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内務事務官坂千秋

一︑選畢法改正の要旨︵二時間︶

率化蝿畿嘘窪理葬長岡隆一郎

一︑教化事業家に望む︵一時間︶

一︑祇曾激化︵二時間︶︾化閣鎧聯︿筆本多日生
以下毎日資習

園民歌塞豊暴挙筏教授中田章

やまとばたらき︵二時間︶貴族院議員伯爵二論芳徳
逓信詳記官瀧本豊之輔

一︑皇圃鰐の観念︵四時間︶法畢博士党克彦
一︑東亜の事情︵三時間︶法堅博士米田貿
一︑自治の訓練︵二時間︶内務事務官挟間茂
一︑財政経潜︵二時間︶大蕊書記官青木一男

四︑講習員資格蒋来激化事業の幹部として活動せ

教化園鰐聯合含

くは斌曾課︶に申出づること

六︑申込期限三月五日迄に所轄府孫廃︵教育課若

五︑講習費食費並に宿泊費として一人に付金五園
入館営日納入するものとすＩ

地方長官の推薦に係るもの

園民燈操︵二時間︶詞民鵠操撫究所長松元稽穂

自彊術︵一時間︶準舞鯵誰群殿片山竿卒

一︑教化方法︵三時間蝿化閣鵠聯今塞加藤峨堂

んとする者及現に教化事業の幹部たる者にして

蓋嬬蓮沼門三

主催

一︑青年指導︵二時間︶日本青年餅理事丸山鶴吉
教癖瞬舞確鐸識郵華開屋龍吉

諏鮪鯵挙識︾守屋築夫

一︑内外の大勢と蝋民の使命︵四時間︶

一︑同胞相愛︵三時間鵡蔀幽鐸

一︑砥曾政策︵二時間銀閣法人協調藷永井亨

ｌｉ−︑明治天皇御聖徳︵二時間誌密顧問露万黒忠恵

三︑講師及講習科目

二︑期間誼雄正十五︾二期訳結叩一峰雛一五日間

一︑含場日本青年館︵明治赫宮外苑︶

教化事業講習含要項

宮P
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一

蕊院長

畢監
前畢監

伯爵
文畢博士

︲４

文翠博士

献曾問題の一般的知識普及︒

牡曾溌育家祇曾事業家養成︒

諸大単身卒業者入畢研究多数︒

１本畢院／特色！
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ヲ習得セシメ︑且シ腫倉教育家斌曾事業家トシテ︑優良ナル人格ヲ養成スルヲ以プ目

祇曾問題ノー般知職ヲ普及シ︑吐曾教化事業己従事セントスル″男女二︑必要ナル知識

熊達

P

戸

､
、
､

−
一
一
一

年年
︵︵午後六時ヨリ同八時五十分ヱプ︑一日四時限但シ時期ニョリープ遅速アリ︶
修業年限礎礎
畢畢
一一
ヶヶケ
律
日︒
授業開始四四
月月
十十
六六画
男女︶卒業程度以上ノ者︑若クハ斌曾教育及斌含事業二従事スル者︲
肇資格中中
等等
畢畢
校校
︵︵男

モ可
可︶
︶曾
曾巨
員外︽五園︒

月
額
参
園︵
︵但
但シ
シ日日
月額
園
本本
加弘道曾員二限ル︑曾員ごヶ年曾費参園︑入畢卜同時二入含スル
授業料月額
参参
園

入亭願書反履歴書提出期四月十Ｈ迄︒

雄堂郎治郎一三智林次

募集人員四十名︒

秀ロ出次範次陽貞玄恵熊

試験人物試験ヲ行う・試験期Ｈ︿四月十五日午後五時学ヨリ行う・

愛 雅

畢科及講師︵一ヶ年ヲ三畢期二分チ︑冬畢科︽一筆期ニーブ終了︒一科目ご週二時間︶

野藤田尾原野田藤山田

第一畢期因月ヨリ七月言ご

職含道徳東京帝国大畢教授丈皐博士

哲畢及哲皐思潮本畢院幹事

宗教畢概論東京帝国大畢助教授丈翠博士

職曾畢慨．論東京帝国犬畢助教授

心理事概論能率研究所長

法律及法律思潮内務省警保局保安課長

祇曾教育概論文部補斌曾塾同課長

魅曾事業概論内務省誰曾局保護課長
瀞
法
新論
聞と
文化本畢院参奥

小加富小石上戸加谷吉

第二皐期兄月雪︐圭月言き

戯曾道徳
祇曾政策
牡曾教育史
職曾事業史
錘湾畢概論

犯罪問題︵警察卜魅曾問題︶

稗放者保護

青年激化
救貧及︲防貧

兇一重保護

鍵態心理

第三畢期︵一月雪︐二一月喜

農業間題
勢働問題
献曾衛生
婦人教化
休養問題ト民衆娯楽
隣保事業

東京帝国大畢教授丈肇博士

・協調含理事経済畢陣士

東京帝国皐教授丈堅博士

本畢院粋事

東京帝顛大事教授法皐博士

法畢博士

菓鴨刑務所教務主任

東京市社曾局牡曾教育課長

東京府杜曾諜嘱託

前東京市斌曾局保護課長

警察講習所譲捜

東京帝則大皐教授農禦博士

短

内務省杜曾局努鋤課長

大阪磯科大畢教授街単沸士

虎女曾中央部幹事

文部省畢蕊官

ハマャナ堅園長

田子宅藤
川 原 、

村田波

田山山田

良俊 腰・敬寛

古真義慧恵作静

信造永修次次

l峡量雄郎宏茂逼林樹享致

谷

中武難池武松河谷春永吉

長中増石天佐

哲井津井

太

威化事業中央赴曾事業協曾主事杵淵義房

晃一童威

園書館館管理法前墓皐帝圃大畢附脇圃書鹸長文畢燃士和田寓吉

政治及
及沌政治思潮内務省地方尚財務課長田中慶太郎

儒 激激概説東京帝圃大挙軟授丈蝶博士字野哲人

題ト牡曾問題東京市誰曾局長丈堅博士矢吹慶輝

１１ＪＩ

履歴書

︵本籍地︶
︵現住所︶

︵績柄︶
︵事歴︶

︵入畢理晦及蒋家ノ希望︶

︵職業歴︶

１１

ｐＮｒｌ必晒・︲︐１１口喜叱〃も︲・旧時刊﹃

Ｉ⁝ｊ

即ｑ１１川州則刈射Ⅱ

Ｉ

○

宗溌問題ト

１０︲︲

﹃・回詞Ｈｕ削耳■︾■Ｒ■掴Ｐや卿同別冊９Ｎ■■Ｒ■■貝７

シ

○ 見 皐 皐東京ヲ中心トシテ︑附近ノ祇曾教育機開及吐曾事業施設ヲ見事ス・

○斌禽調一
査査赴曾状態及赴曾的施設ノ調査ヲ行う・
○指導教授委
委嘱
嘱祇曾事業及壮簿教育ノー部門専修者二封シナハ︑指導教授ヲ置クコトアルペ

︐︑串０恥卜︲制１剥門皿田切月日月呼︲■︲トＰｐｊ・■岡﹃ｑ曲り．■ｈ︲．Ｏβ声ｆ日日

−

○特別講義義正規ノ講義以外二理論及資際トー卓越セル士ヲ招聡寡︒︵数年来ヨリ施行ス︶

入肇願書

大正年月日

︵現住所︶

生年月日

姓名⑳

私儀今般貴皐院に入畢致度候間入畢許可
被成下度別紙履歴書相添へ此段及願候也

1

池道解証曾教化翠院長伯爵徳川達孝殿一

1'

一
一
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−

｢−
日本弘道曾要領申跳

ｉｌＩＩＩ

同要領乙鏡

世界の形勢を察する事
画家の粥永を慮る事
政治の良否を観る事
圃家の経潜を知る事
教育の適否を考ふる事
無識の者を教化する事
道徳の圏結を固くする事
正諭を張り邪説を破る事
剛氏の風俗を改善する事
祇曾の制裁を作る事

十九八七六五四三二一

１１１︲

麓

忠孝と重ずぺし︑神明を敬ふくし
皇室を尊蕊くし︑本圃を大切にすべし
圃法を守るべし︑固溢を濁るくし
皐間を勉むくし︑身僻を狸健にすべし
家業を働むくし︑節倹を守るくし
家内和睦すべし︑同郷相助くくし
信義を守るべし︑慈善を行ふくし
人の害を友すべからず︑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雛も本圃の害となるべき
宗激は信ずべからず
十九八七六五四三二一
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道徳と政治との開係：⁝：：三輪田高等女皐校長三輪田元道免︶

成人教育の要所；⁝：⁝⁝：：：：⁝：：⁝⁝足立栗園︵悪

︲︲︲︲︲ｌ

所懐数則；⁝⁝⁝：．⁝：：︒：：：：⁝・⁝：．：×

一

×︵ニニ︶

普選法に泣く同胞の馬に⁝⁝礎曜誕藩霊武田慧宏︵三八︶

海外の牡曾事業：⁝・⁝⁝⁝日本女子大畢校教授生江孝之︵茜︶

×

溌認蓄憲現獣達壷：唾埠率齢鮮諦務型院
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弘道春秋
■

儒教より見たろ自由平等；・⁝：文筆博士字野哲人︵二︶

｡

､

．支蚕

議曾に罫する威想：：・：：．：⁝：．⁝：：⁝⁝・⁝：諸

現在の露西亜︲Ｃ我思想界に就て：：⁝⁝：：・：：：：服

茶の徳：⁝：⁝⁝⁝⁝：：⁝：豊岡支曾長繁田

家︵圏︶

捻郎︵笑︶

武平︵王︶

八郎︵聖︶

和歌⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝：⁝・⁝⁝不二之舎直正選

俳句⁝；：：：．：︑：：⁝⁝：：：⁝：：：編輯部選

俳句季題の菜：・・：：：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：：：⁝．旭東子

時報・⁝：⁝・⁝⁝：：．⁝：．⁝⁝：⁝：．⁝⁝⁝・：：：：⁝⁝・⁝⁝

記事⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝．

新著紹介⁝．：⁝⁝：：⁝：⁝⁝：⁝：．⁝⁝⁝⁝：⁝．⁝⁝．：⁝︒：⁝⁝

︵七一一︶

︵七一︶

︵七﹄︶

︵一︿九︶

︵一︿七︶

︵一︿六︶

︵一︿閏︶

塚本はま︵老︶
太田孝之︵壷︶

虚世道と成功⁝．：⁝霞⁝：⁝：．⁝：：寺酷弘徳曾々長小島

ＴＴＩ

口生活と子女の 教育；；⁝．：：：生活改善同盟曾理事

狸ｔＪｋ１／︑ノ嶋︑ノ︑Ｊｒ︑Ｊｆ１ｆ︑ノ︑ノ︑〃くＪｒ︑／︑／︑／︑／ｋ１ｒ︑／︑ノ︑ノ︑１

割
＄

漢詩：：⁝：：⁝：⁝⁝：．⁝：；⁝⁝⁝．．：石川文荘選・

〜︑

口我が母性に峡 くる一面⁝：：⁝．：⁝⁝欝皐博士
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儒教より見
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宇野蓉人
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騨之

︑Ｏ

即 ち 総 て の 八は自由であり平等である︐ 何人も李等でなければなら

クラシー︲Ｔとい ふ言葉が流行った︒デモクラシー︐といへぱ営然自 由平等と

1

思ふ︒専制の時代であった常時には自由は無かった︑卒等は無かった︒一個の人が非常な権力を占めて他の

自由手等といふことは或黙から言へぱ宜い事であるが︑叉或難から言へぱ除程莫迦々々しいことであると

ふので︑勢資協調の運動も起って来た︒

今も
も努
努働
働者
者は
は資
資本
本家
家に
に虐
虐待
待さ
さ耽
れる
る︒
︒一
一つ
つの
の 立派な人
ぬ筈・然るに過去の吐曾は多く貴族が庶民を虐待した︑今
格である者を︑他の者が自分の或目的の馬に手段に使って居る︑かＬる耐曾は改造しなければなら ないと云

世界大戦事後我国では頻りにデモ
いふことが其中に説かれて居ると思

』

〃

『
召
『 ｡

Ｐ

者を厩制するといふことがあったのであるが︑併ながら我園にはそんなことは由来無かったやうに思ふ︒我

−−−−2−

篭

毛

園は君臣の義に重ねるに父子の情を以てすといふやうに︑列聖相承け世々厭の美を成して︑君臣の開係は真

に園満であった︒他の圃々は海に塵制がひどかった︑そこで自由思想︑李等思想が起ったのである︒一プモク

ラシーや︑自由平等論は西洋の牡曾に於ても︑非常に不健全な赴曾に於て殊に掻く説かれたのである︒日本
の事者達にも此等の思想今ご研究し批評し︑紹介する人があるが︑其の思想が如何なる祇曾組織の下に起って

来たか︑耐曾の如何なる映階から起って来たかを明にせねばならぬ︒露西亜の如きは非常に不健全な牡曾組

一 芯 一

織であるから︑其所にはアナキズムも応過激派も出たのであるが︑日本心やうに非常に融和された所にはそ
んなものは大して要らないと思ふ︒要するに︑皐術上の議論一ども極く穏健な思想を持って行くと︑生柵とい

ふ︒日本でば俳味︑職味を帯びて面白いとか︑茶の湯などサッパリし走物を好いといふが︑西洋人や支那人
には不向で︑彼等には弧烈な刺戟を典へなければならぬ︒之と同じく思想に於ても一フモクラシーの如き謹烈
な刺戟を要するが︑決してあれはあらゆる祇命面に其礁に入ることの出来ぽいもの一列やうである︒西洋に礎に

行はれて居るが如くに支那にも自由季等の議論は可なりあった︒例へば老荘畢の如きは非常に狸烈な刺戟

ｌ過撤な議論を主張し蒋墨子も非備に極端葱博愛の議論醤立た・け鯉ども総職はぞる謹烈な刺戟の

中にめって穏健中庸な説を立てた︑一言にしていへぱ儒教に於ける自由平等は西洋で行はる瓦自由李等より

は穏健な自由手等である︒．．
一

第一に儒教の自由李等論を説くには︑儒教の根抵から説き起さねばならぬが︑今は唯簡軍に要鮎を掻摘ん
でいふならば︑儒教の根祇は天を信ずるといふことである︒孔子の如きも天といふ信仰の下に一諏の活動が
成立って居る︑孔子の説く所は要するに仁であるが︑其の仁も唯孔子が人と人との間には仁でなければなら
ぬ魁説かれたのではない︒唯漫然人間斌曾は仁徳を修め︑仁愛を以で交らなければならぬと言ふのではな

L

い︑そこには天は総ての物を同棲に愛し︑公平に守って居る︑吾々も則ち天と同じやうに仁を以て身を守り

自から治め人に封しなければならぬ︒そこで支那に於ては︑天が一切の物を造った︑天は一切の物を生むだ

といふ︒即ち両洋でいふ赫榛が綴ての物を造ったといふのと同じである︒吾々総一ｉ↓の物は天から生れたもの

で天の子である︒儒教の本来の意味に徒へば綴ての物は天子である︐之を道徳的に見て行くならば︑吾々穂

ての人は全く李等である︐﹁天の命ずる之を性と謂ふ﹂人間の生れつきは皆同じ性を持って居ると説く︒孟子

の如きは性は善なりと見て総ての人の性は善であると説き︑萄子は之に反して人の性を悪と見︑総ての人の

性は悪なりと設いて居るが︑皆寓人同性であるといふ︑全く平等といふ態度を以て説いて居る︒

吾々は天の子供で李等であるけれども︑今天子といへぱ君主を申し奉る語である︑是は祇曾の組織画家行政

の必要上︑天子の君だけを天子と瀞することＬなった︒そこで君主が在２Ｌ吾々寓民を治めるのであるが︑
其の君主は天が名代として治めしむるもので︑総ての八を同等に生んだものとは言ひながら︑まだ眠って

居る人が多い．其中で殊に早く貝か醒めた人が居る 一篭民といふ字は眠るといふ義を有っ︑眠って膳る
人１１菩々は各立派なものを持って居るけれども︑不幸にして眠って居る︑そこで其中で最も早く眼が畳め

だ人が居ると其人が吾々寓民の長である︒父である所の天の命令に依２Ｌ一切の人を喚畳ましてやることが
君主たる人の責任である︒そこで君主に喚畳まされる所の禽民も︑眼が畳めれば同等の位置ま一ど進む所の人間
で︑そこに差別は無いのである︒そこで圃家に於ても牡曾に於ても謹潜状態等に於ても︒儒欲の理想は極め

●て公李無私である︑古代に於ては香均法など卦いふものがあって︑土地を皆李等に輿へられた︑これは貧富の

程度の相違が無いやうに公李に分けるといふ理想に基くのである︒君主は営然統治権を持って居るから権力
が無ければならぬ︑権力はあるけれども︑君主自身自分の権力を濫用することは出来ぬ︒自分は庭園なり宮

殿なり持２Ｌ居っても︑それを決して自分の薬のみには使はない︐離宮でも御猟場でも人民に開放されたも
のであった︑除程自由な李等な待遇である︒
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⑯

一一一

叉儒教に於ては︑吾々綴ての人ば絶封の自淘を得るといふことが最高の理想である︒孔子の言はれた言葉

に一︲七十にして聯の欲する所に従って矩を蹴えす﹂とある︑即ち孔子の如きは全く無意識的に何等の努力無

くして︑さるＬことが︑唯一つの習慣となって全く絶封の真理に合致した境涯に達せられたから何等拘束を

受けない・自分自身に自己否定の観念もない︑自己犠牲の観念もない︑全く絶封の自由な行動︑それが純然

たる道に適った︑故に最高の理想は絶封の向由である︑全く平等一どあるといふことに婦着する︒然らば誰も彼
も絶封の自由で参のり絶掛の平等であるかといふと︑さうは参らぬ︑絶封の自由といふことは道徳的の方面か
ら見た最高の理想であ２Ｌ︑孔子の如きも七十にして初めて其域に達したのである︑十有五にして事に志し

てから︑向己を奔定し︑犠牲にし︐非常なる努力の結果︑一歩々々進んで遂に其域に至られたのであるから︑
なかノー誰も彼もさういふ課には行かない︒本来の性は自由平等であり︑能力は持って居るが︑なかノ︑其

域には行かれない・自分自身の目を畳ますことが自矛の徳性を潤養する道徳の修行である︑そこで教育によ
り或は君子の教導に依って段々目が畳める︑寓民総て豊めるのが最高の理想であるが︑儒教では絶封自由と
いふことはなか︐Ｉ︑許さぬ︒

一篭縄封の自由は決して有り得ぺからざることである︑例へぱ吾々に絶封の自由ありといふならば空気に

乗って歩いても宜い課である︑何も始柊足で骨折って歩かなくても何慮へでも行ける課である︑上に飛上っ
ても宜し︲下を祷って行って宜い課であるがそれは出来ぬ︑絶封の自由といふものは無い︑即ち地球の重力

といふ原則に縛られて居る︒叉職曾上の組織に於ても︑吾々が先旭博来段々研究した結果︑今日の法令を最
も宜しとして︑現在の法律が出来て居る︑そこで吾々は法律を遵守する義務がある︑錨封の自由を叫んで法
律を破っても宜いといふ課には参らぬ︒叉道路を歩くにも︑絶封の自由ならば何鹿を通２Ｌも宜い筈である
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がきういふ鐸には行かぬ︑矢張人の歩いた跡を歩いて行かねばならぬ︑即ち道といふものがある︑露華な

市中に於ては真中は電車道︑左右は人道と定まって居って︑なかノ︑何虚でも歩いて宜いといふやう江自由
は許されない︒それを絶封の自由と言って道路の真中を大勢歩いたなら斌含は混凱する︑お互に他人の自由

を尊重する必要がある︒即ち道徳と祇曾組織といふ方面から自由を拘束される︒夫婦相寄って家を成すので

あるが刷或意味に於て燭身の方が自由である︑妻を要れば自らそこに自由を拘束される︑子供が出来ると叉其

の篇に自由を拘束される耐其の拘束の下に吾々は自由を梁んで居る︒あらゆる場合に絶封の自由といふことは
到底あり得べからざることである︑又それが自然である︑相営の拘束の下に吾々は相営の自由が薬まれる︒

の者を均一にやらうとするのであるが︑私はそれこそ本営の不手等であると思ふ︒差別の間に平等があり︑

季等の間に差別があるといふことが本営の平等である︒十の働を持って居る人が十の報酬を受け︑一の働を

する人は一の報酬を受ける︒十の能力を持つ人が十の報酬を受ければ十分の十であるから︑一の能力の人が

一の報酬を受けると同じことになる︑是こそ本営の李等である︒表から見ると不李等のやぅであり差別のや
うであってもそれが本営の平均である︑詩経に﹁是等しきは等しきに非ず﹂とめるは之をいったもので︐即

1
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、

李等に就ても同じく篭封の李等は決して無いのである︑吾々は穂ての人が絶野手等といふこと今ど言ふなら
ば︑過激派のやうに上は大臣より下は一兵卒に至るまで俸給が十園なら十回︑二十園なら二十厨と定まって
居たら︑大愛便利なやうであるが私は是は李等とは思はないのである︒何となれば非常に勢力を費し︑頭を
悩まして初めて出来る仕事をしても十園の報酬であり︑一畢手一投足の勢であっても同じく十園の報酬であ
るならば︑甚だ不公李な話である６大勢の人の上に在る大臣や大将が猶且十園の報酬であって︑一寸旗を上
げたり下げたりする者が詞様十園の報酬であるといふならば資に不公平であると思ふ︑それを過激派は縄て

四

ち総ての者を絶鍔に手等する上いふことは本営の李等とは言へないといふ意味を述べたのである．儒教では

決して穂ての者を絶濁に平等とは言はない︑即ち生れ付としては絶封に李等でなければならぬ︑性善である
と言ひつｋ猶且其間に厘別を認めて︑上智と下愚と中庸位に略々三階段位に分ける︒論語に﹁上智と下愚とは

移らず﹂とあるが︑即ち非常に智慧のある天才的の人はなかん︑堕落することはない︑叉非常に低能な人は

幾ら骨折っても救ふことは出来ない︑低能兇が天才兇になることもなく︑天才が低能になることもない︑無
論努力は必要であるが︑大鰐天才と低能とそれから普通の人間と厘別して見てある︑質際是は教育上から見
ザ．︐

一鵠吾々は唯一人で此虚に立つで居る鐸ぢやない︑何人と雛も一家族の中の一人であろへ或は画家の一人で

あるから︑自分か無暗に自由を主張し平等を鼓吹したと言っても︑親と自分とは平等であり親と子とは同等で

あるといふ鐸にはなかノー参らない︒丁年末瀬の子供は猶且老人と同じと云ふ課には行かない︑相常にそこに
差別を認めて行くといふことが宜からうと思ふ︒無暗に極端な自由を説く人は職曾組織の不完全な露西亜な

どには向くであらうが日本には向かない︑儒激でば許さない︒夫婦の関係でも猫且李等を認めつ図差別を置

くのである︑妻︑といふ字は等しいと云ふ意味であって︑夫と妻とは同等の資格であると云ふ意味である︑或

１１︲

､

ても或は今の心理事から見ても︑低能と天才と中等の人間とはあるやうである・之を押なぺて李等といふこと

ければならぬといふこ

を言ふは間達であらうと思ふ︒
かく儒教では理想としては網ての者が聖人になれる課であり︑而して寓人絶掛の自由を得ることにならな

く︑そこに人格を重するけれども︑網ての人に絶封の自由といふことは許さない︑老互に相侯って行かなけれ

−−−

とを説きっｒ︑賞際に於てはさうはやって居らない︒即ちそこに差別を認めて平等を説

ばならぬといふことを説いて居る︒

豆̲

．．五

−

×

×

×
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は夫婦のことを杭侭といふが︑夫婦並ぶといふ意味で一方低い毒ではない︑易にも﹁家人厳君あり父母の謂な

