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亙刺

−

思考を合理的にすること︑情操
を美しくすること
学問を勉めること︑職務を励む

と︑資源の保存と開発を図るこ

自然の美と恩沢を尊重するこ
と

教育の適正を期すること︑道義
の一般的関心を促すこと

−

目
五・六月号

こと

教養を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行
に屈しないこと

１０

報道言論の公正を求めること︑
社会悪に対し世論を高めること

イ

健康に留意すること︑天寿を期
すること
信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと

I

国学の﹃古事記﹄推尊批判

本居宣長︑平田篤胤の両大人︑それに水戸の会沢氏以下の諸先輩は︑西洋人が頁イプル﹄を根

拠にしてキリスト教を諸国に弘めたのにならって︑わが﹃古事記﹄をおしたてて神道を広大に説き︑

日本国中はもちろん︑他国にまで推し広めようとしたのは︑その志は壮であっても︑その術は迂だ

というべきである︒﹃古事記﹄は神代の歴史であって︑その事は頁イプル﹄に似ている点がある

が︑その記すところはわが日本一国に限っているから︑記事の境界は狭く︑どれほど巧承にこれを

説いても︑頁イプル﹄のように広くこれを引きまわすことはできない︒その上︑西洋で頁イプ

ル﹄を記したモセスは卓越した宗教家であり︑その後ダピット︑ソロモン等の大家が輩出し︑また

イエスという大俊豪を出し︑その門下に十二使徒があって︑いずれも非凡な人材であった︒彼らは

世間の人智の未開なのに乗じ︑雄弁奇業をふるって信仰心を堅めたので︑今日のような成功をおさ

めたのである︒﹃古事記﹄は︑その本文がすでに﹃録ハイブル﹄に及ばず︑また本居︑平田のときま

で千年以上ひとりもこの書を推尊し︑これを以て道を説いた者はなかった︒本居︑平田の二大人が

出たときは︑時代がすでにおそすぎ︑人智が開けたあとであったので︑二大人が何ほど気力・才学

があっても︑その志をたくましくするのは不可能なことであった︒もし二大人が延喜・天暦の頃に

︵泊翁届言第三冊︵四︶﹁本居宣長︑平田篤胤﹂︶

出たら︑あるいは日本国中だけは︑その説を弘めることができたかも知れない︒
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第八十五回日本弘道会総会式辞
昭和六十二年五月三十一日
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会長鈴木勲

本日ここに︑会員各位の御来会を得て第八十五回総会を開催できますことは︑私の深くよろ
こびとするところであります︒

本会は︑客秋佳日を卜して創立百十周年記念の式典を挙行し︑会祖の遺訓を胸懐に︑先人の

恵沢を偲びつつ︑本会の使命達成に努めるべく決意を新たにしたのであります︒

会祖西村先生は︑明治の初期において早くも道義立国の理想をかかげ︑弘道精神の普及に努

められましたが︑昨今の内外の国情をかんが承る時︑会祖の提唱された理想の愈灸劃切なるを

覚えるとともに︑本会の使命の正にここに存することを痛感するものであります︒

即ち︑世界の形勢を察し︑国家人類の将来をおもんぱかるとともに︑政治の道義性を高揚し︑

経済の倫理性を強調するという社会道徳の要請は︑今日ほど切実な時はなく︑我々会祖の流れ
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を汲む者は本会綱領に則り︑正論を以て︑社会道義の尊重を倦むことなく内外に訴え︑その感
化影響のやがて及ぶべきを期待せぜるを得ないのであります︒

本年は︑その一環として︑会祖の代表的論文﹃日本道徳論﹄の岩波文庫版を拡大出版し︑弘
道精神の普及に努める所存であります︒

なお︑道義の実効はあくまで個人の実践朗行に待つべきものであります︒我を会員としては︑

本会綱領の示す如く︑教養を豊かにし︑見識を養い︑財物を貧らず︑金銭に清廉に︑誠をもっ
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て身を貫くという道徳の原点に立ち帰り︑自らを修めることによって︑その言説︑主張に︑信
頼と権威を加えるべく努めることが肝要と思料いたします︒
ここに︑各位ととに一層の精進をお誓いして︑式辞といたします︒
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西村泊翁の女子教育論
Ｉ日本女性の美点を損う教育は不可Ｉ

はしがき

片山清一

内部に﹁女子部﹂︵場合により﹁婦人部﹂と称す︶を設け︑

これには毎号会祖自身の巻頭論文をのせている︒女子教育

には︑その機関誌﹁婦人弘道叢記﹂を創刊しはじめたが︑

毎集会毎に講話を行った︒そしてついに明治二十七年十月

の振興に畢生の努力を続けられたことは周知の通りである

西村会祖は︑明治九年東京修身学社創設以降︑道徳教育
が︑そのためにも︑女子教育の重要性を痛感されていた︒

西村泊翁が︑女子解放思想や女子教育に関心を持ち始め

ｌ女子解放思想への開眼ｌ

明六社会幹当時の西村泊翁

どってゑた試論に過ぎない︒

﹁女子教育﹂に対して︑どのように考えられてきたかをた

本論文は︑西村先生の全集にのせられた論文を通して︑

にいかに熱意をもたれたかが窺える︒

は儒教の教えが強固に横たわっていたが︑明治になって西

儒教によって青少年時代の思想が培われた会祖は︑根底に

洋の文物思想に接して新しい展望をもつに至ったため︑儒
教のもつ短所をも早くから認めるようになった︒
しかし明治初年の文明開化の風潮が︑わが国の過去の一

への批判をせざるを得なかった︒学制頒布以後の新しい教

切を葬り去ろうとする勢いを見せはじめると︑新しいもの

育への批判はもちろん︑とくにその道徳教育についての欠

では解明することができない︒明治六年に結成された明六

たのは︑いつごろであるかは︑著書論文を通してゑただけ

陥を鋭く指摘するようになった︒

女子教育については︑明治初期の時代には論及すること

ろめ︑事を議することを例とした︒そうした成果を広く社

会に公けにするため︑明治七年三月︑はじめて﹁明六雑誌﹂

社は︑毎月二回会員が集まって︑異見を交換し︑知識をひ

りから︑きびしい態度で臨むようになった︒論文や講演の

を公刊した︒粗末な和紙に印刷した毎号二十頁足らずの小

はなかったが︑明治十七年の鹿鳴館の舞踏会開催時期あた
数も増加していった︒明治二十三年頃から︑日本弘道会の
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は︑会幹として毎回出席しているから︑こうした問題に関

女問題に関する論文は全くのせていない︒明六社の会合に

ところが︑西村茂樹はたびたび所説をのせているが︑男

が売れたといわれている︒当時の読字層の数から考えて︑

形のパンフレットであったが︑毎号平均して三○○○部余
ベスト・セラーであったことは否定できない︒泊翁の﹁往

いし︑論文も出していない︒恐らく他人の意見を傾聴して

心をもっていたことは当然のことであろうが︑講演もしな

いるだけであったものと考えられる︒

事録﹂によると﹁この頃まで本邦の学者は︑その知識皆和
所は多く西洋の新説なるを以て︑官員学者来聴する者甚だ

漢の二学に限りて︑西洋の事を知る者なし︒明六社の説く

明治六年︵一八七三︶十一月︑文部省に出仕︑同省内で

ｌ﹁小学修身訓﹂と﹁婦女鑑﹂ｌ

明治十年代における女子教育思想

たので︑明六社の自由な言論と矛盾しているということに

ことになった︒明治九年二月には文部大亜に昇進したが︑

編書課長に任ぜられ︑学制頒布後の教育行政にたずさわる

しかし明治八年六月︑政府は議誇律及び新聞条例を出し

多し﹂と記されている︒

なり︑福沢諭吉の提案により︑その出版を中止することに

ものと考えられる︒明治十年一月︑文部大書記官になった

この頃から︑女子教育に深い関心を寄せるようになった

を創設した︒

道徳教育の重要性を痛感して︑同年三月﹁東京修身学社﹂

なった︒したがって明六雑誌は︑明治八年十一月に出した
第四十三号をもって終刊となった︒
この雑誌の総目次を一覧すると︑明治初期の政治・経済

が︑同月﹁男女同権論﹂なる論文を洋女社の雑誌にのせて

・社会及び文化のあらゆる面にわたって外国文物の紹介が
のは男女関係についての論説である︒以下筆者︑論文名︑

なされているが︑全体を通じて︑数度取りあげられている

いる︵全集に集録されていないので内容不明︶︒

支ナカルベケレドモ︑上等ヨリハ其ノ教育ヲ異ニスルヲ

ト異ナラザルコトヲ得ズ︒下等小学︿男女同様ニテモ差

女子︿将来ノ事業︑男子ト異ナレ等︿︑其ノ教育︿男子

述べている︒

行ったが︑その中に女子教育について︑次のように所見を

同年四月︑第二大学区︵愛知県周辺の地︶の学事巡視を

所載雑誌号数︵算数字︶を示す︒

森有礼Ｉ妻妾論Ｂ８ｐｎ白巧働別㈲即
阪谷素ｌ女飾ノ疑別妾説ノ疑躯
津田真道ｌ夫婦有別論理夫婦同権解弱廃娼論︵他︶
加藤弘之１夫婦同権ノ流弊論剖同上口瓢
福沢諭吉ｌ男女同数論瓢
中村正直Ｉ善良ナル母ヲ造ル説調
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ヲ作リテ︑之ヲ教フルヲ宜シトスベシ︵明治以降教育制

歴史等ノ内︑幾分カヲ略スベシ︒唱歌音楽︿雅正ノモノ

宣シトスベシ︒即チ女子一天裁縫ト治家術ヲ教へ︑地理

では西洋の道徳が︑東洋の道徳よりもすぐれていると評し

妾だのと数人の女性と結婚することの非を指摘し︑この点

説﹂という短文をのせている︒これは一人の男性が妻だの

明治十四年八月︑西村は︑洋々社談に．男数婦を要る

ている︒

度発達史Ｉ︶

ここでは小学校低学年では男女を区別する教育が必要で

と翻訳の両方を指導することとなった︒そして学制発布以

明治十三年に入ると︑西村は編修局長に任ぜられへ編書

る当時の風潮に対する批判文である︒西村は︑あまり世間

でおこなわれている親の紹介結婚または見合結婚を非難す

出している︒これは︑西洋流の恋愛結婚を謡歌して︑日本

さらに明治十九年末に﹁男女相択ぶの説﹂なる長論文を

来はじめて出す文部省刊行の修身教科書﹁小学修身訓﹂を

も知らない若年の男女が恋愛して結婚したからとて︑必ず

ないが︑高学年では区別した方がよいという意見である︒

編修することになった︒

の両親による配偶者選択は必ずしも全面的に否定すべきで

この小学修身訓は︑小学校生徒に教える修身教科書であ

り難解の語句が多い︒目次は八項目で①学問②生業③

はないとする︒確かに親が一方的にきめて子どもに押しつ

め相手を見誤ることの多いことを衝いている︒そして在来

立志④修徳⑤養智⑥処事⑦家倫⑧交際となって

けることはよくないが︑たいていの場合は子どもの意向を

しも幸福な夫婦生活になるものではなく︑むしろ若さのた

いる︒この中で特に女子に対する教訓は︑それぞれの項目

聞いた上で決定してきたものであるという︒ここで西村は︑

るが︑内容は和漢洋の格言・嘉言を集録したもので︑かな

の末尾に集めらられている︒

これを通覧すると︑西洋の新しい女性観と東洋の古い女

たる提案を示している︒︾ここで全部を掲載する紙面の余裕

はないが︑現代といえども通用する案であると思う︵西村

古い男女選択法と新しい方法の長短を考えて︑八か条にわ

全集第二巻一五二

性観とが並記されている形である︒女子は人間として男子
に劣るものではないという説と︑女論語や女大学などの格

大きな貢献をしたのは﹁婦女鑑﹂を編修したことである︒

西村茂樹は︑明治十年代末において︑女子教育に対して

一六五頁参照︶︒

言とが交灸に現れてくる︒しかしこれらの女子教訓は男子
に教える必要がないとことわっているから︑男女は明らか

﹁往事録﹂に記すところによると

に違った道徳に従うべきだという考え方があったものと思
員以○
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日本の道徳がどうあるべきかを講述した︒そして翌明治二

十年春︑この草稿を印刷に附し︑﹁日本道徳論﹂として公

明治十七年十月︑宮内省三等出仕︵勅任︶に補せられ︑

つけらる︒⁝⁝︵中略︶⁝⁝余は往年宮内省にて編修あ

文学御用掛仰せつけらる︒翌日︑文部省御用掛兼勤仰せ

べきであるが︑それと同時に西洋哲学の長所をも採用して

泊翁は︑今後の日本道徳は︑世教である儒教を骨賂とす

刊配布した︒

ることを命ぜられたり︒依て属僚坂田伝蔵︑山田安栄︑

考うべきであるとする︒

りし﹁幼学綱要﹂の補遣として︑婦女の美蹟を編さんす

加部厳夫等を督して︑其の書を編修し︑書成りて是を

しかし儒教が昔のまま︑今日に実行されるとなると︑そ

こには不適当な点があるとし︑それを五点あげている︒そ

﹁婦女鑑﹂と名く︒

としている︒出されたのは明治二十年六月のことであった

の第四に︑儒教には男尊女卑の教えがあることを指摘して︑

儒道は男尊女卑の教多く︑男女の際を論ずるに︑其の

次のように述べている︒

平を得ざることあり︒男子は妻妾数人を置くも︑これを

この書の凡例に︑婦人の伝記の中から言行のすぐれた人

が︑編集に要したのは三年間余であった︒

は和漢洋にわたっている︒この点は先に出版された﹁幼学

を選び︑手本とするような例をあげたとしているが︑引例

日以後の時勢において抵梧多きものに似たり︒︵岩波文

答めずして︑婦人は﹁夫死しても嫁がず﹂の教あり︒今

ていど

く前者の編修者たる元田永手と﹁婦女鑑﹂の編者たる西村

綱要﹂の和漢の引例の承に限定したのと異っている︒恐ら

そして儒教が真理に適するかどうかを験する例として︑

庫版﹁日本道徳論﹂二九頁︶

引例として出された婦人も︑いわゆる孝女︑節婦なども

一人の男子が数人の妻をもつことを示す典籍をあげている︒

茂樹の考え方の違いによるものではないか︑と考えられる︒

ちろん母道や慈善の行為などのあった女性が多いが︑それ

︹察菖独断︺天子は三夫人と九婚︒諸侯は一妻八妾︒卿大

を挙げ︑﹁この言の真理に合うや否やを知らんと欲せぱ︑

以て天下の内治を聴こしめす︒

二十七世婦と八十一御妻あり︒

︹礼記︺古には︑天子は后に六宮を立て︑三夫人と九蹟︒

夫は一妻二妾︒士は一妻一妾︒

だけに止まらず学問にすぐれた西洋女性をもあげている︒
﹁日本道徳論﹂講演後の女子教育論

ｌ儒教の女性観への批判ｌ
西村泊翁は︑明治十年代における道徳教育の混乱を憂慮
にわたり︑東京神田の一つ橋にあった大学講義室において︑

し︑明治十九年十二月十一日︑十七日︑二十六日の三日間
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て妻妾数人を要るときは︑国中に於て妻を要ることを得ざ

推すときは︑一男を以て一女に配するを真理︑即ち天理に

を女子より多きを常とす︒是事実なり︒この事実によりて

地に於ても男女生産の数は大抵相均しくして︑男子の数較

これを事実に験するに如くなし︒凡そ天下の諸国︑何れの

論を詳記する余裕はないが︑大略を示すと︑

る考え方の六つである︒ここでこの六点に対する西村の反

女同権論②東洋古来の教育を晒悪とする説③男女の交
際④自由結婚説⑤娯楽遊戯⑥挙動の活ばつ化を進め

こうした徳育で欠点とされる点は︑次の六つである︒①男

であるが︑徳育を考えずしては本末を逆転することになる︒

①男女同権となっては一家が治まらない︒

協うものとすべきことは︑至って明白なり︒もし一男にし

んや︒﹂︵全集Ｉ三○頁︶

るの男子︑許多あるの理あり︒是れ量天理ということを得

そして女徳の乱れたのは教育が悪かったからというので

⑥女子の挙動を活ばつ化するは東洋や日本の古訓に反す︒

り︒男女混合のダンスの如きは不可︒

③娯楽遊戯もその種類を選ばないと身心を破壊する恐れあ

ることが多い︒

④自由結婚というが︑若い時には選択眼がないため身を誤

③男女の交際を自由にするは風俗の乱れる本︒

日本女性の優秀さを称える人が現われてきている︒

②東洋古来の教にはすぐれたものがあり︑西洋人の中にも

これは儒教のもつ男尊女卑の思想を批判した一例である

が︑日本道徳論の所々でこうした指摘を見出すことができ
ス句○

このように儒教の欠点を認めていた西村泊翁であるが︑

明治十七︑八年頃の西洋かぶれした上流社会の女風や女子
教育に対しては︑むしろ腹立たしい程の嫌悪感をもつに至
った︒かの洋学の承しか知らない者が︑わが国の歴史や伝
統も知らず︑ひとえにわが国の欠点の承をあげるは︑国家︑

ただ西国婦人の風俗交際の状を見て一概にこれを景慕

するのは結局︑教育による他はないとする︒なお︑女子の

なく︑社会の風俗による所が多い︒しかしその風俗をよく

し︑本邦二千有余年の教育風俗習慣を尽く破壊して全く

美徳は①清貞②親愛③慈善④従順⑤勤倹の五つで
あり︑悪徳は︑①淫蕩②不和③刻薄④徹慢⑤騒怠

国民の前途を誤るものであるとする︒

黄色の西洋人を作り出さんとするに至りては誤れるもま

で演説したものであるが︑それより二か月余後に華族同方

以上の所論は︑明治二十二年七月︑日本弘道会の女子部

の五つであるとする︒

こうした西洋かぶれの教育中︑もっとも注意すべきは道

た甚しといふくし︵全集Ⅱ三五四頁﹁女子教育論﹂︶

徳教育である︒もちろん知育や体育についても考慮すべき
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早速同年四月十二日に第一回集会を開いて会祖が講演をお

った皇典講究所の講堂で隔月毎に集会を開くことに決定︑

拡大してきたことは︑まことに喜ばしいことであるが︑在

明治維新以降︑女子に対する教育がはじまり︑しだいに

る︒その概要は次の通りである︒

こなった︒それが︑﹁日本弘道会婦人部設立の大意﹂であ

て演説をおこなった︒題して﹁貴女の教育﹂という︒︵全
三八三頁︶

会において︑華族女学校長として︑学校の教育方針につい
三七五

もっとも重視すべきは徳育であるとし︑その教科書として

貴女の教育では︑知徳体の三方面の教育が必要であるが︑

集Ⅱ

儒教の経典︑とくに論語を用うべしとする︒体育ではあま

学期間は僅か四年ほどで︑卒業後には修養の機会はない︒

れたりすることがおこるのである︒他方︽明治以来の教育

り烈しい運動をさせるのでなく︑音楽に合わせたような体
現下の知育の中で最も力を入れているのは外国語である

は︑日本女性古来の美点への配慮少く︑いたずらに欧米の

そのためか女子にして迷信に陥ったり︑卑狼な風俗に引か

が︑たとえこれがかなりうまくなったとしても実際の使い

開化を慕う形で進められてきた︒そうした欠点を承とめた

操がよろしいのではないかという︒

あるが︑そうすることは父兄たちの反対することが考えら

道は限られている︒私の考えでは外国語は全廃したいので

と唱える人もあるが︑これも極端な考え方である︒たしか

人たちの中には︑反動的に日本古代の女性に復帰させよう

れるので︑最低の時間に縮めた方がよいのではないか︑と

に日本には昔から女子の学校がなかったので︑学芸の面で

るが︑そこで会祖は︑次のような趣旨の演説をおこなった︒

こうして明治二十三年四月第一回集会が開かれたのであ

述べている︒

新しく日本弘道会の中に婦人部を設けるようになった︑と

現れている︒そして徳をすすめ才智を開くために︑ここに

は優秀な女性は出なかったが︑徳のすぐれた女性が数多く

考える︒

ｌ女子の道徳高揚のための努力ｌ

日本弘道会内に﹁女子部﹂を創設

西村会祖は︑明治二十一年七月に華族女学校の校長を兼
任するように︑ご下命があった︒

この頃より従来よりも︑いっそう女子教育に関心をもつ
ようになったものと考えられる︒

で︑世界にその類例を見ない美点をもっている︒ところが

日本婦人は︑日本の風土と伝統によって育てられたもの

前に掲載した﹁女子教育論﹂を講演したのであるが︑その

現在おこなわれている女子教育は欧米女子の風をまねるこ

明治二十二年七月に日本弘道会に婦人会員だけを集めて︑

翌年三月には︑会の中に女子部を設け︑飯田町五丁目にあ
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とを目指している︒たしかに維新以降の教育にはすぐれた

論文では詳述せず︶

女性の風俗の乱れたることを特色とする︒︵この点︑本

ているが︑淫風をもつという一点だけは大汚点である︒そ

日本の女性は外国の女性に比べてすぐれた点を多くもっ

②﹁女風領敗の原因﹂︵明治妬年４月︶

を通して国家に対する責任を果たすことができるのである︒

夫に仕え︑子どもの教育に当ることが任務であって︑これ

れも性格的にそうであるというのでなく︑風俗的にそうな

不充分であることは否定できない︒女性は︑家庭を経営し︑

点もあるが︑それは知育の面においてであって︑徳育では

最近は︑キリスト教会で女子教育を進めているようである

わが国の歴史を見ると︑女性の道徳の乱れたのは三回あ

っていて︑それに巻き込まれてしまうからである︒

れがある︑と考える︒

が︑宗教と関係をもった道徳教育は︑国家に害を与える恐

治以降今日までの時代である︒特に恥かしいことは︑外国

って︑第一は王朝時代︑第二は元禄宝永の時代︑第三は明

に出かけて醜業をしている日本女性が多いことで︑これは

西村泊翁のその後の女子に関する講話や論文は︑この日
本弘道会女子部においておこなったものが大部を占める︒

教育についても大いに改善すべきものがあるのではないか

には法律をもって禁ずる他に手段はないかも知れないが︑

正に国辱とも言うべきものである︒こういう状況を改める

④﹁日本婦人の特性︵附教育︶﹂明治路年７月

て︑その特性が養われてきたかを考察する︒次のように四

と思われる︒今日の女子教育上の欠点とすべきものは四点

ここで日本の女性が︑古来より今日まで︑どのようにし
つの時代区分をして︑その内容を検討している︒

逸になる︒③男女生徒で自由に交際するものが出現するよ

った︒②女子だけが集まって寝食を共にする時は自然と放

あるとする︒①父母の手を離れて学校に行く女子が多くな

白神武天皇ｌ持統天皇︵一三三六年間︶この間︑学問はな
かったが︑天性の善良なる女性多し︒

ロ文武天皇ｌ安徳天皇︵四八○年余︶女子の才気が発揮さ

西洋流の男女同権や自由結婚をあこがれさせている︒その

うになった︒④現今の教育では東洋風の教育を廃棄して︑

れた時代であるが︑淫奔の風承なぎる︒

白後鳥羽天皇ｌ後陽成天皇︵四二五年︶頼朝が総追捕使と

⑧﹁女子の楽﹂︵明治妬年６月︶

ものを教えている︒

上︑文学などで源氏物語や伊勢物語などの淫風を鼓吹する

なった時から豊臣氏の終駕まで︑この間男性のすぐれた
人物が出た時代でもあるが︑女性にも貞淑勇武の風があ
った︒

掴後水尾天皇より徳川氏が政権を返上するまでの時代で︑

（11）

女子にも楽しゑというものが必要であるが心たとえば飲
酒とか観劇とかいった下等の楽しゑを避くべきである︒な
るべく能の如き上等の楽しゑをもつ方がよい︒

男女の性質は次のような差がある︑とする︒﹁男子は心

④﹁男女性行の比較﹂︵明治師年３月︶

善にして行に悪多く︑女子は行善にして心に悪多し﹂とい
うのである︒その女子のもつ心の悪とは︑次の五つである︒

⑤嫉妬なり︑その五つを改めたならば︑世界に誇る立派な

①疑心多し②心狭溢なり③怨承深きなり④多言なり
女性になると断言している︒
︹婦人弘道叢記の刊行︺

さて︑このようにして日本弘道会女子部で講演してきた
ものを︑﹁日本弘道会叢記﹂︵明治勉年加月まで︶や﹁日本

弘道叢記﹂︵明治幼年４月以降︶に掲載してきたが︑明治
二十七年十月︑女子部だけの機関雑誌を発行することとな
り︑これを﹁婦人弘道叢記﹂と名づけた︒編修主任には棚
橋絢子が任ぜられた︒この創刊号の扉に次のような例言が
掲げられている︒

