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『白 道』 七

先生の欠点、失敗を
親はどう扱うべきか
次の話は子どもから聞いただけで事実の調査をしないか
ら、全部が本当であるか否かは疑わしい。しかし一応事実と
して取り扱っておく。

一
小学四年女子。
ひと
或る日「算数一のぞき」と題するテストの一綴り
が家庭回覧のため届けられた。ひと組の生徒全部の
答案が採点されて綴られているのである。

父親は早速始めから一枚々々見ていった。そして
三分の二くらいのところでわが子の答案を発見して、
しばらくじっと凝視めていたが、やがてやゝ興奮し
た声で子供を呼んだ。
「あなた、これ一体どうしたの、半分も出来てない
じゃないの。これじゃあ組中で一番悪い部類よ」
「だってね、おかあさん、時間がなかったんですも
ん」
なるほどよく見ると間違っているのでなく二十七
題のうち始めの半分ほどやってあってそれはそれは
大体出来ているが、後の半分には全然手をつけてい
ない。
「でも他の人達はみんなやってあるのにあなただけ
時間が足りないっていうわけはないでしょう」
「ううん、あたしね、和子さんが急に気持ちが悪く
なったからおうちまで連れてってあげたの、そいで
大急ぎで学校へ帰ったんだけど、もう時間が少しし
かなかったんですもの」
「それじゃ先生はご存知なのね。それなら、こんな
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にみんなに見せるんなら何か一言書き添えておいて
くださればよかったのにね」
と母親らしい愚痴を半ば独り言のように言うと、子
供は先生を弁護するように、
「だって先生はいらっしゃらなかったんですものご
存知ないわ。問題を出しておいて何処かへいらした
きりで、あたしが和子さんを送って帰ってきた時に
はまだお教室には帰って来ていらっしゃらなかった
わ」
学校から和子さんの家まで普通に歩いても三十分
はかかる。
母親は益々あきれて、
「まあ、のんきな先生ね」
と呟いてから、
「でもあなたは出来なくてお点が悪かったじゃない
からいいわね、時間が足りなくて出来なかったとこ
ろはあとでやってみたの？」
「ううん」
「それはちゃんとやってみなけりゃいけないわ、そ

れからそんなときはあとで先生に、和子さんを送っ
ていきました、と申し上げておくものよ」
と言ったが母親としては、先生の扱い方に対して何
か割り切れないものが残っているようだった。

二
小学二年女子。
正午頃ベソをかきながら家へ帰ってきた。いつも
なら大きな声で
「ただ今！」
と飛び込んでくるのに、今日は黙って上がってきて
押し入れに頭を突っ込んでいる。母親は頭でも痛い
のかと思って、
「のぶ子ちゃん、どうしたの？」
と聞いたが返事がない。
「学校はもう済んだんでしょう？」
と続けて聞くと子どもは返事の代わりにしくしく泣
き始めてしまった。
母親は不審に思ってなだめながら聞いてみると事
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情はこうだった。 ――
今日は給食代五十円を学校に納める日だったので
ある。ところがこの子はその前日大雨だったのに傘
がないので学校を休んだために今日給食代を持って
行く日だということを知らなかったのである。それ
で他の数名の忘れてきた子たち一緒に先生から叱ら
れて放課後家へ帰ってすぐに持ってくるように命じ
られたのである。だが、のぶ子は、今朝姉が習字の
筆を買うのだといって家中のお金をかき集めて三十
円持っていったので家へ帰っても五十円がないこと
を知っているので心を悩ましながら帰って来たとい
うわけなのである。
母親はこの話を聞いて、わが子いじらしさのため
に先生に対して憤慨を感じて、
「お嬢さんみたいな苦労知らずの先生には困るわね
え、今すぐ持ってきなさいなんて、 ‥‥若いお金持ち
だから五十円や百円のお金はいつでもあると思って
いらっしゃるんだわ。 ‥‥のぶ子ちゃん今日はお金が
ひとつもないからあしたお母さんが手紙書いてあげ
※

※

るからそれを持って行けば叱られないでしょう」
一年ほど前、そのころはまだのぶ子の家はそれ程
困ってはいなかったが、知り合いの戦争未亡人の家
で同じようなことがあったのを聞いて、当時先生の
不行き届きを非常に憤慨したものであるが、それが
我が子の場合になってみれば、持って行き所のない
切ない気持ちを先生への不満としてでも発散しない
でいられなかったのだ。
※

先生も完全な人ではない。欠点もあろうし間違い
もあろう。それは仕方がないことである。しかし先
生の欠点や間違いが子どもの家庭で話題になったと
きそれを親達がどう扱うかという事は極めて重要な
教育問題である。
教育の根本はまず子どもが先生に対する信頼感を
持つことである。信頼のないところには教育は成り
立たない。したがって子どもの信頼感を失わせるよ
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うな批判を子どもの前ですることはよろしくないの
はもちろんである。しかし、そのことに拘って、何
でもかんでも先生が正しいように、親自身でも納得
のゆかぬ屁理屈をつけて子どもを納得させようとす
ることも大間違いである。
明らかに誰が見ても間違いであることはやはり間
違いであるとしなければならない。ただ問題は、そ
の欠点や間違いを認めることによって先生の人格全
体に対する信頼を失わしめぬよう注意を払うことで
ある。人間はお互いに多くの欠点を持ち、過ちを犯
しながらしかも信頼し、信頼されて生きているので
あるから先生と雖も多少の欠点の故に全人格を否定
されなければならないものではない。親たちはこの
ことをよく心得ていれば先生の批判を子どもの前で
することは必ずしも悪いことではない。
今でも多くの家庭に見る先生神聖視の傾向は却っ
て賢い子どもをして先生を馬鹿にする気持ちを起こ
させる。寧ろ正当に批判し得るよう導く方が子ども
の気持ちに無理がなく、欠点は欠点として知りつつ

先生に親しみを持ち信頼を増してゆくものである。
前二例の母親の態度はこうした場合のごく普通の
態度で取り立てて非難する程ではない。殊に、虚栄
心の強い母親がよくやるようなヒステリックな雑言
罵詈を吐き散らすのや、反対に何でも先生を弁護し
ようとして屁理屈でごまかす態度と比べれば遥かに
勝っている。しかしこの母親が、生徒の先生に対す
る信頼感というのは先生の一つ一つの欠点や失敗に
よって必ずしも左右されないものであることや、子
どもがそういう風になっていかなければならないこ
とを知っていたならば、こういう機会をもっと積極
的に有効に活用する余裕を持ったことと思う。
なお余談ではあるが、第一話の先生のように教室
を長い時間あけて出て行ってしまう事は問題だ。こ
の場合にはやむを得ない事情があったのだろうとは
思うが、近頃の学校の先生たちの心持ちをよく表し
た行動のようにも思える。もしこの先生がテストだ
から自分は教室にいなくても良いと気軽に考えてい
たとすれば大変なことである。
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二四・九・二〇

先生は、昔の試験の監督のようにカンニング防止
のために頑張っていなければならないのではないが、
教育のチャンスというものは何時いかなる形で現れ
るかもしれないし、そうしたチャンスは案外少ない
もので一度逃すと取り返しのつかない損失であるこ
とを知ったらそう気軽に教室を出ていけるものでは
ないだろう。
先生の責任感が一般にあまり稀薄になると民主主
義に対する信頼がなくなり反動的傾向の擡頭に絶好
の機会を与える。これが一番恐ろしい。

教育測定評価の効果

く

今は教育測定の全盛期である。知能テスト、性格
テスト、性能テストを始め実にいろ のテストが行
われる。科学的教育のためには最も必要な仕事でこ
れが盛んになることは誠に喜ばしい。もし将来我々

の学校が出来たらば徹底してこれを利用したいと考
えている。しかし、測定というものは測定しただけ
では教育上何の意味もないことは周知の通りである。
測定し、正しく評価した結果を教育の上に生かさな
ければならない。それを生かすのには種々の条件が
必要だ。その中で特に重要なことは教師である、教
師は子どもに関する知識と教育技術を持っているだ
けでは足りない。
どんな測定の効果を上げるにも結局は愛とか行き
届いた心配りとか物事にとらわれない態度とかいっ
た人間的修養ができていなければならない。これが
根本的条件である。
ところが今のテスト流行の有り様を見るとこの根
本条件はほとんど省みられていない。これではいく
ら数字を並べて理屈をこねても教育の効果は上がら
ない。忙しいばかりだ。お先走った先生方がテスト
の技術や理論に熱中しているのを見ると、イソップ
の Belling the Cat
を思い出す。
派手な流行ばかり追わずに、半分は人間的修養に
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二四・四・一五

