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和田重正に学ぶ会

大自然に接せよ、雲と山との

折々の移り変わりに大自然の

エネルギーを感得せよ、幾億

の星雲を生滅させ、原子の中

の超極微の世界にも等しく浸

透する圧倒的エネルギー。

それに気づき、それに打たれ

るとき人間のめでたき誕生が

ある。

はくうん ７
生きるものの
哀しさと なつかしさ

和田重正
去年の秋の初め頃のことです。
つ がい
山の寮に放してあった一 番 の中
老のチャボがたった一羽のヒヨコ
を孵しました。夫婦はその一羽を
可愛いがって育てましたがそれは
雄でした。半年ほどで一人前に成
長した子鶏は親よりも明るい派手
な羽色で体格も父親を凌ぐほどに
なりました。それでも三羽は仲よ
く広々とした自然の中で優雅に暮
らしていました。この一家は夕方
になると寮の前の杉の大木の枝に

登って眠ります。地上五、六メー
トルの高いところに止まってねる
のですが、そこへ上がるのも子ど
もは親の後に従って舞い上がって
いるようでした。
まことに平和な日々でした。
しかし春が来て寮のぐるりの畑
に種を播く頃になるとこの一家は
弁えもなくそこいらへんを掻き荒
らすので気の毒と思いながら小田
原の塾へ連れて来ました。あの広
々とした大自然の中で伸び伸びと
生きていたこの一家が急に半坪に
も足りない箱の中に入れられ、食
ぶ ち
物もあてがい扶持の不自由な境遇
、
に変わったのですからどんなにも
、く
、かと心配しましたが、順応性
が
の強い彼等は初日から一向に困っ
たような顔もせず、箱の中では箱
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の中らしく小ぢんまりと暮らして
いました。
「随処に主となる、か。
人間には真似のできない芸当だ」
と人間である私は感心しながら毎
朝この聖者達に餌と水の給仕をさ
せてもらっていました。
ところが一か月ほどたった頃か
ら父親が若者の息子を邪魔にしは
じめました。餌を食べるときにな
ると父親は息子をつついて餌を食
べさせないようにするのです。餌
は沢山与えてあるのですから、息
子が食べても親の分が足りなくな
るわけではないのに、意地悪く食
べさせまいとするのです。私は親
鶏が憎らしくなったので若者を小
屋の外に出して三階の物干台や屋
根のあたりを勝手に歩かせ、餌も
別に与えて、父親に見せびらかし

てやりました。
「どうだい、うらや
ましいだろ」 ――、私はそう思って
いくらか腹癒せしたつもりでいま
した。
そうしているうちにある日若鶏
は、山で鍛えた翼にものを言わせ
てかなり下にある隣家の平屋の屋
根に飛び降りました。つかまえに
行くこともできないのでそのまま
にしておいたら、いつのまにか地
上に降りて五、六軒先の家の庭に
いるという情報が入りました。行
ってみるともうどこかへ姿をかく
してしまって見つかりません。翌
日は六十メートルほど先の家から
「お宅のトリがうちの庭に来てい
ます」という電話がかかって来ま
した。その次の日はそこからもう
二、三軒先の家から同文の電話が

かかりました。
「ハイ有難うござい
ます。すぐにつかまえに行きます」
と返事をしましたが、この数日の
様子から、私はあのチャボはこの
辺一帯の人々のペットとして放っ
ておいた方がいいと判断していた
ので引き取りに行きませんでした。
ところがです。ある朝うちの若
い者たちが興奮して三階から降り
て来ました。そして「若いやつが
中へ入り、年寄りが血だらけにな
って隣の屋根の上でションボリし
ている」と言うのです。行ってみ
ると全くその通り。金網の錆びて
腐った部分が破られそのあたり一
面血だらけになっています。若雄
はトサカはもちろん羽毛から脚ま
で血まみれの凄惨な姿をしたまま
昨日までの父親の位置に厳然とし
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ておさまっているではありませんか。
父親に追い出されて数日間放浪
の旅をつづけているうちフト何か
腹にこたえるものがあったのでし
ょう。地上から三階まで、どうや
って登つたのか、ただ湧き起こる
闘志に催されて無我夢中で元のと
ころへ帰って行ったのでしょう。
そして金網の外から父親に向かっ
て決闘を挑んだのに違いありませ
ん。
「何を猪口才な！」と、そのすさ
まじい挑戦を受けて立った中老の
父親も、まだまだ身の衰えなど夢
にも思わず闘志満々だったろうと
思います。しかしひと度親子の権
力関係をかなぐり捨て実力を以っ
ての一騎の闘争となったときには
中老は到底若者の敵ではありませ

ん。網を破って侵入して来たわが
子に蹴られ踏みつけられ、鈎のよ
うな鋭い嘴でつつかれて、トサカ
も顔面も破れ血が吹き出して目も
見えぬほどになって追い出された
のです。
その日の夕方、向かいの家の板
塀の上に、翼さえ垂れ下がった敗
残の身をうずくまらせている雄鶏
の姿を見た私は、かなしくて、哀
しくて。底なしのかなしみに溺れ
てしまいました。敗残の老鶏がか
わいそうな、という感傷ではあり
ません。
若鶏も老鶏も ――そうです、
こうして世代を交代しながら種族
を保存してゆかねばならない生き
るものの宿命をかなしく思うのです。
鶏の世界には善悪はないようで
す。だから勝った者にも負けたも

のにも何の煩悶もないのでしょう。
ただ身内から催して来る性本能の
命ずるところに従って全力をつく
して戦ったというだけで、そこに
何の悔いも残らないのでしょう。
ところが人間はそうはゆきません。
人間も、ある本（安田徳太郎さ
んの本だったような気がしますが
確かではありません）によれば、
最も初期の原始時代には家族的集
団の支配者は丁度この鶏のような
方式で交代したものらしいと書か
れてありましたが、その当時は人
間にも煩悶は残らなかったことで
しょう。しかしもし今日の人間だ
ったらとてもそのような闘争交代
には堪えられないだろうと思いま
す。それは人間の知能が発達する
と同時に欲望の分化が著しく進み
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感情も複雑になると共に善悪を思
う心も作られて来たからだと思い
ます。そのおかげで今日の人間世
界ではそのような明らさまな世代
間の交代闘争は行われません。
しかしよくこの世の有様を観察
してみると鶏の親子の闘争とあま
り違わない、本能むき出しの死闘
がどんなに広く行われているか慄
然とせずにいられません。文明人
の場合は鶏よりもっと陰湿的な形
で争われることが多いので一層や
り切れない思いを深くします。
個人間でも国際間でも、いろい
ろに善悪の理屈を捏ね合っている
ものの、とどのつまりは知力か金
力か権力か腕力か、要するに実力
にものを言わせて相手を押し倒す
という最も原始的なそして残酷な

方式で事態は展開しているように
思われます。理性もあり愛情もあ
る人間をしてそのようにさせるも
のは何でしょうか。事の善悪を論
じ、悪を行えば底深く痛む心をも
った人間が、悔みながら、痛みな
がらも尚このような残酷を敢えて
しなければならない。一体何がそ
うさせるのでしょう。それは本能
的欲望に違いありません。
欲望という本質的なエゴイスト
が生物である人間とこれほどの不
可分の間柄にあるとは何んという
宿命だろう。たとえ知のはたらき
に導かれて欲望がどんなに純化し、
向上し洗練されたとしても欲望が
欲望の系列を離れない限りそれは
遂にエゴから脱することができな
い。知によって無限の欲望を獲得

