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医者の言い分 vs. 患者のさけび
作家

久坂部 羊さんと「悪医」を読む

がん闘病、２つの視点から克明に
治療に万策尽きた医者と、何としてでも治って生きたい患者――第３回日本医療小
説大賞を受けた久坂部羊さんの小説「悪医」（朝日新聞出版）は、現代の医療が抱え
る古くて新しい問題を、鋭くえぐった小説だ。朝日新聞関西スクエアの第７回中之島
どくしょ会が７月31日、大阪市北区中之島２丁目のラ・フェットひらまつで開かれ、
医師でもある作者自身が、作家になるまでの道のりや創作の経緯を語った。

応募すれど落選、落選また落選

と思います。
私は国語が一番の苦手で、本もほとんど読まない、サ

こんにちは。久坂部羊です。

ッカーばかりやっていた少年でした。ところが、高校二

小説の話は後でたくさん出ると思いますので、私が若

年生のときに友だちの影響でドストエフスキーを読み、

かった頃から小説家になるまでの道のりをお話ししたい

世の中にこんな面白いものがあるのかと、はたと気付き
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ました。テストの勉強をしていたら、自分の中で小説が
わあっとわき出て、勉強が手に付かないぐらいドラマが
展開し、その一晩で小説家になりたいと思いました。
ところが、どうしたら小説家になれるのかがわかりま
もんもん

せん。悶々としました。大学は一応、医学部に入りまし
たが、講義は卒業できる最低限しか出ず、頭の中で常に
小説を書いていました。五年生、六年生の頃は、会議を
「悪医」（朝日新聞出版）

する部屋の隣の誰も入ってこない小部屋にこもり、一人
で小説を書いていました。どんどん書いたんですが、ど
うやって発表していいのかわかりませんでした。
そんなとき、大阪・梅田の紀伊國屋書店へ行ったら、
自費出版コーナーができていました。料金も安く、学生
の私がアルバイトで稼いだ貯金で出せるぐらいでした。
短編小説を集めた小さな本を100冊つくって書棚に５冊
か10冊並べてもらい、出版社の編集者が発見してくれな
いかと思って、住所をメモ書きして置いてきました。
そうしたら、同じ自費出版をした人が「本当に作家に
なりたいなら、まず同人誌に入らないとだめだよ」と手
紙をくれました。そして、私が住んでいる堺市に出版元
がある「文学地帯」という同人雑誌に入りました。
その頃の朝日新聞に、久坂葉子という神戸の作家の遺
品が菩提寺から返還されて展示会があるというニュース
が載りました。19歳のときに芥川賞候補になり、昭和27
（1952）年に21歳で自殺した作家です。川崎重工の創始

い発言、緊急手術のドタバタとかを書いたものでした。

者のひ孫で男爵令嬢。美人でした。久坂葉子研究会とい

一人称だったのを、編集者に相談して三人称に直しまし

うものがあると書いてあったので顔を出しました。彼女

た。ところが、最初の作品は二次選考まで残ったのに、

は神戸の「V IKING」という同人雑誌のメンバーであ

今度は一次にしか残れませんでした。いけるんじゃない

り、雑誌をつくった富士正晴さんが彼女の師匠で、彼女

かという気持ちで、肩に力が入りすぎたのでしょう。

バ イ キ ン グ

に関する小説も書いていることを知りました。富士さん

医師としては外科と麻酔科で働き、33歳で外務省に入

に、いろいろ教えてほしいとはがきを書いたら、「遊び

りました。その後も、同人雑誌で頑張って書き、今度は

にいらっしゃい」と返事をもらい、通うようになりまし

外務省の医務官の仕事をテーマにした小説を「文學界」

た。「VIKING」にも入れていただきました。

に送りました。最終候補に残って、はらはらドキドキし

堺の同人雑誌はやめましたが、やめる直前にいた人が

ましたが、落選。次に別の作品で応募したら、最終候補

河出書房の「文藝」の文藝賞を受け、プロの作家になり

に残って編集者から電話がかかってきたので、可能性が

ました。私は、その方と「VIKING」の先輩たちに教わ

あるのかなと思ったんですが、また落選。その後も「文

りながら頑張りました。とにかくプロの作家になりたい

學界」の候補になりましたが、落選でした。

と言ったら、文芸雑誌の新人賞に応募しないとだめだと
言われ、100枚ぐらいの小説を書いて応募しました。

「新潮」という新潮社の雑誌の新人賞に応募したら、
これも最終候補に残って、編集者も乗り気でした。私が

すると、文藝春秋の「文學界」の新人賞の編集者から

赴任していたパプアニューギニアまで国際電話でいろい

電話がかかってきました。「あなたの応募作はとても面

ろアドバイスをしてくれ、何となく感触はよかったんで

白いけれど、欠点も多い。書き直して半年後の次回に応

すが、それも落選という結果でした。

募したらどうですか」と言うのです。私は舞い上がって

エンタメ系小説に目開かれた

しまいました。「文學界」の新人賞を受賞すれば、芥川
賞候補になって受賞する可能性もあります。うれしく
て、一生懸命、書き直しました。

「文學界」や「新潮」は、ジャンルとしては純文学で
す。私もドストエフスキーから入っていますから、純文

その小説は、病院の手術部にいる器材係を主人公にし

学が好きで、当然、芥川賞受賞作は毎回、海外にいても

て、医者でも看護師でも患者でもない人の目から見た、

取り寄せて読んでいました。ところが、40歳を超えたあ

病院の手術における矛盾とか、外科医たちのとんでもな

たりから、芥川賞受賞作品のどこが面白いのかが、だん
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だんわからなくなってきました。
本当にわかっているというのは、人にちゃんと説明で
きるということだと思うんです。わかっていない人に
「わからんやろうけど、ええねん」ではなくて、「この
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ましたが、私には愛着もあります。編集者も「ちゃんと
したエッセイですよ」と言ってくれました。

