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邪正を分別しすぎる禍害

︵注３︶︵注４︶

︵注１︶︵注２︶

シナ学の欠点は︑人の邪正を極端にまで分別する点である︒後漢の党銅︑唐の牛李の党︑宋の

元茄の党︑明の東林の党など︑どれもこれも皆自分と同じ意見のものだけを正しいとし︑少しで

も違った意見の者があればまちがっていると見る︒すでにまちがっていると見た上はまるで仇敵

のように思って互いに排斥し合う︒全体として世間には正しい人ははなはだ少なく︑邪人もまた

少ない︒人口が百人ぐらいあれば︑正しい人はそのうちの四︑五人︑邪人も四︑五人に過ぎず︑

その他の九十人ばかりは正でも邪でもない人であろう︒人類だけでなく︑禽獣草木にいたるまで︑

善品の名にあたいするものは非常に少なく︑極悪というのもやはり少ない︒たいていは善悪の中

間に在るものである︒これに気付かず︑自分と異なるものは邪だとして排撃し︑相手も自分を正

しいと考え︑こちらを邪と見て互いに攻撃し合う︒これがシナに昔から党禍の多い理由で︑わが

国の水戸の党派なども同じ類であった︒近頃民間に政党が起こって互いに排斥し合う形勢になっ

たが︑もし自分を正と見︑人を邪と見る見解が強くなると︑思いがけない禍害が生ずる怖れがあ
ろう︒

︵注１︶後漢の末︑官官が政権をもつばらにしたので︑桓帝のとき︑陳蕃︑李漕等の気節の士

がこれをにくゑ︑大いにこれを攻撃した︒宣官はそれに反撃して陳蕃らを党人といい︑終身

禁銅した︒これが﹁党鋼の禍﹂と呼ばれるもの︒さらに霊帝のとき︑寅武︑陳蕃らが相謀っ
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翁
泊

て官官を訣しようとした︒が︑謀が漏れて︑その徒百人余が皆殺しになった︒

︵注２︶唐の穆宗・敬帝・文宗・武宗の世︑朝臣牛僧濡・李宗閏と李吉甫・李徳裕父子との党

が互に朋党をつくって相争うこと四十年に及んだ事件︒牛僧儒と李逢吉との党を指すという
一説もある︒

︵注３︶宋の司馬光を首領とし︑呂文著・文彦博・蘇試・程頭・黄庭賢等を羽翼として︑王安

石の新法に反対した文人・学者百九十人の団体をいう︒神宗の朝︑司馬光の旧党と王安石の

新党が対立し︑それ以来︑党争は激烈をきわめた︒崇寧元年︑曾布・察京等が徽宗を動かし︑
旧朋党百二十人を姦党と呼び︑石に刻して端礼門に置いた︒

︵注４︶明の顧憲成と高華竜とを主盟とする政治団体︒神宗の末年︑神宗が寵姫の子を立てよ

うとするのを諌めたが︑納れられなかったので顧憲成等は同志とともに郷里に帰って東林書

院により︑正義をかざして政治に忌揮ない批判を加えた︒これを東林の党というが︑政府に

忌まれ︑政府の非東林党と互に排摺・抗争し︑挺撃・紅丸・移宮の三案が起こるに及んで争

いはいよいよ激烈となった︒ついで碗忠賢が政を乱すに及んで︑大いに東林の党人を殺識し︑

ほとんどこれを全滅せしめた︒しかし崇禎のはじめ︑忠賢が訣せられると公論が初めてあき
らかとなり︑東林の党もいきおいを盛りかえした︒

︵泊翁盾言第二冊︵四十七︶﹁分二別邪正一過二於甚こ︶

（3）

︻巻頭の言葉︼

豊かな社会と教育の在り方

鈴木勲

今年の一月︑京都で開催されたＯＥＣＤ先進諸国のハイレベル教育専門家会議は︑教育改革を中

心に論議したが︑各国に共通しているものは︑急激な社会経済の変化に対応する教育の在り方を求

める深い危機意識であった︒そして︑各国は︑日本の教育改革におしなべて強い関心を示した︒そ

れは︑二十世紀の豊かな社会において最も成功したと評価される教育制度をもっている日本が︑二

十一世紀に向かっていかなる教育の展望を切り開くかという期待をもっているからであった︒
たしかに︑我が国は︑戦後四十年を経て︑国は豊かになり︑九割をこえる青年が高校に進学し︑

学力水準も高く︑教育大国といってよい状況になった︒日米相互の教育研究においても米側報告書
は︑日本の高校以下の教育に学ぶべき点が多いと︑最大の讃辞を呈している︒しかし︑その高校以

下の教育において︑登校拒否︑校内暴力︑いじめなど︑いわゆる教育荒廃が叫ばれ︑受験競争は子
どもの心身をすりへらし︑大学生活は︑好意的な米側の評価でも︑ラィシャワーの言を引いて﹁貧

弱な講義とわずかの勉強のために四年間が無駄になっている﹂と指摘しているほどである︒
このような学校教育が︑果たして二十一世紀の日本を支える活力を維持することができるであろ

うか︒豊かになり︑教育が普及してこそ︑すべてが幸福になると信じて努力してきたことは幻想に
すぎなかったのであろうか︒
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臨時教育審議会は︑教育荒廃の原因の一つに︑豊かな社会の実現が︑逆境を消滅させた反面やそ

のもっていた教育作用をも消滅させたことをあげている︒
逆境の消滅は︑阻害要件をとり除いて豊かな社会をもたらした当然の結果であり︑そのことが長

い間の人類の理想であり︑教育の目標でもあったはずである︒この理想の実現が教育の終隠を意味

する
ると
とす
すれ
れば
ば︑
︑人人
す
間間
︵の努力はまことに空しいものである︒これは︑豊かな社会のもつ大いなる矛盾
というべきであろう︒

貝原益軒は︑﹃和俗童子訓﹄の中で︑﹁凡そ小児をやすからしむるには三分の飢と寒とを帯ぶべ岬
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し﹂という古語を引いて︑富者といえども小児を育てるに愛情を過ごしてはならないと戒しめてい州
る︒これは︑益軒の教育論でもあり人生論でもある︒豊かな社会の中でなお三分の飢と寒とを存す伽

る工夫︑モノが十分にあってもそれにとらわれないで生活していくゆとりある態度︑足るを知る心︑岬
これらは︑一昔前の日本人が保有していた文化である︒戦前に駐日大使をつとめたフーフンスの詩人岬

ポール・クローデルは︑日本人は貧しいが高貴だと賞讃した︒
豊かな社会にあってもその成果を享受しつつ高貴な日本人であるためには︑この日本の文化的伝晒
統を堅らせることである︒これは︑家庭の教育︑学校の教育において︑子どもの心に道徳的感情を岬

︵本会々長・国立教育研究所長︶

深く培うことであるが︑同時に︑ここで教えられた徳目が︑大人の社会においても同じように尊ぱ岬
れるようでなければならない︒経済の承繁栄して人心が荒廃するような政治や経済が行なわれない岬
ような︑道義国家でなければならないのである︒

E m
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山村の母親

信州諏訪に︑永年地方新聞の記者をなさったＹさんと云

七十を一寸出た方ですから︑大正の中頃か︑末

か立派な本を出して居られます︒そのＹさんが御自分の子

う方が居られて︑郷土史の研究︑方言の研究などでいくつ

供の頃

頃でせうｌの山村の自然︑生活︑習俗︑文化等を誌した

■■■■■

一

いものがある︒これを貧という︒隣の女の子が米ザルを抱

母親は語気荒くそういうやいなや︑一発くらわせる︒安

﹃このバカャロウめ︑もう一度いって見ろ﹄

ない︒

まったのである︒それを︑母親に聞かれたのだからたまら

声色で﹃お米一升貸しとくれ﹄と障子のかげからやってし

事件は︑その時起きた︒自分の家にやって来た女の子の

た︒

えて来ることは︑いかに幼いとはいえ︑つらいことであっ

れを四百四病というが︑その四百四病よりも︑もっとつら

人の体には︑病気という病気が四百四もあるという︒こ

日雇が転じて使われたのである︒

乗せてやるのであった︒お駄賃のことを︑おひょうという︒

婆はそういって︑一升の米の上に︑紙に包んだ駄菓子を

﹃よしよし︑いい子だなあ︑おひょうをやるぜ﹄

腸の思いであったろう︒

米を借り歩く︒子供を︑お使に出す母親の心境は︑正に断

平

そられる話ばかりですので次之と読承進むうちに︑覚えず

なる程当時の農山村とはこうもあったろうかと興趣をそ

﹁山村風物詩﹂と云う本を贈って下さいました︒

川

深い感動ｌと云うより寧ち衝撃ｌに打たれた話にぶつ
はひとりでも多くの心ある方に読んでいただきたいものだ

かりました︒私はこれが忘れられず︑くり返し思い出して
と云う気持になるのです︒ここに原文を引用致します︒
﹁﹃おぱあさま︑お米を一升貸しとくれ﹄

幼い隣の子が︑ザルを抱えて米借りに来る︒出来秋を︑

待ちかねる農家もないではなかった︒稲刈が済むと︑直ぐ
に稲をこき︑その米を食膳に乗せる︒一時しのぎに隣家へ
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小

私は考えずに居られません︒日本は世界有数の豊かな国

です︒明日の米に事欠く家庭などはもうどこにもあります

時怒り心頭に発した母親は思はず一発くらわせたのでせう︒

まい︒従ってここに描かれて居る様な場面と云うものもま

達ヶ原の鬼婆もかくやというような形相であった︒南無サ
かりつかまえられて︑どうすることも出来なくなっている︒

ず考えられますまい︒けれども仮りにｌ仮りにですｌ

ン︑逃げようとした時は︑もう遅かった︒腰の三尺をしっ

ない母親の気性を思うと︑観念せざるを得ない︒

折に触れ︑ことにつけてこの話を思い出すのです︒

なものになって居るとしか思へない今日この頃です︒私は

物質的な豊さに反比例して人の心がますます荒んだ貧寒

る位がまだよい方ではないでせうか︒

反応を示すでせうか︒一寸院むか︑﹁およしよ﹂と制止す

現代の若い母親が同じ様な場面に直面した時果してどんな

たとえ︑わが子であっても︑弱いものいじめは︑容しやし
﹃おえおえ︑もげえことするもんだ︒そのくれえでかん
してやってくれや﹄

﹃いんね︑いけねえ︑こんなくれえじゃあ︑この小僧は
ちっともしょうがつかれえで﹄

せっかんされて泣き叫ぶ声を聞きつけて︑救援にかけつ

︵本会特別会員・元文部大臣︶

︵引用は︑岩波泰明著﹃山村風物誌﹄昭和四十八年︑岡

谷日日新聞発行より︶

（7）

けた隣家のやさしい老婆も手の出しょうがない︒
﹃いってえどうしたんだえ︑早く謝れやれ︑おれも謝っ
てやるでな﹄

﹃いくらお婆さまが謝ってくれたって︑かんしるもんか︒

若い母親はそういって︑子供を土蔵へ放り込んだ︒

おとっさまが田から帰って来たら︑いいつけてやる﹄

﹃だめだめ﹄﹂

﹃もうわかったずらに︑かんにしておやりや﹄

隣へ米を借りに行くと云うのはよくよくの事だらう︒女
の子の気持を思いやってこそあたり前だ︒それを︑声色を
の持主を世間様が相手にしてくれるだらうか︒そう思った

まねして見せるとはなんと云う情ない子だろう︒こんな心

諺
篭

から︑牡丹餅の差し入れがあった︒これもすっかり残って

土田国保

私共の幼い頃︑秋田県の鳥海山麓から苦学して上京して

になっていたことが︑我灸には︑すぐには判らなかった︒

しまう︒プリン・シュークリーム・ショートケーキの時代

〃豊かさ″について思いつくまま

言われた︑日本橋の〃三越デパート〃に子供達を連れてい

来た父は︑年に一度か二度︑当時︑時代の最先端を行くと

私共の世代は︑昭和二○年前後にかけて︑国民ひとしく︑

××××

が走っていて︑最上階の食堂では︑それこそ年一回︑二回

︵四一四ｇ︶であった米麦の配給が︑更に一合八勺︵三二四ｇ︶

飢餓と窮乏の数年を体験させられた︒一日一人︑二合三勺

ってくれた︒東京駅から︑三越往復の赤色のバス︵無料︶

いたくだナ︒アイスクリームなどというものは︑わしの子

ての粥の生活がつ壁く︒それも︑いつからもっと良くなる

となり︑肉・魚等の動物性蛋白は殆んどなく︑野草を混ぜ

位のアイスクリーム︒そこで父は一言︒〃今時の子供はぜ

はなかった︒ひと月に一度位︑黒砂糖を手のひらにいただ

供の頃︵明治二○年代︶には︑とてもお目に掛かれるもので

の仕事のかたわら︑毎日曜日には︑官舎の芝生に︑近所の

それから五○年︑私は横須賀に定住し︑防大校長として

１例えば昭和一○年頃のＩ国力迄回復出来るのか全くの

てゆく過程の中にあって︑一体︑いつになったら往年の１

有の敗戦と占領統治下︑戦前の価値観が強制的に一掃され

という保証があれば︑未だ諦めがつくというものの︑未曾

子供達を集めて︑少年剣道道場を開いていた︒一時間の稽

い︑役所の或る先輩は︑一○○年位かかるかも知れないと

暗闇であった︒我公の仲間は︑あと三○年位はかかると言

'

いて︑砥めるのが最高のオャッだったんだからナ〃

として出してくるジュース類は別として︑時には煎餅・駄

まるで旧軍と同じような統制下に闇歩していたし︑ソ連を

予言したあの当時︑街にはアカハタの波︑そしてデモ隊が︑

古が終ると︑丁度午後三時になる︒家内が︑毎回サービス

なく手をつけようとしない︒年末の納会には︑近所の父兄

菓子・鰻頭が出ていた︒子供等は︑それらには殆んど例外
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中心とする共産圏の対日圧力は︑米軍占領下であっても︑
である︒

といった危倶の念を抱かざるを得ない程の︑豊かさの氾濫

生命を制することによって︑期間の長短は別としても︑一

高度に発達した管理・技術社会は︑例えば︑中枢電源の

このままで大丈夫なのであろうか？

ひしひしと迫るものを感じたのである︒

たという口実の下に︑力のある者は欲望の渦中に格闘し︽

ために︑そしてその欲を制御する自らの立脚点が崩れ去っ

・多様化そして累積化を誇る大都市・大企業の生態は︑治

瞬に奈落の底に転ずる︒先端技術を駆使した機能の多角化

こうなると人間の生地が出る︒目前の口腹の欲を満たす

すが︑昭和二三年春︑地方から転勤して来た或る先輩が︑

力なき者は黙をとしてその配下に甘んずる︒今でも思い出

今後の武力紛争は︑日本の場合︑直ちに国土戦となり︑〃潤

沢″は︑瞬時にしてその姿を消すの承か︑生存の底辺を支

安面においては︑案外脆弱なのである︒防衛面においても︑

えて来た昔の入会の知慧ｌ例えば︑築城等に見られる

儀別を貰ったから箸ると言って︑新橋の土橋近くのラーメ
当時の金で一杯一○○円︵現給料換算約二万円︶のラーメン

ン屋︵ヤミ屋であるが公然たるもの︶に連れて行ってくれた︒

の味や具や盛りつけは︑今日のそれと全く変らない位なの

水・食糧・衣料の計画的備蓄ｌに比べて︑その発想さえ

それは︑私の父も私共に言い︑私も私の子供が子供の時

子供がぜいたく過ぎると親は言う︒

る対外優位を正当化する時代の所産に外ならないのである︒

××××

〃ぜいたくは敵″というスローガンは︑自らの窮乏によ

早世界経済の破綻は免れまい︒

経済大国となった日本が︑〃飢餓輸出″を強行すれば︑最

代にそのまま通用するであろうか？早い話︑世界第二の

〃勤倹貯蓄″のスローガンが︑現在及び将来の世界乃至世

然し︑さればといって︑明治以来の国富の源泉であった

見当らないのが現状ではないか︒

にびっくりしたが︑狭い室内は常時満員の盛況であった︒
当時の家族︑特にその中心をなす母親は真剣であった︒

あの窮乏の中で︑子供等に喰くさせ︑生き抜いてゆく土台
は︑彼女達の背景をなす明治の時代にあったのかも知れな
い︒夫は戦死或いは復員の消息もなく︑喰べ盛りの子供達
は逐次疎開先から帰って来た当時の東京の多くの家庭は︑

母親のリュックの重味に支えられて来たというのが︑いつ
わらざる現実の姿であったと思う︒窮乏下︑団結した家族

××××

生活は︑真剣そのものであった︒

さて︑世の中は変った︒今デパートに行けば︑我々の世
代の目からは︑このままで将来もやってゆけるのだろうか
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代︑同じように言って来た︒それだけ世の中が変って︑物
いものである︒

して豊かな心の持主として︑国際社会にも対処して行きた

亭のそれに比べて︑栄養もあり︑豊富でバラィエティーに

食堂ｌそれもすべてではないにせよＩの方が︑所謂料

失してしまった︒喰物などを見ていると︑今の日本の大衆

あった〃ぜいたく″は︑今日︑少くとも日本においては消

しかし︑嘗ては︑一握りの権力階級の独占するところで

どと言えば︑滑稽とも取られるであろうが︑昔の人々の生

例として︑教えられて来たものである︒今︑米の有難さな

の先生から︑お百姓のお仕事の大切さ︑お米の有難さの一

ず拾って口に入れる習慣が消えていない︒両親や︑小学校

は︑今日でも︑汽車弁の蓋にコピリついている飯粒を︑先

の言い伝えを︑幼時に機会教育してはと思う︒私共の世代

子供の耳に念仏でも︑〃欠乏″や〃物の尊さ″について

××××

富承︑味が良くなっている︒現今︑所謂ブルーカラー族の

きる︑真面目な精進努力のあとという側面から説いてもよ

員ノ︒

が豊富になっているから︑親が子を見れば当然のことと思

いると言っても過言ではないと思う︒

方が︑その時の好承に応じて︑旨い物を︑豊富に喫食して

又︑窮乏感の好個の体験の場は︑各種の健全なクラブ活

いのではないか︒

かさに溺れ︑それの承を追及している若者も決して少くは

た自発的な活動の場において︑骨の髄迄体験した若者が︑

動の中にある︒飯の旨さ︑水の尊さそして旨さが︑こうし

豊かさそれ自体は悪ではない︒それにしても︑物質的豊
ないことも事実である︒欲望は無限だし︑上を見ればキリ

九月一日だけが︑防災行事デーで︑あとは不要というわ

る︒

最後に︑国や︑公共団体の責任と︑啓蒙活動は重要であ

と思う︒

大切に使わせるような︑学校や家庭の教育など大事である

筆箱や︑机︑硯など︑思い出のこもるような品物を︑一生

更に︑〃物に思い出をつくる〃のも一方法であろうか︒

物慾の承に溺れる心配は少いであろう︒

がない︒しかし︑身心健康な若者であれば︑やがて︑真の
れるのかという意識に目覚めてくるであろうことを期待し

幸福は何処にあるのか︑心の豊かさは︑いかにして求めら
たいものである︒

国際化の時代にあっても︑物質的豊富さの次元だけで︑

我が国の繁栄や国民の幸福を測定して満足していれば︑心
の貧しさ︑文化的貧困を︑逆に他国民から指摘されかねな
い︒豊鏡さに目をくらまされることなく︑これを活用しつ
つも︑素朴な精神の健全さを失わず︑人間性の原点に立脚

C10)

けにはゆくまい︒豊鏡な社会に対する頂門の一針は︑天災

が︑出来るだけ早期に軌道に乗せ得る各般の応急対策が︑

ツクは︑状況の如何によっては残念乍ら不可避と思われる

ｆｊ︑

・人災ではあるけれども︑それを待つだけという︑なげや

例えば治安面にも︑防衛面にも必要なのである︒

︵本会理事・前防衛大学校長︶

りな志向には賛成出来ない︒現文明社会の脆弱点を具体的
に研究し︑予防体制と啓蒙に更なる工夫と努力を払う必要
がある︒それと共に︑急激な窮乏化という事態に伴う︒︿二

