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和田重正に学ぶ会

実物から受ける感動は頭の
理解を超えて生理的反応を
起こす。真に美しい物、雄
大な自然、偉大な人物は何
度接しても人に新鮮な感動
を与え、その細胞を浄化する。
記憶にはその力がない。
その故に若い人は美しい物、
偉大な人物に度々接する機
会を求めるべきなのだ。

はくうん

気

１
品
和田重正

晴れた冬の朝 丘に登って
みると 藍青の海と 紺碧
の空の間に 真っ白な雲が
浮かんでいた。
輝きもせず 鈍りもせず
動くとも見えず 止まろう
ともしない。
堂々、悠然、そして目にも
鮮やかにかたどられたこの
雲に、永遠と無常を見ぬも
のがあるだろうか。
ナム・ナム・ナム

「一富士 二鷹 三茄子」は初夢
のはなしですが、富士はなんと言
っても正月のものです。富士がそ
の真骨頂を剩すところなく現わす
のは正月だからです。よく晴れた
元日の朝、御殿場の近くの仏舎利
塔あたりに立って眺めた富士山ほ
ど気高いものはありません。端麗
というのでしょうか、崇高といっ
たらよいのでしょうか。なんと言
ってみても言葉では伝えることの
できないストレートな実力が感じ
られます。
その、この上もなく気高い富士
に、更に国華菊の花を添えて正月
の話題といたします。
私は昔から気品とか上品さとい
うものが好きなのです。そのため
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口のわるい青年から「精神貴族」
と評されたことがあります。むろ
ん精神が高尚だという意味ではあ
りません。私の現実の有様と、嗜
好又は願望との間の開きの大きさ
を皮肉ったひやかしですが、まこ
とに痛烈な批判だと、残念ながら
感心したものでした。
それは余談ですが、私は気品と
いうことを考える度に二つの疑問
が心を過ぎます。
一つは気品とはいったい何だろ
う、ということ。
、り
、人
もう一つは、それが人をよ
間らしくすることと何等かの関係
があるかどうかという疑問です。
と言うことは、それが教育に於い
て求められるべき意味のあること

なのかどうか、ということでもあ
ります。
前のことを考えるときに必ず浮
かんで来るのが富士山と菊の花な
のです。
富士山は雲がかかっていても、
霞んでいてもそれはそれなりに千
変万化の趣があり、また遠くから
望み見た、山なみを超えて聳え立
つ風情もそれぞれに捨て難いもの
があります。しかし気品という点
から言えば、なんと言っても、大
きく視野一杯に裾野を拡げ、晴れ
上がった大空に独りくっきりと映
し出した姿に勝るものはありませ
ん。それはただ美しいとか雄大な
どというものではありません。も
う一段と洗練された何かが惜しみ

なく露呈されています。その何か
がわからなければ、どんなに富士
山を研究しても、富士の真価はわ
からないのだと思います。そして
その何かを私は気品と言いたいの
です。
、さ
、についても、どれがど
花のよ
れより勝っているとか劣っている
とか簡単に品定めすることはでき
ません。豪華なのもあり、清楚な
のもあります。可憐なもの、鄙び
、さ
、、色や形の珍奇なもの、そ
たよ
、さ
、をもっ
れぞれに比較のできぬよ
ています。しかし気品という点か
ら言えば、よく作られた大輪の菊
に過ぎるものはないと思います。
近頃は菊を作る人が多くなった
とみえ十一月三日頃にはどこの公
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園でも或いは少し大きな神社でも
菊の展示会が行われます。行って
みると二十年程前の終戦直後の頃
とは比較にならないほど量質共に
進歩していることに気づきます。
そして中には、冴えわたった気品
を具えている逸品もしばしば見か
けるようになりました。懸崖作り
も盆栽作りも気品がないというの
ではありませんが、気品という点
だけから言えばやはり白や黄の太
弁の力強く盛り上がって咲く大輪
の菊が一等だと思います。
花と気品と言えば、古来気品を
以って聞こえる蘭、中でも東洋蘭
を見落としてはいけないのでしょ
うが、私は残念ながら東洋蘭の高
級なものは見たことがないので菊

とくらべることができません。そ
れで花の中では今のところ、よく
作られた大輪の菊に最も高い気品
を感じさせられるのです。
それからもう一つ気品に関連し
て思い出すことがあります。それ
はダイヤモンドです。私がまだ学
生の頃ですが、日本橋の高島屋の
六階あたりに貴金属売場がありま
した。そこの陳列ガラスの中にひ
と際目立つ大きなダイヤモンドが
飾られていました。定価は一万円
であったか十万円であったかもう
わからなくなりましたが、ともか
く他のダイヤモンドとは桁違いの
大きさであり、妖しいまでに微妙
な輝きを見せておりました。私は
時々本郷からわざわざ廻り道をし

てそれを見に行ったものでした。
そこはいつも客がほとんどいなく
て静かであったし、係りの女店員
も顔見知りになったので気楽にゆ
っくりと鑑賞することができまし
た。そして心が洗われたようなよ
ろこびを味わったものですが、今
思えば、それは正にダイヤモンド
の気品に打たれたのです。
さて、富士山、菊、ダイヤモン
ドとあげてそれらのどこに共通の
ものがあるかと考えてみると
１ いきいきしている
２ すっきりしている
３ ぜいたくさ
４ 誇り ――超越性
こういうことが出て来ると思いま
す。少し説明を加えると
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１は文字通り、２はつまり、よけ
いなものがついていない、飾り気
や気取りがない、
ということです。
しかしそれは素朴さに由来するも
のではなく洗錬によって達せられ
たものでなければなりません。和
英の字引をみると気品の訳の一つ
に refinement
という語が掲げられ
ているのは、このことが意識され
ているのだと思います。 ――これ
らのことから、ほぼ当然に、気品
には「均整」
「安定」などの要素
も含まれるような気がします。従
って、目立つほど大きな変化によ
、ぎ
、つ
、い
、趣がな
ってもたらされるど
いのは当然でしょう。
３のぜいたくさ。これは普通の
フンダンに使うぜいたくさとは違

って「使わない」ぜいたくさです。
気品を生ずるぜいたくさは表面に
出ない、目に見えないぜいたくさ
でなければなりません。
それから、４の誇りと超越性で
すが、世間や人間の思惑を気にす
るような卑屈な精神をサラリと捨
てて、天地に向かって堂々と胸を
張っている感じをこう言ってみた
のです。
気品とは何であるか、という問
に対して私の思っているのは大体
右のようなことですが、それでは
そのような意味の気品を人間にう
つして考えた場合、それは人間教
育に際して考慮するに値すること
かどうか、という疑問が起こって

きます。
まず「流行性現代感覚」からす
ればこのような非生産的な気品は
貴族趣昧に合致するもので、民主
的社会の庶民には意味ないものと
されるでしょう。もっと進歩的？
な思想の信奉者はこれを罪悪視し
軽蔑するかも知れません。現に、
あるマルクシストを自称するイン
テリ青年が眼を血走らせて「ああ
いう上品ぶった人はポクは嫌い
だ。階級の敵ですからね」と言っ
たことがあります。そう言われた
人は決して上品ぶっているのでは
なく、実際に上品な人柄だと私は
思っていたのですが、多分この青
年も内心ではそう認めていたので
必要以上にハッキリと反撥を示し
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たのだろうと思います。
大体貴族趣味だろうが、ブルジ
ョア好みだろうが人間にとって価
値あるものは誰によって作られ、
育てられたものでも大切にしなけ
ればなりません。今日までに人類
が築いてきた文化はすべて富裕階
級の所産です。今に到って「坊主
憎けりやケサまで憎い」式の偏見
に禍いされて価値あるものを捨て
去ることは愚かなことだと言わね
ばなりません。
先の青年のような安値な評価の
仕方は問題外ですが、われわれは
知らず知らずのうちに勝手な尺度
を持っていて、向こう見ずの品定
めをしてしまい勝ちです。浅はか
な唯物的な尺度、実利主義的な尺

度 ――これが「流行性現代感覚」
の母体ですが ――それによって見
れば人の気品などは夢みたいなも
のだということになるでしょう。
ところが私はそうは思わないの
です。気品は無意味でないばかり
でなく、人間進歩に積極的な役割
を果たす一種の実力であり得る
し、進歩の方向にある要素の一つ
だとも思っているのです。
人間について気品をいう場合に
は、その外形よりも精神のすがた
に重きを置くことは当然ですが、
「せんち（雪隠・便所）でまんじ
ゅう、臭うても甘い」という精神
と「武士は食わねど高楊子」の精
、り
、人間的でし
神とどちらの方がよ
ょうか。そしてどちらの方が好も

しいでしょうか。案外多くの人が
「高楊子」はヤセガマンでありイ
ツワリである。
「せんちでまんじ
ゅう」の方が自然で人間らしい。
と言ってその方を採用しますが、
私はそれは動物らしさであって、
本当の人間らしさは「高楊子」の
方にあると思っています。精神の
、り
、が違います。そしてこの張り
張
が人間に独特のものであって気品
に通じるものではないかと思いま
、り
、には先の四つ
す。つまりこの張
の要素が具わっていると言えると
思うのです。
ともかく人間の場合は、前にあ
げた四つの要素を内容とする高潔
な人格からにじみ出るものが気品
であると思います。そうだとする
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と気品という、非実用的なことも
人間教育の上で無視されるべきで
はないと言えると思うのです。
戦後の日本人は二十年ほどの間
にヨーロッパ人からエコノミック
・アニマルという名を奉られるほ
どに逞しくも稼ぎまくりました
が、あまり利口なこととは思われ
ません。アニマルをやめてヒュー
マンに還られなければ人間として
の進歩はないのですから。
どうして日本がこれほど急激に
アニマル化したのでしょう。エコ
ノミック・アニマルばかりでな
く、大学というところでデストラ
クティブ・アニマルという恐ろし
い純粋なアニマルが集団発生して
しまいました。このアニマルは人

