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白い杖 ７

流 れ

海流は底の流れと表面の流れとは一致しない。気流も上層と下層は動
きを異にするという。しかし上下二つの流れは無関係ではないだろう。
必ず両者の力の媒介をする微妙なメカニズムがあるに違いない。
底 流 の健 実な 流れ の方 向を 表面 の激 しい 流れに 反映伝 達する働 きが
なかったら流れ全体が分解自滅してしまうだろう。
人 間社 会の 動き にも 、個 人の 心の 動き にも 同じよ うなメカ ニズム が
作動しなければならない。

なおひ ７

観客と演技者

和田重正

スポーツや音楽の観客・聴衆と
プレーヤー（演技者）とどちらの
カが生の充実感の中にいるでしょ
うか。何かスポーツでもやったこ
とのある人ならすぐわかると思い
ますが例えばヘボな草野球でも、
自分がボールを投げバットを振っ
て走る実演者であるときは、プロ
野球を見物しているときとは全く
違う世界に生きている感じがします。
観察者と実演者。この二者は共
通の世界に生きているような気がし
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ますが、それは錯覚です。よい演
技を見聞することは観察者にとっ
、の
、ち
、
ては楽しみであり、時にはい
の共鳴により楽しみ以上の喜びを
体験することもあるでしょうが、
それはやはり外からのはたらきか
けによって起こる現象で、つきつ
めて反省してみれば、観察者とい
、し
、い
、か
、も
、知
、れ
、な
、い
、が
、、
う立場は、楽
所詮は無責任な立場であり、それ
だけ虚しい、頼りないものである
のが事実です。それに反して実演
者は、動作について一切の責任を
自ら負っていてたとえどんなヘボ
でもうまくやろうと思って苦心し
ている。その演技中には虚しさな
どはあり得ません。もしありとす
れば、それは実演中の自分を観察
している、観察者の立場に立って

いるのです。実演者の中にあるも
のは充実感です。その充実感を別
のことばで言えば生の喜び、とも
言えるのだと思います。この喜び
は、ホクホクするような喜びでは
なく、全身に漲る無反省な満足感
であります。
ロッククライミングをしている
本人は虚しさなど感じてはいない
でしょう。ただうまく登ろうとい
う生の欲求に乗って動作をつづけ
ているだけです。ところがこれを
ふところ手をして下から見ている
人は、スリルを感じて興奮してい
る間は無事ですが、観察者として
の自分の立場を顧みたとき、つか
まえどころのない淋しさと虚しさ
を覚えることがあり得ます。

昔も今も変わらず若い人の中に
は、何も彼も虚しく感じ、それを
苦にしながら大した悪事も働かず、
さりとて積極的に勉強も労働もせ
ずに灰色の日々を空しく過ごして
いる人が沢山あります。ノイロー
ゼという程ひどく苦悩するわけで
もなく、従って本気で救いを求め
もせず、ただ何となく目先の小さ
な刺激につられて朝を迎え夜を送
っているという種類です。そして
「人間は何故生きなければならな
いのだろう」などと時々考えるが、
それ以上大して掘り下げようとも
しません。
「わからないなあ。人間
てつまらないものだなあ」と思っ
たり、
「こんなことを考えもせず、
せっせと元気よく勉強したり働い
たりしている世間のやつは、いっ
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たい何が張り合いなんだろう」と
思ったりして一面羨ましく一面軽
蔑して世間のヤツを淋しく眺めて
います。
どうしてこういうことになるの
か詳しいことはわかりませんが、
多くの例を観察すると先ず、そう
いう無気力状態に陥る人は能力が
十人並以上であること。それから
環境が甘いために本筋の仕事（勉
強）に向かって引き緊まった努力
をする必要がなかった。そのため
に、自分の本筋の仕事（勉強）の
業績が能力に相応する（と内心で
期待する）程度にはあがらない。
この二つの条件が揃っているよう
に思われます。
重要なのは第二の点で、この人
は元来努力の経験がないので、能

力の割合に業績が上がっていない
と気付いても、
「それでは、よしッ
頑張って取り戻してやろう」とい
う気になれない。しかしそれだけ
の能力を持っている人はそれに相
応するだけ負け惜しみも強いので、
ここでカブトを脱いでヤケを起こ
してしまうこともできません。そ
こで言い訳になる逃げ場を見つけ
なければなりません。何処へ逃げ
るかというと、
「観客席」へ逃げる
のです。実演者から観察の側に立
場を変えて行きます。世間を見る
、静
、に客観視
ばかりでなく自分を冷
しようとします。ここまで辿りつ
くと、ここから先は理屈の世界で
無限の拡がりをもっています。全
く自分勝手な価値感を持って廻り
迷路から迷路へといくらでも入り

込んでいけます。しばらくこの世
界に彷徨しているともう入口がど
こであったかも忘れてしまい、専
ら妄想の中を「何か」を求めて歩
き廻るばかりです。その人自身は
こちらの道、あちらの岐れ道を骨
を折って探究しているつもりです
が、はたから見るとこの人は何も
せずぼんやりと物思いに耽ってい
るに過ぎません。従って、
「実績」
は何もあがっては来ません。そう
すると現実界での敗北は一層決定
的になってくるので、現実界には
戻りにくくなります。こうして益
、静
、な
、る
、客
々妄想界、屁理屈界、冷
観世界に定着することになります。
この世界に入り込んだ人は口を
揃えて言います。「人生は虚しい」「生
きていても死んでも同じだ」などと。
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「しかし人類の先達たちはすばら
しい人生の充実を説いている。あ
れは何だろう」こうも考え、今に
もその「充実」がパッと現れわが
心を照らしてくれるかも知れぬと
妄想して、迷路をどこまでもどこ
までもさまよい歩いて行きます。
――からだは、なんにもしないで。
これでは虚しいにきまっています。
生の充実感はいのちの活動の中に
あるので、考えの中には何もない
のですから。
この人たちはまた、
「人生は虚し
い」と言いながら「自分は意志が
弱くて、劣敗者だ、オレはダメだ」
と訴えます。ほんとうに虚しい人
生なら、気にすべき劣敗も優勝も、
ダメもイイもない筈です。ですか
らこう訴える人の人生は自分が思

うほどには虚しくはないのだと思
います。つまりまだ脈があるのだと
診断してよいと思います。
それから、
「生の意味なんかある
のだろうか」とこの観客たちは言
いますが、そう言いながら、腹が
減ったら何か美味い物はないかと
探し、下着がよごれれば取り替え
たくなり、他人が厚顔しいことを
すれば憤り、面白いテレビは見た
い、 ――つまり生の欲求に促されて
生きています。この素朴な事実を
見落として、深遠なる妄想の中に、
「生の意味」という得難い宝を疑
いながら求めて、嘆いているだけ
です。生を離れて生の意味などあ
る筈がない、という単純素朴な事
実を承認することができないほど、
自尊心が高上がりしてしまってい

るだけです。 ――ということになる
と、この面から言ってもこの人は
まだ死んでいない。脈があると診
断してもよいのだとも思います。
ともかく、こういう無気力な虚
しがり屋さんは、アタマの中で何
かが割り切れて、スカッとした答
がでたらば行動しよう、というあ
り得べからざることを期待してい
ますが、そんなことは今すぐやめ
て、
「オレはオレなりのこと」を実
行しなければなりません。たとえ
そのオレはどんなにみすぼらしい
オレであっても、そのオレが生き
るより他に人生はないのだし、そ
うして観客から実演者に還ればゴ
ミ拾いでも農夫でも大臣でも何も
虚しいことはないということが体
験できます。誰が生きているので
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もない、このオレが生きている、
という事実ほど、これほどの重み
のあることが他にあり得るだろう
か、と私は思います。
実は最初こんなことを書こうと
思ったのではないのです。ついで
の話に深入りし過ぎましたが、本
論は教育のことなのです。
学校の先生をしている方は大て
い気がついていらっしゃると思い
ますが、普通の学校の生徒という
ものの大半は教室で、
「観客」の側
に立つている、というのが実状で
しょう。殊に中学以上ではそうだ
と思います。特別優秀な子どもは
、分
、分
、が憶え自
、が理解する、
常に、自
つまり働き手・行為者・実演者と
なっていますが、大部分の子は、
先生のことばや教科書の文字を、

