【巻頭の言葉】

国際化と日本人･･･………………………･……･……･…………………土田国保

特集国際化と日本人
国際化と日本人･･………………･…･……………………･………･……鈴木動

国際社会に生きる日本人の育成………･･………………･……………菱村幸彦
不思議な国の日本…･…･……………………･…………………………松平直毒

国際化と伝統文化…･…･………………………………………･………土田健次郎
国際的感覚を身につけた日本人の育成………………………………尾田幸雄

平成7年3〜4月号
東 京

日 本 弘 道
1

会

平成七年四月三十日発行

第百三巻第九百七十五号
平成七年四月三十日発行

第975号

零⁝

墓
恩

愈御寓幅奉毒候︒

奉寓謝候︒

彼是延引仕候二付︑

右御挨拶として参上

児玉淳一郎様

三月十三日

之至二御坐候︒

西村茂樹

頓首再拝

粗菓一箱御品味被下候ハ上本懐

唇儀以使御起居相伺申候︒

可仕候虚︑

寄之御品を御恵投被下御厚意

先般者態を御来訪被下何

籾

︵故福地重孝氏より﹁写﹂を受贈︶

乍

圭今労ｆ蝿７薄ｊ為

ｉ芝

透
■￨■■

乙号︵社会道徳︶

︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶

日本弘道会綱領
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
除すること§

信教は自由なること︑迷信は排
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
と

報道言論の公正を求めること︑

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

社会悪に対し世論を高めること

教養を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を貢らないこと︑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

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

弘之・中村正直らと相図り

礼・福沢諭吉・西周・加藤

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

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

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂

の前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

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

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

涯教育の先駆的役割を果たされました︒
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仁政と自由
○Ｏ

或人が問うた︒わたしは若年から儒教を学び︑﹃論語﹄﹃孟子﹄その他の書を読んだが︑どの本に

も国を治めるには仁政が第一だと説いている︒実際︑仁政は国を治める一本鎗で︑どんなにりっぱ

な法律が備わっていても︑仁政を行わないとき︑決して国の治まる道理はないのである︒この理を
００００Ｏ

わたしは深く信じて疑わなかったが︑近年になって西洋政治学の銃訳書二︑三種を読んだところ︑

どの本にもただ人民に自由を許すことを説くの承で︑仁政のことを説いた本は一冊もなかった︒わ

たしは︑それで大きな疑いを起こした︒もし仁政が無用なものなら︑どうしてシナのむかしの聖人

や帝王は︑仁政によって国を治め︑大きな治績を挙げたか︒孔孟の聖賢が熱心に仁政の美を説いた

のに︑一人としてそれに反対した者はないのか︒もし仁政といわれるものが実際治国に欠くべから

ざるものなら︑どうして欧米諸国では仁政に依らずして国をりつばに治めているのか︒欧米の政治

学者はなにゆえ仁政の美を説かないのか︒以上の疑問は久しく未解決のままである︒先生のお教え
を乞いたい︒

答えて言った︒シナの仁政も︑欧米の自由も︑その帰する所は一つである︒ところが説が分かれ

て二つになっているのには理由がある︒そもそも治国のカナメは安民にほかならないが︑安民とは

民の生命財産を安穏にすることにほかならない︒シナの三代の時期︑すなわち孔孟が讃美する時期

は︑国民の知識がまだ開けていず︑万事を君主にたより︑自分の力で生命財産を安穏にする智が足
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りなかった︒それで民に君たる者は︑あたかも牧者が羊の群を飼育するように民を養育して生活の

安定を得せしめる︒すなわち君主みずから人民の生命財産を安穏にする任務に当たったのであって︑

そのようでなければ民を飢えさせ︑こごえさせるおそれがある︒これが仁政の必要な理由で︑孔孟
が仁政を説いてやまなかった理由である︒

ところが︑欧米諸国の如きは事情が異なり︑国民の知識学術がたいへん進歩し︑政府と国民との

あいだに知識の大差はない︒それで自分の生命財産を安穏にするが如きは︑すべての人民が自力で

じゅうぶんにこれに当たり︑政府の援助を侯つことはない︒ただ︑政府が暴政をおこない︑人民の

生命︑財産︑思想︑言論の自由を奪うときは︑人民はたいへんそのことで苦悩し︑そのため国中が

乱れさわぐことがある︒それで欧米諸国の政治学者は人民の自由を奪うのを深く戒めているのであ

る︒シナと欧米の説がたいへんその趣意を異にしているようであるが︑その帰一するところは︑要

するにどちらも人民の生命財産を安穏にすることに尽き︑一はその民が無智であるゆえに君主が助

力して安穏ならしめ︑一はその民の知識がすでに開け︑自力で生命財産を安穏にすることができる

ので︑政府はあえてその安穏を妨げないだけのことである︒これが拙者がその帰するところは一つ
であると言った理由である︒

︵域鯛叶伍嫉獅淵叶に一胎牝政一
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︻巻頭の言葉︼

国際化と 日本人

土田国保

深まり行く国際化は︑今や人類共通の宿命となった︒地球は益を一つになって行くからであ

（6）

る︒日本人にとっても︑真の国際人としての力量を発揮できるか否かは︑我が国運の盛衰に直
結する現代の最大課題であると言っても過言ではない︒

真の国際人とは何か？

先ず第一に︑代表的な︑その国の人であることｐ即ち︑それぞれの国の歴史︑文化︑伝統を

踏まえ︑その国土につちかわれた物の考え方︑感じ方を︑おのれの身心から発散しうる個性の
持主であること︒

第二に︑個性的でありながらも閉鎖的ではなく︑何事についても自分自身の意見を持ち︑必

要とあれば︑その見識を明快に主張することのできる反面︑相手国の伝統︑文化に対する︑理
解と尊敬の念を失わないこと︒

第三に︑常に大勢の把握に努め︑ 大局を視ながら個々 の事象のポイントを明確に捉え︑その
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先見洞察力によって︑随所に主となる器量の持主であること︒

さて︑これだけの指標を承たしうる自信を持った人にめぐり会うことは︑恐らくまれであろ

う︒しかし︑事柄は重大であって︑皆で志向するべき目標は︑決して低くあってはならない︒

それが︑我が民族的資質の向上と︑国際社会ひいては人類文化発展のための要諦だからである︒

第一に︑自らのルーツを誇とし︑伝統ある日本人的資質と教養を磨くことを忘れて︑国際的
な尊敬や威信をかちうることは︑できるはずがない︒
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第二として︑理解力︑表現力に富永︑あわせて寛容と忍耐の心の持主たるがためには︑語学
力を経とし︑紳士道の鍛練を緯とする修業は不可欠である︒

そして第三︒巨視的にして機を視るに敏︒大きくおさえてしかも細心という気宇・経略の持

主たることは︑島国育ちの日本人にとって︑なかなか容易なことではない︒事に当って反省を
繰り返しながら︑一歩一歩の実学的修練ということであろうか︒

年間の海外渡航者だけで延一三○○万人︑今や日本国民総員が国際化の波に洗われている今

日︑国際人たる人格︑識能は︑かつてのような政界のリーダーや︑選ばれた外交官にだけ要求

されるものでは毛頭ない︒教育界︑学界︑官界︑実業界はもとより︑重要な社会教育的機能を

︵本会理事・元警視総監・元防衛大学校長︶

有する言論・報道機関あたりの︑この辺の問題点を捉えての︑特段の啓蒙的努力を願ってやま
ないところである︒
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特集国際化と日本人

我が国は︑政治・経済・社会・文化︑その他︑あら

ゆる分野・領域で国際化が進行していますが︑二十一

世紀を展望し︑国際社会の中で立派に生き抜いて行け

て発展しつつある我が国にとって︑極めて重要な課題

る日本人の育成は︑学校教育の承ならず国際国家とし
であることは言うまでもありません︒

本号では︑国際化の本質について考えるとともに︑

国民のすべてが国際化の洗礼を受けている日本人その

ものに視点を当て︑真の日本人とは何か︑日本人の進

むべき道等々︑激動する国際社会にあって歩承を続け
ていく日本人について考えることにいたしました︒

（8）

国際化と日本人

さんもこれから外国に行かれたり︑国際化ということを考

﹁国際化と日本人﹂というテーマを掲げましたのは︑皆

を国連のような機関が信託統治する︑国際的共同管理下に

ーナショナライゼーションという言葉は︑一定の領土など

ていません︒これでは何のことか分らない︒英語のインタ

鈴木

える機会も多いと思いますが︑その際︑日本人としてどう

ような意味では︑外国では︑使われていないのです︒

置くことを意味するもので︑日本で使われる﹁国際化﹂の

Ｉあなたは日本のことを正しく語れますかＩ

考えるかということが問題になります︒そういう意味でこ

どうして最近になって国際化という言葉が出てきたのか︒

聞いていると様之なのだが︑あなたはどう考えているのか︒

これは一体どういう言葉なのか︒いろいろな人の言うのを

﹁日本に来て国際化という言葉をよく聞くのだけれども︑

けたことがありました︒

という先生が来て︑﹁国際化﹂についてインタビューを受

時に︑アメリカのピッツバーグ大学のマーク・リンシヵム

たまたま︑私が国立教育研究所の所長をしておりました

の問題を考える参考になればと思って︑このテーマにいた
しました︒

国際化のいわれる背景
﹁国際化という言葉は︑昭和五十年代から︑かなりいわれ
るようになりました︒

学校教育で国際化との関係をどのように考えたらよいか︒

日本人はまだ国際化されていないとか︑日本の社会は国
際化されていない︑というように︑使われます︒実際は︑

けれどもどうか﹂というように︑問題点を整理して質問さ

日本で言っている国際化には︑国家主義的なにおいがする

れ︑私もこの問題について考える上でよい機会になりまし

いろいろな人がいろいろな意味合いで使っておりまして︑

最近出版された三省堂の﹃大辞林﹄を引いてゑて見ても︑

その時によって違うので︑注意しなければなりません︒

﹁国際化﹂とは﹁国際的な規模に拡大すること﹂としか出
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動

た︒また︑外国の研究者が︑日本の﹁国際化﹂について疑
問をもっているということもよく分りました︒

考えてゑますと︑この言葉が出てきた昭和五十年代のあ
たりは︑日本経済が高度成長をとげて︑経済がグローバル
化し︑人や物の交流が盛んになりへ日本の成長の秘密がど
こにあるのかと︑いろいろな意味で︑日本や日本人の在り
方が注目された時期で︑その頃から使われ出した言葉だと
思います︒

英国のハウ外相がその頃来日して日本記者クラブの演説
で︑﹁日本にはコクサイという便利な言葉がある﹂などと
述べています︒

による第二の開国といってもよいかもしれません︒

そういうことを背景にして出てきた日本独特の一三アン

スをもった言葉が﹁国際化﹂という言葉だということをま

ず知っておく必要があります︒

﹁国際化﹂の意味

ところで︑国際化は人によっていろいろな使い方をされ

の国際化というのは︑多民族構成国家になることだという

ますが︑国際化を国のレベルで考える場合には︑日本の国

人がいます︒難民とか外人労働者とか定住する外国人が増

えていますが︑そういうものを含めて多民族国家にするこ

次に︑アメリカとの間で起っている経済摩擦などは︑つ

とが︑国家としての国際化なのだというのです︒

って生活しており︑日常的にその文化や価値観との接触交

きつめると︑日本人の考え方︑仕事の仕方などいわば文化

ヨーロッパ諸国などでは︑国家の中に多民族がいりまじ

なわれており︑いわば国際性のようなものが自然に身につ

流があり︑また国境をこえて人や文化の交流がふだんに行

ベルの国際化が必要ではないかということがいわれていま

摩擦が背景にあるのではないのか︑その意味で︑社会のレ

いているわけです︒日本の場合は︑単一的な民族国家であ
り︑極東の島国で長く鎖国をしてきたという歴史があり︑

り方として︑日本だけの価値観でなく︑普遍的な価値観と

す︒この場合は︑政治や経済を含めて広い意味の社会の在

明治の開国は外圧によるものでしたが︑今回は日本が経

それから︑個人のレベルで考えますと︑人種的偏見とか

のが社会のレベルの国際化だというのです︒

か世界共通のルールで考えていくべきではないか︑という

国際化の問題が出てくるのは︑当然なのです︒
済大国になり︑日本に対する外国の関心が高まり︑日本人

自身の外国に対する見方が変化するなど︑日本自身の変化
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異文化に対する理解が不十分であるとかいうことが問題な
の留学生は宗教とか食物とかの問題があって敬遠するとか︑

ので︑例えば︑アメリカの留学生は歓迎するが東南アジア

わぱ﹁世界の中の日本人﹂ということになるかと思います︒

いる文化は︑我左の文化と同様に大切なものであることを

た日本人となると︑仲々難しいのです︒日本︑日本人︑あ

いことではないのですが︑日本の文化をしっかり身につけ

ところで︑国際的視野をもつということは必ずしも難し

日本を正しく語れるか

理解し︑いわば文化相対主義というような考え方を基底に

るいは日本の文化について正しい理解をもち︑日本文化の

そういう偏見や差別をなくして︑それぞれの民族のもって

いかということです︒

としては誰でもできるようでありながら︑決してそうでは

個性を外国人に対しても主張できるということは︑日本人

おいて考えていくこと︑これが個人レベルの国際化ではな
国のレベルの国際化では︑敗戦直後には︑日本の国語を

これは︑一面においては戦後の日本人の教養︑日本の教

ない︒

フランス語にしたらいいという人もありましたし︑ローマ

進国になってしまうこと︑西洋化することが国際化だと極

字にしたらよいという人もいたくらいです︒日本が西洋先

我が国の国際化の問題を考えていきますと︑どうしても

育の問題でもありますが︒

日本とは何か日本人とは何かというところに突き当るので

個人のレベルでは︑日本人の考え方を西洋に合わせる︑

端に考えている人もいたのです︒

や外国語を勉強し洋風の生活スタイルを身につけるのが国

同調するというように国際化を考える人もいますし︑英語

く語れますか﹂とした理由です︒他人のことはよく分るが

す︒私がこのテーマの副題を﹁あなたは日本のことを正し

いざ自分のことを正しく語るとなると仲を難しいというよ

いろいろと︑国際化の考え方がありますが︑我が国では︑

際化だと︑そのように考える人もおります︒

うに︑国際理解の基底にある日本とか日本の文化について
けてゑたのです︒

語るとなると簡単にはいかない︒そこでこういう副題をつ

個人レベルの国際化が一ばん重要な課題ではないかと考え
その具体的なイメージとしては︑広い国際的視野をもっ

ます︒

て外国の文化を深く理解するとともに︑日本人としての自
覚に立って日本の文化をしっかりと身につけている人︑い
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人しか持たなかった︒九州の高鍋藩から養子に来たので先

の殿様の娘を奥方としたのですが︑生れつぎ頭の弱い人で

治め︑米沢藩という貧乏な藩を一代の間に立派な国にした

終生彼女を愛し守ったというのです︒自分の身を修め家を

明治人の努力

ところで︑明治は第一の開国と申しましたが︑明治の人

あったが︑後継のため健康な婦人一人を側室としたほかは
は︑日本のことを世界に知らせるために非常な努力をして

のです︒ケネディ大統領が日本で最も尊敬する人物として

﹃武士道﹄という本を英語で書いた︒ベルギー人の学者に

また︑新渡戸稲造は︑明治三十二年︑三十八歳の年に︑

上杉麿山を挙げているのは有名な話です︒

いますｐ

内村鑑三は︑明治二十七年︑三十四歳の時に︑﹃代表的
日本人﹄を英語で書いた︒明治二十七年は日清戦争の始ま
った年です︒

英文で書いたことについて︑内村は︑﹁日本を世界に向

を授けることができるのか﹂ときかれて即答できなかった︒

それは学校では習ったことはなかったからだが︑しかし︑

﹁あなたの国の学校に宗教教育がなくてどうして道徳教育

にしても欧文を以てしなければなりません︒私は一生の事

って紹介し︑日本人を西洋人に対して弁護するには︑如何
業の一として此事をなし得たことを感謝します﹂と日記に

それは武士道であると気づいて書いたのがこの本です︒明

自分の中には道徳の基準となる何かがあることは確かだ︒

まだ日本に対する世界の認識が幼稚な時代で︑ルーズベル

治三十二年は︑日清戦争が終って日露戦争の始まる前で︑

書いています︒明治の先覚者の気分がよく分ります︒

﹃代表的日本人﹄は岩波文庫で訳が出ていますが︑西郷

れています︒

ト大統領がこの書を読んで感銘し友人の間に配ったといわ

隆盛︑上杉麿山︑二宮尊徳︑日蓮上人の五人を選んで︑そ
ついては︑﹁道徳的な偉大︑偉大の最善のもの﹂といい︑

﹃武士道は﹄ヨーロッパの騎士道と比較したり歴史や文

の道徳的︑宗教的な偉大さについて述べています︒西郷に

と言った聖人の言葉に文字通り従った︑と述べて︑儒教の

膳山については︑﹁身斉ヒテ家斉上︑家斉ヒテ国治マル﹂

います︒義︑勇︑仁︑礼︑誠︑名誉︑忠義︑克己などの徳

学を引用したり︑西洋の人にも理解し易いように書かれて

目をあげて具体的に人物の例を挙げて日本人の特質を説明

教えを実践した偉大な政治家としています︒当時の大名は
側室を何人もっても不思議ではなかったのですが︑彼は一
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たといわれています︒訳者の矢内原忠雄が﹁日本道徳の価

しています︒この本は各国語に翻訳されて読まれ︑これに

﹁夏中働かないでいたその報いだ﹂と諭して︑それでも可

のがありますが︑それでは︑キリギリスが来た時にアリは

しかし︑イソップ物語の日本版に﹃伊曾保物語﹄という

れています︒

愛想だと食べ物を恵んでやる思いやり深いものとして描か

よって当時の欧米人の日本人に対する考え方は非常に変っ
値を広く世界に宣揚せられたことはその功績三軍の将に匹

人のように︑日本や日本人を知らせる努力を︑果たして現

そういう文化ギャップというものはありますが︑明治の

敵するものがある﹂と述べているのも︑誇大ではないと思

在の我灸が行っているかというと︑甚だ心もとない次第で

われます︒

このように︑明治の開国期には︑日本の国︑日本人の精

す︒

をもらう機会がないから商売にならないといって断わるの

ミが冬をこすことはできないことを知っているアリは利子

びしく禁じられています︒しかし︑﹁宗教を信ずるか﹂と

しないことになっており︑特に戦後は憲法の規定もありき

たしかに日本の公立学校では特定の宗教についての教育は

いではないかといわれて︑樗然としたといっていますが︑

たとえば宗教心︒新渡戸稲造は︑日本には宗教教育がな

宗教心

を︑これから考えて承たい︒

そこで︑日本人の特性︑あるいはそのよき面というもの

日本人の特性

神︑道徳性というものを世界に知らせるために非常な努力
しかし︑現在の日本人はどうでしょうか︒

をした人々がいたのです︒

日本人はエコノミック・アニマルだとか︑ウサギ小屋に
本人はアリだ﹂といって物議をかもしています︒

住んでいるとか︑最近ではフランスのクレソン首相が﹁日
﹁アリとセミ﹂という話がイソップ物語にありますが︑

フランスのラ・フォンテーヌの﹃寓話﹄の中にも出てきま
す︒冬になって食べ物がなくなったセミが︑春になったら

です︒そういうことを背景にして︑クレソン首相が︑冷酷

いう調査では﹁信ずる﹂と答える人は三割にとどまるけれ

利子をつけて返すから食べ物を貸してくれ︑と頼むが︑セ

思います︒

で同情心のないアリのようだと︑いう意味で言ったのだと
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ども︑﹁宗教心をもつことは大事か﹂という調査では八割

ゑな違っているなんてところはない︑世界に類のない特徴

選択が行われているからだ︑と述べています︒国際連盟の

がある︑これは日本人の生活の感覚がデリケートで感覚の

正月の初詣り︑お盆の帰省とお墓参り︑神社があれば立

った日本女性が食事の時に同じような皿やスプーンを使う

創始者といわれるクーデンホーフ・カレルギーの夫人にな

の人が﹁大事だ﹂と答えていますｐ

うなものが日本人の生活感情の中に流れています︒キリス

寄ってお賓銭をあげて拝む︒そういう宗教的心情というよ

私の娘が︑アメリカで友人の家に招ばれた時︑壁に御飯

ます︒

茶碗と汁のお椀とお箸を飾っていたので驚いて聞きました

ことに非常に抵抗があったことが︑その自伝に書かれてい

のような悲惨な結末になることが歴史に明らかです︒山川

ト教や回教のような厳格な一神教はよい面もありますが︑

草木悉皆仏性というような仏教の考え方とか︑国家や社会

これを承ると日本のことを想い出すと言ったそうです︒

ら︑ホームステイで日本のお母さんから頂いたものだと︑

極端な場合には激烈な宗教戦争を惹き起し︑今のポスニァ

のために働いた偉い人を神社として祭るという神道の心な

日本人は働きすぎだというので︑労働時間の短縮を外国

した︒

改めて日本の暮し方の特色に気がついたと申しておりま

ど︑ゆるやかな宗教的な心情をもった日本の民族が︑これ
からの世界と人類の平和にとって︑非常に重要な役割を果
たすのではないかと思います︒

から求められています︒働きすぎが悪いのではなく︑働い

勤勉

生活の面でいうと日本人の生活は細やかな情感をもった︑

生活文化

洗錬された様式をもっており︑それは日本独特の文化であ

今のイギリス人はあまり働かないでイギリス病などとい

めにいわれるのではないかと思います︒

われていますが︑百何十年か前ロンドンに行った岩倉使節

たことが社会のために役立てるということが十分でないた

という本で述べていることです︒その例として︑日本の食

って︑衣食住をはじめ︑茶の湯や生け花などの芸術にも現

器について︑家庭では︑主人の茶碗︑子供の茶碗︑箸もそ

団は︑ロンドンの町を歩いているイギリス人を見て︑瞳が

われています︒これは︑長谷川如是閑が﹃私の常識哲学﹄

れぞれ別灸である︑どんな文明国でも︑このように食器が
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土につかないように急ぎ足で歩いている︑これはイギリス

歴史があります︒

日本はもともと上代から渡来人を迎えて大事に遇してきた

人灸をゑて日本人は勤勉だなと感ずるそうです︒産業革命

しても︑学問や技術をもった人はそれを尊重して然るべき

豊臣秀吉の文禄の役などで朝鮮から連れて来た人達に対

東京駅に降り立つ外国人は︑オフィス街に急ぎ足で行く

人の勤勉の表れであると観察しています︒

期のイギリス人の勤勉と現在の日本人の勤勉とを思い合わ

地位を与えています︒

捕虜に対しても第一次大戦のドイツ人捕虜に対する扱い

せると経済や産業の発展を支える人間の営承が分るように

に至るまで語られております︵最近芥川賞をとった中村彰彦と

などは︑徳島の収容所の例のように所長の人道的扱いが今

思います︒しかし︑この勤勉も日本人の生得のものではな
いのではないか︒私の友人でボリビアの日本人移民の研究

というものは︑宗教的寛容の精神とともに︑これからの世

このように人種的な偏見をもたない日本人の寛容の精神

いう作家が﹃二つの山河﹄という題でこのことを書いています︶︒

で︑日本人の誇っている勤勉性も全く失われてしまってい

で教育を受けている二世は︑全く土地の人と変らない有様

いかと思います︒

界にとって大事な役割を果たすことが期待できるのではな

い移民の一世は財産を築いて成功しているが︑現地の学校

をした大学教授の調査では︑日本では小学校しか出ていな

れるものではないかと観察しています︒

明治維新の改革によって︑士農工商の別はなくなり︑日

階級制度がない

ると︑勤勉も︑学校教育とか長い伝統の中ではじめて保た
勤勉という日本人が長い間かけて作りあげてきた美徳を︑
働きすぎという批判などで失ってはならないと思いました︒

寛容

の出身がどういう家柄かなど︑殆ど知らないでしょう︒身

日本では︑海部さんのお父さんがどういう人か︑村山さん

は労働者の入口と一般の人の入口が未だに分れております︒

本は階級制度がない社会になりました︒イギリスのパブで
る宗教面での寛容は︑前述したとおりですが︑既成宗教の

分や家柄のようなものとは関係なく︑政治の世界でも経済

寛容の精神も非常に大事な特性です︒日本人のもってい

している情況からみても︑非常に貴重な特性と考えます︒

もっている排他的不寛容が民族紛争となって惨禍をもたら
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界でも︑誰でも力のある人がリーダーに選ばれていく︒

こういう日本社会の流動性建誇ってよい特性といって
よいと思います︒

日本の皇室

最後になりましたが日本の皇室のことです︒

戦前と違って学校教育の中でも十分教えられていない点

もちろん︑見方によっては問題点もあり欠点もあると思

ていくつかあげてゑま緯した○！

いますし︑このほかにもあげられると思います︒例えば︑

言論の自由︑教育の高い普及度などもあげられると思いま

皆さんも皆さんのお考えで日本のことを語ってゑて下さ

すｐ

新渡戸稲造が︑自分は物事のブライサイト︑明るい面を

い︒平成の稲造や鑑三となった気持で語ってぶて下さい︒

できるだけよく見るように努めるといっております︑自分

ながるのではないかと思います︒同時に︑日本人としての

にとっても︑自分のよいところに誇りをもって生きていく

アイデンティティも日本の伝統や文化に誇りと自信をもっ

いるのが皇室ではないかと思います︒外国の人がよくこの

バーナード・クリッシャーが﹃日本人に生まれて損か得

て生きていくところに確立されるのではないかと思います︒

が問題ですが︑日本の国のよさ︑特性を最もよく体現して

か﹄という本を書いていますが︑その中で︑﹁天皇家とい

ことが︑自分自身のアイデンティティを保持することにつ

うのは日本人が持っている最大の財産である︒天皇家があ

人として通用するのです︒

立派な日本人であることが︑国際社会でも尊敬される国際

ことを言っています︒

いる﹂と書いています︒

︵本会会長・前日本育英会理事長︶

﹁奨学生の集い﹂における講演要旨である︶

︵平成六年八月五日に行われた日本育英会北海道地区の

これが︑﹁国際化と日本人﹂の結論であります︒

る限り日本人は社会に説明できないような安定感を抱いて

皇室の存在︑日本の歴史の中で果たしてきた役割は非常
に大きく︑日本の誇るべき大きな特色であります︒そのこ
とを最後に申しあげたい︒

﹁国際化と日本人﹂というテーマを掲げて︑つまるとこ
ろ︑﹁日本のことを正しく語れますか﹂という問いかけを
したのですが︑以上︑日本や日本人の特性︑よき面につい

（16）

国際社会に生きる日本人の育成

国際交流で思ったこと

菱村幸彦

の文化を説明するのがうまくないからだと思う︒日本の学

校ではもっと日本の文化を教え︑それを外国に説明できる

さを改めて認識していたにもかかわらず︑私自身があまり

な文化交流の仕事をしていて︑日本の文化的独自性の重要

この指摘は耳に痛かった︒冒頭に述べたように︑国際的

ように教育すべきではないか﹂と言われたことがあった︒

の日本の舞台芸術の公演や日本美術展の開催を支援する仕

化を外国に紹介する仕事をしていたことがあった︒海外で

らである︒

にも日本の伝統や文化に無知であることを痛感していたか

もう十年ほど前になるが︑私は︑国際交流基金で日本文

芸術ほど受け入れられるし︑評価されるということであっ

日本文化の紹介の仕事に携わっているといいながら︑事

事である︒そのとき思ったことは︑他国では日本の伝統的
た︒

初歩的な説明すらできなかった︒もちろん私の無教養を恥

前のにわか勉強なしでは︑私は外国の人に歌舞伎や邦学の

や美術作品が多い︒しかし︑外国にもっていくとなると︑

係とはいえないように思う︒

じるの承であるが︑それにしてもこれは日本の教育と無関

日本には古典もの︑現代ものを問わず︑優れた舞台芸術
やはり長い歴史のなかで日本人が磨きあげてきた伝統的な

ともない日本人は意外と多いのではないか︒

屋南北や河竹黙阿弥の作品となると︑読んだことも見たこ

シェークスピアやモリエールの劇なら知っていても︑鶴

芸術のほうが︑訴える力も強いし︑感動させる度合いも深
い︒国際社会では︑文化的独自性がなくては︑高い評価を
得るのはむずかしいのである︒

ちょうどそのころ︑ある外国のジャーナリストから︑
﹁日本は外国からよく誤解されるが︑それは日本人が自国
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広く深い日本認識﹂が大切だとも述べている︒

