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「美しい日本人を育てる｣−
−米長邦雄先生による特別講演会開催
,三,本弘道会では11月1811(金)、永世枇聖米災邦雄先生(日本将棋連脱

会長、東京都教肯委員会委員）をお招きして、｜記講波会を本会講堂に
おいて￨刑催した。東京都の教肯改革や教科書￨ﾉ1容への捉言など、高い識
見のもと、まさに狂tilを既倒に廻す熱誠溢れる実践報告に、参会者は列

気と誇りをI喚起された。講演記録は、新年のl〜2月号に掲載の予定。

人類の将来をおもんぱかること

ハ・福先本

三｢し正吉、会

を村諭は道
。f^明の
ら西治会

司と周六祖
明イII．年・
六図加森西
雑り藤有村

会祖西村茂樹先生小伝

it中沢生弘

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂の

めの道義教化団体として︑﹁東京附身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

動を粘力的に股開いたしました︒

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

Ip弘礼茂

日本弘道会綱領︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
ること

皇室を敬愛すること︑国法を守世界の形勢を察すること︑国家
信教は自由なること︑迷信は排
除すること

思考を合理的にすること︑情操政治の道義性を高揚すること︑

を美しくすること経済の倫理性を強調すること
学問を勉めること︑職務を励む
こと

̲L之・樹II

前身であります・明治十九年には﹃ｎ本道徳

教養を豊かにすること︑見識を川然の美と恩沢を尊重するこ

w

財物を貧らないこと︑金銭に情と

養うことと︑資源の保存と開発を図るこ

ご蕊i

脈なること
家庭の訓育を重んずること︑近

教育の適正を期すること︑道義
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行の一般的関心を促すこと
に川しないこと
健康に留意すること︑天寿を期

報道言論の公正を求めること
すること
信義を以て交わること︑誠を以社会悪に対し世論を高めること
て身を首︵くこと

(1
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﹇日吟次︵第百十三巻第一○三九号平成十七年十一・十二月号︶

表紙裏特別講演会の情景

ｌ
日本弘道会綱領・会祖西村茂樹小伝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ｕ

親孝行の衰退・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝千石保⁝⑩

親孝行をしておくれ︑の子育てを⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝木村治美⁝⑮
︻泊翁講座︼

＊

＊

現代語訳日本道徳論︵３︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝尾田幸雄⁝剛

｜

（2）

︻巻頭の言葉︼

＊

孝心を育てる文化的基盤⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝林道義⁝⑥

＊

忘れられた言葉﹁孝﹂の復活を⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝会長鈴木勲⁝例
＊

特集﹁孝﹂を考える

｜
＊

︻特別寄稿︼

日本思想史における旧師たち
はるこ

美子皇后と﹃婦女鑑﹄の世界
︻老子講座⑧︼

柔弱の教え
︹追悼︺北村晴朗先生を偲んで

正⁝㈹

古川哲史⁝側
多田建次⁝㈹

鎌田

(3）

鈴木勲⁝㈱
津英武⁝㈱

宮崎哲夫⁝㈱

㈱側⑫側刷

︻北斗星︼多数決の危うさ
︻読書案内︼安能務氏の﹃韓非子﹄

弘道歌壇⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：古川哲史編⁝剛

弘道俳壇⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝．．⁝．．⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝河内朝生⁝側

生口

編集後記

事務局往来

言葉のひろぱ

日本弘道会会員名簿

会
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︻巻頭の言葉︼

会長

勲

に対する有効な手だてがあるのかと︑考えてしまう︒

親が子を虐待して餓死させたり︑進学やちょっとした財産の争いで︑子が
親を刺殺するなどのニュースを聞くたびに︑日本の家庭︑家族はどうなって
いるのか︑これからどうなるのか︑なぜこのようなことが起こるのか︑これ

の問題である︒

最近の世相を見ていて一番心を痛めるのは︑家庭の在り方︑特に親子関係

忘れられた言葉﹃孝﹂の復活を

ｌ

木

いるにすぎない︒

昭和六十一年の臨教審の第二次答申においては︑﹁家庭の教育力の回復﹂という一章を設けて︑校内暴力

この頃から︑家庭の在り方が社会問題として目につきはじめたということであろう︒

や少年非行などの背景に家庭の役割が十分に果たされていないとして︑﹁家庭に問題を投げかけてみること
が大切﹂と︑これまでとは異なる踏みこんだ提言をしている︒

しか
ユ対策となれば︑親としての学習とか︑育児休暇などであり︑家庭の問題についての根本的認
し
かし
し︑
︑そ
そのの

親に対する注文も必要だが︑学校教育として考えれば︑親を尊敬する教育︑﹁孝﹂の教育が忘れられてき

識を欠いている︒

(4）

鈴

家庭の在り方は︑最も私的な分野であるから︑これまでは︑教育を論ずる
場合にも︑家庭に言及することは避けてきた︒
昭和四十六年の中教審答申 ﹁ 教 育 改 革 の た め の 基 本 的 施 策 ﹂ で も ︑ 家 庭 教 育 に つ い て は ご く 簡 単 に ふ れ て

可

＝●＝く●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝｡＝■＝《●＝●＝●＝●＝●＝●＝●〕＝●＝●＝●＝●＝●＝●浜エ●＝

＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

たことが問題ではないか︒
私の小学校の頃は︑﹁孝は百行の本﹂という書き初めを書かされた覚えがあり︑﹁父母の恩は山よりも高く

海よりも深し﹂と教わった︒
い
つ頃
頃か
から
ら﹁
﹁孝孝
いつ
﹂﹂
西が教えられなくなったのであろうか︒社会規範としての﹁孝﹂という言葉が聞かれなく

敗戦後︑教育勅語が廃止されてから︑﹁父母に孝に﹂という徳目の教えまで捨て去られたのか︒

なったのであろうか︒

(5）

刑法の尊属殺の規定が︑憲法違反という最高裁の判決を受けて削られ︑暴力抑制の障害が低くなったこと
が拍車をかけ︑﹁家﹂制度の否定︑家族制度の解体で︑日本社会の堅固な基盤であった家庭や家族の在り方
が個人中心主義︑核家族へと変質していったその末に︑親殺しの荒廃が起きているといえるのではないか︒

私
はこ
ここ
こで
で︑
︑尊尊
私は
属属
和殺規定や家族制度の復活を唱えるわけではないが︑教育勅語の﹁父母に孝に﹂だけは復
活して欲しいと思う︒
最近の雑誌で︑﹁消えた言葉﹂を特集しているのが目についたが︑﹁孝﹂や﹁孝行﹂をあげた者はいない︒
また︑最近の投書などで︑﹁孝﹂という言葉が目についた例をみると︑まだ国民の中にはこの言葉が忘れ
去られていないことに気づく︒

たとえば︑青森県三沢市の市議会議員が﹁親孝行条例の制定﹂を提言したり︑若い主婦が投書で︑孝経の﹁身
体髪層これを父母に受く︑敢えて穀傷せざるは孝の始めなり﹂という言葉を引いて﹁自分自身を大切にする

ことが親孝行です︒﹂と述べているなどがその例である︒
西村会祖は︑﹃国民訓﹄の中で﹁子たるの道﹂として︑父母の恩を知ること︑父母に禍いを及ぼさないこと︑

父母の老いを養うことなど︑﹁孝﹂の具体的行動規範を示している︒
森信三は︑﹃修身教授録﹄において︑親は何故に大切にしなければならぬのか︑それはわが生命を生み今
日まで育ててくれた大恩があるからで︑しかもわが生命の親たる父母もその親たる祖父母も無窮の祖先から
子々孫々に至るまで無量の生命が存続して今日に及んでいることを考えると︑自分の生命に対して深い受惜

︵本会会長・元文化庁長官︶

の念を抱かざるを得ない︑と述べている︒
こういう先哲の書などを一助として︑﹁孝﹂の大切さを︑深く心に泌みこむように教えてほしい︒

＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝

を育てるのに適した環境︑具体的に言うと親子関係︑家庭

林道義

孝心というものは︑人間に生まれながらに備わっている

環境︑文化環境が存在していなければ︑生育し花開くこと

孝心を育てる文化的基盤

ものであろうか︒それとも良い環境のもとで初めて育つも

日本人が昔から行ってきた子育ての方法と文化環境は︑

はできない︒

この問題は︑本能行動と学習の関係に似ている︒母性本

孝心を育てるのに適しているか否か︒この問題について︑

のであろうか︒

能に代表される人間の本能行動は︑昆虫のように︑何も教

とくに発達心理学の立場から考察を加えてみたいと思う︒

親を大切に思うという心は︑どのようにして育つのであ

一基本としての母子関係ｉ可愛がることの大切さ

わらなくても発動するようにはなっていない︒適切な刺激
を与えられて︑また適当な環境と学習によって︑初めて発
動するのである︒︵母性本能の発動条件については︑拙著﹃母

具体的な本能行動そのものが生得的なのではなくて︑﹁環

ろうか︒それはなによりもまず︑親から大切に育てられた

性の復権﹄︵中公新書︶を参照されたい︒︶

境や学習によって発動する﹂という仕組みが生得的なので

という体験と記憶から生まれる︒とくに︑生存のすべてを

しさはなによりも大きな安心感を与えてくれる︒

母親に頼らなければならない乳幼児にとっては︑母親の優

ある︒

孝心についても︑同様のことが言えるように思われる︒

孝心の萌芽は生まれながらに備わっているとしても︑それ

（6）

身体的・感覚的基盤

産むようになり︑生まれた直後から新生児は別室に隔離さ

しかし研究が進むにつれて︑新生児は誕生の直後五分く

れ︑母子が引き離されるようになった︒

は︑家族の中で感じられるぬくもり︑やすらぎ︑安心感で

らい︑目を大きく開いて前を凝視することが分かってきた︒

幼児の心がまつすぐに伸びていくために一番大切なの
ある︒とくに母親と一緒にいる安心感は︑大きくなってか

焦点は三十センチくらいである︒目の前にある母親の顔を

これは丁度鳥類の﹁刷り込み﹂という現象に似ている︒

らの心の安定と人間への信頼感を育てる上でもっとも大切

良好な母子関係が成立するためには︑母子双方が互いに

鳥類は生まれるとすぐに近くにいる動くものを凝視し︑そ

確かめるのではないかと考えられている︒

愛情を持つことが必要になる︒この愛情を育てるためには︑

れを親だと認識して︑以来その後を追い︑真似をすること

なものである︒

感覚的な次元での身体的接触が︑たとえば抱っこやおんぶ︑

で成長していく︒

したがって︑産まれた直後から新生児は母親のそばに寝

添い寝といった日本古来の育児法が最も有効である︒

かせ︑手をかけ声をかけ︑求めればすぐに授乳できるよう

この方法は日本に特有の子育て文化の型である︒日本の

ところが︑産まれた直後に親とは別室に離され︑抱っこ

にすべきである︒

ところが四十年くらい前から﹃スポック博士の育児書﹄

もおんぶもされないで育った世代が今︑親になって子育て

あった︒

が流行り︑それを手本に子供を育てた人が多かった・スポッ

をしている︒彼女たちは自分の子供を抱くことができない︒

子育て文化は︑子供を育てるためには最も理想的なもので

ク博士は︑﹁子供を自立させるためには︑抱っこもおんぶ

抱かれた経験がないので︑どのくらいの強さで抱いたらい

とくに未熟児で生まれた場合︑子供は長い間︑母親から

も添い寝もいけない︑別室で一人で寝かせなさい﹂と説い

戦後間もなくまでは︑お産も各自の家で行われており︑

は母親に対して拒絶反応をして︑抱っこしても体を硬直さ

引き離されて育つので︑母親の手元に戻ってきても︑子供

いか分からないと言うのである︒

お産婆さんが駆けつけて子供を取り上げていた︒当然︑新

ていた︒

生児は母親の横に寝かされていた︒ところが次第に病院で

(7）

て︑母子が共に裸になって︑カンガルーの母親が袋に入れ

れる︒こうした症状に対しては︑カンガルー・ケアといっ

せて︑そっくりかえったり︑目を見ないなどの症状が見ら

子は相互作用によって︑互いに結びつく仕組みを持ってい

声︑乳の匂いや味︑心臓の音などを識別できるという︒母

親を認知できる︒たとえば専門的な研究によれば︑母親の

を認知する多くの手段をもっていて︑生まれた直後から母

こうした愛着が成立していることが︑孝心の第一の基盤

別に結びついていることを示している︒

である︒他人と母親︵身内︶の区別がつき︑家族だけと特

こうして心理的に紳が出来上がった証拠が﹁人見知り﹂

れば︑親子の愛情は自然に育つのである︒

るのである︒母親が安定した心を持ち︑手元で育てさえす

て抱くように︑体を密着させる方法が取られている︒

未熟児でなくとも︑サイレント・ベビーといって︑言葉
も話さないし︑泣きもせず笑いもしない﹁静かな﹂赤ちゃ

んが問題になっている︒これは生まれてから母親が働きか
けをしなかったために現われる症状である︒

これらの例のように︑母子のあいだの愛情を育てないよ

うな育児法は︑やがて子供が生長したのちにも悪影響を与
アメリカでも反省が起きてきて︑スキンシップが大切だ

とは︑孝心が育つ第一の前提である︒大切に育てられたと

親︵家族︶から愛情をもって︑可愛がって育てられるこ

であると言うことができる︒

と言われるようになったが︑そんなことは我が国では昔か

いう感覚を持っていれば︑やがて物どころついたころに︑

え︑親子の間を引き裂くようになる︒

らやっていたことである︒

それを意識化し︑親への感謝の心が湧いてくる︒無意識的

感覚的な親子の密着を基礎にして︑次に心理的な愛情が

化されるというのが︑最も望ましいあり方である︒感覚的

に感覚的次元で存在していた愛情が︑感謝の心として意識

育っていく︒母子のあいだには︑両方の側から働きかけた

というのは︑きわめて困難である︒

次元で存在していないものを︑理性だけに訴えて持たせる

心理的な紳の大切さ

り︑愛情を感じたりする仕組みが生まれながらに備わって
いる︒たとえば︑新生児は可愛い顔だちをして︑ときどき

微笑み︑﹁可愛い﹂という感情を誘発する︒新生児は母親

（8）

たとえば︑お彼岸には収穫した野菜や穀物に季節の花々

お彼岸やお盆のように直接的に祖先に饗応する行事だけ

をそえて︑祖先に供し︑また墓参りをして祖先をしのぶ︒

孝心は単に直接の親に対してだけ発露するものではな

でなく︑祭りのときには祖先も帰ってきて参加すると考え

二縦のつながり・祖先崇拝と孝心

く︑祖父母から祖先へとさかのぼって現われ︑また逆に祖

春と秋には必ず祭りがあり︑春先には山の神である祖先

られているものもある︒

祖先があって祖父母や両親がいる︒祖先の努力と蓄積を

には︑神に感謝し︑山へとお送りする祭りが催される︒

をお迎えして︑豊穣と農作業の無事を祈る︒秋の収穫の後

先への感謝の心から下って父母に至るものである︒

引き継いできたことによって今の家族がある︒こうした生

エノコト﹂という行事である︒﹁アエ﹂とは饗応のことで

祖先をお迎えする行事として有名なのが︑奥能登の﹁ア

命と文化の縦のつながりを意識することもまた︑孝心の大

生命と文化の歴史的なつながりは︑単に知識として教え

あり︑﹁アエノコト﹂とは祖先をお招きしてご馳走する行

切な基盤である︒

ても︑なかなか実感できないものである︒世代から世代へ

事という意味である︒

る前に︑ご苦労様でしたと︑感謝の饗応をするのである︒

祖先が田の神として収穫までを見届けて山にお帰りにな

のつながりもまた︑第一には感覚的な次元での体験が基礎
となり︑自覚へと至るものである︒この体験を与えるのが︑
祖先崇拝である︒

家にお迎えして︑主人はまるでそこにご先祖様がいらっ

をとり︑一つ一つ料理の名前を言って︑召し上がっていた

を引いて座敷に案内し︑本膳でもてなす︒主人はお椀の蓋

しゃるように振る舞う︒一緒に風呂に入り背中を流し︑手

日本風の典型的な家屋には奥に座敷があり︑先祖代々の

だく︒こうした所作を通じて︑子供たちは祖霊の存在を実

祭りと祖先崇拝ｌ祖先を実感する

で朝な夕なに祖父母や親が手を合わせ︑食事を供える︒ま

当主の遺影が飾ってある︒仏壇または神棚があり︑その前

感するのである︒

私も子供のころ父親がお盆に迎え火を焚いて︑﹁この火

た季節ごとの祭りや行事にはたいてい祖先崇拝が盛り込ま
れている︒

(9）

を目印にしてご先祖様が帰ってくるのだ﹂と言うと︑本当
にその火の横をご先祖様が通って︑家の中に入っていくよ

以上述べたように︑幸い我が国の文化的伝統の中には︑

らはすたれる傾向にあるとはいえ︑まだまだ国民の風習や

孝心が育つのに適した子育て方法や祖先祭祁がある︒それ

こうした行事を通して︑子供は大昔から連綿として続い

記憶の中に残されている︒我々はその重要性を改めて意識

うに感じたものである︒

の家族があることを感じ取ることができる︒

ている命のつながりを実感し︑祖先の営みの結果として今

千石保

︵本会特別会員・東京女子大学教授︶

復活させなければならない︒

化し︑再生させることによって︑我が国の美風をもう一度

祖先の存在を認識し︑その存在のお陰で今の家族がある
ということを感得し感謝する心を持つことが︑孝心が育つ
最良の基盤である︒

親孝行の衰退

た︒多くの日本人は︑ベネディトの主張に同意しなかった︒

責任そのものであった︒ここには親子一体感の背景が横た

子育ては︑そのこと自体に意義があり︑子供は愛情と

かってルース・ベネディトは︑日本の親は﹁やがて子ど

わっている︒日本の家庭構造は親子文化が柱であり︑夫婦

一孝と就寝型態

もの世話になることを期待﹂して︑子育てをする︑といつ

(10)

文化は付属に過ぎなかった︒欧米文化と明らかに違ってい
た︒

親子文化は︑やがて昭和から平成に変わる八○年頃︑ジャ
パン・アズ肋ｌの頃から黄金の八○年代になり︑父親が﹁友

達父親﹂に変わり︑権威の座から友達の座に移行する︒

二○○三年一月八日朝日新聞は︑父親を大黒柱と思う者
が少なくなり︑過半数が大黒柱と思わなくなった︑と報道

でよくしゃべる︒

日本の母親は︑子供と一緒にいる時間が多い︒また〃あ

やす〃回数︑腕に抱いて揺らすなどの行動が多い︒アメリ

カより七倍も多いとみられる︑といっている︒

就寝型態の母子の接触状況の研究は新しい発見をした︒

生後三〜四ヶ月で︑アメリカの幼児と日本の幼児は︑異なっ

た文化を身につけていくと考えられる︒

キュリティ・ブランケットをしっかり抱いて離さない︒祖

この文化研究は︑更に発展する︒アメリカの子供は︑セ

父の家へ泊まり行くにも︑友達の家へ泊まりに行くにも︑

した︒親子文化は経済成長と共に色槌せた︒

やがて家族の解体へと繋がったといえるだろう︒家族就

自分の﹁毛布﹂を持っていく︒つまりアメリカの子供にとっ

戦後の日本人母親は変わった︒寝室の構造も大きく変化

二文化変動

文化は︑親子一体を原理としている︒

アメリカの文化は︑親子の独立を根本原理とし︑日本の

ては︑自分の毛布は︑母親のような存在である︒

寝型態の調査では︑かつての﹁川の字﹂が分解し︑子供︑
た︒その後︑﹁父親の別室寝﹂に変わって︑母と子が同室

母親︑父親の順に並び︑まず︑子供が親子一体から分離し

就寝をするようになる︒

やがて九○年代となり︑ベビーベットが普及して︑母子
同裳が姿を消すに至る︒

かつてアメリカ国立精神衛生研究所のウイリァム・コー
デル博士は︑生後三〜四ヶ月の日・米母子を比較研究して︑

アメリカの母親は︑子供と身体的に接触する時間が少な

になった︒

いは︑子育てだけでなく︑社会や仕事にも比重を置くよう

地域社会や職場へと進出するようになった︒母親の生きが

した︒なによりも︑母親の独立意識が強くなり︑家庭から

く︑子供の身体的活動を鼓舞し︑子供と話をする時間が多

大きな違いがあることを発見した︒

い︒その結果︑アメリカの子供は日本の子供より︑活動的
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である︒日本青少年研究所の一九八○年調査では︑かって

寝室の構造で︑大きな変化をみせたのは︑ベビーベット

日本はスウェーデンに次いで

﹁孝﹂の意識が︑ほぼ世界

た︒

下から二番の二五・六％だっ

就寝型態の変化は︑自立型文化の台頭を示しているだろ

最低だったのだ︒明らかに戦

の母子密着型が姿を消しつつあることを確認している︒

う︒率直にいって︑﹁自分は自分で守る﹂ことを必須のも

前と戦後では︑母も変わり︑

感とも共振しているようで

孝の価値観は︑対人関係

三︑対人意識の変化

子も変わったのである︒

のとしたのではないか︒

日本青少年研究所では︑二○○一年﹁子どものしつけ﹂
に関する調査を行った︒

﹁子どもは子ども︑自分は自分の生きがいを追及したい﹂

この結果を象徴的に示すデータを見る︒日本の母親は︑

という︒実に二九％もあったのに対し︑中国では八・七％

ある︒日本青少年研究所の

二○○四年二月︑高校生の生

活と意識に関する調査では

﹁友達との付きあい方﹂につ
いて聞いている︒

図表のとおり︑日本の高校

相手につくす﹂と答えた者

12)