聴衆や観覧者として受け取ってい
ます。これでは学問をすることに
喜びを感ずることはできないのが
当たり前です。もし先生が面白お
かしく指導してくださると子ども
、し
、い
、かも知れない、そし
たちは楽
て学校が好きになるかも知れませ
、の
、を憶え、理
ん。しかしそれとも
、び
、と
、は必ずしも同じでは
解する喜
ありません。そして教育で大切な
のは外から受ける楽しさではなく
内から催す喜び ――生の欲求に乗っ
た充実感の方だと思うのです。こ
の喜びを育てず、却ってそれを圧
殺するような教育は教育の名に価
しないものだと言わねばなりませ
ん。
これは学校で学ぶ学問に就いて
だけの問題ではありません。すべ

ての事物に観客的立場をとるクセ
がついたら大変な不幸なことにな
ります。もし今日の青年の中に前
に述べたような無気力、虚しさに
陥る者が多く出る原因の一つが学
校教育のこのような点にあるとす
るならば重大な問題であると言わ
ねばなりません。
しかし今はそこまで問題を拡げ
なくても、ともかく子どもたちの
非常に多くのものが学校の授業中
観客の側に立っているという事実
はなんとしても改善されなければ
ならないということだけを言いた
いと思います。
この観客の立場になっている、
、わ
、の
、そ
、ら
、になっ
というのは単にう
ているという意味ではないという
ことは恐らく先生の経験のある方
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なら説明を要せずにおわかりにな
ると思いますが、念のため、私の
経験について例示します。
実は私が時代離れした寺子屋を
一生の業としではじめたのには根
本的な別の念願もありましたが、「自
分が生きているのだ。生きるとい
うことは他人事ではない。この自
分のことなのだ」という自党をも
って何事にも立ち向かうように、
ということ。その自覚をハッキリ
するために「勉強」を活用しよう
と考えたのも一つの大きな動機で
した。ですから私の塾では英語や
数学を教えるのでも、子どもを観
客に廻わさないように、めいめい
が実演者としてはたらくように注
意しますが、それよりもっと直接
的に観客に廻わらない態度を定着

させる目的で、一種の静座を毎日
させます。
そのやり方はその度毎に私が坐
り方を一々具体的に指示します。
子どもたちはそれを聞いて自分の
．々
．にきめて行きます。毎
姿勢を順
日やるのですから子どもたちはど
うするのかよく知っています。し
かし勝手にやってはいけない、私
の言った通りにする。ということ
を厳重に実行させます。ところが、
それがなかなかできません。私が
「足の拇指と拇指を重ねて」と言
うと「ああそうか」という顔をし
て聞いています。
「首、肩、背中、
胸」と言ってもそのことばの意味
を理解しているだけで、自分のこ
とだと思わずに聞き流しています。
そして最後に、聞いてきたことを

ひとまとめにして実行しようとし
ます。これでも形はできますが、
私のことばと子ども自身との間に
距りがあります。こういう観察者
の立場では自分が生きていること
になりません。そうなるのは目や
耳から入った事物がアタマの表面
に止まってしまって、奥深いとこ
ろまで浸透しないからです。それ
ではダメです。よそごとであって、
自分のことにならないのです。指
示されることが自分のことなのだ
ということ、言い換えれば、言っ
ている人と言われている自分との
間には隙間がないのだということ
が、ほんとうにわかって来るのに
はかなりな年月を要します。
それと同じように勉強について
も「これは大事なことだよ」と言
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っても「ああ大事なことか」とそ
のことばを理解するだけで、その
ことばの内容が自分の中に入って
来ない子が多いのです。先の静座
の場合でも、
「首、胸 ‥ ‥と私が言
ったら、そのことばを聞いて理解
するのではなく、自分の首、自分
の胸が指されているのだと知らな
ければならない」と説明しても、
その説明を、やはりことばの上で
理解するだけで、自分の問題とし
て受け取ることができないのです。
「よそ見をしてはいけない」と注
意されても、それを聞きながらま
たよそ見をしています。そこで先
生が「いま私が言ったことがわか
っているのか」と問いつめると、
ちゃんと、
「よそ見をしてはいけないとおっ

しゃいました」
と、ケロッとして答えるといった
具合です。これではサジを投げた
くなります。程度の差はあっても
これが大部分の子どもの実状では
ないでしょうか。
そのような子の勉強ぶりを見て
いると、全く悲しくなります。よ
くもこれっぱかりのことをこんな
に憶えもしなければ理解もしない
でいられるものだ、と思うほど心
の目や心の耳が塞がれています。
慣れないうちは、
「この子たちはバ
カじゃないかしら」と思いますが、
決して彼等はバカではありません。
勉強以外のことには立派なアタマ
の働きを見せるのですから決して
低能なのではありません。ただ勉
強に対する拒否作用が働くに過ぎ

ないというのが事実だと思います。
その拒否作用は観客に廻ることに
よって有効に作用します。では何
故観客に逃避するのかと言えば、
要するに、教えよう、詰め込もう、
しかも太郎も豚吉も花子もベソ子
も一率に同量だけを詰め込もうと
文部省と先生で共同で圧力をかけ
て来るので、大ていの子はまとも
に受け止めきれないからでしょう。
それでも中学生ぐらいまではまだ
反省力が弱いから、勉強の虚しさ
を意識しないのは不幸中の幸とし
なければならなのいでしょうか。
その原因はともかくとして、先
生の言葉や教科書で教えられるこ
とには観客として関係するのでは
なく、この自分が憶え、この自分
が理解するのだ、ということに気
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づかせねばならないと思うのです。
そうすれば姿勢も変わり心の目と
耳も開いて、事物は肚の底まで浸
透してその人のものになります。
それができれば知識の吸収力や、
判断力を何倍かにすることができ
るということは私自身の体験から
確信をもって言うことができます。
それは最も簡単なことです。ハッ
と気づけばよいのですから一分も
かからない。しかしこんな簡単な
ことが実際にはなかなか実現しな
いのです。どういう訳でしょうか。
私は塾の子どもを相手に三十五
年もこのような念願をもってやり
てきましたが実はまだ見るべき成
績を挙げることができないでおり
ます。その合理的な方法を見つけ
ることができないでいる、と言っ

た方が正しいでょう。
多くの学校の先生方のこの点に
ついてのお考えやご経験を聞かせ
ていただけたら有難いことだと思
います。尚この問題についての継
続的な共同研究ができれば一層す
ばらしいことだと思います。

まみず第六巻 第七号
昭和四十六年七・八月号
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白い杖 ８

ムダと生き甲斐
人間 の一 番忌 み恐 れる こと は自 分を ムダ にす ることで はないだ ろう
か。自分の行為又は自分の存在を他の人々から無視軽蔑されるとムダに
なった感じがしてつらい。これが初級で次の段階では、ムダか否かの
判定 は自 分 の納 得に かか って くる 。し かし もう一 歩進んで 一切を肯
定す るに 至っ た人 にと って はム ダは ない から この納 得も必要 としな
い。これは非凡な人だ。
凡 人に とっ ては 自分 がム ダ でな いこ とは 喜びだ 。ムダで なけれ ば凡
人 でも 殉教 者の よう に火 刑を も甘 受す る。 国家や 人類の 安泰平和 に
役立つならば人は進んで生命をも捧げて顧みないであろう。
生き甲斐とは要するにムダでない感じではないか。