此の冊子は︑道徳の真理をきわめ︑日本女子の特性
を養ひ︑道徳といえることを教え導かん為に発行す︒

されば道徳に関することはいうも更なり︒世の婦女子
に有益なる講話・叢話教草及び時報などをあつめて毎

月一回発行す

なお︑本号の最終頁に︑明治二十七年九月に定められた

﹁日本弘道会婦人部規約﹂がのせられているが︑その第一

﹁本邦婦人ノ道徳ヲ進メ︑併セテ其品位ヲ高クセントス

条には︑婦人部の主旨が示されている︒
ルニアリ﹂

この雑誌は︑その後四年間発行しつづけられるが︑これ

日清戦争後の女子教育論

に伴い女子会員も増加した︒

ｌ愛国心の育成と節約の奨励ｌ

日本と清国とは︑明治二十五年ごろから︑朝鮮をめぐり

に清国に対して宣戦を布告︑日清戦争がはじまった︒戦は

問題があり︑紛糾を重ねてきたが︑明治二十七年八月つい

日本軍の一方的勝利に終り︑翌明治二十八年四月日清講和
条約が調印された︒

この年の二月︑西村泊翁は婦人部で﹁戦勝後の日本婦人

の心得﹂について講演している︒戦争の前途は︑わが国の

勝利と判明した今日において︑日本人に求められるのは︑

愛国心の高揚と国家経済の再建である︒そのためには根本

的には忠君愛国の精神を培わなくてはならないが︑それは

さて国の経済を支えているのは︑下層社会の人たちであ

男子にとどまるものでなく︑女子も同様である︒
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−

る︒わが国からの輪出品である生糸と茶とは下層社会とく

ると共に︑国産品を使用するようにしたいものである︒

らないことである︒套修は国を亡す本になるが︑それは婦

なおこの頃﹁婦人の交際﹂ということを話しているが︑

人の套修から始ることが多い︒外国品を買うことをひかえ

およそ婦人の交際ということは︑西洋人の模倣から出てき

にその妻女たちである︒そこへ行くと日本弘道会婦人部の
資することが少ない︒だからといって︑今更すぐに生産に

たもので︑日本人固有の風俗ではない︒それはとくに上流

会員は︑上層または中層社会の女子であって︑国の利益に

なすべき仕事があるわけだから︑それに精出すことが大切

従事するわけにもいかない︒上中層の女性は︑それぞれに

社会でおこなわれていることであるが︑西村泊翁は︑その

必要なしと断言して次のようにいう︒﹁本邦現今の社会状

である︑と説く︒

するに樟らざるなり﹂︑﹁今日は未だ婦人交際を唱うべきの

態において︑婦人の交際を為すは害ありて益なしと︑断言

さらに講和条約の結ばれた後の同年七月︑婦人部におい
て西村会祖は﹁中等以上の女子の心得﹂について演説を行

時には非ざるなり﹂と︒

ったが︑ここでは︑会員である中等以上の女子は︑下等社

会の女子の模範を示せるように努力すべしと諭したのであ
も尚武の気風をもつことをすすめる︒また富国のためには︑

守的な考え方になってきたことを知ることができる︒

女子教育論であったにも拘らず︑晩年になると︑かなり保

以上の説明によって︑西村会祖は最初はかなり進歩的な

あとがき

職業上についての勉強と金や物を節約することの大切さを

った︒そのため愛国心を高めること︑さらに女子といえど

説く︒とにかく女性の最も大事なことは家政であって︑そ

復古的になるということもあったに違いないが︑また明治

それは人間だれもが︑老齢になるにつれて保守的または

明治二十九年九月︑西村会祖は︑日本弘道会の常集会に

中で︑晩年を迎えた西村という一人問の切歯拒腕する姿が

初年以降明治三十年に至るまでの烈しい程の世相の変遷の

れは戦前戦後の変りのあるものではない︑とする︒

おいて﹁婦人の心得に付き古今の異同﹂なる講話をしてい

した﹁国家道徳論﹂上巻の総論において︑次のような感想

明治二十七年三月︑泊翁道人︑西村茂樹識をもって公刊

とらえられるようである︒

る︒ここでは︑今日の時代は︑昔と違って︑女子といえど
も︑国家について関心をもつようにすることである︒昔の
をするにも﹁国のため﹂ということを心得なくてはならな

をもらしている︒

ように家の事だけ考えておればよいというのでなく︑何事
い︒そのため︑特に戒むくぎことは参惨︵ぜいたく︶にな
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封建制と切腹と復讐と帯刀との四者は邦人が勇武の

００Ｏ○００○○○
気を養うの助けをなしたる者なり︒然るに今皆廃絶す︒
惜むくきの至りなり︵全集第一巻一○七頁︶

これは男子に関して感じられたものであろうが︑女子に

対しても︑同様な思いをされたのではないかと考えられる︒

︵本会理事︶

久子

日本の社会は男性社会とよくいわれる︒それは日本では

憲法が制定された︒女性も選挙権︑被選挙権を獲得し︑女

しく︑急速に流入してきた︒二十一年には主権在民の民主

男女分担社会は到来する

といういゑである︒明治以来︑すでに民主主義を実現して

参与することができたのは男性であったし︑家庭にあって

までは︑選挙権︑被選挙権をもち︑国政になんらかの形で

ずのわが国だが︑昭和二十年八月︑第二次世界大戦が終る

進んだことはたしかである︒それとともに社会に出て働く

学生の数をしのぐところもあらわれた︒男女平等が一挙に

えも共学になって︑大学の学部によっては女子学生が男子

になり︑それまで男子にのゑ入学を許していた帝国大学さ

の存在はなくなった︒教育は性によって差別されないこと

も︑民法は﹁戸主﹂として家の主人となるのは男子︑と規

子だから﹂と家事を手伝わされることも︑行儀作法につい

多くの女性たちは︑ものわかりのよい両親から︑﹁女の

定していた︒女子には原則的に大学への門は閉ざされてい

いる欧米諸国を模範として︑近代化への道を踏承出したは

社会で支配的な地位を占め︑社会を動かしているのは男性︑

昭和二十年八月︑敗戦とともに︑わが国に民主主義が激

川

婦人の数もふえていった︒

て︑男子と同等の高い教養を身につける機会は開かれてい
なかった︒
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渋

性議員が議会に登場することになった︒家庭には﹁戸主﹂

か

て特にしつけられることもなく育てられ︑学校にゆくと共

という補助的活用型が三十四％であったのが︑この法施行

企業に入って働く女性たちへの差別はかなり急速に変化

補助的活用型は十五％に半減したという︒︵四月二十日︶

しつ上あるようだが︑では今後︑男性支配の社会から男女

後の昭和六十一年度以降は︑能力中心型が五十五％とふえ︑

い現実につき当る︑というのが一般的であった︒女性は採

分担社会へと移行してゆくであろうか︒

いざ就職︑という段階になると俄かに男女不平等のきびし

用しない︑採用されても補助的作業員としてであって︑中

学である︒男女平等は当然︑という雰囲気で大学まで進ゑ︑

堅社員にはなれない︑同じ給料ももらえない⁝⁝というよ

にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

ある︒だから﹁法の下の平等を保障する日本国憲法の理念

も︑是非挑戦してふたいと望む女性にも道は狭かったので

種々理由はあったわけだが︑能力ありと認められる女性に

ための制度によって男性と同じ仕事をさせられないとか︑

して中堅社員としての教育を施しにくいとか︑母性保護の

そこには女性の勤務年数が平均して短いために︑企業と

手を借りる︑施設を利用するなどの道もないわけではない

されるからである︒育児は夫にも協力してもらう︑他人の

か坐るだろうと思われる︒出産や育児のために活動が制約

性と対等に社会を分担するところまでゆくには︑まだ時が

いとはいえないし︑これから先ふえてゆくであろうが︑男

している女性たち︑といえよう︒しかし︑その数はまだ多

ている人もいる︒男性のエリートにひけをとらない活躍を

上級官僚や外交官︑国立大学の教授や企業の管理職につい

今︑社会のさま人＼な領域に女性が進出し始めている︒

一一

が確保されることを促進する﹂のに併せて︑女子労働者の

が︑現状では︑安心して任せられないとか︑母親の健康が

うに ︒

活の調和をはかる等の目的をもって男女一雇用機会均等法が

職業能力の開発︑向上︑再就職の援助︑職業生活と家庭生

維持できないとか︑種々の理由で女性が仕事を休まねばな

したところでは︑以前は﹁男女にこだわらず︑個人の能力︑

かりもなく外に出られるのだろうか︒私の狭い見聞たよる

では︑外的条件がすべて整備され上ぱ︑女性は何のわだ

ばならぬことが少くないと考えられるからである︒

らぬ︑離れねばならぬ︑あるいは仕事に就くことを待たね

制定されたことは意義深いものがある︒

この法律が施行されてからこの四月で一年になる︒朝日

適性に応じて戦力化︑活用を図る﹂という能力中心型の回

ものだが︑四年制大学の女子学生の中には︑卒業後も就職

新聞が六千七百余の企業の人事労務担当部長を対象に調査

答が四十％︑﹁女性には主として補助的な業務をあてる﹂
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は男女共学︑教育の機会均等をうたい︑男女雇用機会均等

よいと思う︒今︑憲法は両性の平等をうたい︑教育基本法

法は一雇用における男女の均等な機会と処遇の確保をうたっ

く道をあけて︑思いつきり挑戦できるようにしておくのが

な時代だからこそ自重してこの生き方をえらぶ︑という︒

て︑道は徐盈に広がりつつあるといえる︒家事や育児を助

せず︑結婚して専業主婦となることを望む人が結構いる︒

良妻賢母志向の人が多いようだ︒外的条件とはか上わりな

ける諸施設の整備も待たれるわけである︒

自然な心の動きにしたがってこの道をゆこうと思う︑自由

く︑女性自身の内なる意志によって︑﹁女は内﹂というの

﹁女は内に﹂という生き方はどうなのであろうか︒

私はこれまで働く女性を中心に多く語ってきたが︑では

である︒

﹁内﹂にと壁まる女性が多ければ︑外面にとらわれた言

﹁女は内に﹂というと︑かつて男は外を治め︑女は内を

う︑男尊女卑の人間評価と︑性による役割分担が結びつい

である︒

い方だが︑その分だけ女性の社会的活動力はそがれるわけ

れない︒かつてのように︑親や世間からこのような生き方

治める︑外を治める者は尊く︑内を治める者は卑弱︑とい
﹁女性はどう生きるべきか﹂について考えるとき︑各人

を強いられ︑忍従しつ上生きるというならいざしらず︑象

一一一

それ人︑に自分の人生をかけがえのないものと自覚し︑生
きがいを求め︑充実したものにしようと努めるｌそれ以

がいがあり︑生きる社会も異り︑個々に千差万別の人生を

しかし︑現実には個盈に気質︑志向︑適性︑能力等にち

事をもって生きる生き方を選択した人と人生への対し方は

ベストに生きる生き方として選択したというなら︑外に仕

ずから自分の本性に叶った生き方︑かけがえのない人生を

ていた頃の女性の生き方に似ていると思う人があるかもし

外の︑またそれ以上の答えができるものであろうか︒

生きてゆくことになるわけである︒精神的負担の大きい︑

かわらないといえよう︒

もつとすれば︑経済的に他に依存することを前提にした生

しようとする女性に何か﹁問題あり﹂というような感じを

いわゆる女性学の関係者が﹁女は内に﹂という生き方を

むずかしい仕事をあえてやってゑたいと思う人︑女性も高
と思う人は︑多分︑仕事を精一杯つとめることによって︑

き方である︑という点ではなかろうか︒そこから自立して

い地位まで登ることができる職場に入って頑張ってゑたい

ついてまわるであろうが︑それもいつか充足感へと昇華し

いない生き方︑安易な生き方︑逃避的な生き方とも象られ

充実した人生を生きようとするのであろう︒苦労も悩承も
てゆくにちがいない︒そのような女性には︑できるだけ広
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るのであろう︒

くめてベストであるように努めねばならないはずである︒

私は今後もなお当分の間は男性が優位な地位を多くとる

男性が外で働き︑生活の資を得てくる︒女性は専ら家に
いて家事や育児につとめる︑それは両性の協力というべき

という女性の意欲は徐灸にす上承︑それが女性の社会活動

ことが続くであろうと思う︒しかし︑かけがえのない人生

を促進してゆくとともに︑男性の意識をも変え︑世の中は

なのか︑女性の男性への依存というべきなのか︑断定は容
それをきめるのは︑女性の生きる姿勢や意識ではないだ

男女分担社会の実現に徐々に動いてゆくのではないかと思

を充実したものにしたい︑社会で可能性を開発してゑたい

ろうか︒専業主婦として生きる道をベストとしてあえて選

易ではないと思われる︒

択したのなら︑それは家族も家事も自己のベストの人生の

古垣光一

︵国立音楽大学教授︶

うのである︒

一方︑子供の教育は塾まかせ︑学校まかせではすむまい︒

中に組承込んだということにほかならない︒家事は手抜き
夫への対し方も︑子供の育て方も︑家事のこなしようもふ

西村茂樹と女性の道徳
ｌ日本弘道会女子部の成立とその活動Ｉ

﹁男女相択ぶの説﹂を説いている︒やがて明治二十年に﹃婦

った︒明治十四年には．男嬰数婦説﹂を︑十九年には

明治時代においては︑西洋文明の流入によって様灸な問

うになると︑二十二年には﹁女子教育論﹂・﹁貴女の教育﹂

女鑑﹄が出版され︑二十一年に華族女学校長を兼任するよ

はじめに

の一つに女性問題があった︒当時の多くの政治家・思想家

などを説き︑仕事柄︑女性の教育についての関心を深めて

題が発生して来たことは︑周知の所である︒そうした問題
らが女性問題に発言したが︑西村茂樹もその例外ではなか
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棚橋・平尾の両氏の奔走によって︑明治二十三年四月二

その必要を感じていたことがわかる︒

十日に︑皇典講究所で初めて女子部の会合︵婦人会︶を開

︵１︶

いったようである︒既に西村の女子教育論については海原
かる道徳団体︵日本弘道会︶内における︑女子部の成立と

徹氏等の高論があるので︑本小論では主に西村の創始にか

いた︒この時西村会長・南摩綱紀副会長・谷干城・棚橋絢

︵２︶

その活動について︑大略を述べて見たい︒

︵７︶

子らが演説を行った︒出席者は総勢三十余名︑女性は計十

西村の道徳団体に最初に属した女性は︑滋賀県の詰田志
喜子という人物で︑明治十六年の社員姓名に見られる︒次

して︑甚だ不足ならざるが如くに覚ゆるなり︑然れば女子

する者数多く︑女学校と女生徒との数は︑東京の人口に比

教育の事に付きては︑政府を初めとして民間にも之に従事

一︑女子部の設立

︵４︶

八名であった︒この時行った西村の演説には︑﹁近年婦人

一年末頃には五人程であった︒こうして︑二十一年頃から

の教育の事は︑夫等の教育家に委任して︑吾湾は口を開く

に在籍した者は牛尾田絢子︵後の棚橋絢子︶で︑明治二十

ことを要せざるべき理なれども︑如何んせん女子の教育は

︵６︶

には後に活躍する平尾光子も入会している︒

次第に女性会員が小グループを作れる程になり︑二十二年

更に高進し︑一方に於ては︑邪路に迷へる女子を救ひて︑

本邦にては新設の事なるを以て︑或は其方法を誤れるやの

其本然の良性に復せしめんと欲し︑今日初めて女子の集会

疑ある者亦少なからず︑是に由り昨年来会員棚橋平尾の両

是が為めに講談演説等別に婦人の為めにする者なし︑然る

を開くの期に遭遇することを得たり︑云々﹂とあり︑積極

女子部を設立しようという動きは︑二十二年に前述の棚

に近日世間の状態を観るに︑婦人の道徳を喚起することも

的に女子教育に発言して行こうとする姿勢が窺える︒さら

橋︵もとの牛尾田︶・平尾に︑西村が働きかけて始まった

亦甚だ必要のことなれり︑因て此事を会員棚橋平尾の両女

に﹁︵前略︶本邦の女子教育を論ずる者は︑多くは本邦婦

めに道徳を講究し︑一方に於ては︑良善なる女子の徳育を

史に謀る︑両女史同志の婦女を説き︑来月を以て別に本会

人の特性を知らず︑本邦教育の歴史を考へず︑妄りに従前

女史と謀り︑弘道会中に別に女子部を設け︑本邦婦女の為

の婦人会を開かんとす︑婦人道徳の事に付きては︑数を老

の教育を以て卑屈なりとし︑頑固なりとし︑務めて欧米女

の別を立てず︑然れども今日まで婦人の入会者甚少なく︑

生に注意せられし諸君もありしことなれば︑序を以て之を

子の風を模倣せんとする者多し︑此の如き人は︑巳に教育

ようである︒西村の記する所では﹁本会会員は素より男女

報告す︑﹂とある︒この記事によって︑西村に対して会員

︵６︶

の中にも女子部設立を提案するものが存在し︑一方西村も
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走らず一室二百の賓客に接して偏頗に失せず童も礼を欠か

記す︒﹁姿容優美言語正粛愛矯溢るる計にして然かも虚に

︵８︶

の原理を知らず︑云々﹂とあり︑当時の欧米模倣の女子教

会員は増加しなかった︒女子部の員数を見ると︑二十四年

女子部の活動は明治二十三年に始まったが︑いっこうに

二︑女子部の改革Ｉ婦人部の成立ｌ

とある︒

今回相携へて道徳会を助く人呼んで本会の三夫人と云ふ﹂

︵ｕ︶

婦人の模範を示したる谷子爵夫人と山路︵地？︶夫人なり

犯すべからざるの節あるは先年西南苦戦の間に夫を助けて

ざるは毛利侯爵夫人なり動止壮厳言語明断義脂面に透って

育のあり方に対して︑相当批判的に見ていた︒

ところで女子部の設立によって︑明治二十三年五月に規
︵９︶

約附則が作成された︒それは次のようなものであった︒

第一条婦人は男子と其徳行の条目を異にする者あるを
以て別に集会を開くことと定む
て男子会に出席せんと欲する者は会長の許可を経くし

第二条男子の会員にして婦会に出席し婦人の会員にし
但名誉会員特別会員及び職員は此限にあらず

第三条婦人会には会員外の男子の傍聴を禁ず

伯邸の会合﹂である︒演説が終了して懇話になり︑西村の

た︒それが明治二十七年六月三十日の﹁弘道会女子部松平

が四十七人︑二十六年が五十二人で︑二年間に十五人しか

第四条幹事以下の職員は婦人中に於て之を選定すべし

提案で次のようなことが決定した︒﹁︵前略︶西村会長は衆

増加していない︒そこで会員増のための重要会合がもたれ

女子部は男子部と別に活動し︑幹事以下の職員も設置する

意を酌ぷて女子部より雑誌発行の件︑幹事増員の件︑集会

許すくし

ことになっていた︒しかし︑実際に幹事を西村会長が指名

但婦人は会員外と雛も会員の紹介あるときは傍聴を

委嘱したのは︑明治二十四年十二月六日で︑平尾光子と三

の件其他緊要なる事柄を会議体にて取極められ幹事には松

最後に女子部設立以降︑明治二十七年七月までの活動を

平伯爵夫人︑三輪田真佐子︑阿部優子︑小具貞子の四名投

︵︑︶

輪田真佐子の両名であった︒

り云灸﹂とある︒編輯掛のメンバーは︑主任が棚橋絢子︑

票多数にて当識となり雑誌編修︵輯︶委員も五名定まりた

委員は指原乙子・藤野真子・山田源子・亀井まき子・馬場

︵狸︶

で開かれていたようであるが︑それを定集会・常集会と称

簡単に記しておこう︒定期的な会合は︑二ヶ月に一回の割
呼し︑講演が行なわれた︒会場は華族女学校・本郷にあっ

菊子の五人であった︒

西村は﹁日本弘道会婦人部設立の大意﹂で﹁維新以来︑

︵鯛︶

た静女塾︵田中不二麿司法大臣旧邸︶が使われた︒こうした活

動を当時の新聞は﹁道徳会の三夫人﹂と題して次のように
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校の設立甚多く︑中等以上の家の女子は︑大抵は学校に入

政府及び民間にても婦人教育の必要なることを知り︑女学

第一条本部の主旨は本邦婦人の道徳を進め併せて其品

名誉会員は皇族に限り特別会員と通常会員との別は評

第四条会員には名誉会員特別会員通常会員の三種あり

︵中略︶

たるとを問はず皆会員たることを得くし

位を高くせんとするにあり
第二条凡そ道徳に志ある者は身分の何たると学派の何

り居る様に見ゆ︑然らば女子の教育は是にて十分なるかと
いふに未だ十分に宜しと言ふこと能はず︑其故は女子の教
れるやの疑ある者あり又︑学校は唯年少ぎ女子を教育する

育は︑本邦にては近年の新設なれば︑其中或は其方法を誤
者にして︑在学の年限は大低四五年︵小学校を除きて︶に

議員にて之を議定す

の人なも︵し？︶︑又婦人の中には︑邪教怪説に惑ひ居る人

幹事評議員は出席会員の投票を以て定め其任期は何

若干名

幹事四名評議員若干名編輯主任一名編輯委員

第五条婦人部の職員は左の如し

過ぎず︑学校を出でて後︑生涯幾十年の間は︑道徳の談話
を聞くの途なし︑又婦人が身を虚することに付き︑自分に

もあり︑婦人社会には稀には宜しからざる風俗もあり︑是

くし

れも一ケ年とす任期終りたる後に重任することを得

疑ひの起ることあるも︵学校を出たる後は︶︑是を質問する

等を矯正せんとするには一人一個の力にては独も及ばぬこ

第六条本部にては毎年常集会四回懇親会一回を開く其
日限場所は予め本部発行の雑誌を以て報告すべし但

となり︑是に依り日本弘道会に於ては︑婦人部の道徳会を
設け︑衆人の力を併せ︑一方には世の教育家を助けて益々

第七条本部は婦人に関する論説記事等を輯め毎月雑誌

八月は休会とす

を出版して会員に分配すべし但別に男子部発行の叢

︵Ｍ︶

女子の徳性を養ひ︑一方には邪路に迷へる女子を救ひ︑卑
る︒先の女子部の時がより学校教育に鉾先が向いていたの

随なる女子の風俗を改良せんと欲するなり︑云々﹂と述べ

が︑ここに到って西村が既卒者の教化を強く意識するよう

記を購読せんと欲する者は其実費を納むくし

た雑誌を﹁婦人弘道叢記﹂といい︑第一号︵明治二十七年

とあって︑婦人部活動の概略が把握できる︒婦人部で出し

︵後略︶

の改革では﹁日本弘道会婦人部規約﹂と﹁日本弘道会婦人

また女子部の時は︑独自の会則は作られなかったが︑こ

になって来ていることが窺知される︒

部支会規約﹂が作成され燭︒婦人部規約の一部を示すと︑
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十月︶

第四二号︵明治三十一年三月︶まで出版された︒

こうした改革によって会員も増加した︒明治二十七年で
一三○人︑二十八年で三二六人︑二十九年で三一九人︑三

十年で三七一人というように次第に増加していった︒ちな
象に三十年の男子会員数は五九六七人であった︒しかし右
述のように︑三十一年には廃刊される︒その理由を会告で
は﹁婦人部叢記は会計の都合に依り先月限り暫時休刊し本
︵躯︶

号より婦人会員にも男子部の叢記を配付す来月より男子の
叢記中に婦人の心得をも合記す﹂とあって︑突然財政的理
由をあげて休刊の形で廃された︒こうして︑三十五年には
二六二人︑四十年に二五二人と会員は減少していった︒
おわりに

註

︵１︶﹁西村茂樹全集第二巻﹂︵思文閣など参照︶︒

︵２︶海原氏﹁西村茂樹の女子教育論﹂︵社会福祉評論第三三・

四九頁︒

三四号︑一九六八年︶︑片山清一氏﹃私学行政と建学精神﹄︵高

陵社書店発行︑一九八四年︶四八

︵３︶﹁惰身学社叢説﹂第三八冊︑十六頁︒

︵４︶﹁弘道会雑誌﹂初編第二冊・三冊・八冊︒

︵５︶﹁日本弘道会叢記﹂初編第四冊・附録・日本弘道会会員人
名録︒

編第七冊・五頁︶︒

︵６︶西村茂樹﹁会員諸君二告グ﹂の附言︵日本弘道会叢記・初

︵７︶﹁日本弘道会叢記﹂初編第八冊．三一頁︒

︵８︶﹁婦人会開会ノ演説﹂︵日本弘道叢記・初編第八冊・一頁︶︒

︵９︶﹁日本弘道叢記﹂第二三号・広告・十一頁︒

︵皿︶﹁日本弘道会叢記﹂三編第一冊・特報・二頁︒

婦人部の活動は︑西村が死去する五年前に衰退へ向かっ

三頁︒

︵目白学園高等学校講師東洋教育史専攻︶

︵Ⅳ︶﹁日本弘道叢記﹂第二○号・特別広告・二

︵賂︶﹁日本弘道叢記﹂第七二号・特別広告・二頁︒

︵過︶︒︵Ｍ︶．︵妬︶﹁日本弘道叢記﹂第二九号︒

︵岨︶﹁日本弘道叢記﹂第二八号・二五頁︒

たのであるが︑この後婦人部の名称も明治三十四年五月二
︶

︵ｕ︶読売新聞・明治二十五年二月八日︒

︵

十六日にもとの女子部にもどされ︑規約は﹁日本弘道会女
子部規約﹂と改称された︒この後明治時代に野田支会︑山

形県の飽海支会︑秩父支会に女子部が設立され︑大正時代
に福島県の中村支会に︑太平洋戦争後には埼玉県の豊岡支

会に女子部が設立されたが︑多くの所で女子部の支会は設
立されなかったようである︒
なお紙数の関係で︑註註
記記
心は主たる史料の承を提示した︒
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︻記念講演︼

