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は じ め に 

 

宮沢賢治の森にわけ入ってみよう 

37 歳の若さで亡くなった賢治は短い生涯に膨大な作品を残した。賢治は一般

に童話作家として広く知られている。生前に童話集「注文の多い料理店」と心

象スケッチ「春と修羅」が出版されたが、殆ど売れなかった。現在、こどもか

ら大人まで、また素人から研究者まで、賢治を愛し、知ろうとする人が年々増

えている。死後数年にして全集が編まれ、現在までに 10 年毎に約 6 回 10 巻前

後の全集が出版されている。宮沢賢治学会が設立され、各種研究書や単行本が

毎年数多く発行されている。また研究の便宜を図るために宮沢賢治語彙辞典、

年表・伝記類までが各種出版されている。どんな著名な文学者でも、死後 50 年

もすれば殆ど忘れられるのが一般的である。この現象は一体何なのか。このよ

うな例は世界のあらゆる芸術家の中でも余り例がないのではないだろうか。 

わたくしの小学生時代に図書館にあった賢治の童話「セロ引きのゴーシュ」

を読んだことがあったが、当時は面白い話だというだけの印象だった。その後

仕事を終えて退職するまで、賢治の詩や童話の世界に接する機会がなかった。

賢治には詩・童話・短歌・俳句・芸術論など各方面にわたる作品がある。 

3 年前に八王子千人塾に入り、「調べ学習」の主題を「米にこだわる（食・農・

環境問題）」として調べているうちに米の学名がオリザであること、3７歳の若

さで生涯を終えた宮沢賢治（1896 年：明治 29 年～1933 年：昭和 8 年）が、病

身を省みず疲弊した農村を救うために、死の間際まで奮闘したことを知った。 

今回の「調べ学習」の主題を「宮沢賢治の森」とし、初回を第１部とし今後

続けるものとする。第 1 部は序論と本論に分け、通底するものは「桜」である。

「桜」は身近の自然を愛してきた日本人が最も愛するものの一つである。日本

には文化遺産である季語や季題をまとめた歳時記がある。古来四季折々の風物、

動植物、衣食住などの生活、年中行事などを時代ごとに新しく編纂してきた。 

約 2300 年前日本に稲が伝来してから、約 2000 年間農業社会が続いた。約 150

年前まで、米が日本人の肉体と精神を育み日本文化を形成してきた。歳時記の

農耕の季語には稲作・稲・習俗に関するものが多くを占め、植物では草花に関

するものが数多い。水田耕作がはじまって以来、農耕の花といえば桜を意味し

た。平安時代以降、桜が日本の自然を代表する花木となった。 

賢治の生きた大正・昭和はどんな時代であったか。賢治はどんな生涯を送っ

たか。当時の賢治の詩と日本の近代詩とはどこが違うのか。賢治は童話や詩で

何を言おうとしていたのか。などを調べることにより、「宮沢賢治は、なにを願

っていたか」を知ろうと考えた。これがこのテーマを選んだ理由である。 
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第１章 宮沢賢治の桜をたずねて  

 

賢治(1896-1933)を知るためには、まず賢治が生まれ育った地を踏み、自分の

目で地形、気候、風土、空気を確かめたいと考えた。岩手に知人がいることを

思い出し連絡をとったところ返事があり、2007 年 5 月の連休前半に 3 泊 4 日の

日程で、友人の案内で岩手の賢治ゆかりの地を訪ねることになった。1 日目は仙

台から車にのり、一関、厳美渓、達谷窟、中尊寺、大東（知人宅を基地に宿泊）

まで。2 日目は大東を出発、盛岡、小岩井農場、花巻まで。3 日目は大東から陸

前高田、遠野、北上市、水沢市、室根山まで。車で走行してみて、四国に匹敵

する岩手の広さの一端を体感することができた。 

岩手県の地形を鳥瞰すると、西側に奥羽山脈、東側に幅広い北上山地が北か

ら南に横たわり、その間に広大な北上盆地が開けている。岩手県全体に降った

雨の大半は、山間の数知れない細流となって北から南に貫通する北上川に注ぐ。 

2 日目小岩井農場を訪ねた時の様子を記してみる。 

翌日、水沢から高速道路にのり盛岡に向かう。沿線に広がる田んぼはまだ田

起こしされたままで水が入っていない。このあたりは水温が低いので、他に比

べて代掻きが遅いという。花巻を過ぎ盛岡に近づくあたりから、正面に山襞が

えぐられ雪を冠った南部の片富士とよばれる岩手山（2,041m）が迫ってくる。

東半分が険しく西半分がなだらかな稜線をもつ、圧倒的な存在感がある独立峰

だ。東北人の性根を体現しているような山である。賢治の詩集「春と修羅」に

次の詩がある。 

 

『春と修羅』 岩手山 

そらの散乱
さんらん

反射
はんしゃ

のなかに 

古ぼけて黒くゑぐるもの 

ひかりの微塵
み じ ん

系列
けいれつ

の底に 

きたなくしろく澱
よど

むもの 

 

『春と修羅』 高原 

海だべかど おら おもたければ 

やつぱり光る山だたぢやい 

ホウ 

髪
かみ

毛
け

 風吹けば 

鹿
しし

踊りだぢやい 

 

名句としてよく取り上げられが、前者は宇宙から見た山を詠ったもの、後者

は、岩手の土俗的な方言が現実感を醸し出している。今まで誰がこのような宇

宙や自然と交感した詩をつくったものがあるだろうか。 
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賢治は、学生時代に三十数回岩手山に登っている。盛岡で高速道路をおり小

岩井農場に向かう。門柱の立つ入口から農場の中に入ると、桜並木の広い道が

続いている。その突き当たりの左右に昭和初期に建てられた古い牛舎が散在し

ていた。ここは、標高 200～600m の丘陵に総面積約 2,600ha、西洋式農法と近代

的植林、種鶏・洋種畜産業などによりわが国に珍しい牧畜のメッカとして今日

に至っている。賢治は農場と周辺の景観を好んで幾度も訪れた。賢治は当時日

本に入ってきた西洋音楽を好み、沢山のクラッシクレコードを収集した。賢治

はベートヴェンを好み、交響曲第番 6 番「田園」の曲想から影響を受けたとい

う 591 行の長詩「小岩井農場」を詠んだ。牛舎の奥の林に小流れがあり、潅木

に囲まれた広場に賢治の石碑が建てられている。 

 

『春と修羅』 「小岩井農場」 パート１の抜粋 

すみやかなすみやかな万障
ばんしょう

流転
る て ん

のなかに 

小岩井のきれいな野はらや牧場の標本が 

いかにも確かに継起
け い き

するといふことが 

どんなに新鮮な奇跡だろう 

 

