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会祖西村茂樹先生が書写したオランダ語の辞書（一部）
会祖は，若くしてオランダ語を，次いで英語を学ん
でいます。多くの訳業はこの二語により，他にドイツ
語，ギリシャ，ラテンの古典語の素養もあったといい
ます。

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶
ること

皇室を敬愛すること︑国法を守
信教は自由なること︑迷信は排
除すること
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
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
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

︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶
世界の形勢を察すること︑国家
人類の将来をおもんぱかること

政治の道義性を高揚すること︑

経済の倫理性を強調すること

自然の美と恩沢を尊重するこ
と︑資源の保存と開発を図るこ
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

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

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

礼・福沢諭吉・西周・加藤

茂樹先生は︑明治六年森有

弘之・中村正直らと相図り

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

動を精力的に展開いたしました︒

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

の前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生
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結合の力

たとえ

結合の力というのは︑誰も知っていることで︑衆人の力を合わすことである︒シナでは︑むかし

涼の傭檀という人が箭をもってその子供たちに遺言したことの如きは︑結合力のよい職というべき

である︒わが国でも︑藤原秀衡︑毛利元就にこのことがあったといい︑西洋でも︑ギリシアの時代

に同じ説話があった︒結合はひとり家を守る要訣であるにとどまらず︑また国を守る要訣である︒

封建の世には諸侯が皆各地に割拠し︑人民はただ領主の命令に従えばことが済んだので︑結合の必

要はなかった︒今日は同等の国民をもって日本国を維持保護するのであるから︑結合の必要が大い

に起こった︒しかし︑民間はなお旧来の習慣を脱せず︑個食別だの意見によって個灸別々の生活を

なし︑自分は自分の利益を得ればよい︑隣人の損失は自分の関するところでないと思っている者が

ひじょうに多い︒たまたまよく結合するといっても︑一町一村が和合するに過ぎず︑他町村と和合

するのを聞くことは甚だ少ない︒呪んや他県他国︵外国ではない︶と相和合するというのは︑ほと

んど聞かない︒今日時勢は昔と変わって︑日本国を合わせて一家とするときになったのだから︑一

町一村はいうに及ばず︑他郡他県他国とも相協同結合して国家隆盛の基をたてなくてはならない︒

結合は道徳をもって本とする︒道徳でなくては︑真正の結合は成りがたい︒世間には利益をもっ

て相結合する者が少なくない︒そのような結合は︑その利益を争うためたちまち解散し︑あるいは

このため互に仇敵のおもいをするに至る者がある︒私のいう結合は誠実にもとづき︑誠心実意をも

︵泊翁叢書第二輯﹁三河国各地演説﹂より︶

って互いに忠君愛国を励承︑一身の小利害をあとにして全国の大利害を先にし︑一致の運動をもっ
て日本国の光栄を輝かすにある︒
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訓
泊翁先生

︻巻頭の言葉︼

求索師道

鈴木勲

国立教育研究所の会議室の壁に︑﹁求索師道﹂と大書した軸が掛かっている︒中国の中央教育科

学研究所の呉畏所長が来所した際に頂いたものである︒﹁師道﹂という言葉が聞かれなくなって久

しいだけに︑これを眺めるたびに複雑な思いが胸中をよぎるのを禁じ得ない︒
私の管見では︑千葉大学教育学部の前庭の石碑に﹁師道﹂の文字を見たことがあるが︑師範教育
を受けた戦後の教育学部の教授達が︑その心を残そうとしたものであろう︒
師道いずくにありや︒教育関係の事件が起こるたびに考えさせられることが多い︒最近では︑台

湾出身の中学生が担任の教諭を刺殺した事件がある︒指導に熱心な教諭がなぜこのような災難に遭

ったのか︒異文化理解の困難と国際化の問題として取りあげられているが︑少年の供述が明らかに
なるにつれて︑儒教の精神を重んずる台湾の学校教育と教師の権威が失墜している現代日本の学校

教育のギャップに失望したことが背景にあると報道されている︵サンケイ新聞・三月三○日︶︒

授業中に騒ぐ生徒を放任する日本の教育と師を尊び授業中に騒ぐことなど考えられないという台

国立教育研究所が中心となって組織している全国教育研究所連盟︵全教連︶の調査研究では︑今

湾の教育︒師道は果たしていずれの教育に存するのであろうか︒

の子どもと昔の子どもを較べて特長的なことの一つに︑今の子どもが尊敬する人物をもっていない
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一こ
れれ
てて
いい
るる
︒︒昔は父親や教師が身近の尊敬する人であった︒子どもが変ったのか︑父親
こと
とが
があ
あげ
げらら

︾や教師が変ったのか︒︑恐らくそのいずれでもあるだろうが︑教師についていえば︑戦後の教師の在
や
教
師
が
変
っ
た
の
か
︒
︾り
り方
方に
に大
大き
きな
な変
変化
化が
があ
あ一
ったことが一因であると思う︒

一人間
とと
いい
うう
名名
目目
︵の下に︑教師も人間である労働者であるという主張が︑聖職という言葉を教
人解
間放
解放

︾師
師師
とと
︐して徳を磨き修養に努めて子どもの範となるという側面をも同時に排除する
師自
自ら
らが
が排
排撃
撃し
し︑︑

︽結 果 と な っ て し ま っ た ︒
教が
師聖
が聖
︾教師
職職
とと
いい
わわ
れれ
﹀る一面をもっているのは︑単に知識を授けるということだけでなくそれを通
︾じ
とと
いい
産う考え方が日本の教育の伝統としてあり︑そのため︑自ら修養に努め子ども
じて
て人
人間
間を
をつ
つく
くるる

に範を示すことが求め
一に
範
を
示
す
こ
と
が
求
め
債られるところに教職の真姿があると考えられたからである︒
佐藤
はは
﹃﹃
言言
志志
録録
﹄﹄において︑教えて化すれば化及び難く︑化して教うれば教入りやすし︑と
佐一
藤斉
一斉

一記しているし︑広瀬淡走窓は︑﹃申聞かせ書﹄の中で︑口を以て教えず身を以て教え︑月日を経て自
記
し
て
い
る
し
︑
広
瀬
淡
︾然
にに
華致すべきである︑師に孔子の徳なくては弟子に顔閏の行いは求め難いのであ
然と
と人
人の
の化
化す
する
るよ
ようう

︾る
にに
言言
いい
辛きかせている︒また︑長谷川如是閑が︑﹃私の常識哲学﹄において︑生活そ
る︑
︑と
と弟
弟の
の旭
旭窓窓
でで
埜教える前に五体で数える教育が根本的に大切であって︑父兄も教師もまず五
のもの
のの
の教
教育
育︑
︑言
言葉葉

冬を
傘吐も
蚕１っ
らつて
−しす
￥︐る
虞Ｊ
鱗久
雪司
墜ヨ
︽ なければならない︑と述べているのもこれに通ずる︒
体
教
育
者
で

教化は︑師道の究極であり︑日本の教学の伝統であった︒師道とともにこの言葉も失われつつあ

る︒我が国の文化・伝統の尊重が臨時教育審議会の改革提言の一つにあげられているが︑教育にお

ける伝統に思いをいたすことも重要なことではなかろうか︒教育改革の実効は教師一人一人の実践
いからである︒

にかかっており︑そのことは︑教師自身の教職の在り方に対する不断の自省と努力にまつほかはな

︵本会を長︶
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特集学歴社会を考える

日本社会では︑﹁学歴がなければ高い地位につくことや高収入

いうものなのか︒日本の社会は果して学歴社会であるのか︒また︑

を期待することが難しい﹂といわれています︒学歴社会とはどう

灸を含めて︑四氏のご高見をお寄せいただきました︒

学歴社会の功罪をどう考えたらよいのか︒今後取組むべき課題等

（7）

学歴社会を考える

黒羽亮一

まな見方がある︒ここでは私なりに強引に整理すると︑①

身分社会よりは学歴社会の方がいいが︑それが徹底しすぎ

の所得や立場が大きく作用して︑真の学歴社会になってい

て弊害を生んでいる︑②偏差値偏重とか︑学歴獲得に家庭

改めて﹁学歴社会﹂を定義する
本稿を進めるには学問的にはともかく︑常識的に学歴社

を始めるに際して示した︑有名な﹁邑に不学の家なく家に

歴社会に改めると明確に宣言しているのは︑明治五年学制

第一点について少し述べる︒近代日本を身分社会から学

ない︑の二点となろうか︒

会をどう考えているかを予め断っておく必要があろう︒す
ると﹁個人が到達しうる社会的地位が学歴によって規程さ

不学の人なからしめんことを期す﹂という言葉を含む被仰

れる程度の高い社会﹂といったことになる︒それは︑個人
する家庭に生まれたかによって決まる身分社会よりは︑合

が将来到達するであろう社会的地位が︑いかなる身分に属

出書である︒家庭や個人は何故学習しなければならないか

というと﹁日用常用言語書算を初め士官農商百工技芸及び

歴社会的状況が戦前から社会問題になることがままあり︑

さらに最近は﹁学歴社会の弊害是正﹂が強く叫ばれること

法律政治天文医療等に至る迄凡人の営むところの事学あら

理的で民主的ということになる︒ところが︑我が国では学

が多い︒それは何故か︑弊害のない学歴社会に改めること

ざるはなし﹂なのであり︑﹁学問は身を立てるの財本とも

れと﹁天は人のうえに人を作らず﹂に始まる福沢諭吉の

寛不学よりしてかかる過ちを生ずるなり﹂と断定した︒こ

夫の道路に迷い飢餓に陥り家を破り身を葬の徒の如きは畢

いうべきものにして入たるもの誰か学ばずして可ならんや︑

は可能かを探るのが︑本稿の目的かと考える︒

合理性が逆に弊害に

そこでまず弊害が強調される理由だが︑これも人さまざ
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卒・学歴別採用という﹁タテの学歴差﹂があり︑さらに同

するのが一般的な形となった︒そしてこの雇用には学︵校︶

一学歴の場合は有名校・その他というヨコの学歴差﹂が

﹁学問のすすめ﹂が当時の社会の指導理念であり︑それが

存在する︒しかも官公庁や一流企業等は終身雇用で︑採用

戦前︑戦後を通じて貫かれてきた︒

戦前の社会での学歴構成は︑圧倒的多数の初等教育修了

時の差は拡大する仕組承になっている︒さながら学業成績

こういう社会になっては︑多数の者が大学教育まで受け

二割の中等教育修了者︑一％の高等教育修了者と

ることを︑それも有名大学を目指し︑その競争が高校生段

なっており︑官公庁︑軍隊︑大企業などの組織社会では学

芽生えた︒しかし︑戦前は社会の発展段階が今日ほど高度

階だけでなく家庭によっては幼児から意識することになる︒

者︑一

化していたわけではない︒就労構造を見ると︑そのような

学習塾などの流行も目に余るものがある︒これは︑一重に

の差に転化する社会である︒

学歴社会に関係の薄い農業人口が半数を占め︑二次・三次

学歴社会の徹底によるもので︑この見方からは雇用慣行の

︵アチープメント︶の差が社会的属性︵ァスクリプション︶

産業にも自営業が多かった︒旧学制の中学校や高校の入試

見直しなど︑社会に求めることが多くなりがちである︒学

歴差による地位や所得の差は極めて大きかった︒このため

競争は︑今の高校や大学の入試同様に︑あるいはそれ以上

校教育の方からの見方といってもよいかもしれない︒

国民に﹁学歴信仰﹂が確立するとともに︑﹁学歴怨念﹂も

に激しかった︒しかし︑それに国民の経済的事情もあり︑

第二の主張は現状認識では第一とあまり変わらないが︑

過度の学歴意識が生むもの

今ほど多数がその競争に参加するわけではないから︑社会
ところが︑戦後は農地解放︑労働運動の公認など一連の

問題化することも今よりは少なかった︒

り義務教育期間を三年間延長したことは︑国民がそれだけ

民主的諸政策により国民の階層差は減少した︒六三制によ

まず偏差値偏重について︑東大のようなトップの大学の

のかという願望をこめたものといえよう︒

先生をのぞいて多くが︑﹁かつてはこの大学にという学生

就職までの段階つまり学校教育の段階で何とかならないも

の経済の高度成長は十分関係がある︒そして経済の高度化

の教育に満足するというよりも︑より以上の進学意欲をか

により農業や自営業従事者は激減して︑二次産業は勿論三

が少数ながらいたものだが︑今はすべて偏差値で輪切りさ

きたてることになった︒そのことと世界に前例のない戦後

次産業もその多くが企業化したため︑被雇用者として生活
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子の小・中・高校生の在学校を変えたくないのは︑それが

