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人称と時制 こだわり抜いた１年
作家

藤野 可織さん「爪と目」

遅れたけれど出版社も深く納得
作家が自作を語る、朝日新聞関西スクエアの第３回「中之島どくしょ会」が11月14
日、大阪市北区のフェスティバルスイートで開かれた。 ゲストは今年、芥川龍之介
賞を受賞した作家の藤野可織さん。受賞作「爪と目」を書き上げるまでの苦闘から、
大好きな映画や家族のことまで、会場からの質問にも答え、ざっくばらんに語った。
聞き手は、単行本の出版元である新潮社の編集者、大庭大作さんと平出三和子さん。

「すぐできる」はずだったが…
藤野

こんばんは。藤野可織です。こんなに集まって

いただきまして、本当にありがとうございます。
平出

人もいるのかといいますと……。

私と大庭は藤野さんの担当編集者です。なぜ２

ミュージアム、街に出る・・・・・・・・８〜11
「視点／私点」唸ります虎造節・・・・・12・13
「花を訪ねて」セイタカアワダチソウ・・・・13

僕は「爪と目」の単行本をつくった担当です。

平出

「爪と目」はまず、私が編集に関わっている月

刊文芸誌「新潮」４月号に掲載をさせていただきまし
た。私はその雑誌掲載時の担当です。ちなみに芥川賞と
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いうのは「新潮」以外にも「文學界」「群像」と
いった純文学文芸誌に掲載された原稿用紙100枚
前後の中篇小説の中から選ばれます。
芥川賞候補になると、これは本をつくら

大庭

ねば、ということになるんですね。受賞した場合
にはできるだけ早く書店に並べるために。
入ったのは、いつごろでしたか。
収めた単行本（新潮社）

６月上旬、自宅に東京から電話がかかっ

藤野

て、日本文学振興会の人が「芥川賞の候補に選ば
れました。受けてくれますか」とおっしゃいまし
た。「俺はいらねえ」と辞退することもできるそ
うなんですけれども、もちろん「喜んでお願いし
ます」と言いました。
本づくりは超特急でした。普通の単行本

大庭

は４カ月ぐらいかけるんですが、いろいろやっ

藤野可織さんの芥川賞受賞作を

藤野さんに候補作に選ばれたとの連絡が

平出

て、１カ月でつくりました。
藤野さんは、装丁については何か希望があった

平出

んですか。
町田久美さんが大好きで、町田さんの絵を何と

藤野

寒かったですね。覚えてます。盛り上がったの

藤野

はいいけれども、平出さんが帰りの新幹線に間に合わな
いんじゃないかという事態になって。

か使っていただけないものかなと思っていたので、ちょ

平出

ええ、飲みすぎて。

っと言ってみたら、こんな美しい本をつくっていただき

藤野

平出さんは、最終の新幹線で東京にお帰りにな

るので、タクシーに飛び乗らなければならなくなって。

ました。
平出

「爪と目」のラストシーンを思い出すような装

丁です。この絵をご存じだったんですか。
藤野

いえ、知らなくて。びっくりしました。

大庭

ぴったりのがあったんですね。このタイトルは

「みずうみ」というんですけど。
平出

それでは、「爪と目」ができるまでのお話をし

ましょうか。

平出さんが行かはった後、２人分のデザートを私が食べ
ました。
平出

ええ、お会いする前にはデビュー作「いやしい

鳥」などを拝読して、ちょっとおどろおどろしい場面も
あり、どんな方かと恐れる部分があったんですけれども
……。
藤野

そうだったんですか？

普通の人です。

平出

作家さんを居酒屋に置き去りにするという、な

藤野

あまり思い出したくないこともありつつ。

平出

執筆の過程で印象に残っていることは。

んとも編集者にあるまじき形になってしまったんです

藤野

別にないですね。記憶が彼方に追いやられてし

が、酔った頭で小説の執筆を依頼して、お引き受けいた

まいました。頭がかゆかったことぐらいですかね。外に

だいて。それでその１年後「少し書き上げに近い状態に

出ないとお風呂に入らないんです。だから、書いてると

なってきました」とご連絡いただいて、四条の喫茶店で

きは、たいてい頭がかゆかったです。

途中までできた原稿を読ませていただいたのが12年の２

平出

ご受賞されてからのこの数ヶ月は、本当にお忙

しかったですしね。普段の執筆スタイルは。

月13日。ちなみにここで藤野さん、何とおっしゃったか
覚えてますか。

夜ですね。日が沈むころから書き始められて、

藤野

もうできます、とか言ったような気がします。

本当に使いものになるのは、夜12時を回ってからです。

平出

「あとちょっとでできるので、待っていてくだ

藤野

改善して、健康な生活を送りたいんですけど。

さい。１～２カ月でできます」って。

平出

受賞後の取材の多くは朝からで大変でしたね。

藤野

そう言ったような気もします。

藤野

10時とか。殺人的早朝やと思って。

平出

実はこのときに読ませていただいたのが「爪と

平出

藤野さんは2006年に「いやしい鳥」で文學界新

目」の元になった小説で、原稿用紙換算だと完成作の約

人賞を受賞してデビューされ、「新潮」編集部から初め

半分にあたる50枚、物語としては既に完成に近いもので

て短いエッセイの執筆をお願いしたのが2010年の春でし

した。タイトルは決まっていませんでしたが、登場人物

た。そして小説の執筆依頼を兼ねて初めて京都お会いし

の設定は同じでした。ただし文章は三人称で書かれたも

たのが、同じ10年の冬です。

ので、はじめから登場人物の関係性がクリアというか、
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例えば読者と登場人物それぞれとの間の距離がすべて同

