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自転車レーサーの消せない刻印
近藤史恵さんと『スティグマータ』を読む

スポーツ小説に「なぜ」の謎交え
新刊小説『スティグマータ』（新潮社）の作者、近藤史恵さんをゲストに招き、第
17回中之島どくしょ会（朝日新聞社主催）が７月15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た。『サクリファイス』『エデン』に続く自転車ロー
ドレース長編の第３作。海外を舞台にして異色のテーマに取り組むようになった経緯
や、さらに複数書き継いでいるシリーズ小説の楽しさを語ってもらった。

ミステリーでもあります。その辺をご了承いただき、ネ

分からない単語があっていい
野波健祐（朝日新聞生活文化部記者＝聞き手）

本日

のテキスト『スティグマータ』は、『サクリファイス』
『エデン』に続く長編シリーズ小説です。非常に美しい
近藤史恵さん

キョウチクトウ

花を訪ねて

たま駅長の足跡を訪ねて
知の点景

高野悦子と「しあんくれーる」
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『サクリファイス』が出た10年前は、まだ自転車ロード
レースがメジャーだったという記憶がありません。どこ
からこの小説が生まれたのでしょう。

主な内容

中之島どくしょ会

タばらしＯＫということで始めさせていただきます。

とぴっく・ナウ

有機農業オープン・スクールほか
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朝日カルチャーセンター公開講座
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事務局から
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近藤

私が住んでいる場所が駅から遠くて不便で、マ

マチャリではない、クロスバイクぐらいのスポーツ自転
車を買おうと思ったんです。調べ始めたら、自転車その
ものが美しくて、合理的で、パーツも種類があって、互
換性があって、面白いと思いました。そこからロードレ
ースがあるということを聞きました。

ヨーロッパにはよく旅行に行きました。ちょうどジロ

・デ・イタリアをやっていたんです。イタリアの景色は
きれいだから、ケーブルテレビで見始めました。ランス
・アームストロングが全盛期で、日本で売っているＤＶ
Ｄを買って、売っていないものはフランスのアマゾンか
ら取り寄せて、けっこうどっぷりはまりました。
野波

もう少し具体的に。レースが面白いとか、ギア

の回り方にはまるとか、この活躍している人がかっこい

新潮文庫

いとか、いろんな見方があると思うのですが。
近藤

520円＋税

新潮文庫

520円＋税

自転車ロードレースを舞台とした

全部ですね。当時は好きなイタリアの選手もい

近藤史恵さんのシリーズ長編小説

て、イタリア語を一生懸命勉強しました。イタリアの自
転車サイトも見て回りました。
野波

失礼な質問かもしれませんが、好きだと思って

近藤

最初は、すごくお金も使っちゃっているなと思

も、小説にできるものではありませんよね

いながら見ていました。それから２年ぐらい経ったとき
に『サクリファイス』の構想みたいなものが、すっと降
りてきて、「小説にできるじゃん」と思ったんです。
野波

いわゆるアシストの選手が主人公。ここに、成

近藤

そうですね。それまでも『Over Drive』とか、

功があったんじゃないかなと思います。

自転車ロードレースを扱った漫画はありました。でも、
少年漫画はどうしても、主人公がいかに頑張って勝つか
というところに焦点が当てられます。そうじゃない話を
書くならアシストの話かなと。アシストという生きざま
が美しい、面白い、と思ったこともあります。
野波

『スティグマータ』は長編第３作です。いわゆ

るミステリーとしては、『サクリファイス』で終わって
いるわけじゃないですか。ここまで10年にわたって書き
続ける構想はあったんですか。
近藤

なかったです。ところが、『エデン』の構想が

また降りてきました。ツール・ド・フランスは、フラン
スがベースなのに、フランスのチームは当時、すごく弱
かったんです。じゃあ、フランス人のヒーローが出てき
たらどうなるんだろうというのをシミュレーションする
と、とても面白い。きれいなだけじゃなくて、レース以
外にお金とかスポンサーの問題も、どろどろと動くんじ
ゃないかというところから『エデン』ができました。

ここまで書いたら、もうちょっと書けるかなと思いま

した。『スティグマータ』は、書こうと思って構想を考
えたという感じです。
野波

これは連載ですか。

近藤

『サクリファイス」は書き下ろし。『エデン』

はメルマガ連載という、今は存在しない媒体でやりまし
た。『キアズマ』から『小説新潮』に連載しています。
野波
近藤

連載と書き下ろしは、どう違うのですか。

『エデン』はある程度書いて送って、あとはそ

っちで適当に切って配信してくださいというシステムに
していたので、あまり書き下ろしと変わりません。

１カ月に50枚、60枚を書く連載は、１回分の中に、導

入から入って最後にクライマックスが来るという風にし
ないと、私自身が楽しくないんです。すると、全体的な
作品としては変わってきますね。『キアズマ』は「何ペ
ージかごとにクライマックスがきますね」と指摘された
ことがあります。連載の１回分のクライマックスで盛り
上がっているだけなんです。『スティグマータ』はそれ
に影響を受けていると思います。
野波

このシリーズは、つるつる読めます。専門用語

がいっぱい出てきて、独自のルールとかシステムみたい
なものが入っているけれども、それでもつるっと。
近藤

私は、分からない語句が出てくるのがけっこう

好きなんです。「ここから私の知らない世界が広がって
いる」みたいなロマンがあるからです。

自転車のパーツの名前が物語の進行に重要なら説明し

ますけれども、そうじゃないなら、雰囲気だけ伝われば
いい。説明をしちゃうと、特にミステリーだと、伏線じ
ゃないか、覚えておかなきゃいけない、と読者が思うで
しょう。説明がなければ、スルーします。そういうのも
読みやすさのうちじゃないかと思います。
野波
近藤

そういう書き方は昔からですか。

かなり初期から歌舞伎ミステリーを書いていた

ので、読者は分からない単語が出てもついてきてくれ
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むとかです。『スティグマータ』にもそんな場面があり
ますけど、小説のいいアクセントになるんです。

騎士道精神は、どんなスポーツにもあるんじゃないか

なと最近、思うようになりました。プロ・スポーツはや
っぱり観客あってのものなので、見せる部分での気持ち
新潮社 刊

よさが大事です。汚い勝ち方をしてもいいんだというの
とは違うんじゃないかな。ロードレースは、特にステー
ジレースだと長いし、いろんな勝ち方というか、チーム
が目指すところは一つじゃないという複雑さもあって、

１５００円＋税

よけいにそう感じるのかなと思います。
野波

このシリーズ小説では、スペインも大きな役割

近藤

スペインは、バスクへ日帰りでちょっと行った

を担った場所になっています。バスクも出てきます。

だけで、ほとんど知りません。憧れはあるんでしょう
ね。ロードレースの伝統国はイタリア、フランスとスペ
インで、スペインの選手は強いわりに、どこか自由で野
性的な感じもして、面白いなと思います。
野波

『スティグマータ』では、最後に誰が勝ったの

近藤

書いていないことは、まだ分からないことにし

る、という確信みたいなものを持っていました。

か、もやもやしている人もいると思います。

のようなミステリーだと思います。自転車レースとミス

ておきます。『エデン』もそうでした。ミッコが勝つか

野波

『サクリファイス』はホワイダニットの教科書

テリーを混ぜるのは、ぱっと降りてきたのですか。
近藤

ドンデン返しをしたら作品として美しいんじゃ

野波

フーダニット＝「誰が」ではなくて、「なぜ」

近藤

大好きです。「あっ、すごい」と思ったのは中

ないかなという構想は、最初からありました。
というホワイダニットがお好きですか。

井英夫先生の『虚無への供物』で、あれもホワイダニッ
トじゃないですか。「なぜ、なぜ」というところが分か
ったときに、わーっと来ました。

粘りに粘って通したタイトル
野波

『エデン』以降、舞台がヨーロッパへ行きます

近藤

イタリア語の勉強は１年ぐらいでやめてしまい

ね。向こうのことを書くというのはどうなんですか。

どうか分からないという状態にして、『サヴァイヴ』を
読むと分かるということになったので、『スティグマー
タ』も多分、そのうち分かると思います。
野波
近藤

第４の長編があるということですか。

そうですね。チカが引退するところは書こうと

思います。次か、その次かは分からないんですけど。
野波
近藤

バスク美女とはどうなんですか。

それも書いていません。伊庭とくっつくかもし

れないでしょう。まだ宙ぶらりんの状態。チカは好きな
んだと思います。それだけです。
野波

『サクリファイス』を読み終えた方は、このタ

イトルしかない納得すると思うんですが、自転車レース
でこのタイトルはない、と言う人もいたでしょう。
近藤

出す前は、あんなにもめたことはないというぐ

ましたが、フランス語は10年ぐらい続けているので、あ

らい、もめました。私は、すごく頑固なわけではないと

とができます。10～12回ぐらい行っているので、空気感

を変えてください」と言われたら「はーい」と言って変

る程度、情報を翻訳じゃなくてダイレクトに受け取るこ
が分かって、フランスは書きやすいです。「ビストロ・
パ・マル」シリーズでも、フランスを舞台にした短編を
２つぐらい書いています。空気感がちょっとロマンティ
ックで、小説にしたときに雰囲気が広がりやすいです。
野波