高齢者医療に触れ最初の小説

作品のここが、こんなふうにいいんだよ」と言えるとい

１冊の本が出て、これで道が開けるかなと思ったら、

うことです。若いときに「純文学はすばらしい」と言っ

なかなか簡単にはいきませんでした。日本に帰った後、

ていた自分をよくよく振り返ると、本当にどこがいいの

ブランクがあるので、外科医としては病院に勤められま

か、説明できないことに気付きました。つまり、純文学

せんでした。医局の紹介で老人医療のクリニックへ、行

に対して自分の限界が見えてきたんですね。

き手がないので行くことになりました。

ちょうど同じ時期に、高村薫さんとか桐野夏生さん、

今でこそ高齢者医療とか少子高齢化の問題が注目され

あるいは真保裕一さん、東野圭吾さん、宮部みゆきさん

ていますが、1997～98年でしたから、介護保険も始まっ

とかの、いわゆるエンターテインメント系の小説をたま

ていません。初めて多くの高齢者に接して感じたのは、

たま読みました。わかりやすくて、面白い。どうも純文

今までの医療は病気を治すことが目的でしたが、老いと

学のほうが、訳のわからない作品に思えてきました。

いうのは不治の病と同じだということでした。

しん ぽ

それまでの私は、純文学は人生とか社会とかの深いと

医者は治る病気を治したいという気持ちが強いです。

ころを描いていてレベルが高く、一方、エンターテイン

治らない病気を治してくれと言われても困ります。実際

メントは単に読み物で、ちょっとレベルが低いというふ

に高齢者を目の当たりにして悩みを聞き、診察をしてい

うに無意識に見ていたんだと思います。

ると、医療の未開拓地という感じがしました。

最近の芥川賞にも感じますけど、ちょっと前衛的すぎ

治そうと思うと治らないけれど、治らない状態で、ど

て、わけがわからなかったり、自分にはとてもいい作品

う患者さんの気持ちを癒やし、折り合いをつけるか。残

とは思えなかったりして、面白いとは思えません。それ

った時間を有意義に過ごすにはどうしたらいいか。医者

に比べ、さっきあげたエンターテインメントの作品は、

の説明の仕方、患者さんの心の持ちようを変えること

社会そのもの、登場する人間の影の部分、屈折だとか深

で、それは可能です。患者さんは視野が狭くなっていま

みがすごくわかりやすく、リアルに描かれています。ド

すから、こう考えることで楽になりますよと話すこと

ストエフスキーはどちらかと言うと、そちらに近いと思

で、気持ちが変わるのをたくさん見てきました。そうい

いました。

う分野には、誰も手を付けていないと思いました。
こうそく

ま

ひ

しかし、だからといって、すぐに書けるわけではあり

そうして脳梗塞や脳出血で手足が麻痺した患者さんの

ません。私自身はその頃でも、作家になれていないし、

悩みを聞いている中で、ふと、麻痺した手足を切り取っ

本も出せていませんでした。

てしまったらいいじゃないかと思いました。実際、麻痺

そんなとき、さっき申し上げた文藝賞をとった先輩作
家が、「小説にこだわらず、君は海外で医務官をやった

して動かないのに痛みだけがあるとか、着替えるときに
邪魔でしようがないという患者さんもいたんです。

経験があるんだから、それをエッセイとして書いてみた

麻痺しているから切り取るなんていう発想は、医者側

らどうや」と言って、書いたものを幻冬舎という出版社

にも患者さんにも、もちろんタブーです。しかし、小説

に送ってくれました。そこの編集者が「一応読める文章

では書けるんじゃないかと思いつき、幻冬舎の編集者に

を書いてはりますね。だけど、このままでは出版できま

話すと、面白いということになりました。ノンフィクシ

せん」と言いながら、私にはどうということのない、外

ョンスタイルにしてみようと考え、前半をクリニックに

務省とか大使館の話を、すごく面白がってくれました。

いる医者のエッセイみたいな形、後半は編集者がその顚

例えば、大使は偉い人なので、手紙の敬称は閣下と書

末を書くという形にして、「廃用身」という小説が2003

かないとだめなんですとか、公邸料理人という大使付き

てん

年にできました。

のコックさんと大使のやりとりとか、大使館夫人のバト

03年から04年にかけて、山崎豊子さんの「白い巨塔」

ルとかを話したら、「書いてください」ということにな

がテレビドラマ化され、唐沢寿明さんと江口洋介さんの

って、書き直した原稿が「大使館なんかいらない」とい

主役で大ヒットしました。おかげでブームみたいなのが

う、私の初めての本になりました。

来て、新しいタイプの医療小説がたくさん世の中に出て

自分で面白いと思っているものと、世の中が求めるも

くるようになりました。

のは違うんだなと感じました。ちょうど外務省の機密費

それまでの医療小説は、難病の患者さんが絶望してい

問題がスキャンダルになったときと重なり、半分、暴露

るところに名医が出てきて治すという形が多かったと思

本みたいになりました。９年間、外務省にお世話になり

います。医療の限界とか影の部分には、あまり手が付け

ながら、何という恩知らずな本を書いたんだろうと思い

られていませんでした。山崎さんは先駆者として、大学
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病院の教授選という、人間ドラマが大きくうねるような
面が医療にもあるというところを描かれたわけです。

久坂部

その番組は医者の立場から見ると、首をかし

げたくなるところもありました。

そういう経験を私は、医者として見聞きしているとい

例えば、急性期病院という治療を優先する病院は、治

うことです。当時は、そんなことが小説になるなんて、

療を待っている患者さんがたくさんいるので、治療の余

まったく思っていなかったんですが、振り返るとドラマ

地がない人は一般病院、レベルがあまり高くないと思わ

チックなことがあって、医療小説を書くようになってい

れている病院へ行っていただかないといけません。けれ

ました。今回、「悪医」で初めて賞と名の付くものをい

ど、患者さんは「病院から追い出された」「見捨てられ

ただいて、今日に至っているということです。

た」という表現をされます。視聴者もそう感じると思い

以上、私の来歴です。

きっかけはテレビへの違和感
ありがとうございました。本日は「悪医」の担

司会

ます。医者の側は、いま治療したら助かる人を優先的に
治療するという事情があるんですが、そこがまったく伝
わっていません。
それから、治療法がなくなったと言われた患者さん

いただき、お２人でお話を
していただきます。
お願いします。日本医療小
説大賞の受賞、おめでとう
ございます。
ありがとうござ

久坂部

「悪医」を去年11月に刊行
させていただきました。こ
の小説を書かれたきっか
け、題材を選ばれた経緯は

んかと言って病院を探しま
す。ネットで探し、他府県
まで行って見つけます。そ
このお医者さんは「わかり

を正義の味方と感じます。

いかがでしたか。

見捨てない医者というふう
に。しかし、我々医者の側
からすると、治療をしない
ほうがいい状況というのが
あるんです。
がんは一定以上進むと、
薬には必ず副作用がありま
すので、治療が寿命を縮め
たり、残っている時間を苦
しめたりしてしまいます。
だから、「治療しません」

（矢坂さんは）

久坂部

へ行くよりも、何とかなら

を見ている人は、その医者

はい よう しん

た長編小説を担当し、次に

元気です。ホスピスなんか

と言います。すると、番組

高齢者の在宅訪問医療に従事し、

よ」という医療ミスを扱っ

は、そうは言われてもまだ

ました。治療をやります」

２００３年に「廃用身」で作家デ

ルは「糾弾―まず石を投げ

ビュー。主な著書に「破裂」「無

投げよ」、文庫本のタイト

痛」など。医療のあり方や生死の

私は、「まず石を

矢坂

意味を問う作品を発表している

います。

１９５５年、大

どうぞ、よろしく

矢坂

くさかべ・よう

ます。矢坂さんにもご登壇

阪府生まれ、大阪大医学部卒。外

子さんが来てくださってい

務省医務官として海外勤務の後、

出版書籍編集部の矢坂美紀

久坂部 羊さん

当編集者である、朝日新聞

と言う医者のほうが、本当

答えを知っているんですよね（笑）。と言うのは、「ま

は善意があるんです。「治療しましょう」と言う医者

ず石を投げよ」を書き終わった直後に矢坂さんから「次

に、いったいどんな治療があるのか言ってみろ、と言い

はがん難民の話を書いてください」と言われたんです。

たくなります。つまり、その場合にできる治療とは、副

書くつもりはなかったんですが、５年ぐらい前から会う

作用で命を縮めることがわかっていても、患者が求める

たび「次はがん難民の話」と言われ、それで書きまし

からしましょうという治療か、あるいは、副作用もない

た。

し、命も縮めないけれども、効果のない治療か、どちら
ぎ まん

2008年にＮＨＫスペシャル「さまよえるがん患

かです。どちらにしろ欺瞞です。ところが、番組を見た

者」というテレビ番組が放送されました。私は、患者さ

人は、欺瞞をする医者がヒーローで、誠実に対応した医

んの立場にしか立てないので、一定の治療が終わったら

者を冷たいと受け取っていたと思うんです。

矢坂

何をどうしていいかわからない状態になる不安、それ自

そういうことをあの番組から感じて、これは小説にせ

体はノンフィクションより小説のほうがうまく描けるん

なあかんと思いました。でも、医者側の言い分を書いた

じゃないかと思い、放送後に「いかがですか」と申し上

だけでは説得力がないとも思いました。さっきから申し

げました。

上げている文藝賞をとった作家に「おまえの作品は医者

2014.09
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の側に立ったものばかりや。いっぺん、患者の側に100