伝統︑文化︑社会等について説得力ある自己主張のできる

これはまさに先に述べた外国・ジャーナリストの指摘と

日本人は︑このことの必要性をつねに痛感しているのでは

も重なる視点である︒おそらく海外で活躍している多くの

日本人としての文化的素養
これから国際化はいよいよ進むであろう︒二十一世紀に

ためには︑国民一人一人が日本及び諸外国の文化・伝統に

国際社会の一員として︑積極的にその義務と責任を果たす

能を教えることを重視してきたことは周知のとおりである︒

育ではいわば西欧文化を中心として体系化された知識や技

すことをめざして近代化を進めてきた︒このため︑学校教

わが国は︑明治以降︑欧米先進諸国に追いつき︑追いこ

て︑どのように教育しているのか︒

では︑わが国の学校教育では︑日本の文化や伝統につい

文化・伝統をどう教えているか

ないだろうか︒

生きる子どもたちは︑国際化に十分に対応できる力を育成
しなくてはならない︒そのために大切なことは︑なにより
も自国の文化や伝統をしっかりと身につけさせ︑日本人と

このことは審議会などでもしばしば指摘されている︒

して・アイデンティティを確立させることであろう︒

たとえば︑昭和四十九年の中央教育審議会答申﹃教育・学

ついて深い理解を持ち︑国際社会において信頼と尊敬を受

術・文化における国際交流について﹄では︑﹁わが国が︑

ける能力と能度を身につけた日本人として育成されること

日本の文化や伝統の教育を軽視してきたわけではないが︑

私自身がそうであるように︑日本の伝統的な芸術より︑む

これからの学校教育では︑国際化への対応のためにも︑

また︑臨時教育審議会の答申でも︑﹁国際化の進展は︑次

が基本的な課題である﹂と述べている︒

これまで以上に日本人としての文化的素養が要請されると

否めない︒

流れる共通性︑普遍性を正しく認識して行動できるよう︑

しろ西欧の芸術になじんでいる日本人を育ててきたことは

しっかりとした日本人としての文化的素養・能力を身につ

ても︑それが偏狭な︑あるいは排外的な教育であってはな

考える︒もっとも自国の文化や伝統の教育が大切だといっ

世代の日本人が︑国際社会の中で日本文化の歴史・伝統・

けることを必要とする﹂︵昭和六十一年︑二次答申︶と指摘し

個性等について︑それぞれの文化のもつ特殊性とその底を

ている︒そして︑さらに︑﹁国際社会において日本の歴史︑
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らない︒自国の文化・伝統の重視が︑他国の文化・伝統の

母国語としての国語を大事にし︑国語そのものを優れた立
な目標としている︒

派な国語にしていこうとする態度を育成することを︑主要

国語教育において日本の文化・伝統の指導を充実するた

国際化の視点から︑学校教育における日本の文化や伝統

尊重につながる教育であることが必要である︒

の重視を強調したのは︑昭和六十二年の教育課程審議会答

一つは︑教材選定の観点を示したことである︒国語教育

め︑新学習指導要領では漢字学習と毛筆書写の充実を図っ

では︑どのような教材を授業に用いるかが重要な要件とな

申であった︒同答申は︑これからの学校教育の改善のねら
育成﹂を掲げ︑﹁国際化が進む中にあって︑次代に生きる

る︒そこで︑教材選定の観点として︑あらたに﹁我が国の

たほか︑とくに次の二点の改善を行っている︒

日本人を育成するためには︑これからの学校教育において︑

文化と伝統に対する関心や理解を深め︑それらを尊重する

いの一つとして︑﹁我が国の文化と伝統を尊重する態度の

が国の文化と伝統を大切にする態度を育成することを重視

諸外国の人々の生活や文化を理解し尊重するとともに︑我

重な財産である︒日本の古典には日本民族の生き方や考え

習を重視した︒古典は時代をこえて現代に生きつづける貴

の指導を充実するため︑中学校と高等学校における古典学

いま一つは︑古典学習の重視である︒日本の文化と伝統

教科書にも取り上げられるようにしたわけである︒

により︑日本の文化・伝統の学習に一層ふさわしい教材が

態度を育てるのに役立つもの﹂という観点を示した︒これ

この提言を受けて︑平成元年に学習指導要領︵国が定め

していく必要がある﹂と提言している︒

る学校教育の基準︶の改訂が行われ︑学校教育における文
化・伝統の指導の充実が図られている︒以下にそのポイン
トを紹介しておこう︒

国語の尊重と古典の重視

﹁日本人の人間性を形成している素因を探り︑日本民族の

方がつめこまれている︒古典を学習することによって︑

ら自己及び日本民族について認識させ﹂︵文部省指導資料︶

伝統的なものの考え方や生活について理解し︑広い視野か

国語は日本の社会︑日本の文化に深くかかわるもので︑

いる︒日本の文化・伝統の教育として︑国語教育は最も重

ようとしているわけである︒

そこには大昔からの日本人の考え方や感情が刻み込まれて
要であることは言うまでもない︒

国語教育では︑国語に対する関心を深めることにより︑
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歴史上の人物と神話・伝承
社会科は国語科とならんで︑わが国の文化や伝統につい

わが国の文化・伝統の学習にとって欠かせないものである︒

ものの見方や国の形成についての考え方を示すものとして︑

さらに︑小学校だけでなく︑中学校や高等学校の歴史教

歴史を背景に理解させ︑日本の文化と伝統の特色を広い視

育も充実を図っている︒中学校ではわが国の歴史を世界の

は今回︑社会科を再編成し︑地歴科と公民科に分け︑国際

野に立って考えさせることとしている︒また︑高等学校で

て教育をする中核的な教科である︒社会科では地理教育︑

歴史教育︑公民教育が中心となるが︑そのなかでも文化・

平成元年の学習指導要領の改訂で︑従来︑学校では国旗

国旗・国歌の扱いの明確化

充実している︒

化の進展のなかで日本人としての自覚を深める教育を一層

伝統の教育としては︑歴史教育が最も重要であり︑その改
善が図られている︒

まず︑小学校の歴史教育では人物学習が重視された︒小
学校の歴史教育では︑いたずらに政治経済史に偏ることな
く︑﹁それぞれの時代の歴史上の主な事象について︑人物
我が国の歴史や先人の働きについて関心を深める﹂︵小学校

ものとする﹂と改め︑マスコミの話題になったことは広く

掲揚・国家斉唱が﹁望ましい﹂となっていたのを︑﹁する

の働きや文化遺産を中心に理解できるようにするとともに︑

学習指導要領︶ことに重点を置いている︒日本の歴史を学

国旗・国歌については︑昭和二十五年に天野貞祐文部大

知られている︒

習するうえで︑小学生にとって重要と思われる歴史上の人
物四二人をとりあげている︒

また︑わが国の文化や伝統に関連して︑古代の歴史を学

世紀にわたって︑賛否が分かれて議論が重ねられてきたが︑

臣が︑学校での国旗掲揚・国歌斉唱を提唱して以来︑約半

文部省は一貫して︑学校教育における国旗・国歌の指導を

ぶ際に﹁神話・伝承を調べて︑国の形成に関する考え方な
る︒古事記や日本書紀などにある神話には︑われわれの遠

らうことは国際的な常識であり︑そのことは学校教育でし

重視してきた︒自国他国をとわず︑国旗・国歌に敬意をは

どに関心をもたせる﹂︵小学校学習指導要領︶指導をしてい

い祖先である古代の日本人の自然観や世界観が反映してい

っかり教えなければならないと考えるからである︒わが国

る︒天地のはじまり︑世のなりたち︑国土の統一などにつ
いて︑神埼のわざに託したこれらの物語は︑古代の人々の
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の文化や伝統を尊重し︑日本人としてのアイデンティティ

十一世紀に生きる子どもにとって共通に必要とされる基礎

れている︒新学習指導要領では︑﹁君が代﹂以外にも︑日本

も雅楽として厳正なもの﹂︵山田孝雄﹃君が代の歴史﹄︶とさ

なお︑﹁君が代﹂の曲は﹁雄健豪壮にして純朴簡潔︑しか

的・基本的な指導事項の一つというべきであろう︒

学校における国旗掲揚や国歌斉唱についてはいまなお一

の伝統的な音楽の指導を従来より重視する方針をとってい

めるためには︑国旗国歌の指導は欠かせない︒

をもち︑同時に︑諸外国の歴史や文化についての理解を深

れるものを学校教育で強制することはよくないというよう

︵国立教育研究所長︶

部には反対がある︒国旗・国歌のように国民の意見が分か

ることを付言しておく︒

の国でも国旗・国歌を大切にし︑敬意を表することを教え

松平直毒

な論調もあいかわらず散見される︒しかし︑世界ではどこ
ている︒国旗・国歌の指導を行うことは︑国際化の進む二

不思議な国の日本

私の場合は︑組織の本部がベルリンなので︑いきおい出

の違いとはつくづく恐ろしいものだと思う︒

掛けるにしても独︑仏︑英︑蘭の範囲に限られた狭い経験

情報関係の国際組織の一端で仕事をしている関係上︑私
ヤキモキさせられることが多い︒日本は経済活動の上では

も﹁国際化と日本﹂という意味では︑しばしばその調整に

でしかない︒もともとヨーロッ︒︿は人種のるつぼであるし︑

は我々が考えるような﹁国内﹂﹁国際﹂という対立的な感

国境の壁も厚くないから︑﹁国際化﹂といっても︑彼らに

覚はきわめて薄い︒また︑アジア地域の国為は︑往時から

ターンに特異なところがあり︑世界の何処の国とも相似形
ではないので︑国際的には当然の合意が日本では通用しな

正に世界有数の国になっているのだが︑種々の面でそのパ

かったりすることがよくある︒よい︑悪いではなく︑文化
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︵必ずしもよい意味ではなかったにせよ︶ヨーロッパとの接触が

国の興隆など︑日本人自身が作りだしてきた従来のシステ

まして︑︐このところの景気の低迷︑円高︑またアジア諸

べき﹄というのは簡単だが︑平たく言えば︑この狭い国土

しかし﹃今までの経済成長によって生じた歪象を是正す

しなければならないのではなかろうか︒

間を自然の摂理から遠ざけている︒種灸の面で大いに反省

は人間を徹慢にし︑いたずらな便利さの追求はますます人

ムがそのまま通用しなくなってきつつある︒功利的な社会

濃いから︑これまた日本人よりも国際場裡への融和性は高
﹁国際化﹂と別して構えること自体︑われわれが異文化

い︒

の人間であることの証左なのである︒

国際活動では︑国際的な共通性と自国の独自性とを常に
が︑率直にいって︑国際化という接点の広がりがきわめて

柔軟なバランス感覚で取捨していくことが要求される訳だ

少ない日本人にとって︑このバランス感覚は口でいう程容

で︑これだけの人口を抱え︑なおこれだけ豊かさを享受す

ヨーロッパの国之は大体日本と比べてそう大きな国土を

列挙して承よう︒

本誌は経済誌ではないから︑ここではごく身近な問題を

大変に困難なことであると言わねばなるまい︒

らないであろうし︑どうやってそれを乗り越えていくか︑

正するには︑日本人自身が大きな痛承を背負わなければな

ているから︑客観的にいろいろ批判はあっても︑それを是

るまでになったこのシステムは︑今でもそれなりに機能し

易なものとは思えない︒

日本人には︑それこそ太古から大陸文化への強い憧れが
あり︑それは今の若い人の中にも色濃く残っている︒

外国ツアーでの気の狂ったようなお土産騒ぎ︑奇妙なカ
タカナ英語の氾濫︑あちこちの市町村に突如出現するオラ
ンダ村やスペイン村など⁝⁝同じ東洋人でありながら中国
人のしたたかさと比べると︑正に漫画的ですらある︒

われわれ日本の社会は︑敗戦によってそれまでの価値観
が根こそぎ打ち砕かれて後︑ひたすら経済優先の道を進承︑

いから︑誠に自然が豊かである︒流れる川もゆったりして

持っていないが︑一部を除いて平地の割合が圧倒的に大き

いる︒そこに営まれる生活もしっくりと自然に融和して一

覇権を夢承︑そして実現した︒世界有数の豊かな国になっ
らず︑ぶつけどころのない不満と不安感が漂っているので

種の落ちつきを感じさせる︒

た︒だが︑走り続けた結果の豊かさは決して充足感とはな
はないだろうか︒
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に﹁季節野菜が一年中食べられる﹂ようなことはない︒曲

いるが︑全く違い︑人間の本来持っている能力を完全に発

ガというと︑一般に美容健康体操のようにイメージされて

ヨガを生活の修行としている私には誠に同感できる︒ヨ

のなのではないだろうか︒

がったキウリも平気で売られている︒果物もワックスで磨

食べ物にしても︑日本より余程自然である︒日本のよう

き上げられた見事なまん丸な物ではなく︑しみだらけでで

活動を完全にするためには︑自然の法則にかなった生き方︑

即ち適当な運動や体の歪承を修正・強化する体位法・呼吸

揮して社会に奉仕するための総合修業の教えである︒人間

法や膜想などをおこない︑出来るだけ自然な食事を少量と

こぼこな物が積んである︒しかし︑食べて承ると本物の味
﹃日本は自然が豊富で食べ物の感覚も繊細である﹄など

がする︒日本でも昔食べられた懐かしい香りがする︒

と言われているが嘘である︒経済発展という限りない欲望

るなど︑なかなか厳くも心地よい修業である︒そしてヨガ

は現在ヨーロッ︒︿でも盛んである︒彼らの生活を見ている

の結果︑日本人の舌は人工的な加工品に麻揮させられてい

の生活の律が誠にヨガと一脈通じ︑人間として健康さを感

と︑自然な食事︑相当はげしい散歩︑祈り︑など︑昔から

る︒

日本ではよくヨーロッパのグルメの話ばかりが聞かされ

外資系の薬品会社の友人が苦笑していたが︑日本人ほど

ずる︒

るが︑そういうレストランは別として︑一般市民の普段の
食事が慎ましく素朴でおいしいのである︒

彼らの食事に対する姿勢の慎ましさである︒食事という

薬を愛用してくれる顧客はないそうだ︒ビタミン剤だ︑風

しかし︑私が羨ましく思うのは︑食事の内容ではなく︑

に感謝をささげることは︑自然と人とに感謝することに他

﹁恵承﹂に対する感謝の情である︒毎日の生活の中で﹁糧﹂

たしか安岡正篤氏の造語であったか︑﹁食相﹂という言

薬品に求めているのは︑既に人間失格である︒人体には廃

外国人の数倍薬を飲まなければならない筈はない︒健康を

ここで医学論を云々するつもりはないが︑日本人だけが

邪薬だ︑胃薬だと絶えず何かしら愛用している︒

葉がある︒﹁人相﹂や﹁骨相﹂と同様︑﹁食﹂という行為に

よって肉体・精神の健康を保たなければならない︒薬はあ

用萎縮性があるから︑ある程度肉体を意識的に使うことに

ならない︒

ついての品格のことである︒彼らの﹁食相﹂のよさは︑多

くまで治療の補助であり︑人間本来の自然治癒力が主たる

分に宗教が生活化しているからであろうが︑人間のあるべ

き生活姿勢は負実はこんなありふれたところに惨承出るも
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関わらず︑欧米の人間から敬意を示されるだけの知性的な

教育にしても︑ドイツでは周知のように︑エリート用の

りつつあるようだ︒先ず健康な人間性と社会人としての常

どうも最近の日本人は︑あらゆる点で世界の珍人種にな

働きをするのでなければならない筈である︒

大学教育から職業プロ用の実務教育まで︑︒︿ターンの違う

識を取り戻すことから始めなければならないかも知れない︒

振舞いをしたと記録されている︒

コースが社会に定着しており︑それぞれに価値が認められ
ている︒人にはそれぞれ固有の性格があり︑社会的な立場

最近は宗教書がよく売れる︒心の虚しさと不安を何とか

をこのシステムに乗せる事が親の一般的な願望である︒そ

を獲得することを第一目的とするシステム﹂であり︑子供

ある︒自由とそれに伴う責任の問題も︑宗教から入った方

も︑まだ自由の意味すら正しく認識されていないきらいが

誠に結構なことであると思う︒日本では戦後五十年経って

なく︑自分の今の存在を見つめるための働きをする限り︑

満たしたい人が多い証拠である︒宗教が己の利益のためで

してそのためには殆どの家庭で︑学校以外に塾に子供を通

日本ではどうだろう︒日本では﹁教育とは大学卒の免状

があるから︑こうした多様性はごく自然なのである︒

わせるのが常識である︒その上︑ようやく入学する大学は

が素直に理解されるのかも知れない︒

不思議な話である︒これも日本独特の歪んだ姿である︒

︵本会理事・日本図書コード管理センター事務局長︶

当会も何らかの実践活動を考える時ではないだろうか︒

いていても仕方ないだろう︒

なければ何の役にも立たないものである︒道徳の低下を嘆

翻って︑道徳というものは論ずるものではなく︑実践し

決して国際的に優れた存在ではない︒

真剣に論じなければならない問題であると思う︒

外国でいくら説明しても理解してくれないが︑社会全体で
先日も母校の運動部のＯＢとして︑中学生の合宿に若い
ＯＢを派遣して︑その体験談を聞いたが︑﹁受験に差し支
と︑先生が上げ膳下げ膳で子供の面倒を承ている有様に︑

えないように﹂という父兄の注文で︑怪我があったら大変
そのＯＢも激しい憤りを感じたとのことである︒

幕末の日本の外国使節は︑国際的な体験が全くないにも

（24）

国際

皿■

伝統文
化

土田健次郎

根本通明であった︒また私事で恐縮だが︑浜尾先生は祖父

の結婚の媒酌をつとめてくださった方である︒祖父が面識

を得たきっかけは︑三好愛吉先生︵第二高等学校校長︶に自

が谷霊園にケーベル先生の墓があり︑祖父︵土田誠一︶が先

に親しゑを感じるのは︑幼少のころ遊び場にしていた雑司

東大で哲学を講じたドイツ人として名高い︒私がこの名前

を講じた辰野隆教授の随筆に︑浜尾先生が訓弁で話がむ

常に立派な人であった﹂とある︒戦前東大でフランス文学

されたということである︒祖父の回顧談には﹁親切で︑非

もっとポーッとした人がよいと︑手紙を書いてくれて紹介

総長︶を望んでゑたところ︑あまり合いすぎるからだめ︑

己修養の師を求めたおり︑山川健次郎先生︵浜尾先生の次の

生の受講生だったからである︒先生は英語で講義していた
ったようだ︒それに祖母も生前先生について語ることがあ

や承に長かったこと︑その人格がすばらしく魅力的であっ

ケーベル先生はこの三人を形容して言う︒

たことが書いてあったのを思い出す︒

しあげ

⁝⁝けだしそれは本物の人間と接している︑即ち誠実

うしてあらゆる虚飾や︑自負を超脱せる︑決して喜劇

にしてまたその本職に堪能なる士ｌ否︑学問ある︑そ

なる︑高雅なる︑立派に仕上のできた︑健全なる人格

そのケーベル先生が称揚した同僚は三人いた︒一人は総

を演ぜざるまた彼らが実際あったところのもの以外の

あらた

ちょんまげを結い︑鉄扇や時には短刀を腰にさした漢学者

知らない︒

アノを習っていた︒それで縁があったのだろうが︑詳細は

父︵祖母の父︶はそこの校長を勤め︑祖母も少女時代からピ

った︒先生は東京音楽学校でピアノを教えていたが︑曾祖

ゆたか

そうで︑哲学科の前は英文科にいた祖父には有益な授業だ

ラファエル・ケーベルと言えば︑明治から大正にかけて

一︑ケーベル博士の賛嘆

と

長の浜尾新︑もう一人は日本文学の某教授︑そして最後は
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化

う感じがしたからである︒︵久保勉編訳﹁ケー︒ヘル博士随

何者たらんとも欲しなかった人々ｌに接しているとい

で応対をするのが︑国際的知識人のあかしであった︒つい

である︒この地域の共通の文字が漢字であり︑共通の思想

先日出版された村井章介﹃東アジア往還﹄︵朝日新聞社︶で

としてあったのが儒教である︒漢文で筆談し︑儒教的作法

この言葉は渡部昇一氏が﹃続・知的生活の方法﹄︵講談社現

は︑漢詩がいかに東アジア世界の国際交流に貢献したかが

筆集﹄︑岩波文庫︶

代新書︶で印象深く紹介している︒

もっとも細かく見れば実際には中国・朝鮮・日本では作

具体例とともに記されている︒

時代遅れの見本のような存在であった︒現在でもその名は

法が異なり︑それゆえ歴代その問題が議論されたりしてい

このうち通明先生は儒者で︑当時すでに若い学生からは
少しは知られているが︑著作は読まれることもない︒時に

る︒いわばイギリス流︑フランス流がありつつヨーロッパ

り﹂︵﹃奉命教諭朝鮮使客﹄︶という理由から︑日本では日本の

明治の一風景として話題にのぼる程度である︒ちな承に我

通明先生のエピソードでおもしろいものがある︒先生は

礼によるべきであるとした︒白石は同時に朝鮮におけるわ

国際社会があったようなものである︒たとえば江戸時代︑

紋付羽織を着ながら︑洋風の靴をはくというアンバランス︒

が国の使者に対する対応の先例を調べ公平を期そうとして

の講義があったのを思い出す︒

学生が﹁先生はいつも夷秋夷秋と仰せられるのに︑夷秋の

いるのであって︑単なるナショナリズムではない︒ここに

が家の書架の奥には︑祖父の買ったらしき先生の﹃易経﹄

靴ではおかしいのでは﹂とちゃかすと︑先生は﹁だから︑

は各国における儀礼慣習の差異の認識がある︒

新井白石は朝鮮からの使者に対して︑﹁また人の国へ使に
ゆくものは其国に入りては其国の風俗にしたがふものな

︵長沢規矩也﹃昔の先生今の先生﹄︶︒

個之の問題ではこのようにいろいろあるが︑ただ儒教的

わしはいつも足で靴をふんづけている﹂と答えたという
ところがケーベル先生はハイカラな教授連よりもこの儒

理念に則っている限りは国際的了解が得やすかったのも事

にもどろうという態度の共通性などもその一つであろうが︑

者を評価したのである︒つまり古色蒼然たる儒者の風貌が

考えて承れば明治時代以前の国際的マナーは︑儒教的礼

それの承ならず儒教を精神的背景とする当事者自身から鯵

実であった︒差異を乗り越えるためには儒教の古典や古礼

儀作法であった︒それを十分にこなすことが国際人であっ

承出る雰囲気が相互に敬愛の念を起こさせたのである︒厳

一種の国際性を持ったということであろう︒

た︒当時の国際社会とは︑主に中国や朝鮮などの東アジア

（26）

しい姿勢を貫く白石と激しく応酬し︑譲歩したために帰国

いのに西暦の年号を使わなければいけないのかというのと

の成果を享受している以上︑やむをえぬ情勢でもある︒

も現在の我々の生活が欧米産の科学技術やラィフスタィル

島この間夕おもしろい文章を目にする機会があった︒それ

同じように︑多分に歴史的成り行きの結果である︒もっと

儒教でも日本化された儒教の趣きがある︒しかし先生のど

によると︑熱帯地域ではなぜ手でものを食べるかというと︑

後一時官を追われた朝鮮の使者の超泰億は︑それでも白石

こかに儒教の普遍的部分が惨み出ていたのであろう︒もち

を高く評価しつづけたという︒通明先生の風姿には儒教は

ろん先生の魅力は先生自身のかけがえのないキャラクター

衛生の問題のせいだという︒ナイフだのフォークだのを食

私は人間相互の余計な誤解や不協和をなくすためにマナ

られるのであろう︒

きる家庭はよほどの資産や地位をもつ一部のエリートに限

なければならない︒このような地域で食器の衛生を確保で

の人は国際人らしくふるまうにはナイフやフォークを使わ

問題ではないということなのであろう︒それでもその土地

を使って食事をするのは物資欠乏のためとか野蛮とかいう

に洗った手の方がまだ衛生的なのだそうである︒つまり手

に自然と徽菌が繁殖してくる気候なので︑それよりも食前

器棚にしまっておくと︑いくら洗っておいても時間ととも

によるところも多かったであろうが︒

二︑欧米流が国際的に

明治以後︑国際社会とは欧米を指し︑国際的マナーは欧
米風マナーを指すようになった︒くつに東アジアと欧米の
マナーを比較して後者の方が優れていると判断したわけで
はない︒欧米の圧倒的な科学技術力︑それに伴う経済軍事
力のせいであった︒欧米との交渉が国家の死命を決する以
国もそうで︑ここに欧米中心の国際社会が形成され︑そこ

のが現実であるからそれにならえばよい︒それに我々は箸

ーは必要だと思っている︒現在欧米流のマナーが国際的な

上︑欧米と交際しなければならない︒日本以外のアジア諸
で通用するマナーが国際的マナーとなったのである︒あえ

文化というものが民族の美意識にかかわっているからであ

くしゃくした感じが残ることがある︒それはマナーを含む

代以前からつづく礼儀も応用できよう︒しかしそれでもぎ

も使えるので︑同じく箸を使うアジアの人々に対しては近

て暴論を言えば︑もし東アジア地域が軍事的に優位であっ
たならば国際的食事マナーは箸の使用であったかもしれな

つまり国際的マナーといっても︑別に人類ゑなが協議し

い︒

て決めたことではないのである︒なぜキリスト教徒でもな
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中での飲食とか︑出入口に平気で床に腰をおろし乗り降り

てくれないのか残念になった︒この頃目障りな通勤電車の

る︒以前私は本会理事を勤められた故片山清一先生から依

拙文を書いたことがある︒そこでもあげた例をひとつ引く︒

関誌﹃道徳と教育﹄第二六三号に﹁国際化の要件﹂という

の邪魔をするのはアメリカからのものか︑あるいはアメリ

の答礼など︑日本の若者はなぜこのようなものを学んで来

食事の時に中国では食器を手にもって口に近づけるのが野

カ流と思いこんでいるのであろうか︒私はアメリカに行っ

水準の高さに感心した︒列の作り方やサービスを受けた時

蛮と見なされ︑日本では口の方を食器に近づけるのが﹁犬

たことはないのであるいは菟罪かもしれないが︒とにかく

頼されて︑先生が代表理事であった日本道徳教育学会の機

えることが我灸にも大事だし︑外人にも要求されるべきな

食い﹂とされる︒このような美意識の差を理性的に乗り越

をかけるという配慮の欠乏がここにある︒もっともこれは

混んだ車中で飲食すれば他人の服にはねをとばしたり迷惑

のである︒

の飲食のようなもので︑単なる幼稚化現象かもしれない︒

中年の男女にも見かけることがあるから︑小学生の遠足で

ところでマナーといっても実際にどうやればよいかとな

い女性のグループであった︒あまりに唐突で︑驚きかつ恥

よれと叫びながらどやどやと乱入してきたのは日本人の若

ートを買っていた時︑ここのアイスクリームはおいしいの

三︑マナーと伝統文化

ると細かい点ではいろいろな流儀がある︒おそらく国際的

ずかしく思った︒

ケンブリッジのチョコレート屋でお気にいりのチョコレ

マナーの微細なところまで学ぶというのは一部のいわゆる

ただ形だけをいかに国際的にしても︑それにともなう気

なく︑その人の身について文化のようなものである︒明治

の必要もない︒食事を例にとれば︑音をたてないとか︑手

国際人や上流階級以外の普通の人では不可能に近いし︑そ

以後来日した外国人が職人を見てその風姿を賛嘆したとい

である︒この気品とか教養とかは学歴とか知識の問題では

マナーに関して︑多くの人目に触れるという意味で大事

品とか教養がなければ︑馬脚があらわれるのは時間の問題

なのが公衆道徳である︒そして近年これだけ外遊する若者

う話がよい例である︒先の通明先生に対する評価も︑儒教

の順序や置き方のあらましを知っておけばよいのである︒

が増えたのに︑いつこう駄目なのが公衆道徳である︒数年

という国際的に錬りあげられてきた背景を含めて︑やはり

をテーブルの下に隠さないとか︑あとはナイフやフォーク

前イギリスに出張したが︑今更ながら彼の地の公衆道徳の
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しつけ

