
藤村トヨは「曹洞宗の教義が実行により入る」

という点が、身心の鍛錬上教育者に必要となると

の考えから、曹洞宗に帰依したとされている。ま

た、明治、大正時代の名僧と称えられたご本山總

持寺の新井石禅師（大陽真鑑禅師）を師とあおぎ、

弟子となった。学園での日曜日は嶽尾、水野、沢

木名老師による参禅を行ない、寮生活では坐禅や

默想、食事前の訓辞がされ、五観の偈を唱える。

就寝前には一斉に声を揃えて校訓、四弘誓願など

を唱えたことなど、随所に禅を通した教育・作法

がなされていたことがうかがわれる。

１．寮生活に生かされていた禅の作法に
ついて

一日の寮生活は銅鑼の合図の起床で始まり、太

鼓の合図の就寝で終わった。

時程は年代により変更が見られた。

１）寮生活の日課

（火曜日～土曜日）

５：００ 起床

５：２０ 冷水浴または乾布摩擦

洗面、掃除、自習

６：００ 朝食

７：００ 朝礼

７：３０ 授業

１２：００　　 昼食

１３：００　　 ピアノ、茶の湯、お作法、

１７：００　　 夕食

１９：００　　 授業（ダンス、音楽）

２１：００　　 掃除、自習

２１：３０　 校訓（図１）、お唱え（注１）

入浴（戦時中は燃料不足

の為、銭湯へ行った）

２２：００　　 消灯

（日曜日）

５：００　　 起床

７：３０ 各界の一流の先生方の講義

（～１７：００）

１９：００　　 坐禅・法話（注２）

（～２０：００）

※　１９４２（昭和１７）年から、土曜日の夜と、日曜

日の朝の２時間に坐禅と法話が行なわれた。

※　日曜日を休みにしない理由は、他校の者と遊

ぶ、井の頭公園に遊びに行くおそれがあるから

であった。

※　外出時は厳重で、一人ひとり藤村トヨ先生か

ら服装検査を受け外出した。

（月曜日）

７：００ 読経（注３）、坐禅、校長

の講話

（～９：００）

１０：００　　 自由時間（週一度の外出）

１８：００　　 夜学

※　１９２３（大正１２）年

校舎が未完成の為、数カ所のお寺に分かれて

泊まった。それぞれのお寺から一尺六寸位のた
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もとの着物に袴をつけて、毎朝瀬戸引きのむし

