朝日新聞大阪本社

１

1879年（明治12年）創刊

No.

176
2015.11

人情小説 ! ─よし、
書きましょう
坂井 希久子さん『ヒーローインタビュー』
『泣いたらアカンで通天閣』

知らない世界へ大胆チャレンジ
万事せちがらいこの時代、現代人情小説などという文学ジャンルは、果たして成り
立つのだろうか。坂井希久子さんの『ヒーローインタビュー』（ハルキ文庫）と『泣
いたらアカンで通天閣』（祥伝社文庫）は、そんな疑問を吹き飛ばしてくれる快作
だ。第13回中之島どくしょ会（朝日新聞社主催）が９月16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、作者自身が創作の経緯をつぶさに語った。
県ご出身でしたね。

野球の試合見たことなかった
野波健佑（朝日新聞生活文化部記者＝聞き手）

今回

のどくしょ会は珍しく、文庫本を２冊取り上げました。

「花を訪ねて」キク

８

「中之島クロストーク」琉球独立ー松島泰勝さん
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少〜し見えてきた新聞印刷の未来形
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野波

いつごろ、作家になろう、文章を書こうと思わ

坂井

主な内容
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和歌山市です。

れたのかを、まずお聞かせください。

どちらも関西を舞台とした小説です。坂井さんは和歌山
「中之島どくしょ会」坂井希久子さん

坂井

通った小学校は作文教育に力を入れていて、私

「人あり」同志社大学歴史美術研究会

13

「とぴっく・ナウ」北野恒富と中河内 展、
電子出版時代の言論・表現の自由ほか
朝日カルチャーセンター公開講座
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は「こういう文章を書くと、大人は、子どもらしくてい
いと思うだろう」と考えるような、こましゃくれた子で
した。ところが、六年生のときの担任の先生は、そうい
うことでだまされてくれない人でした。夏休みの宿題に
作文３本が出て、１本は創作物でも可だったので、作文
を書いても受けないと思い、童話を書きました。それが
県の童話コンクールか何かで入選し、有頂天になって
野波

その後は、どう歩まれたのですか。

坂井

中学生のとき、友だちと交換小説をしました。

大学ノート１ページ分だけを書いて交換していくんで

ハルキ文庫

「小説家になる」と言い始めたのが12歳のときです。

す。３カ月ぐらいしか続きませんでしたけど。
野波

独創的ですね。どんな内容だったんですか。

坂井

何を書いていたのかな。当時、コバルト文庫が

はやって、恋愛物ばかりじゃなくて、ファンタジー色と
かバトル物が増えてきた頃だったので、そんなものを書
いていた気がするんですけど。
大学も、将来は小説を書きたいという観点から

野波

選ばれたのですか。
そうですね。日本語日本文学科へ進みました。

坂井

小説好きの人とたくさん出会えて、友だち関係はよかっ
たです。でも、後から考えたら、作家になるのだった
ら、もっと別の分野の勉強をしておけばよかったなと思
います。
野波

新人賞とかに応募されていたのですか。

坂井

京都の大学へ行って楽しくなっちゃって、４年

間は短編を１、２本を書いただけで遊んでいました。就

分厚くて、超かっこいいんです。
野波

そこでもまれて、賞をとられた。

坂井

2008年です。花粉症を治すために寄生虫を飲む

男の話でデビューしました。
野波

そろそろ、きょうの２冊の話を。『ヒーローイ

職してからも、「小説家になる」とずっと言い続けてい

ンタビュー』から行きましょう。プロ野球・阪神の代打

ていましたが、なかなか書けるものじゃないですね。夜

男の話です。嘱望されて入団したけれども伸び悩んでい

は眠いし、朝は早いし。通勤途中に交通事故に遭って３

た。10年間で171試合に出場、通算打率２割６分７厘、

カ月入院しました。そのとき「ちゃんと小説を書こう」

８本塁打という中途半端。その彼が、ある年に一瞬輝

と思って大学ノートに手書きし始めました。もう正社員

く、そこへ向かって話がずっと進んでいく。そして一瞬

はやらないと決め、アルバイトで食いつなぎながら書き

にたどりついたところからの爽快さ。面白さが詰まった

ました。当時つき合っていた男性の就職が東京に決まっ

作品だと僕は思いました。どうして書かれたのですか。

て、「じゃあ私も行く」って東京へ行きました。

まったく野球を知らなかったと聞いているんですが。

いろんな新人賞に応募しましたが、どうしても最終選

坂井

ゲームを見たことも、もちろん球場へ行ったこ

考に残りません。「何が悪いんだろう。人に教えてもら

ともありませんでした。父が食事中にテレビをつけて野

った方が早い」と思って、山村小説記念講座という、渋

球を見始めたら、「アニメは？」と言う子でした。

谷で月２回開かれていた小説教室に通いました。
野波

何を教えてくれるんですか。

出版社の角川春樹社長からいきなり「阪神の代打男の
話を書いてみないか」と言われました。その前に『泣い

坂井 100人ぐらいいる受講生の作品を講師の先生が

たらアカンで通天閣』が出ていて、この子は関西物を書

講評してくださり、みんなで聞くんです。生徒同士の合

けると思っていただいたみたいです。そのときごちそう

評は禁止です。角川書店の編集者をしていた先生が専属

になった鮎がすごくおいしくて、「わかりました。お受

で、名誉塾長の森村誠一先生が年４回ぐらい講評してく

けします」と言ったのが始まりです。

ださいます。あとは作家の先生がゲストで年何回か。森

野波

それで、どうされたんですか。

村先生と仲のいい北方謙三さんとか（会場から笑い）。

坂井

担当の編集者さんが幸い、「僕は出版界で一、

野波

なぜか笑いが起きましたね。

二を争うぐらいの野球好きの自信があります。お任せく

坂井

北方先生は、かっこよかったです。手のひらが

ださい」と言う熱い男性で、いろいろ教えてもらいまし
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ていて、それが頭の隅にいつもあったから、何かの引き
金で脳のシナプスがピピピッとつながって、ポッと出た
と思うんですけど。
野波

過去に、そういう経験は……。

坂井

こんなにスポーンと降りてきたことはないです

ね。恋愛相手の女性のほかに「誰を入れましょう」と担
当さんに相談したら、「坂井さん、スカウトという職業
祥伝社文庫

があるんですよ」と教えてくれました。
野波

スカウトも知らなかった。

坂井

はい。「それ、どこで募集しているんですか」

と言ったら、「募集はしていません。たいていは、元選
手がなるんです」。それで資料も送っていただいて、な
るほど、こんなことをしている人かと知りました。
野波

有名選手、例えば中日の山本昌さんが、ほぼ、

そのまんま出てきます。
坂井

本当に、そのまんますぎるんですけれど。2010

年のペナントレースが舞台で、阪神と最後まで優勝争い
をしたのが中日だったので、代打男のライバルとしてベ
テランピッチャーを出したかったんです。誰がいるのか
なと思ったら、「この人しか、いいひんやん」というす
ごい人がいました。山本昌さんがお書きになったものを
読んだら、頭の中が完全に山本昌さんになりました。
た。東京ドームと甲子園球場で阪神－巨人戦を観戦し、

野波

乗り移っちゃったみたいな感じですね。

たくさん資料を送っていただいて勉強しました。「坂井

坂井

こんなに明らかにわかる形で書いて申し訳ない

さん、野球は人間ドラマなんですよ」と言ってくれ、

と思いましたが、担当さんが山本昌さんに本を届けてく

「そうか、人間ドラマと思えば書けるかもしれないな」

れたら、読んでくださって。担当さんから元日に「山本

とやっと思えました。最初は、うだつの上がらない代打

昌さんから、面白かったってメールが来ました」と、す

男と、そんなに幸せじゃない、過去に後ろ暗いものがあ

ごく興奮気味なメッセージが届きました。

る女性の恋愛を絡めた話にしようと思いました。でも、
果たして長編としてもつかどうか不安でした。
小説の冒頭に「彼について語る者は多くない」という
文章があります。そこで主人公が何年から何年までプロ
野球選手として在籍し、成績がどれだけぱっとしなかっ

