋の壁などに芸能人やまあまあ名

戊衛とすれば︑国境守備兵の意となる︒昨

れられない︒

ウンサーはお花見実況に﹁酒に酔い痴れ

の下︑天の美緑を愉しんでいるさまにはな

士の色紙や短冊が飾ってあった︒壬戊と書
演歌などとなると︑曲の調子からか︑歌

らない︒
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〜
l〜 ﾍﾍﾍ

齢・歳の誤字︵令・才︶を全国的ネット

ななので省略する︒流石に全国的有力紙・

画面から消えたが︑民放各社は言わずもが

ね︑苦言を呈した︒以来このような誤字は

な漢字を強力に宣伝していたので︑堪り兼

Ｖ︒画面に令・才の誤字を頻出させて不当

で樹令とあるのを見︑早速宮司を訪ねた︒

筆者はかつて神田明神の立札の文章に墨書

字が見えないのは以て多とすべきであろう︒

全然無い︒百貨店の庚斗紙に﹁御才暮﹂の

どにも使われるが︶あり︑﹁とし﹂の意は

つけ︑たとい﹂等の意で︵このほか尊称な

そもそも﹁令﹂は﹁のり︑おきて︑いい

の発音にまねたカナ表記はよしあしである

りも意味も判り悪いと思う︒余りにも外人

﹁れかん﹂となると︑一般通行人には原綴

っと長い英語でもこの伝なら︑よく判る︒

イベート﹂なども﹁プライヴィット﹂︒も

人のを聞くと﹁ウェウカム﹂だし︑﹁プラ

などは英語では﹁ウェルカム﹂という︒外

かお礼を言われた時の﹁どう致しまして﹂

﹁れかん﹂と記したものとみえる︒名詞で

誌や有名出版社の単行害等にこのような不

これでは﹁樹木規則﹂のようにこじつけら

はないが︑出迎えの挨拶の﹁ようこそ﹂と

見識な誤用は昔にも今にも無い︒英国では

れると皮肉り︑字面上からも樹齢の方が堂

拙宅に程近い本郷三丁目交差点から僅か

われ過ぎていることに︑もうそろそろ気付

ＴＶをテリ︵ｔｅｌｌｙ︶と俗称し︑テリ

の所にヨチュード﹂という喫茶店がある︒

くべきではなかろうか︒

ばかり見ていると眼の形まで四角っぽくな

点として軽薄な樹令などの比ではないこと

ワークで奨励していたのが天下のＮＨＫＴ

ってくるとの謂があり︑米国では麻薬患者

を付け加えた︒念のため数日後行ってみた

春日通りに面した大きなガラス窓にこれ見

直接一般大衆に強く働きかけながら︑計り

くＴＶは事の大小や善悪の如何を問わず︑

億総ＴＶ狂でなければ幸いである︒ともか

ところで︑我が国ではどうであろうか︒一

ューブ︵ｔｕｂｅ︶とも言っている︒さて︑

ブとされるので︑ＴＶのことをブーブ・チ

︵ｂＯｏｂ︶と言うが︑ＴＶ視聴者はブー

レカンと聞こえる︒それで表通りの看板に

だが︑ブランス人達の発音を聞くと確かに

て付い形で︑普通の日本人流ならレクラン

ラン︵宝石箱︶に定冠詞﹁ル﹂が省略され

ンス料理﹁れかん﹂がある︒レカンはエク

階建てのミキモトビルとなり︑地階にフラ

あり︑軽飲食も出していた︒そのあとが九

テリアのラスキンホールという二階建てが

翁の令息御木本隆三が主宰した英国風イン

いのである︒以上のような例は全国到る処

きぬ位なら何も外国語を借りるべきではな

晒すなら︑間違いの無い文字を︑それがで

もなれないでいるが︑外国語を衆人の目に

かり気まずい思いをし︑その後は行く気に

だ放つといてくれ︑と言わんばかり︒すっ

金もかかるし時間もかかる︑要らぬお世話

意したら︑突然指摘されても直すとなると

では﹁エチことしか読めまい︒店主に注

で終り︑その次にあるべきＥが無い︒これ

よがしに大書されたフランス語の綴りはＤ

堅属ノＯ

︵ｄｒｕｇａｄｄｉｃｔ︶をもじったＴ

ら︑一宇分削り取られ︑訂正されていた︒

知れない影響を及ぼしつつある︒最近は頓

も入口の扉にもフランス人の発音らしく

むかし銀座四丁目に世界の真珠王︑幸吉

Ｖ中毒者︵ＴＶａｄｄｉＣｔ︶が増えて

にラジオが見直されつつある︒老も若も一

いるとのこと︒米俗語では馬鹿者をブーブ

日中の︑一年中の︑貴重な時間をＴＶに喰
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に見受けられることと思うが︑生半可は何