伊藤忠商事㈱相談役

臨時行政改革推進審議会会長代理

瀬島龍三

献をなさってきた道徳団体であると︑このように思う次第

︹洲蜘峨紳に碑純脚帥作細師雄削剛帥州瀧雛本部︺

﹁日本の進路について﹂

一︑はじめに

テーマに対して皆様方がご納得いただくようなことを︑お

いう大変大きなテーマをいただきましたが︑とても︑この

今日は︑我が国の進むべき方向︑日本の進むべき方向と

であります︒

います︒今日は︑歴史ある日本弘道会にお招きいただきま

只今︑大変ご懇切なご紹介をいただきました瀬島でござ
して︑欠点の多い︑至らぬ私の話を︑皆様方に聞いて頂き

の九○パーセント以上を国の仕事のお手伝いに傾注してお

生が言われました私の第四の人生として︑この六年間︑そ

話する柄でもなく︑能力もございませんが︑先程︑古川先

りますので︑その経験を通して︑これから先の日本の方向

日本弘道会は︑既に創立以来百十年を経た伝統ある会で

ますことは誠に光栄に思います︒

が創立されたわけでございますが︑私は︑昭和七年に陸軍

只今申上げました通り︑ほとんど毎日のように国の仕事

あり︑私共戦前の若い頃︑大変尊敬していた西村茂樹先生

のお手伝いをする状況下にありましたが︑仕事の主なるも

思います︒

すと︑西村先生がお書きなった﹁日本道徳論﹂という本を︑

のは行政改革︑財政の再建︑いわゆる行・財政改革の問題

はどうあるべきか︑ということをお話させていただきいと

一生懸命読んだ記憶があります︒そういう伝統に支えられ

した︒今日︑こちらへ来る車の中で当時を思い返してぷま

て皆様方の会が今日まで参りましたことは︑本当に立派な

であります︒昭和五十六年三月︑当時鈴木内閣でございま

士官学校を卒業いたし︑郷里の連隊で少尉に任官いたしま

ことだと考えますとともに︑我が国の国家社会に大きな貢
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その大きな仕事でございました︒

のが設けられまして︑

の土光臨調というも

したが︑皆様ご存じ

をして参りました︒臨教審は︑この八月末をもってその役

り︑私は︑引き続いて今日まで︑臨教審の仕事のお手伝い

全体で︑政府全体で︑教育改革に取り組むということにな

このほか︑将来に向って我が国家の安全保障をどうする

目を終わるわけでございます︒

るか︑あるいは又︑国土の安全保障︑即ち防衛をどうする

か︑国家経済の血液であるエネルギーの安全保障をどうす

たってこれを改革し︑

国家行政の総てにわ

っている我が国の財

か︑というような国家の安全保障に関する仕事のお手伝い︑

又︑今やピンチに立
政をどう立て直すか

そのほか︑いろいろな国の問題のお手伝いを︑この六年間

ここでとくに︑本日申し上げて糸たいと思いますことは︑

二︑行・財政改革の推進

させていただきました︒

という︑この二つが

臨調は二年間で︑五十八年にはその幕を閉じまして︑引
き続き総理大臣のもとに︑行革審というものが設けられま
した︒昨年の六月下旬までの五年間︑この仕事に携わった
わけでございます︒さらに又︑この四月二十一日には新し

おります︒一言で申し上げますと︑行政改革の対象は︑ハ

は︑同じ改革でありましても︑改革の主たる対象が違って

臨調︑行革審を通じて行・財政改革の仕事︑また︑中教審︑

もう一つは︑本会の鈴木会長が文部省の局長をなさって

ードの問題が対象でございます︒例えば︑明治五年以来の

あるいは現在の臨教審を通じて教育改革の仕事と︑この二

おられた頃でございますが︑皆様ご存じのように︑文部大

国鉄が︑既に国民の信頼を失い三十七兆円の債務を抱えた

い行革審がスタートいたします︒その件について︑昨日︑

臣のもとに設けられました中央教育審議会という組織がご

会社になってしまった︒この債務の大部分を国民の負担に

政府の方からの連絡を受けました︒以上が︑国のお手伝い

ざいました︒私もメンバーの一人として教育の問題に携わ

仰がなければならないような状態になった︒こういう問題

つを経験させていただいたわけでございますが︑この二つ

りました︒五十九年九月には︑中教審ではなく新たに内閣

をしてきた私の大きな仕事であります︒

総理大臣のもとに臨時教育審議会が設けられまして︑内閣
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を解決する︒これが行政改革でございます︒ところが︑教

これは破産会社でございます︒その最大の原因は︑借金が

政はピンチでございます︒民間会社経営の観点から見れば︑

場合︑借金は必ずしも恐れる必要はありません︒発展の為

余りに多いということでございます︒民間企業を経営する

育の改革というのはソフトの問題であり︑人々の精神︑心
フトの二つの問題に携わりまして︑非常に感ずることが多

の問題が主な対象でございます︒その点︑私はハードとソ

に銀行から借金をすること自体︑恐れることはないのでご

そこで今日は︑まずハードの改革に携わって︑今後我が

かったような次第でございます︒

って行うものでございます︒企業の収益力とのバランスの

ざいます︒借金というのは︑企業の収益力との見合いによ

じたことを申し上げ︑そのあとで︑ソフトの改革の問題に

れ駄目になることはないと思います︒しかし︑残念ながら

中における借金は︑どんなに多くとも︑会社は発展こそす

国の国家の在り方はどうなければならないか︑について感
ついて︑我が国の将来に関することを取り上げ︑話を進め

ます︒建設公債︑赤字公債などであり︑東京都をはじめ地

金であります︒ご承知の通り︑政府の借金は公債でござい

我が国の国家︑政府が抱えている借金はあまりにも多い借

国の行政改革と申し上げますのは︑国の行政の在り方︑

方自治体のもっている借金も公債でございます︒現在︑政

させていただきます︒

について︑現在ならびに今後のことを考え︑これを︑でき

役割︑制度︑施策︑そのための組織︑人員︑その他の問題

せん︒その利息の額が今年で十二兆円になっております︒

す︒借金でありますから毎年利息を払っていかねばなりま

国の予算︑支出の中で一番大きいのがこの百四十五兆円の

府の抱えている借金は今年で百四十五兆円になっておりま

国際競争の最中にさらされておる状態において︑今までの

革の問題︑あるいは︑世界が技術革新の時代に入りまして︑

利息の払いであります︒地方自治体も約五十兆円の借金を

の使命でございます︒例えば︑先程申し上げました国鉄改

電電公社の在り方では競争に耐えていけない︒国家の中枢

もっております︒これも利払いが必要でございます︒政府

るだけ効率化し︑簡素化していくというのが行政改革本来

として︑電電公社は公社形態を止めて民営化すべきである︒

けでございます︒

と地方自治体と合わせて二百兆円近い借金をもっているわ

我々国民から見ますと︑政府のもっている借金も東京都

というようなこと︑このようなことが行政改革でございま

行政改革でもう一つ取り組んで参りましたのが財政の再

がもっている借金も同じことでありまして︑国民一人当た

す︒

建でございます︒皆様方ご承知の通り︑現在︑我が国の財
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り二百万円に近い借金をもっていることになり︑年間に十

政官布告﹂でございます︒三条実美太政大臣のもとで発令

らないと思います︒こういうものが︑国内に張りめぐらさ

された太政官布告という法律が︑今でも許・認可に関する

れていたのでは︑国家社会の活力が出てまいりません︒こ

五万円近い利払いをしていかなければならない︒二百万円

直化させている最大の要因であると私は考えております︒

ういうことも行政改革の大きな仕事の一つでございます︒

に即してスクラップ︒アンド・ビルドしていかなければな

皆様申すまでもございません︒国の財政が硬直化してい

そういう仕事に直接携わって承まして︑行政改革をやる上

法律として残っております︒こういう問題を︑時代の変化

くということは︑国の内外の政策が硬直化してしまうとい

において︑よって立つ基盤がいる︒それなしに︑ただ︑こ

族では︑その四倍になります︒これが︑我が国の財政を硬

うことであります︒国家の政策には︑必ず財政の裏付けが

れが膨れているから削るとか︑ここは肥大化しているから

近い借金と︑年間十五万円近い利払いをしていく︑四人家

必要であります︒しかし︑財政が硬直化してしまうことは︑

仕事に携わる上においては︑何か基本になるものがなけれ

簡素化するというのであってはならないのであって︑この

ばならない︒ということを私共強く感じました︒それは結

るだけ国民の納得と︑国民の負担を急激に増やさない方法
で︑どうして国の財政を堅実にしていくか︑というのが財

政策そのものが硬直化してしまうことであり︑これをでき

政再建の問題でございます︒

う国家の在り方を考えるべきか︑我々なりにしっかり把握

局︑我々の国家が二十一世紀に向かってどう進むのか︑ど

こととかに取り組まねばならないと考えた次第でございま

し︑この考え方に立って行政改革のこととか︑財政再建の

臨調︑行革審で︑今申しました行政改革︑財政再建の問
ました︒それは︑先程申しましたような趣旨のこと︑例え

題に携わりまして︑私自身︑一つの大きな疑問にぶつかり
ば︑厚生省の使っている予算︑文部省の使っている予算の

あるべき姿について︑まず︑ハードの面で我々なりにどう考

す︒そこで︑国の今後について︑国の将来について︑国の

三︑ハード面からみた日本国家の特質

えたか︑ということを第一に申し上げてふたいと思います︒

中で︑無駄なお金があれば削っていく︑あるいは︑無駄な
それは︑国民の負担であります︒国の許可︑認可︑政府の

補助金があれば削っていく︑それは当然であります︒総て

許・認可権の対象は約一万件あります︒その裏付けは法律
であります︒明治十八年︵一八八五︶までは太政官制であ
りました︒当時︑国会はございません︒当時の法律は﹁太
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伝統のある︑歴史のあるこの良い日本が︑二十一世紀に

であります︒自分の洋服一つ考えて承ましても︑これは羊

ばなりません︒その内で一番大きいものは︑油約二億トン

先立って考えたことは︑国家の特質という問題でした︒ハ

毛であり百・ハーセントオーストラリアから輸入します︒肌

少なくとも年間約六億トンの資源︑原料を入れてこなけれ

ードの面から見た我々の国家の特質をまず考えたのでござ

向かってどう進むべきかという問題でありまして︑それに

います︒この問題につきましては︑皆様方それぞれご意見

らの輸入でございます︒この六億トンの資源︑原料は︑国

着のシャツは綿花で︑百パーセントメキシコとテキサスか

の特質をつぎのように捉えました︒結論的に申し上げます

く上において︑まず︑これを入れてくることが︑我が国の

が営承をしていく︑国が生きていく︑国民が生活をしてい

をお持ちかと思います︒私共は︑ハードの面から見た国家
と︑日本は資源の無い国であり︑その反面膨大な資源を必

要とする︑今や大工業国家である︒そのスケールは︑世界

の高い設備︑これらによって︑国際競争力のある製品︑品

ることはできません︒国民の勤勉性︑労使の協力と生産性

営承の入り口であります︒しかし︑これらは只で貰ってく

いという︑世界的スケールの大工業国家であります︒皆様︑

質においても︑値段においても︑デリバリイにおいても︑

経済の一割という資源無しには一日たりとも生きていけな

かも︑膨大な資源が必要であるということとは︑大変な矛

資源が無いということ︑資源無しには一日も動かない︑し

いかなければならない︒この九千万トンの製品の中で︑最

国際競争力のある製品を︑年間約九千万トン海外に出して

国土の広さは全地球の四百分の一︑即ち○・二五パーセン

近一番大きいのが︑トヨタ︑ニッサン︑マツダ︑ホンダ︑

盾であります︒しかし︑これが我が国の現実であります︒

その他で造られる車でございます︒年間五百万台

一万数千台の車が専用船に船積承されて太平洋に出ていっ

六百万

セントでございます︒世界比○・二五︒ハーセントの国土に︑

トであります︒人口は︑世界の総人口に対して二・五パー

台出ていっております︒今日も我が国のどこかの港から︑

ております︒こういうことが我が国の営承の入り口であり

世界比二・五・ハーセントの国民が住んで︑その経済力は︑

世界比一割︒これが日本の現実であります︒そういう特質
をもった国家が︑いったいどんな営承をしているのであろ

クルが︑毎日毎日︑毎月毎月︑一年一年︑立派に動いてい

でありまして︑六億トン入れて九千万トン出す︒このサイ

ます︒これらは︑我が国の特質上そうならざるを得ないの

国の営承の入り口は︑当然︑世界から資源︑原料を入れ

くことが︑国が営象をしていく上で大切な条件でございま

うか︑次に考えてゑたいと思います︒
てくることから始まります︒最近十年間の実績を見ますと︑
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問題を次に進めて︑皆様方とご一緒に考えてみたいと存

した︒戦前には︑艇業

時馬一頭が厩におりま

おり︑我が家にも︑当

の三男として生まれて

じます︒この六億トン︑九千万トンというサイクル︑しか

す︒

も︑円滑なサイクルが回る中で我が国の生産が成立ってお

いた馬や牛が約百三十

万頭おりましたが︑現

生産のために飼われて

在︑農業用の馬や牛は

ります︒例えば︑新日鉄の鉄の生産を考えて染ましても︑

輸入総額六億トンの一部であります︒新日鉄が造りました

ほとんどいなくなりま

鉄の生産に必要な鉄鉱石も︑炭も︑油も︑前述致しました

ていく︒あるいは︑生産された薄板が︑トヨタ︑ニッサン

薄板︑厚板も輸出総額九千万トンの一部であり︑世界に出

した︒今我が国は︑機

ております︒機械とい

械で農業生産が行われ

うことは油ということ

生産事業は︑六億トン︑九千万トンのサイクルが︑円滑に
回る中で成り立っております︒この外では︑新日鉄という

等の車となって世界へ出てまいります︒新日鉄という製鉄

生産事業は存在し得ません︒当然のことながら国に資源が

ンのうち二億トンを海

外から持ってこなけれ

であり︑油は︑六億ト

ぱなりません︒若し︑この油が止まったら我が国の農業生

が︑皆様︑ほかの生産事業をお考えになっても︑必ず六億
トン︑九千万トンというサイクルの中におるか︑あるいは

無いのですから︒今︑一例として新日鉄を申し上げました

間接におるかによって︑国内の生産が行われていることが

産はどうなるか︒申し上げるまでもなく大変重大な状態に

の問題であり︑生産があるから流通が起こるのであります︒

生産の問題をそのように考えますと︑つぎの問題は流通

ンという循環の中に存在しているのであります︒

なります︒言い換えれば︑農業生産も六億トン︑九千万ト

ご理解いただけるものと思います︒

農業生産は別だというお考えがあるかも知れません︒し

によって行われております︒戦前は︑ほとんどが牛や馬を

考えて承ましよう︒現在︑我が国の農業生産は完全に機械

国内における卸︑小売とか︑物を運ぶ産業とか︑物を貯蔵

かし皆様︑我々国民の主食である八千万石のお米について

使って農業生産が行われておりました︒私も︑北陸の農家
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する産業とか︑あるいは︑海外との売り買いとか︑これはや

ます︒このほかに︑ご婦人の．︿−トとか︑学生のアル今ハイ

て︑そこで貰う報酬により家計が成り立っているのであり

ようがありません︒そして皆様︑生産と流通があるからサ

トなどを加えますと︑約五千万人が企業の社会︑経済の社

業員は七名であり恥全国で四千数百万の人が企業に職を得

ービスを中心とした産業が起きるのであります︒例えば︑

たように︑生産の分野︑流通の分野︑サービスの分野であ

会に勤めているのであります︒それは︑先程申し上げまし

生産に伴って起きるのであり︑生産の無い所に流通は起き

ド・ホテルというホテルがあります︒このホテルは︑サー

り︑そのほか︑働いている人に公務員がおります︒国家公

先程︑車でその前を通ってきましたが︑この近くにグラン

務員は︑自衛隊を含めまして約百十五万人︑地方公務員は

しますと約六百万人であります︒この六百万人の大部分が

約三百十五万人おります︒そのほか各分野で働く人を総括

サービス業は在り得ないと思います︒

皆様ご承知だと思いますが︑ヨーロッパにモナコという

ビス業であり︑若し︑この東京に生産も流通も無かったら︑

国があります︒私も一回行ってゑましたが︑このモナコと

ております︒円高不況の現在︑不況業種︑構造不況業種と

いうような問題で︑経済は非常に難しい局面に来ておりま

企業の分野で働いており︑それが︑国民生活の基礎をなし

す︒一昨年労働省では︑失業者数を二パーセントほどと発

いう国には︑生産も流通もありません︒サービスだけであ
るわけです︒昨年︑我が国を訪れた外国人は二百万人おり

ります︒この国は︑観光だけで国民全体が飯を食べていけ

ました︒円高によって多少減っております︒ちな承に︑外

セントは百二十万人に当たります︒問題は︑現在の状況下

表しました︒一︒ハーセントということは六○万人︑二パー

では減ることよりも増えていくことを心配しております︒

国へ行った日本人は五百万人︑円高によって増えておりま

生産︑流通︑サービスの分野がしっかりしていないと一雇用

す︒たとえ︑二百万人の外国人が来ても︑それだけで我が
のようなわけにはまいりません︒我が国のサービス産業は︑

国の国民全体が飯を食べていくことはできません︒モナコ

の不安につながります︒しかもそれは︑単に経済の問題だ

ービス産業の結果︑我を国民大多数の勤め口が生まれてい

家全体の営承の入り口は︑六億トン入れて九千万トン出し

以上申し上げましたことは︑日本国家の特質から見て国

けでなく社会の安定に関する問題であります︒

生産︑流通との関連で成り立っていくのでございます︒

るのであります︒雇用が生まれているのであります︒今︑

ていかなければならない︒この六億トン︑九千万トンのサ

問題を更に進めて考えてゑますと︑この生産︑流通︑サ

国内に六百二十万の事業所があります︒一事業所の平均従
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起きる︒その結果サービス産業が生まれ︑それにより︑国

している︒工業生産も︑農業生産も︒それに伴って流通が

イクルが円滑に︑安全に動いていく中で国家の生産が存在

から生まれたかという問題であります︒これは︑先程申し

のであります︒問題は︑その仕組みよりも六十兆円がどこ

金などで地方へ出ていく︒このような仕組承になっている

というと︑政府は︑四十兆円入ったうち地方交付税︑補助

れたものであり︑国家としての役割︑都道府県としての役

上げましたように︑生産︑流通︑サービス︑雇用から生ま

割︑三千三百の全国市町村がその役割を達成しているわけ

る︒このように私は考えている次第でございます︒

もう一つ我たが考えておかねばならない問題は︑政府が

民大多数の勤め口が確保され︑国民生活の基礎が出来てく

国家と国民のために事業をやっていく︒外交︑防衛︑国内

であります︒

税となり︑法人税となって︑政府は政府としての仕事︑都

それが︑国税となり︑地方税となり︑住民税となり︑所得

ビス︑一雇用︑そこに税収源が生まれておるのであります︒

ったいどこから出てくるのか︑それは︑生産︑流通︑サー

をやっていく︑これもお金が必要です︒これらのお金はい

国家の特質が百八十度変わらない限り︑国家が生きていく

活は︑このような仕組承の中で営まれているのであります︒

仕組承の中で生きている国家だと思います︒我が国民の生

サービス︑一雇用があり︑税収がある︒我が国はこのような

国家の特質上六億トン︑九千万トン︑そして︑生産︑流通︑

をしているかを考えた場合︑先程申し上げましたように︑

要約いたしますと︑我が国家が︑我が国民がどんな営承

の行政全部をやっていかなければならない︑これらにはす

道府県自治体は都道府県としての仕事ができるのでありま

まで国家の特質が変わらないとすれば︑その仕組承も基本

仕組承︑国民の生活を確保していく仕組象は︑二十一世紀

べてお金が要ります︒都道府県が都道府県民のために事業

す︒これがないところに税金の生まれようがありません︒

的には変わらないであろうと考えているものであります︒

昨年六十一年度で見ますと︑只今申しました法人税︑住民
税︑そのほか︑いろいろな税金をトータルしますと約六十

兆円になります︒六十兆円のうちの入り口を見ますと︑大

わけでございますが︑我を個人︑国家︑企業︑国民にとつ

さて皆様︑今私はハードの問題について申し上げている

四︑国際的国家として

使い道から見ますと逆で︑政府が二十兆円︑都道府県・

円︒四十対二十の比率となります︒

蔵省に四十兆円入り︑都道府県・市町村に入るのが二十兆

市町村が四十兆円となっています︒これはどういうわけか
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かねばならないと思います︒それにはどうすべきか︑とい

は考えております︒国民もそこを意識し︑国に協力してい

まず第一の問題は︑世界が戦争に︑アジアが戦争に︑西

て最も大事なことは︑生きていくということだと私は思い

太平洋が戦争に︑あるいは︑政治︑経済の秩序が崩壊とい

ます︒とくに個人の場合は︑人の尊敬と信頼を受けて︑再

しい課題でございます︒我々の日本は︑国家として二十一

う事態になったと仮定した場合︑我灸の国家が生きていく

てゑたいと思います︒

世紀も国際情勢の中で立派に生きていかねばなりません︒

うことについて私の所見を申し述べ︑皆様とご一緒に考え

我倉の次の時代も︑次の次の時代も立派に生きていかねば

ん︒これは明らかであります︒日本が自分だけお金儲けを

仕組承は成り立ちません︒まず︑入り口から成り立ちませ

びないこの人生を立派に生きていくということは︑個人に

なりません︒立派に生きていくという観点から見ますと︑

とって特に大きな課題であります︒しかしこれは︑大変難

先程来申し上げましたが仕組承で生きていくことであり︑

合︑今日の現実から見ましても︑世界中から袋だたきを受

め込んでいる︒そのような国の在り方︑進めかたをした場

け︑その結果我灸の生きていくための仕組承の入口も成り

して︑自分だけ賛沢をして︑自分だけ箪笥の中にお金を溜

いころ母によく言われました︒﹁お前は軍人になったのだ

していくかということが大事な問題であります︒私は︑若
から︑武士は喰われど高楊枝﹂と︑現在でも個人としては

どうしたらこの仕組承が︑円滑に︑安定して︑安全に機能

大切な道徳だと私は考えておりますが︑国家としての問題

くかということが一番大切な要件であると考えております︒

国家の特質上からくるこの仕組承を︑どのようにもってい

ければなりません︒そのためには︑今申しましたように︑

をご覧になってお感じの通りであります︒まして︑エコノ

から別の眼で見られているという状態にあることは︑新聞

も︑これだけいろいろと努力しておってでも︑日本は世界

して昨夜帰って来られました︒しかし︑あの雰囲気を見て

宮沢大蔵大臣がワシントンに行って︑いろいろな折衝を

立たないことになります︒

私は︑国の政策の対内︑対外政策の中で︑ここが非常に重

ミック・アーニル︑エゴイズムの国家の進めかたをしたら︑

となりますと︑一億一千万人の国民が立派に生きていかな

を日干しにする国に︑あるいは︑役割を果たせない国家に

大な政策の原点であるべきであると考えております︒国民

が生きていく仕組承の入り口が動かなくなってしまいます︒

我が国は直ちに袋だたきにあってしまいます︒そして︑国

そのような国家の進めかたは︑正に︑天に向かって唾をす

もっていってはならないのでありまして︑まず︑この仕組
承という問題をうまくもっていくことが︑大切であると私
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あるのだと私は考えております︒お前の働きが悪いのだ︑