篠塚
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豊かさの時代における生き方について

尤も頭がぼけることなく安定した精神状態を保つために

承てよくわかる︒

中国の偉大なる儒者孟子の文章に現はれている﹁恒産無

一︑序説

あらう︒

はどの程度の財産・所得が必要なのかという疑問は残るで

しかしこれを具体的な金額とかパーセンテイジで示すこ

の承ならず世界の凡ての国にも当てはまる名言である︒そ
の意味は一定の財産・職業がないと生活が安定しない︑暮

ノ＼であるので極めてむづかしい問題である︒それでもま

とは︑家族の構成や生活に必要な経費等が複雑で各人まち

わが国でも古くから﹁貧すれば鈍する﹂という諺がある︒

失業保険金を支払う仕組になっており︑働けない老人や身

かかっても軽くするとか︑又所得のない失業者には国から

障者など恵まれない人達には出来るだけ安定した生活がで

じめに働いている低所得者には税金を免除したり︑税金は

うけれども言はんとする趣旨は孟子の言葉と同じであると

これは貧乏になるととかくまともな精神活動が鈍る︑平た

思う︒そのいづれもが現代に生きる我灸にとっても身に秘

く言えば頭が呆けるという意味であらう︒言葉の表現は違

しが不安定だと精神も亦不安定であるということである︒

くして恒心無し﹂という文句は今もなお生きており︑中国

繁

きるやうにと政府の配慮が加えられている︒

ここ数年間では物価が概ね安定していることもあって各

次ぐ第二の経済大国にまでのしあがった︒まさに世界の驚

ところがこの苦しい戦争及びその後の復興に身をもって

異であった︒

され︑現在ではその数尭に妙なく︑しかも一般国民の中に

貢献した政界︑官界及び民間の有力な人士は相ついで他界

人の生活設計は相当たやすくたてられるようになった︒従
って余程の例外をのぞけば賛沢をしない限り一般的にゑて

なって就職してから始めるのは当然のことである︒児童︑

という習慣を身につけることが必要である︒貯蓄は大人と

前述の家計収支の余剰はとにかく一トまづ貯金にまわす

ある暮しをよいことに享楽に耽りがちになることは無理か

去のものとして葬り去り︑ひたすら平和を調歌し︑余裕の

る今日︑戦争を知らぬ青少年たちが︑いまわしい戦争は過

ここ一︑二年間の不況も今年になって回復に向いつ上あ

るという状況になってしまった︒

は戦争を身を以て体験したことのない人が遥かに多数であ

家計の収支にはいくらかの余裕が期待されるのではなかろ
うか︒

生徒の時から親から貰う小使いの中から僅かでもよいから

た時こそ︑めいノ︑の行き過ぎた振舞を冷静に反省し︑ど

らぬ現象とも思はぬでもないが︑しかしこういうめぐまれ

二︑貯蓄の重要性とその使い方

貯金するという習慣をつけさせることは大人になってから

今日の様に経済の豊かな時代に処するためには一番大切

三︑人格の陶冶と族︵しつけ︶の問題

﹁恒心﹂を取り一戻してもらいたいと切に願う次第である︒

っかと地に足を据えて冒頭に私が述べた孟子の言葉︑即ち

も生活態度の良さに自ら結びつくこととなる︒

さて貯蓄する心構︑習慣の必要性もさること乍らその貯
蓄されたお金の使い方がより重要であることを私は特に力
国民の苦しい生活の中から無理な貯金を強いられしかもそ

説したいのである︒かつての戦争の時は勝つためとは言え

ことである︒所謂人格の陶冶である︒一口でこう言ってし

な基本はこれにたづさわるべき人の素質才能を育て高める

まえば何んでもないようにきこえるが︑実際はさにあらず︒

のお金の大半は軍費に使はれたのであった︒然るに結果は
達した︒しかし幸いにして国民の強靭なる精神の発露によ

人を教え育てるという教育を担当する教師の苦労は外の如

敗戦となり何のために貯金したのか国民の落胆はその極に
って復興が進められ︑二十六年には平和条約が締結されて

て知識を高めさせるばかりではなく︑情操を豊かにさせな

何なる職業にも見られない深刻なものである︒ものを教え

︑︑

そしてその後僅か十数年にして自由国家の中では米国に

日本は占領時代を終り︑名実共に真正の独立国家となった︒
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ければならず︑更にものの道理はわかってもそれだけでは

いものではなく︑立場を変えて自分が相手の身になり切っ

賎は次元の高い人格の陶冶よりは︑うんと次元の低い子

次に膜の問題に触れて承よう︒

て考える︒という意味であることを念のため︶

ばならぬからである︒知︑情︑意のいわゆる人格の三要素

供の育て方の問題ではあるが︑子供が年上の親兄弟から学

不充分で断行するだけの堅固な意思をもつ人に育てあげね

りをせねばならぬからである︒如何に教養の高い先生でも

ことである︒一口に言えば礼儀作法である︒家庭内での日

びとるか又は教えてもらったものをしっかりと身につける

が︒ハランスよくしかも円満に発現することの可能な人づく

この難事業は完全になし遂げられるかどうか︑はっきりで

とは殆んどなく︑なごやかな談笑のうちに知らずノ︑に身

常の生活にかかわるものが多いからむづかしくて厭がるこ

きると断言し得る人はまづあるまいと私には思われる︒し
かし困難なことを承知の上で先生方は最大の努力をつ塁け

についてしまうというところに特長がある︒

てもらいたいと念願するものである︒︵教師を再教育する

方がむしろ急務であるという識者の声には︑私も双手をあ

いのは宴に遺憾に思うのだが︑これらの不幸な問題の根本

になってや上減少傾向にある模様であるが︑尚跡を絶えな

巷間伝えられる﹁いじめ﹂問題︑﹁暴力問題﹂は︑最近

だに忘れられない︒晩餐中の夫人の話では英国ではどの家

青黒いあざを見せて私が叩いたあとですと言った言葉が未

庭に招待されたとき︑若い夫人が五歳ほどの子供のお尻の

差つかえない︒私がかつて英国のロンドンに住む中流の家

ときにはお尻を叩くなどしてやらせることも時にあっても

しかし甘やかせてはいけない︒親が言った通りにしない

的な解決策として︑私は一つの提案をしたいと常々思って

げて賛成する一人ではあるが⁝⁝︶

いることがある︒それは特に珍らしい提案ではなく︑先生

との教育は一切学校に任せる︒が︑殆んどいざこざの問題

は起らないと言い切ったのである︒私は日本でも同じ様に

庭でも子供をきびしくしつける︒しかし十五歳になるとあ

はっきり区切りがつくように家庭の賎を充分に身につけさ

と生徒がお互に相手方の立場を考えて双方が納得のいくま
ことが一番よいと思う︒第三者である警官が介入したり︑

せることが肝要だとつく人︑思ったのである︒十五歳と言

で時間をかけて︑とことんまで何回も話し合いをつづける

場合によっては父兄も参加しないことがよいと思う︒生徒

ちり賎を身につけておればこそ︑高校︑大学と進んでも師

えば日本でも中学生の頃に当る︒十年間の長い期間に承っ

たちは︑父兄に遠慮して本心を明かさないから話合いがこ
ぢれてしまうおそれがあるからである︒

︵相手方の立場を考えるというのは同情するといった軽
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弟間のトラブルは起らぬ筈と思うのである︒

える破目となることを心から憂えるのである︒

方︑折角貯えたお金は文化︑教養等に当てるには不足を訴

菊地一絵

︵本会評議員・﹃弘道﹄俳壇選者・元国税庁次長︶

四︑結び

ものの豊かな時代には特に青少年は豊富な物に酔い︑つ
つましやかな生活意識が消え︑散漫なる浪費が多くなる一

〃小学生を通して観た現在と未来″私考

葉を知っているからわざとそれにひっかけて言ったのよ・

るように言うので笑っちゃった︒だから先生はよくその言

子どもだからパロディがわからなくて自分がさも知ってい

知ってるんだ︒先生︑違うんじゃあない？だって言うの︒

さんがむか−しそう言うのがあったって言っていたから僕

先生それ〃ぜいたくは敵だ！″って言うんでしよ！お母

入会当座は親も子も熱心だけれど︑そのうち目新しさがな

じで継続してきちんとやらせるということができないのね︒

ってる︒子どもがいやと言えば︑あ上そうかい︑という感

から︑子どものわがままについて伸びノく︑と育ててると思

一ぱいに振舞うということの区別がついていない親が多い

﹁全くそうね︒伸び伸びと育てるということと︑わがま入

同じ仲間の一人です︒

田区仲六郷に塾を開いています︒冒頭のことを言ったのは

先生のいうことを聞かないであれは厭だ︑これは厭だ︑あ

くなって︑学習教材もむつかしくなって来ると宿題をやら

﹁″わがま上は勉強の敵だ″ってこの間生徒に言ったら︑

れやりたい︑これやりたいなんてばかり言っているとつま

せるのに何回も言わなくてはやらない︒〃もういやになり

︑︑︑︑

承喰いばっかりになって本当の実力はつかないのよって︒

ました︒やめさせていただきます︒″ですものね︒じっく

り長い目でゑてやるというのより目先のことばっかり競争

〃わがま上は勉強の敵だ！″よれ﹂

私は家庭学習の手助けをするある大手塾の一環として大
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﹁本当は母親の教育から︑はじめなければならないという

している感じね︒﹂

年などは都内では激減し︑どこの塾も生残りに必死になっ

供給側の過剰は加速されるのに︑需要の方は小学生の低学

塾等を何でも揃っているうえ︑女性の高学歴の人が増えて

った趣味のお稽古塾をはじめ︑勉強塾︑スポーツ塾︑賎の

ているのです︒こうした中にあって私は自分のことと︑生

感じ︒ここだけが塾じゃないと思っているからちょっと飽
にいったってやる子は出来るし︑できない子はちっともや

徒のことを考えます︒

きるとすぐ他に行こうとしたり︑やめる︑というの︒どこ
らない︒やりもしないで︑できる子なんてそんな子は塾へ

もっともっと自分を磨き︑人灸を魅きつけていくだけの実

価値の高い物が求められる時代でありますからその為には

まず自分のことですが豊かな時代にあってこそ︑本物や

﹁受験塾と名前がついて何名合格したなんて広告がでると︑

力を養わなければ⁝⁝︒いい加減なことでは私は塾をやめ

なんて来る必要がはじめからないのですものねｏ﹂

は箔をつけるために一応試験をするでしよ︒そうするとあ

も︑より一層高める必要があります︒生徒に安心感を与え

ざるを得なくなってしまう︒知的職業ですから知識や教養

そこに入りさえすれば合格できると思ってるのよ・受験塾

ってくるけれど︑トップクラスに入れて︑こちらの塾でも

そこの塾にうかりましたからこちらをやめます︑なんて言

れて︑あの先生につきたいと思われるような人格的魅力︑

られるような知的分野の向上︑もう一つは子ども達に慕わ

それに経営の才能も磨く必要を痛感します︒主婦の生甲斐

生徒の親にも敬愛されるような指導者にならなければ⁝⁝︒

︑︑︑

行ったってお客様にすぎないのにね︒夜間授業の所なんて

大鼓判を押されているような子どもじゃあなければどこに

ちの教室なんか自分でやらなければ先に進めないから生徒

たり︑また生活のために侭促しているのではないからと生

などと恰好つけて内実は自分の才能や実力の無さを糊塗し

不良になっちやった子どももいるというのにねえ︒まだう
がやった所までは完全にできるようになっているのにね︒﹂

ていたにすぎないのでした︒自分の努力が可能なこと︑そ

徒募集の努力をせずに不得意な分野としてそのまま放榔し

アクセク

現代は豊かな時代になったと言われています︒しかし︑

はや高度経済成長の時代は過ぎ︑今や軒がかたむきはじめ

え︑発展させていくことができるか︑豊かな時代のもつ厳

れを足場にしてせばまりゆく市場の中でどれだけ持ちこた

ているように見えます︒情報産業︑教育産業などもピーク
に達し︑どの分野も陶汰され始めています︒本屋の店頭に

しさを肝に銘じることを自分に課すことが先決です︒豊か

溢れる出版物は締羅星の如く尽きませんが︑出版業界の盛
衰もまた激しいようです︒乱塾時代とも言われ︑昔からあ
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な時代こそ厳しい競争の落し穴があるのだと認識し直さな

強くあるとすれば︑そこに優秀な人材がひしめき合い競争

ら︑やはり大学とか企業とかのブランド志向が今のま上根

そう覚悟を決めて生徒達のことに移りますと︑これは全

着していけば︑未来は若者にとって自我を発揮し得る場を

る現代の若者のノンブランド志向が︑社会の風潮として定

の原理は成立します︒その反面︑一部に芽生えはじめてい

ければなりません︒

く逆現象を見る思いです︒世の中の推移を見通しつ上考え

の承ではなく多数を占める老人が権力を握っているのです︒

甘やかされわがま上いつぱいに育って︑忍耐も根気もない

獲得できるかも知れません︒それでも︑やはり社会は若者

青年が社会に出て苦労するのは目に見えています︒当人は

はじめに楽が続きます︒子どもの数は少ない︒︵特に都内で

は︶だから家庭では大切に育てられる︒しかし︑その大切

ますに︑この子達の未来は﹁楽あれば苦あり﹂の感じです︒

という意味をはきちがえている見識の無い親も多いので甘

のです︒その時は﹁楽は苦﹂に変わるというわけです︒

戦後︑児童憲章が出来て子どもの人格は尊重しなければ

もとより老いた親はその時になって後悔しても遅いと思う

ならないことが明文化されました︒しかしこの大義も教え

しまう危倶があります︒それでも受験地獄などという言葉
は︑近い将来︑さ程聞かれなくなるでしょう︒有名国立大

やかされ︑わがま上に育つので自己中心的なまま成長して

は皆が狙えばやはり難関でしょうが︑有名私立大は月謝も

いくつかゑて来ました︒そのうちの一つを紹介します︒

学習︵きめられた学習プリントを各自五枚教室で解いて

方を間違えるとかえって子どもを不幸にするという事例を

いく︒︶をしに来ているのに四年生の男子がキャアノ︑言

とは困難ですから︑今のような織烈な受験勉強をしなくて
私立大学の中ではもう何年か先の受験生を対象として特色

も最下位の所で合格できる確率が高くなるでしょう︒現に

って流行の野球選手のカード集めに興じているので

高いし私学の経営面から言ってあまり学生を減少させるこ

ろもあります︒この子達が就職する頃は社会の景気︑不景

ある学園づくりを計画し︑一生懸命ＰＲを始めているとこ

駄目よ・サァ︑ちゃんとプリントをやりましょう︒﹂

私﹁他の人の迷惑になるし大きな声を出して騒いでいては

ていました︒ここは遊ぶところじゃあないでしよ︒教室は

私﹁待ってヨーと言ったってもう先生は随分長いこと待っ

生徒﹁待っててヨー︒今面白いところなんだからサア︒﹂

気によって多少の変動はあるでしょうが︑企業は若年層が
欲しいと思いますのでここも比較的容易に突破できるでし
︾小昼員ノ︒

それでも人間の欲望は良い物を目指して進むでしょうか
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プリントをやるためにぶんなが来ているのよ・遊ぶのなら

子もなくむき出しにしてせまって来ます︒私の方が現代っ

しまうところでケリをつけるのでしょうか︒しかし︑この

子に対する認識不足だったのでしょうか︒親ならば笑って

えていないから︑子どもは平等でいいと信じて︑ひるむ様

生徒﹁⁝⁝﹂無視してまだやっている︒

外で遊びなさい︒やめないのなら取りあげますよ︒﹂

私﹁⁝⁝﹂無言のま入広げられているカードを集めて自分

の子と喧嘩して殴られて﹁この塾はあの子がいるからイャ

ダァー﹂と泣き喚きやめていきました︒その時の母親の態

Ｍ君はある時そういう人を人とも思わぬ態度で六年生の男

度に接して﹁この子の前途は多難だなあ−︒起こさなくて

の机の所に持って来てしまう︒

私﹁帰りに返してあげます︒学習がすんだら取りに来なさ

生徒﹁ウッー︒意地悪う︒何すんだヨウ︒﹂

い︒それまで預かっておくｏ﹂

ろうナァ︒﹂とつくづく思いました︒自己主張は︑自分が

もいい摩擦をくり返して︑周囲の人灸を随分呪っていくだ

置かれている立場を考えず︑また他者の自由も考慮するこ

生徒﹁チエッ︒面白かったのにナァ︒つまんねえの︒︵間︶

となく︑一方的に主張すべきではありません︒このことを

先生︑今日四枚でいい？﹂
私﹁⁝⁝﹂聞かないふり︒

教えてやるべきはずの親がその点を気付かず︑我が子の言

い分の承を主張してくれば︑この親にしてこの子あり⁝⁝

入っている篭を自分の机の脇に運びはじめる︒

と思ってしまいます︒

そのうちＭ君︒私の机上においてある他の子のプリントが
私﹁どうするの？それ︒﹂

ことがあると次盈と移って行く︒自分への反省というもの

豊かな時代Ｉ何でも代るものがあり︑そこで一寸厭な

Ｍ﹁だって先生が俺達のカードをとりあげたから俺だって
ミロと言わんばかり︒

先生のものカタにとったんだよ︒おあいこだろ︒﹂ザマア

して元に戻させましたがこの子は成績は優秀な方です︒親

とって初めての経験でしたので驚いてしまいました︒説得

まり乗らないように戒めていましたがこういう挙動は私に

えられていくのですが︑この子のように誰でも自分と同じ

それなりの成果が学業面だけでなく︑精神面でも大いに鍛

やめようと思えばいつでもやめられる︒続けていく子には

えられるのでしょうか︒塾は学校とは違い義務ではなく︑

の方法さえ知らない子ども達はいったいいつ自己反省を覚

も学業には熱心なのです︒でもこういう態度をとるような

と思っている子は︑中学に入ってからも人間関係がうまく

日頃のＭの減らず口には閉口していたので︑こちらはあ

子どもは︑親が大人や先生や年上の人達に対する態度を教
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いくとは思えません︒年下の子達に対しては自分の主義と

を報じていますが︑あれも何か紋切り型のような気がしま

必ず正しいかと言うとそうとばかりは言えない気がします︒

す︒世間に対して定石通りの答弁をしていますが︑本心は

新聞やテレビは必ず責任者の学校長や先生が謝罪する場面

学校の先生のことでも一々母親に告げ口をし︑母親がそれ

てつくづくそう感じました︒やはり忘れられているのは他

別にあるのではないかと思えるのです︒自分で経験してゑ

して同等に扱うかと言えば決してそうではなく︑威張って

を真に受けてうちの子ではなかったのに叱られた︒などと

いますし︑要は誰彼の見境もなくつっかかっていくのです︒

言っているので︑或る面ではこの親子の紳は固いように見

は︑﹁子どもがいつもいじめられている﹂と言っていまし

さのひずゑでもあるとしたら︑このひずぶはいつ解決でき

今の激しい競争が豊かさの厳しさであると同時に︑豊か

者への思いやりの心ではないでしょうか︒

たので︑私は気の強いＭ君が一方的にいじめられてばかり

よゑがえって来るのでしょうか︒競争の少ない年代の子達

るのでしょうか︒忘れられた他者への思いやりの心はまた

子どもは︑一面では不幸のような気がします︒はじめ母親

えますが︑きちんと教えるべきところを教えられないその

いる子かと内心思いました︒Ｍ君のような子どもなら相手

が親になる時を考えると︑今の世代より果してよくなって

に注文をつけるより︑いじめられないような手段を教えて
やった方が余程役にたつはずなのに︑その母親は相手の非

︵塾経営者︶

いるのかどうか不安な思いが致します︒

古田紹欽

難ばかりしていたのでした︒
いじめの問題にしてもケース毎で違っていて︑騒ぐ人が

人間の慾望を考える

人間の慾望は無限大である︑人間がこの地球上に生存し続け︑しかも生存の上に諸動物のなかで優位を占めて︑人
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いことであったといわなくてはならない︒

