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日本弘道曾要領甲読
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日本弘道曾主意

日本弘道曾は明治九年故西村茂樹先生の創立に

の基礎を輩固にせんとするにあり而して儒教湾

係り其主旨とする所は邦人の道徳韮高くし画家

墨及宗教の一方に偏筒せず賭教の長所を探り明

領を責行するを目的とす︒

同要領乙

世界の形勢を察する事
画家の将来を慮る事
政治の良否を観る事
画家の経湾を知る事
教育の適否を考ふる事
無識の者を教化する事
道徳の圃結を固くする事
正論を張り邪説を破る事
圃民の風俗を改善する事
職曾の制裁を作る事

鏡

治二十三年十〃三十日の聖詔を遵奉し本曾の要
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忠孝を重ずべし︑祁明を敬ふくし
皇室を尊ぶべし︑本圃を大切にすべし
画法を守るべし︑圃盆を岡るべし
皐問を勉むくＬ︑身鶴を握健にすべし
・家業を働むくし︑節倹を守るくし
家内和睦すぺし︑同郷相助くくし
信義を守るべし︑慈善を行ふくし
人の害をなすべからず︑非道の財を貧るべからず
酒色に溺るべからず︑悪しき風俗に染るべからず
宗激を信ずるは自由なりと雌も本圃の害となるべき
宗教は信ずべからず

十九八七六五四三二一
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鼓に之を列翠すること左の如し
一︑人格の完成に努力し以て家庭圃家世界人類の馬

以て精祁的生活の向上護達に費すること

五︑唯物主義に本づく階級闘争の偏見を排し所謂階
級の共存が赴含的生活の必須篠件たることを明
にすること
六︑人類共存の本義に擦り他圃民に封する敬愛の精

ことを期すること

君民一徳の理想を質現し圃蓮の隆昌を協翼せむ

十︑租先の遺志を継承し︑列聖の大訓を遵奉し以て︽

禰祇の増進とに寄典せんこ・とを期すること
めに奉仕する所以の根本を樹立すること
七︐献曾的生活は圃家の統制の下に於てのみ完全に
；二︑物質的生活偏重の弊黄を脱し精祁的生活の向上一
途げらるＬものなれば荷も言論行動にして画家
騒達を期すること
の基礎を危くするの虞有るものは之を排する事︾
三︑物質的生活を以て心を累はさ瞥らんが馬め各其
八︑職業地位の如何に論無く一身の画家に繋ること
の程度に賑じて生活の簡易を厨ること
を知り念々国家の二字を忘るべからざること
四︑生活の簡易を園ろと同時に健全なる趣味の養成
に努め一は以て生活の没趣味に焔ろを防ぎ一は 九︑画家と一鵠不二にして至公至仁なる皇室を奉
戴し国民翠って圃鵠の尊厳を登場するに努むる一

脚を養成し彼我識力して世界文化の蕊達︐と人類

｜誉叶鯛鞘鞭撫脚鮒浮熱ろ蕊悪癖溌蝿鯛賄龍ⅧＪ
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○第五十一議曾の休含あけ︑一月二十一日加藤首相は帝国議曾に

出席し︑貴衆雨院に於て施政方針の演説を麓せり︒政府と在野薫

の論戦是より花々しかるべく︐特に首相の健闘を待ちしに︑偶§

病を得て再び起たず︑一月二十八日濫駕として逝く︒喧︒

○高明加藤伯爵の人と儲りに就いては︑世既に定評あり︑外交官

として政薫の紹裁として︑叉圃務大臣として其の手腕︑功業亦世

て剛毅重厚︑操持堅固︑﹁篤ささる所に君子を見恵﹂とは夫れ伯の

論一定する所︒伯は二二回にしていへぱ英圃型の保守的政治家にし

如きをいふか・斯の如きは淘仁営代政治家の珍といふくし︒この
人︑今や直し掴謹みて其の長逝を悼む︒

○恥何事ぞ十河磁道省経理局長突如検事局に拘引され︑市ケ谷刑

務所に牧監さる︒道路徳へていふこれ復興局疑獄事件に関連すと
彼が復典倫経理部長時代の涜職事件が暴露せる也︒身荷も勅任の

柴官に在りて此の牧賄の罪を犯す︒是れ一雷に織道省十八寓人の現

業員に及ぼす影響の大なるのみに止まらず︒悪風潮を斌曾に及ぼ
すこと莫大︑其罪愈§深しといふくし︒

○凄皐博士佐伯矩氏︑博士濫造を慨し敢然として肇位令改正を叫

ぶ︑牡といふくし︒蓋し畢位は畢徳︐人格︑聾望共に具はり斯界
の権威を表徴する尊き柴冠たらざるべからず︒︵風外︶

紀元節の佳辰を迎ふ

日本弘道曹長伯爵徳川達孝

る仁徳に悦服し︑各自忠誠を抽んでっｋ其吻業務に較掌し︐傭へて以て今日あるを致せ︐り︒此の如く刷一民
族が同一圃裡に定在し︑而して蔑世一系の皇室を奉戴し︑よく腫曾的生活を管み得し如き事蹟はｙ世界度し
と錐も︑他に類例を見ざる所にして︑是れ賞に我が圃燈の寓圃に冠絶せる所以︑而して更に天業を恢弘し給

而して此の悠久なる歴史の頁に於て︑毒同等臣民の耐先は︑皆宏遠なる皇謹の下に安住し︑更に列聖の深厚な

に群賊を討手して︑帝室を畝傍山の東南橿原に建誉し︑皇后を冊立して途に帝位に即き給ひしより︑星霜既
に二千五百八十六年に及ぶ︒乃ち知る我が圃民が皇津に泳浴してより殆ど威千六百年に垂んとする二とを︑

２

ぬ決畦酎毒癖函禰癖詫誕癖鍛峨唖非畔標雄癖蝿却紀確皿秘獅瀞卸諦蛙皿剛唖逼癖畔趣認都窪一麺棒帳に恥蝿剛一

F奇

ひし祁武大帝の威徳に依るものなるを思はざるべからず︒
識って各圃の歴史を恩ふに︑園に纂奪の事あり︑外敵の侵入あり圃稔に易姓革命して永く一系の主権者を

凸

−
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曾の
人の

増進
に︑

者を
は共

事者

ふるに至

る︒要する

に斌曾的生

活の安全を

保障せられ

ざる篤にし

て︑而して

が︑よく園

各圃の歴史

初以来一貫

せる統一画

家を︑認む

る事を得ざ

りし所以と

す︒此の鮎

に於て︑吾

等日本圃民

の如きは︑

資に祁代よ

り天悪に浴

− 3 −

れ 仁
一一？,込

乎
は

て
星蝿

−可

したる者と謂ふくきな︐︒
更に思ふに︑我がＨ本国民の如きは︑上下貴賎悉く天神地祇の青にして︑君民同腿の観念自ら其の間に養
はれたりと蕪すと錐も︑そは遥か後世に至︐りての言鮮にして︑皇禰建画の営時の如き︑決してかある安易の
状態たらざりしなり︒乃ち若し祁武大帝の英武と仁徳と微りせぱ︑我が画家は︑決して蕊固なる基礎を据え
得ざりしを思はざるべからず︒是れ特に吾人が営時を追懐して︑建園紀元の偉績を︑偲ふべき必要ある所以
◎

陰忍努力に依りて然らざる︒へからず︑乃も葱に卒生の卑見を陳じて大方に告白し︑以て卿か奉公の微枕を表

倍§謹揮せられんことを望み︑同時に祁武大帝の御威徳に封して︑無限の感謝を捧くべきことは︑国民富然
の務たらずんぱゐらざるなり︒今や梅花は譲郁として芳香を放ち以て両花に魁す︑我が圃蓮も亦圃民上下の

亦至常の畢といふくし︒
之を要するに我が七一十葛同胞が此砂佳辰に富り︑満腔の誠意を寄せて︑図礎の悠久を祈り︑圃鍔の精華の

らざる所なり︒乃ち最近に至りて建圃祭なる名目の下に︑我が圃民か一層此の紀元の佳辰を意義あるものと
して祇賀し︑併せて我が圃民をして徹底的に圃礎の磐石の如く筆固なる所以を知了せしめんと勉むる如き︑

上は皇室を奉戴し︑下は同心協力して忠君愛圃の思想を養成し︑遂に千寓世に一日一もて不抜不易なる圃鰐を維
持するを得るに至りしなり︒神武皇組の規模や此の如く悠遠にして宏澗を極めたるものなりき︒
鳴呼︑我が皇憩建圃の億蹟や此の如く悠遠にして匿淵唾りき︑是れ今に於て吾等臣民の牢記して忘るべか

歴史の簿ふる虚に擦るに︑我が建国の営初に於て︑園内に群居せし民族は種々ありき︒此等種族を異にし
て︑それＪ１園内に雑居せる人民を一括し︑之をして均しく大日本帝国民として︑一統の王化に浴せしめ︑

と
明す︒
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圃融の理を根本義として煩惜と菩提生死と渥葉とは
錦する所同一物﹂とするのである︒

圃民道徳の起原及び護達︹下︺

三侭激の影響
甚大であることを認める︒印度思想の影響としては

我が園に炭まった俳教は概ね大乗俳教であった︑否

我が園に樽はった最初の悌教は小乗であったが︑

悌教の外に俄教を通して我が国に影響した波羅門教
の超自然主義等に就ても考へられる所であるが︑今

に就て考へるのである︒桃激の中に在っても小乗悌
教は著しく出世間的であって我が閲固有の紳ながら

︑みの力によって表面にあらはれた現象ではない︒

い悌教の興隆の如きもそは決して綴り悌教そのもの

だ︒我が国総裁の歴史を論ずる者の多くが︑祁道の
歴史と切り放して之を考へんとし︑叉考へ得くしと

の思想と異る所大である︒然るに大乗備謡ば出世間

悌教をして此の如き勢力を我が国に形造り得しめた

したのは甚しき誤解である︒奈良朝以後に於て著し

的の中にも世間を棄てず煩悩即菩提を説く︑その説

所以のものは︑資にそれが内面的に祁道を取り入れ

唯悌教の影響に含めて之を考へるのである︒復古畢
派に馬する祁道筆者中には焼教こそ祁道の影響を受
けたれ紳這は悌教の影響を受けずと論ずる者ある
が︑吾々は今別の見方から一般的に庚く悌激の影響

悌教が日本に移し植ゑられて日本地盤に柴ゑんが
篇にはそれは必然的に日本化しなければならなかつ

大乗俳教でなければ︑それは日本に庚まることが出
来なかったのである︒

吾々は儒教と共に悌教が厭本道徳に典へた影響の

、

く所﹁凡惰の迷執を斥けて基礎を絶封芥に置き平等

− 5 −

刀
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可

て之と結合した結果である︒是れ蓋し日本文化の真

に﹁汝早く信仰の寸心を改めて速に質乗の一善に婦

鎮護圃家の主旨を述べ卿日蓮の﹃立正安閥論汽２︶

へんや十方は悉く賓土なり︑資士何ぞ壊れんや︑園

せよ︑然らば即ち三界はみな隣風なり︑悌圃それ衰

相を理解せんとする者の最も留意すろを要する黙で
悌教の最も礎であった時代に於て︑租先崇拝の風

ある︒

と敬祁の精神が盛であった事資を︑吾々は看過する

くするに興って力あったことの類は吾人も之を認め

教が或種の迷信を博播し︑叉婦人の職曾的地位を卑

侮蔑するの風を作ったこと等を論ずる者がある・悌

ることＡ四︶迷信を多からしめたこと︑︵五︶婦人を

少からず鯛したことく三︶人間の祇禽性を重んせざ

悌識の厭世主義なること︑︵二︶其の方便説の日本に

としたるも同様の見方より注意すべきであらう︒
論者或は悌教の日本に輿へた悪影響を塞げてこ︶

に衰微なく土に破壊なくんぱ身はこれ安全にして心
はこれ職定ならん﹂と説きて治圃の大本を明にせん

ことが出来ない︒

祁悌混清説の上では禰悌同鰐説本地垂跡読等行は
れ︑事賞の上には或ば宇佐八幡︑石清水八幡等に於
けぁ祁宮寺の建設と友６︑或は諸祁に菩薩髄を用ふ
るの風等を生じた︒而して優秀なる悌識家等は何れ
も焼教を日本化することに力め︑彼等の信仰が善く
其の共通の赫赫に依って裏づけられ︑又彼等の事業
が其の精祁によって導かれたことがわかる︒聖徳大
子の思想に早く日本中心主義の著はれたことば云ふ
までもなく︑弘法大師が東寺を開いて﹁激王護国

念︐禽獣草木に及ぼす慶大無限の慈悲︑衆生山恩等

寺﹂と唱へ︑博教大師が天台宗を比叡山に開いて﹁鎮

護圃家道場﹂と穂ひ︑親鴬が肉食妻帯を僧侶に許し
て現世主義を悌教に入れた如き夙に世人の知る所で
ある︒叉築西が﹃興祇謹圃論ズー︶に﹁世人決疑

に就て説く所が在来の思想︑信仰を複雑にした︒殊

るが叉その善良なる幾多の影響の存することを注意
しなければならぬ︒焼教が日本固有の思想及び信仰
を補ひ若くは其の上に附け加へた徳義は決して少く
ない︒それは後にも云ふ如く因果膳報︑輪廻の観

門営大綱勤参門﹂等と共に一︲鎮護団家門﹂を設けて

− 6 −

鼻

︐ｉＩ
雲Ｊ草トーかＯ
０ｆｌ１１１Ｊ４げ︒．１１１

『､1*

︲１．ＲⅣ６日吟垂召

!…

︲酌・Ｐ砕

門や
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兵

閲

御

の

もの︑書中十門を分つ︑即易下の

二︑鎮護嵐家門︑三心世人決疑

如くである︒一︑令法久住門︑

門︑四︑古徳誠誰門︑五︑宗派血

糊参門︑八︑題立支目門︑九ｂ大

脈門︑六︑典捺塘信門︑七︑大綱

二二十九歳︶﹃立正安姻論﹄一篇を指

峰時噸に献じて念桃等の邪法を禁

唾することを迫った︒彼に本計に

於て天下の治蹴典陵を藻言し︑末

多いが︑日本国民の道徳生活

日本的事情と融和せざるもの

尚ほ漢くして儒教悌教の如く

基督教は我国に博来以後日

四基督教の影響

べきでわるとし求︒

政世の衆生を救済すべさ正法は濁り
殿法華経に限ることを論述し︑此正
下法によって風に国家民衆を救済す

謡

式

兵

鯉

始

陸図説話門︑十︑廻向凌願門︑
軍︵２︶日蓮は文恵元年七月十六日

、
鶏
＃

溌異︾︲︾︾一・一

呼厚

に吾々の生活を最も内省的
︑︑︑ｂ︑︑︑Ｕ

津輯

鞠

､
譜

F隆起

ならしめ吾々の人生観を哲
畢的により深からしめた敦
果を看過すべきではない︒

軍に俳教の畢説に於て然る
のみならず︐叉幾多の人傑
悌教界にあらはれて偉大な
人格的威化を幽民に輿へた
事賞がある︑斯様な課で儲
教とし云へぱ︑只管斥けて

顧みぬ態度は甚だ宜しくな
い︒吾々は剛民の道徳生活
上に於ける悌教の影響を
大に究明しなければな 一
ぬ︒

︵１︶典騨護幽論三巻は菜西源
師が教外別解の宗旨を弘むる
に常り︑南都北嶺の偏執甚し
く朝廷に起訴したるに封して

本書を上って其要義を明に
しも鍾護画家の主旨を述べた

一一一百一

一

弓
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一

上に輿へた影響の決して看過すべからざるものがあ
る︒基督教の始めて我が国に博はったものは奮教

標札を撤腰した︒明治五年三月には横演の外人居留
地に於ける新教最初の教曾である日本基督公曾︵後

たが明治三年三月政府の方針一愛し︑次で米圃︑燭
逸︑和蘭の公使から抗議に遭って途に耶蘇教禁制の

ア

憲法が駿布せられ︑信教の自由が認められるに及ん

ひつＬも盆§其の博這宣教に努め︑明治二十三年に

に日本基督教曾︶が創立せられ︑祁儒教の攻撃に遭

で︑それは天文十八年にジエスイット派の宣教師ザ
ヴイェー等によって惇へられた︒後安政六年に至っ
て始めて新教が鱈はった︒迫害に開しては天正十五
年に於ける教曾堂の破壊︑宣教師の追放︑慶長二年以
後に於ける宣教師以下の人々の長崎に於ける傑殺等
フレプミ

もあったが︑慶長十八年の幕徳川家康が﹃切支丹宗
問禁制鯛書﹄を溌した以後は殊に烈しい﹁迫害の暴

信者を驚倒せしめた﹂と云ってるやうに︑慶雁元年

教曾は全く痕も形もない迄に絶滅したものと思ひき
や其鎌棄が突然九州の一角陸顕れ出て︑世界の公教

一日本に於ける公教曾の復活﹄の著者が﹁徳川の峰
からナット蔵した迫害の大嵐に吹き倒された日本公

風雨﹂に吹き捲られた︒其枝は切られ其幹は折られ
て島原凱後は全く表面上の衰滅に帰した︒併ながら

現はれた︒其の後次第に多くの畢校が立てられて途

志砥英畢校が創立せられ︑新島妻氏の如き教育家が

︵１︶︒明治八年十一月には基督教主義の畢校たる同

立てたもの︑後者は明治四年・フライン︑ピャソン︑

心女畢校共立女畢校の如き何れも著名で︑前者はミス・

で錘に始めて確乎たる画法上の保護を得た︒
基督教と圃民文化との開係に就ては育英事業の殊
に注意を要すべきものがある︒横漬のフェリス和英

の三月には長崎浦上の信徒約三千許が突如長崎居留

に今日Ｈ本組合基督教曾の同志吐大事以外に天主教

ラシ

地なる羅馬教曾に現はれ︑公然耶蘇教徒たることを

の上智大畢︑日本聖公倉の立教大皐等の建設をも見

るに至った︵２︶︒此の如くして日本に於ける基督激

クロヱピー三女史が︑共同経管を始めたものである

キダー︲が明治五年に神奈川厩令大江卓の保護の下に

告白した︒

明治新政府は初め基督激を厳禁するつもりであつ

●
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一
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其の中に﹁基督教に於て説く所の人格ある紳に封す

徳であることを論じて帝圃教育家の反省を促した︒

公にして︑基督教が鼓吹しつぁある所のものが新道

を度外硯することが出来ないのでゐるが︑更に海老

の護達は既に日本教育の歴史の中に編み込まれて之

日筒ほ湊きが為に儒悌の如く日本化しない所多きは

に教義が祁道と同じからざること瓦其の教の偉来後

易に認め得る所であらう．併ながら其の稗の観念弦

あるものをた瞳軍純に蛇蝿硯するに止めて置いては
ならない︒基督教にも固より採るべき所があり殊に
其の愛の宣偲仁甚だ力弧いものあることは何人も容

考へねばならぬ時代である︒現に日本圃家で許して

名氏は明治四十五年二月﹃圃民道徳と基督教﹄︵３︶を

る人の心は正しく忠の至誠である﹂と云ひ︑﹁忠の根

顕著であるｃ唯一祁教の教義の上に立つと云ふ廉を

野人なり禽獣に近きものなり︒之に濁しては敬慕の
情を起さんと欲するも得べからず﹂と云ってゐるを
見れば神ながらの道の何たるかを理解せざること驚

はなければならぬ︒或は﹁祁砥崇敬の奨脚は正しく
迷信の奨励﹂であると云ひｆ或は﹁租先は溌民なり

以て天父以外に首を屈するを喜ばず畢校に於て勅語
の奉讃式に敬鵡を行はい如きは誤れるも亦甚しと云

祇は綜うしても愛でなければならぬ﹂と説き︑叉﹁基
督の心の如き麗しい潔い崇い心が︑日本に於ても今
後の道徳の基礎とならねばならぬ﹂と言ってゐるが

近世日本慕督敦史﹄参蒜

如き︑吾々の注意を要すべき鮎である︒
︵１︶山本秀煙氏一

５︶雑誌﹃榊道﹄第三絵七月晩四頁参看
︵３︶海老名弾正氏﹃聞民道徳と基督教﹄二八九︑二七二︑
二七三頁

最後に少しく批判的考察を試みることにしよう︒

年三教含同に於てあらはした如き精祁に本づいて︑

くべきものがある︒而して教育勅語の聖意に惇るの
大であることは言ふまでもない︒日本に於ける基督

共督教を異教邪説として︑之を一概に迫害した時代
は既に過ぎ去った︒而して今日は之を研究すべき時
代である︒研究して其の教を如何なる方法によって

更に深く日本及び日本民族自身を研究理解すると

教徒は連に従氷の頑固な熊度を更めて︑明治四十五

か我が圃民道徳と融合調和せしめることが出来ると

S

I

共に︑圃民道徳の上に真に力掻く貢獄すべきこ︲ｃを

人から多く積まれたのであるが︑明治元年英圃留畢

った如くミルの自由論︑政治論︑功利説の如きが世

ーソンの論集が離鐸紹介せられ英幽思想の宣惇に多

から婦朝した中村敬字に依って合衆圃の憲法︑エマ

園らなければならぬ︒

五韓近に於ける欧米思潮の影響

日本の歴史あって以来外国思潮の流入が其の思想の

響は大なるものがある︒維新の初開悶進取の大方針
を樹てＬ奮騨打破泰西文化輸入を以て圃是と定めて
以来諸種の外幽思潮滑々として我が画に流入した︒

の翌年にはルッソーの民約論ｇ屋言鼻啓︒更が鐸

輸入するに多大の貢献をなした︒明治九年にはモン
テスキューの寓邦精理己の罵号昌号画日９ｍが︑其

が課出せられた︒

十六年には陸奥宗光に依つ虻ベムサムの﹃利畢正宗一

大の効を奏したことは之と共に注意を要すべきであ

複雑と其の勢の目豊しさとに於て著しきこと此の時
期に於けるが如きは未だ曾て全く見ざる所である︒
我が園に初めて入った西洋語は蘭語であったがこれ
は多くは醤畢に閲するものであった︒其の次に英語

出せられ︑中江篤介の﹃民約諜解﹄の如きも亦一般に

欧米思想の影響は明治維新以前と其の以後とに分

と悌語とが庚まった︑併ながら米圃は日本開園の恩

讃まれだ︒︾而して悌闘流の自由卒等思想は我が政治

る︒ミルの﹃自由の理﹄が中村正直に奴って鐸出せ
られたのは︑明治十年であるが︑同十三年には尺振

人たる如く思想畢術の磯展に於ても我の彼に負ふ所
は固より紗からずあった︒富時に於ける先豊者の一

界に未曾有の波澗を捲き起し︑民権論は一時天下を

って考へることが出来るが︑維新以後に於て其の影

人として我幽民思想の開畿に多大の貢献をした禰淫

風摩するの勢を示し︑其の民約論巾に高唱せられた
天賦人権説の如き︑其の自由卒等論と共に︑叉明治初

立した達理堂があって︐悌蘭西流の自由民潅思想を

悌圃文化の輸入に関しては明治元年村上童俊の創

八に依ってスペンナーの﹃識育畢﹄が公にせられ︑

諭吉の如きは主として英米思想の長所に依って一家
の見を立てた者である︒彼の思想が功利主義的であ
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代の我国民道徳思想に少からぬ影響を輿へたのであ