平出
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はんなりとした京美人のイメージですけど、藤

野さんは本当に肝が据わっていると感じるときがあるん

じ……。
藤野

何というんですか、神の視点というんですか。

平出

「父のＡさんは」とか「娘のＢは」「父の愛人

ですね。私なんかは、待ってる間、気が気じゃなくて。
藤野

文學界新人賞の選考を待っている間も、自宅で

のＣさんは」という語りでした。それでも作品としては

１人でホラー映画を見ていました。ピーター・ジャクソ

とても面白く、私は「次号に掲載できるかも」と喜んで

ン監督の「ブレインデッド」。面白くて笑い疲れたころ

帰ったことを覚えています。

に電話がかかってきたので、すごく良かった。次に「い

藤野

そうですか。

けにえ」で芥川賞候補になったときは名作、サム・ライ

平出

で、ここから沈黙の１年が始まります。

ミ監督の「死霊のはらわた」を。「パトロネ」で野間文

藤野

書けなくなりまして。続きを書きながら、「こ

芸新人賞の候補にしていただいたときは、パスカル・ロ

れ、何か違うな。何か違うな」と思って、別の仕事をし

ジェというフランスの監督の「マーターズ」という拷問

ていました。この１年、手帳とかを見て思い出しました

映画。すごく良かったんですけど、感動しているうちに

ところ、「すばる」に「にゃあじゃわかんない」という

落ちまして。それで、「爪と目」で芥川賞候補になった

中編を発表しました。そのあとに「群像」の、12人の作

と電話をいただいたときに最初に考えたのは、「次は何

家がそれぞれの星座にまつわる短編を書く特集で、私は

の映画にしようかな」でした。

みずがめ座代表に選んでいただき、「美人は気合い」を

平出

ね、余裕ですよね。

書きました。そのほか、en-taxi で毎号短編を依頼してい

藤野

いや、大事なことですよ。文學界新人賞をいた

ただくようになって、いくつか書いてます。あと、純文

だいたときの「ブレインデッド」がゾンビ映画だったの

学の雑誌以外でも仕事をさせていただきました。私はお

で、縁起がええかなと思って、今回もゾンビ映画にしま

化けとか全然見ないんですけど、怖い話を聞くのが大好

した。

きで、怪談のイベントに呼んでいただいたり、夏に実話

大庭

最後まで見ていないですね。

怪談を部屋で話すイベントをしたり。「幽」という雑誌

藤野

そうなんです。途中で（受賞を知らせる）電話

の姉妹版で「冥」というのが出て、そこで実話怪談を連

をくれはったから。

載しませんかと言われ、人から聞いた話を何となく書い

平出

ホラー映画を見始めたのは、何才頃ですか。

たりしていました。

藤野

それはまったく不明なんです。１人で映画館に

新米編集者の私はこの間、やはり居酒屋置き去

行くようになるって中学生ぐらいだと思いますが、その

り事件が失礼にあたったのではないかと猛省しておりま

ころ、クラスで話題の恋愛トレンディー・ドラマとか見

した。本当に。ちなみに、藤野さんは何故、怖い話やホ

てなかったし、恋愛映画も全然興味ありませんでした。

ラー映画がお好きなんですか。

自分で選ぶときは、絶対にホラー、戦争、サスペンス、

平出

何ででしょうね。でも、怖い話は、ほんまに怖

ＳＦ。でも、みんなの仲間に入りたくて、真田広之さん

いと思って聞くんですけど、ホラー映画は、ほんまに怖

と鈴木保奈美さんが出ていた「ヒーローインタビュー」

いと思ったことないです。スカッとするから見てます。

という映画をがんばって見に行ったんです。

藤野

平出

芥川賞の選考結果を待つときもホラー映画を見

ましたね。
藤野

新潮社さんの会議室でビールを飲みつつ、楽し

平出

お１人で行かれたんですか。

藤野

そうです。面白かったけど、「やっぱり、あか

んな」と思いました。合わなかったんですね。

く過ごさせていただきました。夫が、早く仕事が上がれ

平出

最近は、どんな映画を。

たので急きょ、新幹線で来ました。親しい友人と、お世

藤野

うちでビデオとかを見てますが、その中で一番

話になっている他社の編集者さんたちも来てくださり、

すごいなと思ったのは、「ザ・レイド」というインドネ

電気を消してみんなで、「ゾンビ革命―フアン・オブ・

シアのアクション映画。シラットという近接戦闘術みた

ザ・デッド」というホラー映画を見てました。

いなものを駆使する人たちがひたすら戦い続けるんで

平出

本当に、あのときは、すごく落ち着いていらっ

しゃったと思います。

す。主人公は機動隊。麻薬王のアジトを封鎖しに行った
ら、やくざが出てきて、がんがん、みんなが殺される。

落ち着いてないんですよ。やっぱり、欲がある

やくざがでっかいナタで襲いかかってくるんです。スト

じゃないですか。もらえるとは思ってないけど、でも、

ーリーはちゃんとあるんですけど、それがアクションの

もしかしたら、もらえるかもしれないと思ったり。本当

邪魔にならなくて、ほんとにすばらしい映画でした。

藤野

はドキドキしてるんですけど、それを外に出しても、も
らえる確率は上がらないですよね。暴れたら疲れるし、
静かにしてようと。

司会（朝日新聞記者）

あの……。１年間、音信不通

で、それからどうだったかというお話をお願いします。
平出

完成間近の短篇小説を読ませていただいてから
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ちょうど１年後の（今年）２月13日朝10時、突然「爪と

明かしてしまうと、最初の短篇小説は、ちょう

平出

目」の完成原稿が添付ファイルでメールで届き、それは

ど父・継母・娘の３人が共同生活を始めたところまでで

もう、本当に驚きでした。

したね。

藤野

常に考えながら、めっちゃ書き直していたんで

いろいろやって、今ある形を思いついて書いた

藤野

す。人称を変えたり、時系列をいじくったり。どうした

ら、すっと１週間ぐらいで最後まで行ったので、「お

ら、もっともふさわしい形にできるだろうと、私なりに

っ、これはいけるかな」と思いました。

必死で、引きこもって考えた１年でした。
平出

めぢから

あ、今、すごく目力を感じました。藤野さんの

おっしゃるその「ふさわしい形」、この二人称の語りに
たどり着くまではどんな道のりを？
藤野

どの小説を書くときでも、人称と時制は、私が

決めるのに一番時間がかかるんです。小説の命やと思う
からです。何を書くかより、どう書くかの方が、可能性
が広いように思います。何を書くかは、もちろん取材と
かをして、私の知らないことを新たに知って書くことは
できますが、基本的に私という知能の限界のあるフィル
ターを通したものしか書けないじゃないですか。いろん

そして完成したお原稿をいただいた日の翌日に

平出

お会いして。
その日は講談社さんの仕事で東京へ行って、帰

藤野

りしに会っていただいて、そうしたら、すでに平出さん
が読んでくださっていて、「掲載しましょう」と言って
くれはったんですね。
編集部内でも「すぐに掲載しよう！」と盛り上

平出

がったんです。
それで、また翌週ぐらいに新潮社さんに呼んで

藤野

いただいたんですね。
そうでしたね。校了までは残り２週間でしたか

平出

な事実を自分の中で素材として持っているけれども、し

ら、すぐに上京していただいて。私はお原稿をいただい

ょせん私が集められるだけのものにすぎない。何を書く

た翌日にお会いしたときに、藤野さんがこの小説につい

かは、限界があると思っています。でも、どう書くか

て「傷ついた人を描くのではなくて、傷つかない人を描

は、いろんなことができるはずで、実際、小説を読んで

きたいと思ったんです」と仰ったことがとても印象に残

いると、本当にいろんな書き方があります。

っています。確かに、そういう作品は他にあまりないと

平出

同じ設定、つまり同じ登場人物や同じ物語の流

れであったとしても。

いうか、新しい小説ではないかと思いました。
「いけにえ」でも強く意識して書いたんですけ

藤野

まさに、そういうことです。私はまだ、年齢的

ど、傷つきやすい人というのは、小説の主人公になるこ

なこととは関係なく、素材の引き出しが多い方ではない

とが多いかなと思います。傷つきやすい人とは、気がつ

と自分で思っていますので、現時点で勝負できるのは、

きやすい人ですよね。小説家自身が、いろいろ気がつい

どう書くかやなというのがあります。それに一番時間を

ているから書いているのであって、それが半ば投影され

かけますね。

た形で、いろんなことに気がつく人だったり、傷つきや

傷つかない人を描きたかった

すい人が出てくることが多くなっているのかなと思いま

藤野

す。その一方で、自分自身に図太いところがあったりす

先ほどから完成を待つ間の１年間は連絡が途絶

る。私の勉強不足で知らないだけだと思いますが、そう

えがちであったことを冗談交じりに話してますけども、

いうのを書いた小説って、もしかしたら少ないんじゃな

原稿をいただいたときは、藤野さんのその間の粘りが確

いか、書いてみたいなと思ったんです。そういう図太さ

かなかたちになっているのを感じました。最初にいただ

が悪いというふうには言いたくなくて、「そういうとこ

いたお原稿でも十分楽しく物語が展開していて、藤野さ

ろがあるよ」というだけの話を書きたいなと思って。

平出

んならではの繊細な描写や皮肉が効いた作品でしたの

平出

観察するように、記録するように。

に、そこに甘んじない、並ではない迫力を感じました。

藤野

そうですね。

人称と時制の工夫をめぐり、書き直しはどれくらい試さ

平出

その手つきは文章にも残っていると思います。

れたんですか。
藤野

何回も、何回も。登場人物の誰の視点を中心に

大庭さんはどうでしたか。すぐに一緒に読ませていただ
いたんですよね。

するかによって、どういう順番で物事を出せばいいかも

大庭

そうです。「いいじゃん！」と言いました。

変わるし、これだけの出来事が起こると想定していて

平出

不倫の末に家庭内にゆがみが生じるという物語

も、実際に書く出来事と書かない出来事があるじゃない

は他にもあるけれど、この「爪と目」に描かれた世界は

ですか。そういう選択も変わってくるし。10回ぐらいは

どこか磨りガラス越しに見る光景のようで、非常に独特

書いてると思います。最初にお渡ししたのは６割程度進

なものです。編集部のデスクで原稿を開き、最初の一文

行した状態だったんですけど、そこから先がどうしても

から「あれっ？」と止まってしまって。主人公がつかめ

行かなくて、イライラしました。

ない。「わたし」は誰なのか、「あなた」が誰なのかが

す
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つかめない。何か言葉を足す必要があるのか、でも単純

うことです。ただ、藤野さんはどこか肝が据わってい

にわかりやすく変えれば良いということでもなさそうだ

て、改稿中、私たちは、校了までの時間が残り少ないの

……と戸惑いながら、ペンを握る右手が止まったままだ

で、一秒でも多く原稿に取り組んでいただきたいと焦っ

ったことを覚えています。

ていたんですが、藤野さんは東京滞在中もコンビニの雑

普通に読んだら、最初にびっくりします。「こ

大庭

れは何のこっちゃ」と。

って、私「おやめくださいませ」と……。

とくに私は、１年前に父と子と愛人の三者関係

平出

誌売場で「『GINZA』買っていいですか」とおっしゃ

がクリアに描かれた原稿を読んでいるので、完成した
「爪と目」の視界の不透明さがよりわかるというか、そ

藤野

ホテルへ行ったら、急に、普段読まないファッ

ション誌とかを読んでみたいなーという気になって。
平出

この１年間私の知らないところで、何度も、何

れゆえによりいっそう濃く醸し出される家族関係のゆが

度も色々な書き方を試していただいたことに、編集者が

みに圧倒されました。

最後にできることは少ないんですけど、最大限のことを

ありがとうございます。翌週に呼んでいただい

藤野

彼も興奮していた

平出

あ、そうなんです

藤野
か？

じっと目を見つめな

がら、いいんじゃないかと
いうようなことを低い声で
淡々とおっしゃって。すご
た。でも、私はそのとき熱
を出していたんです。冬だ
ったし、寒かったので。
新幹線から降りて

平出

いらっしゃったときの姿は
「大丈夫かな」という感じ
でした。
藤野
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年、「爪と目」で芥川

