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四、内村鑑三先生研究の順序 

一 緒 言 

   内村鑑三先生はわが大学特に望星学塾に精神的基盤をお与え下さっている方である

ことは諸君の既に御承知のことであります。 

     すぐる五月二十六日の望星講座で塾生の一部の方々と「内村鑑三先生について」と

いうテーマで研究致しましたので、本号ではその要点を整理し報告することに致しま

す。 

二 内村先生の思い出 

 １ 悩み抜き門をたたく……天職ということ 松前重義           

  〔註〕これは昨昭和四十二年秋日本経済新聞の「私の履歴書」欄からの抄出です。 

    私は杉並･高円寺の下宿から毎日逓信省工務局の職場に通っていた。見学に明け暮

れる単調で無味乾燥な職場の空気もあって学窓から社会に出た私をまもなく襲っ

たのは「人生はどう生きたらいいのか。理想と現実とのムジュンをどう解決したら

いいのか」という根本問題だったのである。役所では指導してくれる人はだれもい

なかった。私は迷い悩みながら、あてどもなく生きていた。下宿の部屋の片すみに、

いつの間にか聖書が一冊置かれるようになった。 

    同じ下宿に吉川良好という、杉並小学校の先生がいた。朝食のおつき合いから、

吉川先生はときどき私の部屋を訪れるようになった。そしてある日、この聖書を目

ざとくみつけた。彼は私が迷い、悩んでいるのを見抜いていたらしかった。私は現

実の社会に対して寂寥
せきりょう

を感じていることを話すと「それでは私の言うところへ行き

なさい。教会とは違うので簡単に聴講は許されないが、私がなんとか頼んであげよ

う」と言ってくれた。 

    吉川先生が案内してくれたところは、新宿・柏木にある内村鑑三先生の聖書研究

会だった。私は、初めて内村先生の聖書講義をきいた。普通の教会ならイエス・キ



リストがどうのこうのという話だけで終わるのが常だが、内村先生の話はそんなせ

まい視野のものではない。神を論じ、宇宙を論じ、歴史、科学を語るそのことばは、

真に先生の該博な知識とスピリットからほとばしり出るものだった。 

    私はひきつけられ、そして打たれた。台風に打ちひしがれた稲穂のように、私の

心の中にあったいっさいのけちくさい自己保存の意識は、あとかたもなくたたきの

めされた。そして日曜日ごとの先生の講義が待ち遠しくなった。行きにはいろいろ

な心配や悩みごとがあっても、帰りにはそれがすっかりぬぐい払われて晴ればれと

した気持ちになるという日曜日が続いて、先生の話は私の血となり肉となっていっ

た。 

    そのころ南原繁、矢内原忠雄、塚本虎二、藤井武といった人々が熱心に通ってい

た。この聖書研究会の講義は、だれにも聞かせるというものではなかっただけに、

ここに集って来るのはいわゆるインテリ層ばかりだった。したがって研究会には、

敬虔
けいけん

なうちにも学究的なふんいきがあふれ、なんとも言えない引きつけるものがあ

った。内村先生は非常に厳格な方でほんとの意味の予言者だったと思う。東大総長

を三代も続けてその門下から出すなど、日本の歴史の上にも非常に大きな影響を与

えている。 

私ごときは門下というより、むしろおそるおそるお話を聞きに行った方だが、通

い続けているうちに人生観の確立、世界観、歴史観の把握、そしてその土台の上に

みずからの生涯の使命を発見しなければならないという信念が徐々に胸に秘めら

れるようになった。 

｢汝のパンを水の上に投ぜよ、多くの日の後に汝再びこれを得ん」……旧約聖書 

のなかの一節である。常に善をなせ。たとえそれがムダな、効果のないもののよう

に見えても多くの日の後に、つまり歴史的には何らかの報いが帰ってくるだろう。

……これはまた一種の歴史の教える教訓でもある。先生の人格に接し、お話をきい

ているうちに、それまでいだいていた悩みはしだいに解消し、人生の指針というか、

人生というものに対する戦いの方向がおのずと決まっていったように思う。 

    先生から受けたいろいろな感化は、思想的、宗教的にも、また教育･政治の面にお

いても、すべて私の土台となり、生命力になったと信じている。以後これまでをた

どってきた私の人生のなかで、何か多少でもいいことがあったとするならば、それ

はまさしく内村鑑三先生の影響力が私をしてそうさせたものにほかならないと思

うのである。 

二 風呂を焚く                           大塚久雄 

  〔註〕大塚久雄先生は前東大教授、社会経済史専攻、先年岩波書店からお出しに成っ

た｢社会科学研究の方法｣（岩波新書青６０７）は諸君の専攻の何たるに関わらず

是非熟読して頂き度書物です。 

    どういう前後の関係であったかは記憶にない。内村先生が「風呂を焚くこともで 

 きない者に私の談
と

く福音は解らないだろう」という意味のことを云われたが、いま   



だに私の心にはっきりと残っている。日曜日の午後の青年の集会で云われたことだ

から、おそらく友人たちのうちでも覚えておられる方があると思うし、またそうい

う意味のことを先生は他の機会にも話されたことがあったかも知れない。それはと

もかく、私はそのころ東大の学生で、日曜日ごとの聖書講義に出席を許されてそう

長くはなかったから、その意味が呑みこめず、面喰らってしまったというのが本当

であった。親しく話し合わぬ友人たちにただして見ようという気にもならずいま想

い出しても微笑をともなうのであるが、ひとつ先生の言葉どおりに自分でやってみ

ようと考えた。その夏休みに帰省したときだったと思うが毎日風呂を焚いてみたの

である。もちろん私はそれまでに風呂焚きの手伝いぐらい時々やらされていたがこ

