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白い杖 ３

善因善果悪因悪果
人 間 の 運 命 は そ の 根 性 に よ っ て 決 ま る 。 根 性 の 低 級 高 級 を 一 点 から
百点 までと して評 価すれば 、 五十点 の根性 の人に は五十 点相応の運命
が 展開 す る 。十 点 二 十点 の 下 等 な根 性 の もの の と る道 は 、ど んな に慎
重に 計らっ ても地 獄へ通 ずる 道しか ない。 百点 の人の 行く道はどんな
に気軽に選ばれてもすべて極楽へ通じている。
もし、
よ、
り安 楽 な 運命 を 願 う なら ば 根 性の 点 数 を上 げ なけ れば なら な
い。 根 性 をそ の ま まに し て お いて 、 う まく や ろ うと し ても それ は無 理
であ る 。
た だし 根 性 の貴 卑 は その 人 の 欲 望の 主 力 の指 向 す る方 向に よっ てき
まるものとする

なおひ ３

おちつけおちつけ

和田重正

「おちつけ、おちつけ」
これは他人に言っているのでは
ありません。
自分に言って聞かせているのです。
本を読んだり、原稿を書いたり
していると、時々わけもなく立ち
上がり食堂へ行ったり、居問に入
ってみたり、家の中をウロウロす
ることがあります。そして行き当
たりバッタリにポストをのぞいた
り、鉢植の草木に水をやったりし
ながらさんざんうろつき廻ってか
ら「ハテ、何しに出てきたのかな」
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と気がついて、考えてみてもはっ
きりしないことが多いのです。こ
れはどういう現象だろうかと自ら
不思議に思っておりましたところ、
ある時読んだ本に鼠の実験の話が
出ていました。詳しいことは忘れ
ましたが、なんでも鼠が発情する
と落ちつきがわるくなりコソコソ
と絶えず歩き廻るようになる。ま
た空腹の時の方が満腹の時よりウ
ロウロする度合がひどくなる、と
いうことが書いてありました。
私はこれを読んで、自分の不可
解な動作の意味がわかったような
気がしたのです。まさか自分が、
時々発情してウロウロするのだと
は思いませんが、何かの欲求が起
こっているのに違いないと見当を
つけました。すると問題はすぐに

解けました。つまり私は近頃タバ
コを吸わなくなったのでその代わ
りに時々何かを口に入れたくなる
らしいのです。自分で意識しませ
んが、いつも、うろうろした挙句
にお茶を飲んだり、ナンキンマメ
を食べたりして書斎へ戻るところ
をみるとそうらしいと想像がつき
ました。腹がすいたわけでも、喉
がかわいたわけでもないのに何か
を口に入れたい欲求がどこかに起
こり、それに突きあげられてフラ
フラと立ち上がるらしいのです。
こういうことがわかっても立ち上
がりたくなるのは治りませんが、
以前のようにウロウロすることな
く何かを口に入れてすぐに席に戻
るようになりました。
このような自分の体験から推し

て、世間によくあるお尻の落ちつ
かない子どもにも何か同じような
原因があるのではないかと思いま
す。
特に落ちつきのわるい子につい
てよく考えてみると大体共通の条
件があります。
一つは監督や指導が行き届き過
ぎているという点です。つまりお
母さんやおばあさんが教育熱心で
お行儀の躾などにもよく注意が行
き届いている場合です。もう一つ
は、物やお金を十分に与えておい
て親が子どもの面倒をまるでみな
いという場合です。
この二つの場合は反対のように
見えますが子どもが親の愛情に飢
えているという点では共通してい
ます。
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愛情を求める欲求が体の中のど
こかにうごめいていて、それが突
き上げて来るので、子どもはわけ
もなく動きまわりたくなるのでし
ょう。そうすると大人は、
「なんです、あんたは。少し落ち
つきなさいよ。用もないのにウ
ロウロガサガサして」
と、たしなめます。すると子ども
は、ハッとして落ちついてみます
が、五分とはもちません。おとな
はいよいよあせって益々厳重に注
意します。しかしいくら厳重にし
ても少しも改善の様子が見えませ
ん。そうなると「この子はアタマ
のどこかに欠陥があるんじゃない
かしら」というところまで行って
しまいます。そして親も子も絶望
的な気持に落ち入ってしまいます。

実際世間にはそういう例が少なく
はありません。ほんとうに気の毒
なことです。
そのような場合の治療法は親が
子を抱きすくめてやるより他には
ないと思います。賢い？お母さん
は、
「教育はリン（凛）として施さ
なければならない、そんなことを
したら甘えさせるばかりだ」と考
えるでしょうが、とんでもない間
違いだと思います。私は、親が子
に与えてやらなければならないも
のの第一は、安心だと思います。
恐怖心や警戒心ではないと思いま
す。キョロキョロとあたりに気を
配らなければならないような境遇
に子どもを追い込んでおいて、躾
をしたり、落ちつかせようとする
のは、まことに残酷な仕打ちだと

言わねばなりません。
ですから親のつとめの第一であ
る安心を与えることなしに、監督
指導などという干渉を（教育だと
思って）加えれば加えるほど子ど
もは警戒心を強くし、それと同時
に親から離れて行く感じを増して
くるでしょう。しかし子どもの何
よりも欲するものは親の無条件的
愛情ですからそれを断念すること
はできません。心の奥ではいつも
愛情を求めています。その欲求が
突き上げて来て、ソワソワという
現象を呈するのだとしたら、それ
を正常に戻すのには文句なしに抱
き締めてやるのが最もよいにきま
っています。甘やかすことになり
はしないか、などと生意気なこと
を考えるべきではないでしょう。
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躾や指導はそれからの仕事です。
近頃亭主教育のようなことがよ
く雑誌新聞の話題になっているよ
うですが、それにも右の理論は有
効に活用できるかも知れません。
。
世間へ出せばひとかどの紳士であ
り、子どもに対しては頼もしいお
父さんであっても男というものは
「母性」に対しては子どものよう
な一面があるものですから、もし
男が妻からその「母性」を与えら
れる代りに教育される破目になっ
たら大ていの男はソワソワ、ウロ
ウロすることでしょう。
こういう点について女のおとな
はどうなのでしょう。男よりしっ
かりとした自主性を具えているよ
うな気がしますが、そう思うのは
男の勝手な願望なのでしょうか。

話が少々雑談的になってしまい
ましたが、私が言いたいと思った
ことの本筋は別のことだったので
す。
私は気が弱いために激しく渦巻
く人の世の流れの中に入れず、い
つもそれを避けて来たような気が
します。そして自分はふところ手
をして遠くから恐る恐る激流を眺
めているようなものなのでしょう。
ですから私は、現実の世の中の中
身の詳しいことは何も知りません
が、世間全体から立ち昇る熱気と
言うか、雰囲気と言うようなもの
は割合よく感ずるのです。そうい
う感覚によって見ると今の世の中
はまことに落ちつきがなく誰も彼
もがウロウロ、フワフワ、ガサガ
サしているような気がします。し

かもそれが年と共にひどくなって
来るように見えます。
それにはいろいろな原因がある
のでしょうがその根本には人々の
体の中にうごめく意識以前の激し
い欲求があるのだろうと思います。
その欲求に突き動かされて（意識
、け
、があると思いながら実は）
ではわ
わけもなく走り廻っている人が絶
対多数を占めているのではないで
しょうか。それで世の中からは胸
のわるくなるような臭いのする薄
汚い埃かスモッグのようなものが
立ち昇るのだと思います。
はやりの言葉で言えば情報時代
と言うのでしょうか。家庭の中に
坐っていても、毎日毎日、無数の
情報が流れ込んできます。街を行
けば情報が氾濫しています。しか
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もその情報の大部分がわれわれの
欲望を刺激し欲望を増大させよう
という意図で計画的に仕組まれた
ものですからたまりません。お人
好しにその情報を素直に受け取っ
ていたら、われわれの心の中はあ
らゆる種類の欲望で充満してしま
います。
一番下等なのは、街のあちこち
に貼り出されている映画の広告に
よる殺人残虐趣味、ヤクザのカッ
コヨサつまり無法無頼趣味．それ
から言うまでもなく性の公開・露
出狂的趣味を強制されてそれにふ
さわしい欲望が心の中に蓄積され
ます。それから衣食住に関する欲
望、美しい音楽や絵や彫刻に関す
る欲望、また近頃急に盛んになっ
てきた旅行欲。挙げて行けばキリ