心を向けてもらいたい。先生は完成品ではないのだ
から。

教員養成機関の仕事

く

先生はまず良識ある人間でなければならない。人
間であり、それから教育者であり、その次に（英語
や数学の）先生でなければならない。
ところが日本の教員養成機関が何をやっているか
世間の人は知っているのかしら。
師範学校は教育者を作ろうとしてはいるが、良識
ある人々を作ることには無関心のようだ。暴言だと
思うならたくさんの小中学校の先生たちと付き合っ
てみればよい。その多くの人たちの上に師範教育の
犠牲者の影をまざ と見るだろう。
人の師たるに足る人格の養成に留意していると言
うかもしれない。だが、もしそれが本当なら、間違

いの元はそこにある。人の師たるに足る人格などと
大きなことを考える必要はない。当たり前の人間で
あればよい、その上に教育者としての特別な心構え
と知識技術を養えればよいのだ。師たる人格などと
上から臨むような色合いの言葉を使うから飛んだ片
輪を作ってしまうのだ。
学校へ行ってみると卑屈か傲慢か、いずれにして
も人に対する応対の心構えさえない見窄らしき職業
人を見るだろう。彼らは常識ある社会人でさえない。
例えば極めて低い学問的知識をもって而も高級な知
識人の如くに己惚れ、あるいは反対に無闇に卑下す
る態度はいずれも浅ましき限りだ。社会人としての
自覚なき、即ち人間としての教養の極度なる欠乏を
表す現象である。
これは、先生になったからそうなったのだという
かもしれぬがそれは事実に反する。師範学校の上級
生に接してみれば彼らがすでに先生の悪い型を身に
つけていることを知るだろう。責は師範教育にあり
と断じざるを得ない。
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以上のことは高等師範も同じであり言語道断である。
次に教員資格を与える専門学校、大学ではどうか。
ここに至ると凄まじいものである。
そこでは良識ある人間も教育者も問題ではない。
英語、数学の職人ができれば良いのだ。これではた
まったものではない。
先生という大事なものを作るのに予算がないなど
といい加減な言い訳をして安直なことをしていては
いけない。教員養成のためには医者を作る二倍もの
金と年限をかけても決して損にはならない。それが
出来なければ今のままでもよいから教員養成機関の
当局者はもう少し、いや、全力を挙げて心の見窄ら
しくない先生を作ることに方針を改めてもらいたい
ものだ。
二三・八・二〇

学校町の真ん中に競輪場
世の中には訳の分からぬことが沢山あるが、小学、

中学、高校などが七校も集まっている真ん中へ市が
金儲けのために競輪場を設けたのなどもその一つで
ある。如何にお金が必要だからといっても少しは教
育のことを考えたらよさそうなものである。
はじめ、競輪場ができるという噂が拡がったとき、
純真な一部学生が反対運動を始めたが、先生たちは
積極的に支持せず、町の人も無関心でいるうちに政
治家に操られた不純真な学生たちの活動によって間
もなく鎮圧されてしまったらしい。有力者の睨みと
いうものは先生でも町の人でも声を立てさせないだ
けの威力のあるものらしい。
競技場が完成して、いよいよ始まってみると実に
大した景気である。札束を抱え眼を血走らせた紳士
淑女が狂気の如く熱中しているのだから中学生と雖
も興奮せざるを得ない。一人の中学生が持ち合わせ
の百円札を投げ出して一枚買ったのである。ところ
が、なんという不運だろう。四万円の大穴！！
支払い所へ連れていかれて、 四万円の札束を突き
付けられた彼は顔面蒼白、脚が震えて自分の名を名
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乗ることさえできなかったという。ようやく、友達
に護られて家にたどり着いたがその時以来精神に異
状を呈し一ヶ月経った今日でもまだ学校へは出られ
ないそうである。この事件以来学生間に競輪熱が頓
に盛んになったことは勿論である。
また先日十三万いくらかの大穴が出たときその札
を三枚買っておいて約四十万円儲けて三人の警官に
護衛されて帰ったという強羅に住むあるお妾さんの
噂も町中に流れた。こうなると近郷近在の不良善良
の若い衆が米を売り飛ばして集まってくるのも無理
はない。そして帰りには祝勝会か残念会というのが
定石である。料理屋や喫茶店のかき入れ時である。
ある小さな喫茶店でシンミリと残念会をやってい
る二人組みがある。長い沈黙を破って、一人が急に
顔を上げて相手の眼を見つめながら低い声で、しか
し、きっぱりと「やろう！」と断言した。
翌日の新聞には「二人組強盗・競輪に負けて」と
出ていた。
こうしたことを月に一週間ずつ目の前に見せつけ

られる中学高等学校の生徒たちが、どんな影響を受
けるかは想像するまでもないことだ。その影響は決
して少数のある特定の性格を持つ少年にのみあるも
のではない。あれだけの強烈な雰囲気の中へ投げ込
まれたらば影響を受けないのが特殊性格である。
最近街路で子どもが競輪ゴッコをやっている。ビ
ー玉を転がし紙きれの車券と木の葉のお金で「大ア
ナだ」
「八百長だ」と無邪気に遊んでいる。数年たつ
と、この子達も檜舞台に出るのだろう。
こうして青少年を害毒して儲けた金を市は何に使
うのだろう。噂によると、市立の小学校、中学校の
生徒に教科書、学用品を与え、学資の負担を親から
一切取り除くのだそうである。実に見上げた善政で
ある。
しかし、学校町の真ん中へ競輪場を作るセンスの
ものがそれさえも本気で実行するか否かは頗る疑わ
しい。申し訳に鉛筆三本と雑記帳二冊与えるのに一
部分を使い、後はもっと有効に利用するのではない
かと懼れる。
二四・九・三〇
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うまいこと

白い杖

うまいことを求めてやりくりしても、

うみ

（小田原 は･じめ塾）

和田 重正

「だって、お金が運命を
左右するのが現実では ‥‥」

10

この夏、十数人の男女高校生と
数日間起居を共にし人生のいろい
ろな問題について話し合う機会を
得ました。ある時、話が人間の幸
福とか運命という問題にかかわっ
てきました。
自由と幸福とは徹底した意味に
於いては同義語だと思う、という
ことを話し、それから今日の発達
した科学文明によって人間が果た
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うまいことはないものだ。
ただ、まごころをつくして生きていれ

――このほうには当たり外

ば、うまいこと以上のうまい人生の味
が出てくる
れはない。

19

して幸福を増進しただろうか、と
いう大人の世界では言い古された
問題を事新しく持ち出して、十代
の人々の意識の焦点を此処へ合わ
せ問題の核心に触れてもらおうと
しました。
科学技術による物資文明の開発
はもともと人間が欲望の満足を求
めて実現してきたもので、言い換
えれば、幸福の追求、或いはより
大きな自由の獲得を目指して進め
られたものと言えます。
しかし物質文明は目的通り人間
を幸福にしただろうか、と問い直
してみれば、よほど気軽な楽天家
でもない限り、肯定することはで
きないと思います。科学文明の発
達によって人間はいろいろな欲望
を手軽に満足することができるよ

うになりました。これは自由が拡
大されたということでそれだけ幸
福が増進されたということができ
ます。
しかしその反面、科学文明の発
達は人間からもっと大きな自由、
もっと根本的な幸福を奪う要因に
なっていることを指摘しました。
例えば回復不能なほどの自然の破
壊・公害の広く深い浸透・核兵器
など皆殺し兵器の脅威・交通や通
信機の発達による情報過剰及び大
量生産のためにもたらされた時問
と精神のゆとりの喪失・人口の不
当な急激増加など。
それからお金に話が及んだので
私は、
「物やお金の中に幸福を夢みて、
憑かれたもののようにそれを追い

