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自侮

孟子のことばに︑﹁国ハ必ズ自ラ侮ツテノチ人コレヲ侮ル﹂とある︒自ら自国を軽侮して他国の

してたいへん徽慢な態度をとるが︵但し漢学者はシナ人にも屈服する︶︑西洋人に対してはその挙動が卑

尊重を受けようとしても︑それはできない相談である︒わが日本人は︑どうしたのか︑シナ人に対

しこれは西洋学者または外交官に限る︶︒西洋人は皆自分の国を自慢する傾向がある︒自慢は悪いことで

屈なのはまことに笑止千万である︒ひどいのは︑自らわが日本を未開国呼ばわりする者もいる︵但

あるが︑愛国心より出たあやまちである︒どうかわが日本人の西洋人に対する言語挙動は今少し注
意して︑自国相応の尊厳を保ちたいものである︒しかし︑国学者がせまくるしい見解からわが国の

︵泊翁盾言第一冊︵五十七︶﹁自侮﹂の全文︶

ことを誇張し︑格別貴くないことをも非常に貴いように言うのもまちがっている︒

国民の長所
西洋人のマネだけをしても︑彼らから畏敬されることはできない︒わが日本人が上下こぞって西
洋人のマネをして十数年になるが︑西洋人は依然としてわが日本人を軽蔑している︒どこの国にも︑
特有の美がないものはない︒山川の美にしても︑物産の美にしても皆そうで︑どうして国民の承特
有の長所がないことがあろう︒西洋人の知らない日本人の長所があれば︑これを務めて養成し︑そ

れによって彼を敬服せしむべきである︒道徳の如き︑美術の如き︑医術の如き︑その他建築の如き︑

陶漆器の如き︑織物の如き︑わが東洋の流儀は皆彼のよく知らないところである︒これら東洋の流

儀をよく考究し伸張するなら︑彼を敬服せしむるものがあるかも知れない︒このごろ美術家はだい

︵泊翁盾言第一冊︵六十︶﹁国民の長処﹂全文︶

ぶん奮発の様子であるが︑道徳家や医者などには人物がいないと見え︑奮発するもののあるのを聞
かない︒残念なことである︒
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訓
泊翁先生

J
一

︹巻頭言︺

国際平和年と日本

土田国保

﹁仕合せですか？﹂﹁仕合せです﹂﹁どうしてですか？﹂﹁毎日自分の好きなことが出来るから．⁝：﹂︒

今年の一月六日夜のＮＨＫ一三−スの中から︑若い娘の声が飛び出して来た︒耳にしていて︑背筋に肌寒いもの

を覚えたのは︑私がやや旧世代に入りかかった人間で︑年を取り過ぎているだけの故であろうか？だが︑考えて
見れば︑かつての敗戦そして占領という苦杯をなめた我々と違って︑戦後永くつ堂いた平和な日常生活に浸り切っ
ている若者達の感覚としては︑当然のことなのであろう︒そして︑それが悪いとは︑誰も言えないことなのだと思う︒
しかし︑既に嵐はやって来ている︒国際化の嵐が︒戦争の形式は変ったかもしれない︒しかし形を変えても︑戦
争は戦争なのだ︒更に︑戦いの本番ともいうべき武力戦の危険は︑この地球上に国家・民族が存在する限り︑その
生存闘争の切り札として︑生命の危険と︑社会的混乱と︑飢餓と窮乏を伴いながら︑いつ訪れないとは限らないと
いうのが︑人類の歩んで来た厳然たる歴史的事実なのである︒

国連は︑一九八五年一○月︑創設四○周年を記念して︑﹁よりよい世界のための国連﹂をテーマに︑特別総会を

開催した︒その記念総会の最終日︵一○月二四日国連の日︶には︑一九八六年を﹁国際平和年﹂とすることが宣言さ

誰しも平和を翼わない者はない︒宗教的立場・人道的見地から︑ひたむきに平和を叫ぶ多くの人々がいるし︑そ

れた︒しかし︑記念式典で採択されるはずの﹁国連宣言﹂は︑パレスチナ問題︑ナミビアの独立問題等で︑最後ま
で各国の意見対立が解けず︑結局上程を見ることなく︑不成立に終っている︒

しし
１かし︑絶対平和・戦争皆無という世界は︑あくまで理想的世界にだけしか存在しないｏ祈るだけで
の姿
姿は
は尊
尊い
い︒︒

それだけではない︒数年前︑ある評論家がサンケイの正論欄に書いていた︒﹁美という概念に対して︑これに反

は平和は来ない︒

対する人間は誰もいない︒しかし〃美術品″となると︑中には偽物がある︒〃平和″ということに対して︑反対す
る人間は誰もいない︒しかし︑反戦・平和運動の中には偽物がある﹂︒
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日本における所謂反戦・平和運動は︑全体主義国と違って︑安全地帯の中で実施されているといってよいと思う︒

︑︑

しかし︑奇妙なことに︑反戦・平和を唱える人達の中︑ことに特定のイデオロギー的立場に立っている人達の多く
が︑
︑﹁
﹁闘
闘争
争・・
決決戦・勝利・敗北・実力行使﹂というような戦争に関連した非平和的用語を︑好んで口にするのがそ
の特色である︒

日本のおかれた現状︑及び見透し得る将来を考えて見れば︑国際平和を維持する不可欠の手段となるものは︑防
衛上の抑止力なのである︒民族を保全し︑国家を救い︑そして平時・有事を問わず︑平和を︑安全保障を︑更には

被害の最少限度の担保を荷ってゆこうとする観点よりすれば︑あのＮＨＫの娘達の無邪気な願いを永遠の願いたら
しめ︑その実現をひそかに祈ってゆく悲願の道こそ︑我が国の自衛隊の就くべき任務であり︑遠きながらも辿りゆ
くべき道なのである︒

た壁し︑これは︑あくまで平和を維持するための消極面である︒それがいかに不可欠であり︑重要であるとして

も︒反面︑いかにして国際平和を促進すべきか︒戦後四○年︑屈指の経済大国となった日本の果すべき積極的役割
こそ︑今や問われているのだ︒

長期的に見ても︑米ソ二大軍事大国の武力的正面衝突の危険性は︑直接的というより︑間接的な引き金によるも
のと思われる︒換言すれば︑低開発国の存在・動向・向背であろう︒そしてその鍵は︑所謂第三世界の貧国・人口
増加そして資源の先細りである︒

日本は︑食料・原料の自給能力はなく︑ヨーロッ︒︿的意味の文化的影響力もない︒しかし︑相手国から本当に感
謝される役に立つ援助を︑いかにして行い︑国際的にもそれを認めさせる方途を追求することは︑国際平和のため
でもあり︑又日本の対外的政治力の源泉でもある︒

日本はカネを出すくせに︑今迄あまり評判がいいとはいえなかった︒それは︑日本の対外援助が︑戦時賠償にス

タートしたからでもあろうし︑それ故に︑なるべく額を少くし︑できるだけ紐つぎ援助にしようとしたからだと思

われる︒今後の援助は︑相手国権力者の懐に入ったり︑その威信を高めるようなやり方などよりは︑先ず食料・予

防衛生・基礎教育そして地域住民の生活向上のための社会資本の投下と日常的な技術︵井戸堀・配電網など︶だと

︵本会理事防衛大学学長︶

識者は指摘しておられるが︑器用で勤勉な日本民族の特性を︑多角的にこうした面で発揮してゆくことこそ︑今後
の日本の文化的・経済的貢献ではないかと思う︒
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国際平和と日本の役割

国連総会は︑一九八六年を﹁国際平和年角昌弓１月具関︲
旨色感○国巴昌の胃呉喝８︒①︶﹂と宣言した︒

国連事務総長デクエャル氏は平和年の年頭にメッセージ
を出し︑次の内容の事を述べた︒

ｖ藤田

忠

彼の製作モチーフー人間の主体と連帯Ｉを聞いて︑これを

書名にとった︒説文学的には︑饗は﹁火﹂と﹁火﹂の間に

しようわ

﹁言﹂が入っている︒即ち戦争ではなく︑談し合いの強調

である︒下の部分の又はそれを支えている︒饗和は一国の

三年前︑韓国に行った︒かつて筆者がハー尋ハード大学に

宰相の仕事であると言う︒

向かう道をとるか人類破滅の道をとるかである︒今こそ

いた時の関連のある会合出席が目的であった︒そのパーテ

人類は今日︑将来の選択の岐路に立っている︒平和に

ればならない︒国連は平和推進維持の機関である︒そし

世界の平和のために創造力と忍耐力をもって行動しなけ

前出の拙著をすでに出版していたので︑彼の名前に関心

ィで金商婆なる人物に会った︒

を持った︒彼は名前の商饗を次のように説明した︵聞きち

て︑この国際平和年は戦争の可能性を少しでも減らすべ

く努力する機会である︒この平和年のテーマ﹁平和と人

がいがあると思う︒次の古典の話に間違いがあったら読者

だろう︒

かつて筆者は﹁婆の交渉力﹂︵ＰＨＰ︶という書名の本

平和の意味である︒韓国でも普通は漢字饗は使わないが名

を制した︒すなわち王朝商は平和裡に天下を制した︒髪は

れた︒そこで武力を放棄した︒物の売買で大をなし︑天下

これは易経の故事にある︒古代中国の商王朝は戦争に破

諸賢の御教示を頂きたい︶︒

類の未来を守るため﹂は何も平和年だけのものではない
この原稿を書いている時に︑平和の希求者スエーデンの
．ハルメ首相が暗殺された︒多難な平和年ではある︒

を出版した︒新宿中央公園に母子像がある︒この像の題名

やわらぎ

が饗である︒命名者は草柳大蔵氏である︒製作者は佐藤健

王朝商は現在の日本を連想させる︒後に商は周の武王に

前にはよく使っているという︒

次郎氏である︒彼は田舎の高校で私の一年先輩であった︒
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殿

国家関係をも含む人間関係は基本的に対立関係にある︒

滅ぼされた︒

しかし︑対立のままでは人は何事もなし得ない︒

アダム・スミスが﹁国富論﹂で言うように︑人間は連帯
することによって︑一人ではできないほどの大きな富を得

射撃により鹿児島の街の大半は焼失した︒しかし︑陸の砲

台は衰えることなく英艦を砲撃した︒薩摩の砲弾は砲丸投

げの球と同じく作裂しない︒しかし︑ジョスリング艦長は

それにあたって戦死する︒英艦は退去せざるを得なかった︒

ごちゅう

講和後︑英国は薩摩の根強い組織的抵抗力の原因を調べ

た︒少年が幼年を指導し︑その少年が青年の指導に従う︒

た︒これは同じ町内に住む若者の自治的小集団活動であっ

る調査団を派遣した︒そこで見出した事は郷中教育であっ

人は対立から連帯への道を求めなければならない︒戦争

縦の結束が強調された︒これを後日英国はボーイ・スカウ

るのである︒

ば明● 臼 で あ る ︒

が回天の軸となり︑明治維新をもたらすのである︒戦争も

英国はこの若いエネルギーの薩摩と連帯する︒この連帯

目として郷中教育も捨ててしまった︒

トに採用した︒日本は第二次大戦後︑戦前のものは全て駄

も対立から連帯へのプロセスである︒この事は歴史をふれ
例えば︑幕末の薩摩と英国との所謂・薩英戦争を考えて
上海在住の英国人リチャードソンが観光に来日した︒島

承よう︒

津久光の行列を見ようとして無礼をはたらいた︒無礼打ち

連帯を求める︑より平和的方法として交渉がある︒これ

対立から連帯への道である︒

は戦争のように武力や物理的暴力は使わないが︑脅しや威

スは本国の外務大臣ジョン・ラッセル卿宍１トランド・ラ

である︒当時の中国駐在の英国公使フレデリック・ブルー

圧は盛んに利用される︒

米国の日本に対する交渉は必ず脅しが使われる︒ペリー

ッセルの祖父︶に報告している︒﹁リチャードソンは中国に

酷な暴行を加えた科で重い罰金刑をうけている︒何故彼は

提督以来︑米国は日本人は脅しをかけないと動かないとい

いた時も何の理由もないのに罪のない苦力に対し極めて残
同行の人之から強く言われたように引き返すか道路のわき

う対日印象を持っているようである︒

バード大学のライファ教授の名にちなんでライファ点とい

結点は両者の初期陣形の中点の近傍にある︒この点をハー

交渉では最初の提示条件︵初期陣形︶が重要である︒妥

によけなかったのか﹂と︒

ったが︑下手人の処刑を薩摩に求める︒薩摩は拒否する︒

英国は幕府から十万ポンド︵四十万ドル︶の賠償金をと
ここに七隻からなる英国艦隊が鹿児島に入る︒英艦の艦砲
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例えば価格交渉なら次のようになる︒相手が四百円で売

う︒大野伴睦の足して二で割る方式である︒

フィリピンのマルコス王朝崩壊劇はアメリカの謀略が深

の謀略はマス・コミュニケーションが有効に利用される︒

時は初期陣形二百円から交渉を始めると余り無理しなくて

・マニラ大学で教えていた︒その時︑カトリックの﹁ベリ

筆者も十年ほど前︑フィリピンの名門大学アテネオ・デ

くかかわっていたと言えるだろう︒

も二一百円︵Ｉ膿ｂ叶い喝︶で妥結する︒ライファ点はこのよ

タス﹂放送で日本向けにフィリピンの学生についてお話し

りたいと申し出た︒当方は三百円で買いたいとする︒その

うに使う︒日本人の初期陣形は国際的に見て︵要求の︶低

た事がある︒今日のクーデターではこのベリタスの謀略放

に向っている﹂とのデマ放送は顕著にマルコス不利に流れ

送が効果的だった︒ニルコスは亡命するためマニラ空港

くすぎる事は要注意である︒

米国側のよって立つ交渉原理の一つに等価交換の原理が

その時︑筆者は大森氏に謀略に対する関心を述べた︒彼は

した︒御子息が筆者の教え子で︑彼の結婚の仲人をした︒

昨年︑日中条約締結時の条約局長の大森誠一氏にお会い

報だったと思う︒

半年遅れて実現してしまった︒あの情報は確度の高い情

務省筋だという︒

ーデターが起るとの情報を伝えた︒その情報源を聞くと外

フィリピンの友人が昨夏来日した︒その友人が年末にク

ていった︒

そして︑アメリカは徹底してマルコスを脅し︑しめつけ

を変えたと言えるだろう︒

ある︒これは相手に譲歩する時は必ず相手から等価の反対
にもかかわらず︑米側が譲歩する時はしたたかに日本にも

給付を取れというのである︒日米航空協定は大変な不平等

最近︑日本側がこの原理を使おうとしたら︑米国側がい

等価あるいはそれ以上の譲歩をさせている︒
きり立っている記事を新聞で読んだ︒

このように交渉は﹁武力を使わない戦争﹂の様相を持っ
ている︒交渉は平和的行為であるが︑甘いものではない︒

数年前に張高山氏に紹介された︒彼は孫子の兵法の解説

本を出した人だという︒彼は筆者に﹁孫子は戦争よりは交
孫子の周知の﹁兵は誰道なり﹂などから見てもなるほど

渉︑交渉よりは謀略がよい事を強調した﹂のだという︒

れた︒そして﹁何故︑このような事に関心があるのか﹂と

﹁私も関心がある﹂とし︑それに関する文献を教示してく

それ以来︑筆者の謀略の研究が始った︒

聞く︒筆者は﹁張高山のヒントによる﹂と答えた︒それま

と思った︒

謀略にはコミュニケーションが不可欠である︒特に現代
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山ですか︒日中条約締結時には大分我われはやられました︒

で筆者は張高山の何者かを知らなかった︒大森氏は﹁張高

あるのは︑殆んど一般原則である︒⁝⁝

る所は何処も商業があり︑商業のある所必ず温和な習俗が

﹁商業は破壊的な偏見をいやす︒而して温和な習俗のあ

交渉も武人的交渉スタイルから商人的交渉に変化してい

甘えてはならない︒

今後とも平和は進行して行く︒しかし︑我われは平和に

国孝訳︶﹂

が買う利益を持てば︑他方は売る利益を持つ︒⁝⁝︵根岸

取引する二つの国民は相互的に依存するようになる︒一方

商業の自然的効果は平和に導くということである︒共に

当時彼は中日友好協会の副会長だった︒現在︑彼は会長を
それ以来︑例えば昨年中国におきた中曾根靖国神社公式

している﹂という︒

現在でもイラン・イラク戦争︑ソ連・アフガン戦争のよ

参拝反対運動の陰に張高山氏が見えるようになった︒

ろう︒

うに局所戦はおきている︒今後もいろいろ局地戦はあるだ
しかし︑デクエャル事務総長の言う人類破滅の戦争があ

したた

ると言われる︒しかし︑交渉には戦いの面が残る︒

したがって︑強かに︑目を開き︑平和の戦いを勇敢に進

めて行かなければならない︒

商人国家日本が中国古代の商王朝の二の舞いをしないた
めにも︒

︵国際キリスト教大学教授︶

片山清一

西村茂樹先生が︑﹁日本道徳論﹂を︑当時の帝国大学︵現

在の東京大学︶の講義室で演説されたのは︑明治十九年︵一
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るとは思えない︒