なおひ ８

知識の豚

和田重正

豚はひとりでにあんなに肥えて
いるのではありません。恐らく豚
自身にとっては迷惑でありましょ
うが人間が苦心に苦心を重ねてい
くらでも餌を食うことができるよ
いの
うに改良してしまったのです。野
しし
猪もずいぶん貪食家だそうです
が、それでも改良されたヨークシ
ャイヤーほどに食べさせることは
できないでしょうし、また食べさせ
たとしても豚ほどに肥えるような栄
養の摂り方はできないでしょう。何
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しろ豚の食う量というものは驚く
べきものです。更に運動もろくに
せずにあれだけのものを消化する
胃腸をもっているのですから大し
たものではありませんか。私は公
園で豚の品評会を見ながらフト、
人間は知識の豚、みたいなものだ
と気がつきました。それと同時に、
今まで長い間信じていたことの誤
謬を発見しました。
人間は何の因果かきりもなく知
識を取り入れそれを消化して身に
蓄えなければならない運命を背負
っています。これは人間が他の動
物から分化して人間となった瞬間
から好むと好まざるとに拘らず負
わされた宿命だったのでしょう。
人間は知識を蓄え、それを活用し
て文化を生み、文化は更に高度の

知識を要求しその知識は一層高い
文化を生むというように、知識と
文化とが交互的に作用し合っては
てしもなく、そして加速度的に高
潮して来ました。今日の段階に至
っては、丁度豚が自然の状態では
到底消化し切れないほどのものも
消化せざるを得ないようになって
いるのと同様に、人間も自然の状
態に於いては到底摂取し得ないほ
どの膨大な量の知識を消化吸収し
なければならなくなっています。
しかも、その知識が果たして人間
にとって有難いものであるかどう
かは甚だ疑問である、という点に
ついても豚の場合と酷似している
と思います。
× × × ×

そこで私が今まで大変間違った
考えをもっていたことに気付いた
のです。
つまり、私は今まで、人間の子
どもというものは食欲と同じく必
要な知識欲も生まれながらにして
具えているものだから、親や先生
などが無理をしてコジらせてしま
わない限り、必要な時期には必要
な勉強をするものだと信じていた
のです。
ところがよくよく考えてみると、
その自然に具わっている知識欲と
いうのは、せいぜい二千年位前の
時代の社会人として必要な程度の
知識を消化するのが関の山であっ
て、今日の子どもたちが習得を要
求されている知識の量といったら、
その時分の最高の知識人のもって
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いた知識の数百倍にも当たるでし
ょう。ですからその量は普通の子
どもの自然的な知識欲の範囲を遙
かに超えています。だから、まず
消化能力を強めながら注ぎ込まな
ければなりません。そのためには
段々に訓練して行くより他方法は
ないでしょう。しかし、豚の場合
は何代もかかって体質を変えて行
くのですから豚にとっては苦痛は
比較的少ないでしょうが、人間の
場合は体質そのものの変化が知識
の必要量の増加に追いつけないの
で、後天的に個体々々を訓練によ
って適応させて行かなければなら
ない。それで、その訓練に応じ得
るだけの素質の恵まれている子は
いいけれども、そうでない子ども
は可哀想なものです。勉強を嫌が

り、それでも無理やりに注ぎ込も
うとすれば心にかたく蓋をして受
付けなかったり或いはゲロを吐い
たりします。つまり自然的な知識
欲さえも失って大変な怠け者にな
ったりグレてチンピラという魚み
たいなものになってしまいます。
ですから文化が進めば進むほど怠
け者やチンピラが多くなるのでし
ょう。もう一層文化が進み、体質
の変化と必要知識の増加率との開
きが大きくなると、ノイローゼや
狂者が激増するでしょう。もうそ
ろそろそういう時代に入りかかっ
ているような気もします。こうな
ると、一般世間に通用するだけの
知識人を作るのでもよほど手加減
を心得た人でなければ出来ない困
難な仕事になって来ます。

――私は今頃になって漸くこんなこ
とに気がついたのです。

× × × ×

豚が肥えることは豚自身には有
難くないのと同じように、人間も
そんなに多くの知識を詰め込まれ
、の
、知りになっても大して幸
て、も
福ではありません。却ってそれが
重荷になって手足が自由に働かな
くなります。そんな有難くもない
知識を大変な苦労をして噛んで呑
み込まなければならないというの
ですから人間の子どもは本当に豚
の子以上に悲劇的存在であるよう
に見えます。しかもそうだからと
いって知識を取り入れることを怠
ったらどうでしょう。やはり人間
が天地から負わされている運命に
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従順でないことになり、それだけ
の報いを受けなければなりません。
それがいやなら、やっぱり、いく
らつらくてもがまんして勉強しな
ければなりません。
では一体、誰がこんな、酷な運
命を人間に与えたのでしょうか。
人間を知識の豚に作り上げたのは
何者なのでしょう？
その張本人をしっかり見つける
ことができたらこの悲劇は実に本
当の悲劇ではないことがわかりま
す。誰でしょう？ 張本人は。
× × × ×
それは、もちろん人間の生命力
そのものです。
「ではその生命力はどこから来た
、ら
、ん
、ではいけません。
か」などとか

――これは五劫とい無限の時間をか
けなければ説明ができないから今
は結論だけを掲げて、素通りして
しまいます。 ――
要するにこの社会というものは、
人間の生命力の演出による芝居で
す。われわれみんなが役者で長い
続きものの芝居を演じているよう
なのです。芝居だから、いくら苦
しい芝居であっても、ただ苦しい
だけではなく、その苦しみの中に
こそ何か張合いを感ずることがで
きるのです。
もし自分が観客席にいて「知識
の豚」という悲喜劇を見ることが
できたら、この芝居の見ごたえは、
それこそ並大抵のものではありま
せん。忠臣蔵やハムレットの何億
倍か知れない立派な芝居であるこ

とがわかるでしょう。
しかし、人はいつまでも観客席
に坐っていることはできません。
自分の出番はすぐ廻って来るし、
自分の役割は誰にも代わってもら
うことができません。
それはそうとして、この悲喜劇
を子ども達にどのように理解させ、
どのように心得て演じさせたらよ
いでしょう。どうしたらよろこん
で訓練を受けさせることができる
でしょうか。
こんなことを、きりもなく思い
悩むのがそもそも知識豚の運命な
のでしょうか。

まみず第六巻 第八号

昭和四十六年九月号
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手書き未定稿 二編

一番大切なもの
ー中学生合宿での話ー
和田重正
今朝は雨が降って外の行事がで
きないからその代わり三、 四十分
間何か面白い話をしましょう。み
んな足を楽にして聞いてください。
「みんなは、自分に一番大切なも
のはなんだと思っていますか。
思った通り言ってごらん。
」
‥‥Ｔ君は。
「わかりません。
」

「Ｓ子さんは。
」
「わかりません。
」
「Ｋ子ちゃん。
」
「いっぱいあるようですけれど何
が一番だかわかりません。
」
「では誰でもいいから言ってごらん。
」
‥‥すると、
「わかりません。考えられないん
です。
」
と一人の女の子が言いました。
「そうかなぁ、この問いに対する
正解が決まっているわけではな
いんですよ。自分が一番大事だ
と思っているものを言えばいい
んだから ‥ ‥でもそんなことを
考えたことがなければ急に探し
ても見つからないかもしれない
ね。では私が自分の考えを言っ
てみようか。しかしこれだって