そこを抜けると岩手山を背景に、みどり鮮やかな牧草におおわれた丘の中に

樹齢 100 年といわれる一本桜が立っている。牛が直射日光を好まないために、

日除け用にこの桜が植えられたものという。開花が遅れまだ咲いていなかった。 

春になって日差しが強まってくると、山の雪が解けはじめ田んぼの地温が上

がってくる。吹く風が冷たくてもあちこちの山里では桜が咲き始める。農家で

は水田の代掻きなどの農作業が本格化する。日本に水田耕作が伝わって以来、

桜は春の代表的な景物として特に日本人に親しまれている。 

桜は日本の伝統文化を象徴するものとして国花になり、万人に親しまれ詩歌

に沢山詠まれている。しかし、満開の桜にしても一枝の桜にしても、およそ個

性というものがない、そこに平凡の極みを見る。また日本人が好きな富士山は、

同じ茫洋たる凡俗の中にも季節や朝夕などの時刻によっても千変万化の美があ

り、多くの文人を惹きつけてやまない。 

一般に、芸術家は先人の知恵に学んで自己の作品をつくりあげる。そして、

絶えず新しい対象を探し出し、独自な美を求める。 

一方賢治には、一般の芸術家が辿るような辛苦勉励する修学時代があまり窺

えない。賢治の詩歌には今まで誰も取り上げたことのないような専門用語がお

びただしく登場してくる。また、賢治の詩歌や童話に印象的な桜は登場してこ

ない。賢治の生きた日本は軍国主義者たちの手によって、桜が国論統一のため

に詩歌や教科書に取り上げられ、利用され始めた時代だった。 
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第２章 宮沢賢治が詠んだ桜 

 

『春と修羅』第一集 風景 

雲はたよりないカルボン酸 

さくらは咲いて日にひかり 

また風が来てくさを吹けば 

截られたたらの木もふるふ 

 さっきはすなつちに厩肥をまぶし 

   （いま青ガラスの模型の底になってゐる） 

ひばりのダムダム弾
だん

がいきなりそらに飛びだせば 

  風は青い喪神をふき 

  黄金の草 ゆするゆする 

    雲はたよりないカルボン酸 

さくらが日に光るのはゐなか風
ふう

だ 

 

『春と修羅』第一集 小岩井農場 パート四の抜粋 

本部の気取った建物が 

桜やポプラのこっちに立ち 

そのさびしい観測台のうへに 

ロビンソン風力計の小さな椀やぐらぐらゆれる風信器を 

わたしはもう見出さない 

中略 

向ふの青草の高みに四五本乱れて 

なんといふ気まぐれなさくらだろう 

みんなさくらの幽霊だ 

 

『春と修羅』 第二集 異稿 小楯向春夜光景 

桜の花の梢には 

   中略 

青いえりした水兵たちは 

桜の枝をささげてわらひ 

 

春と修羅 第三集 開墾地検察 

･･･ここに大きなしだれ桜があったがねえ･･･ 

 

文語詩 風桜 

まくろき枝もうねりつヽ、  さくらの花のすさまじき。 

 

文語詩未定稿 国柱会 

台の上桜はなさき 

行楽の子女さヾめかん 

 

補遺詩篇 Ⅰ 〔見よ桜には〕 

見よ桜には 

おのおの千の位置ありて 
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青々と日にかヾやけるあり 

 

或る農学生の日誌 

一千九百二十五年五月五日 

けれどもぼくは桜の花はあんまり好きでない。朝日にすかされたのを木の下から

見ると何だか 蛙
かえる

の卵のやうな気がする。それに古くさい歌なんか思ひ出すしまた歌

など詠
よ

むのろのろしたやうな昔の人を考へるからどうもいやだ。誰
たれ

も桜が立派だな

んて云わなかったら僕はきっと大声でそのきれいさを叫んだかも知れない。 

 

賢治は、「或る農学生の日記」で桜に対する考えを述べている。桜の花を見て

即物的に「 蛙
かえる

の卵」を連想するところが面白い。そう言われてみるとそんな気

がする。これまで、桜の花を「 蛙
かえる

の卵」と感じた人がいただろうか。また、古

来の和歌をのろのろした「古くさい歌」と断じている。古来桜は詩人によって

詠みつくされている。その延長で現代の詩人が桜を詠んでも意味がない。詩人

達は新味を出そうとして創作に苦闘する。斬新さのないものは後世に残らない。 

賢治の心象スケッチ『春と修羅』を読んだ当時の詩人は、そのあまりの斬新

さに瞠目したにちがいない。次に、初期の賢治発見者の文章をあげる。 

 

彼は植物や鉱物や農場や虫や鳥や音楽や動物や人物や海や万象を移動カメラに依

って眼いっぱいに展開させる。光と音への異常な感受性によって的確に自然を一巻

に凝縮した東北以北の純粋トーキー。彼こそ日本始まって以来のカメラマンである。

草野心平 1931 年「詩神」 

 

彼の童話や寓話に於いて、得体の知れぬ不思議なもののあるのを私は気づいてい

た。それは人をどこか非常に遠い世界に連れて行くが、その遠い世界は実に落ちつ

いた、人を慰め安心を与えるような世界であった。その秘密が私にはこの詩（雨ニ

モマケズ:注森松）で解けたように思えた。彼の詩もその幻華豊麗にいささかのデカ

ダンスの身振りなく、その幻華豊麗は自然の原素との精神的交流の火花であること

は感ぜられていたが、それはその奥に更に深穏な世界をもっていたので、それが、

一見混沌たる詩世界を全体としてやはり静かな調和のあるコスモスとしていたので

ある。つまり、一ことで言えば彼の本質の中に詩人と共に賢者と見たのである。 

谷川徹三 1936 年「文学の周囲」岩波書店 

 

一般に、詩人は屋内で構想を練って詩をつくる。賢治は、屋外の自然の中で、

首にシャープペンをぶら下げ、歩きながら猛烈な速度で詩を書いた。詩集「春

と修羅」は難解な作品である。（わたくしには一部分しか理解できない）1 日に

830 行も手帳に書いた詩「小岩井農場」も同じ農学校教諭時代 25 歳の時の作で

ある。四年半の教諭時代には詩や童話を多作し、賢治の生涯で最も輝いていた。 
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第３章 近代日本の詩人たちが詠んだ桜 

 

「花」抜粋 武島羽衣・滝廉太郎曲 

春のうららの隅田川、 

のぼりくだりの 船人が 

櫂のしづくも花と散る、 

ながめを何にたとふべき 

 

『抒情小曲集』 「桜と雲雀」 室生犀星 

雲雀ひねもす 

うつらうつらと啼けり 

うららかに櫻にむすびつき 

櫻すんすん伸びゆけり 

櫻よ 

我がしんじつを感ぜよ 

らんまんとそそぐ日光にひろがれ 

あたたかく楽しき春の 

春の世界にひろがれ 

 

