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愛と知

『白 道』 二

和田重正

愛は本質が平等で相は差別をとる。
知は本質が差別的で相は平等をとる。
大根を食うのも豚を食うのも命を奪って食うのは
同じことだというのは知の世界のこと。
愛の世界では自己に近似近縁のものの命を奪うこ
とがより残酷であると取り扱われる。 ――より広く近
似近縁性を認むる者ほど愛の人である。同民族全体
にこれを認むる人の方がより愛の人である。同民族
にのみ認むる人よりも人類全部に認むる人の方が愛
の大なる人である。人類にのみ認むる人よりも牛馬
犬猫にまで及ぶ人の方がより大である。畜類に止ま
らず一切の生物に之を及ぼす人は最も愛の人である。

一切衆生悉有仏性。之は最大の愛の告白である。
そして知に完うせられた愛、愛に完うせられた知、
愛と知との完き表現である。

二三・八・二一

〇 この世で一番美しいのは恋愛であり、一番貴いの
は母の愛である
そして、一番醜いのも恋愛であり、一番残酷な
のは愚かなる母の愛である
〇 脚の悪い子が友達に揶揄われて怒った。先生は生
徒を集めて不具者は憐れみ、いたわらねばなら
ぬと諭した。その子は死んでしまいたいと思った。
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貧 乏

ぐ

貧乏というものはユーモラスなものである。昔か
ら落語の主役は愚者と貧乏人にきまっている。愚者
と貧乏人は御本人が大真面目で常識外のことをやる
からだろう。実際本気でやることでなければ味の好
いユーモアなどは出て来ない。人をくすぐってやろ
うとして企んだコッケイなど馬鹿々々しくて、その
人間の安っぽさをあらわすに過ぎない。
貧乏も人に話せる常識程度のものならば「貧乏の
楽しみ」も相当あるのだが楽しみ過ぎて程度を超す
と飽きてしまう。貧乏に飽きが来る頃になると、も
う死ぬよりつらい思いをするものだ。大勢の幼い子
を抱えてここまで来ると死ぬことが即ち極楽だとつ
く 思う。而もその極楽の門さえ固く鎖されている
のだ。
死んで極楽へ往くなどと言い出したのはきっと子
沢山の貧乏人に違いない。貧乏人の実感だ。
だが、ここまで来ないとユーモアも出て来ない。

く

まことに貧乏人の生活ほどユーモアに富んだもの
はない。金持ちにはとても想像もつかない喜劇が日
々繰り返されているものだ。
、む
、つ
、の
泊まり客に手拭いの借用を申し込まれてお
洗濯したやつを提供したり、不足料付きの郵便が配
達されて、
「こまかいのがないから」と、あわてて胡
麻化そうとして、
「百円でもいいですよ、おつりはあ
ります」などとおどかされてベソをかく、などは日
常茶飯事。また、家主と配給所の前を通るときには
自転車のペダルの回転が異常に速くなるのが貧乏人
の特異現象なのだが、丁度その関所の前を脇目もふ
らず走り過ぎようとしたとき、いきなり「モシ 」
と鋭く呼び止められ観念の臍を固めて振り返ると「自
転車の紐が解けていますよ」というようなこともある。
しかし、喜劇の裏は悲劇である。主役にとっては
正に悲劇なのである。だから貧乏を憬れたり志願し
たりする者はいない。
だが、望まなくても武運拙く自分が主役を振り当
てられたらその役割を懸命に果たしながら時には観
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客の側に立って喜劇として、これをながめさせても
らっても差し支えなかろう。
一 病床の綱引き

く

Ｓの細君は過労と栄養不足のため暫く前から床に
就いているのだが、二，三日前から急に高熱を発し
て苦しんでいる。Ｓが夕方帰ってきて心配そうに、
「どうだね」
と言いながら細君の額に手を当てているところへ、
三つになる男の子が走り寄ってきた。と思うと急に
大声を出して、
「ヨーエス 」
とやりはじめた。Ｓも細君も「なんだろう」と思っ
てふりかえってみると、子どもは母親の寝ている敷
布団からボロの撚れたのを引き出して綱引きのまね
をしているのだ。二人は顔見合わせて大笑いに笑っ
てしまった。あまり二人がおかしそうに笑うので、
Ｓの老父が聞きつけて、
「どうしたのだね」

と寄ってきたが、わけを聞いているうちに涙を流し
始めたのである。
「なんという悲惨なことだろう。熱病で寝ている母
親の布団の破れ布を引っ張って喜んでいるんだか
らねぇ」
と。Ｓも細君もこのおじいさんの涙の説明を聞いて
はじめて「なーるほど」と納得できたのであるが、
実はＳの家庭にはそういうセンスがないのである。
そのお陰でＳの子ども達はいつも朗らかなのだろう。
またこの事件から、年寄りの涙というものは子ど
もの教育に大抵毒になるものだということを感じさ
せられる。
二 西 瓜

Ｂ君は自他共に許すＡ級の貧乏人である。そして
分不相応に沢山の子どもを恵まれていることは勿論
である。
夏になって西瓜が出始めたときから、彼は朝晩通
る駅前の果物屋の店先を自転車の上から横目ににら
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く

んで、この夏中に一度だけは子ども達に西瓜を食べ
させてやろうと決心していた。
はじめ三百円くらいの値段のついていたのが次第
に下がって八月に入ると百五十円くらいにまでなっ
てきた。値頃はよし、時分は土用、絶好のチャンス
だが百五十円という金はない。随分前から心がけて
いたのだが豪遊のための資金を蓄えることは絶対に
不可能だったのである。毎日店先を通るたびに、今
日も駄目か、と思いながら自転車を徐行させて西瓜
の山を眺め、
「買うならあれかな、これがよさそうだ」
と鑑定しつつ通り過ぎるのである。鑑定に熱中しす
ぎて自転車を通行人にぶつけたことも二回あった。
こうして一週間ほど、朝は「今日こそは」と思い、
帰りには「明日こそは」と、同じことを繰り返した
のだが、遂に神仏の加護にてもあろうか、予定外の
金、二百円をあるところで与えられ、すでに一週間
も切れている醤油の配給を取る方へ廻そうかとしば
し迷ったが、この機を逸しては永久に理想の実現は
不可能になる、と思い直していよ 待望の西瓜を買

ったのである。
風呂敷に包んで自転車の後ろに丁寧に縛り付け意
気揚々とペダルを踏んで家路を指したのである。Ｂ
君の幸福はこの時を絶頂とする ――これを家へ持って
入ったら子ども達はどんな顔をするだろうな。小さ
い子達は食べ方を知らないから種まで食べて腹をこ
、
わしはしないだろうか。そうだ、すぐ食べるよりた
、い
、に水を汲んで冷やしてからの方がいい。いや、
ら
それは駄目だ。子ども達はとても待ちきれないだろ
う。第一寝ぎわに食べさせると寝小便をするのがい
るかも知れない。 ‥‥ええと、子どもが七人、自分た
ち夫婦、それに仏様、都合十人だな、 ‥‥十に分ける
のは難しいな。舟形に切って十に分けるのは難しい
から、はじめ縦に四つに割ってそれを横に五つに切
れば一人二切れずつ山形のやつが行き渡るわけだ。
皮は兎と鶏にやって ‥‥少しは粕味噌に入れなければ
ならない ‥‥ああ、もう子ども達の歓声が聞こえてく
るような気がする。坂道を登り切って少し行くと彼
の家の前の急な下り坂の上に出る。即ち彼の家は坂
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く

下の凹地に集団する長屋の中の一軒なのである。
彼はその坂を一挙に走り下るのは何となくつまら
ない気がしたので、わざと坂の上で自転車を降りて
悠々と立小便をしたのである。そうすると何処にい
たのか、彼の四番目の八つになる女の子が彼を見つ
けて、
「とうちゃーん」
と駆け寄ってきて、自転車につけてある西瓜を平手
で叩きながら、
「これなあに？西瓜でしょう？」
「うん、西瓜だよ。おうちへ帰ってみんなでたべよ
うね」
と、首を半分後ろに廻しながら答えた。
その子は聞くや否や坂を転がるように下りていっ
て家の中へ飛び込んだと思うと、家の中からワァ、
キャッ、キーという異様な歓声と共に五，六人の子
どもが溢れ出して来た。 ――餌を見つけた赤蟻のよう
に ――。ずっとおくれて末っ子の二つになるのがはだ
しでヨチ 着いてくるのが見える。坂の下から口々