ロードレースが分かりにくいのは、落車が起き

自分では思っています。出版社から「営業的にタイトル
える方なんですけど、『サクリファイス』のときは、し
つこく粘って、最終的にこれでいいことになりました。
やっぱり自転車ロードレースだということが分かるタイ
トルにしてほしい、という声はありました。
新潮社の編集者（客席から）

読んでいないで『サク

ると選手一同が待っているとか、一種の騎士道みたいな

リファイス』とだけ聞くと、まず「どういう意味？」

でしょうか。

ましょうか、という相談をしました。

ところです。フランスのロマンと通じるところがあるん
近藤

ちょっと違います。雰囲気のロマンティックさ

とは、ちょっとした会話とか、カフェでマンタローを飲

「何の話？」と言われるでしょう。一理あるな、どうし
近藤

『スティグマータ』は、いろいろ考えました。

単数形のスティグマよりも複数形のこの方が謎めいてい
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て、いいと思いました。『エデン』の意味も、最後にな
るまで分からないのはいいなと自画自賛しています。
野波

タイトルも、最後のページでほろほろっと意味

近藤

『スティグマータ』は、わりと最初から分かっ

ラムとかを書いていらして、当時から有名人でした。
野波
近藤

いろんなジャンルに大芸から出ておられる。

いえいえ。私たちの頃は、底辺の底辺で。大芸

が分かるホワイダニットになっています。

から出た有名人って、数もまだ少なくて、『エヴァンゲ

て、最後まで読んだときに、もう一つの別の意味が出て

すごく有名になったわけでもなかったですし。

くるという感じです。

あん の

リオン』の庵野秀明さんとかも、私が大芸にいるときに
大芸なんか出ても何にもなれないけど、「とりあえ

野波

『弱虫ペダル』がこの数年、ものすごいことに

ず、くずだから、ここにいるしかない」みたいにみんな

近藤

私の本にしては、すごく売れています。日本で

の、「何かをやってやろう」みたいな面白さはあったん

なっています。この本も売れたんですか。

自転車ロードレースを扱った小説は、その前に『銀輪の
覇者』とか何作かありました。でも、プロのレースを描
いたのは、多分初めてだと思います。

「何かをやろう」の反骨精神で
野波

近藤

いつ頃から作家になろうと思われたのですか。

『凍える島』を書いて鮎川哲也賞に応募したと

きです。中学生とか高校生のときに、友だちとリレー小
説を書いたりはしていました。
野波
近藤

最初に書いた作品が受賞したのですね。

長編で、遊びじゃなくて、ちゃんとしたものを

書いたのは『凍える島』が最初でした。

が思っていました。だからこその反骨精神みたいなも
じゃないでしょうか。
野波

芸大に入られて、勉強とか、仲間との活動も、

近藤

月蝕歌劇団というところに入って、１年半ぐら

演劇の方でやっていらしたんですか。

い役者としてやっていました。大学では、ほかの学科の
子と仲良くなって、そこにだらだらといました。『アオ
イホノオ』の雰囲気が、すごくよく分かりました。芸大
を舞台にした島本和彦さんの漫画です。みんながルサン
チマンを抱えて、暗い自己卑下と、「何かをやってやり
たい」という気持ちが入り混じった世界でしたね。
野波
近藤

文章は書かれていたんですか。

短歌をつくってました。寺山さんとか塚本邦雄

野波

それまでにミステリーも、ミステリー以外も読

さんとかのファンで。詩も。たちの悪いことに、私が芸

近藤

すごい読書家ではないかもしれませんが、本は

になるんですね。「この中では、できる」みたいな。

まれていたのですか。はまった作家は……。

好きで、よく読みました。泡坂妻夫先生とか中井英夫先
れんじょう みきひこ

生、連城三紀彦先生とかは、中学生、高校生ぐらいのと

大での優等生になるんですよ。それで、ちょっとてんぐ
野波
近藤

就職は……。

呉服チェーン店に就職しました。拘束時間が長

きに。ちょっと耽美的なミステリーにはまりました。

くて、どうしようもない仕事でした。お客さんもあまり

は、ほかの小説の女性観よりも前に進んでいたと思うん

の綾辻行人さんとか有栖川有栖さんとかを、１日１冊ぐ

その時代の女性観を今、読むときついですね。当時

ですけど、今読み返すと、もぞもぞします。しゃべり方
とか行動とかが。時代の問題ですよね。
野波

大学は大阪芸大の文芸学科。小説家になろうと

近藤

違います。高校のときから寺山修司さんのアン

来ないので、２時間半ぐらい休憩があるんです。新本格
あやつじゆき と

あり す がわあり す

らい読めるんです。それで、新本格は面白いなと思って
書き始めたのが『凍える島』です。
野波

80年代終わりの、ものすごい勢いで新本格がで

近藤

そうです。新本格ができてから私がデビューす

思って入られたのですか。

きた頃ですね。

グラ演劇に興味を持ちました。当時の関西は、新感線と

るまで５年ぐらいしか経っていなくて、自分は新本格の

ーミーとかが200人ぐらいの小劇場で見られていた時代

いたら、その後の方が長い。すごく怖いです。

か、南河内万歳一座とか、中島らもさんのリリパットア
で、本当に面白かったんです。アングラ演劇が影響を受
けた歌舞伎にもはまって、そういう研究がしたくて、演
劇関係の学科もゼミもある大芸を受験しました。
野波

日本映画界は監督からスタッフから、大芸出身

者がすごい作品を撮り続けている時代じゃないですか。

人たちを読んでデビューした気持ちでいたのに、気がつ
野波

でも、その後の近藤さんの作品群は、嵐の山荘

で密室殺人があり、探偵が出てきたと思ったら次の殺人
がありました、という風なガチガチのミステリーじゃな
いですね。
近藤

元々ストックもないし、まさか『凍える島』で

文芸学科は、どういう方がいらっしゃいますか。

デビューする予定じゃなかったので、次回作をと言われ

野修さん。ほとんど学校に来ていらっしゃらなかったら

話を書き始めたんですけど、途中で「だめだ」と思っ

近藤

私の後に藤野恵美さん。別の学科ですけど、牧
たけもと

しいですけど、嶽本野ばらさん。野ばらさんは美形で、
レースのブラウスを着て背も高くて、かっこよくて、コ

たとき、すごく困りました。『ガーデン』の原型になる
て、代わりに『ねむりねずみ』を書きました。歌舞伎の
研究はずっとしていたので、知識は普通の人よりあった

2016.8&9

と思うし、愛情もありましたので、「このあいだ書いた
やつを返してください」と言って取り替えました。
野波

歌舞伎ミステリーといえば、戸板康二さんの

が らく

「中村雅楽」シリーズが唯一にして頂点みたいな感じが

あります。それは意識されませんでしたか。
近藤

もちろん意識しました。戸板先生のあのシリー

ズは大好きです。けれども、人間国宝の歌舞伎役者が俯
瞰して世界を見るという視点じゃないですか。そうじゃ
なくて、苦しんで切磋琢磨しつつ、歌舞伎という大きな
ものに立ち向かっている若手たちを描きたかったので、
違うものを書いているという感じでした。

その意味は大きい。
近藤

好きですね。自

分もそういう人たちの一
部だという気持ちがある
ので、感情移入しやすい

の文庫とかが出回るよう
になってからです。それ
まで６年ぐらい、いろん
なところで働きました。

私の小説で一番長いシリーズで、５作出ているのかな。

「日常の謎」を描くミステリー
野波
近藤

それで、終わっちゃったんですね。

終わりました。そもそも書き始めたのが私の20

代後半ぐらいで、その間、キリコちゃんはあまり年をと
っていません。私より５つぐらい年下だったのが、今は
20歳ぐらい下になっちゃ
っているわけです。さす
がに、ちょっとしんどい
かなと思いました。
野波

すか。

一から読み直します。そ

ズのように清掃作業員も
しました。
近藤

私の大好きなシリーズです。

私はけっこう大きなビルの清掃作業員をやって

いたので、いろんなオフィスやお店など、日によって配
置される場所が変わったんですね。いろんな情報が入っ
てくるので、清掃作業員の探偵って、いけるんじゃない
かなと思って書きました。

清掃作業員って、陰うつなイメージがあって、憧れる

人はいないじゃないですか。でも、とりあえず爽快感が
あるというか、自分がやった結果が目の前に確実に存在
している。じゃあ、この仕事に誇りを持って、この仕事
が大好きな女の子というのはどうだろうと思いました。
汚れることさえ気にしなかったら、何を着ていてもいい
わけだから、おしゃれをして清掃作業をしている女の子
というキャラクターをつくりました。

書き終わったら

忘れ、また書くときは、

ので。「主人公の名前、
何だっけ？」ということ
もときどきあって。執筆
メモとかを読み返して、
「 こ う い う こ と ね、 了
解」と、また書き始める
という感じですね。
野波