中国 韓国

米国

日本

14.9

11．3

13．8

5．9

6.2

5.8

2.自分を犠牲にしてでも相手に尽くす

5．9

5．5

26.5

25．6

16．3

8.9

3.お互いのプライバシーに入らない

8．7

11．9

35．7

17.6

22．5

11．5

1.お互いに相手に甘えすぎない

と少なかった︒

﹁子どもの教育に全力を注ぎたい﹂という日本の母親は
一三・六％だったが︑中国では六二％だった︒
日本の母親は︑﹁子離れ﹂したといえるのではないか︒﹁自

分の生きがいを追及したい﹂という﹁自主・自立﹂の考え
方が︑しっかり根を降ろしているように思われる︒もう︑﹁子

これに呼応して︑子供も変わった︒総理府青少年対策本

生は﹁自分を犠牲にしても

部の行った﹁年とった親の世話﹂についての結果をみると︑

二六・五％の実に二分の一ほ

は︑一一・三％︑アメリカの

供が生きがい﹂ではなくなったのだ︒

﹁どんなことをしてでも養う﹂というのは︑二ヶ国中で

友達との付き合い方

2004年 1992年 2004年 1992年 2004年 2004年

4.お互いの心を打ち明け合う

30．5

30.3

36.1

44.3

41.3

28．5

5.相手の考えていることに気を使う

24．5

25.9

43.0

40．3

31．4

23．9

どで︑日本の高校生の﹁友だちがい﹂の無さが︑はっきり

アメリカ男性の多分︑三十歳台と思われる人が︑年寄り

相手になんでも話すことを︑心理学では自己開示といっ

時間がなかった﹂といっているらしい︑ホームの責任者ら

も﹁なぜ長い間訪ねて来れなかったか﹂﹁とても忙しくて

の母親らしい人間の一眉を抱くようにして話している︒どう

ている︒日本の高校生は︑殊のほか自己開示をしなくなっ

しい人に聞いてみた︒というのは︑ずつ−とその面会の様

している︒

た︒スポーツでも勉強でも︑﹁やったⅡ﹂と思ったとき︑

子を見ていたからである︒

﹁さっきから︑もう三十分も同じことをいっている﹂﹁そ

誰れかにそれを知らせたいものだ︒その﹁誰か﹂のことを
意味ある他者といっている︒恋人かも知れず先生かも知れ

くれた︒そして︑日本人は違うと言葉を繋いだ︒﹁朝出

れでも︑あの母親らしい入所者は喜んでいる﹂と説明して

﹁意味ある他者﹂は︑生きている以上︑無くてはならな

勤するとき︑おはようと立寄り︑帰りは︑ただいま︑とだ

ないが︑なんといっても親友こそ意味ある他者だろう︒

いものである︒しかし︑日本では意味ある他者が無くなり

大抵のアメリカ人は︑あの男性と同じで︑日本人は誰れ

けいって立去る︒一分もいない﹂といった︒

ある他者がなければならない︒日本では約三割で︑アメリ

も︑一分もいないが︑朝と夕方は立寄る︑といった︒どち

つつあるようだ︒﹁お互いの心を打ち明けあう﹂は︑意味

カや中国の四割前後と比べて︑本当の心の親友が少ないよ

らの親も満足している︑というのである︒

な日本人の老母と会った︒日本人はそのホームで一人だけ

もう一つのナーシングホームでは︑日本的と思えるよう

メリカ人のようになるのかもしれない︒

んだら︑日本人もロスアンゼルスのナーシングホームのア

供の成功は自分の成功だとは思わない︒もう暫く歴史が進

自分で自分の生きがいを追求したい︑という︒そして︑子

明らかに文化の違いである・近代的な日本の母親たちは︑

うに思える︒これは︑八十年代の高度経済成長の後に起き
た状況である︒

四孝行の考え方
親孝行について調査していたとき︑アメリカのロスアン
ゼルスの老人ホームを訪ねたことがる︒アメリカではナー
シングホームといっているが︑そこで︑日・米親孝行につ
いて大いに考えさせられたことに出会った︒
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で︑淋しかったのだろう︒

広島県の出身で︑身寄りは一人もいない︑ということだっ

た︒著者は富山県の出身だといって︑会話を重ねた︒その
間︑とても︑そのお年寄りは嬉しかったようだった︒

る者も多くなった︒

他方︑親たちは︑年をとっても﹁子供の世話にならない﹂
と答える︒

日本の﹁孝﹂に対する価値観は︑確実に変わっていくだ

合いを見計らって︑﹁それじゃ﹂といって腰を浮かせたと

なたはどうしますか︒﹂﹁どんなことをしてでも面倒をみる﹂

活をいくらか助けてもらわなければならないとします︒あ

﹁仮にあなたの親が高齢になって健康状態が悪く日常生

ろう︒

き︑﹁そう︑あんたは富山県ですか﹂といった︒﹁そうです

と答えた者は︑日本四三・一％︑アメリカ六七・九％︑中国

大分︑時間も過ぎ︑帰らねばならない︒会話の切れた頃

すか﹂というのである︒

八四・○％だった︒

よ﹂と返事して︑また帰ろうとすると﹁あんた︑富山県で

明らかに帰って欲しくないのである︒こうして︑﹁あんた︑

この質問で﹁経済的支援をするが︑介護は他人に頼

二・八％だった︒﹁孝﹂をめぐるは日本高校生の意識は︑

みたい﹂では︑日本一八・三％︑アメリカ九・二％︑中国

富山県ですか﹂を︑五回も六回も繰りかえして︑とうとう︑

諦めたようだった︒まざまざと︑日本文化に出会ったので

そめたといえるようである︒

︵財日本青少年研究所所長︶

アメリカより冷淡である︒儒教の親孝行はすっかり影をひ

ある︒アメリカ人は孤独に強い︒

きっと︑日本の老人ホームはだんだんとァメリヵのよう
になっていくに違いない︒親は﹁自分は自分﹂﹁子供は子供﹂

と思って老後を過ごすだろう︒そういう強い日本人になら
ざるを得ない︒

老いた親を誰が面倒をみるか調べたことがある︒長男は
﹁きょうだい﹂と平等に扶養すべしと主張し︑長男以外の
子供たちは︑口を揃えて﹁長男﹂が世話すべきだと答えた︒

そして︑﹁お金は出すが︑介護は他人に頼みたい﹂と答え
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親孝行をしておくれ︑の子育てを

木村治美

私の友人のかなりが︑未亡人になって一人でマンション

暮らしをしている︒カルチャー教室に通うなどして︑結構︑

︿自由と自立の中高年女性﹀

福沢諭吉は著書のどこかに︑﹁孝行というけれど︑親が

日々を充実させている︒娘夫婦︑息子夫婦とも仲が良く︑

と誘われるのに︑ことわるのは親である彼女たちである︒

それ相応の育て方をしていないのに︑親孝行をせよといっ

をきちんと洲くられず申しわけないが︑いかにも福沢らし

行き来はするが︑なぜか一緒には住まない︒一緒に住もう

い言い草だと感心する︒どちらかといえば︑私もこの考え

とか︑

﹁子どもたちに而倒をかけたくない﹂

ても無理だ﹂という意味のことを書いているそうだ︒出典

方に賛成であり︑これは真理だと思う︒

幸そうな顔だった︒知的障害があるとみえる娘の手を︑な

のきれいななかなかの美人であったが︑とても不機嫌で不

のに︑母親の川手はずっとなんの反応もみせなかった︒脚

女は脇の座席に座っている母親の手をしっかり握っている

由でいい︒やりたいことがたくさんあるから︑孫の世話な

若い者には若い者の生き方があるし︑私も一人のほうが自

﹁わたし︑一人になったら︑一人暮らしをするつもりよ・

か声を揃えていうには︑

がことわる理由である︒未亡人予備軍の友人たちも︑なぜ

﹁一人のほうが気らくだから﹂

ぜ握り返してやらないのだろう︒さまざまな事情に想像を

どやっていられないし﹂

地下鉄の車内で︑車椅子の十代の女の子を見かけた︒彼

馳せると︑他人のとやかくいう筋合いではないだろうが︒
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世間では︑こういう中高年女性の一人暮らしを称賛する
傾向がある︒自立する女性と呼んで︒

ら彼女たちを眺めれば︑世話はしたけれど世話をされるこ

ウーマンを目指して自立を実現させようとしたが︑いま

とであったろうか︒意欲のある若い女性たちは︑キャリア

大きな問題を残していると思う︒

である︒それはそれで﹁よかったわね﹂であるが︑周辺に

いまこそ︑自立︑自由︑自己実現の可能性を手に入れたの

一人暮らしに至るまでの事情がいかようであれ︑彼女は

期待しないというめぐりあわせの世代である︒

とはない︑親孝行はしたけれど︑親孝行してもらうことは

五十代︑六十代︑七十代になっている世代にとっては︑自

自立︑自立︑の掛け声がかかったのは︑二十年も前のこ

立しようにも︑やや手遅れ︒準備不足であった︒時代とし

子どもや孫は︑いつ親孝行ができるのだろう︒﹁一緒に

︿親孝行をする場がない﹀

彼女たちは人生に満たされない思いを抱いて︑年月を重

住もう﹂といってくれるのは︑素直に解釈すれば︑﹁親孝

ても受け皿が充分でなかった︒

ねてきたにちがいない・結婚生活に幸せを感じていようと︑

いての親孝行らしきものは︑季節ごとの贈り物だったり︑

行をさせてほしい﹂の意思表示ではなかろうか︒別居して

たまに一泊旅行への誘いだったり︑よそいきのイベントで

不満を抱いていようと︑自己実現という観点からは︑悔い

が残る半生であったにはちがいなかろう︒中には﹁離婚し

しかない︒

このような親子の関わりで︑一番問題だと思うのは︑親

らかんと口にする人もいて︑こちらのほうがどぎまぎする︒

彼女たちが未亡人になったとき︑夫の遺産や年金を手に︑

は︑子や孫にいつ自分の生き方や考え方︑人生観や価値観

ないのは︑生活が出来ないから﹂とあからさまに︑あっけ

だれにも邪魔されない︑たのしい一人暮らしを始めるのは

ちろん︑実の親︑しゅうとしゅうとめの世話をして︑人生

考えてみれば気の毒な世代である︒彼女たちは︑夫はも

るものがあるのに感激したり︒

逆に︑新しい情報を教えられて︑齢をとっても新しく学べ

また孫育てを手伝ってやったり︑昔の智恵を伝授したり︒

生活の中で︑時間をかけてしか伝えられないものもあろう︒

を伝えられるのかということである︒こまごまとした日常

の半分を過ごした︒だからこそ︑若い者の自由は奪いたく

想像に難くない︒

ないとか︑苦労をかけたくないというのだろう︒別の面か
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ない︒都合がよいから︑らくだから︑で物事を決めるのは︑

は︑親の側の自立志向という責任があるように思えてなら

のこもった親孝行を不用なものにしてしまった︒それに

う︒核家族化そのものが︑親孝行を儀礼的なものにし︑心

が生まれる︒関わらないで︑どこに親孝行の場があるだろ

こんな親密な関わりがあってこそ︑感謝や思いやりの心

うのだ︒

ないではいられない︒これが孝の基本ではなかろうかと思

た︒それが何年も何代も積み重なったものに︑敬意を抱か

をもっているからこそ︑有形無形のものを守りつづけてき

はいったいなんなのだろう︒親やご先祖様に感謝し︑愛着

く︒﹁ははァ﹂とひれ伏したくなるではないか︒この感情

うにも地元には職がない︑という気の毒な事情があること

一緒に住めない理由として︑地方においては︑就職しよ

英語圏でも同じらしい︒宗教的な意味さえもたせているよ

などの意味がある︒愛なくして孝の心は生まれないのは︑

三重宮のどとあり︑子としての敬愛︒敬虚な行為︑献身

ちなみに︑英語で孝行をどう表現するか調べてみた︒

も忘れてならない︒田舎の大きな邸宅に︑老人が一人で住

語のような気がしないでもない︒

うだ︒しかし︑日本語に合わせてわざわざ組み合わせた単

現代の日本人の悪い癖である︒

が︑孝の心を失わせているといえる︒

んでいる話はよく耳にする︒とすれば︑時代情況そのもの

る家族もいる︒そういう家族には風格がある︒先祖代々の

遠い先祖の思い出が残っている家に︑ずっと住み続けてい

無数の忘れがたい記憶が結びついている︒もっともっと

う有名な童謡がある︒かって住んでいた家には︑その種の

だ︒﹁柱のキズはおととしの︑五月五日の背くらべ﹂とい

家には思い出と︑それに伴う愛着がしみついているもの

と自信満々に散骨を希望する者がいうとすれば︑かれらは

﹁それこそが私の意図するところだ﹂

年月が経るにつれ︑思い出すよすがも薄れてくるだろう︒

ることにならないだろうか・思い出は残るかもしれないが︑

子孫に伝えられるだろうか︒親孝行の気風の衰退に荷担す

しそうだ︒しかし骨も墓も何も残さないで︑はたして愛を

に︑なんとなく潔く︑かつこうよくみえて︑ますます流行

散骨希望者が多くなっているらしい︒一人暮らしと同様

遺物や家訓や歴史や職業などを守っている人たちに接する

親孝行されること︑思い出してもらうことさえ︑つまり人

︿家には先祖の思い出が﹀

と︑そういう事実があるだけで︑なんとなく畏敬の念を抱
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てここに何があったのか︑記憶から消えていく︒孝心が薄

イギリスの親子関係と居住の関係を︑一つの家族を通じ

れるのも道理である︒仕方がない面もたしかにある︒

なにも残さないつもりであれば︑たぶん子育ての段階で︑

て︑つぶさに観察したことがある︒子どもは高校を出ると︑

間のタテの繋がりを求めていない︒そういうように育てら

よい子に育てよう︑しっかり族けたい︑という親の願いも

原則として親許を離れる︒就学・就職も︑そして結婚も親

︿イギリスの家族の場合﹀

なかったのではないか︒有形無形︑代々受け継がれていく

とは関係ない︒親が遠くから心配してやってはいる︒老後

あってよいのだろうか︒

ものへの思いもなかった︒﹁生まれたのも一人︑死ぬのも

は老化の度合いに応じて︑多様な施設が受け入れてくれる︒

れ︑自分も子育てをしてきたのか︒そこまで個人主義的で

一人︑だから骨は海に撒いて﹂という︑つながり意識のまっ

﹁子どもはどこかにいるはずだが︑連絡がとれない﹂とい

つまり親孝行が求められる場面もないし︑必要もないのだ︒

うご老人も多い・子どもの方からの働きかけはあまりない︒

たくない発想がでてくる︒

まてよ︑だれが骨をわざわざ海や山へ撒きにいってくれ

それでも老親の多くは︑子どもたちに会いたいと切望し

るのか︒やはり︑故人の遺志を大切に思うだれかがいて︑
はじめて実現できる散骨である︒したがって散骨自体が︑

自分の息子夫婦に住まわせようとしたが︑若夫婦はまもな

ある友人の実家で親が亡くなり︑空家になってしまった︒

経済的にも介護の面でも︑深く深く関わりあっていた時代

とき︑私にはショックであった︒日本ではまだまだ親子が

三十年前︑イギリスでこのような家族の在り方を知った

て︑尋ね人の広告をだすひともいる︒

く︑こんな家にはとても住めないといって︑マンションに

だったから︒でもいま︑急速にイギリス的家族関係に近づ

矛盾をはらんだ︑自家撞着的な考え方だといえる︒

移ってしまった︒たしかに戸建ての家に住むのはたいへん

いてきていると思う︒

スを維持できる一部の富裕な貴族くらい︒中産階級は︑子

何代にもわたって一つの家に住み続けるのは︑マナーハウ

イギリスの住宅事情もまた転居自在を可能にしている︒

である︒草取り︑植木屋︒落葉焚きは街中ではできないし︒

その家の由緒来歴に余程の価値を感じなければ若い者は古

こうして懐かしい思い出は一掃され︑更地になり︑かつ

家に住めない︒
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段階を追って施設に入所して終わるのである︒

間︑体力の衰えとともに︑便利な街中に戻り︑その後順次︑

の夫婦は憧れの田園生活をエンジョイするが︑それも束の

どもの数に応じて︑ヤドカリのように引越しをする︒老後

るような宣言である︒

外とつらい親のことばではあるまいか︒親子の縁を断ち切

るつもりかもしれないけれど︑いわれた子にとっては︑意

らない︒おまえの迷惑にならないようにする︑といってい

ら︑育てるにもそれなりの誠意をこめないわけにいかない︒

こう伝えると同時に︑それが自分の本音だと納得するな

﹁頼るときがきたら︑よろしくたのむね﹂

の上の小さなかわいい家が︑近代化の波でビルの谷間に埋

なにしろ先々は世話をしてもらうことを期待する子だ︒継

﹃小さなお家﹄というバートンの絵本は有名である︒丘

でいた家だと知り︑その家をトレーラーに乗せて︑静かな

いでもらう家業があれば︑それなりの仕込み方があるのと

もれてしまう︒ひとりの孫が︑あれはおばあちゃんの住ん

場所に移してあげた︒という物語である︒珍しい美談とい

同じだ︒

本人はこれ以上︑家庭を崩さないようにしたい︒文明化・

孝を考えることは家族を重くみることである︒私たち日

子どもはそれを敏感に感じとる︒

世話をしてもらうつもりのない子は︑手抜き育児になる︒

えようか︒古いもの好きのイギリス人は︑古い家を大切に
する︒しかしそれらの古い家や品物は︑もはや個人を離れ
て︑社会化されたもの︑骨董品として大切にされる︒すべ
てに社会化が進んで︑割切れているように思える︒
︿日本人は日本人らしい子育てを﹀

が︑さらに大きな力をもって︑押し戻したいものである︒

社会化・個人主義の蔓延など︑反対の極に向かう力は強い

人間としての︑日本人としての自然な感情に従えばよいこ

中途半端な社会化︑本筋をはずれた個人主義︑核家族化

となので︑不可能な試みではないと思う︒中途半端な欧米

や生活の近代化によって︑タテの繋がりが切断されている
のが日本である︒それは日本人らしいといえるだろうか︒

︵本会理事・共立女子大学名誉教授・エッセイスト︶

化に流されないよう︑もっと問題意識をもちたい︒

日本人の遺伝子はそういう仕組みに耐えられるのか︒

孝の心を育てるには︑まずそれにふさわしい心のこもる
子育て︑孫育てをすることである︒そして親は子どもに﹁お

まえの世話にはならないよ﹂とはまちがってもいってはな
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泊翁講座

現代語訳日本道徳論

訳者尾田幸雄

およそ国民の知識が開け進むにつれ︑学問や芸術もまたともに優れて巧みにはなるが︑そ

れに伴い人の心もまた軽はずみにうわつきがちになる︒もしも道徳の力によって人の心を維

持しない場合には︑人の心は気侭に流れて浮遊し︑どこへ行ってしまうか分らない︒

世の西洋史を読んだことのある者ならば︑あのギリシアの事跡を知っていよう︒

ギリシアの盛んな時代は︑この国の学問芸術はいうまでもなく優れて巧みであった上に︑

ぜいたく

国民の愛国心も極めて深く︑狭小の国であるのに強大な敵国ペルシアを破って︑国威を近隣

諸国に輝かせた︒その後︑多くの原因によって国民の道徳が著しく衰え︑或る場合には賛沢

に耽り︑ある場合には人の心が散り散りに離れて︑ついにローマ人によって呑み込まれ︑ふっ

と消え去るように亡びてしまった︒滅亡以前には︑学問芸術の優秀さ巧みさが昔に較べて減

少したわけではないのに︑その国の中心となって支えるべき道徳が失われたために︑とうと

うその国そのものが失われてしまったのである︒国そのものが失われてしまった以上︑学問

芸術だけが独立して存在することはできず︑ついに跡形もなく消え失せてしまった︒このよ
うなことは︑実に昔の戒めとなすべき前例である︒

もともと日本国民︵ことに教育を受けた国民︶は勇気もあり︑愛国心に乏しいわけでもな

（20）

(
3
)

く︑一方では政府においても修身や倫理の教育を重んじているので︑今日の情況においては

まだ甚しい道徳崩壊の惨状を呈するにはいたっていない︵封建時代と比較すればその道徳が

衰えたとはいっても︶にしても︑国に一定の道徳の教義がないために︑国民の心はどこに向
けな

かってよいのか定まらず︑これによって国民の道徳を重んずる心が稀薄となり︑学識者を自

任すろ者までが道徳を艇したり︑侮ってからかったりする者が出てくるようになる︒︵西洋

では仮にも学士と称される者でありながら教義を侮りからかう者など決していないといわれ

ている︒︶年少の者はもともと自分の欲情を思う侭に発散させたがり︑道徳の束縛を嫌がる

者が多いから︑学識者が道徳を軽んじ侮るのを聴けば大いに喜び︑ともどもに軽薄の淵に流

れ落ちて溺れる者が甚だ多い︒今日の状態をそのままに放置して改善しなければ︑国民の道

徳は日に日に低下し︑二十年後を想像すれば実に憂慮に堪えない︒

ある人の質問︒国民の道徳が衰退するときは︑その国は必ず乱れ滅びるものでしょうか︒

答え︒国民が道徳を失うときは︑その国は必ず乱れ滅びないわけにはゆかない道理があり︑

また事実乱れ滅びる例が甚だ多い︒しかしながら︑幸にして乱れ滅びるのを免れる例もまた

わいろ

ないわけではない︒たとえ滅亡の災いを被らないにしても︑国民の道徳の衰退したときのそ
の国の状態はどうであろうか︒
ぜいたく

いま仮にその状態を描写してみると︑役人は賄賂を際限なく欲しがり︑専らおもねりへっ

らうばかり︑貴族や金持ちは賛沢に溺れ︑遊興に耽り︑商人は詐欺を仕事とし︑農民は怠け

お

す

惚けて田野は荒れ果て︑職人は粗末で質の悪い器物を作り︑学生は酒色に耽って学業を修め

ず︑婦人は性関係がだらしがなく︑泥棒は国中を勝手気侭に圧し歩く︒これが道徳の衰え廃
れた社会の状態である︒
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陥る地獄

悪道悪事を犯した者が

(
1
)

もしある国において︑その国民の風俗︑社会の状態がこのようであったとしたら︑これを

歴史に記し地理害に載せるときは︑これを読む者は実にこの国の醜く卑しいさまを憎悪し︑

これを軽蔑し︑その国の人を見るとき︑その顔面に唾を吐きかけたくなるであろう︒この

ような国はたとえ敵国に侵略されなくても︑実に人の心が腐敗し社会が汚れきっている国で

あって︑その国民にはいささかの栄誉も品格も存在しない︒

試みに今日の我が国の社会状況を見てみよ︒決してこれ程に醜く卑しい情況にはないとは

いえ︑こうした傾向が一分であってもないとは明言できない︒すでに一分とはいえ︑この分

子があるときは︑草木や穀類に毒虫が発生するように︑それが今後どのようにはびこるか予

測できない︒我が国のように以前の道徳学がすでに衰え︑新しい道徳学がまだ生まれてこな
およそ世間には道徳に対して害をなす者が四種いる︒

い国においては︑最も注意を払い用心しなければならない点である︒

その一は︑知らないで道徳にそむく者である︒
その二は︑知っていながらこれにそむく者である︒

その三は︑言訳して自分が道徳にそむいた罪を包み隠す者である︒

その四は︑おおっぴらに道徳を悪しざまにののしって憧らない者である︒

第一の者の罪はきわめて軽い︒その訳は︑その者が道徳にそむくのはその者の無知から起
︵１︶

こることであって︑もしこれを知ればあるいは過ちを改めることもあるからである︒

第二以下は︑ともに悪道に堕ちてまた再び救うことのできない者であるから︑その罪はい

ずれも第一の者よりも重いけれども︑第二・第三の者はその悪事が自分一人にとどまって他

人には及ばないから︑それらの中ではまだ軽い罪科に属している︒第四の者にいたっては︑

（22）

獄︒

地獄の中で最も苦しい地

﹃孟子﹄﹁我亦欲ド正二人

心一︑息皇邪説一︑距夷誠

聖者上︒﹂︵膝文公章句下︶

行．︑放謎淫辞︑以承中三

徳学﹂と記されているが︑

初版・訂正二版では﹁道

徳の教﹂を採る︒

本稿では訂正三版の﹁道

︵２︶

自分自身がすでに悪道に沈没している上にさらに他人をもともに悪道に導き陥らしめようと

する者であって︑仏教界でいう阿鼻地獄に落ちるほどの罪である︒

やひこうふせいんじはな

つ

我が国の今日の状態を見ると︑第一の者はいうまでもなく数多く︑第四の者もまた数少な

︵３︶

くない︒この間違った説を打ち破らなければ道徳の伸張を期待することはできない︒

孟子のいわゆる﹁人心を正し︑邪説を息め︑誠行を距ぎ︑淫辞を放ち︑以て三聖者を承が

んと欲す﹂︵人の心を正しくし︑間違った学説を止めさせ︑偏った行いを防ぎ︑いつわりの

話を放逐して馬・周公・孔子の三聖人の志を継ごうと欲する︶とは︑またこのようなことを
いったものであろう︒

以上いろいろと論じてきたことをよりどころにして考えるならば︑今日の我が国において

道徳がこの上なく大切であり必要であるのはいうまでもないことであって︑少しでも思慮の

ある者は道徳を講究して明らかにしなければならないことを理解するであろう︒それゆえに︑

以下においては︑どのような種類の道徳を採用すべきかを論じようと思う︒

︵４︶

ぜいたく

第二段いま現在︑我が国において道徳の教えは世教に拠るべきか︑世外教に拠るべきか

みだ

一国において道徳の教えが衰え︑国民の風俗が崩れるときは︑小にしては︑国民が賛沢に

おとし

耽り︑遊び楽しむことを好み︑詐欺を行い︑訴訟を起こして争うことを好み︑淫らな風潮が
はびこ

けわ

蔓延り︑学問や芸術は衰え︑盗賊はふえ︑これによって国の品位を艇め︑中にしては︑人の

心があるいは浅はかで軽るがるしくなり︑あるいは荒々しく険しくなり︑政府と民間が互い

に憎み合い︑党派はぎすぎすと対立し︑それによって国内の騒乱を惹き起す︑大にしては︑
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(
2
)