器の中にお茶碗類を入れ、それを抱えて学校へ

通った。

一ヶ月後には箱膳になった。

現代仮名遣の読み

（大意）体操は、体調を調え、体力を強めて、

人格の形成に寄与します。音楽は、世の風潮を伝

え、感性を養って、品性の向上に寄与します。操

の心があれば、日常の振る舞いも礼節にかない、

誠実さがあれば、立ち居振る舞いに申し分ありま

せん。信義を重んじ、忠孝を果たすことに努め、

人を思いやる心を持ってこそ、世の中に奉仕でき

ます。和の心と忍の心とを持つことは、高徳の心

を養う基本ですし、勤勉の心と慎重の心を有する

ことは、学業を成就する基礎・基本でしょう。（ど

うか頑張ってください）

（注１）四弘誓願（４種類）

菩薩が起こす誓願のことで、これを全員で唱え

た。

これは仏道に目覚め、さとりを得ようと努力を

する者を「菩薩」と呼ばれ、仏教の信心を持ち、

仏教の教えに則った正しい生活をしている人はす

べて菩薩と呼ばれる。

菩薩は、自身のさとりを求める（自利・じり）

だけでなく、それ以上に困っている、迷っている、

苦しんでいる人やものに対して、慈悲と救いの手

をさしのべる（利他・りた）という心がけを常に

持っていなければならないといわれる。

四弘誓願（しぐせいがん）

○第１句（衆生は無辺なれども　誓ってどせんこ

とを願う）
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体操は身支を調え、体力を強め、もって人格

を成すべし。音楽は風俗を移し、感情を養い、

もって品性を高むべし。身に節あれば言行礼に

合い、心に誠あれば動静みなよろし。信を守り

て忠孝を修め、仁を行うて公益に資す。和と忍

とは徳を養うの本、勤と慎とは学を成すの基と

知るべし。

衆生無辺誓願度（しゅじょう・むへん・せいがんど）

煩悩無尽誓願断（ぼんのう・むじん・せいがんだん）

法門無量誓願学（ほうもん・むりょう・せいがんがく）

仏道無上誓願成（ぶつどう・むじょう・せいがんじょう）

図１　校訓



この世の中には迷い・苦しみが多く、助けを必

要としているものがたくさんいます。自己中心的

を捨て、他の優先を常に考慮し、心に誓って、苦

しんでいる人・自然環境などのあらゆるものたち

に、温かい手をさしのべようと思います。

○第２句（煩悩は尽きることなけれども誓ってだ

んぜんことを願う）

煩悩は尽きることがないけれども、心に誓って、

わき起こる欲や煩悩と戦い、迷い・煩いに束縛さ

れない、素直な生活ができるように、精進努力し

ます。

○第３句（法門は無量なれども　誓ってまなばん

ことを願う）

仏教の教えを学ぶことは、簡単なことではあり

ませんが、心に誓って、これからの教えを理解・

実施するように心がけます。

○第４句（仏道は無上なれども　誓ってじょうぜ

んことを願う）

おさとりを開くまでには、長い道のりを覚悟し

なければならないでしょう。しかし、本来私たち

は、いつでもおさとりを持ち合わせていて、それ

に気が付かないだけなのだ、ということを常に信

じて、心に誓って、仏道成就を願いましょう。

（注２）法話

主に土曜日の坐禅後の法話は日隠禅師の「夜船

閑話（やせんかんな）」の法話を多く聞いたとされ

ている。「夜船閑話」は禅師の仮名法語の代表作で、

若き時に禅病におかされた日隠禅師が京都北白川

の山中に隠遁する白幽仙人の存在を人から教えら

れ、仙人を訪ね、その病を克服する法を授かる。

「内観の法」と「軟酥の法」の二つの瞑想法で、日

隠禅師はこの法の実践によって、必死の病を乗り

越える事ができた。自らの体験を「ものがたり」

にして同病の者に示し、江戸期からもっともよく

読まれてきた法話である。

（注３）読経

「般若心経」は正しくは「般若波羅密多心（プ

ラジュニャーパーラミターフリダヤ）経」と言わ

れ、インドのサンスクリット語の原典にはタイト

ルはなく、中国で、結びの言葉に「経」を付加し

てタイトルにした。

般若波羅密多心（プラジュニャーパーラミター

フリダヤ）は「智慧の完成」「完全なる知慧」とい

う意味。「フリダヤ」は直訳すると「心臓」だが

「真髄」や「真言」という意味で使われる。

２）寮や学校での係

全寮制であったが、生徒による生徒のための自

主的、民主的運営がなされていた。

１９０４（明治３７）年には寄宿舎心得に係が記され

ており、係は年代により変わる。

生徒の係について

学資金（１）、学籍（２）、旅行（３）、炊事（４）、

掃除（５）、書籍、被服、旅行、運動、鏡、玄関、

防火等の係があった。

（１）学資金係

親から校長へ送金され、校長の指示で授業