蓄積された文化の根底には洗練された美意識がある︒マ

を内面に持つことである︒幸い我々日本人は儒教とか仏教

約束としてのマナーの習得とともに︑伝統的な文化の蓄積

というのはつけ焼刃の欧米流ということではない︒共通の

惨み出る風姿は幼少からの教育と涙の賜物である︒国際化

ナーであれ礼儀作法であれ︑それは本来美しいものなので︑

とかの国際性を持った思想を伝統文化の中に組み込んでき

本人の中で培われた文化の力のゆえであろう︒

それを自然に体現できればある程度までは国際的に評価さ

︵本会評議員・早稲田大学教授︶

つまり立派な日本人は立派な国際人ということである︒

た︒

れる︒外国など意識しないで製作された大和絵や浮世絵が
外国人の心を動かすようなものである︒我々は昔よりマナ
ーについての知識を持ちやすくなっている︒それのごくあ
らましを習うということは短時間で可能であろう︒しかし

尾田幸雄

もともとのきっかけは︑当時江戸に独り暮しをしている

という目的のもとに書かれた︒

人々に開国の必要を説き︑国際的感覚を身につけさせよう

この一文は︑鎖国が長く続く中で泰平の夢を貧っている

ある︒

を身につけて帰ってきた知識人が少数ながら存在したので

国際的感覚を身につけた日本人の育成

一︑国際的感覚とはなにか

いまを去る百三十有余年前の文久年間︑福沢諭吉は﹃唐

人往来﹄なる一文を物した︒薩英戦争が起ったり︑米蘭仏

義で正直なのはよいが︑生来の唐人嫌いで朝夕なにごとに

友人がある老婆を家政婦として傭入れた処︑この老婆が律

英の連合艦隊が下関を砲撃したりした物情騒然たる世の中
いて︑すでに欧米諸国をめぐって見聞を広め︑国際的感覚

で〃﹁撰夷〆撰夷﹂と叫ぶ日本人が多数を占める当時にお

（29）

の友人がなんとか説得しようとして三ヶ月も半年も努力し

つけても外国人を憎むこと甚しくやそれこそ世の中の不都

の少かつた日本において︑自ずからなる愛国心が育ちにく

国々を悔る中国や︑四面海に囲まれて外国と接触する機会

二十四年．一八九一年︶においても中華と自称して周辺の

いと指摘されているのと軌を一つにする︒愛国心が自然発

合のすべては唐人の所為である主張してやまないので︑そ

しなかった︒これを聞いた福沢諭吉は︑友人が口舌と能弁

たにも拘らず︑相手の剛情は鉄石のように硬くついに成功

発生的には育ちにくいからである︒

生的に育ちにくい環境にあっては︑国際的感覚もまた自然

にそれに支えられて国防を強化する以外に選択肢は残され

本の独立を保持するには︑先ず国の経済の発展を図り︑次

国の周辺諸国が次々に植民地化される現実に直面して︑日

であった︒西欧列強の手はすでに亜細亜全域に及び︑我が

洋近代文明に学び︑いかに速やかに国家の近代化を図るか

が先ず考えたことは︑科学・技術の進歩に裏づけられた西

黒船の到来によって泰平の夢をさまされ我が国の指導者

の﹁富国強兵﹂の段階である︒

第一は︑﹃唐人往来﹄から昭和二十年︵一九四五年︶まで

これを三つの段階に分けることができる︒

我が国における国際的感覚の発達の歴史をひもとけば︑

二︑我が国における国際的感覚の発達

的感覚を育てる教育が難しいゆえんがある︒

ここに︑我が国において︑国際理解教育︑すなわち国際

をもって説得を試承ようとするのに対して︑自分は筆をも
ってこれを試象ようと一文を物したという次第であった︒

かつて中国が自から中華と称し︑なにごとによらず世界
の中心であり最高であるとおごりたかぶり︑異国をすべて

夷秋夷匪などと唱えて軽蔑し︑夜郎自大におちいってしま
った轍を踏むことのないように︑西洋の事情を明らかにし︑

日本国民の心の変革を促がし︑一日も早く文明開化に入ら
せようというのである︒やがて︑この志は︑慶応二年︵一

八六六年︶の﹃西洋事情﹄に結実し︑初編の出版から全篇
完成まで三年の歳月を費やして︑実売部数実に十五万部︑

偽版をも含めればその数二十万部から二十五万部に及んだ
とされるにいたった︒

要するに︑国際的感覚とは︑国際理解を深めることによ
って︑自国の文化と伝統への理解をいっそう深め︑それに

よってよりいっそう国際社会において貢献しようとする開
かれた広い心の在り方をいうのである︒
これは︑かつて日本弘道会の会祖が﹃尊王愛国論﹄︵明治
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もし︑あえて鎖国を続け︑︐いわゆる亜細亜的停滞に甘ん

ていなかったのであるｐ

てもけして不思議ではなかった︒

ずるならば︑日本国自体が西欧列強の植民地の一つになっ

明治二十二年︵一八八九年︶の帝国憲法発布︑同二十三年

の教育勅語の漢発を経て︑漸く我が国は近代国家として発
足するのであるが︑以後の教育は︑いわゆる﹁和魂洋才﹂

時代はまだ一般大衆の国際的感覚の酒養にはほど遠かっ

の教育であるといってよい︒

たが︑エリート教育においては外国語教育が重視され︑西

るから︑当時いかに国際的感覚を育てることに︑エリート

教育が向けられていたかが察せられる︒

かくして︑富国強兵の夢は︑西欧文明の移植と消化によ

って順調に実現するかに見えたが︑昭和二十年︵一九四五
るのである︒

年︶の第二次大戦の敗北によって︑この夢は一挙に潰え去

第二は︑この敗戦による占領軍総司令部︵Ｇ・Ｈ．Ｑ︶の

日本占領政策から今日までのいわゆる﹁向米一辺倒﹂の段

この時期において︑国際化という言葉は︑アメリカ化と

階である︒

ですべて米国が模範であり︑ひたすらこれに追随すること

同義語であった︒科学・技術︑政治︑経済︑文化︑教育ま

かった︒かつての英語︑ドイツ語︑フランス語に代り︑米

が︑とりも直さず第二の開国であり︑国際化にほかならな

欧文化・文明の吸収に多大の時間が費された︒

例えば︑戦前の旧制高等学校や帝国大学予科においては︑

世界一の強国であり︑文明国であったからである︒

語が第一外国語として登場する︒当時のアメリカ合衆国は︑

文科系と理科系に大別した上に︑クラスを英語を第一外国
語とする甲と︑ドイツ語を主とする乙と︑フランス語を主

で︑﹁言語道断︑風上にも置かれぬ悪風俗︑かりそめにも

第一の時代において︑福済謙吉はその﹃唐人往来﹄の中

とする丙とに分け︑これを文甲・文乙・文丙︑理甲︑理乙︑

その真似をすべからず︒﹂と書いたが︑第二の時代におい

理丙と称し︑主として原書を読解するための教育を施した︒

外国語は通例第一外国語のほかに第二外国語を課し︑さら

しかし︑強兵の夢もはやはかなく︑ひたすら富国の夢を

受け入れた形跡がある︒

ては︑アメリカ風のものなら玉石混清なんでも有難がって

に一般教養として哲学︑倫理学︑論理学︑心理学︑社会学︑
文学︑歴史学等の授業科目が用意されていたのである︒

高等学校や帝国大学予科の生徒は︑卒業するやことごとく

追った甲斐あって︑我が国はいまや世界有数の経済大国に

最も数の多い時でも︑全国で四十校に満たなかった旧制
帝国大学に進学して︑それぞれ専門教育を受けたわけであ
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までのしあがってしまった︒

第三の国際化の時代は︑いまここに始まろうとしている︒

ぼすようになり︑否応なしに国際化の波を浴びないわけに

我が国の経済成長は結果として国際社会に大きな影響を及

三︑国際的感覚を育てる道徳教育

ユネスコ憲章は︑その前文で︑﹁戦争は人の心の中で生

なければならない︒﹂としている︒このように︑いまや国

まれるものであるから︑人の心の中に平和のとりでを築か

しかも︑世界は大きく変転し︑かつてのように﹁脱亜入

の心の在り方に帰せられている︒

際紛争の解決も世界平和の達成も究極的にはひとえに人間

はゆかない情況を作り出しているのである︒

なくなっている︒

あげるために︑我が国が積極的に貢献しなければならない︒

では︑どうすればよいか︒平和で豊かな国際社会を創り

ず載っていないから︑大型の英和辞典で引くほかはない︒

し︑ポケット版やコンサイス版といった小型の辞書にはま

デン・ルールという言葉を英和辞典で引いて承よう︒ただ

その原理を︑昔はゴールデン・ルールとよんだ︒ゴール

際的感覚を育てるための原理をどこに求めたらよいのか︒

会に貢献しようとする開かれた広い心の在り方としての国

統への理解をいっそう深め︑それを通して積極的に国際社

では︑国際理解を深めることによって︑自国の文化と伝

つとされるゆえんがある︒

ここに︑国際的感覚を育てることが道徳教育の課題の一

欧﹂や﹁向米一辺倒﹂を叫んでいれば能事終れりとはゆか

世界はまさに文字通りの世界的規模の世界に成長してお
迫られている︒

り︑その中にあって我が国はあらゆる意味での国際貢献を
いまやこの国際貢献の責務を果たすことなしに︑我が国

そのためには︑国際社会の中にあって主体的にたくましく

の平和と安全は保証されないのである︒

生きる︑国際的感覚を身につけた日本人を育成しなければ

そこにはこう記してあるにちがいない︒

なるほど︑人から正当に扱われたいと思ったら︑人にも

よｏ﹂︵﹃新約聖書﹄マタイ伝福音書第七章十二節︶

﹁人にせられんと思うことを︑人にもまたそのごとくせ

ならないのである︒

国際社会の平和と繁栄のために進んで尽そうとする開か
れた広い心の持ち主を育てることこそが︑二十一世紀に向
けた心の教育に課せられている︒我が国における国際的感
覚を育てる最終段階はいま始まろうとしているのである︒
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いて︑﹁諸外国の人盈の生活や文化を理解し尊重するとと

もに︑我が国の文化と伝統を大切にする態度を育成﹂し︑

る日本人としての自覚と責任感をかん養する﹂ことの必要

﹁世界と日本人のかかわりに関心をもって国際社会に生き

人に親切にされたいと思ったら︑人にも親切にしなけれ

そのようにしなければならない︒

こででも通用する普遍妥当性をそなえているといえる︒

文化と伝統を深く理解し︑それを尊重するとは考えられな

国の文化と伝統を尊重する精神を欠いている者が他の国の

なわち︑先に述べたゴールデン・ルールに立つならば︑自

性をうたっているのも︑同様の原理の上に立っている︒す

ばならない︒だれが常識で考えてゑても︑この淀はいつど
しかし︑このゴールデン・ルールは必ずしもキリスト教
イエス・キリストが山上の垂訓でこのように述べたとき

いからである︒

の独占物でも専売特許でもない︒

ている︒

を尊重してゆく動向にかんがゑるとき︑国際化という言葉

世界の国食がこれからますます自国の言語や文化と伝統

よりもさらに五百年も昔︑中国では孔子が次のように述べ

﹁おのれの欲せざるところを︑人に施すことなかれ◎﹂

止しているという違いはあるにしても︑そのいわんとする

覚をもって世界の人々と親善に努める﹂︵﹃小学校学習指導要

国の人々や文化を大切にする心をもち︑日本人としての自

その意味では︑我が国の現行の道徳教育において︑﹁外

は明白である︒

を短絡的に価値基準の単一化と同一視してはならないこと

趣旨には変りがない︒いずれも︑いつの世にも変ることの

領﹄︶や︑﹁日本人としての自覚をもって国を愛し︑国家の

一方がかくかくせよと命じ︑他方がかくかくするなと禁

︵﹃論語﹄衛霊公篇︶

わち永遠の倫理をいい表しているという点で共通している

ない︑いつどこででも通用する人間としての在り方︑すな

発展に尽くすとともに︑優れた伝統の継承と新しい文化の

創造に役立つように努める﹂︵﹃中学校学習指導要領﹄︶や︑

のである︒

って︑世界の平和と人類の幸福に貢献するように努める﹂

﹁世界の中の日本人としての自覚をもち︑国際的視野に立

この原理は︑いうまでもなく国際社会においても通用す
る︒もちろん︑放置しておいたのでは︑必ずしも通用して

Ｉ︵本会評議員・お茶の水女子大学教授︶

といった文言が記されているのは興味深い︒

いないという現実もありはするｐしかし︑この原理なくし
ては国際連合すらそれ自体存立することができない︒
昭和六十二年︵一九八七年︶の教育課程審議会の答申におｉ
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︻特別講演会講演要旨︼

最近の日本外交の座標

英武

きではなかったという声が︑イギリスはじめ連合国側に起

こってまいりました︒つまり国際法違反を行ったというこ

民間人を殺すということは︑戦争ではやっていけないこ

アメリカの戦争犯罪

只今ご紹介に預かりました津でございます︒今日は三月

てしまった︒負けたということで︑すべて仕方がないとい

とであった︒しかし日本ではそのあたりが大変暖昧にされ

とについてやましさを彼らが感じていることなんです︒

りました︒この空襲について︑たしかに死者を悼むという

は別として違反は違反であるということはわれわれが声を

うふうに思っている方が多いかもしれませんが︑勝ち負け

十日でございます︒五十年前の今日未明に東京大空襲があ

一つの視点をややもすれば忘れがちではないだろうか︒そ

慰霊祭は私たちは毎年やってきたわけですが︑その実もう

八月六日広島に原爆が落ちました︒原爆の投下そのもの

上げなければならないことであろうと思います︒

争法規というのがあります︒戦闘では敵兵を殺すというこ

も明白な国際法違反なんです︒落とした責任者は間違いな

れは戦時国際法違反が堂々と行われた行為であります︒戦

を殺傷することは国際法で禁じられている行為です︒

とはやむを得ないのでありますが︑武装していない民間人

はともあれ︑行った結果︑これは戦争犯罪行為であるとい

く戦犯なんです︒ですから私たちは原爆投下に至った動機

一ヵ月前にドイツのドレスデンという都市でやはり同じ

ような異例の集会がございました︒ドレスデンという古都

これはもう五十年前のことですから歴史です︒この歴史と

いうものすら私たちはややもすると隠そうとする︒つまり

うことを堂々と言わなければならないわけです︒もちろん

万五千人が死んだということであります︒これについてヨ

加害者の歴史については暴き立てる人がずいぶん多いので

の市民をイギリスとアメリカの空軍が爆撃をして︑市民二
ーロッパでは戦後ようやく今頃になって︑あの爆撃をすべ
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津

すが︑日本が被害を受けたことについて黙して語らず︒大

問題であります︒事実を曲げることは許されないが︑一つ

あって︑それを評価するのは︑そこの国の主権にかかわる

す︒つまり歴史というものはそれぞれの国の固有の成果で

の事実を繋いで民族の歴史を作り上げるわけですから︑そ

てはならない︒なぜこういう不公平があるかというと︑私
の考えでは︑私たちは歴史を歴史として見ない︒現在に繋

の原爆投下をアメリカがそのように認識し︑位置づけると

変不公平な風潮があります︒これはやはり客観的に見なく

がって︑政治の問題としてとらえようとする︒その姿勢が

いうことはアメリカの自由であるわけです︒たとえ日本が

島の原爆投下のきのこ雲だった︒その図柄の下に説明があ

今年発売分として十枚の図柄が出たんです︒その一つが広

年ごと︑毎年十枚組のシートで出ていたものです︒そして

リカと同じ図柄のきのこ雲を使って︑その下に．九四五

臣が談話か何かで発表したらおもしろかった︒そしてアメ

爆投下を記念して︑記念切手を出す︒これを日本の郵政大

カがそういう図案を出す︒日本も同じように八月六日の原

もしそうであるならば︑日本がやるべきことは︑アメリ

不快であっても︑これは仕方がない︒

あるからだろうと思うんです︒

昨年の十一月︑アメリカの郵政公社で記念切手の図案が

りました︒．九四五年八月︑原爆によって戦争終結が早

年八月︑戦時国際法違反による原爆投下で十万人の市民の

発表されました︒この記念切手は戦争が始まってから五十

は不快感を表明しました︒そしてワシントンの日本大使が

められた︒﹂こうあったわけです︒これについて村山首相

ならば︑アメリカと日本が︑どちらが打撃を受けるかとい

命が失われた﹂とその下に刷り込む︒こういう発表をした

アメリカ国務省に抗議をした︒結局この図柄をクリントン
大統領の裁断で撤回して︑そしてトルーマンの図柄に変え

ようにアメリカは装っています︒しかし原爆投下は戦争犯

原爆投下によって戦争終結を早めた︒普通の攻撃手段の

うことです︒

しかし私はたしかに不快感は不快感だけれども︑日本が

罪であるということを日本が声を上げる︒そしてその記念

させたということがあります︒

アメリカに抗議すべき事柄ではなかったと考えます︒なぜ

アメリカとしても考えざるを得ない︒つまり日本の政治は

切手が世界中にばらまかれることになったならば︑これは

ことについて︑ストレートにリアクション︑反応をすると

そのぐらいの駆け引きがあってもよかった︒相手の行った

て戦争終結が早まったということもおそらく間違いのない
事実であろうと思うんです︒そうすると原爆のきのこ雲の

ならば原爆投下は歴史的事実です︒そして原爆投下によっ

写真は︑不快だからやめてくれというのは内政干渉なんで
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す︒自ら考え︑自ら行動するということではなくて︑何か

いうやり方は戦後日本がずっと行ってきた癖であるわけで

の問題︑これは日中︑日韓で横たわっています︒それは事

れない︒したがって従軍慰安婦の問題あるいは南京大虐殺

ここで言いたいことは︑歴史というものは事実は変えら

万人の命が失われた︒その人たちの冥福を祈るためにも︑

るということではない︒そうではなくて︑東京大空襲で十

の歴史があります︒ですからその事実をどのように解釈す

の共有は不可能だということです︒それぞれの国には固有

うことは可能でありますが︑国が違ったときに歴史的認識

この努力は必要であります︒つまり歴史的事実の共有とい

学者たちが共同で真相を突き止める︒事実を突き止める︒

実の糾明ということで日韓両国民︑あるいは日本と中国の

が起きると︑直線的にそれに反応するやり方に︑日本外交
の稚拙さが示されています︒

国際法違反の行為であなた方は死んだんだということは口

三月十日︒日本は︑これでアメリカを非難する材料にす

に出すべきであります︒戦争だから︑負けたんだから仕方

るかは︑それぞれの国の自由であるわけです︒

たわけではないんです︒主語がだれか分からないようなあ

ん﹂と言わなければおかしいんです︒日本が原爆を投下し

す︒﹁繰り返しません﹂ではないんです︒﹁繰り返させませ

﹁あやまちは繰り返しません﹂という言葉が刻まれていま

大虐殺﹂はなかった︒これは主張してもさしつかえないの

この点を私は危倶するものであります︒ですから︑﹁南京

態度がわれわれに欠けていたのではなかったでしょうか︒

歴史認識に外国の容隊は許されない︒こういう毅然とした

んです︒しかし認識はそれぞれ固有のものである︒日本の

う︒歴史認識も一つになるかのような錯覚を持つ人が多い

ところがややもすると日韓両国で歴史研究を共同で行お

がないとして︑死者だけを悼むという空気が︑われわれを

いまいなかたちで︑日本人が悪いことをしたような印象で

ずっと支配してきました︒広島の原爆慰霊の碑の前に︑

広島の原爆をとらえているわけですが︑これは原爆を投下

ですが︑﹁南京事件﹂はなかったとは言えないわけです︒

で三十万だとか︑そういう数字を批判しているわけです○

事件はなかったと言っているわけではないんです︒あそこ

いうふうに堂灸と書いているわけです︒永野さんは︑南京

と︑前の永野法相は︑﹁南京事件はなかった﹂と言ったと

ところが最近のいくつかの新聞の社説を読んでおります

したものが悪いとはっきり言うべきなんです︒そういう点
思うんです︒

で私たちは事柄を暖昧にしてきたということが言えるかと

歴史認識は共有できない
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万︑何十万という数字ではないということです︒それをあ

大虐殺はなかった︒大虐殺の意味が︑今言われている三十

す︒どういうことかというと︑七月二十六日にポツダム宣

責任がある﹂という見出しで︑彼がその説を展開していま

日本の首相は︑これを黙殺すると発言しました︒和田春樹

言が出された︒日本に降伏を呼びかけたわけですｐ当時の

の論文は︑もしその時に受諾をしていたならば︑そこで戦

たかも南京事件そのものを︑否定したかのように︑一部の
私の言いたいのは南京事件はあった︒どういう事件であ

新聞が事実を曲げて︑社説で書いているのです︒

なかった︒したがって朝鮮分断もなかった︒つまり降伏を

争が終わり︑原爆投下もなかった︒それからソ連の参戦も

たのだから︑日本には責任がある︒こういう言い方です︒

ためらって八月十五日まで引きずったがために分断が起き

って︑何人犠牲になったかというのは︑それぞれ双方の資
そこで三十万死ぬわけがないというのは︑そもそも当時そ

料を集め︑証言を集め︑そして確定すべきものである︒あ
こにそれだけの市民がいなかった︒その市民は一定の区域︑

ない︒﹂これが結びなんです︒

﹁村山首相は堂々と︑最初に言った言葉を撤回してはなら

これで事は収まらない︒それから二日後に︑今度は朝日

安全地帯にちゃんと隔離されていて︑そこには第三国の人
けです︒三十万をどこから持ってきて殺したかという︑ご

最初に言った村山首相の︑分断に責任があるというのは︑

新聞が社説でこの和田論文を支持しています︒﹁おそらく

たちが責任を持って管理していた︒市民は無事であったわ

殺はなかったという人に対して︑声高にそれを批判する︒

く当たり前のことすら検証しようとしないで︑三十万の虐

恵をしたんだろう︒もしそうならば︑責任はあるけれども︑

償の義務が生じてしまう︒それを恐れて外務官僚が入れ知

えさせられた︒もし分断に責任があると言えば︑補償︑賠

率直な彼の信念であろう︒それを外務官僚の入れ知恵で変

べてを合わせようという考え方にほかならない︒一月三十

これは歴史的事実に忠実ではなく︑特定の歴史認識にす

こういう風潮があまりにも多すぎるわけです︒

日に村山首相が国会答弁で︑﹁朝鮮半島の分断に日本も責

いのではないか︒村山首相は確信を語れ︒前言を翻すな﹂

これについて賠償する義務はないという言い方をすればい

をすぐ受諾していれば︑いったいソ連が何もしなかったと

これはもう批判するまでもないんですが︑ポツダム宣言

と︑和田春樹と同じような主張をしているわけです︒

任がある﹂と言いました︒さすがに翌日になって︑これを
であって︑日本には責任がない︒そう言って前言を訂正し

訂正しました︒朝鮮分断は︑戦争が終わった後起きたこと

朝日の論壇に和田春樹東大教授が︑﹁朝鮮分断に日本は

たんです︒これについて噛象ついたのは朝日新聞ですｐ
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に併合されることもなかった︒朝鮮半島を併合させた責任

た︒したがってロシアの南下がなければ︑朝鮮半島は日本

アの満州南下政策がなければ日本とロシアは衝突しなかっ

物だと私は思います︒そんなことをもし言うならば︑ロシ

仮定で論じるのは︑およそ歴史学者の風上にも置けない人

はたして言えるでしょうか︒こうすればこうなったなんて

うというのが︑その趣旨であります︒しかしこれほど恐ろ

そして二度と戦争を起こしませんという誓いを新たにしよ

会が五十年を節目に︑この侵略戦争を謝ろうではないか︒

があります︒日本の謝罪は足りなかった︒だからここで国

算というんでしょうか︑謝罪不戦決議をしようという運動

今年終戦五十周年で︑今社会党を中心にして戦後の総決

内政で︑国内問題でどう議論しようと日本だけの問題です

しい危険な道はないと︑私は考えるわけです︒というのは

日本がシベリア出兵をしたということで︑戦後ずいぶん

はロシアにあるというふうな理屈が成り立ってしまう︒

日本の侵略主義を言われますが︑あれはアメリカが頭を下

を及ぼすかということまで考えなければならない︒日本だ

が︑こと外交になった場合には︑その外交がどういう影響

たという事実があります︒他国が引き揚げた後まで残った

げて︑日本に出兵をしてくれと何回も要請したから出兵し

ールがあるわけです︒

この外交のルールでいいますと︑交戦国が手打ちをする

けが別なルールを取ることはできない︒外交には一定のル

メリカの要請がなければロシアの内政に干渉する気はなか

ときには︑平和条約︑講和条約によってすべて過去を水に

という要領の悪さもあるわけですが︑少なくとも日本はア
った︒こういうふうな﹁れぱ﹂とか﹁たら﹂とかいうこと

来永劫過去を引きずることになってしまう︒そんなことで

で結果を語るというのは︑およそ歴史学をやっている東大

載せる新聞も許せないと思うわけです︒戦後の日本の謝罪

平和条約は︑双方に矛盾あるいは不満は残っても︑それで

の他諸灸の懸案は︑その条約で済ませる︒でなければ︑未

が足りないとか︑あるいは日本の戦争について若干でも弁

おしまいにして︑新たな出発点にするということです︒一

流す︒そこで賠償を取る︒あるいは領土の割譲がある︒そ

護しようとするならば︑これを威丈高になって攻撃するよ

教授ともあろうものが︑私は全く許せない︒それを堂々と

うな層がいぜんとしてはびこっております︒

きない︒しかし朝鮮半島の統一を待って︑いつまでも講和

ま朝鮮半島が分断されており共産主義の北朝鮮とは交渉で

九六五年の日韓基本条約は︑まさにそれなんです︒たまた

国会謝罪決議の不見識

が結べないということは常識に反するわけです︒そして日
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け︑半分でありま

