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西　加奈子さん　≪作家対談≫ 　 津村記久子さん
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大阪市北区のフェスティバルスイートで開かれた。 ゲストは西加奈子さんと津村記
久子さん。西さんの「ふくわらい」、津村さんの「ウエストウイング」（ともに朝日
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 「ふくわらい」「ウエストウイング」

「たけなわ」「おいしい」の独創
　西　何で「ふくわらい」を書こうと思ったのかは、全
然覚えていないのですが。ヒーローじゃないプロレスラ
ーと、すごくまじめな女の子の話を書きたいなと思いま
した。そのまじめさって何やろうと考えたとき、すごく
真剣に福笑いを一人でやっている場面が浮かんで、そこ

から広がっていった感じですね。
　津村　私は、ずっと泣きながら読みました。最後に守
口廃尊さんが試合をする。試合をしているだけなのに、
スポーツのだいご味が凝縮されている。それがちゃんと
言葉にして提示される。ただ試合をするだけの状況を見
て、これだけ心が動く。すごいって思いました。
　西　ありがとう。うれしい。
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い。ディテールに戻るんですけど、守口さんの画像を定
さんがパソコンの壁紙にしてるのも、すごく自由。
　西　ちょっと津村さんっぽいやろう。
　津村　私は普通に、きれいな景色とかやねん。小さい
ところでは、初老の女性４人組が喫茶店で、「倒さない
ようにね」と励まし合ってケーキを食べる。ほんまにあ
るなと思った。私は大阪に住んでるから、編集者と作家
のやりとりを意外と知らへん。「へえー、業界って、こ
うなってんや」と思った。
　西　けっこうこんな感じ。喫茶店でしゃべって、言っ
てほしいことを言ってもらったり、「どうでした？」と

言って、「おもしろか
った」を欲しがったり
とかはある。
　津村　ロイヤルミル
クティーを頼むのは、
一番高いからとか、考
えたこともなかった。
　西　うちも考えたこ
とがなかった。編集の
方から「今まで、すみ
ませんでした」みたい
に謝られて、「違いま
す。違います。うちが
思っているわけじゃな
くて」と言っても、わ
かってくれへん。後か
ら言われた。雨を降ら
すぐらいの気持ちでお
らなあかんとか。
　津村　雨乞いって、
面白い。給水タンクを
なめるとか、突拍子も
ないことを、ちゃんと
現実にあり得ること

として詰めてはる。（紀行作家の）お父さんとの旅とか
ね。だから、人肉を食べることも、全然不快感がない。
　西　ああ、よかった。あれは、すごく怖かった。

「普通」の人を見詰める目差し
　津村　奥さんが、旦那さんがミイラ化した状態で暮ら
して小説を書いてるとか、びっくりするようなことを、
自然な人間の営みとしてちゃんと書いてはる。すごい筆
力があるからやろうな。「見いや、私こんなこと書ける
ねんで」というのじゃない。
　西　それって、作家の「どや感」の話やん。「どや、
これ」という。
　津村　たまにしますよ。

　津村　ディテールの話をしていいですか。守口さんの
連載の名前が「守口廃尊の闘病たけなわ！」。何でそん
なことが考えられるねんやろう。
　西　主人公の定が編集者になって、最初からやるわけ
じゃないので、引き継ぎがあるんですね。引き継ぐのな
ら、「うわっ」と思うやろうと考え、この人はちょっと
ややっこしそうやなというので考えたのかな。
　津村　一番の正解を選びはるのがすごい。考えても、
「闘病たけなわ！」に勝るものは多分、出てこない。守
口さんのモデルはいるんですか。
　西　顔のモデルはいるんです。弊害があるので言えな
いけど。ヒーローにな
れなかったすべての人
たちの化身というか、
そういう気持ちで書い
たかな。
　津村　猪木さんとか
実在の人物が出てく
る。めっちゃ笑った。
「林真理子さんだって
ずっと連載してはるの
に」とか言ってる。
　西　その後、林さん
にお会いし、「私、出
てきたわね」と指摘さ
れ、すげえ緊張した。
「 あ ー っ、 す み ま せ
ん」と言ったら、「う
れしかった」って。す
ごく優しい方。
　津村　守口さんの細
かい来し方を、ちゃん
と書いてある。リアリ
ティーを考えて。男と
女で、食べたらどっち
がおいしいやろうというのも、めっちゃ笑うた。「猪木
さんやったらうまいやろうな」みたいな。
　西　動いてる牛はおいしいっていうやんか。猪木さん
はすごく練習してはったらしいから。実際、猪木さんに
取材したカメラマンに聞いて書いたの。
　津村　素で考えて「おいしそうな人」って、あまり思
いつかへんなと思う。
　西　主人公が降りてくるとか、そんなかっこいいこと
は全然ないんやけど、自分じゃなくなれるというか、守
口やったらこうするとか、定ちゃんやったら、と思った
ら出てくるのが、小説の面白いところやなと思って。
　津村　西さんと定さん、全然似ていないんですけど、
違う人間同士のかかわりを、これだけ書き切るのはすご
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いですか。そこの女子トイレがガラス張りなんですね。
隣の郵便ビルをずっと見て「古う」とか言ってて。何も
動いてないとか。映画よりその方が楽しみなぐらいで。
　西　地下道がありますよね。
　津村　もう、なくなっちゃうんですけど。見てて怖い
ねん。「あそこ、やばいことがあるわ」みたいで。それ
で、小説を書いたろと思った。地下道も腹が立つ。それ
だけでつくった小説。志の低い小説。
　西　低くないけど。やっぱり観察から始まるんやな。
　津村　でっかい、何の動きもないビルの中に、大阪駅
前ビルの地下みたいなのが入ってたらおもろいなとか。

鋳型なしでゼロから書いてる
　西　「ワーカーズ・ダイジェスト」で一番好きな表現
が、梅田の地下のサンマルコ。あの周り、「ほとんどサ
ンマルコや」と書いていて、確かにそうやなと思った。
降りたときから、においがサンマルコやもんな。
　津村　そういうことを書くのが好きとしか言いようが
ない。西さんの小説読んでいて、見ているサイドが違う
のがおもしろい。西さんの登場人物って、わりと吐きは
るでしょう。西さんと最初に会ったとき「ちょっと、吐
いてくる」って。ごめんな、こんな話をして。
　西　大きなブックイベントの対談やったんです。うち
二日酔いで、しかも遅れて行ったんやな。これは絶対に
ぶちキレてると思ったら、めちゃくちゃ優しくて。よう
許してくれたわ、あのとき。
　津村　ストレスがどういう部分に出てくるかという違
いが面白くて。私の登場人物は、だいたい腹が減る。
　西　何でなん？
　津村　わからへん。私は体のことを書くのは、すごく
怖いんですね。何か抵抗があって。「頭だけになってい
い」って、どこかで思っているみたい。
　西　ラップトップになりたい、パソコンになりたい、
たまに起動して何かをくれたらいいって言ってたよね。
　津村　守口さんの連載最終回で、体も言葉も好きだ、
体に対しても言葉に対してもおびえがあって、でも、そ
れがいいんだということが書かれていて、勇気が出ま
す。定さんが守口さんの最後の試合を見て泣くんですけ
ど、いろんな心の部分が動くということを余すところな
くつかまえて、魔法に近い。言葉という理屈がすごく多
いものを使って、理屈でない心の動きをきっちりつかま
えてはる。私は頭でっかちの小説を書いていますけど、
身体性というものを、「ふる」を読んで思いました。
　西　作家は、体に勝てないということをどこかでわか
ってる。私、本がすごく売れた時期があって、でも、そ
の実感がなかったんですね。そのときバーでバイトをし
ていて、お店でライブをしてはって、誰かがジャーンと
ギターを鳴らしたとき、お客さん30人ぐらいが、うわあ