めて牛を殺すことにもなりかねないが︑こ

﹁れかん﹂のように極端に過ぎると角を矯

な版元で知られる芸川堂がそれで︑当用漢

実的にはもっと深刻な例も出ている︒堅実

りでいなくなり︑由緒と伝統を誇った社名

字出現以来︑識者以外には正読者が大威張

る人はゑなこのように分けて使っている︒

トテーマとに切り離している︒気付いてい

ものだという︒当用漢字では﹁寛﹂からは

ず﹁寛﹂の右側に朱筆で大きく点を打った

た手紙類の﹁寛﹂に点が無いと返事の際必

することはできなかったのであろうか︒従

に当って︑このような不都合や混乱を予見

のこととは思うが︑芸︵げい︶の字を作る

当用漢字は使用される頻度も勘案されて

まった︒笑いごとではないのである︒

も遂に﹁げいそうどう﹂と成り下がってし

冒頭に挙げた﹁レポート﹂なるカナ表記は︑

に点を加えて﹁歩﹂とした︒﹁止まること

点を奪ったが逆に﹁歩﹂には﹁止﹂の下部

往年の文壇の大御所菊池寛は知人から来

言触れておきたい︒

最後に所謂当用漢字の二︑三に就いて一

れも亦一つの見識ではあろうか︒

としても禁物であろう︒

殆んど日本語化しているという人もいる
が︑メーンテーマなどは英独結合の誠に日
本人的発想の合成語であろう︒筆者はちゃ

敗戦後間もなく日本の自然科学系分野の研

て三本としたものを﹁げい﹂に当てさえす

来の﹁うん﹂の字に横引きをもう一本加え

んぽんではなく︑メインスィームと︿ウプ

究に大きく寄与した﹁ＰＢリポート﹂︵米

が少なければ歩く﹂というわけか︒

﹁レポート﹂と言われ︑書かれるようにな

原音に忠実なカナ表記﹁リポート﹂が何故

が当用漢字の出現で﹁芸﹂︵げい︶にお株

﹁云﹂︵うん︶から取られている︒ところ

﹁うん﹂という音は︑くさかんむりの無い

﹁芸﹂は﹁うん﹂で香り草を意味し︑

久に長嘆息せざるを得ない︒世の中には一

げい︵芸︶の無い仕打ちであったことを永

うん︵芸︶ともすんとも言わせず︑何とも

れば︑いとも簡単に両立させ得た筈である︒

軍政府提供︶によって一般化された︒折角

ってしまったのか︑了解に苦しまざるを得
ない︒

以上︑素人談義のほんの一端をくだくだ

るのである︒

であっても千に匹敵するものだってあり得
﹁芸﹂︵うん︶の字が用いられて有名な

を奪われてしまった︒

のは︑奈良末期に石上宅胴︵いそのかみの

お馴染みのいわゆるビジネスは︑元の英
ナ表記はビズネスであろう︒ビジネスでは

語を商売とか実業等の意味で使うなら︑カ

は大きな時の流れにあらがう独りよがりで

しく雑然と並べたてては柔たものの︑結局

れ︑葬り去られてしまうものかも知れない︒

あり︑採るに足らぬ墳末主義として軽視さ

い︒芸亭院ともいう︶である︒本邦最古の
公開図書館といわれ︑場所は奈良の近くと

だが︑敢えてあげつらうのである︒そして

やかつぐ︶が大和国に建てた芸亭︵うんて

しまったのだとするなら︑それまでである︒

実在した文化史的建造物に名付けられた一

も天理の近くとも推定されている︒かつて

多忙の意であり︑両者は綴り字も発音も判

とにかく外国語の読み方をカナで示す場

いつもフランス語に関する正しい用法や誤

然と違っている︒但し︑もう日本語化して

合には︑出来るだけ原発音に忠実なれとい

宇が黙殺され︑結果的には被盗用同然︒現
うのが筆者年来の主張であり︑実践である︒
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カデミ・フランセーズ︵仏国翰林院︒フラ