く緊張して聞いていまし

京都市生まれ。同志社大学文学部卒業、同大

んですよ？

ふじの・かおり

いと思います」って。

学 大 学 院 美 学 お よ び 芸 術 学 専 攻 博 士 課 程 前 期 修 了。 ２ ０ ０ ６

しまして、矢野さんが「い

藤野 可織さん

年、「いやしい鳥」で文學界新人賞。

潮」の矢野編集長にお会い

龍之介賞。近著に「おはなしして子ちゃん」（講談社）

たときに、私は初めて「新

したいというか、力を込めてくださったことにどう応え

平出さんと矢野さ

たら良いかと…。
編集者の方が本当

藤野

にすごいなと思うのは、校
了 間 際 に な る と、 深 夜 で
も、普通に電話に出てくだ
さるんですね。私はうちに
いて、最後の微調整は平出
さんと電話でしたんですけ
れども、夜の２時とかでし
たよね。
平出

校了日の夜は、そ

うでしたね。
藤野

私のマンションは

電波が悪くて、ベランダま
で行って窓際でギリギリつ
ながるんです。そこで、コ
ンビニ前でヤンキーがタバ
コを吸ってるような姿勢
で、床に置いたゲラを見な
がら「はい、はい」とか言

んから「この部分をもうちょっと考えて、つけ加えたほ

いながらやっていたら、夫が衝撃を受けて「こんな時間

うがいいです」「この部分はちょっと説明不足だと思い

に、誰と電話してるの」って。私は「平出さんやでー」

ます」とか、いろんなご指摘をいただいて、それを、ホ

みたいな感じで。それが全部終わったら、私は寝られる

テルに一晩泊めていただいている間に書いて、翌日お渡

んですけど、平出さんは寝られないんですよね。入稿と

ししますと言ったんですけど、ホテルに帰ったら即、寝

かあるし。

てしまって。

平出

藤野さんは最後の最後まで文章の細かいところ

平出

あの時は無理をお願いしてしまいましたね。

までこだわられるので、校閲を進める傍ら２時間おきに

藤野

すごくいいホテルで、静かに朝まで熟睡してし

電話を続けるような感じで、私が起きているときは藤野

まいました。でも、寝て起きたら、完全に熱が下がって

さんが寝ていて、藤野さんが起きているときは私が寝て

ると思ったんですね。それで京都に帰って、２～３日で

いました。

改稿しました。
平出

私と編集長の間では、今回の藤野さんの作品は

更なる飛躍作になるんじゃないか、という思いがあっ
て、原稿をいただいてから校了までは連日、時には徹夜

藤野

こっちからしたら「平出さんは、いつ寝てはる

んやろうな」と思って。私の小説だけじゃなくて、ほか
のこともしてはるわけじゃないですか。
平出

あの数日間はずっと興奮していて、眠くなかっ

で読み込みを重ねていました。裏を返せばそれは、この

たんですよね。この作品からそのぶんのエネルギーと緊

作品がそれほど人を突き動かしてしまうものだったとい

張感をもらってたんです。
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の画面が描かれているけれども、この画

藤野可織さん（壇上右）の話を聴く中之島どくしょ会の来場者たち

面の視点はどこにあるか、高い位置から
見ている、低い位置から見ている、そう
いう話です。私はほとんど勉強せずに遊
び回っていたんですけれども、文章だけ
は書けるようになりたいと思い、けっこ
う頑張りました。「キミは研究は大した
ことないけど、文章はなかなかうまい
な」と言ってもらって、無事に修了でき
ました。修士論文を書きながら初めて文
芸誌の新人賞に応募する原稿を書いたと
大庭

そうですね。最初に読んだとき、本当にピンと

きも、先生にたたき込まれた書き方で書こうと思いまし

きました。「これはいい」と思いました。

た。だから、私の小説は全部フィクションで、見たもの

対象を感情排して正確に書く

じゃないんですけど、正確に書くことを心がけてます。

平出

「爪と目」の文章は、語りが報告書めいている

今でも、それが一番大事やなと思っているので、どうし
ても、そういうふうになっちゃうんですかね。

というか、感情に迫ってくるところがあるのに、どこか
淡々としています。どうしてですか。

平出

感情を排して正確に描くということですけど、

「爪と目」ではスナック菓子を食べ続ける子どもののど

それは、完全に大学院のせいです。私は同志社

や、亡くなったお母さんのまぶたがくぼんでいるという

大学の大学院を出ているんですけれども、美学および芸

描写が印象的で、描こうとするものの、その目の付けど

術学専攻で、ひとつの芸術作品をテーマ、研究対象に据

ころも大きいのかと。静かに語られているのに、受ける

えて、それについて論文を書くんです。書く訓練をして

印象としては非常に生々しいものがあり、不思議に思っ

いない人たちばかりなので、いま一つ要領を得ない文章

ていました。

藤野

が多いんですけれども、お世話になった先生が文章を書

司会

多くの読者が疑問に思われるだろうなという点

くことに厳しくて、明快な文章を書いて、対象の作品を

を、僕から代表して伺いたいんですが、小さい子どもが

文字で正確に描写することさえできれば、論文はできた

「わたし」と書くにしては、ずいぶん大人びたことを話

も同然だと言われました。

していると思うんですけれども、どのように考えればい

平出

対象の作品というのは？

藤野

絵とか写真、彫刻、映画、広告。視覚芸術が多

いんでしょう。
それは終盤で、「わたし」が成長したときの

藤野

いですね。現代のＣＭから江戸時代の浮世絵まで、方法

「あなた」との関係のことに言及しているので、その時

論の基本はそう変わりません。その先生のご専門は江戸

点ですね。身体的に「わたし」が「あなた」を上回るよ

時代の視覚芸術なんですけれど、幅広いテーマを持った

うになった時制からの話なので、３歳の子どもがしゃべ

学生を見てくださって、言うことは一緒です。「正確な

っているわけではないということです。

文章を書け」「あんたの論文のこの部分は、作品をまっ

大庭

過去回想的な。

たく言い表せてへんやないか」。言い表すというのも、

平出

娘は「あなた」について語りながら自分のこと

エモーショナルな部分ではなくて、事実なんです。ここ

を語っていているようにも感じました。

に、こういう線が引いてあって、こうなっていると。こ

どくしょ会後半では、来場者からアンケートで寄
せられた質問に、藤野可織さんが答えた。
藤野

まず読書の話。小さい頃から、江戸川乱歩と

かポーの短編が好きでした。ここ数年は外国文学が中
心ですね。最近読んだのだと、ジュノ・ディアス「こ
うしてお前は彼女にフラれる」とか、ミュリエル・ス
パーク「バン、バン、はい死んだ」が面白かったで

科学系の本も好き

■ 質問に答えて ■

藤野

そうですね。

す。この前、対談させていただいたウラジミール・ソ
ローキンさんも大好き。科学系の本も好きです。八代
嘉美さんと海猫沢めろんさんが対談形式で書かはった
「死にたくないんですけど iPS細胞は死を克服できる
のか」。あと、理解は進まないんですけど、カンブリ
ア紀の目の成立についての本を読んでます。
め

大庭

「眼の誕生（アンドリュー・パーカー著）」

藤野

もう一つ多かった質問が夫と私生活。夫とは

大学で同級生。卒業間際から10年つき合って結婚し、
今年で２年ぐらい。子どもはおりません。普通のサラ

2013.12

くらいのお金はあるのでうきうきして切ったら、悲し

リーマンで、まったく本を読まない人ですが、私の掲
平出

「爪と目」については、どんなことを。

藤野

２時間ぐらいかけて読んで「ええやん」と。

大庭

家事分担の質問もありますね。

藤野

うちは京都なんですけど、夫は勤務先が大阪

で、終電で帰ってくるぐらいの激務。料理は私が最初
は頑張ってつくったこともあったんですけど、最近は
忙しすぎてまったくつくってません。でも、特に不満
を顔には表さはりませんね。おそらく10年の交際期間
に、「この人には何を要求しても無駄だ」と悟りを開
いたんだと思うんです。
平出

とってもうらやましい。

藤野

続きまして、私の孤独な少女時代についてで

すが、友だちはたくさんはいなかったし、憂いのな
い、楽しいだけの中高時代ではなかったです。大学に
入ると、映画の話をできる趣味の合う人が増えたんで
すけど、どっちかいうとミニシアター系みたいなやつ
が好きな人が多かったですね。夫も、ゴダールとかア
ントニオーニとか、ヨーロッパのちょっと古めの重厚
な映画が好き。私は、シュワルツェネッガーとかスタ
ローンの、腕力の強いやつが偉いという映画が好きで
す。作家になると、ゾンビやエイリアンに偏見を持っ
てへんし、むしろ大好きだという知り合いが増えまし
た。ホラー映画を見てはる女性もまったく珍しくない
ですし、みなさん私よりずっと詳しいです。そういっ
た方々に、さらに怖い映画、ばかな映画を教えてもら
ったりしてます。人生は大人になるにつれて楽しくな
った口です。
大庭

