＼

新学暴衛藤博士
私は今日本学の赦膏の理念に基
交化全体卒貫らぬいて考えてみる

こ ろに現代の不安があるQしかし

示︵要旨︶

づいて︑こ﹄に歎授会の協讃を得

きくなつたことで．琉く︑進化とか

通意に従い説明するo発展とは大

確かに一貫したむのがある︒物醒

くにして見ると仏敏︑商経両者は

が頁の激膏だと考える︒かくの如

私は物と心の平均のとれた敷育

ら胸る︒

なつて文化が進歩して来たと考え

に物と心が高く偶く︑．波紋の如く

・

諸君の進むべき道につき述べたい
■と思う︒

本学は世間の人々より発展した

充実という意味であらねばならぬ

といわ為ている︑従つて今融．剛葉の

オタマジヤクシが手足が出来︑尾

が商経の櫻本理怠であると思う︒

質がある︒有無相い通ずる︑これ

ヨウになることは繍の変異である

入間数育の精神から敢青を達成す

の義に精神があり︑糟神の裏に物

我々の発展は変化であるか進化で

が取れるのは造化であるが︑ドジ

あるか適去を反省して見る必要が

るなら立派な人格が生まれると患

こう思う︒これは教授だけでなく

に考えて本当の将来をになつてい

▲学裂服・背広・婦人服

本学発展を怠願としておりますQ

◎畠知らせ
七︑八月は鰹．期休暇のため本紙

は休刊致しますから御了承下ざい

斯聞委員会

がある︒しかし私が去つた後にも

甜を告げ 惜別の君葉とする︒

に児王︑古．坂学監もおやめになる

れを念願してやまない︑なおこ玉

い．o蹴後に諸君の前途を祝し又こ

人格者たる人間となつてもらいた

出る諸看も日木の将央の為︑翼の

よく大ならしめ︑又価の祉垂に

と思う︒諸君は卒業後︑宗門をい

君を愛しよき︑師となつてくれる事

やめるにあたつても私の心窪窃に 良き後任の方々がおる故必ずや請

展をしたといえよう︒脅日学︑長を

︵東績線奥沢下扇丑分︶

世田谷区玉川奥沢町一ノニ四四

櫻田洋服店︑︐

このたぴ突姐学監に
﹁開塗宣落﹂によつて開会︑護髭

た次に②の訟題に移ること〜なつ

れ退場するものが目立つて来た︒

叫ばれ︑輸出︑振翼政策の整備が累

正臣

収入が今後減少するとすれば︑輸

・永田

日本経濟の現肌と貿易振興
一

朝鮮休戦の擁︑近とともに景近の
ま為る理由がある︒

策をとるにいたつた︒そしてそれ

輪入制隈を緩和せしめなければな

引下げのためには︑現在のような

である︒一力︑輸人原材料価格の

しつつある︒なかでも蒋需の絨少
ちえないoと亡ろがわが国の輸入

なければ︑国際収支の均衡をたも

為まではドル地域に対しては輸入

は︑昨年豊以来のことである︒そ

ところでわが国現在の輸出不振

的ゆるやかであつたので・価格の

きぴしく︑生産財に対しては比較

輸入制隈は消費財に対して非常に

五割以上に達しているoところが

の生産財の割高が著しく三割乃．至

費財にくらべて鉄鋼製晶︑機械等

には︑協定自体を責任あるものに

から︑その目標額を達成するため

の枠をとりきめるだけにすぎない

が双勝貿易協定は単に輸出入命額

つの収獲であつたと思われる︒だ

おいても増額が決定したごとは一

た日独通商協躍︑日台通商協定に

額が拡大され︑また先頃成立をみ

であ．るから︑まずその点を解決す

れていず︑また賠償閤顧も未解映

とのあいだには平和条約も締緒さ

ければならない︒だがこれら諸困

ジア諸国との経済協力を推進しな

團拓するという立場から︑東南ア

それとともに新市場を紹．極的に

い︒

ツトヘの加盟もいそがねばならな

外的には英連邦諸国︑フランス述

園の輸出商品に対してきぴしく︑

すなわち各困の関税政環は︑わが

のためには企業の合照化を徹底し

ト引下げを行わねばならない︒そ

いろの対策が考えられるが︑西独

が国家再建の方途は工業力の強化
一にあるという立観から凸その培養

に獣凌ど努力し︑A﹁日世界市観に

おいてもつとも強力な存在となつ

さらに企業合理化のためには︑企

も重︑要であるか︑その立擾からの

も貿易．振興のためには何がもつと

ていることを考え︑わが国として

業．糸列の重点的な再編成とそれに

料価格の引下げを図る必．要がある

た︒以上がわが国現在の輸出不振 労働生産性を嶽める一方︑輌入原
の直接的な難出と考えられる︒

三

この結果貿易不振の打開は今

りものぞまれるのである︒

具体的に推進してゆくことが何よ

．長期︑短期計画を樹立し︑それを

達成しなければならないo今日︑

︵本学助敏授︶

問．題が旧積されているのは周知の

運動等を始めとして未解決の軍︑要

立七十周館・記冠事業の駒沢駅改称

を続けている橿業料値上間題︑創

本学には現在︑依然として紛糾

慧義も失なわれよう︒

がら望むべくもないし規約改正の

りその本来の使命の発揮も遺憾な

の行政機構イヂリと同じ結果に菰

的な参加なくしては︑どこかの国

援角の機構改革も吾々学生の稀極

態でその低調は実に嘆かはしい︑．

いづ九も定員をはるかに下廻る状

商経．仏敬の両学部︑短大などは

▲蛋侮ちた窪童誘肇

れたが︑これは完全に裏切られた

な選挙戦がみられるものと期待さ

鋭の有志の稀極約な立候補と活溌

会々員選出にあたつては︑新進気

が去る六月二五日成立した︑審議

▲学反会改正規約に蕪づく審議会

鋸眼横鼻直螂

ロヨ

つているoそのためには以上の分

うさせない為に民主的に︑全学生

石炭鉄鋼部門の合照化がとくに緊

諸兄との密畢な連絡を取つて甦設

急課題となつているのは．そのため

野々田

に経済外変の推進によつて各国の
局長

析であきらかなように︑まず第一

事務

渡辺・松崎

ぬ好評を鴛た︒写真は矯立席で．あ

も参加し昨年同︐様価の追従を許さ

ないという野立作法で本学茶道部

この日茶道が必ずしも茶堅に限ら

場茶道会館において行なはれた︑

大茶会が去る五月三﹄一甘︑高田馬

関東大学茶道連合会空偲の憤例の

豊関大茶連大茶会−

好評の本学茶蓮部

してゆきたいo

委員

古郡・清水

田木・山涌

幌︑谷・餅野

総務

委寅

財務委員
事業

委員

︵蝉ナ友会規約第十山ハ条察議会

・渉外
詮︑

ぱ︑左に示す執行委員会を互選に
より選出しなければならない︶

平野執行委員掃談一応新規約も出

来上づたとはいうもの玉︑今後の
学友会は︑桐当旧積する閻．題が控

へている︒我々は飽く迄も学閻出

来る学闘︑充異した学園とする為
に真剣に取韻まねばならない︒率

する閥題が忘れ去られていた︒我

直にいうと斯ういつた我々に直結

んは之を我攻のものとして採り上

げ︑酢も民主々旋の理念に則つて

やるということ︑即ち今までの執

行部が全掌生から遊離された位置
にあつた︒

いわゆる浮いていたoこれをそ

通りである︒

ト

駒澤大学新聞委員会

ことと思いますが二期分授漢粒納入のさい御併納下さいますよ︑つ御願い致ルます

種

一日約五〇〇円︵費上六〇ケに

七月一日より八月末日迄

冷菓販売

学生ア ルバイト募集

間

一︑職

て期

一︑標準給料

付︶給料は週末に輔週間分まと

めて支携いま︐す

︵國電櫻木町駅下車y

一水会学生部

︵東京事務所︑ 千代田旺紳田旭町 一四草野商店内
︵省線・地下鉄・紳田騨下車︶
︵横浜事務所︶ 横浜市櫻木町四ノニニ仁木島商店内

古本の御用は■

中里の時代屋へ．

売買共に大勉強是非ごうぞ

玉電中里騨前
冊︻田谷匿上馬︐一ノ山ハ三五

教授敏科書・各種辞書

気台い抜けのし

生側の動︑さがいたつて不活発の

した︒本学チ︑も特に︑今年の学

来春卒業生に対し就職登録を隔始

本学学生課で．は五月二十日から

状態が招来するのf．はないかとい について個力の不平不満は良く聞

旦つ繍極的にならねば来年度は悪 な地下食賞︑学寮の自治化 否認等

に困難を予撫ざれ︑よほど慎 璽に 分な講座︑弱体な赦授陣︑不術生

職率が良妊デ︑あつたが︑本年は更 だ多い︑不完全な学内施設︑不充

に多かつたにもか・︑わらず割合就 勿れ主義的慰想？のものがはなは

特

本紙読者
に封する

劃期的大著作

第一巻六月

中旬登行
以上隔々月登行

第四巻⁝信仰観・清規観

因果槻

佛組観

第五巻⁝大悟槻・時空親

第六巻⁝佛陀掘・嗣法観

第七巻⁝坐麗槻・経典観