く

正解かどうかはわからない、た
だ私はこう思っている、という
だけなのですから、みんなは、
この考えに賛成しても、しなく
てもよいのです。みんなは私の
考えを参考にして、自分には何
が一番大切であるかを考えてみ
ればいいのです。
でも、それを言う前に一つ聞い
てみたいのだが、一番大事なの
、の
、ち
、だと内心で思っ
は自分のい
た人はありませんか。あったら
手を挙げてごらん。
」
すると男子一人と女子二人がお
ず と手をあげました。
「そう思うでしょ。私も実はそう
、分
、
思っているんです。だけど自
、い
、の
、ち
、というけれど、自分の
の
本、とか自分の頭と言うのと同
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じでしょうか。つまり「自分」
、の
、ち
、というものを所有して
がい
、の
、ち
、は「自
いるとか、またはい
分」の一部だということなので
しょうか。私はそうは思いませ
、、、
ん。
『自分』はすなわちい
の
ち
な
、の
、ち
、
のだと思います。だからい
が一番大切だということは自分
にとって自分がいちばん大切だ
ということになります。
」
、の
、ち
、を大切にする
「ところが、い
というのは、どうすることなの
、ま
、っ
、て
、
でしょう。使わないでし
、く
、ことでしょうか。
お
」
、の
、ち
、なのですか
「もともと私はい
、の
、ち
、はし
ら私が私である限りい
まっておいても使っても、殖え
、の
、
も減りもしません。だからい
、を大切にするというのは殖や
ち

く

したり減らしたりすることでな
いことはわかります。では大事
にするとはどうすることでしょ
う。私は、その力を発揮させる
ことだと思います。お金でも知
識でも体力でも技術でも、同じ
です。お金を百億円持っていて
もそれをしまっておいて使わな
ければ何もないのと同じです。
ただ貯金通帳を見てニヤ
し
ているだけだったらせっかくの
お金は力を発揮しないで死んで
いるのと同じです。それでもし
「よい学校」でも建てればお金は
活きてきます。知識も、百科事
典ほどたくさん蓄えていても活
用しなければ何にもなりません。
要するに何でもいかして使わな
、の
、ち
、だって
ければだめです。い

そうです。
だけども使いさえすればいいの
ではありません。お金でも競輪
だとかその他の道楽やワイロな
どに使ったのでは活かして使っ
たとは言えません。ムダ使いで
す。知識でもそうです。この間
テルアビブで多数の人を死傷さ
せた岡本公三たちや赤軍派の人
々は、鉄砲についての知識や日
本を脱出するのに必要な知識な
どいろいろな知識を普通の人以
上に持っていたでしょうが、そ
れをあのような無茶苦茶なこと
に使ったのでは知識を活かして
使ったとは言えません。また高
級な科学知識を最もバカなこと
に使ったのが原水爆です。
、の
、ち
、を働かせるのも同様でク
い
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ダラナイことに使っては勿体な
いことです。ではどんなことが
クダラナく、どんなことがクダ
．イ
．のでしょう。
ラナクナ
、の
、
それを考えるのには先ず、い
、が働くとはどういうことかを
ち
知らなければなりません。それ
について私は、こう考えていま
、の
、ち
、というものは、自
す。 ――い
分を拡大する方向へ活動する性
質を持っています。そしてその
活動がわれわれに感ずるのには
欲望という形を取ります。
そうすると、欲望の満足を目指
、の
、ち
、を働
して努力することがい
かせることである、ということ
になりそれは結構なことだ、と
いうことにもなるわけです。そ
うです。その通りなのです。し

かしよく考えてみるとその欲望
にはいろいろ種類があり、それ
にはクダラナイのとクダラナク
ナイのとがありそうです。
、の
、ち
、の
クダラナイ欲望とは、い
本来の性質発揮（つまり自己発
展）に有利でない、あるいは害
がある、という種類のもの、例
えば食欲や性欲や財欲のような
ものです。それに反してクダラ
．イ
．欲望とは、人を喜ばせ
ナクナ
てあげたい、とか困っている人
を助けてあげたい、というよう
な欲望のことです。そうすると、
、の
、
、ち
、をよく生かす。つまりい
い
、ち
、（自分）を大切にするとい
の
．イ
．欲望の
うのは、クダラナクナ
ために自分を働かせることだと
いうことになります。 ――そうで

す、私はそう思っています。
自分を大事にせよ、とよく教え
られますが自分を大事にする、
と言うことの本当の意味は、普
通人が考えているような自分の
ケチな欲望、自分の浅ましい感
、の
、を大事にするこ
情 ――そんなも
、
とではなく、却って、そんなも
、はほっておいて、もっと広々
の
と、大きなよろこびのために働
くことだ、ということになりま
す。つまり自分を大事にすると
いうことは、自分の持っている
、の
、――物でも労力でも知恵でも
も
なんでも出し惜しみしないで、
、と
、のために使うことだという
ひ
わけです。
はじめ塾の「三つのかぎ」は、
自分（いのち）を大切にする要
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一九七二．八．六

領を示したものだと思ってくれ
てよいのです。
」

眼
和田重正
眼は心の窓と言われますがそれ
はどういう意味でしょう。心が眼
を通して外界のものを知覚すると
いうことでしょうか。それとも人
の眼を見るとその人の心のありさ
まがわかるということでしょうか。
多分後の意味だろうと思います。
つまり眼という窓からひとの心の
中をのぞき込むことができる、と
いうことだろうと思います。
よく気をつけて観察してごらん

なさい。ひとの眼には実にいろい
ろな特徴があるものです。やさし
い眼、きつい眼、鋭い眼、嬉しそ
うな眼、悲しそうな眼、うらめし
そうな眼、深い眼、浅はかな眼、
キョロキョロと落着きのない眼、
静かな眼――ひとの心の状態を言
い表すことばが無数にあるのと同
じだけの種類の眼があると言えま
す。むろん一人の人でもその時々
によって眼の表情はどんどん変わ
ります。やさしいお母さんの眼で
も子供が悪いことをするときつく
なったり悲しそうになったりする
ことがあります。ですから人の眼
の様子は一定しているのではあり
ません。しかし、
「あの人の眼は穏
やかな眼だ」とか「人を見くびっ
たような傲慢な眼つきをした人だ」

などと言うように、なんとなく各
々の人の眼に特徴があるというの
も事実です。それは人の心は時々
に変わるけれども、その変化にも
拘らず、心にしみついた基本的な
特徴が認められるのと同じだと思
います。
ずっと前に石原登先生という非
行少年教育の専門家から聞いた話
ですが、スリとスリ係の刑事さん
とは同じ眼の動き方をするという
ことです。顔を前に向けたまま目
玉が絶えず左右に動くのだそうで
す。そういう独特の目のくばり方
をしているので、お互い同志では
すぐ、あれはスリだな、とか、あ
れは刑事だな、とかわかるのだそ
うです。
してみると、刑事という仕事も
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楽なことではありませんね。スリ
と同じ心の働き方をしながらスリ
をしないでいなければならないの
ですから大変な修行を要すること
です。先生が子どもと同じ心の働
きをしながらそれと同じ行動をと
ってはいけない、のと同じでしょ
うか。
それから面白いのは、いわゆる
かみが
神懸かりになる人の眼です。私は
今すでにかなり大勢のそういう人
を知っていますが、その人たちと
向かい合って話していると、どこ
に焦点を合わせているのかわから
ないような眼つきをします。確か
にこっちの顔に視線を注いでいる
が、普通の人のようにこちらの顔
に焦点を合わせてはいないのです。
眼のレンズにこちらの顔が映って

はいるがそれを見ていないのでし
ょう。こちらの顔はレンズを素通
りしてその人の心の壁に映り、そ
の映像を見ているような感じです。
ある種の精神病者の眼とよく似た
まことに薄気味のわるい眼つきです。
かみが
スリや神懸かりの眼などはどう
でもよいが、ともかくあまりわる
い眼つきにはなりたくないもので
す。ではよい眼つきとはどんな眼
つきでしょう。いろいろなことを
挙げられるでしょうが、まずは何
かを真剣にしている人の眼を見て
ごらんなさい。活々として、深い
ところから力強い光がジーッと輝
き出しているでしょう。もっとも
ドロボウやカンニングのような悪
いことをする時も真剣になります
が、恐らくそういう場合には恐怖