題︑海外・帰国子女教育の問題などが︑分かりがよかろう︒

家庭の立場ということでは︑国内・国外の単身赴任の問

れて来る﹂と嘆く︒また︑高校受験生をかかえた親は﹁あ

れも嘆く︒コンピュータが発達したため︑大量の関係者に

先生が偏差値が足りないからと受験させてくれない﹂とこ

大学就学にとってもっとも適切と判断するからにほかなら

ったということにすぎないのではなかろうか︒

ついても情報処理が出来るようになり︑偏差値万能の時代

ない︒海外で日本人学校に固執したり︑大学入試での優遇

かえって貧困化したりしていたので東大生の家庭も貧乏だ

となったが右の話の前者は︑ロマンを消失して確率に頼り

策を要求するのも︑究極は就職を考えてのことに他ならな

る高校を落ちてもよいから受験させてほしいというのに︑

ついて安全第一の先生の行き過ぎである︒学歴社会の本質

考慮するものではない︒高校の転入学措置などは出来るだ

二ぐらいの﹁目安﹂として使うべきもので少数点以下まで

信仰は捨てなければならない︒偏差値はプラス・マイナス

これらの点では改善すべきことが多々ある︒まず偏差値

い︒

がちな現代の気風の現れであり︑後者はこれも進学指導に
にかかわることではない︒

臨教審で学歴問題を検討した第二部会では︑大学入試の
五教科主義がよくない︑面接・小論文・特定科目の重視の
徹底といった話がでた︒それも必要だが︑特定の面だけで︑

また評価基準のはっきりしない面接で判断されるよりも多
角的選抜が合理的だという見方も出来よう︒

が︑一般の国立は勿論︑私立の平均より高く︑社会的地位

わが国は先進諸国の中でも所得格差の最もすぐない国とい

は臨教審が提唱した新国際学校を早急に設置すべきだろう︒

めたい︒帰国子女教育への配慮は重要であり︑そのために

け拡大して︑単身赴任を常態にしているような不自然は改

も高いことがよく話題になる︒しかし︑社会的地位が高け

はない︒奨学金政策のより一層の拡充が必要である︒しか

うが︑それでも家庭の状況が進学を左右することがないで

学歴と家庭の所得との関係では東大生の家庭の平均家計

の遺伝的資質がいくらかは影響しようし︑家庭環境の文化

れば所得は若干は高いことだろう︒また︑子の学力には親

はない︒それなのに臨教審第二部会ではこの項に挙げたよ

し︑それらの積承重ねは社会構造を本質的に変えるもので

うな学校教育の改革論が多かった︒私も出席していてどう

より良好だといっても︑戦前のそれほどではないことはた
しかである︒戦後のしばらくは社会の激動期で貧富の差が

も釈然とせず︑別のことを考えていたがそれも全面的には

的程度も関係してくる︒東大生の家庭環境が大学生の平均

極端に狭まっていたとか︑戦前の中流層が公職追放などで
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不可能だし︑仮に出来ても別の弊害が出て来そうなことで

学部はとうに八つ岳型になっている︒医学部や工学部など

一口に東大といっても富士山型なのは法学部だけで︑他の

しい面も多い︒戦前や戦後しばらくのように︑一流企業で

会でも︑人生全般を見るとはたして学歴社会かどうか疑わ

それに︑学卒就職という社会への入口のところは学歴社

現象も見られる︒

格者の総数を増やそうとして︑それを言はないだけという

を知らないだけだったり︑知っていても自校からの東大合

割りを喰う状態になっている︒高校や予備校の先生がそれ

は東大卒の市場は限られているのに人材が集まりすぎて︑

ある︒

若年学卒いつせい採用制の圧力
私が一時考えていたことは︑学卒採用のところを少し変
えて承る方法である︒大学卒を百人も採用するならば︑七
上の者とか︑他の職業や大学院などの経験者を採用すると

割は従来通り若年学卒採用でいいが︑三割ほどは三○歳以
いった慣行にしたらどうか︒また︑大蔵︑通産︑外務︑自

歴者は定年まで比較的有利な扱いを受けたが︑何百人と採

用する今日では様相はすっかり変わっている︒かつての高

も大学卒を五○人以下しか採用しなかった時代には︑高学

校卒と同様といってもよい︒都市銀行でかつては大学卒で

治︑警察など一流官庁は幹部として東大法学部から六︑七
から採用するようにしたらどうか︑といったことである︒

割を採用しているが︑あれを二割程度にして︑広く各大学
これらの省庁や人事院は︑公平に試験をしても東大法学部

た者は支店長になれたというのに︒そして就職の時には有

る人数の方が少ない銀行もある︒かつては高校卒でも優れ

名大学が得だが︑いったん入ってしまえば大学の銘柄など

支店長になれないということは稀だったが︑今日ではなれ

選択しているからであって︑一流官庁に行くには東大より

出身ばかり集まってしまうといい︑私もそれを否定するの

他の法学部の方が有利と分かれば︑若者は別の選択をする

を落ちこぼれという﹂と定義すれば︑東大出身の落ちこぼ

殆ど関係なくなる︒官庁や社会で︑仮に﹁出世しないこと

ではない︒しかし︑それは現状を見て天下の秀才が大学を

ようになろう︒また︑都市銀行︑一流商社などはこと社員

会は知的作業ばかりしているわけではないから︑人間の総

では学力を中心に人間を判断してきた︒しかし︑実際の社

れもゴマンといる︒有名校かどうかを含めて︑学歴獲得ま

採用に関しては一流官庁と競争しているから︑官庁のやり
方が変わればその影響の波及するところは大きい︒

しかし︑これは法学部などの富士山型の構造を八つ岳型
にするだけで︑本質に変化を及ぼすものではない︒また︑
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りも︑心身の健康とか対人交渉能力とかといったことがよ

会的能力において学力の占める比重は小さくなる︒それよ

入り口学歴社会で生涯非学歴社会

さきほどの臨教審審議経過概要・その二︵昭和六○年四

といったところではなかろうか︒これからの高学歴化の進

結局我が国の社会は﹁入り口学歴社会︑生涯非学歴社会﹂

散漫な原稿を︑そろそろ締めくくらなければならない︒

月︶には﹁最近の行き過ぎた学歴獲得競争に伴って学校教

行に伴って︑また職種の変化・盛衰の激しい第三次産業主

り大切になる︒

歴を評価する度合いが縮小してきているというのが実態で

育の機能が社会の期待と棚蹄を生じてきた結果︑社会が学

していくのではなかろうか︒したがって﹁学歴社会の弊害﹂

体の社会化に伴って︑上記のような現象はますます一般化

あろう﹂という表現がある︒ここで︑学校教育に責任を転
化する表現はおかしいが︑学歴インフレによりその効用が

りも多分に意識の問題である︑ということも︑あわせて言

がないわけではないが︑一面︑それは実態の問題であるよ

︵本会評議員・筑波大学教授︶

木屋野正勝

今日では︑先の臨時教育審議会で︑学歴社会の弊害が論

信頼されたのである︒

高い学歴は︑高い能力を意味するものとして︑社会的に

化の過程で︑公正で効率的に必要な人材を養成・選別する
手段として成立し︑強化されたのである︒

いたかったのである︒

低下しつつあるのは︑まぎれもない事実である︒

変容する学歴社会

転換する産業社会とともに
わが国の学歴社会というシステムは︑三つのサブシステ
ムで構成された︑と考えてよいだろう︒学校教育と企業内
訓練と現場教育である︒このシステムは︑日本の工業近代
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議されるなど︑このシステムも大きな転換期を迎えている︒

イナス・イメージで取り上げられていることがわかる︒

いる︒学歴社会というのは︑社会ダネとしては︑かなりマ

また︑四回に分かれた特集記事が五月から六月にかけて

高学歴化が進んだものの︑その高学歴が必ずしも産業社会

教育欄に連載されている︒﹁学歴社会を考える﹂が全体テ

の求める高い能力を保証しないというのであれば確かに問

題ではある︒世界史的な産業構造変革期にこそ︑新しい発

ーマで︑第一回目は母親の立場からの提言である︒学歴社

会というよりは︑学校歴社会というのが現実に近いとの認

展の可能性もあるわけで︑教育論議はそのためのものであ

でなくしていきたい︑そのためには学歴・学校歴による社

識を明らかにしたうえで︑学校間格差を学校制度改革の中

ｚ勺○

こういう時期には︑多くのシステムが崩壊したり︑弱体

意見である︒学歴が不当に尊重される社会を学歴社会であ

第二回目は︑産業界の人事・労務担当経営者の代表的な

現する考え方が明らかにされている︒

資格を取得するのに学歴・学校歴を問わないシステムを実

会的差別をなくす法律を作りたい︑というのである︒職業

化するものだが︑従来のまま維持されたり︑さらには強化
されたりするものもあるはずである︒

この学歴社会システムは︑そのいずれであろうか︒素人
の昨年一年間の︑学歴社会に関連した記事︵特集記事を含

にとっては大変にやっかいな問題である︒そこで読売新聞
む︶がどのくらいあったか︑拾いだして承ると︑三十一を

ると定義した上で︑大学卒の就職試験が学力の高いものに

すればあまり勉強しなくてもどうにか卒業できる︑という

という見方ができても当然であろう︒特に︑いったん入学

だけ有利であった時代には︑﹁銘柄校にはいれば一生の得Ｌ

数えた︒このうち興味あるものを二つほど紹介してぷたい︒

学歴のマイナス・イメージ点検

ことが一般に知られているのであるから︑社会正義の問題

となった︑というのである︒しかし情報化社会の今日では︑

全国高等学校ＰＴＡ連合会がその前年︵昭和六十一年︶
六月に実施したアンケート調査の結果を取り上げている︒

よる選別が社会的に公正と認められていようと︑学力だけ

で新社員を採用していたら︑特定のパターンの人間ばかり

企業は多様で柔軟な対応を求められており︑いかに学力に

が集まってしまって︑企業の成長・発展は困難になる︒社

六月四日朝刊の社会面の第二トップで︑﹁学歴社会には反
り﹂の見出しである︒本文の中で︑﹁建前と本音の間には︑

対髄％わが子だけには高学歴を師％揺れる親心くっき
随分と隔たりがあった﹂との意見らしきものが添えられて
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員のうち三割は︑学力以外の基準で採用したい︑との考え

まず母親の立場からの意見であるが︾学校歴社会を改革

し︑学校間格差をなくしたいという︒その限りでは何ら反

対すべきことではない︒しかし︑なぜこのような事態が生

方が示されている︒

第三回目は︑指導的な教育社会学者とのインタビューで

るとゑてよいだろう︒高学歴の人が多くなると︑学歴の希

ることだが︑高学歴化の進展したことが密接に関連してい

少価値が低下し︑学歴社会も冒頭で述べたような役割を果

じたのか考えて承ることも必要であろう︒すぐに想像でき

非常に重要な役割を果たしたと説明している︒しかし今日

たせなくなってしまう︒産業界にとっては︑公正で効率的

ある︒学歴というものが︑一定の能力を持った人間を登用

では︑産業界の人材採用のありかたが変わってしまい︑学

な選別手段がなくなってしまうのは一大事である︒学歴に

するための基準として︑日本の近代化・産業化する過程で

歴社会の弊害も改善されているとし︑前の記事の産業界の

代わる何らかの人材選別の基準を探すとなると学校歴しか

共通である︒

ためには︑大学卒の学歴が必要である︒これは国際的にも

ているのである︒医師資格取得のための国家試験を受ける

士課程修了者が求められている︒学歴が選別の基準となっ

や研究開発であり︑そのための中核的人材には︑大学院修

るのだろうか︒産業界の最重要課題が︑ハイテクの実用化

ではプラス・イメージの学歴社会というのが︑いまもあ

ろう︒

とう︒それは︑効用とはいえ︑積極的なものでないからだ

それにしても︑学校歴にはマイナス・イメージがつきま

それなりの社会的効用があると言ってよいだろう︒

要から産承出されたのが学校歴社会だということであり︑

なかった︑ということであろう︒その意味では︑現実の必

説明を裏付けている︒しかし︑新しい事態の発生を警告し
一億総中流化といわれる現在︑ライフスタィルの標準化

ているのが気にかかる︒

が進象他者との差異がつけにくくなって︑出身大学によっ
て階層をつけようとする学歴社会ができ始めている︒本人
や子供がどこの大学を出たかということが一つのブランド
になるとともに社会的威信になってくるのだという︒

第四回目は読者の声を特集し︑専門家ではないが学歴社
会に何らかの関心があるといった人灸の場合︑その考え方
がいかに多様であるかを伝えている︒

一般人にとって︑学歴社会の今日的評価は容易でないこ
とがわかる︒そこで私なりに問題を整理してゑたい︒

プラス・イメージの今日的効用
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要するに文科系の学歴の多くは︑工業化・近代化の過程