本的観点に立って︑この種の問題が調整されていく必要が

だ︒経済大国として貢献していくのだ︒という大局的︑基

問題をこのように考えていきますと︑二十一世紀に向か

る結果になることは間違いないと私は考えております︒
う我が国の方向は︑世界の一員として世界とともに進む︒

お前の努力が足りないのだ︑自由経済の上で不幸になるの

は当たり前だと︑それだけで片付けられる問題ではないと

世界とともに発展する︒ことに世界の大国として︑世界の

ても︑あるいは︑文化の交流におきましても︑基本は︑我

おきましても︑あるいは︑国の安全保障の問題におきまし

おきましても︑あるいは︑発展途上国に対する経済協力に

ために不可欠である︒国の外交においても︑通商︑経済に

す︒それが世界全体のためになり︑自分自身が生きていく

の観点で︑国内の問題では何が一番大事であるか︑という

連いたしまして︑先程申しました国家が生きていく仕組承

に向かっての対応を申し上げましたが︑もう一つこれに関

あると︑このように考えるものであります︒今︑国家の外

かう日本の在り方は︑国際的国家として進んでいくべきで

も︑我が国家自身が生きていくためにも︑二十一世紀に向

このような考えかたを要約いたしますと︑世界のために

思っております︒

々の国家は世界とともに存在し︑世界とともに発展してい

ことを申し上げてゑたいと思います︒これはたくさんあり

な国家の進みかたでなければならないと私は考えておりま

安定︑平和のために︑最大限の貢献をしていく︒そのよう

く︒かつ︑経済大国として世界に最大限の貢献をしていく

ますが︑国の特質︑国家が生きていく仕組承︑国民が生活

て一番大切なことは︑次の問題だと思います︒それは︑二

を確保していくという仕組承の観点から︑国内の問題とし

いかなければならいと私は思います︒

今現実の問題として︑今朝の新聞を見ますと︑昨年六十

という︑そういう国家の進象かたで二十一世紀に向かって

一年度一年間で︑我が国の世界貿易は一千億ドル以上の出

番大切な問題かと思います︒例えば︑働かない国民になっ

さに溺れた国民になってはならないと思います︒これが一

ない︑努力する国民でなければならないと思います︒豊か

てしまう︑努力しない国民になってしまうと仮定した場合︑

十一世紀に向かって我を国民は︑働く国民でなければなら

りないという点もありますが︑結果から出た数字はこのよ

側から見たらいろいろ問題があります︒相手側の努力が足

先程申し上げました仕組承はどうなるか︑その入り口で︑

のアンバランスであります︒やはりこういう事態は︑相手

うな状態になっております︒これを大乗的な観点で︑世界

超でございます︒そのうちの半分五百億ドルは︑日米貿易

とともに存在しているのだ︒世界とともに発展していくの
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す︒それは︑製品の品質でも︑値段でも︑デリバリイでも︑

世界市場に出していく九千万トンが出なくなってしまいま

は︑既に八年首相を勤めておりますが︑首相就任の時に︑

とに戻らない病気であります︒イギリスのサッチャー首相

ことだ﹂と︑内外に宣言し︑あの通り一生懸命やってこら

れましたが︑現在︑イギリスは先進国病にかかり︑この八

﹁自分の国家に対する責任は︑イギリス病を退治していく

年間決して良くなっておりません︒そこで問題をしぼり︑

現在︑世界との競争力があるから出過ぎるくらい出てしま
の九千万トンは明日で止まってしまいます︒九千万トンが

います︒働かない国民︑努力しない国民であるならば︑こ
止まるということは︑六億トンが入ってこないということ

ご紹介してゑたいと思います︒国民負担率と申しますのは︑

国民負担率という世界共通の物差しを当てて各国の状況を

分母が国民の平均所得であり︑分子は国民の平均負担であ

になります︒工業生産は別としても農業生産さえ成り立た
な問題は︑働きかつ努力していく︑そういう行きかたでな

なくなるという結果になるのであります︒ですから︑大事

ります︒平均所得分の平均負担であり︑我が国の場合も国

毎年毎年︑政府はそれを計算して発表しております︒この

民一人当たりの平均所得︑平均負担が数字として出ており︑

ければならないと思います︒

五︑活力ある福祉国家として

︒︿社会の病気が原因であります︒このヨーロッパの先進国

極めて低調でありますのは︑この先進国病というヨーロッ

国病が流行っております︒ヨーロッパの経済︑技術開発が

を見ますと︑二十五パーセントが租税負担︑十一パーセン

デンの約半分であります︒日本の三十六パーセントの内訳

三十六パーセントであり︑我が国の国民負担率はスゥェー

五十四パーセント︑アメリカが三十八パーセント︑日本は

セント︑フランスが六○パーセント︑イギリス︑ドイツが

のうち一番高いのがスウェーデンで︑国民負担率七○パー

国民負担率を見ますと︑昨年暮れの時点では︑世界先進国

病というのはどんな病気であるのか︑ということを簡単に

ご承知の通り︑ヨーロッパの先進国では︑いわゆる先進

申し上げますと︑こんなに働いてこんなに取られるのであ

トが年金保険︑医療保険の負担であります︒

先程申しあげましたいわゆる先進国病にはまだかかってお

ここで︑皆様お感じになられた通り︑我が国の社会は︑

ったら︑働くよりも失業保険︑働くよりも生活保護を︑と
いてる一種の本能からくる病気であります︒この病気は︑

りません︒ヨーロッパの各国は︑国民負担率が五十．ハーセ

いう病気であります︒考えようによりますと︑人間の持つ

いつの間にか病気にかかって壁に突き当たってからは︑も
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ますが︑これは国家及び地方公共団体が出しているもの︑

しで動いているものではありません︒例えば医療費であり

な問題︑社会福祉︑社会保障︑それらは全部国民の負担な

六・ハーセントでありますが︑国民の負担に関わるいろいろ

おります︒ここで問題は︑我が国では︑国民負担率が三十

ントを越えており︑各国ともこの先進国病には大変困って

ッパと同じように働くよりも失業保険︑という社会になっ

の場合︑急速に国民の負担を重くしていきますと︑ヨーロ

化社会になっていくことは間違いないのでありますが︑そ

ことになります︒そういう問題を考えますと︑やがて老齢

世紀になりますと︑若い人二人で一人の老人を承てもらう

の老人をゑてもらっていることになります︒これが二十一

円ありました︒今私もその一人でありますが︑我が国にお

制改革の上で売上税が問題になっております︒我が国の過

ここは非常に大事な問題でありまして︑例えば︑現在税

てしまい︑社会の活力を失ってしまいます︒

ける六十五歳以上の老齢人口は︑全国民に対して約一割で

国民が自己負担しているものを合わせると︑昨年は十四兆

あり︑二十一世紀初頭には二割に達します︒老齢人口は︑

ことを挙げると︑三点あります︒その一番目は︑不公平で

去における税制で︑一番問題であると私どもが考えている

が余りにも直接税に偏っている︒現在︑七十二・︿−セント

ある︒二番目は︑複雑である︒三番目は︑税の直・間比率

総人口に対して一割でありますが︑十四兆円の医療費の中
で老人医療に使われているのが約三十五パーセント︑老齢

百三十万人の方々は︑先程申し上げましたいわゆる先進国

活保護を受けている方が︑現在百三十万人おります︒この

ここで︑誤解のないように申し上げますが︑我が国で生

切な問題であると私は考えております︒

悪しは別として︑今後取り組んでいかなければならない大

点に立った税制改革は是非やるべきであり︑売上税の良し

制を簡素化すること︑我が国の将来を考えるとき︑この観

おります︒この直・問比率の不公正を直すこと︑複雑な税

が直接税︑二十八パーセントが間接税ということになって

人口が二割になりますと︑若い働いている人達四人で一人

︑苛め裡
蝿ふ寺寸拳重寸厚０→ず１
吻鵬帆９︑測郡叩垂出

病にかかった方をではなく︑何等かの形で不幸な道を辿っ
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で︑日本社会の活力を失わないように︑国民が働き︑努力

ければならない方々でありまして︑いわゆるヨーロッパの

て来られた方々であり︑我々国民の手で助けて差し上げな

国家の特質︑我を国家の生きている仕組承︑国民の生活を

ならないと思います︒そのような結論を得る背景は︑日本

ん︒一つは︑活力ある福祉国家として進んで行かなければ

ります︒一つは︑国際的国家として進まなければなりませ

力ある福祉国家として︑二十一世紀に向かって進んで行か

確保していく仕組象の上で︑国際的国家として︑また︑活

先進国病にかかっている人灸とは本質的に違います︒ここ

ますと︑国民の負担が増えないように︑国民の負担が増え

す︒

なければならないと︑このように考えているものでありま

することを阻害しないようにもっていくという観点からし

パーセントとならないように抑制していかなければならな

ってもらうという甘えを捨てていかなければならないと思

ドについて︑只今申し上げましたことだけでは︑二十一世

私の感じましたことを申し上げてゑたいと思います︒ハー

さて今度は︑ソフトの問題︑教育改革の問題について︑

六︑道義国家として

て︑負担率三十六パーセントが︑四十五パーセント︑五十

に大切な問題であると思います︒

い︒これは︑国家の活力を維持していく上において︑非常

います︒何でもやれ︑金は出さない︑では成り立たないこ

我々国民も︑何でも市役所にやらせる︑何でも政府にや

とであります︒そういう基本的な考え方からして大切だと

どうしてもソフトの問題︑我を国民の心構えとか︑あるい

紀における日本の明るさは出てこないだろうと思います︒

るいは︑国家として国際社会に対するモラルの問題とか︑

は個人のモラルの問題とか︑社会のモラルの問題とか︑あ

と︑我が国は活力ある福祉国家として二十一世紀に向かっ
て進んで行なければならないと思います︒福祉は︑天から

思いますことは︑国の今後の方向について要約いたします

授かるのではなくて︑我を国民が努力して︑働いて︑築き

ついては︑日本弘道会においては︑百十年にわたる伝統に

このような問題が︑只今申し上げました問題と併行して進

基づき社会に貢献されておられますので︑私が付け加えて

めていかなければならないと考えております︒この問題に

以上申し上げましたことは︑行政改革︑財政再建という︑

申し上げることもないのでありますが︑教育改革に取り組

のであります︒

主なる対象がハードの問題でありまして︑その仕事に直接

上げて行かなければならないと︑そのように考えているも

携わって感じましたことは︑日本国家の進むべき方向であ

（34）

身の問題が大切だと痛感致しました︒教科書問題一つとっ

んで象まして︑教育改革の問題は入れ物の問題よりも︑中

こう考えております︒その立派な人とはどんな人か︑道徳

国際人を作ることが人作りの目標でなければならないと︑

意見をもっております︒立派な人︑立派な日本人や立派な

の徳︑智識の智︑体育の体︑情操の情︑徳・智・体・情を

て承ましても︑当会の鈴木会長が初等中等教育局長の頃︑

教科書問題で大変ご苦労なさったことは皆様ご承知の通り

これは︑我が国の歴史と文化と伝統を踏まえて日本人とし

ての自覚を持った人が︑私の申し上げる立派な日本人であ

備えた人が立派な人であります︒立派な日本人とは何か︑

ると思います︒先程申し上げました通り︑これからの日本

でありますが︑教育問題につぎましても︑先ず大事なこと

は︑もっと国際化してまいります︒また︑もっともっと国

は内容の問題であります︒その内容を良くするために入れ
ると考えております︒それは︑ハードの問題よりもソフト

物をどうするか︑というように問題を考えていくべきであ

際化していかなければ国家は存立し得ません︒そのために

は︑立派な国際人を作っていかなければなりません︒しか

の問題が教育の観点︑即ち人の精神︑人の心に関する問題
臨教審は︑教育改革について第三次にわたり内閣に答申

ことが大事である︒立派な日本人でない立派な国際人はあ

し︑立派な国際人たる前提は︑立派な日本人であるという

だからだと思います︒

を出してまいりました︒さる四月一日には第三次答申を出

我々の大先輩︑本会の創始者であられる西村茂樹先生︑

り得ない︒というように私は考えております︒

福沢諭吉先生︑新渡戸稲造先生︑新島妻先生︑あるいは︑

しましたが︑この八月に第四次答申を出しまして︑臨教審
ついては省略致しまして︑今回の教育改革について︑私の

世界に名の残っているドクター野口︑戦後で名の残ってい

の役目を終わるわけでございます︒一つ一つの答申内容に

ても二十一世紀の日本を支えていくのは︑我灸の子や孫で

る方では吉田茂先生︑皆さん立派な国際人である前に立派

基本的な見解を皆様に申し上げたいと思います︒何といっ

な日本人であります︒そういう意味で︑只今人づくりの目

標は︑立派な人であり︑立派な日本人であり︑立派な国際

りであると考えております︒人作りであるとすれば︑どん
な人を作っていくことが目標であるのか︑また︑教育の原

あります︒私はこのように考えました︒教育の原点は人作

点が人作りであるとすれば︑家庭においても︑学校におい

でございます︒このような基本的なスタンスに立って当面

人をつくることが目標でなければならないと申し上げたの

の教育改革を考えるとき︑何がポイントとなるであるうかへ

ても︑社会においても︑こういう問題を当然考えていかな
ければならないと思います︒それについて私は︑こういう
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その第一は︑道徳教育の重視であります︒これは︑主と

国・公立大学は約百校あります︒たしか九十七校だと思い

かし︑現実にそれができるかという問題であります︒現在︑

も大事ではないかと︑私はこのように考えております︒し

ったらしつかり勉強しなければ卒業できないというように︑

して教育の内容に関係してまいります︒しかもそれは︑学

入り易く出にくくすることが人間形成という観点からぶて

校教育だけでなく膜とか︑家庭教育の問題︑社会全体の問

り易くするために大学をもっともっと作って︑教員をもっ

ます︒そして三百余の私立大学があります︒それでは︑入

これは︑あくまでも私の考えでございますが︑申し上げて

題であるという観点において︑第一は︑道徳教育の重視で

ゑたいと思います︒

あると思います︒第二は︑日本人としての自覚を促す教育

紀に向かって大学生の数はどう推移していくかということ

るか︑というと簡単に言うべくしてできません︒二十一世

を考えて承ますと︑この四月現在︑全国の国・公・私立︑

ともっと増やして︑設備をもっともっと増やすことができ

このような日本人の自覚に関する教育です︒第三は︑智識

女子・男子︑学部︑短大の全部をひっくるめ︑いわゆる大

であると思います︒我が国の歴史︑伝統︑また︑我が国が

偏重教育の是正であります︒皆様はどういうご見解かわか

学生と称すべき者は︑百八十五万人おります︒この百八十

世界との関連の中で生きていくということに関する自覚︑

ることが何となく目標になっていて︑子供の心身の成長期

り︑五年間で二十万人の増加となります︒それから八年間

五万人が五年後の昭和六十七年度には二百五万人の増とな

りませんが︑親も子も良い大学に入って︑良い所へ就職す
である中学︑高校時代に塾に行って︑受験のための技術︑

１セントと仮定しますと︑百八十五万人︑二百五万人︑百

ります︒同一人口の中における大学の入学率を︑約四十．︿

います︒我が国の十八歳人口はそのような構成になってお

を経た今世紀末には二百五万人が百五十万人に減ってしま

受験のための智識の注入が行われている傾向が強うござい
ます︒

あるそうでございます︒問題は︑智識偏重教育の是正とい

五十人という数字になります︒

話に聞きますと︑東京には有名幼稚園に入るための塾が

は入り易く出にくくするということでなければならないと

う問題で︑今申し上げたようなことがあるとすれば︑大学

えて︑それぞれの大学では︑如何にしたら生き残れるか︑

現在︑全国の私立大学のカーブが下がっていくことを考

ったならば︑全部とは申しませんがクラブのような行き方

生き残るためには如何にすべきかということの検討を始め

思います︒入るまではねじり鉢巻きで詰め込承をやる︒入
をする︒中学︑高校時代のときに余裕を与えて︑大学に入
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の六割を行っているのですから大変な問題であります︒こ

ております︒私立大学の経営は︑学生が納めるお金で経営

さる二月一日に答申を出しております︒

により大学教員の方灸の活性化を図ることが必要であると︑

は教育公務員の制度改正に関連いたします︒そして︑それ

地理の教育とか︑学生の国際交流の問題でありますとか︑

育の問題とか︑あるいは戦後軽視されがちになった歴史︑

第五番目の問題は︑国際化の問題であります︒語学の教

の問題と関連して︑先程申し上げましたように︑大学は今
よりも入り易く出にくくする︒当然︑高度の研究は大学院
でしっかりやるべきである︒私はこのように思います︒

受け入れております︒フランスは十万人︑イギリス︑ドイ

であります︒今アメリカでは︑外国人留学生を約三十万人

国際国家日本としての生き方の観点から︑改革を要する問

第四番目の問題は︑教育の質を上げることだと思います︒

えば︑臨教審から申し上げて文部省でいろいろと準備に入

ツはそれぞれ五万人受け入れており︑各国とも相当な国費

教員の質が悪いから質を上げるというのではなく︑何とい

っておりますが︑大学卒業時に教員資格をとり︑地方公共

を使っております︒我が国の場合は一万五千人を受け入れ︑

人留学生は︑約一万五千人︑その半分以上がアジアの学生

団体で試験を受け︑教員免許証を貰って明日から教壇に立

それに対する国費の使いかたは︑先進諸国に比べて非常に

題であろうと考えております︒今日本に来ております外国

ち︑二百四十人の生徒を受け持つというのではなく︑一年

っても教員の質が高くなるということは︑教育の質を向上

間はしっかり実習をやって立派な先輩︑いろいろな方から

ませんので︑今世紀末を目標に︑出来得れば十万人ぐらい

低うございます︒このような点も直していかなければなり

させる上において大切なことであります︒従いまして︑例

て一年後から立派に教壇に立つという︑初任者研修を国の

よく教わり︑本人自身が教師としての自覚をしっかりもっ

合二つの問題があります︒一つは言葉の問題であり︑留学

私がこの問題にタッチして感じましたことは︑日本の場

の外国人留学生を受け入れ得る日本になっていかなければ

的にはこれだけで何百億円か掛かります︒しかし︑お金に

生に対する日本語教育の問題︑もう一つは留学生の宿泊問

ならないと︑このように考えているものでございます︒

は代えられない重大なことだということが︑私どもの考え

題があります︒我が国の場合︑ホーム・ステイは︑欧米の

制度としてつくる︒この問題につきまして︑臨教審は政府

方であります︒また︑大学の教授︑助教授︑講師をもっと

場合と違って難かしゅうございます︒生活様式が違ってい

に提言をし︑その方向で準備が進められております︒財政

約任期制︑こういうような制度を導入した方が良い︒これ

活性化する必要があるのではないか︑例えば︑任期制︑契
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ますので︑例えば︑ホーム・ステイを引き受けて下さる家
庭に対して︑国の制度としてのインセンティブが必要では
ないか︑それに対する減税措置とか︑あるいは部屋を建て
るときの国の融資とか︑何かそういうことをしないと︑今
のままでホーム・ステイを伸ばそうとしても︑我が国の場
合は非常に難しい︒この問題に携わってゑてとくに感じた
ところでございます︒

教育に関する問題は︑要は二十一世紀を支えていく我之
の子や孫の人づくりの問題︑そして︑その人達の考え方︑

その人達のモラル︑これが我が国にとって非常に大事なこ

とではないかと考えているものであります︒教育の基本的
な考えかたと︑それに伴う当面の教育改革の要点として︑

以上申しました五つのことを痛切に感ずるものでございま

感銘深かった瀬島先生のご講演

︑︑︑

前灸から新装なった本館ビル八階講堂のこけら落しに

は︑我が国経済界の重鎮をお招きしての時事講演会を開

催する予定で準備を進めておりましたが︑このたび︑古

お迎えしての記念すべき講演会が実現いたしました︒

川理事のお骨折りにより︑二年がかりで瀬島龍三先生を

今回は︑定員一○○名の事前申込制をとりましたＱ当

日は︑主催者を代表して鈴木会長の挨拶︑古川理事の詳

細な講師紹介のあと︑先生は演壇へ向われたのでありま

すが︑その静かな語り口︑要点を繰り返しながらの説得

力あるご講話︑とくに︑メモ一枚すらもお持ちになら

頂いた時間もオーバー致しました︒今日与えられたテー

す︒

に︑統計的数字が淀承なく出てくる︒本当に驚き入りま

した︒そして︑今後日本が進むべき方向︑国民として為

ず︑理路整然とレールの上を滑るようなお話︒また折灸

し上げますと︑二十一世紀に向かう我が国は︑一つは国際

マ︵﹁日本の進路﹂︶について︑三つの問題を結論として申

国家として︑一つは活力ある福祉国家として︑一つは道義

︵編集部︶

ぞれが得た感動を胸にお帰りになったことと思います︒

おそらく︑当日参集された方を︵一○八名︶は︑それ

お話し下さいました︒

すべきことなどを︑平易に︑しかも︑憂国の情をもって

国家として進んでいかなければならないと考えている次第
でございます︒どうぞ皆様︑ご健勝で我が国の個人︑社会︑

国際社会のモラルがもっと向上するようご尽力を願いたい
ものだと思っております︒本日は︑ご静聴いただきまして

大変有り難うございました︒︵文責・編集部︶
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終戦余話

寛素彦
霊宮窪大雷房嬢課雪

本編は︑去る五月三十一日︵日︶に開催された通常総会
師のご諒承を得て収録いたしたものであります︒

終了後︑懇談会の席上にてご講話いただいたものを︑講

終戦前には大臣官房の庶務課長をいたしておりましたが︑

昭和二十年六月宮内省が炎上いたしました︒これは︑焼夷

弾が落ちたのではなく︑飛火のためでありました︒その責

任をとって大臣︑次官が辞職をいたしまして︑その時の異

動で総務課長を仰せ付けられました︒正確に申せばその当

時は︑総務局の庶務課長︑幸啓課長︑宣旨課長という三つ

の課長を兼ねておりました︒これが二十年十月五日からは︑

元の大臣官房総務課長という名に一戻りました︒仕事の範囲

は同じなのですが︑面倒なので一口に総務課長と申してお

きます︒この総務課長というのは︑一番宮内省らしい仕事

馴噸

副迅昭淵二ｓ．

か︑或いは献上・御下賜のようなことも全部扱う窓口でご

霊岬尉陽ｒ排醐

魂僻鍵

（39）

というか︑外部との接触点でございまして︑行幸︑行啓と

I

一は じ め に

I

只今︑過分のご紹介に預りました寛素彦でございます︒

再拘り﹄

蕊

恥

私︑内務省におりましてから昭和十年に宮内省へ参りまし
て︑昭和十一年の二・二六事件の時に暗殺された斎藤内大
臣のあと湯浅宮内大臣が内大臣になり︑松平恒雄さんが外
務省からお出でになって宮内大臣になる︒その一連の人事
異動により︑宮内省参事官になりまして︑その二年半あと
からは松平宮内大臣の秘書官を五年ほどやりました︒丁度
戦時中でございました︒秘書官は陪臣というわけですが︑

陛下がお出ましになる時︑大臣について供奉員として出歩
きました︒直接お言葉を頂戴することはございませんでし
たが︑よそながら陛下のお姿を拝見しておりました︒

《

んので︑これには関与いたしておりませんが︑八月十四日

の受諾ということに関しては︑宮内省の仕事ではありませ

まった事態を迎えておりました︒しかし︑﹁ポツダム宣言﹂

でありまして︑原爆が広島︑長崎に落ちるというせっぱつ

ざいますＱたまたま︑その職にあった時に終戦になったの

ったのでは間に合いません︒普通︑陛下がお読承になる場

九字入れろということになりました︒もう内閣へ持って行

で良いだろうと思っておりましたら︑また︑その次の行に

を縮めたような字でそこに書いたのであります︒もうそれ

スシモ好転セス﹂と入ることになりまして︑ぎゅうつと首

字分明けて書かれたのです︒そうしましたら︑そこへ﹁必

て差上げるのでありますが︑たまたま総務課にも御用係と

合は︑奉書のような巻紙に︑お読承になり易いように書い

して籍を置いていた大膳課長の佐野恵作さんが︑陛下にお

意である﹂と仰せられ︑マイクの前にお立ちになるという
ことになり︑﹁大至急準備をせよ﹂との命令を受けたので

朝の最後の御前会議で︑陛下が﹁ポツダム宣言の受諾に同

ございます︒

へ持って行っては間に合わないから急いでここへ書き入れ

読承いただく詔書を書いておりましたので︑﹁もう︑内閣

ろ﹂ということで︑私どもが原稿を書く時によくやります

二玉 音 放 送 の 前 後
そこで︑早速部下を呼び急いで放送局へ車を二台持って

いう文句でありましたが︑横へ書き入れ︑それを持って回

ように︑ひっかけを付けまして︑〃頻二無事ヲ殺傷シ〃と

が出来上ったのでございます︒出来上ったのは夜の十時頃

って大臣の副署をもらい︑陛下の御署名をいただいて詔書

︑︑︑︑

報局総裁から放送局の方にも連絡がいっておりましたので︑

行かせ︑機械と人間を積んで来させる︒また別に︑下村情

した︒その時︑﹁詔書﹂について各大臣の副署をもらうと

間もなく機械と人間が参りまして︑放送の準備をいたしま

になってしまいました︒

丁度その頃︑熊谷に最後の空襲があった時で︑空襲警報

いうことまでは内閣の総務課の仕事なので︑我々の関知す
るところではないのでございまが︑あの﹁詔書﹂の文章に

した︒十一時五分過ぎ頃にお出ましになられまして︑吹込

へ上ってから余り練習をなさるお暇もない状態でございま

承をなさったのでございます︒その時私は︑機械を置いた

が鳴り渡り大変な時でありました︒陛下も︑詔書がお手許

え︑ようやく結着がついたというので︑内閣の佐野小門太

部屋とマイクのある部屋との中間のドアを開け︑そこに立

ついて︑米内海軍大臣と阿南さん︵陸軍大臣︶の間で意見

という古い理事官︑いつもこの方が詔書の原文を書くので

が合わず︑すったもんだをやりまして︑何べんも修正を加

ありますが︑まだ︑ペンディング︵未決︶の個所を四︑五
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時の陛下のお顔を拝見して︑ハツと胸を突かれました︒そ

