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美しくすること
学問を勉めること︑職務を励むこ

うこと

教養を豊かにすること︑見識を養
財物を貢らないこと︑金銭に清廉
なること

ること

家庭の訓育を重んずること︑近親
相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行に
屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期す
信義を以て交わること︑誠を以て
身を貫くこと

五・六月号目次（昭和六十年）

足

黄︸たい

は破産して家をつぶし︑小民は身を減して刑罰を受けるのは︑大多数は足ることを知らないのに起因するのである︒

ならぬ︒わたしが世間の人を観察するに︑官吏はその長官のご気嫌をとり︑又は賄賂を贈り金銭にけがれ︑大商人

益を興すことの如きは︑おのずから界限を設けることなく︑足るが上にも益をこれを増加することを求めなくては

教えるのは︑快楽︑安逸︑財利などの私欲を節するという意であって︑徳を修め智を研き︑国のため人のために利

桑が

と考えている︒わたしは考える︑シナ人の知足の教は︑軽なしくこれを非難してはならない︒シナの古賢が知足を

となったのは足ることを知らないのに基づき︑シナの国勢の振わないのは︑足ることを知るという教を守るためだ

である︒近年西洋の学問に従事する者は皆知足の道を軽んじ︑人は足ることを知らないのが貴い︑西洋諸国が富強

足ることを知れば足らざるを以て足れりとするが故に︑常に足って求めるところがない︶といっているなどがそれ

ハ常二足ル﹂︵足ることを知らないことより大きな禍はなく︑ものを欲しがることより大きな答はない︒それ故︑

︿足ルコトヲ知ラザルョリ大ナルハ莫ク︑各︿得ンコトヲ欲スルョリモ大ナルハ莫シ◎故二足ルコトヲ知ルノ足ル

な

ければ人に辱められることなく︑その分に安んじて止まることを知れば危殆を招くこともない︶といい︑また﹁禍

なとが

トヲ知レバ辱メラレズ止マルコトヲ知レバ殆カラズ﹂︵名利ともに己の分に安んじて足れりとし︑その外を求めな

はずかしとどあやふ

が足ることを知ればいつもじゅうぶんだと考えて不足を感ぜぬ︒彼は富むものなのである︶といい︑また﹁足ルコ

ヲ知ル者︿富ム﹂︵足ることを知らぬものは︑欲望は限りはないから︑常に不足を感ずる︒それで富むとは言えぬ

シナ古代の賢人哲人には︑知足の道を人に教えた者が多い︒道家の如きはことにそうである︒老子が﹁足ルコト

知

ワシントンになるとよく足ることを知っていたのでその功名を全うした︒そうなら︑知足の訓誠を軽侮することが

かの西洋の大豪傑と称せられたケーザル︑ナポレオンなどは足ることを知らなかったためにその終りを全うせず︑

どうしてできようか︒

︵泊翁眉言第一冊︵五十ご﹁知足﹂の全文︶
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訓
泊翁先生

〜

１１

人生は出会である
今岡信一良

と︒私嘩ハックストンの基督教は卒業した︵或は除名された︶

仏教徒である︒仏教徒であるからクリスチャンでもある﹂

が依然クリスチャンの積りで居たので︑先生の所説には一

驚を喫した︒併し結局それが本当だということが段食判っ

て来た︒私は三年間文学部に在学したの象ならず︑宗教学
教師零ハックストン氏と出会った︒バイブル・クラスに出席

大正十四年には同じく姉崎先生の推薦により︑正則学院の

手として随行し︑ハーバード大学神学部の聴講生となった︒

先生が交換教授としてハー︑ハード大学に赴任された時も助

研究室の出来た時には︑姉崎先生の助手として奉職した︒

して英語の勉強をしたい為めであった︒併し結局︑クリス

明治三十年︑私は島根県松江中学四年生の時︑英国人宣

チャンになり︑宗教が私の人生に於ける最大関心事たるき

の校長名の卒業証書を受け取った教え子の数は一万人以上

校長となり︑昭和四十八年︵九十二歳︶まで勤続した︒私

に達して居る︒皆立派に生長して全世界に活躍して居る︒

っかけになった︒バックストン氏から教わった基督教は

私はそのような教え子たちに出会う毎に︑ァ尋へコベに︑私

﹁基督は処女マリアから生まれた神の独り子として絶えず
いうのであり︑高校へ進学するに及んで疑問百出した︒

っては︑正則人に出会うことは人生の生きがいである︒随

の方が弟子となって若返らせて貰って居る︒老骨の私にと

奇跡を行い︑結局陳刑に処されて全人類の罪を贈った﹂と
私は熊本の五高へ進学して︑吉田修夫君という先輩に出

って私は卒業生たちのクラス会や同窓会には必ず出席する

会った︒吉田君は私の宗教的疑問に対して︑﹁基督は神で

私は個人であると同時に︑家庭人であり︑東京市民であ

ことにして居る︒

り︑日本人であり︑更に国際人であるから︑私の出会う師

無く人である︒贈罪説などは信じなくてもよい﹂と教えて
英語の素養の優秀であったことを認めて︑新年度には特待

くれた︒更に吉田君は︑︾ハイブル・クラスのおかげで私の
生になることを予言してくれた︒更に龍南会︵学生自治会︶

ラエルにも︑︒︿キスタンにも印度にも中国にも居る︒要す

友は日本を始め︑アメリカ︑ヨーロッパのみならず︑イス

るに私は個体であると同時に共同体である︒マルチン・ブ

の幹部に推薦してくれた︒吉田君との出会によって︑五高
明治三十六年へ私は東大文学部に進学して宗教学を専攻

ー今ハー博士が邑崖２ｍ目①呂侭﹁人生は凡て出会である﹂

の三年間は︑私の全学生生活中・最善の時期となった︒

し︑主任教授姉崎正治先生に出会った︒先生日く︑﹁僕は
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といったのは誠に適切な名言である︒
︵特別会員神学博士正則学院名誉理事︶

男が泣いていいのは三度だけ

大塚正八郎
男が人前で泣いてい入のは︑一生のうちで三度だけ／︐

にして再起すべきことこそ誠の男なれと訓した言葉であっ

傷に溺れて涙するのではなく︑忍耐し︑反省し︑志を新た

父は︑その後二度と同じ言葉を口にすることはなかった

たろう︒

なかった︒

し︑わたしもそれ以後は意味なく涙をこぼすことだけはし

ところが︑何と︑その父が拭いもせずに涙で自らの頬を

濡らしたものである︒しかも︑当の息子の目の前である︒

た︒征く先は︑呉軍港の沖に停泊中の空母〃海庶〃︒

それは︑海軍々医学校を卒業して︑赴任する前日であっ

いた日のことである︒

った︒しかし︑配置決定のあとは︑家族との面会は許され

を予約されるに等しかった︒やはり︑一目会ってからと思

小学校の卒業近い頃だった︒僅かのことで涙をこぼして

ｌ男が泣いてい聖のほ︑親を亡くしたとき︑恩人が身
罷ったとき︑そして国が破れたときの三度だけだ︒それ以
外のときに涙を見せるもので砿ないｌ

るものではなかった︒そこで策を案じた︒偶を訪れてきた

時に戦局は日に酷しく︑空母・潜艦に乗組むことは戦死

両手を肩に置いて言われた父の思い出は脳裡に銘じられ︑

どこ

友人の姉に﹁明日中に何とか靴を一足届けて欲しい﹂と言

も売っている筈がない︒﹁済まなかった︒何処にもなくて

付けを頼んだものである︒当時は︑革靴など何処を探して

その言葉はいまだに耳架から消えない︒

男が泣いてい坐のは︑生涯に三度だけ／︑世に伝えられ

げる﹂と靴や外套を持出したとき︑全てが呑桑込めたらし

すく

いたい口実で１．それより︑土産に一足と外套を弟にあ

﹁いや︑実をいうと靴は何足も持っているんだ︒た堂会

ようであった︒

夕暮時であった︒一日がかりで街中を探してくれたもの人

Ｉ﹂と︑肩を落して父が軍医枝にやって来たのば翌日の

る名言ではなく︑名句でもない︒まして聖人や君子の訓し
その日︑一応は肯きながらも﹁そんなこと言ったって︑

には程遠い︒

れることはないじゃないか﹂と小さな反抗さえ示したこと

親だって二人︑恩人や恩師は何人もいるし︑それに国が破
であった︒

しかし︑これは失意のとき︑悲し承の折にも︑徒らに感
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い︒月の落ちる頃まで水入らずの会話のあと﹁いよいよ明
日出発する︒配置は空母に決まった︒頑張ってくるよ﹂そ
う言いながら差出したお茶を手にしたま坐︑父の口は開か
なくなった︒しばらくして﹁からだだけは気を付けて／︑

明日の朝お母さんにも来て貰う﹂言いながら立上った父の

百聞は一見に如かず

岩崎晶

﹁百聞は一見に如かず﹂とは正に名言であります︒この

事を如実に認識し得たのは嘗って中国旅行の折万里の長城

に接した時のことでありました︒︵因に私は中国へは北京の

のであろうか︒

目に涙が溢れ︑やがて頬を伝わった︒今生の別れを思った
父親の涙を見たのは︑このときだけ︒こどもとの訣れの

見聞を広め︑

に於て夫灸の

等︑その各地

林の洞江下り

州の佳食・桂

故宮・蘇州の寒山寺・上海のガーデン・ブリッヂ・香港の夜景・広

Ｊ§

雛

とき︑自らの曾っての言葉を忘れたような涙に戸惑いなが
ら︑父親の愛情の註りを感じた︒

蕊識識識
・羅溌侭輔齢鐸仙薄

色々な体験を

いたしまし

た︶

籾︑﹁万里

の長城﹂こ

そは人力を

総動員した

驚悟そのも

のと云って
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生涯に三度／︑とは︑意味なく涙するのでなく︑省みて
辱じることのないときには︑ありのま皇の姿で泣くべきも

騨評

，砧。

の哉と覚った︒まさに死生を決する旅立ちの日であった︒
圭︒Ｌ

そのとき︑幼い日の遠い思い出と言葉が︑電撃のようにつ

騨醒・鯵

』F熱

き刺った︒凝然として父を見詰め︑寒夜の虚空を仰いだ︒
f:

職
．

世に言う名言・名句に遠くとも︑爾来わたしにはまさに
人生の指針に等しい︒亡き父の面影と父の涙とともに生涯
忘れ得ない言葉である︒泣くべきときに泣ける人でありた
︵特別会員筑波大学名誉教授・医学博士︶

守甥＃吋呼

驚

い︒退齢を過ぎた今でも︑この思いは変らない︒

i
,
灘
.
;
縦

よろしい程の構築物であります︒人間が協力し合って事を

﹁力﹂を発揮し得るものであることを如実に悟りて︑正に

ではなくて︑２×４１８つまり足し算ではなくて掛け算的

ちから◆

﹁百聞は一見に如かず﹂との金言を身を以て体験したので

・もロくせい

実証的に自分の目で見詰めたものです︒

謹議溌蕊溌蕊蕊蕊識蕊醸醗懇

滴江下りは流転の一大

雄であります︒

けがたく︑東西河川の両

下りを西の竜とすれば︑ 潤江下りは
でで
ああ
りり
︑︑ 甲 乙 つ
は東
東の
の虎虎

と讃えられ︑潤江の流は素晴らしく︑小生が曾遊のライン
１

次︑中国華南の桂林は︑秋には町中木犀の花が咲き誇っ
○○○○○○○○○○
てその芳香が充満すると云う︒﹁桂林の山水は天下の甲﹂

あります︒

成す時には実に偉大なる﹁力﹂を発揮するものと云う事を
最近はＴＶや写真で容易に茶の間にても︑視覚的に表面
︑︑︑︑

的に捕えることは可能ですが︑その場に於て足を踏まえて
○

立つという事は︑城そのものとの一体感がひしひしと迫っ
月世界よりも遠望し得ると云う﹁万里の長城﹂こそは︑

て来るのであります︒

まして︑時の統治者の強大なる権力がなくてはであります

文字通り世界一の宏大建造物であります︒勿論︑条件とし

門口料︲恥︑誠心Ｈ幹越・臨口神︒

kbノ

覗鴇強哉独熱諏識鉾翻

い事をやってのけるものであると︑つくづく感得しました︒

いもの︑丸っぽいもの︑

絵巻物︑南画独特の細長

両岸に時立︑仰望晴藍天︑

天然造化神工の妙︑雄偉

ゆうげん

無比︑消えては現われる

もある︒陽朔迄の船上で

断崖壮観であり︑幽幻で

の六時間は正に夢中の如

し︒清澄なる川の流れ︑

筏船の舟人︑水面にうつる山影︑ 詩人ならでも作詩の情切

／ 戸 、

が︑人間の協力的精神︑﹁力﹂が到底一人にては為し得な
この協力の精神︑心が人間をして他の動物よりも優位を得

Ｏ

せしめたのであり︑猛獣・怪獣と一対一では歯が立たずの
筈であるのに﹁万人の力﹂を綜合・結集することで実に驚
くばかりの仕事を成就せしめたのであります︒
うね

﹁百間は一見に如かず﹂全く想像していたより巨大であ

り東に西に︑北へ南へと雲間に消えゆく長城の拠り︑恰も
昇天の竜の如き有様を眺望しておりますと︑﹁些細なこと
︑︑︑︑

やつまらぬ身辺の悩染事﹂などは笑止千万ノ．忽ちにして
雲散霧消してしまうのでありました︒

ひたすらに感激が心の底から彦象出て来て荘然自失とは
この事哉と︑圧倒されました︒人間の力はでは２＋４１６

そそり立つ怪石︑奇岩︑

奇峰の群立︒千変万化︑

鍵

々︑言語に絶する仙境︑﹁百間は一見に如かず﹂の言葉通

りでした︒︵特別会員︶

流水

の山の子どもたち﹂︵講談社刊︶の中のひみつの山の子ども

たちの遊んでいる小川はそこのことである︒

それかあらぬか︑私は︑心の底に残っている︒あの水の

流れに引かされて︑この頃になり︑先輩俳匠のご指導のも

とに作句をはじめ︑俳号を特に﹁流水﹂と名付けていそし

んでいる︒︵老いぬれば︑思い出ばかり春逝きぬ︶人生は流れゆ

ている︒

流水のように︑先を争わず︑又逆らわずに送りたいと思っ

く水のようなものであるとの自覚のもとに︑自然のま坐︑
〃流水″は﹁先を争わず﹂そして︑﹁逆らわず﹂との言葉

上山定治
に魅せられた私は︑この心を心として︑世に処してきた︒

それは︑信濃の国の南と︑中央アルプスの山峡の間の伊

に思いを走らせて︑一層の尊敬と愛着を懐いている次第で

川の流れのもとに世界の文明が生れ︑宗教の育ったこと

かいあい

那谷を流れている天童川に注ぐ小渓流の辺に生を受けた私

ある︒

きたせいかも知れない︒又時として風に乗って上ってくる

に紹介し︑流水のことに心を走せ楽しんでいた壁きたいと

或る友人が調べてくれた︑周知の漢詩等をいくつか︑こ坐

我国に於ても︑この流水を歌い綴った詩歌等も多いが︑

ほとり

が︑幼い日から︑その清流のせ入らぎに︑耳目を洗われて
天童川の瀬音に耳をかたむけて・いた故かも知れない︒︵伊

思う︒

那谷については︑地質学者の東大教授鎮西博士が﹁地質を
調べて各地を歩いてぷて︑伊那谷ほど壮大な自然に恵れた

こころ

︑ものい

落花語わず空しく樹を辞し

所はあるまいとつくづく感じるようになった︒東西に連る
三千米級の赤石山脈と木曾山脈︑その間に広がる段丘と扇

流水情無くして自ら池に入る︵唐︶白居易

風景である︒名高い北米のグランドキャニオンでさえその

一輪池上に明かなり

明月流水を愛し

︵清︶衰枚

えんぱい

状地の美しい緑に包まれた谷は私たちの見なれた伊那谷の

のスケールは世界的といえそうである：⁝・﹂とある郷土誌

深さは二千米弱︑幅は伊那谷の半分位であるから︑伊那谷
に書いておられるが︑又︑富山和子さんの近著の﹁ひ承つ
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金谷関杜牧
繁華事散香塵