　西　読む側として「あっ、ここは、どや顔をして書か
はったな」というのがわかるときがある。津村さんはそ
れと対極にいる。作家って、残虐な話を書く方も、希望
に満ちあふれた話を書く人もいるけど、みんな、読者に
一日でも長く生きてほしいんです。おこがましいですけ
ど。それをどういうやり方で見せるかが、それぞれ違
う。私は「皆さん、生きて」と、けっこう全開で出すタ
イプですけど、津村さんは、めっちゃ大きいポカリスエ
ットを病人の枕元にどんと置いて、「隣の部屋におるか
ら」って言ってくれる感じ。恩着せがましくない。品が
ある。「ウエストウイング」も。津村さんの小説には３
本柱があって、おもろい、優しい、かっこいい。
　津村　ありがたい。
　西　主人公とか、読者が寄り添える範囲の人は、みん
な優しい。絶対に人のせいにしない。自分で自分を慰め
る。誰も知らないところで誰かを助けてる。ヒーローっ
て、本当はそうなんです。バットマンも、スパイダーマ
ンも、スーパーマンも。「救ってやったぜ！　町を洪水
から」じゃない。ボートを出して、ぐちゃぐちゃになり
ながら、ちょっとずつ荷物を届ける。こういうやり方
で、希望を与えることができるんだということを書いて
いる。作家は仕事のもう一個を、すごく経験してるけど
名づけられない感情に名前をつけることやと思ってい
る。多分そこじゃない？　一番、どや顔をするのって。
だけど、津村さんは「どうやろう。こういうこともある
よね」と提示する。絶対にカテゴライズしない。ろくで
なしやったら、ヒーローになれるんです。言い方は悪い
けど、社会的な底辺って、ビビッドというか、特徴があ
るから書ける。めっちゃ金持ちも書ける、ヒーローも書
ける、ド変態も書ける。でも、津村さんの小説に出てく
る人ってみんな、のっぺらぼうにされやすい、社会で一
番多い層なんです。乱暴に「普通」とくくられるその人
たちに、「違う。あんたたちにはちゃんと名前があるん
や」と、静かに怒りながら言ってくれる。読んでいつも
泣いてしまうのは、そこです。最初は頑張って行こうと
するけど、電車のドアが目の前で閉まったときに「もう
ええわ」となるとかいう、細かい感情を書いてくれる。
自分らは「くそみたい」とも言えない、とるに足らない
生活をしていると思っていても、それを見ててくれて
る。本当に勇気になる。今回（「ウエストウイング」）
は集大成やなと思う。今、めっちゃ照れてるやろう。
　津村　どうしようかなと思って。「ああ、申しわけな
い」みたいな感じ。
　西　着想は何なん？　この物語って。大雨とか子ども
とか、零細企業で苦しんでいる人とか、今までの作品に
出ているモチーフがあって、でも、今までと色が違う。
寓話と書いているけど、意識してそうされたのかな。
　津村　空中庭園で、梅田ガーデンシネマがあるじゃな
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っと向く感じに、ものすごく嫉妬した。かなわへん。
　津村　嫉妬したんやな。
　西　もっと言うと、疲れた人がビール飲んで「う〜」
みたいな顔をしているときのことは、うちは絶対に書け
ない。負けるなって。その時期が長かってん。それが守
口に投影されたというか。（津村さんは）体のことを書
くのが怖いと言ってるやん。言葉が勝つと思ってる？
　津村　わからへん。私は、スポーツを見始めたのがす
ごく遅かった。27歳とか28歳とかで。それまでは、本当
に体のことなんか何も考えたことがなかった。
　西　きっかけがあったん？
　津村　何なんやろうな。選手の文脈とかを調べてい
て、すごくおもしろかったから。「プロレスを見るには
年齢があるねん」と言われて、グサッときた。
　西　音楽に揺さぶられるのって、ギンギンの感性がふ
るふるしていた昔の方がすごかったから、それが悔しか
ったりするねんな。でも、大人になって、言葉を信じる
ようになった。（本を客席に示して）この作品を読んで
るときに津村さんに抱きしめられている気がする。こう
いう黒いぶつぶつやのに、こんなに津村さんを感じる。
作品の前に出てくる作家では絶対にないんだけど、すご
い媒体やなって、最近改めて思うようになってきた。
　津村　「ふくわらい」って、ゼロから書いているじゃ
ないですか。どの人物もテンプレート（鋳型）がない。
武智次郎も、定自身も、守口さんも、之賀さいこだっ
て。「こういう人がいて、これを言いたいから、このキ
ャラクターに、こういう行動をさせたよう」という逆算
じゃなく、本当に愚直にゼロから書いてはる。
　西　うれしい。
　津村　すごく難しい試みだと思うんですね。わかりや
すい救いがあるわけじゃない。試合をして主人公が何か
に気づくとか、これでいいのかもしれないと思うとか、
ていねいに、誠実に書くことによって、最終的にすごく
活力を与えられる。自分の気分が落ち込んでる時期に読
んで、本当に力を与えられます。西さんという人が生き
て書いてはるということの力でもある。
　西　プロレスラーって、ヒーローが一握りで、八百長
やと言われる。興業やし、うさん臭いものを全部背負っ
てる。めっちゃ、やじられたりするんやけど、痛めつけ
られている体は、ものすごく真実やん。うちは感動しい
で、すぐに泣くの。「劇的ビフォーアフター」というテ
レビ番組も、ビフォー段階で泣くねん。「おばあちゃん
は絶対、アフターで泣くな」と思って、先に泣くぐらい
の先走り。だから、小説は「抑えよう、抑えよう」とし
て書く。そのまま書いたら、じゃーん、じゃーんという
小説になるから。でも、「気づき」ってあるじゃない？　
その気づきが、定ちゃんはプロレスのシーンで。
　津村　そう。だから「こうやって生きればいいんだ

よ」なんて誰も言わない。でも、わかる。西さんがプロ
レスの試合を見て感動するって。映像を見せて「こう
だ、こうだ」というんじゃなくて、様子そのものを言語
化するなりゆきだけで見せる。すごく難しいですよ。
　西　そうなんかな。泣きそうや。うれしい。
　津村　私は様子のことをすごく考えていて、様子を書
くのが好きやし、様子を書くのがうまくなりたいと思っ
ているんですけど。書いてもあかん様子もあるし、70点
ぐらいの様子もあるやないですか。
　西　でも、そこやって。うちは100点か０点の、つか
みやすい様子をすごく書いてる気がするのよね。プロレ
スに行ったら感動するんですよ。がーんとなるから。で
も、「ウエストウイング」に、遅刻して喫茶店でかつ丼
を食うシーンがあるやん。お水を飲んで、ふっと「生き
てる」と思うシーン。気づきって、本当はそうやねん。
嵐が来て、何かが起こって、じゃなくて。「水を飲みな
がら、ふいに、生きている、と感じた。それはすぐに、
遅刻の言いわけを考える思考にかき消されたが、フカボ
リは確かにそう思った。世界の水平が一瞬あやふやにな
り、すぐにもとに戻ったような気がした」。私たちは、
きっと、こういう気づきの中で生きてるんですよね。
　津村　めっちゃ食い意地が張ってるよな。
　西　そうやな。生きる意志があるから、物語と食い意
地が乖

かい

離
り

していない。それって、すごく美しい場面のは
ずやけど、遅刻の言いわけにかき消されたりしてる。も
っとクリアに、ビビッドにいろんなことが美しく見える
はずなのに、見慣れた風景というカテゴリーに入れちゃ
うと、それで終わる。その中でこういうことを書いてく
れると、一つ一つがキラキラという言い方も変やけど、
すごく尊いものに見えてくる。だから、うちらはやり方
はすごく違うけど、気づきをけっこう書くのかもね。