野波

阪神の選手も、真弓とか岡田とか、不敵にもと

いうか、ほとんど名前を変えないで出ています。
坂井

特に岡田さんは、バックスクリーン三連発の歴

史的事実とかぶるので、名前を変えていません。
野波

小説の奇跡の最後の瞬間、この代打男はどでか

たかとか、二軍の帝王としては活躍できたけれども、一

いことをやるんですが、ここにどうやってクライマック

軍ではまったく鳴かず飛ばずだったとかいうことを最初

スを持ってこようとされたのですか。

に暴露しちゃいます。ある日、デパートを歩いていたと
き、ここの文章がぱっと思い浮かんだんです。

坂井

「読書メーター」とかを読むと、「さすがに、

あれはないよ」とか「普通できないよ」と言われるんで

早速、担当さんに「恋愛物はやめます。いろんな人の

すが、できないからドラマ性があって、エンターテイン

インタビューを聞いて、一人の野球選手の姿をあぶり出

メントなんだし、いいじゃないかと思います。実は、私

す話にします」って興奮しながら言ったら、担当さんは

もさすがに、でっかい花火を上げすぎかなと思って、担

あっさり、「傑作な気がします。いいです」とおっしゃ

当さんに相談しました。「やりましょう。このときは、

いました。それで、こういう形になりました。

まだ飛ばないボールになっていないから、ありですよ」

野波

ミュージシャンが「歌詞が降りてきた」とか

「メロディが降りてきた」という言い方をしますけど、
その「降りてきた」というやつですか。
坂井

そうです。本当にストーンと降りてきたので、

と言ってくださり、いいやと思って、こうなりました。

主人公のゲンコは父がモデル
野波

そろそろ、『泣いたらアカンで通天閣』へ行き

スマホに急いでメモしました。自動筆記みたいに。それ

たいと思います。『ヒーローインタビュー』はいろんな

まで、ずっと「どうしよう。絶対に書けないわ」と思っ

人が一人の男について語る群像物ですが、こちらは、も

４
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ろに群像物です。まずいラーメン屋をやっているゲンコ

中にもありますが、「浪曲、一曲100円！」って、ギタ

という父と、それを見ながら、どうしようもないと思っ

ーをかき鳴らしているおっちゃんとか、自分の家の物置

ている娘さんがラーメン屋を立て直すという話。その二

から持ってきたんやろうと思うものを広げて、青空マー

人を中心にした、通天閣直下の商店街の群像物です。私

ケットをやり始めているおっちゃんとかもいます。何と

の小さい頃にはやった『じゃりン子チエ』のチエがその

楽しい、平和な町だなと思いました。

まま大きくなって、わいわい、がちゃがちゃやっている
なという感じがしました。
坂井

「大人になったじゃりン子チエやん」と読者も

言ってくださいます。そもそも私の父が、いろんなトラ

野波

場所が決まり、商店街の並びも決まり、登場人

物はこういうキャラクターでと決まった後、物語を動か
すのは簡単なんですか。
坂井

私は、人物をつくってしまえば、あとは、勝手

ブルを持ってくる男なんです。当時の担当さんとその話

に物語はできてくると思っています。この人と、この人

をしていたら、「じゃあ、関西の父と娘の話を書いたら

を同じ部屋に入れたら絶対にけんかをするとか。

いいじゃない」と言われて構想しました。

を連れて山へ逃げるシーン
がありますが、うちの父は

とうりゅう

泉宿に丸々１カ月、逗留し
ました。そういう、お騒が
せな感じが、ゲンコよりひ
どいんです（笑）。

むし

るからと言って、近くの温

好きです。むしろ、坂井家
の父と娘はその後どうだっ
たのかが気になります。お
父さまは、お元気ですか。
坂井

元気ですけど、70

歳近くなって、いろんなガ
ラクタを身の周りに置いて
じまいを考えてほしいと言

腹の蟲」でオール読物新人賞を受

を積んで。平地は水につか

感じで終わるあたりが僕は

います。私が、そろそろ身

賞しデビュー。今年、『虹猫喫茶

ん置いて、そこに避難物資

店』（祥伝社）と『ウィメンズマ

ック用のコンテナをたくさ

ラソン』（角川春樹事務所）を刊

山奥に土地を買って、トラ

行し、心にしみる物語を紡ぎ続け

ました。わざわざ和歌山の

ている。着物好きでも知られる

本当に７月は丸々、山にい

き く こ

が滅亡する」と言って、娘

さか い

の1999年にゲンコが「世界

08

年、「男と女の

で、ノストラダムスの予言

坂井 希久子さん

じなんです。この小説の中

１９７７年、和歌山県生まれ。同

のが、まんざらでもない感

志社女子大学学芸学部日本語日本

ツみたいやな」と言われる

父と娘、結局、二人とも変わらないまま、いい
文学科卒業。会社員時代に作家を

て、「じゃりン子チエのテ

志して上京し、

父は身長が188cmもあっ

野波

ったら、「わしもそう思う
んやけどな。何せ、忙しく
て暇がないんや」と言いま
した。去年の秋、自分がつ
くったと言って米を送って
きました。田んぼを安く借
りて、友だちと一緒につく
っているらしいんです。
野波

お父さまは、この

小説を読まれたのですか。
坂井

父がモデルだとは

野波

なるほど。

坂井

関東の人にもわかりやすいように、大阪の象徴

偉そうなんです。「ゲンコより、わしの方がええ男やけ

みたいな下町のイメージがあるので、通天閣という舞台

どな」とか。2013年だったかに読売テレビ50周年記念の

設定をしました。このときは長編２作目。下手くそだっ

三夜連続で、近畿限定でドラマ化していただきました。

たので、当時の担当さんから、プロットと登場人物のプ

ゲンコ役を大杉漣さんがやってくださって。私は大杉さ

ロフィールをしっかり書いて出してくださいと言われ、

んが大好きなので、父に報告したら、上から目線で「大

400字詰め原稿用紙で60枚ぐらい書きました。そうやっ

杉漣か。まあまあやな」。何さまやねんって。

て人物像をていねいにつくったので、その後も何となく

童話・昔ばなし・吉本でつくる

コツがわかったのかもしれませんね。

言っているので、ちょっと

れん

最新刊の『ウィメンズマラソン』と『虹猫喫茶

野波

通天閣周辺には、何度も行かれましたか。

坂井

最近は昭和のテーマパークみたいになっていま

店』が今年上半期に立て続けに出ました。前者は『ヒー

すけど、私が子どもの頃はもっと怖いイメージで、まっ

ローインタビュー』と同じ出版社、後者は『泣いたらア

たく行ったことがありませんでした。足を踏み入れたの

カンで通天閣』と同じ出版社です。

野波

は、これを書くと決めてからです。行ってみたら、おっ

『ウィメンズマラソン』から行きましょうか。

ちゃんたちがカップ酒を片手にその辺で寝ています。作

坂井

例によって、女子マラソンを見たことがなかっ
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たんです。長時間、走っているだけだし、何が面白いん

坂井

5

最初は女性読者がかわいいと思ってくれる作品

だろうと思っていました。これも角川春樹社長が、今度

を書いてみたかったんです。売れ筋の喫茶店と猫で、何

はおいしいイタリアンをごちそうしてくださり、「次は

番煎じかわからないけど、これなら絶対に受けるだろう

女子マラソンだ」とおっしゃったんです。「えっ？

で

と。ところが、書いていると、猫の堕胎が出てきたり、

も、私あまり知らないし、見たことないんです」と言っ

不妊手術がどうだとか、血生臭い話も出てきたりして、

たら、「大丈夫、野球よりもルールは簡単」って。

「あれっ、おかしいぞ」となって、三話目ぐらいでかわ

野波

そうですね。走るだけですね。

いさを諦めました。私には、喫茶店にいる美人店主と猫

坂井

また担当さんに、資料をたくさん送っていただ

と、おいしいコーヒーで、ちょっとした謎が起こるとい

きました。あと、引退された赤羽有紀子さんのコーチを
しておられた旦那さんのブログを読んで、マラソン選手
はこういう生活をしているんだなとわかりました。
野波

メダルを嘱望されていた女性が五輪の代表選考

う話は書けませんでした。
野波

猫の里親探しとか、野良猫に避妊手術をするみ

たいな話に興味があったのですか。
坂井

猫、犬、ウサギも好きです。最寄りの駅前に土

で選ばれる。ところが、さあ、これからというときに妊

日になると里親探しのボランティアの人たちがケージに

娠して、泣く泣く代表を諦める。そうしたら、「代表に

猫を入れて、募金活動をされているんです。かわいいな

なっておきながら、妊娠するとは何事だ」という大バッ

と思って足を止めて、小銭を入れて、猫を触らせてもら

シングが起きる。「おまえはそういう管理もできないの

うんですけど、そのとき話も伺って、地域猫の話や里親

か」みたいな感じで、陸上界から干される。その彼女が

の保護の話を入れようと思いました。

次の五輪を目指して立ち上がる。さあ、次の選考会が来
て、どうなるんでしょうかというドラマです。
ただ、『ヒーローインタビュー』はすっと読めて「え
え話や」という形で終わるんですが、『ウィメンズマラ

