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技術を磨く。
面白く、
読みやすく
門井 慶喜さんと『ゆけ、おりょう』を読む

基本は人間コミュニケーション
「坂本龍馬の妻だからではなく、一人の独立した魅力的な女性だと感じて描きまし

た」――第18回中之島どくしょ会が10月７日、大阪市北区中之島２丁目のフェスティ
かど い よしのぶ

バルスイートで開かれ、歴史小説『ゆけ、おりょう』（文藝春秋）の作者、門井慶喜
さんが登場した。執筆の動機を述べた門井さんは、主人公の魅力を、より面白く、読
みやすく読者に伝えるために、いかに計算をめぐらし、技術を磨いたかを語った。

最後のギリギリまで「下げる」

モンゴルの孤児たち励まし21年
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主な内容

門井慶喜さん

いると伺っていますので、本の中身から一歩踏み込ませ
ていただきます。『ゆけ、おりょう』という本を、純粋

はじめまして。作家の門井慶喜と申します。
中之島どくしょ会

今日は、みなさんはすでに僕の本を読んでくださって
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花を訪ねて

朝日カルチャーセンター公開講座
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待鳥聡史さん

マージャンのスガモプリズン牌
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中之島どくしょ会

にテクニックの集成と見て、その技術的側面についてお
話をできればいいかなと考えています。このどくしょ会
ではこれまでに、いろいろな作家の方が話しておられる
そうですが、その中で一番つまらない講演にします。つ
まらないけど、一番勉強になったと思って帰っていただ
くことを目標にしていきたいと思います。

まず、タイトル。文藝春秋の小説雑誌『オール讀物』

に断続的に載せたのですが、各話のタイトル「おりょ
う、結婚」「おりょう、下げる女」「おりょう、離婚」
「おりょう、ハネムーン」「おりょう、良妻賢母」「お
りょう、龍馬なしでも」が掲載時のタイトルでした。本
になったときに『ゆけ、おりょう』という通しタイトル
を付けたという経緯です。意識としては多少、司馬遼太
郎さんの「竜馬がゆく」を下敷きにしています。

でも、まさか、そのまま「おりょうがゆく」では非常

にまずいと思いました。

おりょうさんが好きで、非常に面白いと思ったのはも

ちろんですが、その面白さは、龍馬の妻だからではあり
ません。お風呂に入っているときに幕府の捕方が来て、
裸のままで「龍馬さん、逃げてください」と言って逃が
したとか、日本初のハネムーンで鹿児島へ行ったとかが
有名ですけれども、龍馬の妻でなくても、おりょうさん

文藝春秋 刊

1,600円＋税

個人に興味があって書き始めたので、龍馬の従属物でな

は意識を持って書いています。そうすることが、読者に

がゆく」はやめようと思ったところで僕は考えが止まっ

と思っています。扇岩のパートをおりょうの結婚物語と

いおりょうさんを描いたつもりです。でも、「おりょう
てしまい、担当の編集者が、こういうすてきなタイトル
を付けてくれました。

まず、第１話の「おりょう、結婚」にテクニックが隠

されています。隠したつもりです。

冒頭の６㌻。おりょうが七条新地の料理屋兼旅館、

おうぎいわ

さんにん

扇岩に使いから帰ってきます。「例の、土佐のお三人は

対して一番いいことであって、読者が先に進んでくれる
して書いてあるので、その相手が北添佶磨なのか、坂本
龍馬なのか確認しようとして先に進みます。

第２話は「おりょう、下げる女」。結婚すると男の運

気が下がる、出世しなくなるという意味で使いました。
これも読者の常識を揺さぶるタイトルです。

おりょうさんと結婚して龍馬は下がったか。下がって

んが来てはるそうで」と言って、とんとんと上がってい

いないですね。薩長同盟や大政奉還を実現してむしろ上

を突き出す龍馬の前を、にっこり笑って素通りし、もう

いう想定のもとに、このタイトルを付けています。おり

きます。「おりょうか。いつも美しいのう」と言って杯
きつ ま

一人の土佐の志士、北添佶磨のとなりへ行きます。

これなんです。僕のフィクションですけれども、ここ

に最初の大きな技術を持ってきました。雑誌でも、単行

がる一方だということを、読者は知っているであろうと
ょうさんが酔っぱらい、明かしてはいけない秘密を幕府
の密偵に明かして大迷惑をかけるという話です。

下げる女というのを、なるべく後まで引きのばしてい

本でも、龍馬の妻おりょうさんの話と思って読者はペー

ます。読者は上がることを知っているからです。常に逆

さん、大好きです」と言ったのでは意外性がありませ

のパターンだと思います。60㌻のうち59㌻ぐらいは龍馬

ジを開くわけです。「ああ、龍馬さんこんにちは。龍馬
ん。おりょうさんに対する根本的な常識をいきなり揺さ
ぶります。すると読者は「あれっ、龍馬の妻でしょう。
タイトルは『おりょう、結婚』でしょう。素通りかよ」
と意外に感じて、その謎を解くために先を読んでくれる
のではないか。

僕は、書くときにはっきり計算しています。半分以上
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へ、逆へと考えるというのが僕のパターンであり、作家
を下げっぱなし。そういう構成は１行目を書くときから
考えていました。ギリギリまで下げた方が、読者に面白
く読んでもらえるということです。これも計算です。

説明しながらも疑問点を残す
次は、もっと細かい技術面です。歴史小説には、説明

中之島どくしょ会

しなければいけない歴史状況が、宿命としてつきまとい

「戻らへんよ」

は何か、神戸海軍操練所とはどういう組織か……。

「坂本様は、もう当分この店には戻らへん」

ます。大状況としては、長州征伐とは何か、薩長同盟と
当時しかなかった言葉、今の私たちが使わない言葉、

私たちが誤解しそうな言葉にちょっとした語釈を加える
のも、やらなければいけないことです。

「え？」

おとせは、年のころ三十あまり。

そして、元々おとせは京の女ではなく、近江国大津の

第２話で「焼け石」という言葉を使いました。石炭の

旅館の次女に生まれ、結婚して寺田屋へ入った……と、

りで細々と採れていました。「焼け石に水」ということ

ここでも先に会話を持ってきています。会話によって

ことです。日本でもかなり前から、新潟とか北九州あた

おとせさんと寺田屋の説明に入ります。

わざも、ひょっとしたら石炭のことじゃないかと思いま

説明を導き出す。この順番です。

たらジューッというイメージですけれども、そうでなく

れは、おとせさんの「戻らへんよ」「坂本様は、もう当

言葉をつけ加えないといけません。

点で、龍馬が全国を飛び回っていることをよく知らない

す。今、焼け石と言うと、普通の石を焼いて、水に入れ
て、軍艦を動かす石炭だということを示すために、少し
以下は、第２話57㌻の本文です。（本を朗読）
「ちょっと、あんた」

おりょうが胸ぐらをつかもうとすると、おいしはそ

しかも、ここにはさらにもう一つ技術があります。そ

分この店には戻らへん」という言葉です。読者はこの時
ので、こう言われたら、「えっ、龍馬はさっきまでいた
じゃん。おりょうさんと結婚したんでしょう。何で戻っ
てこないの？」と疑問を持つでしょう。

作者はそこを説明していません。読者に謎の一つをわ

の手をはらって、

ざと残して説明に入ります。すると読者は、説明を読め

ら。あたしが言うんは焼け石のにおいですよ。くさ

けると思って読んでくれます。これは会話ですと、きわ

「何ですか、血相かえて。何を思い浮かべているのや
い、くさい」
「ああ」

焼け石、つまり石炭。

最初に会話の中で出すと、説明臭くならないんです。

「焼け石とは石炭である。龍馬はそれを手にとった」と
書くよりは、会話の中に出し、会話が終わったところで
「焼け石というのは石炭である」と書く方が、読者は待
ってくれ、説明を説明だと思わないで最後まで読んでく
れる傾向があります。僕が何作も書いて、たくさんの本
を読んでいて、あると思います。こういう小さい技術に

