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あるがままに生き、
ルーツ訪ねて
在日コリアン二世の舞踊家

裵梨花さん

ドキュメント映画、全国公開へ
ペ

イ ファ

京都市に住む裵梨花さん (62) は、在日コリアン二世の舞踊家だ。請われて長編ドキ
ュメント映画に「主演」し、民族舞踊を教える日々や、かつて父がたどった韓国―日
本の道を自らのルーツを訪ねて旅する姿を撮った。両国の人々が政治などにもてあそ
ばれず、もっと仲良くなってほしいとの願いからだ。その作品「花のように

あるが

ままに」（港健二郎監督）が完成した。今秋からの全国公開を目指す。（黒沢 雅善）
映画の完成披露上映会が４日後に迫った。その席上で

生徒たちの民族･国籍隔てなく

披露するチャンゴ（鼓に似た形の朝鮮半島の代表的な打

６月23日。滋賀県草津市の草津市立人権センター。

楽器）の合同演奏に向けて、最後の仕上げなのだ。本番

裵梨花さんが主宰する２週間に１度の韓国音楽と舞踊

の舞台さながらに、梨花さんを中心にして、友人と生徒

ワー

の教室「와!!（来て）の会」が開かれていた＝写真。

編集局勉強会「朝鮮人労務動員」
「とぴっく・ナウ」＆朝日カルチャー講座
戦争を問う「浜田知明のすべて」展
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主な内容

「仕事場拝見」裵梨花さん

たち計８人が、半円形に取り囲んで座った。
第２回「中之島クロストーク」

11

「視点／私点」大学ゼミ高度化めざしてほか 12・13
「花を訪ねて」カワラナデシコ

13

「知の点景」六高山のさわるみゅーじあむ

14
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「打ちすぎないで、ゆっくり。楽器を優しく扱ってあ

それによると、学奉さん一家は、収穫の大半を官憲へ

げてください」「顔がひきつってますよ。ここは技術的

の供出と地主に払う小作料に徴収され、生活が立ち行か

に難しいけど、楽しい場面なんですから、にっこり笑っ

なくなった。20歳になった1939（昭和14）年、妻・南伊

ていきましょう」

さんと子、両親を家に残し、働くために日本へ渡った。

身ぶり手ぶりを交えてアドバイスする梨花さん。入念
な稽古が夕方まで続いた。

ナ ﾐィ

建前は自由意志による２年契約の「募集」だったが、
船に乗り込むと拘束された。有無を言わせず連れて行か
こ

梨花さんの毎日は、とても忙しい。

ゆ

にし め

ら そんかん め

ら

れたのが宮崎県の山奥、現在の児湯郡西米良村上米良の

京都市内にもスタジオを構え、楽器と踊りを教える。
もちろん、生徒の民族と国籍を分け隔てしない。
チョントクチョル

病気で自宅療養中の夫、鄭徳鉄さんとともに病院へ。
週３回の腎臓透析治療の送り迎えに付き添う。
り

か えん

祇園で韓国居酒屋「梨花苑」を経営する。「コリアン
文化のささやかな種をまきたい」と願って７年前に開い
た。在日コリアンや、梨花さんの人柄と生き方に共感す
る人たちの社交場になっている。「ざっくばらんの会」
という集いが２カ月に１度開かれ、踊りや芸術の話に花
が咲く。
仕事の合間を縫って「故郷の家・京都」を慰問する。
在日コリアンと日本人のお年寄りが一緒に暮らす老人福
祉介護施設だ。入所者と語らい、ボランティアの日本人
アーティストと一緒になって歌と踊りを披露する。
人権・平和教育の講師を務める。これまでに訪れた京
都府、滋賀県などの中学・高校は300校を下らない。こ
こでも音楽と踊りを生徒たちに教え、在日一世だった父
母らの苦難を語りながら「戦争はだめだよ。強い者が弱
い者をいじめちゃだめだよ」と訴える。
大道芸大会に出演したこともある。障害者の支援をし
ている友人に誘われ、生徒たちと踊りを披露した。
「忙中閑あり」も忘れない。ときおり頭をひねって、
趣味の都々逸を楽しむ。
そんな梨花さんの日常を、映画のカメラが淡々と追
う。稽古場で、店で、走る車の中で、港健二郎監督が隣
から語りかけ、梨花さんが答える。朝鮮民謡「アリラ
アボジ

オモニ

「花のように あるがままに」

ン」を口ずさむ梨花さん。「父と母がよく歌っていまし

■上映時間：78分

た。この歌はとっても悲しくって」。そして、ナレーシ

■企画・構成・監督・撮影

ョンが、梨花さん生い立ちを語り始める。

■撮影

「梨花さんは在日コリアン二世として、1953年に岐阜

港 健二郎

藤田 裕司

■プロデューサー

藤田 裕司／河 鉄也

県各務原市で生まれた。８人兄弟の末っ子だった。彼女

■編集

の父は戦後、そこで工務店を経営していた」

■音楽・ナビゲーター

父の発電所が今も動いていた

■製作協力

原田 圭輔
岡本 美沙

アートヒルズ／金 斗鉱／京都映画セ

ンター

ハッポン

梨花さんの父、裵学奉さんは、朝鮮南東部（現在の韓
キョンサンプットウイソングンチョンゴッミョン キ アムドン

国）の慶尚北道義城郡点谷面亀岩洞という村に、貧しい
小作農の長男として生まれた。
『「募集」という名の強制連行

ポスター▲

長編ドキュメント映画

■企画・製作
■後援

オフィス3710

在日コリアン・マイノリティー人権研究セ

ンター（ＫＭＪ）
聞き書き

ある在日

※問い合わせ先

京都映画センター（〒604-0931

一世の証言』（坪内廣清著、彩流社、1998年）という本

京都市中京区二条通寺町東入榎木町87

がある。学奉さんが晩年、日本人の著者の求めに応じ、

４Ｆ

自らの体験を語ったものだ。

☎ 075-256-1707

河二ビル

Fax 075-255-1905）
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た。そこで今度は朝鮮人の古着屋に助けられ、日雇い労
働者として建設工事現場で働くことができた。古着屋は
彼の真面目さを見込んで、娘の婿に迎えたいと言ってく
れた。しかし、故郷には妻子がいる。学奉さんは事情を
打ち明け、行き先を告げずに恩人の元を去った。
当時、身寄りも保証人もない朝鮮出身者をまともに働