(
3
)
(
4
)

初版では﹁道徳学﹂と記
されているが︑本稿では

の教﹂を採る︒

民心が崩壊し︑それによって他国の侵略を招き︑あるいは風土を削られ︑あるいは国そのも

のを滅されるということは前にいろいろと述べた通りであって︑その事実の痕跡は世界の歴
史において明々白々である︒

では︑民心を崩壊から救い︑不健全な風俗を治療するには︑どのような薬剤を用いたらよ

いか︒法律学でも効果を挙げることはできない︒物理化学も役に立たないであろう︒天文学

や数学も勲功を立てようと画策することはできない︒美術も役に立たないし︑小説も演劇も
これを元にもどすことはできない︒

︵５︶

そうであるならば︑このような国の大病を救い︑健全で強壮な体にするという偉大な効能

を有する薬剤はなにかと問うならば︑道徳の教えと答える以外に他の言葉はないのであって︑

国中の識者の中には一人でも否という者は決していないであろう︒

ただし法律学のような学問は︑他の学問と違って︑この社会の大病を治療する効能がある

と思う者もあるであろう︒実際に法律学は国中が治まって平穏であるためには欠くことので

︵６︶

きないものではあるが︑このものは世の中を平穏に治める器械であって︑平穏に治める精神

ではない︒平穏に治める精神はただ一つ道徳の教えのみがこれに当たるのである︒雪えてい

えば︑汽車や汽船のようなものである︒蒸気の力はその精神であって道徳のようなものであ

り︑蒸気機関は器械であって法律のようなものである︒蒸気機関がなければ︑蒸気もその働

きをすることができないが︑どちらが本でどちらが末であるか︑どちらが軽くどちらが重い

かの区別は明白である︒しかも法律は人が悪に陥るのを防ぐ力はあっても︑人を勧めて善を
果を挙げることはできないものなのである︒

実行させる力はない︒それゆえ法律はいかほど完全であっても︑道徳に代って社会改良の効
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訂正二版・三版の﹁道徳

徳の教﹂を採る︒

本稿では訂正三版の﹁道

徳学﹂と記されているが︑

初版・訂正二版では﹁道

(
5
)

(
6
)

︑哲学の道理

さて︑国の風俗や人の心を維持するのは道徳と定まった以上︑その道徳は世教に基づくの

がよいか︑世外教に基づくのがよいかという一大問題が発生する︒

西洋諸国においては国民の道徳を維持するのに第一に宗教に頼り︑中国においては国民の

道徳を維持するのに第一に世教に頼っているということは世の中の人のすべてが知ている︒

欧洲諸国と中国とでは︑国の文化の強弱の度合いが大いに異なるのはいうまでもないことで

ある︒もし文明の強く盛んな国において用いる教えは優等であり︑文明開化が半端であって

強く盛んでない国において用いる教えは劣等であるというのなら︑国の道徳は宗教を用いる
のがよいという結論になるかのようである︒

しかしながら︑宗教を用いるか世教を用いるかは︑ともにその国の開化の順序︑教祖の生

地︑教義の民心への適不適︑政治と教法との関係に由るものである︒すなわち国の自然の勢

いに従うものである︒中国において世外教を用いようとしても︑孔子︵世教の始祖︶より以

前にはこの国に世外教がなかったのでどうにもならない︒孔子の没後数百年経った後漢のと

けいじじようことわり︵７︶

きになって︑世外教︵仏教︶が中国に入ってきたけれども︑ときすでに儒教が君主と人民と

からともに信奉されており︑その上に中国人の気風が形而上の理を考えるのを得意としてい

たので︑仏教自体がどんなに優れていても︑儒教に代って全国公共の教えとなることはでき
ないのである︒

欧洲の場合は︑民衆の知識が開けず︑物事の道理に暗いうちに︑キリスト教がすでに国士

に侵入し︑この道理に暗い民衆の智恵を開明し︑文明を先導した︒この時代この国土にはま

だ世教が入ってなかったので︑世教がどういうものであるか知っている者がいなかったのは

いうまでもない︒千六百年頃︑ギリシア哲学が初めて欧洲において行われたといっても︑こ
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の頃すでにキリスト教が人びとの心に浸透しており︑それに加えて︑ローマ教皇という者が

いて︑大いにその宗教の威力を発揮し︑すべての政治や人事をなにからなにまで自分の掌中

に把握していたので︑哲学の道理がどれほど優れていても︑宗教を排除してこれに代ること

はできなかった︒これが欧洲において宗教が道徳を維持してきた理由である︒

それゆえ︑中国において世教を採用し︑欧洲において世外教を採用したのは︑その国の自

然の勢いによるものであって︑二つの教えを並列し︑その優劣を考えて取捨選択したもので
はないのである︒

もし宗教の方が世教に優るとするならば︑アフリカやオーストラリアに住む未開人はおお

かた宗教を信じない者はいないから︑中国人よりも優れているといわないわけにはゆかなく
なるが︑これは通らない議論である︒

中国や欧洲において︑一方は世教を採用し︑他方が世外教を採用した理由は右に述べた通

りである︒いま我が国において道徳の教えを立てようとするときに︑二つの教えのどちらが

るる

よいのか︑私は両教の精密か粗雑か︑優れているか劣っているかを論ずるのではなく︑ただ

我が国の現状にどちらが適しているか否かを考えて取捨を決定したいと思う︒

解説

本論第一段において﹁道徳学はいまの日本においてどれほど大切なものか﹂を績々説いて

きた西村は︑その論を結ぶに当たり︑﹁凡そ世間に道徳の害を為す者四あり﹂として︑

其一は知らずして道徳に背く者なり︒

其二は知りて之に背く者なり︒

（26）

(
8
)
刃①毎唱︒ご一口宮①﹃ヨ画一宜邑の﹃

︒﹃のご園の国Ｑ⑦﹃す一○の碗①国
くの﹃コニロ琴︒﹄団の

其三は他辞を設けて己が道徳に背くの罪を掩ふ者なり︒
そしはばか
第四は公然と道徳を誇りて忌憧ることなき者なり︒

を挙げている︒これは西洋倫理思想史における﹁悪﹂の概念をめぐる主知主義と主意主義の
議論を連想させる文言として興味深い︒

Ｏ

第一は主知主義の立場から︑善悪の思慮分別を欠く無知を悪とする見方である︒﹃日本道

徳論﹄の結びの﹁国民の品性を造る﹂の中で︑﹁国民に肝要の徳あり︑智是なり﹂と述べて

道徳に知性の必要性を強調している箇処がそれである︒なにが善くてなにが悪いかを思慮分
別できなければ道徳は成り立たない︒

第二・第三・第四は主意主義の立場からする悪である︒第二は意志の弱さ︑第三は意志の

︵８︶

不純︑第四は意志における善悪の転倒︵善行を却け悪行を選ぶ倒錯︶である︒

ドイツの哲学者カント合．六四三︶はその著﹃宗教論﹄の中で︑この第四の悪を人間の﹁根

本悪﹂と呼んでいるが︑正に西村のいう﹁阿鼻地獄に落るの罪なるべし﹂なのである︒

︵本会理事・お茶の水女子大学名誉教授︶
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日本思想史における旧師たち︵その一︶

哲史

蓋として﹁道は天地自然のものなれば︑講学の道は敬天愛

の語﹄という説明は︑南洲の発明した語という意味か︑南

う﹃西郷南洲遺訓﹄の語を以てしている︒この﹃西郷南洲

人を目的とし︑身を修するに克己を以て終始す可し﹂とい

わたしの﹁旧師懐慕﹂は︑今までに内外の四人を取りあ

いには︑きまって﹁南洲書﹂と署名し︑けっして﹁南洲﹂

いであろう︒南洲は﹁敬天愛人﹂という四字を揮皇したさ

れるが︑もし南洲の発明した語というなら︑それはまちが

西郷南洲といえば︑わたしはまず﹁敬天愛人﹂という語

とだけですましいない︒この﹁南洲書﹂という署名の場合

洲の愛唱した語という意味なのか︑そのどちらとも受けと

もと

たしの旧師は誰か︒わたしはまずそれを西郷隆盛︵号は南

人﹂であった︒この校訓の下で五ヶ年を過ごしたので︑い

﹃敬天愛人﹄という語の発明者

は︑南洲自身の発明した語ではないのが通例のようである︒

﹃敬天愛人﹄という語の由来と語義

風鋒推戸凍身酸

とだけ署名している︒わたしも

南洲は自作の漢詩を揮皇した場合は︑かならず﹁南洲﹂

やでもこの語の由来や語義をたずねざるを得なかった︒

を思い出す︒わたしの学んだ旧制中学校の校訓は﹁敬天愛

洲︶に求めようと思う︒

げたが︑今回から少し店をひろげて日本思想史におけるわ

はしがき

川

わが国の代表的漢和辞典といえば︑まず諸橋轍次博士の
﹃大漢和辞典﹄を挙げるのが普通であろうが︑これには﹁天

をうやまひ︑人を愛する︒西郷南洲の語﹂とあり︑その引
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古

蘇武葬中甘苦処

九座披書雪裡看
戦闘で戦死した︒

番隊に属し︑明治十年七月二十四日の庄内・都の城方面の

右の軸には右に述べたような来歴があるから︑まさか偽

せものではないと信じているが︑この軸には確かに﹁南洲﹂

慨然讃了寸心寒

とだけ署名してあるのである︒

おとうしん

こころみにこれを訓読してみれば︑風鋒戸を推して凍身酸

という七言絶句を書いた南洲筆の一軸を所蔵しているが︑

る処︑慨然として読み了り寸心寒し﹂というようなことに

たり︒九座して書を披き雪裡に看る︒蘇武罪中苦に甘んず

とある︒それで︑﹁敬天愛人﹂は南洲の発明した語ではな

加治木町柁城小学校にあるタテ書き一行書にも﹁南洲書﹂

愛人﹂のタテ書き二行書には﹁南洲書﹂とあり︑鹿児島県

ところが︑先年山形県鶴岡市の致道博物館で見た﹁敬天

こつざひらせつりみせい

なろう︒大意は︑風の鋒が戸のすき間から凍った身体をつ

おわ

きさしてたえがたい︒そういう夜︑九座して書をひらき雪

南洲以前にこの語を使用した例は︑中村正直︵一八三二

いと判断されるが︑では誰の発明した語なのであろうか︒

一八九一︑号は敬宇︶に始まるらしい︒中村正直は︑明

のうちに読む︒漢の蘇武が穿中に入れられ︑食を絶たれて

なかった一節を慨然として読み了えてさむざむとしたおも

雪をかみ︑旋毛をあわせ呑んで命を続けながら旬奴に降ら

書いているが︑明治四年︑スマイルスの︽硯①罵西の言冨を

治元年︵一八六三︶︑すでに﹁敬天愛人説﹂という文章を

つかい

で︑漢の蘇武が旬奴に使して苦節を守ること一九年にして

いであるｌそういうのであって南洲がシナの歴史を読ん

の第一冊の解説文中に﹁為民委官者︑必学明行修之人也︑

翻訳して﹃西園立志編﹄という書名で刊行しはじめると︑そ

メンバー●オブ●パリーメント

思いあわせ︑感に堪えずして詠じた作のように思われる︒

帰国することを得たところに至り︑自身の幽囚中の難難を

者︑必ズ学明カニ行修マレルノ人ナリ︑天ヲ敬シ人ヲ愛ス

ルノ心有ル者ナリ︑己二克チ独ヲ慎ムノエ夫有ル者ナリ﹂︑

有敬天愛人心者也︑有克己慎独之工夫者也︵民委官ト為ル

﹁西国古今傑儒原於敬天愛人之誠意︑以能立済世利民之大

したがって作詩年代は︑南島に幽囚の数年を送ってからか
ろであろう︒わたしの父方の祖父正兼か︑母方の祖父で正

なり時期をへだたったころ︑おそらく南洲の晩年に近いこ
兼の兄であった正彦が︑折から高隈山に狩りに来ていた南

と二か所に﹁敬天愛人﹂の語をさしはさんでいる︒南洲が

原キ︑以テ能ク世ヲ済上民ヲ利スルノ大業ヲ立テ︑⁝⁝﹂

業⁝⁝﹂︵西国古今ノ儒傑ハ天ヲ敬シ人ヲ愛スルノ誠意二
も
どづすぐ

に︑わたしの家の伝えではなっている︒その真偽は保証の

洲にたのんで書いてもらったのがこの軸であるということ
かぎりではないが︑右の正彦は西南戦争に従軍して正義一

（29）

明治元年以前にこの語を揮皇していないかぎり︑この語の

敬天愛人の﹁敬天﹂は︑まず︑儒教の教典にもとづくと

﹁敬天愛人﹄という語の由来

ところが︑南洲の﹁敬天愛人﹂という語の揮皇は︑明治

とるのが常識であろう︒﹃大漢和辞典﹄には︑﹃詩経﹄の人

発明者はまず中村正直であったと思ってよいであろう︒

七年以後のことのようである︒鶴岡市の致道博物館にある

から﹁故万物之所レ宗︑必敬レ天而事し地﹂が引例してある︒

雅から﹁敬二天之怒一︑無二敢戯灘一﹂︑﹃晋書﹄の成文緩伝

詞漢和中辞典﹄には︑敬天思想を﹁古代中国におこった思

私学校の分校が小学校の現在地に設立されたさいの揮皇で

想で︑この宇宙を支配する絶対者は天であると考え︑その

書は明治八年一月八日ごろ︑柁城小学校の書は明治七年に

れないから︑南洲は明治四年刊行の﹃西国立志編﹄の第一

あると認められ︑その他の書も明治四年以前にはさかのぼ

︵一七八二

天を敬う思想﹂と解説している︒わが国では︑広瀬淡窓

れで︑敬天は主として儒教にもとづくと考えられるが︑﹁愛

第一義﹂﹁天ヲ敬スルハ人道ノ要﹂などと説いている︒そ

一八五六︶が敬天説をとなえ︑﹁敬天ハ聖道ノ

であろう︒そうわたしが思う一つの理由は︑大隅地方の片

冊を読んでこの語に親しむようになったと見るのが常識的

の版本が伝わっているからである︒この本の来歴は明らか

儒教の教典にも﹁愛人﹂という語は乏しくない︒﹂﹃大漢

人﹂はどうであろうか︒

田舎にあるわたしの家にも︑二冊より成る﹃西国立志編﹄
でないが︑第一二冊目に明治十一年に購入した旨が墨書し
てあるから︑購入したのはわたしの父方の祖父正兼であっ

父が二歳のとき購入した右の版本が大隅の片田舎の家に伝

愛し人者︑人常愛し之︑敬レ人者︑人常敬し之﹂などが引例さ

子学し道︑則愛レ人﹂︑﹃孟子﹄の﹁仁者愛し人︑有し礼者敬レ人︑

愛し人也以二姑息一﹂﹃論語﹄の﹁節し用而愛し人︑使レ民以レ時﹂﹁君

わったところに︑この本の普及度がおしはかられるが︑征

れている︒それで︑﹁愛人﹂も儒教の教典にもとづくとし

和辞典﹄には︑﹃礼記﹄の﹁君子之愛レ人也以レ徳︑細人之

韓論に破れて下野し︑明治六年以後は鹿児島にいた南洲に

て少しもおかしくないが︑愛人思想は敬天思想ほどに儒教

父は明治九年の生まれであるから右の版本と関係はない︒

この本が読まれる確率はかなり高いはずである︒それで︑

色が濃くない︒それで︑﹁愛人﹂はむしろキリスト教にも

たろう︒正兼の長男はすなわちわたしの父であるが︑この

﹃西国立志編﹄の第二冊を読んで南洲は﹁敬天愛人﹂の語

わたしがそう解するのは︑明治初年の中村正直には︑す

とづいたと解するのが穏当のようにわたしは思う︒

のようないきさつからこの語を発明したのであろうか︒

に親しむようになったと推測するが︑では︑中村正直はど
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学にも手を染めた︒この蘭学の研究は︑儒教の総本山とも

直は初め儒教を学び︑佐藤一斎を師と仰いだが︑さらに蘭

吉川弘文館発行の人物叢書﹃中村正直﹄によれば︑中村正

でにキリスト教徒の接触が十分に確認されるからである︒

わたしたちは神から授かっている︒

神を愛する者は︑兄弟をも愛すべきである︒この戒めを︑

愛さない者が︑目に見えない神を愛することはできない︒

ら兄弟を憎む者は︑偽り者である︒現に見ている兄弟を

て下さったからである︒﹁神を愛している﹂といいなが

とある︒神への愛と隣り人への愛がキリスト教の中核であ

ひきだし

いうべき昌平費の寄宿舎にはいってのちには公然と認めら

れなかったので︑机上の見台には漢籍を開き︑その抽出に

そのように解して︑﹁敬天愛人﹂という語を中村敬宇

ることが︑これらのことばから知られるが︑敬天愛人の﹁愛

が発明した独自性も︑また︑明確になるであろう︒明治

人﹂という語は︑これにいくらか関係があると思われる︒

安政二年︵二四歳︶には英語にも接したことが︑

二十四年六月十四日付けの読売新聞に載った﹁故中村先生

蘭書をかくして︑人の来ない間はソッと読むというような

﹃穆理栄韻府紗叙﹄︵﹃文集﹄巻五︑安政二年︶から知られ

気遣いもしなくてはならなかった︒

るが︑慶応二年徳川幕府が最初の留学生二名をイギリス

の逸事﹂には︑

余は造物主あるを信ず︑余は唯一の神あるを信ず︑余は

モリソン

に派遣したさい︑その監督として敬宇も渡英し︑ロンドン

滞在一年数か月に及んだ︒その間キリスト教会にも出入り

とある︒このような思考方法によれば︑﹁敬天﹂も﹁愛人﹂

悉く同一なりと信ず︒

も儒教・仏教・キリスト教などの区分によって解するのは︑

基督教のゴットも儒教の天も仏教の真如も煎じ詰むれば

イエスは言われた︑﹁心をつくし︑精神をつくし︑思い

しキリスト教に触れる機会があったと想像される︒

をつくして︑主なるあなたの神を愛せよ﹂︒これがいち

正直がさいごに到達した境地で︑そもそもの淵源はやはり︑

あるいは邪道かも知れない︒しかし︑それは熟成した中村

聖書のマタイによる福音書には

である︒﹁自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ﹂︒

スト教の教典に発したと解したい︒そして﹁敬天愛人﹂の

﹁敬天﹂は主として儒教の教典に︑﹁愛人﹂は主としてキリ

ばん大切な︑第一のいましめである︒第二もこれと同様
これらの二つのいましめに︑律法全体と預言者とが︑か

な思想が認められるのである︒

︵本会副会長︶

語を中村敬宇に学んだ西郷南洲にも︑それを裏づけるよう

かっている︒

とある︒また︑ョハネの第一の手紙には︑

わたしたちが愛し合うのは︑神がまずわたしたちを愛し
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後の一九三三年に︑八百数十ページの大部な補遺をまとめ︑

配布することを約束していたのでしょう︒最終巻から五年

Ｉピュ︲リタニズム鳥西国立志編﹄鼻思出の記﹄Ｉ

かたぎ

﹃オクスフォード英語辞典﹄と英国人気質

をはさんでいます︒戦費調達にともなう債務超過から国家

一巻の刊行からだけでも四九年︑その間に第一次世界大戦

約束を履行しました︒事業のスタートから実に七五年︑第

財政は破綻寸前となり︑戦後のインフレーションが国民生

﹃オクスフォード英語辞典﹄︵初版全一○巻補遺一冊︶が︑

一八八四年に第一巻が刊行されてから︑一九二八年に最終

英語辞典の最高峰であることに︑疑問を抱く人はいません︒

が下がります︒本家シナの類書をはるかにしのぐ諸橋轍次

介することで同じサービスを提供したとのことです︒︵市

はたし︑あまつさえ古書で購入した読者にも︑古書店が仲

それにもかかわらず︑四○数年前の約束を当然のごとく

去のものとなりつつありました︒

かつては七つの海を支配した大英帝国の繁栄は︑もはや過

活を直撃︑企業活動にも深刻な打撃をあたえていました︒

特定の言語観にもとづく語棄の選択をしりぞけ︑拙速を

巻が完結するまで︑都合四四年の歳月がかかりました︒

厳しくいましめて最高の辞書をつくりあげようとした︑学

編﹃大漢和辞典﹄にも比肩すべき︑規模の上でも内容の面

河三喜﹃旅・人・言葉﹄︶数百ページにおよぶ大冊︑しか

者の良心・編集者の執念・出版者の気概には︑ただただ頭

でも︑空前の編纂事業と言えましょう︒これが︑後の辞典

分け隔てなく送付することにともなう経費の負担は︑並大

も辞典だけに堅牢豪華な装丁の別冊を︑世界中の愛読者に

言葉の変遷は︑果てがありません︒関係者も当初からそ

抵のものではなかったはずです︒明らかに自分に不利益で

編纂の模範となりました︒

のことを承知して︑いずれ補遺を編み︑購入予約者に無償
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あっても︑はじめの約束を守りぬく律儀さ堅実さは︑私た
のような商道徳こそが︑ドイツの経済史家が唱えたところ