ば謎が解けると漠然と思う。あるいは説明の先で謎が解
めてやりやすい技術です。小説に限らず、我々の一般的
な会話のコミュニケーションでもそうだと思います。

説明はどう書いてもしんどいんです。作者も読者も、

歴史小説でもミステリーでもそうです。歴史小説は宿命
的に説明が必要なだけに、それが特に重要になってくる
かもしれません。そういう技術を『ゆけ、おりょう』と
いう本の中で、僕は何回、何十回使っているか分かりま
せん。そういう目で読み返していただくと、こいつは計
算ばかりしているな、計算高いやつだと思われることは
確実です。そのようにして僕は小説を書いています。

もう一つ例をあげます。先にちょっと出た、第２話で

よって大きな小説が成り立つという一例です。

おりょうさんが酒を飲んで幕府の密偵にぺらぺらとしゃ

じさせることができる技術です。同じ第２話から例をと

話です。おりょうさんのせいということを読者に強烈に

次は、今の応用編。もっと大きな説明を説明でなく感

ります。おりょうさんが寺田屋で働くことになります。
おかみ

そこのおとせさんという女将さんと二人で、そこにいな
い龍馬のうわさをするシーンです。63㌻で、おりょうさ
んがおとせさんに言います。（朗読）

「何ですか、おかみさん。さっきから言いたい放題。

べったことがもとで、神戸海軍操練所がつぶれてしまう
印象づけるためには、この操練所がいかに重要な施設か
を分からせておかないといけません。どうすれば読みや
すいか。さっきと同じパターンです。66～67㌻で、おと
せさんから、龍馬はきっと薩摩藩のお屋敷に行ったと聞
かされて、おりょうさんは面食らいます。（朗読）

わざわざ注意されずとも仲良うさせてもらってます。

「薩摩なんて、あの田舎者まるだしの芋ざむらいども

すよ。じき戻るでしょう」

「神戸の海軍操練所がらみの用やろなあ、おそらく」

いいですか、いまのことば、すべて坂本はんに伝えま
けんかを吹っかける口ぶりで言う。おとせは腰の前

で手を組み、くすりと笑って、

の巣へ何の用がありますか」
「操練所が、どうしました」

「何しろあの学校、おとりつぶしになるいう話やから
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なあ」

わけです。それで、第２話で名前を出しています。

おとりつぶしという要素を、ここで初めて出します。

のは、人間関係のコミュニケーションの技術として当た

らえれば幸いです。そこで切ってしまいます。そして海

とになるのは「俺、それは聞いていなかった」というこ

「えっ、龍馬が行っているという話だよね」と思っても
軍操練所とは何なのかという話を、せいぜい半ページぐ
らいで手短にします。そして、おとりつぶしへ戻すと、
「そうか、そうなると大変だ。龍馬の収入の手段がなく

なぜそんなことをするのかと言いますと、伏線という

り前にあると思います。会社勤めでも一番トラブルのも
とでしょう。これを言われたらきついですね。伏線を張
らないで結論だけを出したら、そうなります。

つまり、伏線は読者に心の準備をさせる。これが一番

なる、飯が食えなくなる」という風に読者が考えてくれ

大きな目的です。人の心には理解の容量が決まってい

で、僕はこれをサスペンスと呼びます。

かかる。もしくは拒絶します。一たん拒絶して、それで

ます。こうやって、わざと疑問点を残します。広い意味

ます。本質が分かれば、

年にミステ

06

それだけを書けばいいん
です。あとは書かなくて
も読者は分かってくれま

よしのぶ

かるまで、調べて、調べ

かど い

なる本質的なところが分

１９７１年生まれ。同志社大学

せん。僕は、一番中心に

文学部卒業。２００３年に「キ

のでは、手短には書けま

ッドナッパーズ」でオール讀物

推理小説新人賞。

ましたが、手短に調べた

門井 慶喜さん

今、「手短に」と言い

て、その外側にあるものがぽんと来ると、理解に時間が

くというのが、我々が新
しい状況を受け入れる態
度だと思います。大きな
存在になる池内蔵太を第
３話、第４話でスムーズ
に受け取ってもらうため
には、あらかじめ心の準
備が必要なんです。

人間のコミュニケーシ

す。短い言葉で、きわめ

ョン全体の話をしている

ですね。

今度は、みなさんがよ

く知っている、一番小説
らしい技術です。伏線。

リー「天才たちの値段」でデビ

葉を多く使ってしまうん

ミステリと美術

がないから、かえって言

ュー。評論「マジカル・ヒスト

で見えていないと、自信

リー・ツアー

調べが足りなくて本質ま

で読む近代」で日本推理作家協

ることができます。逆に

会賞。時代小説「家康、江戸を

建てる」が直木賞候補となる。

てたくさんのことを伝え

つもりです。小説もコミ
ュニケーションの手段で
す。独立的に小説技術が
あるのではなく、必ずど
こかに人間のコミュニケ
ーションのベースがあり
ます。特別な世界ではな
いということです。

作家は計算高い人間で

すから、伏線に使えるも

ミステリーの特権ではな

いんです。歴史小説でも使います。

も少しずつ受け入れてい

のは何でも使ってやれと

く

ら

た

また第２話から例をとります。ここで池内蔵太という

人が出てきます。亀山社中における龍馬の部下です。な
ぜ出したかというと、ここでは大した役目はしていない

考えます。第２話「下げる女」のタイトルと、下げる女
だけれども、そうではなかったという話自体も、第３話
以降の大きな伏線になっています。

ちなみに、第３話の「おりょう、離婚」というタイト

んですけれども、第３話、第４話で活躍するからです。

ルは、おりょうと龍馬は離婚していないというのが基本

てください。あなたがいると龍馬さんの株が下がるだけ

さらにもう少しミクロで、小説技術というよりは、明

第３話で、この人はおりょうさんに「龍馬さんと離婚し
です」と、きわめてきついことを言います。おりょうさ
んに嫌われる悪役です。

的なところなので、それを揺さぶっています。
日から使えるちょっとした技術の話をします。

第３話「おりょう、離婚」107㌻に、龍馬に対してプ

そして第４話で、ワイルウェフ号に乗って難破、座礁

ライドがあるおりょうの心持ちを、「――そんなことを

だ」と号泣します。結局、船が沈んで内蔵太が死んだこ

と或る種の女どものように甘えかかるのは心の白絹に泥

して死にます。龍馬は「内蔵太あ、内蔵太あ、何で死ん
とは、龍馬が薩摩から長州へ行く一つのきっかけになる
４
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おっしゃっちゃ嫌。あたしのことだけを見つめて。など
あ

しらきぬ

をぬるようなもの」と書きました。普通の散文だった
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ら、恥ずかしいとか、許せないとか、そんな風に甘える

おりょうは槍をはなし、湯殿をおどり出て、濡れた
あわせ

のは自分自身が許せないとか、気恥ずかしいとか、羞恥

体に袷を一枚ひっかけた。帯をつけるひまはなく、草

たのは、小説の散文だからです。

と、

心を覚えると書くと思います。それをわざわざこう書い
この世に「恥ずかしい」という物はありません。羞恥

心は手にとって見られない、色も分からない抽象的なも
のです。白絹は手にとって見ることができます。におい
があるかもしれません。そういう具体的なもので書いた
方が、小説は必ずいいです。一般的なコミュニケーショ
ンでも一緒かもしれません。

