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真実に迫る うまいうそを求めて
木下昌輝さん『宇喜多の捨て嫁』× 朝井まかてさん『阿蘭陀西鶴』

資料の陰から歴史を掘り起こし
お らん だ さいかく

う

き

た

まさ き

『阿蘭陀西鶴』の朝井まかてさんと、『宇喜多の捨て嫁』の木下昌輝さんは、とも
に大阪に生まれ、大阪文学学校で小説を書く腕を磨いた先輩、後輩だ。第11回中之島
どくしょ会（朝日新聞社主催）が５月12日、大阪市北区中之島２丁目のフェスティバ
き たん

ルスイートで開かれ、二人がお互いの作品を忌憚なく評し、時代・歴史小説をつくる
苦心と楽しさを語り合った。司会は、朝日新聞生活文化部の野波健祐記者。
朝井

深い批評や納得できない助言

私は、小説を書けない、書きたいという夢をプ

ールの底に沈めていたような時期がありました。46歳ぐ

お二人は大阪文学学校の同窓生ですね。まず、

らいになって少し人生を逆算し、あと10年、20年、自分

文学学校は何を修業するところで、どんなことをされて

は何ができるんだろうと考えたとき、一作でいいから書

今に至ったのかをお聞かせください。

きたいと思い、大阪文学学校の門をたたきました。

野波
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野波

どんな風に学ばれるのですか。

ームを考えてたら、ある人が「木之下ひるねって、どう

木下

実は、何も教えてくれないんです。とりあえず

ですか」と。木の下で昼寝するという意味です。

書いてきなさいと言われます。書いたのをコピーして配

朝井

何と幸せなペンネーム。

って読み、「ここが良かった」「ここは全然や」とか、

木下

でも、不評でしたね。まかてさんは、ペンネー

合評といって、好き勝手を言うような感じですね。
朝井

みんな読み方が違うから、いろんな批評が出て

ムですか。
朝井

デビューが決まってから考えたんやったかな。

くるんですよね。ぼろかすに言われたり。私は根には持

もう一つ名前を持つって、わくわくするので。早くに亡

っていないです（笑）。今も思い出す言葉があります

くなった祖母の名前を継ごうと思ったんです。「けった

し。

いな名前やな」って、よう言われました。「まてかさ

木下

何という言葉ですか。

朝井

「小説って、『ああ、面白かった』だけで終わ

っていいんだろうか」という評でした。
木下

深いですね。僕はあるときクラスの助言者から

ん」とか「かまてさん」とか、舌をかみそうやって。
木下

苗字は？

朝井

朝という漢字が好きなんです。そういえば、こ

こは朝日新聞！

お日さまも月も入っているじゃないで

「プロットどおりにしか書けてない」と言われました。

すか。でも、あんまり長いこと、鳴かず飛ばずだったか

私も「よくまとまっているけれども、予定調和

ら、編集者さんと「そろそろペンネームを変えようか」

朝井

だ」と言われたことがある。ハッとしました。
木下

僕が言われたのは、「一度、プロットをつくら

ずに書きなさい」ということなんです。それで、そのと
おりに書いたら、ぼろかすに言われて。
朝井

でも、文校のときからプロットをつくっていた

んですね。

「いつか、まさかのことになったら、朝井まさかに変え
よう」という話もしてました。

視覚情報を断ってチャレンジ
野波

そろそろ、お二人の作品についての話をお願い

します。まず朝井さんの『阿蘭陀西鶴』ですが、盲目の

木下

ずっと、つくっていました。

娘の視点から書かれています。なぜ井原西鶴なのでしょ

朝井

私はデビュー後に初めてつくったんですが、編

う。盲目の娘は本当にいたのですか。

集者さんに「これはプロットになってません」と言わ
れ、「プロットって何？」から始まりました。
木下

僕は書けないから文校に入ったんじゃなくて、

あるとき（小説の）つくり方がわかったんです。

朝井

ある作品のために寛文、元禄時代あたりの着物

の柄や、髪型などの文化風俗を調べていたんです。西鶴
はそういうことを細かく書いていたのと違うかなと思
い、学生時代以来ウン10年ぶりに読んだら、はまってし

朝井

おお！

まいました。20代ではわからない面白さがありました。

木下

それで書いたら書けて。でも、面白いかどうか

そのときから、「私、西鶴を書いてみたいかも」という

わからなかったので、文校に入ったという感じです。

気持ちはあったんです。

朝井

いつから書いてはったんですか。

木下

書きたいと思ったのは高校生の頃。でも、物語

巻き込んで、ものすごい状態になりました。夫、両親、

のつくり方がわからなくて、とりあえず文章の修業をし

みんなに迷惑をかけながら、でも、はってでも、注文を

ようと思ってライターになりました。そこそこ面白かっ

いただいたエッセイを書き、取材を受け、東京へも行っ

たのですが、食えなくなりました。仕事がなくなって。

てテレビ、ラジオにも出て、かつ小説も書かねばなりま

それと、書けるのがわかったのが同時期でした。

せん。なので、西鶴自身でなく、迷惑をこうむる娘の視

ただ、直木賞を受賞してから３カ月ぐらいは、家族を

朝井

はあ。うまい具合に。

木下

うまい具合に。

朝井

二人ともライター上がりなんですね。私は、ず

３人いたという説もあり、私が書いたように、男の子２

っとライターで食えていたんです（笑）。チームで動く

人と女の子１人という説もあります。でも、私は盲目の

ので、なかなか作家専業になる決意がつきませんでし

娘でやってみたかった。チャレンジでもありました。視

た。話を戻しますけど、ある日、書き方がわかったんで

覚情報を書かずに、西鶴とどう対話できるか。

すね。
木下

はい。めっちゃ偉そうな言い方ですけど。

朝井

ものすごくかわいらしい「木之下ひるね」とい

うペンネームだったそうですけど、ほんまですか。

点から書いてみようかなと。
盲目の娘がいたというのは、説があるだけです。娘が

野波

本当に視覚情報を絶つ体験をなさったとか。

朝井

国立の盲学校の先生に、取材させていただけま

した。そこの先生がおっしゃるには、目が不自由だと自
ずと違う感覚が発達すると思われがちだけれども、みん

そうです。木下昌輝は本名で、木下は画数が少

な、努力して、努力して、耳をすまし、触覚を鋭くして

なく、昌輝は多い。バランスが悪くて嫌でした。ペンネ

いるそうです。全盲のピアニストもいらっしゃるし、視

木下
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天地左右がわからない。本当の闇を体験できるんです。
１９５９年、大阪府生まれ、大

阪 市 在 住。 甲 南 女 子 大 学 文 学 部

卒。幕末から明治を生きた歌人・

れん か

中島歌子の一生を描いた「恋歌」

あさ

い

朝井 まかてさん

ここも運と縁に恵まれ、取材させてもらえました。
野波

木下さん、『阿蘭陀西鶴』の感想は。

木下

視覚情報を書かないのは、すごいチャレンジだ

なと思います。耳とか鼻とか、触覚とか舌とかを効果的
に使っています。勉強になりました。
創作者の話なので、僕らが通った文校みたいなノリの
話が随所に出てきますね。西鶴が「あいつらがやってい
る詩吟なんて、たいしたことあらへん」とか。文校では
「純文学の方がええ」とか言っているわけです。ですか
ら、文校にいてたから書けたんじゃないかなと思いなが
ら読みました。

で本屋が選ぶ時代小説大賞と直木

賞。「阿蘭陀西鶴」で織田作之助

賞。他の著書に『先生のお庭番』

『すかたん』など

同時に、申し訳ないですけど、落胆したところがあり
ます。近松門左衛門が西鶴の家にやって来て、「あなた
の作品は、ちょっとだめだったんじゃないですか」と言
いますね。『武道伝来記』ですか。まさに文校のノリや
なと思ったんです。丁々発止のやりとりがあるかと思っ
たら、その後、近松が西鶴をほめちゃうんですね。「で
も、あなた、町人ものを書いたら、めちゃくちゃ良かっ
たですよ」みたいに言うでしょう。
朝井

斬り方が甘いのと違うかと。

木下

そう。近松も若くてプライドがあるから、とげ

とげしさを出してもよかったんじゃないでしょうか。
朝井

なるほどね。反論していいですか？（笑）

芭

蕉と西鶴は直接やりとりはさせていないですが、お互い
嫌いやったやろうなと思うんです。俳諧への取り組み方
も才能のあり方も、まるで異質な二人ですから。でも、
私にとっての近松は、丁々発止という人じゃなく、ああ
いう人やったということです。義理に縛られて死んでい
く、もう死ぬしかない恋人たちを描いた近松は、ああい
う情の深い、攻撃的ではない人だったのではと想像した
んですよ。
木下