裵学奉さんが日本へ来たときの

途中、親切な日本人の老夫婦に助けられ、広島に着い

裵梨花さんの父・裵学奉さん（左）

る気配がない。見張りの目をかいくぐって脱走した。

体験を語った『「募集」という

コ部屋生活に耐えたが、約束の期限が来ても帰してくれ

と母・南伊さん＝裵梨花さん提供

水力発電所建設現場だった。粗末な食事で風呂もないタ

かせてくれる職場などなかった。仕方なくタコ部屋に戻
り、広島、兵庫、三重、福井、岐阜各県の建設現場を転
々とした。どこでも真面目な仕事ぶりが認められ、朝鮮
から妻子を呼び寄せることができた。
各務原市で陸軍飛行場の地下整備工場を建設中に日本

船に乗ることができなかった。「こうなったら腹をくく
るしかない」。日本に定住して生き抜く決意を固めた。
梨花さんは「父は、子どもがみんな日本の学校に通
い、祖国を知らずに育ったのを、残念がっていました。
りました。朝鮮高校で先生に勧められ、卒業後、歌舞団

ある

それを見て私は、志願して中学から朝鮮初中級学校に入

名の強制連行 聞き書き

家で大阪港へ駆け付けた。しかし、大混乱の中、ついに

在日一世の証言』＝坪内廣清

著、彩流社、１９９８年

の敗戦を迎えた。「自由になれた。祖国へ帰れる」。一

に入りました。音楽も踊りも初めての経験でした。家族
や友だちは『続くわけないよ』と見ていたようですが、
負けず嫌いで頑張り通しました」と振り返る。

キョンス

長男・鄭慶樹さんは、東京へ出てパフォーマーを目指
かおり

学奉さんは生前、日本での辛い体験を娘に語ることが

している。長女の松井香淑さんは、日本人と結婚して今

ほとんどなかった。梨花さんは、この本を読んで初めて

は日本人姓を名乗る。それぞれに、日本と韓国との間で

詳しく知った。かつて父がたどった韓国―日本の道を自

揺れる思いを明かす。鄭徳鉄さんが、そんな家族を見詰

分で歩いてみたい、という思いが日増しに募った。

めながら「妻の明るさ、たくましさに何度救われたこと

今回の撮影で、真っ先に向かったのが上米良だ。村の

か」と語る。

人が案内してくれた山の中に、学奉さんらが掘った導水

映画の内容については、まだまだ書きたいことが尽き

路トンネルが今も水をたたえ、発電所のタービンを動か

ないのだが、ネタバレになるといけない。これくらいに

していた。梨花さんが感極まって「アボジ―」と絶叫す

しよう。ぜひ、本番の封切上映を見ていただきたい。

る。「父の仕事が、少しでも日本の未来のために役立っ

監督の三井三池体験と重なる

ているのを見られました。来てよかった」。
門司港では、父が渡ってきた海の彼方を眺めた。各務
えんたいごう

原では、父らが掘った旧日本軍の掩体壕を見た。

港監督に話を聞いた。
ぼ

「一目惚れ」だったという。昨年、人から紹介されて

それより前の1998年には、母と姉と一緒に韓国を訪ね

梨花さんを知り、大阪であった集いで、別れをテーマに

た。梨花さん自身が撮った動画が映し出される。出会う

して踊る姿を見た。涙があふれて止まらなくなった。そ

人に何度も道を尋ね、山河を越えてやっとたどりついた

の場で、映画に撮りたいと頼み込んだ。

故郷に、父母が昔住んだ家は残っていた。「こんなに帰

港監督は福岡県大牟田市生まれ。先祖は鹿児島県南端

りが遅くなって、ごめんなさい」。迎えてくれた親族に

の与論島から集団移住した。父親が勤めていた三井三池

長い不在を詫びて再会を喜び合い、先祖の墓に泣きなが

炭鉱で、戦後最大といわれた労働争議と、そこで働く人

ら詣でた。父は「南北朝鮮が再び一つになれるまでは帰

たちを身近に見て育った。2005年には、同争議をテーマ

らない」と言って、ついに故郷の土を踏まなかった。

にした劇映画「ひだるか」をつくった。

映画には、梨花さんの家族も登場する。

「梨花さんの話を聴くにつけ、厳しい境涯を生き抜い

４
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映画づくりの現場から ▲

京都市立大淀中学校の人権

京都造形芸術大学で

教育で講演する裵梨花さん

舞踊のシーンを撮影

（写真提供＝港健二郎監督・京都映画センター）
裵梨花さんの長男・鄭慶樹さん（左）

に港健二郎監督がインタビュー

在日の方々と接点がなく、歴史の授業で学んだ程度しか
知りませんでした。『生きている命の重さはみな同じ』
というコンセプトで、仕事もプライベートも生きていま
す。裵さんのお父さま、そして裵さんの生き方から、学
ぶことができました」と話す。
「花のように

あるがままに」というタイトルは、岡

本さんが作詞・作曲した同名のナンバーからつけた。映
画のラストでは、梨花さんがダンサーの山本喜洋さんと
デュエットで、この曲に合わせてスロー・ルンバを踊
る。２ページのポスターの写真が、その場面だ。
京都造形芸術大学客員教授、関西スクエア会員で在日
コリアン・マイノリティー人権研究センター（ＫＭＪ）