く

に、
「おとうちゃん、すいかって本当なの？」
と叫んでいる。彼は坂の上から、
「ああ、本当だよ。いまおりて行くからどいていな
さい。自転車があぶないよ、おっととっと、赤ち
ゃんがあぶない、どけなさいよ、誰か、 ‥‥そーら
行くよ」
と声をかけて彼は特別勢いよく自転車を走らせた。
途中に大きな石があったがよけるひまがなかったの
でドシンと大きくバウンドしたと思うと、その途端
に西瓜は荷台から抛り出されて道端の石に突っかか
り勢い余って隣の流し水にしめった泥の中へ落ちて
しまった。坂下で急停車して走り戻って拾い上げて
みると、余程ひどくぶつかったとみえて風呂敷の中
の西瓜は四分の一くらいのを最大の塊として殆どく
しゃ に潰れてしまって、その上泥水がしみ込んで
いる。
子ども達は誰一人として声を出すものはない。父
親のひろげる西瓜の残骸をボンヤリと見つめている
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く

ばかりである。そのうち彼の妻も出てきてこの有様
を一目見るなり、
「まあ」
と言ったきりでボンヤリ立っている。
彼は咄嗟の場合、何の感情も湧いてこない。勿論
残念だとか悲しいとかは感じなかった。だが、しば
らくして、彼は急に甘い、やさしい、美しい気持ち
に満たされてきて、ボンヤリ立っている妻ににっこ
り笑いかけながら、子ども達に、
「さあ、みんなでこの西瓜を鶏にやりなさい。皮の
ところは兎にやってね」
と言って、風呂敷を包み直して一番上の子に渡し
てやった。
子ども達は父親のこの表情と所作とによってホッ
と救われたように明るい顔になり、みんな一緒にぞ
ろ くっついて鶏小屋の方へ行った。
子ども達は悲劇なのか喜劇なのか判断に困ってい
たのであろう。ところが父親のアッサリした態度を
みて事件の意味が大したことでないことを知って、

く

ようやく我に還ったもののようである。
Ｂ君の子ども達が、ひどい貧乏にも拘わらずひが
んだり、暗くなったりせず、極めてのび と朗らか
に育っているのはこんなところに秘訣があるようで
ある。
もし、この時に父親が深刻な顔をして、
「みんな、ごめんよ、お父さんが不注意だったんだ」
とか、
「なーに、こんなぐらい、また買ってくるよ」など
と嘘を言ったらどうだろう。また母親が、
「おとうさんはなんて不注意なんでしょう。子ども
達がかわいそうじゃありませんか」
と愚痴を言ったらどうだろう。

二四・八・一二
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白い杖

寂

年 の暮 に一 人谷 川の 流れ をな がめ る。 一瞬 のように 流れ去っ たこ
の一 年の 自分 の生 きる すが たが 、 せせ らぎ の音とな ってわが 身内に
響いて来る。寝巻を脱いでからそれをまた着るまで、その日その日、
何 かの 糸に ひ かれ て切 れ目 なく 動作 をつ づけて 来た。 その一々 にど
ん な意 味が あっ たの かは 知ら ない が、 動作 のつ ながりの 奥に無礙 の
い のち を覚 えな いで はい られ ない 。無 心に 流れ去 る谷川の 水とわ が
生きるすがたとどこに違いがあろう。寂、また寂。

なおひ

「考える」と「思う」

11

和田重正
アメリカの子どもの読む本を見
ていたら、
「アインシュタイン博士について、
もっともすばらしいことは、博士
が知った事実ではなく、その考え
方であった。博士はとらわれない
心を持っていた」ということが書
いてありました。私はこれを読ん
だとき、この本の著者はすばらし
い人だと思いました。大ていの人
は博士が発見した相対性原理のす
ばらしさに目を瞠るけれど、それ
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11

を発見した博士のとらわれない自
由な心の働きに思い及ぶ人が少な
いのではないかと思います。博士
はそれまで証明済みだと学者たち
によって信じられていたことにさ
えとらわれることなく自由に考え
を発展させたのでしょう。
わたしたちは何かを考えるとき、
自分が誰かから教えられたり、何
かの理由で思い込んでいることに
邪魔されてなかなか考えが発展し
ないものです。ノイローゼになる
とそれがひどくなって、同じ理屈
を何千回でも行ったり来たりして
どうしてもそこから脱出できなく
て苦しむものですが、普通の人で
も少し混み入ったことを本気で考
えはじめると同じような経験をす
るものです。

しかしこうして持ち合わせの知
識の中で同じところをぐるぐる廻
わりしているうちに、フト今まで
の考えへのとらわれからのがれて
新しい視野が開けることがありま
す。そのときの嬉しさはまことに
言いようもないほどのものです。
恐らく誰でも学生のとき数学の難
問にぶつかって何日もかかって遂
にそれを征服した経験があると思
いますが、そのときの喜びは同じ
性質のものだと思います。
われわれが、理屈のグルグル廻
わりから脱して発見することは、
大ていアインシュタインの発見の
ような誰もまだ気がつかなかった
という本当の発見ではなく、多く
の人々がとっくに知っている、大
したことでないことばかりです。

しかし自分自身にとってははじめ
ての発見ですから、その悦びは同
じです。
私は若いとき、この自分とは何
者だろうと考えはじめたとき実に
いろいろな問題にぶつかりました。
その途中で「時間というものは自
分にとって何だろう」という疑問
にひっかかりました。これは捉え
どころのない問題で何年間も濃霧
の中にいるような気持でした。と
ころがあるとき雀が隣の家の屋根
、ち
、の庭の桜に飛び移るのを
からう
見て、
「物の移動 ――空間」という
ことに気がつき、時間は単独にあ
るのではなく、空間と時間が互い
に支え合っている、つまり時間と
空間は別々に存在するものではな
い、ということに考えついたので
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した。それが緒になって自分とい
うものはいつも時間と空間の交わ
る一点にいる、そしてその一点と
は永遠の今であり全空間的意味で
の此処であると、だんだんに考え
が発展して行ったのでした。とも
、
かく長い問、時間をそれ自体であ
、ものと考え、その時間と自分と
る
の関わり合いはどんなことになっ
ているのだろうと考えていたのが
フトした拍子に考えの道が開けた
のです。そのときの嬉しかったこ
とは今も忘れることができません。
時間がなければ空間もない、空間
がなければ時間もない、というこ
とぐらいは恐らくお釈迦さま時代
かそれ以前から少しものを考える
人なら誰でも知っていたことに違
いないのですが、私にとっては新

発見だったのです。
その他、善とは何だろうとか、
罪とは、心とは、いのちとは、欲
望とは、運とは、など一々ひっか
かってはどうにか自分なりの答を
見つけて来たわけです。それはえ
らい人から見ればまことに浅はか
な答かも知れませんし、もうとっ
くに先人によって立派な答が出さ
れているのでしょうが、私はやは
り自分で探し当てた答でないと満
、ち
、なのでバカな骨折
足できないた
りだと承知しながらやめられない
できたのです。それは自分で納得
のいく答を得たときの悦びが忘れ
られないということもありますが、
それより、自分の心の中のとらわ
れに邪魔されないで、もっと広い
視野で問題を眺めようとする、そ

の過程に大きな魅力があったので
す。私はあまりへんなことばかり
考えているので神経衰弱という病
気だということになっていました
が、 ――それもほんとうでしたが
――むしろ私は考えるのが好きだ
ったような気がします。多くの医
者は考えるのをやめて呑気にせよ、
と言ってくれましたが、今思えば、
それは無理な注文だったと思いま
す。
それはさておき、先人が書き残
してくれ、また先輩・先達が示し
てくれる教えを素直に受け取らず、
自分勝手にさんざん苦しんだ挙句
ようやく辿りついたところが、と
っくに教えに示されてある極めて
簡単なことと同じであった、とい
うことが多いのですが、それでも
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私は余計な骨折りをして損をした
とは思っていません。人から聞い
て知った答と自分で出した答とは
ことばの上では同じでも、実戦上
の機動力が違います。
怠けてはいけない、ということ
は小学生でも知っています。しか
し多くの若者は自分でそのことを
発見したのでなく、誰かからそう
いう 〝答 〟 を教えられて知って
いるので実力がありません。です
から「怠けはいいか、わるいか」
ときけば「わるい」と答えますが
実際はなるべく怠けようとします。
学校ではその程度に知りさえすれ
マル
ば○をくれますが、生活の実戦の
中ではそんな知り方では役に立ち
ません。われわれのように「怠け
るのは本当にいけないのだろうか」