そして、これはおりょうの心理の話ですので、前に

履をはくのももどかしかった。はだしで庭に出てみる
人
人
人

伏見奉行所から派遣されたとおぼしき捕吏どもが牛

の群れのように庭をびっしりと埋めている。

問題は「人」「人」「人」です。一行一人ずつにして

「心の」と加えました。こうすれば、ある程度の抽象性

います。非常に紙面のむだ使いです。もちろん、原稿料

者もそれを明確に思い浮かべることができます。小さい

では許されないことで、小説だけで許されるレトリック

を保てます。白絹という具体物が来ることによって、読
けれども、確実にそういうことが言えます。
ちょくゆ

抽象より具体的なもの、直喩というレトリックで有名
せいとう

なのは、平塚らいてうの言葉です。『青鞜』創刊号に書
いた「元始、女性は実に太陽であった」。太陽というき

を稼ごうと思ってしたわけではありません。普通の散文
です。一番簡単に「人がたくさんいた」と散文的に書い
ても、意味は一応同じです。でも、行替えをして書く
と、はるかに迫るものがあります。

これは僕の独創ではありません。ミステリー作家の青

わめて具体的なものを読者に見せることで、女性は社会

井夏海さんがだいぶ前に出された『赤ちゃんをさがせ』

るかに説得力のある強い言葉になるということです。

出てきます。それを青井さんは、こう書いたんです。３

の中心だとか、この世のまん中だと表現するよりも、は

うそも本当だと思ってほしい
歴史小説を書く僕の立場から言いますと、僕がフィク

という本に、妊婦さんが３人、部屋に入ってくる場面が
行を使って「妊婦さんが入ってきた」「妊婦さんが入っ
てきた」「妊婦さんが入ってきた」。

きわめて効果的でした。３人の区別がつかなくて、こ

ションとしてつくったものでも、読者には史実だと思っ

の中で事件の鍵を握るのは誰だという、のっぺらぼうの

138ページ。おりょうが新選組に出くわして、かっと

僕は青井夏海さんを大変尊敬しているんですが、その技

てもらいたい瞬間があります。

なる場面があります。僕はこう書きました。（朗読）
かつて池田屋で望月亀弥太を斬り、北添佶摩を斬

り、ことしに入ってからはおりょうとも顔見知りだっ
おお り ていきち

むくろ

た大利鼎吉までをも大坂のぜんざい屋で死体にした幕
府最強の秘密警察。いまや京のちまたでは、子供が泣
くと、

――新選組が来るよ。
と言って親が泣きやませるほどという。
「子供が泣くと」以下は、実はうそです。僕がつくり

ました。そういうことを言った人がいるかもしれません
が、少なくとも僕は読んだことがありません。

でも、みなさん、本当と思ったでしょう。その前が全

部、本当だからです。すべて本当のところにうそを紛れ

込ませると、それも本当だと思います。説得力という
か、だましのテクニックです。

次は154㌻。伏見の寺田屋でおりょうと龍馬が、幕府

方の捕手に襲われるシーンです。（朗読）

感じがすごくよく出ていました。すごいなと思います。
法が使えて大変うれしく思っています。

数字に関して知っておかなければいけないのは、案外

効果的ではないということです。「梅田へ行ったら、今
日は５万人もいてさ」とか「東京ドームへ行ったら15万
人のお客さんがいて」とか、労せずしてたくさんという
感じを出せます。しかし、聞いている人たちは、信じて
くれないところがあります。だって、５万人と言われて
も想像できません。ですから、僕は、要所、要所で数字
に注釈を付けます。

特に読者に伝わりにくいかなと思うのは、距離と面積

です。第４話「おりょう、ハネムーン」180㌻で僕は、

「その陸路、四里」という表現を使いました。おりょう
さんと龍馬が鹿児島へ行ってどんどん山の中に入ってい
しおびたし

くとき、目的地の塩浸温泉まで四里あって大変つらいと
いうことを書いたシーンです。四里は距離が長いからつ
らいと言っても、心に迫りづらいです。1 6 k m としても
同じでしょう。

ですから、「おりょうは京うまれ、京そだちである。

京ならば御所から琵琶湖へ行くのすら四里もないのであ
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㊤おりょうが機転で龍馬を伏見奉行所の捕方から逃した旅館・寺田屋は、人気の観光
スポットになっている＝京都市伏見区南浜町

しょうゆ

㊨龍馬が暗殺された醤油商・近江屋の

跡に立つ「坂本龍馬・中岡慎太郎遭難之碑」＝同市中京区河原町通蛸薬師下ル塩屋町

る」という文を、直後に加えました。京都から琵琶湖ま
でより遠いのかと。このように実感を伴う言葉を言い足
すことで、数字の頼りなさを補っています。

話は少しそれますが、この小説を書くにあたって、文

藝春秋の担当の方と鹿児島へ取材に行きました。パッと
噴煙を噴き上げて火山灰を降らす桜島などを実際に見

て、面白かったんですけれども、塩浸温泉を訪ねて、一

立たれ、それでもにっこり笑って、おりょうさんの墓石
を磨いているシーンで、この１冊を締めました。

本の最後の最後ですから、読者の読後感にきわめて大

きな影響を与えるに違いないシーンです。なぜそうした

のかというと、100％の答ではないですが、実は、これ
も計算です。

普通に書くなら、最後はおりょうさんが死ぬシーンで

つ違和感を持ちました。龍馬とおりょうの像があって、

すね。おりょうさんが布団に入っていて、一人で死ぬの

こんな風に遠くを見詰めています。おりょうさんは着物

こでおりょうさんが、ゆっくり目を閉じましたという風

（立ち上がって動作を交え）龍馬がこうやって立って、
を着て、一歩後ろでしなだれかかるような感じで、こん
なになっているんです。それを見た瞬間、「ああ、これ

か、周りに妹さんがいるのか分かりませんけれども、そ
に終わるのが普通のパターンだろうと思います。

しかし、この小説で大きな問題なのは、それはすでに

が龍馬とおりょうの関係の一般的な理解なんだ」と、す

１回使っているということです。第５話「おりょう、良

遠くを見詰める龍馬、一歩下がって「陰でお支え申し

んが半狂乱になって終わります。人が死んで終わりとい

ごくよく分かった気がしました。

ます」みたいなおりょう。僕が書いているおりょうとは
全然違うわけです。そのときに、逆に、僕が書いている
ものは成功しているなと思いました。僕は世の常識に対
して確実に別のことを言っている、異議を申し立ててい

妻賢母」の最後で龍馬が死にます。そこで、おりょうさ
うのを、いくら最後の最後だからといっても、もう１回
やると、読者はかすかに思わないでしょうか。
「またかよ」

僕はそれを恐れました。ほんのわずかでも思われるの

るということで、かえって妙な自信が出ました。そうい

がすごく嫌でした。ですから、ここは生きている人の生

って、いいことだなと思いました。

いるシーンがいい、そう計算して、それにふさわしいシ

うことが思えるのも、実際に現地へ足を運んだからであ

ラストシーンをしっかり計算
そんな感じで技術論を展開してまいりました。最後に

きた行為で終わらせよう。できれば、喜んで何かをして
ーンはどういうものかと考えて、松兵衛さんが生きて墓
石を磨いているシーンにたどり着いたわけです。

つまり、最後の最後まで計算だったというのは言いす

総まとめ的な話をさせていただきたいと思います。

ぎですけれども、むしろ最後だからこそ、そういう思い

ンに出てくる松兵衛さん。明治時代になってからおりょ

き切ることが、僕にとっては大切だということを、今日

最終第６話「おりょう、龍馬なしでも」のラストシー

うさんが結婚したご主人です。最後はおりょうさんに先
６
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に流されない、最後まで技術の手綱をしっかり締めて書
のテーマとして分かっていただけたら幸いです。

中之島どくしょ会

中之島どくしょ会の後半では、会場から寄せら

れた質問に門井慶喜さんが答えた。
Ｑ

（抄録）

門井

小説の技術を、いつ頃学んだのですか。

小説を書き始めて、習作時代から数えて10年

にならないぐらいですけれども、少しずつ積み重ねた
ものです。インスピレーションとか才能に比べ、技術
には大きな特徴が二つあります。一つは伝達できるこ
と。もう一つは、こちらの方が大切ですが、蓄積でき
ること。僕のそんなに長くない小説書き人生の中で、
少しずつ積み重ねて現在に至っているものです。
Ｑ