へ外出する者もあった︒

私も︑その例に洩れなかった︒午前中は馬運動をし︑午

私の所属していた第五中隊は︑一般小銃中隊であった︒

後は黒河の町へ外出していた︒

その一般小銃中隊所属の私が︑馬運動するのは可笑しい︑

流水無情草木春
日暮東風怨暗烏

て︑午後は︑鉄道で黒河に外出し︑昼食に中華料理を食べ︑

原野を走り廻ることが出来て︑気分も爽快になった︒そし

私は︑この馬運動が︑大きな楽しみであった︒広食した

せて貰えた︒

馬に乗り度い者があれば︑機関銃中隊では︑容易に馬に乗

い馬は裸馬で後部から付いて行った︒それで︑私の様に︑

馬小屋から出して︑馬運動をするのであるが︑乗り手のな

日の午前中︑馬運動をしなければならなかった︒馬を全部

た︒そこには︑相当数の馬があった︒馬のある中隊は︑休

第五中隊の所属する第二大隊には︑第二機関銃中隊があっ

知れないが︑私は何時の頃からか︑馬を好きになっていた︒

演習や勤務の関係で︑馬に乗った機会があったからかも

と思われるかも知れぬ︒

落花猶似墜楼人
ま た ︑ 孔 子 は ︑ 川のほとりで流れる水を見て﹁逝くものは
お

斯 く の 如 き か ︑ 昼夜を舎かず﹂と嘆じた︒︵東京都会員︶

倒れて後やむ
五味篤義
昭和一五年夏頃︑私は︑歩兵第四九連隊第五中隊所属の
当時︑部隊は満州国︵現在の中国東北部︶黒竜江省神武屯

見習士官であった︒

周囲は︑低い山脈が東西に走り︑その南面に広がる原野

に駐屯していた︒

う︑この頃になると︑私の乗る馬は︑自然と決められて来

ったが︑相変らず︑休日毎の私の馬運動は続けられた︒も

昭和一五年秋には︑私は少尉に任官し︑営外の官舎に移

トーキー映画を見て︑部隊へ帰営した︒

演習のない日曜日や休日には︑勤務のない兵隊は︑午前

た・﹁此花﹂と云う牝馬であった︒人々は︑私のことを︑

者の官舎︑満州国人の民家三軒の寂しい静かな処であった︒

があって︑旅団司令部︑歩兵第四九連隊︑病院︑営外居住

中銃剣術などを行い︑午後は内務班で休養したり︑酒保で

このはな

憩いを取ったりしていた︒また︑約一二キロ程離れた黒河
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此花少尉︑と呼ぶこともあった︒
この頃︑私の頭に浮んでいたのは︑倒れて後やむ︵以下︑
﹃この言葉﹄︑と略称︶の言葉であった︒

現在︑岩波の国語辞典には︑この言葉は︑物事を死ぬま

当時︑駐屯地を中心とする交通方法は︑列車詮自転車︑

徒歩︑であった︒部隊にも自動車があったが︑ガソリン温

存の為め︑使用されなかった︒何処へ出かけるにも︑私は︑

かった︒行動は︑一日がかりが主であって︑朝︑部隊を出

私の馬による行動は︑私の馬当番には余り負担を掛けな

ての作戦任務の為めであった︒

この馬を使用した︒私の行動は︑既に︑米軍上陸を想定し

当時は︑この言葉は︑途中で挫折しないで最後までやり

かけると︑帰営は︑大抵︑夕方であった︒朝︑馬当番が出

でやり通す︑と訳されている︒

にあるようなものだ︑と思っていた︒

軍隊に居たとは云え︑私は︑一度も乗馬訓練を受けたこ

る︒共に歩るき︑共に休憩し︑共に飲食した︒

発用意をして呉れれば︑後は︑私と馬とのだけの行動であ

貫くことだ︑然も︑人間の為めのものではなく︑馬の為め
それは︑馬を倒れるまで使ってはならぬ︑馬を使い倒し

とがなかった︒独りで訓練した︒最初は︑鞭︑拍車を使用

て了えば︑その馬は廃馬になる︑と教えられていたからで
感じていた︒反面︑人間は最後まで遣り抜くことはなく︑

必要なくなった︒難しく云えば︑騎坐と腰との働きであろ

もあろう︒事実︑馬は倒れるまで忠実に働いて呉れる︑と

うが︑そんなことを知らないで︑この馬と離れられない日

したが︑その内に︑それらを使用しなくなった︒手綱さえ

これは︑意志の弱い私自身のことかも知れぬ︒生半可で

途中で挫折するのが多い︑と感じていた︒

止めて了うのは︑私一人かも知れぬ︒恥しいことだ︒馬の

にも左にも行った︒後退もした︒崖も登った︒川も渡った︒

常になっていた︒この馬は︑何処えでも行って呉れた︒右

これは︑私が上達したのではない︒馬が連れて行って呉

塀も越えた︒柵も飛んだ︒そんなことを自然に遣っていた︒

ように︑一心不乱に最後まで遣り通すべきだ︑止めるのは
昭和一九年七月以後の私の二度目の召集は︑独立工兵第

倒れた時だ︑と心を励ましていた︒

六三大隊であった︒この部隊は︑千葉県松戸市に駐屯して

った︒私は安心して︑馬の運動に任せていた︒馬も私を信

れたのである︒私は落ちないように乗ってさえいればよか

人間といるよりは︑馬と一緒にいる方が安心であった︒

用して運動していたようである︒馬は︑私に甘えたりした︒

いて関東平野防衛の決戦部隊であった︒ここで︑私は︑乗
この馬は︑箔の強い牡馬であった︒私と当番とにはよく

馬本分者として︑自分の馬を支給された︒
懐いたが︑他の者には手古摺らせた︒
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ずれば︑素直に一生懸命に行動する︒自分が駄目になるま

向がある︒だが︑馬には陰日向も︑裏も︑表も︑ない︒命

人間は信じられないことがある︑裏切ることがある︑陰日

会長の助言で踏ん切りがついた︒止めたのである︒

ることなら乗馬を続けたい︑と願っていた︒それが︑西村

たからである︒病後も︑私は︑乗馬に未練があって︑出来

道会の西村幸二郎会長から病後は乗馬を止めろ︑と云われ

︵山梨県会員︶

︵岩波文庫﹃福翁自伝﹄三○六頁︶

の中に置く︒まず︑福沢諭吉の語りを聞いて糸よう︒

容易ならぬ事に当たるとき︑私はひそかにこの言葉を胸

斎藤喜門

事をなすに極端を想像す

お笑い種だが︑胃癌で倒れて後乗馬をやめたのである︒

で行動する︒こう云う馬の行動を真似なくてはならぬ︑馬
を手本にしなくてはならぬ︑と思うようになっていた︒

こう書いて来ると︑これは︑馬に関する体験談になって
了ったかも知れぬ︒そして︑馬の専問家や愛好者から見れ
然し︑私は︑馬との生活の中で︑このように馬を見︑こ

ば︑この私の記述は間違っているかも知れぬ︒
のようにこの言葉の意味を知った︒

人によっては︑この言葉通りに実行するのは馬鹿げたこ
とだ︑倒れて了えば人生終りで︑愚かではないか︑と云わ
ではなくて︑意志強固に遣り通すことだ︑と理解すべきか

れるかも知れぬ︒また︑この言葉は︑倒れるまで遣ること

短かに申せば︑すべて事の極端を想像して覚悟を定め︑

︵前略︶元来私が家に居り世に処するの法を一括して手

それは︑その人の感じ方である︒この言葉をどう理解し

も知れぬ︒

マサカの時に狼狽せぬように後悔せぬようにとぱかり考
たと

てもよい︒夫々の人によって︑夫々に解釈されてよい︒倒

えています︒⁝⁝例えば私が自身自家の経済については︑

けつじょう

れた時は事の終った時であり︑終った時は倒れた時である︑

何としても他人に対して不義理はせぬと心に決定してい

悔することがあろうと思って︑手を出すことが出来ない︒

を犯して失敗したときは必ず狼狽することがあろう︑後

利益がある︒そうすれば金が出来るなど言っても︑危険

るから︑危ないことを犯すことが出来ない︒こうすれば

あぶ

と︑私は解釈して来た︒

終戦後も︑私は︑土曜日︑日曜日になれば︑泊りがけで︑

牧場へ︑馬に乗りに行った︒胃癌で倒れるまで乗馬を続け
た︒

現在は︑乗馬を止めている︒乗馬を止めたのは︑日本弘
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たと

︒：⁝例えば慶応義塾を開いて何十年来様々変化は多い︒

になって︑やＬ困っている始末である︒

増築も含めて私は家を三回建てた︒金を積んで建てられ

ふ

たことは一度もない︒銀行ローンの外入るところを十分押

へ

時としては生徒の減ることもあれば増えることもある︒

さえてから建てるにかかるが︑それでも金は手に入れるま

第二の策を立て︑それが出来ないときは建てなかった︒実

では水ものだと考えて来た︒もし断られたらこうしようと

たびノ︑

ことも度灸でしたが︑ソンナ時にも私は少しも狼狽しな

ただ生徒ばかりでない︑会計上からして教員の不足する
い︒．：⁝腹の底に極端の覚悟を定めて︑塾を開いたその
なんどき

時から︑何時でもこの塾を潰してしまうと始終考えてい

際その通りになったこともあったが︑あわてることはなか

な人生を歩いているわけではないが︑彼のこの言葉は私の

とても福沢諭吉ほど腹もすわっていなければ彼ほど大き

った︒

るから︑少しも怖いものはない︒︵後略︶

これはまことに腹のすわった態度である︒これに接Ｌた

大きな指針である︒︵特別会員日本体育大学教授︶

のは昭和三十年代前半であったようだ︒昭和三十六年に︑
国的な研究会を組織した︒全国的というと聞こえはいいが︑

天気は向う持ち

五○年以上も前のことである︒﹁谷口︑天気は向う持ち

谷口現吉

飛田多喜雄という先生を会長に︑私が事務を引き受け︑全
各県多くてこ︑三名の五十名ばかりの会員で発足した︒そ
のモットーとしては︑会員を増やすことをしない︑どこか
らも寄付金を貰わない︑研究会に講師を頼まないとの三点
であった︒最初の年︑箱根で合宿研究会を開いた︒今日ほ
の時私は︑たとえ一人も参加者がなくても︑会を企画した

に納得して︑生涯の糧とすることが出来たのは︑ずっと後

だよ﹂と何気ない風に云はれたこの言葉の意味を自分なり

ど豊かでない時代︑はたして参加があるか分からない︒そ

にならなかった︒その後こういう会だからいつ潰れるかし

私たち数名でやればいいと腹を据えていたからそれほど苦

雪に埋れた山小舎は昼間でも暗く︑終日石油ランプをつ

年のことである︒

と思ってやって来た︒ところが二十数年経って︑一回も研

けていた︒小舎の換気が悪いので︑暖をとる為に焚く木炭

わり︑そんなことに気を造わずに思いきってやっていこう

れないが︑参加者がなくなったらそれまでである︒そのか

究会を休んだことはないし︑会員も断りきれずに百数十名

（11）

なって了うのだ︒ふだんから口数のすぐないリーダーは心

の一酸化炭素がこもって︑がんがん頭が痛く︑食欲もなく

登山者の真骨頂が顔を出す︒

否︑決断の必要に迫られて︑右せんか︑左す可きか︑迷い

て適切な行動をとる為︑屡を判断の岐路に立つことがある︒

僅かな妥協が安きを盗むきっかけとなり︑加えて﹁自重﹂

苦しむことは天候に係ること許りではない︒こんな時こそ︑

﹁安全﹂がその妥協を糊塗する美名となって︑唾棄す可き

なしか更に無口になって︑とりつく島もない︒当時は携帯
世の中のことは何も判らない︒観天望気の他天気予報を聞

卑怯と堕落が足許に忍び寄って来るよすが︑とさえなる︒

出来るラジオなど無かったから︑一旦人里を離れて了うと︑

れした環境である︒

は許されず︑又何人もこれを批判することは出来ない︒

然もその判断も決断も現場にある本人の他︑神と錐も容味

くことが出来ないのだから︑現在の南極基地よりも浮世離
まだ二︑三日しか経っていないのに︑何も覚悟せず先輩
について来た新人の私は︑こんな生活がいやでたまらず︑

明日こそ晴れてくれと念じ乍ら用便の為夜になってから

待つ資格がある﹂と云うことなのである︒

のではなからうか︒即ち﹁人事を尽したものだけが天命を

事に処して可能たる努力を凡て尽したものだけに許される

だから胸を張って﹁天気は向う持ちⅡ﹂と云えるのは︑

外に出て見ると︑稜線の風雪は少しも衰えず︑油断すれば

もう山を降りたくて苛をし始めた︒

吹き飛ばされそうな︑凄まじい地吹雪である︒逃げるよう
ったのだが︑間髪を入れずに返って来たリーダーの言葉が

如何なる悪戦に処しても︑莞爾として﹁天気は向う持ち

途の遠く更に険しいことが︑癖をと胸に迫って来るのだ︒

自分の過古を省承ると︑その拙さが思ひ知られて︑この

に小舎に戻って︑訴え顔に﹁また明日も駄目ですね﹂と云

﹁谷口！天気は向う持ちなんだよ﹂とだけだった︒ふだ

五・五記︶

︵本会評議員元日本山岳会常務理事︶

さ﹂と胸を張った生涯を過したいものである︒︵一九八五︒

んの穏かな口調ではなく漂然たる強い響きがあった︒次の

た︒

日も天気が悪く︑翌盈日かに風雪の小康を縫って山を降り

何年か経って︑私私
室が指導する立場に立った時︑ その意味
を改めて考えて見た︒

まこ
こ︲
とに予測がむづかしく︑ こ れ に 対 処 し
山の天候は︑ま
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錬書あるを知って
錬心あるを知らず

丹治思郷

︵筆︶などにいたるまでくまなく現わされるといわれてい

心や態度は勿論のこと︑書く時に使った用材︵墨︶や用具

る︒

書は確かに︑それを書く時︑場︑人︵作者︶の総べてを

くまなく現わすものではあるがそれを受けとる側︑即ち鑑

いたものは言い表わしたいことばを全部書き尽くすことは

書は言を尽くさず︑言は意を尽くさず︒とよ象︒文字で書

の人の関心とか関係の深さとか高さによって︑深さほどに︑

同体として理解する性質のものであって︑その理解は︑そ

ると同時に︑それをみる側の心や態度も含まれ︑一種の共

れる性格のもので︑作品をつくる側の心や態度があらわれ

る側に立つ人間と作者の心と心の交流によってのみ伝えら

できない︒また︑ことばは心意を全部言い尽くすことはで

また高さ程に知ることが出来るもののようである︒

﹁子日︑害不レ尽レ言︑言不レ尽レ意﹂繋辞上︒

っても︑自分のすべてを相手に伝えることは不可能なこと

きた生命を与える業であると信じている︒

私は︑此の書は︑文字を美化するためにあり︒文字に生

とが出来るのである︒

人間的性質をおびると同時に社会的なものであると言うこ

か上る意味からすれば︑書は芸術と言われ乍ら︑極めて

きない︑という意味で︑結局は︑人間は如何なる方法をと

えている︒

である︒いや不可能といわづとも︑容易な業ではないと教
此処に書き示されている害は︑文字で書いた︑その文字
の内容即ち意味をさしていると思うが︑書には更に︑害そ
のものの表現である︑書きかた︑とか︑書く態度や姿︑更
がある︒