と考えて「いけないのだ」という
ことを自ら確かめた人間は「怠け
ろ」と言われても怠けません。何
故かと言えば「怠け」は損だとい
うことをよく知っているからです。
人は本当に自分に損になることは
しないものです。
怠けもケチの一種ですが、一般
的にケチはいけない、ということ
は誰でも知っています。しかし実
際には誰でも大なり小なりケチな
根性を放さずに握っています。そ
れは、損をしたくない、というケ
チ精神がどんなに損になるか ――
自分の成長を妨げるかに気がつい
ていないからです。気がついたら
誰でも捨てるにきまっています。
ではどうして気がつかないのかと
いうと「損得」ということが本当

はわかっていないからです。何故
わからないかというと考えないか
らだと思います、何故考えないか
というと、実は考えられないので
す。アタマがあるのにどうして考
えられないのかというと、アタマ
の中に溜っている在来の知識が気
こだ
になってそれに拘わるからです。
このことは恐らく誰でも自分の経
験を反省してみると頷けるだろう
と思います。そうするとわれわれ
が、実生活に役に立つほどに問題
を解決ナるには、ひとから教えら
れたのではダメで自分で答を出さ
なければならないことになります。
そのためにはどうしても考えなけ
ればならないということになりま
す。
さてそこで、考える、とはどう
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いうことかを考えてみましょう。
ヘレン・ケラーがはじめて「こ
れが考えるということだ」と気が
ついたときのお話を読んだことが
ありますが、
「自分が考えるという
ことをしている」という事実を知
ることはどんなに大きな人間的な
感激だったか、そしてそれによっ
て彼女が一躍してどんなに大きな
広い世界に出たか、読んでいても
息詰まるほどの感激を覚えたもの
です。
、う
、え
、のと考
、る
、のと
英語では、思
同じ think
という語を使うようで
すが、日本語でも多くの場合この
二つは混用されています。しかし、
、う
、
、と考
日本語では厳格に言えば思
、る
、とは多少違う意味に使われる
え
、う
、のは対象
ような気がします。思

、え
、
を心で見つめている感じで、考
、方は解釈をしたり、あれとこれ
る
とを比較したり、関連をつけてみ
たり ――つまり理屈をつけてやり
くりをする感じがします。
、う
、え
、のと考
、る
、のとどち
では、思
らが大事か。生きる実力をつける
ためにどちらの方が役に立つかと
、う
、方だと思います。
言えば、断然思
むろん思っていれば自然いろいろ
考えますから、この二つを切り離
すことはできませんが、考える方
に力を入れていると、ものごとの
、
本当の意味もわからず、従ってよ
、答は得られません。屁理屈をこ
い
ねるということになり勝ちです。
われわれは何か疑問を持ったら
一通りはひねくり廻さないでいら
れませんが、いつまでもひねくっ

ているのは愚かなことです。知識
や理屈は一応隅へ置いておいてそ
の問題をジッと眺めていると問題
の本当の意味がわかってきます。
すべての問題は問題自身の中に答
がありますから、それが自然に見
えて来るものだと思います。
話が跳びますが、人間に必要な
ものは知識ではなく、知能だと思
います。つまりアタマのハタラキ
が大切だと思うのです。そのハタ
ラキをよくするというのは自由に
するということで、自分の溜め込
んでいる知識や理屈にとらわれる
ことなく、ものごとの真実の意味
、が
、た
、というか、ともか
というかす
く本当のことを味わい取る能力を
高めることです。
それには、自分のアタマで勝手
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なやりくりをしないで、静かに問
題を見つめる習慣をつける必要が
あると思います。もっとも、本当
にやりくりを止めて問題と対面し
たらば、実感としては問題が自分
の外のどこかにあるのではなく、
自分のふところに入ってしまって、
それをあたためているような感じ
がします。その辺のことは誰でも
経験していることで説明の要はな
いと思いますが、ともかく人間が
、く
、う
、生きるのにはこの思
、ことが
よ
何より大事だと思います。
ところが今日の学校教育の実際
を見ると先ず精力の七〇％は知識
の詰め込みに費されています。そ
、法
、の
の残りの半分以上は考える方
伝授に使われています。
（これも知
識の詰め込みの一種だとも言えま

す）そうすると、思う訓練をする
、と
、り
、はどこにも残されません。
ゆ
ですから近頃は、よほど真面目
、わ
、な
、い
、で、
な人でない限り、何も思
、え
、る
、だけの実
せいぜい屁理屈を考
に浅はかな人間になるのだと思い
ます。
全くわるい教育です。人間を人
間らしく上等に育てようとせず、
なんとも言いようもないガサツな、
ガラのわるいものを大量生産して
います。人間と勁物の中間のよう
な畸型が雲のように現われ世間を
横行しています。こんなことが教
育だとして本気で行われるのはど
ういうわけでしょう。どこかに ―
―いや、人間よりもっと尊いもの
があるというとんでもない迷信の
せいだと思います。文明・文化・

産業・カネ、それらの奥に国家と
いう怪物があってそれらのために
人間の生き血を吸い上げているの
が現実ではないでしょうか。それ
は決して日本だけのことではなく、
体制の如何に拘らず世界のどこの
国も同じです。
どうか若い人だけでも思うこと
のできるような教育を先ず日本に
実現したいものです。

まみず第六巻 第十一号

昭和四十六年十二月号

- 13 -

白い杖

ト クが 好き でソ ンが 嫌い なく せに 、ト クを のがし ソンを つかんで ば

、も の
か りい るの が愚 かな 人間 だ。 それ 程ト クを したい なら身に 、
なる
、く
、ものと、どっちが 大事か考えればいい。、
、こ との功徳
と身 につ
よい
、る
、く
、が、お 金や点数は 身に、
、だけだ。つ
、ものに 目がくら
は身 にな
つく
、る
、方を軽んじるほどソンなことはない。
んで、な

うみ １

母というもの

和田重正
今年は「母」について書いてゆ
くことになっておりますが、母と
いうものは誰にとってもよほど深
い思いの中にあるものとみえ、昔
から母を想い、母を讃えることば
うた
はどのくらい述べられ、謳われた
か知れません。また教育の立揚で
は、母がどんなに決定的な影響を
子どもに与えるか。教育者として
母親はどうあるべきか、などを説
かれた書物がどのくらい出ている
か、とても算えることはできませ
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12

ん。母性とは何か、と少し開き直
った姿勢で、この不思議なるもの
を究明しようとした人も少なくあ
りません。
ともかく母について考えられ、
語られ、書かれたことは人類始ま
って以来文字通り無数だと思いま
す。しかも尚、飽きられもせす、
今日もまた人々によって新たな感
慨をこめて語られ、明日も明後日
も語りつづけられてゆきます。人
の子があり、母がある限り、この
不思議なものへの思いは語りつづ
けられるでしょう。
それは丁度、恋愛がどんなに多
くの人々によって、どんなにあら
ゆる表現を以って語り尽くされた
ように見えても、それが真実の感
動によって語られるとき、そのこ

とばはまた新たないのちに満たさ
れ、飽きられることがないのと似
ています。
自然についても同じことが言え
ます。自然の偉大さや美しさや無
私について、古来どんなに語られ
たか知れませんが、それでも語る
ことばが悪くなってしまったとい
うことはありません。
母というものは恐らく、愛や自
然にも増して、どんなに味わって
も味わい切れない絶妙な何かであ
ることに間違いはありません。
私は今、過去無数の人々によっ
て語られた母についての無数のこ
とばの上に、更に一語を加えよう
としています。それは誰かによっ
てすでに幾度となく用いられたこ
とばであるかも知れません。しか