門井

それは、自分で書いていて気づくのですか。

僕は自分のことが大好きな人間です。自分が

書いた文章にすごく自己満足することがあるんです。
その中で残ったものがトレースされていって、ほかに
も使えるということになれば、それは一つの汎用性が
ある技術ということになると思います。
Ｑ

この小説の技術は、ＳＦ、ミステリー、恋愛小

説などほかのジャンルにも応用できますか。
門井

あらゆる小説で使えると思います。基本にあ

るのは人間関係のコミュニケーション論です。小説で
なくても使えるはずだというのが僕の確信です。逆に
言えば、人間関係の中にも小説技術のヒントが転がっ
ているということですね。
Ｑ

技術を技術であると読者に気づかせないため

に、どんな工夫をしていますか。
門井

すいこう

文章を推敲して、推敲して、推敲する。磨い

て、磨いて、磨く。僕にはそれしかないです。
Ｑ

門井

なぜ、おりょうを主人公にしたのですか。

僕は、おりょうさんという人、単体で好きな

んですね。明治になって、龍馬と結婚していた頃を回
想した資料が活字になって残っています。豪快という
か、ほら吹きというか、自慢話ばかりなんです。すべ
て本当の話かどうか、ちょっと疑わしい。でも、きわ
めて面白い。こういう人がいたらぜひ、つき合わせて
ください、という感じがありました。

幕末史が好きで、おりょうさんについては早くから

読んでいました。小説にしようと思ったのは、歴史物
を書くようになってからです。自分の技術の蓄積も少
しでき、おりょうさんという大物にとりかかれるとい
う手応えがありました。
Ｑ

門井

既成のおりょう像への反発はありましたか。

ありました。僕は普通に資料を読んで、僕が

普通に抱いた印象が世間と違うとき、初めて書こうと

技術は伝達・蓄積できる／推敲して、推敲。磨いて、磨く／おりょうさん単体で好きなんです

■ 質問に答えて ■

いう気になります。ことさら異を唱えようとは思いま
せん。でき上がりが絶対に不自然になりますから。
Ｑ

取り上げる人を決め、書こうと思うきっかけ

は、どこにあるのですか。
門井

一つあるのは、僕は、この人物が魅力的だか

ら読者に紹介しようというのは好きでないんです。小
説の機能とは人の紹介ではなく、ある人間的なテーマ
を読者に提示することによって、読者に強い印象を持
ってもらうことだと思います。あくまで人間と、人間
的テーマ、それによる強い印象。どんなにすごい人で
も、僕が発掘した人でも、テーマを出すことができな
いと判断したら、僕はその人を小説にできません。

ちょうどいい例を、角川の雑誌『本の旅人』に連載

しまして、もうすぐ単行本になります。ウィリアム・
メレル・ヴォーリズという建築家の、日本へ来てから
の生涯を書いた小説です。これも「ヴォーリズさん
は、いい建築を日本に建てましたよね」ということだ
けだったら、僕は書けません。それは紹介だからで
す。そこに、日本へ来たときの葛藤とか、アメリカ人
に見える日本の姿とか、いろいろなテーマがあるから
書けると思うんです。あくまでも大切なのはテーマで
あって、人物ではないということだと思います。
Ｑ

門井

作品を、どの部分から組み立てるのですか。

この小説の構成は計算しやすい。龍馬の死が

きわめて大きな人生の転機になるのは確実ですから。
龍馬と出会って死ぬまでを時系列で書いて、クライマ
ックスに向かっていくというイメージは最初からあり
ました。龍馬が死んだ後のことを考える余裕は、初め
のうちはありませんでした。
Ｑ

龍馬が死んだ後のおりょうさんと松兵衛さんに

関する資料は、かなり残っているのですか。
門井

おりょうさん自身の回想記事以外に、客観的

に状況を確認できる資料は乏しいです。松兵衛さんに
関する資料も、ほぼないです。テキ屋をしていて、お
りょうさんと結婚したということは裏がとれます。戸
籍が残っているんです。横須賀に住んでいたことも間
違いない。そこから先は調べるのが難しかったので、
フィクションになるわけです。
Ｑ

歴史小説なのに「テロ」などの現代語が説明の

中に使われていることが、新鮮に感じられました。何
か狙いや計算があったのですか。
門井

どうしてもこの言葉を使った方が効果的だと

判断した場合、使います。何でもかんでも現代の言葉
を使うのがいいとは思いません。かといって、文章表
現の可能性として、まったく最初から排除してしまう
のもどうかと思う、というくらいの認識です。
Asahi Kansai Square

2016.11

７

中之島どくしょ会

初期には推理小説を多く書いていたように思い

ます。最近歴史小説に変わったのはなぜですか。
門井

ミステリーを書いても、扱うのは美術品や文

化財ですから、結局、歴史なんです。歴史をミステリ
ーの形で外側から見ていたものが、歴史小説という形
で内側に入って書くようになっただけで、扱うものが
変わったという印象が僕にはないんです。今後もこれ
でいくんじゃないかと思います。
Ｑ

美術探偵シリーズは終わりですか。

門井

今すぐには書かないとは言えると思います。

嫌いでやめたわけでは、もちろんないです。
Ｑ

慶喜は本名ですか。

門井

まさ き

本名です。亡くなった父の名が政喜で、歴史

が好きで、自分の１字をわが子につけたくて「喜」の
字が先に決まった。しかし、しっくり来るものがなく
て、「慶喜がいるじゃん」ということで名づけてしま
ったようです。徳川慶喜は当時それほど有名ではなく
て、僕の実感では、きちんと読んでもらえるようにな
ったのは、ＮＨＫの大河ドラマ以降です。子どもの頃
は、この名前が大嫌いでした。僕は一生どんなに頑張
っても、この名前を超えることはないんだと思って。
和解するには時間がかかりましたね。
Ｑ

なぜ関東から関西へ来たのですか。

門井

父から受け継いで、歴史が好きです。大学で

歴史を勉強したいと決めて、それなら京都だと思った
んです。京都で拾ってくれる大学があったので、そこ
へ通うようになったということです。大学を卒業して
郷里の宇都宮へ帰ったんですけれども、小説を書くよ
うになって、もう１回、歴史で勝負したいなと思い、
関西へ帰って来ました。
Ｑ

プロの作家になる決意をしたのはいつですか。

門井

決意したことはありません。気がついたら、

作家になるものだと思っていました。小説が好きで、
海外のものも、日本のものも、谷崎潤一郎から三島由
紀夫とか、その後の時代だと奥泉光さんとかを読んで
いました。でも、大学を卒業しても、出版社は僕に声
をかけてくれないんです。当たり前ですね。原稿を１
枚も書いていない、発表もしていないんですから。非
常に勘違い野郎でした。さすがに「ひょっとしたら、
小説を書かないと作家にはなれないのではないか」と

気がつき始めて、25 、26歳ぐらいから本気で新人賞に
応募し始めました。『オール讀物』の推理小説新人賞
に、４回目でようやく合格したということです。
Ｑ

影響を受けた好きな作家さんはいますか。

門井

一人あげるなら丸谷才一さん。これだけ難し

いことをこれだけ簡単に言えるのか、これだけすらす
８
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嫌いだった「慶喜」の名前／決意しないで作家になった／宮沢賢治のお父さんの話を執筆中

Ｑ

ら読ませることができるのか。僕はすごく衝撃で、何
回も何回も繰り返して読みました。評論も、書評も、
対談もやる人ですから、僕も、なるべく全部ができた
らいいなと思って頑張っています。
Ｑ

門井

歴史小説の資料集めはどの程度するのですか。
幕末と明治で、残っている資料の数が違いま

す。明治以降はありすぎて、全部集めるのは絶対に無
理です。『家康、江戸を建てる』は江戸時代なので、
目に入るもの、関連のありそうなものは全部集めよう
としました。明治物は、何を買わないかという選択の
仕方になってきます。必要なものは全部買います。図
書館で借りたりしません。僕は書き込むからです。
Ｑ