「憂鬱なる花見」抜粋 萩原朔太郎 

遠く桜のはなは酢え 

桜のはなの酢えた匂ひはうつたうしい 

いまひとびとは防止をかぶつて外光の下を歩きにでる 

さうして日光が遠くにかがやいてゐる 

けれども私はこの暗い室内にひとりで座るつて 

思ひをはるかなる桜のはなの下によせ 

野山にたはむれる青春の男女によせる 

ああいかに幸福なる人生をそこにあるか 

なんといふよろこびが輝いてゐることか 

いちめんに枝をひろげた桜の花の下で 

 

『測量船』 「甃
いし

のうへ」 三好達治 

あはれ花びらながれ 

をみなごに花びらながれ 

をみなごしめやかに語らひあゆむ 

うららかの跫音
あしおと

空にながれ 

をりふし瞳をあげて 

翳
かげ

りなき寺の春をすぎゆくなり 

み寺の甍みどりにうるほひ 

廂々に 

風鐸のすがたしづかなれば 

ひとりなる 
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わが身の影をあゆまする甃のうへ 

 

 「さくら」 三井葉子 

  中略 

きものの裾までくわえて入り 

裾のあとも消して眠る眠りに 

うすくしろく咲きひらいているさくらのはな 

 

       山川登美子 

後世
ご せ

は猶
なお

 今生だにも 願はざる わがふところに さくら来てちる 

 

  「さくら」 片岡文雄  

 夜 

さくらは天にむかつて散つていく 

せかいはひとつの網膜で 

はなびらのひとつひとつは 

そのぬるむせかいのはてなさを 

おののくのだ 

 

 「花がふつてくると思ふ」 八木重吉 

花がふつてくると思ふ 

花がふつてくると思ふ 

この てのひらにうけとらうとおもふ 

 

 「詩現実」創刊号（1931） 梶井基次郎 

 櫻の樹の下には屍体が埋まつてゐる！ 

 これは信じていいことなんだよ。何故つて、櫻の花があんなにも 

見事に咲くなんて信じられないことぢやないか。俺はあの美しさが 

信じられないので、この二三日不安だった。しかしいま、やつとわ 

かるときが来た。櫻の樹の下には屍体が埋まつてゐる。これは信じ 

ていいことだ。 

 

近代詩史は武縞羽衣の古風な「花」から始まり、室生犀星の「春の寺」、萩原朔太

郎の「憂鬱なる花見」を経て、三好達治の「甃
いし

のうへ」に至り、一転して時代は飛

んで片岡文雄の「さくら」に至っている。 

小川和佑 桜の文学史より 

 

これらから日本的な情趣、優美さ、伝統美、時代背景などがうかがえる。そ

れぞれに桜の美を発見しているが、「桜」と「もの」との取り合わせが常識的で

賢治のような四次元的な革新的な斬新さがない。当時国は国民を戦争に駆りた

てるために内閣情報局を設置し、詩人達には軍歌の作詞を要請した。心ある詩

人は沈黙したが、一部の詩人の中には時代に迎合し軍歌を作詞するものもいた。 
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第４章 軍歌に詠まれた桜他 

 

「愛国の花」 福田正夫作詞 古関裕而作曲 

真白き富士の気高さを 心の強い楯として 

御国につくす女等は 輝く時代（みよ）の山ざくら 

地に咲き匂う国の花 

老いたる若き諸共に 国難しのぐ冬の梅 

かよわい力よくあわせ 銃後に励む凛々しさは 

ゆかしく匂う国の花 

勇士の後を雄々しくも 家をば子をば守りゆく 

優しい母や又妻は 真心燃ゆる紅椿 

うれしく匂う国の花 

御稜威のしるし菊の花 ゆたかに香る日の本の 

女といえど生命がけ こぞりて咲いて美しく 

光て匂う国の花 

 

「同期の桜」 西条八十の「二輪の桜」を海軍兵学校七十一期生帖佐裕が改作 

貴様と俺とは同期の桜 同じ兵学校の庭に咲く  

咲いた花なら散るのは覚悟 みごと散りましょ国のため 

貴様と俺とは同期の桜 同じ兵学校の庭に咲く  

血肉分けたる仲ではないが なぜか気が合うて別れられぬ 

貴様と俺とは同期の桜 同じ航空隊の庭に咲く  

仰いだ夕焼け南の空に 未だ還らぬ一番機 

貴様と俺とは同期の桜 同じ航空隊の庭に咲く  

あれほど誓ったその日も待たず なぜに死んだか散ったのか 

貴様と俺とは同期の桜 離れ離れに散ろうとも  

花の都の靖国神社 春の梢に咲いて会おう 

 

「若鷹の歌」 西条八十作詞 古関裕而作曲 

若い血潮の予科練の 七つボタンは桜に錨 

今日も飛ぶ飛ぶ霞が浦にゃ でっかい希望の雲が湧く 

燃える元気な予科練の 腕はくろがね心は火玉 

さっと巣立てば荒海越えて 行くぞ敵陣なぐり込み 

仰ぐ先輩予科練の 手柄聴くたび血潮が疼く 

ぐんと練れ練れ攻撃精神 大和魂にゃ敵は無い 

命惜しまぬ予科練の 意気の翼は勝利の翼 

見事轟沈した敵艦を 母へ写真で送りたい 

 

「海行かば」 信時潔詞 

海行かば 水漬く 屍
しかばね

 山行かば 草むす 屍
しかばね

 

大君の辺にこそ死なめ 顧
かんが

みは せじ 
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第５章 近代日本の軍国主義者によって利用されてきた桜 

 

早春の雪と、花の中の山桜の花は、両方とも、秋の稲の出来具合を予兆するもの

と考えられた、最初に示唆したのは折口信夫である。花が早く散ったら大変である

から、花が少しでも長続きするような手立てとして、花祭りが始まったのである。

この花祭りの花は、稲の花の象徴であった。中略 サクラの語源は、主に田の神を

意味する神の霊「サ」、の居場所「クラ」（倉とか鞍に通じる）であり、山の神は、

稲作を守護するために、桜の花びらに宿り、田に下ってきて田の神となるのである。

そして秋、収穫祭で供応された後、山に送り返されると解釈した。中略 日常生活

では、桜の開花は、農民にとって田植えの準備のための合図となった。 

大貫美恵子「ねじ曲げられた桜」第 6 章 岩波書店 

 

