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家庭でも街頭でも、ひとのわず
かな心づかいがどんなに自分を
助けてくれるか知れないと思う
ことがしばしばある。それなら
自分もひとにわずかな心づかい
をおしまないようにしたいもの
だ。相手にはそれを求める権利
がないとか、自分にはそうする
義務がない、などとケチなこと
はいわないで。

刺戟に左右されるだけの生活をし
ている人が多いように思われて、
それが気になるせいもあるでしょ
う。
いったい己に克つとはどういう
ことでしょうか。私は中学高校生
頃に父からいつも、
「男児たるも
のは欲望に負けているようではい
かん」と克己の大切なことを諭さ
れましたが、私には父が何を言お
うとしているのかよくわかりませ
んでした。むろん、なんとなく漠
然とはわかるのですが心にじかに
触れて来ないのです。そのため何
十遍教えられても本気で己に克と
はくうん ５
、か
、ら
、う
、
さ

克己ということばがあります。
私たちが子どもの頃よく聞かされ
た大へん古めかしいことばです
が、この頃よくこのことばが胸に
浮かんできます。それは自分がだ
んだん年をとるに従っていくらか
おのれ
己 に克つことができるようにな
、い
、ことか
って、それがどんなによ
わかって来たせいだと思います。

うと思ったことはありませんでし
た。ただ言われる度に、
「自分は
意思が弱いのだな」と思い、救わ

和田重正

そしてその目で若い人たちを見る
と自分の若い時と同じように克己
の大切さを知らずに専ら外からの
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父や先生の言うことを撥ね返すだ
けの理由もみつかりません。やは
り大人の言うことには自分たちに

れない気持に落ち込んで行ったも
のでした。
いま当時の自分の感じを思い出
してみると要するに、何がわから
ないのか、がわからなかったよう
です。それで「己に克たねばなら
ぬ」と言われることは「欲望をお
さえろ」と言われるのと同じこと
だと感じていたのです。ところが
、
当時の私は欲望を抑えることがよ
、ことかどうかもわからなかった
い
のです。人間に自然に具わってい
る欲望を否定しなければならない
という理由はどうしても納得でき
ませんでした。そうかと言って、
それでは己に克つ、とは本当は
どういうことなのでしょう。それ
は偉い人から聞いた話ではなく私

はわからない深いわけがあるのだ
ろうと思っていました。このよう
に欲望の意味がわからないのでそ
れを抑えることが本当によいこと
なのかどうかもわからない、従っ
て己に克つということがどれだけ
値打ちのあることかわからなかっ
かので、本気でそういう楽しくな
いことをやろうという気にもなら
なかったのです。全く惜しいこと
でした。その辺のところをよく教
えてくれる人があったら私は今頃
よほど立派な人物になり世の中の
ために役に立っていただろうと思
います。

る悪い癖があったようです。今で
も偉い人たちにはそういう趣味が
ないとは言えません。私はアタマ

の勝手な解釈ですからそのつもり
で聞いてもらわなければなりませ
んが。大体己に克つとはおかしな
話です。克たれるのが己ならば克
つ方の人は誰なのでしょう。これ
も自分でしょう。そうすると自分
が自分に克つというのですから一
人角力をとれということになって
しまいます。しかし、まさか偉い
人たちがそんなことを言う筈があ
りません。何か別のわけがあるの
ではないでしょうか。
昔の学者や聖人たちはなんで
も、素人にはわからないことを言
って庶民をけむに巻いて得意にな
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顔をしたものを本当の己が克服す
る」という意味であります。しか
し、克服するとは、なんでも彼で

が悪いから理屈は考えられないの
で仕方なしに何十年もかかって体
験によって、この煙を払いのけ、
ことばに隠されているカラクリを
発見したのです。わかってみれば
タワイもないことで、コロンブス
の卵みたいなことです。克たれる
方の己とは実は「己のような顔を
したもの」のことでハッキリ言え
ば自分の感覚・感情から来る欲望
のことです。克つ方は何かといえ
ば、感覚感情の出て来る本家のこ
、の
、ち
、と呼
とでこれをわれわれはい
びます、即ち自分のことでありま
す。つまり克己とは「己のような
うちに「フン、そうか」と思える
ようになり、活殺自在とまでは行
かなくとも、目さきの欲望に引き

も抑えつけてしまうということで
はありません。そんなことをした
ら人間は死んでしまいます。ただ
いのち
家来にするということ。自分が主
人公になって感覚や感情から出る
欲望に対し生殺与奪の権を握り、
活殺自在の権威を回復する、とい
う意味であります。
こう言うとまことに明快のよう
ですが、これは一応の解釈で、こ
、ら
、だ
、で納得するのはやはり
れをか
一仕事です。そこで私が若い人た
ちに無料公開したい秘法があるの
です。やってみたら面白くて止め
られない方法ですが、やっている

とが最大の美徳だと心得るように
訓練されています。それで親にで
も先生にでも勝たねばならない。

摺り廻わされ、上べの興奮のみの
無気力な状態から抜け出すことは
たやすくできるでしょう。
、か
、ら
、
その無料公開の秘訣とはさ
、ことです。これならば現代の青
う
少年の最も得意とするところでし
ょう。
学校をはじめ世の中のあらゆる
ものから青少年が教えられること
は、他に勝つことです。勝ちさえ
すればほめられるのです。小さな
時からテストの点数で友だちを負
かすとほめられる。カケッコで勝
てばほめられる。なんでも勝ちさ
えすればほめられるので、勝つこ
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なものを相手取るのが賢明です。
これは決して冗談や逆説を言っ
ているのではありません。誤解の

国家の支配者にも勝たねばならな
い、という風にエスカレートしま
す。そして親や先生などのような
自分より強力な者に立ち向うとき
、か
、ら
、う
、という形になりま
にはさ
す。一方反抗期ということばを流
、か
、ら
、い
、を奨励
行させていよいよさ
、か
、ら
、う
、
するので、現代の若者はさ
ことが即ち進歩的であると深く信
じています。実に大した教育の成
果だと感心します。
その成果を活用しようというの
、か
、ら
、い
、はなるべく強力な
です。さ
ものに対する方が張り合いがあり
ますから、自分の欲望の中の強力
いものです。
「あいつは憎らしい
奴だからいつか鼻をへし折ってや
ろう」とか「勉強なんか放ってお

ないように願います。
「この野郎、ひとをナメやがっ
て！」と怒り心頭に発し、
「ナニ
オ！ペランメー」と呶鳴りたい気
持に、真っ向から、さからうこと
はむずかしいように思えますが、
これは案外誰にでもできます。こ
れくらいのことができない者は論
外です。突発的というか、急性と
いうか、そういう欲求は抑え難い
、
ように見えながら実は反射的にさ
、ら
、う
、ことは大してむずかしいこ
か
とではありません。それより慢性
的にじわじわと寄せて来る欲求に
さからうことはなかなかむずかし

ガシサ」だそうです。なんとも言
いようのない清々しさを経験する
そうです。誰も清々しさが欲しく

いて、マージャンやりたいな」
「カ
ッコイイくるまが欲しいな」とい
、か
、ら
、い
、にくい
うような欲求にはさ
ものです。そして欲求が本能的な
、か
、ら
、い
、に
ものであればあるほどさ
くくなります。
、か
、
一番代表的なものは食欲にさ
、って何十日も食わずにいること
ら
です。いわゆる断食です。それか
ら運動欲にさからうのも最も困難
なことの一つです。それは不動を
保つこと即ち静坐です。
、
こういう最も基本的な欲望にさ
、ら
、い
、続けたら何か得られると思
か
いますか。一言にすれば「スガス
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に深い味わいを覚えるようになる
のはそのせいだと思います。

てそういうことをする訳ではない
でしょうが、結果はそうなるのだ
そうです。
しかし食欲や運動欲のような重
、か
、
大な本能にある程度徹底的にさ
、う
、というような捉えどころのな
ら
い気分を味わうだけではなく断食
の場合は、
「食う」という意味を
、ら
、だ
、が正しく理解するもののよ
か
うです。従って味覚がその原始的
な役割をよく弁えて果たすように
なるでしょう。栄養学が教えたり
その他の生活環境によって慣らさ
れた濃厚なものやごちそうより
も、もっと健康によい素朴な食物
うことの真意に徹します。ですか
ら身心不動の状態は内容空虚な
「静」ではありません。それなら

