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日本弘道会綱領︵昭五一・一○・三○︶

甲号個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
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

ること人類の将来をおもんぱかること
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︑
学問を勉めること︑職務を励む

を美しくすること経済の倫理性を強調すること
こと

教養を豊かにすること︑見識を自然の美と恩沢を尊重するこ

財物を貧らないこと︑金銭に清と

養うことと︑資源の保存と開発を図るこ
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近

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

礼・福沢諭吉・西周・加藤

茂樹先生は︑明治六年森有

日本弘道会の会祖・西村

会祖西村茂樹先生小伝

鐸一

弘之・中村正直らと相図り

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

動を精力的に展開いたしました︒

めの道義教化団体として︑﹁東京惰身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂の

前身であります・明治十九年には﹃日本道徳

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

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

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

すること報道言論の公正を求めること︑

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

て身を貫くこと
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︻巻頭の言葉︼

モラルの復興は﹃孝﹂の教育から会長鈴木勲

今年は︑異常気象による大雨と台風︑新潟県中越地震と続き︑

（4）

多くの人命と財産が失われた︒その中で︑一つの幼い命が救助隊

の必死の救出作業によって奇蹟的に救い出されるというドラマが

あり︑多くのボランティアが各地から応援に駆けつけて泥まみれ

で援助活動をしている美しい姿も見られた︒しかしその一方で︑

〃︑Ｊ／号小畑Ｉ言ｊｈＶ︶１ｈＶ︑．︑ノケｆ・﹃Ｊｆ歩ノ｜｜︑ｒＦフゾヘ列Ｊ１ｌ剛︑︑ｒｌＩ卜︑●γＪＬ１︲１１︶もｌ︑︑〃︲︲．！︑ｌ︑︑イマコーも一丁み︑く﹄〆﹂︒﹃ｊｆ

災禍につけこんだ空巣狙いも出没しているという報道もあった︒

曽ってロスの大地震の時に多くの略奪があったのに比べて︑神戸大地震では︑他人の不幸に

つけこむような事件は一件もなかったことが日本人のモラルの高さとして報じられたことを

思い︑この十年間に人心の荒廃がこのような形で現われていることに暗然とした︒

先日︑博報児童教育振興会の博報賞授賞式で近藤道生理事長が﹃アメリカの鏡・日本﹄を

引いて︑ヘレン・ミアーズが評価した︑貧しい中で美しく生き︑人々へのこまやかな心遣い

をもった日本人の生き方はどこに行ってしまったのか︑今必要なのは日本文化の伝統を学び

＝ ● ＝ ｡ ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ､ ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ① ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ｡ ＝ ● ＝ ● ＝ ■ ＝ ② ＝ ● : ＝ ● ＝
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直すことではないかと述べられたのが印象的であった︒

ミァーズは︑日本人は個人による自己主張の欠落を︑親への孝心・先祖崇拝・儀礼の形式
化によって品位あるものに高めていったとも述べている︒

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る︒いつごろ

から学校で﹁孝﹂が教えられなくなったのだろうか︒社会規範としての﹁孝﹂という言葉が

聞かれなくなったのだろうか︒敗戦後︑教育勅語の﹁父母ニ孝二﹂という教えまで捨て去ら

れたのか︒刑法の尊属殺の規定が憲法違反との最高裁判決を受けて削られ︑家族制度の解体

で︑日本社会の堅固な基盤であった家庭・家族の在り方が︑個人中心の欧米流に変質していっ

（5）

たその末に︑親殺しの荒廃が起きているのではないか︒私はここで尊属殺規定や家族制度の

復活を唱えるわけではないが︑ミアーズが評価した﹁孝心﹂︑教育勅語の﹁親二孝﹂の精神
だけは復活してほしいと思う︒

西村先生は﹃国民訓﹄の中で︑﹁子たるの道﹂として︑父母を尊敬すること︑父母の恩を

知ること︑父母の老を養うことをあげて︑﹁孝﹂の具体的行動規範を示している︒一方︑子

に要求するだけでなく﹁父母たるの道﹂として子の幼少なる間は給養保持すること︑子の徳

性を酒養することなど具体的に示している︒親殺しや︑子どもの虐待・餓死などの事件が報
道されるたびに︑﹃国民訓﹄のこの教えを思い出すのである︒

日本人としてのモラルの復興は︑家庭の再生であり︑そのためには学校において︑﹁道徳﹂

の学習指導要領に示すとおりに︑親を敬う教育をためらうことなく実践することである︒

︵本会会長・元文化庁長官︶

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

数が核家族であって︑三世代家族の安定性が失われている︒

富に処する

○かつて経済学者の東畑精一は︑日本人は今までいかに

昔のような養子縁組も少ないから︑老人のみの家族も多い︒

離婚の増加によって︑父子家庭︑母子家庭もふえている︒

ペットを飼う老人の多いのも寂しいからであろう︒机父母

嫁姑の問題は少なくなったかも知れないが︑ヤンママ︵若

しいことだ︑といった︒また清水幾多郎も﹁戦後を疑う﹂

い母親︶だけの育児は見ていても危なっかしい・ドメステッ

と孫の共生は少ない︒これによって︑慣習．広くは文化の

思えば︑今日の問題の多くは︑ここ数十年の経済の繁栄

伝承も困難になっている︒

の生んだ徒花だといってよい︒欠乏の時代においては︑何

に対するオレオレ詐欺なども︑核家族化の結果であろう︒

ク・ヴァイオレンス︵なぜ英語なのか︶︑幼児虐待︑老人

備に教育はない︑ともいった︒

をすればよいかは︑自明であった︒しかし昨今のような飽

しかし今は︑専業農家は稀になり︑耕転︑田植え︑稲刈り︑

り︑それは農家の老若男女の全員によって担われていた︒

○労働の態様も一変した︒かって産業の主流は農業であ

運搬も機械化され︑草取りも農薬に依存している︒昔のよ

に出るような状況はない︒

うに︑苦しい肉体労働はなくなり︑女・子どもまでが田圃

障されたとなると︑今日再び人権や自由権が強調されてい

豊かな生活によって人間の意識も変化した︒戦前は勤倹

人間の欲望には際限がないから︑欲望はあらぬ方に動く︒

食・飽和の時代になると︑それが分からなくなる︒しかも

という本の中で︑飢餓のないところに教育はない︑完全雇

貧に処するかを学んできたが︑いかに富に処するかは学ん

揃

でこなかった︑富に処することは貧に処すること以上に難

鴫

力行が︑敗戦直後は生存権が強調された︒しかし生存が保

る︒

○昨今の問題の一つに家族構成がある︒今は家族の大多

（6）

安

町家における居職︑すなわち家の中で物を作り︑店先で

る︒正義の味方のような顔をしていても︑基本は営利事業

○こうした現象に拍車をかけているのがマスコミであ

ペットブームは︑あるいは少子化の反面かとも思われる︒

である︒自由とかやさしさとかを強調して大衆の意を迎え

これを売るという生業はなくなった︒人はおよそ︑事務所︑

ている︒新聞の紙面もスポーツ︑芸能︑流行︑グルメに多

工場︑売場に出勤するサラリーマンである︒妻も子も︑夫
敬遠され︑これを不法入国の外国人が一眉替りしている︒

や父が汗を流して働く姿を見ることは少ない︒３Ｋ労働は

くが割かれている︒また紙面の七割ぐらいが広告である︑

日本のアニメ技術は世界的に見ても進んでいるといわれ

フリーター︑ニート︑パラサイト・シングル︵またして

るが︑テレビの教育番組もこれが多すぎる︑子どもはこれ

む方は広告を買わされているような気もする︒

若者を遊ばせておくだけの余裕がある︵戦前は︑そんな余

によって︑現実と映像との区別を混同するのではないかと

広告料収入によって購読料が安くなっているというが︑読

裕はなく︑口減らしが問題であった︶︒有難い世の中とも

心配である︒ヴァーチュアル・レアリティの問題である︒

も英語である︶といった若者がふえているのは︑簡単に︑

いえるが︑これがフリーターなどの奇現象の温床である︒

容易に﹁食える﹂からであろう︒また親の方にもそうした

食うに困ったが故ではなく︑小遣銭ほしさの援助交際もあ

違いない︒また︑たえずケイタイを見ている︑他人指向︑

と︑とたんに暗い顔付きになる︒本当の友だちがいないに

三十二万部という︶︒大衆の興味を惹くように全体が面白

百万部︑ロンドン・タイムズは七十二万部︑ル・モンドは

が売れている︵これに対して︑ニューョーク・タイムズは

らかというが︑日本の大新聞は一千万部とか八百万部とか

外国では︑クオリティ・ペーパーと大衆紙との区別が明

一億総白痴にならなければ幸いである︒

他者依存の強迫観念からであろう︒ひとりでは不安なので

く編集されている︑スキャンダル記事は派手で︑歯の浮く

ちなみに今の若者は︑一見快活に見えるが︑一人になる

る︒

である︒

ある︒そして知人には愛想よく︑知らない人には傍若無人

入に細を穿つかと思うと︑一方デリダとかいうフランスの

ような美談や夢が作られている︑野球や相撲の解説も微に

構造主義の哲学者の死亡が五段抜きの記事になる︒読者の

ド指向と同じ見栄もあろう︒犬猫病院とペット・フードの

何パーセントが関心をもつのか分からないが︑こういうと

○ペットブームがある︑孤独の補填であろうが︑ブラン

民おことを思い起こす︒

売場が繁昌している︑これを見る度にアフリカの大勢の飢

（7）

が︑日本人の関心は衣食住の順だが︑西洋人は住食衣の順

は︑かれらの結構な稼ぎ場だともいう︑私の友人の外交官

物にはブランド品を求め︑車は外車を乗り回すのである︒

マスコミは︑何か事件が起こると︑その原因背景につい

銀座には世界の一流ブランドの店が軒を連ねている︒日本

て解説をする︒これには二通りの公式のような型があって︑

染は︑マスコミの煽動を別としても︑人と同じ事をしたい︑

だといった言葉が肯かれる︒日本の女性における流行の伝

あろう︒

一つは政治や社会の歪をいい︑他の一つは当人の心の異常︑

ころで︑クオリティ・ペーパーの一面を示そうというので

病をいう︒いずれにしても行為者は免責されるという風で

に見える︑自分らしく︑自分捜し︑個性的といった美辞麗

句がマスコミに溢れているが︑結果としての実態は千篇一

後れをとりたくない︑といった強迫観念に発しているよう

律︑画一である︑そして︑セクシーという言葉は︑美しい

ある︒まことにもの分かりがよく︑優しさの限りである︒
る︒みんな病人扱いである︒マスコミの世論調査なるもの

とほとんど同義に使われている︒

ちなみに︑心の傷︑いやしという言葉は流行語になってい
は︑自らの設定した世論の類型の確認のごときものになっ

こうしたマスコミの傾向は︑明治初年の大新聞︑小新聞

返品も含めて価格の全体が決められているのであろう︒週

な量というが︑出版社が潰れたという話も聞かないから︑

○本屋に行って驚くのは新刊の洪水である︒返品も彪大
コ

の違いに由来するもののようである︒当時大新聞は政治論

刊誌やマンガ雑誌は︑専ら売らんかなの︑興味本位であっ

オオ

ている︒

説や海外知識を主としていたのに対して︑小新聞は事件︑

．

オオ

花柳界︑演劇︑相撲などの社会種を主とし︑総ふり仮名づ

の内容が記事になっていることは少ない︵それでもそれな

て︑名誉穀損の訴が跡を絶たない︒中吊広告の見出し以上
コ

きであって︑江戸時代の瓦版の伝統を継いでいた︒明治十
ダイ

年代の自由民権運動以降︑小新聞は徐々に政治記事をふや

であって︑売れ筋の︑同じ著者の︑あるいは似たような主

りに売れているから不思議である︶︒単行本にも同じ傾向

オオ

したという︒今日の大新聞の出自はほとんどこれである︒

有史以来で︑文化人は大いに潤い︑それだけ作品の質は落

展や風変りなものに人が集まる︒文化展等の盛んなことは

美術展や芸能も同様であって︑常陳には人はこず︑企画

題の本が山積みになっている︒

大新聞の方は︑発行部数は伸びないため︑経営が成り立た
ず廃刊となった︒

る︒欧米人の方が質素かも知れないと私も思う︒マスコミ

○日本の若い女性の服装は︑世界一賛沢だといわれてい
の宣伝の影響もあって︑兎小屋に住んでいても︑衣服や小

（8）

ちている︒後世に残るものは少ないであろう︒ＮＨＫなど

し経済の発展︑成長という美名のもとに︑先進国において

残存価値の未だ残っているものが流行後れということで

は︑不必要な浪費が経済を支えている︒

や資源の枯渇という深刻な問題が生じている︒資本主義が

廃棄され︑ゴミの山を造っている︒そのために環境の破壊

ている︒

でも﹁文化﹂なる語を﹁流行﹂とほとんど同じ意味に使っ

○平成十二年の日本人の海外旅行者は︑一千八百万人と

正しく︑社会主義は間違い︑ともいい切れない状況にある︒

いうが︑その数分だけ外国文明に対する理解が深まったか

といえば︑さにあらず︑関心は︑おおむね買物とグルメで

れている︑いわゆる京都議定書などがこれである︒

こうした浪費経済は︑人々の生活や意識︑価値観にも大

自由放任ではなく︑新たな規制の問題が国際的にも提起さ

きな影響を及ぼしている︒これに対して︑﹁知足安分﹂と

ある︒外国旅行のマニア︑中毒者が多いようである︒

美徳とされていたが︑今はこれが軽視されているのみなら

○戦前は︑質実剛健︑勤倹力行︑良妻賢母︑温順貞淑が
ず︑むしろ否定されている︑そうした徳目では﹁浪費﹂を

教えであろうが︑茶室の鱒などにも彫りこんである︒しか

つくばい

いうことがいわれている︒これは﹁老子﹂あるいは仏教の

ア︽︐ノ︒

前提とする資本主義経済が存続︑発展し得ないからである

ほとんど不可能である︒敗戦時のような︑どん底生活が再

し︑こうした教えを守らせることは︑今日の大衆社会では

が︑人間というものは厄介なもので︑行くところまで行き

現すれば︑人はやむなく節約せざるを得ないかも知れない

十五年ばかり前にソ連をはじめとする社会主義国家の経
が定まつたかのごとくである︒一方社会主義を捨てたやに

済が破綻して︑その結果マルキシズムは間違いという評価
見られる中国の経済は急成長をとげている︒しかし十九世

るわけにもゆかないから︑小さな声をあげているという次

着かなければ︑改まらないのである︒しかし手を供いてい

︵元東宮太夫︶

紀にマルキシズムが生まされたのには︑それ相当の理由が

第である︒

あった︒つまり資本主義の弊害が目に余ったからである︒

資本主義はその欠陥を是正しながら今日に至ったが︑しか

（9）

社会ルールの形成に必要なもの

かいり

一︑法律と人情の禿離

社会ルールの代表として思い浮かべるのは法律であろう︒
法律こそは誰でもが守らねばならぬルールだからである︒

土田健次郎

近代以前︑中国でよい裁判とは︑当事者の気持ち及びそ

の裁判を見ている人々がいかに納得できるかであった︒判

決の原理は法の条文とともに︑﹁情﹂とか﹁理﹂とかいう

ものが挙げられていた︒もともと中国の法は具体的問題の

にして感じられる︒例えば幼児や少年少女を残酷に殺害し︑

が感情的にも理論的にも納得がいくという地点をさぐりあ

とか﹁理﹂だのの登場になるのである︒これは多くの人々

くだしたくても該当条文が無いことが多い︒そこで﹁情﹂

すみずみまで規定があるわけではなく︑法の通りに判決を

被害者の肉親なら八つ裂きにしてもあきたらぬ人間が︑未

しかし近年︑この法律と人情が元離していく傾向が住々

成年という理由で死刑にならずに社会に出︑中にはまた事

これは無意識のうちに法の尊厳を傷つけるものである︒

の裁量の幅がありすぎ︑多くの問題が出るという難点があ

私は法学のことはよく知らないが︑これはこれで裁判官

中国の法と裁判﹄︶︒

てることである︒︵中国の法については︑滋賀秀三﹃清代

つまり法というものは無慈悲なものであって︑我々の思い

るのであろう︒つまり一部の名裁判官も出るが︑多数の困っ

る︒

件を起し新たな犠牲者を出す者までいるというたぐいであ

のであるという感覚がここから出てくるのである︒この感

をかなえてくれるものではなく︑むしろそれを阻害するも

であろう︒

たあるいは無能な裁判官も出てしまうということになるの

ただこのことは︑法というものの本来の姿を考えるよす

覚が積み重なってくると︑法治国家の根幹を揺り動かしか
ねない︒
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れりとするはずはない︒以前︑有名な作家が想像力という

族の気持ちが身にしむはずである︒法律の条文だけで事足

他者の心を思いやれば︑事件の被害者の心︑被害者の家

そもそも法の場まで持ち込む前に物事を処理するのが良

がにはなる︒

識的なやり方であった︒法というのは最後の手段だったは

と実に都合のよい想像力であって︑自分の党派ばかりに同

ことをよく言っていたことがある︒しかしその内容を見る

それがこのごろの風潮では︑最初から法が出てくる︒実

ずである︒

のであった︒私が言うのはこのような党派的想像力ではな

い︒必要なのは党派を超えた︑素直な人情に即した想像力

情で︑自分と対立すると見なすものには冷淡残酷な底のも

おどすことで定評のある学生が教務室にねじこんできた︒

の人間が共有できるルールなど作れるわけがない︒

を呼び起こすことなのである︒それでなくては様々な立場

に些細なことまで法に訴えようとする︒たとえば私が大学

レポートを遅れて事務所に提出しようとしたら事務員が受

で教務副主任をしていた時に何かというと教師を訴えると

け取らなかったからだと言う︒私はもちろんはねつけたが︑

それがもとで殺人に至る事件がある︒このような形による

近頃メールやインターネットの掲示板で他人を傷つけ︑

二︑言葉の暴力

のようなおどしに弱い者も多い︒また学生の親まで登場し

ていった︒訴えるぞというおどしである︒教師の中にはそ

その学生はへりくつをこれたうえ︑私の名前を聞きメモし

てきて桐喝してくるケースもある︒それもこのごろは父親

言葉の暴力は以前には無かった︒

夜更けに人を攻撃しようと手紙を書いても︑翌日投函す

が多い︒教師はそのようなおどしに屈することをしてはい

るまでに︑思い返して送るのをやめることがある︒また電

けない︒学生たちは教師の姿勢をよく見ているからである︒

話で人に抗議する場合︑しゃべっているうちに気持ちが落

またネットでは匿名で人を傷つけることも容易である︒

ために︑取り返しがつかなくなることが多い︒

しかしメールの類は作った文章をすぐに送信してしまう

ある︒

ち着き︑語気をやわらげ︑関係を修復しようとすることも

私はこれからのよい教師とは︑いくつか訴訟をかかえてい
今求められる社会ルールは法律のような乾いたものでは

る教師ではないかとさえ思っている︒

の思いやりである︒

なく︑人情に根ざしたものである︒その人情とは︑他者へ

他者を思いやるには他者の心を推し量れる想像力が必要
である︒現代人に欠如しているのはこの想像力である︒

(11

以前大学の学部のホームページに︑学生が自由に書き込み

意外なほど情を重んじる︒親が死んだ時には三年の喪︵実

も

が出来る場を作ったことがある︒多くは良識的な内容で

かというと︑﹁情に称へて文を立つ﹂︵﹃萄子﹄礼論︑﹃礼記﹄

際には二年余り︶に服すことを儒教は求めるが︑なぜ三年

る書き込みがあり︑その削除がたいへんだった︒親の敵に

かな

あったが︑なかには匿名で特定の人間を執勘に誹誇中傷す

めるということである︒親を思慕する情は限りなく続くが︑

そのままでは社会生活に支障をきたす︒そこで社会生活を

三年問︶からである︒意味は︑人情を測って礼の規定を定

卑劣な行為であった︒このような言葉の暴力をふるえるの

営むうえで必須である節度との調和が求められ︑その両者

対するならいざしらず︑愉快犯的なにおいがし︑まことに
は︑その対象にされた人間がそれによってどれくらい心の

情を捉える傾向があり︑それが逆に人情に疎いという印象

こには人間の情の普遍性への信頼がある︒儒教は画一的に

三年の喪は万人が行うべきものであると儒教は言う︒そ

のバランスがとれる期間が三年なのである︒

このような誹誇中傷を見てつくづく思うのは︑書き手の心

このネットによる傷つけあいは若者の間でも深刻である︒

傷をおうのかということの想像力が欠けているのである︒

の荒み方である︒そこに欠けているのは︑他者への思いや

思いやりが欠如した社会で通用するルールは︑罰則をと

は情操教育であろう︒

普遍性への信頼をとりもどすことである︒それに必要なの

今︑党派を超えた想像力を酒養するには︑失われた情の

視したことが︑この思想の生命を長からしめたのである︒

をあたえるのは皮肉であるが︑儒教が秩序とともに情も重

を生み出すのである︒

りである︒このような人心の乾きが︑訴訟が蔓延する社会

三︑党派を超えて

他者の気持ちを想像できる力があってこそ︑他者と協調
できる︒ただその協調が党派を超えていなければ︑様々考

もなう法律だけである︒そのような潤いの無い世界に人は

山鹿素行は︑士道論︵儒教的武士道論︶で︑敵も敵なり

やまがそこう

えを持つ人々が共存する社会のルールとは結びつかない︒

を築かねばならない︒それには情の普遍性を思い出す情操

耐えられるものであろうか︒我々は法律以前の社会ルール

︵本会理事早稲田大学文学学術院長︶

教育こそが必要なのである︒

に自分の主君に忠誠を尽くしたのであるから︑遺骸を鄭重
︵﹃武教全書﹄﹁仇討ちのこと﹂︶︒

に扱えと言う︒敵までも思いやるのが真の武士なのである
儒教というと堅苦しいだけのものと考えられがちだが︑

12)

