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つないで閉じるのが大変だった
作家 森見 登美彦さんと
『夜行』を読む

旅が引き込む不気味な異世界
謎めいた女性が描かれた連作の銅版画を狂言回しにして、登場人物たちが旅先で出

会った怖い体験を次々に語る。森見登美彦さんの「10年目の集大成」と銘打った新刊
『夜行』（小学館）は、現実と地続きになった不気味な異世界を垣間見せてくれる小
説だ。朝日新聞社主催の第20回中之島どくしょ会が３月12日、大阪市北区の朝日新聞
大阪本社アサコムホールであり、作者が執筆のきっかけや出版までの苦労を語った。
に向かって）最初に、この『夜行』で森見さんの作品を
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……（大勢の手が上がる）。
森見
野波

ありがとうございます。

ということです。『夜行』は森見さんの過去の

作品と、傾向がちょっと違うような気がします。そもそ
も、どういうところから生まれたのですか。
森見

不気味な話は、『きつねのはなし』というのを

でした。編集者と相談して、そろそろ不気味な話で丸々
一冊をやってみようということになったんです。
野波

森見さんの作品は京都を舞台にしたものが多い

ですが、今回は京都で始まり、全国各地へ行き、また京
都へ戻って来ます。何か心境の変化があったのですか。
森見

出版社の担当の方が鉄道好きで、僕もローカル

線とかが好きなので、よく旅行へ行きました。じゃあ、
その中で心に残った場所をいくつか選んで舞台にしよう

小学館 刊、１４００円＋税

だいぶん前に書き、その後あまりチャンスがありません

ということになりました。さすがに全部が旅先だと不安
があるので、最終章はよく知った京都にしました。
野波

旅をつなぐものとして、銅版画が出てきます。

森見

いや、旅する先は雑誌に連載したときと同じで

これも最初からあった話ですか。

繰り返し行くと、自分をわくわくさせる要素がだんだ

すが、全体の話は違うものでした。単行本にするときに

ん増えていくんです。ぱっと行っただけだと、何が自分

しいという話になって、銅版画のアイデアが出てきたと

って、ふるいにかけていくわけです。京都を繰り返し舞

改めて編集者と相談して、複数の旅先をつなぐものがほ
思います。連載のときは確か、登場人物たちが10年ぶり
に鞍馬に集まるという設定もありませんでした。
野波
森見

それもなかったんですか。

本にすると、雑誌連載が遠い思い出みたいにな

って、どこまでが雑誌のままで、どこからが単行本用に
つくったものか分からなくなっちゃうんです。

にとって大事なのかがなかなか分かりません。何回も行
台にするのも同じで、学生時代からずっといるから、自
分にとって京都のどこが大事なのかが分かっていて、お
話の舞台にしやすいところがあると思うんです。
野波

そして、第二夜が奥飛騨。ここで気になる断片

森見

奥飛騨も、担当の方とかなり前に旅したことが

とは何だったのでしょうか。
いのたに

野波

本では第一夜が尾道ですね。尾道と聞くと私に

あります。小説には、猪谷という駅から車で奥飛騨に向

森見

僕は映画は見たことがなくて。妻が福山の出身

から車で奥飛騨の温泉宿へ向かって走っているときに日

は、大林宣彦監督の映画、尾道三部作が浮かびます。

なので、尾道には何回も行っていました。『夜行』を書
き直している間にも３回ぐらい行きました。
野波

お気に入りの場所があることと、そこから物語

森見

単にその町が好きで小説になるというより、小

が生まれるのは別じゃないですか。

説になりそうだから好きになるという側面があります。
妄想を刺激されていろいろ考えてしまう場所を選んで行

かう暗い道が出てきます。実際に旅したときも、猪谷駅
が暮れて、非常に不安な山道みたいになっていったの

で、印象がすごく強かったんですね。気がついたら、山
奥の温泉宿の明かりが見えて、たどり着いていたという
感じでした。暗いトンネルを抜けてきた道は本当に現実
なのかなという妄想があって、それを話にできないだろ
うかと考えて、この奥飛騨ができたということです。
野波

第三夜は津軽。津軽といえば太宰を思い出しま

森見

太宰はまったく意識していないですね。僕が東

ったという感じです。尾道はいろいろな記憶もあるし、

す。そういうのは関係あるんですか。

うな情景だな」というのがたまってくるんです。それを

京にいた頃は、まだ寝台列車「あけぼの」が走っていた

気とか、わくわくする感じ、不気味な感じが再現できる

恒例行事でした。あの寝台列車の寂しい雰囲気、トンネ

「僕はこの場所でわくわくする」とか、「小説になりそ
どう組み合わせたら、自分がその町を訪ねたときの雰囲
だろうと考え始めて、ようやく小説になっていきます。
断片がいっぱいないと書けません。
２

2017.04

Asahi Kansai Square

ので、担当の方と毎年、２月頃に乗って青森へ行くのが
ルを抜けて越後湯沢へ入っていくところとかを何とか使
いたいということですね。

中之島どくしょ会

野波

『夜行』というタイトルは、夜行列車からつけ

っていますけど、ちょっとつらいですね。僕は日常を愛

森見

最初の発想はそうです。旅、夜行列車をどこか

ね」と思うタイプですから。宵山とかで、わーっと人が

たのですか。

で出したいというのがあり、そこから膨らませて夜の世
界とかのイメージへ広げていったところがあります。
野波
森見

では、第四夜、天竜峠。飯田線ですね。

飯田線は大学生のときに「青春18きっぷ」で一

人で行きました。もういいかなと思うぐらい乗ったんで

して、毎日淡々と仕事をして、「今日もいい一日だった
出ているときは、不安感とか、しんどいなという気持ち
の方が強いかもしれないです。
野波

連載の短編をまとめるにあたって、銅版画が一

森見

最初、編集者から、絵を使ったらどうかとアド

つの装置として出てきます。これは何ですか。

すが、これを書くためにまた一人で乗りに行きました。

バイスされました。大学生のときに京都国立近代美術館

いないといけないので、さすがにしんどかったです。車

で、彼の銅版画のイメージで作品を料理できないかなと

ローカル線としての印象が強くて、長くて、半日乗って
内で見知らぬ人と話すようになったら、どんな感じにな
っていくだろうというところから考えたと思います。
野波
森見

ほかにも好みの鉄道路線はありますか。

小淵沢から小諸の方へ行く小海線。一番好きで

す。清里と野辺山を通って標高の高いところを走ってい
るローカル線で、東京にいるときに何度か乗りに行きま
した。僕はそんなに旅は好きじゃないし、鉄道もそこま
でこだわらない。でも、ローカル線の世界の果てっぽ

さ、「遠くに来て、文明がギリギリ届かない」という感
じかな。届いているけど。無人駅とか、本当に端っこに
来た感じが好きです。
野波
森見

やっぱり一人じゃなきゃ、だめですか。

いや、一人旅は嫌いです。旅が苦手ですから、

誰かと一緒でないと行きません。最近は、元同僚とか編
集者とか大学のときの友だちを巻き込んで、行かざるを
得ない感じにしてから行くことが多いですね。

夜の祭と銅版画が重要な役割
野波

それで最後は、また鞍馬に戻ります。一つぐら

森見

連載のときは、単純にそう考えていました。し

いは京都を入れなきゃということだったんですか。

かし、単行本にするとき編集者と相談して、最後に何か

で見た長谷川潔という人の作品がすごく印象深かったの
思いつきました。版画はネガからポジを印刷するので、
『夜行』と対になるもう一つ別の銅版画があるのだと考
えたら、ぱぱぱっと膨らんで、ちょっと無茶ですけど、
これなら小説を終わらせられそうだと思いました。銅版
画が出なかったら、終われなかったです。
野波

『夜行』もそうですが、森見さんの作品に、謎

の女というのがよく出てきます。これもトリガーになら
ないと、物語が始まらないのですか。
森見

僕は男性で、男性を主人公にして書くのが基本

なので、男性を冒険に誘うみたいな動きをつくり出すこ
とを考えると、そういう不思議な女の人がどうしても浮
かんでくるのかなと思います。「竹取物語」のかぐや姫
とかは、よく使うイメージですね。
野波

池澤夏樹さんが個人編集した日本文学全集の中

に、まさに、森見さんが現代語訳した「竹取物語」があ
りますね。
森見

河出書房新社の編集者からお話が来て、僕個人

としては、『美女と竹林』まで書いている人間にぴった
しと思って、うれしかったです。でも、向こうがなぜ僕
に訳を頼もうと決めたのかは、よく分からないです。
野波
森見

訳されてみて、いかがでしたか。

しんどかったです。「竹取物語」は、これまで

アクロバティックなことをしないと、小説が終わらない

いろいろな方が現代語に訳されています。かなり大幅に

す。不思議なことが許容されやすいですから。鞍馬の火

必要最小限の訳もあります。僕は、できるだけ原文の訳

なと思いました。それには京都が舞台の方が似合いま
祭は夜なので、人が消えるにも説得力が出ます。
野波

『きつねのはなし』も祭が出てきますね。祭的

なドンチャン騒ぎがトリガー（引き金）になることが、
森見さんの作品に多いような気がします。
森見

我々の日常の常識から考えると受け入れが大変

なものがぽこっと出てくるのを書くとき、それが可能に
なるような空間を用意しないとできません。それで夜と
か宴会とか、祭とかを持ってくることが多いです。
野波
森見