料、寮費、食費、その他の費用毎に分別する。

その中から規定額の小遣い一ヶ月分を各生徒

に支給（月２回）する役目。

（２）学籍係

生徒の各学期の成績の記入整理にあたる。

（３）旅行係

切符の手配など交通関係のすべての業務を

担っていた。

（４）炊事係

「お炊事さん」「おすいさん」と呼ばれ、上

級生と下級生の縦割のグループ編成で松組２、

竹組２、梅組３の計７名で行なわれた。（各年

度の入寮生数により人数が変わっていた）

入学時によって起床時間が４時や５時など

違いが見られるが、いずれにしても早朝５：

３０に釜戸に火を付ける事に始まり、寮全員の

食事の準備から始まる。

※　炊事当番に当たると一日の半分くらい

しか授業をうけられない多忙を極めたが、出

席扱いとなる特権が与えられ、その抜けた分

は友達から教えてもらっていた。

（５）掃除係

炊事当番のグループと同じように行なわれ
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た。

※お別荘当番

「お泊まりさん」と呼ばれ、上級生一名と

下級生一名の二名で、出席簿順に組まれ、毎

日交代制であった。主に藤村先生の身のまわ

りを２４時間お世話する。郵便関係、受付の

仕事などであった。またお米の出入れ、副食

の買入などを行ない、一週間分の献立をたて

て、藤村先生に修正していただき食堂に貼り、

毎日の当番が見て作った。

３）寮生活（しつけ）について

（１）大変厳しい「しつけ」は、やがて教師と

して社会人としての教養に大変役立ったようで

ある。女子が運動ばかりやっていたのでは、女

性らしさが失われるのではないかとの藤村トヨ

の思いから、家庭人となって困らないようにと

の配慮からお作法の時間に挨拶の仕方やお茶

（石州流）やお花（池の坊）の時間がもうけられ

た。また、生徒は化粧をしてはいけない。女性

は生まれたままの姿こそ最高の美であると説か

れて、脂粉、クリームをつける事などを許され

なかった。

（２）精神修養のために土曜日の夜と日曜日の

朝に「参禅」が行なわれていた。

（３）「三黙堂」と称し食堂、講堂（教室）、浴

室などでの私語の禁止や「言葉少なに足音静か」

という校訓が徹底された。

（４）臨時集合は消灯後でも太鼓により、食堂

に集められ、正座したままで長い説教が行なわ

れた。

（５）お別荘当番では生徒を交代で寝室に宿泊

させ行儀作法を教えた。

４）参禅について

参禅の効果について藤村トヨは６項目（早瀬氏

参照）をあげている。

５）寮の数え歌

体専１回生が寮の出来事を数え歌にして、常日

頃から歌われていた。

ひとつ　　人に知られた音体の、ここは武蔵野寄

宿舎でホイ

ふたつ　　二言目には臨集で、並ぶみんなのあわ

れさよ

みっつ　　道を歩くも二人連れ、ホンに舎生は籠

の鳥

よっつ　　よせばよいのに今日も又、ムサシ居眠

り恥さらし

いつつ　　何時もみんなのお使いと、お泊まりさ

ん

むっつ　　昔し乍らの風習で、坐禅、水浴、塩料

理

ななつ　　何をするにも無言でと、何時もおっし

ゃる校長さん

やっつ　　やぶれ畳の食堂で、何時も並ぶは塩料

理

ここのつ　こんな苦労をしながらも、何時かは立

派な先生にとうとんで帰れるものなら

ば、父母の待ちますふるさとへ

２．食事に生かされた禅の作法

１）食事の仕方

食事は曹洞禅の方式にならって行なわれ、食事

の間、私語は一切してはいけないとされた。

食事の順序についてはまず、脂肪やたんぱく質

を食して、炭水化物であるごはんを後で食べるこ

とが良いと指導され、栄養価の高いおかずを先に、

ごはんは後から漬物で食べるのが理想的である。

また、良く噛まないと「胃の負担が多くなる」反

対に良く噛むと「万腹感があり、少量ですむ」と

指導された。

２）食事の順序

前班と後班に分かれ、スリッパを揃えて、合掌

してから食堂に入る。

カチ（注４）（乱打）の合図で全員箱膳を持ち整列

して座る
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カチ一つ・・箱膳を開け、各自お茶碗、お皿、お

椀を整える

カチ二つ・・ご飯、おかず、お汁が配膳される

カチ三つ・・一斉に五観の偈（注５）を唱える三

食毎に食事訓「願わくば、この功徳

を以て普く一切に及ぼし我等と衆生

と皆共に仏道を成ぜんことを」を唱

え

「いただきます」

「合掌」

カチ一つ・・おかわり（ご飯、お椀）

カチ一つ・・お茶かお湯

カチ四つ・・一切れ残した沢庵で食器を全部すす

ぎ、その一切れを食した後「おこぼ

し」に洗ったお茶か湯をこぼす一斉

