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昭和六十一年十一月二日

日本弘道会創立百十周年記念式典

式辞

鈴木勲

日本弘道会を長

わが日本弘道会は︑これを記念し︑本日ここに多数の御来賓ならびに会員各位の御参会を得て︑創立百十周年記

本年は︑西村茂樹先生が明治九年数名の同志とともに︑東京修身学社を興してより︑通算して百十年に当ります︒

のであります︒

（2）

念式典を盛大に挙行し︑本会の存在を世に問うとともに︑道義立国の理想に向って新たな歩みを進めようとするも

かくの如き長き歴史と伝統を有し︑創立の精神を一貫して堅持しつつ活動している道徳団体の存在するというそ

のこと自体が︑日本国民の道義心の今なお健在であることの証しといってもよいと思います︒これを可能にしたも

のは︑会祖西村茂樹先生の説く国民道徳の合理性︑現実性︑したがってその永久性であり︑この会祖の精神に共鳴
傾倒して本会に結集した多くの先人の努力の賜であります︒

われわれ会祖の流れをくむ者は︑改めて︑本会百十年の歴史と伝統に思いをいたし︑会祖をはじめとする先人の
努力に対し深い感謝の誠を捧げるものであります︒

さきに本会は︑昭和五十一年に創立百周年を祝い︑新たな第二世紀に向けて出発致しましたが︑この十年の問に︑

野口明先生︑続いて西村幸二郎先生と︑お二人の会長を失うという不幸に遭ったのであります︒しかしながら︑両

会長の遺訓は︑今なおわれわれの耳架に生々と残っており︑その築かれた遺産は︑われわれの貴重な財産として現

存しています︒野口会長が心血を注いだ改正綱領︑ご生前最後の総会で訴えられた﹁君子万民の時代﹂﹁徒らに尚

古に堕するは本会の道にあらず﹂という訓えは︑本会の活動の指針として︑また︑西村会長が精魂を傾けて完成さ

ｰ

一れた日本弘道会ピルは︑本会の財政基盤であり︑活動の本拠として︑本会永遠の発展を保障しているのであります︒一

一創立百十周年を期してわれわれのなすべきことは︑この確固たる方針と基盤の下に︑西村精神の講究︑会誌の充一
一実︑道徳振興の運動︑会員の拡充など︑一つ一つ着実に︑かつ意欲的に事業をすすめることであります︒本日の式一
一典において︑永年に一旦り本会の趣旨実践に尽力された会員および支会を表彰してその労にお報いするとともに︑新一

一たに記念事業として︑学界から西村茂樹研究論文を募集し︑日本道徳専攻の若手研究者に対する研究助成の制度を一
一設け︑その当選者を発表いたしましたのも︑その一つであります︒これによって︑西村泊翁の学問や思想について一
一待しています︒

一幅広い関心を喚び起こし︑ひいては︑日本弘道会についての理解と支援を促進し︑本会拡充の契機となることを期一

︾今日︑我が国は︑敗戦後の国民の努力によって︑経済的・物質的豊かさを一応達成しました︒しかしながら︑こ一

一のことが︑現在︑外にあっては諸外国との経済・文化摩擦となり︑内にあっては政治道義の衰退︑経済倫理の喪失︑一

一家庭の崩壊︑教育の荒廃となって現われております︒富国富民は明治以来の大目標でしたが︑これに道徳を加える一

一Ｊ
一ことが忘れられてきた結果であります︒
−３
一西村先生が﹃日本道徳論﹄において︑﹁国民の品質を造ること﹂を日本弘道会の最後の目的として掲げ︑国の政一く
呼治・法律がいかに完全でも︑海陸軍備がいかに強盛でも︑教育がいかに普及しても︑国民全体の品性が良善でなけ︾
一れぱ国威を発揮することはできないと述べたことは︑戦後の我が国の現況にも妥当する達見であります︒

一明治以来︑道義立国を標傍してきた我が日本弘道会にとって︑今こそ道義の重要性を内外に訴える好機であります︒一

一会祖は︑明治三十五年の総集会に︑病床から﹁会員諸君に告ぐ﹂と題する書簡を寄せ︑﹁諸君に希望するは本会一

一の拡張にあり︑本会の拡張は︑即ち国民道徳の拡張なればなり﹂と︑切会と訴えられているのであります︒志ある一
一人の一人でも多く我が日本弘道会に結集することを願い︑君子万民の時代を目指し︑われわれ一人一人が国民道徳一
一の実践者として︑水の万物に浸透するごとく国民の心に道義のゆきわたることを念じて︑渥身の努力を続けるべく︑一
一決意を新たにするものであります︒

一これを以て式辞といたします︒
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祝辞
文部大臣

正十

を遂げ︑欧米諸国に並ぶ物質的繁栄を実現しました︒教育

間我が国は︑近代化︑工業化を進め︑めざましい経済成長

た歴史の前に︑粛然として襟を正すものであります︒この

り︑明治︑大正︑昭和の三代にわたって灯を伝えてこられ

を迎えられましたことは誠にご同慶に堪えないところであ

求とその実践︑普及に努めてこられました︒今日百十周年

誌﹃弘道﹄の発行等の活動を通じ︑一貫して道義理念の探

社として創立されて以来︑道徳研究会や講演会の開催︑雑

日本弘道会は︑明治九年西村茂樹博士により東京修身学

す︒

が開催されるに当たり︑一言お祝いのことばを申し述べま

本日ここに︑社団法人日本弘道会創立百十周年記念式典

ば﹂を︑代読させていただきます︒

文部大臣からお預かりしてまいりました﹁お祝いのこと

郎

についても︑制度の整備と量的拡大によって高度の水準を
達成いたしました︒

期すること︑道義の一般的関心を促すことの必要性が︑益

察し︑国家人類の将来をおもんぱかること︑教育の適正を

をいよいよ大きいことは︑大方の諸賢ご認識の通りであり

ます︒単に学校における修身︑道徳の教育だけでは︑道徳

教育の振興を実現し得るものではないとの見識をもって︑

道徳高揚のため活動を積承重ねてこられている日本弘道会

貢献されますことを︑心から乞い希うものであります︒

が︑その事業を一層充実され︑我が国の道徳振興のために

ここに︑この式典に至る関係各位のご尽力に︑深く敬意

を表するとともに︑日本弘道会の一層のご発展を祈念し︑

︵代理・文部省社会教育局長津田道也殿︶

お祝いのことばに代えさせていただきます︒

祝辞

有光次

日本芸術院院長

日本弘道会創立百十周年︑誠にお目出とうございます︒

本会の創立が極めて古く︑その日本道徳の啓蒙活動は︑我

が国の教育史に特筆さるべき事績であることは充分に承知
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川

しかし︑日本弘道会の綱領にあるごとく︑世界の形勢を

郎

塩

改めて本会の歴史とその存在の重承を認識させられ︑深い

しておりますが︑創立百十周年に臨ませていただいた今日や

いところでありますが︑その間も本会の理念が珊かの衰え

代が始まりました︒以後の激動の昭和史はまだ記憶に新し

会祖西村茂樹先生は︑洋兵学を佐久間象山に学び︑儒学

灸の並をならぬご覚悟とご努力の賜であって︑今敬意と感

民性を高められてこられましたことは︑会祖の後継者の方

も見せず︑日本道徳の啓蒙活動に逼進せられ︑我が国の国

を安井息軒に学んだと聞いております︒象山同門に吉田松

感銘を覚えるものでございます︒

陰︑勝海舟があり︑息軒同門には︑桂小五郎︑のちの木戸

した下村雲一先生︑そして︑第七代会長の野口明先生には︑

昭和四十年にかけて︑日本弘道会副会長として活躍されま

私個人のことを申し上げますのも恐縮でございますが︑

謝の念が沸々と湧出する思いでございます︒

山の学統は︑昔に佐藤一斎︑中井竹山︑三宅石庵︑浅見綱

孝允︑品川弥次郎︑広沢真臣などがありました︒そして象
斎︑山崎闇斎と辿ることができます︒息軒の学統は︑松崎

ありました︒また︑鈴木勲会長は︑文部省時代の信頼すべ

の見事な識見と人格に触れ︑多くの感動を得ました次第で

き同僚として懇親を重ねて参りましたが︑日本弘道会創立

文部省の先輩として親しく接しさせていただきまして︑そ

西村茂樹先生は︑日本哲学の大きな流れの中の良知の結晶

我が国の政治の大きな流れでありました︒即ち︑会祖泊翁

体と言って良く︑維新の富国強兵の声の高まりの中で︑我

に所感と抱負を述べておられ︑また︑只今は式辞において

百十周年を迎えるに当りまして︑機関誌﹃弘道﹄の記念号

嫌堂︑古賀精里︑西依成斎と辿られ︑両者の学統は︑更に

まられなかったことは︑我が国の国民教育にとって実に有

会の益灸の御発展を心からお祈り申し上げましてお祝いの

終りに︑日本弘道会の役員︑会員の皆様方の御健康と本

でございます︒

お述べをいただいたことに対し︑本当に心強く感じた次第

が国の将来のために︑日本道徳の実践の重要性を説いて止
意義であり︑後人が心中より感謝すべき大事でありました︒

て奥羽御巡幸の旅に出られました︒本会十歳のとき︑帝国

御挨拶とさせていただきます︒有り難うございました︒

思えば本会誕生の明治九年︑明治天皇は︑車駕にて初め

教育制度の根幹が定まって参りました︒本会が三十九歳を

大学令︑中学校令︑小学校令が公布されまして︑我が国の
迎えたとぎ︑島崎藤村が﹃破戒﹄を︑夏目減石が﹃坊ちゃ
ん﹄を発表し︑文芸の水準が大いに高まりました︒本会が
五十歳を迎えたとき︑今上陛下が即位をなされ︑昭和の時

（5）

立つ東京ヒルトン・ホテルにおいて挙

心新宿西口超高層ビル群の一角に聾え

待望の創立百十周年記念式典が︑副都

昭和六十一年十一月二日︵日曜︶︑

︹記念式典のあらまし︺

日本弘道会創立百十周年記念式典・記念祝宴の記︵報告︶

司会事務局長渡辺薫

行された︒全国から参列して頂いた百

十数名に及ぶ来賓と会員が一堂に会し︑

厳粛裡に式典を挙行できたことを心か

（6）

記念式典次第飛速諦迩叫畔一新か彫−︶

君が代斉唱

鈴木勲

日本弘道会会長

記念式典会場となった東京ヒ

ら慶賀するものである︒

鞍叩岬干

守摺Ｈ

ルトン・インターナショナル
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黙薦
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日 本 芸 術 院 院 長 有光次郎殿
個人石橋香 峰殿他二十一名
団体佐倉支 会殿他八団体
千葉県東部支会長

一︑功労者表彰
一︑表彰者代表謝辞

神奈川県大和市
入選者表彰

一︑﹁西村茂樹研究論文

上

一

一

一

一

一︑閉会

以

、 、 、 、 、

認鶏懲譲織鋳齢醗曝蕊鋤鐸醸醒露無灘

式典は正午から始まるが︑われわれ

くそ笑む︒

約束してくれたも同然と考え︑一人ほ

日の晴天は式典の成功を百パーセント

トン・ホテルに向って歩きながら︑今

なくスッキリと晴れ渡り︑式場のヒル

時近くには新宿周辺の上空も雲ひとつ

当日は︑夜来の雨もあがり︑朝の九

式典会場・四階菊の間

事務局員は午前十時に集合することを
申し合せしていた︒私は︑式典会場と
祝宴会場の出来ばえが気にかかり︑現

一時には︑目白女子短大職員の米沢︑

いただき準備万全を確認する︒午前十

ちに︑式場や来賓控室等を下検分して

は堂々たる体躯の鈴木会長も来場︒直

磨の事務局職員も集り︑また十時半に

した笑顔を見せながら藤下・川村・飾

申し合せした午前十時には︑晴々と

感する︒

式辞を述べる鈴木会長

場到着九時半を目安に家を出︑九時十
分過ぎにヒルトンに行ってみると︑な
んと︑今日の晴れ舞台の総合司会を務
める渡辺事務局長が一番乗りしておら
れた︒相当気合がこもっているなと病

総合司会の渡辺事務局長

７０

︑ｌノ

／Ｉ︑

・受賞者・役員・会員の四つの受付を

ご到着になった︒

及び文部省社会教育局長津田道也氏も

会場正面の﹃創立百十周年記念式典﹄

年の記念式典が始められたのである︒

しい第二世紀の節目となる創立百十周

の厳かな司会によって︑会にとって新

定刻の正午に︑事務局長渡辺薫理事

吉村︑小林の三嬢の応援を得て︑来賓
設け︑受付態勢も整う︒

受付に芳名簿を備えつけ︑ご参会さ
れた方左に署名をお願いした︒会員で
の一番乗りは︑安彦孝次郎氏︵横浜市
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の横看板の左に掲げた国旗と右に掲げ

個人代表として表彰をうける石橋香峰氏

立大名誉教授︶で︑それから続々と参

れた︒また︑式典の始まる十二時前に

し︑評議員・特別会員も早々と見えら

茂木の各理事や︑生平監事をはじめと

会の片山︑石井︑古川︑鈴木︑土田︑

本日の晴れの受賞者はもとより︑本

る︒

いた受付もいつときてんてこ舞いとな

祝辞を述べる有光次郎日本芸術院々長

は︑主賓の日本芸術院院長有光次郎氏

ロ

会者がつめかけ︑四カ所に分散してお

文部大臣祝辞を代読する濯田局長

者である鈴木会長から格調の高い式辞

ないつときが流れたあと︑式典の主催

を祈って一分間の黙祷を捧げる︒静寂

き︑会祖はじめ先人・物故者のご冥福

って一同先ず﹁君が代﹂を斉唱︑引続

醸し出してくれる︒司会者の合図によ

上の大きな松の盆栽は厳かな雰囲気を

た会旗が目に鮮やかに映り︑また︑壇

支会代表として表彰をうける粟生保佐倉支会長

︵２頁参照︶が述べられ︑参会者に感

に努めてきた永い道程に敬意を表して

津田道也殿が代読︒また︑日本芸術院

辞︵４頁参照︶を文部省社会教育局長

橋香峰氏︵評議員・東部支会長︶団体

二十二名を代表して︑本会最長老の石

功労者表彰授与式に移る︒個人表彰者

次に︑今日の式典の主要行事である

ためのご激励であった︒

頂くと共に︑未来に亘る努力と発展の

院長有光次郎殿からも祝辞︵４頁参照︶

表彰の八支会を代表して粟生保氏︵佐

続いて︑文部大臣塩川正十郎殿の祝

銘新たなるものを与えたように思う︒

を頂戴する︒いずれの祝辞も本会が一

立社印刷所社長春山宇平氏︵特別会員︶

倉支会長︶そして一般団体表彰の㈱共

の順で︑鈴木会長からそれぞれ表彰状

ならびに記念品が授与され︑参会者か

功労表彰受賞者の芳名は次の通り︒

らは祝福の盛大な拍手が沸き起った︒

一︑個人表彰

︵敬称略︶

青柳嘉忠︵佐倉支会幹事長︶

仙支会運営の功労者︵五名︶

石橋香峰︵東部支会長︶

金ヶ江三郎雅綱︵有田支会︶

北村博学︵元川越支会長︶

東平久雄︵平川支会長︶

②論説・随筆・俳壇・歌壇の寄稿者
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貫して道義理念の探求とその実践普及

協力企業として感謝状をうける春山共立社印刷所社長

入江徳郎︵評議員︶

並びに選者︵九名︶
平川支会︵千葉県︶

佐倉支会︵千葉県︶

をもって入会したことであります︒

斡旋にて︑会員番号三六七七六号

月二十八日青柳鵬次郎翁の紹介︑

りとするところは︑大正十二年四

入会後は︑東部支会に所属︒本支

川越支会︵埼玉県︶

会は︑渡辺操先生により六十四名

野田支会︵千葉県︶

有田支会︵佐賀県︶

松江支会︵島根県︶

加藤嘉三郎︵評議員︶

加藤実之吉︵千葉県会員︶

岩崎晶︵特別会員︶

片山清一︵理事︶

は年毎に増え︑現在三百八十余名

の会員をもって設立︒爾来︑会員

②一般

沖縄支会︵沖縄県︶

清塚十三郎︵東京都会員︶

となりました︒また︑青年時代に

篠塚繁︵俳壇選者・評議員︶

入会以来︑会誌から啓発指導を受

けるところが多く︑早くも六十三

保町︶

年を数え︑今や八十七歳となり毒

株式会社共立社印刷所︵東京・神
以上の授与式が終ってから︑表彰者

鈴木とよ︵千葉県会員︶

を代表して石橋香峰氏より力強い謝辞

古川哲史︵歌壇選者・理事︶
大熊章一︵千葉県会員︶

⑧会員拡充の功労者︵三名︶

碓の域に達しました︒

昭和四十五年東部支会長となり︑

が次の通り述べられた︒
︻受賞者代表謝辞︼

上代光祐︵千葉県会員︶
服部忠三︵佐倉支会員︶

に於いて︑栄えある表彰を受け︑

より評議員に推薦されたることは︑

その後︑第七代会長の野口明先生

我が国に於いて︑最高にして最

代表として謝辞を捧げ得るは︑こ

東部支会長石橋香峰殿

片岡と承︵終身会員︶

にして︑会祖たる西村茂樹先生の

古の道徳団体は︑我が日本弘道会

れ亦最高の光栄であり︑誠に感激

内田千代︵終身会員︶

㈱事務局運営の功労者︵五名︶

中薗幸子︵終身会員︶

創立になり︑本日︑百十周年の記

の至りであります︒以上︑簡単で

二︑団体表彰

また︑本日の記念すべき祝賀式

誠に身に余ることであります︒

渡辺正勇︵元理事︶

念祝賀式を挙行するにあたり︑参

ありますが謝辞といたします︒有

渡辺薫︵理事︶

本会の会員として︑余の最も誇

列の栄に浴し有難く感謝致します︒
東部支会︵千葉県︶

⑳支会︵八支会︶
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難うございました︒

引続いて︑百十周年記念事業の一環
として学界から﹁西村茂樹研究論文﹂

を公募した数編の応募作の中から玉川

以上の通り式典は厳粛裡に滞りなく
進行し︑十二時五十分︑司会の渡辺理
事から感激に満ちた閉会の挨拶を行っ

て締めくくると︑期せずして特別会員
岩崎晶氏の発声による万才三唱が湧き
起り︑満場盛んな拍手のうちに目出た
く式典を閉じた︒
万才を三唱する左から鈴木会長・有光院長・津田局長

大学助教授多田建次氏の論文︵羽頁参
照︶が優秀作として選ばれ︑鈴木会長

︑１ノ

／ｌ︑

ー記念祝宴次第︵三階・大和の間︶

会長鈴木勲

一︑主催者挨拶

一︑乾杯

発声理事茂木啓三郎

一︑歓談

一︑来賓祝辞

以上

九名︶に着席して頂く︒祝

められ︑先ず最初に︑鈴木会長から主

宴は︑片山清一理事の司会によって進

円卓︵八

やかな三階の祝宴会場に移り︑十四の

厳粛なる式典会場から︑一転して華

︹祝宴のあらまし︺

理事片山清一

一︑主催者お礼の挨拶

奏︶

西村泊翁作・新体詩他︵琶琵演

一︑朗詠平山寓佐子

−

催者として次の通り挨拶が行われた︒
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から多田氏に対して表彰状と副賞を贈
りその労を称賛した︒
西村茂樹研究論文で表彰をうける玉川大・多田助教授

