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西村茂樹

早を

︽一州噌Ⅷ洲Ⅱ刑州脱計に牌帥紳︶

直話可申上候也︒

過日御内話之一蝶ハ︑拝面の節御

三輪田高一房殿

五月廿六日

申上候︒よろしく御賢考可被下候︒

都合宜敷御坐候︒此段内々御相談

同意二御坐候︿上︑御記名被下候ハ上大二

言可致歎与存候︒依而︿貴兄もし御

かと

江者申通呉候間︑今明日中二建

する事二付︑不及其儀二候︒尤四谷区

員江も可及相談候虚︑至急を要

差出候都合二御坐候︒右者他区の曾

曾員より︑別紙建言今日内閣へ

御使之義二付︑京橋区内弘道曾

存候︒御苦勢奉存候︒抑此度魯国

過日者青山江御出張被下候事と

i

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶

弘之・中村正直らと相図り

報道言論の公正を求めること︑

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

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

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︒

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

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﹂

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

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︒

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

礼・福沢諭吉・西周・加藤

皇室を敬愛すること︑国法を守

経済の倫理性を強調すること

政治の道義性を高揚すること︑

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

ること

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

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
Ｌ︸

社会悪に対し世論を高めること

教育の適正を期すること︑道義
の一般的関心を促すこと

すること

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
信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと
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終末論の起原・・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝中村元⁝⁝⑥

清
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成安太宣信真一

特集私の宗教観

宗教的情操の酒養を⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝有

諸宗教の基にある倫理性を求めて⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・勝

オウム事件に思う⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝福

いじめ︑オウム事件に惟う⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝立

いまなぜ宗教か⁝・⁝⁝・⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝．．⁝⁝・⁝⁝ｊ︑

日常生活の中で宗教心を育てよう⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：鏑

私と宗教⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝古

オウム信仰の周辺⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝藤
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原田田木原井原部田

︻西村茂樹研究入選論文︼

明治時代における儒教の役割︵下︶⁝⁝⁝⁝⁝・⁝．：．⁝・⁝⁝⁝⁝上田浩史⁝⁝田

のぞましい家庭像を求めて⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝上寺久雄⁝⁝⑳

︻随想︼
︻特報記事︼

①阪神・淡路大震災被災地の子どもたちに図書四万冊を贈る⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．：

②阪神・淡路大震災被災文化財救済のための寄金のお願い⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝．：⁝燭
︿北斗星﹀

︿熟年からの健康﹀

オウム真理教と秀才たち⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝津英武⁝⁝㈹

︻泊翁百話︼

告︿欧藷淵舗脅瀧柵柵細害瀦鵬舗筋那卿購求一・⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝鋤

支会だより︵木更津支会︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝三枝英司⁝⁝織
会

言葉のひろぱ︵大賀佐恰子︑宇都宮象一︑高柳久登︑宮川佳久︑渡部文雄︑岩崎晶︶⁝⁝⁝⁝

編集後記
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水と電解質︵六十三︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝杉浦昌也⁝⁝御

哲史⁝⁝縄

壇⁝⁝．．⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝師松魚編⁝⁝御

壇⁝・⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝古川哲史編⁝⁝⑳

泊翁日記︵三十三︶
嘉永三年五月一日より同年九月二十九日まで⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝古

弘道
弘道
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そのような謬迷におちいったのである︒

ふこく

■■

甲守

■Ｐ■②︒

●争●●

へいどん

当局者でも決して愛国の精神に乏しいわけでなく︑ただ欧米の文明富強にあこがれる余り︑ついに

ないであろう︒しかし︑現在の事実から見れば︑そのような傾向があるのはどうしてか︒思うに︑

の利便をはかろうとするのをいうのか︒政治の中枢にある当局者でも︑これが開国進取だとは言わ

法律・風俗・習慣などすべてを欧米諸国にまねるのをいうのか︒たとい国民に不利を与えても外人

うのか︒やゑくもに欧米諸国の歓心を買おうとして国家の威厳をおとしめるのをいうのか︒政体・

国体・風俗を排斥して棄てるのをいうのか︒やゑくもに欧米諸国の外形の富強に目がくらむのをい

その意味するところが甚だあいまいで︑どのようにも解釈することができる︒わがくに古来からの

る観がある︒伊藤博文内閣は︑﹁開国進取﹂を国是とすると自称しているが︑開国進取という語は

いる︒わが国は︑明治維新以来︑上下共に深く西洋の文物にあこがれ︑ひたすらこれを模倣してい

知るところであるｐその他︑イギリスでも参フランスでも︑ドイツでも︑それぞれの国是をもって

︵あわせのむこと︶を国是とし︑合衆国が﹁富国﹂︵国を富ますこと︶を国是としているのは︑世人の皆

■■

是ぜ

どの国でもが独立の一国となったうえは︑国是というものが無いものはない︒ロシアが﹁併呑﹂

国鳥

しかし︑維新以来わずか三十年のあいだに今日のような進歩をとげたのは︑当局者が西洋を崇拝

（4）

耳︑
一■●

訓
先 生

した結果であり︑国家に対して功績がなかったとは言えない︒ただ胸に確固とした定見がなかった必伽一
０○○

○

ため︑国是がゆれ動いて一定せず︑朝には英米をまね︑夕にはフランス・ドイツをまね︑政治・法一坐

律・教育・風俗に至るすべてが外国の暇り物であって︑一つも我という独自性が欠けている︒いつ一

たい︑国があれば必ず我がある︒イギリスにはイギリスの我があり︑ドイツにはドイツの我がありｐ

ロシアでもフランスでも同様である︒どうしてわが国だけに我が無くてよかろうか︒

○

現在のわが国の政体は欧州の政体であり︑わが国の法律は欧州の法律であり︑わが国の教育は欧一
州の教育である︒ああ︑なんとわが国に我が欠如していることか︒

．０一
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しかし︑欧州諸国の民は天民の先覚者である︒その政体・法律・教育・軍事︑どの面でもわが国価

よりすぐれている︒わが国を世界に雄飛せしめるためには︑政体・法律・教育・軍事どの点でもふい

るいものにとらわれ︑これに固執してはならない︒時々刻を移り変わって世界の粋を採用するのは︑

識者の必ずしなくてはならないつとめである︒ただし︑その場合も︑一個の我というものを失って

はならない︒歌舞伎俳優が舞台にのぼる場合︑あるいは秀吉に扮し︑あるいは清正に扮し︑その衣

服・態度は両雄そっくりであるのを諸君は見るであろう︒しかし︑肝心かなめの精神を欠いていて

似て非なるものである︒現在の開化論者は︑俳優が秀吉・清正に扮するのと同類にすぎない︒

︵﹁続国家道徳論﹂の﹁国是﹂の項前半︶
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︻巻頭の言葉︼

終末
起原

中村元

ルが︑かれの著﹃西洋哲学史﹄のなかの﹁聖ァウグスティヌス﹂の項で明らかにしている︒ラッ

終末思想がもともと西洋思想であるということは︑イギリスの哲学者録ハートランド・ラッセ

﹃新約聖書﹄の﹁ヨハネ黙示録﹂に出て来る︒

いま殺人集団がよりどころとしているヌルマゲドン﹂という語は︑へプライ語の地名で︑

とである︒その末世にも︑新たに菩薩が現われ︑仏の慈悲の力によって人々は救われると説く︒

東洋でも仏教は﹁末法﹂・﹁末世﹂を説くけれども︑それは仏教が力を失い︑衰えた時代のこ

いるようであるが︑その淵源は︑西洋の終末論︵厚︒言巨ｏ空︶にもとづくものである︒

その外被が東洋的であるために︑多くの人々は︑それは東洋宗教の残津にもとづくと考えて

った一連の事件である︒

最近世間を騒がせているのは︑或る教団が宗教の外被をまとって︑無差別な殺人行為を行な

の

セルによると︑終末論の思想は西アジアから発してキリスト教に入り︑近世になると︑マルク

（6）
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ス・レーニン主義に採り入れられる︒そうしてその本質は︑ナチズムの容認するところとなる︒

ラッセルは図式化して︑その関係を明快に示している︒かれの原文のままに標示しよう︒
昌画言扇ぎⅡら旨庁ｇ旨巴冨翼日置房日
弓彦①戸帝路旨彦ⅡⅡ豆﹇胃〆

弓彦①同行ｇⅡⅡ目彦①勺８斤冨風胃
弓彦①○ず口月忌ⅡⅡ目犀の○○日目ロ昌騨も胃ご
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弓彦ののの８口﹄○○日冒哨Ⅱ目昏①宛①ぐ○言蝕○国

国①〒Ⅱも巨昌の宮口の三旦昏の○四巨富房訪
弓彦①冨崖①ロ目白日ⅡⅡ弓彦の○○日目ロ昌巽○日目日○目ご困岸ざ

ラッセルによれば︑西洋古代の若干の思想も︑マルクス・レーニン主義も︑ナチズムも同じ

思想構造の上に立ち︑さらに最近のオウム真理教も︑終末観に関する限りは︑同じ系譜にもと
づいている︒

これは西洋から発した個人主義が悪い意味に解釈され︑戦後︑隣人に対する共同体意識が失

われたことに由来するといえよう︒かつて日本では考えられなかったことが︑日本で現実に起

ったということは︑戦後の精神的荒廃に由来するものだと言わねばならぬであろう︒

︵本会理事︑東京大学名誉教授・卿東方学院院長︶
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特集私の宗教観

恐るべきテロ集団行為を繰返し︑国民を恐怖のどん

法人法の改正問題が浮上して本格論議がスタートした

底に陥し入れたオウム真理教事件をきっかけに︑宗教

て犯罪集団と化したその背景には何があったのか︑精

ようです︒オウムが︑宗教法人の目的を極端に逸脱し

神的空白から超能力志向や︑生きがいの喪失感から内

たちには︑しっかりとした宗教観が無かったとしか言

部を見ずに入り口だけで簡単に入信してしまった若者

いようがありません︒しかし︑国民の間にも宗教につ

いての考え方が必らずしも明確ではない点も憂慮され

ます︒宗教は︑道徳と密接な関係があり︑人左の生き

方を左右するものであります︒本号では︑多くの方を

から﹁宗教﹂について︑日頃お考えのところをお寄せ
いただきました︒
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宗教的情操の掴養を

﹁宗教﹂が注目を浴びている

昔から︑﹁いわしの頭も信心から﹂ｌなどと言われてい
る︒言葉を替えていえば︑﹁信ずるところから力が湧く﹂

ｌと言ってもいいと思う︒最近︑五木寛之氏の﹁蓮如﹂

有田一毒

うに思われてはならない︒

操の欠如︑宗教法人の認可上の欠陥等にその原因があるよ

宗教的情操について

今の教育基本法は︑戦後間もない昭和二十二年三月に出

にはならないが︑教育の指導原理としては物足らないｌ

来たものだが︑高踏すぎて人畜無害︑あっても決して邪魔

と私は思っている︒この基本法は︑ロシアでもアメリカで

数年前は︑統一原理の合同結婚式が世間の注目を集めた

を読んで痛切にその事を感じた︒

ちろん︑今回のオウムの事件は︑宗教問題というより国家

が︑こんどはオウム真理教がマスコミを賑わしている︒も

て通用するものである︒

も中国でも︑どこにもっていってもこのままで基本法とし

○○○○○○

内乱罪的な側面をもつ革命集団といった方がいいぐらいの

反逆性︑反社会性をもっている︒決して宗教団体とはいえ

いわば︑無国籍基本法といってもいいと思う︒私は︑次

老人が信者でなく︑エリートといわれる若者たちが入信

﹁生命あるものを憐む心﹂﹁祖先や親に対する感恩の心﹂Ｉ

の宗教とは直接の関係がなく︑﹁自然の恵承に感謝する心﹂

心︒これは〃道徳心″と言いかえてもいい︒つまり︑既成

ない ︒

して幹部となっている点についてわれわれは考えさせられ

の三項目を追加する必要があると思っている︒一つは宗教

るのである︒私には︑社会の病弊︑教育における宗教的情
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いっていたのだが︑占領軍によって削除されたものである︒

の先頭に立たなければならないのは当然である︒そして︑

いた徳育が教育界に浸透されなければならない︒教師がそ

あろう︒点数の承を追いかけて生活し︑他の人間的なもの

ではないか︒教育のひずゑは教育界を包む社会のひずぷで

学歴本位︑偏差値中心︑金権万能の社会が今の社会の姿

﹁人間教育﹂を軽視しているのが今の社会

学校ばかりでなく︑家庭でも同様であろう︒

ｌなどの宗教的情操の酒養のことである︒これは原文には
二つ目は︑国を愛する心︒三つ目は︑伝統文化の尊重︒以

宗教教育について教育基本法には︑﹁国公立学校で特定

上の三つを加える必要があると思うのである︒

の宗教教育を行ってはならない﹂と書いてあるが︑宗教的
情操を養うことについては何等制約していない︒当然のこ
とである︒

であり︑自然の法則に従って生きることこそ人間としての
生き方だＩという考え方が教育の根底に必要である．月

た人間観は排除されなければならない︒大自然の前に謙虚

人間は自然界の中で絶対者だＩというような思い上っ

してくるものを思わねばならない︒教育の結果はその時表

ろう︒これは氷山の一角に過ぎない︒これから各所で噴出

は狂信の承だ︒どうしてそんな若者達が生まれたのか︒今

無差別殺人を犯す︒そこには宗教のカヶラもない︒あるの

姿ではないだろうか︒その幹部と称する青年達は︑平気で

いはずである︒その一面を示したのが今のオウム真理教の

を顧承ない学校生活からは︑人間性豊かな若者は生まれな

面着陸したことで︑人間が自然に勝ったのではない︒自然

道徳教育には宗教的情操が必要である

界の法則に忠実に従ったからこそそれが出来たのである︒

面化せず︑十年︑二十年後にその姿を現わしてくる︒政治

は人間の承だという思い上った考え方をもつようになり︑

いたい︒教育界の罪だなどとは決して言えない筈だ︒

は︑深く自省し︑自らの生き方を謙虚に検証してゑてもら

家も経営者も又芸能界等で無責任な言動をとっている人々

の社会意識の間違った教育作用の結果が表われただけであ

人間尊大の気持が生徒の中にはびこると︑奉仕されるの

周囲の生きものを平気で殺すようになる︒やがて平気で人

人間は不完全な生きものである︒そのことを自覚して︑

を殺すようにもなる︒道徳教育の根底には宗教心がなくて
はならない︒物質万能主義︑本能肯定主義を否定し︑人間
らしい思いやりのある社会をつくるには宗教的情操に基づ
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いのである︒煩悩のない人間はいない︒動物性に足を引っ

た教育理念がその底に流れているべきである︒その変らざ

生涯学習とは︑学校教育も含めてのことであり︑一貫し

苦しゑながら少しでも善に近づこうと努力してゆく姿が尊
張られながら︑一生懸命に神に近づこうと苦しんでいるの

る理念こそ今後の日本においては︑大切に扱われなければ

ならないものである︒そのことを教育基本法に示してはあ

が真実の人間の姿ではないだろうか︒

子どもの時︑宗教心の芽ばえだけを与えておくことが大

要は︑宗教的情操も取り入れた道徳教育と愛国心の酒養︑

で一般国民に分りにくい︒

るが︑﹁真理﹂とか﹁正義﹂とか普遍的︑高踏的すぎるの

一年に一回でも訪ねて慰めるとかＩ既成の宗教を教えな

人類の未来をにらんだ科学教育等を根底に置いた教育を実

切だと思う︒針供養や墓参りや亡くなった恩師の未亡人を

を育ててゆけば︑それがそのまま道徳教育になる︒知育よ

くとも︑感謝する心︑恩に報いる心︑弱い者をいたわる心

を経て到達すべきもので︑美しい言葉だけを並べて事足り

施することである︒人類愛といっても︑家族愛から国家愛

いや教育の改革から始めるべきだなどと言っている時では

改革は同時発進でなければなるまい︒政治を先にとか︑

るとするのは非現実的である︒

りも人間的豊かさを高く評価するように社会の評価基準を
変えてゆきたい︒そのことを可能にするために︑徳︑体︑
知と三つの徳目の順序を変える必要があろう︒

今後の教育の目標

学校の﹁いじめ﹂は陰湿だ︒皆でやれば恐くない式の集団

表面化しているが︑いじめは昔からあった︒ただ︑最近の

とは︑﹁知﹂よりも﹁徳﹂を大切なものと考える視点を持

家をめざして努力精進すべきであろう︒忘れてならないこ

とは沢山あるが︑先づ日本は日本として︑世界のモデル国

フランスや中国の核実験等︑諸外国に対しても言いたいこ

ない︒総反省︑総発進の時が今ではないかと思っている︒

的無責任主義である︒生徒がそうである一半の責任は学校

道徳国家をめざしたいものである︒最近いじめの問題が

側にある︒いじめによる自殺等は別として︑なるべくいじ

︵本会理事・元参議院議員︶

ち続けることではないかｌと考える次第である．

らせることにつながる︒

めの事実を隠そうとする︒そのことが益々いじめをはびこ

（11）

諸宗教の基にある倫理性を求めて

勝部真長

アメリカではクリントン大統領の先般の指名受諾演説の

式典でも︑大きな聖書に手を触れて﹁神よ助けたまえ﹂と

ｌ宗教は対立する︑倫理は共通であるＩ

アメリカの国教

チヤ︒フレン．

またわが国に駐留する米軍には︑かならず隊付牧師が

言明し︑任務の遂行を誓うのである︒

いて︑日曜日には隊員のために祈り︑告白をきき︑相談に

の費用はもちろん政府支出︵ＧＩ︶で賄われている︒演説

アメリカは憲法修正第一条﹁国教樹立の禁止規定﹂を掲

のあとには必ずといっていいほど﹁アメリカに神の祝福あ

のる︒海軍では各軍艦に隊付牧師が同乗している︒それら

一番手取り早い実例は︑米ドル紙幣の裏に印刷されてい

れ﹂︑﹁われらに神の祝福を﹂と結ぶのがきまりである︒今

げているにもかかわらず︑他方でキリスト教を︑国教とす

る文言である︒旨のａ急の角巨胃︵唯一の神をわれらは信ず︶

やアメリカは﹁愛国心﹂︑﹁家族﹂︑﹁信仰﹂の三つを強調す

ることが暗黙の了解とされている国家である︒

は今から百年前に米国議会で議決されて︑ドル紙幣︵一ド

というフレーズこそは︑アメリカ国民の本音であり︑これ

るのが︑時代の傾向となっている︒

るとすれば︑どんな文句があるであろうか︒﹁南無阿弥陀

る︒もし日本で︑紙幣の裏に︑これに類する文句を印刷す

離に神経質だが︑キリスト教擁護の一線は守っている︒キ

教である︒フランスも︑宗教紛争の歴史にこりて︑政教分

して天引されるのであって︑これも暗黙の了解としての国

るが︑ドイツも所得税の八ないし十・︿−セントを教会税と

英国は伝統的に英国国教会があって︑国教を承認してい

アングリカンチャーチ

ル︑十ドル︑百ドルの区別なく︶の裏︑およびクオーター︵二

仏﹂とか﹁南無妙法蓮華経﹂とか入れたら︑たちまち政教

リスト教文化圏は︑その点︑変りぱえはしない︒ロシアは︑

五セントコイン︶に刻承こまれている米国民の信仰告白であ

ろう︒わが国には国民一致の宗教的文言はないのである︒

分離原則に反するものとして︑憲法違反の訴えが起るであ
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！

少し前まではマルクス主義という国教があったが︑今ばス

饗

ラヴ伝統のキリスト教に回帰しつつあるらしい︒

伊藤博文の配慮

伊藤博文が明治憲法制定のためヨーロッ．︿に調査旅行し

た時︑気がついたことは︑ヨーロッ・︿の各国で憲法政治︑

︑︑

議会が円満に行われている前提には︑宗教としてのキリス

ト教があって︑これが国家の機軸をなしている︒政敵同士

はげしく相争っても︑キリスト教という共通理解があって︑

ついに分裂に到らずに議論が落ちつく︒しかるにわが国の

場合︑キリスト教に匹敵するような宗教がない︒仏教も儒

教も神道もあるけれど︑国民の共通理解には役立たない︒

何をもって議会における対立抗争の前提とすべきか︒伊藤

という結論に達した︒政治が︑私利私欲で動くのでなく︑

博文は︑天皇崇拝︑皇室尊崇の国民感情を当てるしかない︑

るためには︑結局︑天皇︑皇室中心に国民をひきつけるし

国家目的に向って自己犠牲を惜しまないよう動機づけられ

のため天皇中心に作られている︒

かないのではないか︑と考えたのである︒明治憲法は︑そ

わが国が︑ポツダム宣言受諾の条件に︑﹁国体の変更なき

た︒

よう﹂︑天皇制謹持を第一にあげたのも︑そのためであっ
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この勇気に満ちた態度は︑私の骨の髄までも揺るがし
た：⁝．

私慾をはなれて︑ロシアと戦い︑かろうじて勝つことがで

日露戦争のときには日本人全体が︑おおむね純粋に私利

ら始まり︑群馬・埼玉・千葉・静岡・茨城とつづいて︑二

たらしい︒御巡幸は昭和二十一年二月二十八日に東京都か

全国巡幸によって国民を励ましたい︑とのご計画を話され

天皇に私なし

きた︒大東亜戦争では︑陸軍も海軍もその幹部は︑立身出

しかも九州では炭坑の地下までもぐられたが何のトラブル

十九年八月八日の北海道で︵沖縄を除き︶全部終了された︒

この九月二十七日のマッカーサーとの会見の時︑陛下は︑

で︑いいわけが多く︑従って勝つことができなかった︒日

道︑神社神道二対スル政府ノ保証︑支援︑保全︑監督並二

き︑その急所を抑えるために︑いわゆる神道指令﹁国家神

マッカーサーは日本国の強味が天皇制にあることを見抜

神道指令と人間宣言

もなかったのである︒

世欲にかられて︑不純であり︑天皇に奏上するにも不正直

御製に︑

本の滅亡を救ったのは︑唯一︑天皇の無私の御態度である︒

身はいかになるともいぐさとどめけりただたふれゆ
く民をおもひて

この昭和天皇の無私に気づいて驚嘆したのがマッカーサ

弘布ノ廃止二関スル件﹂というＧＨＱ覚書を︑二十年十二

ーである︒その回想記によれば︑

天皇は命乞いに来るのだろうと思っていたところ︑天

格化の否定︵いわゆる天皇の人間宣言︶を発表するよう︑ＧＨ

月十五日に出し︑さらに翌年正月元旦︑年頭の詔書で︑神

皇の真先に言われた事は次の言葉であった︒
﹁私は日本の国民が戦争遂行に当たって政治・軍事両

弱めていこうとするマッカーサーの深謀遠慮であり︑日本

より日本人の暗黙の了解として普遍的であった皇室崇拝を

これは宗教と国家との完全分離を計ったもので︑これに

Ｑから強制させたのである︒

面で行った総ての決定と行動に対する全責任を負うも
のとして︑私自身を貴方の代表する諸国に裁決を委ね
私は激しい感動に揺すぶられた︒死をも伴う程の責任︑

顛覆の陰謀であった︒靖国神社や伊勢神宮への崇敬を妨げ︑

るためお訪ねした︒﹂

に天皇に帰すべきでない責任を引き受けようとする︒

それも私の知り尽している諸事実に照らして︑明らか
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天皇および現職の総理大臣の参詣を妨害するような気風を

く︑とうてい合意にはいたらない︒むしろ各宗教の内包す

界の諸宗教を︑宗教のまま自己主張させては︑対立点が多

教育勅語の特色は︑道徳の起源が︑神でも天でもなく皇

に拠って世界人類が共同して行動するしかないのではない

る倫理性を呈出して︑その倫理の一致点を承つけて︑それ

醸成するのに役立ったのである︒

祖皇宗にあった点である︒つまり神や天のような絶対的超

ある︒また忠・孝という伝統的価値を掲げることで︑日本

ではない︒また政治好きなのも︑創価学会ばかりではない︒

れている︒宗教特有の狂信的部分があるのは︑オウムだけ

一般に宗教には倫理性・政治性・狂信性の要素がふくま

か︑という︑ことのようであった︒

的習俗を擁護したのであるが︑これもＧＨＱは︑衆参両院

しかし一番大事なのは倫理性である︒国や社会の中で︑倫

てしまう︒天皇の祖先を持ち出すことでそれを避けたので

越者を持ちだすと超越者の前では天皇と国民は対等になっ

の国会決議で無効宣言を出させ︑天皇制の一角を切崩すの

理的に行為するきまりをもたない宗教は︑つまり公共性の

た新入社員の研修会に役立つのでも存在価値はある︒

に役立つなら︑それもいい︑禅のように健康法として︑ま

神道のようにお祭りや婚礼に役立ち︑仏教のように葬式

存できないのである︒

欠けた宗教は︑お話のほかというしかない︒一般社会と共

に成功したのである︒

世界宗教者会議

敗戦後︑昭和天皇のすぐれた御人格とその無私のご精神
で︑日本は五十年持ちこたえてきたが︑やはり国の中心が

では︑役にたたず︑この先永くは生き残れないであろう︒

﹁仏教やキリスト教に未来はない﹂のである︒現状のまま

しかし︑京都の宗教学者山折哲雄氏もいっていたように︑

り︑民衆は何か拠り所を求め︑すがりつきたい一心から︑

いずれは滅びる運命にある︒僧侶や聖職者を承れば︑今や

ゆらぐことで︑淫詞邪教の類が︑雨後の笛のごとくはびこ

ある ︒

だからである︒

︵本会特別会員・お茶の水女子大学名誉教授︶

在家︵世俗人︶同様の生活をし︑とても出家とはいえぬ代物

オゥム真理教のような邪教が人気を集めるようになるので
先般︑イタリアで催された世界宗教者会議は︑地元のロ
ーマ法王ヨハネ・パゥロニ世が主宰して︑日本からも立正
のようであった︒新聞報道によれば︑そこでの結論は︑世

佼正会の庭野師や比叡山天台宗の代表なども出席して盛会
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オウム事件に思う

一︑宗教は︑大切な心の擦りどころ

福原

達が︑恥ずかしげもなく﹁悪いお金﹂をやりとりし︑若者

達は︑男女を問わず異様な服装︑異常な行動で︑大人達を

れた︒豊かさは︑人間の生活に安定をもたらさなかった︒

より心を﹂との叫びが主張されるのも︑当然と言えば︑当

安を起し︑有識者のひんしゅくを買ったのである︒﹁もの

失い︑周囲を顧ゑず︑独りよがりの行動は︑人間の心に不

驚かし︑社会を混乱させた︒かように︑上も下も正義感を

人間は︑生きてゆくためには何らかの不安を抱えている︒

が︑いわゆる新興宗教ではなかろうか︑ここで︑改めて︑

然かもしれない︒この心の不安︑空虚さを突いて生れたの

高度成長時代︑﹁ものより心を﹂という言葉がよく言わ

この不安の心を癒し︑人生に希望を与える役割を果してい

﹁宗教とは何か﹂と問いたい︒

るのが宗教であると考えている︒神道︑仏教︑キリスト教
等︑私達の周囲に多くの宗教が見られるが︑それらが︑皆︑

﹁働き蜂﹂︑﹁会社人間﹂と悪口を言われながら︑働き続け︑

戦後︑廃嘘と化した国土を復興させるために︑日本人は︑

多神教︑およびキリスト教︑仏教︑イスラム教など世界的

て︑神観念や聖性を伴う場合が多い︒原始宗教︑呪物崇拝︑

体制を総称する文化現象をいい︑その営承との関連におい

かつ人間の問題を究極的に解決しうると信じられた営承や

﹁宗教﹂とは︑︑人間の生活の究極的な意味を明らかにし︑

他国が驚くような経済復興を果し︑世界に冠たる経済大国

規模のものがあり︑多種多様﹂とある︒また︑岩波国語辞

小学館発行国語大辞典によれば︑

へと発展した︒然し︑経済の繁栄︑物質的豊かさは︑人間

典によれば︑﹁神または何らかのすぐれて尊く神聖なもの

っていることである︒

の心に安定をもたらさなかった︒むしろ︑道徳は乱れ︑秩

宗教本来の目的にむかって活躍していることは︑誰もが知

序は混乱し︑社会に不安を与えた︒政界︑経済界のトップ
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修