し、私は「母」について思うとき
心に起こる激しい感動を抑えるこ
とができないのです。その感動に
よって語らせられることばはやは
り私の創造だと思います。何千億
の輝く星にちりばめられた大宇宙
に微かな一つのわが星を加えるこ
とを許された喜びに似た興奮を感
じます。

私は「毋」について語ります。
しかし私は詩人でないから母の
慈愛や忍耐強さを心ゆくまで讃嘆
することはできません。学者でな
いから毋とは何であるか、を詳し
く究明することができません。道
徳家や教育者でないから「母」の
あるべきすがたを説き世の母親を
導くこともできません。だとする
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と、自分は何を語るつもりなのか。
――やはり「母」についての随想
ともいうべき型のない独語になる
のだろうと思います。
私は母について漠然と次のよう
なことを考えている ――というよ
り感じています。
それは、母は母である前に妻で
あり、妻である前に女であり、女
である前に人間であります。つま
り人間という枠の中に女があり、
女の枠の中に妻があり、妻の枠の
中に母があるわけです。そうする
と本当によい母であるためにはよ
い妻でなければならない、本当の
よい妻であるためにはよい女でな
ければならない、よい女であるた
めにはよい人間でなければならな

い、という理屈になります。そし
てこの理屈は一応は正しいような
気がします。怠け者でウソつきの
人間としてクダラナイものがよい
母であるわけはないし、男か女か
わからないような女がよい母であ
るはずはありません。悪妻がよい
母であり得ないのも勿論です。
ところがよい妻であろうとして
夫へのサービスにばかり熱中して
子どもの面倒をよくみない母はよ
い母ではありまぜん。これは結局
夫にとってもよい妻ではないこと
にもなります。しかしこういう例
はあまり見たことがありません。
此の頃よく見聞するのは母であり、
妻であるより女であることを自己
主張したがる場合です。それがこ
うして夫や子どもを捨てて好きな

男のところへ行ってしまうような
のが案外流行っているらしいが、
それは相手の男にとってはよい女
であるかも知れないが、よい妻で
も母でもないことは勿論です。
こう考えてくると、よい母にな
るのは大変なことのような気がし
ます。よい妻よい女よい人間でな
ければならないと言って、あまり
妻とか女とか人間という面に力を
入れすぎると却っておかしなこと
になってしまいます。これは一体
どういうことなのでしょう。
、し
、さ
、と欲望の混
私はこれは、ら
同から来る錯覚が原因だと思いま
す。例えば女らしさはいくらあっ
ても、よい母の差し障りにはなり
ませんが、女の欲望を強く主張す
れば「母」は犠牲になります。
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、し
、さ
、とは何かと言えば、
ではら
意外にも、欲望の抑制から感じら
れるものではないかと思います。
人間らしさは、人間のもつ本能的
欲望を無制限に肯定し発揮するこ
とではなく、反対にそれを抑制し
他に転換しようとする人間の努力
或いは決意に見られるのではない
かと思います。女らしさというの
も女の本能的欲望を恣に発揮する
ことでなく、それを抑制してエネ
ルギーを他に転換するところに現
われるのではないでしょうか。
そうだとすると、よい母とは人
間らしく、女らしく、妻らしく、
母らしい母だと言うことになりま
す。つまり妻や女や人間の本能的
欲望に強くとらわれそれに溺れる
ことのない母がよい母だというこ
とになり、さらに母性の本能に盲
目的に溺れるのもよい母ではない
ということになります。
母性の本能とは、例えば鶏の母
親がヒヨコを外敵から護り庇おう
とする姿に見られるあの自然の能
力です。母性愛というのでしょう
か。その能力がなくなっては、如
何に知能の発達した人間といえど
も子どもを育てることはできませ
ん。しかし人間の場合はその本能
を野放しにし、本能のみに盲従し
ていたらば文化社会に生存し得る
人間を育てることはできません。
もっと広い視野で周囲との調和協
調によって自分をより大きく生か
す、本能以上の知恵を働かしてこ
そ文化社会における社会性を育て
ることができるのだと思います。

ところが世の中には実際メンドリ
とあまり違わない母性本能だけで
子どもを育てている人が実に沢山
います。そうして極端に自己中心
的な反社会的性格をもった子ども
を作り、そのひどい場合は犯罪者
を育てています。こういう実例は
無数にあります。
近頃子どもの数が少なく教育が
行き届いているのにも拘らず、非
行少年やそれに近いような反社会
的性格をもった青少年が激増して
いるのは、他にも社会的要因もあ
るでしょうが、戦後の母親の中に
知識を持ったメンドリ的な（自分
の子だけがむやみに可愛く、物を
豊富に与えてよろこばし、苦労を
させるのはかわいそうだという）
心構えの人が非常にふえているこ
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とが最大の原因だと思います。文
化社会の母らしい母が減ってきた
のだと言えるでしょう。
さて「母」について総論的意味
でもう一つ言いたいことは、子ど
もの教育主任である母親は是非と
、い
、を持ってもらいたいことで
も願
す。そしてその願いはなるべく上
等な願いであってもらいたいとい
うことです。
筋の通った確かな生き方をする
のには母ばかりでなく誰でもハッ
キリした願いを持つことが大切で
すが、子どもの性格形成に絶大な
影響力をもち、その人生観と生涯
の運命を支配する母親は是非とも
、い
、願
、い
、を子どもにかけてもらい
よ
たいと思います。
稀には何も願いを持たず、時の

流行にしたがい、自分の見栄や目
前の欲望にかられるだけで子ども
を引き廻わしている母もあります
が、多くの母は漠然とであっても、
「子どもはこうあってもらいたい」
という何か願いを持っていると思
います。しかしその願いにはピン
からキリまであるでしょう。
ある母は、他人の厄介にならず
独り立ちして食って行ける人にな
ってもらいたい、というまことに
つつましやかな願いをわが子の上
にかけているかも知れません。あ
、て
、くれる優し
る母はわが老後をみ
さと能力を持つ人になってもらい
たい、という自分本位の願いを子
どもにかけているかも知れません。
またある母は強い人になってもら
いたい、と願っているかも知れな

いし、或はまた勇気のある人、正
義感の強い人、まごころの人を願
う人もあるでしょう。中には世渡
りのうまい人や、金儲けのできる
人を狙っている母もあるかも知れ
ません。世のため人のために献身
できる人というのもあるでしょう。
挙げて行ったらキリがありません
が、実際に一人一人の母親に当た
ってみたらば、その人の境遇など
によっては思いもよらない願いを
子どもにかけている人もあるでし
ょう。私のみるところでは母子家
庭、中でも母一人子一人の場合に
はなかなか複雑なそして強烈な願
いが一人の子どもにかけられるこ
とが多いようです。
ともかくいろいろな願いがかけ
られる訳ですが、その願いの種類
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と強度によって子どもはそれぞれ
の運命に押しやられるのだと思い
ます。
子どもへかける母の願いの大部
分は「どうかしあわせであってく
れ」という母の慈愛から出たもの
でしょうが、しあわせが具体的に
意識されるとき、前に挙げたよう
ないろいろな形として感じられる
のだと思います。それはその母の
人生観とか価値観とかの相異によ
ってその違いが出て来るのでしょ
う。
ですからなるべく上等な願いを
持ってもらいたいと傍からお節介
をやいても、急に取ってつけたよ
うなカッコイイ願いを取り入れる
ことはできません。たとえ取り入
れたと思ってもそれは虚しいもの

で実力にはなりません。
そこでこの話もまた、どうか
「母」たるものは忙しいなどと言
わずに、人間のしあわせとか、生
きる意義、というようなことに時
々、気を配ってもらいたい、とい
うお説教めいたところへ来てしま
いました。
お母さんへお願い ――
子を持つお母さんから、母として感ずる
こと、願うことなどを書いたお手紙をい
ただきたいのです。
質問や相談でなく、ただの随想のような
内容のものをお願いします。文の長短は
不問、お母さんの老若も問いません。な
るべく家族構成なども添えていただけれ
ば幸いです。
これをお読みになった方と個人的な接触
を願うのと同時に、これからの欄を書く
ための資料にさせて頂きたいのです。
はじめ塾 和田重正
まみず第七巻 第一号
昭和四十七年 一月号