祭や宴会がお好きなようには見えませんが。

はい。苦手です。義務感で祇園祭とかを見に行

文章を追加されている方もいるし、川端康成みたいに、
だけで、僕が勝手につくった文章を入れないで、それで
も現代の読者に読みやすいように、現代の小説みたいに
読んでもらえるようにと考えたんですけれども、それが
難しかった。読みづらく、ぎくしゃくしたり、筋が通ら
なかったりする文章がちょこちょこありました。一文、
一文の流れがちゃんとなっているかどうかを確かめなけ
ればいけないので、いい経験ではありましたけど、も
う、二度とやりたくないですね。
野波
森見

私も拝読しました。

訳して改めて「これはもう自分の小説みたいや
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な」と思いました。かぐや姫の造形も、男たちが右往左
往するアホッぽさも。なのに、最後は何となく悲しい感
じで終わります。他人が書いたものと思えませんでした
ね。

ているのかもしれませんが、知らない方もいますので。
森見

非常に複雑な、入り込んだ話なのですが。

森見

11年頃、仕事を引き受け過ぎてパンクして、す

野波

じっくり伺いましょう。

野波

「竹取物語」としていつ初めて読みましたか。

べての雑誌連載を停止するという禁じ手を使ったわけで

野波

民話とか説話はお好きでしたか。

て、東京を引き払って奈良に帰ったりしました。

森見
森見

覚えてません。気がついたら知ってました。

読むようになったのは、つい最近です。東京か

ら奈良に戻ってしばらく引きこもっていたとき。小説な

ンナイト」は、今やっと
550夜ぐらいです。100夜
ぐらい読むとおなかがい
っぱいになって、まだ道

出会って、本当に一時期
いないみたいな時期があ
りました。内田百閒をや
たら読んだ以降にようや
く、自分がやりたいこと
がだんだん見えてきたと
いう感じです。内田百閒

10

07

年、山本周五郎

は、内田百閒しか読んで

部放り出したので、編集
者に悪いし、読者にも遅
れて申し訳ありません。
自分にやる気を出させる
ために何か宣言をしよう
と思いました。それで、
と『有頂天家族

大賞を受賞してデビュー。ベス

大学生のときに

した。でも、前々年に全

『聖なる怠け者の冒険』

トセラーになった『夜は短し歩

森見

きだと伺いましたが。

けよ乙女』で

内田百閒がお好

賞と本屋大賞第２位を受賞。

野波

年春に出ることになりま

二代目

の帰朝』と『夜行』。当
年、『ペンギン・ハイウェイ』

ひゃっけん

で日本ＳＦ大賞を受賞。

半ば。

み ひこ

す。さすがに「アラビア

と

を好きで読んでいたんで

もり み

本の江戸時代の怪談とか

１９７９年生まれ。京都大学農

か「聊斎志異」とか、日

学部卒、同大学大学院修士課程

い

修 了。 ２ ０ ０ ３ 年 に「 太 陽 の

りょうさい し

連載した小説を単行本にする作業にかかって、それが13
塔」で日本ファンタジーノベル

「アラビアンナイト」と

ようやく『聖なる怠け者の冒険』という、朝日新聞で

森見 登美彦さん

んかうっとうしくって、

す。その後、体調を崩して、体勢を立て直すのが難しく

時、連載がひとまずある
程度の形になっていて、
あとは単行本にするだけ
と思われたこの３作を、
10周年記念作品にしよう
とぶち上げたんです。
野波

13年。まさにデ

森見

はい。ところが

ビュー10周年ですね。

いざ書き直しを始めてみ
ると、とても使いものに

を参考にしたというわけではないんですけれども。

なりませんでした。単行本としてまとめられないんで

自分の妄想しか書いていないみたいなところがあって、

ンクして小説を書くのが嫌になって、どう書けばいいの

大学生のときに内田百閒は特別な感じがしましたね。

それも、話がどうこうじゃなくて、文章自体が自分の妄
想の世界を描き出すためだけにあります。不気味な話も
ユーモラスな随筆も書くんですけれども、両方がそうな

す。雑誌の連載原稿に僕が満足できなかった一方で、パ
か分からなくなっちゃってました。カムバックする用意
がまったくできていなくて、勢いだけだったんですね。
ようやく戻ってきたかなと思うのは、今年に入ってか

んです。膨らんでいく妄想みたいなものを書くか、とり

らです。何となく連載もちゃんとできるようになってき

文章に客観的なところがありません。内田百閒が見てい

な」と模索しつつ書いている感じでした。

つかれている不安を書くかという方向性が違うだけで、
る世界しか存在しないという風に書いていて、僕は「こ
ういう風に書けばいいのか」と思いました。

苦しみ抜いた10周年記念３作
野波

2013年に始まって昨年まで、10周年記念企画を

されていましたね。何が起きたのですか。ファンは知っ
４
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ました。去年までは、「自分は何を書きたかったのか
野波

14、15、16年で３作が順繰りに単行本にでき、

森見

来年の15周年に追いつかなくてよかったです。

最後が『夜行』。壮大なカムバック宣言ができた。
でも、急に年を取った感じがします。

『怠け者の冒険』は新聞連載で、しかも初めて長編を

書こうと意識したものでした。『有頂天家族』は初の続
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編。しかもテレビアニメ化の話があって、小説を書くの
が難しいところがありました。『夜行』は繊細で微妙な
バランスの話なので、余計に苦労したというのもありま
す。ヘビーな３作が続いたので、非常に苦しみました。
野波

『夜行』の最後は、読者によって受け止め方が

森見

とにかく、ああいう形でしか終われませんでし

違うと思います。「これだ！」「幽霊か！」みたいに。
た。もっと掘り下げていくと、終わるのが半年、１年先
になって、その前に僕はつぶれると思いました。この本
の世界を閉じるには、今の自分の状況とかを考えると、
この方法しかないというのが正直なところでしたね。
野波

そこまで苦労されて、直木賞や本屋大賞の候補

になり、いろんなところで評価を受けていると思うので
すけれども。
森見

僕は、ストーリー的にきれいにオチがつくとか

を求めていません。自分の妄想をつなぎ合わせて、ある
不安みたいなものをつくればいいというスタンスです。
でも、そういうのを喜ばない読者が多いことも理解でき
ます。なので、非難ごうごうを覚悟して、しばらく耳を
ふさいでやり過ごせばいいと思っていたんです。いろい
ろ褒めていただいて、読者も楽しんでくださっているよ
うなので、ちょっと不思議な感じがします。

『夜は短し』アニメ化が大詰め
野波

『夜は短し歩けよ乙女』のアニメ映画化が進ん

でるんですね。森見さんの作品は、実写化でなくアニメ
化されることが多いですね。
森見

実写化は、あまりいいお話がなかったり、途中

でつぶれちゃったり。みなさんはノリで「実写化できそ
う！」って企画を持ってこられるんですけど、まじめに
詰めていくうちに挫折するんじゃないですか。『夜は短
し』を痛々しくない形で実写化するのは、かなり難しい
かなと思います。あまりしてほしくないです。今回のア
ニメ化はタイミングが合ったし、すごく有能な監督さん
がやってくれはったので、今までのところ、うまいこと
いっている感じです。
野波
森見

もう、試写が回っているんですね。

このあいだ東京で。僕も行きました。湯浅政明

監督が爆発している感じでしたね。
野波
森見

今をときめく、あの方が声ですね。

星野源さん。ネットで星野さんの試写会がニュ

ースになっているからすごい。自分の作品とは思えませ

ん。劇場版のアニメ映画化は初めてです。10年間ずっ

と、企画が出たり流れたりというのがあって、関係者は
昔から関わってきた人が多いから、みなさん、ようやく
来たという感じはありますね。

鞍馬の火祭 2013年＝朝日新聞の写真データベースから
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中之島どくしょ会の後半では、会場から寄せら

れた質問に森見登美彦さんが答えた。 （抄録）
Ｑ

柳画廊は『宵山万華鏡』にも出てきたと思うの

ですが、そのときの柳さんですか.
森見

そうです。祇園祭の中心になる四条烏丸かい

わいをうろうろしていると、画廊みたいなものを見か
けるので、『宵山万華鏡』に架空の画廊と柳さんとい
う人を登場させました。『夜行』で銅版画を出すの

に、その解説を京都でしてくれる人が必要になって、
「そういえば、柳さんがいたな」と思い出しました。
僕は、いろんな作品に登場人物を使い回しします。

作品と作品の間の整合性をあまり考えないで、それぞ
れの小説の中でその人が果たす役割を考えながら書き
直すので、正確には、人物像がずれていることもあり
ます。例えば、『夜は短し歩けよ乙女』と『四畳半神
話大系』に樋口さんという人物が出てきます。『四畳
半』でまず登場させ、『夜は短し』を書くときに同じ
ような人物をまたつくらなきゃいけなくなって、八回
生の変な先輩で別の人をつくっても白々しいなと思っ
て、樋口さんをもう一ぺん出したんです。厳密な設計
図があるわけじゃなくて、手塚治虫の漫画にアセチレ
ン・ランプとかが出てくる「スターシステム」みたい
なもの。
Ｑ