友人の川口真由美さん（左）と「故郷

の家・京都」を慰問した裵梨花さん

理事長の仲尾宏さんも協力者の一人だ。1910年の韓国併
合に始まる在日コリアンの歴史的経緯を、専門家の視点
から解説し、映画の背骨を支えた。
せんえつ

僭越ながら感想を言わせていただけば、これはプロパ
ガンダ映画ではない。「戦争を繰り返すな」「ヘイト・
スピーチはいけない」といった至極まっとうな主張が織
り込まれてはいる。ただし、節度と品格を保って、ごく
控えめにだ。もっと劇的な政治・思想的スローガンを期
待する人には、あるいは物足りなく映るかもしれない。
しかし、そんなことより何より、ひたむきに生き、自
しん し

分たちのルーツと真摯に向き合う親・子・孫三代の家族
の、飾らない姿が映っている。ひるがえって、見る者

たお父さんと炭鉱の人々がまぶたに重なりました。私自

に、それでは今の自分の生き方はどうなのか、と深く優

身、島からの移住者の子といわれて差別されたことがあ

しく問いかけ、考えさせてくれる作品だと感じた。

ります。同じ世代の親、同じ体験を持つ者として、他人

×

×

×

事と思えませんでした。心ないヘイト・スピーチが横行

６月27日、映画の完成披露上映会が、京都市下京区の

する昨今の風潮は、日本人として本当に恥ずかしい。在

京都産業会館シルクホールであった。梨花さんが生徒た

日コリアンの姿を伝えるフェアな映画を、何としても撮

ちと演奏と踊りを披露した後、聴衆にあいさつした。

りたい、撮らなければという気持ちになりました」

「父が遺してくれた本のように宝となるものを、私も

音楽を担当したのは、ピアニストで作・編曲家の岡本

子どもに伝えたいと思いながら、何をしたらいいのかわ

美沙さん。「ひだるか」に主演し、今回も映画の展開を

からないままだんだん年をとって、焦っていました。み

サポートするナビゲーターとして出演した。「これまで

なさまのお力で、それがやっと少しできました。今度は

2015.7
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仲尾宏・ＫＭＪ理事長（右）を訪ねた音楽担当