それから静坐の方は徹底すると
人間の「動く」ということの本当
、ら
、だ
、が知るようです。
の意味をか
そうするとバカな余計な見当違い
な動きはしなくなるでしょう。動
けば必ず生命的な充実した、意味
のある動きになると思います。そ
、ら
、だ
、の動きはそのまま
してこのか
心の動きと一致している筈ですか
ら心もバカな余計な見当違いな動
き方はしなくなると思います。そ
れはどういうことかと言うと、本
、
当の正しい静坐は運動本能へのさ
、ら
、か
、い
、であり、そのさ
、ら
、い
、の極
か
限では人間の身心は「動く」とい

、か
、ら
、う
、と大した利益があること
さ
は間違いありません。性欲に徹底
、か
、ら
、ったらどうなるでしょ
的にさ

ば死です。ところが静坐は実は生
々です。不動はあらゆる「動」を
内蔵した充実し切ったものである
でしょう。ですからこの不動から
はどんな動も自由自在に出て来る
のだと思います。
実は私は徹底的な断食も静坐も
したことがないのですから右に述
べたことは想像にすぎません。し
かし全然何の拠り処もないという
わけでもなく別の体験から推測し
たことです。ですから或いは間違
いであるかも知れませんが、全然
出鱈目だとも思いません。
ともかく食と動の肉体的欲望に
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にさからって自他共に傷つき後味
のわるさを繰り返すより、一転し
、か
、ら
、って
てわが横暴なる欲望にさ

う。これは全く経験外ですから想
像もつきませんが必ず何か得難い
ものが得られるだろうと思いま
す。
、か
、ら
、う
、とい
このように欲望にさ
うことは手応えのある仕事で最低
でも、清々しさは必ず味わうこと
ができます。何か感覚や感情に煽
られて始末のわるい欲望があった
ら是非試してみてください。どん
なに楽しく後味がいいか、小さな
ことでも二、三回経験してみたら
病みついてやめられなくなります。
親にさからい、
先生にさからい、
夫に妻に上役に、世の中に、国家
いる自分とは何であるかがだんだ
んわかって来るでしょう。少なく
、か
、ら
、っ
、て
、いるという
とも欲望にさ

みることです。差し当たり扱いに
困る欲望のない人は残念ですが、
、か
、ら
、い
親や先生の忠告や命令にさ
、
たい人、夫のすることに内心でさ
、ら
、っている妻、そういう外に向
か
、か
、ら
、い
、を感じている
かって何かさ
、か
、ら
、
人は、先ず手はじめにそのさ
、にさからってみてごらんなさ
い
い。そこに何が出て来るか、これ
がまた楽しみです。
、え
、
ともかく扱いにくい欲望を抑
つけようとしてそれと四つに組む
、か
、ら
、っ
ような企てをするより、さ
てやろうと考えてそれを何回か繰
、か
、ら
、って
り返しているうちに、さ

昭和四十五年五月号

まみず第五巻 第五号

ことがどんなに気持のいいことか
は体験できると思います。それと
同時に克己がどんなに素晴らしい
ことかわかって来ます。
これが私の克己礼讃論であり、
さからい奨励論です。

編集部補足

この年（昭和四十五年）和田先生
著『欲望の教育』が柏樹社から出
版されました。欲望の微妙な本質、
生命との深い関係が、先生の正直
な内省に裏打ちされて書かれてい
て、既存の教育学を破った、真の
「人間のための教育」といえる労
作です。インターネットで古書を
探すと見つかります。
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、る
、気を失っている人があ
や
る。やる気を取り戻そうと
してもがいてみたが絶望感
を深めるばかりで、生気な
くその日暮らしをしている
人もある。惜しいことだ。
紙一重。その一枚を捨てて
はじ め

みれば天地開闢の初発に立
っていることがわかるの
に。

はくうん ６

二人がかりでお勝手の方へ持って
行くのです。足場の悪い坂道を、
ざる
軽い笊を両方から掲げて歩くの
は、それを一人で持って調子をと
りながら歩くよりずっと骨が折れ
ることだのに。そう思って私は、
「一人で持って行った方が楽じゃ
ないの」
と言ってみました。少年たちは、
私の方を見てニコニコしながらそ
のまま二人で持って行きました。
そのニコニコの中には「それはそ
うだけども」という気持がありあ
りと現われていました。
この二人の少年は純真なとても
、ん
、気
ほ

塾の新入生（中学生）をはじめ
て合宿に連れて行くと必ずと言っ
てよいほど見せられる彼等の不思
議な行動があります。
その一つは、一人で運んだ方が
楽に持って行けるような軽い物を
わざわざ骨を折って二人がかり、
三人がかりで仲よく運ぶというよ
うなことです。先日も新入の一年

いい子たちで、私の忠告を敢えて
拒絶するつもりではないが、それ
よりやはり自分たちの今やってい

和田重正

生ばかりを連れて行きましたら、
炊事当番の少年でしょう、大きな
ざる
笊にニキロほどの里芋を入れて
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る行動の方に何かより正しいもの
があると確信しているらしいのです。
同様なことが、ゴミを捨てに行
ったり、バケツに水を汲んで来た
り、机を運んだり、そういう場合
にいつも見られます。それは一年
生に限らず、二年生でも三年生で
も、ともかく塾の新入生で合宿に
はじめて参加した者はたいてい誰
でもやることなのです。
もう一つのことは、掃除につい
てですが、あるグループが庭を掃
く当番に当たると三、四人のメン
バー全員が竹箒を持って一斉に元
気よく掃きはじめます。ところが
テージの少年少女の心に染みつい
ているように見受けられます。そ
ういう者に限って食べ物になる

――驚くことには三人、四人がめ
いめい勝手なところから気の向い
た方に向かって掃きはじめるので
す。長い合宿の時には毎朝、山の
上の神社に行ってその境内を掃く
ことにしていますが、そこは広い
し人数も多いので黙って放ってお
いたら、ゴミがあっちへ行ったり
こっちへ掃き返されしてなかなか
らち
埒があきません。
それから更にもう一つ顕著なこ
とは、
共同作業の場で現われる
「働
かない方が得なんだ」
という気分。
これは全部が持っているわけでは
ありませんが、かなりなパーセン

と何処にその感じのズレの原因が
あるのだろう、と考えざるを得な
いのです。しかしいくら考えても

と、少しでも大きいの、うまそう
なものを敏捷に先取りしようとし
ます。
このような少年少女の行動はど
こから起こるのでしょう。殊に一
番目の、軽い物でも仲よく二人で
運ぶ、という行動はどんな気持の
現われなのか、私は毎年同じ場面
に遭遇する度に考えさせられるの
です。
理屈はどうつくか知らないが、
私の直感では確かに、その行動は
おかしい、と感ずるのですが、子
どもたちは全然おかしい、とは感
じていないらしいのです。とする
し

――箒の使い方を知らないのは、
近頃竹箒で掃くような庭のない家
が多いから、
無理はないとしても、
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するの？」ときいてみても恐らく
ハッキリと答えることはできない
と思います。またもし答える子が

観察してもはっきりはわかりませ
ん。したがって私は、それについ
て大げさな注意を与えたり教えた
りすることはないのです。それに
も拘わらず ――他の二つのことも
同じですが ――一学期ほども経つ
とそういう不自然な行動は消えて
しまいます。これもまた、どうい
うわけなのでしょう。
私には前に言ったように、この
現象の意味は適確につかむことは
できないのですが、非常に微妙な
教育上の問題を含んでいるように
思われてなりません。
子どもたちに、
「どうしてそう
って行こう」ということになるの
ではないかと思います。そうだと
するとこれはまことに思いやりの

あったとしても、それをそのまま
信ずることはできないと思うので
す。従ってこれは全く私の想像に
すぎませんが、子どもたちのその
行動を支える心理は、
一つには
「公
平あるいは平等」の観念があるの
ではないかと思います。
「仕事は
平等にする」という建て前が貫か
れているのではないでしょうか。
その建て前からすれば、もし自分
一人で持って行ってしまっては相
棒から仕事を奪うことになり、義
務を果たさせないことになって
（或いは相手をアブレさせては）
気の毒だ、そこで「いっしょに持