がありませんが、このような限り
ない欲望を限りなくかき立てる仕
掛けが、どこにも満ち満ちている
のですから全くたまりません。こ
の仕掛けにひっかかったらどうし
ても結論としてはお金をできるだ
け沢山手に入れなければならない
ことになります。何故ならばお金
は殆どあらゆる欲望満足剤のエッ
センスのカン詰か、或はトランプ
のジョーカーみたいな重宝な働き
をするからです。それで人はせっ
せと鼻の孔を膨らませてお金を追
いかけるのだと思います。
さてそこで、我に帰って考えて
みると、世の中が欲望に煽られて
落ちつきを失っているからといっ
て自分もそれに調子を合わせてウ
ロウロしなければならないという

道理はありません。大体、体の中
の諸々の得体の知れない欲望につ
き上げられて人並みにキョロキョ
ロ、ウロウロしても大して得にな
るものではなく、それよりじっく
りと腰を据えて今、目の前にある
大したこともない仕事に全力をあ
げる方が利口なのだということは
誰にでもすぐわかると思います。
ということになると、つまり腰
を落ちつけるのにはどうしらよい
か、ということになりますが、子
どもの場合はお母さんが抱きしめ
てやりさえすればよかったのです
が、この方の場合には、ウロウロ
の原因である欲求をすべて叶える
わけにはゆきません。ですから落
ちつこうと思ったら欲求の方をあ
まり溜めないようにするより他あ
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りません。そして溜めないために
は、いろいろな宣伝・仕掛けによ
って、われわれは欲望を限りなく
強化増大しなければ幸福になれな
いようになんとなく思い込まされ
ていますが、その宣伝は全然ウソ
であるということに気がつきさえ
すればよいのだと思います。
ともかくみんなでまず、物質的
、い
、生き方がど
豊かさを追い求めな
んなに心の豊かさをもたらすもの
であるか、を体験しようではあり
ませんかと言いたいのです。どん
な種類の欲望でも蓄積が少いほう
が心は豊かで自由ですが、物質的
欲望からだけでも解放されたらま
ことにすがすがしく、生活も落ち
ついてくることは間違いありませ
ん。

この騒々しく、物質文明華やか
な社会の中で人間が味わい深く生
きるのには、物質的欲望を満たそ
うと努力することによるのではな
く、却ってそれから離れることに
よるのだと私は信じています。
聖人君子の紋切型のお説教のよ
うな話になってしまいましたが、
私は近頃つくづく賢者というもの
はほんとのことも言うものだと感
心しています。
余談ですが先日ある若い男女が
連れ立って来て、結婚することに
なったから式の日には仲人になっ
てくれ、といいました。私は両方
とも前からよく知っていて、大へ
ん似合いの組合わせだと思ったの
で即座に承諾しましたが、その時
口を突いて出た心からの祝福のこ

とばは、
「どうかいつまでも貧乏でいてく
ださいよ」
というのでした。二人は目を輝か
して、
「ハイ」
と心をこめて答えてくれました。
それで私は、この人たちはきっと、
こころ豊かなよい家庭を作ってく
れるだろうと思ったことでした。
むろんわざわざ計画的に貧乏を
心がける必要もないでしょうが、
少なくとも物質的豊かさを追わな
いようにしてくださいという気持
ちで言ったのでした。
ともかく、物やお金の中に幸福
を夢みて憑かれたもののように腰
を浮かせて生きる人の姿はみじめ
なものではありませんか。そのみ
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じめさから自分を救う道は、あの
欲望をかき立てる気ちがいじみた
宣伝に乗ぜられないこと ――つま
り、それによって欲望の蓄積が大
きくさせられないように、幸福の
、り
、か
、を確かめるより他にないと
在
思います。
こんなことを言って、もし多く
の人が物質的豊かさに興味を感じ
なくなったら、文明は進歩せず、
差し当たり産業が衰え大へんなこ
とになりはしないか、と取越苦労
する人もあるかも知れませんが、
現実にそんなことが起こる可能性
はないし、もし起こったらそれこ
そ喜ぶべきことだと思います。産
業や文明が衰えて人間が生き生き
するなら結構なことではありませ
んか。今日のように産業や文明の

ために人間が使われているのは、
人間が馬を担いで歩いているよう
なものでしょう。
みんなでもっと落ちついて、生
きることの味わいを豊かにしてゆ
きたいものだと思います。

まみず第六巻 第三号
昭和四十六年三月号
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白い杖 ４

もったいない
春の土手にはじめてスミレを見る。
まわ たに ふれ るよ うな フン ワリ とし た感 動に溶 かされ て、うす む
ら さ き の 花 び ら は 、 わ た し の か ら だ い っ ぱ い に 流 れ 込 む 。 ――こ の
よ ろこ びを 自 分ひ とり で楽 しん でよ いの だろう か。街 中で働く 人々
街に出て、ひる時に

おいしいうどんを食べる。

を思うと、罪を犯しているようなやましさに苦しむ。
「あ あ、 うま い」 と思 って もよ いの だろ うか 。何億の 今も飢 えてい
る人 々 の上 を思 うと うし ろめ たい 。手 をふ り、足 をのばし て野山を
闊 歩す ると きに 思う 。こ ん なに 手足 を思 うまま に使い、 どこへ でも
自分 を運 んで いい のだ ろう か。 こん なぜ いた くが許 されるの だろう
か。手足が萎え、ベッドに横たわるあの人のことを思うと。
己の しあ わせ を思 って 感謝 せよ と教 えら れるが 、感謝の 前に、ス
ミレ を見 、う どん を 食べ 、足 で歩 くこ との できない 人々の 苦しみと
悲 しさ に心 がひ しが れて しま うの をど う しよう 。この無 益の痛み は
気の弱さのせいだろうか。愚かさのせいなのだろうか。

なおひ ４

人の運命

和田重正

世の中には自分の運命について
異常に強い関心をもっている人が
あります。むろん人間は誰でも自
分の運命に全く無関心でいるわけ
ではありません。これから自分は
どうなって行くのだろうというこ
とは病気とか結婚、就職など何か
の事件にぶつかったとき或いは何
もすることなくエネルギーをもて
あましているときなどになんとな
く考えるのは普通だと思います。
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ところが中にはそんな程度ではな
くもっと熱心な人があります。特
別な事件や事情に遭わなくても、
、ま
、い
、
常日頃から、なんとかしてう
運命にありつこうとか、不慮の災
害や不運に見舞われないようにと
心を煩わしている人が沢山ありま
す。その傾向が蒿じてくると運命
判断とかウラナイなどに凝ること
にもなるのでしょう。ウラナイの
類にもいろいろあるようですが、
あれに凝っている人というものは
まことに不思議な心理になるもの
と見えて一々おうかがいを立てな
ければ旅行も引越しも新築もでき
ない、ひどいのになると買い物に
出るのまで今日はどっちの方向が
よいかをしらべなければ気が済ま
ない、という人さえあります。は

たで見ているとバカバカしいやら
コッケイやらで気の毒になります
が本人は大真面目で不便を忍んで
．運
．の方へ歩み寄ろうと努力し
も幸
ます。それでその結果どういうこ
とになるでしょう。私は、いろい
ろな種類の運命判断に凝っている
人を知っています。三十年も四十
年も大へんな努力をして忠実にそ
の判断に従って生活してきた人も
幾人か知っています。そういう人
たちがどういうことになってきて
いるかというと生活全体を総合的
にみれば例外なしにジリ貧の傾向
を辿っています。万一そうでない
場合があったとしても、もしその
人がそういうものに頼らないで自
分の生活そのものに工夫努力をし
ていたらもっと明るく広々とした