今回の『スティ

近藤

そ う で す ね。

グマータ』も。

「キリコちゃん」シリー

野波

執筆スケジュー

ルをどう調整されるので

転車ロードレースの世界を舞台

れたのは、『凍える島』

すがに私はもう着られないな」というのを着せてます。

近藤

として、２００８年に大藪春彦

完全に専業にな

ちょっとお人形遊び的に、「かわいいけど、さ

うでないと次へ行けない
賞 を 受 賞 し た『 サ ク リ フ ァ イ

近藤

さんになれました。

ス』のほか、歌舞伎界やフラン

でも、専業作家

ス料理レストランを描いたシリ

野波

ーズなどを手がけている

のでしょう。

93

近藤

が出てきています。

え

スにもうなれない選手。

ファッションにも、近藤マジックみたいなもの

こんどう ふみ

クリファイス』も、エー

１９６９年生まれ。大阪芸術大

『スティグマータ』『サ

学文芸学科卒。大阪府在住。

名跡を継げない人です。

年、 デ ビ ュ ー 作 の ミ ス テ リ ー

ーズに登場するのは、大

野波

近藤 史恵さん

近藤さんのシリ

『凍える島』で鮎川哲也賞。自

野波

５

『サクリファイス』『エ

デン』『サヴァイヴ』を読み返して、もちろん大筋は覚
えていますけど、ここで何歳だったとか、ここで何が起
こったとか、ここでこういう心理になったんだなという
のを、一から考え直しましたね。
野波

じゃあ、自分で読まれて、「そうだったのか」

近藤

あります。『エデン』は、再読して、面白かっ

野波

そこまで忘れているものですか。

ということがありますか。

たですね。こんな話だったんだと。
近藤

読み直すので、失敗はないんですけど、こうい

うトークとかで話したことが、全然違っていることはよ
くあります。
野波

「ビストロ・パ・マル」シリーズも、フランス

近藤

東京創元社の担当の方がフランス語も堪能で、

が好きということですか。

６
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「フランス料理店を舞台にした安楽椅子探偵（現場に行

りも、安楽椅子探偵ということを意識しています。

ってくださいました。それを広げたという感じです。

の逆ですね。

ニットではないですけれど、よく「日常の謎」派という

的に雰囲気は楽しい感じとか、なごやかな感じで、お菓

くことなく事件を推理する探偵）はいかがですか」と言
野波

近藤さんの作品は、ある種、さっきのホワイダ

言い方をされますね。
近藤

細かくは「日常の謎」派ですね。キリコちゃん

は日常の謎じゃないと思うんですが。わりと殺人とかも
起きているので。単なるコージー（cozy）ということよ

中之島どくしょ会の後半では、会場から寄せら

れた質問に近藤史恵さんが答えた。
Ｑ

（抄録）

ちかう

誓（チカ）という主人公は、あまり聞かない名

前だと思います。どういう風に決められたのですか。
実際に誓という名前の方がいらして、いずれ

近藤

使いたいなと思っていました。チカは、スペイン語で
小さい女の子という意味。そんなあだ名の選手がいた
ら面白いなと思ったのがきっかけです。

ほかの名前は、今いる選手とあまりかぶらないよう

にというところから始めました。ニコラは、『プチニ
コラ』というフランス人だったら誰でも読んでいる童
話があって、言葉使いは悪いし、やんちゃなことばか
りするけど、すごくかわいい。それで、プチニコラが
あだ名にできると思ってつけました。
Ｑ

メネンコはひどいやつだと思います。それでも

愛情を持って書かれているのですか。
近藤

最初は「ひどいやつだ」と思いますけど、書

いていると愛着は出てきます。敵役だとしても、ある
程度その人のことを理解しなきゃいけない。嫌いなだ

けでは書けないです。もっと突き放すつもりでした
が、突き放し切れていないところはありますね。
Ｑ

近藤

チカと伊庭どちらが仲良く過ごせそうですか。
チカでしょうかね。伊庭は、遠くで見ている

分にはいいんですが、つき合いにくそう。でも、『サ
ヴァイヴ』では、妹やお母さんに優しく、そんなに強
引な人間じゃないという話を書いたつもりです。
Ｑ

近藤さんにイタリア語まで習わせた、好きな選

手は誰ですか。
近藤

ジルベルト・シモーニです。あまり器用では

ないタイプのクライマーで、大ファンでした。
Ｑ

近藤

ランス・アームストロングをどう思いますか。
メネンコを考えるとき、どうしても頭の中に

彼がありました。全盛期の選手としては、そんなに好
きではなかったです。彼のアシストだったタイラー・

コージーというのは、つまり、ハードボイルド

近藤

そうですね。殺人とかが起きるけれども、全体

子の話が出てきたり、小さな村で殺人が起こったりし

て、みんながおしゃべりをしながら、それを解決してい
くというのが基本なんでしょうかね。
野波

「チカ」は小さい女の子／敵役でも愛着／意地悪されながらツールを観戦

■ 質問に答えて ■

野波

「ビストロ・パ・マル」は……。

ハミルトンが書いた『シークレット・レース』という
ノンフィクションを読むと、すごく気難しい人なんで
す。勝たなきゃいけない、強くなきゃいけないという
意志を持っていて。メネンコも、目的のためなら他人
はどうでもいいというところがあります。アームスト
ロングと共通する部分だろうと思います。
Ｑ

チカと同じクライマーのマルコ・パンターニは

いかがですか。
近藤

私が好きになったときには、もう亡くなって

いました。彼の映画も見て、不器用な人なんだな、魅
力があったんだなというのはよく分かるんですけど、
伝説として見てしまいますね。
Ｑ

『キアズマ』という、チカが関わらない、大学

自転車部が舞台の話を書かれたのはなぜですか。

自転車ロードレースは知らないけど、『サク

近藤

リファイス』面白い、と言ってくださる方がたくさん
いて、それじゃ、強引に自転車を始めさせられる主人
公がいて、まったくゼロの状態から自転車の知識が分
かる話を書きたいなと思いました。
Ｑ

ツール・ド・フランスをフランス現地で見られ

ましたか。
近藤

見ました。カルロス・サストレが優勝したと

きですから、2008年。パリ、シャンゼリゼのゴール

で。日が沈むのが10時ぐらいなので、レースが終わる
夕方５時、６時は、めちゃくちゃ暑い。優勝候補だっ
たエバンスが優勝できなかったので、応援のオースト
ラリア人がフラストレーションをためて、私は１人で
ちゃんと場所をとっていたのに、割り込まれて、いっ
ぱい意地悪をされました。
Ｑ

小説を書くときは、どのようにして完成形まで

持っていくのでしょうか。
近藤

一応、最終場面は遠くに見えていて、そこへ

行く道を右往左往しながら歩いているという感じ。ど
こへ行くかは決めているけど、途中どうなるかはあま
り決めていなくて、半分ぐらい書いた時点で考え直す
ことが多いですね。

書きたいせりふも、その場面になったら、しっくり

７
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近藤

コージーというより、日常ですね。突飛な話を

ほど。了解」という感じで。

野波

一方でお食事、ワインのうんちくがすごい。あ

のがあるとは思えないぐらいに。

近藤

そうですね。食べていないものもあるので、本

から、料理のことを書いた絵本とか小説が好きで、何度

出さないようにしていると思います。

れも、固有名詞がいっぱい出てくるのをつるんと。

を読んで、「こういう料理があるのか」ということで書
いていることもあります。私は下戸なので、ワインが飲
めないんです。なので、ワインの味は、ワインに詳しい

し小説を書きたいと思っている人がおられたら、すご
く大事なことです。そのとき無理して書いちゃだめだ
と私は思います。
Ｑ

シーンの終わりにチカが独白する１行に、いつ

もドキッとさせられたりします。その１行は、するっ
と降りてくるものなのですか。
近藤

けっこうするっと降りてきます。こういうこ

とを書こうと決めずに、その場に来たとき、ここで何
か一言あるといい感じかなと思って、チカの心情みた
いなものを考えます。
Ｑ

『スティグマータ』の223㌻に書かれているサ

ンドイッチのジャム。『エデン』ではフランボワーズ
と認識していたが、「いい匂いのジャムがたっぷり挟
まっている。それがなんの種類のフルーツかはわから
ない。わからないことが僕の人生なのだろう、と思っ
た」と変化したのはなぜでしょうか。
近藤

ミラベルとかルバーブとか、日本ではあまり

ない種類で、そこまでは分からないということです。
フランスはジャムの種類が日本とは比べものにならな
いぐらいあって、フルーツの種類も違うんです。変化
じゃなくて、ジャムの種類の問題だと思います。

それが「僕の人生なのだろう」というのは、ミラベ

ルとかいう名前までは理解できない。そこまで覚えよ
うとはしないし、そういう風に知識を広げていこうと
もしないというのがチカの人生なのだろう――という
つもりで私は書きました。
Ｑ