、を
、と
、と
、の
、
う。そういう安心を、形
、る
、ことによって求めているので
え
はないかと思うのです。

ある優しい心がけだとしなければ
なりません。しかし、もしこれを
裏返してみれば、自分だけがする
のはバカバカしい、という気持と
も見られなくもありません。双方
のそのような気持が一致して、結
、力
、という形が出て来た
果として共
のかとも考えられます。
それからもう一つ考えられるこ
とは、行為の内容より形に重点を
置く、という習慣から出る行動で
はないかということです。つまり
「自分たちはこうして義務を果た
しているのだ」と自らも満足し、
他の人々もそう認めてくれるだろ
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これはあくまで私の勝手な解釈
ですが、もし甚だしく間違ってい
ないとしたならば、それは今日の
教育の根本に関係する重大な問題
を提示していることになると思う
のです。
このような行動を正しい行動で
あると信じて疑わない少年少女を
育てて来たのは誰でしょう。学校
教育より他にありません。よく世
間では学校における精神教育の欠
除が噂されますが、私はそれはと
んでもない誤解だと思います。戦
後二十数年の日本の教育はこのよ
うな精神教育の成果を確実に挙げ
ます。中身がわかってもわからな
くても、教えられたことばの通り
を答案に書いておけば満点をくれ

浅薄な観念の 虜 とし、人目ばか
りを気にし、労働を売物と心得る
ように実物実地の教育を施してき
た結果が今日みごとに現われてい
るのだと思います。
ではこのような行動のどこに間
違いがあると私が考えるのかとい
、ん
、気
うと、一言にしていえば、ほ
でない、というところです。
、ん
、気を
今日の学校教育は全くほ
顧みない。カッコウさえできてい
ればそれでＯＫということになっ
ています。
教えられたことを憶えさえせて
いればいいということになってい

たせいか、それでもまともな点の
取れない者がいっぱいいるらしい
のです。それは兎も角、そういう

るのです。テープコーダに吹き込
んでおいて、それを試験場に持っ
て行って再生すれば足りるような
、
ものです。まして学問に対してほ
、気か否かは全く問うところでは
ん
ありません。よその地方ではどう
なっているか知りませんが私の近
所の中学や高等学校では、英語で
も数学でも試験といえば教科書に
載っている通りの問題が出るのだ
そうです。われわれ昔学校に行っ
た者が考えると、そんな問題ばか
り出たらば全部満点取るだろう、
と思いますが量が多過ぎるせい
か、子どもたちの頭がバカになっ

とりこ

ているのです。知育においてはガ
ラクタ知識を詰め込むことに熱中
するかたわら、
精神教育の面では、
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いろいろな事実が証明していると
思います。
さて、先の話に戻りますが、
「二

試験を受けて、よい点数を稼ごう
とするには要するに習った通りを
書きさえすればよいのですから自
分で考えるということが省かれま
す。幾年も幾年もそれをやってい
ると頭が硬直してまるで働かなく
なるのは当然です。働かない頭ほ
ど恐ろしいものはありません。自
分の知っている公式や形式にあて
はめて合わないものはなんでもナ
ンセンスとなり、合うものは絶対
に正しいとして、思い直してみる
ということができなくなります。
今日の若者の殆んど総てがこの恐
るべき教育の犠牲者であることは
そんな満点で満足するはずはあり
ません。
このようなアマイ行動を育てた

人で二キロの里芋を運ぶ」という
行動は、公平とか平等という観念
とお互いの思いやり、という善な
る心情に支えられ、更に形の上で
義務を果たしているという安心も
交えた、まことに美わしい行為と
理解されているのでしょうが、も
、ん
、気を出したらそういう
し人がほ
アマイ行動には出られません。庭
や境内を掃くのについても同じこ
とがいえます。掃けといわれたか
ら掃いていれば、ゴミがどっちへ
行こうと、今日の学校教育の要領
では、それで満点をとれるでしょ
、ん
、気を出したらば、
う。しかし、ほ

創造を可能にするのだと思いま
す。具体的には、前の例でいえば、
手の余った一人は自分のするべき

のは、むろん学校教育全体の建て
方によるのですが、それを実行の
上で確実に体得させたのは、掃除
当番その他の当番のやらせ方だろ
うと思います。
それから、お金にも点数にもな
らない仕事をするのは損だ、共同
作業はなるべくサボるのが利口
、ん
、気
だ、というさもしい考えもほ
を妨げる大きな原因の一つです。
なにしろ、ゴミを掃くのでも芋
、念
、な
、く
、その事自体
を運ぶのでも余
、ん
、気こそ
を完全に行なうというほ
、そ
、気の混じ
が大切なので、そのう
、ん
、気があらゆる
らない生一本のほ
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、念
、にま
ったならば、そのような余
つわりつかれ妨げられた行動は生
、や
、し
、い
、もの
命感のないまことにい

仕事を他に見付けて結局二倍の仕
事を行なうことになります。この
ような仕事の発見は一種の創造活
動といえるでしょう。
今日教育が盛んになるにしたが
って益々人間に創造性が乏しくな
、念
、ばかり育てて
ってきたのは、余
、ん
、気を育てる努力を全くしない
ほ
ためだといえるでしょう。余念は
たとえそれが公平とか思いやりと
いうような結構なことであって
、そ
、気であってはわれわれの
も、う
行動をいのちなきものにしてしま
います。
ましてそれが見栄や外聞、
損得などのようなケチな内容であ
芋を運んで、公平の観念や思い
やりやカッコウよさを求めていた
のでは、アタマは働いているかも

になってしまいます。
ともかく人間は、仕事について
ばかりでなく、遊ぶことから食べ
ることに至るまで、何事をするの
、ん
、気でなければつまりませ
にもほ
、ん
、気の失われているところ
ん。ほ
には生の充実感はあり得ないので
、と
、も
、に
すから。花を見るなら、ま
見る、こころを全開にして見る。
それでなければ花は見えない。カ
ッコウをつけて見たり、美を探ろ
うなどという邪念を混えて見たの
では花は見えません。花に対して
花が見えなければ生命の充実感な
どはありません。

、の
、ち
、の中に、
いる。
その大自然のい
まだ柔軟な心の少年少女を放った
ならば、誰が教えなくても、彼等

、の
、ち
、はのびのびとは
知れないがい
働いていません。箒で掃いてゴミ
を動かして形を満足しても何者に
、の
、ち
、の充実感
もだまされない、い
は出て来ません。 ――こんな言い
方をすると、
「何を大げさなこと
をいってるんだ」と思われるかも
知れませんが、私はこのことはど
んなに大げさに言っても言い過ぎ
ということはないと思っています。
、
あれやこれやとはからわず、い
、ち
、のままに一途に生きる、それ
の
、ん
、気で生きるということだと
がほ
思っています。
、ん
、気で暮らして
自然はいつもほ
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、の
、ち
、は忽ち自然のそれと共鳴
のい
を起こし、人間の作ったケチな観
念の殼を超えてほん気を取り戻す
のは当然でしょう。
、ん
、気の重要さに
教育はもう、ほ
、そ
、気
気づかなければならない。う
ばかり育てていては、みんなつま
らなくなってしまう。何を見ても
、の
、ち
、の充実
聞いても為しても、い
感がなくなってしまう。
生産増強も経済大国もそのうち
軍事大国にもなるだろうが、若者
、の
、ち
、を踏みつぶしてそんなも
のい
のに奉仕させようというのが教育
なのだろうか、せめて教育だけは
、の
、ち
、の味方でなければな
若者のい
、ん
、
らない、と私はほ
まみず第五巻 第六号
気で思うのだが。 昭和四十五年六月号