．●増

主催者挨拶

§

道会百十周年の記念式典を滞りな

をいただき︑お陰様で先刻日本弘

は︑遠く九州や松江からもご来会

多数の御来賓ならびに会員各位に

本日は日曜日にもかかわらず︑

リ

祝宴を司会する片山理事

日本弘道会は︑現在会員が二千

厚く御礼申し上げます︒

二千名を割るというような憂慮さ

六百名を越えております︒一時は

の格別な御尽力によりまして︑今

れる状況もありましたが︑皆様方
ようやく三千名に達する希望が出

てまいったところでございます︒

これは︑今日お集りの皆様方の御

支援は勿論でございますが︑全国

に在りまして︑日頃から地道な活

動を続けておられます二千六百名

を越える会員各位のお力でござい

ますので︑本日お見えになってお

の場をお借りして感謝を申し上げ

りません会員の皆様方に対し︑こ

なお︑今日お配りしております

たいと思います︒

ものの中に︑二冊の書物がござい

ます︒後ほどご覧いただければ幸

いでございます︒一つは︑西村茂

樹先生編著の﹃小学傭身訓﹄︑こ

れは︑明治十三年発行のものでご

ざいますが︑それと︑西村先生著

の﹃読書次第﹄とを合本いたしま

して復刻をしてございます︒それ

らは︑全集にも載っていないもの

の問題を考える際の一つの資料と

でございますが︑現下の道徳教育

して︑片山理事におまとめいただ
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蕊蕊蕊
¥鍵畢昌

く終ることができました︒改めて

聞

主催者として挨拶する鈴木会長

ので︑ご覧いただければ有り難い

き︑解説を付け加えてございます
ございますので︑時間の許す限り

あるいは朗詠等の余興も用意して
ごゆっくりとお過ごしいただきま
して︑今後とも日本弘道会に対し
まして何分の御鞭達︑御支援をい

す︒

ただきますようお願い申し上げま
簡単でございますけれども︑開
宴に当たりましての御挨拶といた
します︒有り難うございました︒

乾杯の音頭をとる茂木啓三郎理事

と思います︒もう一つは︑﹃図説．

日本弘道会百十年史﹄という写真
集がございますが︑これは︑本会
に保存している資料︑そのほか関
係の方々︑とくに︑佐倉の堀田正
為から資料を新たにご提供いただ

久氏や青柳嘉忠氏︑そのほかの方
きまして︑本会の古川理事が︑編

L・LOノ

集その他ご苦心をいただいてまと
次に︑茂木啓三郎理事の乾杯の音頭
によって祝宴が始められた︒会場全体

めたものでございます︒初めての

試象でございますが︑どうか︑日

には軽快な音楽が流れ︑また︑ボーイ

た︒多分︑百十年の歴史と伝統を守り

本弘道会の歴史と弘道精神の理解

続けて︑今日の佳き日を迎え︑しかも︑

輩を前に私の話を聞いて下さると

摩文綱と申します︒本日は︑大先

さんの手馴れたもてなしにより歓談の

本席は︑お招きいたしましたに

式典を見事になし終えた感激と喜びの

のためのよすがの一部となれば有

もかかわらず︑席順その他︑非常

声ではなかったかと思われた︒賑やか

いうことは︑身にあまる光栄でご

︵初代副会長・南摩綱紀先生の令孫︶

南摩文綱殿

に不慣れでございまして万端行き

ざいます︒只今お話がありました

声がアチコチのテーブルから湧き上っ

届かない点が多食あるかと思いま

な歓談が半時も過ぎたあと︑司会者の

ように第一回目の副会長であった

り難いと思います︒

い申し上げたいと思います︒なお︑

すが︑どうか︑ご海容の程をお願

祝辞を頂戴した︒

指名によって︑次の来賓の方盈からご

只今ご紹介をいただきました南

このあと御来賓の方々のスピーチ︑

／ 可 の ､

−

たわけでございますが︑その前に︑

たら申し出ろ﹂という有り難いお

大正十五年︑私が十九歳の時に

祖父は日本弘道会の副会長になっ

その父が脳溢血で倒れ︑中気にな

から聞いたのでございます︒

となりました︒しかし︑明治三年

ってしまい長いこと動けなくなっ

言葉を戴いたということを私の父

に汚名を晴らすことができまして︑

てしまいました︒そこで私は︑何

ご存じのように会津戦争で︑賊軍

この会に参加したということが書

自由の身となり︑皆様方と一緒の

て染たいと存じます︒祖父は︑会

なったことを一言簡単に申し上げ

その祖父に関係して私がお世話に

がて父は︑九年間の長患いの後に

枝へ入学したのでございます︒や

し︑それがきっかけで︑私は医学

すことはできませんでした︒しか

ざいますが︑結局は父の中気を治

ないと思い︑医者になったのでご

とか父の病気を治さなければいけ

まれたので︑ちょうど一年間は祖

津の藩士で漢学の先生をやってお

亡くなりました︒私もようやく医

今日お話し申し上げたいことは︑

いてございます︒

父が見てくれたんでございますが︑

りましたが︑明治になりまして東

ざいます︒資料には︑祖父のこと

この会ができたのが明治九年でご

田区麹町に住んでおりましたが︑

私は覚えておりません︒当時千代

京大学が出来たときには教授とな

したけれども︑兄弟も多く︑また︑

の岩崎様へも伺いましてお教えを

を思いだしまして︑母と一緒に岩

その時︑以前に父の言った言葉

ておりました︒

していたことがあったということ

崎様のお宅へお願いに行ったので

父の長患いのために生活にも困っ

でございます︒岩崎様に伺いまし

ございます︒岩崎様は快よくご承

す︒その間には︑明治天皇に御進

学枝を出まして病院勤務を致しま

がいろいろと出ております︒昌平
髪で若いときから勉強されたこと
など︑それから︑会津戦争の時に
は︑殿様と一緒に北海道まで行っ
ております︒その時に私の父が生
まれておりまして︑それは慶応二

たとき﹁南摩︑困ったことがあっ

講申し上げたり︑そのほか︑三菱

り︑晩年は︑お茶の水の東京女子

スピーチする南摩文綱氏

高等師範学校の教授をしておりま

りました︒私は明治四十一年に生

祖父は︑明治四十二年に亡くな

南摩綱紀の孫でございます︒

睡 苧

年のことでございます︒のちに︑
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会

道

た︒私は︑天にも昇る喜ばしい気

強する気はあるか﹂と言われまし

はないが︑研究費をあげるから勉

知下さいまして︑﹁病院勤務の場

うございました︒

て下さるように︑長生きは一番重

した︒どうか︑皆様方も長生きし

ます︒波乱万丈の一生でございま

珍らしいことだと思います︒日本

われているということは︑非常に

会が︑百十年にわたって盛大に行

中心に︑道徳の会という難かしい

このような西村先生の御遺訓を

に御同慶の至りに堪えない次第で

がこれだけ続くということは︑誠

道徳倫理の会でございます︒それ

弘道会は宗教団体ではありません︒

要でございます︒本日は誠に有難

倉市長︶

︵第五代会長・堀田正恒先生の令息・前佐

堀田正久殿

持ちで大変に感謝をしたわけでご

ざいます︒また︑﹁研究費は返さ

なくても良いよ﹂と言われまし
た︒大変嬉しくて益々有頂天にな
ったような次第でございます︒そ

恐縮に存じます︒今日は︑日本弘

ったのが正直なところでございま

ても少し堅すぎて余り親しめなか

私の若い頃は︑道徳の会といっ

ございます︒

道会の百十周年記念にこのような

突然のご指名をいただきまして

翌年︑慶応義塾大学医学部の寄

すが︑最近︑道徳界の混乱︑若い

L，L、ノ

ざいました︒

生虫学教室で研究生となり勉学に

からお祝い申し上げる次第でござ

盛大な祝賀会が行われまして︑心

れはどうしても日本の道徳の基礎︑

世代の混乱を見ておりますと︑こ

ものを︑小学校教育の中に折り込

まなければならないことを︑私︑

最近痛感するようになっておりま

感であろうと思いますが︑今日ご

す︒これは︑皆様方も恐らく御同

配布いただいた﹃小学惰身訓﹄

／ 司 戸 、

れは︑昭和十一年の暮のことでご

励むことが出来たのでございます︒

います︒

となり︑私は︑軍医として三回目
の召集をうけました︒また︑昭和
十九年には待望の学位を得ること
が出来ました︒やがて終戦を迎え︑

内地に帰ってくることが出来たわ
これ一重に岩崎様のご好意と祖

けでございます︒

父の思いやりのお陰であると思い

或いは人間としての在り方という

ところが︑日中戦争︑大東亜戦争

スピーチする堀田正久氏

﹃読書次第﹄を合本した小冊子は︑

大変おこがましいことを申し上
すが︑これを機会に日本弘道会が︑

相変わらず或はこれまで以上に会

げまして申し訳ないんでございま

員が増え︑日本人として︑日本の

日本弘道会の目的もうたってあり︑

この小冊子及び隔月毎に発行され

記念すべき刊行物だと思います︒
ますところの﹃弘道﹄を︑なるべ

て︑日本国民の資質の向上のため

道徳というものを認識され︑そし

中へんの昭和四十三年に大学紛争

ということが︑現在の日本にとり

に寄与されますことを心から念願

か︑その数年後に中教審の四十六

がありました︒その大学紛争の時

くたくさんの方々に見ていただく

と確信いたすものでございます︒

ましては非常に重要なことである

いただきます︒有難うございまし

をいたしまして︑ご挨拶とさせて

電話をいただきまして︑﹁﹃弘道﹄

受けられました渡辺正勇先生から

分からないのですが︑今日表彰を

年答申が出た時か︑その辺がよく

どうか︑この盛宴を機といたし

た︒

黒羽一元一殿

部省におかれましても日本の道徳︑

月いつぱいまで日本経済新聞社で

七年に大学を出まして︑今年の八

黒羽と申します︒私︑昭和二十

じ上げませんでしたので︑先生に

当時︑私は弘道会という会を存

と思います︒

いうご指示があったのではないか

が日経に書いたものを見て︑そう
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まして︑今後一人でも多く日本弘
も良い︑一頁でも良いから年に六

道会の会員が︑﹃弘道﹄を一行で
回発行されたものを見ていただき

というよりも〃人間の在り方″と

三十四年間記者をしていたわけで

お伺いいたしましたところ︑﹁西

に原稿を﹂と︑多分渡辺先生は私

いうものを︑小学校にて少しずつ

すが︑半分は教育関係の記者でし

村茂樹先生の遺徳を今に伝えてい

︵筑波大学教授・元日経新聞論説委員︶

でも教えていく︒昔︑修身という

て︑半分は社会部の記者や社会部

たい︒そして︑出来得べくんぱ文

教科があったゑたいに︑〃人間の

長をやりました︒それで︑私の三

る会だ﹂ということで︑大変に興

ようにしていただきたいと考える

十四年のキャリアのちょうど真ん

在り方″というものを教えていく
わけでございます︒

スピーチする黒羽亮一氏

いますが︑その後の明治の発展の

︵東大の初代綜理︶西周︵あまれ︶

東大の総長をやりました加藤弘之

こちらの西村茂樹先生︑それから︑

したので︑明六社の福沢諭吉とか︑

私︑学校は文学部で歴史をやりま

味を持ちました︒と申しますのは︑

さんが松江の頃から一生懸命関係

千葉の教育長だった現会長の鈴木

ときから存じ上げている︑当時︑

その前に文部省の記者をしていた

会であるということです︒また︑

父様が副会長をなさっておられる

覚えていないんですが︑奥様のお

あった前か後だったか︑ちょっと

有りませんので一言申し上げます

申し訳ないのですが︑もう時間も

どうも︑個人的な感想ばかりで

ます︒

たるお付き合いの始まりでござい

たのが日本弘道会との十数年にわ

校の七十七期でして︑原稿を書い

っておりますが︑日本弘道会は創

とかいろいろおられるわけでござ

しておられるとか︑因縁めいたお

と︑今日百十周年ということにな

中でそれぞれ若干違う道を歩んで

話でした︒

立が明治九年だそうです︒明治元

おられる︒同じ明六社の人がいろ

と思っていました︒そこで︑﹁あ

いうのは︑沖縄戦争で亡くなられ

を聞いたら︑渡辺先生のお兄様と

があると思いましていろいろお話

年と︑戦後の四十年︒こちらの会

いまでと︑その後終戦までの四十

いかと思います︒明治四十年ぐら

年から数えると来年は百二十年と

あそうですか︑一度お会いしまし

た海軍の太田少将です︒この人は

さらに︑私の母が千葉の出身で

ょう﹂ということになり︑渡辺先

た時に時代を憂えた文章を書かれ

祖は︑明治三十五年に亡くなられ

いろな道を歩んだということで大

生とお会いしたのであります︒先

教育に関係がありまして︑沖縄県

ているということが︑百十年史に

いうことになりますが︑この百二

生からいろいろお話を聞いてゑま

民がよく戦ったので︑沖縄の教育

十年が大体三つに分れるのではな

すと︑私が社会部記者時代の知り

のことをよく考えてほしいという

載っておりますが︑最初の四十年
は︑司馬遼太郎さんの言われる

ありまして︑渡辺先生も千葉のご

会いの︑警視総監をなさった土田

遺言を残された太田少将でありま

〃坂の上の雲″の時代であったと

出身であって︑これはいよいよ縁

国保先生が︑今日もお見えになっ

す︒私も終戦で退学せざるを得な

思うし︑戦後の四十年も︑別の意

から暇ができたら勉強でもしよう

ておりますが︑当時警視庁の警務

くなりましたけれども︑海軍兵学

変興味がありまして︑年をとって

部長で︑前の奥様の不幸な事件が
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味で〃坂の上の雲″の時代であっ

ところが︑その間に日本には大

始めまして︑入江でございます︒

今日の祝宴誠に御同慶に堪えませ
ん︒また︑先程は私にも表彰の栄
を与えて下さいまして︑誠に有難
うございました︒

今日私は︑ある方の面影を大変
懐かしく︑かつ︑尊敬の念をもっ

て憶い出しております︒これは今
日に限らずしばしばあることでご

スピーチする入江徳郎氏

たと思うのであります︒

変難しい四十年がありました︒順
ひょっとしたら難しい四十年には

番からいけばこれからの日本は︑

いっていくのかも分らない︒或は
もう入っているのかも知れない︒
の間に基礎ができ︑その次の四十

この難しい時代に︑最初の四十年

は︑昨年お亡くなりになりました

ざいますが︑その方と申しますの
第八代会長の西村幸二郎先生でご
ざいます︒西村先生は︑私の家に

一

家内に﹁明日︑弘道会の式典に出

やらねばならぬことになるかも知

席するのだが︑どうもスピーチを

れない﹂と申しましたら︑家内は︑

お礼をぜひ言って下さいよ﹂と申

﹁それではあなた︑西村先生への

します︒私も﹁その心積もりでい

す︒

るんだが﹂と申したのでございま

私事になりますが︑私の家にと

って西村先生は恩人でございます︒

かろうと思いますが︑西村先生は

と申しますのは︑ご存じの方も多

成城のご自宅で奥様の多亀子様と

ご一緒に︑結婚につながる若い男

こと無償の奉仕を続けてこられま

女の交際の場を設けられて︑長い

した︒実は︑私の次男で︑日産自

動車の技術部に勤めております子

が︑友人の推薦を受けまして西村

ましたが︑それに入会させていた

先生の交際の会︑四つ葉会と申し

だきました︒西村先生御夫妻はあ
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年にも滅びなくて︑戦後またひと
働きをした日本弘道会は︑これか
ら益々大事な働きをしなければな
らない時代に︑日本も差しかかっ

お方でございまして︑実は昨日︑

とりましても恩人と申し上げたい

蕊

てきたのかなあという感じがいた

珊評

出P

します︒

卿か生意気なことを申し上げま
したが︑とにかく︑お目出度うご
ざいます︒

︵元ＴＢＳニュース・キャスター︶

入江 徳 郎 殿

乳

月日曜日に二回開放されまして︑

のお忙しい中なのに︑ご自宅を毎

その四番目のお嬢さんであり︑私

人と結婚を致しまして︑それぞれ

の四つ葉会のメンバーで︑会員の

と何か共通するような雰囲気が西

っしゃる土光さん︒そういう方々

ん︑或いは今も元気でやっていら

の息子には過ぎたる伴侶でありま

対する深い愛情と申しますか︑そ

視野の広さと︑それから︑社会に

皆円満な家庭を築いておられます︒

す︒結婚以来十数年になりますが︑

のようなものを感じまして︑絶え

られました︒そこでは︑女の人達
が料理を作り︑男性はそれを手伝

非常に円満な楽しい家庭をつくっ

ず感銘を受けて参ったのでござい

若い青年男女をお集めになってお

ったり︑会場を作ったり一緒にな

ております︒その夫婦もしばしば

意もし︑族もなされる︒相談にも

奥様についての話題が広がります︒

子供と話すたびに︑西村先生と︑

て承ましても︑自宅を開放して若

男女の交際の場を一つ取り上げ

ます︒

あの明治人のしっかりした骨格︒

って歓談をし︑その席に西村先生

我が家へやって参りますが︑その

村先生に感じられました︒

と談笑なされる︒その間に色を注

御夫妻がお出になって︑若い人達

応じられるというような事もなさ

いっぱいでございます︒

お世話になったという感謝の念で
そういうことがございまして︑

ったのでございますが︑全くこれ

西村先生とは親しくさせていただ

っている人もあったりいたしまし

新人類といわれ︑相当気ままに育

は︑西村先生の献身的な奉仕であ
り︑若い人達を可愛がって︑次の

き︑お話もしばしば承わったり致

って途中から来なくなる若い娘さ

て︑中には奥様の膜が厳しいと言

西村先生の印象は︑例えば高碕達

目にかかる機会があったのですが︑

おりますけれども︑そういう人達

んなどもあったという話も聞いて

は︑仲を難しいことでございます︒

世代の人たちを育てたいというお

しました︒私はマスコミで働いて

い人達にサービスするということ

お陰で私ども大変幸せいたしまし

気持の現れであったわけで︑その

きましたので︑いろいろな方にお

私の次男は︑その会のメンバー

にこにこと機嫌良く︑そして︑時

を相手にお教え下さって︑いつも

た︒

であった女性と婚約が整い︑結婚

おやりになった方ですが︑或いは

之助さん︒この方は電発の総裁を

をハイキンギなどをおやりになっ

のさる素封家の四女でございます

国鉄の総裁であられた石田礼助さ

いたしました︒その女性は︑中野
が︑上の三人のお嬢さんも全部こ
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たします︒

に大きな意味をもつと私は確信い

先程のお話で︑会員が三千人未

て︑多亀子夫人が先頭に立たれ︑
裏磐梯と一緒になって廻ったり︑

山中湖に連れていったり︑或は︑

またいつもにこやかに︑承んなの

わりに会員を広げまして︑一人が
もう一人会員をつくれば忽ち倍加

満ということでしたが︑私共のま

村先生でございまして︑本当に若

する勘定になります︒穏歩前進と

話し相手になっておられたのが西

に堪えない気持ちでございます︒

い人達を愛して下さったと︑感謝

いうような具合に広げて︑道徳確

に広げ︑会員数万︑或は数十万と

申しますが︑性急ではなく︑着実

立の大きな拠点︑更に︑これを大

このように︑西村先生のおやり

になった背景に︑弘道会の︑社会

﹃まだまだ︑スピーチを頂戴したい方

ず朗詠︒続いて西村茂樹先生作の新体
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を良くし︑道義を高めるという基
本的理念や︑先代からの脈をとし