ち日本人の想像外のものではないでしょうか︒しかし︑こ

アメリカ建国の理想

アメリカ合衆国は︑おもに英国からメイフラワー号に

乗って渡ってきたピューリタンたちが建てた国です︒彼ら

の︑近代資本主義を導いた精神的土壌にほかなりません︒

イギリス人が遵法精神に厚いとは︑よく言われることで

は︑カトリックともプロテスタントとも旗織が鮮明でない

総勢といっても老若男女あわせてわずか一○二名の清教

て北米マサチューセッツ州の東海岸に上陸したのです︒

きし

す︒議会制度そのものが︑彼らにとって他から与えられた

ピュアーなより純粋な信仰を貫ぬくために︑新天地を求め

英国国教会のいいかげんさに飽き足らなさを感じて︑より

しれつ

に︑ようやく勝ち取ったものですから︑そこで制定された

ものではなく︑幾世紀にもわたる王権との織烈な戦いの末
法律を守ることは︑誰のためでもない自分のためなのです︒

フラワー誓約書を取り交わし︑入植早々に社会契約的な

徒たちは︑理想の国を建設するために︑航海中すでにメイ

自分たちが自分たちの責任においてつくりあげた制度を大
切にし︑そこで定められたルールを守るのは︑当然といえ

信用・正直などのモラルを︑おのれの体験をおりまぜつつ︑

このピューリタンたちの︑禁欲・節約・勤勉・自助自立・

ストン郊外に開設しました︒ハーバート大学です︒

想を受け継ぐ人材を養成するために︑ささやかな学塾をボ

バージニア憲章を制定しています︒その一六年後には︑理

ばあまりに当然のことでしょう︒独立自尊の精神こそが︑
いしずえ

バレさえしなければ法を犯すことに何のためらいも感じ

英国市民社会を築いた礎です︒

てん

ない︑他人の目の届かないところでは不正をはたらいても
からず︑依らしむくし﹂という支配の論理に骨の髄までお

した︒彼は︑それらを﹃貧しいリチャードの暦﹄や︑そこ

わかりやすい処世訓としてまとめたのが︑フランクリンで

よ

括として恥じない国民性は︑長年にわたって﹁知らしむく

できない︑主体性の欠如した卑屈な心根の︑然らしむるも

これらの暦・パンフレット・書籍は︑その平易な表現が

の徳目に整理して︑みずからに厳しく課していました︒

し説く一方︑前稿で紹介したように﹃自伝﹄の中でも一三

から教訓のみを抜きだした﹃富に至る道﹄などでくりかえ

かされて︑政治や法律を所与のものとしか受けとることの

信義を重んずる英国人気質こそが︑スマイルズが貴誇罵

のでしょう︒

たものでした︒

塵の言冨すなわち﹃自助論﹄で︑力をこめて説いてやまなかっ
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に盛られた人生訓も︑新興国アメリカの国民道徳として定

歓迎されて︑いずれもベストセラーとなるとともに︑そこ

国人に重んぜられたり︒われ言語拙悪にして一句を道

その言に日く︑﹁われただ品行信実なるをもってわが

せずして︑その品行の信実なることに帰せり︒ゆえに

得たり﹂といえり︒

が志願するところのものは︑常によく行わるることを

れんたく

着していきました︒フランクリンは︑名実ともに﹁アメリ

い出すにも︑多少の採択を費やせり︒しかれども︑わ

そればかりかこれらの印刷物は︑外交官フランクリンの

カ建国の父﹂でした︒

の本家本元である宗主国英国にも逆輸入されて︑多くの読

国際的活躍につれてョ−ロッパにも伝わり︑ピューリタン

﹁神は自ら助くる者を助く﹂の﹁神﹂を﹁天﹂と置き換え︑

スマイルズは︑フランクリンの﹃富に至る道﹄にある︑

﹃自助論﹄のゆくえ

医者・ジャーナリストなど種々の職を体験し︑有望な新産

スコットランド人スマイルズ︵一八一二〜一九○四︶は︑

者に受け容れられました︒その一人が︑スマイルズです︒

業と目された鉄道会社の経営にも︑重役として参加するな

⁝⁝﹁天はみずから助くるものを助く﹂︵国の習自

ここで︑正直の﹃西国立志編﹄の訳文でみてみましょう︒

フランクリンの死後七○年たった一八五九年に︑彼の鼓吹

ご里宮言○用言ご○弓①言言の日附言硯︶といえることわ

巻頭の一節にして︑自著のテーマを高らかに宣言しました︒

した通俗道徳を︑日々の暮しの中でうまずたゆまず踏み行

ざは︑確然経験したる格言なり︒わずかに一句の中に︑

身がフランクリン同様︑﹁立志の人﹂でした︒スマイルズは︑

なうことですぐれた事績を残した︑各界・各分野の人物の

いうことは︑よく自主自立して︑他人の力によらざる

あまねく人事成敗の実験を包蔵せり︒みずから助くと

ど︑単なる著述家ではなく実務にも長けた人物です︒彼自

当然のことながら︑本書中にはフランクリンについての

ことなり︒みずから助くるの精神は︑およそ人たるも

エピソード集をまとめ︑﹃自助論﹄として世に送ったのです︒

のの才智の由りて生ずるところの根源なり︒推してこ

⁝⁝フランクリンは︑アメリカの憾慨義烈の士にして

必ず元気充実し︑精神強盛なることなり︒他人より助

れを言えば︑みずから助くる人民多ければ︑その邦国︑

お

で引用しますと⁝⁝︒

記述が︑四カ所に及んでいます︒その一節を︑中村正直訳

また理学者なり︒崇高の職におり国に勲労ありしが︑

けを受けて成就せるものは︑その後︑必ず衰うること

おとろ

常にみずからその功績を成したることを才能智弁に帰

い
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あり︒

けつづけました︒儒者にしてキリスト教の洗礼を受けた正

厚く節度をわきまえた堅実な中産階級を育てたいという︑

では︑近代市民社会を支えていく︑自立心に富み信義に

直にも︑﹁敬天愛人説﹂という一文がありました︒

一○数ヵ国語に翻訳されて普及しました︒わが国では︑ロ

フランクリン・スマイルズ・正直らの理想は︑はたしてわ

﹃自助論﹄は︑英国で版を重ねたばかりでなく︑世界
ンドン留学中に本書と出会った正直が︑帰国後の明治三年

が国社会で実現したのでしょうか︒

美子皇后が元田永学からフランクリンの一二徳を教わっ

て︑大きな反響を呼び起こしました︒

たように︑明治天皇も︑永学・福羽美静・加藤弘之らから﹃西

に訳出・刊行し︑都合百万部をこえるベストセラーとなっ
明治の三大ベストセラーといえば︑本書と福沢諭吉の﹃西

国立志編﹄の進講を聴いて以来︑ことさらこの書を愛読し

かつ

たことは︑よく知られています︒洋装・断髪・肉食と︑文

よちしりやく

した﹃輿地誌略﹄の三書です︒本書が飢えるがごとく青少

洋事情﹄︑内田正雄の未完の稿本に︑茂樹が加筆して完成

明開化を身をもって世に示した明治天皇座右の書であるだ

けに︑本書に盛られた︑ジェンナーの種痘・ワシントンの

﹃学問のす︑め﹄冒頭の︑﹁天は人の上に人を造らず︑人の

桜の木・ワットの蒸気機関・リビングストンのアフリカ探

年に読まれ︑日本人の心に浸み透っていったのは︑諭吉の

﹁神﹂ではなく︑東洋思想にも通ずる﹁天﹂という表現を︑

下に人を造らずといえり﹂同様︑キリスト教を連想させる

またま仕事で訪れた高等小学校で窓の外から﹃西国立志編﹄

家の事情で上級学校へ進めなかった豊田佐吉少年が︑た

され︑広く国民の常識となりました︒

検など多くのエピソードが︑その後の修身教科書にも採用

の授業を聴き︑貧窮にめげることなく身を起こした偉人た

天照大神をいただく日本人は︑古来﹁敬天愛人﹂という

著者・訳者ともに選んだことによるものと思われます︒

ニミズムの自然崇拝を基調とする︑多神教の世界に今なお

世界観・人生観を無意識のうちに受け容れてきました︒ア

ち︑とりわけアークライトとヒースコートの不屈の生涯に

深い感動をおぼえ︑のちに豊田自動織機を創業した話は︑

ではないでしょうか︒そして︑無私の心でそれを体現し殉
教した西郷隆盛を︑私たちはいわば﹁聖者﹂としてあがめ

の例は︑大倉喜八郎・田中正造や︑横浜はＹ校の名校長美

少年少女向けの伝記に必ず取り上げられています︒この種

生きている日本人の宗教意識の根底にあるのは︑この観念

力という点では同日に論ずることはできませんが︑明治天

沢進など︑枚挙にいとまがありません︒

慕っているのです︒そういえば︑政治家としての資質・能
皇は山県有朋を好まず︑敬天愛人の人隆盛に終生思いを懸
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この書をめぐる当時の雰囲気の一端を︑文学書からいく
つか拾ってみましょう︒

その後桂はついに西国立志編を一冊買い求めたが︑

その本というのは粗末至極な洋綴で︑一度読みおわら

これを丈夫な麻糸で綴直した︒

ないうちに既にバラノ︑になりそうな代物ゆえ︑彼は

この時が僕も桂も数え年十四歳︒桂は一度西国立志

ない︒ほとんど暗謡するほど熟読したらしい︒そして

編の美味を知って以後は︑何度この書を読んだか知れ

立身出世のバイブル
フランクリンの日課どおりに︑おのれの生活設計をたて

ワットやスティーブンソン・エジソンは彼の﹁理想の英

まったくこの書のお陰だ﹂と︒

まなかったらどうであったろう︒僕の今日あるのは

自身でもそう言っている︒﹁もし僕が西国立志編を読

げに桂正作は活た西国立志編と言ってよかろう︒桂

今日といえども常にこれを座右に置いている︒

ようとした国木田独歩は︑﹃非凡なる凡人﹄で︑戦争ごっ
こをして遊んでいる小学校の仲間たちから誘われても断っ

て︑一心不乱に﹃西国立志編﹄を読みふけっている少年桂
⁝⁝﹁何を読んでいるのだ﹂と言いながら見ると︑洋

正作を描いています︒

綴の厚い本である︒﹁西国立志編だ﹂と答えて顔を上
げ︑僕を見たその眼ざしはまだ夢の醒めない人のよう

一電気技師として﹃西国立志編﹄を地で行く堅実な人生を

ものでもありません︒その後主人公は苦学して技術を覚え︑

歩んでいます︒独歩自身は︑﹁末は博士か大臣か﹂といっ

雄﹂であり︑彼らを紹介した本書は﹁彼の聖書﹂以外の何

﹁ウン面白い﹂

﹁面白いかね？﹂

﹁日本外史とどっちが面白い﹂と僕が問うや︑桂は微

にこの作品は︑全国津々浦々の青少年を鼓舞した本書の影

た気宇壮大な立身出世主義を嫌悪した人でした︒それだけ

で︑心はなお書籍の中にあるらしい︒

い声で︑﹁それやあこの方が面白いよ︒日本外史とは

笑を含んで︑ようやく我にかえり︑いつもの元気のよ

です︒この教養小説国一言括閏○日目とは︑成長小説とも

わが国最初の﹁教養小説﹂は︑徳富薦花の﹃思出の記﹄

ろか

響力の大きさを︑如実に示しているとも言えましょう︒

うしても一冊買うのだ﹂と言って嬉しくって堪らない

読みはじめたけれど︑面白うて止められない︒僕はど

いい︑一人の人間がその時代の社会的・文化的環境の中で︑

物が違う︒昨夜僕は梅田先生の処から借りて来てから

風であった︒
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己を見つめ自己の精神を鍛え︑人間的成長を遂げていく過

さまざまな困難に遭遇し︑悩み苦しみ傷つきながらも︑自

に進んでいった︒

トン万国史︑ギゾオの文明史と英学の道を非常の大跨

て行なわれた発音より文章の意味内容を解することを第一

もとづく英語教育を意味し︑変則とは︑日本人教師によっ

正則とは当時︑外国人教師の指導のもと︑正確な発音に

ゲーテの﹃ヴィルヘルム・マイスターの修業時代﹄同﹃遍

程を描いた長編小説のジャンルを指します︒

歴時代﹄などがその代表で︑ベートーベンや一部著者みず

﹁立志編﹂は︑いうまでもなく﹃西国立志編﹄であり︑﹁品

の目的とする︑英学教授法を指していました︒

行論﹂もおなじくスマイルズの︽台富田具①﹃菖︵人格論︶の︑

トフ﹄なども︑それに該当します︒蔵花は︑英国の作家ディッ

からをモデルとした︑ロマン・ロランの﹃ジャン・クリス

中村正直による邦訳﹃西洋品行論﹄にあたります︒

そほう

ケンズの﹃デビッド・カバーフィールド﹄に触発されて︑

の馬子新五は慎太郎を励まして言っています︒

その後︑菊地家の没落にともなう別離に際して︑出入り

みずからや一部兄蘇峰を主人公に投映した︑菊地慎太郎の
半生を描いた﹃思出の記﹄を書いたのです︒

さい︑なあに人がどうしたってかまうもんか︑エライ

⁝⁝坊っちゃん︑エライ人に御なんなさい︑御なんな

慎太郎は少年時代︑熊本郊外にある旧来の漢学塾中西西
山塾で学んでいましたが︑塾主の方針で閉鎖されたために︑

一方︑慎太郎が新五へのはなむけとして贈ったのが︑フ

人になって皆を御辞儀させて御やんなさい︒

ランクリンの﹃致富要訣﹄すなわち﹃富に至る道﹄の小冊

育英学舎に転学することとなります︒この学舎に︑新進気
す︒この哲太郎は︑諭吉門下で自由民権運動の理論的指導

鋭の洋学者駒井哲太郎が赴任してくるや︑校風が一変しま
者となった馬場辰猪の面影を祐桃とさせる︑人格・識見と

山経営者として成功をおさめ︑大学教授となった慎太郎が

子でした︒それが功を奏したのか︑新五は北九州有数の鉱

⁝⁝まず学課があらたまる︒論孟が立志編品行論とな

もにすぐれた教育者でした︒

新五の炭鉱会社は︑安全な鉱山︑清潔な飯場︑夜学校や

全面的に援助するまでになります︒

平民倶楽部という娯楽施設︑病院や貯蓄銀行︑はては健康

郷里の衆望を担って国政選挙に打って出るや︑その資金を

してきた︒駒井先生の英学は正則ではなかったが︑と

保険や退職後の年金制度までもそなえた︑しかもそのシス

り︑史記日本外史が欧州文明史になり︑学課の一隅に

にかく僕らは先生の引導の下に︑綴書︑第一読本︑そ

おぼつかなき生命を保っていた英学が︑大部分を占領

れから文典の少し︑すぐにパァレーの万国史︑スヰン
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テムを鉱夫らが自治的に運営するという︑まさに資本主義

かしい︒ある時などは清にどんなものになるだろうと

になると思い込んでいた︒⁝⁝今から考えるとばかば

⁝⁝清はおれをもって将来立身出世して立派なもの

も︑夏目激石が﹃坊っちゃん﹄で描いているとおりです︒

ちろんそれは︑ユートピアにすぎませんが︑このような夢

的炭鉱経営の模範となるような︑理想的な職場でした︒も
を見ようとした健康な精神が︑資本主義草創期のわが国に

聞いてみたことがある︒ところが清にも別段の考もな

かったようだ︒ただ手車へ乗って立派な玄関のある家

息づいていたことを︑見のがしてはならないでしょう︒

めでたく主人公が功なり名をあげて終るこの小説は︑近

ような俗物的風潮を︑にがにがしく思っていたことは言う

清に素朴な庶民感情の台詞をはかせながら︑瀬石がこの

せりふ

をこしらえるに相違ないと言った︒

日なお薦花の作品の中では唯一読みつがれています︒たし

代日本の青春を象徴する立身出世物語の代表作として︑今
かに明治日本の発展を無条件に信じ︑それに自分自身の立

年よ大志を抱け﹂を思い浮かべます︒

ば︑私たちはすぐにクラークの︑由○房台の四冒巨言房ご﹁少

明治の青少年の琴線に触れた言葉を挙げよと言われれ

までもありません︒

の青少年は︑幸福だったと言えるかも知れません︒

身出世の抱負を︑重ねあわせて展望することのできた明治
しかし︑出世作となったこの作品を︑晩年の置花は︑あ
まりに通俗的すぎる失敗作だと思っていたようです︒

アメリカ人クラークは︑アマースト大学教授として︑ま

たマサチューセッツ農業大学の創立者・初代学長として名

幌農学校に教頭として招かれ︑滞在わずか一年間でしたが︑

﹃坊っちゃん﹄・クラーク・イソップ寓話

同校の基礎をつちかうばかりか︑新渡戸稲造・内村鑑三・

をなした後︑北海道開拓のベースキャンプともいうべき札

思想やイデオロギーの社会的影響というものは︑しばし

宮部金吾・佐藤昌介らの俊秀を育てた教育者でした︒

︽田○語．すのｍ冒す三○房さ﹃言①里冨言日の三具二言望四

ば発信者の意図を越えて︑勝手に一人歩きをするものです︒

その根底にあるフランクリンらが力説してやまなかった禁

独歩や蔵花の思惑とはうらはらに︑明治の立身出世主義は︑

欲的なモラルを置き去りにしたまま︑むしろ物質的栄達こ

生たちに贈った言葉です︒彼は︑単に立身出世の大志を抱

目ｇｏ岳三ｓ富ごこれが離任にあたって︑クラークが学

けと述べたのではなく︑敬虚なピューリタンの教育者にふ

そが人生の目標であるかのような︑世俗的欲望の追求をあ
おる風潮となって︑社会に蔓延していきました︒いみじく
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に﹂と︑諭したのです︒札幌農学校で彼が︑煩墳な規則を

ざわしく︑﹁人間としてのあるべき姿を自己実現するよう

コオロギに代えられていますが︑勤勉をたたえ怠惰をいま

す︒アリとセミの話は︑セミのいない国ではキリギリスや

の恰好のテキストとして︑子どもたちに読みつがれていま

が︑わが国昨今の幼児向け絵本によっては︑結末が書き換

しめる教訓話であることは︑御存知のとおりです︒ところ

一切排して︑教え子たちにただ震雰需三百昌暮と呼びか
けた姿勢と︑軌を一にします︒ところが︑後半部分が省か

えられている版があるのです︒冬になって︑キリギリスが

れて伝えられたために︑何に向かっての大志なのかという︑
かいしゃ

肝腎のクラークが学生たちに寄せる期待の中身が誤解され

ひもじい思いをしながら︑アリの家をたずねると︑

寄与するわけではなく︑欧米においてプロテスタンテイズ

歌っていたから︑冬は踊っているのかと思ったよ︒さ

﹁やあ︑いつかのキリギリスさんじゃないか︒夏は

もちろん︑ピューリタニズムのみが国民の道徳心向上に
ムにもとづく過度な個人主義が︑家庭を崩壊に導いている

も︑楽しい歌を聴かせてもらいたいね︒

あ︑遠慮なく食べて下さい︒元気になって︑今年の夏

⁝⁝アリたちは︑びっくりしました︒

たままに︑人々の口に謄炎されることとなったのです︒

現状も重々承知しています︒それだけにわが日本弘道会の

助け合いの心を美化して耳に心地よくひびく話が︑人格

ろぼろこぼしました︒

親切なアリたちでした︒キリギリスはうれし涙をぼ

果たすべき役割も限りなく大きいのですが︑禁欲・節約・
ひずみ

勤勉・信義・正直などの規範をないがしろにしたままのわ
が国近代化の歪は︑物質的繁栄の背後で国民の道徳心の喪
失やリーダーたちのモラルハザートとなって︑社会をむし

ランクリンの﹃自伝﹄が世に出て二○○年余︑スマイルズ

本におかされて︑自立心の欠如したパラサイトシングルや

この種の悪甘いだけで何ら実体のない綿菓子のような絵

から︑自助努力の精神を摘み取ってしまっているのです︒

が形成されはじめる幼児期に︑早くもわが国の子どもたち

の﹃自助論﹄から一四○年余︑正直の﹃西国立志編﹄から

ません︒

ニートが︑近年はびこる一方なのも︑故ないことではあり

では︑自助・自立の精神は︑どうなったでしょうか︒フ

ばんでいるではありませんか︒

一三○年余︑焦土からよみがえり世界第二の経済大国と

︵本会評議員・玉川大学教授︶

︵本稿は︑文科省科研費補助金による研究の副産物です︒︶

ゆえ

なったわが国では︑それはもはや過去の遺物にすぎないの
でしょうか︒

古代ギリシャのイソップの寓話は︑西洋各国で道徳教育
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老子講座

⑩本章は︑人間や万物の生死
および戦争の勝敗などを例と
して︑柔弱が堅強なるものに
勝つことを説いている︒

Ｈの曇堅強は︑かたくこわ
ばる︒価面して強くなること︒

柔弱の教え
はしがき

鎌田

正
ひと・７

じゆうじやくそし

きようぱんぶつそうもくしようじゆうぜい

．し

ここ■つ

けん一

そ一

一草木之生也柔脆︒其死也枯稿︒強なり︒万物草木の生ずるや柔脆なり︒其の一

ズル③ナリノスル言弘一ス

一Ｈ人之生也柔弱︒其死也堅強︒万物人の生まるるや柔弱なり︒其の死するや堅一

マルルナリノスル２︸ナリ

︑１１ⅡＩＩＩＩＩ８ＩⅡＩ１ＩＩＩＩⅡ１日日日日日００４日１０１１４０００１８９日日日日日８００Ⅱ０００ⅡⅡⅡＩＩＩＩＩＩ１００ＩＩ日日日日日日ＢＩＩＩ０ＢＩＩＩＩ■１０日■日日００日■１日００Ⅱ１０１１日１日１日日日Ｉ日日日日００８８０９日■日日Ⅱ日日■８１１１００−

｜︑柔弱は生の徒なり

じゆうじやくせいと①

傾聴すべき言葉である︒

の強さや︑万物の生死の姿などに着目して︑柔弱の教えを説いている︒処世や治国の教えとして

する︒前回のごとく︑老子は水の﹁謙下不争﹂について説いているが︑更に岩石をも打ち砕く水

老子の説く﹁柔弱﹂とは︑一見︑弱々しく見えるが︑困難に耐え︑剛強にうち勝つ強さを意味

I

死するや枯桐す︒
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(
8
)

−

−

③柔脆は︑やわらかでもろい︒
④話狸隔は︑草木が枯れてかた
くなる︒

口の⑤死之徒は︑死の仲間︒

日の⑥折は︑強風に吹き折
られる︒折は︑王弼本に﹁共﹂

つよケレパチ

に作るも︑﹃列子﹄︑﹁黄帝編﹂

の引用文には︑﹁木彊則
尋グル

折﹂とあるに従った︒

ニナルハ⑤ナリナルハ

ーロ故堅強者︑死之徒︒柔弱者︑生之
一ナリ

ー徒︒

故に堅強なる者は︑死の徒なり︒柔弱なる者一

ゆゑけんきょうものしとじゆうじやくもの

せいと
は︑生の徒なり︒

こもつへいつよすなはかきつよ

則ち折らる︒

すなはを

是を以て兵強ければ則ち勝たず︑木強ければ一

一日是以兵強則不レ勝︑木強則折︒

．ヲテケレバチタヶレバチ⑥ラル

したをじゆうじやくうへを

強大なるは下に処り︑柔弱なるは上に処る︒

きょうだい

ナルハリニナルハルー
一四強大処し下︑柔弱処し上︒

００００８００００００００００００００００００１０００００００００６０００００００００８００００８６００８６０００８０００００８８００００８０８００００００００８００Ｌ

︵第七十六章︶
ｒＯＯＯＯＯ８０８０６Ｉ８０８６００００００８００００００００００８０００００００００８６００６日■

圃閏圃凹人間が生まれたばかりの時は柔らかで弱々しいが︑死んでしまうと︑硬直して固くなる︒

同様に万物草木も始めて芽を出したばかりの時は︑柔らかでもろいものであるが︑枯死すると︑
枯れて固くなる︒

このことから考えると︑固くて強いものは死ぬ仲間であり︑柔らかで弱々しいものは生きる
仲間である︒

従って︑武力が強すぎると︑戦争には勝てないものであり︑樹木も強すぎると強風に吹き折
られる︒

結局︑強くて大きな幹などは︵上方におれば風に折られるので︶へり下って下方におり︑柔

弱な小枝や葉が︵風に折られることがないので︶上方におるのは自然であり︑安全である︒
いくしそ

いくゆう

囚例削﹈柔弱の教えは︑﹁謙下不争﹂と共に︑不滅の真理を説く重大な処世訓である︒﹃列子﹄の

黄帝編には︑﹁粥子︵楚国の祖先で︑周の文王の師といわれる︑霞熊をいう︶日く︑﹁剛ならんと
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①本章は︑柔弱なる水を例に

