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小説が飛びたがる時をとらえる
作家

いしいしんじさんと『よはひ』を読む

窓を閉め、原稿100回読み返し
小説のライブと言ったらいいのだろうか。名付けて「その場小説」。第15回中之島
どくしょ会（朝日新聞社主催）が３月６日、大阪市北区中之島２丁目の朝日新聞アサ
コムホールで開かれ、作家、いしいしんじさんが、新著『よはひ』（集英社）に登場
する息子のひとひ君（５つ）と一緒に出演。会場を埋めた100人を超す聴講者の前で
実際に小説を書いて披露するとともに、質問に答えて自らの創作方法を語った。
で、通称「ピッピ」と呼ばれています。『よはひ』の主

聴講者100人を前にライブ執筆

人公でございます。どうしても一緒に登場するというこ

みなさん、初めまして。いしいしんじと申します。本
日は、ようこそいらっしゃいました。

間に懐中電灯を当てたり、「朝日新聞のにおいがする

ここにいるのは、僕の子どもの「ひとひ」という人
いしいしんじさん
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説」というもので、もう６～７年やっています。『その

いしいしんじ さん

場小説』という単行本が幻冬舎から出ておりまして、そ

1966年、大阪市生まれ。京都大学文学部仏文

の中に65～66編入っていますので、多分、100回ぐらい

学科卒。94年、「アムステルダムの犬」でデビ

やっているんじゃないかなと思います。

ュー。2003年、「麦ふみクーツェ」で坪田譲治

最近は、いろんなところでする機会があります。博多

文学賞。12年、「ある一日」で織田作之助賞。

の福岡教育委員会に、子どもの話をしてくださいという

01年に東京から神奈川県・三浦半島に移って始

ことで呼ばれ、着いて早々、「その場小説をやってもら

めたネット連載「いしいしんじのおいしいごは

えませんか」と言われてやりました。

ん日記」に毎日の生活や家族のことをつづり続

ここで鉛筆を削りますが、鉛筆で書いていきながら、

けている。10年から京都市に在住

それを声に出して読み上げます。あるいは、思いついて
しまったら、先に口に出したものを鉛筆で書きとめると
いうこともします。声と、書く作業の追いかけっこみた

り並ばずに入ることができました。化石屋さんで見た昔

いなところがあります。

のサメのうんこみたいなものが置いてありました。

僕は生まれが大阪の住吉で、中之島とは縁がないわけ

それよりも僕は、アフリカの人たちのカラフルな衣装

ではありません。子どもの頃から、いろんな経験を、こ

とかにひかれ、本当にまっ黒な人がいるんだ、きれいな

のかいわいでしました。どちらかと言うと、難波とか、

んだと思ったりしました。そうやって大阪万博で知った

もっとべたな、天王寺あたりの文化圏で育ったわけです

ことが、その後、新聞を読むことにつながっています。

けれども、それでも中之島とか朝日新聞とかに対しての

新聞で一番衝撃を受けた日というのは、いまだに忘れ

イメージというのはあります。
今日は京都から来たんですけれども、「中之島か」
と、自分の中で覚えている記憶みたいなものを探ってい
きました。小学校三年生ぐらいで、初めて腹ばいになっ
て読み始めた新聞のコラム。外国に駐在されている記者

もしません。1980年12月８日。中学生でした。ふらっと
家に帰って、台所のテーブルに置いてあった朝日新聞の
夕刊を持って、なぜか２階に上がって開きました。
「ジョン・レノン射殺」と出ていたんです。ニューヨ
ークで、拳銃で撃たれて死んだと。

の方が届けてくださる、町のさりげない風景とか、買い

大声で「ええ～っ！」と言って、それを聞いた２つ上

物の日常だとか、そういうコラムがあって、毎日、毎

の高校一年生の兄が「何や」と言って出てきて、「兄ち

日、読んでいました。今日はフィリピン、明日はアメリ

ゃん、ジョン・レノンが撃たれて死んだ」と言ったら、

カか、ドイツか、イギリスかと、地球儀をくるくる回し

兄もまったく同じように「ええ～っ！」と。２人で「え

ながら読んでいました。

え～っ！」「ええ～っ！」と言いながら、新聞の社会面

それが朝日新聞でした。何でそんなに外国に興味があ

でしょうね、のぞき込んで、むさぼり読みました。

ったのかと振り返ってみると、万博ですね。大阪の万博

音楽の情報は、ラジオで聞いたりしていましたが、朝

へ行って、太陽の塔を初めて見てたじろぎ、月の石にも

日新聞に週１回載るＵＳＡヒットチャートがけっこう情

並んで。いや、おばさんが府庁に勤めていたので、あま

報源で、教えていただいたことは、たくさんあります。

会場で「その場小説」を執筆するいしいしんじさん（左の壇上）＝３月 日、朝日新聞大阪本社アサコムホール

では、今から、こちらで小説を書きます。「その場小
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そういう会社のこんな場所をお借りしてお話をさせて

のうち60％は死にたえたが、虫や鳥たちを中心に空をと

いただくなんていうのは、当時、中学生の僕に、時間を

べる動物は多くが生きながらえた。人類はほとんど全滅

通る筒なんかがあったら、時間をつらぬいて教えてあげ

だ。

たいぐらいですね。「俺、今、朝日新聞の本社の12階

そんななか、もと太平洋と呼ばれていた海域の小さな

で、朝日新聞の人たちにお話をしているねんで」。間違

孤島に、男がたったひとりで生き残っていた。その島が

いなく「ええ～っ！」と言うと思います。

もともとどこの国の一部だったのか、男にも正直わから

と言いながら、何でだらだらと話をしているかという
と、今、考えているわけです。小説の出だし。こういう
感じの話なんだろうなということを決めて書き出さない
と、方向が定まりませんので。

ない。アメリカ、ロシア、ひょっとしてフィリピンやニ
ュージーランドの一部分だったのかもしれない。
男は小舟にしがみついて、この島に漂着した。歩いて
三時間ほどで一周できるなかに、何軒もの家屋や商店の

その場小説が、日々書いている長編小説と何が違うの

あとが点在していた。島は鳥たちでうめつくされてい

かというと、30分後ぐらいには間違いなく終わっていら

た。陸地自体が少なくなってしまったこの天体上で、島

れるということです。「終わり」と言えば、終わるわけ

という島がすべて鳥たちのひなん所になっていた。

です。長編小説を書いている人間にしたら、すごく楽な
んです。

男はさがしまわるうち、ある機械と紙が大量に備蓄さ
れた倉庫をみつけた。男にはその機械がなんなのか、よ

あと、書きながら、言葉を置きながら考える時間もけ

くわかった。もともとついていた仕事にかかわりがあっ

っこうありますので、そんなに切羽詰まっているわけで

たし、それに、まだ新米だったころ、研修で使ってみた

はありません。切羽詰まって血圧（が上がる）。そんな

こともあった。それは要するに、ガリ版刷りの印刷機だ

のは恥ずかしいですから。

った。男はあちこち調べてみて、それがまだじゅうぶん

書き始めると、「この辺は、こう考えました」とか、

あいきょう

お愛嬌を言うわけにはいかなくて、愛想も何もなしに、

つかえる状態にあることを知ると、その日から新聞をつ
くりはじめた。

とにかく、ひたすら書くことに徹します。大変申し訳な

よせてくる潮の具合、雲の流れかた、気温や天候とい

いですが、お話が「終わり」というところまで、聴いて

ったなんでもないところから、豪雨による浜の変化、鳥

いただけたらいいかなと思います。

たちのあらそいなど、小さな文字で記しては、草木をつ

では、始めます。

ぶしてなんとかつくったインクで、茶色い紙に印刷す

（壇上で椅子に座って机に向かい、執筆を開始。右手

る。つくるのは週に一度、一回につき十部ときめた。こ

に鉛筆を持って紙に書きながら、左手にマイクを持って

より状に細くよじると、そこらにいる鳥の足にゆわえつ

ゆっくり読み上げる＝上の写真参照）

ける。鳥たちは気ままな方向へとびさり、やがて陽光の
かなたへみえなくなった。

孤島で新聞をつくる男の物語
巨大ないんせきがユーラシア大陸の中央に落下し、地
軸がぶれた結果、地球上の国家はすべて滅亡した。生命

男は、たんたんとガリ版を切りつづけた。よくよく調
べてみると、島のあらゆるところで伝えるべきニュース
がみつかった。なぞのどうくつ。のこされた日記。誰の
ものだったかわからない金むくの指輪。
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のメス猫を発見したときは、号外をだ
した。疲れきり、みるべきものはもう
すべてみてしまったといった目をした
灰色の猫だった。男がつりあげた魚の
かけらを、もぞもぞと口に含む。それ
以外の動作をほとんどしない。猫が何
歳なのか、男には見当がつかなかっ
た。もともと犬派だったのだ。
とれる魚の種類は、ときどきかわっ
た。その形から、ぜったいに口に入れ

