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唐虞三代

シナの儒者で政治の道を論ずる者は︑ゑな夏設周の唐虞三代を理想的な世と承なして議論する︒

それは︑唐虞三代の時は人智がまだ開けず︑民はなお淳撲の域に在り︑また徴すべき文献も少ない

ので︑こじつけて説くのに便であるからである︒シナの政治の道を論ずる者も︑ゑな唐虞三代の政

治が実際そのようなものであったと考えたわけではなく︑ただこれを仮りて政治の理想を言ったま

かむながら

まであろう︒そうでないなら︑自分の想像によって仮にそのような政治があったとし︑これを唐虞

三代に托して述べたものであろう︒わが国の国学者や神道家の中にも︑神代のことを説いて随神の

道があったと言うなどは︑シナ人が唐虞三代を説くのとその手法が似ている︒すべて政治の道を論

ずるには︑確実な事例を挙げてその証拠としなくてはならぬ︒ただ想像だけで完全な政治の道をつ

くるときは︑どんな世界でもつくり出すことができようが︑古今にその実例のないことなら︑とど

のつまり空漠な架空論であるのをまぬかれないであろう︒そのような想像で政治の道を論ずるのは︑
夢を痴人の前に説くのと何の違いもないのである︒

︵泊翁盾言第二冊︵四十五︶﹁唐虞三代﹂︶
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訓
泊翁先生

︻巻頭の言葉︼

新人類への期待と忠告
ｌ年長者は誠意と忍耐と勇気で当れＩ

片山清

一さらにそういう区別から発展して生れたのは︑﹁戦争を知らない子どもたち﹂という表現であった︒通常であると︑一

一りから脱し切れずに生活しているが︑アプレの若者たちは︑そんなことにとらわれずに自由にふるまった︒

︾の一派が提唱されたこともあった︒︶戦前派や戦中派は︑新しい民主主義の時代になっても︑戦前の考え方やしきた一

一派﹂︵アバン・ゲール︶と﹁戦後派﹂︵アプレ・ゲール︶という表現があった︒︵それに伴って﹁戦中派﹂という特別︾

・一

一度や考え方で︑年令によって︑天地の差が生じることになったが︑その時に現われた世代間の区別語として﹁戦前一

︾れたのである︒また第一一次世界大戦終了後︑わが国はあらゆる面で大きな変化をすることになったので︑その生活態一

︾何も知らない癖に一かどの理屈を言うとか︑徹慢な態度をとるとかといった若者は︑いわゆる﹁生意気な奴﹂と評さ︾

︾が︑時代進行の速度が早ければ早いほど大きくなってくる︒明治維新になって西洋文明が津波のように流入してきた一
なまいき
一十数年間は︑大きな時代変革の時期であった︒この時に生れた言葉に﹁生
意気﹂がある︒年長者から若者を見ると︑︾

︾だれが言いはじめたのか不明であるが︑恐らく旧人類に属する世代の人であることに間違いがないであろう︒いつ︾う
｜３
そご
︾の時代でも︑世代間に考え方のズレがあり︑そこに感情の棚蛎がおこり︑時として衝突にもなり兼ねない︒その落差︾く

恥最近しきりに﹁新人類﹂ということばが使用されるようになった︒﹁現代用語の手引﹂の解説によると︑昭和六十一
︾年代に入ってから使われ初めたらしいが︑大体十歳台後半から二十歳台前半の若者たちを指しているようである︒︾
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戦後
後生
生れた戦後派の若者であっても︑二十年もたつと子どもでなくなるのであるが︑ここでは依然として﹁子ども﹂
一戦

であ
ある
る︒成人式をすましても︑やはり子どもから脱し切れない状態を言いあてたことばであろう︒したがって戦争と
一で

いう
う言
言葉の代りに苦労という言葉を入れて︑﹁苦労を知らない子どもたち﹂と言い換えてもよい︒
一い

一しし
かかし︑以上にあげたような言葉では盛り切れないような若者たちが︑昭和五十年台後期に出現してくるようにな
一つた︒

交通通信の目覚しい発達︑コンピューターの出現︑そしてこれに伴う社会機構や生産手段の変化は︑それこそ人類
一歴賊醍
歴史上にその例を見なかったものである︒一か月もかかってヨーロッ︒︿に行った半世紀前と︑一昼夜以内の短時間で

行けるようになった今日とで︑生活の仕方はもちろん︑考え方までも変ってきたのは当然のことであろう︒古い人間
一洲附窪
が口をあけて︑﹁あれよ！あれよ！﹂と驚いている間にも刻盈と世界が変って行くのである︒若い人たちは変った

こと自体を知らないから︑新情勢に即応して生きていけるが︑年輩者はとても追いついては行けない︒

しか
し
かし一昔前だと︑年長者たちが若者たちに︑いわば人生の智恵といったものを伝えてきたし︑またそうすべき責

も感じていたものであるが︑最近の若者たちには︑そうしたことをやっても理解してくれない︑というより却っ
︾任をも

てうるさがられるのではないかと年寄りたちが考えるようになった︒いいかえると︑年長者たちが︑﹁お手あげだ﹂
一唾肺嘩
と感じさせられるような青少年たちが出現してきたのである︒今まで史上に現れて来なかった人類が︑現代という時
一代
代に
にこ
この地球上に出現してきたのである︒文字通り﹁新人類﹂である︒

︾しし
かかし︑この語が出現してきた裏面には︑年長者たちの﹁あきらめの吐息﹂の音が聞える︒

普通なら忠告もし︑時には叱りもして︑若者たちを指導してきたのであるが︑今日では︑もはやそんな気も起らな
一い暗珊
いし︑またそうした責任も感じない︒若い奴らは好いたようにやって︑結局というか︑今日的表現でいえば︑窮極的

には自分の骨を自分で拾う他はあるまい︑と考えて︑見限ってしまうのである︒
一に嘩舘
しかし︑そのように考えるのは年長者の自己放棄に他ならない︒何のために若者よりも年をとって生きているのか
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︾がわからなくなってしまう︒つまり生きがいを失うことになりかねない︒

︾もちろん︑科学技術の驚異的発達に対しては︑老人の古智恵など何の役にも立たないかも知れないが︑人間がいつ一

一の時代においても人間である限り︑人間としての生き方については︑根本においてそう変化のあるものではない︒し一

一たがって後から生れてくる人たちに︑よりよく生きる智恵を授けねばならないが︑その責任は︑先に生れた人間たち一

一に課せられている︒若者たちに新しい日本を担当してもらわねばならないのである︒会祖西村泊翁は︑日本は︑どん一

一なに軍備を充実しようと︑また︑文化がどんなに隆盛になろうと︑道徳が地に落ちると国が亡びる︒と断言されてい一

一る︒諦蕊趣

一今やわが国は︑経済的にも︑文化的にも︑世界の上位に位置するようになったが︑道徳的には憂慮すべき状態に陥一

一ろうとしている︒とくに若い人たちに︑あやまちをしたり︑怪我をしたりしないようにアドヴァイスを与えること一

一て言い放った︒﹁話せばわかる﹂と︒この勇気を学びたい︒︵本会理事︶一

坤５
一く

一昭和七年五月十五日︑首相官邸を襲った青年将校たちのつきつけた短銃の前に︑犬養毅首相はたじろがず毅然とし一

−って若者たちに接して行かねばならない︒

一は︑今日ほど必要な時はないのである︒新人類という呼称の裏にひそむ年長者のあきらめに陥らず︑忍耐と誠意をも一Ｊ
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国際化時代における日本人の道徳

一︑国際化とは何か

編集部から御依頼をうけたのは﹁国際化時代における日
本人の道徳﹂であるが︑この題目との関連で︑まず〃国際

永井道雄

ある︒なかでもっとも象徴的なのは︑欧米諸国が主導して

構築した国際連盟と国際連合である︒

どのような歴史的理由によって︑国際化が進行したのか︒

にしているが︑その意味は必ずしも明白ではない︒〃国際

今日の日本では多くの人灸が︑しばしば〃国際化″を口

がおこり︑一つの国のなかで豊かな経済生活がより多くの

なった︒第二に︑これに見あった経済の発展︑構造の変化

り︑生産力も従来とは比較を絶した大きな力をもつことに

第一は科学技術の進歩であり︑通信︑情報︑交通はもとよ

化″というのであるから︑日本人はもちろん︑外国人にも︑

国境を越えるものになった︒

人々にゆきわたるようになっただけではなく︑経済活動も

化″について考えてゑたい︒

いま日本人が国際化に関心をもっているのはどういうこと

第三に︑政治のうえでも︑こうした新しい事態への対応

か︑十分に理解できるようでなければならない︒それこそ
が第一歩であるのに︑それが暖昧なのが現状である︒

を迫られることになり︑国際連盟や国際連合だけではなく︑

国際通貨基金︑ガットなど︑新しい秩序の構築を担当する

〃国際″とは︑二つ︑ないし︑それ以上の数の国々が協
国々があって︑つぎに〃国際″がある︒

力︑連帯などの関係に立つことである︒したがって︑まず︑

のは︑十七世紀のイギリスであった︒それ以来︑国際法と

することもありうる事態になった︒さりとて︑安全保障を

期︑核兵器のような科学的破壊力を用いれば人類史を破壊

第四として︑安全保障の問題がある︒二十世紀前半の末

組織が数多く生れた︒

か︑国際的連帯がくり返し問題にされてきているが︑地球

めぐって新しい秩序ができあがっているのではない︒旧来

世界の歴史のうえで︑近代主権国家が明確な形をとった

について語るようになったのは二十世紀で

規模で〃国際
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均衡による安全が保たれているにすぎない︒国際的な安全

の近代主権国家が︑たがいに対立しあうなかで︑ようやく

明治初期に日本人の思想︑文化の刷新をめざして設立さ

二四号・日本弘道会創立二○周年号を御送りいただいた︒

れた明六社の主要メンバーであった福沢諭吉︑森有礼の両

先生については︑これまで研究もし︑文章も発表したが︑

保障への道を開くことは緊急の課題である︒

このほかに教育︑芸術︑文学などの諸領域でも国境をこ

白ところが﹁だいたい国というのは人間の作ったもので︑

灸を愛する﹂というのでなくてはならない︒

︒しかし︑﹁国家と利害の衝突しない範囲内で世界の人

を愛することはいずれも重要であると述べておられる︒

﹁問答﹂によると︑泊翁は︑㈲国を愛することと︑世界

えておられたかを明確に示している︒

作・道徳問答﹂は︑この問いに対して泊翁御自身がどう考

﹃弘道﹄のなかの片山清一氏の文章﹁西村泊翁晩年の著

かで︑日本人はどのように対応すべきであろうか︒

さて︑世界史のうえで︑国際的な協力が進行しているな

た︒何よりも︑このことを感謝している︒

﹃弘道﹄をお送りいただいて︑泊翁について学ぶ機会をえ

ついては︑通り一遍の知識しかもっていなかった︒今回︑

同じく明六社の主要メンバーであった泊翁西村茂樹先生に

Ｚや○

えた活動が展開され︑諸国民の協力︑連帯をうながしてい
これらの背景があって︑二十世紀の欧米では︑国際化の
勢いが強くなった︒それは︑一般に自由の原則にもとずい
る東ヨーロッ︒︿の勢力もあり︑国際化をめぐる対立︑葛藤

ているが︑他方︑マルクス主義の立場から国際化を推進す

日本で今日︑国際化の声が高まっているのは︑この問題

があることも忘れてはならない重要な事実である︒

をめぐって︑これまで︑受け身であった日本が︑世界史の
なかで︑自主的な積極性をもつ立場にたつことになったか
らである︒

経済について︑技術について︑そうした新しい役割をも
つにいたったことはいうまでもない︒そればかりか︑平和
と安全保障について︑また︑政治︑教育︑文化の諸領域で
も︑日本と日本人は︑世界社会に参加する責任あるメンバ

て︑人為的であり︑これを﹁基準にして道徳を考えるのは︑

国境の如きも人為によってできたものである︒﹂したがっ

た︒

となり︑博愛主義一つでよい﹂のであるが︑いまは︑その

四そこで︑世界国家ができあがれば︑﹁国家主義は不用

確かに狭院なものである︒﹂

ーとして︑応分の役割をはたすことを期待されるにいたっ

二︑国際化について１泊翁の答え
私は︑編集部から執筆の御依頼とともに︑﹃弘道﹄第九
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段階ではない︒では︑どうすればよいのか︒

㈲現代のように各国が対立しているあいだは︑外国人に
は礼儀をもって﹁待遇し︑信頼をもって交わる﹂ことが肝

要である︒同時に︑﹁その正邪を弁別して対処すべきであ
る︒﹂

㈲日本人が外国人に接する場合︑両極端におちいりやす
いことも記憶しておくのがよい︒．つは排外思想であり︑
他は服従思想である︒﹂

片山清一氏によると︑﹁問答﹂を泊翁が執筆されたのは︑

明治三十五年夏の翁の死去に先立つ一年間内と推定される
て︑日露戦争を迎える十年間の平和の時期にあたる︒

という︒明治三十四年であるが︑それは︑日清戦争が終っ

国際社会に変化があり旧植民地も独立した︒しかし︑発展
った︒

途上の段階にある︒かつて貧しかった日本は豊かな国にな

このような情況のもとで︑たとえば日本は発展途上の国

にどのように対応すべきであるのか︒できうるかぎり︑援

この一例が示すように︑安全保障︑学問へその他の分野

助・協力を行なうことが︑日本の国益にもそっている︒

でも︑国と世界の緊張した関係の認識を基礎に︑一歩一歩︑

安定した国際社会の建設をめざさなければならないと思う︒

三︑日本人の道徳

十八世紀の日本人は︑オランダの学問を学び︑洋学にふ

くまれる科学と技術に開眼した︒技術については︑すでに

を通して︑西洋に技術があることを知っていた︒十八世紀

十六世紀︑日本人はポルトガル人が日本にのこした火縄銃

に留意し︑一方の原則だけで割り切れないこと︑同時に︑

ついて︑コロンビア大学のドナルド・キーン教授は﹁日本

の日本人の蘭学への開眼︑その摂取吸収に努力した事情に

この時期において︑泊翁が国家と世界との緊張した関係

な対応をすすめておられることは注意すべき点である︒ま

日本人の西洋発見となっている︒

たキーン教授の著書の題名は︑西洋人の日本発見ではなく︑

にほとんどいなかったのである︒そこで︑この事情を記し

人のように敏感に発見した人々は︑西洋のそとにある国々

科学︑技術をふくむ洋学︑さらに文明があることを︑日本

西洋の諸勢力は世界を発見した︒しかし︑その西洋に︑

人の西洋発見﹂と題する著書を若い時に発表している︒

長期的な歴史の流れを見通し︑外国人に対して徳性ゆたか
た︑福沢と同じく︑相対主義の立場をとり︑柔軟な対応を
示唆していること︑さらに︑排外と服従の両極端に走らず︑
中正の道を求めておられることも記憶すべきである︒

今日︑日本人は国際化の流れに対して︑どのような道徳
をもって対応すべきであるのか︒

明治三十四年と今日とでは︑種々の情況に変化があるこ
とも十分に配慮しなければならない︒二十世紀の後半には︑
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西洋によって植民地化されることを免れ︑辛うじて︑その

の影響に敏感であった日本人は︑他の多くの国をのように

は︑非西洋の世界を圧倒し︑支配することになった︒洋学

ところで︑技術と科学︑さらに産業革命を達成した西洋

何ぞや︑日く天地の真理是なり﹂というのであった︒

神をとりてその形迩を棄つるなり︑⁝⁝⁝⁝此の如き者は

コー教の精粋を採りて︑その粗雑を棄つるなり︑二教の精

泊翁が述べているのは︑その思想が儒教でも哲学でもなく︑

本道徳論を一読して﹂によると︑この有名な著書のなかで

泊翁は仏教︑キリスト教にも深い関心があった︒しかし︑

存続と存立を維持することができた︒

その代りに︑日本では︑とくに明治初期︑第二次大戦直

〃世外教″である︒世教である儒教︑哲学を総合した泊翁

るのに対して︑仏教とキリスト教は超世俗の信仰を示す

のいう〃天地の真理″によって世教をかため︑必要に応じ

儒教と哲学が世俗の教えに主要な関心を示す〃世教″であ

の地位に甘んじることになった︒そうしたなかで︑日本人

て︑仏教︑キリスト教のような世外教からも︑その採るべ

後の思想︑学問︑教育には西洋の影響が強く︑古くからの

の態度︑慣習︑習慣など︑日常の生活は伝統を継承してつ

伝統である儒学︑仏教︑国学や固有の美的文化は︑第二級

くられたといってよいが︑それと︑近代化︑西洋化との関

きものを採ればよい．ｌ杉浦氏の文章は︑これが泊翁の

遍歴も決して単純なものではなかった︒翁は幼少のころ漢

ついても︑その﹁精粋をとり︑精神をとる﹂としている点

上述した泊翁の考えのなかで注目すべきことは︑儒教に

日本道徳論の基本的立場であると述べている︒

係は必ずしも明らかではなかった︒

学を学んだ︒十七歳以降︑水戸学と洋学︑さらに儒学を学

い関係︑男女の差別を維持してきた点を批判している︒し

である︒日本道徳論でも︑泊翁は︑儒教が尊属・卑属の古

ふたたび︑﹁問答﹂に一戻ると︑泊翁自身の生涯の思想の

てから西洋の学が東洋に適しないと感じ︑もう一度︑儒学

行ない︑とるべきものをとり︑すてるべきはすてる︒

たがって︑儒教を旧来のまま温存するのではない︒選択を

習︑三十五歳から英学をふくむ洋学に傾倒︑四十歳をすぎ
にもどった︒

これは︑宗教改革とでもいうべき考え方であり︑伝統は

そして五十歳のころ一つの悟りに達したのであるが︑そ

れは儒学でもなく︑西洋の哲学でもなく︑これら二つを根

もちろん︑一方に変化はあっても︑他方に不易なものが

てよいであろう︒

選択をへて再生されるというのが泊翁の考えであったとゑ

た︒

底とした﹁天地の道﹂﹁人類の道﹂というべきものであっ
また︑﹃弘道﹄第九二四号に杉浦昌也氏が記している﹁日
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ある︒では不易なものとは何であるのか︒それこそが﹁天

程で︑自分の文化とは何かというアイデンティティの探究

かつて植民地だった国々も独立し︑発展をとげつつある過

が行われつつある︒そうした激しい世界史の変化のなかで︑

地の真理﹂である︒

泊翁は仏教についても︑とるものをとると述べておられ
る︒ところが︑明治以降︑今日までの日本では︑伝統につ

ある︒

西洋にも︑もう一度︑自分自身の文化を問う多くの動きが

国のなかでも︑そとでも︑人間を尊重するとはどういう

なお多くの真剣な努力による精神の改革が必要である︒

これから︑人間が国境をこえて協力してゆくためには︑

れられてきた︒

的文化の伝統も︑国境をこえて多くの地域の人灸にうけい

えて人間を探究し︑人間を教えるものであった︒日本の美

かつては︑日本人だけに限定されるのではなく︑国境をこ

とは何かという︑もっとも深い問題がある︒儒教も仏教も︑

世界の多くの動きの底流には︑洋の東西を問わず︑人間

いて考えぬき︑選択をへてその再生をはかるという内的な
改革の努力が一般に乏しかったことが大きな問題であった
と思われる︒

四︑伝統からの選択とその再生
今日︑日本をふくめた多くの国々の道徳が頚廃しつつあ
るといわれる︒事実であろう︒

しかし︑頭廃のよって来るところは単純ではない︒先進
国に承られる大衆社会化の過程で個人主義と真の自由の精
神がくずされ︑ミーイズムといわれる自己中心主義と安易
な同調性がこれにとって代りつつあるという現象がある︒

それは内外を問わぬものである︒泊翁の﹁問答﹂を読む

ことか︒日本人の道徳が二つあるはずはない︒

という余りにも単純な経済一辺倒の尺度によって行われる

と︑洋学←儒学←洋学←儒学という思想の遍歴があった︒

世界の先進国と途上国の区別が︑ＧＮＰや一人当り所得

深い影響をおよぼしている事実もある︒

という風潮が︑日本をふくめた多くの国々の文化や教育に

る︒

︵元文部大臣国連大学学長特別顧問︶

いう難しい問題を解く一つの鍵ではないかと私は考えてい

た自覚をもつことが︑﹁国際化のなかの日本人の道徳﹂と

〃弘道″は〃求道側と表裏をなすものであろう︒そうし

ける︒

それが︑〃求道″の努力の現れであることに深い感銘をう

これらの問題にここでは︑これ以上︑立ちいるスペース
はない︒しかし︑これらのめまぐるしい問題が山積してい
るからこそ︑今日︑あらためて伝統を探究し︑その再生の
道を探すことが重要であることは明らかであろう︒
日本人だけが︑この問題について考えているのではない︒
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登るべき山をどう登るか
ｌ自から顧ゑて若者たちにいうＩ

人生の経験は山登りに職えられる︒山には険しい山︑な
だらかな山︑高い山︑低い山いろいろとある︒いずれにせ

古田紹欽

きは降るより路はない︒途中で挫折してはもう登れないが︑

登っておいて降りる位なら︑一体何のために登ったのかと

ここで考える︒山登りはいつに登ることにあるが︑折角

そうなれば︑もうそこから降りるより外に仕方がない︒

はいかない︒苦痛苦労が伴うことは避けようもない︒体力

いうことを︒こんな詰らない話しはないのではなかろうか︒

よ登らなくてはならぬとすれば︑平地を歩くようなわけに

ては少食の坂道でも辛い︒近頃︑山の上の住居の日常の暮

気力のあるものは登って平気であるが︑その弱い者にとっ

れ儲けでしかない︒儲かったといえば疲労だけしかないこ

実際︑馬鹿々をしい話しである︒損得でいったら︑くたぶ

とになる︒その疲労は儲けというより損である︒損して得

しに︑山路の登り降りにいささか疲労を覚える︒しかし︑

そこに住んでいる以上︑どうしても登り降りはしなくては
ならない︒苦痛苦労だとかいって済ますわけにはいかない︒

理である︒

を取れと理窟をどんなにいっても︑勘定の上からいえば無

ましだというのは︑いって見れば登ることが齢を重ねるこ

登って降るくらいなら︑山の麓でじっと止っていた方が

このところはどういうことになるのであろうか︒

ここで︑このことを人生に照してよくノ︑思案するのに︑

凡そ人生の山というものは︑日常の暮しもさることながら
こんなものかとつくづく思うことがある︒

人間︑生きている限りは齢をどうしても重ねる︒好むと

好まざるとに拘らず︑人生の山を一歩一歩辿らなくてはな
らない︒

ところで︑山は果しなく登って行くことが出来るかとい

かろう︒しかし︑残念ながらそれは出来ない︒強いて止め

とに外ならないとすると︑それは齢を止めることでしかな

るとしたら︑登ることは成長に外ならないことを思うと︑

うと︑そうはいかない︒何時かは何処かで降りなくてはな
らない︒幸いに山の頂上まで登りつめたとしても︑その先
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自からに成長を拒むということでしかない︒人間生れて何

浄土は失せない︒・人間︑齢を重ねたら人それぞれの山を登

らない︒でないと︑ものには高さがあることを知ることが

り︑頂上の峠にまで何んとしても至らなくてはならない︒

出来ないし︑高い所から見てこそ︑眺める視野のひろがり

そして登った上は降ることを︑経験の上に知らなくてはな

もっとも成長は︑山を登って頂上の峠に至ったら登るこ

があるということを知ることが出来ない︒怠けて山の麓で

期さなくてはならない︒

とが成長だという観念を︑ここで百八十度転換しなくては

寝ころんでいては︑到底高さ︑広さなどというものを覚え

時までも子供であっていい筈はない︒生れた限りは成長を

いっているのであり︑登ったらここは降るところだという

しては見えないことになる︒

ることはむつかしい︒自分の足下ばかりしか︑見るものと

ならない︒峠という字はまことに妙を極める︒山の上下を

つかれないと︑降ることは成長の逆向のように思い違いを

のである︒ここで降ることもまた成長だということが思い

なお︑登ることについて更に望ましいことをいうならば︑

登るのでは余りにも独りよがりである︒不幸にして気力も

自分の気力︑体力の強いのに任せて︑独りだけがさっさと

おうそうけいそう

することになる︒

仏教で往相︑還相ということを説く︒性はこの世の微土
から︑世のため人食のために尽くすべく稔士に帰ることで

助けて︑共々に登るという心がけがなくてはならない︒つ

体力も持ち合せない弱い人だってあり得る︒そうした人を

から︑あの世の浄土に往生することであり︑還はその浄土
ある︒つまり登ったら登り放しではなく︑降らなくてはな

をの山脈であるといったこと︑独りぎめの思い違いをしな

まり協調である︒そして頂上の峠に共に達したら︑お互に

いように︑互に尋ね語り合うことが︑また大事なことでも

らないというのである︒降るということは登ったという体
山の頂上を登り極めた人は︑誰しも素晴しい山上からの

ある︒つまり白からの体験が常に真実であるかどうかを︑

眺めの素晴しさを語らい合い︑遥かな彼方に望む山脈は何

眺めの経験をもっている筈である︒それは山登りをし得た

確かめ合うことが必要である︒でないと誤った体験によっ

験がなくては︑決して出来ることではない︒

ていた者には︑到底この経験をもつことは出来ない︒書物

人の承のもつ深い味わいである︒登りもしないで麓で怠け

間で様灸のことがいわれているなかに︑凡そ人生の生き方

こうした山登りの論で︑思われてはならないことは︑世

て︑ひとりよがりの考えに陥らないとも限らない︒

つことは不可能である︒人生の味わいも正にその通りであ

を読んだり︑話しに聞いただけでは︑その経験を知り︑も
る︒往相の上に一旦浄土を見たものは︑還相の上にもその
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ないことを犯すことになる︒道を尋ねるのに尋ねられたこ

で正しく判断しなくてはならないことに︑誤ちをなしかね

それは登るべき山が目前にあることを知りながら︑麓に

とに対して︑間違ったことを教えたとなると︑教えられた

に三つの型に別けていえるのではなかろうか︒

れ登るべく山に挑戦し︑やっとのことで頂上に辿りついた

腰をすえて一向に登ろうとしないものの型のもの︑ともあ

て共々に頂上に達するや︑眺望を心ゆくまで楽しゑ︑方角

ようとしない型のもの︑登る苦痛︑苦労に堪え︑助け合っ

に間違ったことを教えて︑道を誤らすようなことは決して

登ろうとする若い者を見つけ︑おせっかいにも親切ごなし

も出来ないが︑麓にたむろしていて︑偶をその麓から山を

に甘えて登ろうとしないものがいることは︑どうすること

人は尋ねたばかりに︑道を誤ることになる︒麓で自分の齢

を一灸に確かめ︑山を降るにしても登った時と変らぬ細心

なしてはならない︒落ちこぼれは小学生や中学生のなかに

もの︑峠の茶屋辺りで休んで︑折角の頂上からの眺望をし

の注意をお互にして︑降ることは登ることの延長上にある

ぱかりいるのではなく︑先輩面をしているこうした麓組の

りすると︑つい呼び止めて何かを口にしたがる︒そんな際

のであり︑偶を若い者が山登りをすべく麓にさしかかった

い世代のものに対しては︑どうしても先輩面をしたがるも

若い者から山の頂上の気分はどうでしたかと尋ねられても︑

ろ酔機嫌で下山したとなると︑折角頂上まで達しながら︑

うとなると︑眺め景色どころではなくなる︒その挙句はほ

になると︑頂上からの眺望など二の次になる︒呑む程に酔

峠の茶店で一休承をし︑弁当を食べ一杯呑んでいること

とを自誠しなくてはならない︒

の長老ではない︒長老といわれるには︑自己責任のあるこ

中年老年の中にだって存する︒年配を重ねただけでは人生

ものとし︑何処を之までも精進努力をなす型のものとであ
ス句○

人間は麓で怠けてぢっとしていても︑重ねる齢には変り
はなく︑自然と古老という年配になる︒年配を重ねると若

に自分で登りもしなかった山のことを︑いかにも知ったか

づら

ぶりをし︑人づてに聞いた山の話しなどを︑如何にも尤も

云えない︒こんなことをいうと︑これから山登りしようと

する者にとっては︑関心は峠の茶屋のことばかりに注がれ

飯はうまかった︑酒は甘露であったというようなことしか

を︑他に話すということは︑とかく嘘が入る︒そんな話し

らしく話して聞かしたとしたら︑果して本当のことを話し

を若い者がまともに聞いたとしたら︑これから山に初めて

ことは︑いささかも記憶にないとなると︑折角頂上まで登

る︒降り坂も酔っぱらっていて︑辺りの景色のことなどの

伝えることが出来るであろうか︒自分で見聞もしないこと

登ろうとするものに︑先入観をどうかすると与えて︑自分
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んと情けないことをしたものだといわなくてはならない︒

但しこの場合︑酔気を覚ましてくれるような︑いい友達が

気が覚めたら︑或は正気にかえる機縁はないではなかろう︒

といい得る︒こういう人に山登りの道案内を乞うたとした

こに体得するものがあった点︑この人こそ本当に登った人

程かの提言をするであろうことを考える時︑その提言には

た道において︑後から山を登ろうとするものに︑必らず何

上において︑その型をもつものがそれぞれの自からの辿っ

に別けて更に考えられるが︑ここでいいたいのはその型の

以上︑三つの型のものを挙げた︒型と云えば勿論︑色々

いなくてはならない︒

りながらや見られるべきものを見なかったことになる︒何
もう一つの型のものは︑登るべくして登り︑登ったこと

ら︑教えられることに間違いがないばかりでなく︑その教

の意義を︑観念としてではなく︑自からの体験として︑そ

えられたことの端々が︑人生の指針に必らず結びつくので

責任があるということである︒

登ることを無駄とする者があって︑後から登ろうとしてや

麓でじっとしていた方が︑遥かに合理的で得策であるとし︑

麓にあってどうせ登っても降りてくる位なら︑こうして

あり︑とかく登り道に対して降り道は︑降ることの道の安
き方にしても安易さに馴れることは︑思わぬ失敗を招くこ

易さになれて︑降る足を粗忽にしがちであるが︑人生の生
とにもなりかねない︒そうしたことについての教訓も︑ま
山へ登るのは︑山があるからだといった人があるが︑山

ころではなく︑麓で寝ころんでばかりいることを︑願って

教えたとしたら︑若い者たちは苦痛苦労はもとより望むと

ってくる若い者たちに向って︑麓にじっとしていることを

という人生はあるからだというだけでは登ることは出来な

ことから登ろうとする意志を欠くに至っては︑当の麓組は

もないこととして望むことになる︒そして︑敢てそうした

た教わることにもなり得る︒

い︒登らねばならないものがあるから登らねばならないの

たちに与える影響は大きい︒

自からの選んだこととはいえ︑そのいっていることが若者

であり︑それを登らないとしたら登るべき齢をいたずらに
って楽をしようなどと考えないで︑苦痛苦労はもとよりの

どうやら近頃の苦しい︑いやなことは︑一切御免だとい

麓にあって︑ただ歳月を重ねるということになる︒麓にあ

で怠けている組に較べたら︑峠までは登り究めたというこ

覚悟の上で︑ともかく登ることである︒峠の茶屋組でも麓

少くないのではなかろうか︒

う若者たちが殖えた︒このことは先輩の麓組による影響が

山を自分の脚で登る話しばかりしてきたが︑今は登るべ

とだけは事実であり︑登ったという経験は身についている︒

この経験は観念ではなく︑従って茶屋で一杯呑んだ酒の酔
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つまり登るは登っても︑実際には麓組と変りはないことに