ない人には︑言葉や︑文章以上に伝わり難いものであるよ

心の奥底までも︑伝わる人には伝えることが出来︑伝わら

相手に伝えることの出来ない︑世界なり︑人生観︑更には

また︑書は︑文章をもっても︑言葉を使っても︑決して

・これを中国に於ては書とよび︑日本に於ては書道と呼ば

にはそれが形となってあらわれた︑造形というような部面

れることが多い︒多分これは︑書を作る技術に重さがおか

承る者も同時に︑自己に正直である︑ことではなかろうか︒

この害が要求するものは︑それを作る者は勿論︑それを

うだ︒

るかのちがいであろう︒

れるか︑かく態度とか心がけというようなものを大切にす
さてこの書は︑前に述べた言葉とは裏はらに︑書く人の

（13）

正直であることも難かしいが︑正直という意味を正しく

更に︑この書道史には︑芸術に遊ぶものは筆よりも心が

広い心にも只倉頭の下る思いである︒

るを知らず︑と戒めている︒と書き綴ってあるが︑心して︑

第一である︑中林梧竹も書家は錬書あるを知って︑錬心あ

理解することは更に難かしいことである︒
﹃新説和漢書道史﹄︑酷鉾塞噸著︑﹁風信帖﹂︵空海筆︶︒の文

︵特別会員兵庫教育大学助教授︶

私の八十余年の体験による人生訓は︑次の五ケ条で︑日

寺崎隆治

本弘道会綱領の実践にほかなりません︒何らかのご参考に

私の人生

書作は勿論︑書の鑑賞にあたりたい︒

中︑﹁量し商﹂とあるのは商量の誤りである︒誤ったのを知
って他に二三通︑書き直したのであろうが︑やはりこれに
られる．：⁝と述べられている︒

勝るものはなかったのでやむを得ずこれを送ったとも考え
此処で正直を問題にしたいのは﹁やはりこれに勝るもの
はなかった﹂というくだりである︒

空海が最澄に送る書信文である風信帖︑一宇の誤りのた
やはり空海の偉大さは︑この優れた風信帖をつくったと

めに幾度か書き直したという行為︒

いう造形表現上の承ならず︑自分の気持を︑すみからす承

第一﹁人生は誠なり﹂

まこと

なれば幸いです︒

の書信であったと確信したことと同時に︑商量の誤りを︑

まこと

○

素心︑謙虚︑無我︑無欲︑正直︑真実など︑すべて空から

Ｏ

私は誠の極致は︑般若心経の空であり︑自然体︑平常心︑

○

まで︑書き現わすことの出来た書信は一宇誤字のあったこ
﹁量し貝﹂を正直に書き記して送ったことにあると思うので
ある︒

る﹂ということばがありますが︑長い目からぶればこれは

間違いで︑友人間の交際︑政治︑経済︑教育︑外交︑貿易

発し︑空に通ずるものと思います︒﹁正直ものは馬鹿をみ

など︑すべて正直︑信頼が第一義で︑欧米の教育では︑正

此の場合︑身分の高い最澄に書き送る書信を一字訂正し
れなかったことは︑とりもなおさず︑その本当の空海の心

直で嘘をつかないことが最も大切とされており︑ジョージ

てまで︑自己のありのま上の其の時の姿を伝えずにはおか

間であることを信じたが故にでもあろう︒

・ワシントンが︑桜の木を切り︑父親にとがめられたとき︑

を最澄が読拳と堂け︑見透すことの出来る偉大さをもつ人
また︑それを素直に受けとめ読みと営けた最澄の大きく
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訓

終戦直後の大混乱期や困窮のとき物心両面にわたり援助

非常にプラスになることを痛感します︒

ます︒数年前︑わが某外務大臣が米国より帰国後︑日米共

してくれたり相談相手になってくれた人はみな良友であり

﹁それは私です﹂と正直に答えたことが手本とされており
同声明には︑拘束力はないと発言し︑国際的信用を失墜し

と同様であります︒悪友と交わったり︑悪書と親しむこと

また︑古今東西︑内外の良書を選び精読することも良友

ました︒

これは今より一三八一年前︑推古天皇のとき︑聖徳太子

は人生を害し︑時間の労費であると思います︒孔子は﹁四

第二﹁和を以て貴しと為す﹂

たことがあります︒

の制定された憲法第一条のことばでありますが︑家庭︑学

十にして惑はず︑七十にして心の欲する所に従い矩を蹄え

一八五四︶が言志

のりこ

要なことと思います︒家庭内における夫婦晴一嘩︑親子の対

校︑実社会︑国内をはじめ︑国際関係においても極めて重

代後期の哲学者佐藤一斎先生︵一七七一

ず﹂と教えておりますが︑これは理想であり︑私は徳川時

て衰へず︒老いて学べば死して朽ちず﹂と教えているように︑

晩録で﹁少くして学べば壮にして為すあり︒壮にして学べば老い

立︑学校内における暴力︑先生と生徒の争い︑会社内︑労
米ソ対立︑イラン︒イラク戦争が続いたりすれば︑一家︑

００００

一生が勉強であり︑修業であると思います︒

使の不和︑対立︑国会内︑政党内の闘争︑が行われたり︑
一国の平和︑繁栄は︑もちろん︑世界の平和発展は︑とて

ぱ立たず﹂で互いに仲よく相手の真相︑立場を理解し︑主

ても︑このことばが盛んに用いられております︒﹁不易と流

時教育審議会﹂や﹁文化と教育に関する懇談会﹂等におい

﹁不易と流行﹂は俳聖芭蕉のことばであります︒最近﹁臨

第四﹁不易と流行﹂︵変化︶

張すべきことは正を堂々とわかり易く主張し︑互いに信頼

行﹂の哲学は︑俳句ばかりでなく人生においても極めて重

も望むことはできません︒孔子が言えるように﹁信無くん

り︑世界の平和︑繁栄に大いに貢献すると思います︒

し合えば︑一家一国内及び国際関係は和気露点能率が上が

ります︒一期一会︑日々是好日︑会う人を大切にし︑良友

﹁人生は人と人との出会いである﹂というのが私の信条であ

府が︑二十一世紀に対応するために︑財政︑行制︑教育を

道徳であり︑また戦後四十年︑国民の経験に鑑象︑わが政

に孝行︑先生尊敬︑報恩︑正直︑遵法︑博愛などは不易の

要であると思います︒皇室敬愛︑愛国心︑祖先崇拝︑父母

︵先輩︑同僚︑後輩︑内外人等︶とよく交わり︑切瑳琢磨して

改革しようとしたり︑国民が︑その独創力︑個性を大いに

第三﹁良友相親しむ﹂

ゆくことが個人にとっても国にとっても国際間においても
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ことは︑﹁流行﹂であると思います︒

のそれ︑印度の文明を森林の文明と規定し︑西洋の文明は

粗末であったのだが︑西洋の文明を城壁・煉瓦とモルタル

その全能を発揮することはできません︒エマーソンがいえ

西洋の学芸・思想の糟粕を嘗るのでなく日本の文化伝統を

と説く文言は︑まさに金言名句として鮮烈な印象を残した︒

則に立つもので︑相互不信︑抗争征服の世界を生糸出した

自然と人間︑自他の絶対的な差別︑分割しかして支配の原

発揮して科学技術︑学術︑芸能を開発し︑文化を向上する
第五﹁健康第ご

るように﹁健康に優る富はない︒第一の財産は健康である﹂と

る︒それはわれらの父祖先人の遺した教え以上のものでは

大切にしよう︒その後の筆者の考え方と深いつながりがあ

人間はいかに優れた能力を持っていても︑健康でないと︑

は至言であると思います︒私は健康保持の五原則として

五年間を通じて漢文の授業があったから︑中国の多くの

ーというような状況であった︒

あった︒勿論︑男女共学ではなく︑女学生との交際はタブ

あり︑また軍事教練が課されるようになったのもその頃で

士官であった体操の教員︑将校であった理数科目の教員が

から修身の授業を受けた︒軍備縮小の頃であったから︑下

稚心を去れ筆者が在学当時の中学校では︑校長先生

ことである︒

影響を及ぼすか︑青少年の読書指導を考えるとき思い出す

参入したわけである︒著名人の言論が青少年にどれほどの

ないが︑筆者はタゴールの著書を機縁として日本の道統に

﹁心の安定︑適度の運動︑適切なる食生活︑快眠・快便︑定期的健

︵特別会員元連合艦隊参謀︶

康診断﹂の実行が大切であると思います︒︵詳細省略︶

｜紳岬加帥皿順暇抑

新美忠之一
タゴールの言葉昭和四十五年秋︑中日新聞企画の
﹁わが青春の本﹂に一文を寄せたことがある︒筆者が中学

生であった大正後半の頃︑世間一般は舶来誇示・西洋追随

の授業の中でいつとはなしに内外の諺をも習った︒それら

故事・教誠をはじめ名言名句を習った︒国語・歴史・英語

の風潮であった︒その中で西洋文明批判の視座を明示し︑
筆者の日本への回帰の機縁となったのがＲ・タ録コール︵東

めに美田を買はず刈と共に特に強調して教えられたことを

の中で橋本左内の〃稚心を去れ″が西郷隆盛の〃児孫のた

洋最初のノーベル文学賞受賞者︶の著書であった経緯を述べた

未熟な学生の頭でどれほど理解できたか︑今考えるとお

ことであった︒
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思い出す︒

筆者はこれを特に坐右銘とすることもなかったが︑わが

しただ

額面に認められている文言がこの〃病を隠す者は良医を得

庭内暴力・校内暴力・車内暴力・暴走行為・集団的ないじ

での族と同じことふして︑それなりに努力したと思う︒家

一人前の思慮分別ができるようになれ︑など当時一般家庭

かけて二度も東京市長になられた︑著名な永田秀次郎氏で

この額面の筆者が︑大正十二︑三年と昭和五年から八年に

きつけられずにはいられなかったのである︒というのは︑

上したものであった︒その都度︑私はこの額面の文章に引

なった︒また︑たびたび︑私の友人・知人の入院見舞に参

私も家族も︑数え切れないくらい︑この病院のお世話に

ず″というのである︒

め行動・浪費←サラ金苦←銀行強盗といった衝動的対応行

侭気ま入は許されない︑他人の迷惑になる振舞いをするな︑

動︑皆で渡れば恐くない式の集団行動︑これらはすべて稚

のかも知れない︒

あったということも︑私の関心を引きつけてやまなかった

ところで︑病院に掲げられたものであるから︑誰しも︑

心のなすわざであり︑戦前には見られなかったものである︒

ってよい︒物的豊焼の中で心いよいよ荒んでいく今日の状

至極当り前のことを言っているな︑と思うかも知れないが︑

計算医や悪徳弁護士の繁昌もこれらの延長線上の現象とい
況が放置されてよい筈はない︒いかなる対策を立て上大衆

わいが深い︒というのは︑誰でも︑自分の心身の異常に気

癌や脳溢血や心筋梗塞等の危険のある場合は︑患者への心

も知らされることを恐れるような場合があるものである︒

がついたときへそれがあまり知られたくないような︑自分

よくこの短文に秘められた意味を考えると︑考えるほど味

の稚心を去らしめるか︑教育上も政治上も真筆に取り組む
べき課題である︒︵本会評議員江戸川女子短大教授︶

病を隠す者は良医を得ず

誰でも︑軽い症状であってほしい︑悪性ではないと言われ

のが普通だが︑自分がそうではないかと恐れている場合は︑

理的衝撃の大きいことを考え︑医者は本人には知らせない

たい︑と思う気持をもっている︒この気持が︑心身の症状

西村三部
東京の御茶ノ水駅の近くに︑東京都の叩三楽″という綜

をできるだけ隠したい気持にしてしまう︒自分が怖い︑恐

しいからという心理がそうさせるので︑別に悪意をもって

こわ

の待合室があり︑薬局との壁の間に︑薬を渡す窓口がある︒

合病院がある︒その入口を入ったところに︑患者や付添人
その窓口の上に︑一つの額が壁面に掲げられている︒その
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隠そうなんていう気持は少しもないのであるが︑恐しい医
師の宣告から脱れたいという恐怖心のいたすところで︑人
この病院の理事であり︑私の畏敬していたＨ先生は︑病

間の心の弱さの一面を言い現わしているのである︒

堀田加賀守正盛害幅

たので︑一度院長に︑血圧その他の心身の診察をして貰っ

見したのも最も遅かったのに︑出世は一番早く︑封禄も一

秋及び正盛Ｉと称された三人の中で一番若く︑家光に初

正盛憾寛永の三老中ｌ松平伊豆守信綱︑阿部豊後守忠

堀田正久

ては︑と話したら︑Ｈ先生は︑いや自分は何ともない︑至

院の事務長から︑顔がいつも赤く上気している様子であっ

極健康で︑診察など私には必要はない︑と頑として︑応じ

莞去︵四十八歳︶の日︑慶安四年︵一六五一︶四月二十日︑

一つに家光の寵遇が最も深かったからで︑この故に︑家光

即ち︑大老格で︑佐倉十一万石を領した︒このことは︑

番多くなった︒

たのである︒Ｈ先生は︑自分の血圧の高いことを自覚し︑

ったのに︑或る日突然︑会議中に脳溢血で倒れ︑急死され

なかったが︑間もなくＨ先生は︑まだ定年にも大分間があ

心配していながら︑あなたは活動を差控え︑静養するよう

正盛は殉死した︒︵四十四歳︶

正盛は少年の頃比類ない美少年であったと伝えられてお

にと言われることが︑仕事好きのＨ先生には︑堪えがたい

に我侭な家光に︑四十年間不変の寵遇をうけるには︑それ

り︑男色のために出世したのだと云われるが︑惇馬のよう

心理的苦痛であったので︑自分では血圧が異常に高いこと
を知りながら︑診察を断り続けたのであったらしい︒正に

人の承であったという︒正盛は又剣もよくしたようである

数の近習の中で大玄関までついてゆけたのは正盛ともう一

て︑﹁我に続け﹂と叫ぶと江戸城に向けて馳け込んだ︒多

ある時︑常磐橋辺りから︑家光は突然その乗馬に鞭打っ

だけの修業︑鍛練がなくてはついてゆけなかったであろう︒

病を隠した報いが死という最悪の事態を引きおこしてしま
ったのだと言っても過言ではないであろう︒

病ばかりでなく﹁常に己れの本心を隠す者は︑良友を得
ず﹂と拡大して受け取ってもよい教訓ではあるまいか︒
︵特別会員元・大妻女子大教授︶

正盛の辞世の二首は︑

が︑和歌の道にも達し︑書も極めてよくした︒
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ゆく方は暗くもあらじ時をえて

うき世の夢のあけぼのの空

も

たど言の葉ぞかたみなるらん

さりともと思ふもおなじ夢なれや

で︑それ人︑短冊にした坐められてあるが︑字に一点の
乱れもないのは︑日頃の覚悟のほどがしのばれて︑いつ見
ても感服する︒
まぎ

︵短冊︑軸とも筆者所持︒︶

雛だりそし
一︑狼に人を譲り身の非を顧ゑず

・一︑欲心盛にして心常に散乱す
おごりみだり

一︑利を見ては義を知らず

一︑美麗願を好象狼に財を費す
おのれじやほしいま１

一︑怒りては理をくらまし愛しては理を知らず

−︑己邪を窓にして物の道理を知らず

一︑善をなすに身の為になす善は善にて悪なり

たのしみ

シフ士一

や

一︑時に随って直なる事を知らず変を直にして却て不直
をなす
あそびたび

一︑遊も度かさなれば楽にならず

たけばかりあり

一︑珍膳も毎日むかへぱ旨からず

きを以てよしとす

一︑余勢の馬何にせん長三寸許有て遠行に痩せず足の強

一︑高値の器をもとめざれ

一︑甲胃は実よきを以てよしとす毛を好むべからず

一︑世の善悪を自他にいはざれ

一︑人の悪をもいはず人の善をもたよりなくしていはざれ

よってくだんのこどし

一︑唯今日の無事ならん事を思へ価如レ件

昭和六十年四月二十日正盛二三五回忌に当り

︵本会評議員前佐倉市長︶

末喬堀田正久記
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次に記する二十二ケ条の自戒の言葉は︑辞世の短冊の字
の箇条の前にか上れている題を何と解するかは今もって筆

