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六 貧乏救済

『白 道』 四

和田重正

社会を改造し正しい政治により貧乏をなくするこ
とは最も望ましいことであり、全ての人がそのため
に努力しなければならない。だからわれわれは、そ
の主義や方法はいろいろであっても兎に角真面目に
社会改造政治の改革のために献身してくれる人々に
は感謝と敬意を払わねばならない。
しかし、本当の貧乏を実地に体験してみると、そ
の苦痛と弊害とはもっと切羽詰まったものであるこ
とを知るだろう。改造された社会や善政の到来を待
つ余裕はないのである。今日雨が降ったら子供は学
校へ行けないし親も外出ができないのである。赤ん
坊が肺炎の症状を呈しても医者はおろか救命丸を服

ませることができず、見回しても売るものも質種も
ない。これが貧乏の実態なのである。これが刻下の
現実なのである。 ――「だから、貧乏救済にはものと
金を与えればよい」などと考える人があったらその
頭の悪さは悲しむべきものだ ――それが与えられない
のが苛酷な現実なのだから。
この現実の事態をどうすることもできずに、来る
日も来る日も苦しみ喘いでいるのが貧乏人の生活で
ある。しかし、苦しもうが悩もうが結局この現実を
どのようにか潜り抜けてきていることも事実なのだ。
それならば、たとえ物質上は満たされなくとも、ま
た苦しさは同じであっても、苦しさに圧倒されて無
気力にふさぎこんだり、またはのぼせ上がって凶暴
になったりせず、明るく笑って暮らせるなら、 ――そ
ういうコツを得させられるなら、それも貧乏救済の
一種だと言えよう。
長屋住まいを長年し、ぐるりをよく観察すると、
貧乏人の不幸の最大原因は自分が悲劇の主人公にな
りきっていて観客になる余裕を全然持っていないこ
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とだと思える。その余裕さえあれば長屋の中にも、お
かしく楽しい人情喜劇が満ちていることがわかるのだ。
そしておかめ八目、よい思案も浮かぶというものだ。
この面で貧乏人を救うのは誰の責任だろう。
宗教家の他には無い。宗教によって余裕のコツを
会得させるのが唯一ではないかも知れぬが、最も効
果的であることは疑いない。それだのに宗教家はそ
の責任を少しも果たしていないではないか。
もし、信仰は来世の運命についてのみ有効で、現
世の生活を明るくし貧乏人を救済する御利益はない
というのであれば、その宗教は迷信である。従って
そんな信仰によって来世救われるというのも嘘であ
る。正しい信仰ならば「今」救われの姿が現われる
ものだ。 ――（この救われるというのはお金が儲かる
という意味でないことは勿論である）
また、もし貧乏人に信仰を得させるのには、まず
手土産を持っていかなければ効果がないと思って躊躇
しているのだったらとんだことだ。イエス様もお釈迦様
も手土産ぶら下げてお歩きになっただろうか。自分の信

仰に自信がないから手土産でごまかそうとするのだ。
実際、宗教家が貧乏人にするところを見ていると
まるでお土産競争だ。お土産の方法は社会事業家に
任せておけばいい。宗教家は道を伝え、法を説くこ
とに専心すればいいのだ。
手土産政策 ――社会事業は、教の実践であるとかあ
るいは道を伝えるための方便であるとか言う人もあ
ろう。だが、その人はなんと不真面目な人だろう。
そういう土産政策につられて集まり、信仰らしいも
のを抱いた人の地獄行きは必定である。
地獄行きといえば近ごろ、宗教家のおこたりに乗
じて、長屋社会にも奇妙なものが流行ってきた。 ×
会
×○○教団などと言うものである。あれはもちろ
ん宗教では無い。宗教というのは天国や極楽へ人を
導くのだが、それらは餓鬼道へ導くのだから。
しかし、貧乏人は餓鬼道へでも逃れて行きたいほ
どの焦熱地獄にいるのだということをその流行によ
って知り得るだろう。
宗教家はなぜ長屋大衆を救おうとしないのだろう。
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二四・九・一

金持ちの信心遊びや仏いじりの道楽に奉仕せよとバ
イブルにもお経にも書いてあるのかしら。インテリで
なければ信仰は得られないと書いてあるのかしら。ル
ンペンとパン ガールが天国にいちばん近いものな
のだろうか。派手なことに興味を持っていては駄目だ。
とにかく、長屋大衆すなわち健全なる貧乏人大衆
の救済を今の宗教家は忘れている。
ルンペンやパン ガールに奉仕することは篤信の
社会人業界に委し、金持ちやインテリは求めて来る
のを迎えてやれば良い。そして、宗教家は長屋社会
を尋ねるべきだ。そこへ行くにはビスケットもバタ
ーもいらない。燃ゆる信仰を已み難い言葉に乗せて
吐き出しさえすればよいのだ。

若いモクさん
（モクさんとは乞食のこと）

近頃小田原には若いモクさんが二人いるが、いず
れも人をして嫌悪の情を起こさせる種類のものでは

なく寧ろ何となく好意を感じさせる人たちである。
その一

く

子供たちが「大将さん」と呼んでいる三十歳乃至
四十歳くらいと推定される筋肉質の実に堂々たる体
格の男性である。はだけた胸に盛り上がる隆々たる
肉塊。腹筋は拳を並べた如くゴツ と隆起してその
素晴らしい弾力を示している。顔の半分を覆う頬ひ
げと手入れの悪い由井正雪風のザンギリ髪との間に
のぞく顔は目鼻立ちも整い皮膚の色艶も漁師のそれ
でなく、赤味さす健康なるスポーツマンの如くであ
る。而も眼は憂いなく、邪気なく、あくまで柔和に
澄んでいる。
もし彼が腐ったようなボロ布を体に巻きつけてい
なかったら、おそらく彼がモクさんであることには
気がつく人はあるまい。それどころか人はきっと彼
を何か特殊な修業を積んだ非凡な人物だと思って尊
敬の念を抱くに違いない。
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普通乞食というものは、町中を歩くときにはあた
りをキョロ 見回しながらノソ とあてもなくさ
まようのが定まり型であるが、彼がその定型に従っ
ているのは見たことがない。胸を張り、笑みを含ん
だ顔を前方に向けたまま急ぐでもなく緩むでもなく
着実に大地を踏みしめ一歩一歩運んで来るのである。
ゴミ箱のところへ来ると何のためらいもなくサッと
蓋を開け、取るべきものを取り、捨てるべきものを
捨て、実にテキパキと処理して前と同じ姿勢、同じ
歩調で前進して行くのだ。また彼が休んでいるのを
時々見かけるが当たり前のモクさんのような無気力
な恰好をしていたことがない。道端の石の上に腰か
け上半身は真っ直ぐに伸ばして相変わらず笑みを含
んで前方を見ている。子どもが揶揄おうが、目の前
を人が通ろうがその姿勢を崩さないで自若として安
んじている。
夕方の駅前などで色褪せた木の葉のようなサラリー
マンが散らかっている中を大将さんが大きな空鑵を左
腕に支え、変わらぬ自己の歩調で悠々とやってくるの

を見ると私は変な錯覚を起こすのが常である。 ――無
人島にただ一人の人間が上陸してきた、などと。 ――
彼がどうしてモクさんになったのかは知らないが、
噂によると何か精神上に欠陥があるのだそうだ。た
ぶん戦争に行って気が変になったのだろうというこ
とだ。だが、私はそれは聞き違いのような気がする。
「戦争に行って正気になってしまった」という方が
本当かもしれないという気がしてならないのである。
その二

これは可憐なる乙女のモクさんの話である。年の
頃十八か二十くらいの体格のいい、極めて健康そう
な娘さん。一年ほど前から漂然と町に現われ、初め
ねぐら
は谷津のガード下を 塒 としていたが最近は警察の留
置場裏あたりでよく見かける。あの辺に寝るところ
を見つけたらしい。
この娘モクさんも前の男モクさんと同様、ボロボ
ロを纏いつけていなければ一寸わからないだろう、
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と思われるほど当たり前の感じである。乞食らしい
卑しさ、穢らわしさがない。ただ大将さんと比べて
違う点は、よく肥えて血色もよいのにかかわらず、
いつも極度に憂鬱な表情をしていることである。濁
りのない清潔な眼ではあるが雪もよいの空の下で底
なしの古井戸を覗くような重く苦しい色をたたえて
いる。若い娘がこれまでになるにはどんな悲しいと
ころを通ってきたのだろう。無理もないことだ。
それはとにかくこのミス・モクは滅多に歩いてい
たことがなく大抵道端やゴミ溜に坐り込んでいるか
寝転んでいるのである。誰も彼女の声を聞いたこと
がない。それほど無気力なのだ。
ところが先日、私は彼女が市電の線路内の草をむ
しっているのを発見したのである。その様子を一見
して、いたずらに草をむしっているのではなく、一
つの労働としてやっているのだと直感したので私は
ある強い期待を抱いて立ち止まってみると、彼女は
いつもと変わらぬ表情でもの憂げにボツ と草を抜
いている。ちょっと期待はずれの気がしたが、とに