分の脚で登るのは︑馬鹿馬鹿しい限りということになる︒

機関によって容易に登られることになった︒そうなると自

ぎ山もロープ・ウェイが出来たりして苦労することなく︑

からのそれは広いにきまっている︒心のなかのひろがりも

ぶべきである︒小山の頂上からの眺望よりも︑更に高い山

山を登り切ったら︑その上で更に高い山を登り切るべく選

とから︑暇に任せて遊びごとに興ずることにもなる︒

麓組に堕すると︑そうした欲求をもつことが出来ないこ

同じである︒

なった︒

ロープ・ゥエイで登ろうが︑自動車道が山の上にも拓け

いささか曲りくどい話しを辿ったが︑ここでいいたいこ

のと教えられるものとが一体となってなされて成立する︒

て車で登ろうが︑登ったことに変りはないというかも知れ

その場合︑教えられるものはとかく麓組にとどまって︑楽

の間にあって︑即ち先生と弟子との間にあって︑教えるも

の眺望には変りはないというかも知れないが︑登る苦痛苦

とは教育である︒凡そ教えの意味は昔の言葉でいえば師資

労を自からに経たものと︑安易に登ったものとの心境は︑

をしたいと考える︒山登りを知識として教わればいいと考

いえない︒何によって登ろうが︑登った限り頂上にあって

頂上から遠くを眺望し得ることは同じであったとしても決

える︒ここで教えるものは︑それに妥協してはならない︒

ないが︑機関によって登ったことは自分の脚で登ったとは

して︑その境地は同じではない︒苦痛苦労を身に経ないと︑

自分で山に登って︑自分の後をついてこいと励まさなくて

ず︑凡そ脱落者を見たら︑引っ張り上げなくてはならない︒

眺めた景色の美しさに︑心のなかの喜びというものを感ず

人間は時に自分の能力の限界を超えられるものに夢を抱

どうも世の中には麓組の組織が拡大してきたように思え

はならない︒引っ張り上げなくてはならない︒このことは

く︒夢は大きく持ってもいいが︑常に現実を離れてそれを

る︒そうしたことで一番困ることは︑登った経験もありも

ることはむずかしい︒同じ水でも苦痛苦労を重ねた上での

持っては幻想ということになる︒誰しも巨大な偉大な山に

しないのに︑いかにも登ったことのあるようなことを︑尤

教えるものと︑教えられるものとの特定の間のことに限ら

登りたいと願うであろうが︑自分の気力体力に叶った山を

もらしく口上し︑時には教師のような恰好をしてそれを教

一口は︑呑んで実にうまい︒人生の時も同じである︒

登るべくして選ぶことが大事である︒それが小山であった

えていることである︒

鰻頭は甘いものであるが︑それを食ったこともないのに︑

としても︑それを登り切ることが出来たら︑それなりの頂
上を究めたという経験を身につけることになる︒そして小
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甘いといって説明するとしたら︑教わる方はそこから何を

ここで齢を重ねたものの先達として心得るべきことは︑

老人は若い者たちの少くとも年齢の上での先達である︒先

ったからといって︑助けられることばかり考えてはならな

助けて︑共々に手を取り合って降ることである︒老人にな

山を降りるのではなくて︑疲れている人を見たらその人を

からの還り道にあっては︑独りだけ脚に任せてすたこらと

前に往相︑還相ということをいったが︑還相即ち山の頂上

達の責任は大きく︑老齢をいいわけにして麓組に止っては

い︒自分の歩んだ経験のなかには︑まだまだ人を助けるだ

人間は無駄に齢を重ねたというのであってはならない︒

学ぶことが出来るであろうか︒

ならない︒麓組に若し止まるとすると︑若い者たちもその

ないかと考える︒そういう自分は七十六才を数えた︒永く

けのものをもっているという自信を︑逼しくもつべきでは

後を追って必らず組に入る︒

老人ともなると足の運びは遅い︒しかし︑老人とても山

山は登らなくてはならない︒頂上を究めなくてはならな

齢を重ねた上は︑これを無駄にしてはならないと考える︒

の頂をまだまだ究める気概がなくてはならない︒かつては
老人も若年の頃は幾つかの頂上を登った経験があったとし

へこたれているものを見たら︑ひっぱり上げなくてはなら

躯をひっさげて︑麓であぐらをかいていたり︑山の途中で

い︒そして人生を眺望する眼を開かなくてはならない︒老

たら︑心身共に衰えたりといえども︑気概はなおなくては
この頃︑痛切に思うことは︑老人がしっかりしないと世

叶わない︒

の中はよくならないということである︒ではそうしたしっ

ない︒

その生きた永い生涯を無駄にしてきたことにつながる︒自

若い者たちに立派だと尊敬される老人にならなかったら︑

かりした老人になるにはどうしたらいいかというと︑重ね
きている︒生きている限りは︑自分の歩んで来た経験︑い

を︑若い者たちに伝えられたらと願って止まない︒

分はこんな山を生涯に登って︑還って来たのだという自信

た齢を甘えて考えていてはむずかしい︒人間は死ぬまで生
くつかの山を登りつめて来た経験に照して︑遣された齢の

らない︒若い者たちに云いたい︒麓で腰をおろして登るべ

くてはならない︒登って遭難するようなことがあってはな

厳しい風雨の時もある︒登るにはそこをよくよく見究めな

山はいつも好天候に恵まれているとは限らない︒激しい

一歩一歩を生き続けるということである︒そして若い者た

ちに向って︑俺の後をついてこいという気概をもつことで
ある︒

若い者たちは︑自分たちのつき従って行く信頼すべき老
人を見失っているようである︒
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てはならないと︒麓ばかりにいると︑所詮は遠大な創造的

いるような考えをもつとしたら︑どうせ死ぬなら︑生れな

登って降る位なら︑詰らんといって麓であぐらをかいて

つい︑のらりくらりの談議を重ねた︒何んとかして自分

き山を徒らに遠望しながら︑過ぎ去る歳月を無駄におくっ

内の遊びに︑うつつをぬかすということにもなる︒高い山

が︑若い者たちに向って︑俺についてこいと︑山の頂から

い方がよかったと思うことに等しい︒

に登れば︑白から遠大な視野が開かれる︒その一旦掴んだ

意欲を欠くということにもなる︒閉ざされたつまらない室

遠大な視野は︑その人の存在の上に決して失われることは

なお意欲をもつ︒

声をかけられるだけの自分になりたいものと︑これからも

︵財松ケ岡文庫長︶

ない︒勿論山を降ったからといって︑それが失われるわけ
はない︒

梅崎光生

てやるのに︑姉二人は言葉たく承︑お世辞が上手で︑うま

道徳と世代
道徳観は時代と共に変る面もあり︑また世代によってく

の心の冷たさ︑邪けんな扱いに怒り心頭に発し︑とうとう

で︑領地をもらえなかった︒ところがその後︑王は姉二人

気が狂い︑荒野にさまよい出てしまった︒それを聞いてコ

く領地を分けてもらえたが︑三番目のコーデリァは口下手

私が小学校の読本で強い印象を受け︑いまだによく覚え

ーデリアがかけつけ︑父王をいたわり︑孝養をつくした︑

い違うということもあるが︑古今東西を通じ︑年齢を問わ

ているのに︑﹁リア王物語﹂︑﹁月光の曲﹂などがある︒私

という物語である︒

ず変らない︑また変るべきでないという面もある︒

である︒

中学に入り︑論語を習い︑巧言令色すぐなし仁︑という

は大正はじめの生れで︑ヌナハト﹂で以て始まった読本
﹁リァ王物語﹂は︑王が年老いて︑三人の娘に領地を分け
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のがあり︑ああ︑あの事だな︑と納得がいった︒

﹁月光の曲﹂は︑ベートーベンが︑ある貧しい家からもれ

大正デモクラシーの時代の教科書︵国定︶には︑こうい

この大正デモクラシーの洗礼を受けた人たちも︑のちに

うヒューマニスティクな内容ももられていたのである︒

が︑私はじめ︑あまり勇猛果敢な兵士ではなかったようで

数多く召集されて戦場に送られたが︑年齢の関係もあった

てくる自分の曲を聞き︑兄と盲目の妹の︑﹁演奏会に行っ

て聴きたいが︑家賃も払えぬ身の上︑ｌ﹂という会話を

次の﹁サイタサイタ﹂の時代になると︑教科書にも戦時

ある︒

聞いて︑案内を乞うて入り︑月の光を題に即興の曲をひく︑

いま﹁感動的﹂と書いてふっと疑念が湧く︒今の子ども

という感動的な話である︒

って︑何を食べても大して美味いとは思わぬ︒私たちの頃

つもぜいたくなものを腹いっぱい食べていると︑口がおご

始終腹をすかしていると︑何を食べてもおいしいが︑い

う歌もあった︒何れも敵将を︑一個の﹁人間﹂として手厚

ルをいたわり︑昼食を共にしてつきせぬ物語をした︑とい

どめる話が出ており︑また乃木将軍が︑敵の敗将ステッセ

て渡そうとするのを︑﹁武人の魂﹂だからと︑強く押しと

捕虜になったベルギーの将軍の健闘をたたえ︑帯剣をとい

色が強く出てくる︒大正の教科書には︑ドイツの将軍が︑

は読むものが少なく︑テレビ︑ラジオなどもなかったから︑

たちは感動するだろうか︑と︒

こういう話にも感動したが︑今の子どもたちはどうだろう

く過したのである︒

ところが第二次大戦の時代になると︑一転して敵米英は

かと︒

それはそれとして︑もう一つ強い印象を受けたのがあっ

英語は敵性語だから使ってはならぬ︑ということになり︑

野球でもストライクを﹁よし﹂と言うようになった︒敵を

憎むべき﹁鬼畜﹂となってしまい︑武士道は影をひそめた︒

知り己を知らぱ百戦危うからず︑どころか︑敵も知らず己

た︒﹁ヨーロッパ便り﹂の中の一節︑﹁ベルダンから﹂であ

ちぎれた鉄条網がのたうっている廃嘘の絵があり︑次のよ

も知らずに︑猪突猛進していった︒青少年たちも︑自由に

る︒ベルダンは第一次大戦中最大の激戦地といわれ︑ひき

い︒山も森も村も皆焼野が原に変っています︒私は今落日

うな文であった︒﹁ああ︑このむざんな光景をごらんなさ

歓呼の声に送られて︑いぐさに出で立ち︑散華していった︒

考えるような教育を受けなかったから︑軍国青少年となり︑

いつの時代でも︑大人はよく︑﹁今の若い者はだらしな

に対して︑うすら寒い秋風を浴びながら︑山鳩の声さびし
訴えている︒

きくルダンの戦跡に立っています︒﹂と︑戦争の無残さを
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る将軍は︑﹁今時の若い者︑とは申すまじく候﹂と言った︒

とをけなすのが常であるが︑この時代はちがっており︑あ

い﹂と言哩その若者が大人になると︾次代の若い者のこ

想の中に︑西洋の自由平等思想が侵入して来た時期である︒

る︒とくに明治十年代は道徳的混乱が甚しかった︒封建思

この時期の情況は︑明治維新後のそれと句どこか似てい

当時の道徳書は︑道徳低下の情況を次のように指摘したと

二︑若い者がのさばり︑政治を批判するようになった︒

一︑上下の秩序が乱れ︑平民が生意気になった︒

い員ノ︒

むしろ将軍の中にいかがわしいのがいた︒南方で特攻隊を
激励して見送ったあと︑台湾に逃げ帰った中将もいたし︑

三︑男女の秩序が乱れ︑日本古来の美徳を忘れるように

軍首脳部は︑負けているのに︑勝った勝った︑といつわり
は︑戦後だった︒

の報道をしていた︒国民がだまされていたことを知ったの

封建社会においては︑人間を上下の関係でとらえるので

なった︒

た︒何しろ戦争というのは︑正義の仮面をかぶるにせよ︑

民などの族称が終戦まで存続した︒

あるが︑明治維新後もそれが払拭されず︑華族︑士族︑平

戦後︑道徳の混乱がおきたのは︑諸外国でも同じであっ
﹁殺人﹂という﹁不道徳﹂を基盤にして成り立つものだか

が混乱の時代における剰那主義となり︑無軌道︑乱脈な若

のつきあいの上で欠かすことはできぬ︒保護する者とされ

礼儀は︑外来語でエチケットなどともいうが︑人間同士

いよう︒

ということは言う︒礼儀を知らぬ︑という意味も含まれて

は︑人間として平等だからである︒しかし︑生意気な奴︑

今は平民が生意気などというのは︑意味をなさぬ︒人間

らである︒かてて加えて食糧事情は悪かった︒

一方﹁自由﹂のうまゑを知った若者の一部は︑アプレゲ
ールと言われて︑ひんしゆくされた︒

事典によると︑アプレゲールは﹁第二次大戦後︑人間の

い世代にむけて太陽族という新語ができた︒情緒とは無縁

る者︑指導する者とされる者︑あるいは友人知己間の温か

せつな

存在を肉体そのものとしてとらえる考え方が生じた︒それ

のドライな思想と行動がアプレ学生︑アプレ芸者といった

い心の通いあいを保つえにしが礼儀である︒その点︑日本

例えば英語で︑Ｉ︑という記号で表わされるものは︑日

の中に︑人間性が組承込まれるからである︒

語はよく出来ている︒西欧語とちがって︑ことばそのもの

︑︑︑

言葉を生んだ︒﹂

ともかく戦後の青年たちは︑ともすると無軌道に走った
というのである︒戦後の社会的変革で手に入った﹁自由﹂
を青年たちはもて余したのかも知れぬ︒
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本語では︑わたし︑わたくし︑あたし︑ぼく︑おれ︑など︑

犯罪は減少するどころか︑低年齢層にも及ぶようになって

上の方はどうかというと︑かつては大臣といえば︑博士

いる︒

８日の・も︑あいつ来たよ︑から︑あの方いらっしゃいまし

その人柄︑また時と場合でちがった言い方があり︑函の

つかない︑完壁な人格者と思われていたが︑大分質が悪く

や大将などと共に︑青少年のあこがれの的であり︑嘘など

ち︑法律にひっかかりさえしなければよい︑ひっかかって

なり︑違反や汚職をやる者が出て来た︒法の尊厳は地に堕

たわ︑まで︑いろんな言い方がある︒新聞の投書に︑ある
いう言葉づかいをする︑と出ていたが︑その言い方で︑そ

中学の先生が︑生徒に向かって︑﹁てめえ﹂﹁おめえら﹂と

の先生の人柄が察せられるのである︒日本語の使い方の教

下に波及し︑子どもが万引をしても︑返せばいいんでしょ

も︑うまく言い逃れればよい︑ということになり︑それが

自由には重い責任が付随していることを︑この人たちは

う︑お金を払えばいいんでしょう︑と言う母親も出て来た︒

育には︑もっと力を入れてもよい︒それは品性向上の為の
もとにもどり︑若い者がのさばる︑という言い方は微笑

教育でもある︒

させられる︒それより二十年前︑幕藩体制をゆるがせた志

小中学校に﹁道徳﹂の時間が設置されたのは昭和三十三

忘れているのである︒

吉田松陰が刑死したのは二十九歳であったが︑その弟子伊

年で︑以来三十年近くたったわけであるが︑道徳状況がは

士たちが︑おおむね二十代の﹁若い者﹂だったからである︒

藤博文は出世して︑この頃︑鹿鳴館で︑貴顕紳士にまじっ

かばかしくないのは︑学校の道徳教育が無力だったのでは

しがたい︒

しかしそれにしても︑青少年たちの質の変化は如何とも

こそ︑この位でくいとめることができたのである︒

なく︑すぐれた教師たちが︑道徳教育に精を出しておれば

てダンスをしていた︒

上の方がそういう情況だったから︑下の方も見習って︑

﹁男女の秩序﹂が乱れたのは当然であろう︒しかしこの点

はやがて引きしめられ︑終戦までは﹁男女七歳にして﹂席
を同じうすることがなかった︒平塚らいてうの男女平等の
戦後混乱の時代をぬけ出して日本は豊かになっていった︒

普通の顔をした若いサラリーマンが︑電車の中で平気な顔

更に驚いたことに︑そういう大学生が少しずつふえ︑今や

見て大いに驚いた︒その顔は痴呆のように見えた︒その後︑

数年前︑私は電車の中でマンガ雑誌を見ている大学生を

ところが︑衣食足って礼節を知るようになったかという

のろしが実を結んだのは戦後である︒

と︑そうはいかなかった︒法務省から出る白書によっても︑
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でマンガ本を見ているのである︒
時代が変ってゆくのを感ずる︒

ひところ︑三無世代とか主義とかいう言葉が流行ったこ
とがあった︒無気力︑無感動︑無責任だったかしら︒その
れ︑気力をふるって仕事をしている︒

頃の青年は︑今や社会の中にとけ込んで︑責任をもたせら
今また新人類という言葉が流行っているが︑やがてはこ

ら疎外される︒

新人類と称される若者たちは︑組織をきらい︑会社の人

事係などが︑その対策に腐心しているという︒組織は緊密

な人間関係を前提とするからである︒

組織から離れて︑独立独歩で己が道を開いてゆく力があ

れば︑それでもいいではないか︒

何れにせよ︑人間として身につけているべき徳性は︑古

実さが身についておれば︑あとはほったらかしても大丈夫

しくしつけたように︑幼時からしつけるべきであろう︒誠

の武家たちが︑あるいは寺子屋の師匠たちが︑子弟をきび

ともかく︑さきに述べたマンガを始めとして︑テレビ︑

である︒

の言葉も忘れられるだろう︒

ラジオ︑煽情的な雑誌︑さては何何ゲーム︑その他最新式

蔭に感謝せずにはおられないのだが︑若い世代は︑食糧豊

にぎりをたべながら痛恨の記憶をよびもどし︑今日あるお

福地重孝

︵元幾徳工業大学教授・日本文芸家協会会員︶

の器械などが︑応接にいとまがない位︑青少年たちをとり
まき︑彼らはそれらととりくゑ︑楽し承︑結局人間関係か

世代による道徳観のズレ

終戦後の八月十五日に︑毎年行われる政府主催の全国戦

富な時代の健康食をとっているのかとうけとめる︒四十二

ーその調整をいかに解決するかＩ

抜いてきた私などは︑三百十万の尊い生命を失った人々に

年前の八月十五日︑玉音放送のあった日の私の日記に︑

没者追悼式の十二時の会図には︑戦前︑戦中︑戦後に生き
対し慰霊の祈りをささげ︑当時を偲び恒例の梅干入りのお
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志ざす者︑感憤興起せずして可ならんや﹂︵原文のまま︶

太平を開かむと欲すとのたまわせらる︒われら教学の道に

﹁畏こぐも堪え難きを堪へ︑忍び難きを忍び︑万世の為に

によって否定された︒当時食糧事情が悪く飢餓寸前にあっ

興の途を求むくきであったが︑それは謀略的悪宣伝と煽動

告白反省し︑日本人の六根を清浄化してその上での再建再

たから︑動物本能丸出しに我利的自己保存の承を考え︑私

わが国が︑国体護持を唯一の条件としてポツダム宜言を

利私欲に走る恥を忘れた無責任時代のスタートとなったの

受諾し︑降伏文書に調印した結果︑連合国の総司令部︵Ｇ

のような記述があったことに︑厳然として自身の襟を正さ
ちなおり︑御聖断によって国体は護持され︑陛下は国民の

ＨＱ︶の管理指導の下に占領政策をうけ︑外国軍の軍靴と

と︑当時︑連日の活動の疲労と睡眠不足の中にあって︑こ

赤誠を確く信頼され︑隠忍自重して祖国の復興に当るべし

ピストルと︑ＭＰの厳しい監視下に矢つぎ早やに占領改革

である︒

と諭されたのである︒この八月十五日をどううけとめるか︑

ざるを得ない︒敗戦により一時荘然自失し虚脱状態から立

戦前と戦後をつなぐ接点であり︑国家興亡の分岐点に当る

政治が実施された︒占領下六年間は初期と終期ではその政

誇った軍国日本を徹底的に破壊して非軍事国家とし︑民主

この接点について︑世代相互に対話の欠如があったのでは

主義の政治理論の下に広範の民主化政策を行い︑平和主義︑

策に若干の変更があるが︑対日政策の基本は︑精強無比を

有史以来はじめての敗戦の体験から︑責任感から自決す

ないか︒

るもの︑憤死したものの事歴は殆んど語りつがれない︒敗

び復活して︑彼等の脅威にならぬよう︑強固な日本人の団

自由主義をたたきこむということであった︒将来日本が再

結を拒否し︑弱少国家として生かさず殺さずに四等国家︑

と寡言によって︑その真相は風化し次代を担う世代に正し

十二歳の小児国家としてくぎづけしようとしたのであった︒

軍の将は兵を語らずで︑身命を堵した偉大な足跡は︑沈黙

念じて奮闘したものは︑俺は馬鹿であったと自己を卑下し︑

く伝えられない︒神風の吹くことを信じ︑天祐神助あるを

と声明し︑米国のトルーマンは﹁真珠湾の仇を討った﹂と

リンは︑﹁日露戦争いらいの屈辱を報復することが出来た﹂

語り復讐の完徹をよろこび勝利を誇ったのである︒中国の

戦勝国の指導者の対日感情は様々であった︒ソ連のスター

じて自分のため︑滅私奉公から滅公奉私に転換するものも

の栄光に泥を塗る破廉恥行為に走るもの︑国のためから転
あった︒終戦直後﹁国民総餓悔﹂の必要がいわれた︒過去

代表者蒋介石はうらゑ重なる敗戦国日本に対し︑﹁怨承に

神も仏もあるものかと自暴自棄となり︑過去を否定し祖国

の日本があゆんだ道を全面的に反省し︑その善悪を神仏に
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の演説をして︑全中国民と世界にむかってこれを放送した

報いるに徳を以てせよ﹂といい︑勝者として誇らず︑敗者

の自由主義化︑専制政治の廃止︑経済の近代化をはかると

婦人の解放と選挙権の付与︑労働組合の結成の奨励︑教育

政治犯の釈放を指令し︑つづいて五大民主化政策と称する

・文化のあらゆる面での画期的な変革を行った︒

捕︑公職指導者の追放︑財閥の解体など政治・経済・社会

いって︑農地改革︑国家主義思想の廃絶︑戦争犯罪者の逮

に対し﹁仁愛﹂と﹁王道﹂を示し︑いわゆる﹁以徳報怨﹂
のである︒

連合国の三巨頭が︑エジプトのカイロ会談で日本の戦後
処理を協議したとき︑蒋介石はただ一人︑日本の天皇制を

団体役員︑財閥家族や高級役員にも追放が行われた︒東京

に準じた措置として︑旧職業軍人︑教職員︑思想統制官吏︑

ＧＨＱ指令は︑これまでの法律勅令を超越した万能の権

の野心を見抜き︑米国による日本単独占領を主張し︑日本

軍事裁判は︑勝者が敗者に対する報復にすぎない裁判であ

力を示したもので︑抗議や弁明はゆるされず厳重な監視と

が朝鮮やドイシのように分断国家の悲劇に遭遇せずに済ん

って﹁文明・正義人道に対する罪﹂の名のもとに︑敗者の

維持存続すべきことを主張し︑戦後日本の運命を決定的に

だのがその二︑長期戦場となった中国には︑日本軍将兵や

指導者を起訴し︑判決を下して処刑した︒その判決を基準

方向づける役割を果した一人である︒去年︑全国的に天皇

民間人が二百二十万人もいた︒蒋介石は日本軍民の早期送

として過去の日本の戦争責任を律する風潮をつくったので

﹁好ましくない人物﹂として公職追放令が実施され︑これ

還を全軍に訓令し︑驚くべき短期間に日本人の祖国復帰を

ある︒今日においては︑東京裁判は国際法上違反であった

検閲の下に行なわれた︒戦時中指導的地位にあった人灸は︑

実現させたのがその三︑中国大陸は長期戦場と化し︑人民

ことが明瞭になっている︒にもかかわらず東京裁判を国民

陛下御在位六十年を奉祝することができたのもその一つ︒

の蒙った被害は莫大なものであった︒彼は日本からの戦争

生活の価値基準としていただいているのではないだろうか︒

連合軍が日本占領にあたって︑蒋はソ連の北海道分割占領

してとった東洋道義による寛大な措置に対して︑ほとんど

の崩壊を狙ったものとして︑国家祭祁の否定や神社神道へ

そのほか占領軍は︑国民精神の弱体化を目ざし︑国民教育

賠償金を求めず放棄したのがその四である︒彼が日本に対
の日本人は忘却の彼方においやってしまっているのではな

助長をねらって︑世代間の断絶をはかった︒

の圧迫︑天皇尊崇心の除去の謀略︑利己主義と同胞相弧の

いだろうか︒犬も受けた恩義は忘れないという︑これでは
忘恩の日本人︑忘恩国日本といわれても仕方がない︒
ＧＨＱは十月四日︑治安維持法︑特別高等警察の廃止︑
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現行憲法は︑素晴しい憲法であると考えている世代が随

憲法草案提出にあたり︑その説明に当った憲法特別調査

以て新旧憲法を読象合って承ればすぐわかることである︒

て︑きっと向き直り︑﹁真に痛恨の極承であります﹂ここ

委員長の芦田均は︑結論に入るとともに原稿を机上に置い

分多い︒いや憲法草案はＧＨＱに与えられたものだが︑日
はないかという︒戦後二十五年もたつと︑占領下の秘密文

本の議会で旧憲法を改正して出来た憲法であるから結構で

行中に生まれたものである︒日本憲法学者の中にも改正の

憲法学者清水澄博士は伊豆袖ヶ浦の海辺の断崖から投身自

月二十四日の正午ごろのことである︒その秋の月明の夜︑

﹁痛恨のぎわ承﹂に同感の拍手であった︒昭和二十一年八

で割れるような拍手がおこった︒涙をたたえた芦田氏の

努力がつづけられたがその改正は容易なものではなかった︒

じただけであった︒私はその数年後︑富士見町教会の一室

殺をされた︒新聞記事にはこのことを小さい記事として報

現憲法は占領治下に成立施行され︑日本弱体化政策の進

書が︑つぎつぎと公開されている︒

マ元帥は拙速主義をとり︑民政局長ホイットニー以下約二

たこの憲法では︑将来の日本は滅亡する︒自分は憲法学者

で︑小沢三郎氏の主催する研究会の席上において︑黒く変

としてその責任を痛感するが︑今日のこの様な事態︑八十

は︑一国家の最高根本法草案を託するに足る法律専門家は

十人を動員し︑僅か一週間の短期間に作成した︒その中に

たもので︑各国それぞれの歴史の中に培われてきた立国の

すぎの高齢では︑体力的に如何ともし難い︒中国の志士屈

色した博士の血書の遺書を拝見し傑然としたことを想いだ

理想に基づく精神的ないし道徳的伝統によって︑各国民が

原の故事に倣ってわが命を断つが︑どうかわが老骨をのり

す︒博士は主権在民︑戦争放棄︑基本的人権を高くうたっ

工夫し︑考案し自主的に制定されたのである︒それが日本

シーの興隆と共に独裁政治を否定する手段として考案され

国憲法は外国人によって︑それもキリスト教徒によって作

ポツダム宣言の受諾は︑国体が守られるという条件の下

越えて︑青年諸君の奮起を願うという趣旨が書かれていた︒

皆無であった︒立憲政体というのは︑西洋近代のデモクラ

も日本議員の自由にならず︑提案答弁修正の発言も︑こと

成されたことを忘れてはならない︒日本国会における審議

の総意であった︒憲法成立後この憲法をめぐって改正論と

擁護論の両極に分れて憲法論は分裂した︒民主憲法︑平和

に終戦の御聖断が下ったのであって︑それが終戦後の国民

憲法︑人類不滅の理想をめざす憲法と観念的に安易にうけ

ごとくＧＨＱの承認を必要としたのであった︒大日本帝国
な形容も出来ないものである︒日本の伝統︑歴史︑慣習は

憲法の改正ということであるが︑竹に木を接ぎ合せたよう
全く無視されたものであって︑茶の間で若い世代と理性を
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とめ︑平行線上での﹁反憲﹂﹁護憲﹂と対立し荏再として
いる間に︑憲法より生み出す事態は益を深刻化している︒

昭和三十七年四月二十八日午後十時三十分︑講和条約が発

はないが︑教育の目的が﹁人格の完成﹂では抽象的すぎる︒

第一今日の教師学生︑生徒︑児童が︑この法を熟読玩味し

除に関する決議﹂がなされ︑参議院でも﹁教育勅語の失効

占領下の昭和二十三年六月に︑衆議院で﹁教育勅語等排

て実践しているだろうか︒

憲法制定を指向して取り組むべきであった︒世代を越えて

はない天皇のお言葉である︒不敬罪がなくなった時であっ

確認に関する決議﹂がされた︒教育勅語は︑法律や勅令で

効して独立国家としての主権を回復した一瞬から︑自主的
自由な論議によって対立を超克し︑断絶を修復すべきであ

たが︑当時の議員たちは大変軽率な卑屈な行為をなしたも

った︒それを軽視︑無視し︑タブー化して︑ゥソと︑ごま
かしで時日を過ごす︒ここに世代による価値観のズレの生

のである︒

壊しアメリカ化の奔流が流れ︑そればかりかその陰に恐る

占領治下の日本の社会には︑これまでの日本の伝統を破

る︒﹁斯ノ道ハ実二我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ︑子孫臣民

記述され︑少年時代の柔軟な魂に深く刻承こまれたのであ

ものである︒またその徳目は各教科の記述内容に具体的に

私など子供時代には︑繰り返しくり返し捧読し暗講した

する根源があり︑精神の荒廃も教育の退廃の原因の根本源

べき暴力革命の魔手が伸びる危険さえあった︒飢餓に苦し

二施シテ惇ラス︑朕爾臣民ト共二拳を服麿シテ威其徳ヲ一

ノ倶二遵守スヘキ所︑之ヲ古今二通シテ謬ラス︑之ヲ中外

はここにあるのではないだろうか︒

んでいた国民は︑憲法より飯だと食うことに精一ぱいであ

校長室に﹁教育勅語﹂の翻訳が掲げられ︑校長は﹁中外二

私は戦後諸外国学校の教育事情を視察したとき︑外人の

ニセンコトを庶幾フ﹂と示されている︒

ったから︑物量と金銭を求めることにきゅうきゅうとして︑

遮二無二に﹁富﹂の追求に走った︒昔︑拝金主義者を卑し
承︑賎金主義を生活の信条として︑濫襖を着てても心は錦

ぽろ

の真の武士の高潔な精神は︑利益の承に走る一億素町人の

学において講義や演習に﹁教育勅語﹂をあつかっているが︑

施シテ惇ラス﹂と揚言しておられるのを見聞した︒現在大

日本近代文化の展開には欠くべからざるものである︒とこ

時代となり︑質素倹約を忘れ﹁勿体ない﹂の言葉も知らず︑

ろが全然知らない大学生︑読めない学生が多い︒祖国日本

豊かな経済大国になっても限りない物欲追求に走っている︒

長期の平和と繁栄になれ︑消費は美徳だという語が出現し

では教育勅語を弊履の如く捨て︑これを再考しようとする

たように︑とかく快楽主義にながれている︒

昭和二十二年三月制定された教育基本法の内容には誤り
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するものもいる︒何たる無知非常識といわざるを得ない︒