うして毎日つづけてやってみると、小さな風呂でも実際中々むずかしかった。お陰

で風呂焚きのような単純な仕事でも実地にあたって、そのコツを覚えこまねばだめ

だということ、それからこの仕事を毎日やっているだけでも、家事に忙しい人々か

らたいへん感謝されるものだということなどが解ることができた。けれども先生の

言葉の意味についてはその後人生経験が少しずつ教えてくれるので辛抱づよく待

つよりほかなかったのである。それにしても、先生のこの小さい言葉が今にいたる

まで私の心に焼きついて離れることがない。中にはこうした片言隻句（ひょっとし

たら先生が何の気なしに云われたのではないか、というような不遜なことを私は考

えたことがある）など一笑に付する｢純粋な｣信仰の持主もおありかも知れないし、

また逆にどなたか、先生の著作から博引
はくいん

旁証
ぼうしょう

してそこに含まれている真理の深さを

いっそう深く教示して下さるかも知れない。しかし偶然とはいえ、ともかく私が私

なりにこの風変わりな言葉を噛みしめながら、それを介して、先生の云われんとす

るところを少しずつでもより多く理解しうるようになって来たことは確かな事実

であり今にして先生の青年たちに真理への目を開かされようとされる場合の云わ

ば巧まざる技巧の深さを驚きの念を禁じえないのである。 

三 古典としての｢内村鑑三著作集」                 南田 陽一 

  〔註 南田陽一先生は仏文学者、東大教養学部教授〕 

    このあいだ私の｢愛読書」という題の高校生向放送を頼まれた。そこで、高校生時

代に私が読み始めた本の中で、今に至るまで、一年と私のそばを離れたことのない

書物にどういうものがあるかを調べてみる気になった。二十年以上の歳月が流れ、

その間には欧米で過ごした長い戦争が挟
はさま

っているので、その様な愛読書がそう沢山

ある筈はなかった。 

    間もなく判明したことは、そういう条件にかなうものは、聖書、プラトンの「パ

イドン」、論語、パスカルの「パンセー」ゲーテの「ファウスト」といった類いの

古今の大古典数冊に限られており、現代のものとしては岩波文庫の｢内村鑑三随筆

集」が一冊あるだけであった。いま私の目の前に置かれている、ボロボロになった

文庫本は昭和七年七月の初版で厳密にいえば、私は大学生であったが、先生の著書

を読み始めたのは中学三、四年のことであるから、新制高校生の年頃から四十を過

ぎた今日至るまで引き続き愛読書となっている僅かな古典の中に内村先生の著作

を数え得ることに問題はない。 



    私は今、古典の中にといってしまったがおよそ同時代の書物のうち、どれが後世

になって真に古典の仲間入りをするであろうかを決めるのは容易ではない。現代の

幾多のベスト・セラーズ中百年後に名前すら憶えられているものが果たしていくつ

あるだろう。それにも拘わらず、此度刊行されるに至った内村鑑三著作集の中にこ

そ百年二百年後の日本に於いても依然として多くの人の心を揺
ゆ

り動かすであろう

名篇がいくつか含まれていることを私は疑わない。 

    封建日本の良い意味でも悪い意味でも典型であった武士の家に生まれ、印度や支

那から東に伝わってきた東洋数千年の伝統の真唯中育てられた一青年が近来或い

は東欧から西へ西へとこれまた数千年かかって流れてきたヘブライズム・ヘレニズ

ム混合の大潮流に突如として捲き込まれ、爾来、最も根元的な魂の面に於いて東西

文化の対決とその綜合に全身全霊を捧げ尽したのであるから、その新鮮且つ真摯な

記録こそは、今後数世紀にわたってこの問題と取り組まなければならない此の島の

住民にとってかけがえのない指針となるであろう。 

    ｢東西の遭遇｣という問題が次第に世界の問題となりつつある今日、内村鑑三の名

が再び地球の向こう側でも深く知られる様にならないとも限らない。再びというの

はその著 How I become H Christian が単に米、英、独、其他プロテスタ

ント諸国で読まれたばかりでなく、フランスのようなカトリックの国に於いてさえ、

立派な仏訳本が出版された事実を、或日セーヌ河岸の例の屋台の古本屋で発見した

ことがあったからである。 

四 内村鑑三随筆集抄 

  Ⅰ 秋と河 

    秋到る毎に余は河を懐ふ、二箇の大なる河を懐ふ。 

其第一は石狩河なり、森深く、蔦
つた

は弓形を為して深淵を覆ひ、赤葉其下に垂れて

紅灯の幽暗を照らすが如し、大魚流水に躍り、遠山其面に映る、余は幾回となく独

り其無人の岸を逍徉
しょうよう

或ひは清砂の上に立ち、或ひは葦の中に隠れて余の霊魂の父と

語りぬ。 

其第二はコンネチカット河なり、之をホリヨーク山上より望んで銀河の天井より

地下に移されしが如し、余は其岸に太古の鳥類の足跡を探り、或ひは楓樹の下に坐

し、或ひは松林の中に入りて、異郷に余の天の父と交はりぬ。 

静かなる秋と静かなる河！余は其岸に建てられし余の母校を忘るゝ事もあらん、

然れども秋到る毎に余に静かなる祈禱の座を供せし河を、余は死すとも忘る能わざ

る也。                        （一九〇七年 十月）     

２ 神を見る方法  

    神を見んと欲するか、然らば隠れたる善を為すべし、神は変人の如し、衆人の拍

手喝采する所に其貌
かたち

を顕し給はず、我 儕
ともがら

は密なる所に於てのみ神と相見るを得べ

し、我儕神を見んと欲せば人の見えざる所に多くの善を為して、屢々彼と密会をす

るの機会
を り

を作らざるべからず。            （一九〇五年 七月） 

                                                                   