鐘に思想信仰界に大なる刺戟と複雑なる影響とを輿

依って紹介せられた︒殊に明治五年加藤弘之の課出

以後現代に連りて雑然として我国に流れる思想の混

は恰も祁代以後の日本歴史を反覆したるもの若くは
其縮圏として観察せらるべきものである︒即ち明治

へた︒併ながら外来思想と神道思想との交渉消長の
跡に閲する限りに就て言へぱ︑明治維新以後の歴史

せるプリンチュリーの一画家汎論﹄の如きは熱心に

沌たるものに濁し︑圃民道徳上如侭なる批判を下す

燭逸思想に関してはプリンチュリー︑ピーデルマ
ン等の園家主義が既に明治の初年から加藤弘之等に

鋤逸流の画家主義を高調して君主至上権を力説し︐

ものＬ上にあらわれる瞬間の輿へる公卒なる判断を
参考するの必要があらう︒

べきかの問題に関して︑吾人は先づ圃民の歴史その

が犬畢に於てカン．ｒの批判哲畢を講じたに始まる︑

明治維新は王政大化の古に復するにあらずして賃

民権自由主義の思想に掛抗するものであった︒燭逸
哲畢の我が園に輸入されたのは明治十三年クウバウ
と云はれてゐる︒此頃フエノ画サも大畢にヘーゲル

に祁武天皇創業の古に復する意味に於て資現せられ

の文部卿禰岡孝悌が常時自由民権の論が朝野を風醸
し我が圃本を忘れんとする者多きを憂へて︑明治十

行はれっｋあった間に在って注意を要すべきは︑時

酔した時代を現出した︒併ながら其欧化主義の盛に

而して明治八九年より十八九年までは厭洲文明に心

た︒従って常時は神道的精祁が最も旺礎で︑其間五
篠の御誓文に本づいて奮求の随習が一洗せられた︒

の唯心論を講じ︑後にはプッセも我国に末ってショ

ーペンハワーの哲畢を唱導し︑ヴント︑パウルゼン
等の哲畢及び倫理思想も亦次第に紹介せらるに至っ
た︵１︶︒

︵１戸金子筑水氏一︲明治時代の哲畢及び倫理﹂﹃明治丈化の研
究﹄︶︑時野谷常三郎氏﹃明治文化史﹄八九頁参照︶

る欧米の思潮は潜々←して我が園に流入し日本在来

四年六月小事稜教員心得を褒布したと云ふことでゐ

以上叙述した如く娩近に及んで諸種の特色を有す
の思潮に曾して一大混流を生じっ︑営時の政治献曾
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言

る︒彼は更に同年十二月府牒皐務官を召集し︑
基きて儒教の主義に依らんことを要す︒﹄
と云って居る︒其外明治十六年に於ける目賀田築の

之を各自の権利若くは自由の主張として大に説を立

利を互に尊重し互に他人の自由を認めたに拘らず︑

﹃修身を教授するには必ず皇圃河有の道徳の教に

﹃洋激不定理﹄の出現は︑国粋保存主義の一顕現と

めつくさう︑自分の都合を押へても釜篭の篇に善い

てなかったっ寧ろ﹁自分の権利を拾て心も他人のた

思想は著しく現はれてゐなかつだ︑而して至圃を一
族と見徹して互に睦じく親しく助け合ふと云ふこと
を以て理想とした︒質際生活の上に於ては他人の権

して見ることを得べく︑日本講道倉︵本曾︶の一派が

様にしよう﹂と云ふのである︒是蓋し吉田博士が
我が画の道徳は正義よりは仁愛と云ふ方が主になり
功利主義や理性主義に於ては正義が主になってを

反欧化主義の旗を離して起ったも十八九年の頃であ
る︒叉森有祷が欧洲巡歴の後︑圃家主義の賛美者と
なり︑明治二十一年には濁逸流の溌育主義を輸入せ
んため︑燭人ハウスクネヒトを帝圃大畢に招聴し︑
ヘルバルト派の教育筆を講せしめたことは激育史上

語︒圃民精神作興の詔書等にもあらはれる所であっ

日本圃民精祁若くは神道精神の尊重に開しては明
治維新後に於ても大教宜布の詔︑教育に開する勅

之がために個人の自由権利等に開しては大に駁米思

的有機的に結合し︑園鰐的国家的生活を重んじた︒

若くは他人のためを周り画民的には君に事へて血族

的集合とすると異りて︑個人的にば獣身的に親兄弟

如き理性主義に本づく個人本位の人生観やミルの牡
含観に於て見る如く斌曾を以て平等なる個人の機械

る﹂と論ずろ所以であらう︒
我が園従来の圃民道徳は欧洲十八世紀に於て見る

て耐古来外来思想の輸入によって全く欧化せられ畢
ることは決して無かった︒而してそれは国民道徳史

想に隼ぷべきものがあるが之がために上述の如き我

にも有名である︒

上の事責であるのみならず︑叉賃に圃民道徳上より

が園従来の圃民道徳に大なる長所の存することを看

観て営然であるといはねばならぬ︒

我が圃民道徳に於ては従来自由とか権利とか云ふ
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F

「

1

思潮に鯛接しっＬ如何にして其の短所から長所を造

過することは出来ないのである︒而して吾々は欧米
り出すべきか︒叉之と共に如何にして其長所を盆月
磯揮助長すべきかを考究しなければならない・先頃
我が画に大東文化協曾︵１︶なるものが創設せられ︑

東洋文化の榊髄を鼓吹し︐内は以て固有の精祁を涌
養し︑外は以て一貫の道義を世界に騒揚せんとして

所謂赴曾化とは︑圃民最大多数の幸源を増進す
、

る恥目的とす︑其の要項は次の如くであ・垂︒

︵１︶此協曾は大正十二年の創立に係り東亜固有の文化を援興す

の扶植を固ること︒

イ︑我皇迩に漣ひ及び幽鐙に醇化せろ儒教に擦り︑国民道徳

を中心とする大東文化皐院ぞ設立維持すること︒

口︑本邦現時の情勢に鑑み儒教の振興話固り︑及び東亜丈化

外に亘り斯畢の振興を岡ろことじ

ハ︑丈書講演其他の方法を以て︑前示目的の達成に努め且海

二︑高等及普州教育に於ける漢皐に閥する教科の縮制並教科

書及教授法の改善を岡ること﹄

ｏ水︑東亜の美術昔築等の維持壷達を固る蕊業を行ふこと︒

法律の斌禽化も教育の斌曾化も其意

松井茂

ろの謂にして

義に外ならぬのである︒道徳の斌曾化も即ちそれで
ある︒

全鵠﹁道は近きにあり﹂とは古人の名言にして︑殊
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居るが如きは︑喜ぶべき最近の一現象であると云は

一

4

時祇曾化の説が盛んに流行して居る様である
近

︑普通選塁と建圃の精禰

なければなら函︒︵完︶

が

更に道徳が世に超越して存在するものではない︑而

斯くの如くに功名主義の下に土地の占領を唱ふる
如きは時代錯誤の甚しきものにして支那の張作霧が

て︑痛く列圃の反感を買ったものである︒

明治天皇陛下が︑常に尚武の気象に富ませ給ひ花

て存在するものと言はねばならぬのである︑畏くも

全篭武とは犬を止むろの意にして所謂尚武とは人
類愛なる道徳を基礎として終始すべきものにして寓
己むを得ざる場合に於てのみ犬を採って権力を雁用
するの謂である︒此の意味に於て︑軍隊や︑法律
や︑警察の権力も︑畢寛道徳を維持するの手段とし

然でない︒

の名読を以て旗印と潟し︑徳を以て大眼目と篇るこ
と沙した︑家康が徳川三百年の基礎を起したのも偶

ので︑流石の家康も大いに畳る所ありて︑爾来六字

叉亜歴山大王を以て遜盗と何等撰ぶ所がないと攻撃
したる博読も今尚傾聴に値するものと云はねばなら
ぬ︒徳川家康は弱年の時︑覇者の意味を以て戦勝を
主張した時︑常時の名僧三河大樹寺の響上人は︑
大喝一謎︑徳を以て民を治むくき根本義を痛説した

最近軍圃主義の誤れる事を貴っだのも偶然でない︒

るに宗教でも︑法律でも︑道徳でも︑兎角捉はれ易
き弊害に焔るの結果は︑世人をして往々法律や道徳
に封して嫌忌の念を起さしむるのは︑道徳其ものに
何の罪も無いのであるに拘はらず︑往々斯る頑迷不
雲の徒が︑之を説叩する方法を誤り︑叉之が賃行上
に就て鉄陥あるの結果︑如斯に至らしむるものでは
あるまいか︒

我固は園鰐其ものが道徳的にして︑教育勅語中に
も﹁徳を樹つる事深厚﹂と仰せられて居るのであ
る︒此の意味に於て古来我圃を以って尚武園と稗す
れども︑其意味は決して軍圃主義と云ふのではな
い︑若し帝国主義とか軍圃主義とか云ふ意義を以っ
て︑武力に訴へて他の園を侵害するの主義なりと解
する時は︐列国の誤解を末すべきは常然である︒ァ
レキサンドル太王は︑父のマセドン王に向って父君
が除り占領すると自分の占領すべき領土がなくなる
故之を残し置けと懇願した事は︑歴史上有名なる話
である︑畢寛大王は覇者主義であったのである︒燭
乙のカイゼルも之と同様に夙に軍闘主義を主張し

−−−14一一一

ると同時に一両其の根本的観念に於て深く道徳の修
養に力を致させ給ひたろ事はシを御製に照し御心事

皇の仰は賞に我建幽の精祁と諾はねばならぬ・

鰐の精華にして︑叉所謂高機公論に決すとの明治天

て居る︒即ち所謂︑情に於ては父子たりとは︑我圃

の程朋かに拝察し得らるｋ次第である︒

圃法上衆議院は民意を代表するの機開なる以上は

を基礎とせねばならぬのは勿論である殊に我圃に於

荷も選畢は昼李にして︑叉選畢擢の行使は一に正義

︲如斯に道徳は我圃本である以上は謂ゆろ道徳の牡

ては古来義と云ふ事には最も重きを置くの国柄であ

一一

曾化とは六千寓人の圃民が︑互ひに能く道儒化して

る故に︑維新の大業の如きも畢寛大義名分に基礎を

横行を逢しくし甚しきは君臣の間にも︑父子の間に
も︑此の義と云ふの観念が頗る薄弱となり求っだの

こそ愛に初めて我圃が君子園と成り得る次第であっ

らず亦到底圃家の倫理化も期し得られない次第で其
の結局は絡に圃際的の人後に瞳ちねばならぬ事とな

置いたるものであった︑所謂義に於て君臣たりと

る故今の時代は殊に道徳振興の好時期である︑況ん

である︑畢寛自由平等の思想は一七八九年︑沸闘西
の人権宣言の趣旨に基づき磯生し求りたるものにし
て︑従来の封建的警察国家時代に代ゆろに絶封的権

は︑即ちそれである︒然るに近時似て非常なるデモ

や大正十二年の大震火災の跡に於ては畏くも圃民精
祁作興の詔勅さへ下し給ふたのである︒

利寓能主義を主張する事となった山である︑而して

て︑所謂圃民道徳の真意義も此の真に存する所以
で︑ゼントルメンの名蒋は燭り英圃人の専有物では

垂鰐我団に於ける普選の大精祁は︑他の固の如く

警察圃家なろ奮時代には圃民は一に絶封的に義務的

クラシーの思想が︑我邦にも博播し末ｊたるの結果
は往々其の真意義を誤解し︑享薬主義の同由主義が

に無産階級者が自己の椛力を主張せんが篇めに︑階

服従心を基礎としたものであった︑而して之が篇に

ないのである︒故に葛一風民が道徳の事を軽税する
様の事かあっては濁り圃鵠の本義に通せざるのみな

級闘争の録ｂに現出されたるものとは︑趣を異にし

− 1 5 −

−

世界の文化は進歩護展を阻害するに至った事も動か

が︑之と同時に見逃す可らざる事は︑共存共楽の観
念にして︑此思想は即ち蓮椿道徳の思想であり︑

宣言の結果自由競争の思想が勃然として起り末った
のは自然の要求にして叉其の結果競争心の振興と共

る以上決して共存共築の資を塞ぐろ事は出来得ない

を管むには叉一面に於て必らず義務の観念が伴はさ

すべからざる事賞であった故に其の反動として人権

に工業界では大工業の護達を期し其の政治経潜等の

相互扶助の観念である︑而して如斯にして共同生活

方面に於ても護展上頗る見るべきものもあったので
ある要するに人類の自由競雫の観念は世界の文化の

のである︑欧洲戦零の結果園際聯盟の思想の振起し
乗りたる所以も各園が協定に違反せざる様義務を遵
奉するの謂に外ならぬのである︒要するに将来の賦

曾は義務の作ふべき権利時代となったのである︑即
ち義に於て君臣たりと云ふの意味も此の黙に存する
のである︒

一一一

古来我国に於ても忠君愛国の士は乏しくない︑楠

昼父子の如きは常時生存時代には︑足利氏の勢力が

天下に職蔓したので常時の圃民全鰐に封して決して
歓迎されなかった︑即ち常時にありては楠公は或ひ

は頗る寂塞であったであらう︑此の意味に於ても云

へる如くに道徳は或意味に於て一時には寂塞のもの

ではあるが︑千古には賑ふものである︑楠公も一度
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上に貢献したる事も︑甚だ大であったのである︑然
し乍ら一利一害は世の兎れざる所であって恰も封建
時代の絶封的義務時代に自由忠想が抑腫されて︑文
化の蕊展を阻害したる弊害があったと同様に︑叉自
由卒等時代には︑自由競雫に偏したるの除り︑柊に
個人主義が横暴を極むる事となり末っだのである︑

其の結果︑義務概念は全然忘却せられる事となった
のである而して厭洲の大戦争も畢寛個人的自由競争
の観念に外ならないのである︑叉有烏の懲愛至上説
の如きも謬れる自由卒等説に基けるものにして有島
は濁り個人と云ふ事に熱中し︑家庭と圃家に封する
の義務を忘却したものであるそれは蒋来の風家に於
ては素より自由競争と云ふ事も必要には相違ない

国

口 ．、
I

千古に

しと云ふの有様でゐる︑即ち法律に違背せない限少
は何事を偽しても差支なしと云ふの誤れる観念が充

一生を絡ｂたる後は翼に我国民の神として

輝き今街一般民の尊敬をうけつＬあるのである︑此

れて居らぬ責究である︑全騰法律でも︑警察でも︑

公徳心なる道徳が基礎とならぬ以上は決して圃瀧な

満して居るので︑今や道徳的の思想が除りに諒解さ

して︑︲真正なる選畢椎を行使する事を以て大眼目と
するものである︑而して所謂正義の概念とは︑我固

授ドライスマン氏は﹁法律の気絶﹂と題し論じて云

ぬ・即ち普通選畢とは畢寛如斯で義の観念を基礎と

隠を基礎と潟せる︑世界的健全思想の下に立脚すべ

ふのに法律の気絶を蘇生せしむるには幽民の道徳心

の黙が賞に我図の普通選畢の大精紳であら飽ばなら

きものにして︑即ち君臣同治の我圃機は能く此の普

第である︒此意味に於て普選の賞行も︐圃民の道徳
心が基礎とならねばならぬのでゐる今試みに警察の

賓例を以てするも︐催令ば交遮整理の問題に就いて

も︑交通警察の必要なるは勿論なるも︑もっと大切

なる事は︑刷民の交遡道徳の問題でなければなら
ぬ︑斯く論じ来るときは普通選畢の資施に富りては

殊に圃民は選塞に閥する義務を遂行する事が最も緊

要にして是こそ即ち忠君であり曾叉愛圃となる所以
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る護達を期し得べきものではない︒ベルリン大単教

選の大精紳に適ふものと詔はねばならぬ︑而して此
の熱が特に我風の特色にして︑之を古今に徴する
も価叉之を中外に施すも︑惇らざるの大理想であら

を喚起するに非んば︑到底其の効を奏するものでは
なく︲徒らに百千の法律を装するも之に依りては決
して圃民の精祁は改善され得ない云々︲ｃ︑賞に適切
なる批評にして︑偶ま以て我幽にも適中して居る次

ねばならぬ・

故に寓一選塞民が貴重なる選畢椎を費買するが如
き事あっては靭賞に自ら侮るの甚だしきものにして
全く選畢民たるの義務を忘却したるものと謂はねば
ならぬ︒新選畢法が厳重なる罰則を規定したる所以
も︑畢寛選畢の自由を保談せんがために外ならな
い︑而して所謂罰則なるものは圃民に公徳心が護展
せる場合には殊更に之を鵬州するの必要はないもの
であるｂ然るに今や我邦の現状は所謂民免れて擁な

L 里

て︑互ひに相矛盾せざる所に︑真の皇室中心主義が

にして．我国篭に於て忠君と愛国とは同一義にし

心が基礎とならぬ以上は到底之が護達を期し得らる

て此等の問題も︑畢寛するに国民の道徳心や︑自治

総めに微力を致したいと期して居るのである︑而し

Ｌものではない︒
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存在する所以である︒

抑も何れの職業も殊に普選賞施の時代に於ては其
の間に貴賎の差別のあるべき筈はない以上︑願くば
其の職業の何たるを間はず︑道徳的基礎の下に︑経
潜的観念を結合し︑殊に道徳思想の悪化を打破して
真に時代の要求に膳ずべく愛に新道徳を樹立する事
が我日本弘這曾の大使命であらねばなら亀

●

四

今や時勢は賞に第二の維新時代に相富し︑道徳の
振興も賞に好時機に際曾して居るのである︑然かも
前にも云へる如くに大正十二年の大震火災に於て
は︑畏くも圃民精卿作典に開する御詔勅さへ下し給
ふたのであるｐ而して今や普通選畢法の賞施に伴
ひ︑選畢道徳の赴吋愉化は︑賞に目下の急務である︒

時事に威して泊

西の海とよみて寄する白波に

しつむもしらぬ人もあつとか

翁

I

荷も圃民中吾々と志を同じくする者︑殊に日本弘道
曾の愈員の如き︑道徳を標桟して世に立つものは︑
鼓に大正十五年の吉辰を迎ふるに富り特に其の寅の
年に因みても︑宜しく維新の志士の跡に鑑み︑宜し

く虎の如き勇猛心を以２点此の国家多事の難局に
く
庭するの志がなくてはならぬのである︒私は錘に普
通選畢と建圃の精神と題し私見を述だのであるが︑

殊に時局多難の今日に在っては内は自ら反省を加へ
盆Ｉ自己の使命たる圃民警察や︑圃民防火の問題の

'

Ｉ

□

吉田静致

には︑どうしても富を尊ばねばならぬ︑只私は排他
主義的の富至上主義を排する者である︒この富至上

ではない︒何故ならば人間が人間らしい生活を誉む

現代献含の趨勢に就いて

現今牡曾に於ける最も頴著なる趨勢即ち思潮は︑

って︑全一的人生の生活と云ふ事を無税して居る︒

主義が祇曾の各方面に起りっ瓦ある罪悪の根本・とな

即ち必ずしも富フー﹄のものは︑全然卑下すべきではな

い︒むしろ之を尊ばなければならない︒但し共庭に

非全一的の下に富を尊び︐排他主義の下に重ねる富
を忌まねばならないのである︒

今一つの排他主義の現はれとして自利主義がある

吾人々類は︑甲乙と分れて居るけれ共︑心と言ふも

のは全一的なものである︒然るに其の多くの人間の

中より︑自己のみを見出さうとする排他主義の現は
れなる自利主義は之を排すべきである︒これは自己

の有する慾望が常に悪いと謂ふの意ではない︑つま
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排他主義である︒然らば排他主義とは如何なるもの
かと云ぶに︑元来八類ば一つの闘搬をなして和卒園
浦ならざるべからず︑此の理想の有様を︑私は人間
の全一と云ふのである︒然るに其の回流なるべき全
一の或る部分が︑孤立的に引き出されて其のものの
みを尊んで他を全くかへりみないと云ふことが排他
主義なのである︒而して此の主義は︑いろＩＩの形
となって現はれて居るか︑之を大別すれば二つとな
ヲ○．

一つは富至上主義と云ふのであって︑所謂富その

ものあみを重んずるのである︒勿論私は之を排斥す
るのであるけれ共︑富そのものを全部排斥するもの
、

り他との封照を考へたる上の自己の慾求と言ふもの
は︐悪いのではなくむしろ善なのである︒
□

．然らば自利主義とは個人のみであるかと言ふにさ
うではない︒勿論私は絶掛的の自己個礎だけの純粋

と同乗した事がある︒此の一家は真に全一的なる梁
しさうな園まりであった︒やがて菓子を食べ始め

た︒そして薬しさうに皆々大きな口を開けて食べて

居ると今度はパナ︑を食べ始めた︑よくまあこんな

にお腹の中に入るものだと威心して見て居るとその

バナ︑の皮等の腰物を其庭に投げ捨てた︒そして其

遠慮に鑑げた︒此の時に私はよくもまあこの塔嬢さ

位のお嬢さんが居た︒兎角する中に夜になった︑と
ころが︑このお嬢さんが其の弟妹達に向って早く横
になって寝なさい︑世云ひつ︑毛布を他の乗客に無

の家族の中に十六七歳位の脚の使徒とも思はれる様
な一人のそれこそ美しいと言ふよりむしろ卿々しい

篭たる二人の自利主義である︒即ち二人だけの慾求
のみを求めて親兄弟の悲しみ叉は職曾に及ぼす影響

なる自利主義と言ふものはないであらうと思ふ︒即
ち一家族︑乃至一関鰐の自利主義が多いことであら
うと思ふ︒現代の誤った向由慰愛は個鴨と個磯の圃

等一切他をかへりみないのである︒叉同派の人々が
互に手に手を結び合ひ︑他の涙に封して敵謝すると
言ふのは自利主義である︒即ち資本家は資本家本位

居た︑即ち巳の一家族は其の閣鰐としては真に全一

其の雨親は我が意を得たるかの如く微笑を洩らして

んの口から︑この様な事が出来たものだと思ったが①

の主義即ち自利主義を行ふ︑之れが排他主義なので

的な家族のやうであるが︑それは蕊の家族としては
認ることが出来ない︒即ち自己の一家族本位の自利

然らば同一鰐としたならば霧ひ等と言ふ事は︑出

如勾Ｏ

主義で︑同乗客を無覗せる排他主義であるからであ

ある︒そして現代起ってゐる改造運動と言ふのは︑

真の改造に非ずして自利主義なのふめる︑間違った
考へである︑今少し全一的仁考へなければ冥の改造
といへない︒私が曾て族行中に汽車の中で雨親と子
供八人女中二八一行十人の家族が乗り近んで居るの