桜の花の象徴的意味が生を寿ぐ祝祭として古代日本ではじまったように、本章で

は論じた咲いた桜は、武士道に表現された大和魂を表象する花として始まり、それ

が、桜を国花と使う長年の習慣へと繋がっていく。靖国神社ですら、桜の花は最初

「陽性」であり、咲いたさくらは、相撲、花火、フランスのサーカスと共に、戦没

兵士の慰霊のためであった。また、咲いた桜はとその蕾は、軍の徽章として兵士の

武勇と若さを表現したものだった。 

しかし、日本の軍国化が加速し、外国との戦争により多くの犠牲者を必要とする

につれて、「天皇即国家への犠牲」は、理想的な兵士のおモットーとなった。日清・

日露戦争以前でも同様であったが、軍国主義が強化されるほど威力をました。この

過程において、桜の花は戦死を美化するために導入された。戦士した後は、靖国神

社で復活する、つまり、パッと咲いて散る桜の花のように、若者は天皇のために自

分たちの命を犠牲にするが、天皇が参拝「して下さる」靖国神社の桜の花に生まれ

変わることを約束されたのである。軍国「美談」や「玉砕」というような表現の操

作も戦士を美化する戦略として利用されたが、桜の花は、この過程においてとりわ

け重要な役割を演じた。咲いたさくらは戦没兵士の生まれ変わりとなったのである。 

大貫美恵子「ねじ曲げられた桜」第 6 章要約 岩波書店 

 

2 千 3 百年前日本に稲が到来してから 18 世紀前半まで、稲は日本人の重要な

食糧として位置づけられ、稲作を主体とする農業社会が約 2000 年間続いた。桜

は歳時記にとりあげられ、人々の生活の中に溶け込んできた。 

260 年続いた「鎖国」を国是とする江戸幕府が 1867 年（明治元年）崩壊し、

王政復古の大号令により明治新政府が発足した。「富国強兵」のスローガンのも

と、近代国家建設を急ぐ政府は、近代産業を保護育成する「殖産興業」政策を

強力に推進した。政府は 1882 年（明治 15 年）『軍人勅諭』、1889 年（明治 22

年）天皇主権が銘記された大日本国帝国憲法、1890 年（明治 23 年）『教育勅語』

が相次いで発布。引き続く日清（1894-1895）・日露（1904-1905）の戦勝が一つ

の転機となり、国を挙げて軍国主義化へ傾斜していった。 
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 宮沢賢治は、なにを願っていたか 
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第６章 宮沢賢治は、なにものなのか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詩人、作家としては、日本ではもちろん世界的にもおよそ類例のないとおもわれ

る多種多様の語彙の駆使者、宮沢賢治－俗に私は彼を百科全書的詩人と呼んでいる

のだか－。 

その多彩さは、しかし、よく使われる「豪華絢爛」、「言葉の魔術師」、といったニ

ュアンスとは一味違った、また古典派、教養派のもつ言語の多彩さとも一味も二味

も 違った、それはなんと言ったらよいのか、彼らから書物臭や書斎の雰囲気を、

感覚の偏差や文学臭をまったく剥ぎとったといったらよいのか、はだかの言葉たち

の無垢の実在感、即物性、リアリティー、軽快さ。例えば、天文、気象、地学（地

質・岩石・土壌）、地理、歴史、習俗、方言、人名、哲学、宗教（仏教・キリスト教・

土俗）、農業、化学、園芸、生物（動物・植物・微生物）、美術、音楽、文学、等々

の諸分野の名詞が、ごく自然に軽やかに繰り出されてきて、比喩的に言えば、あた

かも動詞さながら躍動して過ぎてゆく。これも比喩的に私だけの命名で、彼はまた

名辞の名人ということにもなるのだが－。  原子朗編著者 宮沢賢治語彙辞典序 

 

上記で原子朗がいっているように、賢治は作品に使用している語彙の豊富さ

では正に百科事典的詩人といえる。宮沢賢治作品は、科学者の目、農業者の実

践、信仰者の内面、文学者の表現を基につくりだされた。多面体といわれた宮

沢賢治を、４つの基本軸が予言者の原点で交わるものとして上図を表してみた。

賢治の晩年は軍国主義が台頭し、表現の自由が奪われた時代だった。賢治は「永

久の未完成これ完成である」といっている。賢治は、未来を信じ未来の読者に

語りかけるつもりで未発表の膨大な作品をつくり、幾度も推敲をかさねた。 

 

「宮沢賢治の基本軸」 
 

                 文学者  
            （童話、詩、和歌、俳句、 

               書簡、美術、音楽）  

 

 

 

   科学者         予言者         農業者  

（農学、生物、化学、 （世界観、慈悲、無私  （野の教師、農芸家） 

 地学、気象、天文学） 捨身、不殺生、菜食） 

（歴史、哲学、地理  

 などの人文科学）              
 

                信仰者  

            （仏教、ｷﾘｽﾄ教、習俗） 
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第７章 国定国語教科書にみる近代日本の時代背景 

 

 区  分 巻頭の文字 

(時代背景) 

世代 教科書を使っ

た人の出生年 

大日本帝国憲法公布 

(1889:M22) 

日清戦争 

(1894:M37～1895) 

軍人勅諭(1882:M15) 

教育勅語(1890:M23) 

 

(資本主義勃興期） 

  

賢治生（1896）    

１期国語教科書 

(1904～1909) 

日露戦争 

(1904:M37～1905) 

1903 年(M36)賢治小学校入学 

イエスシ(訛り矯正目的の四文字) 

 

(資本主義振興期) 

 (1897～1903) 

M30～M36 

２期国語教科書 

(1910～1917) 

ハタ タコ コマ 

(資本主義発展期) 

ハタ (1903～1911) 

M36～M44 

第１次世界大戦 (1914～1918)   

３期国語教科書 

(1918～1932) 

関東大震災(1923) 

 

満州事変(1931) 

ハナ ハト マメ マス 

経済恐慌(1920～1930) 

治安維持法と普通選挙法(1925) 

(震災を契機に全体主義が台頭し、

軍部主導の政治が始まる) 

ハナ (1911～1926) 

M44～T15 

 

賢治没（1933）    

４期国語教科書 

(1933～1940)  

日中戦争 

(1937～1945) 

サイタ サイタ サクラガサイタ 

色刷り『サクラ読本』 

 

(戦時体制期) 

サクラ (1926～1934) 

T15～S9 

５期国語教科書 

(1941～1945) 

太平洋戦争 

(1941:S16～1945) 

アカイ アカイ アサヒ アサヒ 

(1941 年国民学校令により尋常小学校が

国民学校に改称される) 

(決戦体制期) 

アサヒ (1934～1939) 

S9～S14 

敗戦(1945:S20) 

黒塗り教科書 

兵タイゴッコ アサヒ アサヒ 

(軍国主義な部分を削除） 

アサヒ (1938～1939) 

S13～S14 

日本国憲法公布 

(1946:S22) 

暫定教科書(1946) 

 

 

(検定制度準備期) 

 

 

民主 

 

 

(1939～1940) 

教育基本法制定 

(1947) 

戦後初期教科書 

(1947～1949) 

防衛庁が省に昇格 

(2007) 

教育基本法改正 

(2006) 

(1941年国民学校令が廃止され、小学校に

なる) 

おはなをかざる みんな いいこ 

(検定制度発足時) 

2003 年自衛隊イラク派遣 

 

公共心や愛国心の理念を盛り込

む。 

 

 

民主 

 

 

(1940～1943) 