野波

『通天閣』での商店街にあたるのが喫茶店です

ね。小説のつくり方の順番としては、場所があって、キ
ャラクターを設定してという感じですか。
坂井

そうですね。『新刊ニュース』に連載していた

ソン』は、一直線のストーリーの中に、女性への視線、

んですけれども、『通天閣』を読んでいただいたみたい

意地悪な世間の視線というところへの問いかけみたいな

で、「人情物でお願いします」ということでした。担当

ものがあるような気がしました。

さんに「人情って何でしょうかね」と相談したら、「人

フィギュアスケートの安藤美姫さんが、妊娠で

の心の動きとか、そういうことじゃないですか」と言わ

バッシングされました。アスリートなのにとか、父親は

れて、何を書いても人情になるだろうと思って、喫茶店

誰だとか、父親も公表しないなんて許せないとか。「え

だけをつくって、美人の店主と猫、それと、ちょっとコ

っ、どういう文法？」「あなたたちは何なの？」という

ミュニケーション障害気味の大学生をその箱にぽんと入

人たちが、「われこそは正義なり」みたいにバッシング

れました。「話がちゃんと終わるのかな」と、びくびく

していました。そういう目線というか、女性アスリート

しながら書いていたところもあります。

坂井

に何を求めているのかという疑問があったので、アスリ

野波

連載後に加筆修正はしていないんですか。

ートと出産というテーマを思いつきました。

坂井

担当さんに「店主は喫茶店をするまで、何をし

会社で働く女性が妊娠したら「ちょっと、時期を考え
てくれよ」と言われたり、元のポジションに戻れなかっ
たり、退職に追い込まれたり。そういうものを、いらだ
ちを感じて見ていたので、じゃあ書こうと思いました。
主人公につきまとい、自分も妊娠して出産して、週刊誌
に回され、そこでも納得していない女性新聞記者が出て

ていたんですか」と聞かれ、その辺を書き足しました。
野波

エンターテインメントとして読めるんですが、

少しずつ社会・時事問題とリンクしています。
坂井

そんな風に考えていないですから、リンクして

いたらラッキーという感じです。
野波

坂井さんの短編は、「えっ、こう転がしていく

きます。女性というものの人生のマラソンみたいな話に

の」という感じが大変多くて驚かされます。『ヒーロー

なればいいなと思ったのが始まりです。

インタビュー』のクライマックスシーンもそうです。

野波

もう一冊の『虹猫喫茶店』は、里親を求めてい

坂井

小説教室では「とにかく話を転がせ。今は起承

る猫たちが集まる喫茶店があって、猫好きや、逆に猫が

転結でなく、起承転転転転転結ぐらいの転がし方が必要

嫌いな人たちが出たり入ったりします。最近はカフェブ

だ。小さい山が三つに、大きい山が一つぐらいの動かし

ームですよね。猫とカフェって、おいしいところでつな

方をしよう」と教わりました。プロットから一生懸命考

げているだけの話じゃないかと思って読んだら、野良猫

えて面白いところへ持っていかなきゃと、必要ないエピ

を許すか許さないかみたいな社会問題があって、そもそ

ソードまで入れて荒唐無稽になったりしていました。

も動物の命とは何かというところまで行ってしまって、
不思議なエンターテインメント小説になっています。

でも、デビューからしばらくして、「そんなに奇をて
らわなくていいから、落ち着いて書いてごらん」と言わ

6
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れて人物からちゃんとつくるようになり、ストーリーの

し」で印象に残っている話はありますか。

ことをあまり考えなくなりました。人物を書いて、しば

坂井

「日本昔ばなし」で、糸をおしりから産む話が

らく動かしていたら、だんだん少しずつ「こういうこと

あります。お母さんに先立たれてしまった幼い娘が一人

が起こるのか」ということが見えてきました。

で生きていかなきゃいけない。「おっかあ、まだ糸もう

野波

発想の源は、どこにあるのですか。

まく紡げねえだ」って泣きます。でも、おしりから産ん

坂井

私は基本的に、グリム童話と「まんが日本昔ば

だ糸を編んでいくと、上手に、きれいな糸が紡げるんで

なし」と、吉本新喜劇で話をつくっています。ひな形は

す。荒唐無稽で、絵柄も子ども向きじゃないお話だった

全部そこにあると思ってるんです。ちょっとしたメタフ

んですけど、最後は「上手に糸を紡げてよかったね。お

ァーの宝庫がグリム童話だし、日本人の、説明しなくて

っかあが天から見守ってくれているのかもしれないね」

もわかる、ちょっとした影のある昔ながらのお話は「ま

という、よくわからないけど、いい話でした。

んが日本昔ばなし」にあります。『通天閣』は一昔前の
吉本新喜劇です。

野波

がっていくんですか。

「まんが日本昔ばなし」って、坂井さんが小さ

野波

その辺が、最初に書かれた、寄生虫の話につな

かった頃、まだやっていたのですか。

坂井

あの頃は、人じゃないものを主人公にすること

にはまっていた時期でした。最初はトイレの落書きを主

坂井

土曜の夜７時にやってました。♪坊や～って。

人公にして書いていました。小説教室の先生に「坂井さ

野波

影とおっしゃいましたが、坂井さんの特に短編

ん、確かにこれは面白いけど、ずっとはできないでしょ

には、影であり毒でありというところがありますね。き

う。この作風のままだと必ず飽きられるし、アイデアも

れい一辺倒で終わりません。グリム童話や「日本昔ばな

続かないから、人間を書きましょうね」と注意されて、

中之島どくしょ会の後半では、会場から寄せら
れた質問に坂井希久子さんが答えた。

（抄録）

産みの苦しみはありませんか。

Ｑ

物語が「降りて」こないときは大変です。さ

坂井

きほど、人物がいたら、あとは勝手に動いてくれると
言いましたが、「あれ、全然動かない」というやつが
いるんです。軽快に動いてくれることは２割もないぐ
らいで、８割はしんどいです。しかも、それが主人公
だったりします。中盤が一番動きづらいんです。物語
をいっぱい仕込まないといけない段階で、長編を書く
のは長い戦いなので、本当に長距離を走るみたいに、
だんだん息切れするんですね。プロットをあまり考え
ずに書いて、主人公が動いてくれないと、何が起こる
のかわかりません。
それでも、締め切りがあるから書かなきゃいけませ
ん。先日終わった連載も、「この人たちはいきなり東
京から山形へ行っちゃったけど、この先どうする気な
んだろう」と思いながら書いて、無事に終了はしたん
ですけど、胃が痛くなる瞬間は、けっこうあります。
執筆時間とか、どういう感じで書くのですか。

Ｑ
坂井

『ヒーローインタビュー』を書いていたとき

は、けっこうギリギリでした。完全に昼夜逆転だった
り、あまり寝ていなかったり、ひたすら栄養ドリンク
を飲んだりしていました。アラフォーになって最近
は、日中、コンスタントに書ける人間にならなきゃと

「あれ、動かない」がしんどい／谷崎オマージュ書くぞ

■ 質問に答えて ■

思っています。朝７時前ぐらいに起きて、ご飯を食べ
て、執筆して。夕方にぱしっと終わって、ジムへ行っ
て一汗かいて、ちゃちゃっとご飯を食べて、ひとっ風
呂浴びて、寝るぞという。
好きな作家、影響を受けた作家はいますか。

Ｑ

大学の卒論が谷崎潤一郎でした。高校の頃か

坂井

ら好きで、全作品を読んでいます。中央公論新社が谷
崎没後50年のフェアをやっていて、三浦しをんさんと
か、山田詠美さんとか、谷崎の作品をモチーフにした
ものを書かれたりしています。「坂井さんも書いてみ
ませんか」とお話をいただいて、卒論を谷崎にしてよ
かったと思いました。自己満の谷崎オマージュを入れ
込んだ作品が書けるなと、楽しみです。谷崎の母恋い
物作品というのがあって、マザコンだと言われている
人ですが、それを女目線で切ってやろうと思って。
あしかり