その場小説を書き終えたいしいさん

の手は、鉛筆で真っ黒になっていた

島の奥まった水車小屋で、ぼろぼろ

てはならないと、そう見てとれるよう
な魚貝もあみにかかった。男はしょう
さいにスケッチし、新聞にのせ、紙を鳥の足にゆわえつ
けた。

にはこんだ。
メス猫の表情は、たったいまうまれてはじめて朝日を

銀色の雨がふることがあった。猫はもちろん、鳥たち

まのあたりにした人間のようにかがやいていた。男はま

をも雨からまもらなくては、と、一羽ずつなぞのどうく

るで充電するかのように、その瞳をしばらくみかえした

つにひなんさせたりもした。

あと、無言でガリ版にむかった。そして、ことうで五匹

半年、一年たつうちに、男が眠る小屋に灰色の男があ

の子猫をさずかった母猫のレポートを、あくまで新聞記

らわれるようになった。まよなかすぎ、灰色の男はのし

事として、ネタ話ではなくて、その事実と表情、子猫た

かかるような声で男にきく。

ちの動きだけにしぼって書いていった。

「なんのためにやっているんだ」「ただ紙を海にすて

机のひきだしに紙が20枚だけのこっていた。あと20回

てるだけじゃないか」「このおんぼろの星のどこに、お

は発行できる。男は、猫の母子の新聞をもっとも足の長

まえのくだらないニュースをまってるやつがいるもん

い海鳥にたくした。２回目、３回目の発行はいつになる

か。みんな死んだんだ」

だろうか。男は、たったいま送り出した最新版のもっと

男はねがえりをうつ。そうして身をまるめ、じっと時

も下の段に、はじめて社説をのせた。

がすぎるのを待つ。朝の光がやってくると、バネじかけ

男は書いている。いいことでもわるいことでも、新し

のようにおきあがり、島じゅうを歩いて、今週のニュー

いことがおきれば必ず、当新聞はことをねじまげず、透

スのたねをさがしまわるのである。

明な水にくぐらせるようにお伝えします。新しいことを

東の空がまっくらになった。かと思うと、鉄釘のよう

知らせる鳥。子猫たちをまのあたりにした母猫。そうし

な雨が地表にふりささった。鳥たちはどうくつににげこ

た記者たちとお伝えするニュースが、たったひとり、あ

んだが、まにあわなかったものも大勢いた。男は猫を抱

なたの目にしかとどかなくても、鳥や猫、当記者は満足

きかかえ、印刷機の上にのしかかるような姿勢で、雨雲

しています。なぜなら、新聞はそうした小さなものたち

がとおりすぎるのをまった。雨があがって外にでると、

のために、ささやかでも声をあげ続けるものですから。
オワリ

紙をおさめていた倉庫がやられていた。
男はひざをかかえ、じっと黒い海をみていた。自分が

（小説執筆の所要時間約24分）

ほんとうにこの世にたったひとりだとするならば、声を
あげたその声は、いったいどうなるのか。宇宙にひろが

題名は「新聞」です。

り、そのまま消えることも、うけとめられることもでき

原稿をコピーして、会場のみなさんにプレゼントいた

ないで、漂泊しているばかりなのか。男はその夜、砂浜

します。ただ、表紙はみなさんに差し上げますが、本文

でねた。星のない空全体が灰色の顔のように、男をみお

の５枚は、１人１枚ずつです。５人でグループを組んで

ろしていた。

コンビニなどでコピーし、完全版をつくってください。

翌朝、あみをみにいくと、アジとタコがたがいにから
みあいながら浮上してきた。少しはれた気分で小屋にも

その後で、みなさんで喫茶店へ行くなりして、交流を深
めていただければということでございます。

どった男は、寝床をのぞきこむや、息をのんだ。やわら

後半は、みなさんからの質問に答えます。その場小説

かな毛布の下でメス猫がよこたわり、そのわきにはモゾ

の話はちゃんとしますから、それ以外の、『よはひ』の

モゾうごきまわる小さなしっぽをもった物体が五匹い

ことや、僕がこれまで書いた小説、大阪のことなどをご

た。男はアジをやわらかくにつけ、小骨をとると、寝床

質問いただくと、ありがたいです。
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よくわからないんです。そのつもりで分量を

いしい

■ 質問に答えて ■

決めているわけではありませんので。今日のその場小説

中之島どくしょ会後半では、朝日新聞大阪本社生

は、３～４枚じゃないでしょうか。

活文化部の野波健祐記者が聞き手として加わり、い

『よはひ』は、『よはひ』という題名で、集英社の文

しいしんじさんが、会場から寄せられた質問に答え

芸誌『すばる』に連載するということだけが決まってい

ながら語った。

ました。元々は、ばらばらの話を書くつもりでした。ピ

（抄録）

ッピがその頃２歳半で、お子さんをお持ちの方、育てた

「その場小説」ピッピが鍛えた

経験のある方おわかりと思いますが、しゃーっと育って
よわい

いく時期だと感じていたんですね。齢ということに関し

あの速さで手書きで物語を紡ぐということに、

て、この人は今、一番、自分の身の回りに勢いを持って

驚かれた方も多いと思います。『よはひ』も、今日のそ

いるので、小説に登場してもらって、話全体、この連載

の場小説のような感じで書かれたのですか。いつも手書

に勢いをつけてもらおうというぐらいのつもりで、「二

きですか。パソコンで打つのですか。

歳五ヶ月のピッピ」という一話目を書きました。

野波

書き方は全然違います。普段はノートにさっ

それからしばらく、ばらばらの話を、いろいろ続けて

と書き、パソコンで打ち直しています。普段の小説は、

書いていきました。そろそろ１年やなと思ったときに、

先ほど言いましたように、終わりがすぐにはやって来ま

ふっと、また出てきたんです。ピッピが。２歳５カ月だ

せん。短いものでも、原稿用紙換算で30枚ぐらいの小説

ったのが３歳６カ月ななり、ずいぶん言動が変わってい

は、１週間ぐらいかけます。１日５枚は書きすぎで、気

ます。ほかの話にも、ピッピがやたら出てくるようにな

をつけないといけないと思います。３枚から３枚半ぐら

ったんですね。「これは何かのサインを送ってるんだ」

いがいいかなという感じです。

と思って、『すばる』の編集者さんに「あと１年だけ」

いしい

ただし、その場小説に近いことを、しばらくしていた

と途中で頼んで、連載を延ばしてもらいました。

ことがあります。ピッピが２歳の頃、お話がすごく好き

そうするうちに、おやっと思いました。これは１つの

になって、朝ご飯のとき、お箸とお茶碗を前にした瞬間

行動を持っている。ばらばらの話を書いているように思

に「おとーさん、じゃ、おはなし」とせがむんです。

ったけれど、これは僕が日々やっていることなんだ。父

（隣に来たひとひ君に）じゃあ、ピッピ、今ここでやっ

さんがピッピにした話が並んでいるんだということに、

てみようか。何の話がいい？

最後になってようやく気づきました。話全体から「実

ピッピ

あのね、えっと、ん？……。

は、こういう仕組みですよ」ということを見せつけられ

いしい

お坊さんとイルカの話だったり、納豆君が出

て、「ああ、そうだったのか」とわかったいうのが正直

てきたりします。じゃあ、お父さんは話を進めるね。

なところです。27編のつながりは、最初から狙ってつく

ピッピ

えふ、わん（と、いしいさんに耳打ち）。

ったわけではありません。自然なつながりができている

いしい

わかった。「鈴鹿グランプリがいよいよ明日

かな、できていたらうれしいな、と思っています。

に迫ってきた日のことです。元Ｆ１ドライバーの中嶋悟
さんは、朝ご飯を食べていました。『今日はやけに速く
食べられるな。ああ、明日はＦ１やからか』。立ち上が

次の行がつかえたらチャンス
野波

「『よはひ』は、今まで読んだことのない形式

って散歩に出かけました。タッタッタッ。『やたら速く

の小説で、少し戸惑いました。一話一話をどのように読

歩けるな。ああ、明日はＦ１やからなぁ』。お昼ごはん

み進めればいいのでしょうか」と質問が来ています。

も速く、おやつも速く、お風呂も速く、わぁーっと入り

いしい

書いた本人が一番わかっていないというの

ました。『明日はＦ１やからな』と言って寝て、『もう

が、僕と小説との関係です。いろんな方から「こんな話

朝や。Ｆ１の朝は早いな』と言って、鈴鹿グランプリへ

でしたね」と教えていただくことが多くありました。イ

行きました。そうしたら、鈴鹿グランプリは速すぎて、

ンタビューされてしゃべっているうちに、「ああ、そう

もう終わっていました。おしまい」。

か。そうですわ」と今さら気づくこともあります。だか

とりあえず、こんな感じです。目の前のご飯を食べる
というミッションと、お話を最後までやるというミッシ

ら、「こういう話ですよ」ということは、読者のみなさ
んの方が実感があると思います。

ョンがあって、朝昼晩、それが1000回とか2000回ぐらい

ただ、書くことは、読むことの裏返しなんですね。僕

続いているわけです。だから、その場小説は、ピッピに

は書きながら、書いた１行、１行を100回、200回と読み

よって鍛えられました。

返します。そのうちに、ふっと、次の行、次の次の一文

野波

『よはひ』には27の短編があります。原稿用紙

何枚ぐらいですか。今日の小説は何枚ぐらいですか。

がわかって、また書いていくのです。１行目を書いて、
２行目、３行目がするっと出てこないときがあります。
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そういうときは、すごくチャンスだなと感じるんです。