S15～S18 

（「近代日本の教科書のあゆみ」を大幅加筆：滋賀大学付属図書館） 
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国定教科書にみる近代日本の時代背景の表は大日本帝国憲法下 57年間と日本

国憲法下の 61 年間（2007 年現在）を大きく 2 分して表した。1945 年太平洋戦

争敗戦に至るまでの昭和の軍部が、統帥権を振りかざして政治を牛耳っていっ

た種は天皇主権とする大日本国帝国憲法の条文の中にあった。 

大日本国帝国憲法制定に至る経緯 

同憲法制定に先立ち、政府は、それまでの天皇にない超越した統帥権を天皇

に付与し、天皇が国民に命令する形で 1882 年「世論に惑わず政治に拘わらず、

只々己が一途に本分の忠節を守り、儀は山嶽よりも重く、死は鴻毛より軽しと

せよ」で有名な軍人勅諭、続いて 1890 年「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天

壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」の絶対主義的な教育勅語を下賜した。 

大日本国帝国憲法制定後 

1889 年（明治 22 年）に大日本帝国憲法が公布され「兵役・納税・教育」が国

民の 3 大義務となった。明治政府は殖産興業・富国強兵政策が強力に推進し、

日清戦争で軽工業が輸出産業として発達、日露戦争で重工業へと進んだ。しだ

いに経済は財閥に牛耳られ、労働問題や公害が発生するようになった。1920 年

第一次世界大戦後の戦後恐慌、1923 年関東大震災後の震災恐慌、1927 年金融恐

慌、1930 年昭和恐慌が発生。企業の倒産、失業者が相次ぎ、大凶作にみまわれ

た北海道・東北地方では欠食児童や娘の身売りが急増した。関東大震災を契機

に社会不安から軍国主義が台頭し、軍部が政治に関与しはじめ、満州事変から

日中戦争・太平洋戦争へと突き進んだ。 

1941 年の開戦からわずか半年で南太平洋一体を手中に収めたが、その後は敗

戦に次ぐ敗戦、1945 年 3 月の東京空襲以降（死者約 10 万人）、大都市の人口密

集地への無差別攻撃が開始され、焼夷弾による絨毯爆撃が何度も繰り返された。

国体護持にこだわる政府は陸軍強硬派を抑えることができず、1945 年 8 月 6 日

に広島（死者約 14 万人）、9 日に長崎（死者約 7 万人）への原子爆弾の投下を招

いた。1945 年、日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をした。 

上表から、仮に第 2 期国定教科書をハタ世代、第 3 期国定教科書をハナ世代、

第 4 期国定教科書をサクラ世代、第 5 期国定教科書アサヒ世代（国民学校）と

すると、1940 年（昭和 15 年）生まれのわたくしは、1946 年（昭和 21 年）に民

主主義制度の第 1 期生として小学校に入学したので民主世代となる。 

賢治（1896 明治 29 年～1933 昭和 8 年）の生きた時代は「ハナ」世代にあた

り、まだ青春時代には大正デモクラシーの雰囲気が残っていた。亡くなったと

きは戦時体制超国家主義の時代になり、右旋回して戦争に突入した時代だった。 

戦後、国民を戦争に巻き込み国内外に多大な戦争被害をもたらした反省から、

国家的権限をすべて天皇に集中した軍部の独走を許した明治憲法を廃止し、
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1946 年（昭和 21 年）国民主権、自由と民主主義を基本とする日本国憲法が公布

された。翌 1947 年（昭和 22 年）に教育基本法が制定され今日に至っている。 

国定教科書や陸海軍の徽章などに桜をとりいれた一例 

大貫美恵子「ねじ曲げられた桜」第 7 章『サクラ読本』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大貫美恵子「ねじ曲げられた桜」第 7 章軍の徽章・散る桜・特攻機 

特攻隊の部隊名例:山桜鯛・初桜隊・若桜隊・葉桜隊・左近隊・吉野隊・第二桜花隊 
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太平洋戦争末期に編成された特攻隊 

軍事政府は、若者たちに、天皇と祖国のために殉ずることが如何に美しいかを語

り、犠牲の尊さを説き、美しい幻影を描いた。基地でのシゴキ、続いて死地への出

撃という運命が待っていることを現実のものと認識せず、若者は出陣した。 

特攻作戦を、勅命ではなく「強制的志願制度」としたところに、この常軌を逸し

た作戦の直接の責任を免責するからくりがあった。隊員たちは、「愛国心」にあふれ

た当時の日本社会の雰囲気、上官の圧力、基地での空気の中で選択の余地はなかっ

たのである。      大貫美恵子「ねじ曲げられた桜」第 8 章要約 岩波書店 

国家は、さまざまな方法により桜の美的価値を、軍事的なイナージに移転した。

召集兵は、桜の花によって象徴される古の武士と美化され、戦場における兵士の死

は、散華とよばれはじめた。また軍服の徽章は、花、特に桜と菊の花をモチーフに

使った。靖国神社の桜が兵士の生まれ変わりを表象した。数字は資料によって異な

るため、ここでは森岡によるものを挙げ、さらに括弧内に蜷川によるものを付する

こととする。 

特攻隊員戦死総数 3843〔3349〕 

海軍特攻隊員 

戦死者数 2514〔2033〕 

  下士官（予科練等） 1732 

  士官         782〔769〕 

   学徒兵       647〔651〕 

   海軍兵学校出身者  119〔118〕 

陸軍特攻隊員 

戦死者数 1329〔1316〕 

  下士官数       708 

  将校         621〔632〕 

大貫美恵子「ねじ曲げられた桜」第 12 章 岩波書店 

 

太平洋戦争の開戦から敗戦までの戦争経過 

1941 年の開戦からわずか半年で南太平洋一体を手中に収めたが、その後は敗戦に

次ぐ敗戦、1945 年 3 月の東京空襲以降（直後死者約 10 万人）、大都市の人口密集地

への無差別攻撃が開始され、焼夷弾による「絨毯」爆撃が何度も繰り返された。 

8月 2日富山市空爆。国体護持にこだわる政府は陸軍強硬派を抑えることができず、

1945 年 8 月 6 日に広島（直後死者約 14 万人）、9 日に長崎（直後死者約 7 万人）へ

の原子爆弾の投下を招いた。1945 年、日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件

降伏。 

日中戦争から太平洋戦争までの戦争被害推定 

・1937 年 7 月以降、8 年余りの戦争での日本人に死者は、約 310 万人。うち軍人・

軍属は約 230 万人、民間人約 80 万人。うち沖縄は約 9 万人から約 14 万人。 

・物的被害は国富の約四分の一が失われた。建物被害は約 230 万戸を越え、特に一

般住宅の被害が大きく、罹災者は 900 万人とも 1,500 万。 

・全国の主要都市は焦土と化し、国民は飢餓状態に落とされた。日本の被害をはる

か上回りアジア全体では千数百万人。       戦後史大辞典 1991 年三省堂 
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1991 年 12 月 25 日ソ連大統領ミハイル・ゴルバチョフが辞任し、同時に連邦