かく結構なことである。勿論自発的にやっているの
ではなく誰かに勧められて始めたのであろうが、よ
い指導をしてくれる人があるものだとありがたく思
ってその場を立ち去ったのである。
それから数日後、キティー台風の翌日のことだっ
た。警察の裏を通りかかると私は今度こそ意外な光
景を見たのである。いや意外ではない。驚嘆の場面
に出会したのである。 ――彼女が二匹のきれいな仔猫
と遊んでいるのである。誰かから貰ったらしい配給
のコッペパンを片手に持ち、実に美しく笑っている
のだ。そして、澄んだ優しい声を出して、
「サッ、あそんでおくれ、これあげるよ、もっとあ
そんでおくれ」
ちょうど通り合わせたどこかの奥さん風の人もしば
らくこの光景を眺めていたが、やがて私の方を向いて、
「人には見せられない笑顔を、仔猫には見せられる
んですね」
と言ったが、その人の目には涙が溜まっていた。

二四・九・三
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都会人

く

日盛りの小田原駅前通りを明らかに恋人同士と見
受けられる二十歳前後の男女がお堀の方に向かって
歩いていた。服装からいえば、男は淡鼠色のズボン
に白の開襟シャツ、赤靴を履き、ノーハットの頭は
きちんと七・三に分けているし、女は垢抜けのした
ピンクの上着に白のスカート、靴は白だが、何とい
うのか近頃誰でも履いているあの爪先の見えるタス
キ掛けのようなやつ。こういうごくありふれた装束
である。そして両人共皮膚の色にも変わったところ
がない。それにも拘わらず、一見してこの二人はお
らが村から大都会へ出てきた人のように感じられる。
実に浮き と楽しげなのである。開放の喜びを全身
から溢れさせているのだ。私は彼らより五メートル
も後れてこの明るい情景を楽しみながら同じ方向に
歩いて行った。
少し行くと男は女からつっと離れて道端のアイス

キャンディの箱の前に立ったと思うと白と桃色のキ
ャンディを両手に一本ずつ持って女のところへ帰っ
てきた。そしてこぼるる程の幸福を桃色の一本に托
して黙って差し出したのである。ところが女は羞ず
かしがって受け取ろうとしない。男は白い方を頬張っ
てみせながら尚も桃色を女に持たせようとしている。
ここまでは無言劇だったようである。ところが丁
度私が彼の争っている傍を通り過ぎようとしたとき、
男が、やさしい、そして晴れやかな声でこう言った
のを聞いた。
「都会人は歩きながら食うもんだ」
私はこの純真な、とても可愛らしい若人たちがい
じらしくなって、振り返ることも出来ず事件の結末
は見届けなかった。

く

われ も、これが文化的だ、進歩的だ、民主的だ
などと無邪気に思い込んで澄ましていることが沢山
あろう。

二四・八・一九
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渋 い 話

白い杖

口の中をエゴくする柿の渋は湯に入れてもドライアイスで処理
しても抜けるし、アルコールや米糠でもよいという。それは、
渋はあくまで渋い物質なのではなく特定の状態のときだけ渋さ
を発揮する不安定な物質だということだろう。
人間のエゴも柿の渋のようなものだ、何かの刺激で凝固して無
害になるし、人間が熟すると渋さが無くなってしまう。
因み に柿 の甘 さは 渋の 変化 した もの だと 思っ ている人 が多いが 、
この錯覚も何かに似ていて面白い。

うみ

アタマのママと
ココロのママ

4

和田重正
今、私のぐるりには幼児を持っ
たお母さんがたくさんいます。そ
の中には自分の娘たちも数人いま
すが準娘みたいな人たちも幾人か
あります。その連中が毎日入れ代
わり立ち代わり子ども連れでやっ
て来ますし、また私も別段の用事
がなくても時々その人たちの家ヘ
ブラリと行ったりしますので、そ
ういう人たちのお母さんぶりを自
然観察することになります。
ここに取り上げるのもその中の
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二人なのですが、この二人は年齢
が殆ど同じであるばかりでなく、
子どもの数もそれぞれ三人、しか
もその三人の子どもの年齢と性別
まで大体同じであるのに、そのお
母さんぶりが対照的なのです。
お母さんぶりの違いが子どもた
ちにどんなこととなって現われる
か、観察結果を報告してみたいと
思うのです。と言っても内容は極
めて常識的なことで何もめずらし
い現象や理屈があるわけではあり
ません。ただあまりに鮮やかな対
照的実例なので取り上げる価値が
あると思うのです。
二人を仮にＮとＫとします。
Ｎはどちらかと言うと、ややイ
ンテリ型で「教育」をいつも気に

している。
Ｋはいわば庶民型で「教育」に
はあまり自信がない。
両方共、人の出入りの多い忙し
い家庭の主婦ですが、子どもに対
する態度の相違が極端に現われる
のは、来客が大勢あってお母さん
が応対に走り廻っているとき ――
そういうときに限って子どもはお
母さんに何か言いたがるものです
が ――
「お母さん、お母さん」
といって子どもたちに後を追われ
るような場合です。
Ｎは何回呼ばれても知らん顔し
ています。そして十回目か二十回
目ぐらいになるとはじめて反応を
示します。
「うるさいわね！」

と。
それに引き替え、Ｋはどんなに
忙しいときでも、
「お母さん」
と、言われれば、
「なあに？、あとでね」
と、受け答えてやります。それを
何回でも平気で繰りかえして、決
して「うるさいわね」と棘のある
拒絶文句は吐きません。
これだけ聞いただけで、大てい
の人はこの二人のお母さんの子ど
もたちの顔貌が浮かんで来るだろ
うと思います。
そうです。御想像の通りです。
Ｋの子たちはまことにゆったりと
素直でおとなしく、三人とも健康
も申し分なしです。一口に言えば、
、っ
、と
、り
、、という感じで、何も取
お
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り立てて言うところがありません。
兄弟喧嘩もまことにのびやかに、
そしてアッサリしています。です
から二人のお母さんと言っても、
こちらのことはあまり言うことが
なく、これから述べるのは主とし
てＮについてということになりま
す。
大体二歳から三歳ぐらいの子ど
もは、可愛いから誰でもダッコし
たくなります。しかし大ていの子
はよその人に、
「ダッコ」といって
手を出されると逃げ出して抱かれ
てくれないものです。ところがこ
のＫの子たちは平気で抱かれます。
抵抗しようとはしません。現在二
歳位の一番下の男の子などは、誰
のもとめにでも全く無抵抗で二コ
リともせずに応じてくれるのです。

その態度が実に鷹揚なので私はこ
の子のことを「ゴーケツさん」と
呼んでいるほどです。
一方Ｎの子たちはどうでしょう。
それが大へんなちがいです。パパ
・ママ・オバーチャン以外の人が
「ダッコ」といって手を出すと真
剣な顔をして逃げます。無理につ
かまえると、人さらいにでもさら
われるような声を出してのがれよ
うとしてもがきます。
そんなことは別段問題ではあり
ませんが、問題なのはＮの長男Ｓ
の精神状態です。
Ｓが幼稚園に入り母親のＮが参
観に行ってはじめて気がついたの
ですが、他の子どもたちが一生懸
命に折り紙を折っているのに、Ｓ
はお母さんの方を振り返ったり、

隣近所の子の様子をキョロキョロ
見まわしたりして、自分の仕事を
全然やろうとしないのです。驚い
て幼稚園の先生にきいてみると、
Ｓはいつもそうだという話です。
Ｎは驚いて、それから時々、
「ひとのことなど気にしないで、
自分のすることをすればいいの
よ」
と、言いきかせますが一向ききめ
がありません。そのうち小学校に
入りましたが、授業参観に行って
みると相変わらずキョロキョロし
て、たえず先生の目を気にし、隣
近所の子どもたちの様子にばかり
気をとられて、自分の勉強には全
く心が向いていないのです。受持
の先生に相談しても、
「どうしたらいいでしょう」
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と、心配しておられるということ
です。
Ｓは、平生の生活の様子からみ
ると、知能は決して低い方ではな
いという感じがするのですが、教
室のあの様子では、きっと学業成
績は悪いに違いないと親たちは心
配していました。一年の一学期二
学期の通知簿を見ると、思ったほ
どではなく全体としては中の上と
いうところですが、受持の先生の
お話では算数のできがよくないと
いうことでした。
もう一つこの子について気にな
ることは、食べ物でもおもちゃで
も、弟や妹が自分の持っている以
上のものを貰うとがまんがならな
いという性質です。その反対のと
きは全く気にならないのですから

要するに欲張りなのです。そのも
のを食べたい、使いたい、という
のではなく所有したい、というと
ころに欲望の重点があるのです。
食べ物でも、何かめずらしい物が
出て来るとお腹がいっぱいでも無
理にでも詰め込みます。見ている
とまるで、
「食べなきゃ損だ」と思
っているようです。ともかくこの
子は浅ましいほどに物を貪るので
す。
母親のＮは時々私にこの子のこ
とを相談しますが、私は、
「母親の愛情に飢えているんだね」
と答えるより他ありませんでした。
Ｎも、
「そう言われれば、そうかも知れ
ませんわ。つい下の子たちに気
が行ってしまって、お兄ちゃん