近藤

ロードバイクに乗られますか。

乗らないです。クロスバイクには、春と秋の

気候のいいときだけ、乗っています。
Ｑ

今年のツールは見られていますか。今、好きな

選手はいますか。
近藤

はい、見てます。私は基本的にクライマーが

好きなので、シモーニの後は、イゴール・アントンや
アンディ・シュレク、カルロス・サストレが好きでし
た。今はオールラウンダーが強いので、すごく好きな

近藤

食いしん坊だからだと思います。子どものとき

いしそうだな」と思ってもらえるとうれしいですね。
野波
近藤

合わないときは無理せずに／難しい映像化／自分が読みたい小説を書く

と実際に書くことが合っていないと気づけるのは、も

料理がすごくおいしそうです。食べていないも

も読み返しました。書くこと自体が楽しいですし、「お

人に聞いたり、ワインの本とかを読んだりして、「なる

こないところが半分ぐらいあります。思っていること

野波

これは、ミステリーで。

そうですね。12月に第３冊が出ます。

選手はいません。でも、ペーター・サガンは、いつも
ひょうひょう

飄々としてかわいいなと思います。
Ｑ

小説を映像化する話は来ていますか。

近藤

けっこう来ているんですが、危険なので役者

さんの事務所からオーケーが出なかったとか、ロケが
大変だとかで、なかなか形にはならないんです。常に
どこかがやろうとしている状態だと思います。

でも、『弱虫ペダル』はドラマになります。舞台を

やったんですね。そのキャストで実写化するという話
です。舞台では、ハンドルだけがあるんです。みんな
がハンドルを持って、自転車に乗っていることを表現
しながら、走って演技をするんです。その評判がいい
から、実写化ということになったので、すごく面白い
です。機会があれば、ぜひごらんください。
Ｑ

いろんなシリーズの想定読者、実際の読者は、

シリーズごとに相当ばらばらなのですか。

基本的に、想定読者というのはあまり考えま

近藤

せん。自分が読みたい小説を書くという感じです。
『スティグマータ』は自転車ものが読みたい気分で。
心理描写とか恋愛要素が少なめで、ちょっとハードな
感じのものが読みたいというのもあれば、キリコちゃ
んシリーズみたいに、コージーなものが読みたい気分
があるという、という風に切り替えているだけであっ
て、読者を、あまり気にしないです。
Ｑ

実際、作品によって読者はばらばらですか。そ

れとも、近藤史恵ファン的に、層がかっちりいるとい
う感じですか。
近藤

私の小説が好きと言ってくださる方も一部い

るうえで、特定のその作品だけという方もいらっしゃ
るんじゃないでしょうか。
Ｑ

『サクリファイス』シリーズはどういう層に読

まれているんですか。
近藤

ネットの感想とか、直接の反響を見ている

と、最初に感動してくれたのは、自転車が好きで、ロ
ード好きな人たちだったと思います。『サクリファイ
ス』は、ミステリー的なファンの人に広がったと思う
んですけど、シリーズに関しては、待っていて読んで

2016.8&9

くれるのは、自転車が好きな方かなと思います。
Ｑ

逆に『サクリファイス』シリーズを読んで自転

車を買ったという方は。
近藤

いらっしゃいます。新潮社にもいらっしゃい

ますね。読み始めて自転車を買った方もいらっしゃい
ますし、ロードを始めた方もいらっしゃいます。ほか
にも何人か、直接、お手紙をいただいたり、お会いし
たりしたときに、『サクリファイス』を読んで自転車
に始めたとおっしゃる方はいました。
Ｑ

フランスでお薦めの場所、建物、お店を教えて

ください。
近藤

フランスは、いいところだけじゃないものが

今、噴出していると私は思うんですけど、異文化をけ

っこう身近に感じられるところだと思います。パリ
も、アフリカ街とかにイスラムのモスクがあって、そ
ういう人たちがすぐ身近に生活しています。モスクで
お茶ができるところとかが好きですね。パリのモスク
とかアフリカ人街は、けっこう楽しいです。
Ｑ

何度も行かれるのは、そういう、いろいろある

面白さからですか。

異文化が共存しているフランスが好き

８

近藤

都会は、どこへ行っても面白いと思うんです

けど、パリは、すぐ隣に異文化の人が共生していると
ころが、すごくいいなと思います。もちろん、今はそ
れだけではうまくいかないということもあるんですけ
ど、うまくいっている部分もたくさんあります。私が
フランスを好きなのは、そういうところです。レバノ

ン料理とか、日本では食べられないユダヤ料理とか
も、いろいろ食べられます。
Ｑ

近藤

今後の刊行予定を教えてください。

『ペットのアンソロジー』というリクエスト

アンソロジーを大崎梢さんと、坂木司さんに書いてい
ただいて、そのときに警察犬のシャルロットで『シャ
ルロットの憂鬱』という短編を書いたんですけど、そ
のシャルロットを主人公にして連作短編にした本が10
月に出ます。シリーズものとして続くかどうかは分か
らないんですけど、警察犬をリタイヤして家庭犬にな
っているという犬がメインのミステリーです。
Ｑ

近藤

犬を飼われているのですか。

飼ってます。警察犬じゃなくて、トイプード

ルですけど。

花を

訪ねて

車の排気ガスに強いので、幹線道路の緑化樹として

植えられる。かつて大気汚染公害に悩まされていた神
奈川県川崎市で、他の樹木が枯れたり衰えたりしたの
に、この木が耐えてよく育ったのが知られ、いっそう
使われるようになった。そのため、ほこりっぽい場所

大阪府豊中市・千里中央の街路で

広島復興のシンボル

キョウチクトウ

キョウチクトウ科

花言葉：注意 危･険 用･心

きれいな花なのに、ちょっと損をしている。

言われた広島市に、いち早く咲いたのも本種だった。
復興のシンボルとされて1973年、市民投票で市の花に
選ばれた。「８月６日の平和記念日のころに花の盛り
を迎え、咲き競う美しさはひとしお感慨を新たにさせ
ます」（広島市のホームページより）。

インド原産の常緑低木。赤、ピンク、オレンジ、黄

を好むというイメージが広まってしまったようだ。

などの花もある。セイヨウキョウチクトウは近縁種。

落ち度もない。もっと大事にしたい木だと思う。

ことだ。花言葉もそれに由来する。心臓発作などを引

健やかで丈夫なことは美質のはずで、植物には何の
原爆で焦土と化し、「75年間は草木も生えない」と

一つだけ要注意は、葉、茎、根などに強い毒がある

き起こすので、絶対に口に入れてはいけない。（雅）

【全 面 広 告】
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香雪美術館ホームページ

http://www.kosetsu-museum.or.jp/

９

１０

2016.8&9

亡くなって満１年

たま駅長の
足跡を
訪ねて

生きとし生けるもの、みんな平等。いや、人間より勝

る動物がいたって、いいやないか――正真正銘、大まじ
でんてつ き

し がわ

めにそんな思いを抱いて、和歌山電鐵貴志川線の貴志駅
こう ど

（和歌山県紀の川市貴志川町神戸）を訪ねた。日本国内
だけでなく、世界中の人々から愛された三毛猫たま駅長
が亡くなって満１年。生前に会うことがかなわなかった
偉大なるその人生、おっと違った。猫世の足跡を、せめ
て一端だけでもたどってみたかった。

（黒沢 雅善）

猫に人間たちが面接された？
たま駅長没後１年の６月22日。紀州路は雨だった。和

歌山電鐵が所属する両備グループの山木慶子・広報部長
（両備ホールディングス取締役）に案内していただき、
和歌山駅から２両編成の「いちご電車」に乗った。全国
の鉄道の意匠を手がけ、たま駅長のマスコットキャラク
ターも考案した水戸岡鋭治さんのデザイン。車体や座席
に沿線特産のイチゴが描かれている。

乗客は20人ほど。週日の昼間で空いていた。発車する

と、やがて家並みが途切れはじめ、窓の外に白くかすむ
森や田植えを終えた水田が見えてきた。「たまちゃんは
ね、本当にかわいくて優しくて、私たちの救い主だった
の」。景色を眺めながら、山木さんが話してくれた。