映画の完成披露上映会で、港健二郎監督に花束を贈る裵梨花

・ナビゲーターの岡本美沙さんと港健二郎監督

さん＝６月27日、京都市下京区の京都産業会館シルクホール

多くのみなさんに、この映画を見ていただき、もし、未

参りたいと思っています。私から出かけていきます。ど

来のために役に立てるなら、私も話をさせていただきに

うぞ、声をかけてください」

強制連行」（岩波新書）

編集局勉強会

歴史学者・東京大学教授 外村 大さん

進んで来ざるを得ない人こそ被害者

関西スクエアが企画する朝日新聞
大阪本社編集局の勉強会が６月４
日、本社内で開かれた。日韓の歴史

外村大さんの著書「朝鮮人

朝鮮人労務動員

「徴用は少数」
は実態を過小評価

認識問題が注目されるなかで、日本
近現代史が専門で東京大大学院総合
とのむらまさる

文化研究科教授の外村大さん＝写真
＝が「朝鮮人強制連行の研究状況と
確認される史実」と題して話した。

ら始まった動員の実態を過小評価し

外村さんは、朝鮮人強制連行の語

ている、と指摘。「日本への渡航を

は一般的には1939（昭和14）年度以

希望した朝鮮人が多数いた」などの

降、毎年策定された労務動員計画に

意見に対しても、炭鉱等を希望する

よる朝鮮外への動員を指す、と説

朝鮮人は少なく、しだいに威嚇や暴

明。日本内地の炭鉱や土木工事現

力など無理をしないと朝鮮人労働者

場、港湾荷役、軍需工場などへ約72

を確保できなくなった実態を、史料

万人が送り出された、とした。

を挙げて説明した。さらに外村さん

これらは、割り当てを受けた企業

れ、一家の大黒柱を失う留守家族に

は「自分から進んで来たら被害者で

による「募集」、朝鮮総督府による

対する援護施策が伴った。一方、炭

はないのか」とも問いかけ、悪条件

「官斡旋」によって行われ、国民徴

鉱や土木工事現場はそうした労務環

をあきらめて受け入れざるを得ない

用令の発動による「徴用」は1944年

境になく、日本人が嫌った職場であ

ほど追い込まれた状況こそ「被害で

９月以降にようやく行われた。その

り、朝鮮人が援護施策もないまま動

はないか」と話した。

理由も明らかにされた。徴用は建前

員されることになった、という。

証言者を取材するにあたっては

上、兵役に準じて国家的任務を担う

自民党の閣僚や国会議員が「朝鮮

「知識がないと重要なことが聞けな

栄誉であり、それにふさわしい待遇

人の徴用は1944年９月以降で少数」

い。精一杯の知識を持つことが必

や労務環境が準備されるべきとさ

と発言していることは、それ以前か

要」とアドバイスした。
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イベント・出版等の情報

田辺聖子文学館

かて氏）。ぜひともステキな作品をご応募ください。

住友 元美さんから

田辺聖子文学館では、表現力豊かな若い世代を育て

◇応募資格

全国の中学生・高校生

◇応募締切

10月23日（金）当日消印有効

る教育活動の一環として、ジュニア文学賞を主催し、

◇発表

今年も中学生・高校生による■小説■エッセイ■読書

◇表彰式

委員長に中西進館長、審査委員に
作家の林真理子先生・小川洋子先

2016年３月22日（予定）

田辺聖子文学館
ジュニア文学賞

作品募集

しています。本文学賞では、審査

第８回

体験記■短歌■俳句■川柳を募集

2016年２月中旬（予定）
大阪樟蔭女子大

学にて
◇ご応募・お問い合わせ先

阪樟蔭女子大学内「田辺聖子
文学館 ジュニア文学賞」事務

生ほかを迎え、最優秀賞にあたる「田辺聖子賞」は田

室（〒577-8550 東大阪市菱屋西4-2-26

辺聖子先生が選考します。学校賞として文部科学大臣

8182

賞・(公財)文字・活字文化推進機構賞もあり、毎年３

大

☎ 06-6723-

Fax 06-6723-8387）

※募集要項などの詳細は、下記の「田辺聖子文学館」

月に開催する表彰式では著名な作家による記念講演も

ホームページをご覧ください

行われます（第６回は津村記久子氏、第７回は朝井ま

http://bungakukan.osaka-shoin.ac.jp/

終戦70年記念日を前に 六甲山で平和を祈るコンサート
六甲山の上美術館「さわるみゅーじあむ」館長

矢野 茂樹さんから

終戦70年記念日を前に平和を祈るコンサートを、フリ
ードリッヒ・工ーデルマン（ファゴット）、レベッカ・
ラスト（チェロ）夫妻＝写真＝とマリア味記子さん（マ

●７月18日（土）
16時～

＝有料
◇料金

中学生以

リアハープ）を招き、７月18日（有料）と21日（無料）

上 4,000円、 小

の２回開きます。21日は六甲山幼稚園・小学校の子たち

学 生 以 下 2,000

も加わります。どうぞお越しください。

円（ともに入館

工ーデルマン氏はドイツ出身。指揮者チェリビダッケ
のもとで17年間、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽
団の首席ファゴット奏者を務めました。カリフォルニア

料込み）
●７月21日（火）
＝無料

10時～正午

生まれのレベッカさんは、13歳でメンデルスゾーン音楽

◇募集定員50人

コンクールに入賞。ケルン音楽大学で学んだ後、イスラ

※入館料（中学生以上1,000円、小学生以下500円は別途

エル・フィルのチェロ奏者として活躍。ご夫妻ともに、
欧米・中東・日本を中心に活躍しています。
二人は日本と親交が深く、恩師コンマ教授が天皇陛下
に献呈した「偉大なる平和の舞曲」を1994年、両陛下の

必要です）
◇両日とも要予約
◇ところ

六甲山の上美術館「さわるみゅーじあむ」

（神戸市灘区六甲山町北六甲4512-808）

御前で初演しました。阪神大震災ではいち早く被災地を

◇お問い合わせ先

訪れ、慰問演奏をしました。フリードリッヒさんは長野

＝14ページの「知の点景」で「さわるみゅーじあむ」を

冬季五輪オーケストラのメンバーとして第九を演奏。東

同美術館（☎ 078-894-2400）

紹介しています

日本大震災後は、ミュンヘンと日本各地で犠牲者追悼・
被災者支援コンサートをしました。
マリア味記子さんは、学校教師、フリーアナウンサー
などを経て2009年、母親の心身リハビリテーション用
に、片手で演奏する重さ１kg のバリアフリー楽器「マ
リアハープ」を考案発表。その後も、楽器製作者ととも
に研究を重ねられています。

省エネカフェ
「水は天の賜物、授かり物」
コミュニティカフェ主宰者

船越 聡さんから

非エコ攻略方法について意見交換しませんか。持続可

７
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能な未来社会をめざし、各回サブテーマを決めて隔月で

にあてます。飲み物は各自ご持参ください）

開いています。お気軽

◇主催

にお立ち寄りくださ

◇連絡先

エコノジー Econogy
船越聡（☎075-952-3760

E-mall：funakoshi_

ya@ybb.ne.jp）へ

い。

※私の下記ホームページ に詳しい内容を載せています。

今回は表題のテーマ

http://www.geocities.jp/gokuraku_ya/Econogy.htm

です。湯水のように使
う っ て？

ナンセン

ス。長岡京市の水道水

地歌と楽しいお話 邦楽さろん
「おめでたい生きものたち」

は地下水の比率が高
く、おいしいと評判で
す。最近は府営水のブ

上方文化評論家

レンド比率が高まり、
味は落ちてきていま

福井 栄一さんから

おめでたい生きものが登場する地歌「石橋」「からく

す。味をよくするため

り的」「丹頂の鶴」の生演奏と楽しい演目解説です。

には地下水を守るこ

◇とき

と、使用量を抑えることが不可欠です。他の自治体と較

◇ところ

べて料金の高い長岡京市の水道代の節約についても考え

７月18日（土）14時開演
筝三絃なかにし（兵庫県西宮市甲子園口2-1-

☎0798-67-1719）
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たいと思います。

※ＪＲ甲子園口駅南改札口から徒歩２分

◇とき

◇出演

７月５日（日）13時半〜15時半

◇ところ

バンビオ４階会議室１

菊聖公一（歌・三絃）、中萩あす香（筝）

福井栄一（演目解説）

※ＪＲ長岡京駅西口から徒歩約５分

◇入場料

◇参加費

◇会場の「なかにし」へ要ご予約。先着30名限定

300円（会場費とお茶菓子、広報などの経費

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
6222-5222
時半まで）

2,000円

中之島教室 公開講座

〒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

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）

写真

肩の荷がおりる気功
〜ほっと楽になるコツ

◇受講料（税込み）

カルチャー会員 2,484円
一般 3,024円

※動きやすい服装でご参加ください

肩の力が抜けると、息が深くなり、心身ともに気持ち
よくなります。大きな荷物をおろして、野原や森でくつ
ろぐように、さっと力を抜いて、心
も体ものびのびリラックスするコツ
を学びましょう。

江戸の昔の
特選おもしろばなし
江戸時代のシリーズも、夏休みのこの期間はいつもの

ぶらんぶらんと腕を振ったり、や

テーマ別とは異なり、城と大名生活

わらかく肩をまわしたり。やさしい

のあれこれや、捕物にまつわる奇妙

動作で体をほぐし、ゆっくり体をな

な話など、テレビや映画では正しく

でて心をほっと落ち着かせます。気功をして、しっかり

知ることができない逸話を、読み切

休むと、暑い中でも動きやすくなり、楽々動いていると

りの形で、バラエティー豊かにお送

眠りやすくなる良い循環ができます。まずは涼しい教室

りします。

へ足を運び、どんどん肩の荷をおろしていきましょう。

◇とき

7月31日（金）13時〜14時半

ぐっすり深く眠る気功も紹介します。

◇講師

作家

◇とき

7月25日（土）10時〜正午

◇受講料（税込み）

◇講師

ＮＰＯ法人気功協会運営責任者

天野 泰司＝

丹波 元＝写真
カルチャー会員 2,592円
一般 3,024円
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戦時体験を
版画や彫刻で表現し
戦争を告発
彫刻作品に取り組む浜田知明さん＝２０１０年、熊本市内のアトリエで