版画 村木 義一

ともえしゃち
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和田重正先生をかこんで 二

「いのち」と「あたま」

久和 大学生

座談会出席者（発言順）
瀧
柚木 茂子 大学生
敏之 小学校教師

村木 義一 一心寮
林
大塚 卿之 会社員

次

はじめ塾や一心寮で定例的に開
かれている懇談会、一心会が、過
日「
「あたまといのち」をテーマ
に和田先生を囲んで催されました。
これは本誌一、
二月号の座談会「ケ
チな根性」とも深い関連のある内
容でしたので本稿のような形でま
とめさせていただき、みな様にも
お読みいただくことにしました。
編集部

目

＜

＞

昭和四十七年二月六日
はじめ塾にて

いのちとあたま
自力と他力
気ままに生きる
ふところ手して生きる
サッとやる法

いのちとあたま

瀧 人間が向上発展の道を正しく
、の
、ち
、の声
歩んでいくためには、い
に耳を傾けていのちの欲するとこ
ろに従って生きていけばいい、と
先生は度々言われていますね。確
かに、人間以外の生物は、そうい
う意味でいのちそのままを生きて
いる、また生かされているという
感じがします。しかし、人間の人
間たる所以はアタマがあるという
ことですね。
和田 瀧君の手紙の中に、あたま
の働きだっていのちの発現なんだ
から悪くないはずだのに一体どう
してＩというようなことが書いて
ありましたが、これはもう、みん
なが一番困るところですよね。
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司会『まみず』二月号の座談会で、
お母さんが妊娠すると先に生まれ
た子どもには、それがすぐ分かる、
そしてこの「分かる」ということ
からケチが生まれるのだと言われ
、た
、ま
、
ていますね。そうすると、あ
が、ケチな根性のもとなんでしょ
うか。
和田 そうそう。ケチな根性なん
てのは、あたまがなかったら出て
こないですね。
司会 「人間が個として生きている
こと自体に矛盾がある」
（二月号）
と言われるのも、そういう意味で
すか。
和田 そうです。キリスト教の人
なんかでも、個という感じが全く
無くなってしまった。本当に神と
一体になったという風な人がある。

と読んだり聞いたりしたことがあ
るけど、そうなれば、そこには矛
盾は何も無いでしようね。だけど、
およそ個としての意識を持って生
きている以上どうもこれは矛盾が
あると ‥‥。
瀧 矛盾が生まれてくるというの
はいのちの働きと、あたまの働き
の矛盾ということですが、いのち
がいのちの性質として自己拡大を
遂げていこうとする方向に対して、
あたまというのは、自我の枠をあ
くまでも守り通そうとする働きが
あるので、そういう相反する働き
のあるものが人間の中にあるから、
そこに矛盾が現われるということ
でしょうか。
和田 まさにその通りだと思うん
ですね。自分の心の中には善もあ

れば悪もある、つまり神と悪魔が
闘っている、みたいな表現にもな
るでしょうし、自分一人の中に全
く相反する力が働いているという
ことを感ずると ――これは誰でも
言いますね。
じゃあどうして、何も無かった
はずのところに、わざわざそんな
矛盾したものが出て来たのか ‥ ‥
と思うとくやしいと思うですね。
司会 本当にそうですね。
和田 どうせ出来るなら、そんな
変なものは出来ない方がいいじゃ
、う
、し
、て
、と
ないか、と思うけど、ど
言ったって、私にはそんなことは
分からない ――仕様がないと思う
んです。事実としてそんなふうに
なっている。
何か個人・個というものが、そ
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ういう矛盾を持ちながら苦しんで
いって、その行き先きというか、
一番最後のいきつく処は、さっき
言った神様と一体になった、全く
個を抜けたような状態になること
なんだろうと思うんですがね。
柚木 二月号で「矛盾というのは、
一つの人間的な理解の仕方であっ
て事実というものはわれわれの人
間的な理解と必ずしも同じではな
い、と言うより、絶対に一致しな
いと思う」と、先生が言っていら
っしゃるのは？
和田 昨日、古い雑誌をヒョイと
見たら、山田無文さんがこんなこ
とを言っている。出された色紙に
「美」と書いて、その説明を求め
られた時本当に仏の智慧を得る、
つまり仏の眼を開くと、一切が実

に美しく見えるんだと ‥ ‥そして
この仏の眼を開くということが、
本当の人間の生き甲斐なんだとい
うつもりで書きました ‥‥。
まあ、本当にそうやって仏の光、
仏の限で事実を見たときには、恐
らく矛盾というものは無いんじゃ
ないかと私も思うんです。
そしてやっぱり、そっちの方向
に進んでいくのが人間の進歩とい
うものなんだろうなと思うわけで
す。
自力と他力
瀧 神と一体となった生き方と言
う場合、人間として生きていくた
めに他の動物の生命を奪わねばな
らないという問題がありますね。
そうしますと、どうしても個体と

してのいのちを意識せざるを得な
いと思うんですが。
和田 人間が個として生きてる以
上その矛盾からどうしても逃れる
ことはできない、という面を非常
にはっきり強調していくのが他力
の生き方だろうなと思うんです
ね。
司会 自力の生き方では ‥ ‥。
和田 そういう矛盾の面よりか、
善悪 ――個という立場でなければ
善悪は出てきませんから ――を超
えたものだけに眼をつけてゆく、
他力の人の言う罪悪感というよう
なものを超えて生きるという方向
にズバッと単刀直入にいってしま
う ‥ ‥これが恐らく、自力聖道門
の生き方じゃないですかね。ただ、
その人の現実の生き方や意識の上
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では非常に違うかも知れないけれ
ども、行うことでは結局同じよう
になるような気がするんですね。
司会 理屈では分かるようだけど
‥‥

和田 例えば他力の人は、親鸞上
人みたいにどうにもならないんだ
と言って嘆き、絶望していく。そ
の一面絶望であるからこそ本当に
こうして救われるんだという喜び
を得られるわけですね。こういう
人は矛盾という面を非常に強く見
てるわけです。
自力の人はそんなことは言わな
いでしょうね。懺悔しようと思っ
たらば、
「端坐して実相をおもえ」
と、スパッとね ――。じゃ、そう
いう人は善悪とか、罪悪感とかが
主観としては無いのかも知れない

けれど、然し現実の生活の上では、
個としての立場で眺めたときには、
善もあり悪もあり、その両方を行
なっているんだろう、ということ
になるんですね。
司会 やっぱりむずかしい ‥ ‥。
和田 私なんかその矛盾の方が非
常に目につくたちの方ですね。だ
から自分に個として生きていると
いう意識が無くならない限り、あ
たまでこれはこうこうとキチンと
整理をつけるというのは容易なこ
とではない。
瀧 日常生活でも悩みとか失敗と
かいろいろ、ノラクラしながらや
ってるんですが ――それは絶対的
絶望だとか悩みではなく、個とし
て悩んでいるんだけれど ――その
悩み全部をひっくるめて安心した

世界 ――大安心の上の不安といっ
た生き方 ――があるのじゃないか
という気持がこの頃大分してるん
です。
和田 人間である以上、価値観が
あり、善悪があり、そしてその中
に生活の上では矛盾というものが
ある。平和がいいと言うものの争
わなきゃならないことも出てくる
かも知れない。広い一切平等の中
で、どう生きるかという大きな道、
方向というものに従って、理屈は
とにかく、個を生かしてゆくこと
より他に実際にはないんだろうと
思うんです。
「平等に住して差別事
を行ず」という言葉がお経にあり
ますが、つまり、平等という立場
で差別をちゃんと行ってゆくとい
うことですね。
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気ままに生きる
司会 自分の行動を見てみると、
矛盾を意識していようと、してい
まいと、どっちにしてもやっぱり
「円満な行動」をとり得るんだと
先生は言われていますが、この円
満というのは ‥‥。
和田 バランスのとれた ‥‥。
、の
、ち
、の満足する行動 ‥‥。
司会 い
和田 ちょっと逆みたいですね。
そういう行動ならいのちが満足す
るかも知れないけれども。
村木 それは社会のワク内での生
き方、ということになるでしょう
か。
和田 必ずしもそうは思わないで
すね。常識的な見方からすると、
どうも一寸その社会のワクからは

