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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

忠考を合理的にすること︑情操政治の道義性を高揚すること︑

を美しくすること経済の倫理性を強調すること

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

礼・福沢諭吉・西周・加藤

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

弘之・中村正直らと相図り

動を精力的に展開いたしました︒

誌﹄を発行して︑開化
化思
思想
想︑自由思想の啓蒙運

めの道義教化剛体として︑﹁東京傭身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

こと

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

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期

て身を貫くこと

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

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︑

一善一徳を積むこと︑非理非行の一般的関心を促すこと

親相親しむこと教育の適正を期すること︑道義

脈なること
家庭の訓育を重んずること︑近

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

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

学問を勉めること︑職務を励む

⑬

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生
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帳外寒風透金創
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碓陽並無妾可烹

即墨登有牛可用

喋間刀槍万片霜

砲火焼城槙櫓震

尚励義軍独掘強

想嬰孤城久絶糧
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十里ノ戦場眠気酷ダシク

せいふんはなは

頼此一片烈々心

一死千秋ノ芳ヲ流サント擬ス

そくぼくあ

すいよう

に

や
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ろうろふる

一死擬流千秋芳

功成り英名久シク己マザルモ

・ちようかん

功成英名久不己

難苦宜シク巡遠ト比スベシ
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︵字解︶蝶Ⅱかき︒ひめがき︒城の上の物見のへい・

槙櫓Ⅱ敵を望見する無覆のやぐら︒ものみやぐら︒
即墨Ⅱ県名︒斉の将軍︒田単をいう︒即墨の長官をしたことからいう︒
ろうじよ●７

碓陽Ⅱ①秦代に置かれた県名︒②唐の張巡のこと︒安緑山との戦いに

篭城した碓陽城を死守して殺されたのでいう︒
帳Ⅱとばり︒幕︒金創Ⅱ矢や刀によってうけた傷︒かたなきず︒
巡遠Ｉ張巡と許遠︒

擬Ⅱはかる︒何々しようとする︒芳Ⅱかおり︒ほまれ︒

苦は張巡や許遠と同様と言うべきであろう︒

︹大意︺十里の戦場も血なまぐさくなり︑白いのは人骨︑赤いのは血というあ
りさま︒長く包囲されて孤立無援に陥った長篠城は久しく糧食が絶え︑
援兵の来るのを待つほかなかったが︑義を重んじる軍勢を激励して意
気は少しも衰えなかった︒砲火は城を焼き︑ものみやぐらは震動し︑
ヒメガキの間にあった刀槍は霜のようにこなごなとなった︒しかしな
がら︑斉将田単が即墨を守って奇計を以て牛千余頭を放ったようなこ
とはできず︑また唐の張巡が安藤山の反に兵を起こしてこれを討ち︑
碓陽の太守許遠と共に戦ったが︑節度使賀闘進明に救いを乞うため妾
に
を烹たようなこともできず︑溝中に夜ふる雨が血まみれのシャレコウ
ベを洗い︑幕外に吹く寒風が刀きずにしみ通った︒思えばこのような
烈々たる一片の心を頼みとし︑死んで永久にほまれを伝えようとし︑
それが立派に成功して名声はいつまでも伝わっているが︑その銀難辛
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第一○二回通常総会式辞

ら感謝申し上げます︒
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本日︑第一○二回通常総会を開催いたしましたとこ
ろ︑会員各位には御多用中︑又遠路からもご出席を頂
き有難うございました︒日頃から各地に於て︑弘道精
神の実践普及に尽力されておられることに対し︑心か

本年は︑これまで準備を進めて参りました﹃西村茂
樹全集﹄十巻の出版が︑株式会社思文閣出版のご協力
を得て愈々軌道に乗り︑六月中には︑第一巻が世に出
ることとなります︒

その内容は︑﹃日本道徳論﹄の初版本をはじめ︑会
租の業績のエッセンスが盛り込まれており︑必ずや内

外の高い評価を得られるものと信じます︒

最近は海外に於ても会祖の業績に対する関心は高く︑ミュンヘン大学東アジア文化研究所
のハンネローレ・ハリム博士が﹃国民訓﹄を独訳出版され︑次いで﹃日本道徳論﹄の全訳と

西村思想に就いての論文を出版されて︑本会にも寄贈して頂いております︒一国の国民精神︑

＝ ｡ ＝ ｡ ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ◆ ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ｡ ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝ ● ＝

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

道義心をいかに育てるかという問題は︑いつの時代でも国家運営の最大の課題であり︑この

意味で会祖の著作が注目される所以であろうと思われます︒
このような機運の中で︑本全集の刊行は︑広く江湖に歓迎されるものと期待しております︒

今後この全集の普及方につき︑会員各位の格段のご協力をお願いする次第であります︒
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本年三月の﹁弘道シンポジウム二○○四﹂は︑﹁公と私ｌ社会規範の確立﹂をテーマに開
催致しましたが︑今日的課題としての関心を呼んだこともあり︑参会者も三百名に達し︑意

義あるシンポジウムとなりました︒
﹁公と私﹂の問題は︑すでに会祖も︑明治二十七年︑﹁公私の弁︵わきまえ︶﹂として取りあ
げており︑古くして新しい問題であります︒現代の我が国の青少年のみならず︑政治・経済．
わきま
社会の各分野に見られる公私の別を弁えない社会規範の乱れは︑まことに憂うべきものがあ
り︑最近の議員諸公の年金未加入・未納の問題も︑これによって他人をも助けるという公的

義務を弁えない倫理喪失の好例であります︒

会祖は﹁公︵オオャケ︶﹂とは世のため国のため己れ一身を顧みないことであり︑大にし
ては国家の安危にかかわることであるから軽々に考えてはならない﹂と述べていますが︑本
会として今後とも社会規範の確立を声を大にして訴えてゆかなければならないと考えます︒
私はこれまでも教育基本法の改正問題に就いて発言して参りましたが︑さる二月十六日

に︑学士会館に於いて﹁期待される日本人の教育﹂と題して講演し︑﹁教育基本法の改正は︑

戦後教育に欠けた日本という国家︑日本人に対する誇りを唾らせ︑日本人としてのアイデン
ティティーを明らかにするものであり︑これによって日本という国の国家像・国家観が問わ
れている問題である﹂と述べました︒

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

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

会祖が﹃日本道徳論﹄において﹁この国を大事と思うならば人々奮ってその品性を良善に
しなければならない﹂と述べておられるように︑日本人一人一人が道義心を高め︑道義国家
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として品格ある国を造っていくことが︑今求められているものであり︑我が日本弘道会の究
極の理想として追求しているところでもあります︒

ところで︑最近の支会における会員の増加は島根支会をはじめ顕著なものがあり︑﹁弘道
シンポジウム﹂を介して一般会員の入会も増加し︑会勢の進展は目覚ましいものがあります︒
本部においては昨年一年間に堀田正久・杉浦昌也・富田朝彦三人の理事の逝去という不幸に
遭いましたが︑今回新しく高坂節三・木村治美・古川清のお三方を理事にお迎えして︑新し
い空気を吹き込んで頂くことになりました︒又︑評議員に新たに支会の代表者に加わって頂
き︑支会の実情をより一層反映するなど組繊体制の強化を図ったところであります︒
内外の諸情勢なお厳しい折りでありますが︑今後とも日本弘道会の会員としての自覚と誇
りを以て弘道精神の宣揚に努めて頂きたく︑各位の一層の御精進と御多幸をお祈りして式辞
といたします︒
平成十六年五月二十九日

社団法人日本弘道会

会長鈴木勲

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

特集西村茂樹全集の刊行

●ごｎＵＲ●ぜ︑ｕ品●ごｎｕ民●ぜ︑ｕ︽●ごｎＵ品●ごｎＵＡ●ｒｎＵＡ●︾ｎＵ民●ぜ︑Ｕ兵●ｖｎＵ公●Ｙｎｕ兵●ぜ︑Ｕ︽●画ｎＵ︽●ｖｎＵ公●︾ｎＵＡ●ｖｎＵ︽●ぜ︑Ｕ︽●︾︑Ｕ一公●ｖｎＵ︽●ｖｎＵ︽●ぜ︑Ｕ民●︾ｎＵ公●︾ｎＵ︽●ｒｎＵＲ●ｖｎＵ矢

西村茂樹全集の第一巻がこの程発刊され︑懸案の全

集刊行が漸くその緒についたこの機会に︑西村茂樹の
とにいたしました︒

全集をこんにち出す意義などについて︑特集を組むこ

西村茂樹は明治元年に四十歳を迎え︑気力・識見と

もに最高潮の時代ですが︑その十年前の安政五年一月︑

まだ井伊大老が登場する前に︑藩主でもある老中堀田

正篤︵後に正睦と改名︶に随行して︑日米修好通商条

約の勅許を得るために上京するなど︑当時開国の必要

性を認識していた数少ない開明派の一人であり︑明治

維新後も三十五年間にわたり︑朝野にあって︑日本の

進路を誤りなからしめるために奔走したその全貌が︑

今回本全集の刊行によって明らかになることが期待さ
れるところであります︒

●暫ｎＵ︽●ぜ︑Ｕ民●ごｎＵ昼●ｒｎＵハ●ぜ︑Ｕ公●ごｎＵ民●ＹｎＵ公●ｖｎＵＡ●ごｎＵ公●ｖｎＵ公●ぜ︑リハ●轡ｎｕ具●轡︑Ｕ兵●ぜ︑Ｕ昼●ごｎＵＡ●ぜ︑Ｕ品●ＹｎＵ︽●ｖｎＵＡ●︾ｎＵＡ●画ｎＵ︽●ｒｎＵ公●轡︑ｕ品●ぜ︑Ｕ昼●ぜ︑Ｕ具●ごｎＵ公
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㈱日本弘道会会長鈴木勲

なかった著作類︑訳述書︑論説︑日記︑書簡が数多くあり︑

増補・改訂版を刊行することとなり︑直ちに﹃西村茂樹全

えるにあたり︑記念事業の一環として﹁西村茂樹全集﹂の

日本弘道会では︑昭和五十一年に︑著作︑論説の一部を

といたしました︒とくに︑全体計川策定の段階で︑Ⅲ版の

理を行い︑全体計凹の策定に入り十巻構成で刊行すること

茸
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﹃西村茂樹全集﹄

刊行の趣旨

本会にとって︑会祖の業績の全てを後世へ引き継ぐことが
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西村茂樹先生は︑維新後︑滑々として欧化主義が国中に

耳澱ｋ湾ｋ髄吋溺酎懸ｋ幾ｋ鶴則耀酎悪Ｎ鵜ｋ悪︑悪肘醒︑磯ｋ●鯉︑醗虻盗討●盗肘●輝討●迩肘●姪則縄ｋ醗・肘・迩斑・通︑愛脚・晦斑斑Ｎ・塞斑避酎悪丸悪

幸

広がり︑本邦古来の精華を忘れ︑法律をもって道徳に代え

大きな課題でありました︒

理想として掲げ︑一貫して日本道徳の確立を訴え続けて︑

学社を創設︑爾来︑国民道義の振興と品格ある国づくりを

集﹄刊行委員会を設置︑さらに︑刊行委員会内に作業部会

図らずも︑平成十三年︑会祖西村茂樹先生の百年忌を迎

ようとするがごとき風潮を憂い︑明治九年二八七六︶数

我が国の近代思想史に大いなる足跡をとどめたことは広く

としての編集部会を組織して︑著作類︑訳述書︑論説︑日

名の同志とともに︑我が日本弘道会の前身である東京惰身

知られているところであります︒

収録して﹃西村茂樹全集﹄三巻を思文閤出版から刊行いた

三巻に収録されていた著作︑論説の全てを解体し︑分野別

記︑書簡︑年譜︑その他を含めた文献類の収集︑分類︑整

しましたが︑既に絶版となり︑また︑この三巻に収録でき

(10)
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﹁西村茂樹ｌ近代化についての儒教側の見解﹂と題する論

に︑ハーバード大学のドナルド．Ｈ・シャイブリー教授が︑

ズの第一巻として刊行された﹁日本における近代化の問題﹂

西村先生は広く和漢の学に通暁するとともに︑蘭学︑英

に組み入れて内容を整えることにいたしました︒

学に通じており︑幕藩体制下に在って︑既に﹃数限通論﹄

ヘン大学東アジア文化研究所のハンネローレ・アイゼン

ホーファー・ハリム博士が︑西村先生の著書﹃国民訓﹄を

文を載せております︒また︑一九九六年︑ドイツ・ミュン

ドイツ語に全訳して出版し︑続いて二○○二年﹃日本道徳

﹃防海要論﹄﹃万国史略﹄を翻訳・出版し︑幕末から明治期

論形成に大きな役割を果たしたことは勿論のこと︑近代化

論﹄の全訳も出版して︑本会に寄贈いただきましたが︑さ

にかけては数十冊を超す訳述書を公刊しており︑先生の理

でもありません︒本全集にはその代表的なものと道徳に関

を急ぐ我が国にとっても暗夜の灯火となったことは言うま

らに﹃国家道徳論﹄の全訳をすすめているとの書簡も頂戴

根拠とするが︑道理に合わなければ儒哲といえども採らず︑

﹁宗教をもって根拠とせず︑理教︵儒教︑哲学︶をもって

済学など︑学術的な立場からも西村思想の神髄に迫ること

るなど︑日本の哲学︑倫理学︑教育学︑社会学︑政治・経

など思想史的にも学問的にも貴重な著書が初めて公刊され

ており︑これまで未発表の論説や﹃日本道徳論﹄の初版本

本全集は︑西村茂樹先生の学問的な業績を中心に構成し

しております︒

するものを精選して収録いたしました︒

西村先生の思想は︑﹃日本道徳論﹄に述べるように儒教

道理に合えば宗教の言といえども之れを採る﹂︵﹃日本弘道

が可能であり︑特に今日の世相に照らし︑この全集刊行は

と哲学の精粋を採って日本の国民道徳の基礎としつつも︑

に︑真理を世界に求めて一局に偏することを戒めており︑

確信しております︒

待望久しかった企画であり︑広く江湖に歓迎されるものと

会大意﹄︶という極めて柔軟な考え方を示しており︑とく
西村先生の究極のねらいとしたのは︑本邦独自の道徳︑つ

の抜粋であります︶

︵本文は﹃西村茂樹全集﹄第一巻の﹁発刊のことば﹂から

まり︑日本的道徳の確立と道徳を学問として体系化するこ
とにあったと考えます︒

近年︑西村先生の思想・理念に対する評価が海外でも高
まりつつあります︒一九六五年︑アメリカのアジア学会に
属する近代日本研究会議が企画した日本近代化研究シリー
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西村茂樹全集を推薦する

日本の伝統
﹁文明開化﹂は明治時代の思想を代表するスローガンで

日本文化研究家ドナルド・キーン

首相官邸で催された仮装舞踏会に伊藤博文が参加すること

学的な教育を受けた日本人ｌ特に武士階級ｌは︑鹿鳴館や

大きな課題と言えるだろう︒

ろう︒そして︑これは現代の日本人にとっても相変わらず

日本古来の伝統の役目を確認する息吹と受けとめられるだ

それは単なる反動ではなく︑新しい時代の潮流の中でさえ︑

日本の道徳を忘れてもいいのかと西村が問いかけたが︑

を裏付ける︒

に感心しなかった︒鹿鳴館全盛の明治十九年に西村茂樹の

黒船来航・維新開国は今の言葉で言えば国民生活全般

題とした所は第二のグローバル化の現代でも新鮮な輝きを

である︒その代表的人物が西村茂樹であり︑その憂えて問

学者達の第一関心事が倫理・道徳の問題であったのは当然

(12)

あるように思われているが︑果たしてそうであろうか︒儒

﹃日本道徳論﹄が圧倒的な反響を呼んだことも︑その事実

のグローバル化であった︒和魂漢才という伝統的考え方が

上智大学名誉教授渡部昇一

あった日本では欧米の﹁才﹂︑つまり科学技術の導入は当
をも変化させるような新文明の到来である︒当時の最高の

持つ︒全集の刊行を慶びたい︒

魂

然としてこれという支障はなかった︒しかし問題は﹁和魂﹂

和

日本の進むべき道

西村茂樹先生は︑明治時代の卓越した道徳学者であり︑

同時に偉大な国民道徳の実践家であります︒その翁は明治

元東京大学総長

元文部大臣

有馬朗人

て蓄積された学術的業績を全十巻︑総七五○○頁で公刊す

二十一世紀を歩み始めている今日︑わが国の歴史や伝統

るという報に接しました︒まさに快挙であります︒

の国の在り方﹂を問い直すことが︑緊急かつ最重要事であ

を理解し︑また取り巻く国際環境を熟慮した上で︑﹁日本

九年に日本弘道会を創立されて以来︑全国を行脚して社会
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

実践成すべきであると考え︑本全集を推薦いたします︒

我々はこの書から謙虚に学び︑正道とは何かを熟慮し︑

べき企画と拝察します︒

ることは間違いなく︑本全集はまことに時宜を得た慶賀す

果たされました︒

創立以来︑百三十年になろうとする日本弘道合は︑今日
まで脈々と西村精神を根幹として︑国民道徳の振興︑道徳
国家の建設︑耐格ある国づくりを目指して諸事業を推進さ
れています︒そしてこの度は︑会祖西村茂樹の生涯を通し

本の最もすぐれた保守主義的思想家となった︒彼を内而か

東北大学名誉教授源了園

西村茂樹は幕末において儒学・洋学・洋式兵学をマスター

ら衝き動かしたのは急激軽燥な近代化・西洋化が︑長い歴

根源的な価値

して経世家としての姿勢を確立し︑その土台の上に明治日
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固晒な伝統主義者でも︑一面に偏した国家主義者でもない︒

亡させるのではないかという危倶の念であった︒だが彼は

史の営みの中で形成された日本のよさを損ない︑日本を滅

にはわれわれが耳を傾けて聴くべきものが脈動している︒

た︒彼の考えは一見古くさく見えるかもしれないが︑そこ

者ではあるが︑国家を相対視する普遍的な視座をもってい

民ならびに他の国家に対する道でもあった︒彼は国家主義

の道徳はそれが衰亡すれば国家は土崩の勢いで解体し︑何

ることになって︑彼の全貌を知る手がかりができることに

このたび完壁に近い﹃西村茂樹全集﹄の増補改訂版が出

︑︑

彼にとって道徳は政治よりより根源的な価値であり︑国民
人もそれを救うことはできないと考えた︒そして国家の道

感謝に堪えない︒志ある人の一読をすすめる次第である︒

代表取締役会長茂木友三郎

キッコーマン株式会社

徳は︑国民の国家に対する道徳であるとともに︑叫家の国

郷土の賢人

ある国づくりを標傍して生涯を賭けた先生の︑ひたむきな

未来を憂い︑一貫して道義心の豊かな国民の育成と品格の

観に加えて︑西洋哲学の長所を取り入れ︑本邦独自の道徳︑

姿に限りない思慕の情を抱いている︒儒教的価値観︑世界

賢人西村茂樹先生は︑下総佐倉藩の出身であり︑幼いこ
いる︒また︑西の長崎東の佐倉といわれたように︑西洋医

ろから文武両道に励み︑藩儒によって儒学の真髄を学んで

学を始めとして積極的に洋学を導入した藩内の恵まれた環

喜びを感じている︒碩学西村茂樹先生の業績の全てが収め

いた賢人と郷土を同じくしていることを誇りに思い大きな

がある︒私自身︑西村先生のごとき︑正路を歩み信念を貫

文書を専管するなど︑遺憾なく生来の才能を発揮︑その膝

日本の国民道徳の確立を日指したところに西村思想の特質

下に在って活躍している︒廃藩後は︑文部大書記官︑明治

られている増補・改訂版の﹃西村茂樹全集﹄から学ぶもの

境の中で︑蘭学︑英学を修め︑幕末の動乱期には︑老中首

天皇の侍講︑宮中顧問官︑貴族院議員︑華族女学校長など

が大きいと期待を寄せている一人である︒

座となった藩主の堀田正睦侯が外国掛専任となるや︑外交

の要職を歴任したことは広く知られているが︑常に国家の

14)
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出席者︵発言順︶

鈴木勲︵会長︶

尾田幸雄︵理事︶
松平直毒︵理事︶
生平幸立︵理事︶

高橋昌郎︵評議員︶

古垣光一︵特別会員︶

今井淳︵評議員︶

土田健次郎︵理事︶
多田建次︵評議員︶
白鳥正︵特別会員︶
藤下昌信︵評議員︶
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本道徳論﹄をはじめ︑西村の代表的論文を含んで広範な内