構成共和国が主権国家として独立したことに伴い、ソヴィエト連邦が解体され

消滅した。これまでアメリカ合衆国とソ連という超大国が世界を 2 分して力の

均衡を保っていたが、ソ連崩壊に伴い、アメリカ合衆国だけが世界に突出する

ことになった。 

2001 年 9 月 11 日アメリカに同時多発事件が発生した。イスラム過激派によっ

て 4 機の大型ジェット旅客機がアメリカ国内の複数の地上施設を目がけで激突

し、2973 人の犠牲者を出した。これに対しアメリカはアメリカ主導の基に「対

テロ戦争」としてアフガニスタン戦争とイラク戦争を行うことになる。それか

ら 6 年を経過し一時的にアメリカは勝利したが、テロは止まず世界に拡散し泥

沼化している。日本は 2003 年イラクに自衛隊を派遣したが、各国の撤退が相次

ぎ日本も現在撤退している。 

イラクに派遣された自衛隊は人道支援を目的としたものであったためか、派

遣中の人的被害は殆どなかった。一説には、日本の平和憲法のもとに武器を行

使しない自衛隊であったので、攻撃目標とならなかったともいわれている。 

戦後 62 年を経過した今日、ともかくも平和憲法の基に他国と交戦したことは

なかった。現在、テロに対して武力で制圧するアメリカ主導方式は世界的にみ

ると少数派になってきている。 

日本は、ともかくも平和憲法のもとに戦後から現在まで 61 年間、他国と交戦

することがなかった。太平洋戦争末期に、アメリカによる無差別都市爆撃を受

け、人類史上初めて都市に原爆を投下された日本と日本人にこそ、武力によら

ない 21 世紀の世界平和を呼びかけなければならない道義的使命がある。 

 

19 世紀末から 21 世紀はじめ、１18 年間の戦争と平和 

明治憲法下の５７年間 

・天皇主権（国家主権説は排斥） 

・富国強兵・殖産興業 

・軽工業から鉄鋼や造船などの重工

業への転換 

・財閥による産業支配 

・たびたび恐慌 

・帝国主義・膨張主義 

 

 膨張と戦争の半世紀間   
 

平和憲法下の６１年間 

・国民主権 自由と民主主義 

・戦後復興 

・重化学工業から自動車・電化製

品・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・情報産業などへの

転換 

・工業化社会 

・市場原理主義 

 

 ともかくも平和の半世紀間   
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第８章 宮沢賢治の生涯 

 

 賢治前史 1300 年（鎌倉時代末期）から 1850 年頃（江戸時代末期）の 550

年間は太陽活動が弱まった時期で小氷河期とよばれ、世界的に農作物の稔りが

悪く飢饉が多発。日照不足や栄養不足による健康の悪化でペストなどの伝染病

が蔓延した。日本では夏季に三陸沖遠方のオホーツク海高気圧から吹き込む風

ヤマセが度々東北に冷害をもたらしてきた。1695 年(元禄 8)、1755 年(宝暦 5)、

1783 年(天明 3)、1838 年(天保 9)の四度の大凶作による大飢饉が起きた。 

宮沢賢治年譜 1896(明治 29 年)～1933(昭和 8 年) 

 

年 歳 主な記事 異常気象・作柄 

幼
少
時
代 

1896 

(M29) 

生  6 月三陸大津波・

8 月奥羽大地震 

大洪水 

1897 １  岩手県凶作 (ｳﾝｶ

大発生) 

1898 ２  岩手県凶作 

1899 ３ 仏教篤信の家庭で、伯母ヤギの称える「正信偈」

や「白骨の御文章」を暗誦 

 

1901 ５  岩手県豊作 

1902 ６  東北大凶作 

1903 ７ 花巻川口尋常小学校に入学 東北大飢饉 

1905 ９  東北大凶作 

1906 10 鉱物、植物、昆虫採集し、標本作りに熱中 東北大飢饉 

1907 11 鉱物好きで｢石っこ賢さん｣と言われる 岩手県凶作 

1908 12  岩手県豊作 

中
学
時
代 

1909 13 岩手県立盛岡中学校に入学 寮生活に入る  

1910 

(M43) 

14 盛岡中学 2 年生 岩手山に初登山、以降頻繁に

登る 

岩手県凶作 

大洪水 

1913 17 ツルゲーネフ「処女地」などロシア文学愛読 岩手県大凶作(年

中陰湿多雨)農民

悲惨の極 

1914 18 盛岡中学卒業 島地大等編著「漢和対照妙法蓮

華経」を読み、その中の「如来寿量品」に感動、

生涯座右におき、法華経信仰を貫いた 

 

盛
岡
高
等
農
林
学
校 

1915 

(T4) 

19 盛岡高等農林学校に首席入学 主任教授関豊太

郎の知遇をえて、生涯にわたり指導をうける 

「化学本論」「タゴール詩集」を愛読 

 

1917 21 小菅健吉、河本義行、保坂嘉内らと同人誌「ア

ザリア」発刊 

岩手県豊作 

ロシア革命 

1918 22 盛岡高等農林学校卒業 童話創作開始 岩手県豊作 

1920 24 高農研究生修了 日蓮宗の国柱会に入会  
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農
学
校
教
諭 

1921 

(T10) 

25 稗貫農学校（後の花巻農学校）教諭になる 大暴風雨・洪水・

干害など風水害

多発 

1922 26 農学校で「飢餓陣営」を上演 妹トシ 24 歳永眠  

1924 

(T13) 

28 心象スケッチ「春と修羅」、童話集「注文の多い

料理店」を自費出版 

 

1925 29 三陸旅行  岩手県豊作 

羅
須
地
人
協
会 

1926 

(S1) 

30 農学校依頼退職  羅須地人協会設立  農民青

年、篤農家に稲作法、農民芸術概論等を講義 近

隣農村に肥料設計相談所を設置、相談に応じる 

5 月大降霜・干害

水害多発 

1927 31 肥料設計、稲作の指導に奔走 肥料設計書 2 千

余枚を無料で書く 

1 月大暴風雪 

洪水 

1928 32 急性肺炎 34 歳頃まで病床生活 4 月大暴風雪 

5 月大降霜 

大旱魃 40 日以上  

陸稲・野菜全滅 

1929 33  旱魃・不作 

砕
石
工
場
技
師 

1931 

(S6) 

35 東北砕石工場技師嘱託 以降石灰販売に奔走 北海道・東北 7 月 

低温寡照 

20 年来の大洪水 

娘身売り多し 

強震 

1932 36 病床中、東北砕石工場や肥料設計の相談に応じ

る 

作品推敲 菜食続行衰弱 

 