って両方の連絡をやっておりましたが︑お出ましになった

は私と同年でありまして︑私とはよく気が合う仲なので

まつ先に探されますので︑現在の侍従長徳川義寛さん︑彼

とと︑内容自体が伺っていても腸が刷られるようなことば

そのあと︑陛下が吹込承をなさる時︑文章が読承難いこ

た結果︑兵の一人に殴られまして︑翌朝︑私が録音盤を貰

場所を探しに来たのに対し︑徳川侍従が敢然と拒否しまし

が録音盤を探しに来たり︑内大臣を探したり︑御璽の在り

なり助かったのであります︒しかしその晩︑反乱の兵たち

﹁済まないがこれを預ってくれませんか﹂と言いましたら︑

かりでございますので︑陛下は﹁非命二蕊レタル者及其ノ

あっさり預かってくれましたので︑私は︑非常に気が楽に

遺族二想ヲ致セハ五内為二裂ク﹂というところまで来ると︑

いに行きましたら︑眉目秀麗な貴公子であった徳川侍従の

の時の樵惇しきったご様子というのはなかったのでござい

一瞬絶句しておしまいになりましたが︑ともかく一応読承

とのできない出来事でありました︒

顔がいびつになっていたので驚きました︒これは忘れるこ

ます︒今でもはっきりと痛く憶い出されます︒

終られたあと︑﹁もう一度やろう﹂と仰言って︑もう一度
いになる︒二度願ったのでありますが︑二度とも五十歩︑

今度も︑徳川侍従長に序文を書いて欲しいと考え︑﹁現

︑︑︑

おやりになりましたが︑また︑同じ所で感極まっておしま

しましたところ︑﹁いや︑書いてやろう﹂ということで︑

多忙の中をしかも︑網膜剥離を以前にやっていて︑視力が

職のあなたに書いて貰うことは御迷惑になるのでは﹂と申

衰えているにも拘わらず︑ルーペを覗きながら︑ゲラ刷り

でありますが︑三度お願いするのは︑ということになって︑

に目を通して貰いました︒彼が殴られた個所は︑本人の考

百歩でありまして︑陛下は﹁もう一度やる﹂と仰言ったの

と申し上げて︑お帰りいただいたのであります︒これが八

放送協会の技術局長が﹁もうこれで大丈夫でございます﹂

えていることと多少のずれがあるようなので︑御本人に三

付いたのですが︑自分で書いたついでに︑〃眉目秀麗の貴

行半程自分で書いてもらいました︒ところが︑あとで気が

した︒

その晩は放送局の人達が︑録音盤を持ち帰ることになっ

月十四日の深夜︑丁度十二時になろうという時間でありま

ていたのでありますが︑不穏な情勢下でありましたから︑

た︒あとで気が付いて︑しまった！と思いましたがもう問

公子の顔が〃という個所を︑こっそりと削ってしまいまし

に合いません︒早く気が付いていれば︑﹁あとがき﹂の所

若し間違いが起っては困るので︑宮内省へ置いていくとい
ものの︑私の部屋へ置いておきますと︑何かあった時には

うことになり︑私が預かりました︒さて︑お預かりはした
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こともありました︒

放送することができたというわけであります︒

拠されておりましたが︑既に退散をしたあとで︑予定通り

その時のことは︑今でも決して忘れることはできません︒

にこの顛末を入れるのであったと思ったものです︒そんな

その晩に︑帰ろうした放送局の連中が︑坂下門で叛乱兵

へ連れて行くと言うのです︒私も銃剣で回りを囲まれまし

て来たように書いている人もおります︒こういう︑いい加

体験したことでございますが︑中には人の話を聞いて︑見

のも恥ずかしいくらいでございました︒これは︑私自身が

に止められて外へ出さないと言っているところへ馳けつけ

たが︑どうにかそこを突き抜けて帰ってまいりました︒こ

減なことが伝わっていたんでは駄目だから︑自分で見てき

んなもう涙が止めどもなく流れ落ちて︑お互いに顔を見る

の時一緒に行ったら厄介なことになったと思います︒翌日︑

私ども数人がスタジオで立会っていたのでありますが︑皆

﹁奪還計画があるぞ︵録音盤︶﹂と皆んなに言われましたが︑

て︑出せ︑出さぬで談判をしました︒彼等を守衛隊司令部

とにかく予定通り放送局へ持って参りました︒

三陛下のマッカーサー元帥御訪問

であります︒

た事︑体験してきた事を書き残しておきたいと考えた次第

私の前任者で︑当時総務局長をやっておりました加藤進
さん︒後に次官になり︑辞めてから会計検査院長になった

そのあと九月二十七日に︑陛下がマッカーサーの所へ初

人でありますが︑この加藤さんは︑二通のうち放送予定の

めてお出でになったのでありますが︑その時は私は行幸主

りますが︑元公爵の徳大寺さんと村山さんという侍医の中

一通を持って警視庁の車で放送局へ︑私は普段の服装で防

りました︒途中は︑良い按配に何事もありませんで︑放送

では一番上席の人︑外務省の参事官で︑のちに次官になっ

空服を着て︑木綿の袋の中に丸い録音盤の耀を入れ︑それ

局の前へ来ると憲兵が銃剣を持って立っておりました︒そ

た奥村勝三さんが通訳として︑この六人だけがお供をいた

れから行幸の時には侍従と侍医がいつもお供をするのであ

の面構えを見てこれは大丈夫だと思い︑少し先の方まで行

しました︒陛下のマッカーサー元帥御訪問は︑向うからの

務官として︑石渡宮内大臣︑海軍大将の藤田侍従長と︑そ

って車を降り︑のこのこと放送局の中へ入りましたら︑別

命令で呼び付けられたんだろうと言う人がおりますが︑こ

を肩から担いで︑トポトポ歩いて庁舎を出まして︑途中︑

に先へ行った加藤局長も無事に着いておりまして︑そのあ

れは︑全く事実に反しておりまして︑陛下御自身の思召し

自動車課の車庫から出て来た車に乗って放送局へ持って参

と︑玉音放送をした次第でございます︒当時︑放送局は占
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承わるという立場ではございませんでしたが︑私の上司で

でありました︒私は当時︑直接陛下から御命令や御希望を

まして︑お供は矢張り黒い車が二輔︒通常の行幸ですと近

当日陛下は︑御紋章は付いておりましたが黒い御車に召し

で︑前もって〃行幸″をふれ出すわけにはまいりません︒

とにかく︑極秘で事を進めなければなりませんでしたの

︑︑︑︑

れたわけであります︒吉田茂さんが外務大臣になって間も

ある加藤さん︵総務局長︶が︑陛下の思召しを伺っておら

衛師団のあった時には︑供奉将校がサイドカーに乗って前

名称になりまして︑その中の一人だけが外の警察と皇宮警

たと承えまして︑マッカーサーの司令部︵ＧＨＱ︶に打診

察との相乗りで︑黒い箱形で昔のタクシーのような車に乗

なくの頃でありました︒吉田さんも陛下の御希望を承わっ

あとの時刻に︑陛下の御使者として藤田侍従長が打診に参

って︑御車の前を露払いして行く︒というようなことでお

内省の禁衛府となり︑供奉将校は︑禁衛府の衛士官という

りました︒二人とも相前後して同じような話を聞いて来ら

出ましになったのであります︒勿論︑交通巡査も全然知り

後・左右に随ったのですが︑軍がなくなり︑近衛師団は宮

れたのでありますが︑向うでは︑﹁私の方からは伺い兼ね

に行ったのであります︒ところが︑たまたま同じ日︑少し

ますが︑お出で下さるなら喜んでお目にかかります﹂とい

ておりましたけれども︑皇宮警察部長にもその日の朝︑正

ません︒警視総監と警務部長︑警衛課長のこれだけは知っ

は︑侍従や女官等を随えて玄関までお見送りにお出でにな

そこで︑二十五日の午前中に︑加藤局長から私が呼ばれ

うことだったそうであります︒

る︒実に悲憤な感じがいたしました︒後にお聞きしたこと

上の御文庫の玄関からお出ましになったのですが︑皇后様

平常の行幸の際には︑事前に下検分をして綿密な打合せを

門を開けてくれと︑連絡した程でありました︒陛下は︑吹

するのでありますが︑あの時にはそういうわけには参りま

になっていらっしゃったのではないかということを承わっ

でありますが︑ご無事にお帰りになれないのではとご案じ

になったので︑極秘裡に準備をしてくれ﹂と言われました︒

せんので︑外務省の儀典課長︑後に国連大使をやった萩原

まして︑﹁陛下が︑マッカーサーの所へお出でになること

徹さんという方でありますが︑外務省の儀典課長は宮内省

常のまま︒その左側を御車は︑日比谷公園の方から桜田門

極秘のお出ましであるから︑電車も自動車も通行人も平

た次第でございます︒

には出ない︒非公式で最少限の規模で来て欲しい︒時間は

触されましたところ︑﹁マッカーサーは玄関にはお出迎え

にかかった時︑遠くから信号が赤に変ったのが見えました︒

の御用掛を兼ねることになっておりましたので︑向うと接

三十分以内﹂ということでありました︒

（43）

交差点へ差し掛った時には未だ青にならず桜田門の前の警

たところによりますと︑向うでは日本語の達者なバワーズ

まして︑隣りの部屋でお待ちしておりました︒あとで聞い

１ズ准将とバワーズ少佐の二人が私どもの接待をしてくれ

ということでしたから︑我盈時計を見ておりましたが︑三

少佐が通訳をする筈だったようです︒とに角︑三十分以内

右側に電車が停まっておりまして︑若い者が頬杖をついて
じ１つと怪語そうな顔をして車の中を見詰めている︒そん

視庁前の角の所で一寸御車が止まってしまいました︒丁度

な事もありました︒虎の門から溜池へ出て︑現在のホテル

ころ︑四十分近くになって陛下がマ元帥と一緒に出ていら

っしゃいました︒その時非常にびっくりしました︒さっき

十分過ぎても何の音沙汰もないので心配しておりましたと

までふん反り返っていたマッカーサー元帥が︑まるで侍従

・オークラとアメリカ大使館との間の霊南坂を登りました
当時はもっと小さな門でありまして︑そこから中へ入り︑

長のように感惣な感じで出て参りましたので︑これは一体

右手にある門︑今は正門になっておるようでありますが︑

大使館の建物を迂回して玄関に到着しました︒無論︑マッ

どういうことかと目を疑いました︒そして間もなく︑陛下

元帥と握手を交しました︒間もなくお帰りになることにな

が随員の一人︑一人を紹介して下さいまして︑一人一人が

フェラーズ准将と︑副官のバワーズという少佐がお出迎え
をし︑中へご案内いたしました︒すると︑マッカーサーは

カーサーはお出迎えはしておりませんでした︒高級副官の

広い廊下の奥︑部屋の入口に立っておりまして︑仲をスタ

たマッカーサーが︑今度は玄関のドアの外へ出て参り︑長

ったのでありますが︑玄関までは︑陛下をお抱えするので

身をかがめて︑心を込めたように丁重に握手をし︑ハツと

はないかというような格好で︑さっきはお出迎えしなかっ

ですがすこし猫背気味でいらっしゃるので︑握手をなさる

ん反り返っているかに見える︒陛下は︑そう申してはなん
と︑丁寧に前かが承におなりになる︒向うには︑〃陛下が

はその時︑どうしてこんなに元帥の態度が変ったのか不思

気が付いたようにドアの内側に隠れてしまいました︒私に

イリストらしく私には見えたのでありますが︑背が高くふ

はふん反り返って見える︒お供をしていて︑とてもやりき

最敬礼をなさった〃と書いているのがありましたが︑片方

それから︑陛下とマッカーサーと御通訳が右手奥の部屋

普段とは違い大変朗らかにおなりになって︑いつもに似合

あとで︑藤田侍従長は︑﹁陛下はお帰りの御車の中で︑

議に思われました︒

へ入りましたが︑入って間もなく写真を撮ったそうであり

わずよくお話になられた﹂と言っておりました︒陛下も︑

れない気持がいたしました︒

ます︒やがて︑御会見が始まったのでありますが︑フェラ
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重荷を下ろされたのではないかと思ったのでありますが︑

は︑その場に居合わせた人灸と相談して正確を期し︑後に

その後彼自身の﹃回想録﹄にも書いております︒重光さん

ところが最近︑昔の記録をまとめ︑まめに本を出してい

キリわかり︑いよいよ確信を深めたのであります︒

て︑あの時︑会談の前と後とで態度が変わった原因が︿シ

読売新聞に特別寄稿したのであります︒私はそれを見まし

それから十年後の九月十四日︑読売新聞朝刊の重光さんの
特別寄稿により︑その時に陛下は︑﹁自分の身はどうなっ
ても︑すべての責任は自分が負う﹂ということをお申し出
でになられ︑それを聞いたマッカーサーは︑腹の底から感
動し︑﹁この世の中に神様のような方がいらっしゃる﹂と

になさる陛下が︑御自分が勝手に責任を負うなんて仰言る

るある著名な人が︑﹁そんな事実はないんだ︒憲法を大事

たがる人間だから︑彼が嘘をついているんだ﹂というよう

筈はないんだ︒マッカーサーは︑格好の良い所を人に見せ

感動した旨の記事を見るに及んで︑私はハツと十年間の疑
いますが︑十年後の九月︑たしか三十年の九月二日頃だと

問が氷解した思いでした︒それは皆様方もよくご存知と思
思います︒その前︑重光さんがアメリカへ行く時︑陛下か

い︑事実は知りません︒しかし私が当時この眼で見た元帥

なこと言い︑本に書いております︒私は奥村さんとはちが

の態度の変り方から見て︑また陛下の高次元のお考えより

ら﹁あちらへ行き︑マッカーサーに会ったらよろしく申し

察してマ元帥の告白が嘘だとは思えません︒第一その事実

てくれ﹂というお言付けがありまして︑それを伺って重光
マッカーサーと約束をなさったということで︑会談の模様

さんは︑マッカーサーに会われたのであります︒陛下は︑

サーはピューリタンであり相当真面目な人であったと思い

は︑陛下が一番良くご存知のことでありますし︑マッカー

ます︒私は直接握手しておりますので︑手から伝わってく

については絶対仰言らなかったのでありますが︑マッカー
しょう︒マッカーサーの口から重光さんに︑その時の話を

んなに否定したがるのでしょうか︒私は心外に思います︒

る感じでもわかるような気がします︒それなのに︑なぜそ

サーとしては黙っていることは堪らなかったのでございま
したのだそうであります︒マ元帥は﹁どこの国の君主でも︑

っておりますが︑最初の私がお供をした時の六人のうち︑

マッカーサー在任中に陛下はマ元帥と十一回お会いにな

四むすびに代えて

大低は命乞いに来るので︑てっきり陛下も命乞いにいらっ
しゃったものと思った︒ところが︑自分はいかなる処分を
受けても良い︒部下のした事も責任は全部自分が負う︒と

仰言ったのでびっくり仰天すると共に︑心の底から尊敬す
るに至った﹂と︑彼は重光さんに告白しただけではなく︑
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本も切りまして︑七年近く療養生活をし︑治ってからは市

二十三年夏以後長い間胸を病んで︑死に損ない︑肋骨を六

だ﹂と言われておったのでありますが︑仲をどうも︑私も

輩︾からも︑﹁当時のことをお前は書いておく責任があるの

がどうしても書いておかねばならないと思いましたし︑先

るのは私一人でございます︒この時の情況は生き残りの私

五人はすでに亡くなってしまいました︒いま生き残ってい

てこんな事まで書いて︑と眉をひそめる方もあるかも知れ

いと考えました︒私も老骨になりましたので︑宮内官とし

ましたので︑そういうこともざっくばらんに書いておきた

宮様に良くお尽しになっておられる︒傍から拝見しており

お詠承になった御製がたくさんおありになる︒皇后様も母

お方でいらっしゃる︒御製を拝しておりましても︑母宮を

私は︑かねてから自分で克明に手帳へ記録しておきまし

ない︑と思うことまで書いたわけでございます︒

たので︑大部分は自分の記録と記憶によって書きました︒

町村職員共済組合の仕事をやったりして︑雑務に忙殺され
ておりましたので︑始終借金を抱えているような気がして

また︑徳川さんが要所要所を﹁侍従日記﹂によって確認し

た︒

今日に到りましたが︑ようやく書きのこすことができまし

こともたくさんありましたが︑これで︑先輩のお言葉に対

て下さったことを大変感謝しております︒ほかに書きたい

する一応の責めは︑果せたのではないかと考えております︒

マ元帥ご訪問にお供をしたあとは︑終戦御奉告のための
神宮山陵への行幸にも行幸主務官としてお供をいたしまし

つたないお話を申上げまして大変失礼いたしました︒

︵文責編集部︶

たし︑翌年の地方御巡幸︵神奈川︑東京︑群馬︑埼玉︶に
も主務官をつとめましたので︑その事も書いておきました︒

その後︑二十一年四月から二十三年の七月に病に倒れま
すまで︑貞明皇后様にお仕え申し上げました︒それまでは︑

行幸啓の際の主務官でしたので︑表向きだけ陛下のお傍に
お仕えしておりましたが︑母宮様にお仕えすることになり
ますと︑母宮様のお使いとして陛下のお膝もとにも度を伺
なる︒したがって︑陛下のお傍でお話を申上げたり︑伺っ

うことになり︑また︑両陛下お揃いで皇太后様をお訪ねに
たりすることも多くなりました︒また︑陛下は大変孝行な
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﹁日本弘道会百十年式典﹂

黒羽亮一
︵﹃臨教審だより﹄第訪号より転載︶

であろう︒したがって福沢︑加藤の現実主義に対して︑西村も中村

も理想主義者として対極にあったといえる︒しかし︑二人とも民選

議会の成立を早くから主張しており︑非民主主義者というわけでは

こういう明六社の人びとのその後の軌跡を興味深く思っていた二

ない︒

という団体が存在することを知った︒教育専門記者を始めたころで︑

十年近く前︑西村茂樹の道徳運動をいまだに続けている日本弘道会

機関誌の編集者の眼に止まったらしい︒へたな原稿を送って以来︑

大学紛争をもっぱら取材︑執筆していたのが︑﹁弘道﹂というその

明治九年︑西村茂樹が東京修身学社として道徳運動を始めてから

あまり熱心な会員ではないが︑おつき合いがいまだに続いている︒

西村茂樹という人は明治初期の何人かの重要な思想家の一人だが︑

地味で思い出されることは少ない︒しかし︑明治六年米国弁理公使

今年︵昭和六十一年︶で百十年︒その記念式典がさる十一月二日︑

から帰国した森有礼が︑日本にも学士院︵アカデミー︶のようなも

簡素ではあるが都内の一流ホテルで行われた︒遺徳を伝える人びと

あまね

のが必要だと西村茂樹に説いたのがきっかけとなり︑福沢諭吉︑加

は︑最低の活動資金の獲得を考えられて最近立派な貸しピルを建て
たので︑このようなことも可能なようである︒式典に参列して聞け

藤弘之︵後の東京大学綜理︶︑中村正直︑西周らとともに明六社が
結成 さ れ た ︒

関係していない︒そして日本弘道会綱領のトップには﹁皇室を敬愛

一時減ったが漸増気配という︒

ば︑支部は全国各所にあり︑全国の会員は三千人近いという︒戦後

た︒福沢は︑学者は自立すべきだとし︑加藤は官に仕えて影響力を
発揮すべきだとした︒前者の学風はイギリス風であり︑後者はドイ

すること﹂と出てくるものだから︑保守反動の団体と見誤まられる

明六社の碩学の考えはさまざまであり︑まさにアカデミーであっ

ツ風だった︒しかし︑二人に共通点はある︒前者は功利主義を︑後
者は利己主義を唱え︑ともに合理主義的で︑優勝劣敗は世のならな
中村正直はキリスト教に賛成したが︑西村茂樹はキリスト教をは

動が百十年も続いたのは奇跡といおうか︑当然のことといおうか︒

場合もなしとしないようである︒それにもかかわらず︑こういう運

宗教でもなければ︑政治的背景のある団体でもない︒学校教育と

いとした︒

じめ宗教を﹁世外教﹂といい︑儒教や欧州の哲学を﹁世教﹂として︑

ともかく︑日本社会の奥行きの深さを感じるのである︒

︵本会評議員・筑波大学教授︶

国民道徳の基礎を世教に求めた︒正直は温厚な紳士であり︑茂樹は
慨世の国士であるという対照もあった︒岩波文庫に収録されている
﹁日本道徳論﹂は西村の主張のエキスだが︑明治十九年にそれが発

本稿については︑執筆者ならびに臨教審事務局長の許可をいただ

︵おことわり︶

いて︑転載したものであります︒

表されたとき総理の伊藤博文は配布を禁止しようとして︑森有礼が
への警世の書で︑その先頭にあったような伊藤の心を逆なでしたの

間に立った︒同書は︑功利主義的であまりにも合理主義的な同時代
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このごろ︑次灸に発表される世論
調査の結果を見ると︑﹁日本の前途﹂

について︑先行きが暗いと予測して
いる人の多さが目立つ︒どの報告も
そうである︒

答えている︒

なってゆくだろうと六割見当の人が

が︑日本の将来は﹁良い方向に進ん

五月初旬に総理府の調査が公表さ
れた︒民意を測るために四十四年以
来︑ほぼ毎年実施されている調査だ
でいる﹂と見る人が昨年より減り︑

悪い方向に︑という人食のあげて

の調査で示された︒

映されている﹂とする人を釦％以上
も上回っている︒国民の二人に一人
が政治に不満を持っていることがこ

かつてない経済繁栄を実現した日
本国民だが︑ここにきて雲ゆきが変
り︑きびしい貿易摩擦︑円高のもと
で自信を失い︑前途を悲観するムー

だが︑円高はそんなに悲観すべき

ドがひろがっている︒

ことだろうか︒円の価値が高まり︑

のではないか︒

そのメリットも大きいはずである︒
マルク高の西独ではこのため輸入物
資が安くなり︑物価が安定し︑国民
はマルク高を歓迎しているという︒
日本でも円高差益が国民にうまく還
元されれば︑悲観ムードは消滅する

経済転換期の政治の責任は一段と

いところだ︒

重い︒国民に信頼される梶取りで︑
暗い気分の払拭に努力してもらいた
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二月上旬に発表された生命保険文
化センター︵有沢広巳会長︶の調査
で︑﹁十年後の日本社会をどう予測
するか﹂の問いに対して﹁今より悪
くなる﹂と答えた人が﹁今より良く
なる﹂の二倍もあった︒

いる理由は︑景気や物価︑一雇用の悪

が皿％近く急増している︒

﹁カネであらゆる欲求が満たされ

﹁悪い方向に進んでいる﹂という人

る社会﹂﹁努力が報いられぬ社会﹂

化など︑円高不況下の前途不安が多
く︑﹁国民の考えが国の政治に反映
されていない﹂と感じる人が︑﹁反

している︒

﹁平等︑機会均等の社会ではない﹂
﹁精神的なゆとり︑うるおいのない
社会﹂︒こういう世の中にますます

三月のゼンセン同盟の組合意識調
査にも同じ傾向が見られた︒﹁日本
社会の現状﹂に関しては八割の人が
﹁物質的に豊かな社会﹂と見ている
が︑そのうちの五割以上が︑﹁将来
そうはならない﹂と暗い未来を予測

｢先行き暗い」と見る風潮

入江徳郎

一心不全とは
詳しくはうっ血性心不全と言いま
すが︑これは心臓のポンプとしての
働き︑すなわち筋肉の収縮力が弱ま
った状態を言います︒

二心不全の原因

患︑高血圧︑弁膜症︑先天性心疾患︑

織では十分機能を維持することが難
しくなります︒例えば筋肉は疲れや
すくなり︑腎臓は尿を作る機能が減
り︑むくみやすくなります︒また送
り出される筈の血液が後方に溜まる
ことになります︒左心室の駆出が悪
いと肺に血液が溜まり︑右心室の駆

腫れたり︑浮腫が生じます︒

出が悪いと全身に血液が溜まるので
す︒肺に血液が溜まると呼吸困難と
なり︑全身に血液が溜まると肝臓が

'
b
…
詞
…
妻
症状を聞いて︵呼吸困難︑浮腫︑

四心不全の診断

疲労な↓ど︶心臓の拡大︑肺のうっ
血︑肝腫大が見られるかを診察しま

す︒また胸部Ｘ線写真︑心電図︑心
エコー図などの検査をして診断しま

半９○
︾●

五心不全の対策

心臓病を持つ人は呼吸困難︵息苦
しい︶︑疲労しやすい︑足の浮腫な

どに注意をして医師に相談する事が

大切です︒無理をせずに生活する︑

塩分を制限する︵一日に十グラム以
下︶︑食事は腹八分にとどめる事で

す︒専門的な治療は強心剤︑利尿

は抗不整脈剤や．ヘースメーカーを植

剤︑血管拡張剤︑不整脈が原因の時

え込むこともあり︑また内科的には
限度があり手術の必要な病気もあり

︵本会評議員東京都立広尾病院副院

ます︒

長︶
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心不全はいろいろな心臓病により
起こります︒すなわち︑虚血性心疾
各種不整脈︑心筋疾患などの末期に
生じます︒心臓はこれらの病気を生
じても︑その不利な点を補う力︵代
償機能︶を持っていて︑長い間症状
を出さずに頑張ることが出来ます
が︑限界になると心不全になりま
す︒