用の判別や外来語の採用等に今尚厳しいア

ら︑﹁自国語を識らざる者は︑他国語にも

じたいがこの名言の逆も亦真なりとするな

ーフ川二○○番冊三六頁︶を以て拙稿を閉

言と反省﹂九一〃インゼル・タッシェンブ

送りが済んで気が緩んだのだろう︑今まで

と気を撰んだが︑無事来年当番の家に申し

ぴしやこう

ていた︒

や

相手をしてくれ︑寒夜に時の経つのも忘れ

朕けな放談にも拘わらず︑終始二言言と

出された酒肴を前に︑遠慮を忘れての不

れた︒

事な庭に引き入れるようにして案内してく

恐縮する私を石亭ともいいたいような見

﹁夜分どうも︑どうも⁝・⁝：﹂

えに

とばかり︑下駄の歯音を響かせての出迎

﹁やアー︑お待ち申しておったぞシ﹂

同道にて戸村さん宅のベルに手をやると

る妻を振りきれず︑つけ馬ならぬ﹁付き妻﹂

私の酒癖のあまりよくないことを心配す

とのこと

いるからすぐ来い﹂

﹁よろしい︑夕食半ばだが休めて待って

と︑一方的な電話に

﹁これからお伺いいたしたいが⁝・⁝：﹂

私の訪問癖が頭をもたげた︒

緊張して押し殺していた酔いが一気に溢れ

今年はわが家が当番とあって︑何やかや

の日の夜である︒

ンス人の発音ではこれなどもファンセーズ

先輩︑戸村さんの脳溢血による急死を知

そんな某日

ることを知る昨今である︒

﹁生﹂に対する見えざる執念が働いてい

長谷川淳士

︵本会会員︵社︶日本図書館協会顧問︶

通じ難し﹂ではあるまいか︒

と聞こえる︶の存在に思いを致したりして
さて︑ゲーテの言葉﹁外国語を知らざる
者は︑自国語に関しても識る所無し﹂︵﹁格
︵

の不如意を嘆く頃になってから伝えられる
先輩・友人の死ほど嫌なことはない︒

例年︑春から夏にかけて催される戦友会

は丁度一ヶ月程まえに大変気になることを

あまりの突然さも︑さることながら︑実

り︑吃驚仰天してしまった︒

戸村さんは私に残していったからである︒

﹁物故者﹂が報告されるが︑

や同窓会に出席するたびに必ず何人かの
その都度

人柄であった︒

風格は大人的︑奥さんにはめシぽう優しい

温厚で︑誠実で︑そしてどこか太シ腹で︑

﹁今年も何とか生き残ってきたが︑さて

ろうか：・・⁝・・？﹂

来年はこのうち誰と誰が姿を消して行くだ
と︑お互いの生存の確認のために集って

今年の一月下旬︑例年行われる﹁奉射識﹂

LDOノ

I
一

いる︒．

；

初老の期を迎え︑常住坐臥︑とかく身体

壷

くるのも事実のようである︒

／ n 句 、

一
へ
一
唾
へ
一

あとを知らない酒の量に︑そばの妻は居
たたまれなくなったのだろう︒
﹁もうこれが最後よシ﹂

と︑太股を力一杯つれシた︒あまりの痛
さに我を取り一戻し︑やおら腰を上げようと
すると︑

．寸︑お待ちなさい﹂
と︑制し︑戸村さんは奥さんに命じて︑

大きな九谷焼の壷を持ってこさせ
﹁かぁ−さん︑これ長谷川君にあげよう

瞬間︑怪語に首をかしげる奥さんに

をくれるのはあげたとはいえないンだョ・

れたというもンですョ︒どうでもいいもの
さァさァ︑遠慮はいらんッ！どれシ庭の敷
石が危いから僕が車まで持っていってあげ
よう﹂

戸村さんはさッさと壷を抱きかかえて玄
これが戸村さんとの永遠の別れであった︒

関に立った︒

それから三旬後の二月二十三日忽駕とし
て他界してしまった︒

道徳教育の充実は︑世論調査でも父兄

が一番望んでいるし︑文部省の有識者懇

談会でも提言されています︒学校教育は

ては潰れてしまう︒今回の道徳教育の実

生死の境にあり︑今真剣に取り組まなく

めの現状調査の一つなのです︒もちろん︑

施状況調査は︑有効な指導対策をとるた

戸村さんはいま﹁しだれ桜﹂の美しい山

のうえ︑亡き戸村さんを如在︵いますが如

の状況が変り︑道徳教育を求める声が高

きているとはいえない．．：：︒学校や社会

日教組の反対で道徳教育は十分行われて

ろが︑戦前の修身に対するアレルギーや

やりがいがあるのではないですか︒とこ

から︑教科を教える以上に︑教師として

に責任をもつ﹂といった︑基本的な生活
習慣や判断力を身につけさせるもの︒だ

は︑﹁人には親切に﹂とか﹁自分の行動

思ってはいない︒文部省のいう道徳教育

道徳教育だけで校内暴力がなくなるとは

武町埴谷の﹁長光寺﹂の墓地で永い眠りに
この﹁しだれ桜﹂もまた私がＮＨＫの当