やアセリがあるから眼の光に力が
ないだろうと思います。新聞に政
治家や役人や実業家などのエライ
人たちが大きな悪いことをしてつ
かまったという記事がよく出ます
が、そういう人たちの眼をよく観
察したらきっと情ない光り方をし
ていることだと思います。自分が
ひとに見つからないように悪いこ
とをした時の気持をふり返ってみ
れば想像がつきます。そうしてみ
ると、ひとに見られはしないかな
どと、心の一部を今していること
以外の余計なことに働かせては立
派なよい眼つきにはならないとい
うことがわかります。ひとに見せ
て感心させたり、ほめてもらおう
などと思って勉強や仕事をしても
同じでしょう。つまり本当によい
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眼になるには、自分がいましてい
ることだけに心を打ち込まなけれ
ばならないというわけです。もし
私たちが勉強するときには勉強に、
働くときには仕事に、遊ぶときに
は遊びに、ご飯を食べるときには
食べることに、ひとの話を聞くと
きは聞くことに、話すときには話
すことに、花や景色を見るときは
見ることだけに、ともかく、いつ
でも、今していることに全心を傾
けることができるならば私たちの
眼は実にすばらしい、誰からも深
く信頼されるよい眼になるだろう
と思います。深く、澄んで、力強
くしかも穏やかな輝きをもった眼。
そんな眼を持ちたいものです。―
―そんな眼になるような心になり
たいということです。

心の窓の話はこれくらいにして
次は、ものが正しく見える眼の話
をしましょう。
せっかく眼があっても、ものの
すがたがありのままに正しく見え
なかったら困ります。老眼になる
と近くの物がよく見えません。お
膳の上の物がボーッと色だけ見え
るので肉だか味噌だか区別がつか
なくて眼鏡をかけないと時々こっ
けいな失敗をします。ところが眼
鏡をかけたままで階段をおりよう
とすると距離の感じが変わってい
てすらすらと歩けません。眼をつ
ぶった方が楽に降りられます。不
自然な見え方をする眼鏡をかける
とまことに不自由になります。
色盲というのがあります。一番
多いのは緑赤の区別のつかない色

盲だそうです。濃い緑の葉の間に
咲く真赤な椿の花が見えない人が
ありましたが、まことに気の毒な
ことでした。こういうのは眼とい
う機械が故障しているために物が
正しく見えないのですが、私たち
は健全な眼を持っていても正しく
見えないことがしばしばあります。
枯れすすきがお化けに見えたり、
板の間の節穴が十円玉に見えて慌
てて拾おうとしてガリガリひっか
いたりするようなものです。そう
いう単純な見誤りなら大して害は
ありませんが、人と物、人と人の
間の関係になると大へん見誤りや
すいし、見誤りから起こる弊害も
大きく且つ複雑になります。つま
り眼で見た形や色に間違いはない
のですが、それをどう解釈するか
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によっていろいろな感情が起こり、
、の
、ご
、と
、の
その感情によって更にも
意味がきめられます。自分の仲の
良い友達が他の人と楽しそうに話
し合っているのを見てヘンな気持
になり、そのヘンな気持で見てい
ると、どうも二人は自分の悪口を
言っているらしく思えて来ます。
そうすると、もう口惜しくて口惜
しくてたまらなくなって、
「もうあ
んな人と遊んでやらない」と心の
中で思います。そしてふくれ面を
しているので友だちも気分をわる
くして本当に仲がわるくなってし
まった、というようなことがある
でしょう。
もっと深刻なのはノイローゼと
いう病気です。何かのキッカケで
フト自信を失うと事実はそれほど

でもないのに、
「自分はダメだ、ダ
メだ」とどこまでも自分をダメに
して行きます。そして、ダメな原
因を親や先生や社会のせいにして
それを恨み、自ら根性を曲げて、
益々自分をダメにしまていきます。
そして自分で行き詰まった、もう
絶体絶命だ、と思ってもがきます。
本人にとっては実につらい病気で
すが、その原因は親にあるのでも
世間にあるのでもなく、ただ自分
が事実を正しく見ないだけなので
す。事実自分はそれほどダメなの
でもなく、親が特別な失敗をした
わけでもないのに、そのように見
えてしまうのです。どうしてその
ゆが
、の
、ご
、と
、が歪
ようにも
んで見えるの
かと言うと、その人の心の中に「自
分勝手」
「身びいき」というカタマ

リがあって、外から入って来る光
線を屈折させてしまうからなので
す。このカタマリを解消してしま
えば光線は真っ直ぐに射し込んで、
ものごとのありのままのすがたが
映ずるのです。
ノイローゼはそのカタマリが特
に堅くて屈折のひどい場合ですが、
よく考えてみると世の中の不幸の
多くは人々の心の中にあるそのカ
タマリから起こっていることがわ
かります。家庭の中の不和から国
際間の戦争などみなそうです。

執筆年月日不明
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各務鑛三先生を訪ねて

壺（クリスタルガラス製） 各務鑛三 作
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帰るべきところ

人の 心ほ ど不 思議 なも のは ない 。心 は小 より小 に入り、 大より 大

に 至ろ うと して 、今 日 は微 粒子 の飛 び交 う原子 の世界を わが天 地と

し 、明 日は その 拡が り数 十億 光年 とい われ る宇宙 を己が 庭として 逍
遙する。

かくて心を以て測量すれば物に本来大小はない。心は光を求める。

青い 光、 赤い 光、 黄色 い光 、そ れら の濃 淡と 組み合わ せを得 て自然

は 億万 無数 の色 相 を現 出し 、人 はそ れに 酔うこ とを願 う。春の 花、

秋 の紅 葉、 山の 緑、 海の 藍青 。し かし いず れにも 酔い痴 れてその 夢

に 止ま るこ とは でき ない 。遂 に目 覚め て色 相を離 れ無色の 百光に至
ればはじめて止む。

心は 形を 究め よう とす る。 己が 魂に 安ら ぎを与 える形を 求めて 止
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まな い 。直 線と 曲線 、平 面と 立体 。山 の容 、大樹 の姿、人 の貌、嬰

児の 手の 可愛 い形 。そ れら はい ずれ も快 い 興奮を与 えてくれ る。し
かしすべて哀愁に伴われぬものはない。

心 は、 遂に 大小 の極 を 含み 、無 限の 色相 を具え、 無尽の 形相を兼

ね 尽く した 己自 身に 帰り 着い たと き、 はじ めて安 住の地 を得るこ と
ができる。

一切の、大小と色と形を欠くるところなく具えた己が心の実相を、

二十 数キ ロの ガラ スを 用い 、水 滴に 托し て端 的に描き 出され たこの
無用の置物には天地と共に生きるいのちの匂が漂っている。

静 の中 の、 善悪 を超 えた 自然 のな だら かさ と、無 限に通ず るエネ

ルギーが 、観るものの素朴な心に強い共鳴を呼び起こすのだろうか。
この見事なクリスタルガラスの壺によせて

和田重正 記
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「いのち」にめざめた人の
安らかさ
―『よい学校』を読んだままに ―

市来 政連
（新島高校教頭）

「一心寮」での人間のための教育
研究会（略して 人教研）夏季合宿
で、出来たてのこのご本を手にし
てから、今日まで、何回かくりか
えし読んできましたが、その都度、
私は新しい感動をおさえることが
できませんでした。それは、言っ
て見れば、和田先生の教育のお考
えや実践が、はかり知れない奥行
きと幅をもったものであることを
知った驚きから出てくるのでしょ

うか。
以下編集部から請われるまま、
私の感じたことをそのまま、記し
てゆきたいと思います。
第一章の「生い立ち」の記を読
んで、強く感じましたことは、和
田先生が「求道の人」であるとい
うことです。先生は、高等学校二
年生の頃から、
「どうせ生きるなら
ば、自分にとって最上の生き方を
したい、最上の生き方はなんだろ
う」と、いわゆる菩提心を起して
おられます。先生の全生涯は、こ
の菩提心による求道の生涯だと思
います。そして、最初に悟られた
「自分にとっての最上の生活は、
自分のありのままの、最も自然な
生活である」というお考えは、そ