オウム事件に関し︑﹁宗教とは何か﹂と考え直すことも意

に関する信仰︑また︑教えやそれに基づく行い﹂とある︒

学教育を再検討せねばならないのではないか︑道徳心のな

の注入にのゑ走り︑道徳教育をないがしろにした現在の大

ったのか︑大学教育の根本を問う大きな問題と思う︒知識

のではないかと︑私は︑推測している︒それは何故か︑一

は︑麻原教祖は︑本気になって︑国家転覆を企図していた

い︑知識や技術だけの教育が如何に危険なものか︑第三に

義あるものと考える︒

二︑オウム真理教事件の考察

きな目的を果す為に︑無理にそのような行動をとったので

つには︑銃等兵器類を製造出来る施設等が発見されたこと︑

はないか︑両サリン事件にしても︑大きな目的を達成する

二つには︑大量の殺人有毒ガスを製造する材料や施設があ

第一は︑教団の利益に相反する行為をする人間や組織に

為の予行演習ではなかったのか︑宗教に名を借り︑宗教の

マスコミの報道だけの資料であるので︑真相は十分に解

は︑非合法の手段をとってでも︑殺りく︑破壊するという

明されたとは言い難いが︑これまでの情報によれば︑恐る

恐るべき集団である︒松本︑地下鉄両サリン事件に見られ

仮面をかぶり︑日本を支配しようとする企図があったので

ったこと︑三つには︑強引な手段を講じて︑多くの資金︑

るように︑人間を殺害する力を持つ毒ガスを︑平然と噴射

はないか︑いずれは︑裁判により真相が解明されると思う

財産を集めようと努力していた等等である︒これらは︑適

して驚かないその感覚は︑ただただ唖然とするばかり︑ま

が︑いずれにしても︑かような教団が放置されていたこと

べき反社会的集団であることはほぼ間違いないであろう︒

た︑教団の行動に反対する人々を強引に誘拐し︑薬物を注

は︑由をしき問題であると思う︒平和に溺れ︑道徳を忘れ︑

当な資金を除き︑教団の運営には必要ないものである︒大

射して意識を失わせ︑高熱で殺すという︑常識では考えら

自己の利益追求の承に走り︑国家社会を忘れてしまった国

このオウム事件について︑その特徴を次のようにとらえて

れない人々の集団としか考えられない︒人間の顔をした殺

オウム事件は︑オウム真理教を︑ただ﹁けしからん教団だ﹂

民の透きをついて︑オウム事件は生れてきたのではないか︑

いる︒

人鬼の集団である︒第二は︑秀才と言われた高学歴の若者

全体が反省すべき問題と思う︒

とか︑﹁狂気の教団﹂とか︑ぱ倒するだけに終らず︑国民

す

達が︑指導者として存在していたことである︒最も合理性
いもなく︑殺人鬼となって︑サリン・有毒ガスの製造に走

を尊重し︑真理追求に燃える筈の理系青年が︑何のためら
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三︑オウム事件に学ぶ

戦後の日本社会は︑民主主義社会である︒民主主義の理

おこした最大の原因は︑全体主義であるとして︑全体主義

を真向うから否定した︒現在の社会において︑最大な悪は︑

﹁全体﹂である︒﹁日本国のために﹂という主張愛全くさ

れない時代である︒国民は︑自己を基礎にして︑自己を主

もうすこし︑自己の所属する地域や学校︑そして国家等を

ンスが︑日本社会を混乱させているのではないか︒人間は︑

愛してもよろしいのではないか︒権力や金力︑暴力等が威

張しておれば賞讃される社会である︒この極度のアンバラ

自由の行使には︑自律の精神が潜んでいる︒自由と自律は︑

念は︑人間尊重を基本に据えた自由︑平等の思想である︒

車の両輪のようなものだ︒ところが︑日本人は︑民主主義

を生糸出すきっかけになったかもしれない︒社会秩序︑道

張り︑社会に︑秩序・道徳が顧象られない現状が︑オウム

自由︑平等の思想は︑きわめて︑高度な倫理観念である︒

は未消化であり︑人間の体内に完全に入りきっていないと

っても︑不愉快な思いをすることが多い︒自分の権利だけ

ている人が多い︒その上︑マスコミが︑これでもか︑これ

如く︑現在の日本人は︑国家意識を持つことを悪だと考え

第三に学ぶことは︑﹁日本国﹂の見直しである︒前述の

徳の復興こそ急務の問題ではなかろうか︒

言われている︒自由を謡歌する日本人は多いが︑裏の自律

を尊重しても︑他人のそれを無視する︒こういう人間が多

でもかと日本国の悪口を言う︒﹁日本は︑他国を侵略した

精神が欠けている人々が多い︒街中を歩いても︑電車に乗

エゴイズムとのぶつかりが︑世の中を悪くしている︒目的

いので︑不愉快なことにぶつかるのである︒エゴイズムと

悪い国だ﹂︑﹁日本は︑東洋の国灸を侵略し︑多数の人灸を

国を訪問して陳謝する︒戦後五十年たっても︑﹁世界で最も

殺害した悪い国だ﹂とがなりたてているｐ総理大臣は︑各

悪いことをした国﹂であると︑日本人自身が︑自ら︑叫ん

う︒オウム事件は︑その極端な例である︒

次に考えることは︑﹁全体﹂と﹁個﹂のアンバランスの

を達成するためには手段を選ばず︑殺人すら平然として行

問題である︒前述の通り︑自律を伴わない個人主義は︑わ

いる︒日本国民全体は反省し︑憲法を新しくつくり︑平和

でいる︒勿論︑戦争を惹起したことは︑悪い事に決まって

らず︑五十年も悪者扱いされては︑日本国民は︑劣等感を

国家として︑五十年間頑張ってきた国である︒にもかかわ

また日本国民であることを忘れているのである︒無国籍な

国民が増加していることである︒終戦にいたるまでの日本

がまま勝手な行動が多いが︑個人の生活をしていながら︑

国家は︑極度の全体主義であったｐ終戦後は︑戦争を引き
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ではないかと考えている︒日本国民が自信を回復し︑日本

する︒他国より信頼されるすぐれた国家になることが大切

国民としての誇りを感ずるようになった時︑日本国民の道

持つことはあってもや誇りが芽生えることは無い︒日本国
家は︑道徳の根源である︒その国家を信頼出来ない日本国

なれば︑悪を生み出すすぎがなくなり︑整然とした︑平和

徳が復興し︑社会秩序が保たれるようになると思う︒そう

家を誇りとすることが出来ない日本国民は不幸である︒国

にのゑに追われ︑社会秩序の混乱︑公衆道徳の忘失に無関

とは多い︒

で明るい日本国が出現するであろう︒オウム事件に学ぶこ

民に︑道徳が成長する筈がない︒日本人がエゴイズム追求
心である限り︑道徳の退廃は続くであろう︒道徳の退廃の

︵安房支会副支会長︑元館山市教育長・元公立高等学校長︶

ある限り︑第二︑第三のオウムが生れてくるであろうと思
う︒ざようなことを防止するためには︑日本国が︑侵略国
としてのダーティイメージを払しょくし︑世界平和に貢献

かかわる問題と映る︒しかし︑その依って来る原因を省察

一連のオウム真理教事件は︑現象的には︑日本の治安に

自殺が相次いだこともあって大きく新聞・ＴＶで報道され︑

自殺した︒学校側の対応のまずさもあり︑又類似のいじめ

中学校の大河内清輝君が︑いじめを苦に﹁遺書﹂を残して

昨年︵平成六年︶十一月二十七日に︑愛知県西尾市立東部

立井信也

すれば︑これは勝れて日本の教育問題なのである︒そのこ

広く国民の関心を集めたことはご承知の通りである

いじめ︑オウム事件に惟う

じめ︑大震災︑オウムはへ総て教育問題として見てもおか

り︑対応策も出ている︒皆当を得ており私自身も納得する

このことについては︑多くの識者からの批判や提言もあ

とは後述するとして︑昨年末以来国民の関心を集めた︑い
しくは無いと思う︒
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もいじめを受けた側からの観点に立つものが多く︑いじめ

を︑人間の屑的行為を正当化しようとする馬鹿げた論理を︑

それを徹底的に追及して聞き出し︑その誤った﹁大義﹂

た︑つまらぬ論理で友達を苦しめ︑友人を死に追い遣った

白日のもとに晒さねばなるまい︒そうして︑こんな馬鹿げ

点は多い︒ただし︑これらの批判・提言や対応策が︑どれ

に関しても︑いじめた側の論理は何等紹介されない︒又︑

べきだと思う︒いじめの回避は︑いじめる側のくだらなさ

と言う事実を︑本人はもとより︑世間にも広く知らしめる

た側からのアプローチが少ない点が気がかりである︒報道
いじめた子の家庭からの声も︑家庭のようすも問われない

う本があるそうである︒京都大学教授︑梶田叡一氏が︑自

﹁服従の心理ｌアイヒマン実験ｌ﹂︵河出書房新珪と言

のアイヒマン実験に見るような人間性のもろさの一面にも

づくりをしなければなるまい︒そこが育たなければ︑先程

う存在なのだと言う自己認識と自己概念を育てていく基礎

根本的には︑小さい時から自分を見つめ︑自分とはこうい

しかし︑以上述べて来たのは対症療法に過ぎないと思う︒

るＯ

をどう明らかにしていくかにかかっていると思うのであ

ままである︒子どもの将来や人権に配慮してのことだとは
思うが︑こうした点に目を膜っていて︑いじめはなくせる
のかどうか︑甚だ疑問に思っている︒

分の著作︵内面性の心理学︑大日本図書︶の中で紹介している

気付けないだろうし︑人に対するやさしさやいたわりも生

アメリカの社会心理学者ミルグラム等の実験を著わした

のを読んだに過ぎないが︑そこには︑こう述べられている︒

を永之と語ったのか︒それはオウム真理教の一連の反社会

念を述べよという依頼にも拘わらず︑何故私はいじめ問題

オウム真理教問題を緒口に︑宗教観︑道徳観について存

まれて来ないと思うからである︒

﹃まことに悲しいことであるが︑自分の側には﹁大義﹂

があると思いこむと︑そして相手の側にはその﹁大義﹂が
決定的に欠けていると思いこむと︑驚くほど残酷に対応で
今︑世間は︑いじめる側には大した論理︵理屈︶は無い

的事件といじめ問題とは同根だという思いが強いからであ

きる︑というのが人間性の一面なのである︒﹄

と思いがちだが︑果してそうだろうか︒アイヒマン実験で

かるべき地位についたことさえある青年や壮年が︑何故い

優秀な頭脳を持ち︑高等教育を享け︑中には社会でのし

るＯ

たないのである︒つまり︑いじめても差支えないと言う倣

筈である︒それがあるから︑陰湿で残酷ないじめが後を絶

確認されたような︑いじめる側にも誤った﹁大義﹂がある

慢な仲間うちでのいじめを正当化する論理がある筈である︒
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れば間違いだらけのオウムの﹁大義﹂と言う価値判断だけ

言う麻原彰晃の言葉に盲従してしまったのか︒世間から見

とも簡単に︑﹁オウムでない者はボアしても構わない︒﹂と

い意味での道徳心の酒養を図る教育がなおざりにされてき

りがあればきちんと指摘し︑勇気を持って児童・生徒に人

から︑人間としてのよりよい生き方や在り方に照らし︑誤

うか○

た結果が︑今日の事態を招いたのだと考えるのは誤りだろ

間としての生き方︑在り方のあり様に気付かせていく︑広

いもなく惹き起すことが何故できたのか︒財産目当で人を

で︑松本や地下鉄で︑無差別テロのサリン事件を︑何の疑

殺し︑オウムを認めないからと言う理由で麻原の出した殺
の数灸に︑私は︑誤った﹁大義﹂でいじめと言う愚行を正

ィアの姿を見聞きして︑不幸な災害とは別に︑教育が生き

のきいた行動や︑被災地を励まし支援する多くのボランテ

いじめに続く阪神大震災で︑被災地の市民が見せた抑制

人指令を続々と実行に移す︒次々と明るゑに出る凶悪犯罪
当化し︑友人が死ぬまでいじめ抜くと言う︑いじめ集団の
る︒

とか信仰心と言った︑宗教とか宗教教育に関る問題だとは

人がいた︒個性や能力を無視して︑画一化と言う悪平等主

的価値を持ち込承︑その価値によって教育支配を目論んだ

思えば︑戦後︑教育に社会主義イデオロギーと言う一元

迫って来たのである︒

オウム真理教事件は︑再び教育荒廃の根の深さの再確認を

ていることの証しを見出した思いになっていたが︑一連の

生徒と寸分違わぬ姿をそこに見い出して懐然とするのであ
冒頭︑私はオウム真理教事件は勝れて日本の教育問題で

思っていない︒正しくオウム真理教事件は︑いじめと同じ

義が善であると吹聴し︑反対者を差別教育と言う刀で一刀

あると書いた︒今でも私は︑オウムの一連の事件は宗教心

ないかと考えている︒両者共に戦後の教育がゆがんできた

で︑即﹁戦争反対﹂﹁軍国主義反対﹂と言うおうむ返しの

両断にした︒国旗・国歌︑いや日の丸・君が代と言うだけ

根の教育問題として捉えない限り︑真実に迫れないのでは

てきたことのつけが︑今噴き出しているのだと見ている︒

凶悪犯罪を重ねるオウム信者やつまらぬ理由で人をいじめ

こうした教育が︑誤った﹁大義﹂を無批判に受け入れ︑

トロールの呪縛から醒めない人々も実に多い︒

大合唱が起きるようにした︒今も尚こうしたマインドコン

中の積年のひずゑの現れであり︑就中︑道徳教育を軽視し
一元の価値しか持たない偏差値信仰に走り︑知識・理解
の量を競い︑技能・技術の効率的伝授で事足れりとして来
た教育は︑誤った﹁大義﹂を鵜呑象にして疑わないクロン
人間を量産したのである︒そして︑子ども達に︑幼いうち
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る子どもを︑多数生んできたのではなかったか︒

かつて大韓航空機を爆破して︑没義道な無差別テロに手
を染めた︑元北朝鮮工作員︑金賢妃の場合とて同様ではな

を行うべきである︒知識の拡大と︑アイデンティティーの

間形成が図れるのではないだろうか︒

発達が一体となってこそ︑個性豊かで創造性にあふれた人

への気概を育むことこそ︑道徳教育の主眼であり︑教育の

他者の言いなりにならない自我の確立と︑独り立つ自立

北朝鮮の非人道的偽者の大義は︑化の皮を剥いで見れば︑

義立国﹂のため︑世外教︵宗教︶よりも世教︵儒教と西洋哲

最重点課題ではないかと考える︒会祖西村茂樹先生が﹁道

いか︒誰れもが許すことのできない残虐行為を支えていた︑

何という子ども編しの論理に過ぎなかったことか︒金賢姫

︵前八千代支会幹事長・元公立小学校長︶

と勝手に解釈している︒

学︶を用うべし︑とされた理由もここにあるのではないか

が自ら筆を執った告白録には︑そのことがありありと綴ら
戦後左翼イデオロギーに立つ人左が進めようとしてきた

れている︒

教育は︑程度の差こそあれ︑この北朝鮮のような体制を目

お願い

来年︵平成八年︶は︑本会が創立してから百二十年目に当

ります︒現在︑来年に向って記念行事︑記念事業の計画を策

しております︒そこで︑西村茂樹直筆の書簡も収録したいと

定中であり︑その一環として﹃西村茂樹全集﹄の増刊を計画

考えておりますので︑その所在についてお心当りの方は︑ぜ

ひ事務局までご一報下さい︒
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指した教育ではなかったか︒そのために︑自分達が是とす
るイデオロギーによらない教育を徹底的に排除し︑多様な

教育︑自由な教育への取り組承を封殺し︑教育独裁を夢見
た人達が︑今後の教育に残した︑﹁負の遺産﹂は大きいと
言わねばなるまい︒

嘆いても始まらない︒こうした﹁負の遺産﹂を払拭し︑

誤った一元的﹁大義﹂に惑わされない人間を育成するため
それは第一に︑知識・理解の獲得量だけで人間の将来を

に︑今私達は何を為すべきか︒

である︒それと同時に︑幼少の頃から自分を大事にし︑自

決定するような受験体制と学歴偏重の教育を是正すること
分を見つめ︑確りとした自己認識と自己概念を育てる教育

￨−

いまなぜ宗教か

原清喜美

人格を育てるとか︑社会のために尽すとか︑人間としての

教育の目的にもなっている︒それ以外の事は︑眼中にない︒

よく﹂﹁よい子﹂なのである︒それが父母の願いであり︑

うコースを歩むことの出来るごく少数の子どもが︑﹁頭が

偏差値競争に勝ち︑一流高校Ｉ一流大学ｌ一流企業とい

○子どもの世界の現状

れた結果が︑いじめという形で姿を現わしている︒

人間が生きていくうえで一番大切な二つのことが失なわ

ロ人を思いやる心︑即ち愛他心の欠如︒

持っていないこと︒

目子どもが正しい生きる目標とか︑生きがいや価値観を

れる︒

然し︑その中で最も重要で︑基本的なことが二つ考えら

が互にから承合っている︒

因︑学校︑家庭︑社会とその背景は複雑で︑構造的なもの

ｌ子どものいじめ問題からゑた世相と救いＩ

○現代いじめ考

法務省の委嘱を受け︑子どもの人権専門委員として︑人
権擁護行政に協力している︒

子どものいじめについては不登校︑自殺等事件が相いつ
ぎ︑大きな社会問題となっている︒教育現場でさえ﹁いじ
めは昔からあった︒それは︑子ども同士の悪ふざけ︑いた
ずら︑けんかであり︑むしろ子どもの成長に必要なことだ﹂

然し体験者の話を聞いたり︑全国的な資料を見たりする

という考えが根深くある︒

ならざる現状に︑樗然となった︒

と︑昔のいじめとは全然質が異なり︑その深刻さと︑容易

○いじめの背景

いじめの原因は︑いろいろ考えられる︒子ども自身の要
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小

競争にあけくれる子ども達の生活︑その結果として自己

根本的なことはほとんど忘れられている︒

中心的であり︑他人のことを想いやる心がない︑当然であ

敗戦五十年を迎えたいま︑子どものいじめ現象の中に︑

人間として一番大切なものを失ない︑自ら滅亡の道を進む
日本人の姿を見る︒

しかも︑当の加害者であるいじめっ子は反省の色はうす

最近宗教に関心をもち︑そこに身を委ねる若者たちが多

○人はなぜ神仏にすがるか

く︑周囲の子どもの反応も比較的無関心である︒うす気味

かＯ

いつの時代でも日本人が宗教に求めているものは﹁貧・

い︒現代の若者たちが宗教に期待し︑求めているものは何

だけではない︒子どもの世界は大人の世界の縮図といわれ

病・争﹂からの離脱である︒即ち現世の利益である︒人間

の欲望には際限がないとはいえ︑豊かな社会になった現代
なぜ宗教なのか︒

い越せと近代文明︑文化の受け入れに逼進した︒ところが

明治以後ヨーロッパやアメリカをモデルに︑追いつき追

時代とか︑不透明の時代とかいわれるように明日の姿さえ

いった予想もしなかった黒い影であった︒しかも不確実の

なかった︒そこに見たものは公害︑核の恐怖︑人間疎外と

私たちが手にした近代化の成果は決して完壁なものでは

追いつき追い越した結果︑ふと気がついてみると日本人は

自分で納得し︑指針となる新しい価値観︑思想の手がかり

若い人びとの間に宗教に対する関心が高まってきたのは︑

既成の価値観や体制が大きく揺らぎはじめている現代︑

はっきり見えない︒

せられ︑万世不易の絶対的価値として教えられてきた忠君

れと共に敗戦を境として価値観の百八十度の転換を体験さ

しはじめた︒

を求めようとする衝動の現れともいえる︒

戦後の日本人は︑衣食住の貧困の中に投げ出された︒そ

大切なものを失なっていた︒

○明治以後︑日本人は大切なものを切り捨てた

ている︒日本の将来を思うとき︑懐然とならざるを得ない︒

悪く︑背筋が寒くなる︒それは決して子どもの世界の一面

その手口は残忍︑陰湿である︒

いじめによって子どもを死にいたらしめている場合さえ︑

○

愛国の価値が否定され︑地域共同体︑家族共同体まで崩壊
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る

まさに新しい時代の幕が切って落されようとしている︒

必ず新しい宗教が生れ︑原点が問い直されている︒

過去の歴史をふりかえって気づくことは時代の転換期には︑

冒頭に於て︑子どものいじめの戦懐すべき実態の背景と

○宗教は現代の日本人を救えるか

世紀末を迎え︑いままで科学的︑物質的なものに向けら

かれる競争社会にあることをのべた︒

人生の目標や希望を金︑権力︑社会的地位の獲得に置き︑

して︑現代の日本人の喜びや幸せが︑他人の不幸の上に築

神仏さえも自分の欲望達成の道具とし︑願いがかなえられ

れた人びとの関心が︑より精神的なものになり﹁こころの
現世利益を期待する傾向が強いのは︑日本人の宗教心理

時代﹂に入った︒新しい宗教が求められる所以である︒

の特長であるといわれる︒それにもかかわらず日本の現状

なければ﹁神も仏もあるものか﹂と捨ててしまう︒

平和と繁栄に酔いしれていた私達を突然襲った思いがけ

は︑病気とか経済苦といった悩象より対人関係︑家庭問題︑

ない出来ごと︑これらを考えると日本人の生き方︑日本の

高齢問題︑死というように精神的な問題がより重要になっ

人間はいかに生き︑いかに死ぬべきか心の支えを求め続

針路に反省と危倶の念を抱くことは当然である︒

けている︒支えと針路を見失なった日本人に今一番必要な

てきた︒これらは今の日本の宗教では解求し得ない︒それ
不在の社会である﹂という評価が生れてくる︒それなのに

もの︑それこそ原点に帰った宗教の根本義である︒

だけに﹁現代の日本では宗教は死んだ﹂﹁現代社会は宗教

している︒﹁オウム真理教事件﹂は戦後走りつづけてきた

謙虚に従う心︒神︑仏が主であり︑私達は大きなものｌ神︑

神︑仏ｌ私達を支えている大自然のいのちｌを畏れ敬い︑

転換をはかることこそ根本ではあるまいか︒

自分本位であったいままでの生き方から．・ヘルニクス的

○視点の転換と私達のつとめ

宗教がブームになり︑宗教がビジネス化し︑金儲けに専念

る︒

日本社会が抱える病の集合として噴出したかのように見え
いまこそ宗教とは何か︑その本質と役割が問い直され︑
要望に応えなければならない︒

ｌ宗教の原点に帰れＩ

○時代の転換期に待望される宗教

仏Ｉに包まれ︑生かされているという従の立場︑この視点
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の転換と気づきこそ宗教のこころであり︑人間の生き方の

然し︑すでに出来上り︑機能している体制の大きな流れ

を変えることは至難の技である︒

すべての官職を辞して野に下り︑全国を行脚して社会道

基本でなければならない︒

支えられ︑生かされている人生であれば︑お互に信頼し

徳の高揚に一身を捧げた明治の偉大なる先覚者会祖泊翁公︒

が迫られている︒

いまこそ何をすべきか︑せねばならないか︑決断と行動

来のために手を供き︑座視することは許されない︒

後事を托され︑残された私達には危機に瀕した日本の将

胞を案じて国に殉じた人達︒

今次大戦に於いて﹁後に続くを信ず﹂と祖国を思い︑同

あう心︑お互に寄り添う心︑自分だけでなくすべての人が
幸福であれと願う﹁愛他心﹂が当然生れてくる︒

私達の生きがいは何か︑それは自分の生が何かのお役に
である︒

立っているという思い︑これこそ喜びであり︑充実した生
宗教の根本は神を信じ敬い︑己を愛する如く他を愛する
この二つである︒日本人が失なったものでもある︒

︵佐倉支会会員︑人権擁護委員︶

鏑木太

を営んでいると思います︒幸せに生きたい︒正しい態度で︑

人は誰でも心の中に念ずるものをもちながら日常の生活

場から︑宗教心について考えて承ることに致しました︒

人にめいわくをかけたくないと思いながら︑毎日の生活を
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いまほど原点にたち帰った宗教の真の姿︑絶対価値を失
なった日本人の目覚めと気づきが望まれるときはない︒

日常生活の中で宗教心を育てよう

私は最近問題になっている宗教心について︑確たる考え

っている時︑視点を教育におきながら︑一市民としての立

が発生し︑その背後にある宗教に対する関心が異常に高ま

をもっているわけではありませんが︑地下鉄サリン事件等

郎

時代を迎えた若者が︑なや承︑真に生きようと苦悩する時︑

す︒果してこのままでよいものでしょうか︒人生のなや承

私はこれが宗教心であり︑人間としての生きる良心であ

誰も手をさしのべる者もなく︑誰もその生き方を教える者

送っているのが︑一般町民であり︑普通の人としての生き

り︑且社会的には道徳規範の基本ではないかと考えており

りこんでしまう可能性は充分にあると思います︒若者だけ

もないとすれば︑超能力︑超現実性を唱える宗教の中へ入

やつまづきを救済するのが真の宗教の役目とすれば︑青春

ますが︑まちがいでしょうか︒とすれば宗教心とは誰でも

方ではないかと思います︒

がもっている一人一人の心のもち方であると言ってもよい
日本の宗教信仰としては︑歴史的にゑて︑仏教が隆盛で

くか︑これからの日本教育の大きな課題ではないかと思い

教の中立性を維持しながら︑どう宗教々育にとりくんでゆ

をせめても問題解決にはならないでしょう︒教育の中で宗

あり︑その影響をうけて︑日本人としての思想背景の中に

と思います︒

残されたものがありますし更に社会的行事として︑長い間

ぐ程であります︒人々はどの宗教を選ぶか迷いを起してい

如く新宗教が起り︑その活動も活発であり︑旧宗教をしの

くあります︒戦後になり新興宗教︑新々宗教と雨後の笥の

同一民族でありながら︑異った宗教をもっているところに

や家庭では仏教であれ神道であれ様々な宗教をもっており︑

やイスラム教の如く︑一国一宗教ではないが︑夫々の個人

族であると言われておりますが︑外国におけるキリスト教

次に外国人から︑日本人は自分の宗教はもっていない民

ます︒

る現状があります︒私は宗教とは聖なるものであり︑人が

の経験を通して良風となり︑今に伝わっておるものも数多

困っている時︑又迷いのある時に救いの手をさしのべて︑

仏壇のない家庭も多くなり︑この中で育つ子ども達は将来

くなり︑家庭は崩壊寸前である︒都会では︑すでに神棚や

更に現在は︑家庭に対する考え方が変り︑家族制度はな

も宗教々育を進める上にむずかしさがあると思います︒

えております︒

生きる力になってくれるのが︑宗教ではないかと単純に考
日本国憲法は信仰の自由と言論の自由を認めている為︑

べきか︑判断すべき基準はなく︑自己喪失におち入る危倶

は充分にあることは察することが出来ます︒私は長く教職

身近に宗教問題が起った時︑何を基準として選沢してゆく

に籍をおいた者の一人として︑教育にもその責任があるの

いております︒又︑一方では政教分離の原則から宗教には

近づかない方がよいとの考え方も出てきて︑学校教育︑社

多くの宗教が興り︑心ある人は︑宗教に対する不安感を抱

会教育の中では宗教々育は行なわれていない現状もありま
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内容が知的面の教育はしてきたが︑人として大事な人間の

結論の出せる事ではありませんが︑一口で言えば︑教育の

うすればよいかと考える時に︑問題は深刻であり︑直ちに

ではないかと深く反省をしている次第です︒それでは︑ど

愛し︑祖先を尊ぶ︑あまりにも︑旧い道徳と言われるかも

ながち宗教心とは無縁なものではないと思います︒親を敬

に対する畏敬の念がうすらいでいる事です︒このことはあ

に家庭で育ちにくいものは祖先を敬愛するとか︑神や自然

くなってきます︒家庭こそ人間教育の原点であり︑誰もが

知れませんが︑これが新らしい道徳として生れ変ってくる

もっている素朴な宗教心を大事に育ててゆくことが︑次の

時︑今学校でさわがれている﹁いじめ﹂等のことは必ずな

これは教育にたずさわる者だけの責任ではなく︑大きく

時代を背負う資質になるのではなかろうかと思っています︒

をしています︒

社会全体の責任として︑教育の基本に立ち帰り︑道徳教育

情報化時代は価値感の多様化を生糸出します︒価値感が多

生き方の教育はしてこなかったと言うことであろうと反省

い時期に来ていると思考しております︒

社会は益々多様化の時代へ入りますが︑個人の資質は多

れると信じております︒く

う

基準をもっている者の承が︑たくましく廿一世紀を生きら賜

様化すればする程判断することになやゑます︒この判断の

を中核とした︑人間教育を再構築してゆかなければならな
尚︑教育と言えば学校教育が先ず考えられますが︑学校
教育の承ではどうにもなりません︒広く地域︑家庭を含め
て︑政治も行政も経済も︑よき若者を育てるために夫灸の