ついているＯ

て全国に紹介され︑一躍有名になったが︑

く︶お迎えし心地よく送り帰えそうと心か

へ

（34）

ねｏ﹂

﹁いいだろう！あげようョ﹂

私の妻がやっと抱えるような見事な壷で

この桜のもとに戸村さんが眠るとは何とも

時報道局長をしていた堀四志男氏に連絡し

戸村さんの真顔に驚いたわが愚妻は

奇しき因縁である︒
いろどり

壷はいまわが家の床の間にあってひとき
わ光彩をそえている︒
まもなく新盆を迎える︒

物を差上げる時はネー︑こんな立派な︑よ

ら念じている︒︵千葉県佐倉支会々員︶

私は町嘩に壷を手入れして︑供花︑供物

くぞこのようなものを．⁝⁝：と云われるよ

﹁それじゃアー︑云いましがうか︒人に

戸村さんは妻の遠慮を制するようにして

極力︑辞退にこれつとめている︒すると︑

価なものを戴くなンて⁝・⁝：﹂

﹁と︑とンでもありませんワ︑こんな高

買えば何万円か︑いや何十万かも知れぬ︒

ある︒

〜

うな品物をあげるのが本当の意味で物をく

−

一

一…

一

ヘヘーヘ7

〜〜

〜

ﾍヘヘ〜〜

ヘーーヘーーーーヘーーヘーーーーヘー､

常陸太田の

鶴岡衛

を﹂と︒又日く﹁月は瑞竜の雲に隠ると錐

も︑光は暫く西山の峯に留まる﹂とある︒

私はこの銘文を読んで︑感んずるところ

か考えてゑた︒古代初期日本人の生活意識

があり︑日本思想︑文化発展の跡をいささ

受容せられ︑始めて理論的乃至哲学的思惟

西山荘を訪ねて

がなされ︑思想及び文化の内包︑外延共に

は単純︑素朴であったが︑儒教や︑仏教が

の身は麓の里ぞ住ゑよかりける﹂と詠じて

ふもと

私はかねてより︑景仰する水戸光因︵義

想文化が創造され︑明治時代に至って︑欧

時代等︑夫なの時代に於て︑それ人︑の思

拡充され︑奈良︑平安︑鎌倉︑室町︑徳川

らも耕作をしたと伝えられている︒三畳の

米の近代文化思想が移入され︑現代の絢側

おります︒朝夕の食膳も一汁二・三菜の粗

書斉で︑読書︑大日本史の草稿を閲ゑし︑

たる文化が創造せらるるに至ったが︑顧み

食・粗服であり︑又農民の身を案じて︑自

人で︑水戸駅より︑観光バスに乗り︑水戸

倦めば散策し︑徒歩か乗馬で︑領内を巡行

るに江戸後期に平田篤胤が出て︑本居宣長

いと思っていたが︑去る三月十二日同行三
の北二十粁離れた太田市新宿町所在の西山

し︑民情を察知した︒自ら西山隠士又は西

公︶の隠棲の地西山荘を訪ね遺芳を偲び度

荘に到った︒

山柚夫と称し︑この山荘の生活は身分の相

丘陵の間を過ぎ︑古い樹齢の杉木立の中
に︑茅葺平家建一棟の質素な建物があり︑

系の正統から嫌らわれる程︑宜長の古道精

年政府の神道国教政策にもとづいて︑平田

儒教︑仏教を激しく批判︑排斥し︑明治初

神を拡大︑強化し︑外来思想の故を以て︑

違を超えて︑

て︑猪の稲食ひあらし︑兎の豆畠に通ふな

あるいは宮守の翁︑里のおのこども入来り

﹁宛も昼はとぶらふ人々に心を動かし︑

これが西山荘である︒前庭に心字の池があ
び十畳敷の公の居間︑三畳敷の書斉などが

はれ︑これに対して︑廃仏反対の民衆の動

派国学者の神官等を中心に︑廃仏殿釈が行

り︑室内は六畳敷の玄関︑同じく溜間︑及
あり︑室内の﹁なげし﹂の﹁釘かくし﹂に

上れば︑夜座静かに月を待てば︑影を伴ひ︑

に今般ボストン美術館より︑東京国立博物

きや︑信教自由の主張が高まったが︵因み

廃仏殿釈等により海外に流出し︑ボストン

館に里帰りした仏画其他の逸品は明治初期

情であった﹂と想像する︒

又自らその一生を撰した梅里先生碑陰銘

燈をとっては胆躯に是非をこらすという風

ど︑我聞き知らぬ農談︑日既に山の端にか

﹁かき殻﹂を用いるなど︑当時天下の副将
軍と云われた老公の質素の仔まいである︒

公は元禄三年︵一六九○年︶六十三歳の

に︑う⁝⁝：神儒を尊んで︑而して神儒を

ときに︑家督を綱傑に譲り︑翌年この西山
七○○︶莞ずるまで︑約十年間ここに住ま

荘に隠棲した︒元禄十三年十二月六日︵一

駁し︑仏老を崇んで︑而して仏老を排す云

美術館に収蔵せられており︑国民として千
われた︒述懐の歌に﹁位山昇るもつらし老
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国民として受ける倶業所感と締観すべく︑