の分野が包括できるのではないかという気がいたします︒

容ですから︑この一巻だけでも読めば︑西村思想のかなり

これを機会に西村思想︑西村茂樹の人間像というものをど

没後百年︑初めて成る西村の全体像
会長今日はごくろう様です︒皆様のお骨折りによりま

それが終わりましたら︑第一巻を担当いたしました編集

して︑西村茂樹全集の第一巻が立派に完成いたしました︒

の方々に︑こういうところを気をつけて読んでほしいとい

ます︒

したが︑出版を引き受ける会社が仲々見当たらず︑古川先

うことをざっくばらんにお話しいただきたいと思います︒

のようにＰＲしていくかということを話し合いたいと思い

生の示唆もあって︑思文閣と交渉し出版契約が出来たのが

これは後で﹃弘道﹄にまとめますので︑できるだけ読者に

構想は本会創立一二○周年の平成八年頃からありまして︑

十五年五月ですから︑ほとんど一年間で第一巻が出来上

読んでほしいという内容を中心に︑忌揮なくお話しくださ

四十二年の﹃泊翁叢書﹄では初版が復活されたとなってい

翌二十一年に改訂二版を出さざるをえなくなったが︑明治

(16)

平成十年には刊行委員会を設置して大体の方針を設定しま

スピードは全く編集委員の皆様の大変な努力によるもので

がった計算になります︒出版社の尽力もありますが︑この

尾田西村茂樹の著作の中で︑いままでに最も多く読ま

の名を知りました︒この文庫本は︑吉田熊次の校訂による

からです︒私自身この岩波文庫本を通して初めて西村茂樹

その理由は︑この著作だけが岩波文庫に収められていた

れたのは﹃日本道徳論﹄です︒

長この全集第一巻を

舞うにアピールして

ます︒岩波文庫本はこの復活版に依ってはいますが︑漢字

れた﹃日本道徳論﹄は︑当時の宰相伊藤博文の逆鱗に触れ︑
いくかということ

ものですが︑その﹁解説﹂によると︑明治二十年に出版さ

が大事かと思いま

片仮名まじり文で書かれている初版元本そのままではあり

体像などもどのよ

す︒第一巻は﹃日

勲て︑西村茂樹の全

会元にいたしまし

いろありますが︑

普及の問題等いろ

そこで︑今後の

ればありがたいと思います︒

騨浄

あり︑この場を借りて︑お礼を申し上げたいと思います︒

■
F

ません︒今回の第一巻では︑﹃日本道徳論﹄の初版元本を

で︑どういう経歴かということも示して︑西村思想につい

たしますけれども︑いずれにしても西村茂樹はどういう人

生平全集も巻を追って︑今まで未刊行だった﹁自得録﹂

かもしれませんね︒

ての解説のようなものを書いていただくようなことも必要

底本とし︑訂正二版︑および明治二十五年の訂正三版との
異同を注記によって示した点に特徴があります︒

松平第二巻をつくる際に︑﹁挟み込み﹂で︑何か読者

てくるし︑また最後のころには書簡や日記など︑今回初め

とか﹁婦女鑑﹂︑﹁随見随筆﹂などのようなものが収録され

に対してＰＲするものがほしいと思います︒例えば︑西村
の︑やはり生い立ちから︑明治維新にすごく苦労した話と

て日の目を見るものなどがでてきますから︑そういうもの

茂樹先生はこういう人なのだということがわかるようなも

が出てきましたら︑西村さんの人間味のある全体像が浮か

それが終わりの方の巻で︑したがって刊行も数年先きに

るようなこともあるかも知れません︒

び上がってくるでしょうね︒過去のイメージや評価が変わ

か︑そういうことを紹介していくことも︑西村像をかたち
ちょっといま書名を思い出せないのですが︑薄い新書版

づくる上で必要ではないかと思います︒

で︑﹃最後の江戸留守居役﹄という本の中に︑西村先生が

なりますから︑いまお話があった﹁挟み込み﹂の活用とか︑

まだ佐野藩か何かの現役で︑東奔西走して活躍しておられ

刊行の順番の変更などは検討に値すると思います︒

会長そうですね︒確かにその点の配慮が抜けていたか

る姿がしばしば出てくる︒著者は藩から江戸留守居役を仰

もしれません︒高橋先生︑いかがですか︒﹃西村茂樹﹄と

せつかって︑ばかばかしくてしょうがなくて︑ぐちをこぼ
が﹁まあまあ︑そういうことを言うなよ﹂と言いながら︑

しているのです︒その中で︑一人の大人として︑西村先生

に︑あの叢書というのは︑わかりやすくということを要求

高橋あれ︵注吉川弘文館発行人物叢書︶を書くとき

いう本をお書きになりました立場から︒

ている︒そういう生き生きした西村先生にも︑ちょっと触

関西のほうに飛んで行かれたり︑江戸に立ち一戻られたりし
れておいたほうがいいような気もします︒

が︑それでできるだけ道徳教育というようなことだけでは

されていました︒それで最初からそう思って書いたのです

なく︑明治の歴史の中でどのように活動したかという明治

会長そうですね︒全集にはたいてい﹁挟み込み﹂があっ

時代の指導者として読者に読んでもらおう︑そういう方針

て︑そこにいろいろ参考になるものが書いてありますね︒
かもしれません︒その内容をどうするかは︑またご相談い

第二巻のときにはそういうものを入れるということも必要
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でやったのです
が︑いくらかそれ
なりに表れている
雲かと思います︒最

て︑正確に表現されています︒

生平高橋先生の解題を読みますと︑そういう点がいろ

いろ書いてあって︑非常にいいと思いました︒

松平先程言いそびれましたが︑これを機会に︑前々か

ら申し上げているホームページの創設ということが具体的

になればと思います︒インターネットのホームページ等で︑

一需近は日本史の研究

直者も西村茂樹を重

各大学やその他の先生方にもＰＲするということが︑何よ

﹁挟み込み﹄活用の検討

りも必要ではないかと思っております︒

平要視してきたよう
松で︑﹃日本史文献
事典﹄︵平成十五
年弘文堂発行︶で

方は︑儒学を自分のものにしてますので︑自分ではごく常

に思います︒ですから︑前々から話題にしていますように︑

道会の中で探している限りでは︑多くを発見できないよう

たところの蔵の中というあたりが︑もし見れればおもしろ

いものが出てくるかもしれません︒いまのところ︑おそら

例えばキッコーマンの蔵の中や︑支会の会長などをやられ

く﹃往事録﹄など︑こういう西村さんが書いたものを中心

いっていいくらい︑ことに若い人は明治の文章が読めない

いう歴史上の人物としてわかりやすさが出ればいいと思い

らは︑あまりそういう具体的な日常の西村さんの姿という

ます︒ですから︑さらにちょっと努力が要る︒この全集か

に︑西村の活動を復元するぐらいのことじゃないかと思い

それにもう一点︑今度の全集の完全性について付言した

ただ︑西村さんが亡くなられてから何周忌という際の記

いと思います︒その一例は︑第一巻に入っている﹁続国家
していることです︒西村茂樹の本心が︑今度の全集によっ

のは描きにくい︒

ます︒

しまうという傾向があります︒今度の全集によって︑そう

くらいですから︑漢文が混じってくると︑すぐ腰を引いて

識的なこととして発言していることでも︑今の人は全然と

古恒一全体の資料をずっと見てきた者からすると︑今の

喉

ご提案のようなものは︑即ち西村に関する資料は︑この弘

鋼駕

は︑拙著﹃西村茂

?
鍵
：

樹﹄を一つの項目にして紹介しています︒西村茂樹という

､碁鳶藩費

道徳論﹂で︑その中の日清戦争批判の伏せ字部分が︑復活
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のようなものを書いていたりします︒そういうものを集積

弘道会に関係していて︑西村が亡くなったときは追悼文を

えば︑西村さんのお嬢様たちのお話とか︑内藤湖南がこの

念号の中に︑思い出を語ったものがけつこうあります︒例

が多くて︑たしか二十冊ぐらい分けていただいて︑﹁白壁﹂

は写真が付いています︒あの号は私の友人から非常に要望

忌特集﹂でしたね︒これの後ろに年譜があり︑前のほうに

第一○一三号︵平成十三年発行︶は︑﹁西村茂樹先生百年

出したのですが︑杉浦先生も文章を書いておられる﹁弘道﹂

それからもう一つは︑これは悪い伝統ですが︑幕末から

の﹃人物叢書﹄ぐらいで︑知名度としてはあまりない︒

一般の方にとっての西村茂樹というお名前は︑高橋先生

会員を含めて他の教員連中に贈った記憶があります︒

書いています︒その後何年かたって︑また︑西村の思い出
していくと︑いままでとは違った西村さんの姿が出せると
は思っています︒

会長そういうのは︑この毎巻出す﹁挟み込み﹂に紹介

だというような︑若い人の反応や評価がなきにしもあらず

明治政府の顕官・当局者になる連中はけしからんとか反動

していただくといいですね︒

古垣そうですね︒

そこで先ほど︑松平先生がおっしゃったのですが︑ある

なければいけない︒

です︒これは非常におかしな話なので︑それをなんとかし

今井私も今度担当した﹃修身講話﹄は初めて読んだん
ですが︑だいたい今まで論文を書く場合に使うのは︑前の

三巻本の中からある程度見当をつけて︑利用できるものを
見つけていました︒今度︑こういう全集というかたちで出

柄についてのパンフレットのようなものを加えていただけ

意味では西村先生の人間くさい一面ですね︑そのような事

実はこの間︑副会長の古川先生から︑なんとか全集をもっ

れば︑なおいいでしょう︒こういう著作はどうしても固い

てきたのは有難いことと思います︒

面だけが出てしまうのですね︒

私が読んだ範囲では︑西村先生は︑若いころはそうとう

と売るというか︑広く知らせる方法を考えろと言われて︑
ほうにお前からＰＲをと言われました︒また図書館あてに

血気盛んで︑遠慮なく政府を批判している︒当時の議会や

特に古川先生がやっていらっしゃる同人雑誌の﹁白壁﹂の

議員についても同様で︑私も読んでびっくりしたぐらいで

い﹂ということをやっているわけです︒そういうパッショ

す︒個々の議員を色分けをして︑﹁これはだめ﹂﹁これはい

れども︑非常に大事だと思います︒

ちょっとこれは今のとはずれるかもしれませんが︑先日

ＰＲをすることは︑会自体としてもおやりになるだろうけ

﹁弘道﹂誌の杉浦理事の追悼号を読んだときに︑昔を思い
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ネートな面というのが︑一般の人にほとんど知られていな

それからもう一点は︑この全集の出版数は率直に言って

巻末の﹃解題﹄を一冊に

者だという面だけが知られている︒そうではないというこ

そんなに多くない︒これが一万部とか︑五千部とか出るの

くて︑先ほど言ったように保守反動だ︑堅苦しい道徳教育

ことなので︑親しみを持っていただくような方法を考える

とをまずＰＲする必要があります︒これはそうとう大事な

があるのですから︑その会誌にこの﹁解題﹂を何冊分ずつ

いか︒それが無理ならば︑せっかくの﹁弘道﹂という会誌

い︒そこでこの﹁解題﹂だけを集めて何とか一冊にならな

なら別ですが︑一般の方にとっては︑余り接する機会がな

次は︑全集のいちばん最後に﹁書簡﹂や﹁年譜﹂︑﹁家譜﹂︑

べきです︒

その他というのが予定としてあるわけですから︑そこにぜ

か連載するのはどうだろうかという提案です︒

らね︒できれば別巻︑あるいは一冊別にしてもいいですけ

目で見るのと活字で見るのとでは︑ずいぶんちがいますか

巻ごとに︑出すという手もあるし︑あるいはときどき﹁解

Ｒをする︒いちばんいいのは﹁弘道﹂にまとめて全集の一

法について︑﹁解題﹂を何とかうまく利用して︑そしてＰ

個人で買うのが無理ならば︑一般の人に知らせるような方

つまり全集本は高くて︑とても個人では買えないです︒

ひ写真ですね︑冒頭にはあるのですが︑もっと一般的な写

どね︒よく︑文人作家の写真集とか︑思想家の写真集のよ

真集のようなものを付けていただければよいと思います︒

うなものが出ていますが︑そういうものは西村思想の理解

どうかという御提案です︒多田先生がおやりになったので

ふれてお書きになっていることですが︑現代語訳をしたら

らない︒率直に言って西村先生の原文を読む人というのは

か︑﹁解題﹂を読まない限りは︑一般の会員の方にはわか

今井本の名前を知ることと同時に︑何が書いてあった

会長それはたいへんいいご提案ですね︒

題特集﹂のようなものを﹁弘道﹂誌に載せるという手もある︒

すが︑非常に易しい︒例えば﹃道徳教育講話﹄がその例で

もう一つは︑杉浦先生が前述の同号に﹃日本道徳論﹄に

に効果があるのではないかと思います︒

すが︑こういうものは別に翻訳する必要はないですが︑文

の抜粋が四角の囲み欄で出ています︒あれでも︑一般の会

いま私の拝見した﹁弘道﹂には︑﹃記憶録﹄とか︑一部

非常に少ないと思います︒

語の場合は︑やはり現代文にして﹁弘道﹂誌にのせること
が必要なのではないかということです︒

員の方には︑文章はずいぶん難しいと思います︒そのため
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なるのではないかという気がします︒私も実は今回︑諸先

あって︑どういう内容なのかということをＰＲするための

にも︑その下に翻訳を載せる︒先生の著作にどういう本が

つまり﹁解題﹂だけではやはり固いのです︒言ってみれば

たら︑それは一般の読者にたいへん歓迎されると思います︒

すね︒だから﹁解題﹂プラス﹁解説﹂ともう少し膨らませ

は分量の制限があるために︑あくまでも解題は解題なんで

骨だけなのですね︒それに解説を加えて一冊にすれば︑そ

解題集を﹁弘道﹂に連載すれば︑次回への大きなプラスに

んありました︒

生の﹁解題﹂を読んで︑なるほどと合点したものがたくさ

生平解題は解題として今までどおり続けることとし

すね︒

松平これからの解題の分量を卿やすという手もありま

れは非常に受けるかと思います︒

会長解題は力作ですよね︒
今井ええ︒この﹁解題﹂がもっと長く入れられれば︑我々

にとってはもっとプラスになりますが︑残念ながら非常に

考えたらどうでしょうか︒理解を助ける資料やエピソー

て︑解題プラス解説のようなものを一般読者のために別途

会長編集担当理事︑﹁弘道﹂のほうで考えてみて下さい︒

短くしてしまったものですから︒

な感じでいます︒

土田私はお仕事をお手伝いしながら勉強していくよう

しょうか︒

ドなども加えて出したら︑いいものができるのではないで
ただ︑この﹁解題﹂

生平そうですね︒私も今井先生のご意見に賛成です︒
をそのまま載せる

みふけってしまいました︒健全な保守主義といいますか︑

第二巻で担当した﹃社会学講義﹄などは︑思わず私は読

今でも通用するような非常に健康な思想という感じがいた

か︑もう少し工夫

毒するか︑そのへん
評を少し考えてみま

します・現在問題になっているようなことを押さえていて︑

淳しよう︒

のが今回生で見られるようになったことは意味のあること

今まで一般に読まれなかったもので︑西村茂樹のいいも

議論のバランスもよく︑感心いたしました︒

井のご提案は︑たい
今へんいいと思いま

ではないかと思います︒

会長今井さん

﹁解題﹂というの

すが︑その場合︑
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私が今度第一巻で担当したのは﹃儒門精言﹄という︑こ

たが︑朱子学があり︑朱子学と反対の陽明学があり︑陽明

だけではわかりません︒ただ解題にも少し書いておきまし

がこれをどこまできちんと読んでいたかというのは︑これ

学と対立した湛甘泉が出てきて︑一つの立場にとらわれな

れはまずあまりお読みになる人はいないと思います︒これ
のテキストがかなり字や訓点の付け方が間違っています︒

は中国の宋から清までの儒教の嘉句を集めたものです︒元

西村茂樹は漢学の素養を持ったうえで︑欧米のものを摂

い集め方をされています︒

んだ︒それはこの﹃儒門精言﹄もそうで︑儒教の中でも同

取し︑その中から本質的なものに合致した良質なものを選

とか︑朱子学の大家の内田周平が遺稿を整理しているのに︑

それから統一がちょっと取れていない︒これはどういうこ

ろん内田周平は大先生なので︑さすがだというところもあ

駐 蝋 祷

知識があるからこ

ります︒そういう

参考書がかなりあ

によい貢献をするのではないかという気がいたしました︒

高いものまでが入ります︒そういうものを仕分けしながら︑

うようなものから︑先ほど言った本当の意味でも啓蒙性が

家でもどういうかたちで参考にしていいかちょっととまど

今度の全集では︑こういう﹃儒門精言﹄のような︑専門

的に感じたところです︒

その中で良質なものを選ぼうとしているというのが︑具体

じことをしている︒つまり︑一つの学派にこだわらなくて︑

同じ文型のところが一貫した読み方になっていない︒もち

実は引いてあるものの中に︑中国語の口語のものがかな

りますが︒

I
嘩
蕊

山のようにあって︑特に内田周平がいた山崎闇斎学派には︑

事そ︑内田周平はあ
理る程度読めた︒そ

使っていたものが︑こういう本の成立に関係があったので

すね︒やはり安井息軒はじめいろいろな儒者や学者に学び︑

が︑当然藩校や何かでこういう本を見る機会があった方で

土田ご自身でもかなり本をお持ちだったのでしょう

すか︒

会長全く関係ない質問で失礼ですが︑藩校か何かでは

いろいろな方面にアピールすれば︑学会から一般まで非常

郎れでもそれ以降の
蟻中国語研究の成果
畑からすれば間違っ
ているところもあ
ただ︑西村茂樹

るのですね︒
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りあります︒江戸時代もそういうものを読むための辞書が

.‐．:．．j瀧

研究の先鞭をつけたのではないかということに気がつき︑

いう観点から見ると︑実は西村先生が日本における教育史

ますます興味がわきました︒アメリカ人のヒロビブリァス

幅広い教養を持ち︑そういう藩の書籍なども使える立場に

会長いまおっしゃる﹃社会学講義﹄の現代的な︑現代

ラデルフィアの万国博覧会に文部省からの出品目として︑

という人の教育史を翻訳されたのは西村先生ですし︑フィ

いた方ならではのものかなという気がいたします︒

の健全な保守主義のようなものを解題に書いてくだされば

このように見ていくと︑西村先生は我々が後になって連

す︒

関係者に分担執筆を依頼してまとめ上げたのも西村先生で

画を立て︑ダヴィット・マレーをはじめとする文部省の

﹃日本教育史略﹄という出版物を出したのですが︑その企

いいと思います︒そういう観点を一つ強調してくださると
ありがたい︒

多田先生いかがですか︒﹃道徳教育講話﹄を担当されて︒

教育史に先鞭をつけた西村

のをお持ちだったのではないでしょうか︒明六社の主要な

イメージではなく︑もっと多様な︑豊かな可能性というも

メンバーで︑むしろ明六社を森有礼とともに立ち上げたの

想するような儒教一点張りの︑ごちごちの保守主義という

いたかということを︑主に問題意識として調べました︒そ

多田今まで私は西村茂樹に関心をもったのは︑教育史

の中で西村先生が文部省の高官としてさまざまな事業を立

から洋学︑英学を学んで︑そういう英学の素養に基づいて︑

が西村先生ですし︑それをさかのぼる幕末の時点で︑蘭学

の観点から明治初期の文部省の教育政策にどうかかわって

ち上げたわけですね︒あの方は単に学者のレベルにとどま

や以前の上下二冊本の非常に浩潮な伝記を相対化して︑

そのように見ていくと︑西村先生の﹃往事録﹄﹃記憶録﹄

後のおびただしい翻訳物が出てきたわけです︒

らないで︑あるいは文部省の官僚の枠にとらわれないで︑

大きなものをプランを立て︑それを自分の関係の若い人た
をつくりあげていったという︑たいへん企画力︑組織力︑

で補うような︑そのような研究ができるのではないかと︑

もっと西村先生の若いときから︑豊かな可能性を別な資料

ちに手分けしてやらせて︑結果的に非常にすばらしいもの

や﹃言海﹄﹃百科全書﹄といったおびただしい大出版物が

今回︑ここに参加させていただいて︑私自身︑いろいろ

ずっと資料などを読んでいます︒

統率力に優れた方なのです︒そういう中から﹃古事類苑﹄
出てきたわけです︒

私自身︑西村先生の実績をずっと調べていて︑教育史と
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講話﹄と﹃道徳問答﹄を読み︑たいへんおもしろかったで

