血書同い木立に囲まれた､なだら
かな石畳の坂道をあがると､青

い瓦屋根の洋館が見えて‑る｡

鎌倉文学館は､旧前田侯爵家の
別邸で､手入れされた庭のむこ

新年度は｢イラストレーター安西水丸展｣から

Photo by Nakano Masataka
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私にわたり親し

い間柄だった嵐
山光三郎､村上

夏休み期間には､毎年多‑の親子の

春樹､和田誠､
三氏との仕事も
紹介します｡ひ
とつの時代を風のように駆け抜けた安西
水丸の作品展をぜひご覧‑ださい｡
方々に楽しんでいただいている｢こども

文学館えほんのひろば｣を開催します｡
18回目となる今年のテーマは､｢とよた
かずひこの絵本世界｣です｡実は､
2000年に開催した｢こども文学館｣
の第1弾でご登場いただいたのが､とよ
たさんでした｡あれから1 7年｡今回の展
｢ももんちゃんシリーズ｣｢おいしいとも

示では､｢でんしゃにのってシリーズ｣

だちシリーズ｣｢ぽかぽかおふろシリー
ズ｣の4シリーズをと‑あげる予定です｡
また､とよたさんによる､読み聞かせ会
やサイン会､ワークショップなども企画
中です｡どうぞお楽しみに｡
9月からは､特別展｢上橋菜穂子と(精
霊の守‑人)展｣を予定しています｡
1996年の﹃精霊の守‑人﹄からはじ
まった､ファンタジー小説｢守‑人｣シ

リーズは現在､全1 0巻が刊行され､累計
400万部を超えるベストセラーになっ
ています｡2016年からはNHKで
ドラマも放送され､ますます人気が高ま

祝
)

(一)

安西水
4月28日㈲〜6月25日㈲

7月15日㈲18月27日㈲

9月16日㈲‑Ⅱ月26日㈲

o1.1｣

*タイトル､会期は予定です

平成00年1月10日㈱〜2月12日(月･

展｣

◆新春ロビー展｢100万人の年賀状

12月16日出〜平成00年4月8日㈲

v

◆企画展｢井上ひさし資料特集展

人)展｣

◆特別展｢上橋菜穂子と(精霊の守り

界｣

◆夏休み企画｢こども文学館えほんの
ひろば とよたかずひこの絵本世

丸展｣

◆特別展｢イラストレーター

す｡ぜひご覧‑ださい｡
当館は､今年もさまざまな催し物を予
定しています｡職員一同､心よ‑ご来館
をお待ち申し上げています｡
(学芸室 三條望)