で書かないと、そういうものは逃げてしまうんです。小

「あれっ、ひっかかった。悩むな」じゃなくて、それは

説にならないんです。人間は何で生きているんやとか、

小説が「飛びたがっている」証拠だと思うからです。

死んだらどうなるんやとか、根っこのところに触れたい

例えば、パンの葬式。僕もびっくりしましたけど。自
分が空洞みたいになって、思いもよらないものが、自分
を通過してぽんと出てくるんです。

がために、本気でやっているところがあります。
ある犬が死んだ場面になります。「パチ、しんじゃっ
たら、どこにいくのん」と、ピッピは切実に聞くんです

読んでいると話が急に飛ぶ。素直に地続きでつながっ

ね。「うんてんしゅさんやったら、わかるかなー」っ

ていってくれない。そういう実感をこの方は質問されて

て。それに運転手さんは即答するんです。「こうやさ

いると思うんですが、飛んでくださいと申し上げたい。

ん」。びっくりしましたけど、そうだなと思いました。

話と一緒に飛んでみるのも、１つの読み方ではないでし

高野山って、弘法大師が２頭の犬に連れられていっ

ょうか。「何、これ」という驚きみたいなものも、３～

て、そこで開いた。今も、お大師さんは奥の院にいて、

４回それに慣れれば、「この人は、こういう書き方なん

犬たちとご飯を食べています。僕は南海高野線のすぐそ

だな」とわかってくると思います。飛ぶことも含めて、

ばに住んでいましたから、その答えが返ってくるのは当

僕の言葉なんだということをわかっていただき、順番に

然なわけです。ある種の錯乱状態で突き進んでいかない

読んでいただくしかないかなと思います。

と、高野山には行けないんですよ。それが小説を書くと

「普段の生活が本の中に書かれているように思

野波

いうことやと思いまして、窓を開けたり閉めたりしてい

います。日常生活で考えること、感じることと、本に書

るということです。

くこととは、同じではないと思いますが、どのように関

転機をくれたチャールストン

係しているんでしょうか」という質問もあります。
いしい

僕は、すごく開けっ放しだと、よく言われま

ご出身が大阪の住吉で、東京・浅草や神奈川県

野波

す。入ってくるものは全部、入ってきたままだと。「こ

・三崎、長野県・松本、そして今は京都と、住まいを移

うしなければならない」「こうじゃないと」「こうした

されていますね。その土地の空気感などに入り込むこと

い」とすら考えていない。すると、開けっ放しの窓から

はありますか。

いろんなものが入ってきます。

いしい

もちろん。間違いなくあると思います。

でも、小説を書くとき、僕は開いている窓を全部閉め

高校二年生のとき、父から「おまえ、アメリカへ行か

ます。別に部屋に閉じこもって「入ってくるな」とか言

へんか」と言われました。父が所属している団体に、ホ

うわけじゃなくて、書くときは１人ですから、自分の中

ームステイで交換留学をする制度があったんです。僕

にたまっているものの気配を感じるために閉めるんです

は、学校の修学旅行の期間と重なっていたんですけど、

ね。そうすると、昨日聞いた、ある話と、25年前に経験

「ぜひ行きます」と言いました。

した、ある出来事が、「ここと、ここは同じか」「ここ

イリノイ州のチャールストンというめっちゃ小さい町

と、ここは、知らんうちにひっかかってたやん」という

に、引き取ってもらえることになりました。なぜイリノ

ことが起きていたりします。それは、書き出したら、く

イ州かと言うと、僕はレイ・ブラッドベリという作家が

っついているんです。

とても好きで、彼がイリノイ州の中西部の小さな町の出

その場小説も状態は同じです。話をがーっと書いてい

身だったからです。僕が初めて英語で読み通した本も、

るときは、その話の言葉を生き、その話の言葉で考え、

彼の『Dandelion Wine』（邦題『たんぽぽのお酒』）

その話の言葉をつくり上げているんですね。日常の言葉

という本でした。

は通用しません。新聞記事と小説の文章がずいぶん違う
ところが、それだと思うんですね。
小説を書いているときは、誤解を恐れずに申せば、あ

ダンデライオン

ワ イ ン

父が何で僕にアメリカ行きを持ってきてくれたのかと
言いますと……。会場に来ていますので。
いしいさんのお父さん（客席から）

中学時代にあま

る程度、精神が錯乱している状態ではあります。病理学

り勉強せなんだんです。何とかして高校で勉強させてや

的に分裂を起こしているということではありませんが、

ろうと思って、約束したんです。勉強してちゃんとした

状態として起きていることは、ほとんど妄想でやってい

ら、アメリカへやってやると。それで勉強しよったんで

ること、それこそ殺人をしていることと、そんなに変わ

す。だから、ほうびでというか。向こうへ着いたら誰も

らないと思います。

迎えに来ていなくて、英語がしゃべれないでしょう。そ

『よはひ』の中では、顔が犬の運転手さんがいまし
た。大阪市バスの住吉車庫に吉川というバスの運転手さ
んがいて、お母さんの方に紀州犬の血が混じっていると
かで、顔が犬なんですね。冗談じゃないんですよ。本気

れでも電話をしたら、かわいい女の子が出てきたと、そ
れで行く気になったと。
いしい

そうやったのか。ほんまにあれに行っていな

かったら、自分が生きている感じが違っていたと思いま
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で、できたと思うんです。行って本当によかったと思っ
ています。

終わるときは小説からサイン
国内外へ、よく旅行されるんですか。

野波

一回、園子さんと２人で、仕事でニューヨー

いしい

クへ３週間行くことになりました。ひとひが生まれる前
です。園子さんが大きなトランクに荷物を詰めながら、
集英社刊、税込み２１６０円

晴れ晴れとした声で、「今度、ニューヨークで、何が一
番の楽しみ？」と聞くので、反射的に「最後の日が、一
番楽しみやな」と答えました。そうしたら「しんじさん
は、本当に旅行が嫌いなのね」と言って、しゃーっとチ
ャックを締めて、どこかへ行ってしまったんです。
そうじゃなくて、旅行というのは、始まりがあって終
わりがある、パッケージされた時間なんですね。持ち運
びができるし、記憶から取り出して「ああ、よかった
な」と確認することができます。そういう意味で僕は、
１つのまとまりになる旅行という時間が楽しみだなとい
うことを言ったと思うんです。園子さんは今も、ため息