り﹂とある・家の内には君主が居る︑其君主は父ばかりぢやない︑父母が即ち一家の君主であるといふに夫婦
の関係など労いふものは始柊平等に同等に見て居る︑但し全く絶封に李等かと云へぱ必ずしもさうでない︑
夫唱婦随︑夫唱へて妻随ふが例であるといふやうに︑猫且そこに相営の差別を見て居る︒一鰐儒教は仁徳を
以て天下に施す︑己自身先づ仁を修め之を以て天下闘家に施すといふことが儒教の目的であるが︑仁徳を天
下に施すと言っても︑全く李等に仁徳を施す鐸にはいかない︒自分が巳の徳を修め得たならば︑之を以て家
に及ぼし親類に及ぼし段々郷里に及ぼし︑遂に天下圃家に及ぼすといふ風になって行くのである︒綴ての者
を李等にするならば︑︑一躍して直に人類平等といふことにならうが︑さうはなら廻同じく慈愛を以て民に
臨むと言っても︑先づ己の家に施し︑それから段々遠くに臨んで行く︑家族から郷里︑画天下といふ風に徳
を及ぼす︑即ち漸次親しきより遠きに及ぼすのである︑博愛︐Ｃいふことも説くが︑これも誰も彼も同等に愛
するといふ課には参らない︒基督教では極端な李等論を説くが︑之に反して親しきより遠きに及ぼす︑差別
を認めての李等であるといふのが儒教の精祁である︒
そこで儒教は自由李等も相営に説いて居るか︑それは種く理想の場合を説くのである︑網ての人間同じく
聖人となり︑総ての物が絶封合一するやうになってしまった時には︑それはもう一切平等である︑併し現賃
に於てはさういふことは有り得べからざることである︑責際に於ては差別を認めての李等であって︑叉個

×

こに本営の自由が出る︒︵誹演丈責在記者︶

×

人の自由といふものでも絶封の自由といふことは説かない︑お互に自由を尊重しっＬそれが拘束られて︑そ

×

道徳と政治の開係

三輪田元道

否道徳と利幅即ち蓮徳と煙潜と云ふ様なものは相富

云ってはならない問題でなく寧ろ言ばねはならぬ問

あるのみ﹂といふ言葉があるが利即ち経済の事柄は

て考へて見ると孟子に﹁必ずしも利を言はんや仁義

考へて居られた様に思はれる︒先づ儒教を中心とし

じ末っだが蓮徳と政治の開係については割合縁遠く

従来屡道徳と経潜の開係については世の畢者が論

儒教で云へぱ仁者は富まずと云ったり或は富をな
せば仁ならずと云ふ様な事があって︑恰も道徳と経
溶が雨立しない様に云った場合もある︒殊に基督

の如き色彩が明かである︒

人の教或は宗激家の教は利益といふものを斥けたか

に︑人も利に染まり易きものである︒そこで道徳政策
として利益は少々抑へて置く必要がある︑それ故聖

事は恰度蜜蜂が花を好む榛にまだ蟻が砂糖を好む榛

因縁のあるものなる事が解るけれども︑利益と云ふ

の富貴を退けて居る即ち﹁不義にして富み且つ貴き

教では今少し張い言葉を以て云って居る︑即ちバイ
ブルの中に﹁富めるもの天圃に入るの難きは路舵の

□

は我に於て浮雲の如し﹂と云ったのはそれで有るけ
れども︐其の裏面から煮へると不義でない富貴は研
なる︒其他積善の家に除慶ありとか或は徳孤ならず

題になってゐる︒叉孔子の態度について見ても不義

究せねばならぬものである事を許さねばならぬ様に

針の穴を通るよりも難い﹂と云ふ榛に富めるものを
掻く蹟斥して居るのである︒また悌教と錐も長者の
寓燈よりも貧者の一燈と云って貧者をあげて居る風

とか云ふ様な言葉の側面観察をすると︑道徳と幸禰
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｡

生じたのであるまいか︑我圃の二宮尊徳翁等は矢張

富︑金持の頭を抑へた︑︲それで後世の者が道徳と経
潜は一致しないもの調和が困難であると云ふ迷ひを

が適営な指導方法である︒そこで聖賢の教は利益︑

人間の勢である︑故に之を調節する篇に抑厭する事

がある︒之は無理からぬ事で︑利を好むと云ふ事は

上認めるのである︒またアヘンの榛に極端ではない

を正富の手績きを取って富を得ると云ふ事は経溌肇

あるけれども︑支那人の慾求であると云ふが潟に之

は道徳上奨働すべきものでない故に全人類からアヘ

致せぬ︒例へぱ支那人にアヘンを貢るとするアヘン

事になるが︑併しその要求慾望は必ずしも道徳と一

ンを断つと云ふ事を道徳の要求と見る事がよいので

り道徳家であったけれども︑彼は勤倹を以て貨殖の
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が︑酒も煙草も衛生上または蓮徳上から見てよいも

のでなく︑理想的な禁酒画禁煙園になる方がよい筈
で︑道徳の理想は鼓にあるべきであるが耐政治上か
ら云へば我国の如き煙草を官誉にし而して圃家の経

道を計る事は穂讃すべき事である否鋤鎌を以て自然
を耕し︑それから富を得る事が人間の道であると云
ふ風に認め︑途に一種の二宮宗をなしてゐる・之は道
徳と縫湊が調和と云ふよりも一致せねばならぬｌ云

湾の一部に充て︑また酒造税で教育費その池種々な

求と矛盾した所のものを錘湊畢上では認めてゐるの

る方面に利用してゐるが︑斯く考へると道徳上の要

ふ説である︒
□

をしてゐると云ふ事は事賞である︑故に之を如何に

であるから︑道徳と謹湾とは必ずしも一致せず矛盾

千コノミーは何を研究するか

調和せしむべきかと云ふ事が悶題となって来るので

然れば従来の欧米諸圃の経湾畢即ちポリチカル︑
るものである︒而してその富とは何を云ふか︑とユウ

ある︒

と云へぱ︑富を研究す

マンゥォントー即ち人間の要求人間の慾望を蕊す
ものぱ富である︑そして其の富を作るのは生産であ
るへそこで錘潜皐は人間の要求慾望等を基礎とする

口

非常に縁遠いものになって

開係は歴史的に考へると︑

：之に反して道徳と政治の

ついだ馬は罪人を見ると王自ら

家なれ〆一も悪に依り︑また之に

其の心を以て心とせし故卿等の

が︑寡人君とな〃て百生百姓各

の民は尭舜の心を以て心とした

車を降り罪人の手を把り泣いて
大いに詑びて居る︑即ち﹁尭舜

ゐる︒何故かといふに︑世
界の歴史を籍いて見ると︑

多くの主権者は︑力に依
って天下を得たものが多

如き罪人出たるなり﹂と云った︒

□

兎に角徳を以て天下を取るを

王道と云って居る︒然し王道と

権道の色彩の明なりしは︑古い
時代の事であって︑其後の時代

になると︑天下を取るに智謀を

以てしたのであゑ︒併し其の
智謀は︐常に道徳を背景とし

道徳を資行し︑然て道徳の暇面

を冠り︑自らの権力を謹展さ

して行くと云ふやうな人が天下
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い︑．即ち権力開係資力本意

である︒あるものは武力を

以てし或るものは宗教的信
念に依って天下をかち得た
のである︒故に政治はある

特殊の人が行ふものである
と云ふ歴史を以てゐた事は
明かである︒此の政治形式
を東洋では潅道に鮫つた政
治と云ふのであるが︑之と
同時に徳を以て天下を取っ

たのは古い時代に往々あ
る︑即ち支那の尭舜は政治

察頑御軍世救国英下殿宮父秩

･
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を取る事が出来たのである︒これは恰も戦圃時代英
雄割擦時代に相富する︑虚が第十九世紀より廿世紀

少

に鵜たるの道である︑即ち人の頭になるには人心を
牧撹する事が大事であることを聞いて︑直ちに毒を

政策を立て然してその政策は国利民禰を増進するも

服するものがなくなった︑故に近世の政治家は一の

即ち雨者共に職畢を修め精紳の鍛錬をしたのであっ

たものである︒然るに信玄と謙信の戦ひは武力の戦

と云ったと博へられて居る︒之れ如何に人心を牧撹
するかと云ふ事が政治家のモットであるかを示し

閉ぢて﹁乞ふ説くを止めよ我れ既にこれを得たり﹂

のである︑須らく政治は天下の政治で一人の私すべ
きものでない︐故に自分は最大多数の最大幸禰を得

て︑精神と精祁の戦ひである︒故に今Ⅲ春日山︵新

に及びては︑暇面を冠りて仁者なりと云ひ︑叉自分
は祁の子孫なり自分の禰先は尊いと云った位では心

る事を以て政治の綱領としているから︑願はくば我

潟螺︶に謙信の古蹟を訪ふと茶室︵不識庵︶がある︑

る︒北篠早雲は偉大な政治家であったが︑彼が六路

塵でないのである︒叉一方の信玄も謙信以上の精神

術である︑こ児に人心自ら牧撞せられ来るのである︒
故に彼れの一面は一の政治で決して軍なる武力の抑

して鞭謹粛々と進んだのである︑之れ全く人生の謹

し︑静なる事林の如し︑等と書したる軍旗を識し︑然

慾を去２Ｌ常に心を無我の境地に至らしむくしと云
ふのである︑故に彼の態度は塞術的叉は詩的である
と云ふ事が出来る︑彼れは戦争の時速きこと風の如

即ち不識と云ふ無我の境に入らねばならぬ︑私利利

ひと云はんより︑深く考へると心力の戦ひであるｐ

が侃下に集ってくれと︑多数の味方を造る︑是郊ち政

黛政治の道行である︒即ち英圃の自由薫保守糞はそ
の箸るしいものである︒叉我国の政薫政治も政策と
云ひ︑綱領と云ひ︑主義主張と云ふ榛な蕊想を標傍
し天 下 の 人 心 を 牧 撹 す る 事 に な っ て 居 る ︒
□

三略の講義を聞き度い篇めに畢考を聡し謹鶏した︐

的態度を持って居た︑常時彼は水軍を創設し叉築城

斯ろ思想は両洋よりも東洋に比較的仁溌達して居

然してその開巻第一に天下の人心を牧漬する事が蒋
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事にも長じて居た大家であるが︑而も戦ひに富って
は︑城とか石垣叉は濠などを味方にしては駄目であ
る︑只人物を味方にせねば勝利は得られるものでな

中に入る︑に非れば成功するもので鞭い事は明であ
ると思ふ︒

る︒換言すれば政治家が一諏の輿論を喚起して天下

利民禰を策動した故に︑人心一時に蹄向したのであ

尊王嬢夷或は王政復古と云ふ榛に︑私心を離れて圃

明治維新の政治家のモットーも今から考へると︑

を牧撹する事に努めた故に︑よく三箇年の天下を取
得られたのだと云ってよい︒

に天海僧正の如きが顧問となり︑而して天下の人心

たかも知れぬが︒非常に国利民禰や人心安定や︑或
は祇曾政策を騒ぐ考へた︒それは家康自ら非凡なる

共に︑軍人と覗るよりは政治家として覗る方が興味
が多いのである︒徳川家康は必ずしも有徳でなかっ

なる事を云ったので此の意味に於ては信玄も謙信と

は大敵﹂と云ふのがある︑要するに情と仇が問題と

目を表した歌に﹁人は城人は石垣は濠︑情は味方仇

好まぬ耐そこで政治の前に天下の人心を開騒せねば

多少の共鳴者を得るかも知れないが邪道を説く事を

常に正道を説けば共鳴者少く︑そこで邪道を説けば

任を感ずる人故︑余り馬鹿ノＩしき事は出来ぬ故に

そこで自ら愚衆的政策を立て娘ば成功する筈がな
い︑虚が孔子は高遠の理想を持ち又資溌家であ内責

孔子は何故に政治に失敗したか︑即ち政治は現代の
人心を牧撹して行くのであるから︑世の中は︑無教
育者︑悪人︑低能等即ち愚衆が斌曾を潟して居る故

り︑識育家としては弟子三千と稲せられたので︑此の
意味に於て成功したと云って差支なからうと思ふが

を行はねばならぬ事を域じ︑政治家から教育家にな

としては失敗に総った．而して遂に政治の前に教育

虚が錘に一の疑問が生ずる︑支那の孔子は政治家

□

を治めたと云ふ事が出来ると思ふ・故に私は真の政

ゐる事は云ふ迄もなく︑篤政篇と云ふが如きは其の

ならぬと悟ったのであると思ふ︒論語の中に表れて
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いと観破した︑之れは賞に彼の達観である︑彼の面

治は道徳を背景とし︑少くとも道徳の要求を政策の

Fq

亡 一

である︒ところが斯る政治を行ふと云ふ事が古来専

っても政治と道徳は車の両輪の如く大切なる事は明

一割分を唾して居るのである︑斯る鐸で儒教から言

道を研究するのが政治である︒故に今日の政治は金

めて止むべきでない︐共存共柴が吾人の要求で︑吾人

シにし叉は踏壷にして彼等少数者の欲望を瀧足せし

居るが如きは明に圃民の敵である︒今日は民衆をダ

かと云ふは勿論︐翼くぱ食に不足のない榛に風邪に

のであるや即ち吾々は如何にして自己の財産生命を
安全ならしめ︑叉如何にして自己を護展せしむべき

ものでない︑決して少数者の燭占すべきものでな

裏は又表に依りて保たるＬ榛に︑決して分離すべき

道徳１﹄は騨風の表裏の如く表は裏によりて保たれ︑

と云ふ風に考へねばならぬのである︒斯く考ふると
圃民は道徳を考へると同時に必ず政治を考へ耐政
治を考へると同時に道徳を考へねばならぬ政治と

りも明日の生活が︑明日よりも更に明後日の生活が

らぬ︑凡ての人が機曾均等に幸娠を分配せられる︑
其れと脚時に吾々は一歩／︑理想を追って︑今日よ

論女子も生活に閥係する以上︑政治の事を知ら鯛ば
ならぬ︒其他︑子供にも老人にも必要でなければな

殿玉模に住む人も賎が伏屋に眠る人も︑叉男子は勿

が赴曾圃家を形成し平和なる生活を透って行く其の

門的の人の手にあった歴史がある︑即ち古代有徳の
王︑中興の英雄豪傑︑近世め所謂政治家即ち少数の
専門家が夫れに常って居た︒故に今日術政治は少数
の政治家に委せて置けばよいと思ふ者もある︑然し
今Ｈの政治は少数の政端家に委しておくべき時代で
ない︑之れ測民の自畳を喚起すべき所以である︒
□

擢らぬ丈けの衣服を擬ひ︑況や雨露も凌ぐ住宅は何
とかして持たなければならぬ︒故に吾人の衣食住の

い︒故に筆ろ道徳と経済と云ふよりも道徳と政治の

今日の政治は政治即生活で吾人の日常生活そのも

事から人心の安定が得られるので︑是れ即ち政治で

向無頓着で︑依頼された瓦めとか利善を得る篇めと

方が更に密接になって来た︒然るに圃民は政治に一

其外に政治はないのである︒然るに今日多くの議員
が俺の天下であるとか︑今に天下を取るとか云って
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者も相雷の有徳者人格者にて信頼すべき人を選ばね
ばらぬ︑之を行ふには圃民が政治と生活を︑生活を

的の運動によりてのみ政権を用ふると云ふが如き甚
だ遺憾の至りである︒理想的に云へぱ︑議員の候補

か云ふ榛に︑自己の燭立の権利を尊重せず︑只他動

となって来た事を私は自豊し政治の改善を計る篇め

たのが後に多数の政治となり今日は圃民多数の政治

れをかへ出すと同様に︑今日の政治の談焔を見て改
めて行くと云ふのでなければならぬ︒政治と道徳と

を避け．丁度乗船の場合︑水垢が溜ったら皆一同そ

は八類の開悶以来鍵遷した︒初めは少数政治であっ

離れて政治はないと云ふ迄に頭が進んで来ねばなら

に先づ自己の所懐の大要を述・へたのである︒

にせねばならぬといふ乙とを︑合黙して居る者が少

１１
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ぬ︒それと同時に在来の政治を卑近なりと思ふ風習

成人教育の要所

足立ゞ栗園

ふことは︑誰も皆承知して居るのでありますが︑知

近来︑︑都市は勿論︑地方到る魔の町村に於て大分

いやうであります︒知恵といふことも︐是亦全く同
じく働いて儲ける外はないのでありまして︑其の働

恵といふものも︑是亦自ら求めて之を牧得するやう

成人教育の謎が高まって参りました︒誠に結構なこ
とで︑世の中は昔からいふ通り︑目明千人目くら千

くといふのは︑金を求めるのと異って頭を働かすと

成人教育の叫び

人と申す程で︑比較的あるやうでないものは︑金と

｡

いふにあります︒常始維︑頭を働かして居る者は︑

b

知恵とであります︒所で金は働いて儲けるものとい

。

たずして明かなことであります︒それは癖士の方に
於ても︑何とか世人を啓謹せしめたいといふ見地か
ら︑考慮を議して演壇に立たれるのであり︑聡講者

れば︑一層著しく知恵を獲るといふことは︑言を待

り︑親しく其の講演なり講話を蕊くといふことにな

於て思ひ掛けなく色々の知恵を獲るものであります
さすれば若し之が皐識︑才能︑経験のすぐれた人よ

まするし︑叉知己朋友に接し震く世人と交はる間に

直接他人に事ばずとも︑謹鹸上自得することもあり

でありませぅ︒或は人によっては︑初等教育より外
受けぬ者に向って︑中等教育を遠成的に授けると
か︑或は専門教育を礎んにして園民の職業に直接利
律のある畢科を授くるがよいと説かろＬ方もありま
す︒之も成程御尤な説で結構ではありますが︑それ

識︑常識の一通りを畢知せしめやうといふのが要所

の修身治家塵世上に要する所の︑現代に必要なる知

育せんといふのでありまして︑先づ差常る所︑吾人

う︒或は之を蟻て︑人と成らしむるの裁育と解して

て︑俗にいふおとなの激育といふことでありませ

︑︑︑

鱈に集まるのでありますから︑其の知恵を獲ること

は所謂補習畢校の婚任すべき所で︑かＬろ志ある者

う︒或は叉近時に最も必要な知識即ち立憲園として

も差支はありますまい︒兎に角世上一般の圃民を教

の︑漫に知己や朋友や他人より聴き取るのとは︑著

は須らく進んで同畢校に筆ぶのがよいのでありませ

も何か利する所があらうと思ふて︑心の糧を求めん

しく大に且叉確資なるものであるのを疑はないから
僻
であります︒こＬに私の知恵と申すのは︑度き意味

普通選畢さへ賃施せられんとする今日︑別けて自治
制下の圃民として︑最も心得て居らねばならぬ公民

の言葉で︑先づ早くいへぱ知識︑常識と一般に唱へ

としての知識を典ふろを以て︲成人穀育の急務なり

科とか経湾畢科とかいふ風に︑速成的に簡易に正確

と説く方もあります︒之も成程結構で必要なことに
は相違ありませぬが︑それは特殊の教育で︑政治畢

て居るもので︐吾人の修身虚世上に差営りなければ

︐まし

なら ぬ 知 恵 の 本 源 と な る も の を い ひ ま す ︒
差営りての成人教育
然し成人教育といふ言葉域誠に漠として居
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に之を壌習せしむる機闘を︐設くべきことでありま
す︒乃ち一般普通に成人教育といへぱ︐先づ立憲園
で自治制Ｐの幽民で︑而も世界列画と交通して利害
開係を密通ならしめて居る現代の我が剛民は︑如何
にして其ｗ時勢に連れたる知識︑常識を養ひ︑徳性
を養ひ品位を保ち︑以て彼我の交除を全うし︑叉依
て以て己れを立て園を富まし一般職念を繁柴幸禰な
らしむべきかといふ其の修身︑治家︑交際︑庭世の
上に於ける知徳といふ者を養成せねばならぬのであ
と考へられるのであります︒

ります︒それが差営り刻下に必要なる成人教育の範
剛

成人教育の隅り易き通弊
所で成人教育といふものは︑一般圃民として刻下

であります︒何も理窟をこれたり︑自慢をしたり︑

人を批評したりする潟め︑下らぬ知識常識を授けん

とするものでは決してありません︒所が此の殺育は

兎角知識の程度の低い人に比較的高尚な必要な知識

を授けるのであり︑且つ又講演者も成るべく高尚な

る畢理や道理を卑近の責例や訓話に依て判り易く授

けんとするのでありますから︑其の弊や性々にして︑
其の蕊講者に徹底せず叉よく礁者に了解せらるＬこ

となく︑篇に其の人の日常の修身庭世上に利する所
なくして︑得てして︑如上の理窟家や批評家を生壱
しめ易いのであります蝋之は講演者の罪でもなく聡
講者を尤むくきではありませぬが︑どうも陥り易い
誇あります︒

弊害でありますから︑お互に深く戒めねばならぬ所

さて成人激育といふのは︐申さば知恵を増さしめ

知恵を増すのが先務

それＡｌ専門の博士や事士或は練達の人や知名の士

に必要なる知識常識を蚕ひ徳性を澗養せしめ︑以て
現代閲民間の峡焔を補はしめんといふのであるから
に依頼して︑最も的確に最も簡明にそれ等知識︑常識

から︑其の知恵さへ増せば世人は一般に修身︑治家︑

んと期するのでありまして︑其の知恵といふのは︑
前に申した通り︑至って度い範園のものであります

を牧得し品性を修養せしめ︑以て直ちに其の修身庭
世上に有利有功たらしむるやうにせねばならぬこＬ︾
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｡

交際︑庭世の上に遣減はなく︑否な先づ大抵は恥を
かくことなく︑失敗を繰返すことなく︑他人に迷惑

中で失敗したり恥をかいたりするといふのは︑全く

を典へることなく︐圃家吐曾に損害を及ぼすといふ
如き憂ひを除くことを得るのであります︒蓋し世の
知恵といふものがないからでありまして︑若し人に
してよく物事を群へ知るといふならば︑入らぬ慾を

一般を通じたる比較論でありまして︑どうも我が圃
民中には今尚ほ奮時代を夢みて居る者もあったり︐

赴曾に封する公共の務やら公徳といふ者を︑とんと

了解して居らぬ向もあります︒ツマリ之は現代に虚
する知識常識が鉄乏して居る馬でありまして︑先づ

何よりも時勢を知り︑事理を解し︑人生を悟︒り︑世

の中を了解するといふ必要があります︒知行合一の

知はどうしても先づ開謹すべきであります︒

却読私の所謂成人激育は主として知識の低い人即

成人教育を軽覗すな

ち今日の中等教育や専門教育を受けなかった人々を

抱くこともなく︑足らぬ才能を街ふこともなく︲す
べからざる非行を敢へてすることもなく︑知識︑才
能︑道徳の使ひ分けに於て︑適度を失して失敗を招
くことが少いのであります︒而して知恵さへ増せば