そうなりたいものですね。

藤野

中学時代はおおむね時代劇を見て生きてまし

たね。時代劇は今も好きです。お勧めは、近衛十四郎
が出てる「素浪人 月影兵庫」。殺陣がかっこいいん
ですね。同じキャストで「素浪人 花山大吉」という
のもあります。
大庭

ヘアスタイルはずっとボブ？という質問。

藤野

髪が短い方が好き。面倒くさいからです。小

学校のときは母の趣味でロングヘアでした。高校生ぐ
らいになって思いっきり切ったんです。ジェーン・バ
ーキンが出ている映画を見て、ベリーショートがかわ
いかったので。美容院から帰ったら、母親に「あんた
は吉田拓郎か」と言われました。夫はロングヘアを唯
一のものとして信仰しています。そのことについて
は、今だに夫婦間で小競り合いがあります。わりとい
ろいろな髪型をやってて、会社を辞めて小説だけで収

読まない夫が読んで「ええやん」／バーキンのつもりが拓郎に／泣きながら書いた最新作

載誌が届いたら、必死に読んでくれます。
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んでいました。
大庭

ファッションには、ほとんど関心がないよう

にお見受けしますということですが。
藤野

本を買っちゃうので、そんなに服にお金が回

らないんですけど、実は大好きです。丈夫かどうかが
大切やと思うので、ふわっとした、女性っぽい服はあ
んまり持っていません。この夏は賞をいただいて、取
材をしていただく機会が増えたので、こらアカンと思
ってけっこう買って、私的にはあり得ないぐらい女性
らしい格好をして人前に出ましたが、本当は今日みた
いな感じのものが多いですね。靴も好きです。ハイヒ
ールは痛くなるので、あまり履かないようにしてます
が。
大庭

美術の話を。

藤野

町田久美さんの絵は大好きですし、この前、

展覧会をしていたフランシス・ベーコンも好き。大学
院では木村伊兵衛の写真集について修士論文を書きま
した。今は志賀理江子さんがめちゃくちゃ好きです。
大庭

最新刊は「おはなしして子ちゃん」？。

藤野

はい。10編の短編が入っています。「おはな

しして子ちゃん」と「美人は気合い」はちょっと前に
書き、あと８編は「群像」の今年８月号に掲載してい
ただきました。２月に平出さんにお会いしたときは、
講談社さんとその相談をしに東京へ行ったんです。そ
のときは、８つじゃなくてもっと、20個くらい短編書
いてね、って言っていただいてたんですが、６月にな
っても、２つしか書けていなくて……。じゃあもう８
月号だから８つでいいよ、あと６つがんばってね、と
いうことになりました。芥川賞候補になったと電話を
いただいたのは、それを泣きながら書いている最中で
した。だから、あまり喜んでる暇はなくて。６月の１
週目は他誌さんの短編も書かなきゃいけなかったし。
そんなこんなで、２週目に入ってから、必死で校了ま
でに６つ書きました。この本は短編集なので、そこそ
こ読みやすいんじゃないかなと思ってます。
平出

ホラーにサスペンスあり、ＳＦあり、日常に

非日常のファンタジックな展開があって作風の厚みを
感じさせる短編集ですね。
司会

今後の抱負なりをお願いできますか。

藤野

私は生まれが京都で、ずっと京都に住んでい

ます。コンパクトな街なので、ちょうどいいです。東
京は、めっちゃ行きたいイベントがいっぱいあって、
いつもうらやましがっているんですが、もともと引き
こもりで、外に出るだけで大ダメージなので、行けず

入を得ようとしはじめると、どんどん長くなっていき

に残念がっている方がいいのかもしれません。これか

ました。これは単に美容院に行くお金がなくて。消極

らも今までどおり京都でコツコツ書いていくつもりで

的ロングヘアですね。夫は喜んでました。最近はその

す。今日はどうもありがとうございました。
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かつては扉を少し開いて静かに客の訪れを待つという

北大阪ミュージアムメッセという初めての催しが11月

イメージだったミュージアム＝美術館・博物館が、変わ

３、４両日、大阪府吹田市の国立民族学博物館で開かれ

りつつある。積極的に街に飛び出し、利用者＝市民に活

た。同府北部の７市３町にある、北大阪ミュージアム

動を広くＰＲしようという動きが増えてきた。象徴的と

ネットワークに加盟する美術館、博物館51団体が一堂に

思われる催しを２つ、大阪で取材した。 （黒沢 雅善）

会した。いわばミュージアムの文化祭だ。会場内に設け

㊤埴輪を組み立てる（高槻市立
今城塚古代歴史館）㊨一升びん
の米つき機で戦時中の耐乏生活
を体験（吹田市立平和祈念資料
館）㊦ミニチュア銅鐸をつくる
（茨木市立文化財資料館）＝大
阪府吹田市の国立民族学博物館

2013.12

られたブースでは、参加各館が展示を競い、来場者が参
加できるワークショップを催した。
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ないぞ、と刺激を受け、勉強にもなります」
きっかけになったのは、昨秋開いた「こんなんあんね

ガムラン体験＝大阪音楽大学音楽博物館／作ってみよ
まがたま

ん！

地域でがんばるいろいろミュージアム」と題した

う！勾玉＝関西大学博物館／アイロンビーズで太陽の塔

シンポジウムだった。メッセの幹事役を務めた吹田市立

をつくろう＝EXPO'70パビリオン／ミニチュア銅鐸をつ

博物館の中牧弘允館長は次のように話す。

どうたく

ひろちか

くろう＝茨木市立文化財資料館／はにわで遊ぼう＝高槻

「一つ一つは離ればなれで小さなミュージアムでも、

市立今城塚古代歴史館／家紋の切り紙に挑戦～紋切り遊

集まって知恵を出し合い、利用者のみなさんとのきずな

び＝高槻市立しろあと歴史館／コイの食べ物 コイの口

を深めれば、いろいろなことができそうだという手応え

（芥川緑地資料館〈あくあぴあ芥川〉……。

を、そのとき感じ、今回の催しに発展しました。発掘調

民博のエントランスホールでは、大阪府指定民俗文化

査などで舞台が広い地域にまたがり、いくつもの施設が

財の淀川三十石船船唄などの伝統芸能やパフォーマンス

協力して取り組むべきケースも増えています。１回だけ

が、次々に披露された。

の催しに終わらせず、ぜひ継続させたい」

秋の連休ともあって、人出は上々。主催者側も「多く

12月７日には早速、北大阪ミュージアムネットワーク

の人に来てもらえ、案内しがいがあります。隣のブース

主催で、古墳についてのシンポジウムを催す＝15ペー

はどんなことをしてるのかな、こちらも負けちゃいられ

ジにシンポジウムの案内。

これが日本最古のカフェ建築
パウリスタ

映像･パネル・模型を公開

北大阪ミュージアムメッセの会場に、関西スクエア会報11月号で紹介し
た国内最古のカフェ建築「カフエーパウリスタ箕面店」の動画映像、パネ
ルと復元模型が展示公開された（写真上・右上・右下）。
動画映像（約10分）とパネルをつくったのは、関西に残る歴史建築のド
キュメンタリー制作に取り組んでいる映像作家、若林あかねさん。阪急電
鉄豊中駅前に移築されて残っていたこの建物の今と昔を、自ら撮影した解
体直前の室内外、解体工事の様子などに加え、「発見」のきっかけとなっ
た明治時代の絵はがきなどの歴史的な資料を使い、詳細に紹介した。
模型は関西大学の西澤英和教授（建築保存工学）研究室の学生、越生恵
理さんの制作。解体した部材や昔の写真をもとに寸法や構造、意匠を割り
出し、20分の１の大きさで建築当時の姿を再現した。詳しい調査データを
反映させて、さらに細部を仕上げたいと言っている。
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これでいいのか？大学博物館
改革模索しシンポジウム

ポジウムが11月９日、大阪市北区中之島４丁目、大阪大
学中之島センターの佐治敬三メモリアルホールで開かれ
た。サブタイトルは「これでいいのか？
ジアム

大阪のミュー

地域文化と学術研究の担い手を目指して」。同

大学総合学術博物館と大阪商業大学商業史博物館が主催
し、博物館の関係者ら約150人が参加した。
「負のスパイラルから抜け出せ」
大阪の博物館は、採算ばかりに目を向けて、東京で企
画された巡回展を催すことが増え、地域に根ざした文
化、芸術を市民に広く紹介する役割を果たせていないの
ではないか――そんな危機感が、開催を呼びかけたきっ
かけだった。大阪大学総合学術博物館の橋爪節也館長が
まず趣旨説明に立ち、問題提起した。
「学術審議会の平成８（1996）年の報告は、大学博物