自分が好きな核を絶対持とう
　津村　本当に見てはる。小説が書かれる意味があるの
は、全員が違うものを書くから。私が「ふくわらい」の
プロットを与えられて書いたら、全然違うかもしれん。
　西　違う。絶対に「生首、書くぜ」となる。
　津村　あるかもしれへん。本物の生首の標本が出てく
る。
　西　ある作家が言っていた。みんなが作家で、同じ飛
行機に乗って小説を書く。同じ状況やのに、絶対にみん
な違うって。皆さんもそうじゃないですか。似てる人は
いるけど、全然違う人生、違う考え方。個性なんかは、
みずから発露せんでも、実はある。
　津村　ある。「個性的ですよ」とか言われんでも、み
んな全然違うから、「心配せんでいい」って言う。
　西　でも、（個性を気にする人が）たまにいる。
　津村　うん。だから何か読ませはるねんな。どんなに
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世間的に見ても違いすぎる人間関係みたいな、例えば水
森さんという作家と奥さんとの関係とか。西さんの「し
ずく」という短編集にも、亡くなった旦那さんが小説を
書いて、奥さんがおって、そこに小説家が引っ越してく
る話がある。すごく印象的。何かあるんですか。
　西　ブータンへ行ったとき、有名な占い師に占っても
らったら、通訳の男の人の話がだんだん長くなる。絶対
におまえの意見やんとなるけど、二人でしゃべったら一
つだという。言葉がなり代わっていく感じがすごくおも
しろかった。どこまでその人なのか、こっちが信じさえ
すれば、それは、その人の美しい言葉じゃないかとか。
　津村　好きなんです
よ。代わりに小説を書
くというのが。滝沢馬
琴も、最終的に息子さ
んの奥さんが口述筆記
したみたいなことを聞
いたことがあって、ニ
ヤッとした。
　西　口述筆記って、
絶対に最後はアレンジ
してまうから。
　津村　そう、そう。
個性の境界があいまい
になるところを書くの
って、わくわくする。
　西　　編集者に、け
っこう直される？
　津村　私はすぐ「い
いですよ。何でも言っ
てください」とか言う
んですけど…。
　西　直さへんのや。
たちが悪い。
　津村　印象的ななお
しやったんが、安田大サーカスをサバンナになおしたこ
と。小５の男の子が「８時からの番組に安田大サーカス
が出るから、僕、家へ帰るねん」という話をするねんけ
ど、「この時期に安田大サーカスですか」と言われて、
クーッとなって。ものすごく悩んで。
　西　レイモンド・カーヴァーは、編集者にめちゃくち
ゃ直されてるねんて。じゃあ、私の好きなカーヴァーっ
て誰なんやろう。最近は、雑誌がすごい。みんな修正し
てるんですよ。足を長くしたり、目を大きくしたり。
　津村　アグリー・ベティや。
　西　揚げ句、整形しはるやん。絶対に見た目に惑わさ
れたらあかんな。自分が好きな核を絶対に持っておかん
と、やってられへんやん。映画もそうやんか。ディレク

ターズ・カットじゃないやつって、プロデューサーにす
ごい編集されてるんですって。
　津村　すごいディテールやけど、西さんは目が悪い？
　西　目？　悪い。
　津村　だから、すごい個性を見るでしょう。特に「ふ
くわらい」は顕著じゃないですか。私も違う種類の目の
悪さなんですけど、個性を見がちというところは似て
る。目の悪さゆえの愚直さとは誠実さ、良い言葉にすれ
ば生産性。マイナスから積み上げていくということ。身
体性に関しても変化を見逃さない。ガングリオンをつぶ
すシーンで、「腕を流れていく血はものすごく速い。し

ずくになったら、もの
すごく遅い」とか。誰
だって血は流すけど、
それに気づいている人
はなかなかいない。
　西　モデルっている
んですか。フカボリと
かミソノさんとか、ネ
ゴロとか。
　津村　いや、特にい
ないです。
　西　文字で書くか映
像で書くかというと、
どっち？　私は完全に
映像派やねん。文字に
寄りたいんやけど、映
像が浮かんで、それを
文字にしてて。
　津村　こうしたいと
いう話の展開があっ
て、それに細部の行動
をさせるというやり方
が、こすくて嫌なんで
すけど…。

　西　じゃあ、プロットは最初にできてる？
　津村　うん。勝手に動くというのはない。基本は「こ
ういう話にしたい」というのがあって、最良の人物を選
ぶ。あの地下道が水没したときに誰がボートに乗ったら
いいか、誰に貧乏くじを引かせるかとか。
　西　地下道がむかつくから、絶対に水没させようと思
って、そのためにフカボリは動いたということ？
　津村　そう、そう。かわいそうに。工事前の地下道は
本当に長くて。お店でも出せばいいのとか、ウィリア
ム・ギブスンやったら絶対に何かを書くわとか思ってい
た。でも、自分は書けないから。ギブスンって、橋の上
で人が暮らしている様子とかを書くんですけど。
　西　ニコルソン・ベイカーもそうよね。細かいところ
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を書くやん。
　津村　そう、そう。ベイカーにあの地下道を紹介した
い。書いてほしいな。

距離感も女性器の描写も違う
　西　うちが編集者やったら、津村さんに書いてほしい
のが恋愛小説。登場人物が二人で、どういう恋愛をする
のか、津村記久子がどんなのを書くのかなって。
　津村　それは登場人物との距離感の問題。西さんが映
画監督やったら、めっちゃ俳優と飲みに行きはったり、
すごい演技指導をするんやろうなという感じがする。私
は全然飲みに行かへんし、小さい指示しか与えへん。
　西　小さい声で。
　津村　それで納得のいかへん演技されても、そのよう
に自分で言うのも、申し訳ない。
　西　でも、地下道のためにボートをこがせるやん。
　津村　そういうサディスティックさはあるんやけど、
その人の私生活の話とかは聞かない。西さんは、編集者
さんがどんな生活をしてるかとか…。
　西　すごい聞く。この本の中も、アヤニノミヤさんが
過去の自分のことを告白するシーンで、うちの主人公や
ったら、そこから話が始まるんですね。
　津村　最大限近づいたのは、あそこですから。
　西　そう、そう。でも、聞かへんのやな。ネゴロは。
アヤニノミヤさんの話をこんなに聞いていいのかなと思
って、いろいろ考えるけど、結局、何も言わない。その
距離感、すごく優しいのよね。立ち入らへんというのが
あるのかな。興味がないわけじゃないよな。
　津村　登場人物との距離のとり方というのが、全然違
うなという部分がおもしろくて。
　西　これもネゴロっぽいんやけど、「強いて言えば、
聞き手が自分でよかったんだろうか、という小さい不安
があったが、それは何か、否定されるのを待っているよ
うで浅ましいとも思った」って。どれだけ謙虚やねんと
いうか。うちはけっこう聞くで。
　津村　勇気があるな。
　西　それが、厚かましいんやけどな。
　津村　男性の方がいらっしゃるので戸惑うんですけ
ど、「ふる」を読んでみたら、女性器の話をすごく書か
れているんですね。「この１年ぐらいのテーマやねん」
という部分はあるんですか。
　西　いや、女性器は、前から不思議やなと思って。男
性は、男性器になじみがあるじゃないですか。「息子」
と言ったり。でも、私たちは「娘」とも言わないし、正
直、きちんと対面したことがない人のほうが多い。私の
友だちがアダルトビデオのモザイクがけをしていて、女
性なんですけど、最初は「うああっ」となるねんけど、
だんだん、グレムリンとか生き物みたいに思えてきて、

