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和田重正
題字

和田重正に学ぶ会

悪事による罪悪感はまだ償
いによって救われる可能性
があるが、己の愛情の乏し
さを知ったための罪悪感は
救われようがない。だから、
愛情だと思っていたことが
悉く自己中心的な欲望に過
ぎなかったと気づいたとき
こそ、われわれの慢心はは
じめて根底から覆される。

はくうん

夫婦の和
和田重正

うちの塾では毎月の父母の会を
公開しておりますが集まる人は殆
どお母さんばかりで、近頃は人数
も極めて少なく、たいてい井戸端
会議的話し合いになります。それ
で全体として纏まった話にはなり
ませんが、気楽なために却って味
のある面白い話がよく出ます。
近頃この会で話題になるのは、
直接子どもの教育に関することよ
りも、家庭内の人間関係に関する
ことが主になってきています。こ
れは、ＰＴＡ主催の何々学級とい
った集まりで十年一日の如くに取

り上げられるような、
「どうしたら
もっと勉強に欲を出させることが
できるだろうか」とか「どうして
よい躾をするか」などの話はどん
なに話し合ってみても、多少その
場の気休めにはなっても実際には
殆ど何の役にも立たない、という
ことがわかって来、そして問題は、
そのような、子どもをどう扱うか、
というところにあるのではなく、
大部分は父母自身の生活とそれを
めぐる人間関係に問題があるのだ、
ということをお母さん方がよく了
解してきて下さったからだと思い
ます。
家庭内の人間関係といえば、一
番先に出て来るのは、いつでも「ヨ
メとシュート」の問題です。これ
は女の人にとってはよほど切実で
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あると同時に持ち出しやすい手頃
の話題であるようです。恐らくこ
の問題は、時代によってその両者
の力関係の変化によって様相は変
わっているのでしょうが、本質的
には何百年来変わることのない、
したがっていつの時代にも尽きる
ことのない話の泉になってきてい
るのだと思います。
このヨメとシュートの話より実
はもっと一般的で奥深い問題は夫
婦の間の不調和です。ただこの方
は一層内輪のこととして、事実を
ありのままに他人の前に披露しに
くいのでよほどお互い信頼し合え
る仲間でなければ持ち出すことが
できないのでしょう。しかし、そ
れだけに話し合ってみればコクも
あり、お互いに役に立つことも多

いのだと思います。
最近の会でも面白い話が出ました。
誰かが、
「はた目には仲の良い円満なご夫
婦のように見えても、内実は必
ずしもそうではない場合が多い
のではないかしら」
と言い出したのをきっかけに、居
合わせた奥さん方が各々そのダン
ナさんとの不調和について語りは
じめました。
ある結婚歴三十年程になる夫人
が言いました。
「わたしは結婚の当初から今日ま
で、主人のある面を見せつけら
れる度にイヤダナー、と思うこ
とがあるのです。初めは言い争
ったり逆らったりしましたが、
今では、イヤダナーという気は

するけど、それをそのまま許す
ことができるようになりました。
主人の方から見ればわたしのす
ることがバカバカしいように見
えるのでしょう。ときどきそう
言われますが、近頃ではお互い
が干渉し合わないでめいめい気
の済むようにしているのですが
ねえ ‥‥」
この人の家庭はまことに平和な
そして自由の気の満ち満ちた明る
い家庭であることを皆知っている
ので、このお話はショックでした。
そこで早速結婚歴十五年位の奥さ
んが質問しました。
「そのイヤダナー、って言うのは
どんなことなんですの、聞いち
ゃわるいかしら」
「それはつまり、自分ばかりを先
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ず大事にするという主人の考え
方なんです。服装でもなんでも
自分のことは思うようにキチン
と、ととのえなければ気が済ま
ない。ところが私はご覧の通り
です。自分のことよりひとに何
．ち
．です。
かしてあげたいというた
屋敷が広いから野菜や何かを作
りますが自分のうちで食べるの
は僅かで大部分は隣近所にあげ
てしまいます。おイモなんかも
大きい立派なところはよそへあ
げてしまって自分の家では残り
の小さいのばかり食べます。す
ると主人はバカだなあ、と言い
ますが、わたしはバカでもいい、
そうしたいのです。主人は、土
地と種と肥料と労力をわざわざ
他人のために使うなんてバカな

ことをするな、と言いたいので
しょうが、私には主人のそのケ
チな気持がイヤでしょうがない
のです」
「まあ、おんなじですわ」
と、十五年夫人が感慨こめて言い
ました。
「うちでもそうなんです。自分の
ことをチャンとして余力があっ
、と
、のためにすればいい、
たらひ
おまえのように自分の家も足り
、そ
、へおせっかいをや
ないのによ
くなんてバカなことだ、と怒る
、と
、
のですが、自分に余ったらひ
のためにしよう、と思ったらい
つまでたってもひとのために尽
くすときがないんじゃありませ
んかね。それで主人のそういう
態度がケチ臭く感じられてとて

、ち
、ば
もイヤなんです。でも、う
かりではないのですね。男って
みんなそうなんですかしら。お
金をとって来るのは自分だと思
うからそうなるのでしょうかね」
そこで男である私は黙っている
わけにゆきません。
「そうとは限りませんね、うちで
はわずかではあるがむしろ反対
で私の方がなんでもやってしま
いたいたちで、家内が多少ブレ
ーキ役になっていますね、もっ
とも私はお金を儲けたことがな
いからそうなるのですかね」
こんな話から進んで、この世智
辛い世の中ではやはり、先ず自分
のことを考えて後、余りあれば人
に施す式の生き方でなければ暮ら
して行けないのかどうかという話
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になりました。そこで幾つかの実
例が挙げられました。
ある山の中の小学校の小使さん
のおばさんはなんでもひとにあげ
るのが好きでせっせといろいろな
物を作っては先生方や近所の人々
にあげるのですが、このおばさん
のところにはいつも野菜でも果物
でも豊富に集まって来るのだそう
です。そしてその集まった物もせ
っせと必要な人に施してしまうの
で、益々いろいろな物が集まり、
人も来ていつも賑やかに暮らして
いるのだそうです。
私も一つの実例を話しました。
それは遠方から最近小田原へ引越
して来た一家族ですが、そこの奥
さんは病気で片足を切断したので
家から外へは出られません。御主

人は近くの工場へ働きに行ってお
られるのですからどんなに不自由
なことかと心配していましたら、
数ヵ月たつうちに何も不自由がな
いようになりました。隣近所の人
々が買物から庭の手入れまでして
くれるし、近くの農家の人々はネ
ギでも大根でも果物でもみんな届
けてくれるのです。
ほんのしばらくの間にどうして
こんなに人々か助けられ豊かな生
活ができるようになったのか不思
議なようですが、実はこの夫婦は
何でもひとの喜ぶものをあげるの
が好きで、それが全く徹底してい
るのです。食物や品物ばかりでな
くお金でも手元にあればどしどし
ひとにやってしまいます。私にも
ずいぶん品物やお金を寄こして下

さいました。そんなことをして自
分が困りはしないかとはたの者が
心配になるほどですが、事実は物
でも労力でもこの人のぐるりには
益々豊富になるばかりなのです。
どうやって入るのかわかりません
が、お金だって後からいくらでも
入って来るらしいのです。ご本人
たちも、
「どうしてかわからないが、必要
な人に必要なものをあげていれ
ば自然にどこからかまた自分の
必要なものはめぐって来るので
す」
といっておられます。
この他、それほど目立たなくと
も、ひとのために働いたり、物を
施したりすることの好きな人はい
つも賑やかに、そして豊かに暮ら
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しているのが世の事実です。ケチ
なことを言って出し惜しみをして
いる人はたとえ物やお金が豊富で
も何処か淋しく、力んでいるよう
に見えるし、物が多い割に却って
貧しい生活をしているのが例であ
ります。それは、その人を通って
物の流通する速度が違うからだと
思います。物量は半分でも流通速
度が十倍だったら豊富さの感じは
五倍になります。一億円貯金して
いても全然使わないで停滞してる
んだったら何も持っていないのと
同じです。毎日千円ずつ貰って千
円ずつ使う人の方がずっと豊かに
暮らしていることになります。こ
ういう理屈でケチな人より気前の
いい人の方が景気よく活気に満ち
て見えます。そして活気のあると

ころには自然に人も寄って来ます。
その人たちはみんな有形無形の手
土産を持って来るのが人情という
ものでしょう。
こんな話で一時賑わいました。
このような話は新興宗教の最も得
意とするところですが、別段新興
宗教の体験談を待つまでもなくこ
れは当たり前の現象であると思い
ます。ただ、それが当たり前だと
いうことを知っているのと知らな
いのとの違いがその人のケチさの
程度として現われるのだろうと思
います。そしてケチさの程度はま
、さ
、さ
、の程度でも
た、その人間の小
、と
、の世話には
あります。
「オレはひ
ならない」と力んで、それを誇っ
ているような窮屈な小人は、はた
から見るとコッケイで気の毒な気