近松のように１場面とか２場面しか出てこない

キャラクターを立ち上げるのって、コツはありますか。
朝井

あったら教えてほしいです。西鶴、芭蕉、近松

講談社 刊

は、幸いにして作品が残っていますね。だから、この人
はこういう生き方をした人であろうと、作品から逆読み
をして小説を立ち上げさせてもらった。そんな感覚です
ね。
木下

資料がまったくない人は、どうやりますか。

朝井

たった５行ぐらいの史実しかない人なら、フィ

クションの量を増やします。時代小説、歴史小説を書い
ていると、「どこが史実ですか」と聞かれて、「あそこ
覚を補うように他の感覚が発達するのかと私も想像して

は私がつくったところなんです」と言うと、人によって

いました。それは、とんでもない思い込みなんですね。

は、がっかりした顔をしはるんです。どういうことなん

もう一つ、ダイアログ・イン・ザ・ダークという施設

やろう、とずっと考えていて、それが『阿蘭陀西鶴』に

が東京の神宮前にあります。完全に光を遮断した環境が

出てきているような気がします。うまいうそで迫れる真

用意されていて、一歩足を出すだけでも、すごく怖い。

実って、あるんじゃないでしょうか。
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木下

わかるような気がします。文楽を見ると、ただ

やもんね。ありがたい。しかも、歴史って、常に上書き
されています。旧家の蔵から資料が出てきたら、定説が
ひっくり返ることもあるわけでしょう。ですから、あま

に活動。「宇喜多の捨て嫁」でオ

うそを書いてほめてもらえるのは、小説家だけ

１９７４年、大阪市生まれ、奈良

ね。

ール讀物新人賞。同小説を表題作

ういう意味で、すてきなうそがつけたらいいんですけど

市育ち。近畿大学理工学部建築学

めには、うそがないと、通用しないことがあります。そ

とする連作が、初単行本作品にし

動していたわけです。そこと今の読者の間をつなげるた

科卒。ハウスメーカーに勤務後、

木下 昌輝さん

のかわからないとかがあります。でも、当時の人々は感

朝井

き

て直木賞候補となった

きのした まさ

フリーライターとして関西を中心

の残酷な話やし、何が面白いのか、どう感動したらいい

り史実にとらわれたら、物語が進まなくなりますよね。
木下

そうですね。史実と関係ない人をつくり、その

人から見た人物、史実にしたら、進むこともあります。
面白いですね。何でなのか、わからへんですけど。
朝井

そうですね。それがわからないから、書き続け

てるんでしょうね。
木下

『西鶴』で大変だったところはありますか。

朝井

初めてプロットをつくらずにやったんです。ほ

んまに、出たとこ勝負。何せ、時間がない中で書いたの
で、学術的に見ると異論が出るかなという気はしました
が、「言うなら言うてちょうだい。これが私の西鶴や」
と居直っていました。
木下

万が一、直木賞をとっていなかったら、どんな

西鶴像になっていましたか。
朝井

あそこまではた迷惑ではないか、本人の視点で

書いていたかもしれないですね。

無名な人物こそ取り上げたい
野波

では、木下さんの『宇喜多の捨て嫁』に移らせ

てください。強烈なタイトルですし、宇喜多直家自身が
もやもやとしたまま、周りの人たちに次々と、いろんな
視点から語られている不思議な小説です。なぜ、それほ
どメジャーではない直家を書かれたのですか。
元々書こうと思ったのは、もっとマイナーな、
文藝春秋 刊

木下

竹内久盛という武道家でした。戦国時代に竹内流という
武道を美作で立ち上げた人で、僕は、竹内流をちょっと
やっていたんです。人を信用するなという武道です。下
ふ

ろ づめ

剋上なので。風呂詰という奥義があります。めちゃくち
ゃ強いやつが道場破りに来たら、謝って、その人の弟子
になる。それで風呂に入れ、裸になっているところをや
っつける。面白いと思って書こうとしたんですけど、難
しい。調べたら、竹内久盛は直家に滅ぼされていたの
で、じゃあ、直家なら書けるかなと書いてみたんです。