なものを読んできたつもりでいますが︑初めて﹃道徳教育

で目録化する︒本にすることができないものはコピーをき

せて行い︑これに収められないものをきちんとしたかたち

が︑この作業を進めながら︑一方で徹底した資料調査を併

けではありません︒今後これは何年かかるかわかりません

ちんとしたかたちで︑ここで保存して︑ここに来られた研

んが︑解題だけに終わらせるのはなんとなく残念ですので︑

それをベースにして︑﹃明治期における国民道徳運動の思

す︒せっかくの機会ですので︑先ほどのお話ではありませ

想﹄という論文も併せて書いたりなどしています︒

西村先生に関しては︑私自身いろいろな関心があります︒

いくことが大事なのではないかと思います︒

究者に気持ちよく利用していただけるような体制をとって

までなかなか三巻本の全集にもれた貴重な文献を検索する

すべてここでお話しすることはできませんが︑前後の脈絡

今回のこの全集の意義は︑やはり一にかかって︑いま
のがたいへんだったのですが︑そういうものが一つにまと

なしに︑いくつかお話しさせてもらいます︒

ばらしいと思います︒西村先生に関するエピソードのよう

解題を﹃弘道﹄で載せるというのは︑これもたいへんす

まって︑非常に読みやすくなった︒特に活字が新しい漢字

なものを︑コラム欄のようなかたちで紹介していくような

を使うようになったので読みやすくなり︑おそらくこれを
徳研究︑いろいろ

きっかけに︑若い人たちが歴史学︑思想史学︑教育学︑道

試みが︑今後あってもいいのではないか︒

それから先ほどから話題になっていますが︑よく全集で

な分野の人がこれ

石なら夏目瀬石に関するエピソードのようなものをおもし

をよりどころにし

震て︑西村研究に励
謡んでくれるだろう

月報というものが挟まれていて︑その全集の方々︑夏目瀬

次というのが期待さ
建れるわけです︒

の︑ちょっといい話を載せて︑会員の方にぜひ関心を持っ

かたちでもいいですし︑あるいは﹃弘道﹄誌上に西村先生

私は一時︑ずっと津田梅子さんのことに関心を持ってい

要なのではないでしょうか︒

ていただき︑原典に当たっていただくような働きかけが必

ろく紹介してくれていたりするわけです︒そういう月報の

田先ほど会長も言
多われましたが︑も
ちろん全部をこと
ごとく網羅したわ
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ました︒いくつか文献を読んだり︑資料を見ていたりした

そういう意欲をもって︑吉田松陰などと同じような希望を

んとか打開するために︑やはり敵情視察といいましょうか︑

若いとき︑彼が洋学を勉強し︑日本の危機的な状況をな

らって題をつけました︒

ときに︑どうしてもより高度な学問をしたいということで

もって︑留学を志向するわけです︒しかし結局は︑上司に

のですが︑津田さんが華族女学校の先生を委嘱されている

かっ た ︒

しくすると︑もしも西村先生があの時点で西洋の地を踏ん

歴史に﹁もし﹂は必要ないわけですが︑想像力をたくま

阻まれ︑断念します︒

留学の希望をするのですが︑立場上なかなかうまくいかな
校長先生の西村先生に相談したところ︑地位を保全した
の大学に留学を命ぜられ︑彼女はそこで生物学を修めて︑

かたち︑保証してもらったかたちで︑気持ちよくアメリカ

でいたとするならば︑書物を通して西洋を知った以上のさ

です︒それによって︑その後の西村先生の思想がどのよう

まざまな発見︑驚きといったものを︑直接体験されるわけ

に変容していったのかということに︑私はたいへん興味が

してもっと仕事をしないかとすすめられます︒そういう話
を津田梅子さんがしていたというのが出てきます︒西村先

指導教授からできれば日本に帰らないで残って︑研究者と

生のほうからはなかなか伝えられてこないようなエピソー

実は我々が知っている以上に︑幕末に薩摩藩も長州藩

あります︒

に行っているわけです︒そしてさまざまな体験もして︑多

も︑幕府からも︑おびただしい数の使節団や留学生が欧米

津田梅子という︑一人の優れた女性が世に出るに当たっ

ドかもしれません︒

て︑西村先生が大きなバックアップをしている︒ことほど

泥棒などはいるわけがないと︑理想視してアメリカの地を

中には内村鑑三のように︑西洋はキリスト教の国だから

くの記録を残したりしています︒

さように西村先生の行ったことというのは︑広く大きく深
いものがあるわけです︒そういうものを一つずつでも︑気

がついた時点でいろいろな方々が紹介していく︒こういう
試みもあってもいいのかなと思います︒

と急転直下︑評価ががらっと変わっている︒そしてアメリ

踏んだら︑さっそく泥棒にあって︑とんでもない国である

に対するひどい扱いに憤るわけです︒﹁いったいこれが文

カでさまざまな生活をする中で︑彼はアメリカ人の中国人

それから︑これはいつか書いてみたいと思っているので

きたしと思えども﹂という表題で雑文を書きました︒萩原

すが︑三年前の﹃弘道﹄誌上に依頼され︑﹁オランダに行
朔太郎の﹁フランスに行きたしと思へども﹂という詩にな
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明国のやることなのか︒キリスト教国のやることなのか﹂

すが︑ドイツ語に堪能で︑森鴎外より早くドイツの文芸理

いいものを持っています︒しかも一見︑文章が古めかしい

この頃の人というのは︑いまの若い人以上にバランスの

論を日本に紹介しているわけです︒

内村鑑三が︑周りのアメリカ人から中国人扱いされると屈

のですが︑漢文のよさの明噺さというものを持っています︒

アメリカ社会を告発したり︑批判したりします︒その当の

と︑心底憤るわけです︒それで同じ東洋人の立場に立ち︑

辱を感じたり︑怒り狂ったりするという︑たいへん落差の

わけがわからないものを書くことを知識人っぽいという大

はないのですが︑ただ︑可能性としては︑どうやって西村

せめぎあいがあったときだと思います︒信じていたものが

に衝撃的な︑ちょうど終戦のときと同じような︑価値観の

またついでに申しあげれば︑おそらく明治の初年は非常

感じます︒

正以後の風潮とは違う︑むしろ明噺さというものを非常に

激しい︑おもしろい人物です︒

西村先生の場合には︑そういう思い込みのようなものが

先生が異文化に触れて︑そこからどのような思想の展開が

どうなるのだろうか︑そういう中で︑本当に納得いく価値

ありません︒もっと理性的な︑冷静な人物ですから︑それ

でありますが︑そういう視点に立って︑改めて西村先生の

と思います︒

観を探していこうというのが︑いろいろな立場からあった

可能であったのか︒もちろん︑それはかなわなかったこと
いろいろな啓蒙書や翻訳書︑チェンバースの百科事典の翻

れないでいました︒何かいかにも自分を棚上げにして︑偉

私は昔から︑あまり道徳を説くということに積極的にな

訳といったたぐいのさまざまなものを改めて検証し直して
いう気がしています︒

みると︑そうとうおもしろいものが書けるのではないかと

そうなことを言う︑そういうものは儒教的な謙虚の美徳か

ら外れる気もしていました︒

土田先ほど内田周平の話をしましたが︑西村茂樹は亡

になりました︒西村茂樹のような先人の試みがまた意味を

社会がどんどん不安になっていくということを感じるよう

ていると︑道義や道徳︑価値というものを共有しないと︑

でも︑このごろの少年や少女の犯す非道残酷な事件を見

くなるときに﹃儒門精言﹄を委嘱したわけです︒これを整

持つようになるような気がします︒

学問受容の正しいあり方

ちの朱子学者で︑最後の崎門︵山崎闇斎学派︶といわれま

理して︑点を切って出版したのです︒内田周平は︑こちこ
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古垣土田さんのお話を伺って思うのですが︑多様性︑

だから︑多様になったのに対応しなければいけないという

多様性と言われて︑最近の日本人は多様になったという︒

ようなことで︑逆にますます多様にしてしまっているよう

やはり︑どうしても守らなければいけないものというの

な感じがします︒

は︑どういう時代であろうと︑どういう社会であろうと︑

それは共通に道徳としてはあると思います︒西村さんを誤

像を描かなければいけないと思いますが︑勝部真長先生が

解している方が多くて︑これからもうちょっと違う西村

監修された﹃修養団運動八十年史﹄を見ても︑やはり戦後

三十年間ぐらいの間につくられたイメージのようなものが

あって︑それを乗り越えるというのが︑日本のいろいろな

られているような気がします︒

人物や組織︑団体に関していままた大きな課題として課せ

よく言われますが︑戦争を境にして︑日本の古きょきも

のがなくなったといいます︒もう一度︑本当に真実を解川

いとかなんとかではなく︑真実として違うと︒

するところから手をつけていかないと︒イデオロギーの違

先ほど土田さんが﹃儒門精言﹄の話をされましたが︑他

のものを読んでも︑西村さんは今日でいうような大学で授

業を受けておられるわけでもないのに︑学問的に理詰めで︑

非常に今日的な記述をされておられる︒江戸時代︑皆さん

（27）

ら︑西村さんの学問がおもしろい研究の対象になるのでは

ておられます︒このあたりも国文や文化史のような観点か

こうだったのかなと驚くほどそういう手法がよく身につい

さんが気づかれると思います︒

と︑日本史上重要な人物であったということを︑多くの皆

イメージで書かれています︒こういうところが修正される

のですね︒教育史の関係の概説害等は︑そのような一つの

尾田今度の第二巻で︑﹁西国道徳学講義﹂が入ってい

西村先生の場合可能だったのでしょうか︒

会長いかにしてこういう体系的な︑学問的あり方が︑

ないかと思います︒この全集の出版で︑文化史的︑文学的
な方面がさらに皆さんに利用しやすくなったということが
し︑さらに手紙も少し︑今のところ三通ぐらい補えると思

ます︒これには西洋から学問を受け入れる当時︑いろいろ

言えると思います︒この全集には会員に贈った漢詩も追加
います︒そういう点でも︑西村さんの人間関係を知る上で

な学問が同時に入ってきますから︑当然︑混乱が起きるわ

それから今回の出版で︑非常に皆さんにお役に立つと思

いいと思います︒

ひもとこう︑こういうことなのです︒西洋の哲学史をひも

けです︒それを整理するすべとして︑西洋の哲学史をまず

知るのに役に立つようなものがいくつか入っています︒日

いまの言葉で言えばオリエンテーションができる︒そうい

とけば︑西洋から思想を受け入れるときに︑だいたいの︑

うのが︑西村さんの残されたもので︑日本弘道会のことを

れる﹃日本弘道会創立記事﹄が今回の全集に入れられた︒

本弘道会の研究のための資料の中で︑非常に貴重だと思わ

これはやはりたいへん正しい西洋の文明の受け入れ方だ

るということが書いてあります︒

うことが書かれています︒そのために西洋哲学史を勉強す

が︑雑誌でもわからない部分まで解明できるようになりま

と思います︒放っておけば︑前後左右︑雑然とした︑混乱

本書によって︑西村さんがお元気なころの弘道会の動き
した︒これから研究が非常に進むのではないかと思います︒

いう順序で︑どういう思想が︑どういう経緯で成り立った

したままで入ってくる︒そのときに歴史を踏まえて︑どう

かということを押さえておく必要があるということを︑た

その他︑西村さんがどういう方面の洋書に接したかとい
このあたりも西村さんの学問のあり方が︑今まで誤解され

いへんはっきりとおっしゃっていると思います︒それがい

うことが︑今回︑だいたい体系的に皆さんに示されます︒
ていたのが︑少し修正されるのではないかと思います︒

私がいろいろと読んだものでは︑元田永李さんとほぼ同

とですね︒西村茂樹の思想が︑まさに混乱にならずに体系

ま︑ここで話題になっている学問体系全体としてというこ

ナガザネ

じようなイメージの人として西村さんはとらえられている
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それについて

観点からだけでなく︑広く当時の我が国の知識人が西欧の

尾田西村茂樹の数々の翻訳書は︑西村茂樹研究という

いうことになるのでしょうか︒

は︑古一ようど﹃﹇廿

化している︒

雲本道徳諭﹄の中で

のようにそれを受け容れたかという比較文化・比較思想研

文化と伝統に対して︑どのような態度をとったか︑またど

いろいろな文化的︑また新たな展開が出てくる︒そういう

高橋もう一つ︑この翻訳がよく読まれたことによって︑

究の観点からも恰好の資料であるといえると思います︒

尾れ︑仏教やキリス

田西洋の哲学も入

いうことは意味があるでしょう︒それに第二巻に入る﹃徳

ものを研究する場合に︑今度この全集にまとめて入ったと

もそのように︑例
識えば儒学も入れ︑

ト教も排除しない

に︑西洋の道徳害では︑政治学の範囲に入るべきものとし

学講義﹄のように︑西洋の道徳学説を翻訳紹介すると同時

というようなこと
になったら︑まる

の﹁実行編﹂で論じるという独自性を示しています︒

て︑論及していない﹁国家の道徳﹂を︑西村茂樹は特にそ

で自分の体の中に骨董品店を開くようなものではないかと
というものを求めて︑考えれば︑そのような骨董品をただ

言うかもしれませんが︑実はそうではない︒ちゃんと真理

尾田そう思います︒二巻に︑いま先生がおっしゃって

いる﹃徳学講義﹄︑あれはとてもわかりやすい叙述なので

すね︒それはやはり広くいろいろなものを読んでいたとい

ます︒それと一脈︑合い通じる思想があります︒

羅列したようなものにはならないということが書いてあり

土田この機会に先生方にお聞きしたいのですが︑この

が出てくる︒

本当に現代の人にそのまま当てはまるような書き方です

うことから出てくるわけで︑それに翻訳ということの意味

ね︒非常に驚いたのですが︑今度の全集はああいう大きな

とがありますね︒当時このように外国のものが翻訳されて︑

を持っていたのだと思います︒だから︑西村茂樹の研究者

非常によく読まれる︒それが︑非常に大きな啓蒙的な意味

思います︒

ものを入れることができたという点では非常によかったと

全集を刊行される意味の一つに︑翻訳書をかなり入れたこ

でなくても︑五︑六︑七あたりのものというのは︑こういう

、 ｰ 匙 ノ ノ

題

かたちでまとまって出版されると︑かなり便宜を受けると
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意義あることだと思います︒

初めて︑収録されるわけだから︑これはたいへん画期的な

会長いままで﹃徳学講義﹄はなかったのですね︒今回

があるならば︑ぜひ︑高杉夫人を入れたいものだという指

い出を福原さんが語りながら︑もし現代において﹃婦女鑑﹄

書いたりして世に出て︑ひとかどの仕事をされた︒その思

そうすると︑福原さんのイメージの中にも戦後の三十年

摘がありました︒

ジするような︑あるいはジェンダーの人たちがイメージす

は否定的には受け取られていないのかなと︒我々がイメー

ごろのだったと思いますが︑それほど﹃婦女鑑﹄というの

多田第二巻に﹃婦女鑑﹄の担当をいたしますが︑日本

るような古色蒼然としたものではなくて︑現代にも十分通

婦人の地位向上を目指す
の女子教育史や女性史から全く排除されています︒せいぜ

用するような良妻賢母主義の︑そういう婦人たちの伝記な

メージを持ちました︒ますます私は﹃婦女鑑﹄に関心を持っ

り︑あるいはエピソード集として意味があるのだというイ

い否定的に一文が入ってくるくらいのことでして︑全く無

数年前でしたか︑東京教育大学の英文学の福原麟太郎先

視されていました︒

生の本を読んでいましたら︑高杉一郎さんという︑戦後に

の機会に書いておきたいと思います︒

て︑ぜひ今回は解題を書くだけではなく︑関連の論文もこ

もちろん西村先生は︑﹃婦女鑑﹄をいろいろな方に書か

ソ連に抑留されて︑帰ってきてそのことを本にしてお書き

せたものをおまとめになったわけですが︑スマイルズの﹃西

になった方のことが書いてありました︒福原鱗太郎さんの

対して︑ああいう過酷な状況の中でようやく帰ってこられ

教え子らしいのですね︒それで福原麟太郎さんは奥さんに

ます︒そういう点からすると︑日本の人だけではなくいろ

いろな人を中に収めていますので︒我々はあの﹃婦女鑑﹄

国立志篇﹄の一つのバリエーションではないかと思ってい

に盛られた︑あの明治のころの健全な家庭のあり方を求め

た人間だから︑しばらく仕事をさせないようにしてほしい︑

夫を支えて︑いずれ夫が世に出るときのエネルギーを蓄え

るような︑そういう意識まで掘り起こしておく必要がある

その間︑あなたはつらいかもしれないけれども︑なんとか
る︑そういう重要な役割をなんとかやってほしいという説

良妻賢母というと︑もう本当にイメージが悪いのですが︑

のではないか︒そういう気がしてならないですね︒

得をするのですね︒

その奥さんは福原先生の説得どおりに一年間︑必死に
なってご主人を支えて︑その後︑ご主人はいろいろな本を

(30）

別︲︲貼＄＄︼

輔鎚鋼釧

§＃蕊蕊韓

いただいたのですが︑中村正直がイギリスに留学して︑イ

高橋先生もお書きになっておられて︑私はそこから教えて

ギリスの健全な家庭を見て︑そこにはやはりよき奥さんと

が成り立っている・日本にはそういう伝統がなかったから︑

優れたお雌さんがいるから︑イギリスのああいう市民生活

なんとかしてそれを日本に取り入れたいというそういう意

欲に基づいて︑中村旺吹がそういう主張を始めたり︑東京

か︒ある意味では︑努めて良妻賢母というのは近代的なも

女子師範学校や川人社女学校などで指導されたのではない
のなのですね︒

ところが︑その後のいろいろないきさつによって︑むし

ろ前近代的なものとしておとしめられてしまっている︒そ

の社会を支えていく健全な家庭を築くためには︑こういう

ういう良妻賢母につながる︑あのころの︑これからの日本

ばいいかなと思っています︒

女性が求められるのだという︑当時の状況がうまく書けれ

ついでに一言述べさせていただくと︑今年は残念ながら

私はお参りできませんでしたが︑例の餐源寺ですね︒あの

お寺は︑夏Ｈ激石の﹃坊ちゃん﹄の最後の清さんが葬られ

もう一つ︑安井息軒先生のお墓があります︒森鴎外に﹃安

たというお寺でもあるわけです︒

井夫人﹄という短細があります︒たいへん淡々と森鴫外が

書いて︑どちらかというとあれは史伝物のほうへ︑森鴎外

31
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今度刊行された西村茂樹全集第一巻

あの﹃安井夫人﹄の中にこれからの明治社会を支えていく︑

けれども︑私は必ずしもそう思いません︒むしろ森鴎外は︑

が保守回帰してからのものではないかと思われております

民も町民も入れて︑要するに市民というかたちで︑そこま

てそのように思っています︒江戸時代はまだ不十分で︑農

できたのは︑まさに明治以降だったと︑私はイメージとし

に底辺まで広く儒教的なイデオロギーを普及させることが

それは一つおいといて︑西村さんは先ほどの﹃婦女鑑﹄

あるいは日本の近代を支えていくきちんとした︑健全な家

もそうですが︑儒教関係の本からの引用だけではなくて︑

ます︒

そういうことで︑西村先生と安井息軒︑養源寺︑﹃安井

で全部を及ぼすことに努めたのが明治時代だという気がし

夫人﹄︑森鴎外︑いろいろなかかわりが錯綜しております︒

ます︒そしてそれが政府︑当時の文部省の儒教一辺倒になっ

必ず西洋のものを散りばめていくという努力をしておられ

して書いたのではないかと思われてならないです︒

それをうまく私が描き出すことができるかどうかわかりま

庭を営む上での必要な夫人のあるべき姿みたいなものを託

せんが︑ぜひこれは一度書いておきたいと思っているとこ

要するに過渡期の行動であるというふうに位置付けられて

ていく中で︑西村さんの本︑あるいは西村さんの行動は︑

︑間
間違
違っ
って
てい
いる
るかも
古垣これは私の勝手な考え方で︑

いるのですが︑西村さんはその後もずっと︑ご自身はその

（32）

ろです︒

ように思っておられなかったと思います︒

ていったというのではなく︑やはり常に東西両方の学問バ

要するに︑だんだん年とともに西村さんは儒教になびい

ところにいってい
奉ると思うのは︑江

るかという努力をされたと思います︒皆さんが何か論証立

１シ一○

方向が出てくるのかなと思っています・西村さんも含めて︑

ランスをどう取ったら︑新しいものを構築することができ

焼戸時代が儒教が非
常に普及した社会

てていかれるのにこの全集を活用していただければ︑いい

しれませんが︑一

譲海

&
認

ｌ

器で︑そこから脱皮

社会全体が儒教のほうへ流れたというのは誤りではないか
なく︑日本の社会

代であったのでは

しなければいけな
錘かつたのが明治時

応︑かなりいい

報需

湖

えなかったのですが︑今回︑第一巻中の収録著作を見て︑

西村先生という方は非常に近代的な︑きちんとした論証を

展開する︒これはいまの政治家などに比べれば雲泥の差が

数字や事実を重視
今井土田先生にお聞きしたいのですが﹃社会学講義﹄

る場合には数字が必要だろうと思いますけれども︑道徳と

いうと︑普通︑国家道徳や社会道徳を考えたときに︑あま

あるわけですね︒ある意味では確かに社会というものを見

り数字が入ってこない︒特に現代の場合ですね︒いろいろ

の中での西村茂樹先生の論の進め方ですね︒その中で数字

前から気にはなっていたのですが︑西村先生のいろいろな

というのは扱われますか︒というのは何かというと︑私は

論文や書物の表現方法︑あるいは主張について︑あまり重

のようなものですね︒私も初めてこれを読んだのですが︑

ほうですが︑﹃修身講話﹄︒これは青少年向けの社会講義論

たか若い方がこういうテーマの論文を書いてくれると有難

大きな発想の特徴ではないかという感じがしたので︑どな

値に基づいているかは知りませんが︑これは先生の非常に

ところが西村先生は両方を︑特に数字を︑どういう統計

な書物︑哲学の問題でも︒

非常に読みにくくて︑苦労はしましたが︑さてそこで︑例

の中でやはりこういう使い方をされるのか︒

いと思います︒ですから︑﹃社会学講義﹄の中に︑社会学

と申しますのは︑今回担当した第一巻のいちばん最後の

要視しなかったことがあります︒

えばどこでもいいのですが︑第一巻の六百八十六ページの

うか︒

今井どういう外国の本を読んでいらっしゃるのでしょ

ても︑いまのソシオロジーよりもずいぶん広いですね︒

土田いや︑あまり気がつきませんでした︒社会学といっ

最初のほうから︑貿易額︑面積とか︑こういう数値を利用
しているのです︒そして例えば﹃国家道徳論﹄のところも
そうなんで︑もうどこを開いても︑とにかく国家政策と社
してまた近代的︒そして度々数値を利用して︒ぱっと開く