際の医者がよくわかると思います。「白い巨塔」の里見

％立った小説を書いてみろ」と言われていました。で

先生みたいな、すばらしいお医者さんに当たったらいい

も、患者の気持ちだけを追っていくと、医学知識がある

なと思って病院へ行っても、みんな、そこまで人間がで

ものですから、どうしても矛盾とか不合理とか、間違っ

きていません。がっかりされるので、最悪の医者をみな

ていることを書かないといけません。それはつらいの

さんに知っておいていただいたほうが、「あれに比べた

で、どうしようかと迷っているときに、医者と患者を交

ら、実際の先生のほうがまだましや」と思ってもらえる

互に描くという方法をとればどうかなと思いつきまし

かなと思って書きました。

た。それで、この作品ができたということです。

奥さんにがんのことを言っていないという若い患者さ

「悪医」は、今おっしゃった、52歳の小仲辰郎

ん、あれも、もう20年以上前、まだ病名の告知をしてい

という胃がんの患者さんと、35歳の森川良生というお医

なかった時代に実際にあった話です。そのときは若い男

者さんのシーンが交互に出てきます。今回、医療小説大

性が胃がんになって、私が、奥さんと廊下ですれ違った

賞の選考委員である篠田節子さんが高く評価されていた

ときに「ご主人は早期ですから、抗がん剤も要りません

のが、２つの立場の人たち、それぞれの気持ちがよく描

からね」と安心させるつもりで言ったんです。そうした

かれているという点です。２つの視点があることによっ

ら、奥さんはまっ白な顔になられました。何でそんなに

て、病がだんだん重くなってくると、医者側と患者側の

驚いているのかと思ったら、後でご主人のお母さんから

治療に対する思いのすれ違いが明らかになってきます。

「嫁が帰ってきて、わんわん泣いているんですけど、先

最初のほうに、小仲はもう治療法がないと告げられて、

生は何とおっしゃったんですか」と電話がかかってきま

「先生は、私に死ねと言うんですか」と言います。治療

した。「早期だから抗がん剤は要りませんと言ったんで

法がなくなってきた58歳の肝臓がんの患者さんは、自分

す」と言うと、「ええっ、嫁には胃潰瘍と言っていたん

は体力もあるし、どうしても治療をしてほしいとすがり

です」。本人には伏せていても、奥さんには言っている

つく形で、抗がん剤の治療を受けたいと申し出ます。

だろうという私の思い込みが、そこで地雷を踏んでしま

矢坂

それは、現場の医者が日常茶飯事に感じてい

久坂部

ることだと思いますね。

かいよう

ったのです。
エピローグで、ＮＰＯ法人ヘラクレスの会から

矢坂

ただ、そこが読者というか、患者側に近い人間

森川さんあてに郵便が届きますね。そこに小仲さんのメ

には、なかなかわからない部分でもあります。この小説

ッセージが入っていて。それも幾つかの忘れがたいシー

には面白いエピソードがたくさんありますが、例えば、

ンの一つだったんですけれども、最初からご準備されて

赤鬼さんという、ごま塩頭の患者さんが、森川先生を主

いましたか。

矢坂

治医から代えてくださいと言いますね。
えこひいきをすると言ってね。

久坂部

この小説は、医者と患者さんがけんか別れを

久坂部

するところから始まります。普通、そうやって別れた

それから、３人の医者が患者さんの批判をしま

ら、そのままになります。それを最後でもう１回クロス

す。ああいうシーンは、久坂部さんご自身の臨床体験の

させないといけないと思いながら書いていました。どう

現場から出てきたことですか。

クロスするかはわからずに書いていたんです。偶然会う

矢坂

久坂部

えこひいきのエピソードは、実際に私が体験

したことです。若いとき、同じ部屋に２人の患者さんが
いました。小説に書いたとおりで、片方は会社重役で、

ようにするのか、あるいは訪ねていくことにするのか、
いろいろなパターンを考えていました。
小説のタイトルのことです。実は、元々は「余

矢坂

家族がいて明るいんですね。片方は生活保護の方でし

命」という書名でした。それが「ふたつの余命」に変わ

た。生活保護の方に、主治医を代えてくれと言われまし

り、最後に「悪医」になりました。

た。私は、雑談も診察も同じようにしているつもりだっ

久坂部

タイトルには、いつも本当に苦労します。最

たので、本当に頭に来ました。小説では主任看護師にな

初は決めずに書きました。書いている途中で、これは、

だめられるようにしましたけど、私は先輩の医師に「生

がんを宣告された患者さんが残った時間をどう過ごすと

活保護の人は寂しいんや。だから、そんなふうに見えた

いう話なので、「余命」を思いついたんですが、同名の

んや。それは、そう受け止めて、穏やかにしろ」とさと

小説があったんです。次に、小説にも残しましたけれど

されて、そうなんだと思いました。

も、がんの患者さんが余命を宣告された後の過ごし方に

３人の医者が患者の悪口を言っているのは、現実のと

は２種類あります。最後まで治療にすがる方と、治療を

おりではないですが、医者があんなふうに思っているこ

やめて、残る時間をできるだけ楽しむ。それから、がん

とは多いと思います。ちゃんと患者さんのことを思って

を宣告された方も余命を生きていますが、森川という医

いる医者もたくさんいるんですが、危機管理としては、

者も永遠に生きるわけではない、いつか死ぬという意味

一番よくない面をみなさんに知っていただくほうが、実

では余命を過ごしているわけですね。そういう意味での
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余命もある。二重の意味で「ふたつの余命」というタイ

の医学的な、特殊な知識や仕掛けがありました。実際に

トルがいいかなとも思いました。ところが「絶対に受け

あり得ないような、麻痺した手足を切るとか、国家プロ

へん」「暗い」あるいは「余命と付くだけで、死ぬとわ

ジェクトとして高齢者を安楽死させるとか、外見を見た

かる」という鋭い意見をちょうだいしました。悩んで考

だけで病気がわかる名医が登場するといったエンターテ

えているときに、私の妻が「この話って、悪い医者の話

インメントの小説が多かったんです。「悪医」はそうい

と違うん？」と言ってくれ、気持ちの悪意と、悪い医者

う仕掛けなしに、元々やりたかった純文学に近い形で、

という意味での「悪医」に決まりました。

ストレートに病気とか医療に向き合った小説です。

去年11月に「悪医」が刊行され、３月に短編集

「いつか、あなたも」も、ハッピーエンドはありませ

「嗤 う名医」が集英社から刊行され、６月には短編集

ん。病気と戦う、あるいは病気を受け入れ、何とかそれ

「芥川症」を新潮社から出され、収穫の年でした。短編

を乗り越えてようとする高齢者とか、がんの患者さん、

は初めてだったということですが、短編と長編では、書

あるいは認知症の方の懸命な生き方、それに寄り添う看

いているときに力を入れるポイントが変わるとか、かな

護師を主人公にしています。そこで描かれる医者や患者

り違うと思います。いかがですか。

さんの戦いみたいなものは、非常に苦しくて悲しいけれ

矢坂
わら

短編は、アイデアがわいたら、それをいい形

ど、感動があるんです。人間としての感動です。うわつ

で読者に伝えるために、わっと書きます。だから、うま

いた楽しい感動ではなく、患者さんはギリギリ追い詰め

くいったらすごく楽しいですね。勝負が早いので、自分

られていますし、家族も、自分の大事な人の生死に関わ

で書いていても面白いです。長編は、読んでいるうちに

っている状況ですから、人間の持っている力強さとか悲

読者を巻き込んで「どうなるんやろう」とか「えっ、こ

しみ、苦しみ、後悔がものすごく純粋な形で出てきま

んなことになるの？」みたいなものをどれだけ盛り込め

す。それがある種の感動を伴っていくので、小説にした

るかなんです。それが自然にリアリティーを持つよう

いと思って書いたんです。

久坂部

に、伏線とか下準備のような筋運びを書かないといけな

「嗤う名医」と「芥川症」は、医学面でのいろいろな

いので、けっこう大変です。余分な部分とウケる部分の

アイデアを意外な形であったり、ちょっと恐ろしい形

バランスに苦労しながら書くので、終わったら夏休みの

で、あるいは笑いがあったり、グロテスクであるという

宿題が終わったみたいな気持ちになるんですけど、それ

短編小説としてつくっているので、まったくのフィクシ

まではつらくて苦しいことの連続です。短編は軽くて、

ョンですが、今度の短編集は実話に基づいています。

「また次」という感じですけれども、長編は長く、重
く、取り組んでいる時間が長いので、達成感は深いもの
がありますね。

９月に「リアルな」短編小説集
今後のお仕事の予定についてお伺いしたいので

矢坂

すが……。

まったく違う質問になりますが、最近は落語に

矢坂

はまっておられるそうです。
久坂部

落語の中には、医療を題材にした落語が多い

んです。古典落語にもあるし、創作落語にもあります。
２年ぐらい前に天満天神繁昌亭という、大阪の寄席に関
係していらっしゃる先生から、医療落語会みたいなのが
あるので、そこへゲストで来てくれと頼まれました。