書いて、出版するという話になったときに編集者さん

最後まで読むと、いろんなものがきれいにまと

に、浦上宗景をやっつける話を書いてオチをつけましょ

野波

まっているような気がします。構想みたいなものは。
木下

なかったですね。連作なので、目の前の短編の

プロットをつくるだけで、出たとこ勝負。最初の３作を

うと言われました。なるほどと思い、でも、それだけじ
ゃないような気がしたので、２編を足しました。
野波

直家に関する資料はあるのですか。

2015.6

木下

直家は息子の代で滅ぼされているので、あるけ

れども限られています。だから、読むのは楽でした。竹

5

どこまでわかるように説明するとかはありますか。
いつも悩みます。今、ある将軍を主人公に連載

朝井

内流の世界の空気感が伝わるように頑張りました。

をやっているんですけど、兄弟とか親の名前が似ている

野波

朝井さん、読まれた感想はいかがですか。

んです。一文字違いだったりするので､ 視覚的にややこ

朝井

「これがデビュー作か。大変な手練れだな--」

しい。読者が注意して読まないといけないというのは、

と思いました。いろんな視点があって、直家が主役、脇

娯楽小説の書き手として申し訳なく思うわけです。で

役と位置を変えていくでしょう。この手法、一度やりた

も、読むのが面倒くさくても、「ここは書き手として書

かったんです。何でも、思ったらすぐにやらなあきませ

かせておいてもらいます」と、やっぱり説明は要るんで

んね。

すよね。

て

だ

えっけん

お よう

それに、言葉遣いが自由です。謁見とか感情とか、近

ところで、第一話の表題作の、於葉が安東相馬を刺殺

代的ですね。時代小説、歴史小説を書く私たちは、それ

する場面で、碁石の裏の朱がとても効果的でハッとさせ

を一生懸命に避けようとします。当時の言葉に言い換え

られました。ただ、私にとって、朱は血の色とは少し違

るわけですね。でも、それによって読者が立ち止まって

う。あの色を選ばれた理由は、何かあるのですか？

しまっては本末転倒なので、最近はあえて近代語を使う

木下

読者の想像の負担にならない表現をしようと心
しょうじょうひ

場合もあります。木下さんの作品はそれらに縛られず

がけました。猩々緋とか紅華色とかだと、歴史小説にな

に、物語がうねるままに書いてある。その熱が伝わって

じみのない人にはピンとこない。猩々緋がどういう色か

きました。

と説明するのも、物語のスピード感をそぐ。碁石の白黒

言葉遣いには僕も迷って、そういうものを守っ

と対比させる意味でも選択肢は、赤か紅か朱くらい。赤

て書こうかなと思ったんですけど、守ったら守ったで、

だとシンプルすぎ、紅だと女性的すぎる。朱だと婚姻の

わかりにくいと言う人もいます。例えば、剣術のことを

イメージとも合うかなと。

木下

昔は「打ち物」と言ったので、そう書いて「剣術」と漢

野波

うかがっていると、時代小説、歴史小説って、

字でルビを入れたら、ルビの字がつぶれて、めっちゃ汚

面倒くさそうなお作法がいっぱいありそうだなという気

かった。それを見て、使いやすい言葉にしようと思いま

がします。なぜ今、それを書かれるのですか。

した。でも、そうすると、「打ち物」と言っていた雰囲
気が出てこないんじゃないかとか、葛藤があります。
そういえば、通り名のところを “ ” （ダブルク

朝井

ォーテーション）でくくってあるでしょう。あそこまで

木下

『宇喜多の捨て嫁』が受賞したからです。次は

ＳＦを書こうと思っていたら、「木下さん、それは違い
ます。誰も買わないから、歴史小説を書いてください」
と言われてしまいました。

やらなくてもいいんじゃないかと、感じました。ものす

まじめなことを言うと、ご先祖さまの話じゃないです

ごく注目しちゃうから。後で名前がすごく意味を持つじ

か。僕らがいるのも、ご先祖さまが伝えてきてくれたか

ゃないですか。あれを使っていなかったら、もっと効い

らやから、僕は、無名な人物を取り上げたいんです。い

たのに。

いやつも、悪いやつも。『宇喜多の捨て嫁』の中の一作
僕も迷いながらしました。どこまでやっていい

に、楽士になりたさに敵に寝返り、母を見殺しにする江

のかが難しくて。当時は本名を呼ばずに、通り名で呼ん

見河原源五郎という、まかてさんが５行と言ったけど、

でいましたから。

史料に３行ぐらいしか記述がない人物が出てきます。

木下

そうなんですね。しかも通り名は始終変わるか

現代でも似た話があります。ＤＶＤになっている『カ

ら、あえて私は、『恋歌』では本名を呼ばせていたんで

シム・ザ・ドリーム』という映画で、アフリカの黒人少

す。どこまで読者の知識とか素養を当て込むかは、常に

年がゲリラに拉致され、人殺しの技を教えられます。彼

考えざるを得ません。

はボクシングの才能があったから、アマチュアボクシン

朝井

そうですね。本当に難しい。ただ、僕の理想は

グをやっていました。ゲリラが政権をとるが、そのとき

あります、『指輪物語』で何とか王が出てきたら、説明

彼は、アメリカ文化を知って亡命するんですね。その結

するじゃないですか。歴史小説でも、例えば織田信長も

果、お父さんは、めっちゃむごい殺され方をするんで

そういうふうに説明しなきゃいけない。僕はできていな

す。戦国時代の話は、実は、世界では今でも当たり前に

いんですけど、そういう姿勢でやらなあかんと思ってい

あって、江見河原の話を書くことで、そういう人たちを

ます。新しい人物が出てきたら、エピソードとかでそれ

救えないかなというのはありますね。

木下

を表現するべきだと思うんです。
朝井

「この人は、こういう人で」というのを、でき

るだけ紹介しておくべきやと。
木下

そうです。例えば、徳川吉宗が出てくるとき、

朝井

志が高いですね。私は読者がどんな読み方をし

てくれてもいいと思っているので、結果としてそうなれ
ばうれしいけれど、「救い」を目的として書いたことは
ないかなぁ。
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いつかは書きたい戦後の昭和

そうですね。没も言われますし、なかなか載せ

木下

てもらえないというのもあります。でも、僕が「ええこ

木下

現代もので、書きたい題材はありますか。

とを言ってくれたな」と思うのは、編集者さんの「木下

朝井

やっぱり昭和。私はちょうど、戦後世代の最後

さんの名刺をつくりたいんや」という言葉でした。木下

といわれているんです。戦後の名残をかすかに体が覚え

昌輝という小説家ですという名刺、つまり作品をつくり

ていて、それから高度成長期、バブルでしょう。いろん

たいと。「だから、この短編は没にします」と言われた

な時代を見てきました。いつか、自分の子ども時代か

んです。

ら、ちゃんと書きたいなと思っています。

実は、その担当の方は私も存じ上げているので

朝井

僕の実家は、大阪で町工場をやっていたので、

すが、そんなこと、めったと言ってもらえないですよ。

職人さんとかを見ていたんです。だから、僕も、昭和の

「この人に賭けよう」と思ってはったのが、わかりま

職人さんの話が書けたらなと思いますね。

す。木下さんは、1,500枚、1,600枚を自発的に書いてい

木下

朝井

いいですね。読みたい。

木下

転落する人が出てくるじゃないですか。昔は

億万長者やったけど、お金を使い果たした人。

たって、新聞記事で見たんですけど。
誰かが「１年に400枚、500枚書いたら、新人賞

木下

とかで最終候補には残れる」「それを３年続けたら残れ

『西鶴』でね。そう、ああいう人はたくさんい

ると」と言っていたのかな。年500枚を３年の計算で、

ました。尾形光琳も同時代ですけど、実家が雁金屋とい

年1,500枚書いたら３年分の経験になると思って、あほ

う有名な京都の呉服屋さんで大金持ちなんです。今でい

みたいに書いていました。仕事もせずに。

朝井

うと何十億という財産をもらい、全部使い果たしてから

信じられへん。そんなに自発的に書けるなん

朝井

絵師としてぐっと本気になっていった。面白い人です

て。私は、締め切りがあるから書けているようなもので

ね。

す（笑）。文校も締め切りがあったから書けたと思う。
そういうお金の感覚が、すごいと思いました。

木下

商売をしている町の悲しさみたいなのも入っていて。
そうですね。大阪が元気がないと言われて久し

朝井

１作目から２作目の間って、締め切りってない

木下

じゃないですか。どうやって書いたんですか。
すごく時間がかかったし、書いても書いても、

朝井

いでしょう。大金持ちが減った。昔は、職人さんや芸人

うまいこといかへん。間にちょこちょこと短編は書かせ

さんをずっと応援する人がいたわけです。ところが、何

てもらっていましたけど、仕事もずっと忙しかったの

でも安くて早いものだけがええみたいになると、職人さ

で、難産でしたね。正直、今、荒行をさせていただいて

んは生きていかれへん。大阪の私たちは、手間暇への尊

おります。遅いですね、今ごろ。

敬をずっと持ってきたわけやから、それをもう一遍、見
直したいなと思っています。
どうですか。木下さんはエッセイに「僕は貧乏性や」
と書いてはりましたけど。
僕が大学４年のとき、実家が500万円の不渡り

木下

僕の年1500枚も、デビューしていなかったから

木下

書けたわけです。新人賞が全然だめでも、ポジティブな
ので、選考する人があほやったんやと思って。
朝井

すごいポジティブ！

木下

ただ、受賞して編集者さんがつくと、顔のある

手形をくらいまして、親父と一緒に不渡り手形を回収す

人からだめ出しをされるのは非常につらい。新人賞に落

るために、思いっきりチャイムを押したことがありま

選するのとは全然ダメージが違うなと思いました。どう

す。そうしたら警察が来て「夜９時以降の取り立ては禁

ですか。

止や」って怒られました。そういうのもあって、僕は貧

朝井

だめ出しは、あまりこたえていませんでした。

乏性なんです。ライターを選んだのも、資本金が要らな

木下

直木賞をとられて、待遇は変わりましたか。

いので、天国みたいな仕事やなと思ったんです。

朝井

やはり、読者層が広がったのがうれしかったで

でも、そろそろライター稼業をやめようかと思

朝井

ってはったわけですよね。
そうですね。それで、小説を１年頑張って無理

木下

やったら就職しようと思って書いたら、ちょうど１年た
ったときに「オール讀物新人賞、最終に残りました」と
言われ、受賞しました。これで、すぐに本を出せるかな
と思ったら、出すまで２年もかかりました。
私も、デビュー後の刊行まで２年ぐらいかかり

朝井

ました。やっぱり、デビューしてからが大変やと思いま
せんか？

すね。高校生から90代の方までが、感想を寄せてくれる
んです。それと、取材がしやすくなったかな。この人に
会いたいと思ったら、会わせてもらいやすいというか。
木下

賞をもらう前や本を出す前は、どうやって取材

をしてはりました？
朝井

編集者さんに申し込んでもらう場合もあります

が、私自身が知り合いのつてを頼って一人でやっていま
した。東京からわざわざ同行してもらうほど、私は出版
社さんをもうけさせてへんのはわかってますから。
木下

僕も、取材を申し込むのは気後れします。
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中之島どくしょ会後半では、会場から寄せられ
た質問に朝井さんと木下さんが答えた。（抄録）
どれくらいの量の資料を読みますか。この２作

Ｑ

には、参考文献以外にも資料があったのですか。本を
１冊書くのに、資料代はどれくらいかかりますか。
貧乏なので図書館を使い、重要なやつは買い

木下

ます。ここに書いていない参考文献もありますが、一
般的なことを書いているものが多いので入れませんで
した。資料代は主にコピー代と交通費。でも昨日、
１万円ぐらいする資料を買ってしまいました。
私は、資料代を相当使います。本屋さんでカ

朝井

ート２台ぐらい山盛りにして。お金遣いは江戸っ子
ですね。妙に蓄財したら体に悪いと思っているので
（笑）。編集者さんから、段ボール２箱ぐらい資料が
届くときもあります。小説家って、学者さんがものす
ごい年月をかけて調べた上前をはねているわけです。
あこぎな仕事ですから、「お世話になりました」とい
う気持ちで、参考文献は載せさせてもらっています。
執筆は手書きですか、パソコン打ちですか、毎

Ｑ

日どれくらいの時間、机に向かいますか。
木下

最初はノートにシャープペンで書きます。パ

ソコンの字はきれいなので、自分の間違いがわかって
話が先に進まないんです。僕の手書きの字は、自分で
も何を書いているかわからんぐらい汚くて、見直せま
せん。その分、筆が進むんです。家に持ち帰って、解
読しながらパソコンに打ち込みます。
朝井