の後の先生のいろいろなご体験を
通して、益々確固としたものにな
ったように思います。
先生は、真に自分の欲ナるもの
は何であるかを見究めようと苦心
するあまり、自己分裂の苦悩に陥
ったり、宗教家に縋ろうとなさっ
たり、友人から教わった称名念仏
に専心されたりして、最後の二年
間は、独り一室に閉じこもって、
夜も昼も坐りつづけておられたと
のことであります。正覚成道前の
釈尊の六年間の修行のような苦心
惨憺です。現代ではまったくまれ
な求道の人だと思います。
短かく美しい生涯を閉じられた
お姉様の死に直面されて、人生に
絶望され、自殺を決意された時、
女中のさし出した一枝の桃の蕾を
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ごらんになり、その瞬間「いのち
のよろこび」を悟られたとのこと
であります。暁の明星をみて悟ら
れた釈尊のように、ぎりぎりまで
真実を求めっづけられた先生なれ
ばこその悟りです。史上有名な禅
の高僧たちが、ふとした機縁で悟
りを開かれたという物語りも、全
生命をかけて求道に専念して、ぎ
りぎりのところまできた時にハッ
と気づいた悟りだろうと思います。
私などのようにのんびりしている
者には、とうてい悟りなどは開け
そうもないと思います。二十八才
の悟りで、先生は大悟徹底された
のではなく、あの悟りは、それま
での迷いに対する一応の悟りで、
その後の先生は、あの大きな悟り
の上に、それを確証する漸悟を続

けておられるように思います。先
生のお手紙やお話しの中に、ご自
分のことを凡夫といわれ、
「まだ妄
想ばかりしている」という謙虚な
おことばを度々承りますが、それ
は、先生が日々漸悟を重ねておら
れることを示すおことばだと思い
ます。私などとても頓悟するよう
な機根はありませんからせめて、
声聞や縁覚によって、少しずつ漸
悟できたらと思っているのですが、
それさえも懈怠のため一向進展し
ませんので恥ずかしく思っており
ます。先生のように、万物万象を
「いのち」として観、世界の実質
を愛として悟ることができたら、
どんなにすばらしい境地でしょう。
私など、花の「いのち」や蟻の「い
のち」には驚嘆しながら、まだ雲

や石の「いのち」を実感すること
はできません。
「星禅」などといっ
て、生徒に対しては偉そうなこと
を話したりしますが、ほんとうの
ところは、星を眺めて妄想してい
るに過ぎません。今のていたらく
では、私など、死ぬまで妄想だけ
で終りそうです。
先生のご文章は、どのご文章に
も「いのち」に目ざめた人の安ら
かさを感じます。
思わずペンが横にそれましたが、
さて、
『よい学校』の第二章「学校
教師として感じたこと」を読んで、
二十五年前に先生がお感じになっ
たことは、現在の学校も同様であ
ります。あの頃より益々悪くなっ
てきていると思います。一昨年東
京中の高校で、紛争が起こりまし
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たが、その原因は、先生がご指摘
になっておられることが主なもの
です。特に「人間としての生徒の
貴さを知らない先生」が多いこと
が根本原因ではないかと思います。
今の世の中は、
「人間としてのわが
子の尊さを知らない親」が多いの
ですから、教師にだけその弊風を
責めることはできないかと思いま
すが、然し、人の子を教え育てる
使命をもった教師は、何より「人
間としての生徒の尊さ」を知る者
でなければなりません。
教師の理想像は、先生が「雑感」
でのべておられる通り、「観音菩薩」
だと思います。教師道は菩薩道で
あるべきことは明々白々でありな
がら、菩薩道に生きる教師が少な
いことが、現代の学校のいちばん

大きな問題点だろうと思います。
「よい学校」の第一条件は、教師
が菩薩道に徹することであります
が、それと同時に、生徒も、真実
の生き方を求める求道者であるこ
とが望ましいと思います。しかし、
今は、社会の風潮も、父兄の意向
も、生徒に、真実の生き方を求め
させることより、今の社会にうま
く順応して、低い欲望を満足させ
ることを志すようにしむけていま
すから、生徒たちに、求道の志を
起こさせることは容易なことでは
ありません。しかも、テレビ、ラ
ジオ、映画、漫画、流行歌など、
ただおもしろおかしく生きること
をあおる不良文化財の洪水の中に
投げこまれている生徒たちです。
為政者は「人間らしい人間」を育

てることよりも、
「使いやすい道具
としての人間」を育てることをも
くろんでいます。このような状況
の中で、生徒をして真に人間らし
い人間になることを志させること
のむつかしさを身にしみて感じて
います。
和田先生のような大人格者のも
とに、自ら志望して集まってくる
「はじめ塾」の塾生でさえ先生を
嘆かせる生徒が増えているとのこ
とを承って、私は、日本の教育の
現状に対する嘆きを深くせざるを
得ませんでした。
和田先生が、若くして求道の志
を抱かれたのは、先生の天性の善
根もさることながら、先生の生い
立ちには、家庭にすばらしい善縁
があったからだと思います。母性
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愛が深く、婦徳と教育的見識の高
かったお母様、人格高潔で清冽な
生涯を貫かれたお父様、短かい一
生を宝石のように美しく生きられ
たお姉様などすべて、先生の菩提
心を育む善縁だったと思います。
学校では生涯の教訓をさとされた
鰺坂先生や、教育愛を示された目
賀田先生、それから、危険を冒し
て、アナキズムやマルキシズムに
社会の理想を求めた真面目な学友
達、称名念仏の功徳を教えた友人
なども、みな先生の善縁だったと
思います。万物万象すべて縁によ
って生ずるのですから、先生がい
くら善根に生れていても、このよ
うな善縁がなければ、あのような
真摯熱烈な求道の志は生じなかっ
たろうと思います。このことを申

し上げますのは、今の教師や生徒
に、求道の志を起こさせるには、
どのような善縁がなければならな
いのかということを考えるからで
す。よき指導者とよき書物こそ、
善縁中の善縁と思いますが、今の
世は、何とそれが少いことでしょ
う。
「まみず」も「まみず新書」も
僅かしか発行されていないのに、
書店には悪書が山のように積まれ
ています。一心寮には二、三十人
しか集まらないのに、低級な欲望
ばかりを刺戟するテレビ番組を数
千万人の老若男女が観ています。
もののあわれやわび・さび・風
雅を愛した日本人の心は、すっか
りすさびつつあります。日本人の
気風はこれからどうなっていくの
だろうかと思うと寒気を覚えずに

はおれません。
状況が悲観的であればあるほど、
和田先生の描かれる「よい学校」
をつくりたい気持にかられます。
四次防に使うムダ金の何千分の一
かを、和田先生の「よい学校」造
りのために提供できないものかと、
歯ぎしりする思いがいたします。
全国六十万の教師を悉く菩薩道の
教師にすることはとうていできな
いことですが、せめて、各校に一
人位、和田先生と志を一つにする
菩薩道の教師をつくりたいもので
す。
「まみず」運動の目的の一つは
そのことだと思いますが、何とぞ
ご健闘をお願いいたします。
第三章「塾の風景点描」の一つ
一つのご文章を感銘深く読みまし
た。一心寮「下の家」落成披露会
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での先生のご挨拶「私の願い」を
読んで、一心寮は、先生の願い通
り、若い人人の豊かな精神を養な
う場所だと思いました。俗塵を遠
く離れて、山の中腹にある古い農
家、周囲の緑の山々を眺めながら、
この家に憩うと、自ら心が豊かに
なっていくのを覚えます。一心寮
は、天が先生の徳に報いるために
与えてくださった場所だと思いま
す。私は、新島高校の卒業生たち
に勧められるまま、新島に小さな
家を建てることにしました。借金
して埼玉の田舎に家を造ったばか
りですので、金策に困っていまナ
が、金が借りられたら、十坪ぐら
いの小屋を造るつもりです。でき
ることならその家を新島の青少年
の心を養う場所にしたいと思いま