す。ちょうどいい時期に、ちょうどいい場所に行くこと

をつきながら、「しんじさんは、別に外国とかに行かな

ができました。日本人を見たことがないようなところ

くてもいいもんね。京都に、毎日旅行してるもんね」と

で、いじめられもしましたし、観光なんか全然しないわ

言います。

けですね。でも、何もないけど人間はいる。イリノイの

確かに、今日の僕は、大阪へ旅行に来ています。明日

州立大学の分校みたいなのがあって、そこでのふれあ

起きたら、京都旅行です。近所の岡崎公園へ行ったら、

い、すっごく大きいんです。濃密な時間があって、自分

誰かとまた会う。全部が新鮮なんです。物忘れが激しい

が生きている世界は、自分が思っていたよりも広がりが

分、すべてのことに驚けるということが取り得でして。

あることを知りました。
子どもの頃に思ったことがありました。僕がニューヨ
ークとかロンドンと思っている瞬間に、ニューヨークと

さっき言われた、普段は開きっぱなしだという

野波

ことにも通じるのでしょうか。
いしい

そうですね。楽しみにしていた旅行というの

かロンドンとかが爆発して、なくなっているかもしれへ

は、旅先でいろんなことが同時に見えたり、日常では考

んと。そしたら、自分がぽつんと、真っ暗な中に浮かん

えつかないくらい体が動いたり、いろんなことがすごく

でいる感じがして、怖かったんです。

うまく回ったり、20年会っていない友だちとバルセロナ

でも、チャールストンへ行ってからは、俺はチャール

の道端でばったり会うかもしれません。そういうことが

ストンのことを今まで忘れていたけど、チャールストン

起きるんですね。開いているから起きるんだと思います

はきっとあるなという風に、考え方が変わりました。気

が、そういう意味でも僕は開いているつもりです。

になる場所があったら行ってみるくせが、将来に小説を
書くためとかではなくて、すごく深いところに刻まれま
した。

野波

『よはひ』でも、ほかの小説でも、終わりっ

て、どのように決まるのですか。
いしい

小説の方がサインを送ってくるんです。「も

引っ越しの大半は、よんどころない事情からです。例

うそろそろ終わるで」って。小説の声を聞いて、伸びた

えば、家賃を払えなくなったとか。入籍した（妻）園子

がっている方に言葉を伸ばしていくことが、僕が毎日し

さんが信州の松本で職人さんに弟子入りしていたので、

ていることです。『よはひ』があの長さになったのは、

ばらばらに住むのは不自然やから松本に移ったとか。松

途中で「終わりやで」と言わなかったからです。ピッピ

本の家の契約が切れ、園子さんが「京都はどう？」と言

とお父さんの関係ですが、はじめは、ときどき、お父さ

って京都になったとか。

んがピッピに「おはなし」をしています。それが、ひょ

そんな感じはあるんですけど、「日々の行動は、やっ

っとしたら、いままでの全体が、「おはなしのおとうさ

てみな、わからへんな」とか、「わからへんから、とに

ん」が「おはなしのピッピ」にきかせていた「おはな

かく書いてみよう」とか、そういうドライブの仕方で物

し」だったのか。そう見えた瞬間、小説が終わっていく

事を進めていくのは、あのときのチャールストンの経験

気配がするわけです。
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最後の最後になって、「もうそろそろ終わるから準備

したか。

しろよ、心がまえをしろよ」「耳をもっと澄ませて、よ

いしい

史上最長の小説は多分、ヘンリー・ダーガー

く聞けよ。間違えたらあかんで。間違えても、しょうが

という、アウトサイダー・アートと評される人が書き残

ないけどな」と言っている。そうすると、次の回はピッ

した物語だと思うんですが、原稿用紙換算で３万枚とか

ピの「おはなし」だし、もう１つ、ピッピと同い年のと

４万枚とか言われます。それでも、断片がばーっと散ら

きの「おとうさん」の「おはなし」をしないといけな

ばっているので、どういう風に終わっているのか、よく

い。

わかりません。でも、何枚という終わりがあったわけで

最後のエピソードは、二話、三話前ぐらいから、小説
が１つの文章を「最後はこれだよ」という感じで、チカ
ッ、チカッと送ってきました。どういうことかと言う

すね。
小説には、始まりと終わりというのが絶対に必要だと
思うんです。

と、「五歳のピッピが『おはなし』のピッピに『さよな

ジョン・コルトレーンというジャズのサックス奏者が

ら』をいいにいく」。この一行を書けと小説が言ってい

いますね。コルトレーンのすごいソロ演奏の録音テープ

るのです。そうか、実年齢のピッピが、「おはなし」の

が見つかって、「84時間、吹き続けている、それが出て

なかのピッピに、別れを告げにいく、そういう話なんだ

きたんだよ、聴くか」って言われたら、マニアなら聴く

ということが、二話ぐらい前にわかります。

人はいると思います。でも、84時間だから聴けるんで

最後の「おはなし」は、小説自体の終わりであり、
「さよなら」でもある。むこうからも、そのような声が
きこえる。だから、書いていて、自分で決めている感じ
がしないんです。
野波

つ

小説を書く瞬間は、一種の狂った状態、物憑き

みたいな状態なのかなと想像しますが……。

す。終わりがない音楽は、絶対に聴かないです。それよ
り先に、僕たちは死にますから。
死ぬというのが、一番の終わりなんです。生まれると
いうのが、一番の始まりなんです。その始まり、終わり
が人間にとって一番大事で、それを超える始まりと終わ
りなんて、ないんですね。終わりのないものなんて、そ

今しゃべっている、しゃべり方も、そんな感

れぞれの生とか死に対して、おこがましくて、しようが

じだと思いますよ。透明な状態で、頭はすっとして書い

ない。「俺は、終わりのないものを書いているぜ」とは

ているんですけど、そこで、「おはなしのピッピ」とか

言えない。山や空に終わり、始まりはないかもしれな

「五歳のピッピが『さよなら』をいう」といった言葉

い。けれども、それは、人間がその中で生きて死ぬから

が、自分で書いたのでも思いついたのでもなく、気がつ

ですね。

いしい

いたら、いつのまにか「おはなし」の先端に「ある」ん
です。

人間は、始まりがない、終わりがないものは、つくれ
ないと思いますし、それは作品とは言えないと思いま

そういうのが、飛んだということだと思います。終わ

す。それよりも、それぞれの生を生きて、死を死ぬとい

るというのは、それぐらいの飛び加減がないと終わらな

う方が大事だと思います。

い。自分の中で「これは明らかに、終わるための言葉だ

次作は６月に本格的な短編集

な」というのが小説の中にあって、それはいくら考えて
も、自分では考え出せないんです。窓を全部閉め切った
机の周りに、ひゅっと言葉が出てくる。ずるずるって、
ひもみたいに下の方から出てくることもあるし、ぽつ

話は戻りますが、先ほどのその場小説、ああい

野波

うのもすっと終わるものなのですか。
あれぐらいの長さって、出来事が起こって、

いしい

ん、ぽつんと、フレーズみたいなもので出てくることも

意外なことが起きて、しゅっと落ち着くところに落ちる

あります。そのフレーズをぽっと見て、「これね」と言

ようなものなんです。そういうスタイルが、自分の中に

って写すと、その続きがずるずるっと、手元で伸びてい

あるんだと思います。それに乗っかっていけば、ある程

ったりする。

度、ワンクールで終わることができます。

その中で、とりわけ輝きが強い、終わりの向こうで光
を帯びているような言葉があって、始まりと終わりの言

新刊の予定などを紹介してください。

野波
いしい

『毎日が一日だ』という、毎日新聞で２年半

葉は特別の光を持っていると思うんですけど、これを終

連載していたダイアリーが本で出ます（毎日新聞出版

わりに使います。

刊、税込み1,944円）。新潮社からは６月に、短編集が

つまり、「話全体が終わりだよ」と、言葉の方が教え

出る予定です。本格的な短編集です。

てくれているんだなと思います。その語をていねいにつ

イベントも頻繁にあると思います。お知らせを、イン

まみあげ、「おはなし」に埋め込むように書いて、そし

ターネットの「いしいしんじのごはん日記」というペー

てその場面が終わったら、小説は終わっています。

ジの催し欄に載せています。コンピューターで見るのは

野波

どうしても終わらない小説も、過去にはありま

無料ですから、ぜひごらんいただければと思います。

カラヴァッジョの
森村泰昌さんに教わった
真筆か
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「ユディト」に別作品
フランスのトゥールーズで屋根裏から見つかった「ホ
き

ロフェルネスの首を斬るユディト」と題された油絵が、
イタリア・ルネサンスの巨匠、カラヴァッジョの作で、
１億㌦以上の値打ちがある――と、その道の権威たちが
みているというロイター通信の記事が、朝日新聞の友好
英字紙、ザ・ジャパン・タイムズ／インターナショナル
・ニューヨーク・タイムズの４月14日付１面に、カラー
写真入りで出ていた＝写真上。
アッシリア軍に包囲されたベトリアの町で、美しく信
仰厚い未亡人ユディトが、敵将ホロフェルネスを酒宴に

いにローマへ戻る途中、38歳で客死したカラヴァッジョ

招いて酔いつぶれさせ、首を切り落として町を救ったと

型破りな生涯を紹介。「ユディト」を含む主な作品を取

いう、旧約聖書に出てくる物語を題材にした絵だ。

り上げ、「虚飾を取り去った宗教画に同時代の人々を普

後ろのページに載った詳報によると、絵の状態は良好

通のいで立ちで登場させ、深い闇と光の対比の中にリア

で、1600〜1610年に描かれたとみられるという。すると

ルな人間像を浮かび上がらせた。ルネサンスとバロック

ローマのパラッツォ・バルベリーニ国立古代美術館にあ

を橋渡しした重要な画家」などと話してくれた。

る世に知られた同名の絵（1598年）＝同下、ウィキペデ
ィア日本語版より＝より後年の作ということになる。

２枚の「ユディト」は、同じ女性をモデルにしたよう
しんがん

だ｡ しかし、絵の真贋など私にはもちろんまるで分から

この遠いヨーロッパのニュースが、にわかに身近に感

ないが、顔に漂う愁いの影が、２つの絵を隔てたわずか

じられた。ちょうどその少し前、カラヴァッジョについ

数年の間に、別人かと驚くほど濃くなっている。画家が

て現代美術家、森村泰昌さんの講演を聴いたからだ。

生涯胸に抱えた深い心の闇が見えるようだ――と、森村

名画に登場する人物などに扮したセルフ・ポートレー

さんの教えを受けた後の目には映った。

トで知られる森村さんは、大規模個展「森村泰昌：自画

大阪の個展には、「聖マタイの召命」（1600年）など

像の美術史―『私』と『わたし』が出会うとき」（国立

のカラヴァッジョの絵をモチーフにした作品３点が出品

国際美術館／朝日新聞社主催）を大阪で開催中。そこで

されている。そこでも、この巨匠へ注ぐ森村さんの熱い

取り上げた画家らを解説する連続講演の１回だった。

まなざしを感じた。

森村さんは、若くして人気画家となったのに、人を殺
してお尋ね者となり、流浪の果てに教皇庁の恩赦をもら

（黒沢 雅善）

◆「森村泰昌：自画像の美術史―『私』と『わたし』が
出会うとき」は６月19日（日）まで。20㌻に広告
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鹿児島市

