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「面白い」
こそ僕の小説のいのち
作家

和田 竜さんと「村上海賊の娘」を読む

４年半、この１作に打ち込んで
2014年本屋大賞を受賞した和田竜さんの小説「村上海賊の娘」（新潮社）は、取
材・執筆に４年半をかけたスケールの大きな歴史小説だ。朝日新聞関西スクエアの第
６回「中之島どくしょ会」が５月27日、大阪市北区中之島２丁目のフェスティバルス
イートで開かれ、作者自身が、出版社の担当編集者を交えて、構想から完成させるま
での過程をつぶさに語った。聞き手は朝日新聞大阪本社生活文化部の柏崎歓記者。

まるっきり架空では嫌だった

和田

僕は、読んでくれた人をいかに喜ばせることが

できたかが評価だと思っています。その点、読者の代表

柏崎

本屋大賞、おめでとうございます。

みたいな書店の人たちから選ばれたのは、読者に「面白

和田

ありがとうございます。（拍手）

かったです」と言ってもらったような気がして、格別の

柏崎

改めて、今のお気持ちを。

喜びがあります。もちろん、普通の文学賞がだめという
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「村上海賊の娘」

わけではありません。幾つか候補にしていただいて、こ
とごとく落っこちて「何だよ」と思ってきたんですけ
ど、いざもらってみると、これはこれですごく面白い。
柏崎

それは３月の。

和田

吉川英治文学新人賞をちょうだいして、学生の

ときから名前を知っている作家の方々が「和田君」とか
話しかけてくださるんですね。老舗の文学賞のだいご味
だなと思い、喜びに浸っていました。この間は山本周五
郎賞の候補になりまして、また、あのひとときを味わい
たいなと思っていたら、落ちてしまいました（苦笑）。
柏崎

山本周五郎賞の発表会場に、僕も取材で行きま

した。「村上海賊の娘」についてのコメントに一番、時
間が多く割かれていました。ともすれば難しくなりそう
なことを誰にでもわかりやすく読めるようにして読者の
前に提示するという意味では、文学のあり方の、一つの
形を示した作品であるとか。
だったら、くれてもいいんじゃないか（笑）。

柏崎

少しずつとればいいじゃないですか。

和田

いろんな人から、そういう慰めを……。もう、

（新潮社刊）

和田

いいです（笑）。
柏崎

ダブル受賞で有名人になられたんじゃないです

か。道を歩いていて「海賊だ」みたいなことは。
和田

まるでないですね。

柏崎

歴史小説といいますと、戦国武将の話などが多

いですが、なぜ村上海賊をと思われたのですか。

姫として登場する人物です。実の娘がいなくて、無理か
なと思っていました。でも、瀬戸内の海賊の研究をされ
ゆずる

僕は中学二年生が終わるぐらいまで、広島に住

ている山内讓先生という松山大学の教授がいらして、ご

んでいました。親が、村上海賊の拠点の一つである因島

著書に実の娘がいるという記述がありました。ご当人を

へ、旅行に連れて行ってくれたんです。「ここには昔、

取材し、家系図がある資料のコピーをいただけました。

和田

海賊がいてな」と言われ、「かっこいいな」みたいに思

柏崎

実在していないと嫌なんですか。

ったのが、小学校の前半ぐらいですね。村上水軍の赤ふ

和田

武吉は非常に優秀で武勇のある人物なので、そ

んどしをお土産に買って帰り、家の階段の、上り口の壁

ういう人と血を分けた女の人だという説得力ぐらいは欲

に貼っていました。「これは村上水軍。海賊」というの

しいなと思いました。

が刷り込まれたんでしょう。
柏崎

柏崎

きょう

主人公は景という女性です。和田さんのそれま

での作品はすべて男性が主人公ですね。女海賊にされた
のは、何か理由があるのですか。

この史料にこうあるというようなことを、作品

の端々に頻繁に書いておられます。やはり説得力という
ことですか。
和田

そうですね。「のぼうの城」で小説家デビュー

最初は、思いつきです。とかく戦国というと、

したんですけれども、城戸賞という賞をとった「忍ぶの

男対男の戦いであり、それで武将の潔さとか破天荒さを

城」という脚本が先にありました。とあるプロデューサ

出していくんですが、「のぼうの城」「忍びの国」「小

ーが映画化したいと言ってくれたんですが、予算がかか

太郎の左腕」で男の世界はやった。そこで、女の子とい

る。それで、まず小説にして世に知らしめてほしいと言

うのは、僕はあまり理解できないし、書けると思ってい

われて書いたんです。歴史小説は司馬遼太郎と海音寺潮

なかったので、トライしたかった。でも、まるっきり架

五郎が好きで、この二人の作品では、頻繁に引用がなさ

空ではつまらないので、村上武吉という、小説にも出て

れていて、歴史小説とはそういうものだと思っていまし

くるお父さんですが、その人に実の娘がいるなら書こう

た。

和田

たけよし

と思って、家系図を探しては読みしたんです。

柏崎

出てきますね、この部分はこれにこうあると。

和田

だから、単純にそんな風に書いているというの

柏崎

それは、どこで。

和田

家系図は「宮窪町史」に載っているものなど、

が一つ。あと、本当のところはどうだったのか、読者も

何種類かあって、もっぱら出てくるのは養女。小説に琴

知りたいと思うんです。裏づけが示されないと、何だか
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わからないまま話が終わってしまいます。だから、「こ