９月に短編集が出ます。「いつか、あなた

対談をした相手が笑福亭福笑さんという、六代目笑福

も」というタイトルです。短編は文芸雑誌に載せてもら

亭松鶴さんのお弟子さんでした。仁鶴さんとか、鶴光さ

って、６～７作たまったら１冊の本になるんですけど、

んの弟弟子で、鶴瓶さんの兄弟子になるんですが、その

これは、実業之日本社の「ジェイ・ノベル」という月刊

福笑さんと親しくさせていただきました。福笑さんの落

誌にぽつぽつ出したものが６作です。「嗤う名医」は、

語は本当にシュールで、古典も創作落語もする爆笑型で

「小説すばる」に５年前から書いていたもの。私が初め

す。芸能事務所に所属されていないので、テレビにはあ

て短編小説の依頼を受けて書いたのに近いものです。

まり出られないんですけれども、独演会を開いたら満席

「芥川症」は２年ぐらい前から連載していていました。

になるという、桂枝雀さんの後を継ぐ、関西の爆笑系の

久坂部

今までのタイトルとはまったく違いますね。

矢坂

落語家さんです。

そうですね。「いつか、あなたも」は、連作

福笑さんのお弟子さんに、笑福亭たまさんという人が

のうちの一つのタイトルなんですが、その小説は「悪

います。彼は京大を出ているインテリの若手落語家で、

医」に似た作品です。私がずっとやってきた在宅訪問医

その人の落語もすごく面白くて、去年は、たまさんの落

療といって、患者さんの家に定期的に伺う高齢者医療を

語を20回、聞きに行ったという、ほとんど追っかけ状態

題材にした小説集です。リアルな小説です。「悪医」

になっています。師匠の福笑さんの落語もしょっちゅう

は、それまでの自分の小説と印象が違っています。以前

聞きに行かせていただいて、打ち上げにも呼んでいただ

の「無痛」や「破裂」「まず石を投げよ」には、ある種

いたりして、その２人を追っかけています。

久坂部
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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、久坂部羊さんが答えた。
Ｑ

（抄録）

ペンネームの羊というのは、何かイメージがあ

るのでしょうか。なぜつけたのですか。
久坂部

1955年の羊年生まれなのと、「廃用身」で

デビューしたのも、たまたま羊年。羊の皮をかぶった
オオカミというつもりではいるんですけれども。
Ｑ

ほかの作家が書いた医療小説を読みますか。

久坂部

ははきぎほうせい

よく読みます。一番好きなのは帚木蓬生さ

ん。東大を出てＴＢＳに入ってから九州大学の医学部
へ行かれ、精神科医をされています。「医療」を取り
去っても、プロット、人物描写、すばらしい小説をた
くさん書かれ、九州を舞台にして韓国、朝鮮との関わ
りの歴史小説も書いておられます。「エンブリオ」と
いう男性を妊娠させる特異な医療小説があって、非常
かいどう たける

に面白いです。海堂尊さんもたくさん読んでいます。
登場人物にあだ名をつけて物語を動かしていく手腕な
ど、非常にすばらしいと思いますが、私とはテイスト
がちょっと違うなという感じはしています。
Ｑ

いろいろな医療小説がある中で、ご自分の個性

とか目指すものを、どう思っていますか。
久坂部

誰もが思いつかないような仕掛け、しかも

医療的にある程度リアリティーがあるようなものを目
指したい。ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリ
ーさんは、がんになる恐れがある遺伝子があることが
わかったために健康な乳房を切除しました。医療の進
歩が、多くの女性に新たな悩みを突き付けたりするわ
けです。医療を知っている者からすると、怖いことが
いっぱいあるんですね。そのあたりを小説にできれば
と思っています。
Ｑ

小説で稲本という看護師が、小仲の心を溶かす

重要な役割をします。モデルがあったのですか。
久坂部

私が勤めていたクリニックに、ちょっと似

たケアマネジャーさんがいらっしゃいました。小説に
「ケアをするときには、心は熱く、頭はクールに」と
いうせりふがありますが、そうおっしゃっていたんで
す。親切にするには熱い心がないとできない、でも、
サービスが本当に役に立っているか冷静に見極めずに
「これをしてあげたらいいだろう」と思い込むと独善
になり、利用者さんは迷惑することもあると言うので
す。そういうことをイメージして書きました。
Ｑ

そもそも医者を志したのはなぜですか。

久坂部

父も祖父も医者で、親戚にも医者が多く、

子どものときから、自分は医者になるんだろうという
雰囲気でした。高校生のときに文学に目覚め、作家に

羊の皮かぶったオオカミ／「医者になれ」父の助言に感謝／「誰にでも起こる」を伝えたかった

■ 質問に答えて ■
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なりたいと父に言ったら、「サッカーはもうやってる
やないか」と言うのです。何たる天然ぼけかなと思い
ました。そうしたら父が「なってもいいけど、いきな
り生活はできへんやろう。とりあえず医学部に行け。
医者になったら生活が安定するから、空いた時間に小
説が書けるやろう」と言いました。それもそうかなと
思って医学部に進みました。今は父のアドバイスのお
かげで小説が書けていて、感謝しています。
Ｑ

作家一本でいかれる気はなかったんですか。

久坂部

それはないです。今年３月まで勤務してい

たクリニックの都合で、４月から医者としてはフリー
ターというか、休職中です。小説家一本でいく自信は
とてもないですし、生活のことを考えると、そんな浮
かれたことを言っておられません。自分で定年を考え
ていまして、60歳を何年か超えれば、医者にならせて
もらった責任は一応果たせるかなと思っています。
Ｑ

医者に作家が多いのはなぜだと思いますか。

久坂部

医者が小説を書かないのが不思議なぐらい

です。小説として面白いのは、恋愛話か生き死にの話
だと思います。医療の現場にいると、人間として本当
の最後の場面に立ち会うわけですね。そこには当然、
ドラマがあるわけですから。
Ｑ

作家であることで、お医者さんとして何か困っ

たことはありませんか。
久坂部

医者として患者さんに向き合うときは、自

分がものを書いていることはまったく伏せています。
そうでないと、患者さんは、医者が全力投球をしてい
ないと思われますから。「自分が題材にされるのと違
うか」と思われてもいけません。ここ数年、新聞に写
真が出たり、テレビに出たりすると、「先生、見まし
たよ。名前が違っていましたね」と言われることがあ
ります。「医療なんかに関わらん方がいい」と言いな
がら、賞をもらっているわけですから、そういうとき
は恐縮して、ごまかしていますけれども。
Ｑ

「悪医」の登場人物には、名前がある人と、な

い人がいます。何か区別があるのでしょうか。
久坂部

医療者側と患者さん側に分けて書いていま

す。医療者側のパートには、森川の家族以外は固有名
詞を出していません。医長とか部長という肩書きで、
どの病院でもあるものというイメージを広げたかった
んです。患者さん側のパートには、固有名詞がたくさ
ん出てきます。ただ、後半に出てくる肝臓がんの末期
で、最後まで治療にこだわる患者さんには、名前をつ
けていません。それと同じくくりで、プロローグとエ
ピローグにも一切、固有名詞を出しませんでした。こ
の小説は登場人物だけの特殊な話ではなく、誰にでも
起こることだということを伝えたかったのです。
Ｑ

エピローグで森川先生は、小仲さんが予想に反
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仲さんが受けてきた治療によるものなのか、それとも
人間が本来持っている治癒能力によるものなのか、ど
う解釈すればよいでしょうか。
久坂部

「たまたま」という解釈が正しいと思いま

す。患者さんは、すごく理由を知りたがりますね。医
者は「それはこうやで」と説明しますが、ほとんど根
拠がありません。単なる見込みです。治療してよくな
ったら、患者さんは、治療が効いたと思われますが、
治療しなくてもよくなった可能性もあるんです。病気
というのは、死ななければ治るんです。人間には自然
に治す力が備わっているからです。毒にも薬にもなら
ない治療をすると、自分の力で治ったのに、治療のお
かげだと思い込んでしまう人が多いです。小仲が長生
きしたのも、何が原因かは誰にもわからない。可能性
としてあるのは、森川が余命を短く見積もりすぎたと
いうことでしょう。でも、医者の予測って、本当に当
たらないんです。余命を短めに言っておかないと、
「何で早く死んだんですか」と言われます。逆に短め
に言って長く生きたら、患者さんの家族は納得するわ
けです。ただし、「余命はわかりません」と言ってし
まって、「あの先生わからへんのや」と言われても困
るので、難しいところです。そもそも小説ですから、
そんなにきっちり考えないでください。
Ｑ