間以上に人間のことばを憶え、そ
れを咆哮しますが、ヒューマン・
ビーイング（人間）というものに
ついては全く何も知らない恐るべ
きアニマルです。こういうことに
なった原因は、むろん簡単に言え
ることではありませんが、戦後の
教育が崇高な精神とか高潔な人格
ということの正しい意味を殆んど
顧ることなく、寧ろそれを軽んじ
てきたことにも多少の責任がある
と思います。これは昔の修身と今
日の道徳科の内容をくらべてみれ
ば一目瞭然です。昔のバカラシイ
精神主義への反撥の行き過ぎをも
う一度反省すべき時が来ているの
ではないでしょうか。
科学文明と安っぽい民主主義に

よって人間がアニマル化されたの
では全く楽しくありません。世の
中が益々騒々しくなるこの時代に
臨んで、われわれは少しの間でも
静かに坐って、高潔な精神から出
る香気 ――気品の価値をハッキリ
と再評価したいものだと思いま
す。

まみず第五巻 第一号

昭和四十五年一月号
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昔の子どもは雨戸の節孔から
射し込む光が障子に映し出す

倒 さになって

さか

景色を楽しんだものだ。
外の木や草が
ちらちらと揺れていた。
自我という小さな節孔を通し
さか

て入ってくるものは皆 倒 さに
見える。価値あるものと、価
さか

値なきものとが 倒 さになって
揺れて見える。

はくうん ４

ユーモア
和田重正
十年ほど前にある偉い仏教学者
のお話を聴いたことがあります
が、その時のお言葉に「悟りを開
いた人はユーモアのあるものだ」
というのがありました。私はそれ
を聞いて少なからずガッカリした
ものです。何故かと言うと、私は
昔から自分ほどユーモアのない、
つまらない人間はない、と常に思
っていたからです。むろん自分が
悟っていないと判決を下されたか
らガッカリしたのではありませ
ん。少し論理の筋道は通りません

が、その時の直感は、悟りとユー
モアとは一体不可分のもので、ユ
ーモアに縁のない者は悟りにも縁
がないのだ、と聞かされたように
思ったからなのです。そうしてみ
るとその頃私は心のどこかに、悟
りを開きたいという願いを持って
いたらしいことがうかがわれま
す。なんにも修行もしないで悟り
を開きたいなどと虫のいいことを
考えているとは、自分自身にも恥
ずかしかったためその願いは意識
の表面には出ていなかったのでし
ょう。それでも十六歳頃からの憧
憬の的であったこの願いは五十に
なっても完全にあきらめ切ること
ができなかったようです。もしか
すると六十を過ぎた今日でもまだ
心のどこかにこびりついているの
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かも知れません。
それはともかく、私はこの頃よ
うやくユーモアというものがわか
りはじめました。それでユーモア
談を書こうという気になったので
すが、もしかすると私は近頃少し
悟ってきたのかも知れないとホク
ソ笑んでいるところです。もっと
もあの学者の先生は「悟った人は
ユーモアがある」と言われたので
「ユーモアがわかる」と言われた
のではないから私のホクソ笑みは
少し甘過ぎるのかも知れません。
私がユーモアということばを知
ったのは多分佐々木邦という人が
書いた「愚弟賢兄」
「親鳥小鳥」
というコッケイ小説がユーモア小
説と言われたことからだと思いま
す。これらの小説は「鯛はめし泥

棒だ」といった品のいい秀逸なコ
ッケイに満たされていたのでひと
りで笑いながらよく読んだもので
す。そしてこういうウィットに富
んだ下品でないコッケイがユーモ
アというものなのだな、と承知し
ました。それから私はユーモアに
関心を持つようになりましたが世
の中には味のいいユーモアという
ものは少ないものだとわかってき
ました。
佐々木邦さんのものも三、
四編読むともう鼻についてしまっ
たし、古典落語はいくらか臍の辺
から背中へ貫けるユーモアらしい
、う
、も
、
ものはあるが漫才となると言
、ほらしい限りです。
あ
そこで文芸芸能方面には見切り
をつけて自然界に目を向けまし
、く
、こなし
た。ここにはなかなかよ

たユーモリストがいます。ちょっ
と思いつくものだけでも、
オケラ、
ドブネズミ、ミノムシ、ツクシン
ボ、谷川の流れの中にどっかりと
坐り込んでいる大きな石。それか
ら鳥羽僧正や仙崖和尚に愛され
た、そして斯界の大御所であるカ
エルさんを忘れてはバチが当たり
ます。私はこの連中を心から愛し
ます。そしてひょっくりこの連中
にめぐり遭ったときは全く楽しく
なってしまいます。もし私が不幸
にして画家や詩人だったらこれを
どうにかして描写しようと思って
一生を棒にふったことだろうと思
い、自分がそのような責任を持た
ない素人であったことを心からよ
かったと思います。
一年か二年ぐらい前ですが、ブ
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ラブラ歩いているうちに海岸に出
ました。秋だったような気がしま
すがお天気のよい日で海が真青で
した。かなり風があって海面は波
立ち岩には白波が跳ね上がってい
ました。私はふところ手のままボ
ンヤリと立って眺めていました。
その時フッとこの海というやつ、
わたの原というやつはとんだユー
モリストであることを見破りまし
た。
「全く油断も隙もならない、
いたずらものめが！」と思ったの
でした。そこでもしかすると、他
のものも何食わぬ顔しながらどこ
かに夕ップリとユーモアを浮かば
せているのではないかと気がつい
て、あらためていろいろなものを
見直してみました。すると三日月
や雲のもつユーモアは簡単にわか

りました。こうしてみると自然と
いうものは大小にかかわらず、悉
くユーモラスにできているものら
しいと気がつきました。それと同
時に自分はいったい、どこでユー
モアを見ているのだろう。つまり
ユーモアを感受する器官はどこに
あるのだろうと反省してみまし
た。すると不思議や、それは左脇
腹の少し後ろに寄ったところにあ
りました。私のユーモアを感ずる
ところは確かにそこにあります。
そこでこんどは、この感覚器官を
わざと働かせてものを見たらどう
なるかと思ってやってみると、見
るもの聞くものユーモアのないも
のはない。 ――こんな愉快な世界
だとは夢にも思わなかったのに。
こいつは面白い、とひとり合点

して人間界をふり返ってみまし
た。ここには自然界ほどにユーモ
アが満ち満ちているとは感じられ
ません。むしろ味のいいユーモア
は見つけるのに骨が折れるほどだ
ということがわかりました。 ――
これは自分の感覚器官の働きが十
分でないかららしい。もう一枠大
きくなれば人間界もユーモアなら
ざるはなし、となるのではないか
と想像しますが、今のところは、
どうも人間界にアク抜けしたユー
モアを見つけるのはなかなか困難
だと思っています。しかし全くな
いのではありません。
ある時鶴見の総持寺に行ったこ
とがあります。目的はお参りでは
なく何処かに行ったついでに見物
に行ったのでした。丁度その時何
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かの法要があるというので本堂に
人が大勢集まっていました。そこ
へ数人の従者をつれた導師とでも
言うのでしょうか、このお寺の一
番偉いお坊さんらしい人が、あた
りを払うような威厳を以って入場
して来られました。それがどんな
恰好をしておられたか。十七、八
歳の娘の着るオーバーにたまに見
かけるような鮮やかな緋色の衣を
纏い、何か金ピカなものが体のど
こかにキラキラしていたような気
がします。驚いてよく見るとその
お坊さんはでっぷり太った六十か
七十の相当なお年寄りのようでし
た。ニコッともせず中央の椅子の
ところへしんずしんずと歩みを運
んでおられる様子を拝見している
うちに、私は身震いがしてきまし

た。 ――同情と軽蔑と怒りとを混
ぜたような複雑な感情が私のから
だを支配したようでした。このお
坊さんとそれを取り巻く「宗教」
というものに対する不信と嫌悪か
ら出た感情でしょう。
このことがあってから数年後に
ローマ法王が新任される、という
ことがありました。当時新聞や雑
誌などに法王の就任式などの写真
がよく出ていましたが、そのキラ
ビヤカないでたちと態度の厳かさ
は総持寺のお坊さんを遙かに上廻
るほどです。これを見たときも心
からの同情と軽蔑を覚えたのは前
のときと同じでした。
それ以来、私は地上で最も軽蔑
すべきものとしてあの二つを思い
起こす習慣がついていました。し

かしその後冷静に考えてみると、
管長さんも法王も、衆生済度のた
めともなれば、あのような恥ずか
しがるべき芝居を人々の前に披露
できるというのはやはり修行の賜
なのかも知れぬ、と思い直して、
いくらか心安らかになりました。
それにしても最初に焼きついた印
象は拭うことができません。
さてそこで、この度わが身に開
発したユーモア器官を働かせて、
あの豪華な宗教儀式とその大立物
の記憶に照準を合わせてみまし
た。どうでしょう。あれほど軽蔑
と同情を以って見ていたものが一
転して、流石に人間界第一等のユ
ーモラス・シーンに見えるではあ
りませんか。これで私自身もだい
ぶ救われたというところです。
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考えてみると、ユーモアの必須
構成要件は、
（一）行為者がマジメであること。
少しでも不マジメであったり、計
画的であったらいやらしい駄じゃ
れや、クスグリに落ちてしまいま
す。
（二）マが抜けていること。蟻の
ようにキチンと辻褄が合っている
のにはユーモアはありません。蝉
のようにどこかにマが抜けていな
ければいけません。ところがわざ
とマを抜けさすとそれはもうユー
モアではなく、いやしいジェスチ
ュアになります。
こう考えてくると、自然界には
ユーモアが充満していることも、
人間界にはユーモアが乏しいこと
も理解できます。
「？」
「自然界は
昭和四十五年四月号

まみず第五巻 第四号

マが抜けている 」と人は思うか
も知れませんが、それがわからな
ければこの話はただのタワゴトと
いうより他なくなります。自然は
因果の理法に従って一分一厘の隙
も狂いもなく運行変化を遂げてい
るのではないか、そこにマの抜け
得る余地があるだろうか、とあな
たのアクマは考えているでしょ
う。そのアタマの判断とあなたの
目の感覚とは果して一致している
でしょうか。ここが深甚微妙の岐
れ道です。ソロバンの手を休めた
ときユーモアを想ってみてくださ
い。私はこんな楽しいことはない
そ うそ う
と思っています。匆 々。
！？