和田
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今は映画監督もフリーの立場で、映画会社に就

ういう展開になるのは、こういう史料に、こう書いてあ

職することは、ほぼないんですね。しようがないから、

るからです」と示し、読者に面白がってほしいんです。

せめてテレビでディレクターをやってドラマを撮って、

面白すぎて「うそだろう」と思われるのも困るので、

そこから映画監督になる人が少しはいたので、それがで

「うそじゃないです」という意味合いもあります。

きたらいいな、そしてドラマの脚本を自分で書きたいな

柏崎

「村上海賊の娘」も、最初にシナリオを書いた

という夢を描いたんです。

とおっしゃっていますが、今回は初めに映画をつくろう

柏崎

番組制作会社みたいなところですか。

と思われたわけでは……。

和田

そうです。テレビのキー局を全部落っこちまし

ないです。初めて、いきなり「小説を書きませ

て、泉放送制作というところに入りました。「愛の嵐」

んか」と依頼されました。「週刊新潮」の連載なので、

とか「華の嵐」とか、高木美保とかが出ていた昼ドラを

本来ならシナリオを挟む必要はないんですが、毎週原稿

つくっていたところです。ＴＢＳのドラマに出向すると

を出すというのが初めての経験だったので、ある程度、

いう形でＡＤを３年ぐらいやっていました。

和田

最初から最後まで物語がどうなるのか見通しを立ててお

柏崎

有名なドラマも。

いた方がいい、途中でストーリーを考えていると連載を

和田

常盤貴子と豊川悦司の「愛していると言ってく

飛ばしてしまうかもしれない、やばいと思いました。あ

れ」が初仕事で、弁当を運んだり、「常盤さん、よろし

らすじだけ書いて「物語をどうしようかな、こうしよう

くお願いします」って呼び込みをやったり。これも常盤

かな」とやっていると、さまざまな矛盾点をはらんだま

貴子で「真昼の月」とか「理想の結婚」。あとは「協奏

ま連載に入ることになるんですね。

曲」という、田村正和と木村拓哉が出ているやつとか。

柏崎

なるほど。

柏崎

なぜ辞められたんですか。

和田

400字詰め原稿用紙で週20枚ずつ連載していた

和田

全然、向いていなかったんです。ＡＤって体育

んですが、シナリオを書くために集中して考え直すと、

会系なんです。言われたことを、ぱっとできなくちゃい

あらすじの段階ではわからなかった矛盾点やテンポの悪

けない。僕は「う～ん」と考えちゃう方なので。また、

さを解消できるんです。シナリオというのは、むだなこ

ディレクターは基本的に自分で脚本を書きません。脚本

とは書かない。言うべきことをこのシーンで言ったら、

を渡されて、どういうカット割りにしようかなと考える

すぐに次のシーンへ行って、お客さんが飽きないように

人なんですね。脚本家が別にいるんです。それじゃあ、

書くというのが作法といわれています。それを土台にし

脚本家の方が面白そうだと見切りをつけました。

て、矛盾点を解決したうえで連載に入るというプロセス

柏崎

辞めて、業界紙の記者になられましたね。

が、僕には必要だったなと思います。

和田

テレビ局の新人シナリオのコンクールや、映画

映画の世界を目指してみたが

会社やシナリオ作家協会が主催するコンクールに、何と
か入選したいと考えました。ただ、どれぐらいかかるか

詳細な設計図みたいなものですね。ご存じない

わからないから、少なくとも正社員で、文章を書くこと

方は、和田さんは、なぜそんなに脚本ばかり書いている

でお金がもらえる仕事に就きたいと思って、大阪に本社

んだろうと思われるかもしれません。

がある、今はダイセンという会社になっているんです

柏崎

和田

元々は脚本家になろうと思っていました。

が、「繊維ニュース」という繊維業界紙の東京支社に採

柏崎

映画の世界を目指されていたのですね。

用になりました。入社５年目ぐらいで城戸賞をとったん

和田

そうです。高校生のときに「ターミネーター」

ですけど、「のぼうの城」の映画化までに、さらに８年

を見ました。パート１です。Ｂ級映画といわれ、予算が

ぐらいかかったので、脚本でお金をもらえるなんてこと

ない中での映画なんです。主役がアーノルド・シュワル

もなく、それからも５年は勤めていましたね。

ツェネッガー。ボディビルダーのあの体と、ちょっとし
た特殊メイクだけで、「こいつはサイボーグです」と言
えば、途端に面白くなる。つまりアイデア勝負なんで
す。当時、日本は予算がなくて邦画がつまらないといわ

柏崎

和田さんにお会いするたびに思うのは、服装が

大変おしゃれというか、本屋大賞の授賞式のとき……。
和田

これが、まさにそのときに着ていたシャツとジ

レです。パンツは違いますけど。

れていて、でも、頭を使うだけならただだから、負けは

柏崎

それは繊維業界にいらっしゃったから。

せんぞと思って、映画監督になりたいと思いました。ジ

和田

繊維業界といっても、僕は糸担当、経済産業省

ェームズ・キャメロンが講演をしたときには行って、握

担当だったので、ファッションの知識を磨く暇もありま

手をしてもらいました。大学で芝居をやったり、テレビ

せんでした。個人の趣味で着ているだけですね。

のＡＤ（アシスタントディレクター）をやったりして。
柏崎

テレビのＡＤ。

柏崎

小説の後半は海戦のシーンにたくさんのページ

が割かれています。あれだけ長いのは相当異色だと思う
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んですが、意図してやっておられるのでしょうか。

会とか警察とか、一般に生きているとかかわりを持たな

シナリオをベースに書いているからだと思いま

い世界をやらないと、説得力を持たせることができませ

す。映画は、アクションシーンが長くてもあまり気にな

ん。何かしっくりこないなと思いながらシナリオのコン

りません。僕が歴史ものを書きたいのは、一つには、バ

クールに送ったりしていました。あるとき破れかぶれで

トル、アクションが好きなんです。「ターミネーター」

書いたのが「小太郎の左腕」で、戦国時代の人間でバト

もそうですけど、テーマがきちんとあって、大人が読む

ルがあって、やった感があったんです。それで初めて最

に足る、それでいながらアクションもあるものを書きた

終選考に残った、すごく思い出深い脚本です。戦国時代

い。いい者が悪者をやっつけましたというだけでは僕は

は、スケールの大きくて感情の起伏が激しい、キャラ立

つまらない。敵も味方も問題や事情を抱えていて、それ

ちしている人物が多い。かつ、戦いがそこらじゅうにあ

が描かれたうえで、戦場という空間で激突する。その中

る。アクションが自然にできちゃう世界なんですね。そ

和田

で互いの問題や事情が解決し、昇

ういうところが僕に合っているの

華していくことを、僕は狙ってい

かもしれません。

るんです。単に切った張ったとや

柏崎

歴史小説は非常に熱烈な

っているわけではなく、「村上海

ファンがいる一方で、読まない人

賊の娘」でも、上巻で描いてきた

もけっこういると思います。「歴

人物たちがドラマを紡ぎながら戦

史小説って、おじさんがよく読ん

っているように書いているつもり

でるよね」と言う知人もいます。

です。

その魅力を、書き手として、どの

柏崎

ようにお考えですか。

この作品では、景という

女性を通じて、女の人が結婚する

和田

僕は他人が書いた歴史小

ということ、あるいは人生という

説を、割とおじさん的な感覚で、

ものとの関係が、脇を流れている

歴史が知りたいとか、「この人は

ように感じました。

どのように生きたんだろう」と読

ありますね。大学を卒業

んでいるふしがあります。絵空事

して社会人１年目って、僕もそう

より、実際に生きた人間がどのよ

でしたけど、いいことが全然ない

うに行動したのかを知ることで、

ですね。女性はとりわけそうだろ

勇気づけられることがあるじゃな

うなと思って書いてはいました。

いですか。ところが、いざ書くと

和田

でも、僕は､ このテーマを書きた

なると、僕の題材の選び方は、こ

いからと考えて小説を書いている

和田 竜さん

わけではありません。最終的に読

わだ・りょう

1969年大阪生まれ、広島

がするのかどうか、という観点に

者に「面白い」と思って読んでも

育ち。早稲田大学政治経済学部卒。2007

なる。村上海賊にしても、「戦国

らいたいだけ。テーマはそのため

年の作家デビュー作「のぼうの城」は12

の海戦は面白そうだな」というこ

に不可欠なファクターだから盛り

年に映画公開され、脚本も担当した。他

とで、歴史の中でそこだけをピッ

込んでいるんです。「こういうこ

の著書に「忍びの国」「小太郎の左腕」

クアップして書いたわけです。

とを訴えたいので、こういう小説

など。「村上海賊の娘」は小説第４作

の話が映画になった場合に見栄え

柏崎

きょうは出版元の新潮社

から、この本を担当された編集者

を書きました」というのとは180

のり お

度逆です。景という主人公が、初登場のシーンから最後

さんに来ていただいています。ご紹介します。田中範央

まで幾通りもの道をたどる選択肢がある中、道しるべと

さんです。「村上海賊の娘」は４年かけてでき上がった

なるのがテーマなんです。この人物が右にも左にもまん

と伺いました。田中さんは、初めからずっとかかわって

中にも行けるとなったとき、どれがいいんだろうと考

おられるわけですね。

え、右へ行くのがこのストーリーとしては正しいという

田中

新潮社では、週刊誌で小説を連載する場合、単

道しるべになる、そういうものだと思っています。

行本の小説担当が付いてサポートします。取材とか、い

最も多かったのが「削る」作業

ろいろな形でお付き合いをさせていただきました。

柏崎

和田さんのこれまでの小説４作品は、すべて歴

史小説です。現代物は書かれないんですか。
和田

現代物で僕が好きなアクションとなると、裏社

柏崎

シナリオを先につくった話がありましたが、そ

の前に調べたりするときから、かかわられたんですか。
田中

の しま

舞台となった、しまなみ海道の能島と因島、淡

路島、大阪を一緒に取材で回ったり、いろいろな方にお

2014.06

話を聞くときに同席したりしました。
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を描いてあげるシーンが連載時にはあったんです。心優