どこで書いてはるんですか。

木下

テレビで「となりの人間国宝さん」が始まる

朝10時を目標に起きて、カフェとかファミレスとかを
回って書き、夜７時ぐらいに帰って９時まで打ち、体
力があったら、12時か２時ぐらいまでやります。
朝井

私は、手書きにすごくあこがれているんです

けど、スピードを考えるとやはり、ライターの頃から
使い慣れているパソコンですね。プロットを考えると
ふ せん

きは、思いついたことを一つずつ付箋に書きます。そ
れをだーっとノートに貼ってシャッフルします。
史実の濃度が濃い歴史小説を書くときは、年表をつ
くっています。主人公、主な登場人物と、そのとき世
間、政治で何が起きたかという、すごい年表。これが
踏み出せるスタートになっていますかね。
僕は事件の舞台になったところへ行って何も

木下

インスピレーションが浮かばなかったら、もう発見は
ない、書かなあかんと腹がすわるところがあります。
そこの踏み切りは、締め切り？

Ｑ
朝井

そう。締め切りしかない。でも、最近は、ほ

カートに本を山盛り。お金遣いは江戸っ子 （朝井）
／カフェ、ファミレス回ってまず手書き （木下）

■ 質問に答えて ■

7

んまは日数にまだ余裕があるのではなんて思って、交
渉する術を身につけました（笑）。木下さんは……。
交渉はしないですね。ライターをやっていた

木下

ので、締め切りを破ったら仕事が来ないという恐怖心
がありますからね。一応、頑張って守っています。
（木下さんに）突然わかった小説の書き方って

Ｑ

何ですか。
登場人物の価値観の変化を書かないとだめだ

木下

ということ。ハリウッド映画のエンターテインメント
はみんな、ドラマが終わったら何かしら価値観が変わ
っています。もう一つは、単なる説明じゃなくて、エ
ピソードとかで説明して進めるということですね。
朝井

体でわからはったんでしょうね。ピッとね。

木下

ほかにも書き方はあると思います。僕はとり

あえず、このレシピでやってみようということです。
（朝井さんに）文校で小説を書けるようになっ

Ｑ

たという話が出てきましたけど、どんな風に書けるよ
うになるのでしょう。
朝井

わからないんです、今も。いつも「小説って

どうやって書くんやったっけ」と思いながら書いてま
す。けなされることにはライターで耐性がついていた
んですけど、「これで私は小説を書くことをあきらめ
なあかんかもしれへん」という、ものすごい覚悟で文
校に入ったものですから、恐る恐る合評に向かったと
いう感じでした。へそ曲がりやから、「この１行、良
かったですね」みたいに言われたら、次は違うものを
書きたい。これが難儀なんです。デビュー作で、ある
作家さんから「もっと悪が書ける作家になれ。そうな
ったら多分、書き手として強くなれる」と言っていた
だいて、ずっと、そのことが頭にあります。自分なり
には、ちょっとずつ挑戦しています。それで、ちょっ
とええシーンを書いてしもうたら、照れるんですよ。
「こりゃいかん」と削除したりして。
木下

もったいない。

朝井

今は、悪が書ける方がいいという潮流がある

と思いますが、善も難しい。軽い善じゃなくて、ずっ
と悪があった、そのつかの間に出る仏性のようなもの
って、書いてみたいと思ったりします。『宇喜多の捨
て嫁』には、それもちゃんとあるじゃないですか。
木下

ありがとうございます。僕も、勧善懲悪を書

くのが一番難しいと思います。ごまかしがきかない。
今回は、悪が悪をやっつけるみたいにして、ちょっと
変化球にして、ごまかしているんですね。
朝井

家の外で書くということは、私はできないで

す。木下さんは、なぜ外なんですか。
木下

何でですかね。風景が変わったら頭も変わる

ような気がするのかな。何カ月か前、プロットが思い
浮かばなくて本当に困って、梅田から電車に乗って明
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飲み屋で飲みました。朝井さんは、中でずっと書い
て、気分転換はどうやってするんですか。
そういえば、お風呂で踊ってますね。音楽が

朝井

すごく好きなんですよ。変な時間、明け方とかに音楽
をかけて踊って。それが気分転換かな。
踊るときの音楽は何ですか。

Ｑ

イーグルスとか。古いでしょう（笑）。ドゥ

朝井

ービー・ブラザーズとか。ＢＳで70年代、80年代のを
録画して、締め切りの山を越えたときに踊ってます。
どんな作家を今まで読んできましたか。

Ｑ

浅田次郎さんや司馬遼太郎先生。浅田さんの

木下
ちん ぴ

『珍妃の井戸』という歴史小説は、現代小説風に、す
ごく自由に書いています。こういう書き方もできるん
だと、すごく影響を受けました。『天切り松

闇がた

り』は書き写しました。そうしたら、浅田さんって、
すごく古典的なことしかやっていないんです。オチが
わかるような。「フラグが立つ」って言うじゃないで
すか。この人が死ぬことがわかるとか、そういうこと
をけっこうやっているんですけど、すごく説得力があ
ります。すごい書き手やなと思いました。
私も、浅田次郎さん、司馬遼太郎さん、池波

朝井

正太郎さん、藤沢周平さん、いっぱい好きです。で
も、常盤新平さんの翻訳ものも学生の頃、読んでいま
した。
今もずっと読んでいるのは漱石ですね。明治時代を
舞台にした途端、それこそ言葉使いが自由になるんで
す。現代の小説で用いる言葉はほとんど、漱石がつく
ってくれているんですね。すごい。でも、一葉も好き
だったりするんです。高校生のときは、遠藤周作さん
の『沈黙』を読んで号泣して、いまだに、その本を手
元に置いています。漫画も大好きです。
木下さんは、何で武道なんですか。

Ｑ

僕はライターで京都に３、４年住んだことが

木下

あって、そのときにカメラマンが武道をやってはった
んです。僕も暇だったのでやってみました、戦国時代
の人もやった茶道に似てるなと勝手に思いました。生
き方のしぐさがわかるような気がして、スポーツとし
てよりも、そういうのが面白いと思いました。僕は茶
帯で、黒帯じゃないので、そんな偉そうなことは言え
ないんですけど。
朝井

私も、来月から始めるんです。

木下

何という武道を？

朝井

わからないんです。まずは道場に見学に行く

んですけど、時代小説を書いているなら合気道をすべ
はかま

きやとアドバイスされまして。胴着と袴がええなと思
って、格好から入っているんですけど。
Ｑ

（木下さんに）高校生のときから作家を志望し

お風呂でイーグルスを聴いて踊ってます （朝井）
／引き出しを増やしたくて理系に進んだ （木下）

石ぐらいまで行って、「あった」と言って出て、立ち

たのに、理系の大学に行ったのはなぜですか。理系に
行ったことは、小説に役立っていますか。
高１のときに数学が得意だったんです。とこ

木下

ろが、高２で17点をとってしまって、だいぶん苦労し
ました。高校のバレー部で交換日誌をして、僕の日誌
をみんなが面白いと言ってくれたんです。僕は運動神
経がないので、それまでバレー部に居場所がなかった
んですけど、文章を書くことで居場所ができたのがす
ごくうれしくて。そんな単純な理由で、「じゃあ、小
説家になろう」と思いました。
そのとき、すごくいい友だちが一人おって、「小説
家は、書くものがなくなったらエロ小説を書かされる
らしいぞ。ほんまに小説家になりたいんやったら、書
くものの引き出しをいっぱいつくっておけ」って言っ
てくれました。それで、文学部では引き出しは増えそ
うにないなと思ったので理系。建築学科を選んだのは
当時、文系と理系の中間と言われていたので。
確かに建築は小説的ですね。詩にもたとえら

朝井
れます。

そういえば、まかてさんは建築に興味がある

木下

って聞いたんですけど。
建築好きです。建物や家、庭も。海外へ行っ

朝井

ても、建築物は必ずチェックしますね。
次の作品の予定を。

Ｑ

木下

新撰組を書いた『人魚ノ肉』という単行本

が７月に出ます。めちゃくちゃな話ですけれども、京
都に住んでいたとき、京都人はすごく面白いな、奥が
深いな、と思ったのがきっかけになっています。
かっけつ

沖田総司は池田屋で喀血したという話があるじゃな
いですか。それは、総司が吸血鬼で、血を飲んでいて
むせたんじゃないかなと思って、沖田総司が京都人の
ところへ血を吸いに行ったとして、京都人が「まあ、
ぶぶ漬けを食うていきなはれ」って言うたら、沖田総
司は帰るだろうなと思ったんですね。それは半分冗談
ですけど。結局、吸血鬼は使わなかったんですけど、
そういう風に、新撰組が怪物になるような話にしまし
た。京都人って、バンパイアよりもモンスターだなと
いう話です。京都の人がいたら申しわけないんですけ
ど、そういう形で、僕なりの京都人から見た幕末を書
けないかなというのをやってみました。
朝井