遅しい創造的意欲の然らしめたものである︒それは素晴し

間としての財を物的にも心的にも礎いたのは︑いつにその

敗者を制圧したりすることが起る︒経営上の競争になると

そのことによって審判されたりし︑その結果は勝者が屡々

たちで起らないようにと︑敗者への同情として思ったりす

殊に顕著にそうしたことが起る︒こうしたことが苛酷なか

こうしたことを見聞するにつけ︑人生の厳しさを覚える︒

るが︑競争の結果は極めて厳粛であり︑非情ですらある︒

ただ︑この場合︑であるからといって人間の慾望を無限
心的財を健全なものとして蓄えることになり得るかとなる

ない︒

競争である以上はどうしても勝って生き遣らなくてはなら

大に拡張し︑なし続けていくことが︑究極的にその物的︑
と︑どうもそうはならない︒

人間はこれまで幸に生きのびて来たが︑これから先きも

こ上でこんなことを︑フト思い起す︒近頃は何かにつけ
てスポーツが盛んになり︑競技の上にも︑また健康管理・

生き続けていかなくてはならない︒生き続けようとするこ

いうことになる︒

の対決を進んでしなくてはならない︒逃げたら忽ち敗北と

とに対して︑若し抵抗するものがあったとしたら︑それと

もラジオもそれを主要番組として放映し︑放送している︒

を見ても︑スポーツのことが出ていない日はなく︑テレビ
そして競技の上に日本記録とか︑世界記録といったことが

ところでこの人間である︒今日に生存し続け得た地上の
人間は︑同じ人間であるが︑そこに人種を別にし︑また国

維持の上にも色々の種目が行われている︒毎日の新聞記事

の度びごとに新記録が生れた︒凡そ競争は文字通り︑競い

喧しく報ぜられている︒選手の体躯も技術も向上し︑競技

って結着のつかない困難な問題を︑時に根深く残すものが

籍を異にしたりすると︑それが勝者敗者の上に︑勝負によ

あるように思える︒勝者は敗者に対して優越感をいだき︑

である︒競技は一般論としての体育の向上にあるであろう
が︑競争となると何事によらず勝たなくてはならない︒勝

争うものである限り︑勝つことを目的とするのは理の当然

敗は厳しくそれをランクづける︒勝者は栄誉に輝くが︑敗

ある︒

その優越感は敗者に対して屡く圧迫を加えたりすることが

るものはなかろう︒

ことになったら︑これくらい敗者に対して苛酷な圧迫とな

若し人間の慾望が勝者として無限大に拡張されるという

者は承じめである︒勝負は時の運だろうと︑すましている
わけにはいかない︒

人生は人間の慾望という競技のグランドのようなもので
あり︑そこで勝者と敗者とが自から別れる︒そして優劣が

（19）

人間の智慧はこうしたことに気付かない筈はなく︑勝敗
を決定的なものとしないで︑それを共存協調の上に運ぼう
と考えないではないが︑ただ勝つことの爽快さを知ってい
る人間は︑勝つことを切に求めて止まない︒

それにしても︑勝敗の上にあっては︑敢て敗れることを
求めるわけにはいかない︒負けるが勝ちなどという論理は
競争社会には成立しない︒また人間の慾望を制御せよとい
う論理も︑現実的には意味が乏しい︒古来︑倫理︑宗教の
かった︒これを罪悪視するだけでは︑人間のもつ慾望が無

教えにあっては︑この慾望を罪悪視して説くことが少くな
限大に拡張しようとするこの進展を抑止することはもうむ

たるものを併せもたないと出来ることではない︒

人間が自我に覚めたことは︑人間の存在を高貴になした

らに対する他を勝敗の上に何んとかして負かそうという意

が︑自我が自からの我を利することに堕ったことは︑自か

慾を盛んに懐かせることになった︒そして人間の慾望を一

層そのために旺盛にするものがあった︒人間に慾望をもつ

のもつなということの限界は︑たかが知れている︒

なといっても︑それは無理である︒消極的制御だけではそ

慾望は遥しくもってい上が︑その使い方を知れと教える

ことが一層重要である︒徒らに圧えるのではなくて︑伸ば

上にもっていくのではなくて︑強い力をもつ者は弱い力し

あってはならない︒勝ったことの意義をどう果し︑どう役

人間の慾望による勝敗は勝ったことによって終るもので

果的ではなかろうか︒

すものは伸ばして︑その伸ばしようを知ることが︑より効

かもち得ない者に対して︑勝ちを分つということがなし得

どう手から放つかである︒握ったら放つことを知るべきで

立てるかである︒強慾であってい上か︑握り掴んだものを︑

つかしい︒寧ろその拡大の力をもつ慾望を︑勝負の決着の

られないであろうか︒話しは抽象的になり︑具体性を欠く

いうのでは貧乏でいろということに等しい︒もち得るもの

金銭をもったら人間誰しも賛沢したがる︒金をもつなと

但し︑もったら須らく放さなくてはならない︒

小さく固ってはならない︒慾望は大きくもつべきである︒

人間は未来に向って創造的発展を遂げなくてはならない︒

ことは到底出来ない︒

あり︑それを握るなというのであっては︑放つことを望む

ということになるかも知れないが︑例えば競技の上に勝負
がつくとしても︑競技にそれぞれのものが︑全身を挙げて
戦ったとしたら︑敗者にも全力投球の賞が︑勝者の賞の上
に別けられてい上のではなかろうか︒

もっともこの分つということは︑現実的には極めてむつ
かしい︒利己的観念が存する限り︑このことは極めて困難
であり︑この利己が利他に転ずるものがないと︑到底出来
ることではない︒つまり勝者は自からの心のなかに︑敗者
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使うべくして使うべきである︒

を戒めることはいつに浪費にある︒同じ使うにもその使い

は人に負けないで︑もつべく努力をなすべきである︒賛沢

いたくて仕様がないことになり︑ありもしない金銭で︑衝

と︑浪費がくせにもなって︑欲しいと思ったら何んでも買

のことが間々いわれたりするが︑浪費のことばかり覚える

景気の浮上のために︾時には浪費を奨励するような向き

景気はこれから恐らく浮上することになって行くであろ

ったりすると︑遂に詐欺行為を余儀なくすることにもなる︒

動的に買いものをしたりすることにもなる︒そして切羽詰

方があるべきであり︑もつべき金は大いにもって︑それを
慾望にしても︑いつにそのもったものに︑使いようがな

うが︑それが衝動買いを助長するようなことに︑願わくは

くてはならない︒

今や豊かな経済社会になった︒消費が盛んになると景気

ならないようにしたいものである︒

消費には良識がなくてはならない︒智慧がなくてはなら

になったということであろうが︑景気さえよくなれば世の

ないのであり︑金銭は使うものであって︑それに使われる

がよくなる︒もっとも景気がよくなったから︑消費が盛ん

ないで︑その使いようを論じても話しにならない︒使うに

中はそれでい上というのではなかろう︒金銭を実際にもた

ものであってはならない︒

人間の慾望は旺盛であるべきであるが︑但し慾望に人間

は何んとしても使うだけのものを所有しなくてはならない︒
そして使うことの智慧をもたなくてはならない︒

が使われてはならない︒使うこと上使われることの間には︑

競技において勝敗を争うにもこの智慧がないと︑ファイ

智慧のあるなしのことが常に介在していなくてはならない

ンでフェアーな勝負にはならない︒人生の競技にあっては

所有もしないで使うことだけを考え︑それを事実なすと

の命を生かして使うことである︒金銭を所有しているから︑

一層そうでなくてはならないことは︑いうまでもなかろう︒

したら︑それは詐欺行為である︒こ上で智慧という言葉を

それを使うのは自分勝手だというのは︑いうなればそれを

慾望を制御しただけでは︑慾望をただ小さくすることだ

の働きがそれに伴うことになる︒

所有し得たことは経済上の勝者ともいってよかろうが︑勝

けにと壁まる︒人間の成長に伴い慾望は拡大こそすれ︑縮

のであり︑使うとなると︑慾望の妄動をチェックする智慧

てば何をしてもい上というのであったら︑競技の上で勝つ

用いたが︑人間の慾望は常にこの智慧によって裏づけられ

ためには︑相手を傷つけて負かしても勝手だということに

少することはむつかしい︒賛沢するな︑浪費するなという

るものでなくてはならない︒智慧とは一口にいえば︑もの

等しいことになる︒
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消費するだけのものを︑自からの責任の上に貯え︑その消

換して意義づけることにはならない︒須らく消費するなら

だけでは︑それがたとへ制限されるとしてもそのことを転

て止まない︒そして人間は逼しく智慧をもって︑生きなく

に結びつくような使い方に︑心がけられたらと︑切に思っ

の承に立つなということである︒消費がいくらかでも利他

︵本会評議員・松ヶ岡文庫長︶

てはならない︒いや生き抜かなくてはならない︒

をもてということを具体的に解説するならば︑自分の金銭

費には智慧をもてとい上たい︒更にわかり易く︑その智慧

野健知

手傍観しているのに︑機械が回転して汚いものをきれいに

現われてきたのは︑電気洗濯機であったと思う︒人間が棋
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を自分が使うのは勝手だというのではなく︑利己的な考え

豊かな社会を生き抜く方策

たとえ法を破ってでも兎に角生きていかなければならない︑

になりたい︑と心から願いながら生きていた︒全く素朴な

中で︑日本人の誰しもが仕合せに憧がれ︑何とかして豊か

と覚悟を新たにしていた︒前途に何も考えられない絶望の

日本は︑本当に豊かな国になったものだ︑と思う︒今か

ひもじい日々の生活の中で︑山のあなたの空遠くを見つめ

気持から︑豊かな生活になれたらどんなに幸福だろうと︑

の街と化して︑食べるものも︑着るものも︑住む家もない

最初に豊かさのシンボルとして︑われノ︑日本人の前に

ながら暮したものであった︒

有様であった︒そんな中で人びとは︑あらゆる事に耐え︑

の場合には至る所に戦火の傷あとが残り︑特に東京は瓦喋

もそうであるが︑この上もない悲惨なものである︒わが国

戦争に敗れた国というのは︑歴史を緒いて承るとどこで

るとは︑全く考えられもしなかった︒

ら四十年程前の終戦直後では︑わが国がこんなに豊かにな

引
ｆ

小

願いは︑電気冷蔵庫や白黒のテレビが普及し始めた時︑や

のであった︒豊かになりたいという日本人の祈りにも似た

素晴らしい文明の道具を買ってやれたらナと︑切望したも

は赤ぎれもヒビもしもやけも出さないで済むと思い︑この

れるように感じたのを覚えている︒これさえあれば︑女房

してくれるこの機械を見たとき︑胸がキュンとしめつけら

に豊かさを誇れる国になったのであろうか︒

れるまでに成長してきた︒しかし︑本当にわが国は名実共

何時の間にか︑日本が豊かな国と言われ︑経済大国と言わ

ま縮刷された形とは言え︑日本人の夢でもあった︒それが

すことがアメリカン・ドリームだとすれば︑それはそのま

ような邸宅を建て︑プールを造り︑豪華なクルマを乗り回

っと叶えられてきたと言える︒こういったものを購入しよ

確かに日本は豊かな国になり︑情報化社会の到来と言わ

一一

Ｊ
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な勤労観を形成していった︒その後は︑改めて記すまでも

れる︒情報は恰も洪水のようにわれノ︑の周りに流されて

うとする意欲が︑労働意欲を馳り立て︑日本人のひたむき
なく高度成長期・三Ｃ時代・飽食の時代へとわが国の社会

によって伝達される情報は︑質・量共に全く空前のもので

いる︒テレビ・新聞によって流布され︑コピーやワープロ

思えば昭和三十五年に池田内閣が︑十年以内に所得を倍

変え︑今までの行動や判断の様相を知らず知らずのうちに

あろう︒ところがこうした移しい情報は人間の思考様式を

は変動していった︒

あったが︑実際には十年も経たぬうちにこの目的は達成さ

にこのような情報化社会では許されるものではなく︑即決

変えてしまった︒時間をかけてゆっくり考えることは︑既

増させると説いた時は︑まだ半信半疑で聞いていたもので
れてしまった︒世界に誇り得る新幹線が東京と大阪の間を

即断が何時の間にか社会的に要請される事柄となってきた︒

走り︑東名高速道路が開通し︑また昭和三十九年には東京

人間を選抜する試験にまでこの傾向が適用されて︑一定時

人間を評価する尺度として採用され始めている︒やがて人

オリンピックが開催され︑昭和四十五年には大阪で寓国博

間の能力とは︑情報の収集量と処理量︑さらにそれの有効

覧会が催された︒これらは︑戦後の日本の復興ぶりをはっ

明治維新後の日本が進んでいく時にモデルにしたのは欧

使用量によって評価される時代が到来するかも知れない︒

間内にどれだけの数量の問題を処理できるか︑その能力が

米の先進諸国であったが︑悲惨な戦後から立ち直らせ︑わ

誠実とか︑真面目︑正直︑努力等の古典的な人間は︑情報

きりと世界の人びとに顕示できた恰好の事例であった︒

ぬアメリカであった︒広大な敷地を持ち︑その中に宮殿の

が国に繁栄と豊かさとを植えつけたそのモデルは︑外なら
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ようになっていくのかも知れない︒

になる︒貿易立国を標傍して︑気兼ねなしに︑若い人たち

でもなれば︑国際化社会に対して若干なりとも役立つこと

ばかりでなく︑お年寄りが︑健康の許す限り堂々と海外に

化社会では疎んじられ︑時代遅れのものとして蔑すまれる
また︑わが国は豊かな国なるが故に︑好むと好まざると
に関りなく︑国際化社会に入っていく︒昔なら︑遣唐使に

や軍属を含めて︑二六○万もの人たちが︑海外から日本に

貢献したものであった︒終戦直後は︑武装解除された軍人

先進国の諸文化を摂取して帰国し︑わが国の社会の発展に

と大体二十歳までが若年層というか︑非生産者階層になる

や短大︑あるいは各種学校に進むので︑高学歴社会になる

若者の

わが国が必然的に迎える新事態である︒中学校を卒業した

豊かな社会の特徴は高学歴社会の出現を意味し︑これは

旅立ったら良いと思う︒

強制送還されてきた︒これも確かに外国の文化を摂取した

だろうと言われる︒以前は義務教育の終了する中学生まで

しても︑遣随使にしても︑ごく僅かの人たちが外国に行き︑

ことである︒ところが︑今はそれどころではない︒海外に

が非生産者階層で︑十五歳までを考えていた︒

言う︒これは結構なことだと私は思っている︒しかし︑ど

中で生涯教育の問題は避けて通る訳にはいかない︒大学を

豊かな社会と共に余暇の利用の問題が発生するが︑この

％は高等学校に進学するというし︑その後は大学

旅行する日本人の数は︑今では年間六○○万人にもなると
うせ海外に出かけるのなら︑昨今は貿易摩擦が問題になっ

の済んだ御婦人たちが改めて勉強するようにでもなれば︑

るのも時代の趨勢であろう︒停年を迎えた人たちや子育て

若い人たちの集団という大学の基本的な姿勢も変わるであ

改めて生涯教育の場として開放されるように要請されてく

に行って︑日本人の実態を外国の人たちにわかって貰える

ろうし︑質的な大変貌を遂げることにもなるだろう︒それ

ている折でもあるから︑文化輸出をやってきて貰ったらい

だけで宜しいのである︒軍備を持たないで︑一応先進国の

よりも長い間働き続けてきた人たちが︑余生をやっと自分

かがなものかと思う︒そんなに重く考えないで気楽に海外

よその国の人びとにまのあたり見て貰えば良い︒日本人と

の好きな勉強に捧げることができるとしたら︑どんなに楽

仲間入りができたという史上稀有な実例を示した日本を︑

しい生き甲斐を感じることになるだろう︒

豊かな社会のもう一つの特徴は︑高齢化社会の到来にあ

は︑仕事好きで働くのが好きな国民であること︑クルマで
どの欲望の充足で満足している人間集団であることを︑一

る︒高齢者を帥歳以上とすると肌世紀の日本は︑四人に一

も家屋でもアメリカのような豪華なものは望まず︑ほどほ
般の人びとが海外旅行を通して宣伝し︑文化輸出の一助に
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とは五人のうちの三人が働いて五人分の医療費を始め税・

が考えられる︒一つは虹世紀になれば︑前にも述べたよう

その他の必要な費用を負担しなければならない社会という

人の割合になるというし︑開歳以上とすると五人に一人が

のである︒しかも︑平均寿命が帥歳になるとまで言われる

ことである︒この時代に社会の中堅幹部として一番の働き

に︑日本はほぼ五人いれば一人はお年寄りで︑一人は若年

長寿社会︑史上未曾有の超高齢化社会がわが国に誕生する

手になっているのは︑今︑小学校や中学校で勉強している

者で労働に従事していない人たちになる︒来たるべき社会

訳である︒長生きをするとは︑祝福されるべきことである︒

だけでなく︑全体における高齢者の数も豊かになってくる

しかし︑考えて承ると嘗ってわれノ＼は﹁人生二十年﹂と

ということになったのでは由をしき問題になる︒そこで︑

児童・生徒たちである︒他人の分まで負担するのは嫌だ︑

高齢者になるだろうと言われる︒豊かな社会とは﹁モノ﹂

言われ︑軍人になって国の為に﹁死ぬことをもって生きる

この子供たちに︑それこそ幼いうちから︑やさしさ︑いた

となす﹂とまで教育されたものである︒そのいわゆる﹁死﹂

というゴールが︑ある時は﹁人生二十年﹂であったり︑﹁人

社会や生存競争の原理とは一味違った﹁思いやり﹂と﹁共

わり︑思いやり︑慈しみ︑ゆとりの気持を育くむように教

存﹂の思想が︑福祉社会の到来に先駆けて育って来なけれ

育していくことが必要になってくる︒効率優先とか︑競争

るまでの計画が実に立て難い︒それよりもゴールに向って

と︑究極のゴールが移動されるものだから︑ゴールに達す
全力疾走しているのに︑ゴールを移されると途端に息切れ

や︑現今の臨時教育審議会の教育答申は︑まさにこの別世

ばなるまい︒昭和五十二年の﹁ゆとり﹂を求める教育改革

生五十年﹂となったり︑﹁人生八十年﹂と調われたりする

にか六分主義が生活の知恵として誕生してきたのかも知れ

世の中を変革するのは︑ペ−．︿１なのではなく︑﹁人﹂な

紀に向っての教育のあり方に対する素晴らしい提言である︒

がしてしまうのは論ずるまでもあるまい︒だから何時の間

であろうか︒一つのことに﹁むき﹂になったり︑﹁埋没﹂

つめていくことが肝腎であろうと思う︒

のであるから︑ふんなでもっと熱心にこの答申の結果を見

ない︒これも豊かさの時代を生き抜くための処世術の一つ
したりせずに︑バランスを保ち︑﹁ゆとり﹂をもって身を

到来しても︑各人は︑完全に身近かな人たちから独立して

る︒何よりも大切なことは︑たとえどんなに豊かな社会が

また︑高齢者になる人たちにも︑生きるための要請があ

処することが必要だ︑ということが次第にわかってくる︒
一一一
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こうした高齢化社会を巧象に生き抜くために二つの方策
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常の哨事にわたるまでひとに甘えないで自分に関するあら

二は︑肉体的に独立することである︒着衣︑食事その他日

一人で生きていかねばならないと自覚することである︒第

神的に独立することであり︑ひとに依存しないで︑自分は

ということである︒身近かな人からの独立とは︑第一に精

一人歩きできるように自分を鍛えあげなければならない︑

﹁体﹂も健康にして︑新鮮な欲望を充足させるように逼し

結構だから︑開き直って︑既成概念を打破して︑﹁心﹂も

ず︑高齢者の人たちが﹁お年寄りだてら﹂にと思われても

うになることも多くなるであろう︒しかし︑それにも拘ら

ってきた高齢者にはついていくだけで精一杯で︑脱落しそ

い棄ての時代とやらで︑質素倹約・勤厳実直を旨として育

︵日本大学教授︶

く生きていって欲しいものである︒

欲不し可レ従・

楽不し可し極︒

︵﹁服部宇之吉編﹃儒教要典﹄昭和十二年﹂より︶

溌め議す了きにあらず︒慨熱個は職りの無いものである︒

物欲は従にすべきでない︒物欲には限りがない︒志望は
撒賎さす可きではない︒こ
志上
がろ
満ざ
つし
れ象
ばた
退い
歩ほ
すく
るわ
︒い
快ら
楽く
は

ぶつよくほしい宮上ぶつよくかぎしぱう

と︒か坐る砿紗磁儲ぎせてはいけない︒鮮沸すべきである︒

解鐸此の散は敬の反対︑敷怠と言って︑なまけ敬はぬこ

こおごりけいはんたいがうたいいうやま

満つ可からず︒楽は極む可からず︒

熟ぺたのし砿きばべ

おごりちやうぺよくほしい衷上ぺこ上ろざし
調方散は長ず可からず︒欲は従にす可からず︒志は

志不し可し満︒

散不し可レ長︒

﹁瞳記・曲鰻﹂より①

ゆるものを自分でやるようにすることである︒第三は︑経
さという点では︑いまだしの感が強いが︑﹁もの﹂の世界

済的に独立することである︒わが国は︑﹁こころ﹂の豊か
では確かに豊かさに溢れているからである︒
これからの社会は︑福祉社会になっていくであろうが︑

福祉とは︑もとノ＼は﹁幸福﹂とか﹁しあわせ﹂のことで
ある︒﹁生きている限り﹂﹁生きている人﹂がすべて︑﹁生

ながら過ごして貰えるような社会にしたいものである︒高

きていてよかった﹂とか︑﹁生きてきてよかった﹂と思い

齢者の数が増加するということは︑当然身障者と同じ状態
の人たちが増大することを意味する︒耳が聞えなくなる︑

手足が動かなくなるという現象は︑悪いことをしたために
与えられる﹁刑罰﹂や﹁制裁﹂とは全く意味が違う︒全く
の自然の成り行きの結果である︒老いるということは︑決
して恥かしいことではない︒