柏崎

その後、和田さんが毎週、原稿を書いて。

しい人だということを示せるのではないかと思ったんで

和田

そういう人もいますけど、僕は４週分を１カ月

すが、「早いところ大阪へ行っちゃった方がいいか」と

ごとまとめて80枚。毎月５日を締め切りにして、メール
で送るということを繰り返していました。
田中

１、２カ月先までストック原稿を持って、お互

いの精神状態のために余裕を持っていきましょうという

思い、それも削りました。
柏崎

作品として締まらせるために削るのですか。そ

れとも、紙の枚数がかさんで値段が張るからですか。
田中

値段ではなく、作品のクオリティーと読みやす

ことは、お伝えしていました。連載開始前にシナリオを

さですね。あと、これも大きいと思うんですけど、最初

読ませていただき､ ものすごく面白い小説になると直感

にシナリオを読んでいたため、スピーディーな展開が強

しました。原稿をいただくと、「あっ、この辺まで話が

烈に印象に残っていました。あのスピードでも、後半で

進んだな」ということがわかります。当日か次の日に感

の人間ドラマがぐっと伝わってくる。ですから、前半で

想をお伝えしていましたが、１回だけ２日か３日、感想

早く大阪へ行かせ、後で泉州侍の武勇がわかるとか、景

をお伝えできなかったら、和田さんから「今回は面白く

親は心優しいこともわかるんじゃないか、というところ

なかったのかと思って。遅いから心配してましたよ」と

でやっていましたね。

いう返事があったこともありました。

かけもちは能力・性格的に無理

柏崎

「この辺はつまらないから、書き直せ」みたい

なこともあるんですか。

柏崎

田中さんは、いろいろな作家さんとお付き合い

それは、さすがにないですね。物理的に無理で

されていると思うんですが、ほかの作家さんと比べて和

すから。今後も書かせるために、「まあ、面白いです」

田さんは、こういうところがすばらしい人であるとか、

ぐらいは言ってくれるだろうなと思っていたんですけ

格別に困った人であるとか、ありますか。

和田

ど、こっちが気にかかるのは、「どれくらい面白い感じ
で言ってくれているのかな」ということなんですね。

田中

まず、すばらしいところから言いますと、たい

がいの作家の方は、ほかの仕事をかけもちでやるんで

柏崎

感情の部分ですね。

す。この一作だけではなくて、月曜から火曜は新潮社

和田

そうですね。面白度合いが測れたりするじゃな

で、水曜から木曜は別の会社という具合です。どの作品

いですか。いつもは翌日には感想が来ていたのに、３日

にも全力を注がれていると思いますが、和田さんは「村

後に来ないと、「どうやら、これはつまらないんだな」

上海賊の娘」１作だけに４年半かけられました。私は

と思わざるを得ないということですね。

「忍びの国」の頃からのお付き合いなんですが、１本し

そんな策を弄したわけではなく（笑）、立て込

か書かないというのは非常にありがたいことで、これに

んでいて連絡ができなかったんです。ただ、連載中か

賭けておられることはわかるんですけれども、ご自身は

ら、ここは削ってもらおうと考えていた個所はありまし

経済的な面でも不安じゃないかなと、逆にこっちが心配

たね。

になりました（笑）。和田さんに「ほかの仕事も」と言

田中

和田

さんざんやられました。削る作業が最も多かっ

たような気がします。連載した原稿を何カ月かかけて、
まず僕なりに削ったんです。ブラッシュアップして、

うんですけど、「僕はかけもちができないから」とおっ
しゃって。
和田

実際、僕は、かけもちは能力的に無理だし、性

「じゃあ、これを見てください」と田中さんに送った

格的に無理なんですね。村上海賊をやるなら、ずっとそ

ら、「もっと削れ」みたいなのがあって。また、「い

のことを年がら年中、考えていたい。それによって物語

い」とか「悪い」とか言いながら、何回かやりとりをし

としての面白さが高まっていくとも思っているので、そ

て、もっぱら削っていきました。連載のときには、泉州

んな風にやっていましたね。でも、デビューしたてで

侍同士がけんかをするシーンがあったんです。彼らの武

「忍びの国」を書いていた頃は、「和田さん、少なくと

勇を示したらいいなと思って、シナリオの段階から入れ

も年に１本は書かないと、小説家は忘れられちゃいま

ていたんです。でも、どうしても、そのくだりは長いん

す。２～３年に１本というのではだめですよ」みたいに

です。なくても、後々、泉州侍の武勇はわかるので、田

……。

中さんにも削れと言われていて、削りました。
柏崎

連載時に比べてどれぐらい削りましたか。

田中

単行本にする前に1,200ページぐらいになって

いて、最終的には1,000ページを切りました。
かげちか

柏崎

誰に言われるんですか。

和田

編集者の誰か忘れましたけど、いろんなところ

で言われましたね。確かにそうなんですね。４年半とか
いっていたら、大学に入学した人が就職しちゃっている

（景の弟の）村上景親は絵を描いた人で、お姉

から。そうなると、読むものが変わっているじゃないで

さんを探しながら行った島で、かわいらしい女の子の絵

すか。例えば４年というと、中学生が大学生になる期間

和田
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だから、中学生のときに読んでいたものを大学生になっ
ても読んでいる人は、まずいないでしょう。
柏崎

そうですね。

和田

そういう意味では、毎年、毎年、本を書いて、

言うのもあれですけど、ただ者ではないと思いますね。
柏崎

格別、ここが困ったところというのは。

田中

夜型人間で、活動開始がお昼過ぎでないとだめ

ですとか。

それが店頭に並んで、この人は常に面白いものを書く人

柏崎

作家さんには、よくいらっしゃいますね。

だということを示すことは重要だと思うんです。でも、

田中

おられますけど、ここまでひどい人は……。

できないんですね。

和田

連載中は、朝６時か７時に寝て午後２時か３時

和田さんはできないとおっしゃるけれど、これ

に起きる生活で。朝飯を食べてからメールとかを見るの

だけに賭けるということでやっているのは、肝が据わっ

で、田中さんから朝メールをもらっても、午後７時とか

ているというか、怖いもの知らずなのか（笑）。和田さ

８時とか、田中さんの仕事が終わりかけのときに僕のメ

んの経歴を聞いていますと、テレビドラマの世界を目指

ールが届く感じで、タイムラグがあるんです。そういう

す前に、ディレクターと脚本を書く人は別だということ

意味では、悪いことをしたと思っています。

田中

は普通は知っているはずなのに、スケールが大きく、抜

田中

先ほどの原稿についての感想を、生の声でお伝

けたところもある人だと思います。シナリオを１年間も

えしようと思って携帯に電話をすると、まず、つながっ

かけて、別に書かなくてもいいんじゃないかと思いなが

たことがないんですね。留守番電話を残して、それでも

ら、でも、結果とすれば、それを書いたことで、作品の

足りないなと思うとメールも送ります。そういう意味で

レベルと質は格段に上がったと思いますので、横にして

は手間がかかりました（笑）。

村上水軍博物館を訪ねて

た。４月には和田さんを招いて講演

どこが海峡かわからない。すべて陸

会もした。小説の大ヒットのおかげ

続きかとも見える。「あれが村上氏

広島県の福山駅前から高速バスに

で、週日も多くの人が訪れる。来館

の城があった能島」と教えられたの

乗り、しまなみ海道を南へ下ること

者数は昨年の２倍に増えたという。

は、周囲わずか数百メートルの、嵐

１時間。四国のすぐ手前の大島にあ

矢野均館長と学芸員の田中謙主事

が来たらひとたまりもなさそうな、

る今治市村上水軍博物館を訪ねた。

は「海賊＝悪者という目で見られが

1980年に前身の資料館ができた。

ちですが、戦国時代には、海の秩序

博物館の前から、潮流体験の遊覧

かつてこの一帯を本拠にした能島村

と安全を守るという大事な役割を担

船に乗った。潮が満ちて、能島の岸

上氏ゆかり品々を所蔵・展示し、村

っていました。和田さんの作品が契

では、白く泡立った波が急流のよう

上水軍の歴史研究、遺跡の発掘調査

機になって、学校ではあまり教えて

に渦巻いていた。穏やかな遠目から

などを手がける。ちょうど、企画展

いない、海の側から見る日本史が広

は想像できない。小説には、毛利氏

「小説『村上海賊の娘』の世界」が

まってくれるとうれしい」と話す。

の使者が乗った舟が潮にもてあそば

開催中だった。和田竜さんが書き込

３階の展望室から北に向いて、瀬

れる場面がある。なるほど、攻める

みをした本のゲラ刷りや、連載雑誌

戸内海としまなみ海道が見渡せる。

に難く、慣れない者はさぞ手を焼い

に載った挿絵などを見ることができ

小説の描写どおり、どこまでが島で

たに違いない、と深く納得した。

の しま

これも小説どおりの小島だった。

2014.06
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能島の岸を洗う潮。干満によって川の激流のように