生死襯・雑部

振替箆爪九五八一四番・電謡九段︵器︶六一八二番

発行所法政大 学出版局

︑東京都千代田区富土見町

払込ん晒．頂きをす

第一巻・：序講・佛敏篇
第二拳；心性槻・縄戒観
第三拳：行ー 持

法眼藏﹂の深遠なる思想の扉を開いた

こと十年︑つ︑いに念顧を達成して﹁正

磯願以來纏食を忘れて執筆に專念する

送料六〇円．

定価五五〇円

各巻

総クロース襲僚豪華．版

道売禅．師愛好の袈裟色

各巻A5判
約 四五〇頁

全．七巻

著．

更生砒書店

新刊書籍・各種難誌

駒大生には全面的協力

岡田宜法

暫洞宗管長 高階璃仙輝師
熊沢泰輝暉師 監 修
渡辺玄宗暉師

大本⁝総持寺貫主

大本山氷平憲貫主

駒嚢蒸長
丈雪博土

道元揮師七百年蓮忌記念出版

由︑学生課で︑は

う懸献をしている︒もしも現荘の くのであるが︑それら番︑自分達で

文部省研究成果刊行費補助

た感がないでもない︒現在迄受付

よう潅状態が続いたならば動きの 協力し一歩一歩改善してゆこうと

就職登録開始さる

ている求職者数は少数にすぎない

とれぬものになる疑ひがあると学 する建設的な気醜に燃えた人が少

▲﹂体本学の学生には日和見︑事

学生側が稲極的且つ活発にならぬ

撫課ではみており︑この際蒔に掌 ない︑この現象が仏敏の諦観から

OO圓で直逸致し斎す︒

★直接購讃蔚には逸料共金冗

い︒

★全雀直接購讃希望者は住所
・氏名・職業をハガキに明
記して昭和二十八年六月三
十日些でに橡．約して下さ

典

ことには動きがとれぬといつてい

るのが現状である︒学生側でも前 生側の積極的動きを望んでいるよ てるものであるとすれば吾々は．仏

々から慎爾に討謹を重ね学校当局 うであるo従つて就職対策委風会 敏哲学を碍検討せねばならないだ

へ逆に働きかけるような鮒織を構 なるものを早急に設蝦し︑将来の ろう︒

成してほしいというのが当局の意

すべきが当然f︑嫉なかろつかとい 設するには全学生が自主的に団結

ためにも良い結果瀞残すべく努力 ▲莫に吾力学生のための 学闘を建

★豫約者ぱ当拠版局の幕帳に
いる意見の︑ようである︒

うのが一剖観測者の宣場から出て し民主的な学友会紺織を強化し︑

るものであろ・つ︑吾攻が団結し意

思を結集してゆく以外︑に吾汝の

知し委すから振替で代金を．

登錐の上各巻捜行の都度麺

授業料納入歌況

第一期授業料納入状況について

会計⁝課の話では︑山ハ日却十日現粍の

くことがその颪要な．要素を形成す

．更に進んで学圏経営に協力してゆ

見である︒学校当局でも現在のよ
うな社会状勢では年度末になり急

をもつでこれを処理することは不
可能としており︑従つて当局︑学
生側との中に就職対策委侵会の如

にくらべると硝表多い由︒未靹者 悩みが︑希望が解決されるもので

納入者は七割五分程度︑また前年

対策としては︑未納者の楚兄に直 ないと云．つことを窒学餓一人一入

窪強力なる削織を︑もうけ単くから

就職斡施にのり出さねぱ完金就職

壇してゆかねばならない︒

簸雲信を送り皐憩納人させるよう が銘記し学内の沈滞した空気を破
勧告するとのことである︒

．は到駈困難とさえみておる︒

昨郭度あたりは卒癌遣翫敬が全艘的

学生諸兄姉︵御願い
らないoそのためには今日各蟹

遠隔の市場から鉄鍋石︑石炭︑工

して居ります︑留さまの絶大なる御支援を御願い致します︑倫購読料は学極当局よりも掲示のある

すでに御承知と思いますが本紙ぱ皆横の御購読料により運営き牝るよう学美会並に総会を通過致

がすでにあらわれつつあること︑

は︑その約九十％を食糧と原資材

超過であつたが︑ポンド地域およ

割高による輸出の制約は加軍され

するコカ︑粗手万が輸入しやすい

合︑東南アジア諸薗コフテンアメ

そ癌が．価格の割高をより霧しくし

平野

サ

がわが国へも波及してきたわけで

のあいだに締結する双務貿易協定

近接の地域に市場を求めねばなら

業塩等⑳輸入する方式にかわつて

およぴわが箇の輸出賀易がいよい

がしめ︑輸入の弾力性はきわめて

ぴオーブン・アカウント地域に対

る結果になつた︒

よづにわが国の輸出商晶価格の割

さきにアメリカが特需の二年閻

リカ緒国等の輸入制限政策の結果

執行委厩畏

鈴山

講堂前部に放送室を新設した︒

郎では專属アナを椴き過去の経鹸
を充分に生かし又︑新聞会とも提

携し学内ニユースは勿論︑各火学
のニユース其の⁝坐般ニユースを

し

︑

くことがの7一ましいQその意味で

額をより増大する方向にもつてゆ

ある︒

欝丙的な理由は︑わが国の輸出

よ縮少しでゆく傾向にあることが

乏しい︒したがつて昨年程度の国

しては輸出超過で︑あり︑きわめて

さらにわが国が未だガツト︵関

高を是正しなければならない︒そ

一方︑それにかわるべき輸田貿易 保証を声明し︾又朝鮮の優興鱒需

であるoなぜこれらの諸．国が輸人﹃ 輸出不振に拍車をかけたのヂ．あつ

乱に陥る等︑賜頴を拠起して︑﹁休会﹂に入つたo

橋正暢君

副離上野敏雄君

書記局長中田陽三君を選出︑決定

成る

本格的放逡施設

を切望しているo

は食堂で関係当局に早急なる改蕾

轄議されべきものであつた︑学生

談題提出はされなかつたが︑当然

漏逃せぬ閤題である︑学生大会に

の世論が商まりつ㌧あることは︑

四日以後︑学生閤に︑食党非難

を掛けることは︑必然である︒

の状態をつづ け九ば︑学生に迷惑

新に﹁執行委員会﹂という名称の

である︒これは︑如何に数授喬乃

図書駕下の食堂は︑定員五十名

の十分含有す る食息を提供すべき

収容可能で．あり︑他の多数の学生

術研魂の分野に純粋の学者肌で

場所である︒然るに本．学の食堂を

不完全な術生設備は夏季に向うに

鳶

商品価格が国際．価格にくらべて割

ない︒その意味で中共貿易の復活∴

今年蟹締警れた漫鴛協定

高ということ訴︑あることにわが国

も真剣に考慮すべきであろう︒

大きな閣願となつているo国内資
民の生活水塗と生庵水準を維持し

順調であうた︒ところが昨矩．七月

税およぴ貿易に闘する一般協定︶

さらに関税瞳壁撤廃のためにガ

︑輸出商晶のうち繊維品その価の消 において︑まず僅少でみるが協定

源の 乏しいわが国として︑その正

てゆくためには︑輸入の削躍はの

以来ポンド地域ヘオープン・アカ

に加入を許されていないことも︑

二

入をへらすか︑あるいは軸出を壇

常なる経済循環を維椅するために

ぞめず︑どうしても十七億ドル前

ウント地域に対しても輸出がのぴ

日本経済はいろいろな困難に直面 大するか︑い凱れかの方法をとら

は︑多くの原資材︑食糧を海外か

ず︑硯在ではむしろ輸入が輸出を

とある馨簸讐碧と段慧

制限を行つたかというと︑主とし

ること轡何よりもいそがねばなら

ら輸入しなければならない︒これ 後の輸入を必．要とし︑それを賄う

から現在ただちに危機に慣面する

ないであろうo

てそ肪を賄うか大きな閣．題であり

も不振だとすれば︑今後如何に毒

とは︒思わ舳な晒︒だが顯のよう

てドル不足によるものと思われる

その後︑執行委員会を選出したQ

出された動議次の＋件下ある︒

の聲起きる

食堂に非難

副執行委員長

行政の中枢をなす︑学校当局のみ

舷に於て︑斯かる重要讃題を少 執行蒜が誕埋することになる訳滝

現状にあるとりつ ことがいえるの

なら ず︑宗門の代衷機閣である︑

︐

こに今日価格引下げの必．要がとく

日木経済の園鎌もそこにある︒

な不安定な某礎の上に日本経済を

軍拡が引延された緒果︑これら諸

すなわち昨年はじめにアメリカの

ヒ姻るにいたつているQそ為は対 それをよりはげしいものにした︒

享灘︑昨鉦度のわが国の貿易収

依存せしめることは︑きわめて危

国のドル収支が急激に悪化し︑ド︑ 日もつとも緊急を．要するものとな めとずく重点産業の合理化をまず

うことになるゆ

までそれは主として輸出鰯およ 方法は輪出の増天以外にないとい
ぴ蒋需によつて賄われてきた︒と

支は︑隻取十二億九干万ドル︑支

険であり︑一且も早くそ砂ような

ル不足が顕著になつた︒そのため

も又︑改正の．主要眼目であつたが

が︑審識会選挙終つ て翌二士血日

そのメンバー次の通り︒