『恋文の技術』に出てくる森見登美彦という作

家は何ですか。
森見

主人公がいろんな人に手紙を出すという小説

ですから、作者にさえ出すというだけのことです。
Ｑ

森見さんがこれまで旅した中で、特に印象深か

った場所や鉄道はどこですか。
森見

かなり好きなのは長崎です。何度か行ってい

ます。歴史があって、街の構造がパワーアップした尾
道みたいじゃないですか。路面電車もありますし。
Ｑ

森見さんの小説には、銅版画、地獄絵図、四畳

半部屋など、異世界に通じる何かがたびたび出てきま
す。書いているうちに脳裏に浮かぶのですか。
森見

僕の小説で目指すところとして、別世界の変

なものが出てくるのを書きたいんです。こういう筋道
を進んでいくと不思議なものがいろいろ出てくるとい
う予感がしたときに、ようやく書けます。ですから、
そういうアイテムは普段からいろいろ探っています。
Ｑ

完全に異世界、異空間から始まるのではなく、

現実と地続きで、いつの間にかえらいことになってい
るということが多いですね。
６
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■ 質問に答えて ■

森見

子どものときから割とそうですね。読むもの

も、異世界ファンタジーとかは苦手で、地続きのもの
にしか興味がわきません。自分が歩いていける別の世
界に迷い込んでしまうという感覚が大事でした。
Ｑ

作中に出てくる長谷川さんという女性は、絵を

美術館で見た長谷川潔から来ているのですか。
森見

そうかな……。僕は元々、長谷川という苗字

が好きなんです。
Ｑ

パラレルワールド的な体験はありますか。パラ

レルワールドについて、どう考えますか。
森見

体験はないです。でも、目の前の世界のちょ

っとした破け目の向こうに別の世界があるんじゃない
かとか、人それぞれが見ている世界は全然違うんじゃ
ないかとか、自分はもしかしたら全然違う人生を歩ん
でいたんじゃないかとかは、妄想します。そういうい
ろんな世界をひっくるめて世界ができているという感
覚が、人生観というほどではないですけどあるので、
小説を書くときに出てくるのかなと思います。
Ｑ

「妄想」という単語がけっこう出てきますね。

昔から妄想する力が強かったのですか。
森見

小説家ですから、最近は仕事として妄想して

いるという感じです。普段の僕は、普通にぼーっとし
ています。小説を書き始めたら、だんだん妄想が膨ら
んでいくという感じかな。
Ｑ

森見

忘れられない夜というのはありますか。

最近では、『夜行』が直木賞に落ちた夜。担

当の方と二人で寝台列車「サンライズ出雲」に乗っ

て、意味もなく岡山まで行きました。東京駅でお酒を
買って、寝台列車の中で残念会をしたんです。京都に
は、朝が早過ぎて止まってくれない。姫路まで行って
もまだ５時。それで岡山まで行って朝ご飯を食べて、
担当の人は東京に帰り、僕は奈良に帰りました。
Ｑ

森見

文学賞とは、森見さんにとって何ですか。

助かります。「僕は現役の作家なんやな」と

思えます。自分と小説との関係だけなら、満足のいく
小説が書ければそれでいいんですけど、一応、社会人
なので、出版の世界でちゃんとやっていると認められ
るという意味でうれしいです。本の経歴欄に何々賞と
かが加わると「おお、すごい」と思います。
Ｑ

森見

『ペンギン・ハイウェイ』は日本ＳＦ大賞。

はい。いただけるとは思いませんでした。厳

密なＳＦではなく、ＳＦ風味みたいな感じで書いたも
のですから。自分の小説としては異質ではないし、Ｓ
ＦかＳＦでないかというのは僕が決めるものではなく
て、他の人が決めることなんですね。
Ｑ

『夜行』の世界は、不可解なことが起こりすぎ

中之島どくしょ会

目すれば読み解けるのでしょうか。
森見

別に読み解かなくても、感じていただければ

いいんです。何か気持ち悪い、不気味な感じをつくる
というのが僕の目指しているところなので、厳密につ
じつまを合わせるのは大事じゃないと思います。
Ｑ

森見

謎解きには、あまりこだわらないのですか。

こだわらないですね。謎みたいなことが起き

て不安になって、ミステリーは、回答がちゃんとある
かというところに主眼があるけれど、僕の小説は、不
安を呼び起こされるという方に主眼があるので。キン
カンみたいな感じです。あれは皮を食べるじゃないで
すか。ミカンは皮をむいて中身を食べますけど。
Ｑ

『夜行』に出てくる舞台は、ほかにも候補地が

何カ所かあったのでしょうか。
森見

みち お

長崎とか、伊勢とか。作中に岸田道生の銅版

画作品の地名が列挙されています。全部、僕が行った
ところで、候補として考えていました。
Ｑ

森見

続編はあるのですか。

無理でしょうね。担当の方と最初は、夜行と

しょこう

曙光を対にして前・後編みたいなことを言っていたん
ですけれども、「曙光」という作品が『夜行』の中に
入っちゃったので、それもできません。
Ｑ

『夜行』の話に登場する女性たちと長谷川さん

が複雑に絡み合った関係にある気がします。この物語
の女性たちを、どんなイメージで書きましたか。
森見

それぞれの女性は、それぞれの話の不安感を

呼び出すために使っているところがあります。長谷川
さんも、明確にこういう人だと定めているわけではあ
りません。僕もよくわかりません。『有頂天家族』に
出てくる弁天のように、どんな人なのかは闇の部分が
多くて、類推しているだけという感じがします。
Ｑ

いろんな作品に弁天のほかにも、悪いハイパワ

ー女性が出てきます。そういう女性が好みですか。
森見

いや、全然。弁天みたいに乱暴に男を踏みつ

ける強さに若干憧れて、そうなってみたいという思い
があるかもしれないですね。でも、実際に踏みつけら
れるのは嫌です。僕は、やさしい人がいいです。
Ｑ

森見

今まで書いた女性では、誰が好きですか。

憧れるのは弁天。でも、女性として好きとい

うことでもないです。書いていて楽しかったのは『夜
は短し』の乙女ですかね。今、再現しようと思っても
難しい、その場の流れで奇跡的にできてしまったキャ
ラクターです。あれは好きかな。
Ｑ

森見

一人称の女性も、あまり出てきませんね。

女性のリアルな感じを書けと言われても、僕

読み解かなくても感じればいい／思い切り削った『怠け者』／紙芝居づくりから作家を志す

て、読み解くのがとても難しく感じました。どこに注

は書けません。『夜行』では女性の語りを無理やり一
つ入れましたが、周りにいる人たちに語るという形式
なのでできたんです。女性を主人公にして、その人が
内面を語るというのは、できるだけしないようにして
います。『夜は短し』の乙女はぶっ飛んでいたので、
ぎりぎりセーフでできたんですけれども。
Ｑ

単行本にするために加筆・修正するとき、何か

こだわりがありますか。
森見

本一冊として一つの世界が成立するように、

自分が満足のいく形にならないと出さないと決めてい
ます。『聖なる怠け者の冒険』は朝日新聞連載の後、
単行本から文庫化するときに、文章をかなり思い切っ
て削って、身軽にしました。単行本化のときは調子が
悪くて、文庫本にするときに自分で読み直してみて、
文章も描写もあまりにも重いと思ったんです。
Ｑ

小説書くうえで単語などを、どのように選んで

いますか。こだわりがあれば教えてください。
森見

『夜は短し』と『ペンギン・ハイウェイ』を

同じ言葉使いでは書けませんので、合った言葉、小説
の世界がくっきりする言葉を選んでいるとは言えま

す。でも、実際は、厳密に言葉を用意して、「さあ、
これで書きましょう」ということはしません。文章を
書いていって、だんだん流れができて、例えば主人公
はこういう性格で、こういう風に語る、こういう風に
怒るだろうという流れがつかめてくると、それにふさ
わしい言葉が出てくるというパターンでしょうか。
Ｑ

森見

どうして小説家になったのですか。

子どものときから、なりたかったので。小学

校３年生のときに友だちと紙芝居をつくって、文章を
僕が書いて、楽しくて、何となく文章でお話をつくり
たいなと考えるようになりました。うちの母親は本を
読むのが好きだったから、原稿用紙を買ってくれまし
た。それで、10歳ぐらいから書き始めました。
Ｑ