白波を立てて渦巻く＝いずれも愛媛県今治市宮窪町

博物館の隣は宮窪漁港。毎月第一

㊤村上水軍博物館の展望室から北に広がる瀬戸内海としまなみ海道を眺め

日曜に漁師市が開かれてにぎわう。

る。左寄りの橋脚の手前に見える小島が、能島村上氏が本拠にした能島

港で写真を撮っていたら、「なに

㊦海賊の城をイメージしたという博物館の外観（中央奥）。手前の岸壁に

しよん？」と、背後から声がかかっ

は、村上水軍が機動力とした「小早」と呼ばれる小舟が復元されて並ぶ

た。振り返ると、赤銅色に日焼けし
た立派な体格の漁師らしい若者が立
っていた。失礼ながら、「おおっ、
村上海賊の戦士か」と一瞬思い、は
るかな昔にタイムスリップしたよう
な感覚にとらわれた。（黒沢 雅善）
今治市村上水軍博物館

〒794-

2203 愛媛県今治市宮窪町宮窪1285
☎ 0897-74-1065

FAX 0897-74-1085

URL：http://www.city.imabari.ehime.
jp/bunka/suigun/

こ ばや
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中之島どくしょ会の後半では、来場者から寄せら
れた質問に、和田竜さんが答えた。

（抄録）

泉州なまりのルビの振りが絶妙ですが、どのよ

Ｑ

うに調べられたのでしょうか。
泉州侍のセリフは、なんちゃって関西弁を僕

和田

が書き、ＮＨＫの朝ドラ「カーネーション」で方言指
導をされた女優の林英世さんにレクチャーを受けまし
た。互いにシナリオを持ち、「これは恐れ入ったよう
に言っているけれど、実は尊敬はまったくこもってい
ない」とか、武吉を呼ぶとき「近所のおっさんを呼ぶ
ような感じで」とか問いかけながら。割りと突っ込ん
で泉州弁を書けたんじゃないかなと思っています。
柏崎

一方で、村上水軍の言葉が……。

和田

あれは、べらんめえ調。泉州弁の上に伊予弁

では、何だかわからなくなるかなと思ったので、主人
公側は、いわば現代語にしました。
シナリオを離れて小説として書いているとき、

Ｑ

登場人物が勝手に動き出すことはないのでしょうか。
これは小説家とか脚本家が格好つけるときに

和田

言う言葉で、そんなことはありません。肝に銘じてい
ただきたいと思います。なぜなら、ワンシーンの中で
Ａさん、Ｂさん、Ｃさんがいるということを決めるの
は、書いている僕だからです。Ａさん、Ｂさんしかい
なくてもいいと決めることもできるし、Ａさんが交通
事故に遭って来られなくなったということでもいい。
それをそうしないのは、まさに作者の作為です。登場
人物が勝手に動いて交通事故に遭うなんていうことは
ないですから。そういうインチキなことを言って、い
たずらに物書きを神聖視させようという意図が気に入
らないので、言わせていただきました。
いつもおしゃれですが、今日の着こなしのポイ

Ｑ

ントはどこですか。
今日のポイントは、ちょっと失敗しまして。

和田

フロア参加者

足元を見せてください。

最近、九分丈とか七分丈に若干、凝っており

和田

まして、本当は白のパンツであれば黒のシャツとかＴ
シャツを着たかったんですけど、うちを探したら、な
くて、昨日買いに行こうと思ったら、ものすごく風が
強かったので断念し、「上はこれでいいか」という着
こなしです。
子どもの頃に読んで、今も心に残っている本は

Ｑ

ありますか。
和田

「シナの五にんきょうだい」という絵本。同

じ顔をした五つ子の誰かが罪を犯して死刑になるんで
すが、５人とも、ずっと息を止めていられるとか、首

専門家から泉州弁レク／登場人物は勝手には動かない／心に残る「シナの五にんきょうだい」

■ 質問に答えて ■

が鉄でできているとか、海の水を全部飲み干すことが
できるとか、別々の特殊能力を持っていて、「首を切
るぞ」と言われると、「あいつが行け」。別人になっ
てもわからないんです。それが僕のヒーローものの原
点なのかなとも思い、心に残っています。
なぜ、タイトルを「村上水軍」ではなく、「村

Ｑ

上海賊」としたのですか。
海賊の物語なので、この文言を入れたかった

和田

のです。史料を読んでいると、彼らは自分たちのこと
を海賊と呼んでいるんですね。それを恥じていないん
です。そういう理由を総合しました。
小説の題名はどうやってつけるんですか。お一

Ｑ

人で決めるんですか。
僕が決めます。もったいぶるのが好きじゃな

和田

いので、何が書いてあるかが一目でわかる題名にした
はやお

いと常々思っています。宮崎駿 が「風の谷のナウシ
カ」とか「何とかの何とか」とつけると本が売れると
言うのを聞いたことがあって、僕の本も全部「の」を
つけています。だから、「海賊」と「の」は必須。あ
とは、娘なのか姫なのか。「姫はイマイチだな」とい
うことで、このタイトルにしました。
腕時計を右手にしているのは、なぜですか。

Ｑ

よく見てくださいました。「リーサル・ウェ

和田

ポン」という映画が僕はすごく好きで、メル・ギブソ
ンが演じる主人公のマーティン・リッグスが右腕に時
計をしているんです。だから、僕は高校の頃からいま
だに、右腕に時計をしているというだけの話です。
大変スリムな体型ですが、何かスポーツをされ

Ｑ

ているのですか。
和田

スリムじゃないです。44歳で、だんだん太っ

てきてます。スポーツクラブに通っています。「ター
ミネーター」で、シュワルツェネッガーがすごい体だ
と思いました。僕は15歳のときからバーベルを買っ
て、ウエイトトレーニングをやっていたんですけれど
も、人間には能力というものがあるようで、全然、体
が大きくなりません。
Ｑ（13歳女性から）小さい頃から本好きだったので
すか。多く読んできたのは歴史小説ですか。
和田

13歳の子がいるというのは、びっくりです。

ありがとうございます。よく来てくださいました。小
さい頃は、本は全然好きじゃなかったです。それより
テレビや漫画が好きでした。がーっと読み始めたのは
大学ぐらいのときです。司馬遼太郎の「竜馬がゆく」
で、歴史小説って面白いなと思って。でも、中学の
頃、星新一は読みましたね。普通ですね。みんなが読
むものを読んでいたという感じです。歴史小説を読み
始めて、本が好きになったという感じです。今も歴史
小説が多いです。司馬遼太郎、海音寺潮五郎、山本周

2014.06

るという生活をしています。
Ｑ（同じ人から）「村上海賊の娘」の中で一番書き
やすく、気に入った登場人物は誰ですか。
ま

なべ

し

め

のひょうえ

眞鍋七五三兵衛。僕がある種、理想としてい

和田

かげちか

る人間で、楽しいですから。それと、景の弟の景親か
な。僕が弟なもので、小さい頃は兄貴にいびられたん
です。その感じを出したいと思って書いていたので。
脚本と小説では、書き方も使う頭も違う気がし

Ｑ

ます。垣根を、どう乗り越えているのですか。
いいご質問ですね。脚本は「村上海賊の娘」

和田

という映画を依頼されたと思い、あくまでもシナリオ
として面白いものをという頭で書きました。小説を書
くための準備という甘い考えでいると、突き詰めて考
えないと思いましたので。脚本は、例えば人物がこう
いう動き、こういう表情をするということは、演出の

はんちゅう

範疇に入るので、脚本家が書くのはよくないというの

が、書くときの礼儀です。だから、自分の発想として
はあるけれども、脚本に書かないことは実は多いんで
す。それを小説にする際に、イメージを全開にして、
ここでくるっと背中を向けるとか、ぎらりとにらみつ
けるとか、芝居の部分も文字で演出しながら書いてい
きます。そんな頭の切り替えでした。
１作に４年もの歳月をかけて、読者に忘れられ