かけ腰を
, 浮かして生きる人の姿は
惨めなものだ。物とお金の濁流に
溺れ、押し流されているとでも形
容したらよいか、蜜壺に溺死を知
らずに集まる蟻と言ったらよいだ
ろうか、ともかく何よりもお金と
物の豊富さは、それへの依頼心を
高め、身心の活力を奪って人間を
弱く安っぽくする。物の比重が多
くなり人間が浮き上がってしまう
のだ。それを知らずに、自分と子
どもの幸福のためにと思って一生
懸命財産を積もうと心がけている
親が少なくないが、全く気の毒な
ものだ」
――こんな話を、具体例を示しな
がら夢中でしました。むろんその
裏には、もっと確かな幸福は心の
豊かさ、精神的な自由にあること
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を含めて語ったわけです。
みんなも熱心に聞き、
「そうらし
いなあ」と一応首肯きたい気分に
なったようです。
ところが最後の日になって、そ
の中の一人の女子高校生が、私の
ところへ来て言いました。
「だけど先生、現実にはお金で人
の運命は左右されますね」
ことばはこれだけですが、私に
は彼女が何を言おうとしているの
か、手に取るようにわかるので、
このように答えました。
「これはいい感想だ。きっとみん
なも、その辺のところに何かサッ
パリしないものを感じているのだ
ろうと思いますね。お金や物質の
豊かさは人間の幸福とは関係がな

いばかりでなく、不幸の因にさえ
なりやすいと私は言うが、世の中
の人は貧乏に苦しみ、或いは少し
でも多くお金を手に入れようと苦
心しているのが事実だ。つまり『お
金さえあれば』というのが多くの
人の実感ではないか。とするとこ
の現実とハナシとは、どうつなが
るのか、という感じでしょう。
それはもっともな感想なのです。
お金の有る無しによって人々の運
命が大きく左右されるのは目の前
の事実なのですから。しかし私は
その事実を否定しようとするので
はないのです。私はお金が人の運
命に大きな影響を及ぼすことは認
めます。それどころか、私はお金
の性質や人間への威力、魔力につ
いては世間の誰よりもよく知って

いるつもりです。長い間徹底的な
貧乏をし、その間ひどい栄養失調
で働くこともできず、毎日お金と
いう不思議なものについて深く深
く考え究めないではいられなかっ
たのです。
お金はただの物ではないことは
勿論です。お金の本質は人間の心
です。幾重にも重なった心の塊で
す。だからお金をバカにすること
は人の心の力をバカにすることで
正しいことではありません。だか
らお金というものは粗末に扱って
はいけないものだと思っています。
大事に厳格に扱うべきものだと思
っています。
しかし、お金を形成しその価値
を支えている人間の心がどんな性
質のものか、 ――崇敬すべき気高
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いものかどうか ――つまりどの程
度に尊ぶべきものであるかは別問
題です。またお金にはバカになら
ない現実的な力があるということ
とお金を沢山持つのが幸福かどう
かということもまた別の問題です。
切れ味のよい刃物を持つのが幸福
かどうか、酒を沢山飲める体質を
もつことは幸福かどうかという問
題と似ています。
私はお金を多く持った方が少な
いより幸福だとは言えないと思っ
ています。それは自分の経験から
も他の人の実例からも言えること
です。餓死しそうな貧乏は困りま
すが、大体お金や物があり過ぎる
より、少し足りない目の方が幸福
、り
、や
、す
、い
、ということは真実だ
であ
と思います。極端な例ですが、大

きな財産を親から譲られ、それを
失うまい、あわよくばもっとふや
してやろうと思って一生を財産に
かかわり合って過ごしてしまう人
があります。そういう人は、ちょ
っとした手近な欲望の満足を得て
貧乏人から羨まれるかも知れませ
んが、その代わりいつもぐるり中
を警戒しながら生きていなければ
なりません。それではまともな自
由も幸福もありえません。
大体お金や物の洪水の中で人間
らしい自由を確保するのは難中の
難事です。また無理にお金を儲け
ようとすれば必ず他人との間に摩
擦が起こり争わなければならなく
なります。
ともかく余計なお金を持ったり、
持とうとしたりすることは人々が

信ずるほど有難いことでも、立派
なことでもありません。
しかしお金があったら不幸にな
ると限ったものでないことは勿論
です。沢山のお金を生かして使っ
て多くの人々と喜びを分かち合う
ということもできます。 ――とい
うことは、お金は人の運命に大き
な影響力を持つ場合が多いが、そ
れが良い方へ作用するか悪い方へ
作川するかはきまっていない、ど
ちらかと言えば悪い方へ働きやす
い、ということです。
さてこのようにお金が人の運命
にかなりな影響力をもっているこ
とは事実ですが、人の運命をきめ
る条件はお金が唯一でないし、最
大なものでもないということに気
づかなければなりません。人の運
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命はいろいろ複雑な条件によって
決まります。健康、容貌など身体
的条件、知能、性格など精神的条
件、家庭・社会など環境的条件、
その他いろいろなことがからみ合
って運命は決まります。しかしこ
れらの外に、例えば、狭く生きる
か、正直に生きるか、とか、利己
的に生きるか愛他的に生きるか、
或いは真心をもって生きるか、い
い加減な態度で生きるか、といっ
た生きる根本姿勢の違いによって
も運命は左右されます。しかもそ
れによってもたらされる運命の相
違は、お金の多寡による運命の相
違などより遙かに決定的であると
いうことを知らなければなりませ
ん。
生きる根本姿勢の正しさは他の

不利な条件を補って余りあるもの
です。お金や容貌や頭のよさは扱
いようで幸にも不幸にも、どちら
の原因にもなるあやふやな条件で
すが、真心は出せば出しただけ幸
運を呼ぶという決定的条件です。
私はこのことを言いたかったの
です。お金と真心と、運命の決定
条件としてどちらを取るか、とい
うことをハッキリさせたかったの
です。
お金や物に幸福を求めるのは迷
信で、自由と幸福を本気で求める
ならば自分の正しい姿勢の中に求
めるのこそ正攻法であることを知
ってもらいたかったのです。
尚、お金と真心とは必ずしも相
反発するものではなく、真心は必
要なお金をも調える働きさえ具え

ていることも知っておかなければ
なりません。また、私の言う真心
とは対人関係についてばかり言う
のではなく、すべての物や事に対
する真正面対応の心構えの意味で
あることはすでに承知の通りです。

この話をしてから十日程後に高
校生と大学生十数人の別のグルー
プと話し合う機会がありました。
その時、私は、先の女子高校生の
ことばをそのまま伝えて、
「みんなはどう思う、やはりこの
女子咼校生と同じような感じをも
っているのではないか？」ときい
てみました。すると全員、
「そうだ
なあ」という顔つきをしたままで

二十九ページへ続く
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なるようにしかならない

白い杖

多くの人は、
「ジタバタしてもダメだ」
「なるようにし
かならない」ということを知っている。しかしその中に
は、せっせと努力し活々と生きている人もあり、その日
その日をテキトウにごまかして、つまらなく過ごしてい
る人もある。その差はどこから出るのだろう。同じこと
ばでも理解の深さが違うのだろうか。理屈はともかく、
生きるとはひとごとではない。生きているのは自分なの
だという事実に気づいているかどうかに大きくかかっ
ているのではなかろうか。

うみ

ヘビとカエル

11

和田 重正

（小田原 は･じめ塾）

十月初め一心寮の下の家の裏で
ガマガエルがヘビに呑まれるとこ
ろを見た。
ヘビはヤマカガシだが普通のヤ
マカガシの五倍もある大物で、よ
ほど年を経たものとみえてからだ
の色が全体にぼやけ、黄も赤も黒
いわ
も、くすんでハッキリしない。曰
くありげに貫禄をそなえた太いか
らだをゆっくりとうねらせてガマ
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20

を捉えているのだ。食われている
のは大きなガマである。だがいか
に蛇が大きいといってもガマをひ
と息に呑むほどの口は持っていな
い。ガマの右腿のあたりに食いつ
いているだけだ。この光景を見た
ものは、はじめ誰でも、ヘビが思
案にくれているのだと判断するだ
ろう。それが常識というものだ。
ガマの腹の大きさとヘビの頭の小
ささをくらべてみればどんなにひ
いき目にみても、小が大を呑むと
は想像もつかないわけだ。食いつ
いてみたものの呑むことはできな
いし、内向きの自分の歯に引かか
って、吐き出すこともできない。
さて、どうしたものだろう、とガ
ラス玉のような目をむいて困り果
てている有様だ。