載の痛恨事であるが錬って考えるとこれも
ったろうか︒

の間私が山に登りつつみたものはなんであ

で︑排他的独善の極端な国粋思想は続いて︑

なっており欣ばしいと思料する︶一部固順

界各国人の鑑賞に供し︑日本文化の発揚と

又大乗的見地よりすればアメリカに於て世

からは決して完全に避けきれることはない︒

経験を深め︑技術を高めても︑登山の危険

ありえない︒どんなに人が精進し︑努力し︑

の危険から完全に避けられるということは

山が山であり人が人である限り︑山登り

てきたのだといえることである︒だがそれ

こから一戻ることだ︒恐ろしかったから一戻っ

法を講じればよい︒だれが象ていようがそ

に恐ろしいと思えば︑すぐ恐ろしくない方

すなおに恐ろしがることができる︒すなお

自分を偽らなければ︑恐ろしい時には︑

⁝⁝：・私はやっとそこに梨明をみた︒

遂に第二次大戦勃発の指導原理となり︑敗

ることである︒

ことである︒ついに自信をもって乗っ切れ

である︒もう一度一戻ってもよい︑また行く

よって無限に近く広げられるには違いない︒

だけでは単なる弱虫だ︒もう一度行くこと

しかし人が人である限りそれを完全に完全

らない︒だが安全の領域もまた人の努力に

が唱えられているが︑ここに於て︑一法に

山に行くからには︑それを知らなくてはな

偏せず︑執らわれない義公の態度に学ぶべ

な領域まで広げつくすことはできないのだ︑

戦の悲運に至ったことは周知の通りである︒

きではなかろうか︒文化的価値観の多様複

そこに人と神との違いがある︒

の生活においても精進し努力しなくてはな

あえて山におってばかりではない︑日常

違うことなのだ︒後者はがんばりなどとは

じつつ無理に雪崩道を強行するのとは全く

るまでがんばることをきらうのと危険を感

ようでまったく別のことである︒ぶつ倒れ

いで一戻ってきてしまうこととは︑似ている

すなおに恐ろしがることと︑がんばらな

雑化せる現今︑道義︑倫理と謂ふも︑従来
の固定的観念に執らわれず︑これに隣接す
る諸社会科学の粋を取り容るべきであると

ってはならない︒また登山の動機において

らない︒人としてなしうる限りの努力を怠

自分をいささかも偽らず︑人としてなし

だ︒

うる限りの努力をすること⁝⁝これのほか

およそ縁遠い︑むしろ卑怯でさえあること

るかも知れない︒それを厭うなら登山は即

山登りを続けることは許されない︒そう知

決してゑずからを偽ってはならない︒この

日にやめるべきである︑もしそのような山

ようにして山に登ってもやられることがあ

登りの糸は行なうことを許せるというなら

った時はじめて私の目のまえは開けたので

この日をもって私はほんとうの登山者に

あるＯ

登山を続けるべきである︒

自分を偽ってはいけない︑そして努力す
ることである︑それから後は向こう持ちだ
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現今道義が廃たれ︑倫理の普及と実践期行