1933 37 病床中、わずかに歩行可能、肥料相談続行 

疲労にもかかわらず来訪の肥料相談に対応 

翌日永眠 

3 月三陸大地震大

津波 

岩手県豊作 

賢治の一生：http://www.i-hatov.com を一部加筆 

 

関豊太郎(S)と宮沢賢治

(M)の年譜 

気温は青森測候所にお

ける夏季 (6-8 月)の平

均気温 

19.5℃の線は東北地方

における冷害発生限界

温度 

日本気象学会 2003 年 2

月 

｢ヤマセ｣と宮澤賢治 

 

1 参考 光合成の最適温度：トウモロコシ(35℃)イネ(30℃)コムギ(20℃) 

角田重三郎：お米を考える本 井上ひさし選 

 

http://www.i-hatov.com/
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賢治の生涯をみると、18 歳の時に法華経に接して入信し一生をその信仰で貫

いた。賢治は、詩人、信仰者と科学者、農業実践者の 4 つの側面を矛盾するこ

となく持っていた。賢治の作品には表には直接法華経信仰の説話が出てこない

が、詩や童話などの作品を通して法華経の世界観を伝えようとした。 

盛岡農林高等学校時代 

賢治は農芸化学を専攻し、生涯の恩師地質・土壌学の権威関教授に出会う。

片山正夫の『化学本論』などを通して科学観の基礎が形成された。 

農学校教諭時代 

担当科目は、化学、数学（代数）、英語、土壌、肥料。農業実習は、主に水田

稲作を担当。生徒を指導して 4 つの演劇を上演した。1924 年の文部省学校劇禁

止令により、それ以降演劇活動が出来なくなった。賢治が農村を救いたいとい

う願望が生まれたのは、農学校で生徒から経済恐慌で農村が疲弊している実態

を知らされた頃からだった。この時代でも、農学校を卒業して農家を継ぐ生徒

が少なく、ほとんどが給料取りにあこがれた。賢治は生徒に農家を継げと言い

ながら、教師をしている矛盾に耐え切れず農学校を辞めて農村を救おうとした。 

羅須地人協会時代・砕石工場技師時代 

農学校を依頼退職して羅須地人協会を設立し、教え子や篤農家を相手に稲作

や農業、科学や芸術を講義。「農民芸術概論綱要」を起草し講義した。 

同時に、近くの町や村に肥料相談所を設け田畑の肥料設計をはじめた。これ

が砕石工場時代にも引き継がれてゆく。砕石工場時代は炭酸石灰の販売に砕石

工場技師として関与した。アルカリ性の炭酸石灰は、奥羽山脈山麓の火山灰地

の酸性土壌を中和させるもの。これを適正に田んぼに施すことにより作物が丈

夫に育ち収穫が増える。 
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第９章 宮沢賢治の世界観 

 

賢治を理解する上で、賢治が生きた時代背景と冷害に悩まされた東北地方の

地域性を知る必要がある。そこで、「宮沢賢治の生涯」では異常気象・作柄を併

記し、「国定教科書」では当時から現代までの時代背景をそれぞれ表にあらわし

た。この両表から 20 世紀前半は、明治憲法の基に戦争の半世紀だったことが分

かる。20 世紀後半は、平和憲法の施行により 50 年以上平和が続いた。21 世紀

に入り、イラク戦争が発生。現在米国などが武力でテロを制圧しようとしてい

るが、報復攻撃を受け膠着状態が続いている。武力では紛争は解決しない。 

 

賢治が仏教の、法華経の信者であったことはあまねく知られている。盛岡農林高

等学校生徒であった 18 歳の彼が、法華経を読んで以来、大乗仏教は、とくに法華経

は、彼にとってもはや、単なる知識ではなく、彼の魂の糧というより、魂そのもの

になってしまった。その彼が 37 歳にしてはあまり早い死を迎えるまで、彼の生活は、

このような法華経の信仰にそった生活であった。そして彼の詩や童話は、彼みずか

らいうように、このような大乗仏教の真理を説くために書かれたのである。 

賢治は、現代において、まったく珍しく、書くということの本来の意味を知って

いる人間であった。              梅原猛『地獄の思想』より抽出 

永遠、絶対の大生命が、宇宙の森羅万象の源である。この一なる大生命が、如何

に個々の生命に分化するか、そして個々の生命の中に如何に、悠久永遠な宇宙の大

生命の意思が実現されるか。この大生命を大乗仏教では仏性というが、こういう雄

大な宇宙論が、大乗仏教の根幹である。中略 賢治の世界観は、近代日本の文学者・

思想家がほとんど例外なくとっている人間中心主義を初めから脱却してきたのであ

る。                  梅原猛「宮沢賢治と風刺精神」より 

 

ここで梅原猛は、西洋の人間主義に学んだ近代日本の文学者・思想家の世界

観と東洋の大乗仏教の宇宙の大生命の世界観との違いを指摘している。この人

間中心主義の世界観が19世紀後半に産業革命を起こし、今日の大量生産・大量

消費の工業化社会をつくってきた。その結果、20世紀後半から自然破壊や地球

温暖化が進み環境が悪化し、地球が破綻の淵に追い込まれている。21世紀を人

類が生き延びるには、人間同士が争っている場合ではない。賢治のいう世界観、

賢治が理想とした自然と共生する循環型社会を目指してゆかなければならない。 

 

賢治は、死の前日に次の辞世の二首を詠んでいる。 

 

方十里稗貫のみかも稲熟れてみ祭り三日そらはれわたる 

病（いたつき）のゆゑにも朽ちんいのちなりみのりに棄てばうれしからまし 

 

後の歌意は、みのりを稲の稔りと「御法
み の り

」にかけ、信仰をもって疲弊した農

民を救おうと身を捨てて生きた、感謝してこの世を去ることができるのはうれ

しいという。あの若さでこれほどのことをいえるとは、みごとな達観である。 
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第１０章 宮沢賢治世界観の今日的意義 

 

約 2000年続いたコメを主体とした農業社会から、明治に入り今日までの約 150

年間の中央集権的な国家づくりによる工業化社会へと、日本の社会は大きく変

貌し今日に至っている。生産力は農業社会から工業化社会に至り飛躍的に増大

した。農業生産は気候に大きく左右される。また農業生産は人手に依存すると

ころが多く工業生産に比べ生産性をむやみに上げることはできない。 

ヒトは農産物である食物を摂取しなくては生きられない。地震や津波などの

自然災害が起きた時に、水と食料の確保が優先される。また異常気象が続き世

界中の作物が不作になった時に、農産物の価格は高騰する。富んだ国は高くて

も食料を輸入できるが、貧しい国は食料を輸入することが出来ない。国民を守

る安全保障の第一義は、自国で食を確保する食料自給にあるべきだ。農産物は

工業製品とその持つ価値が違うので同一の市場競争原理に任せるべきではない。 

西洋の世界観は、神が自然を支配する権能を人に与えたとして、人間中心主

義で自然を都合のよいように造り変え、今日の工業化社会をつくってきた。 

賢治の生きた時代は地球温暖化などの環境問題が表面化しておらず、まだそ

の言葉もなかった。むしろ戦争の半世紀だった。戦争は、人命や財産を奪い最

大の環境破壊を引き起こす。戦争は人類が犯す最悪の犯罪である。 

賢治は他人が何か困っていることがあれば、それを放っておくことができな

かった。争いがあると身を挺して止めさせようとした。宮沢賢治世界観は「生

命観・宇宙観」に裏打ちされたもので、21 世紀の最大課題である「戦争と環境

問題」解決の方向を示している。 

 