した人間の結末のない悲しみがこ
こにあるのではないだろうか。
いや、今はそんな超俗の哀しみ
を述べようとしているのではあり
ませんでした。人間がもっともっ
と動物的な欲求の故に互いに責め
戦い奪い謀殺し合っている陰惨な
現実をやり切れない哀しさをもっ
て語ろうとしているのです。
鬼と仏には迷いがないと言われ
ています。人間はたとえ迷わなく
ても、こうした己れの宿命に気付
いたとき深い哀しみを味わわない
訳にはゆきません。しかし又、わ
れわれの知は一面、よく生きると
は「安らいで而も生きる」ことだ
ということを理解しています。そ
、く
、生きたいという己れ
してこのよ
の願望に気付いた人たちは、この
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哀しい現実の中に、もう一つの世
界の可能性を発見して、その創造
建設にとりかかります。
それはどんな世界でしょうか。
人々が互いになつかしみ合い、互
いに寄り添って生きる世界です。
疑いとケチな根性から開放された
無条件の安らいの世界です。
そのような世界はただの描かれ
た想像上のものではありません。
むしろ闘争と哀しみに満ちた現実
の世界より一層確かな存在です。
――また話が昇天してしまいました
が、私がいまここで述べたいのは、
生きるものの哀しみをしみじみと
知る心と、すべてのものをしみじ
みとなつかしむ心とは同じ一つの
心であるという、たいへん素朴な
感想なのです。つまり何も彼もな

つかしむ心の深さは、生きるもの
の救われ難い哀しみを知る心と同
じ深さである、ということを言っ
てみたかったのです。
私はよほど心弱いロマンチスト
なのでしょうか。一人でも多くの
人がこの底なしの哀しみを知り、
そしてしみじみとなつかしみ合い
寄り添って生きる世界の開発作業
に参加してくれることを心から祈
らないでいられないのです。
そして何にもまして願うことは、
若い人々がこの祈りに背を向けて、
「なつかしさ」や「人間であるこ
との哀しみ」をバカにすることが
ないように、そのような傲岸な気
持を捨てて人間の生きるすがたの
ありのままを静かに見届けてもら
いたいということです。

私は普通「愛」ということばで
言われることを「なつかしさ」と
言いました。それは私が愛という
ことばに一種の抵抗を感ずるから
であって、文中のなつかしさを愛
と読みかえてくださっても大きな
違いはありません。

まみず第五巻 第七号

昭 和四 十五年七 月号
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色も香も本物以上に造られた巧妙極

まる造花でも、最も無造作に咲き出

た自然の花に遠く及ばないものが

ある。人 間にも金粉やゑの ぐで

全身を塗りつぶして肌の見えなく

なった人工人間のような人がある。

その人からは安らぎとよろこびは感

じられない。素肌のよさに勝る塗料

があると思うのが人間の悪智という

ものだ。

はくうん ８
つまらない、とは

和田重正
近頃「つまらない」と口癖のよ
うに言う若者が多くなっています。
口に出して言わなくても、みんな、
みんな、なんとつまらなそうな顔
をしていることでしょう。つまら
なそうでない顔をしているのはせ
いぜい小学校の低学年の子どもま
でで、中学生ともなれば大部分が
つまらない顔をしています。高校
生になっても生き生きしているの
は運動選手の一部ぐらいのものか
も知れません。一般には高校生に
もなってまだ生き生きしていると、
幼稚っぽいとか単純な理想家など

と言われて変わり者のように思わ
れるようです。
しかしもっとつまらない顔ばか
りの大集団を見ようと思ったら競
輪開催日の小田原駅頭に立ってい
ればよろしい。殊にその帰りの群
集を見れば、つまらない顔とはど
ういうものか、何の説明もなしに
了解されるでしょう。
ともかく、つまらない顔という
のは、目に光がなく、どんよりと
沈んでいるのが特徴です。
その鈍い目の表面に急にキラキ
ラと金属的な輝きが浮かぶと警戒
しなければなりません。何かよか
らぬことを企んで興奮している証
拠ですから。
考えてみると、戦争中や戦後の
、ま
、ら
、な
、い
、
食うや食わず時代にはつ
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などと言う人はめったにありませ
んでした。そんなことを言ってい
るゆとりがなかったのでしょう。
恐らくあの時代の一年間に日本中
で使われた「つまらない」という
ことばの総数は、今年一年間にそ
れが使われる総数の何千分の一だ
ったでしょう。これは、物が豊か
になり、便利になるに従って、つ
まらない顔がどんどんふえてきた
ということです。してみると、人
間がつまらなくなるのは文明の恩
恵なのでしょうか。
いったい、
「つまらない」とはど
ういうことでしょう。その反対は
「つまっている」でしょう。では
何がどこに、つまったり、つまら
なかったりするのでしょうか。
私は好奇心の強いたちなので、

自分自身つまらなくなった経験が
ないので、つまらない、という実
感がよくわからないのですが、若
い人たちが「つまんねェ」と言っ
たり、つまんねェ顔をしていると
きよく観察すると、いのちの水が
心という袋まで十分に吸い上げら
れていない、という感じがします。
心がしぼんでいるようです。
「つまんない、つまんないって言
うけど、何もすることないの？
そんなことないでしょ。少し勉
強でもしたらどうなの」
と賢いお母さんたちはすぐに奨励
します。すると中学生や高校生は
一層つまんなくなって、いつまで
もテレビを見ています。それを咎
められるとこんどはフラフラと家
を出て行きます。そして補導員が

呼び止めてみたくなるような目つ
きをして、町中をうろつきます。
そのようにして、辛うじて心のス
キマから来る不安定な気分をゴマ
カして今日一日を過ごします。こ
のようなとき性やスリルに富んだ
何かの刺戟に誘惑されれば簡単に
非行少年にもなるのでしょう。
、メ
、になる
こういう青少年に、タ
本を与えて発奮させようとしても
殆ど読もうとしません。スポーツ
やったら？ と言うと相手がない、
とか、道具がない、場所がない、
などと言って腰をあげません。
「それじゃ、山へでも行ったらど
う？」
と言って、山の美しさや楽しさを
宣伝してみても、「かったるいもん」
という一語で黙殺されてしまいま
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す。われわれから見ると、スポー
ツもやりたくない、山へも海へも
行きたくない、というような若者
は、結核か腎臓病か何かよほどの
病人ではないかと思いますが、事
実はそうでもないようです。ただ
心が病んでいる ――と言うより、心
が養われなかったということのよ
うです。
どうしてこんなグータラ青少年
がものすごいパーセンテージで生
産されてしまったのでしょう。
それは誰にでもわかる通り、家
庭と学校とで相協力して作ったの
に違いありません。
まず、どこの家でも今日の家庭
は、二、三十年前の大富豪の生活
を凌ぐほどの豊かな暮らしをして
います。その上子どもは一人か二

人しか産まないことになっていま
す。そこでどうしても育児が行き
届いてしまいます。食べ物は子ど
もが欲しがる前にすべてととのえ
られています。子どもはオリコウ
にエンコしてお口を開けていれば
必要なビタミンもタンパクも全部
入ってきます。おなかがすいた、
といって泣いて催促する必要もな
いし、戸棚を自分でさがす必要も
ありません。おもちゃでも欲しい
と思う前にうるさいほど持ち込ま
れます。絵本だってそうです。見
たいと思わないうちにお母さんが
勝手なものを持って来て、
「さあ絵本を見ましょう、ホーラ、
牛の赤ちゃん、かわいいワネ！」
と感心するのまでお母さんが代わ
りにやってくれてしまいます。幼

稚園に行く頃になると自分で洋服
を脱いだり着たりするのはみんな
訓練するようですが、それも子ど
もが自ら必要を感じてするのでは
、育
、するのです。その他の生
なく教
活の訓練もいろいろ研究され実施
されているようですが、ともかく
すべて子ども自身の欲求によって
行われるのを待つ鷹揚さがなく、
能率第一主義に立ち、目に見える
成績をあげることに専念します。
これでは子どもは自分の欲望によ
ってわが心を活動させる機会が与
えられません。
学校に入り小学校から中学にな
ったらもういけません。何から何
まで十二分に調理した「知識」が
ベルトコンベヤーに載って次から
次へと目の前に運ばれて来ます。
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取捨選択する自由もありません。
片っ端から口へ押し込まなければ
ならないのです。少し油断して食
い損うと「劣等生」にされてしま
います。こんな生活をさせられて
いて、尚、つまんなくならないの
はよほど生活力の旺盛な、消化力
の抜群な者か特別鈍感な異常者だ
けでしょう。
ともかく、つまんない青少年が
これほど多く出来たのは「教育」
が行き届き過ぎて、子どもはじっ
と坐って口をあけていればよいよ
うになっているからだと思うので
す。つまり自分の手足を働かせる
ということを忘れさせてしまった
今日の家庭と学校の教育が犯人だ
と思うのです。自分で何か工夫し
て実行しようという気がなく、誰