座談会

周郷 博
和田重正
藤森良夫
加藤地三

考え方 〟 の再発見
〝

出席者〈発言順〉

お茶の水女子大学教授

はじめ塾

東洋大学教授

読売新聞論説委員

昭和四十五年六月三日 於湯島聖堂

編集部 ご存知のように、まみず
の青年たちの学習活動である「ま
みず学苑活動」の一つとして、野
村邦男君たちが「考え方研究会」
を進めていますが、同時に、この
七月には、藤森良夫先生の『父藤
森良蔵と 〝考え方 〟 」が「まみ
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ず新書」の第 巻として刊行され
ます。それで本誌でもこれらの動
きと平行して、読者の方々に、藤
森良蔵先生が創始されたこの
〝
考え方 〟 が、今日も尚、水々
しい生命を持ち、今日の教育改革
の突破口としての大きな意義をも
つことを知っていただきたいと、
座談会をもった訳です。
〝
考え方 〟 というのは、良蔵先生
が『幾何の考へ方、学び方、解き
方』という名著で一躍、世の注目
を浴びたのですが、その藤森先生
がやっておられた、日土講習会の
かつての生徒であった周郷、和田
両先生から 〝考え方 〟 の思い出
などお話ししていただきたいと思
うのですが‥‥。
28

考え方 〟 は 〝忘れ方

〝

〟

周郷 和田さんも 〝考え方 〟 で
すか。
和田 ええ、そうです。日土講習
会に出ましてね。藤森先生につい
ては一つ一つの事柄じゃなくて
ね、何しろあの気迫みたいなもの
‥‥ 。

周郷 そう、そう。
和田 気迫というんですかね、何
かそういうものをね、パッと受け
たんですね。
周郷 気迫です、いつも和服を着
てて、
袖から腕をグーと出してね。
和田 そうでしたね。
編集部 洋服はおめしにならなか
ったんですか。

周郷 洋服は着ていたのを見たこ
とがない。
藤森 もとは洋服だったんです。
痔をやってから、どうしてもとい
うことでそれからずっと和服で通
しました。
和田 私は、何でも出来なかった
けど、数学はことに出来なかった
んですね、小学校以来、中学三年
まで行きましてね、四年になると
同時に学校にストライキが起こっ
てそんな学校に行くのは嫌だと思
ってやめてしまって、それから一
生懸命勉強したわけですけども
ね、色々な事情でどうしても四年
で高等学校に入らないと駄目だと
いうことになっちまいましてね、
そこで日土講習会なんかに出るこ
とにもなったんですけどね。そも
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そも、私は数学というのは初めか
ら知らないんですからね、行って
みてもさっぱり分らないんですけ
ど、ずーっと一生懸命に聞いてる
うちにね 〝考え方 〟 とは一体何
だろうなあと思ったんですね、
〝
考え方 〟 って一体どういうこ
となのかなあと、問題を解くとか
解かないとかいうことよりかね、
藤森先生の 〝考え方 〟 と、いう
ような言葉で言い現わせるよう
な、先生の人間全体みたいなもの
を感ずるんですけどね、
それでね、
その時私は十五歳だったのかな
あ、数学が出来るとか出来ないと
かいうことよりか、これは一体な
んだろうかなと夏の講習会からず
ーっと考えてたんですね、そして
十月の終わり頃か十一月頃かに初

めて、それがその時の言葉で言い
ますとね、
「ああ、何だ、 〝忘れ
方 〟 じやないか」と思ったんで
すね。
周郷 ウン、なるほど。
和田 それから俄然出来ちまいま
してね（笑）
、これは自分でもび
っくりするぽど何でもわかっちま
うんです。ほんのちょっとの間に
数学なら何でも持ってこいという
ほどにね、それから試験が三月に
あったんですね、
それまでの間に、
難問集なんていうのが昔ありまし
てね、薄っぺらい本で、それ見て
も片っ端から出来てしまうんです
ね、それがどういうことなのか説
明が出来ない、説明が出来ないん
ですけどね、
「何だ。藤森先生の
あれは 〝忘れ方 〟 じゃないか」

とこう思ったとたんにね、あと、
ずっとやってみると何でもみんな
わかっちゃう。それから冬の講習
会に行った。あれ暮から正月にあ
ったんでしたかね、お休みがない
んですね。
藤森 元日もやった（笑）
。
和田 お正月まで行っちまいまし
たね。そして実に色々なことを、
あれ何って言いました？ かっこ
でくくるのは ‥‥因数分解のくく
ることを独特の言い方で ‥ ‥、
、ん
、づ
、め
、にする
藤森 か
、ん
、づ
、め
、にするでし
和田 ああ、か
たね（笑）
、それから後に数学と
いうものの知識を得てきたわけで
す。そうするとその知識なんてい
うものは簡単なもんですからね、
あれですから、サーッと消化して
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しまって、高等学校受ける時に、
どこ受けても入れないところはな
いと思っていましたし、実際に問
題を見て、
全部出来ましたからね、
不思議で不思議でしょうがないで
すけどね。
これは事実なんですね。
それくらいその時、豁然として大
悟したみたいになったんですけど
ね、じゃあ、それから後にその位
で行くかというと、行かないんで
すね（笑）
。
結局は、心のつかい方が違って
たんだなあ、心の働かせ方が違っ
てたんだなあということ、もっと
気楽に行きゃあいいんだなあ。本
当に気楽に行きゃあいいんだと思
ったんですね。ところが、その
〝
忘れ方 〟 という言葉をその時私
がはじめて自分で思いついたんだ

と思ったら 〝考え方 〟 のどっか
に、 〝忘れ方 〟 という言葉がある
んですね。どっかにあるのを最近
どこで見たんだか、
ありましたね。
それで私は、
「あれ、藤森先生、
やっぱりこういう言葉で言ってら
したんだなあ」と ‥‥
藤森 父の
『受験者のとるべき道』
というのに出てましたかね ‥‥。
和田 そう、そう、野村君が持っ
てきたその本を見てて、それでび
っくりしたんですね。そうすると
自分の独特の発見じゃなくて、や
っぱり藤森先生の言葉だったんだ
なあ ‥‥。
周郷 今、お聞きしてて、藤森先
生がよく「易より難へ」と言った
でしょう、
和田 ああ。そう、そう ――。

周郷 易というのは、つまり難か
ら易へ行こうと思ってるからさ、
だから出来にくい、易というのは
忘れることでしょう、きわめて基
本的なところからあわてないでゆ
っくりやってみようということな
んですよね、易より難へというの
は、利光君も小田急の鉄道とデパ
ートで、てこずっていた時も。よ
く「易より難へ」なんて言ってま
すよ（笑）
。
和田 なるほどね。 〝易より難
へ 〟 ということが、私には本当
にそうだと思ったんですね。
周郷 易とは先入感をなくすこと
でしょう、
忘れることなんですね。
和田 なるほどね、私はどういう
ことか自分でもよく解らなかった
んですけどね、
「易より難へ」と
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いう態度というか、心のつかい方
をね、その時に私は「ああ、なる
ほど」と実に嬉しかったんですけ
どもね。
考え方のすじ道を正しく
編集部 周郷先生はどういうとこ
ろで藤森先生に‥‥
周郷 ボクは始め講習会に行った
んではないんですよ。始めは『考
え方』
という雑誌をとっていてね。
和田 ああ、懸賞問題か何かで
（笑）
。
周郷 そう、懸賞問題なんか出す
とね、図書券が来るわけだからボ
ク後では大部分お金はつかわな
い。雑誌も来るしね（笑）
。
和田 すごいですね。あそこで入

賞するのには、答えがあっていれ
ばいいんではないんですよ。一よ
り二、二より三へという自分の
〝
考へ方 〟 のすじ道がちゃんと答
案に出ていなければいけないんで
す、細かにね。
周郷 一等なんかになれば一円五
十銭もらえるでしょう（笑）
。二
等が一円か、図書券ずいぶんあり
ました。だから『幾何の考え方』
だとか塚本先生の本なんか、全部
タダだな、その頃ボクは中学に行
けなくて電気の会社に勤めてい
た。ですから最初は雑誌ですよ。
ボクが一高に入るまでの十代ね、
一番影響うけたな。
その前読んだのは「国民中学講
義録」というのね。
和田 ええ、ええ。

周郷 それ読んでたんだな、それ
で中学に行った代りの英語や何か
やったわけ、その次に『考え方』
を活用したんですね、
『考え方』
には数学だけでなく塚本哲夫先生
の国語、化学や何かもありました
ね、物理も。
藤森 ええ、ありました。
周郷 そっちの方もずいぶん図書
券をもらったんでね、ずいぶんボ
クは助かりましたね。
藤森 ずい分あなたの作品が載っ
ていますね、
「考え方」に。
周郷 東京電力の変電所を辞めた
のは一高をうけたらおっこった。
それで何ということもなしに、貯
金も大部たまったしね、五百円ぐ
らいたまったんだから、そうなん
ですよ、今だと何百万円になる
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（笑）
。
それで辞めて田舎の家に行って
来年は何とか入りたいと思ったか
ら日土の講習会に行ったんです
よ。そこではじめて藤森先生に会
いました。
今の教育との違い
周郷 今の学校では、小学校の一
年のときから 〝忘れ方 〟 という
ことと全く逆のことをやってきて
いる、もう偏見の固まりにしてし
まう、何にも考えさせないという
教育なんだから。
藤森 父の中心の思想といいます
かね、やっぱりそこかなあ。
周郷 ここを思い切り出さないと
駄目ですよ。

和田 本当にそうですね。
周郷 それがね、幼稚園のときか
ら「知つてる」というふうに言う
んですよ、ボクはもう腹たったこ
とあるんですけどね。
藤森 条件反射的にこうやるって
いうようなね。
和田 私のようにね、秀才じゃな
い人間がですね、忘れ方を知った
ということでね、秀才と同じ位に
できるようになってしまった。こ
れは確かに本当なんですよ。私は
兄弟四人いましてね、頭が悪いん
で有名だったんです、頭の悪い奴
というと私のことだったんです。
家では。私の兄弟はみんな中学や
どこへ行ってもトップなんです
ね、
私は中学三年までというのは、
誠にさえなくってね、頭は確かに