に冷たく当たることになってい
るかも知れませんね」
と、大いに反省して、昨年の秋頃
からつとめてＳに愛情を注ぐよう
にして来たようです。
するとその頃からＳの表情がい
くらか変わってきました。それま
でのなんとなく人の目を盗み見る
ような落ちつきのない目つきが、
かなり子どもらしい無警戒の目で
人を直視するようになってきまし
た。
その頃 ――昨年の暮れ頃です。
誰も予期しない現象が起こりはじ
めました。Ｓがメンコに熱中しは
じめたのです。その熱中し方とい
ったら「メンコに憑かれた」とい
うより他ない有様です。
学校から帰るとカバンを家の中
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まで持って来るのも惜しんで庭に
置いたまま近所の友だちと何処か
へ消えてしまって、暗くなるまで
熱戦を繰りひろげているらしいの
です。
寝ても覚めてもメンコのことば
かり考えているようです。丸い物
を見ると、
「これメンコになるかなあ」
と、言ったりします。
ある時パパが、よその子と戦っ
ているＳを見てこう言ったそうで
す。
「Ｓちゃん、片手にメンコを沢山
持ちながら、もう片方の手でメ
ンコするんじゃ勝てないよ。手
に持っているのを全部置いて、
両手を自由に使って、 ‥ ‥メン
コのときはメンコだけやればい

いんだ、邪魔物はみんな捨てて
やるんだ」
これを聞いてＳは、
「そうか」
と、言ってからしばらくして、
「メンコは、どんなかっこうして
やってもいいんだね」
と、叫んだそうです。
そしてそれから自分独特のフォ
ームを編み出して急に強くなって、
あたり近所の強敵を悉く薙ぎ倒し
て覇をとなえるということになっ
たのですが、この時には一つの開
眼があったと言えるでしょう。型
のとらわれを破って自由を得たと
いうことでしょうか。
このことがあってからＳの生活
は活気と自信に満ちたものになり
ました。誰の目でも真直ぐに見て、

ものを言うようになりました。
それより面白いことに、算数が
急に得意になってしまったのです。
学校では三学期には二桁の引き算
を習うのだそうですが、教室でい
つも一番先に手を挙げて正しく答
えるようになったというのです。
それは毎日のメンコの勝ち負けを
正確に計算し、誰は何枚持ってい
て、自分のは何枚だから何枚自分
の方が多い、という計算を絶えず
暗算でする必要があるから自然に
計算の仕方を会得してしまったの
だというのです。
この子はあまりに強くなってし
まって相手がいなくなったので、
毎日相手をさがすのに骨を折って
いるようですが、近頃は友だちに
何枚か貸して、はじめ十枚とか十

- 12 -

五枚とか負けておいて、それから
本気を出して全部取りかえす、と
いう遊び方を憶えたということで
す。
ともかくこの二、三ヶ月メンコ
に夢中になって過ごしたＳは、先
日、パパに向かってフト、
「メンコってなあＩに？」
と、洩らしたそうです。パパは驚
いて、
「ええっ？」
と言うと、
「だって、こんなに取ったって、
これなんにもならないもん」
と、言うのだそうです。
「そうだね、売れるわけじゃない
しねえ」
ととパパも困って言うと、Ｓは、
「どうしてだか、それでもボクい

くらでも勝ちたいんだ」
ことなく平和に平凡に暮らすでし
と、自分の気持を言って自分で不 ょうが、Ｎの子たちはいろいろ苦
思議がってていたということです。 しみを多く経験するでしょう。し
Ｓはとうとうメンコに熱中して、 かしその苦しみによって、より積
メンコ哲学にまで思い到ったので 極的な生涯を切り拓いて行くかも
すね。
知れません。
ともかく子どもたちは将来どう
なるか、従ってＫとＮとのうち、
母親として本当はどちらが勝って
いるかは軽率な判断はできません。
が、ただこれだけのことは言える
と思います。 ――二人とも子ども
たちが幸せに育ってくれることを
願っているという点では甲乙はな
いと思いますが、Ｋはいつでも現
、実
、に即応した行動をとるタ
在の事
イプだが、Ｎは、今の事実よりも
アタマで常に何かを描いて、その
描いたものを目当てに行動するタ
話がメンコの功徳の方へ行って
しまいましたが、母親ＫとＮの話
に戻りますと、この二人の母親の
各々三人の子どもたちのうち、ど
ちらが将来幸福になり、どちらが
世の中の役に立つ人物になるかは
わかりません。それは、子どもの
精神の発達はもちろん母親の影響
ばかりではなく父親やその他いろ
いろな人や環境によって違って来
るものだからです。
Ｋの子たちは大きな野望を抱く
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イプなのだと思います。
それは言い換えると、Ｋは自分
の心をいつも相手に真正面に向け
て応対するが、Ｎは心を自分のア
タマに描いたもの（たとえば教育
の理屈）に向けているので相手の
心にピタリと立ち向かわないのだ
と思います。
この差違は重大です。相手に満
足と安らぎを与えるか、もの足り
なさや淋しさを与えるかをきめま
す。その相手は必ずしも子どもと
は限りません。夫その他の人の場
合も同様です。人と人との間の信
頼とか愛情などまで支配して、人
間関係の平和をも左右するでしょ
う。
相手に真正面に向かっている心
のことをマゴコロというのだとし

たら、母親というものはどちらか
と言えばＮよりＫのタイプの方が
望ましい気がします。
ま みず 第七 巻 第四号
昭和四十七年 四月号

版画 村木 義一
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捨 て 身

白い杖

捨て身ほどよい生き方はない。すべてのよいことは、その中に
ある。だが、捨て身とは血相を変えて立ち向かうことではない。
ま む

相手に真向かいになることだ。覚悟も決心もいらない。
親は子に、子は親に、先生は生徒に、生徒は先生に、花に雲に
山に、そして勉強に仕事に遊びに ――すべての出会う事物に心を
真っ正面に向けて全開することだ。対象の正邪、好悪、大小を論
ぜず、それができれば、もう何も言うところはないのだが。

うみ

和田重正

「 母の日」に思うこと

5

五月には「母の日」があります。
母のある人は赤いカーネーション、
ない人は白のカーネーションを胸
につけて、母を思い、母に感謝を
捧げる日なのだそうです。アメリ
カから流行ってきたことだそうで
すが、日本にもずいぶん行きわた
ったものだと感心します。
おくればせながら「父の日」を
つくってみてもいっこうに盛んに
ならず、そんな日があることさえ
知らない人も沢山いるほどです。
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16

やはり子どもにとって父と母とは
かなり違うものだからでしょうか。
ではどういう点に違いがあるので
しょう。
それは感謝の気持の深さの違い
だと簡単には言えないような気が
します。私はむしろ親しみとなつ
かしさの違いではないかと思いま
す。或いはその他に ――殊に成長
した子どもたちにとっては ――思
いやりの情の違いも加わっている
のかも知れません。強い父に対す
るより、か弱い母の苦労に対する
同情や申訳なさの方が強いのは当
然だからです。この同情や申訳な
さは時には感謝ともなるのかも知
れないと思います。
全く母という役割は引き合わな
い役割だと思います。父でもそう

ですが、母は殊更、なんのために
こんな苦労をしなければならない
のだろう、とわが子をながめ、つ
くづく思わされることがあるよう
です。
子どもが少し大きくなって、中
学や高校へでも行くようになると、
まるで親を親とも思わず自分勝手
な振舞いをしたり、たとえ悪いこ
とはしなくても心で離れ、逆らっ
て、何を考えているのかわからな
いような子どもになったりしてし
まいます。親はハラハラして、ご
きげんをとりながら近づこうとし
ますが、子どもは益々そっぽを向
いてしまいます。そういう傾向が
進んで行くと、親はもうくやしく
なってしまいます。
「勝手にしなさい！」

と、言いたくなります。もっと子
どもの気持が悪化して、
「お母さんて大きらい。うるさい
ったらありゃしない。自分勝手
でわたしたちの人格なんか全然
認めてくれないんだもの」
と、口に出して言うほどになると、
親の方もほんとうに、
「そんなわからずやならどうでも
勝手になさい！」
と、口に出して言ってしまうこと
もあります。
ところがもっと口惜しいことに、
口で「勝手にしなさい」と言って
おきながら、心では勝手にされた
ら大変だと思っています。本当に
勝手にしろ、と突っぱねることの
できる親はまずありません。そこ
のところを子どもはよく承知して
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いて、わざと親を困らせます。親
は、子どもが親のそのような弱味
を知って安心してつけ上がってい
ることを知りながら、どうするこ
ともできないでいます。
全く子どもというものは親を残
酷な目に会わせることができるも
のです。親の身になってみれば、
こんなくやしいことはありません。
そしてこんな思いをしながら、子
を突き放すことのできない母親と
いうものは、なんと引き合わない
役柄だろう、とつくづく思わない
でいられません。
しかし世の中にはそんな親子ば
かりではありません。まことに和
やかな幸福な親子もたくさんあり
ます。
母を思い、母に感謝を捧げる日