体と違わぬ︑紛れない正盛の書いたものである︒たミそ

一

者の疑問である︒楠正成の坐右之銘と解すべきか︒

万物不知一鉢理万病生

これきんずべし

一︑国のため諸人に怨あるをぱ是可レ禁

うらふ

一︑我にあだあるを禁ぜんといふことなかれ

楠正成金剛山居間

まさ

︒︵万物一体ノ理ヲ知ラ雲スン塗︿万病生ズ︶

が

上に諸い下をいやしむ

外を正直に飾り内に邪心を含む

へつ↑つ

身を愛して人の悲を知らず

かなし承

人︑我の心深ふして人に勝らん事を思ふ

、

、

、
、

一
一
一

一目

春

堀賢次

ここに﹁青春︲一︵曙○員ｇと題する一篇の古い詩がある︒

サムエル・ウールマンという︑アメリカの詩人の作品であ

静かに読象返してみると︑青春とは肉体の問題ではなく︑

ところでこの詩には︑歴史的なドラマが関わっていると

遅しい生命の燃焼︑魂の昂揚であることが納得される︒

昭和Ⅳ年５月５日︒太平洋戦争の初期︑日本軍は空海陸

いわれる︒

の三面から︑フィリピンのコレヒドール島を完全包囲し︑

砲兵陣は海上加キロの対岸から巨弾を集中︑この要塞島を

アメリカが東洋一を誇った要塞であり︑その地下室には長

占領した︒コレヒドール島は︑当時シンガポールと並んで︑

し︑左右の大トンネルには電車が走り︑大発電所が整備さ

さ三○○メートル︑幅十二メートルの大地下道が五本貫通

る○

青春とは︑人生のある時期をさすのではなく︑心の状態

この日︑先遣部隊とともにコレヒドール島に上陸した一

れ︑百室以上の居室が列んでいた︒

を指すのだ︒

それはたくましい意志︑すぐれた創造力︑いきいきとし

一枚の羊皮紙に︑﹁Ｙｏｕｔｈ﹂︵青春︶と題されたこの原

人の従軍記者は︑マッカーサー将軍の居室の壁に貼られた

た感情︑臆病にうち克つ勇猛心︑安易さをふりすてる冒

険心のことである１．

は﹁南西太平洋地域連合軍総司令官﹂の内命を受けて︑す

しかし︑この日の二か月前︑三月十一日の薄月の夜︑彼

詩を発見したといわれる︒

長い歳月を生きただけでは人は老いない︒理想を失った
時︑人ははじめて老いるのだ︒歳月は皮層にしわをよせ

とになる︒苦悶︑疑惑﹃不安︑恐怖︑失望１．これら

ッカーサーが︑コレヒドールの守将ウエンライト中将の手

でにコレヒドール桟橋を魚雷艇に乗って出航していた︒マ

る︒しかし︑情熱を失うことは︑精神にしわをよせるこ

る魂を死なせてしまう︒︵中略︶人は信念とともに若く︑

を握りしめ︑昌吾昌汽①目冒葛︵私はきっと還って来る︶の一

のものは︑長い歳月と同じように人を老いさせ︑精気あ

語を残して去ったことは有名である︒

そして彼が日本海軍の包囲網をくぐりぬけ︑マニラ湾か

もに老いる︒人は希望ある限り若く︑失望とともに老い
︵田中聖子訳︶

疑惑とともに老いる︒人は自信とともに若く︑恐怖とと

る︒
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の詩を心に銘記している︒

らクーョ島に出︑ミンダナオ島の北岸に上陸して空路濠州

間は八十歳でも若い︒﹂とあり︒こうした名言に支えられ

欲をもって働く者には︑年をとるひまがない︒創造的な人

ようになりました︒また︑フランスの作家の言葉に︑﹁意

せいせいくおん

○一軒の家を訪れてその上り口に履物を脱ぐとたんに家風

家物語﹄より︶

と︑苦しむこと︑何一つ価値があるものと思えない︒︵﹃新平

○生を久遠の美と光をもつ日輪のまえに悩むこと︑惑うこ

い︒それ丈けに持ち・つづけることが貴重なことなのです︒

初心を一生持ちつづけることは︑並たいていのことでな

○初心生涯

教訓にみちている︒

わたし以外︑人︑物︑大自然すべてが師である︒人生は

○我以外皆我師也

次に私の好きな﹁吉川英治・名言﹂を記します︒

ての日々を楽しくすごしております︒

に脱出したことも太平洋戦史の記すところである︒私はこ
︵ＮＨＫサービスセンター音響効果部長︶

吉川英治の名言
長谷川惣平
明治・大正・昭和期の文人として私は吉川英治の著作に
それ故に私の少年・青年・現在迄に先生の作品が出版さ

大変あこがれをもって愛読しております︒
れるたびにその人格を慕う心なのでありました︒

と人がほぼ分る︒︵﹃宮本武蔵﹄より︶

ときは昭和三十五年五月のことですが︑私の知友︵今は故
人︶の山崎安雄氏︵元毎日新聞社図書出版局参事︶から電話が

○滅亡に終るものはたいがいの場合外敵より内敵にその素

因がある︒︵﹃新書太閤記﹄より︶

をいただきに行くので君も同行如何﹂とのことでした︒私

○自分で自分をだめだと見限ったらもう人生はそれまでの

あり﹁今日は軽井沢の吉川先生の許へ﹃原稿・私本太平記﹄

で喜こんで同行いたしました︒その際に吉川先生は私に

も平素から畏敬の念を抱いていた吉川先生のことだったの

ものだ︒︵﹃宮本武蔵﹄より︶

○人間とは一日中に何百遍も菩薩となり︑悪魔となりたえ

うに生きている者はない︒︵﹃親瀞﹄より︶

○小理屈は嫌いだ︒理屈を言ってるやつに一人でも幸福そ

﹁初心生涯﹂について教えていただきました︒

教養を求めて今日にいたっておりましたので︑吉川先生の

私は学校の勉強には恵まれなかったのすが︑﹁読書﹂の
人格に接して以来︑努力と精進をせればと一層心に銘ずる
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まなく変化している︒菩心悪心両面のあぶなっかしいもの

︵埼玉県会員︶

だ︒︵﹃親鴬﹄より︶
忠勤をつくして
森田康之助
忠勤を尽くして至善を思は堂忠にあらず
忠勤を尽くして道理を思は貰可なり︑
忠勤を尽くして報徳を思はい︽忠に至る︒

尊徳の云はんとするところは︑次の通りである︒すなは

ち人は誰しも善いことはこれをしたい︑そして人に褒めら

れたいのである︒だがしかし︑善い事をしたい︑人に褒め

られたい︑世間に認められたいといふ欲をもったそのとき

に︑もし世間がこれを認めず︑褒められるといふことがな

かったならば︑バカバカしいと思ったり︑功績を認めよう

とはしない世間に勘ねたり反感を抱いたりして︑あげくは

世間から見放されるといふ結果になりかねない︒もしこの

やうになれば︑善事を積むことが却って身をそこなひ︑一

身の破滅につながるといふことになりかねない︒忠勤を尽
のである︒

くして至善と思はぱ忠にあらずとは︑かういふことを云ふ

そこで忠勤を尽くしても︑それは人として当然の事をし

うに思って努めるがよい︒だがこれではその忠勤に積極さ

いふ言葉もあるやうに︑忠勤は尽くすべき道理だとこのや

たまでだ︑と思ふやうにしたらよい︒義務のための義務と

尊徳が生前書き遺したものは︑孫の尊が親編纂にかかる

一菅尊徳宗融杵︷言無幸の言葉である︒

﹃二宮尊徳遺稿﹄訣無宗読彰や︑佐々井信太郎博士編
﹃二宮尊徳全集﹄の第一巻﹁原理篇﹂索殉詐認韮におほ

ことはない︒ぼんたうに望ましいのは︑忠勤を尽くしても

すやうな迫力がない︒これでは世の中はよい方向にはむく

に掲げた言葉はこの﹃真筆選集﹄に収められたものの一つ

生真筆選集﹄と題し︑昭和十年これを世に頒たれた︒ここ

墨の中から︑佐倉井博士が珠玉の文を拾ひ蒐めて﹃二宮先

とにはならなくとも︑心はいつも焦ることなく虚心平静に

万年つ堂けても︑そしてそのために世からは認められるこ

ある︒恩返しのための忠勤なれば︑これを千年続けても︑

これを我が功とはせず︑どこまでも御恩報じと思ふことで

が欠ける︒忠勤を尽くしてもその行為には︑人の心を動か

かたを尽くしてゐるが︑右全集に漏れた尊徳自筆の断簡零

である︒
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人間は独りでは生きていけないくせに︑自分より他が力

を大きくすると不安を覚え︑他との共存を危象︑他より逆

に自からが優位に立って他を圧迫しようとはかる︒若しこ

説いてゐるのである︒

自らを持することができるであらう︑とこのやうに尊徳は

うしたことが相互に考えられ︑行われることになったとし

りでない︑自然の世界にあても例外でないことをつくづく

こうして見ると生き残るということは︑人間の世界ばか

にあっても遅しくて激しい︒

を張っており︑生存競争は一見無縁と見られる草木の世界

になって生き残ろうと︑恰かも大地にへばりつくように根

かりに葉を茂らしている︒また木の影になった下草は必死

が互に突き重なり︑大きい木は小さい木を圧しつぶさんば

互に太陽に向って大きく枝葉を伸ばそうとして︑枝と枝と

しているが︑庭木一つにしても成長するためには競合し︑

庵の庭木を手入れするのを︑齢を重ねての日常の楽し桑と

近頃︑季節に恵まれ︑天気さえ好ければ朝早く起きて山

たら︑所詮は敵対関係ということになる︒

この言葉は尊徳が反古紙の上に書きつけたものである︒

合い一声﹃ノ○

おそらくは自らに云ひきかせるための言葉であったのであ

この言葉と似たものに﹃論語﹄の︑﹁人知らずして偶ら
ず﹂とか︑﹁人の己を知らざるを患へず﹂とかがある︒し
かし﹃論語﹄のそれにはどこか︑自らをよしとする気もち
がチラチラしてゐるやうに思はれる︒ところが尊徳のそれ
にはさういふものは全く見ることがない︒どこまでも報恩
に徹しようとしてゐるのである︒

尊徳のこの言葉に深く心うたれる所以である︒
︵特別会員国学院大教授︶

無位・無依ということ

観念的には考えられても現実に行うとなるとむづかしい︒

感ずる︒他を生かすために自分が犠牲になるということは︑

倫理・道徳・宗教の教えのなかにはそのむづかしいことが

古田紹欽
偉そうな︑尤もらしい風鉢を装い︑つＬしまやかなこと

うしたことが広く行われるという期待は薄い︒教えは聖な

説かれているが誰でもが︑それを行い得ないとなると︑そ

る教えというだけでは︑現実性は乏しい︒

を口にしても︑人間に生存慾がある限り︑我慾を離れるこ
け損くということを敢てすることがある︒

とはむづかしい︒自己保存のためには他を斥け︑時には傷
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凡そこれからの世界にあって生きるということは︑如何
にして生き残るかということにあるように思える︒競合す

しなくてはならない︒

れが自からに力をもつに加えて︑そうなることは極力自誠

永い間︑慈し桑育てて来た庭木に向っていう︒生きる力

をもたなくては育ち得ないが自分だけ大きくなろうとは思

れば争いに負けたものは亡びる︒生き残ろうとして争ふ︑

負けて亡びるくらい愚かなことはない︒そういうとすぐに

︵本会評議員日本大学精神文化研究所顧問︶

ものは因業なものである

らないが︑なかなかそれを聞く耳をもたない︒人間という

かくいう自分にも︑自分で自分に云い聞かせなくてはな

ってくれるなと︒

から互に争うとしたら︑共存をいくら題目にしても意味を

生き残るためには共存が必要だというが︑共存が出来ない

共存をいうとしたら︑互に無位︑無依に立つことなくし

なさない︒

ことである︒無依は勝手な依存関係を主張しないことであ

ては成立しない︒無位は自からを主張する位置に立たない
る︒無位︑無依ということは︑唐代の臨済禅師が﹁無位の
の語の意味を禅の教えに限定しないで︑広く人間が生きて

真人﹂︑﹁無依の道人﹂といっていることに見られるが︑こ

いく上に人間の生きる知恵として広義に解釈したい︒

共存などと体裁のい里ことをい上ふらして︑その語によ
って自己及び他己を偽踊するのではなくて︑無位︑無依に
ては︑無意味な競争を制止する道はない︒

立って︑互に自己が如何にあるべきかを顧桑ることなくし

人間は強慾である︒余程自制する心をお互にもたない限
り︑身勝手な振舞をしてそこから生ずる非を自己責任とす
ることなく︑他にそれを転嫁し︑他を責めて陣らない︒そ
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し︑こうしたことを読んだ本でチラと記

叶氏の著書の中に︑三ヶ日でみかんづ

出さない︒

くりに打ちこんでいる高橋一馬さんの話

浜名湖の北端に近いところに静岡県三

ケ日町産のネーブルを食べる機会があっ

憶していたにすぎないが︑つい先日︑三
た︒その日は五月十二日の﹁母の日﹂で

ルニアのオレンジに︑こちらの完熟象か

み↑○

とにかくうまい︒なんともいえぬ甘さ
アメリカ産のオレンジの方はだれも手を

物に思える︒

として︑三ヶ日のネーブルは心づよい作

開放を恐れぬゆき方の一つのシンボル

畠ノＯ

中で︑反対で押通すことは不可能だろ

ると反対の声があるが︑自由化の大波の

のぱあい︑開放を進めれば大打撃をうけ

市場開放の論議がかまびすしい︒農業

えたものである︒

のを生産する人びとの苦心に敬意をおぼ

芸術品だと感じ入った︒こうしたくだも

が︑ネーブルのうまさもここまでくると

のまで芸術品にしてしまう﹂といった

﹁日本人はじつに器用だ︒野菜やくだも

フランスのミッテラン大統領が︑前に

意気ご承さえ感じられた︒

とあったが︑三ヶ日のネーブルにはその

んが敗けるなら農家をやめた方がよい﹂

が出ていて﹁未完熟で出されるカリフォ

じゅうにぎやかだったが︑その席で出し

娘やその主人らが何人もやってきて︑家

ヶ日町︵象つかびちよう︶がある︒人口
一万六千︒

浜名湖とつながる猪鼻湖という入りこ
んだ湖を抱くようにしてひろがる町だ︒

愛知県境に近く︑豊橋からクルマで五十
分︒浜松からも同じくらいの距離である︒

この町は︑象かんの産地で知られてい
る︒優良品種﹁青島﹂は町の誇りだ︒桑

かんの栽培面積は県全体の十分の一な

畠ノ○

琵
,
,
'

と風味があって︑同じテーブルに出した
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のに︑販売金額は三分の一を占めるとい
﹁日本よ農業国家たれ﹂︵叶芳和著︑東