私は、諸事情があって、ちょっと遅れている

のでございます（笑）。本来出る作品を飛び越えて、
連載させてもらっていたものが先にまとまり、夏の終
わりか秋の初めに出るかと思います。やぶ医者が主人
公で、テーマは江戸時代の子育て。イクメンは江戸時
代が発祥なんですよ。それに病との向き合い方も盛り
込みながら、下町のいろんな人生､ 人情を描きまし
た。
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語り合う内田樹さん（右）、白井聡さん＝４月
日、アサコムホール

18

現代を読み解く鍵は｢劣化｣
第１回

ホスト 白井 聡 さん × ゲスト 内田 樹 さん

戦後70年のメディア・政治を語る
今年度からスタートした関西スクエアの新企画「中之

にとらえました。橋下徹・大阪市長の政治手法や、戦後

島クロストーク」が４月18日夜、中之島フェスティバ

の日本がアメリカのつくったストーリーに支配されてい

ルタワーにある朝日新聞大阪本社アサコムホールで開か

る状況の分析にも話は及びました。

れました。政治学者で社会思想史家の白井聡さん（京都

今回の「中之島クロストーク」には、100人の定員に

精華大学専任教員）がホスト役となり、毎回、異なるゲ

対して、400人を超える読者の方々から聴講の応募があ

ストと対談・対論します。第１回のゲストは、フランス

り、関心の高さをうかがわせました。会場ではアンケー

思想が専門で武道家の内田樹さん（神戸女学院大学名誉

ト用紙を配り、白井さんと内田さんへの質問を募りまし

教授）を迎えました。

た。用紙を休憩時間に回収し、寄せられた質問の中から

白井さんが冒頭、いまの世の中の動きを読み解くキー
ワードとして「劣化」を挙げました。笠井潔さんとの共

いくつかを選んで、白井さんが読み上げ、内田さんと一
緒に答えてもらいました。

著『日本劣化論』（ちくま新書）のある白井さんらしい

会場では、ことし２月に刊行された白井さんと内田さ

着想です。内田さんとの話は、そこから新聞などメディ

んの共著『日本戦後史論』（徳間書店）をはじめとする

アの劣化について展開。この危機的状況をメディア自体

２人の著書も販売されました。

が報道できていない点が問題、と指摘しました。

◇この日の詳報は朝日新聞５月１日付朝刊に掲載されま

特定秘密法護法と集団的自衛権の行使容認をめぐっ

した。朝日新聞デジタル（http://digital.asahi.com/）

て、政治の劣化に話は移り、安倍政権になって、行政府

とWEBRONZA（webronza.asahi.com/）でもお読みい

が立法府での議論を通さずに決めて行く状況を、批判的

ただけます＝いずれも有料

◆「中之島クロストーク」は、白井 聡さんをホスト役にして、様々な分野で活躍されている方々をゲストに招
き、読者のみなさんから聴講のご希望を募って随時開きます。ご期待ください
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

数百万人が被災。大規模な支援が求められています

ネパール大地震緊急募金にご協力ください
公益社団法人 アジア協会アジア友の会（ＪＡＦＳ）常任理事

法花 敏郎

ネパール中部で2015年４月25日、マグニチュード7.9の大地震が起き、５月12日にも再び強い地震が起きまし
た。同月13日現在の死者は8,219人、負傷者は17,866人、被災者数は数百万人に及ぶといわれています。被害の全
容はいまだにつかみきれていません。ＪＡＦＳの熱田典子・副事務局長らが４月26日から５月６日までネパール
に入り、現地の提携団体とともに、交通アクセスの悪い農・山村などに支援物資を届け、被災状況を調べまし
た。その模様をレポートします。ＪＡＦＳでは、さらに被災地への支援を続けており、みなさまに緊急募金を呼
びかけています。未曾有の大地震に見舞われたネパールの人々に、ぜひ温かいご援助をお願いします。
■首都の機能が完全にマヒ
ワークキャンプを開催するためにスタッフがネパール
に着く予定だったまさにその日に、１回目の大地震が起

ました。周りは景色が一変し、隣のゴルフ場の芝生が、
被災者の避難テントで埋まっていました。誰もが怖がっ
て建物に入ろうとしないのです。

きました。タイのバンコクにいったん引き返して待機

頑丈なはずのコンクリートの７階建てくらいの建物も

し、翌４月26日にようやく、カトマンズ空港に降り立ち

ぺちゃんこにつぶれていました。多くの人が亡くなった

2015.6
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倒壊しそうな建物から家財
を持ち出し､ 急いで立ち去
る被災者＝バクタプール市

崩壊した家から家財道具を捜す人々＝ カトマンズ市

（いずれもＪＡＦＳ副事務局長、熱田典子さん撮影）

インスタントラーメンをやっと手に入れ、

被災者に配ることができた＝チュニケル村

12
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そうです。現地の人が職場に戻ってこないので、空港や

を励まし、スコップで土をどけながら進みました。

ホテル、役所などの機能は完全にマヒしていました。震

家は全部崩壊し、村人は斜面にテントを張って暮らし

災４日後に、やっと給水車が出動しました。行政の対策

ていました。８地区合わせて93人が亡くなりました。米

会議も開かれず、誰がトップで何をするのかが見えない

と塩を調達して配りました。これが初めて届いた救援物

状況が続きました。

資だそうです。憔悴しきっていた人々の中に、やっと少

古都バクタプールは崩壊し、道はまったく歩けない状
態でした。日本の援助でできたカトマンズと結ぶ道路も

し笑顔を見ることができました。
幸い、パイプラインは無事で、新鮮な水を得ることが
できていました。

やられました。
余震がおさまると、人々は倒壊した建物から、家財道

チョータラにある郡庁役場は全壊し、病院も機能して

具を引き出し始めました｡ 身近に持っているものが全財

いませんでした。「塩の道」といわれた交易の街は、以

産なので、少しでもお金になるものを持ち出さないと、

前のにぎわいがうそのようです。私たちが訪ねた５月３

どこへ行っても、これから生活できないのです。

日にやっと、国際支援キャンプが張られました。
12日の地震以後に現地から入った情報では、復興へ向
きかけた人々の気持ちが、これでまた後ろへ戻ってしま

■道がふさがり救援遅れる
ＪＡＦＳがこれまでに支援した地域を回りました。

うのではないか、と懸念されています。とくに、体力が

スダールという村では、人々が家を失い、木を組み合

ない子どもたちの心身への打撃が大きくなっています。

わせて間に合わせの寝るスペースをつくって住んでいま
した｡ 不足している薬を提供しました。

■第２次支援を展開中です

ＪＡＦＳの里子が多く住むチュニケル村へ。里子たち

５月17日にＪＡＦＳのスタッフがネパールに再び渡

は全員無事でした。残った学校の校舎を拠点に、住民が

り、第２次支援を始めています。シンドゥパルチョー

助け合っていました。先生たちは「これから住める家、

ク、ダーディン両郡に米、ダル豆、調味料などの約１カ

住めない家が分かれたとき、どのようにとりまとめるか

月分の食料を配り、避難生活の長期化と雨をしのぐため

が僕たちの課題」と悩みを語りました。

の大型ビニールシート、ソーラー式電灯などを約3000世

４月29日、インスタントラーメン30箱、900食分をよ

帯に配ります。また、近く学校が再開する予定なので、

うやく手に入れて配りました。店に品物はあるのです

大型ビニールシートと竹材で仮校舎を設置します。現

が、店主が不在で閉まったままで、買うことができない

在、早急に必要なのはこれらを購入する資金です。総額

のです。後日さらにお米を配布。家が全開した人を優先

が3,000万円以上になります。
さらに長期的には、①学校の再建と就学のための支援

に、混乱なく配ることができました。
４月30日以降から首都の物流が徐々に回復してきたの

②仮設住宅建設などの支援による生活復興

③水や電気

で、米やせっけん、ファーストエイドキットなど数百世

の確保

帯分、数日程度の物資量を購入し、配布しました。

性のサリーなど衣料の支援、といった課題がたくさんあ

最も被害の大きかったシンドゥパルチョーク郡への行

④子どもをはじめとする人々の心的ケア

⑤女

ります。

程は、困難を極めました。山、山、また山なのです。崩

これから被災地は雨季に入り、弱い道路や建物は、さ

れた土砂が道をふさぎ､ 他国の救助隊も手前の河原で足

らに崩壊することが予測されます。手をこまぬいていら

止めされていました。ＪＡＦＳが今年２月に井戸とパイ

れる余裕はありません。みなさまのご支援、協力をお願

プラインを建設した山上のボテシバ村へ、嫌がる運転手

い申し上げます。

【ネパール地震緊急募金振込先】
■郵便振替

口座番号：00960-6-10835／口座名：アジア協会アジア友の会

■ゆうちょ銀行

店番：418／口座番号：4617914／口座名：公益社団法人アジア協会アジア友の会

■三菱東京UFJ銀行

支店名：中之島支店／口座番号：普通1007011／口座名：公益社団法人アジア協会アジア

友の会
■楽天銀行（0036）

支店番号：209（リズム支店）／口座番号：7006892／口座名：公益社団法人アジア協会

アジア友の会
※いずれも通信欄に「ネパール地震」とご記入ください
※領収害ご希望の方は住所、氏名を本会までお知らせください。ご寄付は、税金の控除を受けられます
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見てほしい。在日コリアン二世の生きざま
京都造形芸術大学客員教授