つまらぬ馬鹿騒ぎをしないこと身なりませう︒之が

依て貯蓄するといふ考も起るし︑叉其の活動を楽し
いものと心得て︑其虚に高尚な趣味をも生じ︑結局

虚世上には畢問上より得る知識やら︑経験上より得

いふに︑決してさうではありません・穂て吾人の修身

受けた人は︑此等の講習や講演を蕊くの婆なきやと

教育するのでありますから︑中等教育や専門教育を

知足安分して働くことも出来るし︑其の働くことに

私のいふ知恵を増す道︑即ち成人教育といふ者に期

もの特に品性道義といふものを必要とするのであり

る常識やら︑諸種雑多の知識といふもの才能といふ

思ふに明治維新以後︑大正の昭代にかけて我が国

待する所であります︒

民の知識常識は所謂日進月歩で︑古人に比して幾層

ますから︑如何に一種専門の畢科を畢修しても︑或は
中等教育位を受けた所で︑それにて決して吾人の修

陪の知能を啓褒して居るか測られませぬ︒乍併之は

− 1 8 −

必要が存するのであります︒

ませぬ︒さればこれ等の相営畢識ある人にても︑此
の識育を軽税するなくして︑寧ろ進んで雛講すべき

身庭世上に必要なる知識常識を養弘得たものであり

別なく︑皆一様に傾聡すべきものと信ずるのであり

思ふて︑之を重要税して︑上下︑貴賎︑貧富︑老幼の

知能を啓磯し︑徳器を成就する一助たるべきものと

日進月歩の世代に庭し︑圃家斌曾の馬に役立つ塵の

者だ︑地位高い役人だ︑苦心して成功した天晴な資

所が慶き世間には︑性々にして︑乃公は立派な皐

たのであります︒

って居ないやうでありますから︑一寸言を挟んで見

ます︒どうも此の黙が我圃には未だ十分に明了にな

おれ

業家だ︑何哨通俗講演などを鶏く必要がない︑そん

こんな人は︑到底立派なる人格者となることは出来
ず︑遂に進歩の見込のない者といはねばなりませぬ︒
古へより聖賢君子であっても︑決して下問を恥とせ

といふもので︑諺に所謂﹁自慢は知恵の行詰り﹂で︒

首の和歌を庚之は之に示した所︑慶之は之を見て其

鮮退した︒そこで予の心は是であるといひつＬ︑一

蒋軍家光が︑其の子の家綱の補導役として︑久世大

絃で少しばかり昔話を試みませう︒かの徳川三代

賃の人となれ人となせ

ず︑﹁知るを知るとし︑知らざるを知らずとせよこれ

の知遇に感激し潔よく御受けをしたといふ︒其の歌

な事は問も承知の助といふ風に︑高くとまって居る
人を見受けるが︑是等は抑§了簡の狭い間違った考

知るなり﹂とある通︐リ︑何事も己れを屈し︑謙抑し

１﹂いふは

傭へて居ります︒即ち其の意は言ふまでもなく︑天

といふのであった︒之は始澗家康の詠んだものとも

人となれ人︑人となせ人︐

人多き人の中にも人ぞなき

和守慶之を任命せんｌ﹄しました時︑慶之は一膳之を

て而も大に勉め事び︐勉め習ふてこそ︑世上商般の
事に通暁し︑かくて己が修身︑治家︑虚祇の上に思
はい利益を得︑修養を積み累ねることが出来るので
あります︒されば成人教育といふは︑何人も治家虚
世上の知識を養ひ︑才能を長心︑品性を高め︑殊に
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に人として完全に護達せる者はない︑而も此の真の

地宇宙の間に人と砿れて来た者は多いけれども．真

的でなければならぬ︑亀すれば此の目的に適へる人

所で成人教育といへぱ名は誠に立派で︑礁講者も

堪忍袋の失敗

きものでありませう︒

して︑地位や富ばかりを望んで居る誉の蔵言とすべ

といふのがありますが︑之ぞ品性を磨くを心掛けず

笠きてくらす月もあるよに

上見れば何ほしかほし星だらけ

す︒古歌の珍らしきものに

理無謀をしたり︑果は敗徳汚行によりてすら金を儲
けんとする不心得者を︑生ずるに至ったのでありま

黛索をしたり︑朋薫を作ったり︑閥に頼ったり︑無

んなのを成功々々と離し立てるから︑得てして醜き

眼を着けることを知らずして︑誰だ地位を獲ること
富を獲ることをのみ人生の目的とし︑教育者も亦こ

である︒所が悲いかな功利軽薄の今の世人は叶庭に

は暇令︑其の身は不幸にして顛柴に上らず叉富貴と
ならずとも︑其の人は立派に人として成功したもの

人となるといふことが︑吾人の生涯の目的でなけれ
ばならず︑叉此の真の人を作るといふことが︑教育
の翼の目的でなければならぬ︑どうか紐嗣家綱を人
らしき人として呉れよ︑これ予の望む所であって︑
而も此の大任を托す者は汝の外にないといばれたの
であるから︐謄之の感激したのは尤であります︒
一鵠に今日の世上を見渡しましても︑風雲に際倉
したり︑時機に投じたりして穎柴の地位に上ったり︑

富貴の身となった者は少からぬのであります︑然し
それは多くの蓮や機曾が然らしめたものであって︑
濁自の力にて鍛錬し︑修養し︑かくて後完全に成功
したものではない︑それ故にそれ等の成功者は才事
徳望兼備はりて真に一世の仰慕に値する人格品位の
見るべきものが少い︒これ人多き人の中にも人ぞな
き例謙であります︒そこで才畢あり徳望あり品位人
好紳士であって︑此の好紳士を養成するのが教育の

則中々威風堂々であったり︑錫究たる淑女をも見受け

格の傭はれる人ならば︑之が真の人即ち今日の所謂
目的であり︑而して此の好紳士となるのが人生の目
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『

歩も二歩も高き知識の上より壇を下って︑彼等に近

のであります︒それで通俗講話をする人などは︑一

ものが多く︑叉往々見かけに依らぬ無識な人も多い

るのでありますから側どうも比較的知識の度の低い

育の程度も性々かＬる場所あるを知悉して置く必要

癖士こそ飛んだ失言をしたものであります︒成人教

堪忍袋を誤解したものと思はれるのでありますが︑

れた老人達が︑何かお守りかお札でも貰ふつもりで

之を聞いて其の大家は唖然として開いた口が塞がら
なかったといひます︑之は常にお説教などを聴き馴

るのでありますが︑中には無論老人もあり少年もあ

づいて之を指導し啓謹せしめることを念とせねばな

があります︑飛んだ御邪魔を致しました︒

１１

一︑うたてき物は︑みなづきの鴬︒

落花の風にさわぎたる︒

一︐おほきをいむ物は︑茶器︒酒の肴︒

ＩＩＩｉ

︵薬翁︶

過そ樫︒りうたんの花︒ほとＬぎ

イイイ ｆｒｊｊ

す︒鈴むし︒

Ｉｉ
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りませぬ︒それに就いて此頃聞いた滑稽談がありま
す︒それは或講演者が中々群舌巧みなる大家であっ
たが︑一日地方講演に招かれ︑老人やら少年やらを面
前にして得意の通俗談を試み︑﹁今日は一つ皆様に堪

忍袋を差上げたう思ひます﹂と︑かく前置しっＬ︑
謀々として忍耐の必要を説き進んだのであります︒

所が席の一隅にあって︑ヒンーー老人達の話しをす
るのを見受け︑はてさて彼等は何の相談をして居る
か︑自分の熱心なる講話にも耳を傾けないでと︑少
々不卒不瀧で降壇したのでありました︒かくて彼の
老人達のヒソｊＩ話は一篭何であったかと︑ソッと
探って見た所が︑登圃らんや︑或老婆の画く﹁今日

の先生は皆様に一つ堪忍袋を差上げると仰言った
が︑とうＪ１お話しだけで何も下さらなかった一と︑

〈

！︲●

１０

藤井催

程子憾敬といふ一宇を解灘して主一無適とした︒敬といふ字は︑論語に灘山Ｉ

文句について︑そぜろに恩ひ出すのは︑宋の程子のいった﹁主一無適﹂である︒

少くも十個所以上ｌに出てゐて︑色令な虚に使ってあるが︑その中にかぅぃ
ふのがある︒﹁修己以敬﹂己を修むるに敬を以てす︑即ち身を修養して行く第一の

道は敬でなくてはならぬ︒之は孔子が仰せられたのである︒この孔子の言を程子
の主一無適で解窪すれば次のやうになる︒己を修むるには︑自分に本尊を椿へ︑

所．懐数期︹下︺

国府評議員

近来運動熱がさかんになって︑我幽も世界

の舞姦に競技するやうになった︒私が大正九

れ︑日本から嘉納治五郎氏が一図を引率して

隼外遊中オリンピック競技が白耳義で行は

参加し未ことがある︒其時偶々選手日本出凌

起った︑日本の選手は﹁園光牛宣揚せよ﹂と圃

営時の朝刊新附記事が耐して彼地で物議が

民に送別されて来たから之れは零を求めに

来たものである︒運動の精卿ｌ咋義︑尋峠直

霜す・へしといふのである︒併しこれは太に参

健康ｌに背くから︑よろしく日本選手ば除

考す・へきことである・非術に勇み立ちて勝れ

先程の遠藤博士の説に一言を加へれい︑儒

ら事があるそこに精榊山修養が必要である︒

うと考へても全能力を嚢し得ずして失敗す

本尊をしっかりとつかまへ︑その本尊によりすがる︑それにたのむ︑それに一切

ざるの教である︑教化の上に自然療法をせよ

教は篤寸あるの教であって︑老子の教は篤さ

といふのである︒

の命を托して︑ゆくこと無し︑即ち一つのものから一身を離さぬやぅにするので

︑︑︑︑

○

︐！︲︐Ｊ１︒ｉｆ

抱一無
一

郎

﹁抱一無離１二をいだいて雛るＬこと無しとは︐誠に結構な文句である︒この

治

ある︒一つのものから一身を離さぬやうにするのが敬であり︑敬が修養の根本で
あるといふのである︒

− 2 2 −

離

︲いふところの．﹂とは何ぞロ身にだきしめて︑散らさぬ．﹂とは何ぞ︒論
語に﹁こをかう説明してある︒孔子が﹁わが道一以て之を貫く﹂と仰られろと︐
曾子が﹁わかりました﹂といふ︒他の門人どもには何のことやら判らぬので︑孔
子の出て行かれた後︑曾子に﹁先刻孔子の仰せられたのは︑どういふことかｏ﹂と
問ふと︑曾子は﹁夫子の道は忠恕のみ﹂と答へた流石は曾子である︑孔子のいはれ

た﹁こが﹁忠恕﹂であることが︑チャンとわかってゐた︒忠といふのは︐わが
剛の忠義の忠とは意味がちがふ︒まん中の心であってｐ中心から離れない︑片寄
りの無いｐどっちにも傾かない︑生一本︑初一念であり︑恕といふのは︑思ひや
りであって︑他人の心なほわが心の如し︐例へば︑なぐられて痛ければ︐人をな
らうと思ふ如きである︒

ぐれば人も痛からうと思ひ︑おいしいものを自分が食べたければ︐人も食べたか

︐︑︑︑

さうすると︑論語でいへぱ︑﹁抱一無離﹂叉は﹁主一無適﹂は︑まん中の正しい

心︑︲思ひやりの心をぎゆうと抱いて︑その守り本尊から離れぬことである︒これ
の反濁である﹁放心﹂が孟子に説いてある︒
﹁世間の人は︑自分の家に飼ってゐる犬や鶏が居なくなると？大騒ぎをして︑

この逢にさまよってはゐなかったかと血眼で探し廻る︒犬一匹鶏一羽で大騒ぎを

するが︑心を放って省みないのは慨はしい︒第一に大事な自分の生命の根本たる

Ｏ

宗像参臭・

本曾は儒就主義であると遠藤博士はいは

れたが︑本曾は儒教主義に非ずして日本主

とするに非ずして迩徳を賀賎する︑資行を重

義︑国民道徳主義である︑皐問研究を第重誰

んずる倉である

○

繁田支曾長

狩来我園の思想界は何のやらに塗って行

に思想問題の解決に就いてば事業ル以てす

くであらうか︑主ことに憂慮に湛へぬ︒思ふ

るが︑先づ思想難以て常ろぺきであらう︒本

るか︑思想によってするかｂこれは問題であ

曾ば此の思想泌乱の時脹営り此の難局に際

してば何等かの方法を誰じなけ れぱならぬ

に之が大刃示し履むくき迩徳を鼓吹せれ

るか︑今は議論の時ではない︑一般に赴曾的

と思ふ︑如何トして此の傾向に打克たんとす

うかうかして︑私慾物慾に囚はれ︑美衣美食を欲し︑物見遊山に気をとられ︑第

の注意を惹く機脹計劃したい︑それには先以

ばならぬ︒そこで木曾は此時に営り一般祉曾

心を無くして︑平気の人が多いのは慨はしい◎﹂といふことが孟子に書いてある︒

一の守り本尊たる心を放ってゐるのが放心である︒孟子の放心は守り本尊を失っ

て本曾の建築を主張する︒

たことであるｏ﹁を主とす﹂或は．を抱く﹂と反封である︒
﹁ごといふ守り本尊は︑前述のやうに︑論語には忠恕で現はされてあるがや
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その外いるノーなものに現はされる︒自分の心の中にある淋悌といったやうなも
のでいひ現はしてもよからうと思ふｏ﹁直指人心見性成悌︲一などの言葉もあるが︑

自分の心がやがて脚であり桃であることは︑孔子の弟子の子貢︵涛者であって︑

折々孔子から口の達者をいましめられた︶でも︑舞迦の弟子のフルナでも︐読明

がつかないであらう︑﹁雪の色は白い﹂の﹁白い色﹂は︑どういふ色かといへ

い︒それと同じで︐自分の心が紳悌であることは︑言葉では説明できないのであ

ば︑誰でも説明はできない︒結局雪といふ物をもって行って︑示すより仕方はな

って︑自分の心を自分で直接見る外仕方がない︒﹁ごといふのは︑やかて肺であ

○

杵淵講師

社毒事業ば余を目的としてばいかぬ︑己む

に巳まれずして行ろ︑此の至誠の壷露であれ

ばこｋに世間の同情も集まって来る︑証脅教

化畢院の卒業生で此方面に責績をあげつＬ

一峰秀美君は昨年の卒業生であるか︑露店

ある一例九︸紹介しやうと思ふ︒

保育所なるものを開いれ︑これは外圃には相

するのであるｏかＬる事業が如何雁赴曾に影

る︑悌である︒

靭を及ぼし犬か︑まことに其の影騨の著しい

るのみである︑テント内に貧民の兇童を保護

営あるのであるが︑日本には大阪に二ケ所あ

ところが︑そのコ﹂が︐自分のみにあって︑他に無いものであったならば︑

一一︒

めいノ︲１がわが悌尊しで︑﹁わが祁はかう命じた﹂﹁わが梯はかう仰せられた﹂と得

ものがある︒

であるから︑時為其の保育所に出かけて自ら

等の憐む筆へき子供を養育する牽誠こそ第一

唯其の資金を控ずろのみでは可かい︑小作人

壷保護事業をすＬめた︑而して之を鳶すには

何を間ばれた︒そこで私は村の小作人等の兇

を物語り自分として此問に虚すべき方法如

私の所に見えて小作問題に悩裳されう噛情

る所であるが︑仲て北蒲原郡の大地主某氏が

新恕蛎ば大地主が多く・小作争議が度々起

手勝手なことになって︑手前だけよくても︑世間に通用しない︒故に︑自分の心
の中にある祁俳は︑自分の祁悌であると同時に︑一切の人の祁俳であらねばなら
ぬ︒自分の守り本尊が向ふ三軒雨隣からはじめて︑どこの家にも守り本尊であら
ねばならぬ︒幸ひと︑わが日本国民には︑内外を貫いた守り本尊がある︒それは
称であって︑その榊がやがて天皇である︒

わが国は︑祁代の昔から︑脚の御末の天皇がしろしめきれてゐる図柄であっ
て︑その天皇の御位は︑天租の祁勅により︑天壌無窮であるといふ信念を吾々ば
もってゐるのであるが︑その天皇こそ吾々の守り本尊である︒教育勅語に﹁億兆
心を一にして世々脈の美寺演せるは︑此れ我が圃罷の精華にして︑教育の淵源亦
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／︑の守り本尊が︑図民全総の守り本尊と一致し︑天皇が日本園に於ける﹁こ

賞に此に存す︒﹂と仰せられてあるが︑億兆心を一にすることのできるのは︑めい

して或京から︑最初優秀な保腿を派遥したの

を入れて愈々賀施されたのでｂ一峰氏を煩は

枇話韮することをすＬめた︑某氏は私の建策

ヶ月間試み衣虎︑村人の喜は譲想外で︑某氏

であるが︑大に好成績をあげた︒かくして三

であらせらるＬためである︒そのコ﹂にわが闘民は組先以来雛る児ことたき故
ことなくぱ︑悪思想が現はれても．憂ふるに足らぬ︒

○

○

欲しいのである︒

本曾は五十年前西村泊翁先生が感ずる所

松平顧問↑

の中に居て常にまめに柄動する力ある人が

諸先生方で間然する虚ないやうであるが︑曾

を感ずる︑又本含理蕊の方々は何れも立派な

ことで︑本何の活動と共に愈その緊切なこと

金を作ら狐ぱならぬことは申すまでもない

して曾溌に営る共人を得ることである毎基本

一は曾の基本財産を作ること︑今一つは主と

本曾に向って注丈丁べき事が二つある︑其

寺本青年部幹事

低感激を受くるに至った︒

園が柴える︒今後に於ても︑内外一貫の﹁ご牢持たねばならぬ一為抱いて雛るＬ

一一一一口

世界にいる／︑な思想が行はれてゐるが︑その大勢を観察するに︑自分の民族
をどこノーまでも護脹さして行かう︑存綾さして行かうといふ思想が︑最も勢力
ある思想である︒例へば︑イタリーのムッソリニーが非常な勢力卒得たのは︐イ
タリー民族の溌展存綾〃企岡する閲総を率ゐて居たからである︒叉イタリーのダ
・ンヌチオは︑戦争までは︑届々たる文士であって︑彼れの作った喜劇は日本にも

翻諜されたが︑戦争のとき︑飛行機に乗って︐政府の指揮を待たず︑自分で以て
土地を取り返さぅとする愛園の熱血に燃えてゐた︒それ以来︑屍々たる文士が︑
一躍して愛関的英雄になりイタリー人渦仰の中心人物になった︒フランスのクレ
マンソーが勢力あり︑ドイツのヒンデンベルグが大統領となったのは︑何を物語

るか︑二人とも民族をどこまでも溌峻さして行がねばならぬことを考へたから
だ︒総べて世界を見渡したところ︑各民族は︑その民族を護展さして行かうとい
ふ精祁に燃えてゐる︒

最も古い歴史を有するもので︑其主義とする

あって創立され︑今日道徳含として日本では

の黙に於て︑愛図的運動が盛になった︒米剛は御承知の如く︑東洋からも︐賦羅

所は穏健である・西村先生は畢擦兼備の人で

大正十三年︑私は短期の旅行をして︑米園を廻つたが︑米国などでは︑いるノー

巴からも︐移民が績々入り込み︑世界人種の展覧倉の槻があり︑米国人とはどれ

︲Ｉ
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を指すだか分らぬ位であって︑世界列国の人の数が蝦しい数である︒さういふ国一

溌縄馴勝鋤蝿畷侶無溌鋤鯛雛無蕊識熱﹄繊一

徴とされて居る︑日本民族であれば日本語を話す如く︒ところが︑アメリカには︑一
全龍のものが話す国語が無い︒日本から行ったものは︑日本語を話す︒私ほアメ

リ力でかういふことに出舎つた︒ある日本人の母が︑子供を連れて町の中を通つ一

︑︑︑︑

つたものもかたごとをやってゐる︒さういふやうな課で︑アメリカ語を話すもの

あるが若い時は随分苦畢された︑あの時代に

にまた憂函者愛圃者であった︒本曾も一方道

東西の畢に深く通じた皐者であっ衣と同時

徳の研究を怠ってはならぬと同時に其頭を

西村先生日く道を弘むるには知︑信︑行の三

以て憂閲の士として活曜せればならぬ︑曾て

つが必要である︑道徳の知識ありても貴行は

必らずしも之に伴はめｂ其時にくさびとなり

勇気をますは信念であると︒何れの曾を見て

名あらうが︑信念が不十分であるからであら

も賓行が十分ならざるは勿論財力等の開係

う︒宗教家は割合に此黙は確かである︒但信

リニーは大信念を以て事に望み︑標語を掲げ

−26‐一

てゐたが︑子供が店の飾り窓を覗いて動かぬ︑さうすると︑母が子供に︑﹁カムｏ一
︑℃︑︑︑
オン︒早く︲一とよんだ︑英語と日本語とをちやんほんにやってゐるＯ欧羅巴から渡一

は十人の中に一人あるかなしである︒そこでアメリカは︑愛園運動の一として︑
アメリカ語の普及に一生懸命であって︑その施設は至れり蓋せりで︑随分いるノー
なことをやってゐる︒

て活躍すといふが︑本含も何か一つ標語を作

とそこに勇気があらはれろ︑伊太利のムッソ

念にも正信あり︑迷信あり正信を基礎とする

る︒日本は三千年来世の進むと共に殿へ上けられた風俗習慣を守って来た︒とこ

り虻精刺により十分力を軍めて︑確信老以て

民族のも一つの特徴は︑同じ歴史の上に立てられた風俗習慣を守ることであ

かない︒そこでアメリカは一生懸命に歴史教育をやってゐる︒同時に︑日本とか

×

ろが︑アメリカは新しい建園であって︑それが潤立してから百五十年位の歴史し

×

牡曾に打出してば如何

×

ドイツとかの移民には︑その本国の歴史を忘れるやうにしてゐる︒その本国の歴
以上の結果︑箸いものＬ中に︑愛函精神が躍如として現はれてゐる︒さう教育
１の黙に現

×

史を正式には教へさせないのである︒
のないもの畠中にも︑愛国運動の熱精が現はれてゐる︒それはいるノ

にやつてゐることである︒私は大畢生の有様を見たが︑大畢生が熱心に喜んで虞

はれてゐるが︑その一つは︑大正十四年四月以来︐日本でも一初めた軍事教練を盛一一

×

面目にやってゐる︒歩兵科のみならず︑騎兵︑砲兵︑工兵︑

主義は時代錯誤であるといふ思想が一部殊に青年の間にある

に︑図家なんかつまらん︑博愛で行かなければならぬ︑民族

は毛頭無いが︑本営の人道主義は︑図家主義︑民族主義を通

輔重兵の特科隊の教練もやる︒アメリカの陸軍や︑アメリカ

派遣される︒さういふやうにして︐盛に野誉演習︑斥候演習︑

して見ねばならぬ︒民族︑国家を外にして︑人道主義を資現

は︑民族主義︑固家主義である︒私には人道を無硯する意味

架橋演謹等をやってゐる︒かういふ現象はァ製リカ人Ｉ

することはできぬ︒さうでないと︑望遠鏡的思想である︒月

が︑それこそ却て時代錯誤である︒世界のメインカーレント

特に若いものｌが︑運動歩きであるから来て居ることもあ

を仰ぎ︑太陽を見ても︑目の先三尺の虎は分らぬ︒近きより

の中央政府から︑軍事教練一人につきいくらといふ補助金が

るが根本の考は︑園家擁護は若人のやるべき事であるといふ

ある︒大豊では少佐級︑その下に士官下士七人位現役軍人を

愛国精神の送りである︒欧洲戦争に四百寓の大軍隊を動かし

及ぼし︑ついで一郷一厩に及ぼすべきであるＯ自分の立場を

につくすことができる︒

忘れて人道人類なし︒日本の光を増すことによってのみ人道

一般的にいへは︑さういふわけである︒目下世界の思潮は

民族主義︑図家主義である際︑一層吾々は抱一無離でなけれ

る︒これより雛るＬこと無く︑上下徳を一にして行くこそ︑

ばならぬ︒そのコ﹂は上下内外を一貫せる神︑天皇であ

− 2 了 一

遠きに及ぼすことが順序である︒自分から自分の身の周園に

た経験から︑一朝有事のとき大軍隊を統率するには︑平時教
練をせねばならぬといふのが︑一方軍事常局や政治家の考で
あり︑一方青年の考である︒さういふ精祁の錘つたものとし
て軍事教練が行はれてゐる︒資に青年の間に愛園心が盛であ
う︒ ︒