かが動かしてくれるまで、ボンヤ
リ待っている。誰も動かしてくれ
ないと「つまんねェ、つまんねェ」
と、ひとのせいのようにボヤイて
キッカケさえあれば暴力でも何で
も反社会的行動に走ろうとします。
、の
、ま
、ち
、がつ
、る
、のは
では、心にい
どういう時でしょう。例えば嶮し
い崖をよじ登っている時には誰も
「つまんねェ」などとは感じない
、の
、ち
、が心にい
でしよう。これはい
っぱいにつまっているからです。
それほど危険を伴わなくても、人
は体を動かし、手足を働かせてい
れば自然に心も充実してつまらな
くなくなるものです。ですからつ
まんない青少年はテレビやマンガ
でゴマカそうとせず、はじめはつ
まんないと思ってもよいから、と

もかく手足を動かす仕事をやりは
じめてみることです。やっている
うちにつまらなく、なくなってき
ます。そしてそれが終わったら次
の仕事を見つけてやります。それ
が掃除や草取りのようなくだらな
、の
、ち
、とい
い事でもいいのです。い
うものは働いてさえいれば、生き
生きと浮き出て来るものなのです
から。そういうつまった心でまた
勉強に向かってごらんなさい。あ
、ま
、ん
、な
、い
、と思っていた勉
れほどつ
強も案外楽しみなものだというこ
とを発見するかも知れません。と
もかく、手を出してはじめてみれ
、え
、て
、い
、る
、の
、と
、は
、全
、く
、違
、っ
、た
、
ば、考
、ろ
、こ
、び
、があるものだということ
よ
を経験するでしょう。平生つまん
ない思いをしている青少年は、手
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足を動かして充実した生活を経験
するのに夏休みを大いに活用すべ
きだと思いますが、近頃では夏休
みまで学校の「勉強」が追いかけ
て来てそうするのにも困難な事情
になって来ているのは困ったこと
です。
これとは少し違ったつまらない
人もいます。先日もある女子高校
三年生から手紙が来ましたがとて
も面白いことが書いてありました。
いよいよ受験勉強をはじめてみた
が、なぜこんな味気ない受験勉強
なんかしなければならないのだろ
うか、大学とはそんなに価値があ
るのだろうか、 ‥ ‥こんなことを
して毎日過ごし、結局いつかは死
ぬんじゃないか、と思うとなんだ
かばかばかしくてしかたがありま

せんでした。
（それから、若者を利
己主義に追いやって友情の芽を摘
み取ってしまう日本の教育と政治
に対するクヤシイ気持をルルと述
べて、クラス討論会の実況も描写
してあります。それによると要す
るに「友情はすごく欲しいけれど
も、今の現実ではそれは不可能だ、
第一友情なんて考えているひまも
ない」というのが圧倒的大多数の
意見だった。私はくやしいやら、
情ないやら腹が立ってしかたがあ
りませんでした。などと書いてあ
りますが）要するにそんな利己主
義のために勉強し、そういう利己
主義者の集まる大学へ入って何に
なるのだろう、そう思うと勉強も
つまらなく張合いがなくなってし
まった、というのです。

ところがフトしたことから「そ
うだ、私は後から来る人のために、
その悩みをきき、苦しみを共に苦
しんであげられる相談役になって
あげよう」と気がつき、そのため
には心理学を学ぶのが一番よいと
思ってその道へ行くための勉強を
はじめたのだそうです。こうなる
と受験勉強の意味が変わって、張
り切って頑張れるようになった、
ということです。
このお嬢さんはずっと以前に恋
愛と友情に悩んだとき手紙をくれ
た人ですが、その時も情に溺れず、
知に偏らず、実に鮮やかな解決を
見せてくれました。きっと勉強も
よくできるのでしょうが、その活
々とした純真な心の働きは素晴ら
しいものだとその当時から思って
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いました。こういう人ですから前
にあげたようなグータラでつまら
ない、のではなく、自分の勉強な
り、生活なりに納得のいく意味づ
けが出来ないために虚しさを感じ
ていたのです。ただ他人に勝つた
めの勉強ならば、ばかばかしくて
仕様がないが、そんなケチな目あ
てでなく、悩める人の友となるた
めの勉強だとなって張り合いが出
たと言うのでしよう。
むろん心理学によってどこまで
人の悩みを解決できるかは問題で
すが、一生懸命そのつもりでやっ
てみれば間もなくその限界が明ら
かになって、心理学よりも哲学よ
りも問題は自身にあることがわか
ってくるだろうと思います。
ともかくこの人は一つの方向を

見つけました。その方向は無限成
長への正しい道に通ずるものだと
思います。そしてその方向を規準
として自分の行動を常に正して行
けるから、この人はこの念願を失
わない限り勉強その他すべての行
為が虚しく感じたり、生活がつま
らなくなったりすることはないで
しょう。
また既に社会人として職業に従
事している人の中にもつまらなく
なっている人もたくさんあります。
そのつまらない理由は必ずしも同
じではないでしょうが、その共通
なことは、何か自分の外の条件に
不満があるという点だと思います。
その条件を満たすことができれば
一応はつまらなくなるでしょうが、
それが必ずしも長続きするとは限

りませんし、今日の社会ではその
条件を満たすことは大ていの場合
殆ど不可能なことが多いのではな
いでしょうか。
ですからこの揚合に徹底的な解
決を求むるとすれば要するに自分
の生活全体をひっくるめて、それ
がどういう生命的意味があるのか
をつきつめてみるより仕方がない
のではないかと思います。そうす
れば現在どんな境遇にあっても、
生きている人間がつまらないとい
って無気力になることはないはず
です。だいたいつまらなくなるの
は、知能のために欲呆けする 〝人
間 〟 にだけある現象で、他の生物
にはないことを考えてみればこの
ことは理解できると思います。
右のことをまとめて言ってみれば、
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①中学生や高校生がつまらなくな
って無気力になるのは教育が極
めて非教育的で、知識の豚を飼
育する要領に堕しているのが根
本原因である。従って無気力か
ら救うのには教育を大改革しな
ければならないのだが、それは
今の間に合わない。それで心あ
る親や先生は「知識の栄養」を
注ぎ込むことに熱中することを
やめ、ともかくよいことのため
、め
、に働かせるよ
に体と手足をま
うに配慮しなければならない。
②ケチな根性でする勉強（或いは
仕事）に疑いをもって張り合い
をなくした人はそれに新たな意
義を求めなければならない。そ
の意義は当然非利己的なもので
、の
、
なければならない。それがい

、の伸びようとする方向だから
ち
である。
、ま
、
③いろいろな段階はあるが、つ
、かつ
、ま
、ら
、な
、い
、かは最終的には
る
外部の条件によるのではなく、
自分自身の欲望のあり方如何に
かかっている。
これを更に一言に要約すれば、
つまらない、と思うときは、世の
中一般の常識的な考えの逆の方向
（損だとされている方）に眼を向
、の
、ち
、の
けてみればよい。そこにい
噴き出す道がある。
世の流れに流されているだけで
はつまらなくなるより仕様がない、
ということになります。
まみず第五巻 第八号
昭和 四十 五年八月 号
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特

集

の「宗教は欲望をどう考えるか」
のお話、グループ討議、全体討議、
作業、レクリエーション、そして
和田先生の全般ご指導、それぞれ
印象深い体験ばかりであった。こ
れら全部についての感想はあまり
にも多くとても短文にまとまりそ
うもないので、この中で最も印象
が強く、かつ今回の欲望論の学習
から得た私なりの結論に近い、
「き
ちんと坐る」ことの体験について
書いてみたい。