   ３、読むべきもの、学ぶべきもの、為すべきこと。 

       読むべきものは聖書である、小説ではない、政論ではない、然り神学ではない、

註解ではない、聖書其物である、神の言にして我が霊魂の声なる聖書である。聖

書最も興味深き最も解し易き書である、世々の磐
いは

より流れ出づる玉の如き清水で

ある、之を哲学的に解釈せんとせず、之を教会の書として読まず、神が直接に霊

魂に告げ給ふ言として読んで、聖書は其最も明瞭なる意味を我等に供給する。我

等はすべての物を読むを止めて、一意専心聖書を読んで之をして我等の霊魂を活

き復へらしむべきである。 

      学ぶべきものは天然である、人の編
あ

みし法律ではない、其作りし制度ではない、

社会の習慣ではない、教会の教条ではない、有りの儘の天然である、山である、

河である、樹である、草である、虫である、魚である、禽
とり

である、獣
けもの

である、是

れ皆な直接に神より出で来りしものである。天然は唯天然ではない、神の意思で

ある、其意匠である、其中に最も深い真理は含まれてある、天然を知らずして何

事をも知ることは出来ない、天然は智識の「いろは」である、道徳の原理である、

政治の基礎である、天然を学ぶは道楽ではない、義務である、天然教育の欠乏は

教育上最大の欠乏である。 

      為すべき事は労働である、口を以てする伝道ではない、筆を以てする著述では

ない、策略を以てする政治ではない、手と足を以てする労働である、労働に由ら

ずして信仰は保てない、労働に由らずして常識以上の智識なる常識は得られない、

労働は労働としてのみ尊いのではない、信仰獲得幷に維持の途として、常識養成

の方法として、愛の喚起の手段として又最も尊いのである、キリストに於ける信

仰は文字に頼て維持することは出来ない、語るを知て働くを知らざる者は大抵は

遠からずしてキリストを棄る者である、福音は神学ではない労働である、聖書の

最も善き註解は神学校より来る者にあらずして、田圃より、又は工場より、又は

台所より来る者である、労働なくして身は飢ゑ、智識は衰へ、霊魂は腐る、労働

を賤
いやし

む者は生命を棄る者である、労働是れ生命と云ふも過言ではない。 

                   （一九〇八年一月） 

   ４ 天職発見の途 

       己が天職を知らんと欲する者多し、言ふ、我にして若し我が天職を知るを得ん

か、我は我が全力を注ぎて之に当らんと。 

人よ、汝は汝の天職を知るを得るなり、汝は容易に之を発見するを得べし。 

      汝の全力を注ぎて汝が今日従事しつつある仕事になるべし、然らば遠からずし

て汝は汝の天職に到達するを得べし、汝の天職は天よりの縁ありて汝に示されず

汝は又思考を凝らして之を発見する能わず、汝の天職は汝が今日従事しつつある

職業に由つて汝に示さるるなり、汝は今や汝の天職に達せんとして其途中に在る

なり、何ぞ勇気を鼓舞して進ざる、何ぞ惰想に耽りて天職発見の時期を遅滞せし

むるや、智者あり、曰く、｢凡そ汝の手に堪ふることは力を尽して之を為すべしと、

（伝道之書九章十節）此外別に天職発見の途あるなし、平々坦々たる途なりと雖

も其終点は希望の邑なり、感謝と歓喜の京
みや

城
こ

なり。（一九一三年十月） 



  ５ 我が信仰の友 

       我が信仰の友は惟
ひと

り独逸のルーテルに限らない、英国のウエスレーに止まらな

い、米国のムーディーを以て尽きない、我国の源信僧都、法然上人、親鸞聖人も 

亦我が善き信仰の友である……。  

       言辞を共にする者が我が信仰の友ではない、信仰の目的物に対し心の態度を同

うする者、其者が我が信仰の友である。神と称
よ

び、キリストと唱へ、天国と云ふ

者にして、我が信仰の敵が尠くない、之に反し弥陀と称び、如来と唱へ、浄土と

云ふ者の中に、我は我が信仰の友を見るのである、我は勿論今に至て我がキリス

トの福音を去て仏教に帰せんとはしない、然れども我は基督信者なるの故を以て、

神が我国に遣
おく

り給ひし多くの信仰の戦士を認めざらんと欲するも能はず、我は日

本人である、故に情に於てはルーテル、ウエスレー、ムーディーに対するよりも、