新しい社会ルールは公と私の
関わりを考えることから

美

インするあのやり方︒未曽有の大惨事を前にして︑なおか

ときた︒運動会の駆けっこで︑全員が手をつないでゴール

つ差別しない︑順位をつけない︑みんな一緒で平等に︑と

のを︑子どもに︑老人に︑弱い人たちから優先的に配って︑

考えてもみよう︒パンの数は足りなくても︑届いたも

いう方針︒

だれが文句をいうだろう︒譲りあいさえするにちがいない︒

戦後の日教組の教育は︑うわっらだけを平等にして︑新

なう︒本来人間に備っている自尊心まで消滅させかねない︒

をしていたら︑他を思いやる心︑がまんする心を育てそこ

思っているとすれば︑とんでもない話である︒こんな教育

一律に公平に配ることが正義であり︑社会のルールだと

が届くのは︑わかっているのだし︒

それが本来の日本人だ︒ちょっと待てば︑早晩充分な食料

こえていた︒

の翌日であった︑体育館の大勢のひとに救援物資がまだ届

一つ︑些細ながら︑とても気になることがあった︒地震

が︑物心両面の痛手はどれほどのものであろうか︒

新潟県中越地震を︑私はただテレビで見守るばかりで

でてくるのか︒私は﹁あ︑日教組の教育の成果だ﹂とピン

こんなせっぱつまった状況の中で︑なんでこんな発想が

治

あった︒被災された方々は︑粛々と避難所に集まっていた

日教組教育の社会ルール

村

かず︑朝からなにも食べていない︑と咳く声が画面から聞

しばらくして︑ビニール袋入りのパンを︑箱に並べる
市役所の職員らしい女性の姿が映しだされた︒急ぎもせず︑
﹁そのパンをどうして早くみんなに配らないのですか﹂

ただパンをいじくっているだけのようにみえた︒
報道カメラマンらしい男の声がきく︒

﹁全員にゆきわたる数が揃ってからでないと混乱しますか
ら﹂
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木

しい社会ルールをつくりだしたつもりでいるかもしれない︒

前者︑つまり国を営むうえでのルールにも︑時代による

知らむくからず﹂を施政者が都合よく用いた時代もあった︒

変化はあったと思う︒論語の﹁民は之に由らしむくし之を

五ヵ条御誓文の﹁広く会議を興し︑万機公論に決すべし﹂

しかし実は︑人間の心のもっと深いところある規範精神に

うんぬんへと︑明治維新には大きく変わった︒

基く社会ルールを崩壊させている︑と私は感じた︒地震も
を受けた︒

ショックであったが︑こちらの現実にも同じくらいの衝撃

後者︑つまり日常生活を円滑に安全に過ごすために求め

区別するのか︒マナー違反は罰せられない︒ルール違反

認したい思いにかられる︒この際︑ルールとマナーをどう

られるルールについていえば︑一つ一つ見直しをして︑確

﹁新しい社会ルールを求めて﹂を特集テーマとして決める

社会ルールをどう定義するか

弘道会の会議では︑いくつかの疑義が提された︒社会ルー

れることになった︒交通事故につながる可能性があるから

る︒最近︑携帯電話を車の運転中に使用すると罰金をとら

だ︒しかし電車の中での使用は︑ペースメーカーをいれて

は罰せられるだろう︒しかしその線引きはあいまいであ

いや︑情報化︑国際化︑さらにいえば︑個人主義や少子

の時代にも厳然としてそこにあるものだという主張︒

化︑核家族化︑就業形態の変化など︑時代とともに当然変

マナー違反にとどまっている︒

いる病人にとっては死活に関わるかもしれないのに︑まだ

ルには新しいもなにもない︑人倫・道徳は万古不易︑いつ

るのは必要だとする考え方も述べられた︒

るのか︒いっそのことマナーであるものをすべてルールと

筋縄ではいかない︒マナー違反が高じるとルール違反にな

このように考えると︑ルールとマナーの定義も区別も一

わってくるものがあるだろうから︑新しいルールを模索す
不易と流行のどちらに視点を据えるかで考え方がちがっ

またルールといっても︑天下国家を運営するうえでの綱

うる︒

して法律で厳しく罰したらどうかという極端な論議もあり

てくる︒

領のようなものから︑こまごました日常生活や社会生活を

私と息子はほぼ同じ価値観をもって生きている︒この手

恥の文化のゆくえ

快適に営むうえでの約束事もある︒どこに焦点を当てるか
によって話の内容はちがってくる︒いや︑それらすべてを

包括しうるエッセンスを抽出することができれば︑こんな
素晴らしいことはない︒

(14)

で育てた子だから︑当然かもしれないが︒

からだ︒

倫理道徳意識だけに頼っていては︑社会の秩序が保てない

だろう︒法律があって︑違反すれば罰せられるというのも︑

は︑右顧左晒して自分の生き方を決めるのは仕方がない

﹁日本人の道徳心が衰えたのは︑恥の文化が失われたから

一つだけ息子が私に異を唱えたことがあった︒わたしが

だ﹂といったときだ︒戦後アメリカ化され個人主義が称揚

﹁周囲に手本となるような人間がおらず︑また悪貨が流通

すると息子はさらにいった︒

日本的行動様式は︑しだいに崩れてきている︒人間をさし

している世の中ではどうなるのか﹂

されたことにより︑人間関係の中で相対的に自分を捉える

て﹁人間﹂というのは︑日本語独自の表現である︒中国

﹁十指の指さす所︑ということばがあるでしょう︒辞書を

それで私︑

を意味することを漢文学者に確めたことがある︒日本人が

また︑その意見の誤りのないことをいっているのよ・大衆

引いてごらん︒これは︑多くの人の意見の一致すること︑

語では人間にあたるのは﹁人﹂であり︑﹁人間﹂は﹁社会﹂

かる︒恥の文化もそこに由来すると思う︒

昔からよくよく人間関係の中で自己を捉えてきたことがわ

の目は意外と正しいつてことよ﹂

﹁いや僕は道徳の規範のもとで生きたい︒百万人といえど

他人を気にしない︑自分本位という理解にたつ個人主
義がそこに入りこんできて︑恥ずかしいという感情が消え

も我行かん︑だ﹂

トは︑恥を日本独自の文化として認め︑文化だから優劣は

た︒電車の中での化粧がよい例であろう︒本などの万引き
そういうことを踏まえて︑私は恥の文化の復活を口にし

ない︑ちがいがあるだけだと︑文化人類学者らしい見解を

﹃菊と刀﹄で日本文化の型を研究したルース・ベネディク

た︒すると息子は︑ひとが見ていようといるまいと︑悪い

示した︒しかしやはり本音ではキリスト教の教義に守られ

も︑みつかれば運が悪かったと思うらしいのである︒

ことは悪い︑みっともないことはみっともないという自己

さて︑優劣はともかくとして︑問題はキリスト教のよう

ろが感じられる︒

な明確な宗教をもたない日本人が︑唯一のよりどころであ

た罪の文化ともいうべき西洋文化を高く評価しているとこ

それでさらに私は反論した︒一部の人びとはそのような

もっともな話ではある︒

高逼な精神を身につけ︑あるいは生まれながらにもってい

る恥の文化を捨てたらどうなるのか︑ということだ︒タガ

を律する道徳観のもとで生きるべきだ︑と反論したのだ︒

る正義感に基いて行動するであろう︒しかし普通の人びと
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はすっかりはずれてしまうではないか︒実際︑いまの日本

マに迫ってみた︒そこから共通する要素として取り出せる

いろいろな切り口で﹁新しいルールを求めて﹂というテー

と気がついた︒国家レベルでも︑日常的なレベルでも︑私

ものがあるとすれば︑それは﹁公と私﹂の関係ではないか

と他者︑つまり私と家族︑私と地域社会︑私と国家の関わ

だ目立たせ欲望を満たすだけの状態ではないか︒

日本にはキリスト教イスラム教のようなはっきりした形

人の生き方は︑恥ずかしいというタガがはずれ︑自分をた

はとっていなくても︑神様仏様の存在は無意識の中に宿っ

これに祖先を敬まい伝統を重んじ︑子孫を思う心を加え

りかたを考えることがすなわち社会的ルールの基本である︒

盛りこまれたのは︑構造改革としては︑生涯学習社会への

方向づけをするべく臨時教育審議会が設置された︒答申に

一九八四年に︑中曽根総理のもと︑二十一世紀の教育の

資質を問うていないことが欠点として不満ではあるが︒

れば︑教育勅語の精神そのものであることがわかる︒親の

ている︒バチが当たる︑という︒また自然の中に神秘なる
することが︑やがては社会規範につながるかもしれない︒

もの︑やすらげるものを感じる心︒これらを発掘し意識化
宗教の教義ではないが︑日本には教育勅語というまこと
なんらかの形でそれが復活することを願うが︑一つ不満は

にすぐれた生き方のよりどころが戦前まではあった︒私は

ある︒﹁父母ニ孝二兄弟二友二夫婦相和シ朋友相信シ﹂と

習の場の充実ぶり︒また︑家庭・学校・地域の三者連携が

行している︒学びの場の複線化︑多様化︑いわゆる生涯学

学校中心主義を排し︑生涯学習社会への移行は着々と進

移行であり︑教育理念としては個性重視︑個性尊重であった︒

子どもを愛するのは本能であるから言及されていないの

シミ育テョ﹂という意味の文言は見出せない︒

人間関係のあるべきさまが示されている︒しかし﹁子ヲ慈

だろうか︒しかし︑子どもを慈しみ大切に育てなかったの

問題は教育理念としての個性重視である︒これが現代日

さまざまな形で実現しつつある︒これは大成功であった︒

ことをいっているのは福沢諭吉である︒少なくともかれの

に︑孝養を尽くせというのは身勝手な話だ︑という意味の

の委員の一人だった者として︑いま葱塊に堪えない︒もう

本のタガをはずした元凶であるかもしれない︒私は臨教審

田一寿委員はひとり﹁こんなものを﹂と慨嘆された︒しか

﹁個性尊重﹂が二十一世紀の教育理念に決まったとき︑有

一度臨教審をやり直したいという気持は強い︒

頃から︑子を愛するのは本能だと思われていなかったこと
すあやしくなってきた︒

がわかる︒恥の文化が失われたいま︑親子関係すらますま

結局は公と私の関係を考えること
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し当時は︑日本の教育現場はいわゆる﹁荒れる学校﹂で
あった︒だれもかれもが一流大学一流企業を目指し︑偏差
値万能の価値観で動いていた︒だから子も親も︑自分の個
性にあった多様な人生を選んでほしいとの委員たちの願い

業を馬すにも︑倶に峡くべからざるの徳なり︒︵中

凡そ剛毅と云ふことは己が身を修むるにも︑事

剛毅の徳について

その後バブルがはじけ︑少子化になるなどの世の中の変

はこれでまちがいではなかったと思う︒

が︑個性尊重のことばにこめられたのである︒そしてこれ

動︑個性尊重が自分勝手主義に都合よく変形して受け入れ

ず︒少しく難儀に出合へば︑忽ち超超遼巡して︑

シショ

略︶剛毅の徳なき者は難難に抵抗すること能は

有田一寿先生がおつしやりたかったのは︑世のためひと

られるなどは︑予測外のことであった︒

ことにては︑生涯決して人に勝れたることは馬し

或は其業を塵し︑或は其身を退くなり︒此の如き

得ざるなり︒今日よりして外国との競争益々盛ん

のために生きる教育であったろう︒宮沢賢治の﹁雨ニモマ
の精神と個性重視とは︑正反対の相容れないもののように

はざるべからず︒剛毅ならざれぱ柔弱なり︒国民

なることなれば︑国民たる者は盆々剛毅の気を養

ケズ﹂にあるひとこと﹁ジブンヲカンジョウニ入レズニ﹂

はないだろうか︒他のひとにも個性があり︑重視し尊重さ

思える︒しかしどこかで折合いをつけることができるので

はる︒畏れざるべけんや︒︹西村茂樹国民訓︵明

柔弱なれば︑或は其土地を削られ︑或は其園を奪

︑︑︑

の変化に対応した新しい社会ルールの前提になると思う︒

治三十年刊︶﹁第二道徳﹂の章より︺

れなければならない︒誤った個人主義を正すことが︑時代
︵本会理事共立女子大学名誉教授︶
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瀧川亀太郎先生の書簡

一少年瀧川亀太郎初上京行程記

木勲

﹁滝川亀太郎先生の手紙ですね﹂と訊ねると︑桑原氏は︑

て置いてあったのを︑金関氏が︑いくばくかで買取ったと

三十年前に滝川家で処分されたものが古道具屋で一括し

﹁そうです﹂といって︑入手した来歴を語ってくれた︒

北殿町のダルマ堂書店を覗いてみた︒運よく店主の桑原弘

ていなかった︒その中で︑この書状があったので持ち帰り︑

いう記事を見て︑急いで行ったが目星しいものは殆ど残っ

の仕事を担当していた頃︑群馬高専教授の水沢利忠博士が

部省学術局研究助成課で︑学術図書研究成果刊行費補助金

瀧川先生について少し詳しく知るようになったのは︑文

敬の念をもっていた︒

書といわれ︑白髭の老先生の風貌を思い浮かべ︑かねて畏

す﹁雄大剛健﹂の見事な扇額が残っているが︑瀧川先生の

三十年から大正十四年まで勤められた︒二高の校風を現わ

瀧川亀太郎先生は︑第二高等学校の漢文の教授を明治

て持っているものである︑とのことであった︒

ておいた・各所より所望があったが︑気に入って三十年飾っ

有島武郎の手紙の額が空いていたので︑それに入れて飾っ

氏がいて︑久闇を叙しているうちに︑店内に飾ってある

平成四年の夏︑松江に出張したついでに︑いつも寄る

鈴

﹃史記会注考証校補﹄という研究成果の刊行費を申請され
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隅

横長の美しい額が目についた︒巻紙に毛筆の書簡のよう
で︑よく見ると︑最後に亀太郎再拝とある︒
瀧川博士一「老雨雨森先生を偲ぶ』
と題した講演会の記録に載った肖像

たのがきっかけで︑研究の対象となっている﹃史記会注考

た御好意に対する感謝の念が湧いたのを覚えている︒

が察せられて︑済まないような気持とともに︑譲って頂い

して赴任し︑県庁から公舎までの途中にあるダルマ堂に︑

私は昭和三十四年から三年間︑島根県教委の学事課長と

証﹄︵十巻︶は︑瀧川先生が二高・東北帝国大学の教鞭を
和七年から九年までかかって東方文化学院・東京研究所か

とる傍ら史記の研讃を続け︑二十年の歳月を費やして︑昭

氏と話を交わすようになり︑文部省に帰った後も︑松江に

よく立寄り︑古書を買ったりしているうちに︑店主の桑原

母校の教授で世界的な史記学者の瀧川亀太郎先生は︑遠

ら刊行された世界に誇る名著であると知った︒

どを求めたり︑久しく交誼を深めていた︒

桑原氏は︑今では珍しいタイプの古書店主で︑悠々と孤

出張すれば︑必ず立寄って﹃中唐二十家絶句︵三巻︶﹄な

塁を守っているという風格があり︑店頭でお茶を頂きなが

一瞬︑身近の人の如く感じられ︑何とか手に入れたいもの
と思った︒しかしその場では言い出せず︑帰京してからも︑

らの会話のうちに︑深い人生観の裏打ちがあり︑私の心に

い雲のような畏敬する存在であったのが︑この書状を見て︑

譲ってもらえまいかと手紙を書いた︒

あの書状が念頭から離れなかった︒思い切って桑原氏に︑

少年瀧川亀太郎の初上京行程記ｌ明治十五年第一中学校

氏により読み下し文にして頂いた︶

程記﹂は次のとおりである︒︵漢文体であるので藤下昌信

そのような経緯で入手した︑﹁少年瀧川亀太郎初上京行

響き合うものがあった︒

を卒え︑一六才で上京したときの行程をくわしく父親に

暫くしてから︑うれしい返事のハガキが届いた︒

宛て報告した手紙です︒三十八行︑横巾六十四糎︑ただ

にゆくまでの行程が詳しく記されており︑汽車の便の少な

この書状は︑明治の初期の少年が山陰の地から首都東京

ます︒

残念ながら封筒がありません︒よろしければお譲り致し

○

い時代に︑船や腕車︵人力車︶を利用し︑七日間をかけて
●●

とあった︒早速返事を書いて︑翌年の三月松江に行った
●●●●●●

東京に辿りつくまでの様子が︑細々と記されでおり︑当時

●●●

時に︑ダルマ堂に立寄った︒桑原氏は︑﹁久しく店のカザ

の旅行の行程が偲ばれて︑興味深い︒なお︑﹁十三時︑午

Ｏ

リモノとしていたもので︑アヅカリモノではありませんで

ろう︒道中の入費が九園であるとか︑電報でしらせようと

後二時過ぎ横浜に達く﹂とある十三時は十三日の誤記であ

思ったがお金がかかるのでやめに︵以下躯ページに続く︶

つ

くれた︒

したが︑先生にお譲りするのは幸甚です︒﹂と快く譲って
桑原氏がこの書状を三十年間︑店頭に飾っておいた気持

19

残暑凌ぎ難く候此︑御全家御揃にて益々御壮健に遊ばさる可く御消

た

光拝賀奉り候︒私儀も昨十三日午後五時過ぎ無事東都へ到着候間︑

輝り乍ら御休神下さる可く候︒

つ

七日九時︑汽船秋津丸に乗り松江を誰ち︑十二時過ぎ米子に達き午

てんま

ねういたいばら

餐す︒二時に米子を出で天蔑を経て二部に至る︒宿は吉田屋︑此の

かたみち

日の行程五里除り︒八日晴︑七時に二部を出で根雨︑板井原を経て

あゆみ

がたよこし

みかも

新庄に至り午餐す︒新庄を出て︑行くこと片里除り︑片山氏︑川
おなご

内氏に従うも婦見の遅き歩行なるを以て︑辞して之に先んじ美甘を

つま

わん

経て勝山に至る︒時巳に六時︑岩川氏行歩し難く乃って肌に乗りて

待つこと之れ久しく︑七時に至り始めて達く︑乃た共に腕巾︵人力
は

のぼた

や

つつし

ゆえ

上り為るも必ずや行歩し難しと︒今︑則ち此の如くなれるは是れ天

すなわかくてん

車︶に乗り落合に至る︒時己に十時︑此のＨの行程十五里除︑行歩
われぴよう
よひそかおもみち
者十二里︒兄には微悲︵軽度の病気︶有るに従り︑窃に以うに途を
こひつ

かＬじゆうまがり

かがや

公︵天帝︶の助けならん美︒見抑むこと亦由なるかな︒双親の至情

に射りて随分難儀ナリシ︒九日四時︑船に乗り落合を出で旭川を下

あた

之れ天に達したる乎︒四十曲を過ぎ二部峠の間︑日︵陽︶赫き顔

むさ

おかあが

る︒舟中の乗客甚だ多し︒暑気を加えること殊に甚しく︑殆んど堪

える可くもなし︒二時︑武佐︵牟佐︶に連き︑陸に上りて腕車に乗

り岡川に至る︒阪口屋に至りて晩養す︒七時︑小舟に乗り三瀞に至

とも

りて汽船術前丸に乗る︒十日午前九時︑大坂︵のちに大阪と改める︶
さい労﹄よう

にて腕車に乗り︑停車場に至りて輿にせる本郷氏と別れ︑十一時に

汽車へ乗り︑西京︵京都︶に至りて午餐し︑宿の伏見屋にて晩餐す︒

宿を出でて知恩院︑清水寺に遊ぶ︒祇園︑四峰を過ぐ︒凹惟の盛ん

（2(〕）
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したとか︑息子を遊学に送り出した家郷の父君への思いや