く

ときめられた「母の日」は、和や
かな親子関係にある子どもと、悲
しい親子関係にある子どもと、ど
ちらに大きな意味をもたらすでし
ょうか。
むろん、和気あい とした中で、
「おかあさん、ありがとう」
と素直に言えることは有難いに違
いありません。しかし、それはそ
れだけに過ぎませんし、それでい
いのでしょう。
ところが、母に叛き、母を悲し
ませている子にとって「母の日」
は心の痛む日でしょう。いや、心
の痛む日になり得るのだと思いま
、ん
、からバカな子は痛み
す。 ――し
も何も感じないでしょうが、大て
いの親不孝者は「母の日」を意識
すれば、心の痛みにならないわけ

にはいかないと思います。
「どうしてうちのお母さんは、子
どもを理解してくれないで、しょ
っちゅううるさく小言ばかり言う
んだろう。こんなお母さんに感謝
しろ、と言ったって無理じゃない
ふしよう
かしら」という「不 肖の母」を
持った嘆きから、
「でもこんな冷た
い親子の間柄になったのはお母さ
んばかりが悪いのではないかも知
れない。自分の心の中に、必要以
上にお母さんに逆らいたい何かが
ひそんでいるような気がする。こ
の、どうにもならないような気持
ちの正体は何なのだろう」という
内省に進んで行くかも知れません。
くせもの
そして、心の中のその曲 者が、
自分のぜいたく過ぎる要求であり、
その要求の起こる基盤は親への幼
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、え
、である、ということに 欲に合わせたものに作り上げて行
児的な甘
気がつくこともあり得るでしょう。 こうとします。不自然な親の要求
、の
、ち
、は反撥すること
母のほうでも、
「母の日」に子ど に子どものい
もが反抗的であったら、自分は「ア になるのでしょう。そのような知
タマのママ」なのではないかしら、 識や、自分の欲を通さずに、直下
ま む
ほんとうに子どもに真向かいにな に子どもに心を向けたらば、子ど
っていないのではないかしら、と も自身が何を求め、どのように成
反省する機会にもなることでしょ 長したがっているのかを感じ取る
う。そして知らぬ間に成長したわ ことができるでしょう。子どもは
、物
、をあらためて見直すこ 本心から悪くなろうと願っている
が子の実
とになるかも知れません。
ものではありません。みんなよく
書物や講演から得た心理学や教 なりたいのですがそれがうまく行
なま
育学の生の知識は、実物の子ども かないだけです。むずかしい理屈
を見る目を狂わせます。更にもっ はないと思います。
と大きく目を狂わすものは、世間
体や親自身の都合の考慮などです。 「母の日」には、大人が仕組んだ、
これらの夾雑物が親の心にあれば 孝行ゴッコや感謝ゴッコを盛大に
子どものほんとうの姿は見えなく するのも悪いことでありませんが、
なります。そして子どもを自分の それよりもっと有効なのは、子と

母と双方に反省のキッカケを与え
るような工夫を大きな規模でする
ことだと思います。
それには「子も親も反省すべし」
とお役人好みの教訓を垂れるので
なく、もっと人情味あるやり方が
工夫されなければなりません。例
えば、子どもが親に（感謝ではな
く）深いなつかしさを感じるのが
自然の情であって、もしそれを感
じないならば、どこかに狂いがあ
るのだ。またなつかしさを感じて
いても、その感じをそのままに表
現できないならばそれは何か正常
でない妨げがあるからである、と
いうことをハッキリと知らせ、そ
の狂いや妨げがどんなものであり
得るかを挙げて、母の方にも、子
について嘆きがあるならば、それ
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は自分に何か間違いがあるためで
はないか、と気づかせ、その間違
いがどんなものであり得るかを具
体的に示して反省の手がかりとする。
このような方針で、
「母の日」を
期して大規模な社会教育活動を展
開するのが望ましいと思います。
折角「母の日」が普及したのです
から、ただ「お母さま、ありがと
うございます」と芝居がかったジ
ェスチュアーをするだけでなく、
この機会を活用して、母も子も母
子のあり方について具体的に反省
をする日にしたいものだと思いま
す。そしてその日を有意義にする
ために国も自治体も学校も有力な
マス・コミ機関を通じて大いに努
力をしてもらいたいと思います。
以上は毎年「母の日」が来る度

に考えることですが、その度に気
にかかることがもう二つあります。
一つは、母のいない少年少女に
ついてです。白いカーネーション
を胸につけなければならない子は
どんな悲しみを味わうだろうか、
という心配です。幼い時に母を失
った私は、母のない子が日頃どん
な悲しみに堪えて生きているか、
それがどんな時に堪え切れなくな
るかをよく知っているのです。昔
は「母の日」がなかったからよか
ったが、今の子は一年に一度、雲
の中に消えようか、地の底にもぐ
り込もうか、と思うようなやり場
のない悲しみを味わわされている
のでしょう。その子らを、その日
には人声の聞こえない山奥へでも
連れて行ってあげることができな

いだろうかと思います。
「母の日」に思うもう一つは、
「感
謝」ということについてです。
「母の日」は母に感謝する日だと
なっていますが、感謝ということ
ばをそれほど安易に使ってよいも
のかどうか気にかかるのです。自
分が非常に感謝の念の乏しい人間
であるために思うのかも知れませ
んが、ほんとの有難い、という気
なまやさ
持は生 易しいものではないよう
な気がするのです。
普通われわれが有難い、という
のは期待しない恵みや救いに出会
ったときに使うことばです。
誰でも毎日何回か使っています。
しかしよく自分の気持を反省して
みると、ほんとに感謝と言えるよ
うな純粋な気持で言っているでし
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ょうか。私はいつもありがたいと
言いながら自分の心を省みて、ほ
んとうにひとの親切を手放しでよ
ろこんでいるのではなく、もっと
いやしいと言うか、人のわるい意
味でよろこんでいることを感じる
のです。つまりひとの温かい心を
無邪気によろこぶことができない
で極端な表現をすれば「シメタ」
という甚だ品のよくない自分本位
の受け取り方をしていることが多
いのです。それでは感謝している
とは言えません。
感謝とは（言葉の使い方を勝手
に限定するようですが）
、小さな自
分の欲の立場から起こる念ではな
くて、自分と相手との一体感から
出る最も深い悦びの感情ではない
かと思います。そして感謝とはそ

のような受け身の感情に止まらな
いで、更に相手の温情に報いたい
という願望も当然伴うものだと思
うのです。
感謝とはもしそういうものだと
したら、それは大変、高級な感情
であって普通の人にはそう簡単に
体験できるものではないのではな
いかと思うのです。
「母の日」に母に感謝しましょう、
ということは感謝を高遠な理想と
かか
して揚げよう、という意味なら理
解できなくもありませんが、
「お母
たた
さんありがとう」と言って肩を叩
いたりお手伝いしたり、花束を贈
ったりすることで「感謝」をした
と思わせるのはどうかと思うので
す。
そういう無理をせずに「母の日」

は、母をなつかしみ、母に親しむ
日ときめた方が実際的ではないか
と、いつもいつも思います。

ま みず 第七 巻 第五号

昭和四十七年 五月号
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何でも語ろう・人生座談会

人生の出発点
出席者（発言順）
瀧 久和
伊藤恵子
和田重正
日時 昭四十七・十・十七
場所 小田原はじめ塾
司会 編集部（中山）

司会 今日の座談会は、一月号に
ふさわしく、
「人生の出発点」とい
うことで、若い方々と和田先生と
で話しあっていただきたいと思い
ます。人生の出発点というからに
は、最も確実な処に立たなければ

なりませんし、また正しい方向で
大学の三年になるぐらいまでは、
なければなりません。丁度、お二 それ程切実な問題ではなかったん
人とも、学業を終えて社会に出よ ですが、就職試験を受けるような
うとする方々です。考えること、 時期になって、自分が何をしたら
悩まれることも多いでしょう。率 よいか、何も分かっていないこと
直に自分自身をここに投げだして に気づき、すっかり狼狽してしま
みてほしいと思います。
って、それから大分長い期間、悩
では瀧さんから話してください。 んでいました。
そんな時のある日、校門に入っ
私たち若者の問題
た拍子にフッと、司法試験を受け
て弁護士になろうと思ったわけな
んです。
司会 誰かに前にすすめられたこ
とがあるんですか。
瀧 僕は経済学部でしたから、そ
んなことを思ったこともなかった
んです。でも、フッとそう思った
ときはものすごく嬉しくなって、
その日は一日中、興奮していました。
瀧 いま僕が、最も痛切に感じて
いる問題というのは、自分の生命
力を最高に発揮する道は何か、と
いうことなんです。具体的に話し
ますと、この春（四八年）
、東大を
卒業して僕は今、浪人生活をして
いるんですが、それは司法試験を
受けようと思ってなんです。
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司法試験はすごく難しいんで、
合格するには、一年間は禁欲的な
生活で猛勉強しないといけないん
です。ところが段々、それにも疑
問が出てきて ‥ ‥。他に自分のや
りたいことがいろいろあることに
気付いてくるんです。そしてこん
な態度では、到底受からないと分
かっているのに、いつも司法試験
が気になっているのに、それに浸
ることができないんです。いろん
な気持が同じように強いんです。
司会 弁護士になろうという気持
の外に、何をやりたいんですか。
瀧 最近は、特にネホサの活動（日
本の国を世界の福祉のために捧げ
るという理想をかかげることによ
って、核や公害の人類危機を回避
するという運動 □ □ 編集部註）