と復古反動視してケチをつける者︑故意に悪意を以て否定

はかることではないかと︑日頃の所感の一端を述べさせて

て世代相互の対話をくりかえし︑日本人の﹁魂の復活﹂を

て実施され変革を自主的に再検討し︑その功罪を再認識し

私は倫理・哲学や道徳学の専門ではなく︑日本近代史専

いただいた次第である︒

私の体験から承れば︑家においては神を敬い先祖を崇ぶ心
情︑親子兄弟は愛情によって結ばれるきびしい日常の﹁し
つけ﹂の中に︑学校においては﹁歴史教育﹂を重視して︑

正しい史観の下にわが国の文化と伝統の基礎的なことを尊

人である︒戦後平和民主主義の虚構の上に︑迎合・追従・

ために生涯を捧げた西村茂樹先生の偉業を讃仰している一

斉唱反対の無国籍教育の跳梁を許してはならない︒新聞・

卑屈・無責任が駁属して日本危ふしをひそかにいだいてい

攻の一学徒である︒明治期の危機にあたって︑道徳高揚の

テレビなどによる新造語が濫乱している︒正しい日本語︑

重することが大切であると思う︒国旗の掲揚反対や国歌の

美しい国語を使用することに親子共食に努力し︑練りに練

一先生をお訪ねしたことがあり︑誌上において私の畏敬す

る︒私は弘道会の会員ではないが一度日本弘道会に大杉謹

ひ弱な︑新奇なものに走る感覚至上に走る新人類の温床の

る先輩片山清一先生が本会の理事をなさっていることを知
り︑発言の勇気がわいて︑原稿の依頼に応じた次第で︑早
灸の拙論平に御用捨をねがいたい︒︵日本大学教授︶

祖顕

︑︑︑

であろうか︑あるいはひとつの相対的な価値であり可変的

なものであろうか︒理念的には前者であろうが︑歴史的に
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り︑鍛えに鍛えて︑自信をもってトレーニングにいそし承︑

毒素を︑大人は排除に努めねばならない︒﹁世代による道
徳観のズレとその調製法﹂を問われれば︑占領政策によっ

儒教道徳の現代的意義

一︑︑︑
﹁道徳﹂とはひとつの絶対的な価値であり不変的なもの

洪

それ自体人間生活・人間社会の中において始めてその存在

見て︑現実的には後者を採るべきであろう︒﹁道徳﹂とは︑

見るべきである︑と思っている︒このことは﹁道徳﹂を論

容﹂であり︑﹁人間社会における実践道徳・倫理﹂として

る場合があるが︑私は︑﹁儒教﹂は﹁儒家の教育哲学・内

である︒

代における﹁道徳﹂研究においては︑たいへん重要なこと

ずる上において︑特に︑現代のような科学・合理主義の時

価値が認められるものであって︑そしてその人間生活の様
式は時代の流れの中で変化しているからである︒

しかし︑伝統的な道徳思想として古代から現代に至るま
で︑その存在価値が変らず︑ごく自然に継承されて来てい

︑︑

︑︑

また︑﹁儒教﹂の原典とも言うべき儒家の思想は︑天文

︑︑

る部分があることも事実である︒二︑三千年も前に唱えら

の論理においては多面的なところがあり︑時には矛盾を感

学的思想から心理学的理論まで︑非常に遠大で︑しかもそ

なぜ紀元前五︑六世紀も前に成立した﹁儒教﹂が︑二十

るのではなく︑差別なく人々を照らしている︒﹂と言う意

つまり︑﹁太陽や月はある特定のものだけを照らしてい

照なし︒﹂︵﹃礼記﹄より︶

孔子日く︑﹁天に私覆なく︑地に私載なく︑日月に私

じさせるところさえある︒一例を挙げると︑

︑︑︑

れた﹁儒教﹂の道徳思想がそれである︒いわゆる儒教圏に
らず︑経済的発展の面において大きな力になっており︑そ

属する社会生活の中には︑儒教は単に精神的な面にとどま
れが近年の欧米諸国の日本︑韓国︑台湾等に対する見方を

一世紀に入らんとしている今日に︑その存在意義があるの

ずる︒そして︑孔子は更に︑﹁教え有り︑類なし︒﹂︵﹃論

味で︑言い替えれば﹁人間は皆平等だ︒﹂と言う主張に通

変えていることは︑周知の通りである︒

であろうか︒結論的に言えば︑一つは︑その時間を超越し

ある︒しかしその孔子様は同時に︑

語﹄より︶の如き︑機会均等主義的な論を発しているので

︑︑︑︑︑︑

た思想そのものに原因があり︑もう一つは︑代灸の為政者
や教育者︵広い意味での︶がそれを提唱したり︑研究・教

と諭し︑そして当然のごとく︑

伝﹄より︶

上に服従し︑下のものは分外のことを望まない︒﹂︵﹃左

﹁ただ天子の承命を天より受け︑士は命を君より受け
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
る︒．：⁝庶民工商にはそれぞれ等差があって︑民はその

育したりして︑継承・発展させて来たからである︒
一一

具体的な道徳思想の話をする前に︑﹁儒教﹂の特質につ
いて二︑三述べさせていただきたい︒
︑︑︑︑

中国史上︑時には﹁儒・道・釈三教合一﹂と言う表現を
用いて︑﹁儒教﹂を道教︑仏教と並列させて宗教扱いをす
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や︑︑︑やも

︑︑︑︑︑︑

﹁中以上のものは上を語っても良いが︑中以下のもの

この﹁五倫﹂のうちで︑最も基本なるものは﹁男女﹂ま

上述の五つの関係のうちでも︑男女関係上の道徳意識の変

たは﹁夫婦﹂の倫理である︒近年の倫理・道徳観の変化も︑

化が最も大きいと言えるようである︒儒教ではこのように

は上を語るべきではないｏ﹂︵﹃論語﹄より︶

と︑弟子たちに教えているのである︒この部分だけを見れ
︑︑

ば︑封建的だ︑と解されても当然であろう︒理想主義と現

︑︑

る後に父子有り︒父子有りて然る後に君臣有り︒君臣有

男女有り︒男女有りて然る後に夫婦有り︒夫婦有りて然

﹁天地有りて然る後に万物有り︒万物有りて然る後に

教えている︒

言えるのである︒

実主義︑または進歩的思想と保守的思想が同居していると

一一一

さて︑それでは儒家の道徳思想は現代社会においてどの

ところ有り︒﹂︵﹃易序卦伝﹄より︶

りて然る後に上下有り︒上下有りて然る後に礼義交わる

つまり﹁男女﹂の関係は﹁夫婦﹂となり︑そこから全て

﹁道徳﹂には絶対的で不変的な要素と相対的で可変的な部
分があると考えられるが︑﹁儒教﹂の場合も︑いくらかの思

の﹁礼義﹂ｌ﹁道徳﹂が始まるのである︒﹃四書・中庸編﹄

ような意義をもつものであろうか︒冒頭で述べたように︑

想はすでに新しい価値観の洗礼を受けて︑陶汰されたもの

の中にも﹁君子の道は︑夫婦の道に端を発す︒﹂とあり︑

︑︑

であることは事実である︒封建制・君主制国家を擁護する

︑︑

思想︑または農業社会を中心とした道徳思想がそうである︒

ｚ句︒

﹁男女・夫婦﹂の倫理が道徳の原点であることを示してい

しかし︑国家・社会がいかに変化しようとも︑なくなら
︑︑

現代においても︑男女の関係が道徳問題の中心になって
︑︑

ないのは人間関係の﹁倫理﹂である︒農業社会であろうが︑

︑

︑︑

いないだろうか︒もろもろの社会的現象としてのいわゆる

︑︑

︑︑︑︑

工業社会であろうが︑人間である以上︑﹁男女関係︵夫婦︶﹂︑

領廃・堕落は︑男女関係の乱れに起因するものが多いので
︑︑

︑︑

﹁親子関係︵父子︶﹂︑﹁兄弟・姉妹関係︵長幼︶﹂︑﹁友人関

︑︑

係︵朋友︶﹂それに﹁社会的・職業的関係︵上下︶﹂等の五

はないだろうか︒﹁女は位を内に正し︑男は位を外に正す︒
︑︑︑︑︑
これ天地の大義なり︒﹂︵﹃易経﹄より︶や﹁男は女を導く︑
︑

どの倫理が崩れ︑それに代わる新しい道徳観がなかなか確

︑

つの人間関係の倫理はなくならないだろう︒これが儒教で

これ剛柔の義なり︒⁝⁝男は女を帥︵ひき︶い︑女は男に

︑︑

言うところの﹁五倫﹂である︒﹁五倫﹂にはそれぞれの実

従う︑夫婦の義はこれより始まるなり﹂︵﹃礼記﹄より︶な

や生畠〃 ○

︑

践上の﹁道﹂があり︑それらが﹁儒教道徳﹂であると言え
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立されない故の現象ではなかろうか︒

︑︑︑︑︑

前にも提起した如く︑儒教思想は多面的で︑合理的な一
︑︑︑︑︑

面もある︒例えばこの﹁男女﹂の倫理に関する思想も︑現

︑

︑

︑

︑

の和︑父子の親︑長幼の序︑朋友の信︑そして社会の調和

と秩序がもたらされる︑と説いているのである︒現代社会

の要求に適応できる倫理・道徳観ではなかろうか︒言うま

上述の如く︑社会道徳の根本としての﹁男女﹂・﹁夫婦﹂

とき﹁婦徳﹂は︑すでにその存在意義をなくしているが︑

でもなく儒教道徳として唱えられて来た﹁三従の徳﹂のご

て見直すことが可能である︒そのように解釈すれば︑儒教

代的発想による社会的役割あるいは家庭的分業の思想とし

思想と現代の道徳の基準とされている民主主義・男女平等

代社会においてこそ︑一つの人間性回復の指針として︑見

︑︑︑︑︑

の自然主義的な思想に関しては︑むしろこの混沌とした現

直されるべきではなかろうか︑と思うのである︒

の思想とは必ずしも矛盾するものではない︑と言えること
になる︒また︑儒教道徳の根本は︑﹁男女別有り﹂にあり︑

旨をよく分析して見れば︑現代的意義があることがわかる︒

儒教道徳の中で︑もう一つ見直さなければならないのは︑

︑︑︑

差別的思想であると言われる向きがあるが︑これもその本

﹁父子﹂に関する倫理・道徳観であろう︒いわゆる﹁親子

︑︑︑

それは自然主義的で︑よりヒューマニスティックであると

︑

て︑子女の﹁孝﹂が挙げられるが︑私は両者は相対的に作

︑︑︑︑︑

一般的に儒教の﹁父子﹂の倫理は︑父母の﹁慈﹂に対し

であろう︒

正の原理となり得るのは︑やはり﹁父子親あり﹂の倫理観

︑

の断絶﹂や﹁疏外感﹂の強い現代の傾向に対して︑方向修

︑︑︑︑︑

さえ言える︒その論理はこうである︒

﹁昔︑聖人が易を作ったのは︑性命の道理に従う為で
ある︒それによって天の道を立て︑陰と陽と言う︒地の
⁝⁝﹂︵﹃易説卦伝﹄より︶

道を立て︑柔と剛と言う︒人の道を立て︑仁と義と言う︒
︑︑

︑︑

ない行為ではない︑と思っている︒つまり︑父母の﹁慈﹂

用するもので︑いずれの側が絶対的に行なわなければなら

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑

ので︑男の性と女の性は性理的にはロ四三時①︵自然性︶その

うんぬんとあるのは︑いわゆる陰陽の二元的原理によるも

︑︑

︑︑

︑︑

にこたえることができるのである︒この二つの当為が如実

なる行為があって︑始めてその子女は﹁孝﹂をもってそれ
︑︑︑

もので︑柔と剛︑あるいは仁と義は︑自然が人間に賦与し

に行なわれることによって︑父母と子女との間に至上の

︑︑︑︑

﹁親しゑ﹂の情感が起こり︑この情感がまた他の人間関係

︑︑︑

た本性であり︑言い替えれば人間が人間である為のあかし︑

つまり﹁人間性﹂である︒そこにはもともと主従︑上下的

においてその道徳性を発揮する原動力となるのである︒

︑︑︑

︑︑

な差別観はなく︑ただ自然現象的な人間社会における﹁別﹂︑

︑︑

すなわち﹁それぞれの行動の原理﹂を意味し︑よって夫婦
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ところが︑現代の父母の多くは︾生活様式の急劇な変化

法ではなかろうか︒孔子も強調しているように︑﹁そもそ

を育むのに︾このような﹁孝﹂の教育と実践こそ有効な方

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

に影響されてのことか︑自分の子どもに対しては︑本来の

る︒﹂︵﹃孝経﹄︶のである︒更に一歩進んで︑孟子の思想を

も孝道は全ての道徳の根本であり︑教えはそれから始ま

︑

﹁慈﹂の道から離れ︑いわゆる放任・過保護の道をあゆん

︑︑︑

﹁不孝には三つある︒そのうち要らず嫁せず︑後喬を

︑︑

見れば︑

︑

でいる︒従って︑当然の如く︑子女の方も父母に対しての
﹁孝﹂は︑果すすべもなく迷ってしまっているのではない

︑︑︑ｋ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
絶やしてしまうのが最大の不孝であるｏ﹂

と諭しており︑前述の﹁生命尊重・畏敬の念﹂の道徳観と

か︑と推察するのである︒もともと﹁慈﹂の意味は︑﹁子
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
どもの噌欲︵ほんとうの必要性︶を知り︑それに対して愛

情と力を注ぐこと﹂であり︑単なる﹁いつくし承﹂ではな

一致していて︑非常に個人主義的で︑かつヒューマニステ

︑

ィックであると言えよう︒

︑︑︑

るいは放任は︑言うなれば﹁大不慈﹂であると言える︒

︑︑

︑︑

外﹂︑﹁生命に対する軽視﹂等にあるとすれば︑以上の如く︑

現代の道徳素乱の原因が﹁性意識の混乱﹂︑﹁人間性の疏

四

く︑時には﹁厳﹂が伴なうべきことなのである︒過保護あ
﹁孝﹂についても︑儒家の﹁孝﹂の思想をよく分析すれ
ば︑現代的な一面があることが分かる︒
︑︑

﹁天が生承地が養うところの万物の中で︑人ほど尊大

自然の性理にもとづいた儒教道徳の復興が一つの手立てと

︑

︑︑︑

なるであろう︒また︑将来を展望するに︑国際化にせよ︑

なるものはない︒今父母は完全な子を生承︑子は完全に

個性化にせよ︑伝統を無視しては達成できない︒旨討目画︲

︑︑︑︑︑

してこれを父母にかえす︒これが孝行なり︒肉体を傷つ
︑︑氏︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑
けず︑行ないを正しめ恥辱を受けない︒これを完全と言

蝕○邑巴の︽旨討尉．も︑国際の﹁際﹂も︑﹁相互の交わり﹂
︑︑︑︑︑

を意味するもので︑自己の文化なくしては︑真の国際化は

う︒﹂︵﹃礼記﹄より︶

﹁身体全体︑毛髪︑皮層の細部に至るまで︑ことごと

ありえない︒このような意味からしても︑日本の伝統的な

︵青葉学園短期大学教授︶

ことである︑と言えよう︒︵一九八七・初春・河野顕︶

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

ることは︑現代の道徳教育にとって︑たいへん意義の有る

価値観としての﹁儒教﹂のその近代的な思想面を再認識す

︑︑︑

く父母より授ったものである︒これを大切にして敢えて
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
傷つけないのは孝の第一歩である︒﹂︵﹃孝経﹄より︶

︑︑︑︑

等灸をよく分析すれば︑現代の道徳教育の最も重要な部分
︑︑︑︑

である﹁生命尊重﹂および﹁心身の健康﹂の理念と共通す
るところがあることは明白である︒いわゆる﹁畏敬の念﹂

（30）

新中国と儒教

土田健次郎

ちだす︵つまり相手側を儒教ときめつける︶という型さえ

生承だした︒例えばかの﹁批林批孔﹂︒いうまでもなく文

く

化大革命後期の四人組が唱えた標語である︒この言葉の意

られるのかわからない︒当時は林彪が﹃論語﹄の﹁克己復

礼教は人を喫う︑という言葉があった︒礼教とは儒教の

礼﹂の語を愛話していたといった説明がなされたが︑一方

こと︒儒教を奉じていけば︑人を食うことまでも是認する

では孔子は実は周恩来を暗に指しているのだという説も流

なぜ極左といわれた林彪と封建思想の元祖の孔子がならべ

義礼知の徳目の字間には﹁人を喫う﹂の二字が一面に書い

儒教の教えのもつ酷薄さを︑中国の歴史書に満ちている仁

れた︒四人組は周批判もやりたかったのだがそこまで力が

味は﹁林彪を批判し孔子を批判せよ﹂ということであるが︑

てある︑と表現したのがはじまりである︒それを受けた呉

ようになるというのである︒もともと中国近代文学を代表

虞がこれまた著名な﹁喫人と礼教﹂という一文を草し︑古

ない︒それゆえ﹁批孔﹂のスローガンのもとに周恩来に圧

する作家の魯迅が﹁狂人日記﹂という有名な小説の中で︑

代から儒教が食人を行なった者までも賛美したと攻撃した︒

国でもよく耳にした話である︒ここでの孔子は当然悪人と

力をかけたというのである︒真偽のほどはわからぬが︑中

儒教的禁欲の態度が語られることである︒毛沢東はじめ中

イメージされているが︑おもしろいのは︑周恩来について

ひとくい

りかえて食いあったというような話をいくつもあげて︑儒

彼は︑生きのびて忠義を全うするために篭城の際に子をと

りだそうとしたのである︒このような儒教批判は革新派の

教の教えの中には本質的に非人間的要素があることをえぐ

ったが︑周は生涯のあいだ美人とはいえぬ伴侶一人と暮し︑

国の要人たちはとかく﹁英雄色を好む﹂式の発展家が多か

のろ し

の狼煙をいち早くあげたものとして讃えられている︒

また日常生活も質実であった︒日本で周恩来といえば﹁不

知識人に共感され︑特に新中国成立以後は︑封建思想打破
かかる風潮は︑相手側の思想を攻撃する場合に儒教をも
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一九八五年四月より一年間︑北京大学で研究生活をおくっ

そうこうしているうち︑私自身︑訪中の機会が得られた︒

なやり手政治家像が浮かびがちであったし︑また実際にそ

たのだが︑その時︑自分の目で儒教に対する見直しの具体

倒翁︵おきあがりこぼし︶﹂の形容のように︑とかく老桧

例のいくつかを見ることができた︒

この一九八五年の六月︑北京に孔子研究所が発足した︒

のような面もあったろうが︑中国人が周恩来を賛美する場
の孔が周のことだとすれば︑この孔の字にはあながち悪い

えられているこの研究所の主旨は︑孔子崇拝も一方的な孔

鐸をたる学者が役員をつとめ︑先の孔徳慾さんも顧問に加

合はむしろ誠実な人格者という点が強調される︒もし批孔

孔﹂と言って多くの中国人が周恩来のことだとぴんときた

である︒ここ三十年あまり︑孔子批判にのゑ力が費されて

子否定もともに排し科学的に孔子を研究しようというもの

意味ばかりが含まれているわけではないことになる︒﹁批

人格陶冶の思想という美点を感じとっていたことになろう︒

東省曲阜では孔子基金会が設立され︑孔子記念式典も開か

それに先だって︑一九八四年九月に孔子のふるさとの山

的な意義も認めようという視点はやはり新しいといえる︒

いた中国にあって︑条件つきながら孔子の思想の中の積極

ということになれば︑無自覚のうちに孔子の教説のなかに
それはともかく︑新中国では公式的には儒教は旧中国の
諸悪の根源ときめつけられてきた︒

ところが近年︑事情が少し変ってきた︒中国でも儒教見
直しの風が見えはじめたのである︒

記った孔廟︑孔子の子孫の邸宅の孔府︑孔子と孔子の子孫

震つ

れていた︒この曲阜には同年十月に行ってゑたが︑孔子を

文化大革命が終息して少したった頃︑私が奉職する大学

ニール表紙のポケット版﹃論語﹄や孔子の像が染めつけら

の墓域である孔林︑ゑな観光客でにぎわっていた︒赤いビ

一一

に中国からの学者の代表団がやってきた︒いくつかのブロ

また新聞には孔子の伝記映画﹁東方聖人﹂の企画が報道

れた布製の袋などのおゑやげも盛んに売られていた︒

ックにわかれて講演だの座談会だのがなされたが︑私が出

されていた︒孔子批判のゆるゑは︑儒教再評価の気運がゑ

席したのとは別のブロックで︑ある中国人学者が孔子は文
は半信半疑であったが︑数年たつうちにそのような発言が

化的英雄であると発言したという話を後で聞いた︒その時

に出た孔子︵儒教︶批判のパンフレットは中国の書店で見

えはじめたということである︒文化大革命の時に山のよう
ぽう

の孔徳慾さん︵台湾にいる孔徳成氏の姉︶の自伝などが出

つけるのは不可能に近く︑私は日本の書店で売れ残りを目

あっても不思議ではないと思うようになった︒孔子の子孫
版されはじめたからである︒
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私が北京犬学に滞在していた時︑アメリカのハーヴァー

るこの講義は︑学生たちに多大の知的興奮をよびおこした

などの名前やエリクソンのアイデンティティー論に言及す

Ｍ・ヴェーバーやＴ・Ｓ・エリオット︑Ｋ・ヤス︒︿−ス

ものである︒

復古を通して新たな創造がなされた︒朱子学はその最たる

ド大学の杜維明教授が﹁儒家哲学﹂という学部・大学院共

一一一

にしたおりは︑歴史資料として購入することがある︒

通講義をうけもっていた︒この講義に出してもらって驚い

ようである︒出席していた学生たちは︑口をそろえてこの

杜教授はもともと台湾の出身で︑もちろん共産主義者で

の少なかった欧米の様々な学説を教授が華やかにならべた

講義の印象を﹁新鮮﹂と言っていた︒それまで接する機会

た︒儒教に対する積極的評価に満ちていたからである︒

はない︒多くの中国の学者が教授のことを儒者と評してい

かと念をおしたという︒かまわないというので最初は小教

からでもあるが︑儒教という母国の思想の中にいかに豊鏡

国人にとってはインドから渡来した外来思想であったが︑

室で授業をはじめたところ聴講生が多すぎ︑そこで大きな

な世界があったかに率直に驚嘆したという面もあったので

中国の伝統に接し中国的に変容したことで中国文化の一翼

階段教室に移したということであった︒また教授は隔週で

たが︑儒教の現代的意義を信ずる人である︒教授によると

を担いえた︒近代以来流入した西欧思想も中国の伝統に接

大学院生たちを相手に討論会を開き︑それにも参加させて

二十世紀前半は伝統否定の時代︑二十世紀後半は伝統再認

し対話し変容することで中国の血肉になれる︒思想の創造

もらったが︑熱気に満ちた議論には感銘をうけた︒大講堂

った時︑自分の儒教に対する評価はこうだがそれでもよい

は伝統の再生と結びついている︒民族が対外的脅威にさら

で教授が行なった講演の題目は﹁儒教と中国の現代化﹂︒

ある︒教授自身が私に語ったところでは︑授業の依頼があ

され自己の同一性︵アイデンティティー︶を自覚しようと

聴衆は壇上まであふれた︒中国政府は︑悠久の歴史をもつ

識の時代であって︑中国における伝統とは儒教なのだから︑

いう時︑そこで過去の偉大な思想との対話がなされる︒中

儒教の再評価は当然なされねばならないという︒仏教は中

国近世の宋︑元︑明︑清という四王朝のうち元はモンゴル

してきたが︑それを堀りおこし様々な珠玉を発見する喜び

中国の伝統文化に土をかけ過去のものとして埋葬しようと

儒教再評価を﹁新鮮﹂と感ずるということは︑一方でマ

を少なくとも一部の学生は知ったようであった︒

族︑清は満族の支配する異民族王朝であったし︑宋も異民
の中国たるゆえんが絶えず問いなおされ︑その結果として

族国家である遼や金に圧迫され続けていた︒それゆえ中国
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かわらぬ教条的なマルクス・レーニン主義の講義にあきあ

となのである︒学生たちは小さい時から聞かされるあいも

ルクス・レーニン主義が﹁古くさい﹂と感じられているこ

識を深めていった︒これら新儒学は︑新中国にとっては当

命をあたえようとしたが︑後年は易などの伝統思想の再認

る思想家の著作が日の目を見︑薦友蘭︑熊十力については

然批判の対象以外の何ものでもなかった︒しかし︑今かか

きしているので︑大学でもその方面の授業は人気がない︒

否定している︒︶杜教授も新儒学の徒と目されていて︑あ

氏も一部では新儒学とゑなされている︒︵ただ李氏自身は

その著作集まで出版中である︒現在中国で若手知識人に最

昨年︵一九八六年︶暮に中国で起きた学生運動は︑もっ

る中国の教授は︑漏友蘭等を新儒学の第一世代︑熊十力の

いつの間にか中国で保守派といえば頑固な共産主義礼賛者

と自由を︑もっと開放を︑という要求であった︒あの運動

弟子の香港の学者たち︵牟宗三・唐君毅等︶を第二世代︑

も人気のある思想家は美学者・李沢厚氏であるが︑この李

をゑてかなりの人がこれはいったい右なのか左なのかとい

のことになってしまった︒

う疑問をもっていたが︑中国と日本では左と右が逆転して

杜教授を第三世代としていた︒杜教授における牟宗三の影

しかし︑儒教再評価を﹁新鮮﹂とうけとるということは︑

響を力説する研究者もいる︒

いるのである︒

中国での思想統制はきびしい︒北京大学図書館でも︑新

それほどまでに伝統との断絶が深かったということなので

中国成立以前の新聞や雑誌は原則として閲覧できない︒民
国期の思想関係の著作も批判の材料として出版されること

ある︒日本では儒教関係の本がベストセラーになったとい

それは日本にとってあるいは幸福なことなのかもしれない︒

ってまさかこのような印象をもたれることはなかろうが︑

はあったが︑全面的解禁とまではいっていない︒

ところがここ数年︑状況が変化してきた︒特に注意を引

くのが新儒学といわれた頃の昔の漏友蘭︵漏氏は以後︑何

北京大学のある講義で︑孔子のことを中国ではじめて内

四

の著作が刊行されはじめたことである︒新儒学とは︑西欧

この内面修養重視は儒教の一基調となる︒近代に登場した

面の修養の重要性を主調した思想家としていた︒孔子以後

回も自己批判を重ね︑変貌していってしまうが︶や能十力

る︒漏友蘭は朱子学を現代に蘇生させようとしたが︑これ

方では内面修養への欲求を捨てられないでいたという︒

革新派知識人たちですら︑一方で儒教を排撃しながら︑他

哲学の知識を利用して儒学の現代的再生を目ざす思想であ

王学もある︒また熊十力は︑当初は仏教に新たな哲学的生

を新理学という︒陽明学について同様のことを行なった新
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心のしくゑを論理の承で追いまわすのではなく︑不断の
内省を通して経験的に把捉するのは近世儒教の御家芸であ
おの

自覚の領域に無理やり追いやられていたものの再発見の驚

く

も使えるものである︒現に共産主義もその美名のもとに多

必要はない︒あらゆる思想は利用しようとすればどうにで

別に儒教の名のもとに行なわれた﹁人喫い﹂を弁護する

きだったのかもしれない︒

ことであるが︑自己の修養と社会的責任の完遂の一体化こ

る︒儒教の理念は朱子によれば﹁己れを修め人を治める﹂

そ儒教のはえある伝統であった︒全てを社会的問題に還元

新中国になってまだ四十年もたっていない︒儒教が成立

くの犠牲者を生承だしてきたではないか︒

してから二千五百年︑国教化されてから二千年ほどたった︒

でもなかろうはずがない︒しかし今まで︑例えば毛沢東が

してしまったあとに残る内面の空白を埋める欲求が︑中国

を説くと攻撃したように︑修養を堂灸と強調することは危

劉少埼の﹁共産党員の修養を論ず﹂という一文を孔孟の道

ころとしての責務に堪えられるだろうか︒進歩・新しさの

共産主義はこれからの長い年月︑中華民族の精神的よりど

であることはやはり確かなのである︒事実現在中国での儒

険なことであった︒この領域が儒教再生にかっこうの場所

じられたりしているのである︒一方儒教はその何十倍もの

権化のようなこの思想も︑わずか四十年たらずで古いと感

としながらも︑内面修養の重視には好意的である︒もしこ

でも今なお新鮮な印象をあたえる力をもっている︒中国は

年月を経ているのであるから古いのはあたり前だが︑それ

教論の多くが︑家族制度の姪桔を儒教の罪悪の最たるもの
の修養を再び表舞台にのせたなら︑そこに儒教が培ってき
た哲学的成果が登場しないはずはないのである︒儒教の新

ているのではなかろうか︒︵本会評議員早稲田大学助教授︶

今︑伝統になりえた思想の重みを再考せねばならぬ時にき

寺崎隆治

鮮さとは︑見も知らぬものを初めて見た衝撃ではなく︑無

現代における老年者の役割
ｌ若者を導くためにＩ
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○はじめに