一旦O一一

夕

求得べき筈がないではない
か︐悲戦論然り︑無抵抗主義
然りではないかと言ふ疑問が

生ずるであらうが︑私は之を
否定する︒世の中には極々の

罪悪を行ひつ功ある多くの人
々があるが︑然しながらこの

→

ぱよるしいかと言ふに︑かＬ

る時に於ては手暴らな庭置を

取る事である︒即ち親が子を

愛すればこそ折機する場合も

訪あるが其の時の心を要する︒
欧放に同一慨の生活に於ても彼
祁此相容れざる戦零といふこと

四も起り得る事がある︑即ち愛

理すればァ｜そ︑真の愛の潟めに

婦霧が起るのである︑吾人は排

Ｊ

鋤日等を云々する某圃を憐れむ
迎と同時に︑之を目豊めさすが

東ために︑手暴らな庭置を取っ
鐸て之と戦を濡す事があるかも

轍知れぬが︑そこに始めて全一

的なる生活に目畳めるのであ

る︒愛の精祁に基いた手暴な

虚置によってやがて解け合ふ

事もあるが︑然しながら現代

起りつ心ある所の資本家掛勢
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人々は︑悪むくきではない︒

むしろ憐れんでやるべきが至
営であらうと思ふ︒そして之
を救はねばならぬと同時に︑

被害蒜を気の毒に思ってなん
とかして之を諺ってやらねば
ならぬが︑然しなから加害者

は人格の低い非人格的な︑全
一的生活の出来ない淵に入ら

うとして居るのである︒吾人

は此の被害者を護ると同時
に︑むしろこの加害者即ち悪

人を救ふには如何にしたなら

蕊

『

･
F

里

隣
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下に行はれる色々の問題は︑永久に解け合ふ事はな

働者・地圭封小作人等の如く排他主義的自利主義の

人々を瀧足させると言ふ事は︑即ち自己を満足さす

と︑八類は同一篭のものであらうと思ふ︒故に他の

無限なる心から老へた全一的なるものから考へる

る事で︑他に封してなす善なる行篤は︑即ち自己に

いの下全のる︒

□

﹁かうしちやならぬ﹂と言ふ義務心が︑同時に権利
となるのである︒即ち共通善の生活に必須なる慾求

封する善１１共通善なのである︒この﹁共通善﹂に
基いて活動する人格者にして始めて﹁ぢやならぬ﹂

と言ふものを持って居る︒之を持って居ればこそ︑

が権利なのである︒要するに擢利と言ふものは法に
示されたが馬めに生じたのではなく︑共通善の馬め
に起る必然的の慾求なのである︒吾々は排他主義を

・人間は他の者と異る特色として︑﹁自畳﹂叉は自己

不完全なるものを完生になして進むのである︒之を
宗教的に申せば﹁白豊﹂あればこそ︑罪深き事を畳
り︑祁や鈴にすがらうとする信仰心が起る︑自分の

排して全一的なる生活に真の権利を行はせられる様

意識と言ふものを持って居る︑﹁俺れが﹂即ち﹁自己﹂

心の不完全なるを知り得る事は︑即ち桃になりっＬ

な人格者とならねばならぬ︒謬演大要丈責記琶

有もなきにおとるものは︑誠なき人の才︑

９︐１Ｊ１Ｊｌ１Ｉ１Ｉ１ｒ︑．Ｉ︑ｆ︑︒︑ｒ１ｒ︑〃︑Ｉ１Ｊ１ＦｈＪ１ｆも〃Ｉ〃６１〆︑ｆ︑〆︑ｒ︐くり

無限なるものは質に心である︒肉燈は有限である︑
有限なる肉鰐の方から論ずれば︑制限されたる別々

をんなのさえ︑稲妻のかげ︑逢ふと見し夢︑

あるのである︒吾々は数字上︑無限と言ふ事を考へ
得るのであるが︑心程偉大なるものはないと思ふ︒

のものであるが︑然しながら無限なる心から考へた
ならば︑これは全一的なる同一篭なるべきものであ
る︒この中より見出したる自己が︑真の自己なので
ある︒即ち肉篭は甲︑乙︑と別れては居るが︑この

︵翁楽︶

I
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建国常時の農村を偲友

栗園主人

﹄

建園常時の状態を偲び︑其の大要を紹介することシ

言ふまでもなく︑我が大日本帝園の正確なる歴史
は︲祁武天皇の肇圃に始まって居る︑而して天皇が

致しませう︒

人皇第一代祁武天皇が御年五十二歳を以て︑大和
風橿原に宮居を定めて即位あらせられてより︑今年
大正十五年まで瞳︑二千五百八十六年の星霜を閲し
て居ります︒それが即ち我圃の悠久なる歴史であっ

の一隅なる日向より東征して︑遂に帝都と翼め給ふ
たのは︑資に今の大和画高市郡なる畝傍地方であり

紀元節と建園祭Ｆ

て世界に燭特なる所でありますｐそこで其の御即位
の日を以て紀元節とし︑皇室に於て御祭典を御執行
あり︑国民翠って︑此の側を瀧賀するのであります

金剛山脈を笠置山脈との間に湛へた湖底地であっ

周らすに峻山高嶺を以てするのみならず︑多くの支

何時しか乾き洞れて一盆地を成したものと博へて居
ります︒そこで此の平野は自然の要害として四方に

て︑大和川が金剛山脈を横断して西流せるが篇に︑

ます︒恩ふに大和李野即ち奈良附近一椿の平野は︑

﹁青山四周の美地︑・六合の中心なり﹂と宣ひ．九州

我が建国と大和卒野

が︑今回之を一層意義ある者たらしめて︑一大紀念
の祇賀を畢行しやうといふ所より︑途に建圃祭なる
名目を掲げて徹底的に此の日を祁禰しやうといふの
は︑之を封内的に見ても僻に野外的に取ても︑誠に
営然の事と思はれるのであります︒そこで私は近年
聯か研究して居ります我圃農村の護達に就て︑卿か

戸−−23−
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す︶︑思ふに此の圃造の任命に依て霞従来各地に開拓
せられっ画あった農村が︑其の統一政令の下に︑漸

次整脅せられて︑年と共に其の歩を進めたことは︑
固より想像に難からぬのであります︒天皇は此の施

設を絡って後︑四年二月皇旭天紳を烏見山中に郊祁
して大孝を宣くきせ給ひ︑以て天旭の遺業を継い

で︑統治の大擢を行ふ旨を度く天下に宣示し給ひ︑

十二年六月更に日向に幸して皇旭皇考等の諸陵を拝
し︑三十一年四月大和園を巡狩し︑肢上鎌間丘︵葛

流を合せて一大河を成して居る大和川をして︑此の
地を貫流して潅概の用を足らしめ︑それが篇に土地
は肥沃で農産物を豊鏡ならしめて居た︒されば英明
なる天皇が先づ此の卒野に着目し給ひ︑六年間苦闘
の末に︑凶徒漸く識に就ける所よう︑己未の年春三
月を以て︑遂に地を此の李野の一角なる畝傍山の東
南に富ろ橿原に相し給ひ︑此塵を固の喚歴として帝
宅を経警せられたのは固より至富のことでありま
す↓︒かくて帝宅成るや庚申の年秋九月︑正妃を圃中

上郡︶に登りて園状を回望し︑秋津洲と讃美し給
ふた︑之が後の風見岳である︑さては我国の皇化は

これより地方に普及し︑漸次各所に水田の耕作地を

得て︑自然農村の群を成すに至ったのを怪まないの
であります︒所で鉾事ではありますが︑文中の烏見

一 一

に求めて媛路輪五十鈴姫命を納れ絵ひ︑翌辛酉の年
正月遂に帝位に即かせ給ひ︑正妃を尊んで皇后とし
給ふた︑是に於て我が帝圃は始めて悠久の根基を確
定したのである︒それが即ち陰暦を陽暦に引直した

る二月十一日であります︒一

の雲時に就きましては︑其の所在が今術ほ確定せ

樫井在なりとする説とが卿二派に分かれて今も論零
されて居ります︑而して雨説とも我が貴衆雨院の建

ず︑之を宇陀郡の榛原在なりとする説と︑磯城郡の

賜ふて築坂邑に居らしめ︑叉大永目をして畝傍山以

議案にまで上って︑双方とも採捧を見て居るのであ

農村の整害及烏見の雲時

西の川遼に居らしめ給ひ︑更に地方の鎮撫を期して

りますが︑何分一定せぬ潟に何等標示をもせられて

既にして二年二月論功行賞あり︑道臣命に宅地を

圃造牒主を任命せられました︒︵圃造綜主の名は省略

− 率 一

居ぬのであります︒是は甚だ遺憾の事でありますか

ありませう︒叉祁代より引績いて植林の業に従ふた
者もあったでありませう︒而も是等農民は︑自然巳

す︑私は本曾の潟に大和地方は四五回も巡講しまし
たが︑其の都度︑土地の有志の方々より︑其の霊時

す︒さればこそ天皇の東征を起し給ひし時の詔勅中

せう︒それがやがて村落の起源を成したのでありま

ら︑どうか一日も早く確定説を得て︑我が皇澗建国
の第一祭地たりし露場を︑紀念したいものでありま

の遺蹟を紹介せられて︑賞地に参拝したのでありま

にも﹁遂に邑をして君あり︑村をして長あらしめ︑

が土地使槻虻依りての牧入権を確保して貰ひだぃ為
に︑地方の椎勢家に頼ることＬなったことでありま

すから︑軌れとも何とか早く確定を見たいものと今

各自ら謡を分ち︑用て相凌喋せしむ﹂との文字を見

に帝業を恢弘して︑各地農付を統一整祷する第一歩

たものである︑乃ち天皇は鼓に噸然起て東征し︑途

尚ほ威慨を深うして居る次第であります︒

営時の農村航態

を作られたものに相違ありませぬ︒

し︑身狭の桃花鳥坂といって︑身狭は岡村大字見瀬
の地であれば︑即ち橿原帝宅に隣接せる南方地鮎

蓋し願ふに︑建圃常時の農村は︑各地思ひノ︑に
部落を成して︑漁業や狩猟を業とし︑傍ら其庭に田
園を開墾する人民が︐一時集合するといふ初期の状
態に過ぎなかったでありませう︒然し我が圃民は
．常時以前にあって︑既に遊牧漁猟の民たる域を脱
し︑土着して田畝を耕作する状態に進歩してゐたの
こくわ
であるから︑営時駿明の木鍬などを用ひて水陸の良
田を随所に求め︑播純し牧獲したものでありませ
う︒叉︑養慧の事業も既に祁代に始まって居たか

で︑必ず良田の綾いた土地であったであらう︒叉大

み︲さ

白橿村大字鳥屋の地であって︑一に桃花鳥坂とも書

つききが

に︑かの道臣命に賜ひし築坂／邑といふは︑高市郡

々で叉如何なる状態の下にあったらうかと推測する

然らば鴬時諸功臣に賜ひしといふ農村は︑何庭々

大和富靭の農村及圃造嬬主

ら︑多分農家の副業として︑桑を植ゑ麓を飼ふたで
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来月は畝傍山以西の川逢の地を賜ふたもので︑後世
目邑と呼んだ︑即ち畝傍︑見瀬︑久瀬一帯の地を総
であらう︒

燕したものである︒此庭も同じく土地肥沃にして︑
彼等武臣の糧食を牧って除りあった︽

他八十鳥帥︑新城戸畔など︑大和の各地に割複した

といふから︑それトー部落を有して居たに相違ない︒
殊に地方にては豊後閲に珍彦あり︑豊前画に菟狭律

彦あり︑紀伊圃に高倉下ノ命あり︑伊勢閥には伊勢

ら︑皆之を牧めて新に圃造を任命せられたのであ
る︒思ふに圃造といふは大地域の土地を領有し︑瞬

童ありて︑夙に其の土地を占有して居たのであるか

主といふは︑後世の一郡許の土地を支配する酋長で

次に圃造牒主の事を考ふるに︑大倭圃造︑葛城圃
造︑凡河内圃造︑山代圃造︑伊勢圃造を任命せら
れ︑尋で従来の所有者なる素賀圃造︑紀伊圃造︑宇

あらうから︑勿論其の土地使用権を占有して︑耕作

に従ふ農民より︑其の租税として︑必ず牧獲の一部

れて居る︒此の大和︑山代︑伊勢︑紀伊等の圃造は︑

現今の園の全部或は一部を指したもので︑葛城は大

を徴集して居ったものに相達ないのであります︒

佐園造︑猛田厩主︑磯城瞬主︑津島螺主を補任せら

和風の南北雨葛城郡に亘れる地方を指し︑凡河内は

所で常時︑天皇が決然東征を企て我が中洲を平定
し給ひ帝都を大和の橿原に葵めさせ給ふや︑恭しく

ゞ諸国田園の開拓

皇旭祁魯岐︑祁魯美の命の遣意を奉鵠しあり︑潟に

河内園の別名︐素賀は︑遠江風の一部︑宇佐は今の
豊前画宇佐︑下毛雨郡の地︑猛田は今の大和園宇陀
郡︑磯城は同圃磯城郡の地︑津島は今の封馬島を指
すのであるから︑それ人〜是等地方に農村の部落の

に田園拓け︑同圃宇陀郡には賊魁兄猪の擦った莞田

軍に抗した士酋長髄彦の本捺地烏見郷があって葡夙

尚ほ営時︑大和園生駒郡北倭村︑富雄村には︑皇

穀︑桑麻等を植ゑしめ給ふた︒而して其の粟の能く

率ゐて周ねく諸国を巡行し︑肥沃の地を求めて︑諸

注がせ給＆輪先づ天富命に勅し︐天日賛命の子孫を

農政を治圃第一の要務として︑衣食の根本に御心を

かむろ昔かむろみ︑

存在したことは︑固より疑を容れない所である・

螺があり︑之が猛田螺と改められたのである︒其の
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には天富命をして︑阿波薪部を分ち率ゐて︑東方に

生じた風を解して粟の園といった︒即ち今の阿波︑
讃岐︑伊諜︑土佐等の地を揖すのである︒更に天皇

し︑遂に之を掃蕩し︑進みて西北方なる生駒郡烏見

方へかけての八十皇帥軍︐及び兄磯城等の軍を望見

のであった︒現に今も畝傍山附近の地は︑四通八達

嬬勢を下敵し給ひ︑宇陀郡の東北方より磯城郡の南

往き︑沃壌を求めて粟︑麻︑椿等を播殖せしめ給ふ

り︑大和の中央平坦部を卜して︑帝京を開かれたも

郷の長髄彦の根擦を覆へし︑かくて東南の李野に下

く生じた園を安房と呼び︑穀︵今の猪︶の能く生じ

の要衝に位置し︐東に飛鳥地方あり︑北に今井︑八

ぇ式一

だ︑而して麻の能く生じた園を網圃と呼び︑粟の能
た虚を結城と呼ばせられた︒即ち今の安ゞ房︑上総︑

かぢ

下穏律の地である︒即ち現時の安房祁砥は天富命が

木等の市街あり︑西には高田︑御所の街瞳あり︑南
は高取町を控へて︑吉野に接綾して居る︑穂して高

太玉命を記られたものである︒爾来歴代の天皇には
代々皇加の赫意を崇敬して︑諸皇子及び大臣を四方
の圃々へ這はされて︑遍ねく面穀を播き︑桑麻を植

も肥沃であっだ︒乃ち此庭に我固最初の首都を設置

市郡といつだのもゆゑあるかなである︒而して西方
に曾我川が貫流し︑之が支流は此の地方に周注し︑
其の他池沼も到る虚に多くして︑潅概に便し︑土地

を豊富ならしめ給ふた︒以て皇護の如何に雄大であ

せられたのは自然の勢ひでありました︒

ゑ︑農事を奨働し︑百姓を教育して︑衣食住の資料
ったかといふことを推知すべきであります︑

我が圃史の初期なる第一代より第九代に至るまで

上古帝都の遷移と田園

雛って天皇東征の御順路を尋ぬるに︑敵勢の頑張

史蹟の記載がないから︑一般画民の状態などは︑固

東征の御順路と畝傍附近

なるより韓じて紀伊剛熊野より吉野に入り給ひ︑進
んで宇陀郡に達し︑復び南下して伊勢幽境に聾ゆる

より諜測すべくもありません︑然しながら天下は固

九世五百六十三年間は︑稗武天皇の宏業以外︑何等

高倉山︵即ち高見山︶に登りて︑西北方なる敵軍の

一 望 7 −

ん︒

る︒然し皇居は田園開拓の潟か︐或は他に原因せる

ものか︑此の四代の間にも︑屡§之を遷移せられ
た︒即ち第二代ほ葛城高岡宮で．之は南北葛城郡に

亘る農地なる︐葛城山一卜の平原に移られたものであ

った︒尋で第三代には河内圃中河内郡堅下郡大字太

平寺なる片騨浮穴宮に遷らせ給ふた︒蓋し中河内郡

の地は︑生駒山脈を越えたる葛城の西北方である︒

思ふに便宜上此に遷６給ふたものが︑後ち復状葛城
高岡宮へ還られて居る︒第四代に至っては．再び高

より太平無事であったに相違なく︑其の問田園漸次
に開け︑其の農村の数も自然増加するに至ったこ
とは融是亦疑ひもない所であります︒今此の間に於
て︑柳か推考を下し得るのば︑雁世︐皇居を各地に
遷されたから︑必ずや其の帝都の所在地附近は皇津
に浴すること自然厚くして・農民も移住し︑従って
田園も開拓を見ることが多かったに相違ありませ
抑々祁武天皇が皇居とし給ふた橿原の地は︑今の

池曲峡宮と呼ばれ︑而して後ち復び河内なる片騨浮
穴ノ宮に遷都せられて居るぅどうも開拓上の開係と

拝察せらるｋのである︒

市郡なる白橿村の犬字大軽の地に都せられて︑軽ノ

大和園高市郡なる畝傍山の東南に位して居たと記さ
れ︑明治二十二年に至り其の他を相して橿原祁宮を
創建せられたのであるが耐其の遥一帯を白橿村とい
ひ︑其の大字山本︑字祁武田には紳武天皇の御陵があ

尋で第五代孝昭天皇は南葛城郡なる秋津村大字池

第五代以後の開化

あり︑大字吉田には御陰井の西北を安寧山といひじ

ノ内及び御所の間なる液上池心ノ宮に遷られ︑第六

り︑同じく大字山本には第二代緩靖天皇の皇兄脚八
井耳命の御墓がある 大字四篠には綾靖天皇の御陵
第三代安寧天皇の御陵があり︑大字畝傍の真名子谷

ひ︐復ぴ披上池心宮に遷られた︒次に第七代孝索天

代孝安天皇は葛上郡室村なる室地秋津島宮に都し給

皇は更に大和画磯城郡︵式下︶都村大字黒田なる黒

には第四代認徳天皇の御陵がある︒これ皆畝傍山下
土俗之を慈地寺山と呼び︑山頂に畝傍祁斌があ

の地で蝿同山は白橿村の中央に突九せる孤立の一山
で
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り︑祁武天皇始めて本願の圃士を治めて宮都を此に

造らるなどＬ記載するに過ぎない︑常時は此の霊蹟

あります︒されば本居宣長は僅かに

田臆戸宮に都し給ひ︑第八代孝元天皇も初め此庭に
郡し︑後ち白橿何大蝿なる軽地曲峡宮に蓮り︑更に
樫村大道の西なる軽境原宮に遷らせ給ふた︐かくて
第九代開化天皇の朝に至り︑後の奈良市なる三牒通

うねぴ山見ればかしこし橿原の

1

をかくも不問に付して︑殆ど浬滅の姿でめったので

油坂の北側林小路なる春Ⅱ之地奉川宮に遜らせ給ふ

ひじｂの御悩の大宮所

を建つる至り︑かくて二十三年三月二十日官幣大証

侍所を下し賜ふて榊殿を管み︑祁嘉殿を賜ふて拝殿

所がそれが明治の聖世に至りてこ十二年今の祁宮
を創建せらるｋこと瓦なり︑畏くも京都内裏の内

回らす︒

一腿けて億かならず︑幾人か此に求って一たび頭を

遺陵綴かに里民の求に向ひ︑牢死の孤松数畝の
丘︑聖祁の帝統を開くあるにあらずんぱ︐誰が品
庶をして夷流を脱せしめん︒厩王の像は設し金闘
を専にし︑藤相の墳壁は資模を雇い・百代の本支

我陵を経︒柴野邦彦

壬子の冬使を奉して大和に入り︑行いて祁

を賦して大に慨嘆したのでありました︒

とよみて感慨を洩し︑柴野栗山に至っては左の律詩

た︑従来よりは遥か北方に韓じて都せられたもので

あった︒之を要するに第一代より第九代までの間
は︑大和李野の中央部に皇居を定め︑時に生駒を越
えて中河内にも遜り︑自然大和川の流域を追ふて開
拓の歩を進め給ふたものと思ばるＬのである︒私は
鼓二三蕪の京坂地滞在に依て屡§各所を巡遊して︑
其の地味︐風土等の鮎より︑雛圃営初此の地織が帝
都たりし原酬因を種々に感得したのであります︒

近世の橿原宮と現今の同榊宮
所で近世の史書を綴くに︐私漢三才圃禽などに畝
傍山は俗に慈明寺山といふ︑八木村の南一里に在
︐り圃祭紳一祇祁功皇后︑毎年二月朔日︑十一月初の

子冊識州住吉祁赴に︑富山の土を取て之を祭ると記
し︑尚ほ橿原宮は畝傍山の東南葛上郡高市郡堺な

−要翻一一

に列して今日に至って居るのであります︒これ等も

×

×

して記すべき事も津山ありますが︑除り歴史談の細

尚ほ富時農村に於ける圃造︑牒主︑稽置等の事に
就ては古事記以下の史書及び北史倭圃博などを参考

事に亘りますから︑鼓には省略して置きます︒

用窮乏し︑愛闘忠義の心の錆解するは敵圃の幅なり︑故に圃民なる者は︑成だけ力を誌し︑心一
を一にして︑此五患を救はざるべからざるなり︑些細の末事といへども︑荷も五患を救ふに足一

︑〃Ｉ１ｆ︑〃ロ︑ノー︑ｆ︑〃︑︑／︑／︑〃︑／︑ノ８１Ｆ︑丘ｆＢｊｆ︑ｆ１ｒ︑ｆ︑ノミＪｆ︑〃ｋＪＫ１Ｊ︑グＬ／︑〃ｆ・１Ｆ一︑ｆ︑Ｊｆ︑〃︑ノ０︑ＪＫＪＫⅥｆ︑ノ︑Ｊｆ︑一ｆ︑〃ｈ〃︑〃ＲＪＬ１ｆ︑Ｊ︑〃．︑︐ｒ︐