に強く共感するようになってそう
いった活動をやりたいと、 ――こ
れもフッとそう思いついたのです
が、上智大学に立派な先生がいら
っしゃるんで、その大学院で平和
の研究をやってみたいな ――とい
う気持が強くなってきているんです。
そんなわけで、自分の気持ちが
二転三転しているんですが、それ
は、いのちの願いというのか、自
分の一番核心にあるものの回りに、
幾重にもいろんな殼がかぷさって
いるためではないか、そのために、
生命力を発揮する道が分からない
んではないか ‥ ‥と思うんです。
長い間、和田先生に接したり、
『ま
みず』を読んで学んできているん
ですが、それも、ただ引きずられ
ているんではないか、アヤツリ人

形みたいに動かされているのにす
ぎないのではないか、本心でそう
いう生き方に共感しているのでは
ないのではないかと、非常に実感
するんです。
今はもう、そういう殼、本心で
ないものをキッパリ捨ててしまっ
て、考えは浅くても、僕が今実感
するままに生きていきたいという
気持でいるんです。
司会 よく分かりますね、和田先
生に何故接しておられるのか、そ
こが問題ですね。それは後にして、
伊藤さんの話を聞きましょう。
伊藤 私の問題も結局、瀧さんと
同じだと思うんですけど、『まみず』
を読みはじめたのは今年になって
からですけど、和田先生を知った
のは中学生のとき『葦かびの萠え
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いずるごとく』を読んでからです
から大分になるんです。その時は、
無条件に感動して、それから二、
三年というものは、あの本を心の
支えとして励んだようです。
でも高校に入って、大学受験か
就職か、自分の進路をどうするか、
というころになって、
『葦かびの萠
えいずるごとく』から遠のくよう
になったと思います。家庭の事情
で、大学なら国立しか行けなかっ
たし、国立にはガリ勉をしなけれ
ばならない、かと言って会社にお
勤めするというのも納得できなか
ったのです。
司会 それは何故ですか。
伊藤 若いころに何か打ちこめる
もの、夢中になれるものを見つけ
て、それを一所懸命にやりたい、

そういうものがけなればならない
と思っていたのです。でも自分に
は何もそういうものはないし、周
りの友だちにも、そういうことで
自分に満足している人というのは
いませんでした。
それで、自分もふくめて、これ
だけ多勢の人がそうなんだから、
これは何か社会的なことに原因が
あるのではないかと思ったり、散
々悩みました。結局、卒業の年は
大学に入れず区役所に勤めること
になって、翌年、家のほうも許し
てくれて津田に入ることができま
した。
司会 津田を選んだのはなぜなの？
伊藤 高校の時から、先ほどお話
した問題をもっていたものですか
ら、社会学専門の学部は無かった

のですが、そういう傾向の勉強が
できるということで入ったのです。
ところが、大学一年の時に、社
会学の概論的な講義をずっと聞い
たのですが、自分もひとも、そう
いう不満足になってしまっている
という社会的情況にあるというこ
とが、ますます明らかになってく
るばかりで、社会学というのは、
さっぱり自分の助けにならないと
いうことが分かったのです。（笑い）
司会 学問というものは、昔も今
も、そういう意味では、変わりま
せんね。
伊藤 昔の若い方（笑い）も同じ
問題で悩んでいたのでしょうが、
今の若い人とは、そのいる社会的
な情況が違うのではないかと強く
感じるのですけど、いわゆる今日
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は情報過剰で、余計悩みは多いの
ではないかと思うのです。
司会 悩みの深さはそんなに違わ
ないと思うけど ‥ ‥。どうでしょ
うか、和田先生。
最も確かなこと
和田 今の瀧君と伊藤さんの問題
に私はどういうふうに答えるか、
というよりも、自分はこんなふう
に思っているということを言いま
しょう。まず「自分が何をしたい
のか、分からない」でいるという
のはね、自分の価値の標準がはっ
きりしていないからなのだと思い
ます。当然のことだけどね。
じゃあ、価値の標準というのは、
どうやったら決められるか、どう

いう標準をもってきたらよいか、
ということになると思うのですが、
それを決める前に、もう一つ大事
なことを考えなければならないこ
とがある。
例えば瀧君の場合、弁護士の試
験を受けるということ、これはい
いと思い、今でもそれをいいと思
う気持が無くなっていないわけで
すね。しかし、そこに、どうもそ
れを邪魔するような別の欲求があ
ると滝君は思っている。だけど、
滝君が自分が弁護士になろうと思
った時、それは一体、自分のどん
な欲求を満足させられると考えて
いたのかな。そういうふうに自分が
「何故、そういうことを欲するのか」
をつきつめてみることが一番大事な
ことではないかと思いますね。

司会 私たちは、他に本心を探し
てしまうんですね。
和田 そこのところで我々は、い
つでも自分をゴマカすんですね。
まあこれは私自身の経験を言って
いるのですが、 ――自分は非常に
道徳的な考え方、高尚な欲求から、
これをしようとしているんだと評
価したいんですね。だけどね、そ
れが本心かと言うと、もっと本心
がある、その隠れた本心というも
のは、それをそのまま認めるとい
うことは、自分の意識の上では耐
えがたいほど、軽蔑されるべき欲
求・欲望なんですね。自分は道徳
的な人間なのだと思いたい、思っ
ているということが、それほど強
いため、事実をゴマカし、ゴッチ
ャにしてしまっていますね。
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だから私は、恥も外聞もいらな
いと思う。本当に自分が欲しいの
はこれなんだ、ということを嘘、
偽りなく認めるということがね、
一番大事だと思うんですね。そし
て、それから先をどう判断するか
は、次の問題なんですね。
司会 まず、事実を認めることな
んです。そこが自分にとって、一
番確かなことなのですね。私にも
思いあたる節がありますね、予科
に入って、フランス語をやって、
外交官になろうとか、新聞記者を
やろうとか、貿易商になろうとか、
いろいろ考え、なぜそんなことを
しようとするのか考えつめて、結
局、きれいなお嫁さんをもらいた
いとか、余り外聞のよくない欲で、
そういう夢を描いているんだと気

づいて、何もかもやる気がなくな
った経験があります。
和田 私はね、大学を卒業してか
ら一生こういう寺子屋みたいなこ
とをやってきた訳ですが、その間
には、どのくらい、いろんなこと
を考え、迷ったか、その迷ってい
ることをいろいろ考えてみると、
何時でも、ゴマカしている。何か
高尚な欲求のために自分はやって
いる、と自分をゴマカしている。
なぜ寺子屋を一生やることに決
めたかと言っちゃいますとね、自
分の本当の気持というのはいかに
もバカらしいんですね。それはね、
誰と競争しても負けない人間にな
ろうということだったのです。大
臣でも天皇でもね、頭を下げてく
るような人間になりたかったので

す。
「人天の大導師」という言葉が
ありますね。その「人天の大導師」
になろうと思ったわけです。それ
は立派な話なんだけど、どうして
なろうと思ったかというと、みん
ながお辞儀してくれるようにとい
うことなんです。そのぐらいのこ
となんです。それをゴマカして、
そういうところから出発している
から、途中で本当にダメになった
のですね。
司会 本当に厳しいお話です。
和田 人への説明はどうでもいい
けど、しかし、自分自身は、本当
に自分がこれなんだ、こういう欲
望があるんだと思うことがあった
ら、一応「ある」ということを承
知し、そこから出発しないと、出
発の足場がないのですね。
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司会 情けないけど、それが確か
なことであれば、そこが「人生の
出発点」ですね。真理の追求の場
合でも、
「自分は何も知らない」と
いうことが出発点であるのと同じ
ですね。
和田 大学を出たての頃というの
はいろいろな欲望というか、見栄
が強いですからね、そういう欲望
によって自分が左右されているん
だということはなかなか認めたく
ないんですよ。瀧君は弁謾士にな
ろうと思ったんだけれど、私も父
に「あなたは裁判官になりなさい」
と言われてそうしようかなあと思
った時もあります。その時、なぜ
そう思ったかっていうと、正しい
者を正しいとし、悪い奴は悪いと
する、という正義の味方になるん

だと考えていたんですね。ところ
が、感情的にそう動かされたこと
は確かだけど、実際、裁判官にな
らなかったというのは、自分にも
っと違う欲望があったということ
なんです。どんなことなのかと言
ったら、とにかく、自分が何か高
尚な人間なんだと思いたいという
ことですねえ。ところが事実はど
うかっていうと、名誉とか、それ
どころか、いちいちそれを披露す
るなんていうことはもうきまりが
悪くて言えないようなものによっ
て、自分のその時その時の行動が
決まっていたような気がするんで
す。
司会 瀧さんなんかどうですか。
瀧 お話をうかがっていて、本当
にそうだなあと心に思いあたるこ