がします。
話が少しケチに片寄り過ぎまし
たが、この会ではケチな性格ばか
りでなく、大ていの人は夫婦の相
手に何かしら「イヤダナー」とや
り切れなく思うようなことを感じ
ながら暮らしているらしいと、い
ろいろな例があげられました。
「みえっ張り」だとか、
「ひとりよ
がり」などは極くありふれた例で
すが、
「下品さ」
「粗野」が気になっ
ている人もあるし、
「あまりに常識
的過ぎる」というのもあります。
多く古い夫婦は各々その相手を
「いい人なんだけど」と思いなが
ら、一点だけ何かしらやり切れな
い不快なものを感じ、それをなん
とかこらえて暮らしているものら
しい、ということがわかりました。
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「がまんしているのは自分だけで
はないのだなあ」とわれわれ夫婦
はじめ居合わせた人々はみな少し
ホッとした模様です。
この話し合いから一つ面白いこ
とを発見しました。それは、その
イヤダナーという相手の性質が自
分に向けて発揮されるときには殆
ど気にならない。気になるのはよ
その人に対してそれが現われると
きであるということです。これは
何を語っているのでしょうか。相
手のことがひとごととは思えない、
ということで、まずまずめでたい
しるしだと言えるでしょう。
若い人がこの話を聞いたら恐ら
く、
「じいさん、ばあさんだらしな
いもんだなあ」と歯痒く思うでし
ょう。
「お互い注意し合い、話し合

って欠点をなおせばいい、その努
力をしないで、一生イヤな思いを
がまんするとはバカげた話だ」と。
しかし、人間の欠点には習慣や
惰性でできたもののように指摘さ
れれば気がつき易いのと、根の深
い気のつきにくいのとがあります、
気のつき易いことは若いうちにお
互いの注文で是正されますが、ケ
チさをはじめ前にあげたような欠
点は、その人の人生観から出た非
常に根深いものであるため、指摘
されても自分にそのような欠点が
あるとは思えない場合が多いし、
たとえ指摘されるような事実は認
めるとしても、それが欠点である
とは思わないという場合も多いの
だと思います。それで多くの人は、
結婚当初注意し合ってお互いの一

致点を見出そうと努力してみるが、
それは不可能であることがわかり、
そのことにこだわると夫婦の問の
溝を益々大きくして生活全体を不
愉快にするばかりである、と気が
ついて来ます。そしてそのイヤな
面が出たときは目をつむって見逃
がして行こう、という消極的態度
になるのだと思います。これは不
完全な人間と人間の寄り合いでは
仕方のないことだと思います。も
しそのようながまんを一生続ける
のがいやなら、われわれはお互い
の人生観を近付ける努力をしなけ
ればなりません。容易なことでは
ありませんが、一生がかりで人生
観を掘り下げて共通の水脈に達し
ようと努力することができれば申
し分ありません。
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いずれにしても、本当の欠点と
いうものは自分にはわかりにくい
ものです。わかったとしても思う
ようにはならないのですから、夫
婦といえども相手の欠点をなおす
ことはとても容易なことではあり
ません。
食べるときにクチャクチャ音を
させる、とか、人の前で鼻くそを
ほじくる、というような人生観と
はあまり関係のない単なる躾やク
セでも、止めさせようとすれば夫
婦喧嘩にもなりかねないのが小人
の常です。まして生きる態度の浅
はかさを指摘されて飜然とするよ
うな、育ちのよい人は男にも女に
もそうざらにあるものではありま
せん。そうなると凡人の夫婦はあ
まりぜいたくを言わず、お互いに

一つぐらいはやり切れない不快を
抱擁して、生活全体を育てて行く
より仕様がないのではないかと思
われます。情ない結論ですがこれ
が現実ではないでしょうか。
まみず第五巻 第十一号
昭 和四十五年十一月号

教育権が国にあるか、教師

と親にあるかの論議ほど情

けないものはない。それは

子どもを大人の所有物視す

るところから出てくるのだ。

教育は誰かの権利や権限に

基づいて行われるべきでは

なく、親と教師と為政者の

「願い」によって行われるべ

きものだ。
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はくうん

師走の感想
―新人類の発祥―

和田重正
アンポとバンパクの年と言われ
た一九七〇年も暮れようとしてい
ます。アンポは政府の計画的強圧
により大騒動にならずに、自民党
の思い通りに強化継続され、バン
パクは人混みの新記録を作って大
成功？をおさめました。
本年の二つのメイン・イベント
はそれぞれあのような経過でとも
かく通り過ぎましたが、今年は思
いがけない公害という問題が急に
クローズアップされてきました。

今まで気がつかなかったことが次
から次へと明るみに出てきます。
空気や川海の水はひどく汚れ、米
や牛乳さえも安心して食べられな
い。おまけにヘドロなどという聞
くも気持のわるいものまで登場し
て人間の健康を冒していることが
わかってきました。全く気分のわ
るいことですが、気がついてもな
かなか有効な対策は立てられない
場合が多いようで今後どうなって
行くものか気がかりなことです。
人類はここに核兵器の他にもう
一つ重大な脅威に直面したことに
なります。人類にとって核兵器は
胸につきつけられたピストル、公
害はストレプトマイシンなどの発
明されない前の肺病のように、人
の命を冒す不治の慢性病に相当す

ると言えるでしょう。科学文明が
生んだ反人類的二大脅威であります。
それについていま、文明を呪っ
たり、人間の愚かさについてブツ
ブツ言おうとするのではありませ
ん。それより文明とか文化とはほ
んとは何であるのか、もう一度問
い直してみたい気がするだけなの
です。
昨日山の家へ行ったとき、その
上にある神社のしＩんとしずまり
かえった境内に散り敷く夥しい量
の落葉を掃きながらフト思ったこ
とは、
「文明の働きは自然ではない
のか」
、 ――不自然なのか ――とい
う疑問です。バカらしい疑問だと
思わないでもう少し先を読んでく
ださい。
この夥しい落葉は春に地中から
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吸い上げられた原料で作られたも
のが今こうして土に還元されよう
としているのだ。何千年も何万年
もの間草木によってこのようなこ
とが繰り返されて自然界のバラン
スが保たれ安定して来たのに違い
ない。ところが近年、地上に人間
が急激に殖えその上科学技術を生
み出して大量に木を伐り草をむし
り取って自然の循環を中断しバラ
ンスを崩しはじめたのでしょう。
そればかりでなく科学技術の進歩
はもっと大仕掛けにあらゆる自然
物を変えさせることに成功し、自
然の復元力や浄化力の到底追い付
かぬ程度に大きくバランスを崩す
ことになりました。これが公害発
生の仕組みだろうと思います。し
てみると公害現象は科学技術によ

ってもたらされた自然の破壊であ
る。つまり「作り出された不自然」
であると一応は考えられます。そ
して一般にそのように受け取られ
ているのではないでしょうか。
しかしよく考えてみれば、自然
が不自然を生み出すということが
あり得るのだろうか。自然の中に
不自然が存在し得るのだろうか ――
、ま
、人の考える空論かも
まことにひ
知れませんが ――そんな疑問が起こ
って来ます。
われわれは天然と人工を別けて
考えます。人間が手を加えた物を
自然物と区別することに慣れてい
ます。しかし、その別け方は人間
本位に見た勝手な別け方で、自然
の側から見た場合は、そのように
自然と人工（不自然）とに境目を

つけられるかどうか。
人間は元来自然の一部分であり、
その自然物たる人間にいつの間に
か欲望と知能が発達して編み出さ
れたのが科学技術であり、それに
よって築かれたのが文明でありま
す。してみると「文明々々」と言
って自然にそむき離れるような感
じがするが、お釈迦さまの掌の中
の孫悟空と同様、文明も自然の中
の一現象、自然の一態様に過ぎな
いということになります。自動車
も飛行機も電信電話類も紙も布も
そしてそれらを作るとき、又はそ
れらを使うとき生ずる害悪をくる
めて、何もかも自然から出た自然
であるに過ぎないと思うほうが自
然でしょう。それは丁度蟻が地中
に巣を作り地上に蟻塚を築くのと
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同じだと思います。蟻の場合はす
べて自然だと思うのならば人間の
作る科学文明の成果も自然である
と理解するのが当然ではないでし
ょうか。
何故私が今更こんな当たり前の
ことを事新らしそうに持ち出した
かというと、私はここ数年来人類
の運命が気になって仕様がないの
です。つまり原水爆が出来てから
人類は自ら破滅の方向に歩んでい
るのではないかと疑うようになり、
もしそうならこれを回避する道は
ないものだろうか。ということを
考えないでいられないのです。そ
こへ公害という人類の命の安全に
かかわるもう一つの問題が明らか
にされました。このように人類を
ピンチに追い込む問題に直面した

とき、これに対応する対症療法的
処置も大いに考えなければなりま
せんが、そんなことだけで乗り切
れるほど生やさしい問題でないこ
とは明らかです。
そこで問題の根源に遡ってもう
一度人間とその文明の性質につい
て考えてみたいと思ったのです。
むろんこのような問題はえらい学
者や文明評論家によってとっくに
追求し尽くされているのでしょう
が、私は私なりに自ら納得のいく
まで追求しないではいられないの
です。
文明も本質的には自然の一態様
ではないのか、つまり今までの自
然は文明によって復元し得ないほ
どに破壊されたが、そこに作り出
されたものもやはり自然であるの