三心不全の症状
心臓の働きは全身に酸素や各種栄
養を運搬する事です︒心不全になる
と心臓が一分間に送り出す血液の量
が減少してきます︒したがって各組

党溌溌蝿

杉浦昌也

︹泊翁百話︺

泊翁書簡目

哲史

長滝村に隠棲した︒明治五年︑召されて堺県学教師となり︑

廃藩となって旧藩主岡部氏が東京に去ったので致仕︑泉州

土屋鳳洲宛の十四通
土屋鳳洲については︑日本弘道会初代副会長であった羽

あったので︑ここに両者の緊密な関係が生じ︑鳳洲は特別

師範学校を兼ね︑かたわら家塾を開いた︒明治二十六年華

会員︑商議員などとして日本弘道会のために尽力し︑日本

族女学校教授となったが︑時の華族女学校長は西村泊翁で

土屋鳳洲は名は弘︑字は伯毅︑号を鳳洲といった︒祖先

て象よう︒

は出雲の国主に仕えたが︑正保年間に和泉国岸和田藩に仕

弘道会の機関誌﹃日本弘道叢記﹄にはたびたび寄稿して会
員の啓発にあたった︒所載号数と題目を示せば

なく︑平野氏を養嗣として弥一郎の妹に配し︑三子を得た︒
鳳洲はその長子である︒

第十五号︵二十六年七月︶朝爽夕佳楼記

告グ︶

子学などを学んだが︑のち国に帰ってひとり経史諸子に沈

狙侠学を学んだ︒十八歳にして但馬の池田草庵に従って朱

第二十四号︵二十七年四月︶倫理修身ノ解釈

第十七号︵〃九月︶敬身

鳥羽の戦には軍事奉行をつとめ︑その後藩学教授に任ぜら

第三十八号︵二十八年六月︶教育の勢力

第三十一号︵〃十一月︶権力は労苦者に帰す

第四十三号︵〃十一月︶謙譲ノ徳

第二十五号︵〃五月︶人

れて獄に投ぜられた︒のち許されて藩学教授に復したが︑

れ︑世子侍読を兼ねた︒時に藩内は勤王佐幕の二派に分か

潜し︑かたわら長沼氏の兵書を研究した︒明治元年の伏見

十二歳にして藩学講習館にはいり︑業を相馬九方に受け

第七号︵二十五年十一月︶誠︵師範学校卒業生二

えるようになり︑数世を経た︒が︑弥一郎が早世して嗣が

は読ゑにくいので︑和文になおしてわかりやすい文章にし

峯南摩綱紀が漢文による伝記を書いている︒漢文のままで

川

れて争ったが︑鳳洲は常に勤王説を執り︑反対党に証せら
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古

ルョリ始ルｅ

第四十七号︵二十九年三月︶一車掌二御者
第七十五号︵三十一年七月︶道徳ノ実行︿生ヲ治ム

第七十六号︵〃八月︶〃ｅ

たのもその頃のことで︑︹土屋鳳洲宛Ｄ︺から割り出すか

ぎり︑明治二十七年であろうと想像されるが︑まず︹土屋
︹士屋鳳洲宛Ａ︺

鳳洲宛Ａ︺から紹介すればｌ
恭賀
新年

早速御賀状被下難有奉存候籾先生には老生伝御編被下候

第八十三号︵三十二年三月︶草庵池田先生行状
第九 十 六 号 ︵ 三 十 三 年 四 月 ︶ 国 文 論

第二七号︵三十五年一月︶吉田松蔭伝

第九十九号︵〃七月︶南摩羽峯先生伝

にて人に示すべき様のものには無之候へ共誰人にか編録の

義相頼度存居︑未た其人を見当り不申︑今日迄打過候処先

思召有之候由誠に以難有事二御座候︒老生履歴は平々凡た

生の大筆を御労し被下候は坐無此上幸と奉存候︒是迄の履

第二二号︵〃五月︶書自識録後
務︵子張問二崇レ徳弁戸

第二二七号︵四十四年七月︶立レ誠窮し理は吾人の本

士屋鳳洲先生

一月三日西村茂樹

貴答迄如此御座候︒勿々敬具

歴只今編綴致居候間︑出来次第相願可申候○先は御厚志の

付男子は担当の

惑章ノ講義︶

気象を要す
などである︒すなわち︑泊翁逝去後も関係をたたなかった

という文面の賀状で︑鳳洲の泊翁伝起草の﹁思召﹂に感謝

座下

泊翁が華族女学校長をやめた年でもあった︒それで︑華族

︹土屋鳳洲宛Ｂ︺と︹士屋鳳洲宛Ｃ︺も︑参考資料として

し︑そのための資料を用意しつつある旨を報じている︒

ことがわかるが︑華族女学校教授となった明治二十六年は︑

その後の交際は泊翁生前だけでも十年に及んでいる︒

付御参考の為め

寒気甚敷候処愈御安泰被成御座奉賀候︒先般被仰下候義二

︹土屋鳳洲宛Ｂ︺

いくつかの述作をとどけるという内容の挨拶である︒

女学校での同僚としての接触は一年にも足りなかったが︑

その十年のあいだも︑鳳洲は依然として華族女学校教授

の﹁士屋鳳洲伝﹂に﹁今モ華族女学校ニ在ツテ毒を教講

であった︒そのことは︑明治三十四年に作られた南摩綱紀
ス﹂とあるので知られる︒鳳洲が﹁西村泊翁伝﹂を起草し
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であるから︑これら書簡が二十七年三月以降のものであっ

︹土屋鳳洲宛Ｄ︺

ていけないわけはないが︑︹土屋鳳洲宛Ｄ︺に至ってそれ

稿﹄の公表は四十二年五月の﹃泊翁叢書第一輯﹄が初めて

往事録四冊
建言稿三冊
弘道会創立記事一冊

摺物一枚

がほとんど決定的になるように思う︒

にて御難読の事と奉存候︒右は副本相製し候積の処未た出

下候二付早速拝読仕候処文章の妙は諸子の評語に詳なれば

拝見︑兼而御咽有之候老生小伝己に御脱稿に相成御送付被

右差上候間宜敷相願候︒右の稿本は校合も届き不申且乱筆
来不申全くの原本候間乍御迷惑其思召にて御一覧奉願候︒

外に政事上の意見を認めたるもの又学問其他雑記したるも

立派なる人間と相成候は驚喜の外無之候︒過称不敢当之語

敢て言はず老生のことき固随の一迂夫御文章の力によりて

坐下

士屋鳳洲先生

四月六日

座侯︒尚拝面の節万可申上候︒草を拝具

西村茂樹

日来大に快く候間御安心可被下候︒先は御礼迄大略如此御

去ルー日より又を風邪に擢り伏枕罷在貴答大延引仕候︒昨

下度侯︒乍併強て相願候訳には無之侯︒

々少食書抜差上申侯︒御文章に差障無之候は上宜敷御改被

別二可申様は無之候へ共御細書の趣も有之候二付心件候廉

も多く相見候へ共折角の知己の御言葉故辞退なく致受領候︒

の有之候へ共是︿御必要に有之間敷と存じ差上不申候︒御
西村茂樹

入用に候は入直に差上可申侯︒先は当用の承︒勿略拝具
一月十八日

坐下

士屋鳳洲先生

︹土屋鳳洲宛Ｃ︺

拙著国家道徳論稿本三冊御覧に入侯︒右は出版は不致もの
に候間御手透の節御一読被下候は上本懐の至に御座候︒

西村茂樹

拙著心学講義弘道会事務所へ買入置候間御入用の節御取寄
三月六日

御読可被下侯︒草を拝具

という文面で︑﹁去ルー日より又を風邪に擢り伏枕罷在﹂

る︒というわけは︑﹃泊翁日記﹄︵未刊︶の四月五日の項に

とあるところから︑明治二十七年であったろうと推察され

士屋鳳洲様
右の﹃国家道徳論﹄の脱稿は明治二十七年三月︑﹃心学

は

講義﹄の発行は二十五年九月であった︒また︑︹土屋鳳洲
宛Ｂ︺にあった︑﹃往事録﹄の出版は三十八年七月︑﹃建言
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﹁風邪快方二付︑今日より出勤﹂

併先生の雄健なる御筆力に頼りて老生の人物も立派に相見

り被下不存寄種々の御賛辞を蒙り何共汁顔の至奉存候︒乍

候段千万難有次第奉存候︒随而此品甚粗薄の至に候へ共靭

とあり︑これに先立つ三月十五日の項に
﹁昨夜より風邪二打臥﹂

御厚意の御礼迄に可致進上候︒御笑留被下候は上本懐の至

奉存候︒且又先日一度拝見致候諸家の批評今一回拝見致度

三月十七日の項に
﹁熱気去兼且食物不進二付︑森永交健に診察相頼︑同人

迄如此御座候︒草々拝具

西村茂樹

候間御明きの節拝借致度侯︒写取返上可致候︒先は右御礼

と出ていて︑この日以来四月四日までの日記が途絶えてい

七月八日

薬服之﹂

るから︑﹁去ルー日より又々風邪﹂という四月五日付の記

士屋鳳洲先生

四月一日より三月十四日夜の風邪につぐ再度の風邪にかか

事がよくうなずけるのではあるまいか︒すなわち︑泊翁は

申上候也

尚此品物は内国通運会社へ相托し候間同社より御届可

土屋鳳洲宛泊翁書簡は︑右のほかなお九通あるが︑次に

明治二十七年以外には四月初めに風邪に犯された記事の

り︑﹁又々﹂となげかざるを得なかったと想われる︒

洲の泊翁伝起草は明治二十七年のことであったと見てよい

見当らないのも︑右の推察を裏付けよう︒それで︑士屋鳳

通というのは︑

紹介する一通を除いては︑年次がはっきりしない︒その一

仰ぎ申候︒先︿乍延引責答秀如此御座候︒勿略拝具

に相頼承置候︒同翁も老人の義に付︑何分諸君の御補助を

罷在︑夫故貴答も不申上甚失敬仕候︒弘道会の義も南摩翁

タルに確り下痢久しく止承不申︑労困却罷在候︒未だ臥薄

候処追凌快気に赴き候様覚申候︒然る処其後又慢性の腸カ

不斗心臓に異状を生し候二付頗る恐怖し必至治療に取掛り

先日は尊書被下老生病気御尋被下難有奉存候︒八月中より

︹土屋鳳洲宛Ｆ︺

のではあるまいか︒

さて︑右のように推定してよければ︑月日は三月以降四
月六日までのあいだであったろう︒泊翁伝の脱稿を謝した
︹土屋鳳洲宛Ｄ︺が四月六日付になっているからそう思う
ほかはないが︑泊翁は七月八日︑感謝のしるしとして﹁品

物﹂を内国通運会社に託して鳳洲にとどけている︒その旨
を報じたのが︑次の︹士屋鳳洲宛Ｅ︺である︒
︹土屋鳳洲宛Ｅ︺

愈御安泰被成御座奉賀候︒然は先般は老生の為に生伝御作
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十月十八日
坐下

士屋鳳洲先生

西村茂樹

︹土屋鳳洲宛Ｈ︺

被下恭奉存候︒

拝見両三日の暑気甚敷候処御万福奉賀候︒暑中為御尋貴書

といはんか難決候得共兎も角も面白き現象に御座候︒彼等

党人といへどもまさかに吾邦を以て泥海の底に沈める様な

政海急劇の変化には驚入申候︒如此は天意と言はんか人力

に欺滞を生じたりし︑十八日帰京すると︑二十日二宮医師

上存候へども如何変じ候哉難計御座候︒易窮則変変則通と

ることは致間敷と存居候︒不遠内に又々変化致すべきこと

という文面であるが︑明治三十二年の﹃泊翁日記﹄による

の診察を受け︑二十六日は病気のため弘道会の事務を他へ

と︑泊翁は旅行中の八月半ばから頭痛を起こしたり︑昧樽

委托する相談をしている︒九月になっても不快がつづき︑

申候へはいつれ変化は悪しきことには有之間敷と奉存候︒

西村茂樹

貴答迄早を拝具
七月廿四日

八日には﹁先日より腹潟﹂で二宮医師を招いて治療を乞い︑

えて十月十四日︑﹁下痢兎角同扇二付青山胤通氏の来診を

士屋鳳洲先生

二十六日には﹁下痢兎角同様二付洗腸法相始﹂とある︒越
乞﹂うているが︑同二十七日になると﹁病気久しく癒ざる

拝見如命残暑甚敷候処愈御安健奉賀候︒諸所御旅行の由至

︹土屋鳳洲宛Ｉ︺

たった︒以上のような次第であるから︑︹士屋鳳洲宛Ｆ︺

極結構の事に御座候︒老生無異罷在候間乍揮御休意可被下

に付第一高等学校倫理科講師の解任を請願す﹂るまでにい
が明治三十二年のものであることは︑これを疑う余地はほ

候︒末女病気御尋被下難有奉存候︒是は七月末下総佐倉将

しかし︑次に月日の順序でならべる八通については︑今

坐下

士屋鳳洲先生

八月廿八日

先は貴答御礼秀如此御座侯︒早食拝具

西村茂樹

此節殆ンど全快に相成候趣に候へ共未た彼地へ差置申候︒

門山と申処に知人有之候間其所江遣し候処忽ち奇功を奏し

とんど無い︒

のところ年次を推定する材料がない︒
︹土屋鳳洲宛Ｇ︺

孔子集語早速御取調被下難有奉存候︒右の説に依れはあま
西村茂樹

り珍重すべき書にも無之事と奉存候︒御礼迄勿略頓首
二月廿一日

土屋鳳洲先生
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︹土屋鳳洲宛Ｊ︺

度を水災御尋被下︑昨日は御内政様御来車被下︑且何寄の

々拝具

十月二十四日
士屋鳳洲様
︹士屋鳳洲宛Ｎ︺

西村茂樹

拝見愈御清健奉賀候︒拙著差上候処御厚礼の趣却而痛入次

第奉存候︒尚又貴著晩晴楼文二篇二冊御恵投被下毎々御厚

深に雅健諸家の評する処に相協ひ居候様存申候︒尚其内緩

志奉深謝候︒老生儀文章は不案内に候へ共︑高作何れも雄

追を秋冷に相成申候︒御校に本居宣長翁著之秘本玉ぐしげ

々拝読可致候︒

西村茂樹

御品御恵投被下︑御厚志の段奉万謝候︒右御礼乍大略以書
面申上候︒勿々拝具
九月廿二日
士屋鳳洲先生

と申書物有之候は上何卒御取斗を以て三四日拝借致度候︒

老生明治二十七八年の頃政談三冊程相認申候︒本より出板

︹土屋鳳洲宛Ｋ︺

へ共︑秘本といへる方所持不致候間︑此段相願候︒甚乍御

尤玉ぐしげには二種有之︑尋常の玉ぐしげは所持致し居候

可致ものには無之︑一二の人には示し候へ共︑未た多くの

奉存候︒草々拝具
十一月十二日
士屋鳳洲先生

西村茂樹

読被下度候︒固より迂拙取るに足らざるものに有之へくと

人の目に触れ不申候︒近日草稿入御覧候間︑御閑日に御一
西村茂樹

面倒可然奉願候勿を拝具
十月五日
士屋鳳洲様
︹土屋鳳洲宛Ｌ︺

尊書之趣御尤奉存候︒何卒本月常集会には御草稿の御主意

の頃云々﹂とあるから︑二十九年以後のものであること

ただ︑︹士屋鳳洲宛Ｎ︺には︑文中﹁老生明治二十七八年

︵本会理事︶

はたしかであるが︑それ以外のことはわからない︒

に而一場の御演説被下度奉存候︒尤あまり時間無之候は上

西村茂樹

品に寄御朗読の象相願候事も可有之と存候︒貴答迄勿略
拝具
十月十二日
士屋鳳洲先生
︹土屋鳳洲宛Ｍ︺

兼て御約束之拙書相認候間差上申侯︒御笑留可被下候︒早
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①教育施設等のインテリジェント化は︑学校等の施設を情

臨教審の限界を示しているものであろう︒

三次答申を中曾根首相に提出した︒これに先立つ第二次答

報の拠点として整備しようとするものであって︑都市部の

臨時教育審議会は︑さる四月一日︑教育改革に関する第
申が︑総合的・基本的な改革提言であったのに対し︑第三

重な対応がのぞましい︒②教科書制度は︑学校教育の公正

高等教育機関では妥当するにしても︑小・中学校等にまで

しかし︑その内容は︑次に掲げる目次のとおり︑多岐に

・水準を確保し︑次代の国民を育成する上で最も重要なも

次答申は︑残された重要課題についての提言であるから︑

わたっている︒この中で︑これまで結論の出なかったのが︑

のである︒今回のまとめは︑妥当な線であるが︑むしろ︑

及ぼすとすれば︑学校本来の機能が拡散するおそがあり慎

教科書制度の改革と秋季入学をめぐる問題であった︒前者

社会科教科書の著者・発行者の在り方に問題の核心がある

第二次答申のようなまとまりはない︒

については現行の検定制度を維持しつつ手続等の改善を加

然のことながらよろこばしい︒⑥国際化への対応の一つと

のであって︑これに反省を迫る提言がほしかった︒なお︑

第三次答申には︑生涯学習をすすめる観点から教育施設

して新国際学校の設置はライシャワー氏の提唱をとりあげ

えるという方向でまとめ︑後者については︑さらに検討し

等のインテリジェント化︑国際化への具体的提案として新

た如くであって思い付の感もあるが︑アイデアにとんだ提

教科書無償給与本制が当面継続されることとなったのは当

国際学校の設置など︑新しい提案がみられる︒ただし︑教

ていくこととしている︒

育財政への在り方などは︑民間活力の積極的導入が力説さ

︵鈴木勲︶

案であり︑実現化をはかるべきであろう︒

れているが︑教育に対する財政投資の意欲はふられない︒
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第１章生涯学習体系への移行
第２節生涯学習の基盤整側
①生涯学習を進めるまちづくり

様な学習活動を支える社会生活基盤の整備を図る︒

地方において︑生涯学習に取り組む市区町村の中から︑

力︑生涯学習の多様なまちづくりを進めるため︑国および

特色あるものをモデル地域に指定する︒

②教育・研究・文化・スポーツ施設のインテリジェン

教育・研究・文化・スポーツ施設を社会共通の学習基盤

ト化

として有機的に活用することが必要である︒このため︑高

生涯学習社会にふさわしい︑本格的な学習基盤を形成し︑

る必要がある︒このため︑各人の自発的な意思により︑自

地域特性を生かした魅力ある︑活力ある地域づくりを進め

な環境として施設を整備するとともに︑地域共通の生涯学

度の情報通信機能と快適な学習・生活空間を備えた本格的

習︑情報活動の拠点として︑その機能を最大限有効に活用

習の基本を踏まえつつ︑地方が主体性を発揮しながら︑ま

する方策︵インテリジェント化︶を︑地域の状況や施設の

己に適した手段・方法を自ら責任で選択するという生涯学

ア︑地域の人々が充実した生活を目指して︑多様な活動を

かかわりを重視する︒

イ︑情報化が人灸に及ぼす影響に配慮し︑自然や文化との

的・空間的制約の多い地域の活性化に役立てる︒

ァ︑インテリジェント化を進めることにより︑とくに時間

特性に応じて進めていく︒

ち全体で生涯学習に取り組む体制を全国に整備していく︒
主体的に行えるような学習の場を整備する︒

イ︑情報化︑国際化︑成熟化︑高齢化など時代の変化に対
応した生涯学習プログラムの開発を推進する︒

ウ︑趣味等を生かした自発的学習活動が︑社会生活の中で
生かされるような環境を整備する︒

エ︑教育・学習活動の一層の活性化を促すため︑民間施設

含め︑教育・研究・文化・スポーツ施設の再編・整備を

エ︑インテリジェント化により︑既存施設の積極的活用を

尊重する︒

ウ︑施設の活用法については︑各施設や設置者の自主性を

促進するとともに︑各分野の人材の有効活用を図る︒

を含め︑教育・研究・文化・スポーツ施設の相互利用を
オ︑快適な空間やゆとりの時間を確保するなど︑人々の多
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面︑財政面での配慮について検討する︒

の際とくに︑教員が指導のために使用する教材としての

点と立って︑教科書の在り方や利用の仕方を見直す︒こ

件の変化︑さらには今後の情報化︑国際化の一層の進展

が国の教育・文化水準の向上と社会の成熟に伴う環境条

イ︑教科書制度の改革は︑教科書制度の歴史と問題点︑我

重視する︒

性格よりも児童・生徒が使用する学習材としての性格を

図る︒整備に当っては︑民間活力を活用することや制度
オ︑社会の公共財として施設の有効活用を推進するため︑

設置者が直接施設の管理に当たる場合のほか︑第三者に

施設の管理・運営の在り方を見直す︒施の特性に応じて
委託する方法などを検討する︒

力︑施設の活用に伴う利益を︑自主財源として教育活動等

などが教科書・教材の在り方等に与えるであろう様灸な

影響を踏まえつつ︑とくに①教科書の質の向上と創意工

夫の促進︑②個性豊かで多様な教︑科峠書の発行︑③創造

性・老える力・表現力の育成︑④児童・生徒の発達段階

や実態への配慮︑適切な教育内容の精選と水準の維持︑

の諸点を重視して進められなければならない︒

⑤教育の信頼性と中立性・公正の確保︑機会均等の保障︑

②教科書の著作・編集機能の向上と研究開発体制の確
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に還元する方法を検討する︒

第２章初等中等教育の改革
第１節教科書制度の改革
改革の基本方向

教科書は民間の教科書発行者による著作・編集が基本と

一ユ

ためには︑教科課程の構成に応じて組織配列された教科の

この趣旨を真に生かすめには︑著作・編集機能の向上と責

されており︑民間の創意工夫にまつところが極めて大きい︒

ア︑民間における教科書研究等の拡充を図るとともに︑教

任体制の確立を図る必要がある︒

ことが極めて重要である︒

なかで︑個性を尊重した多様な教育・学習を推進する観

ァ︑今後の教育をめぐる情報化や教材の多様化が進展する

主たる教材としての教科書の制度全般にわたる改革を行う

二十一世紀に向けてよりよい初等中等教育の実現を期する

我が国における社会の変化および文化の進展に対応して︑

(
1
)

科書発行者においては︑優れた著作者・編集者を確保す
ることに努めることが望まれる︒
また︑教科書における著作者名等の表示については︑

編集責任者名を明示させるなど︑教科書の著作・編集の
実際の責任の所在を明確にする︒

イ︑カリキュラム︑教科書︑指導方法︑教材等の研究・開
発・評価を総合的に行う民間︑官民協力あるいは国立の

研究センター等を拡充・整備する︒この研究センター等
は︑教科書の著作・編集に関する相談に応ずる機能を併
せ有するものとする︒

⑥新しい検定制度

その際や現行の基本条件と必要条件を再編整理し︾内
とすべきである︒

容の正確性︑水準および中立性・公正などの基準を重点

また︑教科によっては︑学年別でなく複数学年向きに
できるようにする︒

作成したり︑教育内容の領域などによって分冊にしたり

また︑現行の検定基準︑検定基準実施細則等に規定さ

の作成に必要な細目については︑これを廃止・簡略化し︑

れている編集技術的なもの︑体裁に関する基準等教科書

これに代えて前述の研究センターや官民協力により︑例

えば﹁教科書作成の手引き﹂などを作成し︑教科書の著

見直し︑審査過程を簡略化する︒その際︑現在行われて

ゥ︑教科書検定を公正・適切に行う観点から︑審査手続を

い︒

作・編集のための参考資料として提供することが望まし

適切な教育内容を確保し︑個性豊かで多様な教科書が発

する︒

いる原稿本︑内閲本︑見本本による三段階審査を一本化

行されるようにするとともに︑教科書制度および教科書の
要がある︒

エ︑総合的︑大局的観点からの審査を行うため︑教科用図

内容に対する信頼を高めるため︑検定制度の改革を図る必

るとともに︑検定の機能は︑教科書としての適格性の判

ァ︑教科書発行者の教科書作成のための創意工夫を促進す

す︒教科用図書検定調査審議会の委員の人選については︑

書検定調査審議会︑教科書調査官等の制度と構成を見直

基づいて行う︒

オ︑文部大臣による検定の合否の判定は︑審議会の答申に

適正な構成になるよう考慮する必要がある︒

定に重点を置くものとする︒

イ︑検定の合否の判定を総合的︑大局的観点から行うとと

もに︑著作者・編集者の創意工夫が生かされるよう︑検
定基準を見直し︑重点化・簡素化を図る︒
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その際︑文部大臣は︑審議会の答申に基づいて︑修正
の指示をすることができる︒