た︒﹃雨森精翁五十年除事﹄︵昭和八年発行︶という本に瀧

学校を卒へ﹂と書いたが︑実は︑﹁中退﹂であることが分っ

その後︑桑原氏から︑手紙があり︑﹁明治十五年第一中

ではないかと︑推理している︒

当していたということから亀太郎の漢学志向があったから

江藩の学校︵修道館︶に大助教として出仕し︑皇漢学を担

英語の勉学に志す気持がなかったことや︑父君杢之丞が松

科があり︑二科は英語を学ばせる進学コースで︑亀太郎は

また︑中途退学の理由について︑松江中学校に一科・二

三月同校を中途退学して東京に遊学した﹂と書いている︒

川君山先生の﹁老雨雨森先生を億ふ﹂という松江市内中原

りが偲ばれ︑孝心深い亀太郎少年の悌が浮ぶようである︒

小学校での記念講演の内容が載っており︑先生が初めて上
上京したことが分ったと︑講演のコピーも送って頂いた︒

いえば︑学校の授業にも満足できず︑更に上級の漢学の塾

スの二科に進むわけにもいかず︑さりとて漢学の学力から

級で七位とあり︑算術が不得意であったと思われ︑進学コー

また︑水沢博士は︑亀太郎の小学校卒業の成績表で︑学

﹃島根県人名事典﹄のコピーも送って頂いたが︑その中に﹁明

京したのは満十六才の明治十五年で実際は中学を中退して

治十二年松江中学校に入学︑同期生の若槻礼次郎と首席を

みてよいのではないか︑と述べている︒

に進んでこれを専攻することを望んだことが中退の理由と

ともかく︑こうして桑原氏と水沢博士のお蔭で亀太郎の

とあるが﹁中学を卒え﹂は間ちがいで︑﹁若槻礼次郎と首

初上京の背景が︑少しづつ分ってきて︑書状の内容が一段

争った︒中学校を卒へると東京大学文学部古典科に入学﹂

松中生は秀才ぞろいで︑礼次郎の入学順位は三十一位︵﹃平

席を争った﹂というのも︑まゆつばで︑明治十二年入学の

と興味深く感じられるようになった︒

水沢博士の前掲論文によれば︑瀧川家は松江藩で歴世百

民宰相若槻礼次郎﹄︶︑貧乏だった家庭の事情で︑七︑八ヵ

月で中退し︑田舎の代用教員をやっています︒若槻礼次郎

られ︑廃藩に伴い︑教職に就き︑大東小学校︑殿町小学校

が︑維新に際会し︑藩の学校の大助教︑松江藩少属に任ぜ

石の禄を食み︑父君の杢之丞資則は︑若殿様御抱守︑軍事

この点は︑水沢利忠博士の﹁君山︑瀧川亀太郎の講学の

等に勤めて︑亀太郎が出郷した明治十五年には︑校長とし

学御相手︑若殿格御納戸役などさまざまな役に従っている

基盤ｌ父宛の書簡を通じて﹂︵﹃古代文化﹄第三七巻第十号︶

は大器晩成型で︑中学時代は極めて目立たぬ生徒だったよ

という論文の記事と符合する︒この論文の冒頭に﹁君山・

て月給十五円を支給されている︒亀太郎が報告している上

うです︒﹂とあった︒

瀧川亀太郎は︑明治十二年松江中学校に入学し︑同十五年

(22）

の一隅に︑記念碑が建立されたのは︑昭和五十年七月で︑

瀧川先生の没後三十年を記念して︑この武家屋敷の奥庭

観光の名所の一つとなっている︒

亀太郎少年は︑上京して暫くは島田窒村の塾に入り︑明

京の旅費九円と合せて︑当時の家計の状況が推測される︒
治十六年九月東京大学古典講習科乙部︵漢書科︶に入学し︑

その除幕式には︑野口明先生も︑二高時代漢文を習った瀧

その間の経緯は︑﹁松江の三日間﹂として﹃弘道﹄︵昭和

川先生の門下生の代表として参列され︑挨拶をされている︒

漢学者としての道を歩みはじめるのである︒
卒業後︑法制局一層となり︑内閣に転じ︑明治二十六年四月︑

碑は香川県丸亀市青木島の自然石で︑表に﹁瀧川君山先

五十一年一月号︶に載せておられる︒

文部大臣井上毅にその文才を認められ︑大臣官一房属として

学校教授を勤め︑昭和五年四月まで東北帝国大学文学部講

文書の審議に当った︒明治三十年から三十年間第二高等

生故居﹂︑裏には文化功労者芸術員会員京都大学名誉教授

﹃史記会註考証﹄は︑刊行後も学界において二十年間も

吉川幸次郎博士の撰文を刻し︑揮皇者は表裏共に京都大学

何らの反応がなかったが︑昭和三十一年五月吉川幸次郎博

師を委嘱され漢文学を担当した︒昭和五年郷里松江に帰っ

士が文芸春秋誌上で紹介されて以来︑俄かに評判となった︒

名誉教授小川環樹博士である︒

月二十三日︑塩見畷の自宅で没した︒享年八十二才であっ

激しくなったので︑昭和二十年四月に疎開し︑二十一年二

中華人民共和国でも台湾でも写真覆刻されて日本に逆輸入

たが︑同九年再び上京し︑大東文化学院教授となり︑また

た︒︵以上は︑水沢博士の﹁﹃史記会注考証﹄の著者︑瀧川

東京文理科大学講師を兼任したが︑戦争苛烈となり空襲が

亀太郎先生を偲ぶｌ岩波書店﹃図書﹄昭和五十年二月号﹂︑

されるようになった︒

全漢文であり︑長文であるので︑その核心の部分だけで

文である︒

その撰文は︑瀧川先生の学徳を活写して余すところなき名

瀧川先生の学問的業績を世に紹介した吉川博士だけに︑

及び﹃島根県人名事典﹄に擦った︶

二武家屋敷と君山碑について
瀧川先生が終煽の地松江で起居した屋敷は︑水沢博士の
論文によると︑先生の父君杢之丞が明沿四年に︑同藩士で

すなわ

読み下しで掲げる︒

﹁先生は乃ち二千年の功を以て︑衆説を歴験し︑旧本を

五百石の家であった氏家氏の邸を購入して転住したもの
で︑亀太郎少年も幼少期を過し︑晩年を送った由緒ある邸

網羅すること︑百川の海に吸われ︑群峰の岱に小とせらる

たい

である︒今では武家屋敷とよばれ︑松江市の指定文化財で

（23）

・うく

るが如し︒千年の疑滞︑発揮せられて殆ど蓋く︒宜なるか

かたみ

たぐい

まれ

な︑東京の始めて刻するの後に︑海外に遜に惇印の本有り︒

なり︒﹂

衣被の広きこと︑我が邦の儒者の業︑その匹を見ること宇

野口先生はその時の感懐を次のように述べている︒

﹁松江は新しく偉大な学者を世に紹介し︑郷党の誇りを一

つ加えたことは慶皆︿に堪えない︒私共門下生も︑長髭緒顔︑

後に知ったわけで︑此の点少しく遺憾ではあるが︑然し知っ

敦厚恒挙な老先生が︑世界的碩学であったことを先生の没

識た事は大いなる喜びであり︑大なる誇りであり︑従って又
郵感激であった︒﹂

先そして︑﹁願わくば松江市民も遠来の観光客も此の碑の
郡意味を十分に理解されんことをひそかに祈る﹂と書いてお
川られる︒
⁝
滴私も︑松江に行くたびに︑武家屋敷を訪れて︑碑を廻っ

ところが︑松江市観光開発公社の発刊している﹁松江の

て先生の偉業を偲ぶことにしている︒

の説明もなく︑邸内見取図にも碑の場所が記されていない

武家屋敷﹂のパンフレットには︑瀧川先生の故居であると

たまたま平成五年三月︑出雲空港で︑松江市長石倉孝昭

ので︑気になっていた︒

氏︵当時︶に遭った︒松江市長はこれまで代々日本弘道会

松江支会の支会長をつとめていたので挨拶をして別れたの

（24）

であったが︑帰京してから碑のことについて要望した︒そ

その最後に﹁幕末に滝川家の屋敷となり︑今に残り明治の

れた写真によると︑﹁武家屋敷﹂の新しい表示板が建てられ︑

また︑最近︑日本弘道会島根支会の吉田貞男氏から送ら

ていることが分った︒

前略先日は出雲空港にてお目にかかり十分なごあいさ

漢学者として著名な文学博士滝川亀太郎先生の旧宅でもあ

の書簡は次のとおり

つも致さず失礼いたしました︒日本弘道会に就てはこれ

強い印象を残した先生については︑生徒の思い出が沢山書

二高には名物教授が多く︑粟野健次郎︑土井晩翠など︑

三生徒から見た瀧川先生

とがわかってうれしかった︒

松江市が︑この偉大な学者のことを忘れていなかったこ

りました﹂と記してあった︒

までのご支援深謝しております︒

現在は藤原恭一先生を支会長として会員も百名に達す
る程になりました︒

一八日早朝潮見縄手の武家屋敷に参り︑瀧川君山先生

故居の碑を拝見いたしましたが︑裏の碑文が読めない程
つつじなどの植栽があり︑廻遊して拝見できるようにし

には瀧川先生故居の記事がありませんが︑世界的な史記

かれているが︑瀧川先生については︑二高時代の風格を窺

たらどうかと案内の人に申しておきました︒なお案内書

おかれるとよろしいかと愚考いたします︒差出がましい

学者の先生のことを付記して碑も位置とともに明記して

たまたま︑身辺整理していて︑北島織維氏の遺文集﹃と

があり︑北島氏が教育出版︑山田氏が東京書籍と︑教科書

が凸版印刷㈱社長と印刷業界の両雄が並び立っていた時代

鈴木勲拝

う文章は︑不敏にして目にしたことがない︒

平成五年三月二十四日

かと思いましたがよろしくお願いいたします︒

一文に︑瀧川先生の風格を示す文章があった︒

きわぎ﹄を見つけ︑読んでいたら︑﹁二高のころ﹂という

北島氏は︑大正十五年の文科一組の卒業で︑二年上級に

その後︑武家屋敷の絵ハガキを求めたところ︑公社発行の

出版会社の社長も兼ねておられたので︑文部省の教科書課

山田三郎太氏がおり︑北島氏が大日本印刷㈱社長で山田氏

その包み紙には︑君山先生の旧宅であることと︑碑文の読

松江市長
石倉孝昭様

下し文が記してあり︑﹁瀧川碑﹂と位置を明示した図も出
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に度々見えられた︒当時︑私も何度かおめにかかったこと

達筆で書かれてあった︒

﹁杜甫の詩だよ︒君はたしか四中だったね︒﹂と先生は静

難しくてなにがなんだか判らなかった︒

さて︑﹁二高のころ﹂の瀧川先生に触れた文章は︑次の

があるので︑特に親しみを感ずる︒

かにいわれた︒

当時の府立四中は漢文教育で有名で︑四中出身は漢文に

﹁望獄の詩の結びの一節です︒この気概で勉強しなさい﹂

強いというのが定評だったが︑私は面喰ってしまった︒

とおりである︒

﹁二高はナンバー・スクールでも由緒の旧い高校の一つ

先生の声はやさしかった︒

だった︒入学が決まったとき周囲から大いに祝福された
し︑友人たちからも羨ましがられた︒

日︑杜甫が泰山を遠望して詠じたものの末節で﹁かなら

赤面して引退ってから︑さっそく調べてみると︑若き

ぶって︑喜び勇んで仙台に向った︒

天下を取ったような気持の私は︑憧れの自線帽をか
そしてまず瀧川亀太郎先生を訪れた︒

いつかはかならすこの山の頂上ににのぼって︑一覧もろ

ずまさに絶頂を凌いで︑一たび衆山の小なるを覧るべし﹂

瀧川先生は二高で漢文を教えておられた︒縁あって保

壮の希望をのべたものであった︒

いささか気負っていた私はシュンとした気持になった︒

もろの山々を小として眺めたいものだと︑血気盛んな少

と同時に︑私を慈しんでくれる先生の真情に触れたよう

﹁そうですか﹂﹁そうですか﹂

と私の口上に領かれるばかりで︑自らはあまりしゃべら

証人をお願いしていたので︑挨拶に伺ったのである︒

れない︒初対面の私が固くなっていささか辛くなりかけ

な気がした︒

り︑郷愁を誘う場面である︒

︵本会会長・元文化庁長官︶

一生徒からみた碩学の風格がこの一文によく現れてお

ない風格があった︒﹂

あのころの二高の先生たちには︑みんななんともいえ

たころ︑

﹁いや︑入学おめでとう︒まあ今日からは君は大人の仲
やって行くんだね︒これがわかるかね﹂

間入りをしたんだから︑なにごとも自分で責任をもって

金当凌絶頂

そういって一枚の色紙を下さった︒
一覧衆山小
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一

想

西も東もわからない
フランス人教師は

ジョルジュ・ポノー先生
第一次世界大戦に
飛行将校で従軍し

ドイツ空軍の数機を撃墜

哲史

身に受けた銃丸はまだ身体に残っている

Ｉそんな空の勇卜で釣った

教室外に追い出したり

頭髪をひっぱったり

口に万年筆をかませたり

それだけ教師としてもきびしく
文丙はフランス語組

旧制高校は文丙に入った

露するＩ

へん大きかった︒それで詩にもしたので︑まずそれをご披

期間はたったの一年だけであったが︑受けた印象はたい

先生であった︒

人教師で︑その後は経験しなかったので︑唯一無二に近い

ジョルジュ・ポノー先生は私が教えを受けた初めての外

一ジョルジュ・ボノー先生

フランス人教師片影︽一函函︾︾古

旧師懐慕

随

なんとはなしに
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冨

フランスに憧れて入ったが

川

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

あとの時代にアルベール・ヴォークランというフランス人

旧制の福岡高校には︑前期のジョルジュ・ボノー先生の

日本語はダメなようなそぶりで

人権無視は朝めしまえ

英語でフランス語の手ほどきをされたが︑それは全く

福岡高校の同窓会︵青陵会︶が建学八十周年記念に編集発

教師が在籍した︒このヴォークラン先生については︑旧制

フランス語の手ほどきを先生にしていただきましたと

こちらもむろん日本語

先生はりっぱな日本語

文学博士のポノー先生にお会いした

理由は︑ただ一つ︑ここがヴォークラン先生のふるさとで

するにふさわしい土地であるが︑小島君がこの地を訪ねた

白雪を頂くベルドーヌの山脈を望み︑まさに山岳都市と称

北にネロンの岩山︑西にル・ムーシュロットの峰々︑東に

冬季オリンピックの開催された土地として知られている︒

の生まれたグルノーブルの産で︑この町は一九六八年には

それによると︑ヴォークラン先生は小説家スタンダール

い︒

小島直記君の﹃ヴォークラン先生﹄と題する文章にくわし

行した﹃人生旅路遠けれど﹄に出ている十八回文丙卒業の

擬装であることが間もなくわかった

京都大学から俳句の研究で学位を取られたからである
それから数年ののち

打ちあけないでいるうちに

私は国際文化振興会の職員として

用談をすませた先生は

あり︑町のスタンダール記念館にヴォークラン先生の資料

ポノー先生とお会いしたのはこれがおしまいで︑その後

ところが︑せっかく訪ねたスタンダール記念館は︑全館

が展示されていると聞いたことに由る︒

さっさと帰ってしまわれた

再びお会いする機会はなかった︒級友と会えば︑ボノー先

たホテルの電話帳でヴォークランという姓を調べ︑片端か

改装中ということで資料に接する望みはなくなり︑宿泊し

いたアルベールという人物に心当たりはないということで

ら電話をしてみたがいずれも関係はなく︑日本に行って

生の噂さがよく出たが︑先生のさっそうとした男ぶりがい
つも話題になった︒今もご健在なら百歳を超えた老翁であ

ブルという町を去るほかはなかったが︑アルベール・ヴォー

あった・そのような次第で︑小島君は意気消沈してグルノー

るから︑その望みは全く無いとあきらめるほかはない︒

ニヴォークラン先生とブロンデー夫妻のこと

(28）

ポークランは評判がかんばしくなかった／ポークランの病

和五十九年十月初版︑文化総合出版︶には﹃ムッシュー・

フランス語の教えを受けた小島君はポノー先生と同じく

を浴びた／そのマダムと仲の好かつたＴ君も東京にいたが

気に代講をしたマダム・ポークランは／なお一層十字砲火

クランという人物は果たして日本に来たのであろうか︒

かなかの美男子であったと回想しているから︑実在の人物

第一次世界大戦に従軍して額に薄く銃剣の傷痕が残ったな

こんな取りちがえをしていることがこの文章を綴っている

に﹁ポークラン﹂とあるのは﹁ブロンデー﹄のあやまりで︑

読むと︑今更ながら人生のはかなさが身に泌みるが︑ここ

ある・美男子であられたかどうかなどは全く記憶にないが︑

間にわかり︑私は自分の老妄ぶりにいま更のごとく驚いて

／十年前に亡くなった﹂などと消息を伝えている︒これを

たぶん簡単な日本語で対応したと思う︒当時ヴォークラン

であったことにまちがいはなかろう︒私も︑東大在職中︑

先生の夫人は病気中で︑フランスにとどまっておられたの

のような︑あるいは白梅のような﹄に接する機会があった

しまったことを告白する︒万一わたしの詩集﹃さくらの花

何かの用事で上京されたヴォークラン先生に接したことが

で︑先生は日本婦人に世話して貰われていた︒それを目撃

︵本会副会長東京大学名誉教授︶

らその点のご留意を願っておきたい︒

した日本の高校生は﹁あれはメイトレス︵情人︶だよ﹂と

したり顔で言い合ったそうである︒そのヴォークラン先生
とボノー先生とのあいだには何人かのフランス人教師が介
を受けたムッシュー・エマニュエル・ブロンデーと︑ブロ

在した筈であるが︑私の知っているのはボノー先生のあと

である︒

ンデーの病中に代講をしたマダム・ブロンデーの二人だけ

右の二人は高校生の評判がかんばしくなく︑青陵会の
月から昭和六年十二月までの二十一か月だけで︑しかもそ

出した特別会員名簿によると︑その在職期間は昭和五年五
のうちのかなりがムッシューの病気をマダムが代講した期

間である筈で︑右の名簿にはマダムの名もない︒私の処女
詩集﹃さくらの花のような︑あるいは白梅のような﹄︵昭
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1
老子講座
(
3
)

宙の本体としての﹁道﹂を原理として︑川を治めようとす
るものである︒老子は︑徳をもって岡を治めようとする儒
かなるものであろうか︒

００８８０９９日０００■９９日日日日日日日日日﹃

教を攻撃しているが︑その説く為政の内容は︑具体的にい

むめいぼく

一︑無名の撲
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て︑為さざるは雌し︒

な

な

みちつれな
道は常に為すこと無くし一

ー為︒

な

画ハニクシテスコ・卜シルハ
ー①道常無し為︑而無し不レ

こうおうもよこれまも一
侯王若し能く之を守ら一

ーサ

シ″／ニフバヲ

﹄②侯王若能守し之︑万物将一・

ラセンやｒシテ

I
欲望

ランｂ卜

定坐

ーフバ

ばんぶつまざおのづかか

これしづ

むめいぼく一

ば︑万物将に自ら化せんと華
かよくおこ
われまさ・
す︒化して欲作らば︑吾将一

に之を鎖むるに無名の僕を−１
もつ
むめいばく︸

そままさむよく

以てせんとす・無名の模は︑一釦

ｆＵつ︲しづ

夫れ亦た将に無欲ならんと一く

す︒

ｂよく

てんかまさおのづかざだ

無欲にして以て静かなれ一

とす︒

ぱ︑天下将に自ら定まらん一

いつの間にか独りでに感化して無為になる意︒一説に︑万

②の侯王は︑民を治める川王・諸侯や王者を指す・自化は︑

根本であることを述べている︒

閏門幽本章は無名の僕と称する無為自然の道が︑政治の
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︵第三十七章︶

③無欲以静︑天下将

ニシテテカナレバ二

ナラント

無名之僕︑夫亦将二無

ハし々″二

将二鎮レ之以二無名僕争

二ムルニヲテセントノヲ

自化至化而欲作︑吾

』

老子は︑隠者のように見えるが︑決して隠者に非ず︑宇

はしがき

無為の治

丘

1

鎌

目
ラ

−
一−
一
一
一

の﹁道﹂を指す︒僕は︑あらきで山から切り出したままで

欲を指す︶が起きること︒無名撲は︑老子の説く無為自然

物がのびのびと化育を遂げること︒欲作は︑欲望の心︵貧

望を全面的に否定する禁欲主義ではなく︑自然の営みとし

上の人為的作為を加えないことであり︑無欲も同様に︑欲

るというものではなく︑あるがままの自然に従い︑必要以

のキーワードである︒無為とは︑人為的作為を全く除外す

︑︑︑

加工しない材木で︑自然の道にたとえる︒無欲は︑必要以

な

て自然に求める欲望は肯定するものであろう︒つまり必要

以上の貧欲の心を否定するものである︒

むいなをさ

二︑無為を為せば︑治まらざること無し

一①不し尚し賢︑使二民不じ争・賢を尚ばざれぱ︑民をして一

あらそ

争はざらしむ︒

さざらしむ︒

め︑夫の知者をして敢て為一

かちしやあへな一

一テサ
一
敢為一也︒に民をしてた
無み
知む
無ち
欲む
なよ
らく
し一
一

一ナラムノヲシテう

一②是以聖人之治︑虚皇其是を以て聖人の治は︑其の一
一ヲタシノヲクシテノヲこころむな
そはら・
一心︽実二其腹へ弱二其志へ心を虚しくして︑其の腹一
一クスノヲニメヲシテ
みそこころざしよわ一
一強二其骨至常使｜民無知を実たし︑其の志を弱く一
そほれつよつれ一
一無欲へ使誓一夫知者不二して︑其の骨を強くす︒常一

一ヲテハシクシテノここもつせいじんちそ一

しむ︒

たみこころみだロ
ー不咳乱︒ば︑民の心をし
て乱れざら一

ほつ

一レバサキヲスムノヲシテ
しめ一
一邦し品し可し欲︑使二民心む︒欲すべきを見さざれ一

一ラサヲ
たみとうな
一不Ｆ為し盗︒民をして盗を為さざらし︾く

一不し貴｜一難し得之貨︽使二民得難きの貨を貴ばざれば皇訓

一レパパキヲムヲシテえがたかたつと

一ｊ

８００８０００００００００００００００００８９０日８９８８８８日００■０００日８８８００００００８０００８■０００８８日８００００００６００００８日００００００００日Ｊ

一レパパヲムヲシテラハけんたつと

たみ一

上に求める貧欲の心がなくなること︒

しない様に見えるが︑実際にはいかなる偉大なことも成

同側凹私の主張する﹁道﹂というものは︑常に何事も
し遂げるものである︒

民を治める国君たる者が︑若しもこの無為の道を守こ
とができるなら︑万物︵人民を主とするものであろう︶
は︑いつのまにか感化して無為になるであろう︒感化し
て無為になっても貫欲の心が起こったならば︑私は無名
の僕たる無為自然の道をもって鎮静するであろう︒無為

自然の道に感化すれば︑必ずや貴欲の心がなくなるであ
負欲の心がなくなって心静かになるならば︑天下は自

ろう︒

然と安定することであろう︒

﹇閑剛凹万物の本体たる道を無為と規定し︑無為の政治を
ところで本章では︑無為に至るには無欲であることが説

行えば︑天下が必ず安定すると断定しているのが本章である︒

かれている︒老子のいう無為無欲とは︑老子の説く﹁道﹂

︵第三章︶ること無し︒

一③為二無為︽則無し不﹄治︒無為を為せば︑則を治らざ一

﹇間固凹民の上に立つ為政者が︑才知のある賢者をやたら

ば︑という意︒

③の為二無為一は︑為政者が人為を用いない政治を行うなら

に優遇するということをしなければ︑民をして競ってそ

８０００００００００■００００■００００８００００００００００００００９０８０００００００００００００００００００００ＵＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ６００００００００■０００﹂