Ｑ

るんじゃないかとか、売れなかったらどうしようとか
いう恐怖はありませんでしたか。
ないことはないですが、そのときはこれまで

和田

の蓄えで食っていくしかないと、覚悟をしていたとい
うことです。木津川合戦は、連載を依頼される前から
書きたいなと思っていて、すごく興味のあることでし
た。だから、調べながら「こういうことだったんだ、
ああいうことだったんだ」と感激し、眞鍋七五三兵衛
の名前は知っていても、海賊だとは知りませんでした
から、そういう発見もあって面白い。気に入った題材
ですから、徹底的にやりたかったんですね。結果とし
て４年かかろうが、自分の興味に従わないで、適当に
１、２年で出すなんて、とても考えられないというこ
とです。
Ｑ（82歳女性から）戦いの臨場感や海賊たちの勇気
と熱情の中に、史実、参考文献などを入れて、まるで
絵巻物を見ているような感じがしました。壮大な構想
は、いつ、どのように考えつかれたのですか。
和田

ありがとうございます。木津川合戦というの

は乱戦になっていくんですが、具体的にどういう乱戦
なのかは、実は史料にあまり書かれていません。僕が
考えたのは海賊の陣形で、「軍書」という、要するに

シナリオ・小説どちらも面白く／資料探しは図書館で／戦闘シーンは映画のカットを念頭に

五郎を本棚に置いて、今も寝る前に読んで眠りに落ち
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こから発想していきました。
膨大な量の資料をご参考にされたと聞きました

Ｑ

が、その苦労について。
和田（本やコピーの山の写真を映写して）これが使
った資料です。都立中央図書館か国会図書館で集めま
した。司馬遼太郎は、古書店でトラックいっぱい買っ
たとかいう伝説があるんですが、僕はそんなことがで
きません。図書館のほうが断然、効率的に探せます。
使えそうなものを片っ端からコピーし、その束を家に
持って帰って精読することの繰り返しです。
柏崎

付箋が、いっぱいついています。

和田

大事な箇所があるという目印ですね。多くな

りすぎて、あまり用をなしていません（笑）。
シナリオを書くときに使うのですか。小説の

柏崎

形にする場合に、もう１回見たりもするのですか。
シナリオを書く前に、全部読んで理解してか

和田

らやりますけど、小説の場合は引用がありますので、
文言を探すために付箋をつけてということです。
装丁や帯など、本をつくるに当たってこだわっ

Ｑ

たところはありますか。
こだわりというほど大げさではないですが、

和田

歴史物というと、難しくマッチョな感じがしたり、お
どろおどろしかったりするのが多い気がします。そう
でなくしたいと常々思っています。イラストは平沢下
戸さんに、連載のときから毎週２枚ずつ描いていただ
いていたのですが、表紙もお願いしました。あと、僕
の小説は全部、ふにゃふにゃの表紙なんです。僕が寝
転がって読むものですから、表紙が硬いと読めないん
です。それが、こだわりといえば、こだわりですね。
Ｑ

臨場感のある戦闘シーンは、何か参考にされて

いるものはありますか。
和田

映画のカット割りのような形で考えていま

す。寄り、あるいはバストショット、ウエストショッ
ト、２人が入るとツーショット、４～５人が入るとグ
ループショット。それよりさらに引くと、引きの絵。
大きな絵ですね。そういうことをイメージしながら戦
闘シーンの文章を書いています。セリフは、もっぱら
寄りのイメージ。例えば「かかれー」と言うときは、
（聞き手の上半身を指し示し）これぐらいの絵で。そ
の瞬間、どーっと馬が出ていくのだったら、引きの絵
のイメージで、土けむりがもわっと上がるとか。
柏崎

切り替え。

和田

そうです。ワンカットでも何十分のものもあ

れば、ほんの一瞬のものもあるわけで、このカットは
１～２秒でいいと思ったら、それぐらいの時間で読め
るような文にする。長いカットであれば、もう少し長

どうやって戦うかという教科書に、陸戦と同じように

いセンテンスで書く。そういうカットに比例した文章

鶴翼の陣とか、魚鱗の陣とかがあることがわかり、そ

量ということを計算しつつ書いていますね。
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【全 面 広 告】
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京都市下京区の自宅で

もとにした本は「靖国街道――軍医のビル
マ戦 回想」。信夫さんが76年に著した。
「初めて読んだときはショックでした。子
どもの頃に映画を見るようにして父が話して
くれた戦争と、全く違う世界でした。激戦死
闘をくぐり抜けて帰ってきてくれた父に感激
し、家族を戦地へとられた人々のことを思う
と、胸が締めつけられました」。インテリア
デザインの仕事をし、京都を離れた時期もあ
った圭子さんだ
が、自分が当時
の信夫さんの年
にさしかかり、
改めて「語り継
がねば」との思
いが募った。
240㌻ を 超 す
原本を、知人が
平易な文章に要
約してくれた。
軍の構成や軍隊

父の志・インパール語り継ぐ

用語を解説した
図や注を付け

中野 圭子さん
太平洋戦争で最も過
酷な戦いといわれたイ
ンパール作戦の開始か
ら今年で70年。そこか

た。信夫さんが戦時を思い出して自ら描き、

あり
人

原本に付けた挿絵も、できるだけ生かした。
白骨が散乱し死臭が漂うジャングル行軍、
戦車砲で腹をやられて「足手まといになりた
しゅりゅう

くない」と手榴弾で自爆する軍曹、激しい日
射に耐えかねて川の水を飲んだ兵士がコレラ

ら生還した父の体験記を、ブックレット「軍

にかかって死んでゆく……。書かれているの

医殿！腹をやられました

は、信夫さんが実際に目にした事実、事実、

インパール作戦ビ

ルマ敗走記」＝写真右＝に再編集した。
父・中野信夫さんは1944年、ミャンマー

事実。描写は控えめ。しかし、リアルだ。
まだまだ、完成とは思っていない。

（当時はビルマ）で始まった同作戦に軍医と

「若い先生向けの副読本などに使っていた

して参加した。日本兵約6,5000人が英・イン

だけるかなと思うんですが、孫たちに見せた

ド軍と戦い、約3,7000人が戦病死したといわ

ら、難しくてわかりづらいって言われてしま

れる。信夫さんの大隊の生還者は、わずか１

いました」「父が描いた挿絵にキャプション

割100人余だった。復員して京都で眼科医院

を付けて、国際平和ミュージアムで今夏開か

を再開。全国保険医団体連合会初代会長など

れる戦争展に展示する予定です。それを生か

を務める一方、立命館大学国際平和ミュージ

して次は、孫の孫の代まで読み継いでもらえ

アムの設立を助けるなど、2010年に99歳で亡

る絵本を、ぜひつくりたい」

くなるまで、反戦・平和運動に献身した。
「京都に大勢来る修学旅行生に戦争の現実

ブックレットは、Ａ５判、64㌻、600円（税
別）、かもがわ出版（〒602-8119 京都市上

を広く伝えたい、が父の口ぐせでした。その

京区堀川通出水西入

志に少しでも近づきたくて」と圭子さん。

075-432-2869）刊。

☎ 075-432-2868

FAX

（黒沢 雅善）
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イベント・出版等の情報

大阪市立大学の上方文化講座
今夏は文楽「本朝廿四孝」で開講
大阪市立大学大学院文学研究科教授
大阪市立大学文学部は８月、特別授業「上方文化講座
ほんちょうにじゅうしこう

2014『本朝廿四孝』」を開講します。本学学生と一緒に
学ぶ一般市民の受講生を募集します。
本講座は2004年度から開設した授業科目で、今年で11
回を数えます。文楽界の第一線で活躍する名手三師を非
常勤講師としてお招きし、本学教員が加わって３日間に
わたって集中講義します。作品の普遍的な魅力を多角的