源信、法然、親鸞に対しより近く感ずるは止むを得ない、我は彼等が弥陀を慕ひ

し其心を以て我が主イエスキリストを慕う者である、 

夏ころもひとへに西を思ふかなうらなく弥陀を頼む身なれば 

の源信僧都の一首は、移して以て我がキリストを頼むの心を歌ふに足る、我は我

が国人の中に斯くも懐
ゆ

かしき信仰を抱きし人の多く有りしことを歓び且つ感謝せ

ざるを得ない。                   （一九一五年七月） 

四、内村鑑三先生研究の順序 

   内村先生の研究のための近道は直接先生の御著書をくりかえし読み、そして自己に

引き当てて考えることです。解説書がたくさん出ていますがこれは後まわしです。私

は自己の研究の跡をかえりみ次のような順序で研究してゆくのも、一方法ならむかと

考えています。 

    １ 内村鑑三随筆集 

        これはキリスト教に関心の有無に拘わらず宗教的情操を滾滾
こんこん

として尽きない泉

です。単行本として岩波文庫から出たことがありましたが現在は新本が発見でき

ないようです。全集若しくは著作集には勿論掲載せられています。 

   ２ 予は如何にして基督信徒となりしか 

もと英文（How I became A Christian：Out of my diary by Kanzou 

Uchimura 一八九五年）で日本に於ける基督教文学の古典です。ここには｢何故

に」ではなく｢如何にして｣が記述せられています。神学でなく生命が記述されて

います。各国語に翻訳せられました。岩波文庫（青五七）で出ています。 

    ３ 内村鑑三の生涯（ベルヘの手紙） 

         これは内村先生が米国留学中、友人になったデヴィット ・シー・ベル氏（銀行 

家、先生より十九歳年長）に対し一八八八年六月二十日から一九二七年七月九日（時

にベル八十六歳先生六十七歳）までの四十年間に贈られた百八十四通の手紙を綴っ

た自叙伝書簡集です。前項の｢予は如何にして基督信者となりしか」と共に先生の

思想信仰の成長を探るための宝庫です。角川文庫三五二で出版されています。 

 



    ４ ロマ書の研究 

        これは大正十年（一九二一年）一月から同十一年（一九二二年）十月にいたる

間に六十回にわたって行われた先生の「ロマ書講演」の筆録を編纂したもので時

に先生六十一歳から六十二歳にいたる時期で先生も序文に｢余自身に取りては予

の生涯の最高潮に達した時であって楽しい事業に従事するを得て感謝此上なし」

と述懐しておられます。この書物には先生の信仰がはっきり描き出されています。

信仰に若干でも関心がある方でしたらこの書物は必ず数回繰り返して否一生に亘

り熟読に値するものと判断せられましょう。創元文庫或は角川文庫で出ています。

何れも上下二巻です。 

    ５ 其の他 

       岩波文庫或は角川文庫等で出ています。次の書物も亦見のがすことが出来ません。 

          イ、基督教徒のなぐさめ 

          ロ、日本の天職 

          ハ、後世の最大の遺物、デンマルク国の話 

          ニ、宗教座談 

     ホ、代表的日本人 

    ６ 緒言 

         以上の準備が終わりましたら先生の全集、著作集に取り組むことです。取り組

んでいるうちは種々のことがわかってきます。ベルグソンがラヴェツソン論の中

に次の一文を書きとめていますが味わう言葉なりと考えています。 

         「勝れた人間が自ら選んだ師の内面に貫き入るにつれて次第に明らかに自己を

知り行くことがある。撒き散らされた鉄粉が磁石の感応作用により両極に向か

い調和的な曲線の形に並ぶように精神の内のここかしこに眠っていた潜在力は

その愛する天才の喚び声によって目覚め合一し共通の活動のために協力するの

である。しかも、かように精神ならびに心情のすべての能力を唯一の点に集中

することによって、はじめて人格が形成されるのである」 

            先生の墓碑銘（先生自撰） 

                I for Japan !  