生活を展開していったであろうと
思われます。
こう言ったからとて私はすべて
のウラナイを出鱈目であるとか非
科学的であるとか迷信であるなど
と言って非難するつもりではない
のです。実際、真面目な人のウラ
ナイは案外よく当たるものだとい
うことを知っています。どういう
理屈によって判断されるのか、ウ
ラナイの種類によって異なるでし
ょうが、われわれの運命は行き当
たりバッタリにデタラメな道をた
どるわけではなくすべて因縁因果
の法則に従って展開してくるので
すから、その人の現在或いは過去
の状況から将来の成り行きの兆候
を発見することは、修練を積んだ
達人にとってはある程度可能であ
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るのかも知れません。まして現状
から過去の大きな出来事を推測す
ることは意外に容易な業なのかも
知れません。丁度手先の感覚の極
度に敏感になっている魔術師が、
西洋医が薬や器械を用いて調べて
もわからない既往症を的確に言い
当てるのと似ています。ですから
大ていの判断屋さんは先ず過去を
言い当てます。そしてまず一発ド
胆を抜いておいてから未来の運命
の判断とそれへの対処の仕方を示
してくれるのが普通のようです。
運命判断には手相・人相・筆跡
などのような形に現われた現状に
よって行なわれるものの他、出生
の時すでにその人の一生の運命は
決しているという極めて宿命論的
な運命判断も行われています。

またそれに方位を噛み合わせて流
動的、可変的なものにした運命改
善法のようなものもなかなか根強
い力を以って広く行われています。
それらのものはどういう原理によ
るのか知りませんが、やはり個々
の事象については意外によく当た
るような気がします。ほんとに当
たるのか、われわれの心理的な何
かによって当たるような気がする
だけなのかはよくわかりませんが。
いずれにしても世の中に行われ
ている運命判断は一律にデタラメ
だとしてしまうことは事実を曲解
するもので、ある種のウラナイは
「当たるもハッケ、当たらぬもハ
ッケ」よりむしろ当たる方が多い
ということは一応認めなければな
らないと思います。

しかし人が運命判断に強い関心
をもつのは単に自分の運命はどう
なるのだろう、という好奇心によ
るだけではないでしょう。それよ
り問題は不幸を避け幸運をつかみ
たいという願望にあると思います。
その願望が占いの類によってど
のように叶えられるのでしょうか。
よく運命屋さんはその指示に従
えば「大難を小難にふりかえる」
と言います。百万円損するところ
を千円に止めるとか、大腿骨の骨
折の代りに足首の捻挫で済ます、
といったことでしょう。
そういうこともないとは言えな
いと思います。病気になって四十
度の熱が出るべきところを薬を飲
んで三十八度で済ますことができ
るのと同じことだと言えましょう。
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そんな場合、楽に通り過ぎてよか
ったとよろこぷわけですが、それ
がほんとうに喜ぶべきことかどう
かは簡単には言い切れないと思い
ます。昔から言われているので誰
でも知っていることですが、熱が
出るというのは体の中の不調和を
是正するためであってこれは正に
、、、
大自然に連なるわれわれのい
の
ち
、の
、
のハタラキであります。このい
、の是正活動を薬を用いて抑えて
ち
中途半端に終わらせたら体の不調
和の半分は残ってしまいます。
（薬
が熱の是正活動の肩代わりをする
こともあり得るかも知れないが、
その場合でも抗病力が弱められる
という弊害は残ります）このよう
にしていろいろな病気に対して薬
を用いてゴマカしていると、不調

和が各部分に蓄積される上に薬害
に冒されてシンからの不健康体に
なります。正常な健康を保つ必要
から起こる一時の苦痛を避けよう
としてシンからの不健康を招き、
益々薬に頼って晴々としない日々
を過ごしてどうにか定命を完了す
るという人も少なくありませんが、
それは利口な生き方でしょうか。
それとも苦痛は真っ向から受け止
めてその原因の不調和をその時々
に解消して行くという方が賢い生
き方でしょうか。病気ばかりでな
く運命一般についても、生きる姿
勢として同じことが言えると思い
ます。
ともかくいずれの熊度をとるか
はその人の好き好きですから他人
に無理強いすることはできません

が、私は三十数年来後者をとって
生きてきました。それであまり不
都合は起こらなかったばかりでな
く自分の器量としてはまず上等な
運命をたどって来たと満足に思っ
ているのです。従って今のところ
この生きる態度を変更する必要は
少しもないと思っています。
ではどうしてそのような受け身
の態度で生きるようになったか、
少し述べてみたいと思います。詳
しい説明を加えることはできませ
んが、私は人間の運命というもの
はその人の値打だけのものがめぐ
って来るのだと思っています。も
しかすると、運命がめぐって来る
というよりも、運命を自分が作る
、が
、た
、で
とか、運命は自分自身のす
ある、などと言ってもよいのでは
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ないかと思います .
人間の値打ちを仮に一点から十
点までに分けてみて三点の人間は
三点だけの、五点の人間はそれに
相当するだけの運命を招くので、
とく
たとえどんなに考えて得な道を選
んだと思っても決してその人間の
値打ち以上の運命を獲得すること
はできないし、それと同様に、大
して深く打算せずに気の向く方に
歩んでもその人間の値打以下の運
命に堕ちることはないのだと思っ
ているのです。
私たちは生きて行く上で右にし
ようか左にしようか迷うことがあ
ります。そしてどちらを取るべき
か考えて答の出ることならばそれ
でよいが、迷うというほどのこと
は、いくら考えても、
「これでよし

っ」というところへ出ないもので
す。
この人と結婚した方がよいか、
しない方がよいか。この会社に就
職した方がよいか、しない方がよ
いかのように、欲張っていくら資
料を集めても決断し得ない事がら
が沢山あります。ほんと言うと、
われわれの日常の行動はすべてカ
ケみたいなもので、考えはじめた
ら決断ができなくて手も足も出な
くなります。
駅から家へ帰るのに右廻りにし
ようか左廻りにしようか、という
ことでも右へ行けば自動車にはね
られるかも知れないし、左へ行け
ば百円拾うかも知れない、或いは
その反対かも知れないし、どっち
へ行っても何もないかも知れませ

ん。こうなるとどんなに資料を集
めて考えても確信をもって左へ行
こうと決断することはできなくな
ります。部屋に坐るのにも、もし
今大地震が来るかも知れないと思
えば、どこの隅が安全かなどと考
えて坐る場所がなくなります。私
は昔、恐怖症のとき隕石が落ちて
来るかも知れないと思って居る場
所がなくなって大いに困ったこと
があります。
なにしろ判断のつけようのない
ことをいくら考えても自信のある
解答が得られないので運命屋さん
を煩わすことにもなるのですが、
もし私の考えるように五点の人間
にはそれ相応の運命がめぐって来
るのだということになればまこと
に気楽なものです。右と左に道が
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岐れていても、全然迷いません。
足の向くままに行きます。この私
の行く道は唯一つしかないからで
す。
こういう考えになったのは二十
代の終わり頃ですが、それから以
後私は後悔や取り越し苦労を殆ど
しなくなり精力を過去や未来に分
散させず今することを一生懸命す
るようになりました。そして若い
時あれほど心配だった死後のこと
もほぼ解決してしまいました。
運命を気にする人は、右へ行け
ば極楽、左は地獄という仕かけに
なっていると思っているのでしょ
う。ところがそんなことはありま
せん。少し遠廻りになるか近道に
なるかの違いはあっても行く先は
同じです。

１
２
３
４
地獄 ・
餓鬼 ・
畜生 ・
修羅 ・
５
６
７
８
９
人間 ・
天・
声聞 ・
縁覚 ・
菩薩 ・
仏 。人間の値打を一点から十点
までに分けるとこうなるのだそう
、ま
、
です。地獄的な人はどんなにう
、こ
、と
、しようと思っても出て来る
い
ものは悪知恵ばかりで得るところ
は苦しみばかり、十点の人（仏さ
、ま
、い
、こ
、と
、など考えなくて
ん）はう
む出るものは最高の知恵で得ると
、ず
、い
、ことは一つもありま
ころにま
せん。その途中のわれわれはそれ
ぞれに自分の値打だけの運命を生
きているわけであります。
そうだということになると、人
はどんなにもがいても運命を開拓
することはできないのではないか
とガッカリするかも知れませんが、
そんなことはありません。運命を
10