豊かな社会︑技術工業社会になって︑電化製品を初めさ
まざまな新製品に囲まれた家屋構造が︑流行の追求やら使
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の細道﹂等の遺跡があって︑それぞれの神社・仏閣に老幼

男女の参拝者が多いことは︵その中には外人も居る︶︑日

で︑橿原神宮・鹿児島神宮・諏訪大社・塩釜神社・住吉大

本の良さであると痛感した︒ちな承に私は亡父左京が神職

域を巡拝することに懐しさを感ずるのである︒そうした意

社・伊勢神宮・日光東照宮等に奉仕したので︑それらの神

いる昭和二十年八月の玉音盤奪取事件なども著者の個人的

著書﹃今上陛下と母宮貞明皇后﹄︵日本教文社︶に記されて

な功績や高風は勿論のことであるが︑永い歴史と御家系の

味からも︑本会評議員寛素彦氏︵元宮内省総務課長︶の御

に﹂という結論が大切で︑倫理的な人道と交通規則の歩道

重要視した︒結局物心一如の人生であるが﹁人道を大切

背景を忘れてはいけないと思うので寸記してゑたい︒それ

物の豊かな時代にどう人間は生きるべきかという問題は︑

が同様の程度に重要視されなければいけないことは︑歩行

は信州諏訪に関する伝承と史実を眺めていると不思議な因

結局物心両面の運用の調節ということで︑古来の指導者も

者が車という物体の氾濫と交通モラルの低下に悩んでいる

縁があることに気付くからである︒それは要約するとこう

象である︒古代の国譲り神話で︑葦原中つ国の平定に際し︑

又は諏訪関係の神︵人︶が軍事行動の妨害になるという現

いうことである︒古来我国の大事な政治的変革の時に諏訪︑

ことに奇しくも象徴されている︒

国際場裡での競争の問題とも関連するので︑大変難しいこ

建御名方神の行動がいかに読者をして手に汗をにぎらせる

そして国際的な現代では︑経済大国とうたわれる日本の

とである︒またアジアの日本は島国でもあるので︑日本列

かく

故爾に其大国主の神に問ひたまひしく︑﹁今汝が子︑

が登場する重要な箇所である︒すなわち

かれここい重し

の条に建御名方神の服従がもの語られていて︑古典に諏訪

たけ象なかたの

島の地理的歴史的特色をどう生かすかということも重大で

武力的抵抗であったかは﹃古事記﹄上巻の葦原中国の平定

土を文学の面から尊重する立場をとりたい︒そうした場合︑

ある︒私は国文学を専門としているので︑我国の歴史と風
痛感することは︑いわゆる神仏の加護が歴史と風土の中に
文学を通じて脈々と生きている事実である︒例えば今年の

事代主の神︑如此白しぬ︒亦白すべき子有りや︒﹂とと

たけ象なかた

夏も学会などで京都・大阪・日光や琵琶湖・諏訪湖畔の旅

ひたまひき︒是に亦白ししく︑﹁亦我が子︑建御名方の
﹄﹄﹄﹄

をしたが︑そうした随処に﹁古事記﹂や﹁源氏物語﹂﹁奥
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おなかく

と思ふなり︒﹂と述べている︒中部山岳地帯の交通の要路

此ノ神の追迫られてや此ノ処に窮まり賜へる由の名にもや

ちぴきいはたなすえささ

としての諏訪が古典とその研究史に記されているのは注目

神有り︒此れを除きては無し︒﹂とま︾をしき︒如此白す
ちから

間に︑其の建御名方神︑千引の石を手末に筆げて来て︑
かく

すべきことで︑﹃神皇正統記﹄も恐らくは﹃旧事記﹄によ

しの

﹁誰ぞ我が国に来て︑忍び忍びに如此物言ふ︒然らば力
くらせかれわれさき
競べ為む︒故︑我先に其の御手を取らむ︒﹂と言ひき︒

かれたちひ
かへ

諏訪についての劃期的な研究には﹃諏訪史﹄第二巻前・

ったのか﹃古事記﹄と同様の記述をしている︒

おそしぞを

故︑其の御手を取らしむれば︑即ち立氷に取り成し︑亦

つるぎぱ

剣刃に取り成しつ︒故爾に催りて退き居りき︒爾に其の

刊行されている︒また事代主神と建御名方神との比較論に

後編︵宮地直一博士︶が昭和初期︵昭和六年︑十二年︶に

かしこ

﹃日本神話の基礎的研究﹄所収︑昭和四十五年︒﹁国譲り神

は次のようなものが参考になる︒﹁出雲系神話﹂青木紀元

建御名方の神の手を取らむと乞ひ帰して取りたまへぱ︑

わか あ し ご と つ か ひ し
い

若葦を取るが如︑鑑承批ぎて投げ離ちたまへぼ︑即ち逃

げ去にき・

しなののすは

故︑追ひ往きて︑科野国の州羽の海に迫め到りて︑殺

主神の性格﹂三谷栄一﹃日本神話の基盤﹄所収︑昭和四十

あだしところ

話﹂西郷信綱﹃古事記研究﹄所収︑昭和四十八年︒﹁事代

ゑことたか

ところお

さむとしたまひし時︑建御名方の神白ししく︑﹁恐し︑
あ

我をな殺したまひそ︒此の地を除きては︑他処に行か

五十二年︒これらによって諸神の宗教的政治的武力的支配

九年︒倉野憲司博士﹃古事記全註釈﹄第四巻上巻篇的昭和

ことたが

じ︒亦我が父︑大国主の神の命に違はじ︒八重事代主の
まにまたて主つ

命の随に献らむ︒﹂とまをしき︒︵﹃日本古典文学大系﹄

力が考察される︒

神の言に違はじ︒此の葦原の中つ国は︑天つ神の御子の

次に幕末期の史実︒元治元年︑水戸藩士藤田小四郎らは

筑波に挙兵︑これに合流した武田耕雲斎ら八百の軍勢が諏

岩波書店︶

とあり︑﹃日本書紀﹄に無い記述であるので︑古来論議の

さがらそうぞうせきほうたい

い︒また討幕浪士隊の隊長相楽総三︵小島四郎︶の赤報隊

スプ

訪で難渋したことは︑島崎藤村の小説﹃夜明け前﹄に詳し
コ︑ス︿

ヨ︑ロエ

対象となっている︒本居宣長も﹃古事記伝﹄で︑﹁洲羽海﹂
マリタ

について﹁名ノ義未タ考へ得ざれども︑嘗にいは黒須夫

岩倉具視より︑軍令違反の罪をもって追討の命を受け明治

が︑東山道先鋒饗導隊と称して信州へ進承東海道鎮撫総督
ニゲ

麻理の意にもやあらむ︵中略︶さて此に洲羽との承は云ハ

ツヒタエニゲ

ずして︑海としも云るは︑道のある限りは逃賜ひつるが︑

塚が残っている︵参照︑長谷川伸﹃相楽総三とその同志﹄

スプマリ

元年三月三日冷雨の降る下諏訪で刑死︑同町中汐町に相楽
セメイタル

由にて迫到と云る︑即其意なり︑か入ればかの須夫麻理も︑

此ノ湖の岸に至りて︑終に道絶て︑逃べぎすべなく窮れる
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たけさと

である︒そして相楽総三の同志に落合直亮や飯田武郷らの

なおあき

昭和十八年︑新小説社︶︒いずれも武力行動に対する障害
国学者がいたので︑直亮の養子直文には﹁白雪物語﹂があ

は亀屋ホテルに近い︒また歌人としては島木赤彦・今井邦

ララギ派歌人︶・智英︵万葉学者︶兄弟が出て︑その遣宅

く泊り︑小説を執筆した︒また下諏訪からは五味保義︵ア

また下諏訪の本陣跡の傍の亀屋ホテルには島崎藤村がよ

んぱしらと呼ぶ大木が建っていることでも有名である︒

って︑この悲話が記されている︒飯田武郷には﹃日本書紀

しら

通釈﹄の大著があるが︑旧信州高島藩士︑諏訪氏の家臣で

邦子

の御歌は今︑下諏訪町の歌碑に刻まれている︒なおこのサ

風ある入日於病床に

昭和二十一年三月末日

つれあたらしきいのちあらし目

真木ふかき谷よりいづる山水の

だいた︒その時サイン帳に記して下さった

香社に訪問し︑当時健在だった島木未亡人に紹介していた

子等が有名で︑私は今井女史を終戦の翌年︑下諏訪の明日

ちな承に私は戦時中︑島崎藤村・長谷川伸両翁をそれぞ

あった︒

れ御宅に訪問して︑特に藤村翁からは﹃夜明け前﹄の資料
﹁大黒屋日記﹂を手渡されて拝見するという有難い体験に

最後に昭和終戦時の秘話︒終戦を宣する天皇の玉音放送

恵まれた︒

は太平洋戦争の終止符として万世の太平をもたらしたもの
入しその音盤を奪おうとしたが︑その時︑身をもって隠し

であったが︑それだけに陸軍の一部過激分子は宮内省に乱
切ったのが︑侍従寛素彦氏で︑氏の父君寛克彦博士は飯田

﹁天晴清明

イン帳には他に

ある︒そうした意味から︑二十一世紀の教育をめざしたい

この機能は︑勿論教育を通じて一般社会と結び付くので

を通じて生き続ける機能を痛感するのである︒

がえて有難い︒そして自然と人生の脈絡が歴史の中に文学

等も記されており︑終戦直後のこうした方々の心境がうか

終戦之秋曾我廼家五郎﹂

﹁戦ひにまけても不二は冨士の山

寛素彦﹂

武郷の親戚で諏訪御出身である︒私は東大学生時代に幸運
さて以上の軍事行動を防害した﹁諏訪﹂は︑結果的には

にも博士に度をお目にかかれた︒

平和を招来したものと言えるのではあるまいか︒

なお諏訪大社の御祭神は建御名方神︵たけゑなかたのか
承︶と八坂刀売神︵やさかとめのか象︶で一般には古くか
ら上社︵諏訪市中洲宮山︶に男神︑下社︵下諏訪町︶に女
神の信仰が伝わっている︒また諏訪大社は社殿の四隅にお
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の原則・生涯学習体系への移行・変化への対応﹂というモ

わゆる臨教審の三年間の歩承も注目され︑その﹁個性重視

えない︒

操って母を驚かせた僕だもの︒今更外国などとはとても思

じんだ︒幼い頃には家庭内の会話にも︑時として台湾語を

にも︑鼻にも︑口にも︑台湾の風土はなじ承すぎるほどな
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くれるという︒僕がそんな招待にふさわしい人間だとは︑

どうしてもうぬぼれることは出来ないが︑僕は喜んで飛ん
思えば台湾は今でも僕の故郷である︒僕の皮肩にも︑目

で行こう︒

●

そうだ︑こんなことがあった︒覚えているだろうか︒日

然であることを︑僕は痛烈な実感として感じた︒

の民族からその言語を奪う︑それが大きな悪であり︑反自

どんなにつらく僕の皮層に突き刺さったことだろう︒一つ

と話をやめた︒そいう時のいいようのない白をしい空気は︑

のあちこちで談笑している者たちは︑僕が近付くとぴたり

えば︑校内では台湾語を使うことは厳禁されていた︒校庭

時には日本人であることが厭になることさえあった︒たと

の自然をそこねたか︑それをいやという程見てきた僕は︑

人に対する日本の気違いじふた同化政策が︑どんなに人間

またそれは不可能だということである︒あの当時の︑台湾

の民族が他の民族を支配してはならぬということであり︑

験をした︒それは一言にいえば︑どんな形にしても︑一つ

その特殊性には驚かなかったけれど︑そこで僕は大きな体

﹁台湾人﹂が全校生徒の九割以上を占めるという中学校︑

ながる忘れえない所なのだ︒台南という町は︑

重な最初の三年間を過ごした土地として︑悟恨や苦悩につ

情緒的なもののための承ではない︒僕の永い教師生活の貴

しかし︑僕が台湾に心を惹かれるのは︑そんな感覚的︑

ットーの下に︑会議の開催︵六六八回︑うち総会九○回︶

革ヒアリング︵四八三人︶という努力が︑美事に結実する

公聴会︵全国各地で一四回︶︑団体・有識者からの教育改

そしてその実践に際しては︑全国の教育機関や施設︑特

ことが望まれる︒

に国立教育研究所︵目黒区下目黒︶・国立教育会館︵千代

二
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田区霞が関︶・日本弘道会等の存在が注目されるのである︒
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ためらうことなく﹁ない﹂と答えた︒すると彼は問うた︒

彼はつづいて﹁真理に例外がありますか﹂と問うた︒僕は

とが出来る︒あの時ほど日本人であることに痛切な悲哀を

がこんな訓示をした︒大陸で戦っている勇敢な日本兵が︑

感じたことはなかった︒いや︑自分が下らなく小さな人間

本が大平洋戦争の勝利に酔っていたある日の朝礼で︑校長

うだ︑お前たちもこんな勇ましい行為が出来るか︒出来る

であることを思い知らされたことはなかった︒君たちの心

﹁では︑日本も滅びる時がありますか﹂ｌあああの時の

と思う者は手を挙げよ﹂と言ったね︒すると全校八百の生

にもない挙手に怒った僕が︑心にもない沈黙で答えなけれ

狼狽を︑二十五年たった今でもありありと思い浮かべるこ

徒は一斉に一人残らず手を挙げたではないか︒その日の第

片腕を突っ込んで沈黙させたという話をしたあとで︑﹁ど

一時間目︑僕はいきなり生徒に問うた︒﹁もう一度尋ねる︒

じんも感じられず︑全く透明なロジックの見事さだけがあ

ばならなかったのだ︒しかもなお︑そこには意地悪さが象

敵のトーチカを奪取するために︑機関銃が火を吐く銃眼に

銃眼に腕を突っ込めると本当に思う者は手を挙げよ﹂と︒

った︒そのことを今ではすがすがしく思い出すことができ

僕のけんまくに恐れをなしたか︑唯一人手を挙げなかった︒
﹁なぜ嘘をつくのか﹂と僕はたたゑかけて問うた︒誰も答

る︒

そうだ︑こんなこともあった︒クラス主任は昼食を生徒

えない︒僕は﹁この嘘つきめ﹂と生徒を罵りながら︑どう
しようもない悲しぷに沈んでいった︒自分の叱責が的外れ

らわしだった︒ある時僕は﹁いただきますって誰にいただ

と生徒は︑一斉に﹁いただきます﹂と言ってたく始めるな

くのだ﹂と生徒に問うた︒誰も答える者がなかった︒僕の

と一緒に教室でたべることになっていたね︒僕が箸を取る

ったらどんなことになるか︑手を挙げることが︑嘘をつく

つもりでは︑そう尋ねることによって︑形式化し︑無意味

であることは︑わかりすぎるほどわかっていたのだ︒あの

ことが︑止むを得ない自衛手段であることはよくわかって

になっている言語生活のなかで︑言葉の持つ本来の意味を

朝礼の雰囲気の中で︑台湾人である君たちが手を挙げなか

いたのだ︒だからこそ僕は腹が立った︒君らに嘘を強いる

いを説明しても︑その日以後二度と生徒はそれを口にしな

くら僕が﹁いただきます﹂という日本語の深い意味や味わ

にか揚げ足取りのような冷たさが潜んでいたのだろう︒い

改めて考えさせたかったのだ︒けれど︑僕の問い方にはな

大きな力が憎かったのだ︒

しかし︑そのすぐあとで︑鮮やかな三段論法で教壇上に
﹁先生︒盛者必滅︑栄枯盛衰は世のならいとは真理です

僕を窮死せしめたのは︑あれは誰だったのだろう︒
か﹂と彼はまじめに問うたものだ︒僕は﹁然り﹂と答えた︒

（31）

くなった︒こざかしい教育技術で若い心を傷つけたという

思えば僕も若かった︒僕は食いしんぼうで︑よく台湾料

記憶は︑苦い後味を僕の心に残している︒

理のうまさを語ったものだが︑﹁先生の言う台湾料理は宴
会料理です︒これが本当の台湾料理です﹂と言って︑お母
さんに作って貰ったものを岡持一杯持ってきてくれたＴ君︒

レコード音楽狂の僕は訪ねて来る彼に愛蔵のレコードを聞
かせるという悪癖があったが︑その被害者︵君もその一人
だったはず︶の中から何人かの音楽好きが生まれたらしく︑
僕が応召で南支に行っていた時︑自作の弦楽四重奏曲︵１︶

Ｑ君︒君たちももう日本の言葉でいえば四十路を越えた

を送ってくれたＫ君︒

はずだ︒試行錯誤に満ちた若い日の僕の心情をも諒とする
までに成長しているだろう︒君たちと僕とを隔てていた不
ところで︑それはやっぱりあっただろう︶も︑今はもうな

自然な壁︵たとえ僕がどんなにそれを意識するまいとした
い︒心から︑なんのわだかまりもなく語り合うことができ
るだろう︒それだけでも﹁平和﹂とはなんと貴重なものだ
ろうか︒

再会の日を待っている︒
︵大分府内学園予備校非常勤講師︶

﹁暖記・曲瞳﹂より②

狼曇し求レ勝︒分母し求レ多︒

臨レ財母二荷得毛臨レ難母二荷免毛

疑事曇し質︒直而勿レ有︒

ざいのぞいやしうなかなんのぞいやし

讃方財に臨んでは荷くも得ること母れ︒難は臨んでは荷

は擁きを誠むること鰍れ︒撫僻しき蕊は灘すこと既れ︒蔵

くも蝿が上こと既れ︒擬りて職を説むること鰍れ︒炉けて

しかたもなか

ざいはうちよくめんときちゅういいやしくかりそめこれ

くして而して有つこと勿れ︒
え

かんなんちよくめんと念
得ようとする灘が岐秒畔してはならぬ︒銀
難に直面した時

解緯財宝に直面した時は︑注意して荷も︑仮初にも之を

ひけふこ▲ろ滝

もと

は︑ぃ敵くも芽を懸かるＴからざる職に嫌て︑懸かれようと
もと

する卑怯な心を出してはならぬ︒狼りてごまかして︑磯を

つゐきう

わいけんた苫いひとこれ

求めようとしてはならぬ︒椛職賊醗の硫醗の暁に︑岨より
おほもと
ひとうたがわことわた麓
も多きを求めてはならぬ︒人の疑しき事は︑我れより質

︵﹁服部宇之吉編﹃儒教要典﹄昭和十二年﹂より︶

し追求してはならぬ︒我が意見が直しと言って︑人を之に
が
従したは
せようと蹴って︑群が誰を疏殴に厨報し獄ってはなら
い︒
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毎朝︑新聞にはさまれたチラシの
不動産広告を見ると︑どこの世界の
話かと驚くような高い値段の土地︑

住宅が並んでいる︒まったく︑ただ

は夢のまた夢になってしまった︒

地つきのマイホームを持つことなど

らない︒カネに糸目をつけぬ恰好で

同額の別の土地を買えば税金はかか

もあがる︒土地売買に関係のない住

地価が上れば相続税も固定資産税

まち暴騰してしまった︒

郊外の住宅地が買われ︑地価がたち
以上値上りのすさまじさ︒それが地

この一年ばかりで東京郊外は三倍
方にも波及しつつあるが︑なぜ暴騰

アパートの家賃もあがり︑実質的な

民にも影響がのしかかる︒借地料や

源といえよう︒地価対策は焦眉の急

いまや地価暴騰は日本の諸悪の根

まっている︒

担だけふえる︒住民の間に不安が強

を売るのではないから︑結局︑税負

えたように思うのは錯覚で︑その家

地価があがったので自分の資産がふ

大増税となって生活を脅かされる︒

西武池袋線東長崎駅から徒歩十一

ごとではない数字の行列だ︒

入江徳郎

分で︑土地二百八平方メートル︵私
道十七平方メートルを含む︶建物は

したか︑すでにいわれているよう

である︒ここまで放置した政府の責

任は大きいが︑いまからでも至急に

この声に政府は早急に応えなければ

取組んでほしい︒地価を抑制せよ︑

ならない︒
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築七年で︑これが四億六千万円︒私
道を除いた部分は百九十一平方メー
トルになるから約五十八坪︒これで