                  Japan for the World ! 

                    the World for Christ !  

                       And All for God ! 

               

                ｢我は 日本国の為に 

                   日本国は 世界の為に 

          世界はキリストの為に 

                    而して 万物は神の為に 」  



現代に生きておられる諸先生 (その二) 

河村幹雄先生 

一、河村先生とは？ 

イ 故三井甲之先生、明治末期・大正・昭和(昭和二十八年御逝去)の歌人、思想家であ

られ河村先生にささげられた弔歌 

ますらをのかなしきいのちつみかさねつみかさねまもるやまとしまねを 

しきしまのやまとしまねのをしへくさきみつちかひてよををへにけり 

ななたびもうまるゝまなくきみのいのちそのをしへごにいまつたはらむ 

 ロ 三井甲之兄を甲州敷島村にたづねまつりて 

    これは河村先生が大正十年(三十五歳、九大工学部長時代)甲州敷島村(三井先生の

御郷里、先生はこの村の村長をつとめられしことあり)に三井先生を訪問せられたと

き(三井先生三十九歳)の御感懐です。この御歌により「真の友情」ということもわ

からせて頂きます。 

    あひもみずふみもせざれど幾年を友としなつかしみし人に逢ひけり 

    朝よりみことばうけたまはり何ごともうち忘れつゝ一日過しぬ 

    年ごろのねがひかなひし喜びを胸にいだきていま帰りゆく 

    とつ国ゆ世界をゆする大波にむねをどらしつゝ祖国しぬびしか 

    まのあたり異国のさまみしめられ祖国おもへばかなしきこと多かりき 

    この時なりき君がたふときみしめしをすりぶみの上に見いでたりしは 

    祖国を救ふ道はこれのみとみしめしをひたにいたゞき涙ながしつ 

    同じ信につらなるみ友らも多くますと知りては喜びいやまさり来つ 

    み文誦
ず

し客舎の窓に君しぬびしよりけふのよき日までいく日経にけむ 

    小雨やみ雲はれ日いで四方の景色けさとかはりて心地よきかな 

    畑中のみちたどりつゝも幾度か君がみ住居をあかず顧みる 

    国のためたふときおん身よ心してまたこむ日まで恙なくませ 

 

      三井先生は、 

    心しる友と語れば心なごみながるゝ涙とどめかねつも 

   と詠まれています。 

 