会道徳といったものを論じるときには︑非常に知的で︑そ

くわからないですが︑もともと藩政にかかわっていたとき

まあ︑いろいろな要素があるのかもしれません︒私はよ

の︑藩の財政の建て直し論のようなものは具体的な話です

土田コントや何かを引用していますね︒

いままで私は﹃国家道徳論﹄を使ったのですが︑そのと

ね︒それから︑あまり関係ないかもしれませんが︑お師匠

値を論拠にして議論を展開しているわけです︒

きにはあまり数値には興味がなかったというか︑あまり関

と︑もうどこでも数字が見当たるので︒つまりこういう数

心がなく︑そういう論証の持つ数字の意味というものを考

（33）

すから︑﹁へえ﹂という感じがして︒我々だったら略して

が︑ずいぶん細かく︑具体的に数字が書いてあります︒で

今井算術が︑なるほどね︒

さんの安井息軒は算術が得意だった︒

れますね︒いろいろな事実関係を全部調べて︑それから妥

証の進め方として帰納法でやるのがいいのだといっておら

生平それと関係があると思うのですが︑西村さんは論

しまいますが︒

逆にいまの今井先生のお話をもとにして︑もう一度読み

土田ただ︑それはあまり関係ないかもしれません︒
直してみようかと思います︒

いし︑議論を展開する場合に中正な結論を導くのにいいの

当な結論を導き出していくのが︑人を説得する場合にもい

古垣ご参考になるかもしれませんが︑そこの展示室の
ところに確かあったと思いますが︑西村さんの新聞の切抜

尾田﹃日本道徳論﹄の中に︑﹁およそ事物の真理を知ら

だという考えは︑はっきり持っておられたようですね︒

きがあります︒そういうものの蓄積が背景にあるのではな
いでしょうか︒下作業として︑そういうものをやっておら
れるという︒それもある意味では現代的ですね︒

います︒そこに丸がついています︑﹁事実に求む﹂と︒そ

んと欲せば︑必ずこれを事実に求む﹂などとおっしゃって

０Ｏ◎◎Ｏ

今井抽象的ではない道徳論でもそうで︑個人道徳とも

だというところから︑やはり宗教の重要性を認めながらも︑

尾田そういう事実に基づいて考えなければいけないの

と思います︒

今井たしかに︑数値的表現もその発言に関連すること

測量器なり﹂と書いておられます︒

実に合わざるものは真理にあらず︒事実は真理を試むるの

﹁事物の事実に合うものは︑ことごとく真理にして︑事

れですね︒

社会道徳も両方︑そういう説き方をしているので︑今度初
めてその重要性に︑重要だろうと気がついた感です︒今ま
で論文を書くときには︑全然それは無視してというか︑こ
ちらの関心と違ったものですから︒

生平西村茂樹という方は︑実証主義といいますか︑事
実に基づいて話を進めるということを︑意識的に努力され
たようですね︒理論を展開する時にその基になる事実関係

極力合理的な考えを貫くために︑宗教の効用を認めながら

や数字を明らかにしながらやっていくという︑こういう手
いでしょうか︒

はないでしょうか︒

も︑できるだけそれとは一線を画すように努力されたので

法はやはり当時勉強された西洋の本から学ばれたのではな

今井普通でしたら︑だいたい端数なんかは略してしま
うのです︒約何百とかに︒あるいは何平方キロと︒ところ

（34）

ああいう幕末から明治の初年にかけての当時の日本人の

そういうことも
あったと思いま

議それから︑江

員す︒

今井私が担当したところでは︑数字が事実の証拠だ

言戸時代の洋学と

だったのではないかと思います︒

水準というか︑その特性から考えると︑非常に画期的な方

という論証に触れたところがあります︒例えば六百八十五

罫いうものが︒儒学

すから︒そうする

Ｉ

平

これは藤下先生の調査資料のおかげで︑どういう人かよく

ページのいちばん最後に︑前田正名いう名前が出てきます︒

の合理主義から
需洋学が出てきま

わかったのですが︑その資料を使って︑生産力でいくら︑

学の教養という

と︑江戸時代の儒

こともその中に入ってくる︒だからいくつかの要因が入っ

らないと︑説得力がないというような諭旨なのです︒

実業というのは︑そういうことを予想しておかなければ

／nf−1

貿易額がいくらということを調べこういうものを使ってや

だめだということが︒やはり明治の実業観というものを示

合理主義を追求したということは︑確かですね︒

ているのだろうと思います︒

だというのがあります︒解釈は別ですが︒

す場合も︑基本にはやはり︑そういう数字がそのまま事実

松平先ほどから今井先生がおっしゃっていた数字の話

今井それは西村茂樹の非常に顕著な特徴ですね︒

そういうところがあったのではないかと思いますね︒明治

ではなくて︑藩政︑家老をやってきた︒そういう職業をやっ

ですが︑これはやはり西村さんというのは︑単なる思想家

高橋佐倉藩の重役で︑藩の財政を担当していたから︑
政府の指導者になった人々はそういう実務的なことをあま

てきたのではないかという気がするのですが︒

てきたというキャリアがあるのですね︒そういうものが出

り言わない︒ところが穏やかに移行していこうとすると︑
そういう場合︑どうしてもそういう数字というのが︑相手
もう一つは︑儒学ということはむしろ言いたくない︒そ

を説得する場合に非常に必要だったのではないか︒

れは理学と︒理学は西洋では哲学であり︑東洋では儒学で
あるということで︑理学という言葉を使っていますから︒

IOOノ

危機意識と使命感
会長それは大きいと思いますね︒ただ︑いろいろなそ

とやるところを︑まず﹁謡徳何年﹂と出して︑神武天皇の

何代目の天皇の何年にこういうことがあったということを

お話をされました︒土田先生が話していて︑翻訳物で私が

次に先ほど多田先生が︑オランダに行ってみたいという

いっておられる︒

あっと思ったのは︑まだまだ先の話になりますが︑第六巻

ういう藩政担当した人もたくさんいるのだけれども︑これ
それを全国的に普及したという人はいませんからね︒その

だけの現実的な︑理論的な体系をつくった︑本を書いて︑

三十七歳でしょうか︒元治元年ぐらいに書いたのです︒翻

それはいつ書いたかというと︑なんと︑西村先生が

ものです︒﹁西村先生自筆﹂と書いてあります︒

ものがあります︒それは何かというと︑現物はこのような

に予定してありますので︑﹃海防新編﹄﹃防海要論﹄という

それから先生がおっしゃった︑儒学以外の佐倉藩におけ

原動力は何でしょうかね︒使命感なのでしょうか︒

る洋学の思想のようなものがあるのでしょうね︒それから

訳しているのですね︒

やはり文部省に入り︑天下の教育を計画的な観点から見て︑
いますね︒

これはどのようにしろと︒いわゆる東京湾の防衛はどうし

しまいに︑ところどころに要図が入ります︒海岸防御︑

といい︑﹃防海要論﹄といい︑このようなものです︒

最も問題になっているときに書いたものが︑﹃海防新編﹄

の戦術家︑いわゆる築城家というような人が書いた︑幕末︑

それで元の本は何かというと︑オランダです︒オランダ

運用していく︒そのようなことにたびたび入っていると思
いろいろ資料集めに苦労された白鳥さんや︑藤下さんは
いかがですか︒：⁝．︒

白鳥小さいところから申しますと︑先ほどの多田先生
私の言うのはエピソードまではなりませんが︑西村先生が

ろと言わんばかりに︑すぐ使えたであろうこのような要図

のお話の中に︑何かエピソードがというのがありました︒

の手の内に入れ書いている︒

すが︑まあ︑ちょっと先ほど︑オランダのお話がありまし

のあたりを考えて築城をしたのではないかとさえ思うので

もう一つ︑別な言葉で言うと︑函館の五稜郭あたりがそ

まで入っています︒

自分の話をする︑論述するものの中に︑みんなそれを自分
例えば︑本の名前はちょっと忘れましたが︑たぶん日本
武︑緩靖︑安寧︑誌徳︒﹁認徳何年﹂といって︑﹁紀元前何

の本居宣長式の︑日本の本来の歴史だと思いましたが︑神
年﹂というふうに︑かならずそこに︒普通なら﹁西暦何年﹂

（36）

初めは藤下さんから聞いたときには︑未発行︑刊行して

て︑引き抜いていきました︒

いないものを拾い出せというようなことでしたから︑すで

資料の目録を抜き出しながら︑片っ端からそれを引っ張っ

しかもこれが自筆で︒これは翻訳して書いてあるのです

に印刷︑本に出してあるものは除いて︑出してないものだ

たので︑そのオランダの兵術家の翻訳をしていたというと

からね︒﹁敵藩︑軍艦をもって海岸を攻撃するは︑どうも

ころをちょっと申し上げておきます︒

その求むるところうんぬん﹂とやって︒それを筆で一生懸

らこれから準備作業をしようじゃないかという話をちょう

聞いて︑持っていった話は︑初めには未発表のものに限る

いうことを巾し上げる必要もないのですが︑藤下さんから

そのことと関連して︑私が仕事をするに当たって︑そう

を開始いたしました︒

けを拾おうというかっこうでやってみました︒そのコピー

だいして︑それならぱというので︑私の手元︑弘進会の資

三番目に全く違った述懐になりますが︑私が藤下さんか

料館︑資料室というようなものを探りながら︑いろいろ当
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柵鮮砿：雪曲数

噌岬卿紬私！噸
あいい年ののあ十道入る

も難しいと皆さんは言われますが︑それにしても︑かなを

か︑発行したというのは︑非常に西村茂樹が今の︒それで

考えてみると︑やはりそのご意見を入れて展開したという

以上の二つの転換で︑今回の第一巻ができたのですが︑

二回目の大きな転換でした︒

ろうということで︑えらい大転換になりましたのは︑この

こうの本にしなければ︑当川洪字をあれしなければだめだ

原典と忠実にやって︑はたして読めるか︒読めるようなかっ

二番目は︑この中にも出ていますように︑あまり原典︑

分岐点でした︒

て︑改刷にするんだというようなことがまず一つの大きな

ないのだ︒いやいや︑全稿︑いままでのやつを全部網羅し

というところから進んだのですが︑そのうちに未発表では

艶垂零

国会図書館では︑八十四つづりのつづりがあり︑この中

︾塀ｙ②毎︲︲

！

蕃 一

箪
蕊
念
、

諜
蕊』
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命書いてあるわけです︒

のてる史資もり七会つと

たりました︒

嘩叡﹄鯨

熟1

掴

可
鱗

a

果はやはりこの第一巻にちらり︑ちらりと出ていると思い

振り︑いろいろ読み易く︑気を配っていただいた︒その成

うお話がありました︒それから西村先生に関する写真を最

先生がどういう人物であるかということなども入れるとい

スタイルなどについての目算はありますが︑それから西村

終巻に入れたらどうか︒写真集的なものを組み込んだらと

ます︒

会長では藤下さん︑どうぞ︒特に弘道会の創立紀事と
藤下第一巻を完成させた背景についてですが︑文献資

宣伝する先生の入った写真がちょっと少ないですね︒︒明

が︑これはエッチングですが肖像画はあります︒それに︑

た一枚しかございません︒肖像写真︑肖像画はございます

いうことですが︑西村先生ご自身の写真というのは︑たっ

料をきちんと集めて︑そして全体を把握しなければ全体計

か︑いろいろなものを︒

画は策定できないということで︑白鳥さんには段階的に仕

治二十八年の日清戦争の戦勝記念の写真がございます︒集

が惇育官をなさっていた時の記念写真︑そういうたぐいで

合写真ですが︑それから︑大正天皇が皇太子時代の︑先生

すので︑写真集的なものを盛り込むというのは︑ちょっと

は突発的な作業をしてもらいましたので︑白鳥さんはそう
受取ったと思います︒最終的には︑収録文献の詳細な一覧

︲蜂

へ識

虫

評集部会ということ

琴編集の問題は編

すというのもありますね︒

りますが︑特にＰＲしたいような﹃往事録﹄などは先に出

ですからいまのところ二巻までは進んでいますが︑三巻

会長そうですね︑そのへんはまたご相談して︒それか

んでおもしろそうなものを出すというのもあるかもしれま

目あたりから︑﹃往事録﹄や﹃自識録﹄という皆さんが読

下た﹁挟み込み﹂の
藤問題ですが︑これ

ら先程の﹁挟み込み﹂の話ですが︑西村茂樹がどういう人

言ですので︑先ほど
１
昌ちょっとお話が出

は非常に大事なこ

せんね︒

とだと思います︒

角
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事を分担してもらいました︒時には断片的・部分的に或い

表︵論説のタイトルまで入れた︶を作成全体計画の試案を

だけをちょっと拾い上げてみました︒以上です︒

難しいような状況です︒そういうわけで︑先ほど出た問題

1
噌

松平全集を発行するときに︑一巻から順次やるのもあ

作成して刊行委員

ザ

です︒

会に提出したわけ

、

▲
■

"昼

ろいろありますから︑そういうものから西村像というもの

その後も︑昭和九年の足立栗園の﹁哲人西村泊翁﹂とかい

明治三十三年ですが︑あの当時の評価としてありますし︑

かというのは︑全集第一巻にのせた土屋弘の西村茂樹伝が︑

動家と違った特色があるのではないかと私は思います︒

展開した︑こういうところに他の思想家や道徳家︑社会運

組織をつくり︑全国に支会をつくって︑大きな啓蒙運動を

す︒第三に︑その構想を実現するために川本弘道会という

て︑実際的・具体的である点に大きな特徴があると思いま

系を提案したということ︑そしてそれが理論だけではなく

外国の場合は教会というものがあってモラルを支えてい

と思います︒

る︑日本にはそれがないというような文章もどこかにあっ

を描くのは︑﹁挟み込み﹂の中でやっていただければいい
それから論理性については︑野口先生が西村思想の論理

それから︑今回の全集の特色というのは︑昭和五十一年︑

性と現実性という論文を書いています︒確かに当時の立場

今から約三十年前に出た三巻の全集の内容に加えて︑それ

を頭において支会活動を展開されたのでしょうね︒

生平今日のテーマの中に︑西村思想の特質とか現代的

にもれていた自筆の原稿等が︑今度初めて活字になるとい

たと思いますが︑おそらく西村さんとしてはそういうもの

意義ということがありますが︑西村さんは︑日本の幕末か

うことです︒このことによって︑先ほど高橋先生からもお

で︑これだけ現実的な︑しかも理論的な思想体系をつくっ

ら明治開国という

話がありましたが︑従来のどちらかというと公式面︑固い
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たということは︑たいへんな人物だと思います︒

非常に大きな歴史

鍔一漣

而の西村先生のイメージが︑トータルの実像として即解さ

会長いま指摘のあったまさに実践的な道徳という特

生涯教育の先駆者

てくるのではないか︑そのように期待しているところです︒

いかと思います︒これを機会に新しい西村先生の評価が出

れるようになる︑そういう点が非常に画期的なことではな

的転換のときに︑

切な道徳の思想体

しい日本に最も適

先見性と共に︑新

評指導に当たられた

立に日本の進むべき
幸方向を見定めて︑

事その混乱の渦中に
理ありながら︑冷静

軸R

ら西村先生の肉声を聞くには︑各支会等で講演した演説な

ると同時に︑学問体系をしっかりつくっていった︒ですか

教育の先駆者だと言っていますが︑生涯教育の先駆者であ

他の誰もまねできないことでしょうね︒いま︑我々は生涯

色︒自分で体系化した学問を各地に普及したということは︑

ではある意味で資料がなかった︒もちろん︑研究意欲もな

認めざるを得ない︒これはやはり認識不足なので︑いまま

から一般の評価というのがその程度のものだということは

しようとしたとかというようなことしか書いていない︒だ

要するに︑折衷派であるとか︑儒教で日本の思想をリード

く出てこないものがあります︒あっても︑ほんの数行です︒

と︑非常に身近に感じるものが出ています︒

どを読むと︑非常によくわかります︒そういうものを読む

周︑加藤弘之というような人は出てくるのですが西村茂樹

ります︒そこでは︑明六社の思想家の中で︑福沢諭吉︑西

尾田例えば中央公論から出ている﹃日本の思想﹄があ

るものまでも収録されているということは︑ある意味で画

るいは編集あるいは翻訳といった︑そういうかかわりのあ

いるほかに︑先ほど申し上げたように︑西村茂樹監修︑あ

今回︑十巻本が出て︑その主要な著作は全部網羅されて

ります︒

かったのだろうけれども︑資料がなかったということもあ

の名前はなぜか省かれています︒これは驚くべきことで︑

期的なことで︑それによって西村茂樹研究が一層深まると

尾田先生︑最後にまとめていただいて︒

い︒これが現状なのですね︒

これだけ日本の思想家を集めながら︑西村茂樹の名前がな

会長それでは二時間にわたり︑西村全集刊行の意義を

いうことは期待できるのではないかと思っています︒

それから︑いま︑高等学校の教科書などを見ていると︑
こういう明治の思想というのが出てくるのは︑公民科の中

ご提案がありました月報のようなものをどうするかとい

させていただくことにいたします︒

六社のことも出てきますが︑そこはだいたい福沢諭吉等々

うことは︑また検討いたしまして︑相談したいと思います︒

語って頂きましたが︑その内容は﹃弘道﹄にまとめて披露

の名前が出ているだけです︒思想について踏み込むという

の﹃倫理﹄という科目だけです︒もちろん︑日本史では明

ことになれば︑公民科の中の﹃倫理﹄という科目だけなの

た︒

今日は本当に長い間︑暑いところ︑ありがとうございまし

ところが﹃倫理﹄という科目の教科書が何種類かあって︑

です ︒

それを見て︑﹁西村茂樹﹂という索引を引くと︑中には全
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老子講座