熊本で今夏
「浜田知明のすべて」展
ち めい

自らの戦時体験を彫刻や版画作品に投影し続ける老作家がいる。熊本市在住の浜田知明さんだ。今年98歳を迎
える現在も創作意欲は衰えていない。戦後70年の節目の年、熊本県立美術館では８月１日から９月13日まで特別
展「浜田知明のすべて」を開催する。銅版画や彫刻をはじめ油彩画、スケッチ、デッサンなど初期から近作まで
ぜんぼう

360点もの出品で、まさに全貌展となる。「戦争とはどのようなものなのか」「戦争とはいかに愚かなことなの
か」― 。声高に反戦を叫ぶのではなく、作品に託した浜田さんの思いを取り上げる。
文化ジャーナリスト
いものだった。

ボタンにかかる全人類の存否

作品の構図は、核のボタンに手をかけようとする頭

私が浜田さんを知ったのは、朝日新聞社で企画を担当
していた1995年、戦後50年記念企画「ヒロシマ

白鳥 正夫

かぶ

巾を被った男の背中のボタンを押そうとしているへら

21世紀

へらとした真ん中の男。ひときわ大きい硬い表情の男

のメッセージ」展だった。出展した浜田さんの作品は、

が、前の男の後頭部に付けてあるボタンを押そうとし

広島市現代美術館所蔵の「ボタン（Ｂ）」（1988年）

ている。最後にボタンを押す決定を下す大男の頭上に

だ。35.5×51.0 cmの小さな銅版画だが、メッセージは重

は、きのこ雲が描かれている。それは一人の権力者の

９
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意思によって引き起こされる核
戦争の脅威を暗示しているかの
ようだ。
浜田さんはこの作品について
ボ｢タン（Ｂ）

次のようなコメントを寄せてい
た。
ことさら

モチーフについては、殊更
解説の必要はあるまいと思

｣＝１９８８年

う。今や人類の存否はこの
ボタンひとつにかかってい
ると言っても過言ではな
い。核の不安の上に辛うじ
て保たれている平和。現代
の危機をどのように表現す
ればよいのか、長い試行錯

たど

誤の末に、私なりにこのような作品に辿り着いた

作品を目にすることができた。この展覧会は朝日新聞東
京企画部が仕立て、私は伊丹市立美術館の担当デスクと

２年後には彫刻でも「ボタンを押す人」を発表してい

して参画した。会場に来られた浜田さんと親しく懇談で

る。米ソの冷戦構造は終焉したとはいえ、核をめぐる緊

き、作品について直接解説していただける機会に恵まれ

張は北朝鮮をはじめとして、現在もなお黒い影を投げか

た。この展覧会では、200点を超す版画と彫刻が出展さ

けている。銅版画の「ボタン（Ｂ）」は、核による戦争

れた。

しゅうえん

の構造と恐怖を冷静にとらえており、彫刻の「ボタンを

代表作「初年兵哀歌（歩哨）」（1954年）が印象に

押す人」は、一見ユーモラスな造形ながら国際社会を風

残った。暗い塹壕の中、一人の歩哨が銃を喉もとにつき

刺する効果も高めている。

つけ、足の指で引き金を引こうとする構図だった。骸骨

1996年には「浜田知明の全容」展に関わり、数多くの

ざんごう

のど

のような頭を持った歩哨の目から、一筋の涙が頬を伝っ
てこぼれ落ちようとしている。過酷な軍隊から逃れるに
は自ら命を絶つしかない苦悩は、自殺のことを考えて生
きていた作家自身の姿でもあった。
「毎日、毎日なぐられた。ほっと自分に返れるのは、
狭い便所の中と、夜、一人で歩哨に立っているときぐら
せいさん

い」と、浜田さんは著書に書いているが、戦時中の凄惨
で不条理な体験は、創作活動のテーマとなったのだ。

軍隊体験から普遍的な作品へ
初｢年兵哀歌（歩哨）

浜田さんは1917年、熊本市郊外の御船町に、教育者の
次男として生まれる。東京美術学校で油画を専攻し1939
年に卒業後すぐ応召され、熊本歩兵連隊に入隊した。翌
年中国大陸へ派遣され、43年に除隊されるも、44年再び
入隊し、伊豆七島の新島で軍務についた。20歳代の大半
を軍隊で過ごした。

｣＝１９５４年

作家としてのデビューは第二次大戦の終戦を待たねば
ならなかった。戦後、浜田さんは郷里熊本に帰り、県立
熊本商業学校の教員をしながら作品制作を手がけた。し
かし作家として自立をめざし、1948年に東京へ出て自由
美術家協会に所属して作品発表の機会をうかがう。
最初はモノクロームの銅版画を表現手段に選んだ。白
と黒で作り出す深い明暗こそ最適だった。やがて80年代

１０
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半ばから、版画の枠を超え立体による具象的に表現する
彫刻へと、表現世界を広げていった。青春時代を軍隊で
生きた体験が、人間の愚かさや弱さ、社会の不条理を直
視する画家としての出発点となった。人生観も芸術表現
も、戦争体験と切り離せなかった。
1950年代に「初年兵哀歌」シリーズなど銅版画制作で
注目を浴び、53年にサンパウロ・ビエンナーレへ出品す
る。64年から65年は滞欧し、フィレンツェ美術アカデ
ミー版画部名誉会員となり、89年にはフランス政府から
シュバリエ章を受賞している。
杖｢をつく男