2003年、貴志川線を経営していた南海電鉄が、赤字と
乗客数の減少を理由に廃線を表明した。沿線住民らが熱

ださい」。たまと母ミーコ、同居のメスちびを飼ってい

行している両備グループの岡山電気軌道が和歌山電鐵を

の小屋が、紀の川市によって撤去されることになったの

心な存続運動を展開して曲折の末、岡山で路面電車を運
設立し、06年から運行を引き継いだ。

その初日の４月１日のことだった。開業式典を終えて

貴志駅を去ろうとした同電鐵の小嶋光信社長（両備グル
ープ代表兼ＣＥＯ）の前に突然、かっぽう着姿の女性が
飛び出して訴えた。「猫たちを、この駅に住まわせてく

た駅売店の店主だった。それまで３匹が住んでいた駅隣
だ。話を聞いて小嶋社長が、たまを「面接」した。

15年６月25日付朝日新聞朝刊に載ったたまの訃報記事
は当時のことを、「ふてぶてしいようで、どこか愛敬の
ふう ぼう

ある風 貌 」を小嶋社長が見初めて無人駅の駅長に任命
し、一気に（人気が）全国区となった、と記している。

１１
貴志駅のホームに祭られたたま神社の前で、ニ

22

日

世紀の奇跡かもしれない

21

タマ駅長が立ち会い、ＪＦＬへの昇格を祈願す

るアルテリーヴォ和歌山の選手たち＝６月

これは

2016.8&9

ストンと納得できる。驚異的な人気急上昇には、人知を
越えた何者かの見えざる手さえ感じる。

多くの人々がたま駅長に会いに貴志駅を訪れるように
なり、和歌山電鐵へ移管する前年の05年度に192万人だ
った貴志川線の年間乗車人員は、15年度は232万人に回

復した。目標とする250万人まであと一歩。「たまちゃ
んのおかげで、ここまで来られました。これから先は、
私たちががんばらないと」と山木さんは話を結んだ。

たまの薫陶受け継いだニタマ
私たちが貴志駅に着くと間もなく、サッカー関西リー

グ１部のアルテリーヴォ和歌山の坂元要介監督と選手７
人がやって来た。駅のホームに祭られたたま神社に、チ
ームの日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）への昇格を祈
願するのだという。

さんどう

あしがみ

貴志駅の４つ隣の山東駅近くにある足守神社で毎年７
ごむそうきゅう

▲貴志駅の駅舎は「たま博物館」になっ

月第１日曜に「御夢想灸」という大祭が催される。この

らを迎える＝いずれも和歌山県紀の川市

とされている。そのご利益とたま駅長の強運にあやかっ

ていて、入り口でたま駅長の看板が乗客

◀待合室に掲げられたたま駅長の写真の前
には全国からファンが訪れて花や食べ物、
動物のマスコットなどを供えた＝６月22日
私は「いい話やなぁ」と感動する一方、「待てよ」と
思った。人間の視座を離れてみたらどうだろう。
ひょっとしたら、面接されたのは実は、小嶋社長たち

の方だったのではないか。たまは「う〜ん、赤字鉄道を
立て直そうというのだから、悪い人じゃニャさそうね。
いいわ。私たちを駅に居させてくれるなら、一肌脱いで
あげましょう」と思ったのかもしれない。
そう考えると、その後のたま駅長の超猫的な活躍が、

日に灸をすえてもらうと、足の病気が治って健脚になる
て、今年こそ宿願を果たそうというわけだ。この日にち
なんで和歌山電鐵とアルテリーヴォのみなさんが、ファ
ンとマスコミのためにお膳立てしてくれたのだろう。

それより、式典を見て驚かされたのは、たま没後にた

まⅡ世を襲名したニタマ新駅長の精勤ぶりだった。

足守神社の吉田純啓別当が神前に般若心経を唱え（神

仏習合なのだ）、選手らがニタマ駅長の「皆様の足を地
域の方と一緒に守ってがんばります」と書いたぞうり絵
馬を奉納する間、駅長の制帽をかぶって社員の腕に抱か
れ、一部始終を見守った。さらに10社近い報道陣の取材

に応えて撮影のポーズ。「こっち向いて」と声がかか
る。ストロボの光を浴びても文句を言わない。式が始ま
って約20分。駅長室に戻ると、休憩を挟んでまた取材。
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駅、
㌔余りの単線鉄道。貴志駅はその

14

和歌山電鐵貴志川線は、和歌山市と東の内陸部を

つなぐ

終点だ。たま駅長をデザインした写真の「たま電

車」のほか、「いちご電車」「うめ星電車」「お

もちゃ電車」が地域の足として運行している

14

元々おとなしい性格なのか、訓練によるものなのかは

なことは先延ばししちゃいけませんね。今日はもう絶対

予想以上の働きぶりだと私の目には映った。聞けば、ニ

仕事を休んで飛んで来ました」。さらにテレビの取材を

わからないけれど、逃げ出さないで、じっとしている。
タマはたまの生前から貴志駅長代行を務め、たまからし
っかり「薫陶」を受けたという。私はこれまで新聞やテ
レビで気楽にニュースを見ていたが、たまは、こうした
仕事を黙々とこなしてきたのだろうか。遺徳がしのばれ
る。やっぱり彼女はただ猫ではない。

ただし、前出の山木さんは「催事のときはニタマを抱

っこして、人に触られないように細心の注意を払ってい
ます。負担がかからないように、撮影は５分程度。ニタ
マが帽子を脱ぎたくなったら終了です。たまにある催事

外せないと心に決め、『親の法事』ということにして、
受け、「私たちに元気をくれたたまちゃんは、私たちの
心にいつまでも生き続けます」と答えていた。

「神様が遣わしたに違いない」
１匹の猫が、なぜそんなに慕われるのだろう。人気の

秘密が、少しずつわかってきた気がした。「居場所」と
「役割」。たま駅長は、生きがいの元になるこの両方を
自然体で得ることができた、類まれなる猫なのだ。

気が置けない家族や仲間に囲まれた居場所を得て、他

には出演してもらいますが、ふだんはガラス張りの駅長

人が代われないオンリー・ワンな役割を認められれば、

そんなに働かせているわけではないそうなので、くれぐ

の程度充足できる。わかっちゃいるけど、私たち凡人

室で、のんびり昼寝して過ごしています」と言う。毎日
れも誤解のないように、念のため。

この日の催しはあまり広くＰＲしなかったそうだが、

全国から30人以上のファンが三々五々集まった。台湾か

大金や偉そうな肩書きなんて持たなくても、人はかなり
は、それができない。どうしても、あくせく金を稼ぎ、
きゅうきゅう

少しでも人の上に立とうとして汲々とする。

そんな毎日に疲れた大人たちは、人生の踊り場に立ち

ら来たという団体もいた。アイドル追っかけ風の若者が

止まって来し方行く末を眺め、たま駅長に、本来あるべ

らしい、れっきとした大人だった。意外だった。

人、猫１匹を傷付けも蹴落としもせず、ほほえんで幸せ

多いだろうと勝手に想像していたが、半数以上が社会人
「たま駅長を生前から大好きで何度も会いに来た」と

いう男性は、さいたま市から駆けつけた。新しくなった
駅舎の内部を指差し、「昔ここに改札口があって、隣の
台にたまがちょこんと座って、僕たちを迎えてくれまし
た。それだけで和んだ気分になれました」と懐かしん

だ。今のガラス張り駅長室は、これだけ人が増えるとや

き自分の姿を重ね合わせるのではないだろうか。人１

を分け与えている。なんとうらやましく、すてきな生き
方なのだと。生前と没後に贈られた多くの役職や称号は
「おまけ」のようなもので、１つもなくても、やっぱり
大勢の人が会いにやっ
て来たに違いない。