めに米国の占領政策は百八十度転換して親日政策となり︑

朝鮮戦争が勃発︒日本は特需を拡大︑経済が好転︒そのた

昭和二十七年四月二十八日サンフランシスコ平和条約と日

わが国は︑過ぐる大東亜戦争において︑二千数百年の有

史以来︑未だかつて経験したことのない敗戦を喫し︑二百

も復帰しました︒戦後今日まで四十二年を経過しましたが︑

米安全保障条約が発効︒日本は独立を獲得して昭和三十一

この間政府の施策も充実して英霊の加護︑国民の勤勉努力

年十二月︑国際連合に加盟︒四十七年五月十五日には沖縄

りました︒また︑国内では食糧が欠乏︑空襲により主要都

のお陰で︑経済面においては世界各国が驚歎する程の発展

の陸海軍人︑約三百万の一般同胞の引揚げということもあ

市は廃嘘と化し︑交通は破壊され︑住宅は払底︑生活は窮

を遂げましたが︑精神面においては道義心の頚廃甚だしく

二十万の生霊を捧げて領土は半減︑外地にあった約三百万

日本占領政策により︑軍備は撤廃︑陸海軍は解体され︑民

乏︑加うるに連合軍︵Ｇ・Ｈ︒Ｑ司令官マッカーサー︶の

国の象徴﹂︑﹁国の防衛は平和を愛する諸国民の公正と信義

憲法︑家族制度も廃止され︑主権在民﹁天皇は国民の統合︑

ではないと思います︒また︑﹁老年者は過去に生き︑実年

忘れて﹁今日の若者は駄目だ﹂と言いますが︑決してそう

昔から︑老年者は口を開けば自分が若かりし頃のことを

まことに憂慮に堪えないものがあります︒

に信頼する﹂という日本国憲法が発効したのであります︒

者は現在に生き︑若者は未来に生きる﹂といわれます︒ま

主主義を強いられ︑わが国道徳のバイブル教育勅語︑帝国

また︑国際法違反の軍事裁判により︑Ａ級戦犯東条元首相

さに同感であります︒老人は過去の人生体験が豊富であり︑

大脳細胞は老化漸減するが︑現在のことは忘れても︑若い

は﹂と言い勝ちであります︒

はくだつ

族の特権を剥奪︑路頭に迷わしめ︑全国各地の忠魂︑慰霊

ら七名をはじめ︑合計一○六名を処刑︑国のため活躍した
政治家︑軍人︑教育者︑実業家を公職から追放︑戦没者遣

頃のことはよく細胞に記録されているから﹁俺が若い頃

現在︑日本人口の半数以上は︑戦争体験や戦争直後の困

碑︑銅像を撤去︑全国の護国神社は荒廃し︑共産党員を解
放し︑食をよこせと皇居に侵入するものさえでる有様であ
りました︒

で私は︑老年者の体験から︑日本伝統の道徳について所見

れが一番よいと思っているものもあるかと思います︒そこ

窮時代の経験がなく︑現行憲法や学校教育が定着して︑こ

働者であるとされ︑日教組を組織して社会主義教育を行う

を述べ︑若者の参考に供したいと思います︒

次いで︑教育基本法︑労働三法の制定により︑教師は労
など混乱を続けた︒たまたま︑昭和二十五年六月二十五日︑
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戦後︑連合軍の占領政策により︑民主主義︑自由︑人権︑

Ｏ戦後における国民道徳の欠陥

し︑兄弟姉妹仲良くして友人を大切にし︑正直で礼儀正し

位が同居して︑祖先︑長老を敬い︑父母に孝行︑夫婦相和

内に蝿老年︵祖父母︶実年︵父母︶若者︵子供︶の三単

心に欠け︑政治家をはじめ官民各層に汚職︑各種犯罪が行

く︑よく学び︑よく遊ぶなど膜教育を重視することが大切

エゴイズム

平和︑福祉が強調され︑その反面︑自己主義︑義務︑奉仕

度洋︑地中海等に遠征してドイツ艦船を一掃し船団の護衛

八年までの第一次世界大戦において青島攻略︑太平洋︑印

く評価されました︒然るにこの日本軍は︑大正三年から同

れ︑新渡戸稲造博士の著書﹁武士道﹂は︑世界各国から高

いわれ︑正義観が強く︑礼儀正しく勇敢であった﹂といわ

間の研修を行い︑昭和六十四年四月からは全採用者の研修

年四月より初任教師二︑一三○人の六パーセントに︑一年

よく覚えております︒臨教審の答申に基づき︑文部省は本

十歳を越した今日でも︑教えていただいた先生のことは︑

は︑純真な生徒に大きな影響を与えるものであります︒八

導︑家庭の父兄との連絡が大切であり︑その一挙手一投足

校における教師の人格︑情熱︑愛情と生徒の個性観察の指

の三単位が協力一致して当たるのが理想であり︑特に︑学

であります︒また︑子供の教育は︑家庭︑学校︑社会教育

に任じた程度で大きな功績もなかったのに︑ペルサイュ講

歴史の大家平泉澄博士は﹁明治時代の日本軍は︑神兵と

われ︑青少年には非行︑暴力︑いじめ等が絶えません︒

和条約でドイツが鯵州湾及び山東省において得ていた一切

となるや︑昭和六年九月十八日満州事変を起こし︑中央の

成金が氾濫︑馬箸︑華美の風潮をきたしました︒不況時代

通・通信の発達︑不良分子の増加︑家屋の密集︑風俗の悪

の故事からよく知られており︑現在は︑テレビ︑漫画︑交

また社会教育の重要性は︑二千五百年前の﹁孟母三遷﹂

せん

を実施するという︒誠に良いことと思います︒

威令行われず︑下弧上により支那事変︑日・独・伊三国同

庭・学校・社会教育の三位一体が大切であると思います︒

化等に鑑承︑社会教育︑教育環境の整備は極めて重要で家

なりきん

の権利及びドイツ領南洋諸島の委任統治を受け︑国内には

盟の締結︑南部仏印への進駐︑やがて大東亜戦争に突入し︑

Ｏ古典により歴史伝統の本源を思索

敗戦となった行動は︑神兵というには程遠く大いに反省せ
ねばなりません︒

表現であるといわれております︒わが国の歴史︑伝統には︑

俳聖といわれる芭蕉は︑俳句の精神は﹁不易と流行﹂の

終戦後︑憲法︑民法により家族制度が廃止されましたが︑

諸外国に類例のない︑不易独得の皇室があります︒これは︑

○三位一体

経済︑家屋の構造︑生活様式等の情況が許すならば︑家庭
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皇正統記︵西暦一三三九年・延元四年︶近世日本国民史

年・養老四年︶万葉集︵西暦七六三年・天平宝字七年︶神

古事記︵西暦七一二年・和銅五年︶日本書紀︵西暦七二○

学︑米国のハーやハード︑プリンストン︑エール大学におい

ケンブリッジ大学出身者からでております︒西ドイツの大

百済の王仁により論語が伝来︵西暦二九五年︶し︑欽明天

なお︑日本では古事記より四一七年前の応神天皇のとぎ

ます︒

ても古典教育を重視︑大統領や有能な人物を輩出しており

欧米における道徳教育の二大支柱は︑キリスト教とギリ

︵徳富蘇峰︶等を読めば明瞭であります︒

シャ・ラテンの古典であるといわれます︒欧米各国の小・

徳に大きな影響を与えました︒︵詳細略︶特に︑孔子の教

皇のとき百済より仏教が伝来︵五五二年︶し︑わが国の道

一節を読承︑正直とか︑自己の信念に忠実であれ︑などを身

和︵終戦まで︶を通じ深く国民に親しまれ︑渋沢栄一先生

えである論語は︑奈良︑平安以降︑江戸︑明治︑大正︑昭

わに

があります︒子供のときから︑毎日曜の朝バイブルの一節︑

中・高校及び大学はもちろん︑各市町村にはキリスト教会

につけさせております︒また︑大学では古典︑歴史を大切

︵竜門社始祖︶は論語をバイブルとされ︑わが経済界︑文

﹁親に孝行︑友人を大切にせよ﹂﹁君子は本を立てること

すぐなはぱか

わかり易くわが国民の実践道徳として効果をあげました︒

論語は︑孔子の体験録であり︑左の例のように簡明で︑

化に偉大な貢献をされました︒

にしており︑英国のオックスフォード︑ケンブリッジ大学
においては︑ギリシャ・ラテンの古典教育を根幹としてお
ります︒学生は︑先ずギリシャ語︑ラテン語を学ぶのに苦
労し︑古典により欧米文明発祥の根源を精密に思索︑論理
的に探究する能力を身につけさせます︒特に西洋哲学の祖
といわれるソクラテスの愛国心︑忠誠心︑例えば三十代︑

﹁吾︑十五にして学に志ざし︑三十にして立ち︑四十にし

われ

が根本﹂﹁巧言令色鮮し仁﹂﹁過ちを改むるに揮る勿れ﹂

て惑わず︑五十にして天命を知る︒六十にして耳に従い七

四十代で出征︒デリオンの敗戦においては︑最も困難なし

十にして心の欲する所に従えども矩を越えず﹂﹁故きを温

ともはか

ふるあたた

んがりを勤め︑最後にアテネの民主制が破れて︑スパルタ

めて新らしきを知る﹂﹁朝に道を聞かぱ夕に死すとも可な

に足らず﹂﹁徳孤ならず﹂﹁三軍師を奪うべし︑匹者も志ざ

のり

の武力をバックとする独裁政権が樹立するや︑これを痛烈

り﹂﹁士道に志ざし悪衣︑悪食を恥ずる者は未だ与に議る

け︑死んだ態度は深い感動を与えております︒今日︑英国

Ｌを奪うべからず﹂﹁知者は惑わず︑仁者は憂えず︒勇者

あした

せず︑刑に服し︑霊魂の不滅を信じ︑従容として毒盃を傾

に批判し︑死刑の宣告を受けましたが︑一切助命の歎願を

政界の指導者は労働︑保守党を問わず︑オックスフォード︑
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おそ

ほこや

︵戦わぬ︶というのが本義で︑孫子のいう﹁戦わずして勝

ったことや︑日本は武徳を重んじたが﹁武は父を止める﹂

Ｏ

は窪れず﹂﹁兵・食・信の三者中︑己むを得ざれば兵︑次

つは善の善なるもの﹂或いは軍備は戦争の抑止力であると

○

いで食を去らん︒ただし信無ければ立たず﹂﹁人能く道を
弘む︒道︑人を弘むるに非ざるなり﹂︵以下省略︶泊翁︵西

世界的に有名な英国の歴史家トインピー博士や︑米国の

の現在の防衛庁の方針に通ずるものであると思います︒

室は世界の理想的存在であると称讃しております︒

理論物理学者アインシュタイン博士は︑日本の天皇制︑皇

︵易経︑詩経︑書経︑春秋︑礼記︶のうち︑論語を重視さ

村茂樹先生︶は︑四書︵論語︑大学︑孟子︑中庸︶五経
れ︑日本の古典伝統︑歴史と西洋哲学の長所を採り入れ︑

七八九年の大革命で美しい歴史・伝統を破壊し︑今日の政

フランス文壇の元老ポールプールヂェは﹁フランスは一

短所を捨て天地の真理に基づいて道徳を確立︒実践するこ

治不安を招来した﹂と言っております︒

とを提唱されました︒

○皇室敬愛は日本道徳の根幹

て︑その平和と繁栄を祈念︑万世一系︑二千数百年にわた

あり︑歴代の天皇は︑正しい心をもって国民の心を心とし

示されているように︑鏡︵智︶玉︵仁︶剣︵破邪顕正︶で

リア︑ギリシャなどは︑王制廃止後政情不安が続いており

ブルグなどすべて王制をとっている国で︑フランス︑イタ

スエーデン︑イギリス︑ベルギー︑デンマーク︑ルクセン

現在︑西欧諸国で安定を保っている国は︑ノルウェー︑

かがゑ

わが国の古典を究明すれば︑建国の理想は三種の神器に

り日本を統治され︑今日に至っております︒

の有難さを感じないではいられない︒終戦後の教育で育っ

た若者には︑皇室の意義︑ありがた承を知らない者が多い︒

ます︒われわれは︑毎日恩恵を受けている太陽︑空気︑水

なお︑日本の皇室︑天皇制は万世一系で二千数百年一日と

民主主義︑仁政については︑仁徳天皇が詠んだ﹁高き屋
明治元年明治天皇の誓われた五箇条の御誓文︑或いは今上

いえども断続しておらないところに重大な意義があります︒

にのぼりて見れば煙立つ民のかまどは賑ひにけり﹂の歌や︑

争の責任は一切自分にある︒自分の身はいかに処理されて

弘道会綱領甲号の第一に﹁皇室敬愛﹂を明示してあります︒

外国の王朝は歴史が浅く︑しばしば替っております︒日本

陛下の終戦のご決断︑マッカーサーを訪問なされた時﹁戦

入れた御態度によって明瞭であります︒平和愛好について

つづけねばならないと考えており︑愛国心の第一義はここ

われわれは︑これこそ日本道徳の根源であり︑これを守り

もよいから︑国民を飢えさせないようにされたい﹂と申し

元年︵二五六年︶までの三四六年間︑死刑は一人も無か

も嵯峨天皇の弘仁元年︵八一○年︶より後白河天皇の保元
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Ｏ国際化時代

にあると思います︒

Ｏ武徳

泊翁は﹁続国家道徳論﹂において︑国民として国を守る

の防衛のみに使用し︑外国とは平和︑通商︑相互利益を主

ことの大切なこと︑侵略など盗賊行為をやめ︑軍備は自国

とし︑内政不干渉がよい︒弱少国に徹慢で欧米の強国に卑

現代は︑科学技術︑特に航空機︑通信機の進歩発達によ
は一時間︑日本ｌハワイ間は六時間︑一三−ヨーク迄十二

り世界各国への交通︑連絡が非常に早くなり︑欧州各国間
時間︑将来は二時間といわれます︒

の場合には︑祖国︑皇室をお守りするためにソクラテスの

屈であってはならないという︒誠に達見であり︑一旦緩急

昔は︑政治︑経済︑外交︑教育︑文化など一国乃至数ケ

ならない時代となりました︒外国人との交渉︑相互理解の

することが理想であり︑巳むを得ない場合は理念を同じく

子万民﹂の道徳を向上し世界各国が仲よくし︑平和で繁栄

なお︑明治時代のような一国対一国の防衛は過ぎ︑﹁君

ような愛国心︑忠誠心を発揮せねばならないと思います︒

場合︑最も重要なことは会話であります︒日本語はその構

せ︑集団安全保障により﹁抑止力﹂で戦争を防止するのが

する国ぺ例えばサミット諸国アセアン諸国などが力を併

アジア︑アフリカ︑或いは世界の中の日本として考えねば

国で処理されておりましたが︑今日では自由圏︑共産圏︑

ります︒そこで日本人自身が︑英︑仏︑独︑中︑ソなど何

成上︑外国人が覚えることはなかなかむずかしいようであ

よいと思います︒

Ｏむすび

か一つ自由に会話ができることが大切であります︒今次大

今次の大戦により︑日本は敗れたりといえども︑世界に

戦も当事者がもっと外国語会話に通じ︑徹底的に相互の情
はないかと思います︒また︑欧米各国では国旗︑国歌を非

況を話し合い理解することができたならば避けられたので

います︒われわれが︑真にわが日本と道徳を振興︑実践し

向けて開眼し︑世界各国も日本を見直すようになったと思

いただき︑﹁君子万民﹂誠実に各国の人左と接するならば︑

て道義正しい国を再現し︑力に罵ることなく︑上に皇室を

常に大切にしておりますが︑日本ではまだまだ関心が薄い
情況にあります︒国情の差にあると思われますが︑今後は︑

を期待してやゑません︒︵本会評議員︶

いと思います︒日本弘道会の将来を継承する若者の︑奮起

諸外国は︑再び明治時代のように日本を讃仰するに違いな

自国及び外国の国旗︑国家を尊重するように︑小・中学校
なお︑若いときから機会あらぱ海外旅行をいたし︑道徳

のときから教育すべきでありましょう︒

その他外国の長所を採り︑短所を改むるべきであります︒
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︻講演の記録︼

教育改革の課題国立教育研究所長

鈴木

けて検討して︑その後で﹁新幹線が良ければ新幹線の教育

岩手県教育研究発表会においてＩ

ｌ昭和六十二年二月十四日・岩手県公会堂ホ︲ルにて開かれた

中教審の教育改革

わけです︒それは︑日本のような国柄では採択しにくい方

という日本ではかつて実験したことのない方法を提示した

を採れば良いし︑在来線の教育が良ければそれでも良い﹂

ます︒この日本の教育改革をどう考えるかということが︑

法で︑私も当時︑千葉県の教育委員会におりましたが︑

今︑臨教審の教育改革論議がやっと大詰めになっており
日本の学校教育を含めまして︑日本の教育をどう考えるか

が森戸辰男先生を会長に四年間かけて︑所謂︑第三の教育

ました︒ご承知のように︑昭和四十六年に中央教育審議会

︽ご画己①月日間違ったら改めればよいというようなアメ

うなんですけれども︑それを先導的試行のような︑いわば

を作ってやってまいりました︒戦後の教育改革も︑正にそ

日本は︑明治以来国が教育制度を定め︑教育内容の基準

という意見を申し上げた記憶がございます︒

﹁日本の場合には︑なかなかやれないんじゃないだろうか﹂

というテーマにつながっていくものだと思います︒

私が文部省におりました時に︑教育改革の問題は度を起

改革といわれる改革の構想を答申としてまとめ︑それを文

こりまして︑これをどう処理していくかに心を砕いて参り

部省は一つ一つ実行してきたわけでございます︒肝心の学

では向かないだろうと思っていたわけです︒文部省も研究

リカが持ち込んだ方法では︑アメリカでは適応しても日本

の区切りを変えるというのは︑いくら研究してもこれで良

開発室を設けましていろいろと研究しましたが︑学校制度

校制度の改革をどうするかについては︑中央教育審議会自
した︒これは︑在来線の教育と新幹線の新しい方法の枠組

身が︑先導的試行という形の非常に新しい方法を提示しま
承の教育を走らせてゑて︑どちらが良いかを十年くらいか
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勲

いという自信が持てるような枠組承というのは︑なかなか

て︑スタートしたわけです︒そのうちに政治的な関係から︑

ろうと︑中央教育審議会を中心に内容の検討から始めまし

中教審ではなくて臨時教育審議会でというようになってき

できないのです︒議論はいくらでもできますし︑利点や欠
にその制度を動かして︑そこから起こってくるいろいろな

点は挙げようと思えばいくらでもできるわけですが︑実際

ではなかなか解決できない課題と思われるものが出てまい

ました︒これも一つの歴史の必然であって︑やはり中教審

の点について︑危倶があったわけです︒

思います︒

りまして︑それが︑臨教審につながっていったのだろうと

デメリットを考えますと︑本当に踏承切っていいかどうか
そうこうしているうちに︑いろいろな方面から︑文部省
は中教審の答申を﹁無視している︒﹂﹁サボタージュしてい

与︑特殊教育︑あるいは入試改善とかの広い部門にわたっ

の枠組承だけでなく︑教育内容︑教育の指導法︑教員の給

教育改革という概念が広がってきたのであって︑学校制度

が考える教育改革というものは︑おそらく教育の枠組承を

に心配しながら見ていたわけです︒為政者なり政治家なり

りましたので︑初等中等教育の行く末がどうなるかと非常

私は︑臨教審が始まった時には︑文化庁の仕事をしてお

教育改革を考える四つの観点

た教育の内容改善や教育発展︑これが第三の教育改革の全

とになるんじゃないかと︒そうすると︑明治以来培ってま

何とか変えて︑国民の意識を変えていこうというようなこ

る︒﹂という議論がありました︒本当はそうではなくて︑

たのですが︑肝心の学校制度の枠組承に手を触れていない

体の姿なんですが︑それらを検討して逐次改革を進めてき

現在になってゑますと︑臨教審の審議される内容は︑制度

いりました日本の学校教育のレベルや教育内容が一時的に

これは︑教育改革ということに対する一般の概念が︑ま

の枠組承というよりどちらかというと︑運用によって変え

ために︑教育改革をサボタージュしているという非難があ

だ混乱していたのだと思います︒そういう経緯がございま

ていこうという方に落ち着いてきて︑非常に良識のある方

低下し混乱するのではないかと心配いたしました︒しかし︑

して︑中央教育審議会で社会や経済の変化に対応する初等

ったわけです︒

中等教育の在り方というものを検討していくことによって︑

の観点をいろいろな所で申し上げてまいりました︒

当時︑私は︑教育改革を考える場合の観点として︑四つ

向に向っていると思っています︒

そういう問題を解決できるのではないか︑その結果︑制度
の枠組象を変える必要が起きれば︑その時に変えれぱよか
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の教育を公正かつ十分に評価をして︑良い点は残し間違っ

第二点は︑明治以来の教育の内容や制度も含めて︑日本

いう方向に向ったというように思って喜んでおります︒

して申し上げてまいりましたのは︑第一点は︑教育改革を

日本の教育改革を考え︑議論する際の一つのポイントと
行政改革的発想︑あるいは行政改革の線上で考えるべきで

なるわけですが︑そうではなくて︑今起っている現象だけ

です︒普通︑大改革をする際には︑こういうことが前提に

改革的な発想で教育改革を考えると︑教育は本当にだめに

を見て﹁日本の教育は︑本当に悪いことだらけでどうにも

ている点は改めるということを十分にしてもらいたいこと

なってしまうのではないかということを心配しました︒行

ならない︒﹂という議論をされては︑教育関係者はたまら

はないという主張です︒この点は︑国鉄改革とか非常に大

政改革というのは︑できるだけ小さな政府で国の行政の無

承︑内容︑教員︑指導法あるいはそういうものを全部ひっ

ないだろうと思います︒そうではなく︑日本の教育の枠組

きな行政改革の後に教育改革が据えられましたので︑行政

教育は︑そうして提供されるサービスをどうするかという

ものだと思っていましたが︑この点は︑必ずしも十分では

くるめて︑きちんと評価してからスタートしてもらいたい

駄を切り詰め︑サービスを効率良くしようということです︒

問題が中心ですから︑そこを行政改革の発想で切り詰める

の現場から見ると︑かなり現場を知らない議論も多いよう

ないように思います︒確かに指摘の点もありますが︑教育

ということになりますと︑結局︑行政改革によって効率の

良いサービスを提供するということに矛盾もしますし︑教

ころをかなり軽く過ぎてしまった点に︑いろいろ問題があ

に思います︒日本の教育を公正に評価していこうというと

育の本質からいって︑やっぱり︑おかしい︒金がかかる場
ばいいけれども︑如何にしてより良き教育を実現するか︑

合には︑金をかければいいし︑無駄があれば︑切り詰めれ

育のいろんなものを切っていこうという考え方は︑段を少

かなり危倶したわけですけれども︑行政改革の考え方で教

でなければならないと考えておりました︒幸い︑この線は

継者である次代の国民を育成するか︑そういうことが主眼

経済力もトップレベルに立っておりまして︑そういう点か

すと︑世界のトップレベルに立っております︒日本の国力︑

しかし︑今︑日本の子供の学力とかいろんなものを比べま

のは︑七割方は評価できるものだと申し上げてきました︒

です︒これまで︑日本の教育の達成した成果︑内容という

第三点は︑欧米から学ぶべき点は謙虚に学ぶということ

るのではないかと思っています︒

なくなっていったように思います︒これは︑国民の教育に

より良き教育サービスを提供するか︑如何にして我倉の後

対する思い︑考え方︑願望というものがあって︑自らそう
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りましたアメリカやヨーロッパの先進国の教育の成果を︑

ら日本の教育にとって︑これまでいろんなことを学んで参
もう学ぶ必要はないという意見もありますが︑こういう態

日本の教育の評価という問題についてや最近私が経験し

日本の教育の評価

たいくつかの場面を参考に申し上げたいと思います︒

と苦労しているアメリカ︑ヨーロッパの教育改革の動向と

と同じような問題を抱えて悩んでおり︑どう解決しようか

行きまして︑当時のベル教育省長官と話をした時に︑アメ

がございます︒これは︑二年前に森文部大臣がアメリカに

いたしました日米の教育専門家グループの報告書というの

一つは︑今年の一月四日にアメリカと日本で同時に発表

いうものを十分考え︑参考にすべきものは参考にする︒こ

リカが日本の教育の研究をし︑日本がアメリカの教育の研

度はとるべきではないということです︒やはり︑今︑日本

れは︑そのままでなくて︑解決の仕方や問題の処理の仕方

究をして︑それを同時交換し︑日米の教育交流をやっていこ

送教育開発センターと名古屋市で行われました︒その成果

が︑一つの参考になるのではないかという意味で︑欧米の
第四点は︑日本の文化的伝統というものを︑どう日本の

かと思います︒アメリカの評価というのは︑非常に好意的

がまとまって新聞に出ましたので︑皆さんもご承知のこと

うと提案をしました︒それが︑二年後に実現をし︑千葉の放

教育で生かしていくかということです︒これは︑臨教審で

といいますか︑褒め過ぎといいますか︑非常に良く日本の教

教育改革の動向に学ぶということが第三点です︒

十分議論していただきたいテーマだと思っていました︒日

育のことを書いています︒私が今手にしているのがアメリ

カで発表された﹁日本の教育の現状Ｑ画意口のｍの両号ｏ墨○回

たものです︒教育の方法にしても教材の作り方にしても︑

目＆皇︶﹂という報告書です︒これを読んでゑますと︑非

本の教育というのは︑日本の風土の中で日本人が作ってき

の国で生活している我灸の中に流れている伝統を背負って

あるいは︑父兄の子供に対する膜にしても︑やはり︑日本

いう感じがいたします︒若干︑褒め過ぎかなという気持ち

常に日本の教育について客観的かつ公正に評価していると

もいたしますが⁝⁝︒内容がよくまとまっておりまして︑

やっているわけなんで︑そういう意識しない面が︑今の教

そのうち︑翻訳されてお読承になる機会もあると思います

育の中で本当に生かされているだろうかと︒もし︑それが
不十分であれば見直して︑日本の教育の中に生かしていく

いて要領よくまとめています︒日本の教育では①彊寄豊画︲

が︑例えば︑塾のことなども喜多村和之教授の説などを引

努力をする必要があるのではないか︒

以上の四つの観点を申し上げて教育改革論議を見守って
きたわけです︒
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宮冒ｏ巨の︵原則︶が非常に強いために︑公立学校ではその

風の日︵平等主義︶と巨旨臨日昌弓︵画一主義︶の二つの

副議長になっておりましたが︑ポルトガルでは︑教員の地

をしました︒その中で︑ポルトガルの元文部大臣の方が︑

教育行政や教育専門家が集まって教育改革についての議論

一番低い端つくれのような感じです︒それから︑フランス

位は︑配管工と同じだと言うのです︒所謂︑熟練労働者の

では︑看護婦さんと同じだと言っていました︒その点︑日

に扱って同じように教え︑小学校では︑能力別のクラス分
けもできない︒そうすると︑所謂︑重①員氏の言号員︵才

二つの原則を崩すことができない︒要するに︑子供は平等

能のある子︶は︑もっと勉強したい︒落ちこぼれる子は︑

日本の教育について書いたアメリカのレポート︵﹁日本

の高さは︑非常に羨ましいと言っておりました︒

の教育の現状﹂︶の中で︑ベネット長官が︑個人的なまと

本の先生の給料はもちろん良いわけですが︑社会的な地位

非常に分りやすい説明だと思います︒このことは︑ドーア

めをエピローグという形で最後に付けています︒ベネット

もっと丁寧に教えてもらいたい︒そういう面で︑塾は公立

さんというイギリスの教育学者で﹁江戸時代の教育﹂とい

学校の代わりをしているんだということなんです︒これは︑

う立派な本を書いている方が来日した時も同じようなこと

の教育から学ぶべきものは四号園の旨︵十二︶あると言って

さんは︑非常な勉強家で自分で論文も書く人ですが︑日本

ているかということが分かるわけですが︑この十二の点は︑

います︒これを読むと︑日本の教育のどういう点を評価し

て︑教員の社会的の冨言︑が非常に高いと評価しています︒

は︑ある研究によれ

を言っていました︒教員についても︑いろんな調査を引い
小学校の校長と教員の社会的の国言

少なくともアメリカは学ぶ必要があると言っています︒

ば︑八十二の職業中九番目と十八番目にあたるとか︑大学
の教授は三番目だとか︑一番と二番は裁判官と大会社の社

一つ目は︑両親の教育熱心ということ︒

二つ目は︑学校の教育目標が非常に明確であること︒知

長で医師よりも良いと具体的に書いています︒

この点について︑もう一つの私の経験で申しますと︑一

り違っているわけです︒教科にしてもかなり選択教科を増

これは︑あたり前のようなことですが︑アメリカではかな

やして︑例えば︑子供がバイクの操縦法を勉強したければ︑

育︑徳育︑体育というように︑それをしっかりやっている︒

が中心になりまして︑ＯＥＣＤ加盟の二十四ヵ国の教育担

月十九日から二十一日まで京都で先進諸国のハイレベル教

当者である文部次官とか担当の局長とか研究所長とか︑あ

そういう科目がある︒あるいは︑ジャズ音楽を勉強したけ

育専門家会議というものがございました︒文部省と外務省

るいは大学の教授もおりましたが︑そういうハイレベルの
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確になっている︒﹁プロテスタントの倫理が︑日本の教育

十二番目は︑学生はよく勉強する︒成功の見返りが︑明

十一番目は︑献身的で有能な教師が多い︒

いる︒これも非常に驚異に映る︒

三つ目は︑目○感ぐ農○口目翼蔚愚要するに︑勉強する場

の目標は︑非常に明確だと見えるんじゃないかと思います︒

ます︒

では非常に強く働いている︒﹂というような表現をしてい

ムを作っているという点から考えますと︑日本の学校教育

れぱやそういう科目もある︾ごった煮のようなカリキュラ

っぱり︑努力すればいろいろなものが得られるという考え

合の努力︑あるいは︑それを支えるエネルギーですね︒や

このように述べて︑ベネットさんは︑日本の教育でうま

いるものと同じだ︑似ている︑と言っています︒アメリカ

くいっているものの多くは︑アメリカで最もうまくいって

方があること︒

四つ目は︑社会や家庭の子供に対する期待︒

あろうと良い教育だ︑と結んでいる︒そういう考え方が日

の号８ｓＰ良いものは︑良い︒良い教育は︑どこのもので

とが︑すっかり同じだ︒そして︑ｏｏａａｇ塁○口肘宕ａ

で一番成功しているものと日本で行われている普通のもの

五つ目は︑義務教育で非常に包括的なベーシックなもの

シ ﹂ しＧ◎

を︑きちんとバランスのとれたカリキュラムで与えている
六つ目は︑文化の伝達ですね︒これを日本の教育の中で

も︑日本の教育をそのままアメリカに移せないという議論

本の教育に対する高い評価だと思います︒アメリカの中に

はきちんとやっている︒

七つ目は︑道徳教育︒これには日本の学校は一定の時間

臨教審の第二次答申にいろいろ書いているのを注意して

ながら日本の場合は︑あまりありませんですね︒

画○Ｐと結んでいます︒こういう評価というものは︑残念

のように評価をしてきて︑の︒ａの号８号員切琶ａの合８︐

は確かにあると思うのです︒しかし︑ベネットさんは︑こ

を充てているが︑それ以上に多くの注意を子供の人間形成
八つ目は︑教育環境︒建物とか子供達が学習する時の態

に注いでいる︒

度がきちんとできている︒

九つ目は︑家庭学習をするとか塾に行くとかのように︑

子供の学習する時間が︑学校あるいは学校外を含めて︑非

残念ながら︑非常に厳しい︒ベネットさんほどと言いませ

読んで承ましても︑日本の教育に対する評価というのは︑

十番目は︑質の高い教育に公的な金を惜しまないでかけ

んが︑もう少し評価して良いのではないかという気持ちが

常に多くなっている︒

ている︒例えば︑プールを造って︑子供に水泳まで教えて
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くつかの行き過ぎ︑過ち︑試行錯誤などがあったとはいえ︑