患者、医者、それから一般の読者、この３つの

視点について、もう少しお考えをお聞かせください。
久坂部

医療小説を書くとき、この３者の視点をい

つも意識します。まず、医者も読むという意識がすご
くあります。「こいつ、こんなことも知らんのか」と
思われたくないので、薬の名前を間違っていたり、検
査の間違いを書いたりしないように、医学的に正しい
ことを書くということが基準になります。それから、
患者さんの目線。今、病気を患っている人が読んだと
きにどう思うかを、いつも考えます。その病気の人が
ものすごく傷ついたり、動揺したり、ショックを受け
る可能性があるわけです。がんの人がこの小説を読ん
だら、すごく動揺すると思います。でも、うかつには
書いていないつもりです。つまり、ちゃんと読んでも
らえれば、がんの人が読んでも納得していただけるよ
うに書いているつもりです。それから、一般の読者。
医者でもないし患者さんでもない人が大半です。専門
知識が難しすぎず、読みやすく、わかってもらえるよ
うに書くことを意識しています。
Ｑ

「こんなことを書きやがって」と医者仲間から

にらまれることはないですか。
久坂部

どちらかというと、「おまえの言うとおり

余命の予測は当たらない／医師と患者に読者の視点も交えて／強烈な個性の人物を描きたい

して長生きしていたことに驚いていました。これは小

人間はなかなか言いづらいんです。自己否定になった
り、同業者に迷惑をかけたりする面がありますし、後
の仕事がしにくくなるところもあって、言いたいけれ
ども言えないことが多いわけです。私は小説とかエッ
セイで医療界の悪いことを書いていますけれども、う
そを書いているわけでも、意図的におとしめようと思
って書いているわけでもないので、そういう批判とか
苦情めいたことは一切ありません。
Ｑ

患者さんが苦しむシーンやグロテスクなシーン

を執筆しているときは、普通にご飯を食べたりできる
のでしょうか。
久坂部

うまく書けたら気分がいいから、食事はお

いしいです。いい場面とか、いい文章が書けたら、書
き手としての喜びがまさって、そこまで同化して書か
ないので大丈夫です。普通どおりに食べています。
Ｑ

医者としての仕事と、小説家としての仕事を、

生活の中でどのように両立していますか。集中して書
ける時間帯や場所などがあったら教えてください。
久坂部

医者としての仕事をするのは、ここ３～４

年は週１日だけだったので、医療に専念するように切
り替えていました。残り６日のうち３日は大学で講義
する時間があり、空いているときは研究室で原稿を推
敲したり、書き直したりしています。私は健康的な朝
型人間なので、家にいるときは夜早く寝て、最近は目
覚ましをかけなくても６時前後に目を覚まします。午
前中に仕事をして、昼食後は少し昼寝し、夕方も書き
ます。小説は物語をつくらないといけないので、展開
をどうするか、どんな場面を入れるかと、ずっと考え
ます。ある程度固まってきたら、メモ書きをため、本
番の原稿に書くわけです。家では、そろそろ書けそう
やなと思ったら「ご飯よ」とか言われて進まなかった
りするので、ビジネスホテルにときどきこもります。
かつては出版社がお金を出してくれたんですが、今は
自主かんづめです。朝から原稿に集中し、考えて、考
えて、その間にベッドに横になったり、ネットでトラ
ンプゲームをして気分転換をしたり、思いついたらメ
モしたり、本を読んだりして、晩の９時か10時ごろま
で書いて、近くへ飲みに行って過ごすことが多いです
ね。４日か５日こもって書いたら、へとへとになるぐ
らい、独房生活みたいな感じで集中しています。
Ｑ

長期的に、今後こういったことを書きたい、こ

ういう作家でありたいという先々のお話を。
久坂部

医療関係で、書きたいことがまだいくつか

あります。個性の強い人をリアルに書けたらなと思い
ます。その人物がたまたま医者かもしれないし、犯罪
者あるいは小さい子どもかもしれません。強烈な個性

やな」とか「よく書いてくれた」と言われます。みん

で、多くの読者の記憶に残るような人物が登場する小

な、本心ではそう思っているんです。ただ、中にいる

説を書いていきたいと思います。

【全 面 広 告】
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③

＆

「毬」

見返り求めずに
「愛」を贈りたい
「ぬるい珈琲」に魅せられて
まり

「毬」は、とてもかわいらしく、不思議なフリーペー
パーだ。
Ｂ４判１枚の両面刷り。それをさらに縦２つ、横３
つに折り畳んだ、１辺12㎝余りのほぼ正方形手のひらサ
イズ。文庫本よりも小さい。
単色あるいは２色の微妙な中間色のインキで、毎号色
を変えて印刷している。紙質は少し薄手で、ほっこりと
き

な

柔らかい。できるだけ生成りに近い色合いの再生紙を使
っているそうだ。凝っている。
何を扱うのか、一言でジャンル分けするのは難しい。
イラストと詩、エッセイ、小説らしい文章が載ってい
る。強いて言えば、文学系のミニ新聞というのが近いだ
ろうか。でも、やっぱり、ちょっと違う気がする。
最初の出会いは今春。３月に発行された vol.18 を、
関西スクエアの会員からいただいた。そこに、江花チャ
コーヒー

イムさんという方が書いた「ぬるい珈琲のおいしい飲み
方」という文が載っていた。
30年以上連れ添った愛妻に先立たれたらしい「おれ」
が、手持ち無沙汰と独り身の不如意をかこち、熱いブラ
ック珈琲をいれながら、妻が毎朝いれてくれた牛乳入り
のぬるい珈琲を懐かしむ、といった話だ。

はす

身辺雑記とも短編小説ともとれる。ちょっと斜に構え
た独白調の文体で、中年・初老男のやせ我慢と悲哀が活
写されている。ひょっとしたら、明日は我が身。思わず
「ウン、ウン」とうなずき、引き込まれてしまった。
柔らかな本音をわかりやすく
編集発行人の樺井良祐さん（46）に会いに行った。
「珠玉の短編だと感じました。やっぱり、作者の人生
の年輪でしょうか」と切り出した私に、樺井さんから返
ってきた言葉は、「カノジョ、若い女性ですよ」。
で、二重にびっくり。そこから取材が始まった。
──ほかのメンバーも、女性が多いのですか。
樺井

ライターは全員が女性。男は私だけです。

──それはまた、なぜ。
樺井

私を含め、男はしがらみや建前に縛られて肩に

2014.09
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力が入り、書くことがすぐ堅苦しくなります。小さくて
も、柔らかく、わかりやすい文章で本音を語るペーパー
を目指したら、自然に女性ばかりになりました。
──題字のそばに「―贈る―フリーペーパー」とサブ
タイトルが付いていますね。
樺井

「贈る」の対極は「等価交換」でしょう。今の

世の中、だれもが相応の見返りを期待して行動します。
生きるために必要なことでしょうが、見返りを求めない
で動く人も、少しはいてもいいのではないでしょうか。
そうした人々が出会う幸せを、「紙」を通じて何とか広
めたいと思いました。
──何を贈るのですか。
樺井

もちろん「愛」です。創刊時には「愛の計り売

りします」とサブタイトルを付けていました。
マイペースで来年創刊10周年
──どのように編集するのですか。
樺井

「違い」「流れ」「言葉」「変わる」「他人」

などと毎号、ゆるやかなテーマを決め、「愛を贈る」と
いう大きなコンセプトに沿った原稿を募ります。形式は
自由ですが、短くて質の良い文章を期待しています。ラ

ほっこり手のひら判 女性が書き手
イターが固定化しないよう、新人枠も設けています。
──樺井さんご自身のことを少し教えてください。
樺井

陶芸の活動をしながら、「毬」をつくっていま

す。2005年８月創刊ですから、来年で10年になります。
──長続きのコツは……。
樺井

無理をせずマイペース、でしょうか。ライター

が存分に腕を振るえるように、私は編集に徹します。
──広告をまったく載せていませんね。
樺井

代わりに、記事を書いて載せた人から、原稿料

と逆で、１人1,000円の参加費をいただきます。おカネ
の制約で、発行回数や部数をなかなか増やせませんが、
執筆と配布に協力してくる人が、あわせて約80人。多く
の方々が「愛」で支えてくれています。
半年に１度程度発行
「毬」