ではないか、 ――こんなことを執拗
に言い出すのは、もしかすると人
類の近い将来に於ける破滅は不可
避なのではないか、どんなに工夫
しても、もっともっと深い人間自
身には手の届かぬところから操ら
れて人類は破滅するようになって
いるのではないか。それに対する
われわれの如何なる努力も無駄な
のではないかと恐れるからなのです。
大自然の力は絶大です。そして
その力は全く非人情に働きます。
死にたくないものを作り、そして
そのものの嘆きにも恐れにも悲し
みにも頓着なく皆死なせてしまい
ます。
昔、地球上に巨獣マンモスが栄
えていた時代があるそうですが、
氷河時代が来て水が凍り陸地が乾
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いて植物が育たなくなったのでマ
ンモスの食糧がなくなってみんな
死に絶えたと言われています。マ
ンモスにしてみれば、どうしてわ
れわれはこんな悲惨な絶滅の仕方
をしなければならないのだろう、
いったいわれわれのどこに間違い
があったのだろう、何か悪かった
のだろうと反省しながら悲しく死
んで行ったのかも知れません。ま
た当時、人間にしてみれば、この
すばらしい動物をせめて千頭でも
残しておいてもらいたい、と願っ
たかも知れません。しかし自然は
そのような反省や願いには一切無
頓着で瞬く間に絶滅させてしまい
ました。
原水爆や各種公害はもしかする
とマンモスに於ける氷河ではない

のか。自滅を招く原水爆や公害は
人間の愚かさが作ったものと軽く
見てこれを同じ人間が取り除くこ
とができると考えるのは愚かさに
もう一つの愚かさを重ねるような
ものではないのか。これはもっと
大きな自然の設計の一つの過程な
のではないか。氷河時代の到来と
同じように、実は絶望的な現象な
のではないか。とこんな疑いが起
こってきます。つまり人間は、人
間の愚かさによって作り出された
もので自滅するように仕組まれて
いるのではないかと惧れるのです。
そして恐らくこの考えは正しい
のだと私は思っています。これを
作った人間は近く自ら滅びるのだ
と思うのです。どういう経過で滅
びるのかは予測できません。原水

爆のぶっつけ合いで結末がつくの
か、どうしても公害を押し止める
ことができなくて奇態な病気や気
違いやそれに伴ういろいろな事故
によってだんだんに死に絶えて行
くのか、或いはまた、全く別の方
式で滅び去って行くのかも知れま
せん。
いずれにしても、核兵器を作り
公害を撒き散らす人間は近いうち
に絶滅しなければなりません。そ
れが自然の方向であると思うので
す。
この人間 ――資本主義を守ろうと
するもの、社会主義を実現しよう
とするもの、その二つの仲間に分
かれて責め合い憎み合っている人
間。これが原水爆の製造者であり
公害の発散者です。両者共物欲の
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満足を以って人間の幸福とする未
開人の域を出ない者であるという
点では同じであります。国と国と
に境を置いて、互いにわが幸福を
奪われまい、他を凌いでも冒して
もわが幸福を増進しようと警戒し
合い、うかがい合っています。一
国の中でも、いずれの陣営の方が
、り
、多く幸福をもたらすかを論じ
よ
合い二派に分かれて事毎に争って
います。
これは歴史的現実であり、前に
述べた筆法でゆけば、これは自然
現象であります。だから善いか悪
いかの埒外の事実です。しかし、
原水爆を造り公害の異常発生を実
行してきた同じレベルで相争って
も原水爆や公害の脅威を処理する
ことには何の役にも立ちません。

何もならないばかりでなく益々そ
れによる人類破滅の危険は深まる
ばかりです。
殺気立って対立する二つの陣営
のいずれの側からもその抗争の幼
稚性・未開性に気づいて脱退する
者が万の単位で出なければなりま
せん。
この未開人同士の抗争が何かの
機会に火を吹いたならば人類は文
字通り吹き飛んで地球は生物の墓
場になるでしょう。或いは、そこ
に至るまでに多くの人々が原水爆
や公害の教訓に目覚めて、物欲至
上の迷蒙を破り、もう一つ高い次
元に生きる人間に脱皮するならば
新たな世界が生まれるでしょう。
そのような過程の中で現在の未開
人は原水爆や公害の威圧によって

絶滅させられるという場合もあり
得るでしょう。全人類の脱皮を衷
心から思わないでいられません。
左翼だの保守だの反共だの、互
いに口ぎたなく罵り合い攻め合っ
て何の解決があるでしょう。攻め
合うほど核兵器の導火線に火を近
付けることになるだけです。火が
つけば保守も左翼もありません。
一緒に吹き飛んでしまうばかりで
す。今日はすでにそのレベルでの
解決や進歩はありえない歴史の時
点に来ている。人間自身が別の次
元へ脱出し、その次元の生物に生
まれ変わるより解決も進歩の道も
あり得ない。そのことを核や公害
の教訓に学んで攻め合いを止め、
そしてあらゆる対立の陣営を脱出
して新たな人類の集団に加わるこ
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とを人々に提案したいのです。そ
の新人類の発祥の地は恐らく此処、
日本であると断ずるのはやや新興
宗教じみているでしょうか。
それはともかく、原爆により原
爆を超え、公害により公害を超え
て生まれる新人類は、もっともっ
と大きな自由の悦びを体験するで
しょう。この新人類はホモサピエ
ンスに対して何と名付けたらよい
のでしょう。
これが師走の感想です。
まみず第五巻 第十二号
昭和四 十五年十二月号

生活座談会

見栄と本心
この誰もが困る問題

出席者
永杉・大学教授
吉田・ガラス工芸作家
土屋・大学生
松井・工芸家
片野・国鉄職員
山本・大学生
大江・大学聴講生

編集部 永杉先生のご本『見栄 ――
人生の落とし穴』が、大変おくれ
て一昨日出来てきました。

でも未だ、殆どの方がお読みに
なっておられませんので、ご本と
はなれて、皆様で「見栄」につい
て自由にお話し合い願いたいと存
じます。
吉田先生はお読みになって来られ
ましたので、まず皮切りにお願い
します。
吉田 そう言われるのではないか
と内心思ってきたんですが（笑い）
‥ ‥私、まず永杉先生にお聞きし
たいと思ってきたのは、
「まえがき」
に先生が、今年の「まみず学苑」
のテーマに「見栄」を提案された
のが、このご本を自ら書かれる結
果になったと言われていますが、
何故先生が「見栄」を提案された
か、なんです。
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１ 見栄は個人心理か
永杉 去年の秋、
「まみず学苑・夏
の合宿」の反省会で、基本テーマ
の「欲望」についていろいろ話し
あわれ、さて今年のテーマは何に
するかということになって、誰に
も共通の問題はなんだろうと思っ
て、ふと「見栄は如何か」と言っ
てしまったんですね。それは、前
に、朝日新聞の社会面で「みんな
で考えよう」というテーマで百回
ぐらい続いた連載があって、最後
の講評を私がしたんですが、その
中に、どういうものか「見栄」が
あったと思っていたんですね。と
ころがこれは間違いで、自分が書
くことになって、幾ら探しても出

て来ない。その時の社会部長に聞
いたら、
「見栄」というのは、案と
しては出たんだが、個人心理の問
題で社会現象ではないということ
で取り上げなかったのだそうです。
吉田 見栄というのは、個人的な
ものなんですかね。
永杉 その時、とりあげられた問
題はね。収賄とか宴会とかいった
ような社会現象として、具体的な
問題で、みんなの共通の話題にな
りやすいものなんで。
吉田 家内が話していたんですが、
森田正馬先生のご本の中に、戦前
までの日本の社会というのは、天
皇制とか徳川幕府によって、いわ
ゆる夕テの社会が長くつづいたの
で、上にたいするヘツライが、必
要悪のような形で強くなり、それ

が更に、幕府の冠婚葬祭を派手に
させて、下々に散財させ貯蓄をさ
せさないという政策を階級維持、
体制維持のためにとったことが日
本人の性格をつくってきた、と書
かれているそうですが ‥ ‥そんな
ことが、日本人が見栄っぱりにな
った原因ではないかとも思うんで
すが。
永杉 ヨーロッパでも、中世には
そういう傾向が強かったわけです
ね。日本人の見栄っぱりの原因は、
日本の部落の密集生活が一つと考
えられますよね、隣りの漬物桶に
は大根が何本つかっているなんて
知っているほど、常に人を意識し
ないでは暮らしていけない程の密
集生活ですよ。それから、家庭の
中の開放的な生活 ――個室がない
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から、いつも人を意識していない
と生きられない生活がまた問題で
すよ。そんな生活様式からきた感
じ方に見栄というものがくっつい
てきた感じがしますね。
ただこういうことを余り言って
ゆくと学者的な詮索になるんで、
この本では、自分の問題として扱
おうと思ったんです。ただ私、研
究の興味はあるんで、宿題にして
研究してみたいとは思ってるんで
す。
吉田 先生は「自分は見栄のかた
まり」だと書いていらっしゃるけ
ど、ご自分が生きていく上で、見
栄でどんな困ることが出てきたか、
苦しい問題になったのは例えば、
どういうことなんですか。
永杉 困るというのでなく、見栄