小林 直樹さんから
〒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
◇応募締切

7 月29 日

（火）必着
※申し込み多数の場合

に分析し、大阪生まれの文楽が「人類共通の宝」たりう

は抽選となります。抽選結果は返信用官製ハガキで８

るのはなぜか、その普遍的意義を捉え、世界的芸術文化

月初旬までに通知します。

の広がりの中に位置づけようとするのが本講座の目ざす

◇主 催：大阪市立大学大学院文学研究科・文学部

ところです。みなさまのご参加をお待ちしています。

◇協 力：公益財団法人 文楽協会

＝上の写真は、昨年の授業。朝日新聞社撮影
◇とき

8月27日（水）～29日（金）各日９時半～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

大阪市立大学学務企画課文学部担当

「上方文化講座」係 ☎ 06-6605-2350（平日9 ～17 時）
※昨年度までの授業内容は、上方文化講座のホームペー
ジ http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/lit/lect/kamigata/

※ＪＲ阪和線杉本町（大阪市立大学前）駅から徒歩５分
◇講師

◇お問い合わせ先

たけもと つ こま だ ゆう

つるさわせいすけ

index.html でご覧いただけます。

竹本津駒大夫（太夫）、鶴澤清介（三味線）、

きりたけかんじゅうろう

桐 竹勘十郎（人形遣い）＝以上 文楽座技芸員／久堀
裕朗（日本近世文学）、塚田孝（日本近世史）、村田
正博（日本古代文学）、松浦恆雄（中国演劇）、海老

講演
「貴公子 在原業平の恋と冒険」

根剛（表象文化論）、小林直樹（日本中世文学）＝以

上方文化評論家

上 大阪市立大学大学院文学研究科専任教員
◇募集人員

70 名

恋と和歌に生きた在原業平の劇的な生涯を、私が物語

※上方文化に関心のある方で、原則３日間受講できる方

ります。

◇受講料無料

◇とき

◇申込方法

住所・氏名・電話番号と、400字程度で受

講動機を記したもの（様式自由）に、返信用官製ハガ
キ（住所・氏名を記入）を添え、封書にて次の宛先に
ご郵送ください。

福井 栄一さんから

◇ところ

６月24日（火）14時40分～16時
岸和田市立福祉総合センター（岸和田市野田

町1-5-5）

※南海岸和田駅から徒歩４分

◇主催・お問い合わせ先
1575）

岸和田健老大学（☎072-431-

2014.06
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釜ヶ崎芸大へ みなさまのご支援を
クラウドファウンティング寄金のお願い
詩人・NPO法人こえとことばとこころの部屋代表

上田 假奈代さんから

大阪市西成区あいりん地区（通称：釜ヶ崎）に拠点

しかし、これら一連の事業を展開するための運営資

を置いて活動しているアートNPO、特定非営利活動

金が不足しています。そのため、今回初めて、支援し

法人こえとことばとこころの部屋（ココルーム）は、

てくださる方々をインターネットを通じて募ることに

「釜ヶ崎芸術大学」を2014年も秋から開講しようと準

し、モーションギャラリーの

備を進めています。

https://motion-gallery.net/projects/cocoroom

今年で３年目を迎える同大学では、日雇い労働者の

で、300万円のクラウドファンディングを開始しまし

寄せ場があるこの地で、地域の人々を中心に多彩な人

た。期間は８月末までです。ご登録いただき、3,000

々とともに学び合う場をつくってきました。そして、

円から10万円までの範囲で支援金額を選んでいただく

８月１日から11月３日まで開かれる現代アートの国

ことができます。ネット上でクレジットカード決済で

際展「ヨコハマトリエンナーレ2014」へ参加すること

きます。感謝の気持ちも工夫をこらしています。

も決まりました。展示やオープンキャンパス、炊き出
しカフェなどを行う予定です。
＜関西スクエア事務局注＞

「釜ヶ崎芸術大学」の今年度の開講実現のために、
ぜひ、みなさまのお力をお貸しください。

関西スクエア会報では、釜ヶ崎芸術大学の活動ぶりを伝える記事を2013年

11月号（No. 155）に、同大学がヨコハマトリエンナーレに参加することを報じた記事を同14年１＆２月号
（No. 157）に、それぞれ掲載しています。URL：http://www.kansai-square.com からお読みいただけます

骨太な人づきあいの処方箋

0121＝営業部 URL：http://www.kyo-sho.com）へ。（雅）

森川 知史著「今考えたい 人と向きあう力」
人の悩みの８割は人間関係。それなら、逃げて避ける
よりも、本気で人と関わり、人と向き合え。そうするこ
とで、困っている自分とも向き合うことができるように
なる。相手を受け入れる心

「江戸〈メディア表象〉論
イメージとしての〈江戸〉を問う」
関西学院大学総合図書館長

も生まれる――少々大ざっ

新刊を出しました。日本人が抱く「イメージとしての

ぱな要約だが、著者はそう
訴えているようだ。「人づ

江戸」は、どのようにして

きあいに悩んだときの処方

作られてきたのでしょう

箋できました」と書いた帯

か？

が付いていたので、ハウツ

検 証 に よ っ て で は な く、

ー本かと思って手に取った

「イメージとしての江戸」

が、ちょっと違った。読後

が、ネット、テレビ、アニ

感は骨太で、むしろ哲学の

メ・マンガ、演劇、小説、

入門書に近い。コミュニケ

教科書、博物館展示や観光

ーションが薄れるネット時

などの〈メディア表象〉に

代の若者へ向けて放った、

よって、いかに作られたの

ずしりと思いボディーブローかとも感じられた。

か、それがその時代の人々

せん

としふみ

著者の森川知史氏は1952年生まれ、京都文教短期大学
ライフデザイン学科教授。京都書房ことのは新書の新
刊。新書判190㌻、740円（税別）。詳しくは、京都書
房（〒612-8438 京都市伏見区深草フチ町5

奥野 卓司さんから

☎ 075-647-

本書は、歴史事実の

の意識にどう影響してきた
かを解読していきます。
四六判・上製・カバー・256㌻、2,700円（消費税別）。
岩波書店刊。ISBN978-4-00-022290-7 C0036。
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㊦「木琴デイズ」執筆

㊧壁一面を埋めるコレクションの銘仙を前に、来場

者に説明する通崎睦美さん

のために集めた平岡養一のレコードや演奏会プログ

選展
５月号でお知らせした「通崎好み 通崎睦美 ○

ラム＝いずれも６月１日、東大阪市民美術センター

着物と絵と「木琴デイズ」
通崎睦美さん愛蔵の
こだわり世界
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コ

レクションとクリエイション」（企画・運営：東大阪市
文化振興協会、後援：朝日新聞社）が、東大阪市民美術
センターで６月29日（日）まで開かれている。６月１日
には通崎睦美さん自身のギャラリートークがあった。
通崎さんは、今年の第６回「朝日21関西スクエア賞」
に選ばれた。京都に生まれ育って暮らし、マリンバ・木

通崎さんの活動ぶりを通観できる構成になっている。

琴奏者、文筆家として活躍する一方、着物、特に明治〜

ギャラリートークでは、通崎さんが、約50人の来場者

大正〜昭和初期の銘仙のコレクターでもある。展示に

と一緒に場内をめぐって展示品について説明。「昭和初

は、計約600点にのぼるコレクションの中から、銘仙40

期などというと遠い昔のように聞こえますが、実は現代

点をはじめ、帯、履物などを選りすぐった。

につながるいろいろなものがあって、私たちにも身近で

また、関西スクエア賞の選考にあたって高い評価を受

豊かな時代だったんですね。逆にさかのぼれば、江戸時

けた最新著作「木琴デイズ 平岡養一『天衣無縫の音楽

代がすぐそこです。これを訪ねることで、いろいろな創

人生』」を執筆するために集めた、木琴奏者・平岡養一

造のアイデアが得られると思います」と結んだ。

のＳＰ・ＬＰレコードや演奏会プログラムなどの資料、

東大阪市民美術センター（〒578-0924 東大阪市吉田

子ども用の木琴・鉄琴やおもちゃ、故須田剋太画伯が毎

6-7-22

年描いた、睦美さんとお姉さんが子どものときからの肖

奈良線東花園駅から北東へ徒歩約10分。入館料は高校生

像画20点余なども展示。身近なものの美にこだわり、童

以上500円（中学生以下と65歳以上、障害者手帳など持

心を忘れず、偉大な音楽の先達に熱い視線を注ぎ続ける

参の方は無料）。月曜休館。

第10回近畿の環境団体情報交流会

を通して、明日から実践できるヒントをお持ち帰りくだ

わくわくが社会を変える
キラリ！NPOフォーラム

NPO法人 エコネット近畿理事長 仲津 英治さんから

☎ 072-964-1313

FAX 072 -964-1596）は、近鉄

さい。10回目を記念して１泊２日で開催します。
◇とき

６月21日（土）13時〜22日（日）12時半

◇ところ

生駒山麓公園ふれあいセンター（奈良県生駒

市俵口町2088
◇対象

☎ 0743-73-8880）

環境市民活動団体または環境市民活動に関心の

ある個人
４つのキーワード「つながる」「つたえる」「ひろげ
る」「かわる」に象徴される「わくわく」する活動を行
っている団体の活動発表や、ワークショップ、意見交換