「蘆刈」という短編が私は一番好きなので、それをメ
ーンにしようと思っています。
ほかに好きな作家さんは。

Ｑ
坂井

現代の作家さんだと、デビューされたのは私

より少し後ですけど、彩瀬まるさん。文章が繊細で
す。小説の楽しみの一つに、普段、自分が名前をつけ
られない感情とか物事を小説家の言葉で書かれてい
て、「ああ、これはそういうことだったんだ」と気づ
かされることがあると思うんですけど、それをすごく
的確に書かれる方です。私も文章を書いていて、ちょ
っと凝った表現をしてやろうとか、みんなに「そう
か、そういうことか」と思わせてやろうとすると、奇
をてらった感じになってしまいます。かっこ悪いなと

2015.11

しようがないから、サナダムシを飼っている男の人にし
ようということで話を書いたんです。

外に出たら人の話を盗み聞き
コンスタントに作品が出るようになった現在、

野波

なお続けている努力、心がけていることはありますか。

今は関東にお住まいですけど、関東でも、そう

野波

いうのが聞こえることがありますか。
千葉県にマザー牧場という、羊とかがいる牧場

坂井

があるんですけど、女子高生の話を聞いていたら、遠足
でそこへ行くらしくて、羊が目の前にいるところでジン
ギスカンを食べるんですって。

難しいことを聞いてきますね。外に出たら盗み

坂井

7

聞きをしようと心がけています。

野波

あそこは、そうです。

坂井

「羊の前でジンギスカンを食べるって、ちょっ

『通天閣』を書こうと思って通天閣で串カツを食べて

と、ひどくね？」とか話していて、それが「そもそも、

いたとき、おっちゃん二人が昼間からビールを飲みなが

ジンギスカンって何？」に変わり、「ジンギスが羊？」

らぐでんぐでんになって、草野球の話をしていました。

「違うよ。羊はラムだよ」「じゃあ、もしかしてラム酒

どうやら、毎回、毎回、仮病を使って出てこない人がい

って、羊が入ってるの？」って。飛ばしてくるなと思っ

るらしいんです。そんなに嫌やったら、やめさせてあげ

て、なお聞いていたら、「そういえば、動物を食べられ

たらいいのに、「あいつ、このあいだ、何て言うたと思

ない文化の人がいるじゃん。その人がチョコレートを食

う？

えないって言ってたんだよね。それって、ラム酒が入っ

唇が痛いって言いよった。何や、唇が痛いって」

と言っているのを聞いて、「うっ」となって（笑）。そ

てるからだね」と言い始めました。

ういうのが小説のテイストになったりするので、人の話

野波

転がりますね、女子高生は侮れない。

を盗み聞きするのは楽しいです。

坂井

侮れません。恐ろしいです。

するっと心の中に入り込んでくる文章を書かれます。
なぜ和装なのですか。普段から着ているのです

Ｑ

か。面倒じゃないですか。
礼装としてきっちり着物を着ようと思うと、

坂井

ルールがあって大変ですけど、普段着として見れば、
いわばワンピースです。そう思えば、堅苦しいことも
ありません。きょうは天気予報が雨だったので、履物
は草履だとつま先が濡れちゃうなと思って、ブーツに
しました。「ああ、そういうふうに合わせてもいいわ
ね」と年配の方が言ってくださったりします。昔の
「はいからさんが通る」みたいに、はかまにブーツを
合わせているのもあるじゃないですか。私の友だちで
も着物が好きな子がたくさんいて、20代はもっと自由
に着ています。下はフリルのついたレースのシャツに
したり、パンプスを合わせたり、髪型もかわいくし
て、小物も、根付けもかわいいものをいっぱいつけた
りして、すごく楽しんでいます。
元々は、他界した母の着物がたくさんあったので、
着ないともったいないと思って、着物教室に通って、
勧められるがままに看板までとっちゃいました。高い
んですよ。20万円ぐらいかかるんです。自分だけが着
られればいいのに、お金を使ってしまったんです。
きょう着てきたのは、自分で買った伊勢木綿です。
家の洗濯機に放り込んで洗えるので、雨だから濡れて
もいいという格好で来ました。
中古市場あたりで買えるんですか。

Ｑ
坂井

リサイクルも多くて、安く手に入ります。私

着物に履物はブーツ／そばがき食べて「次は時代物」

思って、ゲラで消したりします。そういうところが、

は少し前まで着物の社団法人の理事をしていて、リサ
イクルの着物屋さんの着物をお借りして、1000円着物
市をしました。帯も着物も1000円。それだけでは商品
がそろわないので、3000円の物も置きましたけど、そ
ういうイベントをすると、若い子から年配の方まで、
たくさん来てくださいます。「男性の着物はありませ
んか」と来てくだいましたし、花火大会とかは、若い
男の子の浴衣姿が、ここ数年で一気に増えました。
「タカラヅカの方ですか」というような髪型と

Ｑ

イヤリングです。
今日は（髪を指さし）ここを自分で盛ってみ

坂井

ました。緊張しているのを少しでもごまかせればと思
って。洋服でこれだと、ちょっといかついかなと思い
ますけど。さっき、女性の担当さんに「それでお着物
を変えたら、極妻ですね」と言われました。
坂井さんは作品で、着物とか和装の世界を前面

Ｑ

に出したものは、まだ書かれていないですね。
そうですね。谷崎オマージュの作品は着物の

坂井

謎から始まるので、そこでちょっと出せます。角川春
樹事務所からは「次は時代物だ」と言われています。
今度は、そばがきをごちそうになりました。そば粉を
練って湯に浮かせて、たれで食べるだけのお料理です
けど、泣けるほどおいしくて。だから、時代物も頑張
らなきゃいけないんです。そこで着物の女性が描ける
ので、楽しみです。
時代は江戸ですか。時代考証とかは、資料を集

Ｑ

められて。
坂井

田沼時代ぐらいの設定で考えています。時代

8
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いなと思っていたので、何の準備もしていませんでし
た。江戸の町民の暮らし、風俗……何から何まで調べ
なきゃいけないので大変です。でも、野球ほど自分か
ら遠くないでしょうから、どうにかなるかなと思って
います。
小説教室から新人賞までの数年、このまま鳴か

Ｑ

ず飛ばずで終わるかもしれないという不安を、どう乗
り越えたのでしょうか。
坂井

このままデビューできなかったらどうしよう

と思っていました。でも、「小説家になるぞ」と言っ
ていれば幸せでした。実際に小説家になれても、この
先、いつまで小説を書いて生きていけるのか何の保証
もないので、デビューしてからの方がむしろ、不安は
つきまとってきます。
小説家はいろいろな職業を経た後の最後にやるもの
だ、とおっしゃっていた方がいました。「やってきた
ことは全部、小説の実になるけど、小説家になっちゃ
うと、その後、つぶしがきかない」と。確かに、うな
ずけるものがあります。でも、そういうことをいちい

花を
訪ねて

汗だくで、ぜいぜい言うまで踊ります

物は50歳の手前ぐらいで書かせてもらえればありがた

ち不安がって生きている人は、そもそも小説家に向い
ていないと思います。みんなは安定を求めたりします
けど、そもそも安定自体がまやかしじゃないでしょう
か。何の保証もないのは、みんなそうでしょう。みん
なが体一つで生きているじゃないですか。作家になれ
た後も、一作、一作ということですね。
先ほどの、登場人物が動かなくって、ジムの時

Ｑ

間が近づいてきたときは、どうするんですか。
脳も体の一部なので、ずっと座っていると停

坂井

滞するんでしょうね。いつも音楽をかけて仕事をして
いるので、そういうときは、家で踊っています。10分
間、全力で、汗だくで、ぜいぜい言うまで。たまに窓
やカーテンを開けっぱなしで踊っていると、向かいの
マンションの人と目が合うこともあります。
題材はどういうところから考えつくのですか。

Ｑ
坂井

自分から「これを書きたいな」と思うことも

ありますけど、最近はそれなりの枠が決まって、オフ
ァーが来ることも多いです。新しい担当さんになる
と、こちらから「どういうものが読みたいですか」と
聞くこともあります。

生ける物の品格とは
キク

キク科

花言葉：高貴、高潔ほか

地球上で最も進化した動物はヒト、ということに、
人間の自己中心的な分類では一応なっている。
では、最も進化した植物は何か。異論もあるが、キ
ク科の花々という説が最も有力だ。世界中に約950属
２万種が分布する。ただし、こちらは人間のように、
他種を圧迫してあからさまに覇を唱えたり、地球その
ものの存続を脅かしたりはしない。多くの動植物と仲
良く共存している。見習うべきではないだろうか。
あやめ