「○」と「×」が印刷された案内チラシ。来場者が

討論に参加して賛否を表明するカードを兼ねている

その名もズバリ「大学博物館、街に出る」というシン

館が展覧会や講演会を通じ、学術研究から生まれた『多
くの創造的、革新的な新知見等を地域住民に積極的に公

文化的情報発信の拠点とすることも、検討課題だ」

開』すべきだと提言している。開かれたミュージアムを

続いて、４人が基調報告した。

どのようにつくるかが、差し迫った大事な課題だ。しか

橋爪館長は、総合学術博物館で今春開いた「オオサカ

し、2008年の統計によると、大阪府にある美術館は、人

がとんがっていた時代

戦後大阪の前衛美術

焼け跡か

口10万人あたり0.19館で、47都道府県中46位。博物館は

ら万博前夜まで」という企画展を紹介。大阪に焦点を絞

0.96館で最下位だ。新たな大学ミュージアムの設置に、

り、調査研究の成果を地域に公開するこうした活動によ

直ちに取り組むことが望まれる。一方、大学が保管して

って、大学へ民間から史料の寄託が増え、さらに研究が

きた学術標本の画像データベース化と情報公開は、可能

進む効果が期待できる。展覧会がない→画家の存在が忘

なところですぐ始めることが必要。図書館などの関連施

れられる→展覧会に人が来ない……という負のスパイラ

設とネットワーク化し、大学全体を地域社会への知的・

ルから脱却するヒントになるのではないか、と話した。
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「その通りと思われる方は○、違うと思われる方は×を上げてください」。ディスカッションでは司会者の呼
びかけに来場者らが答え、活発な論議が繰り広げられた＝大阪市北区中之島４丁目の大阪大学中之島センター

あけ お

次に、大阪商業大学商業史博物館の明尾圭造・主席学
芸員は「商業史としての美術

文人画に宿る可能性」と

改革が最大の課題」「そもそも大学の門に『関係者以外
立入禁止』の看板が立っている｡ お客さまに『来てくれ

題し、「近世大坂は、商人自らが日々の暮らしの中で文

るな』と言っているのだ。この方が問題」

雅を楽しむ洗練された文化都市で、木村蒹 葭 堂（酒造

――収蔵品を見せる工夫をしているか。

業）、岡田米山人（米穀商）らの文人画家を生んだ。こ

「ウチの大学には100万点を超す資料があると言われ

うした文人画の調査研究は、大坂そのものが持っていた

るが、本当にあるのかどうか誰も知らない。棚卸しだけ

可能性をひもとく鍵となる、専門分野を超えた軽やかな

で生涯が終わってしまう」「20〜30年かけてやっと整理

つながりによる多角的なアプローチが必要」と述べた。

できるかどうか……。どう見せるかまで頭が回らない」

けん か どう

べいさんじん

すが や

さらに、大阪新美術館建設準備室の菅谷富夫・研究主

――博物館連携の現状。

幹は、東洋陶磁美術館など３館と経営統合して中之島に

「個人と個人との関係で収蔵品を貸したり借りたり。

建設することが今年決まった大阪市の新美術館の大事な

やっぱり人間関係。ハコ（施設）の大きさ、立派さだけ

課題として、①学校、大学、図書館などと連携して敷居

ではない」「全部の博物館を網羅した組織はないのか」

の高い施設から脱皮する

「ない。まだ大学の連携で右往左往している段階だ」

②アートアーカイブや萬年社

（大阪にあった日本最古の広告代理店）史料を公開する

――「街に出る」とは。

資料・メディアセンターの設置

「京都では文字どおり、博物館が大学敷地外に出て、

③企業と連携して優れ

たデザイン産業の振興を目指す、をあげた。

観光コースに組み込んでもらっている所がある」「夏休

多くの大学がある京都からも、京都工芸繊維大学美術

みのオープンキャンパスで市民に見てもらい、地元商店

工芸資料館の並木誠士館長が参加。京都市内の14大学15

街に企画展のチラシを配っている」「東大は収蔵品を企

ミュージアムが連携して合同展示会やスタンプラリーを

業にレンタルしている。阪大、京大あたりも考えては」

せい し

していることを紹介し、「互いに対等であることが、イ

――大阪のミュージアムの問題点。

ベントの経費負担や運営面での危うさをはらみつつも、

「国際的な催しにばかり目を向け、大阪の芸術家の展

程よい大きさでまとまりやすい街のスケールメリットを

覧会を、客が入らんと言ってしない。だからますます忘

生かし、観光事業ともタイアップして、大学のＰＲに一

れられる」「北野恒富、菅楯彦といった高いレベルの画

定の成果をあげている」と述べた。

家さえ、取り上げようとしない」「京都では、ここまで

もっと取り上げたい大阪の画家

やるかというくらい、無名の人も紹介している」

きた の つねとみ

すがたてひこ

後半のディスカッションでは、４人の報告者に高島幸

途中で、来場者からアンケートした質問を紹介した

次・大阪大学コミュニケーションデザインセンター招聘

り、来場者に○と×のカードを上げて賛否を表明しても

教授と中谷伸生・関西大学東西学術研究所長が加わり、

らい、終始盛り上がった雰囲気。大阪商業大学商業史博

「大学ミュージアムのあるべき姿」を論議した。

物館の伊木稔館長が「全国に4000を超す公立ミュージア

――大学博物館はどうして敷居が高いのか。

ムがあるが、自ら街へ出ようという発想はこれまで、ほ

しょうへい

「学芸員がお高く止まって、客が展示品について気軽に

とんどなかったと思う。大阪の大学博物館が本日、それ

尋ねられる雰囲気でない。とんでもない話で、その意識

に向かって動き始めた」と宣言して締めくくった。
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会員からの寄稿

唸ります。伝えます。究極の話芸・虎造節
五十回忌・名人大会チケットも完売御礼
浪曲虎造節保存会 創立名誉会長
「ええ！ 愛媛県？ そんな遠くに……」

ひろさわとらぞう

12月25日に東京・浅草の木馬亭で、浪曲師、廣澤虎造
の五十回忌・虎造節名人大会を開催する。この大会の事

八木 健さん

保存会、ナイならば創ろう

こう

第二代廣澤虎造は、昭和39（1964）年12月29日に脳梗

そく

塞で亡くなった。今でも浪曲の代名詞になっている虎造

務局は、愛媛県砥部町にある。なぜな

節の「馬鹿は死ななきゃ治らない」

ら、虎造節保存会は、同町に住む元Ｎ

「寿司食いねえ、江戸っ子だってね

ＨＫアナウンサーの私、八木健が立ち

え」は、どなたも、どこかで耳にした

上げて運営しているからである。

ことがあるはずである。三代目が誕生
ど

こ

この数か月、全国から電話がかかっ

したが、声が違う、節が違う。何処へ

た。「名人大会のチケットを手に入れ

行っても「ニセモノ帰れ」と言われ

たいのですが」「ハイ、往復はがきで

て、不幸なまま死んでしまった。虎造

お申し込み下さい。宛先を申しあげま

節をラジオで聴いた人は、もう70歳以

す。郵便番号791-2103

愛媛県……」

上だ。後継者のないまま、虎造節は人

そんな遠いとこ

々の記憶から薄れ、消えていく一方で

あてさき

「ええっ！愛媛県？

あった。

ろに事務局があるのですか。ご苦労さ

はず

まです。申し込むと、どうなるのです

私は、虎造節の保存会がある筈だと

か？」「返信に代金の振込先を書いて

思って調べた。ところが、ナイのであ

送ります。振り込みを確認してチケッ

つく

る。「コレハイカン。そうだ！

ナイ

トをお送りします」。こんなやりとりをして、チケット

なら創ろう」とひらめいた。ＣＤで聴くのでは、書棚に

は、開催２カ月前に早々と完売となった。普段は聴く人

収まって「ハイそれまで」。ここは唸って語り継がねば

が少ない浪曲だが、12月25日の木馬亭は、補助席までい

ならない。

にぎ

うな

れて、200人近いお客さんで賑やかになるはずだ。

６年前、日本浪曲協会を訪ねた。「ご遺族がいるのに

第４回虎造節全国大会

町高尾田1173-4 Ｅメール torazoubushihozonkai@yahoo.