をすててよかったな ――と思った
ことは、例えば、私が自分の結婚
式を非常に簡略化したのは、金が
かかって借金しなけりゃいけない
し、そして金あつめて飲み食いし
たってバカバカしい、人間同士が
結びつくのにそんなことをする必
要はないだろうということなんで
すが、あすこまで押しきるには、
かなりの勇気と努力が必要になる。
しかし、やって見れば、それです
んでしまうんです。ひとは、ワア
ワア言っているが半年もたたない
うちに忘れちゃっている。そのう
ちお前は別れるぞと言われたけど、
まだ別れていないから自信がある
わけです。
だけど、こういうのと逆に、私
は文章が全然書けなかった時代が

あります。高等学校に入ってから、
十八、九から四十歳くらいまでです。
編集部 書きたくてもですか。
永杉 書きたくても書けなかった。
というのは、何だ、あいつは、あ
れだけしか書けないのかと言われ
そうなんですよ。簡潔な文章にあ
こがれていたんです。下村先生に
書け書けと年中言われ、先生のも
とで三年間も雑誌の編集やりなが
ら、私が書いたのは一度ぐらいし
かない。全部人に書かした。逃げ
とったわけです。それはやっぱり、
立派な文章だと言われたいという
見栄なんですよ。
編集部 私たちにも、経験のある
ことです。もっとお伺いしたいです。
永杉 文章だけでなくて、講演も
できなかった。これも四十ぐらい
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までね。神経質な人は、よく分か
ると思うんだ、とにかく自分をよ
く見せたい、だから苦しいわけで
すよ。悪口言われるのが嫌なんで
すな。非常に苦しむわけです。
編集部 書けるようになったキッ
カケというのはどういうことですか。
永杉 裏話になっちゃうけど、下
村湖人先生が死なれてから、書き
やすくなった。先生の伝記を書き
出した時分からです。
吉田 今ふりかえって見れば、と
いうことですね。
永杉 そうです、そうです。中学
の時なんか実にノビノビと書いて
いるんですね。校友会誌などに出
した登山の記録など見ると、よう
こんなに書けたなあーと、書けん
時に不思議に思っていました。京

大時代に哲学なんかやったのも書
けなくなった原因じゃないかと思
うな。卒業論文しか書いてないも
んな。
吉田 競争意識ですかね。友達との。
永杉 ええ、本にも書きましたけ
ど、強がりですな。上に出よう、
褒められようというのが先に立って。
編集部 下村先生という文章の達
人がそばにいらっしゃるとね。
永杉 そうなんですよ。先生は言
いましたよ。
「君は君の文章を書き
ゃいいんじゃないか」と。それで、
人づてに「永杉に書くように言っ
てくれ」とわざわざ頼んで仰言っ
てくださったんですが、書かない
うちに、先生は亡くなられた。と
ころが、先生が亡くなられたら、
何かえらく気が楽になって。でも、

下村先生のような文章読んだら書
けっこないです。かなわんという
気持がまず出ますからね。
編集部 射すくめられた感じです
ね。恐かったんですか。
永杉 何かしら恐いところがあっ
たなＩ。底の底まで見抜かれてい
る感じでした。家内がね、
「お父さんは、先生が亡くなって
からのうのうとした顔になった」
と、言ってましたからね。何でも
言えたけど、やっぱり恐かったん
ですよ。
編集部 下村先生が恐いというの
でお書きになれなかったのは、こ
れも見栄というのでしょうかね。
吉田 僕だって、下村先生のそば
にいれば書けないな。
編集部 書けない方が本心みたい
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ですね。自分の書くことが、全く
くだらないとハッキリ分かってい
る訳ですからね。実のあるものを
書きたいというのは、見栄ではな
いと思いますが。
永杉 あんまりノウノウとしない
方がいいかな。
（笑い）
てい

２ 世間態
それはともかく、見栄には、ど
うも世間に対して恥ずかしい、世
間なみ、世間以上に ‥ ‥という対
世問的気持ちがまつわりついてい
るようですね。冠婚葬祭の合理化
ということがいくら言われても、
仲々改まらんのもそういう見栄が
あるんじゃないかな。大学を出て、
理屈はよく分かっているけど、結

婚式は一生に一度なんだから、と
晴着なんか着て、脳貧血をおこし
ているんだから。
編集部 土屋さんなんかも晴着を
着てみたいですか。
土屋 着てみたいというよりは、
着るもんだと思っていました。
永杉 それが当たり前、世間常識
というものがあるんですよ。仲人
なんていうでしょう。私は仲人廃
止を叫んでいるんですが、私がす
る時は、媒妁という言葉も使わな
いし、
「永杉先生ご夫妻のお世話に
よって、この度、私どもは結婚し
ました」という挨拶しかさせない
んです。外国にも仲人はいない、
若い人がそういう気になってやっ
てくれてもいい時期なんですがね。
松井 私は、自分の結婚とおふく

ろの葬式とを考えて、見栄という
のは一体どういうものか、自分な
りに分析したんですが ‥‥。
編集部 ぜひお話して下さい。松
井さんのお仕事はどんなことですか。
松井 木工芸です。板のレリーフ
なんかをつくっています。
実は十四年ばかり前に、今の女
房と結婚したんですけど、その時
はガムシャラに神戸の家を飛び出
していたもんですから、式なんか、
まるっきりやらず仕舞でした。そ
の果てどうにもならなくなって、
神戸の家へ連れて帰って、これと
一緒になったからということで、
その時に、式なんかしても今更し
ようがない。まあ記念写真だけと
いうことで、衣装を借りてきて写
真をとっただけで終わったわけな
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んです。それと先月二八日におふ
くろが死んで、店も持って財力の
ある長兄を中心に七人兄弟みんな
で葬式をやったんですが、いろい
ろな意見が出ました。こんなお金
のかかる葬式する位ならもっと生
きているうちに、なぜ大事にしな
かったかと、恰好いいことを言う
わけです。姉や妹の意見は大方そ
れでした。ところが、兄たちは、
一応店舗もかまえ、社会的な活動
をしているとなると、一通りの葬
式をしないわけにはいかないと言
うんですね。七人もいると仲々う
るさいんです。ところが、私の結
婚になると、そんな見栄を捨てざ
るをえない。だから式もあげず、
別に口惜しいとも恥ずかしいと思
わんのです。

結局、見栄というのは、自分自
身のおかれている境遇や立場にお
いての打算がもとになっているの
ではないかと思うんですね。
編集部 見栄というのは、その裏
に社会的な計算があるというんで
すね。ことに中年以上になると、
それが出てきますね。
松井 ある意味で、批判する姉た
ちの心情にも、一種の見栄を感じ
るんです。自分たちには兄のよう
にできなかったことへの反発と打
算があるように思えるんです。
永杉 派手にすることに対してで
すか。
編集部 お兄さんたちのほうには、
派手にしないと見っともないとい
う気持があるんでしょうね。仕事
をしていると、どうしてもそうい

う世間態みたいなものが出ますね。
それを女のご姉妹の方は批判される。
松井 批判する場合ですね、それ
が見栄の一つの形として批判が出
てくるように思えるんです。
永杉 むつかしいですよ。自分が
見栄がないというのも、見栄でね。
片野 私にも、松井さんと同じよ
うな経験があるんです。子どもの
お宮まいりの時に、やっぱり向こ
うの親と少しやりあいましてね。
結局ひきずられた形になっちゃっ
たんです。田舎なもんですから、
どうしても派手にやらざるをえな
いんですね。常識みたいなもんな
んです。
松井 兄貴自身、こんなに派手に
やるつもりはなかったんだと言う
んですね。
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片野 家内なんかは、普通にやっ
ているようにやらないと可笑しい
というんです。
永杉 女の人は大体そうですわね。
世間なみにやっといた方が一番い
いと。家内なんか、僕が非常識だ
といつも批評しているわけです。
結婚した時は十八でしたから、だ
まって従っていたらしいが、だん
だん世間を知るようになって、私
が大変に非常識に見え出したんで
すね。
吉田 困るのは、相手自身が見栄
をはっていることに気がつかない
という場合ですよね。片野さんだ
って、それで困るわけですね。
片野 今年もひな祭をどうするか
という問題があって、未だ生まれ
てから三ヵ月しかたっていないん

だから、来年になって、子どもも
少しは喜ぶようになったらやろう
ということにしたんですけど、来
年どういう風にやることになりま
すかね。
吉田 その場合、いきなり、やる
やらないという議論にせずに、自
分たちにふさわしい仕方 ――例え
ば、折り紙でおヒナ様をつくると
か、桃の花をさしておくだけにす
るか ――いろいろやり方があるの
ではないか、そうなると程度問題
でしょう。その場合、他人様の見
る程度と自分たちの方で見る程度
とが違うところに悲劇がおこって
くる。
編集部 問題は他人様の見る処で
考えをきめるところにあるんじゃ
ないですか。他人に、こう思われ