とを述べたものである︒

取って︑柔弱が剛強に勝つこ

Ｈの②以三其無二以易咳之

は︑水がその柔弱の特性を改
めることなく持ち続けるから
である︑という意︒③易は︑

変える︑改めるの意︒︵太田
晴軒︑﹃老子全解﹄参照︶︒

日の④受二国之垢は︑国中
のあか︵不善・恥辱など︶を

ムハ

一身に受け入れること︒﹃左
伝﹄宣公十五年にも﹁国君含レ
ヲ

垢︑天之道也﹂とある︒⑤社

榎主は︑国家を治める君主
︵国君︶をいう︒社は土地の
神︑震は穀物の神で︑この二

神は諸侯が祭るものとされて

いる︒⑥不祥は︑好ましくな

おり︑転じて︑国家の意に用

黄守よう

ろうたん

つよ

欲すれば必ず柔を以て之を守り︒彊ならんと欲すれば必ず弱を以て之を保つ・柔を積めば必ず剛︑

弱を積めば必ず彊ならん﹂と︒⁝老賠日く︑﹁兵彊ければ則ち滅び︑木彊ければ則ち折らる︒柔

弱は生の徒︑堅彊は死の徒﹂と︑ある︒柔弱の教えは︑老子以前の粥子に始まると考えられるが︑
確証のあるものではない︒後人の仮託であろう︒
みずじゆうじやくな①
二︑水より柔弱なるは莫し

シナルハヨリモムルヲてんかみづじゆうじやくなしかけんきょうせ一

︑０８０６６０００００００００８８６００００００００００００００００００００００６８６００００００００８日８９００８８００６６０００８００００００００００８０６００００８０００日６８８０００００８０８０８■■０日０日８００００００００００００８８日０８８０００００８０ゴ

キハニクルモノ②テナリノキヲテ③フルコトヲ

る者︑之に能く勝るもの莫きは︑其の以て之一

かなもつ

ものこれよまさなそもつこれ一

一㈲天下莫三柔二弱於水争而攻二堅強一者︑｜天下水より柔弱なるは莫し︒而も堅強を攻む一

莫二之能勝︽以三其無二以易咳之︒

を易ふること無きを以てなり︒

弱の強に勝ち︑柔の剛に勝つは︑天下知らざ一

正言は反するが若し︒

せいげんはんごと

下の王と謂ふ﹂と︒

かおうい

是を以て聖人云ふ︑﹁国の垢を受くる︑是を一
しやしょくしゆいくにふしよううこれてん一
社稜の主と謂ひ︑国の不祥を受くる︑是を天一

ここもつせいじんいくにあかうこれ一

なよおこなな

じゃくきょうかじゆうごうかてんかし

チニ
ツハニ
クシテルコト
ーロ弱之勝レ強︑柔之勝し剛︑天下莫レ不レ

ること莫くして︑能く行ふこと莫し︒

ーラシクフコト

ー知︑莫二能行圭

ー日是以聖人云︑﹁受二国之垢争是謂二社稜

一ヲテフ④クルヲヲ上⑤ノ

一トクル⑥ヲヲフトノト

︵第七十八章︶

ー主︽受二国之不祥︽是謂二天下王争
⑦ハシスルガ
四正言若し反︒

ｒ９８０００８０００８８日８０日０９０００９０８０００００８８００︐８９０００００００００６０００００日０１８０００００日０００００００００００８０８０００８００８０００００００００００８０６８０００８９００００８００００００Ｂ０８０８０００Ｕ８０００００００００００Ｌ

同通
圃凹この世の中で水ほど柔弱なものはないが︑堅くて強い岩石などを攻めて打ち砕くもので︑

水にまさるものが存在しないということは︑水自身がその柔弱の特性を改めることなく︑持ち

(42）

いもの︒不善・不幸をいう︒

四の⑦正言若し反は︑道理
にかなった正しい言葉は︑世
間の常識に反するように思わ
れる︑という意︒世間の常識
としては︑国君たる者は一国
の栄誉や吉祥など︑目でたい

ものを一身に受けることが正
しいと考えられているが︑む
しろその反対に︑国君たる者
は︑謙虚な態度で国の恥辱や
不祥を一身に受け入れること
が正しい道理にかなったこと
である︑という意︒

続けているからである︒
かた

およそ︑弱いものが強いものに勝ち︑柔らかいものが剛いものに勝つということは︑天下何

人も知らない者はいないと思われるが︑残念ながら︑これを実行できる者がいない︒︵これは︑

私の言っていることが正言であると信じないからと思います︶

そこで︑道を体得している聖人は︑次のように言っております︑﹁一国の恥を一身に受け入

れる謙虚な人物こそ︑一国の主君であり︑さらに一国の好ましくない不善を一身に受け入れる
謙虚な人物こそ︑天下の王者である﹂と︒

かように︑正しい言葉というものは︑一見︑世間の常識に反するように思われるものである︒

︵柔弱な者が剛強な者に勝つと言っているのは︑この例と同じように正言である︶︒

囚門削﹈本章の﹁是以聖人云﹂以下の文の内容は︑一見︑前文とは無関係のように見えるが︑前

文で述べている﹁弱の強に勝ち︑柔の剛に勝つ﹂ということが︑一見︑常識に反する言葉のよう

に思われるが︑実際は正言であるということを具体的に立証するために︑聖人の言葉に託して︑

国君が一国の恥辱や不善を一身に受け入れることが正道であることを例示したものであろう︒老

子は水の特性として謙下不争を説き︑また柔弱を説いているので︑国君の謙虚︵謙下︶は水の柔
弱と一脈に通じるので︑例示したものとも考えられる︒

（43）

①本章は︑無為自然の﹁道﹂
が異常な万物を処理する方法
として︑わが聡明を蔽いかく
して作為を用いず︑物自身に

おのずから始末させるという
﹁微明﹂の道を述べたもので︑

その具体的な例として︑柔弱

う︵︾◎

が剛強に勝つことを挙げてい

Ｈの②将二欲歓修之云云は︑
ふく

膨らんでいる物を縮めようと
する場合には︑必ずしばらく
の間︑膨張させて闇く︒︵や

がては︑勢いきわまって自滅
するであろうから︶将欲は︑

る︒固は︑姑と同じで︑しば

欲すること︒歎は︑収縮させ

らくの意︒頚し之は︑物の為
すがままに膨張させて置く︒
③微明は︑聡明を蔽いかくす︒

ここでは︑自らは聡明な手段

を用いずに︑相手の為すがま
まに任せて自滅させることを
い津フ︒

口の④柔弱勝二剛強・は︑無

為自然の道にかなっている柔

■

じゆうじやくごうきょうか①

三︑柔弱は剛強に勝つ

ーセバメントヲラズラククスヲセバセント

じゆうじやくごうきょうかうをふちだつ

を与ふ︒是を微明と謂ふ︒

あたこれびめいい

興す︒之を奪はんと将欲せぱ︑必ず固らく之

おここれうばしようよくかならしばこれ

す︒之を廃せんと将欲せぱ︑必ず固らく之を

これはいしようよくかならしばこれ

之を弱めんと将欲せぱ︑必ず固らく之を強く

これょわしようよくかならしばこれつよ

之を款めんと将欲せば︑必ず固らく之を張る︒

これちぢしようよくかならしばこれは

﹃８０００８８■８００■６８８８０００■０００６０００００８Ｆ８日■０００００００８００日■８０８８８０００６０００００８０６８０００００６０００００８００００００００８０８０００８０８００８■８０００００００００６８０８０８０８００８０００００００８００８０００８０Ｊ

一②セパメントヲラズラクルヲ
ーＨ将．欲款恒之︑必固張し之︒将ゴ

一乱ク易しる︒是謁二僻明聖

ー欲弱Ｆ之︑必固強し之・将引欲屡蕨
一ヲラズラクスヲ
セバハントヲラズ
一之︑必固興し之︒将︒欲奪直之︑必

．④ハツ二⑤ハカラスョリ⑥

柔弱は剛強に勝つ︒魚は洲より脱すべから

〃︑にり費︾もつひとしめ

一口柔弱勝二剛強聖魚不し可レ脱二於測↓国之

・カーブテス二

ず︒国の利器は︑以て人に示すべからず︒

ハ

一利器︑不し可二以示直人︒
︵第三十六章︶

ｒ０ｌ００６００００００００００１６００００００００００００００００００００００００００００００００００８００００１０日８００００００００００００００００００００００８０８００００００００００００００００００００００８８００００００００００００００００８８００００００﹄

同通
四国凹臓らんでいる物を収縮させようとする場合には︑必ずしばらくの間︑自由に膨張させて

すた

置く︒またその勢いを弱めようとするならば︑必ずしばらくの間︑その勢いを強くさせて置く︒

また︑廃れさせようとすれば︑必ずしばらくの間︑盛んにさせて置く︒また︑その持てるもの

を奪い取ろうとするならば︑必ずしばらくの間︑与えて置く︒このようなやり方を微明︵聡明
をかくす︶というのである︒

以上と同様に︑︵人為的な手段を用いず︑無為自然の道に基づく︶柔弱を守っている者は︑

暴威を振るう剛強な者にもやがては勝つことができる・魚は深い洲の中におれば安全であるが︑

一旦洲から外に出ると︑たちまち捕らえられてしまうから︑洲から外に出てはならない︒同様

(44）

⑤

弱な者は︑常識から言えば勝
てそうもない剛強な者に勝つ

ということで︑前の四例で説
いているように︑剛強な者に

対しては︑人為的な権勢や刑
罰などを用いずに︑剛強の者
が勢いきわまって自滅するの

を待つという意を寓したもの
である︒弱小の国が︑暴力を

振るう強大な国に対する自己

⑤魚不し可し脱二於測一は︑魚は

防衛の策とも見られる︒

るが︑洲から外に出ると捕ら

深い洲の中におれば安全であ

えられるので︑洲から外に出
るべきではないという意︒

⑥国之利器云云は︑国に取っ

は︑やたらに人に示すべきも

て役に立つ権勢や刑別など

のではない︒洲から外に出て

捕らえられる魚と同様に必ず
災いを招く︑という意︒

いかく

に︑国に取って利益を与えるという権勢や刑罰などを人に示して威嚇すべきではない︒そのよ
うなことをすれば︑必ず災いを招くものである︒

囚剛団老子が柔弱の教えを説いているのには︑次のような伝承がある︒
ｒ￥よロブ・し．よう

老子の師匠にあたる常縦が︑臨終に際しての門人たちに最後の教訓として︑口を大きく開いて︑

りゆうきようぜいえん

﹁硬い歯は一歯も残っていないが︑柔らかい舌が完全に残っている﹂という不言の教えを垂れた

えなんじぴゆうしょうくん

ので︑老子はこの不言の教えから柔弱を尊ぶ教えを悟ったと言われている︵劉向の﹃説苑﹄の敬

慎編︒﹃准南子﹄の鯵称訓には︑﹁老子︑商容に学び︑舌を見て柔を守るを知る﹂とある︒常縦
と商容とは︑同一人であろう︶

この伝承の真偽については一切不明であるが︑前述のごとく︑老子は︑柔弱な赤子や水などに

ついて柔弱の教えを説き︑本章には柔弱は剛強に勝つと述べているので︑柔弱の教えは老子の
クシヲ
濁特の思想のごとく見られる︒ところが兵法の書である﹃三略﹄の﹁上略﹂には︑﹁柔能制し剛︑
ヰルニヲリフ
クスヲ
弱能制し強﹂などと説いており︑﹃老子﹄の書の中にも﹁用し兵有し言﹂︵第六十九章︶など︑兵

家の思想が見えており︑且つ本章の﹁微明﹂の道などは︑権謀を用いる兵家の思想に通じること
から︑本章は兵家の思想の混入したものとも説かれている︒

︵本会理事・東京教育大学名誉教授︶

(45）

＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

︻追悼︼

北村晴朗先生を偲んで

鈴木勲

北村晴朗先生が亡くなられたことを︑次女の北村幸子様からおしらせ頂いて︑はじめて知り︑お悔やみ
を申し上げないまま打過ぎた失礼をお詫びいたしました︒

(46）

︑︑この夏の七月十六日御逝去︑亨年九十七才︑最後まで気力に満ち︑明るい表情であっ
お手
手紙
紙に
によ
よる
るとと

たとのことでした︒

七年前に体調を崩されて以来︑﹁弘道﹂への執筆が大きな支えになっていたように思います︑とも書か
れてありました︒

北村先生は︑私私
がが
︑旧制二高で︑東北大学からの出講で来られた若い北村先生から心理学の講義を受けた

最後の学生であり
つその縁で﹁弘道﹂へのご寄稿をお願いしたところ︑ご快諾を頂き︑殆ど毎号︑原稿を
り︑︑
お寄せ下さいました︒

平成三年九月号の﹁今に生きる﹃日本道徳論﹄﹂では︑﹃日本道徳論﹄に見られる西村泊翁の識見は今日

でも高い価値をもっとし︑大戦後の道徳教育は衰退し︑特に社会の道徳的規準の維持者であるべき有識者

や各界のリーダーの道徳的背骨がどうかが問題であり︑それが剛健なものであれば︑一般社会の道徳的水

準の低下も一時的現象であって︑遠からず回復向上の日が期待できると述べ︑﹁思えば︑道徳の清流はっ

＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝

＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

ねに朝野の有志︑在野の師父の護持してきたものであり︑この意味で日本弘道会の活動に改めて深く敬意
を表し︑一層の御発展を期待する﹂と︑本会に対する激励で結ばれています︒

この論文から平成十七年一月号の﹁二本松城跡の﹃戒石録﹄について﹂まで︑実に十八編の論文を寄せ
られています︒

これらの論文を改めて読み直してみて︑いずれも先生の日本の教育に寄せる憂慮とともに︑日本に対す

る深い愛情に満ち溢れていることを感じます︒先生の御専門の心理学や哲学を踏まえての考察︑東西の古

典に亘る教養から惨み出る随想は︑今改めて読んでも胸に泌みるものがあります︒﹁泉への道﹂などは︑
人生論として青少年に読ませたい名文であります︒

（47）

﹁二本松城跡の﹃戒石録﹄について﹂は︑先生が健康の不調をおして送られた一頁位の短文で︑これが

先生から預かった論文の最後となりました︒この戒石録を朝な夕な仰ぎ見た幕末の二本松少年隊の働きを

想起し︑﹁儒教の教育は︑よき言葉を繰り返し繰り返し唱えることによってその内容を魂に徹底せしめる

ことにある︒後世これを怠って︑よき言葉を教え示すことのみをもってよしとするのとは全く異なる﹂と

述べておられます︒私は︑これを現在の教育に対する先生の最後の警告として受けとめました︒

思えば︑先生が転倒されて脚を痛められたことをお聞きし︑仙台の御宅に見舞いに伺い︑杖をついて玄

関までお出迎え下さった時の温顔を拝したのが先生にお会いした最後でした︒在りし日の北村先生の温容

を偲び︑日本弘道会に寄せられた先生の御好意に心から感謝し︑ご冥福をお祈りする次第です︒
なお︑先生の﹁弘道﹂掲載の論文は次のとおりです︒

︵本会会長・元文化庁長官︶

＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

○今に生きる﹃日本道徳論﹄︵平成三年九・一○月号︶

○﹁道徳教育を考える﹂に寄せて︵平成四年一・二月号︶

○﹁希望﹂の精神構造ｌその心理学的考察Ｉ︵平成五年一・二月号︶
○﹁よい人はよい人によって﹂︵平成五年七・八月号︶

○高齢者の智慧について︵平成六年九・一○月号︶
○﹁物のあわれ﹂を知る心︵平成七年五・六月号︶
○教育の蘇りを願って︵平成八年七・八月号︶

○日本弘道会一二○周年記念号への寄言︵平成八年九・一○月号︶
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○日本人の感情教育について︵平成九年三・四月号︶

○日本人に積極性をよみがえらせる︵平成十年五・六月号︶
○泉への道︵平成十年七・八月号︶

○美しい心を養う−﹃弘道﹄への期待︵平成十一年五・六月号︶
○心の教育私論︵平成十二年一・二月号︶

○新親孝行のすすめ−内観法の話︵平成十二年七・八月号︶
○わが国教養の一源流︵平成十三年五・六月号︶

○人間をよくするための教育︵平成十四年十一・十二月号︶
○人間信頼の社会と長寿︵平成十五年七・八月号︶

○二本松城吐の﹁戒石録﹂について︵平成十七年一・二月号︶

＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝●＝

子を皇位継承第一位とするものであ

を行った︒男女を問わず︑天皇第一

が︑女系天皇を認める︑とする答申

﹁皇室典範に関する有識者会議﹂

皇統﹂維持に問題はない︒

の皇籍を復活させるなら︑﹁男系の

今回の問題の背景にあり︑一部宮家

十一宮家を皇族離脱させたことが︑

た民族の心は子孫に伝えられなけれ

歴史と伝統の中で積み重ねられてき

に及ぶユニークな国家であり︑その

日本は天皇を中心とした︑二千年

ばならない︒

国会の多数決とか︑国民世論の

今回の典範改正案は︑女性天皇が
実現した場合︑その第一子が皇位を

る︒小泉首相はそのまま︑次期通常
国会で法案採択を図る意向である︒

動向というものは︑そのときの空気

で︑浮動するものである︒皇室典範

継承することになる︒これは﹁女系﹂

一人も男子の誕生がないことから︑

いる︒歴史上︑女性天皇も何人か存

突き詰めると︑天皇の地位は国民主

﹁国民主権と男女平等﹂の理念を

多数である﹂として︑数は少なくて

は︑﹁算数的多数ではなく︑政治的

社会主義・共産主義世界の多数と

への冒涜につながりかねない︒

欧米の寸法に合わせることは︑祖先

天皇制が熟成されてきたのである︒

と違った価値観を育て︑その中で︑

質のものではない︒日本人は欧米人

た︑欧米社会の基準のみで決める性

は︑一時的な︑単なる多数決といっ

の軸を軽視している︒皇統のあり方

改正を審議した有識者たちは︑歴史

皇太子︑秋篠宮︑その他宮家に︑

津英武

緊急避難的に皇室典範改正問題が浮

出︑喝

︑︑群

在した︒しかし︑それは一時的なつ

権と矛盾する︑との論拠から︑必然

る主張すらあったのである︒

も︑共産主義者が常に多数派だとす

(49）

上した︒答申は︑男女平等を証った
戦後民主主義を拠り所の一つとして
いる︒また︑その背景には︑社会の
少子化傾向への懸念もある︒

これに対し︑二千年の伝統を︑現

なぎで︑万世一系という男系天皇の

が開かれることになりかねない︒

的に︑天皇制廃止・共和制論への道

する試みとなる︒

てきた︒敗戦後︑連合軍司令部が︑

系譜は一回も途切れることなく続い

容認という︑男系の万世一系を断絶

撫曹

に高まり︑国論は真っ二つに割れて

世代の国民が国会の多数決で掴して

雲

よいのか︑という反対論が︑にわか

多数決の危うさ

中国の歴史のうねりの本質を︑双

務の本を読むとき︑春秋戦国からの

畑眼という言葉があります︒安能

を︿法術﹀でがんじ溺めにする方法

徳治を排斥して聖賢を軽んじ︑人民

ある︒その著書︹韓非子︺は︑仁政

絶後の虐政を歴史に出現させた男で

養﹀を捨てさえすれば︑政治の要諦

換えた言葉だ︒その意味での︿教

として偏見の代名詞で︑蒙昧を言い

安能務は言います︒﹁教養は︑時

で語った︹韓非子︺はじつに解り

や政治学の精髄を︑説話文学の形式

牌畑畑として洞察している！と感

た異端の害で︑︿悪魔の政治学﹀だ﹂

﹁韓非本﹂でさえも︑その巻頭にマ

平成十七年刊行のいちばん新しい

中国人・韓非︑賢人・韓非が︑我々

章として展開します︒その切り口は︑

れが第一章︒そして︿巻九﹀が第二

なしに︿巻三﹀から始まります︒そ

安能務の︹韓非子︺はことわりも

面白く読める筈と思うのです︒

楽しめるのと同様に︑﹁韓非子﹂も

も﹁孫子﹂も﹁老子﹂も文芸として

筆者も同感です︒﹁三国志演義﹂

話文学の最高傑作だ﹂と︒

話集﹂の一つであって︑政治的な説

︹韓非子︺は︑史上︑最も優れた﹁説

易くて︑しかも面白い︒間違いなく

と︑それを正当化する理論を展開し

情な法治主義者であった︒人心掌握

キャヴェリズムという言葉を遣いな

堅蔦城匙

２

という立場のものが少なくありませ

嘆します︒博覧強記という言葉があ
彼は中国政治動乱史・社会世柑史・

文芸表裏史・宗教盛衰史の博覧強記
の傑物だ！と心から感服します︒
中国戦国時代末に生きた法家思想
家といわれる韓非の諭文集﹁韓非子﹂

に関する解釈本・解説本は︑儒家孔
子本と較べるとかなり少ないが︑そ
れでも五十種以上のものが刊行され
ています︒しかし︑安能もこの本で

の術に長けて︑権謀術策に通じ︑苛

ん︒

酷な法の支配と隠微な術︑すなわ

の身近かに立っているような効果を

もたらしています︒

︿目から鱗﹀の書の一つです︒
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ります︒安能務の本を読みすすむと︑