すごくかわいくなってきたという話を聞いて、いいなと
思って書いた。
　津村　男の人は最終的に自分の男性器の話をすれば小
説になる、と言っている人もいた。でも、女の人は、自
分の女性器の形って、これでいいのか、とすごく悩んで
いるらしい。
　西　存在がポップじゃないんよね。もっとポップにな
っていいのになと思う。
　津村　イギリスであった試みで、本当に女性器の型を
とって、400人ぐらいのをいっぱい並べるんです。本当
にいろんな形があるんやから、いろんな形でいいんだと
いうことを証明するという。それを思い出した。
　西　それ、勇気が出るね。
　津村　勇気が出るんです。それと同じような気持ちに
なりましたね。
　西　（「ふくわらい」の）表紙は私が描かせていただ
いたんですけど、鈴木成一さんという装丁家の方に「女
性器の絵を描きたい」と言って、見事にスルーされた。
「では」と言って違うものに。
　津村　受容の文脈で「同じ女じゃないですか」と言
われることって、なかなかないんですよ。「同じ女とし
て、それは許せんわ」というやつは、いっぱいいるんで
すけど。そんなことを言うやつは、めっちゃ嫌い。で
も、「同じ女やんか」ということを受容というか、すご
く許されたような気分になった。それこそ、「体のこと
を書くのって、怖いよね」って言っている、ビビってる
小さい子みたいなのが多い中で、ゆっくり、こうなって
いる子がおって。
　西　「いけるのかな」って。
　津村　「いけるのかな。あかん、あかん。すんませ
ん」と言っている子がおって、その子に声をかけてもら
ったような気がしたんです。
　西　うれしいな。
　津村　「ふる」も、本当によかった。同じ女の女性器
をどうとらえるのかというので、風通しのいい女性器に
対する接し方があって、すごくおもしろかった。救われ
る小説だと思いました。勇敢さがありますよね。私やっ
たら、どっちかというと、型どりの様子の人間模様とか
を書いちゃう方で。女の人が部屋に…。
　西　「石膏がすぐに固まるわ」とか。読みたい。
　津村　「くっつかへんかった？」とか「痛くない？」
とかばかり書いちゃうと思うんですけど。
　西　何で、作家ってこんなに住み分けができてるねん
やろうな。こんなにいるのに。
　津村　あまり似てなかった。似てるとか思いたいとい
うか、分類する人が多いですけど、基本は全然違うんで
すね。見ているところとかが。
　西　全然違う。おもしろいね。
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■ 質問に答えて ■
　どくしょ会の後半では、来場者からアンケー
トで寄せられた質問に、２人が答えた。（抜粋）

　Ｑ　津村さんは会社員のとき、机をきれいに整頓
できる方でしたか。
　津村　机が５つ、全部散らかっていました。
　西　こわ。
　Ｑ　「ワーカーズ・ダイジェスト」「ウエストウ
イング」の主人公が、背が高い設定になっているの
はなぜですか。
　津村　背が高い女の人が好きだからです。
　Ｑ　私も（津村さんと同じ）今宮高校の卒業生で
す＝26歳、女性。
　津村　お若い方なので、きれいな校舎しか知らな
いと思いますけど、めっちゃ汚かったですよ。
　Ｑ　定さんは守口のような変わった人に対して
も、うまく相手することができて、すごい人だなと
思いました。広い心を持って誰にもうまく接するよ
うにできるには、どうすればいいでしょうか。
　西　どうですかね。定さんはまっすぐで、傷つく
ことを恐れないから。血だらけになってもいいのや
ったら、大丈夫な気がしますね。
　Ｑ　自分の作品が映画化されたらいいなと思うこ
とはありますか。何度も見たくなる映画は…。
　津村　売れるなら、映画化されたい。今、見てい
るのがアイスホッケーの映画で「スラップ・ショッ
ト」というやつです。眼鏡の３兄弟が出てきて、ホ
ッケースティックで殴り合うシーンがあって、すご
く腹が立って、そこを見る。
　Ｑ　最近、一番腹が立ったことは…。
　西　お役所仕事って、まさにこれかということさ
れ、めっちゃキレた。巻き舌で。銀行やったけど、
ちょいちょい担当を変えてきはるから、「もう、１
人で来い」「誰がどれで、どうやねん」と。
　津村　自転車が撤去されたんですよ。はがきが来
て「2500円、払うか」とか。キレましたね。
　西　自分が悪いやんな。
　津村　だって、税金を払ってるから。自分が悪い
とは意地でも言わない。
　Ｑ　ＯＬ生活を送られていたときと今後は、題材
が変わっていきそうですか。
　津村　２年ぐらい先まで、だいたい何を書くかが
決まっているので、あまり目に見えた変化はないと
思います。書く量もそんなに変わっていない。
　西　会社におっても書けたということやな。
　津村　書評とかができるようになった。

　Ｑ　中東って、どんなところですか。
　西　私はカイロしか知らないけど。この前カイロ
へ行ったら、革命はみんなが「失敗やった」と言っ
てた。基本的にみんな明るくて、「趣味は何？」「デ
モ」。全然、主義がないのね。「軍隊、やめろ」と
やった１週間後に「やっぱり軍隊、戻ってこい」。
同窓会みたいなんですって。「おお、なつかしい
な、おまえ」みたいにピクニックをしていたり。
　Ｑ　挿画のリクエストはされるんでしょうか。
　津村　ほとんどないです。
　西　うちは、いったんは「自分に描かせてくれ」
と言う。だめやったら、あきらめる。
　Ｑ　無人島に３つ持っていくなら何ですか。
　津村　多分、スペイン語の問題集と、あとは何か
分厚い本。人の本で。
　西　めっちゃ難解なジャズとかのＣＤ。「失われ
た時を求めて」「里見八犬伝」みたいな長い本。３
つ目が真実っぽいよね。うちは、ナイフやな。
　津村　私は布団。寝たい。
　Ｑ　「あべのハルカス」をどう思いますか。
　津村　ネーミングが、よく通ったな。ハルカスと
いうと、どうしても「オードリー」の春日のことを
思い出す。春日の「カス」やし、字面の「ハル」も
入ってる。春日トリビュートみたいな感じ。
　西　この（質問した）人は、納得してない感じで
す。「語尾がカス」って。
　津村　まったく、そのとおりです。
　Ｑ　大阪プロレスはどうですか。
　西　見たことあります。スペル・デルフィンがマ
スクをとって、後ろポケットに入れてアメ村を歩い
てるのを見たことがあります。
　Ｑ　眼鏡屋の店員さんは、やたらインパクトのあ
る眼鏡を勧めてきませんか。
　津村　無印の眼鏡屋へやたら行ってたんですけ
ど、勧められませんでしたね。一気に２つ、ごっつ
い眼鏡と、無難な眼鏡を買って、今かけてるのは無
難な方。夜中にドクロのバンドＴシャツを着て、ご
っついめがねをかけ、朝３時ぐらいに小説を書くと
いう方が、気分的によそゆきなんです。
　西　今日も、それで来てよ。
　津村　恥ずかしいからね。
　Ｑ　男性作家の作品に登場する女性は、なぜか美
人ばかりではないですか。
　西　そうかもね。男前やなと思いながら書く？
　津村　絶対、書かない。むしろ全然好みじゃない
人を出したい。好みがばれるのが恥ずかしい。
　Ｑ　好みの男性は誰ですか。
　津村　ラグビー・フランス代表のデュソトワー
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　西　地味な仕事ですよね。ちやほやされることに
関しては、女性作家は損で、作家道を究めれば究め
るほどモテなくなるというのがある。合コンに女性
作家が４人来るとか、めっちゃ怖いという。男性作
家４人だと、「ちょっと知的な方がいらっしゃるか
しら」で終わるねんけど。
　Ｑ　小説家になって良かったなと思えること。
　西　小説を書き上げて、会うはずのなかった人か
らお手紙をもらったり。つながったというか、めち
ゃくちゃうれしい。
　津村　全然知らん人が読んでるって、すごく不思
議な感じ。体を超えるつながりでもあって、そこは
体に勝つ部分ですね。相手の、たった一人の部分に
入っていくのが小説の役割だと思います。
　Ｑ　特に好きな食材を教えてください。
　津村　豚バラです。
　西　私は豆腐です。
　Ｑ　自分を小説家だなと思うのは、どんなときで
しょうか。
　津村　ゲラをやってるとき。データを渡して流し
込んだものが来て。刷る前に、「小説のレイアウト
はこうなります」という形のものを見ながら、自分
で修正したりしていくんですけど、それが本当につ
らい。そのときに、小説家やなと思いますね。
　西　本屋さんへ行って、自分の名前があるのは、
いつもめまいがする。
　津村　ゲー吐きそうになりません？
　西　ゲーというか、めっちゃうれしくて。こんな
の、高校のときの自分とかに言っても、絶対に信じ
へん。「あんたの本が本屋に並んでんで」と言って
も、「へっ」となる。本当に幸せですね。
　Ｑ　もし津村さんが本の編集者で、西さんにこう
いうものを書いてほしい、書いたものを読みたいと
いうことがあったら教えてください。
　津村　西さんはすごく、いろんなところへ行って
はるので、現地の人を主人公に、現地の人だけが出
てくるような小説を見せてほしい。どういうふうに
思って行きはるのか、私たちが知らない世界中の人
たち、ニュースに出てきたりしない人たちが何を考
えてるのかを、西さんは本当にゼロから考えてくれ
はると思うので。短編集でも長編でもいい。
　西　最後にいいですか。もし、漢字１文字、入れ
墨を入れるとしたら。ここに、どかーんと。
　津村　何やろう。忍耐の「忍」。
　西　これが津村記久子ですね。
　津村　どう？
　西　何やろう。自分が聞いておいてな。今度そう
いう小説を書きます。