四

×

お互の行くべき道である︒その外に進むべき道は無い︒

×

アメリカの如く︑自由平等を標袴してゐる図でも︑民族主

●一

×

義愛国心で固めて行かねばならぬことを考へてゐる︒世界の

×

列園亦自分の民族の隆昌護展につとめてゐないものはない︒

×

今日世界を動かす重な思想はそこにある︒かＬる時︑日本に
極端に左に傾いたものがある︒国家否定に動かされたものが

ある︒国家否認でなくても︐国際主義︑人道主義の名の下

×

若き女子と現代思想
ⅡⅡⅡ思想についての理解程度

文部省普通畢務局
女生徒と現代思想
女子師範皐校及び高等女畢校の上級生徒の各種思想問題に

予︵︺︒

上然るべき事で︑この鮎に於て男生徒︲と異るを察し得られ

である︑

女事校と女子師範

某大都市師範識峨調一正解者

半解者

評解・鍛罪港一

四六

即ち︑雨校の正解者︑半解者及び其他の厘別標準に於て差

四八

異があるだらうが︑今暫く之を措くならば女子師範畢校生徒

地方都市女子師範畢校釜一浩一ユ

る︒しかも是とて特に思想問題を封象として系統的に専門著

題其のものＬ観念さへも無いのではないかと思はれる節もあ

題︑政治問題等に封して興味を有し︑進んで之を理曾せんと

染せぬ程に思想堅賃であることの誰ではなくて︑未だ祉曾問

樋て此の理解程度の一般に低いことは所謂誰激な思想に感

ってまも現代思想に封して共鳴的態度を有するものも︑其の

環境に身を世いて居らないものと老へる方が安営なのではあ

する程の心的状態に達せす︑叉斯る欲求を生ぜしむる耽含的

−４各種の思想に封しては未た興味を感ずるに至らない︒之れ

るまいか︒即ち之を責際に徴するに某高等女豊校は回答して

年齢の幼少なると畢科の醸習︑復習及び家事の手癖等に忙殺

概して政治的並に経済的方面に於ては其の理解低く︑道徳的
婦人参政椎問題︑婦人職業問題結婚問題及び鍾愛問題等に関

されるを以て︑課外の請書等により耽含思想を解し其の賃相

斌禽的方面に於けるそれは梢々高い︒然し所謂婦人問題殊に

今現代杜愈に喧鱒せらるる各種思想問題について見るに︐

精祁をつかんでゐるのではない様である︒

述によって︑大鰐の概念を有ってゐると云ふに過ぎない︒従

大様を知り︑その語棄を記憶し︑叉は新聞雑誌等の断片的記

の方が理解良好である︒

一

今其の一例として婦人参政橡問題に就て見るに左表の如く

ニ 翠

書により研究する者はなく多くは文塾的著作物を通じて其の

封して有する理解の程度は︐男生徒のそれと大同小異で︑問

4ダ

しては理解も獄して深く︑叉員面目にも考へて居るのは境遇

38

し

b

然れども調査中左に掲げる様な特異なものがあった︒其の

てゐるＯ

該校調査措富者は附言して﹁その理解は頗る幼稚なり﹂とし

に開し一通り誤りなき概念を有するものは十二名で︐其中二

理解程度を兄るに頗る良好で他に之を比すべきものは見営ら

次に某高等女畢校上級生徒二百五十名中︑各種の現代思想

を研究するの機含乏しきによるべし﹂としてゐる︒

名は相営確賞な理解を有するも︑他の十名は極めて浅き程度

なかった位である︒

正解春百分率︵某女子師範畢校︶

七七︑八

一○○︑○

自然主義四八︑三二二︑九

事猟三年二部

四年

に理解せるのみである︒其の大多数を占むるは語蕊を記憶せ
る程度の者二百二十四名であって︑殆んど理解なしと認むく
含者十四名である︒

叉某高等女畢校に於て自由平等思想︑新思想︐普通遼畢︑

貴院改革問題︑婦人琴政椛問題︑努働問題︑差別撤暖︑我々

共厳主義八五︑○︲七一︑四
赤化防止開八一︑七六八︑六

九四師四
並臼

九四︑四

一○○︑○

一○○︑○

友傾思想川六︑七六○︑○

選九三︑三八七︑一
デモクラシー六五︑○六一︑四

一一︑一

一○○聯○

一○○︐○

一○○︑○

一○○︑○

一○○︑○

篇替和場：四一︑七一二︑九

姉人開放九六︑七七五︑七
階級闘謡七六︑七七六︑一
水平運動八一︑七六一︑四
軸含奉仕九六︑七八八︑六
小作手議八三噸三七四︑三

此の訓森は某大市ゞ所在校に於けるものであるから一雁尤も

｣

は経済上の危機に在り︐教育の機含均等及び綱紀粛正の十問
題を選んで調秀を行った結果は︑此等各種思想につき理解あ
●

るもの四割︑半解のもの四割及び理解せざるもの二割であつ
た︒

更に某高等女畢校に於て人道主義︑水平運動︑デモクラシ
ー︑普通選畢︑・祉含主義︑個人主義︑自由結婚︑隷愛至上主

義︑産児制限及び母性擁誰等の十問題を波けて調在したる
に︑禰正しき解答をしたるもの約三割︑瞬昧なる者五割︑殆
んど理解なきもの約二割である︒

女子師範畢校生徒に就いても大勝に於て同様である︒某女
子師範畢校に於て各種思想に封する理解程度を検したるに︑

上級生中比較的正確な解答をなし得たもの＋二パーセント通
俗的解答に止まるもの七十パーセントの状況である︒而して

−

−

､
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−

−

−

−

︒

と考へられるが︑併し同都市の他の中等書畢校の調査と封照す

杜曾奉仕一︑献曾すべての人のためにつくす心を

以て物品を安く賛る等のこと

二︑慈善鍋を出すこと

るにその問相営大なる距りがあるし聴且営該畢校で正解者と
してゐるものの範園が不明なるため全然木調森を信じていＬ

自然主義一︑自由平等︵本営の意味の自由平等な

に色々な事をする

階級闘争一︑自分が少しでもよい階級を得るため

する運動

てゐるものが働く時間を縮めやうと

三︑職工の如く大勢一緒になって使はれ

いってさわぐ

を高くして働く時間を少くしろ等と

二︐サボタージュを大きくしたもの賃金

デモクラシー一︑作業をなまける事

赤化防止園一︑不良少年の園総

二．小作人同士の商業上の季ひ

姓が零ふ

左傾思想一︑道路の左側通行を是とする精祁
小作争議一︑天気綾きで水がなくなった場合に百

二︑共同して商費をする主義

共産主義一︐共に力をあはせて事をはかる

二︑自然物ばかりを尊重する主義

り︶

ものかどうか多少疑ふ鱗地がある︒今は唯特異な一例として
描けて置く︒

都市と農村
大都市所在校生徒と農村的都市所在校生徒との間に︑其の
理解程度に差があるだらうとは誰にも考へらるることである
が︑明に之を認むるの資料に乏しい︒大概に於て大都市に遊
畢せる生徒は環境の刺戟等よりその理解の精進んでゐること
を窺ひ得られる︒しかし叉一面理解不充分なるもの︑叉は誤
左に某大都市．所在女子師範畢校に於ける調査中︑理解不充

解せるものｌ若干あるは申すまでもない︒
分なるもの叉は誤解せるものの二三例を示せば左の如し︒

語棄答案

二︑華奪族といふやうなものをすべてなく

水平運動一︑身鵠を水牛にして平均を保つ運動
なすための運動
動

三︑財金を水平線の如くなさんとする運
四︑皆誰も同じ様に運動する

釦 一

二︑貴族と平民との争
三ｂ貴族士族平民の争

都書の女箪生の理解程度
又某大都市に於ける高等女畢校生徒について．各種思想に
封する理解の程度を見るに左の如くである︒

事菰調査人員正解者誤解者

産児制限
自由懸愛

懲愛至上主義

有島武郎の行篤

自由結婚
巌娼運動
自然主義
普通選畢
宮僚主義
貴院改革
排日間題

一

五二八六一七六八七八一

一一一一

四六

三七

四六

一八

一一一一一一

九七

七六

一○八

一一一

二九

なるものの如く︑且世界主義や函際主義等に開してもその理

の経済叉は牡含問題については︑其の理解の程度極めて不良

吐含主義︑左傾︑右傾︑赤化︑勢働運動及びマルキシズム等

のについては理解ありと認むることが出来るが︑共産主義

通選畢︑排日問題等新聞雑誌などで頻繁に論議紹介されるも

題につきては相常の理解を有して居り︑政治問題の中では普

酒運動︑溌娼運動及び自由懸愛問題等の婦人問題並に道徳問

之に曲ると婦人参政椎問題︑男女同縦問題︑産児制限︑禁

一○三八一九六七六○

某高等女畢校に於て上級生百六十除名に封し左の如き問題

解不充分である︒
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世界主義同二○九四
図際主義同二二九二
軍国主義同六三五一
勢働運動同四五六九

マルクス主義同二二二
勢資協調同一四一○○
禁酒運動同一○二一二
男女同椛同一○四一○

婦人参政同一○九五

、

同同同同同同同同同同同

態度は︑大鰐に於て無開心叉は冷淡に傾いてゐると云ふこと

女生徒の理解程度上述の如く︑各種思想州題に封する其の

滋書問題には無闘心

問題正解者半解者不理解者其他

矯過激に失するものなしと圃答せる畢校が大部分を占めてゐ

を得た︒・

を典へて︐その解答を求めたるに︑大様左に記する様な結果

仙人︑王義と家族制三分の一二分の一主ハ分の一

て︑全然無批判に近代思想に心酔するもののないことは確か

か出来る︒調査の結果を綜合するに無開心叉は確健中正で読

普通選翠三分の一三分の一三分の・一
婦人参政桃四分の一二分の一四分の一

である︒然りと雌も青年一般に共通なる心理欣態より︑近代

府との閥係

度との州係

︑主なろ政無と現政十分の一三分の二珊分の七
間壇

今期議曾の芥方る二分の一三分の一六分の一

思想に封して漠然ながら好奇心を抱くもの多く︑之に開する

を見てこの感を深くするのである︒

らうか︒殊に牡含問題︑政治問題等につき︑その賞例の多き

す︑且然かするぞ妨ぐる何等かの理山あるに依るのてはなか

こと明かであるが︑他方故意に自分の態度を明にするを欲せ

に達することである︒これ一は理解の程度低きがために因る

の︑回答の瞬昧なるものの数が多数の望校を通じて州徴の数

は正邪の判断をなし得ざるもの︑受は釜然回答をなさざるも

尚舷に注意すべきは特・雄の吐禽思想又は事象に閑し賛否叉

求知欲も相営あるものの様である︒

教育機含均等五分の一三分の一十五分の七

鍔働争議五分の一三分の一十五分の七
階級闘鋪六一分の一三分の一二分の一
デモクラシー十二分の一二一分の一十二分の五

共産主義十二分の一二分の一十二分の五
之によれば生徒の大部分は︑特に思想問題を研究したるも
のでなく︑唯之に淵する語莱を散見し︑記憶してゐる位の理
解に在るを察することが出来る︒

次に家庭の炊態及び生徒の肇業成績と思想問題理解の程度

不識の間に吸牧する所なるは既述の様であるが︑自ら進んで

各種の新堪想を近来新聞︑雑誌︑講演等を通じて生徒が不知

ものに於て︑或は家庭の職業開係等より思想問題に就て多少

研究せんとするものは殆んどない︒従って各種思想に封して

皐業成績極めて優良なる

の瑚解を有すろものあるも︑他の大多数は殆んど理解し得ざ

賛否の意見を表明せるものあるも︑その事たる営該事項叉は

との開係に就いて某高等雪女畢校は一

るものの様であ一旦と述べてゐる︒

32

問題に関しての理解ありての上であるかどうか頗る疑問とす
べきである︒寧ろ幼稚な理解に韮いて気分的態度を決定する
のではないかと恩ふ︒例へば一の事象に封する肯定は必然的
に他の事象に封する共に導くべき︑叉は少くとも好感的態度
を探るべき開係ある場合でも︑生徒はその開係を無税叉は看
過して気分的に態度を決する︒然もこの批判力の充分でない
ことは︵批判的傾向は州常に弧く叉弧くなりつＬある︶あな
がち理山がないでもない︒蓋し生活は思想を産み思想は生活
を推進んしめ艦充する︒思想は生活に即して生成︑展開すべ
き性質のものである︒今之を中等畢校生徒に就いて見るに︑

彼等ば未だ現代思想の堆礎たる資献含に直面してゐるもので
なく︑その環境は限られたる一部局に過ぎない︒しかも思想
を理解すべき基礎的知識に於て不充分なるものがあるに於
て︑たまノー牡含現象を目撃し叉は近代思想に鯛れる機曾が
あっても︑︵しかもその機含の多くは文蕊的著作物︑新聞雑誌

等の断片的な興味本位の記述に鯛れる様な場合である︶彼等
はそれを往々自己の批評眼を通してでなくとり入れる︒

故に佃人的事怖叉は環境に依る問題の特殊化といふことを

へと興味のまＬ引きづられて行く事である︒

暫くおけば︑一般女生徒に普遍的な事賞は︑営面叉は近き将
来の問題たるべき雨性問題を中心としてそれに開聯せる問題
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︑ａＪ︑〃１１〃ｆｌＪ１

ノｑ︑ＪＩｌノＥＪ″︑〃ロＩ︑″ｆ︑Ｊ〃︑︐〃唾言１〃︑；〃︑ｌノ４︑〃ｒ︑Ｊｆ︑ノグ︑︐Ｉ

含と人

て建胤祭を行ふ

○雌圃祭紀元節詮卜し皇城二頭橋前に在京行年胴教化閣悩集合し

誹演倉を開き山川曾長並に吉川博士及加藤川紫氏出張

○教紙剛髄聯今凧曾二〃廿五日山陽︵脹島︶︑何廿八冊山陰︵松江︶に

○激化事業誹智向三月廿日より五日間東京Ⅱ本村年館に於て開催
に於て開く

○金剛育英事業協議曾三月六日より三日間東京市幽教育愈似誹堂
恥

３

峠鋳鋼嬬鍔轄講奉婚二仁銅昨野叩雌剛齢諦峨罰癖跨稗恥鐸蔀鍛稚−

座開設︵圃民教育奨勤含主催︶３
て開曾

○明治聖徳記念皐倉講演二月十九日午後六時帝大怖教青年曾鮪に−

て開曾

○丁酉倫理誌演曾二月二十日午後一時東大浅科｜十七番教室に於

○嘉悦孝子女史内務省祇曾局蝿託として勤倫奨勘誰演の庵二月二

○中島徳蔵氏東洋大畢長となる

十日九州方面に出張

○三輪田元道氏︑︒上二月十丘日より石川︑秋田に出張

○足立栗園氏京都祁画寺寄斑し︑等ら日本教化史執筆中

別府よりの蹄途京都に於て客死せり

○大木達吉伯大火文化協曾々頭遥大日本則粋曾純裁大りし伯獅は

ミ

吟

海外の献含事業

生江孝之︲

ので全のる︒

るところのものは︑所謂此の意味の晃一童保護を云ふ

して︑濠洲新西蘭の兇童味護特に此庭に述べんとす

良化を防腰する率がより有意義なるが潟である︑然

蓋し良兇の数は不良兇の数の何倍にも鴬９良兇の不

てⅥ主として此の方面に力を注いで活るのである︒

に一般児童保護へ移りっＬあるので︑欧米各圃に於

即ち最近兇一重保護の傾向は特殊兇一重の保護より次第

られ︑之れに封する事業は急速度を以て進んで来た︒一

跡霞蝿諦奉唖雌畷誇錘確識崎窪卵鍵恥瀞餐麺に齢︾↑

欧米我圃に於ては数千年の昔に之を見た︒近年に至

である︒斯して此等特殊兇一重の潟めに各種の機開が
設けられて居るが︑就中孤児貧兇等に封するものは

んより寧ろ全部叉は数種に鴎すると云った方が適富

最も多きも︑不良少年の原因は其の一に属すと云は

ｌ濠洲と壱三︲診︲ランドー
濠洲及び新西闘の砥曾事業は︑大篭から見て欧米
及び我幽の如く盛んでない︒これは彼の画が欧米叉
は日本の如く各諏②祇含事業の護達を必要としない
赴含状態即ち或る意味に於て世界の新理想塵たる所
以が其の原因である︒然し各種の職曾事業中特に亮
一童保護に就いては︑最も進歩したるものあるが故
に︑ 次 に 其 の 所 感 を 述 べ て 見 度 い と 思 ふ ︒
抑々兜一重保誰事業に縦と横との二方面がある︑換

言すれば︑特殊児童保護に封し一般児童保護があ
る︒特殊児童保護は︑即ち異常又は鉄陥を有すか兇
一重を封象とし︑異常には環境異常とか精祁異常とか

身瀞異常とかがある︒然して環境異常には︑遺棄兇
私生児貧兇孤児虐待兇等があり︑郡精祁異常児には白

痴低能精祁病硯等があり︑身僻異常兇には虚弱病兇
盲聾唖児不具兇等がある︒然らば不良少年は此の何
れに属すべきかと云ふに︑大鰐に於て精諏異常の者

守

』

□

却説濠洲新西蘭では文部省が児童保護の管轄を為
して居る︑之れは全く便宜上斯くせられて居るので
あって別に理由はないのである︒而して其の保護状
態は如何と云ふに大鰐に於て厭米我圃と同しいので
ある︑斯して不良児童の多くは最初家庭委托を篤
し︑政俊不能の者のみ減化院に収容すみ心︒感化院の

状況は︑大磯彼我愛６はないが︑新西蘭の威化院は
家庭制度を主とし濠洲は寄宿制度︵雑居制︶を採って

居る︒此の雨つの感化院について何れがより効果が
大なるかと云ふに︑私の税察した所では濠洲の方が
成績顕著であったと思ふ︒勿論制度其ものより云へ

的保護を要するものは悉く家庭委托を総すを原則と
し︑然して其の多くは農家に委托し児童をして自然

に親ましめ且つ又院内牧容の鉄陥を補ひて家庭生活
の愛に蘇らしむるのである︒紐育では市の保護を受

けっＬある不良少年は年々二寓人位を算するが︑多

くは孤兇院に牧容されて居る・今日尚斯の如き状態

なるに︑濠州では十年前既に家庭委托の制度を設け
著々と其の効を牧めて居る︑此の黙彼が最も進んで

居るところである︒
□

が︑制度其者と同時に其の人を得ると否とは事業の

七度に亘６我圃が北緯三十度乃至四十五度に亘って

で︑其の新西闘の施設は濠洲に迄博って︑各相営の
成績を雌めて居る︒新西蘭は南緯三十四度より四十

次に述べんとするは彼の園の乳兇保護の状態であ
るが新砺簡に於ては自ら一の特色を有して居るの

成績に大なる開係を有し濠洲の感化院は院長・ハンネ

は新西蘭〃家庭制が勝れて居る事は云似空迄もない

ーフ氏其の人を得て︑制度以上の成績をあげっＬあ

平均四十二度で一年を通じて降雪を見る事なく︑世

青森市と同じ位なるに気温は夏は李均六十九度冬は

居るのに比較し遥に寒暖の差甚だしかるべきに潮流
其他の開係上同島の首府ウェリントンは緯度我圃の

るのである︒彼は売童の心理を洞察するの妙を得て
巧に不良願一重の感化を馬し悩兇童父好く其の人の指
導に従ふのてある︒次に浮浪孤児貧兇の如き︑刷家

一 鎚 一

、

ダネーデン市に起した︒彼は嘗て土地の精神病院の

合で如何に保健園なるかを知る事が出来る︒同島の
ドクトルキングは千九百七年に母子保健協曾を南の

於ける此の画の乳兇死亡率は千人に封し九十人の割

界に於ける保健園と云ふに妨げない︑故に廿年前に

云ふに︲是亦至極簡軍にして夜の十時より翌朝六時
迄は乳を奥へぬ事︑生後三ケ月牌１四ケ月の者は書

成長する様である︒然して其の授乳の方法は如何と

て生きられぬものｋみで健全に出生したる者は凡て

のｋ一人もない事である︒是れ全く母乳を授くる賜

て︑満二才迄の乳児の死亡者の中胃腸病で死んだも

四時悶同毎に乳を輿へ一若し其の間に

非常に泣けば︑ｑ湯を典へる事︑︶る斯くす虹ぱ乳児
は夜間安眠し胃腸の傷害も穫生せず保健上最もよい
のである︒全鰐淀間の授乳は恰も成人の夜食に等し

間三時間

で今や彼の地の死亡兇一重は僅かに現在の醤科畢に於

院長であったが︑長い撫験の結果︑牧畜に於ては子
羊子牛を飼養するに最も適切なものは母乳である事
を護見し乳児の保育は母乳でなければならないと主
張した︑彼は千九両四年噸︿我圃を税察したが︑恰も
日露の戦勝を克ち得た時であったので︑我軍の狸き