々︑概して平均年令は極めて高い

いる次第でございます︒会員の方

があったと思えます︒こういう方

という感じでございます︒そこで

い﹄との司会者の進行によって余興の

きな力に広げて参りたいと念じて

のお気持ちを更に受け継ぎまして︑

部に入る︒

た血のつながり︑そのようなもの

会祖以来の伝統をもって続いて参

元気で︑日本の道徳確立のために

大臣賞︑ＮＨＫ賞を受賞の平山菖佐子

余興は︑薩摩琶琵演奏者で先に文部

会の若返りを図り︑お互いに益々

と広げて参りたい︒技術文明が益

す︒どうも失礼しました︒

頑張って参りたいと考えておりま

いものがございます︒前途憂慮に

もございますがこれをもってスピーチ

詩﹃大宰府の菅廟に詣でて﹄と﹃西村

た平山眠水師作の﹃川中島懐古﹄を先

堪えない感じさえ抱かせる時代の

は終りとし次のプログラムに移りた

先生から︑厳父で一代の名人と言われ

中で︑日本弘道会の存在は︑非常

方で道徳の退廃︑混乱は誠にひど

々進んで参りましたけれども︑一

りましたこの日本弘道会を︑もっ

琵琶演奏の平山菖佐子先生

朗之と歌いあげ︑参会者に深い感銘を

茂樹先生辞世﹄を琶琵を演奏しながら
暁破る鯨波の声︑どっと挙げつ
つ攻め戦う越後の勢退けば︑甲
斐の軍是を追い︑甲斐の軍退け
ば越後の勢又これを追う︒兵を
合わする事十七度︑いづれを勝
と知らま弓︒退くかと見えし信
玄は流れを乱して走る所を謙信
只一騎あかくりげの遅しぎに鞭
をあて︑豊子いづこまで逃るぞ
と︑いいも果さず切りつくる︑
信玄刀を抜くにいとまなく軍配
扇にて受けたれど扇は二つに折

せせらぎは︑昔を今に語るらんｑ

に︑アンコールに答えて平山先生によ

され︑祝宴を盛り上げた︒そして最後

れまたお得意の詩吟が飛び入りで披露

また︑評議員の加藤嘉三郎氏からはこ

藤田三郎氏からは得意とする数え歌が︑

て頂くこととし︑その間︑長老会員の

平山先生には︑熱演のため暫く休憩し

チからアンコールの声が湧きあがった︒

与えた︒予定の三曲が終るや︑アチコ

る有名な﹃壇ノ浦﹄の演奏があり︑割

られたり︒

りつきぬ祝宴も予定の時間となり︑司

と︑うたいし如く二の太刀は︑
早肩先に切り込ゑぬ︒謙信なほ
も追いせまる︒そのすきに信玄
は虎々を追れ去りにけり
鞭声粛を夜渡河
暁見千兵擁大牙
遺恨十年磨一剣

川中島の夕立の雨

りけり

降ると見て傘とるひまもなか

れんばかりの拍手喝采を浴びた︒名残
会の片山理事から格調高い閉会の挨拶
があって︑記念すべき今日の総ての行
︵菅原記︶

事も大団円となったのである︒

平山眠水補作
一︑﹁川中島懐古﹂

信濃なる千曲の河原訪れて︑川
中島の跡とはぱ︑岸辺をよする

流星光底逸長蛇

川中島に霜深し︑聞こゆるもの
は遅川の岸辺を洗うせせらぎぞ︑
岸辺を洗う瀬々らぎぞ

西村茂樹先生作

一︑大宰府の菅廟に詣でて

恩賜御衣拝二余香一

ノスヲ

星霜積りて一千年
都府楼あれて通もなし
朽ちぬは神の威徳にて
窺をたる神殿影高し
神の御前に額づけば
心に通ふむかしの迩

忠愛の誠肺鵬に溢る

尊くもあり哀しくもあり

軒端に近き四王子山

トシテメテ

観音寺の鐘松を隔てて聞こゆ

スルコｏｒニ

一︑西村茂樹先生辞世

クニカクク

遁二遥人間﹃七十五年︑孜を求レ

ヲカリル

ル

ニス

道︑卿有し得駕︑魂也何之︑無レ

有二定所↓上天下地︑自在澗歩︒
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○式典参会者の礼状

礼お伝え下さらば幸いであります︒切

いました︒会長その他各位に呉々も御

お会いすることができ︑且つ貴重なる

ちに︑会員拡充の功労と云うことで表

まだまだ充分なる御協力もできないう

御礼まで︒﹄

に︑ご清栄をお祈り申し上げます︒右

御労苦に対しましても深堪なる敬意を

彰の栄に浴し︑万感胸にせまり感慨無

る御準備︑実施︑誠に御苦労様で御座

量︑ただただ有難く感謝にたえません︒

文献を戴き感謝に堪えません︒周到な

ナショナルに於ける式典は大盛会にて

この栄誉ある表彰を契機に︑今後一層

表すものであります︒

御同慶至極！﹁弘道会﹂の﹁弥栄え﹂

努力をし︑会員の増強と佐倉支会の発

﹃今回の拙稿入選に関し︑いろいろ御

私ごときは︑入会以来僅か七年にして︑

は期して侯つくしでございます︒又︑

世話いただき︑心より御礼申し上げま

東京都岩崎晶殿

その節は︑記念品を賜り︑衷心より感

展に微力を尽す所存であります︒どう

﹃十一月二日東京ヒルトン・インター

謝いたしております︒乍末筆︑御健勝

か今後共よろしく御指導賜りますよう

ておりますので︑不本意な結果になっ

神奈川県多田建次殿

を祈ります︒﹄

す︒私は大学で教育史の講座を担当し

特に鈴木会長指揮のもとに︑式典の諸

たことは︑誠に御同慶に堪えません︒

に記念式典が盛大裡にとり行われまし

り︑盛大なる式典及び記念祝宴に参列

十周年記念式典には︑特に御招待を賜

さて︑十一月二日の日本弘道会創立百

極に存じます︒

﹃晩秋の候︑御健勝にて御活躍慶賀至

にうけとめ︑今後の西村研究の糧とし

の由︑私自身へのきびしい試練と謙虚

ました︒優秀作のレベルには達せずと

と思い︑恥を承知であえて応募いたし

の西村像を表明することが責任である

がすすんでこの企画をうけとめ︑自分

っておりますだけに︑私のような若輩

す︒﹄

準備に御尽力賜わりました役員並びに

することを得まして︑心から御礼申し

て参りたいと思っております︒どうぞ

いましたが弘道会の高齢化が問題とな

ては︑立場上マズいのではないかと迷

事務局職員の並々ならぬ御努力に対し

上げます︒

東京都寺崎隆治殿

お願い申し上げお礼の言葉といたしま

佐倉支会服部忠三殿
﹃この度︑日本弘道会が百十周年を迎

厚く御礼申し上げます︒記念式典に於

当日の式典祝宴において多くの名士に

え︑来賓を初め大勢の役員参加のもと

二二名︑団体八︑一般一︑それぞれの

て栄誉ある表彰を受けられました個人
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今後ともよろしく御願い申し上げま
す︒﹄

千葉県鈴木とよ殿

化祭の行事で欠席許されませんで︑何
︵輝きの賞状抱く文化の日︶

卒お許し下さい︒

千葉県佐倉支会殿
﹃日本弘道会百十周年記念を祝し︑今

この度は︑又とない御招待を欠礼致
しましたのに︑記念品︑賞状︑その他

真長

道也

山崎

南摩

三浦

飯田寅次郎

石黒承な子

服部忠三 春山宇平
宮崎哲夫 浅田隆夫

事務局

安彦孝次郎

堀賢次

石渡敬

藤下昌信 菅原哲治川村千寿子

寺崎隆治東平久雄新美忠之 粟生保 金子政次 成石昌蔵
古田紹欽堀田正久松平直寿 広江朝夫 戸辺好郎

茂木啓三郎渡辺薫生平幸立
荒井元吉石橋香峰入江徳郎

鈴木勲石井千明片山清一
鈴木一土田国保古川哲史

役員

上げます︒﹄

共に︑会のご発展を心からお祈り申し

井原善一郎 上野明義 内田正二
内田千代 大熊章一 岡本省吾
小沢秀吉 柏木輝夫 片岡と承
上山定治 神戸照雄 清塚十三郎
清塚須恵子 桑原善作 小坂巌
小林栄一郎 関田健二 多田建次
五味篤義 佐倉木省吉 菅谷万蔵
鈴木寛一 高田豊寿 鶴岡術
東条俊光 中薗幸子 野 口 元
野平富佐子 長谷川惣平 服部貞子
藤田三郎 藤田忠 細野とし
松本孝二 山岡俊明 山口寿恵
和田平太郎 渡辺正勇 浜田頼三

後益を弘道精神の普及を図られますと

寛素彦加藤嘉三郎篠塚繁

石原邦男

いつまでも子孫に伝えて大切に致すつ

巌

平井

鈴木普二男

杉浦昌也谷口現吉土田健次郎

を頂き︑まことに有難うございました︒

功一

西角

飾磨りつ子

以上一○八名

黒羽亮一斉藤喜門丹治久

会員
青柳嘉忠岩崎晶寛泰彦
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もりです︒残念でしたけど︑当方も文

創立百十周年
記念式典出席者芳名

港

鎌田

︵敬称略︶

垂臼五口

幸清隆文春
子忠尭司綱政

来賓
有光次郎
尾田幸雄
伊藤克己
伊藤幸七郎

金子作造

東信一郎

田辺徹

鴫松谷西勝津
田崎岡海部田

朝刊に女子大生自殺の記事があっ
た︒﹁卒論がうまく書けない﹂と悩
んでいたという︒吉祥寺の百貨店の
七階屋上から飛降り自殺である︒

﹁自分もいい大学に進ゑたい﹂と希

同じ日の夕刊に︑千葉県佐倉市の
高校二年生の自殺が報道されてい
た︒兄二人が大学に進学しており

望し︑予備校に九月まで通ってい

も浮んでくるのは︑どうして友人や
先生に︑あるいは父母に悩承を打明
け︑相談しなかったのか︑という疑
問である︒卒論のゆきづまりも進学
勉強の重荷も︑まわりからの助言
で︑なんとか道がひらけただろうに
と思われてならない︒

人間はひとりでいると弱くなる︒

はたから桑れぱ︑それほど大問題と
思えぬことを深刻に悩承︑絶望的に
なったりする︒こんな時︑欲しいの
は友人や先生の﹁なんだ︑そんなこ
とでふさぎこんでいるのか﹂という
励ましだ︒父母の﹁浪人したってい

い︑クョクョするな一のひとことだ︒

て︑孤独に落ちこんでしまうこと

ある大学教授がいっていた︒自殺
する学生には共通点がある︒それは
友人や教師との交流が全くなくなっ

だ︒まわりとの交流のなくなった学
生には気をつけねばならない１．

その通りだと思われる︒逆にいえ
ば︑人間はまわりからあたたかい声
が聞ける間は自殺しないものだとい

折から立ちあがるもののようだ︒

える︒まわりの声に励まされ︑目が
覚めたり︑気を取り直したりして挫

自殺した女子大生も高校生も︑心
を打明ける友人がいなかったのだろ
うか︒相談できる教師はいなかった

のだろうか︒一年くらい卒業や進学
が遅れても︑あとには永い人生がひ

かえているのに︑目をつむり耳をふ
さぐようにして︑孤独のはての死を
とげるとは︑残念でならない︒
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た︒それを一時中断したので母親か
ら︑通うようにいわれていた︒机の

上に﹁きょう家を出ます︒大変突然
ですが許して下さい﹂と遺書があ
り︑習志野市の十二階の↓︑ンション
た︒

屋上から︑これも飛降り自殺だっ
若い人の死は痛ましい︒それも悪
事を働いての末︑というようなこと
でなく︑卒論や進学勉強の重荷に耐
えられなくなっての自殺である︒ま
じめな性格だったろうと思われるだ
けに︑一段とあわれである︒
気の毒なことになったものだが︑

こうした若い人の自殺の場合︑いつ

勉学が重荷の自殺

入江徳郎

我が国は世界一の長寿国となりま
したが︑延長された寿命に伴い︑身
一心の老化も当然強くなります︒その

々の内臓疾患のため衰弱して寝たき

③痴呆が三大原因で︑その他にも種

節疾患︵各種骨折︑関節痛など︶︑

ように介護人が得られない場合は在

が多く︑嫁︑子供は別居し︑同居し
ていても仕事を持つ者が多く︑この

偶者は自身も老化し病気がちのこと

体︑民間の努力が必要です︒

⑤寝たきりの対策
三大原因の予防︑脳血管障害や骨
折後のリハビリテーションが重要で
す︒しかし長命になったが一方人は
必ず死ぬという限り︑寝たきりをな
くす事はできません︒なるべく家庭
で介護する態勢をとり︑夫が困難な
らば施設を利用します︒施設の絶対
数の不足を解決するため︑国︑自治

老人病院などがあります︒

護老人ホーム︵福祉事務所申し込み︶︑

せざるを得ません︒すなわち特別養

宅ケアは不可能で︑施設ケアに移行

りになることもあります︒

愚
鍵

極限に痴呆︵第十一回に既述︶と寝た

呪■:■:唖■.,.I.△.■.■.■ず｡▽｡q■qpq■■,■b■,■､日◇日』日IEqEqE虻qLdGqG』Gq.q凸■.■"■,■◇■◇L,よ■母■■q日守■、

きりがあります︒

画寝たきりの影響
寝たきりには種々の介助が必要と

寝たきり

なる点が大きな問題です︒食事︑排
世︑着衣︑洗面︑入浴等の日常の家
庭生活が自立できなくなると家人の
世話にならねばなりません︒調査の
結果では寝たきり老人が男の場合は
介護人が妻︑子供の順で︑女の場合
は嫁︑夫︑子供の順になります︒配
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日寝たきりとは
寝たきりは六カ月以上床につきき
り︑またはそれに近い状態を云いま
す︒全く動けない状態の外︑トイレ
や食事の時だけ起きるか起こしても
らう状態も含まれます︒

○寝たきりの頻度
最近の統計では老人の約四％で︑

年齢別にみると六十歳代の一％から
八十歳代の十％以上へと増加しま
す︒全国では四十七万人の老人が寝
たきりといいますと︑かなり身近な
問題としてとらえる必要がありま
す︒

②寝たきりの原因
多い順に①脳血管障害︑②骨・関

党議蕊蝉

杉 浦 昌 也

千葉県石橋香峰

篠塚しげる選

の南無阿弥陀仏︑又日蓮宗の南無妙法蓮華経の﹁南無﹂

た子の供養に﹁そわか﹂を力強い声で念話したのを身

が真言宗の﹁庵﹂に相当する︒孟蘭盆に作者が亡くし

内の人又は菩提寺の和尚がきいてまことに立派なもの

だと誉められたのであらう︒狗に作者香峰さんらしい

面目を施された快心の一句である︒

○蝉の声連日つ葺き夏長し

○川越しに門火の焔空を焼く

千葉県鈴木とよ女

︵評︶百姓の悲喜こもごもの一生の姿をさりげなく叙しては

︑朝露夜露踏んで農夫の老いにけり

た︒それを手にして﹁長かった夏も過ぎて秋となった

○抱き上ぐる子のポケットより木の実落つ

○金木犀新居の夜を香りけり

いるが読む人に与える感動がふかい︒

か﹂という︑夏が去るのを惜しむと共に秋を迎える喜

︑秋暑し集積ざれし粗大ご承

○甚平の似合う齢とぞ見上げけり

○柳散る小さき水輪つくりけり

○草は実に小鳥ふえしと思ふ日々

○亡夫の声耳に庭木の冬支度

つま

○岩の間の野菊の殊に咲き澄める

で面白い︒
ぽうじそわか

︑孟蘭盆や亡児捗婆詞を誉められて
︵評︶亡児は亡くなった児をさす︒捗婆詞は薙語で︑真言密
おんあびらうんけん

教の真言の終につける語︑即ち﹁庵阿毘羅畔欠﹂と大
おん

日如来の功徳を讃え帰依する言葉である︒因承にこの
一番先きの庵の一字はこれを念じ唱えると立ちどころ

島根県小玉光

びとがまじった感懐を詠んだもの︑目の当て方が新鮮

この句の盆踊また然り︒盆踊の回覧板がまわって来

︵評︶俳句では盆一切は八月即ち初秋の季語となっている︒

︑盆踊の回覧板来て夏も行く

謡
に無上の功徳が得られるという︒浄土宗︑浄土真宗で
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弘道俳壇

感迫る

○野圃できく落栗の音さやか

○大寺院彩る菖蒲濃く淡く

○茄子の花小さくなりて今朝の秋

選者近詠
昔男夢に浮寝の都鳥

椿の実はじけ落つ音冬日和

鴨撃つやとり乱したる沼の景

達磨忌や父の遺筆の達磨掛け

喜寿われは寂かに燃ゆる冬日とも

千葉県加藤冬翠

千葉県加藤刀水

人を気の毒に思って詠んだ感動の佳句︒

けの病臥の姿︑熱で僅か三滴しか飲ませてもらえない

場合もある︒いづれにしても正月の祝い酒屠蘇を仰向

高僧の意︒転じてやさしくて思いやりのある人をさす

︵評︶生き仏とは本来は立派な僧をうやまっていふ言葉即ち

︑仰向けに屠蘇三滴の生き仏

○夏草に隠れし小路抜けにけり

︵評︶高く積承あげられた粗大ご承︑想像するだけに秋暑の○雨一過鳴る風鈴のいと涼し

○秋暑し読承さし本のたまりをり
○台風圏外れと聞きて早寝かな
○汁の塩加減濃ゆ目に土用入り
○鼻少し焦がし土用の草をぬく
○向日葵の貫禄しかと葉を被つ上

千葉県飯田萌堤
︵評︶戦後四十年も経つのにいまだ未処理である︒民国在留

︑うしろ髪引かれ離日の孤児の秋
の日本人孤児の切ない気持をいとも巧承に掴んだ佳句

○焼鳥に斗酒も辞せぬ酒豪かな
○補聴器をはさゑし耳に嬉姑の声
○蝦姑の声とは別に亡き父母の声
○竹光の一刀腰に菊人形

千葉県田村隆郡
︑薫風のかよふ座に旧師をもてなしぬ
︵評︶原句を若干直して採りあげた︒思師を迎える作者の心
持が言外に充分汲みとれる︒

○夏菊を活けし白磁の壷の艶
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弘道会の発展︑およびその機関誌の発行など︒西村の思想

なかに孜々つらぬこうとする敬虚な会員を多数擁する日本

るがない歴史的評価︑とりわけ西村の思想を日々の生活の

うにおよばず︑激動するわが国近代史をとおしてつねにゆ

削僻鴻嘘鋤航懸賞論文入選作
日本教育史学の誕生と西村茂樹
ｌ日本教育史資料との関連をめぐってｌ

西村茂樹の﹃教育史﹄

日本教育史学と﹃日本教育史資料﹄

でいるともいえるのではないか︒現在の時点で西村研究に

の再発見︑西村の諸活動や思想の再評価への道を︑はばん

したイメージの横行をゆるし︑あらたな視点からの西村像

多田建次
第一章
文部省の﹃日本教育史略﹄

もとめられるものは︑伝記や全集に依拠した思想の分析や

しかし反面︑このようなめぐまれた条件が︑西村の固定

は︑過去の化石としてではなく︑まさに現代に生きている︒

第二章
﹃古事類苑﹄とその周辺

佐藤誠実の﹃日本教育史﹄

一片の文章が︑その思想家の評価をくつがえすことは︑
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序章