み出してるな、という行動の方が
多いんじゃないかな、どっちかと
言うと。
ただ、世の中の標準と違うこと
をやると、あいつは変な奴だと思
われて損をするから、やっぱり大
変結構な人間だと言われましょう
と思って無理してしたいことをし
ない、ということが多いんじゃな
いですか。
村木 ワクの中だろうが、はみ出
ようが、それにとらわれない ‥‥、
和田 私はこの頃つくづく自分で
感じるんですが、この世の中にど
んなものでも、どんなことでも面
白くないということはないですね。
ところがね、たとえばそこの書
斎を開けると狭い庭があって、草
があったり小さな池がある。それ

だけで充分楽しめばいいのに、本
当にスカッと何の懸念もなしに楽
しむことができない、何かこう、
そうさせない何かがあってね、充
分に生きているという感じをそこ
で削られているんですね。だから、
それを削られないで、丸ごと味わ
っていけば申し分ないんじゃない
のかなあとね ‥‥。
瀧 丸ごと楽しめないというのは、
自我と関係があるんですか。
和田 と思うんですね。やっぱり
どこかに打算があって ‥ ‥、こん
なことに本当に打ち込んで楽しい
というのは何かすまないというよ
うな感じがしたり、もっと高級な
ことに心を使わなければいけない
、ま
、
と思っていたり ――そういうや
、さ
、みたいなものを感じるんです
し
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ね。
それでまあ、やましさなしにし
て楽しんでいる ――そういうこと
が段々何となく分かるような感じ
がしてるんですがね。
村木 先生の言われる「本心」と
いうようなことなんでしょうか。
和田 そう、近いですね。
村木 そうすると、子どもが遊ぶ
というような状態 ‥‥。
和田 大体そういうことですね。
本心がそのまま現れると遊びにな
ってしまうんじゃないですかね。
村木 遊びというのは、結果を求
めるということはないわけですね。
ところが、結果・目的のないこと
を我々がするということはないわ
けですね。大体、何らかの結果を
予定して、そのタメにばかりする。

タメにしないと食えないというこ
とが出てきますから。
和田 結果を念頭におかずにやり
たいことをやって、それで食って
いける、とにかく世の中に生存し
ていける ――そういう世の中であ
ればいいなということも考えるけ
ど、もう一面、今の世の中でもそ
れでいけるんじゃないかなという
ゆ げ
ことも思いますね。仏教で遊戯
ざんまい
三 昧ということを言いますね。
本当に打算なしでいけるんじゃな
きゃ、うそみたいな気がするんで
すね。
いけるから、だからやりましょ
うとか、いけないからやらないん
だということではないような気が
する。
林 「本心がそのまま現れると遊

びになる」ということは、遊びが
本心だとも言えるわけですか。
和田 外岡（豊彦）さんが「あん
たそのね、気ままというのはよく
ないと思ってるでしょう」と言う
から、「思ってる」と言ったら（笑）
。
「そりゃどうかな、みんなそう思
ってるけど、気ままにもいいとこ
があるんじゃないかしらん」とい
うわけですね。
気ままというのはよくないと、
じゃ、あらゆる気ままが全部よく
ないかと言われりゃ ――その気ま
まという言葉の使い方にもよるか
も知れないけど ――非常に純粋な
気ままというものが若しあるとす
れば、気ままが一番いいんじゃな
いかということですね。
司会 逆かならずしも真ならず‥‥
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和田 しかし、逆かならずしも間
違いではない、と。つまり、遊び
が全て本心かというと、その遊び
きよ う
という事柄の中に、いろんな 夾
ざつぶつ
雑 物が混じってきてしまうよう
な気がするんです。しかし一方で
は、純粋な気ままという言葉と同
、粋
、な
、遊びは本心だと
じ意味で、純
も言える ‥ ‥ ということですね。
ふところ手して生きる
司会 先生はよく「自分はブラブ
ラふところ手して生きている」と
いうことを言われますが、それは
先ほどの気ままな生き方と言える
わけでしようか。僕は自分ではブ
ラブラ気ままに生きていないと思
っていますけど、先生のその言葉
を思い出す度にどうも自分は不真

面な充実しない生き方をしてるん
じゃないかなと、非常に感じるん
ですけど。
和田 私がふところ手で生きてる
ということはね、誇りに思って言
ってることではなくて、無為で生
かされているということなんです
ね。だから本当はもっとふところ
手でなく生きたいんだけども。ー
ー気ままに生きてるということで
はないですね。要するに、一生懸
命にせっせとやらないで怠けてい
る。
司会 真実を求めて生きてこられ
た結果がふところ手になった ‥ ‥
和田 そんな偉い話じゃない
（笑）
。
司会 然し本気で生きてると ‥ ‥
和田 ふところ手になってしまう
（笑）しかしね、お釈迦さまが年

中ふところ手していたということ
になった日には ‥‥。
（笑）ふとこ
ろ手ではましなことは出来ないで
すよ。
司会 われわれサラリーマンは、
会社という一つのワクの中に入ら
ないと生きられない、という或る
種の不安があるわけですね。
和田 そういう点からぱうと、ふ
ところ手はワクの中に入っていな
いということは確かにありますね。
司会 それにはやはり勇気がいる
‥‥

村木 この頃ではそういう可能性
が容易な時代じゃないですか。
和田 たしかに戦時中みたいな物
のない不自由な時代に、私はどん
な組織にも入らないで手ぶらで生
きていたわけです。これは別に誇
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るべきことではないけど、類がな
いことでしょうね。その当時は何
から何まで同業組合みたいなもの
につながって生きていたものです
よ。
父が、こんなことをしては駄目
だ、何かしらそういう団体に入ら
なけりゃ生活は出来ないんだと言
いましたが、私はこういうことを
うそぶいていたんです。
「みんなは
人間の同業組合に入ってるけど、
こっちは神様と直取引きだ ――」
と言ってね。
その時分は本当にそう思ってい
ましたね、これで食えなくなった
ら世の中大間達いだ。
司会 やっぱり、ふところ手には
大変な勇気が必要なんですね。そ
してそうした勇気は、本心を貫く

という、人間の生き方の根本にか
かわってくるわけですね。
サッとやる法
柚木 私などは、そういう何かを
したいというようなことよりも、
日常生活の上でやらなきやならな
いことが一杯あるのに ――時間は
あるんですけど ――中々片づけて
いけないで困ってるんですけど。
和田 私なんかも年中いっぱいし
なけりゃならないことがあって、
年中追いかけられていますね。
柚木 掃除をすると気持がいいか
らといってすると余り気持はよく
ないんです。そんなこと考えずに
やっちゃうと苦痛ではないんです
ね。考えながらやってるとスッキ
リしない。この頃は考えてやって

るから、余りよくないんです ‥‥。
和田 人間は結局いろんなことを
思ったり、思わなかったりしなが
ら ‥ ‥しかし思っても思われなく
ても何かやるんですね。思った方
がダメだと言っても思わざるを得
ないこともあるし、思った方がい
いと言ってやるとギコチなくて余
りサッパリしない。
司会 僕なんか軽挙妄動的なんで
すよね、思いつきに動かされてる
わけです。そうなると段々すらす
らとやれることがやれなくなる、
また失敗するんではないかと。自
分のやることを先に先に考えて、
結局勣きがとれなくなってくる ‥
‥悪循環。
和田 じゃ、全くうまいことを教
えましょうかね。
（笑）
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それは、サッとやればいいんで
すよ。そうすると、何か浅はかで
まずいことが起こってくるでしょ
う。それでもやればいいんですね。
人間だから浅はかだったというこ
とはすぐ分かるでしょう。
司会 ような気がします。
和田 分かったら、何とか浅はか
でなく本当の意味を捉えてやるよ
うに何とかならないか、という工
夫もでてくるものですね。それを
ただ浅はかだと言って、そこで慎
重になろうと思ったら一つも進歩
しないですね。そこは実践で最も
大切なことです。私はそう思う。
失敗を恐れるために我々はどうも
慎重になり過ぎるんですね。失敗
なんかしてもいいんですよ。サッ
とやろう思うことはサッとやれば