一時的なゴマカシ（薬を飲んで熱
を下げるような）でなく根本的に
改善して行くことは誰にでもでき
ます。
私は初めから何の断わりもなし
に人間の値打ちということを言っ
て来ましたが、私の言う人間の値
打ちとは要するにケチさの程度の
ことなのです。自己中心性の強弱
濃淡の度合を以って人間の値打ち
と考えるのです。
（何故そういうことが言えるか、
ということについては『葦かびの
萠えいずるごとく』
『欲望の教育』
を参照してください）
そうすればケチな根性を少なく
することによって人間の値打ちを
上げることができるということに
なります。そしてケチな根性を少
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なくするには欲望の重点を移さね
ばなりませんがそれについては前
掲の拙著に書いてあります。ケチ
な根性が少なくなって人間の値打
ちが上がればそれに相応して運命
も明るく展開して来ます。
私はこのように考えるので、よ
い運を求めたいならばそれを外に
求めるのではなく自分の根性の方
に求めるのが正攻法だと思ってい
ます。
尚念のためにつけ加えておきま
すが、初めにも言った通り占い類
は必ずしもウソばかりだとは思い
ません。しかしそれが確実に当た
るものだとしても、それに頼って
うまいことやろうという根性にな
ったらその人は人間的な成長が止
まるばかりでなく退化して行くに

違いありません。そして長い目で
見ればジリ貧になり地獄方面行き
の路線に乗ることになります。
ですから若い人はうまく生きよ
うなどと無駄なことを考えないで、
自分の欲望を洗練する工夫をした
方がよいと思います。うまいこと
などはないのですから。
まみず第六巻 第四号
昭和四十六年四月号

手書き未定稿

若者よ
教育公害から脱して
自分の道を拓こう

和田重正
目下大流行の登校拒否学生を身
近に観察した人は彼等の異常な心
理と行動に呆れ果てたに違いあり
ません。不登校の理由として彼等
が挙げるのは頭痛腹痛など肉体的
苦痛や友人教師などとの人間関係
についての精神的苦痛であるが、
それは決して真の原因ではありま
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せん。ですからその苦痛に対する
対症療法をどんなに完全にしても
不登校という症状は治りません。
まして諄々と説く教師のお説教や、
父親の叱責、母親の泣言ぐらいで
はどうにもなりません。あらゆる
手を尽くしても蛸壷に吸いついた
蛸のように彼はビクともしないの
です。どうしてこれほど学校へ行
きたくないのかは実は彼自身にも
わからないのです。わかるのは「要
するに学校へ行きたくないのだ」
ということだけです。
このような気味わるい蛸壷青年
がどうして多発したのでしょう。
その理由は明らかです。彼等は幼
児期少年期にそれに相応しい生活
を体験していないのです。ハッキ
リ言えば、教育ママと教育学校が

彼等の生活を奪い精神を踏み躙り
人格を破壊して彼等を自立不能に
陥れたのです。腰が立たないのです。
さて私は登校拒否学生を主題に
この小文を書いているのではあり
ません。全若者の恐らく半数以上
、り
、軽症者の悩
を占めるであろうよ
みについて語ろうとしているので
す。
真面目な若者の多くは全力を傾
けて取組むべき対象を真剣に求め
ています。しかしその対象を見つ
けることができず右往左往模索を
続けているのが実状ではないでし
ょうか。
刹那的にこの欲求を満たすのは
性とスリルです。その興奮に没頭
する者も少なくありません。だが
多くは己をそこまで堕とす気には

なれず、何か自分を真に生かすべ
、、、
きヨ
キ
事
を
と
求
め
ま
す
。
し
か
し
己
、せ
、り
、
が青春の過ぎ行くを恐れてあ
つつ今日も空しく暮れて行くとい
うのが彼等の実感でしょう。
ではこの現実は何によって造り
出されたのでしょうか。恐らく登
校拒否学生の多発とその原因を同
じくすると考えられるのです。
――金と暇さえあれば教育ママにな
っただろう ――それほどではなくと
も教育ママ的教育観をもつ母親が
絶対多数を占めることは疑う余地
がありません。そしてこのママ達
から子どもを受け取る学校とは、
子どもたちにとってどんなところ
でしょうか。それは中に無数の活
字のエルフが喚き踊る大きな灰色
の貨物列車のような物だと考える
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でしょう。何処へ行くのかもわか
らない。積み込まれた子どもたち
はただ目前に現れる活字を見つめ
ていなければなりません。目を離
せばドヤされる。日曜も祝日も活
字のエルフは追いかけて来る。の
いとま
うのうとよそ見をする 遑 もあり
ません。子どもたちは恐るべきマ
マと学校に強いられ数年のうちに
は染みついた活字の幻覚に妨げら
れて事物の姿さえ見えなくなって
しまうのです。その間に価値観を
完全にひっくり返されてしまいま
す。恐ろしいことです。それでも
ヴァイタリティー
活
力のある者は青年期に至
って己の現状に不審を抱き、人間
らしい張合いのある生活を求めは
じめます。こうして彼等は全力投
入の対象を模索することになるの

だと思います。
若者達の直面しているこの問題
に解決の道はあるのでしょうか。
若者自身は専ら外にこれを求めま
す。
「これこそ！」と思える何かを
見つけようとします。しかしそれ
は無駄です。見当たらない原因は
外にあるのではなく自分の方にあ
るのですから。大人は相変わらず
無益の説法を繰り返すばかりです。
私のぐるりにはそのような問題
を持った若者が絶えずよって来ま
す。彼等に向かって私は、
「ウロウロするな。
」
と先ず言います。そして、
「今自分の居るところで、自分は
何を求められているかを見出し
てみよ。
」
とすすめます。

「気がついたら、薪割でも掃除で
も、どんなくだらないことでも
ともかく手足を動かしてやって
みることだ。
」
と。
立派な青年の深刻な問題にこん
なことが何程の役に立つかと疑わ
れるかも知れないがママと学校教
育の被害者にはこれより他に手は
ないのです。登校拒否の矯正にさ
えこれが正攻法だと考えられるの
です。そして何より彼等はこれに
よって価値観の傾倒から脱するこ
とができるのです。
三歳の幼児を野原に放ってごら
んなさい。まず足元の砂を弄ぶで
しょう。そのうちミミズやアリが
出てきたら彼等と遊びます。蝶が
飛んで来る。向うの土手には赤い

- 17 -

花が咲いている。 ――幼児は何の打
算も疑いもなく全力を投げ入れて
それらと時を過ごすに違いありま
せん。その時幼児は砂をアリを花
を求めたのでしょうか。幼児はた
だ事物を素直に受け入れる澄んだ
眼を持っているだけなのです。
青年も見えぬ目で遠くを探しま
わるより、無心で足下の砂を摑み
上げて撒いてみることだ。そこか
ら先は何が出て来るか。 ――しばら
くそうしているうちに活字の幻覚
も薄らいで世間の様子も見えてく
る。そしてこの世に於ける自分の
役割もハッキリしてくるだろう。
そこに展開してくるのはなんとす
ばらしい活力の満ち満ちた世界だ
ろう。
、イ
、こ
、と
、はどこか
自分を生かすヨ

にあるのではない。眼が見えれば
手の届くところにそれが充満して
いることがわかるのだ。
執筆年と東京新聞へ寄稿
したかどうかは不明

ＮＨＫ「宗教の時間」より

『生と死をめぐって』

話す人 和田重正
聞き手 金光寿郎

平成元年五月十四日

放送日か録音日かは不明

収録場所 小田原市

説(明 )宗教の時間です。
今日は、神奈川県山北町の一心
寮や、小田原市のはじめ塾を作ら
れた和田重正さんをお訪ねして、
生と死を巡って話していただきま
す。
和田さんは明治四十年のお生ま
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れで、旧制浦和高校から東京大学
法学部を卒業されましたが、高校
在学中から気にかかり始めた、人
間はどう生きるのが最も良い生き
方か、という問題が脳裏を離れず、
決まっていた就職を放棄して人生
問題の解決に全力を集中し苦闘す
ること数年、ふとした機会にその
答えを発見することが出来ました。
その後、私塾による青少年教育を
中心に自分の発見した人生の道理
を人々に伝える活動を続け、現在
に至っておられます。
聞き手はＮＨＫ学園講師、金光
寿郎さんです。
金(光 )ここも小田原市でござい
ますけれども随分緑の多いところ
でございますが、和田先生の場合