本は韓国との間だ

そんなことを言うならば︑私だってマレー半島︑マレーシ

ィール首相に会いました︒そのときマ︿ティールから﹁お

村山首相が昨年東南アジアを回ってマレーシアのマハテ

アがイギリスの植民地だった時代︑イギリスに文句を言わ

詫びする︒謝罪謝罪と︑いつまで日本は言うつもりなんだ︒

なければならなくなる︒もういい加減にして前向きに考え

すがともかく講和
き賠償も払いまし

なさい﹂と忠告をされました︒外交というのはそういうこ

をした︒しかるべ

日本との間の過去

た︒そこで韓国と

となんです︒

ようと︑双方のリ

カ︑イギリスに宣戦布告をしたときに︑アジアで独立をし

二十世紀に取ってきたんです︒大東亜戦争で日本がアメリ

ンダ︑欧米のほとんどすべての国が植民地政策を十九世紀︑

イギリスにしても︑アメリカにしても︑フランス︑オラ

の懸案はすべて決

ーダーが約束をし

ていた国は日本とタイだけなんです︒中国は半独立の状態

着をしたことにし

て︑調印して︑そ

であった︒残りは全部植民地なんです︒そういう時代背景

して批准まで行っ

というものを考えずに︑﹁日本は侵略戦争をした︒謝罪決

たわけです︒

したがって韓国で従軍慰安婦の問題が起きたならば︑こ

るマスコミもあるわけです︒しかし日本を悪者にして︑そ

議が必要だ︒侵略戦争を侵略行為と言い換えた﹂などと怒

れで自分だけがいい子になったつもりでいることは大間違

れは韓国政府とその人たちの問題であるということです︒

んです︒もしそれが別立てでやるとするならば︑それにつ

どんなに冷酷に見えても︑外交関係はそうでなければ困る

南京事件やら︑あるいは慰安婦間題などで日本が誠意を

いです︒

は基本条約を結んだときの韓国大統領の責任にもなります︒

いて日本自身︑けじめがついていないと言うならば︑それ

うものはそういうものです︒外交は道義の問題ではないん

示そうとすれば︑相手は必ずつけ上がってくる︒外交とい

です︒ルールの問題であるという点を勘違いして︑誠意を

ですから日本の一部の層が韓国の従軍慰安婦を支援して︑
国のリーダーを日本が批判することになるわけです︒

詫びが足りない︑賠償が足りないと叫ぶことは︑当時の韓
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ばならないわけです︒

謝罪決議は絶対にしてはならない行為であると言わなけれ

交のありようなんです︒そういう点からも︑戦後五十年の

承で外交をやろうとする︒これが現在︑大変危険な日本外

示せば︑相手も誠意で応えてくれるという一方的な思い込

あるいは千葉習志野の部隊はどこそこに配置する︒山形か

周辺の広場に作る︒それから練馬の駐屯部隊は中央に来る︒

に送り込む︒救援物資を送り込む︒救援物資のデポもその

そして震災が起きたときに︑そこに自衛隊が人員を次々

はどういうふうな役割を果たすか︒情報はどういうふうに

ら︑名古屋から︑それぞれの援軍はどうする︒海上自衛隊

村山首相の問題に一戻りたいと思います︒阪神大震災のと

きに首相はリーダーシップを発揮できなかった︒村山首相

のビデオを刻灸と首相官邸と防衛庁に送る︒こういう言一

取るか︒自衛隊の情報収集機が上空を絶えず撮影して︑そ

それで昭和四十六年︑東京全土は少し荷が勝ち過ぎるか

ユァルを作りました︒

はかつては自治労のリーダーの一人でした︒自治労は革新
自治体の推進者であったわけです︒革新自治体の労働組合
と︑革新政党がかつぐ首長が中央政府に対抗して自治権を

は美濃部知事です︒革新自治体は自衛隊を使うことをはな

拡大していった︒自治権自体は悪いことではないんですが︑
違反であるということで自衛隊を拒否してまいりました︒

から拒否してきた︒そういうことでありますから︑兵庫県

に申し入れた︒しかしこれはにべなく断られた︒断った人

阪神大震災の後︑中曾根元首相が産経新聞に寄稿してお

は四時間もたってから自衛隊の出動を要請する︒その前に

らということで︑江東地区だけでも訓練を実施したいと都

りました︒昭和四十五年に防衛庁が東京︑神奈川に大地震

自衛隊が要請してくれと︑再三再四頼んでいるわけです︒

その過程において社会党あるいは自治労は︑自衛隊は憲法

ました︒大震災が起きたら︑まず道路は使えないと考えな

が起きたときにどうすべきかという詳細な対策を作り上げ

にある市の職員組合つまり自治労が自衛隊お断りという態

革新自治体の首長︑あるいは革新自治体でなくても︑そこ

くてはならない︒阪神がまさにそうだったんです︒だから

まさにそうだったんです︒

自衛隊の元中部地連本部長が︑あるところで寄稿してい

度を鮮明にしてきたツケと言ったら気の毒ですが︑神戸は

ますが︑兵庫県の地連本部長が再三災害訓練に協力したい

必要なのはヘリポートである︒ヘリコプターの発着する場

ときには︑そこはヘリポート専用にするというふうにあら

前に指定しておく︒マークか何かしておいて︑いざという

と申し入れたけれども︑一切拒否された︒たった一回自衛

所がほしい︒そこで東京都内に二百カ所のヘリポートを事

かじめ決めておく︒
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組合が﹁自衛隊帰れ﹂のシュプレヒコールを繰り返した︒

要請によって差し向けた︒しかし病院の前では︑市の職員

市内からその病院に患者を移すときに︑自衛隊の救急車を

く人工の島を作って︑そこに大きな病院ができた︒そして

隊が協力した︒それはポートアイランドです︒神戸に新し

っきりと過去に訣別をしなければならない︒まったくして

党がこれまでやってきた政策はあやまりであった﹂と︑は

認することは私は結構だと思うけれども︑だったら﹁社会

これを追認しました︒自衛隊合憲を追認してしまった︒追

会党が︑もちろん批判する者はあったけれども︑党大会で

その社会党自ら︑党首が合憲だと言った︒これに対して社

これに対して反省もしない社会党がどういうものか︑謝罪

きな損害を与えてきた党の政策がすべてあやまりであった︒

つまり自らの党のけじめもつけられない︒日本国民に大

いないんです︒

それが協力したたった一回のケースである︒つまり自衛隊
違憲という名の下に自衛隊を拒否してきた︒自治労の強い

ところほど︑そうであった︒それが今度だけ自衛隊の出動
が遅いと言っているわけです︒

決議をしようとしているわけです︒これほどの偽善はない

そういうことでありますから︑今まさに社会党は反省し
なければならない︒これまで社会党は何をやってきたか︒

んです︒自らをただすこともできずに︑﹁日本は悪いこと

この一事を取ってしても︑われわれは謝罪決議そのものの

をした︑あやまるべきだ﹂と叫ぶ︒とんでもない話です︒

うさん臭さを感じざるを得ないわけです︒これが最近感じ

ました︒全面講和を主張して︑日本の占領を終わらせると
いうことに反対してきたわけです︒それから日米安保条約

万年野党の間に︑まずサンフランシスコ平和条約に反対し

にも反対しました︒もちろん自衛隊は違憲である︒自衛隊

ているところです︒

世界における日本の座標

にも反対してきた︒それから日韓基本条約にも反対してき
た︒社会党の反対してきたことを自民党がやってきたから
こそ︑現在の日本があるわけです︒その社会党が村山首相
を出した途端︑自衛隊は合憲であると言いました︒

少し視野を広げまして︑世界の中において日本はどうい

これが表題に掲げました座標ということです︒戦争が終わ

う地位を今占めているか改めて考えてみたいと思います︒

しかし社会党の党是︑党の綱領でも合憲とは言ってこな
かった︒いったい憲法の条文を︑時代が変わった︑首相を

ったときに︑日本はほとんどゼロからの出発でした︒私た

取ったからといって解釈を変えていいわけがない︒解釈改
憲というのを非難してきたのは社会党であったわけです︒
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ことを別な言い方でしますと︑戦後の冷戦は共産主義陣営

ちは自ら額に汗して︑敗戦のどん底から立ち上がってきた︒

現在日本はどういう地位にあるかというといろいろな物

対自由主義陣営の戦争であった︒武器以外のあらゆるもの

ったわけです︒ところが冷戦が終わった︒冷戦が終わった

差しがあるんですが︑その国の経済活動の規模を表す国民

す︒その他は︑ロシアからすると取るに足らない存在であ

総生産という数字でいいますと︑大まかにいってアメリカ

い︑すべてのものを使った戦争であったんです︒そして共

を使った戦争です︒経済力を使い︑言論を使い︑謀略を使

このことを私たちは誇りに思っていいと思います︒

のシェアは世界の二五％ですから︑れっきとした超大国と

とかその他かなりの規模の経済力を持っている国もありま

の百八十八カ国が六○％です︒もちろんその後にはドイツ

界の経済活動の四○％を占めているということです︒残り

ませんが︑分かりやすく一五％です︒アメリカと日本で世

近の円高を考慮すれば一六か一七％になっているかもしれ

ソ連は共産主義をやめ︑計画経済をやめ︑市場経済︑つま

カで︑ソ連が敗者だった︒ですからその冷戦が終わった後︑

こういう言い方をしました︒これは嘘です︒勝者はアメリ

フは︑冷戦の勝者はアメリカとソ連の指導者の理性である︒

に冷戦終結宣言をしたわけですが︑冷戦終結でゴル︑ハチョ

ゴルバチョフがマルタ島で一九八九年︑ブッシュとの間

産主義陣営が負けたということです︒

すが︑少なくともアメリカと日本が抜きん出ている存在で

り彼らが対抗して潰そうとしていたシステムに自らを変え

言っていいでしょう︒日本が二番目で一五％です︒もし最

あるということを︑まずはっきり認識する必要があります︒

れたロシアの現実です︒

させられてしまったのです︒これがソ連︑さらには分解さ

った︒そしてアメリカ︑ソ連に次ぐ大国としては︑彼らは

た︒ですから当然アメリカとソ連が超大国という地位にあ

た︒軍事力という物差しだけで︑国の序列を決めてきまし

かつてのソ連は︑国の力を測る物差しは一つしかなかっ

倍︑一年間で上がったんです︒そして九三には九倍︑昨年

経済移行への大号令をかけました︒この年に物価は二十六

見舞われました︒一九九二年に物価統制を撤廃して︑市場

す︒市場経済へ移行する過程において︑猛烈なインフレに

超大国から転落したロシア

核兵器を持っている国を挙げたわけです︒つまり超大国と

シアの別な機関は四・四倍だと言っています︒どっちにし

はＩＭＦ︑国際通貨基金の計算で二・二倍です︒しかしロ

ロシアの現実は︑日本の戦後の混乱期とよく似ておりま

大国は︑現在の国連安保理常任理事国ということになりま
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ても一年に物価が二倍ないし四倍に上がるということで︑

うとしている︒これを支援することはロシアの危険を減ら

われわれと同じ価値観を持ち︑同じルールを持つ国になろ

にはいっぱいあります︒しかしロシアが西側の商品に対抗

四億ドル︑こういう巨額な援助の約束をロシアにしてきた

そして九二年には二百四十億ドル︑九三年には四百三十

支援すべきだ︒理屈はそのとおりであります︒

し︑さらに西側にとっても利益になることである︒だから

インフレは止まっておりません︒

それから物不足です︒といっても︑実は物不足ではない

できる製品が作られているかというと︑そうではないんで

の商品に化けて入り込んでいる︒しかしその西側の援助が

わけです︒そしてその援助の金がいろいろなかたちで西側

んですね︒今は西側の商品があふれておりますから︑お店

す︒ロシアの製品に限っていえば︑生産は毎年二桁の落ち

西側の援助といってもただではないんです︒低利の借款で

本来生産ラインへの投資︑近代設備への投資に回らない︒

込承をしています︒昨年は国内総生産一五％ダウンなんで
て西側の商品で埋めている︒別な言い方をすると︑西側の

す︒つまりロシアは年々︑消費物資の生産を減らし︑そし

い金ですが︑彼らの金の使い方を見ている限り︑返す気が

ありますから︑十年後︑二十年後には返さなければならな

ないと言わざるを得ない︒消費物資に化けている以上︑そ

ないということです︒作っても売れない︒いくら高くても

れが物を生承出すはずがないんです︒つまり我慢を知らな

商品の品質がよすぎるために︑ロシア製をロシア人が買わ

です︒

先進七ヵ国が中心になってロシア援助を繰り返してきまし

えば︑西側が気前のいい援助をしたからです︒これはＧ７

かった︒西側のものがどんどん入る︒どうして入るかとい

ところが援助をすべて水に流せ︒つまり援助をただにしろ

の援助がある︒しかし有償の援助は返さなくてはならない︒

ずいぶん援助を受けてきました︒無償もありますが︑有償

ています︒これまで第三世界︑低開発国の諸国は西側から

今コペンハーゲンで社会開発サミットというのが行われ

〃誇り″から〃タカリ″への道

い民族に今なりつつあるわけです︒

西側の物のほうがいいということになる︒これが現実の姿
おそらく敗戦後の日本との違いはそこにあります︒日本
はそんな西側のものを買う金がなかった︒だから何として

でも︑足りない時は我慢︒そしてその中から少しずつ生産

た︒そのロシア援助の大義名分というのは︑ロシアは共産

を増やしてきたんです︒ところが敗戦国ロシアはそれがな

主義イデオロギーを棄て︑いま市場経済へ移行している︒
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国としての面子があるのに︑もう返せないからまけろとい

西側の援助を受け入れ︑そしてそれを返す約束をしている︒

言い方をしているわけです︒契約をして︑協定を結んで︑

という言い方です︒でなければ援助を減額せよ︒こういう

ーランドだった︒ポーランドが返せなくなっても︑後ろに

んでお金を貸しまくった︒いちばんたくさん借りたのがポ

証がないにもかかわらず︑一九七○年代の後半は西側が喜

ッパ︑ソ連圏と言われている東ヨーロッパも何ら担保︑保

けて履行する︒そしてそのソ連をリーダーとする東ヨーロ

ですからソ連は冷戦に負けるまでは︑国家としての面子

ージを西側に与えていた国なんです︒

はなく︑ポーランドにもその尻拭いをする国だというイメ

ソ連がついているから大丈夫だ︒つまりソ連は自分だけで

うのは︑国家の誇りを捨ててしまうことです︒そういう国
むしろ今は苦しいけれども︑私は一つ褒めてやりたい国

は本当は援助のしがいのない国なんです︒

があります︒これはチャウシェスクのルーマニアだった︒

エリッィンを通じて︑これが西側の援助に甘える国になっ

をぎりぎり守ってきた国であります︒しかしゴルバチョフ︑

あのルーマニアは西側から借りた金を飢餓輸出によって完
て冬も暖一房なし︒しかし借りた金を全部返させたんです︒

済したんです︒国民をどん底の窮乏生活に追いやる︒そし

てしまった︒一例をあげます︒一九八八年にアルメニア大

はソ連の共和国であった︒ゴルバチョフは当時アメリカを

そんな国もあります︒しかしほかのすべての国は︑そんな

訪問中であったけれども︑これを切り上げて帰国をしまし

地震がありました︒アルメニアは今は独立国ですが︑当時

今のロシアを見ますと︑その低開発国の発想に近づきつ

た︒そのときにゴルバチョフ自らの口で︑犠牲者は二十万

ことはしない︒西側先進国に対する甘えがあります︒

つある︒エリッィン大統領も先進七ヵ国の仲間入りをした

を超えるだろうと言ったのです︒これは大変だということ

で︑西側から援助がいっぱい来ました︒今回阪神へ来たよ

の誇りを失っている︒かつてのソ連は︑アメリカと対等に

うに︑スイスは警察犬を出し︑あるいはフランス︑アメリ

がってうずうずしておりますが︑そのロシアが国家として

っていいと思います︒

災害に対する援助は無償です︒だから勘ぐれぱ︑ただの

助が集まりました︒

カなども医療チームを送り︑世界中からありとあらゆる援

闘うという気概がありましたから︑敵ながらあっばれと言
当時私がモスクワで特派員をしていた頃︑日本のモスク
国はない︑と言っていました︒契約するまでが大変だけれ

援助をせしめるために被害をオーバーに言ったのだろう︒

ワ駐在の商社の人たちはソ連ほどカントリーリスクのない
ども︑いったん契約をしたら必ず履行する︒国の威信をか
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アルメニアでは二万五千人が死にました︒少ない数ではあ

ビル︑ポリス︑こういうのを電話でやっているわけです︒

ムで呼び合っています︒ポリス︑こっちはヘルムートです︒

もまたヨーロッパやアメリカや︑その他の国灸が自から飛

ア人に飢え死にが出る︒それは大変だということで︑これ

危機が起きた︒ゴルバチョフ自らそう言ったのです︒ロシ

てクリントン自身が軌道修正したと言っていいかもしれま

にロシアに対する過剰な支援を批判しだした︒それによっ

間選挙で大勝ちした共和党が︑クリントン批判をする材料

る︒というよりも︑クリントンの場合にはむしろ昨年の中

やはりそこでは少し肩入れが過ぎたということを感じてい

ですから仲間意識があるんです︒仲間意識はありますが︑

りませんが︑二十万というのはいかにも大袈裟で︑もらい

行機に援助物資を積み込んでモスクワ︑レニングラードへ

癖がついたものか︒その年の暮に︑今度はモスクワで食糧

送り届けた︒これも無償であります︒そういう具合にだん

せん︒

ことが今や明らかになったんです︒このことは誇りにして

しかし︑日本のロシアに対する見方が非常に冷静であった

にコール首相やらミッテラン大統領が日本を非難してきた︒

これまで日本がロシア援助に消極的であったというふう

だんともらい慣れてきてしまった︒これがＧ７のロシア援
助が有効に生かされない理由でもあるわけです︒
エリッィン離れする欧米

いい︒ただし日本がロシアに対する見方を冷静にできたと

北方領土は︑戦争が終わった後︑八月二十八日から九月

いう理由に︑北方領土問題があったと見ていいと思うんで

そうした中で最近︑エリッィン大統領が民主主義︑民主

三日にかけて武力占領された地域です︒エリッィン大統領

す︒

とくに昨年十二月から始まったチェチェン共和国に対する

は﹁法と正義﹂によって日露関係を改善して平和条約を結

いうことで︑ロシア援助について反省が生まれてきました︒

軍事行動の後は︑少しロシアから距離を置き始めた︒クリ

びたい︑つまり北方領土を返すようなそぶりを示しながら︑

主義と口では言っているが︑実際はどうもそうではないと

ロシアを本気でけしからんとは言わない︒だけれどもこれ

というのがあります︒戦争によって相手から領土を割譲さ

実は返さない︒戦後定着した国際ルールに領士不拡大原則

ントン大統領もコール首相も通り一遍の抗議はしましたが︑

はずいぶん小さくなってきました︒クリントン大統領も︑

せることになれば︑取られた国がまた報復戦争をする︒こ

までのようにエリッィン大統領に対する個人的な思い入れ
コール首相もエリッィンのことをお互いにファーストネー
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領土不拡大原則です︒これが戦後定着しております︒それ

ならないというのが︑一九四一年の大西洋憲章で調われた

の地上から戦争をなくすためには︑相手の領土を奪っては

があるからだろう︒それは日本のエゴイズムだと批判さえ

手を差し延べて︑日本が金を出さんというのは︑北方領土

かつてソ連は軍事の物差しだけで強国︑大国の序列を決

対露位負け外交を改めよ

だし︑それを言えるだけの力を日本は持っております︒

なくてはならない︒こういうふうに日本は主張できるはず

を武力侵攻して︑何が民主主義かということを日本は言わ

エリッィン大統領のどこに民主主義があるか︒チェチェン

方は何と言ってきたか﹂こう言わなければならないのです︒

があります︒日本はそこで﹁これまで日本の主張をあなた

今年六月にハリファクスでカナダの先進七ヵ国サミット

したんです︒

を破っている唯一の国がソ連だったんです︒

﹁法と正義﹂で外交を行うということは︑北方領土を日
本に返すということにほかならない︒ミュンヘン・サミッ
トの政治宣言の中で︑ロシアが﹁法と正義﹂に基づいて外
交を行うという公約をしたことを歓迎し︑日露交渉をその

線で一刻も早くまとめて︑平和条約が結ばれることを期待
するということを︑エリッィンを前にしてＧ７がはっきり
と申し渡しているわけです︒だからエリッィンは北方領土
にもっと積極的に取り組まなければならない︒つまり北方
領土を返さなくてはならないわけです︒しかしそれはいっ
こうに果たされておりません︒

めていました︒そしてソ連はアメリカに並ぶ超大国である

と豪語していました︒しかし︑冷戦終結後︑ロシア自身︑

だから日本はロシアを疑っているわけです︒民主主義だ
とか市場経済だとか︑西側と同じ価値観だと言っていなが

ざるを得なくなったのです︒

軍事力の物差しを棄て︑経済力の物差しで国の序列を考え

驚くなかれ︑ロシアのＧＮＰは私の計算では︑現在日本

ら︑領土も返さない︒これはロシアの大国主義︑帝国主義
はできない︒共産党がなくなったら帝政ロシアの地が表れ

と同じではないか︒共産党がなくなったからといって油断
た︒膨脹主義の地が表れたというふうに︑日本国民の大部

一ぐらいにしかなりません︒ロシアの経済︑あるいはロシ

アの国の大きさはこれほどまで縮んでしまったということ

の二十五分の一ぐらいです︒一人あたりにすれば三十分の

リカやヨーロッパは︑ロシアから共産主義イデオロギーが

です︒おそらく日本の政治家はまったくそんなことは考え

分は思っていて︑ロシアに気を許さなかった︒しかしアメ
なくなったということで有頂天になった︒そしてロシアに

（46）

ていない︒かつての超大国ソ連と同じように︑ロシアとい

れ︑すべて輸出できます︒農業については自給自足するだ

資源大国です︒石油はもちろん︑鉄鋼石であれ︑石炭であ

けの力を持っている︒だから本当にどん底から立ち上がる

うものを外交的に見上げてきたのではなかろうか︒これを
まず外交の上で認識しなければなりません︒

私は心配しています︒まったく逆転しているということを︑

わけですが︑援助を受け︑生活レベルを下げないで再建し

根性さえあれば︑援助は要らないと言わなければいけない

その二十五分の一ないしは三十分の一というのを別な数

それが日本の敗戦後との大きな違いであって︑そしてリ

ようと考えた︒

たとき︑ロシアの通貨一ルーブルが四百円だった︒私は四

ーダーの違いでもあるわけです︒今のリーダーはロシア人

字で言いましょう︒私が今から二十年前モスクワに赴任し
百円出して一ルーブルを買わなければならなかった︒現在

ば今のロシアのリーダーの座にはかつての共産党のエリー

にどん底から立ち上がれと言うことができない︒なぜなら

ル︵三月末には四千八百八十三ルーブル︶になっています︒こ

のルーブル相場は︑今週の初め一ドルが四千六百三ルーブ
れを円で言いますと︑一ルーブルは二銭弱になっている︒

シアは冷戦に負けたんだ﹂ということを口にするならば︑

トがそのまま居座っているからなんです︒だからもし﹁ロ

敗戦の責任を国民から問われる︒共産党エリートは一斉に

ルーブルは二十年間で日本円に比べて二万分の一になって
しまったということです︒ロシア人の平均賃金が日本円で

戦犯になってしまう︒だからそれが言えない︒国民に耐乏

何とかしようということにならざるを得ないから︑改革︑

生活を強いることができずに︑結局は西側の援助で現状を

今は五千円ぐらいです︒これがロシアの現実の姿なんです︒

品格失う負のカード

死の努力をして現在の繁栄を築きました︒ロシアは冷戦に

く︒先の見通しがないからルーブルの信用が落ちていく︒

る︒こういう状況の中で現実にはどんどん国力が縮んでい

その一方で国民は働かない︒西側の援助は消費物資に回

改革といっても中途半端なんです︒

敗れてその日本のどん底と同じような境遇に置かれたんで

こういうロシアをわれわれは隣に抱えているわけです︒そ

日本は敗戦後︑それこそ物の乏しさを分かち合って︑必

われ︑モラルが領廃しています︒その中で彼らは自助努力

す︒当時の日本と同じように︑ロシアではインフレに見舞

いということを悟りました︒そこでマイナス・カードの輪

してロシアも西側の善意の援助が今後ずっと続きそうもな

をしないでここまで来てしまった︒日本と異なりロシアは
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同じようなことです︒マイナス・カードは何かと言うと︑

を全部集めればプラス・カードを逆転させる力になるのと

出ということになります︒トランプでもマイナス・カード

はどつちだと言うと︑西側が困る︒西側が金を出すｐ

果たすべき義務を果たさない︒果たさないでおくと困るの

費用に回すということをやっています︒つまりソ連は自ら

戦終結の配当として減らした軍事費をソ連の核兵器解体の

スが監視していたから世界的な話題になったんですが︑九

ｌ低濃度と言っていますが︑彼らは日本海に核廃液をたれ

百トンの核廃液を日本海に垂れ流した︒そしてもう一回や

流したことがあります︒これは環境保護団体のグリンピー

核物質の密輸はドイツでも昨年数件摘発されています︒

務を果たさなくなってしまった︒

ロシアの核兵器製造工場︑研究施設から盗承出されたもの

アと交渉をして︑その低濃度の核廃液を処理する施設を日

ると言ったわけです︒これで日本政府は泡を食って︑ロシ

核兵器︑核物質です︒核物質のたれ流し︑密輸出︑こうい
うものについてロシアは自らコントロールする国際的な義

行くかと言ったら︑おそらくリビアだとかイラン︑イラク︑

本の金で作ることにしたんです︒もうお金も出して工場も

がマフィアの手を通じて西側に渡る︒その核物質はどこに

北朝鮮︑そういう核兵器を持ちたがっている国へ相当な金

作っているはずです︒

れわれは自分たちの被害を少なくするためにお金を出さな

つまりどうしてくれるとロシアが開き直ったときに︑わ

額で渡っているに違いない︒それを西側の抗議にもかかわ
さらには二万三千発にのぼる彼らの核兵器の弾頭があり

に︑彼らは気がついたわけです︒

くてはならない︒このマイナス・カードというものの効用

らず︑ほとんどコントロールしていない︒

ます︒核兵器解体というのはアメリカがいちばんさせたい

北朝鮮の核外交

ことです︒敗戦国でありますから武装解除させなくてはな
らない︒しかし核弾頭の解体ということは︑私は詳しく調
べたわけではないんですが︑核兵器︑核弾頭を作った科学
者でないと︑解体ができないということです︒だから作る
誠にロシアという国は無責任な存在です︒作るだけ作っ