しが笑いをち‑ばめて描いた音楽劇で

をもとに､その受難の日々を､井上ひさ

ル仙台で､こまつ座公演｢円生と志ん生｣
を上漬します｡昭和を代表する落語家･
三遊亭円生と古今亭志ん生が､終戦によ
り大連から一時帰国できな‑なった史実

10月8日㈲には､日立システムズホー

目白押しです｡

講座をはじめ､短歌･俳句･川柳合同の
吟行会｢ことばの祭典｣や｢仙台朗読祭｣､
｢仙台文学館ゼミナール2017｣など

内容でご用意しています｡小池光の短歌

▽伊勢民夫さん著﹃仙台城下の商人(め
きんど)群像﹄(国宝大崎八幡宮仙台･江

◆会員情報コーナー⇔

るよとハミングしながら｡

春はほらほらもうすぐそこまできてい

た｡枯れた松葉に覆われた｢赤松の道｣
はふかふかで気持ちがいい｡湧き水あ‑
の案内板の所で引き返した｡

泉ケ岳が‑つきりと目にはいった｡落ち
葉のつぶやきを聞きながらもっと歩い

えた｡木々の問からは雪をかぶっている

半円形のベンチに腰を下ろすと立派な
いい形をした黒松の樹が一本雄雄し‑見

端から赤芽が芽吹いている｡春はそこま

画として､今後も続けていきたい｡

葉の交流を楽しんでいただける参加型企

の清々しさと共に､小さな紙面の中で言

3900人の来場者で賑わった｡新春

状作品､641点が寄せられ､会期中約

イラストや版画､写真､絵手紙などと
共に'思い思いの言葉をしたためた年賀

会共催)を開催した｡今年で1 5回目｡

状展｣(仙台文学館主催､仙台文学館友の

なった新春ロビー展｢100万人の年賀

1月日日から2月12日まで､恒例と

100万人の年賀状展終了

ンルは問いません｡イニシャルでの投稿

ワーのようになったままで花をつけ､そ
れはそれでなんとな‑いい｡他の茎の突

碑がある｡周辺のアジサイはドライフラ

雄先生の歌碑が､少し行‑と冨田博先生
と海鉾義美先生の｢春の足音｣の楽譜の

歩きはじめたばか‑のいい所に扇畑忠

入ってみる｡

この言葉の杜の館から出て自然の森に

いるような､でもどっしり感がただよう｡

文学館は渓谷上に建っている｡浮いて

･1‑∴国産｡言.国‑‑‑

｢ 熊三諜′一 叢 ∴ 節 i=. ‑∴ 関
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G 板 X･ﾒ ∴ :
∴∴詰∴∴∴ ‑‑.‑‑醸黍 Eg :̀ 蔦ﾓﾓ､fｦﾆ估ｲﾔ踏 蔦｢褪 嘩∵ ∴∴ 重蓮 辻 霽

できているのた｡

轟もんちゃんぽっぽ‑』

も可です｡

でを願ふたつ肋け猫舌聯謹書三 :二三｢:何いけのま中わは燕で亮aokL村度るあ残れ歌そにけ∴患ao務の王‑局原
る｢守‑人｣シリーズ｡展覧会では､その
｢守り人｣シリーズを中心に､上橋さんの
作品世界の魅力を紹介します｡
そのほか､イベントや講座も充実した

戸学叢書､648円)が出版されました｡

執筆途中だった遺稿を仙台市博物館ス
タッフがまとめたもの｡伊勢さんは
2015年に逝去されるまで､長年､文

学館友の会会員でした｡

仙台文学館友の会会報｢文学の杜｣第
▽おだやかな日で真っ青な空のもと､

53号をお届けします｡

青葉山を歩いた｡木々には葉がなく野鳥
の観察がしやすい｡小鳥たちの声に耳を
澄ますと安らぎを感じる｡ややしばら‑
いくとカモシカの親子に遭遇｡新年早々
めったにない出会いに思わず小躍りし

▽それぞれ傾向が異なる読書会にいく

た｡森の空気は格別おいしかった｡(一)

つか所属している｡事情でこのところ欠
席続きだ｡後で例会の様子を知らせても
らう温かさが有り難い｡欠席が長引けば
る

｡

(

近

)

▽薬師寺東塔の修復に携わっている人

い

迷惑かもと思いながらも､やめられない
で

たちは'千三百年前の職人と会話してい
るのだろう｡そして､千年後の職人との
出会いを信じて作業をしている｡彼らが
｢一度だけタイムマシンに乗せてあげま
す｣と誘われたらどうするだろう｡私は
｢曽孫の孫に会いたい｣と言えるだろう
か｡少し怖いけれど､せめてそれ‑らい
( 刺 )

は､確信を持って答えられるようにした

▽文学館の池にかかる橋の上を歩いて

い も の だ と 思 う ｡

いると､水辺の石の上に白いサギが‑羽､

白い鳥､春にはいずこへ‑

(佐)

長い首をS字の形にして侍んでいた｡思
いがけない光景に｢あっ｣と声が出て立
ち止まり､目は釘付け｡聞けば毎年寒い
時期に､時にはつがいでやって来るのだ
とか｡高貴な姫君の雰囲気を持ったあの

学習指導要領の改定案で､小中学校
の社会科から｢鎖国｣という言葉が消
えたと新聞に載っていた｡歴史研究が
進み､江戸後期には長崎､対馬､薩摩へ
松前の四港を窓口にオランダや中国'
で､正確な表現ではな‑なったのだそ

朝鮮､琉球等との外交関係があったの
うだ｡読みながら､あら､困ったなと

思えば私は｢鎖国｣を都合

思った｡学校で習ったかどうかも忘れ
たというのに､意外なほど複雑な思い
がした｡これまでテレビの時代劇や歴
史ドラマ､クイズ番組から時代小説等
｢鎖国｣を背景とした娯楽の分野に親し
んできた｡今更ちがうと言われても'
おいそれとは修正がきかない｡たった
二文字の威力の大きさに感嘆した｡
のいいキーワードとして利用
してきた｡例えば､外国人を
前にすると妙に動揺して平静
でいられないこと｡内輪の人
間関係ではこまめに気配‑す

なこと｡一斉唱和の教授法に

るのに､部外者には案外鈍感

ティブ講師の指導でも上達が

慣れた身では英会話のネイ
遅いこと等｡これはきっと
｢鎖国LDNAのせいにちが
いないと安易に決め込むとい
う具合｡一方では､日本人の

器用さは､資源に乏しい島国
でしかも｢鎖国｣だから必要不可欠
だったとかへ西欧諸国が絶賛した絵画
や工芸品の芸術性は｢鎖国｣なればこ
そ熟成された等々､卑屈と高慢の両方
の言い訳にしてきたのだ｡そんな理屈
グローバル人材育成が緊急な課題だ