たくない ――ケチな人間と思われ
たくない、馬鹿だと思われたくな
いとか ――いろいろ想像するんで
すね。
吉田 そうなると劣等感の問題と
して考えた方がいい。
永杉 水谷啓二君のことで書いた
、が
、り
、ですね。私は根本的には、
強
他人と比較しすぎる処に問題があ
ると思いますよ。
編集部 強がりはコンプレックス
をごまかすためでしょうか。

３ 対人意識

吉田 コンプレックスだけでしょ
うか。私は、戦前よく言われた「村
八分」 ――仲間はずれにされるこ
とを恐れる気持ちが強がりを生む
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んだと考えたいですね。その恐怖
の方が劣等感より強いんじゃない
ですか。
編集部 山本君なんか、どう思い
ますか。この問題を、
山本 僕は強迫観念症で、二回ほ
ど水谷先生の処へ行っているんで
す。原因を考えてみると、結局、
いつも他人と対比して優越感を感
じるか、劣等感を感じるかで、人
を見ていこうとしていたんですね。
編集部 それは大学へ入ってから
ですか。
山本 いいえ、入る前からです。
表にはなるべく出さないように努
めましたから。ところがだんだん
押さえきれなくなって、大学へ入
ると急速に悪い方向に向かってい
ってしまって。

水谷先生のお話をうかがい、結
局、自分の持っているものだけ示
せばいい、それだけでやってゆけ
ばいい。高望みしないで ‥ ‥。と
ころが、当初は、研究発表で指名
されると、読まなければならない
と思う本は全部読んで、そして発
表しないといけないと思うんですね。
永杉 完全癖というやつですね。
そういう人は、出遅れするんです。
山本 そうですね。何か討論する
時に、指名されるまで言えない。
それまでは、他の人の一つ一つの
発言に対して、心の中では意見を
もっていても、それが、他の人よ
り随分高い線いっている（笑）と
か、そうでないとか思っていても、
つい言いそびれてしまう ‥‥。
永杉 今、発言しようとするけど。

まあまあと思っているうちに、会
がすんでしまうんですよ。私の文
章が書けなくなったのも完全癖で
す。誰からも批難されないような
文章を書きたいと思うから書けな
いんで、自分の思っていることし
か書けないんだということが分か
れば、それでいいんです。それ以
上に見せようとするから書けない
んです。やっぱり見栄ですよ。
吉田 私らの場合は、作品を作っ
てゆくでしょ。大概の作家は、展
覧会に出すということで作るんで
す。展覧会に発表して、その結果
を期待して作品をつくるんですね。
それは本当の作家じゃない。本当
の作家だったら、人がどう見るか
というより自分自身が作らずにお
れないから作るんです。一般には、
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展覧会の日がきまって、何日まで
に搬入しなければならないってい
うので、始めますね。それが、出
来たときの姿で出せばいいのに、
やっぱり自分をよく見せたいもん
だから仕切りがおそくなって、遅
くなれば遅くなるほど苦しくなる
だけで、最後の追いこみでワーッ
とやっちゃうんですね。試験勉強
と同じです。実力以上のものが現
われるわけがないんですからね。
それに、他人も、自分の思わく通
りに見てくれるわけは決してない
んですからね。そういうことが分
かってくれば、最初から度胸がす
わるだけのことです。
編集部 その底には、松井さんが
先ほど話されたような損得打算の
思わくがあるんではないでしょうか。

松井 僕らは、正に展覧会作家で
すわ。
吉田 作品と自分というものを結
びつけて、作品ばかりいくらカッ
コよくしても、自分というのは、
いろんな処にあるわけなんだから、
おかしな話ですよ。
永杉 その通りですね。
４ 本心とその表現技術
編集部 結局、作家の場合でも、
自分の力以上のものは出来ないと
いうことなんでしょうね。
永杉 だけれども、自分の力をこ
れだけときめる何のキメもないん
だから、力をたくわえることは必
要じゃないですかな。
大江 私の場合は、自分をそのま

ま出すことが、何か不安なんです。
自分をそのまま出すということが
出来なくて ――何か一つのレンズ
を通してでないと出せないんです。
相手が嫌だと思っても、かくして
しまうんです。ことに失敗なんか
した時に、人にそれを言えないん
です。失敗を補うために、人の協
力をえた方がいい場合であっても、
ある期間ガンバレば、何とかなる
と思って。
吉田 ゴマかすのですか。
大江 ゴマかすのじゃなく、自分
が言っている通りでありたいんです。
永杉 人に不快な感じを与えたく
ないとか、人に好かれたいという
ことなんでしょう。
大江 そうなんです。とにかく、
非常に人を意識するんです。
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永杉 問題はそこだな。それが、
昂じると、山本君のように、対人
恐怖症になっていくわけですね。
吉田 対人恐怖症というのは、日
本人に非常に多いのだそうですね。
永杉 森田正馬先生も、そう言っ
ておられます。日本人のノイロー
ゼの大部分が対人恐怖なんだそう
です。それは、はじめにも話題に
なったように、日本の密集部落の
せいなんだと思いますよ。家族で
も、年中、顔を合わせていなけれ
ばならない。孤独になる世界が全
然ないんですから。
吉田 自分を見つめる時間がなく、
いつも人ばかり気にしていなけれ
ばならないのが原因ですかね。
山本 それに日本の封建的社会機
構の問題があるんではないですか。

吉田 理屈よりも多数の力で事を
運ぶということね。
永杉 十人のうち九人が何か言い
だすと、あとの一人は何にも言え
なくなる雰囲気が日本にはあるな。
編集部 戦時中はその典型でした
が ‥ ‥。そういう自己表現の技術
は外国人の方が進んでいますね。
永杉 何しろ、言葉も習慣も違う
異民族間の交渉の中で生きて来た
んだから、日本より大分進んでい
る。アメリカに行って、社会教育
のグループ学習に参加した時、た
またま、ケネディとニクソンが立
候補した大統領選挙の最中でした。
一人の女子学生に、あなたはどっ
ちだと聞くとスパッとニクソンだ
と言うんです。どうしてと尋ねる
と、お父さんもお母さんもニクソ

ンだからと答えるんですね。もう
一人の学生は、ケネディだ、男っ
ぷりがよくて清潔だからと素朴な
意見をスポッと言うんだ。それか
ら討論が段々と発展して、ニクソ
ンは人種問題の玄人だからとか理
由もちゃんとあるんですよ。
日本人だと、たとえそう思って
いても軽べつされはしないかと、
仲々率直な意見を言わないもんね。
周辺の方からだんだん話を深めて
ゆくというのでなくて、自分の結
論、結果をぶっつけ合うんだな。
もうお互い定まっているんだから
喧嘩になってしまうんです。
編集部 下手な表現技術と見栄と
が結びついて困るんですね ‥ ‥。
まず自己表現の練習ですね。それ
も小さい時から、自由に自己表現
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させる教育が大切ですね。土屋さ
んは絵を描かれますけど、その点
どうですか。
土屋 描かずにいられない時があ
るんです。その時が一番、自分の
ナマの感情が出てくるようなんです。
編集部 自分のナマの気持を確か
められる時は嬉しいですね。
永杉 自分のナマの気持というの
か本心というのか、それを如何に、
相手にやわらかに、正しく伝える
か、それが自己表現の練習という
のでしょうね。見栄はがしと裏表
のようなもんじゃないかしら。
吉田 永杉先生のおっしゃる「私
と彼」の立場でなく、
「私とあなた」
の立場の実践ですね。
編集部 日本の公民館なども、先
ほどのアメリカのグループ学習の

ような活動を積極的に指導すれば
いいのでしょうが。
永杉 それがね、公民館で結婚式
やっても、やり方は普通の会館で
やるのと変わらんのですから、せ
めて、公民館だけは、自分の本心
を問い直す場所であってほしいと
いうのが、私の願いなんです。
編集部 それこそ 〝まみず 〟 の願
うところですね。どうもありがと
うございました。
まみず第六巻 第五号
昭和四十六年五月号

手書き未定稿 その一

自分をだいじにする
―教育に関連して―

和田重正

すべて教育の問題を考える場合
には何かその考えの土台になる統
一的なものがなければなりません。
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そういうものがないと問題にぶつ
かる度にその場その場で御都合主
義によって判断することになって
一貫した力強い教育はできません。
「考えの土台になるもの」とは、
、て
、のことになる
それは教育の目あ
と思います。しかしそれは手近か
、て
、あ
、や部分的な目
、て
、のこと
な目あ
ではなく、教育というものの一番
、て
、のことです。例えば
最後の目あ
数学を教える目的は上級学校進学
のためと、理屈はともかく、実際
にはそのように心得ている父母や
先生もたくさんいます。或いは文
化人としての資格を具えるための
教養と思っている人もあるでしょ
うし、また数学的なものの考え方、
――ある種の頭の訓練だと考えてい
る人もあるでしょう。美術教育そ