「六日の菖蒲、十日の菊」といえば、時機に遅れて
役に立たないもののたとえだが、温暖化の影響だろう
ちょうよう

か、現代のキクは重陽の節句（陰暦９月９日）よりか
なり遅く、11月に入ってから見頃を迎える。
嵯峨菊＝写真＝は名前のとおり、京都・嵯峨でつく
られた古典品種群だ。大覚寺のホームページに「嵯峨
天皇の御代、大沢池の菊ヶ島に自生していた嵯峨野独
特の野菊を、永年にわたって王朝の気品ある感覚をも
って洗練し」たと説明が載っている。同寺では11月い
っぱい、さまざまな嵯峨菊を境内で一般公開する。
秋空の下で優美な姿に接すると、忘れかけていた生
ける物の品格を思い出させてもらえる。

（雅）

京都市上京区の民家で

9

2015.11

月
日、アサコムホール

15

㊦松島さ

㊧語り合う松島泰勝さん（右）と白井聡さ

ん＝

んの新著『琉球独立宣言』（講談社文庫）

10

琉球独立こそ基地なくす道
第４回

ホスト 白井 聡 さん × ゲスト 松島 泰勝 さん

返還地の活用で大きな経済効果
第４回「中之島クロストーク」は、「琉球独立」を唱

に「沖縄を失うという大きな痛みを経験することによっ

える龍谷大教授の松島泰勝さんをゲストに迎え、10月15

て初めて近代国家の原則を日本人は勉強するチャンスを

日夜、朝日新聞大阪本社アサコムホール（中之島フェス

得るのではないか」とも話しました。

ティバルタワー12階）で開かれました。ホスト役は今回

松島さんからは、琉球の独立運動は「琉球処分」の行

も、政治学者で京都精華大専任講師の白井聡

われた1870年代から続いてきたことや、米軍

さんです。沖縄が自己決定権を回復し、米軍

基地依存の経済は過去のものであり、基地用

基地をなくしていくには「独立」しかない、

地の返還による土地活用で大きな経済効果が

という松島さんの考えが理路整然と、そして

望めることなどが説明されました。

熱く語られました。
とうしょ

白井さんは、原発も基地も「迷惑施設」だ

松島さんは、島嶼経済学が専門で、独立へ

が、原発は共存を標榜する自治体があるのに

の具体的なステップを研究したり、世界の事

対し、沖縄は基地との共存を強いられていて

例を紹介したりするために「琉球民族独立総合研究学

も「嫌なものは嫌」と言ってきた、と違いを指摘。松島

会」を一昨年に設立したメンバーの１人。米国の信託統

さんは「辺野古は普天間基地の代替施設というが、実際

治領から独立したパラオの日本大使館で専門調査員をし

はヘリポート以外に軍港もできますし、弾薬庫もできま

た経験もあります。石垣島の出身で、沖縄本島（沖縄

すし、この施設は200年はもつと。つまり日米両政府は

島）中心にならないよう、広く文化圏をとらえる意味で

琉球に対して永遠に基地の島にするという宣言をしてい

「琉球」ということばを使っています。

るわけです。辺野古は嫌だというのはそういう意味なん

米軍基地の辺野古移設やオスプレイ配備への反対表明

です」と述べました。

は「選挙や議会の決議といった民主主義的な方法でも無

◇この日の詳報は、朝日新聞10月30日付朝刊に掲載予定

視される。それならば残された道は独立」と松島さんは

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

話しました。白井さんも「当然の結果だと思う」と応

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

じ、近代国家の大原則である社会契約の概念を引き合い

だけます＝いずれも有料
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デジタル印刷機で刷り上がった新聞を点検する。特集や

号外の印刷にはすでに使われている＝朝日新聞東京本社

朝日新聞東京本社に連帳式デジタル印刷機

少～し見えてきた
新聞印刷の未来形

輪転機・刷版使わず小回り刷り分け
全国のほとんどの新聞は昔から、大きな輪転機を回して大部数を印刷するものと相場が決まっていた。百年以
上の歴史を経て今、それが変わるかもしれない。朝日新聞東京本社が試験的に導入したオランダ、オセ社の連帳
式デジタル印刷機（略称「デジプリ」）は、新聞印刷の未来形を私たちに垣間見させてくれる。 （黒沢 雅善）
デジプリは、インクジェット・プリンターの一種だ。

ページを素早く刷って新聞などの冊子の形に仕上げる機

パソコンにつないで使う家庭用のプリンターの大きなも

能を持っていることだ。印刷部と呼ぶ本体の前にロール

のを想像していただけるとよい。

紙を本体へ送る給紙部、後には紙面を裁断し、ページ順

家庭用と違うのは、「連帳式」の名のとおり、複数の

に組み合わせ（丁合い）、折り畳む後加工部が並ぶ＝下

横から見た連帳式デジタル印刷機

←

高さ約２．５ｍ、幅約１．６ｍ

後加工部＝紙の裁断・丁合い・折り畳みなど（約１３．４ｍ）

2015.11

デジタル印刷機の能力
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デジタル印刷機の長所と短所
（輪転機との比較）

印刷速度
約920部／時

32ページ紙面
２ページペラ（重ね）

約14,700部／時

２ページペラ（重ねなし）

約8,800部／時
※60m／分で試算

用紙サイズ
ブランケット判、タブロイド判のほかに
・印刷幅 165mm～559mm（最大印字幅 540mm）
・印刷ページ長 76mm~1,520mm まで対応可

作成：朝日新聞社製作本部

・100m／分（最高速度）

長

所

短

所

・小スペース

・印刷速度が遅い

・省人化

・用紙代、インク代

・バリアブル機能
・多品種小ロット
・損紙が少ない

が高い
・ペラ＝１㌻幅の紙
が折り込めない

・刷版が不要

・裏抜け対策が必要

の写真。複数の機械を列車のようにつなげて使うのだ。

必要がない。新聞以外の小さなサイズも刷れる。ロング

長さ（約23.4ｍ）と幅（約1.6ｍ）は輪転機の約半分。高

テールのニーズに応える力は高そうだ。

さ（約2.5ｍ）は約４分の１だ。
デジプリの第一の利点は、このサイズだ。普通の建物
の１フロアに収まる。わざわざ大きな工場を建てる必要
がない。印刷拠点を遠隔地に分散してつくりやすい。
例えば、さらに小型・軽量化できれば、工場から遠い
新聞販売店やコンビニに置き、現在は大阪、京都、神戸

輪転機のように金属ベースの刷版を使わない。切り替
え時の損紙もほとんど出ない。注文を受けて印刷すれ
ば、売れ残りも出ない。省資源、省エネルギーだ。
東京本社では、輪転機を回すほどの部数が必要ない一
部の美術特集や号外の本番印刷にすでに使って、今後の
改善に必要なデータなどを収集している。

などでだけ売られている最終版を、読者の目の前で刷っ

もちろん、本格的な事業化への道は険しい。

て提供することが夢でなくなる。逆に都会でも、ふるさ

現在のデジプリの能力と、輪転機と比べた長所・短所

との地方紙をリアルタイムで手にとって読める。

を上の表に示した。最大の課題は、印刷速度が遅いこと

朝日新聞東京本社ビルの地下３階。デジプリが置かれ

だろう。40㌻までの新聞を最高時速８～９万部で印刷で

た広い部屋で、デモ印刷を見せてもらった。朝日プリン

きる現在の輪転機に遠く及ばない。印刷コストも高く、

テック技術センターの西村博樹次長と石川雅一さんが

採算がとりにくい。カラーなどの印刷品質も、まだまだ

キーボードを操作して部数などを設定すると、機械が動

改善が必要という。

き始めた。工場とは思えない静かな音だ。
そこまでは予想通り。しかし、刷り上がってテーブル
に並んだ新聞を見て驚いた。わずか数十部の中に、様々
な版の朝日新聞が混じっている。他紙まである。

案内してくれた朝日新聞社の高田良一・製作担当補佐
と澤田有司・製作本部主査は、次のように話した。
「紙に印刷した新聞は、何と言っても読みやすく、将
来も根強い需要があると思います。しかし一方､ スマホ