食いつかれているガマはとみれ
ば、これはまた静かなものである。
困ったような顔もせず手足を動か
そうともしない。だまって尻に食
いつかせている。ときどき喉のあ
たりを少し動かすだけでもがこう
とも逃げようともせず、全くされ
るままになっている。
この結末はいったいどうなるの
だろう、とこちらはせっかちに思
わないではいられない。だが、自
然界はなんと悠々としていること
だろう。その変化は、二分や三分
ではわからない、少なくとも十分
を単位にとらなければ変化は観測
できないのである。
こっちも肚を据えてしゃがみ込
んで見守っていると、驚くべきこ
とが徐々に展開してくるのだ。ヘ

ビの口が徐々に開いてくる、開く
ばかりでなく、あごの皮がゴムの
ように伸びる。いくらでも伸びる。
上あごと下あごの開く角度は殆ど
一直線に近い、多分百六十度ぐら
いはあるだろう。 ――この変化は
月見草の開花より緩かで滑かであ
る、もの音一つせず、しかも絶対
的な確かさをもって推移するこの
変化は人間界にはないものだ。何
という寂かさだろう。何という確
かさだろう。ガマの目は、つむり
も、またたきもせず、じっと上を
見ているだけ。
十五分、二十分。いつの間にか
ガマの下半身が吸い込まれている。
その頃になると、ガマはいままで
大きく膨らませていた自分の腹を
細めて呑まれやすく形をととのえ

- 16 -

ている。
ここまで来ればこの自然劇の結
末はもう見えて来た。やがてガマ
の全身は首尾よくヘビの中に滑り
込んで納まることだろう。
私は去年も一心寮で同じような
光景を目撃したが、あのときはヘ
ビもガマもこれよりずっと小さか
ったせいか、今年のほど厳粛な感
じはなかった。今年の自然劇は実
に荘厳と言いたいほどのものだっ
た。大自然の夜明けを見るような、
いや、それより天地の神々を信ず
る穢れなき人々によって神苑で執
り行われる無私の森厳さをさえ感
じさせられた。
私はこれを見て、自分の今まで
の間違いにはじめて気づいた。自
分は人間心で勝手な想像をして勝

手なすがたを描いていたというこ
とを知ったのである。
世問の通念に従って私もカエル
とヘビは闘争し、強きものが弱き
ものを滅ぼしているのだ、と思っ
ていた。カエルは恐怖と苦痛のた
めに目をむき手足を痙攣させてい
るのだと思っていた。ヘビは殺気
に満ちた目を血走らせ、凶悪な口
を開いてカエルを貪り食うのかと
思っていた。
ところが、事実はちがう。全く
ちがうのだ。誤解も甚だしい。
ヘビとカエルは戦っているので
も、弱者が強者に滅ぼされている
のでもない。ヘビとカエルは一つ
、式
、に協力し各々その役割を果
の儀
たしているに過ぎないのだ。カエ
ルは恐怖と苦痛の中でもがきなが

ら食われるのではない。静かな、
深い満足のうちに食われているの
だ。もしかするとヘビに呑まれる
カエルはカエルの中での果報者な
のかも知れない。ヘビに呑まれる
カエルは無上の快感を愉しんでい
るのかも知れない。多分そうなの
だろう。尻に食いつかれたカエル
の緊張した、そして満ち足りたあ
の表情がそれを物語っている。
ヘビも決して残虐な殺戮行為を
しているとは思っていない、だか
らひとつも殺気立ってはいないの
だ。冬ごもりのための静かな食事
を楽しんでいるのに違いない。あ
のゴムのように伸びて百六十度に
開かれた大きな口を見て、人は勝
手に恐怖を感じただけなのだ、自
分の驚きをヘビの凶暴と取り違え
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た人間の軽率さに問題があるのだ。
事実は、食う方も食われる方も、
互いに取り引きも、かけ引きもな
い ――そんなケチな思いのかげさ
えもない、純粋な自然の一つの儀
式を共演しているだけなのである。
大らかと言えばこれほどの大らか
さはないだろう。人間が勝手に持
ち合わせの尺度を持ち出して、か
わいそうだの、にくらしいだの、
凶暴だのと評価して、勝手に自ら
心を痛めているのだ。
ヘビとカエルの関係は一般に考
えられているような闘争でも敵対
でもない。実は互いに互いを満ち
足りさせる協力関係であり、種属
の次元でも、ヘビはこれで栄え、
カエルもこれで適当に調節されて
過密化が防がれているのだ。とい

うことを知って私は肩の荷が一つ
おろされたような気がした。
鈴虫やカマキリの雌が、用済み
の雄を頭から食うのも全く同じこ
とではないだろうか。人間のメス
が用済みのオスを頭から食うのは
あまり賛成できないが、人間と鈴
虫とは違う生き方をするようにで
きている。その差を無視して、鈴
虫がオスを食うことを残酷だとか
野蛮だとか感じるのは、根拠のな
いことだと言わねばならない。メ
スに食われるオスは無上の快感の
中に恍惚として逝くのに違いない
のだ。
人間というものはバカなおせっ
かいをして勝手な苦労をするもの
ではある。

因みに一心寮のあたりではガマ
とヘビとが寄り添って冬眠してい
るのではないかと思われる。太い
材木を積んだ下の温い土の中に何
十匹かのガマガエルが数匹のヘビ
と体をくっつけ合って冬眠してい
るに違いないと思う。仲のいい共
演者たちは人間のよけいな思惑と
は無関係に、きっとそうしている
に違いない。

十一月号

ま み ず 第 七巻 第 十 一号

昭和四十七年
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漫画・狐憑き

白い杖

枯れ葉の中に坐りこんで、目をつりあげて忙しそうに、まわり
の枯れ葉を集めている人があります。熊手を使って掻きよせた
りしています。みるみるうちに枯れ葉が体を埋めるほど積みあ
げられました。それでもこの人の手は、ますます忙しそうに働
いています。不思議に枯れ葉も、どこからともなく吸いよせら
つ

られるように、いくらでも寄ってきます。しまいに枯れ葉が口
も鼻も血走った目まで塞ぐほどになりましたが、この人は憑か
れたように喘ぎながらもまだ夢中で集めています。
この人は狐にだまされて、木の葉をお金だと思っているのです。

うみ

師走の感慨

12

和田 重正

（小田原 は･じめ塾）

「もう十二月になってしまった」
と思うと私の胸の中に何かがいっ
ぱいに漲ってきて、それがささや
かな音を立てて流れはじめるのが
毎年の例です。水量豊かな谷川の
流れのように冷たいが、止まると
ころを知らず活々と移り変わる、
うつし世のいのちの奔流なのでし
ょうか。
私はひま人のせいか、元日から
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始まって三百六十五日、時の流れ
を気にしない日はありません。忙
しい人はよく月日のたつのを忘れ、
気がついたらもう秋が過ぎていた、
というようなことを言いますが、
私はそれほどに何事にも、夢中に
なれないたちなのでしょう。その
日その日の時の経過を、丁度流れ
に手を入れて過ぎ去る水をなつか
しむような思いで見送っておりま
す。師走の声を聞くとまた一段と
その思いが深くなります。
時への思いが深くなることはこ
の世のすがたへの思いが劇しくな
ることです。そして師走が来る度
に堪え難い思いで思うことは「人
の世とはなんと、かなしいところ
なのだろう」ということです。か
なしいと言っても、それは悲しい

という意味ばかりでなく、愛しい、
哀しいという意味全部を ――むし
ろ後者のほうをより強く ――ふく
み、言いかえれば、いとしく、な
つかしく、感動的であるという感
じなのです。
これは先月の話ですが、大へん
師走的な感じの強い一日がありま
した。
小春日和というのでしょう。空
澄みわたる静かな秋の日でした。
こんな日は家に閉じ籠っているわ
けにはゆきません。まだひる前で
すが私はふところ手で風の如くに
家を出ました。箱根や丹沢の山々
も腕を組んだり、ふところ手をし
たりしています。駅の前を通ると、
ル ン ペ ン
ボロ布れのような臭いのする人の