第四章

第三章

かわる新史料の発見なり︑うずもれた活動の発掘をこころ

＃

承ることにほかならない︒全集未収録の文章は︑国会図書

結語

事績の検討ではなく︑むしろそこからはなれて︑西村にか

終章
註

館の象にかぎってゑても︑日記以下歴大な量の草稿が収蔵

今日における西村茂樹研究の課題と方法は︑一体何か︒

におよんでいるであろうことが推測されるからである︒

され︑それにともない伝記からもれた彼の足跡は︑多方面

ある意味では︑西村ほどめぐまれた学者思想家は︑すぐな

家文書の公開が︑福沢諭吉研究に大幅な修正をもたらし︑

歴史研究のうえで日常茶飯事である︒戦後における福沢宗

序章日本教育史学と﹃日本教育史資料﹄

いかもしれない︒大部かつ良心的な伝記と全集の刊行はい

−

研究者に福沢再評価をうながしたことは︑記憶にあたらし
い︒

︵１︶

か︒それに筆をすすめる前に︑﹃史資料﹄とは何か︑から

た︒しかし西村の貢献が︑これにとどまるものでないこと

ら以上に圧倒的な影響を︑その後の学界思想界におよぼし

統計学の杉享二など︒西村もわが国倫理学の祖として︑彼

政治学の加藤弘之︑法律学の津田真道︑民法の箕作麟祥︑

学者は︑それぞれ諸学の祖と目されている︒哲学の西周︑

全国から進達された彪大な量の報告書類・古記録類を編集

かかわる教育史料調査の指令を発したのは︑明治十六年︒

そなえている︒文部省が︑各府県・旧藩主家へ旧幕時代に

として二峡一七葉におよぶ詳細な幕府聖堂・旧藩校絵図を

五巻九冊︑総六六三一頁︑一頁二四行︑一行五三字︑付録

いまここに﹃史資料﹄の概要を記すと︑四六倍判︑全二

筆をおこしていきたい︒

は︑﹃古事類苑﹄や﹃言海﹄をおもいおこせば︑たりるで

ところで︑西村も中心メンバーの一人であった明六社の

あろう︒教育史学もそのひとつにかぞえることができる︒

やく完結した︒

したうえで刊行したのが︑明治二十三年︑二十五年によう

内容は︑近世各藩の藩校及郷校関係史料・学士小伝・学

もちろん西村がその分野で大著をものし︑画期的業績をの
こしたということではない︑斯学の基盤を準備した︑とい

小伝など︑近世教育にかかわる彪大な基礎史料を集大成し

内学校関係史料︑私塾寺子屋表・私塾関係史料・文武諸家

議・学館記・雑記・祭儀・古記録・昌平髪ならびに幕府領

教育史というと︑ふつうには明治八年訳述の﹃教育史﹄

たものである︒﹃史資料﹄をぬきにしては︑近世の教育思

う意味においてである︒

を連想するが︑わが国の教育史学の発達のうえにはたした

想や幕府および諸藩の教育政策︑庶民階級の教育普及状況

をはじめとして︑各種教育機関やそこでの教育内容・教育

ても日本教育史学は︑フィラデルフィアの万国博覧会への

方法・就学状況など︑旧幕時代から幕末維新期をへて近代

西村の役割は︑とうていこれにつきるものではない︒わけ

の濫鶴をなすが︑明確な問題意識・広範な史料収集・厳密

出品を機に︑文部省内で編纂された﹃日本教育史略﹄がそ

解明することはとうていおぼつかない︒

学校制度の成立にいたるまでの︑教育の変遷発達の実態を

したがって︑わが国の教育史研究とりわけ近世教育史研

な史料吟味を歴史学成立の要件とするならば︑わが国にお

そもとめねばならない︒ではこの﹃日本教育史資料﹄︵以

究は︑これまで﹃史資料﹄をおもな手がかりとしてすすめ

ける日本教育史学のスタートは︑﹃日本教育史資料﹄にこ
下﹃史資料﹄と略記︶と西村とは︑どのようにかかわるの
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ゆえか︑浩潮すぎるほどの分量ゆえか︑なお充分に利用し

究業績が蓄積されてきたが︑教育史研究自体のあさい歴史

先学たちによって︑﹃史資料﹄に依拠したかずおおくの研

られてきた︒石川謙氏・笠井助治氏らをはじめとする幾多

下の直轄学校・藩校・私塾・寺子屋のいずれも﹁沿革略及

概要ともいうべき﹁教育沿革史編纂ノ体裁﹂は︑昌平蟹以

料をもとに︑いずれまとめられる予定の日本教育沿革史の

環としてなされたものだからである︒また﹃史資料﹄の史

諭された︑﹃史資料﹄編纂の予告は︑﹁学事統計﹂調査の一

昌平髪から藩校・郷校・私塾家塾・寺子屋︑さらには儒

省所期のねらいは︑一○○年後の今なお﹃史資料﹄のなか

統計﹂を主眼にしているからである︒その意味では︑文部

︵３︶

︵２︶

つくされているとはいいがたい︒

者の教育論・学校論などにいたるまでの幅ひろい調査対象︑

﹁廃藩置県ノ際書類散逸或︿烏有二帰セシモノ殊二多ク

に生きつづけているといえる︒

ノ調査ヲ為スコトノ困難﹂を承知しつつも︑足かけ一○年

而シテョリ又十余年ヲ経過セリ既往ノ事実ヲ網羅シテ精確

たる調査項目︑文部省自体はいうまでもなく︑各府県庁・

日本全国を網羅した広範な調査範囲︑近世教育の細部にわ
旧藩主家を総動員した周到級密な調査方法︑その果として

にもおよぶ大がかりな調査・収集・整理・編集・刊行の大

︵４︶

収集整理された質量ともにすぐれた古記録類︑いずれの点
をとってゑても︑歴史史料集としての重要性を証明してな

事業を推進した︑草創期の文部省の努力は︑いくら評価し

出版事業は︑わが国を対象とした修史と欧米先進諸国の各

ひるがえって︑明治初期に政府部内各省庁がおこなった

てもしすぎることにはなるまい︒

おあまりある︒

もちろん︑その後の研究わけても地方教育史研究の進展

った︒しかし︑全国的な教育実態の趨勢や各教育機関の開

は︑﹃史資料﹄を凌駕する新史料が発見されないではなか

にするには︑それを歴史の座標軸のうえにすえて︑時間的

種書籍の翻訳によって代表しうる︒現在の状況をあきらか

につれて︑藩により県により地域により教育機関によって

日でも総体的基礎史料集たる﹃史資料﹄が主役として登場

設普及状況などの統計数値をふちびきだす段になると︑今

因果関係のなかから照射するのほかはなく︑わが国が西洋

の政策を立案するには︑範を欧米先進諸国の制度文物にあ

化の道をあゆゑはじめた以上︑現在の状況を変革するため

することとなる︒

そもそも﹃史資料﹄は︑旧幕時代の教育実態を︑数量的

おがねばならないからである︒したがって︑明治初年から

に把握することを目的としていた︒明治十五年十二月五日
文部卿代文部少輔九鬼隆一によって︑学事諮問会の席上示
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であり︑しかもそれにたずさわったのが著名な洋学者・開

になったが︑それら外国調査にまさるともおとらない国内

明的官僚であったから︑いきおい後者が脚光をあびること

各方面における地道な基礎史料調査が︑この時期政府をあ

の出版事業が綾をおりなしながら︑すすめられていった︒

いま前者のうごきの承を承ると︑太政官における﹃日本

げてすすめられ︑その結果さきにその一部を紹介して各種

二十年代にかけて︑政府および各省庁において︑この二つ

政史﹄︑おなじく正院歴史課・修史局・修史館さらには史

史誌・史料集の編纂刊行があいついだのは︑まぎれもない

もとより全体の趨勢は︑個別の事例をも説明するもので

料編墓所における一連の図史編纂事業︑元老院の﹃旧典類

はない︒それぞれの分野・領域ごとの徹底した国内の史料

事実であった︒

司法省の﹃徳川禁令考﹄﹃同後緊﹄︑農商務省の﹃開国起源﹄

調査を︑各省庁が実施したについては︑それぞれの特殊事

﹃同参考﹄﹃大日本租税史﹄﹃日本財政経済史料﹄﹃吹塵録﹄︑

﹃大日本農史﹄﹃日本水産補採誌﹄﹃日本水産製品誌﹄︑工部

情がひそんでいようし︑それぞれにその事業を企画立案し

纂︑皇位継承篇﹄﹃同︑旧制篇﹄︑大蔵省の﹃大日本貨幣史﹄

帝国駅逓志稿及考証﹄︑海軍省の﹃日本海志﹄﹃海軍歴史﹄︑

省の﹃鉱山志﹄︑外務省の﹃外交志稿﹄︑駅逓局の﹃大日本

内にあって一体誰が︑いつ頃から︑どのような教育観・学

料﹄について承るならば︑何はさておき︑そもそも文部省

た主体が部内に存在したことは︑いうをまたない︒﹃史資

文部省にあっても︑これらの動静と相呼応しつつ︑立省

校観・歴史観にもとづいて︑どのような動機・意図・目的

陸軍省の﹃陸軍歴史﹄と︑それこそ枚挙にいとまがない︒

以来の学制取調掛らによる﹃和蘭学制﹄﹃仏国学制﹄など

ところで︑明治初年以来の太政官政府内部における︑と

ねばならない︒

もたせつつ︑この編纂事業を企画立案したのかが︑問われ

のもとに︑当時の教育動向・教育政策とどのような関連を

外国学制の調査翻訳︑田中不二麻呂による﹃理事功程﹄の
調査︑西村を長とする編輯寮・編書課・報告課のメンバー
らによる各種教科書・教育書の翻訳︑西村みずから﹁天文

﹃史資料﹄の調査編集と︑二つのしかも活発なうごきが承

学﹂を担当し先鞭をつけた大部なチェンバースの﹃百科全
書﹄の翻訳︑一方西村の建議にもとづく﹃古事類苑﹄や

りわけ明治四年七月の文部省創設以来の同省内における︑

何度かにわたるわが国旧幕時代の教育実態の調査の模様に

とめられる︒

ただ明治政府が開明的路線をえらび西洋化を当面の国是

ついては︑名倉英三郎氏があきらかにした︒これによって

︵５︶

としたから︑現実の政策に直接かかわったのは多く翻訳書
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たとえば︑従来﹃史資料﹄所収各旧藩関係記事のなかにあ

家がそれにこたえたものであることが判明した︒

旧藩主にたいし旧藩学校取調が伝達され︑旧佐倉藩主堀田

太政官政府部内および文部省内において︑それぞれの時

って謎とされていた旧佐倉藩のそれをはじめとする︑いく
つかの問題点が解明された︒旧佐倉藩については︑第一冊

当初から政府文部省内には根づよいものがあった︒﹃史資

ないが︑ことほどさように江戸時代の教育実態への関心は︑

料﹄は︑明治十六年の時点で突然企画立案され︑調査・編

期に調査事業を発案・推進した人物は︑なおあきらかでは

南山﹂︑第六冊祭儀に他藩では例を承ない詳細な絵図をそ

集刊行されたものではない︒このようなうごきのなかで︑

東海道に旧藩主取調による﹁旧佐倉藩﹂︑第四冊参照に﹁塩

なえた釈尊関係記事︑そしておなじく第六冊補遺に尾藤二

近代学校の整備充実に省をあげてとりくんでいた文部省の︑

谷氏所蔵学則中抜葦﹂︑おなじく第四冊学士小伝に﹁吉見

いる︒もとよりこれらのなかで中心的位置をしめるのが︑

洲による﹁菱大観墓硯銘﹂と︑相当量の記事が分載されて

何らかの政策意図との関連をとおして︑おのずから醸成し

では︑如上の教育史料調査と関連して︑政府文部省内に

ていったものにほかならないのである︒

︵６︶

第一冊の﹁旧佐倉藩﹂である︒

文部省が教育沿革史の取調を全国各府県・旧藩主家へ達
﹁旧佐倉藩﹂の冒頭には︑明治十四年五月四日の日付のあ

いったのであろうか︒またそれにはどのような人物が関与

おける〃教育史意識″は︑どのような経過をへて発酵して

したのは︑明治十六年二月五日の﹁第一号﹂であったが︑

る﹁旧藩学制ノ儀二付旧大参事平野知秋ヨリ家令依田柴浦

第一章西村茂樹の﹃教育史﹄

して︑その発酵作用をうながしたのであろうか︒

へ回答書﹂がおかれ︑すでに旧藩主堀田家では︑文部省の

第一号以前に教育史料の調査がおこなわれていたことをし
めしている︒その形式・構成も︑文部省の提示した﹁取調
要目﹂﹁取調要項﹂をまったく無視し︑単に彪大な量の古
﹃史資料﹄中特異な位置をしめていたが︑名倉氏の研究に

画且弔８四冊のａ岡目８感○口慧︑アメリカ人勺匡さ匡匡旨のの

村茂樹の訳出した﹃教育史﹄である︒原著は︑︽︽国璽ｏ暑

わが国における〃教育史″と銘うつた書物の噴矢は︑西

よって︑明治十四年四月十三日岩倉具視を館長とする華族

記録類を年代順に列挙してあるにすぎない︒その意味で︑

会館において︑日本鉄道会社創立の件を議題とする族長会

アメリカにいたるまでの︑おもに西洋教育のながれを概説

手になるものである︒内容は︑古代から十九世紀なかばの

︵７︶

議がひらかれたおり︑文部卿福岡孝弟からの依頼として︑
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したものである︒上下二冊本︑明治八年文部省から刊行さ

ぎ″の意味あいで︑﹁余力此教育ノ史ヲ箸ハスノ主意︿︑

伴ひ︑世入漸く参考用として同書を愛読せし結果なるべ

国中ニテ最大卜称ス可キ者︶ノ書二依テ功ヲ得ル事最大

ヲ得ル事多ク殊二其書籍院︵此種類ノ書籍院ニテハ合衆

余此害ヲ編成スルニ方リ﹁ヘンリバルナルド﹂君ノ助力

ードの影は全編をおおっている︒

このような経緯からうまれた著作であるだけに︑バーナ

︵皿︶

二︑簡易ナル手冊ヲ編成スル﹂ことにしたという︒

文学ノ士ノ為メニ精詳ノ説ヲ述ルー非ズシテ唯生徒ノ為メ

︵８︶

六年小笠原書一房から復刻されたという︒﹃泊翁西村茂樹伝﹄

れた︒のち合本されて明治十四年天賜堂から︑おなじく十
には︑その事情を﹁明治十六年に至り︑十一月二冊を合巻

し﹂と推測している︒わが国の教育史研究は︑その後質量

して︑再び印刷して世に行へり︒是れ蓋し我文運の進歩に

ともにゆたかな成果がつゑかさねられたが︑その先鞭をつ

ナレバ︑此人ノ恩ヲ記セズシテ此序ヲ終ルベカラズ︑此

原著者ヒロビブリァスは︑西村訳すところの﹁原序﹂に

自ラ為ス所ナレバ︑余甘ジテ其責二任ゼントス

君ノ賜ニシテ︑行文ノ疎謬事実ノ誤訓二至リテハ作者ノ

書中二多分アル貴重スベキ部︿皆﹁ヘンリバルナルド﹂

︵９︶

けた本書のもつ意義は︑けっして小さなものではない︒

おいて︑これまで教育史の良書がとぼしく︑たとえあった

初代長官であるとともに︑同国の教育史学の開拓者となっ

ここにいうバーナードとは︑アメリカ合衆国連邦教育省の

︵蛇︶

としても多くはヨーロッパに記述がかたよっていることを
れ︑つぎのようにその期待を表明している︒

は長○窪８について︑つぎのように記したことがある︒

かつて石川謙氏は︑バーナードとアメリカ報告局勺風目・

た人物である︒

なげいたうえで︑ヘンリー・バーナードの教育史編纂にふ

亜米利加合衆国二於テモ著名ノ博士︵ヘンリバルナル
ド︶将二教育ノ史ヲ編纂シテ益其名誉ヲ発セントスレバ

とを納れて禽崖日の風呂旨言胃口巴呉同含８陣○口どこの編

当時アメリカ報告局は︑国目皇国胃ｇａの余恵と遺意

十全ノ教育史ノ此国二出ル事余其必ス近キー在ルヲ知ル
ナリ︑此人ノ健在シテ其書ノ速二成功二至ラン事︿余ガ

所謂雑誌とは︑使命と趣とを異にしてゐる︒やがて出来

集刊行を続行してゐた︒言ふまでもなくこの書は今日の

切二望ム所ナリ︑然しトモ此書ノ未タ成ラザルノ間︿︑

上其他ノ教育二関スル新報中ヨリ要緊ノ条件ヲ抽出シテ

ことを一つの主要な使命とし︑そのために又それとは別

ねばならぬアメリカ教育沿革史のために資料を蒐集する

国二教育ノ史ナヶレバ︑余為メニ亜米利加ノ教育日誌及
︵︑︶

此教育史ヲ墓輯セリ

すなわち︑バーナードによる教育史完成の暁までの〃つな
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に︑現在の教育施設に改善向上の刺激と示唆とを与へる

歴史の知識であった︒﹃万国史略﹄をはじめ︑その後の﹃校

まして必要とされたのが︑欧米のあたらしい情報とりわけ

のような要請にこたえたものであった︒明治八年の﹃教育

正万国史略﹄﹃泰西史鑑﹄﹃西史年表﹄などの著訳書は︑そ

目的のために︑国内各地の教育状況並に諸外国の教育の
のであった︒かうしたバーナード的信念と方式とがアメ

立した文部省報告局は︑﹁教育沿革史編纂二関スル事︑教

編輯寮・編書課・報告課・編輯局と漸次改組拡充されて成

せて︑我が文部省の報告局を眺めてはならぬであらうか︒

めた教育近代化にとりくんでいるわが国にとって︑その特

の理解が前提であるのと同様︑欧米の教育制度に範をもと

質を正しく認識するには︑まずそのよってきたる歴史過程

わが国が朝野をあげて摂取をいそいでいる西洋文明の特

史﹄も︑その延長線上に位置するものである︒

学説と施設とを記述することを他の主要な使命としたも
リカ報告局の機構となって現はれてゐた事実と考へ合は

育書類及外国人贈答ノ文書翻訳等二関スル事﹂を︑その責

徴をふかく把握するには︑その教育の変遷をたどることが︑

︵羽︶

務の一としていた︒﹃教育史﹄の訳述をとおしてバーナー

らいは︑おそらくそんなところであろう︒

何はともあれ不可欠である︒﹃教育史﹄にかける西村のね

︵Ｍ︶

ドとふかくかかわったであろう西村が︑小林小太郎ととも

﹃教育史﹄の訳述は︑西村のその後の教育観に多大な影

に︑報告局長に就任したことは︑単なる偶然として片ずけ
られないものをふくんでいるようにおもわれる︒

礎とし︑其沿革歴史を詳にし︑時勢に応じて多少の改正

欧州諸国の教育法を承はるに︑何れも其本国の教育を根

言稿﹄のなかでつぎのようにのべている︒

響をおよぼしたことが予想される︒彼は当時のことを﹃建
文化にたいする公正な認識と︑豊富な知識とをそなえてい

を為し︑又は他国の法を採用することあるも︑要するに

ところで西村は︑若き日に洋学をおさめたことで︑西洋

こころゑた︒彼の翻訳活動の範囲は︑文久三年の﹃数限通

自国の教育法を以て基本とせざるものなしと聞けり︑是

た︒くわえてその卓抜な語学力を駆使して︑多くの翻訳を

国家教育の法に於て至極然るべきことと存ずるなり

応三年起稿の﹃万国史略﹄がそれである︒長年にわたる鎖

るならば︑西村は幕末期すでに訳書を世に間うていた︒慶

何をおいてもわが国の教育の足跡を正確にたどらねばなら

諸問題︑および将来おこるであろうそれの解決のためには︑

ここからは当然︑現在わが国が直面している国民教育上の

︵鰯︶

まで︑多方面におよんでいる︒このうち世界史について承

論﹄にはじまり︑世界史・経済・天文・地理などにいたる

国の夢をやぶり︑開国をむかえたわが国にとって︑何にも
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ノ教育ヲ論スル事極メテ疎漏ニシテ我日本ノ如キハ殊二甚