立場から夫左の施策を出し合い︑協力一致して︑揮身の努

ち人間教育を進めてゆくことが大事なことではないかと考

らしい思想は古きよき伝統のもとに生れると言う前提に立

様化であってはならない︒正しい判断方を養うと共に︑新

えてゑた次第です︒

最後になりましたが農村にはまだ良風が沢山残っていま

力をすべきではないかと思います︒

を先祖に願い︑新らしい気持で出発するとか︑他から土産

思います︒

︵干潟町支会会員︑前干潟町教育長︶

御批判︑ご指導をいただき今後の人生の指針にしたいと

す︒神棚︑仏壇に毎朝お茶やご飯を供え︑今日一日の無事
をいただいた時は先ず先祖にあげて︑ゑんなで食べるとか︑

くつもあるが︑これらの素朴な宗教心とも言えるものを大

社会生活ではお祭り︑七五三の宮参り等︑数えあげればい

に育ててゆくことが大事ではないかと思っております︒特

事にしてゆくなかで︑正しい信仰心や宗教心を自然のうち

私と宗教

父の六十回忌母の五十回忌を迎えたり朝夕読経のわれ
も傘寿に

古田

私の家は浄土宗ですが︑お寺詣りには必ず母は私を連れ

てゆきました︒お墓の掃除も私が従いてゆきました︒掃除

した︒現在は︑その善福院の世話人をしており︑和尚さま

が終ると母の読経が長々とつづくので独りで帰ったもので

あった︒両親とも︑学校教育が徹底していなかった明治初

んを尊敬して︑毎月十四日の例祭に詣っていました︒時に

した時のことです︒伊万里の分教会長の長谷川奈良次郎さ

一時期︑父は天理教に凝ったこともあります︒糖尿病を

もあります︒

と泥懇なのでお寺の諸会計を司り源泉宝集などの責任者で

かったけれども︑父は独学して︑字を良くし︑俳句に凝り︑

の天理市︶の本部おぢぱ詣りをしました︒お土産をたくさ

は私を連れてゆき︑分教会長様に頭を撫でられ︑お菓子な

ん買って来て配っては喜んでいました︒天理教は︑一八三

ど貰ったことがあります︒父は何回も奈良県丹波市町︵今

った︒信仰篤く︑朝夕仏前に座り︑般若心経を繰りかえし

人であったらしい︒母は変体仮名の読永書きしか出来なか
読んでいたことを覚えている︒私がまだ小学五年位のとぎ︑

八年︵天保九年︶に︑中山ゑぎ様によって開教されたときい

せんでしたが︑中山ぷき様の偉大な教えをきかせてくれ︑

ています︒私はまだ少年時代で︑委しい教義などわかりま

いつでも喜んで人助けをやって︑人のよろこびをよろこび

たこともある︒今に至ってもその般若心経の二百余文字は
歩行が元気づくという徳︑幸せをいただいています︒

母に命ぜられ︑手本に書けと言われ般若心経を写してやっ

浄瑠璃をうなったり︑近隣・同級生の間では︑一廉の文化

期の生れで︑当時の小学校を出たかどうか位の学力しかな

私に神仏を尊び感謝の心を植えつけてくれたのは両親で

責

諸じていて︑仏前で詞したり︑朝夕の散歩時に読象上げて︑
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(−）

ことなど教えられていました︒お土産の盃のふちに穴が開

として︑互いに助け合い補い合って生き生きと暮してゆく
いて居て︑酒をついで飲むと︑ヒューヒューと音を出すも

のなど︑今にしても忘れません︒大正十年に生れた妹に
だと自慢していましたが︑天理教信仰の頃のことです︒

″美喜子″と名付したのも︑親神さまにあやかってのこと

恩寺に手を合せ︑約三十分の朝の日課が終るのです︒

福岡県篠栗町に天保六年︵一八三五︶に開かれた︑篠栗新

四国八十八ヶ所霊場の札所が︑山間の美しい渓流沿いにあ

です︒私が詣り出したのは六十歳になってからです︒般若

り︑一番札所南蔵院が総本山ですが︑母はよく詣ったもの

心の安らぐ思いです︒今まで何回詣ったでしょうか︒身体

奥の院の岩杉山にも登り︑母と二人で巡礼して居る気持︑

の行程︑それはそれは楽しいものです︒私は健脚なので︑

心経をそれこそ何百回も唱えながら︑一泊二日︑約四十粁

信仰については父よりも母の影響が多かったかと思います︒

のつづく限り︑毎年お詣りをつづけたいものです︒

ととしています︒そして裏の方に下りて︑御先祖の墓地に

行い︑日本国の平和︑町の発展︑家族などの平安を祈るこ

神さまお地蔵さまに詣り︑山の一番高いところで四方拝を

雨の日は傘をさしてでも詣りつづけております︒途中︑天

を退いてから︑このお詣りを私が引きつぎ︑母にあやかり

で登ったものです︒母が亡くなってずっと後ですけど︑職

を選び︑福岡市の私立西南学院高商科に入学︑昭和十八年

てくれていましたが︑将来の自分を考え︑思い切って進学

に二十六歳︒家業は母や妹で︑数人の職員で細々とつづけ

満州︑北支を転戦︑五ヶ年の兵役を経て除隊しました︒時

和十年徴兵検査で甲種合格︑昭和十一年歩兵連隊に入営︑

が︑父の急逝により退学︑家業︵やきもの︶を継ぐうち︑昭

私は昭和八年︑東京外国語学校支那語科に入学しました

桑おや

水を上げて詣るのをコースと決めております︒つづいて報

﹁のうまくさ−まんだ−ぱさらだ．．⁝・﹂と唱えながら一人

りは︑それこそ何十年︑雨の日も風の日も一日も怠らず︑

尊︵この不動尊は︑大正六年︑父らが発起して建立した︶の朝詣

て毎朝︑家のすぐ裏にある標高五十米ほどの観音山の不動

母は朝夕三十分以上の読経を欠かさなかったのです︒そし

私は十九歳で父を︑二十九歳で母を亡くしましたので︑

(三）
(四）
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(二）

ト教主義の中で教育を受けたわけです︒大戦下でしたので︑

西南学院は︑キリスト教バプテスト派の学校で︑キリス

に卒業して︑中等学校の英語科などの教員免許をとり︑教
職生活に入りました︒・

であると考えております︒．⁝：

とかくの言は︑真にキリスト者の精神を理解せざる者の言

院の堂々たる闇歩があります︒キリスト教についての世上

至誠を以て一貫し︑承け継がれてきたからこそ︑今日の学

間︑世の様々の穀誉褒硬を物ともせず︑これが巌然として

陸軍歩兵軍曹の私は︑学生ながら軍事教練・射撃合宿など
では教官なみで重宝がられ︑キリスト教の学校ながら︑愛
国精神の酒養に身を挺したものです︒洗礼を受けるなどの
集って讃美歌﹁信徒の生涯・祖国ひのもと﹂︵松山たかよし

東京地下鉄でサリン事件をおこし︑不特定多数の住民の殺

かねて邪教として批判の多いオウム真理教が︑今年一月︑

強制はありませんでしたが︑月曜の礼拝には全員講堂に
作︶と﹁海ゆかば﹂を高らかに斉唱して志気を鼓舞︑必勝

人行為を企てたことは︑治安世界一の日本国を︑一時的に

せよ恐怖不安に追いやった︒テレビはその委細を連日流し︑

の信念に燃えたものです︒
讃美歌四一二番︵数少ない日本人の作品︶

わがやまとのくにをまもりあらぶるかぜをしづめ
ょよやすけくをさめたまへわがかゑ
わがあいするくにをめぐゑけがしきなゑたたせで
とこしなへにきよめたまへわがかゑ
わがひのもとひかりをそへゑこころおこなはれて
主のゑくにとならせたまへわがかゑ

この際︑司法当局は断固これが懲罰にふゑきって︑平和日

えば死に至らしむるなど︑まともな宗教団体でないと思う︒

本に戻して貰いたいものです︒

信させ︑その知恵を駆使して信者を集め︑若しこれに逆ら

し︑ハルマゲドンなど不可解な思想の下に︑優秀な人を入

が本命なのに︑オウム真理教は︑国法を侵し︑天皇を蔑視

人の心を和らげ安心立命にゑちびき︑往生安楽を説くこと

悪業のほどを報道して不安を募らせている︒本来宗教は︑

私は昭和十八年︑第二一回卒業生総代として答辞を述べ
る光栄を頂きました︒その中の一部を披露いたします︒
：⁝．﹁教育勅語の御趣旨を奉戴して︑キリスト教主義によ

り人格の完成を旨として教育を施す︒﹂ことが︑本学院創
立者の教育精神である︒創立以来二○年になんなんとする
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(五）
(六）

海軍大将井上成美さんの座右の銘の一つとして︑十九世
れ
いる
るが
が︑
︑人
人明間の生死について︑いささか感銘を受けた
れて
てい

紀のイギリスの詩人トマス・キャン曇ヘルの詩の一節を示さ
ので紹介します︒

私の宗教観
Ｉ地球環境の再生をめざしてＩ

はじめに
〃地球は青かった〃という名言を残した旧ソ連のガガー
リン少佐の宇宙から見た印象である︒人類にとって〃かけ
がえのない地球″が危ない︒温暖化︑酸性雨︑二酸化炭素︑

水質汚染と例をあげたらきりがない︒地球人類がこの現実
本年は︑第六回世界湖沼会議︑霞ヶ浦での会議では︑﹁人

を手をこまねいていることが許されない状態になっている︒

と湖沼の調和Ｉ持続可能な湖沼と貯水池の利用をめざし
てＩ﹂をメーンテーマとして調査︑研究の成果や提言が発
表される︒私は︑第五回世界湖沼会議︵イタリア大会︶県調

︵有田支会幹事長・元有田町助役︶

あとに残る人たちの心の中に生きられるならば死ぬこ
とにはならない

仲田安夫

査団の一員として参加した経験をふまえ︑世界からの参加

それには︑豊かな道徳的心情と宗教的情操を持った人間

者に訴えたい︒

の育成なしには︑地球環境は守れないというのが私の環境
哲学である︒

一︑前近代的な親孝行

親が子を想い︑子が親を想うのは︑世界どこにあっても

でも家庭を中心にした道徳教育は︑初等教育を通じて先ず

共通な人間のうるわしい関係である︒日本に限らずどの国

立派な人間を作ることに主力をおいている︒
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会議後イタリアの高校教師と談笑する筆者（左から2人目）

いているために︑問題の根は意外に深いものがある︒

国によって千差万別であり︑それがその社会秩序と結びつ

しかし︑親子関係の道徳を教える場合にもその方法は各

第6回世界湖沼会議（イタリア・ストレーサ）

例えば︑現在の道徳教育の振興を要望する声の中には︑

昔の〃親孝行″を念頭に浮べている人も少なくないようで

ある︒というのは現在の日本社会の構造︑家族関係から︑

古い形の〃親孝行″を歓迎するのも自然の理である︒従っ

て︑孝は︑昔から人として学ぶべき第一の道とし﹁孝経﹂

をはじめ︑あらゆる教科書に教えられてきた︒

二︑現代の世相による青年の宗教性

⑩世上に頻発する凶悪犯罪のかげには︑きまって悪に

殺人犯の如き凶悪犯罪ですら︑目的や意識︑怨恨では

対する不感症的な青年たちの心理が見出される︒

ない全くの〃理由なき犯行″が目立って多いと報道され

そこには︑自己の行動についての正確な思考作用は全

ている︒

こうした現代青年の風潮に対して大人たちは︑ややも

く見られず衝動的なものへの自制力がない︒

すると︑その責を戦後の新教育の自由︑解放的な教育方

法に帰して︑更には︑戦前に見られたような道徳教育の

しかし︑問題の本質は︑現在の日本社会の文化的状況

復活を望む声も聞かれる︒

例えば︑現在の商業主義︑低俗︑安直な文化の氾濫︑

そのものに根ざしている︒
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価値あるものと価値なぎものとの錯綜があるｐ従って︑

世界について思索するのであり︑そこで︑後のその人の

こそ︑宗教的なものへ目を向けさせるべき大切なとぎで︑

その意味で青年期こそは︑人生の転換期で︑この時期

全人生を決定づけられるほどの影響をうけるのである︒

高等学校における宗教教育の必要を痛感するのである︒

る問題として考えなければならない︒

現代青年の問題は︑直ちに現代日本の社会全体にかかわ

日でも︑世界の︑特に欧米の国灸では︑学校における道

③日本の国民道徳は︑宗教的基盤をもっていない︒今

このような家庭︑学校において︑青年に自己の内面に

青年たちがそのまわりに渦巻く浅薄卑俗な文化に誤った

目を向けさせるような契機をつくり出して行くことは︑

自由を見出すこともなく︑更に︑それを批判し︑改造す

文部省派遣の教育事情視察で垣間承ることができた︒

徳教育は必ず宗教教育の基礎の上でなされていることを
戦前の日本では︑宗教の代りに﹁教育勅語﹂をもって

物も人間も︑もともとは神様から出てきて本質的には同

とはわかるはずである︒

道徳的心情︑宗教的情操を持ち合わせた人間なら次のこ

三︑自然とともに生きる

るだけの主体的な自由を見出すことが大切である︒

し︑戦後は︑﹁教育基本法﹂をもってしようとしている︒

戦後の﹁教育基本法﹂を基礎とした道徳教育はそれが

宗教性の稀薄な土壌の上になされる限り︑抽象的︑観念
ドイツの文化哲学者であり︑教育学者であるＥ・シュ

的なお題目に終ってしまう危険性を見せている︒
プランガー教授は︑﹁教育学的展望﹂の中で︑大衆の力︑

ている今の時代には︑むしろ︑一人一人が真剣に世界と

組織の力︑機械力︑そう言った巨大な力が現実を動かし
人生について思索し︑自己自身の生き方を決定出来るよ

ていかないと︑人類はいつか滅びることになってしまう︒

じものだから︑互いに尊敬しあい︑大事にしあって共存し

れるのであるという︑ドイツ的な内面性と個性の深承に

うか︒地球は病んでいる︒例えば︑人間の身体の成分は︑

きなように勝手に変えたり使い放題にしてはいないだろ

ところが︑人間は︑自然とか資源とかを︑自分たちの好

人は便利な生活をすればする程︑地球環境は汚れる︒

④進む環境破壊

うに探求して行くとき︑そこに真実の時代の担い手が生
徹した自由な文化のあり方を示唆している︒

日本の現実について考えても︑一層この言葉は深い反
省を持って受けとめることが必要である︒
特に青年期においては︑はじめて人生について考え︑
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水の他は蛋白質が主なものです︒

②地球は有限
地球は︑無限という思想は終った︒人間にとって大切
な酸素は︑地球が出来た初めは空気中になかった︒酸素
が大気中にできるまでには︑何十億年もかかっている︒

その酸素を︑人間はわずかの間にどんどん消費し︑炭
酸ガスが増えたら人間をはじめ動物は生きられず滅びる
運命にあります︒

おわりに

住承よい地球をつくるには︑人間は親を大切にし︑家族

のきずなを深めることが︑地域︑国を愛することにつなが
ります︒

こうした道徳的心情を育て︑人が生きるために必要な地

球環境は人も物も神様が作ったものだから大事にしなけれ

こうした上に立って︑地球上の動物︑植物にも魂があり

ばならないという宗教的情操が必要です︒

生きているという環境倫理学を︑地球人類が身につけなけ

れば真の地球環境保護は確立されない︒というのが私の宗

︵水城高等学校講師・世界湖沼会議市民の会理事︶

教観であります︒

そのことに着目してその年令層の育った時代・家庭環境

藤原成章

今年の前半を騒がせたオウムの事件︑月が経つに随って

て放映していたので︑それらを思い出しながら共通項らし

などについて考えてゑた︒偶々幹部信者の生い立ちについ

オウム信仰の周辺

されるであろうが︑意外に思うのは教団幹部が四○歳代前

１昭和四十年前後に生まれ︑六十年前後に教育され我

いものを挙げてゑた︒

その教団の異常さが明らかになった︒何れその全容が解明

ぼ同年代で占められていることである︒

後のエリート達であるということ︒そして一般の信者もほ
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儲自由に育った︒

２日本経済の燭熟期に成長し︑大量消費の中で生活し
ていた︒

急ぐ︒迂遠な教学を基礎から説かれるのに付き合うゆとり

がない︒右か左か直裁に指示され︑従うやり方に馴れてい

る︒○×式解答でテンポの早い心の展開に応じていくのが
若者のやり方である︒

﹁教祖は簡明に指示してくれた︒﹂と元信者が入信の契機

人生経験に乏しく︑社会常識も不足していれば当然のこと

少子︵同胞が少ない︶で教育に対し関心は強い︒

３家庭の環境では経済的に安定して社会的地位も高い

で︑無思慮だと非難するに当たらない︒家庭や社会など若

を語っていたのでも︑若者達の心情を窺うのに十分である︒

というべきであろう︒

者を育てた環境にこそ問題点のありかがあると思うべきで

などが挙げられるようだ︒まずは恵まれた家庭の出身者
一それがオウム真理教に入信し︑空中浮揚術だの︑運命の
しゆくごう

予知透視だのという超常能力の具現を信じたり︑宿業

あろう︒

うから驚きである︒入信して日の浅い者ならともかく︑各

生の先達者である︒それが若者の話を聞いてやれなかった︑

識も若者の比ではない︒先人︑先輩といわれるに十分な人

一般社会人は複雑多岐な人生経験の歴史があり︑社会常

︵カルごからの魂の救済や世界最終戦争の恐怖や混乱をも︑

省大臣級やそれと同等の役職に就いているのは︑入信歴も

てアドバイスしてやらなかったｌつまり大人の側から疎

悩承に共感してやれなかった︑相談に心を開き時間をかけ

信者は潜りぬけ生きのびられるとの教えを信じているとい

祖を心から敬慕しているとしたら誠に不思議というほかな

他人という溝︑垣根がなくなった心境をいうのである︒対

仏の教えに﹁自己﹂と﹁他己﹂というのがある︒自己と

たのではないか︒

遠にしていたのではなかったか︒両親家族も親身でなかっ

古く出家年数も長いのにその教えに疑問がないらしく︑教

い０

胆である︒しかし敢て戦後のものと年代規制をする過ちを

新興宗教といわれるものを一つの概念で律することは大
許して頂くならば︑既成宗教の教圏内に布教活動を始めよ

することもない︒これは宗教人の基本原則である︒

立や反目の根元がなくなった世界なのである︒若者を疎外

現在の我が家の雰囲気がそれに相応しいものであろうか︒

家庭も教育環境の最たるものであることを再確認しよう︒

うとすれば︑それなりの新鮮さと魅力がなければなるまい︒

象も宗教的に無党派層の若者を把えることになろう︒オウ

布教活動においても精力的攻撃的にならざるを得まい︒対
ム教団の信者に若者が多いのも納得がいく︒若者は結論を
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論づけられるような賎はしていないと言い切れるか︒核家

友達はすべて競争相手︑蹴落しても自分の目的を果せと結
次第である︒

ると自信のもてる在りようを求めて︑老躯に鞭打っている

せねばならない︒せめて地域にその存在が受け入られてい

﹁易経﹄繋僻樽より︵原文のまま︶

天之所し茄者順也︒人之所し助者信也︒履レ信

思二乎順﹃又以尚レ賢也︒是以自レ天茄し之︒

てんたすところものじゆんひとたすところものしん

一請方

●■毎●毎の壷のロ■■■■■■■■■■■一■■■︒■●●■■●●●■■■■■■■■■■■■■ロロ■■■■■■●■■■■■■■■■■■■ロ●■口■口●■■●■■■■■■■■■■■■ロロロ②●●■ロ■ロ■■■■一■■■■●■■■■■■■■●●■ロ韓

︵元公立高等学校長・元仁田町教育長︶

妄言多謝

族の家庭の多くに仏壇︵祭壇︶がない︒無始以来生命が継
続して今の自分が存在する奇跡に気付かせることは宗教的

情操の原点である︒それから導かれる至情として当然の先
祖礼拝は最も卑近な宗教儀礼というべきであろう︒家庭教
育の根幹と心得て仏壇︵祭壇︶を安置することは当然の帰
結であろう︒

学校教育に宗教的情操の単位を設けてはどうか︒公教育
で宗教を教えてはならないとしたのには︑それなりの事情

があってのことであろう︒道徳︑倫理も本腰を入れていな
ようとしている︒キリスト教圏があれば仏教圏があっても

より之を祐く︒

天の祐くる所の者は順なり︒人の助くる所の者は信な一
しんふじゆんおもまたもつけんたつとこ上もつてん一
り︒信を履み順を思ひ︑又以て賢を尚ぷ︒是を以て天︾

天は如何なる人を祐けるかと言ふと︑順即ち道理に皿
じゆうじゆんひとたすせけんひといかひとたす

てんいかひとたすいじゆんすなはだうり

これたす

よい︒日本人の浅薄さは宗教的情緒の欠落によるのかもし

い︒戦後五○年で︑日本人の﹁こころ﹂は地上から消滅し

一解輝一

れない︒私は無宗教だといい切る程宗教と対決したことも

ないのが一般だとしたら︑その契機を与えなかった学校教

⁝⁝Ｉ︒！！⁝⁝⁝︒！！！⁝⁝⁝︒！！！⁝⁝・・ｉｉｉ︒⁝⁝⁝ｉｉ．

⁝⁝⁝・Ｌ

︵﹁服部宇之吉編﹃儒教要典﹄昭和十二年刊﹂より︶唖

人には天祐がある︒

ひとてんいう

ことを思ひ︑更に賢者を尚び敬ひて︑其の教を受ける一

おもさらけんじやたつとうやまそをしへう

このしんじつとくうえた主たつねだうりじゆうじゆん

い

しんじつおこないなひとたすゆゑひと一
るかと言ふと︑信実な行を為す人を祐ける︒故に人一

一従順なる人を祐ける︒世間の人は如何なる人を祐け皿

既成宗教の教団にも確かに問題がある︒経済生活から解

は此信実の徳の上に立ち︑又常に道理に従順ならん︾

育にも問題があったと私は思うのである︒

放されて布教活動や宗教行事に専念できるよう宗教者を援
助する教団の仕組承ができていないことが挙げられる︒若
し宗教人にそれを求めるならば︑その前提条件を充たすべ

きであろう︒宗教法人を生活に利用していると世間から見
られているうちは人が寄りつこうとしないであろう︒自戒
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︻西村茂樹研究入選論文︼

明治時代における儒教の役割

第四章

第三章

第二章

第二早

むすびｌ西村の国家主義１

明治後半期における儒教思想の分化とその役割

儒教思想と普遍的道徳原理︵以下︑本号︶

幕末期における思想形成︵以上︑前号︶

問題の所在

ｌ西村茂樹の場合︵下︶１

第五章

上田浩史

彼の経世済民の理想を培った儒教的政治思想である︒

幕末以来のこうした三つの思想的特色が︑そのまま西村

の基本的な思想的核として明治期にもち越されたのはいう

までもない︒このことを裏付けるため︑ここで簡単に明治

録﹂によって振り返っておこう︒

維新から明治五︵一八七二︶年までの西村の経歴を﹁往事

明治維新を四○歳で迎えた西村は︑明治にはいっても︑

樹の思想形成をやや具体的に跡付けてきたわけだが︑そこ

前章において︑われわれは明治維新までにおける西村茂

公は幕府譜代の諸侯なり︑今版籍を朝廷に奉還したる上は

政府兵部省出仕の朝命を受けた︒だが彼は︑﹁我藩主堀田

た︒そして︑廃藩一ヶ月後の明治四︵一八七こ年八月︑新

幕末からひきつづいて佐倉︑佐野両藩の藩政を担当してい

から大きくいって三点︑彼の思想的特色を確認することが

第三章儒教思想と普遍的道徳原理

できる︒それは︑まず︑彼が師・佐久間象山から受け継い

きも堀田家の臣たること五代︑主家既に土地人民を朝廷に

奉還したる上は︑余が堀田家に仕ふることは是に終を告た

諸侯たるの職務は是にて終を告げたるものなり︑余のこと

るもの﹂というように廃藩に際して主従関係の終駕という

だ先覚者的自覚︑そこから具体的に学びとられた砲術研究︑

それにとどまらず古今東西の歴史研究に発展した彼の政治

自覚をもち︑今後は政府との関係を拒否し︑﹁清世の逸民﹂

︵１︶

的関心の深化であろう︒第二に︑彼が幕末の経世家として︑

として生きるべく朝命を固辞したのである︒

︵２︶

をめざす教育思想であったといえよう︑そして︑最後に︑

幕末期に切実に待望した武士精神の覚醒︑その現代的活用

（38）

降になってはじめて多彩な活動を繰り広げて行くのである︒

辞表提出後一年間彼は職に就かず︑明治六︵一八七三︶年以

意志をもち︑西村は印膳県権参事を辞職する︒そしてこの

が新県の士民を待するは︑厚薄何れに在ることを知らず︑

それは︑明六社における啓蒙活動︑明治六年二月からの

ところが廃藩置県後の旧藩民の待遇について︑﹁今朝廷
もし厚遇せらるれは佐倉士民の幸なり︑不幸にして薄遇せ

しかし︑権参事の職は長くはつづかなかった︒徳川から

ので省略し︑西村が独力で推進した国民教化運動の拠点で

明六社もそうであるが︑それについては先行研究が多い

︵３︶

らる上ことあらは如何﹂と憂慮し︑﹁佐倉士民の旧誼に酬

に端を開いた国民教化運動の実践であった︒

文部省編書課長としての仕事︑また︑明治九︵一八七六︶年

明治への時代の転換のなかで︑政府主導の下︑急激に︑強

と改称︑同二○︵一八八七︶年︑日本弘道会となり︑現在に

あった東京修身学社︿明治一七︵一八八四︶年︑日本講道会

︵４︶

一月︑あえて印膳県の権参事に就任したのであった︒

ゆる為め﹂︑政府がさらに府県の統廃合を促進した同年一

央政府の官僚から地方官僚にまで共通する人民を無視した

とぎ︑彼がその活動に従事するのと同時に官僚として文部

至る﹀での活動に︑在野的な色彩をわれわれが強く感じる

力な中央集権国家の実現がめざされたことに起因する︑中
独善的な政策に断固反対したからである︒それは︑次の参

たんに彼が特殊な境遇にいたというだけでは片付かないで

省内にも位置していた事実は︑どう考えるべきであろうか︒

事職辞職理由の回想がはっきりと示している︒

新県の事たる旧数藩各異なる民政を合せて一の模型に

ように彼の内部で統一されていったのであろうか︒この一

では︑こうした官と野における活動の相互の関連はどの

あろう︒

入れんとする事なるを以て︑不斉を斉へ︑不均を均しく
する為に事務甚煩雑なり︑其間に朝廷が地方を治むる意

見相反する官︑野両立場からなされた教化活動を西村の内

見を伺ふに︑旧藩の士民を待すること降附の国民を待す
るが如きの風あり︑又県令は速に成功を立んと欲して︑

面で統一し︑そうした活動を現実に可能ならしめた根本的

もって欧米諸場の実力を知り︑小さいながらも一藩の執政

な意欲こそ︑﹁嘉永・安政の頃︑老中堀田の秘書として身を

ママ

家の為に甚不可なりと信する所にして︑従来余の本意と

急劇の変化を為さんとする者多し︑此のことぎは余か国
全く相反する事なり︑且俗吏の下に立て一々彼の命を奉
︵５︶

ずるは余の堪ふる所にあらず︑是に於て再び辞職の念を

いかにして切りぬけるかに腐心した幕末経世家の意識﹂に

として︑外圧を契機として急速にあらわれた封建的危機を︑

︵６︶

明治五︵一八七二︶年三月︑﹁急劇の変化﹂を拒絶する強い

決し︑明年二月又県令の手を経て辞表を呈す︒
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発していたと考えられる︒

︵７︶

ようとする目的は︑一つには﹁今日は道徳大に衰へ︑世人

をえない現状を改めることにあった︒二つに健﹁邦人は

西人が富強を致したる精神順序を学ばず︑唯現今の文明華

浩々不正不徳の淵に陥らんとするの有様﹂だと慨嘆せざる

箸の有様の承を見て直ちに之を倣はんとす︑是に由り之を

すなわち西村が幕末から明治初期にかけて行動上の規範
ながる道徳思想ではなく︑熊沢蕃山や荻生狙侠の様灸な論

学ぶこと日に甚しくして其得る所は文明の末弊に過ぎず﹂

としてきた儒教思想の内容は︑たんなる個人的な修身につ

説をしばしば自己の上書に引用したことに示される経世済

と批判せざるをえない表面的な文明開化に浮き足立った世

立の精神的基礎を確立するためである︒それはまさに為政

の人びとを︑着実にして重厚な国民につくり直し︑国家独

︵８︶

ならない︒

民の儒学︑いわば政治化された儒教思想だったといわねば
とすれば︑西村の国民教化運動を支えた儒教的な思想も︑

そうだとすれば︑経世的儒学から実践的徳育へと西村の

この政治化された儒教思想︑少なくとも幕末期の為政者的

思想内容に変化を促した時期は︑明六社での啓蒙活動の時

うか︒

しかし重要なことは︑明治一○年代の国民教化運動を支

期︑しかもそれと同時にその道徳思想の内容に近代性が加

者︑経世家のいだく政治目的だといっていいのではなかろ

えた儒教思想の内容そのものが︑幕末維新期のものと同じ

味されてきた時期であったと思われる︒それゆえ彼を道徳

たことは否定できない︒

であったということではなく︑その問題意識︑つまり西村

運動にかりたてた経世家的な意識は︑明六社で啓蒙活動の

あるいは経世家的な意識と密接な関連性をもつものであっ

を道徳運動にかりたてた意識が︑経世家の質と同じだった

第一線に立ったことにより︑さらに増幅されたという意味

で︑﹁陳言一則﹂︑﹁修身治国非二途論﹂︑﹁西語十二解﹂等︑

れた思想や内容は︑かつての経世済民の儒学からよりよき

矢つぎばやに発表した啓蒙活動は︑直接彼の国民教化運動

ということなのである︒したがって︑その問題意識に導か

その目的にいささかの相違もなかったとゑていい︒ではな

につながるスプリングボード的な役割を担う期間であった

道徳的国民形成を重視する実践的儒学へ移行したとしても︑

ぜ道徳的国民形成を彼は主張したのか︒その理由の一端を

月︑消極的には政府のジャーナリズム規制を理由とし︑積

明六社を舞台にした啓蒙活動が︑明治八︵一八七五︶年六

といわねばならない︒

をより明瞭にいえば︑それは次の二つにしぼられよう︒

われわれは第一章において提示したが︑西村の主観的意図
すなわち西村が道徳実践を重視し︑道徳的国民を育成し
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部分裂を理由として解散を余儀なくされると︑その九ケ月