は庭らしい庭もなかろうが︑この値
段とは驚く︒

中央線荻窪駅付近で十億五千万円

に︑ビルやオフィス需要の急増で都

というのが出ている︒駅から徒歩十

五分︑更地四百六十二平方メート

心の地価が急騰し︑地上げ屋の暗躍

税制の特例で︑土地を売った金で

が郊外に移るからである︒

明躍で︑土地を売って大金を得た人

ル︒坪に直すと百四十坪で一坪当り

ーマンにとって天文学的数字だ︒土

にしても十億円を越すとは︒サラリ

この広さなら小庭がつくが︑それ

七百九十万円となる︒

地価高騰を抑えよ

るのは消化管出血︵潰傷や癌から︶

眼晩結膜の色がピンク色でなく白く

貧血の症状は顔色が蒼白く︑爪や

三貧血の症状

や手術や外傷による出血があり︑輸

とになります︒血液が急に失なわれ

ことがありましょう︒

なります︒動惇や息切れを生じて心

貧血という言葉も皆さんよく聞く

一貧血とは

臓病と間違うことがあり︑ひどくな

ると心不全を来たすこともありま

筋腫などに︶などが行なわれます︒

輸血︑鉄剤の投与︑手術︵癌︑潰傷︑

ます︒治療には貧血の種類により︑

腸︑骨髄︑心臓の検査などがなされ

ることが大切です︒そのためには胃

治療のためには貧血の原因まで調べ

診断は血液検査で分かりますが︑

四貧血の診断と治療

は違います︒

流の減少で︑血液が減少した貧血と

がありますが︑これは一過性の脳血

ふらして起立出来ないものに脳貧血

膚病を呈することもあります︒ふら

す︒その他頭痛︑しびれ︑舷量︑皮

めまい

例えば痔︑胃潰傷︑子宮筋腫などで

でも長期間続くと貧血になります︒

杉浦昌也

血により補われます︒わずかな出血

貧血とはヒトの血液が減少した状
態で︑正確には︑赤血球とヘモグロ

ビンが減少していることです︒赤血
球は一立方ミリメートル中に四百な
いし五百万あります︒ヘモグロビン

は血色素といわれる鉄を含んだ蛋白

これらが不足しても貧血となりま
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質です︒血液が赤いのは血色素の色
です︒百ミリリットルに十二ないし

十五グラム含まれます︒これらの値
に達しないものを貧血といいます︒

二貧血の原因
いろいろなものがありますが︑中

年期以後には血液そのものの原因と

す︒また赤血球を産生する場所は骨
が起こります︒

髄ですが︑その障害によっても貧血

て貧血のおきた原因をよく調べる必

なわれる場合と②赤血球の産生障害

大別すると①血液が体の内外で失

要があります︒

Ｂ⑫葉酸などの材料が必要ですが︑

琶

す︒赤血球の産生には鉄︑ビタミン

:2通愛

いうよりは︑癌とか炎症などの二次

貧 血

性の貧血が多くなります︒したがっ

含蕊蕊峨

︹泊翁百話︺

泊翁書簡㈲
中条精一郎同霞江宛の四通

﹁泊翁書簡日﹂で泊翁の三女澄江の嫁した神戸寅次郎宛

五通を紹介したが︑今回は二女霞江およびその夫・中条精
一郎宛の四通を取りあげて承よう︒

哲史

なぜそんな内輪のことになったかといえば︑おそらく︑

だけであった︒

精一郎がまだ学生の身分であったためではなかろうか︒泊

﹁中篠精一郎︑霞江同道二て来ル︒同人昨日大学二て工

翁日記の三十一年七月八日の項に
科卒業試験相済の趣﹂

とあるから︑精一郎は結婚生活一年余ののち工学士となっ

部︑当時の帝国大学工科大学建築科に学んだが︑西村霞江
十年二月二十三日であった︒そのことは︑泊翁日記の同日

工学士となると間もなく精一郎は文部省嘱託員を命ぜら

たのである︒

﹁中篠精一郎文部省嘱託員を命ぜられ︑年俸金千円下賜

れた︒三十一年七月二十日の項は

る︒筆者の昭和十三年頃の初任給もほぼ同額であった︒

と伝えているが︑年俸金千円は優遇であったように思われ

の旨通知有之﹂

人芹沢政温来ル﹂

母子共に丈夫である旨を報じたあと︑同六月三日の項に

産気付いた旨の電報があり︑十三日午後二時女子を出産︑

泊翁日記は︑三十二年二月十二日の夜︑中条より霞江が

ほかは双方の両親︑父がたの祖母︑米沢人芹沢政温の八人

とある記事から想像すると︑婚儀はきわめて簡単なもので

婦参ル︒先方より中条夫婦︑老母井枠精一郎︑外に同国

﹁今日霞江中条氏二引移︒根岸岡野にて婚儀相整︑余夫

とある通りであるが︑ついで四月二十二日の項に

苗精一郎へ霞江縁組内談相整︑今日両家結納為御交相済﹂

﹁此度︿宮城一郎氏の世話にて米沢人中条政恒の長子同

の項に

との縁談が整い︑両家の結納が取りかわされたのは明治三

中条精一郎は米沢人中条政恒の長子で︑現在の東大工学

川

あったらしい︒すなわち︑婚儀に参列したのは本人同士の
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古

札幌農学校に赴任するため︑一家あげて北海道へ渡ったの

六月八日には﹁札幌へ出立﹂している︒文部省技手として

と記している︒が︑この﹁当分﹂は僅か五日だけのことで︑

﹁中条精一郎居宅売却致したる二付︑霞江共に当分同居﹂

月拾五銭にてよろしく御座候︒弥を御入会の御見込ならば︑

に相成候へぱよるしき事に御座候︒左候へぱ御両人にて毎

誌なれば︶御取寄に候は皇一人にて一人半の会費御差出し

但書にある通り︑両人にて雑誌一部︵現今は男女同一の雑

差出に相成候は壁先夫にて沢山に御座候︒且規約第十条の

は差支無之候︒

Ｏ耶蘇教人は少を不都合二候間入会御断可被下候︒神道家

人は拙者引受可申候︒

規約第三条によりて住所姓名其外御書送り有之度候︒紹介

である︒

札幌農学校での精一郎の仕事は︑校舎の建築と講師とし
ての役務を兼ねていたらしいが︑三十四年十一月三十日の

○郵券代用は追て相定候積なれども︑今は規定いたし不居

項に

﹁中条精一郎帰京被仰付二付︑霞江及子供蔵人召連今日

○老生病気度を尋ねられ候由に付︑昨今の容体委しく可申

候︒会費は一ケ年二回位に御逓送有之度候︒

着京﹂

たことがわかる︒帰任に先だつ八月十五日︑霞江は男子を

述候︒

とあるように︑約二年半の北海道勤務をおえて東京に帰っ

昨年中は兎角出来不出来ありてあまり永引候二付︑十二月

になり橋本博士二診察を受け候処︑外面よりの診察にては

出産した︒それで︑﹁霞江及子供威人召連﹂という記事に
以下に紹介する泊翁書簡の四通は︑相変らず年次の記載

なったのである︒

がないが︑中条一家の札幌在住時のものであることは明白

入院致候処︑先づ胃液をとり化学的分析をなし︑大便は日

を顕微鏡の試験をなし候処︑胃にも腸にも異常無之︑全く

分り難候︑是非共一旦入院可致と申事二付︑赤十字病院へ

でのあいだに限られる︒そのうち判断の材料が最も具わっ

大腸刈列川の極頑固なるものと診断二相成申候︒依て博士

で︑したがって期間は三十二年六月以降三十四年十一月ま
ているのは

菖臓の御紙面披見いたし候・御両人共弘道会へ御入会のよ

外部より腸をあた上める事︑タンニン酸にて日を腸を洗ふ

全快すべしと申事に候︒粉薬水薬の試種にて︑外に酒にて

候︒博士の申には︑腸カタルならば此薬を持久すれば急度

より薬方書をもらひ︑薬剤師に調薬させ日々服用いたし居

し︑至極喜ばしき事に御座候︒会費は最高額御差出しの趣

︿書簡Ａ﹀

二候へ共︑末長き事故右様御差出しに不及︑銘を拾銭宛御
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病院を退院し︑此節は少々つ上快き方に御座候︒尤病中と

入会希望の意向を欣んでいる次の︿書簡Ｂ﹀は三十三年の

も三十三年十二月であったことになるから︑夫妻の弘道会

して承れば︑前半に見える精一郎霞江夫妻の弘道会入会

などとあり︑書簡後半の記事と全く一致するからである︒

ても気分もよろしく︑食物も相応に出来申候︒夫故何も苦

ことなり︒食養生は甚やかまし︒十二月廿九日一週間にて

しき事は無之候︒昨年も病中に宇都宮の教育会︑深谷の弘

ものと想われる︒
︿書簡Ｂ﹀

十九日の貴書拝見︑寒威甚敷候処愈御安泰奉賀候︒弘道会

日新井氏外一名入会望の趣霞江より申参り候へ共︑族籍年

茂樹

道会に出張いたし候︒弥病症も相分り︑薬方も定まり候間︑
一月九日

追を全快可致と存候︒用事の承︑草略︒

へ御入会御希望之由︑老生に於ても欣喜の至に奉存候︒先

齢等の義不相分候間其侭に致置申候︒もし右等書送りに相

日事務所へ申通置候間︑定て証票等差上候事と被存候︒先
で︑この︿書簡Ａ﹀は明治三十四年一月九日のものと断定

成候は壁︑早速入会の手続可致候︒尤貴君御入会の後御紹

霞江どの

してよい︒その理由は︑明治三十三年の泊翁日記には︑十

介被下候ても何れにても宜敷御座候︒老生病気度を御尋被

二月二十日の項に

快く御座候︒先七分通りは癒候様覚申侯︒此分にて参り候

下恭奉存候︒此度の薬方は病に的中したりと相見え︑追を

はミ暖気にも相成候は壁全快可致と存居候︒今日社会道

﹁夏以来の下痢兎角出来不出来有之二付︑今日橋本博士
来廿三日赤十字病院へ一週間程入院の積﹂

徳の腐敗は何共申様無之︑歎息の至に御座候︒是を改造す

︵綱常︶の診察を受たる処同人︿病院入をす上め候二付︑

十二月二十三日の項に

るの力は無之候得共︑柳国家の為に微衷を尽し万分の一の

﹁今日午後より下渋谷村赤十字社病院へ入院す︒外科上

西村茂樹

等室第二号二入ル︒入院料一日四円五十銭也﹂

也

尚以霞江へは此度は返事相署し候間宜敷御申通被下度候

中篠精一郎殿

一月三十日

補ひあらぱ本望の至に御座候︒先は貴答迄︑草暑拝具

﹁橋本院長来診︒病気ハ全く慢性大腸カタルにて別に危

十二月二十八日の項に
険の状無之趣二付︑明日退院の積﹂

十二月二十九日の項に
﹁午後二時より赤十字社病院退院﹂
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右の文面に見える﹁老生病気﹂は︑三十二年八月末頃か
六日には

ら悪化したことを泊翁日記の記事は伝えている︒八月二十
﹁病気二付弘道会事務を人に暫く委托せんと欲し︑事務
所へ出席幹事へ相談に及ぶ﹂

﹁先日より腹潟の処兎角不快なり︒依て今日二宮氏を招

ほどであり︑九月八日には
きて治療を乞ふ﹂

ており︑九月十七日は
﹁弘道会常集会なれども病気二付出席せず﹂

九月二十三日も
﹁秋季皇霊祭なれども病気二付不参拝﹂

九月二十六日は
﹁下痢兎角同様二付洗腸法相始﹂

十月十四日も
﹁下痢兎角同扇二付青山胤通氏の来診を乞ふ︒今日同入
来り診察す︒薬法ハ従前の通二宮氏引請﹂
﹁神宮祭の処病気二付参拝せず﹂

十月十七日は

という容態がつづいたので︑十月二十七日には
﹁病気久しく癒ざる二付第一高等学校倫理科講師の解任
を請願す﹂

るまでに至っている︒これらは﹁老生病気﹂に該当するに

ちがいないが︑十月二十日の記事に見える

﹁硝酸銀洗腸相用ひし以来下痢少し快し﹂

十一月二十二日の

﹁お千賀二宮へ礼として参る︒薬代の外謝礼として五十
円遣す﹂

﹁病気後初て高等学校へ出講﹂

十二月五日の

﹁今日床揚の内祝を為し︑病中見舞物を贈りし人々に夫

十二月六日の
々礼物出す﹂

などの記事は︑﹁此度の薬方は病に的中したりと相見え︑

追々快く御座侯︒先七分通りは癒候様覚申候︒此分にて参

り候は壁︑暖気にも相成候は堂全快可致と存居候﹂という

文面と一致するから︑︿書簡Ｂ﹀の．月三十日﹂という

し︑入会希望の意向を知らされて泊翁が欣んだのは三十二

日付は三十三年のものと判断してまちがいなかろう︒しか

︵旧臓︶とは︑ずいぶん時間がかかったもので︑万事がス

年の一月三十日であったのに︑入会が実現したのは十二月

い︒

ローモーであった世相の一端を表わしているのかも知れな

尤も︑これには時間的距離のほかに東京と北海道という

場所的距離も作用しているかも知れないが︑︿書簡Ｂ﹀を

三十四年のものと判断する材料は見当たらないから︑やは
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り三十三年一月三十日説が妥当であろう︒

ところで︑次の︿書簡Ｃ﹀には精一郎霞江夫妻の弘道会
入会希望について何の言及もない︒というのは︑
︿書簡Ｃ﹀

札幌区南三条二丁目

札幌区大通西三丁目

宇波菊松

岩佐武五郎

の勧誘をしてもよいという申込承に応えて弘道会の規則や

という文面であるが︑これが示している通り︑弘道会入会

付弘道会之規則雑誌等相送候は入勧誘可致旨承知候︒規則

する大希望を抱く会で︑その成功を百年の後に期する﹁前

咽す機会を得なかったが︑日本国民の道徳を振興しようと

ていること︑そして﹁日本弘道会の義﹂は今までくわしく

は合併していること︑札幌市内にも一両人の会員が在住し

雑誌を送ること︑婦人部雑誌は現在出しておらず︑男子部

等少々相送申候︒婦人部雑誌は此節は別段出板不致︑男子

途甚遠﹂い使命をもつこと︑などを訴えている︒弘道会に

下田氏設立の婦人協会の義二付被申越候趣致承知候︒右二

部に合併致居候間︑近刊の分少々相送申候︒人名簿は少々

婦人部雑誌︵婦人弘道叢記︶があったのは明治二十七年か

々に進行し一歩も退かざるの覚悟なれば︑此意を領承せら

功を百年の後に期する事なれば︑急卒の功を求めず︑只徐

甚遠し︒固より老生一代にて出来得くしとは思はず︑其成

民の道徳を振興せんといふ大希望を抱ける会にて︑其前途

日本弘道会の義は是迄は委しく咽しも不致候へ共︑日本国

なく三十三年であったら︑当然︑精一郎霞江夫妻自身の入

十二年十二月九日のものである公算が大きい︒三十二年で

月以後のものであることも疑えないから︑︿書簡Ｃ﹀は三

のは無論のことだが︑中条一家が札幌へ渡った三十二年六

ら三十一年四月号までであるから︑それ以後の書簡である

︵ママ︶

中にも一両人会員相見へ申候︒

古く候へ共︑外に有合無之候間︑其侭相送り申候︒札幌市

れんことを望む︒

ものと判断されたく書簡Ｂ﹀には︑すでにそれが表明され

三十日︑︿書簡Ａ﹀が三十四年一月九日の日付で書かれた

簡Ｃ﹀が三十二年十二月九日︑︿書簡Ｂ﹀が三十三年一月

それで︑けつきよく︑精一郎霞江宛の泊翁書簡は︑︿書

ているのだから︒

会希望も出ていなくてはならない︒三十三年一月三十日の
茂樹

先は過日の御返事造乍延引如此御座候︒草々不宣
十二月九日
霞江どの

本文の通相認候処︑都合に寄人名簿は後便相送可申候也︒
左の三人は弘道会員に御座候︒

札幌苗穂村海老原弥二郎
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と推定されるが︑もう一通︑やはり年次不明の年賀状︵仮

るとし︑これは第十条の但書にあると注意した点はほほえ

とるなら﹁一人半の会費﹂すなわち﹁毎月拾五銭﹂で足り

れども︑今日奉ずべきの教甚多し︒理教には儒道あり︑宗

解せず︒本邦に奉ずべき教なしと言は皇猶可なることな

ば︑﹃自識録﹄に﹁邦人にて耶蘇教を奉ずる者は吾其意を

否しているのも注目を惹く︒泊翁の耶蘇教嫌いは︑たとえ

ましいし︑﹁耶蘇教人﹂の入会を﹁少々不都合﹂として拒

に︿書簡Ｄ﹀と呼ぶ︶が残されている︒その内容は
︿書簡Ｄ﹀

謹賀新年
先日は御賀辞被下恭奉存候︒乍暑儀右御礼も申述候︒

一月八日西村千賀

西村茂樹

れば高妙正実なり︒然るを何を苦んで国体に害ある所の耶

教には仏教あり︑窮理には哲学あり︑何れも耶蘇教に比す

ある通りであるが︑弘道会への入会拒否を表明した文献と

蘇教を奉じ︑併せて仏教︑儒教と闘はんとするや﹂などと

中条精一郎殿
という内容であるが︑これについては年次を推測する材料

同霞江殿
は何もない︒中条一家の札幌在住中のものであれば︑三十
月九日のものとする推定が正しければ︑︿書簡Ｄ﹀は三十

翁は子どもにも弘道会の宣伝はしなかったが︑入会を希望

事実も︑この書簡は語っている︒その他︿書簡Ｃ﹀は︑泊

会費納入の方法として﹁郵券代用﹂を認めていなかった

しては唯一かも知れない︒

三年一月八日のものとするのが常識的であろう︒︿書簡Ｄ﹀

三年か三十四年かに限られるが︑︿書簡Ａ﹀を三十四年一

を一月八日にしたため︑その翌日の一月九日に︿書簡Ａ﹀

すれぱ﹁至極喜ばしき事﹂として歓迎したことなどを伝え

︵本会理事・東京大学名誉教授︶

ていて︑興趣は尽きないのである︒

が書かれたとは考えにくいからである︒

したがって︑けつきよく︑精一郎霞江宛の泊翁書簡四通
は︑︿書簡Ｃ﹀が三十二年十二月九日︑︿書簡Ｄ﹀が三十三
年一月八日︑︿書簡Ａ﹀が三十三年一月三十日︑︿書簡Ａ﹀

が三十四年一月九日の順序で書かれたものと判断されるが︑

ろう︒弘道会に入会して最高額の会費を差出したのをこと

最も長文でしかも興味深い内容をもつのは︿書簡Ａ﹀であ
わり︑﹁銘々拾銭宛﹂でよいとし︑夫婦共同で雑誌一部を

（40）

︽資料︾

﹁国旗・国歌のもつ意味を理解し尊重する態度を養うこと

加えられたのは︑﹁世界の中の日本人﹂の育成を図る上で︑

教育改革に関する第四次答申︵最終答申︶抜すい︿限繊︾灘鯛溝叱岬︶

臨時教育審議会は︑八月七日︑第四次答申を中曾根首相

ある﹂という文章が︑塩川文相の要請もあって新たに入っ

が重要であり︑学校教育上適正な取扱いがなされるべきで

に提出し︑三年間にわたる教育改革論議をしめくくり︑そ
第一次答申︵六○年六月︶はいわば﹁緊急答申﹂であり︑

の任を終えた︒

変化への対応の三項目に集約して示し︑第三章﹁改革のた

つの考え方を︑個性重視の原則︑生涯学習体系への移行︑

第二章﹁教育改革の視点﹂では︑第一次答申であげた八

たことである︒

めの具体的方策﹂では︑これまでの三次にわたる答申の具

で﹁生涯学習体系への移行﹂を主軸とする教育体系の再編

第二次答申︵六一年四月︶は﹁基本答申﹂と呼ぶべき内容

残された教科書制度の在り方などを取り上げて提言し︑第

成を提案した︒第三次答申︵六二年四月︶は第二次答申で

体策を六つの項目に整理してまとめて示した︒この中では︑

国際化への対応のための改革において︑﹁海外にあっては︑

について新たな提言を行うとともに︑これまでの三次にわ

その国の国旗︑国歌等に対して敬意を払う﹂ことが新たに

四次答申は最終答申として︑﹁文教行政﹂と﹁入学時期﹂

は︑この第四次答申を読めば大筋が把握できるようになっ

たる答申を総括している︒したがって︑臨教審答申の全容

教育を秋季入学制に移行すべく︑関連する諸条件の整備に

あるが︑秋季入学の意義を列挙して﹁将来︑我が国の学校

﹁入学時期﹂は︑第三次答申で結論の出なかった問題で

書き加えられている︒

れている時代的要請とこれまでの教育の歩承や現状を考察

第一章﹁教育改革の必要性﹂では︑今日の教育に求めら

ている︒

し︑教育の基本的在り方を示しているが︑この中で新しく
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努めるべきである﹂と前向きの提言となっている︒
﹁文教行政﹂については︑政策官庁としての文部省の機