第二次大戦後の世界の体制は米ソを二極とするヤルタ体
制である︒これは安定した体制である︒これを米ソ自から
相互依存のシステムの度合が日ましに強まっている︒

破壊するとは思えない︒そして︑世界は通商による平和的
モンテスキューは﹁法の精神﹂の中で︑

会祖・西村泊翁の平和外交論
﹁日本道徳論﹂に現れた会祖の国策
ｌ道徳立国こそ︑日本独立の大道なりＩ

9ル

八八六︶十二月十一日︑十七日︑二十六日の三日間であっ

し︑魯西亜の地を南方に拡めんとするは︑十目の共に視

減し︑兼て朝鮮の巨文島を略し︑徳逸の南洋諸島を呑併

この当時の世界では︑欧米諸国が︑アジア︑アフリカに

る所なり︒日本︑東海の表に吃立し︑地勢良好にして物

ロシア

た︒

武力をもって︑しきりに侵略を企てている情勢であった︒

至って明白なることなり︒此の如き危殆の地に立ちて︑

産鏡多なれば︑西洋諸強国の久しくこの国に垂誕するは︑

のように述べている︒

なければ︑いわば砂上の楼閣に等しいものとなるとし︑次

もちろん期待すべきであるが︑これらの基礎が確立してい

文明開化は﹁固より希望すべきこと﹂だし︑軍備の充実は

では︑西村泊翁はどういう立場を取ったのであろうか︒

が衝突して︑社会的にも混乱を生ぜしめた︒

治十年代において主流の国策となったが︑この二つの政策

おおむね明治初年から明治十年まで︑後者は︑おおむね明

強国となるための富国強兵策の二つが考えられた︒前者は︑

化の推進政策であり︑いま一つは欧米先進国に対抗できる

処の仕方には︑一つは︑明治維新以来実施してきた文明開

を貫いていくために︑どう対処すべきであろうか︒この対

では︑こうした西欧列強の攻勢に対して︑日本が︑独立

︵岩波文庫版十二頁︶

其独立を保たんとするは︑決して容易なることに非ず︒

その若干例をあげると︑

英国ｌ明治九年︵一八七六︶ヴィクトリア女王がインド皇帝

には︑エジプトを属領化︑しだいに極東にも進出を始め

となりインドを領有︒さらに明治十六年︵一八八三︶一月

た︒

ドイッー明治十九年︵一八八六︶ソロモン群島及びマーシャ
ル群島を領有︒

フランスー明治十六年︵一八八三︶安南とトンキンを保護領
とする︒︹現在のヴェトナム︺

さる・

ボルトガルー明治二十年︵一八八七︶清国よりマカオを割譲
ロシアー明治二十四年︵一八九一︶五月︑シベリヤ鉄道着工︑

東洋への進出を企て始める︒

という有様であった︒このような世界情勢を西村会祖は︑

アメリカー明治三十年六月︑ハワイを併合︒

どのように認識し︑これに対して日本はどう対処すべきか︑

今日の勢にては︑全国の民力を合せて︑本国の独立を

保ち︑併せて国威を他国に耀かすを以て必須至急の務と

を次のように述べている︒︵﹁日本道徳論﹂緒言︶

為さざるべからず︒此の如き希望は何を以て︑之を達す

イギリスビルマ

近年︑西洋諸国︑何れも力を東洋に伸さんとするの意
ブ﹃フンス

あらざるはなし︒法蘭西の安南を取り︑英吉利の緬旬を
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ることを得べきかと間はぱ︑余は之に答へて︑国民の智
た︒

の考え方で︑近くより遠くに及ぼす道徳実践の本道であっ

言うべくして行い難いものであった︒いわば夢物語ではな

の鋭鋒を進めている中では︑第五の﹁他国人民の善導﹂と

しかし上述したように︑先進列強は︑いずれも東洋侵略

徳勇︑即ち道徳を高進するより他の方法あることなしと︑
民の道徳なきときは︑この兵器を使用すること能はず︒

いかと考えられる恐れがあったが︑西村泊翁は︑敢えて第

言ふくし︒たとえ軍艦数百隻︑大砲数千門ありとも︑国
たとえ詩歌文章秀美にして︑理化の諸学奥妙に達したり

第五条は︑或は言ふくくして行ふくからざるの条目な

五を加えて次のように述べている︒

りと謂ふ者あるべし︒然れども真理のおおう所は︑この

二一頁︶︹傍線ｌ筆者︺

１１１１１１１１１１１１ｌ︲︲︲
国
民の道徳なきときは︑決して他国の畏敬を受く

とも︑

要するに︑西村泊翁は︑けわしい国際場裡において︑日

国かの国の差別なく︑上帝より之を見れば︑全世界の人

馴副刊劇醐畷筑︒︵文庫版一二

なく︑この二者の根底である道徳の確立と振興をはかるこ

を得ば︑道理に通せず邪説に迷ふ所の外国人を教化して

民は一視同仁なるべし︒故に我が輩︑力を能くすること

本の独立を保つ方途は︑文明開花でもなく︑富国強兵でも

告ぐ﹂の考え方を引用している︒

とだとし︑有名なドイツ哲学者フィヒテの﹁ドイツ国民に

四の条目を勉行し︑その功を奏したる上にて︑第五条に

り︒然れども事に緩急遠近の別あれば︑先づ第一より第

良善の民となさんことは︑固より此の学の目的の中にあ
真の愛国心なくして︑世界平和の実現なし

随な国家主義者ではなかった︒というよりも︑日本が道徳

この文章によって理解されるように︑泊翁は︑決して固

及ぶべきことなり︒︵文庫版四二頁︶

ｌ道徳窮極の目標は︑世界平和なりｌ

このような道徳立国の政策を考えておられた西村泊翁は︑

第一我が身を善くし︑

で考えられていたのではないか︑と思う︒

国家となることによって︑世界を道徳的ならしめようとま

道徳実践の手段として︑次の五つの段階を提示された︒

第二我が家を善くし︑

ある宗教家あるいは哲学者は︑愛国心を以て良善の心

持っていなかった︒

したがって︑いわゆる愛国心についても︑狭院な見解を

第三我が郷里を善くし︑
第四我が本国を善くし︑
これは正に儒教でいう︑﹁修身←斉家←治国←平天下﹂

第五他国の人民を善くす︒
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に非ずとして︑之を抑制すべしと論ずる者あり︒世界の
も狭院の意見にして︑上帝教を奉ずる者は之を喜ぱざる

と欲すること︑また頗る多し︒是において﹁国家道徳論﹂

徳に関する聖詔あり︒国家のため︑国民のために言わん

改正の議あり︒憲法発布︑国会開設の挙あり︑国民の道

道徳論を草せし後︑今に於て八年︑その間︑外国条約

この序文に次のように述べる︒

は一理あることなり︒︵同上書一○○頁︶

上より見れば︑己が本国をのゑ愛するが如きは︑いかに

だが︑現下の世界情勢においては︑愛国心なしには︑国

六頁︶

二巻を草し︑将に以て同志に示さんとす︒︵全集第一巻九

この中で︑泊翁は︑政治︑経済︑社会︑教育など国政の

を保つことができないとし︑次のように主張する︒

きは︑決してその国を保つこと能はざるなり︒︵同上書一

今日の如く万国時立して雄を争ふの間は︑愛国心なきと

ついて論評する︒

あらゆる面について論じているが︑上巻の最終部で外交に

○然れども︑世界合して一国となりたる時はいざ知らず︑

○○頁︶

その論旨を簡潔に箇条書して示すと︑次のようになる︒

東洋を侵略せんとするの気運に際したれば︑国民の愛国

○本邦の如きは︑四面敵を受くるの国にして︑また西人が

は同一で︑変化しない︒それは﹁欧米人に対しては尊崇

１日本の政治担当者が︑明治維新以来︑外国に対する感情

書一○一頁︶

強国となったもので︑弱肉強食︑まるで虎狼の如きもの

２欧米諸国は︑他国を侵略し︑他国の財を奪って今日の富

める︒﹂ということである︒︵全集第一巻一四四頁︶

と畏怖とを極め︑支那朝鮮に対しては軽侮と蔑視とを極

心を奮起するは︑一日も忘るべからざることなり︒︵同

﹁国家道徳論﹂にふる会祖の外交論
ｌ欧米列強のアジア侵略下における日本外交ｌ

国家百年の大計ではない︒白人たちには︑白人だけで︑

である︒これに対して尊崇と畏怖だけ対処していくのは︑

︵一八八六︶十二月であったが︑それから八年という短期間

に戦争のなくならない限り︑油断してはならない大敵で

この世界を占領してしまいたい志望があるようで︑世界

西村泊翁が﹁日本道徳論﹂を講述したのは︑明治十九年

このような国家社会の推移に対し︑﹁日本道徳論﹂の立場

３そこで︑中国・朝鮮などアジアの国々が一体となって︑

ある︒

に︑日本の万般の事情が急速に変化して行った︒泊翁は︑

︵一八九四︶三月﹁国家道徳論﹂上下二巻を著述公刊した︒

に立って︑政治のあり方を示そうとして︑明治二十七年
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い状況である︒

敗し︑民心も荒廃していて︑協力して外敵に対処できな

欧米諸国に当るべきであるが︑それらの国が政治的に腐

うことが述べられている︒まことに的確な予言であったと

なり︑そのために﹁東洋の平和は是より危かるべし﹂とい

この日清戦争について論じた後に﹁国是﹂という一章を

いうことができる︒

４こうなると︑日本が欧米諸国に対して︑しっかりした態

示している︒

Ｉ日本が万世一系の天皇をいただいて︑二千五百年余にわ

設け︑今後︑日本はどのように国作りを進めるべきかを提

たって国家を存続してきたことには︑それ相当の由来があ

度を示さなくてはならない︒そのため外交については︑
がそれと同時に現代日本の貧国弱軍の現状をよく考えて︑

常に積極的︑進取的に事を進めることが大切である︒だ
むや承に戦争をおこして︑国家を疲弊に導くようなこと

ったからである︒今後欧米各国の制度文化など取り入れて

変化をしていくことも多いことと思われるが︑万世一系の

をしてはならない︒

５それにつけても︑目下交渉中の条約改正問題の解決が大

何故なら︑現代世界は正に弱肉強食の状態であるからであ

武徳を弱める恐れのあるものは排除しなくてはならない︒

Ⅱわが国は昔から武をもって国を建てたものであるから︑

天皇をいただくという日本の特性を変更すべきではない︒

一五八頁︶

切で︑真の対等に導くよう努力しなくてはならない︒︵以
上全集第一巻一四四

平和外交こそ︑日本将来の大方針
この﹁国家道徳論﹂が脱稿して半年たった明治二十七年

るは盗賊なり︒海陸の軍備は︑ただ本国防護の用にのゑ供

直ちに他国侵略の国是としてはならない︒﹁他国を侵略す

Ⅲしかし︑武をもって建国したといっても︑それをもって︑

る︒

︵一八九四︶八月︑日清戦争がおこり︑日本内外の形勢が大

すべし﹂︵全集第一巻三一三頁︶すなわち︑現代日本の防衛

ｌ軍備は自国防衛のためにのみ使用せよＩ

︵一八九七年︶九月﹁国家道徳論﹂の続きとして﹁続国家道

きく変化することになったので︑西村泊翁は︑明治三十年

Ⅳこうなると︑外交は専ら平和外交を主流としなくてはな

である︒

隊と同じように︑﹁専守防衛﹂に徹することを主張したの

を各五つずつをあげているが︑日清戦争の結果生じる損害

らない︒この点についての西村泊翁の文章をそのまま引用

その書の冒頭に︑日清戦争について論評して︑その利害

徳論﹂を書いて公刊した︒

の一つに︑今後欧米諸国は清国を軽侮することが甚だしく
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策を強く非難した︒

︒今日世界の各

佃国との交穿は専ら平和

して承よう︒

ことである︒他国に対して卑屈な態度をとってはならない︒

Ｖしかし目下︑大切なことは︑何よりも日本の独立という

国に卑下屈従してきたのは︑まことに遺憾である︑とする︒

である︒明治維新以来︑日本は中国朝鮮を侮蔑し︑欧米諸

て兵力を用いても︑国の権威を失墜しないように努むくき

だから︑他国がわが国を侮慢するような場合には︑時とし

国︑皆表面には平和を唱うれども︑内心に呑唾の欲を遅

低真正の平称を以て相本

くせんとする者多し︒此の如きは決して学ぶべき所に非

Ｊ１
以て相互の
すす
べべ
しし
︒︒また他国の内事に干渉すべ
の利
利益
益を
をなな

集第一巻二三二頁︶︹傍線ｌ筆者︺

以上︑西村会祖は︑根底的には平和外交に徹することを

この文章によって伺うと︑外交は貿易を通じての平和外
平和を保つために他国の内政に干渉しないことを提案して

交を主とすべきことを主張されたのであった︒そしてその

で︑どのように確保して行くかを探究されたのであった︒

主張すると共に︑日本の真の独立を︑弱肉強食の世界の中

以て今日の外交の指針とすべきであろう︒

長沢常夫

世界の国盈がそれぞれの独立と主権を尊重しあい互いに

一国際平和への教育をこう考える

浮かべ考えを述べてゑます

ています︒そして中学校の実態からいくつかの場面を思い

､6必

明で出された﹁平和五原則﹂を先取りしたものである︒こ
の点で泊翁は当時の日本政府のとった朝鮮内政への干渉政

国際平和を願う中等教育

かつてシカゴ日本人学校を創設し経営した経験と帰国後
ている現在の立場から︑中学校教育の中で世界に眼を開き︑

百二十名を超える帰国生徒の在籍する公立中学校を経営し

︵本会理事︶

いるが︑これは一九五四年中国・印度の両国首相の共同声

おわりに

からず︒またゑだりに他の強 国と連合すべからず︒︵全

、

国際平和を願う心と行動の育成の重要性をしふじ象と感じ

鋤
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ず

繁栄を願って協力しあう︑また世界の人々がそれぞれの個

め方はいろいろありましょうが︑いくつかの私見を述べて

日国際平和は現在の世界情勢から承ると︑各国の努力の

まず︑平和への認識であります︒

ゑます︒

してその過程に困難や障害があれば︑これを克服し除去す

継続している状態をいうのだと思われます︒

結果として確保されているのではなくて︑努力と緊張の

いう平和な世界を理想として描きその実現に努力する︒そ

性と人権を認めあいながら幸福を求めて協力しあう︒そう

せるかの教育が今︑大きい課題として求められているので

る意欲と方法を具体的にどう学び学ばせ︑どう身につけさ

ものであって︑少なくとも相手国または複数の国々との

ロ平和の認定は自国︵一国︶の承の判断では成立しない

こう考えてくると︑最近の中学校や中学生の指導上の問

理解と合意が必要なのだと思います︒

それには最も基本的な一つとして﹁世界と日本との関

ありましょう︒

ないでしょうか︒それは従来は日本のためになるにはどう

題です︒前述の平和をいじめとおき換えて承ると大変似て

題との共通点について気づきます︒それは﹁いじめ﹂の問

係﹂のとらえ方をもう一度検討して承る必要があるのでは
世界とかかわってゆくかというとらえ方︑つまり日本から

いることが分かります︒

世界を承るというとらえ方が多かったと思います︒しかし
だけでは安定した経済も産業も技術も安全さえも望象得な

今は世界を構成する一部分としての︑つまり単独国の努力

ると指導の結果として確保されているとみるよりは︑教

Ｂいじめがないという状態は現在の中学生の生態から承

︒いじめられた生徒は死にたいほど苦しかったと言い︑

と思われます︒

師や生徒自身の努力が継続している状態とゑるのが妥当

い現状から承ると︑世界を一つとして見てその一要素とし
ての日本を自覚的にとらえることが必要だと思うのです︒

そういう前提にたってこの教育を進めるとき指導のねら

いじめた生徒はいじめてはいない︑ただふざけているだ

いは当然﹁世界に対して自信と自覚をもつよき日本人﹂の
性とが統合的に人格化された積極的な行動力をもつ︑国際

育成になろうと思います︒言葉を換えれば﹁主体性と協調

めて個人の判断では成り立たないのであって︑相手の立

けだといいます︒いじめのあるなしは︑生徒も教師も含

います︒

の共通理解を得ることが大切なのだと思います︒

場を考え人権を尊重する努力の中での両者や多数の人々

社会で通用する日本人﹂の育成ということになろうかと思
このようなねらいを達成するための実際の指導内容や進
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二平和への教育をどう進めるか

体から承れば微をたるものにすぎません︒むしろ知った

す︒そして知識はどんなにもったと思っても︑それは全

○○○○

国際平和に貢献できる実際の人間的な働きを知識と心情

ことよりも知ろうとすることの方が常に新しい理解につ

○○

と行動との面で表現するならばそれらの身につく指導が肝

ながるのだと思います︒

○○

国灸の自然や歴史や文化や人間としての営承の積み重ね

はなく世界には多様な違った価値観があり︑それはその

さまざまな差別や不平等があります︒国内にも外国にも

実らせる本であります︒にもかかわらず現実の社会には

尊重しあう気持の育成こそ前に述べた相互理解の努力を

個人は故無くして犯されることのない存在として主張し

せることでありましょう︒人間は法のまえに平等であり︑

口心情を育てることでの第一は人権尊重の気持を徹底さ

○○

要ということであります︒

㈲知識についての第一に大切なことは多様な価値観の存

から出来上がったものであり︑その国にとっては他国や

在を理解することです︒その正邪︑善悪を批判するので

他人の犯すべからざる権威であるはずのものであります︒

つようにさえなります︒この現実をどう教え︑どう理解

学生ともなると︑その矛盾に気付き不合理さに不信をも

させるかは大きい問題です︒さらに進んで約束を果たす

あります︒現在のような情報化社会になると︑そして中

日本人はまず日本の歴史︑地理︑文化や日本に関する

誠実さ責任感︑弱い者へのいたわりや優しさ︑そして謙

そしてその価値観を形成している多くの要素や出来上が

ことをよく勉強したいものであります︒そして同様に他

った過程を知ることも大切です︒

国の事情も勉強する必要があります︒お互いがお互いに

く︑国際間の和合や協力関係への大きい推進力となると

思われます︒このような心情は知識理解とちがって心理

虚な感謝や奉仕の心などは個人間の道徳的心情だけでな

的な要素もあるだけに中学生になる以前から︑幼ければ

ことも多いのです︒お互いがお互いに知り︑さらにすす
んで積極的に教えあうことが︑とくに︑ある特定の国と

知らなかったために誤解を生じ︑ついには争いがおこる

だけではなくどの国ともそうする事が国際平和を築くた

幼いなりに発達段階に応じて大人がその育成に留意しな

そのことはいま話題になっている﹁いじめ解消﹂の問

ければならないと思います︒

めの大切な第一歩となりましょう︒

求めて得るものであります︒従って生徒への指導の肝心

題と共通していることであり︑友人と仲よく協力できる

そして更に大切なことは知識は与えられて得るよりは
な点は知識を求めようとする意欲と態度の育成でありま
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○○○