門井

普段の１日の過ごし方はどんな感じですか。

道を挟んだ自宅の反対側に部屋を借りて書斎

兼書庫にしています。朝４時半に起き、５時にそこへ
入って執筆します。７時ぐらい家に帰って朝ご飯を食
べ、また仕事部屋へ行って、夜は７時ぐらいまでやっ
ていますね。書いたり、あとは読んだり、散歩をした

り。必ずお昼寝はします。小さいソファで10分、20分
程度。それをやると、後の頭の回転が全然違うので。
夜９時か10時には寝ちゃいます。
Ｑ

今後書きたい人物、現在書いている作品、近刊

で出る作品を紹介してください。
門井

ヴォーリズの話は、早ければ12月に出るんじ

ゃないかと思います。タイトルは『屋根をかける人』
です。日米に屋根をかける人。建築ですから。
まさ じ ろう

今は『小説現代』に宮沢政次郎さんの話を書いてい

ます。宮沢賢治のお父さんです。ものすごく頭のいい
天才、けれども、まったく社会的能力のない息子を持
ってしまった父親の栄光と悲劇を書くつもりで、今は
もう第２話を出しました。

従来の宮沢賢治が中心の話でいくと、お父さんは悪

者ですね。彼の文筆活動を認めない。宮沢質店という
質屋さんですけれども、賢治は長男だから、「跡を継
げ。跡を継げ」とうるさく言うとか、すごく悪者なん
です。しかしそうではなくて、賢治をすごく愛して、
何とか社会的な能力をつけて立派に生きてほしいと考
えて、それでも、けんかをしたり、童話とか詩が書か
れたりして、理解できない子どもを何とか理解しよう
として、理解します。でも、最後は先立たれるわけで
す。宮沢賢治は若くして死んでしまいますから。

僕も子どもがいますので、自分の中の父親像と重ね

合わせて、ひょっとしたら慶喜という名前をつけた父
のことも頭にあるかもしれません。それも重ね合わせ
て、宮沢政次郎という人を今、書いています。よかっ
たら、ご注目いただければ幸いです。

全 面 広 告

公式ホームページ

http://marimekko-exhibition.jp/
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孤児たち励まし

童話作家・ハーモニカ奏者

もり・けんさん、モンゴルゆったり旅

「この夏、またモンゴルへ行ってきました」。

童話作家・ハーモニカ奏者、もり・けんさんか
ら、関西スクエアにお便りが届いた。

日本の約４倍の面積に、約300万人が暮らす大

年

21

草原の国。40歳代半ばのとき会社を辞めて初めて
訪れ、素朴に生きる人々にすっかり魅了された。

ハーモニカを演奏し歌を歌ってこどもたちを励ま
した。「日本ではわずかの額のお金が、モンゴル
では大きな役に立ちます。個人でできることはさ
さやかですが、体が動く限り続けたい」

大草原にも足を伸ばし、移動式住居に住んで遊

以来21年。渡航はすでに43回を数える。

牧生活を続ける人たちと再会を喜び合った。利潤

たモンゴルでは、経済が激変して失業者が増え、

付き合いがそこにある。

「20世紀末に社会主義体制から共和制へ移行し

捨てられる子どもが多いんです」。今回も日本で
集めた寄付金と文房具などの支援物資を携え、趣
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旨に賛同する人たちと一緒に国立孤児院を訪問。
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を追う経済交流などとはまったく違う、草の根の
＝写真はいずれも、今年７月のモンゴル訪問か

ら。もり・けんさん提供

ヤクを飼う遊牧民の一家と、「ゲル」と呼ばれる移動
式住居の中で交歓。付き合いはもう20年以上になる

周年を

今回の訪問時、もり・けんさんにモンゴ
ル日本親善協会から、同協会の

ウランバートルのナイラムダル公園に、シベリア抑留後

にモンゴルへ移送され、強制労働の末に日本に帰ること

なく亡くなった１７００人の日本人の慰霊碑がある。渡

航するたびに訪れ、日本の童謡を歌って追悼している

１１

2016.11

記念した功労賞の勲章＝写真右＝が贈ら
れた。現地の作法に従って勲章をアルヒ
と呼ばれる蒸留酒を満たした杯に浸し＝
同左＝、みん
なで回し飲み

日本語に訳したモンゴルの歌をみんなで歌った

して喜びを分

トの人）一行。子どもたちの前で、もりさんが

かち合った

ンプ地を訪れたもり・けんさん（緑のジャケッ
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ウランバートル近くの国立孤児院のサマーキャ

イベント・出版等の情報

シネ･ヌーヴォ開館20周年の大改装
クラウドファンディングにご支援を
シネ･ヌーヴォ代表

さとし

景山 理さんから

大阪のミニシアター「シネ・ヌーヴォ」（〒550-0027

大阪市西区九条1-20-24
1420

☎ 06-6582-1416 FAX 06-6582-

URL：http://www.cinenouveau.com）は、古今東西

の名画を発掘・上映し、長きにわたって皆様からご支援
・ご愛顧、そしてご来館をいただいてまいりました。ま
ことにありがとうございます。おかげさまで、来年１月
18日に開館20周年を迎えることができる運びとなりまし
た。これを記念し、これからの20年に向けての館内の改
装工事を計画しています。しかし、これまで赤字ぎりぎ
りの運営で、費用の蓄えはありません。そこで改装に向

ご支援くださった方へは、金額に応じて、シネ・ヌー

けてクラウドファンディングを、９月18日（月）から12

ヴォご招待券贈呈／シネ・ヌーヴォ20周年グッズ（ボー

を、どうぞよろしくお願いいたします。

ムページに協力者としてお名前掲載／ゲストとの交流会

月26日（月）までの期間で始めました。ご支援、ご協力
予定している主な工事は、次のとおりです。

①場内の床面と天井＝写真上左＝を修復し、より清潔

感あふれるアート空間を目指します

②男性トイレを洋

式化し、清潔で快適な環境づくりを目指します

③老朽

化が進んでいる看板を取り替え、劇団維新派がつくった
「作品」である玄関のオブジェ＝同上右＝を補強・修復
し、耐震性を高めます。

映画になじみが深い「MotionGallery」にクラウドファ

ンディングをお願いしました。詳しい内容は、ホームペ
ージ https://motion-gallery.net でご確認ください。

目標額は500万円です。非常に厳しいハードルです

が、ぜひ実現し、これからの20年に向けて、新たなるス
タートを切りたいと願っております。
１２ 2016.11
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ルペン）贈呈／「映画新聞」バックナンバー贈呈／ホー
参加権など、さまざまな特典をご用意しています。

シネ・ヌーヴォでは、特集上映と内外の異色作のロー

ドショー上映を２本柱に、これまでに上映した作品は

6000本にのぼります。関西屈指の本数と多彩・多様な内
容で、とりわけ特集上映は大反響をいただいておりま
す。同下は、そのために運び込まれたフィルムです。

今年４月からは「シネ・ヌーヴォ名画発掘シリーズ」

がスタートしました。これまでに上映してこなかった監
督・俳優の作品、またベストテンや映画史からは見捨て
られた不遇な作品、それでいて必見の秀作を発掘する新
シリーズとして始めたものです。今夏の「生誕百年 映
画監督・鈴木英夫の全貌」もその流れのひとつ。20年を
経た特集上映のこれからにご注目ください。

とぴっく・ナウ

『老夫婦が壊される』
介護と社会保障を問う新刊
文化ジャーナリスト

白鳥 正夫さんから

ある日、突然病魔に襲われる。それも千人に一人とさ

れる難病のパーキンソン病だ。かつて新聞社で席を並べ
仕事をしていた先輩が、発症から８年を迎えた。わずか
１日１～２時間しか動けない過酷な病の床で新刊『老夫
婦が壊される―老老介護の
地獄度と、劣化する社会保
障』（三五館）を書いた。