教育のあり方を量的拡充の方向に求めるものであった︒そ

の後二度にわたる石油ショックを経て一転して低成長に移

ｌ◇ｌ

問題が噴出し︑いわゆる﹁教育荒廃﹂現象が改革論議の発

の方向であった︒同時に︑成長の蔭にかくれていた諸種の

への信頼を前提とした四六答申の見直しないし修正は必然

行し大きな経済社会の変革を経験し︑成長への楽観と教育

さて︑ここで︑臨教審答申の評価を私なりにまとめてお

端となった︒しかし︑この問題も社会の変化の諸現象に深

能の強化を提言している︒

いるが︑教育改革答申がシンポジウムでは何の意味もない︒

は困難であり︑社会や家庭のあり方にまで論議が及ばざる

くかかわっている︒問題の解決は︑学校教育の領域の承で

きたい︒岡本会長は一大教育シンポジウムとの評価をして

を与え︑改革に役立つものとなるかによって︑評価が定ま

の教育要求を受けていわば肥大化した学校教育が︑賛肉を

を得なかったのである︒これは︑一面では︑増大する一方

要は︑具体的改革提言が日本の教育にどれほどインパクト
るのである︒改革提言の実現は︑かかって政治的指導力と

おいて︑大きな意義をもつものというべきである︒

落して本来の役割に立ちかえることができるという意味に

国民の支持と教員の意識にある︒長い眼でこの答申の行方
いろいろの問題点もあるが︑私としては︑次の三点にお

を見守っていく必要がある︒

と公共の精神︑世界の中の日本人﹂を掲げた︒これは︑

﹁ひろい心︑すこやかな体︑ゆたかな創造力︑自由・自立

臨教審は︑﹁二十一世紀のための教育の目標﹂として︑

第一は︑低成長期の経済社会における日本の学校教育に

﹁ひろい心をもった日本人﹂ということであり︑教育の目

いて︑この答申のプラス面の評価としたい︒

ついて︑包括的なレビューを行い︑教育の量的拡大から質

とりあげる試承がなされないまま今日まで推移した社会情

意識が薄いが︑﹁期待される人間像﹂以来この種の問題を

申は︑総体として︑日本人としての意識の酒養という問題

標である日本人の理想像を表現したものでもある︒この答

的充実に基本的施策の方向転換を打ち出したこと︒

第二に︑来るべき社会における教育の目標と同時に︑期

第三に︑学校教育の限界という観点を明確にし︑学歴社

況において︑教育の目標となる人間像を︑明確に提示した

待される人間像を明確に提示したこと︒

体策を提言したこと︒

意義は大きい︒不十分八不満足な点は多をあるにしても︑

会・生涯学習・家庭教育にまで教育の問題をひろげて︑具
昭和四六年の中教審の答申は︑高度成長期における学校
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である︒

出し︑教育の改革に役立てるという基本的態度をもつべき

少くとも教育関係者は︑この答申からプラス面の評価を引
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教育は︑教育基本法にあるように︑人格の完成を目指し︑

平和的な国家および社会の形成者としての自主的精神に充

ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければ

人格の完成は︑教育的努力の究極の目標であり︑この目

ならない︒
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一改革の時代的要請⁝

③科学技術の進展⁝
⑧国際化の進展⁝⁝
二教育の歴史と現状⁝
三教育の基本的在り方
第二章教育改革の視点⁝
個性重視の原則

第三章改革のための具体的方策

②情報社会への対応⁝⁝⁝

①国際社会への貢献：：：．：

三変化への対応・⁝⁝⁝・⁝・⁝

二生涯学習体系への移行⁝⁝

一

標を実現するためには︑徳・知・体の調和のとれた教育が
ある︒

これからの教育は︑とくに豊かな心と健康の大切さを

さらに︑平和的な国家および社会の形成者としての国民

教育全体を通じて重視されなければならない︒このため

らない︒とくに︑身体の健康は人間生活の基盤であり︑

の努力を払うことを教育の中心に据えていかなければな

認識し︑子どもの心身両面の均衡のとれた発達に最大限

の育成を目指すためには︑正しい国家意識の酒養︑社会的

由・自律︑自己責任などが重視されなければならない︒

極めて重要である︒その際︑個人の尊厳︑個性の尊重︑自

責任の自覚︑普遍的で個性豊かな文化や伝統の継承・創造

また︑二一世紀に向けての時代は︑芸術︑科学︑技術

心身の育成を図る必要がある︒

な情操を育てるとともに︑健康教育やスポーツを通じて

には︑人間や自然に対する優しさと思いやりの心︑豊か

このためには︑子どもの自己努力と経験に基づく自発的

・発展のための努力が不可欠である︒

ることを教育の基本に据えていかなければならない︒

な成長に期待しつつ︑必要な基礎・基本をしっかりと教え

を必要としている︒このような創造力を﹁ひろい心﹂と

﹁すこやかな体﹂の心身両面の健康を基礎とする強靭で

等のあらゆる分野において︑﹁ゆたかな創造力﹂の開花

たくましい生命力の中に育んでいくことが重要である︒

本審議会としては︑このような基本的考え方に立って︑

幅広い国民的合意を基礎に︑教育基本法の精神を我が国の

将来の展望とこれまでの教育の歴史や現状を踏まえつつ︑

教育土壌にさらに深く根付かせ︑二一世紀に向けてこの精

主的精神の酒養が必ずしも十分ではなく︑個の確立︑自

②従来の教育においては︑個人の尊厳︑個性の尊重︑自

要があると考える︒

神を創造的に継承・発展させ︑実践的に具体化していく必

省し︑これからの教育は︑﹁自由・自律の精神﹂︑すなわ

由の精神の尊重等に欠けているところがあったことを反

ち︑自ら思考し︑判断し︑決断し︑責任を取ることので

これらを基礎として︑二一世紀のための教育の目標を現

きる主体的能力︑意欲︑態度等を育成しなければならな

段階でまとめて承ると︑①ひろい心︑すこやかな体︑ゆた
かな創造力︑②自由・自律と公共の精神︑③世界の中の日

社会の形成者としての責任を果たす自覚が求められる︒

また︑個之人は︑一人で存在するものではなく︑国家

い︒

本人が︑とくに重要であると考えられる︒

①教育の目的である人格の完成の実現に近づくためには︑
る﹁ひろい心﹂と﹁すこやかな体﹂を育むことが重要で

徳育︑知育︑体育の調和の中に︑真・善・美を求め続け
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可欠である︒

疎通ができる国際的コミュニケーション能力の育成が不

本審議会は︑二一世紀のための教育の目標の実現に向け
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第二章教育改革の視点︵全文︶

︵注・傍線は解説者が付した︒︶

このためには︑﹁公共の精神﹂が強調されなければなら
社会的規範や法秩序を尊重する精神の酒養が重要である︒

ず︑公共のために尽くす心︑社会奉仕の心など︑そして
さらに︑自分と異なるもの︑異質性・多様性に対する寛
容の心などを育成することが必要である︒

このような﹁公共の精神﹂は﹁自由・自律の精神﹂の
基礎の上に初めて確立されるものである︒

て︑教育の現状を踏まえ︑時代の進展に対応し得る教育の

③それとともに︑我が国がいまだかって経験したことの
一員として生き続けていくためには︑全人類的視野に立

ない国際的相互依存関係の深まりのなかで︑国際社会の

に考えた︒このうち︑﹁個性重視の原則﹂は今次教育改革

改革を推進するための基本的な考え方として︑以下のよう

今次教育改革において最も重要なことは︑これまでの我

一個性重視の原則

で最も重視されなければならない基本的な原則とした︒

って様々な分野で貢献するとともに︑国際社会において
界の中の日本人﹂の育成を図ることが重要となる︒

真に信頼される日本人を育成すること︑すなわち︑﹁世
そのためには︑第一に︑広い国際的視野の中で日本文
性をも深く理解することのできる能力が不可欠である︒

て︑個人の尊厳︑個性の尊重︑自由・自律︑自己責任の原

が国の根深い病弊である画一性︑硬直性︑閉鎖性を打破し

化の個性を主張でき︑かつ多様な異なる文化の優れた個
第二に︑日本人として︑国を愛する心をもつとともに︑

この﹁個性重視の原則﹂に照らし︑教育の内容︑方法︑制

則︑すなわち﹁個性重視の原則﹂を確立することである︒

狭い自国の利害の承で物事を判断するのではなく︑広い
国際的︑人類的視野の中で人格形成を目指すという基本

なければならない︒

度︑政策など教育の全分野について抜本的に見直していか

︲︲︲︲︲１１１１に立つ必要がある︒なお︑これに関連して︑国旗・国歌

のもつ意味を理解し尊重する心情と態度を養うことが重

①我が国の教育は︑明治以来の近代化の過程において︑

要であり︑学校教育上適正な取扱いがなされるべきであ
る︒第三に︑多様な異文化を深く理解し︑十分に意思の
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効率性を重視し︑継続性と安定性を求める傾向の強い教

れるものであることを認識する必要がある︒

がなされず︑個の確立︑自由の精神の尊重等で十分でな

ること︑子どもの豊かな心を育て︑たくましい体を作り

心身を鍛えることができるような教育の仕組みを導入す

ていくことが必要である︒このため︑自然環境のなかで

子どもをとりまく学校や日常の様々な環境条件を改善し

かったことを反省しなければならない︒しかし︑同時に

上げるための教育条件の整備を図ること︑教師が子ども

③また︑個性を伸ばし︑創造的で豊かな心を育てる上で︑

自由は重い自己責任を伴うものであるので︑選択の自由

の心や体を理解する能力を高めることなど﹁教育環境の

のとなり︑個人の尊厳︑個性の尊重︑自主的精神の酒養

の増大する社会にあって︑これからの教育は個人の尊厳︑

人間化﹂を積極的に推進する視点も極めて重要である︒

育制度の特質もあって︑ともすれば画一的︑硬直的なも

個性の尊重を基礎として︑この自由の重承︑責任の増大

我が国が今後︑社会の変化に主体的に対応し︑活力ある

二生涯学習体系への移行

連する諸規制の緩和が必要である︒

育行政や制度もまた柔軟で分権的でなければならず︑関

大﹂を図ることが極めて重要である︒このためには︑教

一性︑閉鎖性の弊害を打破する上で︑﹁選択の機会の拡

の高度化︑多様化に柔軟に対応し︑これまでの教育の画

なっている︒教育においても︑国民の教育に対する要求

化・多様化するとともに︑選択の自由への要請が大きく

④今日︑社会の成熟化の進展に伴い︑人々の意識は個性

に耐え得る能力を育成することが重要である︒

軟に対応していくために︑芸術︑科学︑技術等のあらゆ

②さらに︑二一世紀に向けて社会の変化に積極的かつ柔
る分野においてとくに必要とされる資質︑能力として︑

﹁創造性︒考える力・表現力﹂の育成が重要である︒今

後における科学技術の発展や産業構造︑就業構造などの
変化に対応するためには︑個性的で創造的な人材が求め
られている︒これまでの教育は︑どちらかといえば記憶

力中心の詰め込ゑ教育という傾向があったが︑これから
の社会においては︑知識・情報を単に獲得するだけでは

表現する能力が一層重視されなければならない︒創造性

ともに︑学習意欲の新たな高まりと多様な教育サービス供

社会を築いていくためには︑学歴社会の弊害を是正すると

なく︑それを適切に使いこなし︑自分で考え︑創造し︑

は︑個性と密接な関係をもっており︑個性が生かされて

給体系の登場︑科学技術の進展などに伴う新たな学習需要

こそ真の創造性が育つものである︒また︑豊かで︑多様
な個性は﹁基礎・基本﹂の土台の上に初めて築き上げら

（46）

の高まりにこたえ︑学校中心の考え方を改め︑生涯学習体

含め︑総合的なネットワークを形成していかなければな

③科学技術の高度化︑情報化や国際化︑経済のソフト化

らない︒

いかなければならない︒

系への移行を主軸とする教育体系の総合的再編成を図って

などの社会の変化は︑知識︑技術︑情報体系の発展と再

編成を促し︑産業構造︑就業構造を絶えず変化させてお

①我が国の近代化の過程で︑学校教育は量的に拡大し︑

り︑こうしたなかで︑新たな学習需要が生まれてきてい

るよう︑学校や研究機関などが時代の進展に応じた新し

普及した︒一方︑学校教育の期間の長期化や過度の依存

い学問体系を形成し︑教育・研究施設と企業など社会と

る︒今後︑人々が希望する新たな知識︑技術を習得でき

この弊害を是正するため︑学校教育の自己完結的な考

の相互の緊密な連携・協力を図っていくことが必要であ

などに伴う弊害︑とくに学歴社会の弊害が大きくなって

え方から脱却し︑人間の評価が形式的な学歴に偏ってい

る︒

いる︒

る状況を改め︑どこで学んでも︑いつ学んでも︑その成

④都市化の進展や家庭の機能が変化するなかで︑今日︑

どもの立場を中心に︑家庭・学校・地域社会の役割と限

家庭や地域社会の教育力が低下している︒このため︑子

人灸の意識を社会的に形成していく必要がある︒また︑

果が適切に評価され︑多元的に人間が評価されるよう︑
若いときに希望する学校や職場に進めなかった人とが︑

欲が高まり︑学習需要は高度化︑多様化している︒これ

により︑生涯の各時期︑各領域において︑人々の学習意

地域社会と並ぶ生涯学習の場としてとらえ︑その教育力

たすべき重大な責務である︒この観点から︑家庭を学校︑

とともに︑適時・適切なしつけを行うことは︑家庭が果

に親と子の基本的な信頼関係︵親と子の紳︶を形成する

に相互の連携を図ることが重要である︒とくに乳幼児期

界を明確にし︑それぞれの教育機能を活性化するととも

その後の人生で︑それらに挑戦する機会が得られるよう
に教育や社会の仕組ゑを改善していく必要がある︒

からの学習は︑学校教育の基盤の上に各人の責任におい

の回復を図る必要がある︒

②所得水準の向上や自由時間の増大︑高齢化の進展など

て自由に選択し︑生涯を通じて行われるべきものである︒

三変化への対応

このような認識に立って︑学校教育︑社会教育︑職業能
力開発などの振興を図るとともに︑さらに︑民間におけ
る学習︑文化︑スポーツ︑情報産業等による教育活動を
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には︑教育は時代や社会の絶えざる変化に積極的かつ柔軟

今後︑我が国が創造的で活力ある社会を築いていくため

ことが重要となる︒そのためには︑教育のあらゆる機会

係者の意識を含め日本における教育を広く開放していく

②教育における国際化への対応は︑制度面の承ならず関

を通じて︑たえず異なるものへの関心と寛容を培うとと

に対応していくことが必要である︒なかでも︑教育が直面
である︒

している最も重要な課題は国際化ならびに情報化への対応

し︑自らを不断に改める自己革新力を備えた教育システ

もに︑今後とも変化してやまない国際関係に柔軟に対応

①国際社会への貢献
ける国際化とは異なり︑全人類的かつ地球的視点に立って︑

努力するという草の根レベルからの芽生えが必要であり︑

りひとりである︒それぞれが問題意識をもち課題解決に

③新しい国際化を実現する主体となるのは︑国民のひと

ムを形成していかなければならない︒

人類の平和と繁栄のために様盈な分野において積極的に貢

これからの新しい国際化は︑これまでの近代化時代にお

献し︑国際社会の一員としての責任を果たしていくもので

さらにその芽生えが国民的な運動へと盛り上がっていっ

化は長期的展望に立ち持続的かつ着実に進められること

それだけに︑改革の即効は望むべきではなく︑その具体

て︑初めて国際化に向けての改革は実を結ぶといえよう︒

なければならない︒

して推進させる努力を払いながら︑新しい国際化に対応で

が重要である︒

このような観点に立って︑我が国社会の国際化を全体と
きる教育の実現を期することは我が国の存立と発展にかか

二一世紀に向けて情報化という新しい時代を迎えつつあ

②情報社会への対応

る︒我が国が今後情報化の絶えざる進展に柔軟に対応し︑

わる重要な課題である︒

献し︑責任を果たすためには︑まず︑国際社会の中に生

物質的にも精神的にも豊かな社会を築いていくためには︑

①我が国が教育・学術・文化等あらゆる面で国際的に貢

た教育の在り方を考えていかなければならない︒

るとともに︑双方向の情報伝達を可能にし︑情報および

①新しい情報手段は︑情報選択の余地を飛躍的に拡大す

かなければならない︒

教育自体をそれに積極的に対応できるよう改革を図ってい

きるよき日本人︑ひいてはよき一人の人間の育成を期し
また︑我が国の教育機関︑とくに大学の教育と学術研
究の水準を高めることや︑日本人のためだけの教育機関

ｚや ︒

という従来の閉鎖的な発想を改めていくことが必要であ
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情報手段の主体的な活用への道を格段に広げるものであ

の育成に本格的に取り組む︒

向の意思疎通︑とくに学習者からの発信機能を強化さ

せるとともに︑学習の時間的・空間的制約を緩和させ

イ指導の個別化︑指導形態の柔軟化を可能にし︑双方

る技術的可能性を有している情報手段の潜在力を︑す

る︒このような本格的な情報化は︑教育において︑教え

をつくりだすという基本的な効用をもっている︒しかし︑

ともに情報のネットワークを中心とした新しい学習空間

べての教育機関の活性化のために最大限に活用する︒

る者と学ぶ者との双方向の情報伝達を大幅に拡充すると

ての基礎的・基本的な部分をしっかりと身に付けさせる

その際にも︑これまでの﹁読・書・算﹂のもつ教育とし

育環境の人間化を支援するような形で情報手段を教育

の影の部分を補うための教育を拡充するとともに︑教

に関する教育的見地からの分析・評価を進め︑情報化

ウ情報化の進展が与える身体的︑精神的︑文化的影響

反面︑情報化の進展は︑間接経験の肥大と直接経験の

ことが重要である︒

減少︑情報への過度の依存︑情報過多に伴う各種の不適

■一■更■Ｚ■ワー

の場に組象込む︒

一第三章改革のための具体的方策

．■牢●■●で

応症状など︑情報化への対応いかんによっては︑様灸な
弊害を生承出す可能性もあることを忘れてはならない︒

したがって︑情報化に対応した教育を進めるに当たっ
ては︑情報化の光と影を明確に踏まえ︑新しい情報手段

■●守凸■■■●■一■

教育の現状と将来の展望を踏まえて︑教育改革の視点に
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立って︑第一次から第三次までの答申において提言した具
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②教育と情報化の関係については︑社会の情報化に対応

体的方策の大要は次のとおりである︒

き出しつつ︑影の部分を補うような取組承が必要である︒

がもつ人間の精神的︑文化的発展の可能性を最大限に引

いう面と︑情報化の進展の成果を教育・研究・文化等の

②家庭の教育力の回復

２家庭・学校・社会の諸機能の活性化と連携

第一節生涯学習体制の整備︵抄︶

して教育がどのような機能︑役割を担っていくべきかと
活動自体にどのように活用していくべきかという面の二
つの側面があり︑次のように︑一体的に対応を進めてい
くことが重要である︒

ァ学校をはじめ様々な教育機関において情報活用能力
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家庭が自らの役割や責任を自覚するとともに︑家庭
基盤の整備の推進︑家庭・学校・地域の連携などによ