よくなかった、ただどうしてもこ
れ分かってやろうと、その一念で
ね「ああ、そうか、忘れ方じゃな
いか」とこういう風に思った拍子
に、秀才と同じぐらいにね、出来
るようになっちまったんですからね。
周郷 今はね、元々いい奴まで駄
目にしてしまう。
和田 そうなんですよ、そこが問
題なんです。
まったく今の学校は、
ああいうことをやってると段々段
々頭が馬鹿になっちまってね、そ
れで、それこそ 〝忘れ方 〟 なん
てのは、てんで何ていうか他所の
世界の話みたいなものですよね。
今の中学生、高校生の頭の固まり
方というのは。もう固くなっちま
ってね、ものの考え方ってのは本
当にきまりきったものの考え方し
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か出来ないですね。
サーツと全部捨ててしまって新
鮮な眼でみようという、そういう
ものが何にもないですね、
周郷 そういうことから言へば、
藤森先生の「忘れ方」というのを
幼稚園からも小学校からもね、ど
うしたらそういうことが出来るだ
ろうか。ボクは園長なんかになっ
たら全くわからなくなってしまっ
た（笑）
。とうとうたる勢いでみ
んな変になってるんですから、忘
れ方というのを分からせなきやな
らないですな。
和田 なるほど。その 〝忘れ方 〟
と 易
〝 より難へ 〟ということとが‥
‥、
周郷 つまりあせるなということ
です。易より難へいけば、いける

んだと ‥‥
和田 そういう関連は、全然気が
つかなかったですね。
周郷 ボクらは利光君と二人で馬
鹿の一つ覚えみたいに「易より難
へ」というんでね、利光君なんか
小田急デパートを作った初めのこ
ろ、うまく行かないんだ。赤字ば
っかりでしよう。ずいぶん困って
さ。ボク時時会って話したけど、
その時は、
やっぱり藤森先生の
「易
より難へ」という言葉なんかよく
出て来たんだよね。
和田 本当にあれですね、小学校
以来大学を卒業するまでの間、い
ろんな先生にご厄介になってるけ
ど、このくらい身になる教育をし
て下さった先生は他にないです
ね。

編集部 〝考え方 〟 という言葉は
藤森先生の発明なんですか。
藤森 いろいろそれ迄の文献を調
べて下さった方がありましてね、
父の前には、夏目漱石の『虞美人
草』
に出ているだけなんだそうです。
編集部 藤森先生がそれからとら
れたわけではないでしょう。
和田 やっぱり 〝考え方 〟 、
〝
学び方と解き方 〟 と続けてね、
先生独自のものですよ。
藤森 学び方というのはあったん
ですね、方というものをつけると
いうことを、昔は法とか算法とい
う使い方があったんでしょうが、
どうしてそうしたことがひらめい
たか ‥‥自分自身でどっちが先だ
ろうと言ってるんですから（笑）
。
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〝
考え方 〟 は
ハウ・ツウではない

周郷 この考え方とか、学び方と
か作り方とか言う場合にね、いか
にも戦後ハウ・ツウというのが流
行るけど、あれとは全く違うんだ
よ、プラグマティズムとは違うん
だよ。こっちの方はむしろ言語哲
学みたいなものでね、ものを考え
てゆくときには符号をどういうふ
うに構成していくかというね。戦
後流行つてるのは「やり方」なん
だ。そういうもんじゃないんだ、
対人的なもんじやないんだ、自分
のやり方、心の働かせ方ね。
編集部 その点もう少し詳しく。
周郷 戦後のハウ・ツウものとい

うのはさ、何でもやり方、対人的
なもんだろう、どうすれば女をダ
マせるかとか。そういう変なやつ
なんだ、それと関係ないんだ、こ
いつはね（笑）
。
自分のエネルギー、考えるシン
ボルかな、言葉、数というものの
持ってるものをどういうふうにつ
かっていくかというね、間違って
右に行ったら引き返せばいいと
か、元からはじめればいいとか、
あわてるなとかね、こういうこと
なんですよ。
藤森「分岐点を把む」ということ
も言っていましたね。
周郷 分岐点を把むなんてあった
ね。
藤森 それから「保留する」とい
う言葉、外交上の留保するという

‥‥という言葉を創ったですね、
保留するというのを留保すると新
聞で使い出したってオヤジよく言
ってましたね。
大正のはじめの頃、
逆さに使ってるんだって、あれ通
常用語になりましたね。
周郷 先生は巧まずして創造的で
すよ、それに愛があった。
和田 本気でものをする人という
のは、みんな自分の言葉というの
を持ってるもんですよね、だから
ね、
藤森先生のお話を聞いてても、
借りものの話がない。
周郷 ないですね。
和田 みんなご自分の言葉で話を
されるから我々は感動しましたも
んね、誰かがこんなことを言って
るという紹介の話じゃないですか
らね。どこの偉い人がこんな話を
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してるという話じゃない。こうな
んだ、自分はこう思う。だから
〝
考え方 〟 だとか、いろんな独得
の表現なんかも自然にご自分の中
から出てきたわけですよね、そん
な言葉がどっかにあったからじゃ
ないでしょうね。
周郷 あの南極探検隊の永田武な
んていうのもそうですよね、正に
藤森先生の良い教え子ですよね。
和田 ホーゥ、そうですか。
周郷 そういう未知の世界に対す
る冒険というのを、着実に出来る
人ですよ、
藤森 私は今、和算を調べている
んですけど、関孝和がああいう検
算図をともかく鎖国時代、外国の
力を借りずに創ったという、そう
いうものをね、
見ておりますとね、

日本人としての科学に対する考え
といいますか、共通のものがある
んじゃないかという様な気がする
んですけどね。他力を借りないで自
力でしぼり出して行くという ‥‥
周郷 そう言えば藤森先生には他
の力を借りないで自力でやるとい
うね、気迫がありましたね。
今でこそ予備校なんて方々で実
にプラグマティックに能率よくや
ってってますけどね、藤森先生は
やっぱり自力ですよね。
藤森 自力なんですね、要領よく
じゃなく‥‥。
和田 この頃の受験講習会ってい
うのが一杯ありますがね、ああい
う所は 昔の日土講習会とは全然
違うんでしょうね。
周郷 この間、偶然に聞いたんだ

けれども、今の予備校っていうの
はね、黒板とか黒板ふきというの
はね、よく出来てるんだって。お
茶大なんかのように拭くともっと
汚れてしまうような黒板ふきと違
って（笑）
。大きなゲタみたいな
奴できれいになっていてサッとき
れいになるようになってるんだっ
て、照明とか、何かプラグマティ
ックにね、能率上がるように出来
てるんだって、普通の学校とちが
って目的がはっきりしてるから
ね、
勝つようにやってんだからさ。
ボク等は勝つように教えられなか
ったね、やればやれるんだぞとい
うことをゆっくりやんなさいとい
うんでね、勝ちなさいなんてボク
等一度も言われなかったね、だか
ら試験にうかるかどうかというよ
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りもね、人生というものを教えて
もらったんだね。
和田 そうなんですね、そうなん
ですね。
編集部 必勝のなんとかというよ
うなことはなかったんですか。
藤森 必勝というような思いつめ
たようなことは言わなかったです
な、いわゆる鈍物教育という、小
島信夫さんも言ってますがね。秀
才の人も、ひとを馬鹿にしてると
思いながら、惹かれて行った。逆
の表現ですね、浪人という言葉は
いけないんだ、停電でなくて蓄電
だってね、受験生活というのは。
和田 ええ、そうそう。
藤森 みんな裏返しにして現わし
たですね、必勝っていうようなこ
とは言わなかったですね。

周郷 ボク等は藤森先生が言った
んではないと思うんだけれども、
やっぱり 〝考え方 〟 の先輩なん
てのがあって、なかなかいいこと
言ってくれたな‥‥。
「虎は兎を捕えるのに全力を使う。
どんなに小さい動物を捕えるのに
も全力を使う」 ‥‥藤森先生の言
葉だったかな ‥‥。
和田 そんなことがありましたか
ね、その影響なのかな、獅子奮迅
三昧ということばがありますが
ね。仏教で、それはライオンが小
さな兎を捕まえるにも全力を使っ
てパッと、いいかげんにチョコチ
ョコとはやらないというね。
周郷 今の若者たちはね、虎を捕
まえるのにちょいと捕まえると思
っているんだ（笑）
。鼠捕まえる

にも全力を使うんです、百獣の王
のライオンでも。そういうことを
教わったね、いまの奴らは馬鹿に
してやがってさ、鼠のくせに虎捕
まえるのにちょいと捕えられると
思ってるんだ（笑）
。

難易選定に三十分

藤森 あの時、八題出ましたね、
数学の問題、三時間でしたね、大
変なもんですよ、いまそんな様な
試験をしたら頭つづきませんから
ね、我々のときは三時間で八題で
したからね、そのうち三十分は難
易選定に使ってね、ともかく一番
易しいのに全力つくして、それを
やって、次にこれをやる ‥ ‥。
周郷 どの問題を先ずやるか、易
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しいやつからやるんですよ、どっ
かに引っ掛かっちゃあ、あっちも
こっちも欲張っちゃ出来なくなっ
てしまう。
和田 それはね、私は身について
ますよ。
既知から未知へとね‥‥。
藤森 そこへ行きますね、そうい
うことが、だから三十分は手をつ
けちゃいかんぞと、いまの受験ね、
問題が出るとすぐ書き始めちゃう。
和田 カッカとしてね、それで変
なところに引っ掛かってしまって
後で考えてみたらなあんだ、そん
なのか、じゃあそれ先にやりゃあ
よかったなあということが一杯出
て来ますがね、我々はそれを徹底
的に教えられたから、この難易選
定というのはサッとやりましたね。
周郷 ボクもいま復習して大いに

その教えを活かさにゃいかんと思
うことが沢山あるなあ。
和田 そうそう、ところが現在の
中学生なんかのテストをやります
とね、難易選定しているひまが全
然ないですね、片っ端からパーッ
とやってってやっと終わるぐらい
ですからね、ジーッと見てからど
れからやろうかなとやってたらこ
れは絶対三分の一ぐらい残っちま
うですね。だから、あせらなきゃ
いけないように、あせらなきゃい
けないように、しむけてるわけで
しょう。あれがね、一番悪いです
よね。人間を段々頭の表面だけで
ピッピッピツと反応するように、
刺激があるとパッパッと反応する
だけのね。
周郷 反応ということだけを教え