洋経済新報社刊︶によると︑農家千七百
戸︵うち販売農家千四百五十戸︶で粗収

入一千万円以上の農家が約八十戸もあ
る︒﹁青島﹂は甘味が強く消費者の噌好

電騨

たネーブルに一同が﹁すごくうまい﹂

に合い市場で高く評価されるので農家の

蕊

収入もふえる︒みかんが全国的に生産過

蕊

を連発︒一度に四つ食べた高校生もい

自由化を恐れぬミカン

剰になって減産の動きがひろがり︑栽培
面積が減らされる環境のもとでもこの町
では新園地の開発が行われ︑品種更新の

わたしは農業問題の専門家ではない

意欲が高いという︒

入江徳郎

I

︑塞︑くも膜下出血などの種類があり

性の血液循環障害で︑脳出血︑脳梗

脳血管障害または脳卒中は脳の急

で脳軟化を来たします︒脳梗塞は脳

により栄養をうける脳の部分が死ん

まって起るもので︑ともにその血管

内にできた血栓が剥れて脳動脈につ

者は心臓弁膜症や不整脈などで心臓

普通三十分位の後︑痕跡もなく回復

障害などを生じ︑長くて二十四時間︑

り︑目まい︑失神︑半身麻蝉︑言語

脳の血液循環が一時的に悪くな

四一過性脳虚血発作︒

Ｂ脳出血︒

ます︒

脳出血は高血圧が原因で脳の血管
が破れるもので︑急に発症し深い昏
睡とともに半身の麻揮が起ります︒

誘因として過労︑精神不安︑寒冷曝

手足のしびれなどが徐点に進行し数

くの場合︑半身の麻揮︑舌のもつれ︑

︵御参考までに︶

三︑と四で既に述べました︒

硬化の治療が重要で︑本シリーズ

は脳卒中の原因である高血圧︑動脈

リテーションが必要です︒また予防

手足の訓練︑言語療法などのリハビ

法や血腫除去術などの後︑麻蝉側の

療は入院し安静を守り︑血栓溶解療

部位︑範囲を明瞭に描出します︒治

層法︶という検査で︑脳卒中の種類︑

有力なのはＣＴ︵コンピューター断

国診断と治療︒

です︒

状と考えられるので十分注意が必要

するものを云うが︑脳梗塞の前駆症

杉 浦 昌 也

血管︵脳血栓・脳塞栓︶と脳︵脳軟化︶

託幸

脳梗塞には脳血栓と脳塞栓とがあ

国脳梗塞︒

は反復する傾向があり︑その度に症
状が増強することが多いのです︒

時間位で完成します︒脳梗塞の発作

栓︵血液の塊り︶を生ずるもので︑後
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露などが働きます︒
○くも膜下出血︒

脳をお上うぐも膜と脳の間にある
小動脈癌︵先天性︶が高血圧などの
ために破裂︑出血したもので︑頭痛
が強く幅吐︑意識障害を生ずる︒一

淫

の双方の事件を含めた言葉です︒多

＃讃韓

ります︒前者は脳動脈硬化症のため

三十九歳と若年者に多

脳血管障害

脳動脈に狭い場所を生じ︑そこに血

い○

般に三十

党溌蕊蝉

母なる心
｜｜敦盛一

藤田

見れば︑年の頃十六︑七︒直実の長男熊谷小次郎直家と

引き返し︑ついに直実に組み伏せられる︒

同じ年頃である︒そういえば︑今朝は直家の初陣であった︒

真っ先に先駆けしていったのが目に浮ぶ︒敦盛をふびんに

思った直実は﹁御母の所に帰らせ給え﹂という︒敦盛は

と﹁後生の御供養はいたそう︒一念弥陀仏・即滅無量罪﹂

氏の軍兵が雲霞のごとく近づく︒直実も﹁今はこれまで﹂

うんか

﹁首を取れ︑名は人に問えばすぐに分かろう﹂という︒源

一の谷の軍破れ

といって敦盛の首を取る︒見れば敦盛の腰に錦の袋に入れ

念鶏幡

戦前の小学唱歌に次の敦盛の歌があった︒筆者の大好き
な唱歌である︒
〃青葉の笛″

討たれし平家の公達あわれ

た笛がさされている︒﹁そういえば今暁︑平家の陣から笛

あおばふえ

るまい︒上砺︵身分の高い人︶はなおもやさしかりけり﹂と

ん万騎あろうと︑いぐさの陣へ笛をもってくる人はょもあ

きこ

あかつきさむすまあらし

へいけきんだち

暁寒き須磨の嵐に

一の谷の戦に敗れた平家軍は海船に乗る︒萌黄おどしの

出家した直実は蓮生法師となった︒謡曲﹃敦盛﹄によれば

いの悲運に涙し︑敦盛の霊を弔うため出家するのであった︒

敵意を持つ敦盛の霊も蓮生の念仏に感ずる︒そして︑その

痛恨の念にかられる︒直実は武門の家に生まれたものの互

源氏の将熊谷次郎直実が﹁あれは大将軍とこそ見まいらせ

霊は蓮生と同じ蓮に生れることを知り︑怨念も消えて行く

しげ藤の弓をもって︑あし毛の馬にきんぷく輪の鞍をおい

ぶ︒この平家の公達が平敦盛である︒周知の物語である︒

てのった平家の大将が沖の船をめがけて海に入る︒これを

じようとう

鎧を着て︑鍬形の甲の緒を締め︑黄金づくりの太刀をはき︑

が聞こえた︒その吹き手はこの方であったか︒東国の勢な

聞えしはこれか青葉の笛

いちたにいぐさ

中

候え︒敵にうしろを見せるものかな︒かえらせ給え﹂と叫
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"ひ

のであった︒
一絶対矛盾の自己同一一

の有名な句に次のものがある︒

﹁自分と同じように︑あなたの隣人を愛せよ﹂

そして隣人を次のように説明する︒

いる︒そこを通った祭司やレビ人は道の反対側を通り︑さ

ユダヤ人が強盗にあって︑半殺しにされて道端に倒れて

西田幾多郎の哲学の根本原理に﹁絶対矛盾の自己同一﹂

筆者はここに日本的な思いやりの心を見る︒

ように︑この傷ついたユダヤ人を介抱した︒当時︑サマリ

けて行く︒その時︑サマリャ人の旅人が通る︒自分の事の

ャ人とユダヤ人は非常に仲が悪かった︒それを乗り越えて︑

ことを言う︒先の例で言えば︑直実と敦盛は矛と盾の関係

このサマリャ人はユダヤ人の隣人となり︑愛したのである︒

がある︒これは矛盾・対立する者が相手側に自分を見出す
である︒互いに矛盾・対立の関係である︒その関係におい

一︑ツクス・ウェーバーであった︒さらにそれを大塚久雄先

このウチとソトの区別を社会科学として取りあげたのは

ソト者に対しては冷たい︒派閥意識もこれである︒

しかし︑一般には仲間ウチには思いやりの心で接する︒

の生命を得るだろう﹂

﹁あなたも行って同じようにしなさい︒そうすれば永遠

イエスは言った︒

て︑直実は﹁御母の所に帰らせ給え﹂と言う︒これが絶対

る︒

矛盾の自己同一の心である︒換言すれば思いやりの心であ
ヒットラー・ドイツが倒れても︑ゲリラ活動は起きなか
った︒

自由フランスが倒れた時はゲリラ活動が発生した︒

生が展開した︒いわゆる二重道徳の理論である︒ウチとソ

全体主義国家は国家あって国民がない︒この国家体制は
自由国家は国民の中に国家を見︑国家の中に国民を見る︒

絶対矛盾の自己同一の原理に立っていない︒これに対し︑

トを区別する道徳意識は土地所有の利害を根底にもってい

会あるいはアメリカ社会と見るのである︒筆者の専攻して

社会が誕生したと言われるのである︒その例を近代西欧社

プロテスタンチズムによって破壊された︒ここに近代市民

外道徳﹂に分裂した意識をもっている︒この意識が禁欲的

る村落共同体の成員の道徳意識である︒﹁対内道徳﹂と﹁対

ここに自然発生的なゲリラ活動の原点がある︒

対立をものり越えている西田哲学の民主主義と平和主義
をわれわれはもっと学ぶ必要があるだろう︒
一一一重道徳理論一

キリスト教に立った思いやりの心を考えてみよう︒聖書
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また︑その先生も瀕死の重傷を負った中学生の安否を聞く

親は学校からはその先生のお名前も聞いていないという︒

彼は先生にぶつかるのを全力をつくして避けたのである︒

アメリカ経営学はＦ︑ｗ︑テイラーの科学的管理法に始

いる経営学の観点から次のように考えている︒

まる︒テイラーは敬けんなプロテスタントであった︒その

児童・生徒をソト者と扱う教師に今日の教育の荒痩の主

断絶を見せられた思いがする︒

筆者はここに日本における学校教育の教師と児童の心の

の組担任でもあったというのにである︒

と面識のない先生ではないと言う︒かつては︑その中学生

生方の仲間ウチにかくまわれている感がする︒その中学生

これと比較するとき︑この先生はどうしたのだろう︒先

と全く関係のない人であった︒

傷ついたユダヤ人を介抱したサマリャ人はそのユダヤ人

一言もないという︒これはどうした事なのだろう︒

力に応じて公正に遇する経営の科学化であった︒

管理法はウチとソトを区別することなく︑何人をもその能
テイラーの技術論の背景にある︑この人間愛を見落して
はならない︒

一一つの事例｜
この拙稿を書いている時に︑近くの中学校での事故の話
を聞いた︒中学生の大怪我である︒彼が中学校の廊下を友
達とふざけ合って走っていた︒教室から先生がひょっと出

ろうか︒日本は近代欧米市民社会が乗り越えて行った二重

直実の一蓮托生の思いを日本人は失なってしまったのだ

要因があるのではないだろうか︒

左腎臓破裂と肺の損傷であった︒結局︑左腎臓を摘出した︒

の教室の入口の角に激突した︒救急車で病院にはこばれた︒

て来た︒彼は衝突をさけようとした︒力あまって︑反対側

瀕死の重傷であった︒一時︑血圧が低下し呼吸が止まった

道徳律をこえられないでいるのだろうか︒

｜そだ同一

と言う︒組担任の先生や養護の先生は大変心配した︒学校
の救急車の手配など的確な判断だった︒手術後︑その中学

ある人が筆者に教えてくれた︒

思いやりの心は母なる心である︒人を育てる心でやる︒

生の母親が学校に感謝と手術の経過の報告に行った︒校長
たと言う︒

文字のＳをとると○烏蔚昌である︒﹁そだてる﹂ことは﹁お

﹁そだてる﹂をローマ字でかくとの○烏篇目である︒頭

先生は校長自身の的確な判断とその中学生の欠点を指摘し
ここで一つ気になる事がある︒

その中学生の自業自得と言えばそれまでである︒しかし︑

（29）

だてる﹂ことであるという︒

さらに言えば﹁おだてる﹂ことは﹁たてる﹂ことに通じ
る︒﹁そだてる﹂ことは倒れている者を﹁立てる﹂ことで
﹁おだてる﹂ことは︑さらによい言葉では﹁ほめる﹂こ

もあろう︒

ではない︒

区別する意識はない︒ウチの者だけに思いやりをかけるの

思いやりの心は育てる母の心である︒それは人間の基本

的欲求である承認欲求を満たす行為である︒その意義は現

代経営学も認める所である︒

だろうか︒このままでは日本はますます住桑にくくなる︒

現実の日本はこの貴重な資産を破産しているのではない

人はほめられることによって育つのである︒

とである︒

︵国際キリスト教大教授︶

また︑これを乗り越えなければ日本的経営も国際化はでき
ないだろう︒

人の最とも基本的欲求は承認欲求である︒認めてもらい
たい欲求である︒人は認められることによって動くのであ
る︒

中国で出会った人々

今井

一九八三年の夏と秋に北京・西安・鄭州といった中部地

が印象に残ったのは通訳の人灸である︒今年から一般旅行

かれているので今さら私の旅行記に記すほどのこともない

た︒各地の状況についてはすでに多くの旅行者によって書

方と︑広州・桂林・昆明の南部地方を訪ずれる機会があっ

直実の心が武士の情であり︑思いやりの心である︒この

者も単独で旅行できる制度や地域もできたようだし︑今ま

での中国旅行のシステムと違弓た点もあるかもしれないが︑

西田哲学の絶対矛盾の自己同一の原理でもある︒それは市
民社会の道徳意識にも通じる︒そこにはウチ者とソト者を
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﹁士は己れを知る者の為に死す﹂

人間はこれほど承認欲求が強いのである︒

不景気な会社では必ず上司が部下をほめていない︒ちょ
っとした事をほめうれて︑それが企業活性化につながるの
にである︒また︑学校などでも︑権力︵多数派︶の派閥は派

閥外の者の能力を認めようもせず排除する︒陰湿殺伐とし
た日本である︒

§古

思いやりの心は古来日本人の貴重な資産であった︒それは

｜むすび一

ﾉ子

当時は旅行開始から終了までの期間︑中国旅行社の北京総

で死亡したならどうなるのかといった質問をＯさんにして

ためにおこりうる問題や︑あるいはもし一人子が病気など

るが︑もしかりに将来の中国をになう人為が一人子である

承た︒それに対してもＯさんは︑自身も奥さんが故郷で工

社から全行程つきそいの通訳がマネージメントをし︑旅行

場に勤務し︑いま中学生の一人息子しかなく︑その上自分

先の各地都市の分社よりその地方に関する通訳を加えると
いう型式のために︑ずい分多くの通訳に接することになる︒

殆ど家に帰れないという体験を語り︑農村の労働人口の実

なかでも忘れられないのは第一回旅行で出会った全行程通

態と︑一方では促進されつつある自由市場による利益拡大

が職務上一年の大部分を通訳として旅先で過しているため

Ｏさんは日本の大学でいえば工学部に当るところを出て

訳のＯさんである︒

通訳になったというが︑年齢も中年近く︑おそらく旅行社

には一子運動が農村ではマイナスと考えられていること︑

上の問題からは産児制限も一理があるなどと卒直に苦悩を

また一方ではしかし夫婦共働きという中国全体の生産性向

語ってくれた︒さらにまた大戦後の混乱期を経験し︑文化

の工業視察団の通訳として日本に行ったときに︑長野県を
訪問したさいのあいさつに﹁みすずかる信濃の国を訪問で

でも変り種の通訳かもしれない︒話しによればかつて中国

きて嬉しい﹂とやったところ皆びっくりしてましたよなど

らなかったという青年時代を過したＯさんたちの︑通訳と

いう職業を通じ外国に学ぼうという姿勢と︑現在の自由化

大革命時代には日本語ができるということすら隠さねばな

の波にのった若い通訳たちの通り一ぺんの職業意識とのず

の知識をもった人物であった︒一日の観光を終えると夜に
の三人でおそくまで四方山話に時をすごしたが︑おかげで

なって部屋に来ては酒を飲みながら︑私と同僚のＴ教授と

れにも大きな疑問を感じているということであった︒物価

と︑けっして自慢げな様子もなく淡々と語る温和で多方面

とができた︒

表面的な観光以上に中国社会が直面している様子を知るこ

若い通訳たちのなかには︑たしかにＯさんの危倶するよう

観光団の派手な金づかいや服装に常時接触する機会の多い

いるせいもあり︑中国に多くの外国人がおしかけている︒

が安く︑政府が外貨獲得のために観光団誘致に力をいれて

されており︑全国の都市の町角には﹁幸福な家庭は一子か

な風潮も芽生えはじめているようである︒

たとえば現在中国では周知のように産児制限運動が実施
ら﹂といった意味の各種のスローガンが見られる︒そこで

二回目の旅行で桂林を散歩中に︑突然二人の青年が日本

私たちは︑日本では一人子による核家族化とそれにともな
う幼児の人格形成過程での種含の問題が反省されてきてい
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が︑話を聞くと二人は長沙の印刷局の役人という︒親切に