ことが国際平和の原型であるとさえ思うのであります︒

化願望を呼び︑さらには平和を築く基礎づくりともなる

張の技術や同時に相手の主張を聴く冷静で合理的な対人

更に日本人には不得意とされる主体性をもった自己主

のだと思います︒

る第一の要因は言行一致による責任ある誠実な実行力で

しょう０

関係技術もこれからの社会には一層必要なものとなりま

ありましょう︒他人から信頼を受け他国から尊敬をうけ

日行動力の育成について肝心なことは言行一致の姿勢で

あります︒信頼のないところには尊敬は生じないし︑尊
できません︒責任ある誠実さが国際間におこる紛争を未

しゑであります︒

︵東山中学校長︶

多くの人為と共に考え進めるのはこれからの大いなる楽

す︒

きり指摘してこそ実現構想が浮き彫りになるのだと思いま

もちろん︑もっと具体的に︑詳細に︑そして問題点をはっ

以上︑中学校現場から国際平和へかける夢を述べました︒

敬のないところには協力や譲りあう平和の理想境は実現

ています︒またその反対の例もいくつも知っています︒

然に防いだり︑危機をのりこえたりした例を私達は知っ
もちろん︑いつでも言行一致できるほど社会情勢や国
際関係は静止してはおりません︒だから常に進歩変化す
る情勢の中で言行一致を変更せざるを得ない状態になっ

た時の対応態度がまた重要であります︒変化に即応し最
善の措置をとるための理解と合意を得る誠実さが新しい
課題となってきます︒これにしても過去において常に示
し続けた誠実さの実績と事態変化を共に考えあう誠実な
共同体的な説明態度によって理解と合意を得ることは不
可能ではないと思います︒

これに似たような事態は私達教師の周囲にはしばしば
見受けられます︒重大な計画変更をスムースに生徒に説
明指示できる教師は立派な教師の一つのタイプです︒そ
れは常日ごろ誠実さから得た信頼感によって出来るから
です︒まず教師が誠実であることにより生徒の共感と同
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国際平和と

て平和外交に徹し︑然も保守政党は革新政党の無気力に扶

敗戦より立直り貿易立国に道を求め︑日米安保を主軸とし

けられて政権を維持し︑概ね順調な歩承を続けることが出

義務教育をはじめ教育の普及も世界に誇ることが出来る

粟生保

だろう︒然も国民の過半数は現在の生活に満足とは言わな

国民のつとめ

く止まらないだろう︒民族の生いたち︑宗教の違いがあり日

○世界の情勢中東の紛争をはじめ世界各地の紛争は恐ら

の戦前のあまりにも劣悪な生活を体験しているからである︒

いが︑概ね中流生活が出来ていると思っている︒それもあ

何に勤勉であるかがよくわかる︒

来た︒諸外国へ行って感ずることであるが︑我が国民が如

立であるがゴルバチョフの出現によって従前と異なったソ

本人には考えられない根深さがある︒米ソの二大陣営の対

い仁義礼智信の観念が未だ其の血液の中に流れているもの

と思う︒また家族制度の良い面も未だ残っている︒それに

それに日本には仏教︑儒教を主軸とした西洋には観られな

其の責任をはたしておる様に承えるが︑其の欄熟した国情

他国には見られない国民の象徴たる天皇がおられる︒こん

い変化はないだろう︒一方米国は自由陣営の先頭に立って
は幾多の欠陥が潜んでおる様に思う︒従って核廃絶をめぐ

ビエットの印象を受ける︒然し其の国民性は一貫して大き

って一歩でも優位に立とうとしての駆け引きが続くだろう︒

次減少するだろう︒即ち地下資源︑水︑木材は逐次減少す

○世界の将来識って地球を考える時其の持てる資源は逐
るだろう︒不毛の砂漠は増加する︒人口の承はやはり二千

年には六十億にも達するだろう︒科学の進歩︑各国の対策
に依って相当部分は改善されるとは思われるが究極には食
料の供給は不足するだろう︒加えて医学の目醒ましい発展

︵本会会員元佐倉市議会議長︶

の努力を続けるべきであると存ずる︒

なことを言うとすぐ反動だとか軍国主義だとかいう言葉が
かえって来るが︑今更あの馬鹿交々しい戦争など考えるも
のはあるまい︒私は日本が世界平和に貢献する道は唯一つ︒
最少の国防費を以て自衛の責任をはたし︑其の余力で平和
を維持する為に必要な経費を人類の為に負担することであ
ると思う︒最も重要な教育改革も中曾根首相の異常な力の
入れ方で軌道に乗るだろう︒かつての道義を取りもどして
あのローマ没落の二の舞をしてはならない︒そして地球上
から核による戦争だけは廃絶したいものである︒迷わず其

の食料不足の悲惨が眼にうつる︒

によって益々長寿は増えるだろう︒エチオピアをはじめあ

○日本人の覚悟以上の様な世界にあって日本は幸いにも
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＊＊
Ｋという人物があった︒

事なイノチを︑あんな船に乗せられる

＊＊

か﹂と阿鳶大笑していた︒

そうした中で︑任命されても船に乗ら

かけてこぎでぬと﹂の歌で知られた小野

なかった人もいる︒﹁わたの原やそしま

久しく忘れていたＫのことを︑はしな

第十四次では遣唐大使佐伯今毛人が仮

太平洋戦争のさなか︑彼は勤務してい
る新聞社で南方方面の特派員を命じられ

に観光旅行にゆき︑ここが遣唐使船の日

くも思い出した︒つい最近︑長崎県五島

生きて帰れぬ海だけに︑乗るべきか︑乗

船しないで逃亡している︒時化に会えば

十七次の折り︑天文留学生らの四人が乗

根は船が難破して海に呑まれてしまう︒

否し︑その罪で隠岐へ流された︒

たが︑神戸で︑きめられた船に乗らず︑

皇は第十七次の遣唐副使だが︑乗船を拒

さっさと帰京した︒船が速力の遅い老朽

病を使って船に乗らず︑かわりの小野石

入江徳郎

本最後の寄泊地であったことから︑あれ

船だったので︑﹁こんなあぶない船に乗
れるか︑飛行機でなければいやだ﹂とい
い出したのである︒

﹁ほかの特派員も船で行ったりしてい

う○○

らざるべきか︑悩む人の心情も察しられ

＊＊

五島近海は太平洋戦争末期にかけて船

を撃沈され海没した日本兵が多い︒否も

応もなく︑命令のままに乗船し︑文字通

り水漬くかばねと化した人びとである︒
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るんだ︒勝手が過ぎる﹂と上司から叱ら
れると︑彼は﹁それなら会社を辞めりや
あいいだろ︑辞めりやあ﹂と辞表をたた
きつけて︑十年近くいた社を辞めてしま
った︒

彼はその後︑別の新聞に入り︑そこか

数近くの人が海の藻屑となっている︒

いるが︑当時の航海は危険が大きい︒半

使船が計画され︑うち十五回が出発して

治︑文化を吸収するため十八回もの遣唐

七世紀から九世紀にかけて︑唐の政

これ本を読んだりしたが︑その連想から

て船に乗らなかったのだ﹂と聞くと﹁大

死ぬ数年前にテレビ局で会い﹁どうし

たＯ

その後︑原因がよくわからぬ自殺をとげ

の同僚よりはずっと早く役員になったが

らの出向で︑当時発足したテレビ局に入

鍔

Ｋのことが浮んできた︒

鴬

り︑やがて取締役になる︒もといた新聞

乗るべきか乗らざるべきか

こつ

中年を過ぎると骨・関節の異常が
次第に増加し︑身体のあちこちが痛

その代表的な二・三について説明

くなって来ます︒
しましょう︒

この病気は骨のカルシウムが減っ

︾て吟フ

日骨粗髭症

切れて骨が露出すると︑歩行時に癌
歩行が困難になると手術を考慮せ

痛を生じます︒

物を持ち上げるには背中を伸ばし

たまＬ︑股︑膝を屈曲させて抱き上

げる︒柔軟体操をゆっくり行う︒ま

ねばなりません︒

せる運動を繰返すのも有効です︒

力低下などを生じて来ます︒

ｅ腰痛の対策

げるのではなく︶

肥満を直す︑臥位・坐位・立位の
いずれも股・膝関節を屈曲させる姿
勢をとるように注意する︒︵腰を曲

あります︒

低下しますので︑とくに大腿骨々折
の場合は手術と術後の歩行訓練によ
り早期に歩行能力を回復する必要が

︵歩行︑食事︑排壮︑入浴など︶が

骨折を生ずると日常生活動作能力

で女性に多い︒

六○歳以上に多く︑男女比は一対四

上腕骨々折︑脊椎圧迫骨折などで︑

に強い外力が働く︶︒大腿骨々折︑

老人の骨折は骨が脆弱化している
ため︑ほとんど転倒や転落などのち
ょっとしたことで起ります︵若い人
の骨折は交通事故︑スポーシのよう

四骨折

た仰臥位で膝を立て数秒間腰を浮か

杉 浦 昌 也

変形性脊椎症は背骨の変形で︑八
○％は腰椎︑次いで頚椎に起り易

潮

用により体重のか︲︽る軟骨面がすり
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て弱くなり︑そのため腰が曲ったり
骨折し易くなります︒とくに女性で
閉経後急速に骨の密度が減ります︒

骨関節の疾患

い︒腰痛︑上肢の痛承・しびれ・筋

鍵職鷺識蕊撫癖燕撚蝉鎧蕊鍵ﾐ燕I

○変形性関節症
膝関節が最も多く︑次で股関節が
変形する疾患です︒関節の長年の使

窄生ン︑〆○

原因は活動の低下︑カルシウム摂取
の低下︑骨の材料となる蛋白・脂肪
の摂取の低下︑日光にあたる時間が
減ってビタミンＤの減少などが主な
ものです︒専門医の診断をうけなが
ら︑戸外での運動︑肉・魚・牛乳・
乳製品などをとるように心がけまし

倉識蕊噸

臨教審の

鈴木勲

向けての審議で重点をおいた事項について方向性の示され

る︒本答申のさいには︑問題点がもっと絞られ︑改革を貫

革の焦点がどこにあるのか︑つか承にくいという難点があ

ただ︑問題が多彩で︑目配りがききすぎているため︑改

の違いはあるが︑よく整理して示されている︒

いるが︶についての問題点とこれについての処方菱が濃淡

らゆる教育問題を網羅し︑日本の教育︵学校教育に偏して

公表されたものは︑本文一二○頁に及び︑審議されたあ

⑤教員の資質向上
⑥国際化への対応
⑦情報化への対応
⑧教育行財政の見直し

り方︑徳育︑学級編制など教育諸条件等︶

﹃審議経過の概要報告︵その三﹄について
臨時教育審議会︵臨教審︶は︑昭和五十九年九月以来︑

我が国の教育改革について審議を進め︑昨年六月には﹁教
育改革に対する第一次答申﹂を提出した︒

日本弘道会は︑この時点で︑﹁再び教育改革への提言﹂

を特集し︑会員︑学者︑主婦︑教師等の提言︑要望をまと
めた︒

さる一月二十二日には︑臨教審から﹃審議経過の概要
︵その三こが公表された︒

た内容を整理してまとめており︑第二次答申の柱となる重

く基本理念が明確にされ︑改革を実現するための手続きや

これは︑単なる審議の概要にとどまらず︑第二次答申に

点事項と内容のあらましを推測できるという意味において

工夫が加えられることが望ましい︒

保障措置が明らかにされ︑国民の理解と支持を得るための

重要な文書である︒

その重点事項とは︑次の八つである︒

以下︑﹃概要﹄のあらましについて紹介する︒なお︑筆
とする︒

者の感想は本文と区別するために括孤書きの形で示すこと

①二十一世紀に向けての教育の基本的な在り方

④初等中等教育の充実・多様化︵教育内容の基本的在

②生涯学習の機会の拡大
③高等教育の改革
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﹁１教育の歴史と現状の分析﹂において︑学制公布以来

第１章二十一世紀に向けての教育の基本的な在り方

︵私は﹃弘道﹄九一八号において︑第一次答申では︑教

三︑世界の中の日本人

に重点をおいたもので︑これは戦後教育との連続面として

肯定の考え方ではないか︑また﹁人格の完成﹂のように

は﹁人格﹂とは異なり﹁与えられたもの﹂であり︑現実

育の理念として﹁個性の重視﹂が掲げられたが︑﹁個性﹂

とらえ︑敗戦の結果として軍国主義・極端な国家主義が否

﹁人格の完成﹂に言及した点はその意味で評価されるが︑

教育理念とは考え難いと注意を喚起した︒﹃概要﹄では︑

の我が国戦前の近代学校教育の基本理念は︑﹁富国富民﹂

定されたことは非連続面として認識することにより︑歴史

これと個性重視の原則との関連は依然明らかでなく︑二

十一世紀に向けての教育の目標との関連も明確でない︑

の教訓として将来に生かすことが重要であるとしている︒
また︑いわゆる﹁教育荒廃﹂の諸要因として︑

という疑点が残る︒︶

政は︑家庭の自発性等を踏まえ︑支援方策を講ずる必要が

涯学習の原点である﹂として︑親の自覚が大切であり︑行

の愛情としつけは︑人間形成にとって最も重要であり︑生

﹁第１節家庭・学校・地域の連携﹂に﹄おいて︑﹁家庭

第２章生涯学習の機会の拡大

ァ近代工業文明の特質・限界と関連する問題群

イ日 本 社 会 ・ 文 化 の 特 質 ・ 変 動 と 関 連 す る 問 題 群
ゥ我が国教育の特質・変動と関連する問題群
の三つの要因をあげて︑詳細な分析を試ゑている︒特に︑

ァの点について︑①豊かさ︑便利さ等の﹁負の作用﹂︑②
豊かな社会の実現による﹁逆境の教育作用﹂の減少︑③心︑

文化等人間にとって本質的な内面の豊かさの忘却などの諸
点をあげているのは注目される︒

﹁第２節生涯にわたる学習機会の整備﹂において︑個

ために必要な学習の重視﹂をあげている︒

あり︑その一つとして︑﹁学校教育における将来親となる

育の目的としての﹁人格の完成﹂の意味を再認識し︑個性

性的で多様な生き方が尊重される社会を目指し︑生涯学習

﹁３二十一世紀に向けての教育の目標﹂においては︑教

一世紀に求められる教育の目標として︑次の三つをあげる︒

の尊重等の重要性を強調することが必要であるとし︑二十

めの学校教育の改革等を︑﹁政策課題﹂としてあげている︒

な学習活動︑②職業能力開発︑③生涯学習の基盤整備のた

体系への移行・整備が必要であるとの見地から︑①自主的

一︑ひろい心とゆたかな創造力

二︑自主・自律の精神
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涯教育﹂という用語を改めて﹁生涯学習﹂に統一した趣

習機関と位置づけている点が注目されるが︑従来の﹁生

︵学校教育で親となるための教育の重視と学校を生涯学

・表現力の育成︑社会の変化に対応できる体力の増進と健

基本の徹底と自己教育力の育成・創造力・思考力・判断力

という見地から︑﹁２・教育内容改善の方向﹂として基礎．

﹁３．徳育の充実﹂においては︑

康教育の充実をあげている︒

学習を含めて意図的な人間形成の営象というより広い内

旨が明らかでない︒学習は自発性を主とするが︑教育は

①基本的生活習慣・規範意識の指導の重視
②青年期における﹁生き方﹂の指導の充実
⑥体験学習等の機会の充実・拡大

容をもつ︒主体の側からの承とらえて︑社会的なシステ
ムとしての教育の側面を忘れていないか︒︶

の四点があげられている︒

④小・中学校の教育課程における特設道徳の再検討

﹁４．教科の内容﹂については︑小学校低学年の教科の

﹁第１節高等教育の改革﹂においては︑大学の教育研
究の水準が国際的評価に値するよう充実向上を図り︑各高

としては︑学習指導要領の内容についてより大綱化を図る

総合化︑﹁５．教育内容にかかわる制度の運用上の問題﹂

第３章高等教育の改革

展に努めるという観点から︑学部教育について︑学期等諸

等教育機関が国民の多様な要請に応え得るよう個性ある発

とし︑学校体系については︑六・三制を基本としてこれに

論もあるが現行制度を変更する積極的な理由は見当らない

﹁第２節学校制度﹂では︑就学時期の早期化などの議

という視点が示されている︒

高等教育機関の多様化︑設置基準及びその運用の見直し︑

制度の柔軟化・開放化︑大学の自己評価と大学情報の公開︑

﹁第２節高等教育の国際化﹂では︑留学生受入れに関

大学院の充実などに触れている︒

︵第一次答申で述べたよりも明瞭なかたちで徳育を充実

並行的に多様な選択の道をひらくことが示されている︒

する方向で議論が進められていることは︑国民の要望︑

する諸問題があげられている︒
第４章初等中等教育の充実・多様化

期待がきわめて大きい点からゑて︑妥当である︒最近の

﹃概要﹄の改革案への評価として︑最も積極論が多かつ

読売新聞の教育に関する世論調査︵三月一○日発表︶では︑

﹁第１節教育内容の基本的在り方﹂においては︑個々
の児童生徒の個性・人格の尊重を基盤とし︑知育だけでな
く社会性や情操を含め︑心身の全面的︑調和的発達を図る
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たのは︑﹁道徳教育の充実﹂で︑七九％であった︒ただ︑

が試金石となろう︒︶

でないことを証明するためには︑この制度の実現の有無

とされるのは︑日本の社会全体が国際化を迫られ︑それに

﹁１・国際化の必要性﹂として︑﹁教育の国際化が問題

第６章国際化への対応

この﹃概要﹄からうかがわれる徳育は︑基本的生活習慣
の形成など外面的なものが重視され︑心の問題︑良心の
問題としての内面的な倫理︑規範の観点がうすい︒また︑

﹁特設道徳﹂の見直しということでは︑抜本的改革を期
待するのは困難のように思われる︒︶

対応していく必要があるからである﹂と述べ︑﹁２．教育

な限り現地校で教育することが望ましいとし︑留学生の受

における国際化﹂において︑海外子女教育については可能

﹁１．教員の資質向上の基本的在り方﹂として︑教員に

いる︒

入れ︑日本語教育︑秋季︵九月︶入学の意義などに触れて

第５章教員の資質向上

必要とされる資質・内容を吟味し︑大学の養成に期待すべ
フステージの現職研修において修得すべき内容とに整理し︑

﹁政策課題﹂として︑良質の教育用ソフトウェアの開発︑

ること

３情報技術の影を補い︑教育環境の人間化に光をあて

能力を活用すること

２すべての教育機関の活性化のために情報手段の潜在

こと

１社会の情報化に備えた教育を本格的に展開していく

に関する三原則﹂として︑次の三つをあげている︒

における情報化の意義をとらえ︑﹁情報化に対応した教育

﹁教育の本質は文化的情報の伝達の営承である﹂と教育

第７章情報化への対応

き内容と採用後における初任者研修あるいは教員の各ライ
抜本的改革を図るとし︑﹁２．教員の資質向上のための具
体的方策﹂として︑初任者研修制度の創設をあげている︒

これは︑国公立の小・中・高等学校の新任教員に対し採
用後一年間は指導教員の指導のもとにおける教育活動の実

また︑いわゆる問題教員についての﹁教職適性審議会

務等を義務づけるものである︒
︵仮称︶の設置﹂は︑改めて審議することとされている︒

︵初任者に一年間の研修を義務づける制度は︑試補制度
の欠点を補い︑現実的かつ抜本的な方策である︒但しこ

の制度は︑相当な財政負担を伴うので︑実現までには困
難があろう︒しかし︑今回の教育改革が臨調の行革路線
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蓄積︑流通の促進などをあげている︒
第８章教育行財政の見直し