知覧――。この美しい語感の名を持つ土地は、若い命を散らせた特攻の最前線基
かい こう

ゼロ

自爆テロにも通じる。いずれも大義あっての行為だが、自国防衛のために戦った特
攻隊員と無差別攻撃のテロ犯は同列にできない。しかし、本誌３月号（No.179）に
書いたアウシュヴィッツ同様、人が人を殺す「戦争の狂気」がなせる業だ。そうし
た思いを胸に３月中旬、鹿児島県の知覧を訪ねた。特攻の痕跡を垣間見たに過ぎな
いが、２つの本を絡め、お伝えする。

（文化ジャーナリスト 白鳥 正夫）

贖罪引きずった元隊員の物語
知覧は太平洋戦争が始まった1941年、陸軍飛行学校の

桜島

南九州市

尚樹さんの小説『永遠の０』でも取り上げられていた特攻。ＩＳ（イスラム国）の

旧陸軍知覧飛行場跡

地だった。６年前、私の知人が『知覧 ６月３日の邂逅』という本を出した。百田

開聞岳

の依頼を受けた。親交のあった立松さんは、私の懇請に
応じ、４日後に序文を仕上げられた。立松さんはその翌
年２月に急逝されたため、遺稿のようでもあった。

分校として開設された。沖縄戦における陸軍の特攻作戦

標題となった作品は、知覧を訪ねた主人公が、かつて

は45年３月から７月まで続き、知覧を始め熊本県の健

は特攻隊員として出撃したもののエンジンの故障と偽っ

軍、宮崎県の都城、さらには統治下の台湾などからも出

て生還してきた男と出会い、その男の消息を追う物語

撃している。戦死した陸軍の特攻隊員1036名のうち、本

だ。文末に、登場人物はフィクションと断るが、主人公

土最南端の知覧からは439名にも及ぶ。

は筆者自身であり、特攻隊員ではないが、海軍の飛行機

冒頭の『知覧 ６月３日の邂逅』（2010年、文芸社）
を書いたのは、高校まで同じ学校に学んだ同級生のご主

乗りで戦死した長兄を持ち、知覧での出来事などもほぼ
事実を元に書かれたと思われる。

人である西山慶尚さんだ。西山さんは東京教育大学理学

元特攻隊員は戦後、苦難を乗り越え会社の経営者とな

部を卒業し、愛媛県内で高校の理科の先生を勤められ

るが、上官や仲間を裏切った贖 罪の念を引きずってい

た。定年退職の２年前から文芸同人誌『海峡』に参加

た。同じ宿に泊まって、封印していた極秘体験を告白

し、作品を発表し続けている。

し、主人公の宿代も払って早朝に姿を消した。お礼をし

しょくざい

2009年秋、奥さんから、８つの短編を収めた本の序文

たいと主人公は元特攻兵の所在を捜す。元上官の名を名

を作家の立松和平さんにお願いしていただけないか、と

乗っていたこともあってつかめなかった。やっと住んで

向かい合って立つ特攻勇士の像「とこしえに」（左）と母の像「やすらかに」＝筆者撮影

知覧を訪ね、特攻の痕跡を垣間見る
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いた所を訪ねたときには、すでに亡く
なっていた。どんな思いで毎年知覧の地
を踏んでいたかなど真意は霧の中で物語
は終わるが、戦争は生き残った者にも、
心の傷を背負わせていることを、深く重
く伝えていた。
筆者の西山さんはあとがきに、「あれ
だけの犠牲と悲劇をもたらしたあの戦争
のことも、やがて人々の脳裏から完全に
忘れ去られてしまうでしょう。（中略）
私が戦争のことを書く理由のひとつはこ
こにありました。極めて断片的ではあり

杉林の中に復元された「三角兵舎」＝筆者撮影

ますが、あの戦争のことを記憶にとどめ
ている者の一人として、それを書き記すのは、私のささ
やかな務めでもあると思ったのです」と記す。

はや て

なかでも四式戦闘機「疾風」Ⅰ型甲は実物だ。特攻機
ちょくえん

を援護する直掩・誘導などを任務としていたが、沖縄戦

ちなみに、立松さんの序文（抜粋）には、「書くとい

では特攻機としても使用された。知覧基地からも４機が

うことは、過去の命の軌跡をたどることであり、その軌

出撃し、２機が未帰還となっている。屋外にも展示され

跡を未来へとつないでいくことである。……書くこと

ていた一式戦闘機「隼」Ⅲ型甲は館内にも展示されてお

は、心を浄化する。生きるためには、書かないでいられ

り、いずれも映画配給元の東映より知覧町へ譲渡された

ないのである」と、書き留めていた。

実寸大の精巧レプリカだ。
もう一機展示されているのは、零式艦上戦闘機五二型

1000人を超す遺影が壁に並ぶ

こしきしま

丙で、これも実物。鹿児島県薩摩川内市の甑 島500mの

知覧平和公園敷地内の一角に戦闘機が置かれていた。

水深約35mから1980年に引き上げ修復したもので、損傷

近づいてみると説明文があり、一式戦闘機「隼」Ⅲ型甲

が激しく機体前部と主翼及び主脚のみ現存する無残な状

をモデルに復元されたものとあった。「隼」は太平洋戦

態ではあるが、往時を偲ばせる機体だ。

しの

争時、陸軍の主力戦闘機で、知覧の特攻基地からは九七

会館に隣接した杉林の中に、「三角兵舎」が復元され

戦闘機に次いで多い120機が飛び立っている。2007年に

ていた。敵機から見つからないようにと、壁はほとんど

公開された映画「俺は、君のためにこそ死ににいく」

なく屋根が直接地面に置かれているような形をしてい

（製作総指揮・脚本：石原慎太郎、監督：新城卓）の撮

る。内部は当時の様子がそのままに保存・展示がされて

影に使われた。

おり、当時の兵舎生活の様子を伝える。この兵舎の中で

周辺には護国神社や1955年に建立された知覧特攻平和

隊員たちは、日の丸に寄せ書きを書いたり、故郷へ送る

観音堂があり、浄財や篤志家によって建てられた特攻勇

遺書や手紙を書いたりしていた。

士の像「とこしえに」（1974年設置）と母の像「やすら

特攻も自爆テロも戦争の狂気

かに」（1986年設置）が向かい合うように建っている。
一帯にはいくつかの慰霊碑が設けられ、次第に数を増や
した灯籠が並び、鎮魂の雰囲気を醸しだしていた。

知覧を訪ねると、戦闘機や兵舎に目を奪われる。しか
し胸を打つのは死を覚悟して死の直前に綴った遺書だ。

知覧平和会館は1985年から２年かけ工事費５億円を投

特攻隊には遺骨はなく、残されたのは遺書のみだ。展示

じ建設された。延べ1600㎡の広さで、837㎡が遺品室に

された遺書は一日かけても読めないほどだ。母への感謝

充てられている。中に入るや、目に飛び込んでくるのが

が多いが、婚約者や恋人へのメッセージもある。そうし

特攻隊員の遺影だ。どの顔も10代と20代の青年の凛々し

た無念の心情が痛いほど伝わってくる。

り

り

い顔立ちだ。その下の展示ケースには、死を覚悟した特

当然ながら、「国（天皇）のために特攻す」と書かれ

攻隊員が、家族や友人に宛てた遺書や遺言、遺品などが

た遺書もあり、最期まで勇敢な意志を誇示している。そ

所狭しと並ぶ。

れが真情であったのか、特攻によって自身が死んでいく

こうした特攻隊員の遺影1036柱、遺書などの遺品が約

理不尽な現実に対し、国のためという言葉によって自分

4500点を数える。展示品のほとんどは、知覧特攻平和会

や家族に対し、言い訳や慰めにしていたのではなかった

館初代館長で元特攻攻隊員の板津忠正さんが集めたもの

のかとも思える。

という。残念ながら館内の展示品は全て撮影禁止だっ
た。

そんな一篇を、買い求めた図録冊子『陸軍特別攻撃隊
の真実

い

只一筋に征く』から引用する。
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所狭しと並べられた特攻隊員の遺影。下の