て︑適当な方法により︑公開する︒

力︑検定の審査の過程の概要︑合否の判定の理由等につい
キ︑検定の周期は︑学校段階や教科の種類等を考慮し︑現

の販売や図書館・公民館などに常備することを奨励する︒

ウ︑現在とられている教科書供給体制については︑より開

放的なものとすることが望まれる︒

また︑教科によっては︑検定の対象としないことについ

簡素化の方向で検定基準の在り方を検討する必要がある︒

ク︑高等学校の教科書については︑小・中学校の場合より

保護者の負担能力や経済的効率性の観点︑また教科書観や

無償給与制を維持すべきであるという考えがある︒同時に︑

育無償の理念をより広く実現するなどの考え方に基づいて︑

義務教育段階の教科書の無償給与制については︑義務教

無償給与制度

ても︑教科指導の在り方︑教科書の水準の維持︑大学入

行より長期化する︒

試との関連︑教科書をめぐる環境条件の成熟状況を勘案

から︑有償論︑貸与論︑一部有償論︑一部貸与論など様々

指導方法に与える影響︑教科書の質の向上等の教育的観点

なお︑高等学校教科書の定価については︑規制緩和の

教科書制度改革の長期的課題

義務教育段階の無償給与制を継続する︒

方の動向との関連において検討を続けることとし︑当面︑

の変化︑教科書の在り方をはじめ初等中等教育全体の在り

な考え方がある︒今後︑社会・経済や国民の意識・教育観

しながから︑検討していく必要がある︒
方向でその認可の在り方を見直す︒

採択・供給

ァ︑採択組織・手続︑採択理由の周知などについては︑適

切な教科書の採択︑教科書研究の推進や公正な競争の確
保などの観点を考慮しつつ︑一層の改善を図る︒

この際︑学校・教員・保護者の意見がよりよく反映で
きるようさらに工夫する︒

イ︑国民の教科書に対する関心を高めるため︑一般書店で

教科書制度の在り方については︑長期的には自由発行・

自由採択に移行できるよう努力することが望ましいという

るべきであるという主張とがあり︑どのような方策をとる

主張と︑検定の廃止や自由発行への移行には十分慎重であ
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(
5
)
(
6
)

(
4
)

の役割についての考え方と極めて深いかかわりがある︒よ

の実態︑教員の資質向上など様々な状況や教育に対する国

かは︑民間の著作・編集能力︑国民の教科書観︑一入試制度

理解のための教育の教材センター的な機能の強化を図る

しめ︑かつ︑助長するよう︑先例にとらわれることなく

イ︑国や地方の関係機関は︑これらの創意工夫を可能なら

ほか︑それぞれの場における具体的な国際化の試承に関

自ら率先して新機軸を打ち出す必要がある︒また︑国際

する情報の交換・普及を促進する︒

りよい教科書を作る観点から考えると︑このような状況の
もこの教科書制度の在り方についての調査研究を引き続い

人子女がどの学校でもどの段階でも︑円滑に入学し︑共に

日本の学校の望ましい在り方としては︑帰国子女や外国

ｌ国際的に開かれた学校Ｉ

①異なるものへの関心と寛容

②いくつかの具体的提言

育の国際化白書﹂を作成する︒

ウ︑以上を集大成し︑国としての政策方向をも盛った﹁教

変化に対して柔軟に対応していくことが必要であり︑将来
て行うことが肝要である︒

第５章時代の変化に対応するための改革
第１ 節 国 際 化 へ の 対 応
⑩自らの手で国際化を進める教育システムー新機軸

のすすめＩ

学び︑その海外における体験が生かされていくような開か

な施策を積極的に図っていく必要がある︒

れた学校を目指すべきである︒このため︑当面︑次のよう

国際化に対応した教育の前進を図るため︑自信をもって︑
りも重要である︒

それぞれの分野・レベルでの実験が試承られることが何よ

相談窓口や日本語教育の中核となる専任教員の配置を進

めるとともに︑海外経過教員の積極的な活用︑外国人教

ア︑帰国子女︑外国人子女を受け入れる場合︑その学校に

員の招致を推進する︒

等を進め︑また︑地域社会においては︑幅広い国際的交
流を図るなど︑種々の創意工夫を積極的に行うことが望

ア︑学校においては︑指導方法︑カリキュラムの研究開発

まれる︒
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女が共に学ぶ初等または中等の学校︵新国際学校︶の設

及を図るため︑帰国子女︑外国人子女︑一般の日本人子

イ︑国際化時代の新しい教育計画・方法等の研究開発・普

しを行う︒

大学を通じた英語教育の在り方について︑基本的な見直

習得の側面に重点を置く必要があり︑中学校︑高等学校︑

−ションを図るための国際通用語︵リンガ・フランカ︶

ｌ生涯学習への課題Ｉ

④主体性の確立の相対化

における日本語の普及に努める︒

である︒また︑日本語教員の養成を急ぐとともに︑海外

しての日本語の研究および教育方法・教材の開発が緊要

イ︑外国人に対する日本語教育については︑国際通用語と

置を図る︒

ゥ︑高校生の外国の高等学校における修学を日本国内にお
ける履修と承なし得るような措置を講ずる︒

ｌ留学生への対応Ｉ

②国境をこえる人材の育成

ァ︑留学生については︑その受入れ体制全般にわたる整

ァ︑国際社会に通用する日本人として︑主体性を確立しつ

備・充実が緊要であるが︑とくに︑生活上の人間的触れ
合いの場の確保︑帰国留学生へのアフターケアの拡充な

つも自らを相対化する態度と能力を有することが要請さ

ス︾Ｏ

けに対する家庭︑学校における配慮が必要である

重する謙虚さを失わないようにするなど︑子どものしつ

ている基本的マナーを身に付け︑現地の文化や習慣を尊

旗︑国歌等に対して敬意を払うなど国際的に常識とされ

ければならない︒例えば︑海外にあっては︑その国の国

イ︑また︑人間関係の基礎としての社交能力が体得されな

めかつ高める視点が必要である︒

かも︑日本の在り方を相対化して︑自らをらせん型に深

れる︒すなわち︑日本文化について深い素養をもち︑し

ど︑気持ちの通う対策に︑より一層配慮してく必要があ
イ︑教育交流の一層の促進を図る観点から︑日本の高等教
育機関における外国人学生の短期の修学の機会の拡大に
ついても検討する︒

③コミュニケーションに役立つ言語教育
ｌ国際通用語としての英語および日本語Ｉ
ァ︑外国語とくに英語の教育においては︑広くコミニーケ
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島根県小玉光郎

篠塚しげる選

︵原句は﹁篇購めのれんを出るや風光る﹂︶

○篇一本買うて出づれぱ風光る

○立春の鏡ぬぐひてのぞきけり

︵原句は﹁ものの芽やまだ古帽子惜しゑけり﹂︶

まだ間に合う︒捨ててしまうには惜しい︒

︵評︶永らく愛用して古びた帽子だが︑かむって承ればまだ

＠ものの芽や古帽子まだ用をなす

講

︵原句は﹁道行きつ上ビラなど読める遅日かな﹂︶

○ビラなどを読承つ上歩む遅日かな

○老人の寄添ひ落花眺めおり

一病をもちより話す春の雪

春風に吹かれてもどり午睡かな

︵原句は﹁春風に吹かれてもどりひるねかな﹂︶

花冷の遠き町騒聞きをれり

︵原句は﹁このところ便り絶えをり春愁﹂︶

このところ友の便りなく春愁ひ

千葉県鈴木とよ女

︵原句は﹁行きずりの人に酒の香花曇﹂︶

行きずりの人酒臭く花曇

＠嫁がせし夜のうつるや花の冷

︵評︶愛︵まな︶娘をよそへ嫁がせてしまった母親の気がぬ

る︒うつるなこ上ろ︑身に泌承る花冷をた上承かけた

けたうつるな気持︒それに加えて夜の花冷が身に泌承
ところがよい︒
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弘道俳壇

︵評︶上五︑中七の写生が真に迫り面白い︒

︑蔓と蔓から象からまれ蔦若葉

○桜餅香り広がる夜のまどい
︵原句は﹁桜餅香り広げる夜の団楽﹂︶

︵原句は﹁畦塗りの最後足跡一つなく﹂︶

○畦塗りの仕あがり足跡一つなく

幼な児の芸にわく夜の春矩健
春昼や猫のねむりに誘わる上

花の見頃場所探し当て急ぎけり
︵原句は﹁見頃場所探して急ぐ花衣﹂︶

山荘への道の夕映山つ生じ

︵原句は﹁好きたりし母の追憶葛の餅﹂︶

好きなりし母の追憶葛の餅

＠万緑の空ゆさぶって鯉職
た︒

千葉県加藤冬翠

︵評︶﹁空ゆさぶって﹂という誇張した形容が却って成功し

万緑の空見下ろして鯉職

早春や抱く児の脚のやわらかく

選者近詠
平林禅寺にて

入山の我等に霧る上五月雨

さゑだれの降り残す智恵伊豆の墓

概維の緑雨に染まりたくて来し
うど

禅苑のこ上ら山独活若葉かな
せつばく

禅林に適ふ雪白えごの花
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日本弘道会

は︑正面左右に日章旗と会旗が掲げら

第八十五回通常総会︵報告︶

好天に恵まれた去る五月三十一日

には緊張感が脹り独特な雰囲気が醸し

次に︑定款第十四条の規定により鈴

定刻の午前十一時きつかりに︑渡辺

次の第一号議案についての審議が行わ

木会長が議長の座に着いて議事に入り︑

によって幕が開けられ︑鈴木勲会長か
ら式辞が述べられたあと︑恒例の寿昌

一︑昭和六十一年度決算並に六十二

谷源一郎氏のご三方に﹁寿昌状﹂と

寿昌者の斎藤市郎氏︑野口元氏︑永

重点的に︑しかもポイントを捉えた極

長から六十一年度の収支決算について︑

鈴木議長の指名により︑渡辺事務局

年度予算の件

﹁寿昌記念杯﹂が贈呈されたあと︑永

要領を得た説明が加えられ︑﹁建全財

めて効率的な報告がなされた︒引続き

政への取り組桑は︑今期の予算編成に

六十二年度の予算について︑これまた

あり︑寿昌者を代表して野口元氏の力

たことへの謝意を込めた会長の祝辞が
強い謝辞があって︑厳粛のうちに寿昌

おいても企図されているｏ﹂という結

びの言葉があり︑両案件とも全員異議

式が終了した︒

年にわたり本会発展のために尽力され

式が執り行われた︒

れた︒

薫理事︵事務局長︶による開会の挨拶

出されてくる︒

れ︑刻々と時が迫るにつれて︑会場内

霊諏渓蛭趣錘輯僅

︒ｈ︲︲眺里ｒＦＢＲｊ恥恐君忘■想Ｂｃ剤画回３⑯甥公聖士
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︵日︶︑本会ビル八階の講堂において︑

ノ

灘

本年度の総会が開催された︒講堂内に

.､蕊謬譜騨蕊

和六十二年度事業計画について

二︑昭和六十一年度事業報告並に昭

演会の開催︑研修旅行の実施︑会誌

力支会幹部との懇談会の実施︑時局講

座談会形式による道徳教育研究会や有

員有志による道徳教育研究会の継続︑

して諸事業を企画したことを強調︒会

として︑とくに事業内容の充実を目指

典を受けて︑本年は新しい出発の一年

以上の通り︑審議案件については議

認された︒

明がなされ︑二件とも全員異議なく承

編さん事業の推進等について︑概要説

クス版︶の刊行︑日本弘道会百十年史

承の﹃日本道徳論﹄拡大版︵クラシヅ

なく承認された︒

第二号議案については︑鈴木議長の

次いで︑第二号議案の審議に入った︒

説明によって進められた︒初めに︑昨

ちに終了し︑引続き評議員会において

長の卓越せる議事運営により円滑のう

報告がなされた︒

決定した役員人事案件三件についての

﹃弘道﹄の充実︑岩波文庫版でお馴染

て推進されたという報告があり︑とく

年度の事業は安定した財政を基盤とし
に︑記念すべき百十周年記念式典が盛
大に行われ︑関連事業として﹃小学情

１理事・任期満了に伴う選任の件

日本弘道会百十年史﹄の刊行︒さらに︑

身訓﹄﹃読書次第﹄の合本と﹃図説・

茂木啓三郎氏︵重任︶

大槻文平氏︵重任︶土田国保民︵重任︶

茂木啓三郎氏︵重任︶

鈴木一氏︵重任︶小林宏治氏︵重任︶

土田国保氏︵重任︶小谷隆一氏︵重任︶

荒井元吉氏︵重任︶大槻文平氏︵重任︶

３評議員九名委嘱の件

小谷隆一氏︵重任︶

２監事・任期満了に伴う選任の件

記念事業の一環として︑西村茂樹研究
論文を公募︑優秀作品に対して表彰を
行ったこと︒そのほか︑会員の異動状
況︑会誌﹃弘道﹄の発行状況︑会祖御
生誕の地千葉県の名跡である鈴木貫太
郎記念館︑千葉県立総南博物館への研
修旅行等︑主たる事業の実施状況につ
いての報告がなされた︒

次いで︑六十二年度の事業計画の説
明に入り︑先ず︑昨年の百十周年の式
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会により︑次の各氏からスピーチをい

境内には︑さわやかな薫風がただよ

るほどの静けさである︒また︑本堂前

して︑これが都心の一隅か︑と思わせ

い︑初夏の緑もいよいよ鮮やかさを増

副会長令孫︶土田健次郎氏︵評議員・

南摩文綱氏︵特別会員・南摩綱紀初代

は︑丈高の樹木数本が重なり枝葉を広

ただいた︒

以上の報告があったあと︑議長から

げているので︑陽ざしを遮ぎりひんや

黒羽亮一氏︵新任︶岩崎晶氏︵新任︶

新しく評議員になられた岩崎晶氏が紹

︵正会員・横浜市立大学名誉教授︶土

野口明第七代会長令孫︶安彦孝次郎氏

介され︑同氏からも簡単な新任の挨拶
ここで︑鈴木議長から総会終了の挨

料館長︶大塚正八郎氏︵特別会員・筑

教授︶渡辺宏氏︵正会員・常陸郷土資

屋好重氏︵正会員・横浜市立大学名誉

りとした涼しさを感じるほどであった︒

があった︒

拶があり︑午前十一時五十九分︑滞り

上陛下と母宮貞明皇后﹂の紹介を兼ね

彦氏の講話があった︒同氏の近著﹃今

崎晶氏から本会一層の飛躍を期して万

等が述べられた︒懇談会終了直前︑岩

それぞれ︑近況や有益なお話︑所感

員・日本体育大学教授︶

波大学名誉教授︶斎藤喜門氏︵特別会

て︑終戦直前に日本放送協会で行われ

歳三唱をという提議があり︑同氏の御

昼食のあと︑○時四十五分から寛素

なく総会の幕を閉じることができた︒

マッカーサー元帥ご訪問時のエピソー

た玉音放送をめぐる裏話︑天皇陛下の

に万歳を三唱︒懇談会を終了した︒

このあと︑記念写真を撮影し︑午後

発声で︑出席会員五十余名が声高らか

二時三十分から恒例となっている会員

お聞きすることができた︒絶えず身を
た歴史の生き証人による終戦秘話であ

危機の淵に置き︑激動の日食を過され

要と墓参のために︑本館ビル玄関前へ

有志︵二十七名参加︶による会祖の法

ド等︑約四十五分間にわたってお話を

︵講話の内容は︑本号鉛頁に﹁終戦余話﹂

り︑文京区千駄木の養源寺へ直行した︒

予め用意されていたマイクロバスに乗

り︑参会者各位に多くの感銘を与えた︒
というタイトルで収録︶

このあと︑片山清一理事の巧桑な司
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間湯茶のご接待を受け︑導師のご入場

全員本堂へ参堂したあと︑暫らくの

収入計七六︑七○六︑八四一円

その他の収入一五︑七四四︑九○六円

昭和六十二年度予算報告
事業収入六七︑○四○︑○○○円

収入合計二三六︑二二︑二五九円

一五九︑四○五︑四一八円

収入計八二︑九四○︑○○○円

その他の収入一三︑五四○︑○○○円

会費収入二︑三六○︑○○○円

の御位牌︵法号﹁宗徳院殿弘道泊翁大

前期繰越収支差額

居士﹂︶が飾られ︑正面右側には︑追

章業費八︑六九二︑三六五円

一五九︑四五七︑七三七円

をお待ちした︒須弥壇中段には︑会祖

善供養のための真新しい塔婆︵施主日

収入合計二四二︑三九七︑七三七円

以上

支出合計二四二︑三九七︑七三七円

一六三︑八八七︑七三七円

次期繰越収支差額

支出計七八︑五一○︑○○○円

予備費六︑○○○︑○○○円

九︑○○○︑○○○円

減償却引当預金支出

管理費五二︑二四○︑○○○円

事業費二︑二七○︑○○○円

前期繰越収支差額

本弘道会︶が立てかけられてあった︒

その他の支出一○︑七八○︑○○○円

管理費五○︑四九五︑七五九円

支出計七六︑六五四︑五一三円

特別支出六︑六八六︑三九八円

やがて︑養源寺︵臨済宗︶第十九世
山田玉峰和尚がご入場︒厳粛な法要が

一四︑六四○︑七九七円

一四四︑八一六︑九四○円

八三五︑五一五︑六九五円

正味財産合計額

資産総額九六六︑四三○︑五二一円
負債総額一三○︑九一四︑八二六円

︵六十一年度末現在資産・負債︶

剰余金合計

次期繰越増減差額

一五九︑四五七︑七三七円

次期繰越収支差額

執り行われた︒荘重な読経の声が流れ
る中︑鈴木会長をはじめに全員仏前に
額づき︑謹んで会祖の御冥福をお祈り
した︒そのあと︑本堂裏手にある墓地
に赴き︑墓前に香華を手向けて︑偉大
法要と墓参を終え︑再び本館ビルま

なる会祖の御遺徳を偲んだ︒

日程を総べて終了した︒
︵藤下記︶

で引返して午後四時半に解散︒当時の

昭和六十一年度決算報告

事業収入五八︑四六二︑九三五円

会費収入二︑四九九︑○○○円
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会告
◎会費領収報告書
︵朝剛綱伽斡開朋伽叩︶
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

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︒

千葉県東部支会︵神代地区二十名分︶御

︹支 会 関 係 ︺

埼玉県川越支会︵中学校二十一校分︶③
沖維県沖細支会︵二十名分︶例
︹東京都︺

有地一郎御姥名忠雄働
北之園弟範勧讃岐和家働
小沢民三郎⑫丸山幸治御

○西村明御○永峯すぷ⑫
︹神 奈 川 県 ︺

○竹田 吉 郎 勧

高木 正 一 御 田 中 実 働
○大内嘉雄⑫○古田中正次御
︹千葉県︺

安田豊作⑫板橋義夫㈹
鈴木普二男御○福地重孝⑪
︹茨城県︺

平沢四子男⑫

︹秋田県︺

○渡辺宏鋤

︹栃木県︺

︹山梨県︺

○押鴨自平⑫

︹新潟県︺

鈴木為作働

池田隆正

︹静岡県︺

︹熊本県︺

辰己忠一御

︹京都府︺

五味篤義鋤

︹島根県︺

有田文雄㈹

○杉浦勉絢

坪内忠弘③

５月

◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和舵年４月

女子教育論

西村茂樹

本邦の女子教育論は︑明治維新

以来初めて世間に現はれ︑︵中略︶

凡そ国民の教育を論ぜんとするに

はまづ第一に其国の教育の歴史を

知らざるべからず︑即ちいかなる

いかなる教育を行ひ︑いかなる人

学者先生がいかなる教育論を述べ︑

からず︑其次に其国民の性質気象

物を造り成したるかを知らざるべ

を知らざるべからず︑其次に其国

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京竹田吉郎加藤嘉三郎

からず︑其次に其国古来よりの政

の風俗︑好尚︑習慣を知らざるべ

″永峯すゑ谷口現吉

治︑法律の人民を感化するの状態

″西村明〃

″古田中正次谷口現吉

︹釧始詫冊に講靴唄い撫赫胤道︺

知らざるべからず︒

物か彼に勝り何物か彼に劣れるを

の民と比して自国の民の性質中何

を知らざるべからず︑其次に他国

神奈川大内嘉雄安彦孝次郎

千葉堀切三郎鈴木勲

″福地重孝片山清一
茨城渡辺宏山崎美智子

″押鴨自平〃

新潟杉浦勉杉浦昌也
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︹新書紹介︺

寛素彦著

あるが︑そのことをはじめて公けにさ

ご心境やお暮しぶりに接せられたので

奉仕された著者は︑身をもって陛下の

務局にお勤めになり︑陛下のお側近く

に日本全国を御巡幸になって︑国民を

とさえ考えられる︒さてこそ︑終戦後

今日の日本をあらしめたのではないか︑

国民を救わんとされた天皇のご熱誠が

姿となって現われる︒

励まし︑国民をいたわりたいというお

最後に︑昭和二十年の末から始めら

内容は︑大きく二部に分けられ︑Ｂ

れたのが︑本書である︒

陛下の御決断と口今上陛下と貞明皇后

いる︒ここでは︑また国民の陛下への

国民へのいたわりが切為と感ぜられる

厚い志が痛感されるとともに︑陛下の

れた皇居勤労奉仕のことが述べられて

先ず﹁陛下の御決断﹂では︑終戦を迎

る︒

えられようとする前の皇居内の様子か

のお人柄を想う︑の見出しになってい

去る四月二十五日︑本会の評議員で

らはじまって︑終戦のご詔勅をめぐる

﹁今上陛下と母宮貞明皇后﹂

ある寛︵かけい︶素彦氏が︑﹁今上陛

諸事情が述べられる︒これを読むと︑

﹁今上陛下と貞明皇后のお人柄﹂の中で

文章に出合うのである︒

日本教文館より公刊された︒

下と母宮貞明皇后﹂と題する一言を︑

のご修養やご敬神の深さなど︑通常の

皇陛下並びに母宮貞明皇后さまの平素

の細々とした体験を述べたもので︑天
ッカァーサーが来日するや︑陛下は自

は︑まず著者のお側近くに奉仕した際

ら進んで元帥を訪問になったいきさつ

のを感じる︒ついで占領軍総司令官マ

の仕事にたずさわられたのであるが︑

にしてくれる︒

新聞・雑誌では知り得ない面を明らか

陛下のご心情が切々として迫ってくる

この間︑わが国は︑日華戦争︑つづい

元帥が天皇に会見後に態度が一変した

が︑事細かに報ぜられている︒巷間に

著者は︑昭和十年宮内省に入られ︑

て第二次戦争︑そして国史に残る未曾

終戦後の昭和二十三年に至るまで宮中

有の敗戦︑占領行政などの大混乱に陥
ご静穏なご生活をお過しになる天皇陛

った︒この間にあって︑平素であれば︑

実感をもって教えられる︒まことに︑

真実さが︑この著者の体験を通して切

ことが︑伝えられていたが︑その事の

︵Ｂ６版二七四頁定価一︑四○○円

い良書である︒︵片山清己

ぜひ会員各位にご一読をお勧めした

下は︑動天驚地のご境地に置かれるこ

身をもって国難に当りご生命を棄てて

日本教文社刊︶

とになった︒こうした時︑宮内省の総
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奈良市山岡栄一

前略すっかり御無沙汰致しました︒

益為の御健筆をお祈りしつ上︑取急ぎ

考えは︑小生も全く同感です︒先生の

お礼まで⁝⁝︒交吐

貴稿拝見︒哲学的根拠に立つ新世代へ

道﹄所載の貴稿﹁教育改革の課題﹂抜

よろこび申し上げます︒この度は﹃弘

ゆっくりと拝見いたします︒ところで︑

よい︒さて︑あとのお方のはこれから

結びにある犬養首相のお言葉の引用が

のアッピールー気蝿のある論文です︒

過日は﹃弘道﹄卿号届きました︒早速

逗子市藤井隆

左の赤塚行雄︑藤井隆両氏の書簡は

難く厚く御礼申し上げます︒早速ゆっ

刷をお贈り下され︑御芳情まことに有

拝啓その後も益を御清祥の御事とお

本会の鈴木勲会長宛に寄せられたもの

ら読んでおりません︒高師時代﹃日本

一寸無理ですね︒西村大祖の御著述す

倫理や道徳についての論文は︑僕には
ことを御教え頂くことができました︒

道徳論﹄の御講議をおききしたことが

くりと拝読させて頂き︑更めて多くの
現在︑臨教審で問題にしている﹁国際

です︒

化﹂も︑実は国民の独立の精神あるい

訓﹄等︑送って頂き拝見いたしました︒

ありますね︒大兄御注解の﹃小学情身

横浜市赤塚行雄
拝啓﹁教育改革の課題﹂を読ませて

は︑ナショナル・アイデンティティの
自覚と表裏一体のものと考えないと︑

いただきました︒大変にわかり易く︑

面白く教えられるところが多くて感動

を先日お見舞いしました︒お身体はお

元気ですが︑精神的に少しまいってい

今思うと本当に偉い方ですね︒永田君
思っております︒御礼の桑申上げたく

られるようです︒はげましてあげて下

根無し草の危ないものになるかと私は

ちですが︑先生が日本の教育の全体を

認めました︒御自愛を切に祈り上げま

的でした︒小生などは︑過激になりが

ようとしている点など︑まことに印象

片山清一理事宛に寄せられたものです︒

左の書簡は︑山岡栄一氏より本会の

さい︒

穏やかな愛情をもって︑偏見なく把え

す︒啓具

的でした︒日本の文化的伝統というも

あるものにして現実に生かしつ入︑継

のを︑今日の教育の中で︑もっと弾力
承し︑進展させねばならないというお
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拙稿〃﹁虚空遍歴﹂の文学碑