︑ｆ︑″︑″︑〃︑〃︑″︑〃︑″︑ノー繭ｒ︑︽

るべき者は︑皆勉めて之を行はざる尋へからず︑若し漫然として意を用ひず︑此五患をして盆深一
からしむる者は︑愚昧に非ざれば圃賊なり︒︵泊翁尼言
ロ︑〃︑〃Ｌ〃ｆ１ｒ︑／︑ノ４︑ノ§ノー１Ｆ︑︑ｒＬＪ．︑︒！〜ノ︑ノ︑ノ︑ノーノミノ︑Ｊｆ１ｒ︑〃︑●ノ︑ノｌｊｆ１ｆ︑ノ︑りくＩｆ︑〃ｆ︑〃︑〃も■Ｊｋ１く１〃
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我が圃民の宜しく記憶すべき所であります︒
×

前の事賃に懐６に︑早晩愛して敵画となるも計り難し︑若し然るときは吾圃の人心季離し︑財一

×

青年と現代思想︵其一︶

文部省普通．寧務局

近時壮禽に喧徳せられる道徳︑政治

の方が

中畢校上級生よりも理解程度

が︑高い様に老へられる︒即ち前者はそ

の生活に封する意識に於て︑叉催自己の

地位に就ての省察等に於て︑後者よりも

一層深いものがある︒之に加ふるに前

者に於ける教育方針は中畢校に比して︑

一層特殊的職業的色彩を帯びてゐるし︑

に入皐の希望を有し︑概して思想乃至就

尚又中畢校上級生徒の多数は上級肇校

一の理由に数へられやう︒斯くの如く︑

含問題を云篇する詮裕のないことも︑亦

畢校生徒よりもやＬ高い様だが︑其の半

師範畢校生徒は其の理解程度に於て中

吐酋︑及び経済等の諸問題に開する各種

に於てやＬ鉄くるところがないでもな

面には以前程ではなくても︑その元気

生徒の有する理解の程度は︑一般に字義

の思想に就て︑中畢校及び師範畢校上級

的理解に止ってゐる︒即ち一通りの知

るに︑大部分︑修身科其の他の畢科に於

男生徒の中に於て師範肇校と中畢校

蛎講等にあるものの如く︑特に各種思想

次に︑其の知識の由って来た所を考ふ

とを比較するに︑的確な論擦の示すもの

る如きことは見受けられない︒某中畢

問題に開する肇究的文献に就て研究す

31−−−

ⅡⅡ思想に就ての理解程度と態度
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一近時斌曾に騨喧さるＬ思想が我圃一

、

一青年に如側に受け容れ．いれてゐろか一

とする

活に封

識はもってゐるが︑その虞髄をつかんで

ける教授︑新聞雑誌の散見︑或は講演の

い○

畢校生

ゐるものは極めて稀な様である︒
一
﹀
︾

はないが︑大鰐に於て師範肇校上級生徒

〃

一
一
一

以て大
外︶田心ふ一

１ｔ

Z

9

皮第四肇年の一生徒の感想は︑この間の

想は讃まず︑叉畢生としては此等の問題

せるもの﹂及び一ｌ全く誤解せるもの﹂の

即ち各項に就きて見るに︑一ｌよく了解

九 七 五 一 了
○三五五八七四七四○四解

もの

全く誤解せろ

一一

○

一一一

九

四

・○

○

と﹁殆ど字義的了解に止まるもの﹂とを

比較するに︑二三の語莱に閲する外は︑

後者が多数にして全解答者の大多数を

事項に於ける解答者数の多寡である︒

占めてゐる︒弦に問題となるは各調秀

訓交人曲歎を知るに曲なく正確を保し

難きも個人主義の下に於ける解答者百

似せるものと認むることは︑大継に於て

九十二名を以て全調査人員数に最も近

十二名と各項における解答者数との差

誤りでないであらう︒然らばこの百九

の概数と看倣して差支へ鞍からうｃかＬ

は︑無理解者及び知りて答へざるもの等

る推測の下に本表を見るに︑人種平等︑

普通選畢︑図家主義︐軍図主義等匿彼等の

日常見慣れ間慣れたる語莱に就ては︑無

○

蓑に開しては雨者の中間に位してゐる

傾思想等は其の数最も多く︑其他の語

理解者叉は不解答者少く︑機曾均等︑左

○

○

数は最も少い︒﹁梢置相を了解せるもの﹂

文の俵︶

に闇して研究すべきものにあらす︒︵原

せ

1

め左に描ける︒

一七一○○○○○○○○ろ

中畢生の理解程度

殆んど字義的了
解に止まるもの
一︾八六

一五四
一四六
一○五

六七
一三八

一一八

二四
八八

九七
一︿一一

− ＄ Z 一

凸

事悩に鯛れてゐると恩ふから参考のた

も相

自分等は此の様な思想問題の書物は

もよ
のく
解

今某中畢校に於て生徒の知れると恩

のを

積みたることなし︒只一︲太陽﹂にて醒々是

義撃放等'等由義義義義義

はる唱語糞を選定して︑理解の程度を調

つり私

等の語︵杜含思想に開聯する語糞︶を見

圃 迩 人 曾 利 想 道 家 人

査したところ︑左の如き結果を得た︒

寺 ｰ

なし︒新聞紙上にて見るのは普通選畢︐

一五○

一六五

一一五

八○
一四九
一三七

三○
一四四
一七七
一五三

せ粘

受けたるも深く研究的に積みたること
小作争議位のものにて其の他の危険思

主主主主主

主選解均

一九二

語棄答解者数
軍普嫌機平自功思人園個

国際聯盟
人種平等
ブルジョアと
プロレタリヤ

一一一一

一八五
一一二一ハ

九三

一二四

一一一一

一○三
一四八

六四

八四
一一○

四九
一○三
一○二

一ハーハ

七七
一一一一一一

八○

八五

一一一一一

一八

一二○

今︑
里／

一一

二七

九七

八七

八三

一一一

四○

一○○

七六

四一

五

や

七

一八

一○

師範生の理解程度

之を師範畢校生徒に就いて見るも．

叉大鰐同様である︒某師範畢校に於て

たるところ︑その程度は意外に貧弱なも

各種思想に開する生徒の理解を調査し

のである︒従って之に封する態度も比

較的軍純にして︑敢て進んで深刻周到な

意味を包蔵し︑叉は之を披瀧するが如き

全階ぞ通じてその理解は幼稚な程度

ものはなかった︒

ども彼等の理解が幼稚なるだけ︑態度が

にあるを認めない課に行かない︒然れ

留意を要するものであって︑将来上級生

不確立なだけ︑その教養に就ては一層の

の思想に就て︑一層透徹した正常な理解

徒には是等一政治︑献含及び経済等各方面

必要を感ずる︒而してこの必要を述べ

を典へて︑堅賞な圃民教育者を養成する

は︑現在の理解程度の充分ならざるを示

たる師範畢校十校に下らざる事賃ある

すものと見ることが出来る︒
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九五

ザポダージ

牡曾主義
共産主義
努働争議
小作争議
階級闘争
同盟罷工
左傾思想
差別撤腹
失業問題

理解程度五年四年

比鞍的詳細なろもの一八六

大署なろ名の一三一四六
未詳なるもの一八一二○

計一四八一七二

之に依れば比較的詳細なる解答をな
とも極少部分なことが知れる︒

叉某中皐校に於て︑現代思想の理解程

○一四一○三一○二四一○二

し得る．底の知識を有するものは︑各肇年

が︑その結果は左の様である︒

１１

①

度を四年生と五年生とに就て調交した

察せられる︒

ば︑生徒の理解程度は概して低いことが

その大多数を占むることを併せ老ふれ

しとし︐その上理解者中字義的理解者が

以上の推測にして大鰐に於て誤りな

○○一○一○○○○○○五四

誤解者無解者

寺

今或る師範畢校の調査に依れば其の理解の程度は次の如くである︒

語棄調査員正解者半解者

二○

○三六

一二一ニーハ

三九

○二

中等湖校に於け

普通選畢二○七六三
小作争議同一四五七
杜曾主義同一三六一
排日問題同二六八二
二八二○

二八六一

事愛育問題
貴ろ軍院
改革同六五六

一四

二五二一
一四三三

婦人参政催同一六四八

努働問題同三五六Ｃ

人道主義同七五六

四九三三

一四

○三六
○一五

感愛至上主義同七二一
物債調節問題同一○六四

水平運動同九五○
共産主義叩○九王

不明なる
︑もの

一一一一一一

五一

五四

一一

二五

一一一一一

二八

七三

五四

一一一ハ

五二

一九

四七

て︑誤解者及び無理解者の数は約七十五

之を要するに師範畢校及び中畢校生

本計数に於て吾人の注意を惹くは︑正

は全調査人員の約六パーセント遜にし

り高いとは云へない︒寧ろ適確な批判

徒の現代思想に封する理解程度は︐あま

をなし得べき知識を典ふるの必要を感

ずる程度にして︑新思想に閲する語棄も

教師の説明解読を典へたるものの外は︑

正常なる解輝をなすこと不能叉は困難

な様である︒換言すれば諸思想の中︑

教材と開聯せるものと然らざるものと

では︑理解の程度に差異の認むくきもの

がある︒従って阿民道徳の方面に於て

が︑政治問題に開しては賞就曾と開係が

は精々正常な見解を有するものもある

ないため︑就含問題及び経済問題に就て

は尚ほ加ふるに問題そのものが複雑錯

綜せるのみならず︑更にその範園が匿

汎なるために︑理解は一層低いやうであ

理解の程度上述の如く噸之に基いてな

ア︒Ｏ

さる§批判に於ても︑女生徒と何等異色

の認むくきものはない︒即ち各種思想

に封する態度は︑不鮮明且不明確なもの

が多く︑一般に之を云へは無闘心の献態
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●

パーセントの大多数を占めてゐる︒之

○○○○四五○○○○○六○な

解者の少いこと︑半解者が全調交人員の

も催

に次いで責院改革︑婦人参政椎︑献倉主

七 一 二 の 全

過半数を占めてゐること︑及び誤解者並

ろ不

義及び小作争議等に就ても︑半解者以下

六九三一四一八八八九五五七な

に無理解者の割合多数なるこ︲とであ

三一八四二二二七五九六三七ろ

のものが多数である︒

も健

る︒殊に懸愛至上主義に就ては︑正解者

の全

見れば︑穏健中正とも評すべきか︒唯日

に止まるものの如くにして︑或は善意に

博愛︑王義︑人道主義︑平和主義封して採る態度如何を零れたるに︑﹁現

・義︑尚武主義五一︑○％叉某中畢校上級生に就き思想問題に

孔孟︑王義七︐四％其の長を採り其の短を避けて︑出来るだ︑

・一四︑三％代思想に接したるときは恨重熟慮して

きは熱心に傾蕊し︑叉進んで質問を義す

常の畢科教授の際︑此種問題に鯛れると

る様である︒しかもそれを単純な求知

悌教︑王義二︑一％け大日本図民としての長所を保有せん
吐曾主義二︑八％とするもの﹂大部分を占め︑﹁如何なる恩

好きのわからぬもの一三︑四％想をも徹・底的に研究せんとするもの一は

欲又は好奇心の護露と認むくく聯未だ生

活からにじみ出るほどの狸いものでは

反謝する主義思線二千五名中一人を数ふるに渦ぎなかつ

嫌ひのわからぬもの一九︑一％

左頓の風に見ゆるもの二一○
計
一
阿
八
一
七
二

思想問題等に頭一心向くろ迦なしとするもの八八二七
全く無開心のもの︵撫錘蝿唖付き態度ｆ明︶二六九三

中正批判態度恥執らもの一三二○

外来思想に動かされずとするもの九二三

五年四年一

帝園主義二︑八％告である︒

化主義七八︑一％見出すは左に褐ける某中畢校の調交報一

壮曾主義︑共産主義︐無政府主義︑赤たｏ之とほぜ同様なるも精々異れる黙を

ない︒然し性々にして極少数とは云へ
幾分諭激に亙る様なものもあるが︑之も

確岡たる根抵叉は志操があるのではな
く︐没然新奇を好む風の極端に走ったも
の︑或は所謂弱者に味方すると云ふ人間
通有性の表現たるに過ぎない︒

共鳴する主義と
反封する主義
某中畢校に於て上級生徒に封して共
鳴する主義叉は思想と︑反封する主義叉
は思想とを述べさせたのに︑其の結果は
左に褐ける如くである︒

即︑思想問題等に頭を向くる達なしと囚か首位を占めてゐる︒此の他外来恩
するもの︑五年に於て其の過半数を占め想に動かされずとするもの四年生に於

てゐるが四年に於ては全く無開心のもて約十九パーセントを占むるに︑五年生

曲

共鳴する主義思想
皇室中心主義聯画家主義︑忠君愛国主

、

錨

現代思想に就ても研究的に世和を眺め︑

畢校を通じて多数を占めてゐる︒従って

に現代思想に就て無闘心なるものが各

の思想に心酔する如き素地もない︒故

も知識叉は理解の不充分のため各種の

心裡に浸潤して行くやうである︒しか

らも断片的に近代思想の流水は彼等の

り受くる直接の影響もあって︑漠然なが

から︑知らず知らずの間に︑其の環境よ

一面を全然具有してゐないのではない

に於ては極めて少く︑僅かに六パーセン
トに過ぎないことも亦一考するの慨値

請書思索を廻らすことに依って︑突き詰

がある︒

之を要するに師範畢校及び中畢校上

めてその意見を構成するといふが如き

抱いてゐるものが往々見出される︒

肺禽現象或は思想に就て不安や懐疑を

級生徒も少数者を除いでは︑未だ各種思

然し︑生徒も亦斌曾人としての生活の

風はない︒

想に開する理解充分ならす︑且生活現象
いから︑現代斌曾に醸成せらるＬところ

とより恐
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・に封しても緊密なる開係に立つてゐな

一凡そ道徳の敗壌は︑騨以緬地い居椴の独農の腐敗せるど澱金剛の癖僻

一るべきはなし︑蛍々の民は間より一定の知見もなく︑所謂小人之徳草也ものなれば︑似令一時其品

一行風俗大に額破すとも︑上流に立つの士︑其品行と意見とを正くして之を率働するときは︑忽ち其

一面目を革めて其額敗を恢復すべし︑唯上等耐含の人士︑偏僻の意見を主持し︑誰需を以て黒白善悪

一を混凱し︑叉は其身自ら道徳の禁する所を犯して少しも顧慮せざるが如きに至りては︑遂には道徳

一躍昧百鬼横行の世界と馬るべし︑今日上等の人士敢て甚しき悪行はあらざれども︑或は偏僻なる

Ｉ

西読に惑ひ︑或は都順賎劣の徒と其噌好を同くして墓も恥ぢざ る 者 あ る は ︑ 資 に 歎 息 の 至 り と い ふ
くし︒︵泊翁厄言︶
Ｊ︑ノミ〃ｔＪＫノ︑ノｈノミｆ︑ｆ︑／︑ノ︑ノーノ︑ｆ

〜

一

一

一
一
一
一

｢ー

□・

海外の献曾事業工

川Ⅱ川Ⅲ濠洲とニュージ！ランド

生江孝之

濠州及ニュージーランドの産業は︑主として牧畜で
ある︒而も其の状態は未だ原始的境域を隔る事除ｂ一

遠くは無いのであ２Ｌ︑牧畜の種類は牛羊等を第一弱

様である︒ニュージーランドは其の面積凡そ日本内

ジトランドの貿易も主として羊毛︑牛肉︑羊肉︑パ

頭位の割合を有するのである︒従て濠州︑一三１

ん咋一刈樗釦陸一粁一

地の約五分の三に常り︑人口総数百三十五閏と穂せ

タ掴チーズ及び果物を主なるものと潟し︑巌く世界

︾睦蔀一噸

られ︑其の密度は一哩李方約十三人位の割合で︑斯

に其の販路を有し︑且つ欧米市場に樋要の地位を占

︒孔紳瞬魂雫釧

して小部倉が各地に適度に散在し︑濠州の如き人口

濠州は勢働者の天下︑ニュージｒランドは世界の

□

めて居るのである︒

健全状態に近く濠州の其は︑之に反して甚だ不健全
状態に在るものと云ふ事が出来るのである︒而して

ジーランドの人口分布の状態は︑世界に於ける最も

の都曾集中の弊が極めて少いのである？故にニュー

割合で︑且つ其れが数個の郡曾に集中されて居る有

濠洲は︑五十蕊方里に近き慶大な州であるが︑人
口極めて稀薄にして其の密度は一哩李方二人弱の

録募

ニュージーランドには貧困者︑極貧者などはないの

て︑少くと私祇曾制度の上より観察すれば︑濠州︑

ジーランドには︑欧米及び東洋諸圃に見るが如き貧
民︑及び貧民街を殆ど見る事が出来ないのであっ

なき迄に進んで居る状態である︒従って濠州︑ニュー

顔る多く︑ニュージーランドの如き殆ど間然する所

しての祇曾立法︑勢働立渋の制定等︑興味多きもの

薬園と云っても過言でないと承は思ふ︑祇曾制度と

って居るが︑然し凡ての曾祇がフォードの如き高い

現象である︒北米合衆国は世界でも勢銀の高い園で
あり︑フォード曾赴の如きば最も高い賃銀を仕沸

全く無いのであって︑之れは他に其の比類を見ない

ジーランドに於ては︑其の斌曾貧と瀞す嬢へきものが

の中心をなして居るのである︒而るに濠州及びニュ

ぽす潟めに如何にすればよいかと云ふ事が赴禽問題

ある︒斌含貧とは献禽組織の縦焔から生ずる所の貧
困であり︑個人貧は個人の先天的叉は後天的赦焔が

貧困には斌曾貧と︑個人貧及び自然貧等の種類が

１と恩ふ・

である︑以下其の事に就いて︑少しく論じて見度い

賃銀を支給して居ると云ふのではない︒従て其他の
工場曾斌の技術勢働者や︑特に自由勢働者の多数に
は︑所謂赴曾貧に陥って居るものがある︒之れ即
ち米画が世界で最も資本主義的政策の画家である
が総めで︑赴曾政策としての牡曾立法が︑完全に
施行されて居ない讃左である︒而るに吐禽制度上
より斌禽貧が生することなく︑即ち勢働立法斌曾
立法が徹底的に行はれ如何なる人も赴曾貧の為め

原因ｌ﹂なって生ずる奮困を云ふのである︒昔の人は

いのである︒今日は欧米に於ける職曾問題の種類は

考へ叉事賞さうであった場合が多かったのである
が︑今円は祇曾組織の峡焔から貧が生ずる場合が多

︑所には︑何時でも個人貧は俳ずろのである︒

貧は無くとも個人の修養が不足し︑不節制の行はる

浪費︑怠惰等に依る個人貧は存在する︒鋤ち︑職曾

である︒然し勿論個人貧は無いのではない︑飲酒︑

に苦しまぬと云ふのが︑濠州及び一三−ジーランド

極々あるも︑畢寛権利思想に雁胎し︑凡での闘民の

貧は個人的原因に因るもの即ち個人貧のみであると

生活を安定すること︑換言すれば︑貧ｌ即牡含貧を減
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故に個人貧を無くする篇めに個人の修養の大切なる

の男子は別に徒弟法の定むる所により最低賃銀の支

於て之と一致すると云ってよい︒而して甘−才以下

如何にすべきやと云ふ事であるが︑一三１ジーラン

︑

は云ふ迄もないのである︒

給を受くるのである︒而るに此庭に生ずる問題は男

ニュージーランドに於ける献曾測度中第一に見る

ドに於ては︑人口分布状態最も健全にして︑都曾と
農村との間に常に人口の調節が保たれて︑自由勢働

子廿一才に達するも︑勢働すべき職なき場合は之を

べ．きものは勢働者の最低賃銀法の制定である︒之れ
は一八九六年に制定された静働争議調停法︑及仲裁

ロ

法から生じたもので之等の法律の制定は世界でも最
も早く︑今より約三十年前に之が制定を見たのであ

のである故︑明に家族本位の精祁を包含するもので
あるからである︑今や︑戦後の欧米に於ても賃銀制

のでふる︒其故は︑ニュージーランドに於ける最低
賃銀法の精祁は︑本来能力叉は能率本位に非ずし
℃℃︑︑℃︑︑︑︑℃℃℃︑
て︑各人をして人間らしき生活を総さしむると云ふ

で︑之腕は勿論家族人数本位にならなければならぬ

様である︑之れ即ち此の法が徹底せぬ恨みのある所

銀支給を受くる割合は濁身者も家庭を有す︐匂者も一

一五○○園内外の割合である︒而して男子の最低賃

者に就いて云へぱ︑其の需要と供給が調和して居る
様な状態故︑従て失業は殆ど有り得ない︑職に安じ
て働く事が出来る課である︒自由勢働者に封して︑
技術勢働者の最低賃銀は男子一ヶ年二○八○園女子

る︒其の起原の一つは常時婦女子が安い勢銀で働い
て居たので︑之を保護する馬めに設けられたもので
あるが︑其が今日に至っては︑多数の自由勢働者を罫
象とする最低賃銀法の護達を見るに至ったのである
最低賃銀の標準は物憤の鍵動に順雁し多少の相違を
生ずべきは勿論なるも︑現在ニュージージーランド
に於ては︑男子廿一才に達したる勢働者は︑最低賃銀
法の規定に依って一ヶ月圃憤にして︑百七十五園位

の支給を受刈る事が出来るので之に鋼し女子は百園
内外である︒但し之れは自由労働者に封する規定で
あって︑農業勢働者は多少の相違を有するも大懲に
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定の精祁が漸次能力本位より家族本位に鍵化しっ心
あるのである︒

︵家族本位にすると家族の多いものは含赴の側で
一雇って呉れぬと云ふ弊害が生ずるので︑家族本位

制は曾斌側に於て勢働者の夫婦に封して賃銀を仕
沸ひ︑家族に封する支挑は政府が之を負樵すべき
であると云ふ事で︑濠州聯邦は之を計書して居

が寝食して居る勢働者の家庭はたくさんある︒紳戸
新川の如き最も悲惨なる状態に居る︒而るに濠州二
﹃−−ジーランドに於ては最少四室を有するので︑自
由勢働者の生活も我蝋の其とは雲泥の差異があるの
である︒況や彼の地に於ける職工即ち熟緬勢働者は

更に良好なる生活を篇し得るのである︒然して不熟
練職工の一ヶ月一七五回と熟練職工の年額二○八○

回との差は甚だ僅少にして之れニュージーランドに
於ける斌曾立法の特徴の一つと云ふべきで︑是亦能

力本位よりも人らしき生溌を為さしむるを本位とす

る精紳の表れと云ふ︒へきである︒

然るに之が潟めに熟練職工になる事を希望せず依
然不熟練職工に甘んじて行く者の多いのは︐人情の

赴く所止を得ないものがあるとはいひながら︑之れ

は蒋来各人の修養に待って改むるより外はないので
ある︒

一三−ジーランドに於てば︑巡査の率力は小畢校

の六年卒業程度で十分であるが︑身長は九尺九寸鰐

重は二○貫を要するので︑寧ろ肉鵠の頑健なるもの

を採用するのである︒其の初任給は官服以外に月俸
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る︒︶

又濠州の最低賃銀法芯家族四人を標準として制定
したるものでめるが︑是亦家族の有る者も無き者も
同様である︒之を概括して批評すれば︑濠州及びニ
ュージーランドに於ける︑最低賃銀の制定は不徹底
なるの恨みを免れぬので燭身者を保護する上には間
然する所なきも多数の家族を擁するものに謝して不
備不公卒なる事は明である︒
□