ル。
　西　わかる人、おるん？
　Ｑ　今、好きなテレビ番組は…。
　西　「劇的ビフォーアフター」。泣くために見る。
　津村　私は「世界ふれあい街歩き」。
　西　あれはええな。
　津村　あと、「ＢＳ世界のドキュメンタリー」。
　Ｑ　サッカーなら、私はドイツ代表が好きです
が、津村さんが応援しているチームは。選手は。
　津村　ドイツが特に好きではないんですけど、ゲ
ッツェの私服はいつも楽しみにしています。
　西　誰？
　津村　ゲッツェという選手がおるんですけど。
　Ｑ　Ｔシャツに言葉を入れるなら、どんな言葉が
いいでしょう。
　西　昔バーでバイトしてたときに、すごくやさし
いドイツ人のお客さんがいらして、ニコニコして、
おかわりをしにきてくれるねんけど、ある日Ｔシャ
ツに「コロス」と書いてて、「ビールください」っ
て。これ、何とかしたいと思った。
　津村　コロスというブランド、なかった？
　西　後でわかったら、有名やってんな。
　津村　ウサギのやつ。編集者の人で、着てる人を
見たことある。
　Ｑ　（フェスティバルタワー）地下のアイスクリ
ーム、少なくなかったですか。
　津村　確かに、少なかったですね。
　西　でも、おいしかったね。今日、始まる前に、
私は２つ、津村さんは３つ食べた。
　津村　濃厚な。
　Ｑ　大阪の町とか地域で、小説の題材にしたいも
のは何ですか。
　津村　もう１回、駅前ビルと地下道のことを書き
ます。より嫌な、困った地下道の話を。
　西　じゃあ、うちは、めっちゃ楽しい地下道の話
にしようか。
　Ｑ　最近のマイブーム（個人的にハマっているこ
と）は何ですか。
　津村　iPhone の、飛行機を管理するゲームをや
ってます。Pocket Planes というのを。
　西　猫かな。
　津村　結婚されたじゃないですか。
　Ｑ　小説を書くという仕事は、やりたかったので
すか。それとも、向いていたのですか。
　津村　本当に、小説家はこんなはずじゃなかった
と、ずっと思ってる。もっとさらさら書けて、もっ
と偉そうにできると思ってたら、全然そうじゃない
というのをひしひしと感じていて。
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るが、女性の就労支援が目玉である。特に、小規模保育
事業、認可を目指す認可外保育施設への支援、事業所内
保育施設への支援が目標達成の成否を握る。認可保育所
への株式会社の参入を加速するため、規制緩和も予定さ
れている。
　しかし、施設が出来ても保育士がいなければ無用とな
る。東京都だけでもこれから保育士が4000人必要だが、
毎年1000人程度の育成増では追い付かない。賃金は平均
に比べ３割安く、勤務の負荷は大きい。主に国からの補
助金で運営されるので、賃上げがまず必要。保育士の資
格を持っていても働いていない人が60万人もいる。この
戦力化に待遇改善が先決だ。
　「すべての人が、あっという間に過ぎ去る幼児時代を

子どもに寄り添う
保育制度「革命」を

エージェント株式会社顧問　薮下 義文さん

　働きたいが、子どもを預ける保育園がない。東京のあ
る区で、待機児童の数え方を変えたら、公表の３倍とな
った。全国計は政府によると2.5万人だが、専門家によ
ると80万人に近い。東京の３つの区では、待機児童をな
くせという親たちの訴訟まで起きている。
　アベノミクス３本目の矢の柱が保育である。向こう５
年間で受け皿を40万人増やし、４兆円近くの税金を投じ
る。幼稚園・保育園一体化の認定こども園の新制度もあ

･･･  視点／私点  ･･･ 会員からの寄稿

福島原発事故の深刻さ追い
「無言館」の運営をお手伝い

立命館大学名誉教授　安斎 育郎さん

　2011年３月、東日本大震災による福島原発事故の時期
に立命館大学を定年退職し、京都に安斎科学・平和事務
所を開設しました。本来の専門である放射線防護学をベ
ースに、被曝調査・講演・相談活動などに取り組んでい
ます。事故の深刻さを決して侮らず、その一方では、被
曝や汚染の実態を科学的に把握することを怠らず、200

万福島県民の未来の命を育むために、リスクの極小化の
ために何ができるかを考え、提案し、実践することが大
事だと思っています。原発関連
の講演や執筆に多忙な日々です
が、引き続き立命館大学国際平
和ミュージアムの名誉館長とし
て、ボランティアガイド養成講
座、ミュージアム下見見学会、
夏休み親子企画、教員免許更新
講習などを担当しています。
　また、国内外の平和博物館の
ネットワークづくりに微力を尽
くしていますが、そうした活動
の一環として、長野県上田市に
ある戦没画学生慰霊美術館「無
言館」（窪島誠一郎館主）の運
営にも協力しています。同美術
館は、1997年のオープニング以
来、第２展示館「傷ついた画布
のドーム」の開館、立命館大学

国際平和ミュージアムへの「無言館／京都館─いのちの
画室」の開設、各地での移動展示の開催、著名なゲスト
を招いての成人式の企画、映画『無言館』の上映などに
取り組み、窪島館主の多産な著作活動ともども多くのフ
ァンを獲得してきましたが、近年は来館者の減少傾向に
直面しています。
　写真は2013年６月２日に開かれた「第16回無言忌」の
時に撮影した無言館前庭の「記憶のパレット」。今年も
新たに確認された戦没画学生の名が刻まれましたが、無
言館は作品の修復プロジェクトにも取り組みつつあり、
多くの人が豊かな自然に囲まれた無言館で、この貴重な
歴史的文化遺産に接し、それぞれに思いを巡らせること
を期待したいと思います。
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が鈴木三重吉により創刊された1918年７月１日を、日本
童謡協会が1984年に童謡の日と制定しました。子どもの
ためにいい（本物の）作品をと、芥川龍之介の「蜘蛛の
糸」や「杜子春」、有島武郎の「一房の葡萄」、新見南
吉の「ごん狐」、白秋の「からたちの花」、西条八十の
「かなりや」などが生まれました。昨今、こういった子
どものための、いい作品が当の子どもに伝わっていない
ことに気づき、私は今、童謡伝道新聞「ふんふん」を発
行して普及、伝達の活動をしています。子どもに伝えら
れない若いお母さん、お父さんを作ってしまった熟年層
の反省としてこの活動を始めました。
　胎児を含め、０歳から５、６歳頃までに人の大脳は完

　関西スクエア会員の詩人・郷土史家、伊勢田史郎さんが主
宰していたエッセイと詩の雑誌「階段」がこのほど、41号を
最後に終刊した。最終ページのあとがきに伊勢田さん自身
が、「主として体調の不具合」と理由を述べている。特に、
目を悪くされ、原稿の精読が困難になったためという。
　終刊号には41人が稿を寄せた。詳しい内容を紹介できる紙
幅がないのが残念だが、元大学総長、宗教家、詩の仲間、主
婦ら多彩な顔ぶれが、身辺の出来事などを、すがすがしい筆
致で語っている。取材を通して知り合ったという朝日新聞の
元記者も複数いる。
　同誌は1989年10月、伊勢田さんが、当時講師をしていたカ
ルチャーセンターのエッセイ教室の仲間たちと創刊した。最
大の試練はやはり、95年の阪神淡路大震災だったろう。伊勢
田さんは神戸の自宅が全壊。蔵書１万冊を失った。しかし、
早々に創作活動を再開。被災芸術家の支援に取り組み、155