計幽に対し賛否両論はありますが

一︑授業料憤上反対の件

その他貿易振興のためにはいろ

払十七億一︑﹇．干万ドルで︑雑引︑支

塾盤から脱却し︑斡出にょって輸

これらの諸国はドル収支を均衡せ

二月十一日の大会に於る我々の意結局学生大会の名に於て︑揺業料

山ハ月十一五日晶凹執行剖・幹審・会け︸．正

第一回響謹会紹集審議会議畳大

本学は当時からくらべると一大発

れる心鯉学が人文学科罫門に入つ

であるQ

至評議員会が無能であうたかとい

は︑・大学附近の術街食堂を制用し

ている鰯である︒前者についてぱ

宗敷大学として﹁人悶の轄礎﹂で

的俗怠に立脚した︑入間腔を創り

うこレしを間接に証明するものであ

ている︒学校食蛍の使命は︑学生

年々増加する学生は︑本年に至
ある︑人間性いわゆる緊敏構操を

出すことについてはのべた︒これ

らう︒斯かる時期に当つて︑衛藤

に対して安．価な︑しかもカロリー

ざて︑宗融輯操の溜養即ち ︑禅 宗務庁を支配して来いる観怠攻の
養秘目制匿︑単元制度の善し悪し

櫃えつけるという眼目から︑努力

は当然のことである︒だからとい

新学．長が就任されたことについて

り二千数百名を藪えている︒

について︑心ある致授は嘆いてい

されたと見るべきが奄当だが︑結

つて︑学術研究の分蛎に於ては︑

祝糧致したい︒新学．長は︑即ち学

るo

斯うむた週渡期の激育時代は︑

局︑交郡省の私学墓藁に従わざる

ある︒﹁真理﹂というのは︑普説

差別ということはありえない筈で︑

つたのである︒何も我々は斯うし 性︑絶対性を保特している筈であ

あ︑ることに．力福の信．頼を寄せたい

売．価格昂．仙大学に比較すると︑一

当り︑疾病の莞生を見ることなき

も放送する寓になつている︒

価格引下げのためには当然コス

払超過四千三百万ドルとなつてい

入を賄うといら経洛の正常なる体

しめる必要に迫られ︑輸入制限政

臆副委員長鈴山君

係著の御協力を得ずしては出来な

満の意見も出たが︑現案通り通過を結成することを満場一致決謹し

式総辞職した︒新学友会規約の発

学長並に古坂学監古玉学監の
と共に・新に六月十八日衛藤
︑田田掌監︑中局学監が就狂

、

に強く叫ばれる麗由があるo

る︒そしてその 不足額は︐︷讐刎外堰

の点にこそ今日輸出貿易の拡大が

制を整えるこレ㌧がのぞましい︒こ

ごぢが時需が蔽少する傾向にある

賄わ賜・ていた︒そのためもし聴需

入である聴需約八億二千万ドルで

窒気を醸して休会に入ることyな

がつた︒

現在の本学
又諸輯の姐き入々と別れること
は．私にとつては誠にサうないもの

学生大会開く
授業料値上分不沸同盟

一︑仏数学瓢生に対する宗幣庁よ

て学寮閤題の件

規約改正草案原通り．可決
六月±百︵金︶午前十時より
昭和二十八年度建例学虫大全が開
りの授業料半額補助の件

憐論大会成立後は︑人員に増誠あ

つた訳だ︒爾大会の名に於て︑六

催さ胸たQ管刻より三†分遅れた

数の人民で計罐するのは好ましく

つても︑竈できるとする法理論

月十五日︵火︶午前十時より再会

学の研 奔 に 没 頭 し て

ないという理由を以て︑﹁休会﹂

といつた実理而面からする反対論

日を定め︑簗備委凝約十名が選任

一︑図書貸出時問変更の件

一︑大学寓務昼食時闘裂更の件

の緊急吻議が提出さ肪たQこの動

に対して︑採決に持ち込み︑遂に

が︑大塗参加の気運良褒いつも

一︑大敏堅の灘欝備設醗の件

謎について習否両論が戦わざれ︑

きましたそして今後

一︑食堂の件

破つて成立︑まづ︑松氷仮議．長の

に樹谷君︑副護．揺に田田君︑三谷

ゆくつもりでしたが

ざれて任縣ひました引愛けた以茸は宗学の研究と共に本学が総含

﹁休会﹂が實瞭られ6こと玉なつ

ざれたQ

議堀湿乱状態に陥つた︒即ち大会

．︑

かつたものであり︑感謝にたえま

午後に入つて︑幹寓会從出謎．題終

んだ大会となつた︒この間識長護信任提出ざれること︑三呵︑遂に一回可

学生天会は︑規約改正︑授業料閤騨︐︑学寮間題と犬きな決定的な聞題を含

ら︑定例学生大会で許可を要請じたというヱビソードを持つた本年度定例

た様子だが緊急学生天会で持つて行つたのでは許可されない見込強い処か

幹事会では︑相当早くなり学生大会を開くべく予定し．旦つ努力して来てい

運

﹄﹄湿﹄．︑委員長に卒野君

執行委員会選出︐ざ︑む﹄︑︑︐︑．︒︑

ー

一︑駒沢駅改名運動の件

半額補助0件学寮闘題の件の順序

提案理由の説明があり︑授業科

等の握案があつたが不払同盟につ

．．●§

君を夫々選出︑諮面︒の討議承訟に

改革即ち︑規約改正の王硬眼目で

により討識することを確詔︑直に．

みせた︒

程︑識．長幽替に至るなと一波乱を不払同盟を作る︒署名返動ぞ行う

し︑この時梶谷識昼の不信任案上

ついて︑相当活発た慧見が飛ぴ出．討議に入つた︒①の件に聞しては

ある﹁学友会クラブ活動﹂の項に

入つたびこの件については根本的部生に対する宗務庁よηの擬業親

改正草第の次後激認の賜題討圏に授業料値上け反対の件㍉仏数学学

予算配当は難なく承認︑次で規約議．題採択︑討議に移るについて︑

昨年躍決算鰯告を終り︑新年度︑

この謝題の確盟採択に入り︑全

大学として益々発展してゆくよつ蟹大の努力も注ぐつもりです︒

中島単監談このた
ぴ癸然に恩︑帥徳藤先

霧難馨
ゑド

と考κておのます︑︐

過去 に 体 験 し て き た
すべてをフルに剰用
して大いに駒沢大学

在発展しつ玉あるoこれらは．ひと

次で︑学友会規約﹁総農﹂の項 いて全．額不払とする説と︑授業科

たるものがあつたのでしたo然し

了︒動議の採択に移つた︒その提たがこの頃より謹場に乱れが見ら

えに諸猜生方或は︑その他木学関

ながら現在は渋谷に分校を設置し

らないですむと思う︒フランスの
ポアンカレーは智識は人間の道具
であると云つた智識は人閤をつく
たo

曲りなりにも︑六・三制度の中に

のみに紺少され︑総一されてしま

一見を見出してきた様に思えるが を得なくなり︑棲︑爪教学として一つ

る︑もつと具体的にいうならば仏

︑本学の爆．合如何であろうか︑一

応検討してみよう︒新制大学に於

た鰯例を取りあげて︑敬育の理怠

コ具理﹂という書葉で代表される

え︑仙学判との横の連りが薄かつ

如く今まφ賂綜合大学であるとはい

割乃．至二割の高率と見ら九る︒他

鶴康を．祈ら一つ︒

・しておつたが曳今度怠願かなつて に就職の斡施を依頼されても責任

見る時︑暗い占へ通風が懸くし 電気美術部では︑かねてより本
かも狭い場所に随齢している︒販 格的放送室設圏を学校当局に依頼

て敏養科目が︑始めて自然︑人交

専門の掌術研究を為すのである︒

・文︑商︑短期の各学剖が︑夫々 と規う︒持に就係拶挨にもあつた

又当局の措閥を．兜や角いおうと

たことに着目して︑有機的な連環

のではない︒

乃．金蝋想というものを考へている

とであるo即ち昭和二十五年の本

併し乍ら︑現在の激食付政嫉こう

至二割の値下をし︑学生に親じま

大学においては︑市価格の一割乃

しているのではない︒併し酌．てい

我ηの期待摺くあたはさる処であ

学の激謎科目は︑宗致学について

ある︒即ち︑仏勲学剖が主であり

る新学長の就任を祝すると典に︑

いう理芯すら貫か蛎ていないので

斯ういつたことのみでなく金般的

仙の掌剖ほ補勘的機関に過ぎない

老骨に鞭つ︑て活蹄さ赫る新掌抱の

うならば︑新制大学の敷育指針が

に︑確立ざれていない︒斯うした

という行き方︑これは︑本．宇が宗

いうならば禅学実習︑仏敏概論・
禅学概論と幾輔︑類も關講されてい

特殊性をもつとはいえ︑本学は︐︑

剖を拙して全体を忘れた︑考え方が

にしもあらずであ臼︑照状のまN

始め︑過度期を未だ脱し切れない

れ︑愛ざれる食錐となつておる︒

たものが︑︑今人交科学の宗敬学

新制数育制度に対して漸く蹴識し
たどつているo

として一本に纒つたという経過を

門の数．師養成機関であるという一

を計らつししいう・新学髭の抱負は︑

を受けた︑その後をついで禅師は席うo
社丘の三剖門に分たれ︑その系統
﹁佃これ︑我れに非らず﹂とて一 今までの掌校行政ば︑絹当暗黒 立つた形として現わ・れたというこ