まみず学苑合宿というのは
どのような合宿だったのだろう
参加者は どんなことを
学んでいったのだろう
その二
（
『まみず』昭和四十五年十二月号）

まみずの若者たち
まみず学苑合宿参加感想文

キチンと坐る
増田正雄
早朝の正坐、佐治先生の「心理
学からみた欲望」など、内山先生

講義、討論、作業は楽しいのに、
朝の正坐は本当につらかった。私
の足は太いせいか正坐をはじめて
数分もするとひどく痛み出す。全
く合宿志願の誤算である。
毎朝正坐の時間になると痛くな
い坐り方をしようと思い、重心は
前の方が良いか後の方が良いか、
足を時々ずらせた方が痛くないか、
数を数えると痛さを忘れるかなど
「つらい正坐」との戦いの連続で
あった。
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こうしているうち六日目に「す
わりの先生」内山興正師の坐禅の
実際についてのお話があり、
――骨組と筋肉で坐相を守ること、
思いをなくそうと考えるのではな
、触
、」をねらうこと、逆境（痛
く「覚
さ？）順境いろいろなことを風景
として見ることなど ――これを聞
いてなる程と思った。
翌朝は意を決して痛くても辛く
ても兎に角背骨を伸ばしてきちん
と坐ってみようと積極策を取って
みた。
痛さはやはり時間を追って増加
したが、もう痛さに閉口し乍ら半
ばあきらめて背骨を伸ばし続けた。
そうしているうちにいつのまにか
安定したらくな状態にあることに
気がついた。つらさを逃げようと

、く
、て
、も
、よ
、い
、か
、ら
、き
、ち
、
した時より痛
、と
、し
、た
、時
、の方がらくなのだ。な
ん
ぜもっと早く気がつかなかったの
だろう。この時以来、坐ることに
全く自信がついてしまった。
いのちというものは本来キチンと
したもので、キチンとした時に安
定を得るのかも知れない。 ‥ ‥も
、タ
、マ
、の
、世
、界
、での話である。
うア
（会社員）

本気で生きねば

野村睦子
私の毎日の生活をふりかえった
時、ほんとうに一瞬々々を大切に
生きていない、惰性で時を過して
いると感じるのです。特に目の前

!!

の欲望に引きずり回され、どうに
もならないでジタバタしているの
です。その欲望が私の人生にとっ
てたいした意味を持たないのでは
ないかと思うのですが、どうにも
なりません。それらの欲望が自分
の人生にとって、どういう意味を
持ち、これをどう解決していった
ら良いのだろうか、という問題が
いつも頭の中でモヤモヤしていま
した。それが合宿参加の動機とな
った訳ですが、一週間の生活を通
じて「つまらない」などという言
葉は、おおよそ縁遠いもので、一
日一日が充実し、見るもの見るも
のすべてが生き生きしていました。
こんな気持で毎日が生きられたら
どんなに気持が良いだろうと思う
のに、なぜ山の合宿の新鮮な気持
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を自分の生活に持続出来ないのだ
ろうかという疑問が湧いてきまし
た。それには、普段の生活は、損
得、利害関係など複雑なものがか
らみ合っているからだと思います
が、その中でも山での新鮮な気持
を持ちたいと思うのです。
合宿中の和田先生、内山先生の
お言葉一つ一つが重々しくどっし
りとしたものでした。ほんとうに
、実
、を
、生
、き
、る
、ものを生きてらっし
真
やる先生方に接することの意味は
大きかったと思います。合宿に参
加して、ああそうだったのかとわ
かったような気持で帰って来て、
一日一日過ごす中で、合宿が自分
にとってどういう意味を持ってい
たのだろうかと考えだしたら、自
分は、今まで偉そうな事を平気で

言っていたが、事実は、何もわか
っていなかったということが益々
はっきりしてきました。と言うの
は、自分の理想としている生き方
と自分の行動とがあまりにもかけ
離れすぎているからなのです。そ
れを感じれば感じるほど、やりと
りなし、かけひきなしの生活を自
分の生きる方向とせざるをえない
と感じるのです。その為には、こ
れからは、惰性的な生活でなく、
本気で一つ一つのことに取り組ん
で行かなくてはならないと思いま
す。それと同時に自分のモヤモヤ
としている所（欲望の姿）という
ものを、はっきりとみきわめて行
かなければならないと思っていま
す。

さわやかな人々

土屋利恵子
部分参加させていただいた一心
寮でのまみず学苑合宿、山の中の
すがすがしい自然に抱かれて、そ
こはまたさわやかな人間を現出し
ている特別な世界だった。滞りが
なくて、自分以上の可能性がいっ
ぱいに流れた。
ほとんど初めての人たちと大勢
で、一人になる時間もないにもか
かわらず、妄想があまり湧かない
のが不思議だった。本当に居心地
がよかった。それはきっと、丹沢
の自然の中という環境のせいばか
りでなく、そこに集まった人々の
志向するものが損得を越えている
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ところにあったからなのだろう。
そういう世界に触れられたことが
何よりの経験だった。
かなりのハードスケジュールだ
った。けれどもすべてが流れるよ
うで、一人一人がその時のしごと
に夢中といった感じだった。お掃
除のあとのホウキ立て競争や、バ
レーボールに歓声を上げた。した
こと、見たことが残らずいい思い
出になった。
グループごとの話合いには熱が
入っていた。具体的な問題がいろ
いろ出て、みんなの正直な言葉を
いいなあと思った。
和田先生のお話はいつも楽しく
て美しい、聞いていて内に湧いて
くるものがある。自己弁護に慣れ
てしまっている日常的な考え方に

はこたえることが多かった。わか
っているような気がしていただけ
で、わかっていないことばかりな
のを、自分の欲望が矛盾だらけな
のをこの頃痛感させられる。一つ
一つ行じることで会得していきた
いものです。
（青山学院大学教育学部）

活きぬく
大道法玄
全体としてたのしくてたのしく
、の
、ち
、がどうの
て、欲望がどうのい
といっていられなくなって来たの
が第四日目からでした。
初日の前夜あたりは、あしたか
らどういうことになるのだろう ‥

‥、全くはじめての大家族になる
ことや、どんな問題をかかえて集
まって来る人たちなのだろうか、
とか ‥ ‥全体の見通しのついてい
ない小生には不安なことがいっぱ
いでした。一心寮に長く御厄介に
なっている関係で、生活係という
ことになったのですが、それも名
や ま
ばかりで、山寮ぼけして気の利か
ぬところを他の世話役の人々がそ
れとなくたすけて下さっていたに
ちがいないと、あんなにたのしく
やれたことを人々に心から感謝し
ております。

小生自身のいだいていた問題は
、に
、切
、る
、ことこれ一つでした。け
死
れどもこれを本当に解決するのは
死に切るより他なく、他の何もの
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でもないので論ずべき問題ではな
いということがわかっていました。
、き
、ぬ
、く
、といっても全
死に切る（活
く同じですが）という問題は、実
に死に切るより他に如何なる解決
もないのでした。人々の集まりの
中では、いつもきまってきれいご
としか言えぬ不自由さをこんども
感じて、まだまだ死ねていない自
分がさびしくなったこともありま
したが、自身の問題点がシッカリ
煮つまっている以上、もう余分な
ところにひっかかっていられない
ので、あれこれ考えるのはやめた
のです。
和田先生と内山先生との微妙な
ちがいはたしかに感じましたもの
の、結局のところ、どこまで行っ

ても欲望しつづける夢の自分が死
、の
、の
、ち
、がい
、ち
、
にはてて、実物のい
するようにならぬと本当でない、
という点で全く実質は同一だとし
か思えませんでした。只それを、
和田先生は欲望の側から見、論じ、
登られたのにたいし、内山先生は
いのちの側からそうされた、とい
うちがいしかないように受けとれ
たのです。
はじめて拝聴した内山先生のお
話で、それまで自分なりに納得整
理していた「欲望の教育」が、さ
らに新しく大きく耕されたことも、
あの合宿で得たよろこびの一つで
す。
無欲欲が人間欲望の終点であり
最高の欲望であるけれども、それ
も欲望である限りやはり脱け出さ