に一番、心に残っている風景とい
いますかその子どもの頃、奈良の
ほうにもお住まいでございますし、
東京の小石川の方にもいらっしゃ
ったそうで、あちこちこうずっと
動いていらっしゃったのですが、
ここは懐かしいなというような形
で思い出される所というとどの辺
りが浮かんできますか。
和(田 )奈良です。
あれなんていう天皇ですかね、
第三代だそうですけれども三代と
いうと何と言う天皇ですか。
金(光 )安寧天皇ですか。
和(田 )御陵のある所があってね。
そしてそこを通る時に小さな子ど
もでも必ず帽子を脱いでお辞儀す
るのですがね、そういう場所があ
って、そこが一番思い出されます。

金(光 )御陵といいますと、当然
ずっと樹木が繁っていますし ‥ ‥
和(田 )一杯繁っていて、小さな
山ですかね、小さな小山があって。
金(光 )道なんかはあるのでござ
いますか。
和(田 )そのぐるりにこう道がず
っと通っていまして、そこを通る
度にちょこんとお辞儀をして通る
のです。
金(光 )でも子どもの頃だと例え
ばいつも明るいうちだけという訳
でもなくて、例えば日の暮れ方み
たいな場合もあるのでございまし
ょう。
和(田 )そうそう、そうですね。
夕方なんかは怖いんです。怖いと
ころなんだけれども ‥ ‥それでも
ちゃんとお辞儀して、だーっと大
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急ぎで走って逃げてしまう。
小さな子どもの頃ですから。私
なんか小学校の二年か三年くらい
の時ですから、何でお辞儀をする
のか良く知らないのです。だんだ
ん大きくなって、なるほど、三代
目の天皇陛下だからお辞儀したん
だなと思うけれども、実際お辞儀
している時にはなぜお辞儀をして
いるのかよく判らないです。
金(光 )先生の場合にはもうそこ
を離れて暮らしてからは、人生い
かに生きるべきか、なんて考え始
められますと、あんまりそこのこ
とは思い出されない時期が来たん
ではございませんか。
和(田 )思い出さないはずなんで
すけれども、しょっちゅう思い出
します。

金(光 )その頃でも、そうですか。
和(田 )それから後にも、今日で
もしょっちゅう思い出します。何
であんなに思い出すのか、それほ
ど特別な印象があるわけではない
のに ――。
金(光 )別にその出来事があった
わけでも何でもない訳ですね。
和(田 )何となくそこを通る時の
気分とか、あそこの景色なんかが
浮かんでくるのです。よくその時
分のことをそうやって思い出す、
それと同じで今こうやってチルベ
なんか、一杯色んな花が咲いてい
ます。こういうのもいずれはそう
いうふうになるのかなと思って、
そう思って不思議だなと思いなが
らいつも眺めているのですけれど
も。でも今になって思うと ‥ ‥懐

かしいです、そこは。
小学校の何年くらいですかね、
あれは。小学校の二年くらいから
五年くらいまでですかね。
※ チルベ → アスチルベ
金(光 )ああそうですか。転校生
で行ったわけですね、今で言う転
校生で。それで登校拒否はなさら
なかったですか。
和(田 )そういうのはしなかった
です。そういうのはもっと大きく
なってからです。
金(光 )小学校から中学校だと、
どういう生活なさっていたんです
か。というのは学校で習って、家
に帰って塾がなければ遊ぶのか、
或いは勉強するのか。
和(田 )遊ぶだけです。全く遊ぶ
だけです。家に帰って勉強なんて
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いうのは考えようもなかったです。
金(光 )どういう友達と遊びにな
ったのですか。
和(田 )そうです。村の、一緒に
学校に行ったりなんかするような
仲間と遊んだのです。
金(光 )それは東京に帰られてか
らも ？。
和(田 )東京に帰ってからはまた
別です。
兵隊ごっこ。専ら兵隊ごっこで
した。それも大将にしてくれなけ
ればつまらないと。そしてやーや
ーと言って。今でも時々思い出し
ます。あういうのはやってみたら
いいなと思います。
金(光 )でもいつまでも戦争ごっ
こというわけにも、だんだん大き
くなるとできにくくなるし、上の

学校へも行かなければいけないと
いうことで。
灰色の勉強時代といいますが、
灰色でもなかったですか。
和(田 )勉強なんかした覚えはな
いです。
金(光 )でも高等学校に入るのに
はかなり勉強されないと ‥‥
和(田 )勉強なんかした覚えがな
いです。
金(光 )でもそれだったらしかし
‥ ‥、しかも四年終了で入るなん
ていったら、先生これは大秀才と
いうことになりますよ。勉強しな
いで。
和(田 )今になって思うと秀才だ
ったのだろうなと思います。その
時分には全く思っていなかったけ
れど。今になって思うと秀才だっ

たのだろうなと思います。
金(光 )そうでしょう。余り勉強
した覚えがなくて、それで入ると
いうと、そういうことになります
ね。
和(田 )みんな何ていうかな、大
体勉強なんていうのは問題にして
いなかったです。
金(光 )そうですね。学校の成績
というのはあまり皆問題にしてい
ない、ということはわたしの頃ま
でもありましたし、あんまりガリ
勉していると馬鹿にしたりするよ
うなのがありましたから。
和(田 )ガリ勉なんか全然しない
から威張っていました。高等学校
に入ったら本当に勉強しなかった
ですね。本当にしなかったですね。
成績はきっとうんと悪かったので
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はないですかね。
金(光 )でも昔の高等学校だと誰
かしら威張っている人がいました
けれども、頑張りはされなかった
のでしょう。
和(田 )しなかったです。何とな
く、何となく出てしまったですね。
金(光 )しかし勉強はされなかっ
たとおっしゃるけれども、高等学
校の頃は、何をなさっていたので
すか。
和(田 )運動をやっていましたね。
剣道を主にやっていました。
金(光 )ああそうですか。ではか
なり熱心に剣道を ――。
和(田 )まあ熱心ですね。
金(光 )高等学校の場合は段は必
ずしもとらない傾向もありました
けれども、段何かは特にとってい

らっしゃらないのですか。
和(田 )段というのは特別にとっ
ていないです。
金(光 )あの、わたしは六高です
けれども、六高なんかだと柔道部
の連中は白帯だけれども、三段、
四段の連中を相手にして白帯が勝
っていたなんていう話を聞きます
からね。段なんかをとって上に上
がるというのは馬鹿にしながら、
猛練習をしてやったような話が伝
説として残っていますからね。だ
から一種のそういう上に上がるみ
たいな、点数をよく取るとか何か
そういうことよりも、もうすこし
違う次元で一所懸命にやるみたい
なそういう気風があったみたいで
すね。
和(田 )そうですか、六高ですか。

自分は浦和高校ですけれどもね。
六高というと何となく ‥ ‥兄が六
高だったので何となくすごく懐か
しいです。
夏休みなんか友だちが来たりし
てね。そういう連中はもう生きて
いないのかな。八十歳位になって
いるのですかね。でもあれです。
我々くらいの歳になると死ぬやつ
が多いです。
金(光 )私が例えば長くこう色々
な宗教の人の話を聞いたりしてい
るというとですね、死んだらどこ
へ行くのかと聞かれるのですが、「死
んだらどこへ行くのですか」と聞
かれたらどうおっしゃいますか。
和(田 )どこへも行かないと言い
ます。はなはだ愛想のない話です
けれども、でもしょっちゅうそう
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いうことを考えています。今でも
何年間となく繰り返し繰り返し考
えて、結局そうなんです。
金(光 )昔お書きになったもので、
大きく口を開けて空を向いている
いわし
鰯 がそれぞれ話をする話があり
ました。
ここで今、話に出た鰯について
の文章をご紹介しておきます。
戦争中の昭和十九年に、
『どこへ
行く』という題で書かれたもので、
小田原市で鰯の大漁があって、町
中に鰯が氾濫している風景を見て
書かれたものだそうです。
ピン公とピムさんとピキ爺さん
という三匹の鰯が登場する鰯同士
の会話の形式です。五、六年ぶり
に出会ったあいさつの会話の途中

からの紹介になります。
ピムが、
「だがなピン公、おれはお前とは
ぐれてから一人で黙って泳いで
きたんだが、その間に俺は妙な
ことを考えちゃって、変な気持
ちになっているんだが、お前、
一体俺達はどこへ行くんだか知
っているのかい。昼も夜も朝も
晩も泳いでいる。急ぐでもなく
止まるでもなく。物心ついた時
にはお前と並んで泳いでいた。
それからずっとこの通り泳ぎ通
しだ。なあピン公、お前はどう
思う。いったいどこへ行くのだ
ろう。
」
尋ねられたピン公は、以前ピキ
爺さんが同じようなことを言って