者にとっては今後も︑公正で効率的な人材選別の基準が求

れた人材を可能な限り確保しなくてはならない︒人事担当

ところで︑このようにして学校教育の制度が公的な費用

未来社会からのニーズも含まれている︒

のための社会的ニーズでもあるはずである︒この中には︑

さらには抽象的ではあるが芸術など︑さまざまな価値実現

承出されてくるわけではない︒経済︑科学技術︑安全保障︑

しかし高学歴化のニーズは︑こうしたレベルからだけ産

人情として当然であろう︒

対﹂まして学校歴社会には怒りの声もでてくるというのは︑

とにもなって︑うらゑも言いたくなる︒﹁学歴社会には反

そのために個人・家庭の生活がかなり緊張をしいられるこ

﹁わが子にだけは高学歴を﹂期待する親心なのである︒

学習者の能力に関係なく続きそうである︒

に今後も︑個人・家庭のレベルから地域社会にいたるまで︑

この高学歴化のニーズは︑機会均等の理念をよりどころ

拡充されていくことになりそうだ︒

あろうが︑学校教育の制度は今後も高学歴化の風潮の中で

学歴社会への批判があり改革の必要が論議され続けるで

ない︒

え方があるようだが︑学力による選別を否定したわけでは

社員の三割は学力で選別・採用してはならないとする考

められるのである︒

で果たしたような積極的な役割は果たせなくなっているの
に対して︑まだ理科系の学歴は立派に通用している︒

国内的には当分︑こうした事態が続くとゑてよいだろう︒

国際的通用性への配慮も

今後の問題としては︑人材の養成・選別システムに対し
て︑国際的︑国内的に︑また社会的︑個人的︑さらには産
なくてはならないだろう︒

業上どういうニーズが配慮されなくてはならないか︑考え
これまでは主として産業など国内的なニーズに応えてき
たのが制度としての学校教育の歴史であった︒その産業社
割が小さくなったり︑全く消えてなくなってしまったり︑

会が大転換期を迎えており︑一部の職種では現場教育の役
また一部では特定企業の必要に応えるための企業内訓練の
効用が低下してしまったりと︑学歴社会システムが崩壊を
も必要であるのなら︑どのように構成したらよいのであろ

始めている︒これに代わる人材開発・選別システムが今後

すぐれた人材は︑教育の機会を与えられればいくらでも

うか︒

は想像もできないであろう︒競争に勝つために企業はすぐ

養成できるというものではあるまい︒競争のない産業社会
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る︒いずれにしても学校教育が︑際限なく拡大していくこ

するメリットは何かと定義してゑても︑結構やっかいであ

担すべきだろう︒とはいっても個人など特定のものに帰属

だろうか︒学歴のコストは︑メリットを享受するものが負

負担で整備・維持されていくには︑限界があるのではない

イメージの学歴社会システムを国際的に通用するよう整え

けていかなければならないだろう︒その一つが︑プラス・

には︑国際主義を堅持し国際的貢献の機会をたえず求め続

家的最優先の課題であるはずだ︒この課題を達成するため

せることも考えてよいだろう︒制度や慣行などは︑建前と

ては︑日本での学歴の取得や本国での学歴を日本で通用さ

ることだと考える︒日本との交流が多い諸国の人材に対し

さて学歴社会については︑国内的な観点だけでなく︑国

られるのである︒

本音の使い分けが生じやすいだけに︑国際的共通性が求め

とだけは許されそうにないだろう︒

際的な効用も考えなくてはならないだろう︒経済立国ニッ

入江孝一郎

︵読売新聞社調査研究本部主任研究員・経済評論家︶

ポンと言われる国柄であるだけに︑産業の発展は今後も国

選択の時代と学歴社会を考える

のひとつは︑多様化する時代の反映と大量の進学希望に対

制度が変わり受験生を悩ましている︒来年は新テストとい

国公立大学の共通一次テストは毎年猫の目のように試験

になった︒そのため政府に臨教審を設置してまで解決の方

かえるという矛盾を生承︑教育改革を国民が意識するよう

学熱は大学入試競争を激化し︑その弊害が学校教育に跳ね

問われる学校教育

うことで︑私立大学まで協力させようとしているが︑受験

したものの︑その答申は四方八方を考慮してか︑即効の妙

策を求めなければならなくなり︑国民の期待を受けて審議

し義務教育の学校が画一性であったことである︒大量の進

そもそも学校教育の荒廃が社会問題となった大きな原因

生は受験の方針がきまらず︑不安が高まるばかりであろう︒
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い根気のいることではあるが︑国公立大学入試を頂点とす

薬ではないことを知らされた︒教育というものは気のなが

共通一次テストの入試制度が不安定なことは︑国公立大

在が大きく左右している︒

う微妙で複雑な関係があるからで︑内部の利害調整だけに

学間︑旧制大学対新制大学︑中央の大学対地方の大学とい

目を奪われ︑受験生の立場を忘れ続けているからである︒

しかし︑勉強して学歴を重ねることは悪いことではない︒

る入試体制の改善にメスが入れられてはいなかった︒

誰のための入試制度か頭をかしげたくなるが︑その根底に

旧帝国大学は近代国家を担う官僚の養成が最大の目的で

むしろ︑努力することは社会に生きるためには当然のこと

あった︒日本の敗戦によって旧帝国大学はその名を変えた

は明治以来の学歴偏重の本流が存在するからである︒

ようになった︒人材を必要とする方も︑受験という︑それ

である︒その結果が︑学歴をつゑ︑学歴の尊重は当然のこ

ぞれの段階で難関を突破し努力が実り︑一流校の卒業生を

た親たちが︑わが子には大学進学を無理しても考えてあげ

が︑戦後の民主的な風潮は︑学歴偏重の社会で不遇をなめ

とで︑明治からの立身出世がこうして学歴偏重といわれる

採用した方が安全で︑確率が高いのは当然のことである︒

よりも受験競争を激しいものにしていった︒

たいという希望がつのり︑誰でも進学受験することで戦前

近代国家や産業社会のシステムを発展維持させるために
はこの方法が適当であり︑一流といわれる大学は︑これに

義務教育の学校では︑この要求に対応できないというよ

こたえる教育をしていたからである︒

り︑学校は国民の教育をする場で受験教育は教育を曲げる

ものであるとして入試競争に対応できない立場にいた︒そ

の一等地のピルに進出してどんどん大きくなって巨大教育

のため予備校︑学習塾は土地の高騰にもかかわらず︑駅前

学歴偏重社会への根は深い
臨教審の答申の中で︑今までの学校教育のままではいけ

でも質のよい受験教育を提供しようと宣伝する予備校もで

産業までに成長した︒中には人口衛星通信で︑何処の地域

ない︒これでは未来に対応できる教育ではないことを誰し
もが思った︒そのため生涯教育が尊重され︑その反対に学

ねばならない︒それが受験戦争の激化につれて︑年齢が低

日本の子どもは義務教育の昼の学校と夜の学習塾に通わ

てきた︒

歴偏重社会に対する反省がなされた︒その施策はこれから
教育行政の手で実行されていくことになるが︑大学入試に
こころもとないかぎりである︒その根に学歴偏重社会の潜

承られるごとく︑毎年猫の目のように変わっているのでは︑
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では改まらない︒学問の世界でも︑古代論争で有名な﹁耶

なく︑学閥として人脈に生きているのであるから一朝一夕

馬台国﹂論争では︑明治以来の東大の白鳥庫吉博士の九州

入れない︒いい大学を卒業しなければ︑一流企業に就職で
い子も親たちや周囲の環境や状況で受験システムにのせら

きないという図式によって︑勉強が得意な子も︑そうでな

二つの学閥に大きく色わけされ︑現在でも学会を二分して

説と京大の内藤湖南博士の近畿説が東大系と京大系という

下している︒そして︑いい予備校に行かねば︑いい大学に

れてしまう︒一方学校では個性尊重の教育︑主体性の教育

いる︒師の説を継承し守ることに重点がおかれるが︑系統

界や官立の学問の世界はともかくとして︑民間企業では多

に学ぶものは異説を称えられない弊害がある︒しかし︑官

様化︑国際化︑情報化社会による大きな変化に当面し︑対

であるのが現状である︒

こう承ると︑学歴偏重︑学校偏重社会が民主化された結

ということを掲げてはいるが︑現実的には大半が画一教育

果︑入試競争の激化を生んだものとふられる︒誰でもが大

応しなくてはならない時代になってきている︒

ることは必然の結果である︒

春がくると大地には芽が出てきて︑木之の葉も緑になり︑

自然も人も常で無い

学を目指すようになると水増し現象が起きて価値が低下す

学歴偏重社会の弊害

と言われるごとく︑変化が承られる︒生きていると思って

のなかにあって活動しているが︑年灸歳をひとしからず︑

自然の営承は確実にめぐり︑人びとの生活も︑そのリズム

にもならない︒例えば︑戦後四十年過ぎたのに文部省で私

偏重を打破しなければ︑学校教育や社会で叫んでゑても話

かされている︒

いる人間自身も︑自然の営承という大きなリズムの中に生

学歴偏重をなくせといっても︑先ず官庁が率先して学歴

大出の局長が初めて実現したというようなことでは︑教育

国家の官僚は︑東京帝国大学が養成機関として明治以来

化している︒この現象を二千年前にブッダは﹁無常﹂と言

成している世界も︑何かが時計の針を刻むごとく刻灸と変

人間個人の体も身のまわりも︑国家も社会も︑それを形

の伝統を︑敗戦後も温存してきている︒共通一次試験の混

う言葉で言いあらわしている︒﹁無常﹂ということは︑世

ほどは知れているというものである︒

改革で財界に学歴偏重の是正を申し入れても︑その効果の

迷も旧制大学の格付けを伴う意識の潜在にあるばかりでは
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いイデオロギーは︑過去においていかに有効であり尊重さ

ている︒新しい価値観やテクノロジー︑新しい地政学的関

れていたものであっても︑もはや現実に対応できなくなっ

の中の現象は︑常に同じでは無く垂常に変化しているとい

てほしくないし︑不幸のものは変化してほしいと願う︒

どのぶつかり合いのなかから︑急速にその姿を明確にしつ

係︑新しいライフスタイルやコミ一三ケーションの方式な

う意味である︒しかし︑人情として︑幸せなものは変化し
﹁お変わりありませんか﹂と人に挨拶をするのは︑無常の

つある世界は︑まったく新しい発想︑新しい類推︑新しい

世の中ではあるけれども無常であって貰いたくない思いが
込められているのである︒人によってもその思いは多様で

分類︑新しい概念を要求している︒われわれは明日の胎児

しい生活様式が彰群として起こっている爆発的変化の時代

まで確固としていた社会秩序が崩壊する一方で︑奇妙に新

トフラーは︑﹁個人の生活がばらばらに引き裂かれ︑これ

効力を失いつつあるのではないだろうか︒﹃第三の波﹄で

歴社会が︑情報社会という急テンポの質的転換期を迎えて

明治からの百有余年をへてきた産業社会を支えてきた学

ればならない︒

ないものになる可能性はきわめて大きいことを認識しなけ

思われる︒従来の考え方では︑明日といわず今日対応でき

中には︑学歴偏重の学歴の内容にも変化をもたらすものと

さて︑学歴偏重社会の弊害のことだが︑情報社会の波の

に社会変化をもたらしている︒

なく巨大なものに成長して︑現実のものになって︑世界的

ンセーションを与えたが︑今日では︑第三の波は胎児では

されていた態度や風潮もまた︑通用しないｏ﹂と世界にセ

を過去の因習に閉じこめることはできない︒従来︑正統と

あるが︑昨日と今日が同じではないように︑明日も違うの
であるから社会現象も同じではない︒それを証明するかの
ように︑毎日の一三−スは︑さまざまな出来事を伝えてい
るが︑その内容が人の欲望をあらわす悪質というべき事件
が次つぎに起きている︒人殺しから戦争にいたるまで︑悲
しいこと︑愚かなことが多過ぎる今日である︒

自らが選択する時代
その流れがコンピュータをはじめとする高度技術革新の
影響によって︑﹁情報社会﹂という今までとは勝手の違う︑

質的にも価値を転換させる現象が︑急激な発展と進歩をと
もなって起きていることである︒八年前にアルビン・トフ
ラーが﹃第三の波﹄でつぎのようなことを述べている︒

﹁今︑オフィスで︑家庭の中で︑学校内で︑人類がかつ
て経験したことのない大変革がひそかに進行しているｏ﹂

と指摘したうえで︑﹁古い考え方︑古い公式やドグマ︑古
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かどうかの問題である︒﹂