宮 崎 哲 夫

来の偏見に沿った諭評をしています︒

いうこともあるのです﹂と言い︑旧
よる全国統一を始皇帝に説き︑空前

がら﹁冷酷だからこそ優れていると

安能務著
文春文庫

ち︿法術﹀による峻厳な政治統制と︑

〔韓非子・上下二巻〕

社会統御の方法を開発して︑覇道に

剛笑っているように﹁韓非は冷酷非

教書案内

行く秋藤沢市絵鳩毅
ふ

行く秋の葡萄の里を過ぎるとき世渡り下手の若き日想

﹁聖戦﹂と言ひし時代の負の遺産未済のままの六十年

庭師来て枝整へし太き松姻郷めく様に秋空に立つ
が過ぐ

安曇野をつづる稲田の黄金色美しかりき今に忘れず

ゴンドラとリフト乗り継ぎ吾は今白馬三山指呼の間に
一型つ

栂池の紅葉の色の極れぱ魅されて奥へ曳かれ行きけり

待つ

名水を汲みに行かんとする朝は早く目ざめて明るむを

秋となる日岐阜県桐山五一

恋う

コスモスの花咲き盛るわが畑に日に幾度も足を運びゆ

歩きつつ携帯電話をしてみればなるほど我も若者気分

く

参拝に来る人もなく祭礼の職高々とはためく宮居

寿越ゆ
などして

生きて在る一日ひと日が新鮮と癌病む人のことば身に

午前中陽差し明るき応接間書斎代わりにむさぼりて読

み告げぬ

す

染む

美形なるかつらやさんが訪ね来て妻との交誼をしみじ

今日も又こころ豊かに過ごしけり書を読み歌詠み昼寝

酒好きの友は喜寿待たず過ぎゆけり一合墨守のわれ卒

温くもりしブロック塀に背腰当て西の方向き亡き妻を

を待つ

痛む腰もみてくれたる妻は亡し長椅子に寝ておさまる

妻なき日々佐賀県古田責

古川哲史編

自生せる芙蓉一樹が華麗なる花あまたつけ狭庭にぎわ

む
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いと

あか

もと

大星雲Ⅱ品川区松村早苗
きみは
け給ふ

手紙だけでつき合ひ来しきみ白髪の気品ある顔を近づ

てんうとも

地上より仰げばとほき漆黒の天宇に灯る星雲の群

撃たるるも厭はで闇に明りつつ天嶺そびゆ流星の下

に親しむ

早口の英語となれば〃冨己目〃をくり返しつつきみ

あめ

赫々と燃えてたなびく星雲の画像は清き鮮血の色
ま

花びらを撒きつつめぐる星雲よ無窮の宇宙のどこかに

おどろく

夜ふけて着きしホテルのロビーにて識ひとつなき顔に
ま

にあるが︑その一冊に旧陸軍将校の集まりが出してい

わが﹃弘道﹄とほぼ同じ趣旨で出ている雑誌は無数

︵小感︶

しも

七十にまぢかききみは若やぎて東京の夜をたのしむら

あらむ

うた

別府市椛田信吾

光速でかの星雲を目指す間にいくたび生まれ変はる吾
が身か

ぬかずいひしる

短歌の道この深きもの生きこしを顧み詠うその八十余
年

夫の眠りたしかめて聴く深夜放送ひそかに遊ぶ独りの

別府市椛田英子

さめるから︑総計百六十首ばかりがギッシリとつまっ

を占める紙面に︑平均一段二十首︑計八十首づつをお

るが︑短歌欄は﹁借行短歌教室﹂を名乗り︑二ページ

供えている︒平成十七年十月号で通巻六五八号を数え

米寿迎え頭離れず額くは飯と汁木綿着物の身の尊徳像

世界

る﹃僧行﹄があり︑漢詩︑短歌︑俳句︑川柳の四欄を

連れ添いて六十年の旅なりき山あり谷ありやがて終ら

うた

ているわけである︒ギッシリつまった百六十首から秀

人

びと

︿才無きも浮き世を離れボケ封じ作歌する時我も歌

作と見られる十首ぐらいを紹介すると

ん

気品ある顔板橋区古川哲史
ホノルルを飛び立ちしより七時間羽田の冬に身ぶるふ
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中井おさむ

学の卒業生による学士会があり︑その集団から﹃学士

うた

会会報﹄が出ており︑毎号﹁裁錦会詩草﹂︵漢詩︶︑﹁草

ふさ

樹会詠草呈俳句︶﹁短歌会詠草呈短歌︶を発表している︒

くきはまりて心塞げる時あるも短歌詠むことを止ま

り木とせむ松本ふみ子
や

五十嵐勇

多いが︑今回は以上の二種で満足するほかはない︒

られている︒この種の短歌欄をそなえた雑誌は他にも

このような短歌四十五首が二ページの紙面におさめ

︿啄木の三倍生ききて三分の一すら秀歌のなきをわ

びしむ石川利昌

とはなりぬ斎藤知正

︿人の声鳴く虫の音のことごとに聞こえぬ老いの耳

ね

妻の留守居に大杉喜久男

︿バタバタと炭火おこして今宵また秋刀魚焼くなり

いでゆ

︿校正はすべて送りぬひさびさに思ふことなし山の

湯泉に山下重一

き茶を飲む友弘一郎

︿エジプトの旅より帰り古びたるわが家の居間に渋

ムを吾は去り来ぬ推木英輔

︿車椅子の母の爪を切り﹁それじゃあ﹂と老人ホー

ちとなる

︿病み長く寝たきりなれど妻和み童女のごとき顔立

なご

平成十七年三月一日発行の第八五一号から若干の詠草

柳沢義子

稲葉せつ子
仁熊築次

を拾えば︑

︿酔生夢死の余生たるまじ今朝も又英会話聴き歌作

松金和世子

︿錦帯橋渡り初むれば向ふより陸軍大尉の夫が顕ち

に励む辰巳武三
くる

つづ

︿老いてなほ若々しく見せたきと求めしシャシに夫
の若返りたる

く水茎の跡うるはしく綴られし晶子の歌集に心とき

めく三浦きぐ子

岡村正友

︿我が慕ふ恩師に送る蜜柑箱喜ぶ御顔心にえがき

とも

︿朝な夕な水を与へしのぼたんの紫匂ふ花の咲きた
り

日よ

く亡き戦友の面浮べては憶ひ出に静かに浸る終戦の

旧陸軍軍人の歌欄に婦人の多いのを不思議がる人が
あるかも知れないが︑多くは亡くなった旧軍人の未亡
さる佳作が見られるのはほほ笑ましい︒

人が準会員として参加しているためである︒男子にま
さて旧陸軍々人の集まりにまさる集団に旧七帝国大
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天高し帰漁の船に鳶の笛

築守の午睡に猛る梢の鴫

川崎市小林三郎

中野区小牧幸雄

旭市花香幸作

︵註︶瀧る帆の秋風に海の男の気概

◎展帆の苧む色なき沖の風

吊し柿ほどよく乾く寺庇
反謁の牛の目つむる芋嵐
◎西窓の空に秋思の雲一栗
︵註︶季語の扱いに練達の技
い・も

稜線を越えし日差や芋の露
秋の風魚臭の町を通りけり
◎秋深し大聖堂の固き椅子
︵註︶五感に捉ふ季節感

河内朝生編

奥出雲石原みちを

よき友とよき師に遇へり月見酒

酒蔵の多き高山秋澄めり

︵註︶飛騨の旅に身も心も充足

◎秋の味飛騨高山の朝の市

山鳩の二羽電線に野分後

森動く相に鎮守の森野分

豊島区川崎鋸南

杉並区加藤志偶夫

︵註︶龍胆の色に風の動きに季感

◎牛飼いの背なに揺れたる濃龍胆

大空に富士を招きし赤錆蛤

鳥渡る山紫水明天一望

◎案じたる声とどかざる木守柿

さいたま市佐々木素人

︵註︶天寿を全うされし師先生の天

実むらさき茎のさきまで色満ちて

渡良瀬の川波白し草紅葉

なます

練馬区柴田孤岩

︵註︶実りの秋五感に満して体力回復

◎新米の粥をすすりて床挑い

こだま

山峡に柵の昏るる夕紅葉

遠山にかげる日差や菊膳
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弘道 俳 壇

武蔵野市三枝武双

︵註︶空気のみならず心も澄む秋

◎黄落にかんなびの空遥かなる

きらめきて寛に良夜の水走る

歩をゆるく参道のぼる神の留守
◎りんどうの風の越えたる国境

大田区鏑木雲州

︵註︶高原の風に彩りを副えて想雄大

目深帽傾げし峡の田の案山子
朝日影語りかけくる山紅葉
◎師の笑顔偲ぱるる日の秋時雨

多摩市嶋津黄猿

︵註︶師先生に傾倒久しき作者の思い切

灯に弾む昔語りや今年酒
行く秋や赤き浮標にけぶる波
◎シンフォニーの余韻に歩む月の秋

佐倉市櫛部正直

︵註︶演奏会果てての道に浸る余韻

威銃を久しく聞かず新開地
菊花展の頃をならひにクラス会
︵註︶師先生を偲ぶ虫の音が切ない

◎通夜の寺ネットに探す虫時雨

東京の四角い空に秋の風

七夕の竹しなふほど願ひ書く

◎苦吹く会議の荒れし後の夕

︵註︶都会の生活に訴へる叙情

おでん屋の繁昌ぶりの格別に

おでん屋の常連席にある定め

横浜市尾俣セツ子

中野区石川賀代

杉並区阿部情

◎おでん屋に終電遅れあと引ける

︵註︶熱嫡に徹する心の健康

へそ出せる娘に秋日濃き祭笛

晩学の辞書引く秋灯傾けり

︵註︶街の生活の中の秋

◎木犀の香を眼に追へる路地の奥

世田谷区新里昭子

煮びたしの喉越しうまし秋なすび

秋なすの嫁の料理に弾める座

◎がまずみの彩る野道歓喜めく

熊谷市斎藤孝正

︵註︶詩に彩られる生活の健康感

限りあるこの世生き来て秋彼岸
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石投げて思ひ断ちたる秋の海
◎城吐に思ひ出の旅早や秋声

鎌倉市三隅田海堂

︵註︶季節感を行動の裡に継ぐ積極性
ブリッジしじま

赤法被天神栗の声高に

はつぴ

船橋の静寂を破る夜の霧笛

町田市斎藤高康

横浜市鈴木利雄

︵註︶大輪の見事な菊に丹精の自負

◎丹精に育てし菊にある誇り

泊船のなき岸壁や昼ちちろ
蝿の夕づく刻を運びけり
︵註︶海の男の秋色恥みる季感

◎空の色溶け入る海や秋深し

妖精の遊ぶ花蕎麦揺るる峡
ね

フルートの音の消ゆ野空鰯雲

◎見舞ひたる後の寡黙や桐一葉

︵註︶民族の遥かな歴史のロマン

旭市渡辺文男

横浜市藤田芙美子

揺り椅子に冬近き日の日差澄む

◎鶴折りて待つ足音や秋の雨

竜の玉縁に名を消す住所録

︵註︶季節の足音に敏き明け暮れ

群れ離れ孤高の相や秋の鯉

外泊が退院となり天高し

︵註︶健康な生活感に季語が生きる

◎サッカーにあがる喚声秋高し

安田のぶ子

足立区五十嵐とみ子

淋しめば日暮の破璃に鵜が来て

大道芸の人形転ぶ秋時雨

◎夕野分変体仮名の一扇塚

︵註︶書道師範独特の感性

むらさきに遠山昏るる秋桜

秋の蔵什器や膳や積まれをり

◎団栗の青きかなしびいろ拾ふ

船橋市林謙治郎

︵註︶人生の終章に触るシ思い切

方墳に世紀の嵩や萩咲ける

鯛に昏るる湖東や百済寺

八王子市松木昌子

︵註︶対象の捉え方に格別の手法

◎天高し風土記の丘に埴輪の眼

（56）

今日すでに過去となる闇ちちろ鳴く

しろがれに峡塗り込めて今日の月

乾坤へ放っ心の草矢射し

みちのくに生まれ東京の雑煮椀

みちのくに集ひぬさんさ時雨どき

わたつみの寄せて小波黙の汐

の抱擁身を以って示された大往生に一同伏し

壷きい先生への思ひ計り難い大きさと深く暖い心

︵註︶鋭い感性の捉える新鮮な表現

◎鼻梁高き女人レリーフ涼新た

編者吟

〒二茜ｌ只穴船橋市緑台一

四実Ｉ異天醐同番号

一一Ｔ−Ｉｇ一河内朝生

原句は子規句集﹁寒山落木﹂巻三自筆稿

から全文を引用する︒

碑の解説が時代背景まで捉えて優れた内容を備えている

昭和五十八年三月佐倉市商工観光課の設置

河内朝生

ｈｏ署

次号作品は十二月二十日迄に左記へ

てご冥福を深祷致します

城垣に海の雲行く牧水忌
茶畑の丘の背丸ろし爽やかに
細工師の破璃に下谷の初時雨

悼師松魚先生ご生前を偲びて遺作を掲ぐ
初刷や謡ふぱかりの輪転機

佐倉と正岡子規

佐倉城吐二の門跡近くに正岡子規の句碑がある︒大
谷石に刻まれた

佐倉
常磐木や冬されまさる城の杜
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一九○二︶は

明治の時代思想を体現し俳句小説文芸評論写

子規が終生の社員として一八九二年︵明治二十五年︶入

受章子規門下︵短歌︶として晩年まで親交があった︒

二十二年︶二月十一日創刊社主の陸掲南は終生子規の

社自筆墓碑銘に記録した日本新聞社は一八八九年︵明治

生画などに活躍した正岡子規︵一八六七
一八九四年︵明治二十七年︶本所ｌ佐倉間に開通した総武

て任ずる立場を鮮明にした︒これを以って鹿鳴館時代の欧

三宅雪嶺福本日南古島一雄を配し社会の木鐸を以っ

となり顧問格に杉浦重剛小村寿太郎頭山満論説に

当たり三浦梧槙鳥尾小弥太曾我祐準と共に後援資金主

日本弘道会第二代会長谷干城先生は新聞﹁日本﹂創刊に

庇護者であった︒

鉄道に初乗りして佐倉の地を訪れている︒

その時の模様は当時の新聞﹁日本﹂︵十二月三十日号︶
に詳しいが︑この句はその時詠んだものであり︑写生文の

この時すでに子規は病気がちでありその悲痛も感じら

創始者として郊外写生の真髄をよく伝えている︒

子規は佐倉ゆかりの人間国宝香取秀真洋画家の浅井忠

れる ︒

新聞人らしい発想が俳句をはじめ日本派の登場をうなが

化主義の風潮に対抗する国粋派の拠点となった︒

獲得した︒

し活発な評論活動に伴って全国の知識青年層の支持を

忠は近くに住んで敬愛の仲であった︒

とも深いつながりがありフランス留学から帰国した浅井

霜枯れの佐倉見上ぐる野道かな

ピソードをアトランダムに開陳して本稿筆を止む︒

るに至った︒極めて表面的事象の羅列に子規に発するエ

森鴎外寺田寅彦等近代日本文学蕊明期の温床が形成され

て激石左千夫節碧梧洞虚子鼠骨等々が蛸集し

ざるはなき才能を発揮した正岡子規に子規山脈の俊秀とし

志し︑二十一歳で俳句に︑和歌に︑小説写生文等々可なら

七歳にして漢籍を学び漢詩を作り︑和歌を作り︑哲学を

佐倉にはこの他に国鉄佐倉駅前城南橋付近にも
の句碑がある︒︵昭和六十年三月記録︶

佐倉城吐大手門東方に千年近くの歴史ある麻賀多神社が
ある︒

前記の香取秀真が宮司郡司秀綱の養子となり明治
二十年︵一八九二に上京して本郷根津片町の美術講習所

美術学校鋳金科教授帝室技芸員芸術院会員鋳金

に入学するまでの少年期を過ごした場所である︒

界・工芸界の重鎮一九五三年︵昭和二十八年︶文化勲章
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秋の叙勲受章者
瑞宝中綬章︵専売事業功労︶

生平幸立殿
七十八歳神奈川県
元日本専売公社理事
瑞宝小綬章．︵文部行政事務功労︶

新漂憲生殿
七○歳神奈川県
元国立磐梯青年の家所長
瑞宝小綬章︵文部行政事務功労︶

藤村和男殿
七○歳神奈川県
元東北大学事務局長
瑞宝双光章︵教育功労︶

金木賢三殿
元公立小学校長

七十八歳千葉県

◎会費領収報告
︵弗秤蹴晒斡皿朋皿叩︶

ｌこの報告をもって領収書に代え
させていただきます︒

２お名前の上の○印は新入会員の
方です︒

費納入最終年度です︒

３お名前の下の括弧内の数字は会
４ご不明の点は本部事務局会員会
費の係までご連絡下さい︒

◎ご寄付者芳名
︵平成Ⅳ年吃月︶

金三万円也渡辺正麿殿︵東京都︶

︵平成Ⅳ年Ⅲ月〜平成Ⅳ年旭月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

茨城県海老原隆山崎隆司
東京都松木昌子河内朝夫
神奈川都安田のぶ子河内朝夫
東京都五十嵐とみ子河内朝夫

︵平成Ⅳ年Ⅲ月〜平成Ⅳ年吃月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

島根大賀敏郎荒木光哉

島根佐藤茂荒木光哉
島根高尾彬荒木光哉

島根清水和則荒木光哉

︵茨城県︶

○海老原隆

︵東京都︶

○松木昌子

︵神奈川県︶

○安田のぶ子

近藤昌彦

︵富山県︶

１

９
５

○五十嵐とみ子側く

肋

0
7
）

㈲

⑰

書￨

会長鈴木勲
副会長古川哲史

顧問瀬 島 龍 三
木村治美

理事秋 山 富 一

古川清

一同坂節三

茂木友三郎

士田健次郎

生平幸立 尾田幸雄

中田和夫

鎌田正

高橋昌郎
宮崎哲夫
渡貫博孝

黒羽亮一

松平直奏

監事伊藤克巳小谷隆一
評議員飯塚一雄 小野健知 木屋野正勝
阪谷芳信 津英武 菅谷栄夫
多田建次 七海隆 西村幸雄
藤下昌信 藤原正彦 山崎隆司

吉田功

渡部弘

特別会員赤塚行雄 朝倉治彦 石津芳次郎 石渡敬
市原正夫 市村真一 今井淳 小川義男
加地伸行 梶田叡一 加藤尚武 金杉光ニ
金子政次 狩野冨吉 菅野覚明 クライン孝子
倉次重一 斎藤知正 佐久間彊 佐藤俊夫
下村敬造 白鳥正 杉原誠四郎 高橋史朗
高橋誉富 丹治久 戸辺好郎 中嶋嶺雄
中篠高徳 永野健 長谷川茂郎 長谷川治一
服部忠蔵 林道義 春山宇平 馬場葛夫
東園基文 深川明 福原修 古垣光一
古川清彦 古田賞 堀賢次 松永信雄
水沢利忠 宗政秀治 森隆夫 八木秀次
安田豊作 山室勇臣 山本哲生 若鍋尚志
渡辺正贋

渡部昇一

武部良久
仲村正和

西村喜久郎

韮塚一三郎

鶴岡寛三郎 常泉健一

終身会員相川孝夫 安藤太郎 飯田寅次郎 稲村勝美
今井千代田郎 内田武文 榎本匡吉 大兼利之
大坪窯 岡時雄 岡本通 片野嘉雄
片山芳子 金子ゆかり 亀山基恵生 菊間健夫
京野正樹 久保田精一 坂尾正巳 笹森時雄
篠田惣治 清水常一 白井健蔵 積田義男

高石景一

戸村良
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松崎美代子

山口武夫

松本才

古滝賢次郎

望月兼次郎

繁田良一

三ヶ田金弥

繁田四郎
細田吉蔵
吉田政博 渡辺敬雄

古滝達男
松本真一

鎗田寿

伊藤正吉
及川築雄
大津弘毅

高橋力

佐藤重利
菅原和朗

棲椛毅

大月武志 木村俊昭 斎藤元護
高橋兼夫 富田辿夫 永井輝
安田俊明

森義雄 安田勲

冨園西己の○の三目ｇｏ

ロ﹃・エ国雷の国ご○訂甲西四言邑

三房喫弓の﹃巨穴○ｍシ目①ご

三厨．冨閉昌昌エ員シ○云い○ｚ

海外会員三﹃白ご号ご自重ＫＯｍ雪ｚシ①シ

一般会員

北海道今井兼一
中村浩一

佐藤仁

山下忠行
岩手県芦文八郎 安藤厚 石川喜一
稲垣キッ子 因幡重雄 江六前安巳
近江昭 大岡重典 大崎弘一
小嶋久人 小田島政行 菊池啓
佐々木竹夫 佐々木初朗 佐瀬誇朗
佐藤孝夫 佐藤宏 下脇良夫
鈴木五助 高橋克毒 高橋繁

高橋英夫 高橋勇三 田口勇之進
土川三郎 沼田英雄 野田笑子
馬場英彦 藤島昭治郎 古川守人
南 岩 雄 向田貴男 村井研一郎
矢羽々昭夫 八巻恒雄 横田忠司
吉田禎吉 吉丸蓉子 鷲盛瑞良
宮城県菅野多利雄 菊 谷 誠 寮藤正美
佐藤憲夫 高野十 高橋善幸
高 橋 昇 高橋平馬 手島典男
西津啓文 松坂英明 目黒芳昭

毛利平 渡辺博

員井田善悦

新井慎一

江川豊太郎

千田久迩治

畠山淳吉

鱒沢昇

森田誠喜
吉田省三

佐々木拓雄

高橋延一

中山師治
茂泉錫佐

安部利平 飯島正美
川口京子 河野幸枝

須 賀 淳 塚田雅男 塚田保美
石原喜代二 稲塚勇 氏家実
前 田 勇 森下功

貝塚茂樹 鈴木良一 関五郎
高栖候坦 半田啓二 平山昭生

板井角也百瀬麿雄
佐藤保文柴田司郎田久孝翁

秋田県田口大師 戸津正男 畠山東太郎藤肥正三
山形県相淫長治
福島県斎藤浩哉
畑敬之助
茨城県海老原隆
関口英夫
栃木県佐藤康弘
群馬県荒木健一
住谷鉄雄
埼玉県浅田俊夫

出和夫
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神成裕 木村良平 久保庭信一
小林靖昌 小柳光春 斎藤勝美
五月女善一
佐々木聖使 佐々木力
鈴木勝雄 鈴木茂夫 須田勉
高橋勝 竹村富子 田村和凡
西内一郎 平井一夫 平野正光
発智秀雄 真下博孝 宮崎みつ子
山辺知行 吉住龍雄
千葉県阿久刀川員 天野才八 天 宮 満
五十嵐一郎 池田太郎 井 上 武
卯月幸 鵜之津康雄 大岩好昭
大森敏夫
大島千代子 大竹博
岡川宏道 岡本親宣 尾形伊之吉
小 津 鮫 小津深 尾田綾子
落合高省 小山光泰 糟谷正彦
喜勢隆家 木下操 櫛部正直
越川重 小島一郎 五代吉彦
小林信夫 斎藤情 笹本武雄
白烏千鶴子 鈴木英司 鈴木亨
鈴木正敏 雑賀富雄 祖父江昭一
高柳善男 滝口松蔵 谷本茂雄
筑 後 則 辻幸蔵 中川卓志
中村二郎 鍋谷欣市 並木昭靖
小菅峻道
斎藤孝正
佐藤茂夫
高橋哲夫
土橋隆信
広崎俊明