てきたね、
和田 じっくりとものを「ああこ
うだ」と見極めつけてやるんじゃ
ないですからね。
周郷 しかし、そういう教育をや
ってるということは、今度は社会
や日常生活の問題でもね、着実さ
がないわけね、そんなことだと、
社会は非常に危険な状態になりま
すよ。
和田 そうですね、この難易選定
というのは、この言葉もね。よく
味わってみるとね、実にふくみの
ある言葉ですよ。難易選定という
のは試験の問題のことだけじゃな
くてね、生きていく上で。私はこ
の難易選定っていうのは本当に身
についていますね。いつもほとん
ど意識してるくらいですね。むず
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かしいのからかじりついていって
馬鹿みるようなことって多いです
からね。
数学は誰にでもできる
編集部 藤森先生は、誰でも数学
は出来るということになるんでし
ょうか。 〝考え方 〟 をやれば。
藤森 親父の若い頃に、数学ので
きない子を頼まれて、家庭教師を
していたことがあるんですよ。躾
のキビシイ家の子でね。羽織、袴
をキチンと着て来るんです。それ
を、何処かに連れ出して泥んこに
して帰えさす、そうしているうち
に、数学が出来るようになった。
そんな子が三人ぐらいいた。です
から、やる方法はあるという自信

があったんですね。
周郷 どんなに行きづまっても方
法はあるということは、ボク等も
学んだような気がするな。
和田 そうだ、私がその時、急に
出来るようになったというのは
ね、数学というものは出来るもん
だということを知ったんですね、
あれはね、
もう大変なもんですよ。
それまでね、数学は答えが出るも
んだということを知らなかったん
ですね。何と言いようのない、ボ
ーッとしてたんでしょうね。それ
がね、日土講習会に行って「考え
方じゃない忘れ方」というのを思
ったそれと同時に、そんなことに
気がついたんですね、数学という
ものはこれは出来るもんだと、出
来るもんだとなるとやるに決まっ

てるんですからね、だからそれま
での「どうかな、こうかな、ああ
かなあ」という態度から全然気迫
が違うわけですね。何というか力
が入って、そんな風に出来るもん
だと何となく知らされたんです
ね、だからそういうことっていう
のは、数学だけっていうことじゃ
なくって、それから後に、その時
十五歳ぐらいだったでしょう、本
当の半年ぐらいしかあれしなかっ
たのが、それが、今でもものを考
える基礎になっているということ
は非常に大きいですね。
周郷 十代ですからね、そういう
いい人に出っくわすと、一生違っ
てくるんですよね。
〈 加藤氏出席 〉
和田 個人的に近づいていくとい
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うことは出来なかったんですけど
ね、それでもね、遠くから眺めて
いてですね、絶大な影響を受けて
るわけですね、そのうち段々話し
てるうちに憶い出してきますけど
ね、改めて気がついてくる、さっ
きのなるほどというような「易よ
り難へ」とか、
「既知より未知へ」
とか、
「数学なんてものは出来る
んだ」ということ、つまりどんな
問題でも、これは出来ないなら出
来ないという証明がちゃんと出来
るんだという、
何とかケリがつく、
答えが出るんだということ。そう
いうことを知らされたということ
はそれから先に ――。あらゆる問
題がそうですね、
周郷 そう、ボクなんかも小学校
のときは、
ツルカメ算となるとね、

変テコなもんでね、あんなものな
んかゴマカシてきたようなもん
で、いなかだったら級長できたけ
どね、だけど十代の、十六、七ご
ろから藤森先生の 〝考え方 〟 を
読んでね、ボクは数学というのは
大変楽しいもんだというものにな
りましたね。で、一高で文科だか
ら、一年で数学が終わっちゃうん
ですよ、ボクは二年生の時から数
学がなくなっちゃうということ
で、ともかく淋しい思いをしまし
たよ。もっと続けてくれないかな
あと思ったですよ。だから今でも
ね、大学の入学試験の時、数学の
問題だけは監督しながら見てね、
藤森先生の方法でできないかなあ
と一生懸命やってみるな、他にで
も監督してる奴でそんなことする

奴はいないよ（笑）
。これは藤森
先生のお蔭だなあ。
加藤 できますか。
周郷 できますよ。
和田 すごいですねえ（笑）
。高
等学校の一年で文科だと全部やる
でしょう、確率から何とかって、
私は名前を覚えがないけれども、
一杯やりますね、あれ面白かった
ですか。
周郷 ボクは面白かった。
和田 偉いんだなあ、ちょっと、
私は一年間やって何にも分らな
い。
先生が白石先生という方でね、
君たちはボクが数学教えたってど
うせしょうがないんだから、何か
零というのはどういうもんだと
か、何かそんな話ばっかりして下
さって試験のときになったら、何
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でもいいから一つだけ始めから終
りまでチャーンと覚えていてサー
ッと書いて出すとね、とにかくみ
んな何点とか‥‥。
加藤 ボクは水戸の高等学校で同
じ文科で同じ数学を一年やったん
ですけどね、若い東大を出たばっ
かりの先生ですけどね、やはり和
田さんと同じですね、お前たちに
数学を教えても無駄だということ
で最初から投げましてね、雑談ば
かりやるんです。それで試験の時
は、問題出すんですけど、これは
どんな解答書いてもいいんです、
ボクなんかね、綴り方書いてまし
た（笑）
。その時考えたことを何
でも書きやいいんです。
周郷 一高でそれに当たるのは岩
本というケーベル先生の弟子で

ね、このオヤジさんは、ワラ半紙
に書いたノー卜を持ってさ、何年
持ってんだか、それをただ読んで
るだけなんだよ（笑）そしてね、
問題が当たるかどうかってね、当
たらなかったときにはああ玉杯に
花うけてと一高の寮歌を書いてお
けばパスした（笑）
加藤 と言うことはどういうこと
ですか。ボクら年代的にはこうい
う藤森先生の 考
〝 え方 〟のような
独自な教育的なものもあったけど、
一般は要するに受験数学だったん
だな。付け焼刃で、つまり合格さ
えすればいいというような性質
の。だから本当に数学を理解して
やったわけじゃないわけですね。
周郷 ボクは少なくとも高等学校
の入学試験を受けるまでは、楽し

かった。
和田 数学ってもんはすごく楽し
かったですね。
周郷 ボクは今の連中はどうして
数学が嫌いなのかと思うよ、だっ
てね、今フランスでは中等教育だ
と数学を中心にして改革をやって
ますよ、数学が出来なかったら、
そして数学というのは全く無私な
ものだろう。無私な考える訓練と
いうものはいま日本にはないんだ
よ、もっと数学が好きでなきゃな
らないと思うんだ、これほど楽し
いことないでしょう。たった一人
で楽しめるんだもん。
和田 あの当時、吉岡先生という
方がおりましたね、あの方のは藤
森先生とは全然違うんです。本当
の受験、今の受験‥‥。
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周郷 プラグマティズム、結果がよ
ければ途中はどうでもいいんだな。
和田 それだったわけですね、だ
からね、そこで非常に違ってしま
ってるわけですね。二分されたわ
けですよ。だから吉岡さんの本と
いうのはこんなに厚かった。
加藤 先生のころから二つの流れ
があるとすると、悪い流れの方に
ボクは乗っかってたんだな（笑）
。
周郷 戦後は、全部プラグマティ
ズムになってしまって、答えが合
えば途中の考え方なんてどうでも
いいということになってしまっ
た。それで「オー・ミステイク！」
なんてことになるんだよな（笑）
。
頭を軟らかにする
Ｉ自然と文化
周郷 いまの日本は害を与えてい
るような教育をやっているんです
けどね、
数学でも何でもいいけど、
これは面白いということになって
ご覧なさい。ここに一つだけ焦点
をおいて考えても子どもは大分、
変わってくると思うね。
和田 ほんとうに、数学なら数学
を子どもが本当に面白くなれば、
これは大変な変化が起るでしょう
ね。数学にかぎらないけど ‥‥。
周郷 いや、社会科学が面白くな
らなくてもいいよ、あんなものが
面白くなると、コマッチャクレた
のが多くなって困ってしょうがな

いよ（笑）
和田 ただね、それにはね、根本
的にはこれは非常に飛躍した言い
方になるけども、今日の文化の方
向がね、これでいいんだという考
えがある限りね、そいつは実行で
きないと思うんです。
根本的にね、
今の文化の方向に対してのね、批
判がよほど起こってきてでないと
ね。今日、公害だなんて言ったっ
て何しろ儲かることさえやってれ
ばいい、子どもは点数とりさえす
ればいいと、そういう風に決まり
きってますよね。そういう風な人
間が出来るような文化というより
か、そういう人間によって作って
いく文化という、そういう方向に
流れて行ってるわけでナよね。こ
いつを何をそうあわててガツガツ
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やらなくったっていいんだという
ことを、人がもう一遍ここで立ち
停ってね、
見直してくれなけりゃ、
しょうがないなと思う。
周郷 そうしてそういう心になる
には、やはり数学が面白いという
心にならなけりゃあね（笑）
。
和田 数学をやらなきゃそうなら
ないというんじゃなくてね、数学
でなくったってね、私なんか数学
知らないけどね、そうなるんです
ね、
だから数学もその一つとして、
数学をやることによって、そうい
う方向にね、色々な立場から変え
て行きたいなあというのが我々の
念願ですよね。まみずなんていう
のは大体そういう考え方ですよ
ね、根本は。
周郷 ボクもこれは藤森先生の影

響かも知れないけども、小学校の
初期にね、いい詩を覚えさせない
といけないと思うんだ。詩という
形でね、詩のロジックを暗記しち
ゃうんですよね、これはね、小学
校の初期にね、弁証法でも何でも
いいんだ、ともかく非常に高度な
ロジックというのを教えてね、暗
記させる、これで義務教育は完成
した、そして色々な経験の中から
色々なものを産み出して行く力が
出来るでしょう。ところが変なこ
とを教えてるからね、経験なんて
いうものは出来なくなっちゃうも
んね、
さっきの話じやないけども、
忘れることを教えないからさ、頭
にヘンなものが詰まってるから、
何だか気持がハッキリしないんだ
な、知ってるよって気がしてるん