星が発見して大騒ぎになった︒しかし北朝鮮は開発はして

り出す施設も作っておりました︒これをアメリカの偵察衛

核兵器の開発を始めておりました︒原子炉から核燃料を取

同じ手を真似しているのが北朝鮮なんです︒北朝鮮は︑

て︑解体は金がないから︑費用がないからできないとうそ

のと同じぐらいのコストがかかるんです︒

ぶいています︒ですからプッシュ︑クリントン大統領は冷

（48）

Ａ︵国際原子力機関︶の査察も受け入れた︒しかし査察官が

いないと言う︒北朝鮮は核不拡散条約にも加盟し︑ＩＡＥ

らば︑それは国家としておしまいなんです︒幸いにして戦

いうやり方で現実の利益を得ようと考えるようになったな

国際ルールを無視してマイナス・カードを輸出する︒そう

て借金するときにもきちっと返済計画まで計算をして︑で

後の日本は借金を踏承倒すようなことはしなかった︒そし

きるだけ少なく借りるように考えてきた︒そういうことが︑

査察を受け入れる国が申告した場所しか見ることができな
いわけです︒北朝鮮は︑これは軍事施設だから見せるわけ

望んだ疑惑の施設は見せなかった︒核査察というのは︑核

にはいかない︑と︒その挙げ句︑そんないちゃもんを付け

現在の日本を作り上げた︒ですから私たちは誇っていいわ
けです︒︒

るなら核不拡散条約から脱退すると宣言してしまう︒

北朝鮮に脱退されると︑この条約そのものが有名無実化
するということで︑アメリカは必死になってなだめすかす︒

ては︑これはもう過去の問題だということをはっきり認識

五十年前の謝罪が必要であるとかないとかいう点につい

問われる隣人とのつき合い

ムを作れる︒そこでアメリカと韓国と日本の協力で︑建設

二十五万キロワットですが︑これは核兵器物質プルトニウ

北朝鮮が今作りかけている原子炉は二基あって︑合わせて

中の原子炉を凍結︑代わりに核燃料ができにくい軽水炉を

れわれの日常の態度にかかってきたと考えなくてはならな

する︒それにもし文句をつける国があるならば︑それはわ

いわけです︒外交的にけりがついて︑しかも両国間の関係

作ってあげましょう○二百万キロワットです︒北朝鮮が計

が悪いということは︑両方あるいはどちらかに原因がある

画していたものの八倍もの原子炉を作ってあげる︒そして
そおんぶに抱っこです︒核不拡散条約から脱退すると言っ

原子炉ができるまでの間︑燃料を供給しましょう︒それこ

わけです︒

たとえば日本に東南アジアの諸国からずいぶん留学生が

ただけで︑これだけいいことがある︒つまりマイナス・カ
ードの効用をロシアも︑北朝鮮も享受しているわけです︒

を好きになって帰ってもらう努力をしたろうか︒これは宿

来ます︒その留学生を私たちは快く受け入れ︑そして日本

れ一人ひとりに突きつけられている問題です︒もし留学生

舎を作るとか何とかいうハードの問題ではなくて︑われわ

これは由をしき大事でありますが︑それはそれとして︑

品格を自らおとしめていることなんです︒こうした国が再

そういうことをやりだした国家というものは︑すでに国の
び尊敬される国に立ち直ることは容易でない︒このように

（49）

きつけることによってそこの国の政府や国民が︑政治的理

も問題があるし︑もう一つは︑日本にいろいろな要求を突

んて言葉は出てくるはずがないんです︒これはわれわれに

済んでいない︒日本は戦後をきちっと補償していない﹂な

が日本人を本当に尊敬して帰っていったならば︑﹁戦後が

戴いているわけです︒

がたなぽたで転がりこんできた︒こういう首相を私たちは

す︒ところが村山首相のように︑夢にも思わなかった首相

別として︑そういう人間でなければ首相にはなれないので

して︑首相になることを夢見ていたわけです︒いい悪いは

ったとぎはどうしたらいいか︒つまり帝王学をたえず勉強

大の使命です︒そして国民の安全︑生命を守る第一に位置

も示されたように︑国民の生命安全を守ること︑これが最

まず日本の首相が考えるべき一番のことは︑阪神大震災で

んな権限があってどんな責任があるかを考えたこともない︒

てこなかった人ですから︑首相になったときに︑首相にど

これは当たり前なんです︒首相になるべく不断の努力をし

だから阪神大震災でリーダーシップはまったく取れない︒

由︑経済的理由から行う戦術かもしれない︒こういうこと
も大いにあり得るわけです︒

とりわけ教科書問題で︑中国がいちゃもんをつけたこと
があります︒これなどもその裏から見なくてはならない︒

つまり外交には道義とか倫理とか︑そんなものは入り込め

ない︑ルールの問題である︒そしてルールで片付いた問題
は︑もう蒸し返しできないものである︒たとえば中国が教
科書で何か言ってきたときも︑これは日本の主権の問題で

すと︑はっきり頭から断る︒それだけの原則的態度が首相

回りの国が日本を絶対に攻めない︒平和憲法があるから攻

すべきものは国防なんです︒国家を守るということです︒

災害がいつどこで︑どんな規模で起きるか分からないと同

めないというのは︑思い上がりもはなはだしいわけです︒

に求められるはずなんです︒

リーダー不在の国

うことをきちっと頭に入れる︒侵略を起こさせないための

じように︑戦争もいつどこで何が起きるか分からないとい
現在の村山首相の態度はそういう点からすると︑はなは

にはどうするかということも︑はっきりとした法律であら

努力は︑地震と違ってできるわけです︒そして起きたとき

かじめ整備しておく︒有事立法を作っておいて︑そして有

だ寒心に耐えない︒自民党が長いこと政権を取っていた時
るんです︒この人たちは実際︑現実の首相︑総裁のやって

事法制の下で︑そのときに首相は何をすべきか︒リーダー

代に︑総理総裁になろうと志した若い政治家はいっぱいい
いることを食い入るような目で見ていた︒自分が首相にな
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シップはどうすべきかということを日頃からきちんと勉強
として求められることです︒

しておく︒たえず反すうしておくということが︑リーダー

エリッィンの資質

堀を埋めてしまう︒

もう一つ彼がやったことは︑﹁私は民主主義ロシアにとっ

て警察国家になるということについて臆病すぎた︒警察力

の強化について︑過去を呼び覚ますという意味で臆病すぎ

た︒しかしマフィアをこれだけ跳梁させてしまった責任は

スクワのオスタンキノ・テレビで追悼集会がありました︒

というテレビのキャスターが殺されました︒そのとぎにモ

心したことは︑一連の弔意演説を︑彼はじっと深刻な面持ち

政治への道を開く︒したたかな政治家なんです︒さらに感

にそのペースをエリッィンが握り︑前から狙っていた強権

て︑だから警察体制は強化しなければならん︒ここで完全

私にある﹂︒こう言って深々と頭を下げるわけです︒そし

その日は昼間一日中ロシアのすべてのテレビが共通番組を

の中に言うべきことがきちんと入っているということです︒

で訓々として語るわけです︒一枚のメモもない︒つまり頭

卑近な例ですが︑最近モスクワで三月一日にリスチエフ

流して︑リスチエフの死を悼承︑さらにその無法国家に至

歓迎の挨拶を述べたというんですが︑短い挨拶なのに紙を

経済同友会がセミナーを開いた︒村山首相が来て︑そこで

今日も私はあるところの集まりで聞いたんですが︑昨日

らしめたエリッイン大統領を間接的なかたちでずっと批判
し続けてきたんです︒ところがその追悼集会にエリッィン
そこで感心したのは︑エリッィンが出席することによっ

開いて︑それを棒読象しただけです︒集会で話すというこ

大統領は出席︑そして追悼の辞を述べるんです︒

て︑そこのホールに集まってきた人のエリッィン批判をま

ってもないチャンスです︒それをエリッィンはきちんと物

とは︑リーダーの心を伝え︑参会者をひきつけるという願

にしているのに︑日本のリーダーは読むだけなんです︒リ

ず封じてしまうｐ次に彼は︑治安をこれまで野放しにして
る︒しかしその狙いは別なところにあるんです︒モスクワ

きた責任としてモスクワの検事局長と︑内務局長を解任す

ーダーの資格がないというのは︑そういう点でも言えるわ

に合わない︒それよりは︑世界第二の大国であって︑世界

けですが︑今から村山さんが勉強したって︑これはもう間

に目を開き︑世界に責任を持つ政治家という自覚を持った

た︒来年六月に大統領選挙があるんですが︑彼はエリッィ
ンの最大のライバルになる可能性があるんです︒だからエ

市長のルシコフというのが非常な実力を今つけておりまし

リッィンは追悼集会を利用して︑その最大のライバルの外
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ちょうど時間がまいりました︑まだ話し足りないことが

人に︑一刻も早く首相になってほしいと願うばかりです︒

います︒ご清聴ありがとうございました︒︵拍手︶

ありますが︑一応ここで話を終わらせていただきたいと思

︿質疑応答﹀

質問北方領土でございますが︑あと十年ぐらいかかり
ますでしょうか︒簡単にご意見をお伺いいします︒
窪北方領土は︑私は今世紀中に返ってくると楽観して
います︒理由は三つあります︒第一の理由は︑これまでロ
シアは北方領土を返させない理由として︑北方領土の島民
の意思を尊重しなければならんと言ってきたんです︒そう
言ってきた時代にはたしかに北方領土はわれわれの土地だ
から︑絶対返さないというのが大方の島民の意見だったん
ですが︑ここ数年の間にどんどん変わってきました︒とく
に今はビザなし交流というかたちで︑北方領土から日本を
訪問する人︑日本から北方領土を訪問する人︑それぞれが
すでに千人に達して︑彼らは日本を見て︑まったくの別世
界に非常な憧れを持つようになってしまった︒
そして日本から向こうへ行った人も︑北方領土の歴史的
な事実を説明したんです︒彼らが返さないという理由は︑
北方領土が帝政ロシアの時代からロシア領だったと思い込
んできたからです︒つまり嘘の歴史を彼らは教わってきた
んです︒しかしそうではない︒スターリンが不法に奪って︑
そこに住んでいた日本人を追い出したんだよということを

説明すると︑ロシア人は素直に︑それなら返すべきだ︒こ
ういうふうに考え方が変わってきたんです︒それで島民の
世論調査で北方領土は日本に返すべきだというのが八割以
上になっています︒これが第一の理由です︒
第二の理由は︑日本の経済力です︒ロシアは何のかのと
言っても︑すっかり物貰い根性に堕落してしまいました︒
だから今後ますます経済が逼迫してきます︒そうなると理
屈はともかく︑援助を出せそうな国にアプローチしてくる
ことは間違いない︒アメリカやドイツよりも︑日本が金を
持っていると彼らは思っていますから︑北方領土をだしに
日本に資金援助を求めてくるだろう︒そう長いこと彼らは
待ち切れないはずだということが第二の理由です︒
第三の理由は︑先進七ヵ国がミュンヘン・サミットで法
と正義に基づく領土問題の解決をエリッィンに促しました︒
これは北方四島を返しなさいということにほかなりません︒
エリッィン大統領の後に保守派が出ようと︑だれが出よう
と︑情報化社会の現在︑ロシアは昔のような情報封鎖をし
て自らを孤立させることはあり得ない︒不可能です︒北方
領土を返して国際社会の仲間入りすることのメリットを選
ぶことは疑いありません︒以上︑三つの理由から︑ロシア
は早晩北方領土を日本に返さざるを得なくなるだろう︒客
観的な環境はそうなっている︒したがって二十一世紀が来

︵外交評論家︑本会特別会員︶

る前に︑北方領土は返ってくると︑私は確信しております︒

（52）

︻随想︼

孔子のふるさと曲阜を尋ねて
ｌその原像をさぐる

渋谷裕久

曲阜に行けば︑こうしたわたくしの疑念を︑あるいは晴

らされたり︑あるいはさらに発展していけたりすると考え

究を進めていくキッカヶともなったといえる成果を得るこ

たのです︒そして︑事実︑わたくしにとっては︑さらに研

とができました︒その成果について報告したいと思います︒

はじめに
昨一九九四年二月︑中国国際交流協会の招待による

やはり曲阜に行けるということが大きな魅力でした︒とい

いにしろ︑曲阜の位置は︑現在はともかく︑孔子の時代は︑

黄河流域が中国文明の発祥の地であることはいうまでもな

曲阜は︑黄河河口をもつ山東省のほぼ中央に位置します︒

一︑曲阜の地勢

﹁評論出版訪中団﹂に加わり︑孔子のふるさと曲阜に寄り
ました︒

今回の中国行きは︑はじめて行ってから十年という区切

うのも︑人間と出版について考えていくと︑文字とことば

とくに恵まれていたとはいいがたかったようです︒

りと︑泰山に登って朝日を見るという目的もありましたが︑

の問題にぶつかり︑歴史上人間の生き方についての根本を

黄河は肥沃な黄土を運んで広大な華北平野を形成し︑そ

語った孔子・ソクラテス・釈迦・キリストにはゑずから書
きのこしたものがないことに気づいていたからです︒さら

した︒と同時に︑たびたび氾濫して災害をもたらし︑﹁中国

の悲しゑ﹂と呼ばれ︑﹁百年河清を待つ﹂といわれる大河

の流域に世界ではもっとも古い文明のひとつを産む源泉で

でもあります︒黄河下流の山東省はその氾濫にもっとも悩

に︑釈迦・キリストについては︑世界的宗教の創始者とさ

方は哲学者とされ︑宗教者とあまり見なされていないこと

れるのにたいし︑孔子とソクラテスは︑一方は儒学者︑一
も︑合点がいきません︒
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まされた地域のひとつだったにちがいありません︒

黄河は︑現在も潮海湾に注いでいるというと︑奇異に聞

もっとも︑曲阜のほぼ真北七十余キロには︑わたしたち

した︒

潮海は︑歴史時代にはいって︑黄河がもたらす土砂によ

は︑孔子や孟子も足跡をのこし︑中国最初の統一国家をた

から仰ぎ見られるためか︑聖地の趣が感じられます︒泰山

こえるでしょうか︒ただ︑現在の河口は︑孔子の時代から

って海岸線が進み︑さらに現在の河口にできた三角州によ

てた秦の始皇帝のほか︑漢の武帝・後漢の光武帝・唐の玄

トルとさほどないのですが︑華北平野の中央にあって四方

って︑潮海の山東半島側の湾は北の潮海湾と南の莱州湾に

宗帝など著名な皇帝が︑天地を祭り国威を誇示する封禅の

も登って朝日を見た泰山があります︒標高は一五二四メー

区切られたのでしょう︒そして︑孔子の時代以前の黄河は︑

儀を行ったところです︒中原の東のはずれといっても︑曲

承ると︑山東半島に近く︑かなり南に寄ったはずです︒

いでいたと思われます︒伊藤道治著﹃新書東洋史１中国社

現在の河口より北︑天津近くの︑まさに現在の潮海湾に注

化的背景があったことは見のがすわけにはいきません︒

阜付近は中国でもはやくから開け︑孔子などを生承だす文

ただ︑現在の曲阜の町には幹線鉄道は走っていません︒

会の成立﹄︵講談社現代新書︶には﹁股文化遺蹟地図﹂が掲

載され︑天津近くに河口をもつ河に﹁古黄河﹂と記されて

上海に向かうとき小一時間ほど尋ハスで隣町の亮州に行って

ます ︒

いることも︑その証左で︑現在の鄭州ちかくで北流してい

の東のはずれといえそうです︒したがって︑孔子の死後約

天下を争い︑﹁鹿を逐う﹂のでした︒曲阜の付近は︑中原

域の発展は遅れをとったようです︒漢民族は︑﹁中原﹂に

したがって︑黄河の下流域から南︑長江︵揚子江︶までの地

い外貨獲得政策からか︑曲阜でも観光地として発展しよう

が︑要領をえた答えは得られませんでした︒現代中国の強

いうことがあったのと同じかと思い︑質問してゑたのです

くからの町では反対のため鉄道が通らず︑のちさびれたと

のか︒日本でも明治時代に鉄道が敷かれるとき︑一部の古

いませんでした︒曲阜の町になぜ幹線鉄道が通らなかった

特急列車に乗りました︒亮州は日本の百科事典には載って

二六○年︑紀元前一三一年素の始皇帝によって中国最初の

という動きも感じられたのですが︑交通の問題は残るかも

それだけ︑黄河は流路をかえ︑氾濫をくりかえしました︒

は︑威陽・長安︵現︑西安︶・洛陽など︑いずれも︑黄河中

統一がなされてから以後の︑漢・晴・唐など古代王朝の都

なお︑現在の黄河は上流にダムがつくられ︑﹁百年河清

しれません︒

流域ないしその支流域︑曲阜から承ると西に位置していま
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同時に︑水量がいちじるしく少なく︑小川に石を並べてつ

いぜん黄土色ににごり︑河底に土が堆積しつづけていると

さらに︑というか︑わたしたちが済南で見た黄河は︑水が

説が有力で︑はじめは紀元後三︑四世紀以降からというの

子家よりさらに多いにせよ︑確かな存在は十代以降という

ありましょうか︒日本のぱあい︑現天皇が百二十五代と孔

て歴代の子孫名がたしかな実在として伝わっている系図は

それにしても︑紀元前五世紀以来約二千五百年にわたっ

ことは︑ひとつの理由になると予想しています︒

たい渡ると同じように︑コンクリートの大きなブロックを

が穏当のようです︒日本の天皇家もたいへんな長さですが︑

因についてはまだ確認していませんが︑孔子の子孫である

並べて鉄板でもおいて自動車が渡っている光景も見られま

孔家は︑世界でももっとも古くまで遡れる家系といえるで

を待つ﹂といわれた大河も︑中華人民共和国となってから

した︒その近くにあった︑周恩来首相まで視察にきたと記

は︑氾濫したことはないといいます︒もっとも︑というか︑

念碑のある本格的鉄橋は︑手前で線路が切れ︑使用されて

しょう︒

では︑なぜそれが可能だったのか︒学者・政治家などの

いませんでした︒

する場面が出てきます︒やはり︑孔子が特別な存在であっ

シントンの子孫についてだれも関心がなかったことに感動

木﹄には︑主人公ジョン万次郎が︑アメリカ初代大統領ワ

家系では︑とても考えられません︒津本陽著﹃椿と花水

現在の曲阜は︑人口五十五万人の市で︑全市人口の五分

二︑曲阜に見た孔子のすがた

の一︑十一万人ほどが孔子家の子孫であるといいます︵①

たことを思わせます︒

わたしたちは︑泰山の麓の町︑泰安からほぼまっすぐ南

Ｐ一︶︒あらゆる点で孔子の町という印象です︒

ただし︑現在︑孔子の正系の子孫は曲阜にはいません︒

入口にあたる林門から南に一直線に延びる神道路にはいり︑

にくだり︑曲阜中心街には︑町の北のはずれ︑孔林の正面

万古長春坊をすぎ︑おそらく魯国の城壁北端とも思わせる

孔子が紀元前四七九年死亡してから孫の子思をへて︵子の
り正系の後継者がわかっており︑七十七代目の孔徳成は︑

から闘里賓舎まで︑地図で見ると︑それとほぼ平行する孔

北門をぬけて町の中心にある顕里賓舎に着きました︒北門

鯉は二代ではあるが孔子より先に死亡︶七十七代の長きにわた

一九三七年にこの地をはなれ︑四八年台湾に渡ってしまい

廟が南北二三四メートルといいますから︑およそ二五○メ

ました︒結果的には︑四八年に中華民国総統に選ばれ︑四

九年に台湾に落ちた蒋介石と行を伴にしています︒その原
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−トル︑林門からでも八○○メートルほどで１キロはない

二四○畝︵日本の畝で換算すると約二万三八○○平方メートル︶

子孫が歴代住んだ館です︒広さは十六万平方メートルとも︑

キロ︑東西１キロに満たない町でした︒

と思われます︵④Ｐ六︑③︶︒つまり︑曲阜中心部は南北２

もうひとつ︑わたしたちは案内されませんでしたが︑地

とも記されています︒

図には︑孔府北東角の十字路の対角にあたる位置に顔廟が

そうした小さな町に︑孔子に関係する史跡がいくつかあ
るのです︒以下︑現地で購入したガイドブック・ガイドマ

あります︒孔子がもっとも愛した弟子︑顔回︵顔淵︶を祁
い

わ

る廟です︒孔子七十二歳︑先立った顔淵の死に︑孔子は

ップによって紹介していきます︒

まず︑さぎに南北二三四メートルと記した孔廟がありま

﹁億︒天︑予れを喪ぽせり︒天︑予れを喪ぽせり﹂︵先進︶

間の粗末な家を建て替え︑孔子を祁る廟としたものです︒

す︒孔子の死んだ翌紀元前四七八年︑魯の哀公が孔子の三

ます︒それを質されへ﹁夫の人の為めに働するに非ずして

といい︑葬儀の礼法では笑すべきところを︑働したといい

ゑずからか勅使が来て︑祭儀を行ってきました︒現在は︑

孔子の誕生日にあたる旧暦八月二十七日には︑歴代の皇帝

五万五○○○平方メートルとも︑八五畝︵日本の畝で換算す

誰が為めにせん﹂︵先進︶といったほどです︒顔廟の広さは︑

平方メートルとも︑三二七・五畝︵日本の畝で換算すると約

これらの意味については後に考えるとして︑以上はいず

ると約八四○○平方メートル︶とも記されています︒

東西は五○メートル︑計算が合わないのですが︑二十二万
三万二五○○平方メートル︶とも記されている広さがありま

つぎに記す孔府の正門近くに並ぶ詩礼堂の北には︑孔子

孔府・顔廟で城内の四分の一は占めるといって過言ではあ

城域を示すとすると︑後の時代に造られたにせよ︑孔廟・

部にあるものです︒もし︑地図上の東西南北の門が魯国の

れも︑南北二キロ︑東西一キロに満たないせまい曲阜中心

が使ったと伝える井戸︑孔子故宅井があり︑横には魯壁が

すｐ

ありました︒魯壁とは︑秦の始皇帝による焚書抗儒をのが

てきた北のはずれには︑現在曲阜人口の五分の一を占める︑

そして︑もうひとつ︑わたしたちが曲阜の中心街に入っ

りません︒

孔家一族専用の広大な墓地︑孔林があります︒案内書は︑

こんだというのです︒古くは紙ではなく︑木簡や竹簡︑吊

れるため︑﹁尚書﹂﹁論語﹂﹁礼記﹂﹁孝経﹂などを壁に埋め

は竹簡で︑壁に隠すことができたわけですｐ

現在の規模が二○○万平方メートル︑真意が不明な﹁曲阜

書といわれへ木・竹・絹に記録されていました︒この当時
つぎに孔廟の東隣に接して孔府がありますｐ孔子の直系
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の二倍にあたります﹂と記述します○この曲阜が︑魯国の

の畝で換算すると約二九万七三○○平方メートル︶として︑﹁是

られませんが︑孔子が生まれたのが紀元前五五一年︑死ん

紀元前という時代ですから︑多少の異説のあるのは避け

三︑孔子時代の典阜の状況

世界上最大的氏族墓葬地﹂と書きます︒わたしたちは︑そ

てはかなり長命だったといえます︒おもしろいことに︑時

だのが紀元前四七九年︑七十三歳の生涯でした︒当時とし

いかもしれません︒地図の解説では︑三○○○多畝︵日本

城域︑ないし中心部の意味だとすれば︑さほどおかしくな

の中をバスで回ったので︑たしかな広さを実感できません

者とされる存在であったことも多かったにちがいありませ

のひとは︑一般に長老として社会の指導者であり︑超能力

ているほどです︒原始・古代の社会では︑これほどの長寿

リシアの平均寿命は十九歳と︑﹃大日本百科全書﹄は記し

しかも︑いずれもたいへんに長生きしています︒古代ギ

古代の同世代といってもよいでしょう︒

前半︑現在ほど時代の変化ははげしくはありませんから︑

八一﹀︶でした︒いずれも紀元前五世紀後半から同四世紀

異説もあるのですが︑ここでは中村元博士の説によります︿⑥Ｐ

一歳︵釈迦については︑さらに百年ほど古いというかなり強力な

孔子の死後十六年の紀元前四六三年︑没年三八三年で八十

六九年︑没年が紀元前三九九年で七十一歳︑釈迦の生年が

ソクラテスが生まれたのは︑孔子の死後十年の紀元前四

性が見られるのです︒

孔子・ソクラテス・釈迦の三人に︑いろいろな意味で共通

代がかなり後になるキリストは別として︑冒頭にかかげた

でした︒日本の仁徳天皇陵︑エジプトのピラミッド︑中国
秦の始皇帝陵などとの比較は無意味なのかもしれませんが︑
世界最大級の氏族墓地とはさほど誇張ではないでしょう︒
孔廟が︑孔子の三間の粗末な家を建て替えたと記され︑

後に指摘するように︑孔子は︑さほど裕福な家の出ではあ
りません︒なぜこれほど遇されるようになったのか︑皇帝
でもなく︑いかに偉大な学者・政治家であったとしても︑
いささか肺に落ちないのです︒

曲阜では︑師範大学の儲承烈教授と二時間半ほど討議す
る機会があり︑わたくしが︑訪中団の他の方たちの意見も
それに答えるかたちで路教授の考えも伺うことができまし

含めて︑一時間ほど︑孔子についての新しい見方を話し︑

た︒以下︑孔子をどう考えるかについて︑報告しようと思
います︒

ただ︑はじめに孔子の時代について︑どういう時代であ
ったか︑はっきりさせておくべきでしょう︒
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ん︒

もうひとつ三者に共通するのは︑いずれも都市国家的社
会にいたということです︒

ソクラテスについては︑世界史において古代ギリシアに
ついて学習する際︑かならずポリスということばが伴い︑

アテネと切りはなせませんから︑都市国家ということは容

孔子については︑魯の国の人であり︑斉の国に学び︑失

易に理解できるでしょう︒

テスが死刑を宣告されて毒をあおいで死んだのもその敗戦

と無縁ではありません︒孔子の魯の国も︑君主が同姓公族

の三桓の専権に抗して亡命となって無君の状態がつづいた

り︑次帝が即位しても三桓のひとつの家臣が専制するなど︑

こうした社会状況が︑彼らの思想的・宗教的体験に無縁

内政が安定せず︑斉の侵略を受けたりします︒

以上が︑孔子時代の彼のふるさと曲阜の歴史的状況です︒

であるはずはないでしょう︒

脚してからは衛・陳・察・葉・宋などを巡っていたことが

らと同じ経験のなかで人間・社会を考え︑釈迦の仏教やソ

釈迦・ソクラテスとの類似を追求したのは︑孔子もまた彼

り︑君主とその同姓公族の専制によって一般に成り立って

でした︒その彼が︑二で紹介したように︑孔林・孔廟・孔

れたと伝わるように︑もともとさほど裕福ではありません

孔子自身は︑孔廟が三間しかない彼の家をもとに建てら

四︑孔子の人間像

て︑孔子の人間像を求めて承ようと思います︒

で︑孔子がいかに生きてきたのかを考えて承ることによっ

クラテスの哲学と同類の︑人類の知恵である儒教を生承出
したと考えるからです︒一の地理的状況と併せた状況の中

すぐ知られます︒中国のこうした都市国家は︑城壁をつく
いたと思われます︒

釈迦も︑もともとシャカとは種族名であり︑カピラヴァ
ッッ城の王子として生まれたとされます︒死を前に最後の

遍歴の旅で回った国々はマガダ国・ヴァッジ国・マッラ国
とされ︑コーサラ︑マガタ︑アヴァンティ︑ヴァンサ各国
属国になっていたといわれています︵⑥︶︒

が大国として周辺にあり︑カピラヴァッッはコーサラ国の
いずれも同一民族を中心とする統一的国家が成立する以

府など︑曲阜ではかなりの部分をしめる︑孔子に関する建

前です︒しかも︑釈迦の国が属国であったと同じように︑

孔子・ソクラテスの国︑魯もアテネも彼らが生きた時代に

造物を残しました︒その背景にはなにがあったのか︒

孔子の父は︑孔︵叔梁︶絃といい︑二︑三の武功が伝え

こつ

はいずれも弱小国でした︒

アテネはペロポンネサス戦争でスパルタに破れ︑ソクラ
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られるくらいで︑高い身分ではありませんＱ孔子は︑その