極的には明六社同人の社自体の存続問題における意見の内

文部卿福岡孝悌の﹁小学校教則綱領﹂︿明治一四︵一八八一︶

野敏鎌の干渉強化政策や︑天皇側近元田永手の意図になる

それは︑明治一三︵一八八○︶年一二月の改正教育令にお

年五月﹀︑﹁小学校教員心得﹂︿同年六月﹀の制定など︑いわ

いて︑修身を学校科目中の首位においた点からあきらかで

ゆる儒教主義教育復活の潮流が顕著となった︒

なしたものこそいうまでもなく儒教であったが︑そこには

設した︒この国民教化運動を支える彼の道徳思想の中枢を

彼が文部省編書課長として修身教科書の編纂にあたった際

あり︑また︑さきの﹁小学校教則心得﹂の一要欺に．人

後︑西村は杉亨二や那珂通高らとともに東京修身学社を創

に身に付けた︑西洋の近代的モラルが加味されていたこと

緊要ナリトス故二教員ダル者︿殊二道徳ノ教育ニカヲ用上

ヲ導キテ善良ナラシムルハ多識ナラシムルニ比スレハ更二

その一例を︑明治七︵一八七四︶年十月に講述された﹁求

を忘れてはならない︒

諸己斎講義修身部﹂に承ることができる︒この︑アメリカ

ヲ敬シ朋友ニ信ニシテ卑幼ヲ慈シ及自己ヲ重ソスル等凡テ

人倫ノ大道二通暁セシメ且常二己力身ヲ以テ之力模範トナ

生徒ヲシテ皇室二忠ニシテ国家ヲ愛シ父母ニ孝ニシテ長上

来︑学問の風一変し︑孔孟の道は既に哀へ︑西国の理学は

リ生徒ヲシテ徳性二薫染シ善行二感化セシメンコトヲ務ム

人ローレンス・ヒコックの道徳書の翻訳作業は︑﹁維新以

未だ入らず︑其状宛も日既に没して︑月の未だ昇らざる時

へシ﹂と儒教道徳に範を仰いで﹁心得﹂が記述されている

宮府一体による万機親裁の徳治体制をめざす宮廷勢力が︑

史の特色は︑自由民権運動の高揚に危機感をいだく天皇や︑

西村が文部省において活動していた明治一○年代の教育

︵静岡・愛知・三重・岐阜・石川︶︑岩手︑青森︑徳島︑愛媛︑

八七七︶年から同一七︵一八八四︶年にかけて︑第二大学区

こうした歴史的背景のなかで︑西村茂樹は明治一○︵一

︵︑︶

の如し﹂との現状認識をもとに︑西洋の道徳の研究と理解

のも︑端的にそれを示している︒

儒教的忠孝道徳をたずさえて徳育第一主義を唱え︑政府︑

れていた︒彼の﹁巡視功程附録﹂は︑岩手︑青森二県下巡

広島︑山口など︑ほぼ本州全域と四国の学事巡視を命ぜら

︵９︶

に意を注いでいる西村の姿勢を十分あらわしていよう︒

文部省の教育政策を批判し︑文部省の文教政策に介入して

きたところにある︒明治二︵一八七九︶年の﹁自由教育

の報告書である︒

視︿明治二︵一八七八︶年九月一五日ｌ同年二月一九日﹀

この報告で彼は﹁教育の完好を求むるときは︑更に論せ

令﹂といわれる教育令の失敗の責任を負わされ田中不二麿
が文部省を去った後︑同一三︵一八八○︶年には︑文部卿河
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という彼の修身教育観にもとづき︑地方学事巡視の体験を

︵ｕ︶

ざるべからさる者数件あり﹂と切り出し︑その第三条に

に文部官僚として学校教育を通じ学童の道徳的自覚を植え

りも憂いていた西村は︑修身教科書編纂に打ち込んだよう

付けるほか︑一般民衆をも道徳的に高めあげようとし︑一

加味して生まれたのだった︒現実の道徳領廃の世情を誰よ

業の書なきなり﹂と修身教科書の欠如を指摘している︒こ

人の道徳教育家として社会教育を実施していった︒すなわ

﹁目今小学の授業法を見るに︑迂遠にして実用に切ならさ

の指摘は地方教育の実態を垣間見た体験から発せられた文

︵狸︶

教政策批判であるが︑この体験がゑずからがたずさわる文

ったのであり︑そこに経世家的課題意識がひそんでいたわ

ち︑彼は官と野の立場から同時に道徳教育活動にたずさわ

る者多し︵中略︶︑其最大欠事と称すべきは︑修身の学に課

教政策に対する反省となり︑それがそのまま西村を修身教

ふるも︑尽すこと能はざる者あらん﹂という修身教授の大

ずるに随ひ︑漸く其意味を了解することを得︑一生之を用

はざるの語あるも︑常に之を記憶して忘れざる時は︑年長

しむくし︒其意味深遠にして︑幼年生徒の理解すること能

結合という問題に一般化できよう︒そして︑西村のこの時

ことは近代日本の思想的特質である伝統思想と近代思想の

代思想の結び付きによる変化をもあわせもっていた︒この

教から徳育実践への変化であるだけでなく︑儒教思想と近

ることは前にも述べたが︑この思想の変化はたんに経世儒

た時期も︑彼の思想内容に変化を生じた時期と重なってい

ところで西村の道徳思想の内容に近代性が加味されてさ

けである︒

授法の研究︑及び新しい修身教科書の編纂の必要をはっき
りと意識させたのだった︒

原則を掲げた西村自身の手になる﹃小学修身訓﹄が︑明治

その結果︑﹁修身学の書は宜しく生徒をして熟読暗記せ

一三︵一八八○︶年四月に出版されたのである︒この教科書

である︒

期の思想こそ︑この歴史的特質を解明する類なき対象なの

は︑佐野藩執政のときに示された︑その政治目的を仁政に

すでにあきらかなように西村の幕末期における儒教思想

︵過︶

は﹃日本教科書体系﹄︿近代編第二巻修身︵三﹀に収録さ
道徳とならんで︑﹃西国立志編﹄︑・ヘスタロッチの言葉から

おきながらも具体的には藩の補強をめざす政治思想であっ

︵Ｍ︶

れており︑﹃中庸﹄︑﹃礼記﹄︑﹃論語﹄など儒教に依拠した

志︑修徳︑養智︑虚事︑家倫︑交際といった八徳目に即し

抽出した金言蔵言など西洋的なモラルを︑学問︑生業︑立

れるのである︒それは西洋の富国強兵の方法さえも自己の

た︒しかしながら︑維新以後︑彼の政治思想に変化が承ら
︵お︶

﹃小学修身訓﹄は修身こそ﹁他の学科の根礎となる者﹂

て編集したところにその内容上の特色をもつ︒
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経世の手段として位置付けていたことから理解できるよう

象よりも︑個交の道徳が道徳として成立する根拠たる﹁大

だからこそ彼は︑﹁修身道徳﹂が成立する普遍的な道徳

道の興廃﹂こそが問題の核心になってきたといっていい︒

しかし︑明六社での啓蒙活動や文部省で修身教科書を編

原理として﹁真理﹂を発見すると同時に︑他方で儒教道徳

に︑西洋の歴史的モデルへの接近であった︒

に︑西村の経世活動は教化活動として具体化し︑その儒教

纂した経験を契機に教育家としての自覚をいただくととも

た政治と道徳との無媒介な一体性を否定する次のような発

をより一層﹁真理﹂に近付けるため︑従来朱子学で説かれ

ママ

夫れ不孝の人は固より能く天下を治むくがらず︑尭舜

言をしたのである︒

思想の内容も︑歴史的なものをモデルとするものからさら
に普遍的な理想主義に転化する︒そしてそこでは普遍的な
西洋のモラルとの融合もみられるようになって行く︒彼は

も孝弟の人たるに相違なし︑然れとも其天下を治めて治

︵お︶

これを﹁真理﹂Ｉ﹁大道﹂と称し︑道徳理念を追求する際

安を致すは別に道のあることにて︑孝弟の道を推して天

︵︑︶

の価値的根拠においたのである︒

覚し︑﹁今卒然修身学社の名を更めて講道会とする者は抑

じることが︑自分の組織した団体の今後の課題なのだと自

の朱子学的政治思想を否定しただけでなく︑朱子学的な儒

を如実に示している︒そうしてこの発言は彼が道徳即政治

この一文は普遍的なモラルを探究しようとする彼の意欲

下を治むることを得ると云ふは決して無きことなり︑

何ぞや︑夫れ名に大小あり︑時に緩急あり︑修身は道徳よ

この分化の意味を問う作業は次章の課題であるが︑その

教思想そのものを基本的には分化させたことを意味する︒

明治一七︵一八八四︶年四月︑西村はこの﹁大道﹂を﹁講﹂

いひ︑或は之を真理と云ふ︵中略︶︑学問を以て言へぱ天理

り小にして道徳は天理より小なり︑天理は或は之を大道と
より大なる者なし﹂と︑﹁天理﹂Ｉ﹁大道﹂を高く掲げ﹁道

う︒つまり西村にあっては︑もはや為政者の地位に付くこ

分化を裏から示す一例が次の﹃大学﹄の認識の仕方であろ

︶

徳﹂を相対化して語ることができたのである︒それゆえさ

とはありえないので︑経世の儒学を必要としなくなるので

︵

らにこれにつづけて︑﹁初め修身学社を創立する時に当り︑

あった︒したがって︑明治一五︵一八八二︶年︑﹁大学と云

ママ

愚老は惟修身道徳の頼廃を憂いて︑之を柾はんとするの念

︶

う書は素より政治学の書にして︑一般に奉守すべき修身学

た一般民衆にとって不要の書であると断言できたのである︒

︵

の承切にして︑大道の興廃の如きは未だ之を顧承るに逼あ

の書に非さるなり﹂とはっきり﹃大学﹄が彼にとって︑ま

︵肥︶

らざりしなり﹂と率直に反省したのであった︒

いまや西村にとって︑修身道徳の領廃という表面的な現
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西村のすすむべき道は︑﹁真理﹂Ｉ﹁大道﹂を基盤に︑よき

ならせられ︑夫故御学問は追食御休暇多く︑遂に明治一八

し居りしが︑明治一二︑三年の頃より聖上御政務御繁劇に

同様勤務可致旨命ぜらる︑依って微力を滞らず両省を兼勤

年の改革に依りて︑侍講は全く廃官となり︑進講も是にて

ること以外になかったといえよう︒

この点において︑ゑずから東西のモラルを探究し︑﹁真

にさして情熱をいだいていたとは思えない︒こうした彼の

止承たり﹂とあって︑これによれば︑西村は侍講たること

国民を形成するのに適した道徳規範を全力をあげて構築す

理﹂１﹁大道﹂の発見に努力することなく︑水戸学以来の

﹁威権のある所は禍の帰する所なり︑本邦歴世天皇の御

態度は︑そのまま彼の天皇観につながるのではなかろうか︒

︵理︶

伝統にそい︑皇祖の遺訓に道徳の源泉を求め︑安易に道徳
の原理を天皇の権威に見出そうとした元田永手の道徳思想

一系の天位の堅固にして動かざりしは︑固より祖宗徳沢の

中︑庸君又は幼帝の立ち給ひしこと数なりしかども︑万世

︵瓢︶

とは一線を画すものだといわねばならない︒換言すれば︑
って改善しようとしたのに対し︑西村はゑずからの学問の

︵調︶

治的世界の前面に押し出すことをよしとしてはいなかった

ふの致す所なり﹂と彼はいう︒すなわち︑西村は天皇を政

深きに因ると雛とも︑亦此の如き天皇は大率虚器を擁し玉

元田が維新以来の社会的無秩序を直線的に天皇の権威によ
末に到達した﹁真理﹂によって世を正そうとしたのだとい
このような西村の態度は侍講の職務に関する彼の感想か

一○月の教育勅語につながる官製の道徳思想とはなんのか

のである︒したがって西村の思想は明治二三︵一八九○︶年

っていい︒

の三等侍講として洋書を講義していた︒明治八︵一八七五︶

らうかがえる︒西村は元老院議官に転じた加藤弘之の後任

だが︑明治の社会に生き︑あまつさえ侍講をも辞さなか

かわりもなかったと承なすべきであろう︒

文部省四等出仕と兼勤していたのである︒われわれはこの

った人物である西村が︑天皇制国家体制を肯定し︑教育勅

年五月一八日から同九︵一八七六︶年一月一九日まで西村は

きるのであるが︑そこでは︑﹁余は文部大亜を以て侍講を

時期の侍講としての彼の一面を﹁往事録﹂で知ることがで

光明のやうなものにて︑国民たる者はあれを奉じて守れば

あれは日本国に取っては此上も無い結構な勅語で︑日月の

に就ては畏くも先月の三十日に︑聖勅が下りました︒誠に

語の換発を最大限に評価したのも当然である︒﹁さて道徳

ず同九年一月三等侍講兼勤の辞表を呈す︑同月一九日願に

方に欠勤を生じて事務を遺漏するの恐あり︑巳むことを得

決して間違ひはありませぬ︑国民道徳のことはあれがあれ

兼勤する事なれば︑侍講の方を人並に勤むるときは文部の

依り兼官を免ぜられ︑同日宮内省御用掛仰付られ§猶侍講
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ぱ︑別に何もなくも宜しいわけでありますが︑実際道徳を

修めやうとするにはさう参らぬことがあります︒そのわけ
は聖勅は道徳の標準即ち目あてであります︑あの目あてが

第四章明治後半期における儒教思想の出化と

どの方法を行ったら間違ひなく目あてに達しられやうかと

した二つの儒教思想は︑本来儒教自体に内包されている道

じ経世家的意識の下に二方向へ分かれていった︒この分離

明治一○年代後半にはいり︑西村において儒教思想は同

その役割

云ふことを研究しなければなりませぬ︑例へぱ﹃聖勅﹄は

徳的特質と政治的特質とに規定を受け︑それぞれ別々に新

あっても目あてに届くだけのことをしなければなりませぬ︑

せぬ︑細目を編んで大綱に結付けなければなりませぬ︑そ

な意義を与えられるのであろうか︒

しい意義を与えられることになる︒ではそれぞれどのよう

綱の大綱のやうなもので︑其れには細目が無ければなりま
こで標準に達する道をたづね︑方法を考へることＬ︑細目

ものとして捉え拝するのであるが︑ただちにそこに安住の

このように︑教育勅語を﹁目あて﹂︑いわば一応権威ある

恐らくこの方向の承であろう︒とすれば︑西村は近代的市

である︒もし儒教が生きて働こうとすれば︑近代社会では

であり︑近代社会に通用する普遍的道徳徳目としての方向

まず第一は︑朱子学的儒教思想分解後の道徳的特質の方

︵型︶

を大綱に結付けるのは︑教育者の任であると存じます﹂︒

ゑなく近づくか︑そこにこそ教育者の道徳教育の真の仕事

地を見出しとどまるのではなく︑﹁目あて﹂へいかにたゆ

西村は儒教経典のなかでもとりわけ﹃孟子﹄を尊重して

教を読承かえていったのであろうか︒

西村はどこまでも儒教を天皇の宗教的︑政治的権威から

いた︒﹁泊翁叢書﹂﹁泊翁盾言﹂等の諸論で彼が﹃孟子﹄に

民社会のモラルを思想的に取りいれるため︑どのように儒

切り離し︑﹁真理﹂という普遍的モラルの相に照らしてそ

しばしば言及し尊重したのは︑それが﹁仁﹂を徳目として

そのために﹁真理﹂が説かれたのである︒

れに一致するところを実践的に捉えていたといえる︒この

子﹄の尊重だけであるなら︑それはむしろたんなる封建道

最も重視する道徳の書であったからである︒しかし︑﹃孟

があるとしたのが西村だった︒もういうまでもなかろうが︑

遍性がもつ意味でなければならないのである︒以下︑章を

結果となろう︒

徳の強調にすぎないと反論され︑逆に︑彼に汚名を冠する

前提の下に︑われわれが追求するべきものは儒教道徳の普
改めて︑西村における儒教思想の変容の様相をゑて承よう︒
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せつ

だが西村は︑﹁孟子は即ち日く︑人之有し道也︑飽食暖衣
逸居而無し教︑則近二於禽獣﹃聖人有し憂し之︑使三契為二司徒一

︵

︶

日本国内だけでなく︑外国人との交際においても通用する

支那の国人には適すべきかは知らざれども︑本邦今日の事
体には適当せざること多略﹂と︑﹃孟子﹄の道徳規範とし

為し︑敢て之に違ふことなし︑然れども孟子の言ふ所は︑

に及ぶ︑故に後世の教を立る者皆孟子の言を奉じて金言と

序朋友有し信と︵中略︶︑孟子の言ふ所は︑広く社会の全体

を遵奉するか︑或は其中に於て彼此の語を取捨して之を遵

の如き人は論孟其他の書中に記する所の孔孟の語は尽く之

﹁儒道を学ぶ者は︑孔孟の言を奉じ師とせざるはなし︑此

近代社会へ適用せんとする苦しゑの表現にほかならない︒

に︑以下のように自問しているのは︑まさに西村が儒教を

して︑明治一四︵一八八一︶年一月︑﹁疑問十条﹂の第五間

そして︑儒教の道徳を普遍化するという自己の意図に関

ものとみなされていた︒

ての非妥当性を指摘し︑その道徳思想を当時の社会的現実

に善し︑若し其中の語を取捨選択する時は︑自己の意見を

奉するか︑孔孟の言ふ所は︑一言も残さず之を遵奉せぱ誠

教以二人倫﹃父子有し親︑君臣有し義︑夫婦有し別︑長幼有し

に見合うように再解釈して行くのである︒それは︑﹃孟子﹄

こうした第一の方向において︑儒教思想は西洋の哲学と

見は︑何に拠りて生じたる者なるや﹂︒

に於て許す所なるか︑又其聖賢の蕊を選択取捨する所の意

以て聖賢の語を取捨選択する者にして︑是の如き事は儒道

の﹁朋友﹂の項目について次のように語っていることから
明白であろう︒

朋友の事を言ひて︑広く接し人の事を言はず︑朋友は
社会中の一部分なり︵中略︶︑巳に広く君臣朋友のことを

が︑明治一九︵一八八六︶年一二月︑﹃日本道徳論﹄として

折衷され︑西村特有の道徳思想となって結実し︑その成果

言へぱ︑又接し人のことをも言はざるべからず︑且接人
のことは孔子孟子の数食言ふ所にして︑論語孟子の中に

に限定して検討しておく︒

あるが︑ここでは︑儒教思想と西洋の哲学との折衷の問題

理を述べ︑日本講道会の展望を書き加えた︒︿ンフレットで

歩承を論の基調におきつつ明治国家が採用するべき道徳原

道徳論﹄は︑極めて論証的に︑かつ簡明に︑自己の思想の

東京帝国大学において講演されたといえよう︒この﹃日本

之を論じたる所多し︑故に朋友の外又接人の条をも加へ
︵記︶

ざるべからず︵中略︶︑孟子の五倫の説は︑其侭にては今
日に用ふること能はざるなり︑

この引用から︑西村によって儒教が道徳思想として普遍
化されて行く傾向をわれわれは明瞭に認めることができる
のである︒しかも︑﹃孟子﹄の五倫に新たに加えられた﹁接

人﹂は︑普遍的徳目であり︑こうした人間交際のあり方は︑
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一段﹁道徳学は現今日本に於て何程大切なる者なるか﹂に

拠すべきかという点に論はすすむ︒西村は道徳の依拠すべ

以上の前提に立って︑風俗人心を維持する道徳は何に依

う意味で二次的に捉えられざるをえなかったのである︒

おいて︑道徳的無秩序が亡国を招く所以であるとし︑国民

き源泉は大別して二種類あると述べ︑それは世教Ｉ儒教や

﹃日本道徳論﹄は全五段から構成されているが︑その第

の結束力を道徳的な社会の調和から説いて﹁公共の教﹂の
︶

不可欠を主張する︒これを受けて第二段﹁現今本邦の道徳

であるとする︒ついで西洋諸国と中国の道徳普及に関する

ギリシャ哲学と︑世外教Ｉキリスト教や仏教など宗教一般

学の原理とするべき対象の選択に問題を移す︒しかし︑こ

るとは︑共に其国の開化の順序︑教祖の生地︑教善の民心

歴史的経緯の分析をふまえ︑﹁宗教を用ふると世教を用ふ

︵

学は世教に拠るべきか︑世外教に拠るべきか﹂では︑道徳
こでまず︑西村は道徳と法律との相違を端的に論ずるので

ある︒なぜなら︑法律は道徳と異なり︑社会の病いを治癒

の自然の勢に従ひたる者﹂だと把握し︑﹁両教の精粗優劣

に適不適︑政治と教法との管係に由る者にして︑即ち其国

︵犯︶

する積極的な効力がないということを明確にしておきたか
つまり西村は︑法律が︑﹁国の治平に欠くべからざる者

準に立って︑日本における世教及び宗教の歴史的な受容の

を定めん﹂と取捨の規準をあきらかにする︒そしてこの規

︵羽︶

を論せず︑惟本邦現今の時勢に適するや否を考へて其用捨

なれども︑其物たる治平を為すの器械にして︑治平を為す

いたのであった︒

経過をさらに研究し︑その結果世教に人心収撹の根拠をお

ったからである︒

の精神に非ず﹂といい︑人間性の善的感化になんら作用し

対極をなし︑内面的︑精神的な特質を含承つつ不断に対象

によって一裏付けられよう︒西村の意とした道徳は︑法律と

れとも︑人を勧めて善を為さしむるの力なし﹂という言葉

していた︒このことは﹁法律は人の悪に陥るを防ぐの力あ

く︑あくまで国家を整序する制度︑あるいは道具だと認識

拠はまさに前章で触れた﹁真理﹂にほかならない︒すなわ

ては︑儒教を窮極の道徳的源泉とするのではなく︑その根

であるが︑必ずしもそうとはいえないのである︒彼にあっ

村は当然儒教に道徳の根源を求めるのだろうと推測するの

か﹂が問われよう︒われわれはこの地点に到達すれば︑西

とすれば︑結局﹁世教は何物を用ふるを宣しとすべき

︵釦︶

ないうえ︑国家に﹁治平﹂を積極的にもたらすものではな

に働きかける能動性を備え︑社会の改良にその根底から貢

ち︑道徳の﹁一定の主義は二教︵儒教哲学︶の精粋を採りて

︵狐︶

献できるものであった︒法律は近代国家の制度的建設上︑

其粗雑を棄つるなり︑二教の精神を取りて其形迩を棄つる

︵副︶

是非必要だが︑国民が公共心を深める要素たりえないとい
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然の行然であったといえよう︒

そのはじめは︑明治一九︵一八八六︶年三月︑時の大蔵大

︵鐙︶

臣松方正義に民間の不景気救済策を進言したものであった︒

なり︑二教の一致に帰する所を採りて其一致に帰せざる所
を棄るなり﹂と強調していうように︑﹁真理﹂に照らして

つづいて西村は明治二○年代に︑﹁条約改正に付建言﹂︿明

︵弱︶

改めて儒教や西村のいうところの西洋の哲学など︑世教の

治二二︵一八八九︶年九月﹀︑文部大臣榎本武揚に対する教

内容を取捨選択すれば︑そこにおのずと道徳の真相はあら

テリア﹂の国内培養だと比喰し︑反対を唱えた﹁再び条約

育意見︿同二三︵一八九○︶年四月﹀︑外国人雑居を﹁鐙ハク

われると彼は考えたのである︒

以上︑要するに無批判的︑無制約に道徳徳目を儒教︑西

津事件の事後処理に関し論じたもの︿同二四︵一八九一︶年

改正の義に付建言﹂︿同年二月﹀︑総理大臣松方正義に大

洋哲学から抽出するのではなく︑その背後に﹁真理﹂が道
徳成立の根拠として厳然と存在するという西村の思想構造

債の非を説いた一文︿同二七︵一八九四︶年八月﹀︑総理大

五月以降﹀︑国家経済の観点から大蔵大臣渡辺国武に外国

を︑﹃日本道徳論﹄はあきらかに示してくれたといえるで

次に︑朱子学的儒教思想が分解された後のもう一つの方

あろう︒

︿同二八︵一八九五︶年三月﹀などを提出している︒

臣伊藤博文に日清戦争後の講和上︑注意を喚起した一文

やがてこの第二の方向は︑﹁専ら政治上より国民の道徳

向である政治的特質について述べてゑたい︒この特質は︑

はいうまでもなく仁を基盤とするものであったが︑この側

を論じたる﹂﹃国家道徳論﹄︿明治二七︵一八九四︶年三月﹀︑

幕末のいわゆる経世的儒教の側面である︒この経世的儒教

日清戦争の功罪を批評し︑その﹁五利五害﹂をあげ︑いわ

︵調︶

面も︑実は第一の方向である普遍的道徳︑つまりより高次

ゆる三国干渉を被むる事態に導いた伊藤博文︑陸奥宗光の

︶

な﹁真理﹂に吸収されつつ︑それは︑儒教的仁政論が形を

指揮する外交交渉を批判しつつ︑日本の﹁国是﹂を描いた

︵

人民の生活を無視し欧化政策を全面的に強行していた政府

変えて西村の保守主義的な理想主義的道徳となって再生し︑

﹃続国家道徳論﹄︿明治三○︵一八九七︶年九月﹀に結晶され

験に根差し︑﹁今日世人の最も誤謬師見を抱けるは︑道徳と
政治とを分ちて二様とすることなり﹂と朱子学的政治思想

とくに﹃国家道徳論﹄では︑彼自身の経世家としての経

る︒

を批判する思想的根拠となったのである︒﹃日本道徳論﹄

のなかでも表明されていた﹁真理﹂Ⅱ﹁大道﹂にもとづい
て︑西村は政治に向って発言したというべきであろうか︒

この時期以降︑積極的に政界人に対して批判を試承る建言
書を呈していったのも︑西村の道徳的信念にもとづいた当
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つまり政治の精神そのものの喪失を問題とした︒だから︑

に立脚していうのではなく︑個々の政治家における道徳︑

もとる政治行動を慎むよう声を大したのであった︒日清戦

他国を侵略するは盗賊なり﹂といい切ったように︑道徳に

は容認されたが︑決して﹁侵略を以て国是と為すべからず︑

ティックスに支配された国際政治の現実に鑑象︑﹁武徳﹂

替えし︑政府の帝国主義的膨張政策の積極的な理論的指導

勝後︑三国干渉を契機に思想家としての態度を容易に衣装

︵銅︶

坐顧ゑず︑今日国政の善美ならざるは︑其源皆髪に在りて

﹁政事を執る者︑及び政事を論ずる者︑多くは道徳を棄て

二とするの要なし︑後世人智日に進承︑人事日に繁きに及

存す︑夫れ上古の時は風俗簡撲︑本より道徳政事を分って

となるものとも対極的な立場にあったのであり︑また︑政

一般の識者の姿勢など︑西村には全く無縁なものといえる︒

府に追随してマイト・イズ・ライトの思想を鼓吹する世上

彼は﹁他国との交際は専ら平和を主とすべし︑今日世界の

二となりしは唯学問上の事にして︑即ち道徳学と政治学と
別々の学問となりたるなり︑是を実際に行はんとするには︑

び︑道徳と政事と終に分れて二となる︑然れども其分れて

固より道徳と政事と分ちて二と為すべからざるなり﹂と︑

せんとする者多し︑此の如きは決して学ぶべき所に非ず︑

各国皆表面には平和を唱ふれども︑内心に呑監の欲を遅く

︵釦︶

は︑その人自身︑誠実な態度を維持し恥かしぐない政治的

現実的には政治を道徳に吸収し︑政治家や政治を論ずる者

の利益を為すべし﹂と︑日本のとるべき外交方針を戦後政

唯真正の平和を以て相交はり︑通商其他の方法を以て相互
︶

実践を行うことこそ肝要なのだと高唱したのである︒西村

な立場を全国民的規模に拡大するため︑渥身の努力を捧げ

に解消する立場から政治に道義性を強く要求し︑このよう

晩年︑西村は︑これまで述べてきた意味で︑政治を道徳

界に向って主張しつづけたのである︒

︵

は︑政治倫理︑政治的責任感の絶対的な不可欠性の自覚を

政治家個々人にきびしく要求したのであった︒道徳的立場
から政治を批判︑あるいは政治批判の原点を道徳においた

たのである︒とはいえ︑不正を許さない国民の醸成や︑政

といえよう︒

たとえばこうした政治的道義性を尊重する信念から︑
︶

﹁今日の行政に於て最も大切なる﹂外交問題に関しても︑

は︑政治それ自体は改善されない︒そのためには具体的な

治家個を人の道徳的自覚を要求し︑彼らを刺激するだけで

︵

んなるときは国昌へ︑武威衰ふときは国衰ふ︒況や今日弱

﹁我邦は古来より武を以て国を建てたる者にして︑武威盛

な政策を実際に出したのかということの分析は︑またそれ

政策の提供がなされるべきである︒だが︑西村がどのよう
︵蛇︶

は最も磨励せざるべからず﹂という︒いわゆるパワーポリ

肉強食の世界に立ちて其国威を墜さざらんと欲せぱ︑武徳
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ち味だといってよく︑そうした権威を怖れることなく思想