生涯をおくつた︒吾々は自歩する面も取沙汰ざれている︒それは︑

ら・各般に亘る宗激憐操の酒養さ

よ り偲にない︑これが現代社会にあくまで宗敬天学としての面目か

は欠けている︒

私も老骨に鞭．つつて諸慰の蛇頭れるべきは勿論だが︑学術研究の

決とい毒護露生︑緩綜．︐﹁休含畿雍苗し︑購饗︑混

私が本学の学長となつたのは昭

廃展をしつつありますかくの姐き

．新たに商経学獣が誕生し︑現

せん︒終戦直後のは実に前途暗澹 志が通らなかつたことについて不．値上分のみについで﹁不払同盟﹂

和二十二年十月だつた思う︒あれ
激育は智識の切り売ではなく︑
から七妬．︑その間︑木学に於ては
人間を本来の姿にするものである
新制大学の設立︑更に短期大学︑

にならねばならぬ︒

ならば駒沢大掌に行けというよう

しかし蛮の人灘癸運馨あ建といb慧つ・叉・壽李

智識 を 求 め る な ら 他 大 学 に 行 け ︑

円錐的な学圃であらねばならぬ︒

大学院の設立等災に画期的時代で．

値上分のみ不払という説とが出て

㌔卜

た︒儲正に︑四碍三十分︑険悪な

一︑随所濡排の件

←鱒◆◎・．●・

・

の再憂の不可能悦を県︑本とした実

の大農成立人墨すれくと慣例を

経済時詳

一︑飲料水飲場段置の件r

もそれのみを続けて

来︑ただ今日までゆホ

後本学に復帰して以

山田学監談私は戦

るつもりです︒

君と手を絹んで頑張

です ︒ 大 い に 学 生 諸

の充輿をはかるのみ

る︑・今後はただ内据

ろまで傭ぴてきてい

−はすでに伸ぴるとこ

￥長談

次に新学曼並ぴに爾学監にうか

あるといえようo

ぴ田田︑中漏爾学號の任も電大で

苦が横たわつており術醸新学髭及

るといえばいえようが今後躯に困

新学長就任す

このたぴ岡田旧学慢托免由．同．時
に衛腰︑新．学．弛が就任された︒

岡田旧学一乾が七銃の聞という長

年月の間︑藪々困苦を克服し今日

まで本大学を導ぴき︑ここに衛藤
新学長に任をゆ︑つつたのである︒

振替東京2．6305

入つた︒学友会一般報管として︑

今日迄その華礎が出来あがつてい

■に敏育の達成である︒私はかよう

人物が保証されたならそれは立派

る他大学に︑劣るかもしれないが

る ︒本学はは設備に於いてまざ

間に重点がおかれているようであ

ある就職をとろう︑伊近は人物試

あるoそのため本攣
！
︑うβ﹄﹄に木学が完全に立ち得る
暑と︑徳川鷺癒撃壷立蒙麹虜愚砂近茜奪

ている︒徳川時代から朗治までの

専門学桟︑稗祠宗大学校等︑大き
な塾の様なものであつた︒私が京

都に内地留学の間に曹洞宗大学と
改名した︑私が敏壇に立つてから

交部省令に依り駒沢大学になつ
た︒その後蝋科大学になり︑踪含

大学に変つた︒即ち三転した訳で
ある︒

本校を荷なう諸君が一層努力せね

．そ

︑橿の茎という人套段象 ばならぬことであるQ
．この冷厳の世切憩受は餌理慰き

朝を侮つ箆う鯉ガぞれを飛ぴ三段

自憩越亮漁︑縮むなつ花灘↓つ

鎗警い総奮じ裂

ホロ

は本厳の自殺ヂある︒︐私は諸君と

本学む三砥して龍となつ捷か奇ド・ う かとい玉︑く弼を放棄したので

習ヨウどなつたか考えでみ櫨びれ
ばならないQ

離云嘱
︑宗敬だけでは真の大学と
え敢
ぬ の瑚 想 を 畷 現 ざ せ 嚇
ので東洋潤︑人交科を加え︑宗名

商攣凝︑何も鷺の流讃麓のた健袈るつ奢芋．

ではいけぬので士地の名称をとり 圧 力 に よ つ た も の で は な く ︑ 自 然 v

駒沢大学としたσ名称が変つたの

は︑いづこでも求められるが人間

年間講読料送料粟250円

効によつて︑幹事会廃組織になり

一個の立派な入格をもつた立体的v

簑概鞭難備關舳嚇辮銀旨︶

みならず四容も変革ざれたのであ

蝋秘大学になつた事により立堤

る︒

をあいまいにしてわならぬ〇

三尊物という嘗皐があるが木学
三尊仏と同じで︑なければならぬ
本学は仏激中．静だとの非難の声

もあつたが︑それは三尊仏を誤解
したものであ．る︒知識を求めるの

編輯人兼発行人 平野鉄佃
電話世田谷（42）44弱

灘羅建讐識了糞就瑳当りて

の理怠︑魂は︑そうはいかぬ︒そ
れは夫々の学絞によつて異なるも

場から本学の序在を考えて見ると

︑存在の窟義がない︒かくの如き立 らない︒その智識でつくつた遺具

本学は知識を勲えるのみでは︑

である︐︒

東京都世田谷区
深沢町
発行所

ら説灘舗鹸勤雛蕪

灘鰻難猟篇撫鋤懸撫脱難

本学は綜合大学とし商経学科を
を置いている︑仏敏は心と理想︑

商経は物と現爽︑これは水と油の

棟に思わ物一体敏育の黄通理念は

どこに求められるか︑私は本学を

瑚在の様に大きくした理由を褥え

の通りに動かぬので︑混乱†るの

物質又明の︑行止りは学悶︑智識

糖鰭艦慧認鰍牒脈維認難講

の中を越えるようなものである︒

余計な霞荷を背負つて利害の荒波

教育躍怠にマイナスとなるならば

もしも︑このま玉麗いて木学の

て見た︒

駒澤大学新聞会
▽百然科学獣門に属すると思は

、

時代屋書店

概

沢大学指定店

一

一

一

凧

雛響﹂とりつ曽︒葉をこ響雛溺

︑ではないか︑両者の均︑衡がないと

全巻の内容

る

訓
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吹きこんで︑こ物を結実ざせ︑ひ

そかにもえ上がる彼の野心と罷．悪

身ともに荒みきつて︑いつの間に

を追うて深くその胸喰いこみ︑心

め苦に︑彼までも岡じ刃に血塗る

クダフの妻ギに︑虐殺した良心のせ
ちに永劫の破滅へ継Wかれる︒一﹂こ

のさざやかな静けき声の呵責の︑つ

蜜の説明があり︑終つて圏髄の規

度学友磨総予算︑各部えの配当金

九州閥だ︑とすらう

元来︑駒沢大学は

たわれている如く九

學友會総會開がる
昭和二十八年度第一回学友皇総
会は六月十日︑学友農々長代理︑

致穏会︑幹事会の諸氏列席のもと

会議釜に於て團か肪た︒松永会計

﹄匹

報の塵ハ圓全憲申一新山く磨︐駄

後満騒一致ヂ鮎承灘した︒

からの修正案が一剖壁け入れられ

いるのだろう︒先般

はどんな生活菱して

る九州地区の先輩達

された︒

罠改選︑及ぴ大磨買一一⁝．瓜にて則磨

爾当大金に金学連︑日労新等の

氏よりのメツセーヂがあつた︒そ

団体よりメツセーヂ︑叉畑中政春

第一月目徽男ブロツク︑常任

肪らの主旨．ぼ民擬︑の独立︑平岡を