一 ー

−

思料する︒︵本会理事︶
一登山者の

成長の軌跡︑

谷口現吉

I

今日に続く山登りの始まり

I

一年あまりのこうした歳月が経った︒そ

Ｉく﹄

‐ヘヘヘヘーーー）

成長させていった︒人間としてのほかの体

ろん体験と技量の進歩は私を登山者として

なったということができる︒その後ももち

語り合う喜びは大きかった︒

大地に足がついてる︾などと︑綱仲間達と

またやりがいのあることはない︒︽今こそ

みちた行動ほど︑青年にとってこのましく

一律のものではないだろう︒万人がみな異

知のしかた︑納得のかたちは︑決して万人

ずくで山に出かけて行ってほしい︒その承

った︒うす皮のはがれてゆくようにいつの

わけではないＯいつからというのでもなか

梨明がきたといっても︑突然そこにきた

真正面から取っ組んで︑それを承知で山に

のなかでさえ︑ほんとうに山登りの危険と

なのだろう︒登山家などといわれている人

いて実際に山に登っている当人たちはどう

今日ではどんな人でも知っている︒それで

でないと私はいま申したが︑教えること︑

ってはならないと私は思っている︒

のスポーツ登山とは︑これ以外のものであ

張って山に出かけて行けばよい︒ほんとう

分だけのものをしっかり身につけて︑胸を

自分で考え︑自分で納得して築き上げた自

決して何人をも強いてはならないことだ︒

だれからも強いられてはならないし︑また

なっているのが当然であって︑そのかわり

験の累加がそのまま登山者としての自分の
おわりに

間にか脱皮した︒そして省みてその時の自

登っているものは意外に少ないような気が

教えられることは決して強いること︑強い

山登りがあぶないものだということは︑

分の考えを整理してみると前記のようなも

一人でも多くの新しい山仲間にほんとうに

してならない︒私はそれを深く憂えている︒

うになった︒こうして私の上にも梨明がき

向上にも直結していることが自覚されるよ

のであったのだ︒この間︑不安のあまり山

られることではなく︑先輩の踏み跡をよく

もかく先輩に従ってがんばっていよう︑否

迷っていてもよい︑答えが出るまではと

誇り高い若人たちであるならばその覚悟︑

していることになるのだ︒もしきみたちが

死ぬという人生の大問題と真正面から対決

ることを承知で山に出かけて行くからには︑

山での危険は往炎にして死に直結してい

み跡にしたがって︑たどってみた︒もしき

私なりに知るに至ったかを︑実際の私の踏

程を経て︑登山の危険のほんとうの意味を

てしまうことをやめて︑私自身がどんな過

うに︑分類や解説によって結論を先に出し

はない︒そこで私は従来の登山技術書のよ

見つめることもまた決して己を失うことで

たｏ

登りから離れてしまうことをせず︑外形だ

それを知ってもらいたいのだ︒

と出たらその日に山登りをやめればよい︒

その決心にごまかしや妥協は許されないだ

強いるべきでなく︑また強いられるべき

けでも努力を続けてきたことは︑結果にお

山でのあの先輩たちの自信にみちた挙措を

ろう︒

いて一番賢明であったようだ︒

みろ︑きっとそこになにかある︑不安だが

のほんとうの意味をきみたちなりにつかん

みたちがこの踏み跡のなかから登山の危険

でくれるならば私はその目的を達したとい

どうか自分を偽ったり︑ごまかしたりし
しいのだ︒そしてあくまで納得ずく︑承知

ないで真正面からこの問題と取つくんでほ

もう少しがんばっていようという︑山岳部
と先輩たちへの本能に近い信頼と憧恨とは︑
私にとって正しいことであったようだ︒

それからの山登りは楽しかった︒自信に
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えるのだ︒

だが︑三

四の助言を記して本編を了ろう

ことができるはずである︒

でもきわめてすなおに反省し︑これを知識

それには自分の歩んだ道についてはいつ

登山の危険は往々にして︑当事者たちの

こそ山の危険を最少限にくいとめることの

として積み重ねてゆく態度が肝要だ︒これ

と思う︒

に何よりも大切なことは︑まず登山の危険

認識や判断とは全く別個に存在している︒

なぜならば︑登山の危険を回避するため
のほんとうの意味を染ずから知ることであ

は決して一致しているとは限らない︒安閑

恐ろしいと感じることと︑客観的な危険と

けうるはずであるが︑これは神でなくては

る︒

省みて

すという平凡なことにほかならないのであ

つまり人として尽くしうるすべてを尽く

ることも当然である︒

で︑したがって正しい科学の一異づけを求め

識もすなおに幅広く取り入れることが大切

もちろんその態度のうちには︑他人の知

できる最捷路だと私は信じている︒

るからだ︒そのほんとうの意味を知ったな

とゆうゆうたる心境の時︑危険がごく身近

らばだれだって︑おのずとそれに対処する
自分自身のやり方を打ち立てるに違いない

きみの登山経験︵否︑人生の他の経験をも

一致が随所に露呈している︒

不可能だ︒私の経験のうちだけでもその不

一致するようになれば︑遭難はほとんど避

その人の認識と実際の危険とが︑完全に

に迫っていた例はまことに多い︒

︑︑︑

からだ⁝：⁝︒︒この自分で作り上げたき承

自身のやり方をまず持つことこそ大切だ︒

あわせて︶が深く広くなっていけばいくほ

後はその態度をきみが抱き続けて行く限り︑

ど︑きみの登山の危険に対処する能力はよ
り強く︑より確かなものになって行くに違

本編は︑尽し得る凡てを尽す⁝︒：として

また危険を未然に防いだ好判断をかえっ
て本人すら意識せずに看過してしまってい

った私が︑ここに到達した日から五十年︑

終っているが︑当時気鋭の学生登山者であ

いない︒

ることも幾多ある︒実にすばらしい神にも

若い登山者の遭難防止を念じて・ヘンを執っ

たいだ

だがもしきゑが︑いつまで経っても自分

り︑愚なる焼倖の積象重ねが英雄を作り上

近い好判断が︑時には卑法︑怠惰に承えた

機が︑いつでも身辺にまつわりついている

ことに伍泥たることだが︑その難しさを思
○○○００○○００ＯＯ

凡てを尽すことが出来たのだろうか︒否ま

爾来私は登山の実践に於て常に尽し得る

てからでも二十五年経っている︒

のが山登りなのだ︒しかし︑いつも真剣に︑

にふれることなくこの小論を了える可きで

ひ知らされる日食の連続であった︒この点

まことに︑神の承が知る重大な幾多の転

げてしまったりすることもある︒

ぎようこう

他人の受け売りや模倣から抜けきらないな

自身で作り上げたやり方を持たず︑漫然と
ら︑きみがたとえどんなすばらしい経験を
ならないだろう︒きみはいつまでたっても

誠実にことに処している登山者にとっては︑

重ねてもそれはほんとうのきぷのものには
あぶなげの多い自信のない登山者であるに

すくなくとも自分の歩んで来た道について

︵四○頁下段につづく︶

◎○○○○Ｏ○

ものをきみ自身で打ち立てることだ︒

だけは︑たしかに信ずるに足る認識をうる

違いない︒要はごまかしでないきみ自身の
さて︑最後に︑重復するところもあるの
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Ｉｌｌｌ

