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に馬鹿げた内容である︒

﹃女性自身﹄が取材した︑歴史学者・小田
部雄次静岡福祉大学名誉教授の説明の骨子は
を目論む人々は︑不都合な事実には目をつぶ

下記五項目であるが︑愛子︵女性︶ 天皇擁立
り触れないようにしている︒よく聞く主張も
含めそれらを一つ一つ論破していこう︒

の文字が躍る︒

これは光文社の ﹃女性自身﹄︵令和二年一月
二十八日発売︶ の広告文︑見出しである︒

が日本を変える！

1．女性天皇は過去八人存在した︑日本の伝
統である︒ゆえにこれからもあっておかしく
な
い
︒

子天皇﹂

立論はそのことには一切触れようとしない︒

パの王朝にもある女王を意識し大いに論議し
た結論は︑日本の女性天皇の即位はいわば緊
急避難であって︑生涯独身で通されたかある
いは即位後はお子をもうけられなかった事実
に即し︑女性の生き方を守るためにも女性が
皇位につくことを規定しなかったのである︒
日本の女性天皇はあくまでも中継ぎであるこ
とを隠してはいけない︒ましてや日本の伝統
であると言うことは論外である︒愛子天皇擁

反論⁚女性天皇が八方十代存在したことは
事実だが︑それらはすべて中継ぎか特例であ
る︒江戸時代の後桜町天皇まで存在した女性
天皇ではあるが︑明治になって皇室典範を制
定する際︑近代国家のモデルとしてヨーロッ

ページをめくると︑プリンセスの天才素顔
から皇位継承のQ＆Aまで1︑四月検討開始
の女性天皇問題が丸わかり！︑徹底検証 ﹁愛

八ページにわたる綴じ込み付録の扇情的な

読者アンケートでは ﹁愛子天皇﹂ 待望論が八
割もあった︑と誘導する︒女性天皇や女系天
皇の違いが半数以上も理解していないという
昨年十一月の産経・FNN合同世論調査への
対抗なのか︑歴史学者の解説を掲げたが︑実

前から方向性は決まっているうえに︑自社の

京 見出しが如実に表していることが︑日本をダ
メにする ﹁愛子天皇実現への道﹂ である︒専
東 門家による徹底解説というが︑取材した対象
が︑歴史学者・小田部雄次静岡福祉大学名誉
教授であり︑漫画家・小林よしのりや社会学
・ジェンダー研究者・牟田和恵である︒読む

の
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また女性宮家の創設でもいいのではないかと
いう意見もあるが︑天皇の公務は女性皇族方
には代行できない︒旧宮家の復活があれば︑
それは紛れも無く立派な宮家であり︑女性皇
族は同時に確保できるのである︒

2．女系天皇は前例がないとされているが︑

母から娘への ﹁女系継承﹂ はあった︒
反論⁚女系天皇とは父方を遡っても天皇につ
ながらない天皇を示す︒ゆえに我が国には明
らかに存在していない︒母から娘への皇位継

承があったではないかとして挙げる事例は︑
第四十三代元明天皇から第四十四代元正天皇
のことらしいが︑何れも配偶者は神武天皇の
血筋を引く男性でありこの二方は何れも男系
天皇である︒皇統とは血筋のことであり︑皇
位の継承そのものではない︒特異的な事例の
母から娘への ﹁皇位﹂ 継承を ﹁女系継承﹂ と
言うのは︑あたかも女系天皇の成立であると
錯覚させているデマである︒

3．女性天皇を禁じている皇室典範は︑男尊
女卑の意識による︒それは人権無視である︒
反論⁚明治の典範においては︑生涯独身を貫
かねばならない女性の立場を慮り︑あえて女

帝を規定しなかったものであって︑男女差別
や男尊女卑の考えによるものではない︒女性
は民間人であっても嫁して皇族になれるが︑
素性の知れない一般男性は逆立ちしても皇族
になれない︒そのため︑女王や内親王が民間

⑦一人と結婚する場合は︑臣籍降嫁といって皇族
から離脱することになる︒女性天皇の配偶者
が皇統に属する者でなければ︑王朝交代を招
いてしまう危険がある︒口では皇位の安定的
継承などというが︑寧ろ皇室破壊の引き金と
なっているのだ︒端的な事例として称徳天皇
のときの弓削道鏡を想起すべきである︒明治
以来の皇室典範は︑皇統の乱れとなる要因を
予め排除するために女帝を置かなかった︑こ