は今後通用しなくなるらしい｡

ものかと考え込んでいる｡

(近)

そうである｡教科書から｢鎖国｣の二
文字を消すことが､つまるところ世界
に羽ばた‑人材を輩出することにつな
がるかもしれない､と割り切れなさの
片隅で思ったりした｡
当面は不当な役目を負わせてきたら
しい｢鎖国｣とどう折り合いをつけた

この印刷物は再生紙を使用しています

うに海を眺めることができる｡

再現された中原中也の帽子や､
大俳次郎の猫の置物などの愛蔵

や､映画･演劇などを見た感想などジャ

をお寄せください｡おススメの文芸作品

150字程度で､会員のみなさまの声

臆｢文友の部屋｣の原稿募集賀

(小林恵子)

の著書や原稿が保存､展示されている｡

品をはじめ､鎌倉にゆか‑のある文学者

側の忘て庵椿石う江ま過六と田掠線

ー暴襲㊨鞋饗輩=
仙台文学館の今年度
は､特別展｢イラスト

レーター安西水丸展｣
でスタートします｡安

西水丸は､70年代から
長年にわたり活躍した
イラストレーターで

す｡画面の要素を出来
る限り削ぎ落としなが
らも､柔らかくユーモ

アに溢れる彼のイラス
トは､ときに優し‑､

ときに鋭く､見る者を
魅了しました｡漫画･
絵本･小説･エッセイ

の執筆や翻訳など､枠
にとらわれることのな
い多様な活動をおこな
いながらも､｢イラス
トレーターであること

への誇り｣を大切にし
た安西｡本屋では､幼
少期から晩年に至るま
での足跡を､イラスト
レーションの作品を軸

とよたかずひこ

だ遭い歌る､ー 野向は太 のう涯を
に辿‑ます｡また､公

安西水丸

夏休みは｢とよたかずひこ絵本世界｣
29年度展示

支友一‑′高
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で面白いと思った｡次に｢ここ

‑いのに律儀な付き合いだった｡

遁遥､二葉亭四迷､尾崎紅葉へ泉鏡花､幸
田露伴､樋口一葉､森鴎外､島崎藤村‑
といった順序で明治の文豪が並ぶ｡文語･
漢語､候文などがまだ顔を出し､読みに

文学への愛着が芽生えたのは

ろ｣を読んだ｡前者は難しい漢

石の｢吾輩は猫である｣を読ん

中学3年のころだった｡夏目漱

語を多用した鏡舌の面白さで

面で現代日本の源流は明治にあったと思
うからだ｡文明開化の欧化主義､経済･
軍事優先の富国強兵｡敗戦までの軍国主
義も日清･日露戦争の延長だった｡
文学においてもへ現代文学の源流は明
治であろう｡特に漱石と子規はとても大
きな存在だ｡2人は大学の同期で親友｡
今年は共に生
当たる｡

誕百五十年に

新しい文学
も芥川賞作品
は読むよう心

がけているが､

老化現象の進
んだ今では現代の作家に付いて行けなく

友康

なった｡読書に対する集中力や根気が衰

阿部

むようになった｡時代が進むにつれ､用

ら昭和以降の作家や欧米の作家にも親し
えたせいもあるが'楽しめないのた｡そ

チックに追体験することができる｡

ちは､展示を通して､その過程をドラマ

への興味はいまだに尽きない｡あらゆる

多大な影響を受けた｡歴史を含めて明治

せいか､私の頭脳は明治の文学に染まり､

聞きいっていたのか｡頬杖をついている姿､

読んでいたのか｡いや､ただ煙草を片手に

ない｡

われながら化石のような古きを笑うしか

の点､明治の作家は安心して読める｡中
でも漱石､子規を読み直すのは楽しい｡

けれども､読み始めの印象が強かった

語や表現方法も内容も多様になる｡

友の会会員

私の文学事始め

高校から大学へと進み､川端康成､井
上靖､伊藤整､三島由紀夫､大江健三郎

エッセー風｡後者はテーマの絞

り込みと告

白体の深刻
さが緊張感
をはらんで

ドラマティック｡対

照的な作品であ‑､
漱石の多様な世界が
文学入門になったこ
とは幸いだった｡

高校生になってからは｢草枕｣｢三四
郎｣｢それから｣｢門｣｢道草｣など漱石全
集を次々に読んだ｡高校の図書館を利用
した｡そのうちに現代文学全集が目につ
いたので､ずら‑と並ぶ全集の読破を思
いつき､漱石以外の作家へ進んだ｡坪内
﹃ドラマ･ウィズ･ミュー