ケースには遺書や遺品が収められている＝

知覧特攻平和会館のパンフレットから転載

御母様、いよいよこれが最後で御座います。
いよいよ一人前の戦闘操縦者として御役に立つとき
がきたのです。
御優しい、日本一の御母様。今日トランプ占をした
ならば、御母様が一番よくて、将来、最も幸福な日を
送ることが出来るそうです。（中略）
短いようで長い十九年間でした。いまはただ求艦必
つと

沈に力めます。（中略）
（後略）

命を狙ったものだ。（中略）特攻で狙ったのは無辜の民
宇佐美輝夫 少尉

が生活するビルではない。爆撃機や戦闘機を積んだ航空

（福島県出身、19歳で沖縄周辺にて戦死）

母艦だ」と反論する。
確かに特攻と自爆テロはともに命を賭して決行する

何という切ない言葉の羅列であろう。戦後、平和に

が、目的が異なっている。しかし自らの意志で志願する

なった日本は、特攻隊員を祖国防衛のために自らの命を

形をとっているものの、軍隊や宗教という特殊な組織に

捧げた英霊として顕彰する。残された戦友や家族らは、

よる洗脳がまったくなかったとは言い切れない。その現

そう信じなければ、納得がいかなかったのではなかろう

実は、英雄でもなければ、狂人でもない。あえていうな

か。

ら、自らの生涯を意味深いものにしようと悩み苦しむ人

こうした特攻をテーマに百田さんが『永遠の０』

間である、と私は信じたい。

（2006年、太田出版刊）を出し、ベストセラーになっ

かつて行き詰まった日本の軍隊が究極の作戦として考

た。映画化もされた話題作だ。ストーリーは省くが、結

えた特攻だが、ＩＳによる自爆テロは日常化している。

末に進むにつれ意外などんでん返しの連続で、読者をぐ

昨今の日本では集団的自衛権が成立し、平和憲法下で専

いぐい引き込んでいく。小説の醍醐味といえる構成の妙

守防衛のはずの自衛隊が他国との交戦の可能性も現実味

とともに、「カミカゼアタック」の章があり、登場人物

を帯びてきた。いったん戦争に突入すれば作戦はエスカ

によって「特攻がテロリストなのか」のやり取りに言及

レートする。特攻も自爆テロも、高邁な精神に裏打ちさ

している件に注目した。

れるものではなく、戦争や戦闘の狂気の手段であること

くだり

「出撃の日に､ 今日は大いなる喜びの日と書いた特攻

を胆に銘じておきたい。

隊員もいます。また天皇にこの身を捧げると書いた者も

知覧を飛び立った特攻隊員が、機上から見納めた富士

います。（中略）そんな彼らは心情的には殉教的自爆テ

山のように美しい開聞岳を、私は薩摩半島の突先にある

ロのテロリストと同じです」との指摘に、「自爆テロの

長崎鼻から眺め、平和がどれほど大切なことかの思いを

奴らは一般市民を殺戮の対象にしたものだ。無辜の民の

深くした。

さつりく

む

こ

長崎鼻から眺めた美しい開聞岳＝筆者撮影

日本一の御母様、いつまでも御元気で居て下さい。
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㊧語り合う木村草太さん（右）と白井聡

㊦木村さんの著書『テレビ

さん＝４月９日、朝日新聞大阪本社アサ

コムホール

が伝えない憲法の話』（ＰＨＰ新書）

意味分からない立法は違憲
第７回 ゲスト 木村 草太さん
（憲法学者）

自民の改憲案・安保法制を批判
憲法学者の木村草太さん（首都大学東京教授）をゲス

行使を認めない９条の例外として13条の「国民の生命、

トに迎えた第７回「中之島クロストーク」が４月９日

自由……」を尊重する文言を根拠に、この範囲で武力行

（土）午後、朝日新聞大阪本社のアサコムホールで開か

使を認めるこれまでの政府解釈を「正しいと思う」とし

れました。政治学者の白井聡さん（京都精華大学専任講

ました。そのうえで、13条で認める武力行使は個別的自

師）がホスト役をつとめ、２人の間で、自民

衛権なのか、安倍政権の解釈のようにもっと

党の改憲草案や安保法制について、するどい

先までなのかが争点だったが、「国民に伝

指摘が相次ぎました。

わっていない」と指摘しました。

まず、自民党の改憲草案について、木村さ

マスコミがあまり触れなかったこととし

んは「少数の思いを共有する人たちが遊びで

て、安保法制の付帯決議を取り上げました。

書いたもの」で、自民党の議員にも「法律の

参議院のミニ政党が歯止めとして、海外派遣

条文にこういうことを書くとこう使われると

された自衛隊の報告義務を「２年ごと」から

いうことが分かっていない」と話しました。白井さん

「180日ごと」に変更しており、「国会が常に監視でき

は、議員がこんな変な憲法草案ではだめだと思っていて

る仕組みを約束させた」と紹介しました。安保法制は今

も、安倍首相の執念が勝り、「結局、今の草案が強行さ

後、個別に条文を変えることができるので、特に問題が

れる可能性がある」としました。また、集団的自衛権が

ある法案を集中的に論議してほしい、と木村さんは要望

憲法の何条に違反するか、という点について、木村さん

しました。

は、前提となる存立危機事態が「どういう事態か誰も説

「中之島クロストーク」は２年目に入りました。今回

明できない」として、「誰も意味が分からないので、こ

も500人を超える応募がありました。

れはまともな立法ではないので、そもそも違憲」という

◇この日の詳報は、４月末の朝日新聞に掲載される予定

論理を説明しました。
木村さんは「違憲か合憲かは憲法の条文に照らして合
理的な説明ができるかどうかということ」と説明。武力

です。朝日新聞デジタル（http://digital.asahi.com/）と
WEBRONZA（webronza.asahi.com/） で も お 読 み い た
だけます＝いずれも有料
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

朝日新聞でもすでに報道されたとおり、古代国家や渡来人などの研究で知られる古代史学者で、京都大名誉教
うえ だ まさあき

授の上田正昭さんが３月13日、亡くなりました。88歳でした。京都大学教授、大阪女子大学（現大阪府立大学）
学長を歴任し、古代王権の政治制度、神話といった専門分野のほか、考古学、国文学、民俗学などを幅広く研究
し、人権問題にも積極的に取り組んだ人でした。関西スクエアの会員でもありました。上田さんと親交のあった
ソ ヨンダル

在日韓朝鮮大学人協会会長、桃山学院大学名誉教授の徐龍達さんから、追悼文をご寄稿いただきました。

追悼

敬服のかぎり―上田正昭史学 管見

去る３月13日、上田正昭先生が逝去された。
古代史学を現代化した大家。韓朝鮮からの渡来集団と
渡来文化を、東アジアに連動する世界の中へ総合的に体
系化された。日帝時代の「帰化人」の用語を、知識と技
術をもたらした「渡来人」と改めさせて定着させ、皇国
みま な

史観に連なる神功皇后の「三韓征伐」の虚実、「任那日
しょう

本府」の全面的な否定、『続日本記』に記された「詔し
のたまわ

くだら

徐家の結婚式で来賓祝辞を述

ソ ヨンダル

徐龍達

べてくださった上田正昭先生

＝１９９６年、筆者提供

在日韓朝鮮大学人協会会長

ちん

て曰く。百済王らは朕が外戚なり」、桓武天皇の生母・

たかののにいがさ

ゆが

高野新笠の百済王系出自の論証など、いずれも歪んだ古

思想の重要性を説かれた。いずれも珠玉の名文で、『上

代像を現代史に正しく反映させた功績は大きい。

田正昭著作集』（角川書店）に生きる。

上田先生は筆者の還暦記念論集『アジア市民と韓朝鮮

上田先生は古代史や古文書に埋没することなく、マイ

人』（日本評論社）に「文化の基層と渡来の文化」を寄

ノリティの人権問題にも熱意をそそがれ、国際在日韓国

稿され、日本人は単一民族ではなく、渡来の複合民族で

朝鮮人研究会の顧問、世界人権問題研究センター理事長

あることを論証された。また、日高六郎・徐龍達編『大

を務められた。同センターに「定住外国人の人権問題」

学の国際化と外国人教員』（第三文明社）には「誠信の

の研究部会を設置され、新しく「人権文化論」を提唱さ

まじわり」を寄稿され、「誠意と信義」によって日本と

れている。東京と京都で開催された「定住外国人の国公

韓朝鮮の友好を目指した江戸時代の儒学者、雨森芳洲の

立大学教員任用問題」シンポジウムのよびかけ人にも

あめのもりほうしゅう

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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のり と