道徳教育が変わろうとしています。
個人の思想やものの考え方を国が評
価、誘導、管理しよう、そんな下心が
透けて見える感じがするのは、わたし
だけでしょうか。
〝
いつか来た道 〟 に踏み込ませないた
めには、わたしたち大人が余程心して
行かねばなりません。
ところで子どもたちの教育というの
は、何を目指し、どのように行ったら
いいのか、いつの時代にも変わらぬテ
ーマです。
昭和六十年に毎日新聞が、教育に関
係した人たちにインタビューをして、
『かしこく育てる』 というシリーズと
して連載特集、その中で重正先生への
インタビューが、六月六、十三、二十、
二十七日の四回にわたって掲載されま
した。
重正先生の語られていることを味わ
い直しながら、学校教育について、家
庭教育について、改めて考えてみたく
思います。
（ 編集部 ）

「かしこく育てる」

生活塾・一心寮主宰

和田重正さん

命令しないで、
子どもたちが自分で
やり出すまで、待つ

神奈川県の丹沢山中に
「一心寮」
という生活塾がある。
この寮には、
高校を中退した子、心に ひ
〝 ずみ 〟
を持った子、
自然が好きな子など、
さまざまな子どもがやって来て共
同生活をしている。たきぎ取り、

まき割り、ニワトリの飼育、山道
の整備、
食事もみんなで作る生活。
命令や規則もなく「人間のよさを
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発掘し、自発的に行動できる生活
力ある人間に育てる」塾だ。その
主宰者である和田重正さん（七十
八）に人間教育観を聞いた。
――いま何人の子どもが宿泊し
ていますか。
「六人です。男子が五人、女子が
一人。十五歳から二十四歳で、
一人は今舂、大学を卒業した青
年です。あとは高校中退者。高
校に入ったが、いやになってや
めたということです。
いまの学校は、子どもを受け身
にさせる教育をしているんです

ね。点数で脅し、規則で縛る。
度が過ぎると感性の鋭い子は、
やりきれなくなると思います

よ。教育とは本来、子どもの持
っている能力を伸ばしてやるこ
となのにその一番肝心なところ
を窒息させているように思えて
なりません」
――受け身の教育で、指示、命
令されないと動けない子ども
が増えています。
「いままで、この寮に来た中学生、
高校生、大学生を見ていると、
日常生活も受け身になっていま
すね。
積極的に動こうとしない。
寮では朝六時に起きると全員で
部屋の中と家のまわりの掃除を

するのですが、はじめはポケッ
トに手を突っ込んでボーッと立
っているだけ。ほうきを手に取

っても自分のまわりを掃く程
度。指図されないと動けないん
ですね。
でもここでは命令しないことに
しているので、自分でやり出す
まで放っておくのです。
一週間、
十日経つと、みんながやってい
るのを見て自分がやるべきこと
がわかってくる。自分の気持ち
が働いて行動すれば次にやるこ
とが見えるようになるのです」

――親や教師は、つい子どもに
「こうしなさい」と命令しがち
です。それは、かえって子ど

もを無気力で消極的な子にさ
せる ――。
「命令や規則で、つまり外から刺
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激を与えて何かをさせる。それ
は人間を育てることにはなりま
せん。自分で判断して自発的に
行動できる人間にするには、本
人が自分から勳さ出すのを待つ
しかありません。いったんやり
出すと、それが自分のものとし
て身についていくのです。
しかし、ここは共同生活の場で
す。自分の人格完成をめざすだ
けではなく、みんなが共同生活
をやっていけるように、相手を
支え、補い合えるような人間に
なってほしいと子どもたちに言
っています」
――「かしこい子」と「頭のい
い子」
は違うと思うのですが、
和田さんは、どうお考えにな
っていますか。
「一心寮に来る子どもの中には、
頭の素晴らしい子がいます。で
も私は、そういう子には、なる
べくブレーキをかけるようにし
ているのです。
。小中学校を通
じて成績がトップクラスだった

その違う面がどれくらい出せる
かによって、人間の成長がわか
ると思うのです。

でも、私は、そうは思いません。
頭のよさがマイナスに働く場合
がたくさんあるのです。つまり
頭で先に判断してしまって行動
力が落ちがちです。
また、頭のいい子は一種の自信
がある。優越感を強く持ちすぎ
ると、つきあいにくい人間にな
ってしまう。劣等感を持つ子の
心の痛みを感じなくなる恐れも
あります。これは人間としてよ
くないですね。
人間を評価する場合、頭のよさ
だけでは基準にならないです
ね。人間、もっと違う面がある。
人間の値打ちは
勉強の出来、不出来では
決まらない

子というのは、自分で頭がいい
と思いがち。周りも、優れた人
間と評価しがちですね。

- 16 -

私は五十年近く、子どもを集め
て寺子屋のようなことをやって
いますが、かつての教え子に、
本当に勉強のできない子がいま
した。きのう教えたことを今日
になると忘れている子、オール
１に近い子もいましたね。
その子たちは今、四十歳前後な
のですが、ちゃんとした社会人
になっているのです。その一人
に大きな質屋さんの主人になっ
ているのがいましてね。町で出
会った時に『利息の計算がよく
出来るものだね』と言うと『そ
りゃ出来ますよ』と笑っていま
『テストだから、さあ、しっかり
勉強しなさい』と子どもを攻め
立てる。でもガミガミ言っても

――親や教師は、勉強の出来る
子を、つい高く評価しがちで
すね。だから子どもに「勉強、
勉強」と言います。そのあた
りの意識を改める必要があり
そうですね。
「ええ。今は 点
〝 取り勉強 〟に
なってしまっていますからね。

しようと望んでいる。その気持
ちを無にしないようにしてやり
たいと思います。ところが今の

子どもにその気がなければやら
ない。言わなくても自分でやる
ように仕向けるようにしない
と。その子の持っている、あり
ったけの力を発揮できるような
方向に向けてやることです。
教育とは大人が『ああやれ、こ
うやれ』と、自分の思うように
させることと考えられがちです
が、それは間違いです。
『こう
したらどうだ』と親切心で言わ
ないわけではないが、手段、方
法によって強制して教育しよう
と思ってはいけません。
子どもは誰でも自分で発達成長

います。
そういうところを見ると人間の
値打ちというのは勉強の出来、
不出来では決まらないと思いま
すね。もっと人間に対する幅広
い見方が必要です」

した。必要に迫られると出来る
ようになるんですね。
女の子は、
ちゃんとしたお母さんになって
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何でもないんですね。子どもが
将来やりたいこと、就きたい仕
事 ――人生の希望を生かしてや
ることこそ教育だと思のです。
とは言っても子どもは将来何に
なりたいのか、自分でなかなか
わからないものです。だから大
人がはたから子どもをよく観察
していて『お前は、ひょっとし
たら、こういうのに向いている
かもしれないな』と言ってやる
ことも必要かもしれませんね。
しかし、決して押しつけてはい
けません。
私は孫が二十一人いるんですが

んですね。そんな子で、今立派
な調理師になっているのがいま
す。たまに会うと『先生、私の

るのより、余程おいしいのを作
ってくれます。私はお菓子屋さ
んになったらいいと思うし、本
人も、やってみたいという希望
を持っているようなんです。と
ころが父親は、やはり大学へ行
かせたいらしい。
（お菓子屋に
なれば）食いっぱぐれがないと
思うんですがね。
ここの寮に来る子どもたちの中
には、料理を作るのが好きな子
が結構いるんです。この寮では
食事は子どもたちみんなで作る
ことにしているんですが、いろ
いろ工夫をこらして料理を作る

教育は、子どもの成長発達して
いく気持ちを抑圧ばかりしてい
るのではないでしょうか」

いわゆる「いい高校」
――今は、
「いい大学」に入ることが教育
とみなされ、
「いい大学」か
ら「いい企業」に入れば、子
どもの幸せは保障されると思
いがちです。
「親や教師が自分の描く人間像に

その一人、
中学三年の女の子は、
お菓子作りの名人なんです。ク
ッキーなんか、お店で売ってい

苦労があっても
好きな道を歩むのが
一番幸せ

子どもを合わせようとする。そ
れが教育と思う人が少なくあり
ませんが、そんなのは教育でも
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ね。苦労があっても自分の好き
な道を歩む、それが結局、一番
幸せではないでしょうか」