援が欠かせない。

ただ、この本は、そうした「介護地獄」の実態だけで

なく、日本の高齢障害者医療や介護保険制度など、戦後
社会保障制度の歴史にも言及する。自らの年金支給額も
明らかにし、年々かさむ介護費用や家計の実情を示し、
定年まで勤めた者ですら憲法25条の「生存権」が脅かさ
れる「弱者切り捨て」の政治や社会の現実を告発する。
四 六 判、238㌻、 定 価1,400円 ＋ 税。 著 者 は2013年 に

『私もパーキンソン病患者です。』（三五館）を著して
いる。問い合わせ先は、三五館（☎ 03-3226-0035）。

朗読コンサー卜2016

愛の物語を
ピアノの調べにのせて

著者は75歳で元朝日新聞記
者の柳博雄さん。71歳の妻
と二人暮らし。まさに老老

作家

介護で二重の苦しい生活を

金 真須美さんから
たくま

新劇の女優、松井須磨子の生き様は強く、逞しく、一

赤裸々に伝え、追い討ちを
かける厳しい介護保険制度

途なものでした。イプセンのノラ役で新しい女性の生き

会の日本にあって、老いや

として、情熱的に時代

つづ

方を世に問い、須磨子自身も役柄のように自立した女性

の現実を綴る。超高齢化社

を生き抜きました。テ

病との闘いは決して他人事

ーマ曲「カチューシャ

ではない。一人でも多くの

の唄」をはじめ朗読と

人に読んでもらいたい。

ピアノの調べで秋のひ

柳さんは定年後、大学の

と時をお楽しみくださ

非常勤講師を務めていた。

い。

講義に赴いた大学内で2009

◇とき

年に倒れた。その前年から
予兆があった。寝ている時

11月29日（火）

13時半～15時（受付

に圧迫感で全身が硬直した

13時～）

り、歩いていても脱力感を覚え足に力が入らなかったり
と、体調不良が続いていた。そしてついに発症。しかも
当初から重症で、年を重ねるごとに悪化の一途だ。

一昨年、柳先輩をお見舞いした。３ＬＤＫ公営住宅９

◇ところ

リーガロイ

ヤルホテル「ペリド
ット」＝ウエス卜ウ

イング２階（〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-8）

階の玄関のすぐ隣室に大きなベッドが置かれていた。事

※京阪中之島線中之島（国際会議場前）駅直結。ホテル

から政治のことまでお聞きした。この間、２回ほど部屋

◇朗読

前に連絡して、薬の効いている約１時間半、日常のこと
からトイレまで設けられた支柱を伝わって用を足した。
それ以外はベッドに身を横たえていた。この時期、奥さ
んも介護の負担で腰を痛め寝込んでいた。地獄のような
日々を過ごしていたのだった。

「たのむから、私のことを呼ばないで」と、介護する

奥さんの悲痛な叫び。半世紀も共に暮らす夫婦とはい

え、自由な時間を取れない介護する者にとって不満はつ

無料送迎バスあり（ＪＲ大阪駅西側高架南寄り）

金真須美、茗荷秀俊（元劇団神戸）／ピアノ

野村友佳／脚本

山路洋平（日本脚本家連盟員、日本

放送作家協会会員）

◇料金（お１人様、税込み）

一般 3,100円、リーガク

ラブ会員無料、同伴ビジター・講師紹介 2,100円。私
＝金真須美の名前を出していただけば 2,100円。

◇お申し込み・お問い合わせ先

リーガロイヤルホテル

リーガクラブ事務局（☎ 06-6441-1727＝直通

のり、介護される者も苦しみは自分しか分からない。著

06-6448-0903

す。ヘルパーや善意の隣人、ボランティアの人たちの支

culture からもご予約いただけます。

げん か

書には、110番騒ぎなどすさまじい夫婦喧嘩の様子も記

FAX

受付時間10～17時／日祝休）。インタ

ーネットのホームページ http://www.rihga.co.jp/osaka/
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とぴっく・ナウ

蔵である。江戸時代を通じて幕府領であった河内国若

「女流」文学の系譜

江郡御厨村の庄屋加藤勘左衛門は、安政４年（1857）

―継承者としての田辺聖子―

に年貢米を江戸へ廻米する際の郡中の代表者である納

大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館さまから

庄屋に選ばれ江戸へ赴

大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館では、表題のテーマ

府領年貢の江戸廻米に

で第10回特別企画展を開催いたしております。田辺聖子
は、与謝野晶子・杉田
久女・吉屋信子らに憧

（案内チラシより）

らの作品に関する資料

◇とき

（直筆原稿など）を展

11月３日、20日は開

する「女流」文学の系

館

譜をたどります。

◇ところ

・祝）まで。開館時

☎06-6785-6139

4-1-10

間＝平日９～17時、

FAX 06-6785-6239） 企 画 展

示室※近鉄奈良線河内小阪駅から北東へ徒歩約５分

土曜９～16時。日・

◇入場無料

祝休館。11月23日は開館

田辺聖子文学館（〒577-0807 東大阪市菱屋
大阪樟蔭女子大学図書館内

☎ 06-6723-

8182）＊近鉄奈良線河内小阪駅から西へ徒歩約４分
◇入館無料

◇イベント ①小阪まちゼミ講座「第10回田辺聖子文学

◇展示品の概要

年貢皆済目録・御廻米仕法書・御廻米

着船要用留・名所絵図・地誌等文献資料・道中記・携
帯用燭台・銭刀・廻船模型ほか約70点

※期間中、関連講座とシンポジウムあり。詳しくは、

大阪商業大学商業史博物館のホームページ http://ouc.

daishodai.ac.jp/museum/ をご覧ください。

11月９日（水）、定員20

名、要申込

②かんさい大学ミュージアムネットワーク対象事業ギャ
ラリートーク

大阪商業大

学商業史博物館（〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町

11月23日（水

館特別展のたのしみ方」

11月30日（水）

まで。日・祝休館。

示し、田辺聖子が継承

西4-2-26

を支えた租税としての
会を考えてみたい」

品を書きました。これ

◇ところ

焦点を当て、封建社会
コメを通して当時の社

れ、彼女たちの評伝作

◇とき

いている。（中略）幕

11月11日（金）13時半～14時半、定員

20名、要申込
※詳しくは、田辺聖子文学館のホームページ http://
bungakukan.osaka-shoin.ac.jp をご覧ください。

「江戸廻米―庄屋勘左衛門、
年貢米一万俵を納めに
江戸へ参上！―」

大阪商業大学商業史博物館さまから

大阪商業大学商業史博物館の秋季企画展です。

「米遣い経済の江戸時代にあっては、コメを中心と

した田畑への課税が重く農民にのしかかっていた。そ

演目解説者として
上方舞公演に出演します
上方文化評論家
◇催事名

福井 栄一さんから

「滋賀で舞と地歌を楽しむ会
第５回

千代万代も舞いつながん」

◇11月６日（日）13時半開演（開場13時）
◇ところ

町246-24

大津市伝統芸能会館 能舞台（大津市園城寺

◇演目

☎077-527-5236）

「新青柳」「袖香炉」「蘆刈」「袖の露」「御

所のお庭」「楫枕」

◇出演者

（舞）古澤侑毘、古澤侑毘沙ほか。（地歌演

奏）菊聖公一ほか。（特別出演）古澤流家元 古澤侑

峯（対談）、植木陽史（太鼓演奏）。（演目解説）上
方文化評論家

福井栄一

れに加えて、村役人には年貢米を所定の米蔵へ納める

◇入場料：

貢米の廻米先として割合が高かったのは、江戸浅草御

◇主催・チケットお申し込み＆お問い合わせ

責任があった。そして、江戸後期、河内国幕府領の年
１４ 2016.11
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一般前売 3,000円、学生前売 1,500円
一般当日 4,000円、学生当日 2,000円