二、畏友への感謝 

この一文は日本経済新聞「交遊抄欄より抄出したもので筆者は梶井剛先生(元電電公

社總裁、現東海大学理事であられます）です。 

私は今日まで年齢を超越して数多くの良友に恵まれたことを感謝している。中でも

心から尊敬し、絶えず人として処すべきの道を教へられた一人の畏友がいた。その友

は旧制第一高等学校の同窓であり、一年間寮生活を共にし、のち東大理学部地質学科

を卒業し、若くして（三十四歳）九州大学の工学部長となり、晩年胸を病んで病床に



あった時でも尚、枕頭
ちんとう

に学生を集めて講義をつづけた河村幹雄その人であった。彼は、

中学を卒業すると海軍兵学校を受験したが体格で不合格となり第一高等学校に入学し

た。入学以来、高等学校、大学を首席で通し卒業のとき東大助教授推薦されたがこれ

を断り、新設されたばかりの九州大学の助教授となった。彼は語学の天才であり高等

学校入学当時すでに英語を流暢に話し、大学卒業時には仏、独語をも自由に話した。

非常な努力家であり、高等学校のとき、われわれ剣道部の者が午前五時に起きて寒げ

いこに行くと河村君は剣道をやらなかったが皆といっしょに起きて自習室にこもりろ

うそくの光で難解なカーライルの「サーター・リタセス」などを読んでいた。しかも

非常に敬虔なクリスチャンであったが、決して人にお説教がましいことをいわれない

のでだれもクリスチャンとは思っていなかつた。 

大学当時もわれわれの家が近所であったので互に往復し、通学の途中もいっしょに 

なるので、同窓とはいいながら私は彼から自然に幾多の感化を受けた。 

あるとき彼に「自覚しない信仰」ということばがあるが君の言動を見るとこれに

相当するといわれて大いに恐縮し、なんとなく神の存在を知り且懼れるようになっ

た。 

河村君が九州に行った後、在京の寮で同室であった者が箱根に遊んだことがある。

翌朝女中が「昨晩お泊りになったお客のうちで芸者を呼ばなかったのはあなたたち

だけです」といった。皆で河村君に寄せ書きをしようということになり、一人が同

君をからかうつもりで、昨晩箱根で芸者をあげて大いに歓を尽くしたと書いた。 

ところが数カ月後河村君が上京し、いっしょに食事をした後ぶらぶら日比谷公園

を散歩していたときのこと河村君が容を改めて「先日の諸君からの寄せ書きに芸者

をあげて箱根で歓を尽くしたとあったが芸者といえどもわれわれの同胞であり人

間である。この公園にある一木一草なりとも神より生をうけたものであってむやみ

にこれを踏みにじることは神の意志に反することである。芸者を自分たちの歓楽の

対象とするが如きは厳に戒めなければならぬ」とさとされた。皆は今さらあれはう

そであるとも云えず粛然として襟を正したのである。 

私は河村君のごとき畏友を持ったことを神の恩寵であると思う。今日に於いて同

君の一言一行を深く脳裏に刻み自分が今日まで大きな誤もなく処するを得たのは、

ひとえに同君のおかげであると感謝しているのである。 

[註]梶井先生の御人となりに就いては「三代のこころ」(東京出版処センター発行、

電電公社編集)、の梶井剛集（岡村一冊所持）を心読、研究せられることをお

すすめします。 

 

三、名も無き民のこゝろ 

１ これは河村幹雄先生の御遺稿中教育に関する部分をまとめられたもの。昭和九年、

岩波書店から発行。 

２ 絶版中のところ昭和四十四年清成迪氏(元、日立製作所副社長、現動力炉・核燃料開



発公団副理事長)が私費を投じて出版、有縁の方々に頒布、次で同年内外情勢調査会（会

長・時事通信社長谷川社長）が清成氏を応援し大量に出版。 

３  望星学塾には、梶井剛先生、清成副理事長、長谷川会長の御三方の御厚意により五

十冊を備え付けさせて頂きました。今後諸君と共にこの「名も無き民のこゝろ」を心

読させて度念願致しております。 

梶井先生が御老体(本年八十四歳)にして先生のことをわすられず、重いこの五十冊

をわざわざ学校まで御自身でお運び下さいましたことは感激の極みでここに付記させ

て頂き、厚く御礼を申し上げる次第である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    現代に生きておられる諸先生（その三） 

吉田松陰先生 

 松陰先生関係年表  

西暦 松陰事歴 年齢 国内事情 国外事情 

１８３０ 

   年 

・８月４日（新暦９月４日） 

長門国萩 

  松本村に誕生 

 １ 

 

 

・天保元年 

・水戸斉昭 

藩政改革 

 

 

 

１８４０ 

   年 

・藩主に武教全書 

 を講じ賞せらる 

 １１ 

 

 

 

・阿片戦争 

 

１８４８ 

   年 

・独立師範となる  １９ ・嘉永元年 ・共産党宣言発表 

１８５０ 

   年 

・九州遊学  ２１  ・太平天国の乱 

１８５１ 

   年 

・３月兵学研究の為 

 藩主の東勤に従う 

・12 月 七命して 

     東北遊歴 

 ２２ 

 

 

 

 

 

 

 

１８５４ 

   年 

・3 月米艦に投ぜん

として成らず 

・10 月萩野山獄に繫

がる 

 ２５ 

 

 

・安永元年 

 

・クリミヤ戦争 

終る 

 

 

１８５７ 

   年 

・松下村塾拡張成り

松陰主宰 

 ２８ 

 

・安政 4 年 

・下田条約調印 

・英仏連合軍中国に 

遠征、広東占領 

１８５９ 

   年 

・5 月東送の命下る 

・7 月伝馬町の獄に

下る 

・10 月 刑死 

 

 ３０ 

 

 

・幕府神奈川、長崎、函館

の３港を開き露、英、仏、

蘭、米の 5 国に貿易を許す 

・橋本左内、頼三樹三郎 

刑死 

・マルクス「経済学 

批判」刊行 

・ダーウィン 

 「種の起源」刊行 

 

   

