
出会いを楽しみに
後藤　正冶さん（ノンフィクション作家）

　長くノンフィクションを書く仕事をし
てきました。さまざまな分野を取り上げ
つつ、結局、〈人間〉を描くことが私の
テーマであったように感じています。年
齢とともに、心惹かれることは変化して
きたようで、近年でいえば画家や詩人の

評伝を記してきました。いま、若くして亡くなったコラムニ
ストのことなどを追っています。共通項は別段ありません
が、表現されたものに静かな〈品格〉があることでしょうか。
　これまでずっと関西圏に住んできました。ノンフィクショ
ン作家のなかでは珍しい事例でしょう。志向はコスモポ
リタン的であって、関西ナショナリズムは希薄です。たんに

〝転居ものぐさ″のなせることですが、一人ぐらい東京に
住まない書き手がいてもいいのではないかとは思ってき
ました。どこかで関西を愛しているのでしょう。スクエアの
場で、さまざまな分野で活動されている〝関西人″と出会
えることを楽しみにしています。　　　（ごとう・まさはる）

文化力を発揮するお手伝いを
佐伯　順子さん（同志社大学大学院教授）

　関西で小中学校生活をすごし、平成
元（1989）年、就職して東京から関西に
“戻り”、今年で24年目。およそ4半世紀
の間、関西と東京の文化的様相はかな
り変化した。道頓堀中座も大和屋も藤
山寛美も大阪から消えたが、松竹座、京

都国際マンガミュージアム等が誕生し、関西には新たな
文化シーンが花開いた。一方、小劇場文化の中心であり、
80年代の知をリードした美術館、劇場等が繁栄した東京
では、往時の文化力が薄らぎ、次の可能性を探しあぐね
ているかに見える。震災、原発事故を経験し、明治以降、
東京がリードしてきた政治、経済、社会、文化全体のシス
テムが問い直しを迫られている現代日本において、日本
や世界を考え、情報発信してゆく空間として、歴史の蓄積
と未来の可能性が共存する関西ほど地の利を得た場所
はない。この混迷の時代に、関西の底力はいかに社会貢
献できるのか―関西スクエアの活動を通じて、微力なが

ら、関西の知力、文化力を発揮するお手伝いができれば

と思う。 　　　　　　　　　　　　　（さえき・じゅんこ）

関西の胎動をサポートしたい
広瀬　茂夫さん（日本総合研究所・調査部関西経済研究センター所長）

　関西は近年、新たな展開を見せつつ
あります。一昨年12月に関西広域連合
が発足し、参加自治体（現在は大阪、京
都、兵庫、滋賀、和歌山、徳島、鳥取の2
府5県）がまとまって産業振興策など広
域政策を実施することになりました。ま

た、昨年11月の大阪ダブル選挙の結果、大阪府市がこれ
まで別々に行ってきた成長戦略を一本化する協議が進ん
でいます。
　これらふたつはまだ計画作りの段階ですが、実行段階に
移行して行政の取り組みに一体感が出てくれば関西の産
業も大きく進化する可能性があります。例えば各地に散ら
ばる研究開発拠点の間のネットワーク化が進展し、新し
い企業が立ち上がりやすくなったり、海外からの観光客
呼び込みに際し、関西の各観光地が連携して商品開発や
プロモーションを行うことで相乗効果が期待しやすくなっ
たりします。
　このような行政の一体化の取り組みはわが国のなかで
も関西が先行しており、その成否は注目を集めています。
成功に導くためには行政の思考だけでは限界があり、民
間の発想をどんどん反映させていく必要があります。関西
人のひとりとして、他の地域にお手本が示せるよう、しっか
りサポートしていきたいと考えています。（ひろせ・しげお）

上方人の気概と会話の作法
鷲田　清一さん（哲学者／大谷大学教授／前大阪大学総長）

　大事なことはお上にまかさないとい
う、上方の町人の気概を、いまこそ思い
出したいとおもう。祭事をはじめとする
地域の集い、安全、教育・保育、看病…。
これらのもっともコアとなる部分は、自分
たちの手で握っておくこと。これらを手放

せば、わたしたちは千々に丸裸でリスクにさらされることに
なる。学校も集会所も町のシンボルも、上方の町人はみな
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自分たちの手で造り、守りつづけた。さまざまな場所でさま
ざまな問題に孤立したままさらされている人が増えている
なかで、そういう上方人の気概をいまいちど思い起こすこ
とが必要だ。〈市民〉としてもっと成熟するために。
　上方には語りの奥深い文化がある。浄瑠璃もそうだが、
市井の人びとのふだんの会話にも、幾重もの襞

ひだ

が折り込ま
れている。悲しく辛いことも面白おかしく話し、有頂天の話
にはきついツッコミを入れる。相手の顔色を見て、切れる
寸前のところでことばを転調させる。言い切らずに、次につ
ながるような話の終え方をする。かとおもえば、甘えも突き
放しもじつに巧みだ。街のあちこちで開かれるようになった
コミュニケーション・カフェ。ここでは相手の話をさえぎる自
己主張の応酬ではなく、たがいの懐に入ってそこから自分
を見つめる、そんな対話が必要だ。そのとき上方人の会話
の作法がぐっと生きてくる。　　　　　（わしだ・きよかず）