﹁１．教育行財政改革の基本的考え方﹂として︑教育に

対する国の役割・責任の範囲を明確にすること︑過度の画
一主義等を打破して大胆かつ細心な規制緩和の促進などを
あげ︑﹁２．教育における基準・認可制度の改革﹂では︑
などをあげ︑﹁３．教育における地方分権の推進﹂では︑

大学設置基準等の大綱化︑簡素化︑私学設置の自由の拡大
教育委員会の活性化のための諸方策︑﹁４．学校の管理運
営の改善等﹂では︑学校の自律性と校長の指導力の確立︑
︵いったん鎮静したといわれるいわゆる﹁自由化﹂論の

極端な管理主義教育の是正をうたっている︒

問題の中でこれらの論議が再燃するおそれがある︒論議

問題がここに集約されており︑規制緩和︑地方分権等の

問われる場面が出てくるであろう︒﹁長期的には︑⁝一

も十分に詰められていないが︑臨教審の基本的な姿勢が

︵本会副会長︶

ある﹂と言及しているあたりは︑苦心の跡がしのばれる︒

学級の定員についてもう少し減らす方向で検討すべきで
臨教審の努力に期待したいところである︒︶
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於日本弘道会会議室

かっていることに気付かないのです

片山︵司会︶現代の道徳教育の状況に

ないんですね︒

についての先生方自身のきびしさが

渡辺︵芳︶つまり︑生きるということ

か︒

ついて︑これを重視する臨教審の答

さに気付いていないんですか︒

片山教師自身が生きることのきびし

申もでているのですが︑今日お集ま
りいただいた先生方が道徳教育をど

の根底にある生きることの尊さを考

内容とか方法とかを考える前に︑そ

つかなければいけない︒道徳指導の

渡辺︵芳︶人間が生きることの根源を

というか︑道徳の時間だけでなく意

高田道徳の時間をたいせつにしない

えなければいけない︒

たいと思います︒

う考えておられるのかおうかがいし

いせつだという意識が乏しいように

識して指導しない︑道徳の指導がた

のきびしさをもっと自信をもって教

ら︑自分たちの体験した生きること

そうすると子どもは未熟なんだか

片山と言うことは︑子どもが道徳的

えなければと思います︒

思います︒

いのですか︒

危機に直面しているという意識がな

自信をもって叱ることが出来ないん

子どもに好かれていないと感ずると︑

子どもの非を発見しても︑自分が

と︑それに対して対症療法を試承る

高田いじめなどの問題行動がおきる
だけで︑それが子どもの心を育てる

いくという自信がほしいと思います︒

あればどんなことがあっても教えて

これではいけない︒子どもの非が

です︒

いんですね︒

教育と直接深い関連があると考えな

んで︑その前の段階の病気になりか

片山病気になってから大騒ぎをする
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〈座談会＞

小学校における

道徳教育の現状と課題

嵯峨人間が集団で生活している以上︑

おかあさん方にもしっかりしても

すと特に姿勢の良い子がいるのです

夏季施設に子どもを引率してぷま

らわなければ・・⁝・と思うことがあり

から︑相手の人を大切にするとか︑

が︑よく聞いてゑますと︑おじいさ

どんな簡単な行動でも︑人と人との

相手の人の気持ちを考える︑いわば

んのしつけが大変行きとどいている

ます︒

道徳の基本になるようなことが大変
というですね︒

かかわりの中で行なわれているのだ

も気付いてほしいですね︒

教員はどこまで背負わなければい

大切なんだというところに先生方に

片山渡辺先生︑子どもに嫌われるこ
とがこわいという意識ですか︒

とがあるんです︒

けないのか教員どうしで話し合うこ

特設時間の道徳だけいくら一生懸

渡辺︵芳︶先生たちは大変熱心に指導
にあたっているですし︑すばらしい

うんです︒

片山今の話をきいていて︑家庭では

命にやっても︑次々とこぼれてしま

んで指導することがほしいですね︒

しつけが甘い︑環境には何んでも手

成果を上げているんですが︑もう一

片山子ども自体が家庭の中で甘やか

にはいるという甘い条件がそなわっ

歩︑子どもの殻を破って中にとびこ

こんで指導できないという点がある

されて育っている為︑もう一歩ふぷ

ている︒こうした時に学校はきびし

じゃないかと思うんですが︑学校が

こうした前提があると︑たじろぐん

く教えなければならないといっても︑

ると︑こんなお母さんだから︑こん

渡辺︵芳︶今の保護者と話し合って承

なければいけない︒昔なかった使命

本来家庭で教えるべきことを背負わ

のではないのでしょうか︒

ります︒

な子が育つのかなあと思うことがあ

出席者︵敬称略・発言順︶

一局田

賢

︿概鮒肺立東山小学一

渡辺芳子

敏

︿鵬鴎区立高南小学一

嵯峨

︷揃学棚踊区立中根一

︿荊研嫉舗郷道徳教一

前島健男

︿司会﹀

片山清一

薫

︵日本弘道会理事︶

渡辺

︿郭赫融髄会理事︶
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を背負わなければいけないというこ
とがあるように思うんですが︒

前島諸悪の源泉は入試準備教育にあ
るといわれていますが︑学校はしつ

自己中心の考えを払拭してほしい

てほしいと思います︒

ですね︒

片山自己中心というか自家中心とい

るようなことは大いに反省しなけれ

ばいけませんね︒

茂樹先生にふれたいのですが︑西村

片山こ上で日本弘道会の会祖︑西村

おこすのですが︑やがて学校の修身

ればいけないというんで修身学社を

茂樹先生は修身をきちんと教えなけ

どもをとりまく状況ですから︑それ

渡辺︵芳︶今言われたようなことが子

ったらいいんですかね︒

たり家庭教師をたのんで学力をつけ

し︑次に道を弘めるという弘道会と

だけでは駄目だと言うんで講道会と

けをしてくれ︑家庭では塾へ通わせ
るから⁝というような考え方が今で

うなければいけないのか︒教えるべ

をふまえて私たち学校の教育は︑ど

も残っています︒

あってバランスのとれた教育をして

きには叱り︑家庭のせいにしないと

きことはきちんと教え︑叱るべきと

の風潮を変えていくことがたいせつ

が︑先生方のお考えと同じで︑社会

家庭は昔から厳父慈母というのが
いた︑人間が育つためにはバランス

でしょう︒

いうことも学校としては大切なこと

社会教育に目をむけてくるのです

なんですね︒

大人が幼児化して︑マンガ本を喜

本的な精神で︑明治のはじめごろす

これが日本弘道会がつくられた基
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したのです︒

のとれた教育が必要︒そうしたバラ

家庭・社会の道徳意識

ンスのとれた家庭教育が行なわれる
よう学校がイニシャチーブをとらな

片山核家族になり︑祖父母はいない︑

教育もだいじだけど︑それは時間に

渡辺︵薫︶西村茂樹先生は︑学校での

それからもう一つは︑自分中心的

ければいけないと思います︒

すれば僅かに五時間程度にすぎない︒

るべきものか︒言うまでもなく︑そ

残りの十九時間は︑一体︑誰が教え

れこそ家庭ならびに社会全体の一番

こで古い伝統は伝わらない︒

前島大人だったらどうしなければな

子どもの数は少い︒若い父や母︒そ

先生が一生懸命にやっても︑﹁そ

ですね︒

らないのか︑大人の自覚がたいせつ

んでいたり︑剰軽な行いを喜んでい

大切な仕事だと喝破された︒

る︒もっと先生の仕事や立場を尊重
ばいかんというような考えをなくし

し︑なんでも自分の気にいらなけれ

れは体罰ではないか﹂と先生を責め

のもとになっているんです︒

−

な考え方です︒これがいろいろの災

−

でに生涯学習のパイオニヤー的考え

児童の良心を培うことが児童中心

違いではないでしょうか︒

主義ではないか︑児童の理性を中心

を持っておられたわけです︒

にも道徳的な意識が欠けている︒例

嵯峨今の社会の状況は︑親にも地域
いか︒

にした教育こそ児童中心主義ではな

ではなかったかと思いますね︒

こうした点が戦後の教育の間違い

えば子どもの万引きにしても︑自分
の子の万引きを注意されても﹁悪い
ことをしました﹂と素直にあやまる

童を中心にした教育はだいじだと思

嵯峨私は教師中心の教育ではなく児

嵯峨子ども部屋が家族からの逃避の

すね︒

場になっているという現実がありま

んな形式的なことで育つものではな

前島自主独立の精神というのは︑そ

いんですね︒おじいさんやおばあさ

んなど⁝多くの家族の人たちから学

んでいってはじめて自己というもの

が育つのだと思います︒

も机が売り出されているのですが︑

片山最近はいたれりつくせりの子ど

また社会にも﹁ゑんなでやればこわ

親は大変すぐないといわれています︒

っているんですが︑どうも児童中心

子どもの教育と物質的環境というも

ということが︑児童に阿る教育だっ

たのではないかと思います︒児童に

のをどう考えたらいいんでしょうか︒

先ほど高田先生が教師の道徳意識
についてのご指摘がありましたが︑

阿る︑親に阿る教育が今日の荒廃を

くない﹂という風潮もふられますＰ

ないのでしょうか︒

家庭にも社会にも欠けているのでは

車を買う︑冷暖房施設をつくると同

前島人間を育てるというのではなく︑
渡辺︵薫︶子どもをとおしてＰＴＡに

一つになっている︒子どもを生承︑

思っています︒

招いた一つの原因ではなかったかと

るように︑人格の完成をめざすわけ

阿るという点がありますね︒そう考

いい学校にいれて自慢し合う︑犬や

前島学校の教育は教育基本法にもあ
ですが︑調和のとれた学校教育︑調

にもあるようにも思われますね︒

えますと根本原因は︑今の家族制度

片山今︑多くの家庭で︑子ども部屋

価な電気製品を買うなどのことが︑

高田新しい車を買う︑いろいろな高

かわしい傾向が一部に承られますね︒

じように子どもの教育も消費文化の

いせつだと思いますね︒

和のとれた家庭教育・社会教育がた

猫のペットとかわらないようななげ

片山戦後の教育が民主教育に変った

の設置には弊害が多いといわれてい

を設けているんですが︑子ども部屋

何不自由なく行なわれているのです

のですが︑民主教育は児童中心の教

ますね○

育だと言うのですが︑児童の勝手な
欲求や興味の承を尊重していては間
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くの問題を投げかけているように感

していることが︑子どもの教育に多

が︑大人たちがこうした消費生活を

してはいけない︑これも禁止だとい

行きすぎた管理が行なわれ︑あれも

置を考える︒こうしたことが高じて

政でも︑そうならない為の予防の措

すべきだ﹂と説いておられます︒さ

なく学内にあって常に上席に位置さ

は給与・号俸などの多寡にかかわり

すがだと思いますね︒

じます︒

ら︑子どもがなんでもかんでもほし

指導する側にも︑社会が悪いんだ︑

前島交通安全指導についてゑても︑

格できる力さえつけばいいんだとい

ていますが︑とにかく入学試験に合

前島今︑学校では知育偏重といわれ

一⁝一

がる︒ほしがるから買いあたえると

るんです︒これでは子どもが自分の

規則がいけないんだと考える人がい

うことになるのではないでしょうか︒

いう︑大変教育的でないことが行な

うことで︑知育と徳育という三つが

大人が卒先垂範しているんですか

われているんではないでしょうか︒

育てることはできません︒

問題として交通安全の能力や態度は

片山われわれの子どものころを思い

教育のたいせつなことが徐麦に理解

嵯峨規則を守ることも含めて︑道徳

つづけてきています︒

ってもいけないんだと十数年来いい

心の問題を忘れて︑知恵や体が育

いるように思います︒

いせつなことだという認識が欠けて

人間として成長していく上で最もた

片山規則について︑子どもたちにど

出すと野原や田園に随分危険な場所
があった︒しかしそうした場所で危

をどう教えたらいいのか問題ですね︒

会祖の西村先生が明六雑誌に︑自

う教えたらいいのか︑規則やきまり

由という言葉を﹁自主﹂と釈した方

をすることもなかった︒

今は︑こうした場所があると区が

険なことをしても落ちて大きな怪我

悪い都が放置しているからいけない

これは洞眼ですね︒日本では自由を

されてきたことは嬉しいことですが︑

がいいんだと述べておられますが︑

はきちがえて勝手なことがまかりと

道徳を大変むつかしいことのように

いうような声が出てきます︒

おっています︒

んだ︑学校の指導が足りないんだと
もっと子どもを信じてやってもい
いんじゃないでしょうか︒

指導者も大いに反省しなければいけ

のとして敬遠してきたことも事実で︑

考えさせてきた為に︑近づき難いも
ろ︑﹁すべての根本は﹃道徳﹄にあ

渡辺︵薫︶西村会祖は︑明治二十年ご
る︒よって道徳教育を担当する教師

嵯峨信じてやってもいいんですが︑
る︒そんなことならと︑学校でも行

その前に︑様灸な声が声高に出てく
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ないことですね︒

いっているのもそうした考え方で︑

片山臨教審が道徳教育を人格教育と
道徳をしかつめらしいものにしてき
た弊害はありますね︒

渡辺︵芳︶先生方と話していて︑実践

のを拾って︑人通りのない電柱の陰

スの空瓶が道路の真中におちている

んですね︒

しかったという思い出があるという

治二十三年に教育勅語が出るんです

片山坪内遁遥がえらかったのは︑明

が︑教育勅語が発布されると︑小中

私はいいことをする子だなあと感

に片付けているんですね︒

学校では式日に教育勅語の奉読を始

母に出されたもので︑そんなことを

心しましたので︑帰って朝礼時に全

しても形式に堕するだけだ︑といっ

体の児童にこのことを話して聞かせ

片山さすが立派な校長さんですね︒

早稲田中学では昭和十二年まで教育

めるんですが︑教育勅語は教師や父

しいと言いますね︒だから私は︑今

前島だいじなことです︒具体的なこ
とをこまかに教えていってはじめて

勅語の奉読をやらなかった︒さすが

たんです︒

で三年なり五年なりたって︑このこ

すぐ実践できなくとも︑学校で学ん

の場その場で具体的に教えることが

道徳性が育つんだと思いますね︒そ

にむすびつかないことが一番むつか

とはあの時学んだことなんだなあと

立派な教育者ですね︒

渡辺︵薫︶ほめられたその子どもは一

嵯峨あ上そうですか︒それだけの識

も︑右顧左晒しないで︑高い識見に

のは立派ですね︒今の校長先生方に

裏づけされた信念に基づいた教育を

見に基づいて学校経営に当るという

高田私の学校でも子どもが落し物を

してもらいたいと思いますね︒

なことですね︒

拾って︑落し主をさがして妻届けてあ

生涯忘れないでしょう︒本当に大事

て御自分ではおやりにならなかった︒

気付けばそれでもいいのだと思って

私たちの仕事です︒

います︒子どもの心の中に生きつづ
けていて︑ある日︑ふっ思い出すこ
ともあるんじゃないでしょうか︒

ですね︒﹁陰徳あれば陽報あり﹂と

しておられますが︑あれはいいこと

げた︑ということがあったんです︒

ずるところにしたがってわが道を貫

片山やはり今のような時代には︑信

片山茅さんが小さな親切運動に努力

いって︑小さな善行を尊んだもので

翌日学校へお礼の電話があったんで

︵如頁下段につづく︶

くという徹底した態度がほしいです︒

すが︑早速全校児童にこの善行を紹
介しました担やはり自分も小さい時

ますね︒

渡辺︵芳︶日光の林間学校に子どもを

に落し物をして︑届けてもらって嬉

すが︑こうした考えが今は薄れてい

引率しました時︑一人の子がジュー
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てしまった︒

水沢利忠

とを知らされ︑今や︑その間の事情を知るよすがも失われ

ねたが︑担当者︑平田某氏は既に退職︑故人となられたこ

まぼろしの南摩綱紀撰・泊翁西村先生碑銘︵上︶

序

西周︑森有礼︑福沢諭吉らと共に明六社を興した西村茂
樹は︑ユニークな思想をもって明治の時代を指導した︒夙

終生の任務とし︑日本弘道会を興した︒曾って一万人の会

公人としての活躍の承ならず︑国民道徳の維持振興を以て

を指定したとき解説板を建てに行き︑その時に︑弘道会の

官段木氏の証言﹁昭和四十三年︑東京都の史蹟として墓標

墨田区史編纂室等にと再三足を運び︑遂に都の文化財調査

五十嵐氏は尚も︑東京都の文化財担当官及び日本弘道会︑

員と百三十の支会を擁する大盛行を見︑今尚連綿として今

西村茂樹のものだと思ったので写真を撮ったことがある﹂

渡辺氏︵先代事務長︶と先代の住職と私と三人で碑を見︑

に文教の府に入り高官に登り︑明治天皇に侍講するなど︑

人にして碑銘の無いことはいかにも淋しい思いであった︒

本を取ろうと泊翁の菩提寺︑東京・文京区千駄木五丁目の

嵐金三郎氏︵国会図書館勤務︶が︑これに気付き︑その拓

村茂樹碑銘﹂︵在東京︶が掲載されていたのである︒五十

十七年七月弘道会副会長従四位勲四等南摩綱紀撰﹂の﹁西

を明らかにせんが為に外ならない︒詳細は﹁参考書誌研

の労を多とし︑本稿の標題にも﹁まぼろし﹂を冠する所以

煩を厭わず繕述したのは︑五十嵐氏をはじめ関係方面諸賢

も︑その拓本すら確認することはできなかった︒以上やや

五十嵐氏は更に熱心にその行方を探しつづけたが︑石碑

たという︒

に基づき︑再び養源寺を訪れたがやはり碑は存在しなかっ

秋百十周年の記念式典を迎えようとしている︒これ程の巨
然るに昭和三十四年三月︑佐倉市公民館から油印本で公

養源寺︵激石の坊ちゃんでおなじゑの情ゆかりの︶を訪ね

究﹂第三○号︵一九八五・九︶︵国立国会図書館参考書誌部刊︶

刊された﹁佐倉市誌資料﹂第二輯の﹁金石文﹂に︑﹁明治三

た︑然し碑は見当らず︑佐倉市誌編纂室に碑銘の出典を訊
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﹃まぼろしの南摩綱紀撰﹁泊翁西村先生碑銘﹂を探る﹄五