どを通じて徳育の充実を図る︒

第四節国際化への対応のための改革︵抄︶

６主体性の確立と相対化

り︑乳幼児期における親子の紳の形成や社会生活に必

要な基本的な生活習慣を身に付けさせることなど︑家

国際社会に通用する日本人として︑主体性を確立しつつ

歌等に対して敬意を払うなど国際的に常識とされている基

ばならない︒例えば︑海外にあっては︑その国の国旗︑国

また︑人間関係の基礎としての社交能力が体得されなけれ

も自らを相対化する態度と能力を有することが要請される︒

庭の教育力の回復を図る必要がある︒︵以下略︶

第二節高等教育の多様化と改革︵略︶
第三節初等中等教育の充実と改革︵抄︶
初等中等教育は︑生涯学習の基礎となるものであり︑人

さを失わないようにするなど︑子どものしつけに対する家

本的マナーを身に付け︑現地の文化や習慣を尊重する謙虚

第二節入学時期

第五節情報化への対応のための改革︵略︶

庭︑学校における配慮が必要である︒

間形成の基礎として必要な資質を養うとともに︑豊かな個
性や社会性を培うための基礎的・基本的事項を修得させ︑

的に学習する意志・態度を育てるという重要な役割を担っ

真の学力とすこやかな体︑ひろい心︑さらに︑自らが主体
ている︒こうした観点から︑初等中等教育の充実と必要な

１秋季入学制への移行

改革を図っていく︒

１教育内容の改善

に移行すべく︑関連する諸条件の整備に努めるべきである︒

動向に配慮しつつ︑将来︑我が国の学校教育を秋季入学制

このため︑今後の社会全体の変化を踏まえ︑国民世論の

にとって︑以下のとおり︑大きな意義が認められる︒

てきた制度であるが︑秋季入学制は︑今後の我が国の教育

現行の四月入学制は︑長年にわたり︑国民の間に定着し

基本的な生活習慣のしつけ︑自己抑制力︑日常の社

④徳育の充実
会規範を守る態度の育成︑人間としての﹁生き方﹂の
﹁道徳﹂の内容の見直し・重点化︑適切な道徳教育用

教育を重視する︒また︑自然体験学習の促進︑特設
補助教材の使用の奨励︑教員養成・現職研修の改善な
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てのひら

島根県小玉光

篠塚しげる選

○かたはらの帽子にとんぼとまりけり

○鍵おろす気配ありけり夜の秋

○徹の書に稚拙の文字のなつかしき

ら︶かなし﹂が感動をよぶ︒

く可愛想な気がしたというのである︒﹁掌︵てのひ

腹立たしくつか承投げ打ってゑたものの︑なんとな

︵評︶作物の大事な葉や茎を喰い荒すにくらしい黄金虫︒

＠なげうちて掌かなし黄金虫

霧

白桃の冷えのしゑ入る奥歯かな

＠立話風が割込む秋の暮

千葉県鈴木とよ女

︵評︶風が割込むという中七が面白い︒

○誰を待つ当てあるでなく水を打つ

︵原句は﹁打水を誰を待つ当にてはなく庭満す﹂︶

○申虫つか承売る指節くれて

︵原句は﹁甲虫売るにつかむ指節くれて﹂︶

○乱れ萩禰宜の館の門深し

一寸来て笹子かさこそ落付かず

蒜なく支度を終えし後れ盆

大根を播き終りし夜の雨音

一粒づ上豊作願い大根まく

選者近詠

つ上つ上と日落ちとつとと秋遍路

声の承の帰燕の空のただまぶし

さりげなく毒舌吐いて爽やかに
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弘道俳壇

会告

Ｉ
Ｉ
霧ご寄付者芳名

金壱万円也荒井元吉殿宇葉県︶
金弐万弐粁五百円也中沢三郎殿︵東京都︶
◎会費領収報告書
︵鎚珊澗伽斡卯朋伽叩︶

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた

田中克己⑫藤川貞一⑫

遠山孝鋤角張繁鋤
鈴木要七御梅崎光生御
山本真之助勧鈴木稔⑫
山崎隆司⑫安済良一⑫
横山正木⑫松本孝二⑫

徳川宗英倒吉岡信勧

須田昭太郎⑫○長谷川静馬⑫

柏木輝夫⑫田中外次⑫
桜井哲夫⑫竹俣高敏働

堀越松太郎御山崎吉彦働

三宅孝勧村重嘉勝⑫

柴田孝勧宮川喜幸

松下淳子⑫高木善四郎御

伊藤賢治⑫景山譲衛働
加藤治夫⑫中村弘道御
浅井良策⑫平林智司鋤
下山敏郎⑫川村洋代倒
波多野鈎一⑫野田哲造

上条豊倒塩沢光利⑫

原口徳正働平野弘道倒
臼井省三⑫高橋吉隆⑫
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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︒
︹支会関係︺

︹東京都︺

千葉県東部支会︵東城地区十三名分︶⑫

○吉田捷三⑫○石橋政雄⑫

小測守男⑫十重田益代⑫

西村英二御杉山慎働

砂金俊夫⑬相川政司勧
池田梅世働深津光男⑫
高木外夫⑫徳重真光鰯
安武政敏⑫仲嶺盛基倒

大森吉次郎⑫猪瀬鉾一郎⑫

栗田充治倒

日比野恒次⑫竹内征男⑫

小坂巌倒梶村昇御

篭島誠治
高橋秀雄⑫大洞陽一⑫
松本秀夫価岡本親宣御

三村丸安野安平土大荒岡木加坂鳥古浜室小内佐大石市田
浦川山井口瀬野屋庭木山村藤本羽川田谷向田藤木川川熊

信
井
松
勝文照泰宗忠章好忠敏次健茂義貞清頼秀正弘直太圃理
吉男雄治光寿一重夫鎌郎一男鑑三彦三勇治二毅正郎雄州
働鋤⑫鋤倒⑫｡⑫働鋤倒鋤⑫働働
働勧働鋤鰯勧⑫鋤⑫

丸中春広三本菅野安横小斉米中橋小田古松小久奥細古鈴
山山日沢輪名原沢西山出藤沢里本川中屋下出保村谷屋木
田 喜 英 作 冨
幸昌佑節芳代正太耀之俊良正徳辰貞廉政貞政一寛
治一芳三子進治文郎寿星助一男智松男豊子二子子弘郎一
働鋤勧働⑫⑫画⑫⑫⑫⑫働働勧働鋤崎働倒鋤⑫⑫鰯⑫⑫

尾賀虎之助

国府田悦砂
三田三郎鋤
能島清春⑫
○矢部哲男働
池西一夫鋤
上野明義倒

渡辺 芳 子 櫛
野沢 隆 一 ⑫
小沢 秀 吉 倒
三間二郎鋤
久武 雅 夫 ⑫

○劉優巌勧

高田賢輔

木山正義⑫

神戸

生山

田沢

浅水

矢柴

三溝
︹神奈川県︺

○堀内俊明⑫

○小谷昌働

○高橋史尚⑫
○土橋俊一⑫
坂田正之働

一心⑫

渡辺享倒

佐々井典比古鋤

高木雄
竹ノ内一郎鋤

滝口松蔵働
市原正夫
飯合大助御

飛ヶ谷定一鋤

和田耕一⑫

鈴木三郎鰯

小倉力倒

畑中治倒
平井尭倒

久保田武男倒

松浦成子⑫
大佐和健御
石田泰紀働

落合一男⑫

筒井七三男

安彦孝次郎絢

鈴木正一御

藤田たか子⑫

○尾形伊之吉鰯

麓麓畠篭蕩詣畠篭畜雷毒罵

岩爪昇働
河野信⑫

伊達文蔵働

庄司藤太郎鋤

住友吉左衛門⑫

岡埜谷純夫㈹

藤井隆倒
市村サト御
小川増蔵働
佐伯豊一⑫

鈴木 重 雄 鰯
景山 正 三 鰯

湯川忠夫鋤
石井重光㈹
岡本和彦鰯

鈴木格禅⑫

佐伯孝鋤

遠藤林太郎鋤

○野口安平働
渡辺新一
河合民助倒
塩谷敦夫鋤

金子隆働

古岩井佳勝⑫

︹千葉県︺

佐薙毅㈹

古波津英隆⑫

堤和正働

○池上巌鈎

藤田博鰯

田中実

美濃本卯一働

多田建次⑫
赤司博之⑫

○島田村人⑫

工藤裕勧
浅井義勝⑫
石橋義弘⑫
中根一夫働

義文一惣直修一幸春正

島根宏明御
椎野忠助鋤

伊藤克己御
諏訪荘一⑫
太田邦夫⑫
赤坂恒次⑫
堀口恭宣御
武田恒三⑫
尾沢修治鰯

高倉弘⑫

小伊滝村菅山小加中足奥櫛；
久能沢田野本出藤里立山部
保

和田収⑫

高森董翰

伊庭佳子鋤
乙丸正之鰯

山崎節夫⑫
児玉忠雄⑫
田中修吾鋤
阿部静代⑫

○久保 俊 夫 働
○藤井 洋 司 倒
池田 太 郎 鋤
長戸元三郎⑫

渡部武倒

佐藤隆倒
坂口侃鋤

越田 慶 助 ⑫
吉原須美子⑫

高橋元雄御
前島健男倒

中野泰雄⑫
木村武夫⑫
田中万吉⑫

伊藤幸七郎鋤

高安規玖次倒

秋山 正 三
夜久 正 雄 鋤

泉責⑫
上山定治勧

遠藤勝倒
亀谷弘御
飯吉 亮 一 ⑫
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道信照正智
夫雄雄美己
⑫⑫鋤働鋤

敏賢蔵数道秀度正大武秀竹清一三敬哲
子治人馬雄雄志寧正成雄三夫信斌良仁秀郎敏夫
⑫倒働働御⑫鋤鋤働働⑫倒倒勧勧⑫⑫倒鋤倒鋤

保

関口晃鋤

○畦田 久 治 働

︹埼玉県︺

薙善釜渠雇蓋蓑麦薯葉縞雷塁暮冨順票蓉気
○

秀正敬好太一弘正真信省五喜保善幸一俊富英万
雄義三昭郎郎一平也篤三彦司次男雄雄明雄夫司
倒絢倒倒働倒働働働御御御御勧働働勧勧⑳勧働
郁雅

○高橋四郎⑫
川口京子御

林久今大杉小藤宮飯大国星中千高尾大山雑寛高
我筒岩本川代崎田宮友野村葉柳田塚岡賀木

女

牛窪徳太郎⑫

伊田勘三郎⑫

市村一義⑫
山辺知行鋤

市村ｆ繁幸鰯

増田一郎⑫
小沢忠吉働
嵯峨俊亨⑫

︹北海道︺

赤島八郎鋤
藤中辰夫鋤

︹青森県︺

一戸竹治⑫

︹岩・手県︺

○中村徳太郎⑫

︹秋田県︺

伊藤政志⑫
柏倉真一鋤

︹山形県︺

平井千代鋤

︹宮城県︺

藤原義明⑫

真井田善悦倒

宮川佳久働

畠山東太郎⑫

輿水正信⑫

加藤仁平鋤
田中勝子⑫

田村唯志⑫
高橋秀雄倒
須藤いま子⑫

伊藤正男御

磯田藤一郎燭

︹栃木県︺

佐藤宏勧

伊藤義輝倒
外山伊都子働
︹茨城県︺

野沢正勇鋤

鈴木仙舟働

渡辺梅子御

■Ｐ

︹群馬県︺

︹山梨県︺

好 知 善 伊 靖 文 芳
之正一兵昌夫中久吉
勧勧働働鋤倒鋤勧⑫

○染谷賢一御

早水

憲働

鈴木ユキョ鋤

渡部文雄⑫
半田雄三鋤
山田角助勧
木村三郎⑫
藤肥正三鋤
石田大三鋤

冨木与一郎⑫

志田峯三⑫
百瀬忠雄⑫
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田斎五矢小佐矢星佐
中藤月島林藤吹宮藤

相沢長治鰯

佐藤作五郎鋤
山形県心友会⑫

山川徳助働

菅原藤五郎鋤

︹福島県︺

阿部晴男鋤
長谷川毒郎鋤

半沢正倒
佐藤保文⑫

青柳
哲⑫

︹愛知県︺

○片山喜八郎鋤

堀井丈男
○佐藤志末吉

金田近二⑫
︹富山県︺

山本信吉⑫
新田紀久⑫
清水美晴御

○野原朴倒
鳥居秀雄⑫
近藤康寿鋤

須垣久作
佐野健三
井原正則鋤

︹京都府︺

有馬弘毅⑫
田中秀雄

小池弘鋤

松村米治郎⑫

○松本明重

○小沢鮫働

︹岡山県︺

○柴田正勧

︹広島県︺

岩橋勝⑫

中西包夫鋤

浄造

○菊沢由雄⑫
大島荘輔

佐々木哲倒

福井秀一
糸川崇之

紬働勧

原彦三鋤

︹大阪府︺

○有馬正純㈹
○平原正庚⑫
中尾忠雄鋤

︹兵庫県︺

和田乙彦⑫
田中修平⑫
︹石川県︺

三谷博倒

︹和歌山県︺

︹三重県︺

稲木二孝郎御

︹福井県︺

三宅正洲御

当麻徳夫鋤
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五十嵐徳雄

熊谷三四代㈹

小笠原正男⑫

○高木貞雄鋤
高橋長博⑫

服部節夫掴
︹奈良県︺

田畑賢住働

林

佐藤文子⑫

竹内竹四郎⑫

︹新潟県︺

佐司悦浩幸愛茂
中郎子哉吉障美
倒働御御働御⑫

関谷一郎⑫
今井正子鋤

栄静顕
次子一

平間一郎㈹
︹静岡県︺

○池 田 良 八 鰯
渡部正義働
○木俣博雅御
︹長野県︺

赤度正男⑫
塩沢久延鋤

小入堀
川山内

石柴石斎丹柴米
川田幡藤治田沢

○上川 繁 人 ⑫
︹島根県︺

飯塚 一 雄 ⑫

須山彰御

帆足宗次⑫

︹大分県︺

︹熊本県︺

冨島宗雄⑫
︹宮崎県︺

後藤俊彦⑫
菊池博慶御

武田鉄蔵

壷井秀生⑫

工藤豊彦⑫

〃 〃 〃

岩手
静岡

″

″

愛知

石橋政雄
矢部哲男

劉優巌

藤井洋司
久保俊夫
島田村人
野口安平

高橋央尚

小谷昌

土橋俊一

″

″

石井千明

″

″

″

″

寺崎隆治
石井千明

″

寺崎隆治

石井千明
寺崎隆治

″

″

尾形伊之吉

堀内俊明
高橋四郎
畦田久治
務台蔵人

鈴木勲

″

寺崎隆治

大岩好昭

″

池上巌

染谷賢一

″

″

石井千明
寺崎隆治

中村徳太郎

木俣博雅
池田良八
高木貞雄

野原朴
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︹鹿児島県︺

古川三男⑫
川上真弘⑫
︹愛媛県︺

田名後敬鋤
︹高知県︺

関田健二⑫

︵紹介者︶

″

寺崎隆治

◎新入会員芳名︵敬称略︶

９月

長谷川静馬

吉野捷三

︵入会者︶

昭和他年８月
︵府県名︶

東京
″

城 葉 玉

永瀬 正 成 ⑫
美多 定 秀 ⑫

幸蔵⑫

渋谷健三郎⑫

塚原

茨 千 埼

神
〃奈〃〃〃
川

〃

〃 〃 〃 〃 〃 〃

藤原延鋤
大場格鰯
大野 義 憲 鋤
伊藤 健 吉 燭
安井 清 三 ⑫
稲田 悦 朗 ⑫
小玉 光 郎 燭

木下龍太郎⑫

︹鳥取県︺

︹福岡県︺

米田光勧

餓芳由貞哲敏晴重能
造郎延男雄雄徹夫美範
⑫⑫御⑫⑫⑫御鰯倒翰
仁
働

○古川 清 光 鋤

︹長崎県︺

中津 保 夫 御

江蒲木吉千橋妹渡藤高
角生佐田葉本尾辺原橋
辻

創世紀への直言
ｌ地球人にとどけ尚志のこころ

二高尚志同窓会記念誌

編集委員会・編

全国からあつまり参じた俊英たちが︑

か﹂１１など四篇︶等々︑まことに多

よる﹁超高層ビルはどこまで高くなる

科学と技術︵武藤元鹿島建設副社長に

る﹁二十一世紀へ贈るわが人間観﹂１

代々の優れた教育者による〃二高教育〃

彩な論説が収戦され︑第一頁から最終

二十二篇から成る珠玉のエッセイ集で

で培われた尚志精神を奉じて︑今の世

１など一○篇︶︑第三部・厳かに開け⁝⁝

に続く世代に向って声を大にして語り

晶である︒

頁まで︑いづれ劣らぬ秀れた知性の結

ある︒

継ごうとの願いが︑この書に一貫して

︑︑︑︑

脈々と流れているのが︑読む者の心を

第二部に掲載されている本会の鈴木

正瑛などなど二十三氏︑まことに豪華

雄︑鈴木勲︑扇谷正造︑高橋功︑遠山

喬雄氏が在学時代の思い出の中で語る

ものがあり︑また東大名誉教授の土屋

文章である丈けに︑大いに注目をひく

長を歴任された体験を通しての警世の

勲会長が綴ったヨ豊かな社会に望む

な顔ぶれである︒この人たちが︑伊達

土井晩翠教授のくだりでは︑本会第七

まず︑執筆陣を見ると︑稲山嘉寛︑

強く打たずにはおかない︒

を久しうした︒今年六月下旬に講談社

版されたものだ〃と︑しばし感嘆これ

政宗公の城下町・仙台で峰の徽章にマ

代会長・野口明先生︵先生は二高最後

ｌ教育断想﹄﹂は︑各般の文教行政の

から発行された﹃創世紀への直言﹄な

ントと足駄ぱき姿で多感な青春時代を

一力一夫︑江尻進︑有沢広巳︑黒川利

る新刊書の読後感である︒

過ごしたかと想うと︑この本への愛着

通読して〃何と︑素晴らしい本が出

旧制二高の同窓会として知られる尚

かに進め：：：社会の歩み︵稲山前経団連

︵詑頁へつづく︶

世紀人類が理想社会の実現を指向して

本書の題名が示す如く︑来るべき皿

肖像画が懐しく偲ばれたりする︒

作﹁若き日の晩翠先生﹂と題したあの

︑︑︑

志同窓会によって︑母校の創立百周年

の校長であられた︶が描かれた快心の

会長による﹁日本経済への直言﹂Ｉ

内容は三部に分けられ︑第一部・健や

が倍加されるのである︒

位するリーダーとして夫々活躍中の二

など一○篇︶︑第二部・豊かに実れ⁝⁝人

もの︒いま︑わが国各界の最高水準に

記念事業の一環として企画編集された

世紀への架け橋ともなって︑次代を担

間のいとなみ︵黒川癌研名誉病院長にょ

高卒業生群が︑今や秒読象となった幻
う日本国民に遺そうと指向し綴られた

ＦＯ

行Ｉ

︑０ノ

／︲︑

言葉の
ひろぱ
ある判決

東京都岩崎晶

進むべき道を明示・直言する先駆的文

︵師頁よりつづく︶

権利ヲ防衛スル為メ巳ムコトヲ得サル

き〃国民必読の良書″である︒

献として︑何回でも読永かえし味うべ

﹁急迫正ノ侵害二対シ自己又︿他人ノ

ニ出ダル行為︿之ヲ罰セス﹂と刑法の

発行日昭和六十二年六月二十日

Ｂ６版三三三頁定価一︑五○○円

︵渡辺薫︶

条文にも明らかである︒

に対する頂門の一針であると思惟する

日本に於ける﹁酒飲みに甘い社会﹂

次第︒小生の海外旅行︵ロンドン・巴

株式会社講談社

発行所東京都文京区音羽二︲一二Ｉ二一

・台北・ハワイ・桑港・ワシントン・

︵弱頁よりつづく︶

愛知佐藤志末吉
″片山喜八郎

石川三谷博
京都小沢鮫

″松本明重

大阪有馬正純

″平原正庚
″菊沢由雄

岡山柴田正

広島上川繁人
福岡古川清光

隆治

里・ローマ︑さては北京・上海・蘇州

よっぱらい

シンガポールその他の文明都市︶にて

きちがいゑず

は︑自制心を失ったような酔漢には街
頭で遭遇しませんでした︒
﹁酒は百薬の長﹂とも﹁狂人水﹂と

も云われて︑その用法には︑大いに留
意・自戒いたさればと存じます︒
亡くなった教諭には気の毒でしたが︑

妥当性ある判決と謂えるのではあるま
いか︒日頃︑酒飲拳には寛容といわれ

る我が国の﹁社会風潮﹂に反省を促す
ります︒

ものであり︑警鐘を鳴らしたものであ
︵本会評議員︶
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昨年一月一四日夜︑酒に酔った高校
教諭が︑ＪＲ線西船橋駅でホームから
転落した事故︵ホームでしつつこくか
らまれ右肩のあたりを両手で突いた処︑

教諭はよろけてホームから転落し︑折
柄入って来た電車とホームとの間に挟
まれて死亡︶で突き落したと目せられ
る元ダンサーに去る九月一七日千葉地
方裁判所長より無罪の言い渡しがあっ
た︒