一日目は各学新の有り方及ぴ 寄れの叫ぴであつた︒

盆踊絡る
恒例の平和盆おどり大ぐは児箪

ことであるこう云つた

カ

杉

本

浦

俊

道

三

彦

の

駒沢大学に学んだ童義を十一︑ 分に

亀︑〜〜辱︑︑■働﹄﹃︑﹁ ︑マ・︑蔓︑〜︑︑℃・隻
嚇
︑贈．・ ﹄︑〜︑こ

署名運動始る

ー駒沢駅改称健進委．員会i

駒沢駅改名促進委員会ではと⑦た

ぴ昨秋以来の懸累を一挙に解決す

べく全学璽︑地元毘の署名運動に

のりだした︒駒沢駅を駒大駅に改

称しようとする件は木学創設七〇

学生大会でも可決されている間．題

周任記念事業望つでもあり定例

であり皇学あげての蒲極的な運動

が期待されている︒

荻野新監督就任す

W

あまりだらくしかた感じで引き

女は飛行機事故で滲死するという

係を夫に打明けるばかのになるが

重法に小手遊澗かしている︒後半

結末で︑未来を暗示した幕切れの

の溝出抜術巧に味をめせるが巨容

㍗新

．

宮

で一層強化されよう︒監督賦相撲溜

督として先輩萩野氏が執任したの

駒大の名声あつた頃の経験を焦か

し必ずや再度本学相撲の名を高め

ようと遺気ごんでいる︒

萩野監督は当時の頃と硯在を比較

かをのべ︑ニコ︑一年後には．過去の

し︑現在の本学桐撲が加何に貧弱

如き力士を生み出す事を念願して

いるので今後．ω活躍が期徳さ九る

点0100000010
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監督︑覧︑翼賦モルガン・︑しマレエ

ン・マレエ空油︑ルネ6クレマン

・あるQミシエル・モルガン︑ジヤ

的には剋承転結型通りの悲恋物で

現在弱依の一途をたどつている粗

青年の方ぱにじめは気まぐれだつ

の爽渉経過で・三角関係の生れる

たのが真剣になるというのが二人

の恋に代葛︑後半は愛し台いなが

らもい茸噌歩うちとけ難い二人の

があるガ結厨二人は別れ難い闘

無の讐峯して緊薯せ憩

■邑＝呵冒一ノ

︐昌9一一罵︑

︐で

陛︑0210000011

打4443423222

洵白小ブン黒田噛秋小 渡
爾二右中纏．左遊捕三一一
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．︑
田−φボーク徳田

走者一︑二勲となつた︑ここ

φ︑引

川バントを行いこれが敵失となり

続き秋川にパントを命じ一再度駒大

にとつて賦牛運な失策となり無死

満単の絶軒のチヤンスをつかんだ

こ畑に混乱した芝翻工大内野陣は︐

田を退け左腕徳旧をマウンドに滋

つた︑以後︑駒大は徳田の好投に

おさえら弼得点f︑きず︑これに対

した黒柳の左腕からくり出†絶妙

し芝蒲工大は大量得点に気を良く

な捜球に顔色なかつ た︒結局駒大

一という塀投をあげねばならぬ︒

の勝因臓第一に黒柳の蕉う三振十

それとこの日許りの駒大は大母先

取点にも気をゆるめず終始好守を

つQ

︵池田︶

つた︑ここで芝浦工大は︐肝段の栗 続けた内．野陣が賞讃に価するだろ

を連失し大量．五点を失なつてしま

続く打者小原︑前などの凡バント

咀

入れるところが薄いQというのも
撲部は新人生の入菖により強化さ ム
謝
会話巾心の芝居に偏向して︑観た
れようとしている︒更に今度新監一

＝冒醐＝1︐9

■凋暫一醒一曜一畦

はそ賜を箕に受けて︑冗談が本物

目の活気が乏しいせいでもある︒

詣一一■寄働﹁﹃

と青藍の悲恋駒語︒女の夫は勤事状況砿ありふれている︒前半は︑

﹄＝＝脳一7

それに比べて男が想戚半分に呼ぴ

一

で︑仕享に熱心だが蜜庭では退屈な旅舵さきで別れた二人がパリでヨ

論旧＝1■■

一 ■一口一一隅価雪．

出しの窪話を掛けたところが㍉女

﹄■胃﹄一一■厨

．6●一一■一■一﹃︐

の 吻的難備面に悩みを持つのであ

るが釜響凝にその碑．善に力をつ

▲躍一ロ圏一一胃●﹁

入駒というのが選の如P︑そして リをもど†次第を描いているが

﹄コ＝幅置−〆

．一■閥■旧■一一−︐

オ男

チ キ

よう なユーモラス攻思い出の諦を

主化させなければならぬという決

発．揮ざせるためこの渦を完全に民

蛍と希望が眼にみなぎつているこ

る日のこと国士館大学の学生に暗．

とであつた︒

語つて呉れた︒それはA堀輩があ

離を売られとても畠分の力φ鴨及ぱ

六円より鼠大学校庭において催ざ く結菓している︑と云うのー昂一つて居り踊在峡前．副の通り県の致

交︑

嵐鱒詫呂書ダ

．一 F甑−鐸n一． イ■■口鴎■一●1︐

劒暉嗣如の

絡目ざして頑張つている︒

剣遁向好会

くさねばならない︑木掌と剣を対

かつて軍．囲主義黒糾の背骨とし 照するとき剣の道銭仏勲の 神と表

製︸体をなし伝統的．要素の一つ
ての剣道と︑独克後ぱ過去の 武道

としての理怠から脱脚し新しいス こそあれ決して町あたらしいもの

で．はない︑釧の奥︑魂嫉神の婿地に
ポーツとして取場してき声．のであ

るが︑木学に於ても開在︑阿甥助 逓ずるものとさ肪古来襟大なる剣

敏授︵練士︶を師範とする同好・︑︸が 客にほ剣神一加の撮地に達したも

♪︑勧客擢が鍛錬に激しいに身
地昂
か打
ら剣道同好︵．％の域．．一︵を大いに

証生し︑右投者を琶む十数名の若 のが少くないのである︒かyる見
ち込んでいる︒剣雌同妊︵︑臥もまた
期待しよう︒

院決勝戦もぶざ詮．な敗載に終り

野球部は︑期待された封学習

辛うじて一部に止る

黒柳の一人相撲！

個の偉育甥と典逓の道櫛防夙︑簿

．輔

︵池︑田記者︶

ぬとみるや飼つていた甦犬を連れ

てゆき菅づ攻をはずした．そうでそ

うしたらそれはものずごい闘犬と

やらで︑相乖ほ王を合せて謝つた

そうで︑あるQまたK携輩の如きは

硯在本学に在職している某致授を

ある激見の対立から自宅えのりこ

てその夫入の謝罪状を確異に受取

み思の音をとめたそうであるそし

つてから﹁カツ﹂を入れて生き返

育委量として名瓢︑典にμ民の絶讃
の原因として︑この渦︑は非常に信

したと云う武勇伝をもつている︑
る︒

瓢た︒デ候不順のため延期され︑

；

．．山耽﹄︑＼︶巨．さ臼卜

・ひー／ノ︒σ樺尻イ

そω偲各売輩が夫々悲再こもごも
二︑反戦早和の慌頭に立つ︒
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の思い出話を語つて呉筋たのであ
発蓑された︒