仲尾 宏

多忙な毎日を過ごして
いる一女性の実像があ

日韓外交の行き詰まり、また「在特会」のヘイト・ス

ります。日本人の家族

ピーチなどの言わば閉塞状況の中で、在日コリアンの人

にない、しかし日本人

びとはどんな思いでこの日本社会を生き抜こうとしてい

にもわかる共通の思い

るのか。日本人にとっても他人ごとではありません。人

を感じ取ることができ

が人として安心して生きられ、仕事や日常の暮らしをい

ます。

となむことが誰にも許される社会が、あたりまえの世の

私たちは今の息詰ま

中であってほしいものです。日本人だけが安心できる社

るような東アジアの情

会ではなく、国籍や民族、社会的出身のちがいを認めつ

勢をどうしたら良い未

つ、未来を展望できる社会をつくらねばなりません。

来へつなげていける

そんなとき、在日コリアン二世のある女性の生きざま
をテーマにした新しい切り口のドキュメンタリー映画が
生まれました。

か。そうした課題の先
行きも考えさせてくれる70分の映画です。
特別試写会が６月27日（土）午前10時30分からと、午

主人公は岐阜で生まれ、京都や滋賀で韓国・朝鮮舞踊

後１時からの２回、京都産業会館（京都市下京区烏丸四

を日本人などに教え、また、学校で人権学習の講師とし

条西

て活動する裵梨花さんの日常をありのままに描いた港健

であります。さらに今秋、全国で上映する予定です。

ペ

リ ファ

阪急・地下鉄烏丸四条駅より徒歩３分）大ホール

二郎監督の作品です。タイトルはその名も「花のよう

ぜひ誘い合わせてご覧ください。

に、あるがままに」です。一世であった父母の生まれた

映画などについての問い合わせ先は、同映画製作支援

故郷・韓国の田舎や、過酷な「強制労働j の現場をたず

委員会（〒616-8003 京都市右京区龍安寺池の下町12 -32

ねてアボジ（お父さん）の苦闘を思い起こしながら、超

電話 090-9332-6387、ファクス 077-551-1327）

本誌４月号で紹介した京都のフリーマガジン『ハン

さんは言い、「業界が傾いても、10軒あったら１軒は

ケイ500m』の union.a 社から関西スクエアへ、お便り

残る。技術があれば大丈夫」と若者にエールを送る。

が届いた。「新しい就職情報誌を創刊しました」。封

花柄おしぼりやマットを提供して店をドレスアップ

筒から現れた表紙が『おっちゃんとおばちゃん』。

する会社、京都発人気ブランドのがま口屋さん、路地

――え、これ、ほんまに就職情報誌？？？

裏から高品質イベリコ豚を発信するスペインバル……

「月収？

が紹介されている。

知名度？

親の願い？

いいや、仕事は

楽しさで選んでいい」「本音

おっちゃんとおばちゃんと
なコピーが躍る。巻頭に載っ 同じ気持ちで働こうという
た円城新子編集長の創刊のこ
「本音の就職情報誌」が出た
とばを読んで納得した。
の就職情報誌です」と刺激的

「『70歳を過ぎても毎日仕事が楽しい』。そんな風

雑誌の性格上、給与

に思えたら、どんなにいいだろう。（中略）普段あま
りスポットライトの当たることのない『おっちゃんと

や募集対象年齢、勤務
地といった就労条件

おばちゃん』たちの仕事観を、いま仕事を探している

はもちろん載ってい

人に伝えたいと思いました」

る。しかし、それよ

表紙と特集に登場するのは、兵庫県豊岡市のかばん

り何より、「おれた

修理職人、植村美千男さん(81) 。「これほどええ仕

ち、私たちの仕事、面白そうや

事あらへん」と父親に言われて家業を継いだ。30代の

ろ」「どう？

とき、東京五輪の聖火をアテネから運ぶためのケース

致が熱い。仕事探しを楽しくしてくれそうだ。

一緒にやってみない」と語りかける筆

をつくった名匠だ。工房には今も修理を待つ海外ブラ

年４回発行し、関西各大学のキャリアセンターや京

ンド品が並び、素材メーカーが試作品のチェックを頼

都の御池ハローワークなどに置くという。同誌のホー

みに来る。「この仕事、誰にも譲りたくない」と植村

ムページは www.occhan-obachan.com 。

（雅）
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イベント・出版等の情報

「ことのは新書」が10冊を超えました

京都書房編集部

岩﨑 夏子さんから

『ここから生まれた故事成
語』堀江忠道／『今日から

2011年から発行を始めた「京都書房ことのは新書」

磨く「おとなことば」』松

が、５月に新たに２冊を加え、11冊のシリーズになりま

尾佳津子／『使いこなした

した＝写真上左。

い同音同訓異義語』京都書

この新書は、京都書房が初めて手がけた、一般書店で

房編集部／『説話をつれて

お買い求めいただける書籍です。国語の教育図書専門出

京都古典漫歩』福井栄一／

版社として高校教科書、資料集、副教材などの刊行を通

『今考えたい人と向きあう

して培ったデータを生かし、「言葉の力をつける」「古

力』森川知史

みやび

典・文学の雅を味わう」「コミュニケーションの楽しさ
を知る」といったコンセプトでつくっています。
ビジュアルなページ編集、和風の表紙デザイン。テー
マにふさわしい著者に執筆をお願いし、索引などリファ

い

ご

今後は、クイズ形式の語

彙力の本と、古典・文学分
野を充実させる予定です。どうぞご愛読ください。
※京都書房

〒612-8438 京都市伏見区深草フチ町５

レンスも充実させました。高校生から大人まで、「困っ

  ☎ 075-647-0121

たときの一冊」としてご活用いただけます。

ホームページ http://www.kyo-sho.com/

Fax 075-647-2700

５月の新刊『ゆっくり前ヘことばの玩具箱』＝同上右
＝は、４月から朝日小学生新聞で「大勢の中のあなた
へ」というコラムを連載されている、博報堂のひきたよ

講演「菅原道真ばなし

天神さんの秘密」

しあき先生のコラム集です。心に残したいことば、読む
こと・書くことをテーマにしたコラムを集めました。小

上方文化評論家

学生新聞と同題のコラムも収めています。

福井 栄一さんから

同じく『こころを動かす共感のことば  説得のことば』

「福井栄一の上方ばなし」（全５回シリース）の第２

＝同下＝は、明治大学教授、鈴木健先生のコミュニケー

回。史上最強の怨霊神から学問神へ。その変貌のプロセ

ションについての本です。コミュニケーションの質を高

スを辿ります。

めるための「ことば」について、交渉術、ディベートな

◇とき

ど様々な角度から分析しています。

◇ところ

４月までの既刊は次の通りです（タイトルの後の名前
は著者・編者。敬称略）。
『明日から使える慣用句』京都書房編集部／『会話で
覚える四字熟語』新稲法子／『明日から使えることわ
ざ』京都書房編集部／『敬語ひとり稽古』余田弘実／

おんりょう

たど

７月４日（土）13時半～15時

721-4800
◇講師

箕面市立桜ヶ丘人権文化センタ－（☎072阪急桜井駅から徒歩７分）

福井栄一

◇入場無料・ご予約不要
※次回の「小野小町ばなし
日（土）13時半開演

才色兼備の悲劇」は９月５
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第22回エコネット・カフェ
「南極へ行ってきました」