周凹幽本章は前章と同様に︑無為自然を尊ぶ老子が︑無

れを求めるような弊風をなくさせることができるし︑容

は盗み取るようなことをしなくなり︑民のほしがるもの

易に求めることの出来ない宝玉などを尊ばなければ︑民

める具体的政策を述べたものである︒
①の不し尚し賢云云は︑民を治める為政者が︑才知のすぐ

為をもって天下を治める政策として︑民をして無為ならし

れた賢者をやたらに優遇するということをしなければ︑人

このゆえに︑聖人が国を治める方法は︑民の心をからっ

なる︒

ぽにして︑腹一杯食べさせて︑その欲心を弱め︑その筋

を見せびらかさなければ︑民の心を乱させることがなく

風潮を批判したものであろう︒不し貴二難し得之貨一云云も︑

と︑いう意︒これは儒家たちが賢者の任用を尊んだ当時の
容易に求めることのできない宝玉などを尊ばなければ︑民

いつも民を無知無欲にして︑やたらな知恵や欲望を起こ

骨を強くして身体を強健にして仕事に耐えるようにし︑

民は優遇されようとして競争するという弊風がなくなる

は窃盗などをしなくなる︑という意︒不し見し可し欲云云は︑

に治まらないということはない︒

為政者がかくの如く無為の政治を行えば︑天下は平和

決して出しやばつた振る舞いをさせないようにする︒

させないようにすると共に︑世のいわゆる物知りをして

民のほしがるような物を見せびらかさなければ︑人民の心
を乱すことはなくなる︑という意︒

②の聖人は︑老子などの理想とする最上のすぐれた人物
を指す︒虚二其心一実二其腹一は︑民の心をからっぽにして︵知

かせる︶という意︒弱二其志一︑強二其骨一は︑民のやたらに

恵や欲心をなくさせ︶︑腹一杯に食べさせる︵満腹感を抱

政治を主張しているものは︑要するに当年における為政者

の誤った政策から︑人民が欲望を追求してやまなかった弊

囚岡剛凹老子が民をして無知無欲の生活をさせようとする

風を改めて︑平和な世の中を求めようとした願望を表明し

欲望を求める心を弱め︑生活の仕事にたえるように筋骨を
いわゆる物知りをいう︒不二敢為一也は︑決して人為を用い

強くして身体を強健にさせるという意︒夫智者は︑世間の
て出しやばつた振る舞いをさせないようにするという意︒

(32）

たもので︑民をして無知無欲ならしむという言葉のみから︑

■・■ロ■・■︒■︒■Ｑ・００８８０００００００００ヂ

老子が愚民政策を主張しているとは言えないであろう︒

われななたみおのづかか

・ロ・００

■︒■

０．．︐口・・・■︒■０００００００

てんかききおほたみいよいよ一

三︑我為すこと無くして民自ら化す
クシテ

﹃ｐＵ０・・・■︒■白■・■・■０００．■・■︒■ロ■・■・■・■０．■０口■０００００００．■︒■０︒■０．■・■０００００６０

ケ／シーテ

一①天下多二忌謹へ而民弥天下忌謹多くして︑民弥一
ロシ
まづたみりきおほこつ一
一貧︒民多二利器へ国家滋貧し︒民利器多くして︑国一

コルひとぎこうおほきぶつますます一

かますますくら

画シ
一
昏︒家滋昏し︒
クシテ

一②人多二伎巧へ奇物滋起︒人伎巧多くして︑奇物滋一

な器物︒滋は︑ますます︒

②の伎巧は︑巧みな技術︒
キテレッなもの︒

③の楼は︑淳朴︒素朴︒

奇物は︑奇怪なもの︒奇妙

﹇間刷凹天下に︑人のいやがる禁令が多くなればなるほど︑

民はかえってますます貧しくなって行く︒同様に文明が

進んで便利な器物が多くなればなるほど︑国家はますま

人民が知恵たけて巧みな技術が多くなればなるほど︑

す混乱して不安になる︒

奇妙なものがますます多く世に出て人を惑わしめる︒法

おほうれいますますあき

起こる︒法令滋彰らかに一

ラカニシテクリとうぞくおおあ

せずにおると︑民は自然と感化して︑無為となり︑自分

人民は生活が苦しくなって盗賊が多く出て国は乱れる︒

令がますます明細に整備されればされるほど︑かえって

一法令滋彰︑盗賊多有︒して︑盗賊多く有り︒
ロ二フクシテスコトゆゑせいじんいわれな
︾③故聖人云︑我無し為而故に聖人云ふ︑我為すこと︾
ミテヲラなたみおのづかかわれ一
↓フシ
︾民自化︑我好し静而民自無くして民自ら化し︑我一

が静を好んで活動せずにおると︑民は自然と正しくなり︑

分が無欲であると︑民も自然と淳朴になる﹂と︒

そこで聖人は言っている︑﹁自分が無為を守って何も

口シククシテラミせいこのたみおのづかただ
一正︑我無し事而民自富︑静を好みて民自ら正しく︑一
クシテラナリトわれことなたみおのづかと一
一我無し欲而民自撲︒我事無くして民自ら富みこ

自分がやたらに事を行わなければ︑民も自然と富み︑自

われよくなたみおのづかぼく一
なりと︒

我欲無くして︑民自ら撲一
︵第五十七章︶
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囚間図今日︑世界の科学の研究に就いてみても︑学術の

園削凹この章は︑為政者が無為を尊び︑煩墳な人為政治
つことができることを述べている︒

を行わないことが︑人民をして淳朴で安らかな生活をざせ

類の幸福と言い得るも︑多数の人命を一瞬にして奪う科学

れる︒核の研究にしても︑平和産業に活用するならば︑人

進歩︑必ずしも人類の幸福とは言い得ないものが多く見ら

①の忌謹は︑いみきらう︒いやがって避ける︒禁令など

をいむこと︒禰は︑いよいよ︒ますます︒利器は︑便利
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兵器に悪用されている現状からすれば︑﹁民利器多くして︑

のではなく︑民を愚かにしようとしたものである︒民が

を治める場合に︑道をもって民を賢明にしようとしたも

まわしているからである︒

治めがたいというのは︑民に知識が多くて︑それをふり

国家ますます昏し︒人技巧多くして︑奇物ますます起こる﹂

でないでしょうか︒老子の主張を静かに考えてみるべきで

されると思われるが︑知識の悪用による弊害を批判する見

囚例削﹈民を愚かにするとは︑一見︑愚民政策として批判

かざして国を治めないことは︑国に取っての幸福である︒

うことは︑国に取っての害毒であり︑反対に知識をふり

従って︑為政者が知識をふりかざして国を治めるとい

と言っている老子の言葉は︑現代科学の反省を求めるもの
はあるまいか︒

まさもつこれぐ
四︑将に以て之を愚にせんとす

クムルヲハズテいにしえよみちをさもの一

１０００００００００００００００００００００００００００００８０００００００００００００００００００００００６００９８０００００００００００８００００００００００００００

解に立つものであり︑現代においても最高学府に学んで高

一①古之善為し道者︑非二以古の善く道を為むる者州諦一
カニスルニヲニテ二セントもつたみあきら
以て民を明かにするに非一

キハメテナリノまさもつこれぐ
たみをさがたそ・

一明砺民︑将二以愚Ｆ
キヲ

一之︒民之難し治︑以二其ず︑将に以て之を愚にせん一

くにぞく

ゆゑちもつくにをさ
故に智を以て国推治馳ろ一

知識の獲得︑科学の研究は︑人類の幸福を目的とすべき

ろ弊害を未然に防ごうとする先見ではなかろうか︒

︵本会理事・東京教育大学名誉教授︶

同時に︑老子がいかに平和を望んでいたかを理解すべき

ことを忘れてはならないであろう︒

である︒
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一ヲ

度の学術を研究した者が︑大いなる非人道的犯罪を犯し︑

ナリ

は︑国の賊なり︒智を以て一

国を治めざるは︑国の福な一

くにおさくにふく一

ｈ叩〃︒

尊き人命を奪うことの少なくないことから考えれば︑むし

とす︒民の治め難きは︑其一
ちおほもつ
の智多きを以てなり︒

一智多一︒

ヲ

ナリ

ー②故以レ智治レ 国︑国之賊︒

毎二ツテヲムルハ

ルハテヲメヲ

不二以レ智治Ｆ国︑国之福︒

︵第六十五章︶

ＦＯＯＯＯ６０００６００００００００００００００８００００６０８０００００００００００００８０００００００００００００００００００００００００００００００００００８０日Ｐ

園倒幽本章は︑知識を悪用して人為を用いる弊害を批判
して︑無為の政治を行うべきことを説いたものである︒

いにしえの立派に無為自然の道を修めた者は︑国

園

林顧問

本会顧問の林健太郎先生が︑去る八月十日に逝去されました︒享年九十一歳︒

本会には平成六年以降︑﹁弘道﹂誌上にご寄稿され︑あるいは特別講演会に出演

平成六年七〜八月号

て︑あらためて林先生の訓えをかみしめ︑感謝の念を捧げる次第であります︒

されるなど︑格別のご指導を賜りました︒今それらの記録の中から三編を再録し

︒﹁弘道﹂誌上に発表された論文等
ｏ現代の世界情勢とＨ本︵特別講演会の記録︶

同九〜一○月号

平成七年一〜二月号

ｏ日本の政治を考える

ｏ戦後五○年とこれからのⅢ界

平成八年一〜二月号
ｏ国家と道徳

同九〜一○月号

平成九年一〜二月号

同五〜六月号
同九〜一○月号

ｏ国連常任理事国入りの意味
ｏ今川の教科書問題

ｏ教科書問題その後の経過について
ｏ心の教育を考える

世︵翻訳︶など多数︒

理事長︑参議院議員などを歴任︒著書は林健太郎著作集全四巻︑ルイ旧

業︒旧制一高教授︑東大教授︑同総長︑日本育英会会長︑国際交流基金

◎略脆大正二年東京に生まれる︒昭和一○年東京帝国大学文学部西洋史学科卒

蕊
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林健太郎顧問の御遺稿について

課

平成六年日本弘道会で講演中の

悪悪

戦争の惨禍が著しく感ぜられるようになった︒そこで十七

世紀オランダの大学者グロティゥスによって国際法という

昨年は終戦五十年の年に当っていたが︑それは同時に国

遠平和のために﹄︵一七九五年︶に受け継がれた︒しかしそ

織の構想が生れ︑それがルソー︑そして特にカントの﹃永

院長サン・ピエールによる最初の世界平和のための国際組

ものの基礎がつくられ︑ルイ十四世治下のフランスで修道
連︵国際連合︶成立の五十周年の年でもあった︒この国連は

ルソンの提唱によって実現した国際連盟は︑それを初めて

れらは学者の思索の域を出なかったが︑第一次大戦後ウィ

第二次大戦の戦勝国によってつくられたものであるから︑

められたものである︒そしてこの国連以前に︑第一次大戦

日本は最初は入っておらず︑一九五六年になって加入を認

ている︒

実際の制度として実現したものとして劃期的な意義を持っ

しかしながらこの国際連盟は歴史上︑そして今でもなお︑

後国際連盟というものが出来て︑この戦争の戦勝国日本は

批判乃至欠陥を指摘されることが多い︒それは第一に︑ア

当初からそのメンバーであったが︑日本が満州事変という
めに脱退して国際連盟崩壊の端緒をつくったということも︑

なかったこと︑これが実際の国際紛争の解決に役立たな

ものを起こし︑そのつくった満州国が認められなかったた

かったこと︑そしてｌこれは特に日本においてであるが

メリカ大統領の提唱によりながらアメリカがこれに加入し

この国際連合乃至連盟の思想はかなり古い︒昔から世界

ｌこれが依然西洋人本位だと見られたことなどである．

よく知られているところであろう︒

ロッパで近代という時代が始まった時︑そこにいくつか

これらの批判はいずれも当っているところがなくはない︒

の歴史は民族乃至国家の抗争の歴史であったが︑殊にョ−
の民族国家︵ネーション・ステート︶が並び立って争いを続け︑
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■■■■■

外条約の決定権を持つ上院がモンロー主義を盾にとって連

アメリカが国際連盟に加入しなかったのは︑アメリカの対

り︑それによって強力な実行力を発揮することを期待した

えって国連の機能を麻陣させることとなった︒しかしなが

が激化し︑ソ連が事毎に拒否権を行使したので︑これはか

ら一九九一年のソ連及び共産主義の消滅によってこの国際

ものであった︒しかし実際には戦後直ちに米ソ両国の対立

ことは否まれない︒そしてたしかにその後連盟は小さな国

盟加入に反対したからであるが︑それが連盟を不具にした

際紛争の解決に資したことはあるが︑大きなそれに対し

的対立も終駕し︑国連の機能は回復したと見ることができ

年日本で右翼的傾向が高まると反米的主張の大きな根拠と

ロンドンの両軍縮会議を成功させた︒もっともこの点は後

に対しては主導的乃至援助的態度をとり︑ワシントン及び

された例は未だ存しない︒しかしながら実際には︑国連の

協定が必要とされているために︑そういう国連軍が編成

それの実現のためには兵力提供国と国連との間の特別の

侵略行為に対する制裁としての国連軍について言えば︑

る︒

ては全く無力であった︒しかしアメリカはその後も決して

なった︒そして一九三三年の日本の連盟脱退に数ヶ月おく

決議に従って加盟諸国家の連合軍が形成され︑その軍事

（37）

反連盟的になったのではなく︑連盟が主要目標とした軍縮

れてナチス・ドイツがそれに続き︑更にその二年後にはイ

一九五○

行動によって侵略が撃退された例は存在する︒さきには

五三年の朝鮮戦争︑近くは一九九一年の湾岸

ど有名無実のものとなったのであった︒

タリアのエチオピア征服が行われて︑連盟の存在はほとん

されていると言ってよいであろう︒

戦争がそれである︒そこで国連による侵略阻止はほぼ実現

以上のように一応は言うことができるが︑このような状
第二次大戦後の国際連合はさきの国際連盟の失敗から大

国連によって世界の平和が保たれていると言ってもそれは

では侵略行為に対する制裁としての軍事力の使用の規定を

コ・クーデタ及び西ベルリンの封鎖という事件があった︶そのような

にあったが︑︵前記朝鮮戦争以前に︑ヨーロッパでは一九四八年のチェ

る︒第二次大戦後侵略の可能性は明らかに共産主義国の側

を意味していると見ることができる︒前者は五大常任理事

決して国連だけの力によるものではないということであ

国が重要な問題については必ず一致することを予定してお

設け︑そのための各国の兵力提供の義務を定めたのはそれ

況の中で見逃してはならぬことがある︒というのは︑今日

1■■■■

いに学ぼうとした︒五大常任理事国に拒否権を与え︑他方

￨■■■■■

ような︑国連とは別の軍事的同盟によるところ大きいのが

のためというよりは︑ＮＡＴＯとか日米安保条約とかいう

共産主義の膨張主義がその後行われなくなったのは︑国連

れる過度の個人主義による社会的規範の弛緩が指摘される︒

離婚の増加︑一言にして言えば﹁ミーイズム﹂などと呼ば

してしまった︒そしてその国内の社会ではエイズの流行や

とが証明された︒自由市場経済は︑いかなる欠陥が伴おう

によって︑﹁資本主義の没落﹂の教説はその逆の真なるこ

しかしそれにしても︑いわゆる﹁社会主義社会﹂の満落

人種問題から起る不幸な社会軌礁もなお跡を絶っていない︒

して演じた役割には独得のものがある︒日本は戦敗国で

このような状況の中で︑日本という国の占めた地位︑そ

事実である︒

あったために最初国連に入れなかっただけでなく︑現在

アメリカ合衆国は世界の大国としてその持つ力はなお極め

て大きなものがある︒そしてその国柄はあくまでも自由と

ともなお我々の進むべき社会発展の唯一の途を示しており︑

人権に立脚し︑世界の自由貿易を主眼とするものである以

でも国連憲章の中ではまだ﹁旧敵国﹂としての扱いを受け

日本はどんな損害を受けているかというと︑それは損害ど

ているのである︵憲章第五十三条︶︒それならばそれによって

ころか︑日本はこの間世界で最も利益を得た国なのである︒

このような世界の現状を見極めて︑今こそ我々はその中

ある︒

における日本の立場を正しく定めるべき時である︒ところ

上︑その強大は本来日本の利益と一致するところのもので

務を負っているのに反し日本にはアメリカが攻撃を受けて

が戦後五十年の昨年にはそれにふさわしからぬ現象がいく

というのは日本は日米安保条約によって安全を保障され

もそれを助けるという義務はない︒そして日本はその上に

ているが︑この条約によってアメリカが日本を援助する義

立って︑安全保障のための費用︑つまり軍事費をＧＮＰ一

つか見られたのは遺憾であった︒

この五十年記念を機として過去の戦争を反省し将来の平

パーセント以下という世界の大国のどこにもない低額に抑
え︑専ら力を経済活動に注いで世界第一の経済大国に成長

いた社会党が︑過去の共産中国への劣者感の表現として﹁謝

和を誓うのはよいことであったが︑たまたま政権を担って

少なからず反感をひき起した︒ところがその反対者の中に︑

罪﹂などという言葉を弄んだために︑それが国民の間に

これと対比的なのはアメリカであって︑アメリカは東西

したのである︒

ために莫大な軍事費を注ぎ込んだので︑冷戦に勝ったとは

今度はあの戦争を惹き起した旧軍部の主張をそのまシに受

両洋に亘って共産主義の進出を阻止する︵いわゆる封じ込め︶

いえその経済力は世界的に見て相対的に少なからず低下
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け継いだ右翼者流の言論が出現したために︑これまた内外

あると言わなければならない︒しかしだからと言って︑日

は日本との間から生じている︒これはやはりアンフェァで

本がアメリカから離れて独自の軍事力を持つことはｌそ

に少なからぬ疑惑を招くことになったのである︒

れは今日の世界状況では当然核兵器を持つことにもなろ

うＩ日本人の誰も望んでいないし︑またアメリカ人の望

国際法違反であったことはまちがいないが︑それは日本が

が広島と長崎に原爆を投下したのは戦時中であるとはいえ

略したものを解放などと称するのは不当である︒アメリカ

は正しいが︑他面またアメリカは国連なしには決してその

あるがその背後にアメリカの強大な軍事力があるというの

たように今日世界の平和が保たれているのは国連のためで

ではない・こシで注意すべきは次のことである︒さきに言っ

しかしそれならばそのまシでよいかと言えば決してそう

むところでもない︒その意味では日米安保条約の堅持とい

満州事変以後度を重ねて中国の領土内に武力を行使し︑遂

ような機能を発揮することはできないのである︒朝鮮戦争

我々の態度はそのようなものであってはならない︒いつ

には真珠湾への宣戦布告以前の空襲攻撃を行って太平洋戦

でも湾岸戦争でも勝敗を決したのは九○パーセント以上ア

あろう︒

争を始めたことをジャスティフアイする根拠とはならない︒

メリカの力であったとはいえ︑それが国連の決議に基づく

うことが︑目下のところ両国の一致した意見であり利益で

そして戦後アメリカ占領軍のとった政策が︑歴史上稀に見

行動であったからこそ︑アメリカはそのような力を発揮す

までも過去の経緯にとらわれて口癖のように﹁謝罪﹂をく

る恩恵的なものであったこともｌこれについてもいろい

りかえすのは愚なことであるが︑さりとて他国の領土を侵

ろ文句をつける人はいるがｌ決して見逃してはならない

の核を含む強大な軍事力によって安全を保障された中で世

をなすべきかということである︒ともかく我々はアメリカ

ことによって︑この国連の権威と実効力が大いに高まった

なる︒久しく国連の機能を妨げて来た﹁冷戦﹂が終了した

益々強化し且つ権威を高めるのが一番重要だということに

かな事実であるがｌ問題はこの国連の存在とその機能を

このことが明らかであればｌそしてそれは既に明ら

ることができたのである︒

界第一の経済繁栄を享受し︑アメリカはその間莫大な財政

しかし問題はこういう過去の論議ではなく︑今我々は何

ことである︒

赤字と貿易赤字を抱え︑しかもその貿易赤字の大きな部分
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三

リカに協力したし︑アメリカがイラクのクウェート侵略を

ことは湾岸戦争によってよく示された︒こシでソ連はアメ

圧迫を受けて戦闘行為が惹起された︒それに対し国連はそ

マ・カトリック教︶及び東方のセルビア︵ギリシア正教︶からの

多数を占めるイスラム教徒がその北方のクロアチア︵ロー

にあるポスニア・へルッェゴヴィナにおいて︑その住民の

れを停止させるための有効な手段をとることが出来ず︑そ

メリカの国連への忠実さを示している︒

今や世界一の経済大国として自他共に認め︑国連の分担

はその好適例である︒

の役割はＮＡＴＯ軍が引き受けなければならなくなったの

撃退しただけでそれ以上の進撃を行わなかったことは︑ア

当然のことである︒そのためにはもちろん現憲章にある旧

金でも世界一である日本が︑常任理事国の一員となるのは

例を見なければならない︒それはもっと我々に近いカンポ

しかし︑我々は殊更失敗例を挙げるだけではなく︑成功

用意ができているし︑それは容易に実現できることである︒

ＮＴＡＣ︶というものができ︵日本人明石康氏がその長となった︶︑

ディァであって︑こ易では国連カンポディア暫定機構︵Ｕ

敵国条項が削除されるべきであるが︑国連では既にその
それが日本の負担を増すことになるから反対だというよう

たしかに湾岸戦争においては︑国連はその組織した多国籍

日本がそれに分担金を出すだけでなく常任理事国として自

は今日国際協力と平和維持のための最高唯一の機関である︒

未だ十分効力を発揮し得ぬところがあるとはいえ︑国連

主国カンボディアが成立したのである︒

そして︑その議会において憲法が制定され︑新しい立憲君

その力によって翌一九九三年平穏裡に総選挙が行われた︒

な声が一部の政党の中にあるようであるが︑それこそ日本
このような功利的な反対論の外に︑国連が国際的な紛争

の不公正を天下に示す恥さらしのようなものである︒

の処理に失敗した例を指摘して︑日本がそのような機関に

軍がイラク軍を撃破してそのクウェート侵略をやめさせる

に義務である︒賛成できない意見には拒否権を発動すれば

己の意見を主張し︑その責任をとることは権利であると共

深入りすることは無駄であるというような反対論もある︒

の後の︑そしてその他の地域での事件では失敗の例が多い

よい︒常任理事国入りは目下の最重要課題である︒

ことに成功し︑その権威を高めることができた︒しかしそ
ことは事実である︒

例えば旧ユーゴースラヴィアが解体した後︑その中央部
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国家と道徳