◇定員

100名（先着順。２日間参加の方優先）

◇参加費

一 般5,500円、 会 員5,000円（ 資 料 代、 宿 泊

費、食費込）

2014.06

◇４つのキーワードによる分科会（全24団体を予定）
・「つながる」
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jimukyoku@econetkinki.org）

他団体・企業・行政・学校等との協働

などつながることで共感を広げている活動
・「つたえる」

自然の美しさ、環境問題、防災情報な

ど「情報」を伝え共感を広げている活動
・「ひろげる」

保全、保護、啓発、人材育成等たくさ

んの人を巻き込み共感を広げている活動
・「かわる」

農業に転職、組織を変革、ＨＰリニュー
１日目

NPO法人 エコネット近畿理事長 仲津 英治さんから
ごみの減量などに取り組む The Re-Create Work's を主

アル…変わることで共感を広げた活動
◇プログラム内容

第14回エコネット・カフェ
「ごみ袋より楽しい知恵袋…」

①グループワーク（課題の

宰する中村恵子さんが「ごみ袋よりも楽しい知恵袋を増

共有）②活動発表（４分科会）③意見交換／２日目

やしてみませんか？」をテーマに話します。

①活動発表②わくわくワークショップ「会員100名増

◇とき

やそう大作戦」③ふりかえりタイム

◇ところ NPO法人エコネット近畿事務所（〒530-0041

◇お申し込み

案 内 チ ラ シ と 申 込 用 紙 を http://www.

econetkinki.org/blog140408211322.html からダウンロー
ドしてお使いいただくか、氏名（フリガナ）、所属団

６月26日（木）14時半～16時半

大阪市北区天神橋２丁目北1-14

天二ビル４階）

※地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅、ＪＲ東西線大阪天満
宮駅からそれぞれ北へ徒歩約５分

体（フリガナ）、性別、年齢、日中に連絡のつく電話

◇定員

約15名

番号、Ｅメールアドレス、交流会に期待すること、

◇参加費

をご記入のうえ、FAX 06-6949-8288 またはＥメール

◇お申し込み

お茶代 200円（差し入れ大歓迎！）
エコネット近畿へファクス（06-6949-

8288） か Ｅ メ ー ル（yoyaku@econetkinki.org） で、 氏

yoyaku@econetkinki.org へ

名、住所、電話番号、Ｅメールアドレス、ご質問を書

◇締切

６月13日（金）

◇主催

第10回近畿の環境団体情報交流会実行委員会

いてお送りください。下記 URL からダウンロードで

（一財）セブン-イレブン記念財団

きるチラシに、ファクス申込用紙が付いています

◇お問い合わせ先

先着順

エコネット近畿事務局（〒530-0041

大阪市北区天神橋２丁目北1-14
06-6881-1133

天二ビル４階

URL：http://econetkinki.org

☎

Ｅメール

◇お問い合わせ先
1133

エコネット近畿事務局（☎ 06-6881-

URL：http://econetkinki.org

Facebook :http://

www.facebook.com/econetkinki.org）

L.M.モンゴメリィ生誕140周年記念

あなたの中のアンへ☆

☆

Ｌ.Ｍ.モンゴメリィ・ランド･トラスト日本窓口

野澤 あおいさんから

神戸・元町の落ち着いた素敵なカフェで、「グリー

まず、「あなたの中の『アン』としばしの対話」とし

ン・ゲイブルズのアン（邦題／赤毛のアン）」の作者

て、モンゴメリィが愛飲したカナダのキング・コール紅

L.M.モンゴメリィの生誕140周年を記念したミニ講演会

茶を頂きながら、参加者お一人ずつに「アン」的な考え

と展示販売が催されます。

や行動を語っていただきます。さらに「作者L.M.モンゴ

◇会場と主催者

メリィの文学的野心と『赤毛のアン』」のテーマで私＝

いずれも、モダナーク・ファーム・カ

フェ（〒650-0012 神戸市中央区北長狭通3-11-15
きりひがしりね

☎

078-391-3060）。担当はオーナーの切東璃音さん
◇後援：プリンス・エドワード島州政府観光局

野澤が、モンゴメリィの日記編集者以外で初めて調査し
た彼女の日記の非公開部分や、「グリーン・ゲイブルズ
のアン」の手書き原稿をもとに、作者の文学的野心の結

会場は、阪神大震災直後、一人でも多くの人が集い、

晶である「赤毛のアン」について語ります。収益の一部

いやされる場所を提供しようと、古い洋館で始められた

は、Ｌ.Ｍ.モンゴメリィ・ランド･トラストとビデファ

カフェ。アンの時代のように

ド・パーソニッジ博物館へ寄付されます。

オーガニックで無添加に

こだわりがあります。

②展示販売

①ミニ講演会

◇とき

◇とき
◇参加費

６月20日（金）19時半～21時頃

◇定員

2,500円（プレゼント付）
40人（要お申し込み、先着順）

6月20日（金）～7月4日（金）

モンゴメリィゆかりのカナダ、プリンス・エドワード
島の手づくりアン人形や風景画、キャンドルなど、ほと
んどがオリジナルの現品限りです。
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朝日カルチャーセンター
朝日カルチャーセンター中之島教室
☎ 06-6222-5222
～土曜

FAX 06-6222-5221

〒530-0005

大阪市北区中之島2-3-18

中之島フェスティバルタワー18階

URL：http://www.asahiculture.com/nakanoshima/

９時半～18時半（第２・４日曜は13時半まで）

節子夫人に聞く

中之島教室 公開講座
窓口営業時間：月

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

孤高の画家・バルテュスの世界

ピカソをして「20世紀最後の巨匠」と言わしめた画家
せいひつ

バルテュス。彼の作品は、時が止まったように静謐な風

鑑賞券なし・講座のみ＝会員 3,780円・一般 4,320円
◇後援

朝日新聞社

景画や、「この上なく完璧な美の象徴」である少女のい
る室内画など、どこか神秘的で緊張感に満ち、多くの人
ひ

写真右は、バルテュス《読書するカティア》＝1968-

々の心を惹き付けて止みません。国内では没後初の大回

76年

顧展が、７月５日から京都市美術館で開催されます（朝

個人蔵

カゼイン、テンペラ、カンヴァス

179 × 211 cm

Photo：Steve Zane

日新聞社など主催）。講座では、
作家であり美術に造詣が深い太田
治子さんが、1967年にバルテュス
氏と結婚し、本展にも全面協力し
ている節子夫人に、作品の魅力や
本展の見どころ、画家の素顔につ
いて伺います。
◇とき

７月８日（火）15時半～

17時
◇講師

節子・クロソフスカ・

ド・ローラ＝写真左上（© Ikuo
Yamashita）＝、太田 治子＝同
左下
◇受講料

鑑賞券付＝会員 5,080

円・一般 5,620円

大阪フィルハーモニー交響楽団“定期演奏会”満喫講座
大阪フィルハーモニー交響楽団（大フィル）＝写真（©

みならず広く多くの人々に親しまれています。その大フ

飯島隆）＝は、魅力溢れるオーケストラとして、大阪の

ィルの定期演奏会が、11年ぶりにフェスティバルホール
に帰ってきます。講座では、年間10回開催される定期演
奏会をより深く楽しんでいただくために、指揮者やコン
サートマスター、楽団員をゲストに迎え、各公演の聴き
どころや練習秘話などについてお話しいただきます。い
ずれの回も通常は非公開のリハーサルを見学します。
◇とき