配布場所

発行部数 2,300部

大阪、京都、奈良を中心としたカ

フェ、ブティック、雑貨店など約60カ所
編集・発行人
Ｅメール
website

樺井 良祐

fpaper.mari@gmail.com
http://plaza.rakuten.co.jp/fpmari/

×

×

×

執筆者の肩書きを見ると、絵本作家、見習い写真家、
版画家、セラピスト、助産師、看護師、勤め人、菓子作
げい

家、高級茶藝師、ものかき、赤ちゃん小物作家、組合書
記、雑貨屋店主、古書店主、商業デザイナー……と実に
多彩だ。「人と出会うごとに、おしゃべりなどを仕掛
け、コミュニケーションを深めるよう心がけています」
と樺井さん。幅広い人脈が伝わってくる。（黒沢 雅善）
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員のみなさんからの寄稿

しっくい

伊藤 正人

昭和初期建築の京町家を、京都市景観・まちづくりセ
ンター（まちセン）の助成を受けて改修し、住みだして
から約３年が経過した。京都の景観の特色の一つは、格
むし こ まど

子や、虫籠窓、一文字瓦などの町家の風情であろう。こ
うした町家は、市内に約48,000軒あるといわれるが、毎
年1,000軒ほどが解体され、消滅しているのが現状であ
る。京都市も町家の保全に力を入れるようにはなった
が、問題解決の妙案はないようである。
町家の保全には、町家をレストランやカフェとして再
生することも一案ではあるが、現在の居住者が町家を改

する機会を様々な形で設けることであろう。町家の魅力

修して住み続けることこそが町家保全の基本であろう。

は、その外観だけではなく、そこでの暮らし方にこそあ

町家保全の契機の一つとなったのは、東京在住の篤志家

ると思う。例えば、町家の座敷の床の間や違い棚などの

の寄付であったが、町家の価値を評価したのが、京都人

座敷飾りの室 礼 は、その魅力の一つであろう。床の間

より、“よそさん”という外国人や他地域の人々であった

は、掛け軸や生け花を飾り、鑑賞するための特別な空間

のは皮肉である（このあたりの事情は、朝日新聞夕刊に

である。

とく し

しつ らい

連載中のコラム「大峯伸之のまちダネ：京町家の異邦

この秋、わが家で「京町家で江戸絵画を楽しむ」と題

人」に詳しい）。京都人は自分たちの町家の価値を十分

するイベントを、まちセンの「京町家再生セミナー」の

に認識していないようである。バブルの頃、お金のある

一つとして企画している。江戸時代の京都で活躍した絵

ところは、町家を壊してビルを建てたが、ビルを建てる

師たちの絵は、現代では、美術館で見るものとなってい

お金のないところが、町家のまま残ったのだという話を

るが、本来は町家の床の間に飾られ、鑑賞されていたの

聞いたことがある。

である。こうした本来の姿で江戸絵画を鑑賞することを

こうした現状の打開策の一つは、町家の価値を再認識

通して、座敷飾りの意味を再認識したい。

とうろう

㊧灯籠と石組みが

＝いずれも筆者撮影

大阪市立大学名誉教授

㊦格子と漆喰壁が美しい町家の門口

しゅうう

生み出す趣きのある奥庭の驟雨景

住んでこその価値と魅力―京町家を楽しむ
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坂口 智美

㊧千城恵さん（右）と桐

フリーアナウンサー

㊨安奈淳さん

日、姫路市民会館。藪口雄也撮影

周年

―「HIMEJI パリ祭 2014」

さと実さんによるミュージカルの一幕＝

７月

姫路発、シャンソン愛し
15

20

がら、姫路ならではのアットホームなパリ祭を楽しめま
した。20年、30年とずっと続いていってほしい」。
「歌は３分間のドラマ」と言われるが、シャンソンは

７月はパリ祭の季節。14日のフランス革命を記念し、

その最たるものだと強く感じた。プロ、アマ問わず３歳

兵 庫 県 姫 路 市 の 姫 路 市 民 会 館 大 ホ ー ル で 同 月20日、

から83歳までの50人あまりが歌い踊り演じた。心がとて

「HIMEJIパリ祭」が行われた。午前はシャンソンに親し

も温かくなった。「HIMEJIパリ祭」は、これからも華

む人たちのコンサート、午後はミュージカル、どちらの

麗に、ドラマティックに継続していくことだろう。

部にもシャンソン歌手や元タカラジェンヌが出演するレ
ビュー・ショーが加わった豪華な内容だった。

ち しろけい

９月28日（日）17時30分から兵庫県立芸術文化センタ
ー阪急中ホールで「HYOGOシャンソン＆レビューショ

主催したのは、元宝塚歌劇団雪組男役スターの千城恵

ー２」が開催される。秋の夜長、愛にあふれるシャンソ

さん。歌劇団退団後は東京を中心に舞台や「銀巴里」に

ンをたっぷり楽しんでいただきたい。問い合わせ、チケ

出演。20年前に故郷の姫路に戻り、音楽スタジオを開い

ット申し込みは、千城恵アーティスト・アカデミー（電

た。タカラジェンヌやシャンソン歌手を輩出し、地域に

話 079-241-6638

Eメール：info@kei-music.com）まで。

密着したコンサートやライブイベントのプロデュースも
手がけている。設立した子ども劇団「HIMEJIミュージ
カル」は今春で８回目の公演をするまでに育った。「お
洒落なシャンソンをなんとか姫路の街に根付かせたい、
そんな私の強い思いに共感してくれたたくさんの方々に
助けられ支えられてここまできました。15周年を迎えら
れて感謝の気持ちでいっぱいです」。

生ゴミから堆肥つくれば両得
処理費減らせ野菜もつくれる
「地球に謙虚に運動」代表
い

仲津 英治
か たち

会場は多くの人々であふれた。人生を深く歌うシャン

８月５日、滋賀県大津市北部にある伊香立コンポスト

ソンは、年齢を重ねるほどに味わいが増すことを実感し

センター＝次ページ写真＝を、友人と共に見学させて頂

た。珍しいシャンソンミュージカルはオリジナルで、子

きました。同センターにあった標語は「生ゴミを分別す

どもから大人までみんな芸達者。おかしくも甘く切ない

れば宝物」です。

人間模様が繰り広げられ、パリの街にいるかのよう。

㈱日映志賀が、同センターを設置・運営しています。

千城さんと共に元月組男役スター・桐さと実さんの歌

大津市は南北に長い街です。北部の堅田より近江舞子ま

と演技も舞台を温かく包みこんだ。プログラムには、宝

での住民の参加を得て、生ゴミコンポストを回収し、60

塚の主題歌や昨年没した岩谷時子さんを偲ぶ越路吹雪メ

日かけて堆肥化し、各家庭に無料で配布しています。市

ドレーも。映画やミュージカルの音楽、懐かしのポップ

民は調理くず、残飯などの生ゴミを専用コンポストに入

スもシャンソンが元だったものが多いと知って驚いた。

れるだけで、回収車が持って行ってくれ、家庭菜園に使

あんなじゅん

特別ゲストは、元花組トップスター・安奈淳さん。昨

える堆肥となって帰って来るのです。

年、大病を患ったが、宝塚歌劇100周年の今年に見事カ

日映志賀の森本宏記・社長室長によりますと、2010年

ムバックした。その物腰と歌声は、宝塚黄金時代を築い

から始まったこの取り組みには現在、3,600世帯の10,000

た「ベルサイユのばら」オスカル役を彷彿とさせ、とて

人を超える住民が参加しているそうです。日量約５ｔの

もキュートだった。「よみがえって歌える幸せを感じな

生ゴミを４人の社員がトラック３台で回収し、センター

ほうふつ
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に搬入しているとのことでした。

かくはん

35ｍの長さの一次発酵棟では、生ゴミは攪拌されなが
ら元々自然に含まれる微生物で発酵し、20日間で第２次
発酵棟に移されます。棟の内部ではほとんど臭いはしま
せんでした。庭木を剪定した枝も粉砕・細分化され、混
入されます。そして40日後に熟成した堆肥になります。
品質も大事です。混入したプラスチック、針金、金具な
どを袋詰め前の分別機で取り除きますが、手作業も伴う
とのことでした。コンポストを洗浄した水は浄化して循
環使用され、外に排出されることはありません。