におさめる儀式を魯の国都内の五父の街という辻で行い︑

五歳とも︑二十四歳ころともいわれる母の死に︑遺体を枢

さらに歴祝は︑喪礼の承でなく︑雨乞いや収穫の祈りな

次男以下の子として生まれました︒兄がひとり伝えられ︑

どの農耕儀礼にかかわり︑霊や神をよび︑祭祁を司り︑歴

知らなかった父の墓を調べて合わせて葬ります︵側Ｐ五○︶︒

母は顔徴在で︑孔給から顔家にとくに求められて応じ︑

ました︒したがって︑孔子は父の墓を知りませんでした︒

史として古くからの言い伝えを記憶し︑あるいは記録する

父は武人で早く死に︑母方の影響にちがいないのです︒

尼丘山にゑずから祭壇をつくって祈り︑孔子を産んだと伝

のがその役割でした︒魯の歴史を記す﹁春秋﹂の編纂には

年に孔子をもうけたと思われ︑孔子二︑三歳のうちに死に

えられます︒字は仲尼︑名は丘というのは︑生まれの経緯

孔子が関わったといわれ︑ほかの五経ｌ﹁易﹂﹁書﹂﹁詩﹂

妾の子で足が悪かったといいます︒父は跡取りを求めて晩

を表します︒母が尼丘山にゑずから祭壇をつくって祈って

﹁礼記﹂にもまた関係したと伝えられるのは︑もともと孔子

わたしたちは︑江戸時代以来︑儒学とよばれる文字の学

いるところから︑顔徴在の家は原儒で︑喪礼をはじめとす
八一︶が︑それをうけて加地伸行教授︵③Ｐ四一︶

が歴史とみなされてきたからと考えられます︒

Ｐ八○

る儀礼をおこなう歴祝であったと︑はじめ白川静教授︵側

のこり︑歴祝の言い伝え・儀礼などは︑文字による伝達が

問にとらわれ過ぎているのでしょう︒歴史の記録ばかりが

主流になって︑残りにくく︑気づかれなくなってしまいま

が主張しています︒

孔子ゑずから︑﹁吾れ少くして賎し︒故に部事に多能な

わか

り﹂︵子竿︶︑あるいは﹁女︑君子の儒と為れ︒小人の儒と

なんじ

為る無かれ﹂︵潅也︶といったのは︑そうした背景を示して

文字の承が伝達の主流ではなく︑言い伝え・慣習・祭祁

した︒

から長く続いていたはずです︒そうした中で︑孔子がもっ

などが重要な文化の伝承手段とされる時代が︑原始・古代

います︒原儒とは︑死者と交流し︑神の意思を伝える祈祷
にくかった孔子は︑母方で育てられたでしょう︒原儒の社

師・シャーマンの類でした︒父を早く失い︑兄の庇護が得

授は﹁楽に成る﹂を︑人間形成の最終段階であり︑﹁美と

に興こり︑礼に立ち︑楽に成る﹂︵泰伯︶といい︑白川静教

とも重きをおいたのが︑楽だったことは︑重要です︒﹁詩

善との結合した最高の形式を︑そこに見出している﹂とし

この母方の影響が強いという点を︑曲阜師範大学の教授

会に育ち︑さまざまな影響を受けたにちがいありません︒

ろ︑お供えの器を並べて儀礼の練習をし︵側Ｐ四三︶︑十四︑

はまったく認めませんでした︒しかし︑孔子は︑幼年のこ
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わたしたちは︑泊まった闘里賓舎で古舞楽が奏されたの

ちりじりになりました︒孔子の教えは︑ちりじりになった

孔子が死ぬと︑弟子たちは三年の心喪に服し︑その後は

ことになったのです︒

を見ることができました︒舞楽といっても︑ほとんどが演

は︑子張・子思︒顔氏・孟氏・漆雛氏・仲良氏・孫氏・楽

弟子たちがおのおの独自の流派をなして伝え︑戦国時代に

ているほどです︵③Ｐ一○九︶︒

は︑その意味はとれませんでした︒孔子がいう﹁学ばずぱ︑

奏であり︑歌唱であって︑中国語がわからないわたくしに

正氏の八流に分かれたといいます︒ここの顔氏は︑異説も

ありますが顔回の子孫とすべきとされ︵⑧Ｐ二四六 四七︶︑

以って言う無しと﹂︵季氏︶の詩だったのでしょうか︒

ここでもうひとつ思い起こされるのが︑孔子がもっとも

子孫が継いだという推定はさほど的外れではないはずです︒

おわりに

愛し︑その死に﹁億︒天︑予れを喪ぼせり︒天︑予れを喪
ぽせり﹂とまでいった顔回︵顔淵︶です︒その姓は︑孔子
の母方と同じで︑学を好承︑もっとも徳行の人として︑孔
子が第一にあげる人物です︒姓が同じということは︑顔回

が伝えるところからは奇異に見えるかもしれません︒しか

孔子をこうした宗教的存在ととらえるのは︑論語や儒学

孔子が顔回を讃える有名なことばがあります︒﹁賢なる

ストとその使徒たちの姿に重ねています︵⑥Ｐ二六四︶︒わ

し︑白川静教授は︑孔子とその弟子の姿を︑イエス・キリ

もまた︑原儒のなかに生まれ︑育ったのでしょう︒

いに堪えず︒回や其の楽しゑを改めず︒賢なるかな回や﹂

そのソクラテスについても︑最近はその宗教性が指摘さ

たくしは︑ソクラテスとその弟子に比したいと思います︒

かな回や︒一箪の食︑一瓢の飲︑随巷に在り︒人は其の憂
︵潅也︶です︒孔子と同じ育ちにあって︑孔子がよしとする

れてきています︒

ものをすべて受け継いでいく顔回だったのです︒﹁之れに
語げて惰たらざる者は︑其れ回なる与﹂︵子牢︶とも讃えま

訴えられた理由は︑国家の定める神々を信じず︑新奇なダ

彼が死刑を宣告された裁判は︑宗教裁判というべきで︑

おそらく顔回もまた︑歴祝・歴史として︑詩を語り︑礼

した︒

を実践し︑楽を伝えたのです︒孔子より早く死んでも︑そ

でした︒しかも︑彼の最後の姿がよく伝えられたように︑

イモニァを持ちこゑ︑青年たちを堕落させた︑ということ

死刑を逃れて他国に行くことは不可能ではありませんでし

の子孫は︑孔子の子孫と並んで︑礼楽の伝承者でありえた
のでしょう︒だからこそ︑孔廟とともに顔廟もつくられる
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スにしか従わず︵⑩Ｐ二○二︶︑死刑から逃れよというダイ

た︒しかし︑ソクラテスは︑ゑずからが探究してきたロゴ

すきっかけになれば︑ありがたいと考えます︒

トだけを記すにとどめたいと思います︒孔子・儒教を見直

見聞きしたことから︑わたくしが考えてきたことのポイン

年

仙李慶忠編書﹃聖地曲阜﹄旅瀞教育出版社一九八九

︹参考資料︺

モニアのお告げがないことはみずからの死がよいことなの
だとして︵⑪Ｐ四○八︶︑毒をあおったのです︒

さらにはソクラテスをシャーマンの一種とする見方も出
てきています︒ダイモニアという超自然的なものの声をぎ
ぎ︑ときにはトランス状態ともエクスタシー状態ともいえ

③加地伸行著﹃孔子︵中国の人と思想１と集英社昭和

③﹁曲阜市溝覧図﹂曲阜市旅溝局編
⑧白川静著﹃孔子伝﹄中公文庫一九九二年

る状況におちいるからです︵⑫Ｐ一九四︶︒町のなかで青年

たちととめどもない議論にふけり︑時には町中で立ち止ま

五九年

って突然もの思いにふけったりしつづけるのです︒ペロポ

㈲加地伸行著﹃儒教とは何か﹄中公新書一九九○年

ンネサス戦争で野営していたときにも立ち尽くして動かず︑

戦友はまたいつもの癖がでたと見ていると︑夕刻をすぎ︑

㈲加地伸行著﹃沈黙の宗教ｌ儒教﹄ちくまライブラリ

一九九四年

三嶋輝夫訳﹃裁かれたソクラテス﹄東海大学出版会

⑪Ｔ・Ｃ・ブリュックハウス︒Ｎ・Ｄ・スミス箸︑米沢茂・

⑩村井実著﹃ソクラテス﹄牧書店昭和三八年

一九九○年

⑧金谷治著﹃孔子﹄講談社学術文庫一九九○年
⑨早島鏡正著コータマ・ブッダ﹄講談社学術文庫

八年

⑦吉川幸次郎﹃論語︵中国古典選︶﹄朝日文庫一九七

ー一九九四年

夜明けまでつづけていたと記されているのです︵⑫︶︒

孔子やソクラテスに多くの弟子がつき︑彼らは文章をひ
とつも残さなかったが︑その弟子たちが記録に残していっ
たことは︑共通です︒孔子やソクラテスが︑それをなさせ
るだけ魅力ある存在であったからであり︑それは︑単に真
理によるのではなく︑宗教性に基づいていたからにちがい

ありません︒二で︑孔子・ソクラテス・釈迦の共通性を取
りあげたのもこのためでした︒

かなりはしょった文章となり︑まだいくつか指摘したい
こともあります○ただ︑曲阜に行き︑一泊の旅行のなかで
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五三年

⑫保坂幸博著﹃ソクラテスはなぜ裁かれたか﹄講談社
現代新書一九九三年
⑬村井実著﹃﹁善さ﹂の構造﹄講談社学術文庫昭和

⑭村井実著﹃人間と教育の根源を問う﹄小学館一九

︻随想︼

九四年

⑮渡部昇一﹃﹁人間らしさ﹂の構造﹄講談社学術文庫

︵講談社出版研究所社長︶

一月十七日︑兵庫県を中心に襲った阪神大震災の為︑御

それがイラク軍によるクウェイト侵攻であることが判明し

う花火に似た大きな音で眠りを妨げられました︒まもなく

そして八月二日︑朝の五時前︑突然パァーンパァーンとい

昭和五二年

家族をなくされたり或いは家を失って︑学校や体育館等で

ました︒承る承るうちに︑道路はイラク軍の戦車が間断な

小田金

ご不便な生活を強いられている多くの方灸の姿をＴＶ︑新

恐怖の体験

聞等の報道で目の当たりにし︑慰めの言葉もありません︒

クゥェイトタワーを始め市内のあちこちから火煙が舞い上

く走り回り︑空はジェット戦闘機が幾度となく飛び交い︑

クウェイ︑卜︒

り申し上げるの承です︒

がりました︒私達の住んでいるアパートにも砲弾が命中し

生きる活力を見いだし︑何とか立ち直られるようただお祈
私は総合商社に勤めております︒従って︑勤務地は全世

ました︒まさに耳を壁くとはこのことかと思う程のものす

て全く初めての経験であり︑無意識のうちに体が震えたの

ごく大きな音でした︒戦争を体験したことのない私にとっ

を思い出します︒その晩は近所の四家族が一部屋に集まり︑

らないという職場です︒

今から五年前の平成二年︑当時私は会社のクゥェイト事

界ということになっており︑何時何処に転勤となるかわか

務所の駐在員として家族と共に海外生活を送っていました︒
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清

眠れぬ夜を過しました︒翌日になると路上にもイラク兵が
の承でしたが︶ｏ

か生命だけは助かったと思ったものでした︵勿論夕食はそれ

今思い返しても︑あれだけ大勢の人が突然集まったにも

大勢集まるようになり︑事態は一層緊迫度を増しました︒

れぞれの役割を積極的に努め︑大したトラブルも無かった

拘らず︑皆自分達の置かれている状況を正しく理解し︑そ

程なく日本大使館からの避難勧告が出されたのを受け︑我
々を始め現地にいる殆どの日本人が︑取るものも取りあえ

日本人は駐在員やその家族ばかりではありません︒中には︑

ス︒ヘースはバスタオル一枚分程度です︒大使館に避難した

二○○人以上が雑魚寝という日々を送りました︒一人分の

れました︒電気関係の人もいて︑大使館内部の電気施設を

を作る時︑材料や調味料の分量を実に手際よく指示してく

以前大量の集団給食を作る仕事をしていた人もいて︑食事

ている人がいるものです︒日本料理店の料理長もいました︒

ところで︑こういう集団には︑色灸なキャリアーを持っ

事は︑全員が本当に良くやったと思います︒

ず日本大使館に詰めかけました︒以来約一ヶ月篭城生活が
続きました︒大使館といっても特別な施設はありません︒

給油のためクウェイト空港に立ち寄った飛行機にたまたま

ーダーシップをとっている人が多くいたのも幸いでした︒

改良してくれました︒又︑各企業の事務所長等普段からリ

地下の大広間の床に︑タオルケットを敷いたの承の状態で

人や︑生後二ヶ月足らずの乳飲み子︑出張者︑ＪＡＬのク

乗っていた為︑戦争に巻き込まれてしまったという身重の

らゆることを我々の承で行わなければなりません︒なにし

調達︑調理︑後片づけ︑清掃︑情報収集︑子供の世話等あ

けました︒大きな集団が共同生活を送るのですから食料の

に全員を幾つかの班に分け︑各班の中に班長等の窓口を設

に行ったのは︑全員の名薄作りでした︒そして名薄をもと

思いもかけない事態に直面した我之でしたが︑先ず最初

説明があり︑全員真剣に耳を傾けます︒又︑我々の質問に

思います︒大使館側から満足出来ないまでも︑一応の現況

状況下で大変良かったのは毎夜情報説明会を開いた事だと

一度でした︒トイレも不自由しました︒しかしそのような

中お腹を空している日灸が続きました︒シャワーは三日に

足させるだけの量は確保出来ません︒大人も子供も四六時

の覚悟で市内を買い出しに回りますが︑大人数の胃袋を満

軍戦車の間をぬって市街へ出かけます︒食料調達班も必死

日常の生活としては︑毎朝情報収集班が車数台でイラク

ろ大使館は場所こそ提供してくれたものの食料の備蓄や寝

対しても話せる範囲で答えてくれました︒ただ︑おそらく

ルー一行も集団の一員でした︒

た最初の夜︑皆でカップメンをすすった時は︑これで何と

具等は全く用意されていません︒それでも大使館に避難し
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外交交渉に係るような事項は実際にあったとしても披露し

家族からのメッセージや︑日頃は何気なく聞いていた日本

のがＮＨＫの海外向け短波放送でした︒電波に乗せられた

ラジオに励まされたおかげで何とか気持ちを持ち直し︑生

の歌がこんなにも身近に感じられたことは今迄ありません︒

てくれなかったと思います︒

しかしそんな生活も一ヶ月近くたつと︑限界に達します︒
いよいよ大使館内も安全ではないのではとの不安が募り︑

大使館を取り囲むイラク兵の数は日毎に増えてゆきました︒

今回の大震災で天皇︑皇后両陛下が一早く現地入りされ︑

き抜くことが出来たといえます︒

した︒この決断は︑バグダッドの方が少なくともここより

色々議論した結果全員バグダッドへ移動することになりま

なされました︒この光景を拝見した時︑本当に感激しまし

長時間に亘り被災された人灸を暖かくそして力強く励まし

った気持ちから下したもので︑その後に待っていた展開に

かった者にとっても何か別の勇気が湧いてくる思いです︒

た︒こんな心の篭もった御見舞いは︑直接の被害は受けな

はまだましな生活が出来るのではないか︑とのせつぱ詰ま
関しては︑ほとんどの人は考えてもいなかったと思います︒

どうか︑不幸にして今回の震災に遭遇されました方々が︑

︵住友商事㈱東京ピル事業部部長代理︶

必ずや立ち直られますよう心よりお祈り申し上げます︒

バグダッド到着後︑大使館員と日本人学校の先生は我を

民間人から分離されました︒残された民間人は︑数人から

高知聯士族土佐園丁野遠影

東京府士族東京西村茂樹
岡山懸士族備中国坂谷素
静岡際士族肥前園杉享二

に加わった社員の姓名が記されている︒

属籍生地姓名

の末尾に︑会祖西村茂樹先生とともに︑東京惰身学社創設

明治十三年四月二十六日発行の﹃備身皐社叢説﹄第一冊

十数人くらいの単位で編成され︑イラク国内各地の軍事施
設等に連行されました︒そして以後三ヶ月以上の間︑倉庫
のような場所での音信不通の生活が続きました︒その間唯
一ほっとしたのは︑収容されて一週間程度で子供や女性が
解放された時でした︒

家族と別れた後は︑この先どれくらいこのような生活が

続くのかとよく考えていました︒ひょっとしたら娘の結婚
式に問に合わないのではとか︑小野田さんや横井さん︑そ
して三井物産の若王子さんなどの事例もよく頭に浮かびま
した︒

そのように気持ちが落ち込んだ時︑︑強え勇気づけられた
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︻随想︼

ハイ・テクエ業革命とバベル文明

中野泰雄

にとりかかろうとしたが︑十一月二十六日に急死した︒

父は死後に金は残してはくれなかったが︑家屋と土地と

を兄と私に残し︑生前に﹁学問は一生するものだから︑い

ま余りやりすぎるな﹂というコトバと︑﹁オレが死んだら︑

１︑〃インターナショナル〃と国際化
わたしは大正十一年︵一九一三︶六月一日に生まれて︑昭

こしていた︒残念ながら︑兄と私とは祖父のために始めた

家や土地を売って外国を見てこい﹂と冗談のように言いの

出版社をつづけ︑三年間で印刷代︑紙代︑および巨額な広

りしていた大学生たちがメーデーで歌はれる﹁起て飢えた

告料で父の遺産はすべて失ってしまい︑父の教えを守れな

和四年︵一九二九︶四月一日に小学校に入学した︒家に出入

つけて聞いたのは︑世界大不況が始まったその年か︑翌年

る者よ﹂の歌詞をインターナショナルというコトバと結び

かった︒

を連載し︑単行本として出版したが︑朝日の上層ににらま

大正初めの憲政擁護閥族打破の運動中に﹁明治民権史論﹂

かかり︑かれが朝日新聞の青年政治記者として筆をふるい︑

しかし︑出版社がつぶれたあと︑父の伝記の研究にとり

の春のことであったにちがいない︒八才年上の長兄は︑満

死んだ︒父は太平洋戦争中︑東条内閣を倒す運動中︑弾圧

死した︒衝撃を受けた母は昭和九年夏︑肺結核で四二才で

れて︑朝鮮の京城特派員として左遷され︑また第一次世界

州事変の始まる二月前に前穂高に友人たちと登山中︑遭難

のなかで自刃した︒私は父の死後︑三十五日を終えた翌日︑

の現状の体験と︑イギリスに猫ける国際政治研究がかれの

に一年余私費留学をしたことがあり︑この朝鮮植民地支配

昭和十八年十二月一日に軍隊に入り︑乙幹どまりで終戦を
一九

大戦勃発後︑ヨーロッ︒︿の形勢を研究するためにイギリス

を兄とともに再刊し︑祖父の﹃同時代史﹄︵一八六○

迎えた︒復員後︑母の父三宅雪嶺の希望で︑雑誌﹃我観﹄

四五︶の終結に協力したが︑祖父はそれを完了して︑自伝
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と執筆した論文を読むことによって知ることができた︒わ

生涯に大きな刻印を残したことを八留学中の家族への手紙
たしは明治十九年︵一八八六︶に生まれ︑昭和十八年︵一九

四三︶に死んだ父の伝記を二十三年間かけてやっと書きあ

濫を次第に突きやぶり始めていたのである︒

２︑モア・ウェーバー・安重根

一九七三年のオイル・ショックのあと︑経済発展をすぐ

張りで通用しはじめることになる︒わたくしは︑一九七六

に継続することができた日本はエコノミック・アーニルと

とができたのであった︒わたしは昭和三八年︵一九六三︶四

年︵昭和五十一年︶夏︑娘夫婦のいるオーストラリアに短期

○頁の本を四九才で出版したのであるが︑戦後間もなくド

月から亜細亜大学経済学部の要員として職をえて︑間もな

研修学術費を受けて五○日間の視察旅行をすることができ︑

げ︑昭和四六年に出版することができた︒上下二冊各八○

く社会思想史を担当し︑翌年はマックス・ウェーバー生誕

その翌七七年︑トマス・モア生誕五○○年記念ツァーでイ

よばれ︑国際的な批判を受け︑八○年代には経済援助額を

記念の行事があり︑ヨーロッパでウェーバー・ルネッサン

ギリス︑ベルギー︑ドイツを瞥見することができた︒英語

イツの文化・社会科学者マックス・ウェーバーに興味をも

スが始まりだした幸運にも際会していたのであった○私は

とドイツ語の読書は戦争中からつづけてきたが︑父の遺言

ち︑文化史︑社会史︑経済史︑政治史にわたる四次元構造

四○才で初めて大学の教員として生きることになったので

をやっと自力で実現できたのは五○才のなかばに達してか

れ︑だれが使い始めたのか﹁経済大国﹂という表現が大威

あるが︑私がウェ−バーについて多くを学んだ大塚久雄さ

らであった︒私の研究したトマス・モアは五七才で裏切者

増大して︑八○年代後半にはエコノミック︒︒︿ワーと呼ば

んは︑私をはげまして︑﹁ウェーバーは四○をすぎなければ

ゥエーバーは五六才で肺炎で急死し︑亡父もまた五七才で

としてヘンリー八世に斬首の刑に処せられ︑マックス・

の普遍史を追いつづけ︑その一環としてやっと完成するこ

かつての﹁インターナショナル﹂の暗い影ではなく︑﹁宇

自決したのであった︒わたしは亡父の残年に達した一九七

解りませんよ﹂といわれて︑大きなはげましを与えてくれ︑

九年︑日本の元勲待遇伊藤博文を殺害した﹁大韓国人安重

根﹂の研究を始めることになったが︑これは安重根生誕百

できたのである︒

戦後二十五年をすぎて︑ヴェトナム戦争と世界各地にひ

年にあたり︑かれが獄中で書いた自伝が活字となって出版

宙船地球号﹂の未来にむけて生きる道をもとめだすことが

ろがる大学紛争は米ソ両超大国の覇権をめぐる冷戦構造の
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日ずらしたためであると考えられた︒私は経済学部の中に

陰が処刑された陰暦の同日をえらんで︑伊藤の命日とは一

り︑亡父が十月二七日の午前零時に自決したのは︑吉田松

の命日は十月二七日︑安重根の伊藤殺害は十月二六日であ

化とを知ることのできた体験から選んだのであった︒亡父

和論﹂とは日清︑日露の両開戦の詔勅と︑その後︑詔勅の

藤博文罪条十五箇条﹂と日韓両国の歴史に対する﹁東洋平

国︵一八九○

く﹁国際的な﹂交友をつづけている︒明治以来の大日本帝

け︑追念式で知り合うことのできた韓国の方々とはまさし

けている︒参加する日本人の輪もすこしづつひろがりつづ

とまり︑翌一九八三年三月二六日︑ソウルの南山にある安

国際関係学科が設置され︑日本と韓国との国際関係を研究

内容を踏承にじる帝国日本の行動を昭射しており︑﹁龍虎

るには安重根の生涯を知ることが近道であることを︑モア

する必要にせまられていたのであった︒安重根は韓国の両

の威勢﹂と見えたものが︑﹁蛇猫の所業﹂に転落し︑﹁同種

された年であった︒﹁近くて遠い国﹂といわれた韓国を知

班の名家の出であり︑祖父も父もすぐれた儒学者であって︑

の隣邦を剥害する者は︑ついに独夫の患をまぬがれること

たるまで日本の安重根研究会の一員として毎年参加をつづ

かれが幼少時に受けた教育は︑日本の藩閥元老︑伊藤︑山

はできない﹂と韓国を併合し︑シベリア出兵を強行し︑満

重根義士紀念館での追念式に招待されて︑以後︑本年にい

県︑井上などの学問よりも本式のものであったにちがいな

州帝国をつくりあげ︑中国大陸全土を制圧しようとした日

によってイギリス︑ウエー簿ハーによってドイツの歴史と文

い︒かれが旅順監獄に収容されていた五ヵ月間に︑漢文で

くもその戦争を﹁伊藤さんの朝鮮征伐﹂とよび︑﹁東洋の

本の末路を見事に予言していた︒これは日清戦争後に︑早

一九四五︶については︑安重根の書いた﹁伊

の評論とは︑監獄の典獄をはじめ︑関係者たちが囚人安重

﹁安応七歴史﹂と題する自伝と︑﹁東洋平和論﹂という未完

ていくかにあきれ果てていた勝海舟の眼光と一致していた

平和﹂と﹁韓国の独立﹂というコトバを伊藤がどう処置し

のである︒海舟は明治三一年︵一九九八︶十二月十八日︑上

たためにちがいなかった︒私は三年間︑韓国の近代史を研

究して﹁歴史と審判﹂と題する安重根の評伝を書いた︒表

根に対してなゑな承でない敬意と好意とを持ちつづけてい

題は﹁世界歴史は世界審判である﹂というヘーゲルの歴史

ず︑川村純義海軍大将が海舟の歌を代読した︒

南無阿弥陀仏われは老いたり︒

君まさば︑語ろうべきの沢なるに

野山王台の西郷隆盛の銅像の除幕式に病気のため出席でき

た政治裁判に審判を加えることがあることを強調し︑論文

哲学を活用して︑﹁殺された者に罪がある﹂と︑歴史は誤っ

として紀要に掲載してもらった︒これが韓国の学者の目に
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幕末の危険な国際状況を解決した二人の心情を理解でき
った ︒

る政治家はもういなかった︒海舟は二四日後にこの世を去

３︑ハイ・テクエ業革命と文明
二○世紀は︑レーニンによって︑﹁戦争と革命の時代﹂と

ソ連邦が六九年で解体された︒

第二次大戦後︑ハイ・テクエ業革命の進展と新興民族の

インターナショナリズムの激流のなかで︑一九九○年︑わ

たしはベルギーのルーヴェンで開かれたヨーロッ︒︿思想史

研究第二回国際会議に参加し︑﹁社会の四次元構造から見

たナショナリズムと近・現代四つの波﹂と題する英文報告

をおこなうことができた︒会議の主題は．九九二年の統
合に向けてのヨーロッパ・ナショナリズム﹂にひかれての

次元構造としてとらえ︑文化科学と社会科会と自然科学を

参加であった︒私は社会を共同体・社会・政治・経済の四

融合する学際的な接近によって初めて国際社会の真の融合

の世紀であった︒

九が二つ重なる一九○九年に伊藤博文が殺され︑一九一

名づけられたが︑階級斗争史観をこえてまさに﹁国際化﹂

九年には三・一運動︑五・四運動が起り︑一九二九年には

年の大逆事件以来︑人文科学から社会科学が排除され︑ま

が可能になることを主張したのである︒日本では一九一○

一九八九年はフランス革命二百周年であると共に︑五・

世界大不況︑一九三九年には第二次大戦が始まった︒

かったのである︒私の報告はワーク・ショップで採用され︑

ヨーロッ︒︿思想史﹄の誌上で活字となり︑つたない英文

た社会科学者の多くが人文学に無智である状況を克服した

．ヘレストロイカとは米ソ冷戦構造の壁をくずし始めたので

が理解されることを知ることができた︒明治二○年代に陸

かげる天安門事件が中国でおこった︒﹁四つの現代化﹂と
ある︒この年︑十月二六︑七両日︑私はハルビン︑長春で開

潟南が日本にはヱタがあってナシオンがないと主張したこ

四運動七○周年にあたり︑六月四日︑﹁民主の女神﹂をか

かれた﹁安重根義挙八○周年記念・韓中日三国国際会議﹂

マスコミのコトバに対するバベル的状況にいささかあきれ

チズムを国家社会主義と訳して平然としている学界および

はてていたのであるが︑デンマークの若い助教授がナショ

とから︑ナショナリズムを国家主義︑民族主義と訳し︑ナ

間︑北京に滞在して︑近隣の歴史観光をたのしんだ︒帰国

に参加し︑﹁日本人の観た安重根﹂を日本語で通訳なしの

後︑間もなく︑ベルリンの壁がくずされ︑遠い未来と思は

ナリズムとスープラ・ナショナリズムを区別し︑ヨーロッ

報告を行った︒会議後︑北京師範大学との学術交流で数日

れた東西ドイツの統一が実現し︑二年後︑私と同年生れの
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︒︿融合において小国の利害が踏承にじられる危険を主張し

ているのに共感をもつことができた︒戦前はテニエスの
﹁ゲマインシャフトとゲゼルシャフト﹂の概念の区別が徹
底していたので︑﹁社会﹂と﹁共同体﹂とを混同する者は
いなかったが︑通産省や文部省の官僚作文においては﹁コ