く胃腸を害する事移しく︑其の結果苦痛を訴へて泣

もあり大阪市は百二十五人の高率である︒然るにダ

人に濁し四十人位であるが大都繍は四︑五十人の庭

影響も少くないのである︑今我圃の死亡率は李均千

品を用ふる風が盛であって︑従って精祁的に及ぼす

馬すと云ふ事である︑此の事は我圃に於ては別に珍
らしい事ではないが職米に於ては母乳を排して代用

り分掠を篇す考へで︑Ｈ本に之を普及したいと思っ

に非常に近いものが出来上る︵私は其の製品を持婦

に其の儲興へれば下痢を生ずる故︑ドクトル︑キン
グは配合品を考案しだ︒之を牛乳に混合すれば母乳

牛乳を配給する︒牛乳は最も母乳に近い︑しかし軍

る︒ダネーデン市に於ては︑母乳のなき者には市が

く︑泣けば授乳しＩ︲︲斯して循還して行く鐸であ

ネーデン市では千人に封し三十三人の割合で殊に驚

て居る︶該市に於ては漸次此の方法を徹底し近き将

は母乳に依るが故であると感激し婦朝後保健協曾を
起したのである︒其の趣旨は畢寛母乳を以て育兇を

く可きは︑該市︵人口凡六葛︶の最近三ヶ年に於い

36−−

死亡率に減じたいと云って居

氷には千人に封し二十人位の

︲我園の兇董相談所は多く一週二回

早産管養不良兇叉は健康兇の

保護を掌って効果をあげて居
る︑斯くて此のナースは全圃
八︑九十妙保健協曾支部に二

此の反封の事賞は大磯に於て健康

且つ死亡率も高いのである︐即ち

併蕊して居るものは尚多産であり

梅毒患者は多産であり此の雨っを

育鰐の虐弱は多産多子の結果を招く
兇磐覗聴が日暮里師乳児死亡に就い
院て調査したる統計によると結核と

１

秤新西蘭に於ては診療を受くるもの
−ｋ割合は健康兇は病兇の数の五倍
デである︐出産は生物畢上多く母燈
泡の虐弱なる者が多産であり畢寛母

新疾病に擢らざらしめん事を主眼と
西するので︑之れ明に近代思想の流
蘭れを汲めるものである︒其の結果

其故は協曾の目的は健康兇をして

って鍔者は居ないのを原則とす︐

位の開設であるが彼は日曜以外毎
日施行し︐其庭にはナｒスのみ居

□

六ヶ月の兇

どブランケット︑ナーヱと呼

一重撒謹を賃脅し之を終へたの

に於て四ヶ月

初めドクトル︑キングの病院

ふに︑彼の地の普通看護婦は？

あるが病亮の保護は如何と云

以上は一般児童に濁してで

○

三人づＬ配置され我圃の兇一童

獲る母胎は少産にして︑健康児が

一 品 7 −

ろ

ぴ︑非常に資力を有し︑肺尖
気管支︑梅毒性疾聡等以外の

÷

相談所の如き威がある︑然し

識
総″
…

蕊鶴

'
￨

灘

るが︑其の方法は大鰐欧米其他に等しい︒

所があり︑シドニーを中心として五十位の支部があ

之を要するに濠洲及び新西蘭は世界の新理想郷と
して︑天然の資源豊富にして人口稀薄であり特に新

多い事になるのであって︑之を道徳的に観察しても

完全にする事が至営である︒兎に角ナースに依って

西蘭に就いて云へぱ物資に富み︑生活費低廉︑気候

虐弱兇一章を多産し母子共に不幸の結果に陥るより産

健康相談が行はれる︑新西蘭の李均書命は男女共に

温和︑風景絶佳︑世界の保健園である︒此の外特に

︲れ来る兇一重を初めより健康ならしめ一層其の保護を

五十才である︒然るに我国の平均毒命は三十二才で︑

祇曾政策の徹底せるものあり︑所謂物質的に恵まれ
て物質文明は大に婆達して居るが︑織って精祁文明

である︒︵講話丈責記者︶

破綻を生ずるに至るであらう事は想像に難くないの

此の雨っが相伴はざりせぱ慰蒋末の理想郷も却って

の溌達は如何と云ふに︑遺憾の黙が少くないので︑

死亡率は乳児と十五才 三十才の間が一番多く此
の間の女子の死亡は結核が第一で男子叉之に附随し
画民保健の上の一大恨事であり且つ又経潅的に見て
も甚だ遺憾の炊態であるｌ斯る就曾の趨勢に乗じ
産児制限の普及する亦一面の理由かあるが︑倫理を
離れた性慾の放逸は遂に民族の滅亡を来すであらう
ｌ濠洲憾一三Ｉサク桑ウヱルスに其洲立乳児相談

普選法に泣く同胞の篤に

武田慧宏

限り各個人は自由であることを確立した︒爾来平等

と自由とは各圃政治的駿展の理想となり月標となつ

千七百八十九年︑焼関西に於ける所謂人権宣言にた︒我幽五十議禽に衆議院議員選畢法を改正して︑
は︑法律の前には寓人平等であり︑法律に鯛れざる所謂普選法を施いたのも此理想賞現の一端に他なら
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夕

ぬ︒然しながらかｋる政治的理想を真に償値つける
ものは︑人を愛し圃民を重んずるの精祁である︒か

とある︒解り易く云へば︑六年以上の刑に虚せられ

〆二至ル迄ノ者．但シ其ノ期間五年ヨリ短キトキ

た者は刑除︑猶ほ如何に短かくとも五年間︐長けれ

た者は刑除絡身参政資格を鉄き︑六年以下の懲役に

︽五年トス

の悌蘭西革命が流血堆屍の陰惨なる裡にも高く掲げ
し旗印は軍に自由と李等とだけではなかった︑今一
つ博愛の語を忘れなかった︒博愛の精祁が躍動して
こそ彼の如き大鍵革も成就したのである︒一切の政

ば十年十一年間の峡格を除儀なくせしめられる︒此

庭せられた者でも上記十四種の罪によりて刑せられ

治的進歩は人を愛し圃民を尊重する道念の表現でな

篠項が存する限りば選畢法改正の精祁が全然没却せ
られたと云はれぬまでも︑甚しく損傷せられたこと

は間違いなく︑且域民の一部たる刑除有を殊更に虐
げ︑彼等を駆って血泣痛憤の深淵に陥らしめ︑延て

は赴曾の祇害と不安とを招来せざるを保し難い︒蓋

し愛人重民の道徳的要素を峡如せるが潟め︑閥民の
自由を伸張せんとする普選法が︑偶ま圃民を脅威す

るに至るのである︒
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くてはならぬ︒自由や李等やは所詮この道徳的基調
に立ってこそ其意義を有するのである︒
今回の新選畢法は大磯に於て我圃文化の程度に雁
じて圃民の要求を充たしたと見ることができる︒然
るに其第六篠に選畢被選畢権を有たない者の穂類を
列畢してある︒其第五瀧に
六年ノ懲役又︿禁鋼以上ノ刑二虚セーフレタル者
とあり︑其第六瀧には

言ふまでもなく普選法の原理は圃民卒等の思想に

〆

一一

十九章二褐クル罪ヲ犯シ六年未満ノ懲役ノ刑二虚

立脚して居る︒従来納税の多寡や︑身分職業の如何

ノ

刑法第二編第一章︑第三章︑第九章︑第十六章乃
至二十一章︑第二十五章又︽第三十六章乃至第三
セラレ其執行ヲ終り叉︿執行ヲ受クルコトナキニ

によりて選畢権が制限せられたのを︐今回は最大限

〆

至リタル後其刑期ノー倍二相営スル期間ヲ経過１

●

撒腰して一定の住所を有する男子廿五歳以上の者に
選畢擢を三十歳以上の者には溌選畢権を有せしめた
篇め．今迄三百有鈴寓人の有権者が新法では千五百

度まで之を嬢張したと云はれる︒成程納税の制限を

るに新法賞施の結果突如として其選畢権を恢奪せら

刑除者の中にも納税等の資格を具備して︑選畢権を
有ち叉破選蕊権をも有って居った者が勘くない︒然

頗る論議す・へきものがあるが︑今は之を避けて置

の刑に虚せられた者は奮法に於ても総身峡格でゐる
のを其ま︑踏襲した︒元来圃民的生活の重大なる要

人ばかり︑刑除の縦格者ができる︒而して六年以上

を途ぐる︒之をしも普選法の精祁を揖傷せずと言ひ

普選法が逆に一部の人々を参政圏外に排除する作用

れ︑中には現任の議員たる人が次回の縄選畢には投

く︒唯だ此一事だけは見遁してはならぬ︑即ち従来

寓人近くに増した︒しかし其影には全国三十有線菖

素たる参政権を終身恢復せしめないといふは諸外国

得るや︑伽何︒

ことは奮法にもなく︑叉地方議禽制度にもなき所を

等の真情を酌むで︑態と大目に見逃すことが︑祇曾

人類にのみ存する蓋耽の感情に基くもので︑斌禽の
待遇を顧慮するが如きは抑も末である︒赴曾人も彼

最大苦痛に常面せんことを恐れてである︒これ賞に

由来刑徐者にとっての最大苦捕は柴春や権利やの
狭失でなく︑前科者たる身分の曝露することであ
る︒彼等が日夕逼々として安巷ざるの風ゐるは︑此

一一一

票することすら許きれぬ破目に陥る︒参政権鐙張の

にも類例竿れである︒しかもそれは明治十五年に賞
施になった奮刑法の重錘罪の匠別に淵源したのであ
るが︑刑法は既に明治四十年に改正せられ︑右の厘
別を撤去した今Ⅱに於て︑選畢法に於て先づ改む︑へ

き黙あｉとせば此喋項であらねばならぬ︒然るに新
法の上に奮態依然此陳套なる規定を存しては改正の

今回新に設けたのである︒それが如何なる理由で︑

的道徳であり人間生活の潤ひである︒然るに今回の

面目いづくにありやと云はねばならぬ︒
次に六年以下の刑に庭せられた者を峡格せしむる

如何なる方面の手によりて挿入されたかについては

−

−

①

F

普選法は之を許さず︑選塞人名簿には登録を省かる

庭に秩序を重じさせて︑父は父らしく︑母は母らしくする

て牡含に貢献するだけの活動をさせたい︒それには先つ家

云々

際ですから．：．：自分は生きて往く元気もなくなりました︒

と恩へば忍び難いです︒殊に長女は前述の如く縁談もある

ることを知って．どんなにか暗い心持に陥ることであらう

かうとする子女が︑思ひ懸けなく敬愛する父が前科者であ

が︑それを忍ぶとしても折角教育を受けて吐曾に伸びて性

献禽の地位も根底から饗さるＬのは誠に忍び難い虚である

然るに今岡の遜畢法改正につき自分の今Ｈまで築き上けた

等で︑柳か自分の努力が洲いられたのを謀むで居ります︒

下の二兇も中畢と小肇とに在皐しますが︑いづれも成績優

等女肇校を明年卒業するので︑縁談もボッ人︑あります︒

一女を教育しました︒お蔭で長男は某大畢に居り長女は高

といふ格言を立てＬ︑殆と自分の結祁の過半を割いて三男

︑ことによりて︑彼等刑除者ば白日の下公未の前に
其前科ある身分が曝されねばならぬ︒其結果多数の
顧客を有する商店も閉鎖せねばならぬ悲運も来る︒
雇傭先から放逐せられて失業状態に陥るものもでき
る︒内に入っては夫婦の間に思はい破綻を生ずるこ
ともあらう︒父子の間に愛敬の念を糠からしむるこ
とにもなる︒是れ皆普選法の峡格篠項が必然に謝ら

す悲劇である︒今よりして此織に痛心し驚怖する人
々が吾人に書状を寄せ︑叉は直接面談して其窮境を
訴ふること引きも切らぬ有様である︒其一部を蒐集
して血涙錐と題し既に第二輯までを出した︒その中
に牧めだ−節に﹁東京Ａ氏の愁訴﹂と臼ふがある︒

かこの罪を償ひたい︒それには自分の力の限り柳かなりと

いふのも自分の罪が重いからと密かに反省しまして︑どう

らに出含い︑幾度悲憤の涙にくれたか知れませぬ︒これと

私が今日までに漕ぎつけるには他人の排斥やら法の制裁や

上にもし前科が判明すれば第一親族及町内得意先に一大驚

と 間 は れ た 場 合に返答に大いに困り心捕致し居り︑尚その

取 引 を す る 先 の人々やまた友人たちに︑なぜ選畢桃なきや

供も只今二 人共通畢致して居ます︒ これ等の者や叉商業の

︵ 前 略 ︶ 一 番苦痛としますのは愚 妻に打明けて居らず尚子

又次に大阪某 氏よりの書状を抜華する

も軸含の鴬め他人の篇めに識きうと心懸ける一方に︑自分

きにて︑直に家業及今迄家庭回浦なりしに封し暗黒界に沈

︵原文の侭︶

たけでは足らぬ︑自分の子女を立派に教育して︑共等をし

■や
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①

、

の資格回復に開する法律案﹂が提出された︵尤も曾

する建議案﹂が提出可決された︑第五十議曾には﹁人

これ等の事例は所在に起ることであらう︒或人は妻

期切迫で議決に至らなかった︶︒叉大正十年全圃赴曾

む思ひにて⁝．：

の神経質なるより前科曝露によりて自殺するであら

事業大倉に此差別待遇撤腰の議が上り︑更に傾重調
査をなすべく中央祇曾事業協曾によりて朝野の有識

者を集めて審議を重ね︑先づ我圃法制上に於ける差
別的篠項を減少緩和するを営然と決し︑同協曾長の

うと憂へ︑或人は自ら死を麗悟して妻子の寝静まる
を待て遺書を認め日夜懐中し議曾解散と同時に家出
自殺と決心して居る︒

現代画家刑政の婦結は刑除者を完全に耐曾生活に
復錦せしむるにある︒かくして職曾も侵害されたる
平和と禰駈とを回復するものである︒然るに刑録者
に謝し隣家法制の上にも︑倣曾的交際の上にも差別
待遇の億存するが潟めに一面刑総者を窮迫に陥れて
自暴自棄に流れしめ︑一面腫曾は其澗害を飽喫しな
ければならぬ︒弦に於て一部の識者は之を深憂し差
別待遇撤展の議を提唱すること一朝一夕の事でな

進展として喜ぶべきことである︒然るに本法一たび

協力とを得た︒以て刑鉾者と流曾との間に存する差

代文化の精祁に副はない旨を天下に訴へたところ一

般に之を是認した︒更に昨十四年九月十三日︐明治
天皇御大葬に際しての恩赦令換壁を記念すべく︑全

︑

国一審に刑除者保護事業の園鰐が保護デーを施行し

たが︑帝都を始め津々浦々まで罰大の共鳴と賛同と

別的障壁は漸次稀薄になりっ隅あるは圃民的文化の
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四

い︒最近漸く之れが輿論の形を有ち︑第四十四議曾
には一代議士によりて﹁免囚差別待遇徹展に関する

施行せられんか差別待遇は最も肌瞭に最も深刻に刑

名を以て政府に建議した︒叉大正十三年全圃司法保
護事業大曾に於ても宣言書を護して︑刑除者に封し

建議案﹂として提出可決され︑次の四十五議曾にも

鈴者に加へらる労ことになり︑刑儀者は判然︐Ｃ階級

法制上耐交上差別待遇をなすは刑政の本義に惇ｊ現

東京選出の太田代議士より﹁免囚保護施設改善に開

E
』

も階級的集圃意識を有たなかった︒然るに柾曾は公

意識を磯生するに至るを疑はない︒今日まで刑除者
は世を樟ｊ人を恐れて各個の立場を守るが矯め︑竜

に速に之を改正しなければならぬ︑而してこれ決し

結果を見るのである︒故に未だ施行せられざる以前

悪作用は完全に成就し︑こたび三龍餓する︐と同一の

然と排除艇迫を加ふに於ては自ら階級に目豊めて共

て政治の篇めに言ふのでなく︐牡曾の潟め蒋た人道
の潟めに之れを切望するのである︒

通の利害の矯めに行動するが如きことがあったら質
に由々敷大事である︒否︑彼等集園的結合を待つまで

本曾は本年を以て満五十年に達しました︒

○○○○○○○

就ては来る四五月の煽此の五十年記念の催
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もなく今日まで既に個人的に吐曾に向って反抗意識
を向けたものは決して紗くない︒かの最近天下を戦
傑せしめた兇暴無比のビス健の如きも︑耐曾の排摺
に反抗する意志から出たと博へらる児は多く疑を存

を致し度目下考慮中であります︒本曾の記

念事業︲こして何が最も適営であ︐りませうか

大方各慌の御希望を参考に資したいと思ひ

ますから至急御一報を煩はし度存じます︒

︵．○

一

一

I

すべき徐地ばない︒人を犬と呼べば彼は犬の如く振
舞はん︒刑俳者を危険税するは雛て賦曾が危険に胃
さる瓦所以と知らねばならぬ︒
五

凡そ百害ありて一利なき普選法の刑録者映格篠項
は︑今五十一議曾に於て削除叉は修正せらるべきも
のと信ずる︒叉必ず爾かあらんことを望むで己まな
いのである︒若し一たびでも此法が責施されたらば
刑鈴者各個の身上に賂印を押すことになり︑本法の

' ヘ ー ヘ ヘ ー 一 一 一 画 へ − 、 へ 一 ' 、 へ 〜ー

︵回答順﹀

第五十一議曾に封
する諸家の感想
○

商大教授有馬蕨政
帝圃議曾は開院式の勅語に謝する奉答丈の

か︑熱誠なく︑唯只黛派的根性を以て論議を
職はし舞舌を弄してをろの感があめ︒糎論に
於ても︑識見に於一﹄も︐皇識に於ても︑亦皆

見るべきものがない︒故に余は新聞の記事を
一瞥するのみで︑傍嬬もせず責見もしない︒
が︑回涌に快活に進展せんこと避望んでをる︒
○

東大教授加藤玄智

○

答︒来問一一一

犀束国府積徳

漁父賢於二鵡畔鶴お李牛異し見釧季し鉄︒

一療天下分明勢︒偏向三政機安定一趨・

︵丙寅如月紀元節後一日︶

○

前杜曾局部長田子一民

今度の議曾位愚劣な議曾は又とありますま

政府は憲法附鴎の法令の解決を二三にした

い︒第一には政府の不統一である︒
の士の夙に

止する法律案を提出してすぐ撤何しホリ資本

り諜算には樺太の醤油税収人を計上し之を唆

須ひす具眼

拝復議曾は例の如くにして又言を箕やすあ

知らろＬ通

溌算も玩弄物の如く政府と云ふ重味乃失って

利子税の附加税問題に窮したり殆んど法案も
の茜弊悲打

のものを全く改めたりする無寅任は目にあま

居ろ︒努伽組合法案の如き憲政含在野薫時代

は朋蕪比周

りに候希く

開して公明
の行ばれん

政本共同作職で進み得奄いのは残念である

ある︒

第二には野黛の歩調を一にし得ないことて

ることです︒

正大の政治

す︑︵建圃祭

ことを切望

の夜識す︶

○

埼玉螺嘗岡支酋長繁出武半
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心持で維始一貫してほしいものと思ってゐろ

が︑事責は之を裏切って︑槙重避訣くばかり

(員議衆日九月二）到 殺 老 蕊 傍

は不可である︒況して人身攻撃にまで階ろ

に政黛根性に囚ばれ過ぎるの憾恋抱かせろ

一︑正々堂為政策に基いて韮むは可いが︑時

ようですから︑暫らく若槻脚閣を存綴させて

両で行き︑態度が丁重なので大部評到がいＬ

協政治には適営でせう︒それに説明を二二が

ば頭鵬がよくて鍵骨が峡けてねますから︐妥

其の艮諦が見らろＬｏ依って第一蕪なる政同

張する弧固の論黙を明かに鮮明にするに於て

あ・りと見倣して差支なき理由は雨黛各々其主

窓政︑本職雨薫些諒解は夙に成立せるもの

８

ば噸であり醜である︒

より外ない︒

一︑風に閥家の政治を蕊する選瓦の少き事

岡村行凹

かく老ふる時は平凡なる議曾であると槻ずる

づ無事に通過するば諜定す筆へき事資であって

合同後の政友曾によって波乱は起さるＬも先

今期識曾に閥する惑所としてば藤算案や税

本曾参輿宗像逸郎

見るのもよからうかと思ばれます︒

二︑往々八気収の迎合主義や自己宣博の寅名
気分を見受けるｃ武黛政派に重きた置いて

す会へきである︒

園家及圃民本位態疎外したろ言動と共に排

である︒若し勝来に於いて其の不適を見れ

三︑兎に角現在の政策を資現するが国民の蔦

あるから政府も各政蕪も相営一︲樟互譲妥協して

是等が施営に成立せんことを圃家斌曾の大局

而して我等宗教家としてば今後の選畢には

二︑余りに政燕政派的思想にとらはれ居る事

﹀むｏと同時に人格に注意し所謂侭

一般民衆に封して議員の任務の童且つ大なる

の選瓦議員即ち人格ある人を填選塁すべく努

巽詑知ら

力ずろ率現在の政蕪政治としてば政黛にとら

のみを欲し騨家民衆の幸禰延忘ろが如きは蔑

はれろは止む恥得ずとなすも軍に政蝋的利催

れむ可き事なり希望こしてば普選法に於ける

選法第六峰第五擁及第六雛の如きば人道上よ

刑齢者に封する差別待遇撤嵯に御座候即ち普
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制整理案や勢働立法等幾多の亜礎なる議案が

の利益の儲に希望して居りますｅ現在︐如き

ば他黛が之に代はろば営然である︒只政椎

の迷惑とする所である点大正一五︑二︑一

慾や政黛的立場から出凝しての解散は圃民

は小燕分立の責炊勢の下にては圃家の大局の

馬に公明に妥協するのが政治家の識見及び道

三稲︶

徳である︒徒ら限行懸かりや自己本位の而目

の利益でも公明なろ政治家の識見及び遺徳で

．Ｏ

もない︒前途は固より不明であるが政界多士

に囚れて我見を固執し遂卜解散に導くは大局

今朝の議曾に封しては︑別に大した興味も

高木斐
感想も有りません︒解散か髪協かの分れ嶺と

済々であるから多分此の希望が蜜現せられる
であらう︒︵二︑十四︶

伊藤解

もいふ︒へき例の税制整理案と義務教育費の閏

家頁楯額埼加案も︑今の腿何うやら政本蕪と
の妥協がなりさうですから︑先づ政府は無事
髪泰といふことになるでせう︒元来若槻首相

○

○

○

りすろも撤隆すべきものと存じ候
○

北村賛平
目下開曾中の第五十一伺帝圃議曾程近年稀
に見る珍識曾はない︒是れ即奮套政治家の現
滅を悲哀を如貿に物語るものでなくして何で
あらうｃ第一因は或は解散同涯に基く．シのも

あらうが︑併し其主なる原因は普通選撃に在
ることは論を侯れぬ所である︒若し一度解散

Ｆ口呉 ／ ｏ

せむか︑果して現議員中勝算ある者何名かあ

斯く狸じ来求れば此珍現象こそ︑普通選畢

なろ一大偉力の前に︑婚に崩壌せむとする
﹁プルヂョア政治﹂﹁特殊政治﹂唾断末臓の醜

い顛動とも見られ︑菜明の前の闇黒とも見ら

産み出される新らしいもの一卜封する期待は

木本操

今義曾は地租委譲或は種制問題といふ種々

ってなさろろ勢働立法は吾々の期待が大きか

大きくなり過ぐろ傾がある︑憲政曾内閣に依

ったとぽかりでは済まされない程︑新聞に謹

重大なる審議家には各政黛其主張泌災にする

○

きである︒

市本護雄

を棄てＬ地方自治圃畿を根本から救済丁べ

国民の望むところなれば軍なる政治的情資

二︑義務教育費の櫓額問題にしても永年の全

せられんことを希望一．ろのである

険等一般斌曾人の輿論に訴へても是非資現

一︑試含事業の改善に開して耐曾政策健康保

軽部平太郎

求め無意味の雄散等は避けられ度し

より現政府恥郁佐し政擢獲得或は蹴勢按張の

般国民の士洗深重に義事韮審議し公正の立場

ものありＬが思ふに大義のため私怖を捨て一

表された識案に不浦を感ずるすべての人の人
格を重ずも事と公正と産業護達の上から産業
組合を正しく護達せしむろ事は望ましい事で
あるｃ税制の整理に就いては快く惑ぜらるＬ
黙が多い︒
Ｏ