デジプリの第二の利点が、この多品種小ロット印刷

やタブレットの普及に押されて、部数が減っています。

だ。各紙と通信回線をつなげば、印刷物を瞬時に切り替

こうした新しいツールに負けないよう、最新ニュースや

え、「朝日と日刊スポーツ、読売、毎日、日経の東京最

地域のきめ細かな情報を取り入れ、しかもスリムに変身

終版と大阪最終版を全部１部ずつ」といった注文にも即

しなければなりません。デジプリが次代の紙媒体の可能

応できる。各メディアが専用工場や専用印刷機を備える

性を広げてくれることを、信じて取り組んでいます」

→

←

印刷部＝インクジェット・プリンター（約８ｍ）

→

←給紙部（約２ｍ）→
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no

秋の京都非公開文化財特別公開を支える

警備と案内、お任せください

同志社大学歴史美術研究会のみなさん
いな ば

たちばなのゆき

「昔、因幡国司の橘行
ひら

平が重い病にかかりま
した。夢に僧が現れて
か

る

つ

『賀留津の浦に、仏の

あり
人

国から衆生を救いに流れついた木がある』と

師如来立像」（国重要文化財）を公開する。
「お寺や文化財のことを、いろいろな史料
で調べてベースをつくります。さらに各メン
バーが独自にアレンジを加えて発表します。
新人の一回生も交代で説明します。人任せの
手抜きはできません。歴史、文化財に詳しい
方が大勢来られるので、真剣勝負です」とリ
ーダーの三回生、阿部怜奈さん。
おおがまたいじゅん

告げました。引き上げると、薬師如来像でし

仁王画の前では、大釜諦順住職の説明を聴

た。行平が像を拝んだら病は治り、無事に京

いた。「阿行と吽形の間には、薬師如来が立

へ帰れました。年月が過ぎて長保５（1003）

っておられました（現在は収蔵庫に安置）。

年、誰かが行平の屋敷の戸をたたきました。

寺はたびたび火事に見舞われたので、如来は

開けてみると、因幡から飛んで来た薬師像で

すぐ避難できるように頭に布をかぶり、厨子

した。その像を祭ったのが寺の起源です。因

の裏側に滑車を付けておられます」

幡堂、因幡薬師の名で親しまれています」
静かな堂内に若い声が響く。説明役の言葉
を、本番さながらに黒の正装に身を固めた10
人が、熱心にメモをとって聴き入る。

あぎょう

うんぎょう

ず

し

参加者たちは「これ、質問に出そうだね」
「答えられるようにしておかなくちゃ」。こ
こでも早速、メモをとる＝写真。

はじめ

傍らで京都古文化保存協会の中溝哉さんが

秋の「京都非公開文化財特別公開」（京都

「私も学生時代にこのボランティア活動をし

古文化保存協会主催、朝日新聞社特別協力）

ました。若い人たちが歴史や文化を学び、文

が、10月30日から11月８日まで行われる。21

化財保護の心を拝観者や後輩に伝えてくれま

の会場で受付や警備、案内を務めて催しを支

す。良い伝統だと思います」とほほえむ。

えてくれるのが、関西学生古美術連盟に加

下見と勉強会は予定時間を大きくオーバー

入している９大学11サークルの学生さんたち

した。「きょう教えていただいたことを復習

だ。その一つ、同志社大学歴史美術研究会の

し、本番にはずっと上手になって戻ってきま

みなさんの練習ぶりを見せてもらった。

す」。一行が大釜住職に約束して寺を後にし

同会が受け持つのは、下京区の平等寺。鈴
しょうねん

木松年（1848～1911）筆「仁王画」と、「薬

たとき、秋の日はすでに暮れて、外はすっか
り暗くなっていた。

（黒沢 雅善）
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イベント・出版等の情報

「北野恒富と中河内

秋季企画展

知られざる大阪画壇の発信源」
※11月10日（火）から展示替え

大阪商業大学商業史博物館さまから

◇ところ

つねとみ

妖艶な美人画で知られる北野恒富は、

すがたてひこ

大阪商業大学商業史博物館

（〒577-8505 東大阪市御厨栄町4-1-10

きょうそん

菅楯彦や矢野橋村とともに近代大阪を代

大阪商業大学内）

表する日本画家として知られています。

※近鉄奈良線河内小阪駅北東へ徒歩５分

しかし、その晩年に画室と住居を中河内

◇入場無料

に設けたことは意外に知られていませ

◇共催：かんさい・大学ミュージアム連

ん。また、単独の展覧会が大阪で開催さ

携実行委員会

れたことはなく、ゆかりの地、小阪（中

◆会期中に展示と同タイトルの連続講座

河内）において本館が開く意義は深いと

（有料。11月６・14 ・21日）、同シン

考えます。本展覧会では「燕 子花」や

ポジウム（無料。11月８日。次項「大

「汐汲み女」など恒富若描きの作品をは

学の扉を開く」関連行事）と手摺木版

じめとし、「茶々殿」＝写真＝など代表

ワークショップ「美人画を摺る」（有

的な作品、約50点を紹介します。あわせ

料。11月15日）を開きます。いずれも

て中河内に所在したアトリエ白耀社のこ

事前申し込みが必要。詳しい内容は、

となど、地域と恒富の関係についても考

大阪商業大学学術研究事務室（☎ 06-

察します。（案内チラシより）

6785-6139

◇とき

hiken@oucow.daishodai.ac.jp

かきつばた

しお く

はくようしゃ

半

11月28日（土）ま で、10 〜 16時

月曜・祝日休館

Fax 06-6785-6237 E-mail：
URL：

http://ouc.daishodai.ac.jp/museum/）へ

大学経済学部附属史料館

「大学の扉を開く」
ミュージアム､スタンプラリー

／常翔歴史館／奈良大学
博物館／武庫川女子大学
附属総合ミュージアム設

関西大学博物館さまから

置準備室／和歌山大学紀

関西圏にある17の大学ミュージアム（博物館・美術

州経済史文化史研究所

館・文学館等）が連携して、それぞれの大学ミュージア

◇応募方法

各大学ミュー

ムが長年蓄積してきた知的情報や資源を効果的に公開

ジアムに備えてあるパン

し、大学組織の枠組みを越えた人材育成や地域貢献を行

フレット兼台紙＝写真＝

つています。さらに、地域に根差した文化遺産を、個々

にスタンプを押し、10種

の大学ミュージアムが発信基地となって、地域と共働し

類 集 ま っ た ら、 各 大 学

て、地域に還元できるようなネットワークを目指してい

ミュージアムの窓ロヘお持ちください。ミュージアム

ます。様々な可能性を持つ大学ミュージアムの扉を、

グッズの詰め合わせをプレゼントします

ぜひ開いてください。その一環として10・11月の２カ月

※プレゼントのお渡しは、12月10日までに受け付けたも

間、17館が連携してスタンプラリーを実施しています。

のに限ります。数に限りがありますので、なくなり次

◇参加ミュージアム

追手門学院大学附属図書館宮本輝

第終了します。各ミュージアムの開館日、開館時間な

ミュージアム／大阪青山歴史文学博物館／大阪医科大

どは必ず、ホームページなどでご確認のうえ、お出か

学歴史資料館／大阪大谷大学博物館／大阪音楽大学音

けください

楽博物館／大阪芸術大学博物館／大阪樟蔭女子大学田

◇お問い合わせ先

かんさい・大学ミュージアム連携

辺聖子文学館／大阪商業大学商業史博物館／大阪商業

実行委員会事務局（〒564-8680 大阪府吹田市山手町

大学アミューズメント産業研究所／大阪大学総合学術

3-3-35

博物館／関西大学博物館／関西学院大学博物館／滋賀

6388-9928

関西大学博物館内

☎ 06-6368-1171 Fax 06-

E-mail：hakubutsukan@ml.kandai.jp）

2015.11
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Ｈ Ｕ･ Ｎ･ 企 画 〒 530-0037
大阪市北区松ケ枝
町 6-12
西栄ピル２Ｆ ☎ 06-6352-8005 Fax 06： hunhun@cardandmedia.co.jp
6353-1393 E-mail

『王様サンタ』
作：もり・けん
絵：かすみゆう

表紙＝写真上＝と
話の一場面＝同右

子どもにすぐあげてしまうのは、
もったいない
王様が王座から、生き生きと動き回る
家来や召使いたちをうらやましそうに眺
める絵から、物語は始まる。
きょうは、クリスマス・イヴ。／パー