然らば人らしき生活を篤さしむるとは如何なる事
かと云ふに︑大鰐衣食住に就いて見ると︑住居は︑
我圃に於ては︑二雲叉は三雲敷の一室に多数の家族

〃

二一○同である︒官吏は十六才にして登用され︐
以後四十年間は何人も膳官さるｋの虞れなく︑四十
年を経れば恩総を加せらる︑之れ彼の地に於ける
ある︒

れぱ五○○同二人を有すれば一○○○園を控除せら
る︑叉其他にも減税の方法ありて責際は所得三○○
○ 四○○○園位の者は免税せられて居る状態で

四○銭．玉子は二打︶五Ｑ

六○鐘︽

斤︶は十三銭︵昼定慣裕一︶其他パタ︑チース︑果物．

ン︵一斤︶は五銭︑牛乳︵一合︶は四銭︒砂糖︵一

三○

食料品は最も安く︑牛肉は欧米市場に於ては最も
重要なるもの︲二つであるが︑一斤四○銭位羊肉は

□

官吏が政鍵を超脱して只管職務に精脚する事を得る
所以で︑現在に於ても全耀の官吏の七割が恩給を加
せられて居るの状態である︒然し資際其の額はそん
なに増加しないのであるが︑我閲は恩給を受くる者
年々多大の数に達し識者は之を深憂して居るのであ
る︒而して官吏の俸給は︑夫婦二人の家族で初給二
一○園 二二○風位の割合であるが︑二年目毎に
昇給する故数年勤績すれば相営多額に達するのであ
るぶ教師は主として大畢出身多く︑其の初給男子は

は非常に安いのである︒日本で一流の旅館に役ずれ
ば︑中食を取らずとも一○厨を要するのに彼の地に

る故︑女中にチップを典ふるの必蕊がない篇である︒

於ては三食で六同にて足りる︑これは彼の地の食料
が安く︑女中は凡て最低賃銀の支給を受くろものな

年俸三○○○回女子二五○○園が普通である︑而し
て男教師は六十才︑女激師は五十五才に達する迄奉
職し︑四十年を経過すれば自由に且つ恩給を附せら
税金の課率は如何と云ふに如何にするも俸給を以
ては生活不可能なる場合には全然之を尭除するの

付し三十六箇年間に返還せしめて居るのであるから

下の所得者には一寓圃の建築蜜に謝し其の九割を貸

する者に濁しては政府が資金を貸付ける︑四千回以

斯のやうに食料宿料は低廉である︑且つ住宅を建築

るｋのである︒

で︑概して小額の所得者には低い率を課して居る︒即

グ

ち其州免税鮎を三○○○園とし以上子供一人を有す
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自家の住宅を容易に造る事が出来る︑次に衣服は如
何と云ふに賛潅品は別として︑普通服の償格はさま
で高くはないのである︑之を要するに自由勢働者の
牧入一七五同職工二○八○園︑︵年額︶巡査の二一○

目で︑生活費を支出して︑筒多少の飾りあるのであ
る︑斯く其の所得と購買力に就いて云ふも︑営さに
ニュージーランド濠州は斌曾制度による斌曾貧のな
い事は略々諒解出来ると思ふ︑但し人々の状態即ち
浪費︑噸惰等の不徳︐赴曾状態の急激なる鍵化なき
限り之を保護し得ると云ふのである︒

に窮す衣き筈であるが男子なれば廿一才に達し身鵠
健康にして勢働すれば最低賃銀の支給を受け︑生活
の除りを以って相営の貯蓄を篇し得べきが故に︑資
際に於て此の黙に於ても赴曾貧は起り得ない課であ
る︑若し寡婦が子女を有して生計に困難を威ずる場
合は如何と云ふに之れに封しては︑一九二年制定

一九一二年施行の法令に依り其の救助を潟すので寡
婦が十四才以下の子女を一人持つ場合は五二ｎ園二

上は超過したぜけ五二○園から控除する事に成って
居る︑寡婦にして勢働に耐えるものは︑其の子女の教
養に差支を生じない程度に於て一週一回叉は二回の

人ならば七五○園を支給される︑但し其の家庭の所
得が千三百園に達する迄は五二○園を支給するが以

病者老膳宥叉は寡婦等の篤めに如何なる職含政

勢働を許される特に其の子女の教養を本位としたる

□

策が施されて居るかといふに︑男子六十五才︑女子六

支給し︑以下の者も一三○○回に達する迄補給する

は僅かに二ヶ所の托晃所があるばか・りである︒故に

ある︑従て欧米に於ては託見所が無数に存在し日々
可憐なる子女を鞭するのであるが一三１ジーランド

鮎は︑進歩的と云ふべきで欧米各圃の母子扶助法の

精紳は之に反して母に努働を遥請するが如き傾向が

ことに成︵二Ｌ居る︒此虚に生ずる問題は無所得の老

ニュｒジーーフンドのみは世界に於て貧民街の無い劉

人に濁し︑一過八

一○園の支給では事賓生濡費

であれば年牧一三○○側以下の者に謝し養老年金を

十才に達して恒産なく所得なく生計困難を告ぐるも
のには一週八 一○厨を支給善れ亀ので．夫嬬者

0

−42−＝

、

で︐従て貧民地厘にあって貧民の教化救助を掌る︑
隣保事業は此の園に必要はないのである︒
□

一家の主働者が疾病精御病に躍りたる︑憐れなる

家庭に就いて見るに︑我画の法律では精神病者の護

於てもニュージーランドは︑主働者が中途疾病の為
めに坐折するも筒李素浪費をしない家庭に於ては斌
含貧は生じなく︑其が潟めに一家離散するが如き不
詳事は勃磯せざるのである︑叉一三１ジーランドの
醤療行政は最も徹底して行はれ︑各種公共圏鐙は結
束して︑年額三五○○回以下の所得者の無叉は資

費疹療の制度を設くる故此の黙に閥しても︑一般の

不安は少いのである︒
□

含貧の無い園となる事が出来るのである︑故に︑濠
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生した場合其家庭は之を保杢謹する︒両足らざれぱ其
親族之に富り然して其家庭叉は親族が保護する資力

を全く失ふに至らなければ圃家は之を保護せざるや
仏

も亦生じ得る課である︒然るに濠州の失業原因は主

濠州に於ては失業の虞れあるが故に︑ニュージー
ランドの如く満足すべき状態にあるのでなく職含貧

程するの例に乏敷ないので叉其より護生する沌々の
峡焔犯行等も恐怖すべきものがある︒斯る時赴曾は

として農村青年が都市生活を憧撮するからで︑人口

ぅに成って居る︑而るに精祁病者なる父主働者を家
庭が保護する馬めに貧困に陥り妻女子弟が路頭に街

率先して之が保護を加へ子女の教養を全せしめねば

の都市集中が行はれ︑人口分布の状態が不健全にあ

州に貧困満ありとすれば個人の放悉なる生活より産

る︑農村青年にして其の郷土に止まらぱ︑従て失業
は問題でなくなるので︑此の意味に於て濠州も亦赴

園と云はねばならぬ︑然るに一三−ジーランドに於
ては相営の精祁病者の数を有するに開はらず︑有達

出せられたるもので祇曾貧と瀞すべきものでない︑

ならぬので我圃の如きは家族制度の淳風存するとは
云へ︑結核精祁病者等の家庭を保謹すち事最も薄き

は無料を以て療養せしむるの制度がある︑此の黙に

者は賃費を以て入院せしめ三○○○回以下の所得者

●

邪魔に於て私は濠州及ニュージーランドを呼んで勢
働者の天下︑世界の楽園と瀞し︑叉斌曾制度より見・

たる貧困の無き園と言ふ事が出来ると思ふ︒

︵談話要甑△責記者︶

繁田武手

として資に歎はしい事である︒

きものにして居るではないか︒寓物の霊長たる人間

思想問題と教化事業

人間の退歩
〃現時の新聞紙を手にするものは︑何人も膝悪な気

減じて悪事が増加した︒禽獣界は昔と同様爪牙が攻

り鳩に三枝の鰐があるけれども︑人間界には徳行が

て了った︒禽獣界には依然として鴨に反哨の孝があ

態は如何︒禽獣界と更にその腫別を認めぬ程になっ

ことすも恥として居ったのである︒然るに今日の状

恐るべきものはない︒悌圃革命の前には自由思想の
奔放があり︑諸子横議の後には春秋戦園の世があっ

の罪悪が新聞紙上に樽へられるのだ︒思想の混濁桂

思想筑混濁悪化したるが潟めに祇曾事相として種々

にあるか︒言ふまでもなく人心に宿る思想である︒

新聞紙は吐曾の鏡である︒赴曾の鏡に忌むべき影
が頻々として映出されて居る︒その映像正鵠は何れ

思想の映像

守の闘器であるけれども人間界には爆弾だの毒瓦斯

た︒我が園にても儒悌渡来の際には幾多の波澗を起

旬

分が全紙に横溢して居ることを感ずるのであらう︒
昔より人間界は最上級の腫禽として禽獣界に比する

だの恐るべき兇器が出現して︑人︽命を風露よりも傍
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したのである︒是を以て如何に思想界と斌曾の事相
との間に密接なる閥係を有するか噌判かるのであ
みＣＯ

日本と時代化
現代思想の混乱の源を尋ねると世界思潮の影響と
生活上の脅威とにある︒今や我が圃の思想界は欧米
の新思想を迎へて︑或は肢惑し或は心酔して正邪の
識別に迷って居る者や︑在来の奮思想に捉はれて新

．時代に順雁するを知らざる蒜等︑雑然混然擾々然と
して更に蹄着する所を知らぬ有様である︒斌曾の進
歩は新奮の調和にある︒新に奔ろも鱈に泥むも共に
不可である︒新思想は須らく之を日本化せしむくく
善思想は須らく之を時代化せしむ尋へきだ︒是は思想

浄化の根本義であると信ずる︒更に資際上の謝策と
しては︵ご真思想の研究︵二︶圃民道徳の鼓吹︵三︶国
史議育の振興︵四︶信仰心の養成︵五︶賦曾制度の完成
︵六︶教化事業の振作等を急務として塞げねばならぬ・

浄化の必要

自由と言ひ李等と言ひ誠に結構な言葉である︒併

しそれは概括的の話で賞際に雷っては衝突も出来行

詰りも起る︒彼の自由卒等の本家たる米圃に於てさ

へ︑侭然たる差別を存し峻然たる束縛を加へっ封あ
るではないか︒世には絶掛的の自由もなければ絶掛

的の差別もない︒大自由の中に束縛を存し︑大平等
の中に小差別を設くるが真理である︒富の分配にし

ても勤勉なる者と怠惰なる者と同一に取扱へぱ産業

の進歩はない︒新思想中には大いに傾蕪すべき所も
あるが叉慣戒を加ふべき所がある︒其等の得失を考

へ利害を究め︑一切の混濁を浄化して理想に奔らず

賞際を忘れざる真思想を︑研究することは目下の急
務である︒

浄化したる道徳・

圃民道徳は模倣的の道徳でもなければ輸入的の道

徳でもない︒多年の間涌養し訓練して既に純化し浄

化したる日本的の道徳である︒此の道徳あって始め
て日本があり日本人があるのだ︒然るに近来新しが

り屋が此の大切なる圃民道徳を古臭いものとして蔑
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呪し一般人も亦之に倣２Ｌ軽硯するの嫌ゐるは吾人
の痛歎に堪へぬ所である︒されば圃民道徳の振興砿
一日も綾うすべからざる所である︒

危険思想の尭疫
凡そ国民の思想中にはその画民性は固より︑圃燈
も固情も自から織り込まれて居るものである︒され
ば欧米思潮の中には自から民主主義や賦曾主義や個
人主義などの臭味が含有せられて居ることは説くま
でもない︒今個人主義斌曾主義の圃土に芽ぐくんだ
．新思想を尊皇主義家族主義の我が園に其の侭取入れ
ようとするのは︑恰も欧米の出来合服を買入れて之
を日本人の身に装ふと同様︑その不釣合なることは
只潮笑に値するのみである︒若し夫れ永績したる皇
帝もない民主閲の地に萌した新思想を︑寓世一系の
皇室を戴き余風無鉄の圃鍔を有する我が画に︑その

忘れ圃家を忘れたるに録因するのだ︒されば鰯鍔観

念を明確にし忠君愛圃の思想を彊盛にして︑危険思

想に野する免疫性を養はなければならぬ︒是れ圃史
教育を高唱する所以である︒

改過遷善と宗教心

我が固民は祁悌を信奉する宗教心を持って居る
が︑その信仰たる極めて低級で︑軍に幸禰を希ひ災
厄を嬢ふといふ程度に止って居る︒心を清くせんが

潟め︑善を行はんが馬め︑徳を進めんが鱈めに崇高

なる信仰心を把持するといふ域には︑未だ千里の距

離あるぞ思ふのである︒されば圃民の信仰心を一層
高大にして改過遷善修道養徳の行篤を宗教的信仰と

一致せしむることが必要である●

進化に停頓なし

けて居るものである︒されば制度も其の進化に雁じ
て改正するの必要あるは慰尚ほ子供の着物を年々に

赴曾は一日の停頓もなく不断に進化の行程をつぜ

貸仁狂に近き所業と言はねばならぬ︒近来知識階級

改め製ると同一である︒今日の祇曾制度の中には奮

まぁ移入しようとするが如きは︑恰も日本人の黒髪
黒晴を彼の縮髪碧眼に改め易へようとするもので︑
の者が往々にして此の狂的行動をなすは畢寛圃鍔を

｡
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時代の蓮物もあって新時代には間に合はいものが相
常に多い︒大は税制整理より小は徒弟の優遇に至る

尚自分は毎年歳端には試筆を行って歳計を定める・

を心として耐自からも澄み他をも澄ましむる篇に︑

る︒思想浄化の大本順を抱いて献曾教化事業に志し

古言に﹁千里の行も足下よる始る﹂といふ語があ

千里の行

混々人心濁滑々河水清
歳端耽有威教化漣丹誠

恭賦勅題併述懐

赴曾教化事業に力を蓋さうと思ひ定めたのである︒

山河の高きを下って低きにつき漢くも清く澄める心

まで︐適切なる制度を設けて善人が柴え悪人が跡
を絶ち平和の天地が現出する様にしたいものだ︒
口腹の食と精祁の糧
一塊のバンは克く鱗を救ふけれども︑法律や規則
は直に腹の足しにはならぬ︒不幸の者を救ひ貧窮の
者を伽み災厄を除き禰利を進むる努力は︑思想の悪
化を溌防し人心を善良に導く上に於いて何よりも有
効なものである︒併し人はバンのみで生きるもので

ても︐その前途や固より遼遠である︒けれども千里

一歩足を運べば一歩目的地に近づくのであれば︑自

の長程を望んで徒らに達し難きを危んではならぬ︒

米の失進慰に比して著しく後れて居るから︐この事

分は先づ祇曾民会衆の穀育を眼前の目標と定め︑その

はない︒出版物や講話に依って善良なる糧を精神に
透ることも亦大切なものである︒而して口腹の食と
結祁の糧︐此の雨者を通じての腫曾教化事業は︑欧
に力を注ぐのは刻下の急務と信ずるのである︒

L1

中成人教育と青年男女の指導と︑生活の改善とを第

一着手として卿まうと思ふ︒思想の浄化は一人の力

を以って行ひ遂げることは出来ないが︑人各々が力

試筆と歳計
今や思想界混凱の時に富り偶々﹁河水清﹂の勅題

の限り努むるならば志の達せぬことはない︒自分は

●

を拝したのは誠に恐催に堪へい次第である︒自分は
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︑

●

程よき餌のためとこそ知れ

千歳な︵齢をたもつあし田鶴は

かは知らざれども︐左の歌を書して典へたり︒

てせり︒予に七人の男子と三人の女子あるが何れも
健かに現存す︑果して予が言を服膳するに因るか否

も食し候やと問ふ︑乃ち答ふるにいつも此の談を以

或人予の長毒に封して何か術ありや叉何首烏にて

守れ︐︒

を諸するものなるべし①予は八十除歳の高齢を重ね
筒ほ鍬を把りて田園に勢するは︑常に此話を忘れず
身を持すること寡欲に︑叉室内の書萱額幅茶器食器
其他風呂敷なども︑鶴の模様を用ゐて可自ら食を

八十二翁立見四

︵大正一五︑一︑二日稿︶

此の信念に向って猛進するのみだ︒是上は聖恩に答へ下は思想の浄化に寄興する道であるのである︒

長寿姻言

庖人の長書せるものあり︑或人其の長毒の術を問ふ︑
庖人答へていふ予は毎度鶴を料理すＺとき︐其胃を
検するに飽満せしこと葱し︑因て思ふに鶴の長毒は︑

胃を膨脹せしめざる潟めなるを知り︑爾来三椀の食
を二椀に減じたるに︑是より腸胃を痛めたることな
く健康増進して︑かくは長命せるなりと︒
予は此事を曾て新聞紙にて知りしが︑其後或書を
見て支那の古書に記載せしを見たり︑惜乎づい書抜
もせず其侭経過せり︒俗言に一︲腹八分に醤者いらず﹂
と言ふことあり︑亦此意と同じかるくし︒