ねばならぬところで、どうもがい
てみても結局無欲欲それさえも手
放して自然に還る本当の平常にも
どるしかないな、と感じたりしま
した。

大勢でレクリェーションをたの
しみ皆んなの和合をはかるという
面に重点をおくか、それとも各人
が主題究尽のハッキリした本質を
つかむという面を第一にするかと
いう問題。もし後者を主眼とすれ
ば、間口を狭くして奥行を深くす
るようなことや、二十人以上にな
ると座に親密さが欠けて全体に血
のめぐりがわるくなることなど思
うと、班別討論にしたのはよかっ
たと思います。
あの合宿では、レクリェーショ
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ンをたのしむ面もゆたかにありま
した。主題究尽のつっこんだ話し
合いの中から大きな喜びを感じた
人もありましたので、職業も年令
もちがい育ちも性別も考え方もち
がうあれほどの青年男女が集まる
はじめての試みとしては成功だっ
たと思います。
坐禅の道場での集まりしか集団
生活の経験が無く、その「摂心会」
では始終無言を強いられて来まし
たから、小生緘黙の癖がついてい
るので、集まりの中で発言するこ
とが全くにがてになっているのだ
な、と気がついたのですが、この
癖を急に改めることもできません
ので、まみずのはらからにこれか
らたすけられ一人前になって行き
たいと願うのです。すべてのこと

がたのしみになって来ました。
（僧侶）

個体的いのち
野村邦男
――個体的いのち ――この言葉を
聞いた瞬間、私は私のこの世に生
きる姿を如実に見たように思いま
した。それと同時に、何かホッと
して体がとても軽くなったような
気がしました。
私は ――自分は自分で生きてい
る ――と思っていました。そうと
しか思えなかったのです。丁度、
雲の上にでも立っているように、
自分で自分を支えていなければ、
雲の下に落っこちてしまうと思っ

ていたのでした。ところが、
「その
支え方でよろしい」と誰も言って
はくれないし、自分自身でもこの
支え方でよいという確信を持てま
せん。それは底の知れないような
不安な気持でした。その不安に駈
られていろいろ支え方を工夫して
みるのですが、やはり「これでよ
い」ともがかざるを得なかったの
です。もがくのをやめようにも、
やめたら雲の上からまっさかさま
に落ちるにちがいないとしか思え
ないので、やめられないのです。
ところが ――個体的いのち ――
という言葉を聞いた瞬間Ｉ自分は
自分で生きている ――と思うこと
ぐるみ生かされている、不安やも
がきさえも、そのままスッポリ包
み込まれて支えられているのだと
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いうことに気がついたのです。そ
して、不思議なことに、そう気が
ついた途端、不安ももがきもやま
っていたのでした。これからも不
安になったりジタバタもがくこと
があるでしょうが、これまでのよ
うに、底なしに不安になったりも
がいたりすることはないように思
います。
それと同時に、私の生きる方向
がはっきりしてきました。これま
で私は、真実を求めて生きてきま
した。
（怠け怠けではありましたが、
少なくとも真実を求めているつも
りになっていました）
。しかし、こ
れから私は真実を方向として生き
てゆかなければならないのだと思
います。私はカン違いしていたの
です。真実はどこかにころがって

いるのではなく、かえって私の生
きる中にあるからです。過去と未
来が一点に集中したこの今という
瞬間をここで天地一杯に生きてい
るＩこれを真実といってよいので
はないでしょうか。結果にとらわ
れずに、今ここを力一杯に生きる、
それで全てだと思うのです。
、体
、体
、的
、いのち ――私はこの個
、
個
、という言葉に限りない親しみを
的
感じるのです。私という個体はい
のちの中に生じた一つの渦のよう
なものだと思います。しかしなが
ら、私という渦はそれ自身がいの
ちなのであって、天地一杯の絶対
的存在だったのです。私という個
体から出てくる考えや行動の一つ
一つが、いのちの中に生じた欠く
ことのできない、いわば紋様 ――

役割といってもよいと思います ――
として「いのち」の意味を持って
いたのです。
しかし、だからといって何をし
てもかまわないということではあ
、み
、ず
、も私も
りません。例えば、み
それぞれ個体的いのちなのですが
どちらがより価値があるというわ
けではありません。その存在はそ
れぞれ絶対的存在であって、比較
することはできないと思うのです。
、み
、み
、ず
、はみ
、ず
、の個体的特性を持
み
って生きています。私は私の個体
的特性を持って生きています。ア
、み
、ず
、はただ本能
タマを持たないみ
的にいのちを生きているのであり、
そこには何のアヤマチもないでし
ょう。しかし、アタマを持ってい
、い
、このアタマで ――自分
る私はつ
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は自分で生きている ――と考えて
しまいます。そこから全てのアヤ
マチが出てくるのです。大きない
のちのワクから見ればこのアヤマ
チにもいのちの意味があるにちが
いありません。しかし、私の生き
る事実を省みるときアタマをいの
ちとして活かすことこそ、アタマ
、性
、の真実
、を持つ私
という個体的特
として生きなければならない方向
だと思うのです。
――個体的いのち ――なぜこの言
葉にこのように感動したのかはっ
きりわかりません。この言葉は今
度の合宿中に、内山先生が和田先
生の使われるいのちという言葉に
ついて解説されている最中に使わ
れたのですが、この言葉から私の

受け取った意味は、内山先生がこ
の言葉で意味されたことと多少異
なっていると思います。しかし私
には内山先生のお話の全てがこの
一言に集約されているように感じ
られたほどこの言葉が強く響いて
きたのでした。
ここまで書いてきたことを読み
なおしてみて自分自身のことを何
にも書けていないのに気がつきま
す。今ここに生きている私がいる
という事実がある。Ｉこれだけが
今の私に書けることかもしれませ
ん。
（東京大学農学部大学院）
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性の問題
Ｓ 六〇，二，二五

和田重正

やや高等の動物にはオス、メス、
男女の別がありその結合によって
子孫が繁殖しています。この雌雄
分別現象を指して性の相違だとい
うのだと理解しています。そして
その背後となる性別間に色々面白
い現象が生じるのだと思いますが、
殊に人間の場合には、まことに複
雑で微妙な現象を生じます。
バッタでもカマキリでも鶏でも

犬や猫でもその性現象はまことに
興味津々たるものがありますが、
このたびは人間の性についてのみ
感想を述べようと思います。
まず性的結合を欲する発情現象
は他の生物では一応その時期が決
まっているのに鶏と人間だけには
特別ないわゆる発情期がなく、の
べつまくなしに発情します。
「これ
は二本脚で歩くものの特徴か」な
どと冗談を言いたくなるような現
象です。
ところで人間の性の欲求はどん
な形で現れるでしょうか。それは
驚くほどいろいろ複雑な形で現れ
ます。まず男の子は（女の子の場
合は違うらしいが）ずい分幼い頃
から、あまり明瞭でなく、無自覚
、的
、と考えられ
ではあっても一応性

る反応を示します。しかしこのこ
とは今はあまり重要ではないので
一応見逃しておいて、もっと重要
な問題に入ろうと思います。それ
は恋愛感情と恋愛現象についてで
す。
統計的事実でありませんから正
しいか否かは怪しいのですが、多
くの実例から推測しますと男女共、
いわゆる思春期に入るとほとんど
の人は恋情を経験するようです。
恋愛経験ではなく恋情のことを言
っているのです。
今で言うと小学校上級から中学
の頃、特定の異性を特別に好きに
なって、木の葉が落ちても、星が
光っても、すべてその人との関連
に於いて意味があるように思える
のです。 ――この辺のところは実は
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筆者が自分の体験を語っているの
で、一般論としてはどうかと思い
ますが、少なくとも明治大正の頃
の少年には共通の体験だったので
はないかと思います。 ――あの感情
が恋情と言うのでしょうか。これ
はたぶん人間特有のもので、人間
が人間として発達するのに是非と
も必要な踏むべき段階ではないか
、の
、思
、
と思うのです。この時期のも
、が、それまでぼんやりと映って
い
いた自分と他人の姿がハッキリと
見えてき、そして人生の淋しさを
味わい知り、それだけに他に求め
る気持ちが強く、そして明瞭にな
ってくるのだと思います。いわば
意識的な人生経験の第一歩を歩み
だしたことになるのではありませ
んか。

この時期の重要性は、ある種の
人
〝 生苦 〟にあると思います。この
苦悩の経験によって少年たちはそ
れまでの幼児期には経験したこと
のない何かを得るのではないかと
思います。
ところが戦後、と言うより、今
日のその年齢層の実態はどんなも
のでしょう。マセというか早熟と
いうか、それには世の中全体の性
解放雰囲気が大いに影響している
とは思いますが、あの不用意な男
・女共学の実施に最大の原因があ
ると思います。この考えも見当違
いかもしれませんが、現実のこれ
ら少年少女たちの日常会話を録音
して検討してみてごらんなさい。
彼らの日常生活意識の中で占める
ボーイフレンド、ガールフレンド