るが概づ私達の強くつけたことは

鷺絡日に蹴削日の項領決議︑役

駒大歌壇
覚一︑ 油 井 弘 行

二階堂特秀

重々と醗を掩える雲の色に圧泊を曄ず榔雨近づきぬ
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慰川哲州

鋏持ちて花切る音も静かなり架け終えヅ︑蛆る花砂生命を

仏三
橋

我が青．春に悔いなからめと梅雨の夜に卿いなおして机に向・つ

立．一

暁天の終りを告ぐる禅堂の磐子は重く奈韻のこしつ玉

fl

搭袈裟の糞ぬする音の静もロて救わ賜し如く単に対坐す
・ー
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大内俊彦

ふるざとの便りなつかし有魅しへ﹁はるばろと離bいたれば

四

竹むらは雨にしばなり遠蛙とだえ．プ︑閲ゆ繊夙来る夜

︐
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スキ冨郡
雄大耽大自然と取組み︑清浄な銀

盤に︑皆轡を誰歌する︑駒大スキ

いながらも良く精進し︑全鋭生ス

ー桝は︑少数邦興と︑資金難と戦

目指し︑トレイニ

共に︑新人の沽蹄が大いに期待ざ

る︒廻転接︑術の進歩予一望みたいと

ングに励む姿げへ力．強いものがあ

今鉦．は︑優勝

ー彗の序在を大きく知らしめた︑

キー大直に四位に入り︑駒大スキ

らりー■■一〇■曹7
﹄9︐噂薗賜一一︐9
監日一︐ 噂●酷﹃曹
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る︒併し相撰ほあくまf．勝剰のみ