中国の38大学で
日本語教育テーマに講演
京都外国語大学日本語学科教授　彭

ポンフェイ

飛さん

　昨年5月から今年3月まで、4回に分けて中国の38大学
を回り、中国人向けの日本語教育の弱点と課題について
巡回講演してきた。内容については、どの大学もホーム
ページで紹介している。
　今や中国では1200校以上の大学（大学総数の3分の
1）が日本語学部・学科を設けている。40年前はわずか
30校余りだった。今年は日中国交回復40周年、この40年
の明るい話題として、日中間の経済貿易の交流を筆頭に
挙げるとすれば、その次は日本語学習人口が世界一であ
ることを挙げなければならない。
　一千年以上にわたり、漢字をはじめあらゆる面で深い
絆で結ばれてきた一方で、深い傷跡をも残した日本と中
国。今現在、熱心に相手国の「ことば」を勉強しているとい
うこと自体が友好の象徴であり、喜ぶべきことではないだ
ろうか。これからも大いに応援したい。

視点

私点

視点

私点

『ベトナム絹絵を甦らせた
日本人』を出版
文化ジャーナリスト　白鳥　正夫さんから

　ベトナム独自の近代絹絵を創始したグエン・ファン・
チャンが描いた農村で働く女性の作品に魅了された一市
民が「ベトナム絹絵の修復プロジェクト」に取り組んだの
です。劣化する絹絵を日本で修復し、金沢21世紀美術館
で展覧会を実現するまでを、3年半かけ取材しました。私
心ない夢のある行為に、いつしかこころ動かされていく
人々の「絆」を物語として綴っています。
　さらに、「文化」活動を紡ぎながらも故人となった画家
の平山郁夫さん、指揮者の岩城宏之さん、作家の立松和
平さんらの遺志がどの
ように継承されている
の か をリポ ート。「 文
化」立国を掲げる中山
恭 子 参 議 院 議 員にも
インタビューしました。
エピローグは、私の故
郷での地域再生活動
を通し、「絆」の大切さ
と地道に生きることの
ささやかな幸せを伝え
ています。三五館刊、
1680円（税込み）。

第4回
関西スクエア賞に
山田真澄さん

　関西を拠点に
活躍する若い才
能をたたえる朝
日新 聞 社の第 4
回「朝日21関西
スクエ ア 賞 」の
授賞式が19日、
朝日新聞大阪本
社であり、京都大
学防災研究所助
教の山田真澄さ
ん（33）に表彰状
と副賞10万円が
贈られた。
　山田さんは、揺れ始めの数秒で震度を予測する「緊急地
震速報」システムを改善する研究に早くから取り組む。地
震のほか、地滑りや火山活動などの自然現象を、地震計の
データをもとに調べる研究も進めている。
　「少しでも被害を減らし、人に役立つような成果を出した
い。大きな自然の力の前で、私たちにはわからない部分が
まだあるんだと謙虚な姿勢を持って、研究を続けたい」と
話した。

やまだ・ますみ　1978年愛知県生まれ。米カリフォルニア
工科大で博士号を取得。2011年4月から現職。
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花よりソーラーパネル
中国自動車道の吹田インターを入る

と直ぐ、万博記念公園寄りの土手に桜
並木がある。その足元には黄色い連

れん

翹
ぎょう

と白い雪柳が咲き競い、毎年春爛漫を楽
しませてくれていた。ところがここ数年
の間に連翹が黒っぽいソーラーパネル
に変わってしまった。日本万国博覧会記
念機構に聞くと、6年前に設置されたと
いう。幅6㍍、長さ270㍍にわたり、パ
ネルは計960枚。200KWの発電能力
があり、公園全体の使用電力の2%を賄
っている。クリーンエネルギー開発が進
むこれからは、こんな風景があちらこち
らで増えてくるのだろう。気のせいか花
で遊ぶ小鳥が少ないように思う。レイチ
ェル・カーソンの『沈黙の春』の仮想シー
ン、春になっても鳥が飛来しない光景を
思い出した。東日本の復興の遅々たる
を思うと、春爛漫より未来を見詰め直す
時かもしれない。