料理食べて下さい』と、ごちそ
うを作ってくれる。自分の好き
な仕事ができて、生き生きして
いますよ。
自分はやりたくないことなのに
世の中がこうだからと、それに
合わせて生きるのは悲惨です。
私は東大法学部を出ているので
判事か検事、あるいは国家公務
員という道があったわけです
が、そんなのにはなる気はなか
った。で、卒業して、まともな
職業に就かないまま、こんなこ
と（生活塾）をずっとやってき
ました。それでも私は幸せです
いうのは、だれの助けにもよら
ずに自力でやるものです。結果
はどうであれ、自力で立ち向か

――受験の勝者が必ずしも人生
の勝者にはならない。
「勉強ばかりしていても社会に出
て役に立ちません。この寮にも
心を病んだ受験秀才が時々来ま
す。そういう子は生活力が乏し
いですね。学校の優等生が社会
の落第生というケースは、いっ
ぱいありますよ。
ただ、今は受験を突破しないと
思うような方向に進めないとい
う状況になっています。
だから、
それを突破する気力というもの
は必要だと思うのです。受験と

うという経験は大事であり、決
してムダではないと私は思いま
す。しかし受験を狭く考えて、
競争に勝利したことにおぽれて
いる人間はダメですね」

価値観を
押しつけるのではなく
一緒に考える

――学校教育で何が一番欠けて
いると思いますか。
「教育の基本は徳性つまり人間性
の上に知的なものを積み上げて
いくものです。ところが、いま

の学校は土台となる人間の徳性
を養わないまま、いろんなもの
を押しつけるから悪くなる一方
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――臨時教育審議会も道徳教育
の強化を考えています。
「明治以来、学校で行う道徳教育

です。そういうことを反省もせ
ずに（道徳教育の）強化ばかり
言う」

た。
『こうすれば よ
〝 い人間 〟
になる』とね。道徳というのは
為政者が愚民を律するために掲
げた規範であり、手本だったの
です。教える者が子どもを愚民
扱いして聖人君子の代理人のよ
うな顔で『ああしろ』
『こうし
ろ』と説教する。
教育というのは本来、相手を尊
び、認めるところから始まるも
のなのに、子どもを見くびり、
ダメな者として対応するから本
当の教育にならない。規範を押
しつけて『ベシ、ベカラズ』の
道徳教育をいくらやってもダメ

つの価値観を押しつけるのでは
なく、こういう場合は、こう考
（ ペ ー ジ へ）

――では、どうすればいいとお
考えですか。
「道徳教育に頼らず道徳性を養う
方法は大ありなんです。それは
『人生科』とでもいうべきものです。
人生科というのは道徳教育のよ
うに外側の規範に合わせるので
はなく、目を自分の内側に向け
て人生を考えることです。人間
とは何か、人生とは何か、自分
はどう生きていくべきかに目を
向けていく。答えは出なくても
いいのです。
その場合、親や先生、先輩が一

です。
徳性と言えば、すぐに道徳教育
ということになりますね。人間
の徳性は道徳教育で養えると思
っている。ところが学校でずっ
と道徳教育をやって来ているの
に実際は一向に役に立っていな
い。逆に不祥事件は増えていま
すね。それは徳性、人間のよさ
を育てることをやっていないか
らです」

は道徳律、道徳規範というもの
を設けて、それに行動や意思を
合わせることを求めてきまし

22

- 20 -

昭和５１年 まみず学苑 夏の合宿

撮影 昭和五十一年八月二十日

運動場にて

山中喜代志
高橋君と一緒に上の家と下の家の
間を流れる水路を、二人とも慣れな
い手つきで補修作業していた。そし
たらこわい顔の、下の渡辺さんのお
じいちゃんが見かねて、
「そんな石の組み方じゃダメだよ」
とやってみせてくれた。八十歳くら
いだったと思うけれど、小柄な体を
無駄なく使って、お手本を示してく
れたのだ。
このとき自分の中には「この人に
は敵わない」といった感動のような
気持ちが生まれた。おじいちゃんの
持っている人間的な力量に圧倒され
たのだと思う。
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和田重正
今日は私たちの結婚記念日で
す。あれからまだ五十年もたたな
いのに、
その当時の写真を見ると、
自分たちの姿が誰か知り合いの若
者達のそれのように見えるので
す。いつの間にか若者が老人にな

五十八・四・十九
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不幸せでない幸せ

（ ペ ー ジよ り）
え、こうやっていけばいいのか
な、と一緒になって考えていく
ことです。例えば親に心配をか
けると、
どういうことになるか、
人にやさしく、親切にすると、
どうなるか、ということを日常
の出来事に即して話し合い、考
えていくことです。
『親孝行をしなさい』と説教して
も、親の願望よりも子どもの願
望の方が正当ということもある
でしょう。親は子どもの幸せを
願うつもりで立身出世や生活安
定の道を歩ませようと、いい大

るのですね。この感じは自分が経
験してみないとわかりません。複
雑のような単純のような、他人に

ぶかもしれません。子どもが自
分の人生の意義を充足しようと
一生懸命努力する。それが 人
〝
生科的孝行 〟なのです。
とにかく子どもと同じ方向を向
いて助け合い、補い合って進ん
でいく。それが子どもを幸せに
する道だと思います。私はこれ
を『同行（どうぎょう）教育』
と言っているのです」

学へ入ることを勧めるが、子ど
もはもっと純真な理想を掲げ、
立身出世につながらない道を選

20

は説明できない気持です。
さて今日は祝うべき記念日なの
だから何かご馳走ができるかと台
所のあたりを窺ってみるが一向に
その気配はない。そこで注意を喚
起してやろうと思って家内に、
「今日は何んの日だっけ、四月十
九日」
と言ってやりました。
「結婚記念日ですね。満四十七年
でしょうか」
と泰然自若としていて、ご馳走を
作ろうなどという気配は全くな
い。 ――こういうことになるので
すが、それも止むを得ません。こ
だあの戦争と戦争の後遺症の経験
は、
「言語に絶す」との一語に委
すより他ありません。

芽でも取って来て味噌をつけて食
べるぐらいが関の山です。
ご馳走はさて措き、あれは二・
二六事件のあった年です。あの重
大な事件を目の前に見ていながら
私はその歴史的意味が分からず、
只何となく見送っているだけでし
た。
その後も五・一五という事件、
それから関東軍による蘆溝橋、そ
れからは次から次へと皇軍によっ
て惹き起こされた大事件が続き遂
に昭和二十年八月十五日我が国の
無条件降伏に至ったわけですが、
その間のことはとても気の晴れる
まで述べることは不可能です。た

れる道も途絶えて、どうすること
もできない日が幾日も 、何ケ
月も何年も続きました。それでも

ともかく 絶言語の時代を経て
今日を迎えているわけですが、そ
の戦後三十数年、四十年に近い年
月の間に、何がどう作用したのか
全く推理も推測もできない変化が
われわれ二人の上に起こって来た
のです。
あの頃私はかなりひどい栄養失
調だったのです。おまけに肺結核
でもあったようです。咳の出る度
に吐く痰には時々鮮やかな色の血
が混じっていました。脈拍の結滞
はひどく背中がダルクて起きてい
られないのです。食う物はなし、
お金はむろんなし、お金を手に入

く

んな人里離れた山の中は鮭の切身
一つ買いに行くわけにはいかない
から、せいぜいその辺からタラの
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うが、実はわれわれの恵まれよう
はそんな程度ではないのです。程
度というより種類が違うのです。

九人の家族が一人も餓死しなかっ
たのは、ぐるりの他人からの援助
のおかげではあったが、その援助
を何年かの間失わず、そして僅か
の塾の収入を最高度に活用した、
家内の働きによる賜です。
そのような、物質的困窮状態か
ら三十年の歳月の後今日の恵まれ
た状態に変わって来たことは全く
夢のような事実です。
どうしてこうなったのだろう。
むろん世の中全体が豊かになった
ので、それにつれてわれわれまで
こんなぜい沢な生活ができるよう
になったのだ、とも言えるでしょ
ません。
そればかりでなく、このぐるり
の華麗さ。それも唯の華麗さでは