老子の解題

らいぎ一○兵う

鎌田

今Ｈ︑老子の書としては︑本識座に用いている︑三国醜

すべきものが存したことは慌ずべきことと思われる︒

を請うたこともあり︑久しく周に仕えていたが︑周室の衰

の王州︵二二六〜二叫九︶が注を施した︑﹃老子道徳経二
ほと

おうひつ

えを兄て︑周を去って関所︵函谷関とも散開ともいう︶に

巻﹄本や︑漢の文帝︵前二○二〜前二五七︶の時に︑黄河

せきもりいんき

至り︑関守の誠喜に請われて︑五千余言に及ぶ上下二編の

三四一？ｌの仮託︶が広く迦行しており︑一九七四年には︑

二八一？

湖南省長沙市の東郊の馬王堆の漢墓︵今から約二千年前︶

いう﹃河上公注老子本﹄︵実は三国晋の葛洪

今Ⅱは︑老子は孔子以後の人であり︑﹃老子﹄の成苦は︑

以上は︑漢の司馬遷の﹃史記﹄に伝えるものであるが︑

かつこう

の上りに住んでいた無名の隠者が︑文帝のために著したと

き

ていることから考えて︑その当時︑﹃老子﹄の原本とも称

発展させた雅川︵前三六九Ｉ？︶の害の﹃荘子﹄が存在し

然し︑老子を継承して︑その思想を鼓吹し︑かつ大いに

と言われる︒

正

書を著して立ち去ったが︑その後の消息は小川と言われる︒

館の役人をしており︑孔子が老子を訪ねて礼に関して教え

省鹿邑県︶︑脳郷の曲仁胆の人で︑周の都︵洛陽︶でＭ菩

ろくゆう

じあざなたんそこ
老子は︑姓は李︑名は耳︑字は明︑楚の苦県︵今の河南

(
1
)

戦国末から秦初のころの作で︑後学者の加筆も少なくない

(41

r一

はくしよきぬ

から二種類の﹃老子﹄の吊書︵吊の布に墨で抄写されている︶

が︑発掘され︑﹃老子﹄の実在が実証ざれ珍重されている︒
﹃老子﹄は︑﹃論語﹄と並ぶ中国古典の貴重な典籍で︑老

子を祖とする道家の思想と︑孔子を祖とする儒家の思想と
は︑中国における思想界の二大潮流として流れたものであ
り︑今日なお政治及び人生における哲学書として重んぜら
れている︒

本講座では︑﹃老子﹄八十一章の中から︑その重要なも
のを選び︑哲人老子が何を論じ︑何を訴えているか︑その
真意と現代的意義を探究してみたいと思う︒

宇宙の本体としての﹃道﹄

げんげん

一︑玄のまた玄

①０８０８００００００００８００８８００■０８日０００６００００００９０００００００８０００００■ＵＯＯ８Ｉ８００８００００８日日■■８００８８００００日０００００８■一

一ノキハトスズノニノキハみちみち
つれみち一
一①道可レ道︑非二常道里名可レ道の道とすべきは︑常の道一
一トスズノ二
あらなな

常の名に非ず︒

つねなあら

一名︑非二常名争に非ず︒名の名とすべきは︑一

ナリ

一ハメハむめいてんちはじゆうめい一
一②無名天地之始︑有名無名は天地の始め︑有名は一
んぶつはは
一
万物之母︒万物の母ぱな
り︒
一二テノヲゆゑじようむよくもつそみよう一

みじ・ようゆうよくもつそきょうみ・

一③故常無欲以観二其妙へ常故に常無欲以て其の妙を一

一テルノヲ

一有欲以観二其徴↓観︑常有欲以て其の徴を観一

ことどうこれげんい︾

一④此両者︑同出而異レ名︒此の両者は︑同出にして名−１

プ︵︾◎

一ノハニシテニスヲこりょうしやどうしゆつな一

玄の又玄︑

げんまたげん

一同謂二之玄圭玄之又玄︑を異にす︒同之を玄と謂ふ︒一仰

．フヲ卜

ナリ

■・■▲■Ｂａ■●■凸■

■凸■︽■●■ａ■・■凸■●■■■■・■ロ・■凸■▲■凸■●ｐ凸■凸■凸■由■●●・■﹄■■・■ｐ▲■■・凸■画■▲■・■・■︽■凸■● 凸■卓■■■

しゆうみ・ようもん

一衆妙之門︒︵第一章︶衆妙の門なり︒

■︽■全■凸■︽■凸■凸■■甲凸■凸■・■画■凸■︽■︽■●■●■血■︽■凸■▲●垂■・■■■■■■■句■・■■■・■■■・■・■色■由■色■６・■６卓■

万物を生ずる永久不変の偉大な存在であり︑玄のまた玄︑

園聞凹本章は︑老子の説く道は︑宇宙の本体で︑天地︒

はしがき
﹁道﹂と言えば︑儒家の祖である孔子が説いた人倫の道︑

いることを述べている︒

すなわち幽遠にして測り知ることのできない所に存在して

すなわち共存社会における人間の行うべき道徳を連想する
の道とは異なり︑儒家の道徳を批判し攻撃している︒

永遠不変の道︒常とは︑いかなる時代︑いかなる地域でも

の祖孔子などの説く人倫としての道を指している︒常道は︑

①の道可レ道は︑世間で守るべき道と言われる道︒儒家

が︑老子の説く道は︑宇宙の本体としての道を説き︑儒家
そこで先ず︑老子の主張する﹁道﹂の概念について調べ
て見よう︒

行われる︑時と所とを超えた永久不変をいう︒名可レ名は︑

悶悶圃凹世間で人倫の道などと言われているものは︑永遠

という意︒衆妙之門は︑霊妙な万物を生み出す門という意︒

の説く仁・義・礼などを指している︒②の無名は︑名︵名称︶

ている名称も︑永久不変の名称と言うことはできない︒

不変の道と言うべきではなく︑同様に仁義などと言われ

世間で大事な名︵名称︶と言われているもので︑儒家など
のついていないもの︒老子の説く道は︑宇宙の本体として

余りにも偉大な存在で︑名のついていないもの︵道︶が︑

天地・万物を生じる偉大な働きをする存在で︑名すなわち
言葉では言い表わせないので︑無名と称したのである︒第

ものが︑万物を生み出す母である︒

天地を造った始めであり︑天地という名称のついている

この天地の始めで︑常無欲と言われる無名の道を体得

む

することによって︑その天地を創造する霊妙な働きを見

ゆう

三十二章にも︑﹁道は常に名無し﹂とあり︑第四十章には︑﹁天

と述べている︒③の常無欲は︑天地の始めである無名︵道︶

ることができ︑常有欲と言われて万物を生じる天地の働

ゆう

下の万物は︑有︵天地︶より生じ︑有︵天地︶は無より生ず﹂

を指し︑妙は︑天地を創造する道の霊妙な働きをいう︒常

きを体得することによって︑その生成した万物の差別の

ステンｂ卜ノヲ

有欲は︑無名の道から生じた天地を指す︒徹は︑城塞︵と

ニシテントノヲ

りで︶・境界の意で︑万物の差別の姿をいう︒③の二句は︑

姿を見ることができる︒

その同じ所を玄すなわち幽遠にして測り知ることができ

出ておりながら︑天地とか万物とかと名を異にしている︒

この両者︑すなわち天地と万物は︑同じ所︵道︶から

﹁故常無欲冥以観二其妙へ常有欲看↓以観二其徽ごと読む説も

あり︑この二句はもとは②の二句の注釈で︑誤って本文化
されたものとも言われる︒

ない所というのである︒いや︑玄のまた玄ともいうべき

④の両者は︑天地と万物を指す︒無名︵道︶と有名︵天地︶

を指すとも言われるが︑③の二句が後人の注釈文で︑本文

極めて奥深い所で︑そこが宇宙の万物を生み出す門であ

知ることのできないかすかな所の意で︑道の存在している

特定の時代と地域のみに適用するものとして︑儒教攻撃の

宇宙の本体を︑永久不変の常の道と称し︑儒家の説く道を

囚阿削︺以上︑老子は︑宇宙の森羅万象の根源︑すなわち

る︒

ではないとすれば︑②の句に見える天地と万物を指すと見
るべきである︒同出は同じ根源の場所︑すなわち宇宙の本

所︑また道そのものをいう︒玄之又玄は︑玄の一字では言

体の道を指す︒玄は︑赤味を帯びた黒い色で︑幽遠で測り

い表わせない︑更に玄なる所︒奥深い上にも更に奥深い所
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目凹幽本章は︑宇宙の本体としての道が︑天地以前の存

えたい

く︑ひっそりとして寂しい形容︒今は語調を整える助字︒

ている﹂と説いている︒②の寂号謬合は︑声もなく形もな

きず︑手で捕らえることもできず︑混然として一つとなっ

第十四章に︑﹁目で見ることもできず︑耳で聞くこともで

っになって存在する意︒天地以前の混沌たる存在をいう︒

こんとん

①の有物混成は︑何物か得体の知れない物が混然として一

べてい−つ︒

言い︑万物生成の偉大な働きを永遠に行っていることを述

あざな

第一声を放っているが︑儒教の説く人倫の道が果たして老

在で︑仮りに字をつけて道と言い︑無理に名をつけて大と

し︒

に改めない意︒周行不し殆は︑道の働きが宇宙にあまねく

独立不し改は︑自力で存在し︑万物を生成する働きを永遠

行きわたっても︑危険に陥らず︑安全を保っている意︒字は︑

働きをする道は︑それに適合する名は容易につけがたいの

表はすものであり︑老子の考える宇宙の本体として偉大な

実名以外につける呼び名︒③の強為二之名一は︑名は実体を
ち反る︒

遠ざかり︑遠ざかれば︑日一

で︑不本意ながら無理に﹁大﹂という名をつけたという意︒

リ︑地は大なり︑王も亦た一

在で︑先へ先へと︑その働きを続けて進むことをいう︒﹁逝

③の大日逝の逝は︑行く︑進むという意︒道は偉大な存
だいいきちゅうしだいあ

いう︒④の域中は︑宇宙の中︒国の中︒⑤の自然は︑山川

ちかえること︒道がその働きを反覆して窮まらないことを

﹁遠日反﹂は︑余りにも遠くまで進んでゆくと︑根源に立

日遠﹂は︑先へ先へと進んで︑遠方までも進み遠ざかること︒

大なり︒域中に四大有り︒一

ゆえみちだいてんだい一

かへ

故に道は大なり︑天は大な一
ちだいおうまロ

れば日ち逝き︑逝けば日ち一
と
ほとほすなは一

すなはゆゆすなは一

名を為して大と日ふ︒大な一

吾其の名を知らず︒之に字一
みちいしこれ一
して道と日ひ︑強ひて之が一
ななだいいだい一

われそなしこれあざな一

も
てんかははな
以って天下の母と為すべ一

めず︑周行して殆からず︑一

しゅうこうあやふ

せきりょうどくりつあらた一
寂たり雲たり︑独立して改一

ちて生ず︒

しよ︒う

ものあこんせいてんちさき一
物有り混成し︑天地に先だ一

子の説くがごときく普遍性のないものであろうか︒
あざなみち

二︑字して道といふ

一リシダチテ二
一①指し物混成︑先↓一天地一

一生︒
一々〆刈〃々〆叩″シテメ〆
一②寂号塞号︑独立不し改︒

︑ルテカラシテス
ー周行而不レ殆︑可三以為一一
口ノト
ー天下母や

ラノヲシテニヒ

ー③吾不レ知二其名・字し之日レ

．トヒテシテガヲフト
一ナレ パ チ キ ケ パ チ ザ カ リ ザ カ レ パ

一道︑強為一一之名一日し大︒

一大 日 逝 ︑ 逝 日 遠 ︑ 遠
一チル
ー日反︒

ー④故道大︑天大︑地大︑王亦

一二ハナリハナリハナリモタ

シテハ

一大︒域中有二四大へ而王

等ナリニリ
一居二其一馬︒

一ルノ二

而して王は其の一に居る︒一
ひとちのつとちてんのつと一
人は地に法り︑地は天に法一

しかおうそいつを

一⑤ん濁し地︑地脚し玉

り︑天は道に法り︑道は自然一

に法る︒

のつ０と

てんみちのつとみちしぜん・

一天法し道︑道法自然里

己ハリニハルー

︵第二十五章︶
−００８日００００００８００００００００８００００００９８日０８０００８０８日
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葬一い妄フ︒

の難問であるが︑老子は︑本章で始めて宇宙の本体として

囚閉園宇宙成立の根源は何であるかは︑今日なお未解決

草木の自然ではなく︑本来のままで作為の加わらない状態り︑道はありのままの自然を大事に守るべきである︒

えたい

べきであると説いているが︑人も天と同様に道に基づく存

考える永久不変の存在を道と名づけ︑その道が自然を守る

声もなく形もなく︑ひっそりとして寂しい存在である

が究極のねらえであろう︒

在であるから︑自然を手本として守るべきであるというの

物となって︑天地以前に存在している︒

同圃幽何物か︑得体の知れないものが混然として一つの

が︑他の何物にも依存せず︑自らの力で存在する永久不

子の説く﹁道﹂が無為自然と言われるのはこのゆえである︒

自然は︑人工作為の加わらない︑ありのままの姿で︑老

変のもので︑その働きは天地間にあまねくゆきわたって
万物を生成しているが︑身の安全を保っているので︑天

る姿勢を示すものである︒︵本会理事︑東京教育大学名誉教授︶

老子はこの無為自然の道の偉大性を強調し︑儒家と対決す

あざな

私はその名を知らないので︑仮りに字をつけて﹁道﹂

下の母親ということができるであろう︒

と言い︑不本意ながら無理に名をつけて﹁大﹂と言った

に大きな存在であり︑天下を治める王者も大きな存在で

から道は大きな存在であり︑道から生じる天も地も同様

にも遠方までゆきわたると︑再び根源に立ちかえる︒だ

続けてゆき︑更に遠ざかって遠方までゆきわたり︑余り

この道は︑大きな存在で︑先へ先へとその働きを進み

モ︑善ク勉強怠ラズンバ︑員理ヲ発見シ大道二到達スルモ亦

ル者ハ之ヲ知ルコト能ハズ︑本会ノ前途猶甚ダ遥ナリト錐ド

知ルコト能ハズ︑噸惰ナル者ハ之ヲ知ルコト能ハズ︑騎徹ナ

登見易カランヤ︑大道量到り易カランャ︑頑晒ナル者ハ之ヲ

ヲ離レテ︑別二員理大道ナル者アルニ非ザルナリ︒鳴呼員理

員理大道ハ日用常知常行ノ間二存スル者ニシテ︑常知常行

のである︒

ある︒この世の中には四つの大きな存在があり︑王者た

道会二改称時ノ記事西村茂樹︶

ノ本分ナルベシ︒︵明治十七年四月︑東京惰身学社を日本弘

得難キコト非ザルベシ︒是し愚老ガ諸君ト興二当二務ムベキ

この四つの大きな存在のうちで︵王者は勿論︶人間た

る者はその一つである︒

る者は︑地を手本として守るべきであり︑地は天を手本
として守べきであり︑天は道を手本として守るべきであ
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へ向かう︒道路地図とにらめっこで︑

ウトバーンをチャーター・バスで東

を旅行した︒フランクフルトからア

六月︑高校時代の仲間と東ドイツ

への利便は二の次である︒

館して回ることができない︒観光客

れ︑案内人の誘導に従う︒自由に入

行列する︒時間がくると鍵が開けら

クが誓えている︒観光客は入口前で

ザーの舞台となった古城ワルトブル

しさがうかがえる︒

東側市民の〃新体制″への同化の難

の街路名が現存しているところに︑

社会主義政権のシンボルだった︒そ

ドイツ共産党の立役者たちで︑東独

存している︒ロシア革命に呼応した

して二千二百万人の北朝鮮人口を引

台無しにしたくないのである︒統一

には尻込みしている︒現在の繁栄を

る保守勢力は貧しい北朝鮮との統一

しかし︑政治的︑経済的な現実を知

民族統一のスローガンに酔っている︒

ぶり︑生活水準の格差には無頓着に︑

若者たちは北の独裁体制には目をつ

溝はどうか︒左傾化している韓国の

同じ分断国家である南北朝鮮問の

ゆる鉄のカーテンを確かめようとし

弛緋・ぐ由

統一後︑米国資本のホテルが︑東

かっての東西ドイツの境界線︑いわ
たが︑果たせなかった︒税関建物も︑

鉄条網も消え︑それとおぽしきあた
くり回っているだけだった︒

側の諸都市に次々と建てられた︒機

ト負担は︑ドイツ統一の比ではない︒

き受けた場合の物質的・精神的コス

北の民衆が貧困と人権抑圧にあえい

でいようと︑援助で︑金正日体制が

生き延びることができれば︑統一は

先送りしたい︑それが本音であろう︒
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り︑緑の丘陵に風力発電の翼がゆっ
ベルリンを東西に隔てていたコン
クリートの壁が消滅して︑すでに脂
く一部に〃記念碑″としての壁が温

年になる︒壁の跡は道路になり︑ご

た東ベルリンに新しいビルが立ち並

存されているだけだ︒生気のなかっ
能は国際水準になったが︑なお違和
違う雰囲気がある︒

分断されて生きてきた東西住民の間

東ベルリン︑ライプッィヒにそれ
ザ・ルクセンブルク﹂の街路名が現

ぞれ﹁カール・リープクネヒト﹂﹁ロー

アイゼナハの丘上に歌劇タンホイ

の心理的な壁も消えたのだろうか︒

それでは︑資本主義と社会主義に

感が漂う︒ホテル従業員に西側とは

躍詳

別はない︒

霧
善

び︑人の流れにも商品にも東西の区

分断国家の溝

津英武

で楽しく暮らすこと﹂が人生の目標

る年であり︑その親からして﹁平和

が戦後の左翼思想の高まりと共に一

訳は﹁自由﹂にもあてはまる︒それ

﹁こどもの人椛﹂﹁こどもの口己決定

Ｋ﹂の意味ではない筈だ︒

憲法でいう﹁自由﹂は﹁何でもＯ

層概念の混乱を来した︒

保守哲学特にエドマンド・パーク
になってしまった︒楽しく暮らすだ

の研究者中川氏が一部渡部先生との

対談を交え︑教育のサイドから現代

けでは正に﹁無為の徒﹂ではないか︒

権﹂どれも基本的に肝心なことが抜

情けない限りである︒

西村会祖の直弟子であった私の柵

オビに﹃ジエンダーフリー︑性器．

の誤った思潮を札す快著︒

父は﹁役に立つ人になれ﹂と諭した︒

育学の流行などで骨の髄まで人を堕

本道徳論﹂に学ぶ所が多い︒

の﹁武士道﹂と並んで西村茂樹の﹁日

導書が至急必要だ︒それには新渡戸

は教師や父親のための﹁道徳﹂の指

協会があるが︑それのない我が国で

育を担う第一義的な責任組織として

なぜか教えない︒欧米には道徳的教

もなものはない︒あっても学校では

にも関わらず道徳の教科書すらまと

はその後だ︒道徳は教えるものだ︒

こどもにはまず家庭での蝶︒知識

る﹂そうだ︒見当違いも甚だしい︒

係者はこぞって﹁命の大切さを教え

毎日のように起こる事件に教育関

けている︒

もの人格を破壊し︑日本を滅ぼす教

落させた︒官僚も︑教師も︑親も︒

戦後の教育の誤りは︑デューイ教

自由である︒

しかない︒人倫に惇るものは常に

気がついていないから恐ろしい︒

明治の洋化で作られた外来語の誤

松平直毒

性交教育︑ゆとり教育ｅｔＣ︒こど

育思想の﹁悪﹂を完間なきまでに徹
底批判﹄とある︒

繕
鼠
そのためにどうするかは正に個人の

爵

は忘れられていないだろうか︒

峨後生まれの親が既に定年を迎え
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事実︑﹁援助交際をしてどうして
いけないの？自分は小遣いが入るし
おじさんは喜ぶのに︒誰にも迷惑を
かけていないじやないの﹂というこ
どもに︑親も先生もまともに答えら
法の前にコモンローがある︒コモ