いたというので、そのピキ爺さん
のところへ行って尋ねることにな
ります。
「お爺さん、俺たちはどこへ行く
のだか教えて下さい。
」
「わしは知らん。 ｣
「え、知らないことはないでしょ
う。ピン公が言ってた。
」
「そうか、じゃあ知らないことは
ない。
」
「それじゃ教えて下さいよ。わたし
は四、五年前からどうも気になっ
て困っているのです。誰に聞い
ても 〝知らん 〟 言うばかりでみ
んな平気で泳いでいるのです。
本当にどこへ行くのですか。
後生だから教えて下さいよ。
」
「それでは教えてやるが驚いては
いけないよ。実はどこへも行か
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ないんだ。
」
「えっ、どこへも行かないんです
って。
」
「だから驚くなって言ったんだ。
この目路の届かぬ大群衆が日に
夜をついで泳ぎに泳いでいるか
ら、どこへ行くのだろうと誰で
も思うのだが、別にどこへも行
きはしないのだよ ‥ ‥お前やわ
たしはどこへ行くのだろうなど
と考えているが、他のものはそ
んなことに頓着なく、また別な
ことを考えているだろう。めい
めい夢中になって何か考えてい
るのだろうが、何を考えても考
えなくても、とにかくみんなど
んどん泳いでいる ‥ ‥そして泳
いでいる気でいるからどこかへ
行くかと思っているんだね。
」

と言われてピムは、
「わからない。
」
と言います。
「わからなくてもお前は泳いでい
る。
」
「あなたも泳いでいる。ピン公も
泳いでいる。誰も彼もみんな泳
いでいる。おお、お爺さん泳い
でいますね。みんなみんなどん
どん泳いでいます。
」
「プクプク、わかったか。みんな
どこへも行きやしない。みんな
ただ泳いでいるぞ。
」
という会話の後に、結びの文章が
あります。
くし
ほお
竹の串で頬を刺された鰯が、葉
の落ちつくした柿の下枝に五、六
つる
串吊されたまま、星空になるまで
冷たい夜風に吹かれている。

ピン公とピムさんとピキ爺さん
は各々別の串に属しているが、こ
の三ピは他の連中と違って星の光
が腹の底まで差し込むほど思い切
り口を開いている。

こういう文章でございます。

和(田 )でもやっぱりあれです。
何かこう面白い。面白いです、あ
ういうことは。
金(光 )これ、不思議とも思うの
ですが、死んでどこへ行くかとい
う問題とですね、生きて生まれて
くる前の問題と、これどう結びつ
くのかなと思うのですけれども、
これどうなんでしょう。
和(田 )本当にあれです。わたし
も今でもそれは時々考えます。
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それで結局、訳がわからない。
どうなるんだかわからない、おし
まいですけれども、でも考えます。
金(光 )まあ、これ人間が考えて
こうだと言った所でですね、考え
自体がどうも元々不確かなものと
言いますか、いくらこれに違いな
いと思ってもしょうがないような
ところがあるような気がするよう
なものですから、と言ってやっぱ
り考えるようにできていますし、
やっぱり先生、考えられますか。
和(田 )考えます。何も役に立た
ないことは承知していながら、で
もやっぱりこうかな、ああかなと
いって。
金(光 )まあ昔からその ‥ ‥恵心
僧都じゃございませんけれども、
地獄だとか、いろんなことをこう

考えてそこへ行かないような生き
方をという、
『往生要集』なんかも
一番最後のところになってくると
いわばお念仏をしなさいと、その
ためにああいうことを書いていら
っしゃるようなんですが、先生の
場合は何年も随分そのお念仏をさ
れていたご経験がおありな訳です
が、やっぱりその辺の所へ ‥ ‥、
お念仏で何を考えるかによって全
然違ってくるのですけれども、そ
の辺のところはどういう風に今は
お考えでございますか。
和(田 )念仏を唱えて、っていう
とどうにもならないんだというこ
とです。どうにもならないなんて
いうことをどこかで非常にこうは
っきりと承知する、自分自身で承
知するかどうか、ということが問

題だと思うんです。はっきりしな
いのだけれども、いずれにしても
はっきりしないけれども、でもや
っぱり何か落ちつくところはあり
ます。
金(光 )だからまあそういう理屈
でああかしら、こうかしらなんて
考えないでいいところに出ると一
番いいんでしょうが。
和(田 )でも不思議なことにごく
最近、考えない、本当に考えなく
なりました。考えないというかな、
いろんなことを考えているんです
けれどもそんなこと全然相手にし
ていないです。そういう新境地に
出ています、最近は。
金(光 )でもある意味では、その
死んでどこへ行くかということを
問題にしている、その誰が問題に
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しているのかということが先ず先
決問題のような気もしまして、も
う自分とはなんていうことはあま
りお考えにはなりませんですか。
和(田 )考えなくはないですが、
考えたって駄目だって、そういう
前提があって考えるのですから。
金(光 )駄目だという前提という
のはいつ頃からですか。昔はやっ
ぱり一所懸命考えられていたわけ
でしょう。
和(田 )そうです。結局、判りま
せんですけれども、でもまあ大雑
把に言うと二、三十年前かなと思
います。
金(光 )でも駄目だというと、そ
れで普通はいわば断念して落ち込
むみたいな方向にいくのでしょう
けれども、先生の場合は駄目だと

いうところで全然落ち込んでいら
っしゃらないようです。
和(田 )落ち込む場所もない。
金(光 )これは考える必要はない
ということじゃない訳ですね。
和(田 )考えないでいられれば考
えないでいればいいけれども、だ
けれどもやっぱり考えないでいら
れないから勝手に考えるのです。
ですからなんかこう、私の場合は
考えるのは勝手に考えさせておけ
っていう考えです。本当に、考え
るっていうことについてスカッと
したというのはほんのごく最近で
す。
どのくらいかな、一、二ヵ月前
ですか、ごく最近ですね。
金(光 )でもあれでしょう。方向
としてはいろんな考えにつかまっ

てといいますか、それをどんどん
追いかけていったら何かあるみた
いなそういう考え方でない、人間
の考えというのはどうもそうじゃ
ないようなことはずっと前からお
っしゃっていましたですよね。
その辺の、いわば何となくその
尻尾がくっついていたのがとれた
というような感じでございましょ
うか。
和(田 )尻尾が何本かだんだんに
とれていくのかもしれないですね。
金(光 )そうだとしかし、とこと
ん考えることにしても楽に一つの
問題を追いかけていけるというこ
とになるわけでございますか。余
りその追いかけるということをな
さらないということですか。
和(田 )しょっちゅう追いかける
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のはしょっちゅう追いかけますけ
れども、そんなもの追いかけさせ
とけって。そういったような捨て
鉢みたいなものですかね。
金(光 )輪廻とかですね。一種の
あのぐるぐる輪になって何になっ
て、まあそういう確かに一種の生
命観みたいなものもあるだろうと
思うのですが、勝手に考えている
頭の中にはそういう思いも浮かぶ
ことはございますか。
和(田 )昔はそういうぐるぐる輪
廻っていうのはあれがありました
けれども。ごく最近はもうなくな
りました。何ていうかな、最近は
どう言ったらいいのですか、から
っとなって何もない、そういうの
がすごく多いですから。
金(光 )今ここに花も咲いている

し、ここにわたしたちもいますけ
れども、そういうものとして、今
ここにそういうものがあるという
その中に、しかし考えてみると、
昔のことはずっとこうあの縁起と
いいますか、それは来ているだろ
うとこれはすぐ思いつくことなん
ですが、ここから先のことはどう
なのかという気がするんです。こ
れもやっぱり先のことが入ってい
る訳でございましょうか。
和(田 )結局、過去の思いと同じ
景色が先にこう続いているのでは
ないですか。どうですかね。そこ
ら辺判りませんけれどもね。多分
そうだろう位に思って安心してい
ます。
金(光 )でもやっぱりこれだけ、
その何千年も、生きるとか死ぬだ