村上幸市
一︑議曾は荷も一国の政治を議決する鹿であ
って惹いて固民の利害に閲するものである

から徒らに反封薫の政府なるが故に理も非
もなく反封することのない様にしたいもの
と思ふ

一︑議員は固民の代表者であるから其行動は

れる↑︑曙光は婚に迫りっＬある︒所謂多数
固民の﹁吾非︑の議曾﹂は婚に展開されんと

填しまれたいｃ

一︑新聞紙坤報道は非教育上のことの掲載を

も

民の儀表たる念を忘れない様にあり度

故に直接的行動をなすことなく一畢一動国

国民教育上重大な開係を及ぼすものである

金津啓．︾
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○

○

し︑﹁目畳めょ国民Ｌの警鐘は今乱打されっＬ
あるではないか﹄

○

一︑選瓦なろ議員に謝して高適なろ理想と確
固たる信念に生きる事を望む︒

二︑圃民最商議雷に於て反って議員諸氏の中

騨畢錐鋤の徒多きは侭だ遺憾とする所であ
るＣ

三︑義務敬譲蟹の輪額し要望としての四千蕊
回は少凌ぐも歳出されたきこと︒
四︑税率の低減を計ること︒

五︑殿想善導の求めに︑杜曾事業圏龍に封し

い程ある︑而かも之等は殖える一方危険の度

の敵︑画家赦曾に如何なる害毒韮流すとも只

政振家︑自己の名饗の鰐には昨日の友も今日

かつた事は意外であつ求︒野心涌々衣る現代

が今談曾に多く見られ無かった事も亦怠外で

是寅名の馬には手段避選縦ずと云ふ無節操振

●

の恐るべき牡含荊．の根卒治採を考究せず︑衣

は加はろばかりｂ然るに政府も潰衆議員も此
噂教育没だの地租両のと皮机の銭勘定を政治

本邦空前の悌教各宗く
管長真蹟展覧曾

現代政治家の無節操なろことの一大標本︒

と思ふも夢の間︑分離した政友曾に復蹄した︑

ある︒只惜むらくは︑同交曾が設立されるか

の風随と思ってわる︑かくて圃己の政蕪政派

を擁護しようとする側此の浅見を衣Ｌき直す

河原生

ことが今日の最大急務である︒
○

現政府の三大政綱放る溌算税整開税等の責

際を見るに余り表面の看板のみ大なる韮思

害藤英

は不満を思はざるを得ない●︶

ふ︒その内面的方面の消極的政策に吾れ圃民

○

平民内閣の禰避典へられて居る政府の今期
議曾に鋤する態度は非術に園民の期待に外れ

新井揮師顧問︑菅原洞輝氏挫警の﹁国民修
養曾﹂は専ら伽教主義の修養を蔽吹し来りし
が︑本春其機開雑誌修養仙界﹂創刊拾五通年
を記念せんがため︑諜て同曾名器顧問たう沸
教各宗派管長高徳碩徳の援助寄嫡にかＬろ鼠
●●︑●●●
砿二百黙を一壁に蒐め︑来る三月二十一日
︵春季皇篭祭︶より一週間︑朝野諸名士協賛の
●①●⑨●①
下に銀座松屋呉服店機上に於て一大展蝿曾を
開催し域混濁せる思想界に一脈清新の気風を
助成せしむ︽へく計訓成れりと云ふ︒右の外参
考敵として古来稀に見る高僧の書謹多々あり
何れも規格に拘泥せざる脱祇自在の面目︐高
遠崇高の気品︑一見俗陛を絶せしむるものＬ
みなれば︑本邦空前の展覧含として定めし一
大偉観を呈することであらうと思ふｃ

4丁一一

て充分の後援を計ること︒

六︑健責なろ祉曾を期するれめに︑努働国鐙
に援助を計糸こと︒
○

菊池・潮築
我帝国議曾は須く我園家の禰利蒋進の大本
を議す今へぐ↑蕪一・派の政略主義に基かず正々

堂々と愛国主義に立脚しての事延議せられん

必要なろ杜曾政策的立法案人就きても非常に

て居る様な惑がする努伽法案の如き現今特に

頼無く思はれる︒

稽局の答榊は圃民の一人として見る鐸非常に

生泌るい態度にして其立場を明にしない政府

事韮望む
○

松本悪海

殺人弧盗謡放火画引醐︐贈収賄︑詐欺枝

○窪田正隆
今議曾開曾叩加藤首相蕊去の篇に政鍾の無

〆

領︑自殺心中等の出来事頻々今圃の各新聞に
各事件を坐だして尚日々紙上に満載し切れな

β

識紗妙我思想界に鐘し

むる程のことはない様である︒外に謝し︑米国を除

くの外は︑大鰐幽際上の位地を認められたものと解

粋することが出来る︑併し露圃に封し︑各幽が或る
疑膜の念を全く去らぬことは事賞である︒乃ち全然
是迄の縫潜組織を錘革することを標傍した露政府

もあるが︑未だ其の浦息を詳にしない︒中央執行委
員中には︑相営の敏腕家もあり︑叉畢者もあ︐︐政

きに至った︑此の頃トロッキーの勢が盛返しの通信

ン死して・トロッキー亦一時其の地位を去るの除儀な

場合に遭遇した︒所謂新経湾組織などと瀞へて︑
新組織ではなく︑従来行はれた奮経糟組織に逆戻り
する有様である︒人物の上に於いても︑己にレーニ

ソヴヱト政府出現して︐最早九年の日子を経た今
日の露圃は︑無論革命常時の主義を鐙更する幾多の

で︑露圃に取りても︑損失あるも何等利するところ

でない︒何故に露圃は自画の改善を半途にして︑他
圃に迄其主義を宣博せんとするか︑是れ唯他圃の撹
凱を目的とするが如き賊を︑諾外圃に典ふるのみ

ことを謹明すれば︑他画は決して不安を感ずるもの

感途しめねやう︑自ら立派な圃家として成立したる

来るかどうか︑自画の改革をする潟めに︑他圃にま

服部捨鄭

は︑他画との圃交上︑大に従来と其趣を異にするか

治家もある︑其政府を維持するに就竺Ｌは︑最早革

がないやうであるが︑夫れにも拘はらず︑其宣博を

ずるものである︒

ら︑其組織上の可否は別として︑其影響の不安を感

命常時の如き心配はない︑園内に於て︑奮帝室の恢

他圃に試みんとするは︑抑も何の故であるか︑吾々

就て︑露圃は如何戸﹄考へつＬあるか︒他圃に不要を

で赤化運動をする必用はどこにあるかと云ふ問題に

然らば露塵は軍燭にて其目的を遂行することが出

復を周る徒もないではないが︑吾々は其の勢力を認
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回I

ｒｕ

の考へでは︑之れは露圃が自ら其理想今ぞ賃行せんが

篇めに︑内治上に於て︑其威権を保持する或手段と
して︑外圃に謝する宣俸の手を緩めぬのであるかと
も患 は る ︒
□

露圃が其主義を宣博し﹄し︑外圃に於ける或同情者

を得ば︑其内に封する謹味は︑更に一層の重きを加
へ︑其主義の資行上︑大に容易なるを威ずる次第で
ある︒乃ち彼等は︑内に其勢力を張らんが為めに︑
外に其手を伸ばさんとする者である︒他圃こそ迷惑
至極であるが︑露園としては営然の事を馬しっｋあ
ると考へるのである︒併し圃際開係は︑決して単純

ではない︑叉相互の利害を考へだしては︑成立する
ものでない︑露圃が其自分の都禽丈けを謀って︑他

のソヴヱト共産主義の大方針とは︑大に矛盾するを
苑かれぬことであが︑中央執行委員等は︑之れ暫

定方法で︑其主義は依然として愛更せずと云ふも︑
其宣言は富てになるものでない︐

其愛蕊したる事情の更に愛せざる以上︑到底之れ

を改むる機曾がないかも知れぬ︑乃ち其主義は︑軍
に理想に止まり︑資行は遂に見ることの出来ないこ

とｋなるやも知れぬ︑吾々は近き蒋永に於て⑱其理

想の賞現を見ることは︐難かしいものＩＣ考へる︒
□

最近露風より婦朝者の談によれば︑汽車も我一二

三等の如き脇別あり︑各官荷の職員の給料にも夫

々等級ある由なれば︐幾族僧侶半民等の階級を撤嬢
したとは云へ︑生活上の階級は︑到底撤溌されたも

のでない︑生活上の有様は︑漸次逆戻りしつ勤め

る︑生活必需品も︑皆一様に給せらるあこともなく︑

小児の如き老衰者の如き︑勢働に堪へざる者すら︑
必しも憾等の給典仁預ることは難かしいと云ふこと

である︒されば是れ叉︑其扶養者に於て掴其義務を

b

圃の利害を無税するやうのことでは︑辿ても閲際親
善の見込はない︑露幽はこＬに鑑みて︑漸次営初の
方針 を 愛 更 し て 来 た の で あ る ｐ
露圃が内地に於て禍人の商工業経管を許し︑農民
には其牧獲を私有せしむることを許したる上は︑其

１１
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負鱈せざるを得ざる鐸である︑是亦逆戻りである︑

併しソヴヱト政府の︑最も顕著なる施政方針として
採用せる風民激育は︑従来よりも︲大に愛更された
やうである︑乃ち以前は︑貴族富豪でなければ︑高

等激育を受けることが出来なかったが︑今日は︑
無篭階級の子弟中︑畢力優等なるものを選み︑此等
子弟は︑特別の教育を施し︑大畢の課程をも︑無料
にて要け︑就皐中は︑凡てのものを給興さると云
ふことである︒是迄は︑露圃程無皐者の比率多き風
は︑他の文鵬圃に見ない程であったが︑此黙は︑現
ソヴヱト政府は︑犬に着眼して︑最も努力改善を講
じっＬあるやうである︒併し此教育上に於ても︑特
に或階級者の便宜を計り︑他の階級を嘩迫するの弊
あるやうである︑さすれぱ以前の貴族富家の教育燭
占の弊を︑再現するものでないかとの疑も起るので
ある︒

に相違する鮎はない︑昔の帝政時代の首脳者の︑今
日所謂ンヴヱト執行委員となった丈けで︑其の施

政の方針に於て︑理想は別として︑資際に於て︑何

等の相違はないのである︒併し十のものが︑悉く復
活しっｋあるのではなく︑其内には︑無論二三新鮮

味を加へたことと思ふ︒或は勢働せざるものは︑食
ふくからずとの標語を︑高唱するも︑それは標語だ
けで︑責際給料に除裕を生ずる者が出来れば︑彼等

は其除裕を以て︑勢働せずとも︑食ふことになるは
営然である︒乃ち貯蓄したる報酬を以て︑衣食する

こととなるは︑別に怪むくきことでない︒
□

国家の燭立篭面を維持するには︑相営の兵力を必

要とする︒露圃の如きも最近新紙の報によれば︑ト
ロッキーの談として︑毎年五億留を支出して︒常備

軍を維持する必要があると述べている︑敵国外患な
きものは亡墓とは昔よりの警語であるが︑是叉一面
の真理を語るものである︑一方に軍備縮少の聾︑盛
露圃に於て︑己に通貨を要し︑農工商に個人の経

認め︑弄人は其得たる勢働の報酬によって︑衣食す

なると共に地方に圃民皆兵の説が行はれる︑欧州戦

管を許し︑汽車汽船宿泊︵等の交通機開に︑等級を
る以上は︑以前帝政の下に於ける︑生活状態と︑別

− 5 0 −

零の貰例により︑一日一緩急の場合には︑甚しく多数

の兵士を秘要と乞ふがら圃民皆兵の畳悟は︑最も然
るべきことである︑圃民としての豊悟は規律節制を
守り︑明治聖帝の軍人に賜へる勅諭を遵奉する豊言諏

茶の徳

繁田武平

丈けで充分である︒かの五ヶ篠は天地の公道︑人識
の常纏載りと示されてある︑如何なる軍事溌育反封
者と誰ども此聖諭は︐謹んで遵・蕊すべきであると信如何に生存競零が激甚なりとはいへ如何に活動尊
ずる 狼
重の世界なりとはいへ︑現代人の賃生活には除ｂと

士仙問題︑小作農︑荷十尋農︑資本掛勢働勝題︑其他一いへば餓裕がない︒二六時中雌縦として器械の榛に

股の耐金問題は近世職曾の大問題である︑之れは必動いて居る︒その結果として心身共に疲れ神経衰弱
しも騨農露西亜の出現によりて︑護生したるものでの推状ぞ呈して居る︒たとへ此の病気が文明病であ

はない一丸 ︑鐙農露西亜政府釦成立以来頓に其緊張味るとしても誠に有難くない話である︒
を加へた︑而してンヴヱト政府は︑之れが解決の鍵劣一くの人ば耀縦と活動とを混同して居る︒が是は
を握６届るが如く言博している︑挺卒の者は之れが甚しき間速である︒活動は業務を征服し雌縦は業務
総めに綴まちれる︑ソヴヱト政府の施政上其方針をに使役せられる︒柾服と被使役ｌ是が成餅分︒
常に鍵更すろを見れば彼等固より其行上に就て碓信画大切な境である︒須からく鵬縦を去って活動に趨
なるや否や︑疑はしつことである︒其理想は鍵更巷くべきだ︒

ぬと言ふも裁葺質に於て愛更するを見れば︑一向其活動には除裕があり嬢縦には除裕がない・除裕の
理想に椛威を認ごるかとは出来ない︑我岡の魁押研打無に依って溌動と熊擬とが分かれ不成功と失敗と
究者は此織を能く研究すべきである︑詳命唯問題の研が岐れる︒除裕はしかく大切なものである︒

− 5 1 −

裕は茶の湯に依って養はれた︒あの蓋世的な智謀も
あの迅雷的な活躍も皆茶席の中から生まれたもので

常に除裕の純々たるものがあった︒その緯々たる除

豊臣大閤は世界的の活動家であった︒而して彼は

なき現代人に向って︑景山式の簡素なる茶の湯をす

かれた・其の卓見は︑敬服に値するものである︒公を
して今日にあらしめば必ず時代に順鯉したる茶の湯
の必蕊を論かるぁであらう︒吾人は雄縦︐として除樵

景山書昭公は茶の湯の盛時に於て簡素の必要を説

せられんことを切望するのである︒

Ｌめ︑叉犬閤式の活動に依ってあらゆる業務を征服

あるを想へぱ︑茶の功徳も亦大なりといはざるを得
齢谷い○

現代人は夫閤式の活動でなければならぬ︒而して
活動の源泉も亦太閤式に依って茶に求むくきであ

鹿世道成功

島八
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る︒併し茶の祷式は大仁改良を加ふくしだ︒即ち一プ

ープルの上の茶の湯腰掛い茶法といふ様に︑新しき
作法をたてＬ質素に節軍に一般の者が随時随所に行
はるｋ榛にしたい︒我が家に一の扇額がある︒夫に
は次の様な文がかｋれてある︒

眼を開いて地球の上を帆ると︑禽獣草木幾両寓種の生物か
雑然として蕃息して居る︒人も此の間に生れて両年と足らざ

茶の封︵原漢文︶
或人間ふ子茶法を事ぶかと︒吾封へて日はく未だし嘗て

生死終始する有様は禽獣草木と大差がないやうである︒

る詳命を保ち︑自ら禽物の霊長と無して居るのであるが︑共

人が寓物の霊長たる所以は自己の目的を自畳して之を賞現

皆此の如き能力を鉄いて居ると断言することは出来ないが︑

するｉ仁ころの能力を具備して居るところにある︒他の生物は

景山口ロ

交や陸にして濯︑数々倉して費せず能く梁みて箸らす︒

ハツＬｃｏ

此の如きのみｏ其の之に反する者は吾が知なら・ざる所な

清く︑其の素や僕にして閑︑其の庭や院にして幽︑其の

郎

之を間けり︒其の畦や苦にして廿く︑其の器や髭にして

小

も︑鳥が巣を樵へて雛を育てるのも︑皆本能の作川である︒

しい花を開くのも〆峰が蜜を吸ふのも︑猫が鼠を捕へるの

多くは其の天賦の本能に従って生活するのみてある︒草の美

は此の事業を斯かる方針で︑斯ういふ理想によってやりとげ

し易くなるから︑青年の人々が志を立てるに際しては︒自己

し︐生命を維持し︑種族を繁殖しやうとするに過ぎないので

の世界．一とか︑一︲憂き世﹂とかいふやうな事は歌にも詩にも深

第二には︑人は成るべく生活を愉快にしたい︒然るに﹁苦

て世に庭する要訣ともいふべきものである︒

たいといふ事を定めることが蚊も必要である︑これが人とし

ある︒然るに人類は︑自己の取るべき目的を定め之に達す可

山書いてあるＯ畢竜楽しく愉快に此生活の渡れぬといふ根源

此等は唯日夜齢々として本能のまにまに同様の生活を反覆

を賞説する所の溌活なる能力を有して居る︒

き手段を講じ︑難難と岡ひ障害を排し︑落働努力して其目的

るといふ事になる︒所謂﹃足る事を知り分を守る﹄といふ度

は︑何に蹄するかといふと︑慾望の分量が通常でないから起

せすはならぬが︑閏といふもの§︑透達を岡るのが第一であ

人の世に虚するには︑己れ自身も成る可く護達するやうに

を怪我しても腕でなくて覚かつたとか云って︑悲い方から比

といふて例へば腕を怪我しても頭でなくて宜かつたとか︑指

うかとて淘宮家の説く如くこれも満足だ︑あれも辱けない

合がないと如何しても始終不足といふ観念が生じて来る︒さ

る︒此務を満足せしめやうとするならば︑他人のものを我が

一一

手へ集めるといふ如き事は決して閏の富を増すのではなくし

ふ風に無暗に消極的に世の中を送れといふ意味ではないが︑

較を取って喜ぶと云ふ流儀も褒めた事ではない︒私はさうい

ない︒賃正の富といふものは︑即ち我も富み︑人も富み︑国

て前に申した日的理想が道理に通ふてあったならば︑人間の

若し足る事を知り分を守るといふ事が安心して出来て︑そし

て︑唯人の物を我が手に止めるのであるから︑虞正な富では
家がその鴬進歩護展して行くと言ふところに︑始め：雲ｉ一員正の

理に背くものと恩ふ︒左様に人の世に虚するに就いては是非

唯金を多く儲けさへすればそれが成功であるといふは頗る道

も其身の築達を計らんと欲するは︑これ賞に人間行篇の標準

私慾を充たさうとする事があったり︑或は椎勢に妬ぴ讃ふて

凡そ人としてその虚世の本旨を忘れ︐非道を行ふても私利

生活といふものはいつまでも愉快なるも刀であらうと恩ふ︒

とも堅間にして正常なる目的といふものを持たねば︑行って

を無脱したもので︑斯くの如きは決してその身︑其の地位を

富と言ひ得るであらうと思ふ︒果して然らば事業の成功は︑

行く事柄が或は左に振れ︐或は右に動き︑其意志が兎角鍵化
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し身を立てやうと志すならば︑其職業の何たるを間はず身分

永遼に維持する所以の道ではないのである︒荷しくも世に虚

々として努力する所の功果は甚だ微々たるものであっても︑

畢竜粒々の瓦石の積み重りに過ぎざるが如く︑今日我々が花

も射通すといふ雲もある如く︑或は叉天をも摩する大建築も

落する︑所謂自然淘汰︑優勝劣敗の理法には︑何物も背くこ

一身のみならずその種族︑その子孫耐皆悉く閥れな状態に堕

る︒瀬情安逸にその身を塗るものは︑次第に衰亡して︑己れ

果の道理は二世三世といはす︑その人一代で明かに分って居

て居る人でも︑その行ひによって末は立派になれる︒即ち因

果を説いた︐この道理を手近に考へて見るに︑今は難儀をし

か︒余はこの問題に就いて︑考へたのである︒窪尊は三世因

抑々人間の貧富︑賢恐︑掴弱は何に依って分れるであらう

最善の努力を蓋して生活の道を立て§居る︒

めに奮闘せざるはないのである︒故に禽獣虫魚でさへ︑その一

一燈生物が生活の篇に努力することは︑字禰間普通の原則４
であり︑禽獣草木生きとし生けるもの︑一つとして生活の鱒・

四

信じて疑はない︒

の至心至誠の力は必ず此虚に達し得べきものあることを余は

は徒に空想妄言を弄するので決してない︒余の鵠験上︑人間

し︑菖代に垂る鴫の偉業をも篇し途ぐるに至るのである︒之

飽くまでも屈せず榛まず綾けて行けば︑終には一世を動か

の如何を顧みず︑始終自力を本位として須更も道に背かざる
事に意を専らにし︑然る後に自ら富み且つ柴ゅるの計を怠ら
ざるこそ︑頁の人間の意義あり慣値ある生活︐といふ事が出来
やうと思ふ︒

一一一

自然界にありて引力が大なる作用ぞ篇して居る如く︐人間
杜含にありては愛なるものが顔ぷる重要の働きをして居る︒

即ち犬にしては図家杜曾︐小にしては一家庭皆是れ愛の作
用に依て成立って行くもので︑人間の事業と愛とは雛るぺか
らざる開係に立って居る︒言ひ換ふれば愛が無ければ︑人間
の事業は消滅し終る道理である︒政治にあれ︑責業にあれ．

何事業をしてもその成績を肇けてゆくには是非この愛がなく
てはならぬ︒世は愛に依りて堅固となり︑事業に依りて偉大
大海の水もその源は一滴二滴の清水が落ち合って︑流れと

となる︒

なり︑川となり︑終には海となり︑大洋となって︑幾寓噸の
在の地位身分が如何に微賎なりとはいへ︑之に失望して前途

汽船も軍艦も楽に浮ぶのである︒之と同じく︑暇令我々の現
を悲観する如き要はない︒桑の弓でさへ︑一念凝っては巌を

一●

とは出来ない︒故に荷くも営代に頭角を現はし︑立身出世を
志す以上は︑各自に奮闘努力して︐以てその人格を高め知識
を研いて運命の開護を力むる外はないのである︒
吾人現在の職業は︑︑白姓︑大工︑左官︑日雇．何んでもよ
い︑た噂この狸里星埋ぞ以て一心不乱に︑至誠天に通する迄

力の限り働く︒これが人生の努めを果し︑且つ吾人の前途は
進歩護股疑ふ可からずである︒欧米の今日あるは︑彼等が労
働は神聖なりと云ふことを︑賓践期行した結果であるｏ吾人は

五

人生は紗潅たる大洋の様なものである︒殊に此の大洋には

常に波涛の山の如きものか横って居る︒即ち或は貧の座迫︐

或は事業の困難︑或は非人道の迫害︑或は意外の逆運︑是等

は皆人生の一大海波で︑一波去り︑一波米り︑絶えず我々の

生命の岸を打って居る︒若し意志薄弱でこの大波を凌ぐこと

出来ないのである︒而して此の種々なる大波涛を排除する

が出来なければ︑我々は途に怒涛に葬られて何うすることも

は︑要するに箕筆なる赤誠と卸猛烈なる意志を以てするに在
りと党悟する外はない︒資に人生は戦場である︒勇者はその

は其の障害に鯛れて室しく悲翻し︑失望阻喪する外はない︒

行路の前途に横はれる障害を以てｂ進歩の階段となし︐怯者

或は迷ひを起して左右を顧み︑或ひは些々たる頓挫障碍の

篇に狐疑逢巡し︑或は種々なる慾望︑嫉妬︑空想の篤めに煩

す︐唯だその全力を翠けて志す所に集注す可きである︒

悶苦脳するなど︑徒らに多大の精力を目的以外の事に消費せ
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現在が︑富者であっても︑貧者であっても︑吾人の努力︑精
力を待たずに︑先天的に持って居る物は︑革も吾人自らの個
性に開する所でない︒吾人個性の慣値は︑新に得ゐ鮎に存す
るのである︒皇固の存亡を代表する青年はや自己を重んじ︑