単に知的好奇心の問題ではない︒これは人類が生き残れる

に︑われわれの未来に関する最大の問いを発することは︑

勢力に荷担しているか︑いずれかである︑と言っている︒

の創造に参加しているか︑あるいはまた︑それを拒否する

︵本会々員・細日本移動教育協会理事長︶

っていえる︒それは己れを自ら修することでもある︒

情報社会は選択の時代であり︑それは﹁個﹂の人間にかか

と︑自覚しているいないは別として︑すでに新しい文明

学歴社会と自己信頼観

１︑学歴社会を資料でみると

枝卒業者は一九三万人であり︑就職者は約七万人︑就職率

九千七百円・女子は九万三千七百円︑高等学校卒業者の男

月新規学校卒業者の初任給は︑中学校卒業者で男子は九万

労働省の賃金構造基本統計調査によると︑昭和六一年三

②学歴と初任給︽表１︾

三八万人で︑就職者は二九万人となっている︒短期大学を

は三・六％となる︒高等学校卒業者は一六二万人で︑就職
⑩新規学校卒業者の就職状況︽図１︾

者は六四万人︑就職率は三九・五％である︒大学卒業者は

裕

文部省の﹁学校基本調査﹂に基づき︑昭和六一年三月に︑

島

卒業して就職した者は一四万人︑高等専門学校を卒業して
就職した者は七千人である︒

新たに学校を卒業し社会人として就職した人達を︑学歴別
構成
成比
比で
で承
承る
ると
と︑
︑中
中坐学校卒業者は約六％︑高等学校卒業者
二六％となっている︒

大大
聖学卒業者は約一二％︑大学卒業者は約
は約五
五六
六％
％︑
︑短
短期期

大学・短期大学を合せた高等教育機関の卒業生は四割弱
ということになる︒︵図１︶

さらに︑卒業者の実数を同六一年三月で調べると︑中学
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青少年では﹁そう思う﹂が二九％︑逆に﹁そうは思わな
い﹂は二六％となっている︒﹁ある程度そう思う﹂は四五

ひとつは︑客観的な社会のしくゑや経済的報酬は学歴を

前提として成り立っていることが多いという点である︒

職業選択の幅が狭くなると考える人が︑そう思わない人

高度な教育を修めた人が︑社会に有用な人材ということで

必要としてくると︑当然教育も高度なものが必要となる︒

私たちの社会が様盈な面で進歩し︑高度な知識・技術を

よりやや多いが︑どちらも全体の四分の一強である︒ある

％である︒

程度そう思う人たちを加えると︑七五％の人たちは学歴と

ことで︑ある︒

ことは︑自分自身の存在や価値についてどう思うかという

しかし︑忘れてならないことは︑私たちにとって大切な

けなければならない︒

る︒この構造のゆが承は︑行政的に解決していく努力を続

︑︑︑

大局的に承ると︑確かに社会的・経済的な構造は存在す

は結論づけられない︒

う気持ちの裏がえしの要素を含んでいるとすると︑簡単に

もしもこの答が︑〃学歴よりも実力だったならな″とい

会はまだまだ健康といえよう︒

人が九○％もいる︒この意識が本当のものなら︑日本の社

すでに紹介したように〃学歴よりも実力″と思っている

自分自身の可能性をどう考えるかという点である︒

もうひとつのポイントは︑このような社会で生きていく

た職業となる︒

医師・法曹・高級官僚・技術者などが高学歴を前提とし

高給あるいは安定した生活を得ることができる︒

なお︑成人も青少年と同じ傾向である︒︵この調査での

職業選択とは関係するという意識を持っているようだ︒

を対象としている︒︶

成人とは︑年令二五歳から六四歳までの成人約二千四百人
⑥社会に出れば︑学歴よりも本人の実力がモノをいう︒
青少年では︑﹁そう思う﹂が四四％︑﹁そうは思わない﹂

えて考えると︑全体の九○％は︑学歴よりも実力だと思っ

が九％となっている︒﹁ある程度そう思う﹂の四六％を加

社会に出てからの経験が長い成人の意識でも︑﹁そうは

ているといえよう︒

傾向にある︒︵図５︶

思わない﹂が一二％とややふえてはいるものの︑ほぼ同じ

２︑学歴社会のふたつの面
いくつかの資料を紹介してきたが︑ふたつのポイントが
あると思う︒
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３︑自己信頼観

の悪いところが強く意識されるということがあるけれども︑

ころが強く意識されやすく︑嫌いな人に対しては︑その人

る︒こんな残念なことがあってよいのだろうか︒

心理学の話題に︑好きな人に対しては︑その人のよいと
日本の社会は︑社会階層の固定化がほとんどなく︑だれ

自分自身についても︑自分をどのように思うかが︑その人

ある︒

の持っているすべての力を発揮するもとになると思うので

学歴社会は上昇指向によって︑日本の活力を支える源で

はあるが︑その反面︑普通の人灸の秘められた力の発揮を

日本の教育行政は︑一方では個性化教育といいながら︑

おさえこんでいる元凶でもある︒

ます狭い序列化を結果としてまねくようなことをしている︒

もう一方では大学入試の統一試験に承られるように︑ます

とができるのであろうか︒

︵日本大学講師︹心理学︺︶

現在の日本社会で︑このことは︑どこで︒だれが行うこ

己に対する信頼観をはぐくむことであると思う︒

人を育てる根本は︑単に知識を与えることではなく︑自

ある︒

大変に人間に対するフィロソフィが薄い印象を受けるので

りかえしおこなわれてきて成長していく︒自分で判断でき

準を自分のなかにとりこまされて︑自分自身を信ずること

一方︑エリートになれなかった普通の人達は︑外から基

れる︒

じ
愛し︑活力が生まれてくる︒また︑活躍の場も与えら
じ︑
︑華

ひとにぎりのエリート達は︑成功感を基に自分自身を信

からしか自分をとらえることができなくなってしまう︒

たかも自分の値段であるかのように︑たったひとつの尺度

ひとつの試験の分布結果を示す偏差値という数値が︑あ

しまう︒

る以前から︑いわば自我が確立する前から印象づけられて

存在観が決まってしまう︒このことが︑小さい時から︑く

学校の試験の点数によって︑人間の価値が︑自分自身の

なっている︒

が表わしているように︑偏った受験用の知識訓練が中心と

ところが︑日本の受験制度では︑受験技術というコトバ

学する競争がはじまる︒

っている︒従って︑幼稚園の時から︑より上級の学校へ進

でも勉強して︑高学歴となると︑立身出世できることにな

q

ができなくなる︒自分に自信のない人は活力が出にくくな

（25）
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元金あれば︑乃ち官の名を仮りて商売を行はんとし︑学校

も官許なり︑説教も官許なり︑牧羊も官許︑養蚕も官許︑

を以て︑世の人心益其風に扉き︑官を慕ひ官を頼承︑官を

凡そ民間の事業︑十に七︑八は官の関せざるものなし︒是

恐れ官に諸ひ︑墓も独の丹心を発露する者なくして︑其醜

態︑見るに忍びざることなり︒﹂と述べ︑封建制度の弊風
だし育成して︑自由にこれを伸ばし︑人間社会に融和順応

郎と七才の次男捨次郎に︑その年の十月から十一月にかけ

ゼの十戒を訳して半紙に書いたものを九才になる長男一太

福沢は︑既に明治二年に﹁日灸のをしへ﹂として︑モー

ひびおしえ

がなお残存しているのを嘆いております︒

寄与していくよう個人の人間形成をすることであります︒

毎日与えて︑欧米の思想の基盤となっている聖書について

教育は本来人それぞれのもてる天賦の資質才能をひきい

つくってその枠内にいれようとしたり︑ある既成概念を予

そこには真の自由がなければなりません︒一定の枠組象を

れていて︑神といえば八百の神と混同するので︑敢えて英

教えています︒その中で福沢は︑当時日本では神仏混清さ

ミス・キダーも明治三年︵一八七○︶にフェリス女学院

たと思います︒

者﹂といっています︒こんな所に福沢の最深の注意があっ

語のゴッド︵のＯＳはゴッドのままにして︑宇宙の﹁創造

やおよるず

くまでも真の自由でなくてはならないと思います︒

定し︑その中にはめようとしてはならないと思います︒あ

日本が近代国家として明治初年立ち上がった時︑この趣
旨を男子教育において顕現せんとした者に︑福沢諭吉あり︑

を創立し︑明治六年︵一八七三︶日本国に信教の自由が施

女子教育においてはミス・キダーをあげられると思います︒

私学でなければ自由に思うように実践できないと考えたの

維新の先覚者で慶応義塾の創設者福沢諭吉は︑真の教育は

の女性開放である民主教育なりと考え︑英語教育と共にキ

行されてからは︑キリスト教による女子教育こそ真の日本

ころであります︒

リスト教の伝道につとめたことは︑皆様のよくご存知のと

一八七六︶

ｌ福沢諭吉全集第三巻五二頁ｌに﹁青年の書生︑僅に数巻

有名なその著﹁学問のすすめ﹂︵一八七二

です︒

の書を読めば︑乃ち官途に志し︑有志の町人︑僅に数百の

（26）

伝道教会から最初の婦人宣教師として日本に派遣されたの

ことにミス・キダーは︑米国のリフォームド教会の外国

披露申し上げられることと思います︒当女学院としては︑

しております︒いずれ今年末までには︑具体策を皆様にご

長が鳩首協議し︑同心協力して目的達成のため懸命に努力

画が一段落し︑内容も充実し︑その伝統を堅持発展させて

この新企画が完成し︑かねてから考えておりました諸計

と存じます︒

皆様にもご支援︑ご協力の程をお願いしなければならない

勿論のこと︑フェリス女学院に関係ある方灸や︑同窓会の

創立以来の大規模︑画期的な計画でありますので︑学内は

で︑その信仰的決意は堅く︑今もフェリス女学院はその伝
統を受け継ぎ毎朝の礼拝が続いて守られていることも︑そ
のよき遺産であると思われます︒

私学の特徴は︑その建学の精神にあります︒その精神が
その学園の比類ない特色をもつ魂をつくるのであります︒

名実共に︑その名に相応しい女学院となりますことを念願

ひ

申すまでもなくフェリス女学院の建学の精神は︑聖書ピリ
ピ書第二章四節の﹁おのおの自分のことばかりでなく︑他
と

人のことも考えなさい﹂という聖言であります︒どうか新

︵本会理事・フェリス女学院理事長︶

上よりの恩寵の御導きを切に祈るものであります︒

願い申し上げるものであります︒

フェリス女学院の発展に全力を傾到されることを心からお

十一世紀の新時代を担うことが出来るよう和衷協力して︑

りました︒今後はさらに全く予測し難い情報化の社会︑二

主義による伝統を守って御旨のもとに全学心をあわせて参

が︑多くの困難をのりこえて真に平和のため︑キリスト教

日本の草創期にフェリスの丘に創められた日本女子教育

してやゑません︒

あかしぴと

入生徒も学生も︑在学中にこの言葉を身に体して︑この学

園から社会に向い︑この言葉の証人としてフェリス女学院
の長い光栄ある伝統の灯を燃やしつづけて貰いたいと思い
ます︒

教職員の方左にお願いしたいことは︑新入生徒と学生達
の在学中に︑信仰の深い智慧と︑新しい時代を生きぬくに
必要な知識の端緒を与えるよう︑心身の指導と訓練に献身
的な努力をされることを期待するものであります︒

フェリス女学院は一九九○年︵昭和六五年︶には創立百

石井理事長の式辞の草稿でありますが︑とくにご提供をいた

本稿は︑昨年四月フェリス女学院の新入生に対して行った

優秀な教職員の充実︑新しい諸施設の整備のため︑理事会︑

だいたものであります︒

二十周年を迎えることになります︒只今︑新学制の導入︑

評議員会の議を経て︑学院長︑各学校長︑事務局長︑部課

（27）
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我が皇祖皇宗国を肇むること宏遠に徳を樹つること深厚な
ナ

リ我が臣民克く忠に克く孝に億兆心を一にして世を蕨の美

を済せるは我が国体の精華にして教育の淵源亦実に絃に存

す﹂云々を︑何十回伺ったことでしょう︒今にしてよく読

んで見ると﹁国を肇むること宏遠に﹂とは正に二千年の歴

史を指しているのです︒これこそ浩宮様のいわれた百二十

四代ということになるのです︒日本は敗戦の結果教育勅語

ロロロロロロ呂■■■■■■■■９９

五年程前になると思いますが︑皇孫浩宮様がプラジルヘ

は国会で否決され︑今教育勅語を口にする者は異端者の如

育勅語の内容は極めて立派なものであり︑これを否定する

おいでになったことがあります︒その時ブラジルの青年達

ことは世界のもの笑いとなることを十分承知して居りまし

くいわれていますが︑国会否決の真相を考える時︑現代日

ようでしたが︑﹁私にはその問題はよく分かりません︒し

たので︑直接命令で廃止することはせず日本政府をして自

と会談されたのですが︑その内無遠慮な青年達の一人が︑

かし今上陛下は第百二十四代であらせられます︒﹂とお答

発的に否定するよう内面工作によって目的を達したもので

﹁今世界には大統領の国が大半です︒日本はどうなります

えになりました︒私はこの報を新聞で知って本当にこれあ

あります︒何の目的かといえば日本を三等国的存在にして

らぬ時期に来ていると思います︒占領軍総司令部では︑教

るかなと快哉を叫んだのでした︒百二十四代とは二千年の

しまいたい︑それには日本人の魂を全部抜こうという訳で

本人はもう一度アメリカの占領政策を再批判しなければな

連綿たる歴史のことです︒このお答に恐らくブラジルの青

ありました︒第一に帝国憲法を廃止し︑君が代・日の丸を

か﹂と質問申上げたのであります︒殿下は暫らくお考えの

ような簡潔直載のお答が出来る皇孫殿下をお持ちの我が皇

年達は二の句がつげなかったのではないでしょうか︒この

禁止し︑日本の歴史を根本的に改めて天皇制らしきものを

等の考え方は︑およそ軍国主義のお先棒となったものは一

教育基本法にさせたのであります︒要するにあの当時の彼

抹殺し︑そして教育勅語を廃止して日本の国柄を無視した

室は︑実に有りがたい限りではありませんか︒

ここで私は︑小学校中学校と東京高等師範学校の大講堂

切抹殺しようという訳です︒教育勅語は内容ではなく勅語

で行われた式典の度に︑加納治五郎校長先生から厳かに教
育勅語の奉読のあったことを思い出すのです︒﹁朕惟ふに
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魂抹殺事項に対して最近の学校教育審議会では︑国旗・国