とが一杯あります。

社会的成功・不成功か、
生きる姿勢か ――価値の標準

司会 さっき伊藤さんから出た問
題、昔の青年と今日の青年とは、
社会的状況が大へん違っているか
ら、その悩みも違うのではないか、
という問題はどうでしょう。
和田 私はあんまり違わないなあ
と思うんです。情報の量の多少と
いうことは比較の話でね、質とし
ては余り違わないと思いますよ。
余りというよりは全然違わないの
ではないかと思いますね。昔も今
も、自分の進路について大して迷
わないで流れに沿って行くという
人が大部分なのじゃあないかと思
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うんですね。昔だと、東大の法科
を出れば、大部分が役人になるか
弁護士になる ‥ ‥そういう情況に
なっていたんですね。
伊藤 ですけど、マスコミがさわ
いでいるだけに過ぎないのかも知
れませんけど、今日は、脱サラと
か、生きがい喪失とかいうことを
真剣に考えている大学生が多いの
ではないでしょうか。
それから、若い人の目がクール
になっているのではないでしょう
か。いい大学を出て、大きな会社
に入ってみても、そこは公害企業
であり兵器商人だったりで、そう
いうことは、前から分かっている
‥ ‥というクールな目があって、
昔のような立身主義コースを一所
懸命に昇ってゆけば、社会的、経

済的レベルアップになり、生きが
いにもなるという社会情況は今は
なくなっているのではないでしょ
うか。
司会 公害とか死の商人などとい
う問題が、社会の問題、あるいは
人類の問題として出され、ひいて
は個々の進路の問題ともなってい
るということでは、今日は大分昔
とは違いますね。ただ、そういう
社会悪、文明悪の問題にしても、
進路の問題とする時の各人の心の
態度としては、先ほどの裁判官や
弁護士になるか、ならないかとい
うのと、同じ性質の問題が残りま
すね。
伊藤 普通の場合、職業の選択を、
自分の適性というか能力のような
もので決められると考えています

が、それと自分の生活態度という
ものとは、分けられるものではな
いと思うんだけど、何かを決めて
ゆくのは、その人の性格とかタイ
プによるように思うんですが。
和田 現実の生活の上での成功と
か不成功とかいうことを目標にす
るならば、そういう自分の能力を
一杯に発揮してやってゆくと、そ
れだけ能率もよくなり、社会生活
では成功しますね。つまり世問的
成功に重点をおくならば、適性に
したがって職業を選ぶのがよいで
しょう。しかし、私なんか、全然
と言っていいほど、それを考えな
かったんですね。と言って社会的
に見て、うまくいかなかったかと
いうと、そういう訳でもないです
ね。
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司会 自分の本当にやりたいこと
をやる、という生き方はどうでし
ようか。
和田 瀧君が悩んでいるように、
自分の生命力をフルに発揮できる
道が簡単に見つかるかと言うと、
なかなか見つからない。しかし見
つからないからと言って、方向と
してそちらの方に重点をおく考え
方と、先ほどの社会的成功、不成
功に重点をおく考え方との間には、
現実にはうんと違ってくるんです。
普通は、社会的な方に重きを置い
て考える人が多いですね。それで
いい人はいいけれど、そうでなく
「自分を活かす」ということ ――
勿論、自分を活かせば社会的にも
有利になるということもあるけれ
ど、必ずしも一致しないと思うん

ですが ――こちらを重点にすれば
社会的なものを重点とする場合と
職業の選択が違ってくる筈ですよ。
司会 自分の価値の標準をどこに
おくかが問題なんですね。
和田 そうなんです。要するに、
問題は、世間的なもの、社会的な
成功、不成功を主眼にするのか、
或いは、本当に自分を活かす ――
自分が生きると言ってもいいこと
に重点をおくか、にあるのではな
いかと思います。瀧君が言う「生
命力の発揮」ということでも、世
間的な活動とか発展ということで
考えれば、自分の適性とか能力な
どが職業を選択する際の最大の条
件になるでしょうが、生命力の発
揮を、純粋に、自分の生きる姿勢
として考えるならば、必ずしも適

性とか能力を問題にする必要はな
くなります。
私なんかも、一番迷ったのは、
自分の生きる方針がどういう風に
目あてをつければよいかというこ
とだったのですね。だから、自分
にとって一番重要なことは何かと
いう問題が先で、そこへ職業の方
がくっついてくる、自分の生きる
本当の姿勢が決まってくるにした
がって。それに余り支障のない職
業を持とうということなんですね。
司会 今の和田先生がおっしゃっ
た、社会的成功、不成功を狙うか、
自分の生きる姿勢の方がより問題
なのか、これは大へんな問題です
ね。瀧君はどう思います。
瀧 その答えになるか、どうか分
かりませんが、先ほど僕の話につ
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いて和田先生がおっしやったこと
から気がついたことは、僕にとっ
ては自分の本心を見きわめるとい
うことを徹底的にやらなければな
らない。僕の本心が率直に現われ
ていないと言うことを非常に強く
感じました。職業を選択するにつ
いても、それが一番問題だと思う
し、そうでないと不徹底な生き方
しかできないと思いました。
和田 伊藤さんはどちらを選びま
すか、社会的成功、不成功を問間
にするか、或いは、自分の生きる
姿勢を深めてゆくか、どっちが問
題ですか。
伊藤 ‥‥
司会 「どっちを選ぶか」という
ことは、どちらが自分の本心かと
いうことになって、それが大へん

な問題ですね。開き直って、どう
して、本心でないといけないのか
なＩという疑問も出てきますが。
和田 全力を注いで生きてゆけな
いでしよ。何となく虚しい感じが
残るわけですね。
司会 なるほど、虚しいままでは
落ちつきませんからね。
和田 またね、良心的な人ほど、
その虚しさを心のどこかで感じて
しまうので、本気になれないので
すよ。
どうして
生きる姿勢を深めるか
司会 ここで問題を整理してみま
しょう。わたしたちは、和田先生
から、先ほど「大変立派な理由で、

ある道、ある職業を選んでいると
表面的な意識では思っていても、
殆どの場合本当は、案外クダラナ
イ欲望に動かされている場合が多
い」ということ、そしてわれわれ
は、
「自分自身のそういうクダラナ
イ姿をハッキリ認めることが出発
点なんだ」ということ、それは裏
がえして言えば、
「社会的な成功、
不成功を求めず、自分の生きる姿
勢を深めてゆくことだ」と伺って
きました。
そこで、出発点に立って、私た
ちはどういう生活するかというこ
とになります、 ‥ ‥瀧さん、先ほ
ど、本心を見きわめてゆくと言っ
ていたけど、どうしてそれをする
のかしら？
瀧 いっときはそう思っても、す
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ぐまた消えてしまうんで、困って
しまうんです。
司会 なかなか認めたくないんで
すかね。
和田 そうなんです。自分は本当
はこんなバカなことを思っていた
のかと本当に知ったら、その時に
は、そういうバカなことは消えて
しまっている。それはもう、絶対
だ、消えなかったら、どこかでゴ
マカしている。
伊藤 たとえば、自分にこんなケ
チな根性があると分かる時がある
でしょ。それでもケチは消えませ
んよ。 ‥‥（笑い）
和田 それはね、本当にケチな根
性だなと分かっている時はね、消
えているんですよ。
伊藤 分かっている時はね。

和田 うん。これはね。消えなけ
ればね、ケチな根性だと分からな
いですよ。ケチな根性だというこ
とを判定する方は、ケチでないも
ので見なけりゃ、ケチだと分から
ないですから。だから本当にケチ
だなあって、分かった時にはケチ
は消えている。
司会 瀧さんだけでなく、誰でも
スカッと、自分の本心はこれだと
分からないで悩んでいるんですが。
和田 そう、本心と言っても、こ
れが本心、これは非本心というふ
うにハッキリ区別できるものじゃ
なくてより本心、より深い自分の
欲求 ‥ ‥というふうに、いろいろ
な段階があると思うんですね。事
実としてね。
司会 それでは、自分は、この職

業を選ぶ、この道を行くというこ
とが何時までもできないのでは？
和田 これが本心だと、自分で解
決してから選ぼうとしたら、一生
選べないままで終わってしまうか
も知れませんね。そこでどういう
ことになるかというと、
「縁にした
がって生きる」という考え方が出
てくるんですね。そうでないと動
きがとれない。どういうことでも、
自分が今やることを一所懸命やっ
ていると、自然に自分がやるべき
ことに次第に近づいていくという
か。はっきりしてゆくと思うんで
す。
司会 それは事実ですね、私たち
が、体験していることですね。
和田 具体的にいうと、瀧君の場
合でもね、司法試験を受けましょ
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うと思ったらね。迷わずに兎に角
受験して通ってしまうまで突進す
るのが、一番いいと思っていたん
です。だけどね、途中で、どうも
もっと他に何か価値のあるものが
あるんじゃないかと思い始めてし
まった。そんな時に、それでもや
っぱり受験しろと言えるかどうか、
そうも言いきれないような気がす
るんです。それじゃ何がしたいの
かと聞くと、平和問題研究という
ことなのね。なぜしたいのかな。
こういう状態を何時までもつづけ
ていると、一生、何もすることが
なくなってしまいますよね。
司会 ですけど、何時も一生懸命
いま目の前にあることをやるとい
うことはむつかしいことですし、
それだけに、これが生涯の仕事だ