ゆえに︑無理やり星霜を剥奪された旧宮家

くなるという危機が生じたのである︒今の皇
室の危機とは旧宮家が継続していたら発生し
得なかった︒

確保できず︑悠仁親王殿下の同世代皇族が無

京 ︒
だ
反論⁚昔は幼子の寿命が短く世継ぎ対策は大
東
問題であったため︑側室は機能した︒しかし
昭和天皇の御世になって一夫一婦制を堅持さ
れ︑敗戦後は占領政策すなわち皇族を財閥に
見立てた兵糧攻めにより世襲宮家を解体して
しまったことで︑わずかな直宮に男子の数が

4．皇族減少の危機は側室を認めなくなった
の からだ︒男系による皇位継承は側室のおかげ

教

育 理的限界を越える激務であろう︒

の賜物︑日本人の知恵と評価すべきものであ
る︒古代はともかくも︑現代における女性天
皇は︑天皇固有のお務めに加え︑女性として
皇后の役割も兼ねるようになり︑精神的︑生

れは近代合理主義や人権思想を越えた伝統
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として

に家族そっくり復帰いただくか︑旧宮家のご
家族の若い男子を現宮家の養子 ︵孫養子︑婿

る︒現役諸氏とは違って無職の身ゆゑ︑もと
もと時間はあったが︑研究会や友人との付

養子︑夫婦養子など形態は多様である︶

迎えるかの方策が順当である︒

︵令和2年1月28日

藤

二

会員︶

健

決め手は︑アメノウズメが神懸かりして

ての

﹁胸

のである︒アメノウズメはアマテラスに告げ

怪しげな踊りであった︒﹁ここに南天の原動
みて︑八百万の神共に咲ひき﹂︒そこに集ま
ってゐた神々は︑皆で大笑ひをしたので︑そ
の笑ひ声で南天の原全体がどよめいたといふ

乳をかき出で裳ひもをホトに押し垂れ﹂

戸からお出しすることができるか相談した︒

百万の神々は集まり︑どうしたら大神を石屋

暴により石屋戸に隠れ批批めに世界は暗黒に
包まれた︒そして万の妖が世を覆った︒八

き︑一人ほくそ笑んだ︒
ご存じの通り︑アマテラスがスサノヲの乱

スの石屋戸隠りの話から面白いことに気付

る筈︒今日も知人の編集者から頂いたばかり
の﹃熊野から読み解く記紀神話﹄︵扶桑社新書︶
を読みながら︑そこに記されてゐたアマテラ

は毎日一万歩以上のウオーキングに励んでゐ
る︒励みすぎて︑左足ふくらはぎを痛めて︑
今日はかうしてパソコンに向かってゐる︒
自宅に居る時間が増えた余得は︑読書が増
えたこと︒その余得に与ってゐる方は大勢ゐ

型のロックダウンでないので︑近くの公園な
どに出ることは何ら問題ではない︒そこで私

免疫力を高めることにも繋がるさうだ︒欧米

き合ひが出来なくなった分︑余計に時間はあ
る︒心がけてゐるのは家に居ることによる体
力の低下から身を守ること︒体力の維持は︑

5．男系男子より重要な天皇の条件は︑生ま
れながらの皇族であり︑天皇の子として生ま
れ︑生まれたときから皇室で育ってきたとい
うこと︒したがって旧皇族ではダメである︒
反論⁚直系継承が難しい場合には傍系継承に
ょって︑これまで継体天皇の事例初め︑数回
の男系男子継承の危機を乗り越えてきた事実
がある︒現皇室もその点では傍系の閑院宮系
である︒所謂十一宮家︵旧皇族︶ とは︑元は

伏見宮系といわれるが明治時代に更に分流が
つくられ︑戦後一時期まで皇室の藩屏として
存在した︒旧皇族というのは︑万一皇室に皇

されるのである︒

位継承の危機が生じた場合に備えるいわば血
筋の伴走者であって︑出番のないことが幸い
なことであるが︑今日の危機にはぜひとも存
在意義を発揮していただく必要がある︒旧宮
家の皇籍復帰は︑皇位継承者の確保ばかりか
女性皇族の確保でもある︒そうなれば悠仁親
王殿下のお妃となる方は︑たった一人で男子
を産まねばならないという強迫観念から解放

神々の笑ひ
佐

武漢ウイルスによる外出自粛が続いてゐ

て雫葦汝命に益して貫き面等︒蹴︑聾
び咲ひ欒ぶぞ﹂︒この後の展開はご存じの通
りで︑再びこの世はアマテラスの光に包ま
れ︑万の妖も去ったのである︒
ここで私の妄想をかき立てたのは︑大神御
出現のきっかけとなった ﹁神々の笑ひ﹂ で
ある︒最新医学でも︑笑ひと免疫力との関係
は︑科学的に証明されてゐる︒この分野では