人生を重んじ︑国家を重んじ︑明日と云はす︑今直に直前直
進し︑千挫屈せず︑百折退かず︑堅忍に︑堅忍を重ね以て︑

責行賞働の生涯に立入らねばならぬ︒人間生れて︑この意力
この努力︑この奮闘なきは︑生命のない者である︒生存の慣

玉腰かざれば光なし︑人も辛苦銀難に磨かれねば箕の慣値

︷︿

る︒然しそれを易きに得るよりも︑難きに得るは更に光築で

が出ない︒吾人は報難に恐れず喜んで岡はねばならぬ︒東洋

吾人が現在持って居ない物を︑新に得るは吾人の喜であ

値ない者である︒愛国心のない者である︒

ある︒大なる光柴は常に暗黒の後にある︒吾人は忍んで戦は
ねばならぬ︒征服しなければならぬ︒意志的生涯ｌ全力的

難と闘った︒昔山陰の戯麟児として名高き山中鹿之助の修養

の偉人大西郷も司難来難去鍛我身﹂を座右の銘にし喜んで困

生涯Ｉ賃践蛎行的生涯Ｉ︒

１１１１

〃

たる意志の蕊形である︒意志は太陽の如く難難逆境は氷の如

難は心の闇を開き︒意志を弧固にせしめ︑成功は銀難と岡ひ

時代は︑七難八苦に遇はしめ給へ︐と神悌に祈願をこめた︒難

業であるとすれば︑その人の生涯の努力は幾千閏年となく光

る︒幸ひに其の事業が人を益し世を益することの少からぬ事

も︑その人の生命はこの事業の綾く間は存在して居るのであ

国家の慈父たる明治大帝には勤と像とを御賞行在らせられ

でないか︒

りを放つのである︒之れ人生の立派な成功者といふべきもの

た事は︑皆人の知る所＄且つ又国民を愛撫し給ひし御心より

世人は︑人の結果丈けを見てこれを欽羨し︑其結果を得る

きものと云ふくく︑銀難を見ては之を破らねばならぬ︒

らぬ︒或人は柴達したＬ﹂か︑或人は富を得たとか云って羨望

原因がどれ程であったかと云ふことに見至らぬ弊が多くてな

になった次第である︒

戊申の詔書を以て懇切に勤倹貯蓄を賃行すべしと継々御論し

国民たる者︐深く識謝の上︑之を遵奉す可きである︒之を

するが︑其築達︐其富を得る迄の勤勉は容易ならぬ︒其の知
の結果だけを見て之を羨望するは謂はれない事である︒偉人・

識︑其の力行︑其の忍耐と云ふものに想ひ到らないで︑只そ
傑士にして天下をして︑感動せしめたる所以は︑壮烈無比な

ては安心立命︑子孫の幸禰︑三方四方ともに無上の好都合と

怠慢なく資行すれば︑画家へ忠臣︑我肌先へ孝行︑自己に於

園罷の企劃せられんことを望む次第である︒

余は此の頭︑本営に団家を憂ふる人々と共に一の愛国的

を資行せられんことをお勧めする︒

青年諸子よ︒篤と熟慮して一日も早く︑動と倹との二精祁

ある︒︒

の私慾を犠牲にするの精祁及び宗教上の信仰とが最も必要で

光明をして天下を照らさしむるには︑国民全鵠か幾分の自己

見れば今や其前途には一道の光明が輝き一初めて居る︑然し此

日本の各就含は今や堕溶腐敗を極めて居るが︑叉一方から

なるのである︒

る殉死に在りと謂はんよりも︑寧ろ其の平生の心事︑平生の
行歌が之を然らしめたるものなりと解窪したいのである︒
七

人間が此の世に生存して︑若し何物でも後世に道し得ずし
て死んで仕舞ふならば︑如何に其の人が苦勢をした︐といふて

も︑修養を積んだと言ふても︑五十年乃至七十年の生存は全
く無意義である︒畔蛎の朝に生れて夕に死すと︑何等異なる
所はない︒然るに自分の生涯の精祁の全部︑能力の全部を打
ち込んだ一事業を築き上けたとして見よ︒椴令その人が相常
の喜命を保ち得ずに︑三十や四十と云ふ早や死であるとして
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生活と女子の教育

造の中で︑どうして濁り深みのあ

る考へを持ったり創作を出すこと

が出来ませう︒しかも槙みの少い

大人即ち雨釈や兄弟姉妹︐老人や
若い人や女中や書生といった様な

人々の賃生活から︑すべての子供

が秩序も何もなくして雑然と受け

る影響耐これが必ずしもよい威化

恐ろしいことだと考へます︒

塚本

を計ったりする為めに︑家に封し

ばかりと誰が申し得ませう︐賞に

てどれたけの工夫をするのでせ勘

固より年寄を尊敬して夫婦兄弟
相助け合ったりする家族お互の美

□

私共現代の人間の生活が︑吾々
の後継者であるべき次代の圃民即

か︒現に中流以上の生活をする家

て玄側を立派にし客間を宏紙にす

一二遍のお客様の潟めに︑

苦心し

も︑一日中に一二時間か︑十日に

る吾々大人はまづ家の問題にして

のしきりをつけた様なこの家の構

い壁や紙障子や襖などで型ばかり

どきいませう︑あの大慶間を︑薄

備をすら持ってゐ；家がどれだけ

手を洗ふのに都合のよい場所の設

りませぅ︑子供の馬めにはその身
長に雁じて帽子掛を椿へたり顔や

でも小児室の設のある家が幾割あ

で寝る様な場合も少くなく湯殿や

完全で譲子夫婦が殆んど一つ部屋

合も少くありますまい︒寝室も不

り︑我憾の雲に覆はれたりする場

は感情のために理性が左右された

けられませうが︑叉併しながら吾
々は弱い人間でございます︑時に

しい現れも賞際の教育としては授

淫山の影響を典へてゐることは非
常なものでせう︒しかも不注意な

ち子供たちの教育に目に見えない

ま

る人はありますが︑我家の若き子
供等の精紳を整へたり身篭の謹育
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￨

は

Ｉ

の影響を子供に及ぼさぬでせぅ

等のみに浮身をやつす様な庭でそ

の心を引きつけるため衣服装飾品

蹄ろやうな家庭で︑随て母親もそ

ふ様な時期になりました時の影響
はどうでせうか︒父親が毎夜遅く

つが取替へられるやうな虚に育て
られます子供等が︑性の目豊とい

何庭でも子供に小用をやり叉必む

は瞳かり所も叉鈴り注意されず︑

場合にはよくその心事に同情し

にこれを教ふること画して︑その

相を審査し︑悪意やずるさがある
ならば︑興奮状態の落ち着いた後

場合には︑家庭では十分にその真

らぬ様なことで︑心に痛みのある

を云はれ︑叉は朋友に顔向けのな

敗の場合には︑皐校で相営に小言

せず︑叉は運動競技の撰畢に選ば
れて負けたとか︑懲愛に封する失

家庭の様子でさうなったか考へも

の一人の子供をよくしやうとする

様ですが︑これは要するに己の家

不良兇になることも珍らしくない

校門を出ると徐所の街燈に石を鞭
げたり美しい柿を打落したりする

校内だけでは善良なる生徒も一歩

道にそれることがあります︒叉畢

必要です︑こんな時に若い人は横

々勉謹きせ興味を：︑たせるＺと力

を用ひて蒋来に入用なる事柄を色

叉は落第して同じことを繰返さな
ければならぬ様な場合には特に意

か︑私は心配なしにこれを看過す

て︑例へ赴脅や友人がこれをすて

別の場合だけを申上たい︒子供が

ぎたりすれば赫錘衰弱を起したり

青々とした木影を輿ふることを忘
れてはなりません︒殊に激働が過

去っても︑家庭は何時も沙漠にあ
る︑あのオアシスの様に水を輿へ

て之を教へる人がないから起る問

も多くは我閲せずとして︑さとし

街路に遊んでよくないことをして

らで︑世の経験のない幼い子供が

くして己の子供がその空気の中で

親はあっても︑世間中の子供をよ

一ア

ることは出来ません︒

中等皐校からして入率難に苦む今

失望して人生をはかなんだりする
こともあります︑叉仕事をとりあ

題です︒少年でも青年でも︑我が

□

日入肇試験が醐来ないとか李素の

げられたり畢業を止められたり︑

よく育つ様にと考へる人が少いか

成績が悪いとか所謂落第した場合

次には皐校の問題です︑私は特

もその原因が子供のみにあるか︑
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してその親切な懇篤な注意を輿へ

不心得を見る時は︑大人の義務と

子の友達或は友達でなくてもその

育に影響する黙を申上げます︒

績き時代の赴曾的生活が子供の教

れ等は斌曾的の問題です︒私は引

られてゐないと考へます︑無論こ

本となるやうにはして欲しいと思

る雅量を表して︑若い国民の御手

て立ってゐる人をかけさせたりす

を膝にのせて一人前の座席を造っ

ひます︒電車の御話のついでに汽

て一般をよくせねばなりません︒

叉小畢校の便所の設備などが賃に

が︑暇りに修身の時間に﹃人を先

子供は畢校で先生方から︑よい
溌育を受けることはもとよりです

よく御察しの事と考へます︒勿論

手本になる事のみでない事は皆様

なるものは圃賃に若い子供等の御

等列車妙中で見ます大人達の行動

車中の生潅のことも申上げたい︒

が多いのです︑尤もこれは田舎の

にし己を後にせよ︸と教へられま

吾々の汽車にのります時は修身の

□

小畢校のみでなく圃若い男女の給
仕や電話交換手のゐる諸官簡でも

したにしたところ︑一たん道路に

れは何でもないことですが私共に

此等の黙に無頓着な男子方にはそ

さなければなりますまい︒殊に叉

を先にす﹄と申す調子に活躍いた

が暮れるまで宅に綿られさうにも
ない︑途には﹃人をかきのけ己れ

﹃人を先にｉ一と考へました時は日

す︒乗客心互が三時間でも五時間

べ方や何かを申すのではないので

こなし即ちすわり方やごはんの食

やり切れませんから︐身鶴の持ち

講義をする様な気持では乗られま

私はよく旅行いたしますが︑それ

曾流銀行大商店の類でも︑多くが

出て電車に乗らうなどｋ致せば

ひどいのが地方にはありまして性
の教育上よろしからぬと思ふこと

男子が用を達してゐる虚を通りま
して婦人がその用達し場へ這入ら

は大へんな苦痛です︒また停留所

その電車中での様子を見ますと老

でも乃至一日でも一晩でも共同の

せんくつろぎもゆとりもなくては

公園等に設けられてあるそれ等の

人や子一供に席をゆづっだ︐︑よし

雄活を管む室内だと考へる事によ

なけ れ ば な ら ぬ 設 備 で あ り ま す ︑

場所もよく考へますと幼い人や若

や其庭まで行かずとも自分の持物
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｜

い人々には決してよい影響は輿へ

〆

r
可

って︑煙草の吸殻︐癖営の空箱果
物の皮などをまるで掃溜のやうに
拾て散らし︑ひどい人になると床

先輩として心配になる事ばかりで

は︑所謂斌曾教育上︑ゆＬしき事

トー思はれますし中央政府でも地方

不作法さかげん︑弓﹂れがまあ潔癖

て這入ってくる外人に謝し︑夏の

殊にキチンとした身なりをし

に濁しても︑画家的見地からして

るまでも苦心して居られる営局者

自畳させやうとして日も是足らざ

す︒

薦でも主食である御米の不足であ

性といはれる日本人か﹄と外人旅

上衣をぬいだ汗臭いシャツのま

る事を心配され感民一般この黙に

客に驚かれるのも尤も至極と思は

柄と存じます︒殊に外人旅客など

□

れます︒殊に洗面所やその他の有

あ︐冬はどてらで寝皇車から出て
来た儲の紳士方を見ます時︑私は

が之等の事柄を通じて観察したる

の上に痩唾まではき散らすといふ

様を見ますと何とも申されませ

覗先の前に敬塵なる圃民とは別

結論は如何なる黙にまで参りませ
うか︒考へてこｋに及ひますと汽

も忠良なる国民に畢ぱせまじき事

ん︒汽車のタンクには水が少しし

人なるかと疑ふので御座います︒

ず汚れをふきもせずして立去る

顔を洗ふ人︑洗った後の水も流さ

車でも眉をひそめずには居られま

ふ事を何とも思はない方が多い・
たとへ大人ばかりが乗ってゐる汽

富をいた噴き散らして捨てＬしま

事を不作法として子供等にやかま
しく云ふ人たちでも︑汽車の御群

さなければなりません︒

際的の問題としても充分考慮いた

車汽船などの中でも不作法の行動

をたす男子︑戸はしめても鍵をお

人︑は瞳かり所の戸をしめずに用

せん︒しかも是から世に出やうと

殊に家庭ではごはんを頂きのこす

か入らぬこともわかった話ですの
に︑自宅の水道でＬもある様に水

ろす事を知らずに居る婦人︑かや

する幼い子供でも見て居る場合に

︵講話丈責記者︶

教育を談まるものと考へられる許
ｂでなく画家的施設としても︑国

は濁り次代の鰯民に封する砥曾的

うな事をならべ立てますと︑どれ

をどうノ︑と出し放題にして手や

もこれも子供の親として少圃民の
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我が母性に鮫くる一面

太田孝之

母のページ︑婦人のページ等があ

め其他育売に開する著書や講演な

どで︑婦人の注意や理解を︐進めら

れてゐるやうであります︒一方に

上に現はれて居ります乳児死亡率
の︑非常に多いと云ふ事でありま

題として︑先づ第一に我圃の統計

私が直接痛感致して居ります問

如何なる注意を要するか︑叉其健

理解も持って居られるやうであり

れる婦人は︐昔より知識もあり︑

明に苦しむところであります︒

乳児死亡率を増加する傾向を示し

が︑我圃に於ては却って其反封で︑

ります︒米圃などでは最近殊に其
死亡率を︑減少せしめて居ります

と云ふ事にかけては︑世界中でお

ないではないかと思ふのでありま
す︒尤もＨ本では子供を可愛がる

では母性愛に封して︑遺憾の鮎が

ります．私が多くの病人の家族に
接しまして︑感じます事は耐我園

でありますが︐我圃に於ての現象
は反封の傾向を示して居ると云ふ
事は︑真に這滅に思ふところであ

亡率の減少に貢献せねばならぬの

保護の施設によりまして︑乳兇死

鰐皐博士

す︒此はあまりに明かな事で︑淘
に我醗は世界各幽中で有歎な死亡

康を増進するには如何様にすべき

そらく有数であらふと思ひます︒

於て小児科等の進歩や︑祇曾事業

率を示して居るのであります︒今
Ｈ我々の文化は益々護達し︑少く
とも文朋圃に加はる一員としてⅢ
非常に考へさせられるのでありま

かと云ふ事など︑かなり理解され

賞際現在の若き母となって居ら

ます︒即ち︑子供の健康に封して

ます︒勿論今刑の雑誌や新聞には

鮒或は感情的に可愛がると云ふ雨

しかし可愛がると云ふ事は①知識

或は圃家事業としての色々の小児

す︒世界の文明函ｌ英米︐蝿

て居る婦人を︐見受けるのでゐり

て居ると云ふのはり我々非常に説

填等戦飢の時は別として︑乳児死
亡率は年々減少されて居るのであ

1
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方面があります︒難虚から考へ
て︑母性愛は軍に子供が可愛さう
であると云ふ感情的の愛情から蕊
するものは︑完全な母性愛とは思
はれません︒其虚には理性から見
て︑色々子供に封する愛が生れね
ばなりません︒昔から子供を可愛
がる事は︑我圃の美風であり式す
が︑とかくそれが感情的に走り易
く︑理性の眼が幾分明かでないと
思はれるところがあります︒母親
は子供の可愛さに︑玩具やおにん
ぎやうを持て遊ぶのに似たやうな
事が多くあると思ひます︒之は相
常育児の理解もあり︑知識を持っ
て居る人にも見受ける事がありま
す︒つまり子供の人格を認めるの
でなく︑所謂威情的に愛するとこ
ろから︑往々嵯鉄を氷すのであり
ます︒例へば赤坊が何か食べ物を

る︑すると叉子供は其お菓子を欲

欲しがるの一じ︑少しお菓子を輿へ

いやうですが︑我国では食物ばか

ふやうな事は殆どないと云ってよ

から典へる︒そして量を過すと云

躍鎚輝雄訟錐批声庫排壬

に判断せねばなりません︒殊に乳

が或は病的ではないかなど︑容易

の蕊育状態を観察し︑健康である

ぬのであります︒常に子供の心身

ての人の深い理解を求めねばなら凸

愛児を抱く母親は勿論の事︑すべ

云ふ事は︑最も大切でありまして

ますから︑此健康の維持と増進と

紺ぼ跡︾

の身磯は殊に病気に封して抵抗力一
の弱い馬に︑一度病気に確ります霊

原因となるものであります︒小兇

は却って身譜の抵抗力を弱くする

三枚も多く着せ過ぎると云ふ例は
屡々見受けるのであります︒厚着

りでなく︑着物にしても亦二枚も

しがる其虚で母親はあまり深山輿
へてはならぬ事と知りっ＼も︑そ
の度を越して食べさせる潟にお腹
を悪るくする︒
□

す︒へて子供を育てる上には︑一

寸の油断も思はい危険に導く場合
がありますから︑非常に注意しな
ければなりません︒どうしても蒋
来の日本婦人は︑母性愛鶴張の上
に大いに貢献しなければならない

立場に居られるのでありますから
軍に感情的な愛情でなく︑屡々理
性の力を借りて之を抑腫して行か
ねばなりません︒乳児期の柴養と
しては母乳に勝るものはありませ
ん︒西洋でば子供が乳を欲しがる

兇時代の健康如何黛其人の生涯
に開係するものでありますから︐

築養法を誤らぬやうにせねばなり
ません︒それには第一に母乳築養
を正式に輿へ︑叉牛乳を用ひる人
工柴養に於きましても︑細心の注
意を以て臨まねばなりません︒例
へぱ梁養障碍の爵に今まで太って

ゐる子供が癖せて来る︐或は便秘

□

西洋では砥禽的或は圃家的の兇

やぅに心得なければなりません︒

而して積極的に乳児死亡の減少を

計らねばならないと恩ふのであり

す︒しかし我圃でもその設備が段

よく愛児を生長させる事に細心の
注意を柳って居〆るやうでありま

親は︑いつも保育を相談して︑一層

て居りまし一し︑愛児を持つ一般母

り︑殊に西洋でも近来我国でも︑

ると云ふやうな事が段々少なくな

の中ばかり居て︑母親の手博をす

い婦人方︑未だ子供を持った経験

今一つ考へたい事は︑此頃の若

ます︒

々出来て参りまして︑之を利用す

外に出て働いて行くと云ふやうな

一軍保護の設備が非常に完全に出来

るやうに一般母親の知識も進んで

のない方は︑あまり昔のやうに家

来てゐるやうではありますが︑未

事から︑自然育兇の事なども昔の
やうに︑母親から博統的に其方綾

って来たと恩ひます︒しかし︑私

だ病の子供を鰐に診察して貰ふ事
は営然でありますが︑進んで其兇
の健康相談をする必要を減じない

は若き婦人方もなるべく子供に接

ざ

する︑色々の蕊調した状態を鯉察
して行かねばなりません︒味に於
て︑母乳の量が如何程あるか︑叉

其子の柴養状態が如何様である
わかりませんので︑専門醤によく

母親が劣一くあると思ひます︒しか

して子供の意のあるところを察し

って頂きたいと思ひます︒

を票ぶと云ふやうな事が少なくな

相談してなけん︒我剛では未だ

し癖水は大いに︑此賦愈的圃家的

たり︑叉は理解ある遊び相手とな

か︑と云ふやうな事は回素人でば

病でない健康兇を尚よく健全に育

の施設を完釜にして︑且一般母親
の知識の熊度も高まり︑理解ある
零ゞ護を行ひ︑多くの健康兇を得る

てる潟に︑小児健康診断を行ふ事
を要求する人が少ないやうであり
ます︒
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文荘選

︑︑︑︑︑︑︑ｖ︑︑
鈴川濠々綾禰宮︒旭放雲光映自東・喜此湛然清浄水︒
︑︑︑︑︑︑︑

同服部後凋︵山口﹀

︑︑︑︑︑︑︑
洋々皇渥逐年隆・注出河川深堅中・碧水清明如聖徳︒
︑︑︑弓︑︑︑
祁州 葛 古 映 無 窮 ︒

同三妻石川藤作︵茨城︶

︑︑︑︑︑︑︑
春風到虚是蓬莱・南北東西暖漸回・此境江山水清例︒
︑︑︑︑︑︑︑
揮魚春水促花開︒

恭賦河水情蘇水兇玉忠善︵東京︶

州

丙寅年頭尼言蘇水兇玉忠善︵東京︶

恩波徳鐸潅無窮︒

︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑

薗八鐘盤到丙寅・八洲天地一時新︒坐興妻児酌淑酒︒
︑︑︑℃︑︑︑
年頭喜色暫忘笈︒

︹評︺淡中自味有︒

丙寅歳旦次雪園駒雪嶺輔山正治︵東京︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑０︑︒︑︑

︑︑︑︑Ｖ︑℃
叉遇昇李京洛春︒非才猶屈去年人︒詩推李杜甘違俗︒

道沸魯郷艦究真︒獄麗竿天干厳秀︒鴬遷喬木一聾新︒
○○○○００○
逼々何必嘆遅暮︒志業所期唯是仁︒

︹評︺雄大気象︒敬服々々︒

園篭精華雲涛辻勝太郎︵京都︶

︑︑︑串︑︑︑両︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

無鍵圃総貴皇椛︒賓称無窮見一縄全・忠孝由来呈厭美︒｜
︑︑︑白︑︑︑
芳香蕊虚若華鮮︒

︹評︺斯圃鵠而有忠孝︒淘所以呈厭美乎︒

丙寅新年素鳩田野一術︵埼玉︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑９︐︑︑℃１ｂ︑℃︑

松枝帯雪葉無塵・梅樹含風花有紳︒我亦馬齢迎四十︒
︑︑︑︑︑︑ｂ
八句歳月半途身︒

︹評︺前途遼遠請篤道努力︒

歳暮威懐餅雲菊池秀言︵山形︶

L

石

グ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ｄ

寵陰蒲寺裏伽不憾乏香厨︒法味生来快︒吟情老去羅︒
溌錨獅禿鯛歌誇癖認識驚表嘉壁疋紺︒嘘下盆梅樹︒
幽姿依奮畷︒

︹評︺詩味亦似綾味︒吟情一語︒老師謙鮮耳︒

新年書懐同人

︑︑一Ｆ︑︑︑︑

乾坤除奮啓昌辰︒寓戸青松旭肺新・皇室有慶蕊庶喜︒

︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑℃︑︑
恭迎七十二齢春︒Ｙ
︹評︺三四最切本年新年︒可調︒