とができたのである︒この点︑一風変わった官僚西村のも

しかし︑当然このような面での西村の思想は︑彼自身︑

で一つの問題として扱わねばならない︒

行動に節操をもち︑あらゆる出来事︑事態をいかに収束す

に触れ︑疎外される原因となった︒しかし︑われわれはそ

的に節操を貫く態度が︑後に伊藤など政府の為政者の逆鱗

意識に常に支えられ︑儒教思想の道徳的特質が﹃日本道徳

ともあれ︑国民を精神的に統合せんとする経世家的課題

こに一明治人の気骨をうかがうことができるのである︒︲

るかという指針に︑たえず道徳的な正しさを捉えた一徹な

個性と相侯って︑国家の健善な発展を願ってやまない﹁国

論﹄に︑政治的特質が﹃国家道徳論﹄等に︑いずれもその

家主義﹂思想として生命をもったのである︒とすれば︑幕
明治国家への批判的世論を活性化させるうえで一定の役割

末の経世家的発想が︑儒教思想の現実主義的変容を促し︑

根底に﹁真理﹂をおきつつ結晶された西村の思想構造を確

認できたと思われる︒つまり︑彼の道徳思想の模索︑確立

を果たしえたということができるであろう︒

の思想形成過程は︑西洋の学問を直輸入的に取りいれる安

実践的営為であったといえよう︒この点︑道徳学者として

を着たがるが如﹂ぎ状態を脱した︑現実に即した主体的︑

第五章むすびＩ西村の国家主義Ｉ
以上の論述からあきらかなように︑われわれは明治時代

︵妬︶

易な方法を拒否し︑その意味で﹁西洋人の古着を買ひて之
における儒教思想の教化的側面の解明を︑西村茂樹の思想

面目躍如たるものがある︒

このような道徳学者西村は︑一般に︑国家主義者だと規

形成に即し︑彼のもつ儒教思想の道徳的特質と政治的特質
との分化を示しながらすすめてきた︒すなわち︑その教化

の終りで少し言及したが︑いま一度その意味を補足し︑

定される︒これはどういう謂なのか︑それについては前章

西村にあって最大の課題は︑明治政府の為政者と同様い

﹁むすび﹂にかえたい︒

︵妬︶

活動や︑社会教育としての日本弘道会の活動Ｉ在野活動に

的側面は︑具体的には︑修身教科書の編纂Ｉ文部省内での
承とめられ︑このように立場は異にしながらその両活動を

矛盾なく統合していたのが︑幕末以来の経世家的課題意識

西村なりの処方の仕方は︑国民の道徳的結合をめざす精神

うまでもなく国家としての日本の独立であった︒その場合︑

それゆえ︑西村はたとえ官僚の立場に身をおいていても︑

的次元での問題︑すなわち国民の思想的統合をいかになす

であった︒

誰はばかることなく︑自分の意識に忠実に意見を述べるこ
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道徳と国家がどのような関係にあるのか︑また︑西村の国

で彼を国家主義者だというのは当然である︒むしろ問題は︑

かということに答える作業にほかならなかった︒この意味

と西村を評したのも当然であろう︒西村の主張に即せぱ︑

偉大なる教育家であり︑又卓越せる教育学者でもあった﹂

育家又は教育学者ではない︒併し乍ら或る意味よりすれば

の本領は学者にして政事家を兼ねるにあってや必ずしも教

道徳学者は政治家にも教育家にもなりうるし︑また逆に︑

︵瓢︶

家主義の内容は何かということなのである︒
︵奴︶

明治一三︵一八八九︶年︑西村は道徳を規定して﹁総て我

関係する所の者を善くするの道﹂だとする︒あるいはまた

第二に︑西村にあっては︑先の引用で﹁道徳は一身を修

畠ノ○

政治家も教育家もまず道徳家であらねぱならないといえよ

め一家を斉へ一郷を和し︑一国を保護する者なれば﹂とい

別の演説で︑﹁道徳はいかなる物なるかと云ふことを最も
為﹂であり︑その範囲は﹁何処まで及べるかと云ふに︑道

簡単に言はんに︑人々己の良心の命令に従ひて為す所の行

うように︑その及ぶ範囲が﹁一国﹂に限定されていること

る人間行為の根底に据えられることを意味しよう︒西村は

これは何を意味するのか︒それは第一に︑道徳があらゆ

るより有志の士之を憂ひて之を極はんと欲する者は多し︑

治二○年代の国民意識が︑彼からゑて﹁近年道徳の衰へた

は切実なものとして彼に迫ったのである︒というのは︑明

︵躯︶

徳は一身を修め一家を斉へ一郷を和し︑一国を保護する者

が理解される︒したがって︑．国を治むるには政治の学

政治︑経済が法律︑教育︑そのほか総ての分野の存在価値

然れども今日は他の道徳の条目は姑く之を後にするも︑国

︵死︶

なれば︑凡そ国の法律︑政治︑教育より農工商の諸業に至

を必要なりとするか︑国家主義を必要なりとするか﹂の問

をそのままでは認めない︒それらは︑政治プラス道徳︑教

︵網︶

るまで︑道徳の範囲に入らざる者なし﹂という︒

育プラス道徳というように︑各分野にわたる人間行為の底

なり﹂といわざるをえない状況にあることを実感していた

家主義は益を之を振興して焦眉の急に応ぜざるべからざる

である︒﹁学問を為す者は道徳を以て根礎とし︑其上に諸

ること日に甚しく︑国民が外国との交渉益を多きの時に方

からである︒そしてその実感は︑﹁若し海外の強国我に逼

︵顕︶

辺︑土台に道徳がおかれてこそ︑価値を有するとされるの
学諸術を建設せざるべからず︑仮令道徳を学びたりとも︑

に根差していた︒

︵瓢︶

るよりも急﹂というたえず彼の念頭から離れない危機意識

りては︑国家主義の必要なることは実に飢渇の飲食に於け
︵釦︶

として学ぶときは道徳の詮なし﹂︒

之を根礎とせずして︑他の学科と同様に︑之を諸学科の一
したがって︑たとえば吉田熊次が︑﹁翁︵西村ｌ引用者註︶
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ら政治学は為政者の立場にたたなければ用いることができ

して︑政治学以上に国家主義の必要性を強調した︒なぜな

このように︑西村は．国﹂を統治する思想的な条件と

難し︶﹂と皇典講究所において講演し︑道徳の適用範囲を

し得べきこともあるべきなれども其事は幾千年の後にあるか計り

行はしむるは到底為し得べきのことに非ざるなり︵或は為

りと錐も世界の人をして同一の道理を信じ︑同一の徳義を

国民たる者は皆遵守せざるべからざるの道なり︑故に政

惟国家主義は純然たる道徳の精神より出る者にして︑

れねばならないからである︒

徳は︑地域的限定や時代的制約を超越した立場から追求さ

的意義をもって捉え返さねばならない︒なぜなら︑本来道

国家に限定させたとき︑われわれは西村の道徳思想を批判

︵顕︶

ないからである︒

治は素より道徳中に包合するものなれども︑国家主義は
この言葉は西村がいかに国家主義精神を重視していたか

破り︑伝統主義的イデオロギーのなかでも最大限に評価す

以上のように︑西村の道徳思想は儒教思想のカラをつき

︵弱︶

殊に政治の精神となりて︑道徳の中要部を占むる者なり

を示している︒彼はこの立場から全国民を鼓舞すべく奮闘

べきものであったにもかかわらず︑やがてそれは明治国家

儒教が儒教として活用されるほぼ終駕の時期に近いといっ

うした包摂を受けはじめたとき︑それは明治時代において

の運命的必然である国家主義に包摂されたといえよう︒こ

したのであった︒

に︑一方で堕落した政治の精神に喝をいれるという意味で︑

そうだとすれば︑西村の国家主義は︑本文で述べたよう
思想的に批判の原理となりえたと同時に︑他方︑今後の日

徳育の方針を定めるにあたり︑榎本文相に﹁︵徳育の根礎

ていいかもしれない︒

にＩ引用者註︶儒道を用ひ玉ふも︑其精神の承を採りて儒教

一三アンスをもって語られていることから︑二重の構造に

本の進路を前向きに考える主体的な国民を形成せんとする
おいて捉えねばならない︒そして︑この後者の特質は︑い

の名を用ひ玉はざらんことを望むなり︑今日儒教の名は久

儒教に身を寄せていたほかならぬ西村茂樹その人であった

しく世人の厭う所﹂だといわざるをえなかったのは︑深く

︵顕︶

わば﹁儒教的﹂ナショナリズムの顕現といえようか︒

ところが︑﹁真理﹂を道徳構築の基準におき︑普遍的な

からである︒

︵弱︶

同一の道徳を行はんとする者は之を道徳の死法﹂とまでい

道徳の探究に努めていた西村が︑﹁何れの時何れの国にも
い︑明治二七︵一八九四︶年一月︑．国の民をして同一の
道理を信じ︑同一の徳義を守らしむるは極めて必要の事な
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註

︵一九七六︶年復刻︑六○九頁︑﹁往事録﹂︒以下︑同全集は﹃全

︵１︶日本弘道会編﹃西村茂樹全集﹄第三巻・思文閣・昭和五一

八八○︶年七月︒

︵妬︶﹃全集﹄Ⅱ︑八○頁も﹁修身の教授法を論ず﹂︑明治一三︵一

︵焔︶﹃全集﹄Ⅱ︑二一頁︑﹁日本講道会開会の演説﹂︑明治一

七︵一八八四︶年四月︒

︵焔︶﹃全集﹄Ⅱ︑二二頁︑﹁日本講道会開会の演説﹂︒

︵Ⅳ︶﹃全集﹄Ⅱ︑二一︑二二頁︒﹁日本講道会開会の演説﹂︒

集﹄と略記し︑巻数表示をアラビア数字によって示す︒
︵２︶︵３︶︵４︶﹃全集﹄Ⅲ︑六一○頁︑﹁往事録﹂︒

︵恥︶﹃全集﹄Ｉ︑四八三頁︑﹁五教﹂泊翁盾言第一冊︒

年代中期稿︒

︵妬︶﹃全集﹄１︑四八二頁︑﹁五教﹂泊翁届言第一冊︑明治一○

二三︵一八九○︶年二月︒

︵型︶﹃全集﹄Ⅱ︑五七○︑五七一﹄頁︑﹁国学院開院の演説﹂︑明治

明治初期稿︒

︵閉︶﹃全集﹄Ｉ︑四六○頁︑﹁威権の在る処﹂泊翁盾言第一冊︑

︵躯︶﹃全集﹄Ⅲ︑六二四頁︑六二五頁︑﹁往事録﹂︒

︵幻︶註︵６︶前掲﹃明治思想の形成﹄︑一四五頁参照︒

二︶年︒

︵別︶﹃全集﹄Ｉ︑九九三頁︑﹁或問十五条﹂︑明治一五︵一八八

年代後期稿︒

︵岨︶﹃全集﹄Ｉ︑五三五頁︑﹁忠孝﹂泊翁届言第二冊︑明治一○

︵５︶﹃全集﹄Ⅲ︑六二頁︑﹁往事録﹂︒

九︶年所収︑﹁儒教的道徳理念と国民道徳の形成ｌ西村茂樹の道

︵６︶本山幸彦﹃明治思想の形成﹄福村出版・昭和四四︵一九六
徳思想ｌ﹂︑一二四頁︒

︵７︶﹃全集﹄Ｉ︑四八八頁︑﹁教訓の事迩﹂泊翁盾言第一冊︑明
治一○年代前半期稿︒
︵８︶﹃全集﹄Ｉ︑四七七頁︑﹁文明国の真似﹂泊翁届言第一冊︑
明治一○年代前半期稿︒

︵９︶﹃全集﹄又六頁︑﹁修身治国非二途論﹂︑明治八︵一八七
五︶年三月︒

︵帥︶教育史編纂会﹃明治以降教育制度発達史﹄第二巻・教育資
料調査会・昭和三九︵一九六四︶年重版︑二六一頁︒

︵ｕ︶﹃全集﹄Ｉ︑三七八頁︑﹁巡視功程附録﹂︑明治二︵一八

︵〃︶たとえば︑﹃全集﹄Ｉ︑一○三四頁︑﹁或問十五条﹂参照︒

七八︶年二月以降︒
︵画︶﹃全集﹄Ｉ︑三八○頁︑﹁巡視功程附録﹂︒

︵釦︶︵瓢︶︵躯︶﹃全集﹄１︑一七頁︑﹃日本道徳論﹄︒

二月︒

︵豹︶﹃全集﹄Ｉ︑七頁︑﹃日本道徳論﹄︑明治一九︵一八八六︶年

一月︒

︵邪︶﹃全集﹄Ⅱ︑八一頁︑﹁疑問十条﹂︑明治一四︵一八八一︶年

巻・日本弘道会・昭和八︵一九三三︶年︑四五六頁︑﹁小学修身

︵昭︶西村先生伝記編纂会︵代表松平直亮︶﹃泊翁西村茂樹伝﹄上

訓﹂︑明治一三︵一八八○︶年二月︒
社・昭和三七︵一九六二︶年︒

︵皿︶海後宗臣編﹃日本教科書大系﹄近代編第二巻修身○・講談
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﹃全
全集
集﹄
﹄Ｉ
Ｉ︑
︑一
一詞
八頁︑﹃日本道徳論﹄︒
︵羽︶﹃

﹃全
全集
集﹄
﹄Ｉ
Ｉ︑
︑二
二詞
八頁︑﹃日本道徳論﹄︒
︵開︶﹃

一二頁︑

﹃全
全集
集﹄
﹄Ｉ
Ｉ︑
︑二
二一頁︑﹃日本道徳論﹄︑引用は第三段の表題︒
︵別︶﹃

︵ 弱 ︶ 西 村 の い う 哲 学 については︑﹃全集﹄Ⅱ︑九七
胃理理
流︑
﹂︑明治一六︵一八八二︶年一月を参照された
﹁西国
学学
のの
源源
流﹂
い︒

年三月︒

九頁︑ ﹃ 国 家 道 徳 論 ﹄ ︑ 明 治 二 七 ︵ 一 八 九 四 ︶
︵師︶﹃全集﹄Ｉ︑九九圭

一頁︒

︵別︶吉田熊次﹃西村茂樹﹄文教書院・昭和一七︵一九四二︶年︑

︵脇︶︵弱︶︵別︶︵弱︶﹃全集﹄Ⅱ︑三八七頁︑﹁道徳と政治との関係﹂︒

八九三︶年︒

︵弱︶﹃全集﹄Ⅱ︑八八一頁︑﹁明治時代の道徳﹂︑明治二六︵一

本弘道会刊︶が大部分であって︑その他の資料は未完のま

のは﹃西村茂樹全集﹄︵思文閣版︶と﹃泊翁西村茂樹伝﹄︵日

西村茂樹を論ずる場合︑現在活字資料として利用しうる

古川哲史︵東京大学名誉教授︶

ｌ西村茂樹の場合Ｉ﹂

上田浩史﹁明治時代における儒教の役割

一上■﹄■０画ｖ■︾０．■？▲︑由り６■Ｕ６■■０６００凸Ｕ００ａ■▲Ｄ０６マ◆Ｕ▲９・ＵＩａＢ０▲５０二▲▽０︒■︒．△▼０．ムワ０■Ｑ▼００６１▲ｐａＵＯ９●Ｆ６００ｂ−

一論文の審査を終えて一

︵一八九○︶年四月︒

︵記︶﹃全集﹄Ｉ︑四二二頁︑﹁榎本文部大臣へ建言﹂︑明治二三

九四︶年一月︒

︵師︶﹃全集﹄Ⅱ︑八九五頁︑﹁東西の道徳学﹂︑明治二七︵一八

ｌＩ

二二
二七︑二二八頁︑ ﹃続国家道徳論﹄︑明治三○
︵記︶﹃全集﹂Ｉ︑一
︵一八九七︶年九月︒

︵釦︶﹃全集﹄Ｉ︑九九︑一○○頁︑﹃国家道徳論﹄︒

︵羽︶註︵師︶に同じ︒

︵岨︶︵粥︶︵必︶﹃全集﹄Ｉ︑二三二頁︑﹃続国家道徳論﹄︒

︵虹︶﹃全集﹄Ｉ︑二六四頁︑﹃続国家道徳論﹄︒

○︵一八七七︶三月︒

︵妬︶﹃全集﹄Ⅱ︑五二頁︑﹁開成校講義室開院の演説﹂︑明治一

︵一八八九︶年一○月︒

︶﹃全集﹄Ⅱ︑三八三頁︑﹁道徳と政治との関係﹂︑明治二二

︿保守主義者の国家観﹀﹂︵松本三之介執筆︶

聞社・昭和五○︵一九七五︶年︑一○○︑一○一頁︑﹁西村茂樹

︵妬︶朝日ジャーナル編集部⁝﹃新版日本の思想家﹄上・朝日新

︵

︵妃︶︵棚︶﹃全集﹄Ⅱ︑四八七頁︑﹁弘道会大意の演説﹂︑明治二

三︵一八九○︶年五月︒

明治一○年代後期稿︒

︵別︶﹃全集﹄Ｉ︑五四二頁︑﹁道徳為二根礎一﹂泊翁盾言第二冊︑
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﹃全集﹄と﹃茂樹伝﹄を最大限に利用するほかはないが︑

ま国会図書館の書庫に眠っているＱそれで︑現段階では

からも知られることで︑﹃泊翁日記﹄などの活字化が今更

指摘しているが︑この点は未刊の﹃泊翁日記﹄の記事など

復興という二つの目的があった﹂︵上・一三ページ︶ことを

さて︑本論文は明治時代における儒教の役割を主題とし

の如く仰望される次第である︒

上田論文は活字資料の精読につとめ︑その活用に成功して
いる︒ここに本論文の第一のメリットがある︒

た研究であるが︑﹁西村はどこまでも儒教を天皇の宗教的・

殊に︑﹃茂樹伝﹄に挿入されている﹁秋夢紀蝕﹂﹁友人向
阪子毅を送る文﹂﹁海国兵談を読む﹂﹁西鈴輯略の自序﹂な

政治的権威から切り離し︑〃真理〃という普遍的モラルの

た﹂と見︑その点から﹁明治二三年︵一八九○︶一○月の教

相に照らしてそれに一致するところを実践的に捉えてい

育勅語につながる官製の道徳とはなんのかかわりもなかっ

本論文の第二のメリットは︑﹁日本の対外的独立を死守
しようとする西村の姿勢が︑撰夷思想に発するものであっ

どの利用は︑本論文の展開に多大の効果を発揮している︒

たとしても︑その撰夷思想が直接的に尊皇思想に結びつく

は思えない︒こうした彼の態度は︑そのまま彼の天皇観へ

た﹂﹁西村は侍講たることにさして情熱をいだいていたと

つながるのではなかろうか﹂︵下．二一︶などと考えている

という思想的軌跡を全く承せていない﹂︵上・一八ぺ１ジ︶

が︑注目すべき発言で︑今まで人の余り言わなかったこと

点を明言した点で︑泊翁の思想はいわゆる天皇親政を積極
のである︒今までの世間の常識では︑泊翁を元田などに近

的に指導するグループ︑元田永手等宮中派とは違うという

しかし︑泊翁思想に頑冥固晒なところが全く無かったと

しているが︑上田論文はこれには関心がなく︑その点は物

の実証主義哲学を高く評価し︑人智発達の三段階説を信奉

ただ︑泊翁は学問的方法論としてオーギュスト・コント

であった︒

はいえない︒明治二○年代になっても帯刀論を説き︑仇討

の時代を置き︑その観点から明治時代の儒教の推移を辿れ

足りないが︑神学的時代︑形而上学的時代の上に実証主義

は誤解であったようである︒

い頑冥晒な国粋派とする傾向があったと思われるが︑これ

ちさえも容認したのはアナクロズムであったが︑上田論文

会二○年史﹄の所論に冷水を浴びせる場合も考えられる︒

しかし︑それはそれとして上田論文は力作で︑﹃日本弘道

ば︑少し一三アンスが違ってきたのではないか︒

はそれを泊翁が武士的気概を重んじ︑それを明治の世に社
ではなかろうか︒泊翁には︑若い日から︑﹁海防と富国強

会雰囲気として窪らせる意図であったとしているが︑正論
兵を目的とする教育の重視と︑伝統的・武士的な尚武の気
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Ｉ西村茂樹の場合ｌ﹂

上田浩史﹁明治時代における儒教の役割

尾田幸雄︵お茶の水女子大学教授︶

本論文は︑我が国の伝統的な儒教思想を︑たんなる克服
さるべき封建思想として軽視しがちであった文明開化の時

︵下︶の部では︑こうした思想的特色をそなえた西村茂樹

の思想内容に︑やがて近代性が加味され︑経世儒教から徳

育実践へと脱皮していくさまが辿られている︒

すなわち︑過去の伝統を重視する立場から︑より普遍的

な道徳理念としての﹁真理﹂Ｉ﹁大道﹂を価値基盤とする

ることなく︑その精神をいまに活かそうとする﹃日本道徳

立場へと発展する過程で︑聖賢の言葉をその字句に拘泥す

本論文は︑総じて西村茂樹の思想を忠実に理解し︑公平

論﹄︵明治一九年︶が誕生するのである︒

に評価しようとする態度で終始している点において︑その

代にあって︑なお︑儒教的価値観をもって近代日本の発展

努力を多としてよい︒

敢えて一点だけ疑問を呈することが許されるならば︑本

るその思想形式の跡をたどる︵上︶の部と︑儒教思想のう

文二七頁において︑西村茂樹の﹁何れの時︑何れの国にも

を指導した人物として西村茂樹を取り上げ︑幕末期におけ

て果した思想的役割を明らかにする︵下︶の部とから成り

ちに普遍的道徳原理を見出した西村茂樹が︑明治期におい

をして同一の道理を信じ︑同一の徳義を行わしむるは到底

徳義を守らしむるは極めて必要の事なりと雌も︑世界の人

代の道徳﹄︶や﹁一国の民をして同一の道理を信じ︑同一の

同一の道徳を行わんとする者は之を道徳の死法﹂︵﹃明治時

︵上︶の部では︑結論として西村茂樹の思想的特色として

立っている︒

第一に︑師の佐久間象山から受け継いだ先覚者的自覚と

次の三点を挙げている︒

なれども︑其事は幾千年の後にあるか計り難し︶﹂︵﹃東西の道徳

為し得べき事に非ざるなり︵或いは為し得べきこともあるべき

学﹄︶という文言を批判して︑﹁本来道徳は︑地域的限定や

具体的に学びとった砲術研究︑古今東西の歴史研究にもと

第二に︑幕末の経世家として︑とくに切望した武士の精

しているのは︑いつどこででも通用する普遍・妥当的な真

時代的制約を超越した立場から追及されねばならない﹂と

づく政治的関心︒

思想 ︒

理Ｉ人間としての本来在るべき在り方としての倫理Ⅱ大道

神の再覚醒と︑それを現代において活用しようとする教育
第三に︑経世済民の理想としての儒教的政治思想︒
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っても︑それを実践する場面はいま・ここ以外にはありえ

人間の在るべき在り方としての倫理は普遍・妥当的であ

できていないからではないか︑という点が疑問として残る︒

と︑それを素直に心で受けとめて践承行う道徳との区別が

や実践活動に従事したのである︒筆者は︑西村の活動の理

も拘らず西村は儒教的世界観をもって︑独自に思想啓蒙

き封建思想として非難されるようになった︒しかし︑それ

福沢諭吉を始めとする洋学者たちによって︑克服されるべ

位を誇っていた︒ところが︑明治になってから︑儒教は︑

②西村は︑明治期において活躍した人物であるが︑筆

貢献するものと考えられる︒

方法ならびに経緯は︑学会でも大いに寄与し︑西村研究に

由や社会的背景を解明することに尽力している︒この研究

ないから︑道徳に地域的限定や時代的制約は免れないので
ある︒

そうした疑問は残るにしても︑本論文が︑西村茂樹の思
想に真正面から取り組んで︑着実な成果を挙げている点は
高く評価される︒

者は︑彼の行動の原典にあるものとして幕末期における西
上田浩史﹁明治時代における儒教の役割

の思想形成の中核をなすものである︒しかし︑西村は西洋

村の思想形成を考察している︒言うまでもなく︑儒教が彼

西欧思想を理解した上でなされたものであることを明らか

く︒西村の行動は︑単に儒教精神に基づくものではなく︑

明確な海防意識をもち︑やがて佐幕撰夷の立場に進んで行

の砲術および兵法関係の研究を行い︑我が国を守るために

ｌ西村茂樹の場合ｌ﹂
小野健知︵日本大学教授︶

本論文は︑﹁明治時代における儒教の役割﹂となってい
るが︑実は︑副題が示すように︑西村茂樹の教育思想・道

⑥明治期の西村の活躍は︑道徳思想における儒者とし

にする︒

て評価されがちである︒しかし︑筆者は︑西村を一介の研

徳思想を思想史的に考察した論文である︒本論文の筆者は︑

西村を儒教的価値観をもって近代日本の発展を指導した人

究者としてではなく︑社会変動の著しい幕末・維新期にお

と考えている︒

における乱目に値する西村の活動は︑この延長上にある︑

ける先覚者として位置づけ評価すべきだ︑という︒明治期

物︑として考察する︒

本論文について︑新しい知見と思われるところをあげる
と次の諸点である︒

①儒教は︑江戸時代には思想界において揺るぎない地
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人的な実践的道徳を重視するとともに︑経世済民の儒教的

く存在していることは否めない︒しかし︑これは西村が個

の中には︑国家的な傾向︑あるいは︑撰夷論的な意識が強

屈辱的外交を厳しく非難している背景が納得できる︒西村

責を果たしながら︑他方では条約改正問題において政府の

場から捉えると︑彼が一方では明治期の国民教化運動の重

③西村を経世済民的な儒教思想の持ち主であるとの立

者は評する︒

道徳的な自浄力の原動力たり得ると見倣したからだ︑と筆

の文明開化の運動に反発したのは︑日本の武士道をもって︑

重し︑徳育を軽視する教育の風潮や︑欧米模倣による一連

としたがためであった︒西村が︑明治初期以来の知育を偏

西村がこれを明治の世に社会的エートスとして魁えらせん

武士的気概に着目し︑武士道を高揚させようと試ゑたのは︑

支えてきた伝統的価値観であった︑と筆者はいう︒西村が

⑦西村が︑道徳的な国民を形成せんと主張した理由は︑

理念を有していたことに由来する︑と筆者は断言する︒

明治期になって教育は実学中心になり︑道義心が大いに衰

⑤西村は若くして藩政に参画し︑さまざまな建言を提

て重厚な国民をつくり出し︑国家独立の精神的基礎を確立

微したわが国の現況を眺め︑国家の安泰のために着実にし

することの必要性を痛感したがためである︒西村が文部官

出︑負欲に西洋の政治政策論を摂取すべく尽力して自己の
小藩とはいえ︑藩政に参画していく中で西村の視座は︑

治者的資質を養成することに努力した人物である︒

幕藩的︑体制的規模で人材を養成するという視点から︑国

僚として修身教科書編纂に打ち込承ながら︑学童に道徳的

世の中をよくするために︑政治と一体化した学問を身に

は西村を高く評価している︒

西村の経世家的な課題意識を見出すことができる︑と筆者

的に昂めようとして社会教育を実践していったが︑ここに

自覚を植え付けるために尽力した他に︑一般大衆をも道徳

家的な有効性を基準にして人物を養成するという立場に移

つけ︑仁政を実践しうる人間を作ろうとする西村の願望は︑

行する︒

教育制度の反省となり︑人材登用制度への批判となり︑彼

⑥明治一○年代の後半にいたり︑西村の儒教思想は二

⑥西村に見られる武士意識は︑西村自身の人生観に根

れる思想である︒西村の建言は多くの場合︑個之の政治家

て結実し︑後者は西村の政治に対する積極的な建言に見ら

った︒前者は西洋哲学と宥和して西村特有の道徳思想とし

方面に分かれ︑道徳的側面と政治的側面を有するようにな

差すものであった︒わが国の武士道︑あるいは武士気質は︑

である︒

の数多くの提言や建言となって示された︑と筆者はいうの

儒教思想に立脚したものではなく︑政治的実践力の根底を
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における道義感覚の欠如態︑すなわち︑道徳意識の喪失を
信する︒