滋賀で舞

とぴっく・ナウ

と地歌を楽しむ会 実行委員会（☎ 077-573-2464）

NPOで働く。地活協で働く。

エコネット近畿さまから

ごく普通の大学生が地域活動協議会（地活協）に就職

した理由、地域のＮＰＯが就職を受け入れた理由をそれ
ぞれの立場からのお話。もちろん、地活協の紹介はたっ

ぷりと。 就職して困った！驚いた！など、日々「世代

間交流」な職場のお話も！ 皆さまのご参加をお待ちし

ております。
◇とき

11月２日（水）18時半～20時半

◇ところ

ル）401号室

◇お話

第30回エコネット・カフェ
NPO法人

区天神橋２丁目北1-14

ＮＰＯ法人エコネット近畿事務局（大阪市北

木村武史さん（榎本地域活動協議会会長）
西村牧子さん（榎本地域活動協議会職員）

◇対象者

どなたでも（環境を今よりちょっとよくした

い人）

◇定員

サンプラザ南森町＝旧天二ビ

15名程度 （要予約）

◇参加費

200円（お茶・お菓子代）

◇お問い合わせ・お申し込み先
ト近畿（☎ 06-6881-1133

ＮＰＯ法人エコネッ

FAX 06-6949-8288

E-mail

：yoyaku@econetkinki.org）へ所属団体・組織・企業
名、氏名、お電話番号、住所、Ｅメールアドレスを明
記して。

※ イ ン タ ー ネ ッ ト の h t t p : / / w w w. e c o n e t k i n k i . o r g /
blog160713164315.html で詳細を紹介しています

花を

訪ねて

花壇のラストランナー

サルビア レ･ウカンサ

シソ科

花言葉：家族愛 素･朴 他

名の種名、レウカンサは「白い花」という意味で、

アキギリ（サルビア）属は、中南米や欧州を中心

草丈が１ｍ以上になり、先端まで開花すると、花

ビアだと思わないでほしい。

萼から顔を出す花弁の色に由来する。

に、世界中に約900種が分布する。日本産のアキギ

房が重みでしな垂れる。広い公園などで群れ咲く姿

黄、オレンジ、青、紫などとりどり。主に花を観賞

し、今年は猛暑と秋の長雨にやられたせいか、少し

リやアキノタムラソウも仲間だ。色も白、ピンク、
するものをサルビア、薬草や香辛料になるものをセ
ージと呼び、便宜的に区別することが多い。

本種は、メキシコ、中米原産の多年草。別名メキ

シカンブッシュセージ、アメジストセージ。細く伸
がく

びた花房に、軟毛に覆われた赤紫色の萼が並ぶ。学

は、ビロード布を一面に広げたように見事だ。しか
精彩がないような気がする。痛々しい。

最も遅咲きのサルビアだ。原産地では冬から春に

かけて咲くそうだが、日本では秋から霜が降りる頃

▲大阪府豊中市・服部緑地公園で

夏の庭を真っ赤に彩る、あのサルビアだけがサル

まで咲く。花壇のラストランナー。この花が終わる
と、そろそろ年の瀬が近い。
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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

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

6222-5222
時半まで）

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

世界のクリスマス絵画を
楽しもう！ 関西学院大学教授 神田 健次
世界のキリスト教界では、クリスマスの出来事をそれ

ぞれの多様な文化的表現において描き、実に豊かなクリ
スマス絵画が生み出されてきて

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

は？…などなどポイントを絞って、テレビでもおなじみ
の“辛口先生”こと夏井いつき先生が分かりやすく解説し
ます。講座前半は講義、後半は希望者に当日即興で作句
していただき、それを添削しながら楽しくクリスマス句
会ライブを行います。あなたらしい俳句を考え、みんな
で楽しめる俳句のすばらしさを一緒に体感しましょう。
◇とき

12月24日（土）14時～16時

◇受講料

います。伝統的なヨーロッパの

☎ 06-

カルチャー会員 3,456円、一般 3,996円

クリスマス絵画のみならず、今
日では日本を含むアジア、アフ

ル・コルビュジエと日本
そして３人の弟子たち

リカ、そしてラテン・アメリカ
でも見事なクリスマス絵画が描
かれています。今年のクリスマ

スは、世界のクリスマス絵画を味わいながら、いつもと
は違ったクリスマスの意味を共に考え、その豊かな広が
りを楽しみましょう。 写真は、中国の「降誕場面」
◇とき

◇受講料

12月３日（土）10時半～12時
カルチャー会員 3,024円、一般 3,564円

松隈 洋

2016年７月、ユネスコの世界文化遺
産への登録が決まった東京上野の国立
西洋美術館（1959年）を手がけた20世
紀モダニズム建築の巨匠ル・コルビュ
ジエ（1887～1965年）は何を求めたの

か。また、1955年11月、その敷地視察に訪れた日本に何

夏井いつきの
クリスマス句会ライブ

を発見し、この建物に何を込めたのか。そして、彼に師

事し、この建物の実現に尽力した３人の弟子、前川國

俳句・五七五の楽しみ
俳人

京都工芸繊維大学教授

男、坂倉準三、吉阪隆正は何を受け継いだのか。ル・コ
ルビュジエが日本へもたらしたものについて紹介しま

夏井 いつき

俳句を作る。そのことについて難しく考える必要はあ

りません。何を伝えるのか、どう伝えたいのか、季語

す。

◇とき

12月17日（土）13時～14時半

◇受講料

カルチャー会員 3,024円、一般 3,564円

幻の青磁―中国歴代皇帝が追い求めた汝窯青磁
特別展「台北 國立故宮博物院―北宋汝窯青磁水仙盆」
兵庫陶芸美術館副館長

弓場 紀知
じょよう

中国四千年の焼き物で「神品」と言われた汝窯青磁。

今世界に約90点が残されています。今年12月、大阪市立
東洋陶磁美術館で台北の故宮博物院の４点（うち日本初
公開３点）を含む５点が公開されます。12世紀、北宋の
き そう

けんりゅう

幑宗皇帝のころ宮廷の命で作られ、ほとんどは清朝乾隆
帝が自身の書斎に飾り、文人皇帝幑宗をしのんでいまし
た。それは北京の故宮博物院につたえられ、戦後いくつ
かは蒋介石によって台北の故宮博物院に運ばれました。
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講座では、歴代中国皇帝が追い求
めた汝窯青磁の変遷の歴史をたど
ります。写真は、青磁無紋水仙盆
汝窯＝北宋時代・11世紀末～12世
紀初 台北 國立故宮博物院蔵