千葉県鈴木とよ女

篠塚しげる選

が出来たといふ写生は真に迫る︒

○鐘の音概す新樹燦々と
○水に影映して結ぶ田植笠
○茶摘唄亡母の面影今も目に
あかぎれ

＠輝と漸く別れる頃となる

宴に新鮮である︒

る︒そのことを﹁輝と別れる頃となる﹂と叙したこの句は

うやく過ぎて春先の暖かい日を迎へる頃になると蝉も癒え

︵評︶俳句では蝉は冬の季語となっているので︑永い冬がや

千葉県石橋香峰

︵評︶母の乳を腹いつぱいに飲象足りた赤児の両頬にえくぼ

︑柿若葉飲承足る嬰児の両えくぼ

蝉

○噸りやせ坐らぎの谷うねノ︑と

︑春塵や格子戸暗き旧街道

者の目の当て方が素晴らしい︒

東京都景山譲衛

千葉県加藤刀水

︵評︶旧街道沿ひの家灸の暗い格子戸に春の塵を見つけた作

○子等の声去りて落花の分教場

いこ

○山吹きや音無き雨に暮れてゆく

石地蔵に白衣の遍路憩いをり

︑地虫出づ発掘土器の置場より

発表されているが︑この句の様に発掘された土器の置場か

︵評︶﹁地虫穴を出づ﹂の面白い句は今迄に多種多様に世に

栃木県渡辺清香

ら地虫が出てきたといふ句は大変珍らしい新発見である︒

○草の実をつけて孤老の庭を掃く

○水底に影を重ねて春の鯉

○花芽時思いのままに歩きたし

選者近詠

男体も茶臼もかす承芹を摘む

かつ

かけまくも祝詞︵のりと︶吹つとぶ植樹祭

喝浴びて禅堂辞すや青嵐

綜解く我等の明治はノ︑と
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弘道俳壇
○峨糾群るる旧道沿ひの池を訪ふ

￨

今云生口

高浦四郎︵銘／⑫︶細田武夫︵弱／︑︶

梶村昇︵弱／５︶笹川義孝︵調／３︶

伊豆山善太郎︵弱／３︶

小林宏︵弱／２︶三浦勝吉︵弱／３︶

青山つや︵弱／３︶中島英輔︵弱／１︶
畿ご寄付者芳名

古谷喜代次︵弱／３︶

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶
金弐万円也茂木啓三郎殿︵千葉県︶

西村英二︵弱／３︶久武雅夫︵詔／哩︶

小藤新一︵記／哩︶奥村弥生子︵弱／１︶

○児玉忠雄︵弱／４︶吉岡信︵弱／３︶

○渡辺与五郎︵弱／３︶

◎会費領収報告書

全噸舞館酷敬称略︶
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

後藤芳雄︵弱／３︶相川千代︵調／２︶

鈴木亀之助︵弱／１︶田中克己︵弱／３︶

松下貞子︵弱／３︶中里良男︵記／４︶

赤広正男︵弱／２︶原口徳正︵弱／３︶

乙丸正之︵弱／２︶高橋元雄︵弱／１︶

田中豊吉︵帥／１︶菊地庸一︵調／３︶

︹東京都︺

︵以上四︑五○○円︶

竹内一平︵詔／︑︶枇内大明︵卵／︑︶

関口宏︵記／４︶︵四︑○○○円︶

︵以上三︑○○○円︶

沼田真治︵記／９︶佐藤弘毅︵釦／３︶

中田はる︵弱／９︶奥村好恭︵弱／３︶

古屋豊︵弱／︑︶佐藤正英︵記／⑫︶

坂本義鑑︵弱／３︶斎藤作之助︵弱／哩︶

︵以上一︑五○○円︶

松山淳子︵鉛／２︶大木直正︵弱／３︶

北之園朗範︵弱／３︶︵六︑○○○円︶

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数は会費最終月です︒

小出廉二︵弱／３︶佐野茂子︵記／︑︶

︹神奈川県︺

︵以上一︑五○○円︶

近藤国雄︵記／５︶︵二︑一二五円︶

平川支会︵二十八名分︶

星野志朗︵鉛／３︶︵三︑○○○円︶

︵三三︑六○○円︶

︵七七︑○○○円︶

白葉支会︵二十三名分︶

︹埼玉県︺

大木好親︵弱／７︶︵三︑○○○円︶

︵七三︑五○○円︶

川越支会︵四十九名分︶

︹青森県︺

〃夕﹄口・卓ｒｈ︑〃一〃Ｕ﹃︒︒

○一戸竹治︵調／４︶︵一︑五○○円︶

″けも串４〃グ﹄毛ログＫｎ画一一・﹄︑Ｕ・〃﹄﹄・〃″︐毛﹄ＰＦｕｐ斌口・字︒砧

︵三十八頁よりつづく︶

めて執筆の機会を得たい︒

はないと思うのだが︑これについては又改

私の山登りについての考えは︑その後随

分変った︒裕りと云うか︑拡りと云うか︑

学生時代の様に自分にとって凡ての登山は︑

人類未到達地点えの精進の一里塚との拳考

これに対処する登山者としてのある可き考

えることはなくなった︒唯山登りの危険と

野口宗光︵弱／６︶加納松子︵弱／２︶

︵以上一︑五○○円︶

に及んでいる︒︵元・日本山岳会常務理事︶

え方については些も変ることがなく︑今日

○藤田博︵調／４︶○金子隆︵弱／５︶
︹千葉県︺

向井昌治︵弱／３︶福井透︵銘／９︶
宮崎勇蔵︵調／２︶中沢英二︵卵／３︶

池田竹夫︵弱／３︶加藤実之吉︵弱／３︶

杉山慎︵詔／哩︶花山腸子︵弱／１︶
夜久正雄︵弱／３︶花岡博︵弱／３︶
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言葉の