ふまえており︑今後の西村研究に大いに寄与するものと確

そして︑頂戴しました研究奨励金は︑大切に︑有効に使

と存じております︒

つきましては感服致しました︒今後とも御指導を頂きたい

ました︒とくに︑昨今の教育問題に関する皆様の御意見に

拝聴できましたことは︑今回の上京の収穫のひとつであり

一学生の身ではふつう聞くことのできない︑貴重な御話を

その席上におきましても︑発言を御許し頂きましたが︑

東京に招待して頂き︑ありがとうございました︒

論文賞﹂を頂き︑試にありがとうございました︒並びに︑

今度︑拙論を大変高く評価して下さり︑﹁西村茂樹研究

責めるものであった︒西村の政治的特質は︑政治批判の原
点を道徳に置き︑道徳的立場から政治を批判したことであ
る︑と筆者は述べている︒たしかに︑西村の晩年における

活動の特徴は︑政治家に疎まれながらも︑政治に道義性を
強く要求し︑道義を政治の世界で実現するために︑国民的
な規模の運動を展開したことにある︒筆者は︑儒教の立場
から先行研究や級密な検証を行い︑西村を儒教思想のカラ
を破った人物であり︑理論的研究の承ならず実践的活動に
おいても︑伝統主義的イデオロギーの中で最大限に評価す
べき人物である︑という︒たしかに︑西村の考えは︑明治
国家の運命的な国家主義の思潮の中に包摂された面はある︒
おと

しかし︑明治という時代や地域の限定を受けたことによっ

ていました本の購入にあてたいと喜びで一杯であります︒

用したいと考えております︒以前から手に入れたいと思っ

このように多額の奨励金を頂きましたことは︑私にとりま

るものではない︒

して初めてのことでありまして大変励承になりました︒重

て︑西村が求めた普遍的な道徳の探求は決して碇しめられ
歴史的社会的現実は︑決して﹁おのづから成れるもの﹂

平成六年師走吉日

ねて御礼申し上げます︒

日本弘道会会長

鈴木勲様

上田浩史

ではなく︑﹁つくられたもの﹂である︒﹁つくるもの﹂とし

ての人間が︑その努力目標をどこに設定するか︒西村は︑
わが国が本来のあるべき在り方に達するために︑﹁何を﹂

﹁どのように﹂すればよいかに︑常に思いをめぐらせてき
た人物であることがよくわかる︒

筆者が論じた西村とその背景に存在する﹁明治時代にお
ける儒教の役割﹂は︑論点が明瞭で︑且つ光行研究をよく
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︻随想︼

のぞましい家庭像を求めて

上寺久雄

マ型人間﹂たることを否定し︑個室に逃げ込む﹁ドア型人
間﹂に堕しつつある︒

加して︑ハードな面で家庭が崩壊しつつあることを述べて

くなるとか消えていくとかいえば︑離婚︑家出︑蒸発が増

ていきつつあるのではないかと思うようになってきた︒遠

っていくと主張してきたが︑最近になって︑だんだん消え

二十数年前から︑私は家・家族・家庭がだんだん遠くな

場であることの機能を失いつつある現在の在り方から︑果

いのである︒人間が生活する場であり︑人間が人間になる

生きがいの心根を培う機能を失いつつあることを指摘した

で家族の者一人ひとりが共同生活を通して︑いのちの根源︑

ないだろうか︒換言すれば︑私は︑今や︑家庭は︑その中

る心のやすらぎ︑心の灯が得られなくなりつつあるのでは

同生活の営承はなく︑したがって人が人として生きていけ

このような各個人︒︿ラベハラの家庭の中で︑家族全員の共

いるように思われるだろう︒たしかに︑その事実は否定で

一家が消えていく

きない︒しかし︑そのこと以上に︑もっと別の意味で家庭

して家庭が家庭として本来の機能を発揮しているといえる

﹁まあまあパ︒亡︑母親の焼き直しのような﹁かあさんパ

して︑﹁わしは知らん型・︿・亡︑まあまあで何も見のがす

型のトランク型マご︑﹁さあさあマごが多い︒これに対

を述べているのではない︒

ら︑昔の家︑昔の家族関係︑昔の家庭にかえせということ

ろが大切にされたし︑家庭に波風がたつことが少かつたか

昔の日本の家庭が良かったし︑昔の家ではおやじやおふく

もっとも︑私は現在の家が遠くなることをなげく余り︑

のだろうかの疑問をもつのは私だけであろうか︒

崩壊が深刻化していると思われてならないのである︒

パ﹂が氾らんしつつある︒それに比例して︑家族一人ひと

こせこせした︑さあさあと夫や子どもを追いたてる﹁小

りは︑家族同士相寄り且つ相互にひかえ目に生きる﹁ブス
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いのである︒

もいてほしいし︑﹁世間を背負うおやじ﹂も存在してほし

なき家庭︑父なき家庭では困る︒﹁フロシキ型おふくろ﹂

方を創り出すべきであることを提唱しているのである︒母

のちの根源を培いあえる場としての家︑家族︑家庭のあり

が︑それぞれに心の灯をともしあえる場︑人間としてのい

むしろ︑二一世紀にふさわしく︑家族のもの一人ひとり

性格の異なるものが合意の上で結びあったものであり︑そ

様相を示す︒夫婦の関係は︑本来︑他人で︑性の異なる︑

なるもので︑それらが重層的にも横断的にも独特の関係の

関係で成り立っている︒しかも︑それぞれの関係は質の異

それに近い関係者が︑相互に交わりあい︑重りあう重層的

わち夫婦・母子・父Ｉ子︑兄弟姉妹︑その親族︑もしくは

家・家庭を構成する家族は︑濃密な特殊な人間関係すな

れは生活の営承の中で︑新たな生命を生承出し︑その新た

なる生命︵子ども︶をとおし︑いっそう密度の高い関係へと

要するに︑単なる男女寄り合いの関係ではなく︑身体的

深まっていくものだといえる︒

のぞましい家庭像をどこに求めるか︑なかなか︑それを

にも精神的にも一体的関係にあり︑それが新たな生命を生

このぞましい家庭像と人間関係

一義的に規定することはむずかしいが︑人間関係の様相の

の濃い集団としての様相を呈し且つそのような機能を果す

承出すことによって︑一まわりも二まわりも大きな︑密度

核のある家庭

上から︑次のようにのべることもできるだろう︒すなわち︑

次に︑家庭における人間関係を支える今一つ重要なもの

ものへと発展していく︒これが家庭を支える夫婦であろう︒

まとまりのある家庭

は親子の人間関係だということが出来よう︒もちろん︑こ

重なりのある家庭

困らんのある家庭

共同生活のある家庭

の数その他︑家庭を構成したり︑家庭をとりまいている条

れらの関係も単純なものではない︒夫婦の在り方︑子ども

個性のある家庭

それらのからゑ合いによって︑いろいろな特色ある様相を

件にハードなものもあれば︑ソフトなものもあり︑さらに

とあげうるが︑これらは相互に関連しあっている︒そこで

教育の成り立つ家庭

以下︑核となる人間関係︑家族重層的関連︑さらにまとま

また︑親子の人間関係といっても︑母と子︑父と子によ

かもし出してくる︒

りのある特性などを中心として叙述していく︒
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って︑その関係は質的に異なる特性を含承もっている︒以

義があるということもできよう︒

だかり︑両者の関係は濃密になる︒ここに︑父親の存在意

子ども全体を包承込む﹁ふろしき型おふくろ﹂︑父親は世

割の責任も明確になる︒母親は﹁内から鯵透する存在﹂︑

このようにゑてくるとき︑母親の役割と責任︑父親の役

下︑母子︑父ｌ子の人間関係の特質について考察してみょ
本来︑両者の関係の相異は成立の在り方や条件の違いに

間を背負い道理を代表する存在で﹁外から子どもに働きか

員ノｏ

発する︒すなわち誕生によって︑情的質的関係が発生し︑

由来する︒母子は︑一つの身体が二つになるところから出

は間違いない︒しかし︑子どもはそれを知らない︒子ども

に︑子どもを母親が生むのに︑父親が一役買っていること

それに対して︑父ｌ子の人間関係の発生は異なる︒確か

る家庭が成り立つのである︒この基礎条件としての母子︑

のである︒﹁母親の惨遷﹂﹁父親の対応﹂によって活力のあ

合﹂ニマが二人いる式の存在﹂では協力体制は組めない

いや︑異質だからこそ協力出来るのであって︑﹁同質の融

存在の意義や役割が異なるから協力体制も組めるのである︒

ける存在﹂﹁子どもの心の琴線に反響を及ぼす存在﹂﹁切り

から承れば︑母親との関係ほど父と子は直通していない︒

父Ｉ子の濃密な人間関係があってはじめて︑子どもの心に

込承型おやじ﹂だといえる︒実は︑このように︑父︑母の

すなわち父ｌ子の関係は距離のあるところから出発するの

灯をともす教育的人間関係もなり立ち︑子どもも親も育っ

それが基盤になって︑合理的人間関係が出来てくる︒これ

である︒酷な言い方をすれば︑父親は﹁あとから親にな

ていくのである︒

が親子にとっての成長でもある︒

る﹂存在である︒すなわち合理的人間関係から出発して︑

よき親子の関係︑よき家族の関係を成立させるにしても︑

三親よ︑親であれ

それを基盤にして情的質的関係があとから成り立ってく
る註︵１︶︒子どもは出所としての母親︑抱いて乳を与えてく

れる母親とは直通していて︑生まれたときから︑身体で母
これに対して︑先に述べたように︑父親は︑もともと子

ばならないし︑母親が母親であるから︑父親も子どももそ

核になるのは︑父であり︑母である︒父親は父親でなけれ

親を感じ︑そして知っているのである︒

どもからゑて距離のあるところから出発する︒それ故︑父

れぞれのポジションに生きていけるのである︒親は﹁親で

ｌ子は相互に認めあって成立する関係である︒但し︑子ど
もの成長とともに父親の出番は増し︑子どもの前に立ちは
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あること﹂を自覚することから真の親になっていく︒但し︑
のである︒

父親は父親であること︑母親は母親であることを自覚する
次には︑親も人間である︒そこから﹁親という人間であ
る﹂ことの確認が求められるのである︒父親は父親という
人間である︒母親は母親という人間でなければならない︒

よく﹁親である前に人間であることを自覚せよ﹂といわれ
るが︑人間であるから親になれることは当り前のことであ
る︒しかし︑親から人間を切りはなすことは出来ない︒子
どもと対面するときは︑﹁親という人間﹂以外の何もので
もない︒親という人間が子どもという人間と接触するのが

セットされているのであり︑それぞれに︑その役割と責任

者﹂であることの役割︑責任︑義務が必然的なものとして

﹁親であること﹂﹁親という人間であること﹂免許状のない

をのがれることは出来ないのである︒もちろん︑それぞれ

﹁親という教育者であること﹂註︵２︶の役割と責任をもつと

しても︑前にのべたように︑父親と母親とでは︑それぞれ

特異な︑しかも代行することの出来ないものをもっている︒

これは︑根源にかえって︑母子︑父ｌ子の関係の特色を再

確認することによって明らかになることであろうｏ

最後に︑行きつくところは︑親が親という人間として生

きること︑父親が父親としての生きがいをもって生きぬく

としての人間味が︑父親には父親としての人間味がにじゑ

母親は母親という人間でなければならない︒母親には母親

しかも前に見たように︑父親は父親という人間であり︑

人が自分の生きる道を生きつづけるところにのぞましい家

もとして生きることの在り方を見出していく︒それぞれ個

という人間の生き方が生じ︑その姿勢の中で子どもは子ど

ことである︒そこに父親という人間の生き方があり︑母親

こと註︵３︶︑母親が母親として生きる目標をもって生きぬく

出てはじめて︑それぞれの人間の在り方が確立されている

庭が生まれ︑家庭という機能が︑親を︑子を︑それぞれ構

親子の関係であり接触でなければならない︒

といえるのである︒母親という人間と子どもという人間がへ

成員を生きつづけさせてくれるのである︒

︵３︶前出﹃父親の出番﹄二五一頁︒

︵２︶拙著﹃親よ︑親であれ﹄昭和四六年︑蕊和書一房はｅがき︒

庫︶八四頁︒

︵１︶拙著﹃父親の出番﹄平成四年︑三笠書一房︵知的生きかた文

註

父親という人間と子どもという人間が体あたりするところ

さらにへ親であること︑親という人間であることは︑当

に︑真の母子の関係︑父ｌ子の関係が成り立つのであるｐ
然な帰結として﹁親という教育者﹂であることの在り方が

生じて来るのである︒父親には﹁父親という教育者﹂たる

ことの役割と責任を伴うし︑母親には﹁母親という教育
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︻特報記事︼①

阪神・淡路大震災被災地の子どもたちに
図書四万冊を贈る
阪神大震災で被災した子どもたちの傷ついた心を少しで
も癒そうと︑﹁被災地の子どもたちに本を贈る会﹂︵代表・鈴

に及ぶ協賛各社の協力によって︑兵庫県内の幼稚園︑小・

木勲全国学校図書館協議会会長︶の呼びかけに応じた七十一社

ュースが中央新聞各紙や教育新聞などで報じられました︒

（64）

中学校へ四万二千六百冊の図書を寄贈したというビッグニ

さきに︑兵庫県学校図書館協議会が神戸西宮市内の小中
学校百校を対象に図書の被災状況をアンケート調査したと
ころ︑図書室が被災していたり︑避難所や教室に転用され
たりして使用できない学校が五十四校あり︑図書の被害も

報じられた記事の中にあった被災者の方の声に共感を覚

二万一千冊以上にのぼることが判明したそうであります︒

ではなく︑ことばを通して精神的なものをつくり︑生きる

えました︒﹁そもそも図書館は知識をふやすためにあるの

推進︑学校図書館の有効な利用をしてほしい﹂︵平成七年四

力を育むためにある︒学校は︑その点を重視して︑読書の
月二十日付﹁教育新聞﹂より︶去る五月の初め︑鈴木勲会長の

もとに届いた兵庫県学校図書館協議会事務局長田中勝氏か

らの礼状を掲載しておきたいと思います︒︵編集部︶
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︻特報記事︼②

阪神・淡路大震災被災文化財
救済のための寄金のお願い
︵財︶文化財保護振興財団

理事長平山郁夫
本年︑一月十七日未明︑想像を絶した大震災が阪神一帯
めいふく

を襲い︑未曾有の被害を受けました︒五千数百名に及ぶ︑

また︑大勢の負傷された皆様や一瞬にして財産を失われた

貴い人命が失われ︑心からご冥福をお祈り申し上げます︒

被災者の方灸にお見舞申し上げます︒一日も早い︑復興を
願っています︒

大震災は︑日本経済の一翼を担う基幹産業を壊滅させ︑

それに加えて輸送機関の破壊は︑日本経済に大きな損害を
与えました︒バブル経済崩壊後やっと景気回復の兆しが見

が︑その被害の規模に驚きます︒

阪神地区は︑歴史も古く︑貴重な文化財がたくさんあり

ます︒文化庁も全力をつくして︑損害を受けた文化財の修

復に対処しています︒このような不測の大事故には︑民間

も緊急に救援しなければ︑貴重な文化財が失われる恐れが

あります︒人道的な大震災救援と同時に︑その一部を文化

五

一二三一九卿文化財保護

︵﹁平成七年六月十五日付朝日新聞・第岨版﹂より︶

財救済のため︑ご協力をお願い申し上げます︒

募金受付中

振興財団

◎郵便振替○○一六○

通信欄に︑被災文化財救済寄金と明記してください︒

◎現金書留㈱文化財保護振興財団被災文化財救済寄金

〒一○三東京都中央区東日本橋二︲二八︲三

万円以上ご寄付いただいた方には︑税法上の優遇措置が

当財団は︑特定公益増進法人の認定を受けており︑一

受けられます︒ご希望の方は︑郵便振替の通信欄︑ある

えていたときだけに︑物心ともに大きな打撃となりました︒
れています︒官民による救援活動が続けられていますが︑

今も︑大勢の方々が︑仮避難所で不便な生活を余儀なくさ

いは現金書留の通信文に︑要免税とご記入下さい︒

大きな犠牲の中には︑阪神地区の文化財にも多くの損害

︵編集部︶

本会でもこの趣旨に賛同し︑金十万円を寄付いたしました︒

一刻も早い復興を祈ってやゑません︒

が発生しました︒国宝や重要文化財を含む建造物︑仏像︑

美術工芸品の数々です︒文化庁に損害の報告がありました
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名の下に︑無防備な世界でいかに極

摘発され︑われわれは平和日本の美

オウム真理教を名乗る犯罪集団が

と倫理から成り立っている社会秩序

奪システムを開発した︒かれらは法

銃器を製造し︑信者の洗脳と財産収

関心のなせるわざだろう︒

の安全神話に逃げ込む社会全体の無

りなしと見て見ぬ振りをした︒虚構

楽トンボを決め込んでいたかという

るでなかったかのように︑無機的に

の壁を破るうえで︑罪の意識なぞま

書籍を読承あさり︑思索した︒自分

戦前のエリートはまず古今東西の

部品を作る範囲にとどまっていた︒

に︑毒ガスや覚醒剤を合成し︑銃冊

くものではなく︑マー言一アルどおり

ボットと化す︒その知識は創造を導

祖″の言動を無批判に信じ︑そのロ

単純な動機でオウムに入信し︑〃教

はそれが欠けている︒したがって︑

めたのである︒オウムのエリートに

の座標を確かめることから青春を始

そして︑オウム犯罪の障害になっ

ことを思い知らされた︒

われわれはアメリカの銃社会を批
かし︑法防備の警察庁長官が撃たれ

判し︑日本の安全を誇ってきた︒し
て重傷を負ったＯアメリカではＦＢ
Ｉ︵連邦捜査局︶長官が狙撃されるよ

うなぬかりはない︒戦後︑非武装国

鰯溌鍔溺識

問題は〃オウム征伐″で一件落着

とはならないことだ︒オウム予備群

が続々誕生しつつあるからである︒

教育の在り方を抜本的に見直すこと

トを社会にどう適応させるか︒世代

は勿論だが︑このような欠陥エリー

工夫も必要である︒

間の対話を積極かつ恒常的に仕組む
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振る舞ったのである︒

英 武
淫

家を主張していれば︑日本を犯す国
の風潮がはびこった︒オウム犯罪は︑

はない︑と信じようとする他力本願

た人物は毒殺または誘拐して殺害し

オウム犯罪の兆候は幾つもあったの

人を実行した︒ここにいたるまでに
に︑警察もマスコミもことが宗教法

宅街と東京の地下鉄で無差別大量殺

三つの階級から成り立っている︒側

人に関わるとなると︑触らぬ神に崇

オウムの細織は絶対権力者たる麻

リート群がいて︑毒ガス︑覚醒剤︑

近にいわゆる一流大学理工系卒のエ

原彰晃︑その側近たち︑一般信者の

ことを教えてくれた︒備えなき安全

それがわれわれの独りよがりである

§

た︒猛毒サリンを使って松本市の住

腰…舟鞭ﾏ螺鐸誘醗溌『塞蛭露燕零露可

はないのであるＯ

オウム真理教と秀才たち

今回は身体内の水分と電解質につ

体液に溶解している無機物質が電

などです︒

基平衡の維持︑筋肉の興奮性の維持

調節︑体液の浸透圧の維持︑雌・塩

電解質の役目は体内水分の変動の

解質であり︑プラス︑↓︑イナスの電

三電解質とは

十％は水から出来ていますが︑ただ

荷を持った物でイオンといいます︒

いて話しましょう︒私達の体重の六

の水ではなくて色々の無機質︑有機

興味あることに細胞外液と海水の

ています︒しかし食塩は高血圧︑心

くても自然に必要なものが摂取され

かは分かりますが︑普段は意識しな

血液検査をすると電解質がどの位

五日常の注意

ると組織に溜まって浮腫となります︒

疾患のために水分の排世が障害され

などが必要となります︒また心︑腎

電解質も失うのでリンゲル液の点滴

ないと脱水となります︒水とともに

しく水分を失い︑十分に水分を取ら

激しい下痢︑呪吐︑発汗の時は著

四体液の変動

例えば恥︑Ｋ︑唯︑α︑︒︑炭酸塩︑
燐酸塩などです︒

電解質組成はよく似ています︒生物

杉浦昌也

物質を含んだもので体渉といいます︒

一細胞外液と細胞内液
体液は細胞内液と細胞外液に大別
されます︒細胞外液は血鞭︑リンパ︑

て血液に加わります︒一方体外への

は海中に生まれ︑四億年前に魚如か

ム以下が良いでしょう︒

不全には良くないので一日に十グラ
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髄液と細胞の隙間にある組織液とを
いい︑体重の約二十％を占め︑一方
細胞内液は四十％を占めます︒

二体液のバランス
水分の摂取は主に口から食物︑飲

排世は尿︑汗︑糞便として失われ︑

ら陸上へと進化するが︑その時の海

料水として入り︑腸壁から吸収され

また呼気として肺からの水蒸気と汗．

水の組成を我々は体液として有して
いると言われます︒

で不感蒸世といいます︒

水と電解質

以外の皮膚からの蒸発は感じないの

縦雰寧

︹泊翁百話︺

泊翁日記︵三十三

餓古

哲史

明らかになったように︑次第に砲術の研究と稽古の記事が

ったが︑士約はたまたま外出中で留守であったので︑象山

わち︑泊翁がこのとき訪ねたのは士約こと木村軍太郎であ

泊翁と象山との出会いは︑まったく偶然であった︒すな

泊翁と象山との初対面であった︒

深川油堀真田侯御下邸で佐久間象山と会っている︒これが

嘉永三年五月一日より同年九月二十九日まで

今回は嘉永三年の五月朔日より九月二十九日までの分を

目だつようになる︒五月十一日に大塚瑞蜂先生を訪ねた記

始まって両者の関係は深まり︑師弟関係を結ぶに至るが︑

が代わって泊翁の相手をしたのであった︒そしてこれより

九月二十三日には泊翁が﹁君侯同道佐久間象山先生方二て

前回の五七・ヘージの注で知られる通り︑佐野藩主堀田正敦

ますます重用した当代無比の西洋砲術の権威者であった︒

この九月二十三日以前︑九月二日より九月十五日までの

銃砲調練一覧﹂したという記事もある︒

た︒その道中記がかなりくわしく綴られていて︑後半生に
て興味を惹く︒

おける旺盛な旅行記作者となった泊翁の一面が示されてい

あいだ︑泊翁は君侯に侍して江戸と佐倉のあいだを往復し

火技稽古の場所は堀田侯の渋谷屋敷︑広尾屋敷︑木挽丁

いた木村軍太郎︵号は士約︶といっしょで︑爾後ともども切

記事に見える︒当時蘭方医として知られた杉田玄端の塾に

この西洋砲術の権威者の門に入門した旨が五月十七日の

が藩士を訓練するため招聴し︑正敦のあとを嗣いだ正衡も

事があるのも︑その一例である︒大塚瑞蜂先生というのは︑

紹介するが︑前回の正月元日より四月二十九日までの分で

川

瑳琢磨︑専ら火技の習熟に熱中する︒

邸︑多羅尾氏的場など一定していないが︑八月十五日には
練馬村徳丸原で高嶋流丁打を見物して﹁頗愉快﹂を感じて
いる︒そして八月十一日には大塚瑞蜂先生宅に行ったあと︑
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唇解

五月朔日雨
一︑松山氏え馬上砲一挺︑狙撃銃一挺頼遣す︒

二日陰
一︑午後墓参︒御石碑出来︑代金三両壱歩試朱ト五厘︒帰
掛在原方え立寄︑六時帰︒

一︑今朝より少々風邪の気味の処︑途中暖気強く甚難儀致
ス︒帰宅直様打臥︒

人中よりの切紙到来候︒

一︑申談御用の儀有之候ニ付明朝四時詰所え罷出候様御用

三日陰晴雨

一︑海防策清書出来︒

一︑夜六半時頃日本橋倉市辺より出火︑戸塚え火事見舞と
あけ

して罷越︑五半時過帰︒夜半より御屋敷え少々火の子参

る︒明方新右衛門方類焼免る︒

十日晴

九日晴当番
十一日晴

一︑午後より大塚砺蜂先生え訪︑夕弧帰︒

十二日当番時々雨
十三日雨午後晴
十四日晴

一︑夕勉木挽丁摂公中邸え罷越︑大砲事前稽古︒

一︑広尾え砲術稽古として罷越︒

一︑今朝風邪同届二付御用二付引込可申哉否哉之虚同勤迄
間合候処︑同勤より御用人中え内々申達︑出席致候様二

廿一日当番
廿二日薄晴

廿日雨

十九日雨

の間御停止被仰出︒

一︑尾張前大納言様御逝去二付普請は今一日︑鳴物は七日

十八日間雨間晴当番

十七日間雨間晴

十六日雨

十五日当番晴

取斗呉候由︒右御用相臨其上ニテ御番願の積り鈴木源太
御自分事当分御婦城の節︑御道中御供立婦被仰付候︒

え右御用の儀被申渡︒

四日薄陰時々雨
一︑今夕頭痛最も甚し︒水枕相用候へども其験なし︒

五日晴
一︑午後より少々頭痛軽く相成・

六日晴雷雨
一︑今日は大に快し︒

七日晴午後雷雨
八日晴
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＊

一︑今日関氏二て劇禾製有之︑退番罷越︒夕刻帰宅︒
＊水銀

廿三日薄晴
一︑今日夕刻より又々製薬罷越︑精忠様二て目を検す︒

廿四日薄晴時々雨当番
一︑出番掛戸塚え罷越︒留守也︒夕刻小川丁御殿え罷出候

廿五日朝雨

処︑目洗薬三帖もらふ︒

廿六日晴或陰或雨

一︑退番より戸塚え罷越ロードロートルもらひ帰る︒

廿七日晴当番
一︑海防私論出来︑御覧二入︒

廿八日朝晴午後雨
一︑退番より四谷中殿丁松岡与八郎方え罷越︑昼後帰︒

廿九日陰時々雨
一︑夜地震︒

三日晴夕荊遠雷
四日陰時ミ微雨夕刻遠雷当番

五日晴
六日晴

七日晴当番

一︑眼気不出来二付︑当分学問所え出席不致旨目付え相達
候︒

一︑佐倉え急帰被仰付候二付︑御手当として金壱両試分被

下︑御勝手二於て請取︒

八日晴
九日晴

十日晴当番

十一日晴朝微雨

一︑殿様八丁堀御屋敷御出候付御先番︑夜五半時帰︒

十二日晴

一︑朝より腹潟︑昼後寒熱往来甚強く︑渡辺薬もらふ︒
一︑少々快よし︒

十三日晴

一︑今日殿様御在所え被御暇仕︑御立明日︒

一︑昨朝暑入︒

一︑今日御番願︒

六月朔日或雨或晴当番
一︑今朝地震︒

一︑山王祭儀無滞相済︒

十四日晴
十五日薄晴

一︑異国船の儀二付何かと雑説申出まじく旨御達書出・

二日晴
一︑昼後学問所寄合出席︑五経試業相願候得共兎角決定不
仕︒
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十六日晴当番
十七日薄晴
＊