郁為人剛毅︑材兼文武︑長経済︑有政績︑批荒井氏︑先生

卿︑有戦功︑後三世行芳仕佐倉藩堀田侯︑子孫世襲︑考芳

法︑象山日︑砲術不如兵法︑兵法不如洋学︑先生深眼其説︑

塚同庵︑学西洋砲術︑窮蕊奥︑又就佐久間象山︑学西洋兵

武業︑年十六作藤原基経論︑安井息軒︑大称之︑既而従大

以文政十一年三月十三日生子江戸︑幼入藩学温故堂︑修文

十嵐金三郎︵二七頁︶に詳しい︒

結局︑佐倉市誌資料に掲載された南摩綱紀撰﹁泊翁西村
しかし出所に問題があろうとも︑この碑銘の価値に変り

先生碑銘﹂の出所が問題である︒

のあろう筈はない︒もし泊翁の墓碑銘を書く人ありとすれ

田正徳君伝︑時正徳君惑好臣︑藩士不服︑先生極諌︑君悔

悟瓢之︑一藩帖然︑六年六月︑米国軍艦来浦賀︑乞互市︑

自此大壷力於西籍︑嘉永三年︑先生承家為支藩佐野侯︑堀

先生具意見上之藩主︑又箸海防策︑上之阿部閣老︑繕を数

の中で︑﹁頃日︑弘道会員相謀︑将建碑不朽先生学徳功徳︑

会員の依託に応え︑三十年の先生の恩顧に報いようとする

使余作銘︑余受先生薫陶三十年不可以不文而辞﹂と︑弘道

ば︑南摩綱紀を措いて外に誰があろう︒綱紀自らも︑銘文

決意の程を披涯しているに於いてをやである︒

淀川︑兵砿陸績聯尾而浜︑夜遥望東方火光燭天︑且是既交

く

千言︑皆合機宜︑営此時︑開港懐夷二説紛起︑先生常持開Ｊ
港説︑而時論以撰夷説為正義︑先生嘆日︑是因不知海外形躯

この銘文は︑実に二千五百字に及ぶ長文︑南摩綱紀一代

閣老不可︑安政元年十月︑佐野侯正衡君卒︑孫正碩君承後︑

勢耳︑乃上書幕府︑欲遊学海外伝習其長技以警醒︑世人︑

先生日︑獅子樽免︑亦用全力︑二年︑藩主正睦君為閣老︑

年甫十三︑先生受遣託︑整理藩政︑或瑚之日︑牛刀割鶏︑

本稿は︑はじめてこの銘文を訓読し︑更に既刊の泊翁伝

の力作で︑泊翁の面目躍如たらしめている︒

西村茂樹先生略伝︑日日本弘道会泊翁西村茂樹伝︵上・

１日筑摩書店刊明治啓蒙思想集︑ロ日本弘道会刊泊翁

専管外国事︑先生掌機密文書︑﹃二年︑藩主正睦君為閣老︑

専管外国事︑先生掌機密文書︑﹄慶応三年十月︑上書徳川

戦也︑但火光栗一所而不移︑呼瑳東軍敗突︑翌日敗報果至︑

た︒

下︶ｌを対照するなどの方法により碑銘の内容検討に資し

慶喜公︑切論時事︑尋為徳川氏画三策︑是月以藩命至京師︑

学問博︑徳行純篤︑可為万世師表者︑泊翁先生是也︑先

先生謂帰路必塞︑乃踊暗嶺︑船琵琶湖︑至堅田佐野藩別邑

遂卦大阪︑明治元年一月三日︑聞徳川氏出兵向泉師︑走出望

生幼名平太郎︑後改鼎又茂樹︑泊翁其号︑姓源氏︑系出自

一︑泊翁西村先生碑銘

新羅三郎義光︑後喬長泰始氏西村︑其五世孫元治仕蒲生氏

也︑因留探京師動静︑且上書岩倉輔相︑勧租兵︑不省︑尋
帰東京︑二年任佐倉藩大参事︑四年三月上書欲開塞印膳沼︑
計巳成︑聞廃藩議起︑不果︑更議士族授産法︑大撞封邑︑
得荒地七百余町分文士族一千二百飴戸︑毎戸得五段余歩︑

乃懇拓草菜︑栽培茶樹︑年得茶葉数千貫︑販之海外︑得巨
利以資生産︑八月︑為兵部省所辞︑辞而不出︑十一月︑任
印膳県擢参事︑固鮮︑不允︑五年三月以病瀞︑五月︑開家
塾於東京︑深川︑授生徒︑傍事著述︑六月有感於時事︑欲
興貴族院︑輿木戸参議︑山田少蒋及毛利︑池田︑細川越前
等諸華族謀︑遂不成︑八月︑輿森有薩等謀︑瓶明六社︑即
今学士曾院也︑是為本邦学会之始︑十一月︑補文部省五等
出仕︑八年︑進四等出仕︑兼三等侍講︑叙従五位︑爾来啓

二年︑朝廷麓革大政︑法律制度隙儀風俗︑一模倣泰西︑古

来所伝忠孝節義勇武廉恥︑如棄而不顧者︑先生憂憤︑衆衆

於大学︑講説連三日︑大警暢人心︑後印行之︑日本道徳論是

也︑十九年︑任宮中顧問官︑叙従四位勅任二等︑罷文部省

兼勤︑二十一年七月へ兼任華族女学校長︑乃欲参酌本邦古

代典令へ興欧米諸国学規︑改定其教則︑未果罷職︑二十二年

賜︑興憲法発布紀念章︑先是先生拝明宮輔導命又膳有栖川︑

生常謂︑西洋諸国以耶蘇教酒養国民道徳︑本邦道徳之教︑

東伏見予北白川︑伏見四親王聡︑講西洋史︑大見信任︑先

宜以︑皇室為基礎︑如其智体育付之文部省而可︑以此語同

僚及宮内大臣︑皆善之︑乃告之文部大臣︑大臣誤鮮︑事遂

不成︑二十二年︑難議請設明倫院於宮内省中︑亦不行︑二

上書諸大臣︑痛論国事︑前後所建白数十通︑皆極切時勢︑

十三年九月︑為貴族院議員︑後二年︑以議不合辞之︑後又

三月瓶修身学社︑初太政官之頒布学制也︑先生讃至学問所

二十六年︑叙勲二等へ賜瑞宝章︑三十三年進一等官︑叙従

沃︑天皇・皇后両陛下︑其功居多駕︑九年︑任文部大丞︑
以立身治生興産︑日︑論則善芙︑但未説及仁義忠孝之教︑

三位︑以年老鮮職︑聖上賜菊花章七宝焼花瓶一隻︑

葬東京本郷区駒篭養源寺へ曾葬者一千除人︑先生躯幹豊偉︑

両陛下賜祭築金五百円︑東宮賜金五拾円︑二十二日︑

田正倫君︑自鎌倉特帰︑臨梼問病︑十八日遂莞害七十又五︑

賜餐簾︑十六日︑特旨叙正三位勲一等︑授瑞宝章︑奮藩主堀

八月十五日︑大漸︑〃両陛下賜鮮魚及葡萄酒︑東宮

博士学位︑三十五年三月︑擢病︑療於赤十字病院︑不愈︑

皇后宮手賜菊花章三套銀盃及金二百円︑三十四年授文学

恐後世不堪其奨︑当時学者皆肢惑西洋学術？以道義為迂腐︑

先生慨嘆日︑儒道漸廃︑修身之学失其根抵︑人心放逸︑将
無所底止︑因欲独力維持国民道徳︑是所以瓶此社也︑後改
稽日本弘道会︑十年一月︑仕文部大書記官︑十二年三月為
東京学士会員︑十五年六月︑叙勲四等︑賜旭日小綬章︑十
七年十月︑補宮内省三等出仕︑為文学御用掛︑兼文部省編
輯局長︑乃挙当時学者︑編纂須要書十詮種︑如古事類苑最
浩涛︑未告成︑十八年四月︑叙勲三等︑賜旭日中綬章や十
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時勢︑侃倉講議︑致力国家︑知無不言︑言無不尽︑其意在

容温言属︑喜怒不見色︑深究和漢洋之学︑融合其説︑斜酌

は其の号なり︒姓は源氏︑系は新羅三郎義光より出づ︒後

れなり︒先生は幼名︑平太郎︑後︑鼎又茂樹と改む︒泊翁

氏郷︵卿は郷の誤︶に仕へて戦功有り︑後三世にして行芳

佐倉藩堀田侯に仕ふ︒子孫世襲す︒考芳郁︑人と為り剛毅︑

喬長泰︑始めて西村を氏とす︒其の五世の孫︑元治︑蒲生

周遊海外︑奨励学事︑後又歴遊各地︑誇々説道徳︑士民信

先生︑文政十一年︵一八二八︶三月十三日︑江戸に生まる︒

材は文武を兼ね︒経済に長じ︑政績有り︑枇は荒井氏なり︒

振興国民道徳確立万世基礎︑其自修︑言行相顧︑一動一静︑

服今也弘道会員殆一寓人︑支会至一百三十除之多︑先生所

皆為世槽範︑所謂可為万世師表者非邪︑先生之在文部省也︑

著書︑葛国史略︑西国紀原︑婦女鑑︑小学修身訓︑初学宝

久間象山に就き︑西洋の兵法を学ぶ︒象山日はく︑﹁砲術は

て大塚同庵に従ひ︑西洋の砲術を学び︑穂奥を窮む︑又佐

て藤原基経論を作る︒安井息軒︑大いに之を称す︒既にし

冊︑其未全者︑言論禁及随筆若干巻︑配佐倉藩鈴木光尚女︑

旨︑教育史︑西史年表︑泰西史鑑︑洛日克入門︑凡一百余

に服し︑︵眼は服の誤り︶此より大いに力を西籍に尽くす︒

兵法に如かず︑兵法は洋学に如かず﹂と︒先生深く其の説

幼にして藩学温故堂に入り︑文武の業を修む︒年十六にし

生五男三女︑男一別成家一胃他氏︑女二共嫁入︑三男一女

訓︑心学講義︑日本道徳論︑読書次第︑泊翁盾言︑住事録︑

天︑孫竜太郎承家︑頃日弘道会員相謀蒋建碑不朽先生学徳

君の樽︵伝は博の誤︶と為る︒時に正徳君好臣︵好は好の

嘉永三年︵一八五○︶先生家を承ぎ︑支藩佐野侯︑堀田正徳

建言稿︑記憶録︑自識録︑其他所課述︑防海要論︑経済要

擦其家譜及土屋伯毅所著伝︑更加余所知為序︑係銘日︑

功績︑使余作銘余受先生薫陶三十年︑不可以不文而瀞︑乃

を乞ふ︒先生意見を具し之を藩主に上る︒又海防策を著し︑

府に上り︑海外に遊学し其の長技を伝習し以て世人を警醒

﹁是れ海外の形勢を知らざるに因るの承﹂と︒乃ち書を幕

而るに時論撰夷説を以て正義と為す︒先生嘆じて日はく︑

に当り︑開港撰夷の二説紛起し︑先生常に開港説を持す︒

け︑一藩帖然たり︒六年六月︑米国軍艦浦賀に来り︑互市

誤︶に惑はされ藩士服せず︒先生極諌し︑君悔悟し之を瓢

道出於天弘之在人世迷私利多失本原偉実先生
隻手廻潤夙修廠徳弘道創会誘導国民和漢洋学研
究深淵著書充棟闘明葬倫死而不死遺徳千年

之を阿部閣老に上る︒績を数千言︑皆機宜に合ふ︒此の時
弘道会副会長従四位勲四等南摩綱紀撰

明治三十七年七月

泊翁西村先生碑銘︵読み下し︶

学問治博︑徳行純篤︑万世の師表たるべき者︑泊翁先生こ

（34）

もて鶏を割く﹂と︒先生日はく︑﹁獅子は免を樽つにも︑

託を受け︑藩政を整理す︒或は之を噛りて日はく︑﹁牛刀

侯正衡君卒す︒孫正頚君後を承く︒年甫めて十三︑先生遣

せんと欲す︒閣老可かず︒安政元年︵一八五四︶十月︑佐野

も︑辞して出でず︒十一月︑印膳県権参事に任ぜらる︒固

利を得て以て生産に資とす︒八月︑兵部省の辞す所と為る

を栽培し︑年に茶葉数千貫を得たり◇之を海外に販し︑巨

の為に三策を画す︒是の月藩命を以て京師に至り︑遂に大

十月︑書を徳川慶喜公に上り︑時事を切論す︒尋で徳川氏

国の事を管す︒先生機密文書を掌る︒慶応三年︵一八六七︶

即ち今の学士会院なり︒是れ本邦学会の始たり︒十一月︑

も︑遂に成らず︒八月︑森有薩等と謀り︑明六社を瓶む︒

議︑山田少将及び毛利︑池田︑細川越前等の諸華族と謀る

時事に感ずるところ有り︑貴族院を興さんと欲す︒木戸参

を東京深川に開き︑生徒に授け︑傍ら著述を事とす︒六月

辞するも︑允されず︒五年三月病を以て辞す︒五月︑家塾

阪に赴く︵卦は赴の誤︶︒明治元年︵一八六六二月三日︑徳

文部省五等出仕に補せらる︒八年︑四等出仕に進承︑三等

亦全力を用ふ﹂と︒二年︑藩主正睦君閣老と為り︑専ら外

て淀川を望めば兵腿陸続として尾を街んで︵郷は街の誤︶

川氏兵を出し京師に向ふと聞き︑︵泉は京の誤り︶走り出で

を啓沃し︑其の功多きに居る︒九年︑文部大丞に任ぜらる︒

侍講を兼ね︒従五位に叙せらる︒爾来︑天皇・皇后両陛下

祈る︒夜遥かに東方を望めば火光天を燭す︒且に是れ既に

三月修身学社を瓶む︑初めて太政官の学制を頒布するや︑

アア

ん﹂と︒当時の学者皆西洋の学術に舷惑せられ︑道義を以

交戦せんとす︒但火光一所に豪りて移らず︒﹁肝瑳東軍敗

る︒且つ書を岩倉輔相に上り︑兵を詞めんことを勧むるも︑

て迂腐と為す︒先生慨嘆して臼はく︑﹁儒道漸く廃れ︑修

先生学問を致すは身を立て生を治め産を興す所以なるを読

省られず︒尋で東京に帰る︒二年佐倉藩大参事に任ぜらる︒

身の学其の根抵を失ひ︑人心放逸し︑将に底止する所無か

れたり﹂と翌日敗報果たして至る︒先生謂へらく︑﹁帰路必

四年三月書を上り印膳沼を開塞せんと欲す︒計己に成るも

らんと︒因りて独力もて国民道徳を維持せんと欲す︒是れ

ず塞がれん﹂と︑乃ち暗嶺を臆へ︑琵琶湖に船して︑堅田

廃藩の議起ると聞き︑果さず︒更に士族の授産法を議し︑

此の社を瓶むる所以なり︒後に改めて日本弘道会と称す︒

の仁義忠孝の教に及ばざる︑恐らく後世其の葵に堪へざら

大いに封邑を検す︒︵撞は検の語り︶荒地七百余町を得て︑

二年三月東京学士会員と為る︒十五年︵一八八三六月︑勲

十年一月︑文部大書記官に任ぜらる︒︵仕は任の誤り︶十

ゑて︑︵讃は読の誤り︶日はく︑﹁論は則ち善し︒但未だ説

士族一千二百余戸に分つ︒︵文は術字読まず︶戸毎に五段

に至る︒佐野藩の別邑なり︑因りて留まり京師の動静を探

余歩を得たり︒乃ち草菜を墾拓し︵懇は墾の誤り︶︑茶樹
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部省編輯局長を兼ぬ︒乃ち当時の学者を挙げ︑須要書十余