いいと思う。サッとやって人間は
進歩してゆくんだと思う。
柚木 見栄があっても ‥‥。
和田 そうですね。見栄があるか
らこれはいけない、無くしてから
やりましょうなんて言ったって、
絶対無くならない。神経衰弱とい
うのは、
「サッとやれない病」です
よね。
「何でもやらないで慎重にする」
んでなくて、
「やって慎重さを会得
してゆく」ことなんですよ。やら
ないで考えたって絶対に慎重にな
らないですよ。だからそこを間違
えると神経衰弱になっちゃうわけ
ですよ。
大塚 頭の中で慎重というのは、
ただの心配ごとなんですね。普通
我々は心配でやらないだけですね。

林 悪いことばかり考えて、なる
べくやらない方向で考えているか
ら ‥‥、
和田 ろくなことにならない。
柚木 特にひまだとグズグズして
しまい勝ちですね。
和田 結局、割に引っ込み思案の
人は、欲ばって損してますね。う
まくやりましょうと思って、まる
っきり何もしないでしょう。その
人間の柄に合っただけのことをサ
ッとやるよりしようがないからや
るんです。そうすると進歩するわ
けですね。
まあここでしめくくりの意味で
一番最初の問題に帰るわけですが、
人間は猿を超えて ――つまり欲望
が発達し、同時に知能が発達して、
いのちに沿うとか、いのちの命ず
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るところに反するとか、そうした
選択の自由を獲得したわけですね。
そしてこの選択の自由によって、
色々間違いを起こしたり、間違い
を犯さないようなあたまの働かせ
方を会得させてゆく ‥ ‥その過程
の中に、何か素晴しいものが生ま
れている ――ちょっと洒落て言え
ば「いのちの芸術」みたいなもの
として描かれている。
そして、そうした選択を何とか
誤たず矛盾のない個としてのあた
まの働きを通しながら、そこに全
体としての矛盾がない、そういう
生き方を求めていかざるを得ない
というところに非常に面白味があ
ると思う。
そして結局人間の生きてゆく根
本の姿勢、生き甲斐はそこにある
昭和四十七年三月号

まみず第七巻 第三号

と思うんですけどね。
どうですか。

手書き未定稿

教育とはなんだろう
和田重正
世の中が険悪になって来ると
「教
育」の声が高くなって来ます。そ
して子どもをどんなに育てたらよ

いかが盛んに論じられます。大体
が、なるほどと思われるのですが、
なるほどと思えない部分もありま
す。それは、どんな姿、形に育て
ようというところからの発想で、
その子（または青年の）本来持っ
、さ
、
ているものを育てようというや
、い
、心根からの発想でないものが
し
多いように思われるのです。殊に
若い先生やお母さんたちは我欲が
突っ張っていて、子どもを無視し
ている場合が多いのではありませ
んか。乱暴な言い方ですが、自分
が歳をとってくると若い親や先生
の我の突っ張りが目に付いてくる
のです。悪気でないことは分かる
のですが、何か、反省が足りない
ような気がするのです。あまり反
省ばかりしていると、子どもを指
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導する能力が失われてしまうので、
その辺は大変難しいところかと思
いますが、その難しいところをど
うやって行くかが、先生や親が自
分に対処する重要な点かと思いま
す。
ヒトを教育しようと思う人はま
ず自分を十分に顧みなければなり
ません。しかし、自ら顧みること
、ま
、やさしいことではありませ
はな
ん。顧みたつもりでもそうなって
いないことが多いと思います。
「正直でなければいけない」と子
どもに向かって先生や親はよく言
いますが、それでは自分が本当に
正直であり得るだろうか、なるほ
ど普段は正直でいられるでしょう
が、
「いよいよ」
、という場合にで
も正直を通せるかどうか、自分の

命 ――と言うほどでなくとも、自
分の運命を決定するようなギリギ
リの場合でも、それでも正直とい
う美徳を通せるだろうか、なかな
か難しいことでしょう。
文字や数理を教えるのも教育の
一部でしょうが、それが教育のほ
んの一部であって、もっと大事な
のは人間の根性を確立させること
です。では根性を確立させるとは
どういうことでしょうか。
差し当たり自分の利害にとらわ
れずものごとの道理に従ってある
いは真実に沿って行動することと
言えるでしょうか。
夕方鶏小屋の戸を締める責任を
負うている者が何かの都合でそれ
を果たさなかった。そのため夜中
にノラ犬が入って鶏を五・六羽も

かみ殺した、というような場合そ
の責任者は、自分がその責任を果
たさなかった、とは言いにくいの
で、
「後で誰かが鶏小屋に入って締
め忘れたのだろう」とごまかしし
たくなる。それに似たようなこと
が世間には沢山あるらしく、似た
ようなバカバカしい出来事が毎日
新聞に載っています。
ともかくわれわれはもっと本気
でなければいけない、と思います。
少なくとも子どもや青年の教育に
ついて、大人はもっと力一杯誠意
を尽くさねばならないと思う。教
育を自分の社会的責任としている
親や教師は一段と深くその責任を
自覚しなければなりません。
勉強がその子の本来の能力を著
しく下回っている場合もその指導
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者は責任を感じなければならない
が、それよりもっと問題なのは徳
性の涵養についてです。学校で形
、な
、し
、によって徳性を
式的な道徳ば
涵養しようと思っても、その先生
や彼らの親たちの実生活がもっと
厳格なものでなければ無理です。
そればかりか、毎日の新聞に出て
くる（社会的に）偉い人たちの醜
聞、 ――子どもたちはあんなもの
には興味がないから熱心には読ま
ないでしょうが、それにしてもあ
れは青少年によい影響は与えない
と思います。新聞には新聞の、別
の面からの要請もあるのでしょう
が、ああした醜聞が子どもたちの
耳や目に届かないようにする工夫
はないものかと思わされます。今
のままでは時代が進んでも、変わ

っても社会には本当の進歩は期待
できないのではないかと思うのです。
一つの考え方としては、醜聞に
慣らされながらそんなものには影
響されなくなるような教育が必要
だ、というのもあるでしょうが、
その教育を誰がする、言いたくな
ります。
ともかく青少年の教育には大人
が当たらなければなりません。本
当言うと、大人の生活そのものが
青少年への手本でなければならな
いのでしょうが、大人同士が互い
、り
、合
、っ
、て
、他に責任を持たせよ
に譲
うとするのでは話になりません。
大人は ――少なくとも親や先生は
（言い訳なしで）青少年が自分の
真似をするように、と言えなけれ
ばなりません。この点での遠慮は

いらないと思います。自分の特性
の貧しさを認め、恥ずるのあまり
「私の真似はするな」と大人が言
うことがありますが、それでは自
覚がなさ過ぎます。やはり「私の
やるようにしなさい」と言いたい
ものです。そう言えるようであり
たいものです。
、り
、よい方に進んで行
世の中はよ
かなければなりません。それには
大人が少しずつでもよい方に、正
しい方に進まなければなりません。
世の中の進歩は「少年に期待する」
などとよく言われますが、その前
に大人自身が進歩の方向を実践に
よって示さなければなりません。
もうじき夏休みになります。せ
っかくの夏休みだからこれを何か
よいことに活用しなければなりま
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せん。といってあんまり際立った
ことを企んでみても長続きはしま
せん。平生は七時半に起きてあわ
てて朝食をとり飛び出していくの
に、五時に起きてマラソンをする
ことにしよう、などは結構に違い
ないが長続きするでしょうか。
それより朝起きは七時でいいか
ら、起きたらお仏壇でも神棚でも
よいからお参りして、それから朝
食、と言う段取りにしてはどうで
しょう。それをきちんと実行した
ら二学期から学校の成績も上がる
でしょうし、それより日々の生活
が整って親孝行にもなります。
親の肩をたたくばかりが親孝行
なのではなく親に余計な心配をさ
せないのが何よりの孝行です。ど
うか親孝行をしてください。そう