す。
「はじめ塾」の塾訓である「三つ
の鍵」は、人生の宝庫を開けるす
ばらしい鍵だと思います。
一、ケチな根性はいけない
一、イヤなことはさけない
一、ヨイことはする
この三つの鍵を、日本全国の学校
の校訓にし、全国の家庭の家訓に
することができたら、日本はすば
らしい理想の国になるでしょう。
この三つの言葉は、
「煩悩断滅」と
か「上求菩提下化衆生」とか「懈
怠なく精進せよ」とかいうむつか
しい仏語を、子供にもわかる日常
語に言い直したことばだと思いま
す。あのわかりにくいカントの無
上命法、
「人格律」や「行為律」も、
くだいて言えば、こんなことばに

なるのではないかと思います。意
味のわからない念仏や題目よりも、
ズバリ実践の指針を示すことばで
す。私もこの三つの鍵を使って残
り少ない人生の宝庫を開きたいと
思います。
最後に、先生が描いていらっし
ゃるような学校をお造りになった
ら、ぜひ私も馳せ参じて、お手伝
いしたいと申し上げて、感想を終
ります。妄言お許しください。
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山中真知子

「まみず」に出会って

いちご狩り
二十代の若い頃に和田先生と出
会うことができ、先生から直接お
話を聞く機会を持てたことは本当
に良かったとしみじみと思います。
いま年を重ねてその思いはさらに
強くなっています。その頃は毎月
届く月刊まみず誌が何よりも楽し
みの一つでした。和田先生のペー
ジには今月はどんなことが書かれ
ているのだろうかと、早く読みた
くて気が急いて落ち着いて読めな
いことがよくありました。ざっと

全体を読み、それから少し気を静
めてもう一度ゆっくりと読むとい
うのが常でした。
まみず誌の中には読者の集いの
案内が載っていました。まみず会
です。まみず誌に執筆されている
先生方が講師になって各地に直接
いらしてお話をしてくださる集ま
りです。
私は名古屋にいましたから、東
海まみず会に参加していました。
初めて参加した時の講師は、松居
とうる
桃樓先生でした。お目にかかった
ひげ
時の印象は、長く伸びたお鬚のせ
いか仙人のような方だなぁと思い
ました。
まみず会では、和田重正先生、
東井義雄先生、福岡正信先生など
多くの先生方のお話を直接に聞く

ことができました。まみず会でお
話を聞いて家に帰ったその日はい
つも心がリセットされたような気
持になり素直な自分になれました。
よく生きたい、もっと自分らし
く生きたいと願いながらもなかな
かこうありたいと思う到着点に行
きつけないもどかしさは常にあり
ましたが、少しずつでも、そこへ
向かっていればいつかは行きつく
ことができるかもしれないと思っ
ている自分がいました。毎日の生
活の中で、いつの間にか惰性とか
怠け癖が垢のようについてしまっ
ていることに気がつかされる日で
もありました。
手元に届いたまみず誌をみてい
たある日、関西方面で開かれるま
みず会のお知らせが目にとまりま
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21

した。行ってみたいと思いました。
どうして行きたいと思ったのか記
憶がもううつろですが講師の先生
のお話を聞いてみたかったのだと
思います。ただ日程を見て思わず、
あっどうしようかなぁと思いまし
た。その日は勤め先での親睦会が
あり、すでに参加申し込みをして
いました。日帰りで行くいちご狩
りでした。少し迷いましたが心は
決まっていました。当日の朝、私
は家族にはいちご狩りに行くと言
って家を出て関西のまみず会に出
かけました。たぶんこの嘘が知れ
たら父はきっと怒ります。嘘が嫌
いな父はこんな話を食事の時など
によくしました。
「言っていい嘘と、言っていけな
い嘘がある。言っていい嘘は相

手が喜ぶ嘘なら言ってもいい。
例えば、鼻の低い人に向かって
〝
あなたは鼻が低いですね 〟 と言
わずに 〝あなたは鼻がチャーミ
ングですね 〟 というのは嘘には
ならない。
」
このように嘘の極意を子どもだ
った私たちに伝授しました。この
関西行きはそれには当てはまらな
いので 〝言ってはいけない嘘 〟 に
なります。嘘をつかずに本当のこ
と言って出かければいいのですが、
父に内緒で行こうと思ったのには
訳がありました。前年の昭和四十
八年の夏に、初めて一心寮でのま
みず合宿に参加をしてからの私は、
やっと自分らしく生きる道筋が見
えた嬉しさでいっぱいでした。本
を読み、野口整体の活元運動など

も覚えてのめりこんでいました。
そんな娘の姿に父親としての不安
からなのか、読んでいる本を「全
部捨てろ！」と言われたこともあ
って、私の中では父はこれらの事
を快く思っていないこと感じとっ
ていました。嘘だったことがわか
った時のことを考えると気が重く
なりましたが、天秤にかけてもや
はりまみず会に行きたい気持ちが
勝ち、嘘をついて出かける後ろめ
たさを持ったまま新幹線に飛び乗
りました。初めて行く関西でのま
みず会です。まみず誌に書かれた
場所を頼りに大阪で降りたあとは
人に聞きながら電車に乗りバスに
乗って会場までたどり着きました。
大きなお寺だったように思いま
す。私は何の連絡もせずに来てし
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まったので受付でその旨を伝え参
加させてもらった記憶があります。
時間通りに着いたのかどうかも実
は記憶が途切れています。そんな
に大人数の集まりではなかったよ
うに思います。実はその時の講師
の先生がどなたで、どんなお話を
聞いたのかもすっかり記憶から抜
け落ちています。それなのに、四
十数年も前に行った関西のまみず
会のことがどうしてこんなにも自
分の中に強く記憶されているのか
というと、一つの出来事が鮮明に
残っているからです。
会が終わって散会になり、係の
方に挨拶をして帰り支度をしまし
た。その時に、一心寮での夏の合
宿に参加されていた方がいらして
いて、バス停まで見送って下さっ

たのです。養護学校の先生をされ
ていた西谷さんでした。私のこと
を覚えていてくださったようです。
バスが来たのでお礼を言って乗り
込みました。バスは空いていまし
た。一番後ろの席に座ろうとステ
ップの足を右に向け後ろの席に目
をやった時に、バスの大きな後ろ
窓から西谷さんの姿が見えました。
手を真っすぐに伸ばしてにこにこ
しながら手をゆっくりと振って見
送ってくださったのです。私はそ
の時にとても感動しました。私は
何度もバスの中からお辞儀をしま
した。突然の参加にもかかわらず
気持ちよく受け入れて下さったう
えに心のこもった見送りまでして
くださいました。こんなにも温か
い見送りをしてもらえたことが嬉