いまわれわれの住んでいるとこ
ろへ来て三日でも五日でも逗留し
てみればわかります。消費物資の
豊かさはホンの序の口で、ここの
環境は畏れ多いけど、天皇陛下の
皇居に於けるそれにも匹敵するほ
どではないかと思っています。
お金は必要なだけ入って来る
し、食べ物は絶対に困らない。そ
れは二人とも老齢年金というもの
が貰えるので米と塩ぐらいを買う
には十分だし、食べ物は畑やその
辺の山にいくらでもあるからで
す。半月や一ケ月ぐらい町からの
届け物は何もなくてもビクともし

屋の前に並ぶオイラン草が色とり
どりの花を乱れ咲かせるでしょ
う。新緑もよし、紅葉もよし。

ありません。一日々々移り変わる
あたりの様子は、どんなお金持の
豪邸でもとても真似ることはでき
ないでしょう。＋数年の間に、行
く先々で貰ったり買ったりした木
や草たちが三月末から十二月半ば
まで次から次へと花を咲かせ葉の
色を変えてくれます。すっかり忘
れていた所に思いがけぬ新しい芽
を見つけた喜び。そう言えば今年
は山百合の芽の出方が素晴らし
い。
この分では七月十日過ぎには、
前の土手は無数の豪華な花で飾ら
れるだろう。撫子の株もよく育っ
ているようだ。その頃にはキジ小

- 24 -

上、帰りにはなにがしかのお金ま
で貰って来るのが例になっていま
す。そこへの行き帰りには、近く

そんなことばかりではありませ
ん。飼つている鶏や雉や金鶏鳥ば
かりでなく、ノラ犬やノラ猫をは
じめ狐や狸、猪、兎や山鳩、山鳥
など飼っていない動物たちまで、
われわれと同居の形で暮らしてい
るのでまことに賑やかです。
しかし娑婆気の強い私は、それ
らの動植物だけではもの足りなく
なるのですが、都合よくいろいろ
な人がこの山の中まで訪ねてくれ
ます。それだけでなく丁度こちら
の欲求に合わせるように時々どこ
かへ講演に呼んでくれます。言い
たい放題を言わせてもらってその
いうことはどういういわれがある
のだろう、と思わないではいられ
ないのです。

に散在する若者たちに電話して車
で送り迎えしてもらうのですから
ぜい沢と言えばこの上ないぜい沢
です。
このような境遇になっているの
が今日の事実ですが、これはいっ
たい、どういうわけでしょう。家
内は思慮分別が足りないから訪ね
て来た人に時々「ここは極楽じゃ
ないかと思うんですよ」と言いま
すが、私はさすがに人前では慎ん
で口には出しませんが内心ではや
はりそう思っています。
でも自分たちが三、四十年の間
にこんな恵まれた状態になったと

昔から、
「善因善果、悪因悪果」
と言われていますが、自分の場合
はこの法則に必ずしも当てはまる

なるほど、戦後の七、八年間餓
死寸前の状態を続けている時にも
私は、自分が不幸だ、と思ったこ
とはありません。別段有難いとも
幸せだとも思わなかったのです
が、いくら苦しくても自分たちを
不幸だと思うヒマがなかったの
か、そう感ずる神経が無かったの
かも知れません。しかし後に振り
返ってみると、あれは決して喜ぶ
べき状態でも、幸せな境遇でもな
かったと思います。その幸せでな
い状態から今日の満ちに満たされ
た状態にどうしてなったのか、こ
れはまことに不思議なことです。
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塲で与えられたことをなるべくゴ
マカさずにやって来ただけなので
す。泥棒もしない代わりに人助け

とは言えないような気がするので
す。うるさく言うと私は善因悪因
という時の善悪と善果悪果の善悪
とは同じ意味を言っているのでは
ないと思いますが、いまはそんな
屁理屈を言おうとしているのでは
なく、自分がこんな善果を得るよ
うな善因を播いた覚えが全くない
のに、という不審を言ってみたか
ったのです。要するに私は、善果
悪果と言えるような果を得るよう
な善因も悪因もどちらもやってい
ないのに、 ――そうです、私は善
とか悪とかの価値評価の中で生き
て来たのではなく、只その場その
ゴマカさずにするというだけです。
このような生き方は、立身出世
や金儲けを人生の目標にしている

もしません。そして、お金が儲か
ったり、名声の上がったりするよ
うなこともしない代わりに、特に
損することや名を汚すこともしま
せん。そんなこととは無関係に、
なんでも構わず、手の届くところ
にあって自分のできることを何で
もやります。講演を頼まれれば出
かけるし、原稿を書けと言われれ
ぱ書けるなら書くし、困った子ど
もを持つ親が相談に来ればお相手
するし、畑や鳥たちのところに用
ができれば鍬や餌を持って行きま
す。自分の行為に対する報いは一
切気にしないで、ただ出来るだけ

いうこと。これが不思議でなくて
何でしょう。
思えば、長い年月のことですか

人にはすすめられません。ただす
ごく楽でたのしい生活ができると
いうだけです。
私はこういう生活を四十年もし
て来ましたが、それがよかったの
かも知れません。そのおかげて結
婚四十七年の今日こんな恵まれた
境遇ということになったのかも知
れません。
でもこの四十七年を顧みてやは
り不思議の感はなくなりません。
これという特徴も知識も技術も何
もなくどの面でも全くの平凡な素
人である自分がともかく一人前の
顔をして世間をうろついて来たと
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のでしょう。つまりその人は天人
になっているというわけです。そ
の幸せには五衰という破滅が来ま

ら、平凡ながらに、いろいろなこ
とがありました。そして子ども七
人、孫二十人、その一人々々が特
別何ということもなく、それぞれ
に長所も欠点もあり適当に心配の
種もこしらえてくれます。
私は近頃自分の現実とそれから
滲み出た感想として、
「幸せとは
不幸でないこと」だと思っていま
す。幸せという積極的な状態があ
るとすれば、それは大変不安定な
もので、そんな幸せを得たらば、
いつそれが失くなりはしないかと
思って安心していられません。そ
の幸せな状態を天界にいると言う
いう不安定な幸せを追って一生過
ごしてしまってはなんとなく淋し
い気もするではありませんか。そ

す。これは多分欲望の満足の状態
を言うのではないかと思います。
恋愛が実を結んで幸せいっぱいの
若い人々。宝くじが当たって急に
二千万円のお金持になった日傭い
労務者、その人たちの得た幸せに
は五衰があるでしょう。しかし五
衰のある幸せだからクグラナイと
言うのではありません。
’五衰が
あろうと無かろうと、幸せはあっ
た方がよい。しかしそれは最上等
の幸せではなく、いつ、どんなこ
とで消えてしまうかも知れない不
安定な幸せであることを承知さえ
していればよいのです。でもそう

れより一層、そういう不安定な幸
せとは違った、
「不幸せでない」
という幸せに安住した方が得のよ
うな気がするのです。この幸せに
は五衰の心配はありません。
私はその不幸せでも幸せでも、
どちらでもない所に安住している
ようです。
四十七年の歳月は私をこんなと
ころに追い込んでくれました。あ
りがたいような気もします。

大人への注文
―五十八・十二・四

歳をとると若い頃には想像もつ
かなかったことが次々に起こって
きて驚かされる。その一つは、い
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の前に現れたら自分はどうするだ
ろう」と。その瞬間面白いことに
気がついた。
「その時には、この

つか何かに書いたと思うが、年を
とるに従って欲望が稀薄になって
願望が増大する。そのおかげで益
々世間に対する意欲が強くなり爽
やかな精神状態が充実して、文字
には表わせない張合いを覚えるも
のだ。一口に言えば、
「長生きは
得だなぁ。
」という感想である。
ところが肉体的にはどうヒイキ
目に見ても歩がわるい。足はスタ
スタとは運べないし、腰のあたり
も妙にギコチなくなる。
でも先日山路を一人で歩いてい
て思ったのだが、
「近頃このあた
りに熊がでるそうだが、本当に目
なっていないのに、むやみに痒い
のだ。それも去年までは背中だけ
だったのに今年の夏頃から先ず太