裁判長は﹁被告が被害者を突いた行
為は︑不安と恐怖心から出でたる自分
の身を守るためのやむをえない行為だ

隆 清
治勲一

灘

った﹂と被告の正当防衛を認めた︒

寺 鈴 片 寺
〃〃〃〃〃〃崎木山〃崎

一
一
〆
〜
一
ー

一ハ

島根県大原郡大東町飯田一二一

九

島根県出雲市大津町六二六ｌ三

島根県大田市大田町イ七七六ｌ一

島根県出雲市朝山町一︑一九四

氏名一職業
渡辺晴夫

吉田貞男

島根県松江市東奥谷町三七七 四

井上長英

高知県南国市大涌乙一︑七四四

高知県吾川郡伊野町槙一五

田名後敬
玉井敏子

七

五

三

福岡県築上郡椎田町字留津

一九

福岡県北九州市八幡東区高見二

福岡県山門郡瀬高町大字長田一︑
二七六

○福岡県⁝⁝︵昭和舵・９．躯現在︶

愛媛県松山市祝谷六 一︑一九三
四
愛媛県今治市南宝来町二 七

○愛媛県⁝⁝︵昭和舵・９．〃現在︶

関田健二

○高知県⁝⁝︵昭和舵・９．〃現在︶

和田守玄昭

所

会員名簿︵加︶

氏名一職業
○島根県⁝⁝︵昭和駆・９．躯現在︶前号より続く

島根県出雲市今市町八四二

二

島根県平田市奥宇賀町三六五

島根県出雲市小山町六五九

須山彰
須山守
妹尾徹
園山厳
千葉 哲 雄

島根県松江市東奥谷町一九八 一
○
島根県大原郡加茂町加茂中

住

福岡県福岡市中央区平尾四
五
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高橋能範
永瀬正成

野津 栄
野々 村 淳

島根県松江市上乃木町一︑八六○
ｌ七
島根県松江市西川津町津嘉田六九
○
島根県大原郡木次町里方一六
島根県八束郡八雲村大字熊野八四

橋本 敏 雄

藤原延

島根県松江市上乃木町二︑四二六
与 幸 弘
和光蔵義

藤原重美

校長住宅
島根県松江市北田町一三二

二

島根県仁多郡横田町県立横田高

美多定秀

島根県松江市一の谷町六ｌ三

堀江以善雄

目次 安 茂

島根県出雲市浜町一︑七一八

渡米辻下

所

安井靖三

辺 田 川

住

佐賀県鳥栖市謹木町一︑三五七

○佐賀県⁝⁝︵昭和館・９．躯現在︶

一一

高田増太郎

信吾

大分県別府市浜町二二

五

一七

大分県別府市山の手町二

○大分県⁝⁝︵昭和腿・９．躯現在︶
椛田

鉄蔵

大分県別府市馬場町一

五四

武田

宗次

三四○

宮崎県西臼杵郡高千穂町向山

一○

八

熊本県熊本市江津一

三

一二

六

帆足

長崎県諌早市栄田町一

長崎県長崎市中川町二

○長崎県⁝⁝︵昭和腿・９．躯現在︶

塚原 仁
中津 保 夫

有田文雄

熊本県熊本市新屋敷三

○熊本県⁝⁝︵昭和舵・９・躯現在︶

冨島 宗 雄

菊地博慶

宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井一︑
○三七

○宮崎県：⁝．︵昭和腿・９・躯現在︶

後藤俊彦

園︾弧Ｈ

呂崎県宮崎郡清武町池田台用
型二六 三

始晶札弛・９・躯現存

鹿児島県姶良郡隼人碗

島但亦嘩陛旧九白面圭叩士口碑割砺ヨニ罰一五

島県姶良郡握山町福

○外国⁝⁝︵昭承髄・９．型現在

シＱ吋胃四目α芹閉の①庁岸臥邑閉己弓︒︒ａ

荷−叩元︒．八

Ｏ終身会員⁝⁝︵昭和髄・９・翠現存
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秋田銘譲㈱

秋田県湯沢市湯沢大工町一○三
生沼桂太郎

榎本匡吉

栃木県宇都宮市川向町七六三

千葉県市原市柿ヶ崎二一七

一

二○

二一

大兼利之一

神奈川県鎌倉市佐助一

三中電アパートＡｌ一○六

広島県広島市宇品神田二

京都府京都市中京区御池通烏丸東
入公団住宅八 一六号
一七ｌ

秋葉 健 吉
東京都杉並区善福寺町三

福島県福島市宮下町二三

千葉県長生郡長柄町高山六六七

大谷米一

油井賢太郎

安藤 太 郎

大塚愛義

鳥取県岩美郡岩美町浦富一︑五四

東京都世田谷区若林五 二一 一
○
東京都渋谷区代々木四 二五 一
参宮橋ペアシティ七○二号

井崎良夫
東京都小金井市緑町三

大坪蒸
岡時雄
岡本通

山形県酒田市本町三

二○

石黒承な子

千葉県八日市場市大寺一︑○二三

小山松勝一郎

千葉県印膳郡白井町神を廻五五六

一○

二

埼玉県上尾市伊奈町小針新宿四六
九 七六

四

石毛春治郎

千葉県市原市鶴舞一四五

沖縄県那覇市字寄宮三四

笠井東三

片岡と承

一一

石原昌貴

千葉県市原市西国吉一八五

東京都千代田区神田駿河台三ｌ五

石橋裏
市原雄忍
伊藤徳重

亀山基恵生

茨城県水街道市十花町三二四

京都府京都市上京区椛木町通り智
恵光院西
埼玉県入間市河原町五ｌ一三

河原健治

片野嘉雄

一五

神田直樹

秋田県湯沢市田町一九

千葉県千葉市花見川三 一五 一
○七
鳥取県鳥取市長柄

井ヶ田酉之助

東京都新宿区中井二

京野正樹

稲村勝美

上草願

京都府京都市右京区鳴滝戸町四
九四

沖細県那覇市字松川二七四
二

東京都品川区旗の台六

烏取県鳥取市本高

四

一八

一

二

千葉県香取郡山田町府馬一︑九九

四○一

東京都渋谷区恵比寿四

一○ 二

上田善一郎

京都府京都北区衣笠東御所の内町

金城幸信

千葉県市原市大成八八七

鳥取県鳥取市上町二四

上原海老四郎

鳥取県鳥取市金沢二五五

国吉市義
二

金田文夫

宇田川正照

神奈川県厚木市愛甲八一

久保田精一

今井千代田郎

内田武文

千葉県市原市磯ヶ谷一︑二五九

二六

内田健蔵
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福島県福島市泉乙天童一三

京都府京都市下京区室町通り四条

千葉県市原市三シ又

一

積田義男

関口正雄

鈴木イネ

末続雅道

新家孝

白鳥謹永

軒葉県市原市辰巳台東一

埼玉県入間市坂戸町字成願寺四四

福島県福島市渡利柳小路一七

千葉県市原市南総町岩崎六八二

三重県津市観音寺町七三五

千葉県市原市古敷谷二︑○九一

桑田孝
小島 ア キ
千葉県市原市牛久八九三

二

一

一○

一○Ｉ

三

二

埼玉県狭山市大字堀兼二︑二二八

東京都保谷市東伏見二

五

近藤正治
菰京都文京区本駒込六
一二

千葉県千葉市職町三

南入ルムーンバット㈱

斎藤省三
肝葉鵬所馴肺真間町一

副島茂

千葉県市原市鶴舞三○六

河野卓男

三枝千恵子

千葉県香取郡栗源町岩部一︑八七

高石景一

千葉県市原市上高根一︑二三二

坂本弘

二

酒井 久 平

鳥取県八頭郡八東町才代四八

高石正男

千葉県市原市外田部二
一

田口良三

高階順治

六

坂尾 正 巳

高品栄三郎

一四

神奈川県大和市南林間七
一一一

一ハ

千葉県市原市宿三三

四

東京都大田区雪ヶ谷大塚町四

一

一○ｌ一

一二二

五九

愛知県半田市栄町二

ｌ一

竹内一三
五三

神奈川県横浜市鶴見区鶴見町三一

八

千葉県佐原市新島三島一二四
神奈川県大和市南林間八 二二

笹森孝雄
笹森時雄
佐藤良蔵

六

武部良久

埼玉県大宮市吉敷二

東京都品川区戸越六 二 一五
戸越パレス一︑○○一号

東京都品川区南品川三

竹村栄雄

佐藤進

埼玉県入間市黒須二

田中幸子

埼玉県入間市宮前町−１九

繁田四郎

千葉県千葉市畑町一︑一六一

田中規矩之允

繁田良一

宍倉芳衛

千葉県長生郡長柄町大津倉二六一

田中貢

東京都港区芝浜松町二

一

篠田惣治

千葉県市原市古敷谷

士木田幸吉

千葉県市原市牛久

一

清水常一

東京都八王子市緑町九○二

常泉健一

陳京都世田谷区桜丘四

小番佐助

千葉県市原市五井二︑九四七

一四

白井健蔵
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鶴岡衛
七

東京都目黒区大岡山一

一九

千葉県市原市磯谷九七三
千葉県茂原市茂原一︑五三六

鶴岡寛三郎

戸村良
千葉県千葉市汐見ヶ丘七

一

浜田光夫

林誠悦
林昭子
福恵環

千葉県千葉市本町一

一○

一六

千葉県香取郡山田町大角六六五

千葉県市原市馬立新町

東京都練馬区東大泉三

二

鳥海一郎

福間信彦

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町一五
八

四

一四

一

三六 四

千葉県市原市鶴舞一︑○九五

藤田三郎

千葉県市原市米原

東京都千代田区丸の内三 八ｌ一
東京都教育庁社会教育部文化課

内藤義行
東京都板橋区板橋一

古滝達男

千葉県市原市米原三七○

神奈川県横浜市磯子区広池町一

八

中薗幸子

神奈川県海老名市浜田町二○ｌ九

古滝賢次郎

中村新左衛門

五五

仲村 和 夫

福島県福島市宮城屋敷畑六○

鳥取県鳥取市弥生町

細田吉蔵

東京都世田谷区野沢三

古都照雄

福島県福島市吉倉桜内四二

一四

仲村正和
長沢俊雄

宮城県仙台市七郷荒井十文字

堀江芳子

六

千葉県市原市馬立八一三

五

一

永野 祐 正

八

一

一五

満永俊一

千葉県香取郡栗源町上の台一︑六

東京都三膳市下連雀一

五四

二六 一

宮負忠好

秋田県鹿角市花輪町茜町

烏取県鳥取市東町三

三ヶ田金弥

一三九

栃木県那須郡西那須野町南町六

八

一五

東京都江戸川区葛西五
三一九

松崎美代子

東京都大田区東雪谷三

西村 房 男

千葉県市川市市川二

松本真一

松井茂

仁茂田茂

埼玉県与野市与野町一︑六七○

神奈川県鎌倉市西御門二

韮塚一三郎

松本才
千葉県香取郡小見川町南八軒町一︑
○八六ｌ一

福島県福島市渡利字七社宮一二

五

野平 佐 匡

静岡県小笠郡小笠町猿渡

武藤コマ

東京都大田区池上三
徳持幼稚園

二一ｌ四

根本一郎

東京都千代田区神田錦町三 二四
大修館書店
東京都目黒区目黒本町六 一○ｌ

橋本弘綱

愛知県名古屋市南区呼続町薬師通
り三 二六

山口寿恵

野口 元

長谷正清

二

一七
埼玉県深谷市東方一︑九○八

三五
長谷川惣平
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贈田主
渠具千畦企桐狗蕎見ケ丘二召
烏一収県砦皐実郡砦畢天町︾偏一昌一︑究

○特別会員⁝⁝︵昭和腿・９．躯現在︶

神戸光子

牲蛸螺西松浦郡有田町中の原二︑

軸鵡川県茅ヶ崎市中海岸一

卿輔川県三浦郡葉山町一色一︑一

六ｌ

金ヶ江
三郎雅綱

通尿都目黒区中目黒三

埼玉県所沢市松葉町五ｌ七

一七︲

東京都中野区白鷺二 一三白鷺

二○ 二

木下一雄

寛泰彦

近藤保

島根県松江市西川津町市城二︑四

四四

謡細雷詫潅町六
斎藤喜門

一二

二五 六

小島茂男

斉藤強

千葉県千葉市新千葉三

長野県松本市蟻ヶ崎六

八四

佐藤俊夫

七

穂尿都豊島区西池袋五

二一ｌ一

二

佐久間彊
下村敬造

千葉県八千代市大和田七

島根県松江市雑美町六五六
三ｌ六

高橋誉富

一四

七 五

足立真重

千葉県千葉市穴川三

七

千葉県松戸市三矢小台三

東京都目黒区柿ノ木坂三

躍擢婿零群訂一二

朝倉治彦

埼玉県浦和市岸町七

丹治久

鈴木恭二

稲村担元

東京都港区芝西久保広町二六
一九

六

三

三

一七七

今岡信一良

東京都板橋区双葉町一六

東京都文京区千石三

東京都世田谷区深沢四

始関伊平

徳久鉄郎

東京都世田谷区上野毛四

千葉県千葉市長洲町一

東京都中野区若宮二

二 八

七一ｌ八

二

五

中島正寿

千葉県野田市野田一五七

五

三三

中野栄三郎

東京都中野区中野四

友納武人

石井 千 尋

神奈川県鎌倉市小町三五九

二

小川 平 二

二七

永野芳男

一一一

大塚正八郎

神川 彦 松

東京都文京区大塚六
ハウス三○四号

東京都文京区大塚二 三一音羽

一四

鎌田 正
勝部 真 長
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中村芳二郎
ｌ一

島根県松江市東津田町一︑○九八

○役

四四

五

東京都港区高輪一

一五

一︑二○一

四

二

四

七

東京都杉並区上井草四

一

一三

三八ｌ一

二八

東京都練馬区東大泉五

東京都北区西が丘一

一○

二

三六 二

八

六

東京都武蔵野市関前二

東京都世田谷区中野一

東京都杉並区善福寺二

三二

七

三

五

一七

一九

八二

神奈川県三浦郡葉山町一色一︑一

東京都世田谷区成城二

千葉県香取郡山田町田部

千葉県四街道市四街道言五四○

京都府京都市北区下長目町一○

五

東京都目黒区上目黒四

千葉県野田市野田七一六

一○

東京都練馬区大泉学園町二

二

兵庫県神戸市東灘区御影山手一

東京都文京区千石三

東京都世田谷区代沢二

員⁝⁝︵昭和舵・９・躯現在︶

鈴木勲

会

南摩文綱
五

東京都港区赤坂三 二一 一○
赤坂ＮＳビル五○一号
東京都新宿区西落合三 一六 一

津田久

事

〃 〃 〃 〃 〃 議 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

西村 三 郎

石井千明

一

片山清一

東京都千代田区神田神保町三
○

三○Ｉ一

鈴木一

春山宇平

一九

大槻文平

東京都目黒区五本木三

七

馬場 寓 夫

東園基文
神奈川県逗子市逗子七

東京都千代田区永田町一 一○
一国立国会図書館一般参考書課

藤原楚水

一

古川哲史

士田国保
二八

三

七

茂木啓三郎

東京都渋谷区松涛二

東京都目黒区中目黒五

四ｌ六

神奈川県横浜市鶴見区馬場五
七ｌ八

松平永芳

群馬県前橋市岩神町三

麓保孝
堀賢次
水沢利忠

三二

生平幸立

渡辺薫

埼玉県草加市吉町五

三

小谷隆一

山本 哲 生

五

宮崎哲夫

東京都練馬区富士見台一

一五Ｉ

荒井元吉
東京都杉並区和泉三

石橋香峰
入江徳郎

一○一

三

森田康之助

砿畢都小平市花小金井三

一九

山室 勇 臣

茨城県新治郡桜村吾妻四

二二

渡部弘

千葉県佐倉市城内町Ｋ３号

一○一

青柳嘉忠

岩崎晶
寛素彦

大久保利謙

千葉県佐倉市宮小路町二三
二

服部忠三

二九

東京都杉並区永福二

二

有田一寿

五

東京都調布市西つつじヶ丘二
○

瀬島龍三
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長

事

事

員

理
理
監
評

加藤嘉三郎

菊間健夫
黒羽亮一

小林宏治

相良亨
篠塚繁
杉浦 昌 也

谷口現吉

神奈川県横浜市鶴見区寺谷一
七 二五

一

二

一五

一九

千葉県佐倉市大佐倉一︑四四九
東京都千代田区三番町二二
一○

東京都大田区田園調布五
三

一○

東京都板橋区大山西町二六
東京都文京区小日向三

東京都千代田区六番町九

一八

東京都杉並区高井戸西三 六 六
東京都豊島区雑司ヶ谷一 五○

﹃泊翁修養訓﹄より

寛容

寛容一二一アリ︑一︿人ノ過失ヲ寛仮シテ之ヲ各メ

ザルナリ︑一︿人ノ凌辱ヲ忍ピテ懲怒セザルナリ︑

二者天真度量ノ広大ナルニョリ出ダル者ナレドモ︑

亦学ンデ至ルコトヲ得ベキ者ナリ︑世二処シテ寛容

ノ徳ナキトキハ︑或︿人二禍ヲ与へ或ハ我身に禍を

受ヶ︑或︿事業ノ中途ニテ廃狙シ︑或ハ栄誉ヲ簡損

スルコトァリ︑人ノ過ヲ容ル︑︿何程寛キモ︑己ガ

三三

東京都調布市若葉町一

容アリ︑他人ノ意見及ピ議論我意ト合ハザルトキハ︑

寛仮スルト︑人ノ凌辱ヲ忍プトノ外二︑猶一種ノ寛

ヒテ自ラ保護セザルペカラザルナリ︑又人ノ過失ヲ

ハレ︑己ガ生命ヲ危クサルルトキハ︑自防ノ権ヲ用

カラザルナリ︑己ガ栄誉ヲ損セラレ︑己ガ財産ヲ奪

ニ至リテハ︑自ラ定度アリ専ラ寛容ノミヲ主トスベ

徳ヲ増スノミニテ損スルコトナシ︑人ノ凌辱ヲ忍ブ

千葉県佐倉市新町七八

九

千葉県君津郡袖ヶ浦町中泉九九八
東京都世田谷区千歳台町二 一五
二○
東京都世田谷区成城二 三一 五
一○二
神奈川県鎌倉市山ノ内一︑三七五
松ヶ岡文庫

東京都武蔵野市吉祥寺本町四
二二

其可否得失ヲ掛酌商量スベシ︒

直チニ論駁スベカラズ︑先ヅ之ヲ我意二容レ虚心ニ

︹蕊紘醗蕊﹃国民修養訓﹄昭和十四年︺
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土田健次郎

寺崎隆治
東平久雄
新美忠之
西村 幸 雄

古田紹欽
堀田 正 久

松平直寿

評

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 議

員

下旬に宮内庁病院へご入院なされまし

鯵天皇陛下は︑ご不調のため去る九月

幕末の地理学者伊能忠敬翁の名が浮ん

とお聞きしております︒晩学といえば︑

で俳句を始めたのが六十二歳の時から

ます︒現在七十四歳︑お孫さんの影響

ており︑その熱心さには敬服しており

女史は︑毎号﹁弘道俳壇﹂に投稿され

学利根川進教授のノーベル医学・生理

鯵アメリカ・マサチューセッッエ科大

ただく予定でおります︒

訓・人生哲学といったものをお寄せい

つの道に励まれた方々の人生訓・処生

て今日を築かれた方食や︑永い間ひと

特集テーマとし︑苦難の道を乗り越え

鯵次号は︑﹁私の越えてきた山坂﹂を

ていただきました︒

たが︑手術後順調なご経過を辿られ︑

でまいります︒忠敬翁が江戸に上り︑

﹁晩学に夜長埋めて学深む﹂

日を増すごとにご恢復なされて︑去る

本格的に地理学・測量術を学び初めた

編集後記

一日も早いご全快をお祈りいたします︒

ュースが報道され︑全国民大きな喜び

学賞の授賞決定︵十月十二日︶というニ

十月六日無事にご退院なされました︒

のが五十歳の時だといいます︒鈴木と

に沸き返りました︒利根川教授の偉業

ょ女史の心意気は︑郷土の偉人忠敬翁
の気概に通じるものがあります︒改め

は︑本会評議員寛素彦氏が︑さきに献

て敬意を表する次第です︒

なお︑ご療養中の九月二十九日午後に

明皇后﹄をご病室に取寄せられ︑お読

上された氏の著書﹃今上陛下と母宮貞

次答申︵最終答申︶﹂が公表されまし
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関係団体の承の活動だけでは不可能で
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あり︑国民すべてが関心をもち︑二十
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歴史的な諸事件に直接関った著者の回想録である︒
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監禁された後︑単身日本放送協会︵ＮＨＫ︶に玉音盤
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また︑著者は皇太后宮職事務主管として︑貞明皇后
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