路樹にもたれてぼんやりしていたときなのでびっくりした

その地名のもとになった木犀の花が匂う季節で︑木犀の街

語で話しかけてきた︒おりしも国慶節の日であり︑桂林は

たのである︒この二人の青年に出会うことによって︑先の

知識や技術を吸収しようとした熱意にもえた時代を経験し

明治維新に直面して英独仏といった先進国の言語を習い︑

いう職業も同様である︒考えて承ればかつて日本の青年も︑

なかでも一部のエリートに属する︒Ｏさんのような通訳と

うな若い人々は︑広大で多くの人口をかかえている中国の

Ｏさんの危倶もさることながら︑若い人の熱意が将来の中

通訳をかって出てくれて︑おかげで気ままに歩けたが︑桂

国にプラスに働くだろうと思わずにはいられなかった︒

林はいま中国の若い人の憧がれの地で特に新婚旅行の夫婦
にとっては人気の場所の由である︒二人はいま休暇で見物

あった︒仲々流暢な日本語であったが︑その勉強も日本で

が実に立派な人で︑こういう通訳がいれば本当に日中の関

﹁自分は会社の用務をかねて中国に出張したが通訳の方

いた︒不思議に思いながらあけてゑると︑

その年の暮れ近く︑山形に住む見知らぬ人から小包が届

にきたが︑次の目標は外国ならば日本が第一で日本で勉強
したいという︒そのために有志のグループで日本語を学習

は小学生ですら持っているような外国語カセットテープも

かつて会った今井先生という人に日本から持参した中国文

係に有効と思う︒話がたまたま中国の文化に及んだときに︑

し︑日本人とみれば話しかけて発音の勉強にしている由で

なしで覚えたという︒その点はＯさんも多くの通訳も同様

革命期間の出土文物﹄・﹃中国の新出土文物﹄という二冊の

という旨の手紙と︑Ｏさんのたよりと共に﹃中国文化大

た﹂

物発掘の資料をもらった返礼にわたしてほしいと依頼され

であったが︑中国人の語実学習の能力には感心させられた︒

別れぎわに出された名刺をみておどろいたのは︑職名のそ
ばにならべて一ぎわ大きく﹁日本語ファン﹂という字が印

遺跡発掘報告書が封入されていた︒Ｏさんへの礼状のなか

刷されていたことである︒名刺づくりは仕事がらお手のも
のとしても︑そこに刷りこまれた肩書︵？︶にしばらくの

︵武蔵大学教授︶

に︑私は桂林での体験をつけ加えたのはいうまでもない︒

間立ちつくしてながめ入ったことであった︒
はからずも中国における日本語熱の一端をかいま見る機・

目的ではなく︑先進技術を発達させた日本に学びたいとい

会をえたが︑私が感じたのは彼らの日本語学習は単に観光
う意欲が基本にあるということであった︒もちろんこのよ
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めぐらし乍ら︑私は戸外に出て︑清新な空気を腹一杯に吸

いこ桑︑いつものように︑玄関先の老松の木肌を撫で乍ら︑
をおとした︒

木曾御獄の方を眺めつ上︑南西斜面にある穴窪の方へ視線

扱︑この穴窪は隣家の敷地との境にあり︑御主人の村上

いしかぷと

さんのお話によれば︑山荘を建てた時︑療物処理用のため

にと一米程掘った処︑石器類︵石喋や石斧らしきもの︑そして

考古館長の宮坂先生の処へ︑現物持参駆つけ︑現場を検分

かけ

黒曜石類︶が数多く出てきたので驚いて︑今は亡き︑尖石

チッ︑チュッと小鳥の鳴き声が︑聞えてきた︒ヒョッと︑

していた壁いた結果︑間違いなく原始時代の人間の住居跡

太古の人々の生活の智慧

その鳴き声につられ窓外に眼をやると︑先刻迄降っていた

と確認なされたので︑うれしくて致し方なかった由︒もと

処え隠れるのか︑ゑんな姿を消してしまい︑鳴き声もたて

ほんとに不思議なもので︑烏は︑雨が降り始めると︑何

遺跡であるとは︑信じられなかったそうで︑仕事は当分放

との事にて︑それだけに︑わが山荘の敷地一帯が古代人の

たれ︑蓉科に山荘を求められたのも︑それが動機であった

もと︑村上さんは若い時から︑考古学︑人類学に興味を持

さ蛍一ほど

雨もあがり︑雲間からは薄日が洩れている︒

始めると︑どこからともなく羽撃きし乍ら︑二羽︑三羽︑

たようで︑ついには御夫婦で︑アフリカ︑ケニヤの人類最

棄して︑一・二年はこの辺一帯の遺跡研究に夢中になられ

ずに︑ヂーッと雨のあがるのを待っているようで︑あがり

飛び廻る︒

私も︑村上さんがこの辺りで蒐集した石器類を見乍ら驚

古の化石見学の旅に出かけられた程であった︒

四羽と︑群れ戯れつつ︑軽やかな鳴き声をたてつ具樹間を
この光景は︑いつも乍ら︑私の気分を実に爽快にする９
この気分は︑ほんとに何とも言い尽しようもない爽かさで
恐らく︑兎も︑狸も︑狐も烏と同じく雨の間は︑ヂーッ

耽る処で︑実になんとも言えない︑穏かな雰囲気を漂はし

斜面は︑私がいつも坐って︑西方木曾御獄山を眺め冥想に

運のよさに感激︑天の配剤に感謝している︒丁度その南西

いた次第で︑これは全く佳ぎ処に山荘敷地を択んだものと

と穴の中に閉じ篭っているのであろう︒又︑原始時代の人

ある︒

間も獣と同じように穴篭りしていたのであろう等と想像を
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ている︒

北八ヶ岳連峰と南八ヶ岳連峰の境になる麦草峠冷山に黒曜

ナーと思われる場所は︑先づ南西斜面で日当りがよく︑所

皮はぎ等の道具を作り出し︑他方﹁とりかぶと﹂の如き毒

琴科原始人はこの黒曜石を利用する事により︑矢じり︑

石が産出される︒

謂︑日溜りで︑次いで風がソョノ︑と吹き︑その辺り一帯

の進展を見たであろう等と︑南西斜面の穴窪を見乍ら想像

草の利用の智慧が湧き起り︑その衣︑食︑住の生活は一層

村上さんの御話によれば︑原始時代︑人間が住んでいた

くっている︒しかも余り遠くない処に水が流れているか︑

が︑なんとなく柔らいだ感じにて︑樹狩に必ず烏が巣をつ

は三十歳前後︑足の裏の皮膚の厚さは︑二糎から三糎程あ

百年かかって漸く一糎米程度︑そしてその頃の人間の寿命

村上さんのお話しによれば︑落葉等が土になるのには︑

を遅しくするのは︑我乍ら実に楽しい︒

いた︒有難い隣人に巡り合わせたものと感激している︒村

私は村上さんの研究のエスプリを耳と目で教えていた堂

渓流の跡がある処であると︒

上さんは︑昨今︑ヘーゲルの弁証哲学を研究なされ︑その

一家族単位で︑前述のような場所に住承︑各家族単位が

廻っていたそうである︒

り︑現代人と異なり︑獣のような︑スピードで山野を走り

生存していける食糧の勢力範囲圏が自ら出来ていて︑何千

成程︑太古の時代に限らず︑農耕時代にくだっても︑自

著作に一心不乱の御模様である︒

の宮と言う地名のある一帯は︑二十世紀の現代でも穏かな

然の力が強く︑人間の文明が弱い時代では︑○○之国・一

に自然が与えてくれる生活の智慧そのま坐に生きていたの

米かの距離を置いて︑まばらに住んでいたそうである︒誠

緊落時代へと時代が進展し︑人間が社会というものを形成

狩猟時代より焼畑農業時代を経て︑他方︑大家族制より

現代人の想像を絶する処である︒

にとって﹁食べる﹂という事がいかに大変であったかは︑

は全く不思議としか︑言いようがない︒そして原始狩猟人

空気を感じ︑不思議にも奈良朝時代建立の国分寺跡︑国分
慧なのであろう︒

尼寺跡が必ずあるのは人間の住居に関する自然な生活の智
扱︑原始の時代︑黒曜石も利用せず︑石器の桑を道具と
裸の生活で︑住居は獣同様の穴居で︑食物は︑ドングリ等

した時代の人間は︑恐らく︑衣類の着用の智慧は無く︑全
の木の実類︑今で言う山菜類︑そして石喋を投げて命中し

してゆく過程にて︑いつも衣︑食︑住が人類の大問題であ

ったことは︑形態の変化した現代でも︑同じであり︑夫が

殺した鳥や獣類を食糧として生活していたのであろう︒

琴科高原一帯には︑霧ヶ峰の先の昔の東山道の和田峠と
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食住より発すると︑泌☆と参科生活より感じている︒

大自然の力は︑それを潮笑うかの如く︑次倉と︑新なる多

で︑災害の被害を少なからず︑薄め減少せしめてはいるが︑

全く我々人類の︑大自然との闘いは︑無限のようである︒

種︑多様な問題を我だの前に︑提起している︒

政治︑経済の基本であり︑戦争を引き起すのも︑一に︑衣
一番︑不思議なのは︑人類が地球上に誕生し︑いつ男女

して︑我々人類の文明︑学問等の文化︑科学技術の︑新な

が然し︑一方では︑その闘いの過程に於いて︑その結果と

が生れ︑家族の如き集団をなし始めたのか？又︑人類の
みが何故︑火をうまく制御し︑利用する智慧を如何にして

の闘いとの︑たゆまざる工夫︑努力が︑結集され︑それが︑

山火事等による無数の犠牲者の悲しみを乗り超えて︑火と

の我を人類の先祖たちの︑無限に近い歴史の時間のなかで︑

私は︑人類が︑火を利用する智慧を獲得したのは︑過去

る発展︑発達を斉しているのも事実である︒

得たのか？又︑道具というものを︑どうして︑利用する
智慧を得たのか？等と想いめぐらしているとこ上参科で
の生活は︑全く時間の経つのを忘れる程である︒
太古の時代の災害

原始生活の人類は︑豪音と共に爆発する火山の大火柱と

いはぱ一つの強烈な︑エネルギーとも言うべき︑﹃もの﹄

噴煙を見て︑又灼熱︑周囲の万物を焼き尽し︑怒涛の如く

になり︑ある時点に︑丁度︑木の実が熟し切った瞬間︑自

○

○

自然の智慧﹄が湧き起り︑火を︑恐怖の対象であった火を︑

◎︒◎︒◎

然にポトリと落下する如く︑﹃火と調和︑和合するという

︒︒◎◎

流れ来る熔岩流を見て︑さらに無気味な鳴動を伴う大地の

いかづち

揺れに︑幾度び︑恐れ懐き︑大地に平伏したことであろう
か？︑

利用する技術とも言うべき︑発想が︑忽然として開花した

又︑昨裂する稲妻︑天空を轟かす轟音と共に落下する雷︒

そしてそれによる大山火事に︑幾度か︑獣と共に原始の森

覚え︑さらに︑一所懸命に︑伝い歩きの努力を重ね︑それ

足で初めて立ちあがり︑次いで両手を挙げて万才する業を

私は︑孫が誕生して以来︑ハイハイと這う段階から︑両

のではなかろうかと考えている︒

る猛威による災害は︑我を現代人の経験をはるかに︑超絶

その他︑豪雨による山津波等︑これら大自然の怒り狂え

の中を逃げまどったことであろう︒

した恐怖であったろうと思はれる︒それ故︑どこの民族で

と︑涙ぐましい努力をしている姿を見たが︑全く偶然にも︑

○○Ｏ

して︑何度も︑何度も︑失敗し乍ら︑第一歩を踏み出さん

をマスターし︑次に最後の難関︑歩行へ向って︑両手を放

○○

も︑原始宗教の原点とも言うべきものは︑↓多く﹁火の宗教﹂

昨今の人類は︑自らの英知で産み出した︑科学技術の力

﹁火の祭典﹂であるような気がする︒
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○○Ｏ

その孫がその第一歩を動かすのに成功した瞬間に出遇った
ものである︒

その時︑孫は︑なんとも表現しようもない笑顔をして︑
ニコッと笑った︒

それが︑その第一歩に成功するや否や︑その孫は︑アシ

原始太古時代の︑我為人類の祖先たちの︑言語に絶する困

○○０○○Ｏ

苦の歴史が横はていると︑泌々思う○

そして︑火と和合して︑歓喜の喜びをあげた︑我々人類

こだま

の祖先の声は︑時間の差はあっても︑地球上のアチラ︑．

か坐る太平楽な事が言えるのも︑現在︑夫婦二人で喰く

原始の人々を︑わが十楽荘の先祖の如く感じ︑拝んでいる︒

私は︑蓉科で︑わが十楽荘の南西斜面の穴窪を見る度に︑

チラの大陸で︑天地間に︑木霊したのではなかろうか︒

に足を進めたが︑途端に︑バタッと両手をついて坐り込翠︑

と言う間に︑ヨタ︑ヨタと︑第二歩︑第三歩︑と左右上手
両手を叩き合せ乍ら︑満面︑満身で︑歓喜の表情を現わし

○○

その喰べ料︵顧問料︶を︑恵与して下さる心友︵松浦俊哉︑

しろ

られるからで︑原始の人々の食の苦労を偲びつ上︑私共に︑

の人為のお蔭げと深く感謝してをる︒

石井恭平︑天羽道彦︑松井清︑行本昌司のかたがた︶とその会社

祖父馬鹿の私は︑心が︑その瞬間︑ヂーンと蝉れ︑思わ

た︒

した︒

ず︑孫をだきしめ︑それから頭上に抱えあげ︑共に万才を

万物はすべて群れをなす

中国の古語に﹃類は類を以て栗まる﹄とある︒自然界を

孫も︑自分自身の努力が実ったことを感じ︑うれしく又
満足であったのだろう︒あとは自信となり日一日と歩行の

薄は薄で︑たんぽぽはたんぽぽで群生し花を咲かす︒

照葉樹林で群れをなす︒針葉樹林は針葉樹林で群れをなす︒

松は松で群れをなし︑杉は杉林を形成し︑照葉樹林は︑

存生活している︒

全く万物はすべて群れをなしている︒群れをなして︑生

歴史の古い国にも︑同じような言葉があるかもしれないが︒︶

中国は︑実に佳い言葉を持っている︒︵或は希臓︑挨土等の

つく︒

観察すれば︑万物すべて︑群れをなしているのにすぐ気が

事はないであろう︒

数が︑自然に増していった︒私はこの体験を一生︑忘れる
○

扱︑錬って︑恐怖の対象の火を︑自在に扱い得た時の︑

我々人類祖先のその瞬間の顔も︑歓喜に満ち溢れ︑狂喜乱
舞して喜んだのではなかろうか？
そして自信に満ち溢れ︑その経験よりして︑色々な道具
を工夫︑創造し︑人類自身の文明を開拓して来たのではな
二十世紀現代の我を人類の文明︑文化の最深層部には︑