奉戴の業々しさに︑これを見たものと思われます︒日本の
たのである︒

比類ない国体を有することが日本をして今日あらしめ

この長い歴史を通じて一系の天皇をいただいたという

私はいつも世界のどこか一ヶ所くらいこのような貴

歌を制度化しその他歴史教育の改正を打ち出していること
は︑まことに喜ばしい次第であります︒

進むだけ進んでその間︑幾度も闘争がくりかえされ︑

い国がなくてはならぬと考えていた︒なぜなら世界は

の改正にも及ばねばならぬと思いますが︑改正の眼目は何

このことは独り学校教育の問題にとどまらず︑当然憲法
かといえば︑日本の伝統ある歴史を基礎とした憲法に改め

この時世界の人類は必ず真の平和を求めて︑世界の

最後に闘争に疲れる時が来るであろう︒

るとの一点にあると思います︒日本とは何か︑日本人とは
何か︑日本の歴史を棚上げして単なる人権だけを説くとい
見る時︑根底に流れているものは何時の世にも﹁日本には

アジアに帰る︒それはアジアの高峰日本に立ちもどら

ければならない︒世界の文化はアジアにはじまって︑

の歴史を超越して世界の最も古く︑かつ尊い家柄でな

この世界の盟主は︑武力や金力でなく︑あらゆる国

盟主をあげねばならぬ時が来るにちがいない︒

天ちようさまがおいでになる﹂という素朴な国民の声であ

ねばならぬ︒我灸は神に感謝する︒天がわれら人類に

う考え方は改めねばなりません︒日本の歴史を振り返って

このことに外ならぬと思うのです︒ここで博学で有名な私

日本という国を造っておいてくれたことを︒﹂

ります︒いふじくも浩宮様がいわれた百二十四代とは正に
の友人が送ってくれたアインシュタインの一文をご紹介し

アインシュタイン博士の卓見は︑三千年︑五千年先の人

は日本だけであるということでしょう︒日本は世界に類の

たいと思います︒

大正十一年︵一九一三年︶当時相対性理論を発見して

ない天皇制の国である︑という国民の自覚さえあれば︑国

類の真の平和を考えて居られるのでしょう︒この時残る国

し︑日本についての感想を示して

世界的名声を博した四十二歳のアインシュタインが来日

︵本会理事・元侍従次長︶

附記終戦回顧遂煩二聖断一免二玉砕一厳然肇国二千年

思います︒

民運動となって憲法の改正などむずかしいことではないと

﹁近代日本の発展ほど世界を驚かしたものはない︒

その驚異的発展には他の国と異る何ものかがなくては
ならない︒果せるかなこの国の歴史がそれであった︒
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やりきれぬ時代の到来である︒

からケシ飛んだ︒働く人間にとって

︲ １ １ １ １ １ ︲ ｌ１ｌｌＩ．１０．

組合員平均で四百十二万円とある︒

このところ好況という︒そうした

社の調査で︑サラリーマンの年収は

報道の中に︑地価が高騰したため︑事

私鉄・私鉄系不動産会社で作って

ンション入手のためには十一年では

この数字でゆけば六千六百万円のマ

いる都市開発協会が︑昨年一年間に

民間企業が販売したマンション価格

る︒民間の調査機関︑労務行政研究

百九十五万円という額にも疑問が残

しかもサラリーマンの平均年収五

戸を持つ夢さえサラリーマンの頭上

の一戸建てどころか︑マンション一

上かかるわけだ︒ささやかな庭つぎ

う︒組合員平均の年収なら十一年以

でも一戸当り四千八百十五万円とい

治に携わる人の最大の責任である︒

な社会にしてはならない︒これは政

か︒まじめに働く人が絶望するよう

全般に悪影響をひろげるのではない

のヒズミをますます大きくし︑社会

え持てない不合理はこれからの社会

まじめに一生働いても自分の住家さ

先のメリットに過ぎない︒勤労者が

ているが︑これはいうまでもなく目

地価暴騰はこういう現象も生糸出し

増やす傾向などがあげられている︒

ーにカネを使うなどして個人消費を

に新しいクルマを買うとか︑レジャ

た人が︑家をあきらめてそのかわり

た住宅の高騰で入手ができなくなっ

産がめっきり少くなったことや︑ま

資産が増え︑担保能力が増加して倒

業場などの敷地を持つ経営者の含象

都市開発協会の調査では︑通勤圏

とサラリーマンの取得との比較を公

入江徳郎

なく十六年も飲まず食わずとなる︒

甥

表した︒

職

その数字を見ると︑いまさらなが
ら驚く︒東京駅から十キロ圏内のマ
ンションは前年比で六○％値上りし

て一戸当り平均六千六百万円︒これ

琶
溺

所︵財団法人︶の最近の発表では上
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は同協会が推定した平均的サラリー
一︑ソの年収五百九十五万円の十一倍
強に当る︒

つまり平均的サラリーマンはこの

地域では十一年間︑全く飲まず食わ
ずで全収入を貯蓄しなければマンシ
ョン一戸の入手ができない︒到底︑

驚

とされる東京駅からの二十キロ圏内

罫

場会社を中心にした全国二百八十五

入手などはムリという数字だ︒

マイホームを持てぬ経済大国

腎臓は左右の腰背部にある器官で
その働きはご存知のように尿を作り
身体に不要となった物質を溶かして
体外に排出することです︒

一腎臓の老化
腎臓は年齢とともに機能が低下し
てきますが︑腎臓を流れる血流量︑

腎の糸球体が作り得る尿の量などで

腎硬化︑糖尿病性腎症などです︒

慢性糸球体腎炎は︑腎臓の糸球体
︵尿を作成する部位︶の慢性に経過
が低下していきます︒

する炎症で︑長い間に次第に腎機能

灘§

ネフローゼは腎から血液蛋白が漏

．Ｌ︲■︐■●■●．●ロロ︲ｂロトロロ電

の脱落を呈するものです︒その他糖

の細動脈硬化を生じ︑次第に糸球体

尿病性腎症も原因の糖尿病に伴って

老年者で増加して来ます︒

三腎臓病の症状

腎臓の機能が侵されるので浮腫が

みられます︒腎性の浮腫は腺に出て

ると全身の浮腫となります︒時期に

腫れぽったくなりますが︑ひどくな

より多尿のこともありますが︑尿量

が減ると重症の腎不全となります︒

四腎不全

各種の腎疾患のための機能低下が

強いと︑次第に血液中に尿素窒素が

溜まるようになり︑極端になると尿

内科的治療としては安静︑食事は

毒症となります︒

る様工夫しますが︑効果のない場合

減塩︑低蛋白とし︑尿量を増加させ

て体外に排出する必要があります︒

は透析で溜まった尿素窒素を源過し
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測定することが出来ます︒また濃い
尿を作る力︵汲縮力︶が衰えるので
うすい尿となります︒濃い尿とは排
池されるべき尿素窒素などが大量に
る尿素窒素の量がほぼ一定していま

溶けている尿です︒一日に排池され

低下し浮腫も生じます︒

腎臓の病気のなかで比較的高頻度

腎硬化とは長年の高血圧により腎

なのは慢性糸球体腎炎︑ネフローゼ

二腎臓の病気

出して多量の尿蛋白を呈する病気で

闇

は尿量を増加することにより機能を

すので︑薄い尿しか作れない老人で

腎 臓 病

その為に血液蛋白は減少し︑栄養も

撞舞2:,:蝉:職軸H蝉:::報鍵愁上'蝉F職職::職::！

果たしているのです︒

含
識
嬢噂

杉浦昌也

︹泊翁百話︺

泊翁書簡㈹
樋田魯一宛三十通の内の十五通

現在わかっている泊翁書簡は二○○通ほどであるが︑そ
の中の七分の一の三十通は樋田魯一宛である︒

哲史

拝啓陳は来ル十九日︵日曜︶湯島新花町静女塾に於て弘道

尚以同日午後一時過より三時の間に御出席被下度候也︒

西村茂樹

話被成下度此段相願候︒老生義も操合必参会可仕候︒先は

会婦人部会相開候二付︑甚乍御苦労当日御出席一場の御談

商議員︑幹事などをつとめていたので︑泊翁の代理として

六月三日

右願用造早を拝具︒

樋田魯一は泊翁会長の下で永年日本弘道会の編輯委員︑

地方支会へ出張する機会が多く︑その打合せのため泊翁は
し︑いつもの例に洩れず︑月日は書いてあるが︵ただし一

樋田魯一殿

通にはそれもない︶︑年次はすべて無視されている︒この

日記﹄の明治二十五年六月十九日の項に

ＩＩ■ｂ■１１１６

次いで
︲Ｉ

ることは︑これを疑いようがない︒

一致する︒それで︑︹その一︺が明治二十五年のものであ

とあるからで︑その日が日曜であったことも書簡の文面と

道会婦人部会二出席

一朝より向嶋に参り︑午後より湯嶋新花町静女塾二て弘

六月十九日雨日曜

がある︒これを二十五年のものと推定する理由は︑﹃泊翁

頻繁に樋田宛の書状を書くことになったようである︒しか

川

年次の記入してない三十通を前にして︑筆者は呆然として
たたずむほかはなかったが︑くり返し読んでいるうちに二
十一通ばかりはおよその見当がつくようになった︒その二
十一通の内の十五通をまず紹介し︑筆者が年次を推測した
根拠を披露して承よう︒

なるべく年次の古い順に紹介すれば︑まず︑明治二十五
年のものと考えられる
▽ｒｌ

︹樋田魯一宛その一︺
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古

︹樋田魯一宛その二︺

には︑明治二十七年四月二十六日に始まり︑豊前︑筑前︑

経て六月十日新橋に帰着した二カ月に亘る長期旅行があり︑

筑後︑肥前︑肥後を巡歴し︑その帰途大阪︑京都︑静岡を

おそらくこれを指すにちがいない︒したがって﹁四月十一

拝見本月常集会之義敬承︑右ハ去廿六日商議員会之節相談
に御座候︒尚拝面之節委細可申上候︵其謬︿講師の差支に

之上当月︿臨時休会之事と致し︑本月雑誌二報告する積り

が

五月一日︑泊翁は樋田からの書信に接し︑これに答えたの

日﹂は︑明治二十七年のことと見られてよい︒この旅行中︑

西村茂樹

依ル︶︒早々不具

三月二日

樋田魯一殿

五月一日の尊書相達︑拝見︑愈御安泰奉賀候︒老生無異巡

︹樋田魯一宛その四︺

の﹃日本弘道叢記﹄第十一号の特別広告に男子部常集会は

々御細述の趣︑委細敬承仕候︒前田家にて断の趣無除義事

回罷在候間御安意被下度候︒抑事務所買入費用の義二付績

は︑明治二十六年のものと推定される︒二十六年三月発行

右書簡の文面と一致するからである︒

具

止宿︑同地に而も今夜講話の約束に御座候︒貴答造勿乱拝

学校江罷越︑生徒江談話し︑午後出立︑大牟田︵三池︶江

画有之候︒委細は帰京の上御話し可申上候︒今日は当地中

気の受方甚宜敷多少の入会有之︑何れも早速支会設立の計

市長︑師範学校長以下二十名程即日入会申込候︒其他も人

多数に御座候︵福岡は少々寡し︶︒福岡は書記官︑参事官︑

柳川にて演説会相開き申候︒何れも都合宜敷︑聴衆は十分

老生巡回の義︑福岡︑太宰府︑久留米︑福島︵久留米の在︶︑

取斗被下度候︒

甚乍御手数御霊力の段奉賀候︒別帯相認差出候間︑可然御

二御座候︒松平堀田両家江御依頼の趣御同意に御座候間︑

﹁本月ハ都合ニ依り臨時休会ス﹂と出ており︑この記事は

明治二十六年の︹樋田魯一宛その二︺に次いで︑明治
︹樋田魯一宛その三︺

二十七年のものと推定されるのが

漸を開晴仕候︒扱老生旅行の義書士江間合候処︑一昨を日
は未た明白の答出来不申︑昨日更に一回診察致候処廿五日
頃ならば出立差支無之趣明言仕候︒依ては兼て願置候夫々
西村茂樹