さらに2007年にはイタリアのウフィツィ美術館に版画
19点が永久保存されることになり、記念展が開催されて
いる。最近でも2012－13年にニューヨーク近代美術館

｣＝２０１２年

で、2014年にはルーブル美術館ランス分館で作品が展示
されている。いまや戦後日本を代表する版画・彫刻家で
あり、国内以上に国際的に高い評価を得ているのだ。
私は「浜田知明の全容」展以来、時代に寄り添い、風
刺とユーモアもある作品に興味を覚えると同時に、人間
ひ

への深いまなざしに惹かれた。1997年以降、熊本を訪れ
た際に２度ご自宅を訪ねた。その後、何度か手紙のやり
ていねい

取りをさせていただいた。穏やかな表情で語り、丁寧な
字で書かれた手紙をいただいたが、内に秘めた創作への

を重ねた自刻像だ。寡作で、ほとんどの作品を見てきた

意欲の激しさに感銘を受けた。

が、初めて見る作品もいくつかあって「生涯芸術家」の

時代を超え痛烈なメッセージ

すさまじさに驚嘆した次第だ。
驚きが芸術の命であるかのように、すぐれた芸術家

その後、各地で開かれた展覧会を注目してきた。東京

は、日々起きる事象を肌で感じ、時代の目撃者となり、

のヒロ画廊、大阪のギャラリー新居などで2005年に開か

鑑賞する者へ作者の意図を伝える作品に仕上げる。そし

れた「浜田知明新作彫刻展2000－2004」には、「悩まし

てその時代を鋭く観察し、先見し、人間社会の普遍的な

い夜」（2000年）「冷たい関係」「病院の廊下で」（い

ものを見出していくものだ。

ずれも2001年）「かげ・見えない壁」（2002年）など、
新たな挑戦を確認することができた。

版画や彫刻に託した浜田さんは、人間の持つ心の闇や残

2010年に神奈川県立美術館葉山で開かれた「版画と彫
刻による哀しみとユーモア

自らの戦争体験を基に戦争への憎悪と平和への願いを
酷さを銅版画で見事に表現したゴヤのように、時代を超

浜田知明の世界展」は画期

えて痛烈なメッセージを発する作家だ。いま、改めて浜

的だった。版画173点、彫刻73点に油彩画やデッサン・

田さんの作品に目を向けると、重い主題を作品に投影し

スケッチ、資料など総数約330点に及んだ。

つつも、おぞましく、どこかユーモラスで哀れな姿とし

展示の最後の章に「初期油彩と最近のデッサン」があ
り、「自画像」や「寺院」（1949年）などの油彩ととも

て描かれた人物たちに、深い共感を覚える。
浜田さんは、次のように主張している。

に、2008年の作品「夜行軍、雨」と「夜行軍、山を行く
砲兵隊」の２点があった。従軍中に脳裏に焼きついた光

人間は社会的な存在だ。だから、私は社会生活の中

景をイメージして描いたデッサンだ。一貫してゆるぎな

で生じる喜びや苦悩を造形化することによって、

い創作姿勢を物語っていた。

人々と対面したいと思う。そして、抽象では感じは

新作といえば、昨年秋には熊本県立美術館で「浜田知

伝えられても、言いたいことは伝わらない。人に訴

明の新作彫刻」展も鑑賞した。95歳で制作した「杖をつ

えるには主題を持ち、具象的に表現するしかない。

く男」（2012年）が初公開されていた。老いる自分の姿
特別展「戦後70年記念 浜田知明のすべて」 ８月１日（土）～９月13日（日）、熊本県立美術館（〒860-0008
熊本市中央区二の丸2

☎ 096-352-2111

Fax 096-326-1512 URL http://www.museum.pref.kumamoto.jp/）１階展

示室で。月曜・年末年始休館（月曜が祝日の場合は開館、翌日が休館）
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１１
語り合う養老孟司さん（右）、白井聡さん＝５月
日、アサコムホール
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政治が奪った冷静な原発論議
第２回

ホスト 白井 聡 さん × ゲスト 養老 孟司 さん

細胞の記憶は初期化できない
解剖学者の養老孟司さんをゲストに迎えた第２回「中

また、理化学研究所を舞台にしたＳＴＡＰ細胞論文の

之島クロストーク」（朝日新聞社主催）が５月27日、朝

不正問題に話題は展開。養老さんが「一番驚いたこと」

日新聞大阪本社アサコムホール（中之島フェスティバル

は、理研の記者発表にあった「細胞の記憶を消去して初

タワー12階）で開かれました。ホスト役は前回と同様

期化する」という表現でした。細胞や生物を、システム

に、政治学者で京都精華大専任講師の白井聡さんです。

の初期化できるコンピューターと間違えており、生物が

「日本の知性を問う」と題して、舌鋒するどい２人の対

歴史的存在であることを忘れている、と指摘しました。

談がはじけました。

ベストセラーになった『バカの壁』でも触れている、時

白井さんは、養老さんに何を尋ねるか、「先生の守備

間がたっても変化しない「情報」と、常に変化し続ける

範囲があまりにも広い」と迷ったことを告白したうえ

「実態（実物）」との違いも説明され、情報化社会の中

で、「『3.11』以降の科学についてうかがいたい」と切

で、すべてが情報だと思い込む間違いを批判しました。

り出しました。まず俎上にあがったのは原発。原発推進

第２回となる「中之島クロストーク」には、100人の

の政府に異を唱えた佐藤栄佐久・元福島県知事が県発注

定員対して、500人を超える読者の方々から聴講の応募

のダム工事をめぐる汚職事件で知事を辞任し、その後逮

がありました。会場ではアンケート用紙を配り、白井さ

捕された事件が題材にあがりました。知事時代の佐藤氏

んと養老さんへの質問を募りました。用紙は休憩時間に

と対談した経験のある養老さんは、事件を「国策捜査」

回収し、「トーク」の後半で、質問の中からいくつかを

だったとする見方をふまえ、政治が絡んだことで原発の

選んで、２人に答えてもらいました。

安全性を冷静に考える機会が失われたと、自身の反省も

◇この日の詳報は朝日新聞６月26日付朝刊に掲載されま

込めて指摘しました。政治絡みの発表のうさんくささに

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

も触れ、養老さんは「公式の説明はほとんど信用してい

WEBRONZA（webronza.asahi.com/） で も お 読 み い た

ない」と皮肉を込めて話しました。

だけます＝いずれも有料
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ションを行うことができました。さらに、講談社本社、