れないではないか︒

ンロー即ち人倫ｌ道徳である︒人倫

教育を救う保守の哲学
教育思想の禍毒から日本を守れ
中川八洋渡部昇一箸
徳間書店18001'I

ノーなのである︒この常識すら戦後

に選択の自由はない︒イエスかノー

教書案内

唐人お吉の像をたづねて岐阜県桐山五一

人まばら内海の浜にぶらり来て唐人お吉の像を仰ぎぬ

舟大工の娘お吉は幕府より領事ハリスの妾にされき

まち

身を投げてその生涯を終りたる唐人お吉のひと代悲し
も

苔むせる石垣古りにし格子窓眺めつつゆく内海の街
の浜に

昼食の場所をさがして﹁深海﹂をやっと見つけぬ内海

黄昏藤沢市辻堂絵鳩毅

おい−Ｙも

店長が気さくに話しかけて来てランチとりわけ今日は

乗りて来し和装美人が隣席に香気漂わせしばし悦惚

辿り来て湖畔の店に氷菓を食むその安らぎの幸を思ひ

何がしの替負ふごとしわが妻と花咲く丘に棲愛でゐて

おさかな村

つ

湖沿ひの舗道を抜きて虎杖の太く萌ゆろは見るも楽し
き

初夏の風の色すむ湖の道ひそかに匂ふ涙花を見る
かど

海見ゆる丘に憩へぱ野インコの噛み落したる花の房々

おなど

りぬ

老いたれば喜怒哀楽も薄れゆき五感に不快なきにて足

遠く住み久しく逢わぬ妹に河鹿の初音の録音送る

顔

捕われのモンテンルパのこと聞けば話を外らす友の横

そ

余命なお千日或は二千日日々好日に情しく生きむ

すが

山住みのわれらに欲しきものばかり妻とたのしむ唐津

残る

ほろ酔いて兵の日語れば子や孫は席立ちて去り妻のみ

日々好日佐賀県有田町古田責

古川哲史編

遠き日に心にとめし女子と会い後ろ姿を角曲がるまで
追う
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弘道歌壇

乱れ髪所沢斎藤知正
のちを

と咲けり

つゆ空に濡れし白百合背は高くひときわ冴えてきりり

なし

一﹂

乱れ髪の女子ら携帯に見入りつつ真昼の電車人声も

て鳴咽となりぬ
とわ

永久の宿板橋古川哲史

﹁母さんにはもう会えたかい﹂と父の言葉胸せまりき

さだめ

三代を経て世の興亡の分かたるるさまを見守れり老
とも

老人を前に立たせて優先席携帯の若者傍若無人
残の身は

骨壷をひしと懐きて眠らなむ明日はおさめん信州の寺

二年余を守られすごせしこのホーム逝きて迎へし米寿

アインシュタイン

一石

天の灯を地に灯せしは過ちかことの運命か還らぬ
若竹のすがすがしもよ青き幹風に扉けどまた立ち直

とわ

愛しも

かな

る

望富山陽泰寺こそ永久の宿ここに眠りて安らかにあれ

東京の池の坊にて三か年連続一位つづけし努力尊し
筒

子供なき吾にも父の日賜ひたりバラの二輪をさせし花

新世紀別府市椛田信吾
新世紀飽食暖衣の風潮に働めざらめや礼節の道

著者の第一歌集﹃讃花集﹄も二行であったが︑第

は少ない︒

﹁ふつう︑短歌は二行に書かれ︑三行になる場合

ように求められた︒適任ではないと思ったが︑

歌集﹃華明草子﹄を発行されるので︑私に序文を書く

前に本欄で紹介したことのある松村早苗さんが第三

小感

世間虚仮諸行無常の中になお平和と人権守るあるの
み

七十五歳で新青年に入ると説く九十二翁日野原重明
先生

気がつけば独居老人多くなり少年少なし憂う少子化

白百合別府市椛田英子
初月給貰いし孫は花二鉢とどける心根亡き娘見る如し
心臓を労わり生きる冬も過ぎ目ざめておもう今日のい
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の本書﹃華明草子﹄も三行書きである︒

二歌集﹃新・讃花集﹄は三行書きとなり︑第三歌集

﹁右に塁げさせていただいた一首のすぐあとに︑

たあと

年越ゆる

二行書きと三行書きの違いはどこにあるのかは明
らかでないが︑わたしは三行書きになると詩のよう

という一首が出ていて︑グランドトリンには﹁ペ

グランドトリンの星々が燃ゆ

冷気のかなた晃々と

その点を著者におたずねしたことはないが︑わた

な趣が増すのではないかと思っている︒

より親しみを感ずる場合が多い︒

︑︑

し自身は近ごろ詩作に凝っているので︑三行書きに

テルギウス・シリウス・ブロキオンが作る︑冬の

記念すべきことのような気がしてならない︒

す二日だけ前にこんな新しい語句に接するのは︑

夜空の大三角形﹂という注がついている︒年を越

たとえば︑﹃華明草子﹄には

この年もまた百代の

方々のご一考を願いたい︒

あるのか筆者自身にも明瞭でない︒短歌に関心のある

右のような内容の序文であるが︑実はどんな含蓄が

平成十五年十二月三十日

暮れゆかむ
ときじく

過客となりて非時の夢
という一首がある︒この序文を書いているのが︑

たまたま暮れの三十日であるせいもあろうが︑わ

る︒

たしは歌よりも詩の趣きが濃いのを覚えるのであ
こんな味わい方は作者にはご迷惑かも知れない
とわたしは考えている︒﹂

が︑味わい方は自由であって︑一定の法則はない
以上のような文章のあとに績く数十行を中略し
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雲の峰きびしく脱む龍馬像
白南風や鹿島埠頭の原油船

◎幾山河くぐり抜けたる髪洗ふ
︵註︶人生を一句で表現！

千葉県花香幸作

豊島区川崎鋸南
梅雨海にひれ伏してをり安一房上総

点滴や山も夏掛かけてをり

松魚編
師

川崎市小林三郎

︵註︶素描ながらも海女の世界を垣間見せている秀

◎海女小屋に人っ気のなく梅雨に入る
句︒

夜濯や妻の低唱はたと止み

主顔の墓と出会へり牡丹園

◎激戦の浜に見つけし桜貝

中野区小牧幸雄

︵註︶戦争の激しさの跡に見つけた桜貝の美しさ！

青嵐樺並木の梢過ぐ

梅雨じめり茶香炉に火を点じけり

杉並区加藤志褐夫

︵註︶青梅雨の中に青い松の色を鮮やかに発見した

◎青梅雨の宮居の松の色新た
小牧俳句である！

向日葵の大輪となり心打つ

弱翠の五感あつめる暗の先

奥出雲石原みちを

︵註︶途方に暮れる月見草を発見したこれは志偏夫

◎月見草途方にくれて夕に咲く
俳句である︒

かま

石清水八幡神楽梅雨蝿

窯元の座にも餅撒く夏神楽

︵註︶三句は全国八幡宮連合創立記念に招かれての

◎家元の自扇神楽の笛に合ふ
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弘道 俳 壇

◎草の餅益子の湯呑茶碗かな

作︒万緑の覆ひかぶさる只見線

武蔵野市三枝武双︵註︶益子の茶碗だけに〃草の餅
箱根路の海きれぎれに実朝忌

が殊に美味しい！

けもの道かりうど道や夏の雲多摩市鴫沢黄猿

大田区鏑木雲州︵註︶季語﹁打水﹂を以て一日を終る！

◎水打って今日の息災終りとす

︵註︶〃朗々〃とは中々の表現！紫陽花の紫暮れて路地灯る

かんぱせ

◎老鴬の朗々わたり蕎麦湯吸ふ木もれ日に顔あをく岩魚焼く

山越えの道細まりぬ著義の花

またたびの葉の員白さょ夏の昼練馬区柴田孤岩

白井市田中敬子︵註︶﹁かえりなんいざ﹂と訓読する陶測明の詩を咳

◎帰去来の詩を咳けば梅雨の雷

︵註︶スイス旅吟の一句︑流石に淡々として佳！能面のうすき笑ひの昼寝かな

とうあん

◎山裾に夏草喰めり牛の群倫安のこころ過りぬ夏の霧

畳屋に風よく通り梅雨晴間

洗ひ髪ジョッキで乾杯してをりぬけば確かに〃梅雨の雷〃！

◎荒神輿駅構内に入り来たろ佐倉市櫛部正直

リキュールの中の傑作わが梅酒

︵註︶〃荒神輿〃を具体的に一句に！夏シャシを派手に着込みて元陸士

︵註︶気塊のある鳴き声の時烏だけに俳談も盛り上

さいたま市佐々木素人◎時烏暗いて俳談盛り上る
団子坂上がれば柿の花こぼる
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がったのである！

人として生まれし喜び夏椿

横浜市尾俣セツ子
母の梅実のほろほると人気なく

◎機上より赤き谷観し雲の峰

杉並区阿部清

︵註︶アメリカ旅吟︑グランドキャニオンでの︑〃赤
き谷〃なのである︒

冷し酒お菜選びに思案して
冷し酒熱嫡の父ひとり酒

◎雲の峰歩いて渡る夢の中
︵註︶夢とはいえ快適の一句！

気兼ねなき旅を派手にも夜更けまで

山茶屋の流しそうめん目で追うて

︵註︶カタツムリの如くマイペースとは流石！

◎八十路過ぎ蝿牛のごとマイペース

︵特別寄稿︶船橋市河内朝生

顔セを蔽ふ茂りや磨崖弥陀

青梅雨の鉄路一筋湖畔過ぐ

シャガールの青溶く梅雨の日暮空

石庭の日に子烏の桂馬跳び

亀の浮く不動の池や半夏生
編者吟

稲の花盛りや古色めくままに

夜の秋脳裡過りし素読の日

喜雨降って三千世界うなづきい

︵小感︶俳句は今色々様々に作られてはいるが︑季語

文京区高橋瑚元
果てしなきテロと戦ふ極暑かな

が入って五七五調の所謂伝統俳句が何といっても落ち

一五五

○○三一世田谷区北沢二

二十三

※次号九・十月号へ九月上旬迄に編者宛へ・

十二

香幸作︶の一句など中々の秀吟であろう︒︵松魚︶

つきのある作品︒〃幾山河くぐり抜けたる髪洗ふ〃︵花

はからずもテレビに友が夜の秋
︵註︶戦争の色を知っている人だからこその一句！

◎朝顔は戦ひ知らぬ色に咲き

中野区石川賀代
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五月二十九日︵土︶午前十一時から平成十六年度の通常
総会が︑日本弘道会ビル八階において開催された︒開会に
先立って昨年十月に逝去された杉浦昌也理事︑十一月に逝
去された富田朝彦理事︑他全国の物故会員の御霊に黙祷を
捧げご冥福をお祈りした︒

会は中田事務局次長の進行によってすすめられ︑日程案
頭六ページに収載︶︒

内のあと鈴木勲会長から格調の高い式辞が述べられた︵巻
そのあと恒例の寿昌式が行われた︒本年の寿昌者は別記
のとおりであり︑鈴木勲会長から﹁寿昌状﹂と﹁寿昌記念
つづいて会長から︑長年にわたる本会へのご尽力に対す

杯﹂が贈呈された︒︵次ページ写真参照︶

る謝意と︑今後ますます健康に留意されお元気な生活をお
そのあと︑寿昌者を代表して金杉光二氏が︑

続けくださるようにとの祝辞が述べられた︒

ただいまは寿昌杯をいただきまして︑また︑鈴木会長か

らはご丁重なお言葉を拝聴いたしまして本当にありがとう
ございました︒

会長よりいただきましたご祝辞のように︑健康に留意

し元気な生活を続け︑力不足ではありますが家族︑社会の

為に尽くしてまいりたいと考えております︒日本弘道会の

︵拍手︶と謝辞を述べられ︑寿昌式を終了した︒

ますますの発展を祈念しましてお礼の言葉といたします︒﹂

つづいて︑鈴木勲会長が定款第十四条の規定により議長

となり︑議案の審議に入った︒

平成十六年度寿昌記念杯贈呈者芳名︵年齢順︶

石津芳次郎殿朋歳特別会員︑弘道シンポジウム
パネリスト神奈川県

︵元拓殖大学学長︑経済学博士︶

︵元公立小学校長︑銚子市教育長︶

金杉光二殿祁歳銚子支会長千葉県

︵元公立中学校長︑太田市教育長︶

渡遥晴夫殿門歳島根支会員島根県

︵元公立学校長︑富山町教育長︶

金木賢三殿万歳安房支会幹事千葉県

︵元特許紙器㈱社長︑日本専売公社理事︶

生平幸立殿祁歳理事神奈川県

芦谷妙子殿乃歳佐倉支会理事千葉県

︵民生委員︑佐倉市日赤奉仕団委員長︶
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泌癒

窪
嗣醗謬旧

写真右側上より下へ金杉氏金木氏芦谷氏（代理）
左側〃石津氏渡漫氏生平氏
／ − − 、

（0，ノ

第一号議案平成十五年度事業報告並びに決算報告の件
本議案については︑議長の指名により中田事務局次長よ
り説明がなされた︒

平成十五年度事業報告では︑社会教育団体として次の諸

別頁︶

一○二七号﹁武士道と現代﹂
乃頁︶

︵平成旧年Ⅱ／阻月号

一○二八号﹁日本の文化的伝統について﹂︵平成陥年ｌ／
２月号祁頁︶

と︑報告があった︒

三︑﹃弘道シンポジウム二○○四﹄の開催

事業を推進するとともに︑弘道精神の高揚と普及に努めた

訓育を考える︑期待される日本人像︑父性と母性を考える︑

平成十四年度事業報告並びに決算報告︑平成十五年度事

﹁公と私について﹂のテーマを︑社会規範の確立という観

要性や日本人の在り方を広く世人に訴えてきたが︑本年は

などをテーマとしたシンポジウムを開催し︑心の教育の重

本会では︑平成九年度以降︑心の教育を考える︑家庭の
一︑第一○一回通常総会の開催

了後︑東京裁判傍聴者として有名な冨士信夫氏による﹁私

業計画並びに予算計画が満場一致で可決承認され︑総会終

点から考えることとした︒

詳細については︑﹁弘道シンポジウム二○○四﹂の記録

会者に深い感銘と共感を与えた︒

シンポジウムは︑三月二十七日︵土︶昨年同様神田の学

の見た東京裁判﹂と題する講演会が行われた︒

士会館において開催︑三百名の参加を得る盛会となり︑参

左記のとおり隔月に発行した︒

二︑会誌﹃弘道﹄の発行

一○二三号﹁父性と母性を考える﹂︵平成旧年３／４月号
Ⅲ頁︶︵弘道シンポジウム二○○三の記録︶

て公刊し︑関係機関︑大学︑都道府県立図書館︑関係者に

として﹃弘道﹄一○二九号に収載するとともに︑別冊とし

四︑支会活動への支援

贈呈するほか︑一般頒布も行う予定である︒

一○二四号﹁堀田正久理事追悼号﹂︵平成旧年５／６月号
帥頁︶

一○二五号﹁公と私について︵二﹂︵平成旧年７／８月号
帥頁 ︶

一○二六号﹁公と私について︵二︶﹂︵平成脂年９／Ⅲ月号
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Ｈ第一三回全国支会協議会の開催

るとともに︑あらゆる場を通じて弘道精神の普及と支会独

も︑研修会や研修旅行会を開いて自己の修養と研讃に努め

数は三百名を超え︑五百名を目指している︒また︑最近会

とくに島根支会においては︑活発な活動を展開して会員

自の活動を行った︒

各支会の支会長︑副支会長︑幹事長が参集し︑本部より︑

昨年行われた文部科学省の﹁実地検査の結果について﹂お
の現況が報告され︑活発な意見の交換を行った︒当日の日

よび本年度後半の行事予定について説明︑その後支会活動

員の老齢化などによって停滞がちであった佐倉支会におい

Ｉドイツからの苦言ｌ

・期日六月二十九日
・場所八剣八幡神社

ロ︑木更津支会

・演題これでいいのか日本の人づくり

・講師クライン孝子先生

・場所松江市生涯学習センター

・期日六月二十七日

イ︑島根支会

師の斡旋等積極的に支援を行ったところである︒

各支会における講演会の開催が活況を呈しているが︑講く

日支会主催の講演会活況師

員拡充が図られた︒

茨城支会においても会員数が百名を超えるなど︑顕著な会

るなど︑積極的な支会活動をすすめて拡充の方向にあり︑

ては︑支会幹部のご尽力によって﹁支会だより﹂を発刊す

程は︑次のとおり︒

イ︑日
日時平
一成十五年九月三十日︵火︶

ロ︑
場所
所一
本会ビル八階講堂
場
ハ︑
議議事
事
・開
・
開会
会︵
︵十時三十分〜︶
・会長挨拶

・文部科学省﹁実地検査の結果について﹂

・本年度後半の行事予定について
・支会現況報告

ｌ昼食休憩１
．教育基本法の改正の方向

・閉会︵十五時三十分︶

口支会活動体制の確立
近年各支会長はじめ︑会員のご努力により支会活動が地
域の中に定着して活発化してきており︑本会を支える体制
が一段と強化されている︒平成十五年度も本会躍進の基盤
を形成している支会の振興に力を注いだ︒各支会において

・演題日本武尊命の伝承と木更津

・講師杉山林継国畢院大事教授

・期日十一月十五日

石井公一郎先生をお招きして平成十五年度の特別講演会

五︑特別講演会の開催

け︑全国的な推進をみている︒

域内の各学校及び教育関係者に対して運動の推進を働きか

支会活動の一環として︑松平直毒理事の指導のもと︑地

四﹃朝の読書運動﹄の支援

・場所有田町公民館
・講師松永将有田町公民館長
・演題星の話

・期日十一月二十七日

チ︑有田支会

・演題教育基本法を考える

・場所八千代市立郷土博物館
・講師高坂節三先生

ハ︑野田支会

・期日八月二十一日
・場所野田文化会館センター

・講師岡本富士太先生
・演題今私たちがなすべきこと
二︑茨城支会

・期日九月二十七日
・場所水戸市三の丸ホテル
．講師鈴木勲会長
・演題日本の教育の課題
ホ︑安一房支会

・期日十一月一日
・場所館山市コミュニティセンター
・講師冨士信夫先生
・演題私の見た東京裁判

・日時十一月七日︵金︶一四時〜十五時半

を実施した︒

・期日十一月一日

・会場本会ビル八階講堂

へ︑銚子支会

・場所銚子読売ビル

・講師石井公一郎先生︵㈱明成社代表取締役社長︑

・演題脱戦後の教育戦略

元臨時教育審議会専門委員︶

・講師尾田幸雄理事
・演題青少年の荒廃と心の教育
ト︑八千代支会
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六︑﹃西村茂樹研究論文﹄の募集

﹁西村茂樹研究論文募集要項﹂を作成して各大学︑研究
団体に募集を依頼したが︑十五年度は応募がなかった︒

これは︑最近のビル建設のラッシュによる大幅な家賃収入

努めた結果︑財政の健全化が計られたものである︒

減というきわめて厳しい事情下にあって︑諸経費の節減に

このあと︑鈴木勲会長は︑伊藤克巳監事に平成十五年度

伊藤監事は︑﹁ただいま報告のあった内容について︑関

の事業と会計に付いて監査報告を求めた︒

であり︑証拠書類も適正に処理されていた﹂旨の監査報告

係書類と照合して監査を行った結果︑いずれも正確︑適正

七︑﹃西村茂樹全集﹄の発刊

長年発刊の準備を行ってきた﹃西村茂樹全集﹄は︑﹁編

ら﹁平成十六年度事業計画﹂及び﹁平成十六年度収支予算

本議案については︑議長の指名により中田事務局次長か

第二号議案平成十六年度事業計画並びに予算計画の件

れた︒

があり︑第一号議案は︑原案通り全会一致をもって承認さ

集要領﹂を作成して編集をすすめ︑㈱思文閣との連携を蜜
にしながら︑第一巻を平成十六年五月に発刊の運びとなっ
た︒

全国的な活動を展開している道徳教育団体に対し︑平成

八︑道徳教育団体への助成

二年度より継続して活動資金を助成しており︑平成十五年
度も引き続いて下記の団体に助成金を贈呈した︒

可決承認された︒

書﹂をもとに説明があり︑原案のとおり全会一致をもって

︽平成十六年度事業計画︾

・助成団体日本道徳教育学会︵代表小野健知氏︶

本年度も内容整備を図りながら︑積極的に諸事業を推進

・助成金五十万円

ついで︑平成十五年度収支決算報告については︑﹁平成

議をお願いし︑万全を期することとしたい︒

していく︒重点事業は︑それぞれの専門委員会に十分な審

︽平成十五年度決算報告︾

弘道会の財政は︑このところ毎年赤字決算の問題を抱え

十五年度決算報告書﹂をもとに報告が行われた︒
てきたが︑平成十五年度の決算は八三万円の黒字となった︒
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平成15年度決算
事会