老人と子供とは胃腸の病多く︑殊に日本人位間食
を好めるものなしと云ふ果して然るか︑邦人に胃腸
の病者多く︑随て寅薬なども胃腸薬の最も多きは︑之

−，48−

郎

×

×

以て安らかに眠りに就いた︒女史の一生は完成した立志篇であり︑そ

の最後は安心そのものであった︒今こＬに︑此の老女傑の生立と事業
とを略叙して︑哀悼敬慕の意を表する︒

幼年時代の女史

花践女史は天保十一年四月九日を以て︑大阪府西成郡木津村に生れ
た︒父は寺小屋の師匠跡見重敬︑母の名は幾野と言った︒

跡見家は代々︑木津の郷士として近郷に知られ︑幕末の頃までは大

Ｉ

所懐歎則︹占

時大正十四年十二月十三日

徳川含長

客理事︑評議員︑講師︑特別誰力者

虚華族曾舘
主徳川曾長

○

御農
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諭夜皇孫御誕生お七夜︶Ｉ皇室

しては︑我が邦家の事安んじて可なりと思は

事に際して多数の副民が歎喜する有様を目撃

るＬのであるが︑併し世間の風調心察すると

却々薬迦を許さぬと恩ばれろ︑此溌に就いて

特に御高見を承りたい︒

本曾は雷災後南壌文庫に催寓して活動準っ

児けて居たが今回松卒伯爵の御力によって蓄

曾館跡に暇建築が竣工し︑これより一層の活

吉田熊夫博士

躍を見やうとする時︑どうか木曾の爾諸君の

御所惑詮拝謡したい︒

○

私は本曾の理事として教化皐焼の畢監とし

て︑本曾の有する誰曾的責任の最も重いこと

、

家庭
跡見花践女史の生涯
×

明治女子教育の開覗ともいふべき跡見花践女史は︑八十七の高齢を

〃

− 弓

庄屋をつとめてゐだが︑重敬の父三右衛門が一片の義侠から人の罪を

引受けて以来︑家道頓に衰へ︑三右衛門死後は嗣子重敬年少のため︑庄

屋の株も他に奪はれて︑生活の道にも窮するに至った︒そこで重敬氏
は寺小屋を開いて村の子弟を教へたり︑役場の書記を勤めたりして︑

が悟しが生・でけつ、い

僅な収入に細い煙を立てＬゐたが︑この窮迫時代に花践女史の幼年時
代は過ぎ
たのであ

父頴にな変るの附取語と

孝誕の句を口ずさんだ︒それほど皐問に興喋を有ち︑叉習字を好み︑

篭の火を焚きつけながら灰の上に手習などした︒
少しく翰事がわかるやうになってからは︑家庭の再興を以て己が使

一鈍鵬識窪辱顧華華癖噸輪哩牽麺鋪趣平識嘩銅

一事の法皐部生中︑頭もよく︑活動力あり元気あ

一ろ者ば凡そ其の三分に相嵩する︒而して七分

ゆく︑此の少職の方に左傾派分子がある一と．

屍の多数者は此の少戯者に左右され引づられて

菰が開係する丈畢部に於ては直接信様に窓じ

一がない︑何と厳くたより少なく河合助教授の

一ないが︑唯大峯欺の畢生は除りに温良で気慨

てば︑徳川含長松平顧問が常に抱かれる国氏

所謂七分に営ろもの箸数たらんか︒之延思ふ

有るやうである︑ｒ正にわが山憧曾の活躍すぺ

思想の傾向についての憂畷が︑青年畢生間に

社曾激化事院も次第に凌達し在畢生も鼠面

き秋である︒

に観て理由のあることである︑本曾五十年

目で本禽が此の事業に着手したことは沿革的

とし〆﹂倫理連動の凌展Ｆわった︑或畔は牡曾

の過程を辿つて見るに或時氏共の活動の目的

一謀業にも針路を向けた︑或時は道鰐の研究一心
以て大なる仕事とした︒本曾の如きは一方に

一ぱ牡含事業即ち道徳の責行起すろと同時に︑

一他方に於て思想問題の調査研究に力を注ぐべ

︾きであらうと思ふ︑活動性に富む侮り難き少

』
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った︒

女史本

名は瀧
野︑花践

花

膜
市

女
･承〜
f■■､

小
1
1
召

は其の雅
読で︑﹁桃

李言はず
下自ら漢
を成す﹂
/

弟に漢籍を教へてゐろのを傍蕊して︑六歳の時人の背に負はれながら

{

子、てられ女あだ李工をふ

命と信じ︑皐塞の勉遥に一心になった︒その結果︑僅に七八つの幼女

にして︑成績他の青少年の上に出で︑父噴敬をして︑﹁此子が男なら︲一と

嘆替しめたといふ︒

女史が八歳の春であった︑父が伊勢参宮をした留守に︑近所の酒商

寵屋庄右衛門といふ男が来て︑新調の看板の揮奄を頓んだ︒立派な六

尺の槻板であったが︑﹁お師匠榛がお留守ならお嬢さんでも結構﹂とい

ふ事なので︑家人の取計らひで女史が染筆する事１−なった︒まづ﹁懇

の井﹂と三字を大書したが︑その溌来栄いかにも見事で︑とても八歳

の心女の筆とは思はれない︒酒屋の主人舌をまいて驚嘆し︑今一枚是
非にと︑更に槻の横板を持雫ｈ出したが︑それには﹁懇の弁︑波の上︑

みりん︑焼ちう︑柳かげ﹂と並べて書いた︒父重敬錦宅の後之を見
て︑再び﹁此の子が男なら﹂の嘆を蕊したといふ︒

敬者左鎮派悲指導啓装する膿も就含の健全な

る護達韮促すにも先づ思想問題老解決す︒に

在る︐此の仕事が本曾の博統的事業とせば︑

ｌこれは本曾の方針に

畢脆は此方面に徹底的に行り衣い︑根本的指

導の機騎とし稚い

Ｏ

非ずして私の理想であるＣ

田中義能博士

祇曾の有様毒見ろと︑一面まことに憂慮す

べく︑一面を見ろと蕊縦して可いやうである

苑に運動場が出来て各種の運動競技が時々

が︑併し私供憂の方が多いと恩ふ︒瑚治抑宮

が旺ん︲なったことは具に結撫・てあ心︲併し

行はれ︑男子のみならす女子の間服も運動熱

かくして青年の鵠格は壷達するであらうが其

に就いて見ても︑工率祁鰐畢那が隙盛を極め

旺になるが︑多くは黄利的でゐ丙︑帝隅大畢

の結果は加何︺致育に於て４畢校教背愈冷

花嬢女史十二歳の時︑大阪の石垣東山の門に入って︑卿山派の繕を

て居ろ︒之よりして老ふろに精紳の教育が軽

少女時代の女史

単ぴ︑東山が大阪を去ってから︑槙野楚山に就いたが︑繕蓋にも其の

んぜらるＬから︑畢校約祉曾も一般段々鍵

不可もなく一般に穏健であらう︑只少数のも

る︒圃民続紳の方面に就ては多数は可もなく

勧物化して熊や．猿近寄ってゆく奇概老呈す

夕﹄行くＪ人間とし一の動物でなく︑人間が

天賦の才能が溌揮して︑十三歳の時すでに扇面等の揮蔓を依頼され︐

十五六歳の頃は︑扉風や襖子の依頼が断えなんだ︒その頃親鴬上八六

百年の遠忌が管まれるといふので︑冥宗の各寺院では改築や修繕が綴

に行はれたが︑その揮章を女史に依頼するものが特に多かった︒大阪

−．5且一

靭の鳳光寺︑東成郡長源寺等の書院の襖子や天井などには︑今でも営

の間に在って其の所信をドジ人︑断行する一

のｌ畢生に限らず頭の優れた少数者が多欺

時代の要求である︒

○

であるから世間から歓迎されない︑今日の赴

が入って居らう︑儒教は元来平々坦々たる道

すふ虎儒教主義である︑之に忠君愛剛の思想

本曾の趣旨は私のぃ芳所韮以てすると︑要

遠藤隆吉博士

弧ばなら壇日本画民的精祁の鼓吹ば︑正に

後狩来の幽民指導には本曾の大精紳乃以てせ

てばいかぬ︑贈育のみＦ偏してはいかぬ︲今

養に努力せ胆ぱたらぬが︑唯睡い動物を作っ

々しき事である︑今日は官民翠シて国民の教

世伺に衆愚を煽動するものがある︑こ奴は由

て大畢して道を弧むろ事が必要であると思ふ

作興を計ら奴ぱならぬ秋︐本曾は杢圃に向っ

ｖけ今日の褒展を遂げた︑今や恰も画民桁脚

ぬものがある︑本曾は故に五十年の活動をつ

状を見て４然りである︒是韮以て憂慮一卜堪へ

命を鯉すは歴史の謎する所である支那の現

者の勢方は鰹り難い︑少数者が鍵動老起し革

指導者は割合に少いものである︑此の少数の

階思想の健全なものは多く作︑温厚篤賀である

時の女史の槍筆の跡があざやかに残ってゐるさぅな︒

繕ではそれほど評判になったが︑しかし女史は繕畜を専門に畢ん垂
ゐるのではなかった︒繕はた噌一六の稽古日にだり師の許に通ひ︑他

に裁縫や茶．花︑琴︑三味線など︑女謹の一通りは皆習得して︑人並
以上に上達したのであった︒
十七歳の時︑女史は京都に遊畢した︒その頃皇室の式微は甚しかっ

たけれども︑それでもお膝元の事とて︑畢者や諸塗の達人は江戸につ

いで京都に集ってゐた︒女史は遊畢中家から皐資の補給を仰がない決
心で︑扇面揮竜の内職によって︐僅に糊口の資を得︑宮原節庵に漢畢

を︑園山雁立︑中島来章の二人に繕蓋を︑共に二年間研究した︒
その頃扇面の揮毒料は繕の粗密によってもちがふが︑李均扇面一枚

三文から五文であった︒それを一夜に百枚前後も書いたが︑それが叉
上達を助けることにもなった︒

その頃父重敬は︑大阪中ノ島で私塾を開いてゐたが︑女史は京都に
留まること二年︑十九歳の時︐父の私塾を助けるため大阪に錦って︑
家事の手博の外に塾生を教へ︑然も自分の勉張は忘れず︑後藤松蔭︑
高橋正澄等に就て和漢の翠を更に修めた︒

二十の歳女塾長
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間もなく父重敬は︑奇縁あって京都の姉小路公知卿に仕へる事とな
り︑二十歳の娘花践は︑こ心に父の私塾を引受けて立つ事となった︒

そして街ふことなく︑飾ることなく︑卒直に︑そして親切に教授する
女塾長の評到は案外によく︑市の内外から新に入門する者数十人に及
んだ︒是が︑女史の教育家として踏み出した第一歩であった︒

曾に於ては老十が歓迎せられ流行して居る︑

る︑孔子の敦は例へぱ米の飯の様なもので︑

鯛乙遥では大に研究され硫諜も四十種程あ

には口に合はい︑今時の人ば鍵つれものを欲

吾々にば無くてならぬものであるが︑今の人

理をよろこぶ︑いやみあり漉厚な脂あるもの

する︑日本人でありながら西洋料理︑支那料

でないと胃に合はぬ・刺戟の弧いものを好ん

で．茶漬香物の淡々たる味を解しなくなっ

つ

た︒そこで無政府主義杜曾主義共産主義等鍵

一艦古人今人と催の構造が一適したのであ

つれ奇矯の言班珍重する︒

といばれた︑大畢の爵皐博士〆よって大に鈷

らうか︑私の少年昨代には日本人は肉食せよ

吹されたものである︒然るに今は宜しく日本

居る︐同じ大皐を出でた先生の誰が一錘して

人は菜食せよといふ西洋人さへもす生めて

平々坦々何等の奇なくとも仕事は出来るｂ

来たＯ

やり方によっては大に護展する︑畢校教育の

士ゐ﹁孝﹂にあると思ふｃ平々坦々大に可也︑

目的は色々説かれて脂ろが要するに私は坦々

木曾の如きも︑さらに活動すれば微底せる大

事業が出来ると忍ふ︒

53

御帥匠さんと呼ばれ︑︐塾長として立ってゐるが︑少しも見柴や外観

をかまはない女史は︑或る時北野の庄屋から贈られた淫庵漬の大樽
苧質隣家の鮎茶の宗匠豊島孫右術門の一家と共に味はひ︑その後の室
樽を︑豊島の妻君と共に︑肩にかついで返しに行った︒此の時の事

を︲女史の直話によって︑跡兄女単校講師大塚久氏が面白く書いてゐ
るから︑こＬに紹介する︒

先生︵花娯女史︸は先づ件の空樽を蝿に結びて︑それに長総へ薙刀︶の柄を通した︒先生

は隣家の巽君と長倦の雨端をかついで出た︒宛とｌ︺て相撲の鯛太鼓の格好ではないかｃ﹁い−

つお相撲が始まるんだい﹂と︑市中の八が怪しみ聞いたか︑どうか︑そこまでは花膜先生

にお尋胆しなかったが．これは全く相撲の呼出奴の役廻りであっだ︒先生は背の低哨太

つれ身髄︑隣家の宗匠の妻君は稀の向いススリとした近所で名高い会美人であつれ︒と花膜一

先生の直話である︒この面白い謝照で︑空樽の前棒後棒をかついで︑巾ノ島から大江橋︑
北野新地を通って︑北野の庄屋の屋敬まで行ったのであった︒

磯際ボシチ緒にも見られぬ岡であったらうと思つだが︑呆然々々︑轍時すでに山田時車とい
い事に其の緒は今残ってたらない︒

＝

〃

ふ先生の知人ぱ︑忽ちその異様な格好を戯壷にものして︑先生に贈られ犬さうだが︑惜し↓

可

り︑皇室に於かせられては︑畢問

下︑蒋軍家茂に御降嫁の事があ

た︑時たまノ︑和宮親子内親王殿

女史の名は次第に高くなって来

を引き擁っだ︒それは慶態二年︑

史は弟子達と涙の別れをして大阪

してゐる跡見一家は︑父重敬の住
む京都に集って暮す事となり︑女

木津︲ｃ大阪と京都と三箇所に分散

春は此の潟め非常に高まった

とは︐前例のない事で︑一門の名

が開白家に師として迎へられたこ

一六の日毎に参邸して教授するこ

斯うして︑女史の名聾は盆々高

とを嘱託されたが︑年若い一女子

ありそして気象のしっかりした御

女史二十七歳の時であった︒

父重敬は姉小路家の役宅に住ん
でゐるので︑そこに同居しては塾

はせることｋなった︒それは孝明
天皇崩御︑明治天皇御即位︑徳川

京都の私塾

附女を求められたが︑その第一候
補者に数へられたのは女史であっ
た︒そして話はよほど進行したの

を開くことは出来ない︒それで束

慶喜の大政奉還︑東京遷都といふ

くなり︑家塾も堂々たる大家を凌
ぐほどに柴えて来たが︑世情の鍵
遷は︑又もや女史をして東京に向

てゐる姉小路公知卿が﹁あたら才

洞院通り二篠上ルに一家を借り

であったが︑女史の父重敬の仕へ

女を幕府大奥の花たらしむるより
は︑まる天下の花たらしめよＬと

やうな︑劃時代的の大事件が後か

すでに大阪時代から名が聞えて

からの御召で東上する事になり︑
女史の父重敬もそれに随伴せねば

て︑こ︑に塾を開き︑母堂や弟愛

ゐたので︑京都では開塾勿々多数

ならなくたったからであったが瞳

の忠告によって︑遂に御附を御鮮

の入門者があった︒素より女の方

閉塾の準備もあったので︑女史が

らｊ︑とつぜき︑姉小路家も宮中

が多いが︑男もあり︑老人もあり︑

四郎も共に住んだ︒

そのうち︑世の中はだんノ〜騒

子供もあった︒特に開白九僚幸経

退申上げた︒

がしくなり︑擢夷開港の雫ひと︑
討幕と公武合篭の紛糾から︑勢力
ある大官の暗殺が頻に行はれ︑跡

十一月であった︒

東京の地を踏んだのは︑剛治三年
りちぎみ

見の主家姉小路公知卿も刺客の手

卿の御簾中なる律君のためには︑
に蕊された︒それ等の不安から︑

− や 越 一

】
[

東京の私塾
大阪︑京都を経て︑花践女史の

家塾は三たび東京に開かれた︒場
所は紳田の三崎町︑姉小路家の邸
宅の一部であった︒

すでに大阪時代に︑和宮殿下御
附の候補者として数へられ︑京都
時代には開白家の師として迎へら
れた跡見花践︲名は︑上は大内山
より下は市井の子女の間にまで鱒
はってゐたので︑まだ看板をあげ

の長きに及んだ︒これは跡見女畢

であるから︑跡見開校以前に︑女

校の開校後にまで績いたといふ事

明治五年十一月には︑又もや宮
中からの御召で︑吹上御苑の塞香

史の教育は先づ大内山に︑根を

なった︒

亭へ伺候し︑昭憲皇太后の御前で

おろしてゐたのだといふべきで

の柴を鱈ひ︑白羽二重や蒔繕御盃

て英照皇太后の御前で︑席上揮毒

明治六年には青山御所に召され

ある︒

竜したが︑特に御言葉によって．

など数々の御下賜品をいたぱい

揮奄を仰付られ︑絡日御相手申上
げて︑花鳥や山水の糟を数多く揮

太公望や張飛の岡なども︑席上で
揮篭し︑種々ありがたい御言葉を

だ︒

跡見箪校の開校

賜はった上︑御陪食まで仰付られ
たのであった︒

春の来て谷の鴬今日よりは雲

殊に上流子女の依托が多かった︒
東京移住の翌四年一月には︑宮
中からの恩命で︑絹地竪物四季花

もなく毎土曜日曜に赤坂御所に参

は︑此の外にも度々あったが︑間

御前揮竜の恩命を拝したこと

一︲跡見畢校﹂といふ看板を掲げた︐

曾のある位置︶に校舎を新築して︑

田仲猿梁町十五番地︵今の日華畢

を綴張して畢校にする事とし︑神

／︑殖えて︑狭い私宅ではもう牧
容しきれなくなった︒そこで規模

花践女史の家塾は塾生がだん

鳥四枚︑横物花鳥十二枚を揮塞

内して︑女官達に漢籍の講義と習

井にちかく名のりそめけむ
の一首は︑此の時女史が即吟して

し︑尚外務省からも絹本蚤帖二十

字の指導をするやうになり︑数年

ない前がら︑入門の申込があり︑

五枚︑三篠公爵家からも襖六枚を

陛下に奉った歌である︒

依頼せられて︑名謹ますノー︑高く
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即日入隼した華族の姫達八十除名
に達した︒この常時︑東京に於け

業肇校長の水島織也氏などもあ

常時塾生中には︑今の紳戸高等商

曾﹂の語は︑八十除歳の後までも

﹁護曾﹂と呼んだ︒そして此の﹁護

時代の一月の始業の慣用語を以て

錘から始めて圃史略︑外史︑十八
史略︑文章軌範︐四書︐五経に及
び．時間も随分多かった︒
女史は此の開校式のことを︑塾

習字︐繕書︑裁縫︑琴曲︑鮎茶︑
挿花の十科目で︑繕董と習字とを
花践女史自ら受持ち︑漢文は三字

堪科は圃語︑漢文︑和歌︑算術︑

軍に畢科技塾の知識を博へてもら

筒︑父兄が子女を托するのは︑

くのであった︒

授といふことは出来ないから︑多
くは姉弟子から妹弟子へと教へ導

るから︑年齢などにも一定の標準

と瀞したものらしい︒

明治八年一月八日の開校式に
は︑上流の紳士淑女が雲集して︑

て︐列席者に微笑せしめた︑﹁そや

では一ｉ今日の駿禽ノ︑﹂と繰返し

歳の子女まであり︑従って一香教

なく︑十八九歳から︑幼きは四五

営地の跡見事綾は︑皐校とはい
ひながら︑父兄が皆花践女史その
人を信頼して子女を托したのであ

る女畢校は︑今の女子高等師範の

訂正せずに︑毎年一月の始業式上

り︑女ばかりではなかったので︑
女皐校とはいはずに軍に跡見畢校

前身である竹橋女畢校が一校あっ
たぜけで︑東京以外では︑横潅の

うといふのでなく︑人間として叉
は女として仕込んでもらふ目的で

フェリス女畢校と．京都の府立第
一高女の前身なる京都女畢校があ

て︑朝夕女史に親炎せしめるやう

にした︒寄宿舎とは表面の言葉で︑

あるがら︑大部分は寄宿に入れ

ふ上方言葉を︑終生改めずに押し

常時は﹁お塾﹂と呼んだが︑大正

さかい﹂﹁そうだすよって﹂などい

賦見畢校は︑周園に蓄蔽の生垣

通した所などにも︑女史の謹さの

ったぜけである︒

を綾らしてゐたので︑花時は随分

の今日でも跡見女畢校では耐寄宿

嘆女史の事を最近まで﹁老師匠さ

舎と呼ばずに﹁お塾﹂と呼び︑花

一面がうか唖はれて頼もしい︒

お塾生活の特色

きれいであった︒それで誰いふと
なく︑バラ皐校といふ異名がつい
た︒
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．

ん﹂と呼んでゐた．女畢生と袴とは今や附物の如く

お塾は大鰐年齢順に分けて︑一なってゐるが︑之が最初は跡児女
室に幾人づｋかを牧容し︑室毎に畢校で︑全く女史の考案になった
年長者を室母として︑紬の生徒のものである︒思ふに女史は︑盤育
世話をさせたが︑或る室の如き方面から女生徒の着袴を思ひ付い
は︐現校長の李子女史がまだ七八たのではなく︑宮中女官の緋の袴
歳の可愛らしい稚子雷で︑然もその古風にして曲雅なのからヒント
れが室母であり︑同室の三篠西演を得︑その預ってゐる生徒が悉く
子さんといふのは僅に四歳位で︑上流の子女ばかりなので︑その服
宛然今の幼稚園そのまｋであった装を女官風の上品なものにしよう

といふ︒との考へから︑髪は稚子雷にして

稚子髭に紫色の袴

現校舎への移韓

ゞ今の閑院宮妃智恵子殿下を始め袴を着けさせることにしたのでは
奉り︑毛利公夫人富子︐堀田伯寡あるまいか︒袴の色は皇后陛下
夫人伴子剛藤堂子爵母堂俊子︑三︵昭憲皇太后︶の御内読を蒙ったと
宅花圃夫人︑志賀重昂夫人︑島田やらで︑紫ときめた︒紫の袴は︑
三郎寡夫人︑木内重四郎寡夫人︑．爾来跡見畢校のシンボルとして︑
一篠公爵夫人辰子など︑常時のお今でも誇られてゐるが︑稚子繕の
塾生活を資験された先輩である︒方はとっくに跡方もなくなった︒

﹃Ｊ
ＦＬ

入畢生は年々多くなり︑且上流

の子女が多いので︑宛然私立女子

畢習院の観があった︒そこで慶澗

となり︑明治二十年︑今の小石川

な地に移轄して校舎を磯張する事

Ｌっだが︑営時は此のあたり一面

柳町の地を買取って新築に取りが

の田畑で︑いはゆる氷川剛圃とよ

ばれ︑夏は蛙が鳴き蟹が飛び交ふ

郊外だったのである︲

新校舎の落成式は明治二十一年

一月八日の紀念日に行はれたが︑

常日は小松宮彰仁親王同妃︑北白
川能久親王同妃︑伏見宮貞愛親王
瞬妃︑及秋篤宮といふ七殿下を始

め奉り︑内大臣三篠賞美公夫妻慰

宮内大臣士方伯夫妻︑宮中顧問官

佐々木高行侯夫妻式蔀官鍋島直大

侯夫妻といふやうな︑最上階級の

人達及び京漬の紳士淑女一千除名

−−5丁一

の主旨を述べ︑生梓網代として三

らず︑激十年を女史の坐右に侍し
て薫陶を受けられたので︑其の衣

生として成績抜群であったのみな

女史の養女となり︑第一回の卒業

子女史は伯爵寓里小路迩房郷の女
で︑まだ東西も分かい頃から花践

んを見ること母の如く︑美しい人

跡見女畢校の特色の一つである︒

ず︑食事は若い時から二食主義を

篠智恵子姫即ち今の閑院宮妃殿下

鉢をつぐに二人とない適任者であ
ることは︑衆目の共に見る所であ

まで動こノぢ

が祇僻を朗讃せられ︑三篠内大臣
や中村敬字博士などの戒詞や演識
もあった︒これ程高位の人や天下

った︒一たび職を李子女史に譲っ

が列席し︑其の前で花嬢女史改築

の名流を集めた畢校の落成式は明
治年代に類例がないのみか︑今後

校舎や寄宿舎は年々増築せられ

悠々として風月を友とし︑典到れ

の風鍵６の︑いかにも明るい︑和洋

う︑跡見家を訪ふた人は︑誰でも其

情を護揮せられてゐるのは︑一面
老女史の徳を裏書するものであら

古言卒業生の人々が︑猪師匠さ

師弟の情誼のこまやかな事は︑

師弟の情誼

資行して︑最後まで愛らなんだ︒

それ以来生徒数は更に増加し︑

に於ても恐らくは再びあるまい︒

た老迩史は絶封の信用を置いて細
大を間はずすべて一任し回自分は

てｓ今や三千に除ろ卒業生が全国

老師の毒毒を祇する意味で寄贈し

折衷の雁接間に気持よく感ずるで

たものである︑老女史は生涯を燭
身で通したが︑内には李子女史あ

ば筆を執って︑臨池に丹青に楽し

八十七の高齢を保った女史の健

り︑外には三千の卒業生があって︑

あらうが︑あれは前年卒業生達が

康法は︑心を平和に保つことＬ︑
過食を慎しむこと︑であった︒女

世間のいかなる母よりも孝養を誌

みを寄せてゐた︒

史は﹁天命を薬んで亦何をか求め

され︑意義深い一生を透った︒

に散在し︑八百の在校生と五十年
の歴史とは︑我が女子教育界に燦

んや﹂といふ境涯に身を置き︑不

然たる光を放って居る︒

女史は大正八年︑稜長の職を現

李不足といふことを決して訴へ

女史と現校長李子女史

校長李子女史に譲り︑自分は名蕃
校長として老を養ひ荻っだが︑李
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文
石