かろうか︒

（36）

魚類を見ても︑鯛は鯛︑鰯は鰯︑鯨は鯨で太洋を群れを

又︑管理事務所の方が現われると︑マァー一寸︑一体承し

がちいさいのか等と考えたが︑十文字平の谷さんに聞いて

笑われた︒私だけが︑特別に淋しがり屋なのか？或は気

てゆきなさいと引きとめるのが常で︑妻によく叱られ︑又

アフリカ大陸の動物の世界を見ても︑ライオンはライオ

なして遊泳する︒

ン︑キリンはキリンと実に秩序よく群がりの生活をしてい
鳥類の世界も亦然り︒人間世界も亦然り︒

ではないのだナー︑少し安心もする︒そのうちに耕山老師

と︑なつかしくて声をかけたくなる由︒どうやら︑私だけ

あるが︶その谷さんのお話しによれば︑矢張り人を見かける

みると︑︵私より少し御年上で︑一冬独居の山荘生活の経験者で

誠に︑この二つの﹃ことば﹄は言いえて妙というか︑そ

が三十歳前後の頃︑美濃山中の二ヶ年位の山篭り修行中の

る︒

実は︑中国の古語の方は︑公田連太郎先生の﹃易経講話﹄

のものズバリというか︑味うほどに︑その深淵さを感じる︒

の部落の托鉢をし︑それが息抜きにもなったとのこと︒所

お話を思い出し︑老師も食糧がなくなると︑山を下り︑麓

凡人には不可能と自らを慰めていた︒

謂︑仙人でもなければ相当期間の独りきりの山篭り等は︑

ぢきぢき

は︑私の坐禅の師匠︑加藤耕山老師より︑直々に御教示載

を拝読中︑出遇ったものにて又﹃万物︑群れをなす﹄の語
いたものである︒私は︑今迄に如何ほど︑この両語のお蔭

い精神力の持主で多分仙人のような方なのだろうと思った

例の植村さんや︑横井さんと言うような方は番外ですご

ひとけ

を蒙ったことか枚挙にいとまがない程である︒

昨秋の人気のなくなった山荘の生活中に︑人間は人間の

りした︒

おもみ

えられ︑この両語の重味を味った︒

群れの中で生きるのが当然だとの経験を︑イヤと言う程教

どに︑のどかさを感じ楽しむ気分も一方で持ってはいるの

勿論︑朝夕の自然の風光︑小鳥の声や︑栗鼠︑兎の姿な

なく淋しくなり︑人恋しくて︑人恋しくて仕方がなかった︒

に思はれた︒楽しい気分を味つたり︑人恋しくなったりす

だが︑人恋しという気持は︑私の心の中の別な領域のよう

私は︑妻と二人きりの生活を続けているうちに︑たまら
妻が︑わりに平気でいるのがうらやましかった︒そう言え

老若を間はず︑すべて美しく見え︑又かつてあれ程気にな

︽一番驚いたことは︑東京に帰ってから︑すべての男女が

るうちに︑妻と共に下山し帰京することになった︒

ば︑夏のシーズン中でも︑おばあさん独りの山荘生活者は
近辺にをるが︑男の独り住いは余り見かけない︒どうも︑

私は︑たまに郵便配達夫が︑オートバイにて現われたり

男より︑女の方が︑孤独に耐える力が強いナと感じた︒
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れは︑ほんとうに不思議なことであった︒人間は人間の群

っていた騒音が︑さほど気にならなくなった事である︒こ
きれている︒

めかしている︒全く︑わが心の得手勝手さにわれながらあ

妻と二人で琴科へ参る予定で︑今はその用意で︑心をとき

筆を欄く次第︒︵元東京人材銀行相談員︶

集部と︑執筆をお奨め下さった渡辺局長さんに感謝しつ些

最後に︑この雑文を三回にわたって掲載して下さった編

れの中にをる方が︑なんとなく安心感があることがわかっ
たようだ︒

冬季間︑東京篭りをしていたので︑明日︵四月二十七日︶

十月四日は︑朝八時から兵庫の演伎座という劇場で教育

（38）

︹泊翁百話︺

昨日来海上ははなはだ平穏であった︒午後三時ごろ神戸に

哲史

着き︑かねて教育会から指定されていた諏訪山の西常磐に

明治三十年︵七十歳︶秋十月の旅

明治三十年は︑泊翁七十歳︒九月三十日︑岡山︑島根︑

宿った︒間もなく弘道会員が来訪したが︑夜になって東常

会の三日目が開会した︒泊翁は十二時前徳育談をした︒聴

磐に転宿した︒

十二時に出る大和丸に乗組んだ︒しかし︑すでに上等切符︑

として不通なため︑急拠海路によることに改め︑横浜港を

の堤上で懇親会が開かれ︑立食の饗があった︒懇親会が終

衆は千四五百名︒終わって午飯の饗があり︑そのあと湊川

て︑千阪高雄以下数名が来訪した︒

わって和田岬の水族館を見物し︑夕刻帰宿した︒夜になっ

で乗船した︒船室は狭院で︑不潔をきわめ︑はなはだ不快
十月三日の夜明けごろ︑船は伊勢・紀伊の間にあって︑

であった︒

中等切符共に売切れになっていたので︑やむなく下等切符

したので︑出発は十月二日にのびた︒しかし︑鉄道は依然

日雨天で︑二十九日からは風も加わり︑ために鉄道が破損

川

広島︑兵庫方面へ出発の予定であったが︑二十六日より連

古

講話をした︒夕刻汽船で岡山へ出発する積りのところ︑天

十月五日は︑師範校長の依頼に応じて同校生徒のために

で懇親会を開いた︒判事︑検事︑郡長︑警察署長等が入会

教分教会所で公衆のために講話をした︒そのあと︑長久楼

て作ったというｑそれより中学校で講話をし︑午後は出雲

十月十日は︑あさ六時半ごろ津山を出発し︑東北方へ向

した︒

候不良のため見合わせた︒

十月六日は朝八時三十分発の汽車が岡山へ向かった︒先

めた︒日本原という所に出たが︑これは小さな原であった︒

かった︒道路がたいへん破損していて︑車行は困難をきわ

日の大水で明石市街は浸水はなはだしく︑鉄道はところど
ころ破損しているので︑明石で下車し︑人力車で土山へ行

を挽かせた︒真葉峠から二里ばかり︑山上は作州と因州の

関本村で午飯した︒ここから先は山路で︑牛を雇って人車

き︑土山から乗車した︒加古川鉄橋が破損しているので︑
再び下車して渡舟で川を渡り︑姫路から汽車に乗り替えた︒

いた︒鳥取から米山竹蔵︑森脇善太郎の二人が来り迎えた︒

境である︒下り坂はすこぶる急である︒夕刻︑千頭村に着

夜の八時十分に岡山へ着き︑自由舎に宿を取った︒

十月七日は︑書記官へ参事官︑その他の有志がおいおい

十月十一日は︑朝七時ごろ出発︒右の二氏が同行した︒

今日の里程は十二里ほどであった︒

今日の道路は︑千代川に沿って下る︒風景は非常に佳い︒

た︒同校は城内の高処にありか旧城の天守閣は今も在る︒

来訪した︒午前九時中学校に行き︑生徒のために講話をし

て同所で 有志者から晩餐のし饗応を受けた︒夜になって帰宿

垣会員のために講演した︒終わつ
時から後楽園で弘道
午後三時

が途中まで出迎えた︒十二時ごろ鳥取市に着き︑小浅屋に

右側に頭巾山を見る︒山形はなはだ美しい︒鳥取の有志者
岡山県属一 名が案内役で同行した︒朝日川

宿をとった︒有志者がおいおい来訪した︒午後︑有志者の

日は︑

招に応じて観音院の晩餐会に臨んだ︒途中で東照宮の詞に

十月八

した︒

であった︒ここより北は鉄道工事のため道路がひどく悪く︑

の渡船場は︑昨夜来の大雨のため水量を増しへ非常に危険

十月十三日は︑午前十時高等女学校へ行き︑生徒と婦人

た︒帰宿後︑諸人の需に応じて十数紙を揮毒した︒

午後二時から師範学校へ行き︑生徒と小学教員へ講話をし・

十月十二日は︑午前九時中学校へ行き生徒のため講話︒

詣でた︒夜になって帰宿︒

到着し︑武蔵野に止宿︒郡長以下の来問があった︒今日の

津山の有志者数名が途中まで出迎えていた︒夕刻︑津山に
道路は十六里であった︒

十月九日は︑朝︑岡山県属の案内で市内見物をし︑津山
城杜に登った︒石垣のあとが広壮であった︒熊本城を貢ネ
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講話をした︒聴衆は約三百人︒

会員のために講話︒午後三時から市中の寺院で公衆のため

浜に出る︒西風が強く︑坂路は上り下りが多い︒午時青山

吉に向かった︒湖山池は風景がよい︒それより間もなく海

村に着き︑午飯をとり︑ここで近村人のために講話をした︒

それよりまた山路になる︒倉吉から出迎えが来ていた︒東

郷池の温泉があり︑ここに郡長以下十数名が出迎えていた︒

東郷池も︑眺望が佳い︒点燈時倉吉に着いた︒夜︑来訪者

十月十五日は︑午前十時ごろ小学校で教員と有志者のた

が多かった︒

めに教育の講話をした︒午後は︑当地有志者の茶話会に招

かれた︒その前︑当地にある山陰紡績会社に立ち寄り︑蚕
話をした︒

糸の見物をした︒夜になってまたまた公衆のために通俗講

十月十六日は︑朝から衆人の求めに応じて揮革をし︑そ

のあと弘道会員の質問に答えた︒午後三時に出発︑郡長や
衆人の饗を受けた︒

山田農学士ら数人が赤碕まで送った︒夕刻赤碕に着き︑夜

十月十七日赤碕は海浜の漁村である︒会員の佐伯友光

以下多数が出迎えた︒午後一時から同村の小学校で公衆へ

を眺望した︒北方遥かに隠岐島を見た︒夜︑茶話会を開い

講話をした︒そのあと︑村落の背後にある岡に登って海面
た︒

十月十八日朝七時出発した︒道路はだいたい平坦であ

る︒大山の麓に近いので︑眺望はよい︒三里で御来屋に来
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十月十四日は︑朝七時︑三橋校長同道で鳥取を出発︑倉

鼠
捗
）
＊

〈日

た︒この地に名和神社があり︑宮司名和氏が出迎えた︒高

午後三時すぎから寺院で講話会をした︒

の旧役所で諸人のために揮皇した︒そのあと湖辺を見物︑

十月二十四日朝七時出発の汽船で今市に赴いた︒諸人

等小学校で講話した︒名和神社へ樹木を献じた︒その面倒

が渡船場まで見送った︒三谷氏と足羽氏が大森まで送る積

を小学教員の某に頼んだ︒それより二里ばかりで淀江に至
り︑午飯をとり︑また公衆に講話をした︒夕刻︑米子に着

れに松江の会員もいっしょに船に乗り︑三保関に着いて関

旧砲台を一見した︒午飯をとり︑町長その他の有志者︑そ

十月二十日朝七時に出発︒境町に至って講話をした︒

千家宅で昼飯の馳走になり︑そのあと同家の広間で公衆の

撲で︑おのずから敬意を起こさざるを得ない︒参拝のあと

出迎えた︒それより衣服を改め︑大社に参拝した︒古貌幽

大社宮司千家尊紀︑大社教菅原︑支家尊愛らが町外にまで

十月二十五日朝七時ごろ出発︑十時すぎ杵築に着く︒

が出迎えた︒午後教育会に出席し︑一場の講話をした︒

出迎えが来ていた︒ここから四里で今市に着く︒郡長以下

りで同行した︒庄原で上陸したところ︑簸川郡教育会から

十月十九日午前︑諸人のために揮革した︒午後︑寺院

いた︒郡長以下途中まで出迎えた︒夜︑衆人が来訪した︒

で講話︒聴衆多数︒この地は商業繁昌の見込みがある︒松

明神に謁した︒帰途境に立ち寄り︑鳥取県の諸氏に別れて

ために講演をした︒講演終了後︑当地弘道会員の招きで海

江支会から支会長︑副会長以下数名が出迎えのため来た︒

松江に赴いた︒鳥取師範校長三橋得三氏はここまで送って

十月二十六日朝︑杵築を出発︒遥かに石州の三瓶山を

栽えつけた︒

望んだ︒海辺は砂地で︑多く甘藷を植えている︒海岸を離

岸にある料亭で晩餐の供応を受けた︒大社の境内へ松樹を

十月二十一日朝︑師範杖で生徒のために講話をし︑そ

れると︑山路になる︒夕刻大田に着き︑恒松氏に宿した︒

来て手厚く世話した︒夕刻︑中海を渡って松江に着いた︒

れより私立中学修道校でも講話︒午飯後︑尋常中学で講話︒

代議士の恒松隆慶氏が種を世話した︒小学校で講話し︑教

数十名の出迎えがあり︑大橋館に止宿した︒

知事中村氏以下十数名が集まった︒

こはむかし沼山の役所のあった所である︒熊谷という家に

十月二十七日朝︑大田を出発した︒三里で大森で︑こ

ゼ気味で︑頭が重い︒

員の希望で学校に松と桧の二本を植えた︒今日は朝からカ

四時から支会長三谷氏の招きで同家で晩餐の饗応を受けた︒

十月二十二日午前高等女学校で生徒のために講話をし︑
十月二十三日朝︑旧城祉を一見︑天守台に登って眺望

午後県会議事堂で会員および公衆に講話をした︒

した︒崖下の土地に楠樹一本を植えた︒それより︑城祉中
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宿した︒当主まで十四代連続した旧家である︒安井好尚と

校で講話し︑そのあと学校の庭前に松樹を植えた︒夜︑邑

て︑万事を話した︒この地に井戸平九郎の洞がある︒小学

智郡川本という所から出張希望のため人が来た︒それでそ

いう人が豪農で一里ほどの所にいる︒途中まで出迎えてい

ちらに行くことにきめた︒

十月二十八日出発前諸人のために揮皇した︒午飯をす

まして出発した︒安井氏が送って来た︒邑智郡長が郡書記

いへん険しい︒大森からはず−つと登り坂である︒登りつ

と共に途中まで出迎えた︒これより側路に入り︑道路はた

はだ佳い︒下ること数里で︑郷川の岸に出た︒渡船で渡り︑

めると︑下路になる︒山中は奇峯怪岩が多く︑風景がはな

夕刻川本に達した︒山間の小都会で︑郷川に臨む︒夜︑村

人の家で講話会を開いた︒聴衆二︑三百人あり︑数里の遠

くより来た者もいるという︒この辺は良質の米を産する︒

大森の出口に石造の五百羅漢がある︒

十月二十九日朝︑諸人のために揮皇した︒十時前出発

2
1

した︒舟を繕して郷川を下った︒郡書記とほか一人が同舟

した︒郷川は清冷で︑流勢がところどころ急な場所がある︒

両岸の山々は扉立して︑今まさに紅葉のさいちゅうで︑眺

望が非常に佳い︒夕刻︑郷の津に着いた︒川本より十里で

ある︒中村秀年氏が浜田から来て出迎えた︒豪家の某氏の
家に宿した︒

十月三十日朝八時出発︒六里で浜田である︒道路は平

坦である︒郡長の橋本求氏以下数名が町灸に出迎えた︒旅
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もせずして自焼して遁れたのは卑怯であった︒午後二時ご

吐は海に接し︑小さいがはなはだ険である︒征長役に一戦

ろから某村人の招きでその地に赴いた︒浜田から二里ばか

店で休憩し︑午後小学校で講話︑聴衆二︑三百人あった︒

りある随分の僻地である︒夜七時ごろ帰った︒浜田は近年

旅宿は川に臨象︑城山を望んで風景が佳い︒右方に鏡山が
談じた︒

ある︒演劇の鏡山はこれより出たという︒夜︑衆人が来て

特別輸出港となり︑また新しく兵営を置くための工事が盛

Ｉ
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︵本会理事東大名誉教授︶

︲︑︐
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んである︒そのため︑人気がたいへん引き立っている︒