人の作品をまとめた「詩集・阪神淡路大震災」を刊行した。
　「階段」も間を置かずに刊行を再開した。年２回のペース
で数百部印刷し、伊勢田さんや執筆者らが、つてを頼って配
った。利益は度外視。制作費は主に伊勢田さんが負担した。
出費がかさんでも、「エッセイ教室からもらう謝礼などでま
かなった。当然の還元をしただけ」と意に介さなかった。
　古くからの執筆者の一人は伊勢田さんを評して、「癒

い

やし
の宿を求めてやって来る旅人を温かく包み込んで離さない、
大樹の趣。私も仲間たちも、ここまで続けられたのは、間違
いなく、その人徳のおかげ」と話す。この不屈の詩人が、い
つまでも活躍されることを祈りたい。
　「階段」誌そのものは入手困難だが、これまでに掲載した
分で編んだアンソロジーが出版されている。「私が愛した人
生」「十五夜の指」「門前の小僧」「美男と美女の置き土産」
「男の意地　女の意地」の５冊。詳しくは、出版元の「編
集工房ノア」（〒 531-0071　大阪市北区中津3-17-5　電話 06-
6373-3641）へ。　　　　　　　　　　（関西スクエア事務局）

エッセイと詩誌「階段」が終刊

24
年
、阪
神
淡
路
大
震
災
を
乗
り
越
え
て

「
階
段
」
の
主
な
号
。
右
列
上
か
ら
創
刊
号
、
４
号
、
10
号
、
15
号
、
16
号
。

左
列
は
下
か
ら
29
号
、
31
号
、
40
号
。
一
番
上
が
終
刊
と
な
っ
た
41
号

懐かしく思い起こす」（仏のルソー）ように、保育園や
幼稚園の姿を誇れるようにするのが、「強い日本」の一
つのあり方だと思う。制度の改革と膨大な量の税金が投
入されるが、お役所仕事にならず、子ども一人一人に寄
り添う姿勢を示してほしい。

日本の心を正しく子どもに
童謡伝道新聞「ふんふん」
日本童謡協会会員・ハーモニカ奏者　もり･けんさん

　７月１日は、童謡の日です。童話童謡雑誌「赤い鳥」
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　何となく、生きる元気を授けてくれる花だ。
　梅雨に入った植物園や公園は、真冬ほどではないけ
れど、ちょっと寂しい。それまで艶

あで

を競い合っていた
春の花々が、お休みに入る。雨を嫌って、訪れる人も
減る。そんな季節のはざまに、この花は咲き始める。
　野山でよく見かけるノカンゾウやヤブカンゾウ、ユ
ウスゲなどが原種。それらが欧米へ渡って改良され､
多くの園芸品種が生まれた。
　花は豪華だが、一日しかもたない。多くは朝開き夕
べにしぼむ。名の由来はギリシャ語でヘメロ（一日）
＋カロス（美）。英名はデイリリー（一日のユリ）。
それでも、真夏にかけて次から次へ、これでもかと咲
く。すごいパワーだ。立原道造は萱

わすれぐさ

草（カンゾウ）に
寄せて悲しげな詩を残したが、趣はかなり異なる。
　写真は ｢ハニー ･レッドヘッド｣ という品種。メチ
ャ派手の熱

ト ロ ピ カ ル

帯風。なるほど、そうだろう。夏バテ気味
のミツバチやハナアブたちに、一日のうちに存在をし
っかりアピールして、花粉を運んでもらわねばならな
いのだから。「花の命は短くて…」なんて嘆いてはい
られまい。一生懸命なのだ。　　　　　　　　　（雅）

花を
訪ねて

真夏の一日を鮮烈に
ヘメロカリス

キスゲ科
花言葉：宣言、媚態

大阪市東住吉区・大阪市立長居植物園で

◇忙しい日常に、くつろぎのひとときを。関西各地で身近に見られる季節の花々を訪ねます。

成。それまでに童謡や、子守唄、昔話などをインプット
しないと、その子は日本人になれません。熟年層の多く
が「ふるさと」や「赤とんぼ」などの童謡で泣けたり、
いい思い出にふけられるのは、その時期に母や祖母から
インプットしてもらったおかげです。小さい頃には意味
も分からなかった歌詞、「うさぎが美味しい」と思って
いたが、小学校５、６年で習ったとき、文語体で、「追
いしは、追いかける」と分かった経験があると思いま
す。歌っていた時には、やさしい情緒や日本の風景（情
感）を感じていただけなのです。感じたものが後で分か
って本物になったのです。だから今小さい子どもたちに
伝えねばなりません。
　こんな考えから毎月、新聞（全国に18,000部を無料配
布）を発行しています。執筆も、編集も、校正も、発送
作業も、スタッフのボランティアでしています。興味が
ある方には、ご案内をお送りします。お問い合わせくだ
さい。
　童謡伝道新聞「ふんふん」H・U・N企画
　Ｅメール：hunhun@cardandmedia.co.jp

高校新聞コンテスト通じ
60年前から朝日とお付き合い

「新風書房」社長　福山 琢磨さん

　関西スクエア会報の復刊、うれしく思います。小生は
六十数年前から貴社にはお世話になっています。大阪府
高校新聞協会の事務局長を務めていて、大阪府高校新聞
コンテストをお願いしていたからです。
　当時、山田俊夫さんが社会部長で平野一郎さんが遊軍
記者でした。小生は信濃橋の国際新聞（夕刊専門紙）に
務め、堂島にあった夜学（扇町第二商業高校）へ通って
いました。そのころはすでに貴社独自の「朝日新聞夕
刊」が発行されていましたが、その前の昭和24年ごろま
では、「大阪日日新聞」を貴社が朝日新聞のダミー夕刊
紙として発行されていました。こんなことは貴社の社員
でもほとんどの方がご存知ありません。うつぼ公園がま
だ米軍の飛行場だった時代のことです。今や『昔話』に
過ぎません。
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イベント・出版等の情報

「平成OSAKA天の川伝説2013」
七夕の夜、人々の祈りが光となって
“地上の天の川”が現れる

関西・大阪21世紀協会　西村 もゆるさんから

　７月７日の七夕の夜、人々の願いを託したＬＥＤを光
源とする光の球“いのり星”を、天の川伝説にゆかりの深
い大阪・天満の地を流れる大川に放流し、地上に一夜限
りの「天の川」を出現させます。（写真は昨年の模様。
「平成OSAKA天の川伝説」ホームページより）
　天満橋周辺は古来、星を祀

まつ

る信仰が伝わる地域で、天
満の地名は天に満ちる星を意味します。美しいブルーの
ライトが創り出す幻想的な「天の川」の風景を、この天
満の地でお楽しみください。なお、チケットをご購入い
ただくと、有料観覧エリアでの“いのり星”放流にご参加
いただけます。詳しくはホームページ http://www.osaka-
amanogawa.com/ をご覧ください。
◇とき　７月７日（日）。放流19時20分〜 21時／有料

放流エリア開場 18時
◇ところ　大川（天満橋）〜堂島川（天神橋）、土佐堀

川（東横堀川分岐点） 

※最寄り駅は、京阪電鉄・地下鉄「天満橋」ほか
◇チケット　前売り1,000円／枚、当日1,500円／枚
※いずれも有料放流エリア（八軒家浜）入場券、“いの

り星”放流券、短冊がセット
◇販売場所　チケットぴあ、ローソンチケット、サーク

ルＫサンクス、セブンイレブンなど。ホームページか
らもご購入いただけます。詳しくはこちら http://www.
osaka-amanogawa.com/sanka.html をご覧ください。

◇主催　平成OSAKA天の川伝説実行委員会、関西・大
阪21世紀協会

◇問い合わせ先　平成OSAKA天の川伝説推進委員会事
務局。電話 06-6942-2006。受付時間：平日 10時〜 17

時30分

「第二代廣澤虎造50回忌 
虎造節名人大会」を催します 

浪曲虎造節保存会 創立名誉会長　八木 健さんから

　不世出の浪曲家の遺徳をしのび、その名調子を現代に
よみがえらせます。
◇と　き　12月25日（水）13 〜 17時
◇ところ　東京・浅草　木馬亭
◇出演者　廣澤虎春、廣澤虎仁、廣澤虎若、廣澤虎康
　　　　　（いずれも虎造節全国大会優勝者）ほか
◇入場料　前売り2,000円（7月25日販売開始）
　　　　　当日券2,500円    