だな。
編集部 頭につまっている変なも
のをとるのには、自然の中に入る
のが一番いいんではないですか ‥
‥。
周郷 大自然は、人間の力でチョ
イッと何とかやれるもんではない
からね、そういう大自然に接する
と、人間の小さなカラがとれてく
る‥‥ 。
加藤 ボクは随分東京の幼稚園の
先生とか小学校の先生に会ってお
話を聞くんだけど、一生懸命教育
のことを考えている人は、
みんな、
「子どもたちはこのままではダメ
になる、せいぜい一年に三日か四
日、東京から離れて、志賀高原と
か、那須とか、自然の中の生活を
させたい」と言いますね。
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和田 我々人間が、こうやって教
育するだの、ああやって教育して
やろうのなんて考えなくたって、
大自然の中に子どもをほっぽり入
れると、自然と、バカな真似はし
なくなりますね。
加藤 小ざかしい知恵で、子ども
をいじくりまわしているというの
が今の教育の姿なんだな、とにか
くいろんなことを詰めこみすぎて
ますよ。
周郷 座談会のはじめに戻って、
藤森先生の 〝忘れ方 〟 〝考え方 〟
をもう一遍見直すべきときだよ
ね。
編集部 どうも長い間ありがとう
ございました。
まみず第五巻 第七号
昭和四十五年七月号

手書き未定稿

自分・いのち
和田重正
、の
、ち
、という言
わたくしは時々い
葉を使いますのである人からは
、の
、ち
、というのは本当の自
「あのい
分のことか」と尋ねられ、またあ
、の
、ち
、が神なの
る人からは「そのい
か」と問われました。

なるほどいのちとは何を指すの
かを明らかにしなければ話が徹底
しません。それで一応説明をして
おこうと思いますが、実はこうい
うことはいくら説明しても説明に
ならないほど不完全にしかできな
いものです。言を多くすればする
ほど分からなくなったり誤解を招
いたりするし、簡単にすれば尚分
からない。つまり言葉で説明をで
きないことを説明しようとするの
ですから元来無理なのです。
われわれはこういうことが原因
で無用の議論に時を費やすことが
あります。例えば人間に罪悪性が
あるとか無いとか言って本気にな
って考えたり論じたりしていま
す。これはラジオの街頭録音にき
かせて置くのに丁度手頃なこと
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適当であります。しかし如何に論
じ合ってみたところで解決はつき
ません。
たとえ多数の力やある人の巧妙
なる理論と爽やかなる弁舌を以て
相手を沈黙せしめたにしても、そ
れで問題が解決したのではありま
せん。
何故こういう問題は論じ合って
も解決がつかないのかと言えば、
同じ人間とか罪悪とかいう言葉を
使っていても相手が、人間とか罪
悪について如何に味わっているか
を知らずに各々勝手なことを言っ
ているからです。そしてたとえそ
の点に気がついても自分のいう人
間・罪悪などの言葉の意味を相手
に正しく知らせることが殆ど不可
能だからです。

ついでに言っておきますが、こ
の問題が議論によって解決がつか
ないのには更に重要な理由があり
ます。
それは、論者が先ず自分の欲す
る結論に立って ――即ち結論を前
提としてその上に理論を組み立て
ようとするからです。宗教という
ものはすべてそういうものです
が、はじめから互いに相反する信
仰内容（これは厳格な意味に於い
てはその正否を論証することは絶
対にできません。科学的心理と異
なる点です）を立脚点としてもの
を言っているのだから本来話にな
らないのです。散々に論じ合った
挙げ句「君はそう思うのだが、ぼ
くはこう思うのだ」と席を蹴って
立つのがオチであります。

こういう現象が一番よく見られ
るのは有神無神の論争に於いてで
す。神を説く人に向かって発する
質問は大抵無神論的であります。
従ってその人が立場を変えない限
り、いつまで説教してみても理屈
だけでは決して本当の有神論者に
することはできません。反対に無
神論者が有神論者をどんなに攻撃
し、巧みに論破してみてもそれだ
けでは無神論に転向させることは
できません。
同様のことがわれわれの心内に
於ける論争についても言えると思
います。
大体結論を前提としている人は
他の立場に立つ人に対して軽蔑か
憎悪の感情を持ちやすいものです。
（ ページに続く）

31
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松居桃樓さん来寮

長いひげの方が松居桃樓さん、右端の女性がお
弟子さんの田所静枝さんです。昭和４０年代の
写真と思われます。松居さんは戦後「蟻の会」
をおこし、貧しい人々のために街づくりをしま
した。『アリの町のマリア 北原怜子』 『天国は
はだか』（古書入手可）など著書多数あります。

- 30 -

（ ペ ー ジ より ）
そして軽蔑憎悪という感情は裏を
返せば、自分が負かされはしない
か、穢されはしないかという恐怖
感です。無神論の旗頭唯物論者の
多くは宗教人に対して恐怖感を持
っています。自己陣営の理論を鎧
い、勇敢なる戦を挑み、自信薄き
は相手を迷信亡者として頭から侮
蔑し去ろうとする、その敵対的態
度を見れば分かるでしょう。宗教
人も多くは同じであります。無信
仰者または異教徒に対して（多く
は 〝あわれみ 〟 などとごまかし
ますが）軽蔑か憎悪の感情を抱い
ています。裁くなかれと教えられ
ているキリスト教徒ほど人をよく
裁くものはありません。また平等
29

一如だの一切衆生悉有仏性だのと
いう仏教徒ほど仲間喧嘩の激しい
ものはありません。彼等は皆何か
一つの立場に立っているから他の
立場のものに対して恐怖を感ずる
のです。実際、傲慢も排他も狂暴
もそのタネはみな自己の恐怖心で
す。恐怖心があればどうしても身
構えをします。非常に多くの宗教
人が口に神を説き、自ら神を信じ
ていると確信しながら、或いは実
相無相だの不二だの好有だのと悟
ったようなことを言いながら、生
活の上では無神論者的に、或いは
野狐増上慢の徒となって、凡俗を
して近付けしめない堅い冷たい聖
人になり、傍目には浅ましいと思
われるほど独善排他的になってし

まう。これは本当の事実そのもの
を知らないで、教の立場に拘束さ
れて神が有る、などという観念的
な一つの立場に立って身構えをし
ているからです。神は有りとする
もそんな有り方ではないはずです。
さて、私は立場の違うものが議
論し合っても無駄であるというこ
とを述べてきました。しかし多く
の宗教は神有りとして説いていま
す。ところがそれを説かれる方の
人間は大抵先ず無神論的立場に立
っています。そうするといくら説
いても無駄であるということにな
るし、またもし何かの拍子で有神
論に転向せしめることができたと
しても無神論者を軽蔑憎悪する他
の一つの立場に置くだけのこと
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で、本当の愛と無恐怖に解放する
ことにはなりません。早く言えば
神さまを背負った高慢チキをつく
り、喧嘩の種をつくったようなも
のです。こんなことでは、いろい
ろ屁理屈を並べて弁解しても無駄
です。ということは宗教の目的は
達せられていないという意味で
す。それなのに何故多くの教祖は
神を有りとして説いたのでしょ
う。また仏教は無神論だと言われ
ていますが各宗教祖が何故無神論
的教義を立て、これまた喧嘩の種
をつくったのでしょう。
否々、決してそうではありませ
ん。それ等の教祖方はそうした一
つの見をとり、立場をとってそれ
を主張せられるのではありませ

ん。
それは仕方なしの方便として、
そうした立場に立つ如き表現をせ
られたに過ぎません。殊に教理と
いうものが必要ならば、それも一
種の理屈ですから話の辻褄を合わ
せねばなりません。そのためには
一応何らかの立場に立ったことに
しなければ論を運ぶことができま
せん。それで無理な表現をせられ
たのであります。ところが不甲斐
、に受け
なき弟子や学者がそれをま
ひれ
て更に尾鰭をつけていよいよ抜き
差しならぬものにまでデッチ上げ
てしまったのです。その証拠には
例えばキリスト教徒や仏教徒の中
にも有神論や無神論を超えて、生
活の上で無事の真人となっている
人が昔から少なからずある事実に

よって分かります。これは言葉や
説明や理屈を超えて教祖の意中に
飛び込んだ人なのだと思います。
そもそも説明や理屈というもの
はどうしてもある立場に立たなけ
れば成り立ちません。而も事実と
いうものは本来何の立場もあるわ
けではないのですから理屈にとら
き
われるということは事実を柝り刻
むことになります。例えば人間と
いうものを知ろうとして理屈で論
究して行くと人間がバラバラの線
や面で組み立てられたロボットみ
たいなものに見えてきます。こう
したロボットは生命の血が通わず
冷たいものです。人間をそういう
風に見ている人が今の世の中にも
沢山あると思います。何々学者と
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か何々主義者とかいう人たちの中
に特に多いようです。無立場の事
実 ――幅も厚みもあるその事実 ―
―を離れて線や面のようなものと
して論じて行くからそういうこと
になります。人間という厚みのあ
るものを理論の線で刺し、平面で
斬ってしまうのです。
われわれは理屈に眩惑されて自
分というものを見失い易いもので
す。理屈に征服されることなく自
分という人格に統一して、それを
使いこなしてゆかなければなりま
せん。人格に統一されない理屈は
如何に理屈そのものは正しくとも
悪智であります。
また理屈というものはそれを使
ってよい場合が限定されているも

のですが、われわれは正しい理屈
を不当に振り回して失敗するのが
常であります。即ち事実に符合し
ない結論を固く信じて疑わないと
いうことになり勝ちです。こうい
うことは唯物論者にも宗教人にも
極めてあり勝ちのように見受けら
れます。これを迷信と言います。
その理屈を振り回すのを悪智邪智
の働きと言います。
要するに私は理屈を排斥するの
ではありませんが、それにはそれ
の用法があるので矢鱈に一つの理
屈で押して行こうとすると却って
合理主義者の一番軽蔑する盲信・
狂信に自らを陥れ自他の生長を阻
碍する結果になるというのです。
つまり理屈のお化けになって足が