江の書状︑乍御面倒御差出の義偏に相願候︒勿暑不具
四月十一日

樋田魯一殿

である︒本書簡では︑﹁老生旅行﹂が何を指しているかが
問題であるが︑四月二十五日頃に泊翁が﹁出立﹂した旅行
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五月九日朝西村茂樹

の状を見︑紡績会社にも足を運んだ︒終わって団氏宅で午

で︑むろん︑二十七年五月九日朝したためられた一通であ

どの古戦場を見物したが︑︹樋田魯一宛その四︺にはそ

た︒ここで内藤儀十郎氏の出迎えを受けて徒歩で田原坂な

食をとり︑午後一時三十分発の汽車で木の葉停車場に至っ

る︒﹃泊翁日記﹄によれば︑泊翁は五月八日の午前中に柳

のような日程までは記されていない︒が︑この書簡が明治

樋田魯一殿

川町の大和屋という旅宿に到着し︑午後西方という真宗寺

二十七年のものである事実は︑もはや動かないと思われる︒

次に︑明治二十八年のものと思われるものに

院で演説会を開いた︒聴衆六︑七百人あり︑終わって三穂
神社に参詣し︑それより郡長以下有志者の招きにより懐月
楼で馳走になり︑夜九時頃帰宿した︒

と想われる︒柳川中学校生徒への談話は予定より早く終わ

柳川中学校へ出かける前︑すなわち朝九時前に書いたもの

生徒江談話し︑午後出立⁝﹂としたためられているから︑

立しているが︑右の書簡には﹁今日は当地中学校江罷越︑

に演説をした︒それより旅宿に帰り︑十一時半頃旅宿を出

にて直に発会致候処︑何分四月は六ヶ敷趣支会役員何レモ

方可然哉トモ存し申候︒四月開会の義は巳に昨年老生京都

は京都支会に非常の手数相懸候事故︑先方の意見に任せ候

是は昨日も御咽しも有之義如何して可然哉︑愚案には此度

方申出の通二て差支無之様存候へ共︑第二条開会日限の義︑

昨日京都支会より別紙の通申来り候・右の内他のケ条は先

︹樋田魯一宛その五︺

ったと見え︑柳川出立は﹁午後﹂でなく﹁十一時半頃﹂と

申候事故︑猶又申遣侯ても気合如何哉と奉存候︒依ては別

そして五月九日朝九時︑柳川中学校を一見︑生徒のため

団琢磨氏宅を旅宿とし︑夕刻より大牟田町の寺院で演説会

速まった︒そして午後大牟田に下車し︑三池炭坑の炭鉱長

御相談申上候︒しかしもし御意見有之候は皇御帰京相待

右は可相成は二月二日京都委員会の節までに返事遣度二付︑

と存候︒

段御意見も無之候は堂︑先方より申来候通に治定致し可申

ついでに五月十日の分まで紹介すると︑朝八時ごろ郡長

を開いた︒聴衆二百人ばかりあったと日記は記している︒

以下数人の案内で炭坑見物をした︒まず炭坑鉄道に乗って

可申候︒幾日頃御帰京の御都合と相成候哉相伺申候︒御立

西村茂樹

宮の浦︑七浦︑大浦の三坑を見た︒大浦坑の器械が最も大

一月廿七日

前御多用に可有之候へ共︑一寸貴答被成下度候︒勿々拝具

中に入り︑坑中の状を一見した︒それより海岸に出て船載

きく︑すでに四百尺の深さを探掘したという︒七浦で炭坑

（34）

樋田魯一殿
三河国へ参り候義は︑京都江の出立掛にては如何哉︒双

方都合宜敷事と奉存候︒御賢考被下
がある︒これを明治二十八年のものと推定する理由は︑第

五月四日薄晴

午後三時より南禅寺内金地院二て懇親会を開く︒夕荊帰

一朝士方宮内大臣の旅宿を訪問し︑夫より協議会に臨む︒

一朝弘道会員の為に参内し︑天機相伺ひ︑夫より師範学校

五月五日晴

へ出︑演説会を開く︒午前︿各地支会員の演説︑午後︿

宿︒

十八年五月三日から京都師範学校で開かれた弘道会総会協

藤沢南岳︑宇田淵︑谷鉄臣︵忌掛り病気二付筆記の承出

一︑ここで問題となっている﹁開会日限の義﹂は︑明治二

議会に関すると見えるからである︒﹃泊翁日記﹄の関連記

し︑一旦帰宿︒午後より第四勧業博覧会見物︒夕刻帰宅︒

一朝九鬼隆一︑土方宮内大臣︑伊藤総理大臣の旅館を訪問

五月六日陰︑折を小雨

ス︶︑前田正名及び自分の演説あり︒

事を拾って見れば︑

四月三十日陰
一今朝八時発の汽車にて新橋出立︒弘道会員数名停車場迄
見送︒夕五時過浜松着︑車中別二記すべきことなし︒︵下

都を出立︑茨木停車場で下車︑河内地方の巡歴をはじめて

以上で京都での日程を了え︑五月七日朝八時の汽車で京

一夜中数人来訪︒

いるが︑これが︹その三︺の追伸にある﹁三河国へ参り候

五月一日曇
停車場へ待受︒夫より鉄屋町姉小路上ル俵屋に止宿︒宇

一朝六時発の汽車にて浜松出立︑三時頃京都着︒会員数名

義は︑京都江の出立掛にては如何哉︒双方都合宜敷事と奉

唇︶

田水年其外会員追を来訪︒

候方可然と存候︒依而は別紙の通叢記に登載可致と存候︒

京都総集会協議会の議案は三月の叢記に而各支会へ御示し

︹樋田魯一宛その六︺

定するが︑この点は京都総集会協議会に関係した

︹その五︺はいよいよ明治二十八年のものであることが確

存候﹂という文言に対応するものであろう︒そうなら︑

五月二日薄晴
一八時宮中に罷出奉伺天機︑畢て時代美術展覧会一見︑
午前帰宿︒
一午後諸人来訪︒

五月三日朝雨︑午後止
一八時より京都師範学校二て弘道会総会協議会を開く︒夕
弧退散︒
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︹樋田魯一宛その八︺

そして

被下︑御厚意恭奉存候︒

拝見先日は遠方御会葬被下︑且弘道会より見事の造花御備

に御座侯︒叢記江の広告は成丈簡単なるを宜しとすべしと

右は諸君御提出の御草按と文体は異り候へ共︑精神は同一

明に譲り可申と存候︒議案提出は幹事より致したる方可然

相認置候ものにて︑御相談の上四月の叢記に登載仕候積の

来廿五日御出の由御苦労奉存候︒別帯総集会手続書は兼て

存候間︑可然御賢考被下度候︒委しきことは会議の節の説
との衆説も有候へ共︑国会の政府按は直に政府より提出に

三河え御出侯は上古橋巳下江宜敷奉願侯︒老生義京都の帰

ものに御座侯︒何卒御一覧被下︑御意相伺度候︒

相成申候︒其説明は大臣親ら致すもあり︑次官代りて致す
れぱ︑或は会長或は幹事便宜を以て説明して可然と存候︒

は京都にて御相談治定可致候︒

路三河へ立寄可申と存居候得共︑日は未た治定致兼侯︒是

もあり︑本会の如きは固より厳格を守るべきことにも非ざ

猶議事の手続及び総集会の節の順序は草稿致置候間︑此後

都合致兼候間︑遠慮致居候︒猶田中氏江相談可致候︒

事務員召連候は勿論都合宜敷事に候へ共︑費用井職務止め

の土曜日に御相談可致候︵此手続書は開会の時老生持参の
西村茂樹

積︶︒議案丈は御一覧後早を御意見相伺申度候︒勿を拝具
二月廿四日

用御失念鍬と存候︒御出立前に貴答被下度候︒

総集会の日限相定まり候は上︑老生は両三日前着京可致と

去月中道話会名称の義二付以書面御相談致置候得共︑御多

存居候︒其以前京都支会員江御相談宜敷御取計被下度侯︒

樋田魯一殿
只今事務所より別紙送り越申候︒右は最初は五月三日四日

御出立前拝面を要する程の重事無之︑御途中折角御加養可

︹樋田魯一宛その七︺

リ却而最初よりは不都合に相成申候︒併し此上は致方無之

西村茂樹

五日と申来候二付四月と致度申遣候処︑猶又別紙の通申来

い︒

洩らされているから︑やはり明治二十八年のものと見てよ

にも︑﹁老生義京都の帰路三河へ立寄可申と存居候﹂旨が

樋田魯一殿

三月十七日

相成候︒拝具
西村茂樹

哉︑又は最初の通三日四日五日に致し呉候様可申入候哉︑

御賢慮御申越被下度侯︒早を不具
二月二十五日

樋田魯一殿
のであるのを疑う余地はないと思われる︒

にも︑そのままあてはまる︒この二通も明治二十八年のも
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しかも︑﹁先日は遠方御会葬被下︑且弘道会より見事の

尚を明日天気なれば午後事務所江一寸出席之積に御座候︒

がある︒なぜこれが二十八年のものと想われるかといえば︑

乍併わざノ︑御出一天及不申候︒早灸

八年三月六日泊翁母堂が病没したことと対応するから︑い

造花御備被下﹂れたのに謝意を表しているのは︑明治二十

日本弘道会道話の文字を使いはじめてから﹁只今まで巳に

そのことは︑二十六年六月に出た﹃日本弘道叢記﹄第十四

話の文字を使いはじめたのは︑まさしく二十三年であった︒

二十八年でなくてはならない︒ところが︑日本弘道会で道

いはじめたのが二十三年であるなら︑その五年あとは当然

五ヶ年にも相成﹂ると文にあるから︑もし道話の文字を使

よいよ二十八年説が確定されよう︒

さて︑右の︹その八︺より少し早く書かれたと想われる
書簡に

︹樋田魯一宛その九︺

号の神谷初之助執筆﹁日本弘道会道話会ノ起原及沿革﹂に

今日は雪降に付︑老生事務所江は出席不仕候︒もし此手紙

午前に御宅へ届き候は皇貴君にも御出席御見合被下度候︒

よって知られる︒

日神谷江申談候処︑其後数人打寄︑何卒従前の通日本弘道

易ク頗ル俗耳二入り難キヲ憂上更ラニ普ク俗耳二入レン

二出席セシガ当時通俗講談ノ自然二高尚ナル演説二流し

﹁予明治廿二年ノ頃通俗講談委員トナリテ屡通俗講談会

今日御相談可申と存居候処︑御目に掛らず候に付︑書面に

会道話の文字を存し置度︑只今まで己に五ヶ年にも相成近

ヲ牛込区市谷ノ会員諸君トス則チ明治廿三年七月頃始メ

ト欲シ会員有志諸氏二謀リキ先ヅ之二賛成セラレシモノ

て御相談仕候︒兼て御咽有之候道話の文字を改候儀二付先

辺の人も道話といふことをしり候様相成︑只今相改候ては

テ市谷谷町二開会スルヲ得名ケテ日本弘道会道話会ト称

其難儀の趣申出候趣︑右二付ては少を不穏の語気も有之︑
会員中に道話会を妨害致すものあるやの疑も有之様子にて︑

とある通りで︑二十三年七月頃から始まったとあるから︑

セリ是レ吾日本弘道会道話会ノ起原也⁝⁝﹂

許置候方可然と奉存候︵尤必ス頭二日本弘道会の文字を附

である︒

そのあと五年の三月二日は二十八年三月二日であったはず

少を面倒にも可相成と存候間︑先是造の通道話の文字を相

下度候︒早々拝具

の義二付以書面御相談致置候得共︑⁝⁝﹂とある﹁書面﹂

なお︑三月十七日付の︹その八︺に﹁去月中道話会名称

す︶︒委細は拝面の節可申上候︒乍御面倒御見込御申越被

三月二日朝西村茂樹
樋田魯一殿
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臨席ありたり﹂

は千代田支会︑吉田支会︑海上支会の発会式︑匝瑳支会の

とある記事は︑まさに右書簡の内容とピッタリする︒泊翁

は︹その九︺を指していると考えられるが︑そうなら﹁去
れを誤って﹁去月中﹂としてしまったらしいが︑︹その八︺

は坐甚好都合﹂という泊翁の要望に応じて匝瑳支会の常集

常集会に臨席したが︑樋田幹事は﹁もし貴君御出張出来候

月中﹂でなくて﹁今月初め﹂とするのが正しい︒泊翁はそ

二十八年のものであることを示す有力なキメテであろう︒

又斯く支会の続を勃興するは︑該当地方の為め︑本会の

﹁千葉県下︿従来支会も多く︑会員も亦謬多なるに︑今

盛会であったようで︑右﹁広告﹂は

会︑海上支会の発会式に臨席したことがわかる︒どの会も

と︹その九︺が共に道話会にふれているのも︑両方が同じ

明治二十八年のものと推定されるのに

拝啓今度老生千葉県下江出張の処︑最初千代田支会より随

にして︑会員の出席多かりしの象ならず︑会員外の傍聴

為め︑皇に賀すへきの至りなり︒殊に其会場整頓且盛況

︹樋田魯一宛その十︺

行員の義不申参候二付︑老生一人二て出張候事二申遣置候︒

西村茂樹

り︑当秋頃貴君越後へ御巡回被成候由︑左候は上何卒同支

大暑の候愈御安全奉賀候︒然は此程北蒲原支会より書状参

︹樋田魯一宛その十一︺

なお︑

と報じている︒

者も多く︑執れも二百名乃至三百名以上に及ひたり﹂

然る処今日に至り匝瑳支会長菅治兵衛より別帯の通申来候
へ共︑甚差掛り誰江頼候課にも参り不申候︒依て先方は相
断可申と存候へ共︑もし貴君御出張出来候は坐甚好都合に
候間︑為念相伺申候︒御差支に候ハ上無御遠慮御断被下度
七月二十六日