とか、仏教だとか、仏様だとか、
神様だというのが問題になってい
るというのは、やっぱりそこのと
ころが一番人間にとっての問題だ
ということではないでしょうか。
和(田 )気になっているのです。
金(光 )先生の場合はもうそれこ
そ、七十年位そういう問題を考え
ていらっしゃるのですが、今一言
でその辺のところはどう考えてい
らっしゃいますか。
和(田 )そうですね。別にこう考
えていますと言って言い切れない
ような感じがしています。結局何
にも言わない方がいいと。
言葉っていうのはいい加減に使
っておけばいいけれども、少しこ
う、ちゃんと突き詰めて考えて行
くとこんな不便なものはないです。
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何を言っても結局通じない。
はははは ‥‥。
金(光 )どうもありがとうござい
ました。
説(明 )今日は小田原市の和田重
正さんをお訪ねして、生と死を巡
って話していただきました。
聞き手はＮＨＫ学園講師、金光
寿郎さんでした。
宗教の時間を終わります。

「まみず」に出会って
山中真知子
みんな持ってる

「お母さん、買ってー。いいでし
ょ、買ってよ」
「だめ。買わないよー。そんなに
高いおもちゃ買いません。
」
「どうしてだめなの。買ってよ。
クラスのみんな持ってるよ」
「みんな？みんな持ってるの？
誰？」
「○○君も、 ××
君も、それから
‥‥」
「それから？」
「うーん ‥‥、みんなだよ」

「はい、はい！みんなの名前を言
ってみて」
「あっ、まただー。お母さんの、
名前を全部言ってが始まった」
子どもが小学生の頃、何か欲し
い物をねだる時必ず言う言葉が「み
んな持ってる」です。優しいお母
さんだったら、
「そう、みんな持ってるなら」
と買ってあげるかもしれません。
でも実際にはクラスのみんなが持
っている訳がありません。それで
私は「みんなの名前を言ってもら
いましょう」と反撃に出ます。
子どもは、
「みんなの名前を言って！」
が私から出ると、買ってもらえる
可能性はゼロとわかって諦めます。
しかし、何度も何度も数年にわた

- 28 -

19

って諦めないで「買って」コール
を続けたおもちゃがありました。
ファミコンです。家庭用のコンピ
ューターゲーム機です。何万円も
するおもちゃでした。本体だけで
はなくゲームのカセットと呼ばれ
るものも一緒に買わなければなり
ません。
長男が小学二年生の時にすでに
流行っていましたから、欲しくて
仕方がなかったのでしょう。それ
でも私が買ってあげると言わない
ので、どうしてうちは買ってもら
えないんだと不満そうでした。
しばらくすると買ってと言わな
くなったので不思議に思っていた
ら、長男はファミコンを持ってい
る友達の家に行って遊ばせてもら
っていることが分かりました。フ

ァミコンを持っている友達はそれ
ほどたくさんはいなかったので、
持っている子の家には大勢集まっ
てきます。大勢いるので自分の順
番が回ってこなくて、見るだけで
帰って来ることが多いようでした。
次男も同じようにファミコンが
欲しいので、何とかその遊びをで
きないものかと考えて、二人で工
夫をして段ボールでファミコンゲ
ーム機を作りました。手元で操作
をするコントローラーも作り、機
械音の代わりに自分で声を出して
遊んでいました。そして知ってい
るゲームの絵をノートに書いて、
一枚一枚めくると前に進んでいく
ようなことも工夫して、遊んでい
ました。
しかし段ボールやノートで作っ

たファミコンでは満足がいかない
ほど、ファミコンの魅力は子ども
達にとって大きかったようです。「買
ってー、買ってー」コールがその
後も数年続きました。
そしてとうとう、我が家にファ
ミコンがやって来てしまいました。
浜松へ転校した四年生の時に、長
男はやっとファミコンゲーム機を
手にしました。
ゲーム機本体に一つおまけでカ
セットがついていましたが、
「マリ
オ３」もねだられて買いました。
さあ、それからが大変でした。毎
日ゲーム三昧の日々。学校から帰
ってくるとテレビにゲーム機をセ
ットします。コントローラーを両
手に持って器用に動かします。目
はずっとゲームの動きを見続けて
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います。そばで二人の弟も見入っ
ています。
失敗するとゲームオーバーにな
って弟と交代しなければいけない
ので、必死です。三兄弟は、ファ
ミコンにどっぷりはまってしまい
ました。ピコピコとなる電子音、
独特なゲームの音楽。そばで見て
いる私にとっても、初めてのコン
ピューターゲームには目を丸くす
るばかりでした。
時間を決めて遊ぶことを決めて
も「あと少し、もうちょっと」と
言ってなかなかやめることをしな
い子ども達に、買うんじゃなかっ
たと後悔しきりでした。
「もう、いい加減にやめなさい」
と言って、実力行使で電源を抜い
たこともありました。子どもにと

ってはある程度までクリアーした
らセーブしないとだめらしく、
「お母さんのせいで全部アウトだ」
と怒って親子喧嘩になることも度
々でした。
「約束を守らない方が悪い！」
と、たかだかおもちゃのこのファ
ミコンに、親子で振り回される日
々になりました。
友人に聞くと、どの家庭でも同
じような問題を抱えていることが
わかりました。東京に転勤になっ
たあとも、子どもたちのゲーム三
昧は続きます。ちょうどこの頃、
携帯電話機も見かけるようになり
ました。住んでいた麹町の通りを
大きなショルダーバッグのような
携帯電話を持っている人を見たと
きは驚きました。外で受話器を持

って話すってどういったしくみな
んだろうかと不思議な光景でした。

あれからもう三十数年が経ちま
した。見渡せばテレビにセットを
しなくても子どもの手一人一人に
ゲーム機があり、電車の中では一
人一人が手のひらに携帯電話を持
っています。七十歳にならんとす
る自分の手にも、最近使い始めた
スマホがあります。この手のひら
に収まっている機械の中には驚く
ほどの情報量が入っているのでし
ょう。電話だけでなく、カメラも
ゲームも地図も、あらゆるものが
入っています。科学の進歩を手に
している実感はそれほどなくても、
危うい手つきで操作している自分
でもその便利さは感じています。
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自分の所在地がわかるＧＰＳ機能
がついているらしく、今よりもっ
と歳を取って、ある日自分の帰る
家を忘れて迷子になっても誰かが
探してくれる手掛かりになるので
しょうか。時々、このケータイを
手放してみたらどうなるかなぁと
思うこともあります。不安になる
でしょうか、案外さっぱりした気
分になるのではと思ったりもしま
す。それでも、おそらく友人たち
からは「えっ！ケータイ持ってな
いの。みんな持ってるのに ‥ ‥」
って言われそうです。
子ども達と喧嘩の種になった、
あのファミコンがなんだかコンピ
ューターなのに何となくアナログ
的な可笑しみがあって懐かしい気
もします。
バスケットの縁
さて、次男の覚は高校生になり
ました。
この年、長女は覚と同じ高校を卒
業しました。卒業後も三月下旬に
発表のある国立後期の結果を心配
しながら待っていましたが、不合
格でした。三年生の二学期も塾に
行かずに学校で自主学習をして頑
張っていましたが、残念でした。
来年もまた挑戦することになり、
「今度は受かりたいので、塾へ行
かせて欲しい」
と言って、先輩に聞いて予備校を
探し、自分で入塾の手続きをして
来ました。
それぞれの心機一転を期して、

彼女が一年間予備校通いになる前
に、家族全員で旅行に行こう、と
いうことになり、春休みを使って
親子七人で、千葉の館山へ行きま
した。
改めて思うと、次の年から上の
三人が毎年のように大学受験とな
るので、旅行をするゆとりも時間
もありませんでしたから、この時
に行っておいてよかったと思いま
した。
話をもどして、次男の覚は高校
でもバスケット部に入って毎日練
習の日々を過ごしていました。朝
練をするために毎朝、判で押した
ように同じ時間に出て行きます。「あ
と少しでお弁当ができるから 待
って」
と言っても、きっちり同じ時間に
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家を出て行きます。徒歩での通学
だから少しぐらい待ってもと思う
のですが、お弁当を持たない日に
は学食でパンを買ったり、焼きそ
ばを買ったりして済ませていたよ
うです。
朝練に毎朝出かけるのにはわけ
がありました。この高校は夜間部
があり、授業後の練習に体育館を
使えない日もあるので、毎朝トレ
ーニングルームで筋トレをしてい
たようです。
試合に出るのが大きな楽しみで、
そのために毎日練習に励んでいま
した。
ただし試合は、ほとんどが三学
期制の学校の都合のいい日程で行
われました。覚の学校は前期・後
期の二学期制なので、学校の試験