﹁明治以来の追いつき型近代化の歴史過程に於いて︑い

良い点をずっと列挙し︑日本に来て日本の教育の自己批判

の発言の要旨は︑大体くネットさんが述べた日本の教育の

抜擢された方ですが︑この方が発言をしておりました︒そ

いう前バンダーピルト大学教授で︑連邦教育省の次官補に

我が国の学校教育は︑全体として大きな社会的使命を果た

を聞くとは思わなかったとの感想で結んでおりました︒

するのです︒

してきた︒﹂これが評価なんです︒あとは︑マイナス面を
挙げて︑荒廃現象というように言っているわけです︒確か

育を見ると︑日本の教育も良いところがあるのかもしれな

こう言ってきますと︑やはり︑外国を鑑にして︑日本の教

は必ずしもそうなっていない︒新聞なんかも︑アメリカが

うことは︑私は前から提唱しているんです︒日本の場合に

をし︑それを基礎に据えて︑教育改革論議をすべきだとい

るのですから︑そういうものを冷静に判断し︑公正な評価

ポート﹂の中にも使っているわけですが︑非常に強い言葉

っております︒この言葉は︑日本の出した﹁カントリーレ

いて︑﹁これは︑通訳の間違いではないか﹂と思ったと言

﹁教育の荒廃﹂︵島の８旨威○口目両目８陸○口︶という言葉を聞

育の暗い面が指摘されたが︑臨教審の岡本会長の使った

日本の二人の大臣の言ったことにも関係するが︑日本の教

それから︑ＯＥＣＤの事務局のローさんが︑総括の中で︑

﹁教育荒廃﹂ということば

いというふうに論調が変わってきますけれども︑もっと良

に問題もあると思いますが︑日本の教育の良いところもあ

いところを日本の新聞が書いてくれれば︑こんな浮ついた

ことを指摘したのです︒この辺りが︑日本と外国の考える

なので︑通訳が間違って表現したのではなかろうかという

思います︒外国に言われてそういう論調が出てくるという

危機感からでなくて︑地道な教育改革論議ができたのだと

であって︑最も良き解決を持っている国であると思ってい

ポルトガルの代表は︑日本は非常に大きい英知を持った国

る︒したがって︑日本の経験に学びたいと切に思ってこの

教育問題の食い違いを最も端的に突いた言葉だと思います︒

この点に関しては︑先程申しあげました京都のハイレベ

のは︑甚だ残念な点です︒

ル専門家会議で︑私も実行委員のメンバーの一人として︑

所に参りまして︑約二年になりますが︑そこにいろいろな

このことは︑前から予想されていたことです︒私も研究

会議に参加したと言っております︒

殆んどの国が︑日本の教育の成功を讃えているのが非常に

傍聴してまいりましたけれども︑ここでも集まった諸国の

印象的でした︒アメリカの代表は︑チェスター・フィンと
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する機会があるのですが︑その方灸がやっぱり言われるの

外国の方が来られまして︑話をしたり講演をして頂いたり

ということを言っていました︒これは︑先程のローさんの

知っている人は︑そのことを信じてはいないはずである︑

数育荒廃という言葉を︑マスコミが使い始めたのが昭和

総括の時の言葉と符合するわけです︒

問です︒それに対して︑教育の荒廃現象を説明しながら答

五十二年頃だと思いますけれども︑昭和五十二年に福島で

は︑なぜ日本は今教育改革をしているのだろうかという疑

アメリカにもあることなので︑向こうとすれば答えになら

えます︒ところが︑そのぐらいのことは︑ヨーロッパにも

れを今やっているのだということを言うと﹁なるほど﹂と

とが︑日本の全体の教育政策の問題になっているので房そ

そのための創造性を育む新しい教育をどうするかというこ

に経済とか社会とかいろんな面で人材が必要になってきて︑

して承ると︑校内暴力というのは新しく起ったのですが︑

が十年ぐらい続いているわけです︒その内容は何かと分析

りマスコミは﹁教育荒廃﹂という言葉を使いまして︑それ

という言葉を使った最初だと思いますが︑その前後にやは

ったことがあります︒これが日教組が初めて﹁教育荒廃﹂

ルの中で﹁教育荒廃を克服しよう﹂というスローガンを使

日教組の教研大会がありまして︑その時に日教組のアピー

納得するわけです︒教育の荒廃という現象で説明するより

学力の低下という問題とか受験競争の激化とかで表現でき

ないわけです︒そこで︑二十一世紀に日本が立ち行くため

も︑未来社会におけるより良き教育を実現するための改革

上げてよいと思いますが︑そういうものが教育の荒廃とい

る教育の問題なのです︒これは︑問題行動という形で取り

先般︑ドーアさんに講演をして頂いた時に︑ドーアさん

ないほど落ち込んでいるというように皆思ってしまうので

うようにひっくるめるために︑日本の教育は︑救いようの

であるということを説明することにしています︒

うのは︑一つは︑日本ではノーベル賞があまりにも少ない

翻訳すると︑本当にびっくりするのですね︒受験地獄の

す︒

が言うには︑日本の教育改革をやっている本当の意図とい

は︑これからはあらゆる国に共通なソフトウェアの技術者

ということを政治家が思っているのではないか︒もう一つ

りします︒受験競争が激しいことはわかるが︑︽ず星ごとは

地獄という言葉なども貴意壱と言いいますと︑皆びっく

ひどいじゃないかと言う︒そのように︑マスコミが使って

えがまだ不十分だというところにあるのではなかろうか︒

教育の荒廃というけれども︑誰もそのことを本当は︑信じ

いる言葉というのは︑事態を鮮明に印象づけるために使う

が大量に必要になってくるので︑そういうものに対する備

ていないのではないだろうか︒特に︑諸外国の実状をよく
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言葉ですが︑これを父母も先生も教育関係者もいつの間に

よくわかる︒日本の高校以下の教育は変える必要はない︒

して︑国研で講演をしてもらいました︒その講演をかいつ

大学はアメリカがまだモデルになると思う︒日本がよくい

まんで言いますと︑﹁日本がいかに賢かったか今になって

う﹃創造性の教育﹄というのは小・中・高等学校ではなく︑

は︑そういう言葉を使うべきじゃないと私は言い続けてき
ました︒残念ながら臨教審の中でも︑﹁いわゆる︑教育の

大学院でやるべきだ﹂ということでした︒ここでも︑日本

か使ってしまいます︒少なくとも行政官と教育担当者とか

して︑そういう言葉に段々慣れてきて︑あたり前に使って

荒廃﹂といわゆるを付けてはいますが使っています︒こう

とか﹁落ちこぼれ﹂とか︑キャッチフレーズで教育を一括

というような言葉とか︑あるいは﹁受験地獄﹂とか﹁乱塾﹂

書いているアメリカの学者がいます︒この人が書いた﹁日

いて立派な調査をしてヨ呂目︾ぬ冨警の︒言︒Ｅという本を

ります︒トマス・ローレンという日本の高等学校教育につ

それから︑もう一つのレポートを紹介しておく必要があ

の教育を非常に高く評価しているわけです︒

してまとめるような言葉をなるべく使わずに︑その実態を

う意味で言葉というものはとても大切なんで︑﹁教育荒廃﹂

くる︒そうすると本当の姿が見えなくなってくる︒そうい

表すような表現にしていく必要があるということを︑これ

を指摘しています︒

本の教育から何が学べるか﹂という論文の中で︑三つの点

基準をもっている︒学習指導要領というものがあって︑そ

第一点は︑日本の教育というのは︑全国に適用する国家

まで私は言ってまいりました︒けれども︑ＯＥＣＤのロー
さんがそういうことを言って下さったように︑少しはこの
傾向も改まってくれるとよいと思っております︒

第二点は︑先生の言うことを注意深く聞くとか︑きちん

れが全国に適用される︒

と座っているとか︑あるいは掃除をするとか︑そういう学

日米の評価のちがい
アメリカのカレッジ・ボード︵○三の鴨切目ａ︶というも

震けられる︒

第三点は︑これは非常に意外な点ですけれども︑高等学

習する態度というものが︑初等学校のごく初期にきちんと

校の入学試験が日本の教育のエネルギーを支えている源泉

のがあります︒アメリカの高校生の三分の一が大学受験を

ですが︑そのカレッジ・ボードのプレジデントをしており

う試験を委嘱するスポンサーをカレッジ・ホードというん

になっているということを言っている︒どういうことかと

する際に受けるＳＡＴａｇｏ旨の号諺壱馨且①目①鼻︶とい

ますドナルド・ステュアートさんが︑極く最近日本に来ま
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スクールに続いていくわけです︒そして初めて大学に入学

は試験がないわけで︑ずうっとジュニアからシニアのハイ

いいますと︑アメリカの場合には︑ハイスクールに入るに

なり文化なりの担い手になっていくという︑国家社会の発

育成され︑道徳的なしっかりした国民が育成されて︑社会

育が社会的な一つの機能として︑知的な水準の高い国民が

教育には︑個人の人格の形成という人間形成の側面と︑教

向こうが考えている日本の教育の良い点というのは︑いわ

展の基礎としての教育という側面があるわけです︒どうも

する時に︑さきほど申し上げましたＳＡＴの試験などを受
するけれども︑そうでないものは︑あまり勉強しないでし

場合には︑そこのところがごく当然のことなんで︑むしろ︑

ば教育がもっている社会的な側面なのではないか︒日本の

けるために勉強をする︒その時も︑ごく少数のものは勉強
まう︒要するに︑十八歳まで本当に努力をするということ

個人的な側面が︑どうも十分ではないと考えているのでは

今︑子供の人間形成︑人格の完成という面からぷた教育の

を経験しないでしまう︒

ところが︑日本の場合は︑全国の子供達が中学校を卒業

かなり早い年齢の時に体得する︒これは非常に大事なこと

革は︑日本が言っているのと全く逆の方向です︒アメリカ

アメリカのこのレポートもそうですが︑アメリカの教育改

そういうことを非常に悪いことのように言っていますが︑

もうひとつは︑日本では今︑画一化とか︑一斉主義とか︑

ないかと思います︒

した段階で︑高等学校に入るために︑ともかく高校入試とい

うひとつの目的に向かって努力をし︑チャレンジして︑自

なんだということを言っております︒これは︑アメリカが

は非常に自由にしてきたために︑学力が低下し︑子供がい

分が努力した成果がどういう形で報われるかということを︑

その点をもっと学んでいくべきだと︒のっぺらぼうで六年

ろんな社会規範に従うということも十分にできなくて︑非

常に困っている︒さきほどローレンさんが言いましたよう

いるかということを心配しているわけです︒高等学校の入
学試験が非常に過熱をするということで︑入学試験が日本

に︑教育内容の基準を作って︑こういうところまで到達し

間ずうっと行った子供達の行く末というものがどうなって

の教育では非常にマイナスの点として考えられているわけ

てほしいということを言いたいけれども︑これは連邦国家

体のそういうものは到底作れない︒統一的な基準が必要だ

ですから︑州がやらなければできないわけで︑アメリカ全

ですけれども︑ローレンさんのような見方もあるのです︒

しく︑国外からは非常に高く評価されている︒これはいっ

ということを言うことさえ︑アメリカの精神的風土の中で

このように︑日本の教育については︑国内では非常に厳
たいどういうことだろうかということを考えてゑますと︑
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少なくともハイスクールを終わるまでには︑数学は三年や

はタブーなんですね︒それ故に︑それはまねできないが︾

このところが︑実際は問題なんで︑そういうことをやっぱ

間の日本の教育というのは一体どうだったんだろうか︑そ

う方盈が言っているわけですね︒そうすると︑その四十年

り教育改革ではきちんと議論をしていただかなければなら

ってほしいとか︑理科は︑物理は︑というように一三−・

ベーシックとか︑コアとかいう言い方で必修すべき教科の

ないと思っているわけです︒

なっているわけです︒それから︑さきほど申し上げました

内容をきちんと提示したい︒そういうことが︑今︑議論に

良い点ばかり申し上げましたが︑確かに現在の日本の教

日本の教育の問題点

てしまったので︑いったいアメリカの学校は何を教えてい

育には問題点はいっぱいあることは事実です︒学力という

教科の選択にしましても︑あまりにも選択の幅を広げすぎ
るんだということになり︑子供はできるだけ自分の趣味に

Ａという国際教育到達度評価学会の日本センターで︑これ

このあいだ数学の結果を発表しました︒十七か国の中学一

まで︑数学と理科の学力の国際比較をしてきたのですが︑

点でも確かにあるのです︒私共の国立教育研究所は︑ＩＥ

年と高等学校三年に同じ数学の問題をやって比べると︑日

ならないものはなるべく避けようということで︑語学とか
ている︒そういうものをもっと画一的に強制してやらせよ

数学とか物理とかいうものがすっかりだめになってしまっ

本の中学一年の子供達は︑十七か国中いずれもトップなん

合った取りやすいものを取って︑努力をして覚えなければ

るために︑もっと自由化していこうということを言ってい

ですね︒代数とかいろんな分野をずっとゑても全部トップ

うというのがアメリカです︒日本の場合は︑個性を重視す
るわけですね︒全く反対の方向を向いている︒スチュアー

の次というふうに学力の評価をすると︑日本がトップレベ

ルなんです︒けれども実際やっぱり仔細にゑますと︑応用

です︒高等学校の三年生は︑香港が一番ですけれども︑そ

問題などが計算問題に比べて非常に弱い︒それはやはり文

トさんは真理は日本とアメリカの中間にある︑と言ってい

国家が統制をしすぎている︒もう少しこれはこういうもの

節団が言ったわけです︒日本の教育はあまりにも画一化で︑

釈のしかたですね︒そういう基礎的な国語の力が足りない

章を解読する力ｌ応用問題は文章で書きますから︑その解

ました︒同じことをちょうど四十年前のアメリカの教育使

ことを四十年前に言っているのです︒四十年前にアメリカ

ために起っているという点があるのではないかと︑分析し

をフレキシブルにして︑画一化教育をやめるべきだという
が言ったことを︑今の日本の教育改革で︑自由化論者とい

（51）

履修率というものを調べて成績との相関関係をゑますと︑

た私共の担当者がやっぱり言っております︒

先程申し上げました個人的な問題行動という点からぷま

も︑問題のある点だと思います︒

すと︑もっといろいろ問題が出てくるわけです︒これは︑

この中に︑日本の子供達の授業時間における問題行動を教

去年の五月に︑福島で全教連の大会がありまして︑全教連

師の側からゑて︑一番目につくのは何かということを︑一

こういうものはもう習っているわけです︒ところが︑他の

ある︒ですから︑履修率とその成績との相関関係を承ると︑

日本の学校は一斉主義ですから︑すべての子供が︑代数の

履修率の高い所ほど成績が良い︒日本の場合には︑履修率

万五千人の先生にアンケートをとった結果︑一番目につく

がこれまで三年間取り組んでまいりました﹁生徒指導の推

が非常に高くて︑成績も良いという︑いわゆる一斉主義・

のは教室内のおしゃべりだというのが出てまいりました︒

進に関する調査﹂の共同研究の成果を発表いたしました︒

画一主義の利点というものが︑そいう成績にあらわれてい

その次は︑ポンヤリしているということ︑これが出てきま

いるけれども︑ある子供は習っていないというでこぽこが

るわけです︒それだけでいいかと言うと︑やはり︑今言っ

した︒いろいろな方に聞きますと︑教室におけるおしゃべ

国では能力別編成をしていますから︑ある子供は履修して

たような応用問題と言いますか︑考えながら解いていくと

りというのは︑かなり広範な現象で︑これは昔とだいぶち

子供の学力ｌ学習到達度については︑これまで︑国立教

いう問題については弱い面がある︒

非常におしゃべりで困ると言います︒講義の最中であって

がっている︒大学の先生に会っても︑今の女子学生などは

﹁子供達がどの位自分の授業を分っていると思うか﹂と質

子供がすごい距離をおいて大きな声で話すとかですね︒ち

も︑隣同士でしゃべっている︒あるいは︑窓際と廊下側の

︵注︶

育研究所と全教連が提携して調査を致しました︒教員に

いるかなというような感じの答えがかえってくるわけです︒

問して教員の方の意識からゑますと︑半分ぐらい分かって

のを十項目ほどあげまして︑選んでもらいました︒教科の

あなたが子供に一番身につけさせたい特性は何か﹂という

改善に関する調査﹂︶の中で︑全国の先生に︑﹁学校時代に︑

それから︑もうひとつの調査︵﹁学習指導︑進路指導の

ょっと考えられないようなことが起っている︒

成していないとふる教師は︑小学校二二％︑中学校三五％︑

最近の全教連の調査でも︑三分の一以下の子供が目標を達

基礎︑基本とか︑創造性とかいろいろな項目をあげて調査

半分ぐらい分っていないのではないかということですね︒

れは︑やはりまだまだ日本の教育で学力という面からゑて

高校四九％で上級学校にいくほど割合が増えています︒こ
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げたものは︑何と﹁体力﹂だったというわけです︒現在の

したのでありますが︑小学校も中学校も︑等しく一位にあ

は︑これは減るだろうという予測が出ておりまして︑非常

ている︒一万五千人の先生方のアンケートでは︑五年後に

くすべきだと思っておりました︒しかし︑これがまだ残っ

は︑先生に手をあげるということだけは︑学校から絶対な

に嬉しかったんですが︑それはやはり︑校内暴力を起こさ

に体力の問題を︑小学校なら六年間︑中学校の三年間の学

校教育の中で体力をつけなければいかんということを一番

いう気をおこして下さったためだと思います︒しかし︑校

ないために︑校長先生を中心に先生方がともかくやろうと

先生というのは︑子供に基礎的な学力をつけるという以前

の問題として掲げているということをゑますと︑大変な状

る問題行動を考えますと︑これは︑教育以前の問題なんで

内暴力とかいじめとか登校拒否とか︑今の子供に起ってい

態があるのかなあという気がします︒教育の以前に︑そう

いう子供の体力をつけなければならない︒体力の次には

の中でそういう問題行動の背景をさぐっていくと︑どうも

すね︒教育の場で起っておりますけれども︑教育する︑学

﹁忍耐力﹂があげられています︒トマス・ローレンさんが

学校だけでないんじゃないか︑家庭がどうだろうか︑ある

習する︑という以前の子供の問題で︑子供自身の変化の問

私が初等中等教育局の局長になりまして︑後半は校内暴

いは︑社会がどうだろうかといういろいろな議論が出てき

日本の子供のことを褒めて下さったんですけれども︑子供

力問題で苦労したのですが︑校内暴力というのは︑子供同

たんですね︒これは当然のことですが︑そういう点では︑

の学習する態度に関しては︑最近はうまくいっていないん

士の暴力もありますが︑学校の器物破壊と対教師暴力とい

題というものではなかろうかと思います︒教育改革の議論

う二つは︑戦前の学校では考えられなかった非常に特異な

なかった議論をしていただいていると思うわけです︒

今度の教育改革の議論というのは非常に実りある︑かつて

ではないかという気がするわけですね︒

現象です︒ヨーロッパはバンダリズムと言いまして学校の

この点を考えてゑますと︑やはり︑家庭の問題が一番大

家庭の問題

器物を壊すだけですが︑先生に対する暴力と紙一重だと思

うんですね︒学校という学園の秩序を壊して︑諺憤を晴ら
している︒それが日本の場合には︑先生に対して力をふる

ョックがおこる昭和四十八年まで︑日本の経済成長が非常

きい問題だと思うのです︒特に戦後四十年のうちで石油シ

うというように︑非常に顕著になっています︒これは︑教
こわしてしまうわけですから︑非常に大変なことです︒私

育を成立させている最も基本的な師弟の関係というものを
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なスピードで進永まして︑そのために︑例えば就業人口の

平内閣の時に︑家庭基盤の充実といことを掲げて取り組承

いろいろな家庭の問題が社会における大きな変化の要因

始めたのですが︑これは途中で終わってしまっています︒

う面があるのではないかと思います︒特に︑父親不在の母

として働いているわけですが︑教育の面でも確かにそうい

ら五十七年には︑四％から九・七％に減っている︶︑それ

面でゑますと︑農村の人口がぐっと減って︵昭和三十年か

った︒家族の方で汲ますと︑昭和三十年から四十年の十年

がすべて都市のサラリーマンとして︑都市に集中してしま

るんではないかと考えます︒

子家庭化という傾向の中で︑父親の役割が変わってきてい

最近︑私は企業に呼ばれて話をする機会がありますと︑

間に世帯の平均の数が五人から四人に減ってしまった︒現
るのに五十年位かかっている︒所帯人員が減ったという事

﹁お父さんをなるべく早く家庭に帰して下さい︒これから

在は三・五人になっている︒アメリカは五人から四人にな
は︑結局︑家族の構成が核家族で︑少子家族になってしま

るような︑そういう余裕のあることをしないと︑日本の企

不況になり︑残業させるということもありますでしょうけ

の農村からの流出と都市への集中をもたらしたわけです︒

業の力というものは弱っていくのではないでしょうか﹂と

ったということです︒それは戦前にも変化があったのでし

そして︑都市に集まったサラリーマンは︑故郷の父母や祖

いうことを申し上げているわけです︒十分安定した家庭の

ょうけれど︑非常に長い間かかって変化していた︒ところ

父母と離れて小さなアパートに住承︑子供を学校にやって︑

中で︑父親が生活をして︑また︑子供をそういう中で育て

に帰って︑家庭の大黒柱として︑家庭の中の役割を果たせ

一人や二人の子供を一生懸命育てるということになった︒

ていく︑そういう家庭で生まれた子供たちが︑将来は︑企

れども︑しかし︑それはそれとして︑やはり︑父親は家庭

そういうことが︑世界の変化に比べても急激に起ったので

業の従業員になるわけですから︒

が︑戦後の二十年間に起った就業構造の変化は︑就業人口

す︒それは︑二十年間の中で起ったことですから︑その時

明治以来︑日本の父親たちは一生懸命働いて︑日本の経

済なり︑社会の発展を支えてきた︒今やっと︑高度成長が

食で承ると︑あまり変わっていないように承える︒しかし︑

二十年間というレンジをまとめて承ると︑大変に変わって

終わり︑駆け足していたのがゆっくり歩くようになってき

そういう変化に対して教育の方で十分に考えて対応して

いうものも非常に強い︒会社も当然だと思っているし︑家

たが︑意識はあまり変わらないし︑会社に対する忠誠心と

しまっている︒

きたかといえば︑必ずしもそうではない︒政治の方でも大
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庭では父親は震淳︒ぐの昏屋碧婁愚﹁よく知られたお客様﹂

子供と顔を会わせないでいる︒日本のホワイトカラーの家

庭でもお父さんというものは︑夜遅く帰ってきて︑あまり

つつあるのではないかと思っています︒

回︑家庭を立て直そうじゃないかというような気運ができ

れたりして︑社会全体として父親を家庭に帰して︑もう一

ベく早く家庭に帰るように︒﹂と言うような社長さんが現

らふた企業内教育の新方向﹂というレポートを出しており

経済同友会が︑昭和五十八年七月に﹁生涯教育の観点か

とでもいうんでしょうか︑子供が寝てしまった夜中に帰っ
てくる︑そういう客である︒とアメリカのレポート︵﹁日

の職業訓練は︑マンパワーとしてしか従業員をぷていなか

まして︑これは︑非常に画期的なレポートです︒これまで

本教育の現状﹂︶が言っています︒

最近は︑会社でも父親教室など開いて︑父親の心得とか

ったのに対し︑これからは〃全人格的教育″を指向すると

さまざまなことをやっているところがあるようですけれど
も︑岩手県の教育委員会は︑昭和五十八年に﹁おやじの出

いるわけですから︑私が言っていることと合致するわけで

している父親であり︑そういう観点から生涯教育を言って

す︒その中で︑三十代の従業員には責任ある家父長となる

言っています︒これは︑従業員も一個の人間であり︑生活

ケースだと思います︒﹁父親の役割を考える︑おやじの出

に配っています︒行政としては︑非常に早い着手をされた
番放映︑県教委十八日からテレビ岩手で﹂︑これは昭和五

いし︑家庭にもちろん望むべくもないから︑企業が家父長

ための教育をしなければならない︒学校にもまかせられな

番﹂というテレビ番組を制作して︑録画したものを各学校

﹁おやじの出番﹂という形で︑家庭における父親の役割と

ています︒

の教育をカリキュラムを作ってすべきだということを言っ

十八年十二月四日の新聞の切り抜きですけれども︑行政が
いうものをテレビでやったというのは︑着眼といいそのや

評論家の赤塚行雄さんが﹁家父学のすすめ﹂という本を

り方といい︑非常に良いことだと思っています︒

最近︑福井県などの教育委員会でも父親教育の講座を企

ーロッ︒︿にあった学問で︑今すたれましたけれども︑日本

にも同じような伝統がありまして︑貝原益軒の﹁和俗童子

書いています︒﹁家父学﹂という学問は十七・八世紀のヨ

訓﹂とか︑山鹿素行の﹁父子道﹂とかいろいろな文献の中

か︑いろんなことを始めました︒こうして︑行政も始めま
﹁父親教育をしなければいかん﹂とか︑あるいは︑企業に

したし︑また︑企業の方でもそういうことに気がついて︑

に︑父親が家夫長として妻を教育し子供を教育するという

業に出前をしたり︑あるいは講座を開いて来ていただくと

よっては︑﹁赤ちょうちんにぱかりたむろしないで︑なる
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たれてしまった︒そういうものをもう一度見直そうと﹁家

﹁家父学﹂の伝統があったのがいつのまにかなくなってす

が父親の本当の姿かと思っているけれども︑実はそうでは

それがずっと産業戦士という形で続いている︒こういうの

事をするのが男らしい生き方なんだ﹂というようになって︑

ないのではないか︒

父学のすすめ﹂を提唱しております︒

やはり︑家庭という生活の基盤の中のリーダーとして︑教

ばですけれども︑父親の役割というものを考えてゑますと︑

のかなと思います︒﹁家父長﹂というのは非常に古臭いこと

ですから︑父親の出番が確かになくなってはいますけれど

全部電化製品にまかせて︑あるいは︑お母さんがやるわけ

いうことができたのが本当の父親の理想像であった︒今は

て下さい﹂と言うと︑露伴がきちっとやって承せる︒そう

﹁お父さんは口で言うだけじゃなくて︑自分でやって承せ

例えば︑幸田露伴が︑自分の娘の文さんに︑十四歳にな

そういう家父学のすすめとか︑家父長としての教育を企

育を母親だけにまかせないで︑自分が子供の教育もするし︑

も︑家事の細かなところに至るまで気を配って︑家を治め

業がやろうということを考えてぷますと︑だんだんと︑日

奥さんの家政の協力もするし︑家というものを責任もって

ていったという︑父親の役割を︑﹁家父長﹂という言葉を

った時に︑障子の貼り方︑掃除の仕方を教えるわけですね︒

治めていく︒そういう父親の役割というものを考えさせる

通じて蘇らせる︑父親像の復権を考えるというのが︑これ

非常に細かく教える︒文さんはやってゑてもできないから︑

場合に非常にわかりやすいイメージだと思います︒その

からの教育を考える場合に︑非常に大きな観点ではないか

え直そうじゃないかというのが︑今の潮流になりつつある

﹁家父長﹂という形で日本の父親の伝統が蘇っている︒赤

と思っているわけです︒

本の文化的伝統の中で︑父親の役割というようなものを考

塚行雄さんに言わせますと︑もともと︑日本の家父長とい
て︑家庭の経済も近隣との付き合いも全部きちんとできて︑

うのは︑江戸時代の末期に完成された一つの理想像であっ

た︒そういうのが昔の父親だった︒それが︑幕末から明治

題になっているわけです︒日本の教育改革は︑教育プロパ

の在り方とか︑家庭の在り方とか︑全体として︑文化の問

これは︑もう︑教育というよりも文化の領域です︒社会

教育改革は文化の問題

維新になって︑外に出て国事に奔走し︑あるいは︑産業界

ーよりも︑むしろ︑文化の問題として取り組んでいる︒そ

た︒そして︑料理や裁縫など家事もろもろも全部教えられ

子供の教育も嫁に行く娘もしっかり教育をすることができ

において懸命に働くようになった︒そして︑﹁男は外で仕
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ういう段階なんではないかと考えると︑今︑臨教審でやら

というように考えますと︑教育改革の議論も理解し易いの

議論している︒それが日本の教育改革の一つのポイントだ

道徳教育と伝統
しかし︑そうは言っても︑教育の在り方に大いに問題が

ではないかと思います︒

れております議論というものがよく分かるように思います︒

本当に学校教育に問題があるならば︑カリキュラムと学校
の先生の質と給料を良くすることによって︑ほとんど解決

あることも事実です︒学力のことは申し上げました︒その

できるはずなんですね︒教育内容と︑良い先生を採用して︑

十分な給与を与え︑そして︑トレーニングしていくことに

ュラムと教員だ﹂と異口同音に言っていますから︑まさに

このあいだの教育サミットでも言われたことは︑要するに︑

第一は︑道徳教育の問題です︒臨教審も言っていますし︑

ほかのいくつかを申し上げたいと思います︒

それによって解決できるはずなんです︒日本の場合には︑

力︑思いやりの心等の酒養が必要であると強く言っていま

青少年の道徳性の低下という問題です︒自立心︑自己抑制

﹁ヨーロッ・︿やアメリカの教育改革の中心テーマはカリキ

よって解決できる︒先般のハイレベル教育専門家会議でも

員は社会的な地位も高いし︑給与も良い︒子供達はこのよ

ロッパ︑アメリカにおける共通の教育改革の中心テーマで

す︒カリキュラムと道徳教育と教員︑この三つが今のヨー

すでに︑カリキュラムの改訂はいろいろやっています︒教

うところはないのですね︒

うな先生によって教えられているわけですから︑もう︑言

で賎をきちんとする国柄だと言われて︑日本でもそうすべ

国とも非常に悩んでいる︒ヨーロッパは︑本来的には家庭

きだという議論がありますけれども︑ヨーロッパの代表が

す︒道徳教育についてはどうしたら良いかということを各

です︒それならどうしたらいいかということを考えますと︑

等しく言っていることは︑﹁もう家庭では教育できなくな

しかし︑現在起っている問題は︑確かに︑子供の人間形

これは︑学校教育だけでは到底出来ない︒家庭なり社会な

成にとって︑基本的で最も根幹にふれるような問題なわけ

り企業なり行政なりが︑一体となってやらなければ︑今︑

ってきた﹂と︒したがって︑これは学校で冒○邑の目８︲

アメリカは今︑道徳教育をなんとかしなければいけない

陸◎旨をしっかりやってほしいということなんですね︒

といって反省しています︒アメリカの場合には︑﹁道徳教

子供の中に起っているいろいろな変化︑人間形成上の危機
んだん議論が進んできていると思います︒ですから︑教育

というものを救えないんじゃないか︒そういうように︑だ
を論じながら︑実は︑文化︵カルチャー︶の問題について
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れています︒