西洋の世界観と賢治の世界観を対比すると次のようになる。 

西洋の世界観 

・人間中心主義 

 （動物機械論） 

・義の名による戦争は肯定 

・科学技術・経済の過信 

・近代農法（化学肥料・農薬） 

・市場原理主義  

・グローバリズム 

・地球は無限（資源の浪費） 
 

  環境破壊   地球温暖化 
 

 破局 人類存亡の危機  
 

宮沢賢治の世界観 

・生命観・宇宙観 

・循環と共生の思想 

（人間は自然の一部） 

・戦争否定 

・農（食）を重視 食料自給 

・有機農法 

・地域主義（地産地消） 

・地球は有限（資源の節約） 
 

  森林育成     省エネルギー化 
 

 維持可能な発展 循環型社会  
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第１１章 宮沢賢治は、なにを願っていたか 
 

賢治の花巻農学校教諭時代、生徒を指導して上演した劇に飢餓陣営という

劇がある。兵士が飢餓に苦しんだあげく、大将の飾り菓子の勲章食ってしま

うというあらすじである。威張っている大将の勲章が、飾り菓子でできてい

るという意外性、またそれを食ってしまうという兵士の物語だ。この劇は 1925

年治安維持法が公布される前々年の 1923 年に上演されている。言論統制が強

まって当時では臨検されかねない軍国主義否定という主張を、ユーモラスに

包みこみ大胆に演じている。賢治は、軍隊の欺瞞性を見抜き、こけおどしの

軍人を痛烈に風刺した。 

 

私はあの無謀な『春と修羅』に於いて、序文の考えを主張し、歴史と宗教の位置

を全く変換しようと企劃し、それを基骨としたさまざまな生活を発表して、誰かに

見て貰いたいと愚かにも考へたのです。     賢治が詩友森佐一に宛てた書簡 

 

・世界ぜんたいが幸福にならないうちは個人の幸福ありえない  

・自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する  

・正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである  

・新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある  

・職業芸術家は、一度亡びねばならぬ  

・風とゆきし 雲からエネルギーをとれ  

・まずもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばろう  

……われらに要るものは銀河を包む透明な意志………… 

畢竟ここに宮沢賢治 1927 年のその考があるのみである。  

宮沢賢治 農民芸術概論綱要の一部  

 

賢治が民芸術概論綱要を起草し、農家青年や篤農家を集めて羅須地人協会

で講義したのは 30 歳になってからだった。ここに思索をかさねてきた多彩な

主張が大胆に打ち出され、人類の進むべき壮大な理想を示している。 

「宮沢賢治は、なにを願っていたか」この答えは簡単ではない。農学校の

教え子に農業の大切さを教え、郷里に帰って田を耕せといったが、殆どの生

徒は農業以外の職業についた。賢治は実践の人だった。凶作に襲われ飢餓に

悩む農民を救おうとして、捨身で無謀ともいえる無料の肥料設計を一人で行

った。そこには信仰に基づく犠牲的精神、無償の隣人愛があった。 

賢治は、研究されるよりも自分の願いを後世の人が実践してくれることを望

んでいたと思う。人の命を維持する農産物と人の欲望を満たす工業製品が同一

市場で取引されている今日、工業化社会が引き起こした環境問題を解決する道 

は、宮沢賢治世界観を再認識し自ら「食と農」に関わることである。 
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おわりにかえて 

 

ここまで論考を進めてゆくまで、さまざま紆余曲折があった。これまで「米」

を主題として「食・農・環境問題」の調べ学習を行ってきた。いずれも大テー

マであるため、問題の概要をつかむ位にとどまった。「米」を調べているうちに

宮沢賢治が米にこだわっていたことを知り、今回のテーマを宮沢賢治に定めた。

賢治の花をテーマにした本を読んでいるうちに、そこには桜が全く取り上げて

いないことに気がついた。そこで、賢治は桜をどう見ていたかを調べだした。

賢治は桜を若干詠んでいることが分かった。 

桜は国花として古来日本人に親しまれ、多くの詩人が詠んできた。賢治の作

品を読んでいるうちにやはり「桜」を扱った詩や童話が少ないことがわかった。

賢治と賢治以外の詩人は、どこか違うところがあるのではないか。これを調べ

てみようとしたのが本テーマを調べる発端となった。 

一般の文学者が「桜」をどう扱ったかは小川和佑「桜の文学史」、時の政府が

国定教科書にどうように桜を登場させてきたかは滋賀大学付属図書館「近代日

本の教科書のあゆみ」が参考になった。特に明治以降、軍国主義者によって「桜

がねじ曲げられて」利用されてききたかは大貫美恵子「ねじ曲げられた桜」か

ら大きな示唆をうけた。大貫は「特攻隊員の書いた手記を世界に紹介する道義

的使命」が執筆の動機だといっている。確かに特攻隊員のことは教科書にもあ

まり載らず歴史から抹殺されている。それでは特攻隊員が浮かばれないという

怒りがその本を書かせた。 

元来、天皇は米の豊作を神々に仲立ちするシャーマン的存在であり、軍事を

統帥する存在ではなかった。明治政府は、明治憲法発布以前に「義は山嶽より

重く、死は鴻毛より軽し」で知られる『軍人勅諭』を発布し、明治憲法では天

皇を「全能の神」の地位にまで祭り上げた。天皇大権、統帥権などの超法規の

条文が軍部の独走を許し漸次拡大解釈して太平洋戦争に突入、破局を招いた。 

賢治の生きた時代は、軍国主義の高まりの中で言論や結社の自由が封殺され

はじめていた。表現の自由が制約されて中で、賢治は己の思想を詩や童話に託

して表現した。賢治は「職業芸術家は、一度亡びねばならぬ」といい、これま

での芸術を否定し、真の芸術を創造しようとした。四次元の芸術を主張した賢

治は、時空を飛翔した発想の作品をつくりあげた。一般の詩人の領域は文学に

限られるが、宮沢賢治は文学者であると同時に、信仰者、科学者、農業者の四

つの基本軸を矛盾することなく持っていた。その意味で、賢治は古今独歩の、

真に天才の名にふさわしい予言者的詩人だった。 

岩手山 仰ぎ 一本さくらかな 幹治 
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