の他教育のあらゆる分野について
も、同様なことが言えると思いま
す。しかし上級進学にしても、教
養にしても、頭の訓練にしてもそ
れが数学教育の究極の目的だとは
言えません。つまり、何故上級進
学しなければいけないのか、何故
数学の知識を身につけなければな
らないのか、何のために頭の訓練
をするのか、という疑問が残りま
す。そういう疑問に対する答がハ
ッキリしていなければよい教育は
できないということを言おうとす
るのです。
学者は教育の目的についていろ
いろ主張しておられるのだろうと
思いますが、私は不勉強でどんな
ことが説かれているのかよく知り
ません。しかし、議論は別として

私たちが経験してきたこの半世紀
のわが国の教育の実際を顧みると
終戦前は「皇運の隆昌に貢献する」
、て
、であったし、
人物の要請が目あ
戦後は「民主主義社会のよき市民
として平和と文化の発展に寄与す
る人材」を作るのが普通教育の目
的と考えられています。要するに
戦前も戦後も一応教育の問題は最
終的にはこれらの尺度にあわせて
みて判断することになっていたわ
けです。ですから今まででも教育
の目あてが無かったのではないと
言われるでしょう。しかしこれら
が本当にわれわれ一人一人に納得
のいくものだったでしょうか。私
は大いに疑わざるを得ないのです。
、す
、教育は
これは国家が国民に施
どのようなものであるべきかとい
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うことを、国家という立場で規定
したものです。このような教育目
的の設定に関与した人々 ――政治家
や学者など ――とこれを受け入れて
実際教育に携わってきた人々は教
育という営みを「為政者」という
立場に自分を置いて考えているの
だと思います。ですから、為政者
でない、ただの個人である庶民が
この教育の究極目的を受け入れる
のにはどこかに大きな無理がある
ように思うのです。
「皇運扶翼」でも「善良な市民」
でもそれらはすべて歴史の背景が
あって設定されたもので、いずれ
もその時代時代には有意義なこと
に違いありません。しかしわれわ
れ庶民が自分たち自身の問題とし
、か
、み
、から
て教育を考えるとき、お

、の
、をそのまま飲み
下しおかれたも
込めるものだろうか、と言うので
す。このように心得るべきだと決
．理
．な
．く
．この教
められてもそれを無
育を受け取ることができるだろう
か、というのです。戦前の皇運扶
翼教育は施す立場からはまことに
筋の通ったやりよいものだったで
しょうが、これを受ける側からは、
糠味噌に大きな石をのせて塩気を
浸み込ませられる大根やナスのよ
うな思いがしたものです。どんな
学問も技術もすべて之を学ぶのは
皇運扶翼のためだとしなければな
らないとしたら、たとえそれがど
んなに正しいことであるとしても
そんなことを十代以下の子どもの
、感
、に訴えることができるもので
実
しょうか。事実戦前にも、どんな

に大きな圧力をかけて、この尺度
に合わせさせようとしても、正常
な精神の若者たちはこれを真に受
け入れることはできなかったのは
事実です。為政者の側に立つ人々
がどんなに狂信的な確信を以って
しても殆どの国民は心からそれに
なじむことができなかったのは明
白な事実でした。すべての国民は
ひそか
私 に自分自身の態度として別の
ものを選んでいたことは戦時中、
戦後の混沌の中で日本人がどんな
浅ましい行動を示したかによって
明らかだと思います。
戦後の教育の目標に至ってはま
ことにわけのわからぬ文句の羅列
にすぎません。このような模糊と
した照準を与えられ教育の適否を
測る尺度とさせられては実際教育
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に携わる者としては困惑せざるを
得なかったのは当然です。
とにかく、教育を受ける者は庶
民です。この庶民に、自らの努力
すべき方向を指導者が示してくれ
ることは結構なことのようです。
しかし、為政者が高い立場から示
してくれる高遠な目標の意味をわ
れわれ愚民が理解できるでしょう
か。その理解なしに遥か高い目標
をもつ教育を正しく受け取ること
ができるでしょうか。必ずその教
育は庶民の身に添わぬものとなり、
庶民は自分に理解しやすい、しか
し非常に卑近な目標を自ら描くこ
とになります。今日のエゴイズム
横行の状態がその結果であります。
政治家やその周囲の学者のよう
、
な人々がどうしてうまく人民をし

、け
、て行ったらよいかと考えるこ
つ
とは結構なのですが、私たち庶民
が自分たちの立場で考える場合は、
、て
、は別のところにあっ
教育の目あ
てもよいと思います。それはもと
もと私たち自身の身から出たもの
でなければなりません。もしそう
、て
、を持つことができたな
いう目あ
らば、少なくとも正しい意味での
民主主義の行なわれる社会に於い
てはその社会全体としても、教育
の目的をそこに置き、教育の内容
も、教育制度などもそれに相応し
たものに変って行くことでしょう。
そして教育が本当に庶民のものと
なるでしょう。
では教育の究極の目あてをどこ
に置こうと言うのでしょう。
「人間のため」
、受ける側から言え

ば「自分をだいじにし、自分を生
、て
、として
かす」
、これが教育の目あ
最も自然で、従って最も実際的だ
と思うのです。教育のすべての営
みは、この方向に役立たなければ
なりません。およそ人間の教育は、
知育でも情操教育でも技術教育で
も、いわゆる道徳教育すらもこの
尺度に合わせて考えられなければ
ならないと言うのです。 ――という
ことは言い換えれば教育は人間の
ための教育でなければならず、国
家とか社会とか文化とか真理など
どんな偉大な価値あることであっ
ても、それに奉仕することを初め
からきめてかかるのは教育の本道
ではないと言うのです。教育はど
なまみ
こまでも、生身の人間のため、人
間を最もよく生かすためのもので
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く

なければならないのです。
さてそこで、自分をだいじにし
て十分に生かすということはどん
なことだろう、ということになり
ます。そしてもう一つ遡って、そ
の自分とはなんだろう、というこ
とになります。
これは心理の発達に伴ってだん
に変化するのは自然だし、そ
の変化を順調に発展させて行くの
が教育の一つの大きな任務だと思
います。幼児は全く自己中心的な
心理段階にいますから、ただ自分
の欲の単純な満足をもって自分を
生かしていると思っています。そ
れからだんだん成長するに従って、
単純な欲望の満足が必ずしも自分
を生かすゆえんではないことを知
ってきます。このようにして「自

分」というものが拡大して行くと
同時にその自分を生かす、という
様相も変化して行きます。そして、
しまいでは、社会とか国家とか人
類という大きなものの中に自分を
発見しそのために身を投ずること
が自分を本当に生かす由縁だとい
うところへ達するかも知れません。
人間は初め小さな自我に凝り固
まっていますが、成長するに従っ
て自我が拡大するのが自然の原則
でしょう。その変化を助長しなが
らその段階に応じた教育が行われ
れば一番無理がなく效率も最も高
いであろうと思われます。
、て
、を
もし人々がこの教育の目あ
理解したならば、今日のようなメ
チャクチャな進学教育や立身出世
教育は流行らなくなり、教育ママ

も別の方向に熱をあげることにな
るだろうと思います。
物質的な豊かさ、 ――便利と快さ
を追うことを人間の生き甲斐と思
わせる政治とその支配下にある教
育。文化という人間の創造したも
のへ人間を隷属させる教育 ――こう
いう教育がどこから出てきたかと
言えば、教育は何のために行われ
るべきか、ということに対する正
しい理解が欠けていたからだと思
います。
教育を、
「自分をだいじにし、自
分を生かす」ためにするものだと
いう考えで一貫したならば、教育
は真に人間のためのものとなるで
しょう。そしてこれが教育の正し
い姿なのだと信じます。
このような建て前の教育によっ
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てはじめて人間の文化能力（文化
を継承保持し更に新たな文化を創
造する能力 ――これが人間の特長の
一つ）と自分を知るという能力（こ
れがもう一つの人間の特長）の二
つの能力に関する教育のバランス
がとれ、人類の真の進歩をもたら
すことになります。
それからまた、この建て前の教
育によってこそ広く創造的人間を
打ち出すことができます。それは
生き甲斐ある多くの人生を実現す
ることにもなります。
手書き未定稿 その二

自然の中の人生
思
〝 いつき方式の生き方 〟

面白いことに、ほかには何もせずに

只坐り込んでそれを専門に考えよう

とすると何も出て来ないのが普通で

す。しかしそうしていても偶然に考

えのキッカケを捉えることもありま

す。そしてその考えを追っていくと

まことに根も葉もない夢のようなも

のが描けてしまいます。哲学や宗教

のえらい人たちの書いたものの中に

は本人だけが興奮している、そうい

う類いのムズカシイのが多いような

気がします。言おうとすることが、

霞の中の蜃気楼のようにボーッと見

えるのですが、実感が伝わってこな

形で心に浮かんでくる。それをどん

何か書きたいテーマが漠然とした

明確にでも、ともかく、
「書いてみた

う文になるかと言うと、漠然とでも、

ではどういうのが人々の実感を誘

和田重正

な材料を使って、どのような形にし

い」
、と思ったテーマを心に抱きなが

いという類の論説やお説教です。

て行こうか、と考えるわけですが、
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しめたものです。それを心の底に横