ティーの用意に／お城のみんなは大忙しです。／でも、

ときどきこっそり開くと、隠されていたメーセージが優
しく胸に語りかけてくる絵本かもしれない。
もりさん自身が主宰するＨ・Ｕ・Ｎ企画刊。Ａ４判36
㌻、900円＋税。11月15日までに予約した人には、消費
税分をサービス。

（雅）

王様には何もすることがありません。／「ああ、仕事が
ないというのは／つらいものじゃなぁ。」／忙しそうな
みんなも、王様にはうれしそうに見えます。／「誰か、
わしにぴったりの仕事をさせてくれんかな。／そうじ
ゃ、町へ行ってみよう。」（本文より）
その先は……読んでのお楽しみにしていただこう。

累計250万丁の大ヒット工具
『ネジザウルスの逆襲』
エンジニア代表取締役社長

みつひろ

髙崎 充弘さんから
じょうし

もり・けんさんは童話・童謡作家でハーモニカ奏者。

この度、日本実業出版社より処女作を上梓しました。

「もちろん、子どもに読んでほしいですが、管理職の寂

『「ネジザウルスの逆襲」   累計250万丁の大ヒット工具

しさを嘆き、リストラの不安におびえ、望むような働く

は、なぜ売れ続けるのか』

場がなくて希望を失いかけている大人にエールを送りた

というタイトルで、ネジザ

くて、私自身の体験を交えてつくりました」と話す。

ウルスの開発秘話とＭＰＤ

もりさん作詞の原作ミュージカルは27年前に初演され

Ｐ（マーケティング、パテ

た。絵本化を計画したが、日々の仕事に追われて延ばし

ント、デザイン、プロモー

延ばしにするうち、イラストレーターのかすみゆうさん

ション）理論、中学の劣等

が描いた原画も散逸してしまった。今春、事務所を整理

生が大学に進学できた理

したら、その原画を撮影したフィルムが見つかった。若

由、造船会社のエンジニア

い日の絵本づくりへの情熱がよみがえった。

時代の失敗談、ネジザウル

かすみさんも、力強く期待に応えた。2005年に脳卒中

スの恩人、所ジョージさん

で倒れ、利き腕側の左半身がマヒに見舞われたが、家族

とのご縁など、半生も振り

の支えでリハビリに励み、創作を再開した。今回はミュ

返らせていただきました。

ージカル上演時の舞台下絵をもとに、新たに５枚を描き

ＭＰＤＰ理論を多くの中小・ベンチャー企業に知ってい

起こした。「最初は不安でしたが、筆を握ると、下絵を

ただければと思い、執筆させていただいた次第です。

描いたときの感覚がよみがえってきて、自信を取り戻す
ことができました。忘れられない仕事になりました」。
なるほど、子どもにすぐにあげてしまうのは、もった
いない。居場所と役割を捜し求めて悩む大人が、夜中に

四六判、240㌻、1,500円＋税。
※髙崎充弘さんは、本誌今年４月号（No.170）に掲載し
た「『知の点景』

万能プライヤ『ネジザウルス』」

にご登場いただきました。
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第２回 日本ペンクラブ・立命館大学共催セミナー

「吉岡忍が語る電子出版時代の
言論・表現の自由」
立命館大学文学部教授

湯浅 俊彦さんから

◇参加費

500円（ 当

日、会場にてお支払

電子出版の世界ではアマゾン、グーグル、アップルに

いください。お釣り

よる新たな出版流通のプラットフォームが構築され、従

のないようにお願い

来の取次店や書店が担ってきた出版流通システムとは異

します）

なる展開となっています。そこでは、これまでの出版流
通の自由が流通側の判断で規制される問題点がしばしば

◇第１部

基調講演

吉岡忍氏

指摘されています。また大手出版社による海外における

◇第２部

電子出版事業では、性表現や暴力表現を中心にさまざま

ション

な制約が生じています。さらに、今後、安全保障の観点

図書館協会「図書館の自由委員会」委員長、広島女学

から政府に対する批判などについても紙媒体とは異なる

院大学国際教養学部准教授）、中西秀彦氏（日本ペン

規制や制約がかかる可能性があります。

クラブ言論表現委員会委員、中西印刷専務取締役、立

紙媒体を中心として形成されてきた言論・出版・表現
の自由のさまざまな位相において、サイバー空間上の新

トークセッ
パネリスト：吉岡忍氏、西河内靖泰氏（日本

命館大学非常勤講師）。コーディネーター：湯浅俊彦
◇応募方法

E-mail： pen2015@gst.ritsumei.ac.jp または

たな問題への対応が迫られているのです。この問題に詳

Fax 075-465-8188 で「立命館大学文学部

しい日本ペンクラブ専務理事、ノンフィクション作家の

ラブ共催セミナー係」へ、氏名（ふりがな）、参加希

吉岡忍氏を迎えてディスカッションします。

望人数、住所、電話＆ファクス番号、Ｅメールアドレ

◇とき

ス、ご所属を明記のうえ、お申し込みください。本

11月14日（土）14時～16時半

◇ところ

立命館大学衣笠キャンパス（〒603 -8577 京

都市北区等持院北町56-1）敬学館２階250教室
◇定員300名（先着順）

コミュニティカフェ主宰者

セミナーの専用ホームページ https://sites.google.com/
site/2015penclubritsumei/ からも入力できます
◇連絡先

コミュニティカフェの見本市

湯浅研究室（☎ 075-466-3136＝直通）

持ち込みや交換もあります（破損品・大型・重量物・
生もの・生き物は不可）

船越 聡さんから

人と人がつながる場をつくり出すコミュニティカフェ
の、お試しイベント（見本市）を開催します。このめ食
堂、いきいきサロン、オレンジサロン、それに私が開い
ている映画カフェと、タイプの異なる４店が出ます。お

「朗読を楽しむ
―太宰治の読み方―」
作家

好みのカフェにご参加ください。
◇とき

11月28日（土）13時半～16時半

◇ところ

長岡京市産業文化会館１Ｆ大会議室（京都府

長岡京市開田3-10-16）
※阪急長岡天神駅から東へ徒歩約３分
◇主催

日本ペンク

ながおかきょうコミカフェネットワーク

URL：http://www.geocities.jp/gokuraku_ya/Bazaar.htm
※入場無料ですが、カフェ参加は300円（お茶・茶菓子

金 真須美さんから

一般社団法人 大阪自由大学の公開サロンです。見出
しのテーマで私が、同大学の倉光弘己学長と話します。
◇とき

11月26日（木）14～16時

◇ところ

大阪ガスエネルギー文化研究所都市魅力室

会議室（大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ナ
レッジキャピタルタワーＣ713号）
◇定員

30人（先着順）

代込み、このめ食堂は自然療法への参加ありの場合

◇参加費

300円追加）。最初のブースにカフェ参加費を払え

◇お申し込み先

1,000円
大阪自由大学事務局（☎ 06-6386-4575

ば、場を移っても再度払う必要はありません。ゼロ円

Fax 06-6386-1893

E-mail：kansaiforum@gmail.com

ショップ（もってけドロボー市）も同時開催。不用品

URL：http://kansai.main.jp/）
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「伝統芸能を学ぶ 芸能セミナー
鳥獣戯画の世界」 ５周年記念公演
上方文化評論家