を尋ねて〃の補足

ものだ﹁ごくろうだったね﹂

﹁虚空遍歴﹂の主人公中藤沖也

は︑もちろん作者山本周五郎自身

なお︑﹃弘道﹄第九二三号所収の拙

稿と併せて︑ご一読賜れば幸甚の至り

ている〃﹁虚空遍歴﹂の文学碑を尋ね

九十四巻・第九百二十三号に収載され

昭和六十一年八月発行の﹃弘道﹄第

でもあったに違いない︒私は﹁虚

まなかった作者の︑詐らざる心情

ころは︑同時に北陸路を愛してや

ように感じられるという沖也のこ

しかし今庄こそ自分のふるさとの

八九七号特輯﹁わが恩師を語る﹂に載

あの﹁恩師の末期の水﹂と題して会報

先生の御霊前に参ぜられた方灸の前で︑

師砂川精一先生︶の十三回忌に当り︑

かれた恩師︵旧制長野県飯田中学校教

去る一月十一日︑昭和四十六年に逝

と考えております︒

て〃の文中︑一番肝心な文学碑の碑文

空遍歴﹂たるやすなわち山本の遺

ではない︒

が欠落しているのを︑皆様方既にお気

立川市上山定治

づきであったことと思います︒そこで

の学校の教え子である︑元一橋大学長

読承上げられて︑教え子︵中には︑他

︵東北大学教授︶が声高らかに全文を

いま思い出おおい今庄のまちでつ

高橋先生も居られた︶の追悼︑追慕の

せていた堂いた拙文を︑御令息一郎様

くづく思うものは︑この地を訪れ

念を御披露下さった︒これもあの拙稿

間愛の物語だと指摘し続けてきた︒

︵碑文︶

たときの山本周五郎の魂は︑あの

を御取上げ下された︑貴会の御厚情の

言であり︑作者最大の生と死と人

人間が一つの仕事にうちこゑ︑そ

まま今庄のどこかにとどまって︑

大変後ればせながら碑文を左に掲げ︑

のために生涯を燃焼しつくす姿︒

沖也やおけいのゆくえを見守って

その責を塞ぎたいと思います︒

ｌ私はそれを書きたかった．こ

とである︒

いるのではなかろうか︑というこ

﹁レンズ・鏡﹂

遠い事象を観測して見定めるのには

岩崎晶

る︒︵本会食員︶

賜と︑厚く御礼を申し上げる次第であ

んにちを充分に生きる︑こと以外

書佐多芳郎

文木村久迩典

昭和四十九年十一月建立

に人間の人間らしいよろこびはな
こんど今庄の町へゆき︑日野川

いのだ︒

の流れを見たとき︑私はひそかに︑

作中の中藤沖也に向かって鳴いた
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細く視て分析判断するのには顕微鏡を

望遠鏡を以てし︑既にある現象をよく

○０○︑︑︑︑

こまか００Ｏ
用うることの要は︑今更弦に謂うを侯
たないのである︒
ふた

個人的にも将に又国家的にも事を処

けだ

蓋し実に名言なる哉である︒
︵特別会員︶

横浜市生山智己

第九二七号﹁巻頭の言葉﹂中︑﹁新

て頂いている会員の一人です︒

拝啓毎号﹃弘道﹄を興味深く読ませ

要とする︒国策を打ち建てる政治家︑

人類﹂への期待と忠告で︑片山清一理

するに当っては︑この二つの要素を必
理論構成を為す学者︑会社の盛衰を握

事の述べられているご意見に全面的に
賛意を表します︒伝統とは親から子へ︑

る事業経営者︑法律を案ずる官公庁の

行政当局高官等は︑何事につけても常

れるべきものであります︒

現代の若者は︑生きる指針を与えら

子から孫へ︑老年から青年へ語りつが

れないまま︑浮世にただよう迷える子

に遠く将来に発生すべき事象を予測・

又手近なる現象に就いても充分に気を

推理・洞察してから指針を示すこと︑

配り︑四方八方を晩承︑視野を拡げる

羊と申せましょう︒﹁若い﹂とは﹁知

もそ

ことが肝要であり︑若し夫れ一旦慌て
てだて

上この手段・措置を誤ると︑即︑失策

私は︑三十代半ばの若輩ですが︑先

らやっていかねばならないからです︒

当人にとっては未経験のことで︑一か

のは︑先人は経験していることでも︑

らないということです︒人生が大変な

つながひつし
・失敗に繋ること必至である︒

てかが雛あわ

手鏡︒併せ鏡的手法を以て事柄の過
去・現在・未来に互って比較検討し︑

事態の正確性の認識を煮詰めることも

人の知恵をいつまでも受け容れる用意
と思います︒片山氏の今後のご活躍に

があります︒それは私一人に限らない

またないがし

亦蔑ろには出来ない処である︒
古来の兵法にも日く﹁己を知り︑敵

おのれ

を知らぱ百戦危うからず⁝⁝云々﹂と︒

期待します︒

泊翁著

﹁国民訓﹂︵家倫︶

○夫婦たるの道

○夫が其婦に対するの道

敬具

︵一︶夫婦は互に愛情を篤くすべし
︵二︶夫婦は互に恭敬を失ふくからず
︵三︶夫婦は互に清貞を守るべし
︵四︶夫婦は相互に協力すべし

○婦が其夫に対するの道

︵一︶夫は其婦に濁し親切ならざるべ
からず
︵二︶夫は其婦を保護せざるべからず
︵三︶夫は其婦を侮娼すべからず
︵四︶夫は其婦を給養せざるべからず

し

︵一︶婦は柔順にして其夫を恭敬すべ

し

︵二︶婦は家政を勤めて其夫を助くく

べし

︵三︶婦は貧富共に夫家の分に安んず

︵四︶婦は堅く嫉妬を戒むくし
︵五︶夫の不幸又は疾病の時は殊に懇
切を壷くくし
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一一氏名一職

所業一住
青木千三男

千葉県千葉真砂四

八

八

千葉県八千代市勝田台南二

九九八

五

千葉県習志野市実籾町四

三

青野敦彦
秋元正男

千葉県千葉市千種町三五八

二六九

千葉県長生郡白子町古所三︑三五

浅野繁明

千葉県八千代市大和田一○九 六

一四

千葉県香取郡栗源町高萩一︑六四

飯島好美

千葉県千葉市弁天三

七

三

四

千葉県香取郡栗源町岩部一︑一○

千葉県我孫子市船戸一

七

九 一

四○

飯田剛一

千葉県八千代市高津二七七

八

石井宏一
六

二一

伊藤道子

千葉県船橋市海神町南一

一 一四

二九

一︑○八

一︑五

千葉県八千代市八千代台東二 一

千葉県佐倉市木野子二八○ｌ一

一一一

判驚蝿千葉市幕張町三

千葉県習志野市東習志野五

一八

千葉県市川市欠真間二

石村博彦

一

一二

五

千葉県館山市山本二︑二九九

板橋恒

六二

千葉県木更津市清美台一
一一一

千葉県千葉市南生実町五八

四一

六

二四

千葉県習志野市薬園台町一
二五

五一二

岩崎弘

千葉県佐倉市井野一︑四四○

六九一
千葉県市原市妙番五四一

牛嶋竹利

千葉県八千代市村上二︑七一四

猪田一雄
千葉県成田市土屋一︑六三九

大石忠弘

千葉県八千代市吉橋一︑三五○
二三

七九一

千葉県柏市大室一︑八七四
柏ビレッジ五二 一号

千葉県千葉市誉田町一

三︑四一○

大草栄夫

千葉県習志野市谷津五

千葉県旭市二

大熊章一

千葉県千葉市こてはし台一
一六

市村慎治郎

千葉県君津郡袖ヶ浦町横田二︑○

千葉県千葉市磯辺一

所

会員名簿︵８︶

氏名一職業一住
成子

敏義助平

○千葉県⁝⁝︵昭和腿・５．別現在︶
松浦

柳瀬秀雄
山岡俊明
吉田徳二

吉村淑子
若葉源次郎

若林正寧
渡辺文男
渡辺広志
和田耕一
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緑川 修 司
要大正

安田豊作

矢八飯宮
島代合崎

大竹荘二
一○

千葉県習志野市大久保三

二

千葉県八千代市米本一︑三二八

程葉県八千代市大和田二六七 二

千葉県八千代市大和田二六七 二

九

桜井盛正

篠田一郎

千葉県八千代市大和田二

千葉県佐倉市上座五九一

篠田春海子

宍倉博

岡本森治

一

千葉県八千代市大和田新田一○六
四

一二

風戸成夫
千葉県我孫子市下ヶ谷五七六

柴田和雄

粁葉県四街道市千代田三

千葉県成田市吾妻一

三ｌ

七

二五ｌ
二

八

末吉重夫

垂荊尉千葉市こてはし台六

八ｌ

菅崎武夫

千葉県千葉市こてはし台三 一五
四
千葉県八千代市萱田二︑二三○ｌ

鈴木梅子

杉浦征生

一三 二

千葉県八千代市大和田三三四

芝原正司

千葉県千葉市宮野木町二四

一一一

千葉県八千代市八千代台北一五ｌ

千葉県八千代市高津団地六

四一八

一八

千葉県八千代市八千代台北六
七

千葉県佐倉市中志津七

二○二

蕊餓騨雛軽

一

拒瀞梱葉市天戸町一︑四六四︲

実川宏

五

金子勲武
鎌形百合子

蒲原情夫
川崎昭男
川崎克俊
川島信正

木川茂
木伏一彦

一三

七

四七

一

一

三

三

千葉県八千代市勝田台六

唯綿珪雛鮮六圭一農イホ

須藤周彦

黒田富士男

千葉県千葉市花園町二

四

関口守章
五

千葉県八千代市八千代台北五
一三

千葉県千葉市浪花町二

高石道之助

河野繁雄

三二

千葉県佐倉市大蛇町四二

千葉県佐倉市宮小路二四

越川久治

高橋正彦

千葉県八千代市八千代台北一
一○

二

八

千葉県成田市橋賀台一

一四

千葉県千葉市千城台北三

二

千葉県佐倉市上志津原三三七

九

四

小菅伝

計喋螺孤千代市八千代台西八

寺嶋儀明

田沢尭
田中強

高橋孝子

一

一七

二

一四

二一

五

九Ｉ

小林千代美

千葉県市川市高石神八

一五

種卿細佐倉市江原台一ｉ一二

五関保雄

千葉県佐倉市中志津五

千葉県八千代市高津団地六

酒井英勝

千葉県船橋市前原東四

千葉県千葉市こてはし台二
二

高橋浩

坂本弘
佐久間員司
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昌 親 重 寛 五 二 正 英 展 凱

深山春雄

弘島慶裕

平岩二郎

半沢洋次

原口正忠

林美津男

蜂谷昭夫

萩原 康 正

野村寿一

能沼西成成成中中冨戸寺
勢里村島毛家村田川田館

一 一 武 幸 治 郎 郎 之 男 弘 二

四

藤井秀一

千葉県八千代市勝田台五

五 六

千葉県八千代市村上一︑七三五

藤代昭一

千葉県八千代市萱田五一
七六

藤森牧男

千葉県成田市大清水二一九

三

七

東京都江戸川区中葛西二

一

八

一九

一三

千葉県八千代市勝田台三

九

三

一一

三一

九

一

一九

一

二四

千葉県八千代市八千代台東三

二

千葉県船橋市薬園台町一

一八
千葉県習志野市花咲一

拒葉県八千代市村上字新山一四七

千葉県成田市橋賀台二

千葉県佐倉市中志津三

一○ 五

千葉県印膳郡富里町日吉台五 二

千葉県千葉市千種町三六七

一一一一

二七

千葉県千葉市宮野木町六六
一

新島新吾

一

千葉県八千代市大和田九○八
千葉県八千代市高津五七八

千葉県佐倉市王子台五
四

千葉県千葉市幕張町一

五一

千葉県八千代市八千代台東一

六

千葉県八千代市大和田新田三一二
一五

三四二二号

真崎明美

千葉県佐倉市中志津五

五

松井秀雄

千葉県船橋市西習志野二

千葉県八千代市大和田三三四
一

千葉県佐倉市大蛇町四八二

水野文雄

三浦信武

寓崎治清

松本宗次郎

五

一○

千葉県八千代市大和田新田四六九
一三一

三

千葉県千葉市こてはし台四

千葉県佐倉市臼井台一︑二一八

三橋哲弥

水野清子

千葉県印膳郡印西町舟尾一︑三二

二

一

一

三二

宮崎清信

千葉県千葉市稲毛海岸五

一︑二六

宮野勝男

四

二五

一一一

千葉県八千代市勝田台五

守屋幸雄

村田和彦
一一

千葉県八千代市上高野五三五ｌ一

九

一七

一六

五三 二三

千葉県佐倉市臼井一︑四一三 二

千葉県市川市市川二

山崎晶司

千葉県船橋市大穴南四Ｉ三一ｌ一

九
千葉県八千代市勝田台五

山崎正夫

一四ｌ
千葉県八千代市八千代台西一○
一五

千葉県船橋市三山五

一

山本清一

山田一森

二五

千葉県習志野市東習志野二
二四
千葉県佐倉市六崎七八七
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湯浅 祐 司

吉岡 威 男
吉野千代子

渡辺義人

七

千総県船橋市宮本町五
千葉県佐倉市千成一

一○

二︾五五
四
三

一第

千葉県八千代市八千代台北九

二

四○七
一

千葉市小中台一︑一二九
三稲毛ハイツ二四
千葉県成田市幸町四六三

嵯峨俊一

斎藤知正

小林富次郎

小林荘吾

埼玉県所沢市上安松二一七

埼玉県行田市旭町一四ｌ一三

埼玉県春日部市大枝五九九ｌ一

佐藤文夫

埼玉県上柴町西七

埼玉県新座市堀之内二

一︑一三

四ｌ四

埼玉県浦和市栄和五

埼玉県与野市上落合四

佐藤芳吉

埼玉県入間郡日高町新堀新田二○

五月女善一

新堀秀栄

埼玉県東松山市箭弓町三

埼玉県大宮市大門町二ｌ二

渡辺孝雄

鈴木常裕

相沢正直

埼玉県北葛飾郡鷺宮町大字葛梅一

四ｌ二

埼玉県入間郡三芳町藤久保一○七
二八

四ｌ一

一○

関口晃
田中弥五郎

埼玉県北葛飾郡鷺宮町桜田三 四

埼玉県大宮市吉野町二

埼玉県狭山市青柳七九○

田中好之

二二

鯛薮鵡蹴蜘姉澗伽柵細

田村義克

一三ｌ五
埼玉県狭山市大字水野五五○ｌ二

三八

四

埼玉県東松山市松本町二１−１一

高橋善男

一一一

伊田勘三郎

埼玉県川越市脇田本町二三Ｉ六

︵以上支会以外の千葉県一般会員︶

市村繁幸

埼玉県入間市大字西三シ木二八

Ｏ埼玉県⁝⁝︵昭和舵・５．別現在︶

市村式
市村一義
牛窪徳太郎

二六

埼玉県狭山市水野二三三

七一○三号
渡嘉敷茂夫

八ｌ六

埼玉県児玉郡美里町甘粕一八○

四一

大木善平

埼玉県大宮市高鼻町三

四一

兵藤秋夫
福島熊男

埼玉県大宮市高鼻町三

埼玉県狭山市大字南入曾
埼玉県坂戸市多和目五六七

福島男児

埼玉県北本市中丸一 二五

小沢忠吉
川口 京 子

埼玉県所沢市下富八一五

星宮久

埼玉県入間市久保稲荷四

北田浩一

埼玉県行田市埼玉四︑九七七

埼玉県大里郡妻沼町大字弥藤吾二︑
四五○

小菅峻道

増田一郎

埼玉県川越市下広谷一︑二二六
一一

小林 靖 昌
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鈴木ユキョ

五○六

埼玉県浦和市大東三 二九Ｉ二
埼玉県狭山市入間北入曾二七四ｌ
五

○秋田県⁝⁝︵昭和舵・５・別現在︶

石田大三

刈田文雄

秋田県鹿角市花輪字沢小路四三

埼玉県川口市緑町五
埼玉県入間市新久六六三

木村三郎

秋田県山本郡八森町浜田九二

五

四

埼玉県狭山市鵜ノ木二二ｌ二

工藤英美

秋田県能代市字宮ノ前八七

秋田県鹿角市十和田町毛馬内字下
寄熊六五
秋田県秋田市土崎港南一 五 二

埼玉県比企郡都幾川村瀬戸六○

近藤七郎

三四

三○

秋田県秋田市千秋北の丸四

一一

真井田善悦

秋田県雄勝郡雄勝町秋の宮川井

高橋正夫
高橋弥太郎

半田雄三

畠山東太郎

中嶋健治

秋田県秋田市山王六Ｉ一八

一四

六

秋田県秋田市手形字中谷地五七

秋田県山本郡二ツ井町二五 二

秋田県鹿角市花輪字下手町二一

の下五七ｌ一

平沢四子男

秋田県秋田市千秋北の丸五

ｌ一

藤肥正三

秋田県能代市花園町八

二

藤原義明

田村唯志

秋田県山本郡二ツ井町山根一○六
ｌ一三
秋田県秋田市千秋明徳町三 三一
敬愛学園高等学校
秋田県鹿角市十和田町毛馬内字城

高橋秀雄

四

埼玉県北葛飾郡庄和町大会四九六
二二七

一三ｌ

一八

四

秋田県秋田市大町一
五

秋田県秋田市将軍野南三

四

斎藤邦夫

埼玉県蕨市錦町六

二

佐藤信

六

北海道増毛郡増毛町永寿一

北海道網走市南六条西三

四
一一

北海道札幌市南区澄川四

青森県五所川原市字一シ谷二
七

岩手県一関市田村町六

一○六

岩手県一関市孤禅寺南沢一○四

Ｏ岩手県・・鐸⁝︵昭和銘・５．別現在︶

一戸竹治

Ｏ青森県．：⁝︵昭和陀・５・別現在︶

藤中

早水

赤塚

○北海道・・⁝．︵昭和腿・５．別現在︶

知 有 伊 歌 珠 茂 金
行中禅兵一枝景平
辰 八
夫憲郎

横山ハヤ子
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山矢柳矢八村宮丸
辺吹瀬島木田崎山

相沢

伊藤
伊藤

柏倉真一

後藤弘
佐藤作五郎

志田峯三

秋田県能代市盤若町一

一四

秋田県秋田市川尻町川口境六一

二四七若草団地
秋田県能代市字長崎六○
秋田県山本郡八森町字中浜一○三
二

秋田県能代市向能代字上野七三

山形県山形市緑町四

二五

山形県西置賜郡飯豊町椿

二

山形心友会

山形徳助

山形県山形市薬師町二 八 七五
山形県護国神社を務所

山形県山形市中野三三四ｌ二

Ｏ宮城県⁝⁝︵昭和舵・５．別現在︶

宮城県仙台市大町二

一

二三

井ケ田徳治

宮城県仙台市東八幡町一三六

五

一○

一

七

中山師治

宮城県塩釜市北浜四

七

宮城県仙台市八幡町一

平井千代
馬測順子

福島県いわき市泉ヶ丘ハイタウン

○福島県⁝⁝︵昭和舵・５．別現在︶

阿部晴男

三

八

一四

六七

福島県福島市野田町一

ニ五

五十嵐徳雄

山形県東根市大字東根甲二○五

福島県福島市飯坂町中ノ内一三ｌ

四

福島県いわき市小名浜下神白字舘

三

石井正好
五○

山形県米沢市相生町七

六

石川佐中

ノ腰三

福島県福島市渡利中角四○

二九

尾形タキ

福島県福島市館ノ前三八

一一

福島県いわき市内郷御厨町一 二

五

遠藤林太郎

石幡悦子

山形県最上郡大蔵村清水二︑二五
山形県西村山郡西川町大字大井沢
二︑五三七
山形県酒田市大字広野字奥井二二
山形県山形市下条町四

一一

菅原藤五郎

福島県福島市飯坂町湯野字台五

二○三

二三六

加藤潤

福島県二本松市郭内二

二

二七

熊代三四代

四

山形県山形市小白川町四
一一一

四

福島県二本松市若宮二

山形県山形市十日町三

堀直市

田

山形県東田川郡羽黒町大字上野新

斎藤浩哉

冨木興一郎

菅光 正

山形県東村山郡山辺町大字山辺一︑
○一七
山形県旅竜町一 七ｌ二三

Ｏ山形県⁝⁝︵昭和舵・５・別現在︶

文直角吉佳
雄道助松久
藤直政長
六介志治

百瀬忠雄
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渡山山宮宮
辺本田野川
小
川

晴れの叙勲者芳名︵敬称略︶

勲三等旭日中綬章

森田康之助
七○歳東京

年毎に出席者が増加していることは︑

かな風景が繰り広げられていました︒

ロビーでは︑歓談の輪が広がり︑和や

会までのあいまにも講堂のフロント・

一致できることを確信する﹂という法

義立国の上に社会を築くという理想で

された折に︑﹁われわれが︑ともに道

ローマ法王ヨハネ・・ハウロニ世と会見

西村会祖と重ね合わせ︑その先見的識

承︑〃道義立国〃を早くから叫ばれた

見に対し︑改めて畏敬の念を捧げたい

王のお言葉があった︒という記事を読

答申﹂が︑四月一日に公表されました︒

誠に慶ぱしい限りであります︒

前号に引続き︑︽資料︾の第二弾とし

鯵臨教審の﹁教育改革に関する第三次

前国学院大学文学部教授

と思います︒

元国立国会図書館専門調査員
本会特別会員

るさと﹂と題して︑多くの方灸から健

鯵次号︵鎗夏号︶では︑﹁わが心のふ

筆を奮っていただく予定です︒

郵便番号一○一

振替口座東京四ｌ四三一七

電話○三︵二六一︶○○○九番

発行所鮒畑日本弘道会

東京都千代田区西神田三０−︐六

印刷所共立社印刷所

編集人
発行人
東京都千代田区神田神保町三ノー○

鈴木勲

片山浦一

昭和六十二年六月麦日発行年会賢一︑五Ｏ⑦円

昭和六十二年六月十日印刷実価二五○円

︵藤︶

鯵今月の一日に︑ＮＨＫ一三−スセン
近著﹃今上陛下と母宮貞明皇后﹄が紹

ター六三○で︑本会評議員寛素彦氏の

た︒

てその要旨を抜すい︑収載いたしまし

去る四月二十九日︑永年にわたる
図書館運営に尽力された功労により
叙勲の栄に輝きました︒

衷心よりお慶び申し上げます︒

秘話や天皇陛下のマッカーサー元帥御

れた玉音放送の録音と録音盤をめぐる

介されました︒終戦の前夜皇居で行わ
嬢本号の特集稿は︑諸般の都合でご三

訪問時のエピソードなど︑激動の日盈

編集後記

方の承となりましたが︑いずれも密度

も感銘深いお話をお聞きしていただけ

したが︑前日︑総会終了後の懇談会で

騨去月三十一日︑本年度の通常総会が︑

に感動もひとしおでありました︒

を過した氏の談話を交えて放送されま

五十名を越す会員のご出席を得て︑盛

イタリア滞在中のレーガン米大統領が︑

鯵ペネチュァ・サミット出席のために

の濃い︑しかも︑〃特集″に相応しい

会裡に終了いたしました︒当日は︑幸

玉稿を頂戴いたしました︒多謝︒

いにも薫風ただよう好天に恵まれ︑開

−

元宮内省総務課長

寛素彦著

II

｜

b

｜

ー

ー
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︵本会評議員︶

四六判約二七六頁
定価一四○○円〒剛

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

また︑著者は皇太后宮職事務主管として︑貞明皇后

のお側にも仕えており︑貞明皇后のお人柄と御日常生

活のエピソードの数々をも紹介している︒

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一て編
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

(発行所）
〒107東京都港区赤坂九丁目六番44号

( 発 行 所）
〒101東京都千代田区西神田3‑1‑6

今上陛下と
母宮貞明皇后

＝
ユ I

．ｂ﹄

､ユ 些

比

一一

両
兄

本 弘 会二○年﹄

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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