︵﹃弘道﹄第九八二号︿平成八年五・六月号﹀より︶

学は難解な言葉で書かれているが︑それは理性的な存在と

しての人間の本質を自由にありとするカントの哲学を受け

ることは出来ず︑必ず集団をなして生活する︒従って道徳

に関わるものである︒しかし人は単なる個人として存在す

働きによるものであるから︑それは当然個人としての人間

せられているものである︒そしてそれは人の意志や良心の

はなく︑カントのいわゆる﹁定言的命令﹂によって人に課

が何故善をなさねばならぬかは何等かの利益を得るためで

道徳とは人が善をなすための心構えのことであるが︑人

が形成される︒そこでその対立を克服し︑主観的道徳を実

立抗争という﹁自然状態﹂が現出し︑そこに﹁欲望の体系﹂

自由に高める場であるが︑そこではなお自者と他者との対

存という形における普遍者との出会いによってより高次の

る市民社会は︑人間がその主観的自由を︑他者との相互依

ばならないとする︒そして個別者としての人間の集団であ

ヘーゲルはジッテ碕理人憧と呼ぶｌ把握されなけれ

て︑それを更に現実の中に実現した形においてｌそれを

てはただ主観的に把えられているが故に不十分であるとし

継ぎながら︑その自由の働きとしての道徳がカントにおい

の機能する場もこの集団としての社会であり︑その意味に

を果すものが国家であり︑それ故にそれは﹁人倫の現実態﹂

体的な倫理に高めることが必要となるが︑そのような役割

おいて道徳は必ず対人関係としての社会性を持つ︒そして
この社会は現実的存在としては国家という形をとり︑且つ

念的要請としての国家というものを考えるならば首肯し得

このようなヘーゲルの主張は︑理念として︑あるいは観

となるのである︒

それ以外ではあり得ない︒そこでこの国家と道徳との関係
がおのずから問題となって来る︒

この点で想起されるのは﹁国家は人倫的理念の現実態で

ある﹂と規定したヘーゲルの哲学であろう︒ヘーゲルの哲
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なるであろう︒ヘーゲルの国家論が元来前者の意味のもの

いわゆる悪しき国家主義に理論的根拠を提供することとも

対する国民の絶対服従︑その対外的発揮を至上価値とする︑

視されるならば︑それは現存の国家権力を聖化し︑それに

るものであろう︒しかしそれが現実の国家そのものと同一

れるべきであり︑それ以外の活動領域は市民の自由に委ね

制力は国民の生命財産の保護と国士の防衛のために使用さ

定とその施行ということにあるのであって︑それの持つ強

う課題を課したが︑その国家機能はあくまでも﹁法﹂の制

ればならないであろう︒ヘーゲルは国家に倫理の実現とい

ル哲学に負わせるのは︑やはりまちがった見方と言わなけ

て事実二十世紀に現われた最悪の国家主義ナチスは︑その

られるべきだとするのが彼の本来の国家観であった︒そし

であったことはたしかであるが︑他方彼がベルリン大学の

たのに応じて︑彼自身彼の属したプロイセン王国にそのよ

も︑ヘーゲルの国家思想に求めはしなかったのである︒

思想的支柱をニーチェの超人思想に求めることはあって

教授としてその学問が官許哲学のような権威を持つに至っ

た︒

うな性質を附与する言葉を述べているのもまた事実であっ
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ヘーゲルの国家思想を後世の国家万能主義とは区別した

上で︑しかもその国家重視の思想が今日の倫理思想に対し

もヘーゲルが国家を以て人倫の実現態と見倣したのは︑前

て持つ意味を我々はやはり考えなければならない︒そもそ

周知のように︑ヘーゲルの死後その学派は左右両派に分

としての法を制定し︑施行する主体だからであった︒この

法とは︑その言葉ｌライト︑レヒトーが同時に正義を

述の如く国家が人間社会の安寧を保つために必要なルール

の一保塁を形成した︒そして二十世紀において国家の重視

派はヘーゲルの国家重視の立場を継承して国家主義の哲学

そして国家がそのような意味で人倫の実現態である以上︑

それは個人の︑ヘーゲル的に言えば即自的な自由を即対自

意味するように︑倫理の社会的表現に外ならないのである︒

的自由に発展させるｌ平たく言えば自己の自由を他人の

しく︑それ故その国家の法に服従することは個人にとって

自由と共存させて全体の自由を実現する共同体というに等

う人類滅亡の危機を招来した時︑人々はあらためて国家と

しかしながらこのような悪しき国家主義の責めをヘーゲ

のである︒

倫理の関係について考察を廻らさなければならなくなった

が右に述べたような悪しき国家主義となり︑世界戦争とい

裂し︑その左派がヘーゲル哲学の汎神論を唯物論に︑その

￨■■■■

弁証法を革命Ⅱ反国家思想に転化させたのに対し︑その右

■■■■■

に多大の共鳴と支持を示したのにもかかわらず︑その法哲

の倫理的行為に外ならない︒これはヘーゲルの国家哲学の

の生命財産を保護するのが本旨であり︑従って国家権力の

までもない︒しかし国家の法とは国民の自由を保証し︑そ

して﹁反体制﹂を呼号する政治学が誤っていることは言う

いては出来るだけ個人の自由に任せるのがよき国家権力の

行使もそれを主とすべきものであって︑それ以外の面にお

当然の帰結であったし︑またカントは隣国フランスの革命
学においては国家に対する人民の﹁反抗権﹂なるものを認

存在する以上︑それを克服するための国家権力の作用は依

利害の対立の場となって﹁欲望の体系﹂を現出する現実が

あり方である︒但しヘーゲルの言う如く市民社会が人々の

めず︑﹁革命﹂を不可とし国家による漸進的な﹁改革﹂の

しかしながらくりかえし言えば︑以上のようなドイツ古

みが許されると主張したのである︒

典哲学の国家論はあくまでも理念として︑あるいは観念的

られるようになった︒その上︑長く続いた国家においては︑

祉の向上のための国家の行動が益々不可欠のもとして認め

生活共同体としての記憶と経験の共有を通じ︑当該社会の

然必要である︒そして近年においては弱者の救済︑国民福

い︒そしてヘーゲル自身︑その﹁歴史哲学﹂で︑歴史上の

要請としての国家について言えることであって︑現実に存

国家として︑﹁一人だけが自由﹂であったアジア専制帝国

認識されるに至っている︒以上のようなすべての意味で︑

文化的伝統の保持︑育成に国家の持つ意義の大きいことが
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在する国家の政治権力にそのままあてはまるものではな

リス国家について述べている︒そして全国民の代表機関が

はならぬものである︒

国家が我々の生活の上に持つ重要性はやはり決して忘れて

や制限された市民の﹁少数者だけの自由﹂であった古代ポ
立法府を構成し︑その多数者が政府を組織する現代の国家

ての国家ではなく現実の国家に則して︑そこにおける国家

このような見地から︑即ちドイツ哲学のような理念とし

においても﹁全体の利益﹂を誇称する政治勢力がかえって

特定の少数者に権力を集中し︑国民多数の自由を段損する
政治を行った例は決して乏しくないのである︒

であろうか︒私はそれを次の二つの点に要約し得ると思う︒

と道徳の問題をとり上げると︑それはどういうことになる

第一は国政を担当し権力を行使する為政者の精神の問

はいえ︑それはなお現実の国家に課せられた課題︑そして

題︒哲学者のいう理念としての国家は現実の国家でないと

■￨■■■

﹁国家は独占資本の政治支配の道具である﹂などと説くマ

■■■■■

ルクス主義や国家権力というものをアプリオリに悪と見倣

1■■■■■

この理念を現実にするのは為政者の意識と行為に関わるこ

たものは︑今日の諸国家集合社会の世界に対しては﹁世界

う︒それにしても今日の世界においては既に国際連合とい

ある程度は現に果しつつある役割を表わしている︒それ故

う世界的組織が存在しており︑この国連自身は未だ政治体

この世界国家は理念であり観念的要請に過ぎないと言えよ

為であり︑国家は﹁人倫態﹂に近づいて行く︒そしてその

国家﹂である︒しかしさきの国家がそうであった以上に︑

成員は常にその代表者としての為政者を批判する権利を持

としては無力であっても︑なお有力国家の同盟の支持の下

とであり︑それが実現されるのに応じてそれは倫理的な行

つと同時に︑国家を愛し国家への義務を果すことは国民に

に︑世界平和の維持のために重要な役割を果している︒世

界国家はあるいは永久に観念的要請に留まるかも知れない

とっての倫理的行為となるのである︒

この国家と道徳との関係について︑今日の国際社会にお

が︑そうであればこそ︑その中における国家行動としての

以上は国家自身の行動と道徳との関係について述べたの

ける国家のあり方ということに関連して特に意義を持つよ

世界とその中の個別国家との関係が︑あたかもヘーゲル

であるが︑次に︑これとは異った面において国家は道徳に

道徳の意味は大きいと言わなければならない︒

の法哲学における市民社会と国家との関係に類するものを

うになったことがある︒それは多くの国家の集りとしての

持っているからである︒国際社会において国家は自国民の

は国家が国民の教育に対して持つ責務︑その中において道

徳教育の占める重要性である︒そしてここにおいて︑本弘

大きな関係を持つことが指摘されなければならない︒それ

は一つの拡大された自己として現われる︒しかしながらそ

道会の創始者である西村茂樹翁が明治の中葉帝国大学にお

代表としてその利益を擁護し主張する︒つまりそこで国家
こにおいてその自己主張は他の国家の自己主張と対面する

西村翁は維新以後の日本の近代化が物質文明吸収の欧化

ことになり︑それはヘーゲルが﹁市民社会﹂の中に見た対

主義に趨って道徳心を失った弊を痛感し︑道徳学の復興の

ならない︒

こでこの対立抗争を相互理解と共存に転化させて世界全体

いて行った講演﹁日本道徳論﹂が更めて顧みられなければ

の共同体の実現を図ることこそが現存諸国家にとっての課

ために生涯を捧げたのであるが︑翁はこの講演で道徳の教

立抗争の﹁欲望の体系﹂を現出する契機を含んでいる︒そ

題であり︑その実現に向って努力するところに今日の国家

説として﹁世教﹂と﹁世外教﹂の二つを挙げ︑中国の儒道︑

欧洲の哲学を前者に︑仏教とキリスト教を後者に帰する︒

の道徳が存在すると言わねばならない︒

ここでさきに市民社会に対して﹁国家﹂として措定され
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一致に帰すろところを採りてその一致に帰せざる所を棄つ

粗雑を棄て︑二教の精神を採りてその形迩を棄て︑二教の

はなく世教であるとし︑儒教と西洋哲学の﹁精粋を採りて

そして我国の国民教育において準拠すべきものは世外教で

り︑何よりも翁の深い学識と体験と思索に基づく所論は国

た今日戦後の日本の状況にも大いにあてはまるところがあ

当時の世情を色濃く反映しているものがあるが︑それはま

であったことは言うまでもない︒そしてその論の内容には

翁はさきに東京惰身学社︑ついで日本弘道会という有志

であるが︑そこに説かれた具体的な道徳論はくりかえし読

いると言えよう︒﹁日本道徳論﹂は僅か百頁ほどの小冊子

民教育における道徳の教説についての不易の真理を語って

団体を率いて国民の道徳心の興起に努めたのであるが︑翁

まれ学ばれるべき価値を持っている︒

る﹂ことを説いている︒

はそれ以前に文部省の局長として教科書の編輯に当ったこ

ともあり︑その述作が国家の国民教育に資するためのもの

心の教育を考える

言うまでもないが︑なおその上に心の教育ということが言

呼ばれている︒この知育︑徳育が心の教育に属することは

︵﹃弘道﹄第九九○号︿平成九年九・一○月号﹀より︶

﹁心の教育﹂というのは現在中央教育審議会が小杉隆文相

この知育と徳育だけでは不十分なものがあるということを

われるとすれば︑それはどういう意味であろうか︒それは

から諮問を受けているテーマであるが︑それは子供たちの
間に見られるいじめ︑薬物乱用︑性の逸脱行為︑青少年非

える︒しかしながらこの情操教育は知育や徳育のように事

言えば︑それは情操教育というものに外ならないと私は考

意味していると見ることもできよう︒そしてそれは何かと

行の凶悪化などの憂慮すべき状況に鑑み︑幼児期からの心
の教育が重要であるという見地からなされている︒

子供の教育とは先ずは知識を与えること︑そして倫理規
範を教えることを内容とし︑それが知育︑徳育という名で
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物の認識や考察︑人間の行動規範の教示や学習ということ
科書やマニュアルのようなものは存在しない︒そこでは人

こえて来て︑目の前に昔のお公卿さんの牛車の行列が現わ

か私は昼問うたたれをしていたが︑そこで妙なる音楽が聞

いたゾきたい︒私が小学校の頃の子供の時︑どういうわけ

ここでまことにつまらない私の経験を語ることを許して

は十分効用があるのである︒

間的な接触や感化というものの役割が大きいのであるが︑

れ︑それをうっとりとして眺めている中に目がさめた︒そ

によってなされ得るものではない︒そしてまたそこには教

いというようなことでもない︒そこはまた教育としてその

さればと言ってそれは個人的な関係だけに委せておけばよ

子供たちに︑真と善と並んで美という世界があることを教

うに聞こえたのであろう︒お公卿さんの行列は父が連れて

にないことであった︒それだけにその音が天上の音楽のよ

が︑借家住いのつましい生活で︑母が琴を弾くのもめった

れは実は母親が隣りの部屋で琴を弾いていたのであった

えることであろう︒そしてそれを教える方法としては︑そ

ない︒

行ってくれた﹁帝展﹂で見た絵の中にあったものにちがい

その営為と方法とは何かと言えば︑それは端的に言って

独自の営為と方法とが存在するのである︒

の芸術に親しませるとはもちろん自ら芸術に従事させる︑

れは子供を芸術に親しませるということ以外にはない︒こ

これは音楽と美術だけのことではない︒それ以上に子供

今日ではラジオやテレビで︑我々はいつでもよい音楽を

たちを芸術に親しませる世界は文学である︒近頃は漫画の

聞くことができ︑古今東西の美術の傑作にも容易に接する

て事実それは曾て社会のいわゆる上流階級のたしなみとさ

隆盛と共に﹁活字離れ﹂ということが言われるが︑そのよ

つまり楽器を奏したり画筆を揮ったりさせることを以て最

れていたことであった︒しかし今日では学校の教科の中に

うにことが言われるのはそもそも既に文字というものが子

とするが︑子供にそういう教育を授けるのはやはりその道

音楽や美術がとり入れられているから︑それは何人にも親

供の精神世界に相当な領域を占めていたことを物語ってい

ことが出来る︒秋ともなれば各地の美術館やデパートで各

しみ得るものとなっている︒と言ってそれらのことを自ら

る︒そこでここでもまた私の経験を述べさせて頂ければ︑

種の展覧会が花盛りである︒

行うのはやはり万人のなすところとはなっていないので︑

私は巌谷小波のお伽噺や﹁赤い烏﹂︑アンデルセン︑グリム︑

でも出来るようになることを意味するわけでもない︒そし

それはやはりそれらのものに接し︑その美しさを理解し感

の専門家を侯たなければならないし︑またそれは子供が誰

得するということでよいであろう︒そしてそれだけでそれ
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更にはイソップ物語などをいかに夢中に読み耽ったかを今

感を生ぜしめずにはおかない︒そしてそれは当然現実から

れは早晩生じなければならないｌ必ずや何ほどかの違和

であるが︑それは間接的であるが故に感性的認識を悟性的

常に実際のものを見ること︑そしてそのものの中に自分も

書は心の発達に有害になることもある︒文章を読むことは

る︒そういうことから︑子供においては現実から離れた読

の疎外観を生み出し︑それがまた現実の正しい認識を妨げ

でもなつかしく思い浮かべるのである︒

認識に高め︑思索と総合的把握の力を育う︒そしてそれは

読むというのは見る︑聞くに比すれば間接的な認識方法

またそれを通じて文化の理解に人を導くのであって︑こ

参加して行くことと連っていなければならない︒

対する心の教育は芸術に親しませるということが第一であ

いささか抽象的に理窟を述べ過ぎたが︑要するに子供に

れが読書の最大の効用である︒それ故﹁識字﹂︵リテラシー︶

というものが文明と未来を分かつ最も端的な指標となって
いるのは当然のことである︒

しさに感動する機会を与えなければならない︒それから以

そして童話を読むことと共に︑美しい音や絵に接しその美

上のことはすべて子供が自分だけの世界に閉じこもってし

り︑そこでは童話の世界に遊ぶことがその始まりになる︒

まうようなことのないように︑つまり家族や友達の普通の

以上のようなことから︑子供の心の教育にとっても子供

しない︒私はさきに読書は人間の悟性的認識を商すと言っ

して読書以外の認識や教養が重要でないということを意味

自然な人間関係の中で行なわれなければならない︒心の教

を読書に親しませるということが大事であるが︑それは決

つくり上げ︑それによって実は現実から遊離した世界に自

ようなことである︒

育というものを情操教育と解して︑私の考えるのは以上の

たが︑これはまた人間にとって︑自分の意識の中の現実を

は特に子供において大きい︒実物を見ないで頭の中に現実

己を閉じこめるという危険をも濁すのである︒この危険性

をつくり上げることは︑実際に現実と接触した時にｌそ
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十一月二十一日︑チリでのＡＰＥ
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雪塙河寺ま沖︲一父掴司誼三と言八打到って︑ま

本を

ばからない︒中国は︑靖国問題を日

面から謝罪を求めるべきだったし︑

小泉首相は︑中国原潜事件では正

と日本の及び腰姿勢に終わった︒

靖国問題では説明や言い訳などせ

Ｃ首脳会議を機に日中首脳会談が行
われた︒小泉首相はその直前に起き

通過事件を取り上げたものの︑﹁中

きなかったのは︑日中対話を相互理

で拒否すれば十分だった︒それがで

ず︑﹁内政干渉はやめよ﹂との一言

ある︒中国政府はこれを首相の靖国

えたまま︒世界の大国間では異常で

訪問の停滞︑という表現はおかしい︒

参拝のせいだとする︒しかし︑相互

日中首脳相互訪問は三年間も途絶

国のメンツ﹂に配慮して︑抗議も︑

臣従￥させようとする大戦略

た中国原子力潜水艦の日本領海不法

の突破口と位置付けている︒

津英武

謝罪要求もせず︑再発防止を求めた
にすぎない︒胡錦涛主席は︑原潜事

件を黙殺︑逆に﹁歴史認識﹂を持ち

靖国問題があたかも小泉首相の北京

訪問への障害︑との印象づけが行わ

月︑小泉首相が中国を訪問して以来︑

れているからである︒二○○一年十

たしかに日中間に首脳の訪問はない

が︑今度は温家宝首相か︑胡主席の

は︑中国側が訪日を渋っているだけ

番である︒首脳の相互訪問の停滞と

のことである︒来たくなければ来な

ければいい︒その間︑首相の靖国参

拝は続けられる︒この我慢較べ︑日

中国側の重荷になるだろう︒

本国側にブレがなければ︑明らかに
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出して︑小泉首相の靖国神社参拝の

中止を要求した︒Ａ級戦犯が合祁さ
日中間の政治交流停滞の原因になっ

れている靖国神社への首相の参拝が

首相は︑靖国参拝が︑日本繁栄の

ている︑と言い立てたのである︒

からである︒

一方︑中国にとって︑対日外交は

解の場として見る甘い認識しかない

胡主席はその説明を受け入れるそぶ

いのため︑として理解を求めたが︑
りすら見せなかった︑会談ではほか

る︒王毅駐日大使は傍若無人にも︑

るｌその警戒が日本側に希薄であ

の野望を秘める共産党独裁政権であ

朝鮮をめぐる六カ国協議などが取り

形を変えた戦争である︑中国は覇権

上げられたが︑総じて中国の居丈高

に︑東シナ海の資源開発摩擦や︑北

礎となった戦死者の慰霊と不戦の誓

チリ日中首脳会談の教ﾖ￨

ク戦争その後までの社説である︒題

新聞社の思惑とかで︑今一番の核

確になろうというものである︒

心は︑まずは憲法と国際関係とのか

月十一日の米同時多発テロからイラ
目は︑米同時多発テロを含めてイラ

かわりではないだろうか︒

いま日本の新聞報道が心配だ︒

ク開戦や自衛隊イラク派遣のほか︑

行ってきたその憲法改正提案の正当

日本の代表的新聞といえば︑発行
である︒違いを競い合う両紙だが︑

部数では読売新聞と朝日新聞の二つ

北朝鮮︑文春出版停止事件︑年金問

性を自負しているためか︑憲法を実

ライバル批判や自社の正当性を主

ざるを得ない分野である︒個々の記

れば︑事情通でない限り新聞に頼ら

とのできる問題は大きい︒

この冊子は小さいが︑引き出すこ

会は分裂しかねない︒

なかったりしたら︑新聞の数だけ社

別の新聞が間迦状況を認識できてい

題状況を指摘しなかったり︑また︑

の重みはないだろが︑ある新聞が問

期すばかりとなる︒政府や国会ほど

状況が生じれば︑大衆の政治不信は

ういう政府を見過ごす︑そのような

政府が憲法違反をする︑国会がそ

いなかった︒

はこの問題状況を的確に認識できて

的に支持して来た︒また︑朝日新聞

態面で無視する小泉首相発言を積極

具体的には︑読売新聞がすでに

そこに表れる問題点は︑業界全体に

並べてあり︑読者が直接再確認でき

この小冊子は︑両紙の社説比較を

題など十二に及ぶ︒該当する社説が

木屋野正勝

共通すると見てよいと思う︒

社説とはもともと︑新聞社の主張

読売新聞側から行ったものである︒

るのも好都合である︒

張しようとすると︑結果的に業界の

どの題目も状況を判断しようとす

裏事情を暴露してしまうのだが︑こ

事とは別に︑その新聞がどういう思
るならば︑記事の読み方も︑より的

惑のもとで製作されているのか分か

取り上げた期間は︑二○○一年九
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や重要報道の解説であり︑執筆の当