の重要性はどんな程度か、もちろ
ん彼らの現実行動に大人の世界に
おける性行動のようなことが含ま
れるのは極めて稀で、大部分は単
なる遊びか噂話の程度かもしれな
いが、問題は何が実際に行われて
いるかより、この段階では、彼ら
少年少女間で性を基盤とする精神
的苦悩の経験が、これでは非常に
、薄
、になるという事実の方が重要
希
であります。
こんなことを言うと、道学者的
発想を疑われることになるかもし
れないが、それとは発想の基盤が
全然違うのです。
ともかく、この年齢層における
性消化の実情は、彼らの人生の味
わいを著しく減少させることにな
っていると思うのです。
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ではその対策は、となると答え
ようがありません。彼らの意識や
行動に最大の影響力を持つ学校教
師と父母等の人間的実力の現実の
この低調さではなんともならない
のではないかとはなはだ悲観的な
らざるを得ません。中でも学校教
師の性に関する教養と用心深さが
実現しなければ、問題解決の道は
遠いと言わねばなりません。
そこで筆者が提案し得る唯一の
道は、小中学校における道徳教育
に変わって 人
〝 生科 〟を実施し生
徒と共に教師が目の向け方を変え
ることによって、人生一般に対す
る関心の持ち方を転換するより他
――そんな遠回りの道より他ないの
ではないかと考えております。但
しここに言う 人
〝 生科 〟
についての

説明は今はその機会でないから省
きます。
（拙著『同行教育のすすめ』
参照）
さて性的欲求の初歩段階にこだ
わりすぎたかもしれないので急い
で高校生、大学生あたりの性状況
に移ります。
先日来、ある一人の男の大学生
が文書でこんな意味の質問を三回
にわたってよせてきました。
「この激しい性欲をどう処理した
らよいのか」
「童貞を守ることはなぜ大事なの
か」
「この盛んな性欲を抑圧する困難
によって得るものは何か」
この質問には私も困りました。
しかし答えなければなりません。

その真面目すぎるほど真面目な青
年に何と答えたでしょう。
第一問に対しては「昔からそう
いう場合に教えられたのは、
『クタ
クタになるまで運動をしろ』とい
ういかにも本当らしい解決法です。
しかしこれは普通の学生にはだい
たい実行不可能な方法です。だか
ら現実的には、その場その時に適
当に一時逃れでごまかしておくよ
り仕様がない。つまり自慰行為（マ
スターベーション）で切り抜ける
より仕様がない。それをやっても
別段後に困ることはありません。
昔はそういう不自然行為をすると
結婚してから差し支える、などと
脅かされたものですが、そんなこ
とはありません。多くの先輩たち
が差し支えなく結婚生活を営み子
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どもを持っています。
」
ずっと原始時代にはそんな必要
もなく適当に相手を見つけて自由
に性欲を解決していたのでしょう
が、文明社会ではそれなりの制約
があるので止むを得ません。
第二問と第三問は大体同趣旨だ
と思いますが、要するに童貞の価
値についての疑問です。ところが
困ったことに、私には適当な答え
がないのです。本当言うと、童貞
なんか三文の価値もないものかも
しれません。しかしそういうこと
をアッサリ言ってしまうには自分
の心のどこかに抵抗があるのでそ
の時は「それは結婚してみればわ
かる」と言っておきましたが、こ
れは自分の本心ではなかったので
す。本心は、この真面目な青年に

思いがけぬ悲劇が見舞わないよう
にと思ってこんなことを言ってし
まったのです。彼が童貞を失うこ
とによって起こりうる不祥事が二
つ予想されたのです。 一つは、そ
の相手がどんな女か。もし商売女
だったら何より花柳病の感染が恐
ろしかったのです。そうでなくて
もその道の練達の女性に繰られて
快楽に溺れさせられはしないか。
――これは余計な心配かもしれませ
んが、その青年の一途な性格を考
えると恐ろしかったわけです。
二つ目は、もし相手が大学の女
友だちのような純真な素人だった
ら、その人の現実の迷惑は予想外
のものだろうと恐れたのです。
こういうわけで、その大学生は
今のところ無事過ごしていますし、

近いうちに卒業と結婚をするでし
ょうが、実はこの問題にはわれわ
れは余計な口出しをすべきもので
はないような気が本当はするので
す。
この学生などは特別まじめな方
でしょうが、小田原の公園あたり
を高校生か大学生位の青年男女が
手を握り合うぐらいはまだしも、
男が女の子の首玉を抱え込んで歩
いているのが珍しくありません。
そういうのを見ると我々明治生ま
れは「バカヤロウ」と吐き出した
い気がします。なぜかと自分の気
持ちを探ってみると、男女が体を
触れ合う、というのはかなり濃厚
な性交渉です。そして性交渉の場
面は公園の場ですべきことではあ
りません。この感じはあまりに日
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本式かもしれませんし、外人殊に
アメリカ人とは違うのでしょう。
でも西洋人の真似をするのが進歩
的だと思うのは大変な時代遅れな
のです。日本人は日本人らしい恥
じらいを失わないでいてもらいた
い。外人の真似をして国際人にな
ったつもりではダメなのです。各
人種は夫々その特長を持っている
のはよいのであって、日本人かア
メリカ人か分からなくなるのはダ
ラシがないので、進歩ではないの
です。
余計な話になりましたが、とも
かく戦後の日本はあらゆる面でダ
ラシなくなりました。特に性の面
ではダラシなくなりました。道端
に貼ってある映画の広告や、映画
館の入口に張り出されてある絵な

どの煽情的なのの多いこと。政府
は、そんなことにかまっていられ
るものか、と言わんばかりに戦闘
機や軍艦作りに熱中しているわけ
です。これで国民と国家はどうな
ってしまうのでしょう。
でも、この頽勢はどうしても克
服されねばなりません。それには
政府や国会などを頼ってはいられ
ません。われわれ庶民の発意と努
力によって実績をあげなければな
らないのです。その第一目標は性
の粛清です。一旦緩んだものを引
き締めるのは並大抵ではありませ
んが、やらなければならないこと
は、ともかくやらなければなりま
せん。
その具体的手段方法として困難
ではあるが、可能だと思われるの

は、また話が後戻りするようです
が、小中学校の先生方の性の非公
開性に対する感覚の修復です。そ
れをどうやって実現するか、と問
われればやはり、
（性の問題に限定
せず）一般徳性の涵養を図らねば
なりませんし、そのためには今日
一般に漫然と考えられているよう
な道徳教育的な行き方では決して
達せられません。眼を自己の内側
に向ける人生科的ということ、つ
まり宗教的と言うべきでしょうが、
それの関心によってのみ達せられ
ます。
（前掲『同行教育のすすめ』
参照）
性の問題はまことに厄介な問題
です。性の慾は人間という生物に
とっては絶対に必要です。貴重な
ものであるのに、それは公開さる
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べきものでなく、非公開でそれは
満たされなければならない。その
点は食欲よりもいっそう取り扱い
が難しいと言わねばなりません。
しかもこの難しさは人間にのみ与
えられた課題であって、その課題
をどれだけこなすかというのが人
間の上等下等の判断の大きな基準
になります。今日、日本の若者一
般に見られるような性のダラシな
さは人間の下等さの表明で、まこ
とに情けないことです。挑発的服
装や行動をとって ヒ
〝 ラケテイル 〟
と思うのは人間らしさの欠落です
そこで性について語るのに避け
られない問題は結婚のことです。
大ていの人は大人になると結婚
します。結婚にはいろいろな理由
が考えられるでしょうが、安定し