かなか言いにくい︒しかし︑そうは言っていられないので︑

それを避けるために︑道徳教育を強化するということをな

育﹂というと︑どうしても宗教的な問題がからんでくる︒

に対する報恩の気持ちとか︑そういうものを目○星①含

としての死の問題とか日本人の親子関係の基本としての親

直面するわけですし︑そういう問題を含めて︑人間の宿命

ると思うのです︒いずれ︑我々も等しく︑死ということに

というものをいかにして教育するかというところに来てい

かといいますと︑これは︑戦後の一つの状況として︑そう

知育にかけるほどの徳育に対する力の入れかたをしてきた

り上げています︒

小学校高学年で新渡戸稲造の﹁太平洋の橋﹂というのを取

しております︒青森県が作った道徳教育の郷士資料の中で︑

文部省は︑最近郷土の偉人を道徳教育の教材として推奨

が必要なのではないかという気が致します︒

◎墨○口の基本に据えて︑しっかりと教えていくということ

何等かの形で︑道徳教育を強化すべきだということが言わ
日本の場合には︑知︑徳︑体とバランスのとれた人間形

いうことができなかった︒戦前の修身に対するイメージが

成を目指していますけれども︑どちらかと言うと︑体育と

まだ残っているとか︑あるいは︑価値をいかにして教える

は大変良いことだと思いますけれども︑ただ︑新渡戸さん

新渡戸さんは︑盛岡でも︑岩手県の偉人だということで

についての書き方が︑東大の入学試験の時に﹁何をやる

か︑例えば︑公権力が人間の価値観を押し付けることはで

だめなんだとかの議論がありまして︑せっかく特設の道徳

か﹂と言ったら︑﹁農政学と英文学をやる﹂と︑﹁何のため

きないとか︑道徳というものは教えられないものだとか︑

の時間を設けましても︑道徳教育というものが一般の教員

に英文学をやりたいか﹂と言うと︑﹁太平洋の橋になりた

ね︒どっちでも郷土の偉人を顕彰して教育に役立てること

の信念として︑あるいは︑父兄の側でも﹁こう教えて貰い

いからです﹂と︑﹁なるほどおもしろい考えだ︑やってゑ

顕彰しているんですが︑青森県の方でもやっているんです

たい﹂という道徳についての観念が︑必ずしも明確でない

たまえ﹂と励ましてくれたというようなこととか︒﹁太平

項目だけ教えても身につかないとか︑行動に表れなければ

ンセンサスが固まっておらず戸学校教育の中で道徳教育に

これも一つの立派な見方だと思います︒しかし︑新渡戸稲

洋の橋﹂という観点から新渡戸稲造を書いているわけです︒

という点がありまして︑必ずしも︑道徳教育についてのコ
かける情熱が︑知育︑体育に比べて十分でなかったという

造を書くならば︑新渡戸稲造という人は︑日本人としてど

点があると思います︒

しかし︑やっぱり︑今︑問題なのは︑子供たちにモラル
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いるんです︒要するに︑精神は生粋の日本人であったが︑

ョンマゲに洋服を着せたような男だ﹂ということを言って

せたわけですが︑その後藤新平が︑新渡戸というのは﹁チ

文を書いているんです︒このグリフィスが︑日本の生徒は

それで︑新渡戸さんと十五年来の親友であるといって︑序

日本人の生き方というものに非常に共鳴した人のようです︒

いた福井市だと思いますが︑そこでいろんな人に会って︑

た人ですが︑福井県に行って︑まだ非常に封建制の残って

という人は︑明治十三年に日本に来て︑日本の学校で教え

語学もできたし︑欧米の事情も十分に知っていた︒そうい

が書いているんです︒これを読ゑますと︑このグリフィス

う国際的な教養も十分に備えた人だったけれども︑精神の

尽きるというふうに書いているんです︒だからその当時か

非常に素直で︑よく勉強し︑従順で︑恭しく︑教師冥利に

ういう人であったかということも教えてもらいたいですね︒

骨格は︑愛国心に溢れる日本人であった人なんですね︒そ

後藤新平が台湾総督の時に︑彼を招いて糖務局長をやら

こを言わないと︑ただ東と西の融合のために努力したんだ

にしっかりと学習する態度が身についていた︒それが︑い

ら︑グリフィスからゑても︑日本の子供達というのは非常

もう一つ是非お読承いただきたい本に︑岩波文庫の﹁日

つの間にか無くなってきたわけです︒

というだけでは︑子供の心に訴えないと思うんです︒道徳
い︒日本人として生まれ︑いろんな矛盾を感じながらも考

教育をするときにも︑そこのところをきちんとやって欲し

いうことを︑やはり︑郷土の偉人を教える際にもきちんと

え︑そして生きてきた︒その結果︑こういう事業をしたと

著者は︑西村茂樹という人︒佐倉藩の執政をつとめ︑明

本道徳論﹂があります︒

せんが︑そういう感じがするわけです︒エピソードなんか

に下り余生を道徳教化の運動に捧げた人です︒生涯をかけ

六社の同人でもあり︑後に文部省の編輯局長までやって野

やって欲しい︒まあ︑私の見解︑間違っているかもしれま
は読めばいいんで︑そこのところをきちんと教えられるだ

て︑日本の国民道徳というものの学問的基礎を打ち立てよ

うとした明治期最大の道徳学者であり︑道徳運動家です︒

けの教材にしておいてもらいたいと思います︒

新渡戸さんは︑非常に偉い人で︑やっとお札の肖像にな

この要旨は︑儒教道徳の良いところを土台とし︑西洋の

れて︑日本の中で日本の道徳というものを考えていこうと

えていこうということです︒このように日本人として生ま

哲学の長所をとり入れて︑日本の国民道徳というものを考

ってから認められたという人ではない︒本当はもっと早く
ここに﹁武士道﹂という岩波文庫がありますけれども︑

認められていい人だったと思います︒

この序文をウイリアム・エリオット・グリフィスという人
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ではないかと思うのです︒

こういう道徳の伝統を見直していくということも必要なの

した人達が先輩にいて︑立派な遺産があるわけですからや

るいは︑〃悪平等″というかたちで切り捨てられるけれど

りまして︑そういう問題は︑〃教育の機会均等″とか︑あ

いうものをやってもらいたいというようなことを言ってお

して︑教育の中でどう考えるかという非常に大きな問題な

も︑もっと基本的な社会の︑一つの人間の集団の生き方と

おります︒

ので︑これを是非研究してもらいたいということを言って

能力に応ずる教育
ドーァさんが言っているのですが︑ドーアさんは国研に

第二は︑能力に応じた教育の問題です︒

﹁随所に創造性を高めることが必要だと言いながら︑な

考えの中に︑善と悪というのはあるはずはない︒これは︑

来まして〃悪平等″という講演をした人です︒平等という

なことを取り上げないんだろうか﹂と疑問を投げ掛けてい

ぜ︑日本の臨教審は能力別の子供の教育をするというよう

てあって︑どうしてもそこを突破できないんだという分析

ろう︑ということから始めまして︑﹁日本は創造性の教育

日本で言う場合には行き過ぎた平等を悪と言っているんだ

しないんだろうか﹂という疑問を投げ掛けながら︑﹁ただ

と似ている面があるのですけれども︑そういう意味でこれ

か︑そういうものが日本の教育の二つのプリンシプルとし

これは︑学問的にもつと検討しなければならない課題であ

からの問題としては︑能力のある子供をどう育てていくか︑

ます︒それにはやっぱり平等主義と画一主義というんです

る﹂と︒例えば︑能力の高い子だけを集めると︑必然的に

それと︑これと区別された子供達を︑さらに劣等感を感じ

と言っているけれども︑なぜ子供達の能力に応じた指導を

しては︑こちらの方は︑もまれてぐんぐん上がっていくけ

低い子のクラスができるわけですね︒そうすると︑仮説と

ことです︒アメリカから学ぶべき点は︑そういう子供達に

させないで︑力をつけていくにはどうしたらいいかという

て︑意欲を無くしてかえってだめになってしまうという説

れども︑もう一方は︑非常に旨庁昌○埼昼８日且①〆をもっ

いうことについては非常に長い経験があるんです︒フィン

プを背負った子供達に対して︑いかに力をつけていくかと

まって︑その中で安心して競いあえるから︑むしろその方

局長は︑アメリカから日本が学ぶべきものはこういう特別

対する教育です︒いろんな人種の子供達やハンディキャッ

がいいんだとか︑いろいろ仮説はあるけれども︑それを実

な子供達に対する手厚い教育︑これは︑日本が学んでいい

と︑いや︑そうじゃない︑やっぱり同じような子供達が集

証的に検証したわけではない︒日本の研究者は︑是非そう
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ことじゃないかと言っています︒こういう点をもっとアメ

は︑コンピュータ教育というものを媒体として︑自分の教

があえて思い切ってそういうことを言っているということ

育︑自分の平生の教育というものを率直に反省しつつある

リカからも学んで︑やっていく必要があるのじやないかと
いうのが第二の点です︒

の改革をして考えていかなければならない点が沢山あると

中で言われていることですが︑教員自身が自己改革︑意識

コンピュータ教育だけでなく︑やはり︑今︑教育改革の

ということだと思うのです︒
第三は教師の問題です︒

思うんですね︒教師自身が気付かないながらも︑教育改革

教師の在り方について
日本の教師については︑アメリカのレポートでは良いと

いるのだ﹂だけではなくて︑やっぱり︑改めなければなら

ころばかりなんですけれども︑やはり︑教師の在り方につ

ない点があると思うんです︒それは︑是非︑皆さん方にお

の論議の中で︑提案されている﹁先生もつとしっかりして

が︑東京の文化女子大学でありまして︑そのレポートを私

考えいただきたいと思います︒そういう教師の自己変革︑

下さい︒﹂ということに対して︑﹁自分達は一生懸命やって

も読ませていただいたのですが︑ほとんどの先生が︑授業

意識の変革というものを伴って︑初めて社会とか家庭とか

全教連のやっているＣＡＩプロジェクトについての発表

にパソコンを取り入れる時に︑子供達にアンケートしてい

からの要請に応えながら︑新しい時代に向っての教育がで

いて考えていただかなければならない点があると思います︒

るんですね︒子供にアンケートして︑その中で︑普通の一

これに関連して教師の在り方としての模範ということで

きるのではないかと思うのです︒

ているんですね︒そうすると︑圧倒的にコンピュータとい

この中に﹁人生訓﹂というコラムがありまして︑スマイル

す︒ここに﹁教育情報いわて﹂という新聞があります︒こ

斉授業とコンピュータを使った授業と比べてどっちがよく

う答えが出るわけです︒これは︑先生方が思い切って︑自

分かるか︑どっちがやる気を起こすかかということを聞い

分のやっている教育をコンピュータというものを一つの物

るにもかかわらず︑教育者のうちの最も力強いものの一つ

ズの言葉として引いて︑﹁模範は︑それが言葉なしで教え

である︒﹂ということを書いてあります︒これを読んで︑

指しにして︑子供達に評価させるわけですから︑普通はな
裏返しますと︑平生の授業がコンピュータを使った授業に

非常にいい言葉だと思いました︒今の教育の中で考えなけ

かなかできないような問い掛けをしたわけです︒これは︑

比べて面白くないということなんで︑そうすると︑先生方
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﹁模範﹂ということを考えて頂きたいのです︒

れぱならない言葉だなあと思ってここに持ってきたのです︒

ういう親の恩を考えたら︑百文たりとも無駄にできないは

ずだ︒﹂というのですね︒そういうことで非常に厳しい規

法律を略し︑教化を先にして賞罰を後にすべきである︒﹂

ざりになる者が出てきた︒これは︑﹁礼儀を詳らかにして

って承ると︑一面弊風も生じた︒形だけ守って精神はなお

生き方が全くの﹁模範﹂なんですね︒万善簿を作ってきび

どうも教化というものが教育の一番大事なことではなかろ

則をつくってきちんと管理をしてきた︒しかし︑何年かや

しく自分を律しています︒私塾の経営の基本としては﹁治﹂

うか︒したがって︑﹁口を以て教えず︑身を以て教え︑月日

私は︑日田の威宜園という江戸時代最大の私塾を経営し

と﹁教﹂︑﹁治める﹂ということと﹁教える﹂ということ︒

を経て︑自然と人の化するように致すべきである︒師に孔

た学者︑広瀬淡窓の全集を今読んでいるのですが︑淡窓の

当時の青年というのは︑非常に乱暴な連中が多くて︑行儀

と︑自分の弟にちゃんと言い聞かせて︑引き継ぎをしてい

子の徳なくては︑弟子に顔閏の行いは求め難いのである︒﹂

教えていくわけです︒この教え方が︑今でいう個別化の教

作法もわからないので︑厳しい塾の規則をつくってそれを
きちんと守らせる︒守らせて︑土台ができてその上にまた

る人です︒

す︒

は言うべくして難しいことですが︑そういうことを念頭に

方にお願いしたいのです︒しかし︑なかなかそういうこと

一致するような感じがするのです︒そこのところを︑先生

﹁教育情報いわて﹂に載っているスマイルズの言葉と全く

これを見ますとやっぱり教育というのは︑最終的には教
化︑先生の示す行動模範ということに尽きる︒ちょうど

育なんですね︒青年の一人一人に合った教え方をしていま

その中で︑私が感心したのが︑金銭の管理について非常

らまた入り直す﹂というんですね︒それはなぜかというこ

期限までに返さなかったら︑その時は退塾し︑完済してか

置いて︑これからの教育を考えていただきたいとお願いし

に厳しくやっていることです︒﹁百文を友達から借りて︑

とを︑自分の弟の謙吉︵旭荘︶が後を継ぐときに﹁申し聞

もうひとつは︑﹁書生が家にあれば︑両親の手助けをして

ります︑キングスレー・ウォードという人の本です︒城山

もう一つご紹介したいのは︑今ベストセラーになってお

たいのです︒

助けになっていたにもかかわらず︑それを放棄して日田に

三郎さんが訳した﹁ビジネスマンの父より息子への三十通

﹁金銭の乱れというのは書生の志を破るもとだ︒﹂それと︑

かせ書﹂の中で書いているんですけれども︑要するに︑

まで学問をしに来て︑しかも︑仕送りして貰っている︒そ
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いろな場面で︑手紙を書いて人生の先達として教えている

まれていて︑管理者教育はこの一冊でいいのだとも言われ

の手紙﹂というのがあります︒これは︑企業では非常に読

な先輩の知恵というものは︑日本の子育ての伝統の中に流

介をするな︑というようなことも述べています︒このよう

小さい時はきびしく膜けてもよいが︑十歳を過ぎたらお節

かせてやるのがよい﹂ということを書いています︒また︑

れているはずです︒

ています︒父親が子供に︑自分の経験から出た意見をいろ
わけですね︒我灸の場合︑要するに一番大事な人生の生き

ある家庭を大事にし︑先生方が今のようなお気持ちで教え

これからの世の中には︑段をとそういう先人の知恵も見

て下されば︑日本の教育というのは︑非常に枠組承がしっ

方のようなものを誰から教わるかというと︑先生も教えて

道徳教育もそうなんですが︑一番大事なことが教えにく

かりできていますから︑子供達がしっかり育ってきて︑本

直されてまいりますでしょうし︑家庭も子供をしっかり教

い︒伝えにくい︒我灸はいろいろな本から︑あるいは︑い

当に内容も外観も共に世界に誇るに足る教育︑そういうよ

くれないし︑父親も教えてくれないというのが︑今の世の

ろいろな知識をかき集めて︑自分の生き方など︑必要な知

うに海外から評価される中身にふさわしい日本の教育にな

育をして下さり︑企業も政治も行政も子供の生活の基盤で

恵を蓄積していっているわけですけれども︑折角骨折って

中ですね︒

自分のものとした最も大事な知恵を︑何等かの形で︑後世

るだろう︑というように私は思っています︒

けれども︑日本の教育についてこういう広範な意見を出し

教育改革についてはいろいろなお考えがあると思います

います︒先輩の教師として得た知識というもの︑本に書い

なり︑後代に伝えていく義務もあるのではなかろうかと思
ていない知恵のようなものを︑後輩の教師に伝えていく︒

ぱり︑﹁教育の問題を我々の立場になって考え︑議論して

あるいは︑父親が子供に伝えていく︒母親が嫁に伝えてい

もらっているのだ﹂という気持ちで読ゑますと︑いろいろ

合い︑深く考える機会なのです︒だから︑これを﹁何を議

貝原益軒の﹁和俗童子訓﹂なんか読ゑますと︑子供の叱

論しているのか﹂と距離をおいて見るのではなくて︑やっ

り方についてもちゃんと書いています︒﹁自分の子供だか

た後に︑それをどうやって現場でやっていくかという問題

な教訓が読み取れますし︑また︑教育改革の論議が終わっ

のです︒

らといって︑声を荒げて顔色を変えて悪口してはずかしめ

く︒こういうことが︑日本の文化的伝統の中にあるはずな

てはならない︒よく理を話して︑何度も繰り返して言い聞

（63）

てこれからの日本の教育に生かしていただきたいと思いま

論議についても︑そういうお気持ちで接していただきまし

意識も出てくるわけでございますから︑どうか︑教育改革

︵﹁トレンズ﹂六十一年七月号所収︶

︒﹁日本の教育から何が学べるか﹂トーマス・ローレン

︵﹁臨教審だより﹂二十五号所収︶

︒﹁子どもと共に未来に生きる﹂全国教育研究所連盟編

．﹁家父学のすすめ﹂赤塚行雄著三笠書房

︒﹁新しい生徒指導の視座﹂全国教育研究所連盟編

︒﹁父・こんなこと﹂幸田文著新潮文庫

私の話も︑その意味においてご参考になれば幸いでござ

す︒

います︒

．﹁和俗童子訓﹂貝原益軒著岩波文庫

キングスレー・ウォード箸城山三郎訳新潮社

．﹁ビジネスマンの父より息子への三十通の手紙﹂

︒﹁淡窓全集﹂三巻日田郡教育会編

．﹁日本道徳論﹂西村茂樹箸岩波文庫

．﹁武士道﹂新渡戸稲造著岩波文庫

︵注︶﹁全教連﹂とは︑全国教育研究所連盟の略称︒国立
二百二十七が加盟している︒

教育研究所を含め︑全国の公・私立の教育研究機関

︵参考文献︶

・言宮口のｍの同含８蔵○口目且皇︵日本の教育の現状︶

己．︑︑己名胃言胃具旦同邑居異ざロ

っ﹁悪平等について﹂ロナルド・Ｐ・ドーア
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需

売上税問題が浮上してから初の国
政選挙となった参議院岩手選挙区の
補欠選挙で自民党が大敗した︒売上
税反対を叫んだ社会党候補の得票四
十二万票に対して︑売上税にあまり
ふれなかった自民党候補の得票は十
九万票である︒保守王国といわれて
きた岩手県でのこの結果は︑売上税
に対する国民の批判を明瞭に示した

D

のあいさつがあったが︑温厚なこの
人の口から︑売上税反対のきびしい

話合いで耳にしたのは売上税反対の
声ばかりだった︒会議所会頭の冒頭

商工会議所に行ったことがあるが︑

問われる政治の誠実さ

一月末に新年懇話会に招かれ一関

矛勾ノ○

売上税がかかるぞ﹂と野次が飛ぶ始
末で︑やりにくい選挙だったとい

い合戦﹂を呼号すると︑﹁葬式にも

補は急死した前議員の夫人で︑﹁弔

D

言葉が次々に語られ︑出席者に同感
の表情が強い︒まるで反対集会のよ

うな気配だったことを思い出す︒支
持団体の商工会議所︑商工会にこう

まい︒

不評では︑選挙での大敗もやむをえ

新聞の世論調査で国民の八割が反

対という報告が少し前にあったが︑

売上税はわかりにくく︑三カ月ごと
の申告など納税のコスト︑手間がた
いへんだ︒五パーセントの税は結局

は消費者の負担になり︑不況の折

柄︑消費を冷すことになる︒流通業
界を中心に反対がひろがるが︑さら
にその背後に︑サラリーマンを含む

広い国民層に﹁公約違反ではない

か﹂との批判が強い︒

﹁信なくぱ立たず﹂という︒政治の

誠実さ︑信用が問われているのであ

る︒政権与党にとって大きな反省の

ときが迫ってきたと思われる︒

ｌⅡ
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ものといえよう︒

だろう︒

当選者の第一声は﹁わたしを勝た
せてくれたのは中曾根総理︒売上税
だ﹂と皮肉をこめたものだった︒そ
の通りで︑売上税反対による結集が
なければ︑到底勝利は覚束なかった

この選挙戦の終盤に入っても自民
党の陣営に熱気が盛り上らず︑こう
なったら中曾根首相に来てもらおう
との声が県連内にあったが︑そんな
ことをすればかえって票が減るとの
声にかき消されたそうだ︒自民党候
．︑１１．︲・●︲︲１．︲Ｉ︲︲︲！︲．︲︲︲１１︲︲︲

入江徳郎

H

︵唾蕊︶と考えられています︒

心筋梗塞は︑狭くなった血管に血

三心筋梗塞

時狭心症と呼ばれるもので︑運動と
無関係に例えば就眠中に起こるもの
があり︑その原因は冠動脈の筆縮

言います︒

心臓病の重要性については既にお
話ししましたが︑今回は最も重要な
ものを取り上げます︒虚血とはその
臓器への血流が不足した状態をいい
ます︒心臓の虚血は冠動脈の血流の
不足を云いますので冠動脈疾患とも

鰯
難
液の固まり︵血栓︶が生じ︑血管を
閉塞するので血流が止まり︑養われ
ていた心筋部分が死ぬものです︒こ
の時の胸痛は狭心症より遥かに激烈

虚血性心疾患

で︑且つ長く続きます︒

四診断

心電図により診断されます︒狭心

症は︑発作時のでないと診断出来な
いので︑運動負荷心電図や型時間心
電図記録装置により日常生活の中で

の発生を調べます︒心筋梗塞は︑心
電図により容易に分かりますが︑小
さいものは難かしい︒その時は︑壊
死心筋から血中に瀞出した酵素や心
室壁運動の異常をみて診断します︒

五治療

狭心症はニトログリセリン等の抗
狭心薬を使います︒最近は血管狭窄
部を拡張する方法が行われるよう

になりました︒また︑心筋梗塞の時
は︑血栓がつまってから短期間の時
はそれを溶かす物質を注入します︒

梗塞は種々合併症を起こすので︑濃

厚治療室に入院するのが安全です︒
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一虚血性心疾患の原因
大部分は︑動脈硬化即ち冠動脈硬
化に起因して血管の内腔が狭くな
り︑断面積の七十五％位まで狭窄が
強まると︑臨症症状が出て来ます︒

二狭心症
虚血性心疾患の種類の一つで︑血
管の内腔狭窄により起こる胸痛で
す︒胸のほぼ中央部に３１５分間続
く事が多い︒狭くなった血管を通過
する血液量が︑運動に比較して不足
すると起こるので︑階段を昇る時︑

走る時︑その他運動により誘発され
ます︒此れを労作性狭心症と言いま
す︒狭心症のもう一つの型は︑安静

党議藤蝉

杉 浦 昌 也

︹泊翁百話︺

泊翁書簡ロ
小林正策宛の十通

泊翁書簡は年次の明らかでないものが多く︑これが史料
宛は︑一通をのぞくほかは珍しく年次がハツキリしている︒

としての価値をそこなっているが︑今回紹介する小林正策

の注記のない一通も︑内容から推して明治三十二年のもの

それぞれのあとに年次が注記してあるからであるが︑年次

此御座候︒早々拝具
小林正策殿

五月一日

哲史

西村茂樹

︵舟二年︶

拝見弥御安全奉賀候︒近日近江支会発会式御挙行二付︑支

その二

て︑はなはだ都合がよい︒小林正策宛は︿その一﹀から

会長御選挙の御内意御申越の趣敬承候︒谷鉄臣翁二人望蹄

であることがわかるから︑古い年次の分から順に紹介でき
︿その一○﹀までの十通で︑内の八通が封書︑二通がはが

し候︿︑御選挙可然奉存候︒一人にて両支会長を兼候義︑

是造先例︿無之候へ共︑事理に於而差支無之事ト存候︒右
十月四日

西村茂樹

貴答造如此御座候︒猶此上御精力の義偏に相願候︒拝具
小林正策殿
その三

御座候︒随而拙者国民訓一部致進呈候︒御笑納被下度候︒

村出立︑草津ヲ経テ御地二着可致候︒相可村より草津迫四

貴書の趣委細敬承︑本月十七日朝七時八分勢州多気郡相可

日夜致婦京候︒各地共入会者多く︑追々支会開設の模様二

感謝候︒老生儀福井︑金沢︑岐阜︑名古屋巡回し︑去廿八

又出立の節︿何寄の御品御恵投被下︑御厚志の段千万不堪

迎被下︑逼留中も諸事御世話被下︑御蔭に而万事都合宜敷︑

拝啓愈御安全奉賀候︒先般御地へ参上の節︿態を遠方御出

その一

きである︒

川

猶将来御地道徳の義何分御精力相願候︒先は御礼造大略如
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古

見︑愈御安康被成御座奉賀候︒狐此度︿御地へ参上候処︑

御座候︿︑市瀬校へも御伝へ被下度候︒二十八日の貴書拝

御懇切の御待遇を蒙り︑御多用の御中日を御奔走被下︑御

蔭二而至極都合宜敷︑且度を御饗応を賜わり︑出立の節ハ

珍菓御恵投被下︑御厚志の段千万感謝仕候︒貴地の支会も

一昨二十八日夕刻致婦京候間︑乍揮御休意可被下候Ｑ未た

︵舟三年端書︶

西村茂樹

時半程の時間を要し候欺ト存候︒老生︿同行者無之︑従者
五月四日

一人召連申候︒貴答造勿略拝具

小林正策殿

御尽力に而︑追を隆盛に可相成と楽しミ罷在候︒老生より

何れへも出でず候間︑外人土地所有権の義も如何成り居候

御礼可申上の処︑却而預御懇書甚恐縮の至奉存候ｐ老生儀

兼而十二日出発の予定二候処︑同日︿東宮殿下より蒙御

その四

召候二付一日延し十三日出発致候︒右二付段々一日宛後れ︑

鉱山開掘権を外人に許すべきことを政府に建議致し候様相

哉難斗︑其内同意者と相謀り可申と存居候︒自由党よりも

五月三十日
小林正策殿

西村茂樹

︵舟三年︶

義和団一篠も︑東方の大災害に御坐候︒右は欧州列強等が

その六

強而支那の土地を占拠し︑耶蘇教会堂を興し︑土人を虐待

拝具

先は貴答御礼毒草暑如斯御座候︒猶後便万可申述候︒勿々

申候︒

名古屋支会も相応二奮発いたし居候︒将来頗る有望に相見

聞申候︒天下腐敗者の多ぎは歎息に堪不申候︒

御地ヘハ十八日着の予定の処十九日三重県相可村出立︑同

︵舟三年端書︶

西村茂樹

夕御地へ着可致候間︑此殿御承知被下度侯︒草略
五月九日

小林正策殿

その五

追を暑気相成候処︑愈御安健奉賀候︒先般婦京の節御約束
致候二ケ篠の義︑老生蹄京後兎角病気︵下痢︶不宜︑夫故
宅へ引篭り何れへも罷出でず︑追灸貴答延引相成申候︒先
日宮地掌典︵本会商議員︶へ間合相頼候処︑別紙の通申来

成候事に御座候︒土地所有権の一篠︿︑現今︑先心配も無

り候間御承知可被下候︒詰り︑辻勝太郎氏の調と同一に相

之様被存候︒乍併此後の処︿難斗御座候︒右両条︿御序も
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したるに起りたることなれども︑又基本を考ふればや本邦
相分り申候︒

此程市瀬禎太郎氏参られ御地の近況大略話し有之︑御様子

︵舟三年︶

し四月の初より追々回復し︑此節︿先七八分通りの全快に

経痛を併発し︑一時は余程苦悩致候へ共︑幸二薬石功を奏

三月中頃二至り胃カタルに変じ︑胃痛幅気を兼ね肋膜の神

先般は御細書被下候処︑老生儀二月末より強き感冒に確り︑

その八

小林正策殿

十月廿五日西村茂樹

先は御礼造草略如此御座候︒拝具

が支那を攻破して支那の弱国なることを世界に表示したる

・西村茂樹

に基くといふも可なるが如し︒兎も角も善後の法肝要と被
存候︒草を拝具
七月十五日
小林正策殿

は追々全快可致候間︑御安心可被下候︒別紙宮地氏書状

尚を老生病気も︑四五日前より下痢止り候問︑此分に而

︵舟三年︶

︿御覧後いつに而も御序の節御返却被下度候也︒

その七

志万謝の至奉存候︒

段失敬奉謝候︒不相変弘道会の為に御尽力被下候趣︑御篤

貴書にも御申越の通︑社会の腐敗︿年々に甚敷︑何共可申

御坐候︒夫故弘道会総会にも欠席し︑貴書の御報も不致候

日正二落手直二致拝味候︒至極の良品二而誠二結構二御座

貴書拝見︑如命秋冷相成候処愈御万福奉賀候︒此度不存寄

候︒御厚志の段奉万謝候︒老生病気御尋被下恭奉存候︒大

弘道会のカニ而︿如何共致兼候へ共︑外二道徳を以て任ず

様無之候︒殊二東京市政の醜態︿最も不堪慨歎候︒とても

御地名産の松葺沢山遠路の処わざノ︑御投贈被下︑昨廿四

抵︿快気二候へ共︑只今以全快二不至︑乍併最早老朽の事

るの学会も無之︑弘道会に而手を引き候時ハ弥致方無之候

故致方無之と存居候︒

又を内閣交迭有之候︒大勲位侯も従前の技侭相分り居候事

被下候︒

間︑国家に対し先聖に対し卿駕鈍を端し罷在候︒御一笑可

候へ共︑一昨年の京都の総会より︿少し増し二御座候︒出

○此度東京の総会は三十支会程の出席の由︑不相替少数二

ふものも軽薄才子と鶏鳴狗盗の雄との寄合と存候︒控も光
明俊偉なる事業︿望無之候︒

故︑何度出候而も格別頼もしく︿無之候︒所謂政友会とい

北清紀聞の御作至極面白く︑同好の者へも相示し可申候︒
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席者︿何れも熱心の様子の趣二御座候︒何卒此後︿貴支会

出張致候心得二御座候︒其節︿又を御世話二相成可申候︒

拝見愈御安泰奉賀候︒老生病気御尋被下恭存上候︒御申越

︵三十四年︶

西村茂樹

草を拝具

小林正策殿

五月廿八日

よりも一人御差出被下度候︒

○今日道徳を興さんとするには︑衆人に向ひて大声に道徳
を呼読するを必要と存候︒然るに︑兎角︑道徳者︿沈黙退

縮して霜かに歎息の承致し居る︿甚残念の事に御坐候︒従
前漢学者︿皆無気カニ候処︑先般漢文科を廃するの令あり

の通り︑三月中旬より強き胃病二握り久を食物出来不申︑

その一○

して大二其非を呼読したるにより︵老儒先生︑何れも不相

其後出来不出来有之今日に至りても未だ快復期二向ひ不申︑

しより細田謙蔵︑内田周平の両氏︵何れも弘道会員︶首唱

の事も奮発呼読最必要と被存候︒先は延引ながら過般の御

替無気力なり︶︑遂に文部の方針を変改せしめたり︒道徳

西村茂樹

小林正策殿

五月廿三日

座候︒拝具

︵三十五年︶

西村茂樹

右の容体二候間︑乍揮御安心被下度候︒先ハ貴答造如此御

治療宜敷きに適し候ハ︑追を快復二可及との事二御座候︒

同人薬相用申候︒同人の考にも別二危険の病気一天無之︑

為めに身体大に致疲労候︒昨日独乙人ペルッに診察を受け︑

四月廿三日

答造如此御座候︒草々拝具
小林正策殿
︵三十四年︶

尚々御依頼の額文字は其内相認差上可申候也︒

その九

御約束の拙書甚延引相成申侯︒漸相認候間︑差上申候︒老
筆甚拙劣二御座侯︑御一笑可被下候︒病気追を快く候へ共︑

さて︑右十通の宛先・小林正策とはどんな人物であった

をあてるべきことなどが記されているから︑小林正策は近

︿その二﹀に近く近江支会が開設され︑支会長に谷鉄臣

か︒

弘道会に而も老生出張不致候時︿他二出張致候者無之︑夫

候︒籾を困りたる身体二相成申候︒

干今粥を食ひ服薬致し居候︒昨年六月以来一日も休薬不致

故老衰︿致し候へ共当病さへ全癒致し候︿︑︑又々各地二
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江支会の幹部であったことがわかる︒その点は︑︿その三﹀