ひろぱ

た事︑誠に残念に堪えません︒教育勅語の
新しいものを作るように致したいものです︒

今の世相︑誠に寒心に堪えず一層の御健斗

大田区鈴木亀之助

を祈念して巳みません︒

毎号︑西村会長の稿は無学な私にも大変
分りやすく拝読させて頂いておりますが︑

先生の生前のおつき合いを︑まのあたり見

特に今回の里見先生えの追悼文は︑会長と
る思いが致し︑一字余さず読ませて頂きま

︑︑︑︑︑︑

より甚し︒然るに是等の徒は却って紳士の

して国家の為に害をなす者あり︒窃盗強盗

根本は学校や社会よりも第一にその少年の

感銘深く考えさせられました︒私は非行の

行問題は私も深く憂えている一人ですので

﹃弘道﹄早速拝訓いたしました︒少年非

保谷市小花和達男

祖西村泊翁先生訓は︑既に明治二十四年の
警鐘乱打なれども︑これは実に現代にも通

名を得て衆人の上に立ち︑衆人も亦之を尊

家庭︑親に在ると思っています︒大槻文平

ずる処の佳言︒﹃：⁝．然るに刑罰に雛らず

崇する者あり︑云を﹄とあり﹁末世の社

君︵一商の同級生︶の文もよ象ました︒ハ
ンブル・ライフは彼の持論です︒

第九○二号のご趣旨と同様﹁人心の荒廃﹂

道徳教育の頚廃が今日の社会不安を招来し

修身の科目が無くなり日教組の在り方で

世田谷区坂本義鑑

く︑毎月楽しく拝読しております︒

非常にバラエティーに富んだ執筆者が多

立川市赤度正男

に対しての頂門の一針でありましょう︒

会﹂を嘆かれております︒西村会長のお説

した︒

第九○三号誌第二七頁囲み記事︵遮稿︶会

世田谷区岩崎晶

弟

このような事件の数女を毎日のように新聞・
テレビで見せつけられるのには︑全くやり切れ
ない心地がします︒六月二日に発表された文部

抵え﹀︒Ｏ

▽学童が集団で先生を襲ったかと思うと︑こん
どは飲酒教師たちが共謀して教え子に繋行を加

編集後記

I

りません︒

竹の調査結果によると︑校内暴力は公立中学で
は実に七校に一校の訓で発生しているとのこと
です︒まさに鷲ろきでした︒
▽﹁三尺さがって師の影を踏まず﹂などと教え
られてきた戦前育ちにとっては︑到底夢にも考
えられなかった那態です︒
この現象は果して︑蝿かで平和に馴れすぎた
社会環境とか︑学校のマンモス化など丈けに因
るものなのでしょうか︒それとも︑日教組の指
導による永年の侃向教育がもたらした当然の帰
納だったのでしょうか︒あれこれの理由もさる
ことながら︑私には︑ひとの子を教育する査任
の重さを忘れたかのような一部現場教師の無気
力な﹁逃げ腰﹂の姿勢が目立つように思えてな

ます︒

背の先生は︑シンから〃小さな魂″にしみ込
むように私どもを訓えて下さったような気がし

▽本号は﹁師弟関係﹂の理想像を探求して︑四
人のベテラン教育評論家にご執筆いただきまし
た︒そのほかにバラエティーに富んだ随想五題
をも加え︑極めて充実した内容となりました︒
▽いよいよ︑本会の使命とする﹁道徳教育﹂を
強力に推進すべき時が来たことが捕感されます︒
︵渡辺蕪︶

昭和五八年六月云日発行年会費一︑五○○円

昭和五八年六月ご日印刷定価二五○円

発行人西村幸二郎

編集人片山清一

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

東京都千代田区西神田三ノーノ六

発行所蝿掴日本弘道会

振替口座東京四

四三一七

砥話︵二六こ○○○九番

郵便番号一○一

・一可
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文博・東大名誉教授

平川彰著四六版二○○頁定価二︑○○○円

般若心経の新解釈
二六○字の経典が説き明かす仏教思想の本質″

送料
二五○円

1
1

好著です︒

TEL03(915)1078

1

TEL03(261)0009振替東京4‑4317

仏教学の世界的権威である著者が︑般若心経に説かれた深淵な哲理で
ある空の思想と︑心経にきらめく仏教の基本的な教理とを︑平易に︑
かつ懇切丁寧に解説し︑解釈した珠玉の害︒人生の指標ともなるべき

㈱世界聖典刊行協会
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