に合掌「ごちそうさま」

カチ五つ・・箱膳を片付ける

（下座より箱膳を持ち所定の場所に置き退室する）

（注４）カチ

食事の合図に使われる。板木（ハンギ）と呼ば

れ表札位の大きさで、板木を木槌で叩き「カチ

ン・カチン」と音がでるため「カチ」の通称で呼

ばれた。食事の合図はお当番さんが執り行なう。

（注５）五観の偈（ごかんのげ）

禅寺で僧侶が食事の前に唱える言葉で、次のよ

うな教えがある。「この食物がどれだけの苦労や手

間を労してここにあるのかをよく考え感謝し、自

分が果たしてこの食を得る資格があるのかを省み

て、食事に対する貧いや怒り、愚痴（三毒）を捨

てて好き嫌いなくいただくこと。そして、これは

枯れた体を癒す良薬であり、この食を摂ることに

よって即ち人間として正しい道を歩むことを誓い

ます。」という意味で私達が食事の前に「いただき

ます」とお唱えすることと同じに、曹洞宗にも食

事（じきじ）作法というものがあり、修行僧はそ

の作法に則って食事の前に合掌して、五観の偈の

偈文を唱えて食事をいただきます。

五観の偈

一つには・・この一椀の食物は、たとえ一粒のお

米、一茎の菜といえども、それが耕

作され、種蒔かれてと限りない人々

の手を経て、いま自分に与えられて

いることを思い、感謝していただき

ましょう。

二つには・・こうして無限のめぐみによる食物を

いただくについては、常に反省を忘

れず、その恵みに値するよう、自己

の向上を目指しましょう。

三つには・・美食に向かえば貧りの心をおこし、

粗末な食膳には怒りと不満をいい、

毎日同じ食事にあえば愚痴をこぼす

私達の心のゆくえを熟視し、これら

の三毒の迷いを改めましょう。

四つには・・薬は甘苦によって増減してはいけな
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一つには、功の多少を計り、彼の来處を量る。

（ひとつには、こうのたしょうをはかり、かのら

いしょをはかる）

二つには、己が徳行の全缺と忖って供に応ず。

（ふたつには、おのれがとくぎょうのぜんけつと

はかってくにおうず）

三つには、心を防ぎ過を離るることは貧等を宗

とす。

（みつには、しんをふせぎとがをはなるることは

とんとうをしゅうとす）

四つには、正に良薬を事とするは形枯を療ぜん

がためなり。

（よつには、まさにりょうやくをこととするはぎ

ょうこをりょうぜんがためなり）

五つには、成道の為の故に今この食を受く。

（いつつには、じょうどうのためのゆえにいまこ

のじきをうく）



い。日々の食物は、この生命を支え

る為にあり、美・不味・好き嫌いの

心を離れていただきましょう。

五つには・・食物をいただいてこの身心を支える

と共に、一切の生命に感謝し、この

日々を、自他の向上としあわせを目

指し、毎日を大切に生きていきまし

ょう。

以上の厳しい寮生活は、時代の経過とともに苦

痛や不満が蓄積され、１９２５（大正１４）年に体操

科本科の有志３０数名は授業拒否（ストライキ）を

打って出て、校長の「頑迷」な厳粛主義に反省を

求めた。

翌１９２６（大正１５）年には寄宿舎に寝ながら反

抗を続けるなどの行動に出た。

その後も何度か類似の事件を起こしたが、藤村

トヨは「私が我慢する生徒に苦しめられた時は必

ず仏を思ひ出し、又私に反抗して私の教訓を悪意

に解されるときは、仏すら迫害を受け給ふた、況

んや凡夫の心の通じない処あるいは寧ろ理の当然

であると考へさせられまして、却て其誤解を解い

て満足を与へ双方の心の和合を計るのが自分の本

心」と仏心を持ち、繰り返される反抗心を規律の

ある寮生活へ取り組むように導いた。

誠意を持って説得にあたる藤村トヨの人間教育

を感じとることが出来た。
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http：//www３．omn．ne．jp/～imanari/howa．

htm

８）花園大学国際禅学研究所ホームページ（２００８

/１/１７）：http：//iriz．hanazono．ac．jp/

９）いい葬儀ホームページ（２００８/１/７）：http：

//www．e－sogi．com／

１０）曹洞宗貞昌院ホームページ（２００７/１２/２

２）：http：//www．teishoin．net/

１１）Web智光院ホームページ（２００７/１２/２２）

http：//members．jcom．home．ne．jp
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