■Ｉ

I

十月三十一日松江支会長三谷権太夫︑副会長足羽中次

−−−1

に揮皇し︑そのあと郡長の案内で浜田城の旧祉を見た︒城

1

郎がここまで同行したが︑今朝辞去した︒朝︑諸人のため

一 ー､シ
〜
一

春風が暖かくそよそよと吹く感じである︒

うものがある︒

描いてくれるのは微笑ましい︒人間の心に親しくかよ

るのはもちろん有難いが︑文化方面︑例えば似顔絵を

︵評︶ロボットが科学の面で人間にいろいろと奉仕してくれ

＠ロボットが描く人の似顔や春の風

静岡県渡部翠

篠塚しげる選

市原市加藤刀水

○芹知らぬ子を連れ午後は芹摘暴に
○浬薬図の中に董酒は描かれず
○寺垣の寸土にすがり名草の芽

○月光を纏える栗を盗拳かね
○寒鯉の魚王の威厳そなえたる
○夕焼けに身をまかせつつ落葉焚く

○一病の背すじにからむ花の冷

○雨戸繰る光とび入る朝寝の目

春光に塩の香漂う海女の肌

○大鍋を囲ゑて飯場幌汁

規汁久潤謝して箸をとる

○手作りの味噌の風味や幌汁

りきさく

千葉県鈴木とよ女

千葉県田村隆祁

︵選後評︶今回の投句には力作が︑甚だすくないのが淋しい︒

釣宿の主人もてなす規汁

句を投ぜられんことを切望する︒

次回には選者が思わずとびつく様な魅力のある面白い

選者近詠
じゆたいきざ

三猿も石とし見れば長閑なる

えん

水草生ふ受胎の兆しありときく

ざる﹂﹁言はざる﹂の三匹の猿を指す︒

註・三猿とは日本の教訓的な古い諺である﹁見ざる﹂﹁聞か

え

うば

初七日は内輪で済ます残る花

葉がくれに艶ンなお残る姥桜

春宵のまとゐに老はわれ一人
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弘道俳壇

刊郎

中央公論社

学習研究社

世界の名著
日本の名著

河出書房新社

中央公論社

ノーベル賞文学全集 主婦の友社
中央公論社
中央公論社

世界教養全集平凡社

世界の文学

世界文学全集新潮社

新集世界の文学 中央公論社

国民の文学

昭和文学全集 角川書店

会長・西村幸二郎殿が︑このたびの﹁日本弘道会ビル﹂竣工を記念して︑多年にわたり蒐集された大量の蔵書をご寄贈
下さいました︒

なお︑目下図書室を整理中につき︑完了次第会員の皆さまの閲覧に供したいと存じます︒

Ill綴潮学凡談英讐凡凡学凡行萱

近代日本総合年表岩 波 書 店

日本の歴史

アーノルドトインビ︒
｜図説歴史の研究

角川書店

日本の歴史と文化平 凡 社
図説日本の歴史集 英 社
思想の歴史 平凡社

講談社

一鯉︶擢謡趣緋華

高僧名著全集平 凡 社
日本詩人全集新潮社

カラー版世界の詩集角川書店
岩波書店
岩波書店
岩波書店
岩波書店

欺 石 文 学 全 集集英社

鴎外全集
鴎外全集
激石全集
激石全集

1113181538121918506626467050231860

よって︑次のとおり図書目録をご披露いたします︒

房行述社館社社社店社社館社所は

西村幸二郎殿ご寄贈図書目録

書籍名一
世界大百科事典
万有百科大事典
日本人名大事典

国民百科事典
世界美術全集

一鱈甥雰歴史講 談 社

明治史話

学陽書房
松本清張
河出書房新社

昭和史発掘

中央公論社

現代人の日本史

世界の歴史

教養人の世界史 教 養 文 庫
日本古典文学全集小学館一

日 本 文 学 全 集新 潮 社
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1314
121212182
1

467131717132

現代世界美術全集

世界美術大系

日本の美術
現代の絵画
人類の美術

5127282923417723331数冊
228

易経 講 話

国訳漢文体成

漢文 体 系

冨会民国田公新小平講集角平平小平発著

志賀直哉全集中央公論社
谷崎潤一郎全集︵文庫︶中央公論社

谷崎潤潤一郎全集中央公論社

武者小路実篤全集芸術社

川端康成全集新潮社
芥川龍之介全集岩波書店

菊池寛全集中央公論社
菊池寛全集文芸春秋社

随筆・新平家

｜宮本武蔵
一鳴門秘帖
中央公論社
一中央公論社
ゞ朝日新聞社

司馬遼太郎

随筆・宮本武蔵 朝 日 新 聞 社
新平家・画帖 杉本健吉
画帖・私本太平記杉本健吉
画帖・新水耕伝 杉本健吉

坂の上の雲

芹沢光治良
芹沢光治良
山本周五郎

高橋光尋

海音寺潮五郎

大宅壮一

文芸春秋

版

アサヒ芸能出

河出害一房新社

竜 馬 が ゆ く 一 司馬遼太郎
豊臣家の人々 司馬遼太郎
龍馬のすべて 平尾道雄
麺郷源氏物語 中央公論社

源氏物語
西郷隆盛
武将列伝

炎は流れる
実説武侠伝
戦国の人盈
こころの旅
人間の運命

日本・二︑六○○年史大川周明

人間

早川書房
早川書房
大俳次郎

歴史のつくるもの南 原 繁

維新の日本
幕末の日本
天皇の世紀

一重臣たちの昭和史文 芸 春 秋

″

一九五九年世界情勢と
鹿島研究所
米国

一九六○年世界情勢と
米国

日本の安全保障
ヨーロッパ国民

アメリカと極東

中央とアジア

軍備管理・軍縮・安全
保障

パン・ヨーロッパ

古代ヨーロッパの政治 東 海 大 学 出 版
と思想
今云

朝日旅の百科︵海外編︶一朝日新聞社

終戦直後ゞ 光 文 社

︵合計︶
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〃

〃

〃 ． 〃 〃 〃

1．661202

里見蒔全集筑摩書房

露伴全集岩波書店
秋聾全集新潮社
鏡花全集岩波書店
花・風全集岩波書店
真山青果全集講談社
横光利一全集改造社

山本有三全集岩波書店
小泉信三全集文芸春秋

井上靖文庫新潮社

新渡戸稲造全集教文館
山本周五郎全集新潮社

吉川英治全集講談社

吉川英治対話集一誌談社
トルストイ全集一河出書房新社

シェイクスピア全集新潮社一

識識鑑一

幸田露伴塩谷賛

嘩筆鍛本武武

1531519156331626271091128284441010961311302815

161111114111331431211561121126

ｌ
△云生ロ．
鯵ご寄付者芳名

金壱万円也金ヶ江三郎雅綱殿︵佐賀県︶

金壱 万 円 也 北 村 博 学 殿 ︵ 川 越 市 ︶
◎会費領収報告書

東函部支会︵弱︶

平川支会︵弱︶
佐藤賢治︵釦︶
︹山梨県︺

輿水正信︵釦︶
吉永善亮︵腿︶

︹富山県︺

平間一郎︵帥︶

︹新潟県︺

︹兵庫県︺

︹和歌山県︶

○津田久︵帥︶
○高垣源徳︵帥︶

入江孝一郎︵釦︶

佐倉支会︵弱︶
睦沢支会︵弱︶

︹京都府︺

内貴章雄︵釦︶
︹大阪府︹

○迫田正昭︵釦︶

吉岡篤三︵帥︶

○堀内顕一︵帥︶

○片山茂︵釦︶ ○山田穣︵帥︶
○土屋博則︵帥︶ ○小川栄次︵帥︶
○大谷嘉男︵帥︶ ○ 岩 橋 勝 ︵ 帥 ︶

○原秀士︵帥︶ ○ 広 田 章 ︵ 帥 ︶

︹沖純県︺

○岡田建二郎︵帥︶

″

″

″

千葉

佐々木省吉

斎藤和子
久田龍二
桜井哲夫
松栄昭子
塚田益行

中山昌一

安彦孝次郎

秋山茂

竹ノ内一郎

生山智己
伊庭佳子

新井六三郎

柳田国夫

三須一雄
中村吉勝
村上甲子

迫田正昭
平間一郎

浅井喜代子
岡田建二郎

岩橋勝

土屋博則
小川栄次
大谷嘉男

原秀士
広田章

堀内顕一

高垣源徳

津田久
片山茂
山田穣

潟 阪 山 庫

︵垂職榊耐蓉弱朋皿肥敬称略︶
だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
２︐・印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数は会費最終年度です︒
︹東京都︺

○下中直也︵帥︶○久田龍二︵釦︶

︹島根県︺

○浅井喜代子︵帥︶

○田辺徹︵釦︶○斎藤和子︵帥︶
○佐安木省吉︵帥︶○中山昌一︵釦︶

平賀増美︵帥︶

５月
︵紹介者︶

″

″

″

西村幸二郎

︵府県名︶︵入会者︶

渡辺蕪

″下中弘

″下中邦彦

〃．下中直也

東京徳川宗英

″田辺徹

昭和帥年３月

◎新入会員芳名︵敬称略︶

沖細支会︵弱︶
︹オーストラリア︺

松江支会︵弱︶

○徳川宗英︵帥︶○桜井哲夫︵釦︶
斎藤邦夫︵帥︶○松栄昭子︵帥︶
西村英二︵帥︶○塚田益行︵帥︶
○下中邦彦︵帥︶

○中山昌一︵帥︶○下中弘︵帥︶
︹神奈川県︺

○竹ノ内一郎︵田︶小笠原峯男︵鉦︶
古岩井佳勝︵帥︶○秋山︲茂︵釦︶
○生山智己︵帥︶○安彦孝次郎︵帥︶
○伊庭佳子︵帥︶
︹埼玉県︺

川越支会︵弱︶
︹千葉県︺

″

″

片 片 西 服 片 渡 岩 加 太 菅 加 渡
山 山 村 部 山 辺 崎 藤 田 原 藤 辺
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 幸 〃 〃 〃 〃 〃 嘉 嘉 〃 〃 〃
清 清 二 忠 清 三 邦 哲 三
一 郎 三 一 蕪 晶 郎 夫 治 郎 蕪

菅原哲治
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l

l

ｉＩ
言葉の
ひろば

さて前食号︵一・二月号︶の記事の中

服致しました事でございます︒

た点︑細大ぬかりなき処置と改めて感

て猶その収支の決算まで発表されまし

ピル落成の模様をつぶさに記されまし

巻頭・巻尾に到る内容のうち弘道会

じました︒

られて︑その編集の御苦労を一人に感

長の方為で小さな親切運動を執りあげ

した︒執筆の方灸が揃いも揃って学校

感銘深く頁をめくったわけでございま

の年の天長節の日でございましたので︑

時︑恰も昭和の御代六十年というこ

弘道Ⅷ号有難うございました︒

福岡県米田光

灘

に忘れ得ぬところがございました︒

それは倉前盛通様︵アジア研究所長︶の

お二人には違いありませんがそれぞれのお

．遂げた二人の武人﹄は文中︑四人のうちの

のご回答がありました︒︶

名前は定かでない旨︑筆者・倉前先生から

﹁二隻の特殊潜航艇﹂の記事でござい
まして祖国日本の武人としての働き斯

骨董を愛し其の蒐集を趣味としたので︑

年に銀行業を創めたのであるが︑書画

奥殿に生れ長じて岡崎に出て明治十四

したが︑父は弘化四年三河の国岩津町

﹁和漢聖賢図﹂の双幅をお贈り致しま

岡崎銀行創立者︶の遺愛品・菊地容斉筆

して︑養父・九十八翁加藤賢治郎︵旧

新弘道会ビルの竣工に当りお祝いと

横浜市加藤嘉三郎

ました︒私はこの全文を再読三読致し
く如き方もあったのかと感激にたえま
せぬ︒

二人の武人は艇を脱出して三日かか
って上陸︑戦死されたという︒壮烈こ
の上もなき日本兵︒その名は誰でしょ

故国にいながら我等はこの事実を知

うか︒是非︑調べて発表して下さい︒

らずにいたことを何と申しわけなく思
ったことでしょう︒筆者倉前様に感謝

で特に愛蔵したものである︒容斉は天

容斉の﹁和漢聖賢図﹂もその中の一つ

致します︒やはり知らせることが大切
でございます︒英国首相さえ感嘆され

︵年九十一︶

明六年生れ明治十一年六月に没した︒

ましたという︒その内容は﹁日本の士
官達は彼らの祖国に対する献身的な功

願いする次第です︒厚く御礼申しあげ

舷にふつつかな−文を以てお尋ね︑お

至った︒夙に王室の式微を嘆き常に忠

り発憤して遂に画業を以て名をなすに

幼時︑古忠臣の家系より出でたるを知

家系は南朝の忠臣菊地武時より出た︒

ます︒

臣の事蹟を画き︑以て天下勤王の志気

私は前盈号のこの記事が忘れられず

績を果たした﹂と賞讃している︒

︵ｌ編集部注Ｉご質問の﹃壮烈な戦死を
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一
一
一

一−

一一

一

を鼓舞した︒明治戊辰︑車駕東行に当
次々と伝えたし﹂は︑淘に的を射て実

道義の殿堂を英知すぐれた若い世代に

の子が脱落しましたので︑蚊に謹しんで訂正をい

︹訂正︺前号︑﹃言葉のひろば﹄の文中﹁皇太子﹂

お奨め申し上ぐる次第でございます︒

を賜い︑爾後日本画士の印章を使用し

議されておりますが︑文部大臣の祝辞

﹁個性﹂とかが喧々誇々として検討︑論

只今︑臨教審に於ても﹁自由﹂とか

編集後記

たします︒

◎

り三条︑東久世の両公によりその著書

に簡明直徴にして力強いものがござい

○Ｏ○○

﹃前賢故実﹄二十巻を献上し︑明治天

た︒容斉の作品として有名なるものに

ます︒

東京深川本誓寺にある五百羅漢図︑土

である﹂とあります︒﹁思いやりの心﹂

中にも﹁青少年の徳性の酒養こそ大事

○○○○

皇は深く嘉賞せられ︑﹁日本画士﹂の号

佐日記画巻︵八十七才の作︶︑石橋扉風図

○永い人生行路のうえで︑ひと︑それぞれ
に自分を生かし︑励まされた﹁格言﹂とか
﹁モットー﹂とかに必ず出会うものです︒
今号はごく身近かな弘道会々員の方々を中
心として︑それらの名句︑名言をその深い
人生観を通しての指針として今日を築いて
こられた珠玉のご体験を︑まことに感動的
に綴っていただきました︒
○なお︑新ビル落成を記念して︑西村会長
殿から千数百冊に及ぶ貴重な図書の数々の
ご寄贈を戴きました︒二頁に亘る別掲リス
トをご覧のうえ︑従前からの当会蔵書とも
ども︑新装成った図書室でどうぞご閲覧・
ご利用のほどを⁝⁝︒

らお祈りいたします︒︵渡辺薫︶

○入梅も間近です︒そしてこの夏はどうや
ら猛暑との予報です︒皆様のご健康を心か

には私も一瞬戸惑いましたが︑子供の

って﹁展示室﹂に陳列されたる会祖の

郵便番号一○一

電話︵二六一︶○○○九番
振替口座東京四 四三一七

発行所鮒畑日本弘道会

東京都千代田区西神田三︲一︐六
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日本弘道会理事であり︑目白学園女子教 育研究所長・日本道徳教 育学
代表理事の著者がわが国の風土と伝統と ︑に基づく女子教育が近 代日
において︑いかに近代化されて来たかの 過程を克明に研究され︑
亘る豊富な教育現場の体験を通じて集大 成された所論を広く世に
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目白学園女子教育研究所長
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近代日本の女子教育

︵⁝⁝以下第八章︶

第一縄近代日本の女子教育思想
第一章文明開化と女子就学の開始
第二章女子教育の伝統と近代化
第三章国家主義の拾頭と女子教育論

第二編女子道徳の変遷

第一章明治前期の小学校修身書にみる女子
第二章明治・大正期の小学校国定修身雷に
第三章大正・昭和前期の小学修身霞にみる

第三編男女共学問題と女子教育︒
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