矢吹中
安藤隆弘
宇井貞文
大榔利夫
大八木正子

小川成義
小田金清

川村優

河内朝夫
小林孝雄
佐藤吉男
鈴木仲秋
高木伸夫
田原道生
中村喜司
根岸亮介

長谷川達雄

根本淳祐

川口ふみ子

野口昇 信岡武 萩原勝
長谷川充必方 畑中治 花香清

平野泰伸 松浦成子
山田喜昭 鑓水浩
米田耕司 若狭雪雄

飯島清

浅井しげ 浅田隆夫
阿部光夫

阿部清

安武九三郎

楠元尾

池野和己 池守健彦
石川忠久 石川博章
石川良子 石橋義弘
伊藤文稔 犬養悦子
上田幸夫 上野明義
大内保治 大門隆
大越章弘 大津幸夫
大洞陽一 岡本信子
長村幸雄 小津民三郎
加藤茂男 金井肇
鏑木義之 神守隆一
苅田吉夫 川口重男
菊池敏夫

川崎修 川村博

林謙治郎 平井尭
柳瀬秀雄 山崎侃
吉田徳二 吉原柴夫
和田昭通
東京都青戸陸子 赤松豪
渥美和也 熱海則夫
天畠一郎 安西英太郎
五十嵐とみ子 池田順二
砂金俊夫 石井武子
石川正郎 石川松太郎
伊田和身 出井猛
今尾知義 植田康夫
江戸剛 榎本のぶ
大賀寛二 大久保建紀
大杉俊彦 太田克彦
沖田耕也 奥田員丈
小淵守男 梶村昇
金子義徳 加納岳
神山倍三 亀谷一郎

岸田輝夫 喜田安信 木山高美

（62）

鯉川英一古賀喜博国分正明小坂巌
小牧幸雄古宮道世牛来義成今田年
近藤浩幸需藤高康斎藤好美三枝武
坂井英治坂口和男相良憲昭佐久間聖名子

佐藤孝塩沢光利柴田武島田四郎

山田康介山田なおこ山中道勇山本毅

植原和浩内海静雄有働義彦浦田徹

横山安宏吉永俊之濡理異質墓脇屋哲夫
渡辺八洲男渡漫興五郎渡漫芳子渡部武
神奈川県赤司博之有川武勲生山智己石沢彰文

榎茂弘遠藤惇岡本文男落合徹

新沢憲生鈴木利雄高倉弘高間勇
武末隆夫龍口健一千田洗豊嶋転三ｊ

佐々井典比古貞慶長昭篠田正司下山良

尾俣セツ子金井勇蟹江正明北田耕三

清水美彦下条進一郎庄司臭明新里昭子

小谷昌後藤寛小林鉱治小林三郎

杉田正司鈴木寛一鈴木重雄鈴木進

首藤尊良曽野洋高岡浩二高田賢
高橋柴治郎高橋恭介高橋新平瀧島順一

瀧本泰行田口和巳田中一徳田中孝
中村一男中村伸之介中山幸諮長戸元三郎

田中治男田中万吉中川環中田貴志男

永松慶也奈良威野島信明野田光雄

長谷川毒郎浜田史雄半田栄一播戸正臣開
福岡純一郎福田好貢藤田芙美藤村和男く
藤本茂夫藤本道夫冨和昭弘堀田修平
堀口恭宣牧光徳三隅田良吉水谷妙子

山口貴弘吉村七郎

水野実室伏武安田のぶ子安留栄

東内一明久田龍二菱山幸一日野文麿

野村浩司長谷昇長谷川篤嶋沢孝

藤井陽光藤岡知夫細谷士武弥細谷政弘

富山県浦林寛英近藤昌彦清水美晴

新潟県今成卓而棲井守麿川正昭

平林智司麿田滋麿田史郎吹浦忠正
松原正憲松本幸三郎松本忠史真辺将之

岐阜県浅野弘光石原太紀伊藤毒今井春昭

山梨県山田喬文珠川雅士
長野県青木安弘赤麿正男小林元亨

福井県稲木孝二郎

堀内政三前淫員夫松木昌子松尾寛二

三浦良雄水田武宮崎正彦宮津妙子
宮本繁雄三輪田芳子武藤信夫村田惰
元津弘幸森下千害子師俊紀八木秀紀

夜久正雄山口晃山口豊山崎吉彦

静岡県

岩手達夫 江崎力岡崎
小邑政明 佐藤正明清水
村山鐸司

治道村功一朗
福岡県

高知県

長崎県

佐賀県

久桐山五一

池田稔 石野士夫大沼栄穂田内龍治

宮崎県

植村利夫
大家重夫
小柳治道
中津保夫

山崎善正

大庭茂美古川清光吉武弘喜

末次祐司
松本慶蔵

坂本果 冨嶋宗雄平野正憲
椛田信吾
後藤俊彦
吉富政夫

支会長松本幹彦
副支会長石倉識雄

事務局長狩野冨吉

監事岩成秀彦 三好和男
幹事荒木光哉 糸原次之 加納勇一島崎美徳
須山春雄 中筋弘充 福島律子山本直治

藤木敦

顧問浅野俊雄 飯塚一雄古瀬禦丸磐根

島根支会

支会

大分県

熊本県

長瀬省吾 服部迫雄平井千代松下魂三
渡部正義
大河原唯視 小田博一 加藤十八

鹿児島県

山内司

嶋田麻知代

木村寿 小木曽照行 小島俊夫
鈴木保賞 高田敬子 宮田力松
山田哲史
植田清宏 淫井敏郎

石田光 堀陽一

愛知県 石井新太郎

大阪府

増田清和
矢野恭克

小谷久雄 清水昭允
永井伸和 長石肇
福島猛夫 福永昌徳

事務局次長木佐由延

会員青戸宏明 青戸良臣 赤江美穂 安食冨晃
芦田龍雄 芦田道昭 安達伸次 安部登
安部正哉 天津邦之 有馬毅一郎 飯園徹夫
飯国雄司 飯田光 飯塚勝 飯塚隆一
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京都府
兵庫県

奈良県

宏

宣三浦順郎三浦晴彦

北村敏夫 福田太加志
森岡正宏
秋山勝正 園岡靖夫
竹内善一 士井康稔
西尾邑次 漬口豊明
吉田順一郎 渡慣由章
高橋文博
伊賀訓之
水野直一房

坂本幸治
赤松泰伸 有間重喜西田春善正木啓介

田川

鳥取県

岡山県
山口県

香川県
愛媛県

山小

池添清見池田敏雄石倉園男石倉初
石飛隆雄石原信夫石原肇石原道夫
板垣靖井谷幸平伊藤英一伊藤健吉
伊藤進二伊藤博敏伊藤由紀夫稲田悦朗

黒田章義桑原克夫桑原弘高野良彦

河原一朗古浦義己小島博野小谷繁正
後藤院一後藤美利児山治正才木雅伸

佐々木茂佐々木孝賢佐々木宣之佐々田一博

佐伯厚坂井弘数坂口彰彦桜内強

佐藤健佐藤健治佐藤茂佐藤隆幸
佐藤誠佐堂博真田直幸佐貫泰則

佐野明佐原亘津弘吉山藤哲夫

岩田渥男岩田正樹上田業就宇治原貞夫

稲田保夫井上勝博井原孝夫今井靖
今岡健次今岡実入江勝仁岩浅宏志
内田栄梅木祥司江口博晴江角郁夫

庄司肇白石隆子杉原隆杉原有

須藤隆英須藤文義須藤昌幸須山彰ｊ

柴田博島田雅治清水和則清水寛

江角比呂志大石武博大賀敏郎大坂武
大崎能国大島修太田多美子大津義文

須山守高尾彬高尾保行高梨光男閲

大畑賞秀大森広子大矢幸雄岡正

岡嘉昭岡本修治岡本昭二小川正道

竹崎康次竹谷強田壷勉田中忠厚

田中信道田中久隆田中瑞夫土江博昭

高橋英二高橋和男高橋昭治高見武男く

尾崎安男小津秀多小村悦子小村孝志
恩田吉久景山明彦景山郁夫景山繁光
景山高行景山寛椙野妃都水春日光男

勝部義夫加藤悦司加藤武行兼折右慈

荊尾俊勝田稔勝部克己勝部和承

河村政経川本忠俊神田義克木次井悠介

上谷慎二加本良治鞍嶋弘明河角静
川谷定保川津啓義川原良一川村淳

夏野秀利浪花俊雄奈良井混成相有一

士谷武盛鍔木篤坪内邦至寺本夏雄
塔間武藤間元康友森勉内藤章一
長井悟永岡達朗中奥雅士中川政樹
長島聡永瀬哲子永瀬豊美中西秀夫
中野吟子中村清志中村倹三中村栄

木村保孝規家文雄清原茂治久保田治三

錦織靖雄西島正敏仁田準新田康二

難波義正西治西智文西尾栄一

北野静男吉川哲夫吉城聖顕木下英樹
熊谷正行倉井正喜鞍口昭二黒崎行雄

野津栄野津哲野津満野々村恒夫

橋本辰生橋本敏雄秦潔秦征治
畑勉花谷耕三花田栄治早川求

早川泰林干城林充也原敏
原周弘原洋二原野敏雄引野健蔵
平木栄平田哲実平山明麿江朝夫

麿江千年慶津卓嗣麿津将城麿原啓視
福田和夫福田浩三福田正明福田政隆

福頼弘晃藤井康夫藤波稔藤原徹知
藤原弘道舟木征一細貝篤志細木保興

細田博史前田孝亮前田徹間田浩彬
松浦修六松浦正敬松浦幸年松田夏夫
三浦尚二三浦稔子三浦正樹三上昭憲
三島房夫三原治夫三宅喜保宮廻俊盛

村尾亘彦目次健司森山祐次森脇賢

干潟支会

顧問高木豊

会長菅谷栄夫
副会長上代光祐浅井和泉
監事越川昭柴田小左衛門内田障
幹事伊藤龍芳井上洋一大湊忠文高山寛一
小久保昭治菅谷定雄塚本隆栗栖精一

林修一伊藤嘉平小林隆

庶務会計古橋謙寿︵井上洋二︵塚本隆︶

石毛春雄伊藤識岩崎五右衛門宇井芳夫ｊ

会員熱田淳熱田正雄穴沢輝一石井勝也

内島福治大板一彦大板博金杉清防

金杉祐次金杉国照金杉佐久治鏑木惇一Ｉ
上代章造木内清夫越川正次小林克己

高木喜兵衛高木武雄高木徹高木利治

菅谷昌徳菅谷陽一杉崎久鈴木寛

斉藤好郎作佐部寛守椎名嘉衛柴田正義
菅佐原滋之菅谷勝雄菅谷喜作菅谷匡義
菅谷健一菅谷源兵衛菅谷誠一菅谷昌澄

安江英彦安田和彦安田達司矢部太郎
山岡清志山川修司山口浩明山崎悠雄
山崎裕二山田和彦山田忠男山根憲昭

道願繁宮崎昇英宮崎精二宮崎敏夫
米本新治若梅力渡辺文男

高野基二長谷川園雄花香幸作堀江信慶

山根林山根正明山本慶一山本泰三
山本弘正横木俊信横路仁朗横山統農
吉岡正志吉田貞男吉長義親若槻士郎
和田惇子和田秀穂和田弼生和田由美子

渡部昭久渡漫克彦渡遥晴夫和田明

野田支 会

支会長 茂 木 友 三 郎
副支会 長 宮 内 好 雄
事務局 長 戸 辺 好 郎

理 事 坂 倉 良 助 藤井浩森山典子山口稔男

茂木七左衛門

茂木七郎治

宮本精一

茂木長三郎

羽山雅人 唐間善之 堀江幹雄 松尾清
松村英正 眉山俊敬
茂木国子

茂木佐登子

松岡康太郎 松田武
三島登 宮 田 弘

倉次重一

八崎範之 山口仁美 山崎和枝 山崎義二
大和崎純 山中武彦 横田賢次 横山正樹
吉岡輝雄 米 田 博 若林員一

顧問菊間健夫

粟生喜三男
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佐倉支会

会員青柳均 秋田誠二 朝比奈豊治 飯野貞夫
生田昭二 石川英一 石引芳樹 一色輝雄
岩田勉 石見涼二 上原哲哉 大石俊昭
大関健道 大滝伝 岡田直四郎 奥山喜和子
角谷一夫 加藤保夫 河合典子 川原秀治

副支会長平山秀樹

石橋実

監事服部忠三 宍戸宏
理事円道寺茂 倉田彰夫佐藤金作山崎登
事務局長松戸正利

長竿民子

佐藤秀夫
白井英雄
高梨孝雄

井上公平
鵜沢卓也
海野道義
大友喜代
川奈部実

蔵男子子枝

会計田淵良和

会員秋葉二郎 石井和夫
井原重之 岩淵好弘
臼井尚夫 内田儀久
円城寺信夫 大川徹夫
小川弘子 押尾豊幸

呈

田中元一

土屋築

中嶋田鶴子

戸辺一夫

沼田兼

林輝

日下部寛太郎

名誉会長渡貫博孝

木村千恵子

日下部哲好

木村亨

支会長石渡敬

中村富士夫

川大浦岩石

斎藤仁
境博照

桑原時夫

長谷川昌男

栗林員人 黒川浩 桑原辰夫
小嶋真二 小林健二郎 小松原昇
需藤博 需藤吉巳 逆井芳男
坂牧光義 佐々木小次郎 佐藤邦夫
佐藤裕 佐原紀雄 下山和久
鈴木和夫 鈴木信人 田浦義明
高野哲二 高橋保 高橋宏
谷口敬三 千葉義行 塚本豊
坪倉和毒 坪谷優 手塚裕
戸辺勝恵 戸辺光政 戸辺慶成
長妻美孝
初見良昭

橋本光利

中村司

越川雪測渡
源靖展成菊

川辺敏木村浩京増博清沢瞳子
斉藤恵蔵斉藤千江子坂井昌司相野栄子

葛原千真葛原利生久保勇夫倉次和也
黒岡美恵子黒沢安恵小出行雄小藤計
佐久間昭桜井静子佐治洋之助佐藤強

佐野わか子椎名翼志田八重鈴木忠
高宮良一高山考雄立田実田中育子
田中茂子田辺和之田辺タツ子田辺房
田辺まさ子田辺幸男寺田辰夫土井仁
中村克凡行方正夫桧貝信一郎桧垣和子

秀吉田豊子兵藤恵美子佐久間秀子

実吉田幸昌永井幸彦渡辺裕

坂口まさ子

地区委員岩本和富田明佐野義男土橋保夫
大沢千丈小藤敏夫渡辺重雄鈴木好雄

加瀬俊次本橋仁宮沢治海生貫敬子

磯部和子山本泰久

事務局畑俊一高梨哲郎渡過一義小田喜明
庄司艶子

岩寄美沙子岩波正夫榎本祐三大島精一ｊ

会員安西雅行安西迫彦石井忠雄今宮靖雅

小林安生小松雄光坂本美江子佐久間邦彦

大田文枝大溝好子尾形弘道加藤みつ船
角田迫夫金一房保鎌田久子川上賢爾く
川名直治川名正敏黒川邦保小林進

吉見貞男渡辺嘉助渡辺祐典

本橋亮一森成吉安田耕太吉田久雄

増田基彦三平勉宮崎健一望月員

花田卓治福岡和徳星谷悌二本間誠章

佐野正夫島津晴久庄司徹代田浩二
地引三良鈴木宗平鈴木誠鈴木光男
高梨政道高橋修角田陽子出山恒男

佐久間麿勝真田三郎佐野妙子佐野哲男

綿貫登美子

東英夫比留間尚福山昭藤江徳也

井浦

安川政好山田市郎渡辺美智恵渡部八重子

金丸謙一青木紀夫金木賢三青木嘉男

幹事渡辺上安西信雄武田金市郎鈴木亭

監査榎本春光村田武麿

副支会長仲尾卓二高橋博夫

顧問長谷川治一庄司厚安田豊作
支会長福原修

安房支会

藤崎正雄藤富初枝細野正子堀田正典
松戸光男真野好則路野照雄森栄一

石北

有田支会

支会長深川明

監査坂井勝也
篠原啓一郎

岡本正春

手塚信雄
西山清治

片山保吉 金子昭次 切替正一房 切替良寛
近藤仁一 近藤繁雄 佐久間孝幸 佐久間弼
鈴木幾久 鈴木六郎 関政彦 関喜一
高橋幸雄 武田篤 鶴岡満 長島靖洞
仲野勝蔵 永谷源一 根本鎮夫 葉岡部秀夫
秦信一郎 平戸雲 藤江千秋 古沢厚良
山崎克巳 山田博光 山田恵春 山中晃
若林道郎
八千代支会

久富桃太郎

深川聡

支会長山崎晶司

幹事長坂本仁

宮田清登

市村順一郎

浅見幸彦
五十嵐博

片波見昌浩

上杉修二
江田浩昭
太田公昭

川崎覚治
工藤雪雄

越坂公一

棲井一彦
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幹事古田責

山口博

会員相沢康 秋山泰彦
麻生秀樹 飯島好美
井内秀敏 石川潔
伊東稔雄 今井幸男
浮貝公雄 梅津友彦
遠藤隆 遠藤昭司
大西員彰 岡本知也
加藤孝明 上山篤生
木村恵子 曲沼三七夫
窪田由延 黒田富士男
小菅知三 小林雅典

井泉住上賀熊尻村川田野
誠 晴 一 良 正 祐 孝 英 陽
一美郎輔清雄介明誠治一

会員出雲悠司 岩永正太
梶原貞信 金ヶ江重綱
鈴 山 哲 副島利孝
徳川道郎 西村員夫
西山義久 橋本孝
樋渡俊秀 深川一太
松本信幸
山口隆敏

事務局 長 小 倉 正 敬

会員安藤好夫 伊藤鉄夫内海 茂内海久雄
宇野乙吉 江沢国夫小倉 健 小 倉 久

坂小久川加大江今石飯浅

深川剛

平川支 会

顧間切替正
会長宗政秀治

武辺川巻山代打川
紘 文 正 邦 正
登治巌雄徳昭行徳

副会長筑紫静男
理事篠崎弘 高橋信夫 石井恭雄杉山晃
斉藤哲夫 伊藤典夫 伊藤義彦
監事東平喜久雄 井上正夫

行水深腹西田鴨浦

佐々木秀一佐藤雅英佐藤誠鮫田信夫

塩田孝弘敷地淳一宍浦重智島弘幸
須尭福美瀬戸雅春仙福克禎添田秀和
高梨賢次高橋忠和高宮昭裕瀧濯昭彦

滝瀬久子竹原秀夫田遥雅三田村貢

矢口豪白田肇

幹事以後崎孝岡崎宗一郎平戸敬一金井正

監査磯畑宗之鈴木一好
会員青木伸次青野吉雄飯塚義信石井弘
石川馨磯崎孝子市毛宏知市村昭武

小野瀬怜子加瀬征雄加藤高蔵川崎正之

井上昭大内元一大久保紀夫大熊定男
大島第二大和田一岡本重男小川員幸

学之嵩菊田宏菊池成夫菊池弘道

仁井山久夫西山芳郎萩原康正長谷川優

東金強豊田正昭内藤俊夫中嶋健
中村淳永井元博長岡勉長津哲彦
蜂谷昭夫蜂谷美子原田厚子平瀬典子

粉川健小林幸夫後藤善一近藤伸由

西谷隆義西宮能信沼尻信雄平野拓也
鹿瀬文男日渡正弘藤田隆之藤村乙丸
堀江信一本田行松尾光臣村上勝一
村上貞夫村上義光森木尚史山崎光雄
山野隆夫横須賀信次渡遥高志渡過宏
渡漫ふみ渡辺昌彦渡遥幹雄綿引道典
和田俊次和田忠男

手代木英夫鐘正治冨田正一永盛恵

竹村広治田中槙悟谷川辰男千葉邦明

斎藤貞桜井勝正棲井作左衛門佐藤正夫ｊ

麿川実藤森牧男升野嘉久丸山善久

篠原光島田俊男鈴木重宣鈴木俊雄︑
鈴木秀満染谷寛高橋能久滝田昌生く

三浦義彦三橋洋子嶺岸秀一三原義秋
三間芳弘宮崎芳雄宮原英二深山春雄

森一森洋三森田克司八木康行

八木陽矢口孝安田明彦山口和穂

一色史彦

山田祐志山根弘行山本正義湯浅修光
湯浅敏和若松竜二渡遥綱義渡辺敏雄

茨城支会

顧問山崎美智子

支会長吉田功
副支会長川又銀蔵郡司勝美
幹事長船橋
卓

木更津 支 会

顧問石川

支会長白土四郎

副支会長猿田正城大木衛

幹事来栖亮吉山本明

幹事長宮内隆夫

副支会 長 沖 津 三 郎

支会長若鍋尚志

三枝英司

幹事長香藤善作

監事荒井弘導害藤儀平
副幹事長伊藤克巳

会員網城勉在原博安藤泉安藤小平
安藤範夫飯田昭二石井純一石渡七郎
井出雄二郎伊藤勝卯月睦彦江野津和彦
岡崎源恵荻野一男鹿島冨士夫加藤良二

佐久間朗重田貴重城昭一重城正義

白石澄枝武内情竹村清立原法久

田中修鰐仁平晃野口秀実長谷川勝由
榛津敦子平野明藤浪英子細井系太郎
堀内正一本多正一村田勝己村松正秀

村山康太安田英雄八籾隆山中彰
銚子支会

加瀬公毅金杉光二鈴木粂雄榊原久良子

顧問飯岡四郎阿部明高橋弘成毛春夫

佐藤米吉柴崎孝市島田良介新行内隆

岡野敏昭押田和彦忍田善雄加藤隆
神原靖夫小池孝向後憲男小嶋昭三

渡遥敏夫

佳子

鈴木章裕関野政次高野朝一田中啓康ｊ
外口正芳中嶋桂一中西麿西谷倫子別
房州洋一員久孝昭松浦光善宮内隆く
宮内正一弥勅院満百川東一吉松勝

嘱託藤下昌信白鳥正

職員田測敏夫秦きい代堤

事務局長中田和夫

事務局

監事古川秀臣篠田庄太郎
会員飯塚藤三郎石神義蔵石毛俊三伊藤寛之

庶務会計石毛弘二酢谷伊知郎

白

理事渡遥朱美渡遥文子西賀善蔵滝口敏夫

Eヨ

拝復

密学
ご丁寧なお手紙及び﹁西村茂樹全集﹂

を御恵与賜はり淘に感激致しました︒

御寄贈品は︑永く保存し広く一般の

がとうございました︒

たいと思います︒

利用に供させていただき︑貴意に添い

心より御礼を申上げます︒小生も九州
を引き上げ帰阪︑著述に専念いたして

ここに謹んでお礼申し上げますとと

をります︒上京の折拝眉の機を得たく
市村真｜

存じてをります︒お元気で敬具

いとご推薦頂きました

十二日

会長鈴木勲様

中燦高徳

御礼迄

小堀先生から全国会議員に読ませた

最近上梓の拙著お届け申し上げます

西村先生もご満悦のことと思います

難う存じます

拝復会祖西村茂樹全集お届け賜り有

館長高野良美

島根県立図書館

平成十七年九月十三日

図書資料名﹁西村茂樹全集﹂第三巻

記

ろしくお願い申し上げます︒

もに︑今後とも御支援賜りますようよ

西村茂樹全集第三巻
このたび︑上記の資料を御寄贈くだ

さいまして︑まことにありがとうござ
御寄贈いただきました資料は︑図書

いました︒

館において整理のうえ︑有効に活用さ

第三巻をお送りいただき︑ありがとう
ございました︒このような貴重な文献

資料を御寄贈くださいまして誠にあり

さて︑このたびは︑貴重な下記図書

び申し上げます︒

謹啓時下益々御清祥のこととお喜

館長近藤進

水戸市立中央図書館

平成十七年九月十三日

御厚意に感謝し︑お礼申し上げます︒

せていただきたいと存じます︒

をご出版くださることに心から敬意を
鈴木様のご健勝ご活躍と貴会のご発

感じております︒

渡部昇｜

敬具

展を祈りつつ︑とりあえず御礼まで︒

平成十七年九月十二日

鈴木勲様
拝復

このたび西村茂樹先生の全集第三巻
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噸＆

不一

礼申し上げます︒読書の秋︑拝読を楽

すと共に︑早速ご恵贈いただき厚く御

このたびは﹃西村茂樹全集第三巻﹄を

前略

す︒

時下御清栄のことと存じます

御恵贈いただき有難く御礼申し上げま

小堀桂一郎

本日は西村茂樹全集第三巻を御恵贈

しみに致しております︒時に政見放送

す︒大変順調に発刊されつつあること

予定通り刊行を心から慶賀申し上げま

拝啓増補改訂西村茂樹全集第三巻の

いただきましてまことに有難うござい

一人として国民道徳の振興を叫ぶ者の

まで騒々しい折柄︑立候補者の声明に

拝復

流の心学講義を執筆したことを興味深

ました儒者であった西村茂樹が西河

の尾田先生はじめ諸先生のご苦労も大

慶賀の至りです︒それと共に編集委員

早々

第︑本会の存立意義を痛感致します︒

先ずは御礼まで

八月十一日

今井淳

変なことと感謝申し上げます︒

存立しないのには慨嘆にたえない次

日本弘道会会長

鈴木勲先生

冠省西村茂樹全集第三巻を御恵興に

だきまことに有難う存じました︒勉強

﹃西村茂樹全集﹄第三巻を御恵与いた

鈴木勲先生

あづかり御芳情恭く厚く御礼申し上げ

させていただきます︒貴会のますます

鎌田正

先ずは取り敢えず御礼のご挨拶まで

摂養を祈りあげます︒

残暑なおきびしい折柄一層のご自愛ご

あったのでしょうか今日は卒爾なが

源了園

敬具

く思います当時どのような反応が
ら御礼まで

前略先日はご親書有難うございまし
た︒その後もご健勝の御由大慶に存じ
ます ︒

手いたしました︒厚く御礼申し上げま

ます︒日本の近代学問発達史に於ける

林道義

早々

こととお慶び申し上げます︒この度は

す記載事項等関心の強い分野ですの

貴重な記録としてのみならず︑現代に

残暑厳しきみぎり︑ますます御清祥の

で更に老躯に鞭を当て精読させて頂き

本日西村茂樹全集第三巻を確かに入

ます改めて関係各位に心から感謝と

の御発展をお祈り申し上げます︒

精讃してみたいと存じ居ります︒

も生きてゐる心翠の叡智として十分に
飯塚一雄

不一

敬意を捧げます︒

とり急ぎ寸椿御礼迄に一筆仕り置きま
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このたびは﹁西村茂樹全集﹂第三巻お