森見

賞への応募は、いつ頃からですか。

高校生ぐらいのときに何かに応募しました。

大学生になって、ファンタジーノベル大賞を受賞した
前の年にも応募して、１次選考には通ったけど、最終
候補には残りませんでした。
Ｑ

小説家になりたい人がなぜ、京大農学部に行っ

て竹を勉強したのですか。
森見
Ｑ

何となく行ってしまった感じですね。

小説を書くのと、小説家になって小説で食べて

いこうと思うのには、何か違いはありますか。
森見

子どものときから、そこら辺を分けて考えま

せんでした。書き始めて、いつの間にか、将来は小説
家になろうとスライドしていました。
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毎日何枚と執筆ペースを決めていますか。

森見

最近は、毎日ちょっとずつ淡々と書いていま

す。書く時間は決めているけど、厳密に何枚が目標と
いうストイックなことはしないですね。
Ｑ

自分の作品を読み返したりしますか。

森見

あまりしないですね。「昔、あんな小説を書

いたな」という思い出だけ。
Ｑ

『ペンギン・ハイウェイ』のペンギン、『有頂
たぬき

天家族』の狸……。動物を出そうというインスピレー
ションはどこから出てくるのですか。
森見

ＮＨＫテレビのドキュメンタリーを見ていた

ら、ペンギンたちが海から陸へよちよち上がっていく
ところに、けもの道みたいなのができて、「ペンギン
・ハイウェイと呼ばれています」というナレーション
が入りました。けもの道をハイウェイと言っているギ
ャップが面白くて、何とかこの言葉を使いたいなと考
えました。そこから『ペンギン・ハイウェイ』。
Ｑ

なぜ、京都でなく奈良に住んでいるのですか。

森見

京都にも仕事場はあるんです。毎週そこへ行

って、編集者とも会います。完全撤退したわけじゃな
いんです。ただ、東京から帰って来たときは非常に疲
れていたので、引きこもれるだけ引きこもりたいと思
いました。京都じゃ生ぬるい。東京に近すぎる。奈良
は、そこからワンクッションある感じですよね。
Ｑ

『有頂天家族』の下鴨一家は、なぜ標準語で会

話しているのですか。
森見

あまり生々しくなるのが嫌というか、関西弁

を書き分け始めると大変なことになるので、そういう
ところにエネルギーを使いたくなかったんです。
Ｑ

東京を小説の舞台にしたことは……。

森見

今書いている『熱帯』という小説は東京から

始まるので、それが初めてかな。僕は東京でも、千駄
木に住んで、職場がある永田町へ通って、退職後も小
石川に仕事場を借りて、割と静かな暮らしでした。編
集者や勤め先の同僚に聞くと、谷根千あたりを勧める
人が多かったので、じゃあ、そうしようと。新宿とか
には近づかないようにしていました。
Ｑ

この人にはかなわないと思う作家はいますか。

森見

みなさんすごい。誰にもかなわないと思いま

す。野生時代フロンティア文学賞の選考会をこのあい
うぶかたとう

み づき

だ、冲方丁さん、辻村深月さんとやったんですけど、
お二人といると、何で僕が肩を並べられるんだと感じ
ます。彼らはすごくプロっぽい。
ま

Ｑ

き

め

万城目学さんと比べられることを、どう思いま

すか。仲はよろしいんですね。
森見

８

年に何回かお会いします。小説家で緊張せず
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Ｑ

に平気で突っ込めるのは万城目さんぐらい。でも、互
いにデビューしてからだいぶんたって、やりたいこと
が別々というか、はっきり分かれてきたと思います。
Ｑ

万城目さんの作品は実写映画がけっこうあるの

に、なぜ森見さんはないのでしょう。
森見

万城目さんは、小説としてちゃんとしている

からだと思います。ファンタジックなことを書くんで
すけど、小説の世界そのものがゆがんでいる印象はあ
りません。土台をきっちりつくって、その上に変なも
のを乗っけるというつくり方をされるんです。

僕の小説は土台がゆがんでいるので、別の形に非常

に置き換えにくいと思います。僕は、ええかげんで、
省エネで、文章の勢いとかで乗り越えちゃうことも多
いけど、万城目さんはそういうことをあまり許しませ
ち みつ

ん。もう少し緻密にやろうとしはるんです。
Ｑ

学生時代に所属していたライフル部の経験が、

作家活動に生きているところはありますか。
森見

部のノートとかに友だちの悪口を書いて笑わ

すのはずっとやっていましたから、『太陽の塔』を書
くときは、そこで鍛えられましたね。
Ｑ

会場を見ると女性ファンが多いですが、女性を

引きつける自分の小説って何だと思いますか。
森見

わからないですね。僕は、あまり生々しい女

性とかを書かへんから、女性の読者も気楽なのかな。
「女性とは、こういう存在だ」とぐいぐい書こうとは
しなくて、僕の妄想でぱぱっと書くので。男性も女性
も、読みやすいのかなとは思います。
Ｑ

デビュー15周年に向けて、今は何をしていて、

15周年には何をするつもりですか。
森見

15周年は何もしないので、隠れてやり過ごし
マ ト グ ロ ッ ソ

ます。今は次の本ですね。『Matogrosso』というWeb

文芸誌に連載していた『熱帯』という小説です。11年
に連載を全部中断したときに止まったのを、久しぶり
に再開して、単行本にする作業をしています。
Ｑ

『ホームズ』もですね。

森見

ボ

ッ

ク

『小説ＢＯＣ』という中央公論社さんの雑誌
がいせん

に『シャーロック・ホームズの凱旋』という小説を連
載しています。全然、謎を解かないホームズで、事件
をまったく解決できなくなり、すごくいい推理を組み
立てたのに外れたり、あまりにもスランプなので桂の
いおり

竹林に庵を結んだりします。ヴィクトリア朝京都とい
う、京都でもヴィクトリア朝ロンドンでもない、二つ
が混じり合った京都を舞台にして、スランプになった
ホームズがうだうだするという小説なんです。来年に
出版できればいいですけどね。一応、編集者は面白い
と言ってくれています。

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）

「ヴィア・フランチージェナ」

北イタリア・ロマネスク巡礼
でローマ巡礼路のロマネスクを紹介しま
す。

サンティヤゴやエルサレムと並ぶ重要

◇とき・テーマ

な聖地であるローマ。聖ペトロが眠るこ

・５月12日（金）

地から巡礼が押し寄せるようになりま

（１）ローマ巡礼路のロマネスクⅠ―

す。アルプスを越えた神の旅人たちは、

ピエモンテからロンバルディアへ

都市の大聖堂や田園の修道院を訪れなが

（２）同Ⅱ―エミリアを行く

ら、ローマに向かったのでした。そのた

・６月９日（金）

め北イタリアに「ヴィア・フランチージ

（３）同Ⅲ―トスカーナを行く

ェナ」と呼ばれる巡礼路が形成され、道

（４）同Ⅳ―ラツィオからローマへ

中に建設された教会には、個性豊かなロ
マネスク芸術が開花します。講座では取
材を終えたばかりの講師が、最新の映像

各回13時〜16時45分

（途中休憩あり）

の聖都に、12世紀になるとヨーロッパ各

◇受講料（２回）カルチャー会員11,232
円、一般12,528円

ノヴァレーザの修道院

発掘された大津京とその時代
滋賀県立大学名誉教授

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

池田 健二

美術史家

林 博通
うつ

667年、中大兄皇子は都を近江に遷
し、翌年即位して天智天皇となりまし

た。今年は遷都1350周年に当たりま

す。この「大津京時代」はわずかに５
年間でしたが、わが国の歴史上きわめ

て重要な時代でした。外敵の侵攻の脅威から国を守り、
国家という骨組みをしっかり固めた時代だからです。都
の具体的な位置や構造については長らく不明で、近年よ
うやくその姿を現し始めました。大津京の建物跡を初め

（ほかに資料代300〜400円）

ないかと疑心暗鬼になりますが、むやみやたらに疑って
いたら人間関係は築けません。講座では、具体例を紹介
しながら、なぜ騙されるのかを分析し、騙されないため
うそ

にはどうすればよいのかお話しします。嘘を見抜く目を
養いましょう。
◇とき

◇受講料

５月20日（土）16時～17時半

カルチャー会員 2,916円、一般 3,240円

肩こりの原因とその解消法
大阪大学大学院医学系研究科教授
頻度第１位。それだけ多くの人が肩こ

◇とき

なぜ肩がこるのか？肩の筋肉が固くな

その時代について語ります。

５月19日（金）13時半～15時

カルチャー会員 2,916円、一般 3,348円

片田 珠美
だま

振り込め詐欺や婚活詐欺などで騙さ

れる人が後を絶ちません。身近な相手
や長年信用していた相手に裏切られ、
がくぜん

りに悩まされているのでしょう。では
っているから？背骨が曲がっているか

ら？姿勢が悪いから？世間ではいろい
ろ言われていますが、これらは原因に

騙されない技術
精神科医

菅本 一臣

肩こりは国民の体の悩みの中で、20年以上にわたり

て発掘した講師が、これまでに判明している大津京像や

◇受講料

☎ 06-

愕然とすることもあるでしょう。詐欺師だらけなのでは

はなりません。講座では、肩の構造と、肩こりが起きる
仕組みについて映像を使って説明し、簡単な予防トレー
ニングも紹介します。
◇とき

◇ところ

５月27日（土）10時半～12時

◇受講料

大阪大学中之島センター（大阪市北区）
カルチャー会員・一般とも1,620円
Asahi Kansai Square
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特別編