大学ゼミ教育の
高度化をめざして
立命館大学文学部教授

会員・読者からの寄稿

国立国会図書館東京本館、図書館流通センター本社への
ゼミ調査旅行も実施し、電子出版ビジネスと電子図書館

湯浅 俊彦

大学では現在、アクティブ・ラーニング（能動的学
修）が大きな話題となっています。

事業に関する最新の動向を知ることができ、ゼミ生たち
には貴重な機会となりました。
出版界や図書館界では近年、「電子書籍」が大きな話
題になっていますが、利用者の視点に立った実践的な研

そこで、このたび立命館大学文学部湯

究についてはきわめて少ないのが現状で

浅ゼミのアクティブ・ラーニングの記録

す。この本は、大学教育における電子学

として、湯浅俊彦編著『電子出版と電子

術書活用の実践報告として、これからの

図書館の最前線を創り出す―立命館大学

電子出版ビジネスと電子図書館の方向性

文学部湯浅ゼミの挑戦』（出版メディア

を探るものです。

パル、2015年３月刊、本体価格2,400円、

つまり電子書籍の利用自体が目的でな

ISBN978-4-902251-79-11＝写真）を刊行

く、授業や授業外学習において利用頻度

しました。この本は、立命館大学文学部

が高い学術資料の利用環境を整え、それ

湯浅ゼミの１年間の記録であると同時

を活用するような授業スタイルへの転換

に、そこで得られた知見を公開するもの

をはかることで、学生の「学び」の動機

です。

づけがされることを示すことが刊行の目

このゼミでは「電子書籍を活用した大

的です。ゼミ生たちは自らテーマを設定

学ゼミ教育の高度化」の取組みとして立

し、文献調査にとどまらず、積極的にイ

命館大学の2013年度、2014年度「教育の質向上予算」を

ンタビュー調査に取り組み、フィールドワークを行いま

獲得し、2014年度（３回生ゼミ）では2013年度に行った

した。

「電子学術書実証実験」ではなく、実際に電子学術書の

適切な学術資料を収集し、それを読み込み、分析し、

契約によるゼミ生への提供、電子書籍セミナーの実施が

問題発見や問題解決をはかるような思考力を醸成し、そ

可能となりました。

れが能動的な学びとして定着すれば、教育の質向上につ

また、立命館大学の「学生交流プログラム」により上
智大学、福井大学を訪問し、他大学学生とディスカッ

ながると考え、今後も実践的活動を続けてまいりたいと
思います。

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

☎ 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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科学的な検証をもとに
学校英語の再考を！
滋賀大学名誉教授

吉川 千鶴子

１３

る場合には、母語処理に関わる脳領域で学習言語を処理
するが、相違する場合には、母語処理のネットワーク以
外に、その相違点の処理に特化した 脳領域を必要とす
るという。日本語と英語のように、言語処理に類似言語
の４、５倍もかかる場合、基底にある母語の言語力を利

５月末に文科省が公表した昨年度の高校３年生の英語

用する以外に効率的な言語習得の手立てはない。 外国

力調査では、「読む・聞く」力が中学１～２年生レベル

語力は、絶対に「母語で語れる内容」を超えることがで

に集中。「書く」力は、ゼロが３割、中学１年生レベル

きない。

が６割。「話す」力は、ゼロが１割、中学１～２年生レ
ベルが８割だという。

小学校では、世界の多様な国とことばと文化を学ぶ
異文化理解教育を通して、内容あることを母語で語れる

1990年代に文科省が英語教育の重点目標を「実践的コ

思考力を育み、「書き・話す」英語力の基盤を築く。中

ミュニケーション」力の育成とし、文法事項、文型、必

学生くらいから、母語脳を利用して、英語との相違点に

修語彙数を大幅に削減した頃から、中学生、高校生の英

特化した変換言語野経由で英語脳を新しく体系的に次々

語力が連続低下してきた。それは、高校入試や大学入試

と作り出す。その日英語変換脳を作り出す手助けをする

センター試験の分析から既に実証済みである。が、今回

のが学校英語の仕事となる。日本語と英語の音声・語

は、学校英語の崩壊に近い深刻な事態である。

彙・文法・語用法の相違点を熟知し、その変換原理を多

ご

い

科学的言語教育の観点から見ると、こんな事態の発症
原因は、学校英語の目標と教授過程の素人的な誤設定に
ある。

くの用例で示せる教員養成と研修こそ、学校英語再生の
鍵となるだろう。
筆者は現在、変換言語野作りのための本を執筆中であ

最新の脳研究によれば、母語と学習言語が類似してい

る。

花を

訪ねて

京都市左京区・京都府立植物園で

季節感は変わっても

カワラナデシコ

ナデシコ科

花言葉：可憐・貞節

や ま と なでしこ

大和撫子、あるいは単に撫子といえば古来、この花

季節感を狂わされて少し戸惑うが、幸い、見た目は原

を指す。秋の七草のひとつ。俳句では初秋の季語とし

種とあまり変わらない。先日亡くなった随筆家、杉本

て親しまれてきた。それなのに……。

秀太郎さんは「色白なひとが思わず染めた頬のような

野生の姿を、すっかり見なくなった。乱獲されて激

ほほ

花の色」と評した（『みちの辺の花』）。

減したと聞く。私が子どもだった半世紀前は、晩夏の

「大和」とわざわざことわるのは、大和でない撫子

野山を歩くと、文字通り河原や草原に群れ咲いていた

があるからだ。ナデシコ（ダイアンサス）属は約300

のに。同じ秋の七草の桔梗や女郎花とともに、絶滅危

種が北半球の温帯に広く分布する。栽培の中心は古く

惧種への道をたどるのだろうか。心配だ。

は中国、その後は長いこと欧州で、多くの品種がつく

ききょう

おみなえし

仕方がないので今は、街で眺めて我慢する。写真の
ような早咲きの新品種ができて、梅雨の花壇を彩る。

せい そ

られた。それらと比べても、本種の清楚な美しさは際
立つ。大切にしたい日本の花だと思う。

（雅）
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全身で感じるアートを伝えたい
六甲山の上美術館「さわるみゅーじあむ」
大抵の美術館、博物館には「展示