第11回 近畿の環境団体情報交流会

100団体の事例から、キラリ！
を見つけて、ステップアップ

NPO法人

ＮＰＯ法人 エコネット近畿さまから

エコネット近畿さまから

南極と聞いて、思い浮かべるものは何でしょうか。実

環境活動をより広めていくため、近畿の環境団体が地

際にその真っ白な氷の世界に立つと、何を感じるので

域を越え、分野を越えて互いに情報共有しゆるやかなつ

しょうか。３月に南極の旅から帰って来られた米道綱夫

ながりを築くことで、近畿で環境活動の連携の芽が育つ

さんに、南極の行き方、南極の氷、ペンギン、南極の動

ことを期待して開きます。参加団体相互に活動と運営の

物、南極半島デセプション島ハイキングについてお話し

２分野の事例発表を２日間じっくり学び、ステップアッ

していただきます。

プを目指しましょう。発表する団体を募集しています。
◇とき

6月26日（金）12時半～27日（土）15時の１泊

２日
◇ところ
市

生駒山麓公園ふれあいセンター（奈良県生駒

お話のあとは、参加者みんなでフリートークをします。
◇お話

米道綱夫さん（エコネット近畿理事）

◇とき

６月２日（火）14時半～16時半

◇ところ

URL http://ikoma36-park.jp/）

◇募集

毎月一度のペースで開いている環境井戸端会議です。

北区天神橋２丁目北1-14 サンプラザ南森町＝旧天二

50団体（50名）＝活動事例発表各10分

ビル＝401号）

※定員になり次第締め切ります
※１団体１発表１名（異なる分野で２発表２名も可能）

◇参加費

◇発表分野

◇定員

「エネルギー」「子ども」「地域」「食と

200円（お茶・お菓子代。差し入れ大歓迎）
15名程度（要予約）

◇お申し込み・お問い合わせ先

農」「暮らし」の５
分野から選択
◇ 参 加 費

エコネット近畿事務局（〒530-0041 大阪市

06-6949-8288

エコネット近畿（Fax

E-mail yoyaku@econetkinki.org

ホーム

ページ http://www.econetkinki.org/）。お申し込みは、

6,000円

（宿泊費・食費３食

①所属団体・組織・企業名

分・税込み）／発表

④住所

②氏名

③お電話番号

⑤Ｅメールアドレスを記載してお願いします

※上記ホームページで詳細をお知らせしています

を希望しない団体
（ 参 加 者 ）8,000円
／エコネット近畿

予約不要の「映画カフェ」

会 員5,000円 ／ 学 生
4,000円
◇主催

コミュニティカフェ主宰者

特定非営利活

船越 聡さんから

動法人近畿環境市民

年に３回開き、映画をサカナにしてしゃべるお茶会で

活動相互支援センタ

す。予約不要。どなたでもご自由に参加いただけます。

ー（ＮＰＯ法人エコネット近畿）、一般財団法人セブ

映画の上映はありません。

ン-イレブン記念財団

◇とき

◇企画・運営

近畿の環境団体情報交流会実行委員会

６月14日（日）12時半〜15時半

◇ところ

バンビオ１号館（ＪＲ長岡京駅西口から徒歩

約５分)生涯学習センター４階 学習室２

2015
◇申込方法

◇参加費

申込書をエコネット近畿ホームページ

300円＋食べ物１品（ご飯もの、おかず、菓

http://img01.ecgo.jp/usr/econet/img/150413213736.docx

子、サラダ、果物など）持ち寄りで、お茶会＆お昼を

からダウンロードして、ご記入後、メールまたはファ

します

クスでお送りください。もしくは、下記の事務局に申

は予算オーバーになるので用意できません。飲みたい

込書をご請求ください。
◇お問い合わせ先 NPO法人エコネット近畿 事務局
（〒530-0041 大阪市北区天神橋２丁目北1－14

サ

ン プ ラ ザ 南 森 町 ＝ 旧 天 二 ビ ル ＝401号 ）、 担 当：
い

辻、 韋 ☎ 06-6881-1133 Fax 06-6949-8288
：jimukyoku@econetkinki.org
econetkinki.org/

※飲み物は基本的にこちらで用意しますが、アルコール

E-mail

ホ ー ム ペ ー ジ：http://

方は自前でお願いします
◇お問い合わせ先

主 催 の 私 ＝ 船 越 聡（ ☎075-952-

3760）へ
※下記の私のホームページに詳しい内容を載せています
http://www.geocities.jp/gokuraku_ya/cinemage.htm
＝17㌻の「小さな出会い」参照
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朝日カルチャーセンター

〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18

朝日カルチャーセンター中之島教室
6222-5222
時半まで）

中之島教室 公開講座
中之島フェスティバルタワー18階

Fax 06-6222-5221 URL：www.asahiculture.jp/ 窓口営業時間：月～土曜

☎ 06-

９時半～18時半（第２・４日曜は13

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

すべきなのか、いまどのような卒業が

戦後とは何であったか

行われようとしているのか、といった

2015年は戦後70年の年です。「戦後レジームからの脱

問いについて、『永続敗戦論——戦後

却」を総理大臣が叫んでいることからわかるように、い

日本の核心』で展開した議論を参照し

まだ日本では「戦後」という時代感覚・歴史感覚が継続

つつ、考えてみたいと思います。

されていますが、このような感覚は世界的に例外に属し

◇とき

ます。なぜ、私たちは、「戦後」を卒業できなかったの

◇講師

か、卒業すべき「戦後」とは何であるのか、どのように

◇受講料（税込み）

６月27日（土）15時半〜17時

京都精華大学専任教員

「戦後」を卒業すべきなのか、そもそも「戦後」を卒業

白井 聡＝写真

カルチャー会員 2,700円
一般 3,024円

学生日本一：関西学院大学のディレクターが語る

アメリカンフットボールの本当の魅力
アメリカンフットボールは、将棋とラグビーを組み合わせたような、理詰めの戦
術と格闘技の激しさの両方を競う特殊なスポーツです。関西学院大学ファイターズ
は部創設73年目で、最多27度目の学生日本一に輝きました。選手・コーチ・ディレ
クターあるいは新聞記者等として39年にわたり関わってきた立場
から、ライスボウルなど実際の大試合で勝負を分けた関学ファイ
ターズのプレーや、スーパーボウルでのプレーコールについての
解説など、テレビ観戦やスタンドで見るだけでは分からない、ア
メリカンフットボールの本当の魅力についてお伝えします。
◇とき

7月18日（土）18時半〜20時半

◇講師

関西学院大学アメリカンフットボール部ディレクター

◇受講料（税込み）

カルチャー会員 2,592円、一般 3,024円

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

小野 宏 ＝写真

☎ 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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居場所あります。
いらっしゃい

域のたまり場になっているところのことだ。
気軽におしゃべりをする会がある。親子がランチ

６つに折り畳むと、ほぼＣＤケースのサイズ。か

を楽しむ会、カラオケや折り紙を楽しむ会、お年寄

わいらしい地図をいただいた。「ながおかきょう居

りを元気にすることを目指すシルバー懇カフェもあ

場所Ｍａｐ」。題字の下に「コミカフェ」とルビが

る。船越聡さん(62)ら、京都府長岡京市でコミカフ

振ってある。漫画喫茶？ではなく、コミュニケーシ

ェを主宰する人たちが協力してつくった。

コミック カ フ ェ

17

ョンカフェ。定期的に開いて手づくり的なサービス

船越さん自身は、ゴミのリサイクルなどを考える

を提供したり、気の合った仲間が集ったりして、地

省エネカフェを隔月で、映画のことを語り合うカフ
ェを年３回開いている。「ＰＲ不足もあって、なか
なか参加者が増えませんが、埋もれた需要はあるは
ず。多くの人が、身近でさまざまなふれあい、交流
の場を欲しがっていると思うんです。私たちの情報
網から漏れているコミカフェもあるでしょう。地図
は改訂を重ねて充実させ、求める人へ扉をさらに広
げていきたい。よその地域へも、こうした地図がど
んどん広がってくれたらいいですね」と話す。
連絡先は船越聡さん（電話 075-952-3760）。
（雅）
＝15㌻に映画カフェの案内