ジック〜井上ひさしの音
背中､こ

原稿用紙に丁寧な文字を書き込んでいる

れと現実の葛藤があったことを､今回の

ちらが恥
ずかしく

ブロードウェイ･ミュージカルへの憧

展示で知った｡私は､台詞と音楽と唄が
違和感な‑共存するのが井上ひさしの演
なるくら

楽世界﹄が4月9日まで
開催されている｡音楽と
までの､井上ひさしの歴
劇だと思っている｡しかしそれは､いわ
い笑顔'

いの優し

ラマ･ウィズ･ミュージック｣という井上

かった｡その答えがここにあった｡｢ド

ことがな

直接見た

の出会いから﹃組曲虐殺﹄
史を辿ることができる｡

いた｡でも､何がどう違うのか分からな

ゆるミュージカルとは違う､とも感じて

井上ひさし資料特集展
シリーズで毎回驚かされ
るのは､作家の妥協を知
らない追求の姿勢だ｡ど
ひさし独特の世界は､憧れと現実の葛藤

(刺)

て､想像

っ

こをどう切り取っても､

の中で､生まれてきたものだった｡

は私たち
の勝手な

た

とことんこだわる井上ひ
さしが現れる｡塗‑つぶ
レコードやcDが展示されている｡それ
のだ｡

こんな曲を聴きながら書いていたのか｡

く

された原稿､資料への書
は､直接作品に関わるものだけではない｡

今回は文字資料だけでなく､数多くの

き込み､その一つ一つが

作品となっていく｡私た

②只野眞葛の墓碑
③晩翠草堂

施設見学ばか‑ではありません｡その

げてみました｡

⑥スズキへキの原風景
ノ＼

北目町界隈を歩

員紹介､無駄ではないおしゃべりと楽し
いこと尽‑めです｡時には朗読や歌､演

歩きつかれてほっと一息のランチ､会

でも行ってみたいというきっかけにもな

奏などがあ‑､作品をよ‑深く､作者を

仙台には多くの作家が住んでいます｡

より身近に感じることができます｡

彼らの作品の中に描かれている場所を巡

女に｢お兄さん優しいし､穏やかたしへ

( 一 )

過)を歩‑文学散歩に切‑替えました｡

には別のものをと選

み て ‑ だ さ い ｡

た｡ただしこの年から秋は近場(仙台周

震災の年の夏の見学会は見送りまし

‑ます｡

あとでゆっ‑りまた訪れたいとか､何度

⑤俳人鬼房の小道(バスで塩釜)

0年の行き先をあ

友の会では夏と秋の2回､見学会を実

何気な‑通り過ぎていたところを意味

施してきました｡過去1

周辺の小さな美術館や建築物をも見るこ
とがあ‑ます｡そこに関わる専門の方か
らのお話や'学芸員さんの緻密に調べ上

ある場所として認識させられることに感

①あきた文学資料館
②啄木･賢治青春館
③遠野ふるさと村
④野村胡堂あらえびす記念館

⑤遅筆堂文庫山形館
⑥吉野作造記念館
⑦埴谷島尾記念文学資料館
⑧原阿佐緒記念館
⑨日本現代詩歌文学館

⑩石川啄木記念館

の知識満載です｡知る楽しみが膨らみ､

げられた資料と解説などがあ‑ます｡一

見学会･文学散歩を振り返る

爾
xﾇ8ﾄｸ自?
ｩ
劔佝X臙
‑‑.L=‑‑‑

動です｡

一国＼一一

る散歩はいかがでしょう｡ぜひ参加して

んだ作品｡著者は独

りげなく､彼を特別扱いしないところが

頭良さそうで恰好いい｣と言わせるほど
だ｡長瀬に対する優子の態度も自然でさ

がなにもかも見ていることに驚く｡この

追憶はうたごえと共に
｢井上ひさしが愛した音楽たち｣
展示室の一画が聴衆でいっぱいとなっ
たミニコンサートは､井上作品に関係の

ある音楽の特集であった｡歌ってくださ

るのは萩原里香さん､ピアノ伴奏は榊原
光裕さんである｡演奏者と聴き手の距離
‑曲目はおなじみ｢ひょつこ‑ひょう

の近さがとてもいい｡

たん島｣｡50年前､子どもたちをとりこ

にした同名の人形劇のテーマソングであ
る｡萩原さんの豊かな声量に､懐かしい
あの頃が思い出された｡
ガシューインを井上ひさしは生涯聴き
プソディー･イン･ブルー｣にはどこか