   松陰先生父・叔父・兄宛 永訣の手紙 

  これは安政六年十月廿日、江戸獄にある松陰先生から萩に在る父・叔父・兄に宛られ

た手紙で先生は十月廿七日刑死せられています。 

 「平生の学問浅薄にして至誠天地を感
かん

格
かく

すること出来不申、非常の変に立到り申し候。

嘸々
さぞさぞ

御愁傷も遊ばさるべく拝察仕り候。 

   親思ふこころにまさる親心けふの音づれ何ときくらん 

 さりながら去年十一月六日差上げ置き候書、得と御覧遊ばされ候はば左まで御愁傷にも



及び不申と存じ奉り候。尚ほ又当五月出立の節心事一々申上げ置き候事に付き、今更何

も思ひ残し候事御座なく候。此の度漢文にて相認め候諸友に語
つ

ぐる書も御転覽遊ばされ

べく候。幕府正議は丸に御取用ひ之なく、夷狄は縦横自在に御府内を跋扈
ば っ こ

致し候へども、

神国未だ地に墜ち不申、上に、聖天子あり、下に忠魂義魄
ぎ ば く

充々致し候へば、天下之事も

余り御力落無之候様願ひ奉り候。随分御気分御大切に遊ばされ、御長寿を御保ち成さる

べく候。以上。十月廿日認め置く。 

  家大人      膝下 

  玉丈人   膝下                       寅二郎百拝 

  家大人（兄）座下 

   

  両北堂様（実母・養母）随分御気礼御厭
いと

ひ専一に存じ奉り候。私誅せられ候とも首ま

でも葬り呉れ候人あれば、未だ天下の人には棄てられ不申と御一咲願ひ奉り候。兒玉・

小田村・久坂の三妹へ五月に申し置き候事忘れぬ様御申聞かせ頼み奉り候。呉々も人を

哀しまんよりは自ら勤むること肝要に御座候。〇私首は江戸に葬り、家祭には私平生用

ひ候硯と、去年十一月六日呈上仕り候書とを神主と成され候様頼み奉り候。硯は己酉（嘉

永二年）の七月か、赤間関
あかまがせき

廻浦の節買得せしなり。十年余著述を助けたる功臣なり。 

  松陰二十一回猛士とのみ記し頼み奉り候。 

    

    松陰先生遺文（漢詩） 

  ○東北遊歴中の作（嘉永五年二月十六日、出雲崎にて） 

    三千里外漂泊身   三千里外漂泊
へうはく

の身、 

    懐国思家感荐臻   国を懐
おも

ひ家を思ふて感荐
しき

りに臻
いた

る。 

    繒纊纏身辱君恩   繒纊
そうくわう

を身に纏ひ君恩を辱うす、 

    定省幾年負慈親   定省
ていせい

幾年か慈親に負
そむ

く。 

    慰閑時取史乗読   閑を慰めて時に史乗を取りて読めば、 

    涙落古来忠孝人   涙は落つ古来忠孝の人。 

    何日応竭駑鈍力   何れの日かまさに駑
ど

鈍
どん

の力を竭
つく

し、 

    報効得与古人倫   報効
はうかう

古人と倫
なら

ぶを得べけんや。 

   字義、繒纊＝絹と綿。定省＝父母に孝養をつくす。駑鈍＝おろかでにぶい。 

  〇家大兄に留別す。大兄十四日の事聞えてより日として獄に来り相励まさざるはなし。  

或は夜分乃ち去る。言、私（事）に及ぶもの少し。安政六年五月二十三日 

    囚窓客去夜沈々     囚
しう

窓
そう

客去つて夜、沈々
ちんちん

 

    無限悲愁又復侵     限りなき悲愁またまた侵
せま

る。 

    万里重傷父母志     万里重ねて傷む父母の志、 

    卅年無益邦家心     三十年益なし邦家の心。 

    狂頑弟尚為豪語     狂 頑
きやうぐわん

の弟なほ豪語をなし、 

    友愛兄強助放唫     友愛の兄強ひて放唫
はうぎん

を助く。 

    情至鶺鴒難説得     情は鶺鴒
せきれい

に至りて説き得難く、 



    棣花落尽緑陰深     棣
てい

花
くわ

落ち尽して緑陰深し。 

  ○辞世の詩（安政六年十月二十七日。刑死の日） 

    吾今為国死 死不負君親 悠々天地事 鑑照在明神 

 