うことが二・三箇でも現れてきたら

を催すすがたで出てきます。そうい

意識に浮かんできます。それは感動

ていると、断片的な幾つかのことが

てしまわないでもできることをやっ

いからあまりそのことに熱中し切っ

いは食事をする、歩くなど何でもよ

応体裁の整ったものを書きます。し

ん。仕様がないから頭を働かせて一

、の
、ち
、の籠もったものなど書けませ
い

期限がついている場合など、とても

でかなりな時間を要します。それに

の題目が自分のものにナレて来るま

れについて書け、と言われると、そ

合、例えば一定の題目を出して、こ

その順序を履むことができない場

み上げ方式を採ったこともあります

も稀にはありますから仕方なしに積

方式の方です。そうはいかないこと

思っているかと言えば無論思いつき

分らしい生き方で、より好もしいと

言えるでしょう。しかしどちらが自

思いつき方式の両方で生きてきたと

づきます。つまり、積み上げ方式と

じような生き方をしてきたことに気

ばかりでなく生活全般にわたって同

に書いたりしているのですが、よく

たわっているテーマの上に並べてみ

かしそのようにして書いた自分の文

が、それも歳を取るに従ってだんだ

かどうか全くわかりませんが自分の

ると、我ながら生き生きとした文が

を後で読んでみると文としては整い、

んなくなってきました。六十歳以上

ら他のことをしています。例えば畑

現れてくるという仕掛けになってい

話の筋が通っていて大変読み易いの

になってからは文を書く以外の生活

考えてみると、自分は文を書くこと

ます。そのために私の用いる常套手

ですが、後に残るものがない、つま

には皆無といってよいほどになりま

経験はいつもそうなっています。

段は新聞に目を曝していることです。

りサラサラし過ぎてコクがないとい

の草を取るとか鍬を使うとか、ある

なんとなく新聞を見ていると記事と

三十歳ごろから自分は計画性のな

した。
このようなことをいつも体験しな

い人間だと思いそれを大きな欠点だ

う気がします。
がら、気分よく書いたり、無理矢理

は全く無関係な考えが湧いてくるの
が常なのです。
これは誰にでも共通の発想法なの
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式で生きられるように心がけてきまし

肚を決め、できるだけ、思いつき方

を得ない場合以外には採用しないと

あり結局積み上げ方式はよほど止む

にはそれをどうしても拒む気持ちが

努力をしたものです。しかし私の中

と思い、積み上げ方式に切り替える

は全く頼りない、価値なき生き方だ

っていたので、自分のような生き方

そういう方式などある筈がないと思

という疑問があります。そして昔は、

いう方式があり得るものだろうか、

そもそも、思いつき方式、などと

に思っています。

の一つのタイプだと認めてよいよう

ではなく、むしろ根拠のある生き方

てみると、それは必ずしもデタラメ

と思い込んできましたが、今になっ

する気にもなりません。そんなこと

言って、そのような生き方をバカに

そう思っていないのです。だからと

うことがありますが、内心では実は

交辞令として、
「羨ましい」などとい

計画性の豊かな人の生活を見て、社

していないのです。ですから非常に

ための合理的思考力は根本から信用

せんが、私は人間の生活を規制する

正しいか、正しくないかはわかりま

ます。よいことか、わるいことか、

人間観 〟に根拠があることがわかり

めてみるとそれは明らかに自分の

不信はどこから出ているかと突き止

ころに突き当たります。そしてその

判断力を信用していない、というと

てみると、要するに自分の合理的な

ないのか、自分の気持ちをよく洗っ

どうして積み上げ方式を受け容れ

て生きる努力は早くから切り上げに

は信用しないので、その方式に頼っ

ともかく私は積み上げ方式の計画性

こういう屁理屈はどうであっても、

いないと思うのです。

き方式によって支えられているに違

本人の自覚の有無に拘わらず思いつ

理性追求能力のなせる業ではなく、

画であるならば、それはその人の合

それが自己中心性を脱皮したよい計

わないのです。それと同時に、もし

でも決して権威のあるものだとは思

なく、もっと人間らしい温かい計画

もエゴイズムの皮で包まれた計画で

ますし、あのような二重にも三重に

れはどんなに儚いものか、とも思え

計画性の優れた人たちの計画でもそ

です。ヒットラーの幕僚群のように

はどちらでもよいと思っているから

〝

た。
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終戦と同時に、日本新生の拠点と

した。

華々しいことは何一つできませんで

か生き延びてきました。その代わり

時代にも専ら思いつき方式でどうに

しました。そして戦前戦中の厳しい

牽強附会 、我田引水の曲解でしょう

き方式に従っているように見えます。

訳してみると、みな徹底した思いつ

や山さえも、その生き態を人間に翻

生きています。草も木も鳥も虫も川

いうものが全くなくみんな安らかに

式でやろうとしているのです。果た

っては無茶だと思われる思いつき方

またしても積み上げ方式信奉者にと

自分に果たした課題です。それを、

が教育公害から逃れることを願って

、人
、の
、若者
提唱です。これによって一

家庭教育を見直しましょう、という

はじめましたが、 二年間はどうにか

か。いや、たとえ間違っていても私

ところが人間とつき合うと、どう

少しずつ成果を挙げて来ました。い

〝 い学校 〟を作ろうと、死に
して よ

ような身分不相応な華々しいことを

してもその違和感があって神経が疲

よいよ三年目となり規模もだんだん

してどのようになって行くか、常識

実現するには能力に欠けたところが

れます。その疲れの殆どない、かな

拡大して来ましたが、相変わらず計

は自然を相手にしていると肌ざわり

ありました。その欠けたところが、

り純粋な思いつき方式で六十歳の時

画性の乏しい思いつき方式を主軸と

かけの栄養失調のからだを引き摺っ

積み上げ方式の計画性であったと後

に一心寮という青少年の合宿所を作

しております。そしてこの運動が行

的にはずいぶん欠けた条件のもとで

になって納得したわけです。世間と

りました。以来、いろいろな思いつ

き詰まらないという保証はどこにも

に違和感がないのです。

いうものは合理的な積み上げ方式に

きに従って基本的な無形の願いが具

て精神ばかり興奮しましたが、その

大きな信頼をかけているものだから

って会が崩壊しても、人に大きな迷

ないのです。しかしたとえ行き詰ま
ところが七十歳になってから、ま

惑をかけなければ自分は何の痛痒も

体化して来ました。

それは負け惜しみのグチに過ぎま

た一つの課題を持ってしまいました。

です。
せんが、自然を見ていると、焦りと
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感じないでしょう。
コスモスの花は蜂や蝶の集まると
きだけ咲いて彼等の姿が見えなくな
れば何の恨怨も残さず花弁を散らし
て果てます。来春のための種子だけ
を残して。

二，三年前このお坊さんに来てい
ただいてお話を聞いたことがある
のですが、その時こんなことを言
われました。
「人間は死んだら誰でも佛になる。
一生修行を積んだ人も、積まな
い人も、宗教を信じた人も信じ
ない人も、みな同じ佛様になる
のだ。少しも変わらない。悪い
ことをしたから地獄に行くとか
迷って死んだら行くところへ行
たた
けないで人に祟るとかいうのは
みんなウソで、どんな人でも全
部立派な佛になるのです。
」
そのとき質疑に立った女の人に、
宗源さんは声を励まして言われま
した。
「死んで無差別の涅槃に入るとい
うのでは、この世で善根を施し

たり（善いことをしたり）
、修行
をしたりして苦労することが無
意味ではないかとあなたは考え
るのだろうが、そんなケチなこ
とではだめだ。
」

まことに、ケチな根性のために
人間は、道理にあったものの考え
方が出来ないのです。

「まみず」に出会って

山中真知子

マル・サンカクのゴマ・オカカ

東京での生活にもようやく慣れ
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手書き未定稿 その三

佛様になる
和田重正
少しかけ離れた話で、みんなに
は分からないかもしれませんが、
私にはとても面白かったので話し
ておきます。
鎌倉の円覚寺の管長さんは朝比
奈宗源さんという偉い坊さんです。

17

てきました。日々成長をしていく
五人の子ども達との生活は朝起き
てから夜寝るまで目の回る忙しさ
です。あっという間に一日が過ぎ
て行きます。自分の身体が二つあ
って一日おきに交代をして、一人
はゆっくりと眠って、もう一人が
家事をこなせたらどんなに楽だろ
うかと夢みたいなことを考える毎
日でした。現実は一人ですからと
にかくフル回転で一日を過ごして
いました。疲れは自分でも気づか
ないうちに少しづつ溜まっていき
ます。疲れから気持ちの余裕をな
くし、ほんの些細なことで子ども
とぶつかります。
ある日のこと。何がきっかけだ
ったのか、次男と言い合いになり
ました。

次男と長男とは親に叱られた時
の反応が全く違います。次男、覚
は理屈で反論してきます。
「お母さんはこの前に僕に言った
事と今は違う事を言っている！
おかしい。
」
「どうして今、そんな前の話を持
ち出してくるのかわからない。
」
等々。
対して私は感情派。覚の理にか
なったやり取りに自分の思いの伝
わらなさに段々とイライラしてき
ます。どちらも自分の意見を引か
ずに、舌戦はますますエスカレー
トしていきます。
覚は常に的を得た反論をしてき
ますから、私は段々と負けるもの
かという気持になり感情を全面に
出して覚をねじ伏せようという、