ソメ イ ヨシ ノ

う こん

春４月は桜の季節。もちろん、染井吉野だけが桜

鬱金 Ｓ

じゃありません。人があふれる遠くの名所へ出かけ
なくても、身近なところでいろいろな桜に出会えま
（黒沢 雅善）

す。カメラを片手に散歩しながら撮影した写真で、
誌上お花見をお楽しみください。

※品種名の後のローマ字は、Ｅ＝エドヒガン系、Ｋ
＝カンヒザクラ系、Ｏ＝オオシマザクラ系、Ｓ＝
e t＝
c .その他

オオシマザクラ

南殿 Ｓ

な でん

兼六園菊桜 Ｓ

S

虎
市原

駿河台匂 O

花染衣 Ｓ

はなぞめ い

オカメ Ｋ

塩竈桜 Ｓ

しおがま

一葉 Ｓ

弁殿 Ｙ

妹背 Ｓ

の尾
べにしだ れ

半木の道の八重紅枝垂 Ｅ＝京都市左京区
なからぎ

サトザクラ系、Ｙ＝ヤマザクラ系、

法明寺 Ｓ

花を
訪ねて

十月桜 Ｅ
カンヒザクラ
いちよう
べんどの
いも せ

マメザクラ etc.

修善寺寒桜 Ｋ

匂桜 Ｙ

ぎょ い こう

御衣黄 Ｓ

い

べに て まり

ざ よい

十六夜桜 Ｓ

紅手鞠 Ｓ

こう か

紅華Ｓ

おもいがわ

思川 Ｅ

た お や め

手弱女 Ｓ

琴平 Ｙ

京都御苑のヤマザクラ＝京都市上京区

紅笠 Ｓ

御所車返し Ｓ

陽光 Ｋ
ふ げんぞう

須磨浦普賢象 Ｓ

ふ げんぞう

長居公園の河津桜 Ｋ＝大阪市東住吉区

二尊院普賢象 Ｓ

松前紅紫 Ｓ

朱雀 Ｓ

しょうげつ

松月 Ｓ

御室有明 Ｓ

イベント・出版等の情報

現場・コリアン・旅行をテーマに本をだしました
神戸学生青年センター館長

ひ

だ

飛田 雄一さんから

私は、神戸学生青年センター出版部の社長（？）ある

いはむくげの会出版の編集者として、いろんな方のいろ
んな本をだしてきました。昨年の正月、今年は自分の本
をだそうと決心して、作業を進めました。いざ出版とな
ると、予定通りことが運ばないこともあり、難破しそう
になりましたが、なんとか出版にこぎつけました。
つづ

『現場を歩く、現場を綴る―日本・コリア・キリスト

教―』（かんよう出版、2016年６月、1,500円＋税、写

真の左）は、私の「現場主義」の由来、昭和天皇の死亡
に関連して当時書いた文章、戦前の在日コリアンキリス

ト教会の歴史、韓国訪問記などを収録し

気分―コリア・中国から中央アジアへの旅―』（合同出

版、2017年１月、1,500円＋税、同中央）。私は、自分
の行きたいところを中心に（？）神戸学生青年センタ
ー、むくげの会、神戸・南京をむすぶ会などでツアーを
企画しています。韓国が多いが、朝鮮民主主義人民共和
国、中国も訪問しています。「中央アジアのコリアンを
訪ねる旅」でカザフスタン、ウズベキスタンも訪問して
います。それらの記録をまとめて心は「旅行作家」をさ
せていただいた次第です。

ご覧いただければ幸いです。実は、『ドキュメント・

阪神大震災――そのとき外国人は？』も書きたいと夢想
しているところですが、どうなることやら……。

ました。『心に刻み、石に刻む―在日コ
リアンと私』（三一書房、2016年11月、
1,800円＋税、同右）は、1970年代から
コリアンの人権擁護運動に関わってきた
私の体験を語った講演録、アジア・太平
洋戦争時期の神戸港の朝鮮人・中国人・
連合国軍捕虜および1961年の武庫川河川
敷の強制代執行に関する論考、それに戦
後の在日コリアンの法的地位問題を扱っ
ています。最後の１冊が、『旅行作家な

「ニュージーランドを
もっと知りたい講演会」
キウイサロン代表

塩田 晴康さんから

キウイサロンは、ニュージーランドが大好きな人たち

の交流サロンです。ニ
ュージーランド学会と
共催して、見出しの講
演会を催します。ニュ
ージーランドに行った
ことのある人、興味の
ある人、どなたでも大
歓迎です。どうぞ、お
越しください。
◇とき

４月15日（土） 13時半～16時45分

１２ 2017.04
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◇ところ

大阪市立福島区民センター 301会議室（大阪

市福島区吉野3-17-23）※地下鉄千日前線野田阪神、

阪神電車野田、ＪＲ東西線海老江各駅すぐ＝地図参照

◇講演内容とスピーカー

・ニュージーランドの知られざる？珍名所
・ニュージーランドの経済と不動産
・ニュージーランド北島の植物園
◇参加無料

松沼 清司

渡邉靖子

松谷 茂

※講演終了後、スピーカーを交えての懇親会を近くのレ
ストラン「フェルマータ」（☎ 06-6441-6673）で、17
時15分から開催します。ぜひご参加ください。会費

は3,500円。飲み物は各自でご注文、お支払いくださ
い。なお、懇親会は事前申し込みが必要です

◇お申し込み・お問い合わせ先

キウイサロン・塩田

晴康（E-mail：shiota1202@maia.eonet.ne.jp ☎0904763-6968）

とぴっく・ナウ

JAZZ SINGERS SPECIAL vol.12
NPO法人

「５人のシンガー

関西ジャズ協会さまから

関西ジャズ協会は関西で活躍するミュージシャンが主

体となってジャズ音楽復興のために設立

アメリカを唄う」

宮市高松町4-8

プレラにしのみや５階）

※阪急神戸線西宮北口駅南側すぐ
◇出演

新井雅代・伊藤晴夫・木田折子・西田あつ子・

され、今年17年目を迎えます。関西発の

パティ（以上 vo）、大塚善章（p）、

宗川信（b）、御薬袋一男（ds）、高

コンサートが少なくなった中、年４回の

橋知道（ts)、紀平真理（司会）

自主公演を毎年行っております。その一

◇予定曲

つが12回目を迎える本公演で、ヴォーカ

「テネシー・ワルツ」「ニュ

ーヨーク・ニューヨーク」「思い出の

リストを中心に構成されております。

サンフランシスコ」「セントルイス・

今回は、ジャズの名曲の多くがジャズ

ブルース」「マンハッタン」他

の故郷アメリカの各都市の魅力を素材と

◇料金

リ力旅行を楽しんでいただくことにしま

※全席自由。当日券は割引なし

して取り上げていることから、歌のアメ

ミティ友の会会員は１割引）

した。５人のシンガーはいずれも関西を

◇チケット取り扱い

代表するメンバー。ソロだけでなく全員

西宮市プレラホール（☎ 0798-64-

でのコーラスに挑戦します。バックを務

めるのは、当協会会長大塚善章率いるクヮルテツト。誰
でも知っている名曲をリストアップしております。
◇とき

４月９日（日）開場13時半、開演14時

◇ところ

西宮市プレラホール（〒663-8204 兵庫県西

3,000円（ジャズ協会会員、ア

9485） ／ローソンチケット（☎ 0570084-005（Ｌコード：54017)
◇主催・お問い合わせ・チケット取り扱い
人 関西ジャズ協会（☎ 06-6442-0370
kjsnet.org

URL：http://kjsnet.org/）

NPO法

E-mail：kjs@

通崎睦美コンサート 今、
甦る!