﹃教育史﹄巻頭の﹁教育史翻刻例言﹂で西村は︑﹁原書支那

ないとする結論が︑ゑちびきだされざるをえない︒しかも

ける米国独立百年記念万国博覧会に際して︑その教育部の

すなわち本書の稿本は︑明治九年のフィラデルフィアにお

因リテ数子ヲシテ此ノ編ヲ選セシメテ以テ其ノ求二応ス

ノ場二陳スヘキ者ヲ求ム文部省ノ職固教育ヲ司ルー在り

博覧会ヲ費泣特費府二開カントス書ヲ我力邦二致シテ其

︵

シ然レトモ此書固ヨリ翻訳書ナレハ尽ク原書ノ意二従上敢
︵躯︶

テ一語ヲ増減セス﹂と︑隔靴掻捧のうらゑをうったえてい

︶

にとりくんでいた欧米各国に︑わが国の教育事情を紹介す

いで義務教育制度をスタートさせ︑近代的学校体系の整備

出品品目として起草されたものである︒そこには︑あいつ

ない︑幾多教育問題の解決に腐心していた西村が︑日本教

るというねらいがこめられていた︒したがってこの稿本は︑

草創期文部省内において国民教育の整備充実の重責をに

た︒

育史に傾斜していくのは︑自然のいきおいであった︒

明治九年賓少口○昌言の困尉８暑旦苛冨旨のの①同含８号目ご

として一三−ヨークで出版され︑翌十年文部省から日本語

版﹃日本教育史略﹄として刊行された︒稿本収録の記事は︑

第二章文部省の﹃日本教育史略﹄

日本教育史にたいする西村の渇望感をいやす機会は︑意
︶

明治八年十一月できれているから︑稿本の完成は︑明治八

︵

外にはやくめぐってきた︒﹃日本教育史略﹄の編纂である︒

年末から九年はじめにかけてであろうと推定しうる︒

テ小林儀秀コレヲ訳ス慕来氏︿米国ヨリコレヲ文部省二

編首ヲ教育概言トス米国ノ人大関慕来氏ノ書セシ所ニシ

﹁序﹂は︑つづけていう︒

西村の﹃教育史﹄が︑わが国初の西洋教育史概説であると
略﹄は︑冒頭に﹁欧米各国皆教育ノ史有リテ我力邦︿未．

請上問フニ学事ヲ以テスル者ナリ次ヲ教育志略トス大槻

すれば︑明治十年八月文部省から刊行された﹃日本教育史
し有ラスコレ有ルコト此ノ編ヨリ肇マル﹂とあるように︑

︵鯛︶

簡略なものながら︑わが国における日本教育史概説の先駆

修二ノ輯セシ所ニシテ那珂通高コレヲ校ス次ヲ文芸概略

︵

︶

トス榊原芳野ノ蕊セシ所ニシテ妻木頼矩︿文部省沿革略

者としての栄誉をになっている︒

本書編纂の経緯や目的については︑﹁序﹂でつぎのよう

記ヲ著シテ次テ其後二附ス此ノ編ノ成りシ所ナリ︒

此ノ編ノ成ル明治九年ニ在り即西暦一千八百七十六年ニ

時の﹁校正﹂とは︑洋学者の翻訳した外国語の生硬な表現

本書の構成と執筆者は︑これで明らかである︒ちな承に当

に明らかにされている︒

シテ米国ノ独立セショリ蚊一二百年ナリ国人乃将二大ニ
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いた︒全体四部からなる本書のなかで︑とくに﹁日本教育

国読書人の教養の根底には︑なお儒学がつよく根をはって

を︑格調たかい日本文に書きあらためることをいう︒わが

学南校の大助教となった︒明治四年ヨーロッパへ学制調査

である︒その後元治元年幕府開成所へ再入学し︑維新後大

三年福沢塾に入社︑慶応義塾の﹁姓名録﹂の最初の記載者

山藩士︑嘉永元年にうまれ︑明治三十七年死去した︒文久

報告局長︑東京大学予備門長事務取扱などの役職を歴任︑

においては︑少書記官兼東京図書館長︑体操伝習所主幹︑

のため派遣され︑帰国後の明治六年文部省七等出仕︑省内

教育通史︑および文字文章・文学・文具をとりあげた学問

内容は︑各時代の代表的教育機関を網羅した簡略な学校

志略﹂と﹁文芸概略﹂が︑中核をしめている︒

史というべきものである︒もとよりそれは︑万国博覧会へ

育辞林﹄﹃教育字林﹄﹃波氏教育学﹄などの教育書や︑﹃政

な豊富な語学力を武器に︑﹃日本教育史略﹄をはじめ﹃教

体論﹄﹃英国行政談﹄などの政治書︑そして﹃馬耳蘇氏記

明治二十二年退官した︒在職中は︑その経歴がしめすよう

かし︑まがりなりにも教育史意識にもとづいて︑上代から

簿法﹄﹃馬耳蘇氏複式記簿法﹄などの簿記書の翻訳を数多

の出品を目的として急拠編纂されたものであるから︑はじ

明治八年にいたるまでの教育史叙述がなされている点にお

く世におくり︑簿記学史上に名をのこしている︒﹃日本教

めから精級な学術研究の成果はとりこまれてはいない︒し

いて︑記念碑的意義をもっていることは︑うたがう余地が

育史略﹄の翻訳も︑その該博な英語の知識をかわれて︑え

ない︒

祖父は磐水︵玄沢︶︑父は磐渓︑弟は﹃言海﹄の文彦︑明

大槻修二は︑号如電︑﹃新撰洋学年表﹄の編者である︒

らばれたにすぎないであろう︒

のようなことがいえるであろうか︒文部省の教育顧問であ

治五年兄弟相前後して文部省八等出仕となった︒ともに編

執筆・翻訳・校正にあたったメンバーの顔ぶれから︑ど
る学監ダピッド・マレーについては︑ここでとくに記すべ

させた︒この当時は︑大木喬任の命をうけた漢字制限と︑

書課員であった︒のち文彦没後﹃言海﹄改訂の事業を完成

きほどのものはない︒

西村の命による辞書の編纂を担当していた︒那珂通高もま

︵錘︶

た小林小太郎にほかならない︒ただしこのことをもって︑

た編書課員として︑各種出版図書の校正の任にあたってい

小林儀秀は︑﹃史資料﹄編纂時文部省報告局長をしてい

り︑﹃史資料﹄推進の中心人物が小林であると結論をくだ

た︒彼は旧称江幡五郎︑盛岡藩士︑江戸で安積艮斎︑京で

﹃日本教育史略﹄と﹃史資料﹄とを短絡的にむすびつけた

すの兵早計であろう︒彼の経歴をひもとくと︑旧伊予松
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る︒伊能頴則のもとで国学をおさめた榊原芳野も︑おなじ

類苑﹄の編纂にも参与した︒那珂通世は︑彼の女婿にあた

森田節斎にまなび︑維新後文部省にはいった︒のち﹃古事

く︑活動をつづけることができた︒

びしい言論統制下にあってもさきの律例に抵触することな

それだけに明六社にくらべると論調はおおむね穏健で︑き

の国漢学者で︑多かれ少なかれ西村の息がかかっていた︒

かれこれおもいあわせると﹃日本教育史略﹄の編纂責任

編書課の一員として︑教科書・読本の編纂に従事していた︒

のち﹃古事類苑﹄の編集に参加する︒妻木頼矩は︑文部省
附属書記の職にあり︑文部省の沿革をまとめるには︑うっ
稿本執筆時彼らは︑いずれも文部省事務官として西村の

稿本の脱稿は︑明治八年末から九年初頭︑西村の﹃教育史﹄

たのではないか︑との推測がなりたとう︒﹃日本教育史略﹄

大槻・那珂・榊原・妻木らをうごかしてこの事業を推進し

者も西村ではないか︑西村が公私ともに縁のふかい小林・

下僚か︑編書課員として直属の部下であった︒しかも︑彼

てつけの人物であった︒

らの多くは︑洋公社の社員でもあった︒洋食社とは︑西村

の﹁原書支那ノ教育ヲ論ズルコト極メテ疎漏ニシテ我日本

ノ如キハ殊二甚とという一節と︑﹃日本教育史略﹄の﹁序﹂

刊行直後とかんがえられる︒しかも﹃教育史﹄の﹁例言﹂

の︑﹁欧米各国皆教育ノ史有リテ我が邦︿未コレ有ラス︑

が明六社同人阪谷素によびかけて︑明治八年三月結成した

コレ有ルコト此ノ編ヨリ肇マル﹂という一節とは︑たがい

明六社と同種類の学術思想団体である︒明六社が新聞紙条
のとして︑﹁毎月一回各自の論説・考証等を持寄りて対論

例と謹誘律のため活動を停止したのちも︑それに代わるも

に対応しあっている︒﹃日本教育史略﹄は︑﹃教育史﹄にお

︵理︶

研究し︑更に之を洋々社談といへる雑誌に掲載し︑各自の

川真頼・榊原芳野・那珂通高・飯島半十郎・大井鎌吉・小

省の最高責任者田中不二麻呂の参画を推察したうえで︑つ

画し之を主宰した人々﹂として︑学監マレーと当時の文部

加藤勝也氏は︑﹁執筆者や翻訳者の外に︑此の編纂を企

なして︑大過ないであろう︒

ける西村の教育史意識をそのままうけついで成立したと承

知見を開くと共に︑又広く社会の指導者たらんことを期﹂
して︑明治十六年まで啓蒙活動をつづけていた︒

中村清矩・木村正辞・依田百川・島田重礼・伊藤圭介・大

メンバーは︑西村・阪谷以下︑大槻磐渓・大槻文彦・黒

沢清臣・小永井小舟・平野知秋・埴原経徳ら数十名を擁し

ぎのように記している︒

此の両者の外に文部官僚として︑報告課長西村茂樹・中

ていた︒なかには大槻磐渓・文彦父子のように︑洋学に造

詣のふかい人物もまじっていたが︑その大半は文部省関係
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田中文部大輔やマレー学監に比肩するものであったかも

に担当したと見られる報告課長西村茂樹の参画は︑或は

られるが︑特に教育史稿本原本の執筆編纂の事業を現実

島永元・学務課長九鬼隆一・辻新次等の参画も勿論考え

においてすすめられていく︒

職につく︒そして﹃史資料﹄の調査・編集の事業は︑同局

報告局へと改組され︑西村は小林とともに一時その局長の

のまま報告課長へ横すべりする︒報告課は︑さらに編輯局︑

編書課は︑明治七年十月末報告課に統合され︑西村はそ

﹃日本教育史略﹄は︑わが国における日本教育史学の誕

第三章佐藤誠実の﹃日本教育史﹄

しれない︒西村の﹁往事録﹂には︑大槻・那珂・榊原等︑

稿本の主たる執筆者等が何れも︑彼を課長とする編書課
書課の継承と見られる報告課を長としての西村は︑恐ら

生をつげる画期的なものであったが︑とうていわが国の学

に所属していた事が記されている事は既に述べたが︑編
く﹁史略﹂稿本企画編纂の中心人物であったであろう︒

内にすら︑そのような認識はあった︒﹃史資料﹄﹁緒言﹂に︑

問・教育・学校の全貌をおおうものではない︒当の文部省

また︑企画・編集の中心人物が西村にほかならないと結論

と﹃日本教育史略﹄編纂の趣旨との一致などから︑筆者も

あきらかに﹃史資料﹄は︑﹃日本教育史略﹄の教育史意

ルヲ知ル﹂という一節が︑そのことを雄弁に物語っている︒

キモノ甚タ少シ文部省夙二此ノ歎アリ教育史編纂ノ必要ナ

﹁本邦未タ完全ナル教育沿革史アラス学事上文献ノ徴スヘ

︵麹︶

る地位・立場・役創︑﹃教育史﹄訳述における教育史意識

西村の人となりや思想もさることながら︑文部省内におけ

をくだすことに︑跨踏しない︒今のところ︑加藤氏の仮説

︵型︶

をくつがえす材料をゑいだすことのほうが︑困難であるよ

あとづける教育史書欠乏のなげきから︑﹁教育史編纂ノ必

ち﹃史資料﹄は︑本来わが国における教育の変遷を正確に

めに︑編纂が企図されたといっても過言ではない︒すなわ

識をそのままうけつぎ︑さらに精微な教育史認識をえるた

ものへとしぼられていくなかで︑﹃日本教育史略﹄の完成

が︑フィラデルフィアの万国博覧会を契機にナシヨナルな

成をめざして︑調査に着手したものであった︒

要﹂を痛感していた文部省が︑﹁完全ナル教育沿革史﹂完

﹃教育史﹄訳出によって芽ばえた西村個人の教育史意識

うにおもわれる︒

によって︑ついに文部省の意識へと昇華していった︒学問

藩時の混乱による史料の散逸などによって作業は困難をき

しかし︑文部省当初の予想をうらぎり︑維新の変革や廃

的批判に十分たえうる実証的な日本教育史と︑その温床と
なるゆたかな基礎史料へのあくなき要請は︑その当然の帰
結であった︒
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わめ︑各府県・旧藩主家からの報告書の進達は︑予定期限

から明治二十年にいたるまでのわが国教育の流れを︑如上

ように︑教育をひろく人間形成のいとなゑととらえ︑神代

﹁政治も経済も文化も︑はたまた軍事や産業も︑教育を媒

労作である︒その根底には︑石川松太郎氏もいうように︑

の諸文化とのかかわりのなかで︑丹念にあとづけた画期的

を大幅にオーバー︑なかには﹁資料ノ進達ヲ欠クモノァリ
二之ヲ以テ編史二著手スル﹂どころの話しではない︒そこ

介にし︑軸として︑はじめて廻転し発展し得るものだとい

調査ノ精密ヲ欠クモノ﹂もあるという状況︑とうてい﹁直
でとりあえずは︑﹁本邦教育史ノ資料トシテハ最良ノ参考

う教育観﹂が︑脈うっていた︒

︶

書﹂たることを期して︑進達史料を編集した資料集の形で︑

︵

明治二十三年から二十五年にかけて公刊することにしたの

﹃日本教育史略﹄が︑各時代の代表的教育機関や著名な

初の日本教育通史であり︑その後のいわゆる教育文化史的

史実を概観した簡略なものであったのにひきかえ︑本書は︑

明確な教育史意識と正確な史料にうらづけられた本格的

的確な引用・厳格な典拠︒ひろい視野・級密な記述︑いず

叙述の模範となった先駆的業績である︒彪大な基礎史料・

である︒では︑文部省内における﹁完全ナル教育沿革史﹂

な日本教育史を要望する声は︑ようやく軌道にのりつつあ

をもとめる声は︑その後どのような展開をたどっていった

った各地の師範学校関係者のなかから︑涜済としてわきお

い︒本書刊行後しばらく日本教育通史がとだえたのは︑本

れの点をとってゑても︑今日なお生命をうしなってはいな

豊富な史料を縦横に駆使した︑質量ともにすぐれたわが国

こってきた︒それにこたえたのが︑明治二十三年から二十

のであろうか︒

四年にかけて師範学校用教科書と銘うって刊行された﹃日

﹃修訂日本教育史﹄としてながらく版をかさね︑今日にい

書があまりに完成度がたかいからだという︒のち合本され︑

育通史が完成されたのか︒いうまでもなく佐藤は︑﹃古事

なぜこの時点で︑これほどまでにレベルのたかい日本教

たっている︒

本教育史﹄上下二巻である︒著者は︑文部省総務局図書課
され︑同省総務局に於て刊行したものであった﹂と︑石川

︵顕︶

員佐藤誠実︒﹁この書は文部省の依託と保護との下に編纂｜

内容については︑ことあらためていうまでもないかもし

類苑﹄編纂者の一人であり︑明治十二年この大事業がスタ

謙氏は記している︒

れない︒﹁緒言﹂に︑﹁此書は︑文学を初め神道︑宗教︑武

ートしてから︑明治四十年の稿本の脱稿まで終始一貫この
︵邪︶

まで︑本邦の教育に関する古今の概況を挙げたり﹂とある

芸︑音楽︑天文︑算術︑茶湯︑挿花︑及農工商の業に至る
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編修長となり︑爾来うまずたゆまず完成をめざして精魂を

・皇典講究所をへて明治二十八年神宮司庁にうつされるや︑

編纂に従事︒とりわけこの事業が文部省から東京学士会院

い︒事実佐藤は︑﹃日本教育史﹄中﹁諸藩学校ノ事︿並二

い史料の宝庫だったのであろう︒それを利用しない手はな

れてくるホットな報告書類は︑佐藤にとってねがってもな

かぎられていたが︑日をおって全国からぞくぞくとよせら

先学によってしばしば指摘されたように︑﹃古事類苑﹄

其藩学制取調書二依ル﹂と明記し︑それによって旧藩立学

︵鋤︶

かたむけつくした人物である︒

編纂の過程で発掘・収集したおびただしい量の史料が︑佐

る︒ここでことこまかに両者の関連を分析することはひか

内学事上之諸制度﹂以下と︑いちじるしい対応をなしてい

酒井豊氏は︑﹃日本教育史﹄の頭注ひとつひとつを丹念に

えるが︑﹃日本教育史﹄中の藩校関係記事は︑多かれ少な

校の項目は︑ことごとく﹃史資料﹄所収各旧藩記事の﹁藩

検討し︑﹃古事類苑﹄との照合を詳細におこなった結果︑

かれ﹃史資料﹄所収当該藩中の︑﹁藩内学事上之諸制度﹂

藤の﹃日本教育史﹄を︑根底からしっかりとささえている︒

つぎのような結論をくだしている︒

ている︒

ないし﹁沿革要略﹂などのダイジェストという内容となっ

的学風を継承するとともに︑欧州史学の影響下に拾頭した

﹃日本教育史﹄第六編までの出典註二千百四十︵複数の

する︶について﹃古事類苑﹄との対応を調べると︑概数
ながら一千六百以上は共通の出典と叙述︵もしくは引

実証主義文化史観をも採用した﹂佐藤の手がたい手法とが

典拠が示されている場合もその中の一が該当すれば可と

用︶が認められる︒⁝⁝佐藤が﹃古事類苑﹄編纂事業の

纂作業が︑同時進行していた︒名倉英三郎氏もいうように︑

革史﹂にたいする文部省内の切実な要望にこたえる一試作

問題を︑もとへひきもどして象よう︒﹁完全ナル教育沿

︵魂︶

こうしためぐまれた環境と︑﹁日本史学の考証的文化史

成果として収集された資料を利用していることは︑この

相乗作用をおこして︑﹃日本教育史﹄をきわめて精密度の
たかいものとしたのである︒
︵露︶

﹁佐藤誠実は︑明治十三年十二月から﹃古事類苑﹄の編集

として︑佐藤は﹃日本教育史﹄を執筆したのではないか︒

おりしも文部省内では︑報告局を中心に﹃史資料﹄の編

共通性の高さから理解できよう︒

に携わり︑二十年当時には文部省編集局第三課一等属でも

﹃史資料﹄の当事者たちは︑編纂の過程で事の困難さに気

︶

あったから︑教育沿革史編纂にも係っていた﹂という推測

づき︑急拠歴史に造詣がふかく︑堅実な実証的姿勢をくず

︵

すらなりたつのである︒﹃史資料﹄の対象は︑旧幕時代に
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いる佐藤に︑白羽の矢をたてたのではないか︒