そんなことを考えな

むを得ないのかもしれないが、当時はもっとのどかで、

がら駅前広場を散策し

東京から来たという女性は「早くここを訪ねたいと思

まＭＯＭＯ」と名札が

駅長と客との距離がずっと近かったのだろう。

っているうちにたまちゃんが亡くなってしまって、生前
とうとう会えなかったの。それが残念で、残念で。大事

ていたら、片隅に「た
付いたモモの木がポッ

トに植えられ、小さな実を付けていた＝写真。たま駅長

2016.8&9

で、ほんのりうれしい気分になった。

さいたま市と東京から来た先のお二人と、和歌山駅へ

戻る電車でまた一緒になった。貴志川線は元々、沿線に
にちぜんぐう

かまやま

い

た

き

そ

ある日前宮、竈山神社、伊太祁曽神社への参拝客を運ぶ
鉄道としてできたという歴史を教えてもらった。

こんな小さな駅に、こんなタイミングで、こんなすご

い猫がどうして現れたのだろうということに話が及び、

たま駅長 年譜

「たまちゃんは三社の神様が、大事な鉄道を廃線にしち
ゃいけないよと人間たちを諭すために遣わしたに違いな
い、と私には思えてならないの」と女性が言った。

「同感です」と私も答えた。人が顧みない場所にこそ
メ

シ

和歌山電鐵執行役員の辞令を受けて

手植えした白桃だという。生まれ変わりに出会えたよう

喜ぶたま駅長＝２０１０年１月３日

が16歳の誕生日の昨年４月29日に、「傘寿」のお祝いに

１３

四つ子の末っ子として誕生。兄姉がよ

1999年４月29日

そにもらわれていった後も、母ミーコとともに貴志
駅の売店で飼われ、駅の隣にあった小屋に住む

神は宿る。今は跡形もない貴志駅の小屋が、かつて救世

2006年４月１日

岡山電気軌道が設立した和歌山電鐵が

遠い異国の聖地をはるばる訪ねるまでもない。ひょっ

2007年１月５日

貴志駅長に就任。同居のメス猫ちびと

ア

うまや

主が生まれたベツレヘムの厩のように思えてきた。

としたら私たちは、それと気付かないうちに、21世紀の
奇跡に立ち会っているのかもしれない。

貴志川線を南海電鉄から引き継いで運行開始

ミーコも同駅助役となる。このニュースが新聞、テ
レビ、インターネットで伝えられ、次第に全国から
多くの人が同駅を訪れるようになる

最初の写真集『たまの駅長だより〜いち

同年９月26日

たまの生涯が本に

ご電車で会いにきて〜』出版

課長職相当のスーパー駅長となる

2008年１月５日
同年５月

フランスの記録映画「ネコを探して」に職業

を持った日本の猫として出演し、貴志駅で撮影
同年９月26日

最初のＤＶＤ『たまはスーパー駅長〜い

同年10月28日

和歌山県知事から第１号和歌山県勲功爵

ちごの風にのって〜』発売

（わかやまでナイト）の称号拝受。たま卿となる
貴志川線に「たま電車」運行開始

2009年３月21日
同年７月26日

ミーコ死去。貴志駅永久助役に
和歌山電鐵執行役員に就任

2010年１月３日
えきちょう

新しい本『ねこの駅長たま

でんしゃ

びんぼう電車をすくった

ねこ』が出版され、著者の小嶋光信社長とニタマ駅長に
よる記念サイン会が７月15日、貴志駅であった＝写真。
「小嶋社長が社長代理を務めてくれた『たま名誉永久
こん しん

駅長』の代理となり、たまになりきった渾 身 の力作」

（両備グループ広報部）だそうで、たま駅長の生涯を、
一人称で童話風につづっている。

集まった約50人のファンと報道陣に小嶋社長が「多く

の人の心にいやしのともしびを与えてくれたたまちゃん
の思い出が胸に迫り、私自身、書きながら涙が止まらな
くなりました。多くの子たちに読んでほしい」などとあ
いさつ。さらに、この本で何を一番訴えたいですかとい

同年８月４日

猫の顔をデザインした新駅舎「たまミュ

ージアム
貴志駅」
＝写真＝
が完成
2011年１月５
日

和歌

山県知事から和歌山県観光まねき大明神に特別委嘱
される

和歌山電鐵常務執行役員となる

同年１月６日
2012年１月５日

岡山出身のメスの三毛猫ニタマが貴志

2013年１月５日

和歌山電鐵 No.２の社長代理となる

駅長代行兼伊太祈曽駅長に就任。

2014年１月５日

う質問に、「貴志川線を私たちが引き受けたとき、再建

2015年６月22日

それをたまちゃんと協力して、ここまで来られました。

同月28日

なんてとても無理で、７割方つぶれると言われました。
どんな難しいことに直面しても、希望を持って取り組め
ば、道はきっと開けるということです」と答えた。
えい ち

挿絵：永地、角川つばさ文庫、新書判、160㌻、620円

＋税、ISBN：978-4-04-631598-4。

全駅を統括するウルトラ駅長となる

鼻炎を入院治療中に急性心不全のため

死去。16歳。人間に例えると80歳くらい

貴志駅で社葬。永久名誉駅長の称号を追贈さ

れる。ファンら約3000人が別れを惜しむ

同年８月11日

ニタマが「たまⅡ世駅長」を襲名

2016年２月２日

和歌山県が、県の名声を広めた人や生

き物の業績をたたえる「和歌山殿堂」を創設し、た
まを第１号として殿堂入りさせることを発表
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独りであること―鮮烈な生の証
高野悦子とジャズ喫茶「しあんくれーる」
お盆があるせいだろうか、夏は人
んくれーる」があった北東の角は駐車場になっている＝京都市上京区

を回顧的な気分にするようだ。とう
の昔に亡くなった人と、なくなった
店のことを書きたい。

1970年頃、京都には多くのジャズ
喫茶が割拠していた。中でも上京区
こうじんぐち

河原町荒神口の市電停留所前にあっ
た「しあんくれーる」の名は、今も
語り継がれて伝説化している。

店の名を全国に広めるのに一役買

ったと思われるのが、日記風エッセ
にじゅっさい

ー『二十歳の原点』（新潮社、1971
年）だった。こちらは新潮文庫の一
冊となって今も出ている。著者の高
野悦子は、その69年６月19日のペー
ジに次のように書いている。

「『シアンクレール』にて。ホワ

イトのオンザロックを飲みながら、
ト ゥ モ ロ ー

スティーヴ・マーカスの Tomorrow
ネ バ ー

ノ ウ ズ

n ever k nows をリクエストして、リ
クエスト曲とも知らずにあまりにも

河原町荒神口交差点の東側。周囲の建物はかなり建て変わり、「しあ

レトロスペクティブ

ピッタリくるので、その曲のジャケ
ットを見にいったバカな私」

そして、５日後の24日未明、高野

は京都市内で、国鉄山陰線の貨物列
車に身を投げて自ら命を絶った。立
命館大学文学部史学科日本史専攻の

67年春、１人の少女が修学旅行で
訪れた京都に憧れ、栃木県から立命
館大学に入学した。70年安保が近づ

だ

パチンコ屋に入り、化粧をやめて伊
て

達眼鏡をかけた。あげくに、同じサ
ークルの男子学生と酔った勢いで愛
のないセックスをして後悔した。

大学では69年１月、「しあんくれ

き、全国に学園紛争の嵐が吹き荒れ

ーる」近くの広小路学舎本部棟を、

最初は「お茶をならって、ギター

女も、全共闘運動に参加した。急速

ようとしていた矢先だった。

を弾いて、静かに文学書をよむのが
何故いけないのか」と考える普通の
子だったが、大学のサークル活動な
どに次第に飽き足りなくなった。
自分が子どもっぽいと感じ、無理