◇問い合わせ先　虎造節保存会事務局　  

　　　電話 090-5140-8826　FAX 089-957-1155 

　　　Ｅメール torazoubushihozonkai@yahoo.co.jp 

　第二代廣
ひろ

澤
さわ

虎
とら

造
ぞう

（1899-1964年）＝写真＝は戦前から
戦後にかけて活躍した浪曲師。東京
生まれで関西で修業し、低い「唸り
節」を習得して東京に戻りました。
関西節と甲高い関東節を融合し、切
れの良い啖

たん

呵
か

とともに人々を魅了し
ました。演目は40余りに及び、中で
も清水次郎長伝を得意としました。
昭和27年には芸能人人気投票で、美空ひばりを抑えて１
位となりました。
　今でもファンは多く、後継者がいなかったため、私＝
八木が４年前に保存会を創立。年に一度、全国大会を開
催しています。今回出演する４人はそこで優勝して「平
成の虎造」の称号を授与され、廣澤姓を継承しました。
保存会のホームページ http://www.kokkeihaikukyoukai.net/
torazou/ で４名人の口演の一部をお聴きいただけます。

講演会「近現代東アジア史研究
―朝鮮・中国・日本―」

大阪商業大学さまから

　７月６日（土）14 〜 17時。東大阪市御厨栄町4-1-10

の大阪商業大学４号館４５１２教室で。無料。
　同大学の第10回比較地域研究所講演会。初代研究所長
の瀧澤秀樹・同大学大学院教授が「経済史研究から東ア
ジアの地域史研究へ」のタイトルで、現所長の上原一慶
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◇問い合わせ先　同大学アミューズメント産業研究所
　　　電話 06-6618-4068　FAX 06-6618-4069

　　　Ｅメール amuse@oucow.daishodai.ac.jp

「上方文化講座」が10周年
文楽「壇浦兜軍記」受講生募集

フリーアナウンサー　坂口 智美さんから

　大阪の地に歴史的に育まれた、日本を代表する伝統芸
能「文楽」に光を当て、学問的体系の下に学ぶ大阪市立
大学大学院文学研究科
・文学部の「上方文化
講座2013」が、受講生
を募集しています。正
規の授業科目ですが、
一般市民にも公開され
ていて、今年は記念の
10周年を迎えます。私
は昨年受講し、その模
様を関西スクエア会報
の昨年11月号に紹介し
ましたが、まさにユネ
スコ「世界無形文化遺
産」に登録されている魅力を堪能できる内容でした。
　今回は、時代物の名作「壇

だんのうらかぶとぐんき

浦兜軍記」を、３日間の
集中講義で研究分析します。文楽界の中核を担う３技
芸員、竹

たけ

本
もと

津
つ

駒
こま

大
だ

夫
ゆう

（太夫）、鶴
つる

澤
さわ

清
せい

介
すけ

（三味線）、
桐
きりたけ かんじゅうろう

竹勘十郎（人形遣い）が、大学教員とともに講師を務
めます。特別に囃

はや

子
し

方
かた

も登場するとか。暑い最中です
が、ぜひ「人類共通の宝」文楽の魅力にどっぷりつかっ
て、心を熱くしていただきたいと思います。
◇とき　８月28日（水）~30日（金）。各日９時30分〜

16時
◇ところ　大阪市立大学学術情報総合センター 10階大

会議室
※ＪＲ阪和線「杉本町（大阪市立大学前）」から徒歩５分
◇募集人員　120人。
※３日間通して受講できる人。申し込み多数の場合は抽

選し、結果をはがきで８月初旬に通知
◇無料
◇申込先　〒558-8585　大阪市住吉区杉本3-3-138

　　　大阪市立大学文学部「上方文化講座」係
◇申込方法　申込書（書式は自由）に住所、氏名、電

話番号、受講の動機（400字程度）を記したうえ、住
所、氏名を記した返信用官製はがきを添え、封書で郵

・同大学大学院教授が「中国研究を課題にするにいたっ
た経緯と現状」のタイトルで、両教授とも定年を迎える
最終講義として講演します。
　申し込み、問い合わせは電話か、ＦＡＸ、Ｅメール
に氏名、住所、電話番号を明記し、同大学学術研究事
務室（電話 06-6785-6139　FAX 06-6785-6237　Ｅメール 
hiken@oucow.daishodai.ac.jp）へ。

　おもしろいです。賭けてもいいです。――大阪商業大
学アミューズメント産業研究所の第12回特別展示です。　
「ギャンブルにはマイナスイメージがあります。ほとん
どの人間が快く思わないばかりか、多くの国で禁止さ
れています。しかし現実はどうでしょうか。（中略）な
ぜギャンブルはなくならないのか。ギャンブルに対し
ての人々の思いを知ることができます」（案内チラシよ
り）。古今東西の展示品の数々とイベント、特別講演を
通して、その歴史をたどります。
◇とき　７月１日（月）〜８月10日（土）
　　　　10時〜 16時30分＝会期中無休
◇ところ　東大阪市御厨栄町4-1-10　アミューズメント

産業研究所 学術センター U-BOX ３階
※近鉄奈良線「河内小阪」から北東へ徒歩約７分
◇無料（下記のイベント、特別講演とも）
◇イベント　７月13日（土）「カジノのサイコロゲーム

『大小』体験講座」▽20日（土）「賭将棋と大道詰将
棋の世界」▽27日（土）「ラスベガスカジノの歴史〜
テーブルゲーム体験講座」▽８月３日（土）「ＮＨＫ
大河ドラマ『平清盛』に登場する平安の遊技『盤双
六』。収録秘話と体験講座」＝いずれも13時30分〜
14時30分

◇特別講演　８月10日13時30分〜 15時
　　 「富くじの興業構造と収益」
　　　講師：滝口正哉・東京都公文書館専門員。
※イベント、特別講演とも、同大学U-メディアセンタ

ー GATEWAY ４階ネットワークレクチャールームで
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送
◇申込締切　７月23日（火）必着
◇問い合わせ先　同大学文学部学務企画課文学部担当。
　電話 06-6605-2350（平日９〜 17時）

古典文学とともに旅する
異色の京都本

上方文化評論家　福井 栄一さんから

　私の通算23冊目の著書「説話をつれて京都古典漫歩」
（京都書房）を上梓しました。名
所旧跡を、その土地ゆかりの古典
文学作品（現代語訳）とともに歴
訪する異色の京都本です。観光の
手引きとしても最適です。ぜひご
購読下さい。
　清涼殿、朱雀門、北野天満宮、
島原、東寺、八坂神社、清水寺、
貴船、嵯峨、伏見、平等院、愛宕
山、長岡京、蟹満寺といった京都
を語る際に外せないスポットと、今昔物語集、御伽物
語、義経記、古事談、諸国百物語、日本永代蔵、平家物
語、耳囊などの説話を取り上げています。
　新書判、地図付き、192㌻。定価777円（税込み）。問
い合わせは京都書房（〒612-8438 京都市伏見区深草フ

チ町５　電話 075-647-0121　FAX 075-647-2700）へ。私
の下記ウェブ・サイトでも紹介しています。
　http://www7a.biglobe.ne.jp/~getsuei99

「展覧会が10倍楽しくなる！
アート鑑賞の玉手箱」を出版

文化ジャーナリスト　白鳥 正夫さんから

　フェルメールやゴッホがあれば日本画や現代美術、ア
ニメや絵本も…。興味の尽きない「アートの世界」を、
新聞社の企画事業に長年関わり、その後も文化ジャ－ナ
リストとして追跡する立場か
ら、美術館や展覧会の現況や課
題、作家の精神や鑑賞のあり
方、さらに世界の美術紀行まで
幅広く報告している。 「アート
をより楽しむため、多彩なメ
ニューを味わうのは、あなた｣
（木村重信・大阪大学名誉教授
の序文から）。
　Ａ５判変形328㌻（カラー 22