すことなく︑孜々として﹃古事類苑﹄の編集にうちこんで

次キ附録又之二次ク而シテ第一門は最後二之ヲ編述スルニ

﹁着手ノ順序︿第二門第三門ヲ初トシテ第四門第五門之二

ァラサレ︿能ハス是他ノ資料ヲ熟察シテ其要ヲ提挙スルニ
︶

岩国市徴古館に︑﹁旧岩国藩学制教育概略引用書類全﹂

どのような項目をもりこもうとしているのか︒

在レハナリ﹂と︑理由を説明している︒では第一門には︑

︵

なる題叢を付した簿冊があり︑そのなかに﹁教育沿革史編

一︑天智帝二年始メテ大学ヲ設ヶ文武帝大宝元年制度ヲ

︵認︶

墓ノ体裁﹂という文書が綴込まれている︒そこでは︑﹁資
料蒐集ノ目的ヲ定メンカタメニ本史編纂ノ体裁ヲ仮二左ノ

後明治維新ノ際学習院ヲ西京二大学ヲ東京二建設セラ

改メ大学ヲ京師二置キ国学ヲ諸国二置ク等ノ事ヨリ爾

第一門全国教育沿革略

六部門二区別スルコト﹂として︑つぎの六門をあげている︒

レタルノ沿革ノ概略

︵銅︶

一︑幕府及諸藩学制沿革ノ大要ヲ附載シ下二全国教育景

第二門旧幕府学制及昌平校其他幕府設立ノ学校沿革略
及統計

況ノ一覧表ヲ附シ一目瞭然タラシムルヲ要ス

後半部分は︑第二門以下を資料として編まれるべきもので

にいたるまでを対象にすえた前半部分をカバーしうる史料

あるから﹁着手ノ順序﹂のとおりであるが︑古代から近代

第三門旧諸藩学制及藩立学校沿革略及統計

第六門著名ナル家塾ノ沿革及一般教育上二功益アリシ

第四門全国私塾学派ノ別及其統計
第五門全国寺子屋統計

れを﹃古事類苑﹄の収集史料にもとめたのであろう︒とす

は︑﹃史資料﹄には承あたらない︒おそらく関係者は︑そ

発見者名倉英三郎氏は︑これこそが報告局処務規則第二十

れば︑名倉英三郎氏が見ぬいたように︑﹃日本教育史﹄の

碩儒ノ小伝
五条の﹁教育沿革史︿資料ノ蒐集二従上之ヲ編纂スヘシ其

﹁上下二巻は﹃編纂ノ体裁第一門の﹃全国教育沿革略﹄に
︵銅︶

編纂方法︿別二定ムル要領二拠ルヘシ﹂にいう︑﹁要領﹂

擬することができる﹂のである︒
︵調︶

にあたるとしている︒なるべくしてついにならなかった

以上これを要するに︑佐藤は文部省の依嘱をうけて︑

資料﹄関係史料︑近代の部は文部省総務局の﹃近世教育概

によりながら本文をまとめ︑なお近世諸藩学制の部は﹃史

﹁教育沿革史編纂ノ体裁﹂を参考に︑﹃古事類苑﹄関係史料

の方針や内容にことごとく合致している︒第一門の承が︑

当然のことではあるが︑第二門以下は︑﹃史資料﹄編纂

﹁教育沿革史﹂の全体構成にほかならない︒

﹃史資料﹄とは直接かかわらない︒それについて同文書は︑
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覧﹄でおぎないつつ︑全体を完成させたのである︒﹃教育

ペヂャというものありて︑有ゆる学術を網羅して遣す所

凡そ文明の諸国には︑何れも学術の大辞典エンサイクロ

そもそものアイデアは︑西村の脳中にあったものである︒

なし︒其書は各部毎に専門の学識ある者︑是を編著する

へと連綿としてうけつがれてきた教育史意識が︑佐藤の

を以て︑独り温故の益を為すの承ならず︑近時発明の新

史﹄からはじまって︑﹃日本教育史略﹄﹃日本教育史資料﹄

﹃日本教育史﹄のなかにも︑滑々とながれこんでいること

︶

ノ勢ニシテ︑⁝⁝本邦ノ文運︿早ク開ケタレドモ︑類緊

文運ノ開クルー従ヒテ︑類緊ノ書ナカルペカザルハ自然

した︒

を具体化するべく︑明治十二年つぎにかかげる建議を提出

ランであるといえるかもしれない︒西村は︑そのアイデア

西村の思想・学識・立場からは︑当然出るべくして出たプ

ｈソ◎

︵

説をも︑尽く登録して︑大に国家文運の功をなすものな

を︑われわれは確認することができた︒
では︑﹃日本教育史﹄と不可分の関係にある﹃古事類苑﹄

は︑どのような課題意識にもとづいて︑どのような経緯の
もとに︑編纂されたものであろうか︒
第四章﹃古事類苑﹄とその周辺

草創期の文部省は︑わが国文明開化の牽引者として積極

ノ書は至テ乏シク︑前二菅原家ノ類緊国史アリ︑後二水

果敢な活動を多方面に展開したが︑こと出版に関するかぎ
ふはしたものの︑﹃古事類苑﹄の編纂を第一にあげなけれ

り︑後世にのこる画期的事業は︑刊行こそ後代までずれこ

戸藩ノ礼儀類典アレドモ︑一︿国史ノミニ限り︑一︿礼

レバ︑之ヲ得ルコト能ハズ︑支那欧米ノ事︿遠シト錐モ︑

儀ノミニ限レルヲ以て︑普ク諸学ノ用ヲ為スコト能ハズ︑

類書アルヲ以テ︑之を尋ヌルコト太ダ易ク︑本邦ノ事︿

﹃古事類苑﹄は︑質量いずれの面からゑてもわが国最大

ばならない︒

などあらゆる分野にわたる根本史料を︑歴史・文学・宗

近シト錐モ︑類書ナキヲ以テ︑之ヲ尋ヌル事太ダ難シ︑

スルース︑尽ク数千巻ノ書ヲ翻ヘシテ︑暗索スルニ非ザ

教・政治・地理・生物などの類別事項ごとに集大成したも

然レバ今日ノ如キ︑人智ヲ開キ︑文華ヲ盛ニセントスル

⁝⁝⁝故ヲ以テ今日二方リ︑本邦ノ古事旧典ヌ求メント

ので︑都合三十部本文一○○○巻︑洋装本では四六倍版各

の百科史料全書とされている︒神代から慶応三年の徳川幕

冊八○○頁全五十冊にもおよぶ官撰の大百科事典である︒

時二当り︑類緊書ノ編纂︿︑決シテ己ムコト能ハザル者

府による大政奉還にいたるまでの︑制度・文物・社会百般

わが国出版史上︑空前絶後といわれる所以である︒
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︵調︶

稿まで︑終始一貫この大事業の完成に尽力した佐藤誠実は︑

編纂完了の翌明治四十一年永眠した︒享年七十歳︒この大

ナルベシ︒
︵調︶

この建議は︑文部大輔田中不二麻呂︑同少輔神田孝平によ

さげつくした生涯でてった︒その功で︑死後勲五等に叙せ

事業完遂のため要ることのない︑まさに﹃古事類苑﹄にさ

︵犯︶

って︑﹁本議ノ通︑編輯著手相成可然ト思惟ス﹂とただち

は西村没後のことであったが︑西村こそが︑﹁古事類苑編

西村のはじめの予想をはるかにこえるものであった︒完成

ついやした年月︑はらった労苦︑完結後の規模構成は︑

られた︒

に認可され︑この大事業はスタートした︒

西村のもくる承では編輯者は三名︑ほかに写字生数名︑

・東京府書籍館蔵のものでまかなえるから︑あらためて文

纂事歴﹂に﹁報告課長西村茂樹氏ヲシテ之ヲ管セシム﹂と

引用の書は数千巻というものの︑そのほとんどは浅草文庫

一人が一年に十冊づつ編輯すれば十年で完了する︒印刷に

い︒各種事業のオルガナイザーとしての︑その進行過程に

あるように︑この歴史的大編纂物の生承の親にほかならな

部省で購入する必要はない︑全体の構成はおよそ三百冊︑

五年を要するとして︑はやければ最終巻の刊行まで約一五

内容上の密接な関連については︑さぎに紹介したとおりで

佐藤の﹃日本教育史﹄と﹃古事類苑﹄﹃史資料﹄との︑

おける．︿トロンとしての︑西村の面目躍如たるものがある︒

年の歳月で事足りるという︒このように西村は︑当初かな

り楽観的な見とおしをいだいていたことがうかがえる︒
ていた︒編纂メンバーは︑佐藤誠実以下小中村清矩・那珂

﹃古事類苑﹄の基本路線は︑この建議によってほぼ敷かれ

通高・榊原芳野・小杉樋郁・松本愛重・黒川真頼・広池千

神・職員教官・生徒数．寄宿生・自費生給費生・遊学生・

﹃古事類苑﹄文学部三十一藩学の部では︑校舎・学校祭

ようなことがいえるのであろうか︒

ある︒一方︑﹃古事類苑﹄と﹃史資料﹄については︑どの

治十九年文部省から東京学士会院へ︑ついで明治二十三年

編纂事業は︑明治十二年文部省内ではじまり︑その後明

九郎ら︑西村の部下である報告課員が大半をしめていた︒

皇典講究所のちの国学院大学へ︑さらに明治二十八年神宮

遊歴生徒待遇・学科教則教授法・経書用古註・授業日授業

学・雑載・学校雑載の︑全一八項目にわたって︑都合一四

時間休暇・生徒賞罰・蔵書蔵版・経費・藩主臨校・平民入

司庁へと︑頻繁に機関をかえてすすめられた︒

編集の経了は︑明治四十年︑大正三年にいたってようや

二にもおよぶ多数史料が収録されている︒

く最終巻の刊行が完了した︒その間およそ︑三五年︒ちな
象に︑明治十三年元老院から文部省へ移籍して以来稿本脱
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記・維新史料・講習文武儀・続備藩典刑・郷間学規・沖細

肥後学館図・壊篤小集・銀台遣事・学制棄集・肥後物語・

﹃史資料﹄所収の記事をあてている︒のこりの二一の承︑

そのうちの八五︒︿−セント︑実に︑一二一までもが︑

だとはいえまいか︒これら一連の文部省版日本教育史関係

纂された﹃日本教育史資料﹄も︑西村の教育史意識の産物

事類苑﹄﹃日本教育史﹄と不即不離の関係をたもちつつ編

史﹄はいうにおよばず︑﹃日本教育史略﹄をうけつぎ︑﹃古

のうえに実をむすんだかつての部下佐藤誠実の﹃日本教育

時進行の形で編纂されつつあった﹃史資料﹄の成果は︑直

箕作麟祥・森有礼・加藤弘之・福沢諭吉・中村正直・津田

植手通有氏は︑明六社に結集した啓蒙思想家︑すなわち

終章結語

であろうか︒

想家・文部官僚の存在を想定することは︑筆者の牽強付会

出版物の共通の根源に︑西村茂樹というすぐれた学者・思

津和野藩旧記・諸藩学制・塚田多門之書・備陽岡山学校

おなじことが多かれ少なかれ︑昌平坂学問所や徴典館・

志・琉球録話からの史料を利用しているにすぎない︒
明新館・明倫堂・修文館・日光学問所などの幕府直轄学校︑

ひいては釈重など一連の教育関係項目にもそのままあては

接﹃古事類苑﹄のなかにとりこまれていた︒ただし引用の

真道・杉亨二・西村茂樹・西周・箕作秋坪らに共通して承

まる︒当然予想されたこととはいえ︑文部省内において同

形式が︑佐藤の﹃日本教育史﹄では藩別・藩校別であった

られる特徴を︑つぎの諸点に集約している︒

まず第一に︑箕作麟祥・森有礼をのぞけば︑彼らはほぼ

︵虹︶

のにたいし︑﹃古事類苑﹄では事項別となっている点が︑

のうえでは︑けっして遜色はない︒第二に︑庶民階級出身

同世代に属していること︒もちろんこの二人も学問的経歴

注目される︒

このようにゑてくると︑﹃教育史﹄﹃日本教育史略﹄﹃日

の杉亨二を唯一の例外として︑多く中・下級士族の出身で

本教育史﹄︑そして﹃古事類苑﹄﹃日本教育史資料﹄のあい

な関係をもちつつ編纂がすすめられた点などから︑その根

だには︑ともに文部省の編纂刊行物である点︑相互に密接

学・仏学・独学へと転向していること︒第五に︑幕末期幕

んでいること︑第四に︑蘭学から洋学にはいり︑その後英

臣にとりたてられ︑幕府の洋学機関や翻訳方につとめたこ

あること︒第三に︑儒学をおさめ︑そののちに洋学にすす

ンバーの直属の長として背後で指導助言をしたであろう

さらにいえば︑西村ゑずから訳出した﹃教育史﹄︑編纂メ

と︒第六に︑幕末までに西洋体験をおのれのものにしてい

底には共通の教育史意識がながれているようにおもわれる︒

﹃日本教育史略﹄︑編纂を建議した﹃古事類苑﹄︑その成果
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動の意義を明らかにしようとした︒

第一から第四までの諸項は︑西村にそのままあてはまる︒

藩の重臣・印膳県の権参事・文部省高官・宮中顧問

一︑つねに責任ある立場の行政官であった︒佐倉佐野両

ること︒

第五については︑西村は幕臣でこそなかったものの︑譜代
佐倉藩主堀田正睦の家臣として︑幕臣と一体感をもってい

立場にたって言論を行使し︑活動を展開した︒福沢が

官・貴族院議員など︑生涯をとおして政策に参与する

いただし︑明六社内に多くの波紋をなげかけた士大夫

﹃学問のす上め﹄第四編﹁学者職分論﹂できびしく問

たであろうし︑第六については︑西村も結局は許可されな
には彼らと共通している︒

的学者のあり方には︑西村は終生ほとんど疑問をいだ

かったとはいえ︑洋行をこころざした点において︑内面的
これ以外にも彼らは︑その学︑和・漢・洋に通じ︑該博

むけたこと︑実証主義者であることから自然科学へのふか

証主義・経験論を武器として︑封建的観念論に攻撃の矢を

文部省版﹃百科全書﹄刊行の先鞭をつけたように︑人

派的知識人であった︒彼ゑずから﹁天文学﹂を訳出し︑

二︑ひろい視野とくもりのない認識をそなえた百科全書

かなかったであろう︒

い理解を身につけていたこと︑またさきにも記したように︑

な学識の所有者であること︑洋学によってつちかわれた実

それぞれの学問分野における始祖として︑多くの書を翻訳

訳書を世におくりだした︒

文・社会・自然の諸学をおさめ︑おびただしい量の箸

のぞき新政府の要職にむかえられ︑儒教の理想とする士大

し︑それだけに国語国字問題に関心をよせたこと︑福沢を

学をマスターし︑東西両洋の学説・思想の特徴・問題

点を比較対照しつつ自己の思想を構築していった︒

三︑バランス感覚ゆたかな学者であった︒和・漢・洋三

四︑和魂洋才の系譜のうえにたつ思想家であった︒三と

夫的学者として︑おのれの経給を権力機構をとおして政策
といわれるにふさわしい属性をおびていた︒西村は︑まぎ

化していったことなど︑まさにわが国近代初頭の啓蒙学者

の関連で︑両者の長所短所をよくわきまえそれを取捨

かつてわたくしは︑西村の生涯と思想的立場について︑

教思想であった︒﹃日本道徳論﹄が︑それを典型的に

るが︑その根底にあるのは︑和魂すなわち伝統的な儒

選択したうえで︑自己の立場を理論的に根拠づけてい
分折をこころゑたことがある︒その結論として︑西村をつ

象徴している︒

れもなく啓蒙団体明六社同人の一人であった︒

ぎの五つの要素に分解して︑彼の生涯の多岐にわたる諸活
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ガナイザーそして︒︿トロン︵大槻文彦﹃言海﹄のおく

五︑各種事業における︒ハイオニアであるとともに︑オル

このような彼の姿勢は︑教育の場合にもそのままつらぬか

これらをとおしてうかがえる西村の問題意識は︑わが国

かれたものといえる︒

の日本弘道会︶の結成もさることながら︑﹃言海﹄﹃古

の従来の文化百般︑とりわけ教育制度や教育方法・教育内

れている︒明治八年の﹃教育史﹄は︑書かれるべくして書

事類苑﹄﹃百科全書﹄など一連の大出版事業の企画・

容を再評価し︑今後の施策の参考に供するということにつ

がき︶であった︒明六社・洋々社・東京修身学社︵後

立案・援助にことのほか力をそそいだ︒

このような西村の諸側面をふまえたうえで︑文部省時代

言語によってさぐることを意味していよう︒﹃古事類苑﹄

国文化のよってきたる淵源を︑そのシンボルともいうべき

きるであろう︒大槻文彦への﹃言海﹄編纂の懲通は︑わが
の諸活動の根底にながれている問題意識をさぐっていくと︑

おりからの文明開化の風潮のなかで︑浅薄に欧化主義にな

わが国の過去の教育実態の本格的調査へとたどりつくのは︑

このような意識が一貫してながれている︒早晩彼の関心が︑

西村の文部省時代にかかわった編纂出版事業の根底には︑

いう作業にほかならないのである︒

編纂の建議も︑そのための歴史史料の発掘・収集・整理と

がれようとする時勢にするどい批判をなげかけ︑復古派と

自然のいきおいであろう︒明治二十三年四月︑榎本文部大

佐倉時代︑和漢洋の三学をおさめた西村ではあったが︑

つぎのことがいえる︒

義の思想を鼓吹した︒

欧州諸国の教育法を承はるに︑何れも其本国の教育を根

臣へあてた建言書のなかで︑つぎのようにいっている︒

誤解されるほどまでに︑あえて儒教倫理にもとづく忠孝仁
学制実施過程における実情調査に際しても︑わが国の学

礎とし︑其沿革歴史を詳にし︑時勢に応じて多少の改正

問・教育の伝統や国民生活の実情をかえり承ることなく︑
と︑一方的に強行しようとする文部省の画一的・強制的・

欧米の教育制度とカリキュラムを定着させずにはおかない

の教育法を以て基本とせざる者なしと聞けり︑是国家教

を為し︑又は他国の法を採用することも︑要するに自国

従前の寺子屋の教育法の利点を力説さえした︒

中に此理を知る者多かりしならば︑必ず本邦古来の教育

の初め︑文部省を置きて新教育を布かれしとき︑若し国

育の法に於て至極然るへきことと存ずるなり︑本邦明治

中央集権的教育行政のあり方に疑問をなげかけた︒そして︑
つねに歴史的視点にたって問題の解明をめざした西村は︑

ゆたかな語学力で幕末期幾多歴史書の翻訳を手がけていた︒
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育法は︑幕府及び列藩の学校と︑民間の寺小屋と称する