た性欲の満足を求めるというのも
最大の理由の一つかと思われます。
ところが近年アメリカあたりから
発展し日本にも大分流行している
現象に離婚というのがあります。
この夫婦別れに最も多い理由は 〝
性格の相違 〟だそうですが、それ
では内容がハッキリしません。も
っと洗っていったら性格の格の部
分が落ちてしまうのではないかと
も推察されます。
「こんな好みの一
致しない相手と一生おつき合いさ
せられてはたまらない」と言うの
かもしれません。これは邪推であ
ってくれればよいが、ともかく、
性格とか好みなどは違うのが当た
り前で、ピッタリなどというのは
百組に一つもないのだと思います。
その違うところは違うところとし

て何とかお付き合いをして行くの
が賢い人の通る道かと思います。
夫婦ばかりでなく社会生活上、相
接触して行かなければならない相
手は千差万別です。それをいちい
ち選り好みしていたのでは、どん
なことでも、物事は成り立って行
きません。
なるほど性の好みや性格の不一
致は、あるよりない方が好もしい
です。しかし、そんなことにひっ
かかって人生を半分でもムダにし
てはあまりに勿体ないと思うので
す。
性も食も学も芸も行も何もかも
含んでの人生でしょうが、如何に
重要な部分でも、部分に絡んで全
体を有耶無耶にしてはあまりに勿
体ないと思いますが如何なもので
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しょうか。
結婚によって性の満足の結果、
子どもが生まれます。しかし性行
為のとき「子どもを作りましょう」
と思ってする人は滅多にないでし
ょう。そもそも生物としての人間
にとって、自然は性欲をキッカケ
として子どもを生ませようと企ん
でいることは明らかです。健全な
子孫を得ることこそ重要な自然の
意志なのに、人間が勝手に産児制
限などと言って人口調節を行って
いますが、こういう人間智の計ら
いで勝手なことをしているとその
うち大規模なバチが当たるでしょ
う。でもこんなことを言うと人智
の所産である科学を否定する主張
だと思われるかもしれません。そ
してことによったら人々は人口調

節という人智の所産も自然現象の
一部だと言うのかもしれませんが、
その人の 自
〝 然 〟はアタマで描い
た自然であって真実の自然ではあ
りません。 ――この辺の理屈は言い
始めたらきりがありませんからこ
こで一応打ち切ります。
いま中国では強力な政治力によ
って産児数が抑制されているそう
ですし、一方アフリカ諸国では（教
育と政治力の不足のためにと言わ
れているが）益々産児数が増え、
而もその子たちが食料や医療手段
の不足のために、多数のものが日
毎に悲惨な死を遂げているそうで
す。
中国のやり方は今のところ利口
そうに見えますが、いずれは、ど
んな形でか、バチが当たるでしょ

う。アフリカの方は西欧的な知識
と技術を供給することによって救
済することができる、と人々は思
うらしいが、本当にそれが可能か
否か、可能にしてもその効果がど
んなものとして現れるかは甚だ疑
問だと思います。アフリカや東南
アジアを本当に救済し得るのはそ
ういう西洋的合理的発想に基づく
のではなく、日本が、現在の憲法
を正面から受け取り懸命にその実
行を試みるのが一番現実的だと思
うのですが、今はそれを論ずる場
合でありませんからこれを遠慮し
ておきます。

（雑誌の寄稿原稿と思われる）
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「まみず」に出会って
山中真知子
和田先生の思い出
ご逝去の報
和田先生が亡くなられたことを、
平澤さんが電話で知らせてくださ
いました。
南足柄から浜松、東京へと転勤
になり、その間和田先生にお会い
していませんでしたから、ご無沙
汰を詫びる気持ちと共に後悔が湧
いてきました。お通夜、葬儀の日
時を教えてくださったので、喜代
志さんと共に二歳の芳子を連れて、
お通夜に小田原の東泉院へ出かけ
ました。

小田原に向かう電車の車窓から
は、流れるように田んぼの苗や山
々の新緑が目に入ってきました。
東泉院では、お焼香を済ませた
人たちが大勢境内にいらしたので
すが、私はこの時に会った方たち
の記憶がないのです。喜代志さん
に、
「どなたに会ったかしら」
と聞くと、覚えていない私に少し
驚いたようでしたが 、雅子さんが、
「真知子さん」
と懐かしそうに声を掛けてくださ
ったこと、瀧さんのお兄様が和田
先生の棺のそばで、
「先生！」
と呼び掛けていらしたことを話し
てくれました。

焼香を済ませて、わたしも芳子
を抱いて中庭にいたのですが、ど
うして本堂に上がることになった
のか、重宏さんか重良さんが声を
かけてくださったのか記憶が抜け
ているのですが、喜代志さんと一
緒に本堂に上がって、先生の棺の
傍にいました。そうして棺の中に
横たわる先生のお顔を見ることが
できました。その時の記憶は鮮明
に残っています。
先生のお顔を見た瞬間、
「亡くな
られてもこんなにも意志のあるお
顔なんだ」と思い、何か強い感動
があったことを覚えています。亡
くなられたお歳は八十六歳。ずっ
とお会いしていなかったので、き
っと自分の覚えている先生よりは
お歳を取られているはずとどこか
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16

で覚悟をしていたように思います
が、その思いは見事にはずれたの
です。
今でも目を瞑ればその時の先生
のお顔を思い出すことができます。
あの時の先生のお顔は、厳しくも
なく、柔らかくもなく、何か清冽
な印象でした。
そしてあの時の「意志のあるお
顔」という自分の中で感じたもの
は、今も消えないのです。
先生がお元気だった頃のことを
いくつか懐かしく思い出しています。
畑と一緒
先生に出会えたことの感謝を先
生にお伝えしたときのことです。
そのとき先生は、

「いやぁ、真知子さんそうじゃな
くてねぇ、これはね、畑をやっ
ている人がよその畑が気になっ
て、どうやって育てているのだ
ろうかと気にしながらみている
のと同じことですよ」
と、おっしゃっていました。
自分とは、生きるとは、と気に
なっていたから、先生に出会えた
ということでしょうか。求めてい
たからこそ出会えたということで
しょうか。
それでも若い日に先生に出会え
てよかったという感謝の気持ちを
やはりもう一度伝えたい思いです。
神社への道
一心寮での夏の合宿の時です。

上の家での正座が終わると、かな
りの急勾配の坂を上って神社の掃
除に向かいます。この坂を和田先
生は着物下駄ばきのいでたちで、
毎朝一緒に登っていらっしゃいます。
その頃二十代だった私は、この坂
を何の苦も無く上り下りしていま
した。今思うとあの頃の先生のお
歳は、六十五歳を少し超えられて
いたと思います。先生はおつらく
なかったのかしらと、先生の年齢
をすでに超えた自分に重ねて思い
を馳せています。
先生が息を切らして登っていら
した様子を見た記憶がないので、
おそらく先生は、鼻緒にぐっと指
の力を込めて淡々と上り下りされ
る体力がおありだったのでしょう。
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この坂は、この神社で結婚式を
挙げた私にとってもなつかしいも
のです。ウェディングドレスの裾
をかなりたくし上げながら登った
坂です。
私たちの結婚式の数年後、林さ
んと文枝さんの結婚式がこの神社
で執り行われました。そのときに
もやはりこの急な坂を、私は二人
目の子どもがおなかにいて、一歳
の長女をおんぶしていましたが、
割と苦もなく神社まで登りました。
夏の合宿で肝試しをしたのもこ
の坂です。夜、神社へ仲間たちと
懐中電灯を手に真っ暗な中を登り、
帰りは、真っ暗な中を一人ずつ、
下まで下りるというものでした。
月明りもない真っ暗な道を、息を

つめて一気に駆け下りましたが、
途中に驚かす役目の人が隠れてい
て、声を掛けられた途端、
「ぎゃあー 」
と叫んでしまいました。静かな夜
の山に叫び声が響き渡りました。
怖くて楽しかった思い出です。
キツネノボタン
この坂は、合宿のあいだ何度も
上り下りした中で一度だけ、和田
先生と一緒に並んで話をする機会
がありました。
ちょうど神社から降りてきて、
運動場のあたりを過ぎ下の家に通
じる細い道で、先生と一緒になり
ました。合宿中は先生と一対一で
話したことがなかった私は、この