しくて、思い切って来て良かった
と思いました。
バスの中での思いとは裏腹に、
帰りの新幹線で家に近付いてくる
と、だんだんと気が重くなってき
ました。そうだ、いちご狩りに行
ったことになっているんだった。
いちごをお土産に買って家に帰り
ました。父に「どうだった」と聞
かれ、言葉少なに返事をしたあと
はなるべく顔を合わさないように
していました。何事もなくその日
は終わりました。案外、父は私の
素振りから嘘を分かっていたのか
もしれないと後々思いました。今
でも「いちご狩り」と言葉に出す
と、関西のまみず会に思い切って
行って良かったという思いと同時
に、父に嘘を言ったことだけでな
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く、嘘の上塗りをするかのように
いちごをお土産に買って行こうと
思った自分の姑息さに情けない思
いが重なって、その記憶だけは一
気に消しゴムで消したくなるよう
な衝動に駆られます。
記憶というものは歳月と共に、
ふるいに掛けられたように網目か
ら落ちてすっかり忘れ去ってしま
うものと、いつまでもしっかり残
り続けるもののあることの不思議
さと面白さを感じます。
西谷さんの、真っすぐに手をふ
って見送ってくださった温かな姿
と共に、若かった自分を懐かしん
でいます。
三男のこと
三男の洋志は上の兄弟と少し歳
が離れています。長女とは八歳、
長男とは六歳、次男とは五歳の差
があります。転勤で浜松から東京
へ来て、洋志は番町幼稚園の年長
組に編入しました。まだ末っ子の
芳子はお腹のなかでした。幼稚園
は小学校と併設されていて小学校
の校舎と運動場を挟んで反対側に
園舎がありました。一クラスが十
二名ほどの小さなクラスです。男
の子が少ないので嬉しいですとの
園長先生の言葉でした。毎日歩い
て送り迎えをしました。区外から
電車に乗ってお母さんと一緒に通
ってくる子どもの方が多く、入園

後しばらくは帰りの時間が早いの
でその間お母さん達は近くの喫茶
店でお茶をしながら待っているよ
うでした。ラフな格好をしたお母
さんはいなくて、スーツ姿にハイ
ヒールといういで立ちです。生活
環境の違いを毎日驚きの目ですご
すことになりました。洋志はすぐ
に友達も出来て、家に呼ばれて遊
びに行くようになりました。
保育参観へ行った時のことでし
た。遊具やおもちゃで遊んでいる
様子を見ていたら、取り合いのけ
んかが始まりました。わが子では
ないのですが、男の子二人がどち
らも譲らず、おもちゃを離しませ
ん。私は驚きながらもこの二人が
どうするのかを少し離れた場所か
ら見守っていました。一人が相手
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の手に噛みつきました。噛まれた
と同時にもう一人の子どもが泣き
出しました。子どもの小さい歯は
痛い。大きな泣き声に驚いたのは
話し込んでいたお母さん二人です。
二人はそれぞれの子どもの傍へ駆
け寄り、
「離しなさい」
「やめなさい」
と、必死に二人を止めに入りまし
た。そのうちに先生がやってきま
した。先生がいらしたから二人の
お母さんはその場を離れて先生に
お任せをするのだろうと思いまし
たが、離れず必死にけんかを止め
続けました。自分だったらどうし
ただろうか。やっぱりとっさに止
めに入ったかなぁと後になって思
いました。

保育参観中に起きた喧嘩だった
ので、こんな場合、先生はどんな
対応をされるのかを見たいという
気持ちもありました。子どものけ
んかがあった後も二人のお母さん
同士は仲が良く、にこにこしてい
ましたから良かったと思いました。
夏休みに入ってわたしの体調が
悪くなり、妊娠中毒症と診断され
て即入院になりました。実家の母
が手伝いに来てくれる九月までは、
中学生の長女と喜代志さんが家の
中のことをして、乗り切ってくれ
ました。
十月の半ばに退院。私の毎日の
生活は目の回るような忙しさにな
りました。中学生、小学生、幼稚
園児、乳飲み子という年齢差のあ
る子どもたちのリズムに合わせた

毎日があっという間に過ぎていき
ます。洋志の幼稚園まで、朝は喜
代志さんが送ってくれました。
お迎えを私が行けるようになっ
たある日のこと、園庭に並んで待
っているとあるお母さんから、
「洋志君はどこを受けられたの？」
と訊かれました。何のことかわか
らずにいると、
「昨日、洋志君、幼稚園をお休み
されたので、受験日だったので
しょう？」
それを聞いてびっくりしたのは
私です。
「いえ、昨日は風邪でお休みだっ
たんです」
この時期は私立の小学校の受験
があることを私は初めて知り、た
またまその受験日に洋志が休んだ
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ので聞かれたことがわかりました。
同じクラスの子どもたちのほとん
どが私立や国立の小学校を受験す
ることが分かりました。
話を聞いてみると、早くからそ
のための塾へ行き、面接の練習な
ども親子でするとのこと。初めて
知る子どもの「お受験」の世界で
す。さらに驚いたのは、この幼稚
園に入る前にすでに私立の幼稚園
を受けた経験のある子どもたちが
ほとんどでした。三、四歳から塾
へ通って、有名な私立幼稚園を受
けるために勉強をしてきた子ども
たちです。そこを落ちてこの幼稚
園に入って来たことになります。
この小さい人たちは親の切なる
願いを一身に受けて今を生きてい
るということに私は不思議な気持

ちになりました。私はもう五人の
子どもの親になっていましたから、
この特異な場所へやってきてもこ
のぐらいのことには動じませんが、
最初の子どもだったら子育ての方
向を誤ってしまう危険があったか
もしれないと思います。
私からみてこの受験環境が特異
でも、相手からみたら全く受験に
関心のない私の方が変なお母さん
と思われていたかもしれません。
受験のことを知らない洋志も、受
験真っただ中の子どもも、幼稚園
のなかではみんな素直に遊ぶ姿を
見ることができましたから、この
幼稚園のよさは先生方のよさにあ
ったのかもしれません。それこそ
が恵まれた特異環境だったように
思います。

洋志も卒園を迎えて一年生にな
ります。入学前に身体検査と面談
がありました。
「大丈夫ですよ。自分の名前が書
ければいいです」
と、園長先生に言われて安心して
いましたが、入学後、それは大間
違いだったことを気づくのに時間
はかかりませんでした。
（つづく）
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ある日の一心寮

どれくらいの年月がかか
っただろうか、全真堂が建
てられた。
坐蒲などの棚は前室に、
式典用の備品類は天井裏に
と、あちこちにシロウトな
りの工夫が凝らされた。
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◇◇
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記

和田重正に学ぶ会 会費は 年二千円

後

http://wadashigemasa.com/

お知らせ

夏の合宿の最中ではなかったかと記
憶していますが、夕方からバケツをあ
けたようなもの凄い雷雨となりました。
連続してまばゆく光るイナビカリと家
が振動するほどの雷鳴。短時間ながら
家の中にいて怖さを覚えた雷雨でした。
その数日後、何回目かに神社に上っ
たとき、神社の右手奥にある杉の大木
の一本が、てっぺんから根元まで、も
のの見事に、きれいに真っ二つに裂け
ているのを発見しました。周りには幹
の破片が飛び散っていました。一発の
雷のなせる技でした。
境内から少し離れていたので発見が
遅れたのですが、裂けた大木はその後、
一心寮を訪れる人の新たな名所となり
ました。
ある機会で東京銀座のカガミクリス
タルショールームを訪れたとき、その
一角に二十一頁の「壺」がありました。
この作品が目にとまったとたん、私は
その容姿に胸を射貫かれた感じで足が
釘付けになりました。
『まみず』のこの写真は今観ても心と
きめきます。
平澤

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

本年度の当会研修会について
これについて計画を立て準備を進めて
きましたが、新型コロナウィルス感染症
の収束がまだ完全でないこと、対応ワク
チンが実用化に至っていないこと等を勘
案して、今回は次のように決めました。
本年度の当会研修会は中止と致します。
そのかわり、といっても前記状況の推移
をみながらですが、来年度はできれば早
めに、新芽萌えあがるころに実施したい
と思います。来年度はさらに少し期間を
おいて二回目ができれば行いたいとも考
えております。楽しみにお待ちいただけ
ればと存じます。
まだまだ不明なことの多い新型コロナ、
マスク利用や手洗いの励行だけでなく、
より体力の増進に努め、日々体調を整え
ながら、活き活きとお過ごしください。
☆ ポイント ☆
・ストレッチ（筋肉の伸縮、関節の曲げ
伸ばし）
・肺や心臓、筋肉への適宜な負荷になる
運動（体操、はや歩き散歩、ジョギン
グなど）
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