７月18日（金）

講座14～15時

リハーサル見

学15時半～16時半
◇ところ

フェスティバルホール（大阪市北区中之島

2-3-18）
◇受講料

Ａ席チケット付＝会員 9,456円、一般9,996円

チケットなし・講座のみ＝会員 3,456円、一般3,996円
※公演チケットは講座当日にお渡しします。講座のみの

2014.06

コースは、チケットをすでにご購入の方に限り申し込
み可能です

◇協力
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大阪フィルハーモニー交響楽団、フェスティバ

ルホール

花を
梅雨空にたくましく

ハナショウブ
アヤメ科

花言葉：うれしい知らせ

大阪府吹田市・万博記念公園日本庭園で

訪ねて

アヤメ、カキツバタと並ぶ日本の代表的なアヤメの

に500品種以上が現存する。古典園芸植物にも時代の

仲間。「何れ菖蒲か杜若」と言うとおり、美しくて互

変遷があるようで、元の花は紫、白、桃色などだった

いによく似ている。アヤメは明るい草地、カキツバタ

が、異種間交配によって現在は、黄色の品種もある。

は水辺を好む。アヤメは細く短い葉から花が抜け出て

さらに、第二次大戦後に山形県長井市で、野生原種

咲き、カキツバタは広く大きな葉に埋もれるように咲

の素朴さを色濃く残した古品種の一群を、地元の愛好

く。ハナショウブはその中間。アヤメとカキツバタは

家たちが奇跡的に守り伝えていたのが発見された。長

５月、ハナショウブは遅れて梅雨空の下で花開く。

井古種と名付けられ、近年かなり普及した。写真はそ

いず

あやめ

かきつばた

ながいこむらさき

最も人気が高いのがハナショウブ。江戸時代から改

のひとつの「長井小紫」という品種。前出３系統より

良が進み、絢爛豪華な品種ができた。栽培地にちなん

花は小ぶりだが野趣にあふれ、雨に打たれても、うな

で江戸、肥後、伊勢の３系統に分けられ、あわせて優

垂れない。たくましく群れ咲く姿が見事だ。

けんらん

トッパンメディアプリンテック関西

朝日新聞 大阪工場

見学しませんか

新聞印刷の最前線

〒 553-0001
お申し込み・問い合わせは

（雅）

☎ 06-6454-3636 月〜金曜
（祝日除く）10 〜 16 時

大阪市福島区海老江 3-22-61
URL：www.toppan-tmk.co.jp/
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京都万華鏡ミュージアム

FAX 075-254-7902

〒

：
URL

京都市中京区姉小路通東洞院東
604-8184

入曇華院前町 706-3☎・
http://k-kaleido.org/

心に投げかける光彩のパノラマ
京都万華鏡ミュージアム
カ レ イ ド ス コ ー プ

万華鏡。英語で k aleidoscope。ギ

なら本格的に」と懇願し、建築家、

仙台からの修学旅行の中学生７人が

リシャ語の karosu（美しい）＋eidos

デザイナー、大学教授らに呼びかけ

来館した。自閉症の女生徒が１人い

（形）＋skopeo（見るもの）に由来

て知恵を結集した。元々は公務員で

た。目を輝かせて映像に見入り、い

する。スコットランドの科学者、デ

も先生でもない普通の主婦。「きっ

つまでも動こうとしなかった。「す

ィヴィッド・ブリュースターが1816

と、行動力を買っていただけたので

みません、もう少しいていいです

年に発明した。その３年後に早くも

しょう」と屈託なくほほえむ。

か。彼女がこんなに夢中になるの、

カ ロ ス

エイドス

ス コ ペ オ

日本に渡来した記録が残っている。

嵐山を模したジオラマ万華鏡、舞

それにしても、なぜ今、絵でも彫

妓さん姿の万華鏡、オルゴール万華

刻でも写真でもなく、万華鏡のミュ

鏡……現代作家が意匠を凝らした作

閉館時刻を過ぎ、夕闇が迫ってい

ージアムなのだろう――素朴な疑問

品が、教室を使った展示場に並ぶ。

た。おなかが空いただろう。帰りが

を、伊藤知子館長にまずぶつけた。

陳列ケースに収めるのではなく、実

遅れて叱られるかもしれない。しか

際に手に取り、のぞいてもらう。

し、誰も文句一つ言わない。自閉症

旧京都市立初音中学校の同じ敷地

初めてなんです」。リーダーの生徒
の頼みを、伊藤さんは快諾した。

内に、心に問題を抱える子のための

障害を持つ子が大勢訪れる。軽い

の子をいたわるように囲んで最後ま

施設「こども相談センター パトナ」

万華鏡を持てない子がいる。ちょっ

で見ると、「ありがとうございまし

がある。ここと連携して子どもたち

とだけ身を乗り出してのぞく力がな

た」と礼を述べて帰って行った。

を静かにフォローする展示施設をつ

い子も。何とかしてあげたくて、万

伊藤さんは確信した。「大丈夫。

くりたいと11年前、教育長に請われ

華鏡のイメージを壁いっぱいに映写

この子たちならきっと、被災地を立

て手伝ったのがきっかけという。

する仕掛けをつくった＝写真。これ

派に復興させてくれる」。万華鏡が

なら座ったままで鑑賞できる。

とり結んでくれた、とってもうれし

当初、市教委は１部屋程度の展示
を考えていたが、「せっかくつくる

東日本大震災直後の2011年４月、

い出会いだった。

（黒沢 雅善）
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
み ちかじま

▼京都文化博物館（京都市中京区三条高倉）の別館は、

見近島の遺跡発掘調査の楽しさを語ってくれた学芸員の

赤レンガ造りの旧日本銀行京都支店の建物です。先日、

田中謙さん。50人は乗れそうな潮流体験船に、客は私を

この別館ホールで、通崎睦美さんのコンサート「今、甦

含めたった３人なのに、船を出して海を巡ってくれた船

る！

木琴デイズ」を聴きました。高い天井に音が響

長さん。島で多分ただ一つのタクシー会社の運転手さん

き、大盛況でした。立ち席だった私が寄っかかっていた

は、関西の私鉄会社を定年後、この郷里へ戻ったとか。

のは、昔のまま保存されている銀行の窓口カウンターで

「ちょっと海に出れば、うまい魚が捕れる。過疎やけ

した。西部劇で見るような、格子のついたカウンターで

ど、悪い人はおらん。もっと早く戻ればよかったと思い

す。別棟の金庫棟もレンガ造りで、こちらには今年２月

ます」と話し、料金1000円足らずの距離を、嫌な顔せず

から前田珈琲が店開きしています。

走ってくれた。都会のチマチマした経済原理に縛られた

博物館本体（新館）では６月７日から「黒田清輝展」

自分が、とても卑小に感じられた一日だった。（黒沢）

（朝日新聞社主催）が始まりました（会期は７月21日ま

▼「中之島どくしょ会」では参加者にアンケートを記入

で）。日本の近代洋画の巨匠の作品を楽しんだら、別館

して頂いています。作品の舞台瀬戸内から来場されたこ

も、のぞいてみてはいかがでしょうか。

（臼倉）

とや村上水軍に関してなど、今回は和田竜さんへの関心

▼たまに行く出張取材の楽しみの一つは、ふだんと違う

とともにその作品への熱いメッセージが多く記入されて

さまざまな人々に出会えることだ。今回の村上水軍博物

いました。まだ読まれていない方はぜひ一度。とある図

館への旅もそうだった。展示場を案内しながら、能島や

書館では秋まで予約が入っているようですが。（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」を目指して、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原稿を、お待

ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・案内で、でき

ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動

るだけ簡潔に。いずれも写真・図付きを歓迎します。

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

郵便またはファクス、Ｅメールで下記へ。７月号掲載

（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・

ご希望分は６月23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：臼倉 恒介、黒沢 雅善、北野 順子、田中 故郷、柏崎 歓､ 朴 琴順、中川 透
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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【全 面 広 告】