の教育法は姑く論せず︑維新以前まで全国に行はれし教

ひたりしなるべし︑古来の教育法とは何ぞや︑中古以上

ける日本教育史学の誕生をつげる画期的事業であるとする

の帰結といえる︒﹃史資料﹄の調査・編集が︑わが国にお

ものの︑その編纂は西村の教育観・学校観・歴史観の当然

﹃史資料﹄の名こそその文章のどこにもあげてはいない

法を根拠として之に多少の改正を加へ︑以て新教育を行

者是なり︑此二種の学校久しく国中に在りて︑上等下等

るといえよう︒西村は︑教育史学の分野においても︑大き

ならば︑西村こそが斯学発展の基礎をつちかった人物であ

な足跡をしるしていたのである︒もはや紙幅がつきた︒文

の民を教育して︑其国に功ありしこと少食に非ざるなり︑

部省時代の西村の諸事績については︑今後さらに調査を続

唯今日の時勢より之を視れば︑其規制整はすして︑又智
て従前の藩学と寺小屋との教育法に因り︑其不足なる所

育の一科を欠くこと是なり︑故に此時若し卓識の士あり

思うに﹁史略﹂稿本の編纂を契機として拾頭した︑報告

氏の一文をかかげておきたい︒

課を中心とする教育史意識は︽・⁝・・報告局及び編纂局関

行することを約し︑本小論のしめくくりとして︑加藤勝也

にして︑新教育を施しし時の如き困難なく︑其功を奏す

係者の間に徐々に生長し︑日本教育史編纂の事は︑バー

は之を補ひ︑其不都合なる処は之を改め︑以て時勢に適

ることも今日に信せしなるくし

ナード的な国民公共教育振興の為の諸事業の一翼として

合するの教育を施したりしならば︑人心の帰饗も至て速

示唆にとむ一節である︒あらためていうまでもなく﹃史

次第に具体化したのであろう︒而して先に報告課長とし

十三年三月一旦創設の編輯局長に任じて幾許もなくその

て﹁史略﹂稿本の編纂に任じたと推定される西村茂樹が︑

︵妃︶

まで全国に行はれし教育法﹂云麦以下の部分は︑そのこと

資料﹄調査の主眼は︑藩校と寺子屋にあった︒﹁維新以前

は︑その直後の明治二十三年七月であった︒この文章をと

をふまえたうえでの発言である︒﹃史資料﹄第一冊の刊行

長に転じているのは︑﹁完全ナル教育沿革史﹂編纂の企

画とも言うべき︑﹁日本教育史資料﹂の集成と﹁日本教

十二月報告局長に転じ︑次いで十四年十一月再び編輯局

最高責任者榎本にその意義を暗示させながら︑﹃史資料﹄

育史﹂の編纂とに︑何等かの関係が推測されはしないで

かりとなっていた﹃史資料﹄を念頭におきつつ︑文部省の
にもられた豊富なデータにもとづく着実な教育行政を︑榎

あろうか︒⁝⁝彼が田中ｐマレーなき後も︑その﹁持久

おして西村は︑すでに編纂が完了し︑いよいよ発刊するば

本文部大臣にせまっているのである︒

（47）

継続﹂の編纂事業の一部として︑教育史編纂の事業に︑
︵網︶

当初からの首脳発議の一人として︑直接間接に参画する
所が多かったであろう事は推察に難くないであろう︒
註

︵１︶﹃史資料﹄については︑日本教育史資料研究会編﹃日本
教育史資料の研究﹄︵近刊︑玉川大学出版部︶を参照された

制︶による︒

︵Ｍ︶明治十七年五月の文部省事務規程︵﹃法規分類大全﹄官

︵坊︶﹃教育史﹄︑一頁︒

︵妬︶﹃西村茂樹全集﹄第一巻︑四一七頁︒

治十九年の春陽堂版による︒

︵Ⅳ︶﹃教育史﹄とおなじく︑国書刊行会から復刻された︑明

︵肥︶︵四︶︵別︶﹃日本教育史略﹄︑一頁︒

︵躯︶﹃泊翁西村茂樹伝﹄上巻︑四一○頁︒

︵別︶九山信﹃福沢諭吉とその門下書誌﹄︵慶応通信︶︑七一頁︒

︵路︶加藤勝也﹁日本教育史学の発祥﹂︵石川謙古稀記念論文

い︒

︵２︶国立公文書館所蔵﹃文部卿代九鬼文部少輔口述釦﹄参照︒

︵妬︶石川謙前掲論文︑三○四頁︒

︵型︶﹃史資料﹄第一冊︑辻新次﹁緒言﹂︒

集﹃教育の史的展開﹄所収︶︑八五頁︒

︵３︶前掲﹃日本教育史資料の研究﹄所収︑名倉英三郎﹁日本
︵４︶﹃史資料﹄第一冊巻首︑辻新次﹁緒言﹂︒

教育史資料編纂前史﹂参照︒
︵５︶前掲名倉論文参照︒

﹃日本教育史﹄上巻︑﹁緒言﹂︒

︵恥︶仲新らによって復刻された平凡社版東洋文庫シリーズの

稿﹁文部省内における史料収集の一側面﹂を参照されたい︒

︵６︶これについては前掲﹃日本教育史資料の研究﹄所収︑拙

二四三頁︒

︵〃︶石川松太郎﹃改訂教育史に関する文献目録並に解題﹄︑

女子大学における教育史学会第二六回大会の口頭発表のレジ

︵肥︶酒井豊﹁佐藤誠実編﹃日本教育史﹄の編纂過程﹂︵東京

十四年の天賜堂版を利用した︒

︵７︶ここではもっぱら︑国書刊行会から近年復刻された明治
︵８︶国書刊行会版同書の︑唐沢富太郎氏の解説による︒なお

メ︶︑四頁︒

同氏は︑小笠原書房からの復刻を明治十五年としているが︑

︵釦︶﹃日本教育史﹄下巻︑四一頁︒

︵羽︶前掲名倉論文参照︒

十六年のあやまりではないか︒

︵⑩︶︵︑︶﹃教育史﹄︑序一・

︵９︶﹃泊翁西村茂樹伝﹄上巻︑三八九頁︒

︵躯︶︵詔︶︵別︶︵弱︶︵記︶前掲名倉論文参照︒

︵別︶前掲加藤論文︑九三頁︒

︵訂︶﹃泊翁西村茂樹伝﹄上巻︑五二七頁︒

︵岨︶同︑序三・

所収︶︑三一八頁︒

︵過︶石川謙﹁日本教育史研究の進歩﹂︵﹃近世教育史の諸問題﹄
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︵銘︶﹃古事類苑﹄第五一冊︑﹁古事類苑編纂事歴﹂︑二頁︒
︵釣︶同︑四頁︒

︵側︶佐藤については︑杉村武﹃近代日本大出版事業史﹄︵出
小伝などを参考にした︒

版ニュース社︶︑前掲東洋文庫版﹃日本教育史﹄下巻所収の

︵選評︶

以下︒

︵虹︶植手通有﹃日本近代思想の形成﹄︵岩波書店︶︑一二○頁

︵秘︶﹃西村茂樹全集﹄第一巻︑四一七頁︒

︵粥︶前掲加藤論文︑八九頁︒

係出版物の共通の根源に︑西村茂樹

というすぐれた学者・思想家・文部

の直属の長として背後で指導助言し

訳出した﹃教育史﹄︑編纂メンバー

関係︑第二章で﹃日本教育史略﹄と西

関係︑第一章で﹃教育史﹄と西村との

序章で﹃日本教育史資料﹄と西村との

応募論文を読んで

の牽強付会であろうか﹂

官僚の存在を想定することは︑筆者

本論文は四○○字詰六十八枚の雄篇

たであろう﹃日本教育史略﹄︑編纂

という発言に尽きている︒すなわち︑

は︑第四章の終りにある︒

して﹃古事類苑﹄﹃日本教育史資料﹄

つぎ︑﹃古事類苑﹄﹃日本教育史﹄と

およばず︑﹃日本教育史略﹄をうけ

佐藤誠実の﹃日本教育史﹄はいうに

論文の何よりのメリットとなっている

られるところが少なくない︒それが本

には多年の研究成果がうかがえ︑教え

うとしているが︑これら諸文献の解説

と西村との関係を順次あきらかにしよ

と西村との関係︑第四章で﹃古事類苑﹄

のあいだには︑ともに文部省の編纂

不即不離の関係をたもちつつ編纂さ

村との関係︑第三章で﹃日本教育史﹄

刊行物である点︑相互に密接な関係

れた﹃日本教育史資料﹄も︑西村の

が︑これら諸文献と西村との関係とい

のうえに実をむすんだかっての部下

をたもちつつ編纂がすすめられた点

う点になると︑じゅうぶんに読者を納

を建議した﹃古事類苑﹄︑その成果

などから︑その根底には共通の教育

これら一連の文部省版日本教育史関

教育史意識の産物だとはいえまいか︒

﹁このようにゑてくると︑﹃教育史﹄

れる︒さらにいえば︑西村ゑずから

﹃日本教育史略﹄﹃日本教育史﹄︑そ

であるが︑説きあかそうとしているの

哲史
川

史意識がながれているようにおもわ
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古

論者もその点は承知で︑右に紹介した

・西村茂樹先生をはじめ物故された

式典は︑君ヶ代斉唱ののち︑会祖

盟に尻ご承する周辺の知友に見切り

れども︑いざとなると右顧左踊︑加

得せしめるだけの論拠を欠いている︒

第四章終末の発言に﹁西村の教育史意

をつけ︑今はただ独力ででも国家︑

切ったのが︑百十年前のこの年・明

と︑少数精鋭︑決然として発会に踏

国民の向上のため身を挺せんもの

広いホールの中水を打ったような静

﹁黙祷﹂が捧げられた︒

会員各位のご冥福を祈って一分間の

寂のうちに捧げられた︒この一分間

⁝存在を想定することは︑筆者の牽強

識の産物だといえまいか﹂﹁西村の⁝

通りである︒この結果︑本論文は﹃教

付会であろうか﹂などと洩らしている

治九年三月十九日のことだったので

ある︒

ｌの﹁黙祷﹂は︑何と感動的な

が中心で︑西村との関係は﹁付けたり﹂

育史﹄以下﹃日本教育史資料﹄の解説

かくて︑明治の国民思想史のうえ

に永久に記念さるべき社会教化団体

典恰度いまから百十年前︑

月︒その永い道のりをただ一筋に

百十年と言えば大変な永い永い歳

が誕生したのだった︒

式鮮蝿騒哩雛鴻

泊翁・西村茂樹先生とその流れを汲

﹁誠の道﹂を弘めつ坐歩承つづけた

Ｉら︑先ずその身を修め以て

︒・泊翁先生の面影を見た︒

黙に︑私たちは偉大だった会祖

祷蕊蕊雲謄

になっているという印象を禁じ得ない︒

ところが本懸賞のネライは︑その﹁付
けたり﹂の部分に重点を置いてほしか
ったという不満がのこる︒

なお︑揚げあしとりに類するが︑
ートは︑﹃日本教育史資料﹄にこそも

﹁わが国における日本教育史学のスタ

謙抑

ようで永かった一分間の﹁黙祷﹂の

あいだに︑私たちは心からしゑじ承

む先人たちのご苦労を︑この短かい

と声高らかに叫んで加盟僅か六人の

想ったのだった︒︵渡辺︶

﹃道﹄を全国に弘めん︒﹂

教育史略﹄は︑わが国における日本教

のは︑先生四十九才の男盛りの年だ

少数ながら東京修身学社を結成した

とめねばならない﹂としたり︑弓日本
育史学の誕生をつげる画期的なもので

兎角︑口では﹁善・諾﹂をいうけ

った︒

あった﹂としたりする暖昧な表現もあ
る︒文字どおりの暇理であるが一言注
意しておく︒
︵本会理事︶
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鰯ご寄付者芳名

○奥山春彦御
伊庭佳子⑨
後藤幸子⑨

○長峯悦子倒
尾沢修治㈱

︹千葉県︺

沢計吉御
北田浩一㈹

︹埼玉県︺

︹山形県︺

半田雄三御

︹福島県︺

伊藤直介御

冨木与一郎㈹

平沢四子男倒

一戸竹治御

︹青森県︺

和田耕一⑨
○中村光伸働

金五万円也㈱共立社印刷所殿︵東京都︶
金五万円也神戸照雄殿︵神奈川県︶
金壱万円也神戸光子殿︵神奈川県︶
金壱万円也山口寿恵殿︵東京都︶
︹秋田県︺

星野志朗側

金壱万円也上草頴殿︵東京都︶
◎会費領収報告書
一朝柳柳川韓川朋川叩一
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた

熊谷三四代御
丑込ヨネ子勧
○柴山クニョ働
︹群馬県︺

︹富山県︺

渡辺梅子御

︹栃木県︺

○三国チヨ鋤
須藤いま子倒

篠田嘉生御

︹兵庫県︺

高橋長博倒
水口為和⑨

○山岡栄市⑫

︹奈良県︺

三浦良雄鋤

堀内顕一③
渡辺晴夫御

︹島根県︺

○中西包夫鋤

後藤美利御

︹和歌山県︺

田中敦側

︹静岡県︺

︹石川県︺

枝クキ
6加邪オ

辻吉幸㈹

口を形
木
文トタ

○岸克己御

︹宮崎県︺

後藤俊彦㈱

井上弘毅御

︹インドネシア︺

◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和例年９月ｌ如月
︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京上憲治片山清一

″羽鳥とし子川村千寿子

″塩田弘一渡辺薫

″吉田得太郎上山定治

″吉富多寿男飯島力

″長峯悦子加藤嘉三郎

神奈川奥山春彦安彦孝次郎

″岩井喜三郎〃

千葉大野敏粟生保

″戸村正治〃

″中村光伸高田豊寿
″角田尚剛石橋香峰

″鎌形良雄林秀雄

福島柴山クニョ武藤コマ

″三国チヨ〃
″宮口文枝〃

奈良山岡栄市片山清一

和歌山中西包夫〃
島根岸克己小玉光郎
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だきます︒

○塩田弘一

２︑○印は新入会員です︒
３グお名前の下の数字は会費最終年度です︒
︹東京都︺

○上憲治
○羽鳥とし子⑫○吉富多寿男

奥村弥生子御加瀬正治郎鋤

○吉田得太郎御遠藤貞子御

久保政子御塩沢光利御
鈴木重雄③田中正雄⑫
丹治弘昌⑨高橋元雄⑳

高安規玖次御手塚教子㈹
徳重真光御長戸元三郎御
平井美代子㈱久武雅夫㈱

保坂夏夫⑫渡辺与五郎御

藤田博御古川清彦⑫

和田平太郎㈹
︹神奈川県︺

○
宮佐尾

誉

世田谷区岩崎晶

言葉の
ひろば

﹁随想﹂

よりも明かである︒

夕方七時迄とした処が相ついで出て来

我国ではキリスト教信者の家ならば

た位である︒

いざ知らず︑日曜日毎に必ず寺院や神

粗末な食事は宗教上からは禁欲的・

不足は顕著である︒それだけその国の

聖者的なる生活を賛らすが︑栄養源の

社に詣でるという家庭は凡らく皆無に

にぶ

近いでありましょう︒大多数の家が︑

○○○○

活動は鈍くなる事は否めない︒

東南アジアや中南米の気候の熱い地

︑︑︑

﹁結婚﹂は神式︑﹁葬儀﹂はお寺でとい

しては与党内にも根強い反対派があっ

英国ロンドンに於ても日曜日にデ・︿
Ｉ−鶏
トを開けようとしても︑この件に関

りかけて楽し象としているのである︒

ある︒昼食を一時間も二時間もたつぷ

月位しか休承がなかったのである︒落

時代以前は一日と十五日・盆と暮・正

資源まことに乏しきお国柄故︑江戸

活力の基はそのうすい崇教心が支えで

将又経済活動上極めて薄くして︑その

教上からの束縛・慣行﹄は日常生活上︑

以上に依って之を伺えば﹃我国の宗

︑︑︑︑︑

うこだわらぬ処が特長というか習わし

ね

寝﹂の時間で︑商店街は扉を降して開店

方の諸国では︑午後二時間位は﹁ひる

の様であります︒

ッターを降してしまう習慣のある街が

これ

休業である︒欧州の一部でも午後シャ

て仲々に実現しなくて︑流石の強心臓

語に出てくる様に師走大晦日にも借金

︑︑︑

のサッチャー首相も腰を噛んだと伝え

牛を崇め尊ぶ国︑豚を拒否して食せ

られている︒これは日曜日の教会への

取りが馳せ廻っていたのである︒土曜

座・幡据し︑又は牛が行列して道を横

回教圏の国為では﹁断食﹂を一ヶ月位︑

太陽の出ている間は食事をしないと云
う不文律があり︑現在に至る迄その慣
習は続いている︒又︑一日に何度もメ

○○○○○

︑︑︑

︑︑

Ｉ

︑︑︑

出席率の減少を防ごうと云う事に原因

半ドン︑日曜全休が普及したのは明治

ッカの方に向って土下座礼拝を繰返す
のである︒かかることは︑日常生活︑

︑︑︑︑

︑︑︑︑

しているのであり︑一寸︑日本では考

大正になってからでありましょう︒仏

ぬ国などがあります︒道路上に牛が鎮
断している時には自動車は暫しストッ

えられぬ処︑我国では日曜日デパート

の巴里にては夏のバカンス期には一ケ

経済活動を遂行する上に於て多大のマ

ある如くである︒

プしたり︑迂回しなければならない︒

は正に書入れ時であり︑それ処かウィ

月間殆んどの市民が地方に出て行って

Ｉ

さすが

︲クデーでも﹁営業時間﹂を延長して

あが

灘

イナス的影響を及ぼす事は︑火を看る

（52）

一
ー
ー

国

鈴木会長が堂をたる風格を具えられ︑

︑︑︑

というか︑楽しさそのものと見える名

た進行ぶり︒更に︑片山理事の無邪気

︒︒︒うつ

落葉の舞い散るかすかな気配の問に

す︒

尚︑先日は記念のご本その他をご丁

実︑明るく︑健康的に感ぜられた事で

マンは一週間の休暇を取る事は大変な

寧にお送り頂きご多忙中を誠に有難う

理事の事務局長としてのサラサラとし

御立派な第九代会長ぶり︒次いで渡辺

上なく喜ばしい事でございます︒

ことで︑上司や同僚の目がこわくて気

特に心うれしく拝見致しております︒

ございました︒古い昔の写真記録など

しまうとの由︒日本に於てはサラリー

易くは取れません︒悠をたる足どりの

︑︑︑︑

諸国から見れば正に驚異の働き蜂に写

冬の足音も聞えはじめて来たようでご

○○○○

て格差が起る所以の一つであります︒

るでありましょう︒之即ち︑国に依っ

もとにおける新しい態勢の弘道会︒と

のものの明るさ︒すべて第九代会長の

司会ぶり︒又事務局のお三人の健康そ

ます︒

いう感じを強く受け︑恐らく泊翁以下

地下に眠る各代会長様︑殊に七代︑八

弘道会そのものが若者の集りのよう

事と思いました︒

代の両会長がさぞかし喜んでいられる

な感じにて︑泊翁の気塊が︑会場全体

お礼のことば

二○周年記念式典にお招きいただ

東京都清塚十三郎

皆様のご健康をお祈り申上げており

ざいます︒

︵特別会員︶

茅崎市神戸光子
虫の音も途絶えがちに秋も愈々深く
なって参りました︒

菊日和の二日︑行われた日本弘道会

き︑且つ表彰迄受けまして︑心底より

の百拾周年記念式典のご盛会の様子は

までのご準備のお手数お心配りの程も

眼に見えるようでございます︒又これ

は殊に戦後は驚くばかりでございます

云われる長い年月の間の世の移り変り

れ︑お陰で出席する事が出来ました︒

渡辺理事の御好意にて家内同道を許さ

中に倒れ︑左半身不自由となったため︑

ありませんか︒

弘道会のより一層の充実を計ろうでは

自信をもって︑第九代会長のもとに︑

多くてもよいではないですか︑気力と

本当に有難うございました︒老人が

に張っているように思いました︒

がその中にあって皆様のご尽力により

を受けましたのは︑何よりも中味が充

式典並びに懇親会にて︑私が一番感銘

籾︑私事昨年の八月︑参科にて脳卒

恐縮深謝致しております︒

尚︑昔と変らぬ確実な歩承を続ける御

ひと口に百拾年と申しても一と昔と

無かしのことと存じます︒

会を眼のあたりに出来ることは誠に此
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横浜市藤田三郎
此度は︑弘道会百十年祭のお仲間入
りをさせていた堂きありがとう存じま
私が学んだ学校の百年祭は最近四段

す︒

た︒そこで私のよろこびを歌った三十

階に亘り夫々祝福することが出来まし
一文 字 ︒

小︑中︑高︑大学までの百年祭
祝福出来て長寿に感激

のお招きを受けて上海から馳せ参じ︑

最前列で祝福することが出来ました︒
ます︒

当時の記録からも三十一文字が見出せ

左の図書紹介は︑日本教育新聞から

の求めに応じて︑本会の鈴木勲会長が

乏しきにわれも召されて大君の

・御前に祝う二千六百年

推薦された数冊の教育関係図書の一つ

さて︑戦前を省り承ると﹁紀元二千

多勢のカメラマンが見えましたが︑素

さて今回︑東京ヒルトン菊の間には

△プロＨ︲Ｌ呈江ほ

雪ぱ︑依快

妾があろう噂明治の思想家冠

℃示し︑ひ

匡陰皿に△日致した箔

﹁日本道徳論﹄西村茂闇

国立教育研究所長

鈴木勲

を加えられたものであります︒

に︑わが会祖の箸になる﹃日本道徳論﹄

さて︑二千六百年前はどんな時代な
のか想像も及びません︒

敗戦後国状は一変し︑﹁朕﹂という
お言葉は聞くことが出来なくなり︑テ
っていますが︑あの祝典の参列者の多

レビでは﹁アアソオ﹂がおなじゑにな

巳に他界された方も少くないと思われ

くは︑老齢のお偉方のようでしたから

けれども︑これにも増して今回の百
十年祭には意味深いものを感じます︒

﹁アアソオ﹂で無く﹁朕﹂の肉声直灸に

ます︒

即ち伯翁先生が弘道の道を開かれ日本
に開校を促されたので学校の百年祭に

さらに十年プラスして弘道会は祝福さ

六百年祝典﹂が思い出されますね︒あ

人のスナップも愛矯の一つと存じ同封

耳にせるもの今や幾人

の頃私は︑上海を中心とした中支の電

しました︒

れるのだと思われてなりません︒

気事業に関与し︑﹁興亜技術委員会臨
時委員被仰付﹂と云ういかめしい内閣
辞令を戴いていたので︑近衛総理から
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9
坐