と決めるまでは大変なことでしょ
うね。
和田 本当を言うとね、私なんか
はね、一生、やっぱり決まらない
んです。大学を卒業してから今日
まで、これをやればいいんだとい
うような決心をしてやっているん
ではない。いつでも分からないん
です。分からないけどやっている。
ずい分、つまらない話だけど。は
たから見ると落ちついてやってい
るように見えるけれど ‥‥。
しかし、初めから「やる」とい
う決心をしていることも、また確
かにそうなんです。決してウソじ
ゃないです。一生、寺子屋（はじ
め塾）をやりましょうと思ってや
っているということも事実なんで
す。けれど、その間ね、これが自

分の本心だと思ってやっているか
と言うと、そうじゃない。いつも
これでいいのか、これでいいのか
なあと思っています。そう言う点
で、非常に力が弱いだろうと思い
ます。
司会 先生のお若いころ、本心を
見きわめようということはなかっ
たのですか。
和田 ない。というのは、どうい
うふうに言ったらよいのか分から
ないけれど、それを見きわめよう
というようなことは、何もする必
要がないんだと思う。そうでなく
てもね、自分が生きていくこの道
を行くとね、それがチャンと最高
になってゆくんだと、それ以外に
生きようがないのだと、自分の意
識の上では、はっきりしていない。
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確かにこれでいいんだとも思って
もいないし、少しおかしいんじや
ないかとか ‥ ‥私は年中迷ってい
る。どこかで迷っていないものが
あるんですね。だから、どっちが
本当なのか分からないけれど、し
かし生活は迷っているほうではや
っていないのです。迷っていない
方で生活しているわけです。
司会 実際の生活の上ではどんな
気持ちでやられているのでしよう
か。
和田 正直いうと、「本気」ですね。
それが正しいとか、いいとかいう
こともいえないんですかね。はっ
きりしていて迷いなくやるほうが
いいんだとは思いますがね。しか
し、我々はいろんなことを、いつ
も、これでいいのかなあと手さぐ

りしている。手さぐりでなく、サ
ッといけるといいけれども、修行
したこともない、学問をしたこと
もないという凡夫がジタバタしな
いで生きていく道というのは、こ
れしかないんじゃないかと思うの
です。
伊藤 私ね、今先生のお話をうか
がってつくづく思ったんですがね、
高校の頃、何か手がつかずフラフ
ラしていたのは、その一つにはね、
今やらなければならないものがた
くさんありますしね、つまらない
ことでもやればいいんだけども、
本心を見きわめるために努力とい
うか、エネルギーをそそいでしま
って、結局、ふり返ってみると何
もしていなかったのね。人からも
ずいぶんいわれていたんですけれ

ども。
それを何かの機会に実感したん
ですね。それからは、例えば旅行
ひとつでも、今までだったら、行
ったってどうせディスカバー・ジ
ャパンで行くんだからつまんない
と思って行かなかったのが、東京
にいても、これといって何もして
ないしと思って、じゃあまあ、デ
ィスカバー・ジャパンでもいいか
ら旅行してみようと、例えば北海
道へ二週問フラフラとか、まあ別
にどうという計画ないけど行って
しまうんです。そうすると、時間
が埋まってきたということの中に、
（確かにそれは本心からやってい
るんじゃないことなんだけども）
何か方向がだんだんできて行くよ
うに思えました。それからまた最
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近、就職のことなんかで相談しに
行った時に、その答えが実に簡単
で、
「好きなようにやりなさい。気
の済むようにやれ」なんて言われ
て、ああその通りだなあと感じて、
やっとこのごろ、そういう点では
少しスッキリしてきました。
だから、前の私というのは ‥‥。
このことは先生の本によく書かれ
ていたから気がつくはずなんだけ
ど、わかっていなかったんですね
え（笑）
。勉強するのでも、心構え
というか。勉強のムードというも
のがあるでしょう。熱中して、頭
の中にビンビン入ってくる．そう
いう状況を作ってからやろうとい
う ‥ ‥そういうことをしているう
ちに、例えばせっかくの日曜に、
今日は一日勉強するぞというので、

朝まずコーヒーを飲んで、そのう
ちちょっとレコード聴いて ‥ ‥と
か、そんなことで、机のまわりを
フラフラしていて、そのうち夜に
なっちゃって、試験の前になって
アセッたり ‥ ‥そういうことをや
っていたんですね。そうじゃなく
て、これも先生の本に書いてあっ
たことなんですがね、机に向かっ
て、気分がのってなくてものって
てもやるという姿勢が、やっと最
近、身についてきたような感じで
す。
司会 『葦かびの萌えいずるごと
く』にある「思いを切る」ですね。
和田 むずかしい話ですねえ ‥‥。
むずかしいというか、困る話です
ねえ。
私なんかは、自分では、こうや

ってゆけばいいんだということが
我々の齢になるとわかるんですよ
ね。人間というものはこういうふ
うに生きていけばいいんだという
ことが、かなりの程度はっきりわ
かっているんですね。ところが、
まだそういう経験のない若い人に、
これを伝えるということは大変な
ことですね。うまく伝わらない ‥
「気が済むようにしなさい」と
‥。
いわれると、たしかにそうなんで
すね。ところが、ある事柄にぶつ
かると、今度は、どっちが気が済
むのかわからないことがでてくる
んですねえ。そういう時に、いっ
たいどうしたらいいのかなあとか。
いろんな疑問がおこってくるんだ
けれども ‥‥。
まあ、これもねえ、私は自分の
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独自の判断の仕方があるんでねえ、
その判断の仕方は絶対に悔いがな
い。判断の仕方が悔いがないんじ
ゃないんだなあ、つまりねえ ‥‥。
瀧君や伊藤さん。あなた方なら、
今どうしますか。
瀧・伊藤 ‥‥ ‥‥
司会 大へん、むつかしい問題が
出されました。これは宿題にして、
お互いあたためてみましょう。で
は、大分長くなりましたので、こ
の辺で。
どうも有難うございました。
まみず第八巻 第一号
昭和四十八年 一月号

昭和五十年二月発行

『西湘まみず会通信』第三号より

意欲を育てる
和田重正
前号で私は、子供らにとって一
番大事なものは、逞しい意欲と豊
かな思いやりの心だと申しました。
今月はそれを確保し育てるのには
どんな条件が必要かということに
ついての私の考えを述べてみよう
と思います。まず二，三歳の幼児
を見ましょう。生まれつき病身で
あるとか、あるいはよほど特殊な
育て方をされた子でなければ幼児
はまことに意欲的なものです。赤
ん坊も逼い始める頃になるとなん

く

でも掴んで口に入れてみたりしま
す。ともかく一分もじっとしてい
ません。それが歩き始めると益々
激しくなって、なんでもさわって
みたり、大人の真似をしたりしま
す。
三歳になると口も達者になるが
いよ 行動力も増して、なんで
も見たり聞いたりやってみたりし
ます。ともかく健全な幼児はまこ
とに意欲的なものです。これはい
のちというものの生の姿は積極的
活動的なものだということの証拠
だと思います。
この意欲的であった幼児が中学
生ぐらいになると別人のように無
気力、不活発になるのが普通です。
この傾向は最近の二十年ほどの間
に急激にひどくなってきています。
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今日の中学生には年寄りのような
無気力で消極的な生活をしている
ものがとても多い。彼らの好奇心
の微弱さはまことに嘆かわしい限
りです。試験があるから仕方なしに
勉強している。何たる悲劇でしょう。
どうしてこんな悲劇が一般化し
たのでしょう。もし子どもが何も
強制力を加えられず幼児以来ずっ
と勝手にさせられていたらみんな
活々と、そして好奇心の強いなん
でもやってみようとする手に負え
ない少年になり青年になったでし
ょう。それがこんな活気のない、
なんにも余計なことをしようとし
ない少年や青年になったのは何の
せいでしょう。
一口にいえば教育のせいです。
幼稚園以来知識や技能の習得に励

んでいれば叱られない、他の余計
なことをしていると勉強がおろそ
かになると言って心配される。要
するに勉強以外のことをやってい
ると気をとがめるようにしつけら
れてきてしまったのでしょう。
そればかりでなく、子ども同士
で探険に出かけたり、少し変わっ
たところへ行ったり変わったこと
をしようとすると、親と先生がグ
ルになって「それはアブナイ」と
言って止めてくれます。一番アブ
ナクなくて能率のいいのは家にい
て勉強していることだ、となりま
す。たとえ勉強はしなくて、マン
ガかテレビでも見ていれば、アブ
ナクないし、またその状態からな
らいつでも勉強に転換できる、と
いう安心感もあるでしょう。