収入の部

（単位円）
業 収 入

94,891,648

費収入

3,700,000

当期収入合計

100,600,135

前期繰越収支差額

11,788,418

収 入 合 計

112,388,553

支出の部

事 業 費
管 理 費
その他の支出
予 備 費

27,776,091
58,441,686
0
0

当期支出合計

86,217,777

次期繰越収支差額

26,170,776

剰余金合計

66,515,666

￨平成16年匿手貢
事会

収入の部

業 収 入

84,883,948

費収入

5,700,000

当期収入合計

100,803,848

収 入 合 計

104,990,618

事 業 費
管 理 費
その他の支出
予 備 費

71,950,800

支 出 合 計

104,990,618

支出の部
32,011,400
0

500,000
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｜︑一○二回通常総会の開催

て特別講演会を実施する︒

に努める︒

﹁西村茂樹研究論文﹂の募集を行い︑若手研究者の発掘

六︑﹁西村茂樹研究論文﹄の募集

編集委員会を軸に︑伝統的なスタイルとハイレベルな

二︑﹃弘道﹄の発行

内容
容を
を崩
崩さ
さず
ず︑
︑時
時宜宜
内
にに
適適
︐した内容構成に心掛けて品格ある
誌面の刷新を図っていく︒

巻︑第二巻を発刊する︒また︑編集計画に基づいて明年度

㈱思文閣出版との連携を密にしながら︑本年度中に第一

七︑﹃西村茂樹全集﹄の発刊

過去の実績をベースに︑国民道徳の振興︑道徳教育の

める︒

出版を目途に引き続いて第三巻︑第四巻の編集作業をすす

三︑﹁弘道シンポジウム二○○五﹄の開催

推進等に関わるテーマを選定して計画の策定に当たり︑具

平成十六年五月十四日に開催された評議員会で次の者を

一︑理事選任について

︽報告事項︾

の報告が行われた

以上をもって議事を終わり︑次いで報告事項に入り︑次

育団体に対し︑継続して活動資金を助成する︒

全国に会員をもち︑積極的な活動を展開している道徳教

八︑道徳教育団体への助成

体的な実施要領については︑実行委員会の十分な審議を経
・実施予定日平成十七年三月二十六日︵土︶

て実施する︒

・開催場所学士会館
四︑支会活動への支援

④﹁朝
﹁の
朝読
の書
読運
書動
運﹂
動﹂推進に関する支援

全国
国支
支会協議会の開催
①第第
十十
四四
回回全
②支支
会会
活活
動動支支援
援体
体制の確立
③支支
会会
主主
催催講
講演
演会
会への講師派遣

五︑特別講演会の開催

社会︑道徳︑倫理等を専門領域とする学識者をお招きし
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理事に選任した︒

なお︑任期は平成十六年六月一日から平成十九年五月
三十一日までとする︒

前鳥取環境大学常務理事︑元京都教育大学事務局長・財

団法人文化財建造物保存技術協会常務理事

昭和十一年七月二日生れ︵六十七歳︶

高坂節三氏

本会特別会員︑弘道シンポジウム○二︑○四パネリスト︑

東京都文京区小石川在住

︵理事︶

木村治美氏︵新任ｘ中田和夫氏︵新任︶︑高坂節三氏︵新任︶

題懇談会委員長

日本代表︑拓殖大学客員教授︑経済同友会幹事︑憲法問

コンパス・プロバイダーズＬ・Ｌ．Ｃゼネラルパートナー

生平幸立氏︵再任ｘ尾田幸雄氏︵再任ｘ古川清氏︵新任︶︑
︹新理事略歴︺

元栗田工業㈱会長・伊藤忠商事㈱常務取締役

古川清氏
昭和七年三月三十一日生れ︵七十二歳︶

監事に選任した︒

平成十六年五月十四日に開催された評議員会で次の者を

二︑監事選任について

東京都港区白金在住
前東宮大夫︑元アイルランド国・ルーマニア国駐割大使

木村治美氏
昭和七年十一月一日生れ︵七十一歳︶

東京都練馬区小竹町在住

なお︑任期は平成十六年六月一日から平成十九年五月
三十一日までとする︒

本会特別会員︑弘道シンポジウム九十九︑○一︑○二︑
○三パネリスト

伊藤克己氏︵再任︶

︵監事︶

財団・グレートブリテン・ササガワ財団理事︑エッセイ

共立女子大学名誉教授︑元臨時教育審議会委員︑マツダ
スト

定により︑会長が委嘱した︒

議員に選考し︑社団法人日本弘道会定款第十八条の規

平成十六年五月十四日に開催された理事会で次の者を評

三︑評議員選任について

埼玉県久喜市北在住

昭和十年十一月八日生れ︵六十八歳︶

中田
田 和夫氏

本会事務局次長
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なお︑任期は平成十六年六月一日から平成十九年五月
三十一日までとする︒
︵評議員︶

前本会事務局長

神奈川県横浜市磯子区磯子在住

元日本専売公社・三井物産㈱勤務

昭和五年六月二十四日生れ︵七十三歳︶

吉田功氏

小野健知氏︵再任又阪谷芳信氏︵再任ｘ西村幸雄氏︵再任︶︑

茨城支会支会長︑特別会員

茨城県水戸市堀町在住

鈴木勲氏︵再任武生平幸立氏︵再任ｘ尾田幸雄氏︵再任︶︑
藤下昌信氏︵再任ｘ藤原正彦氏︵再任又山崎隆司氏︵再任︶︑

県教育委員長

㈱茨城交通取締役相談役︑元常陽銀行常務取締役︑茨城

飯塚一雄氏︵新任︶︑菅谷栄夫氏︵新任︶︑七海隆氏︵新
︹新評議員略歴︺

特別会員に委嘱した︒

平成十六年三月十二日に開催された理事会で次の五氏を

四︑特別会員委嘱について

任︶︑吉田功氏︵新任︶

明治四十四年九月十七日生れ︵九十二歳︶

飯塚一雄氏
島根県大原郡木次町在住

元島根県立三刀屋・松江南高等学校長︑島根県教育委員

島根支会支会長︑特別会員

︵特別会員︶

小川義男氏︑梶田叡一氏︑菅野覚明氏︑白鳥正氏︑

会委員長

菅谷栄夫氏

福原修氏
︹特別会員略歴︺

大正十二年三月三十日生︵八十一歳︶

千葉県香取郡干潟町在住

狭山ケ丘高等学校校長

﹁弘道シンポジウム二○○三﹂パネリスト

埼玉県入間市上藤津在住

昭和七年十一月二十八日生︵七十一歳︶

小川義男氏

元船橋市教育委員会社会教育主事︑旭市立青年の家所長︑

干潟町支会長︑特別会員
元干潟町町会議員・公民館長
昭和三年八月四日生れ︵七十五歳︶

七海 隆 氏
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梶田叡一氏
六

昭和十六年四月三日生︵︵
六六
十十三
三歳︶
十二

﹁弘道シンポジウム二○○四﹂喪パネリスト

大阪府箕面市外院三

京都ノートルダム女子大学学長

含む業務運営のあり方について検討する︒

別紙５のとおり︵次ページ︶

六︑﹃朝の読書運動﹄実施状況について

以上をもって総会における議案の審議及び報告を終
の閉会を宣した︒

え︑十二時一○分鈴木勲議長は︑﹁第一○二回通常総会﹂

菅野覚明氏
東京都日野市新町在住

そのあと︑意見発表の部に入り︑寿昌の栄に浴された石

昭和三十一年一月二日生︵︵
四四十
十八歳︶
東京大学大学院助教授

石津芳次郎氏より

す︒八十八歳の今も週に二回はきちんとやっています︒昨

実は私は若いときから︑ゴルフをずっとやっているので

（64）

白鳥 正 氏

の吉田功氏︑寿昌の栄に浴された島根支会の渡遥晴夫氏︑

津芳次郎氏︑六月一日で本会評議員に就任された茨城支会

名古屋市在住の鈴木保貴氏︑茨城県から参加の関口英夫氏︑

大正九年一月四日生︵八十四歳︶

佐倉支会の粟生喜三男氏からスピーチをいただいた︒要旨

千葉県船橋市夏見在住

元陸上自衛隊︑㈱ニューァド勤務

次のとおり︒

社団法人日本弘道会嘱託

大正十一年七月七日生︵八十一歳︶

福原 修 氏
千葉県安一房郡鋸南町在住
安一房支会長

元公立高等学校校長︑館山教育委員会教育長

今日︑寿昌の栄に浴しまして︑ありがとうございます︒

業務運営のなお一層の適正化と効率的な運営を図るた

私は十一月で︑満八十八歳の米寿です︒︵拍手︶︒

め︑部内にプロクジェクトチームを編成して定款の改正を

五︑業務運営体制の整備について

§

日
実施校数
北 海 道
青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都
神 奈 川 県
山 梨 県
長 野 県
新 潟 県
富 山 県
石 川 県
福 井 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
三 重 県
滋 賀 県
京 都 府
大 阪 府
兵 庫 県
奈 良 県
和 歌 山 県
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
広 島 県
山 口 県
徳 島 県
香 川 県
愛 媛 県
高 知 県
福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
熊 本 県
大 分 県
宮 崎 県
鹿 児 島 県
沖 縄 県
合 計
普 及 率

高校

中学校

小学校

28

443

289

126

348

240

84

24

387

246

109

32
29

293

197

67

374

254

102

18

272

178

74

20
22

486

329

135

576

386

162

28

402

287

90

25

238

149

71

18

626

404

208

14

546

342

192

12

345

298

32

15

387

247

124

16

213

147

52

14

515

318

171

26
17

566

374

175

216

163

45

8

270

190

68

12

232

171

50

11

328

246

55

27

582

361

162

59

680

459

183

38

425

297

109

19

191

138

43

10

47

9

207

151

366

246

101

19

544

344

168

32

142

84

42

16

159

108

46

5

227

158

54

15

328

230

82

16

371

269

86

16

396

252

102

42

227

118

99

10

179

132

37

10

165

108

42

15

264

171

75

18

309

186

lOO

23

681

417

186

78

246

149

71

26

297

175

93

29

307

181

95

31

252

173

65

14

239

131

78

30

451

242

167

42

266

159

104

16，562

10，894

4，629

1,039

42％

20％

42％

47％

3

ら︑す−つとスライスし

こっている具体的な事例を踏まえて︑理路整然といろいろ

それから私どもは︑歴史的な事実も踏まえ︑また現在起

いわゆる子ども︒これの断絶ではないでしょうか︒

て︑右の林に入っちやっ

しない︒また受け付ける力がない人もいますね︒

なことを言ってもね︑だいたい若い者は受け付けようとも

日︑思い切って打った

た︵笑︶︒ポールはあり

ん書いてあってね︒これはずっと読んでいます︒こういう

受ける影響は大きいね︒私なんか︑知らないことがたくさ

専門にする立場から何回か書いていますが︑この雑誌から

私はこの弘道会さんが出している﹁弘道﹂に︑経済学を

ましたけど頭を枝にぶ
つけちゃって︑名誉の負

何か一言ということ

傷です︵笑︶︒

ですが︑今の世の中はひ

書いてもらって︑ときには大学生や高校生に回して︑これ

せっかくこの雑誌があるのだから︑立派な人にどんどん

に少しでもアクセスすることが必要じゃないかな︒

とにかくね︑普通の人

を読んでみると︒それで一つ感想を書けと言って︑感想文

雑誌があるのですから︑断絶に対して大人のほうが︑若者

の常識では考えられな

とその先生の論文を一緒に掲載すれば︑私は参考になると

うと古臭い︒

いような凶悪な犯罪︑あるいは不祥事が続発しているね︒

どいね︒道義をなんて言

こういう時代にあたって︑鈴木会長はじめ︑弘道会の人々

思う︒あるいはきめ細かなアンケートをとることもいいと

それから︑この雑誌の中に﹁若者の広場﹂というような

田じつ︒

が倫理の普及に本当に献身的にやっているのを見て︑心か
ら敬意を表します︒また︑私のように︑同憂の志というか

ことを言わせたらどうか︒

欄をつくって︑一ページでも二ページでも彼らの言いたい

同じようなことを考えている人々の多くに代わりまして︑
がとうございます︵拍手︶︒

ます︒ありがとうございました︵拍手︶︒

せっかくの機会ですから︑所感を述べましてご挨拶にし

この席を借りて︑厚く御礼申し上げたいと思います︒あり

いろいろな世の中の根本原因には︑大きく言うと︑い
わゆる大人といわゆる子どもの断絶にあると私は思います
ね︒﹁いわゆる﹂と言ったのは︑常識の線でね︒いわゆる大人︑
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から五百七十六校︑実に

す︒私もたいへん喜んで

百二十六校増えていま

癖識癖鑑麹埜虻懲踊識録識織感識譲恥

茨城支会の吉田でございます︒このたび︑長い伝統と歴

吉田功氏より
史を誇る日本弘道会の評議員にご推薦いただき︑身に余る
私は︑日本弘道会は日本の中で最もすばらしい道徳団体

下が問題となっていま

いま子どもの学力低

いるところです︒

であると思っています︒会員の規模が十万︑二十万あって

み・書き・そろばん︑す

す︒小さいときから読

光栄と存じている次第です︒

も︑決しておかしくない︑すばらしい道徳団体だと︑この

なわち国語と算数を徹

ように信じています︒はなはだ微力ではございますが︑弘

底的にたたき込むこと

と思っています︒児童の

と存じておりますので︑今後ともよろしくご支援︑ご指導

英語教育を否定するわ

道会発展のために︑体力の続く限り︑努力してまいりたい

一︑二︑日頃感じていることを申し述べさせていただき

が必要なのではないか

たいと思います︒一つは朝の読書運動のことです︒現在︑

るべきではないでしょうか︒

けではありませんが︑学校ではもっと国語教育に力を入れ

のほどをお願いいたします︒

す︒この運動は︑子どもたちに人として守るべき基本や先

全国の小中高校のうちで一万五千校以上で実施されていま

それからもう一つ︑卒業式︑入学式の国旗掲揚︑国歌斉

出いたしました︒教育長はすぐ︑担当の義務教育課長と高

日本弘道会茨城支会長名で︑県の教育長あてに要望書を提

これをぜひ全国一にしてほしいということで︑今年の二月︑

第二点は︑昨年五月の集計で︑茨城県は四百五十校です︒

球の選手はもちろんですが︑観客全員が起立しています︒

ビ放送を見ていると︑国歌の斉唱をするときは︑力士や野

ます︒大相撲の千秋楽やアメリカの大リーグの野球のテレ

むしろ軽すぎるくらいです︒当然の措置であると思ってい

の際の不起立の教師を戒告処分にいたしましたが︑これは

帆の問題です︒東京都教育委員会では︑卒業式の叫歌斉州

校教育課長を呼び出し︑推進するように指示をしてくれま

厳粛なるべき入学式や卒業式において︑生徒に国歌斉唱の

ために非常に大切なことと思っています︒

人たちの知恵を教え︑人格の形成や豊かな情操をはぐくむ

した︒今日︑十六年五月の数字を見てみたら︑四百五十校
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が︑その地域の教育関係者の招きで講演にいらっしゃいま

なるかと思いますが︑その町に明治三十年に会祖西村先生

した︒そのときのお手植えの松が︑百十歳ぐらいの松の木

ときに起立しなくてもよいと言うような教師には︑生徒の

がいまも茂っています︒迩摩郡というところですが︑そこ

教育を任せるわけには参りません︒そういう教師は︑入社
したらいかがでしょうか︒もちろん︑民間会社でも採用の

式のときに国歌を斉唱しなくてもよい民間会社にでも転出

の教育会の会長さんが安井好尚さんという方で︑西村先生

その松の木の周りの山を見ると︑明治二十年の西南の役

をお呼びして講演会を開いたものと思われます︒

の記念碑であるとか︑石見銀山の最後の精錬所の記念碑と

届きな教員は決して採用することはないと思っています︒
いずれにいたしましても︑それが右翼であろうが︑左翼で

際︑面接で厳しいチェックを行いますので︑そのように不

あろうが︑教育の現場に思想偏向を持ち込むことは︑絶対

かが︑近くにいっぱい並んでいます︒

れ︑宍道湖の西から大森までかごか徒歩かでいらっしゃ

うなところまで行かれたのか︒松江から宍道湖を船で渡ら

西村先生が本当にお年を召しながら︑どうしてあのよ

に許してはいけない︑そのように思っています︒ちなみに

茨城県では︑小・中・高︑すべての学校で︑卒業式︑入学
少子化がますます進行する中で︑国の将来を託すべき子

式の不起立教師は一人もおりませんでした︒

いうところまで十数キロ︑それから江の川を船で下られて

る︑五十キロぐらいはございますが︑そこからまた川本と

浜田に行った︑そのエネルギーと熱意といいますか︑国民

どもは︑まさに国の大事な宝であります︒学力︑体力︑人
庭︑地域社会が一丸となって︑真剣に教育問題に取り組む

づくと感じます︒

道徳に対する思い︑強さというものを松を見ているとつく

徳と兼ね備えた立派な日本国民を育てるために︑学校︑家

いることを述べさせていただきました︒どうもありがとう

現在︑石見銀山の世界遺産登録をしたいということで︑

公園ができました︒

協会の会長さんとかと連絡を取り︑なんとかすがすがしい

のとぎに私も地元の人間として︑石屋さんや市役所︑観光

ことで︑新しくその由来の碑をおつくりになりました︒そ

ちょうど鈴木会長様がこの松の周りを整備したいという

べきではないかと思っている次第です︒以上︑日頃感じて
ございました︵拍手︶︒

島根支会の渡漫でございます︒本日は本当に栄誉ある賞

渡遥 晴 夫 氏 よ り

島根県の大森という︑石見銀山というとよくお分かりに

をいただき︑身の締まるような思いをしています︒
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影．・・御幣蛎一

軍

蕊革

の松︑あの記念碑は︑い

仕事をしていますが︑あ

平成十九年に向かって

ないというより︑ほとんどおられないのではないか︒これ

年配の方々ばかりで︑どうして若い方々が少ないのか︒少

がいっぱいあると思います︒今回のこの会でも︑本当にご

現在の教育の有り様を見ていますと︑本当に憂えること

先回のシンポジウムの折に︑私は初めて参加をさせてい

はすごく憂うべきことではないかと思います︒

の西村会祖のお手植え

まから先はますます輝

ただきました・藤原先生の講演を本当に楽しみにしていて︑

いた存在になるのでは

かったので︑感想文を書かせていただきました︒

すばらしいというか私としては非常に共感するところが多

は︑日本弘道会とはどう

ロールによって︑現在までの半世紀なされていると︑私は

ないかと思っています︒

いう会ですかという質
問が非常に多いようで

て︑いまそれをなんとかしなければ︑もうどうにもならな

そのように思うのです︒それがいまや当たり前になってい

公園に来られた方々

す︒いま︑茨城支会の方

現在の教育が︑ＧＨＱとソ連のコミンテルンのコント

のご発言がありました︒

明治の大先輩の方々がどんどんお亡くなりになり︑大正

いところに来ているのではないかと思うのです︒

のお生まれの方々もお亡くなりになる中で︑ご年配の方々

ではものすごく大事なものである︑そういう川村会洲の気

持ちをわれわれも汲んでいきたいと思います︒今日は本当

が地域やいろいろなところにおいて︑どんどんアピールを

なんとかしたいと思っています︵拍手︶︒

のお知恵︑大先輩のお力をおかりしたいということです︒

現場の中で︑まったく少数派なのです︒ぜひとも大先輩

だけたらと思います︒

していただいて︑教育現場にいる若い教師を啓蒙していた

に賞をいただきまして︑ありがとうございました︵拍手︶︒

鈴木保責氏より
私は愛知県の名古屋市に住んでいて︑県立高校の教師を
た︒ありがとうございました︒

してい
いま
ます
す︒
︒今
今回
回初
初めめ
てて
総総
会会
﹄に参加をさせていただきまし
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言し驚峰

腰垂一ぷ奔

本当にそういう強い道徳意識の高揚の気持ちが︑いま日本

リ;