花を
外国人好みな七変化

アジサイ
アジサイ科

花言葉：移り気・高慢ほか

大阪市東住吉区・大阪市立長居植物園で

訪ねて

ルキノ・ヴィスコンティ監督作の映画「ベニスに死

ブレークしたのは海外が先だった。19世紀にシーボル

す」（1971年）に、この花が登場する。妖しい退廃を

トが自著で紹介し、欧米で多くの品種がつくられた。

はらんだ夏の瘴気の精といった趣で、美少年タジオが

昔の日本ではなぜか人気がなく、物語にも和歌にも

泊まるホテルの広間やレストランに飾られ、彼に魅せ

絵にも、さっぱり取り上げられなかった。今でこそ、

られた主人公の音楽家を、少しずつ死へと誘う。

あじさい寺、あじさいの社が各地にあるが、第二次世

しょうき

いざな

トーマス・マンの原作には出てこなかったと思う。

界大戦後になってから植えた新名所が多いそうだ。

監督の独創なのだろう。時代設定は20世紀の初頭。日

同じ花が、土壌の酸性度によってピンクや青に七変

本人とずいぶん違う感性だなぁと戸惑い、筋金入りの

化する。写真はダンスパーティーという品種。近年は

耽美と貴族趣味に息をのみながら見た覚えがある。

国内外で改良が進み、「え、これがアジサイ」とびっ

たん び

原種は日本の山に自生するガクアジサイ。なのに、

くりさせられる華やかなものが増えてきた。（雅）

18
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ま

あの番組・このドラマ、
手書き一筋 年

テレビを支える「題字さん」

55

竹内 志朗さん（81）

壁一面を埋めた懐か
しいパネル＝写真。
「この仕事を始めて
55年になります」とい

あり
人
タイトル

で、１週間かかりきりで500枚以上書きまし
た。忘れられない作品です」
テレビと舞台の生きた裏面史が、次々に飛
び出す。もちろん、手がけるのはタイトルだ
けにとどまらない。
「ニュース・テロップ用に選挙候補者の名

う竹内志朗さんは、通称「題字さん」。テレ

前や、日航機墜落事故と阪神淡路大震災のと

ビ番組の名前などの文字をつくる人だ。４〜

きは、犠牲になられたみなさんのお名前を、

５月に大阪で、これまでの作品

何日も局に泊まり込んで、数え

を集めた「テレビと芝居

きれないくらい書きました」

手書

もう一つの肩書が「舞台芸術

き文字」展を開いた。
「高校を出て印刷会社の図案

家」。藤田まことさんとは生涯

屋に弟子入りし、弁当、交通費

の友で、彼が主演した舞台のセ

自前の無給で７年間修業しまし

ットは全部担当したという。

た。デザインなんていうしゃれ

しかし、竹内さんの名前がテ

た言葉も、便利な機械もなかっ

レビ画面にクレジットされるこ

た頃。同じ文句の大看板を１日

とは、ほとんどない。題字は番

に29枚書いたりして、すごい数

組の一部で、正式の著作物とみ

をこなしました。それが今の基
礎になっているのでしょう」

絵：白川タロイモさん

なされないのだそうだ。
少々割り切れないものを感じ

「決まった師匠はいません。新聞の見出し

る。でも、頼れる縁の下の力持ちなのだ。タ

活字を手本にして一生懸命勉強しました。映

イトルをコンピューターでつくる時代になっ

画の題字を引き受けるうちにテレビ放送が始

ても、ぜひ継承したい匠の技だと思った。

まり、仕事をもらえるようになりました」

たくみ

今 回 の 展 示 会 場 に な っ た「cafe・gallery

もちろん今も現役。手書きにこだわる。

タロイモ」（大阪市中央区瓦屋町1-8-11

「台本や原作小説は、徹底して読みます。

話・ フ ァ ク ス 06-6777-8987

電

メ ー ル cafe.

さらに電車の中などで構想を練ります。十分

gallery.taroimo@gmail.com

ホームページ

にイメージを固めてから、黒いポスターカラ

http://cafegallery-taroimo.com/）は竹内さん宅

ーと平筆を使って１枚に１文字ずつ書き、納

の階下にあり、孫で漫画家の白川タロイモさ

得できた文字を組み合わせて仕上げます」

んが店主を務める。ホームページに載ってい

「『剣客商売』のタイトルは特に苦労しま

る漫画「タロイモができるまで」の第４話

した。原作者の池波正太郎さんの筆跡をイメ

「じーちゃん」に、竹内さんのプロフィール

ージしてつくってくれというテレビ局の注文

と仕事ぶりが紹介されている。（黒沢 雅善）

2015.6
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼その夜の小料理屋さんの品書きに「季節の炊き込みご

てください」「…直りません」「では、電機屋さんに修

飯」というのがあり、蛸と生姜の炊き込みご飯を注文し

理に出してください」「それじゃ、何日も電話が使えな

ました。土鍋で炊いてあります。生姜の香りと蛸のやわ

いじゃないですか」「はぁ。では修理にうかがいます。

らかな食感がうれしく、おなか一杯食べました。

誰かお立ち会いください」「家人が立ち会います」「ク

たこ

しょうが

旬の食材にうとい方ですが、八百屋さんや魚屋さんの

ロサワ・カジンさまが立ち会われるのですね」。妻、し

店先をのぞき、料理屋さんの献立を眺めていると、目が

ばし絶句の後、「修理代は……」「出張費と技術料で

開かれます。明石の蛸は６月～８月が旬と知りました。

15,000円くらいです」「それなら新品が買えますね。ま

芭蕉が須磨で詠んだ「たこつぼやはかなき夢を夏の月」

だ使って５年なのに」。在阪企業だから応援したくて買

の句もあります。夏至の日から数えて11日目の半夏生の

ったのに、アフターサービスは念頭になさそうな口ぶり

日に蛸を食べる習慣もあるらしい。蛸だけに、ちょっと

なのです。これも一つの「劣化」でしょうか。（黒沢）

調べるだけで知識が八方に広がります。これからの季

▼あっという間に昼は夏の日差しになりました。店先に

節、鮎や鱧に目が行きがちですが、自分の知らない旬の

かき氷の旗を見ると心動きますが、たかが氷に、と思っ

食材をせっせと発掘したいものです。

（臼倉）

てしまう私。わが家は私が子供の頃に使っていた家庭用

▼先月に続いて電話の話です。家の固定電話が調子悪く

氷かき機をひっぱりだしてきて大活躍。かき氷は家での

なり、妻がメーカーに問い合わせました。以下、応対し

おやつです。削った氷はお店のようになめらかではあり

た女性とのやりとり。「電源を切って３分後に入れ直し

ませんが、シロップを存分にかけて頂きます。（北野）

はも

ため､ 随時、会員らを講師に招き、社内勉強会を開

「朝日新聞 関西スクエア」とは

いています。

「関西からのメッセージ集団」を目指して、朝日

主催イベントの詳報、会員からの寄稿や関西スク

新聞大阪本社が1998年、創刊120周年を前に発足さ

エアの活動報告、朝日新聞社からのお知らせなどを

せたゆるやかな会員組織です。「スクエア」とは、

載せた会報を毎月つくり、インターネット上のホー

過去・現在・未来にかかわるさまざまな問題を、自

ムページを通じて公開しています。

由な立場から語り、論じ合う「知の広場」を意味し

また、2009年に「関西スクエア賞」を創設し、さ

ます。関西にゆかりを持ち、学問、経済、文化、芸

まざまな分野で活躍する若い才能を、毎年表彰して

術、芸能、スポーツ、市民運動などの多彩な分野で

います。会員交流会も毎年開き、会員同士や朝日新

活躍されている方々500人以上に入会していただい

聞社員との交流を深めています。

ており、21世紀のよりよい社会づくりに向けて提言
していただきます。

未来に向けて私たちは、どんな社会を目指せばい
いのか。そして関西の役割とは。そのグランドデザ

さまざまな分野の、さまざまな問題についてフォ

インを、みなさんの知恵をお借りしながら描いてい

ーラム、講演会などを開きます。その成果は、朝日

きたいと考えています。多くのみなさんがこの関西

新聞の特集などの紙面でその都度、広く読者へ伝え

スクエアに集い、元気な関西をつくっていくために

ています。また、朝日新聞の紙面づくりに役立てる

声を上げて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。写真・図付きを歓迎します。郵便また

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

はファクス、Ｅメールで下記へ。７月号掲載ご希望分

（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・

は６月18日（木）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、河野 通高､ 朴 琴順、諏訪 和仁
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】
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想 い が つ な が る 。忍 が 生 ま れ る 。

連 載 完 結 記念

2015 .7.18

SAT

9.27

SUN

大阪文化館・天保山
［ 海 遊 館となり ］

開館時間 10:00 -20:00（最終入場 19:30）会期中無休 公式サイト http://naruto-ten.com
主催：朝日新聞社、集英社、
テレビ東京、
ぴえろ、テレビ大阪、大阪文化館・天保山 協賛：グリー、大日本印刷、
バンダイ、
バンダイナムコエンターテインメント、
バンプレスト、
メガハウス、
プレックス、
ローソン、
ローソンHMVエンタテイメント
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