ことが︿その二﹀によって知られる︒そのことは前に記し

月であったとわかるが︑その支会長に谷鉄臣が擬せられた

いる︒

たが︑谷鉄臣について小林は十一月号にくわしく紹介して

と︿その四﹀に泊翁が近江着の予定日時を知らせているの

い︒

でも明らかで︑小林は泊翁会長の世話役であったと見てよ

それによれば︑谷鉄臣は滋賀県犬上郡彦根の人︒その父

は医師で︑古郡と号し︑山陽︑星巌二家の教を受けたとい

小林はしばしば﹃弘道﹄に文章を寄せ︑また漢詩を投稿

また長崎に赴いて蘭医学を修め︑牛痘の法を初めて近江に

している︒たとえば︑明治四十四年の﹃弘道﹄を読むと︑

伝えた︒かたわら頼三樹︑梅田源次郎等の志士と連絡して

う︒谷鉄臣は文政五年三月二十四日の生︒父に医を学び︑

辛亥元旦貫斎小林正策近江

二月号に

四海無波天下平︒気嵐瑞気満皇城︒楳街残月香隠壁︒柳

国事に奔走し︑ついには家業を弟に譲るほどであった︒維

という漢詩を発表し︑六月号にも﹁南山懐古七首﹂を載せ

なり︑亡くなったのは明治三十八年十二月二十六日︑享年

野したあとは彰善会京都支会長︑日本弘道会京都支会長と

新後は藩庁の大参事︑大蔵大丞︑大議官を歴任したが︑下

ている︒七月号には﹁谷先生を追懐す﹂という文章を書い

従って泊翁とも親しく︑京都支会長と近江支会長を兼ね

八十四歳であったから︑泊翁より六年だけ年長であった︒

稜威治逼迩︒中外歓呼頚聖明︒

帯軽姻影挑樋︒八道遂婦新領土︒万邦尚訂旧同盟︒仰看

ているが︑谷先生とは日本弘道会第二代会長・谷干城のこ

十通のすべてが三十二年以後のいわゆる晩年に属するた

る案もそういう関係に基づいたのであろう︒が︑この案は

とで︑両者は親交があったようである︒すなわち︑小林正

め︑病気を報じた内容が多い︒老衰をも訴えているが︑再

実現しなかったようで︑小林正策の﹁谷鉄臣﹂という文章

八月号の泊翁先生特集号にも﹁泊翁先生﹂と題する短文

起不能を嘆いたものはない︒最後の三十五年五月二十三日

策の五代前の祖静斎は浅見綱斎門︑高祖父審斎は若林強斎︑

を寄せているが︑その中に﹁明治三十二年四月弘道会第二

付でもドイツ人医師ベルッの診察を受け︑その薬を用いて

にも近江支会長のことは出ていない︒

回総会を京都に開き︑次を以て県下彦根に一場の講演を為

西依成斎等に師事しており︑谷秦山を五世の祖とする谷干

す︒聴衆感動忽にして近江支会の創立を見る﹂というくだ

いると報じながら︑﹁別二危険の病気一天無之︑治療宜敷﹂

城とは古い縁故があったわけである︒

りがある︒これによれば近江支会の創立は明治三十二年四
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を得れば﹁追々快復二可及﹂と信じている︒実際は︑それ
から三カ月足らずの八月十八日永別の日を迎えたのである
から︑泊翁の意気は牡であったというべきであろう︒
︿その五﹀︿その七﹀︿その八﹀には︑自由党は﹁天下腐

敗者﹂であり︑政友会は﹁軽薄才子と鶏鳴狗盗との寄合﹂

識吉呈誘篭塁雷議△云一封謬一旨垂弥布置の竺星唯〒の荊安釜巨

十王貝主

文部省の教育課程審議会は︑昭和六十一年十月二十日︑

王謁寸望る一塁大

の力ではとうてい手にあまるが︑道徳のことは奮発呼号が

﹁教育課程の基準の改善に関する基本方向について︵中間

に過ぎず︑社会の腐敗は年をはなはだしさを増し︑弘道会
最も必要であるといい︑︿その九﹀には︑自分に代わって

部分を抜すいして掲載し︑参考に供することにいたします︒

④近年における経済の高度成長とそれに伴う︑都市化︑

︻道徳教育︼

まとめ︶﹂を公表しました︒このうち︑道徳教育に関する

講演や講習のために出張すべき者は弘道会にいないと訴え
ているが︑これは泊翁の嘆声であるとともに自負の表白で
もあったろう︒泊翁は永別の前年でも︑なお︑孤軍奮闘の
意気を捨てなかったのである︒

情報化︑核家族化︑受験競争の激化などの社会の変化は︑

今日の児童生徒の意識や行動に深い影響を及ぼしている︒

特に最近起きているいじめ︑自殺等の問題行動の原因や

背景には︑児童生徒の意識や行動の側面から承ると︑生

命を尊重する態度や他人に対する思いやりの心に欠ける
とともに︑自主性に乏しく︑責任感や社会的な規範意識

ないという実態がある︒

が薄く︑また︑基本的な生活習慣も十分に身に付いてい

また︑今後国際化がますます進展することが予想され

ることから︑将来︑様盈な分野で国際社会に貢献できる︑

主体性のある日本人を育成することを重視する必要があ
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るとの意見がある︒

これらの諸点を踏まえ︑今後の道徳教育の在り方につ

と密接な連携を図って︑指導の効果を一層高めるよう
配慮する︒

次代を担う心身ともに健全な国民の育成を期するという

上の位置づけは現行どおりとするが︑その内容につい

①小学校及び中学校については︑﹁道徳﹂の教育課程

理的な内容については︑次のように改善を図る︒

②小学校及び中学校の道徳並びに高等学校の社会科の倫

観点から︑特に︑豊かな心をもち︑たくましく生きる人

いては︑人間として調和のとれた人格の形成を目指し︑

間の育成を目指し︑次の事項に留意して改善する必要が

ア小学校において︑低学年では︑しつけなどの基本

ては︑次の事柄に留意しながら構造化︑重点化を図る︒

①学校における道徳教育は︑人間を尊重する精神や生

おうとする態度︑親や教師などを敬愛する心等︑中

的な生活習慣︑兄弟姉妹や友だちと仲よくし助け合

ある︒

命に対する畏敬の念を培うことを基盤として︑民主的

は︑社会科の教科・科目構成等の在り方とも関連する

の指導の改善充実を図ることとし︑履修方法について

導を重視する観点から︑社会科における倫理的な内容

服︑自己探究と人間としての在り方や生き方に係る指

②高等学校については︑青年期特有の問題の直視や克

自覚等の内容を重視する︒

としての生き方の自覚︑世界の中の日本人としての

にする心等の内容を重視する︒
イ蝋中学校において︑基本的な生活習慣の定着︑人間

の人々への思いやりの心︑日本の文化と伝統を大切

は︑︑公徳を守り公共に尽くそうとする態度︑広く他

を大切にする心︑郷士や国を愛する心等︑高学年で

学年では︑日常の社会規範を守る態度︑友情や信頼

で文化的な国家・社会の発展に努め︑進んで平和的な
国際社会に貢献できる︑主体性のある日本人を育成す
ることを一層重視する︒

②学校において道徳教育を進めるに当たっては︑現行
どおり︑学校の教育活動全体を通じて行うことを基本
とするが︑道徳教育の内容については︑社会的な状況
や現在までの道徳教育の実態を踏まえ︑児童生徒の道
徳性の発達等に応じて構造化︑重点化を図るとともに︑

各学校段階の関連に留意しながら︑一貫性を図るよう
改善する︒

③学校において道徳教育を進めるに際しては︑児童生
徒の内面に根ざした道徳性を育てるように配慮し︑そ
れが︑日常における道徳的実践力として定着するよう

指導の充実を図る︒その際︑学校は︑家庭や地域社会
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ので︑今後更に検討する︒

⑧道徳教育は︑学校の教育活動全体を通じて行うことと

小畢術身訓

豆３群
波書噸次第

されており︑各教科︑特別活動においても道徳教育を重
視する観点から︑次の事項について改善を図る︒

科︵仮称︶の中で︑児童の具体的な体験や活動を通し

︲蹄︲．︾・目・・・●却需・部・︲︒即﹃︲旧︲︾︲．：︲・一︸︸・鐸蜂霊．．︸︾四一癖癖蕊﹄

磯悶隆撫脚本弘適奮謙

﹃小阜惰身訓﹄︵明治十三年︶と﹃請書次第﹄︵明治

本会創立二○周年を記念して︑会祖の箸になる

①小学校の低学年については︑新たに設けられる生活
て︑必要な基本的な生活習慣を身に付けさせるよう指
導の充実を図る︒

②小学校︑中学校及び高等学校の国語科については︑
道徳教育に資する教材が適切に取り入れられるよう検

二十六年︶の二冊を合本して︑復刻いたしました︒

﹃小阜惰身訓﹄は︑巻の上と下に分け︑阜問︑生業︑

討する︒

道徳的実践の指導が一層充実するよう内容を改善する︒

③小学校︑中学校及び高等学校の特別活動については︑

ガキかお電話で︶

●ご希望の方は︑事務局までお申込糸下さい︒︵ハ

がたい書といえます︒

いて書かれています︒両書とも︑私たちにとって得

たらよいかについて︑泊翁先生ご自身の体験に基づ

挙げて︑どういう順序で︑どういう心構えで勉学し

古事記︑日本書紀等の和漢書︑ほかに諜書十二冊を

を修める心がけを︒﹃讃書次第﹄は︑朱子ノ小事︑

立志︑修徳︑養智︑虚事︑家倫︑交際について︑身

ァ小学校︑中学校及び高等学校の学校行事について
は︑道徳的実践の指導の機会としての体験的な活動
が一層活発に行われるようにするため︑勤労・生産
活動の充実を図るとともに︑奉仕活動を明確に位置
づけることなどについて検討する︒

イ小学校の学級指導については︑集団生活への適応
や基本的な生活習慣の育成に関する指導の充実を図
る︒中学校の学級指導及び高等学校のホームルーム
実を図る︒︵﹁文部広報﹄一月号より抜すじ

については︑人間としての生き方に関する指導の充
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想出の古オーバーを捨て惜しむ
たつ誉﹄

椿のレイ胸に園児陽に踊る

田螺鳴く戦時の飢を信ぜぬ孫

蓮根掘生活の泥が重くつく

野水仙せめて一人の部屋飾る

︑初春の土まだ踏まず老いにけり

島根県小玉光郎

いる年寄りの作者の心情は︑よくわかる様な気がす

︵評︶新年になってからまだ一歩も外へ出ず︑家にこもって

い︒しかし︑一歩も出ないと誇張して表現したこと

の近ぺんへ買物などをしに出かけることもあるらし

る︒尤も寒中といっても暖かい日も稀にあるので︑家

者にして承れば︑将来も元気で余生を送る自信がある

風中の蓮根掘に愚痴も出ず

︵寒三日月あすを頼ゑて寝ふけり︶

寒三日月明日を頼ゑて寝まりけり

︵冴ゆる夜の小扉風よする枕上︶

冴ゆる夜の小扉風寄せる枕上

雪催買ってかへりし葱一把

煮昆布の味ためしをり去年今年

○寝正月活けし花にも挨かな

○着なれざる和服の寒き淑気かな

るＯ

︵評︶身心共に健康で︑心配事なく永い歳月を生きて来た作

︵彼岸会や供華なき墓碑に香もたく︶

○彼岸会や供華なき墓碑にも香さ上ぐ

○伊勢海老の髭にあやかる祝膳

︵逢えたさのつのる賀状を読み返す︶

○逢えたさの募る賀状を読承返す

○木枯や夜路の窓の灯のぬく承

ろう︒力強く︑羨ましい一句である︒

は︑老人の心情として︑第三者にも納得できるのであ

千葉県鈴木とよ女

篠塚しげる選

から︑厄を落すといった行事などは必要がないのであ

︑安らかに老い居て落す厄もなし

霧

外套やすくすぐのびる児の背丈
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弘道俳壇

極寒やめし食ふ口の動きをり
大寒の干魚を焼くにほひかな

︑懐炉して妻に甘える子なきわれ

千葉県加藤冬翠

気持は︑選者などには到底わかるものではないが︑段

︵評︶夫婦の間に一人の子も出来なかった作者の妻に対する
を年をとると頼る子もないから︑自然に妻だけが頼り
でつい妻に甘えることになるのであろう︒殊に寒い冬
季を凌ぐのに︑懐炉を腹に当てている作者は︑心細い
気持を慰めてくれる妻には︑何かにつけて甘えるのも
無理からぬことである︒
て

○水漢のわれの承頼り子なし妻
︵湯に浸り見入る掌や去年今年︶

千葉県飯田萌堤

湯に浸りおのが掌見詰むる去年今年

︵一巡の梅園をのが影法師︶

○おのが影連れて梅園を一巡す

○初天神絵馬に入魂の文字しるす

○厄 落 し 心 に と も す 希 望 の 灯 ￥
︵初天神絵馬に入魂文字しるす︶

︵冬晴れや軒に下げたる葱匂ふ︶

○冬晴や軒に吊せる葱匂ふ

﹁︵︶．内は原句﹂

○いつ過ぎし女盛りや玉子酒

選者近詠

野火の舌棒切れねぶりゐたり

納め針石燈篭の屋根にまで
こぶしばんらいてんがい

千葉県田村隆郁

裾を吹く風ふとぬくしクロッカス黄

山椿辛夷の万雷天蓋に
．あんじゆ︲
紅梅や弟子より若き庵主さま
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哲史選

わが庭の紅葉照葉の夕ぐれてあたり寂しくなりにけるか

よわい

つきかげ

置石に座布団しきて夜涼する月光涼し夏のわが庭

九十の齢かさねてなお生くるこのかたくなの心にくさょ

海軍神と同じき里に生れあい何のなすなく九十年を生く

海軍神を鑑となして九十の齢かしこゑ永らえしかな

所沢市斎藤知正

雪かずくわが家の庭に紅梅のつぼ承日増しに脹らゑをま
す

印膳沼周遊

宗吾霊堂五首
とぷら↓
わが若きころより忘れ難かりし義人の跡を今日ぞ訪ふ

あかし

な

言葉美しくあれどそのことば証せられてかくも悲しき

身を殺し仁を為すとふ聖人のことばの証この人に見る鱈

あかし

黒き猫ひそけぎ見れば月影の小暗き庭にただうずくまる

英雄は乱世にうまれ濁世ゆゑ義人は出づる凡なるはめで一

も

幼かる四人の子まで打首に果てしと聞けばいきどほるし

十五夜の今宵の月を讃えつつ夜学帰りの子等もどり来ぬ

たき

去年より飼いたる家鴨わが声に歩ももどかしく尾をふり
て来ぬ

命捧げし人のまことは印膳沼この大橋に名をしとどめつ

甚兵術大橋一首一

真葛原限りもしらに広ごりていま虫の音のただ競い鳴く

夕まけて庭に仰げば大空に白綿のごと鰯雲わく

和やかな心もてとや亡き父の今は形見の青柳のいと

小春日はすでに溺れど庭の面は黄や紅白の菊花耀ふ

日の恵承土の恵承に生い出でし蕗のつぶら芽露に光れる

市原市加藤巳之

古川

脳血で今し不具者とわれなるもやがて究めん敷島のみち
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弘道歌壇

麻賀多神社三首
いか

下総の麻賀多社に天そそる大き神杉見れば尊き

砿てぐら

鳴神もい行きはばかり神杉を厳し火をもて焼かず経にけ
む

神主の蕨ふ幣束さやさやにさやぎてすがし麻賀多の社

はなし

寸感

久しぶりの弘道歌壇を︑加藤巳之︑斎藤知正ご両人の

加藤さんは月に何回もハガキによる投稿を繰りかえさ

てなお生きるこのかたくなの心にくさよ﹂と詠んでおら

よわい

力詠によって飾り得たことをよろこび︑感謝したい︒

幹太き山桜並木過ぎゆけば門前に鯵たり椎の老樹は

松虫寺二首
天ざかる部の野末の古き寺松虫寺と聞くもやさしき

れ︑応接にイトマもないほどである︒﹁九十の齢かさね

が︑老来ますます自由自在な歌境に達せられたようで︑

れる通り︑八十路を越えて九十路にはいられたという

が健在であるが︑いわゆるボケの徴候は微塵もなく︑筆

敬服にたえない︒選者も故郷の鹿児島に九十を越えた母

やペンで書く文字にも少しも震えが見えない︒加藤さん

軒昂としておられるのを祝福したい︒二首に﹁海軍神﹂

もその点は同様で︑﹁やがて究めん敷島のゑち﹂と意気

選者詠
五︑六年賀状の絶えしきゑが計を木枯しやまぬ夕べに聞

であろう︒加藤さんは鈴木大将を鑑として﹁九十の齢か

とあるのは︑終戦内閣の首相鈴木貫太郎海軍大将のこと

とわ

きぬ

兄事して久しかりにしこのえにし億ひもあらた永久のわ

しこゑ永らえ﹂て来られたというが︑今後も末永く自愛

かれに

空襲のしきりなる日もコルテスに読承ふけりゐしきゑな

加餐して力作を寄せて下さるようお願いしたい︒

斎藤氏は加藤さんにくらべるとまだ弱輩で︑二人のあ

りしかな

神去りて天がけりゐむきゑが魂かへり来ませと呼ぶすべ
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ので︑歌境にはやはり澄徹したものが感じられる︒それ

いだには二十年以上の差がある︒が︑七十路もまぢかな

ン人によるメキシコ征服で活躍した人物の名前である︒

などを紹介した︒第三首目にある﹁コルテス﹂はスペイ

で添削の余地はないが︑﹁宗吾霊堂五首﹂の内の第四首
たまし﹂とあったのを︑﹁幼かる四人の子まで打首に果

目は﹁幼かる四人の子まで打首の刑に果てしと聞くもい

に果てし﹂を簡略化して﹁打首に果てし﹂だけにし︑﹁聞

てしと聞けばいきどほるしも﹂としてゑた︒﹁打首の刑

るしも﹂という主体的感慨に変えてゑた︒その方が切実

くもいたまし﹂とやや客観的感想を︑﹁聞けばいきどほ
性が増すと思うが︑いかがであろうか︒

選者詠四首は︑選者の出身大学の先輩で︑東北大学名
誉教授であった矢島羊吉氏にささげた挽歌︒氏の逝去を
を詠んで︑翌二十七日の朝仙台の正子夫人宛郵送した︒

聞いたのは昨年十一月二十六日の夕刻︒その晩右の四首

首が霊前にささげてあった旨を知らされた︒矢島先輩と

告別式に参列した大内三郎兄からの便りで︑右の弔歌四
私との関係はかなり長く︑戦争中には和辻哲郎先生主宰
の﹁近世というものを初めから考えなおして承る﹂研究

会の同僚であった︒この研究会は終戦後も続行され︑そ
の後は﹁なぜ日本は敗戦国とならなくてはならなかった
かを考える﹂研究会に変わったが︑矢島氏はハクルート
叢書にある英訳本のプレスコット著﹃メキシコの征服﹄
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東照公遺訓碑の由来と
家康経営に学ぶもの

なる︶の創立に参画し︑永く同行頭取

相談役として︑金融を通じて岡崎市の

由来説明板が︑昨年十二月廿六日岡崎

岡崎城前にあるこの東照公遺訓碑の

年まで岡崎商工会議所会頭をつとめた︒

参画︒この間明治三十六年より四十一

加藤嘉三郎

取引所︑岡崎倉庫︑岡崎電燈︑岡崎ガ

商工業発展に寄与し︑併せて岡崎米穀

市長中根鎮夫氏により建てられた︒昭

ス︑岡崎製糸等諸会社の設立︑経営に

不自由を常と思へぱ不足なし

が如し︑急ぐべからず

﹁人の一生は重き荷を負ふて遠き道を行く

心に望み起らぱ困窮したるときを思い出す

養父︶が卒寿の祝に建立して岡崎市に

健康を保ち︑昭和十八年三月︑九十八

翁は︑家康公の遺訓を座右の銘として

歳という当時としては稀にゑる長命を
のりざね

祥の地松平村に近く︑大給松平氏四代

もって天寿を全うした︒

の陣屋は現在復原されて史蹟となって

翁は︑旧岡崎銀行︵戦後東海銀行と

いる︒

先生の強い要請があって建立にふみき

滝喜七郎氏や︑市立図書館長柴田顕正

昭和十一年四月︑当時の岡崎市長小

乗真は︑ここに陣屋をつくったが︑そ

おぎゆう

寄付したものである︒奥殿は徳川家発

岩津町奥殿出身の加藤賢治郎翁︵私の

この東照公遺訓碑は︑愛知県額田郡

ら市主催の葵博覧会も開かれた︒

のである︒なお︑本年三月二十一日か

記念事業の一環として建立せられたも

十周年という記念すべき年に当るので︑

から丁度満五十年︒また︑岡崎市制七

和十一年四月﹁遺訓碑﹂が建立されて

くし

︐叩
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堪忍は無事長久の基
怒りは敵と思へ

勝つことばかり知って負くることを知らざ
れぱ害その身に至る
己を責めて人を責むるなかれ
及ぱざるは過ぎたるに勝れり﹂

』

；
;
鯉

の会長である徳川達孝伯爵︵田安家で

ったのであるが︑﹁遺訓碑﹂に刻まれ
に寄与され︑昭和十八年三月九十八歳の

会議所会頭として︑本市の経済界の発展

融界に尽力されたのをはじめ︑岡崎商工

されたであろうトヨタ自動車相談役の

てるについては︑影で市当局に口添え

今回︑﹁遺訓碑﹂由来の説明板を建

の﹂を抜粋して記述する

囲気を代表する人物として私はとくに家

から生れたものであろう︒この三河の雰

三河の風土と先人たちの伝統の勤勉精神

山地が多く︑地味がやせ︑余り恵れない

れるほどの律儀さ等︒この気質は多分︑

さ︑我慢強さ︑ときには愚直とさえいわ

がこよなく好きである︒三河独特の質朴

じて今日に至っている︒私は三河の気質

て三河の地に本拠を置くトヨタに職を奉

私は三河に生れ︑三河に育った︒そし

花井正八

て発表せられた﹁家康経営に学ぶも

こに︑同氏が新春特別エッセェーとし

トヨタに仕上げられた一人である︒こ

その手法を経営にとり入れて今日の大

ない︒同氏は︑大の家康ファンであり︑

花井正八氏のあることを忘れてはなら

た文字は︑奇しくも日本弘道会四代目
天寿を全うされた︒

彰する次第である︒

由来を記し︑あわせて加藤九十八翁を顕

念事業の一環として︑この遺訓碑建立の

制七十周年の記念すべき年にあたり︑記

訓碑が建立されて五十年︑また︑岡崎市

り省略されたままであるが︑本年は︑遺

立との承刻承︑寄付者名は翁の意志によ

碑裏面には︑昭和十一年四月十六日建

研究所長池上年氏に委ねられた︒

徴する双竜を配し︑制作施行は岡崎石工

石は万年の亀を据え︑碑頭には竜城を象

碑文の文字は田安家徳川達孝氏に︑礎

長の賛意を得て建立に到った︒

氏と相図り︑この実現の為に時の小瀧市

成に資するため︑家康公研究者柴田顕正

の銘とされ︑これを後世の市民の教化育

翁は︑終生︑徳川家康公の遺訓を座右

家達公爵のご舎弟︶の麗筆によるもの
である︒

﹁遺訓碑﹂は︑総高四・一米︑幅一・

一五米︑厚さ三二センチの御影石づく
り︑礎石には万年の亀を据え︑碑頭に
は︑岡崎城の別名﹁竜城﹂にちなんで

双竜の彫刻が配してある︒設計︑製作
者は石造美術研究家として知られた同
市明大寺町の池上年氏である︒碑の裏
面には建立の年月の承刻承︑寄付者名
は翁の強い意志により省略されたまま
で︑ある︒

︵説 明 板 ︶

東照公遺訓碑由来
この東照公遺訓碑は︑額田郡岩津町奥
殿︵岡島市奥殿町︶出身の加藤賢治郎翁

岡崎市長中根鎮夫

昭和六十一年十二月廿六日

翁は︑岡崎銀行︵東海銀行の前身︶を

考える時家康の事蹟を参考にすることが

康に親しゑを感じ︑また経営の諸問題を

が岡崎市へ寄贈されたものである

創立し︑長く同行頭取︑相談役として金
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多い︒

することが出来なかった︒

さはない︒二人の盛衰をじっくり眺め︑

エッセイ″より﹂

﹁︵昭和六十一年正月︶岡崎市広報〃新春

︵後略︶

じゑ出たものであるだけに重承がある︒

他山の石としたことであろう︒今川義元

家康の足跡は地味で前二者の様な華麗

ても第一級の人物であろうと思う︒何し

らず︑政治家としても︑また経営者とし

に待った上︑時節を得て︑天下を統一し︑

の一下請企業から出発し︑五十年間待ち

家康は単に戦国の名将であったの承な

ろ徳川幕府という巨大な人と組織を三百

以上︑花井正八氏の〃エッセイ″を

年にわたって安泰に維持する基磯をつく

々工夫をこらしており感心させられる︒

等組織を永続させるための安定策に︑種

諸制度︑大名の領国人事配置の組承合せ

の非凡な忍耐力を培ったものは何か︒そ

器量に底知れぬ深さを感ずる︒家康のこ

るだけの忍耐力があった︒人間としての

家康には︑途方もない長い雌伏に耐え

引用させていただき﹁東照公遺訓碑﹂

戦国の三傑を経営者の型にはめて見る

れは生れ落ちた時から︑つきまとった銀

巨大な日本株式会社をつくり上げた︒不

と︑織田信長はその斬新な戦略行動から

難辛苦の試練であろう︒六歳から十三年

行の機会がおありの時には︑ぜひご一

った人物である︒稀大の大経営者といえ

ゑて︑たしかに天才肌の経営者である︒

間織田︑今川の人質として不遇な少年時

見をお勧めすることを記して︑筆を欄

の由来をご紹介したのは︑我が養父賢

ワンマンタイプの創業者型といえる︒し

代を過した︒自立してからも苦労の連続

況にも強い安定型経営者といえる︒

かし︑自己のわがままを押えきれず︑人

で幾度か死線を超え︑奇蹟的に命拾いし

る︒徳川企業集団である幕府の運営方式︑

間関係の破綻によって中道に倒れた︒豊

る過程で家康の骨の髄までしたたかな苦

たことも何回かあった︑これらを切抜け

きたい︒︵本会評議員︶

会員諸賢には︑若し岡崎周辺にご旅

敢えて一文を呈したものである︒

るものであることに奇しき縁を想い︑

長であられた徳川達孝伯爵の麗筆によ

遺訓碑の銘文が︑日本弘道会第四代会

翁の菩提を弔う意味もあり︑またこの

けつぎ︑たくゑな調略外交と機動性を発

いかなる重圧にも耐える忍の心︑不屈の

労人はなかった︒この中で得たものこそ

臣秀吉の場合は相当の遺産を信長から受

いわば吸収合併や提携を繰り返して︑一

性等であったろう⁝⁝﹁人の一生は重荷

精神︑人情の機微を察知する鋭敏な感受

揮して︑またたく間に天下を手中にした︒

大企業をつくり上げた高度成長型の経営

ず：⁝・﹂と続く家康の遺訓は体験からに

を負ふて遠ぎ道を行くが如し急ぐべから

者であろう︒しかし晩年の増上慢と無謀
消耗︑豊臣会社を二代目に︒ハトンタッチ

な浪費︵特に朝鮮出兵︶によって体力を
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一日本弘道会

金壱万円也松本真一殿︵栃木県︶

金壱万円也神田直樹殿︵東京都︶

霧ご寄付者芳名

総会通知
一日時昭和六十二年五月三十一一

︹大阪府︺

○大塚洋次郎⑫

︹静岡県︺

福島男児③○今関倍男㈹

︹埼玉県︺

○秋谷こう㈹

︹千葉県︺

○阪谷芳信

︹神奈川県︺

○山岡貴倒遠藤尚側

︹東京都︺

佐賀県有田支会︵十三名分︶鋤

千葉県平川支会︵三十六名分︶細

︹支会関係︺

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終年度です︒

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた

︷鎚珊柳伽斡例朋川叩一

◎会費領収報告書

一第八十五回通常総会
日︵日︶午前十一時

○○○九︵代︶一

︵鮎頁の案内図参照︶一

日本弘道会ビル８階講堂一

電話︵○三︶二六一

一 六

一場所東京都千代田区西神田三一

一議 題
昭和六十一年度決算
昭和六十二年度予算
昭和六十一年度事業報告
昭和六十二年度事業計画
一昼食・懇談︵会費不要︶記念写真撮一
一影︑午後二時三十分︑有志により会一
一祖西村先生ご夫妻の法要墓参︵文京王
一区千駄木養源寺︶︒何卒お繰合せの一
一上多数のご参会をお待ち申し上げま一
一す︒なお︑ご参会の向は電話又はハー
ーガキで五月十五日までにお知らせ下一
一さい︒
ｒロロロロ！︒！■︒︒！■・ロロ．１口９０１口９口ロロ︒■！︒１０１ロロロロ︒︒︒！■！■ロ■︒︒９口⁝・生