行し聴蜂先生え罷越入門︑帰掛名倉氏︑在原氏を訪・

一︑御上屋敷暑中相勤番より杉田玄端塾二て士約を尋︑同

廿四日晴

一︑朝渋谷御屋敷え参り︑夫より広尾二て砲術稽古いたす︒
は未だ不仰出︒

一︑右大将様御廉中様御逝去二付︑普請鳴物御停止︑日限

廿五日陰夜雨

八三四︵天保五年︶杉田立卿に入門し︑のちその養子とな

＊すぎたげんたん︵穴穴１発︶幕末︑明治前期の蘭方医︒一

り被仰出候得共︑御家二ては右大将様御忌中来月十三日

一︑御廉中様普請は廿八日迄︑鳴物は来月三日迄と公儀よ

廿七日晴

七日朔日当番雨

晦日晴夜雨

蔵え相廻す︒

一︑所持の武器︑鍛治橋御立蔵二有之候処︑今日渋谷御出

廿九日陰時々雨

一︑此節土用中の処此間中甚だ涼気なり︒

廿八日陰時々雨当番

一︑温故堂都講被仰付︒月番廻勤︒

紙到来︒

一︑申談御用の儀有之候間明廿七日四時詰所え可罷出旨勇

八月五日︑八月七日などの項に﹁松山氏﹂︒

＊七月十四日の項に﹁松山菰斎﹂と見ゆ︒次いで七月廿四日︑

一︑退番掛菰斎氏を訪︑砲談数刺二て去・

＊

廿六日朝雨午後晴

迄鳴物御停止の旨大目付鯛有之︒

る︒一八四五︵弘化二年︶江戸で開業︑四六年杉田伯元の
子︵白元︶に請われ杉田家の本家︵杉田玄白︶の嗣子とな
った︒

一︑夕刻監梁先生え罷越︒

十八日晴
一︑夕刻戸塚え暑中見舞・

廿日薄晴夕刻雷雨

十九日晴当番
一︑退番より渋谷御屋敷暑中相勤︑広尾え罷越︑八時過帰︒

廿一日微雨涼気
＊

一︑夕弧より盤渓先生を訪︒留守也︑夫より上田柳蔵同地
の寓居を訪︒
＊おおつきばんけい︵穴窟ｌ荒︶幕末・維新期の洋学者・砲
西洋砲術を学んだ︒

術家︒仙台藩蘭学者大槻玄沢の次男︒大塚瑞蜂に師事して

廿二日晴暑気当番
廿三日薄晴時々微雨涼気
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二日晴

三日晴

一︑夜九半時頃小川丁稲荷小路出火︑御旗本三家焼失の由︒
一︑御廉中様今日上野え御葬送︑御法号妙心院様と奉称︒

四日当番晴
五日晴夜雨
一︑右大将様御忌を納二付鳴物は今日より不苦旨被仰出︒

六日朝雨晴
七日晴当番夜大雨
八日晴夜雨

一︑今日は当年第一の酷暑︒

九日晴

一︑在原来訪︒

十日晴当番
十一日晴大暑
路直胤病気の由二付見舞として立寄︒

一︑退番より長︑水上同道︑浅草両御寺井松源寺参詣︑帰

十二日晴

十三日晴当番
付別段の思召を以為追善石碑料銀十枚被下候︒

一︑御小納戸二於て亡父平太郎永年御用向等骨折相勤候二

十四日晴夕弧雷雨
一︑早朝より巣鴨鶴牧侯下邸え罷越︑詞福倫模原宝児打試

見物︑夕弧帰︒松山菰斎同道なり︒

十五日陰

一︑大塚先生え中元祝儀として罷越︒

十六日晴当番

一︑尼子庄助永々病気二て薬礼等差支候付大塚氏相談の上

十七日晴

金五両両人名前二て御小納戸より拝借︑薬礼相弁︒

娘忌中二て引込罷在︒

一︑佐治三木之丞同道監梁先生相尋候処︑先生此間中より

十八日晴

十九日晴当番

一︑浦賀一条二付荒井え罷越︒

廿日晴
廿一日雨
廿二日当番微雨
廿三日

廿四日晴

一︑午後より多羅尾氏的場え罷越候処︑稽古休業なり︒因

訪・

て大塚氏を訪候処︑是又留守なり︒帰宅後再び松山氏を

廿六日晴

廿五日当番晴

一︑午後論語輪講出席︒
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廿七日陰時ミ雨
一︑昼後木挽丁邸二於てカノニール稽古︒
廿八日

廿九日晴
一︑退番より多羅尾的場え罷越調練いたし︑帰掛墨水新梅

八月朔日晴風

荘二於て秋景一覧︒

三日

二日晴当番
一︑カノニール稽古罷越︒

四日晴
一︑両三日暑気再盛︒

五日雨午晴当番
一︑出番掛松山氏二て大砲製薬手伝︒

六日晴
一︑四書会講出席︒

一︑尼子氏病気を訪・甚危篤なり︒

七日晴
一︑終日松山氏にて製薬︒

八日雨終夜大雷大雨
一︑十八史唇会講今日より相始︒

一︑夜九シ時霊厳橋手前出火︑雷火のよし︒
一︑八時過本所辺出火︑雷火のよし︒

九日薄晴

一︑昨夜の雷︑諸所え落候風聞甚し︒

十日陰
十一日晴当番

一︑尼子庄助儀今日四半時過死去︑表向未ノ上弧︒依て終

十二日晴

日世話罷越︑通夜致ス︒

十三日晴

一︑今朝今戸称福寺え葬送︒昼過帰宅︒

十四日当番晴

十五日薄晴

一︑今日於徳丸原高嶋流丁打有之候二付為見物六時御上屋

敷を出︑上板橋練馬村徳丸原え五半時頃罷越︑終日見物︑

頗愉快なり︒夜九ッ時前小川丁迄帰り御殿え一宿︒

十六日薄陰
一︑今朝帰宅︒

十八日

十七日晴当番
十九日

廿日当万
廿一日晴

一︑退番より荒井銭之助同道︑大塚瑞蜂先生宅え罷越︒夫

より深川油堀真田侯御下邸佐久間象山先生宅二て子約を
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廿二日

訪︑留守なり︒象山先生え初て面会︒

廿四日

廿三日営番

丸薬もらふ︒

一︑上田より預りし小児甚不快︑是又唐沢・戸塚より薬を

九月朔日薄晴

もらふ︒

一︑今日は両人不快少よるしき方︒

一︑明朝御発駕二付︑今夕小川丁え罷出︑荒井え一宿︒

廿五日晴
一︑戸塚え暇乞として罷越︒

一︑夜八時過駿河台観音坂神保国三郎様御屋敷出火︑八半

三日雨

時過船橋駅御着︒

え下り御出相待︒殿様二は八幡村某宅二て御昼食︑夕七

直二船橋駅御本陣大野五郎右衛門宅え罷越︑下宿橋本某

渡手前名主忠左衛門宅御小休︑此処も自分の御先え越︑

渡︑川向中川屋庄七宅御小休︑夫より一里半余小関村川

出︑宿中より右え折︑小管御殿跡を通り抜︑一里新宿川

無程御着︒夫より自分下宿松本屋二て昼食相認︑御先え

一︑御先番二付挑暁御上屋敷千住御本陣田中屋某宅二罷越︒

一︑殿様六半時前御発駕︒

二日薄晴夜雨

時過鎮火︒

一︑夜子約来︑一宿致ス︒

廿六日晴
廿七日晴
一︑今朝御発途︑御祝儀有之︑夫より諸礼被為受︑跡式御
礼申上候︒

醒潅Ⅷ各鋤式唾
廿八日晴

○○○○○○御取次披露の者江相頼相済︑月番廻勤

廿九日晴

一︑渋谷御屋敷井稲葉様御屋敷二暇乞として罷越︒

出︒是より又を御先え越︑大和田村在家小十郎○○○○

え罷出︑松狛新田成田屋佐兵衛宅二て御待申上︒無程御

こま

一︑朝六半時前御発駕︒今朝当番御掛抜御先番として御先

一︑来月二日御発駕に付︑今日より御番御免︒

○船橋より是迄三里︑○○○○○○是より一同御供

晦日晴

ス︒全く姻虫の由︑唐沢薬服用井戸塚よりセメンシーナ

一︑平四郎先日より不快の処︑昨夜より腹痛甚敷︑難儀致
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一

溌

狸

州脱例靭剛隅溌胸

釦蜘恥い列い別︑叱剛叩

；

町■

ニてこ里臼井宿︑途中より折々吹掛来り甚難儀致ス︒臼

井宿入口急坂有之︑甚すべり御供難渋ス︒臼井宿御本陣

吉田屋武本宅御着︒是二て一統え赤飯被下候︒此節風雨

甚敷︑依て暫く御見合︑八時過御発駕︒途中悪路極ル︒

鹿島橋迄一里八丁︒七時前無滞御着︒直様御殿え罷出︑

御番頭・大目付え届差出︒御年寄中逢有之︑直在番部屋

四日快晴

え立寄︑斎藤加右衛門宅え罷越︑一宿致ス︒

用人︑御近習え風聴として罷越︑駒沢え止宿︒

一︑朝より藤吉菊太郎相頼︑御家老︑御年寄︑御番頭︑御

五日快晴

一︑斎藤加右衛門え内用有之︑出入十日増迄留願書塩谷貞

書大目付え届手紙差出︒

蔵ヲ以差出候処願の通被仰付候︒右付御番頭え御礼口上

六日快晴

一︑朝七時起︑鉄之助︑五良作︑範吉︑幸助同道︑柳沢牧

野駒取見物罷越︒佐倉より六崎︑石川︑木ノ子︑神門︑

岩富︑夫より野原道也︒凡三里八丁程︑夕七時過帰宅︒

七日薄晴朝雨

入江二て夕食馳走相成・

一︑続徳太郎え初て面会︒

印幡沼を見る︒甚風致あり︒筑波山正面に見ゆる︒是よ

一︑午後佐倉出立︑一里酒々井村を出外れ︑並木の間より
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一

りこ里余にて成田山︒鳥居を入︑石を敷有之︒是より人
り︒新勝寺亦頗宏壮ｐ不動堂後石階を上り︑又々小堂有

家無絶間︑石階を下り成田山不動尊︑銅瓦朱廊甚壮麗な
之︒山を下り宿を問候処︑独客の宿を禁ず︒依て役場え
か入り︑土屋茂左衛門といふ随屋に宿す︒
八日

一︑排暁出立︒宿を出離れ︑無程寺蔓也︒村中追分より右

え曲り一里︑法華塚州削より右え曲り原中え出︑半里除
行︑追分より土手え付︑一里除にて横宮村︒是処根小名
て食事す︒一里唯遠多古橋を渡り︑山上を中村と云︒八

通しの合道あり︒村より︿原にあらず︑一里近し加茂二
辺二て小休︒是処迄二里︑夫より松山︑八日市場迄一里︑

此村甚好村二て多古に勝る︒村中を行当り︑左え曲り村
を出離れ松林間を行︒此辺初茸を多く産す︒是より古田
アジト

シノプサカ

銚子川口の図

︐Ｉ

人を通すべし︒此山より砥石を出す︒銚子海口より此辺

千人塚︑目戸ヶ鼻︑帆懸岩より砥石山に至る︒洞穴あり︑

出る︒奇観目を驚かす︒岩礁乱立︑怒涛鯛し宛も如奔雷︒

堂を出て︑伊見根村を漬辺に出る︒夫より漬通り海門に

毒

りと言︒此辺正東に向ひ我邦の最東辺なり︒是より陸に

迄道路︿皆芝二て︑岸︿削るが如し︒砥石山即犬坊崎な
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迄二里噸嫉い厘理陣屋あり︒堀を越︑直に成田駅︒夫よ

リ網戸︑大田
田よ
より
り一
一里
里除
除に
にし
し一て忍坂村え着す︒此辺︑右
終︑左は小山併互す︒
は広田無終

九日快晴
一︑朝六半時頃出立︒村を出︑坂を上り︑是より始終山上
道なり︒山を下り︑田畝をこへ銚子芝崎え出る︒是迄二
里︑是より始終村落を離れず︒二里飯沼︑頗繁華也︒此
間︑左に利根川の落口を見る︑岸を隔て常陸を見る︒其
間一里に静るべし︒飯沼観音堂︑飯沼山と云︒亦壮麗也︒

叢

傍ひ坂を下り︑又々海漬を通り︑長崎村︑長崎の鼻︑夫

入り︑此処より長井の鼻を望む︒別城の如く海中に斗出

三寄を越︑大野原を通︑山を上下する事度々にして上長

井を目下に見︑平地にて下長井より飯岡尾垂○○○○○

大火にて焼失の由︑新家多し︒宿中八幡の祭礼あり︒

飯岡え四里

一︑忍坂より銚子え四里銚子より長崎えこ里長崎より

十日薄晴

道戊の方に向ふ︒夫より追々西に向ふに随処にて長井鼻

一︑六半時前出立︒宿より直に海辺え出︑海に沿て行︒此

の斗出するを見る︒神宮寺村に小憩す︒是まで二里︑無

程漁人の網を引を見る︒小舟大洋にだび︑浮藻の如し︒

其伎価恐るべし︒三里木戸村に至る︒御陣屋を一覧し︑

木戸川を渡り︑又小松川を渡り︑一里蓮沼村二て午飯す︒

々下︑行人無影︑甚物すごし︒真亀川歩渡り頗銀難なり︒

此辺矢指浦の正面にして︑波涛最も巨なり︒夫より雨罪

是より村落に入︑四天木村に至る︒宿屋を尋し処独客を

嫌ふて留ず︒渓宿村に至り︑見晴らしやなる宿に至る︒
終夜雷の如し︒

又拒て納れず︑辛くして一宿を乞ふ︒此辺海辺二て涛声
一︑今日渡候川々

神宮寺川木戸川小松川川棚澱獅穂沼作田川真亀川
十一日快晴
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す︒天険と云ふくし︒是より始終山上道を行︒名洗浦︑

し
入

より西南に転じ千崎の岩︑犬若の岬︑外川より山道にか

賀

ナパキ

ー︑朝五時頃出立︑牛込村を過︑南白亀川観音を渡り︑海
く︑昨
昨日
日の
の荒
荒涼
涼と
と︑
別世界をなす︒三里︑一宮川を渡り︑

漬に出︑漁人の漁するを見る︒今日は快晴︑且海漬人多

１１
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ホンノー

を通︑松林間に入︑三里半許にして茂原に到る︒頗る人１

モパープ

一︑六半時前出立︒宿を外れ︑一宮川鵬ある渡り︑田畝間

十二日快晴

く事数里︑上総国一宮城外笹屋某宅に宿す︒

譲るなむ︒山を下り原路を返し鳴山下を通経し沙地を行

炎
ﾗ
零

家多し︒一里半許にして本納に到る︒甚長駅也︒江八幡
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二里大東崎に至る︒

地︿海中に島喚なく︑海辺砂浜なるを以て伊豆に一箸を

矢指浦︿足下に羅列す︒奇景︑岩屋権現と伯仲す︒只山

左は両総より常陸の山水一目に入る︒昨日より経過せし

来直鶴山︑彰群欲動︑右は大洋万里天水相接不見其涯︑

険路を上り山嶺え到る︒巨山抜海︑千例直立︑洪浪寓里

jb

オーアミ

明神の洞あり︒是より一里許にし大網に到る︒駅中を左

十七日晴風冷気強

一︑昼前小川丁え罷出︑所々風聴として罷越︑夕六時過帰︒

の山を越て瀧新田に到る︒此処左右松の並木二て︑東照

に曲り︑田畝間に出・田中村を経て小野村二至り︑村後

十九日晴

十八日雨当番

す︒是を出れ︿原道削疎菅生道路︿又をなす棚行道路開

廿一日晴

廿日晴夜雨

ばかり

宮船橋より東金迄の御成道也︒今は荒壊して並木斗を存
削︒

廿二日晴当番

モチクサ

原野麿潤︑青草枯失︑三里用草村に到り︑是より又や原

廿三日晴

︵本会理事︑東京大学・国際武道大学名誉教授︶

廿八日雨
廿九日晴

一︑明日御府内二ては銭砲四番打御免被仰出候由︒

一︑午後蕪松先生え罷越︒夫より鍛治橋邸詩会罷出︒

廿七日薄陰夜雨

一︑兼て願置候五経の試︑来月中旬頃被仰付候旨咽し有之︒

廿五日晴極暖
廿六日薄晴当番甚暖

一︑木挽丁邸にて煩手阜稽古︒

廿四日晴

一︑退番︑君侯同道佐久間象山先生方二て銃砲調練一覧︒

中え出︑一里岩富村に到る︒神門︑木ノ子︑六崎を経て︑
夜六半時過佐倉城に入る︒今日の道凡十三里程なり︒

十三日陰午後雨
馳走二相成・

一︑昼前岩洲波太郎を尋ね︑種を馳走相成︒夕食駒沢二て

十四日陰

十五日陰時々雨

一︑入江二て蕎麦馳走二相成︒夕弧真形大明神祭礼︑夜宮
見物︒

ウス

ー︑今暁斎藤氏出立︑田町御門通り︑臼井迄岩測銭太郎︑

近藤重蔵送り来る︒是より二里大和田︑是より馬上二て
船橋昼
船
昼食
食︑
︑七
七畦時前行徳若松屋着︑表の間かり切︑川舟三

里︑夜
夜五
五時
時頃
頃払小網丁東屋着︑是より直小川丁え届罷出︑
夜四時過帰宅︒

十六日陰時々雨

一︑亭松堂叔父昨日出府︒
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をとめ

閑古鳥
う難
独り漕ぐ湖
の深さや閑古鳥雌幡つ時の近きを告ぐる
いはじしや

下げ髪の少女愛らし夏帽子遠いむかしのひとの面影
いく山を越え来て寺ハスの終点に残雪光る明神岳見る

滴りの矢倉に転ぶ石ぽとけ弔ふさまに石高萱の花

とも

海風の涼しさ一日を充たしけり心静かに自分史綴る
戦場の蜜とぶ夜に初恋を告げにし戦友よ老いて生きるや

武蔵野市夜久正雄
ね

飼ねこのきき入るに似て朝とりのなく音たのしむ老のねざめに

六月二十九日歌日記

葬送の鐘が過ぎ行く山峡の道を狭めて咲く葛の花

想ふこと承な過ぎしこと夜の秋涼風立ちて虫鳴きそめつ

海昏き岬の果の遠花火過ぎし昔の夢とはかなし

くら

夏野ゆくあかざを採りて糧とせし虜囚の日をも遠くなりけり

かて

古川哲史編

藤沢絵鳩毅

諺

けるかに

世はあげてオウムに狂へりアナウンサー・テレビの顔も物の懸

社会主義革命思想の末つひにかかるまがごと誰か思ひし

大小のちがひはあれど浅間山荘・ポルポト虐殺と同じ妖怪

外よりの侵略なしと信じたる国家を内より乗取らんとす

危機のそなへ怠る国に大いなるわざはひつづく天災人災

危機管理あげつらへども危機はそも何の危機なるか明らかなら
ず

て

おれおれのいのちの危機を思ふの承国のいのちの危機よそにし

国まもる心うすれておれおれの安ぎをねがふ世の行く末は

所沢斎藤知正

風そよぐ青草原の一面に葉末光れり梅雨晴の陽に

藤の花

一斉に風になびける藤の花ゆらぎもどりて束のま乱る

若葉風吹きていたれば藤棚の花の垂れ房そるひて塵く

藤棚の垂れし長房つけ根より花開きつつ咲きくだりけり
樟

ことごとく若葉となりて輝ける樟は五月の風に音する
郭公

いま鳴ける郭公の声きこゆやとわれに妻問ふわれは聞かぬに

補聴器をつけて出づれぱ耳遠きわれに聞こゆる郭公の声
鯉

早ぎ流れ好まざるらし住む鯉は川水よどむほとりに群るる

む

向き向きに泳ぎゐる鯉あるときは流れに向かひひと向きとなる
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弘道歌壇

まがつひ

六月

岐阜県桐山五一

禍霊を蕨はん神の絶えんとし平成七年水無月終る

還暦近く

裸形見てときめきもなき老残や鏡にうつる禿と白髪

鴬が痛くねと言いつつ影法師踏承合いのぼる保育所の坂

ブラジルでひと旗あげんと移住せし君は還りぬ妻に抱かれて

札幌山下忠行

郭公の声あきらけく深渓を移りて聞こゆ古き湯宿に

長梅雨のあとさき

声細く鳴きつづけいる蝉一つ台風去りて暑き陽ざしに

四十年ぶりに集ひて級友らと確め合へり先づは氏名を
四十年ぶりの出会ひに変りたる級友たちと語り飽かざり

還暦の間近かとなりて集ひたる中学時代の六十六名

梅雨長く昨日も今日もコンクリの苔の生えたるうえを雨たる

長梅雨のあとも冷夏か聞こえくる花火のはぜる音も湿れり

ふ

ず

老けこゑし級友もありそのやうにわれも見られてゐるかも知れ

久々に晴れし朝なり家並承の間より差す斜光まぶしも

狛江村田傭

練馬古川哲史

二輪車が道をふさぎてさりげなし足の萎えたる人も多きに

二輪車

将軍のお上り場とて石組は簡素な江戸のむかし偲ばす︵浜離宮︶

回転の水上バスは船尾見せ遠慮深げに日の丸を掲ぐ

しらじらと梅雨の隅田の明るゑて都鳥にあらぬ鳩ふたつ舞ふ

隅田川を下る

梅雨雲の厚くたれれば飛行機の低く飛びいる音の承聞こゆ

なし

犬もまた日の暮れころのせわしさをうべないいるか小屋におと

教室の壁がまたしても壊されぬ修理終りしその日のうちに
教室の壁を壊すなと訴へて流す放送に力入れたり
答案の一部書き替へて得点を加へよといふ生徒を叱る
学校の裏山に藤の花咲けり静かに雨の降りやまぬ日を
分裂の病ひに苦しむこの生徒と対ひてゐるに話し進まず

い

有田古田実

学校に住みつきすでに一年の猫は眠れり壁にもたれて

老いつぶり美事
祖に並ゑて名の刻まるる日を思う法名塔をなぞる春の日
ほ

荷物持ち津田沼駅まで来し次男乗車たしかめ手を振りて去ぬ
老いつぶり美事であると友は讃む家あり妻子あり貯金も少々
我武者羅に走りたき衝動に駆られたり足萎え動かぬさまを夢見

足萎えしわれには無情人道をふさぎてならぶ二輪車の列

嫁が来てすでに八年嫁の名もその子の名をも呼び捨てにせず

て
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ぬしひと

二輪車をあやつる主はひとり人間人道ふさぐもけものに非ず
二輪車もあやつるすべを知らぬわれ四輪車など縁なき衆生
かよ

などの十首で︑第四歌集﹃象かんの木﹄にある︒初出は大正

十四年一月号﹃日光﹄であるが︑﹃みかんの木﹄をすでに危

によると︑﹁員珠沙華の歌﹂に俳個する影のような明暗︑あ

篤の床にあった利玄からの委嘱を受けて編さんした五島茂氏

○

勝浦まで週の一日通いけり声はりあげて講義をもしぬ

春くれば霧島つつじ一杯の花つけるとぞ利玄の庭は
などの歌を詠んだ︒

１１１

遠州の作と伝ふるせまき庭童児利玄のたはむれしあと

塁珠沙華咲きつぐゑちを辿りつつ大光寺なる菩提寺に来つ

る︒わたしは昭和四十年の秋ここをたずね︑

もその生家がそのまま残り︑墓も木下家の菩提寺大光寺にあ

利玄の短い生涯の大部分は東京で営まれたが︑足守には今

﹃白樺﹄の中でおこなわれたと見てよい︒

主宰の竹柏園へ入門したのに始まるが︑文学的開花はむしろ

四十歳で病残している︒その歌歴は十三歳にして佐佐木信綱

った︒その生まれたのは明治十九年元旦で︑大正十四年二月

守藩二万五千石の藩主の甥に生まれ︑本家を嗣いで子爵とな

第二首にある﹁この里よき里﹂は足守で︑利玄は旧備中足

りただよふ﹂と解せられている︒

塁珠沙華の朱のファンタジーにはこの世ならぬ匂ひがまつは

の牧歌的なむしろ童謡風な表現語句を使用してくりひろげる

端偏すべからざる新境への推移を思わすもので︑﹁口語発想

れは利玄作品史の劃期の最後の上向線がなお続き︑最晩年の

眠るため教室に来る学生とあきらめにつつ声はりあげぬ
荘然と日の半ばをば過ごしけり行くあてもなき老翁われは

感皇珠沙華

わたしの家の小さい庭にも︑秋になると員珠沙華が真赤な
あしもり

花を咲かす︒その花を見ていると︑わたしの回想はおのずか
ら岡山市足守町の田圃ぷちを真赤に彩っていた塁珠沙華の花
の群りに及び︑更にこの足守が生んだ歌人木下利玄の詠んだ
﹁量珠沙華の歌﹂にまで至る︒利玄の﹁塁珠沙華の歌﹂とい
うのは︑

あきぴ

塁珠沙華一むら燃えて秋陽つよしそこ過ぎてゐるしづかな
ゑち

る径

もづ

おと

けたたましく百舌烏が鳴くなり路ぱたには塁珠沙華もえて
この里よき里

な

員珠沙華咲く野の日暮れは何かなしに狐が出るとおもふ大
人の今も

（82）

小

松魚編

葛飾区今井ただし

師

境を見た！

砂浜に煙く晩夏の耳飾り
三伏の午報気怠き鉄の町

けだる

＠文疲れの眼いたはる三尺寝

千葉県香取郡花香幸作

︵註︶独りの茶︑若竹に雨︑そこに作者の澄ゑに澄んだ心

︑若竹の雨に一人の茶が熱し

草いきれ牛追唄の主はたれ

筆太に恕の一字あり師の扇

法悦の色こそ黄なれ竹の秋

鋪
寡

︵註︶﹁文疲れ﹂に﹁三尺寝﹂でピタリときめた秀作︒

糊強ぎ敷布晩夏の坊泊り

蝉時雨仏たち座す堂昏く
た︒

札幌市山下忠行

︵註︶原句﹁蝉時雨暗き御堂の仏たち﹂の句調を整へてふ

豊中市小林三郎

豊島区川崎鋸南

日焼顔のつぶらなる瞳に承つめらる

湖青く暮るるの承なり梨を剥く

街騒や水打つひとに辞儀をして

蟻地獄生き餌引き込承あとは寂

蟻地獄僧の帯に消されたり

神官に海赦はれて夏めけり

はねと

ねぶた果て闇を去りゆく跳人たち

千羽鶴かけて七夕操舵室

︑竿燈の子らを励ます教師在り

祭︒子らを励ます教師の姿が輝いて見えるようであ

︵註︶青森のねぶた︑秋田の竿燈︑仙台の七夕は東北三大

ス︾０

中野区小牧幸雄
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弘道俳壇

︵伊勢参宮三句︶

滑らかに青葉若葉や五十鈴川
おるが

青嵐天祖拝む静寂あり

＠大神楽の疋女の瞳澄ゑし梅雨晴間
︵註︶伊勢神宮の梅雨晴間︑疋女の瞳の澄承様を見たとい
業直前の参拝から五十年目に生き残りの同期会を開

う感動！作者が昭和二十年三月︑海軍経理学校卒
いた時の作︒神楽は冬︑梅雨は夏だが︑それらを超

中野区石川良子

越しての感動が句に張っている︒

蟻地獄めがけて雀舞ひ降りぬ
屋敷墓の垣を粧ふ立葵
茶器白く水羊雲の添へらるる

千葉県香取郡鈴木とよ女
︑●ａ﹄一句・・一︸ｂ重ｑ一○︲日ロ︲

玩具箱片付けられて梅雨の客
︵註︶原句﹁梅浦の庭玩呉付付鋤牌通す﹂でしたが句調を
整えたものり．・町︲︑︐耐：一室一

＠大さっき大花明り班剰扉鋤咳一応

ーンで︑あえて感吟に．．⁝．

︵註︶さつきと花明りが季重なりですが︑﹁大﹂のリフレ

地引網の知らせのありし夏座敷

都下西多摩郡吉田ウメ

母の忌や母の好ゑし百日草

露おきし庭のものなり供華となす

明王に十薬の花供へられ

千葉県香取郡木内和

垣根刈り祭待つ日の静かなる

︵註︶思い出も次左と出て来る夏帽子！

︑そのか象の旅の写真の夏帽子

雑貨屋の新装に吹く青田風

世田谷区山本真之助

蛇の目差し青梅雨街の人となる
松手入松自ら姿なす

杉並区加藤志偶夫

葉の色をいよいよ濃うして五月雨るる

久闇の握手でありぬ梅雨の駅

新樹光深き恵承のあるごとし
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花火あと人散り急ぐさびしとも