事者が解説するというのは︑﹁解説
の解説﹂になり︑極めて珍しい︒

この作業は結果的に︑読売新聞の

社説執筆の前提としていた状況認識
などに踏み込んで説明せざるを得な
くなり︑新聞社としての思惑などが

諭書案内

れも同様だというわけである︒

見えることにもなる︒

読売幅朝日21世紀･社説対決
読売新聞論説委員会編著
中公新書ラクレ中央公論新社

ひとたぱ

河鹿の声佐賀県古田責

言い値どおりお金を渡す母を見ておまけに一束野菜添
ひまご

エスエｂ︾つ

曾孫抱く写真ポケットに遍路旅四国一番霊山寺札所

ゆう

蒐集せる切手シートは反古同然ところせましと貼りて

よわい

ふぼ

これよりの生きしみじみと思う夕河鹿の声を川土手に

用足す
聞く

ちちははの齢を越えて二十年父母の知らざる老いを生

漫然と一日が過ぎ生きる日の一日が減り蝉の声聞く

へ

三たび兵に召されしが無事に生還し辛寿近づく幸せの

きゆく

争の悪

日々

山の湯に集ふ仲間は喜寿を過ぎ伊虜の昔の﹁カチュー

還らぬ日々藤沢市絵鳩毅

戦ふ

若き日のわれらが星のデイートリッヒ語り合いたる友

シャ﹂歌ふ

ちを奪ふ

戦時のこと語るに落ちし自我自賛気づけば空しわれは

計りぬ

これよりの師とも友とも﹁広辞苑﹂求め来たりて余命

も逝きたり

しのび寄るテロの脅威がああつひに罪なき子らのいの

殺し合ふことは是か非か誰も彼も非と答ふるになぜか

く

戦争にかかはる歌を讃みながらむごたらしさに心が痔

人間の醜き性を出し合ひてこの戦争の行方は見えず

さが

この星に生まれて生きてわれもまた言はねばならぬ戦

なぜに戦争岐阜県桐山五｜

古川哲史編

蝉が鳴くじいじいと鳴くわが庭の淡墨楼を住み処とな
して

戦争に死なず帰りて農業に余念なかりし父の生涯
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弘道歌壇

戦犯

声高に国際貢献説く人よ鎧まとへる六波羅殿よ
ベェーグの歌﹂

寂しさに書物を措けば冴え返る夜にひびく﹁ソル

すが

遠き慕情へ品川区松村早苗
た

い

︒又

誰が影か過ふと見えし路の上に幾多ふれゆくスノーフ
レーク

て

涙痕のあはれ東てゆくひまに見しその面影のただひと
りゆゑ

すがすが

聖戦という言葉別府市椛田英子

みずみずし清々しもよ球児たち懸命に追う甲子園の球

原爆忌祈りの鐘の音を聞き聖戦という言葉悲しき

夫病みて憩う暇なく一日過ぐ夫は短歌六首を詠みぬ

一脈−︶

公園に移し植えたるいちようの木晩夏の風に黄みどり

花火板橋区古川哲史
の室生詩集

新聞の新刊広告にて知りし本初版の井伏詩集と四十版

街に出て本屋に入る気持なし学者商売さらりと忘れ

びら

忘却もやがてせつなし掌の上に身をとかしゆく雪の花
とけゆかば秘めし記憶の涙とぞ君には告げよ雪のひと

詩のわかる人と久我君におだてられ詩人気取りで讃む

ひら

あかつぎの夢にまみえし白雪のとめどもなきか遠き慕

あれこれの詩集

花火百発戸田橋の空彩りぬ天なるわざもこ笑顔なるく

い戸︶ｈ〃

情は

なきがら

戸田橋は妻の亡骸焼きし土地その地のそらにあがる花

し

明日ありと思う心の仇棲嵐に備え死にも応えよ

火うるわし

霊峰富士別府市椛田信吾
右に伊豆左に伊勢を侍らせて霊峰富士あり駿河の海に
仰ぎ見る霊峰富士の素晴しさ左右裾野を保ち譲らず
生と死を身より重視す先輩は名をば重んじ一生を重ん
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ず

きよく︑内容がむずかしくて初志をつらぬくことはで

あり︑わたしも少し相談を受けたことがあったが︑けつ

所沢謂藤知正

きなかった・それを今回ふたたび取りあげられる由で︑

学士会短歌会詠草より

その決断に敬意をささげたいと思う︒しかし︑下手を

︵特別寄稿︶

経ぬ間に

あといくたび花を見るかと嘆き来し友身まかりつ年を

すると﹃日本道徳論﹄の価値をおとすと同時に日本弘

つゆ

まてるこの頃

梅雨あけに降るとふ雨のザッッァ降りそろそろ近しと

秋風のさわたる梢きれぎれの蝉の声聞く老いしわが耳

こは短歌欄であるから︑こちらの方のニュースも申し

さて︑以上は﹃日本道徳論﹄のことであったが︑こ

意して︑念には念を入れていただきたい︒

道会の名誉を傷つける怖れもなくはない︒その点に留

落葉する前のひととき紅葉するその華やぎをめでて寂

るが︑今度松村早苗という女流歌人が作品を発表して

あげたい︒弘道歌壇は従来参加者が少なく苦労してい

遺骨すら帰り来まさず北満に果てにし兄をおもふ八月

しむ

ピリ紹介したことがあったが︑特異な歌風ですでに三

下さることになった︒松村さんに就いては前にチョッ

校門をかたく閉ざせし小学校咲きかかりたる棲花ちる
なし

散らし髪の女子ら携帯に見入りつつ真昼の電車人声も

冊の歌集を出しておられる︒わたしの知る限り︑こん

わたしは期待と共に一種の怖れをもって見守りたいと

な歌風の人は現在の日本には勿論︑長い歴史をもつ日

思う︒とにかく弘道歌壇には参加者が少ないのが一番

先日︑会の事務局から二人わたしのいるホームに見

︵小感︶

きなかったが︑今まで雑誌の﹁泊翁先生訓﹂として漢

そういう作品がこれから毎号見られることになって︑

詩作品を紹介しているのを中止して泊翁の代表作とさ

の悩みであるから有志の参加を願ってやまない︒われ

本歌壇史にも絶無に近いのではないかと考えられる︒

れている﹃日本道徳論﹄を現代語に訳して連載したい

あるようにしたい︒

われは素人の集まりであるから︑誰にもわかる作品で

て足の指を手術したあとであったから十分な対応はで

という意向らしかった︒﹃日本道徳論﹄の現代語訳は︑

えていくつかのご相談があった︒わたしが麻酔をかけ

もう二十年ほど前に西村先代会長が企てられたことが
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潮騒の海女小屋つつむけふの月
良夜なり埠頭さ迷う猫の影

◎住み古りて絵になる山河冬霞

蓑虫の錠前錆びし倉庫番

みの

着ぶくれて喧々千葉の国誰

川崎市小林三郎

千葉県干潟町花香幸作

へない中味で秋一扇⁝⁝誰でも納得する一句！

︵註︶落語席での風景らしく︑二つ目の小話には笑

◎二つ目の咽笑へず秋一扇

松魚編
師

練馬区柴田孤岩

︵註︶千葉の国訓とは︑正直︑又絵になる古里の山
河とは美しい！

うぐひ

石斑魚釣り川曲に映ゆる秋日影

武蔵野の風を返して苔かな

◎武甲山遥かな秋の夕焼かな

︵註︶秋の夕焼とは美しい！

みむらさき伍長の墓を蔽ひけり

中野区小牧幸雄

実ざくろや風に絵馬鳴る鬼子母神

豊島区川崎鋸南

︵註︶死後の虫の眼に空の色を見た俳人である︒

◎こときれし嬉蝋の眼に空の色

土産にと雑魚に紅葉の一葉添へ

開発の野をさまよひぬ穴惑

◎許されて酒一合の夜長かな

奥出雲石原みちを

︵註︶酒に親しめるとは何といっても倖せ⁝⁝

腰痛のひといたはりつ秋に入る

夕月夜木の下蔭にもぐら道

◎古老集ひ掃き清めをり秋祭

︵註︶流石に出雲の古老たちである！
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弘道 俳 壇

蓑虫の糸に金剛光りけり

◎働突の余震に揺るる秋の蝶

杉並区加藤志偶夫

武蔵野市三枝武双

︵註︶実に働突の地震⁝⁝秋の蝶とて揺る蚤にゆれ

金木犀伝統の町ゆるがざる
たのである︒

孤雁落つ甲斐の高嶺の夕茜
初日いま大海原へ抜け出んと
︵註︶秩父の水で身繕ふ遍路の姿を調った素敵な一

◎秩父嶺の水に身仕舞ふ秋遍路

さいたま市佐々木素人

句！﹁初日﹂の句も亦大きな描写︒

なつめ

木の実落つ心耳かすかな音拾ふ
察の実妻口ずさむ﹁水師営﹂

◎雁待つや田標秒の遠田郡
︵註︶遠田郡︵宮城県︶には蕪栗沼があり︑田圃が

練秒とひろがり数万の雁たちが毎年ここで越冬する
ので有名︒

峰近し見渡すかぎり稲穂の黄

山の畑ランデ・ブーする赤錆蛤

大田区鏑木雲州

白井市田中敬子

︵註︶素朴な三句ながら︑それなりに〃草の秋〃と

◎築地塀破れしままに草の秋
いう表現が生まれた！

霧晴れて一千年の大樫
つな

すれ違ふ男の匂ひ十三夜

◎深秋の朽ち木に繋ぐ朽ち小舟

多摩市鴫沢黄猿

︵註︶句界で活躍中の作者︑正に〃深秋の″一句！

ねぐら

ちちろ鳴く亡父の一句しみじみと

野分あと群鴫塘へうたひけり

◎風紋のしるき砂丘や烏渡る

佐倉市櫛部正直

︵註︶風紋の砂丘を烏たちも美しく観たのである！

機械化に稲架の景色の奪はれし

デザートの皿に敷かれて柿紅葉
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中野区石川賀代

︵註︶茸狩をうたひ︑母への深い慕情を表現する人

◎いつよりか母の拭けたる茸狩り
情句！

膝痛む歎き話や秋の風
淋し気の老人ホーム小菊咲き
︵註︶〃重なり睡る″とは仔猫なればこその実景描写

◎猫の子の重なり睡る秋日和
これは上手︒

横浜市尾俣セツ子
くわりんの実校庭の芝にごるりんと
銀杏の土打つ音のあたたかき

杉並区阿部清

︵註︶母の指で作った影絵の狐と夜長を過ごすもま

◎母の手のキツネといっしょ長き夜
た格別⁝⁝

ガラス窓の光やはらか一葉忌
頭髪の空気浴清し一葉忌
◎何やかや声かけらるる老人の日

︵註︶〃老人の日〃も亦忙しい︒

男の子岩の狭間に生きてゐし

七五三親子一緒に晴れやかに

文京区高橋瑚元

︵註︶被災者へ︑出来るかぎりの倖せが来るように︑

◎初雪に災害の地如何ばかり

この句もその熱い願いをこめているⅡ

古利根の宿の名残りや十三夜

しゆく

︵特別寄稿︶船橋市河内朝生

実柘溜に谷中の月日ありにけり

新蕎麦に山国の香や永平寺
編者吟

杜昏れて街短日の明るさに

︵小感︶〃納得する句〃︑例えば巻頭句の﹁二つ目の咽

笑へず秋一扇﹂︵小林三郎︶も俳句の大きな特徴であり︑

只単なる俳句ではない︒︵松魚︶

○○三一世田谷区北沢二

二三

一二

※次号平成十七年一・二月号へ一月上旬中に編者宛︒

一五五
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でご連絡下さい︒

︵千葉県︶

中村喜司
︵東京都︶

広田滋
○鈴 木 進
︵山梨県︶

○進藤秀夫側

鈴木重雄㈹側

４ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま

終年度です︒

３お名前の下の括弧内の数字は会費納入最

２お名前の上の○印は新入会員の方です︒

ただきます︒

ｌこの報告をもって領収書に代えさせてい

︵雲秤聴睡蓉皿朋皿印︶

◎会費領収報告

金一○︑○○○円也鈴木勲殿︵東京都︶

金一○︑○○○円也富田迫夫殿︵北海道︶

︵平成岨年Ⅱ月〜吃月︶

◎ご寄付者芳名

告

○文珠川雅士

㈹
㈹㈹

⑯

有田支会訂名分

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八島島麦

千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千会
代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代根根色

︵佐賀県︶

茨城学之嵩金井正
茨城島田俊男金井正
茨城染谷寛金井正

茨城儀崎孝子郡司勝美
茨城大内元一郡司勝美

茨城青野吉雄金井正

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

︵平成肥年Ⅱ月〜平成陥年吃月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

山梨県文珠川雅士鈴木勲

東京都進藤秀夫鈴木勲

東京都鈴木進鈴木勲

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

︵平成旧年Ⅱ月〜平成陥年吃月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

0
6
）

茨城田中真悟金井正
茨城渡辺昌彦金井正
茨城藤田隆之吉田功

︵入会者︶

飯国雄司
田中忠厚
久住一郎
原田厚子
五十嵐博
川上良輔
安田明彦
大西員彰

森洋三

嶺岸秀一

山根弘行
渡辺敏雄

飯田英治
江尻祐介
丸山善久
宍浦重智
小林雅典

八木陽

今村孝明
鈴木尚文
遠藤昭司
相津喜義

片波見昌浩

田村貢

︵紹介者︶

荒木光哉
中筋弘充
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
山崎晶司
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会

秋の叙勲受章者

市村員一殿

瑞宝中綬章︵教育研究功労︶

京都大学名誉教授

七十九歳大阪府

瑞宝小綬章︵文部行政事務功労︶

七十七歳東京都

宮本繁雄殿
元国立教育研究所企画調整部長

国立教育研究所名誉所員

島田雅治殿

瑞宝中綬章︵教育研究功労︶

七十六歳島根県
島根大学名誉教授
元島根大学教育学部長
元島根県立国際短期大学長

白土四郎殿

瑞宝双光章︵教育功労︶

七十六歳千葉県
元公立中学校長

会

︵入会者︶

︵紹介者︶

細野正子 佐藤金作
江森幸代 宮内好雄
岡本茂 宮内好雄
奥山喜和子 宮内好雄
河合典子 宮内好雄
谷口敬三 宮内好雄
茅野修 宮内好雄
中村司 宮内好雄
増田正美 宮内好雄
岡本昭二 荒木光哉

小川義男狭山ヶ丘高等学校長
八木秀次高崎経済大学助教授
コーディネーター木村治美共立女子大学名誉教授

基調講演者中篠高徳アサヒビールⅢ名誉顧問
パネリスト尾田幸雄お茶の水女子大学名誉教授

メインテーマ﹁新しい社会ルールを求めて﹂

会場学士会館

期日平成Ⅳ年３月茄日︵土︶阻時刈分〜肥時加分

弘道シンポジウム二○○五の開催

根田田田田田田田田倉色

司会木屋野正勝本会評議員
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島野野野野野野野野佐麦

会長鈴木勲

原海部
正英真

山崎隆司渡貫博孝吉田功

特別会員朝倉治彦石津芳次郎石渡敬市原正夫

菅野寛明北村晴朗クライン孝子倉次重一

市村真一小川義男加地伸行梶田叡一
加藤尚武金杉光二金子政次狩野冨吉

戸辺好郎永野健長谷川茂郎長谷川治一

斎藤知正佐久間彊佐藤俊夫白鳥正
下村敬造高橋史朗高橋誉富丹治久

服部忠蔵春山宇平馬場菖夫東園基文

水沢利忠宗政秀治森隆夫森田康之助

福原修深川明古垣光一古川清彦
古田賞堀賢次松平永芳松永信雄

師勝夫安田豊作山室勇臣山本哲生
若鍋尚志渡部弘渡辺正麿

終身会員相川孝夫安藤太郎飯田寅次郎稲村勝美
今井千代田郎宇田川正照内田武文榎本匡吉

片野嘉雄片山芳子金子ゆかり亀山基恵生

大兼利之大坪蒸岡時雄岡本通

菊間健夫京野正樹久保田精一河野卓男

長沢俊雄西村喜久郎韮塚一三郎根本一郎

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武部良久
鶴岡寛三郎常泉健一戸村良仲村正和
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副会長古川哲史

顧問瀬島龍三
理事秋山富一 生平幸立 尾田幸雄 鎌田正
木村治美 高坂節三 土田健次郎 中田和夫
松平直毒 茂木友三郎

古川清

監事伊藤克巳小谷隆一
評議員飯塚一雄 入江孝一郎 小野健知
木屋野正勝 黒羽亮一 阪谷芳信
菅谷栄夫 高橋昌郎 多田建次
西村幸雄 宮崎哲夫 藤下昌信

藤七津勝

彦隆武長

望月兼次郎

繁田四郎 繁 田 良 一
細田吉蔵 松崎美代子
三ケ田金弥

吉田政博 渡辺敬雄

古滝賢次郎

古滝達

山口武夫 鎗田

松本才 松本真

三扇．三閉巨昌一西﹈シ○六のＯｚ

海外会員三﹃閏ｄ号ご巨富氏○ｍ聖ｚＰｏシ

室匿い弓①昌穴○ｍシ閏のご

口気西国用冒宣○訂甲工四寓昌

馬場英彦早川広徳藤島昭治郎藤島康彦

西井信弘沼田英雄野田楽子畠山淳吉

古川守人鱒沢昇南岩雄村井研一郎

森田誠喜矢羽々昭夫八巻恒雄横田忠司

吉田省三吉田禎吉吉丸蓉子米川腫夫
鷲盛瑞良

宮城県安曇謙三安曇祥二川島利章菅野多利雄

佐々木敬佐々木拓雄佐藤憲夫高野十

菊地昇菊谷誠後藤宗一郎需藤正美

高橋善幸高橋昇高橋延一高橋平馬

堀田正一郎松坂英明目黒芳昭茂泉謁佐

手島典男中山師治七海正武西津啓文

毛利平谷津律子渡辺博

秋田県田口大師戸津正男畠山東太郎藤肥正三
員井田善悦

山形県相漂長治板井角也百瀬麿雄
福島県熊谷三四代斎藤浩哉佐藤保文柴田司郎
田久孝翁丹治幸吉畑敬之助

住谷鉄雄前田勇森下功

茨城県貝塚茂樹鈴木良一関五郎関口英夫
高栖候坦野口正之半田啓二平山昭生
栃木県佐藤康弘須賀淳塚田雅男塚田保美
群馬県荒木健一石原喜代二稲塚勇氏家実
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一般会員

北海道今井兼一大月武志木村俊昭 斎藤元護

佐藤仁高島秀雄高橋兼夫 富田迫夫
永井輝中村浩一花田俊勝 森義雄
安田勲安田俊明山下忠行
青森県一戸竹治

岩手県芦文八郎安藤厚石川喜一 伊藤正吉
伊藤博稲垣キッ子因幡重雄 江六前安巳

及川柴雄近江昭大岡重典 大崎弘一
大津弘毅小嶋久人菊池啓 佐々木竹夫
佐々木初朗佐瀬書朗佐藤重利 佐藤孝夫
佐藤正巳下脇良夫菅原和朗 鈴木五助

高橋克需高橋繁高橋力 高橋英夫

高橋勇三田口勇之進千田久迩治 土川三郎

寿一男

埼玉県浅田俊夫新井慎一安部利平飯島正美
市村セイ出和夫井上信子江川豊太郎

川口京子河野幸枝神成裕木村良平
久保庭信一小菅峻道小林靖昌小柳光春
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哲夫
高橋勝竹村富子田村和凡土橋隆信
西内一郎長谷川勲平井一夫平野正光
広崎俊明発智秀雄真下博孝増田一郎
宮崎みつ子矢吹中山下直樹山辺知行
吉住龍雄

千葉県天野才八天宮満安藤隆弘五十嵐一郎

池田太郎石長川博伊藤信光井上武

雑賀富雄祖父江昭一高柳善男滝口松蔵

谷本茂雄田原道生筑後則辻幸蔵

槌谷一彦中川卓志中村喜司中村二郎
鍋谷欣市並木昭靖根岸亮介根本淳祐

長谷川充必方畑中治花香情平井尭

野口昇信岡武萩原勝長谷川達雄

平野泰伸藤田たか子古橋登松浦成子

村田新司柳瀬秀雄山崎侃山下孝子
山田喜昭鑓水浩吉田徳二米田耕司

若狭雪雄和田昭通

天畠一郎安西英太郎阿武九三郎飯嶋清

東京都青戸陸子赤松豪浅井しげ浅田隆夫
渥美和也熱海則夫阿部情阿部光夫

池田順二池野和己池守健彦砂金俊夫

小測守男梶村昇片平進一加藤茂男

沖田耕也奥田員丈長村幸雄小漂民三郎

大木文雄大越章弘大津幸夫大杉俊彦
太田克彦大洞陽一岡本信子小川徳松

江渡成幸大内保治大門隆大賀寛二

植田康夫上田幸夫上野明義榎本のぶ

伊藤幸七郎伊藤文稔犬養悦子今尾知義

石井武子石川正郎石川忠久石川松太郎

大八木正子岡川宏道岡本親宣尾形伊之吉

宇井貞文卯月幸鵜之津康雄大岩好昭
大榔利夫大島千代子大竹博大森敏夫

石川良子石橋義弘伊田和身出井猛

小川成義小津絞小津深尾田綾子

小田金清落合高省小山光泰糟谷正彦

河内朝夫越川重小島一郎五代吉彦

川村優喜勢隆家木下操櫛部正直

小林孝雄小林信夫駒沢幸三郎斎藤明
斎藤情笹本武雄佐藤吉男白鳥千鶴子

鈴木英司鈴木亨鈴木仲秋関益太郎
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金井肇金子義徳加納岳鏑木義之

松本忠史真辺将之三浦良雄水田武

前淫員夫松尾寛二松原正憲松本幸三郎

宮崎正彦宮津妙子宮本繁雄三輪田芳子

神守隆一神山倍三川口重男川口ふみ子

川崎修川村博神田直樹菊池敏夫

渡辺八洲男渡遥興五郎渡遥芳子渡部武

山口晃山口豊山崎吉彦山田康介

森下千喜子師俊紀八木秀記夜久正雄

吉田幸治吉永俊之倫理研究所図替室脇屋哲夫

山田なおこ山中道勇山本毅横山安宏

武藤信夫村田惰元津弘幸森岡正宏

相良憲昭佐久間聖名子佐藤孝塩沢光利

喜田安信木山高美楠元尾鯉川英一
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
斎藤健一斎藤好美三枝武坂口和男
下条進一郎下中直也庄司臭明進藤秀夫