続けたという｡榊原さんのピアノ演奏｢ラ

｢ひょっこりひょうたん島｣の曲に共通す

る部分があるように思われた｡

演劇﹃ロマンス白の中で､主人公が家族
との団らんを夢見て歌う｢ロマンス｣は､
切な‑も‑つき‑と胸にせまる｡﹃円生

と志ん生﹄の劇中歌｢ことばへの祈り｣は
終戦後の大連で起きる日本人同士の軋轢
を嘆き､言葉をまっすぐ使える世界に戻
チャード･ロジャースの美しい旋律が､

して‑ださいと神に祈る歌である｡リ

その他﹃太鼓たたいて笛ふいて﹄の劇

その時代の深い痛みに寄り添う｡
中歌｢ドン‑･｣や､カーテンコールに出演

者全員で歌ったという｢夢の裂け目｣な
ど､既存の曲に井上ひさしが詞を付けた

ものが歌われた｡井上が好んだという服
部良一の曲｢一杯のコーヒーから｣｢東京

ブギウギ｣では､会場から手拍子が出て

(佐)

楽しい雰囲気に包まれる｡
展示品と音楽で作家を偲ぶ､シンプル
で贅沢なひとときであった｡

小説の舞台は､昭
和から平成に代わろ
うとする頃の東京で
ある｡子どものいな

い三十代半ばの夫婦
が借りた家は､私鉄
沿線にある広い古風

な屋敷の離れであ
る｡ある日､この夫

婦の元をひそやかに
飼猫｢チビ｣だった｡

訪れたのは､隣家の

人にす‑寄る気配の
ない猫と､猫をそっ

と見つめる夫婦｡そ
の距離はチビが家の
になって一気に縮ん

中に入ってくるよう

だ｡掛け布団の上で

◇

0名参加｡

(℡271‑3020)

申込みは友の会事務局まで｡

(佐)

※友の会会員は自由に参加できます｡

文庫へ新潮文庫)

次回読書会は4月12日㈱14時
山田詠美｢ベッドタイムアイズ｣(河出

◇

うか｡2月8日､1

写が繊細で美し‑､猫も神秘的に描かれ
ている｡何度も読みたい本だとの感想も
あった｡詩的な文章だという意見が多く
出たのは､作者が詩人でもあるからだろ

余りに自分の世界に入り過ぎていて共
感できないという意見や､この夫婦は他
人の気持ちを推し量れない人間ではない
かという指摘もあった｡一方､細部の描

との暮らしを忘れることができなかった｡

婦はチビの思いがけない死を知ることに
なる｡濃密であったが故に､夫婦はチビ

ただならぬものだった｡しかしやがて､夫

うになったこの猫にかける夫婦の情愛は

眠り､ダンボ‑ルの中で小鯵を食べるよ

平出隆『猫の客』

饗‑‑ー一議 剪 焉 迄示ﾂﾚ2 ∴一ミ̲∴∴ 捧 ﾙ? 7 ｢ ｨx
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これまでの6回の実施場所をあげます｡

①東北大学資料館

る置き引きを察知する長瀬の､研ぎ澄ま

緒にデパートの屋上にいる｡そこで起こ

特のスタイルを持っ

された感覚はみごとで､盗もうとした少

た仙台市在住の人気

｢若い人の浮遊感がよ‑出ている｡文

本当の思いやりなのだと気付かされる｡

章が柔らかで好感が持てた｡色や声とい

ドレン﹄の中のひと

わからない｡タイトルは何を表すのか｣

作品だけでは視覚障がい者の本当の姿は

目だけでものを見ているが､見えない人

うものについて考えさせられた｡自分は

つなので､他の作品

などの疑問や感想が出された｡

)

重い内容を軽‑スマートな形で読者に

佐

という声もあった｡

(

とができた会だった｡1 2月1 4日'川名参
｡

差し出すという作者特有の世界を覗くこ

加

盲目の青年長瀬
して‑れる優子と一

は､彼の目の役割を

の内容が納得できた

も併読することでこ

連作短編集﹃チル

た｡

作家であるが､この
作者は初めてという
人が少なくなかっ

り上げてきたが､時

読書会ではこれま

山山岩若宮福宮山岩岩岩秋
形形手手城島城形手手手田

でずっと純文学を取

⑪芭蕉清風歴史資料館
⑫浜田広介記念館

伊坂幸太郎｢イン｣

第29回読書会

井上ひさし資料特別展Voi｡ 6

人で出かけたときとは比べられないほど

④楯岡天満宮俳詣碑林
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麦の会随想
第28回読書会
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仙台文学館友の会会報
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