取り組みに積極的に参加し、共同運営する施設を誕生さ

森本氏によれば、一応採算は取れており、公共施設で

せる必要性があります。結果的には、事業所もごみ処理

焼却するより、かなり経費節約になっていると思われる

代金を大きくカットできますし、循環の意識を持てば、

とのことでした。コンポストセンターがもっと拡充整備

これを活用したビジネスプランも見えてくるはずです」

されれば、行政が税金で負担している生ゴミ処理経費の

大津市の担当者によれば、本補助事業は「下水道の整

大幅節減が可能だと思われます。焼却すれば、温暖化ガ

備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措

スである炭酸ガスを必ず排出します。元々生き物であっ

置法」という法律に基づいて2008年から2017年まで10年

た生ゴミを生き物として活用せず、熱に変えてしまうの

間実施されているとのことです。

は、もったいない使い方でしょう。

できれば、行政の補助事業ではなく、受託業者が事業

森本氏は、最後に次のように強調されました。

として成り立たせること、さらには滋賀県全県そして日

「食品を扱う外食産業、物販関連事業所もこのような

本全国に生ゴミ堆肥化事業が広がることを祈念します。

花を

訪ねて

大阪府豊中市・服部緑地公園で

どうやって増えたの

ヒガンバナ
ヒガンバナ科

花言葉：悲しい思い出ほか

火のように赤い。本当に秋の彼岸頃に、花茎だけを

球根が増えて移動できる距離は、年にせいぜい数㎝

地上に伸ばして群れ咲く。それまで土の中に潜って、

だろう。１万年でも数百ｍ。間に山や川や海もある。

どうやって季節の到来を知るのだろう。春のサクラの

こんなに広い分布域の説明がつかない。全草有毒で、

ような、年による時期のずれがあまりないようだ。

鳥や動物が食べるために掘るとも考えにくい。

不思議なことがもう一つある。この花は種子が実ら

消去法で残る答えは一つ。──人間が広めた。

ない。三倍体なので、染色体数が普通の細胞の半分の

幽霊花、地獄花などの別名がある。現代では不吉が

正しい卵細胞と花粉をつくれない。それなのに、北海

って庭に植えるのを嫌う人が多い。しかし、古代人は

道を除いて南は沖縄まで、全国に自生する。有史以前

こだわらず、美しいから身近で愛で、遠くまで運んだ

に中国から渡来し、たった１個の球根から繁殖したク

のではないだろうか。ガーデニングの歴史は、私たち

ローンらしいことが、遺伝子研究でわかっている。

が想像するより、ずっと古いのかもしれない。（雅）

め
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イベント・出版等の情報

３年目の釜ヶ崎芸術大学を開講しました

詩人・ＮＰＯ法人こえとことばとこころの部屋代表
こえとことばとこころの部屋（ココルーム）では、釜

上田 假奈代さんから

追って発表します。お問い合わせは、カフェ ココルー

ヶ崎芸術大学（釜芸）を、今年も８月から開講しました

ム（〒557-0001大阪市西成区山王1-15-11

☎＆Fax 06-

＝写真は、同月23日にあった「詩」の講座。多くのみな

6636-1612

さんのご参加を、心からお待ちしています。

ージ http://www.cocoroom.org/ もご参照ください。

Ｅメール info@cocoroom.org）へ。ホームペ

日雇い労働者の寄せ場がある大阪市西成区あいりん地
釜ケ崎芸術大学 ９月の講座予定（右は講師）

として始めて３年目。私が受け持つ「詩」のほか、「合

３日（水）18時半

合唱部

山本則幸

唱」「表現」「感情」「哲学」「音楽」「天文学」「写

５日（金）18時半

表現

岩橋由莉

真」「狂言」「ダンス」などと、今期は新たに「探検」

８日（月）14時

感情

倉田めば

「脳」「舞台美術」「ファッション」も登場する予定

15日（月）14時

詩

で、来春まで多彩な授業を展開します。

20日（土）12時

炊出※

山田實、山中秀俊

哲学※

西川勝、釜芸在校生

また、ただ今開催中の「横浜トリエンナーレ2014」

上田假奈代

（横浜市、朝日新聞社など主催）へ参加して９月20、21

狂言※茂山童司、釜ヶ崎狂言会

両日、講義と釜ヶ崎名物の炊き出しを実演します。

喜劇※

各講座無料（運営費のカンパを歓迎）。誰でも予約な

21日（日）10時半

しで受講できますが、なるべく事前にお申し込みくださ
い。９月の講座は右の表のとおり。10月以降の予定も

詩※

上田假奈代、釜芸在校生

炊出※
29日（月）14時

詩※

山田實、山中秀俊
上田假奈代

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

ひと花笑劇団

☎ 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/

※はヨコハマトリエンナーレで開講

区（通称：釜ヶ崎）で、多彩な人々とともに学び合う場
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立命館大学国際平和ミュージアムさまから
石川文洋氏は、数少ない日本人カメラマンとして1964
年のトンキン湾事件直後から南ベトナム政府軍・アメリ
カ軍に従軍し、戦争の実態を伝える作品を多数発表しま
した。現在、当館の地階常設展示室に展示されている氏
の作品は、今なお当時と同じ衝撃を見る者に与え、戦争
の本質を問いかけます。同じ展示室には、当時撮影に使
用されたカメラなど、氏が所蔵する貴重な資料も公開展
示しています。
石川氏がベトナムをはじめて訪れてから50年に当たる
本年、改めて石川氏の作品と向き合う機会となること
を、そしてベトナムにおける戦争と平和の50年に思いを
はせる機会となることを願って開催します。
◇とき

「米兵は知らん顔」。農村地帯で軍事作戦をする米軍と

市場へ向かう農民の女性＝１９６０年、ビンディン省

特別企画展示 石川文洋写真展
「戦争と平和・ベトナムの50年」

９月14日（日）～10月９日（木）
９時半～16時半（入館は16時まで）

◇ところ

立命館大学国際平和ミュージアム２階展示室

（〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
8151

Fax 075-465-7899

◇休館日

☎ 075-465-

URL http://www.ritsumei.jp）

月曜、祝日の翌日

※９月15日（月・祝）は

開館、９月16日（火）、24日（水）は休館
◇参観料

大 人400円（350円 ）、 中・ 高 生300円（250

田辺聖子「芥川賞受賞50周年
記念『感傷旅行』とその時代」
センチメンタル・ジャーニイ

田辺聖子文学館

住友 元美さんから

田辺聖子文学館の第８回特別企画展です。1964年に田
辺聖子が第50回芥川賞
を受賞してから50年と
なる今年は、「芥川賞
受賞50周年記念

『感

円）、小学生200円（150円）＝（ ）内は20名以上の
団体料金。常設展もあわせてご覧いただけます。９月
17日から開催する特別展「世界報道写真展2014」の期
間中は大人500円となり、団体料金適用はありません
◇主催

立命館大学国際平和ミュージアム

平日９～17時
◇ところ

土曜９～16時

田辺聖子文学館（東大阪市菱屋西4-2-26

阪樟蔭女子大学

小阪キャンパス図書館内

大

☎ 06-

6723-8182）
※近鉄奈良線河内小阪駅から西へ徒歩４分
◇入館無料
◇休館日

日曜・祝日。10月13日（祝）、26日（日）、

11月３日（祝）は開館
◆会期中に大阪府立中央図書館（東大阪市荒本北1-21）において同館との連携展示として「田辺聖子芥川賞

傷旅行（センチメンタ

受賞50周年記念

ル・ジャーニイ）』と

日～10月８日、月曜休館）も開催します

『田辺聖子と芥川賞』展」（９月23

その時代」と題して開
催します。芥川賞受賞
作「感傷旅行」の直筆
原稿や初出誌のほか、
当時の世相や出来事に
関する資料を展示し、
田辺聖子が描いたあの
時代について紹介します。
◇とき

９月22日（月）～11月３日（月・休）

上方ものがたり第３回
「かくかくしかじか 鹿のはなし」
上方文化評論家

福井 栄一さんから

５回シリーズで開いている講演会・上方ものがたりの
第３回。見出しの演題で私が話します。入場無料・ご予

2014.09

約不要。ぜひお出まし下さい。
◇とき

human-minoh-osaka.org/）

９月13日（土）13時半〜 15時

◇ところ・お問い合わせ先
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※以下、次の日程で開く予定です。時間はいずれも13時

箕面市立桜ケ丘人権文化

半〜15時。会場は上記と同じ

センター（ヒューマンズプラザ）２階大会議室（箕

・第４回「ひと足お先に

面市桜ケ丘4-19-3

・第５回「暦と方位のはなし」2015年２月14日（土）

☎ 072-721-4800

URL http://www.