出場者・観覧者を募集

番号と、大会出場希望の方は生年月日、年齢、出場の

◇とき

裏面に上記の必要事項をお書きください。出場費、観

平成26（2014）年3月22日（土）13～17時

◇ところ
◇審査内容

東京・浅草 木馬亭

co.jp）へ。氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、電話
動機をお書きください。往復はがきの場合は、往信の
覧料の振込先の銀行口座番号などを返信でご案内しま

虎造節なら演目自由。予選５分、本選10分

す。出場者は、応募が定員（15名）を超えた場合、お

澤孝子＝日本浪曲協会会長／東家浦太郎＝同

断りさせていただきます。振り込みの確認ができた方

協会相談役／山田二郎＝虎造節保存会名誉会長／廣澤

より、出場の受付・登録とさせていただき、案内文書

春雄＝平成の虎造／廣澤明仁＝同／廣澤嘉夫＝同／

を送ります。観覧希望の方には、入場整理券を送りま

廣澤虎康＝同

す。口演順序は大会当日、くじ引きで決めます。指定

◇審査員

◇参加料
◇応募締切

大会出場費 15,000円

観覧料 2,000円

キャンセルとさせていただきます。お振り込みいただ

12月31日（火）

◇出場・観覧の申し込み方法など

の期日までに、お振り込みが確認できない場合は、

往復はがきかメール

で、第４回大会出場希望または観覧希望と明記し、
虎造節保存会事務局（〒791-2103 愛媛県伊予郡砥部

いた代金の払い戻しには応じかねます。
◇お問い合わせ
8826 へ

虎造節保存会事務局

☎ 090-5140-
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保存会をつくるなんて、失礼ですから」との返事であっ

掛けた。「カラオケＤＶＤを使って虎造節を唸りません

た。次に、虎造の次男、山田二郎氏を訪ねた。スポーツ

か。浅草の木馬亭で大会を開きます」

中継で鳴らしたＴＢＳのアナウンサーだった方で、当初

虎造節のお好きな方はいるもので、その年のうちに全

はＮＨＫのアナウンサーだった。今も朗読劇の劇団を主

国大会を開くことになった。これまでに３度開催して、

宰している。しかし、「浪曲が衰退しているのに父だけ

４人の日本一が誕生した。第３回は同点最高位が２人だ

の保存会をつくるのは如何なものか。半世紀も経って、

ったからである。４人は、廣澤の姓と「虎」の字を使う

虎造節を唸る人がいるとは思えない」という反応。「で

ことを許された。廣澤虎春、虎仁、虎若、虎康である。

は」と、私が保存会を立ち上げ、山田氏には名誉会長に

４人の口演は「虎造節保存会」のホームページ http://

なってもらった。なんといっても血をひいている貴重な

www.kokkeihaikukyoukai.net/torazou/ で聴くことがで

存在だ。

きる。かなり巧い。

いかが

うま

私は、虎造節保存会創立名誉会長という立場で、12月

カラオケＤＶＤ使って全国大会
さて、しかし、創ったものの、どうしたものか……。
私は途方に暮れた。

あいさつ

25日には以下のような挨拶をしたいと考えている。
「この廣澤虎造五十回忌は全国の虎造ファンを代表し

そこで、思いついたのが、誰でも唸れるように、カラ

て開催するものです。全国民を名調子で酔わせた廣澤虎

オケを創ることだった。浅草で一番の三味線弾きとされ

造に国民栄誉賞をさしあげたい。昭和27年の芸能人人気

る澤村豊子さんを訪ねて依頼した。三味線を弾く豊子さ

投票で、美空ひばりを抑えて１位になったのは廣澤虎造

んを撮影して、浪曲の歌詞の字幕をつける。こうして

だったのだから」

「石松三十石船道中」のカラオケＤＶＤが完成した。私

虎造節は究極の話芸であった。無形文化財だった。と

は、それを持って松山市内の老人介護施設を訪問し、演

すれば、その文化財を後世に伝えるのは私達の責務であ

じた。「イケル」と確信して、全国の虎造ファンに呼び

ると思うのである。

花を
訪ねて

悪玉だと決めないで
セイタカアワダチソウ

キク科

花言葉：元気、生命力

近頃、この花に元気がない。かつてはすごい勢いで
各所に生い茂り、悪玉帰化植物の親分みたいに嫌われ
たのに、草丈が縮まり、何だかおとなしくなった。
気のせいかと思って、本とネットで調べたら、この
植物は種子の発芽を抑える物質を分泌し、ライバルに
なりそうな他の植物を駆逐する。しかし、自分自身の
発芽も抑えるので、数年すると同じ場所に生えられな
くなる――ということが載っていた。盛者必衰。人間
がやきもきしなくても、自然界には見えざる手が働い
て、ちゃんと平衡が成り立つということか。
花粉症を引き起こす、とぬれぎぬも着せられた。虫
媒花で花粉は重く、スギ花粉のように風に乗って遠く
へ飛ぶことはない。花は肌を滑らかにしてアトピー性
皮膚炎のかゆみを和らげるといわれ、最近は入浴剤と
して重宝され始めた。時が変われば評価も変わる。
むち

英名ゴールデン・ロッド（金色の鞭）。原産地の米
国では、アラバマやケンタッキーの州花として愛され
ている。日本の野山に咲くアキノキリンソウと同属の
仲間。秋の七草のオミナエシに似た風情もある。虚心
に帰って眺めれば、きれいな花だと思う。

（雅）

京都市左京区・賀茂川の河原で
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イベント・出版等の情報

うた・童謡と現代詩、両方ともつくり続けた
「世界の国からこんにちは」作詞者の遺稿集
1970年に開かれた大阪万博のテーマ曲「世界の国から
こんにちは」を作詞し、2011年４月に亡くなった詩人、
島田陽子さんの遺稿集「じいさん ばあさん

詩とうた

と自伝」が、編集工房ノアから出版された。
Ⅰ～Ⅳの４部構成。巻末の解題によると、2000年以降
を中心に、既刊詩集に載っていない作品を集めた。Ⅰは
そう

同人誌「叢 生」などに発表した現代詩。Ⅱは「じいさ
ん

ばあさん」シリーズとして書いていた作品をまとめ

た。Ⅲは童謡・児童
文学誌「ぎんなん」
に発表したものが中
心。Ⅳが「詩的自叙
伝

数ならぬ身の」

となっている。
東京生まれで大阪
に長く暮らし、標準
語と大阪弁の両方で
創作した。「私、バ
イリンガルよ」が口

三好達治賞の贈呈式に元気な姿を見せた島田陽

癖だった。そして、

子さん（右）。敬愛していた詩人、新川和江さ

普遍性を求められる

んと＝2011年４月２日、涸沢純平さん撮影

うた・童謡をつくる
一方、個に徹する現代詩にこだわり続けた。そんな、こ

り」「いぬ」「しゅうかく」「よくあること」……。タ

の詩人らしさがにじみ出た編集だ。

イトルにもフレーズにも漢字をほとんど使わず、シンプ

「自叙伝」は、「詩と思想」誌09年４～６月号に掲載

ルにつづった14篇。果たして、現代詩なのか、うたなの

された。父との確執。結婚して大阪に住み、詩の会に入

か。読んでいると、そんなカテゴライズなどどうでもよ

るが、子育てに追われてくじけかけた若い頃。同年の詩

く思えてくる。詩人が最後に到達した、小春日のような

人、新川和江さんの生き方に啓発され、経済的自立を目

境地を連想させる作品たちだ。

指してＧＭソングや童謡を書き始めたこと。仕事として

島田さんの著書の出版を数多く手がけ、この遺稿集も

うたを書いても、詩をうたにはしない、と自分を律し続

編集した編集工房ノアの涸沢純平さんは、同社のＰＲ誌

けたこと。第一詩集「ゆれる花」の出版と、師と仰いだ

「海鳴り」23（2011年８月）に次のように書いている。

小野十三郎。創作に活力を与えてくれた大阪の風土、人

「島田さんは、余すこと、が嫌いだった。エッセイで

情、暮らしとの出会い。金子みすゞの童謡に出会って受

もすべてを盛り込んだ。ご主人との約束は『主婦、母と

けた衝撃。関わった同人誌と詩の仲間たちの思い出――

しての役割さえ果たせば、何をしようと自由だ、と認め

これまで断片的に紹介されていた生涯を、改めて簡潔な

ていた』（『詩的自叙伝』）だった。読むこと、書くこ

筆致で振り返っている。

とは深夜におよんだ。徹夜もした。非常な努力で島田陽

「じいさん ばあさん」は、夫婦のがん体験を記して
生前最後の詩集となった「わたしが失ったのは」（08

子を作り、生ききった。全部を生ききった」
四六判、342㌻、2,500円（税別）。注文、問い合わせ

年、編集工房ノア）の出版後、島田さん自身が「次は、

は、編集工房ノア（〒 531-0071

大阪市北区中津3-17-5

小さな詩集を出したい」と計画していたという。「ふた

電話 06-6373-3641 ファクス 06-6373-3642）へ。 （雅）
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シンポジウム｢謎の古墳を探る
―木でつくられた墓室―」
吹田市立博物館さまから
北大阪ミュージアム・ネットワークが主催する平成25

15

（日祝日休館）
◇ところ

大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館（〒

560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-20 ☎ 06-6850-6284）
※阪急電鉄宝塚線石橋駅から徒歩約10分
◇入場無料
◇ミュージアム・レクチャー