㌻、写真約350枚掲載）梧桐書院（電話 03-5825-3620、
FAX 03-5825-2773）。定価2300円（税別）。「朝日新聞
の関西スクエアで見た」と伝えれば、送料・消費税分は
サービス。

　･･･  関西スクエア活動報告  ･･･

　今年度から随時、大阪本社編集局の社内
勉強会を関西スクエアで企画することにな
りました。社外の方をお招きし、時々の
テーマについて語っていただき、少しでも
新聞づくりに生かせればという趣旨です。
会員の皆様には公開しない活動ですが、一
端を紹介します。
　１回目は６月20日、講師は東北大学国際
高等研究教育機構助教の若き政治学者、善

ぜん

教
きょう

将
まさ

大
ひろ

さん＝写真＝です。今春まで神戸
の「ひょうご震災記念21世紀研究機構」の
主任研究員を務めていました。有権者の投
票行動と政治意識を調査・分析し、坂本治

也・関西大学准教授と共同でウェブロンザ
に「橋下現象はポピュリズムか？ ―大阪
維新の会支持態度の分析」、シノドスに
「自民党はなぜ勝利したのか」を執筆して
います。
　この日のテーマは「橋下維新を支える民
意とは」。善教さんは「アカデミアの中で
も維新の動きは注目を集めている」と切り
出し、大阪ダブル選挙の分析などをもと
に、「維新は特定の層ではなく、偏りのな
い層から支持を得ている」「維新支持は昨
年12月あるいは今年１月時点から低落傾向
がみられた」「維新の強さは『セカンド・
ベスト』の強さ。最近は自民の陰に隠れ、
その弱さが浮き彫りに」「『橋下現象』は
メディアの過剰報道と時代の産物」などと
語りました。
　質疑応答も含めて２時間余り、数理計量
を用いる政治学も解説してくれました。

善教 将大さん招き社内勉強会

東北大学 国際高等研究教育機構 助教

「橋下維新を支える民意とは」
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　･･･  朝日新聞社からのお知らせ  ･･･

◇とき　７月27日（土）午後１時〜５時
◇ところ　広島国際会議場 地下２階「ヒマワリ」（広島

市中区中島町の平和記念公園内）
◇プログラム　オープニング＝広島市役所合唱団▽基調

講演＝パトリシア・ルイス氏。解説は水本和実氏▽ゲ
ストスピーチ＝森下洋子氏▽パネル討論＝アンドルー
・ゴードン、渡邉英徳、成田龍一、保田麻友の各氏

◇応募方法　定員450人、無料。はがきに郵便番号、住
所、氏名、年齢、電話番号を書いて、〒530-8211（住
所不要）朝日新聞社会部・平和シンポ係（FAX 06-
6232-2347、Ｅメール sq-sybox@asahi.com でも受け付け
ます）。７月15日（月）必着。応募者が多数の場合は
抽選し、聴講券の発送をもって発表にかえさせていた
だきます。

英国王立国際問題研究所安全保障研
究部長。核の非人道性共同声明に影
響を与えた。

パトリシア・ルイス氏 「核兵器廃絶への道～
核兵器の非人道性と
被爆体験の伝承」

□  聴講希望者を募集  □

27日・広島で国際平和シンポ
　広島、長崎の被爆から68年。私たちは原発も含めた
「核」とどう向き合ってゆくべきなのでしょうか。朝日
新聞社は国際平和シンポジウム「核兵器廃絶への道〜核
兵器の非人道性と被爆体験の伝承」を広島市、広島平和
文化センターと主催します。後援は長崎市、長崎平和推
進協会、広島県、長崎県、広島ホームテレビ、長崎文化
放送です。

「被爆体験伝承者」候補者、被爆３
世。「とうろう流しを支える市民」
メンバー。

保田 麻友氏 やすだ・まゆ

広島市立大学広島平和研究所副所
長。専門は国際政治、核軍縮、安全
保障。

水本 和実氏  みずもと・かずみ

日本を代表するバレリーナ。松山バ
レエ団理事長・団長。被爆２世で、
広島市名誉市民。

森下 洋子氏 もりした・ようこ

米国ハーバード大学歴史学部教授
（日本史）。「東日本大震災デジタ
ルアーカイブ」を構築。

アンドルー・ゴードン氏 

首都大学東京システムデザイン学部
准教授。デジタル地図を活用した
「ヒロシマ・アーカイブ」を作成。

渡邉 英徳氏 わたなべ・ひでのり

日本女子大学人間社会学部教授。専
門は近現代日本史。戦争や被爆体験
の文学に詳しい。

成田 龍一氏 なりた・りゅういち

出
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朝日新聞 関西スクエア 事務局

大変お待たせしました
　関西スクエアの会報No.152（2013年７月号）をお届け
します。今春からお休みをいただいていましたが、リニ
ューアルを終え、復刊へこぎ着けることができました。
この間、会員のみなさまから「早く再開を」と励ましを
いただき、メールアドレスの登録など、多大のご協力を
いただきました。改めて御礼申し上げます。
　新会報は紙の印刷物ではなく、インターネット上の関
西スクエアのホームページから電子配信する方式に一本
化させていただきました。当初、不便をおかけするかも
しれませんが、ご理解ください。会員のみなさまには新
号発行の都度、ホームページへのリンクを付けた電子メ
ールでお知らせします。Ａ４判のＰＤＦファイルになっ
ており、印刷して冊子としても閲覧・保存できます。
　新会報は、ページ数を大幅に増やしました。関西スク
エアは、講演会やシンポジウムなど、会員・読者のみな
さまにご参加いただくさまざまなイベントを、今年度も
積極的に開催する予定です。それらの模様を詳しくお伝
えします。独自取材記事も企画してまいります。関西ス
クエアだけでなく、朝日新聞社のさまざまな部門からの
お知らせも、幅広く紹介したいと考えています。
　さらに、「視点／視点」　「とぴっく・ナウ」などで、
会員のみなさまからいただいたお便り・お知らせを、充
実させて紹介します。毎月20日に、翌月１日発行分を締
め切ります。メールあるいは郵便で事務局まで、どしど
しお寄せください。写真や図付きを歓迎します。
　　　　　◇　　　　　　◇　　　　　　◇
　新聞と新聞社をとりまく環境は、すっかり変わりまし

た。1998年に「関西からのメッセージ集団」の確立を目
指して生まれた関西スクエアも、変化を余儀なくされて
います。その一歩が今回の会報復刊です。「中之島どく
しょ会」も始めました。朝日新聞らしい企画として定着
させたいと思います。仙台から講師を招き、編集局の勉
強会も実施しました。継承と変化をにらみながら、「知
のひろば」を模索していきます。　　　　　　　（大峯）
　「どくしょ会」の前に、西加奈子さんと津村記久子さ
んの小説を集中して読みました。すばらしい文章に感動
しました。良い若い作家と、それを支える読者がいる。
「活字離れ」と言われるが、そんなことはない、と意を
強くすると同時に、ひょっとしたら、読まれなくなって
いるのは新聞だけかもしれない、と危機感を新たにしま
した。会報づくりを今号から担当します。これを機に、
活字文化の今を見つめ直したいと思います。　（黒沢）
　復刊にあたって、会員のみなさまの連絡先や名簿の洗
い直しを担当しました。関西でご活躍のみなさまがいか
に多岐にわたる分野の専門家かということを再認識し、
ともに「過去・現在・未来を語り合う『知』のひろば」
に関わることができる幸運に感謝しています。  （北野）

　･･･  事 務 局 か ら  ･･･

〒 530-0081 大阪市北区中之島 2-3-18
　　　　　  朝日新聞大阪本社内
TEL 06-6231-0131（内線 5048）　FAX 06-6232-2347
E-mail：square-k@asahi.com.
URL：http://www.kansai-square.com
スタッフ　大峯 伸之、黒沢 雅善、北野 順子
　　小西 良昭、柏崎 歓､ 諏訪 和仁、小宮山 亮磨