士規七則  

  原漢文・これは安政二年正月五日（先生二十六歳）萩野山の獄中の作で叔父玉木文之

進の嫡子彦介の元服を祝して贈られたもの。 

    冊子を披繙
ひ は ん

せば、嘉
か

言
げん

林の如く、躍々として人に迫る。顧
おも

ふに人読まず。即
も

し読む

とも行はず。苟
まこと

に読みて之れを行はば、則ち千万世と雖も得て尽すべからず。噫
ああ

、復

た何をか言はん。然りと雖も、知る所ありて、言はざること能はざるは、人の至情な

り。古人これを古に言ひ、今我はこれを今に言ふ、亦何ぞ傷
いた

まん。士規七則を作る。 

一、凡そ、生れて人たらば、宜しく人の禽獣に異る所以を知るべし。蓋し人には五倫あり、 

而して君臣父子を最も大なりと為す。故に、人の人たる所以は忠孝を本と為す。 

一、凡そ、皇国に生れては、宜しくわが宇内に尊き所以を知るべし。蓋し、皇朝は万葉一 

統にして、邦国の士夫世々禄位を襲
つ

ぐ。人君民を養ひて、以て祖業を続
つ

ぎたまひ、臣

民君に忠して、以て父志を継ぐ。君臣一体、忠孝一致、唯だ吾が国を然りと為す。 

一、士の道は義より大なるはなし。義は勇に因りて行はれ、勇は義に因りて長ず。 

一、士の行は質実欺かざるを以て要と為し、巧詐
こ う さ

過
あやまち

を文
かざ

るを以て恥と為す。光明正大、

皆是れより出づ。 

一、人古今に通ぜず、聖賢を師とせずんば、則ち鄙夫
ひ ふ

のみ。読書尚友は君子の事なり。 

一、徳を成し材を達するには、師恩友益多きに居り。故に君子は交游
こうゆう

を慎む。 

一、死して後已む（死而後已）の四字は言簡にして義広し。堅忍果決、確乎として抜くべ

からざるものは、是れを舍
お

きて術なきなり。 

    右士規七則、約して三端と為す。曰く、「志を立てて以て万事の源と為す。交を択び

て以て仁義の行を輔く。書を読みて以て聖賢の訓
をしへ

を稽
かんが

ふ」と。士苟
まこと

に此に得るこ

とあらば、亦以て成人と為すべし。 

松下村塾聯一 

    自非読万巻書    万巻の書を読むに非ざるよりは、 

    安得為千秋人    安んぞ千秋の人たるを得ん。        

    自非軽一己労   一己の労を軽んずるに非ざるよりは、    

    安得致兆民安   安んぞ兆民の安きを致すを得ん。 

留魂録 (処刑の前日夕刻書かれた門人達への遺言) 

      身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂   

          十月念五日                 二十一回猛士  

         

  …然れども反復是れを思へば、成仁の一死、区々一言の得失に非ず。今日義卿奸権の

為めに死す。天地神明照鑑上にあり、何惜しむことかあらん。 

一、東口揚屋
あがりや

に居る水戸の郷士堀江克之
よ し の

助
すけ

、余未だ一面なしと雖も真に知己なり、真に益



友なり。余に謂つて曰く、「昔、矢部駿州は桑名侯へ御預けの日より絶食して敵讐の詛
のろ

ひて死し、果たして敵讐を退けたる。今足下も自ら一死を期するからは祈念を籠めて

内外の敵を払はれよ、一心を残し置きて給はれよ」と丁寧に告戒せり、吾れ誠に此の

言に感服す。又鮎澤伊太夫は水藩の士にして堀江と同居す。余に告げて曰く、「今足下

の御沙汰も未だ測られず。小子は海外に赴けば、天下の事総べて天命に付せんのみ、

但し天下の益となるべき事は同志に托し後輩に残し度きことなり」と。此の言大いに

吾が志を得たり。吾れの祈念を籠むる所は同志の士甲斐
か ひ

々々
が ひ

しく吾が志を継紹して尊

攘の大功を建てよかしなり。…… 

一、堀江常に神道を祟め、天皇を尊び、大道を天下に明白にし、異端邪説を排せんと欲す。

謂へらく、天朝より教書を開板して天下に頒示するに如かずと。余謂へらく、教書を

開板するに一策なかるべからず。京師に於て大学校を興し、上 天朝の御学風を天下

に示し、又天下の奇材異能を京師に貢し、然る後天下古今の正論確議を輯集して書と

なし、天朝御教習の余を天下に分つ時は、天下の人心自ら一定すべしと。因つて平生

子遠と密議する所の尊攘堂の議と合せ堀江に謀り、是れを子遠に任ずることを決す。

子遠若し能く同志と謀り、内外志を協
かな

へ、此の事をして少しく端緒あらしめば、吾れ

の志とする所も亦荒せずと云ふべし。去年勅諚綸旨等の事一跌
てつ

すと雖も、尊皇攘夷苟

も已むべきに非ざれば、又善術を設け前緒を継紹せずんばあるべからず。京師学校の

論亦奇ならずや。 

一、右数条、余徒らに書するに非ず。天下の事を成すは天下有志の士と志を通ずるに非ざ

れば得ず。……かきつけ終りて後 

   心なることの種々かき置きぬ思ひ残せることなかりけり 

   呼びだしの声まつ外に今の世に待つべき事のなかりけるかな 

   討たれたる吾れをあはれと見ん人は君を崇めて夷払へよ 

   愚かなる吾れをも友とめづ人はわがとも友
ども

とめでよ人々 

   七たびも生きかへりつつ夷をぞ攘
はら

はんこころ吾れ忘れめや 

十月二十六日黄昏書す               二十一回猛士 