屁っぴり腰がピンと伸びるだろ
う」と。ではどうして平生は屁っ
ぴりになっているのだろう。そこ
まで考えたとき、ハッタとわかっ
たことがある。
「自分は、先輩の
老人達の真似をしているんだ」
と。
（腰のことではなく）
しかし絶対他人の真似でないこ
ともあるのだ。
「からだ中、痒くてしょうがない」
これは他人の真似ではない。
こんなことを言っても若い人に
は何のことか通じないだろう。自
分も二・三年前までは想像もしな
かった現象なのだ。皮膚はどうも

だとすると、 ――と考えが飛躍
する。 ――この世の中にも何かが
欠乏しているのではないだろう

腿からはじまり、膝の下に至り、
次には両腕に及び、それから鶩く
べし、アゴにまで来たのだ。幸い、
読んだり書いたり、
畑をやったり、
つまり仕事をしているときは忘れ
ているが、一番困るのは風呂に入
ったときだ。まさか垢のせいでは
なかろうが、いったいこれはどう
したことだろう。こんな話は他の
年寄りからも聞いたことはない
が、自分の場合他に原因は考えら
れない。どうしても、これは老齢
のせいだろう。老齢のため新陳代
謝がわるくなって何かが欠乏して
いるのに違いない。
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う。不足に違いない。
それは明らかに、彼らの心の中
の愛情の欠乏だ。愛情と言って甘

か。こんなに世間がガサガサ、ゴ
ソゴソと落ち着かないのは。
殊に人生経験の乏しい青少年は
痒くて痒くてがまんできないの
で、
異様なもがきをするんだろう。
するとぐるりの大人たちが掻いて
やる代りに押さえつけてそのもが
きを取り押さえようとする。子ど
もは一層痒さにがまんができずも
がいて押さえつけをはねのけてあ
ばれる。気力のないヤツは押さえつ
けられたまま無気力地獄へ真逆様。
老人のからだの痒いのは何かの
不足か過剰のせいだろうと思う
が、青少年の痒さの原因は何だろ
なり、荒み切って来たのは何故だ
ろう、と見直し、考え直してみて
もらいたい。

過ぎるなら、
真心と言ってもよい。
誠でも本気でもよい。要するに人
間のよさ。人間らしい心。
そういう、人間に、人間として
一番肝心な大事なものが欠けてい
るのが原因だ。彼らがもがき苦し
んでバカなことをやり、つらい人
生を経験している原因だ。
そのもがきの現場を見た先生や
親などの大人は大声で「バカヤロ
ウー」と怒鳴りたくなるのも無理
はない。だから人々は怒鳴り散ら
して世の中を益々陰湿にしている
のだ。だけど大人がこの辺で一息
入れて、青少年の心に愛情がなく

が、実は自分たちの心に極端に欠
けているのに気づきさえすれば、
近く描き出される地獄絵図は著し

三十や四十の若い人たちにそれ
を要求するのは無理だと言うかも
知れないが、もし、その反省が不
可能だと言うのなら、人類は、少
くとも日本社会は、近いうちに崩
壊するにきまっている。崩壊して
彼らと共に自分達も、油ぎったエ
ゴイズムの濁流の中で・・・つま
り現実の地獄の中に浮きつ沈みつ
しなければならない。それを覚悟
で、青少年たちを怒鳴り続けてい
ればいい。
しかし、もし大人の中の幾人か
でも、青少年の心に育ちそこなっ
た愛情、真心など人間らしい気持
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自分はみた
遠い
むかしの

青少年に著しく欠けている愛
情、温かい思いやりの心は、まず
大人が取り戻さなければならない。
老人の痒さの話からとんだお説
教になってしまったが、どうか青
少年の心中のむず痒さの実態を正
視し、その原因は自分の側にある
ことに気づいてもらいたいと願う
のである。

く陰湿さが緩和されるだろう。
大人が、戦後の間違った悪い教
育によって養われた浅はかな合理
主義 ――科学的合理性を唯一の真
実だと教えられ、 ――それを真に
受けて、利害損得正邪などを自己
中心的に打算する習慣をつけられ
た五十歳未満の大人の人たちは、
――もし幸せを得たいならば ――
先ずその価値基準の謬りに気づか
なければならないのだ。いま大人
が眉をひそめて怒鳴りつけている
のは実は自分たちの心の中の浅は
かな合理主義 ――もっと切実に言
えば、豊かな愛情、温かい思いや
神々の世界を
小さなおんなの子が
しきりに

「ある時」

りの欠乏、なのだと知ることだ。
今からでも遅過ぎはしない、ま
だ間に合う。

花に
お辞儀をしていた。

山村 暮鳥

＊後 記＊
雨が降っています。
家の中に坐って雨音をきいてい
ると柄にもなく「悠久」なんて言
葉が浮かんできます。外へ出れば
紫陽花、菖蒲の花盛り、梅雨時も
またいいものですね。

（発行日 記入なし）

宏南先生のひとりごと
は、はじめ塾塾生であり自らも塾の経営者
である広井瑞雄さんが、未発表のまま眠っ
ている和田重正先生の沢山の書き物の存在
を知り、それらに日の目を見せたいと、先
生に申し出て編集・
発行した小冊子。
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山中真知子

「まみず」に出会って

東京へ
長男の場合
長男は毎日とんがって反抗ばか
りしているわけではなく、普段は
末っ子の芳子を可愛がる良き兄です。
「よっちゃん、よっちゃん、誰の
ことが一番好き？はっくん？」
「ううん。ちがう。かーかん」
「二番目は？」
「おねえちゃん」
「その次は？、はっくんだよね」
「うん」
「やったぁー」

長男が小学生だった頃でした。
嬉しそうな顔をして、
「お母さん 洋志には内緒だよ」
と言って、洋志の三歳の誕生日祝
いにおもちゃを買いにひとりで出
かけて行きました。南足柄の関本

と言って嬉しそうな顔をして芳子
の誕生日祝いを買いに、近くの本
屋さんにひとりで出かけました。

ょ」の中に出てくるキャラクター
の小さな指人形が五つ入っている
ものでした。
箱を開けて喜ぶ洋志の顔をみて
それ以上に嬉しそうな顔の長男。
私は心の中で「おもちゃ屋さんに
いって自分の欲しいおもちゃもあ
っただろうに ‥‥ 、でも、きっと
そんなことは考えもしないで洋志
の喜ぶもの買ってきたんだなぁ」
これには実は後日談があります。
何年か経って、洋志が小学生に
なったある日、
「お母さん、よっちゃんには内緒
だよ」

こんな会話を飽きもせずにくり
返しています。小さな妹が可愛く
て仕方がないといった感じです。
長男は、すぐ下の一歳違いの弟
とはお互いに少なからずライバル
意識があるようですが、下二人の
洋志と芳子は、年も離れているせ
いか無条件な可愛がり方です。

にあるおもちゃ屋さんです。買っ
てきたおもちゃはテレビで毎日放
送していた「おかあさんといっし
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15

こちらは東京麹町の本屋さんで
す。買ってきたものはミッフィー
ちゃんの絵本でした。喜ぶ芳子
をみてさらに嬉しそうな洋志。
さらにもうひとつ後日談が続き
ます。何年もたって、今度は芳子
が誕生日祝いを買いに出かけまし
た。
姉の子どもの甥っ子のために。
甥っ子と芳子の年齢差は十四歳、
この年の差は芳子と姉とのそれと
同じです。つまり十四年前は、芳
子は甥っ子の年齢で、姉は芳子の
年齢。小さかった芳子がすぐ上の
兄から祝ってもらったように、こ
の小さな甥っ子の誕生日祝いのた
なぁと、その気持ちだけでもう買
ってもらった気分。
実は私は指輪などを身に付ける

いた優しい気持の連鎖は、思い出
すたびに私自身を幸せな気持ちに
させます。
長男の小さい頃のことは、次か
ら次へと浮かんできます。
新聞に入っているチラシを見て、
「かあかん、ぼくが大きくなった
ら買ってあげるね。 ‥‥どれが
いい？」
チラシには宝石のついた指輪が
いっぱい載っていました。
「そうだねぇー。この赤いのはど
う？。綺麗な色だね」
こんなちいさな子どもが、母親
のためにこんな気持ちになるんだ