柴田武柴田昌弘島田四郎清水美彦

神奈川県赤司博之足立隆有川武勲生山智己
石毛慎一石沢彰文植原和浩内海静雄ｊ

有働義彦榎茂弘遠藤惇岡本文男６ ｌ

く

杉田正司鈴木寛一鈴木重雄鈴木進
鈴木延雄首藤尊良清野富夫曽野洋

小谷昌後藤寛小林鉱治小林三郎

落合徹尾俣セツ子金井勇蟹江正明

高岡浩二高田賢高橋梁治郎高橋恭介
高橋新平瀬島順一田熊り州田口和巳

菅原道照高倉弘高間勇武末隆夫

新潟県今成卓而棲井守麿川正昭

山口員弘吉村七郎

水谷妙子水野実室伏武安留栄

藤本道夫船山裕幸堀田修平堀口恭宣

龍口健一千田洗豊嶋転三長谷川害郎
浜田史雄半田栄一播戸正臣福田好貢

佐々井典比古貞慶長昭下山良新沢憲生

竹野日出雄田中一徳田中 孝田中治男
環中田貴志男中村一男
中村伸之介中山幸諮長戸元三郎永松慶也

藤田芙美藤村和男藤本茂夫牧光徳

奈良威野沢登美男野島信明野田光雄

田中万吉中川

野村浩司長谷川篤長谷昇嶋沢孝

東内一明久田龍二菱山幸一日野文麿

平林智司麿淫節三庚田滋慶田史郎
吹浦忠正藤井陽光藤岡知夫藤田豊
保坂徹夫細谷士武弥細谷政弘堀内政三

富山県

浦林寛英 近藤昌彦清水美晴
岡山県

山口県

文珠川雅士

山田喬

事務局長

福永昌徳
高橋文博
三浦順郎
坂本幸治
赤松泰伸
植村利夫
大家重夫
小柳治道
中津保夫

坂本果

椛田信吾
後藤俊彦
吉富政夫

吉田順一郎綿慣由章

有間重喜西田春善正木啓介

山崎善正

大庭茂美古川清光

末次祐司
松本慶蔵
冨嶋宗雄

願問 浅野俊雄 古瀬禦丸磐根
支会長 松本幹彦
副支会長 石倉織雄 藤木敦
監事 三好和男 岩成秀彦
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 山本直治福島律子
狩野冨吉

島根支会

支会

鹿児島県

宮崎県

大分県

熊本県

長崎県

福岡県

高知県

愛媛県

香川県

佐賀県

池田稔 石野士夫小林清田内龍治

青木安弘 赤麿正男 小林元亨
浅野弘光 石原太紀 伊藤毒 今井春昭
岩手達夫 江崎力 岡崎久 桐山五一
小邑政明 佐藤正明 清水治 西脇幸夫
村山鐸司

福井県 稲木孝二郎
山梨県
長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

北村俊夫 福田太加志矢野恭克

石田光

永井伸和
福島猛夫

竹内善一

園岡靖夫

長瀬省吾 服部迫雄平井千代松下貌三
渡部正義
石井新太郎 王暁葵
大河原唯視 小田博一
加藤十八 木村寿 小木曽照行 嶋田麻知代
鈴木保賞 高田敬子 宮田力松 山 内 司
山田哲史
植田清宏 津井敏郎

大阪府

京都府
兵庫県

奈良県 金森茂一郎
鳥取県

秋山勝正 安部晃 大西洋一
小谷久雄 清水昭允 高多彬臣
田中昭文 田中宏明 土井康稔
西尾邑次 漬口豊明

長石肇
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岡正

事 鶏 局 次 長 木佐由延
︽ 云 巨 貝 青戸宏明
青戸良臣 赤江美穂 安食富晃
芦田龍雄 安達伸次 安部登 安部正哉
天津邦之 有馬毅一郎 飯国雄司 飯田光
飯塚勝 飯塚隆一 池添清見 池田敏雄
石倉初 石倉国男 石飛隆雄 石 原 肇
石原信夫 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 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 岩崎亨 岩田渥男
岩田正樹 上田業就 宇治原貞夫 内田栄
梅木祥司 江口博晴 江角郁夫 江角比呂志
大石武博 大坂武 大崎能園 大島修
太田多美子 大津義文 大畑賞秀 大森広子
岡嘉昭 岡本修治
大矢幸雄
小川正道 尾崎安男 小津秀多 小田繁俊
落合嘉信 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 揖野妃都水 春日光男 荊 尾 俊
勝田稔 勝部克己 勝部和承 勝部義夫
加藤悦司 加藤武行 兼折右慈 上谷慎二
加本良治 川上祐司 鞍嶋弘明 河角静

川谷定保 川津啓義
河村政経 川本忠俊
吉川哲夫 吉城聖顕
清原茂治 久保田治三
鞍口昭二 黒崎行雄
高野良彦 河原一朗
小谷繁正 後藤院一
佐伯厚 坂井弘数
佐々木茂 佐々木孝賢
佐藤健治
真田直幸 佐貫泰則

佐堂博

川原良一

桜内強

川村淳

佐藤誠

佐々田一博

北野静男
規家文雄
倉井正喜
桑原克夫
小島博野
才木雅伸

神田義克
木下英樹
熊谷正行
黒田章義
古浦義己
後藤美利
坂口彰彦

佐々木宣之

佐藤隆幸

佐野明 佐原亘

須藤昌幸
高尾保行
高橋昭治

竹谷強

田中久隆

鍔木篤
塔間武

長井悟 永岡達朗

白石隆子
須藤文義
陶山吉朗
高橋和男
竹崎康次
田中信道
土谷武盛
藤間元康

津弘吉 山藤哲夫 柴田博 島田雅治
杉原隆
清水寛 庄司肇
杉原有 須藤隆英
須山彰 須山守

内藤章一

高梨光男 高橋英二
高橋能範 高見武男
田壷勉 田中忠厚
田中瑞夫 士江博昭
坪内邦至 寺本夏雄

友森勉

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 栄
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中村清志中村倹三夏野秀利浪花俊雄

奈良井混成相有一西治西智文
西尾栄一錦織靖雄西島正敏仁田準

新田康二野津栄野津哲野津満
野々村恒夫橋本辰生橋本敏雄秦征治

秦潔畑勉花田栄治花谷耕三

早川求林充也林干城原敏
原洋二原周弘原野敏雄引野健蔵
平木栄平田哲実平山明広江朝夫

広江千年麿津卓嗣麿浬将城広原啓視
福田和夫福田浩三福田正明福田政隆
藤原弘道舟木征一細貝篤志細木保興

福頼弘晃藤井康夫藤波稔藤原徹知

干潟町支会

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

吉長義親若槻士郎若槻慎二和田明

和田惇子和田秀穂和田弥生和田由美子
渡部昭久渡遥克彦渡遥晴夫

会長菅谷栄夫

顧問高木豊

副会長上代光祐浅井和泉

監事越川昭柴田小左衛門内田環ｊ

幹事伊藤龍芳井上洋一大湊忠文菅谷一雰糾
高山寛一小久保昭治菅谷定雄塚本隆 く

栗栖精一林修一伊藤嘉平小林隆

庶務古橋謙寿︵井上洋二︵塚本隆︶

会員熱田淳熱田正雄穴沢輝一飯田明

松浦修六松浦正敬松浦幸年松田夏夫

細田博史前田孝亮前田徹間田浩彬
松本功松本敏雄松本淑子三浦尚二

宇井芳夫内島福治遠藤良一大板一彦

金杉国照金杉佐久治鏑木惇一上代章造

大板博大根敏夫金杉清金杉祐次

石井勝也石毛春雄伊藤識岩崎五右衛門

三浦稔子三浦正樹三上昭憲三賀森晃
三島房夫三原治夫三宅喜保宮廻俊盛

森脇賢安井好麓安江英彦安田和彦

木内郁夫木内清夫越川進越川正次

向田忠行村尾亘彦森泰森山祐次

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

作佐部寛守椎名嘉衛柴田正義菅佐原滋之

小林克己斉藤好郎斉藤良知斉藤喜代治

山田忠男山根憲昭山根林山根正明

菅谷昌澄

菅谷勝雄 菅谷喜作 菅谷匡義
菅谷誠一

菅谷英一郎

杉崎久 鈴木寛 高 木 徹

菅谷源兵衛

菅谷健一
菅谷陽一

坂牧光義

佐々木司佐々木小次郎

佐藤邦夫

佐藤茂 佐藤裕下山和久 白井英雄

鈴木和夫 鈴木信人高梨孝雄 高野哲二

高 橋 保 高橋宏田中元一 谷口敬三
茅 野 修 千葉義行塚本豊 士屋柴

藤井浩

増田正美松尾清 松田武

原田勉平塚ヒロ子

坪倉和毒 戸辺一夫戸辺勝恵 戸辺光政
戸辺慶成 中村司中村富士夫 永瀬好邦
長妻美孝 沼田兼橋本光利 初見良昭

林輝

本田洋治郎

石原法重

朝比奈豊治

若林員一

山口仁美 山崎和枝山崎義二 大和崎淳
山中武彦 横山正樹吉岡輝雄 米田博

茂木長三郎

森山典子八崎範之 山口稔男

松村英正 三島登宮内好雄 宮本精一
茂木国子 茂木佐登子茂木七郎治 茂木七左衛門

大石俊昭
佐倉支会

渡貫博孝

顧問 菊間健夫倉次重一

平山秀樹粟生喜三男

石渡敬

監事 服部忠三宍戸宏

副支会長

名誉会長

木村亨

支会長

小松原昇

日下部寛太郎

黒川浩

角谷一夫

岡田直四郎

岩田勉

高木喜兵衛 高木武雄 高木利治 高木治冨
高野基二 長谷川園雄 花香幸作 堀江信慶
宮崎昇英 宮崎精二 宮崎敏夫
宮沢敏雄 米本新治 若梅力

道願繁

野田支会

副支会長

近田孝夫
戸辺好郎

支会長 茂木友三郎

事務局長

会員 青柳均 秋田誠二麻場美彦
飯野貞夫 生 田 昭 二 石 川 英 一
石引芳樹 一色輝雄井手克芳
上原哲哉 江端道明江森幸代
大関健道 大 滝 伝 大 塚 博 昭
岡本茂 奥山喜和子柿崎秀子
加藤保夫 河合典子河原秀治
木村千恵子 逆井芳男日下部哲好
倉持又彦 栗林達雄栗林員人
桑原時夫 小嶋真二小林健二郎

雷藤仁 雷藤吉巳境博照 坂倉良助
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理事円道寺茂倉田彰夫佐藤金作山崎
長竿民子石橋実
事務局 長 松 戸 正 利

小川弘子押尾豊幸川越源蔵川名部実

藤江徳也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
森栄一安川政好山田市郎渡辺美智恵

東英夫比留間尚福田美佐子福山昭

中村克凡行方正夫桧貝信一郎桧垣和子

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

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

佐久間昭桜井静子佐治洋之助佐藤強

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
黒岡美枝子黒沢安恵小出行雄小藤計

川辺敏木村浩京増博清津瞳子

臼井尚夫内田儀久浦野喜代子海野道義
円城寺信夫大川徹夫大川靖男大友喜代

会計田測良和
員秋葉二郎石井和夫石渡菊枝井上公平
井原重之岩淵好弘岩測成子鵜沢卓也
会

登
安房支会

庄司

厚安田豊作

渡部八重子綿貫登美子

顧問長谷川治一

副会長仲尾卓二高橋博夫

支会長福原修

監査榎本春光村田武麿

幹事渡部上安西信雄武田金市郎鈴木亭

金丸謙一青木紀夫金木賢三青木嘉男

北浦実吉田幸昌永井幸彦渡辺裕

く

６

石井秀吉田豊子兵藤恵美子佐久間秀子﹄

坂口まさ子６

地区委員岩本和富田明佐野義男土橋保夫
大沢千丈小藤俊夫渡辺重雄鈴木好雄

加瀬俊次本橋仁宮沢治海生貫敬子
庄司艶子

磯部和子山本泰久
事務局畑俊一高梨哲朗渡逼一義小田喜明子

会貝安西雅行石井忠雄今宮靖雅岩波正夫
大島精一大田文枝大溝好子尾形弘道

小林安生小松雄光古宮幸八郎小宮忠

加藤みつ角田迫夫金房保鎌田久子
川上賢爾川名直治黒川邦保小林進

有田支会

小宮義夫坂本美江子佐久間邦彦佐久間麿勝

真田三郎佐野哲男佐野妙子佐野正夫

地引三良島津晴久庄司徹代田浩二
鈴木宗平鈴木誠鈴木光男須田芳郎
高梨政道高橋修武田愛雄角田陽子

平川支会

会長宗政秀治
副会長鈴木茂興

理事篠崎弘切替正藤崎岩夫高橋信夫

貝伊藤義彦井上正夫内海

近藤繁雄佐久間孝幸佐久間穂鈴木幾久

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

Ｉ

川津勇切替正一房切替良寛近藤仁一師

江沢国夫小倉久片山保吉金子昭次ｊ

茂宇野乙吉

石井恭雄杉山晃斉藤哲夫
事務局長秦信一郎

梶原貞信金ケ江重綱鴨打邦行篠原啓一郎

杉浦征生田漫雅三

永谷源一根本鎮夫葉岡部秀夫平戸雲
古沢厚良山崎克巳山田博光山田恵春
山中 晃若林道郎

支会長山崎晶司

八千代支会

深川巌深川聡深川剛松本信幸

幹事長山口和徳

副支会長沼里親一

行武登

水辺紘治宮田清登山口隆敏山口博

鈴山哲副島利孝田代正昭手塚信雄
徳川道郎永尾光義西村員夫西山徳
西山清治西山義久橋本孝腹巻文雄
久富桃太郎秀昇樋渡俊秀深川一太

会

監事筑紫静男東平喜久雄

星谷悌二本間誠章増田基彦三平勉
本橋亮一森成吉安田耕太吉田久雄

事務局伊藤典夫

出山恒男花田卓治平島守道福岡和徳
吉見貞男渡辺嘉助渡辺祐典

支会長深川

査坂井勝也

幹事古田

賞明

員出雲悠司岩永正太浦川正徳岡本正春

会監

市村順一郎

大熊正雄

岡部永 岡本知也

及川健一

稲毛英三 井上滋
上杉修二 浮貝公雄
江尻祐介 江田浩昭

石川潔 石川誠

会員相津喜義 相津康 秋山泰彦 浅野陽一
浅見光子 浅見幸彦 麻生秀樹 飯島好美
飯田英治 五十嵐博 井内秀敏 池田博人
池田順一

加賀情

片波見昌浩
狩野公太郎

越坂公一

岸平和久
工藤雪雄

佐伯崇夫
茨城支会

豊田正昭 内藤俊夫
中村正人 永井元博
並木昇二 仁井山久夫
長谷川優 畠山博明
原田厚子 半津洋次
藤森牧男 升野嘉久
三浦義彦 三橋勝則
三原義秋 三間芳弘
深山春雄 村上善司
森田克司 八木康行
矢口孝 八代英世
山根弘行 山本正義
湯原啓夫 吉村昌彦
渡遥綱義 渡辺敏雄

中嶋健 中村淳

森洋三

宮原英二

嶺岸秀一

三浦幸子

麿川実

長岡勉 長津哲彦
萩原康正
蜂谷美子

西山芳郎
蜂谷昭夫
平瀬典子
丸山善久
三橋洋子
宮崎芳雄

森

八木陽 薬師寺修

安田明彦 山 田 祐 志
湯浅修光 湯浅敏和
若松竜二 渡遥一世
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海賓伸一

加賀谷孝
上山篤生
川崎昭男
久住一郎
小泉晴美
小林雅典

青野吉雄飯塚彰飯塚義信

鈴木一好

白田肇

岡崎宗一郎平戸敬一金井正

郡司勝美一色史彦

次之豪孝卓蔵功

坂本仁 坂元昭文

支会長

︽云三員

監査

幹事長

副支会長

佐藤雅英

幹事

佐藤誠

敷地淳一 宍浦重智
須尭福美
高谷節隆
高橋正彦
竹原秀夫

鈴木尚文
添田秀和
高橋忠和
滝瀬久子

田村貢 東金強

毒禦口祷橋桑田

伊東稔雄 伊藤泰彦
今井幸男 今村孝明
内山民恵 梅津友彦
遠藤隆 遠藤昭司
太田公昭 大西員彰
加藤孝明 金子勲武
川上良輔 川崎寛治
木村恵子 曲沼三七夫
窪田由延 黒田富士男
小菅知三 小林伸夫
坂井誠一 酒井英勝
棲井一彦 佐々木秀一
鮫田信夫 塩田孝弘
島弘幸 志村幸男
仙福克禎
高梨賢次
瀧津昭彦
田中典夫
瀬戸雅春
高田義之
高宮昭裕
武森公夫

青磯矢以船川吉

石井弘 石川馨

石川伸二 儀崎孝子

市毛宏知 市村昭武 井上昭 薄井徹
大内元一 大久保紀夫 大熊定男 大 島 柴 二
岡本重男 小川員幸 小沼良忠 小野瀬怜子
学之嵩 賀沢一朗 加瀬征雄 加藤高蔵
川崎正之 川又正行 菊田宏 菊池成夫
菊池弘道 菊池庄重 木村欣司 粉 川 健
小林幸夫 後藤善一 近藤伸由 斎 藤 貞
桜井勝正 桜井作左衛門 佐藤正夫 塩谷文則
篠原光 島田俊男 鈴木重宣 鈴木俊雄
鈴木秀満 鈴木賞 染谷寛 高橋能久
滝田昌生 竹村広治 田中真悟 田崎馨
谷川辰男 千葉邦明 手代木英夫 織正治
士岐良典 冨田正一 冨山明子 中川昇一
永盛恵 西谷隆義 西宮能信 沼尻信雄
平岡徹 平野拓也 麿瀬文男 日渡正弘
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 横瀬敬司
渡遥基一 渡遥高志 渡漫宏 渡漫ふみ
渡辺昌彦 渡遥幹雄 綿引道典 和田俊次
和田忠男
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木更津支会

隆己子実清賞男彦一平

顧問 石川昌

勝 英 秀 一 睦 純 小

支会長 若鍋尚志
副支会長 沖津三郎
理事 渡逼文子 渡過朱美西賀善蔵滝口敏夫
三枝英司
監事 荒井弘導 斉藤儀平
幹事長 害藤善作
伊藤克巳

網城勉 在原博 安藤泉

本多正一

安藤範夫 飯田昭二 池田良
石渡七郎 井出雄二郎 伊藤勝
宇山美代子 江野津和彦 岡崎源恵
鹿島冨士夫 加藤良二 佐久間朗
重城正義 白石澄枝 武内情
立原法久 田中修贈 仁平晃
長谷川勝由 榛津敦子 平野明

細井系太郎 堀内正一

村松正秀 村山康太 安田英雄

山中彰

靭田浪口村田野月井藤

副幹事長

今云巨貝

銚子支会

八村藤野竹重荻卯石安

顧問飯岡四郎阿部
明高橋

支会長金杉光二
副支会長白土四郎猿田正城
幹事長飯塚藤三郎

幹事大木術伊藤寛之島田良介
庶務会計佐藤米吉宮内隆夫来栖亮吉
監事古川秀臣篠田庄太郎

岡野敏昭押田和彦加瀬公毅加藤隆
神原靖夫小池孝向後憲男小嶋昭三
榊原久良子柴崎孝市新行内隆鈴木章裕
鈴木粂雄酢谷伊知郎関野政次高野朝一

田中啓康外口正芳中嶋桂一中西麿
成毛春夫西谷倫子房州洋一員久孝昭

松浦光善宮内隆宮内正一弥勅院満

百川東一山本明吉松勝渡過敏夫

対外交渉について

︵前略︶此の後益々国威を張らんとするには︑些細の

して其の曲直を正しくすべし︒其の不法を正さんとす

事にても彼の不法を許すべからず︒必ず理非を明かに

るには︑一個人の力にては之に敵すること能はず︑必

ず同業又は同志の人相連合して之に富らざるべから

ず︒又之を篤さんとするには︑其の連合を輩固にし︑

十分の忍耐力を持せざるべからず︒従前本邦の商人が

外園商人の不法を矯正せんとしたること屡々ありしか

キ．ヨウコ

タクラ

ヒソカ

ども︑或は其連合窒固ならずして︑中途にて暖昧と

なり︑或は其連合中に私利を巧む者ありて︑霜に彼に

内通するよりして其の事遂に瓦解に帰せるは残念なる
ココ

ことなり︒畢寛は忍耐力の乏しきと︑永遠の思慮なき

とよりして差に至れる者なり︒︹西村茂樹国民訓﹁第

八対外﹂の章より︺
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弘

貝荒 野 和 子 石 神 義 蔵 石 毛 俊 三 石 毛 弘 二

会

１１・ＩＩｌＩｌｌｌｌｌｌ

︽茨城支会活動報告︾

︑／一平成十六年度の総会を︑去る十月十六Ⅱ山

よ−時荊糾峰醗匂睡跡や蔀の峠郵凱諦添岬咋蛎

だ一告します．
合云一○四村会祖ご真影礼拝

支一一︑開会の挨拶支会長吉田功
一二︑議事
４１１ＩＩＬ川平成十五年度事業報告
㈹講油会の実施

平成十五年九月二十七日︑茨城支会発足十周年を記念

た︒

して鈴木勲会長から﹁日本教育の課題﹂の講演を頂い

平成十五年度二十七名の新入会あり︑本日現在一○二

口会員の増強
名︒当年度は学校長ほか教育関係省の入会が目立った︒

州朝の読菩
読書の動機付けについて茨城県教育長に依頼したとこ
になった︒

ろ︑茨城の実施率は小・中学校とも全国トップクラス
②平成十五年度収支決算報告
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一 一 一 一 一

同監査報告
③平成十六年度事業計画︵案︶

倒同収支予算︵案︶

いつしきふみひこ

︵船橋幹事長・磯畑監事︶

三︑講演会
︵建築文化史家・茨城支会副支会長︶

講師一色史彦氏
演題﹁七福神の世界﹂

ｌ聖と俗について考えるｌ
日常生活の上で示唆に富み︑その中から﹁七福

働くことを喜び︑物を大切にする心をもち

誠実さと律儀さをもちましょう︒

神・日々の目標﹂を次に紹介します︒
月曜日は恵比寿の日

水曜日は毘沙門天の日

愛敬をもち︑家庭を大切にしましょう︒

困難に立ち向かう勇気と威厳を身につけま

火曜日は大黒天の日

木曜日は弁財天の日

健康に注意し︑元気で長生きしましょう︒

ましょう︒

金曜日は寿老人の日

心を広く持ち︑真理を求めましょう︒

知恵を働かせ︑明るく人に接しましょう︒

しょう︒

土曜日は福禄寿の日

︵Ｍ・Ｉ記︶

日曜日は布袋の日

四︑閉会挨拶副支会長郡司勝美
○会祖に再拝︑互礼して散会

︽平川支会活動報告︾

平川支会は︑年度計画により︑十一月十六・十七日一泊
二日︑バスにて県外視察研修会を実施いたしました︒

○宗政秀治会長・鈴木茂興副会長はじめ︑会員二十二名

の参加で︑茨城県土浦市の稼科練記念館︑内原町にある
義勇軍資料館︵満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所跡︶を
見学︑往事をしのびました︒その他牛久大仏︵ギネスブッ
クに登録された高さ一二○ｍの青銅製大仏︶を参拝︑一
日目を終了︑奥久慈の宿に着きました︒