ミニーティ﹂は地域社会として定着し︑Ｐ︒Ｔ・Ａが本来
はコミニーティであるべきものが︑まったく自治性をうし

︵前略︶凡そ世間の道徳の害を馬す者四あり︒

知らずして道徳に背く者なり︒

知りて之に背く者なり︒

他欝を設けて己が道徳に背くの罪を掩ふ者なり︒

第一の者は其罪至って軽し︑其故は其道徳に背くは己が

公然と道徳を誇りて忌揮ることなき者なり︒

してなんの役割もはたすことのできない状態になっている︒

不知より起ることにして︑若し之を知れば或は過を改るこ

なった教育行政の補助手段となり︑生徒たちのイジメに対
戦後︑日本の学界の傾向をタコッポ文化として批判する評

とあればなり︒第二以下は共に悪道に沈没して復た救ふく

︵﹁西村茂樹著﹃日本道徳論﹄明治二十年刊﹂より︶

たるなるべし︒︵後略︶

距二破行一放二淫凱一以承中三聖者上とは亦此の如きことを言ひ

道徳の伸張する期なし︑孟子の所謂欲下正二人心一息二邪説一

り多くして第四の者も亦少なからず︒此邪説を破らずんぱ

るの罪なるべし︑本邦今日の状態を見るに︑第一の者固よ

らしめんとする者にして︑俳家にて言は皇阿鼻地獄に落

既に悪道に沈没したる上に︑叉他人を導きて霊く悪道に陥

中にては猶ほ軽科に属するなり︑第四の者に至りては吾身

第二第三は其悪己が一身に止まりて他人に及ぱざれぱ︑其

論学者がいたが︑学問は﹁智﹂を育てるものであって︑

は は は は

からざる者なれば其罪何れも第一の者より重しと難ども︑

四 三 二 一

﹁知識﹂をツメコムことでないことは︑昭和の初めにもい
われていたことである︒科学という︑ヒックリかえせば学
科となるコトバがサイエンスと同義と思はれているし︑フ
ィロソフィを愛智学ではなく哲学と訳して実生活と無縁な
ものとしたのも︑実学をハナにかけた明治の藩閥元老たち
の遺産であろう︒真に国際化するためには︑漢字の使用も︑

英語の理解もコトバの語原までさかのぼって︑誤訳をあら
ためてバベル状況をなくしてゆかねばならない︒伸展する

電波文化は︑文字のただしい理解をなくしてゆけば︑﹁国

︵亜細亜大学名誉教授︶

際化﹂に向う人間の文化と文明をバベルの塔の神話のよう
に破壊しつくすであろう︒
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其其其其

称賛を浴びたのが神戸市民の平静さ

その安全神話がサリン事件一つで︑

と︑自他共に認めるところだった︒

も少なく︑世界で最も安全な社会だ

去りにしたオール与党体制に逃げ込

主要政党が相乗りして︑都民を置き

てきた︒ところが四月の都知事選は

き込んだ苛烈な戦いが繰り広げられ

一月十七日の阪神大震災で世界の

だった︒多数の家屋が倒壊︑火災消

﹀ｏＯ

もろくも崩れ去ってしまったのであ
野党に転落した自民党は︑第一党

税金を私するこうした不正行為に対

が公正取引委員会から告発されたが︑

下水道公団と大手重電九社の談合

様の談合体質が見られる︒

回の地方自治体首長選挙の多くに同

もうとしている︒東京に限らず︑今

失し︑およそ五千五百人の死者を出
パニックが起きなかった︒便乗悪徳

でありながら︑こともあろうに︑長

した戦後最大の災害だというのに︑

商法も見られず︑食糧も暖房もない
避難所で︑市民は救援を待ち︑ささ
かった︒

くなった︒

し︑国民もマスコミもあまり怒らな

好況を続けているアメリカがドル

安に落ち込み︑景気回復もままなら

ぬ日本がとめどもない円高という理

解できない現象が日本の先行きに不

日本社会が誇って来た秩序と安定

安を与えている︒

の裏に︑世紀末のアンバランスがあ

る︒それは一面において民族活力の

喪失を意味しているのではないだろ

うか︒
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やかな援助にも感謝の言葉を忘れな
ところが︑戦後五十年の平和ぼけ

年イデオロギーで対決してきた社会

英 武
淫

で︑危機管理の心構えを忘れた政府
の段取りも後手後手に回り︑こちら

は︑右往左往するばかり︒災害支援

三月二十日朝︑東京の地下鉄で起

は世界の物笑いになってしまった︒

り咲いた︒不自然な連立を自民︑社

党の委員長を首相に据えて政権に返

であっても︑中央の政党︑派閥を巻

来︑保守対革新︑あるいは保守同士

日本の顔︑東京の都知事選挙は従

会︑ともに崩す気配もない︒

きたサリン毒ガス事件は世界を震憾

それまでの日本は殺人も暴力犯罪

直ちに厳重警備態勢を取った︒

各国の大都市では連鎖反応を警戒︑

狙ったテロの波紋は世界に広がり︑

させた︒大都会の無差別大量殺人を

世紀末のアンバランス

子についてもう少しお話しをしまし

前回のセルフケアで話した危険因

めに動脈硬化に基づく虚血性心疾患

ましよ員ノ︒

類︑卵を減らし︑背の青い魚を食べ

ＨＤＬの低い人は運動を勧めます︒

ことになります︒

常値にならない場合に投薬を受ける

るのが良いと思います︒それでも正

厳し過ぎず︑緩過ぎず︑長続き出来

めた生活習慣の変更が必要なので︑

高脂血症の治療は食事や運動を含

五治療の永続性

ということになりますＯ

甘党も辛党も体内に入れば同じ糖分

て穀物より造られる︶が含まれるので︑

食︵菓子︑果物︶︑アルコール類︵すべ

糖分は主食︵米飯︑パン︑麺類︶︑間

人にはそれほど必要でなくなります︒

年以後に身体を動かすことの少ない

糖分はエネルギー源ですから︑中

されたものです︒

摂取された糖分が体内で脂肪に転換

高トリグリセライド血症は余分に

ム︑トリグリセライドは一五○ミリ

コレステロールは二二○ミリグラ

険因子といわれるのです︒

杉浦昌也

三高脂血症の診断

︵狭心症や心筋梗塞︶脳卒中などの危

下一員ノ○

｜高脂血症とは
高脂血症とは︑血液中のコレステ
ロールやトリグリセライド︵中性脂
をいうものです︒

肪︶等の脂肪分が増加している状態

高コレステロール血症には動物性

四高脂血症の治療

はなく︑動脈の内腔が狭くなり狭窄

いし不飽和脂肪酸を摂取します︒肉

脂肪の摂取を減少し︑植物性脂肪な

ム以上が正常値です︒

ないし閉塞してそれぞれの臓器の血

すると動脈硬化を起こします︒動脈

グラム以下︑ＨＤＬは四○ミリグラ

高脂血症

流減少を起こすことです︒そのた
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コレステロールには善玉のＨＤＬ
︵高比重︶と悪玉のＬＤＬ︵低比重︶が

玉は悪玉を血管壁から肝臓に運ぶも

あることをご存知かと思います︒善

す︒

のですから少ないのは良くないので

二高脂血症と動脈硬化

倒

硬化の恐さは動脈が硬くなることで

高脂血症のまま五年︑十年と経過

党議嬢寧

古

川

︹泊翁百話︺

泊翁日記︵三十こ

注読

こえ

哲史

一︑六半時頃出立︒矢矧二て午飯︒矢矧橋︿十七年以前落

五月四日陰夕雨

二休息︒四時過乗船︑八半時過熱田着︒夕刻鳴海駅止宿︒

一︑挑暁出立︑五半時過桑名駅着︒佐倉定宿京屋小兵衛方

五月三日晴

一︑今夕阿州兵隊東下の者当騨え止宿︑人数散百人計︒

止︒亀山二て午飯︒夕刺四日市着︒

一︑六半時頃出立︑鈴鹿嶺を臆る頃雨頻下︒関二至れ︿雨

五月二日朝雨午後晴

一︑昼九時頃横田川明の由二付石部駅出立︑夕刻土山宿着︒

五月朔日薄晴

慶応四年

とになる︒

けで︑泊翁日記における明治元年分は約十六日分があるこ

慶応四年五月一日より明治元年十月十日まで

前々回三十九︶の解説に︑二十八回で明治年代の日記は
すべて終わったように書いたが︑実は慶応から明治へ移っ

たあと数カ月分が残っていた︒今回はその明治元年分を補
足することになる︒

では︑慶応から明治に移ったのは何月何日か︒

九月廿六日の項に
﹁京都二於て改元被仰出
明治

井御一代御一号の義も被仰出候﹂

とあるのに従えば︑九月廿六日か︑あるいはその前後なの
であろう︒

しかし︑九月廿六日以後は︑今回紹介する九月廿七日︑

九月廿九日︑十月四日︑十月六日︑十月七日︑十月十日の
分と︑第二十八回で紹介済承の十一月十九日︑十一月廿日︑
十一月廿三日︑十一月廿七日︑十二月七日︑十二月十三日︑

十二月廿六日︑十二月廿八日︑十二月廿九日の分があるわ
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暑解

たりし侭二て修復不出来︑今猶船渡しなり︒岡崎を出れ

渡川︑夕七時過袋井駅着︒

雑︑河流迅急如激箭︒東西の両岸最甚し︒九半時頃無滞

こ柔

五月十二日終日大雨

付無拠当駅止宿︒

大井川河支二て金谷︑日坂両駅共旅人充塞︑無隙地由二

一︑五時頃袋井宿出立︒四時過掛川駅着︒先月廿八日より

五月十一日雨

は雨来︒藤川より大雨と相成︑夕刻赤坂着︒夜中腹潟数
行︑苦悶甚し︒

五月五日風雨
一︑朝来腹涜未止︒胸胴悶塞︑頭痛悪寒ス︒仙安より調薬
申受︒五時前赤坂発︑吉田ニ至る頃より風雨となり︑二
ますます

海上廻り越候積の処︑朝より大雨︑道路悪極候由二て昼

一︑大井川明の見詰無之由二付︑今朝川崎と申処えか入り

川辺二て︿風雨滋甚︒輿窓閉密︑終日悶坐ス︑七時頃
荒井駅︑飯田武兵衛方止宿︒

下り口より遠州洋迄望む風光甚佳︒夕刻河崎郡和泉屋着︒

徒渉腰を没す︒布引の高原︿東西七里南北三里といふ︒

事数次︑午後矢田部ニ至る︒矢田部川ハ菊川の下流なり︒

獣行右え折れ村路二入︒道路泥漢悪極︑河水を徒渉する

ゆきゞ

一︑天気漸佳二付人足相一屋河崎村え出立︑掛川宿を出十町

五月十六日乍晴乍雨

一︑昨日同様︒

五月十五日雨

一︑終日雨天︑欠伸消日︒

五月十四日雨

一︑今朝も風雨二て出立不出来候由︒終日悶坐︑不堪無珊︒

五月十三日終日雨

陣村松惣左衛門︒

過より逗留の義申出候二付不得止事︑猶又掛川逼留︑本

五月六日時々雨
つかえ

一︑今朝︿嘗薬功を奏し︑腹潟寒熱共大二快し︒五時過荒
井を発し︑無滞渡海︒浜松駅二至れ︿天龍川支の由二て
昼九時頃同駅止宿︒

一︑当駅は昨日より官軍柳川の兵止宿罷在︒

五月七日陰午後晴
一︑今日も川不明︑同宿止宿︑終日不堪無珊︒

五月八日風雨
一︑今日も川不明︒

一︑天龍川堤東の方より切れ候由︒

五月九日晴

一︑今日官軍唐津藩人数当駅え着︒

一︑今朝開晴の処︑天龍川昨日の風雨二て却て水増四尺許︒

五月十日晴
一︑巳下勉天龍川明候由二付早昼二て漬松出立︑渡口甚混
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五月十七日乍雨乍晴

掛川より是造六里といふ︒

きり

一︑当村船主源右衛門舟相一厘五半時頃乗船︑大井川下流を
の下風景絶佳︑三保松原二至れハ風涛大二静︑八時過江尻

乗切阿倍川沖二至れ︿西風頗烈しく波浪淘湧す︒久能山
浜着︒夫より人馬相一厘︑夜七時頃興津駅着︒興津川支二付

当駅止宿︑夕刻虹寛出︒河崎より江尻造の船賃八両試分︒

五月十八日雨今日六月節
一︑五半時頃興津川明ニテ出立︑九時過蒲原駅着︒富士川
す︒吉原駅の西南新浜造舟賃試両試分︒八半時頃新浜着︑

︒Ｉ

芝乙＃

五月廿一日薄晴夕弧夜雨

止宿︿難叶由二付当駅え止宿︒

嶋ニ至れ︿昨夜浪徒林昌之介殿初誌百人程箱根二て官軍

一︑早朝出立︑沼津宿︿水床上に登りし処多し︒四時前三

継立辿も出来不申由二付不得巳事当駅止宿︒

と合戦︑箱根駅焼失︑今日も戦争有之様子︑右二付人足

に水溜り︑夕七時過原駅着︒沼津え赴かんとせし処一昨

一︑今朝箱嶺の様子承り候処︑激徒三手に分れ︑先手︿畑

五月廿二日朝大雨午後西南風

夜東都脱籍人同駅二て大村藩士を切り︑夫より数百人大

を吟味し︑往来面倒の由︒尤小田原の様子︿不相分由︒

宿に陣し︑中軍ハ箱根に陣し︑後軍︿山中に在り︑旅人
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先月廿八日より川支の由二付当宿より舟相雇ひ海上を越

二て旅篭屋何れも充満せり︒

はたごや

此処二て人馬相一屋ひ夕七時過吉原駅着︒当駅は富士川支
一︑夜四時頃より大風雨︑九半時頃風止︒

五月十九日搬判畑雨ふかく

一︑昨夜の風雨二て駅中路上水深三尺許︑其他道路水深
通行不出来︑無拠一宿︒

五月廿日朝雨午前より薄晴
一︑昨夜の大雨二て今日又々水深き事昨日に増す︒巳弧頃
や熟

雨止︑水漸々減退す︒九半時過吉原宿出立︑道路尚所々

二起り沼津城を借らんと乞ふニ付沼津城下大騒ぎ︑独も

たき

！

右二付人馬継立無之候︒三嶋駅二又一宿︒

五月廿三日晴
一︑今朝人馬継立いたし熱海の方え発途︑一里大場村︑大
場川二石橋あり︒此村に小田原よりの関門を設けて往来
を検す︒夫より大土肥村︑此処にも石橋あり︒水橋を設
り︒此辺の山々皆草山なり︒軽井津村二て午飯す︒是よ

く︒夫より平井村︑此処二て人馬を継ぐ︒是より山道な
り熱海峠にか上る︒峠造二十八町あり︒峠より豆海を見
下す︒風景絶佳︑八半時前熱海本陣渡辺彦右衛門方え到
十人程詰寄の由︒箱根の三枚橋︑根府川の早川橋︑共に

着︒明日乗船の事主人え相頼︒此節激徒酒匂の東造百五
切断せしよし︒

三嶋より平井え壱里半
平井より軽井沢え壱里半
軽井沢より熱海え試里十二町
五月廿四日西南風
一︑今朝風強くして舟不出︒依て陸路通行の積︒人足申談

原辺騒動二付︑人を載候船︿厳敷致吟味︑或︿追返し候

一︑船一展の義旅亭主人より船頭え段々申談候処︑此節小田

間︑武家杯載の義は独も難出来趣二て相談不相整︒依て

江戸迄金試拾五両の由︒

柳八網代より山道︑押送舟仕立候義申談候処︑一膿二て

一︑仙台侯臣高橋順治来訪︑帰路の事及相談︒

五月廿六日晴

談︑明荷分残し置江ノ鴫迄舟雇の積相談相整︑金五両二

一︑網代の押送舟静り高価二付先見合︒猶又旅宿主人え申

て相仕立︑五半時過熱海出立︑海上甚穏︑微波如練︒相

たえ

州の諸山夕立か入る︒夕七時頃江嶋着︒夷屋何某方止宿︒

五月廿七日晴

ず︒昨夜箱根山風祭村辺二て戦争ありしといふ︒勝敗未

一︑六半時前出立︑藤沢ニ至れ︿官軍の往返絡緯として絶

屋え着︒

知︒境木の場二て午飯︒夕七半時過川崎宿佐倉定宿相模
一︑今日暑気甚強︒

一︑早朝出立︑品川問屋場二て佐野御藩査藤左衛門よりの

五月廿八日晴

て九時過乗出候処︑吉漬以東︿人馬の継立︿勿論旅人止

山通樹木谷相模殿橋を過ぎ四時過渋谷御屋敷え着︒

書状一見︒当時渋谷宗藩御下屋敷二寓居の由二付︑御殿

候処︑何れも茶作他行の由二付舟二て吉漬造罷越候積二
宿いたし候者も無之︒又船も無之由二付中途より引返し

一︑朝六時過広尾邸出立︑八時頃浦和駅着︑同駅人馬差支

八月廿三日雨

再渡辺氏え投宿︑主人え相談︑明日舟相一厘︑江嶋より片
瀬造罷越候積︒

五月廿五日晴
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やむことをえず

八月廿四日雨

候二付無得巳事止宿︒
郎︒

お

一︑去十九日旧幕府軍艦八膿品川沖脱走︑軍艦頭榎本釜次

九月朔日晴

たおる

一︑当月々番相勤︒

くる

立︑追分を過れ︿日暮︒泥淳益甚︑風雨又来︑輿夫不能

状持参︒

一︑夕勉鏑木︑立本東京より着︑家書井伊東南洋よりの書

九月十日晴風

状遣し候・

一︑細野貢明朝京都え出立二付伝田七郎︑北村又三郎え書

九月七日晴

御達有之︒

此度於東京是造の御屋敷被召上て新規二拝領被仰付候旨

一︑永野又蔵よりの御用状着︒随時府中の御達書相上候︒

九月五日陰時々雨
九月六日晴

今市表え繰上候様差図有之候︒

一︑野州軍監三好助次郎よりの御用状着︑葛生出張の兵隊

九月四日晴

家書相認同人え相頼候︒

一︑明朝同役兎毛東京え出立︒右二付佐倉老衆えの御請井

九月三日晴

一︑今暁子中勉摂津守様御二女於家々様御逝去︒

九月二日晴

一︑六時過出立︑今日道路悪極輿夫屡臥︒七時過嶋木駅出
進︑不得巳事堤根村止宿︒

八月廿五日乍晴乍雨
一︑六半時過出立︑夕刺佐野御陣屋え到着︒同役並大目付
二届書差出候︒御小納戸え罷出︑御機嫌相伺候︒

一︑今夜野州軍監より佐野兵隊今市え出張可致旨申来︒右
ただちに

八月廿六日薄晴

二付直出席︑夜一時過就寝︒
＊

警富永兎毛︒佐野藩の同僚︒

一︑佐倉御年寄奉書兎毛宅より相達披見︒

八月廿七日雨
八月廿八日乍晴乍雨
国許整列可罷在旨軍監差図の由︒

一︑八時過筑波忠蔵今市より罷帰︑先此度︿不及出張︑於

八月廿九日快晴
一︑一昨日風邪二て頼合欠席︒

八月晦日晴
一︑江戸より仕立飛脚着︒此度

天子東京え行幸︑右二付駿東巳東十三州の侯伯為朝観出
府可致旨被仰出候由申来︒
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一︑東京より飛脚着︒当月廿日京師
様成御達有之︒

御発賛︑右に付管内十三州の諸侯来月六日迄二致出府候

一︑高原口の官軍追々進軍︑去五日会津城下材木町辺打入
知其数旨今市出張佐藤清左衛門より申越し候・

︵本会理事・東京大学名誉教授︶

一︑同役伴次出勤二付︑明後十二日出立帰府の積︒

十月十日薄晴

傷跡毒胸膜江付候事之由杉薬服用︒

一︑昨朝より右の胸肋癌痛二付立本え診察相頼候処全く

十月七日陰

一︑今暁七時過君侯東京え御船二て御発途相成︒

十月六日晴

一︑主上東京御着賛︑来ル十一日の趣申来ル︒

張諸藩の御人数大抵引揚と相成今日帰陣︒

一︑会津父子降伏謝罪二付︑当本藩御人数︑其外高原口出

十月四日陰

忠蔵申聞候由︒

一︑当月廿二日会津父子軍門え降伏候の由︑今市出張筑波

九月廿九日晴風

一︑来月六日船路二て東京え御参府御治定二相成・

九月廿七日曇

井御一代御一号の義も被仰出候︒

明治

一︑京都二於て改元被仰出︒

候処︑会兵大伏兵を設け八方を攻撃︑官軍大敗︑死傷不

九月十一日晴
九月十二日雨
一︑佐野御人数高原口進軍を被命候由申来︒

九月十三日晴
一︑明朝福嶋渡三郎東京え出立二付家書井御用状相託候︒

九月十四日薄晴
由二付︑今日郡奉行え呼寄︑様子承り候処︑八月十九日︑

一︑野州大江村郷矢野蔵と申者︑昨日奥州若松より帰村の

薩長士大垣等の兵二本松口より攻入︑ナポラ峠︑十六橋
等の険を打破︑廿三日若松城口え打入︑是を先陣として
九月二口白川口破れ︑六日高原ロ破れ︑八日越後口破れ︑
若松二︑三ノ丸攻取︑当時は本城攻囲の趣申聞候︒

九月十五日晴
九月十六日晴
九月十七日陰
九月十八日陰
九月廿日薄晴
一︑江戸同役御用状井家書着︒京都御護萱九日中旬の旨御
仰出有之︒

九月廿六日晴
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武蔵野夜久正雄

古川哲史編

片われ月

余命なき老はすべなし若きらは生きぬくべしよ相助けつつ

し

下じきにならいようにと工夫して眠らむとすれどその場所はな

東京も壊滅すらむ関東の大震災のいまおこりなぱ

大都会大災害のありさまをテレビに見つつまさるうれひは

この清き片われ月は阪神の大震災を照らしてあるらむ

片われの有明月の絞々と照らしたりけり夜半にさむれば

阪神大震災

米軍の本土上陸作戦をはぱゑしいくさ謝さざらめやも

米軍にとりかこまれて最後まで戦ひしさまに涙わきくる

大みうたよませたまへる硫黄島戦史とりいで読み返しけり

硫黄島

諺
岐阜桐山五一

鮫々と片われ月に照らされてこの世のほかにある心地すも

猫の鳴く声

事故に遇ひ虫の息なりしわが猫が三日目にして意識もどしぬ

穴掘りて埋める用意をしてゐしが息吹き返しぬ今朝わが猫は

好物の魚にも見向きせぬ猫はにほひの感覚奪はれたるか

噛承くだき口に入れやる食べ物を眼を閉じしまま猫は飲承こむ

抱きかかへ猫に食事を食べさせるわが朝夕の忙しき日課

用足しの頃合ひを見て朝夕に猫を入れやるおまるの中に
り

あの事故より一と月経つかわが猫は小さき声にて鳴きはじめた

り

鳴き始めしことも回復のきざしかと猫を抱きあげよろこびにけ

藤沢絵鳩毅

肢ひくうしろの足も良くなりて部屋から部屋を歩き回る猫

あけぼの

老い二人潜ゑて暮す寒明けの小さき鼠ふと走りけり

む

着衣ゑな喪の色しづむ白梅の庭に別れの香をたきたり

観梅の足をとどむる東慶寺わが師の墓も苔生してをり

モジリァニの女遠目になにを見る春の愁ひを宿す茶房に

春遠く風に逆らふ傘重し妻に請はれて米買ひに行く

あけぼのの影やはらかし白牡丹おもかげかよふ若き日の母

シベリアに春を待ちつつ幾度か夢見し桜ここに咲き満つ

あらが

オホーツクの海を背に立つアイヌ像面輪けはしく霧に抗ふ

若き日の座右に在りし哲学書戦中戦後の徽に朽ちけり

魂の時にさすらふ日向ぽこ老いにて知れる老いの楽しゑ
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弘道歌壇

道林禅師

所沢斎藤知正
白楽天抗州の太守にてありし時

かささぎと仲よしとなり樹の上に共に住みける道林禅師
泰望山に道林禅師を訪へり
火と薪と相交はりて人の生危きかなと禅師はいひつ

樹の上は危ふしと問へぱ太守の身最も危ふしと禅師答へき

諸悪莫作衆善奉行
三歳の児の知ることも行ふは八十の身になほも難しと
白楽天訪へども樹より降りざりし禅師も水は降りて飲ゑけん

病院にて
病院の窓より見ゆる槻の木の梢なびかせ春嵐吹く
病院の長椅子に待てば隣りびと俳句記しをりわれは歌おもふ
病院にありてまわりを見渡せば入ことごとく病めるがに見ゆ
鴫

路のへの鴫はわれを恐れたる気配はなきも近くに寄らず

有田古田賞

噴細の鴫が三つ無邪気なる顔を並べて止まりてゐたり

会者定離

月木の朝は塵芥蒐集日どの家も老いのつとめなるらし

山萩は渇水ゆえか花つけず風を招きて黄葉散らしおり

かな

会者定離いずれは一人の旅ならん菩提寺に来てあらくさを抜く

首長選かつては彼と争いぎ病篤しと聞けば哀しも

狛江村田惰

半藤一利箸﹃戦士の遺書﹄を読んで

山下奉文

齢若く志高き人多かりし昔を思ひしぷじ承とゐつ

栗林忠道

雨降れの童謡クチに死を待ちし猛将偲ぶ雨のひと日を

米海兵隊に苦戦を強いし勇将は七度生まれ矛執らんといひき

岡本清福

練馬古川哲史

ドイツ情報誤りしを詫び自決せし責任感の深きにうたる

折々の歌

連認の花さく庭にあさ早く来るうぐいすの声に目覚むる
の村に

ちから弱きわれをいじめし餓鬼どもも老い惚けていむふるさと

戦友会を企画世話せし人逝きいお名前抹消残るを数えず

たケーベルに

﹁善き者は常に初心者﹂というラテンの句愛されきゲーテにま

友山を話題にすれば八十を越えし如是閑の眼つき変りぬ

八十を過ぎて著作をかさねしは友山以外にその類知らず

しあわ

もの言えず足も萎えたる友に比し眼を病むわれは幸せとせん
八月は父死せる月父の年齢はるかに越えて七十九歳

腺瀧となりゆく右眼の診察を乞えば八十歳かと医師のひとこと
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八十を過ぎて著作の大半が成りしと言えばきき耳たてぬ
夜九時のニュースも聞かず床に就く﹁半寝たきり﹂をくちごも
りつっ