参加され、外国人任用差別の撤廃運動にも心を砕かれ

めに、わざわざ祝詞を書き

た。国公立大学に外国人は昨年末現在で3,088人も採用

＝写真＝、朗読してくれた

され、日本の国際化と文化交流に貢献している。

ことだった。祝詞の文意は

上田先生の思想は、人間の共生のみならず、山野、動
植物、自然環境の保全にも及ぶ。

要するに、日本と韓朝鮮と
の交流、自由と平和共存を

山川も  草木も人も  共生の  いのち輝け  新しき世に

うたいあげたもので、上田

これも秀作だ。

先生は前代未聞だと驚き、

上田先生との想い出は尽きない。桃山学院大学での人

林屋先生も画期的と言われ

おも

権講演をお願いしたり、私的には娘二人の挙式に来賓祝
辞をいただいたりしたことを光栄に思う。

１５

ていた。
その後、祭神が生き生き
よみがえ

とりわけ、伊勢神宮と出雲大社巡りは懐かしい。1973

と力を得て蘇るという20年

年、宮中に伝わる韓朝鮮渡来の舞楽を鑑賞するために伊

に１度の遷宮があり、60年

勢神宮を訪ねたときのことは、忘れられない。一行は作

に１度の本殿の大規模修理

家・金達寿、上田正昭、京都大学教授・林屋辰三郎、随

は、2013年に伊勢神宮と出

筆家・岡部伊都子、ドイツ文学者・鈴木武樹、高麗美術

雲大社が重なった。上田先

館理事長・鄭詔文（敬称略）と筆者ら多数。広い舞台で

生もその行事をじっくりご

演じられた「納 曽 利 」「胡 蝶」などの舞楽は、装束の

らんになって神に召され、

袴、足袋、宮司の履く木沓などが韓朝鮮そのものなのに

延喜式内社の社家として、
ほっとしておられるに違いない。ひたすら「先生の思

キムダル ス

チョンジョムン
な

バジ

そ

り

ボ ソン

こちょう

ナムシン

驚いた。「神代文字」もハングルの変形だった。
さらに度肝を抜かされたのは、伊勢神宮側が一行のた

想、永遠なれ」と、お祈りする次第である。

花を

訪ねて

奈良県高市郡明日香村・飛鳥寺前で

晩春の大和路を彩る

レンゲ
マメ科

花言葉：心がやわらぐ

野にかへり春億万の花のなかに探したづぬるわが

が、ピンクのじゅうたんのかなたにかすむ。
ハス

前川佐美雄（『白鳳』1941年 所収）

中国原産の越年草。花の形が蓮に似るのでこの名が

「春愁」という言葉が思わず胸に浮かぶ。作者は奈

ある。正しくはゲンゲ（紫雲英）。根に根粒菌という

良県・葛城の人。戦前、戦中はプロレタリア文学やモ

細菌を住まわせ、窒素を空気中から取り込んでくれる

ダニズムから出発して日本浪漫派へと傾斜し、戦後は

ので、花の後、土中にすき込んで肥料にされる。

母はなし

30年以上にわたって朝日歌壇の選者を務めた。
うたわれているのは、いったい何の花だろう。

しかし、そんな実用性よりも、昔の人の魂が一花ご
いざな

とに宿り、旅人を別世界へ誘うのだと思いたい。

確証はないけれど、きっとレンゲだ、という気がし

約20年ぶりで訪ねた明日香村に、変わらぬ懐かしい

てならない。晩春の大和路をめぐり歩くと、田畑一面

風景があった。ミツバチやハナアブに追い立てられな

に群れ咲くこの花に出会える。あちこちに残る古社寺

がら、夢中でカメラのシャッターを切った。

（雅）
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「宿命のライヴァル、マリンバ登場」

通崎睦美コンサート

今、甦る！木琴デイズ

木琴・マリンバ奏者、文筆家

通崎 睦美さんから

otonowa/）、高島屋
京都店７Ｆチケット

1910年、陸軍外山学校軍楽隊が日英博覧会に派遣さ

ショップ（店頭販売

れ、彼らはおみやげとしてヨーロッパの木琴を持ち帰り

の み ）、 大 丸 京 都

ました。これを機に、日本のクラシック音楽界における

店７Ｆ商品券売場

木琴の歴史が始まります。大正時代から昭和の初めにか

（同）、otonowa（☎

けて、平岡養一を筆頭とする人気木琴奏者が誕生。戦後

075-252-8255＝ 電 話

は、学校教育に器楽が取り入れられ、そこかしこから卓

予約のみ）

上木琴の音色の聴こえる時代がやってきます。しかし

◇主催・お問い合わせ

1950年、アメリカからマリンバ奏者であるローレンス・

先

otonowa（ ☎ 075-252-8255

10～18時 半、 日 曜・

ラクーア牧師率いる「ラクーア音楽伝道団」が来日。全

祝日休み、土曜不定休。http://www.otonowa.co.jp）

国各地でマリンバ演奏による布教活動を行ったことがき
っかけとなり、マリンバ時代が到来したのでした。そん
たど

な歴史を音楽で辿る本公演は、木琴とマリンバを並べて
お聴きいただく貴重な機会です。さらには、アフリカの
木琴・バラフォンや卓上木琴、パーカッションまでが勢

芸能衣装の美
吉村ゆきそのの美意識
東大阪市民美術センターさまから

揃い。あなたは「木琴派」、それとも「マリンバ派」。
聴き比べをお楽しみください。
◇とき

上方舞の吉村ゆきそのは、吉村流の代表的な舞手で、

６月１日（水）昼＝13時半開場、14時開演
夜＝18時半開場

◇ところ

品の良い舞が特色です。彼女の衣裳に対する思いは深
く、独特の美意識に裏

19時開演

京都文化博物館別館ホール（京都市中京区三

条高倉）
◇出演

の舞をより質の高いも

通崎睦美（木琴、バラフォン、マリンバ、パー

カッション）、ゲスト：藤井里佳（マリンバ、パーカ
ッション）
◇曲目

打ちされた衣裳は、そ
のとしています。
芸能衣裳は着装して
舞うことによってその

〈木琴・ソロ〉寺嶋陸也：アマリリス変奏曲／

形が完成されます。美

〈バラフォン・ソロ〉野田雅巳：北落師門／〈マリン

を見つめて作成された

バ・ソロ〉三善晃：トルスⅢよりⅣ／〈木琴＋マリン

衣裳の中には、朝倉摂

バ〉モシュコフスキー：スペイン舞曲第１番、ゴセッ

（1922〜2014

ク：タンブーラン、パガニーニ：チェントーネ・ディ

術家・画家）、辻村ジ

・ソナタ第13番ホ長調／〈パーカッション・デュオ〉

ュ サ ブ ロ ー（1933〜

ライヒ：クラッピング・ミュージック／〈マリンバ・

人 形 作 家・ 人 形 操 作

デュオ〉マスカーニ、吉岡孝悦編：間奏曲～歌劇「カ

師）の作品や、ゆかりの高僧、書家の揮毫によるものも

ヴァレリア・ルスティカーナ」より他

あります。今回、有名舞踊家の技裳師（顔・かつら・衣

◇入場料

一般＝前売り3,500円、当日4,000円

学生＝

あさくらせつ

舞台美
つじむら

こ やまひろ し

裳の製作と着付までを担当）として活躍された小山拡賜

前売り1,500円、当日2.000円（いずれも税込み）

（1925〜2002）のコレクションから衣裳・櫛・かんざし

※全自由席。未就学児童の同伴入場はご遠慮ください

も展示いたします。これらは技裳師の仕事の研究のなか
Ｐ

で長年にわたって収集されたものの一部です。吉村ゆき

コ ー ド 283-143）、 ロ ー ソ ン チ ケ ッ ト（ ☎ 0570-00-

そのが多くの舞台を通して尊敬する小山拡賜の美学を紹

0407、0570-08-4005 Ｌコード 57663）、ＣＮブレイガ

介したいとの希望から実現いたしました。

イド（☎ 0570-08-9990）、イープラス（http://eplus.jp/

◇とき

◇チケット販売

チケットぴあ（☎ 0570-02-9999

５月14日（土）～ ６月12日（日）10～17時（入

2016.05

館は16時半まで）

阪市吉田6-7-22）

※毎週月曜日は休館
◇ところ

１７

◇入場料

東大阪市民美術センター（〒578-0924

東大

一般（高校生以上）500円

（中学生以下・

65才以上・障害者手帳など持参の方は無料）

「名茶があれば世は楽し…」京都吉田山大茶会
中国茶教室「茶遊サロン」代表・高級茶藝師 前田 久美子さんから
日本各地のこだわり茶の生産農家や茶房、中国、台

京都駅方面から206

湾、韓国、トルコ、インド、アフリカ、南米など、世界

系統で京大正門前下

のお茶が一堂に集まります。第７回の今年は、コンセプ

車徒歩約５分ほか

トが貫かれたキャッチコピーです。「名茶があれば世は

◇入場無料（一部に要

楽し

予約有料茶席あり）

あなたがいれば、なお楽し」。「あなた」は私の

目の前の「あなた」なのです。今年も大切な時間を素晴

◇企画・主催

京都吉

らしいお茶とお茶を愛するあなたと楽しみたい。そんな

田山市民大茶会実行

思いが溢れるこれが京都吉田山大茶会なのです。

委員会

あふ

もちろん、私も出展します。お菓子の販売、茶器・茶

◇事務局

日中文化

道具の展示や販売、笙と能管の特別演奏や舞踊もありま

交流サロン岩茶房

す。どなたでもご参加いただけます。

URL：http://www.gancha-bou.co.jp/

◇とき

５月28日（土）、29日（日）両日とも10～17時

◇ところ

◇お問い合わせ先

吉田神社境内（〒606-8311 京都市左京区吉

田神楽岡町30）

雨天時は境内幼稚園で開催

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
休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