文荘選

︑︑○つ︑︑○︑︑○○︑砂︑○○○○○○○

五十鈴川続境嶋︒自然加薬謹祁京・洗心何況宣皇化︒
○○○○○○○
混々原泉蔦古清︒

同忍堂樋口作治︵北海道︶
︑︑︑︑︑︑℃︑︑９℃１国℃

林下流清仰聖明︒江遥浪静碩昇李・山川美是鍾吾画︒
億兆之民有至誠︒

同梅軒菱木正道︵千葉︶
︑︑︑︑︑︑︑＆＆︑︑︑︑︑︑︑︑やも︑︑

雨曝連山草木柴︒源泉痕々就低行・川流不誰如皇統︒
︑勺︑︑︑︑︑
碧水清同聖世情︒

同泊堂渡遥徳太郎︵千葉︶

︑３℃℃︑や℃
撮政聖明加画光︒群風瑞雨復新陽・水清波穏昇李象︒
︑︑︑︑℃も℃
遥拝東宮捧毒鴎︒

功︑︑︑︑︑︑

同大塚規一︵千葉︶

崇洞慌庭別成震︒菱欝祁杉窪此間・瑞気先通清浄域︒
︑︑︑９ｂ︑℃
雲川瀬石自据漏︒

︑︑︑︑︑︑︑

同松漢木内循市郎︵千葉︶

︑︑ｂも︑︑︑宮

習々泰風散瑞姻︒蕊民鼓腹薬尭天・帝都河水清如鏡︒

流淫洋々輿海運︒

同明獄有馬祁政︵東京︶

︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑℃︑○○○○○○○

祁州天地入新正・日照春宮瑞講生︒一系銀演流不蓋︒
○○○○○○○
蔑千河水古今情︒

同蕊松小池三男吉︵新潟︶

︑︑︑︑︑︑︑
湛碧溶々興岸卒︒波光浮庭瑞姻生︒仰看帝徳淵源達︒
︑︑︑０︑︑︑
歴歳三千河水清︒

同泰山牧野惣吉︵岸和田︶
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苑
川

恭賦河水清華洲渡遥武助︵茨城︶

園

｡

耳︑︑℃︑℃︑
溶々流水満河清・侭合群流入大源・恩蕊無窮兆民喜︒
︑︑︑︑ｂも︑
千年群瑞自然生︒
ざ

同松南山口直胤︵京都︶

９Ｔ可︑▽︑

︑︑︑︑℃℃︑
流清一道五蕊川・旭Ｈ光明祁廟前Ｐ昨有皇孫初降誕︒・

新正呈瑞更涛然

伺天野佐一郎︵八王子︶
︑︑︑︑℃ｂ℃︑︑︑︑︑︑︑○○○００００

重雲千山瑞気篭・清流不断遠朝東・溶溶一碧珠川水︒
Ｏ○００Ｏ○Ｃ
注到皇家御苑中︒

︑︑︑︑︑︑︑勺ｐもｂ︑︑︑００００○○○

呈瑞雲霞接海浮・玲瀧八架獄蓮州︒榊山湧出蕊川水︒
○○○○○０Ｏ

一脈天演菖古流︒

固不可軒軽︒得膳制篭︒工子年拾這記云・河千

︹評︺雄大気象︒敬服々々・

新年漫吟金石河野金蒲︵東京︶

︑︑︑洞︑︑︑︑︑︑︑ｂも︑︑︑︑︑︑︑︑

鳴禽報霧喋婚前・瓶裏梅開花自妖・富屋貧家春一様︒
︑︑︑︑︑︑︑
東風入座好新年︒

︹評︺三四句音心倶清新︒

丙寅元旦口競華洲渡透武助︵茨城︶

商︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑恥︑︑︑︑

○○００００○・

百歳綴除廿五年・康蕊守道楽吹然・誰知無塊無憂境︒

仁在其中毒亦全︒

︹評︺老兄齢及七十五・不一雷鰐躯之健︒詩筆亦健︒

篇斯道可賀也︒

歳旦詠虎同人

︑︑一也︑︑℃︑︑︑︑︑℃︑℃○○○○０００

輪風威怒衆皆驚・偉突聖錘留美名・王化日新年叉改︒
○○００○○Ｏ
大人虎愛仰文明︒

︹評︺字々有典︒句法峻厳︒首尾興丙寅歳相開︒

決非徒作也︒

●

丙寅新年作雲湖禰山隈三︵埼玉︶

村北村南莫不春・東風一様物華新・今吾至此冥多幸︒

︑︑︑功℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

F

︹評︺賦震題諸家之作︒荘重典雅︒同工而異曲︒

年而一清而聖人生︒此語輿震題似合符節︒亦可
賀也︒

丙寅歳旦雪嶺増山正治︵東京︶

︑︑や︑︑℃︑▽︑︑︑︑︑︑℃℃︑Ｕ︑︑︑

︑︑︑︑︑℃︑
叉遇昇李京洛春・非才猶屈去年人・詩推李杜甘違俗︒

道訴魯郡蒋究冥︒縁麗半天千歳秀・鴬遷喬木一難新︒

︑︑︑︑︑︑︑○○○ＯＯ００

厘々何必嘆遅暮︒志業所期唯是仁︒

− ⑰ 0 −

一

︹評︺多幸此作主脳︒

︑︑︑℃︑︑︑
亦是尭天鼓腹民︒

同同人
︑︑︑刃︑︑︑

大正正迎三五春︒東山霧霧捧紅輸︒梅浮微笑歳華一麓︒

柳軍群煙風色新︒仙鶴舞空畔瑞気・蕊貌勝水喜佳辰︒

︑︑︑︑︑︑▽︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
億哉聖代君王津・溢及恩波八道民︒

︹評︺春色皆入吾兄好詩巻︒亦聖代之除津︒

︐丙寅歳首述懐梅軒菱木正道︵千葉︶
︑︑︑︑︑やもｖ︑︑︑︑︑︑

六閲干支幸健全・童顔白髪亦奇縁・長生魯殿猶欽仰︒
︑︑︑０︑︑？︑

潟浴皇恩迩瑞年︒
︹評︺三四用故事︒

泌弘道含事務所新築落成同人

︑︑︑︑．︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑勺︑刃︑や︑︑

震災言之後巳三年・我善坊街計暇侭︒新築落成鰯復奮︒
︑︑︑１︑ｂ︑
曾員脅覗艶陽天︒

︹評︺紳田総東京市中央︒交通之便可想︒今見其
新築︒篤斯道可慶賀他︒

丙寅新年桑陰倉持園之助︵東京︶
︑℃︑︑︑︑︑

五十迎春加入年︒清貧守道思悠然・体言老境無歓楽Ｐ

︑︑︑︑︑︑︑
五子五孫皆誰全︒
︹評︺・人生至梁︒君皆得之︒貧固不足篇意也︒

丙寅元旦即事禿堂青柳千蔑吉︵群馬︶

︑︑︑℃︑︑形
竿百一加迎吉正・老来猶有喜春情︒傾杯一浴涯欄角︒

︑︑︑︑︑︑︑
興
到陶然碩太卒︒緑

︹評︺何等豪気︒不似竿白加一人︒

丙寅元旦石城村上謙︵千葉︶

・旭日昇来歳更新︒一杯淑酒賀元辰︒老除堪喜猶頑健︒

皇津洋々及逸民︒

︹評︺僕亦逸民︒故讃高作︒不堪同感︒

︑︑︾．１︑︑℃吟

寒夜柳汀小倉聖一郎︵埼玉︶

小窓獣坐静如繊︒霜須俄増難就眠︒燈影漸微育欲竿︒
℃︑︑︑℃︑︑
生憎哀雁度寒天︒

︹評︺三首自寓懐郷意︒

次若槻内相華甲自賀之作奉賀

八十二翁立見四郎︵水戸︶

○○○○○○○号心も弓︑︑︑︑︑︑℃℃︑

○○○○○○○
欽仰明公長者風︒何嫌世上壷魚遥・常尊圃鎧全忠節︒

曾重民権作和衷︒官界詩人王介甫・議場雄蒋奈波翁
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論鉾如釧尤精鋭︒朝野誠心気吐虹︒

︹評︺詞鋒亦精鋭︒不似八十二翁作︒内相得此賀
頚︒其喜如何也︒

初春訪友春漢川田博︵茨城︶

函︑︑︑︑︑℃
江村雨露草連天・好訪吟朋共雅遥︒愛是人生閑日月︒
︑︑１１︑︑︑
一庭春色入詩篇︒

︹評︺句々清麗可諦︒

述懐双葉泉田翼雄︵禰島︶
も℃︑︑︑︑

四十年間執教鞭︒無才無畢叉無銭・阿談獄笑非吾志︒
︑℃︑︑Ｄ＆︑
濁錫忠誠楽自然︒

︹評︺濁鵡忠誠四字︒可以想見其人品高︒

歳晩偶成大蓮成田昌卒

︑ｂ℃︑℃︑︑
請疎家計守吾分・無復塵粉累念頭・兇喜迎春妻整脈︒
︑︑Ｕ℃ｂ︑︑
主人閑座作吟勝︒

一評︺僕亦興作者同境遇︒威慨特切︒

先考春樵翁逝而五十年実︒錘摸
糞遺墨︒作硯厘頒之知己諸賢︒

柳以代追薦︒添以蕪詩云

淡海河躍豊吉︵滋賀︶

︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑や℃Ｄ︑℃︑︑℃︑℃℃

一夢空過五十年︒

鈴暇有時耕硯田・先人遣燭向依然・健吾無業酬恩徳．
︑︑ｂ︑℃︑℃

秘︒

︹評︺有此善畢︒有此佳作︒春樵翁亦営喜於泉下

賀町田波山先生古稀毒

文荘石川鍵六

今鼓乙丑十二月二十日︒東京盲人拳校教職員生徒

相謀︒篤校長波山町砺則文先生︒賀其古稀毒︒余

亦列席末︒次其近作駒以呈︒
維忠維孝重君親︒奉職盲髪己幾春・老健楢能守師道︒一

態勤教導失明人︒唾

・門生愛敬若慈親︒教授孜々十六春・共獄雲嬉何所頒︒一

盲髪泰斗有斯人︒

請然師友一堂親・傾議杯中竹葉春︒慶賀古稀香献毒︒

温々酎醇仰恭人︒

七十静年輿道親︒満腔子是自生春・有時談及訓育事︒

渡遥華洲日︒町田君︒余亦有奮交︒今奉職盲俊有

快瀞懸河驚倒人︒

功績︒︑而高齢及古稀︒可謂有徳有毒︒昭代之瑞実︒

今讃尊作︒記以表賀意︒

6

『一一一一

世の人の心にごるも五十鈴川水の溝きは寓代にして

安雄
河水清千葉小安小雄
一一
不二之舎直正選

一劉一

榊代より情ぎ流の五十鈴川ちよ寓代も燭らさらまし

司群馬梅津喜九平
・同山梨．望月貢

壷等
河水溝北海道樋口作治

○態本矢野紅

千代八千代ながれたえせぬ河水の済きは閏のほまれなりけり

︵評︶﹁清し﹂といはずして清い心を饗かせたところがい§

おりたちて高根の雪のかけながらむすはまほしき不二の川水

同同田中香南

木枯千葉西原兵部

冬のひるめてたき日にぞ大雪のとしのみのりをしめすなるら

り

みそぎして拝みをれば奴奈川の清き流れに初日か噂やく

とこしへに水のもきよし五十鈴川惟卿なる御代にならひて

同新潟榊道造

同千葉青・柳巌雄

頁清水の流る︑色に千代こめて日にあたらしく見ゅるなりけ

五十鈴川清き流れは卿の代の影をしめたるしるしなりけり

同大阪牧野惣・吉

河水清旭川武田義清

妻や子を里にあつけて寺入をする人あはれこからしの風

水仙の花咲きそめて父かみ墓日毎に吹かんこからしの風

ん

︑試等
山の生活所津小春松風

母上のつＬみくれたる鱗営の新聞見つ増書蝕とるなり
︵評︶愛と平和との光が満ちて居る

佳作
○
茨城安藤敬止

から園の蹴るＬ見ても恩ふかな我が大君の深きめぐみを
遠方に越の山々ほの見えて雪頁白なり一初冬のたび

冬．旅千葉麻績隼人
河水清大阪一樋儀一

あたらしき年の始めを祝ふかな耐と御代との御蔭仰きて

雲露雪や譲れにうるほひて清く流るＬ谷川の水

○大阪一樋正幸
○千葉渡遥秀明

無花果も柘摺もすぎてこの庭に糖ばかり色つきにけり

、
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弘道禽館落成東京山岡源子
敷島の大和心をきたふくきやかたたちぬときぐぞ嬉しき

○福島湯田久誇

人の道すたれ行くかな日に月にひとの肉はむ鬼のいてきて

河水清千葉渡遥十九

︑︑今日ザ

雨︺北︽

朝に思ひ夕に墨ぴて勤めなば難き業とてならざらめやは

あら玉の年の始により集ひ君か八千代を帆ふたのしき

厳かに立てる筑波と契一つらん八千代隼ぞ経とも清める大利根

新年岡山祁田良一

○選者

部

河水清埼玉田口晋

葉 城 玉 島 玉 京

水清く波しづかなり荒川は秩父嶺うつし雲のゆくみゆ

同千同宮同埼同幅同埼同東

○千葉高田正夫

編輯

華 五

冬の日は早影長し今一駄山に残れば念け我馬

舟 東 峰 房 子 郎

◇書初

老いて尚壮なる師や筆一初め

同笹同旭同星同桃同演同清

○東京服部清五郎

軒朽ちてかけあらはなるみやしるに翁は一人ぬかづき居るも

○埼玉小倉柳汀

寺の萱静けさを書く試筆哉

F

雪の夜に親子五人はもるともに火鉢かこみてありし日かたる

書一初の紙にさしこむ旭かな

書初や入来し庭の八シ手見る

沫浴みして勅題に因む試筆かな

̲ 6 4

合

伊勢参拝千葉池谷勝太郎

・河水清下総野卒香峰

五十鈴川きょきながれにすむ魚の心さながら人にみるかな

朝の日に障子開けたる吉書かな

吉書終へて日射す朝鮒の小家かな

書初や子等がすりたる墨淡し

書初や築山の雪に朝日さす

隠居家の一間に孫の吉書かな

鍬をとる腕の太さよ筆始め

害初の虎の繕かきし一日かな

○埼玉中野演子

連れる岡の繁みをうつすなり清き流れの利根の川水

を

皇孫御降誕東京倉持園之

どつと笑ふ馨綾いては止みにけりカルタ遊びにわれ病める日

ひぞ

あなうれしけふのよき日は大君のみ子のひめきみあれましＬ
む

書初や御製一首に墨香る
君が代を毒く一首試筆かな
書一初や一家の者にかこまれて

手筋よき子を褒むる師や筆始み
墨の香に一間明るし筆始め
書初や墨痕淋離正気の賦
筆初め老いたる父の上手かな
吉書了へて褒美貰ひし子供かな
書初や顔赤き子の健かさ
吉書了へて立てば鐘鳴る正午かな
書初や見くらべに来る隣家の児

同同埼同山同東同幅

玉 口 京 島

同同千同埼同十同東同山
葉 玉 勝 京 口
星同涜同松同白同桃

季同香同柳同瓦同白同松

松とれし町の庚さを暮れにけり十勝瓦全

松とれて荷馬つきけり店の軒同同

松納柱の釘の痕惜む同罪同

松納嬰迎へたる小家かな千葉季水
晴れきりし離宮の村や松納同同

松とれて玄開にさす旭かな↓東京情五郎

松飾とれて巷の夕かな同同一︑︲

松納めて今朝裏畑の変を蹄む．千葉・香峰

千葉笹舟

松納めて石の門立つ高さかな同同
松納め了へて本讃む矩耀かな埼玉柳汀

松とれし門前に鶏集ひけり

××××

題

浬紫曾
木の芽
菜の花

四月十日限

三月十日限

二月十日限

︵勅題︶底見ゆる冬の小川や魚一つ埼玉塞香

◇課

圃雪解
圃雛祭
園春暁

､
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風

峰 汀 全 鴬
水

峰 子 風 鴬 房

◇松納
注連とりて洞のうらに納めけり
松かざりとれて客なき離亭かな
松とれて静かとなりし山家かな
松とれし朝を尚来る確者かな
松とれて荷車多き門遥かな
松とりて門前の夢踏みにけり
松とりて門までの雪掃きにけり
松とりてひっそり萱の月を見し
松とれて人出少き街路かな

】
[

華

一ｑ

季題の菜︵九︶

旭東子

磨︑雪兎︐雪丸け︑雪戦︑雪喋︑雪折︑積雪︑雪見︑

雪︵冬季︑天文︶
初雪︑粉雪︑雪雲︑雪催ひ︑雪空︑吹雪︑雪悌︑雪達

雪の蕊︑

○○

○Ｏ

大気中の水蒸気が零度以下に冷えたため固って雪になるの
である︒すべて六面に結晶してゐるところから︑六の花の穂
ある︒雪折は雪の篇に樹木の折れるのをいひ︑吹雪は雪に風
○００
○○
交りて吹きつけるをいひ︐雪空は雪の降る雪をいふ︑雪丸け

○○○００○○

は雪韓がしともいふ︒雪悌︑雪達磨︑雪兎等は皆雪中の戯に

○００Ｏ

足袋晩いて橡に上りぬ雪盛ん花酔

火鉢︵冬季︑人事︶

火桶︑手腫筋手培や

火鉢の説明は要らない︑火桶はＴ火鉢のことであるや昔は

など置き︑或は彩色した緒を書きなどしたものを火桶といっ

桐の木を割りで中に銅叉は員鎌を張り︑木地のまＬ︑或は箔

たのである︑枕草紙に︑﹁人の家につきノーしきものは︑竹鴬

今一つ話忘れて火鉢かな順水

ゑがきたる火桶云々﹂とあるがその一例であらう︒

牡丹見せて障子しめたる火桶かな水巴

火鉢抱いてまはりの物の填見る梅史

我が机逢火桶左と極まれり左衛門
玄闘に火なき火鉢の大いなる虚子

火桶抱いて居れは下かるや夜の蜘肪昌

桐火桶我髪撫てし母感し葵亭

×

作るもの︑雪戦︑雪喋等は雲中の遊戯である︒いづれも詳く

×

虚子

×

雪空や師走の市の灯の光り

×

説明する迄もない︒

×
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■

窓近く雪折の昔を聞く夜かな同
鐘撞きに出るたび雪の深さかな水巴
館出でＬ吹雪に消えし奴かな同
雪折れや亡き師の庵り守り住む南浪
暮る陛日に雪吹き下ろす大樹かな木三

×

句俳

一

記事
︲口日遁弘道曾暇曾館
新築披露〃︑新年倉
一月十七日曾館簿成碓蛎及新年曾を催す︒

朝来天候快明旭Ⅱ輝を衣り︒正午過ぎより曾
員等陸綬として参集す︑午後二時捌曾︑曾場

の他に漢書控講師たる高瀬武次郎氏あり︑高

を本曾員中よ町本年岡講師の光楽を荷へるも

慣せり︒涜田閲松氏一般曾員を代表し本曾の

とすれば三輪田氏の言は中心を撲り︑精赫の

隆盛恥所り︑おくれ馳せに参じれる加藤珊堂

忘れ去らろるを慨ぜろもの︑共に深く味ふに

謹話を脇くぁ得ざりき︒谷山主事報告後︑服

瀬博士は仰誰書後直ちに蹄洛せるを以て︑亦

部細務病餓の身彫起し悪勉に曾員の協同扶翼

化も亦雀だし︑本含の如きも亦ここに深く留

は設立後年を錘ろこと久しければ形式化し固

必要を説き畢院の擁護を求む︒評議員松井茂

意すべく︑常に新陳代謝を行ぴ︑溌荊たる精

氏は協養曾貝を代表して説話を試む凡そ曾

氏は特に掌院講師代表として．皐院が外に向

高島平三郎氏は評議員を代表し︑極平易なる

気あ以て世の概導に任ずべきことを切言す︒

あらむことを切願し︑吉田畢監亦就鴬教化の

っては次蛎に杜曾的に基礎を持し︑内に於て

とを欣ぴ益々その凌展を望む︒評議員兼畢院

商議員三輪田元通氏も商議員代表として一場

得ざるの故韮以て辿りて道徳韮拾つる徒輩の

表し祁辞杢述今へ梁翁公の今様を歌ふ︒谷山主

る義﹀を説くｂ松平穏吉氏は有志青年部を代

と説き︒支曾代表衣ろ豊岡支曾長繁田武平氏

事は顧問松平伯病を以て来曾せられざる事及

五六の歌を歌ふ︑美一音佳句話するに足る︒此

として鴨維江節韮以て自作歴劃整理の歌︑塗
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は︑倣量共に入畢者が一段の進歩を来せるこ

間なり︒谷山主事附曾を虹するや︑徳川倉長

の感話をなし︑屋の大必すしも嘉す季へきに非

︵ハガキにて父妊の案否を聞き教養を行ひ得

多き起概し新波戸稽造氏の所謂一銭五厘道徳

は畢院教室九以てこれに樹つ︑隣さ三間に四

起ちて︑暇曾館成立に到る迄の経過を述・へ顧

ず︑住むに適する者なくぱ何かはぜむ︑屋小

徒らに稀世の聖壁を仰ぎこれに肯ろを

問松平伯の厚志によりてここ唯新築落成韮見

なりとて悲しむ勿れ︑小屋に多敬の興人を盛

瀞を以て猫徳の褒行を卑近ならしむ季へきを主

れるた告げ︑併せて曾員畢生等一同と共にこ

りてこそ精須ほとばしり人を動かし世を導く

張し

の新春に総り益々本曾の曾勢を張り以計︑邦家

は又曾勢の伸長は時代の趨勢態洞察しこれに

来曾者諾君に冗敷鮮言ありし旨通知ありたる

菰曾に封し寄典を厚くせむことを望み︑懇々

順膳する走要す現代の時勢ば事業をなすにあ

説示す︒曾集又深く謝する所ありき︑谷山主
事は中降精一郎氏に代りて工事の経迩避報告

たり必ず世人の﹁周知﹂を度外す．へからず本

ことを述ぷ︒卿谷初之助氏往畔斑追捜し曾祁

す︵後記︶

要し又活動の資金潤津ならしむことを切望

西村先生を讃仰し︑溌後に花井生吉氏は余↓典

す︒繁田氏の見ば迩義にして形に脇するもの

曾の韓展に於ても亦迩堂なる本曾館の設立を

協賛曾員開根正直氏の謹話ある筈なりしも無

次いで今年宮中御講書初めの講師たる本曾

操差支のため映席されたろは遺憾なりき︒な

可

西村一彰

耐谷楽之助

林三郎

集も共哩起ってこれに和し吾日本弘溢曾の寓

陛下皇后陛下及砿政宮殿下の寓歳雄唱へ︑曾
中島新太郎

時四時を過ぐ︒含解起ちて参集か謝し天皇

歳の聾も亦堂を動かし四識を擁がせここに全
中村芳三郎

十三名﹀

千村曇次郎

青柳隈雄
峰間信吉

刺谷初之助

加納盛辿

蒲山泰治即

小松新一郎

許可を出願し︑倣次め交渉を重れ十一月二十

請負はしめたり︑一方復興局に向って暇建築

降建築事務所員田原好達氏泌督し︑石井組に

ことに決し︑中鋒氏亦快くこれを諾し斡根中

工事は前例に量り中峰精一郎氏に一任する

鳥谷書記

二十五日竣工す︑その間月齢にして焼土に和

内諾か得て同月十五日工事に着手Ｌ︑十二月

曹長室雁接圭は一間牛に二閲︑この外に小使

事務室は二間牛に四間︑教室は三間に四間︑

坪三十六坪二合五勺・間口四間奥行六間牛︑

洋折衷清楚たる曾館の姿を見る恥得たり︒建

新島書記郡

一日その指令を受く︑これより先登復興局の

鈴木寛時

南勝太郎
小島八部
瀧口襲朋
橋本主事
持田書記

震災直捷営時故徳川副曾握の好意によりそ

口暇曾館工事報告

小栗編戦係

崎山元楠
谷山孟事
白石書記

く和燕寵々裡閉含す︒営日倉するもの左記七
徳川曾長

服部宇之吉中峰精一郎満烏卒三郎

松弁茂画府種徳三輪胸元滋
繁馴武卒吉田静致吉田熊次
本多康虎恭山作樹宗像逸郎
小野秀雄山岡源ナ難波義雄

て進まず到底直ちに換地決定を見得ざるを知

られざると悪き︑︐他面土地腫訓整理遅々とし

をうながし︑弱ら時時指揮してその完成に努

室等あり︑顧問松平伯は常に工事につき注意

築せしむろの得擁なろを知れり︑顧問松平伯

ず一意曾餓設立に力を致されしこと︑石井組

の所有にかかる南葵文庫に事務所及皐院を移

杵淵誰房加藤恥堂能勢頁結
尾原亮太郎田中久草間豊吉
津田五郎四谷畑舗松平稽吉
烏偶王小林寛治大津量三郎

乃ち建築没及設伽変金三千回を寄附せんとり

がもと三千余回の見積なりしに係らず一部の

靖子懐永長谷・夏作

足羽中次郎村田淵一郎早川政辰

好意を寄ベーらる︑理事倉及評議員倉に於て快

武田慧宏

森田資伏見測之肋太田安茂
小林這彦特谷定治風営朔期
演田閏松花井生吉高梨惣助

くこれか容弓

務所及畢院乃他に移すべきに鴬り︑侯瞬家に

於ても長く現肱をつ増け難き事情起るやも計

り︑具こに事務所及畢院を奮所在地に復蹄新

犬ざる所なり︑又小峰精一郎氏が報酬を思は

畢院開係者一同深厚の謝意韮捧ぐば言ふを侯・

此の工事につをては顧問松千伯に封し曾員

︑リＣ

に新設謹路卜接斗豊ざるを降件としたる末めな

の小なるは一は饗川の勘きにもよれと名︑他

め︑周園の樹木さへ特に寄せられたり︑曾館

倉舞画之助石鯉勘一郎長谷川一治

陣せしが︑偶々副含量の蕊去に遭ひ︑早晩事

性藤孫六小谷茂賀江平林作．
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今工場圭亦利乃捨てて設備砧恥請頁ぴ︑松平

