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 「庄司先生 自作 名言集」 

──庄司和晃先生文庫所蔵資料：「香句集」自作ノートより── 
                           小田 富英 
 

徳永報告にあるように、現在、成城大学の旧校舎で「庄司和晃先生文庫」の

整理作業が進行中です。膨大な資料を、ひとつひとつデータ化し、保存しやす

いように番号をつけフアイルに入れていきます。気が遠くなるほどの作業ですが、

誰かがやらなくてはいけません。論文がいくつも書けそうな、お宝も満載です。

私ももう少し若ければ・・・これを見た若い研究者の「貴方」！ぜひ一度見に

来てください。そして手伝ってください。お待ちしています。 

  

 ところで、ご自宅から運んでいた時から気になっていた庄司先生の小さなノ

ートを紹介します。縦 15 ㎝横 10.5 ㎝で、一頁に 20 字×10 行の原稿用紙の枠が

印刷された市販のノートです。表紙に「香句集 第三 (自作が主)①」とあり、 

1985.7.26から1989.4.18までの四年間に浮かんだ庄司先生自作の名言が書かれ

ています。 

 以下、抜粋ですが、紹介します。・は庄司先生のコメント、※は僭越ながら、

私の感想です。 

 
1985.7.26 
  人間ばっかり主義ではスミレ達がさみしがる 

       ※庄司全面教育学の真髄を端的に表した名言。私たちがまとめた

追悼集の書名『野のスミレさみしがらぬ学たてよ』もここか

らとりました。 

1985.7.26 
  へたにふり向かずにつぎを見る 

 
1985.8.3 
  しかと最後の一点をにらみとって進めていく 

    ・又は、しかと最後の一点をにらんで進めていく 

    ・・・・にらみとって事を運んでいく 

    ・事前に、しかと・・・・・・ 

     これをすなわち「展開」と名づく。 

       ※この時、庄司先生がにらんでいた「最後の一点」とはどこだっ

たのでしょうか。私には、未だに見えません。 
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1985.8.3 
  暑い夏ほど夏らしい 

 
1985.8.3 
  本音を見せびらかすな 

  又は、 

  本音を見せびらかすことなく静かに歩いて行く 

 
1985.8.6 
  人は自分のみの世界を 

  沢山たくさん持っている 

     ※気がつきませんでした。 

 
1985.8.6 
  セミが鳴く  

  静かに通れ 

     ※庄司先生らしい句ですが、セミが鳴かなくなってしまった時代に突 
入してしまいました。 

 
1985.8.8  
  人は選択によって生きていく。 

  どう選択するか、だ。 

    上下があれば 下をとる 

    高低があれば 低をとる 

    よしあしあれば あしをとる 

    損得あれば 損をとる 

  そういう生き方もある 

     ※とわかっていても、できないです。でも、「そういう生き方もある」

とわかっているのと、全く意識しないのとでは雲泥の差かも。特

に、国の未来を考えない政治家や、自分のことしか考えていない

官僚の頭の片隅にたたきこんでおきたい言葉です。 
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1985.8.15 
  四十年ぶりに久里浜(予科練・伏竜隊特攻基地跡)へ行く 

    樹林ふかぶか白雲のぼる 

    草々しげり敗戦時のまま  

    大寺か樹林の中にいらか見ゆ 

    赤さびた屋根の下に老婆ひとり 

    みっしりと立ち並ぶ家々、みんみんの 

声きこゆ 

    どこへ行っても兵どもの夢のあと 

    色即是空、そして成住壊空 
     ※庄司先生が水中特攻隊の伏竜隊で敗戦を迎えたことを、私たちに語

られたのは、ずっと後のことでした。この年から毎年、8 月 15 日

は一人で久里浜の海辺に立ったとのことでした。 
思えば、この２日前の 13 日は、私たちの仲間である吉田ゆたかさ

ん(まんがコトワザ事典)が亡くなった日でした。庄司先生を久里浜

に向かわせた要因のひとつかもしれません。 
庄司先生が見た景色を見にいつか行きたいものです。 

 
1985.8.17 
    人間は 

    思ったほど かしこくない 

    また 

    思ったほど おろかでもない 

 
1985.8.20 
    歩けばドラマに遭遇、 

    あそこにも 

    ここにも 

    ドラマがあったし、 

    今もある。 

         大雄山参拝、帰途。 

1985.12.5 
    人に説く身が説かれる身  

      ・うまい話に気をつけろ。  

       の反対に行ったときに 
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1986.1.29   
福島県立総合衛生学院保健学科の特別講義のかえりに。 

    「うぶ」を忘れず 「すれ」ることなく 

    「すれ」ることなく 「うぶ」を失わず 

    「すれ」なく 「うぶ」を忘れず 

 
1986.3.7 

    よい音信
おとずれ

があり ひどく心が騒ぐ 

   ❍よい音ずれが湧き ひどく心が騒ぐ 

 
1986.3.7 
    科学ばっかり主義では 

        古狸達がさみしがる 

        （諺達がさみしがる 

化物達がさみしがる 

俗信達がさみしがる） 

      ・古狸達―現場の経験者。 

    ※前述の「人間ばっかり主義では・・・」と同じく、全面教

育学の合言葉。科学教育だけでなく、非科学、反科学も射

程に入れなければ、前代の遺産がさみしがるとの提言は、

今こそ響いていかなければと思うのですが。 

 
1986.3.8 
    ・鈴木格禅氏の「仏祖正伝の道」の講話 

をききつゝ、ふと思った。 

     教育の核心は自己教育に存するというが、 

     (小林秀雄のごとく)これのみに参ったん 

     ではいけないんだナ。師につかねば(紀野一義氏 

の言うように・だ)ならん、仏法はとくに。 

５７歳になって、それが得心し得た。 

   ・鈴木氏の風貌に「師なるもの」の姿 

    を感じ得たからである。 

     ※「師」が必要とは、私も後藤総一郎、庄司和晃両先生を 
      失ってやっとわかったことです。 
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1986.3.9 
     てんぐはあぶない 