熱
あ つ た

田　親
ちかよし

憙吹 田 市 千 里 万 博 公 園 1 番 地
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　昨年11月初め、紅葉が始まった東日本大震災の被災地、
岩手県に行ってきました。仕事ではなく、3日間の休みを取っ
て。震災後、約30年前のことを思い出したからです。
　大学生の頃でした。岩手県の三陸海岸を友人とローカル
線で旅しました。リアス式海岸にある田老町（今の宮古市）で
下車し、近くの民宿に泊まりました。静かな漁港でした。まず
目に入ったのは巨大な防波堤。堤防越しに海が見えず、まる
で城壁のようでした。山の斜面には、見上げるような高さに
いくつも目印が。明治三陸地震、昭和三陸地震…。これまで
地震で押し寄せた津波の高さを記したものでした。その夜の
食事に出されたのは、近海で取れたウニ。豊かで穏やかな
海で津波が起きるとは想像できませんでした。
　あれから約30年。三陸海岸の町は壊滅しました。田老町
に行きたかったのですが、時間がなく、やむなく陸前高田
市へ。車を走らせると、約3㌔手前から津波に削り取られた
痕がくっきり。視野が開けていくと、市中心部は見渡す限り
の更地。高架橋の両側のガードレールは海と反対側になぎ
倒されたまま。下を通る線路はレールがなく、遊歩道のよう
に延びていました。所々にビルが残っていますが、4階まで
の窓は全壊。震災前にあった商店街は人影がまばら。岸壁
は地盤沈下して土のうが積まれ、約7万本でただ1本残った

「奇跡の一本松」は今にも倒れそうでした。津波が来たの
は地震発生30分後だったと言います。変わり果てた市街地

詩集『海のうえの虹』を上梓
詩人・郷土史家の伊勢田 史郎さんから

　『海のうえの虹』という詩集を上梓しました。ここに
集録した作品は2005年に上梓した『龍鐘譚ほか』以降に、
朝日新聞、輪、階段、風神、詩と思想などに発表したもので
す。この激動の時代に、まったく役に立たない不要不急の
本です。
　目には見て　手には取らえぬ　月の内

うち

の
　楓

かつら

のごとき　妹
いも

をいかにせむ
　この歌は、英文学者の厨

くりや

川
がわ

白
はく

村
そん

が、その著書のなかで、
随分と評価しています。
　陽

かげ

炎
ろう

や稲妻、あるいは水面にうつる月影なども、手に取る
ことの出来ないものですが、大気、雰囲気、気配、心のうごき
のような、手に捕えることも、目に見ることも出来ないものこ
そ、大切な存在なのではないか、と満83歳になった今日この
ごろ思ったりしている老残の彽徊と懐旧の詩集です。
□「海のうえの虹」「差し止められて」「蛍を売る男」「罠－
ヴァラナスィの王が仕懸けた」の4章22篇。編集工房ノア
刊、2100円（税込み）。

を見ながら、「30分間で逃げきれる
だろうか」。
　その日盛岡市へ戻る途中、遠野市
にある地元の産直店に立ち寄りまし
た。ロック音楽が流れ、中では70歳代のお年寄りたちがト
レーナーを着て店員を務めていました。売っているのは、漬
物やつくだ煮、乳製品などの地元産品ばかり。被災地の復
興支援になればと、「ひとめぼれ」の新米5㌔を購入しまし
た。滋賀県の自宅への宅配便を頼むと、「遠いね。送料もバ
カにならないし、こっちの方が安いよ」と郵パックを勧めて
くれました。奥から段ボール箱を持ってきて、丁寧に梱包も
してくれました。被災してうちひしがれた暗さはなく、穏やか
な表情が印象的でした。
　翌日は盛岡市内巡り。街に震災の爪痕は見当たりません。
地元出身の詩人、宮沢賢治の記念館に入りました。「雨ニモマ
ケズ」の詩（原文）が展示されていました。読み進むと「慾

よく

ハナ
ク　決シテ瞋

いか

ラズ　イツモシズカニワラッテイル」。そして、
困っている人がいればどこへでも助けにいくという内容につ
ながっていきます。80年前に書き留めた賢治の思いと、産直
店のお年寄りの姿が重なって見えました。
　5年ほど前に関西スクエア事務局長を務めていました。
今年4月、大津総局から代表室へ異動になりました。今後と
もよろしくお願いします。　　　　　　    （まつの・てつき）

『学びを共有する大学授業―
ライフスキルの育成』を出版
甲南女子大学教授の島田博司さんから

　人間関係が弱い学生が増えている。学生が人間関係力
や社会性を身につけ、充実した学生生活を送れるように、学
びの共同体づくりを目指して「個人研究レポート」「自分史
エッセイづくり」「幸せのレシピづくり」などのプロジェクトを
仕掛けて実践した授業を分析し、ライフスキルを育成する
大学授業のあり方を考えた。個々人が生きる意味を発見し
たり、生き方への洞察を見出したり、生きる歓びを実感でき
たり、他者とのよりよい共生や交歓ができる授業づくりの必
要性が明らかになる。玉川大学出版部刊、3500円（税別）。

賢治と重なる東北魂
松野　徹毅（大阪代表室グループ企業・ネットワーク担当部長）

朝日21関西スクエア 会報  No.144
●スタッフ
冨永伸夫、浅野稔、諏訪和仁、小林正典、扇谷純、
橋本正人、東山正宜、松本乃里子

●事務局
〒530-8211 大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞大阪本社内
TEL 06-6231-0131（内線5048）　FAX 06-6443-4431
E-mail  square.k@asahi.com（PDF会報の希望はこちらへ）
URL  http://www.kansai-square.com
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