老後の楽しい過ごし方
独居の場合 同居の場合
つじかわ耳鼻咽喉科院長 辻川

覚志

高齢者の単独世帯が増えるなか、診
療所を受診された60歳以上の方々（独
居・家族との同居を含む）と60歳以下

☎ 03-3714-7425

の様子などを紹介しています。

朝日カルチャーセンター
時半まで）

岩茶房東京

com/ で、今年の出店者一覧や、これまで毎年の茶会

町方面から203系統で京大農学部前下車徒歩約５分、

6222-5222

☎ 075-211-3983

※私の「茶遊サロン」URL：http://chayusalon.blog67.fc2.

※京阪出町柳駅から南東に徒歩約20分。バスは四条河原

朝日カルチャーセンター中之島教室

岩茶房京都

☎ 06-

９時半～18時半（第２・４日曜は13

文中の受講料は消費税込み

さんと一緒に考えたいと思います。（講師記）
◇とき
◇受講料

６月29日（水）13時半～15時
カルチャー会員

2,700円、一般 3,024円

初めてのジャズ・ヴォーカル
ジャズ・ヴォーカリスト 岩波 邦江

の若い世代も加えた合計約2000名の方

楽譜が読めなくても大丈夫。繰り返

々にさまざまなアンケート調査を実施

しメロディを口ずさむことで覚えられ

しました。その結果、ひとり暮らしの高齢者は、家族と

ます。また、英語の発音や声の出し

同居している高齢者に比べて、より満足度の高い日常生

方、リズムの乗り方もていねいにアド

活を送っていました。そして、さらにすべての年代で、

バイスします。映画「ティファニーで

人と人との付き合い方が変わってきているのではないか

朝食を」から ｢Moon River｣ を歌います。７月から定期

と思われる現状があることもわかりました。独居だけで

講座の開講を予定しています。

なく、同居されている場合でも、どうすれば快適に老後

◇とき

を過ごせるようにできるのか、この結果をふまえて、皆

◇受講料

６月14日（火）16～18時
カルチャー会員

2,916円、一般 3,240円
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室町店 〒 604-8156
京都市中京区山伏山町 536
lleno
☎ 075-221-4660 URL
： http://lleno.jp/index.html

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

書き残してこそ伝わる愛がある
リ エ ノ

lleno の手製ノート
自分用のノートをわざわざあつら

くって見せてくれた。

そのお父さんが、神田さんの闘病

えるなどということは、かなりマニ

表紙の裏に樹脂系糊を少量混ぜた

中に突然亡くなった。遺品のノート

アックでぜいたくな趣味だろう。量

でんぷん糊を塗り、表紙、裏表紙、

が出てきた。「樹希入院」「今日か

産品が簡単に買える現代に、そんな

背表紙の芯になる厚紙を貼り付ける

ら点滴」……。息子の容体を気遣う

希望をかなえてくれる店がある。

＝同②③。厚紙からはみ出た表紙の

言葉が随所に書かれていた。「ちゃ

京都・室町通蛸薬師の南西角。れ

縁にさらに糊を塗り＝同④、内側に

んと自分を愛してくれてたんや」。

んがづくりの外壁に「オリジナル製

折り返す＝同⑤。あらかじめつくっ

切れかけた親子の絆を、一冊のノー

本

美しいノート」と書いた垂れ幕

ておいた中身を挟んで２つに折る＝

トが瀬戸際でつないでくれた。

が下がる。窓からのぞける店内に、

同⑥。表紙・裏表紙と背表紙の間に

だから、丹精込めてつくるノート

凝った装丁の品々が並ぶ＝写真①。

みぞをつくる竹ひごをかませ、クリ

に「何を書いてもらえるか」にこだ

ちょっと敷居が高いなぁとためらい

ップで留めて乾くのを待つ＝同⑦。

わる。今、打ち込んでいるのが、ラ

ながら、ドアを開けて入ってみたい

特別な機械も道具も使わない。元

誘惑に打ち勝てなかった。
主役は上製本型のハードカバー。
たつ き

々印刷デザイン会社を営んでいた経
験で、見よう見まねで始めた。

ストラブレターという企画だ。
「自分が経てきた人生のストーリ
ーを、愛する人に向けてつづってみ

代表の神田樹希さん（51）が表紙デ

でも、なぜノートなのだろう。

ませんか。どんなに熱い思いも、胸

ザインを、古い写真や文様を組み合

神田さんは20年ほど前、悪性リン

にしまうと消えてしまいます。形は

わせるなどして考案する。さらに、

パ腫にかかった。手術を繰り返し、

つたなくてもいい。文字に残すこと

紙質や色、入れる名前の書体やメッ

生死の境をさまよったのに、お父さ

で伝わる愛があるんです。後で読み

セージなどを注文主が選べる。

んは当時から疎遠で、一度も見舞い

返して、自分を見詰め直す手がかり

に来てくれなかった。

にもなります」

神田さんがアトリエで、実際につ

（黒沢 雅善）
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熊本地震被災者への
救援金を受け付け
熊本県などで４月14日から起きた地震で甚大な被

聞厚生文化事業団「熊本地震救援金」係へ。朝日新

害を受けた被災者のために、朝日新聞社と朝日新聞

聞紙面での匿名扱いの希望、預り証の送付が不要な

厚生文化事業団は、救援金を受け付けています。日

方は、その旨もお書きください。

本赤十字社などを通じ、救援活動に役立てます。

クレジットカード銀行振込での募金は同事業団の

郵便為替は「朝日新聞厚生文化事業団」（00920

ホームページ http://www.asahi-welfare.or.jp からお願

・6・301395) 。通信欄に「熊本」と明記してくだ

いします。手数料はご負担願います。物資はお受け

さい。現金書留は〒104-8011（所在地不要）朝日新

できません。

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼みなさま、お別れの時が来ました。関西スクエア事務

始めたのです。ところが、

局長を２年余り務めさせて頂きました。５月から「公益

どのサクラも見頃が短く、

財団法人

香雪美術館」（神戸市）へ出向します。朝日

満開になったかと思うと、

新聞大阪本社のある中之島フェスティバルタワーの西隣

あっという間に散ってしま

にフェスティバルタワー・ウエストを建設中です。そこ

います。淡い色なので、光の微妙な具合で撮れ方が大き

に香雪美術館の分館が入る予定です。2018年春のオープ

く変わります。しかも、名所はどこもすごい人出で、行

ンに向けて開館の準備作業にあたります。

くのにパワーがいります。目移りしてためらううち、今

関西スクエアでは「中之島どくしょ会」「中之島クロ

年も季節が終わってしまいました。写真は、そんな中

ストーク」、そして２回手がけた会員交流会も思い出が

で、わりにうまく撮れたかなと思う１枚。大阪造幣局の

いっぱいです。会員のみなさまの声が支えでした。あり

通り抜けで見た「二尊院普賢象」というサトザクラの品

がとうございました。

種です。来春にはもっと納得できるショットをそろえ、

神戸の新職場は「住宅地でランチが不自由」とか。弁
当作りを週１回から始めようと思います。

に そんいん ふ げんぞう

誌上サクラ展ができないかと夢見ています。

（黒沢）

（臼倉）

▼熊本県や大分県で大きな地震が発生し、新聞やテレビ

▼サクラの花を、なかなかうまく撮れません。昨年４月

で連日報道が続いています。断続的な揺れが被災地の方

号（No.170）の「花を訪ねて」に「サクラという植物は

々の心に及ぼすダメージは計り知れません。まずは一刻

ない。バラ科サクラ属の木々の総称だから」と書いたら

も早く揺れが静まることを願ってやみません。地震や台

「では、どんな種類があるの」との質問をいただきまし

風、集中豪雨など日本は自然災害の発生が多い国です。

た。それで、いつか誌上で紹介したいと思い立ち、撮り

未然に防ぐ手立てがあればと思うばかりです。（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。６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５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、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

２０

2016.05

【全 面 広 告】

展覧会公式サイト

http://morimura2016.com/