候︒貴答は明日事務所にて相伺てもよろしく御座候︒拝具
樋田魯一殿
もある︒明治二十八年九月発行の﹃日本弘道叢記﹄第四十

回の御序も御座候は生同支会へ御立寄被下候︿坐甚好都合

会へ御立寄被下度申来候間︑御都合如何に候哉︑もし御巡

に御座候︒御巡回の事無之候は入夫迄の事に御座候︒先は

﹁西村弘道会長は七月廿九日千葉県なる千代田支会︑全

一号の﹁広告﹂欄に

此段申上度︑文暑拝具

西村茂樹

日匝瑳支会の常集会︑八月一日海上支会発会式に臨まれ

八月四日

三十日吉田支会の発会式に臨席せられ︑引続き全三十一

たり︒又匝瑳支会及海上支会へは本会幹事樋田魯一氏も
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樋田魯一殿

痛入候︒又山口県より送り候絹地︑事務所より相届催に入

乍御苦労何分宜敷相願候︒先日︿拙著差上候処御厚礼却て

手致候︒老生儀去月十八九日頃より急性腸カタルに確り一

︹樋田魯一宛その十二︺

時は大に苦し承候得共︑此節︿大に快方に候間乍揮御安意

拝見明後二十九日御出立にて四県聯合農会二付新潟江御出
張の趣敬承候︒大暑の時節甚御苦労奉存候︒別段相願候儀

様に候間︑何分宜敷御励まし被下度候︒先は此段相願度︑

被下度候︒北越の支会江久しく誰も不参︑何れも不振の模

西村茂樹

も無之候へ共︑何鍬弘道会の為め好機会も候は上夫に応じ

九月二日

先日の御参考秀草々拝具

てよろしく御工夫奉願候︒

山形御出張の節米沢御見廻の義先日相願置候得共︑是︿昨

︹樋田魯一宛その十四︺

樋田魯一殿

年も高瀬遣し候事故︑わざノ︑御廻り被下候に及申間敷と
存候︒しかしもし御通路にも相成候は上御立寄︑支会長其

の末章︵会員一同︿此書により其方針を定むる云乞二付

拙著自識録の義二付先日土屋氏より別帯の通申来り候・右

外江も御逢被下候は坐猶又都合宜敷御座候︒越後水原支会
よりは品々由来候事も有之候へ共︑先其儀に差置申候︒も

ての御意見ハ如何に御座候哉︒実︿外二三の人にも意見承

し同地御通行の御都合とも相成候︿入︑御立寄被下候は上
支会は定而満足可致と存候︒併し是は御都合に相任せ可申

九月三日朝西村茂樹

意見御申越被下度候︒草を

存居候︒御出立前御多用一三可有之候得共︑一寸可否の御

り︑もし同意に候は入其人灸の名前にて会員へ知告被致度

八廿七日夕刻西村茂樹

候︒時下折角御加養専一奉存候︒拝具
樋田魯一殿

樋田魯一殿

再考

此度貴君新潟迫御出張の義水原支会江可申遣哉︑右にて

︹樋田魯一宛その十五︺

樋田魯一殿

九月三日午時西村茂樹

度候︒別帯御返却に及び不申候︒草々

只今北蒲原支会より別帯相届候間差上申上候︒御一覧被下

水原より迎の者にても差出候は上御出可被下哉︑よろし
く御賢考被下度候︒御返事次第に取計可申候也︒

︹樋田魯一宛その十三︺

残暑去兼候処愈御安全被成御座奉賀候︒然︿近日越後辺江
御旅行の由︑其節同地弘道会各支会へも御巡回被下候由︑
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蒲原支会の報告として

月発行の﹃日本弘道叢記﹄第四十二号の﹁広告﹂欄に︑北

の五通も︑明治二十八年のものと推定される︒二十八年十

が︑樋田魯一が新潟地方に他の用務で来たついでに水原町

北蒲原支会の﹁報告﹂には意味の解しがたいところもある

ノ資格ニテ九月一日ヨリ三日マテ北海農区聯合会及新潟

する材料は余りない︒﹁余りない﹂どころか︑﹃自識録﹄の

ただし︑︹その十四︺にはこれを二十八年のものと判断

へ向け出発したことが知られる︒

長楽寺で演説会を開き︑樋田は水原町に一泊して翌朝新潟

県各実楽団体開会二関シ御出張中ノ処北蒲原支会総代ト

八月以後のものと見るのが正しいようである︒二十八年の

著述されたのは三十三年八月のことであるから︑三十三年

﹁日本弘道会幹事樋田魯一先生︿実楽団体中央本部顧問

シテ妹尾利郷出港御旅館白山公園内借館へ推参支会へ御

村マテ幹事佐藤松蔵星直哉出迎へ支会事務所へ到着セラ

泉ノ演説ヲ終テ臨光アリ分田渡辺出迎トシテ出張シ百津

ら︑次回に考えなおすことにしたい︒

日のものとしたわけであるが︑これは無理な推測であるか

となっているのに対して﹁九月三日朝﹂とあるから︑同じ

ものである確実度の高い︹その十五︺が﹁九月三日午時﹂

︵事︶

立寄ノ可ヲ謝ス同君ノ承諾ヲ得タリ六日早天南蒲原郡五

レシハ午前十一時三十分頃ナリキ○演説会場ハ水原町長

銃零避雲鮮雲睡

楽寺ニテ空気流通尤モ宜敷処ナリ聴衆陸続詰掛会員外二
百五拾余名午後二時定刻鮎鐘開会ヲ報ス○開会ノ趣旨三
橋介甫道徳ト実業ノ関係五十嵐惇爾︑公益今井亀三郎次
二樋田魯一先生︿道徳︿日常処世ノ事ト相離テ旅行スヘ

キモノニ非サルノ旨趣ヲ態を説話ノ後﹃道徳及実業﹄関
聯ノ演説アリ了テ午後五時三浦宗春閉会ヲ告ク︵中暑︶

夫ヨリ上町魚甚楼上二懇信宴会ヲ開ク︵中暑︶樋田先生
︿弘道ト実業上ノ談話アリ十分歓ヲ尽シテ散会セシハ午

後十一時ナリキ先生︿支会事務所ノ妹尾利郷ノ宅二泊
里村マテ芋川順治新潟迄御見送りセリ﹂

翌七日午前七時新潟へ向発車幹事商議員︿前日ノ如ク小
などと出ている記事が右五通と対応しているからである︒
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千葉県鈴木とよ女

篠塚しげる選

ぴいな

○探梅や乱れしメモを陽がのぞく

に見えたのであろう︒

と川底への日射だけが如何にも芦の芽生えを促すか

川底の土からも養分をとるであろうが︑外から承る

の芽が育つのは必ずしも日光のせいばかりでなく︑

で芽が育つ︒それは間違いのないこと︒しかし︑芦

︵評︶日光が水を透して川底まで達するので︑そのおかげ

︑川底の光に育つ芦の角

霧

○箱書に大正二年と古雛

○初午の職の赤きピル谷間

年の豆片手に溢れふとむなし

過去は夢平和の里に梅薫る

＠軒に貼る魔除の札も年の暮

千葉県田村隆郡

︵評︶新年を迎えるに当っているノ︑の用意が考えられる

島根県小玉光

神仏に祈るという︑真華な作者の態度が立派である︒

が︑魔除のお札を軒に貼って災難にか入らない様に

○年の暮母に買う品あれこれと

○開く書に初日の光流れ来る

○たまたまの客ひきとめて年忘
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弘道俳壇

○年惜む消ゴムかくのごと細り
○春暁やつくづく古りし庭の木を

買初の切手をすこしふところに
大寒の畑打つ人と話しけり
はだら

小半日汚れの染ゑし斑雪
暮れぬ間の桶に息づく幌かな

○休耕地春を忘れず陽炎へる
○猫去りて老われ残る春矩健
潮引きて残る思い出樫貝
芽柳に音なく染承る小糠雨

東京都景山蓉花

選者近詠

生糸の親知らぬ子仕合せ卒業す
いちえん

一鳶の一ト笛もがな雛流し

椿落つ一瞬我と天地無事

は

月まるし春蘭堀りし山の端に

やどり木は芽吹き宿す樹はいまだ

１１
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足立真重さんを悼む

庄司呈明

久交に巡り逢えた︑とてもかなわない立派な人という思い

それから折にふれ︑手紙を交換させて頂いたり︑ずっと

でした︒

松江相互銀行の行内誌﹃松績﹄を頂き︑特に足立さんの巻

た︒不明な私のことを何故か買い被ってくださり︑いつも

そして私の所の社内誌もずっと送らせて貰っておりまし

頭言は常に私の会社経営の大きな指針とさせて貰いました︒

非常に大きな励ましの言葉を頂いたものでした︒

足立さんのご逝去を知った時︑億を足立さんが亡くなる
ことがあり得るのだな︑私より十八歳も年上だもの⁝⁝と

勲さん︵現日本弘道会々長︶が松江市に行くというので︑

それから少し経ち︑当時文化庁長官をしておられた鈴木

今更ながら簡単な真実を噛承しめさせられたのでした︒

私はこの畏敬する親友鈴木勲さんに足立さんに是非お目に

古今東西を問わず︑こうしてかけがえのない人が亡くな
ってゆく事実に撫然としながらも︑今回もまた︑山陰の聖

掛かるようお勧めしました︒足立さんと鈴木さんは一瞬に

﹁とても良い人にお会いできました︒

果せる哉

して波長が合うと確信したからです︒

者が神の定めによって順繰りに逝ってしまったのかと深い
足立さんが持病を持っておられたのか︑或は入院される

感慨にうたれました︒

は常に松江におられるのだとしか思っていなかった私でし

程患っておられたのかなど考えることすらせず︑足立さん

と帰京した鈴木さんから伺い心から喜んだものでした︒

弘道会にも入って頂きました︒﹂

足立さん︒それは私にとって︑日本の知識僧であり︑修

れたことも伺いました︒

足立さんがその後日本弘道会の特別会員に推され︑快諾さ

た︒

練を果たした行者であり︑そして現実のビジネスに関し安

変化する日本を洞察する眼︑そして聖者のような足立さん

れた御著書﹃轍﹄を頂きました︒足立さんの人間の骨格︑

昭和五十九年︑足立さんの人柄︑考え方など総て網羅さ

岡正篤氏のような師匠でもあったのです︒

主賓の足立さんのスピーチは淡盈調をとした中に若い世代

婚式で︑足立さんの隣に坐ったのが初めての御縁でした︒

にしては意外と思われる程の会社の業務に対する強烈な戦

六年前︑私の会社の松江市にある代理店の息子さんの結

への深遠な期待と祝福が込められ︑その立派な風貌と共に︑
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略︑社員に対する細かい心遣いの中に承られる厳しい眼と
忠言等を︒一つとして私の参考にならないものはありませ
﹁足立さんのような方が正真正銘︑本当のインテリと