関口 英 夫 氏 よ り
茨城からまいりました関口と申します︒会祖の全集がこ
うして発刊されましても︑これを読む若い人がいないとい

ことが︑この弘道の精神を広げるもとになるのではないか

私は地方で地方議員を何回かやっていた経緯がありま

と思います︒

岩波文庫︵日本道徳論︶を読んでみても︑なかなか読め

の若い人につないでいくかということの鍵が︑いいことを

ない︒こういう立派な弘道会ですから︑それをいかにいま

す︒難しいことを言っても︑分からなければその声が届か

ない︒明治十年代に道徳がなぜ必要かというふうな思いを

う実感があります︒

感じながら読んでいるのですが︑なかなか読みきれない︒

の発展につながるのではないかと思います︒よろしくお願

易しく︑分かるように若い人に伝えていくことが︑弘道会

このあと昼食に入り︑午後一時十分より︑お茶の水女子

いいたします︵拍手︶︒

道徳が廃れるとどうなるかということで︑いまの国会議員
ではないけれども︑政治家は堕落するし︑わいろを取るだ
ろうし︑ごまかしをするだろう︒金持ちはぜいたくをする

だろうし︑難しい言葉で書いてあるものですから︑なかな

﹁片翼飛行の教育改革﹂の演題でご講話をいただいた︵講

大学名誉教授森隆夫先生より

そこでこれの入門書のようなものを弘道会のほうでつ

演の記録は次号に掲載の予定︶︒講演のあと記念写真を撮

か読むことができない︒

いう一つの具体的な例として︑こういうお願いをするわけ

くっていただきたいと思います︒何かしていただきたいと

んで焼香を行い︑会祖の御冥福をお祈りした︒︵中田和夫︶

スで文京区千駄木の養源寺に向かい︑会祖の年忌法要を営

総会終了後︑会祖の墓参のため有志の方々がマイクロバ

影して︑第一○二回通常総会は滞りなく全日程を終了した︒

です ︒ ︵ 拍 手 ︶ ︒

粟生喜三男氏より
千葉県の佐倉支会から来ました粟生です︒提案と言いま
すか苦言と申しましょうか︑意見を述べさせていただきま
は分かりません︒だけど内容は非常にいいと思います︒そ

す︒弘道の本はレベルが高くて︑私どもが見ても半分以上
ういうものを普通の人でも分かる程度に解説していただく
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△云生目

︵平成肥年４月〜７月︶

○図書ご寄贈者芳名

日本道徳教育学会

○﹃道徳と教育恥３１８．３１９﹄
編集

発行日本道徳教育学会事務局
小野健知殿より
○﹃松江人物ものがたり﹄

松江市教育委員会

藤岡大拙・長野忠

社団法人国民曾館殿より
○﹃佐倉史研究第十七号﹄

編集佐倉史総務部行政管理課
佐倉市編さん担当

発行佐倉市
渡貫博孝殿より
○﹃佐倉連隊聞き書き集２

歩兵第五十七連隊の記憶﹄

編集佐倉史総務部行政管理課

●ご寄付者芳名

︵平成肥年５月〜７月︶

金二千円也庄司異明殿︵東京都︶

金四万円也匿名希望︵東京都︶

金三千円也三浦順郎殿︵山口県︶
金五万円也杉浦友子殿︵東京都︶

︵聖秤峨峨枠雨朋叩︶

◎会費領収報告

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

３お名前の下の括弧内の数字は会費納入最

佐倉市編さん担当

発行佐倉市

渡貫博孝殿より

でご連絡下さい︒

︵北海道︶

安田俊明㈹

４ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま

終年度です︒

○﹃仏教経済研究第３３号﹄

編集駒津大学仏教経済研究所

発行駒津大学

駒津大学仏教経済研究所殿より
○﹃教育を救う保守の哲学﹄

○購求図書

斎藤元護
山下忠行

高橋克寿
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監修

小堀桂一郎

著者中川八洋・渡部昇一

発行徳間書店

︵岩手県︶

稲垣キッ子

㈹

発行

松平直誇殿より
○﹃東洋文化﹄

財団法人無窮曾
編集
財団法人無窮曾
財団法人無窮曾殿より
発行

著者

○﹃日本に於ける理性の伝統﹄

社団法人国民曾館
社団法人国民曾館殿より

発行

○﹃中東情勢と日本の安全保障﹄

著者森本敏
発行社団法人国民曾館

⑮06）

⑯

沼田英雄

河野幸枝

高柳善男旧根岸亮介⑱

伊藤信光⑱木下操㈱
鈴木亨⑱根本淳祐側

河内朝夫⑯祖父江昭一⑯
長谷川充必方⑯古橋登⑯

宇井貞文側大森敏夫側
落合高省㈹小山光泰㈱

︵千葉県︶

大津弘毅⑱長谷川勲
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︵宮城県︶
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︵秋田県︶

藤肥正三㈱

鈴木良一

村田新司側⑮㈱米田耕司⑯
関益太郎⑭個個岡本親宣㈹

小津鮫⑮五代吉彦⑯
鍋谷欣市⑯筑後則旧

並木昭靖⑱笹本武雄旧
松浦成子⑮山下孝子㈹
石長川博旧小津深個個⑱

山田喜昭⑯鈴木英司㈹

信岡武⑯田原道生⑯

干潟町支会別名分旧

銚子支会棚名分⑱

安義三章知和陸康芳文信治好み守幸道高光
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︵東京都︶

安西英太郎

楠元尾
今田年

大賀寛二
長村幸雄

川村博
三枝武

高橋新平
田中万吉
中村一男
久田龍二
松本忠史

村田情
渡部武
赤松豪
飯嶋清

鯉川英一

石橋義弘
植田康夫
小川徳松
加藤茂男
菊池敏夫
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⑯

㈹

︵富山県︶

︵長野県︶

小林元亨

︵岐阜県︶

伊藤雲

池田

︵静岡県︶

小林

︵愛知県︶

桜井正一

福田太加志

︵兵庫県︶

︵鳥取県︶

清水昭允
渡椙由章

清稔

︵山口県︶

○三浦順郎⑯

小柳治道⑯

︵佐 賀 県 ︶

信吾㈹

︵大 分 県 ︶

椛田

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成肥年６月〜平成旧年７月︶

︵平成肥年６月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

平川秦信一郎宗政秀治
島根恩田吉久荒木光哉
野田生田昭二近田孝夫
野田佐々木司近田孝夫
野田鹿間善之近田孝夫

野田斎藤博近田孝夫

野田三島登近田孝夫

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

神奈川県吉村七郎山崎隆司

野田米田博近田孝夫

野田竹内守二近田孝夫
野田河原秀治近田孝夫
野田逆井芳男近田孝夫

鳥取県竹内善一尾田幸雄
埼玉県広崎俊明生平幸立
神奈川県藤村和男鈴木勲

野田山口仁美近田孝夫
島根平田哲実荒木光哉

島根藤原弘道藤木敦

野田高野哲二近田孝夫
野田坪倉和書近田孝夫

山口県三浦順郎鈴木勲
東京都山田康介山田喬

島根向田忠行渡辺晴夫

︻お知らせ︼

ｌ日本弘道会のホームページ

が開設されましたＩ

この度︑日本弘道会のホーム

ページが開設されましたので︑お

ご覧になりたい方は︑社会教育

知らせいたします︒

舎昌ミ三ミ員署異四時百巨言﹄．理夏︶

団体振興協議会ホームページ

にある﹁社団法人日本弘道会﹂に

内の加盟団体要覧﹁加盟団体一覧﹂

アクセスしてください︒
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一言葉の
︑

一ひろば

謹啓走り梅雨の湿った天候が続いて
鈴木会長様には益々御健勝のこと︑

おります

い状況でございます記念碑も風格を

あの一画も建設当時そのままの美し

の様に思えます︒

うかがったことがつい先だってのこと

くださいました鈴木勲会長様のお話を

当日︑一房総の南端館山の地までおいで

部の発会に参加させて頂きました︒

備え皆さんの目を引いております

以来当地方での行事や学習︑見学会な

を安心して見させていただきました

ます

河村会長さんのお陰だと感謝しており

ただきました︒

どには仲間と共に楽しく参加させてい

本部への読書会にも参加させて頂き︑

この上は島根支会の為に又尽力致
にも益々足を運びたいと思っておりま

したいと存じておりますし︑大森の松

生の御指導で学ばせて頂き会祖の念願

会祖のめざされたことの一端を尾田先

聴し私もひとつの小さな灯をともして

総会に於いて森隆夫先生の御講演を拝

ことをひしと感じます︒

は現代に於いてなお重要な課題である

渡辺晴夫

敬具

す

五月二十日

︵会員・元太田市教育長︶

鈴木会長様

に浴させていただくこと︑相成りまし

さてこの度は日本弘道会寿昌の栄

存じ上げおよろこび申し上げます

た光栄ある数少ない賞をいただくこ

平成十六年六月吉日

金木賢三

願いたします︒敬具

皆々様にもよろしく御鳳声のほどをお

なりたいなと思いました︒
謹啓

粗辞ながら寿昌のお祝を賜りましたこ

明るい社会の実現に歩みを進める力に

心より厚く御礼を申し上げます

木々の緑も日々濃さを加えて参ります︒

とにほんとうに嬉しく存じております

本年度は大森の会祖西村先生お手植

とへのお礼のことばとさせて頂きます︒
とも有難く御礼申し上げます︒

もかけず寿昌のお祝を頂くこととなり何
昭和六十三年八月二十七日︑安房地方で

先般︑日本弘道会総会の節私こと思い

ろ消毒や手入れをしたので葉の色が

て河村会長さんにお逢いしましたとこ
青みを増して元気が出たのではないか

安田大先輩のお誘いで日本弘道会安一房支

えの松に予算をいただき先日大森に

と喜んでおられ私も美しくなった松
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零
つ
も
噸
．

︵安房支会︶

新会長他役員の若返り人事が承認され

に感謝と畏敬の念切々です座右の書と

どなたも信頼できる人柄でかつ弘道会

で熟読する所存でございます

して余生のすべてをかけてマイペース

しい出版であると深く感動し関係各位

に対する情熱も充分ですので従来にも

ましたので一安堵致しました新役員は

冠省過日はご健勝な御姿に接してよ
じております

まして当支会は充実発展するものと信

鈴木会長様

ろこびまた身に余るご高配を賜り恐縮
遁しがちな老生に喝を入れて下さった

師を派遣して頂きまして有難うござい

教育講演は今年もまた素晴らしい講

の折柄一入ご健康にご留意頂いて今後

すが貴地は如何でございますやら向署

花の美しさに蘇生の思いをする時々で

天候不順になやまされながらも紫陽

仕りました評議員役は昨今とかく隠
思いで謹んで拝受する気持ちになりま

とも御指導下さいますようお願いし冗

鈴木勲会長様

︵前松江支会長︶

飯塚一雄

平成十六年六月三十日

文を詫びつつ御礼まで

日梅雨の中休みの好天気にもかかわら

一般公開としかなり宣伝しましたが当

ず空席が目立ったのはまことに残念で

ました大ベテランの講師先生ですので

人︵名古屋の高校教員で弘道会に初参

申訳ない思いを致しました

した衷心から御礼申し上げます養源

加だともうしていました︶から弘道会

観光については尾田先生のご希望通り

寺の帰路バスで隣席によってきた若い

について更に勤務校々長︵元県教委指

謹啓日本弘道会入会に際してのご推

導主事︶の教育方針等についての疑念

薦︑まことに有難うございました︒本

木氏が案内し河村観光協会長がていね
いに説明してくれたそうで先生もご満

日︑申込書と会費を送付いたしました︒

会祖の植樹記念碑大森銀山などへ荒

時間不足を口惜しみながら別れる時は

そうそうたる歴代会長のなかに野口校

つ一つ簡明な私見を述べましたところ
固い握手と共に﹁参加してよかったで

は佐倉支会発行の西村茂樹先生伝を配

足の様子でしたなお総会出席会員に

を矢継ぎ早に質問をされましたので一

す﹂の一言︑今も心に残っています︒

ていさんの﹁流れる星は生きている﹂

シンポジウムで︑同じ新京にいた藤原

ること嬉しい限りです︒

長がおられ現会長として貴兄がおられ

としてさすがに鈴木会長時代にふさわ

予想を超えた大作正に後世に残るもの

西村茂樹全集第一巻を拝受しました︒

布しました

か弘道会の全国的普及の必要性を痛感

何と信念に乏しい管理職者の多いこと

六月十九日開催の当支会で予定通り

しました
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見てほっとした思いです︒新田次郎さ

に登場の子供さんの立派な姿の写真を

す︒改めて厚く御礼申し上げます︒

面にご紹介いただき誠に恐縮に存じま

春の叙勲受章者の一人として貴重な誌

ております︒本号の七○ページには︑

した︒

たことは本全集にとって幸せなことで

れますので︑土田さんが委員であられ

素養の足りない人が多くなると予想さ

どの巻も楽しみですが︑私の道徳論

で使われました︒手続き終了のご報告

の哲学的基礎をなすと思われる第三巻︑

七月十日

礼申し上げます︒

敬具

ことば足らずでございますが厚く御

は嬉しいことです︒

第四巻が明年中出ることは私にとって

木山高美

不順な暑い日がつづきますが御清祥

拝啓

貴会の益々の発展を祈念いたします︒

んの﹁八甲田山﹂はよく経営セミナー
と先は御礼まで︒

敬具

三浦順郎
︵山口県会員︶

のことと存じます︒過日は御丁重な御

挨拶状と西村茂樹全集の第一巻を御恵

拝啓
この度﹃弘道﹄第１０３０号を御送

いました︒

贈下さいまして︑まことに有難うござ

た︒

り下さいましてありがとうございまし

とも担当の委員の方々の解説がつくこ

よ本番到来︒

これまでも真夏日でしたが︑いよい

なりました︒

当地方は︑例年より早く梅雨明けに

です︒

追伸

親しい諸君で現職で大学に勤めてい

源了圃
日本弘道会会長鈴木勲様侍史
手許にもっていたのは岩波文庫の﹃国

る連中に少なくとも勤めの先の大学で

旧版を買いそこねておりましたので︑

祈りしつつ︑とりあえず御礼まで︒

民道徳論﹄だけで不自由しておりま

本全集一組を求めることと勧める所存

鈴木様の御健勝と貴会の御発展をお
敬具

さって有難いことです︒

した︒今回完壁に近い全集をご編慕下

平成十六年七月六日

とも大変親切でいい工夫だと思いまし

鈴木勲様

編集担当の委員の方々のご苦労︑ご

本日は﹁弘道一○三○号﹂をお送り下

た︒とくに︑これからの読者に儒教の

苦心を拝察し感謝しております︒各巻
さり早速拝読いたしております︒わが

渡部昇一

国教育の指針を得る思いで毎月愛読し
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どうぞ︑ご自愛ください︒
﹁弘道﹂最新号︑じっくり読みました︒

読みごたえ充分です︒沢先生の〃北斗
星〃﹁ベルリンの菩提樹﹂森鴎外とベ
ルリンのことを思い出し︑早速正副会

殊の外︑暑い夏になりそうです︒

として編集を進められた由︒そのご準

新たに加えられ︑まったく新しい全集

ご努力が必要であったこととご推察申

備と実際の作業には︑大変なご苦労と

くれぐれも︑お大事になさってくだ
さい︒

十三日あさ

し上げます︒増補・改訂版が完成いた

松本会長さんは︑津和野町の大賀教

がら︑国の将来を慮り︑わが国の道徳

れましては︑常に世界の形成を察しな

拝復貴社団法人日本弘道会におか

作業と拝察申し上げますが︑ぜひ︑こ

一年間に二巻ずつの刊行は︑大変な

く活用させていただく所存であります︒

渋沢史料館の不可欠な資料として︑永

鈴木勲様

しました暁には︑日本思想史や近代日

育委員長に︑記事を送って〃安住の地

の確立に努力されておられますこと︑

狩野冨吉

〃を依頼︒津和野中学校は︑ベルリン

敬意を以って傍らから拝見いたしてお

長さんにお願いしました︒

の中学校と交流しているようです︒鴎

集﹄の増補・改訂版を五年間に亘る大

先生没後百周年記念に︑﹃西村茂樹全

さて︑このたびは︑会祖・西村茂樹

表するものであります︒

われた皆さまのご努力に︑深く敬意を

祈り申し上げます︒本全集の編集に携

料となることと思われます︒私どもも︑

外記念館と相談してみるとのことだっ

の大事業を完成させられますよう︑お

本成立に関する重要・不可欠な基礎資

たようです︒

ります︒

事業としてご計画なされたとうかがい︑

藤木副会長さんは︑鴫外記念館へ直
討します﹂

接︑働きかけをされたようです︒﹁検

過日︑分厚い第一巻を︑確かに頂戴い
たしました︒大事業の順調なスタート

新しい目で見直されております︒私ど

す中︑われわれの先輩たちの努力が︑

世の中の動きが混迷を極めておりま

かりませんが︑沢先生の呼びかけが実

と︑いうような次第で︑どうなるかわ
現することを願っています︒

も財団も︑昨年秋に財団名称を﹁渋沢

の思想と行動を︑現代の視点から見つ

渋沢栄一記念財団﹂に改め︑渋沢栄一

をお慶び申し上︑また︑心より厚くお

十七日︵土︶支会役員会開催︑新し

巻頭の﹁凡例﹂を拝見したしますと︑

青淵記念財団竜門社﹂から﹁財団法人
旧全集をすべて解体し︑多くの資料を

礼を申し上げます︒

す︒
＊

い体制での取り組みを協議して貰いま

＊
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貴日本弘道会様のますますのご発展
きたいと思います︒

資料として︑有効に活用させていただ

誠にありがとうございました︒貴重な

四三九冊を本学に寄贈していただき︑

さて︑このたびは﹁人類の美術﹂他

その奥様がご主人のつくられた烏山頭

たんだなとは早くに知っていましたが︑

介されていた事もあり︑こんな人が居

事もあり︑土木学会誌にその足跡が紹

めなおし︑従来以上に事業を広げはじ

をお祈り申し上げますとともに︑今後

めております﹂

も︑相互にご協力しつつ︑公益法人と

されておりました︒奥様がご主人の後

に尊敬されていることも学会誌に紹介

た︒亡くなられた後々まで台湾の人々

に︑一層のご活躍を心よりお祈り申し

う謹んでお願い申し上げますととも

で改めて胸にジーンと来るものがあり

を慕って自殺なさったという所を読ん
敬具

ました︒

今の日本はアメリカの戦後教育の

が原因で︑その教育を受けた日教組の

﹁日本の自虐観﹂をあおる様なやり方

教師達の教育に困る所が大きいのでは

うなシンポジウムが開かれながら︑こ

ないかと私は考えております︒このよ

学長加藤尚武
この度︑﹁公と私について﹂をお送

学校法人烏取環境大学

平成十六年七月一六日

会長鈴木勲様

社団法人日本弘道会

上げます︒

今後とも︑ご支援くださいますよ

ダムで自殺された事は知りませんでし

しての役割を果たしてまいりたいもの
末筆ながら︑鈴木会長さまはじめ︑

と念じております︒

お祈り申し上げ︑貴重なご本を頂戴い

貴会役職員の方々のご健勝︑ご発展を

敬具

たしましたお礼とさせていただきます︒

社団法人日本弘道会

会長鈴木勲様
二○○七年七月一六日

理事長渋沢雅英

財団法人渋沢栄一記念財団

のような思想が国内に広がらないのは

拝啓盛夏の頃︑ますます御清栄のこ

ものでありますが︑藤原先生の基調講

この題は余りにも私にとっては重たい

調講演の言わんとする所は理解できま

ることは難しいですが︑藤原先生の基

この本は︑今の私には全部を理解す

何故なのでしょうか︒

ととお喜び申し上げます︒また平素よ

演の最初に出て来ます八田技師のこと

す︒理学部の出身であり乍ら︑この様

陸士の教育から六十年も経った今日︑

りいただき有難うございました︒

り本学の運営につきまして︑ご協力を

につきましては︑私が土木屋であった

寄贈図書の受領について

賜り厚くお礼申し上げます︒
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なお話しが出来るのだなとせまい殻に
み終えました︒

閉じこもって来た私には驚異の念で読
平成十六年七月廿日

白鳥正様

が致します︒

そして︑このような︑ご厚情に囲ま

杉浦友子

かしこ

ますますの会の御発展をお祈り申し

れていた生涯を幸せと存じて居ります︒
上げます︒

日本弘道会

神奈川県乾仁
暑中お見舞い申し上げます︒

鈴木勲様

平成十六年七月
杉浦生存中は︑弘道会の皆様からあ
た︑かいお導きを頂きありがとうござ

で︑一九七六年出版の﹁西村茂樹全集﹂

３巻を改訂して増補・改訂版とし︑全

このほど第一巻が発刊されましたの

十巻を刊行する計画であります︒

で︑その一部を博士に︑他の一部をミュ

ンヘン大学東アジア文化研究所に贈呈

まして︑博士の西村研究に役立つこと

することといたしました︒御受納頂き

なお︑全十巻の内容については︑同

を祈念しております︒

第二巻以降も刊行次第贈呈いたします

封のパンフレットにて御承知下さい︒

ミュンヘン大学東アジア文化研究所

ので御期待下さい︒

待望の入会がゆるされましてからは︑

いました︒

ハリム博士

ハンネローネアイゼンホッフアー・

この度このような追悼の特集号をお作

一巻を贈呈申し上げる機会を得ました

このたび博士に対し西村茂樹全集第

会長鈴木勲

社団法人日本弘道会

二○○四年八月一日
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