流れが競輪場に向かっています。
タクシーの乗り場には、新幹線で
来たと思われる紳士と淑女のグル
ープがゴルフバッグを担いで集ま
っています。
「グワーンといたるで」
「そや、そや」
という言葉の工合からみると関西
から来た人たちのようです。この
グループはきれいに彩られた安物
の干菓子のような匂いがします。
城趾公園へ行きました。天守閣
の下には丁度菊花展が開かれてい
て、大へんな賑いです。幼稚園が
二つぐらい来ています。十時だと
いうのに子どもらはもうお弁当を
たべています。胸にリボンをつけ
たどこかの農協さんみたいな大き
な団体も繰り込んできます。オッ
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サン同士が菊の品定めをしながら
互いに菊作りについての蘊蓄を披
露し合っています。その雑踏の中
に若い西洋人も四、五十人混って
います。立派な頬ヒゲを生やした
青年もいます。色眼鏡をかけた背
のヒョロ長い娘さんもいます。そ
の中に目の覚めるようなきれいな
男の子がいました。十八、九歳で
しょう。名匠が大理石で作ったよ
うな、高貴な匂いさえするのです。
私は目をみはり仰みながらすれ違
いました。通りすごして彼の後ろ
姿を見返ると、シャツの背中には
「反戦 ‥ ‥に参加しよう」と書い
てありました。
「ホントウに、戦争
なんかしたくないなあ」と私は腹
の底で強く思いながら、黄色い大
きな懸崖菊に眼を移しました。そ

の時私の頭の中には、轟音と共に
富士山に向かって侵入して来るＢ
の編隊の鮮やかな姿がありました。
山を下ってお濠のところに来ま
した。このあたりも人でいっぱい
です。赤い「学び橋」の袂に大ぜ
い人が集まって鯉に餌をやってい
ます。大きな鯉が無数にどこかか
ら湧くように現われては集まって
来ます。色々な色のがいますが、
中に、四、五歳の町の女の子の着
る着物のようにハッキリした赤と
白の模様のが一尾います。鯉の仲
間ではどんな待遇を受けているだ
ろう、などと考えながら駅の方へ
歩いて来ると、人混みは一層ひど
くなります。その人混みの中の四
ツ角のひと隅に、近頃あまり見か
けなくなった廃兵が一人いるので
29

す。膝下五寸ぐらいのところで切
断された右脚を、義足を外して露
わに見せ、両手をのめるように前
について大声で歌っているのです。
白衣はよごれ切っているし、膚は
真黒に陽にやけて、きれいという
ところはどこにも残っていません。
その醜さの塊りのようなものが、
声を限りに歌っているのです。
「ここはお国の何百里
難れて遠き満洲の
赤い夕陽に照らされて
友は野末の石の下
思えば悲しきのうまで
‥‥」
すぐこの先に昨日開店したばか
りの大きなデパートがあり、楽隊
のラッパやドラムがこのあたりの
雑踏を一層ひっかきまわしていま
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す。この中で廃兵さんがどんなに
声を張り上げても、それはたまた
ま一メートル以内に近づいた人の
耳に届くだけです。私は人の流れ
の外にはみ出してようやく歩いて
いたので、あやうく廃兵さんの前
にひろげられている布を踏んづけ
るところでした。ハッとして足元
を見た。顔を地に向けて発せられ
ている声は地中から出ているよう
でした。
「 ‥‥
まっさきかＩけて突進し
敵を散々こらしたる
勇士はこーこに眠れるか
。
‥‥」
地から響き出るゾーッとするよ
うなつやのない声の中に、私はあ
の行進する部隊の軍靴の音を聞き

ました。あの軍服のにおいさえも
嗅ぎました。そしていつかどこか
で見た幽霊部隊の幻も蘇ってきま
した。それと同時に今見てきたば
かりの色々な光景。ゴルフ行き、
競輪行き、菊花展、農協さん、幼
稚園、外人、お濠の鯉とそれに餌
をやる人々 ――これらのすがたも
すべて鮮かにダブッて心に映って
きます。
何も彼も、渾然として入れ混っ
てきてそれが私を急にかなしくし
ました。ただかなしくて、かなし
くて。このどうしようもない重い
かなしい人の世のすがたに私はす
べての思慮を失いました。財布に
あったほとんど全部、千円札二枚
を廃兵さんの手の前においてみま
した。廃兵さんは軍歌をつづけな

がらチラッと上目使いに私の目を
見て両手でお札を抱え込むように
して取り込みました。
「こんなかなしみがあってよいも
のだろうか」と私は体中で思いま
した。廃兵さんがかわいそうだ、
と思うのではありません。廃兵さ
んが、どんな事情で、そしてどん
なつもりで、行楽の群集の中であ
の悲しみの軍歌を歌っているのか、
いろいろなことを憶測することが
できます。もしかすると、案外人
を喰った芝居であるのかも知れま
せん。また政治のあり方への憤り
も可能でしょう。しかし私はそん
なことを一々考え、この廃兵さん
を批判したり、その身になったり
してかなしむほどの分別は持ち合
わせないのです。私はこういう役
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割を演じなければならない者のい
る人の世のすがたに言いようもな
、な
、し
、み
、を覚えるのです。 ――
いか
そう言ってもまだ言い得ていませ
ん。ほんとうはどういうことなの
だろう。進軍する部隊も菊花展の
賑わいも、この繁華街の雑踏も、
そして軍歌を歌う廃兵さんもみん
な、ひっくるめて自分の他の何も
のでもない ――と言ったら少しは
実感に近づくことになるかも知れ
ません。ともかく、娑婆はどうに
もならないかなしいところだ。こ
の娑婆へ私は、ありったけの持ち
金を捧げたのです。
「 ‥‥
衆生見劫尽 大火所焼時
我此土安穏 天人常充満
園林諸堂閣 種種宝荘厳

宝樹多華果 衆生所遊楽
諸天撃天鼓 常作衆伎楽
雨曼陀羅華 散佛及大衆
我浄土不毀 ‥‥ ‥‥
而生憍恣心 放逸著五欲
堕於悪道中 我常知衆生
行道不行道 随応所可度 ‥ ‥」
（法華経如来寿量品偈）
昔私は愚かにも「南無阿弥陀佛」
にいどんでその盤石の巨体に一分
、る
、ぎ
、も与えることができず力
のゆ
つきて自ら悶絶しようとしたこと
があります。その後しばらくの間、
人のすすめにしたがって日夜この
経を読誦したことがあります。そ
の時の、
「なぜ自分はこの世に生ま
れて来なければならなかったのだ
ろう」という切ない気持ちをこの
雑踏の中の軍歌によって思い起こ

されたのです。
総じて軍歌というのは悲しいも
のです。中でも「ここはお国の何
百里」は背骨の中を冷たい風が通
るような救われがたい思いに私を
おち入らせます。
子どもの頃私は、東京の山の手
の静かな屋敷町に住んでいました。
自分の家と隣の家の境に行き止ま
りの露地がありました。幅は二間
ぐらい、長さは六間ぐらいあった
と思います。その露地に隣のおば
あさんが毎日出てきて、両手を後
ろに組んで、入口から奥まで何回
でも何十回でも往復するのです。
「ココハオクニノナンビャクリ。
ココハオクニノナンビャクリ」
と小声で繰返えしながら腰で少し
調子をとる恰好で、三十分か一時
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間歩いてから自分の家の庭へ入っ
て行きます。私たちは「このおば
あさん、少しへんなのではないか」
と思ってバカにしていましたが、
何か淋しいものがこのおばあさん
を取り巻いているような気がする
ので、悪童の私もからかったり、
邪魔したりはしませんでした。
このおばあさんの夫は陸軍少佐
で日露戦争に出征して満洲の地で
名誉の戦死を遂げたのだそうです。
未亡人となったおばあさんは金鵄
勲章を拝領し、それから好日
「ココハオクニノナンビャクリ。
ココハオクニノナンビャクリ」
と歌いながら一人の遺児と静かに
年金で暮らしてきたのだそうです。
このおばあさんの身の上話はそ
の当時誰かから聞いて知っていた