が寝静まった夜遅く（というより
夜中でした）
、わたしは入園グッ
ズのカバンや袋を作っていまし

こんなこともありました。幼稚
園に入る長女のために子どもたち

ことが苦手で、結婚をする時も喜
代志さんに、
「指輪は要りません。指輪の代わ
りに真珠のブローチがいいです」
と言いました。
大きくなったら買ってくれると
言う息子にはさすがに指輪は要ら
ないとはいえず、二人でチラシを
見ながら、
「こっちの方がいいよ」
「これもいいねぇ」
と言い合った楽しい時間でした。

めにノンタンの絵本を買ってきま
した。
このように何年にもわたって続
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大きな音を立てて吹き捲ります。
強い風が音を立てて吹く朝、登
校途中の長男はその風が怖くて、
家の近くの電信柱にしがみついて
泣きじゃくっていました。私は少
し呆れながら息子の手をつないで
小学校まで送って行きました。
この風を怖がっていた長男が、
同じように風の大きな音を怖がる
弟の洋志に、
「風探検に行こう」
と言って、強い風の吹く中を二人
で庭に出て走り回ったことがあり
ました。風と遊ぶ楽しさを味わっ
て、
弟は怖さが薄らいだようです。

‥ ‥。何度も振り返りながら、

っていることを学んだ出来ごとで
した。

た。二月の寒い頃でしたから、靴
下を履いていても足踏みミシンを
踏む板は冷たく、ガチャガチャと
大きな音も立てていました。
この音で長男が起きてきました。
「はっくん、起きちゃったねー。
うるさかった？。寒いから炬燵
に入って。
」
炬燵の中にすっぽりと入った長
男に声をかけます。
「はっくん、これどっちの柄がい
いと思う？」
「こっち」
と、長男は相手になってくれまし
た。こんな小さな出来事をなぜか

「まだついてくる」
と、口をとがらせて言います。
「はっくんの家までついてくるよ」

家族で出かけて夜遅くなり、大
雄山線の富士フィルム前駅で降り
て歩いていると、
「かあかん、お月様がずーっとつ
いてくる」
と、長男が言います。大泉河原橋
を渡ると、狩川の流れている右手
前方には、なだらかな明神ヶ岳の
稜線の山並みに富士山がくっきり
と月に照らされています。その月
が、歩いている長男についてくる

鮮やかに覚えているのです。

子どもにはおとなの知らない怖
いものがありますが、育ちながら
一つ一つクリアーしていく術も持

春先に南足柄に吹く風は強く、
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なことだなぁと思います。

と、わたしは笑いながら答えまし
た。そしてこの言葉を待っていた
わたしがいました。
お月様がついてくるというこの
感覚は子どものものです。息子は
今、その感覚を感じていると思う
と嬉しくて仕方がありませんでした。
お月様がついて来ると言った小
さい頃の長男も、中学生になった
反抗期の長男も、一度も途切れる
ことなく親の私に何かを与え続け
てくれます。三歳は三歳なりの、
十四歳は十四歳なりのその時々の
今を、親として子どもと時間を共
有できることはやはりとても幸せ
入学して直ぐにサッカー部へ入
った息子は、その部員数にまず驚
くことになりました。百人を超え

はサッカーの強い私立高校へ行き
たいと言います。私は都立高校へ
行って欲しい希望があり、そのよ
うに伝えました。すると本人は嫌
だと言いました。
中学でもサッカーの選抜のチー
ムに入って良い成績を取っていた
ので、高校へ入って全国大会へ行
くことが夢だと言うのです。Ｊリ
ーグが開幕してサッカー人気は高
くなっていました。
喜代志さんは、自分の行きたい
高校へ行くのが一番いいと言い、
本人の希望通りに私立武南高校へ
進学しました。

援用のブレザーに袖を通すことな
く辞めることになりました。たと
え選手になれなくてもサッカー部

る部員数です。この高校は当時全
国大会でベスト８に入ったことも
ある強豪校で、息子のように全国
大会に行くという夢を持って入っ
てきた子どもたちばかりでした。
部活動が始まって息子も練習を始
めましたが、サッカー推薦で入部
してきたメンバーと自分とでは、
技術的に大きなレベルの差がある
ことを感じるのにそう時間はかか
らなかったようです。
毎日疲れて帰って来る息子の様
子が、日に日に暗いものになって
きて心配でした。夢を持って入部
したサッカーでしたが、試合の応

進路について話し合うと、息子
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で頑張った生徒もいただろうなと
思うと、親としては少し複雑な思
いもありましたが、私自身が体育
系を体験したことがないので何か
こうあらねばならないという拘泥
は持っておらず、辞めることに反
対はしませんでした。ただ落ち込
む息子の姿を見て、好きなサッカ
ーを嫌いにならなければいいなと
思っていました。
挫折感を抱えながらも高校生活
は楽しんでいたようです。当時は
「ずりパン」というスタイルが流
行っていて、息子もこの流行りの
ズボンのはき方をしていました。
「お母さん、現役で大学に入りた
いから塾へ行かせて欲しい」
と、言われました。本人は、大学

三年生になり、大学への進学を
決める時期になってきた時に、

中央大学の法学部に入学。大学
ではサッカーのサークルに入っ
て、久しぶりに好きなサッカーに

を落ちて一浪となると、すぐ下の
弟と一緒に受験することになるの
で、それだけは避けたかったよう
です。
喜代志さんとも相談をして、行
かせることになりました。学校の
授業と、初めて行くことになった
塾との一年間を過ごすことになり
ました。
〝
現役で 〟 との思いは強く、部
屋をのぞくと机にかじりつくよう
に勉強をしている後ろ姿を何度も
見ました。
頑張りが結果となって、いくつ
もの合格通知が届きました。

下げてはくのです。見た目にはだ
らしのない恰好です。当時の男子
高校生は皆こんなスタイルでし
た。裾もズルズルと地面を擦って
歩くので擦り切れてきます。本人
たちは格好いいと思っていたよう
ですが、私はちゃんとしたはき方
をして欲しいと思っていました。
この当時の話を息子とすると、少
し照れた顔をして、
「マル、若気の至りだよ」
と、笑っていました。

どういったはき方かというと、普
通のズボンのように腰ではくので
はなくウェストの位置をズリッと
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打ち込んでいました。
夏のサークル合宿へ出かけて、
帰宅して玄関に立った息子の姿を
見て驚きました。両手に包帯が巻
かれていたのです。骨折して帰っ
てきたのでした。サッカーなのに、
なぜか足ではなく両手でした。
話を聞くと笑い話のようでした。
ゴール前でヘディングシュートを
したところ、あまりにも高く飛び
上がってヘディングをしたので、
地面に降りた瞬間に手をついたら
骨折したとのことでした。
若いので治りも早かったように
思います。その後、社会人になっ
てもフットサルのチームを作って
ボールを蹴っています。
（つづく）

http://wadashigemasa.com/

和田重正に学ぶ会の会費は年二千円です。
「ここに帰る」は一冊二百円（〒別）
でお分けします。
◇◇ 当会活動資金へのご寄付 大歓迎 ◇◇
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記

郵便振替口座 00200-2-0044305
加入者名
和田重正に学ぶ会

和田重正に学ぶ会ホームページ

後

『まみず』に載った「掃除雑話」
（第
五十三号再掲）や「ほん気」
（この号
再掲）はわたしの心に残っていて、教
職に就いてから自分流の掃除のやり方
をずっと工夫しながらやってきたこと
を思い出します。学校生活の中での掃
除の取り組みも、結構やり甲斐があり
ました。掃除に関しては思い出を一度
書いてみたく思います。
プリンタを更新、全顔料カラーイン
クながら印刷コストが安いという機種
を導入したので、表紙カラー化第一号
に向いた写真はないかと選びました。
花の山・仙丈ヶ岳の乾性お花畑です。
ガレ場の中にキバナシャクナゲ、コイ
ワカガミ、アオノツガザクラ（手前右
・小さな房状の花）
、中央奥にはチン
グルマも見られます。七月中旬撮影。
（平 澤）

和田重正に学ぶ会機関誌 第５７号
平成３０年７月１日
発行
発行 〒399-3301 長野県下伊那郡松川町上片桐１３５２
和田重正に学ぶ会会長 平澤 正義