十月︑宮内省三等出仕に補せられ︑文学御用掛と為り︑文

四等に叙せられ︑旭日小綬章を賜はる︒十七年︵一八八四︶

せられ︑瑞宝章を賜はる︒三十三年︵一九○○︶一等官に進

皆極めて時勢に切なり︒二十六年︵一八九三︶︑勲二等に叙

を諸大臣に上り︑国事を痛論す︒前後建白する所数十通︑

員と為る︒後二年︑議の合はざるを以て之を辞す︒後又書

するも︑亦行はれず︒二十三年︵一八九○︶九月︑貴族院議

象︑従三位に叙せらるｏ年老を以て職を辞す︒聖上菊花章

を告げず︒勲三等に叙せられ︑旭日中綬章を賜はる︒十二

と七宝焼の花瓶一隻を賜はる︒皇后宮は手づから菊花章三

書を編纂す︒古事類苑の如きは最も浩溝にして︑未だ成る

倣す︒古来伝ふる所の忠孝節義勇武廉恥︑棄てて顧承ざる

士の学位を授けらる︒三十五年︵一九○二︶三月病に躍り︑

套の銀盃及び金二百円を賜ふ︒三十四年︵一九○一︶文学博

年︑朝廷大政を麓革す︒法律制度薩儀風俗︑一に泰西を模

る︒大いに人心を警楊し︑後に之を印行す︒日本道徳論是

者の如し︑先生憂憤す︒衆を大学に栗め︑講説三日に連な

両陛下鮮魚及び葡萄酒を賜ひ︑東宮は餐儀を賜ふ︒十六日︑

藩主堀田正倫君︑鎌倉より特に帰り︑梶に臨承病を問ふ︒

特旨もて正三位勲一等に叙せられ︑瑞宝章を授けらる︒旧

赤十字病院に療するも︑愈えず︒八月十五日︑大いに漸む︒

八八︶七月︑兼ねて華族女学校長に任ぜらる︒乃ち本邦古

なり︒十九年︵一八八六︶︑宮中顧問官に任ぜられ︑従四位

代の典令︵興は与の誤り︶と︑欧米諸国の学規とを参酌し︑

ふ︒東宮は金五拾円を賜ふ︒二十二日︑東京本郷区駒篭養

十八日遂に莞ず︒寿七十又五なり︒陛下祭棄金五百円を賜

勅任二等に叙せられ︑文部省兼勤を罷む︒二十一年︵一八

二十二年︵一八八九︶︑憲法発布紀念章を賜はる︒是より先︑

なるも言は属し︑︵属は属の誤り︶喜怒色に見はれず︑深

源寺に葬る︒会葬者一千余人なり︒先生躯幹豊偉︑容は温

其の教則を改定せんと欲するも︑未だ果さずして職を罷む︒

四親王の鴫に応じ︑西洋史を講じ︑大いに信任せらる︒先

先生明宮輔導の命を拝し又有栖川︑東伏見︑北白川︑伏見

するに在り︒其の自ら修むるや︑言行相顧︑一動一静や皆

さざる無し︒其の意は国民道徳を振興し万世の基礎を確立

盈講議し力を国家に致す︒知れば言はざる無く︑言へぱ尽

し︒其の智体育の如きは之を文部省に付して可なりと︒此

く和漢洋の学を究め︑其の説を融合し︑時勢を斜酌す︒侃

の語を以て同僚及び宮内大臣︑皆之を善す︒乃ち之を文部

の文部省に在るや︑海内︵外は内の誤り︶を周遊し︑学事

世の槽範たり︒所謂万世の師表たるべき者か︑非か︒先生

生常に謂へらく︑西洋の諸国は耶蘇教を以て国民道徳を酒

大臣に告ぐるも大臣誤解し︑事遂に成らず︒二十二年︑請

養す︒本邦の道徳の教は︑宜しく皇室を以て基礎と為すべ

ふて明倫院を宮内省の中に設けんと建議︵難は建の誤り︶
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を奨励す︒後又各地を歴遊し︑謹盈として道徳を説く︒士
民信服し今や弘道会員は殆ど一万人︑支会は一百三十余の
多きに至る︒先生著す所の書︑万国史略︑西国紀源︑婦女
鑑︑小学修身訓︑初学宝訓︑心学講義︑日本道徳論︑読書
次第︑泊翁届言︑往事録︑︵住は往の誤り︶建言稿︑記憶
録︑自識録︑其の他訳述する所は︑防海要論︑経済要旨︑
画ジック

教育史︑西史年表︑泰西史鑑︑洛日克入門︑凡そ一百余冊︑

其の未だ全からざる者は︑言論叢及び随筆若干巻なり︒配
は佐倉藩鈴木光尚の女なり︒五男三女を生む︒男一は別に
は天す︒孫竜太郎家を継ぐ︒頃日弘道会相謀り︑将に碑を

家を成し︑一は他氏を胃す︒女一底共に嫁入る︒三男一女
建て先生の学徳功績を不朽ならしめんとし︑余をして銘を
作らしむ︑余先生の薫陶を受くること三十年︑不文を以て
辞すべからず︒乃ち其の家譜及び土屋伯毅の著す所の伝に︑
更に余の知る所を加へ序と為す︒銘に係けて日はく︑

道は天より出づるも
之を弘むるは人にこそ在れ
世は私利に迷ひ

多く本原を失へり
偉なるかな先生
隻手もて廻潤し︵愛は隻の誤り︶

夙に蕨の徳を修む
乃ち哲乃ち賢

道を弘め会を創め
国民を誘導す
和漢洋の学
研究深淵
著書充棟

葬倫を閏明す
死すとも死せず
遺徳千年たり

明治三十七年七月

弘道会副会長従四位勲四等南摩綱紀撰

二︑撰者・南摩綱紀と泊翁

この銘文は︑漢文の文章として︑措辞の適切さと論旨の

﹁万世の師表たるべき者︑泊翁先生是なり﹂と冒頭に端

組承立て方に一貫した美しさを認めることができる︒

を発し︑泊翁の活躍ぶり︑功績を績述した後︑先生は﹁躯

幹豊偉︑容は温かなれど言属しく︑喜怒色に見われず︑深

く和漢洋の学を究め︑其の説を融合し︑時勢を斜酌して︑

侃を︵やわらぎたのし象︶謹議︵正しい議論をする︶し力

を国家に致す︒知れば言はざる無く︑言へぱ尽くさざるな

きなり︒その意は国民道徳の振興と万世の基礎を確立する

︑︑︑︑︑

に在り︑其の自ら修むるや言行相顧承︑一動一静︑皆世の

槽範たり︒所謂万世の師表と為すべき者か非か︒﹂と結び︑
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首尾相呼応している︒正にその内容ならびに文章の結構︑

名である︒明治二十年七月︑﹁史記会注考証﹂の著者︑滝川

津の各地に残る︒東京・青山墓地の秋月胤永の墓碑銘は著

のときの記念写真が滝川家に所蔵されている︒背の低い滝

亀太郎博士が東京文科大学付設古典講習科を卒業したがそ

堂をとしている︒撰者︑南摩綱紀は東京大学︑高等師範に
職を奉じ︑﹁内国史略﹂﹁追遠録﹂﹁環碧楼遺稿﹂等の箸を

加︶その中には南摩綱紀も中村正直や小中村義象の教授諸

学の基盤ｌ父宛の書簡を通じてｌ古代文化訂巻刈号昭帥・

悲痛な手紙が残っている︒︵拙稿﹁君山・滝川亀太郎の講

工面がつかず終に参列できず残念であったと父君に綴った

を着用しなければ卒業式に参列できず二一円也の借着料の

川亀太郎が最後列に和服姿で撮っている︒フロックコート

以て漢学の泰斗たるの承ならず︑文章家としても著名であ
る︒泊翁が弘道会を創始して以来︑副会長として影の形に
倍る如く一体となって尽捧して来た︒泊翁先生の碑銘を草
するに︑この人を措いて外に誰があろうか︒

明治三十五年八月︑西村茂樹が向島︑寺島村の自邸で永
眠したとき︑本郷区竜岡町麟祥院にて葬儀が執行され︑日

れる東京大学創立百周年記念誌の口絵として掲載されると

公と共に︑最前列に坐っている︒この写真は︑近く刊行さ

︵群馬県立女子大教授︶

編集委員の戸川芳郎教授から聞いている︒︵以下次号︶
一九八六・三・八ｌ
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本弘道会を代表して︑副会長南摩綱紀が弔辞を朗読した︒
その弔辞は漢文で書かれ︑鏡詩を以て結んだ︒

養源寺内の鯵葱たる樹蔭に囲まれてひっそりと立ってい
る﹁西村泊翁先生墓﹂の彫りの深い七字は︑墨痕淋潤︑一

一九○九︶は︑会津藩士︑綱雅の

目︑能書家として令名高き羽峯南摩綱紀の筆と確認するこ
南摩綱紀︵一八二三

とがで蛍一る︒

館に入り︑二十五歳︑江戸に出︑昌平髪に修めること八年︑

子として若松に生まれた︒字は士張︑号は羽峰︑藩学日新
ついで杉田成郷へ石井密太郎に洋学を学ぶ︒文久二年︵一

八六二︶樺太島戊衛を拝命︑代官となり︑在島六年島人を
撫育教化し︑慶応三年︵一八六七︶藩邸の学職となる︒明
治維新以後︑太政官︑文部省を経︑東京大学︑高等師範学
校︵明治廿一年から︶等の教授を歴任した︒その碑文は会

鍵

西郷隆盛の写真

石井千明

されていた︒庭に大きな池があり︑富士山の地下水が湧き

いでてまことに澄承透った冷たい水が満々としていた︒現

在はその庭も大部分が三島市の公園になり︑傍らの一画に

った︒そんなことで︑緒明氏夫妻からは︑西郷隆盛の逸話

た私は度々お伺いして緒明太郎氏夫妻とは親しい間柄であ

共東横電鉄の役員であったので︑五島慶太氏の秘書であっ

緒明家は住んでいられる︒昭和初年︑緒明圭造︑太郎両氏
共が西郷隆盛の写真として親しく見倣れている写真は︑本

西郷隆盛の本当の写真は存在しないといわれている︒私
当は︑イタリア人キョソネが画いた西郷隆盛の肖像画を写

像を画かせた︒西郷の死後六年目の明治十六年である︒イ

で絵をよく画くイタリア人エドアルド・キョソネに西郷の

盛の肖像が後世に伝わらないことを憂慮して︑印刷局雇い

氏が︑写真を絶対にとらせないことで有名であった西郷隆

められたということである︒傍らの夫君太郎さんが﹁西郷

ではなかった﹂とつぶやき︑隣にいた近親の者からたしな

れ西郷隆盛の顔が現れると︑母は小声で﹁父はあんな不男

母親に連れられて列席したことがあった︒愈々幕が下ろさ

郷隆盛の銅像が建ち︑その除幕式に︑西郷隆盛の娘である

こんな話があった︒敦子夫人が幼いころ︑上野公園に西

をよく聴かされていた︒

タリア人エドァルド・キョソネはもとより西郷を知らない

真にしたものであるという︒我国初代の印刷局長得能良助

ので︑日本画家服部英竜の西郷の全身像や弟・西郷従道や

いう︒もし西郷の本物といわれる写真があったとしても︑

隆盛という人は自分の写真はどうしても撮らせなかったと

西郷隆盛を招いて︑陛下ご自身の写真を示され︑

またこんな逸話もあると聴かされた︒ある時明治天皇が︑

それは皆偽物である﹂と︒

従弟の大山巌の姿を参考にして画いたといわれている︒そ
のであるという︒

れを西郷家へ贈ったものが写真となって一般に流布したも

私は︑この話を度を西郷の孫娘で︑塾員緒明太郎氏夫人

東京湾にお台場を造った有名な富豪緒明圭造氏である︒緒

﹁とんでもありませぬ︒私はこの全身全霊を陛下に捧げ

旨申されたところ︑西郷は︑形容を改めて︑

﹁これをそちに遣わすから︑そちの写真を所望する﹂

明氏は大正十二年の関東大震災の折︑東海道線三島駅前に

ております︒私のような者の写真など差上げる訳には参り

から度々聞かされている︒緒明太郎氏の父君は明治年間に

あった広大な小松官邸を譲り受け︑緒明家はそこを住居と
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主せぬ﹂

と固辞して︑遂に陛下にも西郷自身の写真は献上しなか
ったということである︒

西郷隆盛は︑若い時は痩身で眉目秀麗な好男子であった

︒︵帥頁よりつづく︶︲

渡辺︵芳︶便所の上履きをきちんとそろえさせるという先

生がいましたが︑どんなことでも︑小さいことでも︑信

の還暦を迎えてしゑじゑと感じます︒

念に基づいて徹底させる頑固さのたいせつさが︑六十歳

かったんですが︑今でも二つは忘れません︒その一つは

片山：昔︑西田幾多郎先生等がお作りになった修身書をつ

﹁何くそ﹂もう一つは﹁最後の五分間﹂ということです︒

という︒只三度に亘る大島や沖永良部島へ島流しされた西

この二つは今まで生かしてきたように思いますが︑今は

郷は︑辺地の風土病を患ったため風貌が異状になったとい
であったことは確からしい︒又写真を撮らせなかったこと

う人もあるが真偽の程はわからない︒若い日は痩身の好漢

すい努力目標があればと思いますね︒

そのような標語がありません︒子どもたちに︑わかりや

灘

皆さん本日はまことに有難うございました︒

参りたいと考えております︒

を含めて広く国民の道徳的意識が向上するよう努力して

ご高見を承りましたが︑当日本弘道会としても学校教育

さて今日は大変長時間にわたって道徳教育についての

ないことは現在も事実と思っている︒

雪
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も事実らしい︒だから南州西郷隆盛の本当の写真の存在し
常人の想像を絶する巨人の写真は寧ろない方が心安らか
である︒
︵一九八六・二・一四︶

︵本会理事京急Ｕ・Ｓ︒Ａ会長︶

雲

︹泊翁百話︺

哲史

ク︑稽泊二非ズン︒︿以テ志ヲ明ラカニスルコトナシ︑寧静

無二以明咳志︑非二寧静一無二以致咳遠﹂︵子ヲ誠メテ害シテ白

くいが︑﹃萄志﹄の諸葛亮伝にある﹁誠し子書日︑非二稽泊一

ない︒たとえば︑非寧静無以致遠とあるのは甚だ判読しに

泊翁印譜には︑古今の名句・佳言を彫ったものも少なく

篇に﹁欲ハホシイママニスベカラズ︑志︿満ツベヵラズ︑

身危シ︑財多ケレバ命殆シ﹂とあり︑﹃顔氏家︾訓﹄の止足

盈虚思想で︑中国では﹃後漢書﹄の漏桁伝に﹁位尊ケレ尋︿

得ている人もない︒そう見るのは︑満つれば欠くるという

と諌めたとある︒幸運で長命する人はなく︑長命で幸運を

ば︑無理をしてまで学問の道を深く学ぶのはよしなさい﹂

人に見下げられることがあるはずはないと思う身分であれ

泊翁の印章その二

二非ズン等︿以テ遠キヲ致スコトナシ︶にもとづく︒﹁遠キ

あやう

ヲ致ス﹂は致遠ともいい︑遠きをきわめること︑また遠大

ヲ知ツテ︑涯限ヲ立ツルヲナスニアリ︒⁝⁝天地鬼神ノ道

⁝⁝惰性ハソノ窮ルヲ知ラズ︒唯︑欲ヲ少ナクシテ︑止ル

満招損兼受益は﹃書経﹄に﹁満招損謙受益﹂︵満ツレバ

学と命とは︑すべて両立しがたいという思想がはびこった︒

て︑わが平安朝期には幸と命と︑位と命と︑美しさと命と︑

々﹂とあるように珍らしくなかった︒そういう思想を承け

︿︑ミナ満盈ヲ悪ム︒謙虚沖損シテ︑以テ害ヲ免ルベシ云

いう﹁満つれば欠くる﹂の道理を説いているが︑この道理

命が調わなかった﹂ためであるとしているなどはその例で

﹃大鏡﹄の伊講の伝にも︑彼の早世が﹁あまりの美しさに︑

桐壷院が源氏の君へ﹁才識や学問は︑世の人の重んずるも

全崇拝の思想となって発展する︒﹃徒然草﹄に︑桜の花は

咲きそろったところばかりを︑月はかげりなく照り渡って

ある︒わたしの見るところ︑この盈虚思想がいわゆる未完

る︒身分高く生まれ︑学問などに心を入れなくても︑他の

のであるからであろう︑それに熱心な人が多い︒しかし︑

はわが国にも古くからあった︒﹃源氏物語﹄の絵合の巻に︑

損ヲ招キ︑謙ナレバ益ヲ受ク︶とあるのにもとづくｐ俗に

が﹁非寧静無以致遠﹂の意味である︒

ちえん

らなくては遠大な任を全うすることはできない︑というの

な任に堪えることを意味する︒寧静すなわち安らかに治ま

川

才学の非常に進んだ人に寿命と幸運が並行した例は稀であ
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古

見えない月をなつかしゑ︑廉を垂れてひきこもっていて︑

いるところばかりを見るものではない︒降る雨を見ながら︑
語であろう︒

ことであるから︑慎重にしなくてはならないことを戒めた

野之節という︒緩急よるしきを得るも得ざるも自己の選ぶ

身心自任も身心自在と同じで︑身心ともに屈托すること

春が暮れて行くのを知らずにいるのも︑やはりし承じゑと
して情趣が深い︑という意味の文章に始まる一段があるな
どもその例である︒桜の花の盛りは落花の前徴であり︑満

募物静観と読んだが︑自信はない●彰は静の古宇らしい

のない境地をあこがれているのであろう︒

はむしろ悲しいものであり︑未完全こそよろこばしいとす

月はやがて欠けて行くのが自然のおきてであるから︑絶頂

い︒莫なら農︑慕なら菌だが︑募のほうが近いようである︒

が殻と彰とは同じかどうか︒農も扇︵募︶か︑確信できな

気がその方に向く意︒意適はこころにかなうこと︒間はし

以間意適は悠々自適と同義であろう︒自適は気に入る︑

おく︒取りあえず︑である︒

それで︑けつきよく︑物をつのって静観する意味に解して

るのであり︑そういう日本人の心持ちは︑石門心学の開祖
石田梅岩の

ちよう

何事もたらざるうちぞ楽しけれゑつればかくる月を見る
に︑も

という一首に遺憾なく発揮されている︒

気分がしずかでやすらかなこと︒また︑しずかにたのしむ

ずか︑ゆるやかの意︒間適ということばもあって︑これは

ほう

吊求栄呆招辱は何にある文句か知らないが︑﹁吊一天栄

従って一味真は一に惟れ真︑ひたすら真を意味し︑わき目

一味真の一味は一に惟れの意︒ひたすら︑もっぱらの意︒

こと︒閑適の語にも通ずる︒

ヲ求メ︑呆スレバ辱ヲ招ク﹂と訓承︑人は葬式に虚栄を求
め︑ぼんやりすると辱を受ける︑という意味ではあるまい

﹁葬式の壮麗は生きている人の虚栄のためであって︑死ん

ているかも知れないが︑モラリストのラ・ロシュフコーに

ろう︒去秋のプロ野球を見ていても︑一味真がたいせつな

をふらずにものごとに集中する構えをすすめているのであ

か︒吊と呆の字形が似ているので︑その対照の妙をねらっ

だ人の栄誉のためではない﹂という語があるのが連想され

ぎ込んでサムとかいうピルを建てたが︑半年もたたないう

ことがよくわかった︒巨人軍の原三塁手は莫大な資金をつ

ちに経営に行きずまり︑他人に譲りわたすハメになった︒

る︒

巻毎狂我の狂は在と同じで︑﹁巻鋳︿我二在り﹂と訓む︒

それと並行して本職の野球もふるわず︑看板の打率は落ち

かんじよ

ることを意味し︑事をなすに緩急よるしきを得ることを巻

巻野は才徳をかくすこととあらわすこと︑まくこととのべ
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るぱかり︒原選手の人気を利用したＣＭからも見離され︑