木琴デイズvol.7「弦楽四重奏団との邂逅」

木琴・マリンバ奏者、文筆家

通崎 睦美さんから

戦前のアメリカで活躍した木琴奏者・平岡養一（1907

―1981）は、避暑地の演奏会でニューヨーク・フィルの
弦楽器奏者からなる弦楽四重奏団と知り
合い、競演を重ねました。彼らとは生涯
にわたって付き合いが続き、小澤征爾監

オより、〈木琴＋ヴィオラ＋チェロ〉西邑由記子編：
スクリーン・ミュージック〈木琴＋ヴァイオリン＋チ
ェロ〉バッハ／林光編：〈３声〉のインヴェンション
「インヴェンションとシンフォニア」より ほか

◇入場料（各税込み）一般＝前売3,500

円、当日4,000円／学生＝前売1,500

円、当日2.000円

修による日米多重録音という稀少な企画

※学生券前売りは限定30枚、全自由席、

ツァルト、懐かしい映画音楽から現代日

◇チケット販売  チケットぴあ（☎0570-

の記録もあります。彼らが愛奏したモー
本の作品までをお聴きいただきます。
（案内チラシから要約）
◇とき

５月16日（火）

昼＝13時半開場、14時開演
夜＝18時半開場、19時開演

◇ところ

京都文化博物館別館ホール

（京都市中京区三条高倉）

◇出演

通崎睦美（木琴）、ゲスト：クァルテット・エ

クセルシオ（弦楽四重奏＝ヴァイオリン：西野ゆか、
山田百子、ヴィオラ：吉田有紀子、チェロ：大友肇）

◇曲目

〈木琴＋ヴァイオリン〉バルトーク：44のデュ

未就学児童の入場は不可

02-9999 Ｐコード316-082）、ローソン

チケット（☎0570-00-0407、0570-084005 Ｌコード52153）、ＣＮブレイガ

イド（☎0570-08-9990）、イープラス

（http://eplus.jp/otonowa/）、高島屋京
都店７Ｆチケットショップ（店頭販売

のみ）、大丸京都店７Ｆ商品券売場

（同）、otonowa（☎ 075-252-8255＝電話予約のみ）

◇主催・お問い合わせ先

otonowa（☎ 075-252-8255

10～18時半、日曜・祝日休み、土曜不定休。http://
www.otonowa.co.jp）
Asahi Kansai Square
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会員・読者からの寄稿

木村重信さんを悼み、その名言から識見を偲ぶ
文化ジャーナリスト

数ある木村重信著では

白鳥 正夫

『 美 術 の 始 源 』（1971

国立国際と兵庫県立の両美術館長を務め、一人で『世

年、新潮社）が後に『木

界美術史』（1997年、朝日新聞社）を著した美術史家の

村重信著作集第一巻』

木村重信さん＝写真、筆者提供＝が１月30日、91歳で逝

（1999年、思文閣出版）

去された。民族藝術学会名誉会長を務め、日本の美術・

に収められ、読むことが

芸術分野の重鎮として長らく重責を担われた。その死を

できた。旧石器時代の洞

しの

惜しみ、５月29日（月）に大阪の国立国際美術館で偲ぶ

窟壁画から極北美術やサ

会が催される。私も朝日新聞社時代に、企画展や特集記

ハラ地域の美術、さらに

事の原稿依頼などで指導していただいた。定年後も文化

アフリカのブッシュマン

講座で対談の機会を与えられ、拙著に序文を寄せていた

美術にまで言及したフィ

だくなど薫陶を受けた。その思い出と共に、美とは何
か、美術館の役割、鑑賞者の心構えなどについて、取材

ールドワークの成果だ。
研究領域の幅広さと奥深

ノートに残る言葉を拾い、改めて識見と足跡を偲ぶ。

さには驚き、敬意を表し接した。

にあった国立国際美術館の館長として着任された年の暮

手である木村庄助は実兄で、木村さんは後年、その日誌

あった。その後、企画展ごとに開かれていた「アーティ

ア）として刊行された。「太宰を思い太宰に生かされ

私が初めて木村さんとお会いしたのは、千里万博公園

れ、「現代美術への視点

形象のはざま」展の開会式で

ストの集い」でいつも懇談の機会を得て、時折、アーテ
ィストの吉原英雄や元永定正、森口宏一の各氏（いずれ

はこ

太宰治著『パンドラの匣』の底本となった日誌の書き

を編纂し直し、『木村庄助日誌』（2005年、編集工房ノ
た」兄へのオマージュでもあった。

拙著『アート鑑賞の玉手箱』（2013年、梧桐書院）に

も故人）らと酒席を共にさせていただいた。

序文を寄せていただいた。《アート、多彩なメニューを

よなく愛され、大阪大学時代の教え子であるアーティス

感受性の水準に正確に応じて存在し、鑑賞者の想像力の

こう ぎ

その後20年余にわたってご厚誼にあずかった。酒をこ

トの家に誘われた時はワインボトル３本を空けて、なお
明快に芸術論をぶっていた。豊中市のご自宅にお訪ねし
た日は、前夜に徹夜で飲んでいたにもかかわらず、ボト
ルを卓上に置き、もてなしを受けた。

1984年設立の民族藝術学会は木村さんの提唱だった。

味わうのは、あなた》の文章には、「アートは鑑賞者の
大小によって、作品の意味は大きくもなり、小さくもな
る」と記された。木村さんは速読・速筆の名手で、この
序文だけでなく、企画展の特集記事なども依頼して数日
後には送られてきた。

文化や芸術についての識見を著作や講演で発表してき

「芸術は民族や文化の違いに応じて、美の規準や表現が

た木村さんの名言が、私の取材ノートにも書き留められ

れてきた。そして既成のジャンルを超えた活動が創作、

室で2006年秋、「アートへの招待」をテーマに対談させ

異なることが、美術、音楽、芸能などの諸分野で立証さ
享受、研究のそれぞれに見られるようになった。こうし
た時代思潮を背景にして、民族芸術学の研究を深めよ

う」という趣旨だ。2003年から「木村重信民族藝術学会
賞」が創設された。

木村さんの誘いで、私も05年に入会した。研究者でな

い私に、木村さんから何冊も著書が贈られてきた。本棚

ている。大阪・中之島のリーガロイヤルホテルの文化教
ていただいた際の中からいくつかを拾い出してみた。
白鳥

世界のアートが身近な時代になってきました。

内外の美術館に出向くに際し、また美術館で作品を鑑賞
するに当たり、どのように対応すればいいのでしょう。
木村

フランス国立人類学博物館の入り口に掲げられ

には『美術史家 地球を行く』（2008年、ランダムハウ

ている銘文に端的に示されています。「それは、通り過

閣出版）など、地球規模で書かれた体験記録が並ぶ。こ

か、語るか沈黙するか、どちらにするかは、あなた自身

ス講談社）や、『世界を巡る美術探検』（2012年、思文
うした書籍は私の海外旅行への好奇心につながった。
１４ 2017.04

Asahi Kansai Square

ぎるあなた次第ですよ。私が墓場になるか、宝庫になる
が決めることです。友よ、欲することなく、ここに入っ

視点／私点

てはいけません」と。鑑賞者の働きかけがなければ、ど
んな立派な作品も意味を持たないのです。日本では「心
み

ここにあらざれば、視 れども見えず、聴けども聞こえ

ず」という言葉があります。例えば、生徒たちが修学旅
行で、奈良では大仏さんの東大寺へ行きます。京都では
三十三間堂の千体仏を見ます。しかし「大きいなぁ、た

くさんあるなぁ」という印象しか持たないでしょう。
「心ここにありて」見ていないからです。先生がちょっ

とヒントを出したら違ってくるのです。大仏さんは、
「顔と体を比較しなさい」と言えばいいのです。体は部
分的に修復されていますが奈良時代のものです。連弁の
毛彫りなど非常に優美です。顔は戦火に焼かれ、江戸時
へんぺい

代のはじめに下手な仏師が作りました。扁平で、むしろ
醜悪です。そういう風にちょっと意識して見れば、顔と
体が全然違うということに気付くはずです。
白鳥

美術館の運営には費用がかさみます。財政難の

木村

戦前は「参拝の為の」美術館でした。仏様を拝

時代に求められる役割をどう考えたらいいのでしょう。

々の祖先であるホモ・サピエンスが現れたのと同時
に、洞窟壁画などの絵画彫刻が現れた。それ以前のネ
アンデルタールにはありません。楽器も随分残ってい
ます。芸術が根源的に持っている力というものを考え
ていただきたい。勉強が頭の足しに、スポーツが体の
足しになるように、芸術は心の足しになります。

モノと人づきあいを断捨離
団塊世代の老後対策
太鼓持ち

荒井 正三

ほうかん

太鼓持ち（幇間）をして、私も今年は71歳を迎えます

し、お客様もご年配の方達は、そろそろ体力も落ち膝も
痛くなり、お茶屋での座敷遊びも、ままならない状態に
なってきて、この頃では遊びよりも、何か老後対策をし
ているかを聞かれます。

私が実践しているのは、二十歳の時に母親を亡くして

むように、立派な美術品を拝みに行ったわけです。場所

いますので、日常生活を維持する掃除・洗濯・料理は苦

戦後は「奇蹟の」美術館となりました。一般に公開でき

「孫わ優しい」（豆類・ゴマ類・ワカメの海藻類・野菜

も公園の中とか、郊外の閑静なところに置かれました。
ないような非常にエロティックな作品も美術館の中なら
展示できる。美術館が社会に対して余り影響力がないか
らできたのです。ところが、1970年頃にポンピドー・セ