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

〒530-0005

Fax 06-6222-5221

七福神」11月８日（土）

中之島教室 公開講座

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）

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）

ロマネスクの図像学～新約聖書編
11、12世紀にヨーロッパ各地で建設されたロマネスク
の教会。その扉口や柱頭に刻まれた浮彫、内部に描かれ

◇講師

美術史家

◇受講料

池田 健二

カルチャー会員 11,232円

た壁画は、聖書や聖人伝に基づくさまざまな物語を表現

一般 12,528円

しています。そうした物語を読み解く学問
が図像学です。講座では、各地のロマネス
ク芸術に見出される新約聖書の物語に焦点
を合わせ、キリストの生涯の諸場面を表現
する作品を映像で鑑賞しながら、展開する
図像を詳しく読み解き、その多様な表現を
比較していきます。１回目は「キリスト降
誕の物語」「キリストの公的生涯の物語」
を、２回目は「キリスト受難の物語」「キ
リストの復活と使徒の物語」をテーマに解
説します。
◇とき

①10月10日（ 金 ）、 ②11月14日

（金）

いずれも13時～16時45分＝途中

休憩あり

纒向学講座 古式土師器研究の最前線
まきむく

奈良県桜井市の纒向遺跡や邪馬台国の問題を議論し研

は次の通りです。

究する上で、もっとも基礎となるのが「土器の編年」で

①10月11日（土）

す。考古学で土器が時期決定の基準とされるのは、可塑

「様式と編年の理論と時代区分」

性のある土器がヒトを介してもっとも当時の技術や流行

桜井市纏向学研究センター所長

寺澤 薫

をモノに反映しやすく、日常的で普遍的だからです。特

②11月８日（土）

に纒向の時代は、時間のスケールが少し狂ったり、編年

「『庄内式』と『布留式』の枠組みと細別」

の枠組みが少しずれたりするだけで、歴史の解釈が大き

ふ

る

桜井市纒向学研究センター主任研究員

く違ってきます。たかが土器されど土器。講座では、考

③12月27日（土）

古学者が壮大な歴史物語を描く背景には、いかに繊細で

「古式土師器の地域性と流通」

根気の要る作業と分析があるかを、理論と実践を踏まえ
て紹介したいと思います。
計３回で各回10時半～12時開講。日程とテーマ、講師

は

じ

き

桜井市纒向学研究センター共同研究員
◇受講料

橋本 輝彦

カルチャー会員 8,100円
一般 9,072円

森岡 秀人
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京都府立植物園

：
URL

〒６０６ ０-８２３ 京都市左京区下鴨半木町

☎０７５ ７-０１ ０-１４１
http://www.pref.kyoto.jp/plant/

暗闇に咲く花リアルに見せます
京都府立植物園の昼夜逆転室
美しい花々がすべて、照り輝く太

それならいっそ、暗くした部屋を

陽の下で咲くとは限らない。深々と

丸ごと花と一緒に見てもらおう――

案内してくれた技術課の高木真男

更けた夜の闇の中で、人知れず艶を

と発想して昨年、観覧温室の一角に

課長補佐と同課温室係の山本和喜副

競い合う植物たちも数多い。

つくったのが、この昼夜逆転室だ。

主査は「お客さまにいつでも楽しん

ツキミソウ、マツヨイグサ、ユウ

全国にもほとんど例がないという。

でいただくために、部屋に展示して

ガオ、ヨルガオ、カラスウリ、オシ

真夏の光を完全にシャットアウト

いる分の何倍もの植物を、常に舞台

ロイバナ、ユウスゲ、サガリバナ、

した室内では、絢爛豪華なゲッカビ

裏で育てています。試行錯誤の連続

サボテンの仲間のゲッカビジン（月

ジンがちょうど満開だった。ＬＥＤ

ですが、『きれい』と喜んでいただ

下美人）やドラゴンフルーツ……。

のスポットライトが、純白の大輪を

けると、何よりうれしいですね」。

あで

イエライシャン（夜来香）やヤコ
ウボク（夜香木）の花は夜開性では
ないが、その名のとおり、夜になる
と一段と強い芳香を放つ。

けんらん

ほんのりと浮かび上がらせる。
タネを明かせばコロンブスの卵だ
が、毎日の運営は容易ではない。

花期間を伸ばしたりもする。

目下挑戦中なのが、サバンナに育
つ巨木、アフリカバオバブの花を、
この部屋で咲かせることだ。

夜間の人工照明だけでは植物が弱

観覧温室に地植えした木が今年も

植物園の腕の見せどころだから、

るので、途中まで普通の環境下で育

開花した＝写真円内、京都府立植物

たくさんそろえてお客さんに見せた

て、花が咲く前にここへ移す。この

園提供＝が、夜に開いて１日でしぼ

い。でも、電車もバスも止まる時間

タイミングを誤ると、うまく昼間に

むため、午後になると元気がない。

に来てもらうのは難しい。

開かなかったり、落ちてしまったり

「自然に近い暗闇で間近に見ると、

する。植物も時差ボケするのだ。

きっと格別なはず。枝を接ぎ木して

光を遮って昼間に咲かせ、明るい
ところへ運び出して見せる手もあ
る。でも、何だか不自然だ。

同じ植物でも、複数の株を気温な

鉢植えで咲かせ、運び込めないかと

どが少しずつ違う場所で栽培し、開

研究しています」。 （黒沢 雅善）

2014.09
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大古事記展 記念講演会

つるぎ

「古事記―海と剣の大ロマン」
講師

千田 稔氏（奈良県立図書情報館館長、帝塚山大学特別客員教授）
10 月８日
（水）18 時半～ 20 時 アサコムホール

大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー12 階
【応募要領】聴講無料。参加希望者は１人の名前、年齢、郵便番号、住
所、電話番号を書き、はがきかＥメールで下記へ。９月18日（木）必着。
定員200人。応募多数の場合は抽選し、聴講券を発送して発表に代えます
〒530-8211（住所不要）
朝日新聞 関西スクエア「大古事記展 記念講演会」係
Ｅメール sq-sybox@asahi.com
主催：奈良県・朝日新聞社

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼週刊誌「ＡＥＲＡ」の最終ページに載る「しあわせの

業の事業者に決まり、太陽光の市民発電所を市有地に初

白ごはん」という料理記事を楽しみにしています。料理

めて建てることになったそうです。また、同社も加盟し

研究家の冨田ただすけさんが見つけたり、工夫したりし

て今春発足した「全国ご当地エネルギー協会」の佐藤彌

た総菜が毎週紹介されています。コンセプトは白いご飯

右衛門代表幹事（会津電力社長）ら反・脱原発を実践し

に合うこと。冨田さんが実際に家族と食べる時の様子が

ている３人が、環境保護と省エネに貢献した人をたたえ

書かれているので、身近に感じられ、「よしっ、作って

るドイツのシェーナウ環境賞「電力革命児」に、日本人

みよう！」と、その気にさせられます。

で初めて選ばれたそうです。

そのひとつが山形県の郷土料理の「だし」。キュウ

政府と電力会社は原発再稼働に相変わらず熱心です

リ、ナス、ショウガ、ミョウガを細かく刻んで、粘りけ

が、草の根・民間サイドでは、まったく違う方向の動き

のあるガゴメコンブとまぜ、醬油などで味付けします。

が静かに深く加速するのではないか――少々期待も込め

これを冷蔵庫で冷やし、大きなスプーンですくって、熱

て、そんな予感がひしひしとします。

々のご飯に乗せて食べる。いや、そのおいしさといった

▼９月１日は防災の日です。連日のような自然災害に接

ら……。夏場の食卓におすすめの一品です。

（臼倉）

すると、災害に遭うことを防ぐのは難しいと思ってしま

▼５月号（No.160）の「知の点景」で紹介した宝塚すみ

いますが、もしもの時にと備えられることはまだまだあ

れ発電の井上保子代表取締役から、お便りをもらいまし

りそうです。防災週間には報道や周知活動が色々と予定

た。同社が、兵庫県宝塚市が進める市民発電所モデル事

されています。

（黒沢）

（北野）

＜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。10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９月19日（金）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】