すれば親も子どもを一層可愛がっ
てくれるでしょう。
（いや、これでは逆かな？）

山中真知子

「まみず」に出会って

北海道へ
羽田から一時間半で新千歳空港
に着きました。この日は札幌で宿
泊。夜はやはりラーメンを食べよ
うとお店を探して四人で街に出か
けました。市内に雪はもうほとん
どありませんでしたが、思った以
上に寒く、桜前線が東京から一ヵ

月をかけて北上して来ることを実
感しました。
翌日、札幌駅からライラック号
に乗り旭川へ。駅からタクシーに
乗って本庁に向かいます。途中、
大きながっしりとした橋を渡りま
した。
運転手さんが、
「この橋は戦争中に戦車が通った
橋です」
と説明をしてくれました。デザイ
ン優先ではなく、確かに重さに耐
えうる仕様になっていると、見た
目からも感じました。
赴任手続きを済ませた喜代志さ
んと共にまた電車に乗って、深川
駅に向かいました。車窓から見え
る田は雪で覆われ、雪の白さが反
射して目が痛くなるほどの眩しさ
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23

でした。
降り立った深川駅は小さな駅で
した。街は碁盤の目のように区画
されていて、駅に平行して手前か
ら一条、二条というように道路が
走っているようです。
宿舎は平屋の一戸建てでした。
中に入ると広いリビングから真っ
白な庭が目に入ってきました。ど
こまでが敷地なのか境目がわから
ないほど雪で覆われていました。
私は今もこの庭の景色を懐かしく
思い出します。
一日一日、少しずつ布団をはぐ
ように雪が融けていき、黒い地面
が現われてきます。その後を追う
ように緑が萌え出します。この春
待ちの美しさは身体の中から叫び
たくなるような、じっとしていら

れないような、そんな気持ちにさ
せるものでした。初めて雪国での
生活がスタートする日に目にした
この景色は、二十年近く過ぎた今
も、もう一度見てみたいなぁと思
い出します。
引っ越しの荷物を片付けながら、
部屋に取り付けられているストー
ブの使い方を教えてもらいました。
ストーブには煙突が取り付けてあ
りますから、一晩中つけていても
安心して寝ることができ、また温
度を設定することができるので寒
さ知らずで過ごすことができまし
た。外には大きなタンクがあり、
灯油が二百リットルほど入ります。
当時、灯油の値段は今よりずいぶ
んと安かった記憶があります。
翌日、喜代志さんは出勤です。

職場は宿舎と同じ敷地内にあり、
歩いてすぐの距離でした。喜代志
さんは新しい職種になって初めて
の勤務地、二年間の赴任と決まっ
ています。いつもと同じ穏やかな
顔で、
「行ってくるよ」
と、家を出かけていきました。
私は洋志と芳子を連れて転入な
どの手続をするために市役所へ出
かけました。三人で歩いて出かけ
ましたが、歩いてみると宿舎から
はかなりの距離がありました。初
めての道のために余計に遠くに感
じたのかもしれません。歩道には
まだ雪が残っていて少し歩きづら
さがありましたが、周りの雄大な
景色を見ながら知らない街を初め
て歩く楽しさがありました。
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次は二人の学校への手続です。
学校の場所は来た道を戻って宿舎
を通り過ぎてそのまだ先でした。
かなりの道のりを歩いて中学校へ
着きました。案内された部屋に入
ると、暖房が効いていて暑いぐら
いです。先生のお話を聞きながら
汗が出て困りました。
次は小学校です。二階の窓から
は雪で覆われた運動場が見え、遠
くの山並みへと雪景色が連なって
いました。
「いったいどこまでが校
庭だろうか ‥ ‥」雪が融けた運動
場を早く見たい気持ちでした。
先生に持ち物などについてお聞
きすると、
「特に決まっていません」
「何でもいいですよ」
とおっしゃいます。

小学校では上履きや体操服など
規定のものがあり、指定の販売店
で購入するのが普通です。今まで
も転校先ではそれが当たり前でし
た。何でもいいですと言われて、
私は戸惑ってしまいました。先生
からすると、持ち物についてどう
してこんなに細かく聞くお母さん
なのだろうと思われたことでしょう。
実際に学校が始まってみると、
その「何でもいいです」の意味を
理解しました。子ども達の上履き
はいわゆるバレーシューズではな
く、自分の好きな運動靴です。全
く自由です。そして体操着も自由
です。体育のある時はジャージの
上下を着て登校します。それも自
分の好きなジャージです。冬など
外はマイナス二十度にもなる寒さ

ですが、体育館の中は暖房が効い
ていていますから子ども達はＴシ
ャツ姿で授業を受けます。かばん
もランドセルではなく、リュック
サックや肩掛けかばんなど自分の
好きなもので通います。
着るものや持ち物を決めること
が教育にとって重要ではないこと
を、この学校で教えてもらったよ
うに思いました。この自由な感じ
は、私にとっても初めての経験で
した。
新学期が始まりました。
始業式の前夜、芳子がお布団の
中でしくしく泣きだしました。
「友達ができるかなぁ」
と、悲しそうにつぶやきました。
本人にとっては初めての転校です。
不安になるのはもっともだと思い
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ました。転校に慣れてしまってい
た親の私が迂闊であったと思いま
した。
翌朝、私も一緒に学校まで通学
路を歩きました。その日は芳子が
帰って来るまでやはり心配でした。
しかし芳子は元気な声で帰って来
ました。
「家に帰る時に道を歩いていたら
同じクラスの子が、
『よしこちゃ
ん、そっちは違うよ。こっちだ
よ』と教えてくれたの」
芳子が一人で初めて帰る道を間
違えて、それに気づいて声をかけ
てくれたお子さんは、家の近くに
住んでいました。その日から仲良
しになり、芳子の不安は一日で解
消したようで安心しました。
さて、三年生で中学校へ転校し

た洋志も、やはり緊張の面持ちで
登校しました。四月の後半には修
学旅行がありましたが、この時に
あっという間にクラスに溶け込ん
で 〝どさん子 〟 の仲間入りをし
ました。一番仲良くなった友人は
五人兄弟の長男の卓君でした。
「東京もんが来るから、やっつけ
てやろうぜ」
と言っていたそうです。この話を
聞いて私も洋志も大笑いをしまし
た。
あんなに北海道へくることを嫌
がっていた洋志でしたが、多くの
友達の中で伸び伸びと過ごす日々
になりました。
北海道の春は一気にやってきま
す。花が一斉に咲きそろいます。

赤や黄の色がパリッと鮮やかです。
宿舎の庭も雪が融けチャイブのピ
ンクの花やルピナスの花が色とり
どりに咲き始めました。こごみも
丸く渦をまいて出てきます。こご
みはあっという間に大きな葉を広
げました。
庭を畑にしてジャガイモを植え
たり、夏野菜の苗なども植えて楽
しみました。
休日に深川の街を歩いてみまし
た。深川駅の先に橋があり、その
下を石狩川が流れています。春先
は雪解けの水を集めて流れている
ようで、すごい水量です。川幅い
っぱいに怒涛のように流れていく
さまは見ていて飽きることがなく、
気持ちのよいものでした。
ここの地名「深川」は、東京の
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深川とは関係がありませんでした。
このあたりはアイヌの言葉で「オ
オホ・ナイ」と呼ばれ、
「深い川」
の意味からきていることを知りま
した。北海道の地名が、アイヌの
言葉をそのまま漢字に当てている
ところが多い中で、珍しいと思い
ます。
深川での生活が始まりました。
本当に楽しいことばかりが次から
次へと思い出されます。
つづく
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大人は ――少なくとも親や先生は（言
い訳なしで）青少年が自分の真似をす
るように、と言えなければなりません。
未定稿「教育とはなんだろう」の中
の一節です。このように言えるのが本
当の大人でしょう。自分自身の生き方、
姿勢が整っていなくては、このことば
は出てきません。
後輩に対してこう言えるような‥ ‥
こう言いたくなるような生き方をした
いものです。
（表紙写真補足）撮影地点の北岳から
農鳥岳（中央白い峰々の一番奥）に至
る全五坐の峰たちは総て三千ｍ越えで、
峰伝いに写っている道も日本で最も標
高の高い稜線の道となっています。
梅雨期にこの撮影地点から少し下っ
たところにはここにだけ咲くキタダケ
ソウという植物の白い花が見られます。
平澤
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