﹃笑

日本人は︑神代から笑ふことが大好きな民
族であった︒そして笑ふ門には福来るの生き
方を実践してゐた︒武漢発のコロナウイルス
の災厄を︑我々は笑ひで祓ひ除くことができ
るのではないか︒愚妻は落語が大好きで︑C

う！遺伝子笑って︑健康遺伝子スイッチオ
ンー・﹄が教へてくれる︒

しくは筑波大畢名誉教授村上和雄氏の

士号をとったのは日本人が最初ださうだ︒詳

日本の研究は最先端を行ってゐる︒笑ひで博
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教

Dで落語を聞いては一人で笑ってゐる︒確実
に私より長生きしさうだ︒
︵会員︶

の
京

︹次の文章は︑三矢重松編纂 島野幸
次 折口信夫補訂﹃新制中学新国文
巻三﹄︵現在の中学二年前期︶ ︵昭和十二
年版︶ 所収のものである︒漢字︑送り
仮名は原文通り︒読み仮名は︑適宜新
たに加へた︒︺

戦前の中学国語の教科書を読む︵十二︶

東

やさしい女流のは皆然ともいはうが︑武士

桔梗・櫻・梅鉢・牡丹・蔦・藤・松の類が最

川家のは葵である︒今日の家々の定紋にも︑

芳賀失一

笑ってゐる中に︑ひとり住民だけが笑はずに

我が日本国は︑気候は温和である︒山川は
秀麗である︒花・紅葉︑四季折々の風景は誠
に美しい︒かういふ国土の住民が現生活に執
着するのは常然である︒四国の風光の凡てが
も多い︒

我が国民性

の識弾に出立つ甲胃にも︑小櫻絨・卯花繊

はゐられぬ︒現世の生活を楽しむ国民が︑天

それから食物の方面でも︑名稀に於て︑萩
の餅・牡丹餅を始として︑菓子屋の目録を一
見すれば︑一層その多いことが解る︒形も花
木に取るのが多い︒干菓子には別して多い︒

・澤潟鍼などいふのがある︒いかにも鞭躾賢
はないか︒また旗やさしものに︑蝶や笹龍臆

地・山川を愛し︑自然に憧れるのも営然であ
る︒この期に於て︑我々は賞に天の稀徳を得
てゐるといってよい︒殊に日本人が花鳥風月
に楽しむことは︑吾人の生活の各方面に於て

我が国の文撃に自然を吟詠したものの多い

ものである︒

て花を生けるにも︑これを描くにも︑その生
きたま1︑自然のま1にするのが美しいので
ある︒枝をむしりとって花ばかり花瓶に挿し
こむのは西洋の風であるが︑自然の幹枝をそ
のまゝに︑天地の配合を宜しく現すのが︑生
花でも盆栽でも日本人の好みである︒日本人
は自然の友である︒寅に自然の心を理解した

大猟得の伎価で︑特殊の獲蓮をしてゐる︒凡

用ゐ︑牡丹餅を贈るには重箱に南天の葉を敷
く︒その他庭園の構造でも︑室内の装飾・什
器でも︑家屋の建築でも︑凡て植物を用ゐ︑
自然のま1の趣味を有してゐる︒
挿花の術︑箱庭作り︑給蓋など皆︑我が国

や濡潟をつける︒皇室の御紋も菊・桐で︑徳

でも見られるのである︒

汁粉には十二箇月の雅名があり︑酒にも櫻
正宗・菊正宗がある︒蓬莱の島嚢は今も儀
式の時に用ゐられ︑魚類の料理にも植物を

上代に於ける衣食住は︑多くは我が国土に
繁茂してゐた植物界から材料を取った︒か沐材
で家を造り︑藤・葛を以て括りつけ︑椿で
しろたへ︑腕であらたへを雄弱︑草木の汁で

それを染め︑蔓草を取って襟とした︒日本
の女の子の着物の模様のはでやかなことは︑
西洋人の著書によく歎質してあるが︑日本の
秋の野の景色を見れば︑それよりもなほ綺麗
である︒それがやがて衣服にも移って来るの
である︒昔のしのぶずりも︑今の裾模様も︑