➌

品に触れないでください」という注
意書きが張ってある。ところがここ
は「すべての展示品に存分に触って
ください」。まったく逆なのだ。
①「イタリアの少女エレナ」と題
された巨大な頭部の木彫（重岡健二
作）、②オコゼらしい魚の木彫「海
の番人」（桑山賀行作）、③御影石
の「無題」（浅賀正治作）、④原発
の建屋を背景にして立つモナリザの
絵「CHANGE THE WORLD」（高
橋りく作）、⑤「アダムとイヴ」な
どのカメオ……。普通ならとても触
るのをはばかられそうな美術・工芸
作品が、ところ狭しと並ぶ。
宝石商の矢野茂樹さんが妻、貴美
子さんとともに、この型破りな美術
館を開いたのは、2013年秋だった。
二つのきっかけがあった。
矢野さんのお母さんは糖尿病で視

➊

力を失い、大好きな美術鑑賞も諦め
て亡くなった。忙しい息子に心配を

➋

かけまいと、まったく知らせなかっ

➍

➎

た。矢野さんは当時、20歳代で大手
百貨店の海外駐在員。友からの「バ
カヤロー、何してるんだ」という手
紙で初めて深刻な病状を知った。
後年、悔やみきれない思いを抱い
て盲学校を訪ねた。持参したカメオ
を差し出した。するとそれを、全盲
の生徒が楽しそうに触り、質問を浴
びせた。わずかな凹凸と触感を頼り

〒657-0101 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-808 ☎ 078-894-2400 Eax 078894-2411 Mail：kiju1@gold.ocn.ne.jp URL：http://handsonme.web.fc2.com/
入場料：中学生以上 1,000円、３歳～小学生 500円。木曜休館

に、人の手足やカーテンなどの構図

交通至便とは言い難い山の上。冬

身でアートを感じる楽しさを、とり

を読み取った。矢野さんの胸に電撃

には雪が降り積もる。運営は決して

わけ子どもに伝える施設を目指して

が走った。「これだ！」。

楽でなさそうだ。だが、「無我夢中

います。子が親に触っていいよと促

六甲山の企業保養所を買い取り、

で立ち上げましたが、末永く継続さ

され、最初は恐る恐る触ってみる。

協力者を捜して全国を回った。多く

せることが大事です。これからが正

隣の作品に手を伸ばす。あれもこれ

の作家が「私もこの手でつくった作

念場」と矢野さんは言う。

もと触るうち、どんどん表情が輝き

品を、本当は多くの人に、どんどん
触ってほしいんです」と言って賛同
し、展示品を貸し出してくれた。

展示品は触れば傷む。壊れること
もある。もとより覚悟のうえだ。
「作品保存より、触覚をはじめ全

出す……そんな場に出会えるのが、
とてもうれしい。もちろん、目が見
える人も大歓迎です」（黒沢 雅善）
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▼かき氷がうれしい連日の暑さです。子どものころ、氷

街のマンションに隠れ家のような店を構え、フランス文

にかけるシロップは、メロンかイチゴを選んでいまし

学や美術を中心にした超凝った品ぞろえ。雑誌に載った

た。抹茶味の「氷宇治」を食べたのは大人になってから

写真では、趣味人の荘厳な書斎といった室内で、とても

です。甘すぎない大人の味だからでしょう。昔も、氷宇

古本屋さんに見えません。澁澤龍彦が書架を埋めた稀覯

治とか、あんこを足した氷宇治金時とかを、年配のご婦

本を眺めて「売ってしまうのはもったいない」とため息

人が食べていた記憶があります。

をついたとか、愛書狂を自認していた生田耕作も顧客だ

しぶさわたつひこ

き こう

ビブリオマニア

京都に住むようになって、氷宇治を注文する頻度が増

ったとか、伝説に包まれた存在でした。私は建物の前ま

えました。お茶の産地は全国にあっても、かき氷に「宇

で何度も行きましたが、敷居が高くて、あと一歩を踏み

治」の名を冠して定着したのは、京都のブランド力ゆえ

出せませんでした。後悔しきりです。カリスマ店主を失

でしょうか。味も、さすが京都、深みがあります。「い

って、名物書店がまた一つ消えていきます。

ままで食べた中で一番濃い氷宇治」と家人が評する店を

▼７月25日（土）に広島市で開く国際平和シンポジウム

先日訪ねました。確かに濃くてこくがあって、すごい！

「核兵器廃絶への道～被爆70年」（主催：朝日新聞社、

京都御所の西辺り、とだけ記しておきます。

（臼倉）

広島市、広島平和文化センター）の準備が進んでいま

▼一度も入ったことはないけど気になる店って、ありま

す。６月26日付朝刊に開催案内を載せ、参加の申し込み

せんか。６月21日付朝刊に小さく訃報が載った佐々木一

が続々と届いていますが、まだまだ多くの方々に参加し

彌さんのアスタルテ書房が、まさにそれでした。京都市

ていただき、ともに考えたいと思っています。（北野）

ふ ほう

かず

や

（黒沢）

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。8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７月17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、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】