12月７日（土）14時〜15

年度のシンポジウムです。

時半、待兼山修学館３階セミナー室。「ロシア使節プ

◇とき

チャーチンの来航と大坂・下田」。西澤美穂子氏（専

12月７日（土）14時半〜16時半

◇ところ

吹田市立博物館 講座室（〒561-0001

大阪

府吹田市岸部北4-10-1）

修大学・鶴見大学非常勤講師）。定員60名。無料。当
日先着順

※ＪＲ吹田駅北口、同駅東口２番のりば、または阪急吹

◇適塾記念講演会 12月14日(土)14〜16時、大阪大学会

田駅１番のりばから、原町二丁目・亥子谷経由千里中

館講堂(豊中キャンパス)。「大坂洋学事始―その萌芽

央行（４系統）バス紫金山公園前下車徒歩約４分ほか

と成熟」。高橋京子氏（大阪大学総合学術博物館）、

◇講演

「吹田の古墳―新芦屋古墳を中心に―」藤原学

岡美穂子氏（東京大学史料編纂所）。要申込。適塾

氏（旧西尾家住宅館長）／「茨木の古墳―上寺山古墳

記念センター（FAX 06−6850−5015

を中心に―」清水邦彦氏（茨木市立文化財資料館学芸

info@tekijuku.osaka-u.ac.jp）へ。詳しくは同センター

員）／「陶工の墓から探る―須恵器生産と木室墳―」

のホームページ http://www.tekijuku.osaka-u.ac.jp/

菱田哲郎氏（京都府立大学教授）
◇全体討論

コーディネーター＝中牧弘允・吹田市立博

物館長
◇定員120人

申込不要

◇お問い合わせ先

Ｅメール sympo-

明治黎明期の言論界
- 陸羯南･三宅雪嶺と上方の人々 大阪商業大学さまから

吹田市立博物館（☎ 06−6338−5500

FAX 06-6338-9886）

特別展「緒方洪庵・適塾と
近世大坂の学知」
大阪大学総合学術博物館さまから

大阪商業大学商業史博物館所蔵の中谷コレクション
は、中谷作次氏（故人）が70有余年の歳月をかけて収
集した号外、新聞､ 雑
誌、付録、博覧会関係
からなる膨大なコレク
ションです｡ その新聞

大阪大学総合学術博物館と同大学適塾記念センターが

コレクションや書画作

主催する特別展。「本年、2013年は江戸時代後期に大

品（個人蔵）をもとに

坂で活躍した医師・蘭

幕末から明治黎明期の

学者である緒方洪庵

言論界を概観します。

（1810-1863） が 没 し

東京で新聞社を経営し

て150年、1838（ 天 保

ていた陸羯南（弘前出

９）年に洪庵が大坂瓦

身）、東京の言論界で

町に適塾を開いてか

活躍した三宅雪嶺（金

ら175年の節目の年で

沢出身）を中心に京

す。洪庵はここで診療

都、大阪の言論界からも、ゆかりの資料を展示します。

に励みつつ蘭医学を研

併せて、連続講座を開きます。

究、数々の著訳書を生

【展示】

み出し、天然痘やコレ

◇とき

こう あん

ラ対策にも尽力する中

れいめい

くがかつなん

せつれい

12月４日（水）〜21日（土）。開館時間10時〜

16時半（日祝日休館）

で、塾生の教育に当た

◇ところ

りました。洪庵と適塾に関する重要資料はもちろん、こ

※近鉄奈良線河内小阪駅から北東へ徒歩約５分

れを育んだ個性に富む近世大坂地域の人と学問にもスポ

◇入場無料

ットを当てます」（案内チラシより）

【連続講座】

◇とき

◇内容

12月27日（金）まで。開館時間10時半〜17時

大阪商業大学商業史博物館

12月７日（土）「陸羯南とその周囲」高木宏治
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・筑波大学非常勤講師
同12日（木）「江戸時代の番付とかわら版」明尾圭造

テクノメイトコープ公開講演会
上方文化評論家

・大阪商業大学商業史博物館主席学芸員
同19日（木）「明治の言論界と新聞」長妻三佐雄・大
阪商業大学教授
◇時間

大阪商業大学 GATEWAY ４階ネットワーク

レクチャールーム
Ｅメール、ファクス、電話で氏名、住所、

連絡先（電話番号またはＥメールアドレス）を明記の
し、大阪商業大学学術研究事務室（〒577-8505

大阪

府東大阪市御厨栄町4-1-10 ☎ 06-6785-6139 FAX 066785-6237 Eメール

日本人 ～ 終天神と初天神」。会場は、なんば道頓堀ホ
テル（大阪市中央区）です。お問い合わせは、ＮＰＯ法
人テクノメイトコ－プ（☎ 06-4963-9876）まで。

◇定員各回50名（事前申込制）。無料
◇申込方法

12月18日（水）14時20分から、第16回テクノメイトコ
ープ公開講演会の講師を務めます。演題は「天神さんと

14時〜15時半（12月19日のみ15時〜16時半）

◇ところ

hiken@oucow.daishodai.ac.jp）へ

「馬耳東風では済まないはなし」
新著刊行＆サイン会
上方文化評論家

福井 栄一さんから

クリスマスイブイブ
ジャズパーティー
at RUGTIME OSAKA
ＮＰＯ法人
◇とき
第一部
◇ところ
14

来年が午歳であることにちなみ、12月10日（火）に、

17時〜

第二部

アクロスビル４Ｆ

☎ 06-6214-5306）

大塚善章＝

ピアノ、宮本直介＝
ベース、田中ヒロシ

は済まないはなし」（技報堂出

＝ドラムス、新井雅

版、税別2,000円）を刊行しま

代＝ヴォーカル、石

す。日本の古典文学に登場する

田原美鈴＝同、フレ

馬の珍談奇話を61篇集め、現代

ディ葉山＝同、戸田

語訳した異色作です。

裕美＝同ほか
◇入場料

第一部、第

12月14日（土）14時から、ジュ

二部とも前売 2,500

ンク堂書店難波店（大阪市浪速

円（当日3,000円）

☎06-4396-4771）

20時〜（入れ替え制）

ラグタイム大阪（大阪市中央区心斎橋筋 2-6-

通算24冊目の著書「馬耳東風で

なお、本書の刊行に合わせ、

関西ジャズ協会さまから

12月23日（月／祝）

◇出演者

うま

区湊町1-2-3

福井 栄一さんから

◇ご予約・お問い合わ

で、「福井栄一 ミニトークショー＆サイン会」を開催

せ先 ＮＰＯ法人 関

します。ご予約不要、入場無料（先着40名）です。

西ジャズ協会（☎ 06-6442-0370）

2013.12
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再びキャンパスに立ってほしい
戦没学生記念像 わだつみ像
1943年の学徒出陣から今年で70年
なのにこだわって、立命館大学国際
平和ミュージアムを再び訪ねた。
この像は、ベストセラーとなった
戦没学生の手記「きけわだつみのこ
え」にちなみ、日本戦没学生記念会
（わだつみ会）の依頼で彫刻家、故
しん

本郷新がつくった。出版元の東京大
学の構内に置かれるはずだったが、
直前になって大学が拒否した。1950
年末。朝鮮戦争が起き、占領軍が反
戦運動の激化を懸念して圧力をかけ
た、との見方が今日では有力だ。
行き場を失った像を立命館大学が
53年、当時の広小路学舎へ迎えた。
同大学は戦争に深く協力して多くの
学生を死なせた。過ちを悔いて平和
を願う心がひとしおだった。それに
しても、勇気ある決断だったと思
う。以来毎年、日米開戦の12月８日
に像の前で不戦のつどいが開かれ、
大学のシンボル的存在となった。ビ
キニ環礁核実験、60年安保、ベトナ
ム戦争……。戦後史の節目を、多く
の人々とともに見つめた。
だが、再び厄災が襲った。大学紛
争渦中の69年５月、全学共闘会議の
学生らが、偽りの平和の象徴だとし
て像を打ち壊した。大学はすぐ再建
を決めたが、本郷は暴挙に怒り悲し
み、再三の懇請にも応じなかった。
そこへ、北海道の八百屋のおばあ
さんから手紙が届いた。「再建して
ほしい。死んだ息子のために」。古

立命館大学国際平和ミュージアム
☎ 075-465-8151
へ向かう来館者を迎える。

京都市北区等持院北町56-1

URL：http://www.ritsumei.ac.jp/
に差しかかっている。こんな時だか

い紙に震える手で書いたらしいカタ

なるほど、無法な破壊や風化から

らこそ、傷つくことを恐れず、もう

カナに、50円のカンパが添えてあっ

守るには効果的に違いない。やむを

一度、初代のようにキャンパスに立

た。「わかりました」。本郷の心が

得ないことと半ば納得しながらも、

って、若者をはじめ、より多くの人

ようやくほぐれた。

私には、この像が、世界の熱気から

々に、真摯な議論を促してほしいの

も隔てられて、何となく寂しがって

だが……。無理な願いだろうか。

翌70年に再鋳された二代目は、し
かし、大空の下に戻らなかった。現

いるように見えて仕方がない。

しん し

今年は12月６日に、像の前に大学

在は国際平和ミュージアム館内の玄

憲法改正が声高に叫ばれ、戦後の

関係者らが参加し、60回目の不戦の

関ロビーに安置され、地階の展示室

国是だったはずの平和主義が、岐路

つどいが催される。 （黒沢 雅善）
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先達のチャレンジ精神に倣って進もう
朝日新聞大阪本社 編集局長 池内