修正をなして二千八百回に請頁へること︑河

紹介す︒加藤叩堂誹師仕粂の平内の仁王禰を．

者は感想恥叙令へ︑或者げ自己の現在の事業を

各自宮己紹介をなし︑或者け澗僻を逆へ︑或

後茶菓蕗喫して共に談ずその間卒業生在皐生

さを鋤告す︑撚井茂誰蝿も起って︑虎年に因

瀧畢生と青年部とを合併して大に奮闘せんこ

く諸生を誠む︑青年部幹事津田五郎氏卒業生

之助氏が力を借したる等仙れも誠意を以て事

闘斑凱後桑門に蹄し禰師となる︑一日平内に

物語る︒粂の平内︑友に鈴木氏あり︑鈴木氏

を開き偉丈夫か衆出せしめたり︑しかも松蔭

く一念自己の大理想に錆逃し遂に邦家の進運

に礁斗の如く紛々衣ろ世評に耳をかすことな

み虎次郎吉田松薩の例話をなし松嬬先生が常

戸・

し企長も亦雑費として蓋百間寄附さる田巾吉

顧問吋更に設備費として五百間寄附追加をな

を行ひ︑屋小なりと雌も皆是好意の現れなり

避ふ︑平内辻斬の妙味をたたふ︒禰師共に辻

先生の熟たるや晒屋足を容るるにすぎず屋の

斬私行ばんことを勘む相携へて品川八少山の

大小論するに及ばず︑此の校舎の大ならざる

を捧げて止まざるなり︒

暗迩に到る︺行人十数︑瀧師常に平内肱斬ら

々松薩先生の詩を吟ず︑吟ず乃者︐吟ぜらる

却りて興人を出すなきやと︑亦激剛止生ず期

徳川倉長松井茂吉田熊次

終る︑参曾惹四十七名左の如し︑

仕曾衆起立裡に秦ぜられここに全く懇話曾を

半なり︒卒業生田中永之助氏の安来節君が代

だ脈々衣ろ誠意あるのみ︑時光ぼ移りて八時

る詩共にこれ誠意︑蕊くもの亦誠意︑淵堂た

んとすろを遮り︑彼の者弱く慨なかろ筆へし

罪なき者を大死たらしめしに非ずやと︑大に

る者ぞ汰犬死をおそるとは︑汝すでに欺多の

ろ︽へしを︑燕師大喝平内を抽へ︑此儒夫何す

れと︑平内固僻して進まず吾辿りて大死と左

る乃恩はしむろ者来る︒禰師平内に彼れを切

と０最後に偉丈夫の見るからに刺逆の達人た

深く松平顧問徳川曾長初め開係者一同に盛謝

口吐曾教化皐院侭校舎新築
落成披露及懇話曾
客月十七日午後六昨標記の曾を教室に於て

催す畢生卒業生を主とせし乃以て清鮮の須溢
ろＪ徳川翠院長校舎新築に至ろ迄の経過を繰

誠め噸す︒平内衷心職悔し即座に深く悌迩に

述し顧問松平伯に深き謝意を述儀へ︑皐院の隆

奄諭すｃ谷山幹郵は工奪の報告をなし︒吉田

本多康虎春山作樹小野秀雄
山岡源子武田蕪宏杵洲義房

是なり︑この物語は面ちに以て証曾畢業証曾

金津啓助吉屋政一岡村行側

常に贈ましむ︑今の涜草槻一昔の粂の平内の像

蹄し︑在悩中自己の戒像悲刻し︲行人をして

盛唯々卒業生在校生等の和衷協力を要する旨
蕊監︑校舎の落成につき感話をなし︑同博士
か人材の輩出を見るに︑至りしばこれ校舎の

教育に従事すろもの暁にし得︑単に手にあふ

坂留五郎藤津普七︐田小永︾助

出身校山形中畢は営畔校舎噸粗悪桃院なりし
完備如何が教育の主動力にあらゃ誠意誠心共

の如く至難に向って緊弾一番すべきのみと深

如きもののみに手を染むる事なく︑かの騨師

加藤・峨堂帯屋定治・大津長三郎
深田五郎

動す︒春山理事も亦起って努む・へきを説く︒

同する所に興隆の閃あるべしと︑大に刺戟策
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古館要森芳丸北村賛不
二一輪まさの一篠秀資竹内鍛三
河原元治郎松本悪海軽部平太郎

窪田正隆高橋鹿治蕗藤英
浅輪孝石黒シナ片岡ばな
内村政光村上幸市最林寺秀忍
本多一平武田久男

谷山主事橋本主事島谷書記
白石書記持田書記新島書記弧

本元治

東京牛込睡早稽田鶴巻町一員

印刷所文陽魅

輯兼溌行人
兼編印
刷人橋

東京市外高田町雑司ケ谷三天

謎唾廿姻︾一一調肘垂叩郷舜壷諏廿五銭

料一寺度告料︿前金ノョト

騰一守牛頁令十五剛▼一頁廿五胞
告◇

ＩｉＩＩ

らず︑言々皆本曾の馬めに吐けるもの︑含員

諸君に放送し得ざりし恥憾む︑十時散曾︒

◆歳末慰勢曾

徳川曾長は十二月十三日本曾理事︑評議員

五十齢名を華族曾館に招待し・慰努の宴を催

協賛命員︑証含教化畢院誰師︑青年部幹事等

さる曾するもの松卒顧問︑吉田畢監田中博士

談に時を移し十時散曾︑︵別項所懐蛾則参照︶

遠藤博士等凡そ五十除名︑宴後別席に於て緩

東京榊田塵西小川町ニノー

搾鰐畷束京四三一七番

電話四谷二五九一番

−−面0−

小栗編輯嫌

生︑三輪まさの氏及現在畢簡浅輪孝︑蜜

臨令秋宇掻奈京東
島津田都江夏都京
市市市宮市市市榊

附記ｃ書間及夜間の雨曾に於て畢院卒業

一 b 画

壁行所日本弘道曾事務所

所捌費地各

藤英︑石黒一壁ナ︑片岡はなの四氏接待の
勢をとられたろことか謝す︒

東係幹事邸に開曾︑本稗副曾長問題︑時事問

吉乎衛吉助堂耶館

1度謹讃鱒謬鍵

口青年部曾客年土月廿三日午後六時

津宇成内有木若光

題等につき意見を交換し十時散曾

厘猿桑町一ノー

町二降下ル
本町

次本町
鎚砲町
町菊ノ丁

曇都見田田原』体

口青年部忘年曾客年士一間廿五日
脚田今荘雁於て有志青年部の忘年念を開く︑

寺本︑高木︑小林︑帯谷︑束係︑持田︑大
津︑海老原︑原諸氏出席︑圭本識事開曾を宣

本片茶市末椅迩田

町
町

、

し︑青年部の活動に就いて所廉姥述ぶるや︑
各自立ちて腹燕なき所懐を述争へ気焔営ろ・ヘか

一 可 き 一

固書寄贈彩乞ふ

Ｉ弘道箇書室Ｉ
今般本禽事務所並に斌曾激化畢院紳田の醤所在地
に暇建築仕候に就てば識て本曾事業の一たる﹁弘道

日本弘道曾

も盆々本曾の磯展を期し圃家祉曾のため寄興仕度こ

こに深く及御依頼候

大正十五年一月

赴含教化筆院

一︑なほ御寄贈の旨御通知被成下候は哩何時にて

も東京市内は曾の者頂戴に参上可致候

二︑叉御寄贈の岡書重複の嫌可有之御懸念に候節

は乍御手数御問曾被下度候

一 ？ 1 −

圃書室﹂を完備し適徳書を主とし道徳に闘係を有す
る政治法律煙潅宗教科畢謹術等諸方面の圃書を蒐集
致し度存候固より本曾は道徳の資行を第一義とする
ものなれども賞行は叉深き研究を要すべく雨々相待
ちて初めて本禽の精禰を徹底せしめ得る事と信じ候
既に少しく必要の圃書を購入致し今筏も追て蒐集可
仕勝兼は衆力を待ちて特色ある吾唯一の蓮徳参考圃
書館を完成致し度き念願に有之候就ては甚だ恐縮な
がら御磯書御薯書叉は御出版の書籍の御寄贈に預り
度或は購入の圃書御指定の上該書購入費御寄附被下
候ても結構に有之候
御寄贈の澗書は必ず永く保存仕り研究の用に便し
度候何卒諸彦の深菖御援助を蒙り此の事業によりて

●

口寄贈者芳名及圃書弓録

松平直亮殿東洋倫理皐遠藤隆吉若

寄贈者書名著者名
同水戸峯・高橋義雄著
同古語拾遺︽英丈︲︶加藤玄智著
哲畢大蕊成村田豊秋著

同孔子．教遠確隆吉著
同倫理哲畢大島直治課

同日本史料松本愛重掘三冊
同国家皐略僻国光就編一部

同元気日本弘道曾編一部

同南紀土佐資料・森彦太郎箸一部

●

同大愚瓦窓祁馬御風著一部
同論語講義峰間内野著一部
同道元種師大内青密著一部
同菩提達磨団府雌東著一部

同輝皐思想史忽滑拝快天著一部

同松平不味博松平家蔽版一部

同新論含津正志著二冊

同踊項窟謀紗小南ｂ害著一部

同冒馬唇︺皇巳○冒登騨園邑冒昌昌．廿九冊

同巾朝事蛮山鹿素行箸三冊

同哲皐雑垂謎哲畢曾編誼四三○砿一雅

金二百回書柵購入没

外二前年度金四百回県院間書購入変↑

土屋弘殿皇朝言行錐自著一部二冊

同晩晴枇丈妙自若一部六冊
同晩晴樫詳妙自著一部三冊

生江孝之殿杜脅事業綱要自箸一部

同晩晴樫集自著一部三冊

北村賛平殿第四十一同日左帝国統計年鑑一部
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同立志論村上導箱著
同悌教心理の研究橘悪勝著

同日本儒畢年表斯文曾編

同︑新課漢和大辞典三島演野編

同自隠禰師言行銭著高橋竹迷
同二宮翁修養百話彩光皐人細
同頁寛和尚詩歌集相馬御風編

同家田大峰高瀬代次那著
同思索の人生大島正徳著
同修徳園叢書松平面亮編

同無読集稗敬俊著
同歴史潅談春陽堂

向善悪曜報鑑禰住正兄著
同維新史八誌吉田或伍著
阿菅公小博井上哲次耶著

部部祁肪部部部耶部部部部部部部部部部部部部敷
二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 部
‑‑−．

Q

伺同中同吉伺同同吉工松足繁加古'I'同加同徳前浅紅
村田田藤井立、田藤館〃『藤川旧I見林
古諦能一栗武川要謙玄達.誠延孝

茨記智
茂 園 平孝
堂
峡 致 次
孝 佐 賢
殿 殿 殿 殿 殿 殿 殿 殿 殿 郎 殿 殿 殿 久 殿

減・︾思想史研究河合柴治郎者一部

杜曾愛動史迦町田辰次郎箸一部
成吉思汗︿源義継也小拝部全一郎著一部

罪の子となるまで自著一部

我が聞捜と国民道徳井上哲次郎著一部

古語拾強︵英丈︶︐白箸一部

姉人の力と帝幽の狩来自著一部

東西文明の比較白若一部

著一部
縮刷統一法自
著一部
自己暗示法自
煩悶解決法自・著一部

︑

愛態心諏自著一部七冊

所謂心霊現象白箸一部

殻自著一部

群難心理講義蔦四又次郎箸一部

犯罪心理講義寺田精一著一部︑
惑溺と禁慾寺川精一箸︲一部

記憶の塗態葛西又次郎箸一部
意志の鍾態葛西又次郎着一部
人格の鍵態葛西又次耶著一部
錘態性慾講義北野沖羊著一部

信仰生活の諸現象栗山信夫那著一部

夫婦の性的生活川中香涯著一部

夫婦間の箱祁教育田中香涯著一部
趣味の生理及病理川中香涯著一部

現代祉曾の種々州田中香涯著一部

麹態性慾誰義田中香涯著一部三鵬

疾病治療の要諦落合兼喜著一郎

農業教育及教授法自著一部

農蕊化畢講義自著一部

以上大正十五年一月十八日迄
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仙人壷物語自著一部
婦人のため自著一部

町村格自著一部

警察の根本問題自著一部

国民の新修養白糠一部
教育の根本概念白著一部

日本名家四書注稗全書一部

固髄と倫理自著一部

御成婚ご精祁作典自著一部
女子畢校入皐試験提要嵩田浩編一部

逝徳の原理自著一部

現代と錆跡生活自著基部

大本教の解剖自著一部

少年少女不瓦化の経路と教育自著一部

自殺及蒲死の研究白著一部

風
殿

殿

殿

同深伺同同伺同同同同同同同同同同同同同同同同

村
．

園鰐と倫理
吉田熊次著

し︑ウヱルスの怖致観と其の批剣︑悌陀降誕

の現代的意義︐悌教緋別︐来るべき川界文化

篇を揖錬し嚢刊せるもの其の論題凡そ左の如

と東洋心ｂ文化の意義についての若干の言

原著者は其の邦課﹁祉曾心理単﹁赴曾問題

にヱルウード氏の科単は人格的精紳力彫以っ

園積雲界に褒表し︐其の名雛夙に高いが︑特

充足根擦の原班︑金剛不理の風心︑愛と汽

葉．生命と自由意志︑ショウペンハウヱルの

の改造解程﹂︲証曾問題の建設雌・︲輝﹂等を我

に其の特色か有するので︑今此の課書は﹁現

悌教と蔽曾正義︑斌曾連帯思想に就て︑飛近

て︑就曾閏家形成の最要素なりと力説する良

代就曾の最大要示の一つは現代生活の要求に

に表れた印蒔︑の不建︑チヱホプの戯曲﹁樫の

図﹂の人生槻に就て︑菊地寛氏﹁恩讐の彼

の法律単と王道覇道︑タゴールの﹁ゴーヲ﹂

改造か論議し︑而も現代の時流に想察して宗

僻教徒総合せよ︑獄宗鋤信徒として見たろ現

方﹂に於ける倫理的及び宗教的要素︑世界の

事であごと云ふ見地より既成宗激の根本的

蝋的批判の範鳴を単なる跡畢的方法に依らす

適順し︑現代科畢と訓和せる宗教の存在する

鑓と罵るものである而ろに従来の倫理皐壮曾

彼の所謂科蝶的獅特の見地に立脚し批到し解
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固鐙の観念は思想問題の核心社碑混組織の基

術が寧ろ此の研究を蔑覗したろの傾きあるば

畢が之に就いて撃的反省を行はず哲皐宗教蕊

代政治︑復興問題と沸教精榊︑排日問題と仰

護行所小石川睡戸崎叫博文館菊判洋

剖したるもの

に軌て︑資力なき刑事秋告人の獅護︑醤術の

就曾的意義に就て︑少年法に就て︑

教徒の自畳︑支那正！ふれ︑受刑者の復権

偽教と現代思想

装四百頁定憤二回五十銭送料士・銭

遺憾である︒本書は此の映陪に封し著番多年
の攻究め結果を溌表せられたるものにして現

下の帝国を救済するに最も力あるものであ
るＯ

四六判二百三十頁定慣一回九十銭

畿頁所東京市本郷厩三丁Ｈ大雄閣敗賓所

x

謹行所東京市紳田腫淋保町富山房布

x

小野清一郎著

x

二十七銭

×

装菊版五四○頁定憤三回八十銭送料

法曹界に令名ある著者は一面又新しき悌教

徒として溌荊たる信仰と其の畑眼とは若き悌

講演其他新聞紙上鯵に謹表せし大小論文廿敬

教徒等の尊敬する所である︑今回著者が雑誌

×

〃宗教の改造
ヱルウード原著

婦一協曾鐸

三

×

軍事討究含編輯︵憂国の士の御一漬を希包一

蔑榊園園謹呈−
︑園防含談問辿に開する赤インキ生の意見に答ふ：．⁝：．．：⁝：．

︐固際聯盟に就て・⁝⁝：⁝：⁝．．⁝・⁝⁝・陸軍大佐建川美次

︑野戦砲兵の峨畔編制改正意見・・⁝・⁝⁝陸軍少佐盛直亮
︑秋季淡習の改善と戦術思想⁝・・・⁝⁝：．陸軍中勝志岐守治
⑤未天曾職に於ける第三軍の包翼戦：；・・陸軍巾狩白井二郎
︑近代軍の撫械化：．⁝：⁝・⁝・・⁝．：⁝：英園フーラー大佐
＠大隊戦闘⁝．：：．⁝・⁝：．⁝・・・：：．．⁝・⁝・俳幽チェーリー少佐

︑西伯利亜の大嵩源：⁝：・・・⁝・⁝・・・元陸軍教授長谷川灘三郎課

︑砲兵と歩兵の端壁射撃⁝⁝・⁝⁝・⁝：：伽園ＯＢ大佐
⑤米固陸軍御一︐〆ビス﹂の戦争

職
＠鯛
ロ カ縦
ル 卿懸繊細一難難鵠鯛一蝿膳鐸
︑将来職
︑支
支那
那動
動乱⁝⁝．：．⁝⁝：；・⁝⁝・⁝・⁝・⁝陸軍中勝志岐・守治
＠機
銃銃
の話．．：．⁝・⁝：⁝・；：⁝．：．⁝．．⁝⁝・・・．・・・⁝三浦生
＠
機開開
＠手投兼
兼川 の 歩 兵 榔 弾 ⁝ ・ ⁝ ⁝ ・ ⁝ ： ： 例 圃 テ オ ド ル ︑ ラ フ 非 シ ︑ ド
＠と射程 砲 弾 ： ． ： ⁝ ． ⁝ ． 米 国 〃 リ ス チ プ ン ︑ ジ ョ ン ︑ カ イ ゼ ル
︑
︑空
空中
中寓
鳶艮測量・・⁝⁝．．⁝⁝︒．：⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：
＠ワー
ーテ
テルローに於ける元帥
﹁
ネー
ー﹂
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詔書の御聖旨を普く一般圃民に普及せしめ

振特貯金口座束京四三一七番

日本弘道曾護行

東京市祁田歴西小川町二ノー

口弐百部以上は送料無料とす

百五十部迄金三十銭誠百部迄金三十六銭

口送料は四十部迄金十二銭九十部迄金十八鏡

口萱部金三銭郵遥料金二銭

興に開する

圃民精神作

詔書樺義

適切なるものなり︒

事枝は勿論軍人園︑青年園慰庭女脅等に最も

に依嘱し極めて李易に解鐸したるもの︑小

んが篤めに本曾に於て文筆博士宇野哲人氏

⑲gmJm口dmmpdmmﾛ｡mmhm組

一価

早大教授内ヶ崎作三郎先生著

ノ︑ノミノ︑ｆ７ｆＪく〃ＫＪ１ノ︑Ｊ︑ノーｆうぐＪ１ノー／１町

新人生観

⁝
ｌ言

〜〃

四六判上製

五月四十除頁

憤二園八十銭

送料十八銭

人性の員鵠を探究し健全なる人生観世界観を確立しようといふことは寓人一様の切望であ

らう︑本書は人生の綜合的研究であって︑天文墨︑地文豊︑生物墨︑生理豊︑欝畢︑歴史︑

地理︑倫理墨︑牡含畢︑宗教墨哲畢を基礎として人生を大観し平易のうちに高遠の理想を

Ｉ

一般の讃者に理解せしめんとせられたものである︒︾大
大方
方諸
諸氏
氏の
の御
御一
一讃
讃を希ふ︒

︵門容の一部︶第一章人生の厩立︒人生問題ｌ摩と腫何ぞゃｌ資議論に識する批釧︲人生摩の材料と範園Ｉ人生墨

瀬一元説直立猿人の骨１１釧球一大陸の時代ｌ人情に圃境なし．第七章人種的典型の由率︺寵逐と誘引ｌ征服と結婚

ほ虚生術に非ず．第二章生命の祁秘と物質の驚異．生の祁秘Ｉ物質の驚異ｌ生命の源泉ｌ比較研究の精洲ｌ宗難改
革ご自由討究Ｉ細蔚皐創唱ｌ天文畢者の生命観ｌ生物墨の進歩．第三章生物塁の生命鯉．生命の定義ご特色ｌ生命
の起源ｌ生命護生の順序ｌ生命の宗敦．鐘四章生命の派生と進化︒軟階動物より有脊髄動物へｌ輔乳動物の進化ｌ
地球表耐の頚化と生物の羅達１人類の瀧先Ｉ樹上生活より地上生活へ・第露章人獅壷窪の三蕊索道懲絢精榊Ｉ物質
鋤査源Ｉ精力の問題Ｉ気候と人生Ｉ人生と風ｌ南北の二風帯Ｉ風と精カー紀元前六世紀の ネサ受ｃ︽六章人

恢界の三人種１人種衰退の臆因．第八章人生の遼境としての大陸ｌ半島及烏︒海洋的気候１大雌釦遜命鳥闘の遜命
牛島の運命ｌ烏圃の思想︒鳥園の丈化湾九章衣食憐の識問題．第十章爆健の諸間題・保健十四肌ｌ輿の成功と腫何
かＩアルコ︲ルー煙草 １宗散進鱗食物蕊十一章人生に於ける遊餓娯楽の意義．勤勢の意義ｌ遊戯本能ｌ英雄の
鼠面ｕＩ生理的考察ｌ心理的考察ｌ塞術的考察ｌ蕊術的表現ｌ就縛的教育的考察︒
■■口Ｌ■凸与凸写︲■︐︲●ａｒｕ︐１１﹃ｂＰＩＦ．︐︲ｂ草ＰＩｈＢ巳日ＰＩＯｂⅡ︐９．．Ｆ声１１

‐
I

」￨

》

所行護

月丁三町錦厘田祁京東
番○八一八五京束替振

曾究研育教

戯煮:転蕃I韓即 冒八､z･ｮ:夫騨期I'菅も6

1

｜

刊新

｜

I

！

ー

︐へ心