福井 栄一さんから

ひのき

ＮＰＯ法人檜の会の主催で、私が総合司会＆演目解説

優雅にパーティーレッスン
高級茶藝師、
茶遊サロン代表

前田 久美子さんから

中国茶を楽しみましょう。クリスマスの演出も楽しい
パーティーレッスンです。私が講師になり、茶の歴史、
六大分類茶、おいしいいれ方のポイントなどを紹介しま

を務めます。

す。実践の後には、私の茶芸もお楽しみください。

◇とき

◇とき

11月11日（水）13時開演

◇ところ

京都府立文化芸術会館（京都市上京区河原

町通広小路下ル、☎075-222-1046）
◇内容・出演者

双喜美ほか）、長唄「小鍛冶」（吉住小貴三郎・早稲
田大学長唄研究会ほか）、舞踊「鷺娘｣ （花柳紀美青
玉ほか）

昼講座13時半～15時（受付13

時～）／夜講座19時～20時半.(受付18時半～)
リーガロイヤルホテル（〒530-0005 大阪市

北区中之島5-3-68）サファイアルーム
◇受講料

昼・夜とも4,800円（税・サービス料込み。

高級中国茶とクリスマスの茶菓・テキスト付）
◇お申し込み・お問い合わせ先

◇参加費 一般：2,000円（当日会場にていただきます）
学生：無料招待（先着200名）
◇お問い合わせ先
320-1639

12月４日（金）

◇ところ

創作舞踊「龍虎」（林宗一郎・花柳

檜の会（☎ 075-551-3653

Ｅメール sokimi@hinokinokai.or.jp）

リーガロイヤルホテル

エコール ド ロイヤル（☎06-6441-2938
0903

Fax 075-

Fax 06-6448-

URL：http://www.rihga.co.jp/osaka/culture）

※キャンセル締め切り11月27日（金）17時。以降のお取
り消しは、キャンセル料（全額）をいただきます

「おかげさまで、創刊10周年を迎えました」。本
誌昨年９月号（No.164）の「フリペ＆フリマガウォ
まり

ッチ」で紹介した『毬』の発行人、樺井良祐さんか

フリーペーパー『毬』が創刊

「毬」

周年

： fpaper.mari@gmail.com
E-mail
： http://plaza.rakuten.co.jp/fpmari/
URL

10

17

ら、お便りと記念の第23号＝写真左上＝が届いた。
年に２〜３冊のペースで出してきた。Ｂ４判を６
つに畳んだ手のひらサイズ。微妙な中間色インク、
ほっこりと柔らかな手触りも変わらない。今号のテ
ーマは「地元」。江花チャイムさん、前田久美子さ
んら女性レギュラーが筆を執り、京都「風の駅」店
主、太貫まひろさんがゲスト寄稿している。
大阪、京都、奈良などのカフェ、ブティック、雑
貨店などに置いている。ホームページに主な配布店
が載っている。発行部数も2,500部に増やした。
樺井さんは「『大切なものは何か』と問い、みな
さんと考え、表現してきました。なにかしら心に響
いた方々がメールをくださるようになりました。ネ
ットで公開していませんので、配布店で手にとって
くださったんです。確かな人とのつながりの中で、
ゆっくりと毬を続けていきたい」と話している。
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町場に生き続ける信仰と歴史
「人あり」（13㌻）の取材で京都市下京区の平等
いな ば

寺（因幡堂）を訪ねたのが縁で、10月18日に同寺で
しゃ か

ね はん ず かいげん

営まれた釈迦涅槃図開眼法要を見せていただいた。
涅槃図は江戸時代後半の作で、百貨店・髙島屋の
飯田家が大正９（1920）年に寄贈した。傷みが進ん
だため、髙島屋が１年がかりで修復していた。
この日は、本堂に飾った涅槃図の前で、近所の信
者らと髙島屋の岡部恒明・京都店長らが、寺の人た
ゆいきょうぎょう

おおがまたいじゅん

ちと一緒に遺教経を唱和して祝い、大釜諦順住職が
「寺宝として大切にご供養し、有意義、有効に使わ

店の跡に近い烏丸通に向いて立つ

せていただきます」と礼を述べた＝写真右。参列者

同寺の石灯籠に、○で囲った「髙」

の多くが平服で、「おめでとうさん」などと言葉を

の字が刻まれている＝同円内。現存

かけ合い、くだけた雰囲気が印象的だった。

する最古のロゴマークだそうだ。

どうろう

髙島屋顧問、米田庄太郎さんから話を聞いた。

「涅槃図も、そうした感謝を込めて贈ったものな

「因幡堂さんの西門前で天保２（1831）年、古着

のでしょう。きょうは、その原点を、改めて胸に刻

木綿商を始めたのが髙島屋の創業です。参拝客が訪

みたいと思って出席させてもらいました」

れてくれて繁盛しました。私たちが今あるのは、ひ

町場に脈々と生き続ける信仰と歴史の一端に、触

とえに因幡堂さんのおかげなんです」

れさせてもらえた一日だった。

朝日カルチャーセンター
6222-5222

中之島教室 公開講座

〒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

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

時半まで）

（黒沢 雅善）

☎ 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）

冬の健康法
～心と体のスス祓い
2015年の凝りや疲れを一掃し、ぽかぽかで、通りのよ

「体験的日中メディア比較論」
～多元化する中国社会、
日本メディア はどう報じるか

い心と体に。何かと慌ただしい年の瀬、心身がゆるむ

今なお共産党の管理統制下に置かれる中国メディアで

と、グンと動きやすくなり、心にゆとりができます。ま

すが、ネット情報空間の急速な拡大によって、いま注目

ずは、頭を空っぽにして、楽な動きや

すべき変化が起きてます。もはや「一

呼吸で体をリフレッシュ。心のお掃除

党独裁国家だから声は一つ」という時

は「楽な呼吸・明るいイメージ・気持

代ではありません。その改革開放政策

ちのよい運動」をセットにして、奥の

によって多元化する中国社会の多様な

奥に積もっていたマイナスの思いや感

声を、日本のメディアはどこまで伝え

情をさっと手放し、全部洗い流してい

ているのでしょうか。
二度の北京特派員経験を踏まえ、日中メディア比較を

きましょう。
◇とき

12月５日（土）10～12時

試みたいと思います。

◇講師

ＮＰＯ法人気功協会運営責任者

◇とき

12月11日（金）15時半～17時

天野 泰司＝写真

◇講師

同志社大学大学院教授

◇受講料（税込み）カルチャー会員 2,484円
一般 3,024円

加藤 千洋＝写真

◇受講料（税込み）カルチャー会員 2,592円
一般 3,132円
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼初めての店に飲みに行くことを「爆撃」、知っている

阪の名画家を再発見・検証しようという試みです。同館

店に行くのは「パトロール」と、不謹慎にも呼び習わし

は美術専門の展示施設ではありません。独自に企画を立

て久しいです。先日、ある立ち飲み店を「爆撃」しまし

てて作品を集め、開催する苦労は並大抵でないと推察し

た。いやぁ、安い！

チューハイ200円、しめ鯖250円、

ます。ひるがえって、本来こうした事業に取り組むはず

揚げ餃子150円。２杯飲んで４品頼んで1400円。節約ム

の、大阪府・市などの公的ミュージアムは、一体何をし

ードの昨今、ありがたいお値段でした。

ているのでしょう。御堂筋イルミネーションの資金捻出

さば

東京に単身赴任していた時、よくパトロールした立ち

に府が悩んでいるという記事が、朝日新聞10月22日付朝

飲み店は常連客で占められていました。今回の店は常連

刊に載りました。そんなに無理してイチョウ並木を電灯

さんもいますが、１人でも自分のペースで飲み食いでき

で飾るより、足元の優れた芸術に光をあてることに、も

る良さがあります。関西らしい都会的配慮でしょう。

う少し力を注いでほしいなぁと感じました。 （黒沢）

ＮＨＫＢＳプレミアムに「世界入りにくい居酒屋」と

▼秋晴れの空が広がり、過ごしやすい陽気が続くように

いう番組があります。地元民しか知らない各国の店が登

なりました。行楽の秋というのは私の願望で、現状は新

場します。いつか訪ねたいと思い見ています。（臼倉）

聞に掲載された写真を眺めては気分だけ味わっていま

▼14㌻で紹介した大阪商業大学商業史博物館の北野恒富

す。赤や黄に色鮮やかに染まった木々の紅葉や、頂にう

展は、昨秋開いた菅楯彦展に続き、かんさい・大学ミュ

っすらと雪化粧をした山の写真、美しい季節です。「○

ージアム連携実行委員会と協力して、忘れられかけた大

○の秋」皆様はどんな秋をお過ごしですか。

つねとみ

すがたてひこ

（平野）

＜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。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。12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11月18日（水）までにお送りください。

朝日新聞 関西スクエア事務局
なつ こ

スタッフ：臼倉 恒介、黒沢 雅善、平野 邦字、田中 故郷、河野 通高､ 佐藤 建仁、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

Fax：06-6232-2347

朝日新聞大阪本社内

E-mail：square.k@asahi.com

過去の会報も、ここからご覧いただけます

体感しませんか 新聞印刷の迫力

トッパンメディアプリンテック関西

朝日新聞 大阪工場
〒 553-0001

お申し込み・お問い合わせは

☎ 06-6454-3636

２
名
様
か
ら
見
学
受
付

大阪市福島区海老江 3-22-61

月～金曜
（祝日除く）10～16 時

www.toppan-tmk.co.jp/
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【全 面 広 告】