のですが、子どもの私にはその意
味がまだわからなかったのです。
おとなになるに従ってあのおばあ
さんの「ココハオクニノナンビャ
クリ」が何であったのかがわかっ
て来ました。それと同時に、あの
おばあさんの静かな露地で呟くよ
うに歌っていた小さな声が益々ハ
ッキリと耳によみがえって来ます。
私は戦争はしてはいけない、と
思います。なんとかして起こりそ
うな戦争は自分一人の力ででも引
き留めなければならないと思いま
す。しかし私は今、廃兵さんの軍
歌を聞いて思ったのは、そんな威
勢のいいことではないのです。そ
れよりも、もっと前の、この世の
どうすることもできないかなしい
すがたなのです。

これからいよいよ本格的師走に
なります。街にジングルベルが騒
々しく流れ、千円もするケーキが
ショウウィンドウに並ぶでしょう。
そしてこの中に廃兵さんのような、
またマッチ売りの少女のような、
そんな役割の人たちも登場するこ
とでしょう。
この娑婆の中で、いったい私は
どんなにして生きて行ったらいい
のでしょう。年の暮が来る度に私
はいつも同じ感慨に浸ります。き
っと自分のポコンドリー（心気症
的）性格のためだと思いますが。

廃兵 ＝ 傷兵、傷痍軍人

十二月号

ま み ず 第 七 巻 第十 二 号

昭和四十七年
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『西湘まみず会通信』第六号
昭和五十年五月

○ 西湘まみず会とは
人生・教育・福祉の具体的問
題を追及し、それによって「人
生とは何か」
「人間とは何か」
「自
分とは何か」という根本問題に
迫ろう、という趣旨で発行され
ている雑誌が月刊「まみず」で
あります。
その雑誌の全国の読者の会が
「まみず会」で「西湘まみず会」
はその西湘支部というようなも
のです。
○ 西湘まみず会は何をしようと
しているか

○「通信」の活用
この通信をまみず会員でない
方にも差し上げて共鳴者を一人
でも多く得るキッカケに活用し
ていただけたらありがたいこと
です。

いるのがこの「通信」です。

「まみず」の趣旨に従って、よい
人生を創造しようという会員の
団体ですから、人生の問題をお
互いに語り合い助け合って行こ
うというのですが、西湘まみず
会では当分活動の焦点を特に教
育に当てていこうではないかと
いうことになっています。

あまやかしと干渉

世の中には好んで悪いことをす
る人もたまにはあります。それも
困るけど、よいことを自分から進
んでは何もしない人にも困ります。
はたの者はうっとうしくてかない
ません。

和田重正

○「通信」について
西湘まみず会の定期集会は二
ヶ月に一度（偶数月に行います。
奇数月は東京です）それに出席
出来ない方も多いので自然、会
員の「まみず意識」が希薄にな
るおそれがあります。それを防
ぎさらに積極的に問題意識を高
めるためのよすがにもなろうか
と思って月一回ぐらい発行して
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く

他人から指図されたり強制され
たりしなければ何もしないでボヤ
しているというのははたの者
にとっては歯痒くて仕様がありま
せん。もしそれが子どもや青年だ
ったら、その親は怒りたくなって
しまうでしょう。
「少しはしっかり
しなさいよ！」と怒鳴りたくなる
に違いありません。
四十年来青少年と接して来た私
が最近強く感じているのは、そう
いう頼もしくない青少年が急激に
増えているということです。ここ
四，五年来は殊にひどいような気
がするのです。
生活一般についても、勉強につ
いても全く他人に依存してやって
いるだけで、自分の意志で積極的
に生きているというような青少年

は極めて少なくなったように思わ
れるのです。
例えば、よく勉強をして、成績
のよい子は勉強が好きで自分の意
志でそれをやっていると見られ勝
ちですが、本当にそういう子が沢
山いるでしょうか。そういう子も
稀にはいるのかも知れませんが、
今日の青少年の勉強家の大部分は
そうではないと思います。彼等の
大部分は親や教師や広くは、世間
とか制度などに指図され或いは強
制されて、それに反発する気も起
こさずに黙々と従っているだけだ
と思います。まことに素直で結構
だと言えばその通りですが、こう
いう人がはたからの支えを失った
とき、或いはフト正気になったと
き、どんなみじめな状態に陥るか、

まことに悲惨なものです。
他人から問題を与えられ、その
解法を教えられ、他人から生活の
一つ一つ ――食うことから寝起き
まで ――を指図されて生きてきた
人間が、そういう他人を失ったと
きどんな有様になるでしょうか。
支柱に絡んで伸びてきた蔓草が支
柱をとられたようなものです。自
分で立ち上がる意志も力もなくヘ
タヘタとしゃがみ込んで、人を恨
み世を恨む、恨みの眼であたりを
見回すばかりです。
もし、彼等に正気がフト芽生え
てきたときはどうなるでしょう。
自分の脚で立つ力を持たない彼等
はひたすら消極的な反抗 ――親や
教師などの期待を裏切ることによ
って、腹癒せをしようとするでし
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ょう。その極端なものは学校忌避
症のような手のつけようのないフ
テクサレを現わす
ことになりますが、そこまで行か
なくてもその傾向をもった者が今
日の青少年の中にどれほど多いか、
まことに気の毒の至りだと思わな
いではいられません。
そのように自主性の育たなかっ
た青少年の一つの極は例の暴走族
のような無茶苦茶青年となります。
さてこのような自主性を著しく
欠いた青少年が近年ものすごい勢
いで大量生産されてきたというこ
とは、どういう原因によるのでし
ょう。
私は、学校と家庭に於けるあま
やかしと干渉にその主要原因があ
ると思っています。

あまやかしとはあまえを受け容
れてやることでしょう。そしてあ
まえとは、大雑把に言えば、自分
のできることを自分でしないで他
人にしてもらおうとしたり、不当
に大きな好意を他人に期待する、
ということでしょう。そういう子
どもの要求や期待をいつも受け容
れてやるということは子どもの行
動力・実践力を伸ばさないことで
す。
、
それから干渉とは、子どものい
、ち
、の活動へのお節介のことです。
の
人間が健全な精神生活を実現する
には赤ん坊から老人に至るまでそ
れぞれの年齢のときにそれに必要
、活
、があるものです。殊に精神
な生
機構が頑丈に、複雑に形成されて
いく少年期の終わりまではそれに

適した生活が是非とも必要です。
その生活とはカラダで事物のあり
方を確かめ、それに対応する行動
の仕方を会得する ――つまり外界
の、人と物とへの接し方の理解を
深めるに必要な生活のことです。
それによってこの現実の世界で自
分をどのように生かして行くかを
会得し、それを実行するための積
極的な力を蓄えて行くわけです。
そのような生活とは幼児や少年に
とっては衣食住などに関すること
と、更に一層発展的な要求を提供
するのは遊びであります。それは
、の
、ち
、の要請とでも言えるかと思
い
います。
その重要な自然な生活を大人が
自分の勝手な考えで不自然なしつ
けと知識や技能の押しつけで無理
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に規制しようとすれば子どもの精
神の発達が阻碍されることは当た
り前でしょう。要するに親や教師
が人間というものについて間違っ
た考えをもっていて，子どもをそ
の物差しにあてはめようとすれば、
それだけ子どもの自由を冒してい
ることになります。立場を換えれ
ば子どもはそれだけ生活を奪われ
ているということです。
今日の子どもたちは、家庭と学
、ま
、や
、か
、し
、とお節
校（幼稚園）であ
介とで消極的と積極的と両様に生
活を抑制されているわけです。こ
れでは子どもが自分で生きるすき
間は無くなってしまいます。
教育界でも自主性とか積極性を
育てるにはどうしたらよいか、な
どとよく論じられていますが、今