偶然に緊張していました。しばら
く並んで歩いていくと、先生の足
元に咲く小さな黄色の花を見つけ、
「この花の名前は何でしょうか」
とお聞きしました。先生は、
「それはキツネノボタンです」
と、教えてくださいました。私は
その花の名前を聞いた途端に頭の
中に映像が浮かびました。
‥ ‥キツネが緑色のチョッキを着
ていて、そのチョッキのボタンが
黄色 ‥‥
「可愛いですね」
と、思わず口にしていました。
先生との会話はこれだけです。
この短い会話がずっと私の中に残
っていることが不思議ですが、ど
こか苦い思いも引きずっています。
それは私の質問です。もっとまと
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もな質問が出来なかっただろうか、
もっとまともな返事ができなかっ
ただろうか。先生は自然を見る目
が深く、美しいものを見てああ美
しいと軽く反応することを良しと
されない。おそらくこの苦い思い
は、先生に良く思われたいという
これまた浅はかな欲が自分の中に
あることを浮きぼりにするからだ
と分かっているからかもしれません。
あれから四十数年も経っている
のに、
「キツネノボタンです」と教
えてくださった優しい声が今も耳
に残っています。
キツネノボタンのことを調べて
みると、この花の葉の形が牡丹の
花の葉に似ているからボタンと名
付けられたと分かりました。また
キツネの意味は毒のあることを示

しているそうです。名前を聞いて
自分がイメージしたものとは全く
違っていました。
別ものではない
合宿中に時々先生から聞いたお
話の中で、その後もずっと意味を
理解できない言葉がありました。
「この机の上にある湯呑も、ペン
も、この机も、自分と別物とは
思えないのです」
と、おっしゃったことです。
どうしてそう思われるのだろう
か、それは感覚的なことだろうか、
あるいは生きる意味を知った人だ
けにわかる当たり前のことなのだ
ろうか。どういう意味だろうか。
自分の周りにある花や生き物に

対しては、どこか同じように細胞
分裂しながら生きていることに共
感できるものがありますが、湯呑
も机もとなると製品になっている
ので生きていないのではと思い、
わたしの頭の中はなぜ？何故？が
ぐるぐる回りだ
してしまいます。 その後もずっ
とこの言葉が引っかかって、頭の
隅に住み続けることになりました。
その答がある日、分かりました。
二〇一三年一〇月九日の新聞。手
元にその時の切り抜きがあります。
「ヒッグス粒子二氏にノーベル賞」
の見出しです。私は科学の知識は
なく難しいことは分からないので
すが、その記事を読んだ時に、別
ものではないとおっしゃった先生
のお話の意味が分かった気がした
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のです。
〈物理学賞、質量の謎解明〉とあ
り、ヒッグス粒子の存在は四十数
年前から分かっていて、その存在
が今回の実験で確認されたという
ことに対しての受賞とのことでし
た。科学者ならいざ知らず、もち
ろん私はそのような理論があるこ
とは知る由もなくこの記事を読ん
で、
「なるほど、そういう事なのか」
このヒッグス粒子のお陰で質量が
生じて物質として存在するという
ことがぼんやりとわかりました。
このゆっくりと動くヒッグス粒子
がなければすべての物質は瞬間に
消えると聞いた時にはびっくりし
ました。
ならば机も私も湯呑も一緒だ。
組み合わせの違いだけで一緒だ、

と、この長い期間の疑問が解けた
ように思いました。科学に詳しい
人はヒッグス粒子の存在を知って
て、あの時の先生のお話を聞いて
すぐに納得をしたのかもしれません。
先生がその事をご存じでそのよ
うな話をされたのかどうかはわか
りませんが、合宿中もクルーチと
いう人の書いた科学の本を参考に
話されたこともありましたから、
科学的な根拠を知っていらしたか
もしれません。あるいはすべてに
仏性ありと仏教ではありますから、
その意味かもしれません。
これが先生の話されたことの答
えかどうかは分かりませんが、自
分なりに答えをみつけたように思
いました。

〝
若かったあの時に感じた疑問を
すぐに先生にお聞きすべきだった
なぁ 〟 というのが今の素直な気持
ちです。

先生の背中

夏の合宿のときです。
「食事ができたので先生をお呼び
してきてください」
と言われて、私が呼びに行く役目
になりました。たぶん何回目かの
合宿ということもあって私もそれ
ほど緊張しないで、というよりは
ちょっと嬉しい気持で、先生を呼
びに食堂から先生のお住まいの方
へ急ぎました。先生の居室は食堂
の奥の別棟にあり、食堂から数歩
の短い廊下を渡り、ドアを開ける
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と先生のいらっしゃる部屋です。
そのドアを開けた瞬間、
「先生、お食事の用意が出来ました」
と、喉まで出かかった言葉を飲み
込みました。少し弾んでいた気持
ちも沈んでしまいました。
それはドアを開けた少し先に、
先生の座っていらっしゃる後ろ姿
が目に入り、右の横顔も少し見え
ました。その先生の背中を見た瞬
間、私はその背中から受ける厳し
い雰囲気に息をのみました。どう
表現していいのかわからないので
すが、明るく、
「先生！」
とたやすく呼べないその背中から
受ける雰囲気に、おたおたとして
しまったのです。
自分の記憶はそこで終わってい

ます。先生にきちんと食事の事を
言えたのかも覚えていないのです。
今も、あの静かな先生の背中を思
い出すと、目頭がじーんと熱くな
ります。
めがね
初めての夏の合宿を終えて家に
帰りつき、しばらくして、一心寮
へめがねを忘れて来てしまったこ
とに気づきました。普段からめが
ねをかけたりかけなかったりして
いましたから、かけていなくても
大きな支障がなく家まで帰って来
てしまったのです。たぶん置き忘
れた場所は、上の家の北側にある
女の人たちの部屋だった棚の上です。
和田先生にお手紙を書いて、送

っていただくようにお願いしまし
た。数日後、メガネが梱包されて
手元に届きました。先生自らメガ
ネを包んでくださって、紐で結わ
えて、荷札を書いて送ってくださ
いました。何枚かの紙で丁寧に包
まれて、紐でしっかり結わえられ
たその形が、めがねそのままの形
でした。
受け取った時に、しばらくは荷
を解かずに手のひらにめがねを乗
せていました。形がユーモアたっ
ぷりで、思わずくすっと笑えてき
ました。
こんなにも嬉しい楽しい荷物の
受け方は、後にも先にもありませ
ん。先生ありがとうございました。
（つづく）
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一心寮への道

ケチ落としの谷は景色がいいけれど、冬は一層難路となる。
寮を目指す人はここを越えると“一心寮近し”とホッとす
る。地元の人の話ではこの谷は、関東大震災の山崩れによ
ってできた。寮からこの谷の上までは、和田先生のお気に
入りの散歩コースであった。
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後

記
まみず学苑合宿はその後、冬休みにも行
われるようになり、数年後には通信教育も
始まって、スクーリング合宿も行われるよ
うになりました。

和田重正に学ぶ会会費は年二千円。 機関誌『ここに帰る』の別売は以下の通りです
６０号までは一冊二百円（〒別）
６１号以降は一冊四百円（〒別）
◇◇
当会活動資金へのご寄付 大歓迎
◇◇

五十八号から六十号までに亘って、
・まみず学苑合宿とは
どのような合宿だったのか
・参加者はこの合宿から

昭和の一時代に、自分の生き方を問うて
若者たちが集い過ごした山奥の萱葺きの家を

何を学んでいったのか
という、まみず学苑合宿に関係した内容に

中心とした空間は、あたかもこの世に、この
星に忽然と生じたひとつのオアシスのように

誌面をさいてきました。
合宿中に行われた内山興正先生の講義は、

も感じます。
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当初分割掲載を検討しましたが、終わりまで
一気に読めるように一冊にまとめました。

お知らせ
機関誌『ここに帰る』の別売価格を六十一
号から四百円（送料別）とします。
六十号まではこれまで通り二百円
（送料別）
です。
年会費は変更ありません。

http://wadashigemasa.com/

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

昭和の一時代に「自分はどのような人生を
送ったらいいのだろう」と悩む若者たちが、
一出版社の発行する機関誌を縁に、師と仰ぐ
先達のもとに集まって過ごした一週間の様子
や、そこから得たもの、また新たな課題を胸
に自分の生活に戻る姿などを窺い知ることが
できたと思います。
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