全学共闘会議が封鎖した。やがて彼

『二十歳の原点』

の若く痛ましい魂の記録である。

に煙草を吸ってウイスキーを飲み、

単行本初版の表紙

３回生。20歳だった。この本は、そ

しかし、同じ志を持ついくつもの

に先鋭化した周囲の状況が彼女に、

党派が憎み争うことに心を痛めた。

か。それとも、体を張って行動する

テルでウエイトレスのアルバイトに

傍観者でいることを許さなかったの
ことが、大人になるための通過儀礼
だと感じさせたのだろうか。

親に頼らず労働者になろうとし、ホ
励んだ。ところが、そこで今度は失
恋し、身も心も疲れ果てていった。

2016.8&9
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立命館大学広小路学舎の跡に

ある「立命館学園発祥之地」

記念碑。一帯は現在、京都府

立医科大学附属図書館などに

なっている＝京都市上京区

赤青白黒のヘルメット、林立する

立て看板とバリゲード、催涙ガスの
煙と臭い……。荒れ果てて騒然とし
た大学と背中合わせでジャズを聴い
た思い出が、確かに私にもある。

少なくとも高野は、膨大なノート

を、文筆家として将来世に出ような
どというあざとい野心を抱き、得意
満面でつづったのではない。鶴が自

高野の死後、大学ノートなど十数

冊が下宿から見つかった。中学２年

ろな記憶の中にも覚えている。

真偽のほどは不明だが、「ママ」

のときから自殺する前々日まで書き

と呼ばれていた女性経営者はマイル

年分を、父・三郎氏が編集した。

ると、お忍びで店に立ち寄るという

続けた日記だった。その最後の約半
私は、高野の４年後に大学へ進ん

だ。ちょうどその春、単行本が出版
されてベストセラーになった。

「『独りであること』、『未熟で

あること』、これが私の二十歳の原

は認めないわけにはいくまい。

かにささやかれていた。

店名は「明るい田舎、野原」を意
シ ァ ン

クレール

味するフランス語 c hamp c lair の平
仮名書きで、「思案に暮れる」との

ともしゃれた命

は専ら後者のた

めの、心安らぐ隠れ家だったのだろ

まっていた。それでも、彼女がつづ

行き帰りに立ち寄ってはこもったよ

ったような日々は、まだつい昨日の
出来事として、多くの若者たちに率
直に共感された時代だった。

ン

ス

ト

原曲の詞をたどると、彼女の心境の
一端を想像できるかもしれない。
「肩の力を抜いて無心になり

気

ず

家警察権力との闘いはすでに大勢が
決し、全共闘運動にはたそがれが深

イ

したのはサックスの器楽演奏だが、

名だ。店のマッ

高野にとって

学生たちと国

先の引用文中で高野がリクエスト

持ちを鎮めてごらん／それは死では

ゃれていた。

使われていた。

定する人もしない人も、この点だけ

なっている。何

チ＝写真＝もし

の帯のコピーに

むち

になる自分を鞭打ちながら書き続け

うわさが、客たちの間でまことしや

の日に記したこ
表現を変えて本

ない持続力と集中力で、くじけそう
たのだ。彼女の生き方、死に方を肯

語呂合わせにも

の言葉が、少し

の芯を削りながら、凡人にまねでき

スと仲良しで、彼が日本へ公演に来

点である」

彼女が成人式

分の羽を抜いて機を織るように、命

う。大学を抜け出し、アルバイトの
うだ。最初はクラシックに親しみ、
学生運動に打ち込んで心の振幅が大
きくなるにつれてジャズに傾斜して

ない

それは死ではない／何も考え

虚無に身をまかせてごらん／そ

れは輝いている

それは輝いている

／内なるものの意味がおのずと見え
てくるかもしれない／それは確かな
存在
て

それは確かな存在／愛がすべ

愛とはあらゆる人々／それは知

ること

それは知ること」（『ビー

トルズ全詩集』内田久美子訳、シン
コーミュージック、改訂版2000年）
洛中にしてはのどかさが残る、こ

いった様子が、本からたどれる。

のかつての学生街でも、時の流れは

独の心』と、中学２年から高校３年

クスだ、階級闘争だ、大学解体だ、

外へ移転した。「しあんくれーる」

潮社から出て、三部作が完結した。

ってジャズにかぶれ、勝手に舞い上

続いて高校３年から大学３回生の

間の『二十歳の原点序章

未熟な孤

の間の『二十歳の原点ノート』が新

「しあんくれーる」は１階がクラ

シック音楽喫茶、２階がジャズ喫茶
しょうしゃ

だった。赤れんがの瀟洒な外壁に手
書き体の立派な看板がかかっていた

世間知らずなわがまま娘が、マル

などと柄にもないスローガンを口走
がった末に行き詰まっただけじゃな

もに当時の建物はすでにない。

石畳の路面を行き交った市電の車

輪のきしりも、歩道にまでかすかに

的外れでもないだろう。

者たちのさざめきも、彼ら彼女らが

しい。分別盛りの大人から見れば、
しかし、そう冷たく突き放す気持

ちに、私はどうしてもなれない。彼

ルス・デイヴィスの写真やサイン入

とはいえ、ともに呼吸したという、

りＬＰが飾ってあったことは、おぼ

も21世紀を待たずに店を閉めた。と

いか、と言って切り捨てることは易

こと、室内にＪＢＬの大型スピーカ
ーが鎮座し、トランペッター、マイ

速い。高野が通った広小路学舎は郊

女と同じ時代の空気を、少し後から
世代的親近感のせいだろうか。

漏れて聞こえたジャズの調べも、若
流した血も涙も汗も、すべてが遠い
彼方に消え去ってしまった。
さんさん

燦々と降り注ぐ日射しと、西に広
せみ し ぐれ

がる御所の森から響く蟬時雨だけが

今も変わらない。

（黒沢 雅善）
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イベント・出版等の情報

おおや有機農業の学校・１日オープンスクール
NPO法人兵庫農漁村社会研究所理事長・神戸大学名誉教授
６年目を迎えた「おおや有機農業の学校」では、有機

農業の基本を学びたい人を対象にした１日コースのオー
プンスクールを今夏も開校します。忙しくされていて１

保田 茂さんから

郵便、ファクスもしくはメールで。定員になり次第、
締め切ります。お問い合わせも同所へ

年間の講義と実習を受けるのは無理な方、遠隔地にお住

環境創造型農業推進フォーラム 参加者募集

農業の学校の内容に関心のある方のためのスクールで

境にやさしい農業」を目指して主催します。農業者、食

ご参加をお待ちしています。

業に興味をお持ちの方のご来場をお待ちしています。

まいで１年間大屋町まで通うのは無理な方、おおや有機
す。安全で良質な農産物づくりに取り組んでみたい方の
◇とき

８月７日（日）10時～15時（受付９時半〜）

◇ところ

養父市立大屋市民センター２階大会議室

お

おや有機農業の学校事務局（〒667-0311 兵庫県養父
市大屋市場20-1

☎ 079-669-0120

FAX 079-669-1682

E-mail：akihiro_sugimoto@city.yabu.hyogo.jp ＝ 養 父
市大屋地域局長・杉本 彰洋）

◇授業内容

・講義①＝10〜12時 「有機農業の考え方と栽培方法の
基本」講師：保田茂（おおや有機農業の学校校長）

おおや有機農業の学校の卒業

・昼食／休憩＝12〜13時

生が育てた夏野菜の即売会もあります

≪お弁当のご案内≫昼食に地元食材にこだわった「かい
この里」のお弁当はいかがですか？ご希望の方は、後
記の参加申込書にご記入ください。 1個800円
・講義② ＝13時～14時半

「保田ぼかしを利用した野

菜づくり」講師：西村いつき（兵庫県農業改良課参事
環境創造型農業推進担当）
・実習＝14時半～15時
◇定員

保田ぼかしの作り方ほか

◇参加費

40名（事前申し込みが必要です）
1,000円

◇参加お申し込み方法

「おおや有機農業の学校 オー

プンスクール参加申込書」のタイトルと氏名（ふりが
な）、住所、性別、年齢、職業、電話番号、お弁当の
要不要を記入し、「おおや有機農業の学校事務局」へ

日本の仲間たちと
台湾で街頭紙芝居をします
紙芝居師・紙芝居研修者

鈴木 常勝さんから

日本で紙芝居演じて44年 !! 台湾で中国語紙芝居20年

のおっちゃんこと私＝鈴木常勝が、日本で一緒に活動し

兵庫県が、地球環境や生物多様性に配慮した「人と環

品業界、主婦、学生、家庭菜園をされている方、食や農
◇とき

８月23日（火）13時半～16時半

◇ところ

兵庫県民会館けんみんホール（神戸市中央

区下山手通4-16-3）※ＪＲ／阪神元町駅から徒歩約７
分、地下鉄県庁前駅東１・２出入り口すぐ

◇定員

300人

◇参加無料（事前申し込みが必要）
◇基調講演

「安全・良質・美味しい京野菜をめざして

～有機農業による経営展開～」講師：長澤源一（京都
太秦・長澤農園、同志社大学大学院総合政策科学研究
科嘱託講師）

◇パネルディスカッション「環境創造型農業のさらなる

拡大に向けて～今後の課題と展開～」コーディネー
ター： 保田茂（NPO法人兵庫農漁村社会研究所理事

長）／パネリスト：長澤源一、藤本節代（三田市藤本

農園、女性農業士、有機農業指導農家）、狭間健治
（兵庫楽農生活センター就農コース研修生、新規就農
者）、鎌田妙子（生活協同組合連合会コープ自然派事
業連合常勤理事）

＝以上敬称略

◇参加お申し込み方法などの詳細は、兵庫県農政環境部

農林水産局農業改良課「環境創造型農業推進フォー
ラム担当」(〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-101

FAX 078-341-7733

☎ 078-341-7711、 内 線 4072

E-mail:nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp

URL：https://

web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/kankyoforum.html）へ

ている仲間と、紙芝居、落語、絵本の朗読、童謡などを
２日間にわたって披露します。幼児からシルバー世代ま
で楽しめます。台湾においでの方は、日本文化を一緒に
楽しみませんか。

◇とき ８月30日（火）、31日（水）、各10～15時

※昼休み（11時半～13時半）中も皿回し、コマ回し、折
り紙、福笑いなどのお楽しみあり

2016.8&9

◇ところ

交流協会台北事務所（日本政府代表部）地下
最寄り

１階・文化ホール（台北市松山区慶城街28号
駅＝南京復興駅）

◇出演者

鈴木常勝、柳生長次郎、佐野美保、橋本真樹

子、佐野友紀、伊藤恵理奈

◇出し物

１７

《紙芝居》「浦島太郎」「おさかな」「ぶた

がぶった」「うさぎにきいて」「三方一両損」「なな

ばあさんのま女スープ」ほか《落語》「じゅげむ」
「平林」《絵本読み聞かせ》「ねこのピート」ほか
《童謡》「ふしぎなポケット」ほか

「弱さをちからに、ほがらかに」
アートNPO法人 15年間の歩み

上田假奈代＝著『釜ヶ崎で表現の場をつくる喫茶店、ココルーム』

ドブックだ。著者は詩人で、ココルーム
代表を務める。
著者による回想風書き下ろし「ココル
ームにはじまる」／運動を支援している
詩人・谷川俊太郎、哲学者・鷲田清一、

「無名の存在、無名の人たちが無名の

美術家・森村泰昌の各氏と著者との対談

仲間とつくりあげた無名の何か。名前も

／写真を交えた釜芸などの活動紹介／釜

なく流れつづけてとりとめもないから生

芸の講師らが解説した「ココルームは問

き生きとしている。窪みに澱が溜まるの

い、問われる

で少し押し出そうとするが、澱が栄養に

語集や年表、など。

なることもわかってきたので少し残す｡

Ｑ＆Ａ16」／釜ヶ崎の用

「へっぴり腰がトレードマーク。弱さ

岸辺の際の、陸の領分か水の領分かわか

をちからに、ほがらかに」活動してきた

らないような際のあたりのあいまいなと

と著者は書いているが、多くの人が支え

ころに名も知らぬ草が茂り、葉を落と

る広がりと、確かな足取りが伝わってく

し、生き物たちが跳ねたり這ったりして

る。移転した「ゲストハウスとカフェと

いる」（著者による「はじめに」より）

庭

ココルーム」のジャングルのような

日本最大の日雇い労働者の街、大阪・

庭で、お茶やお酒、モヒートなど飲みな

釜ヶ崎を拠点にして、釜ヶ崎芸術大学

がら、ページをめくってみては。（雅）

（略称：釜芸）を主宰するなど、労働者
とともに学び、表現する場を創出してき

フィルムアート社（〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21

たアートＮＰＯ法人「こえとことばとこ

荒井ビル ☎ 03-5725-2001 FAX 03-5725-2626 URL：http://www.