んでした︒鈴木勲さんの
いうものですね︒﹂

事務局短信

去る三月十六日︵水︶文化勲章受章者であり︑イ

足立さんの死によって︑松江と東京︑聖なる山陰の地と

になり︑先生のご祖父に当られる松江支会の初代支

る中村元先生︵東京大学名誉教授︶が事務局へお出で

はじめ

ンド思想史・比較思想の世界的権威者でいらっしや

私との間に︑自然の成り行きのように出来ていた何本もの

会長としてご活躍された中村秀年氏のご事績をお調

という読後評が︑今なお私の耳に残っております︒

を愛し︑松江相銀を高く評価し︑足立さんのようなすぐれ

柔らかく細い糸は切れてしまったのでしょうか︒否︑松江

当日は︑旧松江藩主の直系であり︑第三代会長松

べになられました︒

の心は︑永遠に変らないと思います︒そして︑これらはす

た先輩を貴重な珠玉として惜しむように尊敬するという私

お出でいただきました︒先生をご案内下さった入江

平直亮伯爵のご令孫松平直寿氏︵本会評議員︶も態々

孝一郎氏︵本会々員・日本移動教育協会理事長︶と︑事

べて足立さんの与えて呉れたものです︒
︵本会々員・ＦＳＫ㈱社長︶

務局から渡辺薫局長・藤下も同席して懇談の場をも

ちました︒席上先生は︑﹁来年四月に行われる松江

市の市制百周年に招待されており︑日本弘道会なら

敬弔
元正則学院校長

今岡信一良氏︵東京都︶

本弘道会

とご記帳いただきました︒

懇談を終え︑会長室にてサンスクリット語で〃日

いうお話がありました︒

びに松江支会についての理解を深めておきたい﹂と

永年にわたり特別会員としてご尽力下さった先生は︑百六
歳の天寿を全うされ︑四月十一日逝去されました︒去る六十
一年五月の第八十四回通常総会の折には︑お元気で記念講演
︵演題﹁人生は出会いである﹂︶をしていただきました︒舷に
謹んで哀悼の意を表します︒

（44）

小見︿十八名分﹀⑫

Ｉ
会告

︹大阪府︺

小見川地区︿三十二名分﹀

︹山口県︺

光谷巌御

︹兵庫県︺

○竹内一勝
志賀千賀御

神生地区︿九名分﹀鋤

○宮本勝義

○段野牒一

○渡辺勲倒

昭和協年３月

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

″田辺幸男服部忠三
″篠崎４弘東平久雄

″高須慶江〃
″内田初恵〃

″加藤貞吉粟生保

〃石長川博〃

千葉堀井常雄鈴木勲

″佐々木栄一郎石井千明

″城戸裕子古川哲史
″阿部正二生平幸立

東京守田満石井千明

昭和開年１月

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︹佐賀県︺

万歳地区︿三十五名分﹀⑫

高田増太郎

︹岩手県︺

小学校長会︿三十四名分﹀鋤

中学校長会︿二十二名分﹀⑫

川越支会

︹埼玉県︺

○水野実絢

︹神奈川県︺

南部支会︿二十七名分﹀⑫
平川支会︿三十五名分﹀⑫

竹之内︿十二名分﹀⑫

鯵ご寄付者芳名

仁良︿十一名分﹀御
山倉地区︿二十名分﹀⑫

金五万円也渡辺誠之殿︵千葉県︶
◎会費領収報告書
︵朝珊柳柵斡肌朋剛印︶

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
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︒

︹東京都︺

○阿部正二燭丹治弘昌御
○佐々木栄一郎御○守田満
小林栄一郎鶴○城戸裕子御

︹福島県︺

○内田三郎卿
○鈴木源蔵

︹千葉県︺

○石長川博御

板橋義夫

○竹内佐多夫

︹愛知県︺

宮野吉松御山本直道鰯

︹秋田県︺

堀直市

︹山形県︺

井上武絢木内勝美御
目藤久美子 林秀雄働
成毛市郎 堀井常雄御

宇井隆御

青野進倒可瀬治御

田部︿六十四名分﹀御

東部支会八都地区
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高橋幸夫
″

東平久雄

″

土田健次郎

″

菊沢由雄
竹内佐一

内田三郎
鈴木源蔵
菊沢由雄

東平久雄

″

″

竹内佐多夫

Ｏ

段野繰一

竹内一勝

渡辺勲
宮本勝義

＊岩崎晶氏﹁追悼文﹂
●

帥頁上段田行目

Ｏ

Ｏ

手を取るにつれｌ←年をとるにつれ

●

＊﹁言葉のひろぱ﹂

頁上段

岩崎昌ｌ←岩崎晶
●

古典神話の上では

古典神話のの上ではｌ←
頁中段
●
Ｏ
鳳鳳ｌ←鳳恩

毒﹃３§§一罫号昌量算尊言言目印弓尊茸§きき弓﹃包冒冒昌マョ弓雰言昌胃号言昌目ｇ§雰司﹃目司昌︾
叫

恥総会通知
岬第八十六回通常総会

︵日︶午前十一時より一

州日時昭和六十三年五月二十九日︽

六唖

○○○九︵代︶恥

一

函場所東京都千代田区西神田三ｌ曇
岬電話︵○三︶二六一

︵下段の案内図参照︶一

日本弘道会ピル８階講堂岬

岬議題
唖１昭和六十二年度決算

︾昭和六十三年度予算
︾２役員選任

岬昭和六十二年度事業報告唖
唖昭和六十三年度事業計画︽
州昼食・懇談︵会費不要︶記念写真撮影︾

岬ののち︑午後二時三十分から有志に一
睡より会祖西村先生の法要墓参︵文京︾
︾区千駄木養源寺︶を行いますので︑嘩
岬何卒お繰合せの上多数のご参会をお唖
岬待ち申し上げます︒なお︑総会・墓唖
岬参にご参加の向は︑電話又はハガキ恥
州で五月二十日︵金︶までにお知らせ唖
岬下さい︒
奔呂ｇｇｇ呂言９口９国呂呂目呂目弓目碧目胃色言冨笥口弓弓罵笥且﹃胃言苫菖司口弓弓言笥ロョョ邑写弓司ロョ呂弓弓呂弓弓呂玲
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内海茂
永津要
水野実

葉 口 阪 阪 知 島 手 川 葉

訂正

千 山 大 大 愛 福 岩 神 千
奈〃〃

言葉の
ひろぱ

韓国について

く全く北海道︑沖縄への旅と何等変り

キムチと共に味いました︒又︑人参茶

．︿︵まぜ御飯︶レーメン︵冷麺︶等を

朝時代の宮殿景福宮にその面影を偲び︑

古典と現代が渥然一体となりて︑李王

王朝五百年の栄華を伝える史跡が散在︑

葉県辺の景色と異ならず︒

白し︒車窓よりの風景は神奈川県・千

は韓国式のおかずにて八角型の函も面

特急は快速︑列車の旅の特別幕内弁当

ソウルより慶州迄の韓国を縦断する

をお土産にと買求めました︒

市内の南大門や︑国立中央博物館は立

ソウルは︑超高層ビルが林立し︑李

ありません︒

派にて︑博物館内には貴重なる遺産十
高級ホテルはデラックスにて︑欧州

がぎっしり︑大小二十個余りの古墳群

した古都たる慶州は︑仏教文化の遺跡

新羅王朝の首都であった千年も繁栄

の巴里・ロンドンのホテルに比しても

のある公園︑就中﹁天馬塚﹂は重要な

万点余が飾られております︒

更に遜色なし︑ホテル内にてのチマ・

る存在であり︑墓の中を復元観覧可能

白申

私は︑昨年十一

チョゴリの晴衣姿の女性の応対にも好

にしてあるのがよいアイディアと感じ

内に昔の韓国民族の農家・官員屋敷や

治村﹂の夫れにも似て︑広大なる敷地

郊外にある﹁民族村﹂は︑日本の﹁明

接して︑正に瞳目しました︒慶州博物

国寺﹂はその大寺院の規模の壮大さに

入った︒仏教文化の最高傑作たる﹁仏

なかんづく

月韓国へ参りまし

感が持てます︒

今更の如くに日本

実生活様式が整理されて点在し︑処灸

は高さ三・七五米︑周囲七米︑重量二

距離的にも将に又︑

には韓国風衣裳を着けたお人形を配し︑

と韓国とは極めて

て認識いたしました︒会員の皆様方の

文化的にも近い隣国であることを改め

と存じますが︑成田空港より僅かなる

しては︑プルコギ︵焼肉料理︶ピビン

オンドル部屋︵床下暖房︶の食事と

か︑ハングル語の看板さえなければ東

ウルに次ぐ韓国第二の大都市にて賑や

韓国の南端︑玄関口に当る釜山はソ

五噸の巨大鐘︒正に逸品なり︒
りでした︒

手に取るが如し︒一見の価値充分にあ

館の前庭に安置してある聖徳大王神鐘

釜山と見聞を広め︑

た︒ソウル・慶州．

東京都岩崎

灘

中にも韓国を訪ねられた方が多をある

異

時間にてソウル空港着︒時差とては無
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にて二年程ハングルを勉強しましたが︑

である︒私はＮＨＫ・ＲＡＤＩＯ放送

京の新橋︑虎の門辺の街並とそっくり

香港・シンガポール・台湾の躍進ぶり

ると思惟いたします︒アジヤの韓国・

今後共ますノ︑提携共栄すべき国であ

模様であるが︑友好以て兄弟の如くに

韓国は近くて遠い国と謂われておる

コンハン

タンペ

ホテル

タパンロクスウルログワソ
︵旅館︶啓酬︵たばこ︶一互哩︵ホテル︶

は凄まじいものがあります︒

ロンドサンコン・ワオン

亭にての海鮮料理はシーフードの粋に

峡に及び日本の対馬島は指呼の間︑料

在︑釜山塔に昇れば展望は遠く対馬海

敗退させた英雄李舜臣海将の銅像が存

る迫力ある競争を展開すること坐期待︑

て︑米・ソの二大運動競技国が鏑を削

肺飛行のオリンピックに終止符を打ち

して︑モスクワ・ロスアンゼルスと片

は史上最高の一六一ヶ国の国々が参加

一九八八年のソウル・オリムピック

ユ︒乱︵空港︶位は読めました︒丘の上

て頗る新鮮なる魚介類が大皿に大盛に

狗に世界の祭典に相応しき催しと相成

にある﹁竜頭山公園﹂には日本水軍を

て︑野菜にて包承こんで口に運ぶ様式

ピックが無事大成功となる様︑支援せ

りましょう︒日本は︑ソウル・オリム

韓国人は事に臨んでや上興奮し勝ち

ればと思う次第であります︒先に惹起

也・

な面あるも︑儒教・キリスト教の信徒

二年の大韓航空機遂落事件︶等の如き

された︵五八年のラングーン事件や六
シ

多く礼節正しくして︑殊に長上を極め

テロ行為につぎましては厳重なる警戒

て尊敬し︑父母には利なる言葉を用い︑

を要する処でございますが︑各国が未

電話応対にも外部の人に対して﹁うち
の課長さま﹂﹁部長様﹂と尊称を付す

よ員ノ◎

然に阻止する様勤めるぺぎでありまし
︵本会評議員︶

る程である︒同姓氏間にては婚姻不可
せずと聞いております︒

能にて︑女性は結婚後も氏姓名は変化
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入会手続き

一④本会の趣旨に賛同し︑入会を一

希望される方は︑本会事務局︾

さい︒

へ電話かハガキでお申込承下一

一④お申込承を受付け次第︑事務一

﹁郵便振替払込票﹂をお送り︶

局より﹁入会申込書﹂及び一

します︒

一●入会希望者は︑﹁入会申込書﹂︾

の該当欄に記入し︑年会費一

︵一︑五○○円︶を同封の﹁払一

込票﹂にてご送金下さい︒

となってもらっておいて下さ︾

一●お近くの本会堂員にご紹介者︽

い︒
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病院をご退院なされてから︑ご体調も

鯵天皇陛下は︑昨年十月六日に宮内庁

育の推進者で高名︶が代表発起人となっ

鯵千葉県館山市の安田豊作氏︵北条教

ります︒

る﹃弘道﹄にしていきたいと考えてお

ました︒今後も会員の皆様に親しまれ

正に夢の懸け橋であり︑さきに開通し

技術を駆使して完成したこの大橋は︑

九年六カ月という長期にわたり最先端

る瀬戸大橋が去る十日に開通しました︒

鯵鉄道併用橋では世界一の長大橋であ

目を引きつけています︒

編集後記

極めて順調であり︑ご公務も大幅にお

た青函トンネルを含めて︑日本列島が

て久しく絶えていた安房支会︵大正九

一本のレールによって結ばれたことに

年二月設立︶が復活されることになり

なったわけです︒二十世紀の終盤を飾

生日をお迎えになる今月二十九日の一

ました︒去る一月二十七日︑本部から

るに相応しい快挙であります︒

増やしになられた由︑八十七歳のご誕

しのご予定とのこと︒また︑去る六日

般参賀には︑昨年と同じく三回お出ま

渡辺薫理事︵事務局長︶と小生が館山

鯵次号では︑﹁日本の家族﹂に視点を
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当て︑我が国における家族の抱えてい

ず︑いつまでもご長寿であらせられま

鯵去る二月十九日︑故片山清一先生の

足は八月下旬が予定されております︒

すようお祈り申し上げます︒
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版画﹁不二﹂が寄贈されました︒天空
た作品は見事なものです︒現在会長室

に吃立し︑陽に映える霊峰富士を画い
の一隅に懸けられており︑訪れる人の
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