の日程のまじかにバスケットの試
合があることもあり、部活と勉強
の両立をさせるために自分で勉強
の工夫をしていました。
わたしがそのことを知ったのは
ずいぶんと後のこと、卒業後でした。
あるとき部屋を覗いたら、使っ
ていた教科書やノートが片付けて
られて山積みになっていました。
その中から一冊のノートを何気な
く手にとって、パラパラと見てみ
ました。日本史のノートでした。
見て驚きました。ノートのまとめ
方が、びっくりするほどきれいに
整理されていたからです。
覚に聞いてみました。
「すごいね。お母さんこのノート
欲しいわ」
「ああ、それかぁ。授業中に板書

をそのまま書き写さないで、試
験の前にノートを見れば大事な
ことが分かるように、自分なり
にまとめて書いてあるんだよ」
見るとノートに線を引いて余白
が作ってあり、そこに赤ペンでポ
イントが書いてあったりします。
大好きなバスケットの練習と試
合を優先するために、授業中はし
っかりとその教科に集中していた
のだと、その時に知りました。
覚のこのような段取りの良さは、
普段の生活にも現れていました。
夕ご飯の後片づけを頼むと、その
片付けの一連の流れが見事です。
無駄がないのです。流しに運ばれ
た七人分の食器を種類ごとに分け
て積み上げ、手早く洗い、食器ご
とに伏せてあっという間に片付け
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てしまいます。
子どもたちは、それぞれに得意
な手伝いがありました。
長男はご飯炊き。電気釜で炊く
ので誰が炊いても同じはずですが、
長男が炊いた日は家族もわかるら
しく、
「今日のご飯は、はっくんが炊い
たでしょう。美味しい」
と言います。
食べ盛りの我が家は、一升五合
のお米を炊きます。流しに大きな
お釜を置き、水を張って米粒をこ
ぼさないように丁寧に研いでいき
ますが、何しろ大きなお釜を傾け
るだけでも神経を使います。見て
いると、研ぎ水に手を添えて丁寧
に最後の一滴まで流しています。
無洗米ではないので、この作業を

二～三回繰り返します。美味しさ
の秘訣はこの水切りの丁寧さにあ
るようです。
長女は洗濯物を畳むのが上手。
きっちりと角が整っていました。
子ども達は得手不得手はあって
も、それぞれ任された手伝いを気
持ちよくやってくれるので助かり
ます。ただ、子どもが忙しくて手
伝ってもらえないと大変なことに
なります。一人で全部をこなすに
は時間との戦いになって、つい手
抜き母さんになってしまいます。
部活と勉強にエネルギーを注ぐ
覚は、文化祭も大いに頑張りまし
た。姉の時と同じように、全クラ
スが演劇をします。
一年生の時は「シンデレラ」の
パロディ劇で、脇役の兵士。覚の

友人が女装していじわるな姉役で
出て来て、大笑いしました。次の
年には「 the winds of god
」で、
タイムスリップした漫才師の役を
しました。
子ども達にはいつも感心するの
ですが、小学生の頃から学芸会な
どで人前に出ても、いつも恥ずか
しがらずに歌ったり演じたりして
いました。私のように自意識過剰
さがありません。自分のおなかで
育った子どもが自分にないものを
持って育っていくことに不思議さ
と安堵があります。
覚も大学受験を迎える時期にな
りました。学校の先生になりたい
と言っていましたから、どんな進
路を考えているのかなと思ってい
たところ、
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「お母さん、おれ東大へ行くよ」
と、さらりといいました。驚いて
いる私に「東大の佐藤学先生のと
ころで、教育学を勉強したい」と
のことです。この話を聞いて長女は、
「お母さん、東大に行くならセン
ター試験の点数がほとんど満点
じゃないと難しいよ。覚さんは
苦手な数学だけでも、受験の為
に塾へ行った方がいいと思うけ
ど ‥‥」
とのアドバイス。ところが覚は三
年生の夏休みになっても相変わら
ずバスケットを続けていました。
長男は三年生の時は、机にかじり
つくように過ごしていましたから、
兄弟でもずいぶん違います。
覚が机に向かっているのを見た
時、長男とは真反対の姿勢で勉強

をしていました。椅子にもたれて、
顔を上に向けじっと宙をみている
のです。夕飯の時に聞いてみたら、
「ああ、数学の問題を解いていた
んだよ」
「えっ、上を向きながら ？」
笑いながら聞いてみると、
「お母さん、数学の問題を考えて
る時はあの姿勢がいいんだよ」
と言っていました。
後期の二学期になってもまだバ
スケットをしていました。もちろ
ん自分なりの勉強もしていたよう
ですが、一浪を経験した姉が心配
して、数学の講座だけ塾の手続き
をしに行ってくれました。
さすがにバスケの試合もなくな
り、ようやく受験モードになった
のか、十月に入って塾に行き始め

ました。
年が明けて一月のセンター試験。
英語は満点近くとれましたが、や
はり数学は悪く東大を受験するに
は点がたりませんでした。やむな
く都立大へ変更、ところがこちら
も足切りにあって受験は出来ませ
んでした。覚が担任の先生に相談
したところ、早稲田大の教育学部
を勧められて受験をすることにな
りました。私立の受験はすぐです。
早稲田大を受けることを決めてか
ら過去問題集の赤本を買いに行く
始末です。
受験は三教科。社会は世界史を
選択。覚は赤本を見ながら問題を
解くのではなく、過去の出題の傾
向を見て、ここ何年か出ていない
中世にピンときて山を賭けたよう
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です。この山勘がぴたりと当たっ
たようでした。発表の日、電話で、
「受かったよ」
と知らせてくれたので、
「じゃあ、早稲田に行くんだね」
と言ったところ、
「いや、まだこれから自分で決める」
との返事。いやいや受かったなら
行ってよ、と心の中で思いました
が、確かに自分で決めるべきこと
です。覚は考えた末、早稲田に行
くことを決めました。長女の最初
の受験から四年目、上の三人の受
験が終わりました。後日足切りで
受験が出来なかった都立大から受
験料の一部が返金されてきました。
確かに受験はしなかったので返し
てもらえたのだと納得しました。
（つづく）
お詫び
先号、六十三号に「一心寮の上
方の神社で執り行われた結婚式」
とする写真を載せましたが、間なく
会員の方から、
先日写真の整理をしていたらこれ
と同じものが出てきました。裏の説
明には「こすもす社・平和創造活動
発足式 一九八一年一一月三日」と
ありました。私は一心寮での結婚式
に出たことがないので間違いないと
思います。
とのお便りをいただきました。よく
見れば服装も結婚式ほどには改まっ
ていないし、神主の岩越さんも「結
婚式ではないね」という次第で、わ
たしが未確認のまま誤った説明をし
てしまいました。お詫びして訂正致
します。

後

記

ＮＨ「
Ｋ 宗教の時間］の『生と死をめ
ぐって』で、ピン公の話に久しぶり
に接しました。昭和十九年、戦争の
真っ最中、はじめ塾出身の若者のほ
とんどが出征していて、重正先生は
その若者たちに慰問状を書くのを日
課にしていました。しかし多すぎて
一人ひとりに書いていたのではとて
も間に合わなくなり、
『つりはし』と
いう謄写刷りのものを作って戦地に
送りました。その第一号に載せたのが
このピン公の話「どこへ行く」です。
このお話を読むたびにわたしは、
満州か南方の明日をも知れぬ戦地に
いて、届いた封筒の『つりはし』を
開いて読んでいる錯覚に囚われます。
戦争に引っ張られる年代でない自
分がこのようなことを味わうのは、
わたしのいとこが何人も召集されて
いてその消息を漏れ聞きながら育っ
たせいがあるかもしれません。昔の
アルバムを開くと何枚もの出征歓送
時の記念写真に、母の腕に抱かれた
わたしが写っています。
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ある日の一心寮

第 1 期まみず通信学苑 出発合宿 昭和４９年１１月２～４日
柏樹社の「まみず推進の会」によって昭和４９年にこの学苑が
発足、第１期がスタートした。 （詳細は後の号にて）
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