○夜の宴席では︑会長の音頭により二名の物故者に黙祷
をささげ︑以後なごやかな酒宴のうちに会員相互の親睦
を一層深めることができました︒

○二日目も晴天に恵まれ︑袋田の滝︑龍神大吊橋︵長さ

三七五ｍ︑歩行者専用としては日本一の長さ︶など︑奥
久慈の秋の景観にひたることができました︒

な研修を終えることができました︒

○帰路のバスも順調で︑早くも来年を待つ声も出て良好
○研修視察旅行参加者

金子昭次篠崎弘筑紫静男高橋幸雄杉山晃宗政秀治
井上正夫山中晃高橋信夫伊藤義彦根本鎮夫長島靖洞
切替正平戸裏伊藤典夫古沢厚良鈴木茂興鈴木幾久

︵事務局長秦信一郎︶

山崎克巳仲野勝蔵斉藤哲夫秦信一郎
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一言葉の
︶

一ひろば

拝復

この度図らずも御見舞を頂戴いたし
誠に有難く深く感謝申し上げます︒

〃小千谷地震〃の警告は大分以前か
ら出されておりましたが︑このように
突然また連続に来られますと心身共に

新潟県六日町東泉田
今成卓而

平成十六年十一月一日

敬具

日本弘道会会長鈴木勲様

鹿川正昭

会長鈴木勲様

慶び申し上げます

拝啓時下ますます御清祥のこととお

日本弘道会

はますますご清栄のこととお喜び申し

晩秋の候鈴木会長様におかれまして

このたびの内閣改造にともない文部科

心より感謝いたしております

在任中は公私にわたり御懇情を賜り衷

学大臣を退任いたしました

より過分のお見舞いご激励をいただき

この度の中越地震に際して︑弘道会

上げます︒

心からお礼申し上げます︒私自身も皆

ツ・文化の振興と邦家の繁栄のため微

今後とも教育・科学技術・学術・スポー

力を尽くしたいと存じますなにとぞ

様の厚いご支援により︑どうにか通常

十月末日には︑新潟で予定した第

の生活に戻ることができました︒

願い申し上げます

従来にも増して御指導御厚誼のほどお

まずは略式ながら書中をもって御挨拶

るを得なかったことは大変残念でした

申し上げます

六十四回日本道徳教育学会を中止せざ
が︑気持ちを取り直して次の仕事に向

幸い小生のところは中心部に入ると

消耗してしまいます︒

かうことができました︒これも︑皆様

敬具

衆議院議員河村建夫

平成十六年九月

被害は少なかったので︑皆様の御厚意

願い申し上げます︒

今後とも︑ご指導のほどよろしくお

がとうございました︒

と感謝いたしております︒本当にあり

の温かい思いやりと励ましによるもの

を中心部の友人に分け与えたく存じて
おります︒

敬具

御礼妾々貴会の益々の御繁栄を御祈
念申し上げます︒

平成十六年十月三十日
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薯
っ
も
鞭
＆

大臣を拝命いたしました

このたびの内閣改造にあたり文部科学

慶び申し上げます

拝啓時下ますます御清祥のこととお

いでおります︒

り︑その責任の重さに身の引き締る思

かけた重大な仕事に取り組むこととな

いたしました︒今後︑我が国の国益を

げます︒此の度はご丁重な地震見舞︑

冠省︑益々御健勝の事とお慶び申し上

国際的な一体化が進む中︑日本の外

心臓が早打ちします︒

ノ︑﹂⁝⁝今思い出しても身が疎み︑

して発展していくための最も重要な基

かり守りつつ︑世界の平和に貢献でき

外交をモットーに︑日本の国益をしっ

殆ど被害はありませんでした︒勿論︑

ほんとは幸いなことに拙宅や近所は

﹁ドスーん﹂﹁バリノ︑ノ︑﹂﹁グラノ︑

術・学術・スポーツ・文化は我が国が

文部科学省が所管する教育・科学技

す︒私は国家の尊厳をかけた志のある

交は数多くの難問に直面しておりま

心から厚く感謝申し上げます︒

二十一世紀に心の豊かな美しい国家と

盤であり責任の重さに改めて身の引き

家の中はひどいものです︒少しずつ片

締る思いがしております

る外国を進める決意です︒

組んでまいる所存でございますので一

に︑今後のお力添えと厳しいご指導を

支援に改めて御礼申し上げますととも

これまで項いて参りました温かいご

わせていた零︑きます︒万々に感謝申し

有難うございました︒別の一面を味合

付けております︒弘道の杉浦君追悼号

今後とも邦家の発展のため全力で取り
層の御指導のほどお願い申し上げます

上げ御礼といたします︒

貴︑日本弘道会の益々︑ご繁栄の程を

不一

沖明
ころではございますが︑本状をもって

集﹂でしたので︑小生にとって︑あり

処︑このたびは﹁富田朝彦理事追悼特

一○三二号を送っていただきました

厚くお礼申上げます︒籾て︑弘道第

して種々︑ご厚配をいただいて居り

祈念致します︒小生︑貴会の会員と
り申し上げます︒

平成十六年十月吉日

外務大臣町村信孝

敬具

皆様のご健勝とご多幸を心からお祈

代えさせていただきます︒

直接お伺いしてご挨拶申し上げると

す︒

賜りますよう心からお願い申し上げま
敬具

まずは略式ながら書中をもって御挨拶
申し上げます
平成十六年九月

文部科学大臣中山成彬
謹啓時下ますますご清祥のこととお慶
び申し上げます︒

去る九月二十七日︑小泉第二次改造

内閣において︑私は外務大臣を拝命
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集号﹄を︑十冊希望しますので小生宛

会員にさせていただいた次第です︒﹃特

すし︑貴会の入会も紹介してもらって

は︑朝彦氏こそ﹃従兄弟﹄にあたりま

し日のことなどを偲んで居ります︒実

ご繁栄発展されます様に祈り申上げま

健勝を祈念すると共に︑貴会の益々

向冷の時節︑貴会の事務局の皆様のご

一金︑一葛円也︵別封︶

で︑笑納下さい︒

を致したいと思い︑同封致しましたの

申上げ︑些少ではございますが︑寄附

上げます︒先ずは御礼まで

日本弘道会

会長鈴木勲様

家族一同無事であります︒

追伸

草々

樫井守生

拝復御状ありがたく拝受しました︒

つ︑過分のお言葉を頂戴し恐縮に存じ

わざわざ拙諭をお読みいただいき︑か

いて何とかしなくてはと心配していま

ます︒とにかく︑現在の国語教育につ

す︒学力育成の﹃基礎の基礎﹄とも言

富田迫夫

敬具

送って下さい︒到着次第代金を送付致

日本弘道会

平成十六年十一月八日

す︒

しますので︑何卒よろしくお取りはか
らいの程︑お願い致します︒十冊分の
送料等含めてお知らせ下さい︒

拝復

北国は︑今日も寒冷が続いておりま

追伸

がこれほど少なくてはどうにもなりま

うべき国語の時間とくに小学校の時間

事務局長様

ます︒籾て今回は﹁弘道﹂恥一○三二

りましたこと︑心から感謝申上げます︒

故︑富田朝彦生前中は︑ご厚誼を賜

すが︑おかげ様で無事に過ごして居り
を贈っていただき︑ご高配の程︑有難

こそ︑まさにこれからの人生を生き生

今般の中越地震に際しましてご高配を

前略

審で教科教育の審議をしているのだか

の常田さんに会ったとき︑いま中教

ず国語だと存じます︒過日︑光村図書

せん︒小学校で英語などやるより︑ま

うございました︒

きと暮らす為に︑その指針を示されて

たまわり恐縮に存じております︒西村

が寄せられるべきではと話したところ

ら︑国語教育関係者からもっと危機感

小生にとりまして貴会発行の﹁弘道﹂

いる︑﹁生き甲斐の教科書﹂だと︑つ

茂樹先生の自由思想を心に同志と語ら

です︒﹃弘道﹄への寄稿の件︑もしご

くづく思って居ります︒これからも続

と思います︒貴殿のご健勝お祈り申し

い真の日本道徳思想をひろめなければ
このたびの貴会のご厚意に対し感謝

けたいと考えております︒
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要請があれば︑喜んで書かせて頂きま
す︒

敬具

菱村幸彦
︵国立教育政策研究所名誉所員︶

十一月五日

鈴木様

謹啓

錦秋の候御尊家皆々様には愈々御清

籾私儀

祥のこととお慶び申し上げます
この度平成十六年秋の叙勲に際し不図

もその栄に浴しわが身に過ぎたる栄誉

様の心暖き御支援と御訓導の賜と存じ

これもひとえに御尊台様をはじめ皆

に感動いたしております
本年は誠に天災地災の重なりまして︑

衷心より厚く御礼申し上げます

漸く天候も収まってまいりましたが︑

不幸な年でございまた︒来年がこの様

す︒

宮本繁雄

︵会員︶

めっきり秋も深まり︑朝晩は真冬を

謹啓

思わせるような気候となりました︒鈴

と存じ上げます︒

木先生にはお変りなくお過ごしのこと

り一層精励致す所存でございますので

爾後この栄誉に惇ることなきようよ

程嬉しかったのかその後も頑張りまし

き︑鈴木先生から激励を受けたのが余

では︑孫の佐柄伸が身に余る賞を頂

一昨年の読書感想文全国コンクール

ます︒

うお願い申し上げます

変らぬ御交誼と御叱責を賜わりますよ

なことがありませんことを祈ってをり

しの追悼集を沢山お持ち頂きまして誠

先日はわざ／︑お運び頂き︑お心づく

今年度は︑俳句を主題にした本を取

たが︑翌年は栃木県優良賞でした︒

御拝眉の上御挨拶申し上げますのが

﹁声に出して読みたい日本語﹂の影響

りあげたようですが︑さきに受賞した

にありがたく存じてをります︒

又本日は御丁重なお便りを添えて杉浦

何卒御寛容下さい

本意でございますが寸言にて失礼の段

ありがとう存じました︒ほんとうに良

が︑強く残っているように感じられま

した︒

末筆乍ら御尊家皆々様の御健勝と御

私たちの少年時代は本を読むことが

りゲームに移行してしまったようで︑

楽しみでしたが︑現在はそれがそっく
御祝電まことに有難うございました︒

これからの子供達の思考力や人間性に

平成十六年十一月一日吉日

多幸をお祈り申し上げます
敬具

先生の追悼号をお送り下さいまして︑
い方を失ったかなしみは消えそうにも
ございませんが︒

二○○四年十一月五日富田知子

今後ともよろしくお願い申し上げま

お大切になさって下さいませ︒

︵故富田朝彦氏令夫人︶
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想文を同封させて頂きますので︑どう

かと存じますが︑孫達の書いた読書感

ところで︑たいへん厚かましく失礼

いたしております︒

悪い影響を与えるのではないかと心配

であろうと︑旅順攻略の持つ意義の大

らニコラスニ世は講和に応じなかった

順攻略にあり︑もし旅順要塞が健在な

て認識され︑日露戦争勝利の原因は旅

軍の優れた指導力と崇高な人格が改め

代戦術で乃木司令部無能論の誤りと将

順攻防作戦が強襲法という革新的な近

人によろしくお伝え下さい︒

る過程が書かれていて立派です︒お二

たく思いました︒慶君の文も深く考え

ることと考え合わせどんな俳句か知り

られます︒幼稚園から俳句をされてい

分を拝見し︑成長していることが認め

しました︒伸君の作文︑五年と六年の

敬具

鈴木勲拝

遠路お暑い中御参列御弔問戴きまして

さて故林健太郎の葬儀の際は

ます

晩秋の候御清栄の趣お慶び申し上げ

塚田保美様

平成十六年十一月十一日

甚に存じます︒

敬具

塚田拝

御芳害並びにお孫様方の作文のコピー

拝復

り行い先祖代々の眠る青山に納骨い

この度十一月十四日百ヶ日法要をと

す

志の程ありがたく厚く御礼申し上げま

鈴木先生

有難うございました

を態々お送り頂き有難う存じました︒

たしました

又御香典御供物御弔電を賜り御厚

今年は日露戦争百年ということで︑

お孫様の成長を楽しみにしておられる

︵会員・宇都宮市︶

大切にお過ごしください︒

向寒の折先生には︑くれぐれも御身

いたいへん失礼いたしました︒

筆の赴くままつい長々と書いてしま

嬉しく思っております︒

きかったことが定義づけられ︑非常に

かお暇な時にでも御笑覧くだされば幸
﹁弘道﹂毎号有難く読ませて頂いて
おります︒西村茂樹先生という立派な

方を弘道のお陰で知ることができ︑戦
後の占領政策により日本国民の精神が

骨抜きとなり︑それが道徳観念の欠
で︑このような時にこそ西村先生の思

如を生み出していることは残念なこと

なければならないと思いました︒

想を国民道徳として広く啓蒙してゆか
はからずも孫の読書感想文がご縁と

改めて日露戦争が見直され︑小説﹁坂

御様子が窺われて︑うれしく拝見いた

なり弘道会に入会させて頂いたことを

の上の雲﹂による司馬観の誤りが指摘

非常に光栄に存じております︒

されております︒そして乃木将軍の旅
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御礼申し上げます

数々の御厚情に対し改めて心から厚く

蕊に生前皆様から故人に賜りました
しあげる次第でございます

たる御指導と御支援の賜と深く感謝申

この栄誉もひとえに皆々様の多年にわ

いででして毎日目をかけていただいて

見ました河村観光協会長も近くにお

を案内し帰途銀山に立寄り松の様子を

う一層精進をいたす所存でございます

たく思います

おいでいただけるとのことご案内し

十七年度の支会総会には会長さんに

ので相変わらぬご鞭推のほどをお願い

いる様でとても松は元気そうでした

なお誠に勝手乍ら御香典は故人の遺
申しあげます

今後はこの栄誉に恥じることのないよ

志により生前関係のありました財団

平成十六年十月五日

︵島根支会事務局次長︶

木佐由延

鈴木会長様
白土四郎

敬具

︵会員・銚子支会︶

平成十六年十一月吉日

法人交通遺児育英会に寄託いたしお
あしからず御了承下さいませ

返しに替えさせて戴きました

健康と御多幸を祈り上げます

秋深まる好季節となりました
今年の暑さは格別でしたがお疲れはで
ませんでしたでしょうか

さて私こと

ができ本日お届けいたします毎年の

た︒しかし焼付けのタイミングにずれ

森の松写真をことずける予定でいまし
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時節柄一層の御自愛あそばします様御
平成十六年十一月

林かね子
林洋太郎

さて︑先般は貴会の会に狩野局長と

この度ははからずも平成十六年秋の叙

管理者により手入れをしていただき

とお慶び申しあげます

謹啓菊薫る候ますますご清祥のこと

勲で受章の栄に浴しましたところ早速

青々とこのように生々いたしています

出席させていただきその折に大

御鄭重なる御祝意と御激励を賜わり御

九月に三瓶の小屋原温泉に義兄夫婦

芳情のほど誠に有難く厚く御礼巾しあ
げます

…

中心牛十牛令牛寺寺中心牛令牛牛牛寺牛
③令牛十牛⑪牛令寺牛令寺寺寺牛寺牛寺

韓麓朴韓朴隷朴韓韓認朴
牛令今寺今牛牛令寺十令寺牛寺寺寺◇心
中◇寺牛十令牛◇牛令今令今令⑪令牛寺

＊第吃回西村茂樹全集編集部会Ｍ

Ⅵ月９日︵火︶

帥〜陥恥Ⅱ

出席者鈴木会長︑尾田︑生平︑高橋言目︑高橋︵文︶︑

多田︑古垣︑藤下︑白鳥各委員︑中田事務局長︑田淵︑
江島︑

行と３巻の付録の分担︑今後の編集業務などについて検

第２巻の発刊︑第３巻の校正・解題執筆分担︑付録の発
９月旧日︵月︶

帥

討した︒

上寺に於いて午後三時より︑鈴木会長出席︒

＊シンポジウム実行委員会Ⅱ恥Ⅱ〜岨

Ⅲ月叩日︵水︶

＊本会顧問故林健太郎先生の告別式︑東京都港区芝増

Ⅶ月恥日︵火︶

山崎各委員︑中田事務局長︑田淵職員︑

出席者鈴木会長︑松平︑生平︑尾田︑木村︑木屋野︑津︑

議﹂が開催され中田事務局長が出席した︒最近の公益法

＊文部科学省生涯学習政策局主催の﹁公益法人事務連絡会

テーマ︑基調講演者︑パネリスト︑コーディネーターな
どについて討議︒

人をめぐる問題が協議された︒
Ⅶ月幻日︵水︶

講師中嶋嶺
嶺雄
雄先
先生
生︵
︵国
国際
際社
好会学者・国際教養大学長︶

＊特別講演会を本会八階講堂に於いて開催
演題﹁中国をどう考えるか﹂

聴講者五十名︵講演記録は平成十七年一〜二月号に掲載
予定︶
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お願いいたします︒

様と共に更に深く考えていくことにし

から４日目に救出されたことは大きな

の皆川優太君︵２歳︶が土砂崩れの下

られます︒多くの悲報の中で︑魚沼市

喜びでした︒

ておりますので︑たくさんのご参加を

＠本号には林健太郎先生のご遺稿を掲

トは︑紀宮様のご婚約内定の明るいニ

︑そうして本年の悼尾を飾るハイライ

編集後記
＠本号の特集テーマは﹁新しい社会ル

頂きたいと思います︒林先生は別の論

載しましたので︑先生の学徳を偲んで

ュースで︑心からお喜び申し上げます︒

ールを求めて﹂ということで︑今日の

文の中で︑﹁戦後の日本の失った最大

︑新年号は﹁これからの道徳教育﹂を

社会の乱れを正し︑もっと誇りをもて
る社会︑ひいては日本を品格ある国に

す︒この一年の皆様のご支援に深謝し︑

平成共年士一目一夫日印刷
平成夫年士一目一王日発行︵定価五○○円︶

一

編集人生平幸立
発
行人鈴木勲
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ＴＥＬ○三︵三二六二○○○九

発行所譜日本弘道会

六

テーマとする特集号を予定していま

なるものが国家の意識である﹂と言わ
れ︑国民が参画している民主主義社会

良きご越年をお祈りいたします︒︵生︶

とにしました︒

する方策について︑具体的に考えるこ

て︑フランス革命において愛国主義が

説いておられます︒

高唱され︑アメリカ合衆国において国
旗と国歌が大いに重んぜられる所以を

においてこそ国家は重要性を持つとし

私たちは帥年前の敗戦によって︑全
面的な過去の否定から出発させられま
した︒幾多の困難を克服して︑有史以
来の豊かで自由な社会を実現しました

でした︒近いところだけでも︑Ⅱ月２

＠﹁弘道﹂の本年最終号を編集して一
年を顧みますと︑今年も多事多端の年

が︑どうやらその社会に適切なルール
をつくることには熱心でなかったよう
です︒あるいはいろいろな国々の文化

日にはアメリカ大統領ブッシュ氏の再

に接して︑自分たちのこれから暮らす
社会に適用するルールの選択に慎重に

各地を襲った連続台風︑そしてⅢ月羽

のアラファト議長の死︑国内では日本

選︑続くｎ日にはパレスチナ解放機構

における私たちの心の姿勢を問いかけ

日には新潟県中越大地震が発生︑本会

そう考えますと︑このテーマは今日

なったのかも知れません︒

るものでもあるように思います︒来年

すが︑これからの厳冬積雪期が思いや

では早速お見舞い申しあげたところで
の３月朋日︵土︶には同じテーマで弘
道シンポジウムを開催し︑参会者の皆
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西村思想の真髄に迫る

各巻平均750ページ

定価：各巻15,000〜19,000円

第1巻
A5判･760頁／定価17,850円(税込）

全Ⅲ巻

年2回(5月･10月)巻数順に配本

曲
㈱思文閣出版

第1回配本:平成16年(2004)5月
体裁:A5判･上製本函入

内容
L

』

第1巻著作1西村泊翁先生伝／日本道徳論／国民ﾖ11/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／読書次第／女子宝訓／泊翁届言／建言稿・…･…･…他
第4巻著作4自識録／続自識録／自省録／往事録／理学問答／記憶録｡.………････．．････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格勤革禦氏道徳学／格勤革力氏道徳学／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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ＦＰと冒由

ことが可能となった。

雪

西村茂樹全集

績を中心に構成。

溌愈雛道会編令発行

琳袖・改訂

西村茂樹の学問的な業
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墨

｢熱心と愛情､それだけで
やれることは､教育の
世界にはないんです｡」
−本書より−

大村はま…1906年､横浜に生まれる｡東京女子大学を卒業後長野県立諏訪高等女学校の国語教師

として長い教師生活のスタートを切る｡東京府立第八高等女学校を経て､1946年､新制中学校の教師として
東京都江東区立深川第一中学校に赴任｡1980年､74歳で退職するまでの52年間､単元学習を始め､子どもに
ほんとうにことばの力をつけさせるための実践を積み重ねる｡退職後､『大村はま国語教室』全15巻を刊行し、
今日に至るまで､執筆や講演で国語教育について､教師について､語り続けている｡日本国語教育学会顧問。
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？；・驚鷲淵峰盗患︑窪︑鞠噸感
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・大村はまのメッセＪジ３

大村はま．著唖

﹁国語教育の神様﹂と言われた
国語教師・大村はま︒兜歳の

今日までの著作・執筆から選び

１だした珠玉のことば里本を紹介．
込人を育てることに人生を賭けて

︲噸頃きた大村はまの真髄が︑ここに
唖畑妬凝縮されています︒教育者は
型ｐ製もちろん︑子どもにかかわる
畢価雑すべての大人︑すべての職業人に

酔転窄癖郭証矩しい︑心に響くことばの

志や士心孟Ｕ華得士冗馴可十．竺雷皇電雪二︑﹁ノ﹁ソ﹁ノロジこ等．仁界１アＬＡ↑更余り︒

金五○○円︵税込み︶社団法人日本弘道会
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