︑煩悩の流れ遥かに天の川

大田区鏑木雲州
︵註︶天の川にも煩悩が流れているかもという句姿で︑人

予備校の窓の明りも夏めける

気忙しき雀となりぬ梅雨の閑

杉並区阿部清

︵註︶この純真さ︑高齢者丈に感激！

薫風の吹き抜けてゐる母の家

蟻地獄子らの遊びの遠くなる

間の煩悩を調っている︒

紫陽花に夕日真赤に燃えてゐし

世田谷区北沢二

二三

三一の編者宛に

※次号︵九︑十月号︶の〆切は九月二十日︵水︶

世を騒がす宗教等とんでもない話︒︵師松魚︶

︵小感︶俳句を作っていると︑路肩の一草にも情を感じ︑

初潮に魚群の気配ひそかなる

編者吟

花合歓に白壁暮るる神輿庫

風穴に樹海の息や時鳥

梅雨の堂阿修羅の視線遥かかな

十薬に雨意の兆せる荷風の碑

蓄蔽の陽に濃き鴎生める地獄門

︵特別寄稿︶船橋市河内朝生

一旬の山の家なる遠花火

物干場を桟敷となして花火見に

多摩市鳩沢黄猿

暁の富士に色添ふ夏椿

魚五種の薄作りとふ夏料理
おり

手花火に心の澱を燃やしをり
︑そのかみの江の島哀歌卯浪立つ

三膳市三枝武双

︵註︶﹁哀歌﹂と﹁卯濃﹂が照合し︑悲しゑを深めている
佳句！

草いきれ瓢湖遥かに烏らしく
在りし日のままに描かれ盆迎ふ
梅雨明けの空の大きく夕暮るる

武蔵野市川口里人
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︵抄録︶

の全日空ホテルにおいて開催された人間国宝︵重要無

＊鈴木勲会長︑文化財保護審議会会長として︑港区赤坂

６月即日︵火︶

雄氏来会︒

・第肥版︶刊行打合せのため︑岩波書店出版部塩尻親

＊午後２時刈分︑岩波文庫版﹃日本道徳論﹄︵西村茂樹著

た﹂︵鈴木勲会長談︶

院賞二名︑日本芸術院賞九名の方々が受賞の栄に輝い

天皇・皇后両陛下御臨席のもとに︑恩賜賞・日本芸術

院授賞式に特別来賓として鈴木勲会長出席︒﹁当日は︑

＊午前ｎ時より︑上野の芸術院において開催された芸術

６月５日︵月︶

治郎︑望月兼次郎各氏と藤下昌信︒

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑斎藤知正︑加瀬正

＊午後１時帥分より﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

６月２日︵金︶

識毒

蕊

形文化財保持者︶指定書交付式に出席︒

＊鈴木勲会長︑文化財保護審議会会長として︑遠山敦子

６月四日︵水︶より羽日︵金︶まで︑

文化庁長官︑文化庁幹部諸氏とともに︑岩手・秋田方

面の国宝・重要文化財史跡等を視察︒
６月邪日︵月︶

行委員会を開催︒来年度を起点として実施される記念

＊午後０時より︑本会創立百二十周年記念事業第１回実

出席者Ｉ鈴木勲委員長︑伊藤克巳︑生平幸立︑古川哲

式典及び記念事業の計画策定に入る︒

史︑松平直書︑宮崎哲夫各委員︑藤下昌信事務局長︒

＊午後３時釦分︑三枝英司氏︵会員︶所用のため来会︒

鈴木勲会長と懇談︒
６月別日︵金︶

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑斎藤知正︑加瀬正

＊午後１時別分より﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

治郎︑望月兼次郎︑鈴木寛一各氏と藤下昌信︒
７月旧日︵木︶

千葉県立中央図書館長大岩好昭氏︵会員︶千葉県立美

＊午前ｎ時︑元千葉県立美術館長市原正夫氏︵会員︶元

また︑元千葉県教育委員会教育次長槽谷正彦氏︵会員︶

術館長森成吉氏︑千葉県教育庁文化課長鈴木道之助氏︑

来会︒鈴木勲会長と懇談︒
７月側日︵金︶
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0

灘

◎

＊午後１時︑三枝栄司氏︵会員︶千葉県木更津支会再建
・発足の件につき来会︒鈴木勲会長と懇談︒

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑加瀬正治郎︑鈴木

寛一各氏と藤下昌信︒
７月別日︵土︶

﹁なべや﹂において開催され︑鈴木勲会長と藤下昌信

＊午後３時より︑千葉県木更津支会の発会式が市内の

７月旧日︵火︶

葉県佐倉市長に当選された綿貫博孝氏︵本会佐倉支会名

事務局長が出席︒木更津支会は︑既に明治二十四年に

＊午後２時別分︑今回行われた地方選挙で︑新らしく千
誉会長︶就任挨拶のため来会︒佐倉支会長倉次重一氏︑

第十五番目の支会として設立されており︑今回は︑幹

部諸氏のご努力により再建・復活したことになる︒な

同支会幹事長服部忠蔵氏が同席して鈴木勲会長と懇談︒
７月創日︵金︶

お総会終了後︑鈴木勲会長による﹁日本弘道会の現代

会を開いて設立にこぎつけて下さった現役員及び会員

の拡張に努力することを申し合せていた︒数回の準備

的使命﹂と題する講話があり︑参加会員そろって会勢

︵日︶にひかえ︑藤下昌信︑風間一彦職員の両名が青山

＊午後５時︑故西村幸二郎前会長の祥月ご命日を路日

の皆様方に心から敬意を表します︒︵以上︶

彦職員文部省へ出張︒

＊午後４時︑公益法人関係報告書類提出のため︑風間一

墓地へ赴き︑墓参を行う︒

事務局長出席︒この書展は︑書道界にあって特にレベ

流書展﹂のプレヴュ・レセプションに招かれ藤下昌信

全国書美術振興会︵鈴木勲会長︶主催﹁第別回日本の女

＊午後４時︑東京セントラル美術館において開催された

一本会は︑勅文化財保護振興財団の呼びかけに応じ一
一て︑左記の金額を︑被害文化財復旧寄金として寄付一

一財等︶は︑大へんな数になるそうです︒

一︵国宝・重要文化財︑史跡・天然記念物︑各府県指定文化一

一阪神・淡路大震災によって被害を受けた文化財一

７月四日︵月︶

ルの高い書展として知られており︑全国各地から優作

■■甲も〃・もザ．■■．■号Ｑ■凸■画も■●■一■・■■■■君■色■．■■●一■もｇ凸■もｇ・■■ｇｂ■凸︑色■も■■■■●■胃■画■■ｂの■■・も■今■︾■■■■も︑一Ｆ合ｇ①

一いたしました︒

■■■■■凸■凸■凸■凸■曲り■■■︑■■Ｌ■合■■■■■一■

一︑金一○万円

︑■・口︒□ｑｑ−Ｂ■言も▼凸■．Ｑ画■■凸■ｂ■．︒ｇ色■︽■・■Ｆ■■■ｑ■■ｈ■も︒■■ＢＧ■︑．■︾一刃▽▲■凸■＆■企ｇ■︑

■■■■■■■■・■■■■︑凸■■■■■●︑■■一■■凸■■■●■君ｅＱＤＥＤＧ守邑守ら寺Ｃｅ■■己︒●■二■守凸毎

の出品者約五○○名が集い︑立錐の余地もないほどの
盛況であった︒
７月朋日︵金︶

＊午後１時別分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒
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木更津支会結成にあたって
二十一世紀を迎えようとしている今日︑日本はどこへ行

くのだろうか？どうなるのだろうか？どうしたらよい
あまりにも混迷幽乱する政治不安︑先きの見えない経済

のだ ろ う か ？ と 心 配 を し て い る 者 は 少 な く な い ︒
不況︑高利・合理優先の環境破壊︒更には︑
⁝︲︲！⁝ｉ侭陰湿ないじめ事件︑凶悪犯罪の増加︑更には︑

弓刈︾壬一母御祷峠唖奉岬母準壁︾︾︾小巻︾桝卦︾銚

一だ程︾また︑知識量の優先だけに傾斜した教育は︑

三雄滞秘恥拙酔坤叫榊峠榊吟郡︾計懸漂嘩緋
岬それは退廃の道を辿るといわれている︒
古きより︑如何に経済的・科学的・文化的
に進歩が染られても︑それを支える人間としての道徳が基
ります︒

盤になければ︑私どもが集うと当然のようにこの話題とな
そんな中︑二十数年来ご指導を賜っております︒鈴木勲
会長に面会が叶いましたこと︑地域社会は勿論千葉県下で
尊敬を集めた︑よき指導者故東平久雄先生からも︑この社
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ので︑数人にそのことを話をしている過程から︑当木更津

４記念講話﹁日本弘道会の現代的使命﹂

をいただいた︒

について審議した後︑鈴木勲会長に左記の通りご講話

でも支会を結成しよう︒という気運が起こり︑数回の準備

団法人日本弘道会についてのお話をお聞きしておりました

会を経て︑鈴木勲会長さんのご出席を得まして正式に支会
その資料の中に︑実は私どもの先輩が既に木更津支会の

設立となりました︒

社団法人日本弘道会会長鈴木勲先生
５役員組織
＊支会長若鍋尚志
＊幹事長三枝英司

＊幹事沖津三郎重田実

設立をしてあった︒﹃明治二十四年八月十一日・千葉県木
更津第十五支会設立を認可す﹄という記録があります︒副

︵幹事長三枝英司記︶

＊監事荒井弘導渡漫朱美

地域で信仰篤い木更津八幡神社現宮司八剣昭雄氏の叔父で

吉田責←古田貴

Ｏ

﹁支会だより﹂別頁下段最終行

藩長士←薩長士

Ｏ

﹁西村茂樹研究論文﹂上田浩史氏稿舗頁下段略行目

重盛脇中←重盛胸中

○

﹁家庭はいま﹂石川信男氏稿陥頁下段岨行目

モラル・ミニナム︲←モラル・ミニマム

Ｏ

﹁家族考﹂有田一毒氏稿皿頁下段７行目

第九七六号︵平成七年五・六月号︶

訂正

支会長には八剣繊太郎氏の名前がありました︒この方は︑

年七月二十九日に木更津を訪問されているということは︑

あることが判明しました︒また︑会祖・西村茂樹先生が同
今から一○五年前の今日・七月二十九日のことであったと
お聞きして承れば︑会員一同驚嘆と感激をせずにはおられ
ませんでした︒支会設立には僅か二十数名ではありますが︑

はかり︑若者や世相を批判するだけではなく︑大人自らが

徐灸に本会の主旨を地域に浸透させていく過程で会員増を
よき範を示すことができるよう︑研鑑を積んで参りたいと
考えております︒

設立総会では

１木更津支会規約の決定
２これからの推進体制の概要
３役員組織の承認
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会告

Ｉ
Ｉ
鶴資料ご寄贈者芳名
︵平成７年６月Ｉ平成７年７月︶

﹃古地図・東京市全図﹄

大正９年的月訂正第胡版溌行

護行所便覧杜

藤下昌信殿︵事務局長︶

鰯図書ご寄贈者芳名
︵平成７年６月Ｉ平成７年７月︶

﹃明治思想家の宗教観﹄

編著比較思想史研究会
発行所大蔵出版︵株︶
宮崎哲夫殿︵評議員︶

﹃改 造 ﹄ １ ９ ４ ８ １ ７ 月 号

編集護行人平田貫一郎

溌行所改造社

宮崎哲夫殿︵評議員︶

﹃校長・教頭のため
の学校の人事管理﹄

著者糟谷正彦

発行所学陽書房
市川和幸殿︵東京都︶

﹃逐条学校教育法﹄第２次改訂版

編著者鈴木勲

市川和幸殿︵東京都︶

発行所学陽書一房

﹃三十年の歩承

発行所︵財︶日本私学教育研究所

︵財︶日本私学教育研究所﹄
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１この報告を以って領収書に代えさせてい
ただきます︒

終年度です︒

２お名前の上の○印は新入会員の方です︒
３お名前の下の括弧内の数字は会費納入最

︹北海道︺

○須藤芳弘⑦今野庸二⑦
藤中辰夫⑦大月武志⑦

気境公男
山下忠行

︹岩手県︺

遠藤栄一

芦文八郎

真井田善悦

︹秋田県︺

畠山東太郎

戸津正男

宮野吉松
加藤慶志
伊藤鉄雄
藤肥正三
杉沢富男

︹福島県︺

五十嵐徳雄

長谷川雲郎

石川佐中
佐藤保文
田久孝翁
丹治幸吉

斉藤善次

早水憲

鈴木ユキョ⑦

渡部文雄
宮川佳久
山田角助

若狭礼一郎

平沢四子男

野中和郎
近藤七郎

柴田司郎
米沢茂美
永田慶信
安濃徳雄

熊谷三四代
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︹山形県︺

直市㈹

︹新潟県︺

堀

山川徳助⑦
志田峯三㈹

沖明⑦

︹東京都︺

○○
安小下門辻角安菅松古三小木嶋麿浜
西坂中野張済原本屋輪田村田田中
英 清 喜 田 金
太 直 正 二 良 代 孝 芳 健 晋 満
郎巌也二郎繁一治二豊子清一吾滋和

⑦（9）（7）（7）⑦（7）（7）⑦（7）（7）⑦（7）⑦⑦（7）⑦

幸 士 雅 十 松
敏茂貞三守武一四俊新正昌太政年幸
郎男三郎男弥郎雄夫平木一郎弘弘雄
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光石久松高大渡岡
谷渡田原橋洞部本

伸龍正恭陽親
獄幸二憲介一武宣

⑦

中野泰雄⑧
池田太郎⑦
浜田頼三⑦

高田賢⑦

(7)⑦（7）⑦

荒木敏鎌⑦

石武伊長
川田藤谷
幸川
借武七静
男雄郎馬

嶋今中広夜泉梶山
津井里川久村本
真

村田備例

小笠原峯男⑦

小林鉱治⑦

岡本省吾⑦
菱山幸一⑦
田中万吉⑦
吉田幸治⑦
平林智司⑦
片平善二⑦

遠藤林太郎⑦

忠り英
久州輔

(7)⑦（7）（7）（7）（7）（7）（7）

石井武子⑦
中根一夫㈹

関岡孝義⑦

渡辺輿五郎⑦

金田和雄⑦
石井重光⑦

上篠豊⑦
吉岡信⑦

堀内政三⑦
阿部光夫⑦
有地一郎例

鈴木稔⑦

徳川宗英⑦
広沢節三⑦

石田中

良 寿 正 之

孝正男久雄実昇助

⑦⑦（7）（7）⑦（7）⑦（9）

川熊島

柏倉真一

相津長治⑦

○

下加烏松小細小白砂高横中石細岡小
山藤羽本洲谷川井金橋山山川谷田牧
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三間二郎例
○前嶋雅樹⑪

古

⑦（7）（7）（7）（7）（7）（7）（7）（7）（7）（7）（7）⑦（7）

弘政良吉
毅司子彦

○赤松豪⑦

井

博好民智嘉新典増隆正格照静
之貢助己雄一比蔵夫之隆禅雄亮

井相石山

上川川崎

(7)（7）⑦⑦

高橋央尚例
○小林三郎⑦

赤福河生大渡佐小武乙七鈴神漬
司田合山内辺を川末丸海木戸田

︹神奈川県︺

︹埼玉県︺

小近佐藤吉川推阪伊高足金矢佐堀
谷藤藤井田久野谷能間立井柴伯口
保
君 茂 忠 孝 忠 芳 文 信 豊 恭
昌江教隆一雄助信雄勇隆勇雄一宣

︹千葉県︺

尾形伊之吉

新田新一

鈴木光二郎

吉田徳二
若林正寧

大木衛

大佐和健
伊藤英雄
高柳善男

辻幸蔵

大八木正子

安藤隆弘

(7)⑦⑦⑦（7）(7)⑦（7）（6）（7）(7)⑦

○
北岩関小池山矢田高川五
田田口菅野辺吹中橋口月
女

浩 峻 和 知 好 京 善
一敏晃道己行中之勝子一

⑧(7)⑦（7）⑦⑦⑦⑦⑪（8）（7）
江川豊太郎

増田一郎
斉藤勝美

嵯峨俊一

発智秀雄

須田勉

棚沢慶治
斉藤知正
河野幸枝
小林靖昌

白鳥千鶴子

鈴木英司
渡辺匿志

猿田巌
斉藤明

笹本武雄

鈴木とよ

青野進
越川重
萩原勝

飯田寅次郎

今筒敬三
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八大高竹池大近寺滝斉櫛林森平高小吉四畑木根柳椎伊
輿
千森木蓋田岩藤本口藤部井木津田蔓中内本瀬名藤
支 敏 義 良 竹 真 士 松 正 秀 友 万 佐 重 淳 秀 健 信

代

会夫雄平夫五夫彬蔵清直雄良尭司鮫稔男治夫祐雄司光
1
3
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小久保義松

鈴木普二男

青野虎二
落合高省
野平栄次

加藤隆
高橋瑛

藤田たか子

市原正夫
小林信夫
中村喜司

五十嵐一郎

成毛市郎

五代吉彦

鈴木亨

成毛武夫
落合一男
河内朝夫

片桐秀三

飛ヶ谷定一

宇井貞文

林資郎

○小津深

(
7
)
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関口善太郎⑦
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⑦（7）

︹群馬県︺

大塚洋次郎

渡部正義

青木安弘⑦

⑦（7）

金津芳平
斉藤武二

(
7
)
（
7
）

︹静岡県︺

加藤義博
田内龍治

(
7
)
（
7
）

︹長野県︺

小林清例

(7)（7）⑦（7）

赤度正男

⑦⑦

青柳哲

︹富山県︺

清水美晴
佐野健三

明紀一毒

(
7
)

︹福井県︺

正太五

稲木孝二郎

佐石桐伊
藤原山藤

︹岐阜県︺

今井和男

江崎力

石井新太郎

小邑政明

岡崎久

(7)（7）（7）⑦⑦

讃岐和家
高田敬子

有馬弘毅

小池弘

︹広島県︺

上川繁人
︹山口県︺

渡辺勲
宮本勝義
︹高知県︺

井上長英
︹愛媛県︺

菊池提
宇都宮象一
︹福岡県︺

古川清光
︹大分県︺

椛田信吾
︹長崎県︺

松本慶蔵
︹熊本県︺

有田文雄

中村チョノ⑦

西田春善
③宇和郷士
文化保存会

吉永一郎例

︹佐賀県︺

古賀秀男
高柳久登

︹宮崎県︺

壷井秀生

︹鹿児島県︺

松下兼文

︹シンガポール︺

○有馬慎二⑦

末次祐司
小柳治道

後藤俊彦③

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵平成７年６月ｌ平成７年７月︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

シンガポール有馬慎二鈴木勲

北海道須藤芳弘大月武志

東京浜中満和宮崎哲夫

東京小牧幸雄河内朝夫

″麿田滋藤下昌信

神奈川小林三郎河内朝夫

千葉小津深鈴木英司

⑦（7）

︹愛知県︺

鳥居秀雄
鈴木亮三
堀井丈男
︹京都府︺

福井秀一

大内正夫

内貴章雄

金森茂一郎

︹奈良県︺

︹和歌山県︺

中西包夫
︹大阪府︺

長谷紀雄
︹兵庫県︺

矢野恭克
︹岡山県︺

高橋文博
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雅錯故識榊癖一

赤前岩
松嶋田

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

″坂本弘〃

″佐藤雅英〃

八千代高田義之一計軒誹麺筆

″三島房夫〃

島根坂本諭司飯塚一雄

″平野徳蔵〃
″岩波正夫〃

″樋口宏〃

″仲尾卓二大津千丈

安房宮沢治海柴山斉

︵平成７年６月ｌ平成７年７月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

京玉

″並木昇二

〃 〃 ノ 〃 〃

松本宋次郎

今村孝明
浮貝公雄
石黒貞嗣
窪田由延

〃 〃 〃 〃 〃

と恩ひ乍ら︑私
自身︑流されてはいけない︒と反省を

時代の流れか知ら

５．６月号を読んで︵日本の家族・家庭︶

お世話様になりありがとうございます︒

お暑い中︑お仕事ご苦労様︒いつも

東京都大賀佐恰子

肝〜〜；〜〜〜〜１〜ｉｔくくくく１１７︐〜〜〜Ｉ⁝！﹄

ひろぱ

言葉の
〜

暑さ厳しき折どうぞご自愛下さいま

しております︒が︑むずかしいですネ︒

すように︒皆さんにもよろしく

愛媛県宇都宮象一

西村先生の全国視察の日一記に私共の

︵愛媛県宇和町町長︶

おり︑﹁開明学校﹂馬額の裏付けとな

町へ来られた日付がはっきり記されて

り喜んでおります︒

佐賀県高柳久登

道義が昏迷し︑不祥事が頻発する今

日こそ日本弘道会の一層の活躍が期待

覚悟です︒

されますが︑会員の私たちも努力する

秋田県宮川佳久

いつもの今の世に相応しい適切な特
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−
￨
ー

東埼

″渡辺一世〃
″川崎七生〃
″畠山博明〃
″三浦信武〃
″西谷元良〃
〃

一
へ 戸

〃

集記事に感謝申し上げます︒少々忙し

飛び立って国のため殉じた方灸のため

家人類の将来をおもんぱかること﹂と

たいと意を強くしている戦後五十年で

碑に心を寄せ恒久の平和を念じていき

したのだと︑そしてさらにこの慰霊の

ありますがこれにあてはまるる事業を

心を寄せて下さった地元八十余名の参

七月十三日には︑小雨の中をこれ迄

に慰霊碑を建立した︒

列があり︑特に遠路の九州︵熊本県と大

ンバー﹂を見直しています︒第九七四

いと仲々熟読出来ず︑時折﹁バックナ

には本当に教えられました︒社頭のお

号八五頁の﹁君が代﹂に第二番あり︑

分県︶から二名の元特攻隊員の方︑岡

﹃反響﹄

ある︒

す︒

はなしに利用させて頂きたいと存じま

が参って慰霊碑の除幕と追悼のことば
承でした︒元特攻振武隊長の大野金吉

を述べて下さったことは感謝感激の窮

諸先生の﹁日本の家族と家庭﹂につ

た︒

﹁弘道﹂第九七六号拝見いたしまし

岩崎晶

山・兵庫県の関西からは五名のご遺族

秋田県渡部文雄

殺し合いは絶対にすべきでない︒平和

氏︵熊本県︶の追悼文には﹁人間同士の

弘道５１６月号﹁日本の家族と家

の翼で能代の空を思いっ切り飛んでゑ

いての﹃貴重な言﹄を︑未熟なる私の

たい﹂と言ったことばが心に残る︒こ

まとめとして左記に陳述させて頂きま

先生は説かれ弘道会綱領甲号第七に掲

のことはことしに入った二月以来︑東

庭﹂について一家の和合を会長の鈴木

雲飛行場を語る会をつくって︑戦争体

︵秋田県能代市︶に当時陸軍の特攻の猛

戦後五十年を期し︑東雲飛行場跡地

弘道誌を通じて世に間うてゑて下さい︒

ことを述べてゑました︒出来ましたら

観点から現在会員として実践している

に掲げている国家・人類の平和という

の欄に﹁世界の形勢を察すること︑国

会綱領があって︑その乙号︵社会道徳︶

号の弘道誌の一ページ目には日本弘道

の話し合いからなした事業である︒毎

の為に殉じた方左の鎮魂をはかろうと

て記録を残そう︒②慰霊碑を建てて国

験の風化しないうちに①当時を語っ

じること︑近親相親しむこと﹂と明示︑

三○日︶の甲号の中に﹁家庭の訓育を

った︒日本弘道会綱領︵昭五一年一○月

悪の判断の基準を暖昧模糊にしてしま

薄にして︑親孝行は死文となった︒善

○誤れる﹁人権思想﹂が親子関係を稀

す︒

︑︑︑

後五○年に際し乙号︵社会道徳︶第一

げていると言っていることから私は戦

訓練ゆえに殉職︒またここから戦地に
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掲げられております︒
日本人は本来の生き方を取り一戻すこ

とが必要ではなかろうか？﹁胎教とい
うことは今では世界の医学界の常識に

行者が教育目標を持ち︑子供の成長を

００００

活習慣つまりは賎を身につけさせるべ

楽しゑを見出すよう支援していくこと

自分自身の成長と受止めて︑子育てに

しつけ

ける傾向があり︑学校の責任が重すぎ

きである︒親は何んでも学校に押しつ

が意図的︑積極的に親の役割を果すこ

が重要となっております︒特に︑男親

と︑その努力が必要であります︒

パロディや軽口︑茶化しが蔓延する

るのではあるまいか︒

昨今︑﹁学校﹂はもとより﹁親たち﹂

なりつ上あり︑長じては子供の世界は

○北村晴朗本会特別会員の随想１﹁物

大人の社会の映し絵である︒大人の社

も︑けじめと節目とをピシッとつける

のあはれを知る心﹂はまことに良いお

︑︑︑

教育を行いたいものである︒

人の命には限りあり︑人間や自然の

︑︑︑せつ・もく

会の姿はそのま上子供の世界に投影す

家庭弓諺冨冒昌︶は生活を共にする

﹁無常感﹂は︑折にふれ誰の心にも自

じつ︑︑︑

る︒実にこわいことであります︒

人間の集団であり︑家庭︵函○冨巴は

かぎ

現代に於いては家庭教育の主役は

家族が生活を営む場と言われておるが︑

されたとゑてよいとのことで﹁祇園精

然に生じる感情で︑それが仏教で助長

話であります︒

テレビとも云われておる︒各放送局は

必しも厳重に区別して使われてはおり

﹁常ならぬ世のためしだになかりせぱ

鎌倉初期の明恵上人の和歌

舎鐘の声﹂であります︒

︑︑

すべからず番組審議会の強化を計るべ

ません︒

最近日本に於ける少子化現象に対す

﹁よい家庭があってこそ︑よい社会

︑︑︑︑︑しん聾﹄かい

︽き で あ ろ う ︒

が生れる﹂社会の単位は家庭である︒

による平均世帯人としては昭和一五年

は︑人生有限性に結びつくとの哲学で

る論議が出て来ております︒国勢調査
は五・一○人︑それが平成二年には︑

純粋な個人などあり得ません︒現在の

二︑九八人となり︑それは子供数の減

何によそへてあはれ知らまし﹂

遵法精神のない社会は片肺飛行をして

の言葉を阻畷︑翫味いたしておる次第

あり︑私は﹁狗子に仏性ありや﹂の禅

社会のルールは道徳と法律とである︒
いるようなものである︒日本人が﹁孝﹂

や上憂うべきことかと愚考いたします︒

少と単身世帯の増加によるとあります︒

︵本会評議員・ＮＨＫ旧友会員︶

でございます︒

そしゃくがん熟

という大事なことを封建的なものとし

育機能を発揮する為には︑親やその代

意識も変化しつ上あり︑家族がその教

男女の役割や結婚や︑家庭に対する

て捨て去ってしまったことは誠に残念
なことであります︒﹁孝﹂は決して封
子供への教え導きとは﹁基本的な生

建的なものではないのである︒
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を受けました︒設立総会終了後には︑

目の終戦記念日に当ります︒太平洋戦

鯵当年の八月十五日︵火︶は︑五○回

争が終結してから早や五○年︑会員の

鈴木勲会長により﹁日本弘道会の現代
的使命﹂と題する講話があり︑参会者

編集後記
記事の中で︑最も注目を集めているの

鯵いま︑マスメディアに登場する報道

けられた故寛素彦先生︵元本会理事︶が

ではないかと思います︒玉音放送の録

ご存命ならば︑どのような感慨を述べ

皆様方には︑さまざまな憶いがおあり

しておりましたが︑今回︑幹事長の三

れており︑戦後長期間にわたって中断

られただろうか︑ふっと︑在りし日の

は一言も聞きもらすまいと熱心に聞き

自身が抱いている宗教観についてご披

寛先生の温顔が目に浮んでまいります︒

入っておりました︒なお︑この木更津

露いただきました︒それぞれが宗教の

枝英司氏をはじめ︑支会長の若鍋尚志

先の見えにくい時代ですが︑いつまで

は宗教の問題ではないかと思います︒

本質に迫る玉稿であり︑私共の胸に一

氏ら役員各位のご尽力によって復活を

も平和で︑争いのない世界が招来され

音盤を︑緊迫した状況下にありながら︑

筋の灯を点じていただいたような気が

逐げることができました︒改めて各位

身命を堵して守り抜いて放送に漕ぎつ

いたします︒恐るべきテロ集団化した

のご労苦に対して感謝申し上げたいと

ることを祈らずにはいられません︒

支会は︑明治二十四年八月十一日︑本

狂信的なオウム真理教に︑なぜ︑前途

存じます︒なお︑会祖西村茂樹先生が︑

会第十五番目の支会として既に設立さ

有為な若者たちが身をゆだねるように

明治二十四年七月二十九日︑支会設立

ただき︑支会の方々からも日頃からご

なったのでしょうか︑正しい宗教心を

のための前段として木更津の地を訪問

本号では中村元先生に巻頭を飾ってい

育てることを取り込んだ道徳教育の必

していることが記録に残されておりま

鈴木勲
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要性を痛感いたしております︒

す︒今回の設立総会と同月同日であり︑

平成七年八月一霊日印刷

鯵去る七月二十九日︵士︶木更津支会

っておりました︒木更津支会の復活を
心からお慶び申し上げますとともに︑

参会者一同その奇縁に喜びと驚きを語

で行われました︒当日の経過について

今後のご活躍とご発展を期待しており

時から木更津市のレストラン﹁なべや﹂

は︑本号朋頁に詳しいので省略します

ます︒

が誕生しました︒設立総会は︑午後三

が︑当日は︑鈴木勲会長と私がお招き

鈴木勲編著
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学校制度の根幹である学校教育法を逐条的に法文

解釈や運用方針など詳細に解説した定本！

編著者が文部省の大臣官房総務課勤務時代に組織

した共同研究会が母体になってすすめられた共同研

ぶりに全面改訂したものである︒

究の成果が結実したものであり︑好評の前著を９年

今回も新たに文部省担当各課の権威を執筆陣に迎

えて︑法律改正をすべて完全に網羅した上︑関連の

で挿入して︑複雑な条文を一層分かりやすく読承解

政令・省令・通達・行政実例を随所に﹁２段組承﹂
いている︒

学校現場での教職員の処遇について︑現実に運用

センター監事されている基本ルールを分かりやすく解説したもの

日本体育・学校健康

前大阪大学事務局長である︒

法律の承では教育現場を律しきれない︒校長と教

職員との間の信頼関係が問題解決のカギとなること

などを中心に︑学校人事に関する考え方も整序して

提示されているので︑現場に即した学校管理者のた

勤務時間・休暇の改正に伴い︑４回の改訂を加え

めの実務手引に最適である︒

なり︑内容もよりコンパクトにまとめられた︒

た好評の前著を全面的に改訂︒数値データも新しく
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