突き押しの一本槍にて勝ちつづけ崩るる気配なし大阪場所は

もどしぬ

︵改作︶事故に遇ひ虫の息なりしわが猫が三日目にして意識

のわが猫

︵原作︶穴掘りて埋める用意をしてゐしが息吹き返せり今朝

わが猫は

︵改作︶穴掘りて埋める用意をしてゐしが息吹き返しぬ今朝

るらし

︵原作︶好物の魚に見向きもせぬ猫はにほひの感覚奪はれた

るか

︵改作︶好物の魚にも見向きせぬ猫はにほひの感覚奪はれた

かな

︵原作︶首長選かつては彼と争いしもはや怨めず病篤しと

︵原作︶齢は若く志高かりし人の昔は多しとしゑじ承思ふ

︵改作︶首長選かつては彼と争いき病篤しと聞けば哀しも

月刊﹃武道﹄の連載というのは︑一回の分量が四○○字三十

︵改作︶齢若く志高き人多かりし昔を思ひし承じゑとゐつ

にお願いします︒

〒一七八東京都練馬区大泉学園町二

二

※次号︵五・六月号︶への〆切は五月十五日︑

一○編者宛

ならないようにつとめているのは言うまでもない︒

いつも言うように︑改作かならずしも改善ではない︒改悪に

たる

︵改作︶ドイツ情報誤りしを詫び自決せし責任感の深きにう

うたるる

とし

枚近いので︑これを毎月書きつづけるのはたいへんである︒そ

︵原作︶ドイツ情報誤りしこと詫びて死す自責の念の深きに

︵原作︶事故に遇ひ虫の息なりしわが猫が三日目にして意識

た︒ただ二︑三それを試ゑたので︑その霞童書きしるすとｌ

働きが正常でないため︑とうてい改作までは手が及ばなかっ

は︑ひとえに出詠者諸賢のご好意の賜ものであるが︑あたまの

そういうせつぱ詰まった状態で本号の歌壇が成りたったの

しばしばである︒

もう投げ出すほかはないという気持ちに追いつめられることも

﹃弘道﹄誌への執筆も︑隔月刊とはいえ︑やはり容易でない︒

れで︑体力・意力が回復するまで休載するほかはなかったが︑

ほかはなかった︒

書きつづけてきた日本武道館の月刊﹃武道﹄の連載も中絶する

もな仕事ができる状態ではない︒それで六年余やすむことなく

かけて申しわけなかったが︑今でも半ば寝たきり状態で︑まと

ところ︑諸方面から安否を問うお手紙をいただいた︒ご心配を

前号の﹁小感﹂に編者が寝たきり老人になったことを書いた

感

もどりぬ
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小

にわたず鍬

松魚編

ひしお

船橋市河内朝生

師

漬けて貯えたもの︒

子らつれて着飾る海女の初詣
︵註︶〃空気の如く″といい切った感性は新年の雰囲気を

︑松過ぎて空気の如く妻と座す

豊島区川崎鋸南

瓜等
等琴
を
種︑こうじなどを発酵させて塩をまぜ茄子︑瓜

︵註︶どの句も美しい言葉の連続Ⅲ﹁醤﹂はなめ承その一

噛りの梢に風ある涼

うれ

絵馬堂の風の綾なす雪柳

下駄音を返す余寒の百度石

春の雪黒板塀に醤の香

ひしお

炎を秘めて春立つ宵の登窯

璽
現はしていると共に︑夫婦関係を純粋に表現してい

て絶妙！

屋気楼大タンカーを寸断す

初市の魚に海の色見える

早春の童女賢き声を挙ぐ

梅の花ほつぼつ嬰に言葉殖ゆ

満願の寺参道の梅日和

千葉県花香幸作

︵註︶作者は﹁今は減反転作を強いられるが︑かつては多

多石獲り賞詞欄間に烏曇

曇″として描写︒

葛飾区今井ただし

石とりで賞状を頂いた﹂といって居られる心を〃烏

己が影地に染まるかに春を待つ

︑おゑくじは吉淡雪の浅草寺

大田区鏑木雲州

︵註︶浅草の風情を詠んでいる佳句Ⅲ

春の雪さからひて舞ふ風少し

手相見の裸電球春の宵

畦風のありやなしかに麦青む
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弘道俳壇

花菜畑鬼も仏も戯れて
︵註︶大学の用務先での所見︒二人姉妹の営む伽排店に春

︑春蘭や二人姉妹の伽排店
蘭が咲いていたかのような情景に或る感動を覚え︑

世田谷区山本直太

それをそのまま句にしたもの︒微笑しい感動Ⅱ

段毎に黄に染まりゆく花菜畑

た上ら場の桂の大樹冬姿
た生ら吹く出雲の奥は雪にして
冬の夜炎のたぎるた生らかな
粉雪もた皇らの屋根に積もらざる

千葉県鈴木とよ女

のこと︒作者の力のこもった連作︒

︵註︶〃た入ら″は足で踏んで風を吹き送る大きなフイゴ

立春のささ波日々に譜を拡ぐ
春めくといふが何もなし風荒ぶ
︵註︶〃何もなし〃ということの裏にやはり︑春めくもの
を感じさせている︒ｉ

畔川のふくらゑて来し彼岸入

桟俵に乗せて洞に雛送る

都下西多摩郡吉田ウメ

︵註︶日常語で︑少しも飾り気がなく表現しながら︑春シ

︑春ショール少しお酒落がして承たく

ョールの姿を見事に映し得て妙！

︵註︶原句﹁あシ蕗の菱思はず洩らす歓声を﹂で︑かなり

あシ蕗の茎歓声をふともらす

けには行かなかった︒

武蔵野市川口里人

破調ではあったが︑この素直な句作りを見のがすわ

碁仇の訪れて来し春の雪

北国の空を見上げて布団干す

︵註︶〃パン屑″に﹁寒雀﹂の配剤は面白い！

．ハン屑に首を傾げて寒雀

杉並区加藤志偶夫

︵註︶作者は草風に夢とか冒険心を詠いたいと思っていた

︑草風風土を超ゆるこころざし

のである︒これを﹁志﹂としたのは流石１

懸命に水掻く鴨の帰心かな

︵註︶原句﹁鴨泳ぐ帰心ゑずかき懸命に﹂の形ちを整へた︒
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９

帰りゆく空の如くに鴨泳ぐ

老いに席ゆづらるるバス春隣

杉並区阿部清
あの世なる父母に春愁ありやなし
肩車の上の子笑ふ山笑ふ
︵註︶子笑ふ︑山笑ふと重ねた処が俳句になっている！

子らいよよ興じて居りぬ雛の宵

三鷹市三枝武

ように形ちを整えてゑました︒子供らの浮き立つ様

︵註︶原句﹁孫さらに舞に浮かれしＩ﹂でしたが掲句の

子を調ったものと見ての添削︒

︵註︶原句﹁遠き富獄霞に消えて春近き﹂でしたが︑季重

遠富士の霞に消ゆる刻なりし

編者吟

なりもあり少々形ちを整えたもの︒

神仏に親しうなりぬ桃の花

中野区石川良子
独り居の雛人形の鮮やかに

淡雪の窓に独りの旅なりし

浅酌に旬ひとつなし春の雷

︵註︶御主人を亡くされての生活ぶりが︑どの句にも惨承

多摩市鳩沢黄猿

ます︒

田谷区北沢二

二三

一二編者宛にお願いし

※次号︵五︑六月号︶への投句〆切は五月十五日︑世

余情・余韻というようなものがほしいと思います︒

は感懐といふものがなく︑やはりふところの深い︑

︵小感︶俳句は写生が原点といっても︑それだけで

街川を流るるものに春愁も

雛の宵独り住承なる茶となしい
出ている︒

門脇の盛り塩白し春の灯に
弥生尽事業計画まとまりて
︵註︶〃新入社員伽を詠んでズバリの観察︒

ネクタイの結び目固し新社員

ｐｌ

（83）

磯

鍵
鍵

一一一一一一︾︾銅︾︾︾︾︾癖︾︾︾一︵抄録︶＊鈴木勲会長︑名古屋にて﹁国際化と日本人﹂と題して

蕊識

＊蕊蒙蕊彰翼墓慧湛＊羅鞭︾騨熱瞬灘簾撫

灘
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日本外交の座標﹂であり︑最近における日本外交の裏

外交評論家の津英武氏︵本会特別会員︶演題は﹁最近の

面︑側面に鋭く迫り聴講者の心を強くひきつけた︒聴

会長︑東京女学館理事長等を歴任︒とくに︑本会の活
生自ら編さんされた﹃有光次郎日記﹄は有名である︒

動に対し深いご理解とご支援をいただいた︒晩年︑先

講者七○名︒

︵同時多発︶︒死者６名︑６００人を超す被害者︑とい

線︑日比谷線の舶駅にて猛毒ガス・サリン事件発生︒

＊午前８時すぎから９時すぎにかけて︑﹁地下鉄丸の内︒

３月即日︵月︶

支配人の木屋野正勝氏︑演題は︑﹁日本経済の動向﹂

本会特別会員であり︑読売文化センター新宿事務所総

＊午後２時より︑安房支会主催講演会を開催○講師は︑

３月杷日︵士︶

め東京都庁へ︒−

＊午後５時︑鈴木勲会長東京都社会教育委員会出席のた

と懇談︒

協議会事務局長︶来会︒鈴木勲会長︑藤下昌信事務局長

＊午後３時如分︑三枝英司氏︵会員・社団法人全国教育問題

＊午後３時︑松平直書理事来会︒鈴木勲会長と懇談︒

３月旧日︵月︶

られる林大幹氏︑演題は﹁人として在るべき姿﹂

開催︒講師は︑元衆議院議員で孔子の研究家として知

＊午後１時別分より︑千葉県干潟町支会主催の講演会を

３月Ⅲ日︵土︶

心から御冥福をお祈りいたします︒
２月烈日︵金︶

＊午後１時別分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

出席者Ｉ堀田正久理事︑斎藤知正︑加瀬正治郎︑望月
兼次郎へ鈴木寛一の各氏と藤下昌信︒
＊鈴木勲会長詞全国学校図書館協議会︵鈴木会長が会長︶

と毎日新聞社主催の読者感想画中央コンクールに出席︒
２月〃日︵月︶

＊午後１時より︑故有光次郎氏の葬儀・告別式が護国寺
桂昌殿に於いて執行された︒鈴木勲会長参列︒
＊午後４時︑住友商事︵株︶東京ビル事業部山崎隆司部長
︵会員︶所用のため来会︒

３月７日︵火︶
科用図書検定調査審議会総会に出席︒

＊鈴木勲会長︑文部省のユネスコ国内委員会総会及び教

＊午後４時︑鈴木勲会長︑千葉県教育長奥山浩氏と懇談

３月９日︵木︶

のため千葉市へ出張︒

＊午後２時帥分より︑第８回特別講演会を開催︒講師は︑

３月加日︵金︶
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＊春分の日

３月幻日︵火︶

︵３月詔日まで︶

書展﹂香港展の開催行事へ出席のため香港に出張︒

＊鈴木勲会長︑全国書美術振興会会長として︑﹁日本の

３月加日︵月︶

て報道される︒︵のち死者十二名︑被害者五︑五○○名︶

うショッキングなニュースが︑中央新聞各紙の夕刊に

安房支会主催講演会（講師木屋野正勝氏）

３月叫日︵金︶

博氏︵会員︶来会︒鈴木勲会長と懇談︒

＊午後４時釦分︑学習情報教育センター事務局長吉沢正
３月幻日︵月︶

行事等について協護︒

＊午後０時より︑定例役員会を開催︒平成七年度の主要

出席者ｌ鈴木勲会長︑土田国保︑富田朝彦︑中村元︑

古川哲史︑堀田正久各理事︑生平幸立監事︑藤下昌信

事務局長︑風間一彦職員︒
３月朗日︵水︶

＊鈴木勲会長︑文化財保護審議会に出席︒

＊午後２時︑秋田市会員平津四子男氏来会︒平津氏は︑

当年九○歳︒昭和十二年入会の長老会員であり︑日本

歯科大学に於て開催される全国解剖連合会に出席のた

めに上京されたもの︒館内を見学ののち鈴木勲会長︑

藤下昌信事務局長と懇談︒

＊鈴木勲会長︑鳥取県民文化会館館長として鳥取市に出

３月釦日︵木︶

張︒

３月引日︵金︶

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑加瀬正治郎︑望月

＊午後１時鋤分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

兼次郎︑鈴木寛一の各氏と藤下昌信事務局長︒︵以上︶
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八千代支会の活動報告

犠貝謹吾八千代市教育長の来賓挨拶︑支会︵八千代の教育を

語る会︶名誉会長で元参議院議員︑高橋誉冨先生の挨拶と

教育のあるべき

校現場での道徳

尾田先生は﹁道徳教育の現状と課題﹂と題
題さ
され
れ︑
︑今後学

続いた後︑尾田幸雄先生のご講演を拝聴した︒

校長︑教頭︑教務主任を中心に若干のＯＢを加えて組織し

姿を詳々と説か

八千代支会は︑千葉県八千代市の公立学校に職を奉ずる

ている︒

支会のメンバーは現職中心であり︑それぞ

大きな示唆を与

れ︑私達会員に

一︲岬れが学校運営の中核になっている者達ばかり
砿﹃である︒従って︑活動も︑自分達が預かる児

先生は︑戦後

えて下さった︒

を学校教育に位

始めて道徳教育

置づけた昭和三

十三年九月の伝

を阻止するため︑

達講習会とそれ

女子大学前のピ

会場のお茶の水
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一刈峰推瞬凝静唯麺錘誘い岬醒逢幽馳泥可拝誰捕の道

■卓

一だ騰久しく会員の間から︑現場の道徳教育の伸

鵡驚擁咋塞権斯域灘浦轄尋除維脚雲理

叫︒

会講師のご推挙を頂くことにした︒日ならず

晒一取り上げることになり︑趣旨を︑日本弘道会
−ｗ本部の藤下昌信事務局長さんにお話し︑講演

田幸雄先生をご紹介頂くことができたのである︒

して︑日本弘道会評議員で︑現お茶の水女子大学教授の尾

あった先生が︑日本弘道会の活動に共感され︑会員となら

ヶによる︑混乱騒擾から説き起こされ︑当時新進の学究で

れた経緯等にも触れながら話を進められた︒

また︑幾つかの事例を引きながら︑現在の日本の繁栄を

八千代支会研修会の教育講演会が開催された︒
木川茂会長︵八千代市立八千代台東小学校長︶の主催者挨拶︑

あいプラザ四階講堂に︑約百二十名の会員の参集を得て︑

平成七年一月二十一日︵土︶午後二時から八千代市ふれ

講演中の尾田幸雄先生

Ｓｑｑｂｂｂ■ｑｑｑｂｂｑｂ■ｑｂｑｑｑｂｂ■ｑｑｂｑｑｂｂ■ｑｑｑｑＱｂｂ■■ｂｑｑｂｂｂ■■︑ｂｂｑｂｂ■ｑｑｑｂ︑︑■■■︑︑︑︑︑ｂ■■︑︑︑︑︑■■ｑ︑︑︑︑︑■■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑｑｑ︑ｂｑｂ■■︑︑むむ

こと︑その後の社会の変化と︑人々の生きるための指標の

生承出したのは︑明治二十年代からの教育の成果であった

喪失化が進む現状を深く憂えておられること︑そのために︑

今次の教育課程改訂で︑社会の変化に対応する道徳教育の

一︒

．︾

︽云生ロ

あるべき姿を考えて小・中・高を一貫する基本が定められ

会本部のご尽力で開催できたことに対する感謝と︑当日︑

会員の学習意欲を満たす︑有意義な講演会が︑日本弘道

ができたこともこの上ない喜びである︒

進するための具体策についても︑数々のご教示を頂くこと

志による懇親会が持たれ︑そこでは︑道徳教育を地域で推

講演会終了後︑尾田先生を囲んで︑来賓︑役員︑会員有

くわかる︑充実した一時間三十分の講演であった︒：

私達会員にとって︑学習指導要領改訂の背景と趣旨がよ

たことなどを︑具体的に述べられた︒

︾去る三月二十七日︵月︶に開催された定例役員一
一会において左記の方々が特別会員に推せんざれま一
一し た ︒

一口︑

一北村晴朗氏
一宮城県仙台市青葉区上杉在住

︲一

東北大学名誉教授︑日本心理学会名誉会員一

一林健太郎氏
東京都杉並区善福寺在住

バックアップに︑心から御礼申し上げる次第である︒

講演会に駆けつけて下さった︑藤下事務局長さんの熱心な

︵文責・立井信也︶

０

筋頁下段左から４行目の杉林寺とあるは松林寺の誤り

﹁本部訪問記﹂平山秀樹氏稿

第九七四号︵平成７年１．２月号︶

訂正

元東京大学総長︑元参議院議員

一山崎隆司氏
東京都練馬区石神井台在住
住友商事㈱東京ビル事業部・部長
㈱住商開発センター取締役社長︵兼務︶

︾ｑｂｂｂ■ｑｂｑｑ︑︑■■ｑｂｂｂｂ︑■■■ｂｂｂ■ｂ■■■局︑Ｕ■︑■■■︑︑句句ｂｂ■ｑｂｂｑｂｂ■■ｑｂｂｂｑｂｂ■■ｑ︑︑ｑｂｂ■ｑｑｂｑｂ︑■■■ｑｑ︑ｂｂｂ■ｑｑ吋吋ｑｑｂ■ｑｂｂｂｂｂ■■ｑＱＱｑｂＬ■
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Ａ武生ロ

１
−
鯵図書ご寄贈者芳名
︵平成７年２月Ｉ平成７年３月︶

﹃天と地と人・孔子﹄

著者林大幹

発行所立花書房

林大幹殿︵千葉県︶
﹃孔子とその学問﹄

著者林大幹

林大幹殿︵千葉県︶

発行所立花書房

﹃宗務時報﹄肌妬

鈴木勲殿︵会長︶

著作権所有文化庁

﹃今日の学校図書館︵秋田︶﹄

編集・発行第朗回全国学校図書
館研究大会事務局

鈴木勲殿︵会長︶

発行文部省

﹃海外子女教育の現状﹄

鈴木勲殿︵会長︶

﹃国立教育研究所紀要﹄第捌集

編集・発行者国立教育研究所
鈴木勲殿︵会長︶
１羽号

編集・発行国立教育研究所

﹃国立教育研究所研究集録﹄

鈴木勲殿︵会長︶
﹃東京農業大学百年史﹄資料編

念事業実行委員会第二部会

編集者東京農業大学創立百周年記
︵刊行物︶

発行者学校法人東京農業大学
鈴木勲殿︵会長︶
﹃出会い人・焼物・器・花・味﹄

編者藤原雄

鈴木勲殿︵会長︶

発行者藤原雄
﹃学校改善をめざす教員研修の課題﹄
︿蝋帥渉刀綱峨靖珊究︶

編集・発行国立教育研究所
鈴木勲殿︵会長︶
﹃日本の教育を考える﹄

著者有田一書

発行所第一法規出版︵株︶
鈴木勲殿︵会長︶

﹃長岡市史﹄別編民俗・文化財

鈴木勲殿︵会長︶

編集・発行長岡市

発行︵財︶教科書研究センター

﹃小学校国語教科書の戦後妬年﹄

鈴木勲殿︵会長︶

﹃石川二郎旧蔵資料目録稿

編著者渡部宗助

森戸辰男関係文書目録稿﹄

発行所国立教育研究所

鈴木勲殿︵会長︶

﹃日本近代教育史に関する

についての調査研究﹄

専門用語の英訳語標準化

発行所国立教育研究所

編集代表渡部宗助

鈴木勲殿︵会長︶

﹃追憶平塚益徳博士﹄

鈴木勲殿︵会長︶

編集・発行平塚博士記念事業会

﹃平塚益徳講演集﹄
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第Ｉ巻世界のなかの日本の教育
第Ⅲ巻民主主義社会と道徳教育

第Ⅱ巻日本教育の進路

著者平塚益徳

編者平塚博士記念事業会
発行所︵株︶教育開発研究所
鈴木勲殿︵会長︶

鈴木勲殿︵会長︶

編集・発行人中村輝雄

﹃わが人生論﹄千葉編︵下︶

発行所文教図書出版︵株︶
鈴木勲殿︵会長︶
﹃アリストテレス大道徳学研究﹄

ｌ快楽論および運命論ｌ

著者茂手木元蔵

編輯兼護行人古田紹欽

﹃教育勅語閥係資料第九集﹄

鈴木勲殿︵会長︶

発行所︵株︶理想社

著者鈴木秀三

﹃プラトン﹁クリトン﹂註解草稿﹄

溌行所日本大皐精神文化研究所
日本大畢教育制度研究所

鈴木勲殿︵会長︶

鈴木勲殿︵会長︶

発行者鈴木妙子
◎会費領収報告
︿鎚秤賊両斡翠朋池叩一

１この報告を以って領収書に代えさせてい
ただきます︒

○糟谷正彦⑦

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の
最終年度です︒
︹千葉県︺

越川重

佐倉支会Ｗ名⑥

八千代支会町名⑥

海老原登

野田支会醐名

石長川博⑦

有田支会妬名

︹佐賀県︺

︹北海道︺

○高原︑利好例○永井輝例

茨城支会別名

︹茨城県︺

島根支会開名

︹島根県︺

︹東京都︺

奥田虞丈⑦○三枝武例

︹静岡県︺

○池田正三例

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵平成７年２月ｌ平成７年３月︶
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(
6
)

(
6
)

(
6
)

﹃明治前期文部省刊行雑誌総目録﹄

編集発行者国立教育研究所
鈴木勲殿︵会長︶
﹃日本近代教育百年史編集資料Ｉ

教育関係法令目録明治編﹄
編集発行者国立教育研究所
鈴木勲殿︵会長︶
﹃近代日本教育制度史料﹄

第十四巻 第十六巻

著者近代日本教育制度史料編纂会
発行所︵株︶大日本雄弁会講談社

(
6
)

⑦（6）

︵府県名︶
．︵入会者︶

︵紹介者︶

I

１１

｝
I

Ⅱ

先日は久しぶりにお話の機会を得て
本日︑日本弘道会につきましての諸

嬉しく存じました︒

しました︒西村茂樹翁以来の活動の流

資料ご恵与にあずかり有難く拝見いた

最近︑とみに国民全体の道徳的アイ

れと現状とがよく分りました︒

デンティテーの衰微が気になります︒
これからの先生のお仕事の意味は︑い

よいよ重大さを増していくものと存じ
ご加餐ご活躍のほどお祈り申します︒

ます︒

四月六日

、

富田廻夫

）

東京都村山実

I
I

鈴木勲様

一
一
一
一
〜
一
〆

I

高原利好

大友喜代〃

飯泉た桑子

…鱈｜

I

〆
、
ー
〜

）一

北海道

三枝武

千葉 糟 谷 正 彦 鈴木勲
北海道 永井輝
渡辺燕
静岡 池 田 正 三 小 林 清
師勝夫
圭来圭凪

︵平成７年２月ｌ平成７年３月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

有田藤買深川明

″

佐倉小出みつ小原清喜美

″″
西崎正夫倉次正一

相洋東瓶〃

″今井康之〃

″

″

加藤高堀田正久

山崎登〃

川原裕恵

″内田儀久︽平山秀樹

″

″

″〃

角田辿夫〃

安房渡辺裕福原修
″

前略

東京都寺崎隆治

内外多事多難︑貴会の使命愈々重大

なる時︑御活蹄︑誠に御苦労様でござ

さて︑去る三月十日の津英武先生の

います︒

に︑極めて有益︑有意義でありました︒

ご講演は︑弘道一・二月号の記事と共

御苦心︑御尽力のほど感謝申し上げま

します︒

す︒今後とも拝聴できるようお願い致

内外真に重大なる情勢に対処し切に

︵本会評議員︶

敬白

御清勝と御活躍をお祈り申し上げます︒

平成七年三月十四日

藤下昌信殿

御机下

秋田県平沢四子男

致し︑いろいろ御教示を賜わり︑誠に

謹啓過日は御多忙のところへ御邪魔

有がたく厚く御礼申上げます︒
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(

敬弔
有光次郎殿︵特別会員・東京都︶
元文部事務次官︑前芸術院院長︑

日本棋院理事長︑東京家政学院大
学学長︑国語審議会会長等を歴任︒

北村晴朗

︵秋田県会員︶

右取急ぎ御礼のみ申上げます︒敬具
四月三日
足下

鈴木勲会長先生

拝啓

理事会のご審議を経て特別会員にご推

に存じ上げます︒さてこの度は︑責会

桜花の候貴会益々御清栄のこと大慶

去る二月二十二日ご病気のため

挙賜りました事︑まことに光栄に存じ

享年九十一歳

福をお祈りいたします︒

お祈り申上げます︒

四月六日

敬具

︵特別会員・東北大学名誉教授︶

千葉県石渡敬

謹呈立春の狗愈妻﹂活躍のこと心か

過日︑第二回目の本部訪問に際しま

らお慶び申し上げます︒

しては︑再度のご殊遇を賜わり有難く

心から万謝申し上げます︒この度お世

て﹁郷土の歴史﹂その他を研究してい

話様になった三○名︑市公民館に於い

とで三○名を募ったという次第です︒

るグループで︑小原氏が級長というこ

立つようなご協力もできかねるかと思

藤下昌信様

︵佐倉支会副支会長︶

し上げます︒不一

申し上げます︒今後のご指導お願い申

先は右紙上にて失礼ながら厚くお礼

ました︒よろしく申し上げてください︒

た︑ご挨拶をいただき一同感銘いたし

会長先生のご出張を遅らせたこと︑ま

せていただきたく︑何卒今後よろしく

いますが︑折にふれ小文などを寄稿さ

何分老齢の身でもありとくにお役に

ますとともにあつく御礼申上げます︒

逝去されました︒謹しんで御冥

次の日全国解剖連合会にて医の倫理
について意見をのべておきました︒

又帰宅後二︑三の秋田市在住会員達

今の国のすがた世相を承るにつけ︑

お願い申上げる次第であります︒

や会員拡充についてもお話をしました

へ︑会長様から御伺い致しましたこと

が︑何しろ皆さん八十歳台の方ばかり

いよいよご発展のほどを祈念いたした

貴会の任の重きことを感じさせられ︑

時節がら職員各位のご自愛ご健康を

く存じます︒

ですから︑考え直して若い人々に働き
わる様御願い致します︒

かけて承るつもりです︒何卒御海容賜
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これが正式に宗教法人の認可をとった

鯵本号では︑﹁国際化と日本人﹂とい

いることに︑限りない憤りを感ぜずに

平然と行っている宗教団体が存在して

この平和な国日本で︑反社会的行為を

宗教団体のすることなのでしょうか︒

う特集を組み︑二十一世紀の日本を展

編集後記

一第 九 十 三 回 通 常 総 会

望して︑国際化の本質と底流にある日

とは何か：⁝．︒本会では既に︑去る平

はいられません︒宗教とは何か︑信仰

−総会のご案内
一日時

本人のあるべき姿について考えてみる

いう特集テーマを設定して︑当時国内

成五年五・六月号に︑﹁宗教と現代﹂と

ことにいたしました︒とくに今回は︑

国立教育研究所長の菱村幸彦先生ほか︑

教のあり方について︑国民のすべてが

ていただきました︒今こそ︑正しい宗

トラブルを見据え︑宗教について論じ

に相次いで発生していた宗教に関する

な一三−スが相次いで私たちの住む日
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の関連が鳴かれている仮谷清志さん泣

大震災にはじまって︑オゥム真理教と

致事件︑国松孝次警察庁長官狙撃事件︑

一２その他
一今回は︑昼食後︑本会理事堀田正一

鉄サリン事件等々︑これが世界一安全

の混乱と疑惑・不安が募るばかりです︒

い驚くべき事実が明らかになり︑国民

の動きは︑捜査当局の手が伸びるに従

は思えません︒とくに︑オウム真理教

な国といわれている日本での出来事と

人盈を恐怖の底に陥し入れた都内地下

一久氏の講話を予定しております︒終一
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一ご参加をお待ちいたします︒総会．一
癖墓参にご参加の向は︑電話又はハガ呼
一キでお知らせ下さい︒
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有田一毒著

西日本工業大学・久留米舶湖城川＃帆批細雌献禅諏鋤晴碑紬噂柳肌吹極脈榊洲︑

日本クラウン㈱会長
工業大学理事長

育界共に通じる人生の普遍と教育の真理を問いかける︒

重ねてきた著者がその老練なまなざしで︑経済界︑教

教育の真の姿が見失われている現代︑数奇な運命を

のちの人生を教育から離れられないものにしたと語る︒

を歴任︒多感な青春時代を師範学校ですごしたことが︑発

参議院文教常任委員︑臨時教育審議会第三部会長など行

の準備調査委員︑日経連教育問題委員長︑中教審委員︑月

著者は︑企業に身をおきながら国連大学や放送大学

本会理事ら経済界に転身し今日に至っている﹂︵本書﹁はしがき﹂︶

教育は乱世時代
臨教審の舞台裏と教育立国への道
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﹁子どもたち一人ひとりが︑たった一度しかない人生

を思いっきりはばたけますように︑そして︑本書を読

文部省初等中等教育局

押谷由夫著教科調査官︵道徳担当︶

いきますようにと念じています﹂︵本書﹁はじめに﹂より︶

んでいただく皆さん方に︑道徳教育への夢が膨らんで

研究者として子どもの教育や道徳教育にたずさわっ

てきた著者は︑七年前に文部省に赴任する︒時あたか

して道徳教育にとりくむことになった著者は︑理念の

も戦後最大の教育改革の渦中であった︒教科調査官と

実現の場があたえられ︑生きる喜びを感じたという︒

本書では︑その喜びやさまざまな思いを語りながら︑

Ｇ一

真の道徳教育の在り方や将来への期待を問いかける︒

墜
整
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TEL03‑3464‑0043振替東京5‑196500

TELO3‑3943‑3721

前高知女子大学助教授

道徳教育新時代
生きる喜びを子どもたちに
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