なくやれますし、買い物もバランスを見ながら買って

類・魚類・椎茸のキノコ類・芋類）を基準として食べる
ように心がけています。

運動は、朝は自分流のストレッチと夕方の散歩をなる

ンターができてから、人々を楽しませるという性格が強

べく心がけ、出かける時には、名前・住所・生年月日・

を否定する意味を持ち、amuse ＝楽しませるという意味

・連絡先など書いた資料と、保健証に個人番号カードと

アミュージアム

くなってきました。amuseum です。ａは従来の museum

を持ちます。そのことで美術館が随分変わりました。博
ひろ

物館は博 く物を集める館を意味しますが、私は「博情

病気手術・通院・掛かり付け医師名・お薬・保健証番号
現金はカバンに入れて持ち歩いています。
だんしゃ り

５年ほどかけてやっと家の中の断捨離が一通り終了、

館」を提唱しています。情報を集め、発信する館です。

物は押入れの中だけで、部屋には置かないだけでなく、

る amuseum としてとらえ、展開すべきでしょう。

持つようにしました。

行政は美術館を単なる美の殿堂から多様なニーズに応え
白鳥

文化・芸術が、私たちの生活に必要でしょう

か。「衣食住足りて」という言葉がありますが、人間の
暮らしにとって、どのように考えればいいのでしょう。
木村

「芸術とは何か」ということですね。とても一

口では言えませんが、もしこの世に芸術がなかったらと

部屋そのものも縮小改築してしまい、必要最小限度だけ
一番大変だったのが、お墓とお仏壇の処分、親戚が集

まる法事の席で、こちらも３年程かけて説得し処分、生
きている友人・知人も信頼するに足りない人は、思い切
って断捨離しました。

わずかな資産ですが、分かり易くシンプルにしょう

想像して下さい。大部分の人たちは衣食住の余裕から芸

と、取引銀行は２行だけにし、保険などは最小限度に収

はないのです。アメリカが発見され、アフリカから大勢

れない骨董品は全て処分してしまいました。

術が生まれると思われているかもしれませんが、そうで
の人々が奴隷として運ばれました。1500万人から2000万

縮、集めていた記念切手やコインなどや、相場が公表さ
家系図を作って相続人関係が分かるようにし、亡くな

人といわれ、アフリカでも大西洋上でも大勢が死んでい

った人の病気も把握出来れば、自分が何の病気になり易

です。それがジャズやサンバやタンゴの原型になった。

今、取り組んでいるのが、エンディングノートの作成

ます。人間の尊厳は剥奪され、残ったのは歌と踊りだけ
憤りを歌や踊りで表現したのです。人間から人間らしさ
を取り上げていくと、最後に残るのは芸術なのです。我

いかの確率も分かります。

です、痴呆になった場合の成年後見人制度を利用する時
や、遺言書作成の基本資料に出来ると思い準備中です。
Asahi Kansai Square
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視点／私点

日本語との違いを軽視した英語教育
一刻も早い新学習指導要領の再考を
滋賀大学名誉教授

吉川 千鶴子

近年、生徒の英語力は、大学入試センター試験の分析

や文科省の調査で「高３で中卒程度」と公表されている
ように、全般的低下が進んでいる。その傾向は、文科省

国語を処理し、②日英語のように言語的な違いが著しい
外国語を学習する場合、母語処理の脳部位を土台とし

て、母語と学習言語の相違点の処理に特化した変換部位
が作られ、学習言語処理の部位が作られていくという。
英語は、日本語との言語的な違いが著しく、日常的な

が学校英語を文法訳読の読解重視からコミュニケーショ

接触がほとんどない学習難易度が高い言語である。外交

に削減した1990年代以降に起こっている。にもかかわら

似た独・仏などの印欧語の５倍の習得時間がかかるとい

ン重視へと転換し、文法事項・文型・必修語彙数を大幅
ず、今回の新学習指導要領でも、小３〜小６の英語授業
時数を各学年35コマずつ増やし、小・中・高12年間一貫
したコミュニケーション偏重の英語教育策の“大もり”で
ある。英語力低下の原因分析がなく、従来方式を継承・
拡張するだけの英語教育策。こんな通話力一辺倒の学校

官になるために日本語を学ぶ米人研修生でさえ、母語と
う。従って、日本語人の英語習得には、日英語の変換脳
に日英語の相違点（音韻・語彙・構文法・談話文法や文
化・発想・思考法）に関する情報とその変換原理・規則
を蓄積するのが効率的である。

特に、入門期の英語指導には、日英語のズレと変換原

英語では、一層の学力低下が見込まれるのに！

理を熟知した教師による日本語での指導が欠かせない。

ついての科学的分析に基づく言語教育策の欠如にある。

いを知らず、英語をカタカナ式の‘ 和 耳 'で聞き、‘ 和 口 '

英語力低下の原因は、＜言語＞と＜言語力＞の本質に

＜言語＞は、生物学的にみると、命を生き抜き、子孫を
残そうとする生物が（単細胞生物でも、60兆の細胞から
なるヒトでも）共通して備え持つ、「生存と繁殖」のた
めの「情報処理（状況の即時判断・思考と反応行動）シ
ステム」に由来する。脳内で情報処理体系の中核として
機能する、高次に進化した＜情報媒体＞なのである。

＜言語力＞は、言語技術であり、コミュニケーション

（交信）力は、その技術の一つである。言語教育の先進

日本語人の英語苦手の第一歩は、日英語の音韻構造の違
で話そうとすることに始まるからである。日本語人は１
音節の語である street を、子音に母音を加えて「ストリ
ート」と５音節で発音する。英語人には otamot と聞こえ
るトマトの回音が tomato だと思い込んでいる。科学的

には、111のカナ文字数しかない日本語の音節で、1000

以上の英語の音節を表せるはずがない。カナ文字を使わ
ずに英語口と英語耳に直結した英語脳を作るには、英語
つづ

の alphabet 文字と綴りと英語音の関係を規則で示すフォ

連合国のＥＵでは、＜言語力＞を「発想力・論理力・表

ニックスの音声教材による指導法こそ、科学的で近道で

字情報の内容を正確に把握する「読解技術」と、その内

な」という指導要領のせいで、専門家が作っているはず

現力・批判的思考力・交信力・文章表現力」と捉え、文
容に対する意見を正確に有効に記述する「作文技術」を
言語技術訓練の中核に据えている。この訓練は、すべて
の教科に応用され、幼児の頃から読書に必要な知識と技
能を積み上げられるよう、読書技術を習得するためのシ
ステムがしっかり構成されているという。

国際人の条件は、よどみのない語学力よりも、母語の

ある。にもかかわらず「alphabet を学習の最初に教える
の初級者用辞書にさえ、カタカナの発音表記がされてい
る始末。英語音を和耳で聞き取ろうとしてもわからず、
和口で話しかけてもわかってもらえずに、小学校英語で
既に英語嫌いとなる児童が続出しているのも、当然の帰
結なのである。

さらに、英語の言語処理には、日本語と類似言語の５

読み書きによって培われる学習言語力（情報の読解力・

倍以上もかかるのに、総計1200時間あまりの学校英語の

思考力、自らの意見の説得力ある自己表現力を備え、そ

用いずに英語だけで語彙・統語法・文体・発想法を教え

整理力・発信力）の基盤の上に成り立つ論理的・批判的
の思いを外国語で述べることができることである。つま
り、国際人の育成には、母語の言語力の基盤の上に外国
語を使って自己表現ができるよう、幼・小・中・高の一
貫した体系的言語教育策の作成が急務である。

外国語の習得は、最新の脳研究によれば、①母語と外

国語が似ている場合は、母語の処理に関わる脳領域で外
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授業時数（自然な言語習得の１／10以下）で、日本語を
られても、習得どころか、一層の英語力低下が見込まれ
る。日本語人の英語習得過程である「日本語脳→日英語
変換脳→英語脳」の処理過程から、全く逸脱しているか
らである。

これ以上、輝く未来ある児童・生徒たちの芽をつまぬ

よう、一刻も早い新学習指導要領の再考を！

京都芸術センター

〒 604-8156
京都市中京区室町通蛸薬師

下 る 山 伏 山 町 546-2 ☎ 075-213-1000 FAX 075-213-1004
： info@kac.or.jp URL
： http://www.kac.or.jp/
E-mail

ＳＰ＋手回し蓄音機の音を聽け
京都芸術センター 明倫レコード倶楽部
ときどきＬＰレコードで音楽を聴

く。きちんと調整した装置でかける
と、同じ音源からつくったＣＤより
ずっと音が良い。けれど、趣味の道

ロディーが流れた。途端に私は、ノ
ックアウトされてしまった。
――なんてすごい音だ！

小学校の講堂を改装した100人以

上昔の人たちは、こんな立派な音で
音楽を鑑賞していたのだ。うらやま
しい。嫉妬すら覚える。

さらに続けて、ハンク・ウィリア

は奥が深い。もっと古いＳＰレコー

上は座れるホールいっぱいに、朗々

ムス「ラブシック・ブルース」、マ

京都芸術センターの明倫レコード

のおかきみたいにパリッと歯切れが

ーチー・マン」、リトル・リチャー

ドを楽しむ人たちがいる。
ク

ラ

ブ

倶楽部は、作家・いしいしんじさん
が、自ら収集したＳＰと手回し蓄音
機で、世界のさまざまな音楽を解説
しながら聴かせてくれる催しだ。ど
んな音がするのだろう。興味津々。
３月５日に開かれた会を訪ねた。