っまり同じことである㍗鰯や櫻持経や牡丹を
大きく染め出した友膵縮緬や︑禰珍の駕から
下駄の鼻緒の先まで︑草木の模様で飾ってあ
る︒色合の名稀も︑櫻色・桃色・山吹色・栗
色・葡萄色など津山ある︒中古の女装束の櫻
重ね・栂重ね・山吹重ねなども︑四季折々の
花に因んだのであった︒

（4）

ことはいふまでもない︒給書が花鳥を以て優
り︑彫刻も人物よりは花鳥が多く︑音楽も人
聾よりは自然の音色に近いことなどを考へて
見れば︑我が国の文皐が自然美を歌ふのを長
所とすることが解る︒誠に上古から近世まで
の歌題の大半は︑花鳥風月であった︒軍記・
謡曲・海瑠璃なども︑叙景の文を鮎綴して糖
朱を生ずる︒俳句に至っては︑季のないもの
は句にならぬことになってゐるのである︒凡
そ四季の風光は一日も我が国民の頭から離れ
たことがない︒この四季の景色と人事とを結
びつけて感ずることは︑即ちあはれを知るこ

−︵国民性十論︶−

編井市の人︒文学博士︒国文撃

櫻重ね 製の色目の名︒表は白︑裏は赤︒
女房のは上に白を重ね︑下に紫を用ゐた︒

長︒昭漕一年残︒年六十二

者︒東京一帝国大畢名容教授︒国華院大撃々

︵
原
話
︶
芳賀矢一

る︒

遊山の時にも一興とする︒春は花︑秋は紅
葉︑詩人的国民は誠に遊事に忙しいのであ

京 な国民は︑恐らく世界中にまたとあるまい︒
歌心は誰にでもある︒歌は作らぬまでも俳句
東 を作る︒上手でなくとも何人も作る︒花見・

とである︒
源義家や源三位頼政や平忠度等が︑日本武
育 士として優にやさしく感じられるのは︑この
あはれを知るといぶことがあったからであ
教
る︒英雄・豪傑ばかりではない︒日本人ほど
の 国民全髄にあはれを知ってゐる︑即ち詩人的
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冬から春にかけて着用する︒

小櫻革

︵地を藍梁にして白

総
J

澤

潟

笹髄脇

梅重ね 表は濃い紅︑裏は紅梅︒十一月から
翌年二月までの用︒
山吹重ね 表は薄朽葉︑裏は黄塵と女房のは︑
上から下まで山吹色を重ね︑草を青くす
︒
る

い小楔の花形を染めだした革︶ を

小櫻繊

したもの︒

細く裁って繊した鎧︒
卯花繊 全髄︑白紙で繊したもの︒
澤潟繊 程々の色練で上を狭く下
を廣く︑おもだかの葉の形に繊

︵編輯補記︶
縞珍 嬬子の地に浮織りや斜文織りの文様を
織り出したもの︒

日本教師会教育研究大会について
本年度 ︵令和二年度︶ の大会は今年十二月
の予定でしたが︑武漢ウイルスによる危機に
よって学校教育が混乱していることなどか
ら︑来年度以降に延期という見通しになりま
した︒なお︑紀要 ﹁日本の教育﹂ は代替論集
として発行される予定ですので︑原稿のご準
備をお願いします︒

□短信寸評□
この度の武漢から拡大した新型感染症によ
る世界的な非常事態は︑様々なものの正体を
改めて暴露した︒近隣諸国の ﹁火事場泥棒﹂

らない︒

と言ふべき暴挙︒マスコミによる偏向報道︒
政治家らの思ひ付き発言︒一部大衆に見られ
る無知蒙昧の行動︒等々︒
終偲後にはこのことを︑我が国のみならず
全世界を挙げてきちんと検証しておかねばな

佐藤健二

743

普通預金

1330150

二千円
﹁みずほ銀行﹂港北ニュータウン支店

お願い
一︑会費納入
年額
口座
店番号

名義

﹁東京の教育﹂ への会員の皆様のご投稿を

二︑原稿募集

ることもできます︒

お待ちしています︒
字数は三千字程度以内でお願いします︒た
だしこれより長いものは数次に分けて掲載す

仮名遣いは古典現代いづれかに統一して下
さい︒また︑写真や図版はご相談ください︒
送り先は題字下にあります︒また︑メール
事務局アドレス ︵佐藤︶

の送り先は次の通りです︒

kOヨaSa︷○⑤j毒0．gn．ne．﹂で

今号は武漢ウイルス感染症による社会混乱

の為もあり︑発行がこの時期になりました︒
ご了承下さい︒