し上げます

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申

申し上げます

拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び

といいますのは︑現代経済学はおし

ることには︑文字通り息をのみました︒

如シ︑⁝⁝﹂︵二三頁︶と論述してい

根ノナキ樹木ノ如ク︑源ノナキ川流ノ

治学ト云フモ︑心ノ学ヲ知ラザレバ︑

上︑経済学ト云上︑修身学ト云上︑政

発セザル者ナシ︑故二今日法律等ト云

平カニスルモ︑キホンハ何レモ心ョリ

トキハ猟獣捕魚を以テ︑日々ノ生命ヲ

勉強心ナキトキハ財産ナシ︑財産ナキ

故ハ所有ノ欲ナキトキハ︑勉強心ナシ︑

テ野蛮ノ境界二下降スルナルベシ︑其

トキハ︑文明ノ民モ忽チ其文彩ヲ失ヒ

志謀ノ車輪之二由リテ其回転ヲ止ムル

有スル者ナリ︑若シ全ク此欲ヲ断絶シ︑

ルトキハ︑人生ノ為メニ大ナル価値ヲ

なべて統計や数学をとりいれ︑経済現

リ︑﹂︵三七五頁︶と述べ︑財産の私的

繋グョリ外二為スベキコトナケレバナ

ざいました

贈りいただきまして誠にありがとうご

象の計数的把握を過度に重視している

であることを強調している姿勢には心

所有が人間社会の安定と進歩の原動力

敬具

ます

の営みとしての経済行為の実体を等閑

これが自由主義経済の社会の基盤で

あり︑社会主義ないし共産主義を否定

私は経済学を専攻していますので︑

以テ︑勢力ノ欲ト相結合スルナリ︑故

ス︑殊二此欲ョリ財産ノ欲ヲ生ズルヲ

で︑﹁︵所有ノ︶欲ハ能ク他ノ欲ト結合

さらに︑西村先生が﹁心学講義﹂七

以上西村先生の学徳に対する所感の

仰の気持ちを深めています︒

あったと︑改めてその見識に対する賛

た西村先生は時代をリードした碩学で

しかも間然するところなく論述してい

この時代にこれをこのように簡潔に︑

する論拠であることは自明であって︑

主として︑その観点から読ませていた

二此欲ハ人類行為ノ大ナル発条ニシ

一端︵そのうち注目すべきほかの諸点

た︒

から感銘しました︒

からです︒いいかえれば︑人間の﹁心﹂

略儀ながら書中をもってお礼申し上げ

小学館社長

視しているきらいがあるからです︒こ

平成十七年九月
相賀昌宏

もどるべきではないかと痛感しまし

の西村発言にわれわれ経済学者は立ち

謹啓この度は先般に続き﹃西村茂
樹全集﹄第三巻をお贈り下され︑ご芳

だいておりますが﹁心学講義﹂第一冊

テ︑畢生ノ行為此欲ョリ生ズル者過半

し上げます︒

の結語で︑西村先生が︑﹁凡ソ身ヲ修

ナリ︑⁝⁝此欲ハ善ク之ヲ指導管理ス

志のほど誠に有難く改めて篤く御礼申

ムルモ︑家ヲ斉クモ︑国ヲ治メ天下ヲ
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ます︶を申し述べてお礼にかえさせて

をも含めてまとめてみたいと思ってい

展されますことを御祈念申し上げ簡単

今後とも貴会の刊行事業が順調に進

が︑とり急ぎ書中にて失礼いたします︒

に御礼を申し上げる所存であります

ます︒いずれお目にかかりました折り

小野健知

敬具

末筆でありますが︑季節の変わり目︑

ではありますが︑御礼のご挨拶に代え

祈念しております︒

九月二十五日

日本弘道会会長

私の父北村晴朗は︑この夏︑七月

須田繁

十六日︵九十七才︶逝去いたしました︒

鈴木勲様

すご清祥のこととおよろこび申し上げ

拝啓時下秋冷の候先生にはますま

会長鈴木勲様

社団法人日本弘道会

千葉県立佐倉高等学校長

平成十七年九月二十日

させていただきます

いただきます︒

九月十五日

何とぞご健康にご留意下さいますよう

石沢芳次郎

敬具

日本弘道会会長

鈴木勲様
謹啓初秋の候益々ご健勝のこととお
平素より佐倉高校に対し御支援を賜

慶び申し上げます

さて︑この度は﹁西村茂樹全集﹂第

最後まで気力に満ち︑明るい表情で

り深く感謝申し上げます

だき心から厚く御礼を申し上げます︒

ます︒平素は一方ならぬお世話をいた

事で途方にくれましたが︑二人が好ん

私︵次女︶にとって︑予想外の出来

立ちました︒

四十日おくれて︑父の後を追って旅

母の方も⁝⁝

高齢の父の方に目が行っている内に

でお別れをいたしました︒

又︑母も体調を崩し入院︑同じ病院

三巻をご恵送賜り誠にありがとうござ

さて︑このたびは新たに上梓された

います︒先の第一巻・二巻とともに本
校の貴重な蔵書として大切に活用させ

﹃西村茂樹全集﹄第三巻をご恵贈いた
だき有難うございました︒心から感謝

ていただきます
すでに御案内のこととは存じますが︑

に説明された方は全く稀有なことであ

徳性の問題について西村先生ほど詳細
ると存じます︒もっと大勢の人々に是

申し上げます︒明治のこの時代に︑道

れました︒多くの卒業生にとって心の

今年の七月十二日付けで本校の﹁記念

拠り所であるこの﹁記念館﹂に所蔵し︑

非読んで貰いたいものだと痛切に感じ

館﹂が国の登録有形文化財に登録をさ

末永く保存していきたいと存じます︒
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資料の山！︶の整理を少しずつ片付け

だ庭の手入れや︑父の仕事︵下書きや

いたしましたこと誠に有難く無上の光

このたびはからずも文化勲章を受章

会長鈴木勲先生

御尊家皆々様にはますますご清祥の

謹啓

さて私こと

御事とお慶び申し上げます

この栄誉は農村に育まれ農業土木学

ただき誠に有無うございました

早速に御丁重かつ温かい御祝意をい

栄に存じます

数日前︑父宛に﹁弘道﹂が届き︑編

ながら︑生活の立て直し中です︒

集部の皆様に父の事が伝わっていな
かったのを知りました︒どうかお許し

このたびの叙勲に際しましてはか

き続き皇居へ参内豊明殿において拝謁

め多くの方方の御指導御支援をいただ
いた御蔭でありましてここに改めて深

を専攻することができ恩師の先生はじ

甚なる謝意を表する次第でございます

七年前に体調を崩して以来﹁弘道﹂

下さいませ！

への原稿を書く事が︑父の大きな支え

らずも瑞賓隻光章拝受の栄に浴し引

となっていた様に思います︒

お残された若干の余力をもって多少な

衷心より感謝申し上げる次第でござい

る暖かいご支援とご指導を頂いた賜と

これもひとえに皆様より永年にわた

の栄を賜り感激の極みでございます

りとも世の中のお役に立ちたいと念じ

ます

この御恩に報いるべくこれからもな

なお︑もっと父の詳細については︑

でおりますので何卒変らぬ御指導御交

本当にありがとうございました︒

幸に思います︒父母が好んだ小菊の花︑

長兄北村正晴に御連絡いただければ

誼を賜りますようお願い申し上げます

今後はこの栄誉に恥じることのない

サザンカの花が次々と咲いています︒

よう一層精進いたし晩節を全ういたし

たいと存じておりますので今後とも倍

旧のご芳情を賜りますようお願い申し

せて頂きます

敬具

とご健勝を祈念申し上げご挨拶とさ

上げます

温かいお言葉をいただき厚く御礼申
し上げます

末筆となりましたが皆々様のご多幸

平成十七年十一月吉日

社団法人日本弘道会

沢田敏男

敬具

かたがた御挨拶申し上げます

長年の御縁に︑深い感謝をこめて
北村幸子

まずは略儀ながら書中をもって御礼

平成十七年十月七日
謹啓

秋冷の候ますます御清栄のこととお慶
び申し上げます
さて私
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平成十七年十一月吉日
︵会員︶金木賢三

謹啓晩秋の候︑ますますご清祥の段
お慶び申し上げます︒

去る十一月十三日の本団創立一○○周
年記念大会には︑公私ともご多用の中
ご参加いただき誠に有り難うございま
した︒

挨拶申し上げます︒

理事長園分正明

財団法人修養団

平成十七年十一月吉日

拝啓

錦秋の候先生には益々ご清祥のこ
とと拝察しお慶び申し上げます

平素は無音に打ち過ぎ失礼いたし誠

し図らずも瑞賓隻光章拝受の栄に浴し

さてこのたび小生秋の叙勲に際

に申しわけございません

皇后両陛下の行幸啓を抑ぎ盛大なる記

ましたところ早速ご懇篤なご祝意い

とは存じますが︑おかげさまで︑天皇

当日は行き届かない点が多々あったか

念大会を挙行することができました︒

私こと文部省退職後日本語教育振

ただきまして誠に有難く厚く御礼申し

興協会の設立にお手伝いをいたし教

上げます

したが︑一○○年という節目の時を迎

もとに幅広い運動を展開してまいりま
えて︑改めてこの運動を力強く︑着実

育施設四百校の審査に少し体力を消耗

創立以来一貫して﹁愛と汗﹂の精神の

に推進していく決意を新たにいたしま

た

この度先生からお祝いのお言葉を

頂戴し私の﹁歩いた道﹂をご笑覧い

ただき雰囲気だけでもと存じ郵送さ

い

せていただきますことをお許しくださ

寒さが日ごとに増して参りますので

千葉芳太郎

ご健勝を祈念いたします敬具

平成十七年十一月吉日

今年もいよいよ師走に入りお寒さも

ひごろはすっかりご無沙汰のみに大

くわわって参りました

い申上げます

へん失礼申上げておりますお障りな
くいらっしゃいましょうかおうかが

さて長年にわたり﹃弘道﹄をご恵贈

頂きご芳情誠に有難く厚く御礼申し上

ましたのか偶然軽井沢で鈴木会長様に

げます亡き祖父がひき合わせてくれ

し法人化を見ず退職しました

もう教員組合のことなどは若い

お目にかシリましたのは平成七年の夏

した︒皆様方には引き続きご支援ご協

方々に理解を得ることは難しいと考
えあぐみましたが七月二十九日教研

でございましたその後平成九年主人

力を賜りますようお願い中し上げま
早速拝眉の上御礼申し上げるべきとこ

に九月二十一日文科省に提出しまし

す︒

ろ︑略儀ながら書中をもって慎んでご
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雅子

渡辺正慶

い年をお迎え下さいますようお祈りし

向寒の刷り呉々もお体お大切に︑よ

て︑お礼のごあいさつまで︒

渡部正唐を特別会員にと御委嘱賜り本
鈴木勲会長様

敬具

当に有難く恐縮致して過ごして参りま

したしかしながら以来何のお役にも
立てませず申し訳なく存じております

平成十七年十二月八日

師走に入り寒気も一そうきびしくな

拝復

めベッドでの暮らしとなり私も介護に

りましたが︑このたびは御丁重なお便

その上夏よりは高齢︵九十歳︶のた

あけくれる日々となっておりますそ

りを頂き有がとうございました︒

たしました︒

時事通信の﹁内外教育﹂の拙稿同封い

鈴木勲

のようなわけで誠に残念でございます

拝見してお目にかシリ︑御主人様が﹃素

創立百二十周年の祝賀のお席にお招

ることを知り奇遇に驚き︑さっそく会

が第四代会長徳川達孝伯の御令孫であ

﹁弘道﹂を御愛読頂き︑御支援頂き誠

追伸

雅子様

渡辺正慶様

が本年をもちまして退会させて頂き度
くお願い申し上げます長年にわたる

晴らしき国日本﹄の著者であり︑奥様

き頂きましたことは光栄この上なく大

大久保保さんのご紹介で偶然お宅を

御厚情深謝申上げます

切な良い思い出でございます

に有がとう存じました︒今回御退会の

なって頂きました︒以来十年に亘り︑

誌をお送りし︑正慶様に特別会員に

に対してご寄付お送り申上げ御礼にか

心ばかりでございますが長年の御恩

えさせて頂きます︵振替口座にてご送

惑をこれ以上おかけしては申訳なく︑

との申出を頂き誠に残念ですが︑御迷

日本のためますますの御発展をお祈

たこのたびは︑沢山の御寄付をいただ

永年の御支援に感謝申し上げます︒ま

金申上げます︶

ご関係皆様のご健勝のほどお祈り申上

す︒有がとう存じました︒

き︑会を代表して厚く御礼申し上げま

り申上げますとともに会長様おはじめ

平成十七年十二月吉日

げます敬具
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寺寺令令牛牛寺寺令寺今今寺今寺今今今
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牛令心今令今十十寺寺今寺十⑭寺牛心牛

川月９日︵日︶

帥〜Ⅳ皿刈︶及び社会教育団体振興協議会拡大幹事会

＊第Ⅳ回全国生涯学習フェスティバル総合開会式︵閲

︵肥恥Ⅱ〜別恥叩︶等に中田事務局長が出席

十月九日から十五日にかけて鳥取県全域で各種の行事が

う︒︵中田︶

会と協力して参加していくことを検討する時期かと思

行われた︒社会教育団体の多くも参加しており本会も支
＊﹁西村茂樹全集﹂第略回編集委員会

＊特別講演会を本会八階会議室に於いて開催

Ⅵ月旧日︵金︶

Ⅲ月５日︵水︶

橋文博・高橋昌郎・多田建次・古垣光一・藤下

出席者鈴木会長︑尾田幸雄編集部会長︑生平幸立・高

京都教育委員会委員﹀

講師永世棋聖米長邦雄先生︵日本将棋連盟会長・東

聴講者六十名︵講演記録は平成十八年一〜二月号に掲

演題﹁美しい日本人を育てる﹂

江島顕一

昌信・白鳥正・中田和夫各編集委員︑田淵敏夫︑

第四巻・第五巻の内容構成︑第四巻の校正・解題執筆分

載予定︶

担︑﹁
﹁付
付録
録三
三﹂
﹂・・﹁﹁
付付
録録
四四
﹂﹂
のの
執執
竺 筆依頼などについて協議

Ⅲ月旧日︵金︶Ｍ卵Ⅱ〜陥亜Ⅱ

出席者鈴木会長︑松平直書理事︑生平幸立理事︑伊藤

＊業務運営体制整備プロジェクト

田和夫事務局長︑田測敏夫事務局職員

克巳監事︑津英武評議員︑藤下昌信評議員︑中

・弘道会ビルの改修計画︵十七・十八年度︶

議題．百三十周年記念式典について
・九月三十日公開したホームページについて

以上について今後の運営方法等を協議
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ていることが︑いろいろな社会現象や

な親子の関係が︑戦後大きく変ってき

私たちの日常生活の中で最も身近か

らためて考えてみることにしました︒

うことで本当にいいのだろうかと︑あ

なった﹁孝﹂の問題について︑こうい

＠本号では︑今日ほとんど聞かれなく

い︑会員の総意の反映に一層留意する

五月の総会では定款の全面的改正を行

を求めて﹂その急務なることを提唱︒

ある国を目指して﹁新しい社会ルール

恒例の三月のシンポジウムでは︑品格

︑年末に当りこの一年を顧みますと︑

うございました︒

的に指針をお示し下さいました︒有難

たちの考えの盲点も諭しながら︑具体

れども︑林︑千石︑木村三先生には私

かしていくか︑大変難しい問題ですけ

特質を戦後の社会情勢の中にいかに生

ご越年︑明るい迎春をＩ．︵生︶

という特集です︒皆様どうぞお元気で

た﹁弘道﹂の新年号は︑﹁日本の座標軸﹂

て秋に開催することを検討中です︒ま

恒例のシンポジウムと記念行事を併せ

＠来年は本会創立百三十周年に当り︑

となりました︒

を認める﹂画期的内容が大きな関心事

提出され︑その中の﹁女性・女系天皇

する有識者会議の報告書が小泉首相に

て十一月二十四日には︑皇室典範に関

編集後記

られます︒しかし︑それに対する一般

になるものと信じます︒

一

四三一七

印刷所︵株︶共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○
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ＴＥＬ○三︵三二六一︶○○○九
ＦＡＸ○三︵三二八八︶○九五六

発行所鶏日本弘道会
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編集人生平幸立

平成老年士一月一壬日発行︵定価五○○円︶

平成老年士一目一王日印刷

家庭内の事件が増えていることで感じ

しい家族の在り方﹂の反省にまで言及

＠国の行事としては︑九月十一日の総

こととしました︒八月には西村茂樹全

することがないように思われます︒

選挙で予想を覆しての小泉自民党の圧

識者やマスコミの対応は︑大体その場

︑わが国は古来﹁孝は徳の本なり︵孝

勝︑郵政民営化が決定されました︒十

わたる学識の非凡な内容が一層明らか

経︶﹂として重視し︑明治維新後も教

一月十五日には︑紀宮さまと黒田慶樹

集の第三巻を刊行︑会祖の古今東西に

育勅語で守るべき道徳の冒頭に﹁父母

さんの華燭の典が挙げられ︑国民ひと

だけの対症療法で済ましてしまい︑根

ニ孝二﹂と挙げて︑これは﹁祖先の遺

しく前途を祝福申し上げました︒続い

本に遡って﹁孝﹂の問題や﹁戦後の新

風﹂と示されました︒こうした国柄の
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西村茂樹の学問的な業

期的全集の刊行進む。
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第4巻:近刊
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胸容
第1巻著作1西村泊翁先生伝／日本道徳論／国民ﾖ￨￨／国家道徳論･･…････…･…･…･･･…･他
第2巻著作2徳学講義／西国道徳学講義／社会学講義／小学情身訓／日本教育論……他
第3巻著作3心学略伝／心学講義／初学宝ﾖ￨￨／女子宝ﾖ￨￨／泊翁盾言…･･･････････.･･･……他

第4巻著作4自識録／続自識録／建言稿／往事録／記憶録／随見随筆…･…･…･………他
第5巻訳述書1万国史略／校正万国史略／泰西史鑑／農工三十種家中経済……･…･･･…･･他
第6巻訳述書2西史年表／万国通史／西国事物紀原／求諸己斉講義／海防新論････….…･他
第7巻訳述書3格勤革票氏道徳学／格勤革カ氏道徳学／姶芽氏道徳学／福氏道徳学･･･…他
第8巻論説1陳言一則／自由交易論／修身治国非二途論／賊説／西語解／人口論･･･…他
第9巻論説2．泊翁日記教育一斑／徳育談／弘道会松江支会演説／富貴の話････…･……･他
第10巻書簡・詩歌・補遺・別録（年譜、家譜、碑文他）・索引
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柳津桂子著

その言葉︑その人生に︑共感と感激の声が続々ｏ︑

現代人に贈る︑﹁いの皇のメッセー芝１
まったく新しい科学的解釈による

絶え間ない病苦と孤独の果てに︑
一時は隙厳死をも決意した著背が︑

Ⅱ記初公附ドキュメント／︑

般岩心経﹁空﹂の境地に
辿り満くまでの︑
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﹁般若心経﹂心訳⁝と大評判″

藤湾ざ＃

職溺騨
定価１︐２００円︵税込︶

猟葱いり

グ

当代きっての生命科学者による明附なＨ本語と

fぬ：

窟賛発売中︼

ISBN4‑09‑387521‑9

人気凹家の美しい日本Ⅲで︑﹁般若心経﹂に
込められた〃いのちの意味〃を感得する一冊︒
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串マギ

柳津桂子文堀文子間リービ英雄英談

ベストセラー第１位〃
一週間ベストセラー単行本ノンフィク︑ ンヨン部門９月加日トーハン鯛●べ︶

瀬戸内寂聴氏養老孟司氏推薦〃
眺打からＭく︑硫後の脈倒的澗足度に感激の戯／︑

もう体験されましたか？
︲１コⅢの本の形をした魂だと思いました﹂
詩人・門木サブロウ

﹁前向きに生きる兇気をもらいましたと
愛知卯調歳︑正姉
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﹁科学的典即と派教的梧りを融合した凄さ﹂
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