のような家庭と学校でのあまやか らば、あまやかしと干渉を今直ぐ
しと干渉を改めずに、どんな方策 にやめなければならないと思いま
を講じてもそれは事態を益々こじ す。
らせるだけの効果しかありません。
私はもし子どもに対するあまや
かしと干渉を親と学校がやめたた
・
「ハガキ通信」をくださいませんか。
めに学業の成績がわるくて有名校
感想でも意見でも提案でも会員への
への進学ができなくても子どもの
呼びかけでも、何でも結構ですから、
将来については少しも心配がない
ハガキ一枚ぐらいの短文で事務局宛
と思います。しかし実際は決して
にお寄せくださいませんか。この通
そんな結果は出てきません。健全
信に載せさせていただきます。
な自主的精神の育っている子ども
・この「通信」ほしい人は左記へハガ
は、必要な時には必要な努力をし
キか電話で申し込んでください。
ますし、何が自分にとって必要か、
発行所 足柄上郡大井町
という判断も誤ることなくできる
瀬戸吉蔵方
はずだと思います。
西湘まみず会
子どもがどこへも寄りかからず
に自分で立って、自分の道を歩む
頼もしい大人になることを願うな
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十四ページからの続き

昭和四十七年 十月号

遂に答えるものはありませんでし
た。恐らく半数は女子高校生と同
じ感じを持ち、他の半数は、そん
な感じさえもしなかったのだと思
います。
もしそうだとすると、これは見
逃がせない重要なことを示してい
ます。つまり、お金や物が人間の
幸福にどんなかかかわり合いをも
っているか、という誰の目の前に
も大きくつきつけられている重要
問題についてさえ、この若者たち
は学校でも家庭でも何も教えられ
ていないし、考える動機さえ与え
られていないということです。こ
れでは世の中が益々浅ましくなる
わけです。
まみ ず第 七巻 第十号

手書き未定稿

教育に於ける人間像
和田重正
私は教育実践においてこういう
人間像を描いている。
（子どもをこういう人々に育てたい）

文部省編の「期待される人間像」
のような、現在と極近い将来の日
本の社会に対して好ましいと考え

られる人間像を描いてみることも
無意味ではないと思います。つま
り現在の指導者たちが、この社会
の構成員としてこうあって欲しい
と思う人間の美点を集めて一つの
人間像を組み立てて見せてくれる
ことは、教育とは何をすることな
のかさえ弁えない教師たち（文部
省管轄下にはいっぱいいます）に
とってはいくらかの目安になるの
かもしれないという意味です。
しかし誰でも感ずるように、社
、ら
、ま
、ほ
、し
、き
、あり方を
会人をしてあ
多くの人々の考えによって取りま
とめ、組み立てられたものは生き
た人間ではありません。というこ
とは、どんなに立派に描き出され
てもそれによって我々の感動を呼
び起こすことはできないというこ
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とです。
教育の上で実際に働くものはそ
のような人形のような完全（？）
人間の像ではなく、片腕も片足も
目鼻さえも整わぬ未完成であって
も、どこかに躍動する熱いエネル
ギーを蓄え、それを発動させるも
のでなければなりません。
ということになると教育の上で
積極的な意味のある人間像は、教
育者自身の個々の内心から催され
る願望として描かれたものでなけ
ればならないということになりま
す。それはどんな稚拙なものであ
っても必ず生きてそれなりの働き
を果たすに違いありません。我々
が描くそのような生きた人間像を
披露しあうということはお互いの
参考として意味のあることだ、と

いうのがこの特集テーマの趣旨で
あろうと考えます。
さて私はどんな人間像を描いて
いるかと言えば、
「ケチ臭くなく、自分の好き嫌い
に振り回されることもなく、今自
分のなすべき順番に巡ってきたこ
とを、すらすらとやってのける人」
――これは人間像の表の模様で、
、ご
、こ
、ろ
、をつくして何で
中身は「ま
もする人」です。
われわれが、教育の上でどんな
、き
、か、と考えたな
人間像を描くべ
、ら
、ま
、ほ
、し
、き
、あ
らば、人間としてあ
らゆる知性特性その他の能力を挙
げなければなりません。つまり理
想的完全人間をでっち上げなけれ
ばならないことになります。これ
は容易なことではありませんし、

もし自ら満足する人間像を描き得
たとしても、それがどんなに力の
ない、虚しいものかは誰でも想像
、き
、かとして描
がつくでしょう。
（べ
かれた典型的な見本が文部省版の
人間像です）われわれにとって問
、き
、か
、、ではなく
題なのは、描くべ
、る
、か
、であると思います。
描いてい
そして私が四十年間描き続けて
きたのも前に掲げた人間像なので
あります。これはまことに素人臭
い、片手落ちの粗末な像に違いあ
りません。しかし私はかなりな情
熱をもってこの像を抱き続けてく
ることができました。それはどう
してでしょう。
、り
、た
、い
、
実はこれは私自身の、あ
姿なのです。ケチでなく、イヤな
ことは避けようとせず真っ正面か

- 30 -

ら取り組み、またどんな些細なこ
とでも華やかなことでも自分の順
番に巡ってきたことは選り好みせ
ずにやってのける人、一言で言え
ば、何事にもまごころを全開して
臨むことのできる人でありたい、
という自分自身の願いなのです。
なぜそのような願いを自分自身
に持ったのかといえば、自ら省み
たとき自分に最も欠けている点と
して痛感したのが、
・自分のケチさ、と、
・イヤなことは何かの言い訳を作
っては逃げようとする態度、そ
れから、
・今、当然すべきことをせず、遠
くの華々しいことを考えて結局
何もせずに過ぎてしまう、とい
う空想的生活

――この三点だったのです。これ
を直さなければ一人前の人間には
なれないと思って今日までその思
いを続けてきたわけです。
ところが教育というのは他人相
手の仕事です。ですからこの相手
（青少年）をどうしてやろうか、
と考えるのは当然です。それでな
ければ教育にはなりません。そこ
で自分自身についての願望が教育
とどんなかかわり合いを持ち得る
のかということが問題になってき
ます。
この点で私は簡単に、教育は結
、と
、ごとではなく自分の問
局、 ひ
題なのだ、と思っているのです。
自分自身に切実に求むるところを
他の人にも実現してもらいたいと
、
思うのは自然の人情でしょう。強

、こそ人生に最も価値あるものだ
さ
と思いそれを身につけたいと真剣
に願う人は、他人にもそれが最高
の価値だと思い、それを実現させ
ようと助力するのがその人への最
大の行為のつくしようだと思うで
しょう。やさしさ、まじめ、正直
等々についても同じことが言える
でしょう。
よく人は、相手の立場に立って
その人が何を求めているのかを知
って、その願いに沿って助力する
のが本当の親切というものだと言
いますが教育も愛他行の一種だと
すれば、やはりそうすべきなので
しょうか。私は必ずしもそうは思
いません。相手を理解することは
必要ですが、それと相手に何を実
現させたいと願うかは別のことです。
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まみずの広場

一心 寮からの便り

望月修
山での集いからずいぶん日数が
たちましたが、皆さんどうしてい
らっしゃるでしょうか。私は合宿
の後、山に残り、ずっとこちらで
生活しています。八月一杯続いた
合宿も、九月に入ると急にすべて
が静まり、一心寮は、日一日と深
まりゆく山の秋を呼吸して、丹沢
を眺め、しみじみとした趣きのう
らに佇んでいます。皆でやった階
段の土木工事や、破れ障子の張り
換えなどの跡を見る度に、合宿の
事を思い出します。

今回の合宿は、昨年初めて参加
した私には、ちょっと違ったもの
に感じられました。それというも、
昨年までは青年の合宿で、若い同
年代の人々が多かったのに、今年
は、実際に教育現場で活躍してお
られる先生方や、社会人の方が多
いため、楽しさの中にも、ずいぷ
んと大人の、どこか落ち着きのあ
る集いだったからだと思います。
まみずの合宿の前まで、高校生の
合宿があり、二日程おつきあいし
ましたが、それとは一変した雰囲
気の中での生活には、自分自身と
まどいがありました。もう、すで
に高校生の中ではしっくりと落ら
着けない反面、道理のわかった大
人の人達ばかりの中へも、しっく
りと入り切れない自分です。