※この展覧会は、12月10日（土）から2017年３月26日
（日）まで大阪市立東洋陶磁美術館で開催されます。

◇とき

12月10日（土）10時半～12時

◇受講料

カルチャー会員・一般とも 3,780円（鑑賞券

代を含む）

月
日、朝日新聞大阪本社アサ

㊦待鳥さんの近著『アメリ

10

㊧語り合う待鳥聡史さん（左）と白井聡

さん＝

コムホール

カ大統領選の現在』（ＮＨＫブックス）

10

米大統領 その力の実態は…
第10回

待鳥 聡史さん（政治学者）

建国史ひもとき、語り合う
まちどりさと し

政治学者の待鳥聡史さんをゲストに迎えた第10回「中

「ところが、ベトナム戦争や社会改革がうまくいか

之島クロストーク」（朝日新聞社主催）が10月10日、朝

ず、1970年 代 以 降、 大 統 領 集 権 化 へ の 反 省 が 生 ま れ

ルタワー12階）で開かれました。ホスト役は今回も政治

なる「ねじれ」が頻発。「大統領のリーダーシップが難

日新聞大阪本社アサコムホール（中之島フェスティバー

た」。結果として、大統領の出身政党と議会多数党が異

学者で京都精華大講師の白井聡さん。話題の

しくなった」と待鳥さんは指摘しました。

会との力関係などについて、建国の歴史にさ

えたのか、会場から質問が寄せられました。

米国大統領選をめぐって、大統領の権限や議
かのぼり、語り合いました。

白井さんは待鳥さんの近著「アメリカ大統

領制の現在」の中から「米大統領の権限はす
ごく強いイメージがあるが、実はそれほどの

なぜトランプ氏が共和党大統領候補になり

待鳥さんは、①予備選挙の早い段階で共和党
が主流派を一本化できなかった

②トランプ

氏が選挙資金を自前で用意し有権者に大きな
魅力になった

③共和党の内部分裂が激しく

力はなくて、けっこう苦しい」という実態を紹介しまし

なっていることを理由として挙げました。

的な力を持っていた。しかし、ばらばらでは合衆国とし

か。ルーズベルト大改革のようなことが起こりえるの

議会の力を抑制しようという狙いで、大統領を設けた」

いうことは起こらないでしょう。非常に難しい局面は続

た。待鳥さんは「建国当初は独立した各州の議会が圧倒
て外交を進めることができないので連邦政府をつくり、
と述べました。

当初は議会の止め役だった大統領。しかし、19世紀末

ごろから連邦政府の役割が拡大。「たくさんの専門家集
団を政府に入れ、ニューディール政策をとった（セオド
ア・）ルーズベルトのとき、大統領の権限が非常に大き
くなった」。

最後に、白井さんは「今後の米大統領制はどうなるの

か」と質問しました。これに対して、待鳥さんは「ああ
くだろう。ただ、米国は多様性のある若い国。タフで
す。みんなが思いもよらなかったものを出してくるかも
しれない」と語りました。

◇「中之島クロストーク」の詳報は毎回、朝日新聞朝
刊に掲載されます。朝日新聞デジタル（http://digital.
asahi.com/）でもお読みいただけます＝有料
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4-1-10☎

〒 577-

06-6618-

http://ouc.daishodai.ac.jp/ams_labo/

大阪商業大学アミューズメント産業研究所

：
URL

大阪府東大阪市御厨栄町
8505

4068

よく捨てられずに残ったものだ
マージャンのスガモプリズン牌
「でもこの世界の人間関係には､

ボスと、奴隷と、敵と、この三つし

つの展示品にくぎ付けになった。
はい

古今東西の珍しい牌、豪華な牌と

か無いのよ。相棒ってのは、どちら

一緒に列んだ、字面が読めないほど

い対等の関係なら、（中略）あンた

リズン牌

かがおヒキ（手下）の関係よ。お互
を敵（客）と思うのが当然よ。あン
たが、友人と錯覚してるだけなんで
マージャン

すもの」（阿佐田哲也著 ｢麻雀放浪
記一

青春編」より、「ママ」が主

人公の「坊や」を諭す言葉）
ようてい

勝負事、賭け事の要諦をとらえた

名言だと思う。しかし、人生そのも
のを一つの勝負だと考えると、やっ
ぱりこれと同じことが言えるのだろ
うか。ちょっと切ない。

大阪商業大学アミューズメント産

なもので、画や文字を彫りこみ墨を
入れて本物そっくりである」

収監された人たちは塀の中で、ど

汚れた粗末な牌＝写真。「スガモプ

んな気持ちで卓を囲んだのだろう。

裁判で戦犯となり、東京巣鴨にあっ

方も、勝者も敗者もなく和気あいあ

第二次大戦後、極東軍事

た刑務所に収監された囚人たちが作
った牌。作業用の木材の端材で作ら
れており、点棒は歯ブラシの柄を加
工した」と説明が付いていた。

その隣に、牌ができた由来を知る

参考にだろうか、シベリアでの抑留

生活を描いた『収容所列島の人間
むらいみさお

戦いが終わればノーサイド。敵も味
い、だったとはとても思えない。

無謀な戦争に突き進んだ不明を悔

いた？

今度戦うときは絶対負けな

いぞと、はけ口のない闘志を燃やし
た？

戦争の責任を部下になすりつ

けて逃げた上官・上司を恨んだ？

冒頭に引用した小説の時代と同じ

学』（邑井操著、1974年、新人物往

敗戦直後の混乱期。さまざまな修羅

「『小隊長、一つマージャンを作

美術・骨董的な価値はないかもし

来社）という本が開いてあった。

の相が思い浮かぶ。
こっとう

業研究所は、現代生活での余暇活動

りたいと思うのですが、班内でやる

れないが、小さいながら、忘れてな

から包括的に分析する一風変わった

た兵隊がいた。（中略）『ソリを作

として捨てられて不思議がなさそう

を歴史、文化、経済、法律的な側面
研究所だ。今夏そこで催された「マ
ージャンの魅力展」で、私の目は一
１８ 2016.11
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のを許可してくれますか』と提言し
る堅い木の残りもので作れますよ』
（中略）たちまち二組できた。器用

らない歴史の証人だろう。ガラクタ
な品を大切に保存してくれた人に、
敬意を評したい。

（黒沢 雅善）

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼先日、朝日新聞労働組合の同窓会がありました。私は
2003〜04年朝日労組本部委員長でした。執行部は１年任
期。編集、販売、広告など社内各部署から選出。職場を

離れ、寝食を共にして組合活動に励みます。仲間は24
人。任期を終えた04年がアテネ五輪の年だったので、オ
リンピックイヤーに合宿し同窓会をしています。

この12年間で新聞経営はたいへん厳しくなりました。

しかし、ジャーナリズムを守るために新聞社の屋台骨は
しっかりしていなくてはなりません。

どうしたら新聞を立て直せるのか。もちろん、昼間は

観光を楽しんだりしましたが、夜は宿舎で激論。社の幹
部になった仲間を糾弾するような場面も。新聞への熱い
思いは当時と変わっていませんでした。

（湯浅）

▼11月30日は大指揮者、ウィルヘルム・フルトヴェング

ラーの命日です。私は音階のドレミもろくに聴き分けら
れませんが、この人の演奏が大好きです。なぜって、熱

いんです。今風の癒やしと違い、もっと深く、魂を奥底
から揺さぶられます。さらに心を打たれるのが、その生
き方。ナチス政権下のドイツで多くのユダヤ人音楽家を
助け、自身は亡命を再三勧められたのに、空襲が激しく
なるベルリンに敗戦直前までとどまり、どこにも逃げ場
がない市民たちに音楽の慰謝を贈り続けました。「根っ
からの芸術家で、政治的センスを欠いた」などと冷やや
かに見る人もいますが、やはりすごいことでしょう。毎
年この日は彼のＬＰ、ＣＤをとっかえひっかえ聴いて、
かつ

すっかり平和ボケした自分に喝を入れます。

（黒沢）

▼「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉はどこへ行ったの
かと思うほど、今年は残暑が続きましたが、ようやく肌
寒くなりました。紅葉が楽しみになる季節です。毎年ど
こかに遠出したいと思うものの、気付けばもう遅いなん
てことになっています。3000ｍ級の山に登り、いち早く
紅葉を楽しんだ大学時代を懐かしく思います。（平野）

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからのご寄稿を、お待ちしています。「視点／私点」は仕事や研究のご報告、

時事問題への感想・提言、身辺雑記などで、800字を目処に。「とぴっく・ナウ」は催し物や出版などのお知ら
せ・案内で、できるだけ簡潔に。いずれも写真・図付きを歓迎します。郵便またはファクス、Ｅメールで朝日新
聞関西スクエア事務局へ。12月号への掲載をご希望される分は、11月17日（木）必着でお送りください。

朝日新聞 関西スクエア事務局

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

FAX：06-6232-2347

なつ こ

朝日新聞大阪本社編集局内

E-mail：square.k@asahi.com

会報編集スタッフ：湯浅 好範、黒沢 雅善、平野 邦字

URL：http://www.kansai-square.com

バックナンバーも、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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