     過信はあぶない 

    ・やはり、 

      てんぐは知恵のいきどまり・・・ 

     つまりは、 

      度はずれにおちいるからか 

 
1936.3.9 
     恩を忘れちゃダメ。 

    ・「花の色美なりといへども独り開くるにあらずー道元」なんだ。 

 
1986.3.16 
     底なしの愛情 計量ありの愛情 

            ある条件内、 

            ある限定内 

            通常人のは、私のは、 

     底なしの親切 

     底なしの思いやり 

           ・底なし、無限ということなんだネ。 

            底なしの信仰、 

            底なしの信心、 

            底なしの学問、ーこういうことも言えるかも。 

 
1986.3.22 
     ウーン 

     この人は持っている 

     そういう人、なかなかいない 

          ・在家仏教講演会の講師先生に接しつつ、そう思う。 

     道の上で 

     うーん 

     この人ほど、という人物 

     なかなかめぐりあえんな 

 

     弁証法を弁証法的に、 

     科学を科学的に、ということ。 
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           ・これは、ゆとりを持つということだったんだ。 

            無苦、無執着・自在なありかたということ 

            だったんだ。 

            悟り的ともいえようか。 

 
1986.3.24 
     一日一日がその後につながるんです 

 
1986.3.30 
     困ったら話しに おいで。 

      

     いつでも話しにおいで。 

 

     一と仕事できた、 

     そこですぐさま安住することなく 

     つぎをともかく 

       見て置く 

       頭に入れて置く 

       一瞥して置く 

       垣間見て置く 

     それが大事。 

     そこであの気勢が消えることもなく 

     つぎへのつなぎ、足がかりとなって行く。 

       

     

     自分の頭の座に 

     他人様をいつまでも 

     座らせて置くな。 

 
1986.4.2 
     努力することと好きであること   

       努力は意志だ 

       好きは感情だ 

     

       好きで好きでたまらん、 

       これは人を深く持続させる。 
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1986.4.3 
     真似をして真似を乗り越える 

       ・徹底真似は、量質転換する 

 
1986.4.5 
     行き着いたところは 

     ここだったか。 

 
1986.4.6 
     みんなどこへ行ったんだろう 

        どこへ行ってしまったんだろう 

       ・高幡不動尊にて 亡くなりし参詣者の数々を 

        思い浮かべつつ 

 
1987.2.7 
     「観」づくりとは自己づくりだ 

 
1987.2.24 
     ・柳田国男先生の墓参せり。春秋苑へ行く。 

紅白のウメ、墓の両側にまんかいであった。 

 

人間はどんなに沢山忘れているか 

その忘れたものが 

その人を支えている。 

知らんふりして、だ。 

(もじり) 

 

もう向こうむいて行くばかり 
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1987.3.3 
     自分が自分に悟る 

 

     自分の立つ場所は 

        自分でさがす 

 

     白雲を見る。 

     光りかがやく白雲を見る。 

     そこには、 

     そのうしろには、 

     かつての予科練の練習生の 

       駆け走る姿が見える、いつも。 

     あの人達はどこへ行ったのか・・・・ 

 
1987.3.17 
     気づきのない 

     おごりはしまつにおえぬ 

        ・無自覚的なおごりは怖い 

 
1987.4.18 
     つまりは、  

      それぞれの、 

       その道わ歩くのみ。 

 
1987.5.1 
     「ねばならぬ」が出たらもうおしまい 

 
1988.1.27 
     やらんとする心こそ 

       おのれの師である(あるいは師匠である) 

         ・―やはり認識論。(キハンテキニンシキ) 
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1988.2.6 
     私、二月四日をもって、五十九年の歳月を終え、 

     早速に、六十の道を歩き始めました。 

 

     研究対象(―実践対象)は異なりますが、この私の著作集 

     を創造のヒント(独創のヒント・発想のヒント)としてお役に 

     たちますればと思います。 

      ※明治図書の庄司和晃著作集のメッセージ性はここにあったのか

と思います。私たちは、いや、私はそこからまだ何も発見して

いないのではと反省しています。 

      
     説明したがるよりは共感したがること 

       ・わかろうとするよりは感じようとすること 

        理解するよりはなつかしくむこと 

       ※ここにも三段階連関理論があります。 

 
1988,3,6   庄司ゼミ 卒業生に 

     ◯科学ばっかり主義ではコトワザ達がさみしがる 

     ◯西の空に青ぞらが見える 

     ◯いつも宝の山ん中にいるんですよ 

     ◯冬には冬の美しさがある 

     ◯人間ばっかり主義ではスミレ達がさみしがる 

     ◯比べっこなし わたしはわたし 

     ◯自分の立つ場所は自分で探す 

     ◯困っても悩んでも春風の中 

     ◯自然は言葉を出さずに教えてくれる 

     ◯今の一時いっときが己れをつくる 

     ◯人は自分のみの世界を沢山たくさん持っている 

     ◯へたにふり向かずにつぎを見る 

       ※庄司先生の自作「香句」づくりは、巣立つ教え子たちへの 
        贈る言葉づくりであったことがわかります。そういえば、私

たちも、本を頂く度に、名言と署名をいただきました。 
        先生からいただいた言葉で、私の座右になっている「香句」

は「大きな志も小さな一歩から」です。 
                    多謝 (投稿 2018.7.29  小田富英) 