丙寅新年偶成泊堂渡遥徳太郎︵千葉︶
︑︑︑︑︑︑︑
隠栖高臥五春秋︒詩酒娯情散積憂︒数樹窓梅花正謹︒
清香葱郁自清幽︒

︹評︺梅花高潔︒亦似斯人乎︒

歳晩偶成雪嶺増山正治︵東京︶
︑︑︑︑︑︑︑
歳若流光不剰旬︒小藩謝客避篇塵︒開年賀翰僅裁了︒
︑︑▽︑︑︑︑
酔着 杯 中 一 味 春 ︒

︹評︺結句︒尤有妙味︒

乙丑歳晩書懐明獄有馬祁政︵東京︶

ｂ︑︑口℃︑℃︑︑︑︑℃Ｄ︑︑︑︑︑ｂＤ℃

春風秋雨幾星霜︒傭仰乾坤滅轄長・此夕西窓繍焚典︒
○○○○○○○
心頭来映豊王光︒

︹評︺三四用悌典︒典尋常除夕作異撰・着想自高︒

豊田女史毒言八十二翁立見四郎︵水戸︶
ロ︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑

光輝登一雷一門蕊︒

欽君思操水風情・八十除齢従育英︒聖后優言威殊遇︒

豊田美雄子女史︒出自水戸藩名門︒而年二十︒篇

寡婦︒操守堅貞︒曾篤女子高等師範皐校及各螺高

等女畢校教員︒妻年間能従激育事業︒今鼓高等師
範畢校創立五十年記念含皇后宮臨御賜優言︒轄末
故及︒

︹評︺富道義頬敗之時・水戸市中︒出此貞操寡婦︒

真偽圃瑞︒宜芙老兄以大筆叙此盛事ｐ以箇不朽︒

︑除夜西涯加納盛道︵東京︶

況復明朝七十年︒

月照羅窓自絞然・園庭蒲寂歳除天・光陰真是如流水︒
︑︑︑︑℃︑︑

︹評︺君齢及古稀︒東奔西走・篇本曾︒謀弘斯道︒
老健可賀︒

−−−65

、

山口服部後凋

圃川剛幽不二之曇﹈直正選

壷等
○

新年柱暦・同菱木和

○同渡・逢秀明

更くるまＩ目はさえノーて眠られずペン走らせて想ひのぶる

敷島の大和心を菖代の春に匂はせ梅の花さく

○東京服部清五郎

天照す大御祁をば始めとし寓の榊を拝み奉る

梅花寓春正幸

長閑なる春日をうけて窓の外にきくもやさしきうぐひすの謹

天地の榊に誠を捧け●つＬ蓋なき日を送る嬉しさ

池の面はきＬ波たＬずたゆたひてもゆる木の芽の影宿すなり

敬祁同同人
○同一樋正幸
敬祁同同人

︑春色浮水大阪笹川柳架

印耀沼水と柳と大空のみどり一つに春の風ふく

も

若き頃のまつしきわれに比ふれば今はよきかなかく見えつＬ

耐心ふ

吾が性は人におとらむさはあれどまさるところもありとしぞ

○同同人

年の来で柱暦をかさりけり寒さをよそにころもかさねて

＠思同矢部良高

︵評︶榊路山の水に映ったところをかぅも扱はれた庭に如

すみわたる五十鈴の川の水底にう一・︶かぬ御代のかけぞ見えけ
る

南山之毒︑不塞不崩︑如松柏之茂︑無不爾或承の趣
も見える

．戴等

部立春茨城内田鼎

軒端には梅も笑ひて里川の水の一音にも春はしるけし

内田鼎

︵評︶鼓腹の民の歌が目の前に見える様で心持のいＬ御歌
です

佳作
皇係殿下の御降誕を祇し奉りて

茨城

いやまして柴ゆく色をそへにけり竹の園生の千代のみとりに

浦初日千葉菱木正道

あかねさし波わけのほる一初Ⅱかけ二見ヶ浦の岩の注連間を

− 6 5 −

L

｣

F可

も

○埼玉中野麗演

原僻賄牌一編輯部選
◇雪・解↑

雪解や鶏の餌に集る朝雀東京振衣

君来んと停車場に灯のともるまで汽車着く度に出て︑見しか
な

○下総野卒香峰

×

×

×

×

雪解の庭に色濃き小松かな同同

雪解の道長々と績きけり東京白鷺

荷の紐の捨てある坂の雪解かな同同

錐提けて舟待つ人や雪解川同きい女

小鳥来て二羽となりけり雪解庭同同

雪解風障子閉ぢたり二階かな同同
雪解や下駄提け戻る隣家の兇同無名
雪解や荷物背負ひし族商人同同
一調鳴けば皆鳴く鶏や雪解風同江花

雪解やひねもす納屋に米をつく同湾弓子

自縛車をかつぎ上るや雰解坂同同

雪解や山速くなる淵泉の里同筑南

雪解道今日も泣きゐる小猫かな同岡

雪解風舟に棟さす川遥かな同木の母

旅役者の一行着きい雪解騨同同
雪解や策捨て§ある庭の隅茨城禾葉

蘇る山の湯町や雪解風．同同

護動機の草屋の納屋に一昔たてＬ米鳴く杵の響稀なり

×

−67−−

○木内循き市郎

年越の豆を数へてくさノ︑の智悪まし行くをたらちねは笑む

○埼玉小倉柳汀

梅のごとほもゑみ充つる嫁迎へ楽しく語る鴬の聾

春の日の光流れてうるくすもひれふり初むる谷川の水

春水禰島湯田久喜

○選者

人のためまたわが篇によくあれ︐とつとむ道や誠なるらん

×

、

1

：雪解道町から里へ績さけり

雪解や踏石つ§く庭慶し
雪解の谷にひ暫くは水車かな
雪解の峠に炊ぐ柚家かな
陽の窓に動かぬ蝿や雪解風
雪解庭物唆へ遊ぶ小犬かな
地上りの跡そここＬや雪解山

浬薬曾や法悦に生きし老夫婦

狸薬含や灯に映え光る寺柱

寺に古りし浬薬の像の吊られけｂ

浬薬像寺に似合はい軸かけし

狸薬曾やたぜあり難き如来様

わが沸尊くなりぬ浬梁像

浬薬かくれる遥り簿暗し

浬薬倉の堂にたなびく香りかよ

− 6 8 −

房 香 衣 家 風 鷺

郎 貴 衣

浬薬倉や寺の鐘つく村の児等

華 の

津

桃塞振菊同松同白同

四美同振

雪解の峯越して来て柚夫かな

◇雑

五月十日限

四月十日限

三月十日限

戸 玉 京

禰埼束千同山同東同
島 玉 京 葉 口 京

水埼同東

雪解や谷間の町の灯ちらノー
山窪の什れ木伐るや雪解風
雪解や車押し行く曲り坂

晴衣着て元日を完る煙健かな

花花芽

雪解や賃夜中の峯の宿

のの

羽子つひに大人ばかりとなりにけり

◇

雪解や庭の隅なる蕗の蔓

鞠ついて門の庚さや松納

■■■

書初や妻がすりたる墨淡し

職春雛

汚れ荷を積み行く馬や雪解坂

禰
同
埼葉
千同同同同同･豊同輩同W
島茨
城
玉
禾同香同江

桃同寒柳菊同旭同汀同小同香同松
茨同千同茨

雪解の谷から落ちし小川かな

１１

齢菜木題

◇狸薬曾
浬梁像かけて算し一間の灯
浬梁禽の燭赤々と法話かな
狸梁曾や鐘鳴る寺の員書間

暁祭課

房 芳 香 汀 家 子 舟 雨 峰 風
花
峰

葉

浬桑曾や誰彼に端ひる寺の犬
渥薬像縁の端より拝みけり

城 葉 城

華 の 灯

季題の菜︵十︺

旭束子

雛︑紙雛︑内裏雛︑土雛．雛棚．雛人形︑桃節句．

◇雛 祭 ︵ 春 季 ︑ 人 事 ︶
桃の日︑桃の酒︑雛遊︐

三月三日を雛節句と柵し︑雛壇を設けお祭をする︑雛に

丁寧にした︐女子生れてはじめて此の節に逢ひ︑又嫁しては

○００○

○○○

じめて此の節に逢ふを初の節句と穂して一層盛に帆する慣例

となったのである︒雛祭を雛遊びともいひ︑雛をひひな︐とも

讃むのである︑紙絹で立ち姿のが紙雛︑内裏雛といふは︑雲

上を模したもので︑外は束帯︑女は十二単衣を箸け︑之に附

随して︑五人嚇及色々の洲度を添へるのである︒︽

雛には桃花を挿し交へて︑酒を供へる︒これを桃の酒とも

内裏雛人形天皇の御宇とかよ芭蕉

いふ︑桃のＨ︑桃節句などもこれから出た言葉であらう︒

一 ⑪ 3 −

船に透るやいなしともなき雛の客芹雨

．裳し稚児の行末灯る雛かな野鳥

二

蟻は︑立雛︑芋雛︑室町雛︐蒜雛︑吉野雛など種類か多い︑書
にかいて掛物にしたものもある︐男雛と女雛が封になって︑

一ピ坐の↓ＣＯ

これに種々の調度の小さく作ったものを添へて祭るのがそれ

窓に月のありけり雛は既に知る水巴

物探す兄に借られぬ雛の燭三千里

枯蕊を振りもほどかぬ木の芽かな

庁 司

・雛の起原は︑もと手遊びの人形で紙で作ったものである︑

◇木の芽ぺ春季︑植物︶

木の芽吹く︑木の芽立つｂ木の芽張る︑

鎌傷になほ生く漆芽に出たり

鼎水南野凡

崇祁天皇の頃からあったと博へられてゐるが︐承平の頃から
追々盛になったらしい︒しかしこの頃は三月三日に限った課
ではなか．つた︒それが三月三日に雛遊びをするやうになった

が︑後世鍵遷して三月三日を祝するやうになり︑殊に江︑時

雪折れの高枝すきまじ木の芽時

骨柴の刈られ乍らも木の芽かな︐

木々の若芽をいふのである︑

代では︑大祝日の一として︑諸大名以下︑慰斗目長上下を著

峰耐祭り控えて木の芽かな

のは︑上己の敏の人形と︑雛とが混同したものらしい︒上己
即さ三月上の己の日に不群を除く篇に減を行ったのである

日を祝し︑婦女子のある家は雛人形を祭り︑女の節句として

て出仕し賀詞を述べる．士庶人も亦之に倣ひ︑都祁共に此の

耳巴浪烏兆

句俳

時報
口加藤総理大臣莞去
税制整理案その他重要なろ諸問題に営面し
政局危機を芋む今五十一議曾の開含中︑鍵理

求が︑天齢を籍さず濫然として逝く︑画家多

一議曾には税制整理案を提出する庭あり文政

より財政緊縮綱紀粛正を以て進み今期第五十

士樫井錠二博士が営選した︒

日後任院長の溌畢遊行ひ︑開票の結果理畢博

れ岡岬敬次郎柳士今春逝去につき︑参月十二

桑に穂積陳童博士の後を襲って院長となつ

二月十五日より向ふ一週間全国一斉に勤倣

口第六回勤倹奨働運動

より開始の筈︒

御用掛註仰付た尚同博士の御進講伝来る三月

ので今般東京帝国大皐教授川崎畳次郎博士が

講座を設けられ御蕊誰遊ばさるＬ事となった

東宮殿下には今回称に財政経済畢御進講の

口山崎帝大教授の光築

問題にも継論か萩し箸を責行に及びつＬあつ

であった︒享年六十八︒

事の際幡みても除りあろ常世第一流の政治家

危篤の報天罷に達するや︑勤功に依て正二

位に叙し位一級を進められ犬軸位に叙せられ
衣が術戦に伯爵に陸爵の御沙汰を拝し衣︒

口若槻新内閣成る

加藤伯蕊去により援護内閣組織に就き入江
侍従長は聖旨を奉じて興津に西園寺公を訪ひ

一月廿九日園公奉答の趣を奏上した︒同日午

強調運動を行ふことｋなり内務省牡曾局では

及徹底に力を注いだ︑殊に勤愉奨勧には婦人

左記の通講師牢各地に派造して之が趣旨の普

後五時憲政脅新純裁に推され龍若槻鰐次郎氏

が．共夜臨畔閣議を開き十大臣何れも留任と

は御召により参内大命を拝し猫藤を諸ふた

必要であるといふ考から今回の講演講習も主

の自畳を促し家庭生訴を改善して行くことが

大阪二月十六日．守屋架夫

京都二月二十日大島義修

北海道二月十五日ｌ廿三日棚橋源太郎

力妬此の鮎腫注いだ︒

決定︑若槻氏自ら内相兼抵でいよＩ−︑三十Ⅲ

就任式後の若槻首加の政策は︑前首相計註

大命拝受︑新任式が躯行された︒

の通り遂行延期すると褒表した︾

口帝圃翠士院長営選

【

大臣加藤高明子は気管支カタルに擢り︑登院
不可能となり議員の質問に封一りる曜酬や施政

て拭政局多事なるに鑑み代理首相を臨時に設

方針の説明妬馬し得ざる一卜至つれｃ内閣に於

置することＬし︑慎重詮議の上内相若槻縄次
郎氏走代理首相として朕奏一月廿七日御裁可
然るにや︑鯉快を解へられれ加藤首相は同

があった︒

夜に入りて尿毒症を併溌し容態急愛し三浦博
士等徹夜手篭を加へ枚けれど廿八日午前八時
四十分に至Ⅱ遂脹全く危篤に階りま衣起つ能
はざるに至った︶

一昨年首祁として大命か拝し三派聯立内閣

ぞ組織してより普通選畢法を通過せしめ貴族
り︑昨年七月更に軍癌憲政倉内閣を組織して

院改革に指を染めて憲政の震に力牟致す腿あ

− 丁 0 −

Q

宮城
秋田

鹿児島

二月廿一日塚率ハマ子
二月十九日Ｉ三輪田元滋
十七日伽︑同

二月廿一日戸野みちゑ
二月十五旧
二月十九日ｌ柵一日戸板開子

二Ⅲ廿二日Ｉ廿州Ⅱ嘉脚孝子

二月九︑十日塚本ハマ子

十七日東郷昌武

長は日本弘道曾妥領を期制し併せて支含設立

東山公園に於て岡山支曾首唱者とな岡山教

ロ岡山支含客月十一日午前十時岡山市

あったが︑遂に其篤行は大方の認むろ所とな

の活動の如きは全く犠牲そのもの︑鯨き愛で

がら貧者の友として救涜奉事とＩ︑震災営時

曾員なる同氏は査産家の息平として産まれな

口小島八郎君寺島弘徳曾長に上永倉︾

援の下・卜市民一般の建圃祭乃畢行せりゞ

化厘磯聯盟及在岡新聞杜主催岡山市赦曾課後

の綴過か報告す︒次で徳川曾長呪辞︵橋本主

淡含式後面ちに誰淡曾に移り先づ橋本主事

事／讃︶ありて式乃絡る︒

は﹁日本弘遡曾の主張﹂︑足立講師は﹁現代の

風潮と日本弘批曾﹂吉岡抑士は﹁自由と平

等﹄と題して有益なろ講演あり︑三氏の所説

相侯ってよく本曾の使命を物語り︑大に躍衆

り今般本所随教育曾長聯寺島町長︑府立第七

に感刺を典へたり︒

巾畢校長等より表彰せられたり

高かりしノ含特別曾員跡見老女史は八十七の

口理事書二且叩午後五時ょⅢ木曾事

席︑本曾基本余︑曾館建築喪寄附募集の件︑

高齢を以て長逝せらろ前蛎参照︶謹んで哀
悼の意を表す

ロ跡副剥掴噸詞勢劃女子教育家としＸ爾名

牡曾教化皐院握綬の件︑其他人件等につき協

ロ岡部長職子多年東京府教育曾長とし

鯛務︑︒宇叫理事︑吉川︵熊︶理事︑谷山理事出

議せり︒

務所に於て開曾↓徳川含量︑松平顧問︑服喪

口橋本元治君明治四十四年以来︑編戟助

を以て長逝営ｂろ︐時哉

て令名ありＬ本含特別曾貝岡部子爵は此程病

口函ヨヨ認矧因銅ヨョ竹村喜一氏︵滋賀碧津

手︑誹記︑編員︑主事として本曾錐展のた
由り退職せられたり︒

氏︵千葉︶小林蔀氏︵千葉︶藤原吉松氏︵奈瓦︶木

右衛門氏︵千葉︶森下幸太郎氏︵余瓦︶千葉胤楽

１１１１１

ロ千倉支含蕊奮式並講演書今般房

□青年郡評議員倉二月十三︲午後六時

め多大の貢献を致されたろ同氏は今回都合に

州千倉町本曾支曾創立︑一月九日共の謹曾

氏︵千葉︶は過般逝去せられたり哀悼の至りに

村善十耶氏︵群馬︶内池三十耶氏禰島︶栄海武

本︑江午︑四谷︑草間︑烏谷︑持川︑帯谷︑
を協議する所あり︒

原の諸氏闘席︑青年部講淡曾開催外四件につ

より本曾事務所戸於で閏曾の寺本︑高木︑松

す︒同日午後二時開曾︑岩瀬千倉町産品開曾の

湛へず︑謹んで弔す↓

齢を述べ︑教青勅語か捧諭丁︑次に岩本支曾

ず︑吉皿静︶理事︑足立誰師︑橋本主事州張

事

式浄畢ぐ徳川曾長差支ありて臨場かたは

記

−−71

二月十五脚Ｉ十八毎耐政助
三時六ＦＩ大日塚本ハマ子

本分岡島島川

十五︑十六日盆淵政助
営崎
二月二十日嘉悦孝子
二月十六川Ｉ星野錫

熊大幅徳廃石

田 藤 藤 平 寄
武 忠 l を 孫 直 贈

平 篤 吉 六 亮 者
殿 殿 殿 殿 殿
殿

書名著者名部敬

儒門精言西村茂樹著一部
目５昌巴︺︺⑦巳三ｃ二号醗員巳己５＆・一部

近枇Ｈ本国民史徳富猪一郎著二部
固曾︾９房具﹈ご自己唾弓鍾昌呂一部

日本国粋全書自著・十冊

東洋倫理問答自著一部

優良青年廟事蹟丈部省編一部

圃菩館書籍標準目錐同上二冊

融曾教育叢書同上八職

優瓦青年剛現況同上一部

地方改善事業叢書中央斌曾事業協曾四輯

震災に開する教育資料同上二冊

米園の野心と帝国の前途︑

徳畢講義西村茂樹著亜冊

大津吉五郎箸・部

町村格自箸一部

回顧錐大谷嘉兵衛著一部

露渓鐘響白編一部

日本弘道宮四十年志本曾編一部

園史眼帝国大阜編七冊

殿 殿

易経二冊

古文興賓二冊

賑文章軌範正解岡三慶著一部

仰止録一部

近世豪傑鱒小宮山緩介輯一揺

龍頭無門開一部

改正日本輿地路程全圃一部

丈那文明論蒲生仙諜二冊

合類大節用集士一冊

貧民心理の研究賀川豊彦著一部
兄童保護の新研究岡村準一一部

圃書鮪雑誌圃書館協神自第一溌

普通教育制度年表帝団教育倉一部

至三十九識
圃書館小識同一部

教育行政法要義松本順吉著一部

小皐責涼管理法癖蝿俸華地合著一部

教育時言坪谷善四郎箸一部

軍級皐校理論及責験高等師範附属皐校一部

資験教育皐後藤嘉之輔︑一部

小畢教授管理訓練塘地三之助著一部
東京教育畢曾雑誌東京教育阜曾合本一部
大日本教育含雑誌帝国教育智合冊七部

日露戦役醤談佐藤進口述一部

教育公報同周十一部
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ｌ
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川川新著紹介ⅧⅢ

︲１１

公民教育の根本
問題
池岡直孝著
公民教育ぱ最近激育思潮の一つであって之
が必婆は早く識我の間に論議せられたが之を
系統的に研究す八・者甚だ疎で︑欧米臓課の公

民教育が盛んであった︑然るに著者は此等の
映隅に封して系統的皿つ周到なる用意を以て
に論議せられてある︑これまきに公底教育の

向はれ於民教育の資除的方策に就いて具閑ゞ的

指針に て戟育家は勿論︑一般斌曾教化は

うｏＯ

従事する者の讃んで益少からざるものであ
四六判二九六頁定似一一園東京牛込市審

農村問題と封策
河田嗣郎著

今や農村の疲弊川雌著むしく︑従って腿村

要題目となって来た誰者今にして農村の疲弊

証含問題は工業牡含Ⅲ題と共に之が研究の重

起防座し之れに善庭するの遡韮識ぜずんけ圃

ころである︑著者虻既に斯界に有名あり︑特

家の粁来に巾々微火事たる・言を侯たざろと

に稚健中腎あ牡脅思潮に立脚し我圃農村の現

朕に鑑み穂玲の川題を提へ率り一々丁寧に解

研究難遂げ︑世の所洲皿諭に偏して机上の空

説起なし之が資隊的封策に付いては瀧善の

り見るも脳家に取って亜要なものであも蓋し

論に経るもの︑弊恋戒められたろ何れの鮎よ
其の人と所を得たる著述である︒

四六邦三三八頁定瞥一側東京市芝他愛
宕町一ノー改造牡振枠東京八四○二

〃罪の子となるまで
前田誠孝著
戦後不瓦少年少女の数が激群し各圃共に其

あらう︒

影響に付い

は必らず思ひ牛ぽに過ぐろの感を深くするで

識者の反省に訴へ菰ものである︑之避縦く者

て不頁少年少女の経路犯罪の賢例を辿銅へ以て

能犯孫彊の要職にあり其の卑門的涜料︲依っ

て行ばれ奴ぱならぬのである著者ば警脱聴智

に付いてば術民等しく献曾弛雑黄任に基．つい

ては侮り難きものがある︑故に之・か保護鋤策

く其の一般兇章並に試曾に及ぽ千

を著るしくし少年少女の前途は云ふまでもな

の封策に磯んで居ろ︑我国も亦娩近此の傾向

｣

京橋旺銀座町十二共築牡

四六州三四四頁定統一側八拾銭謹行所
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１１
輯だより
１編１
１

す︑どうかよろしく御指導下さるやう御紹介

○編輯室の陣容が新になったといふ程にはま

労お願ひ申上ます︺

誌唾廿垂︾二一調肘一﹈叩鋤碑領蝿廿五銭

』

１１

東京市外瀧ノ川町中里二二九

燕僅嘩秘谷山恵林

東京牛込隆早稲田鵡巻血一頁

印刷所交陽砥

東京耐川腿凹小川町二ノー

護行所日本弘道禽事務所

二五九一番

京四三一七番

光融館

若休茂一郎
木原文進堂

右川螺助
内田演吉

成見浦兵備
宇都宮源午

津捉鹿吉

− 了 丑 一

だ至りませんが︑兎も角近き将来に於て本誌

Ｏ本誌は鐘に第四百六雑ｌ雑誌としてば誇

の刷新を賀現したい考であります︒之トつい

×××

たのを喜びます

服部捨眺氏の痴快な論丈を本雅に吹むるを得

きであります︒並他武川巷宏氏︑小島八郎氏

は近来病快なる丈章で現代人の反省を要す︽へ

一誠に砿するものでありま．．ｙ・繁山先生の丈

栗園先生命成人教育説は特に有識御老人方の

時節柄誠まずに居られない面白味があります

必讃の丈字であります︑三輪田先生の談論は

居る自由平等論の謬まれるを知るに足る図民

すが︑一讃よく今の世間に流行し歓迎されて

講淡要航な記者が更に短くし犬ものてありま

とが出来ました︒宇鋳先生の論奨ｌこれば

○本雛には幸に有益の丈宇を以て浦載するこ

いものであります﹄

から︑どうか此際御名案を寄せていた宵きた

く大方讃者の御希望に副ひれい考であります

て目下夫々研究考案中でありますが︑成る今へ

■

るに足る商齢Ｉを重叔まし衣ことば︑拘に喜
びに湛へませぬ︒これは大方の讃者︑含員諸
君の御援助によるば勿論でありますが︑また
本誌の馬めに︑稿を寄せｂろＬ諸先生や諸先
次第であります︒それにつけても編輔子は益

達の御謹力によっものと存じ︑深く感謝する
々内容の充寅や紙面の砿張などに力を注ぎ本
誌の而目か新膿して︑大方各位の御援助に副
ひ犬い︑少しでも進歩の資をあげ胆ぱ曾て本
誌の源戦に徴られれ先輩の華洲先生︑栗園先
ますけれども︑何分にも非オ譲力の上に︑編

生︑斐川兄飢牛兄封し・面目がないと恩ひ
輯同人の趣は擢災頃から不足がちで︑思ふや

うい手がまわりませぬ︑そんなわけで百雛
︑︑さびしか

記念の意も表す④こ・︑﹄が出来なかつ衣やうな

始末でありますｃところが幸に

った編戦室は︑此稚新Ｌい記者︑擬護兄を迎
へました︑同宥はわが社癖教化畢院の出身で

将来操凧界に症躍しやうごいふ若手でありま
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日本弘道曾凌行

東京市祁田匝西小川町二ノー

口式百部以上は透料無料とす

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銭

口萱部金三銭郵透料金二鏡
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皐校は勿論軍人園︑青年圏︑庭女曾等に最も

に依嘱し極めて李易に解群したるもの耐小

んが篇めに本曾に於て文皐博士宇野哲人氏

詔書の御聖旨を普く一般国民に普及せしめ
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