ころの部屋」（略称：ココルーム）の、

filmart.co.jp/） 刊、 四 六 判、240㌻、1,700円 ＋ 税、ISBN：978-4-

15年間にわたる活動の記録であり、ガイ

8459-1600-9。ココルーム（☎＆FAX 06-6636-1612）でも販売中

夏祭りの三角公園に
円空さんを連れて行きます
画家・
「樂描の会」代表

本宮 氷さんから

らくがき

私たちの絵画サークル・樂描の会で円空さん（円空仏

＝写真）を彫って、大阪釜ヶ崎・三角公園の夏祭りに連
れて行きます。慰霊祭のときに一緒に弔います。そして
その円空さんを、越冬でお焚き上げしたり、川に流して
いきたいと思っています。ご希望の方がおられれば、円
空さんを差し上げます。

円空は江戸時代のお坊さんです。幼少のとき彼を助け

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからの原稿を、お待

るだけ簡潔に。写真・図付きを歓迎します。郵便また

ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動

はファクス、Ｅメールで朝日新聞関西スクエア事務局

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

（19㌻に連絡先）へ。９月は会報発行を休み、次号は

（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・

10月号となります。掲載ご希望分は９月16日（金）必

ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・案内で、でき

着でお送りください。

１８
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るため、母親は洪水で亡くなりました。円空はその供養
の意味を含め、祈願し、12万体の仏像を彫り、入定して
即身仏になりました。父親はサンカの人間で母親が育て
たとも言われています。円空は、ほこらのない村々にも
行って仏像を彫り、手渡しました。現在、5000体以上の
円空仏が残っています
◇とき

８月13日（土）～15日（月）

◇ところ

三角公園＝萩之茶屋南公園（大阪市西成区萩

之茶屋３丁目７)

～帰ってきたタカラジェンヌ～ Vol.46
女優・歌手・元宝塚歌劇団
◇とき

物園前駅から各南西約500m）

本宮 氷（☎ 080-1437-2455  E-mail：

motomiya.hyo.888@gmail.com）

円空さんを一緒に彫ってみませんか

８月６日（土）10

◇ピアノ

◇お申し込み方法

はがきで、氏名、住
所、電話（ＦＡＸ）
番号、公演日時、必
要枚数を明記し、逸
翁美術館「逸翁コン

やノミは十分ではありませんがご用意できます。揚所

サート」係（〒563-

代、道具の購入費、維持費などがかかりますので、参
ヶ崎芸術大学の方々も参加する予定です。

大阪府池田市栄本町12-27

0058
◇主催

公益財団法人 阪急文化財団

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）

ニサンザイ古墳を考える
国立歴史民俗博物館名誉教授・
総合研究大学院大学名誉教授 広瀬 和雄

百舌鳥古墳群の一角を占めるニサンザイ古墳は、墳丘
の長さ300ｍにも達する巨大前方後円墳です。墳丘は陵

FAX：072-751-2427

E-mail：itsuo-magnoliahall@hankyu-group.jp）へ

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

Ｆ

ＡＸかメール、往復

夫です。平和を願うほほえみの像が円空さんです。木

加されるときにカンパしていただければ幸いです。釜

石田美智代

指定）

す。仏様だけでなく、マリア様などを彫られても大丈

時半まで）

※阪急宝塚線

◇料金  4,000円（全席

て、三角公園に連れて行く円空さんをみんなで彫りま

ず

逸翁美術館マグノリアホール

池田駅から山手に徒

で、釜ヶ崎芸術大学（前ページの記事参照）と協力し

も

９月11日（日）16時開演（15時半開場）

◇ところ

～16時に西成市民館（大阪市西成区萩之茶屋2-9-1）

6222-5222

三矢 直生さんから

歩約10分

※南海萩ノ茶屋駅東約200m、ＪＲ新今宮駅、地下鉄動
◇お問い合わせ先

逸翁コンサート三矢直生

☎ 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

稲畑汀子が語る 高浜虚子
花鳥諷詠の継承と「ホトトギス」
朝日俳壇選者・
「ホトトギス」名誉主宰

稲畑 汀子

「ホトトギス」を有力な文芸雑誌に成長させ、多くの

墓参考地に治定され実態はいまひとつ

優れた俳人を育成した高浜虚子。講座では、2013年10月

はっきりしませんが、ここ数年、堺市

に名誉主宰に就任した稲畑汀子さんに

教育委員会がすすめてきた周濠の調査

ご登場いただき、祖父であり、俳句の

で、濠底から柱列が発掘されました。

師である虚子との貴重なエピソードを

幅12ｍもの立派な木橋が、中堤と墳丘

お話しいただきます。汀子さんは虚子

の１段目のテラスに架けられていたの

をどのように見つめ、花鳥諷詠を継承

です。それは墳丘の主軸に揃えた、きわめて象徴性の高

してこられたのでしょうか。虚子の前

いものです。大王墓の葬送儀礼を考える貴重な手がかり

半生に多大な影響を与えた子規・漱石・碧梧桐との交流

が得られたのを機会に、「倭の五王」の一人の可能性の

にも触れながら、虚子の軌跡をたどっていただく予定で

高いニサンザイ古墳を、いま一度考えてみます。

す。

◇とき

◇とき

しゅうごう

わ

◇受講料

９月14日（水）13時半～15時
カルチャー会員 2,808円、一般 3,240円

かちょうふうえい

へき ご とう

◇受講料

９月27日（火）13時～14時半
カルチャー会員 2,700円、一般 3,240円

2016.8&9

１９

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼紙と鉛筆から、パソコン、スマホへ。新聞記者の働き
方は、時代とともに変わってきました。最近、社内で目
立つのは「テレビ会議」。一方的に話を聞くような会議

んだようです。私も新聞を鉛活字でつくった時代に整理
部という職場にいて、インキの匂いをかいで紙面を編集
しました。若い頃を懐かしく思い出しました。（黒沢）

のため、大阪や福岡から上京するのは経費と時間の無駄

▼広く読んでいただきたいがゆえに、誰に向けて書いて

ら提案があり、５月に簡易型の機器が一気に10台以上導

紙は特定の層に絞った紙面づくりに挑んでいます。主に

ではないか。会社のあり方を検討する社員のグループか

いるのかわかりにくいのが新聞の一側面です。そこで弊

入されたからです。確かにメールで無味乾燥なやりとり

30代～50代の女性向けで今秋５周年を迎える「女子組」

をするだけより、相手の顔を見て、肉声を聞くことがで

（火曜夕刊）と、今春始まった新聞離れが激しい若者を

のはどうか。普段接することのない人と立ち話をした

ともに従来の殻を破らなければ成功しない試みです。こ

きるのはいい、とは思いつつ、出張の機会が減り続ける
り、夜の部でワイワイやったりするのが楽しいんだけど
なあ。時代遅れのオヤジのぼやきでした。

（中西）

▼朝日新聞大阪工場で７月26日、朝日学生新聞社主催の
朝小サマースクールが開かれ、小学生と親ら40人が、鉛

狙った「ココハツ」（土曜夕刊）はそんな挑戦の一つ。
の両方にかかわる私は、記者に「頭の硬い社内のオヤジ
連中に理解されるような企画はダメ」と言います。こわ
もてのベテランが顔をしかめるような大胆な紙面を、と
思うものの、「やり過ぎたかな」と内心ヒヤヒヤするこ

の活字を使うはがき印刷を体験しました。東京・印刷博

とも。「大胆」というのは難しいですね。

物館のスタッフから活字の仕組みなどを教わり、小さな

▼７月に入り、暑い日が続きました。涼を求めて堂島リ

活字を手で拾います。文字に目を凝らし、「あ、右と左

バーフォーラムで開催中の「アートアクアリウム展」に

が逆や」の声。小型印刷機に取り付けてハンドルを文字
通りプレスすると、名前がくっきり入った絵はがきが刷
り上がりました。バーチャルなパソコンのプリンターと
違い、目に見えるシンプルな仕組みが、新鮮な驚きを呼

（桝井）

行ってきました。出会ったのは、多種多様な金魚たち。
種類の多さに驚きました。水槽の形や大きさも様々で、
暗い室内で色々な色の光に照らされている様は、実にき
れいでした。浴衣姿がよく映える会場です。

（平野）

朝日新聞 関西スクエア事務局
なつ こ

会報編集スタッフ：中西 豊樹、黒沢 雅善、桝井 政則、平野 邦字
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
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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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