いしいさんが、「司会」役の息子

ひとひ君と一緒に登場した＝写真。
「最初はこれにしましょう」。紙袋
から取り出したのは、パティ・ペイ
ジが歌う「テネシーワルツ」。1950
年に出た米マーキュリー盤だ。
アイウォズ ダ ン シ ン ウ ィ ズ マ イ ダ ー リ ン

「I was dancin' with my darlin'……」
短い前奏に続いて、おなじみのメ

とした歌声が響き渡った。焼きたて
良い。温かい。しかも、目の前で動
いているのは、レコード針がとらえ
たかすかな振動を、電気を使わず、
箱に収めた共鳴管だけで増幅させる
超省エネ機械。信じられない。

ペイジの歌は大好きだ。これと同

ディ・ウォーターズ「フーチー・ク
ド「トゥッティ・フルッティ」、ネ
リー・メルバ「恋とはどんなものか
しら」、エディット・ピアフ「ラ・
ヴィ・アン・ローズ」、ビリー・ホ
リディ「恋人よ我に帰れ」……。

いしいさんがかけてくれたカント

じ録音を、オリジナル10インチ盤Ｌ

リー、ブルース、ロックンロール、

まちがいなく最高の音だった。

どの数々は、どれも至福のごちそう

ＰやＣＤで何回も聴いた。その中で
ケチならいくらでもつけられる。

きらめく高音が出ない。うなる重低
音も聞こえない。サーッと針が盤面
をひっかくノイズが入る……。

だが、それがどーした。半世紀以

クラシック、シャンソン、ジャズな
だった。音楽ソフトや再生装置のス
ペックを気にして重箱の隅をつつく
のが、アホらしくなるような。

次はぜひ取材抜きで、ゆっくり聴

かせてもらおう。
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関西スクエア会員交流会

関西スクエア賞贈呈式の後、スピーチす

日、大阪市北区・ヒルトン大阪

る河西秀哉さん（左）、土田さやかさん

＝３月

関西スクエア賞

第８回

15

河西秀哉さん ＆ 土田さやかさん
関西の各分野で育つ若い才能を発掘して応援する朝日新聞社の「朝日21関西スクエア賞」が、１年お休みして
かわにしひで や

復活した。第８回の今年（2016年度）は、神戸女学院大学文学部総合文化学科准教授の河西秀哉さん（39）と、
つち だ

京都府立大学大学院動物機能学研究室特任助教の土田さやかさん（34）に決まり、３月15日、関西スクエア会員
つたえ

交流会＝次㌻参照＝の席上、二人に賞状と副賞10万円が、古川伝・朝日新聞大阪本社編集局長から贈呈された。

河西さん

「象徴天皇」
活発な言論

河西秀哉さんは、象徴天皇制を研究する歴史学者。名

土田さん

腸内細菌から進化に光

土田さやかさんは、野生動物の腸内細菌の研究者。愛

古屋市出身。天皇の生前退位意向表明などについて新聞

媛県出身。ゴリラのフンから新種の乳酸菌を発見し、腸

やすく伝えた。著書に『「象徴天皇」の戦後史』（講談

ホンライチョウからも、植物の毒成分を分解する腸内細

などで活発な言論を展開し、優れた意見を読者に分かり
社選書メチエ、2010年）、『明仁天皇と戦後日本』（洋
泉社、2016年）などがある。

贈呈式の後、スピーチの立った河西さんは、「メディ

内細菌から動物の進化をとらえる研究に光を当てた。ニ
菌を分離し、ライチョウがこの毒を含む植物を食べても
なぜ平気なのかを解明した。

土田さんは「分かりにくい研究に光を当てていただけ

アに描かれた天皇像を調べるため、朝日新聞は泣きそう

てうれしい」とスピーチを切り出し、「最近は、動物園

から変わっていないのに、社会の方が変わってここまで

らを野生に戻すとき、失われた腸内細菌を一緒に戻して

になるくらい読みました。天皇のふるまいは皇太子時代
きたことが分かってきました」とこれまでの研究を振り
返り、「関西には多くの研究者がいて、いろいろな視点
を得られます。できるだけ恐れずにみずみずしい意見を
話し、研究経過を社会に還元したい」と話した。

関西スクエア賞これまでの受賞者（肩書は当時）

第１回

神谷之康（脳科学者）

第２回

高橋智隆（ロボットクリエーター）

第３回

竹下・ルッジェリア・アンナ（宗教学者）
西光慎治（奈良県明日香村教委主任技師）
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で飼育されている動物のフンを集めています。将来、彼
あげる必要があるかもしれないからです」と近況を報

告。「私がストーキングして、うんちを集めさせてくれ
た多くの動物たち、小さな生き物たちに感謝します。彼
らと一緒に受賞を喜びたい」と結んだ。
第４回

山田真澄（京都大学防災研究所助教）

第６回

通崎睦美（木琴・マリンバ奏者、文筆家）

第５回

第７回

か

な

よ

上田假奈代（詩人、釜ケ崎芸術大学主宰者）

朝原宣治（陸上短距離北京五輪銅メダリスト）
能木雅也（大阪大学産業科学研究所准教授）

関西スクエア会員交流会

自然が好きで福島を気にかけ、避難指示が出ている双葉

フクシマを問いかける
「残されし大地」を上映

郡富岡町や南相馬市を訪れ、そこに踏み留まって生きる
人々を取材して撮影した。映像を編集するため母国へ帰
り、試写を見るスタジオへ向かう地下鉄の中でテロに遭
った。46歳だった。初の監督作品が遺作となった。

100人が出席し会員交流会

70分余りの映画には、地を覆い尽くす大津波も、無残

朝日新聞関西スクエアの2016年度会員交流会が３月15

に崩壊した原発建屋も登場しない。反・脱原発スローガ

新聞社員ら計約100人が出席して催された。「朝日21関

かに残った人々の日常が、カメラが見たままの愚直とも

日、大阪市北区のホテル、ヒルトン大阪で、会員と朝日
西スクエア賞」の贈呈に続き、東日本大震災で起きた福
島第一原発事故の後に福島県で撮られた記録映画「残さ

ンもいっさい出てこない。人が消えた街や野山と、わず
いえそうなリアリズムで、淡々と映し出された。

玲子さんも来場した。上映後に出席者らに「映画の原
ラ

テ ー ル

ア バ ン ド ネ

れし大地」が、全国公開を機に上映された。昨年３月22

題は『見捨てられし大地』といいますが、誰も見捨てて

き込まれて亡くなったジル・ローランさんの作品だ。

遺族ですが、見捨てられていません。生きていれば必ず

日にベルギーのブリュッセルで起きた爆破テロ事件に巻
ジルさんは映画の録音などをする音響技師で、震災後
う

ど

に妻・鵜戸玲子さんと二人の娘と東京で暮らし始めた。

いない、残されただけだと気づきました。私も残された
次があると自分を励まし、多くの方々に支えられ、日本
での公開へこぎつけることができました」と語った。

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼残念なおしらせです。会報編集を2013年から一手に担

派なご託宣を並べても失格や。構わんから、どんどんボ

さんは、わたしの整理部時代の大先輩です。整理部は、

と、新米デスクを励ましてくれたのだと思います。なる

ってこられた黒沢雅善さんが今月末退職されます。黒沢
国内外の記者たちが集めてきた膨大なニュースの価値判
断をし、新聞のかたちに整える仕事をしています。わた
しが新人だったころ、黒沢さんはデスクとして、一面や
社会面の紙面づくりの陣頭指揮をとられていました。

会報でも、黒沢さんは深い教養と見識に裏打ちされた

記事をたくさん執筆。明快な見出し、美しいレイアウ

ト。記者も編集者も一人でこなされました。黒沢さんの
後任は生活文化部出身の八田智代さんです。

春は別れと出会いのとき。会報はしばらくお休みしま

す。八田流会報をおたのしみに。

（湯浅）

▼整理部デスクになりたての頃、当時の社会部長から言
われました。「黒ちゃん。新聞の社会面は喜怒哀楽と色
カネ

と金でつくるんやで。そこから外れた記事は、どんな立

ツにしてや」。情がこもった温かい紙面を本音でつくれ
ほど。色と金はともかく、喜怒哀楽には目からウロコ。
本誌も、この教えに少しでも近づきたいと思いながらつ
くりました。ろくな教養も見識もなく、達成できた自信
はとてもありませんが、会員はじめ多くのみなさまに助
けていただきました。損得そろばん抜きですばらしいこ
とに打ち込む方々と知り合えました。これも目からウロ
コ。人生の宝です。ありがとうございました。（黒沢）
▼スクエアに来て１年半、大変お世話になりました！黒
沢さんの持つ柔らかな雰囲気や穏やかな語り口調にはい
つも和まされていただけに、とても寂しく感じます。毎
日が日曜日という生活をしてみたいとおっしゃっていま
あふ

したが、バイタリティ溢れる黒沢さんのことです。お体
を大切に、充実した日々を楽しんでください。（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」はお仕事やご研究の報告、

時事問題への感想・提言、身辺雑記などで、800字を目安に。「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。ともに写真・図付きを歓迎します。下記の朝日新聞関西スクエア事務局へ、郵
便またはファクス、Ｅメールでお送りください。

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
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