なにしろ今日の学校と家庭の教
育方針は子どもをアブナクない状
態において勉強をさせよう、とい
うのが主たる柱になっています。
これは学歴社会、競争社会に敗北
者にならないためにやむを得ない
ことだと考えられているのかもし
れません。
しかし教育とは何だろう、人間
の幸福とは何だろう、と少しでも
考えたらこのような残酷な教育は
できないはずだと思います。
もし大人が余計な手出しをして
子供の本来の意欲を抑圧しなかっ
たらその子は飛び歩き、悪いこと
ばかりして勉強をせず、結局生存
競争に落伍して世の中の下積みに
なって朽ち果てるでしょうか。そ
んな事は決してありません。その
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子の素質によっては小学校や中学
での優秀生にはならないかもしれ
ませんが（いや、素質がどんなに
良くても今日の学校の要求には当
てはまらないでしょうから優秀生
にはならないに決まっています）
長い目で見れば落伍どころか、ガ
リ勉の優秀生よりはるかに強靭な
生活力を持った爽やかな生活者に
なるでしょう。
むろん赤ん坊から青年になるま
で全く野放しにしておけ、と言う
のではありません。他人の迷惑に
なること、自他に甚だしく危険な
ことはハッキリと禁止抑制してや
らなければなりません。そうでな
いことには大人が余計なお節介を
しないでしたいことをさせておけ
ばいいのだと思います。多少の危

険も冒し、また大人から見て何の
役にも立たないことを試みて失敗
してもよいのだと思います。
大人としては、何かを引き出す
つもりで ――教育のつもりで ――
いろいろ子どもの関心を惹くよう
な示唆を与えたくなりますが、そ
れも余計なお節介だと思います。
大人は大人で邪心なく自分の生活
を意欲的に生きていればいいのです。
子どもは大人の純な生活に心動か
されて、年齢相応の眼を開いてゆ
きます。親でも先生でも自分の生
活に本気に打ち込まないで、子供
をうまく教育してやろうなどと考
えるのはナンセンスです。
もう一つ、子供にはいつもその
年齢相応の生活があります。一歳
は一歳の、三歳は三歳の、十歳は

十歳のそれぞれその生活がありま
す。それを弁えずにやたら先を急
いで生存競争に勝たそうとして、
その年頃の生活を犠牲にすること
が流行っています。それの極端な
犠牲者が登校拒否になります。全
く愚かを絵に描いたようなもので
す。あまりに急いで転んで怪我で
もしたら結局は落伍者になってし
まいます。先日私のところへ電話
で、子供に勉強を教えてもらいた
いのだが、と言ってきたので、何
を教えてもらいたいのかと尋ねた
ら、英語と数学だと言うのです。
何年生ですか、と中学生かと思って
聞いたら、四歳です、と言うのです。
呆れ返っていたところ数日後にま
た別の人から同じような電話です。
今度はなんと三歳だそうです。こ
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うなると正気だとは思えませんね。
その子たちが中学生になった時の
様子が目に見えるような気がして、
可哀想で仕様がありません。人権
擁護局へでも訴えてやろうかと思
ったほどでした。
要するに旺盛な意欲のある青年
を育てようとするなら、目先のケ
チな競争に気を取られないで、年
齢相応の自然な生活をできるだけ
経験させることだ、というわけで
す。それで決してひどい勉強嫌い
になってしまうことはありません。
必要な時に必要な勉強は必ずやり
ます。勉強の大嫌いな子どもの親
は、あまり放って置いてたからだ、
と言いますが、そんな筈はありま
せん。そういう人は、中途半端な
干渉を繰り返してきたに違いあり

ません。それでなかったら単に子
供に勉強をさせないような重大な
ことがその家庭に存在するのでし
ょう。ただ放っておいたために本
当の勉強嫌いになった例など見た
ことはありません。反対に勉強ば
かり強いられたために勉強が嫌い
になり、すべてに意欲をなくした
青少年は嫌と言うほど見せられて
います。
余白がなくなりましたから思い
やりの方は次号に譲ります。

西湘まみず会二月例会 於はじめ塾

来られた方で、西湘地区の方は七，八

名に過ぎませんでした。これは喜んで

いいのか憂えてよいのか分かりません

が、ともかく小田原付近の方にもっと

関心を持ってもらうように働きかけな

ければならないと思いました。

開会に先立ってまず、静坐の指導を

してもらいました。東京から岡野幸生

さんという岡田式静坐法を熱心にやっ

ている青年に来てもらって本格的な坐

り方を教えてもらったのです。

「坐る」という事は人間が人間らしく

生きるのに必要な最も基本的な感覚を

養うのに直通の道だと思いますので、

皆さんにも坐ってもらいたいと思った

のです。静坐の指導が終わってから座

○文明が進んでくると、人は骨を折ら

テーマ「骨折りの価値」
参会者は三十人くらいで盛会でした

なくても楽々と生きられるようにな

談に入りました。
がその大部分が東京横浜など遠くから
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る。そのため心身の虚弱化が現れる。
今日その兆候が著しい。
○文明は進んでもそれに溺れず、つま
り物によりかからずに、自力で骨を
折って何かを創造しようという意欲
を起こさなければならない。億劫が
る習慣が一番いけない。
○骨を折りさえすればよいのではなく
核兵器のようなものを作るのに骨を
折ってはいけない。いのちの大きな
流れの方向に沿った骨折りでなけれ
ばならない。
こんなことが話し合われました。

『西湘まみず会通信』を連載しよ
うと、先の号にその創刊号を載せ
たところですが、第二号がいくら
探しても見つかりません。
出てきましたら掲載しますので、
よろしくお願いします。 平 澤

言

手書き未定稿

極

和田重正
「叱り方を教えてくれ」という要
求をしばしば受けるが、そんなも
のはある筈がない。
子どもの性格、親や教師の性格
や能力、ぐるりの人や物の状況、
その他無数の条件の組み合わせの
中で行われる行為が子どもにどの
ような影響を与えることになるか、
その千変万化を無視して公式的な
方法を主張する人が多すぎると思う。

卵を多く産ませるという養鶏業
における単一の目的のためには、
条件の取捨選択は比較的容易であ
るが、万人万様の成長を願う人間
の子どもの場合は「それほど科学
的に整理された単純さ」に頼るこ
とは無理である。
叱り方ばかりではない。注意散
漫を治す法、勉強を好きにさせる
法、無気力を治す法、わがままを
治す法、しまいには登校拒否を治
す法まであるかと思っている人が
いっぱいいる。しかしそれほど事
実を無視した要求はない。
うまい方法があるように言えば
人が飛びつく。だから世渡りや商
売のつもりでそういう方法があり
そうなことを大声で言う人がある。
しかしそれに惑わされていてはケ

- 38 -

リがつかない。
すべて人間の教育に一定の依る
べき方法がある、と考えることが
そもそも間違いである。参考にな
ることがないと言うのではない
が、それはあくまで参考である。
頼るべきは指導者自身の洞察力
である。愛情によって絞り出され
る真心である。真心と共に湧き出
る智慧である。公式や形式を超え
て発動する全人的な 〝力 〟であ
る。
それを養う心がけを捨てて、方
法という答えを安易に求めようと
する大人が多すぎる。
科学万能思想の大きな弊害の一
つである。

後

記

□

『まみず』（第七巻 第四号）に「アタ
マのママ」
「ココロのママ」という言
葉が登場してから、この表現が時々使
われるようになりました。まみず学苑
合宿でも話題にされて、
「自分はアタ
マ型なんだろうか、ココロ型なんだ
ろうか」と考え込んだことを覚えて
います。数年後教職に就いて保護者
との懇談会で、自分はアタマ派的人
間か、ココロ派的人間か、などと話
し合ったこともありました。
現在の若い人たちはこの記事を読
んでどんな感想を持つでしょう。
□

『白 道』の中の二人のモクさんの話
を読むたびに、わたしは何ともいえ

ない感動を味わいます。
わたしが子どもの頃、乞食を時々
見かけました。家では 〝おこんじき
さん 〟 と言っていましたが、おこん
じきさんが玄関に立つと、母は台所
の方に行って何か持ってきては渡し
ていました。わたしにはいつもの光
景なので母にも乞食にも特段の感情
は湧きませんでした。大人になって
から、母の行為を お
〝 母さんらしい 〟
と思うようになりましたが、 〝おこ
んじきさんの人生 〟 にまでは思索が
及びませんでした。
その幅を拡げてくれたのが、この
〝
二人のモクさん 〟 の話という気が
します。

平 澤

「まみず」に出会って‥ ‥ お休みします。
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ある日の一心寮

はじめ塾 小学生の合宿
合宿は、計画された特別なイベントを
目当てに行われるのではない。日々の生
活を丁寧に行うこと、これに尽きる。
生活の中に遊びあり、働きあり、学習
あり、食事あり、就寝あり‥‥

親元を離れて生活するのが初めての子
もいる。テレビなどのないこの山の中で、
ここで知り合った小学生仲間や青年たち
と力を合わせて、フロを沸かし、食事を
作り、配膳をし、片付けをし、入浴する
等々の生活を行う。一心寮での生活は、
子ども達にどのような心の糧となってい
るだろう。
写真 S49 年3 月
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