罷噛冒8イ翫舘噌一﹃

墜嚢い鐸

六月．一十九H懸賞付平和おどりが 仰心が高く欝に九十九％までが神をあぴている︑またA売輩は次の

など︑で相当に沽躍さ筋た経歴をも
して過鼎︑弔︑ない位本学の㌍輩が多

者と云えば駒沢大学と云つても決Y瑞．輩ぱ木学在■字中クラブ活動

．るこう云つた中にあつて大学出身 ら訪づ ねてみたo

県あ
致育︑染ー．を務めているY胡︑輩か
ぎにでていると．ムうのが現状で

のが木学の髭輩輩．である堤づ熊本
従がつて多くの無罠．楓各地に出稼

がこのの昌の鮮徴と云議れており聖治一をもかえOみず没頭している

の命ゆうなぐことができぬと云う民の頭にたち一の民王化に自己の

内のみの 収支ではとても焔民全部 雰開気の巾うあつてすべての儲

ある人口密度が非常に高いため島れていな

が住んで屠り殆どが腸夫と漁跡で れたことはいまだ生潮が民王化さ

の選地鍍草鼻にぼ二五万入の魁民鳥内各地を廻つてみて第一に打た

東京から急行列軍で三十三時間宗の地盤で占めているからである

査の足を遠路﹃天草
島﹄え運んでみた︒

本紙特派邑籔名が調

不充分なる箪案の修正が施された

の先輩豪むち︑また

約改正の件に入つた︒赦蝸会︑幹

罷一−99

＝＝

三︑述戦活動の具体化︒

一︑より広く読まれる新閲をつく 独育部︑凹旺学園竃催︑六月二十

た︒

宋︑大．要次の三大項目が捉出され

活動について占各校沽溌な討論の

了︒一

委員会︑及ぴ一般の各報告にて終

慶大にて幽催されたo

により︑五︑．六臼︑東大︑七日︑

参加八士一覆︑二芭数＋名の台賊

曲則号既

全学新大会開か

幹事から前伍度決算報告及ぴ今硫︑

意見の椚違があり︑会議前に予想

に良心の悲劇としての﹃マク．A

闇く冷い夜がほのぼのと明けそめ
る︒薄暮にほじまつて黎明に閑じ

3

．口にあるの．→．もなく︑その鋭

この悲劇の出龍点は魔女の怪し
い予一

敏な神経と強烈力意志から生まれ

交献省略︶

に忍ぴず︑願くば彼と刃を憂える

その思誠に奇襲し︑罪なきその妻

現役学生にも相当数

か夫人とも疎ましくなつてしま

人と諮歩．していると奥で戸を叩く

子一族声塞殺するQ

さ礼た如く激論がかわざれた︒

の終極の達成とに媒介著の 役をつ

目的︑妄動的である︒．彼女にとつ

音が聞えてくる︒誰が叩くのか？

る夫人の野心の中にも風出せなく
て︑主人公マクベスの平衡を失つ

た魂そのものの中にある︒彼は既

がみられるようだ︒

州蜘区には実に多く

ては﹁美即醜︑醜即契﹂■であり︑

実は前獲の王命によつて宋期に参
心身共に荒みきり︑焦焼︑疑燥︑

寸時も安んずることなく︑さめて

述の加き性格の持窒である交か
る人閤は普通の場台で．も病的恐怖

を起し易い︒しかしこの恐怖の怠
−は︑彼に於ては︑その圃休上の勇
気と必ずしも不調和でなく︑却つ

︻．体この多く在住す

事会との間で規約の解釈について

将軍は退かばこそ︑そ．の正嚢とう

﹁きれいはきたな︑きたなはきれ

暗黒は彼女等の光朋︒噺乱︑恐怖
内した︒

は敵の討伐に忙殺ざれ︑刺守の刃

ましい生活︒

な態度も次第に押され︑数授塗側

ス﹄がある︒︵引用の原交・参磨．

しかも罪は勢の赴くところ︑な
らみの刃はいよいく鋭く﹁貴横の

離一入頼む者もないままに︑マ

﹁よし︑決定した︑ひん曲げてく クベスは自ら鷹女揃︑訪ねて﹁警戒

い︒もやと深い大気を通つて飛

敷である︒彼女等こそは罪暴．の化

忌わしい悪腰的艇礼は．彼女等の宗

叩くの︑であうつ︒しかし詩劇的に

に恐肉とし︑まどろめば悪夢忙驚

年齢も働き盛りの四＋位︑

クダワその掴の諸将とカを舎せ︑

イングランド王の援軍と典に黛赦
的なものに影縛され易い性格です

てこのために進徳上の弱ちを生み

論護が進むにつ れ幹事撫側の強行

のさけたいと思う︑だがマクダフ

選ばれるまでは︑含法的王位継承

だれが落下す番加く歩一歩その重

誕符ぼ思い切れ︒マクダフこそは

う︒

権の所有者であつた彼︐は前者の即

みを加えて行き︑蛍人公は︑一方

き出された鍋だぞ﹂と斬りかけら

母の胎内から時の判らぬうちに割

とめたにすぎない︵ダンカン王が

位に失望ざせられ︑応中ひそかに

で王殺しの罪の慧識︑戦き︑良心

れ﹁バーナムの森が動いてダンス

の呵責にさいなまれつつも︑その

結兇を安全にし︑自己の地位を確

イ︒ネインに向つて来る﹂との報

期するところがあり︑廠女にあう

相談をしたが︑その性格のため︑

保せんとして︑莫逆の友︑バンク

からざるを悟じ︑望むべからざる

告に接していたマクベスは信ずべ

以前既に夫人とダンカンモ謀殺の

決激を撰．行する機塗を逸してい

を途上にようして晒殺する︒そし

オーを即位披露の宴を招き︑これ

てその祝冥の席上︑百官列座の中 望みのために己の魂を悪鷹に売り

た︶

鷹女の▽丁言を瑳の年紙によつて
知つた夫人匪．︑好機逓す可らずと

時既に遅くマクダフが正鍍の刃に

渡したことの非を始めて悟るが︑

所有者マクベスが彼の亡霊をみる
倒れる︒

で︑幻影をみるに慨れた想像力の

かせ︑冷静︑沈着︑員体酌に大事

騒ぎに折角の宴は滅茶滅茶︒もは

その鋭敏な神経と強烈な意点を働

決行の乎筈を論べてしまうが︑当

や﹁のぞみは叶つても︑満足はな

童人公マク︑︑︿スはかねての野心

ん℃ゆかう﹂

身そのもので︑︑一切が人間のそれ

いえば︑それ甑神が叩くの だ︑仏

かされて冷汗褥を湿ほす庇のあさ

堂々故国に攻めよせるo戦胤は日

を追うてマクベスに不刺となり︑

童点よりもカのある︑焦々とする

を望み︑目的のためには手段をえ

その故に︑のぞむべからざるもの

らばない︒一度それを達成すると︑

す玉けたる古新闘の短歌などをくりかえしみる小爾降る朝
今宵また雷読みつぎてしみじみと吾が硯力いたく弱︑nしと思ふ

伽

ら制する所以茄．知らず︑自家隅底
ーーー︸︐き﹁唇咤
鴨一−含﹃b一︐

！翫簗難﹃

にとらわれず精神を作る専為．必要

とされ︑これが為に各嵩昌の気持．

は変わらない︑恒例の余困柑摸選

手奨会をめざし荻些新監督の下
猛稽古をなしている︒今後優秀力
士の加人を矧待し往任．の相撲獣に

サツカ且部

もり返ざんと慧気込んでいるσ

︑マ．陣

昨年響干の卒継生を送り︑本年
度は多敬斯入些の入判によつ

容が強化ノ︑﹂れつ〜あるサツカー鶴

茶る

柔道同好会
昭和．一卜五狂︑当大学内に道場を

層け︑以蓄くの喪章由した．

はこ㌧に昨奪の汚名を返上すべく

体育部の春

月尋︑．し＼︑

烹ーβノ一ノ9

．．鵡！．︑

現在て砿娼永㌍生五段︑川辺央生
﹂翼

二部優勝綾芝浦工大と入弊載を
せねばならぬというハメにおち
いつてしまつた其の結果学習院

︷91

ニユースタト商会

焼付︒引伸・現像・附属品

を

いE

のし．

上美P
仕 D

︵屋モニカ特費中

、

．騒説轟二羅ぐ赫云

︽

〒﹁︑謙拶4煙

〒■
命恩が下るに及ぴ︑マクベスは忽

ち大きな錯覚に陥るコづはあた
つた︒王位という報かな打出しの
芝居にふさはしい序曲のように﹂
の適中を不思議として﹁将央の一
のマクベスは夫人が気遣つホ．．瓦如く