記念式典のあとの宴席の余興には︑

幸い平山寓佐子さんの出演の予約を取
平山寓佐子と言えば︑一代の名人と

りつけることができた︒

謡われた平山眠水を父君に持ち︑その

伝承のうえに﹁正調薩摩琶琵﹂を現代
に生かし︑さらに文部大臣賞とＮＨＫ

ｌ賞の栄誉に輝くいま業界
琶第一流の名手︒今日の演奏
琵はまず〃川中島・懐古 か
摩らはじまった︒
薩いうまでもなく上杉謙信︑
︒武田信玄両雄の一騎討ちの
興勇壮な物語りだ︒朗をとう
余たい進んで︑ご存知﹁鞭声

ｌ粛舎夜河妻差の漢詩が

でもない︒

応えてのアンコール曲は〃平家物語・

手の波はしばし鳴りもやまず︑これに

出来栄えだったが︑矢張り私ども西村

以上の四曲とも︑夫食に素晴らしい

く感動した形だった︒

の音色と持前の美声とに︑場内は大き

に始まるこの曲もまた︑益ミ冴える絃

きあり⁝⁝﹂

﹁祇園精舎の鐘の声︑諸行無常の響

壇の浦″の一節だった︒

これまた満場を酔わせたことは言うま
そして最后に朗詠されたのが︑会祖
莞去の二日前︑病床に仰臥したまま︑

確かな筆勢で書き残された辞世の句だ
った０

ジシカン

﹁人間に遁遥スルコト七十五年︑孜

々トシテ道ヲ求メ靭力得ル有り︑魂
ャ何クニ力之ク︑定所有ルナク︑上

″会祖辞世″の熱唱から衝激的に受け

でも何時までも残って消えないのは

天下地︑自在二潤歩ス﹂

演者・平山寓佐子は︑今回の演奏を

会祖の流れを汲む者の耳栗に︑何時ま

機に精魂込めてこの節づけに腐心した

た︑あの時の大きな感動だった︒

︵渡辺︶

という︒その︑或いは高く︑或いは低
く︑力強くもまた鰯をたる完壁にまで

せ申し上げることが出来たらなアーと︑

砥ぎすまされた名調子は︑在天の泊翁

しゑじゑ心から感動をうけ︑何故かお

先生そのお方のお耳に︑じかにお聞か

終って︑一息入れる間もなく︑つぎ

のづとぽろぽろ涙がこぼれ落ちるのを

り場内は大拍手に湧き返った︒

は︑主催者側が指定した西村泊翁不朽

止めることができなかった︒

入ったところで︑待ってましたとばか

の傑作とされる新体詩〃大宰府の菅廟

案の定︑嵐のようなアンコールの拍

に詣でて″の朗詠である︒配所の菅原
道実公の心境を偲んで調ったもので︑
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会員名簿︵５︶

氏名一職業
江

幹特支
別

会

会

佐賀県西松浦郡有田町中の原二一
○五

″〃〃二四○○

″〃〃二五八

″〃〃二○三四
″〃〃二三○○

所

四三八

″″″″

〃武雄市東川登町北永野

一五四六

″〃朝日町大字中野
〃多久市北多久町砂原
″伊万里市脇田町三九○

〃杵島郡山内町鳥海八六○○

七

″〃〃中部乙二一
五三
″〃〃三区幸平一

″″″

事員長

氏名一職業
支会長
金城幸信

沖縄県那覇市字松川二七四

″〃寄宮二

″″″一二一
″〃安里七○

終身会員

大田政弘

上間為国

金城善四郎

二

二

″〃〃五五一
″〃〃三九一

″〃東儀四二一
中村三郎

″〃字松川二七九

″″″一二二二

武村朝良

″〃泊二

大田直松

渡辺良治

〃具志川市具志川四○九

三三
知念正栄

〃浦添市勢理客四六四 二
〃島尻郡豊見城村字豊見城二

三

″〃大里村字古堅八二九

○

１︑川越市立小学校︵三十二校︶

○埼玉県⁝⁝川越支会︵五十四校・昭和価．ｎ・皿現在︶

照屋盛通

太田昌徳

外間宏常

所

長浜一豊

東儀幸雄

住

川越第一小学校︑川越小学校︑中央小学校
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住

○佐賀県⁝⁝有田支会︵十四名・昭和肌．ｎ．加現在︶
博 信 俊 正 武 寛 文 太 祐
之幸徳秀徳厳明彦三雄郎一実郎

○沖縄県⁝⁝沖縄支会︵十四名・昭和田．ｎ．加現在︶

中松西樋浦深深川秀服西庄古雅金
島本山渡川川川口巻村司田綱ケ

大塚小学校
今成小学校

仙波小学校︑武蔵野小学校︑

泉小学校︑月越小学校︑
高階南小学校

寺尾小学校

南古谷小学校

芳野小学校︑古谷小学校︑
牛子小学校︑高階小学校︑
高階北小学校︑高階西小学校︑
大東西小学校

名細小学校
広谷小学校

霞ヶ関北小学校

福原小学校︑大東東小学校︑
霞ヶ関小学校︑霞ヶ関南小学校︑
霞ヶ関東小学校︑霞ヶ関西小学校︑

上戸小学校︑山田小学校︑
新宿小学校︑川越西小学校
２︑川越市立中学校︵二十一校︶

富士見中学校

名細中学校︑山田中学校︑

大東中学校︑霞ヶ関中学校︑

城南中学校︑芳野中学校︑
高階中学校︑寺尾中学校︑

南古谷中学校

鯨井中学校

霞ヶ関東中学校

福原中学校

川越第一中学校︑初雁中学校︑

砂中学校︑野田中学校︑

高階西中学校

東中学校

川越西中学校︑

霞ヶ関西中学校︑

３︑川越市立養護学校

鰯個人会員︵一般︶

東京都

東京都千代田区神田神保町三 二

ｉ氏名一職業一住
相川政司

東京都千代田区神田神保町二 二

一

東京都千代田区神田淡路町二

一ハ

一

一

二Ｉ一

一 二

四

純京都千代田区西神田一 四ｌ五
東光電気工業株式会社
東京都千代田区神田小川町三 一

東京都千代田区神田神保町三

五一六アルブス新社内

五番町二 一○四号
東京都千代田区大手町二

東京都千代田区五番町ドミール

○アポロン社

東京都千代田区神田神保町一 五

印南貞男
加瀬正治郎

桜井哲夫
四宮正雄

松栄昭子

杉山慎
中山昌一

東京都千代田区西神田二

三ｌ一

藤川貞一

古屋豊

東京都千代田区九段南四

四

六ロイャルピル

細谷政弘

東京都千代田区九段北三

一

三輪田芳子

東京都千代田区猿楽町一

一三陽印刷株式会社

横山正木
小出耀星

寵島誠治

東京都中央区日本橋本町三 三
サイデン化学㈱
東京都中央区八重洲一 五 一六
第二香川ピル三Ｆ
東京都中央区日本橋蛎殻町一 四
九

中村弘道
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所

能島清春
平林 智 司

南隆昭
浅井良策
乙丸 正 之
小向井秀治

笹川美孝
鈴木 文 夫
高木善四郎

中里良男
松本幸三郎

東京都千代田区三崎町三
四

一

八

前沢芳丸

田中正雄

保坂夏夫

領︷奉郵雛区三田五

東京都港区北青山三

東京都港区六本木六

七

八

一八

一五

鯨鯨卿難駆輔繍恥細維一

八一︑

三四ｌ

一三

二六

三

九

二八

五

松元文子

一○

一九

劇界舶降谷区千駄ケ谷五

一四

八

大木直正

二○

一四 二

五○

五五 五

東京都渋谷区代々木四

噸京潮殺硲躯研歌肪酪龍

東京都渋谷区西ヶ原二

六三都

二

二

○

ペルデ参宮橋一○一

大庭忠夫

東京都渋谷区笹塚町一

営アパートニーニ○三
頭舗都渋谷広尾一 七

三○

佐藤多一

景山譲衛

大木善朗

東京都港区元麻布二

誠畷篭南青山四丁目二一

一

三

竹内一平

東京都渋谷区富ヶ谷一

東京都渋谷区幡ヶ谷町二

三六

四

三一 六

東京都渋谷区広尾四丁目一

一清岸寺

八○一

顧鯨榔殻浴躯砿蝿佃川奉馴咽ル砿

田原寛
野田哲造
原口徳正

藤野真人

東京都渋谷区上原町二

六

和田利一郎

三宅孝

一

一九

二八

一九

東京都中央区日本橋蛎殻町一
四
東京都中央区小伝馬町三 一
大竹様
東京都品川区荏原六

一

東京都品川区西品川一

薪舶搾区広町二
職帥躯舶に区南品川一

妙蓮寺

二

七
二

一五
一三

七

六

二二

一七

東京都品川区小山七 一四 一六
東京都品川区東品川三 二四 一
一ハ

東京都品川区戸越町五
七

東京都品川区旗の台六

東京都港区芝公園一

一ハ

相川千代

東京都港区高輪二

二
四

一
七

三

伊藤貞子

東京都港区白金台一
東京都港区六本木一
東京都港区元赤坂一
東京都港区六本木三

麻布ハウス八○一

大洞陽一

奥村好恭
鹿島建設㈱

坂上 賢 次

古屋富一郎

三○五

二五

東京都渋谷区本町一

一三

○一

村川文男

東京都港区白金台五

四

東京都新宿区北新宿一

杉浦 克 己

二

伊豆山
善太郎

六

一三

四○ｌ一

二八

六
二一

鰹罫都港区南青山六
東京都港区高輪二
㈱京急緑地建設

鈴木 稔
深津光男
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富士川ピル内

東京都新宿区四谷四
一○

田熊理州
中村宜也

一

二

村重嘉勝

古山仁恵

野沢隆一

一

荒木敏鎌

九

二二第二

東京都新宿区中落谷一

市川国雄

掛札 修
三

一三

二三

東京都新宿区西早稲田二

東京都新宿区信濃町二七

東京都新宿区上落合三
○
東京都新宿区中落合三

四・

桑原安治
小淵守男
佐藤正英
一一一

池田梅世

下中直也
東京都新宿区三栄町一八番地

要具善佑町秀貞章
七明作芳子夫子一昌孝

二五

一

一

一四

一○

四一

三○

二七

九

東京都文京区本郷二 三五 二一
マシション壇二○三号
東京都文京区千石二 八 二 二
○五
東京都文京区千駄木五 三二 一

一一一

東京都文京区春日一

一一一一一一

東京都文京区小日向二
九

東京都大田区田園調布一

東京都大田区上池台一

三恵山ハイツ三一○号

四

東京都大田区東雪ヶ谷三

一四

一○三○六号

東京都大田区北嶺町一四

東京都大田区池上三

東京都大田区上池台五

三七

一

六

三一

五

東京都大田区南雪ヶ谷三

久保政子

下中邦彦

東京都大田区久ヶ原六

東京都大田区久ヶ原六

六

八

八

一六

一九

一九

一︑○○七号

下中弘
鈴木寛一

東京都大田区南馬込五

六○五

小坂厳

大森吉次郎

大塚惟謙

須田昭太郎

一

大木鏡一
一︵﹀

噸涼櫛酬縮咽寵峡剛龍七﹁ペア
東京都新宿区大久保三

五三

一

一四
二五

三一

一九
九

一

三三

一宝ｌ一

一三−タウンオークポＢ

七

醜凪都新宿区上落合一

東京都新宿区新宿一
東京都新宿区上落合二
五

東京都新宿区中落合四
東京都新宿区下落合四

東京都大田区羽田五

羽金光之

四

東京都大田区南千束一

一八

八

七

一

六

鈴木亀之助

東京都大田区北千束二

一

細田武夫

二七

田中克己

東京都大田区田園調布一 二七
九
東京都大田区東雪ヶ谷三 六 一
一五

二

一一

一五ｌ一

田辺徹
一○

一○

一○

東京都新宿区市ヶ谷仲野町五七
魂屋都文京区本駒込一

東京都文京区本郷六
東京都文京区小石川二
五・

七

東京都文京区千駄木三
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高橋新平
竹内征男
鈴庄桑春森松松平中遠
木 司 原 日 本 下 野 山 山

宮城孝治

東京都大田区南雪ヶ谷四
一七

二五１

梶村昇
川村洋代
北田義光

三三

六
五

東京都世田谷区成城四

三一 二

二一 二

三○

六ｌ

東京都世田谷区代沢二

七

親鯨都世田谷区上祖師谷二

一○ｌ

六四

東京都大田区上池台三

一

宮野良子

三六 二

四五

一五

蕊毒都大田区南雪ヶ谷四

東京都世田谷区成城二

一二ｌ八

東京都大田区田園調布二

東京都世田谷区成城七
○

四

矢野克己

越英夫

東京都世田谷区赤堤四

二八

六

東京都世田谷区桜新一

一

九

一

国府田悦

東京都世田谷区経堂三

五一

木山正義

坂本義鑑

東京都世田谷区松原五

八十島道郎

一五

嶋田晋吾

東京都世田谷区砧二

安済良一

五

東京都世田谷区赤堤一
四

四

下山敏郎

東京都世田谷区奥沢二 二三 九
東京都世田谷区桜丘一 二ｌ一

二コーポコピアー○一号

天野岩男
東京都世田谷区代沢二

一九

二

白井万寿雄

陳脱側馳田谷区野沢二

綾小路有恒
東京都世田谷区赤堤三

一七

四

芦沢由美

安西英太郎

東京都世田谷区赤堤五

五

六

三

八

三

東京都世田谷区祖師谷五
七

一九

一六

七

東京都世田谷区野毛一

東京都世田谷区深沢五

七

浮田孝家

東京都世田谷区赤堤一
東京都世田谷区野沢一

鈴木実
漁清寿

三

田尻勝子

東京都世田谷区代田四

詔谷一詔

五 二

認識諦嘩醒誇率率錘獅Ⅱ一一一垂川一

五○三

九

田中外次

一ハ

三

二八

一

西村英二

東京都世田谷区三宿二

談揃郷撒細鮎躯嚇餓躯刺匹に到九

一二Ｉ一

東京都世田谷区桜上水四 一 一
三○六
東京都世田谷区上野毛一 八 二

菅原喜代治

内田 博 進
内村 三 郎
姥名忠雄

梅崎光生
大塚教央

噸原郵馳期§区弦巻四

二○

五

沼田貞治

東京都世田谷区上用賀二

丹治弘昌
龍京都世田谷区成城二

一五

六

岡本省吾

九
東京都世田谷区深沢八

二二

野罵脈宅止も

徳川宗英

奥村弥生子

東京都世田谷区松原四

小川基次
小沢秀吉

嬰里・・合Ｉ窪
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傘新刊図書のご案内

日本弘道会一一○年﹄︵古川理事編集・

本会では︑創立百十周年記念式典を
機に会祖西村茂樹先生の著になる﹃小
単術身訓﹄﹃讃書次第﹄を合本した復
刻版︵片山理事解説︶と︑写真で見る日
本弘道会の歩みとも言うべき︑﹃図説

お申込承下さい︒

識蕊罰」 ヶ'ﾄ憾阜

解説︶の二冊を発刊いたしました︒ご
希望の方は︑代金を添えて事務局まで

灘灘蕊蕊蕊

編集後記
鯵本号は︑﹁日本弘道会創立百十周年
記念式典﹂の特集号として︑式典の経
過や祝宴の模様などを余すところなく
紙上に再現いたしました︒
鯵ご来賓各位から頂戴したご祝辞は︑
列席者に多大の感銘を与え︑二十一世
紀にむけて大いなる前進を遂げようと
する我が弘道会に対して︑適切なる助
言と進むべき道をお示し下さいました○
一記して謝意を申し上げる次第でありま

ました︒

す︒なお︑それらのすべてはテープに
収録いたしましたので︑当日の溌蓄あ
るお話のすべてを再現することができ

人であります︒志を一つにした人の︑
一人でも多く招来されんことを願って

止みません︒

んＯ

鱗私事ながら︑初めて本会の行事に参
加させていただいた私が︑事務局にあ
る多くの著書︑文献類の一部に接して
最も感銘したことは︑西村会祖の説か
れている国民道徳の理念が︑百年余の
流れを越えて現代社会に生きているこ
とであります︒かつて教職にあった頃︑
道徳教育研究会に所属して現場的発想
に行き詰まった当時を思いだし︑少し
分かりかけてきたせいか︑あの頃に戻
れるものならという気がしてなりませ

良いお年をお迎え下さい︒︵藤下昌信︶

鯵毎年のように︑師走の慌ただしさに
翻弄されてしまいます︒皆様方どうぞ

kOLノ

宅亘凸肥虻亘王悌︲細齢踊榊

︽俄脹

昭和六十一年士一月夫日発行年会費一︑五○○円

昭和六十一年士一月十日印刷実価二五○円

編集人片山清一
発
行人鈴木勲

東京都千代田区神田神保町三ノー○

東京都千代田区西神田三︐一︲六

印刷所共立社印刷所

発行所蝿掴日本弘道会

四三一七一

冠話○三︵三ハヮ○○○九番一

振替口座東京四

郵便番号一○一一

〆 八 寸 、

曹豆唾樹幕・・・街瀞．・評曇誕．

苧小畢術身訓

挫慨睦人日本弘道会

．誼︲聖即騨

鯵会長は︑格調高い式辞の中で︑明治
三十五年の総集会に寄せられた︑会祖
西村茂樹先生の﹁会員諸君に告ぐ﹂と
いう書簡の一部︵﹁諸君に希望するは
本会の拡張にあり︑本会の拡張は︑即
ち国民道徳の拡張なればなり﹂︶を引
用され︑会員の拡張こそ国民道徳実践
者の拡充であり︑我が日本弘道会の本
来的使命であると強調されておられま
した︒そこで︑入江徳郎氏も言われた
ように︑全会員による〃会員一人獲得
運動″の展開を当面の目標としたらい
かがでしょうか︒本会を支えるものは

頒価2,000円（送料共）
B5変形版104頁

神祇禅次第

!矧脱li本弘道公110年

朝日﹁天声人語﹂担当
ＴＢＳニュース・キャスター

︵本会評議員︶

入江徳

スの旅

Ｏ︑︑

うらおもて

著

教授として活躍中の著者が︑ヨーロッパ六ヶ国を１−

いま︑航空機による﹁点﹂から﹁点﹂へのあじけない

ごと録︒

永いあいだ報道の第一線に活躍して来た著者が︑透徹
した観察眼と精確な資料にもとづいて綴った戦後出来

四六判二一○ページ定価八八○円

な観察のもとに︑いとも克明に描写されている︒

かに触れて来た西欧の文化・歴史が︑著者独特の精繊

︑

海外旅行が普通になってしまった今日︑鉄道旅行でぢ

︑

東大名誉教授のほか︑亜細亜大学・国際武道大学客員

雪東大名誉教授Ａ５判一八四ページ定価一︑二○○円

●

ソ︒︑レイル・パスによる鉄道旅行で歩きまわった珍らしい
︑ノ
記録︒

イ

文学博士

哲史著

︵本会理事︶

古
川

ソ ロ

︿東 大 新 報 に ﹁ 旅 の 思 い 出 ﹂ と し て 連 載 ﹀

I 1

戦後昭和

︹目次抄︺

どれもこれも︑今なお記憶に鮮明な事件の数かずを通
して︑焦土から立ち直り︑経済大国といわれるまでに
なった日本の歩承が温かい心で描かれている︒
これはまさに︑あなた自身の戦後史でもある︒

ｏ異常づくめ﹁帝銀事件﹂・他殺か自殺か．下山国鉄総裁の
死・プロレスを育てた男・力道山と球界の寵児・長島茂雄ｏ
右翼少年に刺された浅沼社会党委員長・絢欄たる作家・三島
由起夫の割腹︒﹁長寿世界この明と暗︵以下略︶
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