地につかずフカフカ宙に浮かんで
しまって、世間迷惑になるという
のです。自分が生きているのでは
なくて理屈が生きているようなの
は悲惨だというのです。
話が不知不識岐れ道に迷い込ん
でしまいましたが、凡夫極楽では
自己の欲望と外界の事実をそのま
まに見て、それに従って行動をす
るだけなので、理屈に従って行動
するのではありません。理屈は必
要に応じて後からつけるのです。
地獄やママゴト天国では理屈が先
になっています。いや理屈だけに
支配されるところが地獄なのでし
ょうか。
さてこれだけの前置きをしてお
いて「いのちというのは自分のこ
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とか、神のことか」という質問に
対して一応の挨拶をして更に地獄
の因を作ってみようと思います。
自分というものをつらつら観案
してみるに、考えること、するこ
と悉く何らかの意味で自分に得に
なることばかりです。自殺しよう
という考えさえそうです。つまり
何らかの欲の発現ならざるはなし
であります。今は一日、否、物心
ついて以来の自分のしたことで欲
望満足のため意外に何一つでもし
たことはありません。そしてその
欲の種類は無数です。性欲から食
欲や財欲名誉欲権勢欲或いは人を
よろこばせたい欲のような欲でな
いような欲まで数え切れないほど
であります。しかしその一つ一つ

を取り上げてよく観案してみると
みな一つの共通の性格を持ってい
ることが分かります。即ち時間的
及び空間的自己拡大の方向です。
それで何かしらそうした根本的な
欲があってそれが具体的に実現す
るために個々の欲望という形にな
って活動するのだと考えられま
す。ですから独立した個々の欲望
それ自体は無意味なものだと思わ
れます。丁度戦争の時の個々の部
隊の活動のようなもので、戦争全
体の目的から切り離してみたとき
にはまるで無意味なのと同じで
す。従って全体の目的をよりよく
遂げるためには或る一部の部隊は
犠牲にしなければならないことも
あるのと同様に、個々の欲望も時

には根本欲望達成のために犠牲に
しなければならないこともあるわ
けです。ただ欲が競合し或いは衝
突する場合にはどれを生かし、ど
れを犠牲にするかの判断はその当
事者である各個の欲望自身にはで
きません。それ等は初めに与えら
れた自己の任務を遂行するために
全力をあげようとしているだけで
す。その意味で欲望は具体的な形
をとって一度発現したらば欲望自
体としては盲目的であると言えま
す。従ってある一つの欲望にのみ
執着したらば根本的欲望の達成を
妨げることもあり得るわけです。
そういう欲望遂行の仕方が罪悪と
名付けられるに相応しいのだと思
います。よく言われるようにすべ
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ての欲望または欲望遂行が悉く罪
悪なのではありません。もしそう
なら欲の塊である人間はキリスト
が出ようが釈迦が出ようが決して
救われるものではありません。の
みならず、神のひとり子と称する
キリストや一切の迷惑煩悩を超え
正覚を成じたといわれる釈迦にさ
え欲望の活動がなかったのではな
く食欲があったし、一切衆生を救
わねば我慢ができないという大変
な欲望もあったというわけが分か
りません。完成した人の欲は欲で
はないというのは屁理屈です。た
だ罪悪性を帯びない欲であったの
だと思います。
しかし欲望というものは前に言
った如く、盲目的な活動をするも

のですからそれに基づく行為が罪
悪性を帯びやすいことは事実で
す。しかも人間は欲望の塊ですか
ら罪悪の器だと言っても言い過ぎ
ではありません。殊に現実には罪
悪的欲望の遂行から解放されてい
る人はないので人間は罪深きもの
として指摘されるのは当然でしょう。
こう見てくると人間が罪悪から
解放されるのには個々の欲望をし
て根本的欲望を阻碍せぬように働
かさねばなりません。諸欲間の拮
抗作用により、全体の調和を破る
場合には、苦痛を覚えるという方
法で或る程度自然に防がれます
が、それだけでは頼りないので全
体を綜合的に判断調整する知恵が
必要であります。そしてその知恵

は誰が持っているかと言えば、根
本欲望の「体」に本具するものだ
と思います。この体のことを私は
、の
、ち
、と言ったのであります。
い
では「いのちは何のために或い
は何故自己拡大の根本欲望を本来
見ているのか」ということと「い
のちとは一体どんなものか」とい
う疑問が起こりますが、第一の疑
問に対しては「知らぬ」と答える
より他ありません。そうなってい
る事実を知り得るだけで、それ以
上に解釈をしようとすればいろい
ろな宗教にあるようなフィクショ
ンを用いねばなりませんがそれは
無益なことだと思います。
第二の疑問については若干の説
明が可能だと思います。
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まずいのちは一つ二つと数えら
れるものか、即ち自分のいのち、
彼のいのちと区別できるかという
ことです。それは一応できると言
えます。丁度波頭のようなものと
思えばよいでしょう。その波頭を
中心として欲望の一束が発現して
いる。逆に言えば欲望の一束を単
位としてその発せられる基盤を一
つ二つと数えることができます。
しかし一つの波頭と他の波頭とは
つながっているのと同じく、私の
いのちと彼のいのちとはつながっ
ていて質も同じであります。ただ
す がた
各々の 相 が異なっているのだと
思います。従って発せられるべき
欲望も質は同じであるがその様相
は異なるのだと考えられます。

次に個々のいのち（波頭）とい
のちの海との関係について言え
ば、容器内の気体の圧力に関する
パスカルの原理に於いて言われる
如く、どの波頭にも同様に全体の
意志が個々のいのちの波頭にあら
われ、個々は全体の意志を成就す
るために働いていると言えます。
第三に個々のいのちは海の波頭
のように忽ちに消え失せるかとい
えば、消えてしまわないと思いま
す。その点ではいのちは波頭とは
違うと思います。その様相はいろ
いろに変わり、従ってその活動で
ある欲望の様相も変わりますが消
えて無くなりはしないと思いま
す。それだからこそわれわれは罪
悪的に欲望を遂行せず、いのちの

根本欲求を円満に達せさせたいと
念願せざるを得ないのです。
尚個々のいのちは誰がどうして
作ったかということも気にかかる
かも知れませんが、これも殊更擬
制を用いてまで説明せねばならな
いことではないと思います。ただ
個々のいのちがあるという事実を
知りさえすれば、それで不便はな
いと思います。
さて結論を急ぎましょう。
右に述べたように私は諸種の欲
望の束、個々のいのち、いのちの
海、を考えていますが、そのうち
欲望の一束のことを自分と普通言
っています。果なきもの、罪深き
もの、愚なるものです。しかしい
のちの生長のためには貴いもので
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す。
次に個々のいのちは生長するも
の、善なるもの、叡智あるもので
あります。或る人は個々のいのち
のことを「本当の自分」と言いま
すが、それには賛成できません。
何故かと言えばウソと本当とが混
濁して胡麻化しのよい口実になり
ますし、言葉の使い方から言って
も適当でありません。即ちいのち
そのものには自我と認むべき相対
意識はありません。欲望が顕在状
態になり欲望自体が一つの立場を
とるときにはじめて自我という意
識を生ずると考えるからです。自
、れ
、が我あると表
我というのは、こ
、れ
、が或い
すべきで、反省の後でそ
、れ
、が我であったと表すべきで
はあ

はないのですから。
、い
従って個々のいのちを自分の
のちといいます。
そしていのちの海を神と言いま
す。神はそれ自体善悪智愚の埒外
にあります。
「自分」が神を振り
返ったとき神は善であり、知恵で
あり、愛であり完全であることを
知ります。
神は個々のいのちに常に自らの
意志を伝えています。そして欲望
の束であるわれわれは欲望の本来
の任務を過たざらんがために常に
自分のいのちを振り返りその欲す
るところにしたがおうとするのです。
いろいろな欲望が衝突を起こし
たとき、原則として肉体的欲望よ
り精神的欲望を、いわゆる利己的

欲望より愛他的欲望を選ぶ方が結
局得であるということになってい
ます。得であるというのは勿論自
分のいのちの自己拡大に役立つと
いうことですし、またわれわれが
不安懊悩少なく積極的な楽しい生
活ができるという意味にもなります。
しかしそれは大雑把な原則論で
あります。矢張りわれわれは自分
自分について直接いのちの知恵に
きいてみるのが無難であります。
そしてきいてみるのには欲望の咬
み具合の騒々しさを鎮めて静かに
耳を傾ければよいのですが、その
方法はあらゆる宗教に完備してい
ますから好んで自分独特の方法を
あみ出す必要はありません。とも
かくその与えられた方法に一切を
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まかせてみれば、自分のやりくり
ではどうすることもできない欲望
もいのちの内部的調整作用によっ
て調整せられます。
救われるとか悟るというのはこ
の内部的調整が完全になって、い
、通しで意識に
のちの根本欲求がス
上って来るようになることではな
いかと想像しますが、どうでしょ
う。或いはそうなることの保証を
得たと確信することなのかも知れ
ません。
１( )

山中真知子

「まみず」に出会って

東京へ
長男の場合

長男の一が浜松から番町小学校
へ転入したのは小学校六年生の時
で、三つ目の小学校でした。浜松
にいた頃から少し反抗期に入って
いてややこしい時期になっていま
した。
東京へ来てから家族で山の手線
に乗ったりすると、自分だけは離
れた場所に立って他人のような顔
をしています。降りる時に目で合

図をしようものなら怒った顔をし
ます。一の気持ちを察するに、格
好をつけたい時期でもあり何とな
く自分の家族を人に知られたくな
いという気持だったのかと思いま
す。しかし別の車両に行くことは
なく、自分からは家族の見える範
囲にいて自分なりに微妙な距離感
を保っていたのは子どもらしいと
思います。
朝、学校へ出かける前は洗面所
の鏡を独占して気のすむまでヘア
スタイルを整えていました。ゴミ
出しに玄関を通る時、その様子を
見ると真剣な姿です。自分の気に
いるまでは髪の毛一本もないがし
ろにしないぞという強い決意を感
じるほどです。しかし後ろ髪が跳
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14

ねていることもあり、一言声をか
けようかと思いますが私は黙って
います。鏡の前で本人がこれでよ
しと納得がいけばいいので余計な
一言は禁句、この真剣な姿は何と
もユーモラスなものです。
ずっと後になってから、
「自立」
と「目立つ」はよく似た字である
と言った人がいて、確かにこの目
立ちたい、自分をよく見せたいと
思う気持は自立の入り口にいる思
春期にとってはとても意味のある
ものだとわが子のこの時期の事を
思い出して感じ入ったものです。
「自立」への道はもちろんまだま
だ遥か彼方にあり、
「目立つ」路
線へまっしぐらの長男です。その
功があってかどうか、クラスでは