と︒彼ぽ不鳳議でない二つの窯一︑口

とバンクオーとは・ノルウエi王
番大ヨ．なもの﹂の槍命と適申を信

関 爾

頼なく︑鋸女の間に操なく︑従つ
と内応︑頑強に甑抗する︑反乱軍を

王位蟻蕉︑蛇モの鍾＋マルコ

て涙も﹁入間昧﹂も宏く︑ただ鋭

島

﹁ 翫縄旨⁝も⁝ーーー．
沙 翁 の ﹃ マ ク ベ 洛 に ついて
1
詩劇﹃マク．︿ス﹄は沙翁の四大

かし不正なものをやはり渇望して

ムによつてつがれ︑スコツトラン

悲劇への一歩をふみ出す︒

い﹂どころか︑新王夫婁は生ける

遭う︒坦所は荒涼たる平原︒時刻

い 鯉 智 と 利 益 を み ぬ く 冷 徹 な 顛 脳 破砕して︑凱旋砂途上︑三塵女に

いた彼は夫人に汲励︑鼓舞さ廟︑

る﹃マクベス﹄欧悲劇にふさわし

じて︑鷹女の暗 示 の と n こ と な り

の所有者で︑しかも嫉妬心の深い

沙翁が﹃マクベス﹄のため創作

せよ︒マクダフを﹂と告げられ︑
く夜に終止している0

で︑彼等なき後目の上のこぶであ 於 て ︑ 国 王 ダ ン カ ン が 齢 す で に 六

覇口悪美醜の滉僧圖け謝璽版の世界へ

と反対であり︑彼女等の上界とは

が叩くのだ︒われくの社金に正

亡命するとの構報に機し︑これを

〇に近く︑温和にすぎ︑政治をと

の第一歩︑モラルの混乱である︒

降下・その存在 の お き て と ぱ お き

しい秩序を与える字宙・人類の大

一方﹁の7︑みは叶つても︑満足

睾人公が大事を決行した後︑夫

るマクダフをその居堀フアイフに
るに当りやや消極的であるに対し

ある行静が悪だと明かに決つてい

てを破ることに外ならぬ︒かかる
いなる注則が叩く音だQ法燈をか

はない﹂夫人はその鋭い神経を健

﹁バーナムの森は彼に向つて来﹂

る力を失い︑暦遊病者となつて︑

深く恐ろ しく聞くのも︑耳に遙人

彼の得た︑財しい偽わりの地泣その

せしめ︑ワでの恐ろしい撫像から逃

風い出は語りてつきずたまざかに酔いたり講の任官を祝いて

桜田悦郵
俳優だ﹂と︑人の世の無事をしみ

柵ようとして︑更に他の恐ろしい

画．
じみと観じさせられたマクベスは︒

﹁人生にひつきう歩む影︑惨めな ものが︑今度は彼を嚇かし︑恐怖

子．の資途に息を引き取る︒

ドの自田の回復を象徴丁ひ如く︑

悲劇の一つで・その蜷徴は鷹女と

は日すでに頃きかけて薄暮︒主人

れるわ︑すべての内露の機能をこ

今や彼にとつて唯一の恐るべき人

たるに止まり︑悲劇の霊入公たり

を実現するためスコツトランド王

屍にすぎない︒

亡霊の出現︑スピーデイな局画の

他の立身︑幸福︑家庭平和を破壊
公マクベスが開口第一の﹁こんな
に似た人問の楽で泡沫の如く現わ

の凄絶な大事の一点に﹂と一切の

申途半端な薔心から逡巡する︒し

展開と甚深懲妙な詩藻の豊寓にあ
する小さ耽悪入であつたとすれば
に鼻つてまた晴れがましい日は︑

れては泊えるが︑入間とは別個の

物マクダフ将箪がイングランドに

三魔女が手をつない一で歌う次の句

族なく︑生死を超越し︑非柄︑無

した三膿女は頚 が あ る 以 外 ︑ 老 婆

る︒

彼はメロドウラーマの一登上人物
みたことがない﹂というせりふば
耀自然的仔在で ︑ 伍 齢 ︑ 性 別 ︑ 血
年筈を夫人に任せる︒

の．反響であるQ

得なかつ たであろう︒

襲つて果たさず︑罪なきその妻子

主人公マクベスは祖国の危急仔亡

ればこれを犯した場合は簡単であ

魔女は﹃マクベ ス ﹄ に 於 て は ︑ 人
かげて戸外に立つ神秘の入が叩く

い果して︑内妹両面の生活に耐え

沙翁に擶かれた﹃マク．︿ス﹄に

ダンカン及ぴ莫逆の友バンクオー

を次々と殺し︑躯に罪は罪を生ん

を殺害する︒一劣︑さきに危雌を

つて︑こ筋を救つ た随罠的英雄で

に際し︑僚友バンクオーと共に立

るが︑その善悪が來決定だとすれ

間の罪業と同時︑同延の法輪．℃あ
音だ︒その晋は無閥越獄の︑底から

﹁女人から生れない者﹂の外には 想藤力の︑航有者で．︑道徳上の粥さ

かくては干軍万馬のマクベスも

しつてイングランドに亡命中の先

ば混乱げ免か九ない︒祉磨の進展

り・一々のへ間の内的倫理史を象
立ち上る恐ろしい岬き声のよ︑一つ

り︑その心の奥底にまで響く︒こ

マクダフとレノツクス両将軍が

王の憂子マルコムは来り加つたマ

しかも﹁人間昧がありすぎる﹂が

化する︒その過渡．甥に於て︑警悪

べての団象を鋭く感髭する︒その に伴つて善懸の標準もおのずと変

︑

の明白な観念がわれくにない颯

徴している・螺舞鯖はその
イ
作用する人の機 絡 を 堕 落 ざ せ る こ

の音に耳を籍すものが﹁人間﹂f．

・と肉体上の男気とをもち︑断えず 台 ︑ わ 九 ら の 世 界 来 る と 年 を 叩 い
て喜ぶものは悪庵だo
と一ではなく︑寧ろそれを発展ざせ

あり︑この音に耳をかせばこそわ

何者も怖れぬ主人公も﹁母の胎内

ざて鷹女の﹁予言めいた挨挨﹁
ることにある︒彼女等は邪悪な心

れわ弼の社︑︑﹂が虞立ずるo

噂一一騨一7

一■セ昌の器犀﹃

簑 野 逓 男
罪を犯ざせる︒そしで︑それぱつい
︸

L閣一
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丈一
に﹁不朽の窒たる己れの魂を︑人

﹃

＝＝＝﹁︐

︑︐
証所を求めて出陣し︑血戦また血

﹁

一の幻像 類油︑同の敵︑悪廣の罫に渡し﹂自

戦幾十度︒はからずもマクダフ将

2﹃＝鴨聞﹁．

︑門一曽一胃■

軍に遭遇する︒第一．︑第一︑

︑

る有カメンバーを中心に％数の．新

い事だ︒この悩みは︑ひとり唐手

ないため満足すべき鍛錬ができな

ものがある︑唯遺憾なのは道現が

いメンバーを揃えながら驚下位に 入生を迎えその意気はすざまじい

所で︑他五校に比し決して孫色な

﹃

も〇一剛一転鵬富F
ら・
罫．
軍■
・■
．9
︽農
＝

口．達の 壇果ばム︐後に期待さ九よう

甘んじなければならなかつた原因

は打力不振及ぴチームリークの欠
加であろ つ︒即ちチーム打率が五

据のみならず体育桝典通のもので

悶題で．あろ つ︑この悪粂件にもか

ベストテン入りがあつても︑それ あつて早晩解決ざれねばならない

パーリング鰍の練留風景が見られ を物語る︒次にチームソークの点

〜にらず去る六月三Hには興立誕

桓例の大演武へ賦を目指し疲術．錬塘

に精進しているのぱ賞讃に璽ゑ

堀餐一
澱
灘號儒

蕪軍・し・マ愛︒規在︑恥

である︒同耀︵︑撮−．幽るため箆勲に

郡

尾崎空将を中．心に砺サイド高柑︑

相 撲

㎝田︑丸一等である︒捕手比前︑新 もので︑あろno

灘馴

し好評を得来たる十月の本大学祭
いこ♪一簿挙げられる︒規在のメン

にレ接しいこと︒試合遮びのまず 堂にて行なわ九た大演式塗に出屋

一︑奪計画一−．優

i雛

黒柳︑その他将来を楽しませる害

パーを紹介すると︑まず捜手は原

は仙大学ω遣垢を催Oているとい

条件にもか玉わらず︑

の対戦にぱ不騨である︑各煉 の慈

最級の涯手がいないのf︑対抗訳合

う悟けない状態である︑その外．重

ないという点︑冒あろう︑練習など

であるが︑個府のプレイの漣用性

と云う粂件の外遣垢がないのf︑ス

ない︑世帯が小ざく︑予算も僅小
璽．勇こ︐丘︑例えブラウあ

拳斗遡の杯在ぽあまり知られてい

新入住︑在字生にか〜わらず本学

学 斗 部

キが艶後の出陣を祝つて送るべき

をパンクオーは大して気にも止め

を創り出すのではなく︑邪悪な人

かくて王を殺すと其に︑自分の

恐怖と断行との間を座替玄︑ω︒良

︒

ず﹁疲れた必の迷い﹂位に考える

間と結ぴつくに す ぎ な い ︒ 従 つ て

冊も大切な﹁ねむりを殺してしま

カら生筋たので拡ない 賭ならぬ

﹃

沙翁嫉この主人公の悲劇的心難
か︑マク︑．︿スはそれに深く心を煩

たのではなく︑．マク︑︑︵スの心中に

三廉女は車八公 の 心 に 何 一 つ 加 え

心の反弾を窒けると戦．漂するが︑

過規を三魔女りい．概を通して︑五羅

はさ舳︑殆ど﹁箔然﹂僚kの存在

時に飛出した﹂マクダフが恢みの

とれぱ野心の悲劇であるととも

二七潟二〇八五行の詩劇﹃マクベ

を忘肪たかの如くでめる︒そこえ

仇敵に挑まれると．窮者になる︒

に良必の悲劇である︒もし彼が良

ス﹄に描出している0

﹄
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つた﹂マクベスは漂更ひと知軸ず
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霞

すで．に存在していたものを引き出

︐曲一器4イ轟訳㍑燈︸．κ翫㎜⁝

︑麻夫塗を看過したが︑今後の大典

録も未だ記憶に新しい︒今隼甑遜

得した︑小蟹侯蜥而君の健闘の記

式テニス選手権大会で第一位︑を灘
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来ない︒
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であり︑唯我功剰宅義の・人盤甑に
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にあつてよくその応援団精神を発

揮したのである︒各醤の不振の中
にあつてこそ応援団本央の使命が

要請されるのである︒応援団と興
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私の後輩だし友人ということだ

いようですが﹂と閲くと﹁う

て良いのであるが︑いざ﹂か洞子

にブラスバン下の活躍も賞讃ざれ

務めると云うか ら 全 く 心 強 い Q 又

更にチームワークと実力発揮とを
スムーズに濁出させるために以期
休暇を刺用．し軟非沢にて十口間位

の合宿練智を行うとの事である︒

術

総じ﹁﹂今後成凪ネ鋼待したいo

馬

安孫子︑江熊︑非太を要し逝にハ
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大山学生藤長の霧
良いにつけ悪るいつけ吾々学
癌生には学生の身辺に起る悲喜
を一つ一つ典に悩み共に再んで

よ﹂と答えられるだけに日頃の

呉れるのである︒この辺で．﹁売

ところ︑それに学生課である︒

一寸学生課蛇大由先生の座され

生にはお子様に余り御縁がな

生が常に交渉をもたねぱならぬ

かの学生を相手に︑ある時は渋

る席を覗けば︑いつも必ず何人
い表輌で︑またある時ぼ田るい
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表情で対談されている︒恐らく

はづれ．㌍︑苦笑させられる堀画もあ

食裏時間以外大田指生の前に︑宰

雄︑の姿の絶える間はないだろ︑

・㌧一し闇えぱ﹁勿諭君達は

輩︑在学蛋との親睦を目的とする

が期待されよう︑二十八日には礁

るから秋率︑ωリーグにぼその効果

を招き積極的に練習する模様であ

るが創立の浅いこと一でもあ り講師
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﹁今のうちの学生には鰹ざとい
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くて困るよ︑私透の時代
には学生全劃といつて良
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臼μい友会沽勤中録古の伝統︑憩禍

を中心に渡辺︑小原︑書川︑毛井
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クスに小い︑宮崎︑ゴールキーパ

められるが現在の輪斗凹．に影肢を

筆︒嫉野ぼ異色ブラウンを中心に

撲艦けその伝統にまかせて奔旦︑迫

戦荊︑駒大︑烏鮒ズ︸いえば優．秀な

田中︑小林で︑形威ざれ︑ている︒

望むのは．■．擁というべきで．ある︒
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が期待さ勅ている︒サツカーに於
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潔た幽瞳的改柔蛇熱高揚に伴ない
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7︑﹂伝統を．

後には熔︑力の あるチームレとなる事

困で．あるといえ乱うoしかし一︑年

熱烈なる壷輝者を多数測．え︑凱昇

臼の大戸︑い一にも不成績に終つてしま

はまちがいあるまいo

臼本唐乎道浬盟に加人し更に城南 化さ肪たが未だしの感がある︒焼
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れるが︑かくして神冨り傑にコダ
マする一糸温れぬ暁率の庫動力が

過去にくらべは．るかに見劣りが

ルん．で．来たG然し現在の陣容．マ︑は

手

︵霊将︶を華頭に旧桝量︑こ勅に

部の軍︑力掛﹃低下させている根本原

達脱大︑帥よO発したと伝えられ

唐

る唐ぷ道の精神には小学の鼎盤た
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昭和二十四焦㍉串黒都山ハ大学一都・

に加入o昨二十七年脊季にぱ待望

る粕ω剛健なる一一鳳風が流れ発足以

牟︑も．ち費がら

蝶以唯︑銭続の 選 手 な く 全 く 衰 亡

の三位進出をした︒しかし秋華可

来五伍の才月を経た木学唐手脳は

聾な砿九るので甑る︒

弱休籍 した卿は召めない︒硯在僅
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団結を計ることを目的とした蹴則
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