このほうの収入も激減︒つまり︑本職も副業もダメになっ

たわけで︑泣きつらに蜂とはこういうこと︒一味真を忘れ
知恥は﹁恥ヲ知ル﹂とも﹁恥ヲ知し﹂とも訓んでよいが︑

たツケが廻ったと見てよい︒

しにくい︒

知には知︑冊という古字を使っているので︑なかなか判読

以上で三十種類の泊翁印章の解説を終わり︑あとに残る

という詩があり︑この中に青交の二字が使われている︒一

る︒むだな議論にあけくれていては︑世のため人のため何

篇の主旨は︑片々たる天下の軽薄才子が︑よく事を仕損じ

の益があろう︒それよりは黙って誠実事にあたり︑為すべ

きことを不言実行すれば︑かならず天に報われて成功をお

るところで︑青を会の青友はこれにもとづくという説が多

さめることができる︒ｌそういうのが南洲の詩の意味す

るから︑学園の同窓会名としてふさわしいかも知れない︒

いが︑南洲の詩には﹁子弟二示ス﹂という題目が付いてい

しかし泊翁の青ミ楼も南洲の詩にもとづいたわけでは︑

二十五年も長く生きのびたから︑南洲の詩を読む機会がな

むろん︑ない︒泊翁は南洲より一歳年下であり︑南洲より

の古典に造詣の深かった泊翁のことであるから︑王維の

かったとは断言できないが︑たとい読んだとしても︑中国

﹁客舎青々﹂︑古詩の﹁青青ダル河畔ノ草︑綿をトシテ遠

道ヲ思ウ﹂︑﹃詩経﹄の﹁青青子衿︑悠悠我心﹂などより選

︵本会理事東大名誉教授︶

んで家号としたと見るほうが無理がないようである︒
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のは自修学舎と青ミ楼だけである︒この二つを判読するの
は何でもないが︑自宅を呼ぶのに自修学舎および青々楼を
以てした時期がいつであるかは︑ただちにきめがたい︒今
は課題として残すほかはないが︑青ミ楼の青ミについては︑

現在わたしの関係している亜細亜大学の同窓会を青々会と
いうので︑その由来も承知している︒大漢和辞典には㈲草
あら

木の茂って居るさま︒口青をとしたさま︒白黒髪をいう︒

リ﹂ほか多数の典拠を挙げている︒わが国では︑西郷南洲

戸
寄

とし︑王維の﹁客舎青青柳色新﹂︵客舎青青︑柳色新タナ

あやま

うち

山ハコレ青々︑花ハコレ紅

くれない

誰力知ラン︑黙を不言ノ裡

議論︑畢寛︑世二功ナシ

ひつ費﹄よう

才子元来︑多ク事ヲ過ル

に

佐倉行き研修旅行記
︵報告︶

会祖・西村茂樹先生生誕の地︑佐倉市城跡公園の一角に
聾え立つ﹃国立歴史民俗博物館﹄の見学会は三月二十八日
当日は︑前日までの好天とは打って変り︑生憎の空模様

︵金︶実施された︒

で参加申込者のなかに多くの欠席者が出るのではないかと

くれたので︑先づはホッとする︒集っている十名の方々に

は片山先生にその地点まで誘導をお願いしたが︑ほかに三

名の方がまだ見えてない︒あちこちとさがし廻るが小坂ご

夫妻とは面識もなく︑又当方にとっても会旗のような目印

も用意しなかったのでいらノ︑するばかり⁝⁝︒今日のよ

の会旗を携行すべきだったと反省する︒

うに︑？ハスの駐車位置が変更になることもあるから︑目印

しばらくして吉田幸治氏と出合い︑出発時刻の九時も過

おこ方も姿を見せており︑十四名︵欠席ゼロ︶を乗せ九時五

ぎたので一旦は小坂ご夫妻を諦めて︒ハスに一戻って承たら︑

心配されたが︑第一集合地に指定した新宿駅西口の安田生

ため車両が渋滞し予定時間を二十分も遅れて丸ピル明治屋

分勇躍出発し第二集合地に向う︒途中ラッシュ・アワーの

姿を見せ︑続いて︑松本孝二︑岡本省吾︑桑原善作︑寺崎

横に到着する︒寒空の下二十分もお待たせし申訳なし︒

命ピル前に︑八時半を過ぎた頃には上山定治氏が第一番に
隆治︑森田康之助︑野口元︑上野明義の諸氏と見学団々長
の片山理事がお元気な姿で集って下さる︒

川惣平︑山崎隆司の諸氏と大塚正八郎ご夫妻及び飾磨りつ

欽︑鈴木寛一︑安彦孝次郎︑藤田三郎︑和田平太郎︑長谷

が到着することになっているが︑一向にそれらしいバスは

向け九時五十分に出発する︒

定員四十名のスマートなサロン頓ハスは︑一路目的地佐倉に

子職員を加えた十三名︵欠席三名︶が乗車︑総勢二十七名で︑

ここからは︑鈴木一理事冗加藤嘉三郎︑岩崎晶︑古田紹

八時四十分に︑ツートンカラーの﹁おしどり観光バス﹂

スが何台となく連なって駐車占拠しているので別の地点で

︒ハスは湾岸道路︑東関東自動車道の二本の高速道を快調

見当らない︒何しろあの周辺には色とりどりの団体貸切︒ハ

我灸を待っているのではなどとやきもきするけれどどう仕

刻の十時四十分に到着する︒途中車内で今ハスガイドさんが

に走行し二十分の遅れを完全に力令︿−し佐倉Ｉ︒Ｃには定

そうこうする内に︑指定地区に割込承できないため反対

お茶を全員に振舞ってくれたがこれはあまり見られないサ

様もない︒

側に駐車しているからと運転手が九時十分前に迎えに来て
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２

の−ビスだと皆さんも大喜こび︒
１

β十一時に佐倉市役所︵黒川紀章氏設計による号−−クで真新
○

⑯らし︲い建物︶に立寄り︑前佐倉市長・本会評議員の堀田正久

宅氏︑佐倉支会・副会長田辺弥太郎氏︑同幹事長青柳嘉忠氏
団の面々と︑電車で先行していた川村千寿子職員を乗せてま
締づ会祖西村茂樹先生が明治五年官職を辞して著述に専念さ

搾れた﹁修静居跡﹂︵書斎の名称︶を訪ねる︒

を

雨ここで︑堀田正久氏︵旧佐倉藩主の後喬︶から我々一行に
う対する歓迎のご挨拶を頂戴し︑次いで青柳嘉忠氏︵佐倉市

拶文化財審議委員長︶から﹁修静居﹂の史実について説明をう
準ける︒また︑田辺弥太郎氏︵元中学校長︶が会祖作の漢詩を

ら

池朗吟され︑一同しばし︑会祖の遺徳を偲ぶ機会を得たこと
歓は︑誠に有意義であった︒

恥佐倉に来て︑先づ会祖縁りの場所を訪ねられたことは会

久貝一同にとってまことに感激の至りであった︒
証なお︑この跡地に建てられてある記念碑︵総高郡メートル︑

堀幅如センチ︶の銘は堀田正久氏の揮皇によるものである︒

碑

赤歴史の街佐倉市を訪ねた第一目的を無事に終えまづはホ
のシとする︒何しろ﹁修静居跡﹂の地点までは︑大型バスの

の乗り入れが出来ないので往復二十分程小雨のなかを歩いて

もらったのでご高令の方々にはお気の毒にお察し申し上げ
泥た次第︒

雁予定の十二時に博物館に到着︒そこで高田豊寿︑大塚一
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地元の写真屋さんに撮ってもらってから入館して昼食をと

雄の両氏が合流し︑展示室入口で記念写真︵裏表紙参照︶を

載されてあるが︑見学時間を効率的にするため予め展示解

説シート・ビデオなどの補助手段を使用している︒﹄と記

ことにつとめている︒また︑グラフィックパネルや展示解

その配列によって各テーマをできるだけ具体的に解説する

説シート三十四枚綴込のファイルを佐倉支会が見学者全員

る︒館内食堂の幕の内弁当は割と美味だったので皆さん満
午後一時から博物館側のご好意により映写室で﹁歴博﹂

して手許に残るのであとあとの参考にもなるので有難い︒

足のようすであった︒

の概要や展示品の構成についてスライドによる案内説明を
十五分程度受けた訳であるが︑冒頭に土田館長︵本会・土

そして午後四時までの三時間休憩なしに見学は続けられ

たが︑日本の歴史文化の大きな流れ︑日本人の生活の姿︑

に用意してくれたので︑それが大いに役立ったし︑資料と

田国保理事のご令弟︶から歓迎のご挨拶を頂戴し一同恐縮し
た次第である︒

メートルといわれているが︑次灸に展開される展示品の種

よく理解できたように思う︒館内を歩いた距離は約四キロ

なに承せられ︑その足どりは極めて軽いように見受けられ

生活環境︑生活の諸道具など︑物をもって示してあるので

展示は︑日本の歴史・文化の流れのなかから︑現代から染

た︒定刻の午後四時には︑指定の集合場所に一人の落伍者

この後︑直ちに青柳嘉忠氏の先導で見学団は第一展示室

て重要なテーマを選び︑それらを生活史に重点をおいて構

もなく全員の顔が揃っていたのはさすがに弘道会会員らし

から順次見学を開始︒博物館要覧を見ると︑﹃常設の総合

成したものである︒最初に日本列島の地理的条件を象徴す

すでにバスは我々一行を待ちうけていたので︑この度の

い立派さであった︒

見学に際しいろいろご配慮下さった佐倉支会の方公に別れ

る海を基調としたプロローグをおき︑ついで︑一階の第一
十三のテーマと三つのサプテーマをほぼ時代順に配置し︑

展示室から第三展示室までは︑原始・古代から近世までの
地階の第四展示室には日本人の民俗世界に関する六つのテ

を告げ︑四時二十分博物館を出発帰途につく︒

するご意見要望等開陳してもらった︒

参加者各人の自己紹介と︑見学の感想あるいは事務局に対

り二十八名となる︒高速道に入ってから車内でこのたびの

帰りのバスは︑見学から合流した浅田隆夫氏が一名加わ

ーマを配置している︒すぺてのテーマはそれぞれ館内外の
研究者数人によるプロジェクト研究によって︑その問題に
対する一つの考え方の提案を試ゑている︒

展示資料は前記の諸テーマに即して選び︑実物資料はも
ちろんであるが︑複製品や復元模型を積極的に採りいれ︑
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皆さんの感想を要約すると︑歴史は正に私達の中に生き
ているのだということを更めて認識し有意義であったこと︑

また︑一部の方からはたとえ有料でもよいから春秋二回こ
のような研修旅行を企画してほしいこと︑また︑古田先生
からは︑日本弘道会の主催する諸行事には十分でも二十分
はないか︑その意味では︑今日の﹁修静居跡﹂を訪ねたこ

でも会祖・西村茂樹先生に関する講話をすることが大切で
とは有意義と思うし︑歴博見学は第二の目的であったと理
解している旨感想を述べられたことなど︑私ども企画する
﹁行きはよいよい︑帰りはこわい﹂の諺どおり帰りには

側として何れも貴重な意見︑感想がつぎつぎと出された︒

二時間を要して東京駅八重洲ロに到着︒時刻は午後六時二

雨がいっそう烈しくなり︑復路は車両が渋滞し往路の倍の
十分となった︒さらに終点新宿に到着したのは午後七時︑
本当にお疲れ様でした︒

佐倉からなんと二時間四十分を要したことになる︒皆さん
このたびの初企画の研修バス旅行は︑終始何事もなく全
員元気で帰京できたことに安堵すると同時に我々係員にご
︵係・菅原哲治記︶

協力下さったご参加の皆様に心からお礼を申し上げたい︒
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︵短靴を少し濡らせり春の雨︶

短靴を少し濡らしぬ春の雨

卓の向かへて座敷の淑気かな

○かたくなに処を変へず初暦

︵その後の容態聞くも年賀かな︶

○その後の容態を聞く初電話

初凪に正しき波音九十九里浜

子の新居幸福願う福達磨

○寒の水朝毎飲んでつつがなし

︵減田の指令受けいて畦をやく︶

○減田の指令受けいて畦を焼く

○どう見ても若さ残らぬ初鏡

篠塚しげる選

出雲市小玉光

千葉県鈴木とよ女

識

春の雨薄着の肩に羽織りけり

︵空の凧暮るれぱ子らも岐れ路に︶

市原市加藤刀水

○空の凧暮るれぱ子らもちりぢりに

︵自がじし影ひき落穂拾いけり︶

○おのがじし影ひき落穂拾いけり

帳○焚火する夜の形相阿修羅めく

風いでて凧の天地の花やげる

静岡県渡部翠

○﹁かねやす﹂より湯島の梅へ歩を延ぱす

佐渡昏るるまで浜寺に寒雀

︵総評︶今回は低調のため◎印なし︒従って︵評︶はつけな
い︒但し添削は施したので今回限り原句を括孤書と
して添削した句の左に添えた︒

選者近詠

負はる上は母か師匠か針供養

下谷根津神社にて︵二句︶
いえのぶえな

註︑家宣は徳川十六代将軍のこと

家宣の胞衣塚雪と残るの承

本堂に負けじと楼門雪雫
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弘道排壇

総会 通知
日本弘道会
第八十四回通常総会

一

日時昭和六十一年五月二十五日
︵日︶午前十一時

場所東京都千代田区西神田三
六

日本弘道会ピル８階講堂
闇因Ｆｅｅ画臼１９ｓ︵才︶

︵地下鉄ｌ新宿線神保町駅︑東西線九段下
駅︒都バスー専修大前下車︒各徒歩五分︒
又は国電水道橋駅西口下車徒歩十分︒︶

議題
１︑昭和六十年度決算
昭和六十一年度予算
昭和六十年度事業報告
昭和六十一年度事業計画
２︑役員選任の件

︵文京区千駄木・養源寺︶

昼食︑懇談︒今回は特に今岡信一良先生
の記念講演を予定︒午後二時三十分︑有
志により会祖西村先生ご夫妻の法要墓参

らせ下さい︒

何卒お繰合せの上多数ご参会をお待ち
申し上げます︒なお︑ご参会の向は電
話又はハガキで五月十五日までにお知

鯵ご寄付者芳名

鈴木為作︵田︶

︹栃木県︺

○有田文雄︵例︶

︹熊本県︺

高田増太郎︵田︶

︹佐賀県︺

志賀千賀︵田︶

︹大阪府︺

金壱万円也小沢秀吉殿︵東京都︶
︿頚珊柳川稗肌朋肌叩一

◎会費領収報告書

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終年度です︒

下飛田勇︵帥︶

︹鹿児島県︺

五味篤義︵田︶

︹山梨県︺

︹支会関係︺

佐倉支会︵一三○名分︶︵帥︶

蔵前壮一︵腿︶

３月

″小洲守男〃
″谷井徳光〃
″小沢民三郎〃
″市川国雄〃
″能島清春〃
千葉青野進鈴木勲
″安田豊作〃
″岡本三郎〃
″吉田徳二〃

″本名進寺崎隆治
″須田昭太郎〃

″保坂夏夫〃

東京深津光男石井千明

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

昭和帥年１月

︑新入会員芳名︵敬称略︶

平川支会︵三○名分︶︵帥︶
︹東京都︺

︹神奈川県︺

○市川国雄︵田︶○須田昭太郎︵田︶
○小沢民三郎︵田︶○深津光男︵例︶
○保坂夏夫︵例︶

︹千葉県︺

○井口貞寛︵例︶坂田正之︵帥︶
○岡本三郎︵舵︶○安田豊作︵例︶
○吉田徳二︵舵︶○小林信夫︵例︶
○大塚一雄︵例︶○平野泰伸︵例︶
○高柳善男︵田︶○大熊章一︵田︶

○青野進︵例︶○鈴木豊︵田︶
○柳瀬秀雄︵例︶○板橋義雄︵団︶

○斎藤明︵例︶○星谷悌二︵例︶

︹埼玉県︺

小川仁︵帥︶
市村式︵剛︶
︹秋田県︺

○近藤七郎︵例︶
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:

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ‐

千

鈴木豊
斎藤明
鈴木勲
″

″

″

″

″

星谷悌二
柳瀬秀雄
板橋義夫
小林信夫
″

″

″

渡辺文男
東平久雄

千葉寺嶋

″小倉

神奈川井口

″島根
″椎野
″紅野

″小嶋

愛知近藤
大阪吉田
熊本有田
秋田近藤

上代光祐
寺崎隆治
上山定治
寺崎隆治
″

″

″

加藤嘉三郎

寺崎隆治
上山定治
渡辺文雄

お知らせ

﹃弘道﹄専用ファイル︵無償︶一

部を３／４月号と同封してご送
付申し上げます︒綴込承は︑左

記

記の要領でご利用下さい︒

あげる︒

一︑左図上部の点線の状態になるよ
う親指で六本のピンの留め蓋を押し

留める︒

二︑雑誌﹃弘道﹄の真中辺を二つに開
き︑その開いた下部を一本のピンで
留め︑ついで︑上部を︑上部ピンで

元に押し戻す︒

三︑最後に押しあげた上部の留め蓋を

︵略図はファイルを開いた状態を示す︒︶

します︒
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″

金杉朝光
菅谷栄夫
″

；
川
:

″

″

″

I ：

大熊章一

宮崎善一

″

″

1 ：

燭ファイルを追加ご希望の方には︑
一部参百五拾円︵送料込︶でお頒け

(下部）

平野泰伸
高柳善男
近藤七郎
勝呂正男
多田岩夫
伊藤義彦
鈴木頼母
大扱正男
岩崎正治
鎌形善治
菅谷喜作

″

″

上山定治
上代光祐
″

″

″

−1

'一一一

0

0

熱田弘
宮崎精二

杉崎久

大塚一雄
穴沢輝一

伊藤克夫
菅谷一勢
花香一雄

(上部）

七文英昭康正忠宏貞正
郎雄一男寿樹助明寛高正

蕊

葉

世田谷区岩崎晶

言葉の
ひろば

００

﹁近頃思うこと﹂

北方領土問題を初としてソ連関係の

諸懸案は︑短兵急には片付かないと思
われます︒その昔︑明治・大正の頃よ
り種々交渉談判がありましたが容易な
ことではなくて︑政治的協議に際して

ソ連相手では徹夜で強い酒︵列列引刻

しらんふりのれん
手は﹁我不関駕﹂で暖簾に腕押し︑糠
に釘の態度を繰返すの承であります︒

西村会長様に一言お祝い申し上げた

かったのですが︑足を患い大阪よりで

どんなに苦しくても︑誠意は貫くべ

ません︒

はとてもだめでしたもので残念でなり

きでしたものをとっくづく反省致して

甚だ以て︑心外千万ではありまする
が︑こ上は一つ澗潅を起こさずに︑例

おります︒

︑︑︑︑︑︑

え︑大焚鐘を指先一本で繰返し繰返し

会ピルを拝見致し度く念願致しており

何時かは一度是非落成した日本弘道

反復して押し続ければ大吊鐘も遂には
はならぬこと入信じます︒

動きだす原理であり︑決して諦らめて

仕隊に参加させて頂きたいと永い問の

が︑七十歳までには是非一度宮城の奉

私も今年は六十六歳に相成りました

ます︒

大阪府志賀千賀

︵特別会員︶

一・二月号をご送付頂き有難うござ

がきっときますよう朝夕神仏にお願い

念願でございますので︑どうかその日

ャンスがございましたら御本にてお知

致しております︒弘道会よりそんなチ

いました︒両陛下の御写真は大切に扱
師頁に﹁弘道﹂誌の綴込承専用ファ

かわせて頂いております︒

イルのお知らせがございましたので︑

とか引釧刈刈︶を呑承乍ら腰を据えて
か上らればと謂われております︒気長

上げます︒

らせ下さいませ︒よろしくお願い申し

︑︑︑︑

くとつくりと構えて条理を以て押しつ

ます︒永く保管致し度く存じますので

追加分として一部ご送付頂き度く存じ

昨年は三月二十四日に落成式を挙行

よろしくお願い申し上げます︒

めねばならぬ処でありましょう︒
︑︑︑︑

解して行く心持ちを以て臨む事が︑肝

すね︒

されましたのに早や一ケ年でございま

春の太陽が冬の積雪をゆるゆると溶

です︒徒らに大声で怒鳴ってゑても相

要ではあるまいかと思惟されます次第
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鵜

会員名簿︵２︶
田さた

竹蓋荘四郎

″〃田部二三七四

高木富美

野平定雄

所

″〃小見一○二八

″〃〃二○一七

″〃仁良二九二
″〃田部八○二

″〃〃二○○○

″〃田部一八九四

″〃〃一三 二

″〃田部二二一三
″〃竹之内四三九

″〃〃五一四
″〃〃五九六

″〃竹之内四四二

″″″二二一二一二

″〃〃一九六六

″山田町田部二二○三

″〃竹之内五四九

香取郡山田町小見九一○

住

千葉県⁝⁝東部支会︵其の一︶

″

幹事︵婦人部︶

氏名一職業

香取郡山田町田部一八六六

大塚よし

山田良肇

︹八都地区︺

″小見川町阿玉五二一

氏名一職業
支会長
副会長
″〃田部二○一八

″〃木之内八五八
″〃小見川九九

岩立荘蔵

岩立健斉

″

″

〃東庄町粟野一○二二

高木正久

菅谷昨

篠塚英夫
″

〃干潟町桜井一二六四

〃小見川町阿玉台七四

宮崎愛子
″

″〃鏑木一三四一

岩立敬

一

″山田町府馬一九一五ノー

石橋香峰

宇井 隆
山田勝治部

飯田寅次郎
″

″山田町新星一五八七

″〃〃二○二二

宮崎晴平

高岡積善

″〃〃一二五五
″〃〃二二一八

高木郁孝

角田研一

″〃米野井四四三

″山田町田部一九三八

岩立衛治

田村隆二郎

上代光祐
″

″

″〃神生二六二

金杉朝光

菅谷治兵衛

評議員

監事

内山藤太郎

所

″

林隆悌
″

″

幹事

菅谷健治
宇津木一直

浅野 あ や

″

幹事︵婦人部︶

細野と志

″

野平富佐子

浅野 省 吾

高野 つ る
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業職

業師医

業

業

科
〃

〃 〃 〃

商住
工医歯
農

農

住

橋本重雄
高木十三五

″

農業

秋葉美福
竹蓋良平

″

菅井庄衛 地方公務員

川上源樹

平野正二

高木積善 地方公務員

工業
農業
農業

菅谷弘
岩立恵二

高木忠雄

平野秀子

平野真司
″

保母
保育園長
農業
″

会社員

安原茂
藤沢武助
宇井栄二

宮崎照子
秋葉モト
・野平英一

秋葉芳夫
宮崎
嘉左衛門

角田剛

安原一雄
大八木正子
大八木よれ

高岡正夫

藤城孝
橋本輝光
青柳孝安
橋本清市
橋本まつえ

落合高省
山田方和

香取郡山田町仁良六○○

″〃小見九六二
″〃仁良九四九

″〃田部二四七六

″″″一一一ハ︷ハー

″〃〃一九五三
″〃〃二○八八
″〃〃二二二八

″〃仁良五八六

″〃〃五○七

″〃小見八一○

″〃〃一四八八

″〃田部七八五
″〃竹之内二○

″〃〃六八五

″〃田部一○三三

″〃竹之内五○六

″〃〃六九○

″〃小見一○四七

″〃田部二四九八
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業

業

業員業

業

業職

〃

社
〃

農
商

農会農
農
農住

池谷嘉兵衛

池谷秀夫

青柳直次

農業

野平堅造

山中具
岩立博
岩立義男

業

業

農
農

香
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 取
郡
山
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 田

竹〃〃〃田新大〃川田川〃小田仁田小竹
〃 〃 之 部 里 角 上 部 上 見 部 良 部 見 之
内 一 一 一 二 八 九 一 四 二 四 八 九 二 一 内
六 六 三 九 八 九 ○ 九 六 ○ 四 二 六 二 七 六 一 ○ 七 五
七 七 四 ○ 五 ○ 九 六 ○ 三 一 一 五 一 六 八 ○ 六 一
三 八 九 八 二 二
一 ○ 七 四 三 二
町

木内 重 夫

菅谷敏博
香取 貞 佑
山田 賢 蔵

香取郡山田町小見一二六六

″〃田部二二九八
″〃小見九九○
″〃田部二四九五

佐藤護
野平喜兵衛
青柳弥喜夫
高岡美津江

芦田とし

業

野平良子

業

高木 典 夫

大平かつ

池谷せ唾

″〃〃二二九一
″〃〃二四六○
″〃〃二○○六
″〃米野井六○四︽

青柳勝子

実原茎志げ

霊輪計郷子

竹蓋豊
竹蓋直治
鈴木為四郎

藤原覚義
野平勝利
越川作衛

商

高岡秀真
浪川 静 治
成毛 市 郎

″〃仁良九四○
″〃小見一○四五
″〃米野井二五六
″〃高野七四四
″〃竹之内三八○
″〃田部一三一三
″〃小見九四○
″〃田部七七五
″〃仁良八六七

木内整治

秋葉明平

″〃田部一八六一

岩立治期

″〃〃七三

″〃〃二九四四

香取郡山田町田部一八二四

″〃〃一八九四
″〃〃一八九○
″〃〃一八九二
″〃〃一八九六
″〃〃一八二六

″〃小見六六

″〃田部二○○七

″〃〃二二二四
″〃〃一九三八
″〃〃一二七一

″〃仁良五六六

″〃〃七八四
″〃〃四七六

″〃小見一三○八

″〃田部一八八二

″〃〃八○三

″〃〃二四九三
″〃〃二○七三

″〃竹之内四二六
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菅井 安 司
多田英一
日下部
春之助

高野清
岩立誠三

野平 英 男
八本義夫

鈴木 清 司
高岡新一
竹蓋和三郎

野平 耕 作

佐藤利雄

農

業
業

業工業

〃

〃 〃 〃 〃 〃
〃

農
農
農大商

木内良三

高野勝徳
秋葉昇一

高木利雄
宇津木良之

〃

d

D

業業員

菅谷浩二郎

ｂＩ

香取郡山田町竹之内四五四

篠塚敬治

公務員

″〃高野一七四

香取郡山田町府馬三二八四

四二四

〃小見川町南原地新田

″山田町川上八八九

″〃小見九六一

無職

高野秋三

大棚利夫

″

橋本忠雄 地方公務員
菅井省吾

農業

″〃〃一○四三
″〃川上三○
″〃仁良二八五
木内勇雄

″〃竹之内四九一

″〃田部一九九三

林薫

岩立弘聖

″〃〃一○三二
″〃〃二四六一
″〃〃二三四七
″〃〃二三二四

″〃田部一九七三

二

″〃〃二四八九

″〃仁良二九一

″〃〃九九八
″〃〃五二八
″〃〃七九六
″〃〃三三五

″〃〃一三○六

″〃〃二九四

香取郡山田町神生七七二

″〃川上四二

細野しげ

恵畑甚平

︹神生地区︺

平野忠二

″〃小見一八○五

一

木村儀一

″〃〃一○四四

業

″〃米野井五六一
″〃田部一八七○
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菅谷秀夫

″
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高岡宏基 自動車修理

農業

会社員
″〃府馬一七五三

菅谷亥之吉

八木幹男
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高岡武治

〃

〃栗源町高萩一六二七

農

宮崎勇
宮崎操
青柳よし

鈴木義高

林秀雄
野平
彦左衛門

菅井昌平
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務
〃

鈴木正直 地方公務員
高木治三郎

平野竹太
高木重信
並木一二

荒原良善
岡田秀夫

協体体

業
業
業

員員員

商農公
農

農

農
農団団

業

業 業 員 業 業 員 業 造

菅谷長蔵
菅谷喜平
︹府馬地区︺

鎌形三四郎

平野輝雄

絵鳩博
細野邦胤
鎌形弥之助

香取郡山田町神生三二

″〃〃九六一
″〃長岡一六九五

″〃古内四三八
″〃府馬三一三五
″〃長岡四四二

″〃〃二一五七

″〃〃二○九
″〃〃二二九
″〃府馬一七三六

″〃〃四八一五
″〃長岡二○六九
″〃古内四一二
″〃長岡一九二四

″〃〃一五一六

″〃〃一三七
″〃府馬二八二五

″〃〃二七二七
″〃〃三八二八

香取郡山田町府馬二三六九

″〃府馬一九二六

″〃志高六九二

″〃〃四八五八
″〃〃四八六五
″〃〃二九二七
″〃〃二七一二

″〃古内四三七

″〃府馬四九○三

″〃〃二五一八

″〃長岡一六六八

″〃府馬三八四八

″〃〃二七八三
″〃〃二八○二
″〃〃一八七八
″〃〃二八二三
″〃〃二八五○
″〃〃二八一七

″〃長岡一六六四

″〃府馬二八二

三

︵未完︶

（56）

川口和治
菅谷茂雄

寺本貞雄

鈴木勤
寺本勲
葛見保
鎌形精
鎌形重敏
鎌形春三郎

高木浩
喜多見昌一

保科敏夫

員 業 員 業 侶 業 員 業

業業

業業
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〃
〃 〃
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商農
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務

〃

務〃〃〃〃〃〃〃〃〃

農

農 商 公 農 商 元 農 酒
公

猿寺林鈴大菅小平鈴鎌林細平小犬高越山宇秋
田 本 木 宮 谷 堀 山 木 形 野 野 堀 照 木 川 田 井 葉

吉 義 ふ と 章 清 弘 次 利 家 昌 源 尭 肇 胤 常
治平じよ世司治郎治達匡男寿直弘治雄蔵信貞
健

方

務

薫淘
生物学に研究
陛下に自身
新賞祭
驚いたことか︒

薫陶
生物学の研究
陛下ご自身
新嘗祭
王
では又明日

玉

では又明白

しよう﹂と
世相に

驚いたことが︒

しようと
世相は

歌である︒古典の

なりけり

権能が増大一権能が強大

◇坂本太郎氏 ﹃日本歴史と天皇﹄
ｍ・下︒︑

◇村尾次郎氏﹃天地の始﹄

Ｉ

抱く

日本が日本であ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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快意
第一生唯一回
我が此の一事を
知の知らない
勤めて経歴
西園寸八郎氏
昔からのの
御勤うした
出の他の諸氏
年頭の招書
御心身出

決意
御一生唯一回
私が此の一事を
私の知らない
勤めた経歴
西園寺八郎氏
昔からの
御勤めした
其の他の諸氏
年頭の詔書
御心身共

◇野口明氏﹃天皇陛下の御人柄﹄

3231313131302929292823

◇寛素彦氏﹃陛下のお人がら﹄

下下上上上下下下上下下

編集後記
○この五月に東京で開かれる西側先進七ヶ
国による東京サミットは︑新聞報道による
と︑国際テロ対策が最優先議題にされるだ
ろうとのことです︒今年は国連宣言による
﹁国際平和年﹂だというのに︑これはまた
まことに困ったことです︒

○東と西︒共産主義国と資本主義国︒

世界は激しい対立をつづけて己むことがあ

卿畦一皿一柵側洲猟古典の

重機関銃
本庄武官長
勝てば官軍

◇半藤一利氏﹃二・二六事件と天皇﹄

重機関鋭
本庄武宮長
勝ても官軍

本当はよかった︒ 本当によかった︒

日本か日本であ

◇加瀬俊一氏﹃万古天皇を仰ぐ﹄
四・上・４

ぬ

微動だにせぬ
摂政時代
戦さとどめけり
戦ひの禍ひ受け
し国民を思ふ心
に出で立ちて来
ぬ

徴動だにせず
摂時時代
戦さとぞめけり
戦いの禍い受け
し国民を思う心
に出で立ちて来

もっと世界の一もって世界の
◇古川哲史氏﹄今上天皇の御歌﹄

型・上・妬

る

りません︒けれども︑本当は何れの国の人
をもゑな例外なしに︑戦争の再発を心底か
ら恐れ︑そして安定した平和を心底から望

20191821132119128

201973
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んでい る の で す ︒

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

○このテーマを深く考えるため︑各界の権
威者の方々から貴重なご示唆をいただくこ
す︒

● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

◇片山清一氏﹃天皇陛下と詔勅﹄

る

回刻孝らこ︲ｖ入り

◇石橋香峰氏﹃丙寅年の新年壁頭に当りて﹄

岬牌巴応しなかった一購尉割引

◇岩崎晶氏﹃皇室と国民﹄

記・上・７｜大・中・小学生一大訓中脅馴川剥劉

Ｉ
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とが出来ました︒あつく感謝の意を表しま
これを機に︑さらに大きく世界に目を開
いて︑経済大国日本のとるべき途を模索し
ながら︑世界人類の平和に貢献したいもの

です︒︵渡辺︶

︹訂正︺１／２月号の文中︑左記の通り多く
の校正ミスがありましたのであつくお詫びし
て訂正いたします︒

◇鈴木一氏﹃今上陛下の帝王学﹄

頁・ 段 ・ 行 一 誤

正

︵本会評議員︶

入江徳郎

歩きながら
笑う話

著者は︑今さら紹介するまでもなく︑かつて朝日新聞の ﹁天声人語﹂の執筆者として名声を高め︑のちＴＢＳ
のニュース・キャスターとして長期間テレビの画面で活曜︑ そのかもし出す温容な風貌は今もなお私どもの悩裏
にやきついているところです︒

国ニッポン﹂に関する小話・・・英国にうらやましがられるほどでなし⁝貿易．賭けマージャン鐙︵ほか４話︶

本書のあとがきによると﹁笑うことの少ない世の中なので︑この題にしたのだが︑校正のゲラで読承かえすと
﹃歩きながらブップッいう話﹄か︑税に関するくだりなど﹃歩きながらハラの立つ話﹄になったようである︒にも
かかわらず︑どこかで破顔一笑︑ニャリとしてもらえる個所がもしあれば︑筆者も雷名もはなはだしあわせであ
る︒﹂⁝⁝とあり︑わが国でも数少ない優れたるエッセイスト・入江徳郎氏による近来稀な出色の好著です︒
︻目次︼
第一章昔なら一撲だ感あり︑高度成長の﹁ビジネス軍歌﹂⁝税を取るは〃男女の交り″のごとく⁝﹁経済強

なりください・・・花も嵐も⁝⁝ゆくがソープの生さる道・・・アタマの悪さもタ・ハコのせいか︵ほか６話︶

第二章歩きながら笑う霞歩きながら笑う話⁝抱腹絶倒・名誉教授とヵ．シ・レ・ィ．：新郎よ︑先にお亡く

第三章野球はたのし︑平和な日本ニッポンまるごとプロ野球中毒症候群⁝解説者は﹁お一人﹂がよろしい

第五章新入社員諸君！﹁傷つく﹂ことを恐れ過ぎるな⁝﹁使い捨てカイロ型﹂に告ぐ⁝適職は役所が教えま

ようで⁝野球と人生のゲーム・・・打席のサムライ・つわものども⁝﹁激ペソ子﹂の涙
第四章ああ︑ご同輩⁝⁝元部隊長︑旧戦場に死す⁝﹁甲種合格じゃシ﹂：⁝・昭和むかしばなし・・・聞け﹁あ
じあ号﹂の感慨の汽笛⁝レンゲ畑の追憶︵ほか４話︶

仰−Ｊ州︵伽二二二頁

第六章ＩＮＳで突っ走るかハイテク社会の光の影⁝冷える社会⁝﹁在宅勤務﹂は困ります⁝便利なようで

・・・語り部⁝⁝ある日の感想

山奥で迷った原稿⁝死にそこなったことども⁝心に残る言葉⁝テレビ⁝最後の失敗

す⁝ダラダラ残業の多い国⁝近ごろ﹁気の置けない人﹂が減るわけ︵ほか３話︶

定価一︑二○○円

不便な話︵ほか２話︶

第七章マスコミの佑復

とろうとする向きも少くなく︑また彼の藩政改革を︑現にみる行財政改革の

本書は上杉鷹山の生涯に亘る業績とその人間性を探究した伝記であって︑
戦前﹁修身﹂に載っていた挿話のような教訓的意図を以て書かれたものでは
ない︒唯最近に於て大方の中には︑為政者としての心構えをその中から汲象

好範例とする声も頻りである︒そうして何よりも︑我々の心を動かのは︑彼

が不幸な家庭を負い乍らよく老臣等の反対に耐え︑自ら率先して領民と苦難
を共にし私を捨てて藩国の窮乏を救ったそのヒュー言一ズムの精神である︒

を挙げたと言われているが︑それはおそらく膳山の民主的政治と共にその上

曾て故ケネディーが︑日本人の中で最も尊敬する人物の一人として厩山の名

著者は旧米沢藩領に生れ少年時より鷹山について故老より聞くところが多

１−言一ズムを評価したからであろう︒

かつたが︑後年自ら史実を探究して本書を成した︒大方の高読を得れば幸で
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