女の子から人気があってバレンタ
インデーの日はチョコレートをた
くさんもらってきます。麹町に引
っ越してきて本人が一番驚いたこ
とは、おそらく自分の家とは大き
な違いのある生活水準の差である
と思います。同級生の住む大きな
マンションに遊びに行き帰って来
るなり、
「お母さん、僕の部屋に絨毯を敷
いて欲しい。友達の家はふかふ
かの絨毯で、足が沈むぐらいだ
よ」
とのこと。初めての体験で、その
ふかふかに余程びっくりしたので
しょう。聞いたわたしもびっくり
です。私達の住まいは公務員の宿
舎で、ごく普通の住まいです。

「コの字」型一棟ですが広さは三
種類あり、私達南側の世帯は三つ
の中では広いスペースでした。
両隣のお宅はお子さんが一人で
すからゆったりと生活ができると
思いますが、我が家は七人なので
かなりの人口密度です。同じ宿舎
内で七人家族はいませんから、少
し親しくなると大抵の人からこう
聞かれました。
「山中さんのお宅は、みなさんど
うやって寝ているんですか？」
と。笑い話のようなちょっと失礼
な質問です。
広いとは言え普通の三ＬＤＫ
で、水回り、台所、リビング、和
室が六畳、四畳半、八畳の三部屋。
玄関わきの六畳に男の子三人、次
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の四畳半に志乃、南側の東京タワ
ーが見える八畳に私達夫婦と芳子
の三人という具合でこの三部屋に
七人が分散して寝ます。
引っ越して直ぐの時は洋志は私
と一緒に寝ていましたが、芳子が
生まれてからはお兄ちゃんたちと
同じ部屋になりました。男の子三
人はまるでパズルのように寝てい
ます。九年間このスタイルで家族
が寝ていました。男の子三人は背
もどんどん伸びますから部屋が小
さく感じます。越して来て洋志が
まだ幼稚園で小さいうちは良かっ
たのですが、大きくなってくると
さすがに三人が頭を並べて寝るに
は無理があり、部屋を立体的に使
うべく机がセットになったベッド

を購入しました。上がベッドにな
っているのでなんとか三人が寝ら
れるスペースが出来ました。
夏の夜など開け放った部屋を覗
くと、長男の脚が次男のお腹にド
ーンと乗っていることがあり、両
手で持ち上げてどかしたりするこ
とも度々ありました。
寝ている顔はまだまだ子どもで
すが、一の反抗はほんのちょっと
したことでとんがって私とぶつか
ります。私も手を抜かないで言い
たいこと、言うべきことをぶつけ
るので最後には、
「くそバアバアー」
と死球を投げてきます。私もそん
な球には怯まないで同じ様に投げ
返します。

「はいはい。お母さんがくそバア
バアなら、子どものおまえはく
そっ子だー。
」
良いお母さんはこんな対応はし
ないのかもしれません。子どもと
の日々の激闘は今思えば懐かしい
出来事ばかりです。結構エネルギ
ーがいることですから、自分も若
かったということでしょうか。親
の立場をかなぐり捨てて感情的に
ぶつかった日々です。
こんなこともありました。夕飯
の準備を忙しくしている時に、
「はじめー、ちょっとお膳の用意
をして」と声をかけたところ、
何か私に口返答をしました。どん
な事を言ったのかは覚えてはいな
いのですが、傍にいた喜代志さん
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がそれを聞いて叱りました。
「お母さんにその口の訊き方はな
んだ！」
そう言って一を足技でねじ伏せ
て、
「お母さんに謝れ！」
と押さえつけました。
喜代志さんは、子ども達に声を
荒げることはめったにありません
し、ましてや力で何かということ
もありませんでした。驚いたのは
私です。
聞いたことのない喜代志さんの
怒った声と、目の前で喜代志さん
に首のあたりを押さえつけられて
いる息子を見た瞬間に私は自分で
も思いもよらない行動をしていま
した。喜代志さんを突き飛ばした

のです。今思い出してもほとんど
反射的な行動でした。声には出し
ませんでしたが、その時の自分の
本心は『わたしの子どもに何をす
るの。だめー』といったものであ
ったと思います。自分でも何とも
説明のしようもない感情で，何か
動物的な本能的に動かされたよう
なそんな出来事でした。冷静に考
えれば喜代志さんは父親として息
子に対しては当然の態度だったと
思います。それに反して母親とし
ては愚かな母だったなぁと思いま
す。息子も父親の力に驚いたこと
でしょう。まだ素直にはなれなか
ったでしょうが、
「おかあさんごめん ‥‥」
との小さな声が聞こえました。

思いもかけない私の突進に一番
驚いたのは喜代志さんだったでし
ょう。

中学生になった一は好きなサッ
カーを続けていました。
この麹町中学校は子ども達の校
舎の棟と渡り廊下でつながった体
育館や職員室が敷地のほとんどを
占めています。さらにその狭い敷
地に正門から裏門に向けて大きな
銀杏の木がずっと植わっています
から、運動場として使えるスペー
スは狭くてサッカーコートを取る
ことはできません。ハードルのバ
ーをいくつか並べてゴール代わり
にしてシュート練習をしていたよ
うで、思いっきりサッカーとはい
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かなかったようです。
新宿にあるサッカーチームに入
ってからは、四谷駅の傍にある上
智大学のグランドで毎週練習を楽
しんでいました。上智大学のグラ
ンドは四谷の土手の下にあり、雨
が降ると水はけが悪くていつまで
も湿っています。こんな日に練習
があると泥だらけで帰ってきます
から洗濯が大変でした。
春になると、この四谷の土手の
桜は本当にきれいで満開の季節は
大勢の人が花見を楽しみます。
季節を問わずこの四谷の土手は
我が家の散歩コースで思い出深い
場所です。

中学での勉強も始まりました。
私立中学の受験をして、落ちてこ
の中学に来ている子どもたちがほ
とんどです。やはり区域外から通
学している子どもが多数で、この
子どもたちにとって次の目標はや
はり有名私立高校の受験で、すで
に塾へ通って三年後を目指してい
ました。
私立高校の受験科目は英、
数、国、の三教科なので、受験に
関係のない教科の授業中には塾の
宿題をやっているようです。
「理科や社会の先生が叱るけれど
みんなやめないよ」
と、我が家の子どもが言います。
また授業中もうるさくて、あまり
にもうるさくて先生の声が聞こえ

ないので長男は一番前の席に代わ
ってもらったと言っていました。
学校の授業が頼りの我が家の子ど
も達は、この環境のなかで普通に
過ごすことはなかなか大変だった
と思います。
さて、一の成長は背が伸びるこ
とだけではなく，性への目覚めも
始まりました。ある日の事。赤ん
坊の芳子がぐっすり寝ている間に
生協の注文書を書いてしまおうと
テーブルに向かいました。芳子が
寝ている間はほんのつかの間の自
分だけの時間です。お茶を飲みな
がらゆっくり記入をしていきます。
書き間違えたので書き直そうと
思い消しゴムを探したけれど手元
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にない。
子どもの物を借りようと、
「消しゴム借りますよー」
と、独り言を言いながら長男の引
き出しを開けました。
「！！！」
一瞬にしてＨな本だと分かりまし
た。私は見てはいけないもの見て
しまったと思い、急いで消しゴム
を借りて急いで戻しました。何だ
か心臓がドキドキします。
「あんな本を読んでいるんだ。大
丈夫かしら」
何か根拠のない不安でいっぱい
になり、心の中で『喜代志さんに
相談してみよう』と思いました。
ところがいざ喜代志さんに聞い
てみようと話の糸口を探すのです

がうまく話せない。顔がほてって
来て、どうやって切り出したらい
いかわからないのです。女の子の
身体の変化は同性ですから初潮が
始まった時は母親として、
「良かったね。お母さんになる準
備だね」
と、スムーズに変化を受け入れる
ことができたのに、男の子の身体
の変化に母親として初めて遭遇し
て、
慌てふためいた自分がいました。
思い切って喜代志さんに聞きま
した。
「あの ‥‥、はじめが ‥あの ‥‥
変な本を‥‥」
しどろもどろに話す私に喜代志
さんは、

「普通のことだよ」
と、あっさり返答をしてくれまし
た。そうか、普通の事だ。男の子
にとって当たり前の事だ。と素直
にストンとお腹に落ちて不安が解
消されました。
この感じは志乃がまだ小一の時
に、
「ここは塾じゃないぞ」
と喜代志さんから言われた時と同
じ感覚です。言われた瞬間、即納
得といったものです。その後、長
男の引き出しを開けて消しゴムを
借りるようなことはしませんでした。
こんなこともありました。お兄
ちゃん達と一緒にお風呂に入って
いた洋志が出てきて、
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「おかあさんー、はっくんが、お
ちんちんの毛を抜いてるよー」
「？？ ええっー」
さすがにこの時は風呂場へ飛ん
でいって、
「だめだよ！どうしてそんなこと
をするの！だめだよ。生えてく
るのが普通なんだから抜いちゃ
だめ！」
身体が大人に変化していくこと
に一番戸惑いを感じていたのは本
人だったのかもしれません。
長男の性の成長の過程を母親と
して初めて体験したわけですが、
必要以上に神経質にならずに、当
たり前の出来事としてスムーズに
やり過ごせたことは良かったと思
っています。
（つづく）

後 記
「一所懸命試験勉強をして憶えたことだ
から忘れないように、と心を砕いてい
てはダメだ。一旦憶えたことは忘れて
しまって、次の今すべきことに集中し
て取り組む。これが大事」
重正先生がこんな話をされたのを憶え
ています。何が切っ掛けでそのように思
われるようになったのか、それを知るヒ
ントが『まみず』にありました。記事の
中では 〝考へ方 〟と書かれていましたが
送りがなを改めてあります。
プリンターが古くなり印刷劣化、また
紙を同時に二枚くわえ込むことが時々発
生。欠頁ではないのでそのまま送らせて
いただいてきました。新年度を迎えプリ
ンターを更新することになりましたので、
次号から少し読み易くなるかと存じます。
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