清

６月 25 日付で、名古屋編集局長から着任して、半年

大阪本社（郊外から見えるのは、大阪城と朝日新聞とい

近く。参院選、高校野球、台風による自然災害…と慌た

われた）も次の年に完成し、大阪市民のシンボルに。夏

だしい日々が続き、あっという間に年末になってしまい

の高校野球（当時は全国中等学校優勝野球大会）もこの

ました。この間、生きのいい紙面を作ることが出来たと

頃にスタートするなど、100年前の先輩たちは、突き動

思っています。みなさんの奮闘に改めて敬意を表します。

かされるように新しい試みに挑戦していました。ちなみ

さて、まもなく2014年を迎えます。４月の消費税率
３％アップは、新聞の購読にどう影響するのでしょう

にこの頃の大阪本社の発行部数は約30万部です。
翻って現代。大阪本社だけでも朝夕刊で約 300 万部を

か。残念ながら、「アベノミクス」の恩恵

発行していますし、新装なったフェスティ

が広く国民に行き渡っているようには感じ

バルホールは、依然として大阪の名所であ

られず、消費者の家計防衛で新聞購読がリ

り続けています。高校野球も夏の風物詩と

ストラされる懸念を否定できません。増税

して、なくてはならない大会となりました。

がなくても、毎年減少しているのは事実で

わたしたちは、先輩たちの築いた有形無形

すから。

の資産を潤沢に受け継いでいるのです。

購読層も中高年（つまり、昔から読んで

では、次世代へ何を残せるでしょうか。

いただいた読者）に偏っており、若者の新

朝日のブランドイメージをさらに高めるこ

聞離れはかなり以前から深刻です。デジタ

とに成功しているでしょうか――。編集局

ルの展開や大学への働きかけ、など様々な

長として自問自答する毎日です。

手を打ってきてはいますが、大きなトレンドを変えるま

朝日新聞は大阪で生まれ、育ちました。「読者ととも

でには至っていません。なんだかお先真っ暗のようです

に生き」「頼りになる」メディアとして、信頼をより強

が、課題や問題点を指摘する職業柄、ペシミズムに陥り

固なものにする不断の努力を続けていくしかありません。

がちになるという自覚も必要でしょう。

来年は、わたしたちの覚悟が試される年となるでしょ

たまには「古き良き」歴史を振り返ってみるのも気分

う。先達たちのチャレンジ精神に倣って紙面改革や働き

転換にはなります。たとえば、今から約100年前（1915

方の見直しなど、あらゆる分野で新しいことに取り組

年）、大阪本社は夕刊の発行を始めました。地方版も同

み、みなさんと共に少しでも前進したいと強く思ってい

じ頃の「紙面改革」で誕生しています。威風堂々とした

ます。

「緑の都市つくろう」公開セミナー

生センター」長が、1970年大阪万国博の跡地で進めた広
大な森づくりの40年余の歩みを紹介。「アラカシの森が
順調に育ってオオタカ、モリアオガエルなど多彩な生物
が繁殖している。半面、草地の生態系が乏しいといった
課題もある。都会で子どもたちが自然に触れられる貴重
な場として、改善に取り組んでいる」と報告した。
森本幸裕・京都学園大学教授は「都市化で水辺や美し
い田園を失ったことが、生態系に打撃を与えている。一
方、もう植える場所がなく、森林飽和の時代とも言われ
る」と述べ、「自然資源を『守る』から『利用しながら

大阪・京都から実践報告

「緑の都市のつくり方」をテーマにした公開セミナー

パラダイムシフト

育てる』へ発想の転換が必要。市民・ボランティアが参
加して共同管理する『コモンズ』が一つの道か」と、京
都での実際の取り組みを紹介しながら問題提起した。

第１回「森林環境」市民講座（森林文化協会主催、朝日

このセミナーの報告は、森林文化協会の月刊誌「グ

新聞社後援）が11月21日、大阪市北区中之島２丁目の朝

リーン・パワー」2014年１月号に掲載される。同協会

日新聞大阪本社アサコムホールで開かれた＝写真。

のホームページは http://www.shinrinbunka.com。問い合

池口直樹・前日本万国博覧会記念機構「自立した森再

わせは、電話 03-5540-7686 へ。
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼「帝国、オークラ、プリンスをはじめ東京のホテルは

っと画面をにらんだり、パネル操作に熱中し、周りをま

天皇陛下の晩餐会を手がけている。こんなことは起こり

ったく見ようとしない。多くが学生らしい若者たち。私

得ない」。阪急阪神ホテルズで食品の虚偽表示が発覚し

がその年頃にはこんなとき、友と話したり、本や新聞、

た直後、東京の人がそう語るのを聞いた。その後、帝国

雑誌を読んだものだが、そんな人はほとんどいない。活

やオークラでも虚偽表示が表面化した。私が言いたいの

字文化、旗色悪し！

は、東の西に対する「上から目線」ではない。むしろ自

目を上げない。窓の外に日本晴れの青空が広がり、路傍

ら「大阪なら起きても仕方がない」と感じ、それを面白

にフヨウとコスモスの花。山には紅葉が色づき始めてい

がりかねない大阪及び大阪人のＤＮＡだ。東京は建前、

た。活字の虫にならなくてもいいけれど、こんなすてき

大阪は本音という。しかし、本音がなあなあや自虐意識

な景色まで眺めずに通り過ぎてしまって、もったいなく

をもたらしているのなら、弊害が大きい。公共精神を磨

ないですか、と問いかけたい気持ちになった。（黒沢）

き、ルールは守る。もっと建前を大切にする社会に変え

▼今回の「中之島どくしょ会」では「爪と目」作者の藤

ていかないと、いくら声高に「大阪再生」を叫んでみて

野可織さんと一緒に新潮（月刊誌）担当と書籍担当の編

も、絵に描いた餅でしかないと思うが。

（大峯）

集者の方々のお話が聞けました。第３回を迎えた「中之

▼京都の秋を訪ねて、出町柳駅から叡山電車に乗った。

島どくしょ会」には毎回応募・参加してくださる読者も

出発を待つ間に車内を見回したら、席に座った20人余り

多くいますが、今回もまた貴重なお話が聞け、理解を深

の乗客のうち、14〜15人がスマホを握りしめていた。じ

められたのではないかと自負しています。

ばんさん

えいざん

やがて電車が動き出しても、誰も

（北野）

な助言や提言をいただいています。また、朝日新聞の

「朝日新聞 関西スクエア」とは

紙面づくりに役立てるため､ 随時、会員らを講師に招

「関西からのメッセージ集団」をめざして、朝日新

き、社内勉強会を開いています。

聞大阪本社が1998年、創刊120周年を前に発足させた

主催イベントの詳報、会員からの寄稿や関西スクエ

ゆるやかな会員組織です。「スクエア」とは、過去・

アの活動報告、朝日新聞社からのお知らせなどを載せ

現在・未来にかかわるさまざまな問題を、自由な立場

た会報を毎月つくり、インターネット上のホームペー

から語り、論じ合う「知の広場」を意味します。関西

ジを通じて公開しています。

にゆかりを持ち、学問、経済、文化、芸術、芸能、ス

また、2009年に「関西スクエア賞」を創設し、さま

ポーツ、市民運動などの多彩な分野で活躍されている

ざまな分野で活躍する若い才能を、毎年表彰していま

方々500人以上に入会していただいており、21世紀の

す。会員交流会も毎年開き、会員同士や朝日新聞社員

よりよい社会づくりに向けて提言していただきます。

との交流を深めています。

さまざまな分野の、さまざまな問題についてシンポ

未来に向けて私たちは、どんな社会を目指せばいい

ジウムやフォーラム、講演会などを開きます。その成

のか。そして関西の役割とは。そのグランドデザイン

果は、朝日新聞の特集などの紙面でその都度、広く読

を、みなさんの知恵をお借りしながら描いていきたい

者へ伝えています。

と考えています。多くのみなさんがこの関西スクエア

会員の中から２年の任期で数人の企画運営委員をお

に集い、元気な関西をつくっていくために声を上げて

願いし、関西スクエアの活動を助けていただき、率直

いただくことを期待しています。

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからのご寄稿を、お

く・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・案内で、

待ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動

できるだけ簡潔に。いずれも写真・図付きを歓迎しま

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

す。郵便またはファクス、Ｅメールで下記へ。2014年

（400字詰原稿用紙２枚分）程度を目処に。「とぴっ

１月号分は12月16日（月）までにお送りください。

朝日新聞 関西スクエア事務局
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
ご連絡・お問い合わせはこちらへ

→

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

URL：http://www.kansai-square.com

ファクス：06-6232-2347

朝日新聞大阪本社内

Ｅメール：square-k@asahi.com.

過去の会報も、ここからご覧いただけます
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