志賀千賀

角田米一郎

︹京都府︺

小玉光郎働

︹島根県︺

高田増太郎⑫

︹佐賀県︺

︹山形県︺

後藤弘倒

山内義雄御

◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和他年２月ｌ他年３月

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京山岡貴山岡俊明
″神田直樹野口元

横浜阪谷芳信谷口現吉
千葉豊田久男服部忠三

″安保富雄〃
″藤崎剛成〃
″寺田一彦〃

″秋谷こう鈴木普二男

静岡大塚洋次郎鈴木勲
埼玉今関倍男菅原哲治

栃木松本真一野口元
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書

ｌ本部主催第三回研修旅行Ｉ

千葉県立総南博物館見学
都高速を一路大多喜町へと向う︒

千葉県についての説明などがあり︑首

しの労をとった事務局藤下昌信職員の︑

しっとりとしたレストラン周辺の山の

万石に到る︒下車すると︑夜来の雨で

って︑十二時三十五分にレストラン十

と出発した︒事務局では︑天気予報で

研修旅行団はバスで千葉県大多喜町へ

ら小湊鉄
鉄道
道沿
沿い
いに
に︑
︑の
のん
んび
びり
り︐
とした田

ライブインで休憩し︑やがて市原市か

られた︒途中は十一時二十分に浜野ド

される方ありで︑それぞれ楽しんでお

葉工業地帯の工場・倉庫群に興味を示

会話される方あり︑車窓に展開する京

車中は和気あいあいと隣席の人為と

たが︑会員諸氏は元気にこの坂を登ら

話役としては皆さんの足を少々心配し

だらとした坂を登った所にあった︒世

博物館は上総大多喜城跡にあり︑だら

目的地﹁千葉県立総南博物館﹂に向う︒

をとり︑しばし体をやすめる︒この後︑

木禽が心地良い︒ここで一時間程食事

春の南総を訪ねて

前日が雨とのことであったが︑なかな

園風景を
を眺
眺め
めな
なが
がら
ら進
進む
む︒
︒温温
鉦暖な房総

前日来の雨が上った三月二十日︵金︶︑

か降らないもので︑研修旅行当日まで

半島独特の竹林・杉林などの

︿鐸南博怖露授候︶
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れ︑途中の木々の緑や鴬の鳴き声など

雨天が続くのではと気をもんだ︒しか

すでに型の入った所も見られ︑

景観が展開する︒田んぽでは
蔦墓誌履蒔一一一一‐

し二十日の朝にはまだ曇りながらも︑

‐ −−‑一",畢灘､‑．型X蝿蕊 ざ濁

雨も上った中を出発できた︒前回同様︑

た︒突如︑眺望の開けた所へ

田植も間近な様子が見て取れ

的地大多喜町の家々が見え︑

とバスは到った︒眼下には目

発したのが︑午前十時五分であった︒

バスが発車してまもなく︑事務局菅原

東京駅南口側の旧丸ビル明治屋横を出

哲治職員の司会のもとに︑見学団為長

ていた︒桃花源に到った漁夫
の思いが︑心をかすめる︒こ

遠方には外房の山波が展開し

この峠を下ると目的地に到着

の研修旅行は︑会祖西村茂樹ゆかりの

地を訪ねると共に︑沿線の京葉工業地

である︒大多喜町の町並を通

片山清一理事の挨拶が行われた︒今回

述べられる︒その後本研修旅行の橋渡

帯の発展が見られる点で意義がある旨

千葉県立博物館･美術館所在地一麓貨

をそれぞれ楽しまれた︒

ると信じられていたらしい︒まず本丸

黒とが良く調和して美しい︒屋根の上

で︑緑の木立ちの中に白壁と屋根瓦の

う︒小ぶりながらも引き締まった本丸

よって形態復元されたものであると言

代の絵図面︵天保六年．一八三五︶に

に及んで︑前述の根古屋城を本多忠勝

落され︑徳川家康がやがて江戸に入る

北条氏の小田原城が豊臣秀吉によって

その後︑天正十八年︵一五九○︶に後

によってつくられた根古屋城があった︒

初め大永元年︵一五二一︶に武田信清

仲秋館長のお話を伺う︒大多喜には︑

横の会議室で︑本会々員でもある鈴木

に小さく見える金の賊は︑伺ったとこ

に与えて房総の先端にあった里見氏

博物館になっている本丸は︑江戸時

ろ一米八○糎の高さのものであるとい

︵滝沢馬琴著﹁南総里見八犬伝﹂で有

ぼんだただかつ

︶﹄

のぶ・きよ

う︒ちなみに︑賊は頭が竜のようで︑

名︶の勢力をおさえさせた︒忠勝は旧

ほうじよう

背上に鋭い刺を有する想像上の海魚で

式の根古屋城では里見氏の勢力に十分
対抗できないというので︑現在の博物

年に大多喜城本丸を形態復元してここ

想を打出し︑その一環として昭和五十

七○三︶に松平正久がここを居城とし

稲垣氏と変遷したが︑天禄十六年︵一

丸を復元した﹁千葉県立総南博物館﹂

物館がつくられており︑その一つが本

づいて︑千葉県には現在七館の県立博

を県立博物館とした︒上述の方針に基

くぜ

氏のあと城主は︑阿部・青山・久世・

館の所に﹁大多喜城﹂を築いた︒本多

てから︑九代にわたり松平氏が続いた︒

った︒しかし︑千葉県教育委員会は︑

火災にあい︑もとの姿は再現できなか

た説明を︑鈴木館長より伺って博物館

を扱い︑その特色としている︒こうし

である︒この総南博物館は︑武士社会

まさひさ

天保十三年︵一八四二︶に大多喜城は

社会教育の拠点づくりとして博物館構
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しゃちほこ

ある︒海にすむ所から︑防火の効があ
別

本丸をバックに記念写真をとって入館

の本館へと向かう途中︑入口の石段で

辺﹂のテーマで展示されていた︒おも

活が学習できるように︑﹁城とその周

た思いがした︒四階の展示室には︑城

木を有効利用する先人の知恵を垣間見

に利用されていたとあった︒自然の草
さや

と城下町﹂のテーマで展示されていた︒

とぎ

・井戸屋など︑職人の道具を中心に展

おもな展示品は︑大多喜城と城下町の

のこ蛍︺り

・足袋屋道具・染物屋・傘屋・鍛治師

な展示品は︑鋸鍛治師・研師・白鞘師

ら四階までが展示室となっており︑

示されていた︒白鞘師の展示で︑多年

模型︑城と城下町関係の写真が展示さ

本館の中は︑一階が学習室︑二階か

する︒

下町の形成が学習できるように︑﹁城

﹁房総の城と城下町﹂というテーマの

草の﹁とくさ﹂が仕上げやすりとして

敷的な構造を連想させるものであった︒

常設展が行なわれていた︒鈴木館長と

石垣が無いことについては︑千葉県で

れていた︒大多喜城は中世の豪族の屋

うけてながら会員諸氏は見学した︒一

は石材が少ないことから︑自然の山を

使われ︑﹁むく﹂の木の葉がつや出し

階の学習室には︑房総の城について位

利用したり︑或は盛土をしたりの土城

小野瞳子学芸課長の二氏による説明を

置と変遷が学習できるように展示され

た︒おもな展示品は甲胃・刀剣・弓矢

﹁城と武士﹂のテーマで展示されてい

の社会と生活が学習できるように︑

治期に日本の道徳教育の基礎を築いた

下のような佐倉の城下町から出て︑明

に味わえた︒会祖西村茂樹も大多喜城

戸時代の小規模城下町の雰囲気を十分

つちじろ

ていた︒また季節のものとして︑本田

主閣からは大多喜の町並が望まれ︑江

が多いとのことである︒この四階の天

・火純銃・馬具などであった︒特に大

ということを考えると︑大きな感慨を

たちあおい

されていたｃ二階の展示室には︑武家

家の家紋︵立葵︶のある雛人形が展示

多喜城絵図︑上総の万木城の絵図や万

まん黄一

木城合戦文書︑大多喜城跡から出土の
一六四四︶の永楽

︵銘頁下段へつづく︶

長両氏のお見送りを受け︑町営駐車場

三時十分に︑鈴木館長と小野学芸課

禁じえなかった︒

中国明代︵一三六八

三階の展示室には︑城下町の文化と生

通宝・洪武通宝などは興味を引かれた︒
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当支会が移動研修を実施したのは︑

古代人が神と共に生きたであろうこと

にふれ︑遠く筑波山を望めるこの地は︑

が容易に想像出来るのである︒さて︑

で受けた︒神妙な中にも名状し難い気
ふもとの茶店で昼食をとりながら︑

市営水生植物園は︑折からの花菖蒲が

持で神宮を後にした︒

ご祈祷の御神酒も配ばられ賞味したの

今を盛りと咲き誇り︑それは壮観の一

昨年六月二十四日のことである︒北総
の地佐原方面を選定した︒香取神宮︑

である︒そして次なる見学地︑伊能忠
動した︒忠敬が︑文化十三年﹃大日本

敬旧宅・観福寺へと二手に分かれて移

○○万株が植えられ︑菖蒲の他︑湿地

語につきる︒その種類二百五十種︑一

いのうただたかかんぷく

物館︑佐原市営水生植物園等である︒

伊能忠敬旧宅︑観福寺︑県立大利根博

水郷の旅︑といった雰囲

れていた︒しばし観賞の後︑最後の見

帯に繁茂する種灸の植物がよく管理さ

る展示にはさすがに〃県立だな″とい

折しも特別企画展が開かれ︑迫力のあ

学地県立大利根博物館へ歩を進めた︒

有名な話である︒まさに佐原が生んだ

他方︑北総の名刺観福寺見学の一行

江戸時代の世界に誇れる偉人である︒

沿海輿地図﹄を完成したのは余りにも

天候に恵まれ︑折あたかもあやめ咲く

一⁝ｉ１︑⁝一気の中に︑も︑歴史の重み

一い／一を感じた研修であった︒

一筆︾一僻︾蓉部︾柵犀鋤︾獅

上交通と商工業・利根川変遷史等公が

う実感をもった︒北総の水と文化・水
かとり

は︑国指定重要文化財の数々を見学し

様式を受けついだ建築の代表的風格を

そりを見せながら︑桃山

Ｆ１︑︑ｉＩしが︑流れるような屋根の

は︑いかにも水郷の名にふさわしい水

田浦へ向った︒あやめ咲く与田浦の地

かを改めて認識しつつ︑次の見学地与

って歴史と文化の香り高い地域である

壁に接し︑いかに佐原が北総の地にあ

一幅の絵である︒この情緒を満喫しな

緑の柳・ポプラが水藻にゆれる風情は

まこもの中にあやめが咲き承だれ︑新

たのである︒初夏の与田浦・水郷は︑

主な内容であった︒

た・また︑墓域には︑伊能忠敬︑揖取
なひこいのうひでのり

備えている︒東平会長のご配慮で︑早

と花と︑水田の広がるのどかな田園風

魚彦︑伊能穎則等の偉人や国学者の墳

速昇段参拝が許され︑大赦を受け一同

景であった︒はるかに香取神宮の森︑

一支千一境陥剛ユ帥航胴継峨峨肋

感激の中に会長の玉串奉莫に合せ︑二

亀甲山を眺望し︑利根の流れの雄大さ

︵宗政秀治︶

がら吾々の旅は終りを告げたのである︒

こうして予定の研修をすべて終了し

礼︑二拍手︑一礼を捧げた︒続いて社

︑︑

務所に通され一服のお茶のもてなしま
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﹃地球の危機﹄

世田谷区岩崎晶
今ならばまだ間に合うが︑何事も為
︑︑︑

の膨大なる氷塊が融解して地球上の水

候の温暖化︑温度上昇による南北両極
位が急激に高騰することが︑米国の科
学者によって証明されているのである︒

その他︑酸性雨により全面的に山川
草木が汚染されること︒無制限に木材

︑

すこともなく漫然・荏再として洪手傍
観していたならばどういうことになる
のか？廿一世紀になってからではも

を伐採することに原因する熱帯森林の

︑︑︑︑○Ｏ

う遅すぎるとの危機を迎えているのが

減少︑世界的規模の砂漠化の多発︑野
生種動植物の絶滅化︑地球表面オゾン
︑︑︑

層の破壊等枚挙に逗なしである︒

︵師頁よりつづく︶

よりお土産を頂いたこと︑また心の

を出発できた︒出発の際︑鈴木館長

こもったご案内に対して︑ここに記

して深く御礼申し上げたい︒帰りも

丸ノ内側に到着し︑五分後にはつつ

同じ行程で︑午後六時に無事東京駅

がなく解散できた︒︵古垣記︶

︑○○

き難題なのであります︒平和なる我等

の為政者︑学者の方灸は︑力をこの点

ちから

アフリカに於ける飢餓︑米国並びに

に注いで頂きたく︑東西が唯承合うこ

すぐ

の青い地球を守り︑救う為に世界各国

ソ連に於ける原発事故︑スイス倉庫火

の諺の如くになってはいけません︒

となく︑﹁竜虎共に闘えば共に起たず﹂

︑︑︑︑︑

いが

災によるライン川への化学物質の流入

究極のお話としては︑﹁世界連邦﹂

たＬか

事故︑人為的・自然的な悲劇は今後益

即﹁理想郷﹂全地球上の桃源郷の実現

︑︑

正念場に差しかかっている現在の地球

為頻発することでありましょう︒いず

れにしても深刻なる問題が連続して惹

化を︑将来の目標として進むべきであ

︵本会特別会員︶

○○○

らかである︒

ｈ／き︷１︶よ尻ノ︒

起されてくることは火を看るよりも明

︑︑︑︑︑○○

の状況・環境汚染の問題である︒

○○○

謂うなれば︑地球上の人口約五十億︑
○Ｏ

世界百六十以上の国家群が正に運命共

之は︑只に一国の承の問題であるぱ

同体なのであり︑今や大規模の自然破
かりではなくて︑世界共通の解決すべ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

なのである︒炭酸ガスの増加に依る気

壊︑環境汚染が次食と手放しで進行中
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住

会員名簿︵７︶

ｌ氏名一職業一

隆

安彦孝次郎

阿部 静 代

飯島 力

四
九

神奈川県横浜市港北区菊名三
五

神奈川県藤沢市片瀬四

落合峯吉

ｌ一二

井口貞寛

神奈川県茅ヶ崎市東海岸南二
三 三九

尾沢修治

池田 正 男

神奈川県秦野市本町三

加賀美文一

一

市村サト

神奈川県横浜市緑区あざ承野四
二七 一五

生山 智 己

住

伊藤 克 己
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○神奈川県⁝⁝︵昭和腿・３．加現在︶
道 裕 哲 博 恒
夫子夫茂之次

由美

足芦浅浅朝秋赤赤
立沢水田倉山司坂

加藤一雄

金子隆
河合 民 助
川久保孝雄

神戸照雄
北原正一

櫛部正直
小出 修 己
小岩井佳勝

香積京子

七

二

神奈川県横浜市神奈川区六角橋町

六

蛎融塁沢市鵠沼松ケ岡三
一四

神奈川県鎌倉市大町六

七

六○七

六Ｉ

神奈川県横浜市緑区荏田町一︑二

三六
神奈川県茅ヶ崎市中海岸一

藍川県川崎市多摩区登戸四七○

襲卜羅郷賀市馬堀海岸一

五

二

鶏川県横浜市緑区市ケ尾町一︑

鳶に県藤沢市鵠沼桜ケ岡四

一八
神奈川県横浜市港北区菊名五 五
一○
神奈川県川崎市麻生区白鳥一 一

真田道司

神奈川県川崎市麻生区万福寺五一

神奈川県小田原市成田二六六

神奈川県足柄上郡北町山北四三一

棚奈川県横浜市港北区太尾町三六

椎名忠助

佐灸井
典比古

塩田泰克

抑諒川恨鯉調肺相模ヶ丘五

四一

七ｌ

四

塩谷敦夫

神奈川県横須賀市船越町一

高倉弘
高砂雄一

高橋亨
高森董
滝沢中
竹内豊文

神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東三
五 二六

二

蝶訓県茅ヶ崎市東雲南四Ｉ二

一 二四 七

神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂

七

舶弥川県相模原市松ケ枝町一二

興御難騨繊蕊側賢二

一一

磐卿開雛睡里崎謂

神奈川県横浜市戸塚区東俣町八○

八

神奈川県逗子市逗子四 八Ｉ一二
神奈川県横須賀市追浜東町三 三

五

神奈川県横浜市磯子区杉田二 一
○ 一八
神奈川県横須賀市池上六 五 一
○
神奈川県横浜市西区老松町二三

島根宏明
庄司藤太郎

菅野惣治
鈴木敏泰
鈴木格禅
鈴木正一
住友
吉左衛門

紅野正樹

神奈川県横浜市中区北方一

諏訪荘一

二一

小久保義松

神奈川県鎌倉市二階堂町六八七

四

小菅正三

神奈川県横浜市美しヶ丘五

六

児玉忠雄

神奈川県川崎市多摩区金程四五五

高木正一

古波津英隆

一

八ｌ

後藤 幸 子

三○ｌＥＩ三○一

神奈川県横浜市金沢区富岡東六

神奈川県横浜市中区山手町一六三

八

神奈川県横浜市金沢区柳町五

七

神奈川県川崎市多摩区栗谷二 八
一八
神奈川県藤沢市鵠沼桜丘一 一

斎藤熊三郎

佐伯 孝
坂田 正 之
吸谷詩芳信
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武田恒三
竹ノ内一郎
田沢

多田
田中

田中 実
伊達文蔵

六月

神奈川県川崎市多摩区登戸一︑○
七四
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸一 三
八 二四
神奈川県横浜市磯子区杉田九 一
七 七

神奈川県大和市月見野四
見野ヴィレジＣｌ二 三○一
神奈川県横浜市緑区美しヶ丘四
三三 三
神奈川県横浜市戸塚区笠間町一︑

一第三大船パークタウ

ンＧ九一○

五五五

二

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町三五
一九
神奈川県横浜市西区南軽井沢一四
七
神奈川県川崎市宮前区野川二︑九
八○

五

神奈川県横浜市磯子区田中一 一
一六
神奈川県川崎市宮前区宮崎一 一
三 四四
神奈川県川崎市高津区下作延三九

神奈川県横浜市神奈川区高島台四
ｌ一

七

一

一

七

神奈川県横浜市南区南太田町四
三五七
神奈川県横浜市港北区日限山一
四○ 四
神奈川県横浜市港北区篠原東二
九 二四
神奈川県横浜市中区西之谷町四八
四
神奈川県逗子市久木四
側奈川県港北区富士塚二

原俊昭
藤井隆
古田寿記

神奈川県鎌倉市大町二

八

神奈川県逗子市逗子四

三

三

二

五五

神奈川県鎌倉市西鎌倉一

四

神奈川県横浜市港北区大豆戸町八

二八棟五一○号

神奈川県藤沢市片瀬海岸三

○八

前沢大資

神奈川県川崎市高津区諏訪三八五

九 二
松島田鶴子

神奈川県鎌倉市浄明寺五六八

一○

三溝正美

神奈川県秦野市北矢名三○三 二

堀口恭宣

美濃本卯一

神奈川県戸塚区戸塚町三︑四○二

四

村田一雄

神奈川県厚木市毛利台二

八

室伏武

神奈川県鎌倉市牛広一︑五○五

神奈川県三浦郡葉山町一色一︑一

五

矢柴信雄
保井一郎

二一

二○

一

四

神奈川県横浜市神奈川区片倉町四
○一 三四

神奈川県横浜市神奈川区大口通一
二四
神奈川県横浜市戸塚区中田町一︑
九四三

五

神奈川県鎌倉市極楽寺町一

一

神奈川県藤沢市鵠沼桜ヶ丘二

○二

神奈川県横浜市港北区大豆戸町二

六

八五

八十島進

神奈川県横浜市戸塚区公田七四○
公田団地九︑三一○号
神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東三 一
節夫
忠臣
宗臣

直光
忠一
新一

亨
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筒井七三男

堤和 正
東地香一郎

富島

野村洋一郎

西村 春 樹

西原嘉寿人

中村寿和

長峯悦子

中里幸次

一

橋本正枝

林芳雄

渡渡吉山山山山
辺辺田本室室崎

修建一
吾次心
夫

和田収一一
一：

神奈川県横浜市港北区日吉本町二︑

五五三

○千葉県⁝⁝︵昭和腿．３．ｍ現在︶

五四

岩爪昇
鵜野昇

千葉県千葉市稲毛東三

四

一五

二

四

峠御柳櫓咋棚頗庄町小南九四一

二

九

千葉県千葉市幸町一

千葉県山武郡横芝町古川九九

一瀧県山武郡成東町早船一︑三六

安藤 隆 弘

良

宇野克彰
麻績和義

千葉県夷隅郡御宿町上布施八四七

千葉県市川市高石神九

三一

三九

大久保正

一

五

池田 竹 夫

千葉県銚子市松岸町一

大佐和健

千葉県千葉市職町五

一六

青野進

大地蕪

千葉県千葉市幸一

一

大塚一雄

千葉県香取郡小見川町小見川一○

三三

大畑節子

千葉県佐原市香取二六六

千葉県市川市本北方一

大平嘉伸

荒木 道 雄
千葉県香取郡東庄町宮本四三四

大宮信篤

二

飯田 真 也

千葉県香取郡東庄町笹川い六七七
千葉県八千代市八千代台北五 八
六
千葉県安房郡天津小湊町浜萩

三一○

五十嵐光宣

千葉県館山市館山二八
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種葉県流山市松ケ丘二

石井 敏 子

千葉県佐原市大倉五

九

千葉県千葉市城台東三

三

岡本勝

千葉県安房郡富浦町豊岡七五

千葉県安房郡天津小湊町天津二︑
九五四

千葉県松戸市二十世紀ヶ丘柿ノ木
町九四

一二

綴椛謙伽羅酔重一号

千葉県安房郡天津小湊町天津一︑
五三五
千葉県千葉市幕張五 四一七 一

千葉県八千代市村上一︑二三
一三街区一二 二○二

一五

千葉県柏市つくしヶ丘五

一

千葉県長生郡睦沢村妙楽寺八一九

小川雅一郎

岡本三郎
卦葉県山武郡横芝町横芝一︑五六

小倉正高

千葉県印膳郡印西町浦部八三九

三

小川仁
千葉県佐倉市ユーカリヶ丘一
○ 一四

尾崎幸雄

小倉力
一
千葉県市川市菅野町一

小関正

六
千葉県印膳郡本埜町中根一五八Ｉ

四

千葉県市原市五井四︑六二

千葉県香取郡多古町多古五三九

岡野清信

石井 秀
石田 泰 紀
石田

岩井喜久衛

入江孝一郎

今筒 敬 三

今川 哲 夫

井上武

市原 正 夫

板橋 義 夫

一

落合玲子
落合

海保四郎

寛英夫
可瀬 治
片桐秀三

加納 努
額賀 大 成

木内勝美
久我正義
久我 数 馬
国友省三
久保田武男

河野 信
郡光胤
小林信夫
近藤輿士夫

五代 吉 彦

雑賀富雄
斎藤英一

千葉県松戸市常盤平六
四○一

二九

千葉県船橋市前貝塚町二五五

一

五

斎藤明
佐伯豊一

千葉県市原市飯沼八六○
千葉県市川市東菅野二 二

九

一

千葉県千葉市末広二

一○

五

笹本武雄

千葉県長生郡睦沢町妙楽寺一︑○

五

千葉県茂原市高師九一五

佐藤賢治

千葉県夷隅郡大多喜町上原一︑一
○三

八号

千葉県鴨川市見渚七一○

沢計吉

千葉県佐原市辺田七七七

一一一

一ハーー

千葉県香取郡下総町名木一︑二四

椎名大文

千葉県千葉市松波町一

八

二三

四ノ宮
真佐男

三号

千葉県千葉市稲毛三

三

四

二二

千葉県佐原市九美上二八

一

千葉県香取郡東庄町東今泉三一七

四

千葉県香取郡栗源町高萩一︑六五

千葉県佐原市堀之内一︑六七八

千葉県市原市皆吉九五○

七

千葉県香取郡東庄町石出一︑五六

一

一

ｌ一ソフィア稲毛一 一︑一○

千葉県船橋市南三咲町一 六 一
千葉県千葉市小中台町一︑三一六

鈴木亨

杉本郁太郎

菅原俊一

渋谷敬敏

一

千葉県佐倉市王子台五

二六

七

四

千葉県流山市江戸川台東四

三九

千葉県佐原市香取一︑六九七香
千葉県佐原市佐原二

取神社社務所

千葉県夷隅郡大原町岩船二︑一五
○
千葉県長生郡長成村宮城一︑○二
一一一

鈴木三郎

千葉県君津市三直一︑一○一

高木万司

一一一

千葉県佐原市香取一︑三七六

千葉県市原市新堀一︑三二五

千葉県千葉市花園町一

千葉県山武郡松尾町田越一五七

鈴木仲秋

鈴木豊

千葉県印膳郡白井町木二六六

二

鈴木普二男

千葉県流山市向小金新田七七
千葉県香取郡東庄町今郡一

鈴木光二郎

二六

須田勉
高木雄

千葉県八日市場市春海四五

千葉県長生郡長柄町長柄山二七○

二○

高嶋秀雄

千葉県印膳郡印膳村瀬戸一︑○九
千葉県船橋市海神六

五

千葉県八千代市八千代台南二
五
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一

男

光 喜 克 八 五 保 松 善 豊
治伸司己隆操蔵六次蔵男斌寿

平野 泰 伸

樋口 栄
平井 尭

飛ヶ谷 定 一

林秀 雄
林大幹

清明

林畑中中中中豊戸士千滝高高高
中村村村川田田屋葉口柳橋田

千葉県東葛飾郡沼南町高柳一や一

藤代弘一

千葉県山武郡横芝町古川一八九

一○

九

千葉県市川市大洲町四

五

藤田たか子

一八

千葉県安房郡丸山町小戸六七六

三

千葉県千葉市穴川一

星谷悌二

千葉県印膳郡印西町大森二︑六四

一一一一

斤礁県山武郡山武町森一︑四九八

星野五彦

千葉県八千代市大和田新田四七七
一○六 三 二○四号

七

千葉県夷隅郡御宿町新町六七四

星野志朗

千葉県市原市鶴舞局区米原一︑九

千葉県市原市鶴舞矢田一六五

四

千葉県茂原市上永吉七三二

岩瀬滋
小柳隆照

千葉県市原市平蔵

一○

千葉県山武郡横芝町古川一八八
千葉県東金市東中八二八

風戸初太郎

千葉県市原市平蔵

鶴岡正之

楠本正己

千葉県市原市鶴舞三○六

千葉県市原市平蔵一︑九五一

千葉県市原市鶴舞三○○

千葉県茂原市高師町七五五

八三

千葉県千葉市大井戸八五七

風戸博昌
三一

千葉県市原市小谷田二八四

二

中村庄司

千葉県市原市平蔵

千葉県浦安市今川三

西川千代松

千葉県香取郡小見川町小見川一︑
五七七 六

高石静一

常泉茂夫

千葉県山武郡成東町富田一︑七四
○
千葉県柏市大青田八七 七○
千葉県印膳郡白井町富塚八八二ｌ

五︑
千葉県香取郡東庄町笹川五︑五七

基慢蔚順庄町笹川ぃ

田中義敏

千葉県市原市皆吉六○二

千葉県市原市牛久一︑一九二

一︑

三橋金次郎

千葉県市原市米原二六七

千葉県市原市牛久一︑二○○

宮田辰男

千葉県市原市米原三○二

三橋寛

○
千葉県香取郡東庄町笹川い
八三六

一

宮田良幸

千葉県香取郡栗源町高萩三五一
一ハ

一八

千葉県佐倉町江原二六七
千葉県船橋市前原東六
○

千葉県富津市小久保二︑八二
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相川 克 己
千葉県市原市久保六八

千葉県市原市岩野見六○三

加藤実之吉

千葉県市原市牛久九四一

三
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至脈耐

する基本方向︵中間まとめ︶﹂のうち

道徳教育に関する事項を抜すいして掲

編集後記
鯵国民の足として長い間親しまれてき

載しました︒なお︑四月一日臨時教育

は︑教科書検定制度の改善を含め︑重

た国鉄が︑去る四月一日から分割・民

要な事項を含んでいますので︑次号に

根首相に提出いたしました︒この内容

は抜すいしてご紹介する予定です︒

審議会では︑第三次答申をまとめ中曾

た︒今後︑思い切った合理的経営やサ

社︵他に貨物ほか︶が誕生いたしまし

霧次号︵五・六月号︶は︑﹁現代に生

国︑九州︑西日本の各旅行鉄道株式会

ービス向上に︑各社の積極的な取組承

営化され︑北海道︑東日本︑東海︑四

を期待しています︒

て特集を組承︑男女雇用機会均等法下

における現代女性の生き方について︑

きる女性と教育﹂をメインテーマとし

その現状と課題︑将来の展望等︑先学

いう︑とてつもない数字を冠すること
になります︒もし︑このままのペース

鯵会誌﹃弘道﹄は︑本号で九二七号と

で行くとすれば︑記念すべき一○○○

東京都千代田区神田神保町三ノー○

縄集人片山清一
発
行人鈴木勲

昭和六十二年四月去日発行年会費一︑五○○円

昭和六十二年四月十日印刷実価二五○円

︵藤︶

諸賢にメスを入れていただきます︒

月末に発行される五・六月号というこ

号は︑二○世紀最終年の一九九九年六

の道義理念を核に据える限り︑本会の

とになります︒普遍性をもつ会祖泊翁

具現の場であり︑しかも︑根底にあっ

東京都千代田区西神田三０−︲六

印刷所共立社印刷所

発行所離畑日本弘道会

四三一七

電話○三︵二六一︶○○○九番

振替口座東京四

郵便番号一○一
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釧旧町
三田耀水迩楓駅

発展は言うまでもありませんが︑その
て果すべき﹃弘道﹄の役割が︑いかに
大なるかを痛感している次第です︒

鯵本号には︑教育課程審議会がさきに

発表した﹁教育課程の基準の改善に関

−

水遊橋駅西口下車約10分

東西線・九段下駅下車、出口7＝約5分

。本…柳￨恐
鮒…
h
I

新術線･神I､神保町駅下]￨i､出口A･2＝約5分
新術線・九段下駅下車、出口5＝約8分

元宮内省総務課長

寛素彦著

説

一

三

､ユと

岸
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■

︵本会評議員︶

本書は︑終戦当時︑宮内省総務課長の要職にあって︑

昭和二十年八月の玉音盤奪取事件では︑一夜皇居に

歴史的な諸事件に直接関った著者の回想録である︒

監禁された後︑単身日本放送協会︵ＮＨＫ︶に玉音盤

は現在唯一人の生き証人であり︑地方御巡幸では行幸

を届け︑陛下のマッカーサー御訪問では︑随員として

の模様を迫力ある筆致で描いている︒

主務官として中心的役割を果たす等︑激動の終戦直後

四六判約二七六頁

活のエピソードの数左をも紹介している︒

のお側にも仕えており︑貞明皇后のお人柄と御日常生

また︑著者は皇太后宮職事務主管として︑貞明皇后
定価一四○○円〒剛

Ｂ５判定価二︑○○○円

佐倉藩士西村茂樹が明治九年三月に﹁日本弘道会﹂
の前身である﹁東京修身学社﹂を興してから︑百十年
になる︒本書はこれを記念して発行されたもので︑会
の沿革︑会祖西村茂樹等について写真を中心にして編
集されている︒

西村茂樹は︑明治政府高官として︑明治天皇の侍講︑
文部大書記官︑華族女学校長︑宮中顧問官︑貴族院議
員等を歴任した他︑﹁明六社﹂同人︑東京学士院会員
等として幅広い活動をした人物である︒

晩年︑﹁弘道会﹂の推進に情熱を注いだ様子は︑本
書に収録の日記や書簡等がよくそれを伝えている︒
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今上陛下と
母宮貞明皇后
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