親としてはあるまじき行動に出ます。
五人の子どもの中でここまでの
言い合いをするのは、どういうわ
けか覚だけでした。子ども達は親
に叱られた時の対応がそれぞれ違
うと言いましたが、今思い返して
みると親の私のほうが子どもに対
して違った対応をしていたなぁと
気づきます。
いつまでたっても平行線のまま
終わらない親子喧嘩。ああ言えば
こう言う覚に業を煮やした私は、
思わず手元にあった大根を振り上
げました。
ところがこの大根は買ってから
しばらくテーブルの下にあったせ
いか水気が抜けて柔らかくしなっ
ていたので、私の勢いはその大根
に吸収されてふにゃりとスローモ
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ーションのようになり、覚には当
たりませんでした。手を挙げた私
が完全に負けだったのですが、こ
の時のことは今も 〝大根事件！ 〟
と呼んで我が家では笑い話になっ
ています。この話が出る時は私も
あっけらかんと笑ってはいますが、
実は親としての力量のなさへの恥
ずかしさが多分にあって、いつま
でも覚えているのだと思います。
私が理想としている子育ては、
和田先生の書かれた本の中で一番
好きな本『山あり花咲きて父母い
ませり』の中にあります。
おみおつけの中の菜の花に「ま
ぁ：」と喜びの声をあげる母。
苗売りから買った夏野菜の苗を
畑に植える素足の母。
小さい時にお母さまを亡くされ

た和田先生の母への追慕の気持ち
が書かれていて、その思いが生き
生きと伝わってくる内容です。
ページの隅に描かれた小さな挿
絵にも心を動かされます。
「おみおつけの中の菜の花」の話
は他の本の中にも時々出てきます
から有名なお話で良く知られてい
ます。
そのお話の次にある「おにぎり」
の部分が、私のこうありたいと思
うお母さん像なのです。ここに全
文を書き写させてもらいます。

おにぎり
『山あり花咲きて父母いませり』より

時は明治の終り頃、秋のようです。

日の出前のまだ薄暗い台所の黒
い板の間で、たすきがけの母が膝
、に
、ぎ
、り
、（握り飯）を作
をついてお
、は
、ち
、の
っています。その大きなお
向こう側にはあらい柄の絣の着物
を着た四つになる男の子がしゃが
んで母の手元を熱心に見ています。
母「おにいちゃんとおねえちゃ
んに遠足のおにぎりを四つ
ずつ、ついでにシイちゃん
にも作ってあげましょうね。
おとうさんにもおかあさん
にも作ってみんなでお庭で
食べましょうか」
子「ウン」
母「じゃあ、マルにしましょう
か、サンカクにしましょう
か」
子「マル。マルにオカカ」
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母「ハイ、マルにオカカ、こん
どは？」
子「サンカクにゴマシヨ」
母「ハイ、サンカクにゴマシヨ、
その次は？」
子「デンデンダイコにオカカ」
母「ハイ、デンデンダイコにオ
カカですよ、それから何が
いい？」
子「マルにゴマシヨ」
母「ハイ、マルにゴマシヨ」
こうしていくつも作られて行きま
したが、とうとう子どもが、
「こんどは、おかあちゃん、マル
サンカクのゴマ・オカカつくって」
と言いました。おかあさんは笑い
ながら「ハイハイ」と言って下が
丸くて上の尖ったおにぎりをこさ
えて、それにゴマとオカカをまぜ

てそれにつけました。
子どもはそれをもらって、大事
そうに他のものと別にしていつま

でも持っていました。
マルサンカクのゴマオカカ。こ
れはことばの魔力にひっかかった
悪智のはじまりです。子どもは実
物を描いて言っているわけではな
いのですから。しかしおかあさん
はそんな悪智には驚きません。〇
でも△でもなく、ましてマルサン
カクでもない実物を与えました。
いい気合です。
この子どもは後に大変な理屈屋
になりましたが、遂に理屈を捏ね
尽くした挙句マルサンカクを作る

のに成功しました、と。

私はこの文を読むといつも同じ
映像が浮かびます。和田先生のお
母さんがおにぎりをにぎる手元と、
四歳の和田先生がおはちの前で小
さな手をついて少し前かがみにな
っている姿です。絣の着物の袖も
見えます。お二人の顔は見えず、
手だけが映像として浮かびます。
お顔は見えないのに、嬉しそうな
雰囲気が伝わってきます。温かい
イメージです。
こんなお母さんになれたらどん
なにいいだろうかと思いました。
もし自分が子どもからマルサンカ
クのゴマオカカと言われた時に、「ハ
イハイ」と言って柔らかな気持ち
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で接することができるだろうか。「マ
ルならまる、サンカクなら三角、
どっちかにして」と言ってしまい
そうです。和田先生のお母さんの
ように、笑いながらマルサンカク
のゴマオカカが作れる親になりた
いといつも思いました。親として
子どもの事で悩んだり落ち込んだ
りした時には、この「マルサンカ
クのゴマオカカ」と呪文のように
唱えます。そうすると何だかいつ
かはマルサンカクのゴマオカカを
作ることのできるお母さんになれ
るような気がしてくるのです。
〝
いい気合です 〟 の言葉に込めら
れた意味を考えます。母親として
の大きくゆっ
たりとした心
持ちでいるこ

とが大切なのかなぁと思います。
五人の子ども達はすっかり成人
しました。子ども達は幼かった頃
をどんなふうに思い出すだろうか、
うちのお母さんはよく怒ったなぁ
なんてことしか覚えていないかも
しれません。それでもどの場面で
もごまかさずにこども達と向き合
ってきた年月は母親として子ども
に育てられてきた年月であり貴重
な時間でした。今も「マルサンカ
クのゴマオカカ」とつぶやくと子
育て真っただ中だった頃の自分を
思い出します。
お母さん、
ぼくは何にでもなれるね
小学校五年生で東京へ転校して

きた次男の覚も中学生になり、バ
スケット部の練習に明け暮れる毎
日を過ごしていました。
「覚君は不良ですか？」
と、同じ住宅のお母さんから言わ
れたことがあります。
「バスケット部に入る子は不良が
多いから」
との事。バスケット部＝不良と決
めつけることに何の不思議も感じ
ていないそのお母さんの考え方に
驚きました。帰宅した息子に聞い
てみると、やんちゃな子が多くて
色々問題を起こす部員が確かにい
るらしく、その連帯責任を部員全
員が取らされて休部になることが
あり、それが一番いやだと言って
いました。それでもバスケットが
大好きな覚は、毎日コツコツと練
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習に励んでいました。都大会に出
て勝ちたい気持ちが強くあったよ
うです。
ある日、スーパーマーケットへ
二人で買物に出掛けました。買っ
たものを袋に詰めてくれたり持っ
てくれたりしてとても助かるので
す。普段は五人の子ども達と一対
一で話す機会はなかなかないので、
スーパー行きは二人になるいい機
会なのです。買い物が終わって近
くの店でジュースを飲みながら、
ちょっと休憩をしました。学校の
事などを話していると、覚が、
「お母さん、ぼくは将来なんにで
もなれるから幸せだと思う」
と言いました。話を聞いてみると、
「自分の友だちはみんな親の跡継
ぎにならないといけない。最初

からもう決まっていてかわいそ
う。ぼくは何にでもなれるから
幸せだ」
と言います。
「覚は、将来何かやりたいことが
あるの」
と聞くと、
「ぼくは公立の中学校の先生にな
って、バスケット部の顧問にな
って子ども達に教えて、都大会
に連れて行きたい」
と、目を輝かせて話しました。
通っている麹町中学は親子三代
で通っている子どもが多くて、大
手の出版社や歌舞伎役者など親の
仕事を継ぐ子どもたちがたくさん
います。
すでに自分の将来が決まってい
る子に比べて自分には何にでもな

記

れるから幸せだと言う覚。私は一
緒にジュースを飲みながら、夢が
叶うと良いなと心から思いました。
子どもとゆっくり話す機会を持
てたことと、覚の 〝何にでもなれ
る 〟 と思っている素直な夢を聞け
て、親として幸せなひと時でした。
（つづく）

後

「七十半ばを過ぎた自分にも見栄は
あるなあ」と思いながら、生活座談
会「見栄と本心」を読みました。歳
のせいか自分の見栄がよく見える
（自
覚できる）ようにはなっているよう
です。
永杉さんのお話の中の下村先生と
は下村湖人のことですが、『次郎物語』
が大好きでわたしも湖人の熱烈ファ
ンでした。自分を振り返ると、下村
湖人からも少なからぬ影響を受けて
いる感じがします。
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ある日の一心寮

村木さんより
わたしの手許にあるこの写真には、
「
（昭和）４２年４月２９日、
野村さんの立案による合宿第１日目午後。１０名で山北の農家を
見に山へ上る。撮影・重良さん。帰途みつば、ふき採取」と書か
れていて、一同で共和小学校を経由して往復した記憶があります。
わたしの大学卒業の年で、この夏、第１回の中学生合宿がありま
した。
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