そんな、ぐらぐらした己れをか
かえて、今回の合宿に参加しまし
たが、合宿での勉強に対する準備
が不足していた事に気付きました。
それは、しかし、私にとって、そ
れだけ合宿の内容が深いものであ
ったという事でもあります。また
今回の合宿の手応えは、私自身、
一応大学で学問をするという立場
にいるため、
〈知る事と生きる事〉
というテーマに、大きな興味を抱
いていたからでもありますし、そ
れ以上に、問題とされている事が
根深く、また、きわめてよく練ら
れた問題提起であった為に、私も、
小手先の操作ではなく、本当に問
題を自己に掘り下げ、体で問い、
投げ出す事を余儀なくされたから
だろうと思います。
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賑やかな食事の仕度、薪割り、
風呂焚き、庭掃き、神社での体操、
それから、ほの暗い座敷の中、朝
日の陽光で映し出される木の葉の
影の戯れを障子に感じながらの正
坐 ‥ ‥と身体を動かし、空間に充
ちるあらゆる音を一身に集め、山
の気を呼吸して生活する事は本当
に、心に潤いを取り戻させてくれ
ます。
ところがそれ以上に、今度の合
宿では、集った人々に深い親しみ
を感じました。どうしてだかよく
わかりません。再会した人々も多
かったので、慣れという事もあっ
たかもしれません。けれども、そ
れよりも、各々その程度も経験も
ちがうとは言え、やはり同じよう
な事に悩み、苦しんでいる人間、

或いは、そういう経験を通ってき
た人間達が、ここにこうして集ま
っているのだ、という事が言わず、
語らず、私の内にしみ込んでいた
からだろうと思います。そして、
それは、私自身が、今、その真只
中にいるという事でもあるけれど、
そのような私を、そのまま受けと
めてくれた人々の手の中にすっぽ
りとつつまれている事を身体で感
じ取っていたからだと思われるの
です。
私は、一心寮に集う人々が、背
伸びせずに、自分なりの学びをし
ている事、それ故に、その語る言
葉には、本当に自分自身のものと
なった事がにじみ出て、その人な
りの言葉で深められて伝わってく
る事をつくづくと感じ、ここへ来

る度にうらやましいような気にも
なりました。その事は、教育にお
ける〈生きる事と知る事〉の問題
と無関係ではないと思うのです。
今では、以前に比べて、私もずい
ぷんと自分に引きつけて問い、語
るようにはなりましたけれど、今
日まで受けた教育と自分の何たる
、の
、悪
、い
、合
、
かを知らないために、味
、人
、間
、になっていた私の事ですか
成
ら、自己の内なる矛盾の深さは自
分でも驚く程です。富永先生の論
文に、全教科に意を注げば、人間
が人間として育ってゆくか、と思
ったらそうではなくて、ただ分散
的、多元的理解を増加させるのみ
で、人間の核となるべきものを、
むしろ空虚にしかねない ‥ ‥とい
うような意味の事がありましたけ
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れど、あれは、まさに私自身の姿
なのです。高校時代まで、一心に
積みあげ、どうにかこうにか詰め
込んで来た知識と理屈、それは、
ただそれだけでしかなかったので
す。けれども、いつでも空しい努
力だったわけではない筈です。た
だ、それを正しく導き、育てる事
が出来なかったため結局、自分に
とって実りあるものとする事が出
来なかったのです。大学へ入って
からも、尚、
「どうすればいいのだ
ろう」と悩み、
「生きる実力がない
事を身をもって受けとめなければ
ならなかったのも、そういう事と
大いに関係しているのだろうと思
います。
そのような状態の私が、〈知る事〉
を専門とする大学で、どうやって

学問していったらよいのか ‥ ‥さ
らに、大学で学問する事自体一体
何なのか、という問いが有ります。
私は討論の時、富永先生に、
「この
場では、哲学を持ち込まずに、も
っと人生論風に問題を話しあおう
‥ ‥」というようなおさとしを受
けましたが、その事は、大学での
生活に於ても、大いに問題にしな
ければならないのではないかと思
います。
〈人間が生きる〉という大
きな地平に出て考えたとき、学問
は、学問する事自体を問う事を要
求されるのではないでしょうか、
、学
、のような広
そして、それは、哲
い〈知〉の立場で物事を捉えよう
とする学問の仕事ではないかと思
うのです。
、う
、という事が実
今回、私は、問

に難かしいという事を自覚しまし
た。問いを発するという事は、そ
の問いの内に、その人の理解が示
されている事でもあります。どん
な事を問うているかという事は、
自ずと、その人の理解の深さを現
わしているのですね。だからとい
って、あまり稚拙な事は問うのを
やめ、黙っていようというのでは
ありません。いいかげんな理解で
空納得するよりは、見栄を取りは
ずして問い続けた方がいいだろう
と思います。
私は、しばらく前から、学問と
は、何をどのように〈問うたらい
いかを学ぶ事〉ではないかと、一
応考えています。したがって、そ
の根本的なものは、やはり、哲学
する事だろうと思っています。そ
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、う
、び
、〉事には、知る事の喜
、
の〈問
というようなものが必ずしもない、
それとはまた、違った深さでの知
る働きなのではないかと思うので
す。何故、問うのか、それはよく
分かりません。ただ、今の私には、
、る
、喜
、び
、だけでは尽くせない事態
知
が、私のすむ世界に有り、また、
それは捉えられねばならないから
ではないか、としか言えません。
それは、私がこうして生きている
事の不思議さや、苦しみ、そして
驚きという事と別のものではない
からだろうと思います。
この山の中で、じっくりと物事
を考えるという事が、いかに大切
な事であるかを痛感しています。
それは、競争や、評価主義、成績
主義の教育のあり方から離れたも
のだからです。競争や、成績主義
の教育は、 〝他人の評価を気にし
て生きる 〟 という事につながり、
勉強、教育だけでなく、生きる姿
勢や、生き方そのものにまで、深
く根を張って、人間のスケールを
萎縮させてしまうのではないか ―
―私の悲しい体験は、そう教えて
くれます。
でも、ここ山の寮では、自分な
りの自己の学びをして、自分のも
のにしていけばいいのです。闘う
相手は自己自身ですし、それをじ
っと眺めているのは、空と山と谷
ばかりなのです。
討論では、先生の教育に対する
熱意、人間の未来を念じる熱意や
真剣さが、心の中に深く刻まれま
した。

ここでの合宿は、問うべき問題
を改めて自覚させてくれました。
多くの問いを背負って、私は九月
中旬に山を降ります。
今は、終日奏でられる秋の虫の
楽の音を聴き、山を越え谷を渡っ
て、木々の葉ずれの音を運ぶ冷気
と草の香を吸い、どこまでも、静
かに静かに続く山々を望みながら、
労働し、学んでいます。

まみず学苑の皆さん、一心寮の
門を開けてくださった和田先生、
ありがとうございました。
（大学生）

十一月号

まみず第七巻 第十一号

昭和四十七年

「まみず」に出会って‥ ‥お休みします
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ウクライナでは今、おぞましい事態が
進行中ですが、ウクライナの人たちは、
またロシヤの兵士の親たちはどんな思い
で過ごしていることでしょう。こんなと
きこそ我が日本の働きどころとわたしは
思いますが、役割を十分果たし得ていな
い現状を歯痒く思います。
地球の上でこのようなことが起きると
神社の格子戸に貼られていた写真が真っ
先に頭に浮かびます。
平 澤

郵便振替口座 00200-2-0044305
加入者名
和田重正に学ぶ会
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一枚の写真
下の写真の場所は一心寮から数百メー
トル登ったところにある神社です。
合宿のときは毎朝この神社まで登るの
が日課でしたし、普段寮で生活している
ときもわたしは機会を見つけては登って
いました。
初めてこの神社に来て石段を上がった
とき、目にとまったのが正面の格子戸に
画鋲で留められていた一枚の写真でした。
陸軍の正装をして居住いを正した初々
しい若者が写っていました。写真屋で撮
った写真でしたが色褪せ、画鋲も錆びて
いました。
終戦後十数年経っていました。
そのとき以来、神社に来てお参りする
たびにこの写真も眺め、若者を思いました。
「この若者はどうなったのだろう」
多分お父さんかお母さんかと思いますが
どんな思いでこの写真をここに貼ったこ
とでしょう。そしてここへお参りに来て
どんな思いで眺めたことでしょう。
戦地から無事帰還すれば、或いは消息
が判明すればこの写真ははずされるはず
です。
画鋲のかさが取れそうなので新しいの
と交換したことがありましたが、わたし
が教職に就いて一心寮をくだったときに
は、この写真はまだありました。
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